
╇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: 
40 えそおけのせけみて ╈-せ ╆あしさあせつさけ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5
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¨す すぇいう ゃっつっさ ╉ぇいぇくかなお 
とっ うきぇ しゃけはすぇ 46-すぇ 『ぇ-

さうちぇ [けいぇ. ╉けは とっ っ すは, とっ 

さってう あせさう  けす ういゃっしすくう おぇ-
いぇくかなつぇくう, おけうすけ くけしはす しかぇ-
ゃぇすぇ くぇ ゅさぇょぇ こけ さぇいかうつくう 
きっしすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ う しゃっすぇ. 
『っかすぇ くぇ けさゅぇくういぇすけさうすっ 

くぇ おけくおせさしぇ いぇ すけいう ゃうょ うい-
ぉけさ くぇ あせさう – ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, っ ょぇ ぉなょぇす こさっしっつっ-
くう ゃしはおぇおゃう しこっおせかぇちうう いぇ 
こさっょゃぇさうすっかくう せゅけゃけさおう こけ 
けすくけてっくうっ くぇ ういぉけさぇ くぇ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ ちぇさうちぇ.
‶け すさぇょうちうは おけくおせさしなす いぇ 

『ぇさうちぇ [けいぇ っ くぇえ-けょせきゃぇ-
くけすけ う けしこけさゃぇくけ しゃっすしおけ しな-

]っかしおけすけ させしおけ きけきつっ. 
╋うたぇうか ╄ゅけさけゃ っ さけょっく 

くぇ 5 きぇえ 1923 ゅ. ゃ しっかけ ╄さ-
きけてっくおぇ, ]きけかっくしおぇ けぉかぇしす, 
ゃ しっきっえしすゃけ くぇ しっかしおけしすけ-
こぇくしおう さぇぉけすくうちう. ′ぇつぇかくけ-
すけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ いぇゃなさてゃぇ 
ゃ さぇえけくくけすけ せつうかうとっ. ╀ぇとぇ 
きせ ぉうか ゃないさぇしすっく, ぉさぇすはすぇ 
う しっしすさうすっ – きぇかおう, いぇすけゃぇ 
きけきつっすけ いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ 
きっしすくうは おけかたけい. 
╋うたぇうか ぉうか しさっょっく くぇ さなしす, 

しかぇぉ う しうきこぇすうつっく きかぇょっあ.                                                        
╉けゅぇすけ そぇてうしすうすっ くぇたかせゃぇす 
ゃ ]なゃっすしおうは しなのい う けおせこうさぇす 
さけょくうは きせ おさぇえ, 16-ゅけょうて-
くうはす ╄ゅけさけゃ, いぇっょくけ し けとっ 
35 きけきつっすぇ けす くっゅけゃけすけ しっかけ, 
しっ ゃおかのつゃぇ ゃ こぇさすういぇくしおうは 
けすさはょ ゃ こけかおぇ くぇ ]っつっくおけ. 
‶けかおなす ょっえしすゃぇか ゃ こぇさすういぇく-
しおけすけ けぉっょうくっくうっ, おけきぇくょ-
ゃぇくけ けす ゅっくっさぇか-こけかおけゃくうお 
╊のぉぇくけお. ╁けのゃぇかう ゃ すうかぇ くぇ 
ゃさぇゅぇ ょけ けしゃけぉけあょぇゃぇくっすけ くぇ 
さぇえけくぇ. 
╁ 』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは. ╄ゅけ-

さけゃ っ しっさあぇくす-つっさゃっくけぇさ-
きっっち, さぇいせいくぇゃぇつ けす 756-
すう しすさっかおけゃう こけかお, 150-すぇ 
しすさっかおけゃぇ ょうゃういうは, つぇしす けす 
┶┶┶-すぇ せょぇさくぇ ぇさきうは くぇ ┶-ゃう 
╀っかけさせしおう そさけくす. ╁ さっょけゃ-
くぇすぇ ぇさきうは っ こさうっす こさっい ょっ-
おっきゃさう 1944 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ 
こぇさすういぇくしおぇすぇ ゅさせこうさけゃおぇ しっ 
ゃかうゃぇ ゃ 〈さっすぇ せょぇさくぇ ぇさきうは 
くぇ ‶なさゃう ╀っかけさせしおう そさけくす. 
╄ゅけさけゃ ぉうか くぇいくぇつっく いぇ おけ-
きぇくょうさ くぇ けすょっかっくうっ ゃ こけか-
おけゃぇすぇ さぇいせいくぇゃぇすっかくぇ しかせあ-
ぉぇ. 〈ぇき しっ しさっとぇ し ╋っかうすけく 
╉ぇくすぇさうは. ╃ゃぇきぇすぇ せつぇしすゃぇ-
かう ゃ ぉけっゃっすっ こさう そけさしうさぇくっ-
すけ くぇ さっおぇ ╁うしかぇ, ゃ けしゃけぉけあ-
ょぇゃぇくっすけ くぇ きくけゅけ ゅさぇょけゃっ 
けす ╀っかけさせしうは, ‶けかてぇ う ╂っさ-
きぇくうは. ╁ けゅなくは くぇ ぉけえくう-
すっ ょっえしすゃうは きっあょせ くっゅけ う 

╉ぇくすぇさうは しっ しないょぇゃぇ ぉかういおぇ 
ょさせあぉぇ. 
╄ゅけさけゃ せつぇしすゃぇか ゃなゃ ゃしうつ-

おう しさぇあっくうは ょけ おさぇは くぇ ゃけえ-
くぇすぇ. ‶さう きくけゅけ しかけあくぇ う 
けこぇしくぇ けぉしすぇくけゃおぇ, し さうしお いぇ 
あうゃけすぇ しう, すけえ せしこはか ょぇ ゃょう-

ゅくっ ゃなゃ ゃないょせたぇ こっす くっきしおう 
ってっかけくぇ. ╁ こさけゃっあょぇくうすっ 
ぇおちうう かうつくけ こかっくうか 28 くっき-
しおう けそうちっさう. 〈けえ うきぇ 113 
こぇさぇてせすくう しおけおぇ ゃ すうかぇ くぇ 
くっきちうすっ. 〈さう こなすう っ ぉうか さぇ-

╆ぇこけつくぇ こけっすぇこくけすけ ゃなゃっあ-
ょぇくっ くぇ くけゃうは きけょせか, つさっい 

おけえすけ けすこぇょぇ す. くぇさ. „すさぇくしこけさす-
くけ ゃさっきっ” いぇ ゃしうつおう さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう くぇ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇ しすぇさすぇ くぇ きけょせかぇ, おけえすけ っ 

つぇしす けす しうしすっきぇすぇ いぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは う っそっおすうゃくけ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
すさせょぇ /¨╄〈/, ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” しなけぉとう ゃ  こさっょたけょくうは 
しう ぉさけえ. 
[ぇいさぇぉけすおぇすぇ っ ょっかけ くぇ ょうさっお-

ちうは „〉こさぇゃかっくうっ くぇ こさけちっしうすっ” 
おなき „┿さしっくぇか” し ょうさっおすけさ ╈けさょぇく 
╈けさょぇくけゃ. 
′けゃけゃなゃっょっくうっすけ しこっしすはゃぇ 20 

きうくせすう くぇ ゃしっおう さぇぉけすっと ゃ „┿さ-
しっくぇか” う こさぇおすうつっしおう とっ けすつうすぇ 
さっぇかくけすけ ゃさっきっ くぇ くっゅけゃけすけ こさっ-
ぉうゃぇゃぇくっ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 〈け っ ょっかけ 

„]ゃっすなす くぇ こさうおぇいおうすっ“ - すぇおぇ けいぇゅかぇゃうたぇ こさけかっすくうは しう 
こさぇいくうお ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ 『╃╂ „╀せさぇすうくけ“ こさう „┿さしっくぇか“. 
] くっゅけ ぉはたぇ いぇさぇょゃぇくう さけょうすっかう う さぇぉけすっとう ゃなゃ そうさきぇすぇ.

くぇ ょゃぇ っおうこぇ おなき ょうさっおちうはすぇ, さなおけゃけょっくぇ けす ╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ: くぇ っおうこぇ けす けすょっか „╇く-
そけさきぇちうけくくけ けぉしかせあゃぇくっ” し さなおけゃけょうすっか  きぇゅ. ╉けきこのすなさくう すったくけかけゅうう [せきっく ╋けしおけゃ う くぇ 
っおうこぇ くぇ くぇこさぇゃかっくうっ „╇くそけさきぇちうけくくう すったくけかけゅうう” し さなおけゃけょうすっか うくあ. ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ. 
╃ゃぇすぇ おけかっおすうゃぇ しぇ さぇぉけすうかう こけ くけゃうは きけょせか ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 7 きっしっちぇ う けす くぇつぇかけすけ 

くぇ きぇえ こけっすぇこくけ しぇ いぇこけつくぇかう ゃなゃっあょぇくっすけ きせ こけ いぇゃけょう. ‶なさゃう ゃ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ くけゃうは 
くぇつうく くぇ けすつうすぇくっ くぇ ゃさっきっすけ ゃ „┿さしっくぇか” しぇ いぇゃけょうすっ 0, 1 う 5, ぇ こけしかっょくう とっ しぇ しかせあう-
すっかうすっ けす ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは. 
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くはゃぇく. ]かっょ けいょさぇゃはゃぇくっすけ 
しう くぇくけゃけ しっ ゃさなとぇか くぇ ぉけえ-
くぇすぇ かうくうは. 
╀うすおぇすぇ いぇ ╀っさかうく. ‶さっい 

ぇこさうか 1945 ゅ. 』っさゃっくぇすぇ ぇさ-

きうは こかなすくけ しっ ょけぉかうあうかぇ ょけ 
╀っさかうく. ╂っさきぇくしおぇすぇ ぇさきうは 
けすぉさぇくはゃぇかぇ こけしかっょくうすっ しう 
けこけさくう こせくおすけゃっ – ぉさっゅけゃっすっ 

くぇ さっおうすっ ̈ ょっさ う ′うしぇ, ぇ ╀っさ-
かうく ぉうか こさっゃなさくぇす ゃ きけとっく 
せおさっこっく こせくおす, こけょゅけすゃっく いぇ 
ゃけょっくっすけ くぇ せかうつくう ぉけっゃっ. 
¨おけかけ ╀っさかうく ぉうかう けぉさぇいせ-
ゃぇくう すさう けすぉさぇくうすっかくう こさなし-
すっくぇ, けぉけさせょゃぇくう ぉうかう くぇょ 

400 あっかっいけぉっすけくくう せおさっこっくう 
こせくおすぇ し ゅぇさくういけくう ょけ 1000 
ょせてう. ╁ ぉうすおぇすぇ いぇ ╀っさかうく 
』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは たゃなさかうかぇ 
くぇょ 1 900 000 ょせてう, ぇ おぇすけ 
こけきけとくう ゃけえしおう せつぇしすゃぇかう 

しなっょうくっくうは けす 155 900 こけ-
かはちう.
╆くぇきっすけ くぇ ‶けぉっょぇすぇ. ╁ 

ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ ╀っさかうく 
ぉけっゃっすっ しっ ゃけょっかう けす すさっすぇ 

せょぇさくぇ ぇさきうは. ╆ぇ ゃしはおぇ けす 
くっえくうすっ ょっゃっす ょうゃういうう こさう 
くぇゃかういぇくっすけ ゃ ╀っさかうく こさう 
こけかっゃう せしかけゃうは ぉうかう こけょゅけす-
ゃっくう ょっゃっす  つっさゃっくう いくぇきっくぇ 
し こっすけかなつくぇ いゃっいょぇ う しなさこ う 
つせお. 〈っ ぉうかう さぇいょぇょっくう くぇ 
ゃしはおぇ けす ょうゃういううすっ し ちっか - 
おけえすけ しすうゅくっ こさなゃ, ょぇ こけしすぇ-
ゃう すけいう しうきゃけか くぇ こけぉっょぇすぇ 
くぇ こぇさかぇきっくすぇ. 〈ぇいう うしすけ-
さうつっしおぇ ゃないきけあくけしす うきぇかぇ 
150-すぇ しすさっかおけゃぇ ょうゃういうは. 
╁なさたせ ゃしはおけ いくぇきっ, くぇ こかぇすぇ 
ょけ ょなさゃっくぇすぇ ょさなあおぇ, うきぇかけ 
くけきっさ. ′ぇ 30 ぇこさうか 1945 ゅけ-
ょうくぇ そかぇゅ し くけきっさ 5 こけかせつぇ-
ゃぇ 150-すぇ しすさっかおけゃぇ ょうゃういうは.                                                                      
╋うたぇうか ╄ゅけさけゃ, きかぇょてう 

しっさあぇくす ╋っかうすけく ╉ぇくすぇさうは 
う いぇきっしすくうお-おけきぇくょうさなす くぇ 
ぉぇすぇかぬけくぇ こけ こけかうすうつっしおぇすぇ 
つぇしす かっえすっくぇくす ┿かっおしっえ ╀っ-
さっしす こけかせつぇゃぇす いぇこけゃっょ ょぇ 
ういょうゅくぇす 』っさゃっくけすけ いくぇきっ 
くぇょ さぇえたしすぇゅぇ. ╃け しゅさぇょぇすぇ 
けしすぇゃぇかう 80-100 きっすさぇ.
‶さっゃいっきぇくっすけ くぇ [ぇえ-

たしすぇゅぇ. ╀うすおぇすぇ いぇ さぇえたしすぇ-
ゅぇ ぉうかぇ おさなゃけこさけかうすくぇ, ぉけ-
っゃっすっ しっ ゃけょうかう ぉせおゃぇかくけ 
いぇ ゃしっおう きっすなさ. 〈ぇき しっ ぉうかう 
せおさっこうかう 1650 くっきちう - ゅけ-
かはきぇ つぇしす くっきしおう ゃけえくうちう, 
こけゃっつっすけ けす おけうすけ っかうすくう ]] 
ぉけえちう, おけうすけ しっ けすぉさぇくはゃぇかう 
けあっしすけつっくけ. [せしおうすっ ゃけえくう-
ちう しっ しさぇあぇゃぇかう いぇ ゃしっおう 
っすぇあ, いぇ ゃしはおぇ しすぇは う っすぇあくぇ 
こかけとぇょおぇ. 
╁ 21 つ. 30 きうく. 』っさゃっくけすけ 

いくぇきっ っ こけしすぇゃっくけ けす ╄ゅけさけゃ 
う ╉ぇくすぇさうは くぇ ゃすけさうは っすぇあ, 
ぇ おけゅぇすけ こけょさぇいょっかっくうはすぇ くぇ 
′っせしすさけっゃ う ╃ぇゃうょけゃ せしこっ-
かう „ょぇ ういつうしすはす” くぇえ-ゅけさくうすっ 
っすぇあう くぇ いょぇくうっすけ, いくぇきっ-

╋うたぇうか ┿かっおしっっゃうつ ╄ゅけさけゃ っ しっさあぇくす けす 』っさゃっくぇすぇ 
ぇさきうは, さぇいせいくぇゃぇつ, ╂っさけえ くぇ ]なゃっすしおうは しなのい, くけしう
すっか くぇ けさょっく „╊っくうく” う きっょぇか „╆かぇすくぇ いゃっいょぇ”.
′ぇ 30 ぇこさうか 1945 ゅ., いぇっょくけ し きかぇょてう しっさあぇくす ╋っ
かうすけく ╉ぇくすぇさうは, ういょうゅぇ ╆くぇきっすけ くぇ ‶けぉっょぇすぇ くぇょ 
[ぇえたしすぇゅぇ こけ ゃさっきっ くぇ ぉうすおぇすぇ いぇ ╀っさかうく ゃなゃ ╁っかう
おぇすぇ ¨すっつっしすゃっくぇ ゃけえくぇ.

„′ぇてっ ょっかけ こさぇゃけっ. 
‶けぉっょぇ ぉせょっす いぇ 
くぇきう!” – すけゃぇ しぇ きけ
すうゃうさぇとうすっ ょけ ぉっい
ゅさぇくうつくけしす ょせきう いぇ 
ゃしっおう させしおう けそうちっさ 
う ゃけえくうお こけ ゃさっきっ 
くぇ ╁っかうおぇすぇ ¨すっつっし
すゃっくぇ ゃけえくぇ.
╁なゃ ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃ
くぇ ゃけえくぇ せつぇしすゃぇす 
61 ょなさあぇゃう. ¨ぉとけ 
61 きうかうけくぇ しぇ あっさす
ゃうすっ くぇ ゃけえくぇすぇ – 
くぇょ 16 きうかうけくぇ ゃけ
っくくけしかせあっとう う くぇょ 
45 きうかうけくぇ ちうゃうか
くう ゅさぇあょぇくう. ′ぇょ 
80 きうかうけくぇ ょせてう しぇ 
さぇくっくう う けしぇおぇすっくう. 
[ぇいさせてっくぇ っ 70% けす 
うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ ゃ 
╄ゃさけこぇ. [ぇいさせてっくう 
しぇ たうかはょう ゅさぇょけゃっ 
う しっかぇ, こぇきっすくうちう 
くぇ おせかすせさぇすぇ, ちっく
くけしすう くぇ つけゃっておうは 
ょせた, こさけういゃっょっくうは 
くぇ つけゃっておうは ゅっくうえ.
╁なゃ ╁っかうおぇすぇ ¨すっ
つっしすゃっくぇ せつぇしすゃぇす 
34 476 700  しなゃっすしおう 

ゃけっくくけしかせあっとう, 26 600 000 しぇ いぇゅうくぇかうすっ う ういつっいくぇ
かうすっ. ╁ [せしうは しぇ さぇいさせてっくう 1710 ゅさぇょぇ, こけゃっつっ けす 70 
たうかはょう しっかぇ, 32 たうかはょう そぇぉさうおう う いぇゃけょう, 98 たうかはょう 
おけかたけいぇ.
′ぇ 9 きぇえ 1945 ゅ. っ こけょこうしぇく うしすけさうつっしおうはす ぇおす いぇ ぉっい
せしかけゃくぇすぇ おぇこうすせかぇちうは くぇ ╂っさきぇくうは. ] くっゅけ しっ しかぇゅぇ 
おさぇえ ゃけえくぇすぇ, ょけくっしかぇ けゅさけきくう いぇゅせぉう いぇ つけゃっつっしすゃけすけ.

すけ っ いぇぉうすけ くぇ おせこけかぇ きせ. ‶け 
けそうちうぇかくぇ ゃっさしうは – こけしすぇゃは 
ゅけ しなゃっすしおうはす ゃけえくうお ╋うたぇうか 
╄ゅけさけゃ. ╆くぇきっすけ けそうちうぇかくけ っ 
けぉはゃっくけ いぇ ╆くぇきっ くぇ ‶けぉっょぇすぇ.
[ぇいおぇい けす こなさゃけ かうちっ.

]ぇきうすっ ╄ゅけさけゃ う ╉ぇくすぇさうは 
けこうしゃぇす しなぉうすうっすけ  こさっょ け. 
い. こけかお. ╃けぉさう ╅っかっゃ, ょけお-
すけさ こけ うしすけさうは, こさっい 1962 ゅ., 
おけゅぇすけ すけえ っ すったっく ゃけょぇつ こけ 
ゃさっきっ くぇ こけしっとっくうっすけ うき ゃ 
╀なかゅぇさうは. ╂させこぇすぇ こさけこなかいは-
かぇ おけかおけすけ しっ きけあっ こけ-ぉかういけ 
ょけ “╉さぇかしおうは こかけとぇょ” う こけょ 
こさうおさうすうっすけ くぇ ぇさすうかっさうはすぇ, 
し きけとっく せょぇさ しっ ゃすせさくぇかぇ くぇ-
こさっょ. ╆ぇこけつくぇかう けあっしすけつっくう 
ぉけっゃっ. ′ぇゃしはおなょっ けす こさけいけさ-
ちうすっ しすさっかはかう くっきしおう しくぇえ-
こっさうしすう. ¨す 51 ょせてう ょけ しゅさぇ-
ょぇすぇ せしこっかう ょぇ しっ こさうぉかうあぇす 
っょゃぇ 14 ゃけえくうちう, おけうすけ せしこっ-
かう ょぇ いぇゃかぇょっはす ょゃぇ おぇぉうくっすぇ 
くぇ こなさゃうは っすぇあ ゃ ちっくすさぇかくぇ-
すぇ しゅさぇょぇ. 〈ぇき さぇいゃっかう いくぇきっ-
すけ こさっい こさけいけさちうすっ. ′け ぉうかけ 
すゃなさょっ くうしおけ う しなゃっすしおうすっ 
つぇしすう くっ ゅう いぇぉっかはいぇかう. ‶けし-
かっょゃぇかう くけゃう したゃぇすおう. ╀けえ-
ちうすっ せしこっかう ょぇ けゃかぇょっはす ょゃぇ 
おぇぉうくっすぇ う くぇ ゃすけさうは っすぇあ. 
¨すくけゃけ さぇいゃっかう いくぇきっすけ. 
]っゅぇ ゃっつっ ぉうかう いぇぉっかはいぇくう. 
┿さすうかっさうはすぇ いぇしうかうかぇ けゅなくは. 
′ぇ こけきけと ょけてかう ぉぇすぇかぬけくうすっ 
くぇ おぇこうすぇくうすっ 
′っせしすさけっゃ う 
╃ぇゃうょけゃ. 
╀ぇすぇかぬけくなす 

くぇ おぇこうすぇく 
]ぇきしけくけゃ せし-
こはか ょぇ しっ ゃきな-
おくっ けす ょはしくぇ-
すぇ しすさぇくぇ くぇ 
しゅさぇょぇすぇ. ╀けはす 
しすぇゃぇか ゃしっ こけ-
おなさゃぇゃ. ╄すぇあ 
こけ っすぇあ ぉけえ-
ちうすっ くぇこさっょ-
ゃぇかう おなき こけ-
おさうゃぇ. ╉けゅぇすけ 
しっ ういおぇつうかう 
くぇ こけおさうゃぇ, 
こ け し か っ ょ ゃ ぇ か ぇ 
ゅさぇょせておぇ けす 
きうくう, しくぇさは-
ょう う おせさてせきう. 
╃ぇ しっ しかけあう 
いくぇきっすけ くぇ 
おせこけかぇ ぉうかけ 
くっゃないきけあくけ. 
╆ぇすけゃぇ ゅけ いぇ-
ゃなさいぇかう くぇ 
こさけすっゅくぇすぇすぇ 
さなおぇ くぇ ╀さけく-
いけゃうは おけくくうお. 
′っきしおぇ いっ-
くうすくぇ ぉぇすぇさっは, こけ っょくぇ しかせ-
つぇえくけしす けちっかはかぇ けす けゅなくは くぇ 
しなゃっすしおぇすぇ ぇさすうかっさうは, いぇこけ-
つくぇかぇ ょぇ けぉしすさっかゃぇ いくぇきっすけ. 
╄ゅけさけゃ う ╉ぇくすぇさうは いぇかっゅくぇかう 
こけょ しすぇすせはすぇ. ‶なさゃうはす しくぇさはょ 
ぉうか ぉさけくっぉけっく. 〈けえ せかせつうか 
おけくくうおぇ, きうくぇか こさっい くっゅけ, 
ぉっい ょぇ しっ ゃいさうゃう. ′け っょうく けす 
しかっょゃぇとうすっ しくぇさはょう せしこはか 
ょぇ せかせつう さなおぇすぇ くぇ おけくくうおぇ 
う ょぇ しゃぇかう いくぇきっすけ. ╃ゃぇきぇすぇ 
ぉけえちう, しおさうすう ょけ おけくくうおぇ, 
ういつぇおぇかう ょぇ しっ しすなきくう, ういおぇ-
つうかう しっ くぇ おせこけかぇ, いぇゃなさいぇかう 
いょさぇゃけ つっさゃっくけすけ いくぇきっ う ゅけ 
けしすぇゃうかう ょぇ しっ ゃっっ.  ′ぇ しかっょ-

ゃぇとうは ょっく, 1 きぇえ, たうすかっさうしす-
おうすっ つぇしすう しっ こさっょぇかう, さぇえ-
たしすぇゅなす ぉうか ういちはかけ ゃ さなちっすっ 
くぇ させしおうすっ ゃけえくうちう.
‶さういくぇすっかくけしす いぇさぇょう 

こけょゃうゅぇ. ╆ぇ ういゃなさてっくうは 
こけょゃうゅ し 〉おぇい くぇ ‶さっいうょうせきぇ 
くぇ ╁なさたけゃくうは しなゃっす くぇ ]]][  
わ 6972 けす 8 きぇえ 1946 ゅけょうくぇ 
╋うたぇうか ┿かっおしっっゃうつ ╄ゅけさけゃ っ 
せょけしすけっく しなし いゃぇくうっすけ „╂っさけえ 
くぇ ]なゃっすしおうは しなのい”, ゃさなつっく 
きせ っ けさょっく „╊っくうく”  う きっょぇか 
„╆かぇすくぇ ╆ゃっいょぇ”. ‶け-おなしくけ 
╄ゅけさけゃ っ くぇゅさぇあょぇゃぇく くっおけか-
おけおさぇすくけ: し けさょっくう „』っさゃっくけ 
いくぇきっ“, „¨すっつっしすゃっくぇ ゃけえくぇ“ 
2-さぇ しすっこっく, „』っさゃっくぇ いゃっい-
ょぇ“, „]かぇゃぇ“ 3-すぇ しすっこっく, きっ-
ょぇかう, つせあょっしすさぇくくう けさょっくう. 
╇いぉうさぇす ゅけ いぇ ‶けつっすっく ゅさぇあ-
ょぇくうく くぇ ]きけかっくしお う ╀っさかうく.
]かっょ ゃけえくぇすぇ. ╃け 1947 

ゅけょうくぇ ╋うたぇうか ╄ゅけさけゃ こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ しかせあう ゃ ぇさきうはすぇ. 
╆ぇゃなさてゃぇ こぇさすうえくぇ ておけかぇ 
ゃ ゅさぇょ ]きけかっくしお. [ぇぉけすう ゃ 
[せょくはくcおうは おけくしっさゃっく おけき-
ぉうくぇす. ╅うゃっっ ゃなゃ ゃないしすぇくけ-
ゃっくうは  ゅさぇょ [せょくは, おけえすけ こけ 
ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇすぇ こっす こなすう っ 
こけこぇょぇか ゃ さなちっすっ くぇ くっきちうすっ 
う ぉうか さぇいさせてっく ょけ けしくけゃう.
′ぇ 52 ゅけょうくう – くぇ 20 のくう 

1975 ゅ. いぇゅうゃぇ こさう ぇゃすけきけ-
ぉうかくぇ おぇすぇしすさけそぇ. ‶けゅさっ-

ぉぇく っ ゃ ]きけかっくしお. ╇きっすけ くぇ 
╋うたぇうか ╄ゅけさけゃ  くけしはす せかうちぇ 
ゃ ]きけかっくしお う せかうちぇ ゃ しっかけ 
╋ぇくぇしすうさとうくぇ, ]きけかっくしおぇ 
けぉかぇしす. ′ぇ そぇしぇょうすっ くぇ おけき-
ぉうくぇすぇ ゃ ゅさ. [せょくは う くぇ ょけきぇ 
きせ, おなょっすけ っ あうゃはか ゅっさけはす, しぇ 
こけしすぇゃっくう こぇきっすくう こかけつう. 
╆くぇきっすけ くぇ ‶けぉっょぇすぇ 

ょくっし. ╃くっし いくぇきっすけ, おけっ-
すけ しかっょ さぇいゃはゃぇくっすけ きせ くぇょ 
[ぇえたしすぇゅぇ ゃ ╀っさかうく しっ くぇさう-
つぇ „╆くぇきっ くぇ ‶けぉっょぇすぇ“, しっ 
しなたさぇくはゃぇ おぇすけ しゃっとっくぇ さっ-
かうおゃぇ ゃ 『っくすさぇかくうは きせいっえ くぇ 
╁なけさなあっくうすっ しうかう くぇ [せしうは.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

ぉうすうっ ゃ ゅさぇょぇ, けとっ こけゃっつっ, 
つっ こけ こさっしすうあ すけいう おけくおせさし 
しっ さぇゃくはゃぇ くぇ おけくおせさしぇ いぇ 

ういぉけさ くぇ ╋うし ╀なかゅぇさうは. ′っ っ 
しかせつぇっく う そぇおすなす, つっ うきっくくけ 
けす おぇいぇくかなておう おけくおせさしう しぇ 
ういかっいかう っょくう けす くぇえ-すなさしっ-
くうすっ う たぇさっしゃぇくう ぉなかゅぇさしおう 
おさぇしぇゃうちう. ‶さっょう 3 ゅけょうくう 
うきっくくけ おぇいぇくかなておけ きけきうつっ, 
しすうゅくぇかけ ょけ こけょゅかぇしくうつおぇ 
くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ う しこっつっかうかけ 
すうすかぇすぇ 『ぇさうちぇ くぇ ╃けかうくぇ-
すぇ くぇ さけいうすっ – ╁ぇくは ‶っくっゃぇ, 
しすぇくぇ ╋うし  ╀なかゅぇさうは.
20 しぇ こさっすっくょっくすおうすっ いぇ おけ-

さけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, おけう-
すけ すぇいう ゃっつっさ とっ ょっそうかうさぇす 

ゃ すさう さぇいかうつくう すせさぇ ゃ ぉかう-
いけ 2-つぇしけゃけ てけせ, ういかなつゃぇくけ  
くぇ あうゃけ けす ╃╉ „┿さしっくぇか” けす 

うくすっさくっす こけさすぇかぇ kazanlak.
com. ]さっょ こさっすっくょっくすおうすっ 
しぇ う 5 きけきうつっすぇ 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, 
いぇ おけうすけ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
こうしぇ ゃ こさっょうてくうは しう 78 
ぉさけえ.
╆ぇ こなさゃう こなす おけくおせさしなす とっ 

しっ ういかなつゃぇ う くぇ ゃうょっけ しすっくぇ-
すぇ こさっょ ╃╉ „┿さしっくぇか”, おなょっすけ 
くぇえ-こけょさぇくうかうすっ いさうすっかう とっ 
きけゅぇす ょぇ しう くぇきっさはす う きっしすぇ.
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〉っ〈╅ 〈ぇ╋╊ ╇ 【╅′¨ ╉ぇ『╋╅╇╅! 
- „′っ しっ くぇょこさっゃぇさゃぇえすっ 

し ぉぇえ しう ╂ぇくは!” – おせかすけゃぇ 
さっこかうおぇ けす しこっおすぇおなかぇ, ゃ 
おけえすけ うゅさぇっすっ. ╃けおけゅぇ とっ っ 
ゃないきけあくけ すけゃぇ いぇ くぇし, くっ
ゅけゃうすっ くぇしかっょくうちう? ╃けおけ
ゅぇ あうゃけすなす とっ くう すなさこう ょぇ 
しきっ すぇおうゃぇ? 
- 〈け っ おかぇしうおぇ すけゃぇ くっとけ, 

すぇおぇ つっ くぇょはゃぇき しっ う ょぇ こさけ
ょなかあう う ゃしっ くはおけえ とっ しっ けこ
うすゃぇ ょぇ くぇしすうゅぇ すけいう ゅけかはき 
ぉなかゅぇさしおう ゅっさけえ, すけいう しうきゃけか 
くぇて ぉぇえ ╂ぇくぬけ. ╉けかおけすけ う ょぇ 
しっ けこうすゃぇす ょぇ ゅけ けすさうつぇす, きう
かうつおうは, こけ-ゅけかっきう けす くっゅけ 
くはきぇ ょぇ しすぇくっき, いぇとけすけ ぉぇえ 
╂ぇくぬけ とっ しう けしすぇくっ ゃっつっく. ╃け
おぇすけ すっいう, ょさせゅうすっ ╂ぇくぬけゃちう 

しかっょ くっゅけ, くっ. ‶さけしすけ くはきぇ ょぇ 
けちっかっはす. 〈ぇおぇ つっ きぇかおけ こけゃっつっ 
せゃぇあっくうっ おなき ぉぇえ ╂ぇくぬけ, ぇおけ 
けぉうつぇすっ.

- ╁うくぇゅう きう っ ぉうかけ かのぉけ
こうすくけ, ゅかっょぇえおう しこっおすぇおな
かぇ ゃ さぇいかうつくう ゃぇさうぇくすう, 
おぇお しっ つせゃしすゃぇ ゅかぇゃくうはす 
ゅっさけえ おぇすけ ういしうこっ ぉせおゃぇか
くけ ゃなさたせ ゅかぇゃうすっ くぇ こせぉ
かうおぇすぇ すっいう せあ しきってくう, くけ 
きくけゅけ あっしすけおう さっこかうおう う 
いぇかぇすぇ しっ しきっっ ょけかせ? ╉ぇお しっ 
つせゃしすゃぇすっ ゃ すぇおなゃ きけきっくす? 
╂けさょ, とぇしすかうゃ, しさぇきくけ, 
すなあくけ? ╉ぇおなゃ っ しきったなす くぇ 
いぇかぇすぇ - しきはた くぇ こさけしすけすうは
すぇ うかう しきはた こさっい しなかいう?
- ′っ, くっ っ すなあっく すけいう しきはた. 

〈けいう しきはた っ こけゃっつっ けこけいくぇ
ゃぇすっかっく. ╇きぇき つせゃしすゃけすけ, つっ 
いぇかぇすぇ しっ こさうしきうゃぇ しぇきぇ くぇ 
しっぉっ しう, けこけいくぇゃぇ しっ  つさっい すっいう 
さっこかうおう, いぇとけすけ ゃなゃ ゃしっおう けす 
くぇし ょさっきっ こけ っょうく ぉぇえ ╂ぇくぬけ 
うかう こけくっ こけ っょくぇ  くっゅけゃぇ つっさ
すぇ. ╋けあっ ょぇ っ きぇかなお, くけ しう 
ょさっきっ. ‶け-しおけさけ しっ しきっはす, いぇ 
ょぇ こさうおさうはす ういせきかっくうっすけ しう, 
つっ う すっ しぇ おぇすけ ぉぇえ ╂ぇくぬけ. ┿ 
うくぇつっ たけさぇすぇ しっ しきっはす, いぇとけ
すけ こけ こさうくちうこ しうすせぇちううすっ, ゃ 
おけうすけ こけこぇょぇ ぉぇえ ╂ぇくぬけ, くけ
しはす ょけぉさけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ. 
》せきけさなす ょけしすぇ かっおせゃぇ. ╇ ぉう 
ぉうかけ ょけぉさっ, ぇおけ たけさぇすぇ しっ せし
きうたゃぇす こけゃっつっ. 〈ぇおぇ しっ あうゃっっ 
う こけ-ょなかゅけ, ぇ う しう きうしかは, つっ う 
ょなさあぇゃぇすぇ  すぇおぇ こけ-しおけさけ とっ 
しっ けこさぇゃう. ╆ぇとけすけ, すけ うくぇつっ 
ゃしっ つっさくけ, ゃしっ くぇきせしっくう そう
いうけくけきうう, ゃしっ くっょけゃけかくう, ゃしっ 
くっ たぇさっしゃぇす, ゃしっ… 

- ′け すけえ う ぉぇえ ╂ぇくぬけ っ すぇ

‶さっい  のかう すけえ とっ くぇゃなさてう 
40 ゅけょうくう. 〈なあっく [ぇお. [けょっく っ 
ゃ [せしっ. ¨す 5 ゅけょうくう っ とぇしすかうゃ 
すぇすおけ くぇ ╈けたぇくぇ. ╆ぇょ ゅなさぉぇ しう 
うきぇ ょっしっすおう さけかう ゃ すっぇすさうすっ 
くぇ しすさぇくぇすぇ, おぇすけ こさっょう すけゃぇ ゃ 
すうえくっえょあなさしおうすっ しう ゅけょうくう しっ 
っ くぇすぇくちせゃぇか くぇ くぇさけょくう すぇくちう. 
¨す とぇしすかうゃちうすっ: ゃかういぇ ゃ 

′┿〈《╇╆ けす こなさゃうは こなす, こさう 
すけゃぇ ゃ おかぇしぇ くぇ こさけそ. ╃うきうすさう
くぇ ╂のさけゃぇ. ′ぇ すっかっゃういうけくくうすっ 
いさうすっかう っ ういゃっしすっく し さけかはすぇ しう 
くぇ ╉ぇさそうけか ‶っすさけゃ けす てけせすけ 
„‶なかくぇ かせょくうちぇ” う おぇすけ ゃけょっと 
くぇ „╂けしこけょぇさう くぇ っそうさぇ”. ╀うか 
っ ゃけょっと くぇ „╋けくけこけかう” こけ ╀′〈 
う „╂けさつうゃけ” こけ b〈V. ╇ゅさぇか っ ゃ 
きくけゅけ すっぇすさう ゃ こさけゃうくちうはすぇ う 
]けそうは, ぇ しっゅぇ さぇぉけすう ゃ ╋かぇょっあ
おうは すっぇすなさ „′うおけかぇえ ╀うくっゃ”. 
] すさせこぇすぇ くぇ ╋かぇょっあおうは すっ

ぇすなさ ╂っさけ, おぇおすけ ゅけ くぇさうつぇす 
こさうはすっかう う おぇおすけ っ ういゃっしすっく ゃ 

》]╅〉 2020: [╅′╅〉]ぇ[ 《』【╅╇╅ 》『《〈¨ぃ]╊〉 を╊〉【ぇ『 
ん¡öáÜëéö ゎñëíïó½ ゎñÜëÇóñç-ゎñëÜ:

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお こさうっ くぇ いぇしっょぇ-

くうっ ゃ おさぇは くぇ ぇこさうか ゃないかけゃうはす 
ょけおせきっくす, おけえすけ けつっさすぇゃぇ さぇい-
ゃうすうっすけ くぇ けぉとうくぇすぇ ゃ しかっょ-
ゃぇとうは こかぇくけゃ こっさうけょ くぇ しすさぇ-
くうすっ けす ╄] - ¨ぉとうくしおうはす こかぇく 
いぇ さぇいゃうすうっ ょけ 2020-すぇ ゅけょう-
くぇ.

‶かぇくなす こさっょゃうあょぇ けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ 
おぇすけ せすゃなさょっく こさけきうてかっく 
ちっくすなさ けす くぇちうけくぇかくけ いくぇ-
つっくうっ, ちっくすなさ くぇ ╃けかうくぇすぇ 
くぇ すさぇおうえしおうすっ ゃかぇょっすっかう 
う さけいぇすぇ, し さっぇかういうさぇく こけ-
すっくちうぇか いぇ うくすっかうゅっくすっく 
さぇしすっあ, し こけょけぉさっく しすぇく-
ょぇさす くぇ あうゃけす, こさうゃかっおぇ-
すっかくけ きはしすけ いぇ あうゃけす, ぉうい-
くっし, うくゃっしすうちうう う すせさういなき, 
しなたさぇくっくぇ こさうさけょくぇ しさっょぇ, 
すさぇょうちうう う おせかすせさぇ.

〈ぇいう ゃういうは いぇ ぉなょっとっすけ くぇ 
けぉとうくぇすぇ っ しなけぉさぇいっくぇ し くぇ-
しけおうすっ くぇ さぇいゃうすうっ, ちっかうすっ う 
こさうけさうすっすうすっ, いぇょぇょっくう ゃ ¨ぉ-
かぇしすくぇすぇ しすさぇすっゅうは, [っゅうけくぇか-
くうは こかぇく いぇ さぇいゃうすうっ くぇ ぃゅけうい-
すけつくうは さぇえけく し ちっくすなさ ╀せさゅぇし, 
おなき おけえすけ っ ゃおかのつっくぇ う けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
しすさぇすっゅうは くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なか-
ゅぇさうは 2012 -  2020  う ]すさぇすっ-
ゅうはすぇ „╄ゃさけこぇ 2020“, おけはすけ とっ 
しっ さっぇかういうさぇ いぇ ゃしうつおう しすさぇ-
くう けす ╄]. ]ぇきけ しなけすゃっすしすゃうっすけ 
きっあょせ ういぉさけっくうすっ こさけゅさぇきくう 
ょけおせきっくすう ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす 
いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ, しこっつっかゃぇ-
くっ う さっぇかういぇちうは くぇ しさっょしすゃぇ 
けす っゃさけこさけゅさぇきうすっ. ╉ぇすけ けこっ-
さぇすうゃくう こさけゅさぇきう, おなき おけうすけ 
とっ しっ けさうっくすうさぇ し こさけっおすう ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ う ゃしうつ-
おう そうさきう う けさゅぇくういぇちうう くぇ 
くっえくぇすぇ すっさうすけさうは, おけうすけ とっ 
すなさしはす っゃさけそうくぇくしうさぇくっ こさっい 
しかっょゃぇとうすっ, ゃっつっ  6, ゅけょう-
くう しぇ ¨こっさぇすうゃくうすっ こさけゅさぇきう 
„′ぇせおぇ う けぉさぇいけゃぇくうっ いぇ うくすっ-
かうゅっくすっく さぇしすっあ“, „╇くけゃぇちうう 
う おけくおせさっくすくけしこけしけぉくけしす“, 
„〈ったくうつっしおぇ こけきけと う ぇょきうくう-
しすさぇすうゃっく おぇこぇちうすっす“. ‶かぇくなす 
ゃ こけゃっつっ けす 200 しすさぇくうちう, しかっょ 
けぉしすけっく ぇくぇかうい くぇ さっしせさしうすっ, 
しうかくうすっ う しかぇぉうすっ しすさぇくう くぇ 
けぉとうくぇすぇ, ゃないきけあくけしすうすっ う 
いぇこかぇたうすっ こさっょ ぉなょっとっすけ さぇい-
ゃうすうっ, ょぇゃぇ けしくけゃくぇすぇ ちっか くぇ 
╉ぇいぇくかなお う 19-すっ くぇしっかっくう 
きっしすぇ いぇ ぉかういおうすっ 6 ゅけょうくう: 
こけしすけはくくけ せしすけえつうゃけ さぇい-
ゃうすうっ つさっい しすぇぉうかくう すっきこけ-
ゃっ くぇ うおけくけきうつっしおう さぇしすっあ 
う こけょけぉさはゃぇくっすけ おぇつっしすゃけ-
すけ くぇ あういくっくぇすぇ しさっょぇ くぇ 
けしくけゃぇすぇ くぇ さぇいこけかぇゅぇっきう-
すっ さっしせさしう う こけすっくちうぇか くぇ 
すっさうすけさうはすぇ.

』っすうさう しすさぇすっゅうつっしおう ちっかう, 
こさけういすうつぇとう けす ゅかぇゃくぇすぇ, 
とっ しかっょゃぇ ¨ぉとうくぇすぇ, こけおぇい-
ゃぇ ‶かぇくなす 2020 くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁ くっゅけ ういさうつくけ っ いぇこうしぇくけ, 
つっ すけゃぇ っ ゃないきけあくけ ょぇ しすぇくっ 
っょうくしすゃっくけ つさっい しなすさせょくう-
つっしすゃけすけ きっあょせ きっしすくうすっ ゃかぇ-
しすう - ¨ぉとうくぇ う ¨ぉとうくしおう しな-
ゃっす, ぉういくっし, くっこさぇゃうすっかしすゃっくう 
けさゅぇくういぇちうう, けぉさぇいけゃぇすっかくう 
う おせかすせさくう けさゅぇくういぇちうう. 』さっい 
すはた しかっょゃぇ ょぇ しっ けしなとっしすゃう ゃ 
こけ-こなかくぇ しすっこっく っゃさけこっえしおぇすぇ 
うょっは いぇ しぉかうあぇゃぇくっ ゃ さぇいゃう-
すうっすけ くぇ けすょっかくうすっ さっゅうけくう, 
いぇ ょぇ しっ しすけこう さぇいかうおぇすぇ きっあ-
ょせ ういけしすぇゃぇとうすっ う くぇこさっょゃぇ-
とうすっ, すぇおぇ つっ ゃ おさぇは くぇ こっさう-
けょぇ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ ょぇ しっ 
ょけぉかうあぇす こけゃっつっ ょけ さぇいゃうすうすっ 
ゅさぇょけゃっ う すっさうすけさうう せ くぇし う 
ゃ ╄ゃさけこぇ. ‶けょさけぉくけすけ こかぇくう-

〉けはそ せか か そつてあせあしそ そて うかしけねけかてそ せけ, てうひちおけ あさてへそちひて, たちかうひたしひてけし つか う かすいしかすあてけねせけみ そいちあく くあ いひしえあちけせあ - ╆あこ ╈あせへそ
おなゃ? 
- ′っ, くぇこさけすうゃ. 〈けえ けちっくはゃぇ 

ょけぉさうすっ くっとぇ. ¨ちっくはゃぇ ゅう けす 
ょせてぇ. ╄, っしすっしすゃっくけ, おぇすけ きせ 
こけょかっはす ゃけょぇ う くっ きせ しすぇくぇす 
しきっすおうすっ う すけえ しっ きせしう つけゃっ
おなす, くけ... うくぇつっ っ ゃっょさはお, しきっっ 
しっ くぇ ょけぉさうすっ くっとぇ う ゅう ゃうあ
ょぇ. 

- ┿ くっ っ かう すなあくけ, つっ ぉぇえ 
╂ぇくぬけ ゃうくぇゅう けちっかはゃぇ? 
- ╆ぇとけ ょぇ っ すなあくけ? 』っ おぇおゃぇ 

こけ-たせぉぇゃぇ つっさすぇ いぇ っょうく くぇさけょ 
ゃうくぇゅう ょぇ けちっかはゃぇ, おぇおゃけすけ う 
ょぇ きせ しっ しかせつう. 〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, 
つっ すけいう つけゃっお, すけいう くぇさけょ うきぇ 
ゅさなぉくぇお.

- 〈う しぇきうはす たぇさっしゃぇて かう 
ぉぇえ ╂ぇくぬけ? 
- ╃ぇ. ╇ゅさぇは ゅけ し ゅけかはきけ せゃぇ

あっくうっ う ゅけかはきけ あっかぇくうっ. ╆ぇ 
きっく すけえ くっ っ けすさうちぇすっかっく ゅっ
さけえ, すけえ っ こけかけあうすっかっく ゅっ
さけえ う ゃうくぇゅう しなき しっ しすさっきはか 
ゃ くぇてうは しこっおすぇおなか ょぇ こけおぇあぇ 
すけゃぇ. ‶けゅかっょくう くぇけおけかけ. 〈う 
しなとけ ゃ しっぉっ しう うきぇて すぇおうゃぇ 
つっさすう: こさぇゃうて くっとけ, いぇ ょぇ 
けちっかっって, くぇかう? ′はおぇおゃぇ おう
さうは くっとけ ょぇ しっ しおぇすぇって, すけゃぇ 
っ けす ぉぇえ ╂ぇくぬけ. ┿きぇ くっ おぇいゃぇて 
ぇい, ぇ おぇいゃぇて „ょさせゅうはす”, いぇ ょぇ 
ういつうしすうて しっぉっ しう, ょぇ たゃなさかうて 
ゃしうつおけ くぇ ょさせゅうは, くぇかう? 〈ぇおぇ, 
つっ いぇ きっく ぉぇえ ╂ぇくぬけ っ こけかけあう
すっかっく ゅっさけえ.

- 〈う うきぇて かう しう かのぉうき 
こけさけお けす こけさけちうすっ くぇ ぉぇえ 
╂ぇくぬけ? 
- ╃ぇ. ]すさぇしすすぇ ょぇ しっ たゃなさかはて 

ゃ さぇいかうつくう くっとぇ. ╉ぇすけ くっゅけ. ╇ 
おぇおすけ ゃうあょぇきっ う けす しこっおすぇおな
かぇ, う ゃ あうゃけすぇ, う ょゃぇきぇすぇ ぉなさ
おぇきっ. ╁うくぇゅう, おけゅぇすけ しなき しおぇ
つぇか おなき くはおけゅけ うかう おなき くっとけ し 
けすゃけさっくう けぉはすうは, ゃ こけ-ゅけかはきぇ
すぇ しう つぇしす しなき こけかせつぇゃぇか くけあ ゃ 
ゅなさぉぇ. 〈ぇ すぇおぇ う すけえ. ‶さぇゃう けす 
くうとけ くっとけ, くけ こけしかっ しっ けおぇい
ゃぇ, つっ ょさせゅうはす っ こけ-しすさぇてっく けす 
くっゅけ. 

- …すけっしす, ぉぇえ ╂ぇくぬけ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ こぇいう けす ╂ぇくぬけゃつっすぇすぇ 
けおけかけ くっゅけ ?
- ╃ぇ, いぇとけすけ すけえ ゅう っ しないょぇか. 

┿ う くぇかう おぇいゃぇす, つっ せつっくうおなす 
っ くぇょきうくぇか せつうすっかは. ┿ う ゃ くぇ
てうは しかせつぇえ ╂ぇくぬけゃつっすぇすぇ しぇ 
けとっ こけ-おけゃぇさくう. 

- 〈けゃぇ くっ すっ かう ょさぇいくう,  

╂っさけ?  ╆ぇとけすけ すせお, くぇ しちっ
くぇすぇ, ゃしうつおう しっ しきっっき くぇ 
„ゅぇくぬけゃとうくぇすぇ”, くけ おけゅぇすけ 
しきっ ゃ さっぇかくうは あうゃけす う しっ 
しぉかなしおぇきっ し くっは, くっ くう しすう
ゅぇす させゅぇすくうすっ? 
- ╃ぇ, すぇおぇ っ. ╆ぇ さぇいかうおぇ けす 

しちっくぇすぇ, おなょっすけ きけあって ょぇ しう 
おぇあって ゃしうつおけ, ゃ うしすうくしおうは 
あうゃけす – くっ. ╆ぇすけゃぇ っ たせぉぇゃけ ょぇ 
うょゃぇす たけさぇすぇ う ょぇ ゅかっょぇす, いぇ
とけすけ こさっい しちっくぇすぇ すっ きけゅぇす ょぇ 
ういおぇあぇす しゃけっすけ くっょけゃけかしすゃけ けす 
おせこ くっとぇ ゃ あうゃけすぇ くう. ╆ぇとけすけ 
すっぇすなさなす ゃうくぇゅう っ  あうゃはか あう
ゃけすぇ, おけえすけ あうゃっっき くうっ. ¨とっ 
こけゃっつっ, つっ っょくぇ こけしすぇくけゃおぇ 
くぇうしすうくぇ きけあっ ょぇ すう ょぇょっ さっ
てっくうっ くぇ こさけぉかっきう, おけうすけ くっ 

きけあっき ょぇ さってうき うくぇつっ しぇきう. 

- ′はきぇて かう せしっとぇくっ
すけ, ╂っさぇしうき, つっ ぉぇえ ╂ぇくぬけ 
しかっょゃぇ ょぇ ぉなょっ ょけこうしぇく? 
╃けこうしぇく けす くけゃけすけ ゃさっきっ. 
』っ うきぇ けとっ おぇおゃけ ょぇ しっ 
しかけあう „くぇょ すけゃぇ”.
- ╃ぇ ょけこうてって ┿かっおけ っ きぇかおけ 

くぇゅかけ. ┿ う ぉぇえ ╂ぇくぬけ っ おかぇしう
おぇ. ╉ぇおすけ ゃうあょぇて, う しっゅぇ おぇすけ 
こけ ╂ぇくぬけゃけ ゃさっきっ しっ こさぇゃう 
こけかうすうおぇ, ゃっしすくうお, ういぉけさう. 
′うとけ くっ っ きさなょくぇかけ ゃなゃ ゃさっ
きっすけ おぇすけ きぇくすぇかうすっす けす こっ
さうけょぇ くぇ ぉぇえ ╂ぇくぬけ けす ┿かっおけ 
╉けくしすぇくすうくけゃ.

- ┿ くっ っ かう すなあくけ すけゃぇ? 』っ 
あうゃっっき ゃなゃ ゃさっきっ, し せしっ
とぇくっ いぇ しこさはかけ.
- ╃ぇあっ きくけゅけ っ すなあくけ すぇおぇ. 

╃ぇ しっ あうゃっっ し すけゃぇ せしっとぇくっ - 
ょっく いぇ ょっく. ╇ ぇい しなき すぇおぇ. ╇ 
おぇお うくぇつっ? ╉ぇおゃぇ こっさしこっおすうゃぇ 
うきぇて ゃ すぇいう ょなさあぇゃぇ? 〈け けす 
ょっく くぇ ょっく こけ-かけてけ しすぇゃぇ. ╁しっ 
こけ-けぉなさおぇくけ, こけ-ぉっいういたけょくけ, 
ゃしっ こけ- くぇくうおなょっ.  ╆ぇすけゃぇ しう 
こけつうゃぇき くぇ しちっくぇすぇ. ╆くぇって かう 
おぇおゃけ っ せしっとぇくっすけ, おぇすけ ゅう ゃう
ょうて たけさぇすぇ せしきうたくぇすう? 〈ぇ すっ 
こけ ちはか ょっく しぇ いぇかっすう し くはおぇおゃけ 
くはきぇくっ. ] くぇえ-すなあくけ, くぇえ-ゅぇ
ょくけ. ╄, おぇお ょぇ あうゃっって たせぉぇゃけ? 
′はきぇ おぇお ょぇ しすぇくっ.

- ┿おけ ぉぇえ ╂ぇくぬけ くっ いくぇっ 
さっちっこすぇすぇ いぇ „こó うくぇつっ”, 
おけえ すさはぉゃぇ ょぇ くう は おぇあっ? 
‶けかうすうちうすっ くう けぉなさおゃぇす 
けとっ こけゃっつっ.
- ′っ いくぇき. 〈けつくけ すけゃぇ すさはぉゃぇ 

ょぇ ゅかっょぇきっ. ╃ぇ こけかいゃぇきっ さっ
ちっこすうすっ くぇ ぉぇぉうすっ う きぇかおけ ょぇ 
しっ こけせつうき けす うしすけさうはすぇ. ╉ぇお 

しかっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ ういゃっょ
くなあ ╀なかゅぇさうは しすぇゃぇ っょくけ けす 
ゃっかうおうすっ うくょせしすさうぇかくう つせょっ
しぇ くぇ しゃっすぇ? 〈ぇ ぇきっさうおぇくちうすっ 
ゃいっきぇす くぇいぇっき けす くぇし いかぇすくう 
ぉなかゅぇさしおう かっゃけゃっ. ╆ぇとけすけ たけ
さぇすぇ しぇ しっ ゃなさくぇかう おなき いっきはすぇ 
しう, おなき おけさっくうすっ しう,  う しぇ しっ 
たゃぇくぇかう いょさぇゃけ いぇ さぇぉけすぇ う しぇ 
こけゅかっょくぇかう いょさぇゃけ おなき ╀なか
ゅぇさうは. ] ょけぉさう, くっ し おさぇょかうゃう 
けつう. 〈ぇ ゃうあ っょうく ]すぇきぉけかけゃ  
しぇきけ おぇおゃけ こさぇゃう! 

- …╇ おぇおゃけ きせ しっ っ しかせつう
かけ こけしかっ…
- ╄, ょぇ…  ╃ぇくけ けぉぇつっ すけいう こなす 

くぇうしすうくぇ くぇきっさうき こけかうすうちう 
おぇすけ くっゅけ, ぉっい ょぇ  うき しすけさはす 

いぇしぇょぇ くぇ „[ぇおけゃしおぇ”. ′はきぇ 
きなあっ, くはきぇ きなあっ ゃ すぇいう ょなさ
あぇゃぇ!   

- ╆ぇとけ かうこしゃぇす ╋なあっ ゃ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ こけかうすうおぇ? 
- ′っ いくぇき, くけ っ そぇおす すけゃぇ. 

〈さはぉゃぇす, ぇ くはきぇ すけこおう いぇ すぇいう 
さぇぉけすぇ.  

- ╃なさあぇゃぇすぇ くう っ こさけこうすぇ 
けす ╂ぇくぬけゃちう, ぇ くはきぇ きなあっ ゃ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ こけかうすうおぇ. ╉ぇお 
すぇおぇ?

┿きう くはきぇ. ′うおけえ くっ うしおぇ 
ょぇ こけっきっ す. くぇさ. „こけかうすうつっしおぇ 
けすゅけゃけさくけしす” いぇ こけしけおぇすぇ くう. 
′うおけえ くっ うしおぇ ょぇ しかけあう ╀なか
ゅぇさうは  う ぉなかゅぇさうすっ くぇょ ゃしうつおけ. 
‶さけしすけ くはきぇ きなあっ ゃ ょなさあぇゃぇ
すぇ. ¨す けくっいう, うしすうくしおうすっ,  うし
すけさうつっしおうすっ きなあっ. 

- ′け すけえ う ぉぇえ ╂ぇくぬけ すけゅぇ
ゃぇ くっ っ ぉうか けす うしすうくしおうすっ 
きなあっ. 
- ぅゃくけ. 】けき くっ せしこはゃぇ ょぇ 

しすうゅくっ ょけくうおなょっ, くっ っ ぉうか 
きなあ. ′はきぇ ゅう う うしすうくしおうすっ. 
〈うは, いぇ おけうすけ ゃしっ ゅけゃけさうき,  つっ 
しきっ ぉうかう くぇ 3 きけさっすぇ, くぇてうすっ 
ちぇさっ, くぇてうすっ たぇくけゃっ. ╂かせこけし
すう! ′うとけ けす すけゃぇ ゃっかうつうっ くっ っ 
けしすぇくぇかけ. ′うとけ. 

- 〈けゅぇゃぇ おぇおゃけ うき けしすぇゃぇ 
くぇ ょくってくうすっ 40-ゅけょうてくう 
ぉなかゅぇさう? 
- ′うとけ. ╁っつっ くっ っ いぇ すさなゅ

ゃぇくっ くぇゃなく. ‶けさぇしくぇたきっ. ┿ぉ
しけかのすくけ くうとけ. ¨しすぇゃぇ しぇきけ 
すっつっくうっすけ う しすさっきっあなす ょぇ しっ 
しゃなさてう ょぇょっくぇすぇ さぇぉけすぇ おぇお
すけ すさはぉゃぇ. ′うおぇおゃう ぇきぉうちうう, 
くうおぇおゃけ ぉなょっとっ. ‶けくっ ぇい くっ 
ゃうあょぇき すぇおけゃぇ. 

- 〈う ょぇゃぇて かう しきっすおぇ おぇお
ゃけ きう おぇいゃぇて しっゅぇ?
- ╃ぇ, う しなき ぇぉしけかのすくけ こさぇゃ, 

いぇとけすけ いくぇき, つっ くっ きけあって ょぇ 
きっ けぉけさうて. ′はきぇ こっさしこっおすうゃぇ. 
╆ぇ 24 ゅけょうくう くっとけ ょぇ しすぇくぇ? 
┿ こけかけあっくうっすけ きぇえ しっ いぇこっつっ 
けとっ こけゃっつっ. ╀ぇさっおけゃちう, ╀け
さうしけゃちう, ╊のすゃうきっしすぇくけゃちう, 
]すぇくうてっゃちう! 〈う おぇおゃけ さってっ
くうっ ゃうあょぇて くぇ くっとぇすぇ? ┿い くっ 
ゃうあょぇき.

- ╉ぇすけ しきっ すけかおけゃぇ あうかぇゃ 
くぇさけょ, いぇとけ すけかおけゃぇ こけいゃけ
かうたきっ ょぇ くう しきぇつおぇす? ╉なょっ 
っ けくけゃぇ あういくっくけ あうかけ, 
ぉなかゅぇさしおう いょさぇゃ うくぇす, 
せしすけえつうゃけしすすぇ くう ぉぇかおぇく
しおぇ.
- ╆ぇとけすけ しきっ ぉっいゅさなぉくぇつっく 

くぇさけょ. ′うっ しう いぇしかせあぇゃぇきっ 
ゃしうつおけ, いぇとけすけ おぇおなゃすけ くぇさけ
ょなす, すぇおうゃぇ せこさぇゃくうちうすっ. ′うっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけゅかっょくっき くぇ けぉ
さぇすくけ. ′っ ょぇ しっ ゃすけさぇつゃぇきっ ゃ 
こけかうすうちうすっ, ぇ ょぇ しっ ゃすけさぇつうき 
ゃ くぇし. ╇ ょぇ ゃうょうき ゃしなとくけしす 
くうっ おぇおゃう しきっ! ╆ぇとけすけ, おぇすけ 
おぇあって くぇ くはおけゅけ ょぇ ういつうし
すう, ょぇ けこさぇゃう, ょぇ しっ しなけぉさぇ
いう, おぇおゃけ しすぇゃぇ, ぇ? ╄, おぇお とっ 
しすぇくぇす すけゅぇゃぇ ょけぉさうすっ くう さぇ
ぉけすう? ′はきぇ ょぇ しすぇくぇす. ╋くけゅけ 
ょけかっく くぇさけょ しきっ. ′っ しっ けぉう
つぇきっ, くっ しう こけきぇゅぇきっ. ′っ しきっ 
しなこさうつぇしすくう. 〈ぇいう こさけしかけゃせすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ ゅけしすけこさうっきくけしす しっ 
けおぇいゃぇ ゅかせこけしすう くぇ すなさおぇかっすぇ! 
‶け-きなさいっかうゃぇ くぇちうは けす くぇし ぇい 
くっ しなき ゃうあょぇか. ╋けあっき ちはか ょっく 
ょぇ しすけうき, くけ  ょぇ くっ しゃなさてうき 
くうおぇおゃぇ さぇぉけすぇ, いぇとけすけ しぇ くう 
ぉうかう きぇかおけ こぇさうすっ. ╉ぇおゃけ うし
おぇきっ すけゅぇゃぇ けす すぇおなゃ くぇさけょ? 
╉ぇおゃう こけかうすうちう ょぇ しう けすゅかっょぇ
きっ? ╉ぇおゃけ ぉなょっとっ, おぇおゃけ ょけ
ぉさけ?  〈ぇ けすゅけゃけさうすっ しぇ ゃ くぇし, 
ぇきぇ くっ くう ういくぇしはす. 

- ┿ ょっちぇすぇ くう? 
- ╃っちぇすぇ くう ぉはゅぇす う とっ ぉはゅぇす 

し こなかくぇ しうかぇ. 

- ╇ すゃけっすけ かう とっ ういこさぇすうて 
くぇゃなく?
- ╃ぇ, いぇょなかあうすっかくけ. ╉ぇおゃけ ょぇ 

こさぇゃう すせお?

- ┿おけ くっ けしすぇくぇす たけさぇ すせお, 
とっ ういつっいくっ う ぉぇえ ╂ぇくぬけ? 
- ╃ぇ. ¨すょぇゃくぇ きうしかは, つっ すぇいう 

ょなさあぇゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ いぇおさうっ, 
ょぇ しっ さぇいすせさう… ╇かう ょぇ くう こさっ
ゃいっきっ くはおけえ. ┿きぇ おけえ とっ しう 
ゃいっきっ ぉっかは くぇ ゅかぇゃぇすぇ. 〈けゃぇ くっ 
っ ょなさあぇゃぇ. ′う うくしすうすせちうう, くう 
ゃけえしおぇ, くう いくぇきっ. ′う せゃぇあっくうっ 
おなき うしすけさうは, ちっくくけしすう, おせか
すせさぇ, しこけさす. ╉なき くうとけ. ′はきぇ 
ょなさあぇゃぇ!

- ′っ すう かう うょゃぇ, おぇすけ うゅさぇ
って ぉぇえ ╂ぇくぬけ, ょぇ ういさうゅくって 
くぇ しちっくぇすぇ こけ すけいう くぇつうく? 
- ′っ. 〈けゅぇゃぇ くはきぇ ょぇ っ ぉぇえ ╂ぇ

くぬけ. 〈けゅぇゃぇ とっ ゅけゃけさは ぇい. ′っおぇ 
くっ しかぇゅぇきっ くぇてうすっ こさけぉかっきう ゃ 
せしすうすっ くぇ ゅっさけうすっ くう.  ╁うあ, ぇおけ 
つさっい すはた う すったくうすっ こさけぉかっきう 
きけあっき ょぇ ういおぇあっき しゃけうすっ, ぉう 
ぉうかけ こけ-こけせつうすっかくけ う きなょさけ. 

- ╀ぇえ ╂ぇくぬけ っ ぉうか きぇえ こけ-
とぇしすかうゃ けす くぇし? 
- 100%.  ′ぇ 100%. 〈けえ っ ゃうあ

ょぇか くはおぇおゃけ ぉなょっとっ. ╇きぇか っ 
しすさっきっあ ょぇ すなさしう,  ょぇ しっ さぇい
ゃうゃぇ.  ′うっ – くっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

すっぇすさぇかくうすっ しさっょう, ぉっ ゅけしす くぇ ╉ぇ
いぇくかなお, おなょっすけ しっ こさっゃなこかなすう ゃ 
っきぉかっきぇすうつくぇすぇ さけかは くぇ ゅ-く ╀ぇか
おぇくしおう, つうえすけ こなさゃけけぉさぇい っ ┿かっ
おけゃうはす ぉぇえ ╂ぇくぬけ. ╄ょくけうきっくくうはす 
しこっおすぇおなか ょけくっしっ くぇ すさせこぇすぇ くぇ 
╋かぇょっあおうは すっぇすなさ すぇいゅけょうてくうは 
こさうい „╉けきっょうっく たうす くぇ しっいけくぇ”, 
こさうしなあょぇく こけ ゃさっきっ くぇ 』せょけきう
さけゃうすっ こさぇいくうちう ゃ ╉ぇいぇくかなお.
¨すゃなょ しきったぇ けす しちっくぇすぇ う すっぇ

すさぇかくうは しぇかけく, ╂っさけ しっ けおぇいぇ ょぇ
かっつ けす こさっょしすぇゃぇすぇ きう いぇ  けこすうきうしす 
う ゃっしっか つけゃっお, おぇおなゃすけ っ くっゅけゃうはす  
しちっくうつっく ゅっさけえ. ╇いかういぇえおう けす けぉ
さぇいぇ くぇ おっかっこうさょあうはすぇ ゅ-く ╀ぇおぇく
しおう, し 40-ゅけょうてくうは きなあ すさなゅくぇ 
くっかっおぇすぇ こさうおぇいおぇ いぇ ょさせゅぇすぇ つぇしす 
くぇ あうゃけすぇ くう. ‶さういくぇゃぇき, くっ けつ
ぇおゃぇた すけかおけゃぇ くっすなさこはと ゃないさぇあっ
くうっ こっしうきういなき う すけかおけゃぇ すなあっく 
さっぇかういなき けす すけいう しさっょくけしすぇすうしすう
つっしおう ぉなかゅぇさうく, おぇおなゃすけ すけえ しぇき 
しっ けこさっょっかう.   

さぇくっ くぇ ょっえくけしすうすっ, つさっい 
おけうすけ しかっょゃぇ すけゃぇ ょぇ しっ 
しかせつう, っ けしけぉっくけ ゃぇあくけ いぇ 
しすさぇくうすっ, こけおぇいゃぇ こさぇおすう-
おぇすぇ くぇ ╄]. ╁ないかけゃうはす ょけ-
おせきっくす - けぉとうくしおうはす ‶かぇく 
2020, こさうっす くぇしおけさけ, しな-
ょなさあぇ おけくおさっすくう こさうけさう-
すっすう う きっさおう, おけうすけ すさはぉゃぇ 

ょぇ しっ けしうゅせさはす そうくぇくしけゃけ, 
いぇ ょぇ しっ しかせつゃぇ さぇいゃうすうっ-
すけ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′ぇ こさぇおすうおぇ こかぇくなす ょぇゃぇ 
こなかくぇすぇ おぇさすうくぇ くぇ けくけゃぇ, 
おけっすけ しかっょゃぇ ょぇ しっ しかせつゃぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ ょけ 
2020-すぇ ゅけょうくぇ. 

‶かぇくなす ゅけくう
こけょけぉさはゃぇくっ くぇ

ぉういくっしさっょぇすぇ

〈けゃぇ しっ けつぇおゃぇ ょぇ しすぇくっ 
つさっい うくゃっしすうちうう ゃ くけゃう 
すったくけかけゅうう, うくけゃぇちうう, 
くぇせつくけ-さぇいゃけえくぇ ょっえくけしす 
ゃ しなすさせょくうつっしすゃけ し けぉさぇ-
いけゃぇすっかくうすっ うくしすうすせちうう, 
しこっちうぇかくぇ こけょおさっこぇ いぇ 
きぇかおうすっ う しさっょくう こさっょ-
こさうはすうは, こけょゅけすけゃおぇ くぇ 

おぇょさう ゃ きっしすくうすっ せつうかうとぇ 
ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し くせあょうすっ 
くぇ そうさきうすっ, ゃなゃっあょぇくっ くぇ 
こせぉかうつくう っかっおすさけくくう せし-
かせゅう, ょけしすなこなす ょけ うくすっさくっす 
ゃ きぇかおうすっ くぇしっかっくう きっしすぇ, 
こけょけぉさはゃぇくっ くぇ ╁╇╉-きさっ-
あぇすぇ, きっさおう いぇ っくっさゅうえくぇ 
っそっおすうゃくけしす, しすうきせかうさぇくっ 
くぇ ょっえくけしすうすっ こけ せしかせゅう-
すっ. ‶け ゃしうつおう すっいう くぇこさぇゃ-
かっくうは とっ うきぇ ゃないきけあくけしす 
いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ し こさけ-
っおすう こさっょ ╄] けす しすさぇくぇ くぇ 
こさっょこさうはすうはすぇ, ¨ぉとうくぇすぇ, 
せつうかうとぇすぇ.  ╇いゅさぇあょぇくっ くぇ 
¨ぉとうくしおう ちっくすなさ う しおかぇょけ-
ゃぇ ぉぇいぇ, っそっおすうゃっく ╀ういくっ-
しうくおせぉぇすけさ, ]こぇ おけきこかっおし, 
けさゅぇくういうさぇくっ くぇ きけぉうかくけ 
ういかけあっくうっ „‶さけういゃっょっくけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお,  つさっい おけっすけ きぇか-
おうすっ う しさっょくう こさっょこさうはすうは 
ょぇ こさっょしすぇゃはす こさけょせおちうはすぇ 
しう, こけきけと いぇ きぇかおうすっ そうさ-

きう こさう せつぇしすうっ くぇ こぇくぇうさう 
ゃ つせあぉうくぇ, さったぇぉうかうすぇちうは-
すぇ くぇ こなすうとぇすぇ ゃ ╇くょせしすさう-
ぇかくぇすぇ いけくぇ う ちはかけしすくぇすぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇ すぇき しぇ つぇしす 
けす きっさおうすっ, いぇこうしぇくう ゃ こかぇ-
くぇ. ╁しっ けとっ くっ ょけぉさっ こけ-
いくぇすぇすぇ しうしすっきぇ いぇ しなすさせょ-
くうつっしすゃけ きっあょせ さっゅうけくう う 
そうさきう  ゃ おかなしすっさう, おぇおすけ 
う しかぇぉけ ういこけかいゃぇくぇ したっ-
きぇ くぇ こせぉかうつくけ-つぇしすくけすけ 
こぇさすくぬけさしすゃけ, すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
こさうかぇゅぇす こけ-ぇおすうゃくけ, こうてっ 
ゃ こかぇくぇ.

〈せさういきなす こぇお っ
こさうけさうすっす

╉ぇおすけ う ゃ こさっょうてくうは こかぇく 
2007 – 2013, さぇいゃうすうっすけ 
くぇ さっゅうけくぇ おぇすけ すせさうしすうつっ-
しおう ちっくすなさ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
ぉなょっ ぇおちっくす ゃ  けぉとうくしおぇすぇ 
こけかうすうおぇ. ′っこけかいけすゃけさっく 
すせさうしすうつっしおう こけすっくちうぇか, 
ういけしすぇゃぇくっ ゃ けしさっぉさはゃぇ-
くっすけ くぇ こさうさけょくけすけ う おせか-
すせさくけ-うしすけさうつっしおけ きっしすくけ 
くぇしかっょしすゃけ う かうこしぇ くぇ ちは-
かけしすくぇ さっおかぇきくぇ う きぇさおっ-
すうくゅけゃぇ しすさぇすっゅうは けすつうすぇ 
ぇくぇかうすうつくぇすぇ つぇしす くぇ ゃない-
かけゃうは けぉとうくしおう ょけおせきっくす. 
』ぇしす けす くっしゃなさてっくけすけ ゃ 
こさっょうてくうは こかぇく っ けすくけゃけ 
いぇかけあっくけ しっゅぇ. [ぇいさぇぉけ-
すゃぇくっ くぇ ╄ょうくっく こさけょせおす う 
しさっょぇ いぇ おせかすせさくけ-こけいくぇゃぇ-
すっかっく すせさういなき こさっょゃうあょぇ 
けとっ こかぇくなす. ╁ きけきっくすぇ いぇ 
ちっかすぇ しっ さぇいさぇぉけすゃぇ ¨ぉと 
せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ すっさう-
すけさううすっ し ういはゃっくけ おせかすせさ-
くけ くぇしかっょしすゃけ ゃ けぉとうくぇすぇ. 
《うくぇくしうさぇくっ けす 2 きかく. かゃ. 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ すなさしう こさう 
くぇかうつっく すったくうつっしおう こさけっおす 
いぇ ╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ ゃ [けいぇ-
さうせきぇ, おけえすけ しっ こさっょゃうあ-

ょぇ ょぇ しすぇくっ しぇきけしすけはすっかっく 
おせかすせさっく うくしすうすせす. [っしすぇゃ-
さぇちうは くぇ けとっ 7 ゅさけぉくうちう, 
╇くそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ くぇ 
ゃたけょぇ くぇ 【うこおぇ, しゃなさいゃぇとう 
こなすうとぇ きっあょせ ゅさけぉくうちうすっ, 
ょうゅうすぇかういぇちうは くぇ そけくょけゃっ-
すっ くぇ きせいっうすっ う くけゃう っおしこけ-
いうちうう ゃ ╇しすけさうつっしおうは きせいっえ 
う ╊》╋ „』せょけきうさ“, こさけっおす いぇ 
っおしこけくうさぇくっ くぇ すさぇおうえしおうは 
ゅさぇょ ]っゃすけこけかうし おさぇえ はいけ-
ゃうさ ╉けこさうくおぇ, こけょゅけすけゃおぇ 
くぇ こさっょかけあっくうっ こさっょ ぃ′╄-
]╉¨ いぇ ゃおかのつゃぇくっ ゃ ]こうしな-
おぇ くぇ ]ゃっすけゃくけすけ おせかすせさくけ 
くぇしかっょしすゃけ くぇ ちはかけしすくぇすぇ 
すっさうすけさうは くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ 
すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ, ゃおかのつゃぇ-
くっ くぇ ╋っゅぇかうすぇ おさぇえ ╀せいけゃ-
ゅさぇょ し こさけっおす おなき „╄ゃさけこっえ-
しおう おせかすせさくう きぇさてさせすう“ くぇ 
]なゃっすぇ くぇ ╄ゃさけこぇ, そぇしぇょくけ 
けしゃっすかっくうっ くぇ しゅさぇょう すうこ 
„╆ゃせお う しゃっすかうくぇ“ しぇ しぇきけ 

しなとけ いぇこうしぇくう ゃ こかぇくぇ. 
′けゃぇ しゅさぇょぇ くぇ ぉうぉかうけすっおぇ-
すぇ, ゅぇいうそうおぇちうは くぇ しゅさぇょう-
すっ くぇ おせかすせさくう うくしすうすせすう, 
つうすぇかうとぇ う けさゅぇくういぇちうう, 
『っくすなさ いぇ おせかすせさぇ う すせさう-
いなき し ぇきそうすっぇすなさ し こさうかっ-
あぇとう こけきっとっくうは, ╄すくけゅ-
さぇそしおう おけきこかっおしう ゃ ╄くうくぇ 
う 【うこおぇ, っあっゅけょっく ‶ぇくぇうさ 
くぇ いぇくぇはすうすっ, すせさうしすうつっしおう 
こさけょせおす „《っしすうゃぇかっく すせさう-
いなき“, おぇさすけすっおぇ くぇ さっしせさしう-
すっ いぇ しっかしおう すせさういなき, こさっょ-
かぇゅぇくっ くぇ つうすぇかうとくう ておけかう 
おぇすけ すせさうしすうつっしおう こさけょせおす, 
しないょぇゃぇくっ くぇ ¨ぉとっしすゃっくけ-
っおしこっさすっく しなゃっす こけ すせさういなき, 
しそけさきうさぇくっ くぇ きっしすくう ぉさぇく-
てけゃう しょさせあっくうは, けすおさうゃぇくっ 
くぇ 『っくすなさ いぇ おゃぇかうそうおぇちうは 
う こさっおゃぇかうそうおぇちうは ゃ すせさう-
いきぇ, ╄ょうくっく うくそけさきぇちうけく-
くけ-さっいっさゃぇちうけくっく っかっおすさけ-
くっく こけさすぇか, ぇおすせぇかういうさぇくっ 
くぇ さっゅうしすなさぇ くぇ きっしすくけすけ 
おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけ くぇ-
しかっょしすゃけ しぇ ょさせゅう きっさおう, 
くぇぉっかはいぇくう ゃ ‶かぇく 2020.    

╁っかけこなすっおう うい ちはかぇすぇ 
けぉとうくぇ

╁っかけこなすっおう う こってったけょくう 
ぇかっう けす ╉ぇいぇくかなお おなき ╉けこ-
さうくおぇ, ╄くうくぇ, ╉さなく,  ¨ゃけと-
くうお う ╋うくっさぇかくうすっ ぉぇくう しぇ 
しさっょ けぉっおすうすっ, いぇ おけうすけ とっ 
しっ すなさしう そうくぇくしうさぇくっ, しすぇ-
ゃぇ はしくけ けとっ けす こかぇくぇ, おけえすけ 
こさっょゃうあょぇ う くけゃ ぉぇかくっけ-
おけきこかっおし おさぇえ ¨ゃけとくうお. 
¨すょうたなす, いょさぇゃっすけ う しこけさすなす 
くぇ たけさぇすぇ けす ╃けかうくぇすぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ けしうゅせさはゃぇす けとっ う 
けす さっきけくすうさぇくうは  おけかけょさせき 
う すっさっくぇ いぇ すさっくうさけゃおう う 
いけくぇ いぇ たゃなさかはくうは くぇ しすぇょう-
けくぇ, おぇおすけ う けす さっきけくすぇ くぇ 
ゃしうつおう しこけさすくう こかけとぇょおう 

びÜëíöí Üö 
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- ′ぇしっかっくうっ 2011 ゅ. – 72 

たうか. 582 ょせてう
- ′ぇしっかっくうっ 2012 ゅ. – 71 

たうか. 817 ょせてう
- ╂さぇょ ╉ぇいぇくかなお – 47 

325 ょせてう
- ╉ぇいぇくかなお けぉっいかのょはゃぇ 

いぇ ょっしっす ゅけょうくう し  8 952 
ょせてう
- ¨すさうちぇすっかっく おけっそうちう-

っくす くぇ っしすっしすゃっく こさうさぇしす 
/- 5.9/
- ¨すさうちぇすっかっく きったぇくう-

つっく こさうさぇしす くぇ くぇしっかっ-
くうっすけ /ういしっかっくうすっ しぇ こけ-
ゃっつっ けす いぇしっかっくうすっ/
- ‶さっけぉかぇょぇゃぇす たけさぇすぇ 

くぇょ 65 ゅ. - 18.7 % けす あう-
すっかうすっ
- ¨こさっょっかはす しっぉっ しう 

おぇすけ すせさちう - 7.3 % - 4 962 
ょせてう
- [けきう -  5.5 % /こさう 4.9 

% いぇ しすさぇくぇすぇ/  
- 55 % けす さけきうすっ あうゃっはす 

ゃ ╉ぇいぇくかなお – 2 073 ょせてう
- ] くぇえ-ゅけかはき ょはか しぇ さけ-

きうすっ ゃ ╂けさくけ 』っさおけゃうとっ - 
24.3 % けす あうすっかうすっ 
- ]こぇょぇ うおけくけきうつっしおう 

ぇおすうゃくけすけ くぇしっかっくうっ 
- 47 % けす さぇぉけすっとうすっ しぇ 

ゃ ゅけかっきうすっ こさっょこさうはすうは, 
ゃ すけゃぇ つうしかけ „┿さしっくぇか“ 
┿╃
- 9 こさっょこさうはすうは うきぇす いぇ-

っすう くぇょ 250 ょせてう
- 62.5% けす いぇっすうすっ しぇ ゃ 

こさっさぇぉけすゃぇすっかくぇすぇ こさけ-
きうてかっくけしす
- ╀っいさぇぉけすうちぇすぇ こさっい 

2012 ゅ. っ 9.7 %
- 〈させょくけ しう くぇきうさぇす さぇ-

ぉけすぇ くぇょ 55-ゅけょうてくうすっ
- ╋かぇょっあうすっ ょけ 29 ゅけょう-

くう うきぇす こさけぉかっき し ぉっいさぇ-
ぉけすうちぇすぇ
- ]さっょくうはす ょけたけょ くぇ つけ-

ゃっお けす くぇしっかっくうっすけ っ こけ-
くうしなお けす しさっょくうは いぇ しすさぇ-
くぇすぇ
- ]さっょくうはす ゅけょうてっく ょけ-

たけょ くぇ おぇいぇくかなつぇくう っ 6 
672 かゃ. /2011ゅ./
- ]さっょくうはす ゅけょうてっく ょけ-

たけょ ゃ しすさぇくぇすぇ っ 6 727 
かゃ./2011 ゅ./
- ]さっょくうはす ょけたけょ いぇ けぉ-

かぇしす ]す. ╆ぇゅけさぇ っ 8 512 
かゃ./2011 ゅ./

こけ せつうかうとぇすぇ. ′ぇ はいけゃうさぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ おなきこうくゅ-いけくぇ 
う いけくぇ いぇ かっすせゃぇとう う ぉぇいぇ いぇ 
ゃけょくう しこけさすけゃっ. ╆ぇこうしぇくけ っ 
う しすさけうすっかしすゃけ くぇ こかせゃっく 
ぉぇしっえく し おせかぇ いぇ しおぇつぇくっ.
′ぇ ゃくうきぇくうっすけ くぇ ¨ぉとう-

くぇすぇ ゃ くはおぇおなゃ ゃぇさうぇくす けとっ 
しすけう うょっはすぇ くぇ ╉きっすぇ くぇ しすけ-
かっすうっすけ ]すぇくつけ ╉けっゃ いぇ ¨す-
ょうた-いけくぇ けす 〈のかぉっすけ ゃ こけ-
しけおぇ ╄くうくぇ こけ おけさうすけすけ くぇ 
]すぇさぇすぇ さっおぇ けす さぇえけくぇ くぇ 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇいうは. 
‶さっょゃうあょぇ しっ こってったけょっく 
きけしす おなき 〈のかぉっすけ けす せかうちぇ-
すぇ こさっょ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ, 
おけえすけ ょぇ しすぇくっ ゃないきけあっく し 
おけさっおちうは くぇ おけさうすけすけ くぇ 
]すぇさぇすぇ さっおぇ. 

╂さうあぇ いぇ ぉっょくうすっ う
ぉけかくうすっ      

〈さぇょうちうけくくぇすぇ  こけょおさっこぇ 
いぇ ゃないさぇしすくうすっ たけさぇ, たけさぇ-
すぇ し せゃさっあょぇくうは う すっいう しなし 
しこっちうぇかくう こけすさっぉくけしすう とっ 
しっ さっぇかういうさぇす つさっい こさけっおすう 
いぇ こさっょけしすぇゃはくっ くぇ しけちうぇか-
くう せしかせゅう, おぇおすけ う つさっい けぉ-
とうくしおう しけちうぇかくう ょっえくけしすう. 
】っ こさけょなかあう さぇぉけすぇすぇ こけ 
さっきけくすうすっ くぇ すさうすっ ╃けきぇ いぇ 
ゃないさぇしすくう, とっ しっ ゅさぇょう 『っく-
すなさ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ けす しっきっ-
っく すうこ, いぇとうすっくう あうかうとぇ. 
『っくすなさ いぇ ゃさっきっくくけ くぇしすぇ-
くはゃぇくっ う ]けちうぇかくけ こさっょ-
こさうはすうっ しぇ くけゃうすっ きっさおう ゃ 
‶かぇく 2020. 】っ こさけょなかあう 
こさっけぉけさせょゃぇくっすけ う さっきけく-
すなす ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ. 
¨ぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ こけかうすう-

おぇ しっ おけくちっくすさうさぇ, けしゃっく 
けおけかけ すさぇょうちうけくくうすっ ぇくゅぇ-
あうきっくすう おなき しさっょくけすけ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ う ょっすしおうすっ ゅさぇ-
ょうくう, しなとけ う おなき しないょぇゃぇくっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ ′ぇちうけくぇかっく 
ちっくすなさ いぇ こさうさけょけきぇすっきぇ-
すうつっしおう くぇせおう.
╀かぇゅけせしすさけはゃぇくっすけ こけ 

おゃぇさすぇかうすっ しっ こさっょゃうあょぇ ょぇ 
こさけょなかあう. ╇いすけつくけすけ きけあっ 
ょぇ つぇおぇ くけゃ ‶ぇさお いぇ さぇいゃかっ-
つっくうは. ╃っすしおう こさけとぇょおう う 
いっかっくう こかけとう しぇ きぇさおうさぇくう 
ゃ ‶かぇくぇ いぇ さぇいゃうすうっ.
]こっちうぇかくう きっさおう しっ こさっょ-

ゃうあょぇす いぇ かうおゃうょうさぇくっ くぇ 
くっいぇおけくくうすっ しきっすうとぇ, おぇおすけ 
う ぇおすうゃういうさぇくっ くぇ さぇいょっか-
くけすけ しきっすけしなぉうさぇくっ. [ぇいつう-
すぇ しっ くぇ こさけっおすう いぇ さっおせかすう-
ゃぇちうは くぇ ょっこぇ いぇ けすこぇょなちう.
╁うょっけくぇぉかのょっくうっ くぇ けぉ-

とっしすゃっくう きっしすぇ とっ すなさしう 
そうくぇくしうさぇくっ し けゅかっょ こけ-
ょけぉさはゃぇくっ しうゅせさくけしすすぇ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ. ‶さけすうゃけこけあぇさ-
くう ょっこぇ くぇ さぇいかうつくう きっしすぇ 
ゃ けぉとうくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ こさっ-
ょけすゃさぇすはゃぇす すっあおうすっ こけ-
しかっょしすゃうは  けす つっしすうすっ かっすくう 
こけあぇさう, おけうすけ せくうとけあぇゃぇす 
ゅけさう う くぇしぇあょっくうは. ¨ぉとう-
くぇすぇ っ いぇこうしぇかぇ ゃ ‶かぇくぇ う 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ さっゅうしすなさ くぇ 
ょなかゅけすさぇえくぇすぇ ょなさゃっしくぇ う 
たさぇしすけゃぇ さぇしすうすっかくけしす う うい-
ゅさぇあょぇくっすけ くぇ けさぇくあっさうっく 
ちっくすなさ.
¨とっ しすけすうちう きっさおう, つさっい 

おけうすけ とっ しっ さっぇかういうさぇす 
こさうけさうすっすうすっ う しすさぇすっゅう-
つっしおうすっ ちっかう, いぇ ょぇ ぉなょっ 
こけしすうゅくぇすぇ あっかぇくぇすぇ ゃういうは 
いぇ さぇいゃうすうっ くぇ けぉとうくぇすぇ う 
くっえくうは ちっくすなさ - ╉ぇいぇくかなお, 
しぇ こさっょゃうょっくう ゃ ‶かぇく 2020. 
‶かぇくなす きけあっ ょぇ ぉなょっ ゃうょはく 
けす ゃしっおう ゅさぇあょぇくうく くぇ しぇえ-
すぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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]かっょ ょっく - くぇ 10-すう きぇえ, とっ っ こなさゃぇすぇ しゃっすしおぇ ゃっくつぇゃおぇ ゃ 
くけゃけけすおさうすぇすぇ さうすせぇかくぇ いぇかぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇかぇすぇ 

しっ くぇきうさぇ くっこけしさっょしすゃっくけ ょけ けそうちうぇかくうは ゃたけょ くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは う こさうっきぇ あっかぇっとうすっ いぇ しおかのつゃぇくっ 
くぇ ゅさぇあょぇくしおう ぉさぇおけゃっ う ょさせゅう さぇょけしすくう けぉさっょう けす  7-きう きぇえ. 
¨そうちうぇかくけすけ けすおさうゃぇくっ くぇ くけゃぇすぇ さうすせぇかくぇ いぇかぇ っ  けす 15,30 

つぇしぇ, ぇ こなさゃぇすぇ ゃっくつぇゃおぇ けす 16,30 つぇしぇ. ]ゃぇすぉぇすぇ とっ っ し ういこなか-
くっくうは くぇ あうゃけ くぇ けぉとうくしおうは しすさせくっく けさおっしすなさ う とっ しっ ゃけょう けす 
くけゃぇすぇ しかせあうすっかおぇ ゃ さうすせぇかくぇすぇ いぇかぇ ‶かぇきっくぇ 〈っさいうっゃぇ. 
]さっょしすゃぇすぇ, ゃかけあっくう ゃ さっおけくしすさせおちうはすぇ くぇ ょけしおけさけてくけすけ くっうい-

こけかいゃぇっきけ そけぇえっ, しぇ けしうゅせさっくう けす きっしすくうは ぉのょあっす. 

′けゃけけすおさうすぇすぇ さうすせぇかくぇ いぇかぇ こさうくちうこくけ こけっきぇ そせくおちううすっ, 
おけうすけ こさっょう しっ ういこなかくはゃぇたぇ ゃ ょさせゅぇ, けすょぇゃくぇ いぇくっきぇさっくぇ いぇかぇ 
- ぉうゃてうはす ╋かぇょっあおう ょけき. ‶かぇくけゃっすっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ しぇ 
╋かぇょっあおうはす ょけき ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ きかぇょっあおう, ういこなかゃぇえおう しなし しな-
ょなさあぇくうっ う そせくおちうう くっゅけゃけすけ くぇうきっくけゃぇくうっ. 
′けゃぇすぇ さうすせぇかくぇ いぇかぇ とっ こさっょかぇゅぇ てうさけおぇ ゅぇきぇ けす ういぉけさ くぇ 

さぇいかうつくう  ゃうょけゃっ さうすせぇかう いぇ きかぇょけあっくちうすっ, くっいぇゃうしうきけ おけえ こけ-
さっょ ぉさぇお あっかぇはす ょぇ しおかのつぇす. 
3 さぇいかうつくう  しゃぇすぉっくう  さうすせぇかぇ とっ けつぇおゃぇす くけゃけぉさぇつくうすっ, おけうすけ 

とっ ういぉうさぇす ゃ おぇおゃぇ けぉしすぇくけゃおぇ ょぇ しう おぇあぇす „ょぇ”. ′けゃけゃなゃっょっ-
くうはすぇ とっ しっ けすさぇいはす う くぇ ちっくうすっ くぇ ゃっくつぇゃおうすっ, こさけきっくっくう う 
けょけぉさっくう くぇ こけしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ. 
]すぇくょぇさすくうはす ゅさぇあょぇくしおう さうすせぇか, こさう おけえすけ きせいうおぇかくうはす しなこさけ-
ゃけょ う けしすぇくぇかうすっ っおしすさう しぇ くぇ きったぇくうつっく いぇこうし, とっ しすさせゃぇ  60 
かっゃぇ, し こさうしなしすゃうっすけ くぇ ょかなあくけしすくけ かうちっ. ‶け-しっきこかぇ とっ っ ちっ-
くぇすぇ いぇ くぇえ-くっこさっすっくちうけいくうすっ  きかぇょけあっくちう, おけうすけ, ぉっい おぇおゃうすけ 
う ょぇ っ っおしすさう, とっ こけょこうしゃぇす ゃ しかせあっぉくぇすぇ しすぇは. 〈けいう ゃうょ ぉさぇおけ-
しなつっすぇくうっ っ くぇえ-っゃすうくけ - 30 かっゃぇ. ‶けょけぉくぇ そけさきぇ くぇ しゃなさいゃぇくっ 
けぉうおくけゃっくけ こさっょこけつうすぇす ょゃけえおうすっ, おけうすけ ぉなさいぇす し こけょこうしゃぇくっすけ 
くぇ ゅさぇあょぇくしおうは ぉさぇお こけ さぇいかうつくう こさうつうくう, うかう すっいう, いぇ おけうすけ 
ぉさぇおけしなつっすぇくうっすけ っ こけさっょくけ うかう こさけしすけ くっ ょなさあぇす くぇ けそうちうぇか-
くけしすうすっ う あっかぇはす すけいう ぇおす ょぇ しう っ しぇきけ すったっく.
′けゃけすけ, おけっすけ とっ きけゅぇす ょぇ ういぉうさぇす きかぇょけあっくちうすっ こさう ゃっくつぇゃ-

おぇすぇ, っ ちっさっきけくうはすぇ うき ょぇ しっ しなこさけゃけあょぇ し ういこなかくっくうは くぇ あうゃけ 
くぇ ]すさせくっく けさおっしすなさ. ╆ぇ ちっかすぇ ¨ぉとうくしおうはす しすさせくっく けさおっしすなさ, 
ゃないしすぇくけゃっく けす くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ, せしうかっくけ さっこっすうさぇ. [うすせ-
ぇかなす  し  すはたくけ せつぇしすうっ とっ しすさせゃぇ くぇ きかぇょけあっくちうすっ 90 かっゃぇ. ┿おけ すっ 
しぇ こさうゃなさあっくうちう くぇ ょけぉさうすっ くぇさけょくう すさぇょうちうう こさう ゃっくつぇゃぇくっ-
すけ, けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ こさっょかぇゅぇす う すぇおぇゃぇ っおしすさぇ - しさっとせ 
しせきぇすぇ けす 150 かっゃぇ. ╆ぇ すっいう こぇさう こけ ゃさっきっ くぇ ぉさぇおけしなつっすぇくうっすけ 
とっ しっ こさっょかぇゅぇす さぇいかうつくう くぇさけょくう さうすせぇかう,  し せつぇしすうっすけ くぇ きかぇ-
ょけあっくちうすっ う そけかおかけさうしすう. 
╇いくっしっくうはす しゃぇすぉっく さうすせぇか, ぉうかけ すけ ゃ さっしすけさぇくす うかう くぇ ょさせゅけ 

あっかぇくけ けす きかぇょけあっくちうすっ きはしすけ, ぉっい しなけすゃっすくうすっ っおしすさう, ゃっつっ っ 
し ちっくぇ 120 かっゃぇ. ‶さう こけかけあっくうっ, つっ きかぇょけあっくちうすっ ょなさあぇす うい-
くっしっくうはす さうすせぇか ょぇ っ し せつぇしすうっすけ くぇ ]すさせくくうは けさおっしすなさ うかう くぇ 
そけかおかけさうしすうすっ,  すけ とっ しかっょゃぇ ょぇ こかぇすはす いぇ すっいう しう あっかぇくうは しなけす-
ゃっすくけ 150 うかう 180 かっゃぇ. 
] くけゃうすっ ちっくう くぇ こさぇおすうおぇ ゅさぇあょぇくしおうすっ さうすせぇかう しっ ういさぇゃくは-

ゃぇす し ちなさおけゃくうすっ, おけうすけ ゃ こけしかっょくうすっ 15 ゅけょうくう しっ こさっゃなさくぇたぇ ゃ  
たうす しさっょ きかぇょけあっくちうすっ. 150 かっゃぇ っ ちっくぇすぇ くぇ ちなさおけゃくうは ぉさぇお ゃ 
おぇいぇくかなておうすっ たさぇきけゃっ, おぇすけ ゃ すぇいう ちっくぇ しっ ゃおかのつゃぇす う こぇさうすっ いぇ 
ゃうょっけ う そけすけ いぇしくっきぇくっ  くぇ ちなさおけゃくぇすぇ ちっさっきけくうは う ういこなかくっくうは 
くぇ ちなさおけゃっく たけさ. ‶さう こけかけあっくうっ, つっ きかぇょけあっくちうすっ くっ ょなさあぇす くぇ 
すっいう っおしすさう,  しゃっとっくうおなす とっ ゃう ゃっくつぇっ しさっとせ 100 かっゃぇ. 
‶さう ゃしうつおう しかせつぇう, けぉぇつっ, こさうくちうこくけ しゃぇすぉぇすぇ っ ゃっょくなあ ゃ あう-

ゃけすぇ う いぇ すけいう すなえ ゃぇあっく ょっく けぉうおくけゃっくけ くうすけ きかぇょけあっくちう, くうすけ 
ぉかういおう しっ しおなこはす いぇ さぇいかうつくうすっ ゃうょけゃっ せょけゃけかしすゃうは う しなこさけゃけあ-
ょぇとう ゅう っきけちうう.                                      

                                                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

】ぁ¨【╊]¨ ╇』╊ 》《-【『】╉〉《 ぅ╊ 』╊ 〉╅〈¨『╅【
がóëñ¡öÜëéö Öí ぜíöñ½íöóôñï¡íöí Çó½Öí£ó　: 

╉ぇいぇくかなておぇすぇ ‶さうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおぇ ゅうきくぇいうは っ せつう-
かうとっすけ, いぇ おけっすけ ぉっい こさっせゃっかうつっくうっ きけあっ ょぇ しっ おぇあっ, つっ っ 
くぇえ-すなさしっくけすけ ゃ ゅさぇょぇ う けす さけょうすっかう, う けす せつっくうちう, いぇとけ-
すけ せしこったうすっ くぇ くっゅけゃうすっ ゃないこうすぇくうちう ゃ くぇてう, ぇ こさっい こけ-
しかっょくうすっ ょっしっすうかっすうは - う  ゃ つせあょっしすさぇくくう せくうゃっさしうすっすう, 
しぇ ぉっいしこけさくう. ╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 24-すう きぇえ さぇいゅけゃぇさはきっ し 
ょうさっおすけさぇ ╉さぇしうきうさ ╃ぇきはくけゃ いぇ こさうつうくうすっ いぇ こけしすうあっ-
くうはすぇ う こさけゃぇかうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ けぉさぇいけゃぇすっかくぇ しうしすっきぇ 
こさっい す. くぇさ. „こさったけょ“.
╁ ぉうけゅさぇそうはすぇ くぇ いぇゃなさてゃぇとうは すぇいう ゅけょうくぇ ゃうこせしお しぇ 

いぇこうしぇくう くっ しぇきけ ゃうしけおう けすかうつうは けす けかうきこうぇょう う しなしすっ-
いぇくうは, くけ う ぇおすうゃくぇ さぇぉけすぇ こけ こけょゅけすけゃおぇ う さっぇかういぇちうは 
くぇ こさけっおすう. ╆ぇこうしぇくけ っ う けとっ くっとけ, おけっすけ くぇこけしかっょなお 
しさっとぇきっ さはょおけ – ゃうこせしおなす っ しなぉさぇか っょくう ういおかのつうすっかくけ 
ゃないこうすぇくう ょっちぇ, せつっくうちう し ゃうしけお きけさぇか, そぇおす, おけえすけ ╉さぇ-
しうきうさ ╃ぇきはくけゃ くっこさっきっくくけ ょなさあう ょぇ けすぉっかっあう. 
╁ くっゅけゃぇすぇ かうつくぇ ぉうけゅさぇそうは こなお っ いぇこうしぇくけ うきっすけ くぇ 

ぉぇとぇ きせ, しすけこさけちっくすけゃ ぇさしっくぇかっち, さぇぉけすうか う こっくしうけくうさぇか 
しっ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ.

╂-く ╃ぇきはくけゃ, ゃ くぇゃっつっ-
さうっすけ くぇ 24-すう きぇえ せしっ-
とぇ かう しっ ゃっつっ すけいう こさぇい-
くうつっく う っょくけゃさっきっくくけ 
さぇぉけすっく さうすなき, ゃ おけえすけ 
ぉなかゅぇさしおけすけ せつうかうとっ 
こけしさっとぇ ゃしはおぇ ゅけょう-
くぇ ╃っくは くぇ しかぇゃはくしおぇすぇ 
こうしきっくけしす う ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
こさけしゃっすぇ う おせかすせさぇ?
- ╆ぇ くぇし おぇすけ つっ かう くぇょょっ-

かはゃぇ さうすなきなす くぇ さぇぉけすぇすぇ 
おなき すけいう きけきっくす, くけ しっ くぇ-
ょはゃぇき くぇ 24-すう きぇえ おけかっゅう, 
せつっくうちう, ぉうゃてう せつっくうちう う 
ぉうゃてう おけかっゅう  ょぇ せしっすはす う 
さぇょけしすすぇ けす こさぇいくうおぇ! ╉ぇすけ 
つっ かう すぇおぇ しきっ しゃうおくぇかう ゃ 
すけゃぇ せつうかうとっ - ょぇ しっ おけく-
ちっくすさうさぇきっ こけゃっつっ ゃなさたせ 
さぇぉけすぇすぇ.

¨つっゃうょくけ っ すぇおぇ, とけき 
しぇきけ ゃ こけしかっょくうすっ しっょ-
きうちう  せつうかうとっすけ ぉってっ 
ょけきぇおうく くぇ ょゃぇ くぇちうけ-
くぇかくう そけさせきぇ, ゃ おけうすけ 
しっ しなしすっいぇゃぇたぇ きかぇょっあう 
けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ╉ぇお しっ 
しかせつう すぇおぇ?
- ╃ぇ, すせお しっ こさけゃっょっ ′ぇ-

ちうけくぇかくうはす おさなゅ くぇ けかうき-
こうぇょぇすぇ こけ そういうおぇ う 
そうくぇかくうはす おさなゅ くぇ ′ぇちうけ-
くぇかくけすけ しなしすっいぇくうっ „╋ぇすっ-
きぇすうつっしおう すぇかぇくすう“. 〈けゃぇ 
しっ しかせつう ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
すさせょぇ くぇ せつっくうちうすっ う くぇ 
おけかっゅうすっ-こさっこけょぇゃぇすっかう. 
[ぇょゃぇき しっ, つっ しきっ ょけきぇおう-
くう くぇ すぇおうゃぇ いくぇつうきう しな-
ぉうすうは, けしけぉっくけ ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ きぇすっきぇすうおぇすぇ, いぇとけすけ 
すぇき くぇこけしかっょなお うきぇてっ ょけし-
すぇ かっすぇさゅうは う しっゅぇ いぇ くぇし っ 
つっしす けす ちはかぇ ╀なかゅぇさうは ょぇ 
ょけえょぇす ょっちぇ, きけすうゃうさぇくう 
ょぇ しっ しなしすっいぇゃぇす.

╁ こけしかっょくうすっ ゅけょう-
くう きっしっち きぇえ くっ っ しぇきけ 
こさぇいくうお, おぇおすけ ぉってっ くぇ 
ゃさっきっすけ, ぇ う けそぇくいうゃぇ 
こけおさぇえ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ 
きぇすせさうすっ. ╉ぇお とっ おけきっく-
すうさぇすっ こさけきはくぇすぇ こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ くぇ きったぇくう-
いきぇ いぇ けちっくはゃぇくっ くぇ さぇ-
ぉけすうすっ くぇ いさっかけしすくうちう-
すっ?
- ╋けはすぇ うくそけさきぇちうは しっ 

ぉぇいうさぇ くぇ しなけぉとっくうは ゃ 
きっょううすっ. ╃けおけかおけすけ いくぇき, 
きうくうしすなさ ╉かうしぇさけゃぇ っ くぇ-
こさぇゃうかぇ ういはゃかっくうっ, つっ 
こさっょゃぇさうすっかくけ すけいう こなす とっ 
しっ いくぇっ しおぇかぇすぇ いぇ けちっくは-
ゃぇくっ くぇ いさっかけしすくうすっ ういこう-
すう. ′ぇょはゃぇき しっ すは ょぇ ぉなょっ 
いぇゃうてっくぇ, いぇとけすけ ょけ すけいう 
きけきっくす しおぇかぇすぇ ぉってっ いぇくう-
あっくぇ う すぇおぇ きくけゅけ くっゅさぇ-
きけすくう せつっくうちう こけかせつぇゃぇたぇ 
ょうこかけきぇ いぇ しさっょくけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ 
くっさぇゃくけこけしすぇゃっくけしす きっあょせ 
しぇきうすっ ょっちぇ, いぇとけすけ うきぇ 
すぇおうゃぇ, おけうすけ しっ すさせょはす う 
いぇしかせあぇゃぇす しゃけはすぇ ょうこかけきぇ 
う すぇおうゃぇ, おけうすけ くっ しっ すさせ-
ょはす, くっ は いぇしかせあぇゃぇす, くけ 
ゃなこさっおう すけゃぇ は こけかせつぇゃぇす. 
》せぉぇゃけ っ けとっ けす しぇきけすけ くぇ-
つぇかけ ょぇ うきぇ はしくけすぇ う せしすけえ-
つうゃけしす くぇ こさけゃっさおぇすぇ くぇ 
さっいせかすぇすうすっ けす ういこうすうすっ.

╉けう, しこけさっょ ╁ぇし, しぇ 
こさうつうくうすっ いぇ くっゅさぇきけす-
くけしすすぇ くぇ せつっくうちうすっ, 
おけはすけ ゃっつっ くっ きけあっ ょぇ 
ぉなょっ しおさうすぇ う ぉっいしこけさくけ 
ゃけょう ょけ けぉと しこぇょ ゃ くう-
ゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくけしす くぇ 
くぇちうはすぇ う くぇこさぇゃけ おぇいぇ-

╉さぇしうきうさ ╃ぇきはくけゃ っ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお. ╋ぇかおけ くっ ょけしすうゅくぇ おぇすけ ゅかぇしけゃっ くぇ こけ-
しかっょくうすっ きっしすくう ういぉけさう ょうさっおすけさなす くぇ おぇいぇくかなておけ-
すけ ‶╋╂ ょぇ しすぇくっ けぉとうくしおう しなゃっすくうお. 
]ぇきうはす そぇおす, けぉぇつっ, つっ ╉さぇしうきうさ ╃ぇきはくけゃ っ いぇぉっ-

かはいぇく けす さなおけゃけょうすっかは くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, っ 
こけゃっつっ けす おぇすっゅけさうつっく, つっ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ こさけそっしうけ-
くぇかうしす う つけゃっお し おぇつっしすゃぇ ょぇ ぉなょっ かうょっさ. ╆ぇ かうつくけしす 
しなし しけぉしすゃっくけ  きくっくうっ, し おぇこぇちうすっす ょぇ ょぇょっ くぇ たけさぇ-
すぇ う けぉとっしすゃけすけ きくけゅけ.

くけ - ょけ けこさけしすぇつゃぇくっすけ, 
くぇ おけっすけ しきっ しゃうょっすっかう 
くぇこけしかっょなお? 
- ╆さっかけしすくうすっ ういこうすう しぇ 

しぇきけ ゃなさたなす くぇ ぇえしぉっさ-
ゅぇ. ‶さうつうくうすっ しぇ きくけゅけ 
こけ-ょなかぉけおう. ¨しくけゃくぇすぇ 
こさうつうくぇ, しこけさっょ きっく, っ ゃ 
しすさぇすっゅうはすぇ, おけはすけ ぉっ こさう-
っすぇ こさっょう 10-15 ゅけょうくう, ゃ 
おけはすけ っ いぇかけあっく ぇおちっくすなす, 
つっ せつっくうおなす っ ゃ ちっくすなさぇ くぇ 

けぉさぇいけゃぇくうっすけ. ′け, おぇおすけ 
くはきぇ せつうすっか ぉっい せつっくうお, 
すぇおぇ くはきぇ う せつっくうお ぉっい 
せつうすっか. 〈ぇおぇ つっ - しすさぇすっ-
ゅうはすぇ くっ ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ 
ぉなょっ すけかおけゃぇ っかっきっくすぇさくけ 
こかけしおぇ う ぉせおゃぇかくけ ゃしうつおう 
ょぇ しっ ゃなさすはす けおけかけ せつっくう-
おぇ ょぇ ゅけ けぉゅさうあゃぇす う すけえ 

ょぇ くっ いくぇっ おぇおゃけ うしおぇ う ゃ 
しなとけすけ ゃさっきっ ょぇ さぇいうゅさぇ-
ゃぇ ゃしうつおう. ¨ぉさぇいけゃぇくうっ-

すけ っ っょうく きくけゅけ こけ-しかけあっく 
こさけちっし う ぇおちっくすうすっ ぉう すさはぉ-
ゃぇかけ ょぇ ぉなょぇす こけしすぇゃっくう 
ゃなさたせ けすくけてっくうはすぇ きっあょせ 
せつっくうおぇ, せつうすっかは う けぉさぇいけ-
ゃぇすっかくうは こさけちっし. ╆ぇとけすけ ゃ 
きけきっくすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, ゃ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ, うきぇ 
きくけゅけ こけゃっつっ ぉせきぇとうくぇ, けす-
おけかおけすけ けぉさぇいけゃぇすっかっく こさけ-
ちっし. 〈ぇおぇ つっ - すけゃぇ こけゅさってくけ 
しすさせおすせさうさぇくっ う しかっょ くっゅけ 

ゃしうつおけ, おけっすけ こさけういすうつぇ けす 
すけゃぇ - いぇおけくなす, こけょいぇおけくけ-
ゃぇすぇ くけさきぇすうゃくぇ せさっょぉぇ う 
すぇおぇ くぇすぇすなお, ょっかっゅうさぇくう 
そうくぇくしう, ゃけょはす くぇうしすうくぇ ょけ 
ぉせおゃぇかくけ ゃなさすっくっ う しせっすっ-
くっ けおけかけ せつっくうおぇ, おけえすけ くっ 
いくぇっ おぇおゃけ うしおぇ ゃ っょうく っすぇこ 
けす あうゃけすぇ しう う すぇおぇ しっ しすう-

ゅぇ ょけ しうすせぇちうは, ゃ おけはすけ すけえ 
きけあっ ういけぉとけ ょぇ くっ うょゃぇ くぇ 
せつうかうとっ う こぇお ょぇ いぇゃなさてう 

せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ. ╇ すぇおぇ 
- くはおけかおけ ゅけょうくう おぇすけ くっ 
うょゃぇ くぇ せつうかうとっ, くぇおさぇは 

ょぇ こけかせつう う ょうこかけきぇ. [ぇい-
ぉうさぇ しっ, ゅけゃけさは いぇ せつっくうちう, 
おぇおゃうすけ ゃ くぇてっすけ せつうかうとっ 
くはきぇ, くけ くうっ しきっ こけ-しおけさけ  
ういおかのつっくうっ.

╇いゃっしすくけ っ, つっ ゅけかはきぇ 
つぇしす けす ╁ぇてうすっ せつっくうちう 
こけっきぇす こなすは おなき っゃさけ-
こっえしおうすっ う しゃっすけゃくうすっ 
せくうゃっさしうすっすう. ¨つっゃうょ-
くけ, すけゃぇ しすぇゃぇ くぇ ぉぇいぇすぇ 
くぇ くはおぇおゃう こけしすうあっくうは. 
〈っいう すったくう こけしすうあっくうは 
さっいせかすぇす けす こさうかぇゅぇくっ-
すけ くぇ せつっぉくうすっ こさけゅさぇ-
きう かう しぇ うかう しっ しかせつゃぇす 
ゃなこさっおう すはた, し ちっくぇすぇ くぇ 
ょけこなかくうすっかくう せしうかうは けす 
しすさぇくぇ くぇ せつっくうちう う こさっ-
こけょぇゃぇすっかう?  
-  〈させょくけ っ ょぇ しっ ょぇょっ っょ-

くけいくぇつっく けすゅけゃけさ. 〉つっぉくう-
すっ こさけゅさぇきう うきぇす しゃけは こさう-
くけし う すけ - きくけゅけ しなとっしすゃっく 
こさうくけし. ′け せしこったなす いぇゃうしう 
こさっょう ゃしうつおけ けす すさせょぇ くぇ 
せつっくうおぇ う すさせょぇ くぇ せつう-
すっかは.  ╋けあっ ょぇ うきぇ きくけゅけ 
けこさけしすっくぇ こさけゅさぇきぇ う, ぇおけ 
せつっくうおなす う せつうすっかはす くっ しっ 
すさせょはす, すは ょぇ くっ ぉなょっ こけ-
おさうすぇ. ┿ きけあっ ょぇ うきぇ う きくけ-
ゅけ せしかけあくっくぇ こさけゅさぇきぇ う, 
ぇおけ せつっくうおなす う せつうすっかはす しっ 
すさせょはす, くっえくうすっ ういうしおゃぇ-
くうは ょぇ ぉなょぇす こけおさうすう. 〈ぇおぇ 
つっ - せつっぉくうすっ こさけゅさぇきう 
しぇきう こけ しっぉっ しう くっ いくぇつぇす 
くうとけ. ╆ぇすけゃぇ おぇいぇた, つっ ちは-
かけしすくけすけ しすさせおすせさうさぇくっ くぇ 
ゃいぇうきけけすくけてっくうはすぇ っ きくけ-
ゅけ こけ-しなとっしすゃっくけ. 『はかけしす-
くけすけ しすさせおすせさうさぇくっ きっあょせ 
けぉさぇいけゃぇすっかくう ういうしおゃぇくうは: 
せつっくうお - せつうすっか - さけょうすっか 
う さっょ ょさせゅう そぇおすけさう ゃ すけいう 
こさけちっし, っ ゃぇあくけ いぇ おさぇえくうは 
さっいせかすぇす. 〉つっぉくうすっ こさけ-
ゅさぇきう こさけしすけ いぇょぇゃぇす っょうく 

きうくせきせき, おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ こけおさうす.

╇きぇ かう くっとけ, し おけっ-
すけ けすうゃぇとうはす しう しっゅぇ けす 
せつうかうとっすけ ゃうこせしお しっ けす-

かうつぇゃぇ けす ゃしうつおう けしすぇくぇ-
かう?
- ╇いこさぇとぇきっ っょうく ゃうこせしお, 

おけえすけ さぇぉけすう こけ こさけっおすう, 
しさっょ おけうすけ っ う うょっはすぇ いぇ 
こけしすぇゃはくっ ゃ せつうかうとっすけ くぇ 
け-さっかっそ くぇ こぇすさけくぇ くぇ せつう-
かうとっすけ ′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ. 
〉つっくうちうすっ けす 12 おかぇし しぇきう 
くぇこさぇゃうたぇ う さっぇかういうさぇたぇ 
すけいう こさけっおす - うゅさぇたぇ すっぇ-
すなさ, しなぉうさぇたぇ しさっょしすゃぇ う 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ すけいう すったっく 
すさせょ う し こけょおさっこぇすぇ 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 とっ 
うきぇ こぇきっすくぇ こかけつぇ くぇ こぇ-
すさけくぇ くぇ くぇてっすけ せつうかうとっ 
- こさけそ. ′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ うきぇきっ ゃうこせしお 
くぇ ょっちぇ し ゃうしけお きけさぇか, ょなさ-
あぇ すけゃぇ ょぇ しっ おぇあっ, いぇとけすけ 
くぇこけしかっょなお おぇすけ つっ かう せつう-
かうとっすけ いぇょゅなさぉゃぇ ゃないこうすぇ-
くうっすけ, おけっすけ しなとけ っ くっゅけゃけ 
ょっかけ, おぇおすけ う けぉさぇいけゃぇすっか-
くうは こさけちっし.

╁っさけはすくけ すっいう ょっちぇ 
しなとけ とっ すさなゅくぇす おなき 
しゃっすけゃくうすっ う っゃさけこっえ-
しおう せくうゃっさしうすっすう, おぇお-
すけ う しすけすうちう こさっょう すはた. 
‶けょょなさあぇ かう せつうかうとっすけ 
あうゃぇ ゃさないおぇすぇ しなし しゃけう-
すっ ゃないこうすぇくうちう くぇゃしはおな-
ょっ こけ しゃっすぇ?
- ╃ぇ, ょぇ, ゃさないおぇすぇ っ あうゃぇ. 

╃けさう, おぇすけ つっ かう こけゃっつっ 
せつうかうとっすけ っ きぇかおけ こけ-こぇ-
しうゃくけ ゃ すっいう おけくすぇおすう, せつっ-
くうちうすっ しっ ゃさなとぇす, いぇ ょぇ 
すなさしはす しゃけう おけくすぇおすう しなし 
しなせつっくうちう, しゃけう こさっこけょぇ-
ゃぇすっかう, せつっくうちう... 〈ぇおぇ つっ 
- せつうかうとっすけ くう きけあっ  ぉう しっ 
けつっさすぇゃぇ おぇすけ っょうく ちっくすなさ 
くぇ さぇいこさなしくぇすうすっ せつっくうちう 
こけ しゃっすぇ う すっ ゃうくぇゅう くう すなさ-
しはす, おけゅぇすけ しっ しなぉうさぇす うかう 
こさけしすけ, いぇ ょぇ ぉかぇゅけょぇさはす 
くぇ しゃけうすっ せつうすっかう, つっ しぇ ゅう 
こけょゅけすゃうかう すぇおぇ, つっ こなさゃう 
おせさし くぇ ╆ぇこぇょくうすっ せくうゃっさ-
しうすっすう ょぇ うき ぉなょっ ういおかのつう-
すっかくけ かっしっく. ╃けさう せつっくうちう, 
おけうすけ しぇ しすぇくぇかう しゃっすけゃくう 
うきっくぇ ゃ くぇせおぇすぇ, こけかうすうおぇ-
すぇ, すなさしはす せつうかうとっすけ, こけょ-
こけきぇゅぇす ゅけ, おけっすけ っ ょけぉなさ 
いくぇお いぇ くぇし.

╂-く ╃ぇきはくけゃ, ぉっい おぇ-
つっしすゃっくう せつうすっかう ゃしうつおけ 
すけゃぇ ぉう ぉうかけ くっゃないきけあ-
くけ. ╁っつっ いくぇっき, つっ ゃしっ 
こけ-すさせょくけ しかっょ 10-15 ゅけ-
ょうくう とっ くぇきうさぇきっ かっおぇ-
さう, おけうすけ ょぇ くう かっおせゃぇす. 
┿ とっ うきぇきっ かう せつうすっかう, 
おけうすけ ょぇ せつぇす ょけぉさっ ょっ-
ちぇすぇ う ゃくせちうすっ くう?
- ╆ぇ しなあぇかっくうっ, とっ うきぇきっ 

こさけぉかっき. ¨とっ しっゅぇ っ すさせょくけ 
ょぇ しっ くぇきっさはす こさっこけょぇゃぇ-
すっかう こけ そういうおぇ, ぉうけかけゅうは, 
ぇくゅかうえしおう っいうお, くぇこさうきっさ. 
╉ぇすっゅけさうつくけ こさけぉかっきなす し 
かうこしぇすぇ くぇ せつうすっかう ゃっつっ 
しっ けつっさすぇゃぇ ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ 
せつうかうとっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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] ちっか こさけきけすうさぇくっ くぇ くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす くぇ 15-すう きぇえ しっ けさゅぇくういうさぇ けすおさうすぇ  しさっとぇ-
こさっしおけくそっさっくちうは いぇ あせさくぇかうしすう, ゅさぇあょぇくう う ゃしうつおう し うくすっさっし おなき くっは. ╁ こさっしおけくそっさっく-
ちうはすぇ  いぇ せつぇしすうっ しぇ こけおぇくっくう こさっこけょぇゃぇすっかう けす 〈ったくうつっしおうすっ  せくうゃっさしうすっすう  ゃ ╂ぇぉさけゃけ 
う ‶かけゃょうゃ,  ╇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, おけえすけ っ けしくけゃっく 

うくうちうぇすけさ いぇ くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす, ゃうょくう こさっこけょぇゃぇすっかう, ぉうゃてう ゃないこうすぇくうちう くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ”,  こけしすうゅくぇかう きくけゅけ ゃ くぇせおぇすぇ う こさぇおすうおぇすぇ. 
╄ょくぇ こぇさぇかっかおぇ とっ ぉなょっ  こさうっきなす いぇ くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす けす  しっこすっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ. 

╆ぇ くっは とっ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす せつっくうちう, いぇゃなさてうかう 8 おかぇし. ‶さうっきなす くぇ ょけおせきっくすう いぇ 
„╋ったぇすさけくうおぇ” っ けす 2-さう ょけ 4-すう のかう ゃおかのつうすっかくけ - いぇ こなさゃうは っすぇこ くぇ おかぇしうさぇくっすけ. ̈ しゃっく 
こけ きったぇすさけくうおぇ, ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” しかっょ 8-きう おかぇし とっ しっ こさうっきぇす う せつっくうちう, っょくぇ 
こぇさぇかっかおぇ, こけ しこっちうぇかくけしすすぇ  „╋ぇてうくう う しうしすっきう し 『‶〉”. 
╃ゃっ とっ しぇ こぇさぇかっかおうすっ し こさうっき しかっょ いぇゃなさてっく 7-きう おかぇし. ‶なさゃぇすぇ, おけはすけ けす ょゃっ ゅけょうくう 

しっ さぇょゃぇ くぇ ゅけかはき うくすっさっし, っ „┿さたうすっおすせさぇ”, しなし いぇしうかっくけ ういせつぇゃぇくっ くぇ ぇくゅかうえしおう っいうお, ぇ 
ゃすけさぇすぇ – „╉けきこのすなさくぇ すったくうおぇ う すったくけかけゅうう”. ╆ぇ すはた ょけおせきっくすう とっ しっ こさうっきぇす ゃ せつうかう-
とっすけ - ゅくっいょけ いぇ ╉ぇいぇくかなお, ¨〉 „╋ぇすう ╀けかゅぇさうは” ゃ こっさうけょぇ  17-すう - 20-すう のくう. 
╆ぇ こけゃっつっ こけょさけぉくけしすう けすくけしくけ こさうっきぇ ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” おぇくょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ 

こけかいゃぇす すっかっそけく  0431/ 6 27 89.
                                  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

3 せそうけ ちけてとあしあ そねあさうあて さあせおけおあて すしあおそきかせぬけてか
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‶けさっょくぇすぇ こけさちうは ぇさ

しっくぇかしおぇ ゅけさょけしす っ  くぇ 
うきぇ-くはきぇ ょゃっ しっょきうちう, おけ
ゅぇすけ っょうく けす ょゃぇきぇすぇ しうくけゃっ 
くぇ きくけゅけかのょくけすけ しっきっえしすゃけ 

╉うさうかつっゃう こけかせつう こさっしすうあ
くうは こさうい くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ 
ぇしけちうぇちうは くぇ こさけそっしうけくぇか
くうすっ  しけきっかうっさう. 32-ゅけょうて
くうはす ╈けさょぇく ╉うさうかつっゃ  けす 
╉ぇいぇくかなお, ゃないこうすぇくうお くぇ 
すったくうおせきぇ こけ すさぇくしこけさす,  
くぇしすけはと しすけかうつぇくうく, しすぇくぇ 
くぇえ-ょけぉさうはす しけきっかうっさ くぇ 
ゅけょうくぇすぇ. ′っゅけゃうすっ おぇつっしす
ゃぇ おぇすけ ゃうくけちっくうすっか う ゃう
くけけちっくうすっか ぉはたぇ いぇしかせあっくけ 
こさっきうさぇくう けす こさけそっしうけ
くぇかくぇすぇ ゅうかょうは. ╁ きうくぇかうは 
ぉさけえ ゃう さぇいおぇいぇたきっ いぇ ┿くくぇ 
╃せくょぇおけゃぇ, おけはすけ しなとけ っ ぇさ
しっくぇかしおけ ょっすっ う こけかせつう こさう
いぇ „╁うくけかのぉうすっか くぇ 2014 
ゅけょうくぇ”  けす しなとぇすぇ こさけそっ
しうけくぇかくぇ ぇしけちうぇちうは.
] くぇゅさぇょぇすぇ くぇ  しゃけは こけ

さぇしくぇか しうく, いぇさぇょゃぇか ゅう う 
し 3-ゅけょうてくぇ ゃくせつおぇ, しっきっえ
しすゃけ ╉うさうかつっゃう しぇ きくけゅけ 
とぇしすかうゃう. ╇ くっ おさうはす ゅけさ
ょけしすすぇ, くうすけ さぇょけしすすぇ しう けす 
そぇおすぇ, つっ ╈けさょぇく っ しぉなょくぇか 
きけきつっておぇすぇ しう きっつすぇ - ょぇ 
せつう さっしすけさぇくすぬけさしすゃけ, すなえ 
おぇすけ しっゅぇ きかぇょうはす きなあ っ 

《せすぉけかっく おかせぉ “┿さしっくぇか 2000“ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお っ うくうちうぇすけさ くぇ ょゃせょくっ-
ゃっく そせすぉけかっく すせさくうさ いぇ せつっくうちう ゃ おさぇは くぇ きぇえ. ‶さけはゃぇすぇ, おけはすけ しっ 

けさゅぇくういうさぇ, とっ しっ こさけゃっょっ くぇ 30-すう う 31-ゃう きぇえ, し くぇつぇかけ くぇ しさっとうすっ けす 
10 つぇしぇ くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく „┿さしっくぇか”. ╁たけょなす いぇ ゃしうつおう あっかぇっとう ょぇ 

くぇぉかのょぇゃぇす くぇょこさっゃぇさうすっ きっあょせ きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう くぇ ╉ぇいぇくかなお 
っ しゃけぉけょっく. 
¨す せこさぇゃぇすぇ くぇ 《╉ “┿さしっくぇか 2000“ ゃっつっ しぇ さぇいこさぇすっくう こけおぇくう ょけ ょうさっおすけ-

さうすっ くぇ ゃしうつおう せつうかうとぇ けす けぉとうくぇすぇ, おぇすけ けつぇおゃぇくうはすぇ しぇ, つっ ゃ すけいう こなさゃう 
こけ さけょぇ しう すせさくうさ けす すぇおなゃ きぇとぇぉ とっ しっ ゃおかのつぇす きくけゅけ あっかぇっとう. 
¨さゅぇくういぇすけさうすっ こかぇくうさぇす けすぉけさうすっ-せつぇしすくうちう ょぇ しっ しなしすけはす けす 6+1 うゅさぇ-

つう, おぇすけ けすょっかくけ とっ しぇ う さっいっさゃうすっ, おぇすけ ゃしうつおう きかぇょう そせすぉけかうしすう すさはぉゃぇ 
ょぇ しぇ さけょっくう ゃ こっさうけょぇ 2005-2006 ゅけょうくぇ. ]さっとうすっ, おけうすけ とっ うゅさぇはす きかぇ-
ょうすっ くぇょっあょう, とっ しぇ ゃ ょゃっ こけかせゃさっきっくぇ けす こけ 20 きうくせすう. ╆ぇ けすかうつうかうすっ しっ 
けすぉけさう う しなしすっいぇすっかう けさゅぇくういぇすけさうすっ こさっょゃうあょぇす うくすっさっしくう  くぇゅさぇょう.
╃け 16-すう きぇえ こさけょなかあぇゃぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ いぇはゃおう けす せつうかうとぇすぇ いぇ せつぇしすうっ 

くぇ すっかっそけく: 0887749705, ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ-しすぇさてう すさっくぬけさ くぇ 《╉ 
“┿さしっくぇか 2000“.
]こっちうぇかくぇすぇ こけおぇくぇ, さぇいこさぇすっくぇ ょけ せつうかうとぇすぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ すせさくうさぇ こけ 

そせすぉけか, っ こけょこうしぇくぇ けす ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, ‶さっいうょっくす くぇ 《╉ “┿さしっくぇか 2000“.
╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

‒[ „╅『』╊〉╅] 2000” ╉《〈╅[¨〉』【╇╅
〈╊╋╉】】ぁ¨]¨ぅ╊〉 ‒】【╆《]╊〉 【】『〉¨『 せゃぇあぇゃぇく しこっちうぇかうしす ゃ っょうく 

けす くぇえ-こさっしすうあくうすっ しすけかうつ
くう さっしすけさぇくすう. 
¨す きぇかなお ╈けさょぇく ぉってっ つけ

ゃっお し ぇそうくうすっす おなき ゃおせしくけ

すけ う おさぇしうゃけ, ぇ けす 8 ゅけょうくう 
うしおさっくけ しっ こけしゃっすう くぇ くぇ
せおぇすぇ いぇ ゃうくけすけ, しこけょっかは 
ゅけさょぇすぇ きぇえおぇ ]ゃっすかぇ ╉う
さうかつっゃぇ. ╉ぇいゃぇ, つっ こなさゃう ゃ 
しけきっかうっさしすゃけすけ ゅけ ういおせてう
かう しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ こなさゃうは 
さっしすけさぇくす, ゃ おけえすけ ╈けさょぇく 
さぇぉけすっか - うきぇかう ゃうくぇさくぇ 
う すぇおぇ こけおさぇえ すはた しすせょっく
すなす しっ ゃかのぉうか ゃ すぇえくうすっ くぇ 
くぇせおぇすぇ いぇ ょけぉさけすけ ゃうくけ う 
くっゅけゃうすっ おぇつっしすゃぇ. 】ぇしすかう
ゃぇすぇ きぇえおぇ くぇ しけきっかうっさ わ1 
いぇ 2014 ゅけょうくぇ っ ぉうゃてぇ ぇさ
しっくぇかしおぇ しかせあうすっかおぇ, こさっ
ゃけょぇつ けす くっきしおう - ]ゃっすかぇ 
╉うさうかつっゃぇ. ‶ぇいう  こさっおさぇし
くう しこけきっくう いぇ „┿さしっくぇか”, 
おなょっすけ さぇぉけすう 10 ゅけょうくう ゃ 
〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは おぇすけ 
こさっゃけょぇつ くぇ すったくうつっしおぇ ょけ
おせきっくすぇちうは. ]ゃっすかぇ, おけはすけ ゃ 
きけきっくすぇ, いぇっょくけ しなし しっしすさぇ 
しう, うきぇ しつっすけゃけょくぇ おなとぇ, 
こけしすなこゃぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ 
こさっい 1978 ゅけょうくぇ う けしすぇゃぇ 
ちはかけ ょっしっすうかっすうっ. 〈さなゅゃぇ しう 
こさっい  1988 ゅけょうくぇ, いぇ ょぇ しっ 
こけしゃっすう くぇ けすゅかっあょぇくっすけ くぇ 

すさっすけすけ しう ょっすっ - ゃっつっ こけ
さぇしくぇか 23-ゅけょうてっく きかぇょっあ. 
╀うゃてぇすぇ ぇさしっくぇかおぇ っ おぇすっ
ゅけさうつくぇ, つっ  かのぉけこうすしすゃけすけ 
くぇ しけきっかうっさぇ ╈けさょぇく おなき 
くぇせおぇすぇ いぇ ゃうくけすけ っ けす ょっすっ, 
こさう すけゃぇ  う しっきっえくぇ つっさすぇ, 
いぇとけすけ すは う しなこさせゅなす え ╁ぇ
かっくすうく ╉うさうかつっゃ, ぇさしっくぇか
しおう ょけぇえっく, けす ゅけょうくう  けす
ゅかっあょぇす う っおしこっさうきっくすうさぇす 
くぇこさぇゃぇ くぇ ゃうくけ けす さぇいかうつ
くう しけさすけゃっ かけいは. ╇きぇ けしけ
ぉっく ゃうょ きぇゅうは ゃ すけゃぇ, おぇいゃぇ 
とぇしすかうゃうはす すぇすおけ ╁ぇかっくすうく, 
いぇ おけえすけ う ゃ きけきっくすぇ かけいっ
すけ っ ういおせてっくうっ. ╁ぇかぬけ う しな
こさせゅぇすぇ きせ すっこなさゃぇ しないょぇゃぇす 
くけゃ きぇしうゃ ゃ こぇさつっすけ いっきは, 
おけっすけ しっきっえしすゃけすけ おせこうかけ ゃ 
[けいけゃけ. ╃けしおけさけ ╁ぇかっくすうく, 
おけえすけ っ くぇしすさけえつうお くぇ ぇゃ
すけきぇすうつくぇ こさっしぇ ゃ ちったぇ いぇ 
すゃなさょう こかぇしすうくう くぇ ╆ぇゃけょ 6, 
おせこせゃぇか きっさかけ いぇ  ょけきぇてくう
すっ ぉなつゃう けす ′うおけかぇっゃけ. ]っゅぇ 
とっ っおしこっさうきっくすうさぇ し くけゃうすっ 
しう しけさすけゃっ, おけうすけ ゅさうあかうゃけ 
う し くぇしすぇゃかっくうは けす しうくぇ とっ 
けすゅかっあょぇ. ′っ おさうっ, つっ せつう 
きくけゅけ けす しうくぇ しう - しけきっかう
っさ. ̈ すゃなょ ぉぇとうくぇすぇ ゅけさょけしす, 
╁ぇかぬけ っ けす „ぉっかはいぇくうすっ” ぇさ
しっくぇかちう, すなえ おぇすけ いぇ ちっかうは 

しう すさせょけゃ しすぇあ, ゃっつっ 37 ゅけ
ょうくう, くうすけ いぇ ょっく くっ っ ういくっ
ゃっさうか くぇ きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”. 
′っとけ こけゃっつっ: こさっい ゃしうつおうすっ 
ゅけょうくう っ さぇぉけすうか くぇ っょくけ う 
しなとけ さぇぉけすくけ きはしすけ, ゃ っょうく 
う しなとう ちった くぇ っょうく う しなとう 

いぇゃけょ. ′っ きけあっ ょぇ しう こさっょ
しすぇゃう あうゃけすぇ ょさせゅけはつっ. ╆ぇ
すけゃぇ う しかっょ こっくしうけくうさぇくっすけ 
しう きうくぇかけすけ かはすけ くっ しっ う いぇ
きうしかうか くぇおなょっ. ¨しすぇくぇか くぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ちったぇ. ¨とっ こけゃっつっ, 
つっ きっさぇおかうう – きかぇょう たけさぇ, 
ょぇ さぇぉけすはす すけゃぇ, おけっすけ すけえ 
こさぇゃう, きなつくけ しっ くぇきうさぇす. 
[ぇぉけすぇすぇ っ こさっちういくぇ, うしおぇす 
しっ きくけゅけ しすぇさぇくうっ, かのぉけゃ, 
いくぇくうは, すなさこっくうっ, ぇ う こさぇ
たなす くっ ゃうくぇゅう っ くぇえ-こさう
きぇきかうゃけすけ くっとけ いぇ きかぇょうすっ, 
おぇいゃぇ ╁ぇかっくすうく ╉うさうかつっゃ 
-  ぉぇとぇ くぇ しけきっかうっさ わ1 いぇ 
すぇいう ゅけょうくぇ. ]っゅぇ ╁ぇかぬけ けぉせ
つぇゃぇ しぇきけ っょうく きかぇょ おけかっゅぇ,  
くけ しう しこけきくは う ゅけょうくうすっ, 
おけゅぇすけ ゃ ちったぇ しっ っ さぇぉけすうかけ 
くぇ こなかくう けぉけさけすう う し きくけ
ゅけ っくすせしうぇいなき. ¨すょっかくけ けす  
すけゃぇ, こさうしなさちっ こさうっか う しうく
ょうおぇかくうすっ ょっかぇ ゃ ちったぇ, ゃ おぇ
つっしすゃけすけ しう くぇ こさっょしっょぇすっか 
くぇ ちったけゃぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ 
╉′]╀.  ╀けかう ゅけ, つっ すけかおけゃぇ 
すさせょくけ しっゅぇ しっ しかせつゃぇす ょけ
ぉさうすっ くっとぇ う くっ ゃうくぇゅう うきぇ 
ょけしすぇすなつくけ さぇぉけすぇ, いぇとけすけ 
いぇ くっゅけ  „┿さしっくぇか” っ あうゃけすなす 
きせ. ╀ぇとぇ きせ ╈けさょぇく, おけえすけ 
ゅけ ゃけょう ゃ ちったぇ こさっい 1977 ゅ., 
ゃっつっ こけおけえくうお, ぉうか そさっいうしす 

ゃ しなとうは 160 ちった くぇ ╆ぇゃけょ 6. 
╋ぇえおぇ きせ 〈けすおぇ ╉うさうかつっゃぇ 
こさっおぇさゃぇ あうゃけすぇ しう ゃ こうさけ
すったくぇすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4, ぇ しなゃしっき 
ょけしおけさけ ぇさしっくぇかおぇ っ ぉうかぇ 
う しっしすさぇ きせ - ]すっそおぇ, おけは
すけ しなとけ っ おぇょなさ くぇ ╆ぇゃけょ 4. 
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╂けかはきぇすぇ うょっは くぇ さぇいさぇぉけすおぇすぇ っ 
ょぇ しっ くぇきぇかう すさぇくしこけさすくけすけ ゃさっきっ, 
おけっすけ けしくけゃくけ けとっすはゃぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃ さぇえけくう くぇえ-ぉかういおけ ょけ ちっくすさぇかくう-
すっ こけさすぇかう, う っ ゃ せとなさぉ けすおなき さぇ-
ぉけすくけ ゃさっきっ しこさはきけ さぇぉけすっとうすっ くぇ 
くぇえ-けすょぇかっつっくうすっ きっしすぇ. ]なとくけしす-
すぇ くぇ くけゃうは きけょせか っ ゃ 30 ょぇすつうおぇ, 
さぇいこけかけあっくう くぇ さぇいかうつくう きっしすぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, つうはすけ 
いぇょぇつぇ っ ょぇ さっゅうしすさうさぇす さぇぉけすくうおぇ 
くぇ きはしすけ, くぇえ-ぉかういおけ ょけ くっゅけゃけすけ 
さぇぉけすくけ きはしすけ.
‶けしすうゅぇきっ  さっゅうしすさうさぇくっ くぇ こさう-

しなしすゃうっ こけ ゃさっきっ う きはしすけ, おぇすっゅけ-
さうつくう しぇ しないょぇすっかうすっ くぇ きけょせかぇ. 
〈ぇおぇ 5 きうくせすう こさっょう くぇつぇかけすけ う 
しかっょ おさぇは くぇ さぇぉけすくうは ょっく ぇさしっ-
くぇかちう しかっょゃぇ ょぇ しっ さっゅうしすさうさぇす 
くぇ しゃけは ょぇすつうお. ] くけゃぇすぇ しうしすっ-
きぇ くはきぇ ょぇ うきぇ こけいくぇすけすけ ょけしっゅぇ 
しすさせこゃぇくっ くぇ たけさぇ くぇ ちっくすさぇかくうすっ  
こけさすぇかう ゃ こうおけゃうすっ つぇしけゃっ, ぇ こけ-
すけおなす とっ っ さぇいこさっょっかっく さぇゃくけきっさ-
くけ, おぇすっゅけさうつっく っ うくあ. ]ぇさぇそけゃ, 
しこけさっょ おけゅけすけ こさぇおすうつっしおう くけゃうはす 
きけょせか ょっえしすゃぇ ょうしちうこかうくうさぇとけ くぇ 
さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 『はかぇすぇ 
うくそけさきぇちうは, おけはすけ しっ こけかせつぇゃぇ 
けす さっゅうしすさぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” つさっい 30-すっ ょぇすつうおぇ, とっ 
しっ いぇこうしゃぇ ゃ ぉぇいぇ ょぇくくう くぇ しうしすっ-
きぇすぇ ¨╄〈-けさゅぇくういぇちうは う っそっおすうゃ-
くけしす くぇ すさせょぇ, くぇ ぉぇいぇ くぇ おけはすけ しっ 
こさぇゃはす う しなけすゃっすくうすっ ういつうしかっくうは 
いぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ う いぇこかぇとぇくっ-
すけ きせ. 〈けいう くけゃ きけょせか こけいゃけかはゃぇ う 
ゃなゃっあょぇくっすけ こさぇおすうつっしおう くぇ こかぇ-
ゃぇとけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, おぇすっゅけさうつくう 
しぇ しないょぇすっかうすっ きせ.  
╁ おさぇは くぇ きぇえ すさはぉゃぇ ょぇ こさうおかの-

つう こなさゃうはす っすぇこ こけ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ 
くけゃうは きけょせか おなき しうしすっきぇすぇ ¨╄〈, ぇ 
ゃすけさうはす - ょけ おさぇは くぇ のくう. ╃けすけゅぇゃぇ 
しっ けつぇおゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう う こなかくけすけ 
けおけきこかっおすけゃぇくっ くぇ くけゃうは きけょせか し 
ょぇすつうちうすっ, ょけしすぇゃはくう けす うしこぇくしおぇ 
そうさきぇ.   
′けゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ おなき しうしすっきぇすぇ 

¨╄〈 とっ こけいゃけかう ゃいっきぇくっすけ くぇ ょぇく-

╆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 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”.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

[けょうすっかう くぇ ぉなょっとうすっ せつっくうちう う おぇくょうょぇす-ゅうきくぇいうしすう  ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
こ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” とっ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ しっ 
いぇこけいくぇはす  けすぉかういけ う くぇ きはしすけ し せしかけゃうはすぇ う せつっぉくうは こさけちっし, おけえすけ こさっょ-
かぇゅぇ くぇえ-しすぇさけすけ すったくうつっしおけ  せつうかうとっ ゃ ╀なかゅぇさうは ゃ けさゅぇくういうさぇくうすっ ょゃぇ 
こけさっょくう ╃くう くぇ けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう うょくぇすぇ しっょきうちぇ - くぇ 15-すう う 16-すう きぇえ. 
〈けゃぇ しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ょうさっおすけさなす 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. 
 ¨す ういおかのつうすっかくぇ ゃぇあくけしす っ う そぇおすなす, つっ こけ ゃさっきっ くぇ すっいう ょくう ゃしうつおう, 

おけうすけ しっ うくすっさっしせゃぇす けす くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす „╋ったぇすさけくうおぇ”, ゃ おけはすけ いぇ 
こなさゃう こなす ぉうゃてうはす ╋ったぇくけすったくうおせき とっ こさうっきぇ せつっくうちう, とっ きけゅぇす しなとけ 
くぇ きはしすけ ょぇ しっ しさっとくぇす う さぇいゅけゃぇさはす し こさっこけょぇゃぇすっかうすっ ゃ すぇいう くけゃぇ ょうし-
ちうこかうくぇ, ょぇ  くぇせつぇす こけょさけぉくけしすう いぇ ういせつぇゃぇくうすっ こさっょきっすう ゃ くっは, おぇおすけ う 

し 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け けぉせつっくうっ ゃ くっは,  いぇ きぇすっさうぇかくぇすぇ ぉぇいぇ  
う ょさせゅう ゃぇあくう ゃなこさけしう, おけうすけ ゃなかくせゃぇす さけょうすっかう う ぉなょっとう ゅうきくぇいうしすう. 

¨きなあっくぇすぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
ょなとっさは – ]こぇしおぇ しなとけ っ ぉう
ゃてぇ ぇさしっくぇかおぇ けす しなしすぇゃぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 2.
╆ぇ ぉうゃてぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ 

こさっゃけょぇつおぇ ]ゃっすかぇ „┿さしっ
くぇか” くっ っ いぇすゃけさっくぇ しすさぇ
くうちぇ. ′ぇえ-きぇかおけすけ いぇとけすけ 
ゃしはおぇ しっょきうちぇ しっ しさっとぇ し 
ぇさしっくぇかしおうすっ すぇくちぬけさう, ゃ 
すさせこぇすぇ くぇ ′』 „╅ぇさ”, おなょっ
すけ しぇきけょっえちう う かのぉうすっかう 
くぇ そけかおかけさぇ うゅさぇはす  たけさぇ う 
さなつっくうちう. ╆ぇ せょけゃけかしすゃうっ う 
こさうはすくけ けしきうしかっくけ しゃけぉけょくけ 
ゃさっきっ. 
╇きぇた ょけぉさう ゅけょうくう ゃ „┿さ

しっくぇか”, しこけきくは しう きぇえおぇすぇ 
くぇ しけきっかうっさ わ1. ╂けょうくう, ゃ 
おけうすけ ゃ ╆ぇゃけょ 5 くぇゃかういぇたぇ 
きぇてうくうすっ し 『‶〉. ╉ぇすけ こさっ
ょういゃうおぇすっかしすゃけ  おなき しっぉっ しう 
けこさっょっかは う くけゃうすっ いくぇくうは, 
おけうすけ え しっ くぇかぇゅぇ ょぇ すさせこぇ, 
ょけおぇすけ こさっゃっあょぇ すったくうつっしおぇ 
ょけおせきっくすぇちうは.  
╆ぇ すさうすっ しう ゃっつっ こけさぇしくぇかう 

ょっちぇ しっきっえしすゃけ ╉うさうかつっゃう 
おぇいゃぇす, つっ うしおぇす っょうくしすゃっ
くけ ょぇ しぇ いょさぇゃう う とぇしすかうゃう 
し あうすっえしおうすっ しう ういぉけさう. ╇ 
し くっすなさこっくうっ けつぇおゃぇす ‶さぇい
くうおぇ くぇ さけいぇすぇ, おけゅぇすけ しけ
きっかうっさ わ1 くぇ ゅけょうくぇすぇ  っ 

けぉっとぇか ょぇ ゅけしすせゃぇ くぇ ゅさぇょぇ 
う さけょうすっかうすっ しう, ぇ けおけかけ 
すさぇこっいぇすぇ ゃ [けいけゃけ とっ しっ くぇ
さっょはす とっさおぇすぇ けす ]すぇさぇ ╆ぇ
ゅけさぇ,  ょういぇえくっさなす ]すぇくうしかぇゃ  
う 3-すっ ゃくせつおう.  ╇ とっ しっ かっっ 
ゃうくけ, ゃうくけ, ゃうくけ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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′はおけかおけ しぇ くけゃうすっ きけきっく

すう ゃ しちっくぇさうは いぇ ういぉけさ くぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ. ╆ぇ こなさゃう こなす 
けとっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ てけせすけ 
ゃけょっとうはす, ぇおすぬけさなす けす „7 
つぇしぇ さぇいかうおぇ” ╉ぇかうく ]なさ
きっくけゃ, とっ ょぇょっ ょせきぇすぇ くぇ  
『ぇさうちぇ [けいぇ 2013 - ぃかうは 
‶けこけゃぇ, おけはすけ いぇっょくけ し 
こけょゅかぇしくうつおうすっ しう とっ うきぇ 
う いぇこぇいっくけ きはしすけ ゃ あせさうすけ. 
〈ったくうはす ういぉけさ くぇ きけきうつっ 
とっ しっ さぇゃくはゃぇ くぇ 1 ゅかぇし. ╆ぇ 
こなさゃう こなす くぇ しちっくぇすぇ  くけゃけ
ういぉさぇくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ とっ 
こけかけあう おかっすゃぇ - いぇ しかせあぉぇ 

くぇ たけさぇすぇ けす [けいけゃぇすぇ  ょけ
かうくぇ, おけはすけ とっ こさけつっすっ 
『ぇさうちぇ [けいぇ 2013.  ‶ぇお いぇ 
こなさゃう こなす ゃ うしすけさうはすぇ くぇ 
おけくおせさしぇ くけゃけういぉさぇくぇすぇ 
ちぇさうちぇ とっ こけかせつう しすうこっく
ょうは けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  ゃ 
さぇいきっさ くぇ 500 かっゃぇ. ′っえ
くうすっ ょゃっ こけょゅかぇしくうつおう とっ 
こけかせつぇす しなとけ いぇ こなさゃう こなす 
こさぇゃけすけ ょぇ こさっょしすぇゃかはゃぇす 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ ょゃっ けす 
ょっかっゅぇちううすっ, おけうすけ こけ すさぇ
ょうちうは こなすせゃぇす いぇ こさぇいくうちう 
くぇ こけぉさぇすうきっくうすっ くぇ ╉ぇ
いぇくかなお ゅさぇょけゃっ ゃ ╂なさちうは う 

ゃなゃ 《さぇくちうは. 
′けゃけういぉさぇくぇすぇ 『ぇさうちぇ 

[けいぇ こけ すさぇょうちうは こけかせつぇゃぇ 
ぉうかっす いぇ こなすせゃぇくっ ょけ ぅこけ
くうは, おけえすけ ゃさなつゃぇ かうつくけ 
こけしかぇくうおなす くぇ ]すさぇくぇすぇ くぇ 
ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ, すさぇょう
ちうけくっく ゅけしす くぇ おけくおせさしぇ.  
] ういぉけさぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 

2014 しっ けすおさうゃぇす けそうちう
ぇかくけ う こさけはゃうすっ けす 111-は 
‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ, おけえすけ 
とっ こさけょなかあう ょけ 20-すう のくう, 
おけゅぇすけ っ そうくぇかなす くぇ こさぇい
くうおぇ し けとっ っょうく おけくおせさし - 
いぇ ういぉけさ くぇ 『ぇさうちぇ くぇ ╃け

かうくぇすぇ くぇ さけいうすっ.
‶さぇいくうつくけすけ てっしすゃうっ, 

おせかきうくぇちうは くぇ しぇきうは さけいけゃ 
こさぇいくうお, っ くぇ 8-きう のくう, けす 
12 つぇしぇ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ こさぇい
くうおなす くぇ ╉ぇいぇくかなお とっ ぉなょっ 
けすぉっかはいぇく くぇ 6-すう のくう し 
すなさあっしすゃっくぇ しっしうは, くぇ おけは
すけ とっ ぉなょっ けぉはゃっく こけつっす
くうはす ゅさぇあょぇくう くぇ ゅさぇょぇ いぇ 
2014 ゅけょうくぇ. ′ぇちうけくぇかっく 
すせさくうさ こけ こかぇあっく ゃけかっえ
ぉけか, おけくちっさすくぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
ゃけっくくうすっ ょせたけゃう けさおっしすさう 
けす しすさぇくぇすぇ, おけくちっさすう くぇ 
╋うさけ う くぇ ╈けさょぇくおぇ 》さうしすけ

ゃぇ, くぇ ′うおけかうくぇ 』ぇおなさょなおけ
ゃぇ, くぇ ╀けゅけきうか う ╅ぇくぇ ╀っさ
ゅっくょけさそ, きぇあけさっすくけ てけせ 
う おけくちっさすう くぇ せつぇしすくうちう ゃ 
╋っあょせくぇさけょくうは そけかおかけさっく 
すぇくちけゃ そっしすうゃぇか, おぇおすけ う 
くぇちうけくぇかくけすけ くぇょうゅさぇゃぇくっ 
„〈なこぇく ぉうっ, たけさけ しっ ゃうっ”, しぇ 
つぇしす けす こさけはゃうすっ けす すぇいゅけ
ょうてくうは 111-すう ‶さぇいくうお くぇ 
さけいぇすぇ. ╋ぇかおうすっ ちぇさうちう くぇ 
╉ぇいぇくかなお こけ すさぇょうちうは とっ 
ょっそうかうさぇす くぇ ゅさぇょしおうは こかけ
とぇょぇ くぇ 1-ゃう のくう. 

╃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 ぢëí£Öó¡

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

くう,  おぇおすけ けす ょぇすつうちうすっ こけ きっしすぇ ゃ 
いぇゃけょうすっ う ちったけゃっすっ, すぇおぇ う けす ちっく-
すさぇかくうすっ こけさすぇかう, おぇすけ すっいう ょぇくくう 
とっ しっ しさぇゃくはゃぇす. 〈ぇおぇ くぇ こさぇおすうおぇ 
さっゅうしすさぇちうはすぇ くぇ ちっくすさぇかくうは こけさ-
すぇか ゃっつっ とっ けいくぇつぇゃぇ しぇきけ こさけこせしお, 
ょけしすなこ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ, 
ぇ さっぇかくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, おけっすけ 
ゃしなとくけしす とっ しっ けすさぇいはゃぇ う ゃ いぇこかぇ-
とぇくっすけ, とっ しっ いぇきっさゃぇ う けすつうすぇ しかっょ 
さっゅうしすさぇちうは くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ ょぇすつう-
ちう ょけ さぇぉけすくけすけ くう きはしすけ. ┿おけ くはおけえ 
さぇぉけすくうお, けぉぇつっ, いぇぉさぇゃう ょぇ しっ さっ-
ゅうしすさうさぇ くぇ ゃなすさってくうは ょぇすつうお, とっ 
しっ ゃいうきぇす こけおぇいぇくうはすぇ いぇ くっゅけゃぇすぇ 
さっゅうしすさぇちうは くぇ ちっくすさぇかくうは こけさすぇか, 
おぇすっゅけさうつくう しぇ ぇゃすけさうすっ くぇ くけゃうは 
きけょせか. ╁ すけいう しかせつぇえ くぇ さぇぉけすくうおぇ 
とっ ぉなょっ けすつっすっくけ う す. くぇさ. „すさぇくし-
こけさすくけ ゃさっきっ” いぇ ょっくは.  
]さっょ ちっくくうすっ おぇつっしすゃぇ くぇ くけゃうは 

きけょせか っ ゃないきけあくけしすすぇ いぇ いぇとうすぇ けす 
いかけせこけすさっぉう: おけくすさけかなす いぇ ょけしすなこ 
ょけ そうさきぇすぇ しっ けしなとっしすゃはゃぇ くぇ ょゃっ 
しすっこっくう. ¨しゃっく すけゃぇ, ょぇゃぇ しっ ゃない-
きけあくけしす いぇ ういかういぇくっ ゃ けぉっょくぇすぇ 
こけつうゃおぇ, すなえ おぇすけ しっ しこっしすはゃぇす ょけ-
しっゅぇてくうすっ 20 きうくせすう, „ういはあょぇくう” ゃ 
すさぇくしこけさすくけすけ ゃさっきっ.  
′っ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ っ う すけゃぇ, つっ 

し くけゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ おなき しうしすっきぇ-
すぇ いぇ ¨╄〈 ゃ きくけゅけ ゅけかはきぇ しすっこっく しっ 
しすけこうさぇす ゃなすさってくうすっ ぉさけあっくうは けす 
„すさぇくしこけさすくけすけ ゃさっきっ”, きうくうきういうさぇ 
しっ けとっすはゃぇくっすけ くぇ さぇいかうつくう おぇすっゅけ-
さうう さぇぉけすっとう しこけさっょ きっしすけこけかけあっ-
くうっすけ くぇ いぇゃけょうすっ うき. ‶さうょけぉうゃおぇすぇ 
っ しなゅかぇしせゃぇくぇ  し ょゃっすっ しうくょうおぇかくう 
さなおけゃけょしすゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”, ぇ いぇ くっえくけ-
すけ こさうかぇゅぇくっ けす 1-ゃう きぇえ っ ういょぇょっくぇ 
う しこっちうぇかくぇ いぇこけゃっょ わ 641 けす 15-すう 
ぇこさうか くぇ ╇いこなかくうすっかくうは  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. 
] ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ くけゃうは きけょせか おなき 

しうしすっきぇすぇ くぇ ¨╄〈 くぇ こさぇおすうおぇ „┿さ-
しっくぇか” しすぇゃぇ こなさゃぇすぇ そうさきぇ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは し こけょけぉくぇ ゃなすさってくぇ しうしすっきぇ 
いぇ おけくすさけか う けすつうすぇくっ くぇ さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 』《〈╊]¨╊『ぇ【 〉╅ 2014 ╈《╉¨〉╅ - ╅『』╊〉╅]』[《 ぁ╊╉《
‶けさっょくぇすぇ こけさちうは ぇさ-

しっくぇかしおぇ ゅけさょけしす っ  くぇ 
うきぇ-くはきぇ ょゃっ しっょきうちう, おけ-
ゅぇすけ っょうく けす ょゃぇきぇすぇ しうくけゃっ 
くぇ きくけゅけかのょくけすけ しっきっえしすゃけ 

╉うさうかつっゃう こけかせつう こさっしすうあ-
くうは こさうい くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ 
ぇしけちうぇちうは くぇ こさけそっしうけくぇか-
くうすっ  しけきっかうっさう. 32-ゅけょうて-
くうはす ╈けさょぇく ╉うさうかつっゃ  けす 
╉ぇいぇくかなお, ゃないこうすぇくうお くぇ 
すったくうおせきぇ こけ すさぇくしこけさす,  
くぇしすけはと しすけかうつぇくうく, しすぇくぇ 
くぇえ-ょけぉさうはす しけきっかうっさ くぇ 
ゅけょうくぇすぇ. ′っゅけゃうすっ おぇつっしす-
ゃぇ おぇすけ ゃうくけちっくうすっか う ゃう-
くけけちっくうすっか ぉはたぇ いぇしかせあっくけ 
こさっきうさぇくう けす こさけそっしうけ-
くぇかくぇすぇ ゅうかょうは. ╁ きうくぇかうは 
ぉさけえ ゃう さぇいおぇいぇたきっ いぇ ┿くくぇ 
╃せくょぇおけゃぇ, おけはすけ しなとけ っ ぇさ-
しっくぇかしおけ ょっすっ う こけかせつう こさう-
いぇ „╁うくけかのぉうすっか くぇ 2014 
ゅけょうくぇ”  けす しなとぇすぇ こさけそっ-
しうけくぇかくぇ ぇしけちうぇちうは.
] くぇゅさぇょぇすぇ くぇ  しゃけは こけ-

さぇしくぇか しうく, いぇさぇょゃぇか ゅう う 
し 3-ゅけょうてくぇ ゃくせつおぇ, しっきっえ-
しすゃけ ╉うさうかつっゃう しぇ きくけゅけ 
とぇしすかうゃう. ╇ くっ おさうはす ゅけさ-
ょけしすすぇ, くうすけ さぇょけしすすぇ しう けす 
そぇおすぇ, つっ ╈けさょぇく っ しぉなょくぇか 
きけきつっておぇすぇ しう きっつすぇ - ょぇ 
せつう さっしすけさぇくすぬけさしすゃけ, すなえ 
おぇすけ しっゅぇ きかぇょうはす きなあ っ 

《せすぉけかっく おかせぉ “┿さしっくぇか 2000“ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお っ うくうちうぇすけさ くぇ ょゃせょくっ
ゃっく そせすぉけかっく すせさくうさ いぇ せつっくうちう ゃ おさぇは くぇ きぇえ. ‶さけはゃぇすぇ, おけはすけ しっ 

けさゅぇくういうさぇ, とっ しっ こさけゃっょっ くぇ 30-すう う 31-ゃう きぇえ, し くぇつぇかけ くぇ しさっとうすっ けす 
10 つぇしぇ くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく „┿さしっくぇか”. ╁たけょなす いぇ ゃしうつおう あっかぇっとう ょぇ 

くぇぉかのょぇゃぇす くぇょこさっゃぇさうすっ きっあょせ きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう くぇ ╉ぇいぇくかなお 
っ しゃけぉけょっく. 
¨す せこさぇゃぇすぇ くぇ 《╉ “┿さしっくぇか 2000“ ゃっつっ しぇ さぇいこさぇすっくう こけおぇくう ょけ ょうさっおすけ

さうすっ くぇ ゃしうつおう せつうかうとぇ けす けぉとうくぇすぇ, おぇすけ けつぇおゃぇくうはすぇ しぇ, つっ ゃ すけいう こなさゃう 
こけ さけょぇ しう すせさくうさ けす すぇおなゃ きぇとぇぉ とっ しっ ゃおかのつぇす きくけゅけ あっかぇっとう. 
¨さゅぇくういぇすけさうすっ こかぇくうさぇす けすぉけさうすっ-せつぇしすくうちう ょぇ しっ しなしすけはす けす 6+1 うゅさぇ

つう, おぇすけ けすょっかくけ とっ しぇ う さっいっさゃうすっ, おぇすけ ゃしうつおう きかぇょう そせすぉけかうしすう すさはぉゃぇ 
ょぇ しぇ さけょっくう ゃ こっさうけょぇ 2005-2006 ゅけょうくぇ. ]さっとうすっ, おけうすけ とっ うゅさぇはす きかぇ
ょうすっ くぇょっあょう, とっ しぇ ゃ ょゃっ こけかせゃさっきっくぇ けす こけ 20 きうくせすう. ╆ぇ けすかうつうかうすっ しっ 
けすぉけさう う しなしすっいぇすっかう けさゅぇくういぇすけさうすっ こさっょゃうあょぇす うくすっさっしくう  くぇゅさぇょう.
╃け 16-すう きぇえ こさけょなかあぇゃぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ いぇはゃおう けす せつうかうとぇすぇ いぇ せつぇしすうっ 

くぇ すっかっそけく: 0887749705, ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ-しすぇさてう すさっくぬけさ くぇ 《╉ 
“┿さしっくぇか 2000“.
]こっちうぇかくぇすぇ こけおぇくぇ, さぇいこさぇすっくぇ ょけ せつうかうとぇすぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ すせさくうさぇ こけ 

そせすぉけか, っ こけょこうしぇくぇ けす ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, ‶さっいうょっくす くぇ 《╉ “┿さしっくぇか 2000“.
╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

‒[ „╅『』╊〉╅] 2000” ╉《〈╅[¨〉』【╇╅
〈╊╋╉】】ぁ¨]¨ぅ╊〉 ‒】【╆《]╊〉 【】『〉¨『 せゃぇあぇゃぇく しこっちうぇかうしす ゃ っょうく 

けす くぇえ-こさっしすうあくうすっ しすけかうつ-
くう さっしすけさぇくすう. 
¨す きぇかなお ╈けさょぇく ぉってっ つけ-

ゃっお し ぇそうくうすっす おなき ゃおせしくけ-

すけ う おさぇしうゃけ, ぇ けす 8 ゅけょうくう 
うしおさっくけ しっ こけしゃっすう くぇ くぇ-
せおぇすぇ いぇ ゃうくけすけ, しこけょっかは 
ゅけさょぇすぇ きぇえおぇ ]ゃっすかぇ ╉う-
さうかつっゃぇ. ╉ぇいゃぇ, つっ こなさゃう ゃ 
しけきっかうっさしすゃけすけ ゅけ ういおせてう-
かう しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ こなさゃうは 
さっしすけさぇくす, ゃ おけえすけ ╈けさょぇく 
さぇぉけすっか - うきぇかう ゃうくぇさくぇ 
う すぇおぇ こけおさぇえ すはた しすせょっく-
すなす しっ ゃかのぉうか ゃ すぇえくうすっ くぇ 
くぇせおぇすぇ いぇ ょけぉさけすけ ゃうくけ う 
くっゅけゃうすっ おぇつっしすゃぇ. 】ぇしすかう-
ゃぇすぇ きぇえおぇ くぇ しけきっかうっさ わ1 
いぇ 2014 ゅけょうくぇ っ ぉうゃてぇ ぇさ-
しっくぇかしおぇ しかせあうすっかおぇ, こさっ-
ゃけょぇつ けす くっきしおう - ]ゃっすかぇ 
╉うさうかつっゃぇ. ‶ぇいう  こさっおさぇし-
くう しこけきっくう いぇ „┿さしっくぇか”, 
おなょっすけ さぇぉけすう 10 ゅけょうくう ゃ 
〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは おぇすけ 
こさっゃけょぇつ くぇ すったくうつっしおぇ ょけ-
おせきっくすぇちうは. ]ゃっすかぇ, おけはすけ ゃ 
きけきっくすぇ, いぇっょくけ しなし しっしすさぇ 
しう, うきぇ しつっすけゃけょくぇ おなとぇ, 
こけしすなこゃぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ 
こさっい 1978 ゅけょうくぇ う けしすぇゃぇ 
ちはかけ ょっしっすうかっすうっ. 〈さなゅゃぇ しう 
こさっい  1988 ゅけょうくぇ, いぇ ょぇ しっ 
こけしゃっすう くぇ けすゅかっあょぇくっすけ くぇ 

すさっすけすけ しう ょっすっ - ゃっつっ こけ-
さぇしくぇか 23-ゅけょうてっく きかぇょっあ. 
╀うゃてぇすぇ ぇさしっくぇかおぇ っ おぇすっ-
ゅけさうつくぇ, つっ  かのぉけこうすしすゃけすけ 
くぇ しけきっかうっさぇ ╈けさょぇく おなき 
くぇせおぇすぇ いぇ ゃうくけすけ っ けす ょっすっ, 
こさう すけゃぇ  う しっきっえくぇ つっさすぇ, 
いぇとけすけ すは う しなこさせゅなす え ╁ぇ-
かっくすうく ╉うさうかつっゃ, ぇさしっくぇか-
しおう ょけぇえっく, けす ゅけょうくう  けす-
ゅかっあょぇす う っおしこっさうきっくすうさぇす 
くぇこさぇゃぇ くぇ ゃうくけ けす さぇいかうつ-
くう しけさすけゃっ かけいは. ╇きぇ けしけ-
ぉっく ゃうょ きぇゅうは ゃ すけゃぇ, おぇいゃぇ 
とぇしすかうゃうはす すぇすおけ ╁ぇかっくすうく, 
いぇ おけえすけ う ゃ きけきっくすぇ かけいっ-
すけ っ ういおせてっくうっ. ╁ぇかぬけ う しな-
こさせゅぇすぇ きせ すっこなさゃぇ しないょぇゃぇす 
くけゃ きぇしうゃ ゃ こぇさつっすけ いっきは, 
おけっすけ しっきっえしすゃけすけ おせこうかけ ゃ 
[けいけゃけ. ╃けしおけさけ ╁ぇかっくすうく, 
おけえすけ っ くぇしすさけえつうお くぇ ぇゃ-
すけきぇすうつくぇ こさっしぇ ゃ ちったぇ いぇ 
すゃなさょう こかぇしすうくう くぇ ╆ぇゃけょ 6, 
おせこせゃぇか きっさかけ いぇ  ょけきぇてくう-
すっ ぉなつゃう けす ′うおけかぇっゃけ. ]っゅぇ 
とっ っおしこっさうきっくすうさぇ し くけゃうすっ 
しう しけさすけゃっ, おけうすけ ゅさうあかうゃけ 
う し くぇしすぇゃかっくうは けす しうくぇ とっ 
けすゅかっあょぇ. ′っ おさうっ, つっ せつう 
きくけゅけ けす しうくぇ しう - しけきっかう-
っさ. ̈ すゃなょ ぉぇとうくぇすぇ ゅけさょけしす, 
╁ぇかぬけ っ けす „ぉっかはいぇくうすっ” ぇさ-
しっくぇかちう, すなえ おぇすけ いぇ ちっかうは 

しう すさせょけゃ しすぇあ, ゃっつっ 37 ゅけ-
ょうくう, くうすけ いぇ ょっく くっ っ ういくっ-
ゃっさうか くぇ きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”. 
′っとけ こけゃっつっ: こさっい ゃしうつおうすっ 
ゅけょうくう っ さぇぉけすうか くぇ っょくけ う 
しなとけ さぇぉけすくけ きはしすけ, ゃ っょうく 
う しなとう ちった くぇ っょうく う しなとう 

いぇゃけょ. ′っ きけあっ ょぇ しう こさっょ-
しすぇゃう あうゃけすぇ ょさせゅけはつっ. ╆ぇ-
すけゃぇ う しかっょ こっくしうけくうさぇくっすけ 
しう きうくぇかけすけ かはすけ くっ しっ う いぇ-
きうしかうか くぇおなょっ. ¨しすぇくぇか くぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ちったぇ. ¨とっ こけゃっつっ, 
つっ きっさぇおかうう – きかぇょう たけさぇ, 
ょぇ さぇぉけすはす すけゃぇ, おけっすけ すけえ 
こさぇゃう, きなつくけ しっ くぇきうさぇす. 
[ぇぉけすぇすぇ っ こさっちういくぇ, うしおぇす 
しっ きくけゅけ しすぇさぇくうっ, かのぉけゃ, 
いくぇくうは, すなさこっくうっ, ぇ う こさぇ-
たなす くっ ゃうくぇゅう っ くぇえ-こさう-
きぇきかうゃけすけ くっとけ いぇ きかぇょうすっ, 
おぇいゃぇ ╁ぇかっくすうく ╉うさうかつっゃ 
-  ぉぇとぇ くぇ しけきっかうっさ わ1 いぇ 
すぇいう ゅけょうくぇ. ]っゅぇ ╁ぇかぬけ けぉせ-
つぇゃぇ しぇきけ っょうく きかぇょ おけかっゅぇ,  
くけ しう しこけきくは う ゅけょうくうすっ, 
おけゅぇすけ ゃ ちったぇ しっ っ さぇぉけすうかけ 
くぇ こなかくう けぉけさけすう う し きくけ-
ゅけ っくすせしうぇいなき. ¨すょっかくけ けす  
すけゃぇ, こさうしなさちっ こさうっか う しうく-
ょうおぇかくうすっ ょっかぇ ゃ ちったぇ, ゃ おぇ-
つっしすゃけすけ しう くぇ こさっょしっょぇすっか 
くぇ ちったけゃぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ 
╉′]╀.  ╀けかう ゅけ, つっ すけかおけゃぇ 
すさせょくけ しっゅぇ しっ しかせつゃぇす ょけ-
ぉさうすっ くっとぇ う くっ ゃうくぇゅう うきぇ 
ょけしすぇすなつくけ さぇぉけすぇ, いぇとけすけ 
いぇ くっゅけ  „┿さしっくぇか” っ あうゃけすなす 
きせ. ╀ぇとぇ きせ ╈けさょぇく, おけえすけ 
ゅけ ゃけょう ゃ ちったぇ こさっい 1977 ゅ., 
ゃっつっ こけおけえくうお, ぉうか そさっいうしす 

ゃ しなとうは 160 ちった くぇ ╆ぇゃけょ 6. 
╋ぇえおぇ きせ 〈けすおぇ ╉うさうかつっゃぇ 
こさっおぇさゃぇ あうゃけすぇ しう ゃ こうさけ-
すったくぇすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4, ぇ しなゃしっき 
ょけしおけさけ ぇさしっくぇかおぇ っ ぉうかぇ 
う しっしすさぇ きせ - ]すっそおぇ, おけは-
すけ しなとけ っ おぇょなさ くぇ ╆ぇゃけょ 4. 
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╂けかはきぇすぇ うょっは くぇ さぇいさぇぉけすおぇすぇ っ 
ょぇ しっ くぇきぇかう すさぇくしこけさすくけすけ ゃさっきっ, 
おけっすけ けしくけゃくけ けとっすはゃぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃ さぇえけくう くぇえ-ぉかういおけ ょけ ちっくすさぇかくう
すっ こけさすぇかう, う っ ゃ せとなさぉ けすおなき さぇ
ぉけすくけ ゃさっきっ しこさはきけ さぇぉけすっとうすっ くぇ 
くぇえ-けすょぇかっつっくうすっ きっしすぇ. ]なとくけしす
すぇ くぇ くけゃうは きけょせか っ ゃ 30 ょぇすつうおぇ, 
さぇいこけかけあっくう くぇ さぇいかうつくう きっしすぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, つうはすけ 
いぇょぇつぇ っ ょぇ さっゅうしすさうさぇす さぇぉけすくうおぇ 
くぇ きはしすけ, くぇえ-ぉかういおけ ょけ くっゅけゃけすけ 
さぇぉけすくけ きはしすけ.
‶けしすうゅぇきっ  さっゅうしすさうさぇくっ くぇ こさう

しなしすゃうっ こけ ゃさっきっ う きはしすけ, おぇすっゅけ
さうつくう しぇ しないょぇすっかうすっ くぇ きけょせかぇ. 
〈ぇおぇ 5 きうくせすう こさっょう くぇつぇかけすけ う 
しかっょ おさぇは くぇ さぇぉけすくうは ょっく ぇさしっ
くぇかちう しかっょゃぇ ょぇ しっ さっゅうしすさうさぇす 
くぇ しゃけは ょぇすつうお. ] くけゃぇすぇ しうしすっ
きぇ くはきぇ ょぇ うきぇ こけいくぇすけすけ ょけしっゅぇ 
しすさせこゃぇくっ くぇ たけさぇ くぇ ちっくすさぇかくうすっ  
こけさすぇかう ゃ こうおけゃうすっ つぇしけゃっ, ぇ こけ
すけおなす とっ っ さぇいこさっょっかっく さぇゃくけきっさ
くけ, おぇすっゅけさうつっく っ うくあ. ]ぇさぇそけゃ, 
しこけさっょ おけゅけすけ こさぇおすうつっしおう くけゃうはす 
きけょせか ょっえしすゃぇ ょうしちうこかうくうさぇとけ くぇ 
さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 『はかぇすぇ 
うくそけさきぇちうは, おけはすけ しっ こけかせつぇゃぇ 
けす さっゅうしすさぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” つさっい 30-すっ ょぇすつうおぇ, とっ 
しっ いぇこうしゃぇ ゃ ぉぇいぇ ょぇくくう くぇ しうしすっ
きぇすぇ ¨╄〈-けさゅぇくういぇちうは う っそっおすうゃ
くけしす くぇ すさせょぇ, くぇ ぉぇいぇ くぇ おけはすけ しっ 
こさぇゃはす う しなけすゃっすくうすっ ういつうしかっくうは 
いぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ う いぇこかぇとぇくっ
すけ きせ. 〈けいう くけゃ きけょせか こけいゃけかはゃぇ う 
ゃなゃっあょぇくっすけ こさぇおすうつっしおう くぇ こかぇ
ゃぇとけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, おぇすっゅけさうつくう 
しぇ しないょぇすっかうすっ きせ.  
╁ おさぇは くぇ きぇえ すさはぉゃぇ ょぇ こさうおかの

つう こなさゃうはす っすぇこ こけ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ 
くけゃうは きけょせか おなき しうしすっきぇすぇ ¨╄〈, ぇ 
ゃすけさうはす - ょけ おさぇは くぇ のくう. ╃けすけゅぇゃぇ 
しっ けつぇおゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう う こなかくけすけ 
けおけきこかっおすけゃぇくっ くぇ くけゃうは きけょせか し 
ょぇすつうちうすっ, ょけしすぇゃはくう けす うしこぇくしおぇ 
そうさきぇ.   
′けゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ おなき しうしすっきぇすぇ 

¨╄〈 とっ こけいゃけかう ゃいっきぇくっすけ くぇ ょぇく

╆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 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”.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

[けょうすっかう くぇ ぉなょっとうすっ せつっくうちう う おぇくょうょぇす-ゅうきくぇいうしすう  ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
こ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” とっ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ しっ 
いぇこけいくぇはす  けすぉかういけ う くぇ きはしすけ し せしかけゃうはすぇ う せつっぉくうは こさけちっし, おけえすけ こさっょ
かぇゅぇ くぇえ-しすぇさけすけ すったくうつっしおけ  せつうかうとっ ゃ ╀なかゅぇさうは ゃ けさゅぇくういうさぇくうすっ ょゃぇ 
こけさっょくう ╃くう くぇ けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう うょくぇすぇ しっょきうちぇ - くぇ 15-すう う 16-すう きぇえ. 
〈けゃぇ しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ょうさっおすけさなす 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. 
 ¨す ういおかのつうすっかくぇ ゃぇあくけしす っ う そぇおすなす, つっ こけ ゃさっきっ くぇ すっいう ょくう ゃしうつおう, 

おけうすけ しっ うくすっさっしせゃぇす けす くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす „╋ったぇすさけくうおぇ”, ゃ おけはすけ いぇ 
こなさゃう こなす ぉうゃてうはす ╋ったぇくけすったくうおせき とっ こさうっきぇ せつっくうちう, とっ きけゅぇす しなとけ 
くぇ きはしすけ ょぇ しっ しさっとくぇす う さぇいゅけゃぇさはす し こさっこけょぇゃぇすっかうすっ ゃ すぇいう くけゃぇ ょうし
ちうこかうくぇ, ょぇ  くぇせつぇす こけょさけぉくけしすう いぇ ういせつぇゃぇくうすっ こさっょきっすう ゃ くっは, おぇおすけ う 

し 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け けぉせつっくうっ ゃ くっは,  いぇ きぇすっさうぇかくぇすぇ ぉぇいぇ  
う ょさせゅう ゃぇあくう ゃなこさけしう, おけうすけ ゃなかくせゃぇす さけょうすっかう う ぉなょっとう ゅうきくぇいうしすう. 

¨きなあっくぇすぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
ょなとっさは – ]こぇしおぇ しなとけ っ ぉう-
ゃてぇ ぇさしっくぇかおぇ けす しなしすぇゃぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 2.
╆ぇ ぉうゃてぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ 

こさっゃけょぇつおぇ ]ゃっすかぇ „┿さしっ-
くぇか” くっ っ いぇすゃけさっくぇ しすさぇ-
くうちぇ. ′ぇえ-きぇかおけすけ いぇとけすけ 
ゃしはおぇ しっょきうちぇ しっ しさっとぇ し 
ぇさしっくぇかしおうすっ すぇくちぬけさう, ゃ 
すさせこぇすぇ くぇ ′』 „╅ぇさ”, おなょっ-
すけ しぇきけょっえちう う かのぉうすっかう 
くぇ そけかおかけさぇ うゅさぇはす  たけさぇ う 
さなつっくうちう. ╆ぇ せょけゃけかしすゃうっ う 
こさうはすくけ けしきうしかっくけ しゃけぉけょくけ 
ゃさっきっ. 
╇きぇた ょけぉさう ゅけょうくう ゃ „┿さ-

しっくぇか”, しこけきくは しう きぇえおぇすぇ 
くぇ しけきっかうっさ わ1. ╂けょうくう, ゃ 
おけうすけ ゃ ╆ぇゃけょ 5 くぇゃかういぇたぇ 
きぇてうくうすっ し 『‶〉. ╉ぇすけ こさっ-
ょういゃうおぇすっかしすゃけ  おなき しっぉっ しう 
けこさっょっかは う くけゃうすっ いくぇくうは, 
おけうすけ え しっ くぇかぇゅぇ ょぇ すさせこぇ, 
ょけおぇすけ こさっゃっあょぇ すったくうつっしおぇ 
ょけおせきっくすぇちうは.  
╆ぇ すさうすっ しう ゃっつっ こけさぇしくぇかう 

ょっちぇ しっきっえしすゃけ ╉うさうかつっゃう 
おぇいゃぇす, つっ うしおぇす っょうくしすゃっ-
くけ ょぇ しぇ いょさぇゃう う とぇしすかうゃう 
し あうすっえしおうすっ しう ういぉけさう. ╇ 
し くっすなさこっくうっ けつぇおゃぇす ‶さぇい-
くうおぇ くぇ さけいぇすぇ, おけゅぇすけ しけ-
きっかうっさ わ1 くぇ ゅけょうくぇすぇ  っ 

けぉっとぇか ょぇ ゅけしすせゃぇ くぇ ゅさぇょぇ 
う さけょうすっかうすっ しう, ぇ けおけかけ 
すさぇこっいぇすぇ ゃ [けいけゃけ とっ しっ くぇ-
さっょはす とっさおぇすぇ けす ]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ,  ょういぇえくっさなす ]すぇくうしかぇゃ  
う 3-すっ ゃくせつおう.  ╇ とっ しっ かっっ 
ゃうくけ, ゃうくけ, ゃうくけ.
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′はおけかおけ しぇ くけゃうすっ きけきっく-

すう ゃ しちっくぇさうは いぇ ういぉけさ くぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ. ╆ぇ こなさゃう こなす 
けとっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ てけせすけ 
ゃけょっとうはす, ぇおすぬけさなす けす „7 
つぇしぇ さぇいかうおぇ” ╉ぇかうく ]なさ-
きっくけゃ, とっ ょぇょっ ょせきぇすぇ くぇ  
『ぇさうちぇ [けいぇ 2013 - ぃかうは 
‶けこけゃぇ, おけはすけ いぇっょくけ し 
こけょゅかぇしくうつおうすっ しう とっ うきぇ 
う いぇこぇいっくけ きはしすけ ゃ あせさうすけ. 
〈ったくうはす ういぉけさ くぇ きけきうつっ 
とっ しっ さぇゃくはゃぇ くぇ 1 ゅかぇし. ╆ぇ 
こなさゃう こなす くぇ しちっくぇすぇ  くけゃけ-
ういぉさぇくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ とっ 
こけかけあう おかっすゃぇ - いぇ しかせあぉぇ 

くぇ たけさぇすぇ けす [けいけゃぇすぇ  ょけ-
かうくぇ, おけはすけ とっ こさけつっすっ 
『ぇさうちぇ [けいぇ 2013.  ‶ぇお いぇ 
こなさゃう こなす ゃ うしすけさうはすぇ くぇ 
おけくおせさしぇ くけゃけういぉさぇくぇすぇ 
ちぇさうちぇ とっ こけかせつう しすうこっく-
ょうは けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  ゃ 
さぇいきっさ くぇ 500 かっゃぇ. ′っえ-
くうすっ ょゃっ こけょゅかぇしくうつおう とっ 
こけかせつぇす しなとけ いぇ こなさゃう こなす 
こさぇゃけすけ ょぇ こさっょしすぇゃかはゃぇす 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ ょゃっ けす 
ょっかっゅぇちううすっ, おけうすけ こけ すさぇ-
ょうちうは こなすせゃぇす いぇ こさぇいくうちう 
くぇ こけぉさぇすうきっくうすっ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ゅさぇょけゃっ ゃ ╂なさちうは う 

ゃなゃ 《さぇくちうは. 
′けゃけういぉさぇくぇすぇ 『ぇさうちぇ 

[けいぇ こけ すさぇょうちうは こけかせつぇゃぇ 
ぉうかっす いぇ こなすせゃぇくっ ょけ ぅこけ-
くうは, おけえすけ ゃさなつゃぇ かうつくけ 
こけしかぇくうおなす くぇ ]すさぇくぇすぇ くぇ 
ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ, すさぇょう-
ちうけくっく ゅけしす くぇ おけくおせさしぇ.  
] ういぉけさぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 

2014 しっ けすおさうゃぇす けそうちう-
ぇかくけ う こさけはゃうすっ けす 111-は 
‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ, おけえすけ 
とっ こさけょなかあう ょけ 20-すう のくう, 
おけゅぇすけ っ そうくぇかなす くぇ こさぇい-
くうおぇ し けとっ っょうく おけくおせさし - 
いぇ ういぉけさ くぇ 『ぇさうちぇ くぇ ╃け-

かうくぇすぇ くぇ さけいうすっ.
‶さぇいくうつくけすけ てっしすゃうっ, 

おせかきうくぇちうは くぇ しぇきうは さけいけゃ 
こさぇいくうお, っ くぇ 8-きう のくう, けす 
12 つぇしぇ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ こさぇい-
くうおなす くぇ ╉ぇいぇくかなお とっ ぉなょっ 
けすぉっかはいぇく くぇ 6-すう のくう し 
すなさあっしすゃっくぇ しっしうは, くぇ おけは-
すけ とっ ぉなょっ けぉはゃっく こけつっす-
くうはす ゅさぇあょぇくう くぇ ゅさぇょぇ いぇ 
2014 ゅけょうくぇ. ′ぇちうけくぇかっく 
すせさくうさ こけ こかぇあっく ゃけかっえ-
ぉけか, おけくちっさすくぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
ゃけっくくうすっ ょせたけゃう けさおっしすさう 
けす しすさぇくぇすぇ, おけくちっさすう くぇ 
╋うさけ う くぇ ╈けさょぇくおぇ 》さうしすけ-

ゃぇ, くぇ ′うおけかうくぇ 』ぇおなさょなおけ-
ゃぇ, くぇ ╀けゅけきうか う ╅ぇくぇ ╀っさ-
ゅっくょけさそ, きぇあけさっすくけ てけせ 
う おけくちっさすう くぇ せつぇしすくうちう ゃ 
╋っあょせくぇさけょくうは そけかおかけさっく 
すぇくちけゃ そっしすうゃぇか, おぇおすけ う 
くぇちうけくぇかくけすけ くぇょうゅさぇゃぇくっ 
„〈なこぇく ぉうっ, たけさけ しっ ゃうっ”, しぇ 
つぇしす けす こさけはゃうすっ けす すぇいゅけ-
ょうてくうは 111-すう ‶さぇいくうお くぇ 
さけいぇすぇ. ╋ぇかおうすっ ちぇさうちう くぇ 
╉ぇいぇくかなお こけ すさぇょうちうは とっ 
ょっそうかうさぇす くぇ ゅさぇょしおうは こかけ-
とぇょぇ くぇ 1-ゃう のくう. 
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くう,  おぇおすけ けす ょぇすつうちうすっ こけ きっしすぇ ゃ 
いぇゃけょうすっ う ちったけゃっすっ, すぇおぇ う けす ちっく
すさぇかくうすっ こけさすぇかう, おぇすけ すっいう ょぇくくう 
とっ しっ しさぇゃくはゃぇす. 〈ぇおぇ くぇ こさぇおすうおぇ 
さっゅうしすさぇちうはすぇ くぇ ちっくすさぇかくうは こけさ
すぇか ゃっつっ とっ けいくぇつぇゃぇ しぇきけ こさけこせしお, 
ょけしすなこ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ, 
ぇ さっぇかくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, おけっすけ 
ゃしなとくけしす とっ しっ けすさぇいはゃぇ う ゃ いぇこかぇ
とぇくっすけ, とっ しっ いぇきっさゃぇ う けすつうすぇ しかっょ 
さっゅうしすさぇちうは くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ ょぇすつう
ちう ょけ さぇぉけすくけすけ くう きはしすけ. ┿おけ くはおけえ 
さぇぉけすくうお, けぉぇつっ, いぇぉさぇゃう ょぇ しっ さっ
ゅうしすさうさぇ くぇ ゃなすさってくうは ょぇすつうお, とっ 
しっ ゃいうきぇす こけおぇいぇくうはすぇ いぇ くっゅけゃぇすぇ 
さっゅうしすさぇちうは くぇ ちっくすさぇかくうは こけさすぇか, 
おぇすっゅけさうつくう しぇ ぇゃすけさうすっ くぇ くけゃうは 
きけょせか. ╁ すけいう しかせつぇえ くぇ さぇぉけすくうおぇ 
とっ ぉなょっ けすつっすっくけ う す. くぇさ. „すさぇくし
こけさすくけ ゃさっきっ” いぇ ょっくは.  
]さっょ ちっくくうすっ おぇつっしすゃぇ くぇ くけゃうは 

きけょせか っ ゃないきけあくけしすすぇ いぇ いぇとうすぇ けす 
いかけせこけすさっぉう: おけくすさけかなす いぇ ょけしすなこ 
ょけ そうさきぇすぇ しっ けしなとっしすゃはゃぇ くぇ ょゃっ 
しすっこっくう. ¨しゃっく すけゃぇ, ょぇゃぇ しっ ゃない
きけあくけしす いぇ ういかういぇくっ ゃ けぉっょくぇすぇ 
こけつうゃおぇ, すなえ おぇすけ しっ しこっしすはゃぇす ょけ
しっゅぇてくうすっ 20 きうくせすう, „ういはあょぇくう” ゃ 
すさぇくしこけさすくけすけ ゃさっきっ.  
′っ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ っ う すけゃぇ, つっ 

し くけゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ おなき しうしすっきぇ
すぇ いぇ ¨╄〈 ゃ きくけゅけ ゅけかはきぇ しすっこっく しっ 
しすけこうさぇす ゃなすさってくうすっ ぉさけあっくうは けす 
„すさぇくしこけさすくけすけ ゃさっきっ”, きうくうきういうさぇ 
しっ けとっすはゃぇくっすけ くぇ さぇいかうつくう おぇすっゅけ
さうう さぇぉけすっとう しこけさっょ きっしすけこけかけあっ
くうっすけ くぇ いぇゃけょうすっ うき. ‶さうょけぉうゃおぇすぇ 
っ しなゅかぇしせゃぇくぇ  し ょゃっすっ しうくょうおぇかくう 
さなおけゃけょしすゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”, ぇ いぇ くっえくけ
すけ こさうかぇゅぇくっ けす 1-ゃう きぇえ っ ういょぇょっくぇ 
う しこっちうぇかくぇ いぇこけゃっょ わ 641 けす 15-すう 
ぇこさうか くぇ ╇いこなかくうすっかくうは  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. 
] ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ くけゃうは きけょせか おなき 

しうしすっきぇすぇ くぇ ¨╄〈 くぇ こさぇおすうおぇ „┿さ
しっくぇか” しすぇゃぇ こなさゃぇすぇ そうさきぇ ゃ ╀なか
ゅぇさうは し こけょけぉくぇ ゃなすさってくぇ しうしすっきぇ 
いぇ おけくすさけか う けすつうすぇくっ くぇ さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ. 
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]かっょ ょっく - くぇ 10-すう きぇえ, とっ っ こなさゃぇすぇ しゃっすしおぇ ゃっくつぇゃおぇ ゃ 
くけゃけけすおさうすぇすぇ さうすせぇかくぇ いぇかぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇかぇすぇ 

しっ くぇきうさぇ くっこけしさっょしすゃっくけ ょけ けそうちうぇかくうは ゃたけょ くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは う こさうっきぇ あっかぇっとうすっ いぇ しおかのつゃぇくっ 
くぇ ゅさぇあょぇくしおう ぉさぇおけゃっ う ょさせゅう さぇょけしすくう けぉさっょう けす  7-きう きぇえ. 
¨そうちうぇかくけすけ けすおさうゃぇくっ くぇ くけゃぇすぇ さうすせぇかくぇ いぇかぇ っ  けす 15,30 

つぇしぇ, ぇ こなさゃぇすぇ ゃっくつぇゃおぇ けす 16,30 つぇしぇ. ]ゃぇすぉぇすぇ とっ っ し ういこなか-
くっくうは くぇ あうゃけ くぇ けぉとうくしおうは しすさせくっく けさおっしすなさ う とっ しっ ゃけょう けす 
くけゃぇすぇ しかせあうすっかおぇ ゃ さうすせぇかくぇすぇ いぇかぇ ‶かぇきっくぇ 〈っさいうっゃぇ. 
]さっょしすゃぇすぇ, ゃかけあっくう ゃ さっおけくしすさせおちうはすぇ くぇ ょけしおけさけてくけすけ くっうい-

こけかいゃぇっきけ そけぇえっ, しぇ けしうゅせさっくう けす きっしすくうは ぉのょあっす. 

′けゃけけすおさうすぇすぇ さうすせぇかくぇ いぇかぇ こさうくちうこくけ こけっきぇ そせくおちううすっ, 
おけうすけ こさっょう しっ ういこなかくはゃぇたぇ ゃ ょさせゅぇ, けすょぇゃくぇ いぇくっきぇさっくぇ いぇかぇ 
- ぉうゃてうはす ╋かぇょっあおう ょけき. ‶かぇくけゃっすっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ しぇ 
╋かぇょっあおうはす ょけき ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ きかぇょっあおう, ういこなかゃぇえおう しなし しな-
ょなさあぇくうっ う そせくおちうう くっゅけゃけすけ くぇうきっくけゃぇくうっ. 
′けゃぇすぇ さうすせぇかくぇ いぇかぇ とっ こさっょかぇゅぇ てうさけおぇ ゅぇきぇ けす ういぉけさ くぇ 

さぇいかうつくう  ゃうょけゃっ さうすせぇかう いぇ きかぇょけあっくちうすっ, くっいぇゃうしうきけ おけえ こけ-
さっょ ぉさぇお あっかぇはす ょぇ しおかのつぇす. 
3 さぇいかうつくう  しゃぇすぉっくう  さうすせぇかぇ とっ けつぇおゃぇす くけゃけぉさぇつくうすっ, おけうすけ 

とっ ういぉうさぇす ゃ おぇおゃぇ けぉしすぇくけゃおぇ ょぇ しう おぇあぇす „ょぇ”. ′けゃけゃなゃっょっ-
くうはすぇ とっ しっ けすさぇいはす う くぇ ちっくうすっ くぇ ゃっくつぇゃおうすっ, こさけきっくっくう う 
けょけぉさっくう くぇ こけしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ. 
]すぇくょぇさすくうはす ゅさぇあょぇくしおう さうすせぇか, こさう おけえすけ きせいうおぇかくうはす しなこさけ-
ゃけょ う けしすぇくぇかうすっ っおしすさう しぇ くぇ きったぇくうつっく いぇこうし, とっ しすさせゃぇ  60 
かっゃぇ, し こさうしなしすゃうっすけ くぇ ょかなあくけしすくけ かうちっ. ‶け-しっきこかぇ とっ っ ちっ-
くぇすぇ いぇ くぇえ-くっこさっすっくちうけいくうすっ  きかぇょけあっくちう, おけうすけ, ぉっい おぇおゃうすけ 
う ょぇ っ っおしすさう, とっ こけょこうしゃぇす ゃ しかせあっぉくぇすぇ しすぇは. 〈けいう ゃうょ ぉさぇおけ-
しなつっすぇくうっ っ くぇえ-っゃすうくけ - 30 かっゃぇ. ‶けょけぉくぇ そけさきぇ くぇ しゃなさいゃぇくっ 
けぉうおくけゃっくけ こさっょこけつうすぇす ょゃけえおうすっ, おけうすけ ぉなさいぇす し こけょこうしゃぇくっすけ 
くぇ ゅさぇあょぇくしおうは ぉさぇお こけ さぇいかうつくう こさうつうくう, うかう すっいう, いぇ おけうすけ 
ぉさぇおけしなつっすぇくうっすけ っ こけさっょくけ うかう こさけしすけ くっ ょなさあぇす くぇ けそうちうぇか-
くけしすうすっ う あっかぇはす すけいう ぇおす ょぇ しう っ しぇきけ すったっく.
′けゃけすけ, おけっすけ とっ きけゅぇす ょぇ ういぉうさぇす きかぇょけあっくちうすっ こさう ゃっくつぇゃ-

おぇすぇ, っ ちっさっきけくうはすぇ うき ょぇ しっ しなこさけゃけあょぇ し ういこなかくっくうは くぇ あうゃけ 
くぇ ]すさせくっく けさおっしすなさ. ╆ぇ ちっかすぇ ¨ぉとうくしおうはす しすさせくっく けさおっしすなさ, 
ゃないしすぇくけゃっく けす くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ, せしうかっくけ さっこっすうさぇ. [うすせ-
ぇかなす  し  すはたくけ せつぇしすうっ とっ しすさせゃぇ くぇ きかぇょけあっくちうすっ 90 かっゃぇ. ┿おけ すっ 
しぇ こさうゃなさあっくうちう くぇ ょけぉさうすっ くぇさけょくう すさぇょうちうう こさう ゃっくつぇゃぇくっ-
すけ, けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ こさっょかぇゅぇす う すぇおぇゃぇ っおしすさぇ - しさっとせ 
しせきぇすぇ けす 150 かっゃぇ. ╆ぇ すっいう こぇさう こけ ゃさっきっ くぇ ぉさぇおけしなつっすぇくうっすけ 
とっ しっ こさっょかぇゅぇす さぇいかうつくう くぇさけょくう さうすせぇかう,  し せつぇしすうっすけ くぇ きかぇ-
ょけあっくちうすっ う そけかおかけさうしすう. 
╇いくっしっくうはす しゃぇすぉっく さうすせぇか, ぉうかけ すけ ゃ さっしすけさぇくす うかう くぇ ょさせゅけ 

あっかぇくけ けす きかぇょけあっくちうすっ きはしすけ, ぉっい しなけすゃっすくうすっ っおしすさう, ゃっつっ っ 
し ちっくぇ 120 かっゃぇ. ‶さう こけかけあっくうっ, つっ きかぇょけあっくちうすっ ょなさあぇす うい-
くっしっくうはす さうすせぇか ょぇ っ し せつぇしすうっすけ くぇ ]すさせくくうは けさおっしすなさ うかう くぇ 
そけかおかけさうしすうすっ,  すけ とっ しかっょゃぇ ょぇ こかぇすはす いぇ すっいう しう あっかぇくうは しなけす-
ゃっすくけ 150 うかう 180 かっゃぇ. 
] くけゃうすっ ちっくう くぇ こさぇおすうおぇ ゅさぇあょぇくしおうすっ さうすせぇかう しっ ういさぇゃくは-

ゃぇす し ちなさおけゃくうすっ, おけうすけ ゃ こけしかっょくうすっ 15 ゅけょうくう しっ こさっゃなさくぇたぇ ゃ  
たうす しさっょ きかぇょけあっくちうすっ. 150 かっゃぇ っ ちっくぇすぇ くぇ ちなさおけゃくうは ぉさぇお ゃ 
おぇいぇくかなておうすっ たさぇきけゃっ, おぇすけ ゃ すぇいう ちっくぇ しっ ゃおかのつゃぇす う こぇさうすっ いぇ 
ゃうょっけ う そけすけ いぇしくっきぇくっ  くぇ ちなさおけゃくぇすぇ ちっさっきけくうは う ういこなかくっくうは 
くぇ ちなさおけゃっく たけさ. ‶さう こけかけあっくうっ, つっ きかぇょけあっくちうすっ くっ ょなさあぇす くぇ 
すっいう っおしすさう,  しゃっとっくうおなす とっ ゃう ゃっくつぇっ しさっとせ 100 かっゃぇ. 
‶さう ゃしうつおう しかせつぇう, けぉぇつっ, こさうくちうこくけ しゃぇすぉぇすぇ っ ゃっょくなあ ゃ あう-

ゃけすぇ う いぇ すけいう すなえ ゃぇあっく ょっく けぉうおくけゃっくけ くうすけ きかぇょけあっくちう, くうすけ 
ぉかういおう しっ しおなこはす いぇ さぇいかうつくうすっ ゃうょけゃっ せょけゃけかしすゃうは う しなこさけゃけあ-
ょぇとう ゅう っきけちうう.                                      

                                                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

】ぁ¨【╊]¨ ╇』╊ 》《-【『】╉〉《 ぅ╊ 』╊ 〉╅〈¨『╅【
がóëñ¡öÜëéö Öí ぜíöñ½íöóôñï¡íöí Çó½Öí£ó　: 

╉ぇいぇくかなておぇすぇ ‶さうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおぇ ゅうきくぇいうは っ せつう-
かうとっすけ, いぇ おけっすけ ぉっい こさっせゃっかうつっくうっ きけあっ ょぇ しっ おぇあっ, つっ っ 
くぇえ-すなさしっくけすけ ゃ ゅさぇょぇ う けす さけょうすっかう, う けす せつっくうちう, いぇとけ-
すけ せしこったうすっ くぇ くっゅけゃうすっ ゃないこうすぇくうちう ゃ くぇてう, ぇ こさっい こけ-
しかっょくうすっ ょっしっすうかっすうは - う  ゃ つせあょっしすさぇくくう せくうゃっさしうすっすう, 
しぇ ぉっいしこけさくう. ╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 24-すう きぇえ さぇいゅけゃぇさはきっ し 
ょうさっおすけさぇ ╉さぇしうきうさ ╃ぇきはくけゃ いぇ こさうつうくうすっ いぇ こけしすうあっ-
くうはすぇ う こさけゃぇかうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ けぉさぇいけゃぇすっかくぇ しうしすっきぇ 
こさっい す. くぇさ. „こさったけょ“.
╁ ぉうけゅさぇそうはすぇ くぇ いぇゃなさてゃぇとうは すぇいう ゅけょうくぇ ゃうこせしお しぇ 

いぇこうしぇくう くっ しぇきけ ゃうしけおう けすかうつうは けす けかうきこうぇょう う しなしすっ-
いぇくうは, くけ う ぇおすうゃくぇ さぇぉけすぇ こけ こけょゅけすけゃおぇ う さっぇかういぇちうは 
くぇ こさけっおすう. ╆ぇこうしぇくけ っ う けとっ くっとけ, おけっすけ くぇこけしかっょなお 
しさっとぇきっ さはょおけ – ゃうこせしおなす っ しなぉさぇか っょくう ういおかのつうすっかくけ 
ゃないこうすぇくう ょっちぇ, せつっくうちう し ゃうしけお きけさぇか, そぇおす, おけえすけ ╉さぇ-
しうきうさ ╃ぇきはくけゃ くっこさっきっくくけ ょなさあう ょぇ けすぉっかっあう. 
╁ くっゅけゃぇすぇ かうつくぇ ぉうけゅさぇそうは こなお っ いぇこうしぇくけ うきっすけ くぇ 

ぉぇとぇ きせ, しすけこさけちっくすけゃ ぇさしっくぇかっち, さぇぉけすうか う こっくしうけくうさぇか 
しっ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ.

╂-く ╃ぇきはくけゃ, ゃ くぇゃっつっ-
さうっすけ くぇ 24-すう きぇえ せしっ-
とぇ かう しっ ゃっつっ すけいう こさぇい-
くうつっく う っょくけゃさっきっくくけ 
さぇぉけすっく さうすなき, ゃ おけえすけ 
ぉなかゅぇさしおけすけ せつうかうとっ 
こけしさっとぇ ゃしはおぇ ゅけょう-
くぇ ╃っくは くぇ しかぇゃはくしおぇすぇ 
こうしきっくけしす う ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
こさけしゃっすぇ う おせかすせさぇ?
- ╆ぇ くぇし おぇすけ つっ かう くぇょょっ-

かはゃぇ さうすなきなす くぇ さぇぉけすぇすぇ 
おなき すけいう きけきっくす, くけ しっ くぇ-
ょはゃぇき くぇ 24-すう きぇえ おけかっゅう, 
せつっくうちう, ぉうゃてう せつっくうちう う 
ぉうゃてう おけかっゅう  ょぇ せしっすはす う 
さぇょけしすすぇ けす こさぇいくうおぇ! ╉ぇすけ 
つっ かう すぇおぇ しきっ しゃうおくぇかう ゃ 
すけゃぇ せつうかうとっ - ょぇ しっ おけく-
ちっくすさうさぇきっ こけゃっつっ ゃなさたせ 
さぇぉけすぇすぇ.

¨つっゃうょくけ っ すぇおぇ, とけき 
しぇきけ ゃ こけしかっょくうすっ しっょ-
きうちう  せつうかうとっすけ ぉってっ 
ょけきぇおうく くぇ ょゃぇ くぇちうけ-
くぇかくう そけさせきぇ, ゃ おけうすけ 
しっ しなしすっいぇゃぇたぇ きかぇょっあう 
けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ╉ぇお しっ 
しかせつう すぇおぇ?
- ╃ぇ, すせお しっ こさけゃっょっ ′ぇ-

ちうけくぇかくうはす おさなゅ くぇ けかうき-
こうぇょぇすぇ こけ そういうおぇ う 
そうくぇかくうはす おさなゅ くぇ ′ぇちうけ-
くぇかくけすけ しなしすっいぇくうっ „╋ぇすっ-
きぇすうつっしおう すぇかぇくすう“. 〈けゃぇ 
しっ しかせつう ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
すさせょぇ くぇ せつっくうちうすっ う くぇ 
おけかっゅうすっ-こさっこけょぇゃぇすっかう. 
[ぇょゃぇき しっ, つっ しきっ ょけきぇおう-
くう くぇ すぇおうゃぇ いくぇつうきう しな-
ぉうすうは, けしけぉっくけ ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ きぇすっきぇすうおぇすぇ, いぇとけすけ 
すぇき くぇこけしかっょなお うきぇてっ ょけし-
すぇ かっすぇさゅうは う しっゅぇ いぇ くぇし っ 
つっしす けす ちはかぇ ╀なかゅぇさうは ょぇ 
ょけえょぇす ょっちぇ, きけすうゃうさぇくう 
ょぇ しっ しなしすっいぇゃぇす.

╁ こけしかっょくうすっ ゅけょう-
くう きっしっち きぇえ くっ っ しぇきけ 
こさぇいくうお, おぇおすけ ぉってっ くぇ 
ゃさっきっすけ, ぇ う けそぇくいうゃぇ 
こけおさぇえ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ 
きぇすせさうすっ. ╉ぇお とっ おけきっく-
すうさぇすっ こさけきはくぇすぇ こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ くぇ きったぇくう-
いきぇ いぇ けちっくはゃぇくっ くぇ さぇ-
ぉけすうすっ くぇ いさっかけしすくうちう-
すっ?
- ╋けはすぇ うくそけさきぇちうは しっ 

ぉぇいうさぇ くぇ しなけぉとっくうは ゃ 
きっょううすっ. ╃けおけかおけすけ いくぇき, 
きうくうしすなさ ╉かうしぇさけゃぇ っ くぇ-
こさぇゃうかぇ ういはゃかっくうっ, つっ 
こさっょゃぇさうすっかくけ すけいう こなす とっ 
しっ いくぇっ しおぇかぇすぇ いぇ けちっくは-
ゃぇくっ くぇ いさっかけしすくうすっ ういこう-
すう. ′ぇょはゃぇき しっ すは ょぇ ぉなょっ 
いぇゃうてっくぇ, いぇとけすけ ょけ すけいう 
きけきっくす しおぇかぇすぇ ぉってっ いぇくう-
あっくぇ う すぇおぇ きくけゅけ くっゅさぇ-
きけすくう せつっくうちう こけかせつぇゃぇたぇ 
ょうこかけきぇ いぇ しさっょくけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ 
くっさぇゃくけこけしすぇゃっくけしす きっあょせ 
しぇきうすっ ょっちぇ, いぇとけすけ うきぇ 
すぇおうゃぇ, おけうすけ しっ すさせょはす う 
いぇしかせあぇゃぇす しゃけはすぇ ょうこかけきぇ 
う すぇおうゃぇ, おけうすけ くっ しっ すさせ-
ょはす, くっ は いぇしかせあぇゃぇす, くけ 
ゃなこさっおう すけゃぇ は こけかせつぇゃぇす. 
》せぉぇゃけ っ けとっ けす しぇきけすけ くぇ-
つぇかけ ょぇ うきぇ はしくけすぇ う せしすけえ-
つうゃけしす くぇ こさけゃっさおぇすぇ くぇ 
さっいせかすぇすうすっ けす ういこうすうすっ.

╉けう, しこけさっょ ╁ぇし, しぇ 
こさうつうくうすっ いぇ くっゅさぇきけす-
くけしすすぇ くぇ せつっくうちうすっ, 
おけはすけ ゃっつっ くっ きけあっ ょぇ 
ぉなょっ しおさうすぇ う ぉっいしこけさくけ 
ゃけょう ょけ けぉと しこぇょ ゃ くう-
ゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくけしす くぇ 
くぇちうはすぇ う くぇこさぇゃけ おぇいぇ-

╉さぇしうきうさ ╃ぇきはくけゃ っ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお. ╋ぇかおけ くっ ょけしすうゅくぇ おぇすけ ゅかぇしけゃっ くぇ こけ
しかっょくうすっ きっしすくう ういぉけさう ょうさっおすけさなす くぇ おぇいぇくかなておけ
すけ ‶╋╂ ょぇ しすぇくっ けぉとうくしおう しなゃっすくうお. 
]ぇきうはす そぇおす, けぉぇつっ, つっ ╉さぇしうきうさ ╃ぇきはくけゃ っ いぇぉっ

かはいぇく けす さなおけゃけょうすっかは くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, っ 
こけゃっつっ けす おぇすっゅけさうつっく, つっ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ こさけそっしうけ
くぇかうしす う つけゃっお し おぇつっしすゃぇ ょぇ ぉなょっ かうょっさ. ╆ぇ かうつくけしす 
しなし しけぉしすゃっくけ  きくっくうっ, し おぇこぇちうすっす ょぇ ょぇょっ くぇ たけさぇ
すぇ う けぉとっしすゃけすけ きくけゅけ.

くけ - ょけ けこさけしすぇつゃぇくっすけ, 
くぇ おけっすけ しきっ しゃうょっすっかう 
くぇこけしかっょなお? 
- ╆さっかけしすくうすっ ういこうすう しぇ 

しぇきけ ゃなさたなす くぇ ぇえしぉっさ-
ゅぇ. ‶さうつうくうすっ しぇ きくけゅけ 
こけ-ょなかぉけおう. ¨しくけゃくぇすぇ 
こさうつうくぇ, しこけさっょ きっく, っ ゃ 
しすさぇすっゅうはすぇ, おけはすけ ぉっ こさう-
っすぇ こさっょう 10-15 ゅけょうくう, ゃ 
おけはすけ っ いぇかけあっく ぇおちっくすなす, 
つっ せつっくうおなす っ ゃ ちっくすなさぇ くぇ 

けぉさぇいけゃぇくうっすけ. ′け, おぇおすけ 
くはきぇ せつうすっか ぉっい せつっくうお, 
すぇおぇ くはきぇ う せつっくうお ぉっい 
せつうすっか. 〈ぇおぇ つっ - しすさぇすっ-
ゅうはすぇ くっ ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ 
ぉなょっ すけかおけゃぇ っかっきっくすぇさくけ 
こかけしおぇ う ぉせおゃぇかくけ ゃしうつおう 
ょぇ しっ ゃなさすはす けおけかけ せつっくう-
おぇ ょぇ ゅけ けぉゅさうあゃぇす う すけえ 

ょぇ くっ いくぇっ おぇおゃけ うしおぇ う ゃ 
しなとけすけ ゃさっきっ ょぇ さぇいうゅさぇ-
ゃぇ ゃしうつおう. ¨ぉさぇいけゃぇくうっ-

すけ っ っょうく きくけゅけ こけ-しかけあっく 
こさけちっし う ぇおちっくすうすっ ぉう すさはぉ-
ゃぇかけ ょぇ ぉなょぇす こけしすぇゃっくう 
ゃなさたせ けすくけてっくうはすぇ きっあょせ 
せつっくうおぇ, せつうすっかは う けぉさぇいけ-
ゃぇすっかくうは こさけちっし. ╆ぇとけすけ ゃ 
きけきっくすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, ゃ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ, うきぇ 
きくけゅけ こけゃっつっ ぉせきぇとうくぇ, けす-
おけかおけすけ けぉさぇいけゃぇすっかっく こさけ-
ちっし. 〈ぇおぇ つっ - すけゃぇ こけゅさってくけ 
しすさせおすせさうさぇくっ う しかっょ くっゅけ 

ゃしうつおけ, おけっすけ こさけういすうつぇ けす 
すけゃぇ - いぇおけくなす, こけょいぇおけくけ-
ゃぇすぇ くけさきぇすうゃくぇ せさっょぉぇ う 
すぇおぇ くぇすぇすなお, ょっかっゅうさぇくう 
そうくぇくしう, ゃけょはす くぇうしすうくぇ ょけ 
ぉせおゃぇかくけ ゃなさすっくっ う しせっすっ-
くっ けおけかけ せつっくうおぇ, おけえすけ くっ 
いくぇっ おぇおゃけ うしおぇ ゃ っょうく っすぇこ 
けす あうゃけすぇ しう う すぇおぇ しっ しすう-

ゅぇ ょけ しうすせぇちうは, ゃ おけはすけ すけえ 
きけあっ ういけぉとけ ょぇ くっ うょゃぇ くぇ 
せつうかうとっ う こぇお ょぇ いぇゃなさてう 

せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ. ╇ すぇおぇ 
- くはおけかおけ ゅけょうくう おぇすけ くっ 
うょゃぇ くぇ せつうかうとっ, くぇおさぇは 

ょぇ こけかせつう う ょうこかけきぇ. [ぇい-
ぉうさぇ しっ, ゅけゃけさは いぇ せつっくうちう, 
おぇおゃうすけ ゃ くぇてっすけ せつうかうとっ 
くはきぇ, くけ くうっ しきっ こけ-しおけさけ  
ういおかのつっくうっ.

╇いゃっしすくけ っ, つっ ゅけかはきぇ 
つぇしす けす ╁ぇてうすっ せつっくうちう 
こけっきぇす こなすは おなき っゃさけ-
こっえしおうすっ う しゃっすけゃくうすっ 
せくうゃっさしうすっすう. ¨つっゃうょ-
くけ, すけゃぇ しすぇゃぇ くぇ ぉぇいぇすぇ 
くぇ くはおぇおゃう こけしすうあっくうは. 
〈っいう すったくう こけしすうあっくうは 
さっいせかすぇす けす こさうかぇゅぇくっ-
すけ くぇ せつっぉくうすっ こさけゅさぇ-
きう かう しぇ うかう しっ しかせつゃぇす 
ゃなこさっおう すはた, し ちっくぇすぇ くぇ 
ょけこなかくうすっかくう せしうかうは けす 
しすさぇくぇ くぇ せつっくうちう う こさっ-
こけょぇゃぇすっかう?  
-  〈させょくけ っ ょぇ しっ ょぇょっ っょ-

くけいくぇつっく けすゅけゃけさ. 〉つっぉくう-
すっ こさけゅさぇきう うきぇす しゃけは こさう-
くけし う すけ - きくけゅけ しなとっしすゃっく 
こさうくけし. ′け せしこったなす いぇゃうしう 
こさっょう ゃしうつおけ けす すさせょぇ くぇ 
せつっくうおぇ う すさせょぇ くぇ せつう-
すっかは.  ╋けあっ ょぇ うきぇ きくけゅけ 
けこさけしすっくぇ こさけゅさぇきぇ う, ぇおけ 
せつっくうおなす う せつうすっかはす くっ しっ 
すさせょはす, すは ょぇ くっ ぉなょっ こけ-
おさうすぇ. ┿ きけあっ ょぇ うきぇ う きくけ-
ゅけ せしかけあくっくぇ こさけゅさぇきぇ う, 
ぇおけ せつっくうおなす う せつうすっかはす しっ 
すさせょはす, くっえくうすっ ういうしおゃぇ-
くうは ょぇ ぉなょぇす こけおさうすう. 〈ぇおぇ 
つっ - せつっぉくうすっ こさけゅさぇきう 
しぇきう こけ しっぉっ しう くっ いくぇつぇす 
くうとけ. ╆ぇすけゃぇ おぇいぇた, つっ ちは-
かけしすくけすけ しすさせおすせさうさぇくっ くぇ 
ゃいぇうきけけすくけてっくうはすぇ っ きくけ-
ゅけ こけ-しなとっしすゃっくけ. 『はかけしす-
くけすけ しすさせおすせさうさぇくっ きっあょせ 
けぉさぇいけゃぇすっかくう ういうしおゃぇくうは: 
せつっくうお - せつうすっか - さけょうすっか 
う さっょ ょさせゅう そぇおすけさう ゃ すけいう 
こさけちっし, っ ゃぇあくけ いぇ おさぇえくうは 
さっいせかすぇす. 〉つっぉくうすっ こさけ-
ゅさぇきう こさけしすけ いぇょぇゃぇす っょうく 

きうくせきせき, おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ こけおさうす.

╇きぇ かう くっとけ, し おけっ-
すけ けすうゃぇとうはす しう しっゅぇ けす 
せつうかうとっすけ ゃうこせしお しっ けす-

かうつぇゃぇ けす ゃしうつおう けしすぇくぇ-
かう?
- ╇いこさぇとぇきっ っょうく ゃうこせしお, 

おけえすけ さぇぉけすう こけ こさけっおすう, 
しさっょ おけうすけ っ う うょっはすぇ いぇ 
こけしすぇゃはくっ ゃ せつうかうとっすけ くぇ 
け-さっかっそ くぇ こぇすさけくぇ くぇ せつう-
かうとっすけ ′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ. 
〉つっくうちうすっ けす 12 おかぇし しぇきう 
くぇこさぇゃうたぇ う さっぇかういうさぇたぇ 
すけいう こさけっおす - うゅさぇたぇ すっぇ-
すなさ, しなぉうさぇたぇ しさっょしすゃぇ う 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ すけいう すったっく 
すさせょ う し こけょおさっこぇすぇ 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 とっ 
うきぇ こぇきっすくぇ こかけつぇ くぇ こぇ-
すさけくぇ くぇ くぇてっすけ せつうかうとっ 
- こさけそ. ′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ うきぇきっ ゃうこせしお 
くぇ ょっちぇ し ゃうしけお きけさぇか, ょなさ-
あぇ すけゃぇ ょぇ しっ おぇあっ, いぇとけすけ 
くぇこけしかっょなお おぇすけ つっ かう せつう-
かうとっすけ いぇょゅなさぉゃぇ ゃないこうすぇ-
くうっすけ, おけっすけ しなとけ っ くっゅけゃけ 
ょっかけ, おぇおすけ う けぉさぇいけゃぇすっか-
くうは こさけちっし.

╁っさけはすくけ すっいう ょっちぇ 
しなとけ とっ すさなゅくぇす おなき 
しゃっすけゃくうすっ う っゃさけこっえ-
しおう せくうゃっさしうすっすう, おぇお-
すけ う しすけすうちう こさっょう すはた. 
‶けょょなさあぇ かう せつうかうとっすけ 
あうゃぇ ゃさないおぇすぇ しなし しゃけう-
すっ ゃないこうすぇくうちう くぇゃしはおな-
ょっ こけ しゃっすぇ?
- ╃ぇ, ょぇ, ゃさないおぇすぇ っ あうゃぇ. 

╃けさう, おぇすけ つっ かう こけゃっつっ 
せつうかうとっすけ っ きぇかおけ こけ-こぇ-
しうゃくけ ゃ すっいう おけくすぇおすう, せつっ-
くうちうすっ しっ ゃさなとぇす, いぇ ょぇ 
すなさしはす しゃけう おけくすぇおすう しなし 
しなせつっくうちう, しゃけう こさっこけょぇ-
ゃぇすっかう, せつっくうちう... 〈ぇおぇ つっ 
- せつうかうとっすけ くう きけあっ  ぉう しっ 
けつっさすぇゃぇ おぇすけ っょうく ちっくすなさ 
くぇ さぇいこさなしくぇすうすっ せつっくうちう 
こけ しゃっすぇ う すっ ゃうくぇゅう くう すなさ-
しはす, おけゅぇすけ しっ しなぉうさぇす うかう 
こさけしすけ, いぇ ょぇ ぉかぇゅけょぇさはす 
くぇ しゃけうすっ せつうすっかう, つっ しぇ ゅう 
こけょゅけすゃうかう すぇおぇ, つっ こなさゃう 
おせさし くぇ ╆ぇこぇょくうすっ せくうゃっさ-
しうすっすう ょぇ うき ぉなょっ ういおかのつう-
すっかくけ かっしっく. ╃けさう せつっくうちう, 
おけうすけ しぇ しすぇくぇかう しゃっすけゃくう 
うきっくぇ ゃ くぇせおぇすぇ, こけかうすうおぇ-
すぇ, すなさしはす せつうかうとっすけ, こけょ-
こけきぇゅぇす ゅけ, おけっすけ っ ょけぉなさ 
いくぇお いぇ くぇし.

╂-く ╃ぇきはくけゃ, ぉっい おぇ-
つっしすゃっくう せつうすっかう ゃしうつおけ 
すけゃぇ ぉう ぉうかけ くっゃないきけあ-
くけ. ╁っつっ いくぇっき, つっ ゃしっ 
こけ-すさせょくけ しかっょ 10-15 ゅけ-
ょうくう とっ くぇきうさぇきっ かっおぇ-
さう, おけうすけ ょぇ くう かっおせゃぇす. 
┿ とっ うきぇきっ かう せつうすっかう, 
おけうすけ ょぇ せつぇす ょけぉさっ ょっ-
ちぇすぇ う ゃくせちうすっ くう?
- ╆ぇ しなあぇかっくうっ, とっ うきぇきっ 

こさけぉかっき. ¨とっ しっゅぇ っ すさせょくけ 
ょぇ しっ くぇきっさはす こさっこけょぇゃぇ-
すっかう こけ そういうおぇ, ぉうけかけゅうは, 
ぇくゅかうえしおう っいうお, くぇこさうきっさ. 
╉ぇすっゅけさうつくけ こさけぉかっきなす し 
かうこしぇすぇ くぇ せつうすっかう ゃっつっ 
しっ けつっさすぇゃぇ ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ 
せつうかうとっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4
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] ちっか こさけきけすうさぇくっ くぇ くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす くぇ 15-すう きぇえ しっ けさゅぇくういうさぇ けすおさうすぇ  しさっとぇ-
こさっしおけくそっさっくちうは いぇ あせさくぇかうしすう, ゅさぇあょぇくう う ゃしうつおう し うくすっさっし おなき くっは. ╁ こさっしおけくそっさっく-
ちうはすぇ  いぇ せつぇしすうっ しぇ こけおぇくっくう こさっこけょぇゃぇすっかう けす 〈ったくうつっしおうすっ  せくうゃっさしうすっすう  ゃ ╂ぇぉさけゃけ 
う ‶かけゃょうゃ,  ╇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, おけえすけ っ けしくけゃっく 

うくうちうぇすけさ いぇ くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす, ゃうょくう こさっこけょぇゃぇすっかう, ぉうゃてう ゃないこうすぇくうちう くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ”,  こけしすうゅくぇかう きくけゅけ ゃ くぇせおぇすぇ う こさぇおすうおぇすぇ. 
╄ょくぇ こぇさぇかっかおぇ とっ ぉなょっ  こさうっきなす いぇ くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす けす  しっこすっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ. 

╆ぇ くっは とっ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす せつっくうちう, いぇゃなさてうかう 8 おかぇし. ‶さうっきなす くぇ ょけおせきっくすう いぇ 
„╋ったぇすさけくうおぇ” っ けす 2-さう ょけ 4-すう のかう ゃおかのつうすっかくけ - いぇ こなさゃうは っすぇこ くぇ おかぇしうさぇくっすけ. ̈ しゃっく 
こけ きったぇすさけくうおぇ, ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” しかっょ 8-きう おかぇし とっ しっ こさうっきぇす う せつっくうちう, っょくぇ 
こぇさぇかっかおぇ, こけ しこっちうぇかくけしすすぇ  „╋ぇてうくう う しうしすっきう し 『‶〉”. 
╃ゃっ とっ しぇ こぇさぇかっかおうすっ し こさうっき しかっょ いぇゃなさてっく 7-きう おかぇし. ‶なさゃぇすぇ, おけはすけ けす ょゃっ ゅけょうくう 

しっ さぇょゃぇ くぇ ゅけかはき うくすっさっし, っ „┿さたうすっおすせさぇ”, しなし いぇしうかっくけ ういせつぇゃぇくっ くぇ ぇくゅかうえしおう っいうお, ぇ 
ゃすけさぇすぇ – „╉けきこのすなさくぇ すったくうおぇ う すったくけかけゅうう”. ╆ぇ すはた ょけおせきっくすう とっ しっ こさうっきぇす ゃ せつうかう-
とっすけ - ゅくっいょけ いぇ ╉ぇいぇくかなお, ¨〉 „╋ぇすう ╀けかゅぇさうは” ゃ こっさうけょぇ  17-すう - 20-すう のくう. 
╆ぇ こけゃっつっ こけょさけぉくけしすう けすくけしくけ こさうっきぇ ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” おぇくょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ 

こけかいゃぇす すっかっそけく  0431/ 6 27 89.
                                  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

3 せそうけ ちけてとあしあ そねあさうあて さあせおけおあて すしあおそきかせぬけてか
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- „′っ しっ くぇょこさっゃぇさゃぇえすっ 

し ぉぇえ しう ╂ぇくは!” – おせかすけゃぇ 
さっこかうおぇ けす しこっおすぇおなかぇ, ゃ 
おけえすけ うゅさぇっすっ. ╃けおけゅぇ とっ っ 
ゃないきけあくけ すけゃぇ いぇ くぇし, くっ-
ゅけゃうすっ くぇしかっょくうちう? ╃けおけ-
ゅぇ あうゃけすなす とっ くう すなさこう ょぇ 
しきっ すぇおうゃぇ? 
- 〈け っ おかぇしうおぇ すけゃぇ くっとけ, 

すぇおぇ つっ くぇょはゃぇき しっ う ょぇ こさけ-
ょなかあう う ゃしっ くはおけえ とっ しっ けこ-
うすゃぇ ょぇ くぇしすうゅぇ すけいう ゅけかはき 
ぉなかゅぇさしおう ゅっさけえ, すけいう しうきゃけか 
くぇて ぉぇえ ╂ぇくぬけ. ╉けかおけすけ う ょぇ 
しっ けこうすゃぇす ょぇ ゅけ けすさうつぇす, きう-
かうつおうは, こけ-ゅけかっきう けす くっゅけ 
くはきぇ ょぇ しすぇくっき, いぇとけすけ ぉぇえ 
╂ぇくぬけ とっ しう けしすぇくっ ゃっつっく. ╃け-
おぇすけ すっいう, ょさせゅうすっ ╂ぇくぬけゃちう 

しかっょ くっゅけ, くっ. ‶さけしすけ くはきぇ ょぇ 
けちっかっはす. 〈ぇおぇ つっ きぇかおけ こけゃっつっ 
せゃぇあっくうっ おなき ぉぇえ ╂ぇくぬけ, ぇおけ 
けぉうつぇすっ.

- ╁うくぇゅう きう っ ぉうかけ かのぉけ-

こうすくけ, ゅかっょぇえおう しこっおすぇおな-

かぇ ゃ さぇいかうつくう ゃぇさうぇくすう, 
おぇお しっ つせゃしすゃぇ ゅかぇゃくうはす 
ゅっさけえ おぇすけ ういしうこっ ぉせおゃぇか-

くけ ゃなさたせ ゅかぇゃうすっ くぇ こせぉ-

かうおぇすぇ すっいう せあ しきってくう, くけ 
きくけゅけ あっしすけおう さっこかうおう う 
いぇかぇすぇ しっ しきっっ ょけかせ? ╉ぇお しっ 
つせゃしすゃぇすっ ゃ すぇおなゃ きけきっくす? 
╂けさょ, とぇしすかうゃ, しさぇきくけ, 
すなあくけ? ╉ぇおなゃ っ しきったなす くぇ 
いぇかぇすぇ - しきはた くぇ こさけしすけすうは-

すぇ うかう しきはた こさっい しなかいう?
- ′っ, くっ っ すなあっく すけいう しきはた. 

〈けいう しきはた っ こけゃっつっ けこけいくぇ-
ゃぇすっかっく. ╇きぇき つせゃしすゃけすけ, つっ 
いぇかぇすぇ しっ こさうしきうゃぇ しぇきぇ くぇ 
しっぉっ しう, けこけいくぇゃぇ しっ  つさっい すっいう 
さっこかうおう, いぇとけすけ ゃなゃ ゃしっおう けす 
くぇし ょさっきっ こけ っょうく ぉぇえ ╂ぇくぬけ 
うかう こけくっ こけ っょくぇ  くっゅけゃぇ つっさ-
すぇ. ╋けあっ ょぇ っ きぇかなお, くけ しう 
ょさっきっ. ‶け-しおけさけ しっ しきっはす, いぇ 
ょぇ こさうおさうはす ういせきかっくうっすけ しう, 
つっ う すっ しぇ おぇすけ ぉぇえ ╂ぇくぬけ. ┿ 
うくぇつっ たけさぇすぇ しっ しきっはす, いぇとけ-
すけ こけ こさうくちうこ しうすせぇちううすっ, ゃ 
おけうすけ こけこぇょぇ ぉぇえ ╂ぇくぬけ, くけ-
しはす ょけぉさけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ. 
》せきけさなす ょけしすぇ かっおせゃぇ. ╇ ぉう 
ぉうかけ ょけぉさっ, ぇおけ たけさぇすぇ しっ せし-
きうたゃぇす こけゃっつっ. 〈ぇおぇ しっ あうゃっっ 
う こけ-ょなかゅけ, ぇ う しう きうしかは, つっ う 
ょなさあぇゃぇすぇ  すぇおぇ こけ-しおけさけ とっ 
しっ けこさぇゃう. ╆ぇとけすけ, すけ うくぇつっ 
ゃしっ つっさくけ, ゃしっ くぇきせしっくう そう-
いうけくけきうう, ゃしっ くっょけゃけかくう, ゃしっ 
くっ たぇさっしゃぇす, ゃしっ… 

- ′け すけえ う ぉぇえ ╂ぇくぬけ っ すぇ-

‶さっい  のかう すけえ とっ くぇゃなさてう 
40 ゅけょうくう. 〈なあっく [ぇお. [けょっく っ 
ゃ [せしっ. ¨す 5 ゅけょうくう っ とぇしすかうゃ 
すぇすおけ くぇ ╈けたぇくぇ. ╆ぇょ ゅなさぉぇ しう 
うきぇ ょっしっすおう さけかう ゃ すっぇすさうすっ 
くぇ しすさぇくぇすぇ, おぇすけ こさっょう すけゃぇ ゃ 
すうえくっえょあなさしおうすっ しう ゅけょうくう しっ 
っ くぇすぇくちせゃぇか くぇ くぇさけょくう すぇくちう. 
¨す とぇしすかうゃちうすっ: ゃかういぇ ゃ 

′┿〈《╇╆ けす こなさゃうは こなす, こさう 
すけゃぇ ゃ おかぇしぇ くぇ こさけそ. ╃うきうすさう-
くぇ ╂のさけゃぇ. ′ぇ すっかっゃういうけくくうすっ 
いさうすっかう っ ういゃっしすっく し さけかはすぇ しう 
くぇ ╉ぇさそうけか ‶っすさけゃ けす てけせすけ 
„‶なかくぇ かせょくうちぇ” う おぇすけ ゃけょっと 
くぇ „╂けしこけょぇさう くぇ っそうさぇ”. ╀うか 
っ ゃけょっと くぇ „╋けくけこけかう” こけ ╀′〈 
う „╂けさつうゃけ” こけ b〈V. ╇ゅさぇか っ ゃ 
きくけゅけ すっぇすさう ゃ こさけゃうくちうはすぇ う 
]けそうは, ぇ しっゅぇ さぇぉけすう ゃ ╋かぇょっあ-
おうは すっぇすなさ „′うおけかぇえ ╀うくっゃ”. 
] すさせこぇすぇ くぇ ╋かぇょっあおうは すっ-

ぇすなさ ╂っさけ, おぇおすけ ゅけ くぇさうつぇす 
こさうはすっかう う おぇおすけ っ ういゃっしすっく ゃ 

》]╅〉 2020: [╅′╅〉]ぇ[ 《』【╅╇╅ 》『《〈¨ぃ]╊〉 を╊〉【ぇ『 
ん¡öáÜëéö ゎñëíïó½ ゎñÜëÇóñç-ゎñëÜ:

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇ
いぇくかなお こさうっ くぇ いぇしっょぇ

くうっ ゃ おさぇは くぇ ぇこさうか ゃないかけゃうはす 
ょけおせきっくす, おけえすけ けつっさすぇゃぇ さぇい
ゃうすうっすけ くぇ けぉとうくぇすぇ ゃ しかっょ
ゃぇとうは こかぇくけゃ こっさうけょ くぇ しすさぇ
くうすっ けす ╄] - ¨ぉとうくしおうはす こかぇく 
いぇ さぇいゃうすうっ ょけ 2020-すぇ ゅけょう
くぇ.

‶かぇくなす こさっょゃうあょぇ けぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ 
おぇすけ せすゃなさょっく こさけきうてかっく 
ちっくすなさ けす くぇちうけくぇかくけ いくぇ
つっくうっ, ちっくすなさ くぇ ╃けかうくぇすぇ 
くぇ すさぇおうえしおうすっ ゃかぇょっすっかう 
う さけいぇすぇ, し さっぇかういうさぇく こけ
すっくちうぇか いぇ うくすっかうゅっくすっく 
さぇしすっあ, し こけょけぉさっく しすぇく
ょぇさす くぇ あうゃけす, こさうゃかっおぇ
すっかくけ きはしすけ いぇ あうゃけす, ぉうい
くっし, うくゃっしすうちうう う すせさういなき, 
しなたさぇくっくぇ こさうさけょくぇ しさっょぇ, 
すさぇょうちうう う おせかすせさぇ.

〈ぇいう ゃういうは いぇ ぉなょっとっすけ くぇ 
けぉとうくぇすぇ っ しなけぉさぇいっくぇ し くぇ
しけおうすっ くぇ さぇいゃうすうっ, ちっかうすっ う 
こさうけさうすっすうすっ, いぇょぇょっくう ゃ ¨ぉ
かぇしすくぇすぇ しすさぇすっゅうは, [っゅうけくぇか
くうは こかぇく いぇ さぇいゃうすうっ くぇ ぃゅけうい
すけつくうは さぇえけく し ちっくすなさ ╀せさゅぇし, 
おなき おけえすけ っ ゃおかのつっくぇ う けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
しすさぇすっゅうは くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なか
ゅぇさうは 2012 -  2020  う ]すさぇすっ
ゅうはすぇ „╄ゃさけこぇ 2020“, おけはすけ とっ 
しっ さっぇかういうさぇ いぇ ゃしうつおう しすさぇ
くう けす ╄]. ]ぇきけ しなけすゃっすしすゃうっすけ 
きっあょせ ういぉさけっくうすっ こさけゅさぇきくう 
ょけおせきっくすう ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす 
いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ, しこっつっかゃぇ
くっ う さっぇかういぇちうは くぇ しさっょしすゃぇ 
けす っゃさけこさけゅさぇきうすっ. ╉ぇすけ けこっ
さぇすうゃくう こさけゅさぇきう, おなき おけうすけ 
とっ しっ けさうっくすうさぇ し こさけっおすう ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ う ゃしうつ
おう そうさきう う けさゅぇくういぇちうう くぇ 
くっえくぇすぇ すっさうすけさうは, おけうすけ とっ 
すなさしはす っゃさけそうくぇくしうさぇくっ こさっい 
しかっょゃぇとうすっ, ゃっつっ  6, ゅけょう
くう しぇ ¨こっさぇすうゃくうすっ こさけゅさぇきう 
„′ぇせおぇ う けぉさぇいけゃぇくうっ いぇ うくすっ
かうゅっくすっく さぇしすっあ“, „╇くけゃぇちうう 
う おけくおせさっくすくけしこけしけぉくけしす“, 
„〈ったくうつっしおぇ こけきけと う ぇょきうくう
しすさぇすうゃっく おぇこぇちうすっす“. ‶かぇくなす 
ゃ こけゃっつっ けす 200 しすさぇくうちう, しかっょ 
けぉしすけっく ぇくぇかうい くぇ さっしせさしうすっ, 
しうかくうすっ う しかぇぉうすっ しすさぇくう くぇ 
けぉとうくぇすぇ, ゃないきけあくけしすうすっ う 
いぇこかぇたうすっ こさっょ ぉなょっとっすけ さぇい
ゃうすうっ, ょぇゃぇ けしくけゃくぇすぇ ちっか くぇ 
╉ぇいぇくかなお う 19-すっ くぇしっかっくう 
きっしすぇ いぇ ぉかういおうすっ 6 ゅけょうくう: 
こけしすけはくくけ せしすけえつうゃけ さぇい
ゃうすうっ つさっい しすぇぉうかくう すっきこけ
ゃっ くぇ うおけくけきうつっしおう さぇしすっあ 
う こけょけぉさはゃぇくっすけ おぇつっしすゃけ
すけ くぇ あういくっくぇすぇ しさっょぇ くぇ 
けしくけゃぇすぇ くぇ さぇいこけかぇゅぇっきう
すっ さっしせさしう う こけすっくちうぇか くぇ 
すっさうすけさうはすぇ.

』っすうさう しすさぇすっゅうつっしおう ちっかう, 
こさけういすうつぇとう けす ゅかぇゃくぇすぇ, 
とっ しかっょゃぇ ¨ぉとうくぇすぇ, こけおぇい
ゃぇ ‶かぇくなす 2020 くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁ くっゅけ ういさうつくけ っ いぇこうしぇくけ, 
つっ すけゃぇ っ ゃないきけあくけ ょぇ しすぇくっ 
っょうくしすゃっくけ つさっい しなすさせょくう
つっしすゃけすけ きっあょせ きっしすくうすっ ゃかぇ
しすう - ¨ぉとうくぇ う ¨ぉとうくしおう しな
ゃっす, ぉういくっし, くっこさぇゃうすっかしすゃっくう 
けさゅぇくういぇちうう, けぉさぇいけゃぇすっかくう 
う おせかすせさくう けさゅぇくういぇちうう. 』さっい 
すはた しかっょゃぇ ょぇ しっ けしなとっしすゃう ゃ 
こけ-こなかくぇ しすっこっく っゃさけこっえしおぇすぇ 
うょっは いぇ しぉかうあぇゃぇくっ ゃ さぇいゃう
すうっすけ くぇ けすょっかくうすっ さっゅうけくう, 
いぇ ょぇ しっ しすけこう さぇいかうおぇすぇ きっあ
ょせ ういけしすぇゃぇとうすっ う くぇこさっょゃぇ
とうすっ, すぇおぇ つっ ゃ おさぇは くぇ こっさう
けょぇ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ ょぇ しっ 
ょけぉかうあぇす こけゃっつっ ょけ さぇいゃうすうすっ 
ゅさぇょけゃっ う すっさうすけさうう せ くぇし う 
ゃ ╄ゃさけこぇ. ‶けょさけぉくけすけ こかぇくう

〉けはそ せか か そつてあせあしそ そて うかしけねけかてそ せけ, てうひちおけ あさてへそちひて, たちかうひたしひてけし つか う かすいしかすあてけねせけみ そいちあく くあ いひしえあちけせあ - ╆あこ ╈あせへそ
おなゃ? 
- ′っ, くぇこさけすうゃ. 〈けえ けちっくはゃぇ 

ょけぉさうすっ くっとぇ. ¨ちっくはゃぇ ゅう けす 
ょせてぇ. ╄, っしすっしすゃっくけ, おぇすけ きせ 
こけょかっはす ゃけょぇ う くっ きせ しすぇくぇす 
しきっすおうすっ う すけえ しっ きせしう つけゃっ-
おなす, くけ... うくぇつっ っ ゃっょさはお, しきっっ 
しっ くぇ ょけぉさうすっ くっとぇ う ゅう ゃうあ-
ょぇ. 

- ┿ くっ っ かう すなあくけ, つっ ぉぇえ 
╂ぇくぬけ ゃうくぇゅう けちっかはゃぇ? 
- ╆ぇとけ ょぇ っ すなあくけ? 』っ おぇおゃぇ 

こけ-たせぉぇゃぇ つっさすぇ いぇ っょうく くぇさけょ 
ゃうくぇゅう ょぇ けちっかはゃぇ, おぇおゃけすけ う 
ょぇ きせ しっ しかせつう. 〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, 
つっ すけいう つけゃっお, すけいう くぇさけょ うきぇ 
ゅさなぉくぇお.

- 〈う しぇきうはす たぇさっしゃぇて かう 
ぉぇえ ╂ぇくぬけ? 
- ╃ぇ. ╇ゅさぇは ゅけ し ゅけかはきけ せゃぇ-

あっくうっ う ゅけかはきけ あっかぇくうっ. ╆ぇ 
きっく すけえ くっ っ けすさうちぇすっかっく ゅっ-
さけえ, すけえ っ こけかけあうすっかっく ゅっ-
さけえ う ゃうくぇゅう しなき しっ しすさっきはか 
ゃ くぇてうは しこっおすぇおなか ょぇ こけおぇあぇ 
すけゃぇ. ‶けゅかっょくう くぇけおけかけ. 〈う 
しなとけ ゃ しっぉっ しう うきぇて すぇおうゃぇ 
つっさすう: こさぇゃうて くっとけ, いぇ ょぇ 
けちっかっって, くぇかう? ′はおぇおゃぇ おう-
さうは くっとけ ょぇ しっ しおぇすぇって, すけゃぇ 
っ けす ぉぇえ ╂ぇくぬけ. ┿きぇ くっ おぇいゃぇて 
ぇい, ぇ おぇいゃぇて „ょさせゅうはす”, いぇ ょぇ 
ういつうしすうて しっぉっ しう, ょぇ たゃなさかうて 
ゃしうつおけ くぇ ょさせゅうは, くぇかう? 〈ぇおぇ, 
つっ いぇ きっく ぉぇえ ╂ぇくぬけ っ こけかけあう-
すっかっく ゅっさけえ.

- 〈う うきぇて かう しう かのぉうき 
こけさけお けす こけさけちうすっ くぇ ぉぇえ 
╂ぇくぬけ? 
- ╃ぇ. ]すさぇしすすぇ ょぇ しっ たゃなさかはて 

ゃ さぇいかうつくう くっとぇ. ╉ぇすけ くっゅけ. ╇ 
おぇおすけ ゃうあょぇきっ う けす しこっおすぇおな-
かぇ, う ゃ あうゃけすぇ, う ょゃぇきぇすぇ ぉなさ-
おぇきっ. ╁うくぇゅう, おけゅぇすけ しなき しおぇ-
つぇか おなき くはおけゅけ うかう おなき くっとけ し 
けすゃけさっくう けぉはすうは, ゃ こけ-ゅけかはきぇ-
すぇ しう つぇしす しなき こけかせつぇゃぇか くけあ ゃ 
ゅなさぉぇ. 〈ぇ すぇおぇ う すけえ. ‶さぇゃう けす 
くうとけ くっとけ, くけ こけしかっ しっ けおぇい-
ゃぇ, つっ ょさせゅうはす っ こけ-しすさぇてっく けす 
くっゅけ. 

- …すけっしす, ぉぇえ ╂ぇくぬけ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ こぇいう けす ╂ぇくぬけゃつっすぇすぇ 
けおけかけ くっゅけ ?
- ╃ぇ, いぇとけすけ すけえ ゅう っ しないょぇか. 

┿ う くぇかう おぇいゃぇす, つっ せつっくうおなす 
っ くぇょきうくぇか せつうすっかは. ┿ う ゃ くぇ-
てうは しかせつぇえ ╂ぇくぬけゃつっすぇすぇ しぇ 
けとっ こけ-おけゃぇさくう. 

- 〈けゃぇ くっ すっ かう ょさぇいくう,  

╂っさけ?  ╆ぇとけすけ すせお, くぇ しちっ-

くぇすぇ, ゃしうつおう しっ しきっっき くぇ 
„ゅぇくぬけゃとうくぇすぇ”, くけ おけゅぇすけ 
しきっ ゃ さっぇかくうは あうゃけす う しっ 
しぉかなしおぇきっ し くっは, くっ くう しすう-

ゅぇす させゅぇすくうすっ? 
- ╃ぇ, すぇおぇ っ. ╆ぇ さぇいかうおぇ けす 

しちっくぇすぇ, おなょっすけ きけあって ょぇ しう 
おぇあって ゃしうつおけ, ゃ うしすうくしおうは 
あうゃけす – くっ. ╆ぇすけゃぇ っ たせぉぇゃけ ょぇ 
うょゃぇす たけさぇすぇ う ょぇ ゅかっょぇす, いぇ-
とけすけ こさっい しちっくぇすぇ すっ きけゅぇす ょぇ 
ういおぇあぇす しゃけっすけ くっょけゃけかしすゃけ けす 
おせこ くっとぇ ゃ あうゃけすぇ くう. ╆ぇとけすけ 
すっぇすなさなす ゃうくぇゅう っ  あうゃはか あう-
ゃけすぇ, おけえすけ あうゃっっき くうっ. ¨とっ 
こけゃっつっ, つっ っょくぇ こけしすぇくけゃおぇ 
くぇうしすうくぇ きけあっ ょぇ すう ょぇょっ さっ-
てっくうっ くぇ こさけぉかっきう, おけうすけ くっ 

きけあっき ょぇ さってうき うくぇつっ しぇきう. 

- ′はきぇて かう せしっとぇくっ-

すけ, ╂っさぇしうき, つっ ぉぇえ ╂ぇくぬけ 
しかっょゃぇ ょぇ ぉなょっ ょけこうしぇく? 
╃けこうしぇく けす くけゃけすけ ゃさっきっ. 
』っ うきぇ けとっ おぇおゃけ ょぇ しっ 
しかけあう „くぇょ すけゃぇ”.
- ╃ぇ ょけこうてって ┿かっおけ っ きぇかおけ 

くぇゅかけ. ┿ う ぉぇえ ╂ぇくぬけ っ おかぇしう-
おぇ. ╉ぇおすけ ゃうあょぇて, う しっゅぇ おぇすけ 
こけ ╂ぇくぬけゃけ ゃさっきっ しっ こさぇゃう 
こけかうすうおぇ, ゃっしすくうお, ういぉけさう. 
′うとけ くっ っ きさなょくぇかけ ゃなゃ ゃさっ-
きっすけ おぇすけ きぇくすぇかうすっす けす こっ-
さうけょぇ くぇ ぉぇえ ╂ぇくぬけ けす ┿かっおけ 
╉けくしすぇくすうくけゃ.

- ┿ くっ っ かう すなあくけ すけゃぇ? 』っ 
あうゃっっき ゃなゃ ゃさっきっ, し せしっ-

とぇくっ いぇ しこさはかけ.
- ╃ぇあっ きくけゅけ っ すなあくけ すぇおぇ. 

╃ぇ しっ あうゃっっ し すけゃぇ せしっとぇくっ - 
ょっく いぇ ょっく. ╇ ぇい しなき すぇおぇ. ╇ 
おぇお うくぇつっ? ╉ぇおゃぇ こっさしこっおすうゃぇ 
うきぇて ゃ すぇいう ょなさあぇゃぇ? 〈け けす 
ょっく くぇ ょっく こけ-かけてけ しすぇゃぇ. ╁しっ 
こけ-けぉなさおぇくけ, こけ-ぉっいういたけょくけ, 
ゃしっ こけ- くぇくうおなょっ.  ╆ぇすけゃぇ しう 
こけつうゃぇき くぇ しちっくぇすぇ. ╆くぇって かう 
おぇおゃけ っ せしっとぇくっすけ, おぇすけ ゅう ゃう-
ょうて たけさぇすぇ せしきうたくぇすう? 〈ぇ すっ 
こけ ちはか ょっく しぇ いぇかっすう し くはおぇおゃけ 
くはきぇくっ. ] くぇえ-すなあくけ, くぇえ-ゅぇ-
ょくけ. ╄, おぇお ょぇ あうゃっって たせぉぇゃけ? 
′はきぇ おぇお ょぇ しすぇくっ.

- ┿おけ ぉぇえ ╂ぇくぬけ くっ いくぇっ 
さっちっこすぇすぇ いぇ „こó うくぇつっ”, 
おけえ すさはぉゃぇ ょぇ くう は おぇあっ? 
‶けかうすうちうすっ くう けぉなさおゃぇす 
けとっ こけゃっつっ.
- ′っ いくぇき. 〈けつくけ すけゃぇ すさはぉゃぇ 

ょぇ ゅかっょぇきっ. ╃ぇ こけかいゃぇきっ さっ-
ちっこすうすっ くぇ ぉぇぉうすっ う きぇかおけ ょぇ 
しっ こけせつうき けす うしすけさうはすぇ. ╉ぇお 

しかっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ ういゃっょ-
くなあ ╀なかゅぇさうは しすぇゃぇ っょくけ けす 
ゃっかうおうすっ うくょせしすさうぇかくう つせょっ-
しぇ くぇ しゃっすぇ? 〈ぇ ぇきっさうおぇくちうすっ 
ゃいっきぇす くぇいぇっき けす くぇし いかぇすくう 
ぉなかゅぇさしおう かっゃけゃっ. ╆ぇとけすけ たけ-
さぇすぇ しぇ しっ ゃなさくぇかう おなき いっきはすぇ 
しう, おなき おけさっくうすっ しう,  う しぇ しっ 
たゃぇくぇかう いょさぇゃけ いぇ さぇぉけすぇ う しぇ 
こけゅかっょくぇかう いょさぇゃけ おなき ╀なか-
ゅぇさうは. ] ょけぉさう, くっ し おさぇょかうゃう 
けつう. 〈ぇ ゃうあ っょうく ]すぇきぉけかけゃ  
しぇきけ おぇおゃけ こさぇゃう! 

- …╇ おぇおゃけ きせ しっ っ しかせつう-

かけ こけしかっ…
- ╄, ょぇ…  ╃ぇくけ けぉぇつっ すけいう こなす 

くぇうしすうくぇ くぇきっさうき こけかうすうちう 
おぇすけ くっゅけ, ぉっい ょぇ  うき しすけさはす 

いぇしぇょぇ くぇ „[ぇおけゃしおぇ”. ′はきぇ 
きなあっ, くはきぇ きなあっ ゃ すぇいう ょなさ-
あぇゃぇ!   

- ╆ぇとけ かうこしゃぇす ╋なあっ ゃ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ こけかうすうおぇ? 
- ′っ いくぇき, くけ っ そぇおす すけゃぇ. 

〈さはぉゃぇす, ぇ くはきぇ すけこおう いぇ すぇいう 
さぇぉけすぇ.  

- ╃なさあぇゃぇすぇ くう っ こさけこうすぇ 
けす ╂ぇくぬけゃちう, ぇ くはきぇ きなあっ ゃ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ こけかうすうおぇ. ╉ぇお 
すぇおぇ?
- ┿きう くはきぇ. ′うおけえ くっ うしおぇ 

ょぇ こけっきっ す. くぇさ. „こけかうすうつっしおぇ 
けすゅけゃけさくけしす” いぇ こけしけおぇすぇ くう. 
′うおけえ くっ うしおぇ ょぇ しかけあう ╀なか-
ゅぇさうは  う ぉなかゅぇさうすっ くぇょ ゃしうつおけ. 
‶さけしすけ くはきぇ きなあっ ゃ ょなさあぇゃぇ-
すぇ. ¨す けくっいう, うしすうくしおうすっ,  うし-
すけさうつっしおうすっ きなあっ. 

- ′け すけえ う ぉぇえ ╂ぇくぬけ すけゅぇ-

ゃぇ くっ っ ぉうか けす うしすうくしおうすっ 
きなあっ. 
- ぅゃくけ. 】けき くっ せしこはゃぇ ょぇ 

しすうゅくっ ょけくうおなょっ, くっ っ ぉうか 
きなあ. ′はきぇ ゅう う うしすうくしおうすっ. 
〈うは, いぇ おけうすけ ゃしっ ゅけゃけさうき,  つっ 
しきっ ぉうかう くぇ 3 きけさっすぇ, くぇてうすっ 
ちぇさっ, くぇてうすっ たぇくけゃっ. ╂かせこけし-
すう! ′うとけ けす すけゃぇ ゃっかうつうっ くっ っ 
けしすぇくぇかけ. ′うとけ. 

- 〈けゅぇゃぇ おぇおゃけ うき けしすぇゃぇ 
くぇ ょくってくうすっ 40-ゅけょうてくう 
ぉなかゅぇさう? 
- ′うとけ. ╁っつっ くっ っ いぇ すさなゅ-

ゃぇくっ くぇゃなく. ‶けさぇしくぇたきっ. ┿ぉ-
しけかのすくけ くうとけ. ¨しすぇゃぇ しぇきけ 
すっつっくうっすけ う しすさっきっあなす ょぇ しっ 
しゃなさてう ょぇょっくぇすぇ さぇぉけすぇ おぇお-
すけ すさはぉゃぇ. ′うおぇおゃう ぇきぉうちうう, 
くうおぇおゃけ ぉなょっとっ. ‶けくっ ぇい くっ 
ゃうあょぇき すぇおけゃぇ. 

- 〈う ょぇゃぇて かう しきっすおぇ おぇお-

ゃけ きう おぇいゃぇて しっゅぇ?
- ╃ぇ, う しなき ぇぉしけかのすくけ こさぇゃ, 

いぇとけすけ いくぇき, つっ くっ きけあって ょぇ 
きっ けぉけさうて. ′はきぇ こっさしこっおすうゃぇ. 
╆ぇ 24 ゅけょうくう くっとけ ょぇ しすぇくぇ? 
┿ こけかけあっくうっすけ きぇえ しっ いぇこっつっ 
けとっ こけゃっつっ. ╀ぇさっおけゃちう, ╀け-
さうしけゃちう, ╊のすゃうきっしすぇくけゃちう, 
]すぇくうてっゃちう! 〈う おぇおゃけ さってっ-
くうっ ゃうあょぇて くぇ くっとぇすぇ? ┿い くっ 
ゃうあょぇき.

- ╉ぇすけ しきっ すけかおけゃぇ あうかぇゃ 
くぇさけょ, いぇとけ すけかおけゃぇ こけいゃけ-

かうたきっ ょぇ くう しきぇつおぇす? ╉なょっ 
っ けくけゃぇ あういくっくけ あうかけ, 
ぉなかゅぇさしおう いょさぇゃ うくぇす, 
せしすけえつうゃけしすすぇ くう ぉぇかおぇく-

しおぇ.
- ╆ぇとけすけ しきっ ぉっいゅさなぉくぇつっく 

くぇさけょ. ′うっ しう いぇしかせあぇゃぇきっ 
ゃしうつおけ, いぇとけすけ おぇおなゃすけ くぇさけ-
ょなす, すぇおうゃぇ せこさぇゃくうちうすっ. ′うっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけゅかっょくっき くぇ けぉ-
さぇすくけ. ′っ ょぇ しっ ゃすけさぇつゃぇきっ ゃ 
こけかうすうちうすっ, ぇ ょぇ しっ ゃすけさぇつうき 
ゃ くぇし. ╇ ょぇ ゃうょうき ゃしなとくけしす 
くうっ おぇおゃう しきっ! ╆ぇとけすけ, おぇすけ 
おぇあって くぇ くはおけゅけ ょぇ ういつうし-
すう, ょぇ けこさぇゃう, ょぇ しっ しなけぉさぇ-
いう, おぇおゃけ しすぇゃぇ, ぇ? ╄, おぇお とっ 
しすぇくぇす すけゅぇゃぇ ょけぉさうすっ くう さぇ-
ぉけすう? ′はきぇ ょぇ しすぇくぇす. ╋くけゅけ 
ょけかっく くぇさけょ しきっ. ′っ しっ けぉう-
つぇきっ, くっ しう こけきぇゅぇきっ. ′っ しきっ 
しなこさうつぇしすくう. 〈ぇいう こさけしかけゃせすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ ゅけしすけこさうっきくけしす しっ 
けおぇいゃぇ ゅかせこけしすう くぇ すなさおぇかっすぇ! 
‶け-きなさいっかうゃぇ くぇちうは けす くぇし ぇい 
くっ しなき ゃうあょぇか. ╋けあっき ちはか ょっく 
ょぇ しすけうき, くけ  ょぇ くっ しゃなさてうき 
くうおぇおゃぇ さぇぉけすぇ, いぇとけすけ しぇ くう 
ぉうかう きぇかおけ こぇさうすっ. ╉ぇおゃけ うし-
おぇきっ すけゅぇゃぇ けす すぇおなゃ くぇさけょ? 
╉ぇおゃう こけかうすうちう ょぇ しう けすゅかっょぇ-
きっ? ╉ぇおゃけ ぉなょっとっ, おぇおゃけ ょけ-
ぉさけ?  〈ぇ けすゅけゃけさうすっ しぇ ゃ くぇし, 
ぇきぇ くっ くう ういくぇしはす. 

- ┿ ょっちぇすぇ くう? 
- ╃っちぇすぇ くう ぉはゅぇす う とっ ぉはゅぇす 

し こなかくぇ しうかぇ. 

- ╇ すゃけっすけ かう とっ ういこさぇすうて 
くぇゃなく?
- ╃ぇ, いぇょなかあうすっかくけ. ╉ぇおゃけ ょぇ 

こさぇゃう すせお?

- ┿おけ くっ けしすぇくぇす たけさぇ すせお, 
とっ ういつっいくっ う ぉぇえ ╂ぇくぬけ? 
- ╃ぇ. ¨すょぇゃくぇ きうしかは, つっ すぇいう 

ょなさあぇゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ いぇおさうっ, 
ょぇ しっ さぇいすせさう… ╇かう ょぇ くう こさっ-
ゃいっきっ くはおけえ. ┿きぇ おけえ とっ しう 
ゃいっきっ ぉっかは くぇ ゅかぇゃぇすぇ. 〈けゃぇ くっ 
っ ょなさあぇゃぇ. ′う うくしすうすせちうう, くう 
ゃけえしおぇ, くう いくぇきっ. ′う せゃぇあっくうっ 
おなき うしすけさうは, ちっくくけしすう, おせか-
すせさぇ, しこけさす. ╉なき くうとけ. ′はきぇ 
ょなさあぇゃぇ!

- ′っ すう かう うょゃぇ, おぇすけ うゅさぇ-

って ぉぇえ ╂ぇくぬけ, ょぇ ういさうゅくって 
くぇ しちっくぇすぇ こけ すけいう くぇつうく? 
- ′っ. 〈けゅぇゃぇ くはきぇ ょぇ っ ぉぇえ ╂ぇ-

くぬけ. 〈けゅぇゃぇ とっ ゅけゃけさは ぇい. ′っおぇ 
くっ しかぇゅぇきっ くぇてうすっ こさけぉかっきう ゃ 
せしすうすっ くぇ ゅっさけうすっ くう.  ╁うあ, ぇおけ 
つさっい すはた う すったくうすっ こさけぉかっきう 
きけあっき ょぇ ういおぇあっき しゃけうすっ, ぉう 
ぉうかけ こけ-こけせつうすっかくけ う きなょさけ. 

- ╀ぇえ ╂ぇくぬけ っ ぉうか きぇえ こけ-
とぇしすかうゃ けす くぇし? 
- 100%.  ′ぇ 100%. 〈けえ っ ゃうあ-

ょぇか くはおぇおゃけ ぉなょっとっ. ╇きぇか っ 
しすさっきっあ ょぇ すなさしう,  ょぇ しっ さぇい-
ゃうゃぇ.  ′うっ – くっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

すっぇすさぇかくうすっ しさっょう, ぉっ ゅけしす くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, おなょっすけ しっ こさっゃなこかなすう ゃ 
っきぉかっきぇすうつくぇすぇ さけかは くぇ ゅ-く ╀ぇか-
おぇくしおう, つうえすけ こなさゃけけぉさぇい っ ┿かっ-
おけゃうはす ぉぇえ ╂ぇくぬけ. ╄ょくけうきっくくうはす 
しこっおすぇおなか ょけくっしっ くぇ すさせこぇすぇ くぇ 
╋かぇょっあおうは すっぇすなさ すぇいゅけょうてくうは 
こさうい „╉けきっょうっく たうす くぇ しっいけくぇ”, 
こさうしなあょぇく こけ ゃさっきっ くぇ 』せょけきう-
さけゃうすっ こさぇいくうちう ゃ ╉ぇいぇくかなお.
¨すゃなょ しきったぇ けす しちっくぇすぇ う すっぇ-

すさぇかくうは しぇかけく, ╂っさけ しっ けおぇいぇ ょぇ-
かっつ けす こさっょしすぇゃぇすぇ きう いぇ  けこすうきうしす 
う ゃっしっか つけゃっお, おぇおなゃすけ っ くっゅけゃうはす  
しちっくうつっく ゅっさけえ. ╇いかういぇえおう けす けぉ-
さぇいぇ くぇ おっかっこうさょあうはすぇ ゅ-く ╀ぇおぇく-
しおう, し 40-ゅけょうてくうは きなあ すさなゅくぇ 
くっかっおぇすぇ こさうおぇいおぇ いぇ ょさせゅぇすぇ つぇしす 
くぇ あうゃけすぇ くう. ‶さういくぇゃぇき, くっ けつ-
ぇおゃぇた すけかおけゃぇ くっすなさこはと ゃないさぇあっ-
くうっ こっしうきういなき う すけかおけゃぇ すなあっく 
さっぇかういなき けす すけいう しさっょくけしすぇすうしすう-
つっしおう ぉなかゅぇさうく, おぇおなゃすけ すけえ しぇき 
しっ けこさっょっかう.   

さぇくっ くぇ ょっえくけしすうすっ, つさっい 
おけうすけ しかっょゃぇ すけゃぇ ょぇ しっ 
しかせつう, っ けしけぉっくけ ゃぇあくけ いぇ 
しすさぇくうすっ, こけおぇいゃぇ こさぇおすう
おぇすぇ くぇ ╄]. ╁ないかけゃうはす ょけ
おせきっくす - けぉとうくしおうはす ‶かぇく 
2020, こさうっす くぇしおけさけ, しな
ょなさあぇ おけくおさっすくう こさうけさう
すっすう う きっさおう, おけうすけ すさはぉゃぇ 

ょぇ しっ けしうゅせさはす そうくぇくしけゃけ, 
いぇ ょぇ しっ しかせつゃぇ さぇいゃうすうっ
すけ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′ぇ こさぇおすうおぇ こかぇくなす ょぇゃぇ 
こなかくぇすぇ おぇさすうくぇ くぇ けくけゃぇ, 
おけっすけ しかっょゃぇ ょぇ しっ しかせつゃぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ ょけ 
2020-すぇ ゅけょうくぇ. 

‶かぇくなす ゅけくう
こけょけぉさはゃぇくっ くぇ

ぉういくっしさっょぇすぇ

〈けゃぇ しっ けつぇおゃぇ ょぇ しすぇくっ 
つさっい うくゃっしすうちうう ゃ くけゃう 
すったくけかけゅうう, うくけゃぇちうう, 
くぇせつくけ-さぇいゃけえくぇ ょっえくけしす 
ゃ しなすさせょくうつっしすゃけ し けぉさぇ
いけゃぇすっかくうすっ うくしすうすせちうう, 
しこっちうぇかくぇ こけょおさっこぇ いぇ 
きぇかおうすっ う しさっょくう こさっょ
こさうはすうは, こけょゅけすけゃおぇ くぇ 

おぇょさう ゃ きっしすくうすっ せつうかうとぇ 
ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し くせあょうすっ 
くぇ そうさきうすっ, ゃなゃっあょぇくっ くぇ 
こせぉかうつくう っかっおすさけくくう せし
かせゅう, ょけしすなこなす ょけ うくすっさくっす 
ゃ きぇかおうすっ くぇしっかっくう きっしすぇ, 
こけょけぉさはゃぇくっ くぇ ╁╇╉-きさっ
あぇすぇ, きっさおう いぇ っくっさゅうえくぇ 
っそっおすうゃくけしす, しすうきせかうさぇくっ 
くぇ ょっえくけしすうすっ こけ せしかせゅう
すっ. ‶け ゃしうつおう すっいう くぇこさぇゃ
かっくうは とっ うきぇ ゃないきけあくけしす 
いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ し こさけ
っおすう こさっょ ╄] けす しすさぇくぇ くぇ 
こさっょこさうはすうはすぇ, ¨ぉとうくぇすぇ, 
せつうかうとぇすぇ.  ╇いゅさぇあょぇくっ くぇ 
¨ぉとうくしおう ちっくすなさ う しおかぇょけ
ゃぇ ぉぇいぇ, っそっおすうゃっく ╀ういくっ
しうくおせぉぇすけさ, ]こぇ おけきこかっおし, 
けさゅぇくういうさぇくっ くぇ きけぉうかくけ 
ういかけあっくうっ „‶さけういゃっょっくけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお,  つさっい おけっすけ きぇか
おうすっ う しさっょくう こさっょこさうはすうは 
ょぇ こさっょしすぇゃはす こさけょせおちうはすぇ 
しう, こけきけと いぇ きぇかおうすっ そうさ

きう こさう せつぇしすうっ くぇ こぇくぇうさう 
ゃ つせあぉうくぇ, さったぇぉうかうすぇちうは
すぇ くぇ こなすうとぇすぇ ゃ ╇くょせしすさう
ぇかくぇすぇ いけくぇ う ちはかけしすくぇすぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇ すぇき しぇ つぇしす 
けす きっさおうすっ, いぇこうしぇくう ゃ こかぇ
くぇ. ╁しっ けとっ くっ ょけぉさっ こけ
いくぇすぇすぇ しうしすっきぇ いぇ しなすさせょ
くうつっしすゃけ きっあょせ さっゅうけくう う 
そうさきう  ゃ おかなしすっさう, おぇおすけ 
う しかぇぉけ ういこけかいゃぇくぇ したっ
きぇ くぇ こせぉかうつくけ-つぇしすくけすけ 
こぇさすくぬけさしすゃけ, すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
こさうかぇゅぇす こけ-ぇおすうゃくけ, こうてっ 
ゃ こかぇくぇ.

〈せさういきなす こぇお っ
こさうけさうすっす

╉ぇおすけ う ゃ こさっょうてくうは こかぇく 
2007 – 2013, さぇいゃうすうっすけ 
くぇ さっゅうけくぇ おぇすけ すせさうしすうつっ
しおう ちっくすなさ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
ぉなょっ ぇおちっくす ゃ  けぉとうくしおぇすぇ 
こけかうすうおぇ. ′っこけかいけすゃけさっく 
すせさうしすうつっしおう こけすっくちうぇか, 
ういけしすぇゃぇくっ ゃ けしさっぉさはゃぇ
くっすけ くぇ こさうさけょくけすけ う おせか
すせさくけ-うしすけさうつっしおけ きっしすくけ 
くぇしかっょしすゃけ う かうこしぇ くぇ ちは
かけしすくぇ さっおかぇきくぇ う きぇさおっ
すうくゅけゃぇ しすさぇすっゅうは けすつうすぇ 
ぇくぇかうすうつくぇすぇ つぇしす くぇ ゃない
かけゃうは けぉとうくしおう ょけおせきっくす. 
』ぇしす けす くっしゃなさてっくけすけ ゃ 
こさっょうてくうは こかぇく っ けすくけゃけ 
いぇかけあっくけ しっゅぇ. [ぇいさぇぉけ
すゃぇくっ くぇ ╄ょうくっく こさけょせおす う 
しさっょぇ いぇ おせかすせさくけ-こけいくぇゃぇ
すっかっく すせさういなき こさっょゃうあょぇ 
けとっ こかぇくなす. ╁ きけきっくすぇ いぇ 
ちっかすぇ しっ さぇいさぇぉけすゃぇ ¨ぉと 
せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ すっさう
すけさううすっ し ういはゃっくけ おせかすせさ
くけ くぇしかっょしすゃけ ゃ けぉとうくぇすぇ. 
《うくぇくしうさぇくっ けす 2 きかく. かゃ. 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ すなさしう こさう 
くぇかうつっく すったくうつっしおう こさけっおす 
いぇ ╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ ゃ [けいぇ
さうせきぇ, おけえすけ しっ こさっょゃうあ

ょぇ ょぇ しすぇくっ しぇきけしすけはすっかっく 
おせかすせさっく うくしすうすせす. [っしすぇゃ
さぇちうは くぇ けとっ 7 ゅさけぉくうちう, 
╇くそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ くぇ 
ゃたけょぇ くぇ 【うこおぇ, しゃなさいゃぇとう 
こなすうとぇ きっあょせ ゅさけぉくうちうすっ, 
ょうゅうすぇかういぇちうは くぇ そけくょけゃっ
すっ くぇ きせいっうすっ う くけゃう っおしこけ
いうちうう ゃ ╇しすけさうつっしおうは きせいっえ 
う ╊》╋ „』せょけきうさ“, こさけっおす いぇ 
っおしこけくうさぇくっ くぇ すさぇおうえしおうは 
ゅさぇょ ]っゃすけこけかうし おさぇえ はいけ
ゃうさ ╉けこさうくおぇ, こけょゅけすけゃおぇ 
くぇ こさっょかけあっくうっ こさっょ ぃ′╄
]╉¨ いぇ ゃおかのつゃぇくっ ゃ ]こうしな
おぇ くぇ ]ゃっすけゃくけすけ おせかすせさくけ 
くぇしかっょしすゃけ くぇ ちはかけしすくぇすぇ 
すっさうすけさうは くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ 
すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ, ゃおかのつゃぇ
くっ くぇ ╋っゅぇかうすぇ おさぇえ ╀せいけゃ
ゅさぇょ し こさけっおす おなき „╄ゃさけこっえ
しおう おせかすせさくう きぇさてさせすう“ くぇ 
]なゃっすぇ くぇ ╄ゃさけこぇ, そぇしぇょくけ 
けしゃっすかっくうっ くぇ しゅさぇょう すうこ 
„╆ゃせお う しゃっすかうくぇ“ しぇ しぇきけ 

しなとけ いぇこうしぇくう ゃ こかぇくぇ. 
′けゃぇ しゅさぇょぇ くぇ ぉうぉかうけすっおぇ
すぇ, ゅぇいうそうおぇちうは くぇ しゅさぇょう
すっ くぇ おせかすせさくう うくしすうすせすう, 
つうすぇかうとぇ う けさゅぇくういぇちうう, 
『っくすなさ いぇ おせかすせさぇ う すせさう
いなき し ぇきそうすっぇすなさ し こさうかっ
あぇとう こけきっとっくうは, ╄すくけゅ
さぇそしおう おけきこかっおしう ゃ ╄くうくぇ 
う 【うこおぇ, っあっゅけょっく ‶ぇくぇうさ 
くぇ いぇくぇはすうすっ, すせさうしすうつっしおう 
こさけょせおす „《っしすうゃぇかっく すせさう
いなき“, おぇさすけすっおぇ くぇ さっしせさしう
すっ いぇ しっかしおう すせさういなき, こさっょ
かぇゅぇくっ くぇ つうすぇかうとくう ておけかう 
おぇすけ すせさうしすうつっしおう こさけょせおす, 
しないょぇゃぇくっ くぇ ¨ぉとっしすゃっくけ-
っおしこっさすっく しなゃっす こけ すせさういなき, 
しそけさきうさぇくっ くぇ きっしすくう ぉさぇく
てけゃう しょさせあっくうは, けすおさうゃぇくっ 
くぇ 『っくすなさ いぇ おゃぇかうそうおぇちうは 
う こさっおゃぇかうそうおぇちうは ゃ すせさう
いきぇ, ╄ょうくっく うくそけさきぇちうけく
くけ-さっいっさゃぇちうけくっく っかっおすさけ
くっく こけさすぇか, ぇおすせぇかういうさぇくっ 
くぇ さっゅうしすなさぇ くぇ きっしすくけすけ 
おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけ くぇ
しかっょしすゃけ しぇ ょさせゅう きっさおう, 
くぇぉっかはいぇくう ゃ ‶かぇく 2020.    

╁っかけこなすっおう うい ちはかぇすぇ 
けぉとうくぇ

╁っかけこなすっおう う こってったけょくう 
ぇかっう けす ╉ぇいぇくかなお おなき ╉けこ
さうくおぇ, ╄くうくぇ, ╉さなく,  ¨ゃけと
くうお う ╋うくっさぇかくうすっ ぉぇくう しぇ 
しさっょ けぉっおすうすっ, いぇ おけうすけ とっ 
しっ すなさしう そうくぇくしうさぇくっ, しすぇ
ゃぇ はしくけ けとっ けす こかぇくぇ, おけえすけ 
こさっょゃうあょぇ う くけゃ ぉぇかくっけ-
おけきこかっおし おさぇえ ¨ゃけとくうお. 
¨すょうたなす, いょさぇゃっすけ う しこけさすなす 
くぇ たけさぇすぇ けす ╃けかうくぇすぇ すさはぉ
ゃぇ ょぇ しっ けしうゅせさはゃぇす けとっ う 
けす さっきけくすうさぇくうは  おけかけょさせき 
う すっさっくぇ いぇ すさっくうさけゃおう う 
いけくぇ いぇ たゃなさかはくうは くぇ しすぇょう
けくぇ, おぇおすけ う けす さっきけくすぇ くぇ 
ゃしうつおう しこけさすくう こかけとぇょおう 

びÜëíöí Üö 
がÜ¿óÖíöí ç ôóï¿í
- ′ぇしっかっくうっ 2011 ゅ. – 72 

たうか. 582 ょせてう
- ′ぇしっかっくうっ 2012 ゅ. – 71 

たうか. 817 ょせてう
- ╂さぇょ ╉ぇいぇくかなお – 47 

325 ょせてう
- ╉ぇいぇくかなお けぉっいかのょはゃぇ 

いぇ ょっしっす ゅけょうくう し  8 952 
ょせてう
- ¨すさうちぇすっかっく おけっそうちう

っくす くぇ っしすっしすゃっく こさうさぇしす 
/- 5.9/
- ¨すさうちぇすっかっく きったぇくう

つっく こさうさぇしす くぇ くぇしっかっ
くうっすけ /ういしっかっくうすっ しぇ こけ
ゃっつっ けす いぇしっかっくうすっ/
- ‶さっけぉかぇょぇゃぇす たけさぇすぇ 

くぇょ 65 ゅ. - 18.7 % けす あう
すっかうすっ
- ¨こさっょっかはす しっぉっ しう 

おぇすけ すせさちう - 7.3 % - 4 962 
ょせてう
- [けきう -  5.5 % /こさう 4.9 

% いぇ しすさぇくぇすぇ/  
- 55 % けす さけきうすっ あうゃっはす 

ゃ ╉ぇいぇくかなお – 2 073 ょせてう
- ] くぇえ-ゅけかはき ょはか しぇ さけ

きうすっ ゃ ╂けさくけ 』っさおけゃうとっ - 
24.3 % けす あうすっかうすっ 
- ]こぇょぇ うおけくけきうつっしおう 

ぇおすうゃくけすけ くぇしっかっくうっ 
- 47 % けす さぇぉけすっとうすっ しぇ 

ゃ ゅけかっきうすっ こさっょこさうはすうは, 
ゃ すけゃぇ つうしかけ „┿さしっくぇか“ 
┿╃
- 9 こさっょこさうはすうは うきぇす いぇ

っすう くぇょ 250 ょせてう
- 62.5% けす いぇっすうすっ しぇ ゃ 

こさっさぇぉけすゃぇすっかくぇすぇ こさけ
きうてかっくけしす
- ╀っいさぇぉけすうちぇすぇ こさっい 

2012 ゅ. っ 9.7 %
- 〈させょくけ しう くぇきうさぇす さぇ

ぉけすぇ くぇょ 55-ゅけょうてくうすっ
- ╋かぇょっあうすっ ょけ 29 ゅけょう

くう うきぇす こさけぉかっき し ぉっいさぇ
ぉけすうちぇすぇ
- ]さっょくうはす ょけたけょ くぇ つけ

ゃっお けす くぇしっかっくうっすけ っ こけ-
くうしなお けす しさっょくうは いぇ しすさぇ
くぇすぇ
- ]さっょくうはす ゅけょうてっく ょけ

たけょ くぇ おぇいぇくかなつぇくう っ 6 
672 かゃ. /2011ゅ./
- ]さっょくうはす ゅけょうてっく ょけ

たけょ ゃ しすさぇくぇすぇ っ 6 727 
かゃ./2011 ゅ./
- ]さっょくうはす ょけたけょ いぇ けぉ

かぇしす ]す. ╆ぇゅけさぇ っ 8 512 
かゃ./2011 ゅ./

こけ せつうかうとぇすぇ. ′ぇ はいけゃうさぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ おなきこうくゅ-いけくぇ 
う いけくぇ いぇ かっすせゃぇとう う ぉぇいぇ いぇ 
ゃけょくう しこけさすけゃっ. ╆ぇこうしぇくけ っ 
う しすさけうすっかしすゃけ くぇ こかせゃっく 
ぉぇしっえく し おせかぇ いぇ しおぇつぇくっ.
′ぇ ゃくうきぇくうっすけ くぇ ¨ぉとう

くぇすぇ ゃ くはおぇおなゃ ゃぇさうぇくす けとっ 
しすけう うょっはすぇ くぇ ╉きっすぇ くぇ しすけ
かっすうっすけ ]すぇくつけ ╉けっゃ いぇ ¨す
ょうた-いけくぇ けす 〈のかぉっすけ ゃ こけ
しけおぇ ╄くうくぇ こけ おけさうすけすけ くぇ 
]すぇさぇすぇ さっおぇ けす さぇえけくぇ くぇ 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇいうは. 
‶さっょゃうあょぇ しっ こってったけょっく 
きけしす おなき 〈のかぉっすけ けす せかうちぇ
すぇ こさっょ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ, 
おけえすけ ょぇ しすぇくっ ゃないきけあっく し 
おけさっおちうは くぇ おけさうすけすけ くぇ 
]すぇさぇすぇ さっおぇ. 

╂さうあぇ いぇ ぉっょくうすっ う
ぉけかくうすっ      

〈さぇょうちうけくくぇすぇ  こけょおさっこぇ 
いぇ ゃないさぇしすくうすっ たけさぇ, たけさぇ
すぇ し せゃさっあょぇくうは う すっいう しなし 
しこっちうぇかくう こけすさっぉくけしすう とっ 
しっ さっぇかういうさぇす つさっい こさけっおすう 
いぇ こさっょけしすぇゃはくっ くぇ しけちうぇか
くう せしかせゅう, おぇおすけ う つさっい けぉ
とうくしおう しけちうぇかくう ょっえくけしすう. 
】っ こさけょなかあう さぇぉけすぇすぇ こけ 
さっきけくすうすっ くぇ すさうすっ ╃けきぇ いぇ 
ゃないさぇしすくう, とっ しっ ゅさぇょう 『っく
すなさ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ けす しっきっ
っく すうこ, いぇとうすっくう あうかうとぇ. 
『っくすなさ いぇ ゃさっきっくくけ くぇしすぇ
くはゃぇくっ う ]けちうぇかくけ こさっょ
こさうはすうっ しぇ くけゃうすっ きっさおう ゃ 
‶かぇく 2020. 】っ こさけょなかあう 
こさっけぉけさせょゃぇくっすけ う さっきけく
すなす ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ. 
¨ぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ こけかうすう

おぇ しっ おけくちっくすさうさぇ, けしゃっく 
けおけかけ すさぇょうちうけくくうすっ ぇくゅぇ
あうきっくすう おなき しさっょくけすけ けぉ
さぇいけゃぇくうっ う ょっすしおうすっ ゅさぇ
ょうくう, しなとけ う おなき しないょぇゃぇくっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ ′ぇちうけくぇかっく 
ちっくすなさ いぇ こさうさけょけきぇすっきぇ
すうつっしおう くぇせおう.
╀かぇゅけせしすさけはゃぇくっすけ こけ 

おゃぇさすぇかうすっ しっ こさっょゃうあょぇ ょぇ 
こさけょなかあう. ╇いすけつくけすけ きけあっ 
ょぇ つぇおぇ くけゃ ‶ぇさお いぇ さぇいゃかっ
つっくうは. ╃っすしおう こさけとぇょおう う 
いっかっくう こかけとう しぇ きぇさおうさぇくう 
ゃ ‶かぇくぇ いぇ さぇいゃうすうっ.
]こっちうぇかくう きっさおう しっ こさっょ

ゃうあょぇす いぇ かうおゃうょうさぇくっ くぇ 
くっいぇおけくくうすっ しきっすうとぇ, おぇおすけ 
う ぇおすうゃういうさぇくっ くぇ さぇいょっか
くけすけ しきっすけしなぉうさぇくっ. [ぇいつう
すぇ しっ くぇ こさけっおすう いぇ さっおせかすう
ゃぇちうは くぇ ょっこぇ いぇ けすこぇょなちう.
╁うょっけくぇぉかのょっくうっ くぇ けぉ

とっしすゃっくう きっしすぇ とっ すなさしう 
そうくぇくしうさぇくっ し けゅかっょ こけ
ょけぉさはゃぇくっ しうゅせさくけしすすぇ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ. ‶さけすうゃけこけあぇさ
くう ょっこぇ くぇ さぇいかうつくう きっしすぇ 
ゃ けぉとうくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ こさっ
ょけすゃさぇすはゃぇす すっあおうすっ こけ
しかっょしすゃうは  けす つっしすうすっ かっすくう 
こけあぇさう, おけうすけ せくうとけあぇゃぇす 
ゅけさう う くぇしぇあょっくうは. ¨ぉとう
くぇすぇ っ いぇこうしぇかぇ ゃ ‶かぇくぇ う 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ さっゅうしすなさ くぇ 
ょなかゅけすさぇえくぇすぇ ょなさゃっしくぇ う 
たさぇしすけゃぇ さぇしすうすっかくけしす う うい
ゅさぇあょぇくっすけ くぇ けさぇくあっさうっく 
ちっくすなさ.
¨とっ しすけすうちう きっさおう, つさっい 

おけうすけ とっ しっ さっぇかういうさぇす 
こさうけさうすっすうすっ う しすさぇすっゅう
つっしおうすっ ちっかう, いぇ ょぇ ぉなょっ 
こけしすうゅくぇすぇ あっかぇくぇすぇ ゃういうは 
いぇ さぇいゃうすうっ くぇ けぉとうくぇすぇ う 
くっえくうは ちっくすなさ - ╉ぇいぇくかなお, 
しぇ こさっょゃうょっくう ゃ ‶かぇく 2020. 
‶かぇくなす きけあっ ょぇ ぉなょっ ゃうょはく 
けす ゃしっおう ゅさぇあょぇくうく くぇ しぇえ
すぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╊さつたかちてひて ╉あすみせそう:
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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

〉《╇╅ 』¨』【╊〈╅ 《【ぁ¨【╅
『╅╆《【〉《【《 ╇『╊〈╊ ╇ „╅『』╊〉╅]”

╉╊を╅【╅ 〉¨

』ちかはけ: 
40 えそおけのせけみて ╈-せ ╆あしさあせつさけ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

〈¨｠╅¨]  ╊╈《『《╇
РУСКИЯТ ВОЙНИК, КОЙТО РАЗВЯ ЗНАМЕТО НА ПОБЕДАТА НАД РАЙХСТАГА      

¨す すぇいう ゃっつっさ ╉ぇいぇくかなお 
とっ うきぇ しゃけはすぇ 46-すぇ 『ぇ-

さうちぇ [けいぇ. ╉けは とっ っ すは, とっ 

さってう あせさう  けす ういゃっしすくう おぇ-
いぇくかなつぇくう, おけうすけ くけしはす しかぇ-
ゃぇすぇ くぇ ゅさぇょぇ こけ さぇいかうつくう 
きっしすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ う しゃっすぇ. 
『っかすぇ くぇ けさゅぇくういぇすけさうすっ 

くぇ おけくおせさしぇ いぇ すけいう ゃうょ うい-
ぉけさ くぇ あせさう – ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, っ ょぇ ぉなょぇす こさっしっつっ-
くう ゃしはおぇおゃう しこっおせかぇちうう いぇ 
こさっょゃぇさうすっかくう せゅけゃけさおう こけ 
けすくけてっくうっ くぇ ういぉけさぇ くぇ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ ちぇさうちぇ.
‶け すさぇょうちうは おけくおせさしなす いぇ 

『ぇさうちぇ [けいぇ っ くぇえ-けょせきゃぇ-
くけすけ う けしこけさゃぇくけ しゃっすしおけ しな-

]っかしおけすけ させしおけ きけきつっ. 
╋うたぇうか ╄ゅけさけゃ っ さけょっく 

くぇ 5 きぇえ 1923 ゅ. ゃ しっかけ ╄さ-
きけてっくおぇ, ]きけかっくしおぇ けぉかぇしす, 
ゃ しっきっえしすゃけ くぇ しっかしおけしすけ-
こぇくしおう さぇぉけすくうちう. ′ぇつぇかくけ-
すけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ いぇゃなさてゃぇ 
ゃ さぇえけくくけすけ せつうかうとっ. ╀ぇとぇ 
きせ ぉうか ゃないさぇしすっく, ぉさぇすはすぇ 
う しっしすさうすっ – きぇかおう, いぇすけゃぇ 
きけきつっすけ いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ 
きっしすくうは おけかたけい. 
╋うたぇうか ぉうか しさっょっく くぇ さなしす, 

しかぇぉ う しうきこぇすうつっく きかぇょっあ.                                                        
╉けゅぇすけ そぇてうしすうすっ くぇたかせゃぇす 
ゃ ]なゃっすしおうは しなのい う けおせこうさぇす 
さけょくうは きせ おさぇえ, 16-ゅけょうて-
くうはす ╄ゅけさけゃ, いぇっょくけ し けとっ 
35 きけきつっすぇ けす くっゅけゃけすけ しっかけ, 
しっ ゃおかのつゃぇ ゃ こぇさすういぇくしおうは 
けすさはょ ゃ こけかおぇ くぇ ]っつっくおけ. 
‶けかおなす ょっえしすゃぇか ゃ こぇさすういぇく-
しおけすけ けぉっょうくっくうっ, おけきぇくょ-
ゃぇくけ けす ゅっくっさぇか-こけかおけゃくうお 
╊のぉぇくけお. ╁けのゃぇかう ゃ すうかぇ くぇ 
ゃさぇゅぇ ょけ けしゃけぉけあょぇゃぇくっすけ くぇ 
さぇえけくぇ. 
╁ 』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは. ╄ゅけ-

さけゃ っ しっさあぇくす-つっさゃっくけぇさ-
きっっち, さぇいせいくぇゃぇつ けす 756-
すう しすさっかおけゃう こけかお, 150-すぇ 
しすさっかおけゃぇ ょうゃういうは, つぇしす けす 
┶┶┶-すぇ せょぇさくぇ ぇさきうは くぇ ┶-ゃう 
╀っかけさせしおう そさけくす. ╁ さっょけゃ-
くぇすぇ ぇさきうは っ こさうっす こさっい ょっ-
おっきゃさう 1944 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ 
こぇさすういぇくしおぇすぇ ゅさせこうさけゃおぇ しっ 
ゃかうゃぇ ゃ 〈さっすぇ せょぇさくぇ ぇさきうは 
くぇ ‶なさゃう ╀っかけさせしおう そさけくす. 
╄ゅけさけゃ ぉうか くぇいくぇつっく いぇ おけ-
きぇくょうさ くぇ けすょっかっくうっ ゃ こけか-
おけゃぇすぇ さぇいせいくぇゃぇすっかくぇ しかせあ-
ぉぇ. 〈ぇき しっ しさっとぇ し ╋っかうすけく 
╉ぇくすぇさうは. ╃ゃぇきぇすぇ せつぇしすゃぇ-
かう ゃ ぉけっゃっすっ こさう そけさしうさぇくっ-
すけ くぇ さっおぇ ╁うしかぇ, ゃ けしゃけぉけあ-
ょぇゃぇくっすけ くぇ きくけゅけ ゅさぇょけゃっ 
けす ╀っかけさせしうは, ‶けかてぇ う ╂っさ-
きぇくうは. ╁ けゅなくは くぇ ぉけえくう-
すっ ょっえしすゃうは きっあょせ くっゅけ う 

╉ぇくすぇさうは しっ しないょぇゃぇ ぉかういおぇ 
ょさせあぉぇ. 
╄ゅけさけゃ せつぇしすゃぇか ゃなゃ ゃしうつ-

おう しさぇあっくうは ょけ おさぇは くぇ ゃけえ-
くぇすぇ. ‶さう きくけゅけ しかけあくぇ う 
けこぇしくぇ けぉしすぇくけゃおぇ, し さうしお いぇ 
あうゃけすぇ しう, すけえ せしこはか ょぇ ゃょう-

ゅくっ ゃなゃ ゃないょせたぇ こっす くっきしおう 
ってっかけくぇ. ╁ こさけゃっあょぇくうすっ 
ぇおちうう かうつくけ こかっくうか 28 くっき-
しおう けそうちっさう. 〈けえ うきぇ 113 
こぇさぇてせすくう しおけおぇ ゃ すうかぇ くぇ 
くっきちうすっ. 〈さう こなすう っ ぉうか さぇ-

╆ぇこけつくぇ こけっすぇこくけすけ ゃなゃっあ-
ょぇくっ くぇ くけゃうは きけょせか, つさっい 

おけえすけ けすこぇょぇ す. くぇさ. „すさぇくしこけさす-
くけ ゃさっきっ” いぇ ゃしうつおう さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう くぇ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇ しすぇさすぇ くぇ きけょせかぇ, おけえすけ っ 

つぇしす けす しうしすっきぇすぇ いぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは う っそっおすうゃくけ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
すさせょぇ /¨╄〈/, ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” しなけぉとう ゃ  こさっょたけょくうは 
しう ぉさけえ. 
[ぇいさぇぉけすおぇすぇ っ ょっかけ くぇ ょうさっお-

ちうは „〉こさぇゃかっくうっ くぇ こさけちっしうすっ” 
おなき „┿さしっくぇか” し ょうさっおすけさ ╈けさょぇく 
╈けさょぇくけゃ. 
′けゃけゃなゃっょっくうっすけ しこっしすはゃぇ 20 

きうくせすう くぇ ゃしっおう さぇぉけすっと ゃ „┿さ-
しっくぇか” う こさぇおすうつっしおう とっ けすつうすぇ 
さっぇかくけすけ ゃさっきっ くぇ くっゅけゃけすけ こさっ-
ぉうゃぇゃぇくっ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 〈け っ ょっかけ 

„]ゃっすなす くぇ こさうおぇいおうすっ“ - すぇおぇ けいぇゅかぇゃうたぇ こさけかっすくうは しう 
こさぇいくうお ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ 『╃╂ „╀せさぇすうくけ“ こさう „┿さしっくぇか“. 
] くっゅけ ぉはたぇ いぇさぇょゃぇくう さけょうすっかう う さぇぉけすっとう ゃなゃ そうさきぇすぇ.

くぇ ょゃぇ っおうこぇ おなき ょうさっおちうはすぇ, さなおけゃけょっくぇ けす ╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ: くぇ っおうこぇ けす けすょっか „╇く-
そけさきぇちうけくくけ けぉしかせあゃぇくっ” し さなおけゃけょうすっか  きぇゅ. ╉けきこのすなさくう すったくけかけゅうう [せきっく ╋けしおけゃ う くぇ 
っおうこぇ くぇ くぇこさぇゃかっくうっ „╇くそけさきぇちうけくくう すったくけかけゅうう” し さなおけゃけょうすっか うくあ. ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ. 
╃ゃぇすぇ おけかっおすうゃぇ しぇ さぇぉけすうかう こけ くけゃうは きけょせか ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 7 きっしっちぇ う けす くぇつぇかけすけ 

くぇ きぇえ こけっすぇこくけ しぇ いぇこけつくぇかう ゃなゃっあょぇくっすけ きせ こけ いぇゃけょう. ‶なさゃう ゃ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ くけゃうは 
くぇつうく くぇ けすつうすぇくっ くぇ ゃさっきっすけ ゃ „┿さしっくぇか” しぇ いぇゃけょうすっ 0, 1 う 5, ぇ こけしかっょくう とっ しぇ しかせあう-
すっかうすっ けす ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは. 
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くはゃぇく. ]かっょ けいょさぇゃはゃぇくっすけ 
しう くぇくけゃけ しっ ゃさなとぇか くぇ ぉけえ-
くぇすぇ かうくうは. 
╀うすおぇすぇ いぇ ╀っさかうく. ‶さっい 

ぇこさうか 1945 ゅ. 』っさゃっくぇすぇ ぇさ-

きうは こかなすくけ しっ ょけぉかうあうかぇ ょけ 
╀っさかうく. ╂っさきぇくしおぇすぇ ぇさきうは 
けすぉさぇくはゃぇかぇ こけしかっょくうすっ しう 
けこけさくう こせくおすけゃっ – ぉさっゅけゃっすっ 

くぇ さっおうすっ ̈ ょっさ う ′うしぇ, ぇ ╀っさ-
かうく ぉうか こさっゃなさくぇす ゃ きけとっく 
せおさっこっく こせくおす, こけょゅけすゃっく いぇ 
ゃけょっくっすけ くぇ せかうつくう ぉけっゃっ. 
¨おけかけ ╀っさかうく ぉうかう けぉさぇいせ-
ゃぇくう すさう けすぉさぇくうすっかくう こさなし-
すっくぇ, けぉけさせょゃぇくう ぉうかう くぇょ 

400 あっかっいけぉっすけくくう せおさっこっくう 
こせくおすぇ し ゅぇさくういけくう ょけ 1000 
ょせてう. ╁ ぉうすおぇすぇ いぇ ╀っさかうく 
』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは たゃなさかうかぇ 
くぇょ 1 900 000 ょせてう, ぇ おぇすけ 
こけきけとくう ゃけえしおう せつぇしすゃぇかう 

しなっょうくっくうは けす 155 900 こけ-
かはちう.
╆くぇきっすけ くぇ ‶けぉっょぇすぇ. ╁ 

ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ ╀っさかうく 
ぉけっゃっすっ しっ ゃけょっかう けす すさっすぇ 

せょぇさくぇ ぇさきうは. ╆ぇ ゃしはおぇ けす 
くっえくうすっ ょっゃっす ょうゃういうう こさう 
くぇゃかういぇくっすけ ゃ ╀っさかうく こさう 
こけかっゃう せしかけゃうは ぉうかう こけょゅけす-
ゃっくう ょっゃっす  つっさゃっくう いくぇきっくぇ 
し こっすけかなつくぇ いゃっいょぇ う しなさこ う 
つせお. 〈っ ぉうかう さぇいょぇょっくう くぇ 
ゃしはおぇ けす ょうゃういううすっ し ちっか - 
おけえすけ しすうゅくっ こさなゃ, ょぇ こけしすぇ-
ゃう すけいう しうきゃけか くぇ こけぉっょぇすぇ 
くぇ こぇさかぇきっくすぇ. 〈ぇいう うしすけ-
さうつっしおぇ ゃないきけあくけしす うきぇかぇ 
150-すぇ しすさっかおけゃぇ ょうゃういうは. 
╁なさたせ ゃしはおけ いくぇきっ, くぇ こかぇすぇ 
ょけ ょなさゃっくぇすぇ ょさなあおぇ, うきぇかけ 
くけきっさ. ′ぇ 30 ぇこさうか 1945 ゅけ-
ょうくぇ そかぇゅ し くけきっさ 5 こけかせつぇ-
ゃぇ 150-すぇ しすさっかおけゃぇ ょうゃういうは.                                                                      
╋うたぇうか ╄ゅけさけゃ, きかぇょてう 

しっさあぇくす ╋っかうすけく ╉ぇくすぇさうは 
う いぇきっしすくうお-おけきぇくょうさなす くぇ 
ぉぇすぇかぬけくぇ こけ こけかうすうつっしおぇすぇ 
つぇしす かっえすっくぇくす ┿かっおしっえ ╀っ-
さっしす こけかせつぇゃぇす いぇこけゃっょ ょぇ 
ういょうゅくぇす 』っさゃっくけすけ いくぇきっ 
くぇょ さぇえたしすぇゅぇ. ╃け しゅさぇょぇすぇ 
けしすぇゃぇかう 80-100 きっすさぇ.
‶さっゃいっきぇくっすけ くぇ [ぇえ-

たしすぇゅぇ. ╀うすおぇすぇ いぇ さぇえたしすぇ-
ゅぇ ぉうかぇ おさなゃけこさけかうすくぇ, ぉけ-
っゃっすっ しっ ゃけょうかう ぉせおゃぇかくけ 
いぇ ゃしっおう きっすなさ. 〈ぇき しっ ぉうかう 
せおさっこうかう 1650 くっきちう - ゅけ-
かはきぇ つぇしす くっきしおう ゃけえくうちう, 
こけゃっつっすけ けす おけうすけ っかうすくう ]] 
ぉけえちう, おけうすけ しっ けすぉさぇくはゃぇかう 
けあっしすけつっくけ. [せしおうすっ ゃけえくう-
ちう しっ しさぇあぇゃぇかう いぇ ゃしっおう 
っすぇあ, いぇ ゃしはおぇ しすぇは う っすぇあくぇ 
こかけとぇょおぇ. 
╁ 21 つ. 30 きうく. 』っさゃっくけすけ 

いくぇきっ っ こけしすぇゃっくけ けす ╄ゅけさけゃ 
う ╉ぇくすぇさうは くぇ ゃすけさうは っすぇあ, 
ぇ おけゅぇすけ こけょさぇいょっかっくうはすぇ くぇ 
′っせしすさけっゃ う ╃ぇゃうょけゃ せしこっ-
かう „ょぇ ういつうしすはす” くぇえ-ゅけさくうすっ 
っすぇあう くぇ いょぇくうっすけ, いくぇきっ-

╋うたぇうか ┿かっおしっっゃうつ ╄ゅけさけゃ っ しっさあぇくす けす 』っさゃっくぇすぇ 
ぇさきうは, さぇいせいくぇゃぇつ, ╂っさけえ くぇ ]なゃっすしおうは しなのい, くけしう-
すっか くぇ けさょっく „╊っくうく” う きっょぇか „╆かぇすくぇ いゃっいょぇ”.
′ぇ 30 ぇこさうか 1945 ゅ., いぇっょくけ し きかぇょてう しっさあぇくす ╋っ-
かうすけく ╉ぇくすぇさうは, ういょうゅぇ ╆くぇきっすけ くぇ ‶けぉっょぇすぇ くぇょ 
[ぇえたしすぇゅぇ こけ ゃさっきっ くぇ ぉうすおぇすぇ いぇ ╀っさかうく ゃなゃ ╁っかう-
おぇすぇ ¨すっつっしすゃっくぇ ゃけえくぇ.

„′ぇてっ ょっかけ こさぇゃけっ. 
‶けぉっょぇ ぉせょっす いぇ 
くぇきう!” – すけゃぇ しぇ きけ-
すうゃうさぇとうすっ ょけ ぉっい-
ゅさぇくうつくけしす ょせきう いぇ 
ゃしっおう させしおう けそうちっさ 
う ゃけえくうお こけ ゃさっきっ 
くぇ ╁っかうおぇすぇ ¨すっつっし-
すゃっくぇ ゃけえくぇ.
╁なゃ ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃ-
くぇ ゃけえくぇ せつぇしすゃぇす 
61 ょなさあぇゃう. ¨ぉとけ 
61 きうかうけくぇ しぇ あっさす-
ゃうすっ くぇ ゃけえくぇすぇ – 
くぇょ 16 きうかうけくぇ ゃけ-
っくくけしかせあっとう う くぇょ 
45 きうかうけくぇ ちうゃうか-
くう ゅさぇあょぇくう. ′ぇょ 
80 きうかうけくぇ ょせてう しぇ 
さぇくっくう う けしぇおぇすっくう. 
[ぇいさせてっくぇ っ 70% けす 
うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ ゃ 
╄ゃさけこぇ. [ぇいさせてっくう 
しぇ たうかはょう ゅさぇょけゃっ 
う しっかぇ, こぇきっすくうちう 
くぇ おせかすせさぇすぇ, ちっく-
くけしすう くぇ つけゃっておうは 
ょせた, こさけういゃっょっくうは 
くぇ つけゃっておうは ゅっくうえ.
╁なゃ ╁っかうおぇすぇ ¨すっ-
つっしすゃっくぇ せつぇしすゃぇす 
34 476 700  しなゃっすしおう 

ゃけっくくけしかせあっとう, 26 600 000 しぇ いぇゅうくぇかうすっ う ういつっいくぇ-
かうすっ. ╁ [せしうは しぇ さぇいさせてっくう 1710 ゅさぇょぇ, こけゃっつっ けす 70 
たうかはょう しっかぇ, 32 たうかはょう そぇぉさうおう う いぇゃけょう, 98 たうかはょう 
おけかたけいぇ.
′ぇ 9 きぇえ 1945 ゅ. っ こけょこうしぇく うしすけさうつっしおうはす ぇおす いぇ ぉっい-
せしかけゃくぇすぇ おぇこうすせかぇちうは くぇ ╂っさきぇくうは. ] くっゅけ しっ しかぇゅぇ 
おさぇえ ゃけえくぇすぇ, ょけくっしかぇ けゅさけきくう いぇゅせぉう いぇ つけゃっつっしすゃけすけ.

すけ っ いぇぉうすけ くぇ おせこけかぇ きせ. ‶け 
けそうちうぇかくぇ ゃっさしうは – こけしすぇゃは 
ゅけ しなゃっすしおうはす ゃけえくうお ╋うたぇうか 
╄ゅけさけゃ. ╆くぇきっすけ けそうちうぇかくけ っ 
けぉはゃっくけ いぇ ╆くぇきっ くぇ ‶けぉっょぇすぇ.
[ぇいおぇい けす こなさゃけ かうちっ. 

]ぇきうすっ ╄ゅけさけゃ う ╉ぇくすぇさうは 
けこうしゃぇす しなぉうすうっすけ  こさっょ け. 
い. こけかお. ╃けぉさう ╅っかっゃ, ょけお-
すけさ こけ うしすけさうは, こさっい 1962 ゅ., 
おけゅぇすけ すけえ っ すったっく ゃけょぇつ こけ 
ゃさっきっ くぇ こけしっとっくうっすけ うき ゃ 
╀なかゅぇさうは. ╂させこぇすぇ こさけこなかいは-
かぇ おけかおけすけ しっ きけあっ こけ-ぉかういけ 
ょけ “╉さぇかしおうは こかけとぇょ” う こけょ 
こさうおさうすうっすけ くぇ ぇさすうかっさうはすぇ, 
し きけとっく せょぇさ しっ ゃすせさくぇかぇ くぇ-
こさっょ. ╆ぇこけつくぇかう けあっしすけつっくう 
ぉけっゃっ. ′ぇゃしはおなょっ けす こさけいけさ-
ちうすっ しすさっかはかう くっきしおう しくぇえ-
こっさうしすう. ¨す 51 ょせてう ょけ しゅさぇ-
ょぇすぇ せしこっかう ょぇ しっ こさうぉかうあぇす 
っょゃぇ 14 ゃけえくうちう, おけうすけ せしこっ-
かう ょぇ いぇゃかぇょっはす ょゃぇ おぇぉうくっすぇ 
くぇ こなさゃうは っすぇあ ゃ ちっくすさぇかくぇ-
すぇ しゅさぇょぇ. 〈ぇき さぇいゃっかう いくぇきっ-
すけ こさっい こさけいけさちうすっ. ′け ぉうかけ 
すゃなさょっ くうしおけ う しなゃっすしおうすっ 
つぇしすう くっ ゅう いぇぉっかはいぇかう. ‶けし-
かっょゃぇかう くけゃう したゃぇすおう. ╀けえ-
ちうすっ せしこっかう ょぇ けゃかぇょっはす ょゃぇ 
おぇぉうくっすぇ う くぇ ゃすけさうは っすぇあ. 
¨すくけゃけ さぇいゃっかう いくぇきっすけ. 
]っゅぇ ゃっつっ ぉうかう いぇぉっかはいぇくう. 
┿さすうかっさうはすぇ いぇしうかうかぇ けゅなくは. 
′ぇ こけきけと ょけてかう ぉぇすぇかぬけくうすっ 
くぇ おぇこうすぇくうすっ 
′っせしすさけっゃ う 
╃ぇゃうょけゃ. 
╀ぇすぇかぬけくなす 

くぇ おぇこうすぇく 
]ぇきしけくけゃ せし-
こはか ょぇ しっ ゃきな-
おくっ けす ょはしくぇ-
すぇ しすさぇくぇ くぇ 
しゅさぇょぇすぇ. ╀けはす 
しすぇゃぇか ゃしっ こけ-
おなさゃぇゃ. ╄すぇあ 
こけ っすぇあ ぉけえ-
ちうすっ くぇこさっょ-
ゃぇかう おなき こけ-
おさうゃぇ. ╉けゅぇすけ 
しっ ういおぇつうかう 
くぇ こけおさうゃぇ, 
こ け し か っ ょ ゃ ぇ か ぇ 
ゅさぇょせておぇ けす 
きうくう, しくぇさは-
ょう う おせさてせきう. 
╃ぇ しっ しかけあう 
いくぇきっすけ くぇ 
おせこけかぇ ぉうかけ 
くっゃないきけあくけ. 
╆ぇすけゃぇ ゅけ いぇ-
ゃなさいぇかう くぇ 
こさけすっゅくぇすぇすぇ 
さなおぇ くぇ ╀さけく-
いけゃうは おけくくうお. 
′っきしおぇ いっ-
くうすくぇ ぉぇすぇさっは, こけ っょくぇ しかせ-
つぇえくけしす けちっかはかぇ けす けゅなくは くぇ 
しなゃっすしおぇすぇ ぇさすうかっさうは, いぇこけ-
つくぇかぇ ょぇ けぉしすさっかゃぇ いくぇきっすけ. 
╄ゅけさけゃ う ╉ぇくすぇさうは いぇかっゅくぇかう 
こけょ しすぇすせはすぇ. ‶なさゃうはす しくぇさはょ 
ぉうか ぉさけくっぉけっく. 〈けえ せかせつうか 
おけくくうおぇ, きうくぇか こさっい くっゅけ, 
ぉっい ょぇ しっ ゃいさうゃう. ′け っょうく けす 
しかっょゃぇとうすっ しくぇさはょう せしこはか 
ょぇ せかせつう さなおぇすぇ くぇ おけくくうおぇ 
う ょぇ しゃぇかう いくぇきっすけ. ╃ゃぇきぇすぇ 
ぉけえちう, しおさうすう ょけ おけくくうおぇ, 
ういつぇおぇかう ょぇ しっ しすなきくう, ういおぇ-
つうかう しっ くぇ おせこけかぇ, いぇゃなさいぇかう 
いょさぇゃけ つっさゃっくけすけ いくぇきっ う ゅけ 
けしすぇゃうかう ょぇ しっ ゃっっ.  ′ぇ しかっょ-

ゃぇとうは ょっく, 1 きぇえ, たうすかっさうしす-
おうすっ つぇしすう しっ こさっょぇかう, さぇえ-
たしすぇゅなす ぉうか ういちはかけ ゃ さなちっすっ 
くぇ させしおうすっ ゃけえくうちう.
‶さういくぇすっかくけしす いぇさぇょう 

こけょゃうゅぇ. ╆ぇ ういゃなさてっくうは 
こけょゃうゅ し 〉おぇい くぇ ‶さっいうょうせきぇ 
くぇ ╁なさたけゃくうは しなゃっす くぇ ]]][  
わ 6972 けす 8 きぇえ 1946 ゅけょうくぇ 
╋うたぇうか ┿かっおしっっゃうつ ╄ゅけさけゃ っ 
せょけしすけっく しなし いゃぇくうっすけ „╂っさけえ 
くぇ ]なゃっすしおうは しなのい”, ゃさなつっく 
きせ っ けさょっく „╊っくうく”  う きっょぇか 
„╆かぇすくぇ ╆ゃっいょぇ”. ‶け-おなしくけ 
╄ゅけさけゃ っ くぇゅさぇあょぇゃぇく くっおけか-
おけおさぇすくけ: し けさょっくう „』っさゃっくけ 
いくぇきっ“, „¨すっつっしすゃっくぇ ゃけえくぇ“ 
2-さぇ しすっこっく, „』っさゃっくぇ いゃっい-
ょぇ“, „]かぇゃぇ“ 3-すぇ しすっこっく, きっ-
ょぇかう, つせあょっしすさぇくくう けさょっくう. 
╇いぉうさぇす ゅけ いぇ ‶けつっすっく ゅさぇあ-
ょぇくうく くぇ ]きけかっくしお う ╀っさかうく.
]かっょ ゃけえくぇすぇ. ╃け 1947 

ゅけょうくぇ ╋うたぇうか ╄ゅけさけゃ こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ しかせあう ゃ ぇさきうはすぇ. 
╆ぇゃなさてゃぇ こぇさすうえくぇ ておけかぇ 
ゃ ゅさぇょ ]きけかっくしお. [ぇぉけすう ゃ 
[せょくはくcおうは おけくしっさゃっく おけき-
ぉうくぇす. ╅うゃっっ ゃなゃ ゃないしすぇくけ-
ゃっくうは  ゅさぇょ [せょくは, おけえすけ こけ 
ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇすぇ こっす こなすう っ 
こけこぇょぇか ゃ さなちっすっ くぇ くっきちうすっ 
う ぉうか さぇいさせてっく ょけ けしくけゃう.
′ぇ 52 ゅけょうくう – くぇ 20 のくう 

1975 ゅ. いぇゅうゃぇ こさう ぇゃすけきけ-
ぉうかくぇ おぇすぇしすさけそぇ. ‶けゅさっ-

ぉぇく っ ゃ ]きけかっくしお. ╇きっすけ くぇ 
╋うたぇうか ╄ゅけさけゃ  くけしはす せかうちぇ 
ゃ ]きけかっくしお う せかうちぇ ゃ しっかけ 
╋ぇくぇしすうさとうくぇ, ]きけかっくしおぇ 
けぉかぇしす. ′ぇ そぇしぇょうすっ くぇ おけき-
ぉうくぇすぇ ゃ ゅさ. [せょくは う くぇ ょけきぇ 
きせ, おなょっすけ っ あうゃはか ゅっさけはす, しぇ 
こけしすぇゃっくう こぇきっすくう こかけつう. 
╆くぇきっすけ くぇ ‶けぉっょぇすぇ 

ょくっし. ╃くっし いくぇきっすけ, おけっ-
すけ しかっょ さぇいゃはゃぇくっすけ きせ くぇょ 
[ぇえたしすぇゅぇ ゃ ╀っさかうく しっ くぇさう-
つぇ „╆くぇきっ くぇ ‶けぉっょぇすぇ“, しっ 
しなたさぇくはゃぇ おぇすけ しゃっとっくぇ さっ-
かうおゃぇ ゃ 『っくすさぇかくうは きせいっえ くぇ 
╁なけさなあっくうすっ しうかう くぇ [せしうは.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

Берлин, Знамето на 
Победата над Райхстага   

Участниците в щурма на Райхстага (от ляво на дясно):
К. Я. Самсонов, М. В. Кантария, М. А. Егоров, И. Я. Сянов,

С. А. Неустроев до Знамето на Победата. Май 1945 г.

ぉうすうっ ゃ ゅさぇょぇ, けとっ こけゃっつっ, 
つっ こけ こさっしすうあ すけいう おけくおせさし 
しっ さぇゃくはゃぇ くぇ おけくおせさしぇ いぇ 

ういぉけさ くぇ ╋うし ╀なかゅぇさうは. ′っ っ 
しかせつぇっく う そぇおすなす, つっ うきっくくけ 
けす おぇいぇくかなておう おけくおせさしう しぇ 
ういかっいかう っょくう けす くぇえ-すなさしっ-
くうすっ う たぇさっしゃぇくう ぉなかゅぇさしおう 
おさぇしぇゃうちう. ‶さっょう 3 ゅけょうくう 
うきっくくけ おぇいぇくかなておけ きけきうつっ, 
しすうゅくぇかけ ょけ こけょゅかぇしくうつおぇ 
くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ う しこっつっかうかけ 
すうすかぇすぇ 『ぇさうちぇ くぇ ╃けかうくぇ-
すぇ くぇ さけいうすっ – ╁ぇくは ‶っくっゃぇ, 
しすぇくぇ ╋うし  ╀なかゅぇさうは.
20 しぇ こさっすっくょっくすおうすっ いぇ おけ-

さけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, おけう-
すけ すぇいう ゃっつっさ とっ ょっそうかうさぇす 

ゃ すさう さぇいかうつくう すせさぇ ゃ ぉかう-
いけ 2-つぇしけゃけ てけせ, ういかなつゃぇくけ  
くぇ あうゃけ けす ╃╉ „┿さしっくぇか” けす 

うくすっさくっす こけさすぇかぇ kazanlak.
com. ]さっょ こさっすっくょっくすおうすっ 
しぇ う 5 きけきうつっすぇ 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, 
いぇ おけうすけ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
こうしぇ ゃ こさっょうてくうは しう 78 
ぉさけえ.
╆ぇ こなさゃう こなす おけくおせさしなす とっ 

しっ ういかなつゃぇ う くぇ ゃうょっけ しすっくぇ-
すぇ こさっょ ╃╉ „┿さしっくぇか”, おなょっすけ 
くぇえ-こけょさぇくうかうすっ いさうすっかう とっ 
きけゅぇす ょぇ しう くぇきっさはす う きっしすぇ.


