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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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Ⱥɤɰɟɧɬɢ
╇かてかちあせけ: 『あおさそ 》あちあのさかうそう,

╅く つひす たそつしかおせけみて すそにけさあせ

〉そうけみて [【╉
せあ „╅ちつかせaし“ ╅╉

„╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ”
¨せてかちうま つ 》かてひち ╇かさそう 

》けかす たそ 70 しけてちあ いけちあ えそおけのせそ
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╇きっ:

╋うさけしかぇゃ 》さうしすけゃ ╇ゃぇくけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 1

╃かなあくけしす:

¨こっさぇすけさ くぇ ╋╋ し 『‶〉

╂けょうくう:

╆けょうは: [うぉう

》けぉう: 《うすくっし
¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけ
すうて ゃ „┿さしっくぇか“?
1 ゅ. 
╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ 
あうゃけすぇ?
[ぇいつうすぇき くぇ しっぉっ しう

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 2

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4╆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: 7 24 55

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

ǲǨǳǭǵǬǨǸ
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

05 ぇゃゅせしす – 140 ゅ. けす こなさゃうは ぉさけえ くぇ ゃ. „╃せきぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
っきうゅさぇくすう”.
06 ぇゃゅせしす -  130 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ┿かっおしぇくょなさ 《かっきうくゅ – てけす-
かぇくょしおう ぉぇおすっさうけかけゅ, けすおさうゃぇすっか くぇ こっくうちうかうくぇ; 50 ゅ. けす おけしきう-
つっしおうは こけかっす くぇ ╂っさきぇく 〈うすけゃ - こなさゃうはす つけゃっお, こさっおぇさぇか ゃ ╉けしきけ-
しぇ こけゃっつっ けす っょくけ ょっくけくけとうっ.
07 ぇゃゅせしす – ′ぇ 75 ゅ. しすぇゃぇ ]すっそぇく 『ぇくっゃ /“]こぇしっすっ くぇてうすっ ょせてう”, 
“‶うさ こけ ゃさっきっ くぇ ょっきけおさぇちうは”/; 30 ゅ. けす ういしすさっかゃぇくっすけ くぇ “╇く-
すっさおけしきけし-╀なかゅぇさうは-1300” し ぉなかゅぇさしおぇ くぇせつくぇ ぇこぇさぇすせさぇ; 135 ゅ. 
けす さけあょっくうっすけ くぇ たけかぇくょしおぇすぇ すぇくちぬけさおぇ う てこうけくおぇ ╋ぇすぇ 》ぇさう.
08 ぇゃゅせしす - ]ゃ. ╄きうかうぇく ╇いこけゃっょくうお - うきっくくうちう: ╄きうか, ╄きうかうは; 
1843 -  ゃ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく  ょ-さ 》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう – かっおぇさ-ぇくぇ-
すけき う けぉとっしすゃっく ょっっち, けぉはゃっく いぇ こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお 
こさっい 1929 ゅ.
09 ぇゃゅせしす – 235 ゅ. けす さけあょ. くぇ ┿きぇょっけ ┿ゃけゅぇょさけ – うすぇかうぇくしおう 
せつっく, けすおさうか いぇおけく, おけえすけ ゅかぇしう, つっ ゃ さぇゃくう けぉっきう けす さぇいかうつくう 
ゅぇいけゃっ, こさう っょくぇおゃぇ すっきこっさぇすせさぇ う くぇかはゅぇくっ しっ しなょなさあぇす っょくぇおなゃ 
ぉさけえ きけかっおせかう.
10 ぇゃゅせしす – 1915 - こけしすぇゃっくけ っ くぇつぇかけすけ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ しぇきけ-
かっすけしすさけっくっ – けす かっすうとっ „╀けあせさうとっ” ういかうすぇ こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう 
しぇきけかっす, ういさぇぉけすっく けす ┿しっく ╈けさょぇくけゃ, っょうく けす しないょぇすっかうすっ くぇ 
ゅさぇあょぇくしおぇすぇ ぇゃうぇちうは くぇ ]┿】 う こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ′の ╈けさお 
う ╁ぇてうくゅすけく, いぇこうしぇく ゃ ╆かぇすくぇすぇ おくうゅぇ くぇ ┿きっさうおぇ.
11 ぇゃゅせしす – 25 ゅ. けす しき. くぇ ゅけかっきうは ぉなかゅぇさしおう ぇさすうしす, さけょっく ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, ╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ; 815 ゅ. けす せぉうえしすゃけすけ くぇ ちぇさ ┿しっく ゃ 
さっいせかすぇす くぇ いぇゅけゃけさ, けさゅぇくういうさぇく けす ╇ゃぇくおけ. 1877 - さってうすっかくうはす 
ょっく けす けすぉさぇくぇすぇ くぇ 【うこおぇ. ╁なさたなす っ しこぇしっく し ちっくぇすぇ くぇ いぇゅうくぇかう 
3100 させしおう ゃけえくうちう う けそうちっさう う 535 ぉなかゅぇさしおう けこなかつっくちう, いぇゅせ-
ぉうすっ くぇ すせさしおぇすぇ ぇさきうは しぇ  くぇょ 8200 ょせてう; 1984 – ¨すおさうす っ ╁ぇさ-
くっくしおうはす ょっかそうくぇさうせき - し 1134 きっしすぇ; 15 ゅ. けす しき. くぇ こさけさけつうちぇすぇ 
╁ぇくゅっかうは ╂せとっさけゃぇ – ╀ぇぉぇ ╁ぇくゅぇ.
12 ぇゃゅせしす - 160 ゅ. けす  こぇすっくすけゃぇくっすけ くぇ てっゃくぇすぇ きぇてうくぇ けす ぇきっ-
さうおぇくっちぇ  ┿えいなお ]うくゅっさ - きぇてうくぇすぇ しっ いぇょゃうあゃぇ し こっょぇか, けしゃけ-
ぉけあょぇゃぇと う ょゃっすっ さなちっ くぇ てうゃぇつぇ.
13 ぇゃゅせしす - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ かっゃけさなおうすっ たけさぇ, ゃしっおう てっしすう 
つけゃっお ゃ しゃっすぇ っ かっゃうつぇさ. ]さっょ すはた しぇ ぉうゃてう う くぇしすけはとう いくぇきっくう-
すけしすう: ╋ぇさお 〈ゃっく, 』ぇさかう 』ぇこかうく, ′ぇこけかっけく, [けおそっかっさ, ╋っさうかうく 
╋けくさけ, ╉うぇくせ [うえゃし, ′のすけく, ┿えくとぇえく, [うくゅけ ]すぇさ, ╀うか ╉かうくすなく, 
╁かぇょうきうさ ‶せすうく; 185 ゅ. けす さけあょ. くぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ せつうすっかおぇ 
′っょっかは ‶っすおけゃぇ - ╀ぇぉぇ ′っょっかは, さけょっくぇ ゃ ]けこけす; くぇ 65 しすぇゃぇ ╋うたぇ-
うか ╀っかつっゃ; 65 ゅ. けす しき. くぇ 》なさぉなさす  〉っかし - ぇくゅかうえしおう こうしぇすっか /“╋ぇ-
てうくぇ くぇ ゃさっきっすけ”, “╁けえくぇ くぇ しゃっすけゃっすっ”/; くぇ 85 しすぇゃぇ おせぉうくしおうはす 
こけかうすうお う ょなさあぇゃくうお 《うょっか ╉ぇしすさけ.
14 ぇゃゅせしす – 55 ゅ. けす しき. くぇ ╀っさすけかす ╀さったす - ゅっさきぇくしおう ょさぇきぇすせさゅ 
/“╋ぇえおぇ ╉せさぇあ う くっえくうすっ ょっちぇ“, „╃けぉさうはす つけゃっお けす ]っつせぇく”/.
15 ぇゃゅせしす - 〉しこっくうっ ╀けゅけさけょうつくけ - うきっくくうちう: ╋ぇさうは – けす っゃさっえ-
しおう けいくぇつぇゃぇ „しうかくぇ, こけしすけはくくぇ”, ╋ぇさうぇくぇ, ╋ぇさうっかぇ う ょさ.
16 ぇゃゅせしす - 1979 - ゃ ]けそうは しっ こさけゃっあょぇ こなさゃぇすぇ きっあょせくぇさけょくぇ 
ょっすしおぇ ぇしぇきぉかっは „╆くぇきっ くぇ きうさぇ“; くぇ 53 しすぇゃぇ ╋ぇょけくぇ.
17 ぇゃゅせしす – 1025 ゅ. けす さぇいゅさけきぇ くぇ ゃういぇくすうえちうすっ けす ちぇさ ]ぇきせうか  
こさう 〈さぇはくけゃう ゃさぇすぇ; 115 ゅ. けす くぇつぇかけすけ くぇ „いかぇすくぇすぇ すさっしおぇ” ゃ ╉ぇ-
くぇょぇ, ]うぇすなか しすぇゃぇ ちっくすなさ くぇ 100 たうかはょう いかぇすけすなさしぇつう, ぇ ╁ぇくおせゃ-
なさ う ╄ょきなくすなく せょゃけはゃぇす くぇしっかっくうっすけ しう; こさっょう 240 ゅ. ぇくゅかうえしおうはす 
せつっく ╃あけせいっそ ‶さうしすかう けすおさうゃぇ, つっ さぇしすっくうはすぇ けすょっかはす おうしかけさけょ.
18 ぇゃゅせしす – 1065 ゅ. けす しき. くぇ ]ゃ.╇ゃぇく [うかしおう - こなさゃうはす ぉなかゅぇさ-
しおう けすてっかくうお; ういゃっしすっく かっつうすっか. ╃っく くぇ きうくぬけさぇ. 145 ゅ. けす さけあょ. 
くぇ ┿くゅっか ╉ぇゃかぇおけゃ – せつうすっか う ょうさうゅっくす けす ╉ぇいぇくかなお. ┿さきっくちうすっ 
こさぇいくせゃぇす ╂けかはきぇ ╀けゅけさけょうちぇ, ゃ ╀なかゅぇさうは あうゃっはす けお. 24 たうかはょう 
ぇさきっくちう.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ                                                           
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『っくすなさなす いぇ こさけそっしうけ-
くぇかくけ けぉせつっくうっ おなき „┿さしっ-
くぇか” ┿╃ きけあっ ょぇ ういゃなさてゃぇ 
けぉせつっくうっ くぇ さぇぉけすくうちう けす 
そうさきぇすぇ こけ こさけゅさぇきぇすぇ „┿い 
きけゅぇ こけゃっつっ”, けぉっいこっつっくう し 
ゃぇせつっさう. 
╁ぇせつっさうすっ しぇ いぇ こさうょけぉう-

ゃぇくっ くぇ おかのつけゃう おけきこっすっく-
ちうう, しさっょ おけうすけ しぇ おけきこの-
すなさくうすっ せきっくうは, さぇぉけすぇ しなし 
しこっちうぇかういうさぇく しけそすせっさ いぇ 
しすさせゅけゃう ちっくすさう し ちうそさけ-

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

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

｠《【╊] „╅『』╊〉╅]” – 〉╊』╊╆ぇ『

《‒╊『【╅

╀うさぇすぇ, くぇさうつぇくぇ しなとけ 
こうゃけ, っ くぇえ-ょさっゃくぇすぇ う くぇえ-
おけくしせきうさぇくぇすぇ ぇかおけたけかくぇ 
くぇこうすおぇ ゃ しゃっすぇ う すさっすぇすぇ こけ 
こけこせかはさくけしす くぇこうすおぇ ういけぉ-
とけ - しかっょ ゃけょぇすぇ う つぇは. 
]ぇきうはす ╀っくょあぇきうく 《さぇく-

おかうく – ぇきっさうおぇくしおう けぉとっしす-
ゃっくうお う ういけぉさっすぇすっか, つうえすけ 
かうお っ くぇ 100-ょけかぇさけゃぇすぇ 
ぉぇくおくけすぇ, ゃないおかうおゃぇ: “╀う-
さぇすぇ っ ょけおぇいぇすっかしすゃけ, つっ ╀けゅ 
くう けぉうつぇ う うしおぇ ょぇ ぉなょっき 
とぇしすかうゃう!”
‶うゃけすけ しっ こけはゃはゃぇ ゃ しさっょぇ-

すぇ くぇ 10 たうかはょけかっすうっ こさ. く. 
っ., ぇ こなさゃうすっ ういゃっしすくう たうきう-
つっしおう ょけおぇいぇすっかしすゃぇ いぇ くっゅけ 
ょぇすうさぇす けお. 3000 ゅけょうくう 
こさ.く.っ. [ぇいかうつくう かのぉけこうすくう 
しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ おったかうぉぇさっ-
くぇすぇ すっつくけしす しぇ ょけしすうゅくぇかう 
ょけ くぇし. ╄ょうく てせきっさしおう たうきく, 
くぇこさうきっさ, しかせあっか っょくけゃさっ-
きっくくけ いぇ きけかうすゃぇ う おぇすけ くぇ-
つうく ょぇ しっ いぇこけきくう さっちっこすぇすぇ 
いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ ぉうさぇ. ╁ 
╋っしけこけすぇきうは ゃぇさっくっすけ くぇ 
ぉうさぇ ぉうかけ しさっょ くぇえ-せゃぇあぇ-
ゃぇくうすっ こさけそっしうう, ぇ くぇえ-
ょけぉさうすっ きぇえしすけさう ゃ こさう-
ゅけすゃはくっすけ くぇ こうすうっすけ ぉうかう 
あっくうすっ. ╀うさぇすぇ っ くぇこうすおぇすぇ 
くぇ ゃなさたけゃくぇすぇ ゃかぇしす, おけはすけ 
こけくはおけゅぇ けいくぇつぇゃぇ こうはくしすゃけ. 
‶さっょくぇいくぇつっくぇ ぉうかぇ いぇ ゃけ-
うくしおぇすぇ おかぇしぇ, おぇすけ しうきゃけか 
くぇ くっえくけすけ ぉっいしきなさすうっ. ╆かけ-
せこけすさっぉうかうはす し ゃかぇしすすぇ しう 
ちぇさ しっ ょぇゃっか ゃ ぉなつゃぇ し ぉうさぇ. 
]うきゃけかうおぇすぇ くぇ かっゅっくょぇさくぇ-
すぇ くぇこうすおぇ しっ しゃなさいゃぇ し そっさ-
きっくすぇちうはすぇ, おけはすけ けいくぇつぇゃぇ 
くぇつぇかけ くぇ くはおぇおゃけ さぇいゃうすうっ 
う くぇつぇかけ くぇ ぉっいしきなさすうっすけ.
′っいぇゃうしうきけ けす しなしすぇゃおうすっ 

ゃ くっは - こかけょけゃっ, きっょ, ぉうか-
おう /ょけさう し くぇさおけすうつくけ ゃない-
ょっえしすゃうっ/, きぇかちけゃ っつっきうお, 
こてっくうちぇ, ちぇさっゃうちぇ, けさうい; し 
たきっか うかう ぉっい たきっか; くっいぇゃう-
しうきけ けす ぇかおけたけかくけすけ え しな-
ょなさあぇくうっ /くぇえ-つっしすけ きっあょせ 
4% う 6%/ う けす ちゃっすぇ え – すなき-
くぇ うかう しゃっすかぇ; くっいぇゃうしうきけ 
おなょっ っ こさうゅけすゃっくぇ – ゃ ょけ-
きぇてくう せしかけゃうは /ょけきぇてくけ-
すけ こさけういゃけょしすゃけ ういつっいゃぇ ゃ  
おさぇは くぇ 19 ゃっお いぇさぇょう ょぇくな-

ちうすっ/ うかう ゃ こうゃけゃぇさくぇ; くっ-
いぇゃうしうきけ ょぇかう っ しおなこぇ うかう 
っゃすうくぇ /ゃ ょさっゃくけしすすぇ しすけえ-
くけしすすぇ え ぉうかぇ ぉかういおぇ ょけ すぇいう 
くぇ いかぇすけすけ/, ぉうさぇすぇ っ こけこせ-
かはさくぇ こけ ちはか しゃはす, ぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ え っ ゃぇあっく おかけく くぇ 
こさけきうてかっくけしすすぇ ゃ しゃっすけゃっく 
きぇとぇぉ. ‶さっい 2006 ゅけょうくぇ ゃ 
しゃっすぇ しぇ こさけういゃっょっくう くぇょ 
133 きうかうぇさょぇ かうすさぇ くぇ しすけえ-
くけしす 284,5 きうかうぇさょぇ ょけかぇさぇ. 
╁ きくけゅけ しすさぇくう っあっゅけょくけ しっ 
こさけゃっあょぇす そっしすうゃぇかう くぇ ぉう-
さぇすぇ, っょうく けす くぇえ-ういゃっしすくう-
すっ っ ¨おすけぉっさそっしす. ┿ ゃ くはおけう 
しすさぇくう, きっあょせ おけうすけ う ╀なか-
ゅぇさうは, うきぇ せつさっょっくう ╀うさっくう 
こぇさすうう.
′ぇえ-ゅけかっきうすっ こぇいぇさう くぇ 

ぉうさぇ しぇ ╉うすぇえ, ]┿】, ╂っさきぇ-
くうは, [せしうは う ╀さぇいうかうは. ]な-
のいなす くぇ っゃさけこっえしおうすっ こさけうい-
ゃけょうすっかう くぇ ぉうさぇ こせぉかうおせゃぇ 
こさっい 2006 ゅ. しすぇすうしすうおぇ いぇ 
おけくしせきぇちうはすぇ くぇ ぉうさぇ くぇ 
ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ ゃ しすさぇ-
くうすっ けす ╄ゃさけこぇ, けす おけはすけ しすぇ-

ゃぇ はしくけ, つっ しすさぇくぇすぇ し くぇえ-
ゃうしけおぇ せこけすさっぉぇ くぇ すけいう ゃうょ 
ぇかおけたけか っ 』ったうは - 161,2 か くぇ 
ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ, しかっょ-
ゃぇくぇ けす ╂っさきぇくうは, ┿ゃしすさうは, 
╇さかぇくょうは, ╁っかうおけぉさうすぇくうは, 
╀っかゅうは. ╀なかゅぇさうは しっ  くぇさっあ-
ょぇ くぇ しさっょくぇ こけいうちうは, しかっょ 
《さぇくちうは, ‶けさすせゅぇかうは う ╇すぇ-
かうは. ′ぇょ 70 かうすさぇ ぉうさぇ ゅけ-
ょうてくけ こうっ ゃしっおう ぉなかゅぇさうく - 
しこけさっょ しすぇすうしすうおぇ くぇ ]なのいぇ 
くぇ こうゃけゃぇさうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは.
╊っゅっくょう しっ くけしはす いぇ いょさぇ-

ゃけしかけゃくうは っそっおす けす ぉうさぇ-

すぇ. ]こけさっょ ういしかっょけゃぇすっかう 
– くっえくぇすぇ けしくけゃくぇ ぇおすうゃくぇ 
しなしすぇゃおぇ っ ぇかおけたけかなす, すぇおぇ 
つっ いょさぇゃくうすっ っそっおすう けす ぇか-
おけたけかぇ こけ こさうくちうこ しっ けすくぇ-
しはす う いぇ ぉうさぇすぇ. ╃けおぇいぇくけ 
っ, つっ せきっさっくぇすぇ せこけすさっぉぇ 
くぇ ぇかおけたけか, ゃおか. ぉうさぇ, くぇ-
きぇかはゃぇ さうしおぇ けす しなさょっつくう 
いぇぉけかはゃぇくうは. ‶さっい 2005 ゅ. 
はこけくしおう せつっくう けすおさうゃぇす, つっ 
くうしおけぇかおけたけかくぇすぇ ぉうさぇ うきぇ 
しうかくけ こさけすうゃけさぇおけゃけ ゃない-
ょっえしすゃうっ. ╀うさっくぇすぇ きぇは っ 
ういゃっしすくぇ おぇすけ ぉけゅぇす ういすけつ-
くうお くぇ きうくっさぇかう う B-ゃうすぇ-
きうくう. ‶けさぇょう すぇいう こさうつうくぇ 
ぉうさぇすぇ っ くぇさうつぇくぇ „すっつっく 
たかはぉ“. 》きっかなす, けしゃっく つっ っ 
けしくけゃっく けゃおせしうすっか, こさうょぇ-
ゃぇと こさうはすくぇ ゅけさつうゃうくぇ くぇ 
くぇこうすおぇすぇ,  うきぇ う ぇくすうぉうけ-
すうつっく っそっおす /ぇくすうぉうけすうちうすっ 
しぇ こけいくぇすう くぇ たけさぇすぇ ゃっつっ 
くぇょ 1700 ゅけょうくう/. ╀ぇおすっさうは 
ゃ いなさくけすけ, けす おけっすけ ゃ ╃さっ-
ゃっく ╄ゅうこっす しぇ こさけういゃっあょぇ-
かう ぉうさぇ, しっ こさっゃさなとぇかぇ ゃ 
すっすさぇちうおかうく, ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ おけえすけ っゅうこすはくうすっ しっ ぉけ-
さっかう し うくそっおちううすっ. ╇しこぇく-
しおう せつっくう こなお こさうぉぇゃはす けとっ 
っょうく こかのし. 〈っ ょけおぇいぇかう, つっ 
かのぉうきぇすぇ くぇこうすおぇ くぇ きう-
かうけくう たけさぇ こけ しゃっすぇ こさっょ-
こぇいゃぇ けす けしすっけこけさけいぇ つさっい 
ゃうしけおけすけ くうゃけ くぇ しうかうちうえ ゃ 
くっは – すけえ いぇぉぇゃは ういすなくはゃぇ-
くっすけ くぇ おけしすうすっ.
╁なこさっおう ゃしうつおけ すけゃぇ, けぉぇ-

つっ, いかけせこけすさっぉぇすぇ し ぇかおけ-
たけか, ゃおか. う し ぉうさぇ, きけあっ ょぇ 
ょけゃっょっ ょけ さぇいかうつくう いぇぉけかは-
ゃぇくうは, しさっょ おけうすけ ぇかおけたけかう-
いなき う ちうさけいぇ. ‶さけしすけ „っょくぇ 
ぉうさぇ けすゃさっきっ-くぇゃさっきっ” くっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっゃさなとぇ ゃ 
„きくけゅけ ぉうさう ゃしはおぇ ゃっつっさ”.
‶なかくっっ かう しっ けす ぉうさぇすぇ? 

‶けいくぇゃぇつうすっ すゃなさょはす, つっ 
すけゃぇ っ つうしすぇ いぇぉかせょぇ. ]こけ-
さっょ すはた ぉうさぇすぇ しなょなさあぇ 
けおけかけ 100 おぇかけさうう いぇ つぇてぇ 
/ょうっすうつくぇ ぉうさぇ/ ょけ 200 おぇ-
かけさうう いぇ つぇてぇ. ╇ こさぇゃはす 
しさぇゃくっくうっ: こさう 10-きうくせすくけ 
たけょっくっ しなし しおけさけしす 4 おき/つ 
しっ ういゅぇさはす 40 おぇかけさうう, すけ-
っしす - 50-すうくぇ きうくせすう しかっょ 
つぇてぇ ぉうさぇ しぇ ょけしすぇすなつくう, いぇ 

ょぇ ういゅけさはす おぇかけさううすっ え.
′っこけゃすけさうきぇすぇ くぇこうすおぇ くぇ 

かはすけすけ うきぇ しこっちうぇかっく こさぇい-
くうお せ くぇし  – つっしすゃぇ しっ ゃ ╃っくは 
くぇ ]ゃ. ‶さけさけお ╇かうは – こけさぇ-
ょう すけゃぇ, つっ ぇゅぇすけくうおうえしおうはす 
っこうしおけこ ′ぇせき ういぉうさぇ しゃっすうは 
こさけさけお いぇ こけおさけゃうすっか くぇ 
こうゃけゃぇさうすっ. ╁ ╀なかゅぇさうは 20-
すう のかう っ けこさっょっかっく いぇ ╃っく 
くぇ こうゃけゃぇさうすっ し さってっくうっ けす 
1996 ゅ. くぇ 〉] くぇ ]なのいぇ くぇ 
こうゃけゃぇさうすっ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
こけ きぇすっさうぇかう けす しぇえすけゃっ

╆¨『╅【╅ – 【╊ぁ〉¨っ【 ｠]っ╆ 
〉あお 133 すけしけあちおあ いけちあ つか けくたけうあて くあ えそおけせあ う つうかてあ;
いひしえあちけせひて けくたけうあ たそ 70 しけてちあ えそおけのせそ

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

ゃけ せこさぇゃかっくうっ くぇ さぇいかうつくう 
しうしすっきう う こさけそっしうけくぇかくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは. 
‶さけゅさぇきぇすぇ „┿い きけゅぇ こけゃっ-

つっ” っ つぇしす けす ¨こっさぇすうゃくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけ-
ゃっておうすっ さっしせさしう” う しっ そう-
くぇくしうさぇ けす ╄ゃさけこっえしおうは しけ-
ちうぇかっく そけくょ. 〉こさぇゃかはゃぇと 
けさゅぇく こけ すぇいう こさけゅさぇきぇ っ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ すさせょぇ う 
しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ, おけっすけ  
っ ょっかっゅうさぇかけ おけくおさっすくうすっ 
けさゅぇくういぇちうけくくう そせくおちうう くぇ 
┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ. 
‶さけゅさぇきぇすぇ そうくぇくしうさぇ けぉせ-

つっくうっすけ くぇ かうちぇ, いぇっすう こけ 
すさせょけゃけ こさぇゃけけすくけてっくうっ くぇ 
こなかっく さぇぉけすっく ょっく, ぉっい いくぇ-
つっくうっ けす しそっさぇすぇ くぇ ょっえ-
くけしす. ╅っかぇっとうすっ きけゅぇす ょぇ しっ 
ゃおかのつゃぇす ゃ おせさしけゃっ いぇ  こさう-
ょけぉうゃぇくっ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは  うかう ゃ けぉせつっ-
くうは  いぇ こけゃうてぇゃぇくっ くぇ おかの-
つけゃう おけきこっすっくちうう.

‶けゃっつっ けす 500 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” ┿╃ 
こさっきうくぇゃぇす きっしっつくけ こさっい おぇぉうくっすうすっ ゃ さぇぉけすくうつっしおぇすぇ 
こけかうおかうくうおぇ, くぇきうさぇとぇ しっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ 
う こさっい おかうくうつくけ-かぇぉけさぇすけさくう ういしかっょゃぇくうは. ╋っあょせ 120 う 
150 ょせてう っあっきっしっつくけ しっ けしゃうょっすっかしすゃぇす けす ╊╉╉ いぇ ぉけか-
くうつくう, すさせょけせしすさけはゃぇくっ, 〈╄╊╉ う ょさせゅう. 
〈けゃぇ こけおぇいゃぇ しこさぇゃおぇすぇ, くぇこさぇゃっくぇ  ゃ きっょうちうくしおうは ちっく-

すなさ おなき けさなあっえくうちぇすぇ, さなおけゃけょっく けす ょ-さ ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ. 

んづでぎぞんずでとごどぎ ずぎとんづご: 
〉あおみうあすか つか せあ あおかさうあてせけ ちかのかせけみ う  
くおちあうせあてあ たそしけてけさあ

╉そいちあ そぬかせさあ くあ ╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ
′ぇえ-ゅけかっきうはす こさけぉかっき くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ こなすうとぇすぇ. 

〈けゃぇ こけおぇいゃぇ ぇくおっすぇ, くぇこさぇゃっくぇ こさっい きぇえ し 480 おぇいぇくかなつぇ-
くう くぇ ゃないさぇしす くぇょ 18 ゅけょうくう. ┿くおっすぇすぇ ぉっ こけさなつぇくぇ けす ゅさせ-
こぇすぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡. 『っかすぇ え ぉっ 

ょぇ しっ つせっ ゅかぇしなす くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお こけ けすくけてっくうっ 
くぇ こさけぉかっきくうすっ しそっさう ゃ けぉとうくぇすぇ, おぇおすけ う ょぇ しっ けつっさすぇはす 
こさうけさうすっすくうすっ けぉかぇしすう いぇ さぇぉけすぇ くぇ くけゃうすっ しなゃっすくうちう. 
┿くおっすくうはす かうしす ぉっ こせぉかうおせゃぇく ゃなゃ ゃすけさうは ぉさけえ くぇ ゃっしすくうお 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 〈けえ きけあってっ ょぇ ぉなょっ くぇきっさっく ゃ とぇぉぇ くぇ 
ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡. ╁しっおう うきぇてっ ゃないきけあくけしす ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ 
ょけこうすゃぇくっすけ. 
¨す けぉとうは ぉさけえ ぇくおっすうさぇくう 85,4% こけしけつゃぇす しなしすけはくうっすけ くぇ 

こなすうとぇすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ おぇすけ くぇえ-こさけぉかっきくぇ  しそっさぇ, くせあょぇっ-
とぇ しっ けす こさっょこさうっきぇくっすけ  くぇ しこってくう きっさおう. 』っ しなしすけはくうっ-
すけ くぇ こなすくぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ っ くぇ さなぉぇ くぇ ゅさぇあょぇくしおぇすぇ 
すなさこうきけしす, こけおぇいゃぇ う ょさせゅ きけきっくす けす ぇくおっすぇすぇ: こなすうとぇすぇ しぇ 
こけしけつっくう おぇすけ こなさゃう こさうけさうすっす いぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす. 〈ぇおぇ しつうすぇす 81,3% うかう 390 ょせてう けす けぉとうは ぉさけえ ぇく-

おっすうさぇくう. ¨しくけゃくぇすぇ つぇしす けす 
ぇくおっすうさぇくうすっ - 357 けす けぉとけ  
480, しぇ ょぇかう しかぇぉぇ けちっくおぇ - 
2 くぇ しなしすけはくうっすけ くぇ こなすうとぇ-
すぇ ゃ けぉとうくぇすぇ. ]うきゃけかうつっく 
ぉさけえ - 2-きぇ ょせてう うかう 0,4%, 
しぇ ょぇかう けすかうつくぇ けちっくおぇ いぇ 
こなすうとぇすぇ. ‶さっけぉかぇょぇゃぇとけすけ 
きくっくうっ っ けす かけてけ ょけ ういおかの-
つうすっかくけ  かけてけ.
╁すけさうはす こけ ゃぇあくけしす こさけ-

ぉかっき, しこけさっょ せつぇしすゃぇかうすっ 
ゃ ぇくおっすぇすぇ, っ ぉっいさぇぉけすうちぇ-
すぇ ゃ さぇえけくぇ. 〈けゃぇ こけしけつゃぇす 
52,1% うかう 250 ょせてう けす ぇく-
おっすうさぇくうすっ. ╁ないきけあくけしすすぇ 
ょぇ しっ くぇきっさう さぇぉけすぇ /けつっ-
ゃうょくけ こさうゃかっおぇすっかくぇ う ょけ-
ぉさっ いぇこかぇすっくぇ, し ゃないきけあくけしす 
いぇ さぇいゃうすうっ/ ゃ ╉ぇいぇくかなお, っ 
こけしけつっくぇ おぇすけ ゃすけさう こさうけさう-
すっす ゃ さぇぉけすぇすぇ いぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす ゃ くけゃうは きせ きぇくょぇす.
〈さっすうはす こさけぉかっき いぇ ╉ぇいぇく-

かなお, こけしけつっく ゃ ぇくおっすぇすぇ, っ 
けすかうゃなす くぇ きかぇょう たけさぇ. 〈ぇおぇ 
しきはすぇす 226 ょせてう うかう 47,1% 
けす ぇくおっすうさぇくうすっ. ╁ しなとけすけ 
ゃさっきっ こさけぉかっきなす, しゃなさいぇく  し 
かうこしぇすぇ くぇ あっかぇくうっ けすしすさぇくぇ 
くぇ きかぇょうすっ たけさぇ ょぇ けしすぇくぇす 
ょぇ しっ さっぇかういうさぇす ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, っ っょゃぇ くぇ こさっょこけしかっょくぇ 
こけいうちうは  おぇすけ こさうけさうすっす いぇ 
くけゃうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす. 〈けえ 
っ ういゃっょっく けす  こけつすう ょゃぇ こなすう 
こけ-きぇかおけ たけさぇ - 26,7%, ゃ 
しさぇゃくっくうっ し すっいう, おけうすけ しぇ ゅけ 
こけしけつうかう おぇすけ こさけぉかっき.

Eょくぇ けす っきぉかっきぇすうつくうすっ おぇいぇくかなておう ょせこおう
くぇ せか. „╂っく. ╂せさおけ“

╂っさゅぇくぇ ‶っくつけかけゃぇ
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‶さぇゃうかくうおなす いぇ ゃなすさって

くうは すさせょけゃ さっょ ゃ „┿さしっ
くぇか” ┿╃ っ くっさぇいょっかくぇ つぇしす けす 
こけょこうしぇくうは くぇ 04. 07. 2011 ゅ. 
╉けかっおすうゃっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ – 
‶さうかけあっくうっ わ 1. 
╁ ゅかぇゃぇ こなさゃぇ - ¨ぉとう 

こけかけあっくうは, っ いぇこうしぇくけ, つっ  
‶さぇゃうかくうおなす っ しなけぉさぇいっく し ╉〈 
う こけょいぇおけくけゃうすっ くけさきぇすうゃくう 
ぇおすけゃっ う せさっあょぇ ゃなすさってくうは 
すさせょけゃ さっょ, けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ, こさぇゃぇすぇ う いぇょなかあっ
くうはすぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは う くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃. 
╁ ゅかぇゃぇ ゃすけさぇ – ¨しくけゃくう 

こさぇゃぇ う いぇょなかあっくうは くぇ 
さぇぉけすけょぇすっかは, しぇ さっゅかぇきっく
すうさぇくう こさぇゃぇすぇ くぇ さぇぉけすけょぇ
すっかは こさう けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
すさせょけゃうは こさけちっし う けしなとっしす
ゃはゃぇくっすけ くぇ すさせょけゃうすっ こさぇゃけ
けすくけてっくうは くぇ さぇぉけすくうちうすっ う 
しかせあうすっかうすっ – ゃないかぇゅぇくっ くぇ 
さぇぉけすぇ, ういうしおゃぇくうは いぇ くっえ
くけすけ ういこなかくっくうっ, けしなとっしす

ゃはゃぇくっ くぇ おけくすさけか, さってっくうは 
いぇ こけけとさっくうは, くぇかぇゅぇくっ くぇ 
ょうしちうこかうくぇさくう くぇおぇいぇくうは, 
すなさしっくっ くぇ うきせとっしすゃっくぇ けすゅけ
ゃけさくけしす, こさけきっくう ゃ せしかけゃうはすぇ 
くぇ さぇぉけすぇすぇ. [っゅかぇきっくすうさぇくう 
しぇ う くっゅけゃうすっ いぇょなかあっくうは, 
しゃなさいぇくう し さぇぉけすくうすっ きっしすぇ 
う けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ 
しなけぉさぇいくけ すさせょけゃうは ょけゅけゃけさ, 
し せしかけゃうはすぇ くぇ さぇぉけすぇ – きぇ
すっさうぇかくけ-すったくうつっしおう, いょさぇ
ゃけしかけゃくう, いぇ ぉっいけこぇしくけしす, いぇ 
こけゃうてぇゃぇくっ くぇ おゃぇかうそうおぇちう
はすぇ, いぇ しこぇいゃぇくっ くぇ さぇぉけすくけ
すけ ゃさっきっ, いぇ さっあうき くぇ すさせょ う 
こけつうゃおぇ.
╁ ゅかぇゃぇ すさっすぇ – ¨しくけゃくう 

こさぇゃぇ う いぇょなかあっくうは くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっ-
かうすっ, しぇ こけしけつっくう こさぇゃぇすぇ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ 
こさう けしなとっしすゃはゃぇくっ くぇ すさせょけ
ゃうすっ うき そせくおちうう, しゃなさいぇくう し 
すさせょけゃけすけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, 
さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ, こけつうゃおう
すっ う けすこせしおうすっ, せしかけゃうはすぇ くぇ 
すさせょ, いょさぇゃくうすっ う しけちうぇかくう 
けしうゅせさけゃおう, しけちうぇかくうすっ う 
おせかすせさくけ-ぉうすけゃう こさうょけぉうゃ
おう う うくそけさきうさぇくけしすすぇ いぇ 
ょっえくけしすすぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ, 
おぇおすけ う いぇょなかあっくうはすぇ うき – 
ょけぉさけしなゃっしすくけ う おぇつっしすゃっくけ 
ういこなかくっくうっ くぇ すさせょけゃうすっ いぇ
ょなかあっくうは, すけつくけ しこぇいゃぇくっ くぇ 
せしすぇくけゃっくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, 
せつぇしすうっ ゃなゃ そけさきう くぇ けぉせつっ

くうっ  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, しなゅかぇしせゃぇくけしす 
ゃ さぇぉけすぇすぇ ゃ ぇすきけしそっさぇ くぇ 
しなすさせょくうつっしすゃけ, おけけさょうくぇ
ちうは う すけかっさぇくすくけしす, しこぇいゃぇくっ 
くぇ さっあうきぇ いぇ こけすさっぉかっくうっ くぇ 
っくっさゅうは, おけくしせきぇすうゃう う きぇ
すっさうぇかう, しこぇいゃぇくっ くぇ こさぇゃう
かぇすぇ いぇ たうゅうっくぇ, ぉっいけこぇしくけしす 
くぇ すさせょぇ う こさけすうゃけこけあぇさくぇ 
けたさぇくぇ, かけはかくけしす おなき さぇぉけすけ
ょぇすっかは う おなき ょけぉさけすけ うきっ くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ, くっさぇいこさけしすさぇ
くっくうっ くぇ かうつくう ょぇくくう くぇ ょさせ
ゅう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう ゃなゃ 
そうさきぇすぇ. 
╁ ゅかぇゃぇ つっすゃなさすぇ – ╁ない-

くうおゃぇくっ, ういきっくっくうっ う 
こさっおさぇすはゃぇくっ くぇ すさせょけ-
ゃけすけ こさぇゃけけすくけてっくうっ, っ 
こけょつっさすぇくけ, つっ けしくけゃぇくうっ いぇ 
ゃないくうおゃぇくっ くぇ すさせょけゃけ こさぇ
ゃけけすくけてっくうっ し ょさせあっしすゃけすけ っ 
しおかのつっくうはす ゃ こうしきっくぇ そけさきぇ 
すさせょけゃ ょけゅけゃけさ きっあょせ さぇぉけす
くうおぇ うかう しかせあうすっかは う さぇぉけすけ
ょぇすっかは. ╁ すぇいう ゅかぇゃぇ しぇ ういぉさけ

っくう ょけおせきっくすうすっ, おけうすけ かうちっすけ 
こけょぇゃぇ こさう おぇくょうょぇすしすゃぇくっ 
いぇ こけしすなこゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ うかう 
こさう こさっくぇいくぇつぇゃぇくっ, おぇおすけ 
う ょけおせきっくすうすっ, おけうすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ こけいくぇゃぇ こさう ゃしすなこゃぇくっ ゃ 
ょかなあくけしす. [っゅかぇきっくすうさぇくう しぇ 
う ょっえしすゃうはすぇ いぇ けぉはゃはゃぇくっ くぇ 
おけくおせさし いぇ くはおけう ょかなあくけしすう 
う こさけちっょせさうすっ こさう こさけゃっあょぇ
くっすけ きせ. 〉すけつくっく っ う さっょなす いぇ 
しおかのつゃぇくっ くぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ 
いぇ ょけこなかくうすっかっく すさせょ, おぇおすけ う 
いぇ こさっおさぇすはゃぇくっ くぇ すさせょけゃけすけ 
こさぇゃけけすくけてっくうっ.
╁ ゅかぇゃぇ こっすぇ – [ぇぉけすくけ 

ゃさっきっ, こけつうゃおう う けすこせし-
おう, っ いぇこうしぇくけ, つっ さぇぉけすくぇ
すぇ しっょきうちぇ ゃ ょさせあっしすゃけすけ っ 
こっすょくっゃくぇ, し くけさきぇかくぇ こさけ
ょなかあうすっかくけしす くぇ しっょきうつくけ
すけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ 40 つぇしぇ, ぇ 
いぇ くはおけう こさけそっしうう 35 つぇしぇ. 
¨こさっょっかっくう しぇ くぇつぇかくうはす う 
おさぇえくうはす つぇし くぇ さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ う けぉっょくうすっ こけつうゃおう いぇ 
けしっきつぇしけゃ う しっょっきつぇしけゃ さぇぉけ
すっく ょっく いぇ さっょけゃくぇ しきはくぇ, いぇ 
こなさゃぇ, ゃすけさぇ う すさっすぇ しきはくぇ. 
╆ぇこうしぇくけ っ しなとけ, つっ ゃかういぇ
くっすけ う ういかういぇくっすけ こさっい ゃなくて
くうすっ こけさすぇかう くぇ ょさせあっしすゃけすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ しすぇゃぇ 20 きうく. こさっょう 
う 20 きうく. しかっょ けこさっょっかっくけすけ 
さぇぉけすくけ ゃさっきっ くぇ さぇぉけすくうおぇ 
うかう しかせあうすっかは. [っゅかぇきっくすう
さぇくう しぇ こさぇゃぇすぇ くぇ さぇぉけすけ
ょぇすっかは こけ けすくけてっくうっ せしすぇくけ

ゃはゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすくけ ゃさっきっ し 
こさけきっくかうゃう ゅさぇくうちう, おけくすさけ
かぇ いぇ くっくぇゃさっきっくくけ はゃはゃぇくっ 
くぇ さぇぉけすぇ う ょさ. [ぇぉけすくうちうすっ 
う しかせあうすっかうすっ こけかいゃぇす けすこせし
おう こけ ゃうょけゃっ, さぇいきっさう う さっょ, 
けこさっょっかっくう ゃ さぇいょっか ┶┶ /つか. 
24 – つか. 29/ けす ╉〈╃ くぇ ょさせあっ
しすゃけすけ.               
╂かぇゃぇ てっしすぇ – 〈させょけゃぇ 

ょうしちうこかうくぇ, ょうしちうこかう-
くぇさくう くぇさせてっくうは う くぇおぇ-
いぇくうは, けゅさぇくうつっくぇ うきせ-
とっしすゃっくぇ けすゅけゃけさくけしす. ╁ 
くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう ゅかぇゃぇ /つか. 
30/ っ いぇこうしぇくけ: „[ぇぉけすくうちう
すっ う しかせあうすっかうすっ ゃ „┿さしっくぇか” 
┿╃ しぇ ょかなあくう ょぇ ういこなかくはゃぇす 
こけっすうすっ けす すはた すさせょけゃう いぇょなか
あっくうは う ょぇ しこぇいゃぇす すさせょけゃぇすぇ 
ょうしちうこかうくぇ, さっゅかぇきっくすうさぇくぇ 
ゃ ╉〈, ゃ くけさきぇすうゃくうすっ ぇおすけゃっ 
こけ くっゅけゃけすけ こさうかぇゅぇくっ う ゃ くぇ
しすけはとうは こさぇゃうかくうお”. ╇いぉさけ
っくう しぇ くぇさせてっくうはすぇ くぇ すさせょけ
ゃぇすぇ ょうしちうこかうくぇ, いぇ おけうすけ しっ 
くぇかぇゅぇす ょうしちうこかうくぇさくう くぇ
おぇいぇくうは – いぇおなしくっくうっ, こさっあ
ょっゃさっきっくくけ くぇこせしおぇくっ くぇ 
さぇぉけすぇ, くっういこなかくっくうっ くぇ ゃない
かけあっくうすっ いぇょぇつう, せゃさっあょぇくっ 
くぇ そうさきっくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, 
くぇさせてっくうっ くぇ こさけこせしおぇすっか
くぇすぇ しうしすっきぇ う ょさ. ╃うしちうこかう
くぇさくうすっ くぇおぇいぇくうは しぇ: いぇぉっ
かっあおぇ, こさっょせこさっあょっくうっ いぇ 
せゃけかくっくうっ う ょうしちうこかうくぇさくけ 
せゃけかくっくうっ.  ¨こさっょっかっく っ さっ
ょなす, こけ おけえすけ すっ しっ くぇかぇゅぇす, 
おぇおすけ う きけすうゃうすっ いぇ くぇかぇゅぇ
くっすけ うき.         
╁ ゅかぇゃぇ しっょきぇ – ‶さけこせし-

おぇすっかっく さっあうき, しぇ せすけつくっくう 
ゃうょけゃっすっ こさけこせしおう, くぇつうくなす 
くぇ さっゅうしすさうさぇくっ こさう ゃかういぇくっ 
う ういかういぇくっ, いぇょなかあっくうはすぇ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ 
こさう おさぇあぉぇ うかう いぇゅせぉゃぇくっ くぇ 
こさけこせしおぇ う いぇょなかあっくうはすぇ くぇ 
けすょっか „¨たさぇくぇ”. [っゅかぇきっくすう
さぇく っ う くぇつうくなす くぇ ゃくぇしはくっ 
う  ういくぇしはくっ くぇ きぇすっさうぇかう  う 
うくゃっくすぇさ, ゃかういぇくっすけ う ういかう
いぇくっすけ くぇ ╋‶], ゃかういぇくっすけ う 
ういかういぇくっすけ くぇ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう こさっい こけつうゃくうすっ 
ょくう.   
‶さぇゃうかくうおなす いぇ ゃなすさってくうは 

すさせょけゃ さっょ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ っ 
ういょぇょっく くぇ けしくけゃぇくうっ つか. 181 
けす ╉〈 う っ せすゃなさょっく けす さぇぉけすけ
ょぇすっかは.       
′っさぇいょっかくぇ つぇしす けす ╉〈╃ – 

‶さうかけあっくうっ わ 2, しぇ う ╁な
すさってくうすっ こさぇゃうかぇ いぇ けさゅぇくう
いぇちうは くぇ さぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ] すはた しっ けこ
さっょっかはす さっょなす  う くぇつうくなす いぇ 
そけさきうさぇくっ う さぇいこさっょっかっくうっ 
くぇ しさっょしすゃぇすぇ いぇ さぇぉけすくぇ いぇ
こかぇすぇ. 〈っいう こさぇゃうかぇ しぇ ういゅけす
ゃっくう くぇ けしくけゃぇくうっ ╉〈, ╉〈╃ う 
こけょいぇおけくけゃうすっ ぇおすけゃっ いぇ こさう
かぇゅぇくっ くぇ すさせょけゃけすけ いぇおけくけ
ょぇすっかしすゃけ.      
′ぇつぇかくぇすぇ  さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ 

ゃ ょさせあっしすゃけすけ しっ けこさっょっかは 
ょうそっさっくちうさぇくけ こけ おぇすっゅけさうう 
こっさしけくぇか, けこさっょっかっく くぇ ぉぇいぇ 
′ぇちうけくぇかくうは おかぇしうそうおぇすけさ 
くぇ こさけそっしううすっ う ょかなあくけしすう
すっ. ¨しくけゃくぇすぇ きっしっつくぇ さぇぉけす
くぇ いぇこかぇすぇ くぇ ゃしっおう さぇぉけす
くうお う しかせあうすっか しっ けこさっょっかは 
ゃ いぇゃうしうきけしす けす しかけあくけしすすぇ 
う けすゅけゃけさくけしすすぇ くぇ すさせょぇ う 
しっ ょけゅけゃぇさは し さぇぉけすけょぇすっかは  

つさっい こけょこうしぇくけ しこけさぇいせきっくうっ 
きっあょせ しすさぇくうすっ. [ぇいきっさなす くぇ 
けしくけゃくぇすぇ きっしっつくぇ いぇこかぇすぇ 
くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ こけ-きぇかなお けす 

くぇつぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ いぇ 
しなけすゃっすくぇすぇ ょかなあくけしす. ╉けゅぇすけ 
いぇ ょかなあくけしすすぇ くっ しっ ういうしおゃぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ, おけっすけ かうちっ
すけ こさうすっあぇゃぇ, すけ くっ しっ ゃいっきぇ 
こさっょゃうょ こさう けこさっょっかはくっすけ くぇ 
けしくけゃくぇすぇ いぇこかぇすぇ.
]さっょしすゃぇすぇ いぇ きっしっつくうすっ う 

うくょうゃうょせぇかくうすっ さぇぉけすくう いぇ
こかぇすう しっ そけさきうさぇす こけ おぇすっ
ゅけさうう こっさしけくぇか: けしくけゃくう さぇ
ぉけすくうちう くぇ くけさきぇ; こっさしけくぇか, 
さぇぉけすっと くぇ こけゃさっきっくくぇ しうし
すっきぇ くぇ いぇこかぇとぇくっ. ╆ぇ ゃしうつおう 
おぇすっゅけさうう こっさしけくぇか しっ ゃなゃっあ
ょぇ きっしっつくぇ こさっきうは こけ けこさっ
ょっかっくう おさうすっさうう. ‶さう けこさっ

ょっかっくう せしかけゃうは しっ  ゃなゃっあょぇ う 
おけっそうちうっくす いぇ ょけこなかくうすっかくけ 
しすうきせかうさぇくっ. ╉なき けこさっょっかっ
くうすっ しなゅかぇしくけ ╁なすさってくうすっ 

こさぇゃうかぇ うくょうゃうょせぇかくう きっしっつ
くう いぇこかぇすう しっ くぇつうしかはゃぇす う 
ょけこなかくうすっかくう  すさせょけゃう ゃないくぇ
ゅさぇあょっくうは しなゅかぇしくけ ′ぇさっょぉぇ
すぇ いぇ しすさせおすせさぇ う けさゅぇくういぇちうは 
くぇ さぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ う ╉〈╃. 
╆ぇゃけょうすっ さぇいさぇぉけすゃぇす しゃけう 
╁なすさってくう こさぇゃうかぇ いぇ けさゅぇ
くういぇちうは くぇ さぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇ
すぇ, けすさぇいはゃぇとう しこっちうそうおぇすぇ 
くぇ すはたくぇすぇ ょっえくけしす, おけうすけ しっ 
せすゃなさあょぇゃぇす けす ょうさっおすけさぇ こけ 
そうくぇくしう う うおけくけきうおぇ う  くっ 
こさけすうゃけさっつぇす くぇ こさぇゃうかぇすぇ くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

„『はか あうゃけす くぇ しすさせゅぇ”, けぉけぉ-
とぇゃぇ あうゃけすぇ しう [ぇょおけ ‶ぇさぇて-
おっゃけゃ, くけしうすっか くぇ ¨さょっくしおぇ 
おくうあおぇ ┿ 83 わ015105, おけはすけ 
せょけしすけゃっさはゃぇ, つっ しけぉしすゃっくうおなす 
っ けすかうつっく しなし ╆かぇすくぇ いゃっいょぇ 
„╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは 
すさせょ”, けさょっく „╂っけさゅう ╃うきう-
すさけゃ”, しなゅかぇしくけ 〉おぇい 3415 けす 
11 けおすけきゃさう 1984 ゅけょうくぇ. ╃くっし 
ういゃぇょっくぇすぇ けす けしすぇさはかぇすぇ おせ-
すうは きっすぇかくぇ いゃっいょうつおぇ くうおぇお 
くっ こさうかうつぇ くぇ いかぇすくぇ, こけいぇ-
ゅせぉうかう ぉかはしなおぇ しう しぇ う ょっしっす-
おうすっ ょさせゅう けすかうつうは – けさょっく 
„〈させょけゃぇ しかぇゃぇ”, ゃすけさぇ う すさっすぇ 
しすっこっく, おせこ のぉうかっえくう きっょぇかう, 
おぇおすけ う こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ‶ぇ-
さぇておっゃけゃ -  いくぇつおぇ  „¨すかうつくうお 
くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ きぇてう-
くけしすさけっくっすけ” けす 1966 ゅ. ╇しすけ-
さうつっしおぇすぇ うき しすけえくけしす, けぉぇつっ, 
くぇさぇしすゃぇ し ゃさっきっすけ. „╋くけゅけ しぇ 
うょゃぇかう ょぇ きう ゅう うしおぇす – けさょっ-
くうすっ う きっょぇかうすっ. ╃ぇ ゅう こさけょぇき, 
ょぇ うき ゅう ょぇき... ′っ. ]かっょ きっくっ 
– おぇおゃけすけ しすぇくっ, しっゅぇ くっ ゅう ょぇ-
ゃぇき.”, しこけょっかは ‶ぇさぇておっゃけゃ, 
ょけおぇすけ ういゃぇあょぇ おせすうえおうすっ, いぇ 
おけうすけ しはおぇて けすょぇゃくぇ くっ しっ っ 
しっとぇか. [ぇょおけ ‶ぇさぇておっゃけゃ うょゃぇ 
ゃ „┿さしっくぇか”, おぇおすけ きくけゅけ ょさせゅう 
さぇぉけすくうちう, こさっょう ゃけえくうおかな-
おぇ. ′っ しぇきけ, いぇとけすけ あうゃっっ くぇ 
しすけすうくぇ – ょゃっしすぇ  きっすさぇ けす しっ-
ゃっさくうは こけさすぇか, ぇ う こけ うょっは くぇ 
っょうく こさうはすっか, しなせつっくうお, つうえすけ 
ぉぇとぇ, おぇすけ ょうさっおすけさ, っ ぉかういなお 
し 〈ぇくけ 『けかけゃ. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, 
しなせつっくうおなす こけつうゃぇ こさう おぇすぇ-
しすさけそぇ, くけ [ぇょおけ けすうゃぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか” こさっい 1958-きぇ, ゃ „ゅけょうくう 
くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ う すさせょくけしすう”. 
╀なょっとうはす ゅっさけえ くぇ すさせょぇ こなさ-
ゃけ ういおぇさゃぇ, おぇおすけ きくけいうくぇ ょさせ-
ゅう, おせさしけゃっすっ おなき けさなあっえくう-
ちぇすぇ, こけしかっ こさぇおすうおぇ ゃ さっぇかくう 

せしかけゃうは – „すぇおぇ たゃぇくぇたきっ 
いぇくぇはすぇ”. ╁けえくうおかなおなす 
きうくぇゃぇ ゃ ]けそうは, すぇき ゅけ 
ぇゅうすうさぇかう いぇ ╉さっきうおけゃちう, 
くけ „┿さしっくぇか” しっ けおぇいぇか 
こけ-ょけぉさぇすぇ けそっさすぇ, こさう 
すけゃぇ – ゃ さけょくうは ゅさぇょ: ”′ぇ 
くぇし ゃ ╉ぇいぇくかなお くう いぇゃうあ-
ょぇたぇ, うきぇてっ さぇぉけすぇ, う すけ 
ょけぉさぇ, ゃ „┿さしっくぇか”. [ぇょおけ 
けすうてなか ゃ こさけういゃけょしすゃけ-
すけ くぇ さっきぇさおっすぇ, こけしかっ ゃ 
くけゃけしそけさきうさぇくけすけ いゃっくけ 
いぇ ぉけさきぇてうくう, こけ-おなしくけ 
こけつくぇかう う し そさっいうすっ ゃ ╆ぇ-
ゃけょ 5, おなょっすけ こさっい 80-すっ 
すけえ  こけきぇゅぇ う ゃ しかけあくうすっ 
しゅかけぉおう くぇ ぇゅさっゅぇすくうすっ 

ゃないかう う けぉさぇぉけすゃぇとうすっ ちっく-
すさう こけ はこけくしおう けぉさぇいっち.
„『はか あうゃけす くぇ しすさせゅぇ!”,
しゃっあょぇ ゃ っょくけ ういさっつっ-

くうっ ちっかうは しう こさけそっしうけくぇ-
かっく こなす [ぇょおけ ‶ぇさぇておっゃけゃ. 
„]すさせゅけゃっすっ しっ こさけきっくうたぇ, 
„┿さしっくぇか” ぉってっ う しう けしすぇくぇ 
せくうおぇかっく し こさけういゃけょしすゃぇすぇ 
う こなさゃうすっ さぇいさぇぉけすおう せ くぇし 
う くぇ ょういっかけゃうは ょゃうゅぇすっか, う 
くぇ ょうしおけゃうすっ いぇこぇきっすはゃぇとう 
せしすさけえしすゃぇ う くぇ おぇおゃけ かう くっ, 
くけ せくうゃっさしぇかくうはす しすさせゅ しう 
けしすぇくぇ せくうゃっさしぇかっく”, おぇいゃぇ 
きぇえしすけさなす. „‶ぇさう ぉっい さぇぉけ-
すぇ くっ きけあっ!” っ あうすっえしおぇすぇ 
きぇおしうきぇ くぇ [ぇょおけ. „]おぇつぇたぇ 
おけかっゅうすっ こけ しすぇつおぇすぇ ゃ くぇつぇ-
かけすけ くぇ 90-すっ, くけ こけしかっ さぇい-
ぉさぇたぇ, つっ すぇおぇ くっ しすぇゃぇ, ぇおけ 
くはきぇ こさけういゃけょしすゃけ, くはきぇ う 
こぇさう”. ′ぇ すけは こさうくちうこ ゅさぇ-
ょうかう う しっきっえしすゃけ し  こけおけえ-
くぇすぇ しう ゃっつっ しなこさせゅぇ, しなとけ 
さぇぉけすうかぇ ゃ „┿さしっくぇか”.
„′っ いくぇき おぇお しっ しかせつう し 

きけうすっ くぇゅさぇょう”, しおさけきくけ おけ-
きっくすうさぇ ‶ぇさぇておっゃけゃ う ょけ-
こなかゃぇ: ”┿おけ くっ ぉはた ぇい, ょさせゅ 
とってっ ょぇ っ…”. ╆ぇ くっゅけ ぉうかけ  
ゃぇあくけ くっ ょぇ こけかせつぇゃぇ くぇゅさぇ-
ょう, ぇ ょぇ しっ せしなゃなさてっくしすゃぇ ゃ 
さぇぉけすぇすぇ しう, いぇとけすけ しかけあくけ-
すけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ „┿さしっくぇか” 
ゅけ くぇかぇゅぇかけ. ╉ぇおすけ う ゅけかっきう-
すっ こけさなつおう. ╁うくぇゅう しなき しっ 
けこうすゃぇか
╃ぇ ょぇゃぇき かうつっく こさうきっさ,
けぉはしくはゃぇ きぇえしすけさかなおぇ しう 

くぇ しすさせゅぇ っょうくしすゃっくうはす あうゃ 
ょくっし ╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすう-
つっしおうは すさせょ. 〈ぇおぇ ょけてかう 
くぇゅさぇょうすっ: ”〈なえ きう ぉうかけ こう-
しぇくけ”. ╁ すぇは けつっゃうょくぇ しおさけき-
くけしす しなし しうゅせさくけしす こさけいうさぇ 
しきうさっくうっすけ, ゃないこうすぇくけ けす 
ょせきうすっ くぇ ぉぇぉぇ きせ, おけうすけ う 
ょくっし [ぇょおけ こけきくう: ”╁なさゃっ-
すっ くぇこさっょ, ゃなさゃっすっ... ′け う 
くぇいぇょ しっ けぉさなとぇえすっ ょぇ こけ-
ゅかっあょぇすっ, けすおなょっ しすっ すさなゅ-
くぇかう”. ╇きぇ う けとっ っょくぇ すぇえくぇ 
すぇは しおさけきくけしす. ╉ぇおすけ しこけょっ-
かは ゅっさけはす, ゃしうつおけ っ こさうはすくけ, 
おけゅぇすけ さぇぉけすうて ゃ たせぉぇゃ おけ-
かっおすうゃ. ] せょけゃけかしすゃうっ けすう-
ゃぇて くぇ さぇぉけすぇ う しう せょけゃかっす-
ゃけさっく. ”╉けかっおすうゃなす すっ おぇさぇ 
ょぇ ぉなさいぇて, ょぇ せゃぇあぇゃぇて, ょぇ 
こけきぇゅぇて, いぇすけゃぇ こけしすうゅくぇた-
きっ きくけゅけ くっとぇ”. ╇ しう しこけきくは 
さぇぉけすぇすぇ し さなおけゃけょうすっかうすっ 
╋ぇさうく ┿かっおしぇくょさけゃ, けしくけゃぇ-
すっかはす くぇ ╆ぇゃけょ 5 ╇ゃぇく ╇ゃぇ-
くけゃ, ╂さうゅけさけゃ, ╀ぇえ ┿くゅっか...
[ぇょおけ っ ぉうか „こけ おぇおゃう かう くっ 

おけきうすっすう – こぇさすうえくう, こさけそ-
しなのいくう...いぇゃけょしおう, ゅさぇょしおう 
う けおさなあくう...”, ょくっし ゅかっょぇ くぇ 
すけゃぇ し かっおぇ うさけくうは – „さぇい-
おぇさゃぇたぇ くう おなょっ かう くっ, しな-
ぉさぇくうは, しさっとう, しっきっえしすゃけすけ 
けしすぇゃぇてっ こけくはおけゅぇ くぇ いぇょっく 
こかぇく...”. [っょけゃくう ぉうかう しさっ-
とうすっ し けさょっくけくけしちう けす ちは-
かぇすぇ しすさぇくぇ – けぉうおくけゃっくけ いぇ 
╃っくは くぇ すさせょぇ ‶なさゃう きぇえ うかう 
こさっょう ╃っくは くぇ きぇてうくけしすさけう-
すっかは ゃ くぇつぇかけすけ くぇ けおすけきゃさう. 
〈なえ ゃくっいぇこくけ ょけてかけ う くぇえ-
ゅけかはきけすけ けすかうつうっ – いかぇすくぇすぇ 
いゃっいょぇ. ′っ ゅけ けつぇおゃぇか, さっょくけ 
ぉうかけ, ぇおけ ゅけ くぇゅさぇあょぇゃぇす, 
ょぇ きせ ょぇょぇす こなさゃけ „〈させょけゃぇ 
しかぇゃぇ” こなさゃぇ しすっこっく, とけすけ 
うきぇか ゃっつっ すさっすぇ う ゃすけさぇ... 
¨ぉぇつっ ういくっくぇょゃぇとけ ゃ ╀かぇゅけ-
っゃゅさぇょ くぇ しさっとぇすぇ くぇ けさょっ-
くけくけしちうすっ こさっょう こさぇいくうおぇ 
くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは くぇ 13-
すう けおすけきゃさう 1984-すぇ ゅけ うい-
ゃうおゃぇす いぇ ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ. 
′ぇせつうか ょっく こけ-さぇくけ, こさっょう 
ょぇ しう しすっゅくっ ぉぇゅぇあぇ. ╄きけちう-
はすぇ う せつせょゃぇくっすけ ぉうかう すけかおけ-
ゃぇ ゅけかっきう, つっ ょくっし くっ こけきくう 
おけえ きせ ゃさなつうか いゃっいょぇすぇ. ¨こ-
さっょっかっくけ ぉうか こさうすっしくっく: ”┿い 
しなき っょうく けぉうおくけゃっく さぇぉけす-

くうお...”. ‶けつすう くうとけ くっ こけきくう 
けす こさぇいくうつくぇすぇ ゃっつっさ ゃ さっし-
すけさぇくす „┿かっく きぇお”, くけ ょけおぇすけ 
さけゃう うい おせすうはすぇ しなし しこけきっくう, 
ういゃっょくなあ ういしおぇつぇ こけおぇくぇ-
すぇ いぇ けそうちうぇかくぇすぇ ゃっつっさは 
し きっくの: ぇこっさうすうゃ – ゃけょおぇ, 
つっさゃっくう う ぉっかう ゃうくぇ, おけかぇ, 
ゅぇいうさぇくぇ ゃけょぇ. ]ぇかぇすぇすぇ いぇ 
ゅっさけうすっ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは 
すさせょ っ „ょけきぇてくぇ”, こさっょはしすう-
っすけ – かけいけゃう しなさきうつおう, こうかっ 
こけ ゅけさくけょあせきぇえしおう, けしくけゃくけ 
– しゃうくしおけ そうかっ „〈ぇぉぇおっさぇ”. 
╇きぇかけ う こさはしくけ けゃつっ しうさっくっ 

„┿い しなき こけしかっょくうはす きけ-
たうおぇく.”, こさっい せしきうゃおぇ う 
かっおぇ しぇきけうさけくうは ゅけゃけ-
さう いぇ しっぉっ しう っょうくしすゃっ-
くうはす, けしすぇくぇか しさっょ くぇし 
ょくっし ぇさしっくぇかっち - ╂っさけえ 
くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは 
すさせょ, [ぇょおけ ‶ぇさぇておっ-
ゃけゃ. ╁っょくぇゅぇ さぇいぉうさぇき, 
つっ, ぇおけ っ うきぇかけ う ょけさう 
きぇかおけ しせっすぇ, こけさけょっ-
くぇ けす そぇおすぇ, つっ こさうすっ-
あぇゃぇ ╃うきうすさけゃしおけすけ 
けすかうつうっ, いぇ [ぇょおけ ‶ぇ-
さぇておっゃけゃ すは けすょぇゃくぇ 
っ ぉっい いくぇつっくうっ. ]せっ-
すぇすぇ しはおぇて きせ っ つせあょぇ 
こけ こさうくちうこ. ╁しっ くはおけえ 
とってっ ょぇ っ, ぇおけ くっ ぉはた 
ぇい, さぇいしなあょぇゃぇ ゅっさけ-
はす, おけえすけ うきぇ ょっしっすおう 
けさょっくう う けすかうつうは けす 
きうくぇかけすけ, おけうすけ こぇいう 
しすぇさぇすっかくけ  ゃ ょなさゃっくぇ 
こうさけゅさぇそうさぇくぇ おせすうは 
いぇっょくけ し おくうあおうすっ おなき 
すはた, せょけしすけゃっさはゃぇとう, 
つっ すけえ っ くけしうすっかはす くぇ 
くぇゅさぇょうすっ.
╉ぇお あうゃっっ ょくっし っょうく 
すうすせかけゃぇく ゃうしけおけ, しぇきけ 
こさっょう きぇかおけ こけゃっつっ けす  
20 ゅけょうくう, さぇぉけすくうお – 
ぇおすうゃうしす くぇ ゃしっけぉさぇい-
くう こさけそしなのいう, しなゃっすう, 
おけきうすっすう う ぉのさぇ, おけう-
すけ ょけさう くっ うしおぇ ょぇ きう 
ういさっあょぇ し くっういおぇいぇくうは 
きけすうゃ, つっ ょくっし すっいう けさ-
ゅぇくういぇちうう くっ いくぇつぇす 
くうとけ? 〈けゃぇ しっ こうすぇた 
けとっ こさっょう ょぇ くぇきっさは 
おなとぇすぇ し ょゃけさぇ こけょ ゅぇ-
さぇすぇ, おなょっすけ, おぇおすけ ゃなゃ 
ゃしはおぇ ぉなかゅぇさしおぇ おなとぇ, 
しっ しこせしおぇす しっくおう くぇ 
こかけょくう ょなさゃっすぇ う しすなさ-
つぇす おけかちう し のかしおう ょけ-
きぇすう.

╅っかぇっとうすっ ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす 
けす こさけゅさぇきぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ こけ-
こなかくはす  いぇはゃかっくうっ こけ けぉさぇいっち, 
ゃ おけっすけ ょぇ こけしけつぇす あっかぇくけすけ けす 
すはた けぉせつっくうっ. ‶けこなかくっくけすけ いぇ-
はゃかっくうっ しっ こけょぇゃぇ ゃ すっさうすけさう-

ぇかくけすけ ぉのさけ こけ すさせょぇ - こけ 
きっしすけあうゃっっくっすけ くぇ おぇく-
ょうょぇすうすっ. ¨くっいう けす すはた, 
おけうすけ ぉなょぇす けょけぉさっくう, とっ 
こけかせつぇす う くせあくうは ゃぇせつっさ 
いぇ けぉせつっくうっ. ¨ぉせつっくうっすけ 

ゃ 『っくすなさぇ いぇ こさけそっしうけくぇか-
くけ けぉせつっくうっ おなき „┿さしっくぇか” 
┿╃ こけ すぇいう こさけゅさぇきぇ っ ぉっい-
こかぇすくけ. 
¨すょっかくけ けす  すけゃぇ ゃ ┿さしっ-

くぇかしおうは ちっくすなさ しっ ういゃなさて-
ゃぇ けぉせつっくうっ こけ こさけそっしううすっ 
„けこっさぇすけさ くぇ おけきこのすなさ”, 
„きぇてうくっく すったくうお”, „きぇ-
てうくっく けこっさぇすけさ”, „きぇてう-
くっく きけくすぬけさ”, „しすさせゅぇさ”, 
„てかけしっさ”, „かっはさ”, „おけゃぇつ” う 
„っかっおすさけすったくうお”. ╉ゃぇかうそう-
おぇちうけくくうすっ おせさしけゃっ いぇ すっいう 
しこっちうぇかくけしすう しっ こさけゃっあょぇす 
ゃ ょくっゃくぇ, ゃっつっさくぇ, しなぉけすくけ-
くっょっかくぇ, いぇょけつくぇ う しぇきけし-
すけはすっかくぇ そけさきぇ くぇ けぉせつっ-

くうっ. ‶けかいうすっ いぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, あっかぇっとう ょぇ 
しっ ゃないこけかいゃぇす けす  せしかせゅうすっ, 
こさっょけしすぇゃはくう けす 『‶¨ おなき 
„┿さしっくぇか” ┿╃ しぇ: ぉっいこかぇすくぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ こけゃうてぇゃぇくっ 
くぇ おゃぇかうそうおぇちうはすぇ うかう いぇ 
こさうょけぉうゃぇくっ くぇ くけゃぇ, さぇい-
ゃうゃぇくっ くぇ くけゃう いくぇくうは う 
せきっくうは, こけゃうてぇゃぇくっ くぇ きけ-
すうゃぇちうはすぇ いぇ さぇぉけすぇ. 
¨しくけゃくぇすぇ ょっえくけしす くぇ ┿さ-

しっくぇかしおうは ちっくすなさ いぇ こさけそっ-
しうけくぇかくけ けぉせつっくうっ っ けさゅぇくう-
いうさぇくっすけ う けしなとっしすゃはゃぇくっすけ 
くぇ くぇつぇかくけ う くっこさっおなしくぇすけ 
こさけそっしうけくぇかくけ けぉせつっくうっ, 
さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ せつっぉくう 

こさけゅさぇきう う きけょせかう, ょさせゅぇ 
せつっぉくぇ ょけおせきっくすぇちうは. 〈けえ  っ 
かうちっくいうさぇく ゃ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
ぇゅっくちうは  いぇ こさけそっしうけくぇかくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ う けぉせつっくうっ. 
¨しくけゃくぇすぇ ちっか くぇ 『っくすなさぇ 
っ ょぇ そけさきうさぇ きけすうゃぇちうけく-
くぇ しうしすっきぇ いぇ さっぇかういぇちうは ゃ 
ょさせあっしすゃけすけ  う こけゃうてぇゃぇくっ 
くぇ こけすっくちうぇかくぇすぇ ゃないきけあ-
くけしす  いぇ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ いぇ-
っすけしす. 

いぇ しかっょはしすうっ, はょおう ぇしけさすう, 
こかけょけゃっ う すせさしおけ おぇそっ しなし 
しきけおうくは. ╁きっしすけ たかはぉ – こう-
すおぇ しなし しうさっくっ. „╇ すけゃぇ かう とっ 
こうてって, ぉっ きけきうつっ”, つせょう しっ 
[ぇょおけ ‶ぇさぇておっゃけゃ..., おけえすけ 
こけかせつぇゃぇ しかっょ けすかうつうっすけ ゃ 
╀かぇゅけっゃゅさぇょ 
すっかっゅさぇきぇ けす 〈けょけさ 

╅うゃおけゃ,
くけ くっ けすょぇゃぇ くぇ すけゃぇ おけえ 

いくぇっ おぇおゃけ いくぇつっくうっ. 〈っかっ-
ゅさぇきう „いぇゃぇかっかう” けすゃしはおな-
ょっ – けす けぉかぇしすくう, ゅさぇょしおう う 
こさけつうっ おけきうすっすう. ╆くぇつっくうっすけ 
くぇ くぇゅさぇょうすっ いぇ くっゅけ っ ょさせゅけ: 
„′ぇゅさぇょうすっ いぇょなかあぇゃぇす!”, いぇ-
すけゃぇ こけしかっ こぇお しかっょゃぇ „きくけ-
ゅけ さぇぉけすぇ – おけさぇぉなす つぇおぇ!”. ] 
すけいう ういさぇい すけゅぇゃぇ ぇさしっくぇかちう 
ぉっかっあぇす ょっくけくけとくうは すさせょ こけ 
こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ しすけすうちう っおし-
こっょうちうう いぇ ういくけし. „‶さぇゃったきっ  
こけ 200 ぉけさきぇてうくう う こけ 100 
そさっいう くぇ きっしっち...” – „しっゅぇ しう 
こかぇとぇき いぇ くはおけう くっとぇ”, きう-
しかう しう [ぇょおけ ‶ぇさぇておっゃけゃ, 
けちっかはか しかっょ ょゃぇ うくそぇさおすぇ, 
くっ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ う し ゅさう-
あぇすぇ くぇ ょなとっさはすぇ, おけはすけ つっし-
すけ うょゃぇ けす ╂ぇぉさけゃけ ょぇ ゅけ ゃうょう 
う こけきぇゅぇ. 

╃ぇ しっ こけきぇゅぇ ゃ すけゃぇ しっきっえ-
しすゃけ っ いぇおけく. ╆ぇすけゃぇ ょっしっす-
おうすっ さぇぉけすくうちう, くぇ おけうすけ 
きぇえしすけさなす – しすさせゅぇさ ょぇゃぇ こなす 
„ょぇ ゃいっきぇす たかはぉぇ ゃ さなちっ” う 
ょくっし, おぇすけ きうくぇゃぇす こけおさぇえ 
ょゃけさぇ きせ くぇ こなす いぇ „┿さしっ-
くぇか”, しっ しこうさぇす ょぇ しこけょっかはす. 
„′はおけう けす すはた ゃっつっ しぇ こさっょ 
こっくしうは...”, ぉさけう ょなかあうくぇすぇ 
くぇ あうゃけすぇ しう [ぇょおけ ‶ぇさぇて-
おっゃけゃ う くぇ ういこさぇとぇくっ こぇお きう 
おぇいゃぇ: ”┿い しなき こけしかっょくうはす 
きけたうおぇく”.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ   

ぞÜÜ-びíÜ

╇╅】ぁ╊『¨ ′╅  《╆】ぁ╊〉¨╊ ╇ „╅『』╊〉╅]” 
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

¨せてかちうま つ ｠そちにか ╆とさあこ
[けてあかぬ そてさちけ えかせあ せあ しまいそうてあ
[ひおか けえちあみて おかぬあてあ せけ?

ゑ ï¿ñÑçíàó　 ßëÜú ôñöñöñ:

[ぇょおけ ‶ぇさぇておっゃけゃ し おけかっゅう くぇ ゃさなとぇくっ けす
╀かぇゅけっゃゅさぇょ しかっょ ちっさっきけくうはすぇ こけ せょけしすけはゃぇくっ 
しなし いゃぇくうっすけ “╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは すさせょ”

╋けきっくす けす せつっぉくうは こけちっし

ɉɈɅȿɁɇɈ
《なけぬけあしせけ たちあくせけぬけ たちかく す. つかたてかすうちけ
5 しっこすっきゃさう 
(こけくっょっかくうお)

‶けつうゃっく ょっく,
3 しっこすっきゃさう っ さぇぉけすっく, くけ しかっょゃぇとうすっ すさう ょくう
(4, 5, 6) しぇ こけつうゃくう.

6 しっこすっきゃさう 
(ゃすけさくうお)

╃っく くぇ ]なっょうくっくうっすけ

22 しっこすっきゃさう 
(つっすゃなさすなお)

╃っく くぇ くっいぇゃうしうきけしすすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは

23 しっこすっきゃさう 
(こっすなお)

‶けつうゃっく ょっく, けすさぇぉけすゃぇ しっ くぇ 17 しっこすっきゃさう (しなぉけすぇ)

〈┿ 
╋ぇすっさうぇかなす っ ういゅけすゃっく しなし 

しなょっえしすゃうっすけ くぇ
╂っさゅぇくぇ ‶っくつけかけゃぇ,

『っくすなさ いぇ こさけそっしうけくぇかくけ
けぉせつっくうっ おなき „┿さしっくぇか” ┿╃
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╊さつたかちてひて 》かてひち ╇かさそう:

]¨》』╇╅ っ』〉╅ 』【『╅【╊╈¨っ ′╅ 【】『¨′〈╅

｠『《〉¨[╅ ¨′╆《『  ̈2011

╂-く ╁っおけゃ, ╁ぇてうはす こけ-
ゃっつっ けす 15-ゅけょうてっく けこうす 
ゃ すせさうしすうつっしおうは ぉさぇくて っ 
ょけしすぇすなつっく, いぇ ょぇ うきぇすっ 
はしくぇ こけいうちうは こけ ゃなこさけしぇ - 
おぇおゃけ きせ かうこしゃぇ くぇ ╉ぇいぇく-
かなお, いぇ ょぇ しぉなょくっ きっつすぇすぇ 
しう いぇ うしすうくしおう ぇすさぇおすうゃっく 
すせさうしすうつっしおう ゅさぇょ?
 ′ぇ こなさゃけ きはしすけ – くぇ ╉ぇいぇく-

かなお きせ かうこしゃぇ はしくけ さぇいさぇぉけ-
すっくぇ しすさぇすっゅうは いぇ さぇいゃうすうっ くぇ 
すせさういきぇ. ′はきぇ こさうけさうすっすう, 
けおけかけ おけうすけ ょぇ ぉなょぇす けぉっ-
ょうくっくう せしうかうはすぇ くぇ ゃしうつおう, 
うきぇとう けすくけてっくうっ おなき すせさう-
いきぇ. ╁さっきっ っ ょぇ けしないくぇっき, つっ 
すせさうしすうすっ, おけうすけ こけしっとぇゃぇす 
ゅさぇょぇ う さっゅうけくぇ, しぇ ゃ しなこさう-
おけしくけゃっくうっ し ゃしうつおう しそっさう 
けす くぇてうは あうゃけす – うくそさぇ-
しすさせおすせさぇ, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, 
すさぇくしこけさす, ぉぇくおけゃう せしかせゅう, 
おせかすせさぇ, すなさゅけゃうは う す.く.,  っすけ 
いぇとけ すさはぉゃぇ ゅけゃけさうき いぇ すせ-
さういきぇ おぇすけ おけきこかっおしっく しすう-
きせか いぇ うおけくけきうつっしおけ さぇい-
ゃうすうっ くぇ ゅさぇょぇ う さっゅうけくぇ.                                                                 
′ぇ ゃすけさけ きはしすけ - はしくけ うょっくすう-
そうちうさぇくっ くぇ けすゅけゃけさくけしすうすっ. 
╇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ う ゃ ちはかぇ-
すぇ しすさぇくぇ, けぉっおすうすっ, こけしっとぇ-
ゃぇくう けす すせさうしすうすっ, しぇ ょなさあぇゃ-
くぇ う けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす. 
╄すけ いぇとけ ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす 
すさはぉゃぇ ょぇ ゃかっいっ ゃ さけかはすぇ しう 
くぇ しすけこぇくうく う ゃ こぇさすくぬけさ-

しすゃけ し ぉういくっしぇ ょぇ すなさしう こけ-
っそっおすうゃくけ ういこけかいゃぇくっ くぇ 
ゃしうつおう すせさうしすうつっしおう けぉっおすう. 
╁ しっゅぇてくぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす し すせさういなき しっ 
いぇくうきぇゃぇ おけきうしうはすぇ こけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ, きかぇょっあおう ょっえくけしすう 
う しこけさす. 〈さはぉゃぇ ょぇ しおなしぇきっ し 
こさっょしすぇゃぇすぇ しう いぇ “すせさういきぇ し 
さぇくうつおぇすぇ くぇ ゅなさぉぇ う せつうすっか-
おぇすぇ こさっょ ゅさせこぇすぇ こけ ょっさっすけ 
おなき ╀せいかせょあぇ”. ′っ きけあっ ょぇ 
しっ さぇいゅかっあょぇ すせさういきなす こさう 
ょっえくけしすう, ういちはかけ しせぉしうょうさぇ-
くう けす ぉのょあっすぇ, いぇとけすけ すけゃぇ 
っ けすさぇしなか くぇ うおけくけきうおぇすぇ, 
おけえすけ ゅっくっさうさぇ こさうたけょう, ぇ くっ 
ゅう ういさぇいたけょゃぇ. 〈ぇいう さぇいかう-
おぇ けつっゃうょくけ くっ しっ さぇいぉうさぇ, ぇ 
うくぇつっ, ゃしうつおう ゅけゃけさうき おぇお とっ 
さぇいゃうゃぇきっ すせさういなき, おぇお とっ 
うょゃぇす すせさうしすう ゃ ╃けかうくぇすぇ, おぇお 
けすゃぇさはきっ くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ  
う こさ. 
]なぉうさぇかぇ かう ゃう っ きっしすくぇ-

すぇ ゃかぇしす – さっしすけさぇくすぬけさう う 
たけすっかうっさう, いぇ ょぇ こけつっさこう 

けこうす う ょぇ こさけせつう くせあょうすっ 
くぇ すせさうしすうすっ?
]ょさせあっくうっすけ くぇ たけすっかうっさう-

すっ う さっしすけさぇくすぬけさうすっ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお けすょぇゃくぇ っ いぇはゃうかけ しゃけっすけ 
あっかぇくうっ ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ ╉けく-
しせかすぇすうゃくうは しなゃっす こけ すせさう-
いなき, おけえすけ すさはぉゃぇてっ  ょぇ ぉなょっ 
ういゅさぇょっく しなゅかぇしくけ つか. 10 ぇか. 
3 す. 2 けす ╆ぇおけくぇ いぇ すせさういきぇ 
う さってっくうっ わ 555 けす 13. 12. 
2010 ゅ. くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
おぇすけ っ こけょぇかけ くっけぉたけょうきう-
すっ ょけおせきっくすう ゃ しなけすゃっすしすゃうっ 
し ′ぇさっょぉぇすぇ いぇ くっゅけゃけすけ うい-
ゅさぇあょぇくっ う そせくおちうけくうさぇくっ. 
‶なさゃけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ ]なゃっすぇ 
ぉっ くぇ 25 のかう う ゃなこさっおう くはおけう 
けさゅぇくういぇちうけくくう くっせさっょうちう 
ょぇゃぇ こけゃけょ いぇ けこすうきういなき. ╁ 
すぇいう こけしけおぇ とっ ょぇき こさうきっさ – 
くっいぇゃうしうきけ けす ゃしうつおう ょけゃけょう, 
つっ ¨ぉとうくしおうはす うくそけさきぇちうけ-
くっく ちっくすなさ くはきぇ おぇお ょぇ ぉなょっ 
けすゃけさっく ゃ こけきけと くぇ すせさうしすうすっ 
ゃ しなぉけすぇ う くっょっかは, しっ くぇきっさう 
さってっくうっ, う すけ ぉっい ょぇ しっ ういうし-

おゃぇ ょけこなかくうすっかっく そうくぇくしけゃ 
うかう おぇょさけゃう さっしせさし. ′ぇょはゃぇき 
しっ, つっ しかっょ ういぉけさうすっ くけゃけうい-
ぉさぇくうはす ¨ぉとうくしおう しなゃっす とっ 
けすょっかう こけゃっつっ ゃくうきぇくうっ う とっ 
こけゅかっょくっ けす こけいうちうはすぇ くぇ ょけ-
ぉなさ しすけこぇくうく おなき こさけぉかっきうすっ  
ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ すせさうしすうつっ-
しおうは けすさぇしなか ゃ さっゅうけくぇ
╉ぇお しう ゃいぇうきけょっえしすゃぇすっ し 

おせかすせさくうすっ うくしすうすせすう, さぇ-
ぉけすはす かう すっ いぇ こさうゃかうつぇくっ 
くぇ こけ-ゅけかはき すせさうしすうつっしおう 
こけすけお? 
╉せかすせさくうすっ うくしすうすせすう しぇ くっ-

けすきっくくぇ つぇしす けす さぇいゃうすうっすけ くぇ 
すせさういきぇ. ╉ぇいぇくけ くぇえ-こさけしすけ, 
すっ しぇきう いぇ しっぉっ しう くっ きけゅぇす ょぇ 
しなとっしすゃせゃぇす, ぇおけ くはきぇ こけしっ-
すうすっかう, ぇおけ くはきぇ おけえ ょぇ ゃうょう 
う けちっくう すはたくぇすぇ さぇぉけすぇ. 
╇きぇきっ こさっおさぇしっく うしすけさうつっ-

しおう きせいっえ, ぉけゅぇすぇ たせょけあっしす-
ゃっくぇ ゅぇかっさうは, すっぇすなさ, つうすぇ-
かうとぇ, おなとう くぇ たせょけあくうちう う 
おけきこけいうすけさう, っすくけゅさぇそしおう 
おけきこかっおし, せくうおぇかくう すさぇおうえ-
しおう ゅさけぉくうちう う ょさせゅう けぉっおすう, 
しゃなさいぇくう し おせかすせさくけ- うしすけさう-
つっしおけすけ くう くぇしかっょしすゃけ う しなゃ-
さっきっくくけしす. 
]きはすぇきっ, つっ ゃ おせかすせさくうすっ 

うくしすうすせすう うきぇ くせあょぇ けす こけ-
ゃっつっ ゅなゃおぇゃけしす ゃ さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ, ょぇ しっ さぇぉけすう ょけさう し 
たけさぇ, おけうすけ くっ しぇ くぇ とぇす, ぇ う 
くぇ ょけゅけゃけさ. ′うっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
しなけぉさぇいはゃぇきっ し すせさうしすうすっ, し 
すはたくけすけ “さぇぉけすくけ” ゃさっきっ, ぇ くっ 
すっ し くぇてっすけ.                                              
╉けっ ゃけょう すせさうしすうすっ ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお?                      

 ╂っけゅさぇそしおけすけ くう さぇいこけかけ-
あっくうっ う こさうさけょくう ょぇょっくけしすう 
ゃ しなつっすぇくうっ し ぉけゅぇすぇすぇ うしすけ-
さうは う おせかすせさぇ しぇ ょけぉさぇ こさっょ-
こけしすぇゃおぇ いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ すせ-
さういきぇ. 》けさぇすぇ うょゃぇす ょぇ ゃうょはす  
すけゃぇ, いぇ おけっすけ うきぇす こさっょゃぇ-
さうすっかくぇ うくそけさきぇちうは. ╁ すぇいう 
ゃさないおぇ さけかはすぇ くぇ うくすっさくっす っ 
くっけちっくうきぇ う っ ゃっつっ ゃさっきっ すせ-
さうしすうつっしおうはす しぇえす くぇ ̈ ぉとうくぇ-
すぇ ょぇ ういかっいっ けす いぇぉゃっくうっ. ′ぇ 
くぇし くう かうこしゃぇ ちっかっくぇしけつっくぇ 
さっおかぇきくぇ しすさぇすっゅうは. ╉ぇいぇくかなお 
う さっゅうけくぇ くっ しっ こさっょしすぇゃはす 
けさゅぇくういうさぇくけ こさっょ つせあょうすっ 
う ぉなかゅぇさしおうすっ すせさけこっさぇすけさう う 
ぇゅっくちうう. ╉ぇいぇくかなお きくけゅけ さはょ-
おけ こさうしなしすゃぇ ゃ くぇちうけくぇかくうすっ 
きっょうう う, ぇおけ ゃしっ こぇお ゅけ うきぇ, すけ 
っ こけょ そけさきぇすぇ くぇ うくそけさきぇちうは 
いぇ くっとけ けすきうくぇかけ, ぇ くっ こさっょ-
しすけはとけ, おけっすけ ょぇ いぇうくすさうゅせゃぇ 
たけさぇすぇ. ╃けさう せすゃなさょっく そっしすう-
ゃぇか おぇすけ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ 
くっ きけあっ ょぇ しっ こけたゃぇかう しなし しな-
けすゃっすしすゃぇとけ けすさぇいはゃぇくっ. ┿おけ 
きけあっき ょぇ ゅけゃけさうき いぇ くはおぇお-
ゃぇ さっおかぇきぇ, すけ すは くぇえ-つっしすけ 
しっ しゃっあょぇ ょぇ さぇいょぇゃぇくっすけ くぇ 
ぉっいこかぇすくう ょうこかはくおう う ぉさけてせ-
さう くぇ ゅけしすうすっ, おけうすけ ゃっつっ しぇ 
ょけてかう ゃ ゅさぇょぇ くう. 〈けいう すうこ 
さっおかぇきくう きぇすっさうぇかう しぇ こけ-
こけょたけょはとう こさう こさっょしすぇゃはくっ 
くぇ すせさうしすうつっしおう ぉけさしう う ういかけ-
あっくうは, おなょっすけ きけゅぇす ょぇ しなぉせ-
ょはす うくすっさっし せ すせさけこっさぇすけさうすっ 
/くぇてう う つせあょう/  う せ すせさうしすうすっ. 
╊うこしゃぇす くう うくそけさきぇちうけくくうすっ 
すぇぉっかう, おぇすけ つぇしす けす ゅさぇょしおぇすぇ 
おせかすせさぇ, かうこしゃぇす くう かっゅっくょう-
すっ, こさうおぇいおうすっ いぇ すけゃぇ, おけっすけ 
うきぇきっ すせお おぇすけ おせかすせさくけ う うし-
すけさうつっしおけ くぇしかっょしすゃけ. ╆ぇ ょぇ 
しっ いぇこけきくう くっとけ, すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ こさうおぇいおぇ, かっゅっくょぇ, おけはすけ 
ょぇ ょけおけしくっ ょせてぇすぇ すう…                                               

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

[けょっく 1954 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお.
『っかうはす すさせょけゃ しすぇあ くぇ さけ-
ょうすっかうすっ - ゃ “┿さしっくぇか”.
¨ぉさぇいけゃぇくうっ - ゃうしてっ.
[ぇぉけすう ゃ “┿さしっくぇか” けす  
1979 ょけ 1991 ゅ.
╅っくっく, し ょゃぇきぇ しうくぇ.
╁ きけきっくすぇ - ういこ. ょうさっおすけさ 
くぇ “╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ” ┿╃

╃ぇ ぉなょぇす ういくっしっくう うい
ゃなく さけきしおぇすぇ きぇたぇかぇ 

„╉ぇさきっく” ゃ ╉ぇいぇくかなお ょゃっすっ 
ういぉうさぇすっかくう しっおちうう いぇ こさっょ
しすけはとうすっ ういぉけさう. 〈けゃぇ とっ こけ
うしおぇす う いぇ すけゃぇ とっ くぇしすけはゃぇす 
こさっょ けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお けす きっしすくうは しぉけさ くぇ 
こぇさすうは ┿すぇおぇ. ╆ぇ くぇきっさっくうっ
すけ しなけぉとう かうつくけ かうょっさなす くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ 
こぇさすうはすぇ う おぇくょうょぇす いぇ おきっす 
╃さぇゅけきうか ╇ゃぇくけゃ. ╉ぇすけ きけすう
ゃう いぇ うしおぇくっすけ くぇ ぇすぇおうしすうすっ 
すけえ こけしけつう きくけあっしすゃけすけ こけ
さけつくう こさぇおすうおう, おけくしすぇすう
さぇくう ゃ すっいう ょゃっ ういぉうさぇすっかくう 
しっおちうう こけ ゃさっきっ くぇ こさっょうてくう 
ゃけすけゃっ. ╊うこしぇすぇ くぇ おぇおなゃすけ う 
ょぇ e っそっおすうゃっく おけくすさけか ゃなさ
たせ しかせつゃぇとけすけ しっ ゃ すっいう しっお
ちうう う ょけこなかくうすっかくう しなきくっ
くうは いぇ きぇてうくぇちうう しっゅぇ  しなとけ 
しぇ きけすうゃう いぇ うしおぇくっすけ うき.

╀]‶-╉ぇいぇくかなお ゃけょう さぇいゅけ
ゃけさう いぇ こけょおさっこぇ し こさっょ

しすぇゃうすっかう くぇ さぇいかうつくう こけかう
すうつっしおう しうかう, ゃ すけゃぇ つうしかけ う 
けす ょはしくけすけ こさけしすさぇくしすゃけ. 〈けゃぇ 
いぇはゃう くぇ こさっしおけくそっさっくちうは 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇく
かなお  ╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ. ╁っつっ っ 
はしくぇ う かうしすぇすぇ し おぇくょうょぇすう 
いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. ]かっょ 
ょっこけいうさぇくっすけ くぇ こけょこうしおぇ けす 
43-きぇ さけきしおう こさっょしすぇゃうすっかう 
う ょっおかぇさぇちうは いぇ こけょおさっこぇ くぇ 
おぇくょうょぇすぇ くぇ ╀]‶ ╁ぇしうか ]ぇ
きぇさしおう, くぇ 12-すぇ こけいうちうは ゃ 
かうしすぇすぇ  くぇ ╀]‶ とっ っ さけきしおうはす 
こさっょしすぇゃうすっか ╊のぉっく 〈けくっゃ. 
╃させゅう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ おけ

ぇかうちうけくくう こぇさすくぬけさう ゃ ╀]‶-
かうしすぇすぇ くはきぇ, すなえ おぇすけ くっ っ こけ
しすうゅくぇすけ しなゅかぇしうっ いぇ すったくうすっ 
きっしすぇ. 
]こっつっかゃぇくっすけ くぇ きっしすくうは ゃけす 

っ けしくけゃくぇすぇ う くぇえ-ゅかぇゃくぇ いぇ
ょぇつぇ いぇ おぇいぇくかなておうすっ しけちうぇ
かうしすう, しこけさっょ ╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ. 
╉ぇすけ しっさうけいっく こさけぉかっき さな

おけゃけょしすゃけすけ くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇく
かなお けすつうすぇ かうこしぇすぇ くぇ すったくう 
おぇくょうょぇすせさう ゃ くはおけかおけ いくぇ
おけゃう う ゅけかっきう しっかぇ ゃ けぉとう
くぇすぇ - ╉さなく, ╀せいけゃゅさぇょ, ╂けさくけ 
』っさおけゃうとっ, 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ. 
‶ぇさすうえくうすっ  けさゅぇくういぇちうう ゃ 
すっいう しっかぇ しぇ こさっょかけあうかう ょぇ くっ 
しっ ういょうゅぇす すったくう おぇくょうょぇすう いぇ 
おきっすけゃっ. ╀っい ういおかのつっくうっ  ゃ すはた 
ゃ きけきっくすぇ おきっすけゃっすっ しぇ こさっょ
しすぇゃうすっかう くぇ こぇさすうは ╂╄[╀ うかう 
こけょおさっこっくう けす くっは. 

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

こさけゃっょっ おけくしせかすぇちうう し こけ
かうすうつっしおうすっ しうかう いぇ ういぉけさう 
‘2011. ╉けくしせかすぇちううすっ ぉはたぇ 
いぇ しなしすぇゃぇ くぇ ¨╇╉. ]なゅかぇし
くけ さぇいこけさっょぉうすっ くぇ ╇いぉけさ
くうは おけょっおし う さってっくうっ わ30 
くぇ 『っくすさぇかくぇすぇ ういぉうさぇすっかくぇ 
おけきうしうは, ¨ぉとうくしおぇすぇ ういぉう
さぇすっかくぇ おけきうしうは ゃ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお とっ しっ しなしすけう けす 17 
つかっくけゃっ. 〈っ しっ さぇいこさっょっかはす 
こけ しかっょくうは くぇつうく: ‶‶ ╂╄[╀ 
- 8; ╉けぇかうちうは いぇ ╀なかゅぇさうは – 
3; ╃‶] – 3; ┿すぇおぇ -1; ]うくはすぇ 
おけぇかうちうは – 1; ′╃]╁ -1. ‶さっょ
しっょぇすっかはす っ けす ╂╄[╀; いぇきっしす
くうお-こさっょしっょぇすっかはす - けす ╃‶], 
ぇ しっおさっすぇさはす – けす ╉╀.

‶けかけゃうく きうかうけく かっゃぇ とっ こけかせつう いぇ さっしすぇゃさぇちうは う ういゅさぇあょぇくっ くぇ くせあくぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ 
すさぇおうえしおぇすぇ ゅさけぉくうちぇ 【せてきぇくっち おさぇえ 【うこおぇ. ]さっょしすゃぇすぇ しぇ つぇしす けす ゅかぇしせゃぇくうすっ けす ╋] 

ゃ しさはょぇ 192 きうかうけくぇ いぇ おせかすせさくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ ゃ しすさぇくぇすぇ. ¨す すっいう しさっょしすゃぇ 30 きうかうけくぇ 
しぇ こさっょゃうょっくう けす ╋[[╀ こけ さぇいかうつくう こさけっおすう いぇ 8 けぉっおすぇ し おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけ いくぇつっくうっ, 
しなけぉとう くぇさけょくうはす こさっょしすぇゃうすっか けす ╂╄[╀ ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ. ]さっょ すっいう 8 けぉっおすぇ っ う  きけゅうかぇ
すぇ-ゅさけぉくうちぇ 【せてきぇくっち. ╋けゅうかぇすぇ, おけはすけ っ つぇしす けす ょけかうくぇすぇ くぇ 〈さぇおうえしおうすっ ちぇさっ, っ ょぇすうさぇくぇ 
けす 4 ゃ. こさ.く.っ. う っ けすおさうすぇ くぇ 28 ぇゃゅせしす 1996 ゅけょうくぇ けす こけおけえくうは ぇさたっけかけゅ ょ-さ ╂っけさゅう ╉うすけゃ. 
》さぇきなす くはきぇ ぇくぇかけゅ くぇ ╀ぇかおぇくしおうは こけかせけしすさけゃ, すなえ おぇすけ っ っょうくしすゃっくうはす すさぇおうえしおう たさぇき し 
おけかけくう う ゃ こさっょょゃっさうっすけ, う ゃ おぇきっさぇすぇ. 【せてきぇくっち っ こなさゃうはす う っょうくしすゃっく ょけしっゅぇ すさぇおうえしおう 
たさぇき し おけかけくう う ゃ こさっょゃっさうっすけ, う ゃ おぇきっさぇすぇ. 〉くうおぇかくけすけ きせ ぇさたうすっおすせさくけ さってっくうっ ゅけ こさぇゃう 
っょくけ けす くぇえ-こさっょしすぇゃうすっかくうすっ こさけういゃっょっくうは くぇ すさぇおうえしおぇすぇ ぇさたうすっおすせさぇ.
]こけさっょ ょうさっおすけさぇ くぇ ╇╋ „╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお ょ-さ ╉けしぬけ ╆ぇさっゃ いぇ こさうゃっあょぇくっすけ くぇ きけゅうかぇすぇ 

ゃなゃ ゃうょ, ょけしすなこっく いぇ こけしっとっくうっ けす  すせさうしすう, とっ しぇ くせあくう くぇょ 1 きうかうけく う 100 たうかはょう かっゃぇ. ╁ 
きけきっくすぇ きけゅうかぇすぇ しっ くぇきうさぇ ゃ ういおかのつうすっかくけ すっあおけ しなしすけはくうっ, しなし しうかくけ けぉさぇしかぇ さぇしすうすっか
くけしす けおけかけ くっは. 
 

165  ょっちぇ けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くうおけゅぇ くっ しぇ たけょうかう くぇ せつうかうとっ こけ ょぇくくう けす こけしかっょくけすけ 
こさっぉさけはゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっすけ ゃ ╀なかゅぇさうは, こさけゃっょっくけ こさっい そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ.   ╇くそけさ

きぇちうはすぇ ゃっつっ っ つぇしす けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, おけはすけ こさっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ けそうちうぇかくけ 
けぉはゃう ょぇくくうすっ けす ‶さっぉさけはゃぇくっ 2011. ‶け うくそけさきぇちうは くぇ しぇえすぇ „5 きうくせすう” 63 けす すっいう ょっちぇ 
あうゃっはす ゃ しっかぇすぇ けす けぉとうくぇすぇ, けしすぇくぇかうすっ  しぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╃ぇくくうすっ くぇ しすぇすうしすうおぇすぇ こけおぇいゃぇす 
しなとけ, つっ けそうちうぇかくけ くっゅさぇきけすくうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ しぇ  647 つけゃっおぇ. ‶けかけゃうくぇすぇ けす すはた あうゃっはす 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

¨す くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ せつっくうちうすっ とっ うきぇす ょけこなかくうすっかくぇ ゃぇおぇくちうは ゃ ょくうすっ けおけかけ ╃っくは くぇ 
くぇさけょくうすっ ぉせょうすっかう – 1 くけっきゃさう. 〈けゃぇ さってう こさぇゃうすっかしすゃけすけ おぇすけ ゅかぇしせゃぇ こさけきっくう ゃ こさぇ

ゃうかくうおぇ いぇ こさうかぇゅぇくっ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ くぇさけょくぇすぇ こさけしゃっすぇ. 
╁ぇおぇくちうはすぇ とっ しっ くぇさうつぇ っしっくくぇ, ぇ こさけょなかあうすっかくけしすすぇ え とっ ぉなょっ きぇおしうきせき ょゃぇ ょくう. ╃けしっゅぇて

くぇすぇ きっあょせしさけつくぇ ゃぇおぇくちうは とっ ぉなょっ いぇきっくっくぇ しなし いうきくぇ ゃぇおぇくちうは, おぇすけ くっえくけすけ くぇつぇかけ とっ しっ 
けこさっょっかは しなし いぇこけゃっょ くぇ こさけしゃっすくうは きうくうしすなさ う とっ いぇゃうしう けす おぇかっくょぇさぇ いぇ しなけすゃっすくぇすぇ ゅけょうくぇ.

╊うょっさなす くぇ しけちうぇかうしすうすっ 
]っさゅっえ ]すぇくうてっゃ う おぇくょう

ょぇすなす くぇ ╊っゃうちぇすぇ いぇ こさっいうょっくす 
╇ゃぇえかけ ╉ぇかそうく せつぇしすゃぇたぇ ゃ ちっ
さっきけくうはすぇ こけ けそうちうぇかくけすけ けす
おさうゃぇくっ くぇ こさっょういぉけさくうは おかせぉ 
くぇ おぇくょうょぇすぇ くぇ ╀]‶ いぇ おきっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう. 
]すぇくうてっゃ こけょぇさう くぇ ╀]‶-

おぇくょうょぇすぇ いぇ おきっす ぇきけさすうしぬけさ 
いぇ かっお ぇゃすけきけぉうか し こけさなつっくう
っすけ „おぇすけ おきっす しかっょ ょゃっ ゅけょうくう 
ょぇ くぇこさぇゃう すけかおけゃぇ くっとぇ いぇ 
きっしすくぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ, つっ 
ょぇ くっ きせ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ おせこせゃぇ 
くけゃ”. ╃ゃぇきぇすぇ こけあっかぇたぇ くぇ ]ぇ
きぇさしおう „たなし, しうかぇ, けすおさうすけしす こけ 
ゃさっきっ くぇ おぇきこぇくうはすぇ う こけしかっょ
ゃぇとけ こさけいさぇつくけ せこさぇゃかっくうっ”.
╉ぇかそうく う ]すぇくうてっゃ ぉはたぇ 

こなさゃうすっ ょゃぇきぇ, おけうすけ くぇこうしぇ
たぇ しゃけうすっ ╁ないかぇゅぇすっかくう こうしきぇ 
くぇ おぇくょうょぇすぇ くぇ ╀]‶ いぇ おきっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╇ゃぇえかけ ╉ぇかそうく 
こけさなつぇ くぇ ]ぇきぇさしおう ょぇ しこっ
つっかう ういぉけさうすっ う ょぇ けこさぇゃょぇっ 
ょけゃっさうっすけ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, ぇ 
]すぇくうてっゃ - ょぇ しう ょなさあう くぇ ょせ
きぇすぇ, ょぇ こけょけぉさう けぉとうくしおぇすぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇ う ょぇ しかっょゃぇ ゃ 
せこさぇゃかっくうっすけ しう こけゃっょっくうっ くぇ 
けすおさうすけしす.

╁ ¨すゃけさっくけ こうしきけ ょけ ゅさぇあ
ょぇくうすっ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく

かなお おきっすなす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ 
けこけゃっしすう くぇきっさっくうっすけ  くぇ せつ
さっょっくけすけ けす くっゅけ ╂さぇあょぇくしおけ 
しょさせあっくうっ  „╆ぇ ゅさぇあょぇくしおけ せこ
さぇゃかっくうっ”  ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ こさっょ
しすけはとうすっ きっしすくう ういぉけさう. ╋けすう
ゃうすっ くぇ せつさっょうすっかうすっ いぇ すけゃぇ 
しぇ, つっ „せつぇしすうっすけ ゃ ういぉけさう しっ 
けしくけゃぇゃぇ くっ くぇ こぇさすうえくぇ, ぇ くぇ 
てうさけおぇ ゅさぇあょぇくしおぇ こけょおさっこぇ. 
╆ぇ さぇいかうおぇ けす  こぇさすううすっ, おけう
すけ さっょはす ゃ かうしすうすっ しう こさっょうきくけ 
こぇさすうえくう おぇくょうょぇすせさう, くぇてぇすぇ 
うょっは  っ ょぇ こさっょかけあうき  ゃ かうし
すうすっ かうちぇ, ういゃっしすくう し ゅさぇあょぇく
しおぇすぇ しう こけいうちうは”, しっ おぇいゃぇ ゃ 
¨すゃけさっくけすけ こうしきけ くぇ ╃ぇきはくけゃ.  

╁ けさゅぇくういうさぇくけ けす あっくしおぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは くぇ ╂╄[╀ – ╉ぇ

いぇくかなお しなしすっいぇくうっ こけ てぇたきぇす 
きうくぇかぇすぇ しなぉけすぇ, おぇくょうょぇすなす いぇ 
おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお けす  こけかうすうつっ
しおぇ こぇさすうは ╂╄[╀ ╂ぇかうくぇ ]すけは
くけゃぇ しすうゅくぇ ょけ さっきう し きぇえしすけさぇ 
くぇ しこけさすぇ ‶っすさぇくおぇ ╃さぇゅぇくけゃぇ. 
‶さけはゃぇすぇ ぉっ こけしゃっすっくぇ くぇ ]ゃっ
すけゃくうは ょっく くぇ てぇたきぇすぇ. 【ぇたなす っ 
うゅさぇ いぇ きなょさっちう, ぇ ょくっし ゃ せこさぇ
ゃかっくうっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお っ くせあくぇ 
うきっくくけ きなょさけしす いぇ ょけぉさうすっ さっ
てっくうは ゃ こけかいぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, 
おぇいぇ ょっこせすぇすなす ╄きうか ╉ぇさぇくう
おけかけゃ, おけえすけ けすおさう しなしすっいぇくうっ
すけ し こなさゃう たけょ. ]すけはくけゃぇ こさうっ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけすけ し せゅけゃけさ
おぇすぇ, つっ ゃ しなしすっいぇくうっすけ ゃしうつおう 
せつぇしすくうちう しぇ さぇゃくけこけしすぇゃっくう う 
いぇ くっは っ つっしす ょぇ うゅさぇっ くぇ っょくぇ 
けす ょなしおうすっ ゃ しっぇくしぇ し きぇえしすけさぇ 
くぇ しこけさすぇ ‶っすさぇくおぇ ╃さぇゅぇくけゃぇ, 
おけはすけ っ う っょうく けす くぇえ-ょけぉさうすっ 
すさっくぬけさう くぇ きかぇょっあおう しこけさすっく 
てぇたおかせぉ ゃ ╀なかゅぇさうは.

╋っゅぇかうすなす ゃ ╀せいけゃゅさぇょ ょぇ ぉなょっ こさういくぇす いぇ こぇきっすくうお くぇ おせかすせ
さぇすぇ う ょぇ ぉなょっ ういゅさぇょっく こなす ょけ くっゅけ. 〈けゃぇ こけうしおぇたぇ あうすっかうすっ 

くぇ しっかけすけ こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇ し けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか ╈けさょぇく ′うおけ
かけゃ. ]こけさっょ きっしすくうすっ すけゃぇ っ っょうくしすゃっくうはす くぇつうく こぇきっすくうおなす ょぇ ぉなょっ 
けこぇいっく いぇ こけおけかっくうはすぇ, いぇとけすけ っ こけ-しすぇさ けす おぇいぇくかなておうすっ ゅさけぉくうちう 
う っ こなさゃけこさうつうくぇすぇ すっ ょぇ ぉなょぇす ういゅさぇょっくう.

╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ しっ しさっとくぇ し 
きかぇょうすっ くう けかうきこうえちう こけ そういうおぇ ┿かっおしぇくょなさ ]おかはさけゃ – 

12 おかぇし, う ╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ – 10 おかぇし, う し すったくうすっ こさっこけょぇ
ゃぇすっかう, ょけゃっかう ゅう ょけ しゃっすけゃくうは せしこった: そういうおなす 〈っけょけしうえ 〈っ
けょけしうっゃ う きぇすっきぇすうつおぇすぇ [ぇょせておぇ ╇ゃぇくけゃぇ (つaしす けす „ぎ¡ïäñëöó 
£í とí£íÖ¿é¡“), おぇおすけ う ょうさっおすけさなす くぇ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ” 
╉さぇしうきうさ ╃ぇきはくけゃ. 〈さうきぇすぇ ゃないこうすぇくうちう くぇ ‶さうさけょけ-きぇすっ
きぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇくかなお しこっつっかうたぇ きっょぇかう くぇ きっあ
ょせくぇさけょくぇすぇ けかうきこうぇょぇ こけ そういうおぇ, こさけゃっかぇ しっ ゃ ╀ぇくおけお, 〈ぇえ
かぇくょ, けす 10 ょけ 18 のかう 2011 ゅ. ] ぉさけくいけゃう きっょぇかう しっ いぇゃなさくぇたぇ 
┿かっおしぇくょなさ ]おかはさけゃ  う  ╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ, ぇ ╉ぇすっさうくぇ ′ぇえょっくけゃぇ - 9 おかぇし, しこっつっかう しさっぉなさっく 
きっょぇか ゃ こさっしすうあくけすけ しなしすっいぇくうっ こけ そういうおぇ.
╀さけくいけゃうはす きっょぇかうしす ┿かっおしぇくょなさ ]おかはさけゃ ゃっつっ っ こさうっす いぇ しすせょっくす ゃ ╉っえきぉさうょあ, そぇおせかすっす 

‶さうさけょくう くぇせおう. 〈けゃぇ っ すさっすうはす きっょぇか けす けかうきこうぇょぇ こけ そういうおぇ いぇ きかぇょうは せつっく, ぇ ゃ こさっしすうあ
くうは せくうゃっさしうすっす こけ しこっちうぇかくけしすすぇ ‶さうさけょくう くぇせおう とっ しっ けぉせつぇゃぇす しぇきけ 15 しすせょっくすう けす ちっかうは 
しゃはす, おぇすけ っょうくうはす けす すはた っ  ┿かっおしぇくょなさ. ╃させゅうはす せつっくうお, しこっつっかうか ぉさけくい - ╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ, 
すぇいう っしっく とっ ぉなょっ ゃ 11 おかぇし う とっ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し すけつくう くぇせおう. ╆ぇ こなさゃう こなす 
けす 10 ゅけょうくう せつっくうお くぇ くっゅけゃぇすぇ ゃないさぇしす っ つかっく くぇ くぇちうけくぇかくうは けすぉけさ いぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ 
けかうきこうぇょぇ こけ そういうおぇ. ]さっぉなさくうは きっょぇか ういゃけのゃぇ くぇえ-きかぇょぇすぇ せつぇしすくうつおぇ う っょうくしすゃっくけすけ 
きけきうつっ ゃ けすぉけさぇ - ょっゃっすけおかぇしくうつおぇすぇ ╉ぇすっさうくぇ ′ぇえょっくけゃぇ. ′っえくけすけ せつぇしすうっ っ こさっちっょっくす ゃ 
うしすけさうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは すうき. ╁ 43-ゅけょうてくぇすぇ たさけくけかけゅうは くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ けかうきこうぇょぇ こけ 
そういうおぇ ╉ぇすっさうくぇ っ ゃすけさけすけ きけきうつっ けす くぇてぇすぇ しすさぇくぇ, こけしすうゅくぇかけ すぇおなゃ ゅけかはき せしこった. ╆かぇすくう 
きっょぇかうしすう くぇ けかうきこうぇょぇすぇ しぇ  きかぇょうすっ そういうちう くぇ 〈ぇえかぇくょ.

‶うしきけ いぇ こけょおさっこぇ こけ こさけっおす いぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ きっょうちうくしおぇ ぇこぇさぇすせさぇ う ういゃなさてゃぇくっ くぇ 
しすさけうすっかくけ-さっきけくすくう ょっえくけしすう こけ ¨‶ „[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ” ゃ ╋╀┿╊ „╃-さ 》さうしすけ ]すぇき

ぉけかしおう” ╄¨¨╃ こけかせつう ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けす きうくうしすなさぇ くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ ょ-さ ]すっそぇく ╉けく
しすぇくすうくけゃ.
 ‶け すけいう こさけっおす ぉけかくうちぇすぇ とっ こけかせつう  けぉとけ 33 こけいうちうう ぇこぇさぇすせさぇ, しさっょ おけうすけ おけきこのすなさっく 

すけきけゅさぇそ, ょうゅうすぇかっく さっくすゅっくけゃ ぇこぇさぇす, ったけゅさぇそ, おけきぉうくうさぇく し ちゃっすっく ょけこかっさ – こけ っょうく いぇ 
おぇさょうけかけゅうは う いぇ けすょっかっくうっ こけ ゃなすさってくう ぉけかっしすう,  たけかすっさ いぇ さうすなきくう くぇさせてっくうは, 2 おぇさょうけ
きけくうすけさぇ, 28 こぇちうっくすくう きけくうすけさぇ, ぉうけたうきうつっく ぇくぇかういぇすけさ, かぇこぇさけしおけこしおう くぇぉけさ ぇこぇさぇすう いぇ 
ょうぇゅくけしすうおぇ う かっつっくうっ, おせゃぬけい, 3 ぇくっしすっいうけかけゅうつくう ぇこぇさぇすぇ, 6 たっきけょうぇかういくう ぇこぇさぇすぇ う ょさ.
]すさけうすっかくけ-さっきけくすくうすっ さぇぉけすう しぇ くぇしけつっくう ゃ 4 けすょっかっくうは, 3 しっおすけさぇ う 2 けこっさぇちうけくくう ぉかけおぇ 

くぇ かっつっぉくけすけ いぇゃっょっくうっ, おなょっすけ っ こさっょゃうょっくぇ ょけしすぇゃおぇ う きけくすぇあ くぇ きっょうちうくしおぇすぇ ぇこぇさぇすせさぇ.

]なし いぇこけゃっょ くぇ けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╈けさ
ょぇく ′うおけかけゃ ぉっ いぇぉさぇくっく ょけしすなこなす くぇ かうちぇ ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ 

╃けきぇ-こぇきっすくうお くぇ ゃさなた ╀せいかせょあぇ, おぇおすけ う ういゃなさてゃぇくっすけ くぇ 
ゃしはおぇおゃう すったくうつっしおう ょっえくけしすう う ゃかういぇくっすけ くぇ たけさぇ ゃ しゅさぇょぇ
すぇ いぇ けしなとっしすゃはゃぇくっすけ うき. ¨しくけゃくうはす きけすうゃ くぇ ′うおけかけゃ っ, つっ 
すけゃぇ っ こさっゃぇくすうゃくぇ きはさおぇ いぇ くっょけこせしおぇくっすけ くぇ うくちうょっくすう こけ
さぇょう かけてけすけ しなしすけはくうっ くぇ くっょゃうあうきうは うきけす. ╁ ょさせゅけ こうしきけ くぇ  
さなおけゃけょうすっかは くぇ ╉かうっくすしおう っくっさゅけちっくすなさ - ╉ぇいぇくかなお くぇ EVN 

╀なかゅぇさうは ╄かっおすさけさぇいこさっょっかっくうっ ┿╃, しっ こけしけつゃぇ, つっ くっ きけあっ ょぇ しっ けしなとっしすゃう くけさきぇかくけ っかっお
すさけいぇたさぇくゃぇくっ くぇ ╃けきぇ-こぇきっすくうお くぇ ゃさなた ╀せいかせょあぇ こけさぇょう さぇいおけこぇくう う ょっきけくすうさぇくう おぇぉっかう, 
かうこしぇすぇ くぇ すさぇくしそけさきぇすけさう う せさっょぉう いぇ くうしおけ う しさっょくけ くぇこさっあっくうっ. ‶けさぇょう さっぇかくぇすぇ ゃないきけあ
くけしす いぇ いかけこけかせおぇ, しすぇくけゃうとっすけ くぇ EVN ╀なかゅぇさうは ╄かっおすさけさぇいこさっょっかっくうっ ┿╃ - ╉╄『 ╉ぇいぇくかなお っ, 
つっ くはきぇ ゃないきけあくけしす いぇ くけさきぇかくけ いぇたさぇくゃぇくっ し っかっおすさうつっしおぇ っくっさゅうは くぇ しゅさぇょぇすぇ. ╁なこさっおう いぇ
ぉさぇくぇすぇ けぉぇつっ ゃっつっさすぇ くぇ 29-すう のかう いゃっいょぇすぇ くぇ ╃けきぇ-こぇきっすくうお „╀せいかせょあぇ“ ゅさっえくぇ  う きけあってっ 
ょぇ ぉなょっ ゃうょはくぇ ゃ さぇょうせし けす 60 おうかけきっすさぇ. ╇くうちうぇすうゃぇ いぇ すけゃぇ ぉっ くぇ ╋かぇょっあおけすけ けぉっょうくっくうっ ゃ 
╀]‶. ╆ぇ ちっかすぇ ぉっ けさゅぇくういうさぇくぇ う くぇちうけくぇかくぇ おぇきこぇくうは „‶さっょぇえ いゃっいょぇ くぇすぇすなお”.

]かっょ けすかうゃぇ くぇ きかぇょう たけさぇ, 
くぇ こけしかっょくうすっ ょゃっ こけいうちうう 
おぇすけ こさうけさうすっす ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
]なゃっすぇ しっ こけしけつゃぇす すせさういきなす う 
おせかすせさぇすぇ. 〈けいう そぇおす ゃけょう ょけ 
くっかうちっこさうはすくう ういゃけょう いぇ こけ-
すさっぉくけしすうすっ くぇ おぇいぇくかなつぇくう, 
いぇ おけうすけ おせかすせさぇすぇ おぇすけ こさう-
けさうすっすくぇ しそっさぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす っ こけしけつっくぇ 
しぇきけ けす 71 ょせてう. ╄ょゃぇ 11% , 
すけゃぇ しぇ 53-きぇ けす いぇこうすぇくうすっ, 
しきはすぇす, つっ おせかすせさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお っ こさけぉかっきくぇ けぉかぇしす う しっ 
くせあょぇっ けす しこっちうぇかくう きっさおう う 
けす しこっちうぇかくけ けすくけてっくうっ けす-
しすさぇくぇ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす.     
] こけつすう さぇゃっく ぉさけえ こさけちっくすう 

- 44%, おぇいぇくかなつぇくう しぇ けちっくう-
かう う こけしけつうかう おぇすけ こさけぉかっき-
くう しそっさう いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ 
う ぉっいょけきくうすっ おせつっすぇ. 《ぇおすなす 
っ しぇき こけ しっぉっ しう うくすっさっしっく う 
くぇかぇゅぇ しこっちうぇかっく ぇくぇかうい. ╁な-
こさっおう しすぇさぇくうっすけ くぇ きっしすくぇすぇ 
ゃかぇしす う くっ きぇかおけ しゃなさてっくけすけ 
こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう こけ 
けすくけてっくうっ くぇ つうしすけすぇすぇ ゃ ゅさぇ-

ょぇ う さぇえけくぇ, しなしすけはくうっすけ くぇ つうし-
すけすぇすぇ ゃ おゃぇさすぇかうすっ っ こさけぉかっき 
いぇ  40% けす ゅさぇあょぇくうすっ, こけおぇいゃぇ 
ぇくおっすぇすぇ. 
╇くすっさっしっく いぇ ぇくぇかういう そぇおす っ, 

つっ けぉさぇいけゃぇくうっすけ おぇすけ こさけぉかっき 
ゃ けぉとうくぇすぇ っ ういゃっょっく っょゃぇ くぇ 
8-きぇ こけいうちうは けす こけしけつっくうすっ 
けぉとけ 11 こさけぉかっきくう こけいうちうう. ╁ 
しなとけすけ ゃさっきっ, おぇすけ こさうけさうすっす 
ゃ こさっょしすぇゃうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
こけ けすくけてっくうっ くぇ ゃいっきぇくっすけ くぇ 
きっさおう けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, けぉ-
さぇいけゃぇくうっすけ っ くぇ すさっすぇ こけいうちうは 
けす けぉとけ 10. 
╇くすっさっしっく っ けとっ っょうく そぇおす: 

こけつすう ょゃぇ こなすう こけゃっつっ たけさぇ, 
せつぇしすゃぇかう ゃ ぇくおっすぇすぇ, ゃうあょぇす 
おぇすけ こけ-こさけぉかっきくぇ しそっさぇ, ゃ 
しさぇゃくっくうっ し けぉさぇいけゃぇくうっすけ, 
すぇいう し けしゃっすかっくうっすけ. 〈なえ おぇすけ 
ぇくおっすぇすぇ くっ っ けすさぇいうかぇ ょぇくくう いぇ  
けぉさぇいけゃぇすっかくうは ちっくい う しすぇすせし くぇ 
せつぇしすくうちうすっ ゃ くっは, すさせょくけ っ ょぇ 
しっ こさぇゃはす こけ-いぇょなかぉけつっくう ぇくぇ-
かういう くぇ すっいう ょゃぇ そぇおすぇ. 
╃させゅ うくすっさっし ういゃけょ, おけえすけ くぇ-

かぇゅぇす こけかせつっくうすっ ょぇくくう けす こさけ-

ゃっょっくぇすぇ ぇくおっすぇ,  っ  くっこけいくぇゃぇ-
くっすけ くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす けすしすさぇくぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. 
‶けきけかっくう ょぇ けちっくはす さぇぉけすぇすぇ くぇ 
]なゃっすぇ こさっい すけいう きぇくょぇす こけ しおぇ-
かぇすぇ けす 2 ょけ 6, くぇえ-ゅけかはき ぉさけえ けす 
けすゅけゃけさうかうすっ くぇ ゃなこさけしぇ – けぉとけ 
331 ゅさぇあょぇくう, しぇ ょぇかう けちっくおぇ  
しさっょっく - 3. 〈っ しぇ 111 ょせてう. ¨す-
かうつくぇ っ けちっくおぇすぇ いぇ ]なゃっすぇ いぇ 
15 せつぇしすくうちう ゃ ぇくおっすぇすぇ. 
′ぇ そけくぇ くぇ すっいう けちっくおう いぇ 

さぇぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
ういこなおゃぇ けちっくおぇすぇ いぇ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí-
£íÖ¿é¡. 〈っ こけかせつぇゃぇす くぇえ-ょけ-
ぉさぇすぇ しさっょくぇ けちっくおぇ: 62-きぇ しぇ 
けちっくうかう さぇぉけすぇすぇ うき し 5, ょさせゅう 
60 - し 4, けすかうつくぇ けちっくおぇ しぇ うき 
ょぇかう 57 けす ぇくおっすうさぇくうすっ.  ̈ ちっく-
おぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ しなゃっすくうちうすっ 
けす ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ ょぇかう 
280, けす けぉとけ 480, せつぇしすくうちう ゃ 
ぇくおっすぇすぇ. 
¨す くっは しすぇゃぇ はしくけ, つっ ゅさぇあ-

ょぇくうすっ きぇしけゃけ ういさぇいはゃぇす くっょけ-
ゃけかしすゃけ けす さぇぉけすぇすぇ くぇ おきっすぇ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ すけいう きぇくょぇす. 

′っ こけいくぇゃぇす う くっょけゃけかしすゃぇす  う 
けす しゃなさてっくけすけ けす おきっすけゃっすっ ゃ 
くぇしっかっくうすっ きっしすぇ, おなょっすけ すっ あう-
ゃっはす. ¨ちっくおぇすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
こけ すっいう ょゃぇ こけおぇいぇすっかは っ しなとけ 
こけ しおぇかぇすぇ けす 2 ょけ 6. 
′ぇえ-ゅけかはき ぉさけえ ゅさぇあょぇくう – 

133, しぇ ょぇかう けちっくおぇ 2 くぇ しゃなさ-
てっくけすけ けす けぉとうくしおうは おきっす. ] 
ょゃぇょっしっす う ょゃぇきぇ こけ-きぇかおけ, うかう  
111 ょせてう, けちっくはゃぇす さぇぉけすぇすぇ くぇ 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ し すさけえおぇ. 【っし-
すうちぇ くぇ ╃ぇきはくけゃ しぇ こうしぇかう しぇきけ 
15 けす けぉとうは ぉさけえ けすゅけゃけさうかう くぇ 
すけいう ゃなこさけし - 387 ょせてう. 93-きぇ 
ゅさぇあょぇくう くっ しぇ ょぇかう けすゅけゃけさ くぇ 
ゃなこさけしぇ. ╃させゅう 84 しぇ けすおぇいぇかう 
ょぇ けちっくはす さぇぉけすぇすぇ くぇ おきっすぇ くぇ 
すはたくけすけ くぇしっかっくけ きはしすけ. ╃ゃけえおぇ 
くぇ おきっすぇ くぇ くぇしっかっくけすけ きはしすけ, ゃ 
おけっすけ すっ あうゃっはす, しぇ こうしぇかう 151 
ょせてう, ぇ すさけえおぇ -  96 ょせてう うかう 
20% けす けぉとうは ぉさけえ ゅさぇあょぇくう, 
けすゅけゃけさうかう くぇ すけいう ゃなこさけし - 
396. 
‶さけゃっょっくぇすぇ ぇくおっすぇ, きぇおぇさ う 

くっ こさっょしすぇゃうすっかくぇ,  けすつうすぇ けとっ 
っょうく うくすっさっしっく そぇおす: さぇいさぇいう-

かぇすぇ しっ あっしすけおぇ 《っえしぉせお-ょうし-
おせしうは ゃ こけしかっょくうすっ  しっょきうちう, 
こけょっすぇ けす ゅさせこぇすぇ „5 きうくせすう”, 
こけ けすくけてっくうっ くぇ ういぉさぇくけすけ けす 
]ょさせあっくうっすけ くぇ たけすっかうっさうすっ う 
さっしすけさぇくすぬけさうすっ すせさうしすうつっしおけ 
かけゅけ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ そけくぇ くぇ  
きくけゅけすけ けすこさぇゃっくう せこさっちう う 
くっょけゃけかしすゃけ おなき けさゅぇくういぇすけさう 
う うくうちうぇすけさう くぇ おけくおせさしぇ いぇ 
かけゅけ,  ょぇくくうすっ けす くぇこさぇゃっくぇすぇ 
ぇくおっすぇ こけおぇいゃぇす, つっ すせさういきなす う 
さぇいゃうすうっすけ きせ おぇすけ こさうけさうすっす 
いぇ ╉ぇいぇくかなお う ¨ぉとうくしおうは しな-
ゃっす, っ こけしすぇゃっく くぇ  くっいぇゃうょくけ-
すけ こさっょこけしかっょくけ きはしすけ. 
《ぇおす, おけえすけ いぇ くっこさっょせぉっょっ-

くうすっ きけあっ ょぇ けいくぇつぇゃぇ  しぇきけ 
ょゃっ くっとぇ: つっ ゅさぇあょぇくうすっ くっ 
しっ うくすっさっしせゃぇす けす すせさういきぇ すせお 
うかう つっ すけえ くぇ こさぇおすうおぇ くっ っ 
こさけぉかっきくぇ しそっさぇ う くっ しっ くせあ-
ょぇっ けす しこっちうぇかくう きっさおう けす-
しすさぇくぇ くぇ きっしすくうすっ ゃかぇしすう.   

 ̈ とっ いぇ ぇくおっすぇすぇ くぇ 
ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ つっすっすっ 

ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ 〈┿.                                                                                                 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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【とちけくすひて すそきか おあ いひおか えか-
せかちあてそち くあ ぬみしそつてせそてそ ちあく-
うけてけか せあ えちあおあ, あ せか つあすそ そて-
おかしかせ けさそせそすけねかつさけ つかさてそち
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]ぇきけ くぇ こさなゃ こけゅかっょ うい
ゅかっあょぇ おぇすけ つぇしす けす きぇしぇすぇ.  
[ぇいゅけゃけさうて かう ゅけ こけ-くぇゃな
すさっ, とっ けすおさうって くっゃっさけはすくけ 
ちゃっすっく たぇさぇおすっさ, ゃなこさっおう 
こさうゃうょくぇすぇ きせ う すゃなさょっ たぇ
さぇおすっさくぇ いぇ きなあっすっ – ╀かうい
くぇちう おけかっぉかうゃけしす. ╇いゅかっあ
ょぇ しゃうす う しはおぇて ぉっい ゅけかっきう 
ぇきぉうちうう つけゃっお, くけ ゃしなとくけしす 
っ ぉっいせきくけ きけすうゃうさぇく う きなあ
おぇさ. 』けゃっお, くぇ おけえすけ きけあっ 
ょぇ しっ さぇいつうすぇ う おけえすけ きけあっ 
ょぇ さぇぉけすう ぉっい けすおぇす, ぇおけ おぇ
せいぇすぇ う さぇぉけすぇすぇ ゅけ こけゅなか
くぇす.
〈けえ し ゅけさょけしす きけあっ ょぇ しっ 

くぇさっつっ こさっょしすぇゃうすっか くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ ょうくぇしすうう, 
すなえ おぇすけ う ょゃぇきぇすぇ きせ さけ

ょうすっかう しぇ さぇぉけすうかう ゃ けさな
あっえくうちぇすぇ. ╊けゅうつくけ, けとっ 
こさっょう おぇいぇさきぇすぇ ゃなゃ ╁さぇ
くは, う すけえ こけっきぇ くぇすぇき.  ‶け
おけえくうはす きせ ぉぇとぇ ╃うきうすなさ 
╄くっゃ さぇぉけすうか ゃ おけゃぇつくぇすぇ 
くぇ しかけあくうすっ いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ 
きぇてうくう DEMAG, ぇ きぇえおぇすぇ 
くぇ ╄きうか - ╃ぇくおぇ ]すけはくけゃぇ, 
すさせこぇ しすぇあ ゃ さっいぇつくけすけ, ぇ 
こけしかっ う ゃ っょうく けす ぇさしっくぇか
しおうすっ しおかぇょけゃっ. 
 ╄きうか ╃うきうすさけゃ  っ けす こさっょ

〈けえ しっ おぇいゃぇ ╄きうか ╃うきうすさけゃ, くけ くっ こっっ. ╋ぇおぇさ ょぇ けぉう
つぇ こっしくうすっ くぇ うきっくうすうは しう しなうきっくくうお. ╆ぇ しきっすおぇ くぇ 
すけゃぇ つっすゃなさす ゃっお くっ っ きなさょぇか けす „┿さしっくぇか”. ╁っさっく っ くぇ 
きぇさおぇすぇ, いぇ さぇいかうおぇ けす さぇくけ こさうおかのつうかうは きせ ぉさぇお. ╇きぇ 
しけぉしすゃっくぇ おけかぇ, おけはすけ っ こさっゃなさくぇか ゃ „こけょゃうあくぇ おなとぇ”. 
]すさぇしすっく さうぉぇさ, けすおぇお しっ こけきくう, おけえすけ くっ こさけこせしおぇ ょけ
ぉなさ せかけゃ. ′ぇえ-ゅけかっきうはす きせ すさけそっえ っ 5-おうかけゅさぇきけゃ しけき, 
せかけゃっく くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ. 
╆ぇこぇかっく そっく くぇ そせすぉけかぇ う くはおけゅぇてくぇ きかぇょぇ くぇょっあょぇ 

くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
„〈けさこっょけ”. ′っ しっ ゃなかくせゃぇ けす こけかうすうおぇすぇ, くけ くっ こさけこせ

しおぇ ゃなかくっくうっすけ ょぇ うょっ ょけ せさくうすっ. ′っ っ おぇくょうょぇす-っきう
ゅさぇくす. ╇ くうおけゅぇ くっ っ ぉうか. 
╃けおぇすけ くはおけう こなかくはす こかけとぇょう う しすぇょうけくう こさっい さぇいきうさ

くぇすぇ 1989 ゅけょうくぇ, すけえ こっつっかう ぇさしっくぇかしおうは こさうい いぇ „′ぇえ-
ょけぉなさ ゃ こさけそっしうはすぇ”. 
′っ こさけこせしおぇ うゅさぇ けす ╄ゃさけそせすぉけか, きぇおぇさ ょぇ くっ ゃはさゃぇ, 

つっ しおけさけ くぇちうけくぇかくうはす くう すうき とっ しすうゅくっ ょけ しゃっすけゃくう 
そうくぇかう. „′はきぇ たなし う すぇかぇくす”, けすしうつぇ くぇしすさけえつうおなす けす 
ちった 106 くぇ ╆ぇゃけょ 5. 

こけしかっょくけすけ おけきしけきけかしおけ こけ
おけかっくうっ, おけっすけ こさううあょぇ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっ くぇ しさっょくけすけ しう 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ╋けすうゃうさぇくけ, 
いぇ ょぇ さぇぉけすう. ]なし いくぇくうは, 
おけうすけ ょけさう う ょぇ くっ こさけょなか
あう ょぇ すさせこぇ ゃ くはおけえ ╁〉╆, 
きけゅぇす ょぇ ゅけ たさぇくはす ょけ しすぇさう
くう. ]っゅぇ すぇおうゃぇ くはきぇ, おぇすっ
ゅけさうつっく っ くぇしすさけえつうおなす  けす 
いぇゃけょ 5, いぇとけすけ いぇ つっすゃなさす 
ゃっお ゃ „┿さしっくぇか” しっ っ くぇし
かせてぇか う くぇ しすけすうちう きけすうゃう 
いぇ すっおせつっしすゃけすけ くぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ. ]こけさっょ くっゅけ ょゃっ しぇ けし
くけゃうすっ こさうつうくう: かうこしぇすぇ くぇ 
きけすうゃぇちうは いぇ しなけすゃっすくぇすぇ  
さぇぉけすぇ う すなさしっくっすけ くぇ さぇ
ぉけすぇ いぇ こけゃっつっ こぇさう. ¨ぉうお
くけゃっくけ けすうゃぇす ゃ ぇさきうはすぇ,  
ゃしっおう うしおぇ ょぇ しすうゅぇ きっつすうすっ 
しう ょぇ うきぇ きくけゅけ こぇさう, けすしう
つぇ ╄きうか, いぇ おけえすけ さぇぉけすぇすぇ っ 
すゃけさつっしすゃけ. ′っ ぉう は しきっくうか 
う すゃなさょう, つっ くっ きせ けきさないゃぇ, 
うきっくくけ いぇとけすけ ゃしっおう ょっく っ 
さぇいかうつっく う こさっょかぇゅぇ くけゃう 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ. ‶さけすうゃ
くけ くぇ しうゃけすぇすぇ, こさうゃうつくぇ いぇ 
こけゃっつっすけ そうさきう し こけさすぇか. 
‶けくはおけゅぇ しすけうき う ょけ しさっ

ょくけと, とけき うきぇ さぇぉけすぇ, すさはぉ
ゃぇ ょぇ しっ しゃなさてう,  けすしうつぇ 

╄きうか, いぇ おけえすけ ょぇ くぇこさぇ
ゃう う しぇきぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
きぇてうくぇすぇ っ こさっょういゃうおぇ
すっかしすゃけ. 
 ‶さういくぇゃぇ, つっ ゃなこさっおう ゃう

しけおうは しう せしこった - 5,78  けす ]け
こけすしおうは すったくうおせき „╁かぇょうきうさ 
╆ぇうきけゃ”, くっ こさけょなかあぇゃぇ  ょぇ 
せつう ゃうしてっ. ′っ きう しっ せつってっ, 
12 ゅけょうくう きう ょけえょけたぇ  ょけし
すぇすなつくけ, けすおさけゃっくうつう くはおけ
ゅぇてくうはす そせすぉけかうしす, おけえすけ 
くっ こさけこせしおぇ  きぇつ くぇ かのぉう
きうすっ 『]╉┿ うかう ╋ぇくつっしすなさ 
ぃくぇえすっょ. ╆ぇさぇょう すさぇゃきうすっ, 
こけかせつっくう ゃ ぇおすうゃくうすっ そせす
ぉけかくうすっ ゅけょうくう, こさっょう ょっ
しっすうかっすうっ ╄きけ しっ けすおぇいぇか けす 
そせすぉけかぇ, くけ 
う しっゅぇ こけおぇくはす かう ゅけ くぇ 

くはおけっ うゅさうとっ, とっ さうすぇ. 
]かっょ きけきつっておうは しう こっさう

けょ ゃ ぇさしっくぇかしおうは  „〈けさこっょけ”  
すさせこぇ „しすぇあ” ゃ ]けこけすしおうは  
„╋っすぇかうお”, ぇ ゃ  しっきっえくうは しう 
こっさうけょ さうすぇ ゃ ╄くうくしおうは けす
ぉけさ. ]っゅぇ っ こけゃっつっ いさうすっか う 
すゃなさょっ きぇかおけ - „ゃしうつおけ, おけっ
すけ しっ くぇかぇゅぇ” くぇ すっさっくぇ. 
 ¨す こなさゃうすっ ゅけょうくう ゃ „┿さ

しっくぇか”, おけゅぇすけ いぇこけつゃぇ おぇすけ 
しすさせゅぇさ くぇ さっゃけかゃっさっく しすさせゅ 
ゃ おけゃぇつくぇすぇ, ょけ こけしかっょくけすけ 

きせ さぇぉけすくけ きはしすけ, くっ っ うい
くっゃっさうか くぇ けすくけてっくうっすけ しう 
おなき たけさぇすぇ  う すさせょぇ. 
 ]つうすぇ, つっ ゃしはおぇ さぇぉけすぇ 

しかっょゃぇ ょぇ しっ ゃなさてう し かの
ぉけゃ, ぇ たけさぇすぇ ょぇ しっ けすくぇしはす 
し くせあくけすけ せゃぇあっくうっ おなき 
たかはぉぇ う おなき すっいう, おけうすけ うき 

ょぇゃぇす ゃないきけあくけしす ょぇ しう ゅけ 
いぇさぇぉけすはす. 』っしすくけ う し ょけし
すけえくしすゃけ. ′っ きせ しすうゅぇす こぇ
さうすっ, おぇすけ くぇ ゃしっおう つけゃっお, 
くけ こさういくぇゃぇ, つっ, ぇおけ けす くっゅけ 
いぇゃうしう ょぇ さっょう ぇさしっくぇかしおう

すっ ょっかぇ, ぉう しすけさうか すぇおぇ, つっ 
ぇさきうはすぇ くぇ „つぇくすぇょあううすっ” ょぇ 
っ こけ-きぇかおぇ. ]っゅぇ きぇえ しぇ くう 
こけゃっつっ, けすおさけゃっくうつう っょうく 
けす  ょっしっすおうすっ こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ゅけさょけしす いぇ 
2010-すぇ ゅけょうくぇ.  
¨すゃなょ ゃさっきっすけ いぇょ こけさ

すぇかぇ, くぇしすさけえつうおなす けす ちった 
106 くぇ ╆ぇゃけょ 5 うきぇ しゃけえ  
しゃはす.  
╇ しゃけう きっつすう. 』けゃっておう う 

しおさけきくう. ╃ぇ ゃうょう とぇしすかう
ゃぇ, きぇおぇさ う けすゃなょ さけょうくぇすぇ, 
しゃけはすぇ っょうくしすゃっくぇ う こけさぇ
しくぇかぇ ょなとっさは ╃うぇくぇ, ょぇ しう 
おせこう あうかうとっ う ょぇ こさっしすぇくっ 
し おゃぇさすうさくうは こっさうけょ. ╃ぇ しう 
くぇきっさう さぇいぉさぇくぇ あっくぇ, ょぇ 
しこっつっかう  かのぉうきうはす きせ けすぉけさ, 
ょぇ こさっおぇさぇ しすさぇたけすくけ し こさう
はすっかう くぇ こけさっょくうは さうぉけかけゃ. 
‶けしかっょくけすけ けしきうしかは しうゃうすっ, 
うくぇつっ, こけつうゃくう ょくう. ┿ しなつっ
すぇくけ かう っ う し ゅけかはき すさけそっえ, 
すけ とぇしすうっすけ くぇ ╄きうか っ しう
ゅせさくけ. ╆ぇすけゃぇ けとっ けす こっすなお 
しすはゅぇ こけょゃうあくぇすぇ しう おなとぇ  
う こけっきぇ… おなき こけさっょくうは しう 
さうぉけかけゃっく たけさういけくす. 〈ぇおぇ - 

ょけ こけくっょっかくうお. ╉けゅぇすけ けすくけ
ゃけ とっ こさっしっつっ ぇさしっくぇかしおうは  
こけさすぇか くっいぇぉっかっあうきけ, いぇ ょぇ 
けしすぇゃう しかっょ ゃさっきっ しゃけはすぇ いぇ
ぉっかっあうきぇ しかっょぇ. ╁ ┿さしっくぇか
しおぇすぇ つけゃっておぇ うしすけさうは.                          

╃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

╊すけし ╉けすけてちそう:

ぞだゑん でゎづんがん ご ぢだゑぎぶぎ ぢんづご げん とんげんぞずぺぷとんどん ゐごゐずごだどぎとん

]すぇさぇすぇ すはしくぇ, きさぇつくぇ 
う しすせょっくぇ こさっい いうきぇ

すぇ, しゅさぇょぇ っ くぇえ-ゅけかっきうはす 
こさけぉかっき くぇ ̈ ぉとうくしおぇ ぉうぉ
かうけすっおぇ „╇しおさぇ”, しっ さぇいぉさぇ 
けす ょうしおせしうはすぇ, けさゅぇくういう
さぇくぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
おせかすせさくうは うくしすうすせす ゃ おさぇは 
くぇ きっしっち のかう.
╃うさっおすけさなす くぇ ¨ぉとうく

しおぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” ゃ 
╉ぇいぇくかなお  ┿くくぇ ╉けあせたぇさけゃぇ 
しなぉさぇ つかっくけゃっ くぇ ¨ぉとっしすゃっ
くうは しなゃっす おなき ぉうぉかうけすっおぇすぇ, 
ぇおすうゃくう つうすぇすっかう, あせさくぇ
かうしすう う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす ゃ いぇかぇすぇ くぇ 
せか. ”╇しおさぇ” 4, ゃ しさっとぇ し きけすけ 
„╂さぇあょぇくうすっ うきぇす ょせきぇすぇ”. 
′ぇ しさっとぇすぇ こけ きけょっさっく くぇ

つうく – きせかすうきっょうは う ぇくぇかうい 
くぇ こさけゃっょっくう しさっょ つうすぇすっかう 
ぇくおっすう, ょうさっおすけさなす こさっょしすぇ
ゃう ょっえくけしすすぇ くぇ おせかすせさくうは 
うくしすうすせす, おけえすけ けゅかぇゃう こさっ
ょう きぇかおけ こけゃっつっ けす ゅけょうくぇ. 
╀うぉかうけすっおぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ 
けすかうつっくぇ けす こさけそっしうけくぇか
くぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ぉうぉかう
けすっおぇさうすっ おぇすけ くぇえ-せしこってくぇ 
いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ さぇぉけ
すぇすぇ しう こけ こさうゃかうつぇくっすけ くぇ 
ょぇさうすっかう う ぇおすうゃういうさぇくっ くぇ 
つうすぇすっかうすっ けす ゃしうつおう ゃないさぇ
しすう, しなけぉとう ╉けあせたぇさけゃぇ. ╁ 
のぉうかっえくぇすぇ 150-すぇ ゅけょうくぇ 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉうぉかうけすっ
おぇ すせお しぇ うくうちううさぇくう 243 
くぇつうくぇくうは, しさっょ おけうすけ – 14 
こさっきうっさう くぇ おくうゅう, 22 うい
かけあぉう, すけかおけゃぇ かうすっさぇすせさくう 
ゃっつっさう, 18 ぉっしっょう いぇ ょっちぇ う 
せつっくうちう う ょけさう 1 おけくちっさす.
47 255 かゃ. ょぇさうすっかしすゃけ う 

ゃなくてくけ そうくぇくしうさぇくっ っ しこっ
つっかうかぇ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょう
くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ, 
いぇ ょぇさっくうすっ おくうゅう – 18 962 
かゃ., おけきこのすなさくぇすぇ すったくうおぇ – 

いぇ 17 たうかはょう かっゃぇ.
╉ぇすけ けしくけゃっく こさけぉかっき くぇ 

ぉうぉかうけすっおぇすぇ おなき きけきっくすぇ 
ょうさっおすけさなす こけしけつう くっょけし
すうゅぇ くぇ こぇさうすっ いぇ ういょさなあ
おぇ, けゅさけきくぇすぇ つぇしす けす おけうすけ 
けすうゃぇす いぇ すけお, ぉっい ょぇ しぇ けしう
ゅせさっくう しさっょしすゃぇ いぇ けぉくけゃは
ゃぇくっ う ょうゅうすぇかういうさぇくっ くぇ 
そけくょぇ, おけっすけ くぇしおけさけ っおう
こなす すぇき とっ しすぇさすうさぇ. ‶さっい 
こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ぉうぉかう
けすっおぇすぇ くっ しぇ いぇょっかっくう くう
おぇおゃう こぇさう いぇ おぇこうすぇかけゃう 
さぇいたけょう.
′せあょぇすぇ けす くけゃぇ しゅさぇょぇ ぉっ 

こけょつっさすぇくぇ う ゃ ういおぇいゃぇくう
はすぇ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ おけ
きうしうはすぇ こけ おせかすせさぇ 』ぇゃょぇさ 
┿くゅっかけゃ う くぇ おきっすぇ ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ. ╃け ういぉうしすさはくっ くぇ 
さってっくうっ くぇ ゃなこさけしぇ けぉぇつっ 
すぇいう しさっとぇ くっ しすうゅくぇ.   
╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ, せつぇしすゃぇ

とうすっ ゃ しさっとぇすぇ しっ けぉっょう
くうたぇ けおけかけ こけいうちうはすぇ, つっ 
っおうこなす くぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ う 
くけゃうはす ょうさっおすけさ さぇぉけすはす 
せしうかっくけ う しなゃさっきっくくけ, いぇ 

ょぇ くぇこさぇゃはす すけいう おせかすせさっく 
うくしすうすせす うしすうくしおけ しさっょうとっ 
いぇ けぉとせゃぇくっ, おぇおゃうすけ しぇ 
しっゅぇ すっくょっくちううすっ いぇ さぇい
ゃうすうっ くぇ ぉうぉかうけすっおうすっ くぇ 
╆ぇこぇょ. „〈けこおぇすぇ” けしすぇくぇ ゃ 
こけかっすけ くぇ おきっす う ¨ぉとうく
しおう しなゃっす, おけうすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ くぇきっさはす ゃぇさうぇくす いぇ さっ
きけくすうさぇくっ くぇ こけきっとっくうはすぇ 
くぇ たさぇくうかうとっすけ う ゃ こっさし
こっおすうゃぇ ょぇ けしうゅせさはす くけゃぇ 
しゅさぇょぇ. 
╉けあせたぇさけゃぇ けぉっとぇ けとっ 

すぇおうゃぇ しさっとう ゃ ぉなょっとっ, 
しさっとう, おけうすけ ょぇ こっつっかはす 
こさうはすっかう う いぇしすなこくうちう くぇ 
ぉうぉかうけすっおぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ゃ こけかいぇ くぇ たうかはょうすっ つうすぇ
すっかう, 2 873 けす おけうすけ – いぇ 
こさなゃ こなす しぇ いぇこうしぇくう ゃ 
ぉうぉかうけすっおぇすぇ こさっい きうくぇ
かぇすぇ ゅけょうくぇ.
‶け ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ おきっ

すなす ゃさなつう くけゃけ ょぇさっくうっ いぇ 
ぉうぉかうけすっおぇすぇ, おくうゅう けす うい
ょぇすっかしすゃけすけ くぇ ╇ゃぇく ╂さぇ
くうすしおう „╆ぇたぇさう ]すけはくけゃ”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ    

Къде да се лекуваме

╉かうくうおぇすぇ こけ ゅぇしすさけっくすっ-
さけかけゅうは  っ こなさゃぇすぇ  しこっちうぇ-
かういうさぇくぇ おかうくうおぇ う こさけょなか-
あぇゃぇ ょぇ っ っょくけ けす ゃけょっとうすっ 
いゃっくぇ せ くぇし, すけゃぇ すゃなさょう 
てっそなす え ょけち. ]うきっけく ]すぇえ-

くけゃ. 〈は っ う 『っくすなさ いぇ しこっちうぇ-
かういぇちうは.  〈せお しっ ういゃなさてゃぇす  
ったけゅさぇそしおう う っくょけしおけこしおう 
ういしかっょゃぇくうは - ったけゅさぇそうは くぇ 
おけさっきくう けさゅぇくう,  ちゃっすっく ょけこ-
かっさ, おけくすさぇしすくぇ ったけゅさぇそうは. 
╄くょけしおけこしおうすっ ういしかっょゃぇくうは 
けぉたゃぇとぇす たさぇくけこさけゃけょぇ, しすけ-
きぇたぇ, ょっぉっかけすけ つっさゃけ. ╁ おかう-
くうおぇすぇ しっ こさぇゃう う っくすっさっしおけ-
こうは くぇ すなくおけすけ つっさゃけ.  
╉かうくうおぇすぇ さぇいこけかぇゅぇ し ぇこぇ-

さぇすせさぇ いぇ っくょけしおけこしおぇ ったけ-
ゅさぇそうは くぇ たさぇくけこさけゃけょぇ, 
しすけきぇたぇ う ょっぉっかけすけ つっさゃけ.
╁ ╉かうくうおぇすぇ しっ こさぇゃはす う 

ゃしうつおう うくすっさゃっくちうけくぇかくう 
こさけちっょせさう ゃ ゅぇしすさけっくすっさけかけ-

ゅうは - こせくおちうう こけょ ったけゅさぇそ-
しおう おけくすさけか くぇ けさゅぇくうすっ くぇ 
おけさっきくぇすぇ おせたうくぇ, かっつっくうっ 
くぇ さぇくくうすっ そけさきう くぇ さぇお 
くぇ たさぇくけこさけゃけょぇ, しすけきぇたぇ う 
つっさゃぇすぇ. 』さっい きけょっさくう きっすけ-
ょう しっ しこうさぇす  おさなゃけういかうゃう くぇ 
たさぇくけしきうかぇすっかくぇすぇ しうしすっきぇ. 
‶さうかぇゅぇす しっ さぇいかうつくう  ょう-
ぇゅくけしすうつくう う すっさぇこっゃすうつくう 
こさけちっょせさう ゃなさたせ あかなつくうすっ 
こなすうとぇ う こぇくおさっぇしぇ. 
[はょおぇ いぇ しすさぇくぇすぇ ょっえくけしす 

っ かっつっくうっすけ くぇ こなさゃうつくう 
う きっすぇしすぇいうさぇかう すせきけさう くぇ 
つっさくうは ょさけぉ  し すっさきけぇぉかぇちうは 
- せくうとけあぇゃぇくっ つさっい こけしすぇゃは-
くっ こけょ ゃうしけおぇ すっきこっさぇすせさぇ. 

╅『』╊〉╅]』[¨【╊ ]╊[╅『¨: 〉╅╉っ╇╅〈╊ 』╊ 〉╅ 
╅╉╊[╇╅【〉¨ 『╊ぃ╊〉¨っ ╇ ′╉『╅╇〉╅【╅ 》《]¨【¨[╅
╇けつそさそ さちひうせそ, あちけてすけけ け  おけあいかて てそちすそくみて あちつかせあしぬけ

‶け ょせきうすっ え, ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ ういゃなさてゃぇくうすっ こさけそうかぇお-
すうつくう こさっゅかっょう う かぇぉけさぇすけさ-
くう ういしかっょゃぇくうは, こさっい おけうすけ 
こさっきうくぇゃぇす くぇょ 2500 ぇさしっ-
くぇかちう ゅけょうてくけ, しっ けすおさうゃぇす 
う ょけしすぇ けす いぇぉけかはゃぇくうはすぇ,くぇ 
さぇぉけすっとうすっ. ′ぇえ- つっしすけ しすぇゃぇ 
ょせきぇ いぇ ゃうしけおけ おさなゃくけ くぇかは-
ゅぇくっ, おかぇこくう せゃさっあょぇくうは くぇ 
しなさちっすけ, ぇさうすきうう, いぇたぇさっく 
ょうぇぉっす, ゃうしけお たけかっしすっさけか, 
たさけくうつくう ぉさけくたうすう. ′っ しぇ 
さはょおけしす う くっゃさけかけゅうつくうすっ う 
いかけおぇつっしすゃっくう いぇぉけかはゃぇくうは. 

‶け-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす うい-
ゃなさてゃぇくうすっ こさっゅかっょう しぇ し 
くぇこさぇゃかっくうは, ういょぇゃぇくう けす 
かうつくうすっ かっおぇさう, おけうすけ しっ こけ-
おさうゃぇす けす ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ, くけ 
くっ しぇ きぇかおけ う すっいう, いぇ おけうすけ 
くっ しすうゅぇす う しっ くぇかぇゅぇ いぇこかぇ-
とぇくっ いぇ しこっちうぇかうしすう. 

¨しくけゃぇくぇすぇ こさうつうくぇ いぇ すけゃぇ 
っ ゃ たさけくうつくうは くっょけしすうゅ くぇ 
くぇこさぇゃかっくうは, くぇかぇゅぇく ゃっつっ 
ゅけょうくう けす ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ. 
《ぇおす, おけえすけ くっ こけょきうくぇゃぇ う 
╋っょうちうくしおうは ちっくすなさ ゃ „┿さ-
しっくぇか”. ¨しくけゃくけ くっ ょけしすうゅぇす 
くぇこさぇゃかっくうは いぇ おぇさょうけかけいう, 
ぇおせてっさ-ゅうくっおけかけいう, けそすぇか-
きけかけいう, すゃなさょはす けす 『っくすなさぇ.  

╁なこさっおう, つっ ゃ ╋っょうちうくしおうは 
ちっくすなさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ しこっ-
ちうぇかういうさぇくうすっ おぇぉうくっすう しぇ 
7, /たうさせさゅうは, おぇさょうけかけゅうは, 
ゅぇしすさけっくすっさけかけゅうは, ゃなすさって-
くう ぉけかっしすう, ぇおせてっさしすゃけ う 
ゅうくっおけかけゅうは, くっゃさけかけゅうは う 
けつくう ぉけかっしすう/ けすょっかくけ しっ 
さぇいこけかぇゅぇ う しなし しぇきけしすけは-
すっかくぇ かぇぉけさぇすけさうは, おけはすけ ゃ 
ゅけかはきぇ しすっこっく しこっしすはゃぇ ゃさっ-
きっすけ くぇ さぇぉけすっとうすっ, おけう-

すけ くっ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ くぇこせしおぇす 
こけさすぇかぇ くぇ そうさきぇすぇ, ,いぇ ょぇ 
くぇこさぇゃはす くせあくうすっ こさっゅかっょう 
いぇ  しゃけっすけ いょさぇゃっ, たさけくうつくう-
はす くっょけしすうゅ くぇ くぇこさぇゃかっくうは 
しっ けすさぇいはゃぇ しっさうけいくけ くぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ う こさうたけょうすっ くぇ 『っく-
すなさぇ. 

‶かぇすっくうすっ きっょうちうくしおう せし-
かせゅう - おぇすけ ういょぇゃぇくっ くぇ きっ-
ょうちうくしおう しゃうょっすっかしすゃぇ, うい-
しかっょゃぇくうは う こさっゅかっょう, くっ 
きけゅぇす ょぇ いぇこなかくはす たさけくうつ-
くうは くっょけしすうゅ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ 
いょさぇゃっ. 

[ぇぉけすくうつっしおけすけ いょさぇゃっ-
けこぇいゃぇくっ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
っ し ょなかゅぇ うしすけさうは:

¨とっ こさっい 1944 ゅ. ゃなゃ そぇ-
ぉさうおぇすぇ しっ けぉけしけぉはゃぇ ぉけか-
くうつくけ いゃっくけ しなし しすぇちうけくぇさ 
う こけかうおかうくうおぇ – ょけしすぇ こさう-
きうすうゃくう /しこけさっょ ょくってくうすっ 
くう こさっょしすぇゃう/, さぇいこけかけあっくう 
こなさゃけくぇつぇかくけ ゃ ょなさゃっくう ぉぇ-
さぇおう. ¨す かはすけすけ くぇ 1967 ゅ. しっ 
けすおさうゃぇ いぇ っおしこかけぇすぇちうは くぇ-
しすけはとぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ こけかうおかう-
くうおぇすぇ, し けすょっかくう しゅさぇょう いぇ  
しすぇちうけくぇさ う  そせくおちうけくうさぇと 
こさけそうかぇおすけさうせき ゃ さぇえけくぇ 
くぇ おぇいぇくかなておうすっ きうくっさぇかくう 
ぉぇくう. ‶さっい 1990 ゅ. おなき こけ-
かうおかうくうおぇすぇ しっ こさうしすさけはゃぇ 
う くけゃけ つっすうさうっすぇあくけ おさうかけ.

‶さっい 1997 ゅけょうくぇ しっ けぉぇ-
つっ し くぇちうけくぇかくぇすぇ いょさぇゃくぇ 
さっそけさきぇ しっ いぇおさうゃぇ さぇぉけす-
くうつっしおけすけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ. 
′ぇかぇゅぇ しっ しなとっしすゃせゃぇとうすっ 
ょけすけゅぇゃぇ さぇぉけすくうつっしおう こけ-
かうおかうくうおう ょぇ いぇさぇぉけすはす し 
ょさせゅ さうすなき う こさう ょさせゅう せし-
かけゃうは - くぇ こぇいぇさっく こさうくちうこ.  
〈けえ けす しゃけは しすさぇくぇ くぇかぇゅぇ 
う こさけきはくぇすぇ ゃ きうしかっくけすけ, 
ゃ こけょたけょぇ う ゃいぇうきけけすくけてっ-
くうはすぇ きっあょせ  いょさぇゃくうは しこっ-
ちうぇかうしす う  こぇちうっくすぇ. ]なとぇすぇ 
ゅけょうくぇ „┿さしっくぇか” こけかせつぇゃぇ 
さぇいさってっくうっ けす ╆ょさぇゃくけすけ 
きうくうしすっさしすゃけ いぇ さぇいおさうゃぇくっ 
くぇ つぇしすくけ いょさぇゃくけ いぇゃっょっ-
くうっ – きっょうちうくしおう ちっくすなさ, 
おけえすけ こさっい 2000 ゅ., し ゃなゃっあ-
ょぇくっ くぇ いょさぇゃくぇすぇ さっそけさきぇ, 
しっ さっゅうしすさうさぇ おぇすけ ╄¨¨╃ くぇ 
そうさきぇすぇ. ‶さっょけしすぇゃは きせ しっ 

いぇ こけかいゃぇくっ しゅさぇょぇすぇ, くぇ-
かうつくぇすぇ ぇこぇさぇすせさぇ う けぉいぇ-
ゃっあょぇくっすけ くぇ おぇぉうくっすうすっ. 
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
こけっきぇ ゅさうあぇすぇ いぇ けしくけゃくぇすぇ 
こけょょさなあおぇ – さっきけくすう, ╁╇╉ 
う っか.-うくしすぇかぇちうう, すっかっそけくう. 
〈さう ゅけょうくう こけ-おなしくけ 『っくすな-
さなす さぇいてうさはゃぇ ょっえくけしすすぇ しう 
し さぇいおさうゃぇくっ くぇ くけゃぇ ぉぇいぇ 
ういゃなく すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさ-
きぇすぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ /
しゅさぇょぇすぇ くぇ ぉうゃてぇすぇ いなぉけすっ-
たくうつっしおぇ かぇぉけさぇすけさうは/. ╋っ-
ょうちうくしおう ちっくすなさ „┿さしっくぇか” 
けしすぇゃぇ くぇ しぇきけしすけはすっかくぇ そう-
くぇくしけゃぇ ういょさなあおぇ. 

╆ょさぇゃくけすけ けぉしかせあゃぇくっ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ 
ゃ „┿さしっくぇか” しっ けしなとっしすゃはゃぇ 
けしゃっく けす ╋っょうちうくしおうは ちっく-
すなさ, けとっ けす ]かせあぉぇ こけ すさせ-
ょけゃぇ きっょうちうくぇ う いゃっくけ いぇ 
╀なさいぇ う くっけすかけあくぇ きっょうちうく-
しおぇ こけきけと. ╋ぇおぇさ う ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくけ ょぇ しぇ くっいぇゃうしうきう 
っょくけ けす ょさせゅけ すはたくぇ けぉとぇ 
ゅさうあぇ う ちっか しぇ いょさぇゃっすけ くぇ 
ぇさしっくぇかちう. ╄あっょくっゃくけ ゃ いゃっ-
くけすけ いぇ くっけすかけあくぇ こけきけと しっ 
ういゃなさてゃぇす おけくしせかすぇちうう う しっ 
けおぇいゃぇ こけきけと くぇ こけしすさぇょぇ-
かう し すさぇゃきう, しなさょっつくう こさけ-
ぉかっきう, おさういう う ょさせゅう けしすさう 
いぇぉけかはゃぇくうは, ういうしおゃぇとう 
しこってくぇ きっょうちうくしおぇ くぇきっしぇ. 
╋くけゅけけぉたゃぇすくぇすぇ きっょうちうく-
しおぇ ょっえくけしす – こさけそうかぇお-
すうつくぇ う くっけすかけあくぇ – いぇ さぇ-
ぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ しっ 
けしうゅせさはゃぇ そうくぇくしけゃけ けす  さな-
おけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” う 
し こっさきぇくっくすくぇすぇ しなこさうつぇしす-
くけしす う こけきけと くぇ しうくょうおぇか-
くうすっ けさゅぇくういぇちうう.

¨しくけゃくうすっ ういすけつくうちう くぇ 
こさうたけょう いぇ いょさぇゃくけすけ いぇ-
ゃっょっくうっ

しぇ ょけゅけゃけさうすっ  けす ╆ょさぇゃくぇすぇ 
おぇしぇ, いょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくうすっ 
そけくょけゃっ, ょけゅけゃけさうすっ し „┿さ-
しっくぇか” う ょさせゅう のさうょうつっしおう 
かうちぇ う ういゃなさてゃぇくうすっ  こかぇ-
すっくう きっょうちうくしおう せしかせゅう. ╁な-
こさっおう すけゃぇ っおうこなす くぇ ╋っょう-
ちうくしおうはす ちっくすなさ っ ういこさぇゃっく 
こさっょ さっょうちぇ いぇすさせょくっくうは.

¨しくけゃくけすけ けす すはた, おけっすけ っ 

こさうつうくぇ ょぇ くっ しっ こけしすうゅぇ  
けこすうきぇかくけ くぇすけゃぇさゃぇくっ くぇ 
おぇぉうくっすうすっ う かぇぉけさぇすけさうう-
すっ し こぇちうっくすう, くっさぇぉけすっとう 
ゃ „┿さしっくぇか”, っ けすょぇかっつっ-
くけしすすぇ くぇ けしくけゃくぇすぇ ぉぇいぇ けす 
ちっくすさぇかくぇすぇ いけくぇ くぇ ゅさぇょぇ. 
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ こさっょこさう-
はすうっすけ う かうつくけ ういこなかくうすっか-
くうはす ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ, こさけはゃはゃぇす さぇいぉうさぇくっ こけ 
こさけぉかっきぇ う ゃっつっ っ さぇいさってっく 
ょけしすなこなす くぇ ゃなくてくう こぇちう-
っくすう し ゃさっきっくくう こさけこせしおう, 
くせあょぇっとう しっ けす きっょうちうく-
しおけ けぉしかせあゃぇくっ. 〈させょくけ う し 
ょけしすぇ うおけくけきうう けす しすさぇくぇ くぇ 
っおうこぇ しすぇゃぇ う いぇおせこせゃぇくっすけ 
くぇ くけゃぇ ぇこぇさぇすせさぇ. ╁なこさっおう 

すけゃぇ いぇ こけしかっょくうすっ すさう ゅけ-
ょうくう しぇ おせこっくう ょゃぇ くけゃう ぇゃ-
すけきぇすうつくう ぇこぇさぇすぇ いぇ おさなゃ-
くう ういしかっょゃぇくうは. ╁ おさぇは くぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っ いぇおせこっく 
う くけゃ しなゃさっきっくっく う きけとっく 
さっくすゅっくけゅさぇそうつっく ぇこぇさぇす, 
ょぇゃぇと ゃうしけおけ おぇつっしすゃけ くぇ 
けぉさぇいぇ う けすゅけゃぇさはと くぇ ゃしうつ-
おう っゃさけこっえしおう しすぇくょぇさすう.

╁なこさっおう すっいう こさうょけぉうゃおう, 
くせあょうすっ けす ぇこぇさぇすせさぇ しぇ ゅけ-
かっきう. 

„╋っょうちうくしおうすっ さぇぉけすくうちう 
ゃ 『っくすなさぇ しぇ けこすうきうしすう いぇ 
さってぇゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう こさっ-
ょういゃうおぇすっかしすゃぇ, こさっょ おけうすけ 
つっしすけ しっ ういこさぇゃはす.”, すゃなさょう 
ょ-さ 》さうしすけゃぇ. ╇ せすけつくはゃぇ, 
つっ すは う っおうこなす え さぇいつうすぇす 
くぇ こけいうすうゃくけすけ けすくけてっくうっ 

おなき さぇぉけすぇすぇ うき, しなこさうつぇしす-
くけしすすぇ  う こけょおさっこぇすぇ くぇ さな-
おけゃけょしすゃけすけ う しうくょうおぇかくうすっ 
けさゅぇくういぇちうう ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃, 
いぇとけすけ „きっょうちうくしおぇすぇ ょっえ-
くけしす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさ-
きぇすぇ っ う ゅけかはきぇ しけちうぇかくぇ 
こさうょけぉうゃおぇ いぇ ゃしうつおう さぇぉけ-
すっとう ゃ くっは”, すゃなさょう てっそおぇすぇ 
くぇ 『っくすなさぇ. 

╃-さ ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ くっ 
おさうっ う くぇょっあょうすっ しう: 

いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇすぇ  
う  こかぇくけゃっすっ しう いぇ こけょけぉさはゃぇ-
くっ おぇつっしすゃけすけ くぇ けぉしかせあゃぇくっ 
くぇ こぇちうっくすうすっ, さぇいおさうゃぇくっすけ 
くぇ くけゃう しこっちうぇかういうさぇくう おぇ-

ぉうくっすう. ╇ こさっょう ゃしうつおけ  いぇ 
ぇょっおゃぇすくう さってっくうは ゃ くぇちうけ-
くぇかくぇすぇ いょさぇゃくぇ こけかうすうおぇ.

]こけさっょ くっは, けす けしけぉっくけ 
いくぇつっくうっ っ こけゃうてぇゃぇくっ おゃぇ-
かうそうおぇちうはすぇ くぇ こっさしけくぇかぇ, 
こけしすけはくくぇ いぇょぇつぇ, おけはすけ しっ 
けしなとっしすゃはゃぇ つさっい こけしっとっくうは 
くぇ しこっちうぇかういうさぇくう おせさしけゃっ う 
せつぇしすうは ゃ しうきこけいうせきう.

╆ぇしかせあっくぇすぇ けちっくおぇ いぇ すけゃぇ, 
おぇおすけ う いぇ ゅけょうくうすっ いぇょなかぉけ-
つっくぇ う けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ, っ 
ゃっつっ そぇおす: ‶さう こけしかっょくぇすぇ 
ぇおさっょうすぇちうは くぇ ╋っょうちうくしおうは 
ちっくすなさ „┿さしっくぇか” ┿おさっょうすぇ-
ちうけくくぇすぇ  おけきうしうは ょぇゃぇ くぇえ- 
ゃうしけおぇすぇ けちっくおぇ – 6. 

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ 

╁ おかうくうおぇすぇ しっ かっおせゃぇす  ぉっい 
けこっさぇちうは おうしすう  くぇ つっさくうは 
ょさけぉ う くぇ ょさせゅう ゃなすさってくう 
けさゅぇくう. 
╆ゃっくけすけ うきぇ 50 かっゅかぇ, くぇ 

おけうすけ ゅけょうてくけ しっ かっおせゃぇす  
くぇょ 1 800 ぉけかくう. ]ゅさぇょぇすぇ っ 
さっきけくすうさぇくぇ けしくけゃくけ. ]すぇうすっ 
ゃ しすぇちうけくぇさぇ しぇ し こけ 1 ょけ 3 
かっゅかぇ しなし しぇくうすぇさっく ゃないっか. 
╁ おかうくうおぇすぇ さけぉけすはす けぉとけ 

16 かっおぇさう, いぇ ぉけかくうすっ しっ ゅさう-
あぇす 15 きっょしっしすさう う 10 しぇくう-
すぇさう.
╉かうくうおぇすぇ さぇいこけかぇゅぇ し 

きくけゅけ きけょっさくぇ  いぇ しすさぇくぇすぇ  
ったけゅさぇそしおぇ う っくょけしおけこしおぇ 
ぇこぇさぇすせさぇ. ‶さぇゃはす しっ きくけ-
ゅけ かっつっぉくう こさけちっょせさう, おけう-
すけ ょけしおけさけ しぇ ぉうかう ゃ さなちっすっ 
しぇきけ くぇ たうさせさいうすっ. ]すぇゃぇ 

ょせきぇ いぇ かっつっくうっすけ くぇ すせきけ-
さう, こなさゃうつっく さぇお くぇ つっさくうは 
ょさけぉ, さぇいしっえおう  ゃなゃ ゃなすさって-
くうすっ けさゅぇくう. ╃けさう ゃ くぇこさっょ-
くぇかぇ そぇいぇ  しっ せくうあけとぇゃぇ  
ゅけかはきぇ つぇしす けす すせきけさくぇすぇ 
きぇしぇ.  
〉しこってくけ しっ かっおせゃぇす う こぇ-

さぇいうすう, くぇこさうきっさ おせつっておぇ 
すっくうは. ‶さぇゃう しっ ぉなさいぇ ょう-
ぇゅくけしすうおぇ う せくうとけあぇゃぇくっ 
つさっい うくあっおすうさぇくっ くぇ ぇかおけ-
たけか ゃ いぇしっゅくぇすけすけ きはしすけ. ╁ 
おかうくうおぇすぇ しっ こさぇゃはす う きくけゅけ 
きっょうちうくしおう  こさけちっょせさう  くぇ 
たさぇくけこさけゃけょぇ. ‶さうっきなす っ 
しかっょ こさっゅかっょ けす しこっちうぇかうしす 
ゃ ょうぇゅくけしすうつくけ-おけくしせかすぇ-
すうゃくうは ぉかけお. ╃けこなかくうすっかくう 
こぇさう しっ ょぇゃぇす いぇ ╁╇‶-しすぇは.

〈┿

‶さけそうかぇおすうつくうすっ こさっゅかっょう しぇ つぇしす けす 
いぇかけゅぇ いぇ ょけぉさけ いょさぇゃっ

╄きうか し こけさっょくうは しう さうぉけかけゃっく すさけそっえ

Maえおぇ う しうく

╉きっすなす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う ┿くくぇ ╉けあせたぇさけゃぇ
こけ ゃさっきっ くぇ ょうしおせしうはすぇ
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]ぇきけ くぇ こさなゃ こけゅかっょ うい-
ゅかっあょぇ おぇすけ つぇしす けす きぇしぇすぇ.  
[ぇいゅけゃけさうて かう ゅけ こけ-くぇゃな-
すさっ, とっ けすおさうって くっゃっさけはすくけ 
ちゃっすっく たぇさぇおすっさ, ゃなこさっおう 
こさうゃうょくぇすぇ きせ う すゃなさょっ たぇ-
さぇおすっさくぇ いぇ きなあっすっ – ╀かうい-
くぇちう おけかっぉかうゃけしす. ╇いゅかっあ-
ょぇ しゃうす う しはおぇて ぉっい ゅけかっきう 
ぇきぉうちうう つけゃっお, くけ ゃしなとくけしす 
っ ぉっいせきくけ きけすうゃうさぇく う きなあ-
おぇさ. 』けゃっお, くぇ おけえすけ きけあっ 
ょぇ しっ さぇいつうすぇ う おけえすけ きけあっ 
ょぇ さぇぉけすう ぉっい けすおぇす, ぇおけ おぇ-
せいぇすぇ う さぇぉけすぇすぇ ゅけ こけゅなか-
くぇす.
〈けえ し ゅけさょけしす きけあっ ょぇ しっ 

くぇさっつっ こさっょしすぇゃうすっか くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ ょうくぇしすうう, 
すなえ おぇすけ う ょゃぇきぇすぇ きせ さけ-

ょうすっかう しぇ さぇぉけすうかう ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ. ╊けゅうつくけ, けとっ 
こさっょう おぇいぇさきぇすぇ ゃなゃ ╁さぇ-
くは, う すけえ こけっきぇ くぇすぇき.  ‶け-
おけえくうはす きせ ぉぇとぇ ╃うきうすなさ 
╄くっゃ さぇぉけすうか ゃ おけゃぇつくぇすぇ 
くぇ しかけあくうすっ いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ 
きぇてうくう DEMAG, ぇ きぇえおぇすぇ 
くぇ ╄きうか - ╃ぇくおぇ ]すけはくけゃぇ, 
すさせこぇ しすぇあ ゃ さっいぇつくけすけ, ぇ 
こけしかっ う ゃ っょうく けす ぇさしっくぇか-
しおうすっ しおかぇょけゃっ. 
 ╄きうか ╃うきうすさけゃ  っ けす こさっょ-

〈けえ しっ おぇいゃぇ ╄きうか ╃うきうすさけゃ, くけ くっ こっっ. ╋ぇおぇさ ょぇ けぉう-
つぇ こっしくうすっ くぇ うきっくうすうは しう しなうきっくくうお. ╆ぇ しきっすおぇ くぇ 
すけゃぇ つっすゃなさす ゃっお くっ っ きなさょぇか けす „┿さしっくぇか”. ╁っさっく っ くぇ 
きぇさおぇすぇ, いぇ さぇいかうおぇ けす さぇくけ こさうおかのつうかうは きせ ぉさぇお. ╇きぇ 
しけぉしすゃっくぇ おけかぇ, おけはすけ っ こさっゃなさくぇか ゃ „こけょゃうあくぇ おなとぇ”. 
]すさぇしすっく さうぉぇさ, けすおぇお しっ こけきくう, おけえすけ くっ こさけこせしおぇ ょけ-
ぉなさ せかけゃ. ′ぇえ-ゅけかっきうはす きせ すさけそっえ っ 5-おうかけゅさぇきけゃ しけき, 
せかけゃっく くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ. 
╆ぇこぇかっく そっく くぇ そせすぉけかぇ う くはおけゅぇてくぇ きかぇょぇ くぇょっあょぇ 

くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
„〈けさこっょけ”. ′っ しっ ゃなかくせゃぇ けす こけかうすうおぇすぇ, くけ くっ こさけこせ-

しおぇ ゃなかくっくうっすけ ょぇ うょっ ょけ せさくうすっ. ′っ っ おぇくょうょぇす-っきう-
ゅさぇくす. ╇ くうおけゅぇ くっ っ ぉうか. 
╃けおぇすけ くはおけう こなかくはす こかけとぇょう う しすぇょうけくう こさっい さぇいきうさ-

くぇすぇ 1989 ゅけょうくぇ, すけえ こっつっかう ぇさしっくぇかしおうは こさうい いぇ „′ぇえ-
ょけぉなさ ゃ こさけそっしうはすぇ”. 
′っ こさけこせしおぇ うゅさぇ けす ╄ゃさけそせすぉけか, きぇおぇさ ょぇ くっ ゃはさゃぇ, 

つっ しおけさけ くぇちうけくぇかくうはす くう すうき とっ しすうゅくっ ょけ しゃっすけゃくう 
そうくぇかう. „′はきぇ たなし う すぇかぇくす”, けすしうつぇ くぇしすさけえつうおなす けす 
ちった 106 くぇ ╆ぇゃけょ 5. 

こけしかっょくけすけ おけきしけきけかしおけ こけ-
おけかっくうっ, おけっすけ こさううあょぇ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっ くぇ しさっょくけすけ しう 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ╋けすうゃうさぇくけ, 
いぇ ょぇ さぇぉけすう. ]なし いくぇくうは, 
おけうすけ ょけさう う ょぇ くっ こさけょなか-
あう ょぇ すさせこぇ ゃ くはおけえ ╁〉╆, 
きけゅぇす ょぇ ゅけ たさぇくはす ょけ しすぇさう-
くう. ]っゅぇ すぇおうゃぇ くはきぇ, おぇすっ-
ゅけさうつっく っ くぇしすさけえつうおなす  けす 
いぇゃけょ 5, いぇとけすけ いぇ つっすゃなさす 
ゃっお ゃ „┿さしっくぇか” しっ っ くぇし-
かせてぇか う くぇ しすけすうちう きけすうゃう 
いぇ すっおせつっしすゃけすけ くぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ. ]こけさっょ くっゅけ ょゃっ しぇ けし-
くけゃうすっ こさうつうくう: かうこしぇすぇ くぇ 
きけすうゃぇちうは いぇ しなけすゃっすくぇすぇ  
さぇぉけすぇ う すなさしっくっすけ くぇ さぇ-
ぉけすぇ いぇ こけゃっつっ こぇさう. ¨ぉうお-
くけゃっくけ けすうゃぇす ゃ ぇさきうはすぇ,  
ゃしっおう うしおぇ ょぇ しすうゅぇ きっつすうすっ 
しう ょぇ うきぇ きくけゅけ こぇさう, けすしう-
つぇ ╄きうか, いぇ おけえすけ さぇぉけすぇすぇ っ 
すゃけさつっしすゃけ. ′っ ぉう は しきっくうか 
う すゃなさょう, つっ くっ きせ けきさないゃぇ, 
うきっくくけ いぇとけすけ ゃしっおう ょっく っ 
さぇいかうつっく う こさっょかぇゅぇ くけゃう 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ. ‶さけすうゃ-
くけ くぇ しうゃけすぇすぇ, こさうゃうつくぇ いぇ 
こけゃっつっすけ そうさきう し こけさすぇか. 
‶けくはおけゅぇ しすけうき う ょけ しさっ-

ょくけと, とけき うきぇ さぇぉけすぇ, すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ しゃなさてう,  けすしうつぇ 

╄きうか, いぇ おけえすけ ょぇ くぇこさぇ-
ゃう う しぇきぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
きぇてうくぇすぇ っ こさっょういゃうおぇ-
すっかしすゃけ. 
 ‶さういくぇゃぇ, つっ ゃなこさっおう ゃう-

しけおうは しう せしこった - 5,78  けす ]け-
こけすしおうは すったくうおせき „╁かぇょうきうさ 
╆ぇうきけゃ”, くっ こさけょなかあぇゃぇ  ょぇ 
せつう ゃうしてっ. ′っ きう しっ せつってっ, 
12 ゅけょうくう きう ょけえょけたぇ  ょけし-
すぇすなつくけ, けすおさけゃっくうつう くはおけ-
ゅぇてくうはす そせすぉけかうしす, おけえすけ 
くっ こさけこせしおぇ  きぇつ くぇ かのぉう-
きうすっ 『]╉┿ うかう ╋ぇくつっしすなさ 
ぃくぇえすっょ. ╆ぇさぇょう すさぇゃきうすっ, 
こけかせつっくう ゃ ぇおすうゃくうすっ そせす-
ぉけかくうすっ ゅけょうくう, こさっょう ょっ-
しっすうかっすうっ ╄きけ しっ けすおぇいぇか けす 
そせすぉけかぇ, くけ 
う しっゅぇ こけおぇくはす かう ゅけ くぇ 

くはおけっ うゅさうとっ, とっ さうすぇ. 
]かっょ きけきつっておうは しう こっさう-

けょ ゃ ぇさしっくぇかしおうは  „〈けさこっょけ”  
すさせこぇ „しすぇあ” ゃ ]けこけすしおうは  
„╋っすぇかうお”, ぇ ゃ  しっきっえくうは しう 
こっさうけょ さうすぇ ゃ ╄くうくしおうは けす-
ぉけさ. ]っゅぇ っ こけゃっつっ いさうすっか う 
すゃなさょっ きぇかおけ - „ゃしうつおけ, おけっ-
すけ しっ くぇかぇゅぇ” くぇ すっさっくぇ. 
 ¨す こなさゃうすっ ゅけょうくう ゃ „┿さ-

しっくぇか”, おけゅぇすけ いぇこけつゃぇ おぇすけ 
しすさせゅぇさ くぇ さっゃけかゃっさっく しすさせゅ 
ゃ おけゃぇつくぇすぇ, ょけ こけしかっょくけすけ 

きせ さぇぉけすくけ きはしすけ, くっ っ うい-
くっゃっさうか くぇ けすくけてっくうっすけ しう 
おなき たけさぇすぇ  う すさせょぇ. 
 ]つうすぇ, つっ ゃしはおぇ さぇぉけすぇ 

しかっょゃぇ ょぇ しっ ゃなさてう し かの-
ぉけゃ, ぇ たけさぇすぇ ょぇ しっ けすくぇしはす 
し くせあくけすけ せゃぇあっくうっ おなき 
たかはぉぇ う おなき すっいう, おけうすけ うき 

ょぇゃぇす ゃないきけあくけしす ょぇ しう ゅけ 
いぇさぇぉけすはす. 』っしすくけ う し ょけし-
すけえくしすゃけ. ′っ きせ しすうゅぇす こぇ-
さうすっ, おぇすけ くぇ ゃしっおう つけゃっお, 
くけ こさういくぇゃぇ, つっ, ぇおけ けす くっゅけ 
いぇゃうしう ょぇ さっょう ぇさしっくぇかしおう-

すっ ょっかぇ, ぉう しすけさうか すぇおぇ, つっ 
ぇさきうはすぇ くぇ „つぇくすぇょあううすっ” ょぇ 
っ こけ-きぇかおぇ. ]っゅぇ きぇえ しぇ くう 
こけゃっつっ, けすおさけゃっくうつう っょうく 
けす  ょっしっすおうすっ こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ゅけさょけしす いぇ 
2010-すぇ ゅけょうくぇ.  
¨すゃなょ ゃさっきっすけ いぇょ こけさ-

すぇかぇ, くぇしすさけえつうおなす けす ちった 
106 くぇ ╆ぇゃけょ 5 うきぇ しゃけえ  
しゃはす.  
╇ しゃけう きっつすう. 』けゃっておう う 

しおさけきくう. ╃ぇ ゃうょう とぇしすかう-
ゃぇ, きぇおぇさ う けすゃなょ さけょうくぇすぇ, 
しゃけはすぇ っょうくしすゃっくぇ う こけさぇ-
しくぇかぇ ょなとっさは ╃うぇくぇ, ょぇ しう 
おせこう あうかうとっ う ょぇ こさっしすぇくっ 
し おゃぇさすうさくうは こっさうけょ. ╃ぇ しう 
くぇきっさう さぇいぉさぇくぇ あっくぇ, ょぇ 
しこっつっかう  かのぉうきうはす きせ けすぉけさ, 
ょぇ こさっおぇさぇ しすさぇたけすくけ し こさう-
はすっかう くぇ こけさっょくうは さうぉけかけゃ. 
‶けしかっょくけすけ けしきうしかは しうゃうすっ, 
うくぇつっ, こけつうゃくう ょくう. ┿ しなつっ-
すぇくけ かう っ う し ゅけかはき すさけそっえ, 
すけ とぇしすうっすけ くぇ ╄きうか っ しう-
ゅせさくけ. ╆ぇすけゃぇ けとっ けす こっすなお 
しすはゅぇ こけょゃうあくぇすぇ しう おなとぇ  
う こけっきぇ… おなき こけさっょくうは しう 
さうぉけかけゃっく たけさういけくす. 〈ぇおぇ - 

ょけ こけくっょっかくうお. ╉けゅぇすけ けすくけ-
ゃけ とっ こさっしっつっ ぇさしっくぇかしおうは  
こけさすぇか くっいぇぉっかっあうきけ, いぇ ょぇ 
けしすぇゃう しかっょ ゃさっきっ しゃけはすぇ いぇ-
ぉっかっあうきぇ しかっょぇ. ╁ ┿さしっくぇか-
しおぇすぇ つけゃっておぇ うしすけさうは.                          

╃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

╊すけし ╉けすけてちそう:

ぞだゑん でゎづんがん ご ぢだゑぎぶぎ ぢんづご げん とんげんぞずぺぷとんどん ゐごゐずごだどぎとん

]すぇさぇすぇ すはしくぇ, きさぇつくぇ 
う しすせょっくぇ こさっい いうきぇ-

すぇ, しゅさぇょぇ っ くぇえ-ゅけかっきうはす 
こさけぉかっき くぇ ̈ ぉとうくしおぇ ぉうぉ-
かうけすっおぇ „╇しおさぇ”, しっ さぇいぉさぇ 
けす ょうしおせしうはすぇ, けさゅぇくういう-
さぇくぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
おせかすせさくうは うくしすうすせす ゃ おさぇは 
くぇ きっしっち のかう.
╃うさっおすけさなす くぇ ¨ぉとうく-

しおぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” ゃ 
╉ぇいぇくかなお  ┿くくぇ ╉けあせたぇさけゃぇ 
しなぉさぇ つかっくけゃっ くぇ ¨ぉとっしすゃっ-
くうは しなゃっす おなき ぉうぉかうけすっおぇすぇ, 
ぇおすうゃくう つうすぇすっかう, あせさくぇ-
かうしすう う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす ゃ いぇかぇすぇ くぇ 
せか. ”╇しおさぇ” 4, ゃ しさっとぇ し きけすけ 
„╂さぇあょぇくうすっ うきぇす ょせきぇすぇ”. 
′ぇ しさっとぇすぇ こけ きけょっさっく くぇ-

つうく – きせかすうきっょうは う ぇくぇかうい 
くぇ こさけゃっょっくう しさっょ つうすぇすっかう 
ぇくおっすう, ょうさっおすけさなす こさっょしすぇ-
ゃう ょっえくけしすすぇ くぇ おせかすせさくうは 
うくしすうすせす, おけえすけ けゅかぇゃう こさっ-
ょう きぇかおけ こけゃっつっ けす ゅけょうくぇ. 
╀うぉかうけすっおぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ 
けすかうつっくぇ けす こさけそっしうけくぇか-
くぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ぉうぉかう-
けすっおぇさうすっ おぇすけ くぇえ-せしこってくぇ 
いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ さぇぉけ-
すぇすぇ しう こけ こさうゃかうつぇくっすけ くぇ 
ょぇさうすっかう う ぇおすうゃういうさぇくっ くぇ 
つうすぇすっかうすっ けす ゃしうつおう ゃないさぇ-
しすう, しなけぉとう ╉けあせたぇさけゃぇ. ╁ 
のぉうかっえくぇすぇ 150-すぇ ゅけょうくぇ 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉうぉかうけすっ-
おぇ すせお しぇ うくうちううさぇくう 243 
くぇつうくぇくうは, しさっょ おけうすけ – 14 
こさっきうっさう くぇ おくうゅう, 22 うい-
かけあぉう, すけかおけゃぇ かうすっさぇすせさくう 
ゃっつっさう, 18 ぉっしっょう いぇ ょっちぇ う 
せつっくうちう う ょけさう 1 おけくちっさす.
47 255 かゃ. ょぇさうすっかしすゃけ う 

ゃなくてくけ そうくぇくしうさぇくっ っ しこっ-
つっかうかぇ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょう-
くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ, 
いぇ ょぇさっくうすっ おくうゅう – 18 962 
かゃ., おけきこのすなさくぇすぇ すったくうおぇ – 

いぇ 17 たうかはょう かっゃぇ.
╉ぇすけ けしくけゃっく こさけぉかっき くぇ 

ぉうぉかうけすっおぇすぇ おなき きけきっくすぇ 
ょうさっおすけさなす こけしけつう くっょけし-
すうゅぇ くぇ こぇさうすっ いぇ ういょさなあ-
おぇ, けゅさけきくぇすぇ つぇしす けす おけうすけ 
けすうゃぇす いぇ すけお, ぉっい ょぇ しぇ けしう-
ゅせさっくう しさっょしすゃぇ いぇ けぉくけゃは-
ゃぇくっ う ょうゅうすぇかういうさぇくっ くぇ 
そけくょぇ, おけっすけ くぇしおけさけ っおう-
こなす すぇき とっ しすぇさすうさぇ. ‶さっい 
こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ぉうぉかう-
けすっおぇすぇ くっ しぇ いぇょっかっくう くう-
おぇおゃう こぇさう いぇ おぇこうすぇかけゃう 
さぇいたけょう.
′せあょぇすぇ けす くけゃぇ しゅさぇょぇ ぉっ 

こけょつっさすぇくぇ う ゃ ういおぇいゃぇくう-
はすぇ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ おけ-
きうしうはすぇ こけ おせかすせさぇ 』ぇゃょぇさ 
┿くゅっかけゃ う くぇ おきっすぇ ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ. ╃け ういぉうしすさはくっ くぇ 
さってっくうっ くぇ ゃなこさけしぇ けぉぇつっ 
すぇいう しさっとぇ くっ しすうゅくぇ.   
╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ, せつぇしすゃぇ-

とうすっ ゃ しさっとぇすぇ しっ けぉっょう-
くうたぇ けおけかけ こけいうちうはすぇ, つっ 
っおうこなす くぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ う 
くけゃうはす ょうさっおすけさ さぇぉけすはす 
せしうかっくけ う しなゃさっきっくくけ, いぇ 

ょぇ くぇこさぇゃはす すけいう おせかすせさっく 
うくしすうすせす うしすうくしおけ しさっょうとっ 
いぇ けぉとせゃぇくっ, おぇおゃうすけ しぇ 
しっゅぇ すっくょっくちううすっ いぇ さぇい-
ゃうすうっ くぇ ぉうぉかうけすっおうすっ くぇ 
╆ぇこぇょ. „〈けこおぇすぇ” けしすぇくぇ ゃ 
こけかっすけ くぇ おきっす う ¨ぉとうく-
しおう しなゃっす, おけうすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ くぇきっさはす ゃぇさうぇくす いぇ さっ-
きけくすうさぇくっ くぇ こけきっとっくうはすぇ 
くぇ たさぇくうかうとっすけ う ゃ こっさし-
こっおすうゃぇ ょぇ けしうゅせさはす くけゃぇ 
しゅさぇょぇ. 
╉けあせたぇさけゃぇ けぉっとぇ けとっ 

すぇおうゃぇ しさっとう ゃ ぉなょっとっ, 
しさっとう, おけうすけ ょぇ こっつっかはす 
こさうはすっかう う いぇしすなこくうちう くぇ 
ぉうぉかうけすっおぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ゃ こけかいぇ くぇ たうかはょうすっ つうすぇ-
すっかう, 2 873 けす おけうすけ – いぇ 
こさなゃ こなす しぇ いぇこうしぇくう ゃ 
ぉうぉかうけすっおぇすぇ こさっい きうくぇ-
かぇすぇ ゅけょうくぇ.
‶け ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ おきっ-

すなす ゃさなつう くけゃけ ょぇさっくうっ いぇ 
ぉうぉかうけすっおぇすぇ, おくうゅう けす うい-
ょぇすっかしすゃけすけ くぇ ╇ゃぇく ╂さぇ-
くうすしおう „╆ぇたぇさう ]すけはくけゃ”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ    

╉かうくうおぇすぇ こけ ゅぇしすさけっくすっ
さけかけゅうは  っ こなさゃぇすぇ  しこっちうぇ
かういうさぇくぇ おかうくうおぇ う こさけょなか
あぇゃぇ ょぇ っ っょくけ けす ゃけょっとうすっ 
いゃっくぇ せ くぇし, すけゃぇ すゃなさょう 
てっそなす え ょけち. ]うきっけく ]すぇえ

くけゃ. 〈は っ う 『っくすなさ いぇ しこっちうぇ
かういぇちうは.  〈せお しっ ういゃなさてゃぇす  
ったけゅさぇそしおう う っくょけしおけこしおう 
ういしかっょゃぇくうは - ったけゅさぇそうは くぇ 
おけさっきくう けさゅぇくう,  ちゃっすっく ょけこ
かっさ, おけくすさぇしすくぇ ったけゅさぇそうは. 
╄くょけしおけこしおうすっ ういしかっょゃぇくうは 
けぉたゃぇとぇす たさぇくけこさけゃけょぇ, しすけ
きぇたぇ, ょっぉっかけすけ つっさゃけ. ╁ おかう
くうおぇすぇ しっ こさぇゃう う っくすっさっしおけ
こうは くぇ すなくおけすけ つっさゃけ.  
╉かうくうおぇすぇ さぇいこけかぇゅぇ し ぇこぇ

さぇすせさぇ いぇ っくょけしおけこしおぇ ったけ
ゅさぇそうは くぇ たさぇくけこさけゃけょぇ, 
しすけきぇたぇ う ょっぉっかけすけ つっさゃけ.
╁ ╉かうくうおぇすぇ しっ こさぇゃはす う 

ゃしうつおう うくすっさゃっくちうけくぇかくう 
こさけちっょせさう ゃ ゅぇしすさけっくすっさけかけ

ゅうは - こせくおちうう こけょ ったけゅさぇそ
しおう おけくすさけか くぇ けさゅぇくうすっ くぇ 
おけさっきくぇすぇ おせたうくぇ, かっつっくうっ 
くぇ さぇくくうすっ そけさきう くぇ さぇお 
くぇ たさぇくけこさけゃけょぇ, しすけきぇたぇ う 
つっさゃぇすぇ. 』さっい きけょっさくう きっすけ
ょう しっ しこうさぇす  おさなゃけういかうゃう くぇ 
たさぇくけしきうかぇすっかくぇすぇ しうしすっきぇ. 
‶さうかぇゅぇす しっ さぇいかうつくう  ょう
ぇゅくけしすうつくう う すっさぇこっゃすうつくう 
こさけちっょせさう ゃなさたせ あかなつくうすっ 
こなすうとぇ う こぇくおさっぇしぇ. 
[はょおぇ いぇ しすさぇくぇすぇ ょっえくけしす 

っ かっつっくうっすけ くぇ こなさゃうつくう 
う きっすぇしすぇいうさぇかう すせきけさう くぇ 
つっさくうは ょさけぉ  し すっさきけぇぉかぇちうは 
- せくうとけあぇゃぇくっ つさっい こけしすぇゃは
くっ こけょ ゃうしけおぇ すっきこっさぇすせさぇ. 
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‶け ょせきうすっ え, ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ ういゃなさてゃぇくうすっ こさけそうかぇお
すうつくう こさっゅかっょう う かぇぉけさぇすけさ
くう ういしかっょゃぇくうは, こさっい おけうすけ 
こさっきうくぇゃぇす くぇょ 2500 ぇさしっ
くぇかちう ゅけょうてくけ, しっ けすおさうゃぇす 
う ょけしすぇ けす いぇぉけかはゃぇくうはすぇ,くぇ 
さぇぉけすっとうすっ. ′ぇえ- つっしすけ しすぇゃぇ 
ょせきぇ いぇ ゃうしけおけ おさなゃくけ くぇかは
ゅぇくっ, おかぇこくう せゃさっあょぇくうは くぇ 
しなさちっすけ, ぇさうすきうう, いぇたぇさっく 
ょうぇぉっす, ゃうしけお たけかっしすっさけか, 
たさけくうつくう ぉさけくたうすう. ′っ しぇ 
さはょおけしす う くっゃさけかけゅうつくうすっ う 
いかけおぇつっしすゃっくう いぇぉけかはゃぇくうは. 

‶け-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす うい
ゃなさてゃぇくうすっ こさっゅかっょう しぇ し 
くぇこさぇゃかっくうは, ういょぇゃぇくう けす 
かうつくうすっ かっおぇさう, おけうすけ しっ こけ
おさうゃぇす けす ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ, くけ 
くっ しぇ きぇかおけ う すっいう, いぇ おけうすけ 
くっ しすうゅぇす う しっ くぇかぇゅぇ いぇこかぇ
とぇくっ いぇ しこっちうぇかうしすう. 

¨しくけゃぇくぇすぇ こさうつうくぇ いぇ すけゃぇ 
っ ゃ たさけくうつくうは くっょけしすうゅ くぇ 
くぇこさぇゃかっくうは, くぇかぇゅぇく ゃっつっ 
ゅけょうくう けす ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ. 
《ぇおす, おけえすけ くっ こけょきうくぇゃぇ う 
╋っょうちうくしおうは ちっくすなさ ゃ „┿さ
しっくぇか”. ¨しくけゃくけ くっ ょけしすうゅぇす 
くぇこさぇゃかっくうは いぇ おぇさょうけかけいう, 
ぇおせてっさ-ゅうくっおけかけいう, けそすぇか
きけかけいう, すゃなさょはす けす 『っくすなさぇ.  

╁なこさっおう, つっ ゃ ╋っょうちうくしおうは 
ちっくすなさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ しこっ
ちうぇかういうさぇくうすっ おぇぉうくっすう しぇ 
7, /たうさせさゅうは, おぇさょうけかけゅうは, 
ゅぇしすさけっくすっさけかけゅうは, ゃなすさって
くう ぉけかっしすう, ぇおせてっさしすゃけ う 
ゅうくっおけかけゅうは, くっゃさけかけゅうは う 
けつくう ぉけかっしすう/ けすょっかくけ しっ 
さぇいこけかぇゅぇ う しなし しぇきけしすけは
すっかくぇ かぇぉけさぇすけさうは, おけはすけ ゃ 
ゅけかはきぇ しすっこっく しこっしすはゃぇ ゃさっ
きっすけ くぇ さぇぉけすっとうすっ, おけう

すけ くっ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ くぇこせしおぇす 
こけさすぇかぇ くぇ そうさきぇすぇ, ,いぇ ょぇ 
くぇこさぇゃはす くせあくうすっ こさっゅかっょう 
いぇ  しゃけっすけ いょさぇゃっ, たさけくうつくう
はす くっょけしすうゅ くぇ くぇこさぇゃかっくうは 
しっ けすさぇいはゃぇ しっさうけいくけ くぇ さぇ
ぉけすぇすぇ う こさうたけょうすっ くぇ 『っく
すなさぇ. 

‶かぇすっくうすっ きっょうちうくしおう せし
かせゅう - おぇすけ ういょぇゃぇくっ くぇ きっ
ょうちうくしおう しゃうょっすっかしすゃぇ, うい
しかっょゃぇくうは う こさっゅかっょう, くっ 
きけゅぇす ょぇ いぇこなかくはす たさけくうつ
くうは くっょけしすうゅ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ 
いょさぇゃっ. 

[ぇぉけすくうつっしおけすけ いょさぇゃっ
けこぇいゃぇくっ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
っ し ょなかゅぇ うしすけさうは:

¨とっ こさっい 1944 ゅ. ゃなゃ そぇ
ぉさうおぇすぇ しっ けぉけしけぉはゃぇ ぉけか
くうつくけ いゃっくけ しなし しすぇちうけくぇさ 
う こけかうおかうくうおぇ – ょけしすぇ こさう
きうすうゃくう /しこけさっょ ょくってくうすっ 
くう こさっょしすぇゃう/, さぇいこけかけあっくう 
こなさゃけくぇつぇかくけ ゃ ょなさゃっくう ぉぇ
さぇおう. ¨す かはすけすけ くぇ 1967 ゅ. しっ 
けすおさうゃぇ いぇ っおしこかけぇすぇちうは くぇ
しすけはとぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ こけかうおかう
くうおぇすぇ, し けすょっかくう しゅさぇょう いぇ  
しすぇちうけくぇさ う  そせくおちうけくうさぇと 
こさけそうかぇおすけさうせき ゃ さぇえけくぇ 
くぇ おぇいぇくかなておうすっ きうくっさぇかくう 
ぉぇくう. ‶さっい 1990 ゅ. おなき こけ
かうおかうくうおぇすぇ しっ こさうしすさけはゃぇ 
う くけゃけ つっすうさうっすぇあくけ おさうかけ.

‶さっい 1997 ゅけょうくぇ しっ けぉぇ
つっ し くぇちうけくぇかくぇすぇ いょさぇゃくぇ 
さっそけさきぇ しっ いぇおさうゃぇ さぇぉけす
くうつっしおけすけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ. 
′ぇかぇゅぇ しっ しなとっしすゃせゃぇとうすっ 
ょけすけゅぇゃぇ さぇぉけすくうつっしおう こけ
かうおかうくうおう ょぇ いぇさぇぉけすはす し 
ょさせゅ さうすなき う こさう ょさせゅう せし
かけゃうは - くぇ こぇいぇさっく こさうくちうこ.  
〈けえ けす しゃけは しすさぇくぇ くぇかぇゅぇ 
う こさけきはくぇすぇ ゃ きうしかっくけすけ, 
ゃ こけょたけょぇ う ゃいぇうきけけすくけてっ
くうはすぇ きっあょせ  いょさぇゃくうは しこっ
ちうぇかうしす う  こぇちうっくすぇ. ]なとぇすぇ 
ゅけょうくぇ „┿さしっくぇか” こけかせつぇゃぇ 
さぇいさってっくうっ けす ╆ょさぇゃくけすけ 
きうくうしすっさしすゃけ いぇ さぇいおさうゃぇくっ 
くぇ つぇしすくけ いょさぇゃくけ いぇゃっょっ
くうっ – きっょうちうくしおう ちっくすなさ, 
おけえすけ こさっい 2000 ゅ., し ゃなゃっあ
ょぇくっ くぇ いょさぇゃくぇすぇ さっそけさきぇ, 
しっ さっゅうしすさうさぇ おぇすけ ╄¨¨╃ くぇ 
そうさきぇすぇ. ‶さっょけしすぇゃは きせ しっ 

いぇ こけかいゃぇくっ しゅさぇょぇすぇ, くぇ
かうつくぇすぇ ぇこぇさぇすせさぇ う けぉいぇ
ゃっあょぇくっすけ くぇ おぇぉうくっすうすっ. 
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
こけっきぇ ゅさうあぇすぇ いぇ けしくけゃくぇすぇ 
こけょょさなあおぇ – さっきけくすう, ╁╇╉ 
う っか.-うくしすぇかぇちうう, すっかっそけくう. 
〈さう ゅけょうくう こけ-おなしくけ 『っくすな
さなす さぇいてうさはゃぇ ょっえくけしすすぇ しう 
し さぇいおさうゃぇくっ くぇ くけゃぇ ぉぇいぇ 
ういゃなく すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさ
きぇすぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ /
しゅさぇょぇすぇ くぇ ぉうゃてぇすぇ いなぉけすっ
たくうつっしおぇ かぇぉけさぇすけさうは/. ╋っ
ょうちうくしおう ちっくすなさ „┿さしっくぇか” 
けしすぇゃぇ くぇ しぇきけしすけはすっかくぇ そう
くぇくしけゃぇ ういょさなあおぇ. 

╆ょさぇゃくけすけ けぉしかせあゃぇくっ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ 
ゃ „┿さしっくぇか” しっ けしなとっしすゃはゃぇ 
けしゃっく けす ╋っょうちうくしおうは ちっく
すなさ, けとっ けす ]かせあぉぇ こけ すさせ
ょけゃぇ きっょうちうくぇ う いゃっくけ いぇ 
╀なさいぇ う くっけすかけあくぇ きっょうちうく
しおぇ こけきけと. ╋ぇおぇさ う ぇょきうくう
しすさぇすうゃくけ ょぇ しぇ くっいぇゃうしうきう 
っょくけ けす ょさせゅけ すはたくぇ けぉとぇ 
ゅさうあぇ う ちっか しぇ いょさぇゃっすけ くぇ 
ぇさしっくぇかちう. ╄あっょくっゃくけ ゃ いゃっ
くけすけ いぇ くっけすかけあくぇ こけきけと しっ 
ういゃなさてゃぇす おけくしせかすぇちうう う しっ 
けおぇいゃぇ こけきけと くぇ こけしすさぇょぇ
かう し すさぇゃきう, しなさょっつくう こさけ
ぉかっきう, おさういう う ょさせゅう けしすさう 
いぇぉけかはゃぇくうは, ういうしおゃぇとう 
しこってくぇ きっょうちうくしおぇ くぇきっしぇ. 
╋くけゅけけぉたゃぇすくぇすぇ きっょうちうく
しおぇ ょっえくけしす – こさけそうかぇお
すうつくぇ う くっけすかけあくぇ – いぇ さぇ
ぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ しっ 
けしうゅせさはゃぇ そうくぇくしけゃけ けす  さな
おけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” う 
し こっさきぇくっくすくぇすぇ しなこさうつぇしす
くけしす う こけきけと くぇ しうくょうおぇか
くうすっ けさゅぇくういぇちうう.

¨しくけゃくうすっ ういすけつくうちう くぇ 
こさうたけょう いぇ いょさぇゃくけすけ いぇ
ゃっょっくうっ

しぇ ょけゅけゃけさうすっ  けす ╆ょさぇゃくぇすぇ 
おぇしぇ, いょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくうすっ 
そけくょけゃっ, ょけゅけゃけさうすっ し „┿さ
しっくぇか” う ょさせゅう のさうょうつっしおう 
かうちぇ う ういゃなさてゃぇくうすっ  こかぇ
すっくう きっょうちうくしおう せしかせゅう. ╁な
こさっおう すけゃぇ っおうこなす くぇ ╋っょう
ちうくしおうはす ちっくすなさ っ ういこさぇゃっく 
こさっょ さっょうちぇ いぇすさせょくっくうは.

¨しくけゃくけすけ けす すはた, おけっすけ っ 

こさうつうくぇ ょぇ くっ しっ こけしすうゅぇ  
けこすうきぇかくけ くぇすけゃぇさゃぇくっ くぇ 
おぇぉうくっすうすっ う かぇぉけさぇすけさうう
すっ し こぇちうっくすう, くっさぇぉけすっとう 
ゃ „┿さしっくぇか”, っ けすょぇかっつっ
くけしすすぇ くぇ けしくけゃくぇすぇ ぉぇいぇ けす 
ちっくすさぇかくぇすぇ いけくぇ くぇ ゅさぇょぇ. 
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ こさっょこさう
はすうっすけ う かうつくけ ういこなかくうすっか
くうはす ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせ
てっゃ, こさけはゃはゃぇす さぇいぉうさぇくっ こけ 
こさけぉかっきぇ う ゃっつっ っ さぇいさってっく 
ょけしすなこなす くぇ ゃなくてくう こぇちう
っくすう し ゃさっきっくくう こさけこせしおう, 
くせあょぇっとう しっ けす きっょうちうく
しおけ けぉしかせあゃぇくっ. 〈させょくけ う し 
ょけしすぇ うおけくけきうう けす しすさぇくぇ くぇ 
っおうこぇ しすぇゃぇ う いぇおせこせゃぇくっすけ 
くぇ くけゃぇ ぇこぇさぇすせさぇ. ╁なこさっおう 

すけゃぇ いぇ こけしかっょくうすっ すさう ゅけ
ょうくう しぇ おせこっくう ょゃぇ くけゃう ぇゃ
すけきぇすうつくう ぇこぇさぇすぇ いぇ おさなゃ
くう ういしかっょゃぇくうは. ╁ おさぇは くぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っ いぇおせこっく 
う くけゃ しなゃさっきっくっく う きけとっく 
さっくすゅっくけゅさぇそうつっく ぇこぇさぇす, 
ょぇゃぇと ゃうしけおけ おぇつっしすゃけ くぇ 
けぉさぇいぇ う けすゅけゃぇさはと くぇ ゃしうつ
おう っゃさけこっえしおう しすぇくょぇさすう.

╁なこさっおう すっいう こさうょけぉうゃおう, 
くせあょうすっ けす ぇこぇさぇすせさぇ しぇ ゅけ
かっきう. 

„╋っょうちうくしおうすっ さぇぉけすくうちう 
ゃ 『っくすなさぇ しぇ けこすうきうしすう いぇ 
さってぇゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう こさっ
ょういゃうおぇすっかしすゃぇ, こさっょ おけうすけ 
つっしすけ しっ ういこさぇゃはす.”, すゃなさょう 
ょ-さ 》さうしすけゃぇ. ╇ せすけつくはゃぇ, 
つっ すは う っおうこなす え さぇいつうすぇす 
くぇ こけいうすうゃくけすけ けすくけてっくうっ 

おなき さぇぉけすぇすぇ うき, しなこさうつぇしす
くけしすすぇ  う こけょおさっこぇすぇ くぇ さな
おけゃけょしすゃけすけ う しうくょうおぇかくうすっ 
けさゅぇくういぇちうう ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃, 
いぇとけすけ „きっょうちうくしおぇすぇ ょっえ
くけしす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさ
きぇすぇ っ う ゅけかはきぇ しけちうぇかくぇ 
こさうょけぉうゃおぇ いぇ ゃしうつおう さぇぉけ
すっとう ゃ くっは”, すゃなさょう てっそおぇすぇ 
くぇ 『っくすなさぇ. 

╃-さ ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ くっ 
おさうっ う くぇょっあょうすっ しう: 

いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇすぇ  
う  こかぇくけゃっすっ しう いぇ こけょけぉさはゃぇ
くっ おぇつっしすゃけすけ くぇ けぉしかせあゃぇくっ 
くぇ こぇちうっくすうすっ, さぇいおさうゃぇくっすけ 
くぇ くけゃう しこっちうぇかういうさぇくう おぇ

ぉうくっすう. ╇ こさっょう ゃしうつおけ  いぇ 
ぇょっおゃぇすくう さってっくうは ゃ くぇちうけ
くぇかくぇすぇ いょさぇゃくぇ こけかうすうおぇ.

]こけさっょ くっは, けす けしけぉっくけ 
いくぇつっくうっ っ こけゃうてぇゃぇくっ おゃぇ
かうそうおぇちうはすぇ くぇ こっさしけくぇかぇ, 
こけしすけはくくぇ いぇょぇつぇ, おけはすけ しっ 
けしなとっしすゃはゃぇ つさっい こけしっとっくうは 
くぇ しこっちうぇかういうさぇくう おせさしけゃっ う 
せつぇしすうは ゃ しうきこけいうせきう.

╆ぇしかせあっくぇすぇ けちっくおぇ いぇ すけゃぇ, 
おぇおすけ う いぇ ゅけょうくうすっ いぇょなかぉけ
つっくぇ う けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ, っ 
ゃっつっ そぇおす: ‶さう こけしかっょくぇすぇ 
ぇおさっょうすぇちうは くぇ ╋っょうちうくしおうは 
ちっくすなさ „┿さしっくぇか” ┿おさっょうすぇ
ちうけくくぇすぇ  おけきうしうは ょぇゃぇ くぇえ- 
ゃうしけおぇすぇ けちっくおぇ – 6. 

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ 

╁ おかうくうおぇすぇ しっ かっおせゃぇす  ぉっい 
けこっさぇちうは おうしすう  くぇ つっさくうは 
ょさけぉ う くぇ ょさせゅう ゃなすさってくう 
けさゅぇくう. 
╆ゃっくけすけ うきぇ 50 かっゅかぇ, くぇ 

おけうすけ ゅけょうてくけ しっ かっおせゃぇす  
くぇょ 1 800 ぉけかくう. ]ゅさぇょぇすぇ っ 
さっきけくすうさぇくぇ けしくけゃくけ. ]すぇうすっ 
ゃ しすぇちうけくぇさぇ しぇ し こけ 1 ょけ 3 
かっゅかぇ しなし しぇくうすぇさっく ゃないっか. 
╁ おかうくうおぇすぇ さけぉけすはす けぉとけ 

16 かっおぇさう, いぇ ぉけかくうすっ しっ ゅさう
あぇす 15 きっょしっしすさう う 10 しぇくう
すぇさう.
╉かうくうおぇすぇ さぇいこけかぇゅぇ し 

きくけゅけ きけょっさくぇ  いぇ しすさぇくぇすぇ  
ったけゅさぇそしおぇ う っくょけしおけこしおぇ 
ぇこぇさぇすせさぇ. ‶さぇゃはす しっ きくけ
ゅけ かっつっぉくう こさけちっょせさう, おけう
すけ ょけしおけさけ しぇ ぉうかう ゃ さなちっすっ 
しぇきけ くぇ たうさせさいうすっ. ]すぇゃぇ 

ょせきぇ いぇ かっつっくうっすけ くぇ すせきけ
さう, こなさゃうつっく さぇお くぇ つっさくうは 
ょさけぉ, さぇいしっえおう  ゃなゃ ゃなすさって
くうすっ けさゅぇくう. ╃けさう ゃ くぇこさっょ
くぇかぇ そぇいぇ  しっ せくうあけとぇゃぇ  
ゅけかはきぇ つぇしす けす すせきけさくぇすぇ 
きぇしぇ.  
〉しこってくけ しっ かっおせゃぇす う こぇ

さぇいうすう, くぇこさうきっさ おせつっておぇ 
すっくうは. ‶さぇゃう しっ ぉなさいぇ ょう
ぇゅくけしすうおぇ う せくうとけあぇゃぇくっ 
つさっい うくあっおすうさぇくっ くぇ ぇかおけ
たけか ゃ いぇしっゅくぇすけすけ きはしすけ. ╁ 
おかうくうおぇすぇ しっ こさぇゃはす う きくけゅけ 
きっょうちうくしおう  こさけちっょせさう  くぇ 
たさぇくけこさけゃけょぇ. ‶さうっきなす っ 
しかっょ こさっゅかっょ けす しこっちうぇかうしす 
ゃ ょうぇゅくけしすうつくけ-おけくしせかすぇ
すうゃくうは ぉかけお. ╃けこなかくうすっかくう 
こぇさう しっ ょぇゃぇす いぇ ╁╇‶-しすぇは.

〈┿

ФОРУМ

‶さけそうかぇおすうつくうすっ こさっゅかっょう しぇ つぇしす けす 
いぇかけゅぇ いぇ ょけぉさけ いょさぇゃっ

╄きうか し こけさっょくうは しう さうぉけかけゃっく すさけそっえ

Maえおぇ う しうく

╉きっすなす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う ┿くくぇ ╉けあせたぇさけゃぇ
こけ ゃさっきっ くぇ ょうしおせしうはすぇ
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╂-く ╁っおけゃ, ╁ぇてうはす こけ-
ゃっつっ けす 15-ゅけょうてっく けこうす 
ゃ すせさうしすうつっしおうは ぉさぇくて っ 
ょけしすぇすなつっく, いぇ ょぇ うきぇすっ 
はしくぇ こけいうちうは こけ ゃなこさけしぇ - 
おぇおゃけ きせ かうこしゃぇ くぇ ╉ぇいぇく-
かなお, いぇ ょぇ しぉなょくっ きっつすぇすぇ 
しう いぇ うしすうくしおう ぇすさぇおすうゃっく 
すせさうしすうつっしおう ゅさぇょ?
 ′ぇ こなさゃけ きはしすけ – くぇ ╉ぇいぇく

かなお きせ かうこしゃぇ はしくけ さぇいさぇぉけ
すっくぇ しすさぇすっゅうは いぇ さぇいゃうすうっ くぇ 
すせさういきぇ. ′はきぇ こさうけさうすっすう, 
けおけかけ おけうすけ ょぇ ぉなょぇす けぉっ
ょうくっくう せしうかうはすぇ くぇ ゃしうつおう, 
うきぇとう けすくけてっくうっ おなき すせさう
いきぇ. ╁さっきっ っ ょぇ けしないくぇっき, つっ 
すせさうしすうすっ, おけうすけ こけしっとぇゃぇす 
ゅさぇょぇ う さっゅうけくぇ, しぇ ゃ しなこさう
おけしくけゃっくうっ し ゃしうつおう しそっさう 
けす くぇてうは あうゃけす – うくそさぇ
しすさせおすせさぇ, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, 
すさぇくしこけさす, ぉぇくおけゃう せしかせゅう, 
おせかすせさぇ, すなさゅけゃうは う す.く.,  っすけ 
いぇとけ すさはぉゃぇ ゅけゃけさうき いぇ すせ
さういきぇ おぇすけ おけきこかっおしっく しすう
きせか いぇ うおけくけきうつっしおけ さぇい
ゃうすうっ くぇ ゅさぇょぇ う さっゅうけくぇ.                                                                 
′ぇ ゃすけさけ きはしすけ - はしくけ うょっくすう
そうちうさぇくっ くぇ けすゅけゃけさくけしすうすっ. 
╇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ う ゃ ちはかぇ
すぇ しすさぇくぇ, けぉっおすうすっ, こけしっとぇ
ゃぇくう けす すせさうしすうすっ, しぇ ょなさあぇゃ
くぇ う けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす. 
╄すけ いぇとけ ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす 
すさはぉゃぇ ょぇ ゃかっいっ ゃ さけかはすぇ しう 
くぇ しすけこぇくうく う ゃ こぇさすくぬけさ

しすゃけ し ぉういくっしぇ ょぇ すなさしう こけ-
っそっおすうゃくけ ういこけかいゃぇくっ くぇ 
ゃしうつおう すせさうしすうつっしおう けぉっおすう. 
╁ しっゅぇてくぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす し すせさういなき しっ 
いぇくうきぇゃぇ おけきうしうはすぇ こけ けぉさぇ
いけゃぇくうっ, きかぇょっあおう ょっえくけしすう 
う しこけさす. 〈さはぉゃぇ ょぇ しおなしぇきっ し 
こさっょしすぇゃぇすぇ しう いぇ “すせさういきぇ し 
さぇくうつおぇすぇ くぇ ゅなさぉぇ う せつうすっか
おぇすぇ こさっょ ゅさせこぇすぇ こけ ょっさっすけ 
おなき ╀せいかせょあぇ”. ′っ きけあっ ょぇ 
しっ さぇいゅかっあょぇ すせさういきなす こさう 
ょっえくけしすう, ういちはかけ しせぉしうょうさぇ
くう けす ぉのょあっすぇ, いぇとけすけ すけゃぇ 
っ けすさぇしなか くぇ うおけくけきうおぇすぇ, 
おけえすけ ゅっくっさうさぇ こさうたけょう, ぇ くっ 
ゅう ういさぇいたけょゃぇ. 〈ぇいう さぇいかう
おぇ けつっゃうょくけ くっ しっ さぇいぉうさぇ, ぇ 
うくぇつっ, ゃしうつおう ゅけゃけさうき おぇお とっ 
さぇいゃうゃぇきっ すせさういなき, おぇお とっ 
うょゃぇす すせさうしすう ゃ ╃けかうくぇすぇ, おぇお 
けすゃぇさはきっ くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ  
う こさ. 
]なぉうさぇかぇ かう ゃう っ きっしすくぇ-

すぇ ゃかぇしす – さっしすけさぇくすぬけさう う 
たけすっかうっさう, いぇ ょぇ こけつっさこう 

けこうす う ょぇ こさけせつう くせあょうすっ 
くぇ すせさうしすうすっ?
]ょさせあっくうっすけ くぇ たけすっかうっさう

すっ う さっしすけさぇくすぬけさうすっ ゃ ╉ぇいぇく
かなお けすょぇゃくぇ っ いぇはゃうかけ しゃけっすけ 
あっかぇくうっ ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ ╉けく
しせかすぇすうゃくうは しなゃっす こけ すせさう
いなき, おけえすけ すさはぉゃぇてっ  ょぇ ぉなょっ 
ういゅさぇょっく しなゅかぇしくけ つか. 10 ぇか. 
3 す. 2 けす ╆ぇおけくぇ いぇ すせさういきぇ 
う さってっくうっ わ 555 けす 13. 12. 
2010 ゅ. くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
おぇすけ っ こけょぇかけ くっけぉたけょうきう
すっ ょけおせきっくすう ゃ しなけすゃっすしすゃうっ 
し ′ぇさっょぉぇすぇ いぇ くっゅけゃけすけ うい
ゅさぇあょぇくっ う そせくおちうけくうさぇくっ. 
‶なさゃけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ ]なゃっすぇ 
ぉっ くぇ 25 のかう う ゃなこさっおう くはおけう 
けさゅぇくういぇちうけくくう くっせさっょうちう 
ょぇゃぇ こけゃけょ いぇ けこすうきういなき. ╁ 
すぇいう こけしけおぇ とっ ょぇき こさうきっさ – 
くっいぇゃうしうきけ けす ゃしうつおう ょけゃけょう, 
つっ ¨ぉとうくしおうはす うくそけさきぇちうけ
くっく ちっくすなさ くはきぇ おぇお ょぇ ぉなょっ 
けすゃけさっく ゃ こけきけと くぇ すせさうしすうすっ 
ゃ しなぉけすぇ う くっょっかは, しっ くぇきっさう 
さってっくうっ, う すけ ぉっい ょぇ しっ ういうし

おゃぇ ょけこなかくうすっかっく そうくぇくしけゃ 
うかう おぇょさけゃう さっしせさし. ′ぇょはゃぇき 
しっ, つっ しかっょ ういぉけさうすっ くけゃけうい
ぉさぇくうはす ¨ぉとうくしおう しなゃっす とっ 
けすょっかう こけゃっつっ ゃくうきぇくうっ う とっ 
こけゅかっょくっ けす こけいうちうはすぇ くぇ ょけ
ぉなさ しすけこぇくうく おなき こさけぉかっきうすっ  
ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ すせさうしすうつっ
しおうは けすさぇしなか ゃ さっゅうけくぇ
╉ぇお しう ゃいぇうきけょっえしすゃぇすっ し 

おせかすせさくうすっ うくしすうすせすう, さぇ-
ぉけすはす かう すっ いぇ こさうゃかうつぇくっ 
くぇ こけ-ゅけかはき すせさうしすうつっしおう 
こけすけお? 
╉せかすせさくうすっ うくしすうすせすう しぇ くっ

けすきっくくぇ つぇしす けす さぇいゃうすうっすけ くぇ 
すせさういきぇ. ╉ぇいぇくけ くぇえ-こさけしすけ, 
すっ しぇきう いぇ しっぉっ しう くっ きけゅぇす ょぇ 
しなとっしすゃせゃぇす, ぇおけ くはきぇ こけしっ
すうすっかう, ぇおけ くはきぇ おけえ ょぇ ゃうょう 
う けちっくう すはたくぇすぇ さぇぉけすぇ. 
╇きぇきっ こさっおさぇしっく うしすけさうつっ

しおう きせいっえ, ぉけゅぇすぇ たせょけあっしす
ゃっくぇ ゅぇかっさうは, すっぇすなさ, つうすぇ
かうとぇ, おなとう くぇ たせょけあくうちう う 
おけきこけいうすけさう, っすくけゅさぇそしおう 
おけきこかっおし, せくうおぇかくう すさぇおうえ
しおう ゅさけぉくうちう う ょさせゅう けぉっおすう, 
しゃなさいぇくう し おせかすせさくけ- うしすけさう
つっしおけすけ くう くぇしかっょしすゃけ う しなゃ
さっきっくくけしす. 
]きはすぇきっ, つっ ゃ おせかすせさくうすっ 

うくしすうすせすう うきぇ くせあょぇ けす こけ
ゃっつっ ゅなゃおぇゃけしす ゃ さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ, ょぇ しっ さぇぉけすう ょけさう し 
たけさぇ, おけうすけ くっ しぇ くぇ とぇす, ぇ う 
くぇ ょけゅけゃけさ. ′うっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
しなけぉさぇいはゃぇきっ し すせさうしすうすっ, し 
すはたくけすけ “さぇぉけすくけ” ゃさっきっ, ぇ くっ 
すっ し くぇてっすけ.                                              
╉けっ ゃけょう すせさうしすうすっ ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお?                      

 ╂っけゅさぇそしおけすけ くう さぇいこけかけ
あっくうっ う こさうさけょくう ょぇょっくけしすう 
ゃ しなつっすぇくうっ し ぉけゅぇすぇすぇ うしすけ
さうは う おせかすせさぇ しぇ ょけぉさぇ こさっょ
こけしすぇゃおぇ いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ すせ
さういきぇ. 》けさぇすぇ うょゃぇす ょぇ ゃうょはす  
すけゃぇ, いぇ おけっすけ うきぇす こさっょゃぇ
さうすっかくぇ うくそけさきぇちうは. ╁ すぇいう 
ゃさないおぇ さけかはすぇ くぇ うくすっさくっす っ 
くっけちっくうきぇ う っ ゃっつっ ゃさっきっ すせ
さうしすうつっしおうはす しぇえす くぇ ̈ ぉとうくぇ
すぇ ょぇ ういかっいっ けす いぇぉゃっくうっ. ′ぇ 
くぇし くう かうこしゃぇ ちっかっくぇしけつっくぇ 
さっおかぇきくぇ しすさぇすっゅうは. ╉ぇいぇくかなお 
う さっゅうけくぇ くっ しっ こさっょしすぇゃはす 
けさゅぇくういうさぇくけ こさっょ つせあょうすっ 
う ぉなかゅぇさしおうすっ すせさけこっさぇすけさう う 
ぇゅっくちうう. ╉ぇいぇくかなお きくけゅけ さはょ
おけ こさうしなしすゃぇ ゃ くぇちうけくぇかくうすっ 
きっょうう う, ぇおけ ゃしっ こぇお ゅけ うきぇ, すけ 
っ こけょ そけさきぇすぇ くぇ うくそけさきぇちうは 
いぇ くっとけ けすきうくぇかけ, ぇ くっ こさっょ
しすけはとけ, おけっすけ ょぇ いぇうくすさうゅせゃぇ 
たけさぇすぇ. ╃けさう せすゃなさょっく そっしすう
ゃぇか おぇすけ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ 
くっ きけあっ ょぇ しっ こけたゃぇかう しなし しな
けすゃっすしすゃぇとけ けすさぇいはゃぇくっ. ┿おけ 
きけあっき ょぇ ゅけゃけさうき いぇ くはおぇお
ゃぇ さっおかぇきぇ, すけ すは くぇえ-つっしすけ 
しっ しゃっあょぇ ょぇ さぇいょぇゃぇくっすけ くぇ 
ぉっいこかぇすくう ょうこかはくおう う ぉさけてせ
さう くぇ ゅけしすうすっ, おけうすけ ゃっつっ しぇ 
ょけてかう ゃ ゅさぇょぇ くう. 〈けいう すうこ 
さっおかぇきくう きぇすっさうぇかう しぇ こけ-
こけょたけょはとう こさう こさっょしすぇゃはくっ 
くぇ すせさうしすうつっしおう ぉけさしう う ういかけ
あっくうは, おなょっすけ きけゅぇす ょぇ しなぉせ
ょはす うくすっさっし せ すせさけこっさぇすけさうすっ 
/くぇてう う つせあょう/  う せ すせさうしすうすっ. 
╊うこしゃぇす くう うくそけさきぇちうけくくうすっ 
すぇぉっかう, おぇすけ つぇしす けす ゅさぇょしおぇすぇ 
おせかすせさぇ, かうこしゃぇす くう かっゅっくょう
すっ, こさうおぇいおうすっ いぇ すけゃぇ, おけっすけ 
うきぇきっ すせお おぇすけ おせかすせさくけ う うし
すけさうつっしおけ くぇしかっょしすゃけ. ╆ぇ ょぇ 
しっ いぇこけきくう くっとけ, すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ こさうおぇいおぇ, かっゅっくょぇ, おけはすけ 
ょぇ ょけおけしくっ ょせてぇすぇ すう…                                               

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

[けょっく 1954 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお.
『っかうはす すさせょけゃ しすぇあ くぇ さけ
ょうすっかうすっ - ゃ “┿さしっくぇか”.
¨ぉさぇいけゃぇくうっ - ゃうしてっ.
[ぇぉけすう ゃ “┿さしっくぇか” けす  
1979 ょけ 1991 ゅ.
╅っくっく, し ょゃぇきぇ しうくぇ.
╁ きけきっくすぇ - ういこ. ょうさっおすけさ 
くぇ “╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ” ┿╃

╃ぇ ぉなょぇす ういくっしっくう うい-
ゃなく さけきしおぇすぇ きぇたぇかぇ 

„╉ぇさきっく” ゃ ╉ぇいぇくかなお ょゃっすっ 
ういぉうさぇすっかくう しっおちうう いぇ こさっょ-
しすけはとうすっ ういぉけさう. 〈けゃぇ とっ こけ-
うしおぇす う いぇ すけゃぇ とっ くぇしすけはゃぇす 
こさっょ けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお けす きっしすくうは しぉけさ くぇ 
こぇさすうは ┿すぇおぇ. ╆ぇ くぇきっさっくうっ-
すけ しなけぉとう かうつくけ かうょっさなす くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ 
こぇさすうはすぇ う おぇくょうょぇす いぇ おきっす 
╃さぇゅけきうか ╇ゃぇくけゃ. ╉ぇすけ きけすう-
ゃう いぇ うしおぇくっすけ くぇ ぇすぇおうしすうすっ 
すけえ こけしけつう きくけあっしすゃけすけ こけ-
さけつくう こさぇおすうおう, おけくしすぇすう-
さぇくう ゃ すっいう ょゃっ ういぉうさぇすっかくう 
しっおちうう こけ ゃさっきっ くぇ こさっょうてくう 
ゃけすけゃっ. ╊うこしぇすぇ くぇ おぇおなゃすけ う 
ょぇ e っそっおすうゃっく おけくすさけか ゃなさ-
たせ しかせつゃぇとけすけ しっ ゃ すっいう しっお-
ちうう う ょけこなかくうすっかくう しなきくっ-
くうは いぇ きぇてうくぇちうう しっゅぇ  しなとけ 
しぇ きけすうゃう いぇ うしおぇくっすけ うき.

╀]‶-╉ぇいぇくかなお ゃけょう さぇいゅけ-
ゃけさう いぇ こけょおさっこぇ し こさっょ-

しすぇゃうすっかう くぇ さぇいかうつくう こけかう-
すうつっしおう しうかう, ゃ すけゃぇ つうしかけ う 
けす ょはしくけすけ こさけしすさぇくしすゃけ. 〈けゃぇ 
いぇはゃう くぇ こさっしおけくそっさっくちうは 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお  ╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ. ╁っつっ っ 
はしくぇ う かうしすぇすぇ し おぇくょうょぇすう 
いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. ]かっょ 
ょっこけいうさぇくっすけ くぇ こけょこうしおぇ けす 
43-きぇ さけきしおう こさっょしすぇゃうすっかう 
う ょっおかぇさぇちうは いぇ こけょおさっこぇ くぇ 
おぇくょうょぇすぇ くぇ ╀]‶ ╁ぇしうか ]ぇ-
きぇさしおう, くぇ 12-すぇ こけいうちうは ゃ 
かうしすぇすぇ  くぇ ╀]‶ とっ っ さけきしおうはす 
こさっょしすぇゃうすっか ╊のぉっく 〈けくっゃ. 
╃させゅう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ おけ-

ぇかうちうけくくう こぇさすくぬけさう ゃ ╀]‶-
かうしすぇすぇ くはきぇ, すなえ おぇすけ くっ っ こけ-
しすうゅくぇすけ しなゅかぇしうっ いぇ すったくうすっ 
きっしすぇ. 
]こっつっかゃぇくっすけ くぇ きっしすくうは ゃけす 

っ けしくけゃくぇすぇ う くぇえ-ゅかぇゃくぇ いぇ-
ょぇつぇ いぇ おぇいぇくかなておうすっ しけちうぇ-
かうしすう, しこけさっょ ╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ. 
╉ぇすけ しっさうけいっく こさけぉかっき さな-

おけゃけょしすゃけすけ くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお けすつうすぇ かうこしぇすぇ くぇ すったくう 
おぇくょうょぇすせさう ゃ くはおけかおけ いくぇ-
おけゃう う ゅけかっきう しっかぇ ゃ けぉとう-
くぇすぇ - ╉さなく, ╀せいけゃゅさぇょ, ╂けさくけ 
』っさおけゃうとっ, 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ. 
‶ぇさすうえくうすっ  けさゅぇくういぇちうう ゃ 
すっいう しっかぇ しぇ こさっょかけあうかう ょぇ くっ 
しっ ういょうゅぇす すったくう おぇくょうょぇすう いぇ 
おきっすけゃっ. ╀っい ういおかのつっくうっ  ゃ すはた 
ゃ きけきっくすぇ おきっすけゃっすっ しぇ こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ こぇさすうは ╂╄[╀ うかう 
こけょおさっこっくう けす くっは. 

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

こさけゃっょっ おけくしせかすぇちうう し こけ-
かうすうつっしおうすっ しうかう いぇ ういぉけさう 
‘2011. ╉けくしせかすぇちううすっ ぉはたぇ 
いぇ しなしすぇゃぇ くぇ ¨╇╉. ]なゅかぇし-
くけ さぇいこけさっょぉうすっ くぇ ╇いぉけさ-
くうは おけょっおし う さってっくうっ わ30 
くぇ 『っくすさぇかくぇすぇ ういぉうさぇすっかくぇ 
おけきうしうは, ¨ぉとうくしおぇすぇ ういぉう-
さぇすっかくぇ おけきうしうは ゃ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお とっ しっ しなしすけう けす 17 
つかっくけゃっ. 〈っ しっ さぇいこさっょっかはす 
こけ しかっょくうは くぇつうく: ‶‶ ╂╄[╀ 
- 8; ╉けぇかうちうは いぇ ╀なかゅぇさうは – 
3; ╃‶] – 3; ┿すぇおぇ -1; ]うくはすぇ 
おけぇかうちうは – 1; ′╃]╁ -1. ‶さっょ-
しっょぇすっかはす っ けす ╂╄[╀; いぇきっしす-
くうお-こさっょしっょぇすっかはす - けす ╃‶], 
ぇ しっおさっすぇさはす – けす ╉╀.

‶けかけゃうく きうかうけく かっゃぇ とっ こけかせつう いぇ さっしすぇゃさぇちうは う ういゅさぇあょぇくっ くぇ くせあくぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ 
すさぇおうえしおぇすぇ ゅさけぉくうちぇ 【せてきぇくっち おさぇえ 【うこおぇ. ]さっょしすゃぇすぇ しぇ つぇしす けす ゅかぇしせゃぇくうすっ けす ╋] 

ゃ しさはょぇ 192 きうかうけくぇ いぇ おせかすせさくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ ゃ しすさぇくぇすぇ. ¨す すっいう しさっょしすゃぇ 30 きうかうけくぇ 
しぇ こさっょゃうょっくう けす ╋[[╀ こけ さぇいかうつくう こさけっおすう いぇ 8 けぉっおすぇ し おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけ いくぇつっくうっ, 
しなけぉとう くぇさけょくうはす こさっょしすぇゃうすっか けす ╂╄[╀ ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ. ]さっょ すっいう 8 けぉっおすぇ っ う  きけゅうかぇ-
すぇ-ゅさけぉくうちぇ 【せてきぇくっち. ╋けゅうかぇすぇ, おけはすけ っ つぇしす けす ょけかうくぇすぇ くぇ 〈さぇおうえしおうすっ ちぇさっ, っ ょぇすうさぇくぇ 
けす 4 ゃ. こさ.く.っ. う っ けすおさうすぇ くぇ 28 ぇゃゅせしす 1996 ゅけょうくぇ けす こけおけえくうは ぇさたっけかけゅ ょ-さ ╂っけさゅう ╉うすけゃ. 
》さぇきなす くはきぇ ぇくぇかけゅ くぇ ╀ぇかおぇくしおうは こけかせけしすさけゃ, すなえ おぇすけ っ っょうくしすゃっくうはす すさぇおうえしおう たさぇき し 
おけかけくう う ゃ こさっょょゃっさうっすけ, う ゃ おぇきっさぇすぇ. 【せてきぇくっち っ こなさゃうはす う っょうくしすゃっく ょけしっゅぇ すさぇおうえしおう 
たさぇき し おけかけくう う ゃ こさっょゃっさうっすけ, う ゃ おぇきっさぇすぇ. 〉くうおぇかくけすけ きせ ぇさたうすっおすせさくけ さってっくうっ ゅけ こさぇゃう 
っょくけ けす くぇえ-こさっょしすぇゃうすっかくうすっ こさけういゃっょっくうは くぇ すさぇおうえしおぇすぇ ぇさたうすっおすせさぇ.
]こけさっょ ょうさっおすけさぇ くぇ ╇╋ „╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお ょ-さ ╉けしぬけ ╆ぇさっゃ いぇ こさうゃっあょぇくっすけ くぇ きけゅうかぇすぇ 

ゃなゃ ゃうょ, ょけしすなこっく いぇ こけしっとっくうっ けす  すせさうしすう, とっ しぇ くせあくう くぇょ 1 きうかうけく う 100 たうかはょう かっゃぇ. ╁ 
きけきっくすぇ きけゅうかぇすぇ しっ くぇきうさぇ ゃ ういおかのつうすっかくけ すっあおけ しなしすけはくうっ, しなし しうかくけ けぉさぇしかぇ さぇしすうすっか-
くけしす けおけかけ くっは. 
 

165  ょっちぇ けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くうおけゅぇ くっ しぇ たけょうかう くぇ せつうかうとっ こけ ょぇくくう けす こけしかっょくけすけ 
こさっぉさけはゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっすけ ゃ ╀なかゅぇさうは, こさけゃっょっくけ こさっい そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ.   ╇くそけさ-

きぇちうはすぇ ゃっつっ っ つぇしす けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, おけはすけ こさっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ けそうちうぇかくけ 
けぉはゃう ょぇくくうすっ けす ‶さっぉさけはゃぇくっ 2011. ‶け うくそけさきぇちうは くぇ しぇえすぇ „5 きうくせすう” 63 けす すっいう ょっちぇ 
あうゃっはす ゃ しっかぇすぇ けす けぉとうくぇすぇ, けしすぇくぇかうすっ  しぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╃ぇくくうすっ くぇ しすぇすうしすうおぇすぇ こけおぇいゃぇす 
しなとけ, つっ けそうちうぇかくけ くっゅさぇきけすくうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ しぇ  647 つけゃっおぇ. ‶けかけゃうくぇすぇ けす すはた あうゃっはす 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

¨す くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ せつっくうちうすっ とっ うきぇす ょけこなかくうすっかくぇ ゃぇおぇくちうは ゃ ょくうすっ けおけかけ ╃っくは くぇ 
くぇさけょくうすっ ぉせょうすっかう – 1 くけっきゃさう. 〈けゃぇ さってう こさぇゃうすっかしすゃけすけ おぇすけ ゅかぇしせゃぇ こさけきっくう ゃ こさぇ-

ゃうかくうおぇ いぇ こさうかぇゅぇくっ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ くぇさけょくぇすぇ こさけしゃっすぇ. 
╁ぇおぇくちうはすぇ とっ しっ くぇさうつぇ っしっくくぇ, ぇ こさけょなかあうすっかくけしすすぇ え とっ ぉなょっ きぇおしうきせき ょゃぇ ょくう. ╃けしっゅぇて-

くぇすぇ きっあょせしさけつくぇ ゃぇおぇくちうは とっ ぉなょっ いぇきっくっくぇ しなし いうきくぇ ゃぇおぇくちうは, おぇすけ くっえくけすけ くぇつぇかけ とっ しっ 
けこさっょっかは しなし いぇこけゃっょ くぇ こさけしゃっすくうは きうくうしすなさ う とっ いぇゃうしう けす おぇかっくょぇさぇ いぇ しなけすゃっすくぇすぇ ゅけょうくぇ.

╊うょっさなす くぇ しけちうぇかうしすうすっ 
]っさゅっえ ]すぇくうてっゃ う おぇくょう-

ょぇすなす くぇ ╊っゃうちぇすぇ いぇ こさっいうょっくす 
╇ゃぇえかけ ╉ぇかそうく せつぇしすゃぇたぇ ゃ ちっ-
さっきけくうはすぇ こけ けそうちうぇかくけすけ けす-
おさうゃぇくっ くぇ こさっょういぉけさくうは おかせぉ 
くぇ おぇくょうょぇすぇ くぇ ╀]‶ いぇ おきっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう. 
]すぇくうてっゃ こけょぇさう くぇ ╀]‶-

おぇくょうょぇすぇ いぇ おきっす ぇきけさすうしぬけさ 
いぇ かっお ぇゃすけきけぉうか し こけさなつっくう-
っすけ „おぇすけ おきっす しかっょ ょゃっ ゅけょうくう 
ょぇ くぇこさぇゃう すけかおけゃぇ くっとぇ いぇ 
きっしすくぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ, つっ 
ょぇ くっ きせ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ おせこせゃぇ 
くけゃ”. ╃ゃぇきぇすぇ こけあっかぇたぇ くぇ ]ぇ-
きぇさしおう „たなし, しうかぇ, けすおさうすけしす こけ 
ゃさっきっ くぇ おぇきこぇくうはすぇ う こけしかっょ-
ゃぇとけ こさけいさぇつくけ せこさぇゃかっくうっ”.
╉ぇかそうく う ]すぇくうてっゃ ぉはたぇ 

こなさゃうすっ ょゃぇきぇ, おけうすけ くぇこうしぇ-
たぇ しゃけうすっ ╁ないかぇゅぇすっかくう こうしきぇ 
くぇ おぇくょうょぇすぇ くぇ ╀]‶ いぇ おきっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╇ゃぇえかけ ╉ぇかそうく 
こけさなつぇ くぇ ]ぇきぇさしおう ょぇ しこっ-
つっかう ういぉけさうすっ う ょぇ けこさぇゃょぇっ 
ょけゃっさうっすけ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, ぇ 
]すぇくうてっゃ - ょぇ しう ょなさあう くぇ ょせ-
きぇすぇ, ょぇ こけょけぉさう けぉとうくしおぇすぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇ う ょぇ しかっょゃぇ ゃ 
せこさぇゃかっくうっすけ しう こけゃっょっくうっ くぇ 
けすおさうすけしす.

╁ ¨すゃけさっくけ こうしきけ ょけ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-

かなお おきっすなす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ 
けこけゃっしすう くぇきっさっくうっすけ  くぇ せつ-
さっょっくけすけ けす くっゅけ ╂さぇあょぇくしおけ 
しょさせあっくうっ  „╆ぇ ゅさぇあょぇくしおけ せこ-
さぇゃかっくうっ”  ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ こさっょ-
しすけはとうすっ きっしすくう ういぉけさう. ╋けすう-
ゃうすっ くぇ せつさっょうすっかうすっ いぇ すけゃぇ 
しぇ, つっ „せつぇしすうっすけ ゃ ういぉけさう しっ 
けしくけゃぇゃぇ くっ くぇ こぇさすうえくぇ, ぇ くぇ 
てうさけおぇ ゅさぇあょぇくしおぇ こけょおさっこぇ. 
╆ぇ さぇいかうおぇ けす  こぇさすううすっ, おけう-
すけ さっょはす ゃ かうしすうすっ しう こさっょうきくけ 
こぇさすうえくう おぇくょうょぇすせさう, くぇてぇすぇ 
うょっは  っ ょぇ こさっょかけあうき  ゃ かうし-
すうすっ かうちぇ, ういゃっしすくう し ゅさぇあょぇく-
しおぇすぇ しう こけいうちうは”, しっ おぇいゃぇ ゃ 
¨すゃけさっくけすけ こうしきけ くぇ ╃ぇきはくけゃ.  

╁ けさゅぇくういうさぇくけ けす あっくしおぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは くぇ ╂╄[╀ – ╉ぇ-

いぇくかなお しなしすっいぇくうっ こけ てぇたきぇす 
きうくぇかぇすぇ しなぉけすぇ, おぇくょうょぇすなす いぇ 
おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお けす  こけかうすうつっ-
しおぇ こぇさすうは ╂╄[╀ ╂ぇかうくぇ ]すけは-
くけゃぇ しすうゅくぇ ょけ さっきう し きぇえしすけさぇ 
くぇ しこけさすぇ ‶っすさぇくおぇ ╃さぇゅぇくけゃぇ. 
‶さけはゃぇすぇ ぉっ こけしゃっすっくぇ くぇ ]ゃっ-
すけゃくうは ょっく くぇ てぇたきぇすぇ. 【ぇたなす っ 
うゅさぇ いぇ きなょさっちう, ぇ ょくっし ゃ せこさぇ-
ゃかっくうっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお っ くせあくぇ 
うきっくくけ きなょさけしす いぇ ょけぉさうすっ さっ-
てっくうは ゃ こけかいぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, 
おぇいぇ ょっこせすぇすなす ╄きうか ╉ぇさぇくう-
おけかけゃ, おけえすけ けすおさう しなしすっいぇくうっ-
すけ し こなさゃう たけょ. ]すけはくけゃぇ こさうっ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけすけ し せゅけゃけさ-
おぇすぇ, つっ ゃ しなしすっいぇくうっすけ ゃしうつおう 
せつぇしすくうちう しぇ さぇゃくけこけしすぇゃっくう う 
いぇ くっは っ つっしす ょぇ うゅさぇっ くぇ っょくぇ 
けす ょなしおうすっ ゃ しっぇくしぇ し きぇえしすけさぇ 
くぇ しこけさすぇ ‶っすさぇくおぇ ╃さぇゅぇくけゃぇ, 
おけはすけ っ う っょうく けす くぇえ-ょけぉさうすっ 
すさっくぬけさう くぇ きかぇょっあおう しこけさすっく 
てぇたおかせぉ ゃ ╀なかゅぇさうは.

╋っゅぇかうすなす ゃ ╀せいけゃゅさぇょ ょぇ ぉなょっ こさういくぇす いぇ こぇきっすくうお くぇ おせかすせ-
さぇすぇ う ょぇ ぉなょっ ういゅさぇょっく こなす ょけ くっゅけ. 〈けゃぇ こけうしおぇたぇ あうすっかうすっ 

くぇ しっかけすけ こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇ し けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか ╈けさょぇく ′うおけ-
かけゃ. ]こけさっょ きっしすくうすっ すけゃぇ っ っょうくしすゃっくうはす くぇつうく こぇきっすくうおなす ょぇ ぉなょっ 
けこぇいっく いぇ こけおけかっくうはすぇ, いぇとけすけ っ こけ-しすぇさ けす おぇいぇくかなておうすっ ゅさけぉくうちう 
う っ こなさゃけこさうつうくぇすぇ すっ ょぇ ぉなょぇす ういゅさぇょっくう.

╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ しっ しさっとくぇ し 
きかぇょうすっ くう けかうきこうえちう こけ そういうおぇ ┿かっおしぇくょなさ ]おかはさけゃ – 

12 おかぇし, う ╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ – 10 おかぇし, う し すったくうすっ こさっこけょぇ-
ゃぇすっかう, ょけゃっかう ゅう ょけ しゃっすけゃくうは せしこった: そういうおなす 〈っけょけしうえ 〈っ-
けょけしうっゃ う きぇすっきぇすうつおぇすぇ [ぇょせておぇ ╇ゃぇくけゃぇ (つaしす けす „ぎ¡ïäñëöó 
£í とí£íÖ¿é¡“), おぇおすけ う ょうさっおすけさなす くぇ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ” 
╉さぇしうきうさ ╃ぇきはくけゃ. 〈さうきぇすぇ ゃないこうすぇくうちう くぇ ‶さうさけょけ-きぇすっ-
きぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇくかなお しこっつっかうたぇ きっょぇかう くぇ きっあ-
ょせくぇさけょくぇすぇ けかうきこうぇょぇ こけ そういうおぇ, こさけゃっかぇ しっ ゃ ╀ぇくおけお, 〈ぇえ-
かぇくょ, けす 10 ょけ 18 のかう 2011 ゅ. ] ぉさけくいけゃう きっょぇかう しっ いぇゃなさくぇたぇ 
┿かっおしぇくょなさ ]おかはさけゃ  う  ╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ, ぇ ╉ぇすっさうくぇ ′ぇえょっくけゃぇ - 9 おかぇし, しこっつっかう しさっぉなさっく 
きっょぇか ゃ こさっしすうあくけすけ しなしすっいぇくうっ こけ そういうおぇ.
╀さけくいけゃうはす きっょぇかうしす ┿かっおしぇくょなさ ]おかはさけゃ ゃっつっ っ こさうっす いぇ しすせょっくす ゃ ╉っえきぉさうょあ, そぇおせかすっす 

‶さうさけょくう くぇせおう. 〈けゃぇ っ すさっすうはす きっょぇか けす けかうきこうぇょぇ こけ そういうおぇ いぇ きかぇょうは せつっく, ぇ ゃ こさっしすうあ-
くうは せくうゃっさしうすっす こけ しこっちうぇかくけしすすぇ ‶さうさけょくう くぇせおう とっ しっ けぉせつぇゃぇす しぇきけ 15 しすせょっくすう けす ちっかうは 
しゃはす, おぇすけ っょうくうはす けす すはた っ  ┿かっおしぇくょなさ. ╃させゅうはす せつっくうお, しこっつっかうか ぉさけくい - ╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ, 
すぇいう っしっく とっ ぉなょっ ゃ 11 おかぇし う とっ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し すけつくう くぇせおう. ╆ぇ こなさゃう こなす 
けす 10 ゅけょうくう せつっくうお くぇ くっゅけゃぇすぇ ゃないさぇしす っ つかっく くぇ くぇちうけくぇかくうは けすぉけさ いぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ 
けかうきこうぇょぇ こけ そういうおぇ. ]さっぉなさくうは きっょぇか ういゃけのゃぇ くぇえ-きかぇょぇすぇ せつぇしすくうつおぇ う っょうくしすゃっくけすけ 
きけきうつっ ゃ けすぉけさぇ - ょっゃっすけおかぇしくうつおぇすぇ ╉ぇすっさうくぇ ′ぇえょっくけゃぇ. ′っえくけすけ せつぇしすうっ っ こさっちっょっくす ゃ 
うしすけさうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは すうき. ╁ 43-ゅけょうてくぇすぇ たさけくけかけゅうは くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ けかうきこうぇょぇ こけ 
そういうおぇ ╉ぇすっさうくぇ っ ゃすけさけすけ きけきうつっ けす くぇてぇすぇ しすさぇくぇ, こけしすうゅくぇかけ すぇおなゃ ゅけかはき せしこった. ╆かぇすくう 
きっょぇかうしすう くぇ けかうきこうぇょぇすぇ しぇ  きかぇょうすっ そういうちう くぇ 〈ぇえかぇくょ.

‶うしきけ いぇ こけょおさっこぇ こけ こさけっおす いぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ きっょうちうくしおぇ ぇこぇさぇすせさぇ う ういゃなさてゃぇくっ くぇ 
しすさけうすっかくけ-さっきけくすくう ょっえくけしすう こけ ¨‶ „[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ” ゃ ╋╀┿╊ „╃-さ 》さうしすけ ]すぇき-

ぉけかしおう” ╄¨¨╃ こけかせつう ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けす きうくうしすなさぇ くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ ょ-さ ]すっそぇく ╉けく-
しすぇくすうくけゃ.
 ‶け すけいう こさけっおす ぉけかくうちぇすぇ とっ こけかせつう  けぉとけ 33 こけいうちうう ぇこぇさぇすせさぇ, しさっょ おけうすけ おけきこのすなさっく 

すけきけゅさぇそ, ょうゅうすぇかっく さっくすゅっくけゃ ぇこぇさぇす, ったけゅさぇそ, おけきぉうくうさぇく し ちゃっすっく ょけこかっさ – こけ っょうく いぇ 
おぇさょうけかけゅうは う いぇ けすょっかっくうっ こけ ゃなすさってくう ぉけかっしすう,  たけかすっさ いぇ さうすなきくう くぇさせてっくうは, 2 おぇさょうけ-
きけくうすけさぇ, 28 こぇちうっくすくう きけくうすけさぇ, ぉうけたうきうつっく ぇくぇかういぇすけさ, かぇこぇさけしおけこしおう くぇぉけさ ぇこぇさぇすう いぇ 
ょうぇゅくけしすうおぇ う かっつっくうっ, おせゃぬけい, 3 ぇくっしすっいうけかけゅうつくう ぇこぇさぇすぇ, 6 たっきけょうぇかういくう ぇこぇさぇすぇ う ょさ.
]すさけうすっかくけ-さっきけくすくうすっ さぇぉけすう しぇ くぇしけつっくう ゃ 4 けすょっかっくうは, 3 しっおすけさぇ う 2 けこっさぇちうけくくう ぉかけおぇ 

くぇ かっつっぉくけすけ いぇゃっょっくうっ, おなょっすけ っ こさっょゃうょっくぇ ょけしすぇゃおぇ う きけくすぇあ くぇ きっょうちうくしおぇすぇ ぇこぇさぇすせさぇ.

]なし いぇこけゃっょ くぇ けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╈けさ-
ょぇく ′うおけかけゃ ぉっ いぇぉさぇくっく ょけしすなこなす くぇ かうちぇ ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ 

╃けきぇ-こぇきっすくうお くぇ ゃさなた ╀せいかせょあぇ, おぇおすけ う ういゃなさてゃぇくっすけ くぇ 
ゃしはおぇおゃう すったくうつっしおう ょっえくけしすう う ゃかういぇくっすけ くぇ たけさぇ ゃ しゅさぇょぇ-
すぇ いぇ けしなとっしすゃはゃぇくっすけ うき. ¨しくけゃくうはす きけすうゃ くぇ ′うおけかけゃ っ, つっ 
すけゃぇ っ こさっゃぇくすうゃくぇ きはさおぇ いぇ くっょけこせしおぇくっすけ くぇ うくちうょっくすう こけ-
さぇょう かけてけすけ しなしすけはくうっ くぇ くっょゃうあうきうは うきけす. ╁ ょさせゅけ こうしきけ くぇ  
さなおけゃけょうすっかは くぇ ╉かうっくすしおう っくっさゅけちっくすなさ - ╉ぇいぇくかなお くぇ EVN 

╀なかゅぇさうは ╄かっおすさけさぇいこさっょっかっくうっ ┿╃, しっ こけしけつゃぇ, つっ くっ きけあっ ょぇ しっ けしなとっしすゃう くけさきぇかくけ っかっお-
すさけいぇたさぇくゃぇくっ くぇ ╃けきぇ-こぇきっすくうお くぇ ゃさなた ╀せいかせょあぇ こけさぇょう さぇいおけこぇくう う ょっきけくすうさぇくう おぇぉっかう, 
かうこしぇすぇ くぇ すさぇくしそけさきぇすけさう う せさっょぉう いぇ くうしおけ う しさっょくけ くぇこさっあっくうっ. ‶けさぇょう さっぇかくぇすぇ ゃないきけあ-
くけしす いぇ いかけこけかせおぇ, しすぇくけゃうとっすけ くぇ EVN ╀なかゅぇさうは ╄かっおすさけさぇいこさっょっかっくうっ ┿╃ - ╉╄『 ╉ぇいぇくかなお っ, 
つっ くはきぇ ゃないきけあくけしす いぇ くけさきぇかくけ いぇたさぇくゃぇくっ し っかっおすさうつっしおぇ っくっさゅうは くぇ しゅさぇょぇすぇ. ╁なこさっおう いぇ-
ぉさぇくぇすぇ けぉぇつっ ゃっつっさすぇ くぇ 29-すう のかう いゃっいょぇすぇ くぇ ╃けきぇ-こぇきっすくうお „╀せいかせょあぇ“ ゅさっえくぇ  う きけあってっ 
ょぇ ぉなょっ ゃうょはくぇ ゃ さぇょうせし けす 60 おうかけきっすさぇ. ╇くうちうぇすうゃぇ いぇ すけゃぇ ぉっ くぇ ╋かぇょっあおけすけ けぉっょうくっくうっ ゃ 
╀]‶. ╆ぇ ちっかすぇ ぉっ けさゅぇくういうさぇくぇ う くぇちうけくぇかくぇ おぇきこぇくうは „‶さっょぇえ いゃっいょぇ くぇすぇすなお”.

]かっょ けすかうゃぇ くぇ きかぇょう たけさぇ, 
くぇ こけしかっょくうすっ ょゃっ こけいうちうう 
おぇすけ こさうけさうすっす ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
]なゃっすぇ しっ こけしけつゃぇす すせさういきなす う 
おせかすせさぇすぇ. 〈けいう そぇおす ゃけょう ょけ 
くっかうちっこさうはすくう ういゃけょう いぇ こけ
すさっぉくけしすうすっ くぇ おぇいぇくかなつぇくう, 
いぇ おけうすけ おせかすせさぇすぇ おぇすけ こさう
けさうすっすくぇ しそっさぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす っ こけしけつっくぇ 
しぇきけ けす 71 ょせてう. ╄ょゃぇ 11% , 
すけゃぇ しぇ 53-きぇ けす いぇこうすぇくうすっ, 
しきはすぇす, つっ おせかすせさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇく
かなお っ こさけぉかっきくぇ けぉかぇしす う しっ 
くせあょぇっ けす しこっちうぇかくう きっさおう う 
けす しこっちうぇかくけ けすくけてっくうっ けす
しすさぇくぇ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす.     
] こけつすう さぇゃっく ぉさけえ こさけちっくすう 

- 44%, おぇいぇくかなつぇくう しぇ けちっくう
かう う こけしけつうかう おぇすけ こさけぉかっき
くう しそっさう いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ 
う ぉっいょけきくうすっ おせつっすぇ. 《ぇおすなす 
っ しぇき こけ しっぉっ しう うくすっさっしっく う 
くぇかぇゅぇ しこっちうぇかっく ぇくぇかうい. ╁な
こさっおう しすぇさぇくうっすけ くぇ きっしすくぇすぇ 
ゃかぇしす う くっ きぇかおけ しゃなさてっくけすけ 
こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう こけ 
けすくけてっくうっ くぇ つうしすけすぇすぇ ゃ ゅさぇ

ょぇ う さぇえけくぇ, しなしすけはくうっすけ くぇ つうし
すけすぇすぇ ゃ おゃぇさすぇかうすっ っ こさけぉかっき 
いぇ  40% けす ゅさぇあょぇくうすっ, こけおぇいゃぇ 
ぇくおっすぇすぇ. 
╇くすっさっしっく いぇ ぇくぇかういう そぇおす っ, 

つっ けぉさぇいけゃぇくうっすけ おぇすけ こさけぉかっき 
ゃ けぉとうくぇすぇ っ ういゃっょっく っょゃぇ くぇ 
8-きぇ こけいうちうは けす こけしけつっくうすっ 
けぉとけ 11 こさけぉかっきくう こけいうちうう. ╁ 
しなとけすけ ゃさっきっ, おぇすけ こさうけさうすっす 
ゃ こさっょしすぇゃうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
こけ けすくけてっくうっ くぇ ゃいっきぇくっすけ くぇ 
きっさおう けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, けぉ
さぇいけゃぇくうっすけ っ くぇ すさっすぇ こけいうちうは 
けす けぉとけ 10. 
╇くすっさっしっく っ けとっ っょうく そぇおす: 

こけつすう ょゃぇ こなすう こけゃっつっ たけさぇ, 
せつぇしすゃぇかう ゃ ぇくおっすぇすぇ, ゃうあょぇす 
おぇすけ こけ-こさけぉかっきくぇ しそっさぇ, ゃ 
しさぇゃくっくうっ し けぉさぇいけゃぇくうっすけ, 
すぇいう し けしゃっすかっくうっすけ. 〈なえ おぇすけ 
ぇくおっすぇすぇ くっ っ けすさぇいうかぇ ょぇくくう いぇ  
けぉさぇいけゃぇすっかくうは ちっくい う しすぇすせし くぇ 
せつぇしすくうちうすっ ゃ くっは, すさせょくけ っ ょぇ 
しっ こさぇゃはす こけ-いぇょなかぉけつっくう ぇくぇ
かういう くぇ すっいう ょゃぇ そぇおすぇ. 
╃させゅ うくすっさっし ういゃけょ, おけえすけ くぇ

かぇゅぇす こけかせつっくうすっ ょぇくくう けす こさけ

ゃっょっくぇすぇ ぇくおっすぇ,  っ  くっこけいくぇゃぇ
くっすけ くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす けすしすさぇくぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. 
‶けきけかっくう ょぇ けちっくはす さぇぉけすぇすぇ くぇ 
]なゃっすぇ こさっい すけいう きぇくょぇす こけ しおぇ
かぇすぇ けす 2 ょけ 6, くぇえ-ゅけかはき ぉさけえ けす 
けすゅけゃけさうかうすっ くぇ ゃなこさけしぇ – けぉとけ 
331 ゅさぇあょぇくう, しぇ ょぇかう けちっくおぇ  
しさっょっく - 3. 〈っ しぇ 111 ょせてう. ¨す
かうつくぇ っ けちっくおぇすぇ いぇ ]なゃっすぇ いぇ 
15 せつぇしすくうちう ゃ ぇくおっすぇすぇ. 
′ぇ そけくぇ くぇ すっいう けちっくおう いぇ 

さぇぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
ういこなおゃぇ けちっくおぇすぇ いぇ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí
£íÖ¿é¡. 〈っ こけかせつぇゃぇす くぇえ-ょけ
ぉさぇすぇ しさっょくぇ けちっくおぇ: 62-きぇ しぇ 
けちっくうかう さぇぉけすぇすぇ うき し 5, ょさせゅう 
60 - し 4, けすかうつくぇ けちっくおぇ しぇ うき 
ょぇかう 57 けす ぇくおっすうさぇくうすっ.  ̈ ちっく
おぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ しなゃっすくうちうすっ 
けす ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ ょぇかう 
280, けす けぉとけ 480, せつぇしすくうちう ゃ 
ぇくおっすぇすぇ. 
¨す くっは しすぇゃぇ はしくけ, つっ ゅさぇあ

ょぇくうすっ きぇしけゃけ ういさぇいはゃぇす くっょけ
ゃけかしすゃけ けす さぇぉけすぇすぇ くぇ おきっすぇ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ すけいう きぇくょぇす. 

′っ こけいくぇゃぇす う くっょけゃけかしすゃぇす  う 
けす しゃなさてっくけすけ けす おきっすけゃっすっ ゃ 
くぇしっかっくうすっ きっしすぇ, おなょっすけ すっ あう
ゃっはす. ¨ちっくおぇすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
こけ すっいう ょゃぇ こけおぇいぇすっかは っ しなとけ 
こけ しおぇかぇすぇ けす 2 ょけ 6. 
′ぇえ-ゅけかはき ぉさけえ ゅさぇあょぇくう – 

133, しぇ ょぇかう けちっくおぇ 2 くぇ しゃなさ
てっくけすけ けす けぉとうくしおうは おきっす. ] 
ょゃぇょっしっす う ょゃぇきぇ こけ-きぇかおけ, うかう  
111 ょせてう, けちっくはゃぇす さぇぉけすぇすぇ くぇ 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ し すさけえおぇ. 【っし
すうちぇ くぇ ╃ぇきはくけゃ しぇ こうしぇかう しぇきけ 
15 けす けぉとうは ぉさけえ けすゅけゃけさうかう くぇ 
すけいう ゃなこさけし - 387 ょせてう. 93-きぇ 
ゅさぇあょぇくう くっ しぇ ょぇかう けすゅけゃけさ くぇ 
ゃなこさけしぇ. ╃させゅう 84 しぇ けすおぇいぇかう 
ょぇ けちっくはす さぇぉけすぇすぇ くぇ おきっすぇ くぇ 
すはたくけすけ くぇしっかっくけ きはしすけ. ╃ゃけえおぇ 
くぇ おきっすぇ くぇ くぇしっかっくけすけ きはしすけ, ゃ 
おけっすけ すっ あうゃっはす, しぇ こうしぇかう 151 
ょせてう, ぇ すさけえおぇ -  96 ょせてう うかう 
20% けす けぉとうは ぉさけえ ゅさぇあょぇくう, 
けすゅけゃけさうかう くぇ すけいう ゃなこさけし - 
396. 
‶さけゃっょっくぇすぇ ぇくおっすぇ, きぇおぇさ う 

くっ こさっょしすぇゃうすっかくぇ,  けすつうすぇ けとっ 
っょうく うくすっさっしっく そぇおす: さぇいさぇいう

かぇすぇ しっ あっしすけおぇ 《っえしぉせお-ょうし
おせしうは ゃ こけしかっょくうすっ  しっょきうちう, 
こけょっすぇ けす ゅさせこぇすぇ „5 きうくせすう”, 
こけ けすくけてっくうっ くぇ ういぉさぇくけすけ けす 
]ょさせあっくうっすけ くぇ たけすっかうっさうすっ う 
さっしすけさぇくすぬけさうすっ すせさうしすうつっしおけ 
かけゅけ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ そけくぇ くぇ  
きくけゅけすけ けすこさぇゃっくう せこさっちう う 
くっょけゃけかしすゃけ おなき けさゅぇくういぇすけさう 
う うくうちうぇすけさう くぇ おけくおせさしぇ いぇ 
かけゅけ,  ょぇくくうすっ けす くぇこさぇゃっくぇすぇ 
ぇくおっすぇ こけおぇいゃぇす, つっ すせさういきなす う 
さぇいゃうすうっすけ きせ おぇすけ こさうけさうすっす 
いぇ ╉ぇいぇくかなお う ¨ぉとうくしおうは しな
ゃっす, っ こけしすぇゃっく くぇ  くっいぇゃうょくけ
すけ こさっょこけしかっょくけ きはしすけ. 
《ぇおす, おけえすけ いぇ くっこさっょせぉっょっ

くうすっ きけあっ ょぇ けいくぇつぇゃぇ  しぇきけ 
ょゃっ くっとぇ: つっ ゅさぇあょぇくうすっ くっ 
しっ うくすっさっしせゃぇす けす すせさういきぇ すせお 
うかう つっ すけえ くぇ こさぇおすうおぇ くっ っ 
こさけぉかっきくぇ しそっさぇ う くっ しっ くせあ
ょぇっ けす しこっちうぇかくう きっさおう けす
しすさぇくぇ くぇ きっしすくうすっ ゃかぇしすう.   

 ̈ とっ いぇ ぇくおっすぇすぇ くぇ 
ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ つっすっすっ 

ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ 〈┿.                                                                                                 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╈『╅╋╉╅〉¨【╊ - 〉╊╉《╇《]〉¨ 《【 [〈╊【 ¨ 』ぇ╇╊【. 》ぇ【¨ぅ╅【╅ - 《』〉《╇╊〉 》『《╆]╊〈
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

【とちけくすひて すそきか おあ いひおか えか
せかちあてそち くあ ぬみしそつてせそてそ ちあく
うけてけか せあ えちあおあ, あ せか つあすそ そて
おかしかせ けさそせそすけねかつさけ つかさてそち

e-mail: experti.kazanlak@gmail.com
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《つせそうせけ すそすかせてけ そて 》ちけしそきかせけか づ1 け 》ちけしそきかせけか づ2
‶さぇゃうかくうおなす いぇ ゃなすさって-

くうは すさせょけゃ さっょ ゃ „┿さしっ-
くぇか” ┿╃ っ くっさぇいょっかくぇ つぇしす けす 
こけょこうしぇくうは くぇ 04. 07. 2011 ゅ. 
╉けかっおすうゃっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ – 
‶さうかけあっくうっ わ 1. 
╁ ゅかぇゃぇ こなさゃぇ - ¨ぉとう 

こけかけあっくうは, っ いぇこうしぇくけ, つっ  
‶さぇゃうかくうおなす っ しなけぉさぇいっく し ╉〈 
う こけょいぇおけくけゃうすっ くけさきぇすうゃくう 
ぇおすけゃっ う せさっあょぇ ゃなすさってくうは 
すさせょけゃ さっょ, けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ, こさぇゃぇすぇ う いぇょなかあっ-
くうはすぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは う くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃. 
╁ ゅかぇゃぇ ゃすけさぇ – ¨しくけゃくう 

こさぇゃぇ う いぇょなかあっくうは くぇ 
さぇぉけすけょぇすっかは, しぇ さっゅかぇきっく-
すうさぇくう こさぇゃぇすぇ くぇ さぇぉけすけょぇ-
すっかは こさう けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
すさせょけゃうは こさけちっし う けしなとっしす-
ゃはゃぇくっすけ くぇ すさせょけゃうすっ こさぇゃけ-
けすくけてっくうは くぇ さぇぉけすくうちうすっ う 
しかせあうすっかうすっ – ゃないかぇゅぇくっ くぇ 
さぇぉけすぇ, ういうしおゃぇくうは いぇ くっえ-
くけすけ ういこなかくっくうっ, けしなとっしす-

ゃはゃぇくっ くぇ おけくすさけか, さってっくうは 
いぇ こけけとさっくうは, くぇかぇゅぇくっ くぇ 
ょうしちうこかうくぇさくう くぇおぇいぇくうは, 
すなさしっくっ くぇ うきせとっしすゃっくぇ けすゅけ-
ゃけさくけしす, こさけきっくう ゃ せしかけゃうはすぇ 
くぇ さぇぉけすぇすぇ. [っゅかぇきっくすうさぇくう 
しぇ う くっゅけゃうすっ いぇょなかあっくうは, 
しゃなさいぇくう し さぇぉけすくうすっ きっしすぇ 
う けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ 
しなけぉさぇいくけ すさせょけゃうは ょけゅけゃけさ, 
し せしかけゃうはすぇ くぇ さぇぉけすぇ – きぇ-
すっさうぇかくけ-すったくうつっしおう, いょさぇ-
ゃけしかけゃくう, いぇ ぉっいけこぇしくけしす, いぇ 
こけゃうてぇゃぇくっ くぇ おゃぇかうそうおぇちう-
はすぇ, いぇ しこぇいゃぇくっ くぇ さぇぉけすくけ-
すけ ゃさっきっ, いぇ さっあうき くぇ すさせょ う 
こけつうゃおぇ.
╁ ゅかぇゃぇ すさっすぇ – ¨しくけゃくう 

こさぇゃぇ う いぇょなかあっくうは くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっ-
かうすっ, しぇ こけしけつっくう こさぇゃぇすぇ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ 
こさう けしなとっしすゃはゃぇくっ くぇ すさせょけ-
ゃうすっ うき そせくおちうう, しゃなさいぇくう し 
すさせょけゃけすけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, 
さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ, こけつうゃおう-
すっ う けすこせしおうすっ, せしかけゃうはすぇ くぇ 
すさせょ, いょさぇゃくうすっ う しけちうぇかくう 
けしうゅせさけゃおう, しけちうぇかくうすっ う 
おせかすせさくけ-ぉうすけゃう こさうょけぉうゃ-
おう う うくそけさきうさぇくけしすすぇ いぇ 
ょっえくけしすすぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ, 
おぇおすけ う いぇょなかあっくうはすぇ うき – 
ょけぉさけしなゃっしすくけ う おぇつっしすゃっくけ 
ういこなかくっくうっ くぇ すさせょけゃうすっ いぇ-
ょなかあっくうは, すけつくけ しこぇいゃぇくっ くぇ 
せしすぇくけゃっくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, 
せつぇしすうっ ゃなゃ そけさきう くぇ けぉせつっ-

くうっ  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, しなゅかぇしせゃぇくけしす 
ゃ さぇぉけすぇすぇ ゃ ぇすきけしそっさぇ くぇ 
しなすさせょくうつっしすゃけ, おけけさょうくぇ-
ちうは う すけかっさぇくすくけしす, しこぇいゃぇくっ 
くぇ さっあうきぇ いぇ こけすさっぉかっくうっ くぇ 
っくっさゅうは, おけくしせきぇすうゃう う きぇ-
すっさうぇかう, しこぇいゃぇくっ くぇ こさぇゃう-
かぇすぇ いぇ たうゅうっくぇ, ぉっいけこぇしくけしす 
くぇ すさせょぇ う こさけすうゃけこけあぇさくぇ 
けたさぇくぇ, かけはかくけしす おなき さぇぉけすけ-
ょぇすっかは う おなき ょけぉさけすけ うきっ くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ, くっさぇいこさけしすさぇ-
くっくうっ くぇ かうつくう ょぇくくう くぇ ょさせ-
ゅう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう ゃなゃ 
そうさきぇすぇ. 
╁ ゅかぇゃぇ つっすゃなさすぇ – ╁ない-

くうおゃぇくっ, ういきっくっくうっ う 
こさっおさぇすはゃぇくっ くぇ すさせょけ-
ゃけすけ こさぇゃけけすくけてっくうっ, っ 
こけょつっさすぇくけ, つっ けしくけゃぇくうっ いぇ 
ゃないくうおゃぇくっ くぇ すさせょけゃけ こさぇ-
ゃけけすくけてっくうっ し ょさせあっしすゃけすけ っ 
しおかのつっくうはす ゃ こうしきっくぇ そけさきぇ 
すさせょけゃ ょけゅけゃけさ きっあょせ さぇぉけす-
くうおぇ うかう しかせあうすっかは う さぇぉけすけ-
ょぇすっかは. ╁ すぇいう ゅかぇゃぇ しぇ ういぉさけ-

っくう ょけおせきっくすうすっ, おけうすけ かうちっすけ 
こけょぇゃぇ こさう おぇくょうょぇすしすゃぇくっ 
いぇ こけしすなこゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ うかう 
こさう こさっくぇいくぇつぇゃぇくっ, おぇおすけ 
う ょけおせきっくすうすっ, おけうすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ こけいくぇゃぇ こさう ゃしすなこゃぇくっ ゃ 
ょかなあくけしす. [っゅかぇきっくすうさぇくう しぇ 
う ょっえしすゃうはすぇ いぇ けぉはゃはゃぇくっ くぇ 
おけくおせさし いぇ くはおけう ょかなあくけしすう 
う こさけちっょせさうすっ こさう こさけゃっあょぇ-
くっすけ きせ. 〉すけつくっく っ う さっょなす いぇ 
しおかのつゃぇくっ くぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ 
いぇ ょけこなかくうすっかっく すさせょ, おぇおすけ う 
いぇ こさっおさぇすはゃぇくっ くぇ すさせょけゃけすけ 
こさぇゃけけすくけてっくうっ.
╁ ゅかぇゃぇ こっすぇ – [ぇぉけすくけ 

ゃさっきっ, こけつうゃおう う けすこせし-
おう, っ いぇこうしぇくけ, つっ さぇぉけすくぇ-
すぇ しっょきうちぇ ゃ ょさせあっしすゃけすけ っ 
こっすょくっゃくぇ, し くけさきぇかくぇ こさけ-
ょなかあうすっかくけしす くぇ しっょきうつくけ-
すけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ 40 つぇしぇ, ぇ 
いぇ くはおけう こさけそっしうう 35 つぇしぇ. 
¨こさっょっかっくう しぇ くぇつぇかくうはす う 
おさぇえくうはす つぇし くぇ さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ う けぉっょくうすっ こけつうゃおう いぇ 
けしっきつぇしけゃ う しっょっきつぇしけゃ さぇぉけ-
すっく ょっく いぇ さっょけゃくぇ しきはくぇ, いぇ 
こなさゃぇ, ゃすけさぇ う すさっすぇ しきはくぇ. 
╆ぇこうしぇくけ っ しなとけ, つっ ゃかういぇ-
くっすけ う ういかういぇくっすけ こさっい ゃなくて-
くうすっ こけさすぇかう くぇ ょさせあっしすゃけすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ しすぇゃぇ 20 きうく. こさっょう 
う 20 きうく. しかっょ けこさっょっかっくけすけ 
さぇぉけすくけ ゃさっきっ くぇ さぇぉけすくうおぇ 
うかう しかせあうすっかは. [っゅかぇきっくすう-
さぇくう しぇ こさぇゃぇすぇ くぇ さぇぉけすけ-
ょぇすっかは こけ けすくけてっくうっ せしすぇくけ-

ゃはゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすくけ ゃさっきっ し 
こさけきっくかうゃう ゅさぇくうちう, おけくすさけ-
かぇ いぇ くっくぇゃさっきっくくけ はゃはゃぇくっ 
くぇ さぇぉけすぇ う ょさ. [ぇぉけすくうちうすっ 
う しかせあうすっかうすっ こけかいゃぇす けすこせし-
おう こけ ゃうょけゃっ, さぇいきっさう う さっょ, 
けこさっょっかっくう ゃ さぇいょっか ┶┶ /つか. 
24 – つか. 29/ けす ╉〈╃ くぇ ょさせあっ-
しすゃけすけ.               
╂かぇゃぇ てっしすぇ – 〈させょけゃぇ 

ょうしちうこかうくぇ, ょうしちうこかう-
くぇさくう くぇさせてっくうは う くぇおぇ-
いぇくうは, けゅさぇくうつっくぇ うきせ-
とっしすゃっくぇ けすゅけゃけさくけしす. ╁ 
くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう ゅかぇゃぇ /つか. 
30/ っ いぇこうしぇくけ: „[ぇぉけすくうちう-
すっ う しかせあうすっかうすっ ゃ „┿さしっくぇか” 
┿╃ しぇ ょかなあくう ょぇ ういこなかくはゃぇす 
こけっすうすっ けす すはた すさせょけゃう いぇょなか-
あっくうは う ょぇ しこぇいゃぇす すさせょけゃぇすぇ 
ょうしちうこかうくぇ, さっゅかぇきっくすうさぇくぇ 
ゃ ╉〈, ゃ くけさきぇすうゃくうすっ ぇおすけゃっ 
こけ くっゅけゃけすけ こさうかぇゅぇくっ う ゃ くぇ-
しすけはとうは こさぇゃうかくうお”. ╇いぉさけ-
っくう しぇ くぇさせてっくうはすぇ くぇ すさせょけ-
ゃぇすぇ ょうしちうこかうくぇ, いぇ おけうすけ しっ 
くぇかぇゅぇす ょうしちうこかうくぇさくう くぇ-
おぇいぇくうは – いぇおなしくっくうっ, こさっあ-
ょっゃさっきっくくけ くぇこせしおぇくっ くぇ 
さぇぉけすぇ, くっういこなかくっくうっ くぇ ゃない-
かけあっくうすっ いぇょぇつう, せゃさっあょぇくっ 
くぇ そうさきっくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, 
くぇさせてっくうっ くぇ こさけこせしおぇすっか-
くぇすぇ しうしすっきぇ う ょさ. ╃うしちうこかう-
くぇさくうすっ くぇおぇいぇくうは しぇ: いぇぉっ-
かっあおぇ, こさっょせこさっあょっくうっ いぇ 
せゃけかくっくうっ う ょうしちうこかうくぇさくけ 
せゃけかくっくうっ.  ¨こさっょっかっく っ さっ-
ょなす, こけ おけえすけ すっ しっ くぇかぇゅぇす, 
おぇおすけ う きけすうゃうすっ いぇ くぇかぇゅぇ-
くっすけ うき.         
╁ ゅかぇゃぇ しっょきぇ – ‶さけこせし-

おぇすっかっく さっあうき, しぇ せすけつくっくう 
ゃうょけゃっすっ こさけこせしおう, くぇつうくなす 
くぇ さっゅうしすさうさぇくっ こさう ゃかういぇくっ 
う ういかういぇくっ, いぇょなかあっくうはすぇ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ 
こさう おさぇあぉぇ うかう いぇゅせぉゃぇくっ くぇ 
こさけこせしおぇ う いぇょなかあっくうはすぇ くぇ 
けすょっか „¨たさぇくぇ”. [っゅかぇきっくすう-
さぇく っ う くぇつうくなす くぇ ゃくぇしはくっ 
う  ういくぇしはくっ くぇ きぇすっさうぇかう  う 
うくゃっくすぇさ, ゃかういぇくっすけ う ういかう-
いぇくっすけ くぇ ╋‶], ゃかういぇくっすけ う 
ういかういぇくっすけ くぇ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう こさっい こけつうゃくうすっ 
ょくう.   
‶さぇゃうかくうおなす いぇ ゃなすさってくうは 

すさせょけゃ さっょ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ っ 
ういょぇょっく くぇ けしくけゃぇくうっ つか. 181 
けす ╉〈 う っ せすゃなさょっく けす さぇぉけすけ-
ょぇすっかは.       
′っさぇいょっかくぇ つぇしす けす ╉〈╃ – 

‶さうかけあっくうっ わ 2, しぇ う ╁な-
すさってくうすっ こさぇゃうかぇ いぇ けさゅぇくう-
いぇちうは くぇ さぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ] すはた しっ けこ-
さっょっかはす さっょなす  う くぇつうくなす いぇ 
そけさきうさぇくっ う さぇいこさっょっかっくうっ 
くぇ しさっょしすゃぇすぇ いぇ さぇぉけすくぇ いぇ-
こかぇすぇ. 〈っいう こさぇゃうかぇ しぇ ういゅけす-
ゃっくう くぇ けしくけゃぇくうっ ╉〈, ╉〈╃ う 
こけょいぇおけくけゃうすっ ぇおすけゃっ いぇ こさう-
かぇゅぇくっ くぇ すさせょけゃけすけ いぇおけくけ-
ょぇすっかしすゃけ.      
′ぇつぇかくぇすぇ  さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ 

ゃ ょさせあっしすゃけすけ しっ けこさっょっかは 
ょうそっさっくちうさぇくけ こけ おぇすっゅけさうう 
こっさしけくぇか, けこさっょっかっく くぇ ぉぇいぇ 
′ぇちうけくぇかくうは おかぇしうそうおぇすけさ 
くぇ こさけそっしううすっ う ょかなあくけしすう-
すっ. ¨しくけゃくぇすぇ きっしっつくぇ さぇぉけす-
くぇ いぇこかぇすぇ くぇ ゃしっおう さぇぉけす-
くうお う しかせあうすっか しっ けこさっょっかは 
ゃ いぇゃうしうきけしす けす しかけあくけしすすぇ 
う けすゅけゃけさくけしすすぇ くぇ すさせょぇ う 
しっ ょけゅけゃぇさは し さぇぉけすけょぇすっかは  

つさっい こけょこうしぇくけ しこけさぇいせきっくうっ 
きっあょせ しすさぇくうすっ. [ぇいきっさなす くぇ 
けしくけゃくぇすぇ きっしっつくぇ いぇこかぇすぇ 
くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ こけ-きぇかなお けす 

くぇつぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ いぇ 
しなけすゃっすくぇすぇ ょかなあくけしす. ╉けゅぇすけ 
いぇ ょかなあくけしすすぇ くっ しっ ういうしおゃぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ, おけっすけ かうちっ-
すけ こさうすっあぇゃぇ, すけ くっ しっ ゃいっきぇ 
こさっょゃうょ こさう けこさっょっかはくっすけ くぇ 
けしくけゃくぇすぇ いぇこかぇすぇ.
]さっょしすゃぇすぇ いぇ きっしっつくうすっ う 

うくょうゃうょせぇかくうすっ さぇぉけすくう いぇ-
こかぇすう しっ そけさきうさぇす こけ おぇすっ-
ゅけさうう こっさしけくぇか: けしくけゃくう さぇ-
ぉけすくうちう くぇ くけさきぇ; こっさしけくぇか, 
さぇぉけすっと くぇ こけゃさっきっくくぇ しうし-
すっきぇ くぇ いぇこかぇとぇくっ. ╆ぇ ゃしうつおう 
おぇすっゅけさうう こっさしけくぇか しっ ゃなゃっあ-
ょぇ きっしっつくぇ こさっきうは こけ けこさっ-
ょっかっくう おさうすっさうう. ‶さう けこさっ-

ょっかっくう せしかけゃうは しっ  ゃなゃっあょぇ う 
おけっそうちうっくす いぇ ょけこなかくうすっかくけ 
しすうきせかうさぇくっ. ╉なき けこさっょっかっ-
くうすっ しなゅかぇしくけ ╁なすさってくうすっ 

こさぇゃうかぇ うくょうゃうょせぇかくう きっしっつ-
くう いぇこかぇすう しっ くぇつうしかはゃぇす う 
ょけこなかくうすっかくう  すさせょけゃう ゃないくぇ-
ゅさぇあょっくうは しなゅかぇしくけ ′ぇさっょぉぇ-
すぇ いぇ しすさせおすせさぇ う けさゅぇくういぇちうは 
くぇ さぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ う ╉〈╃. 
╆ぇゃけょうすっ さぇいさぇぉけすゃぇす しゃけう 
╁なすさってくう こさぇゃうかぇ いぇ けさゅぇ-
くういぇちうは くぇ さぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇ-
すぇ, けすさぇいはゃぇとう しこっちうそうおぇすぇ 
くぇ すはたくぇすぇ ょっえくけしす, おけうすけ しっ 
せすゃなさあょぇゃぇす けす ょうさっおすけさぇ こけ 
そうくぇくしう う うおけくけきうおぇ う  くっ 
こさけすうゃけさっつぇす くぇ こさぇゃうかぇすぇ くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

„『はか あうゃけす くぇ しすさせゅぇ”, けぉけぉ
とぇゃぇ あうゃけすぇ しう [ぇょおけ ‶ぇさぇて
おっゃけゃ, くけしうすっか くぇ ¨さょっくしおぇ 
おくうあおぇ ┿ 83 わ015105, おけはすけ 
せょけしすけゃっさはゃぇ, つっ しけぉしすゃっくうおなす 
っ けすかうつっく しなし ╆かぇすくぇ いゃっいょぇ 
„╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは 
すさせょ”, けさょっく „╂っけさゅう ╃うきう
すさけゃ”, しなゅかぇしくけ 〉おぇい 3415 けす 
11 けおすけきゃさう 1984 ゅけょうくぇ. ╃くっし 
ういゃぇょっくぇすぇ けす けしすぇさはかぇすぇ おせ
すうは きっすぇかくぇ いゃっいょうつおぇ くうおぇお 
くっ こさうかうつぇ くぇ いかぇすくぇ, こけいぇ
ゅせぉうかう ぉかはしなおぇ しう しぇ う ょっしっす
おうすっ ょさせゅう けすかうつうは – けさょっく 
„〈させょけゃぇ しかぇゃぇ”, ゃすけさぇ う すさっすぇ 
しすっこっく, おせこ のぉうかっえくう きっょぇかう, 
おぇおすけ う こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ‶ぇ
さぇておっゃけゃ -  いくぇつおぇ  „¨すかうつくうお 
くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ きぇてう
くけしすさけっくっすけ” けす 1966 ゅ. ╇しすけ
さうつっしおぇすぇ うき しすけえくけしす, けぉぇつっ, 
くぇさぇしすゃぇ し ゃさっきっすけ. „╋くけゅけ しぇ 
うょゃぇかう ょぇ きう ゅう うしおぇす – けさょっ
くうすっ う きっょぇかうすっ. ╃ぇ ゅう こさけょぇき, 
ょぇ うき ゅう ょぇき... ′っ. ]かっょ きっくっ 
– おぇおゃけすけ しすぇくっ, しっゅぇ くっ ゅう ょぇ
ゃぇき.”, しこけょっかは ‶ぇさぇておっゃけゃ, 
ょけおぇすけ ういゃぇあょぇ おせすうえおうすっ, いぇ 
おけうすけ しはおぇて けすょぇゃくぇ くっ しっ っ 
しっとぇか. [ぇょおけ ‶ぇさぇておっゃけゃ うょゃぇ 
ゃ „┿さしっくぇか”, おぇおすけ きくけゅけ ょさせゅう 
さぇぉけすくうちう, こさっょう ゃけえくうおかな
おぇ. ′っ しぇきけ, いぇとけすけ あうゃっっ くぇ 
しすけすうくぇ – ょゃっしすぇ  きっすさぇ けす しっ
ゃっさくうは こけさすぇか, ぇ う こけ うょっは くぇ 
っょうく こさうはすっか, しなせつっくうお, つうえすけ 
ぉぇとぇ, おぇすけ ょうさっおすけさ, っ ぉかういなお 
し 〈ぇくけ 『けかけゃ. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, 
しなせつっくうおなす こけつうゃぇ こさう おぇすぇ
しすさけそぇ, くけ [ぇょおけ けすうゃぇ ゃ „┿さ
しっくぇか” こさっい 1958-きぇ, ゃ „ゅけょうくう 
くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ う すさせょくけしすう”. 
╀なょっとうはす ゅっさけえ くぇ すさせょぇ こなさ
ゃけ ういおぇさゃぇ, おぇおすけ きくけいうくぇ ょさせ
ゅう, おせさしけゃっすっ おなき けさなあっえくう
ちぇすぇ, こけしかっ こさぇおすうおぇ ゃ さっぇかくう 

せしかけゃうは – „すぇおぇ たゃぇくぇたきっ 
いぇくぇはすぇ”. ╁けえくうおかなおなす 
きうくぇゃぇ ゃ ]けそうは, すぇき ゅけ 
ぇゅうすうさぇかう いぇ ╉さっきうおけゃちう, 
くけ „┿さしっくぇか” しっ けおぇいぇか 
こけ-ょけぉさぇすぇ けそっさすぇ, こさう 
すけゃぇ – ゃ さけょくうは ゅさぇょ: ”′ぇ 
くぇし ゃ ╉ぇいぇくかなお くう いぇゃうあ
ょぇたぇ, うきぇてっ さぇぉけすぇ, う すけ 
ょけぉさぇ, ゃ „┿さしっくぇか”. [ぇょおけ 
けすうてなか ゃ こさけういゃけょしすゃけ
すけ くぇ さっきぇさおっすぇ, こけしかっ ゃ 
くけゃけしそけさきうさぇくけすけ いゃっくけ 
いぇ ぉけさきぇてうくう, こけ-おなしくけ 
こけつくぇかう う し そさっいうすっ ゃ ╆ぇ
ゃけょ 5, おなょっすけ こさっい 80-すっ 
すけえ  こけきぇゅぇ う ゃ しかけあくうすっ 
しゅかけぉおう くぇ ぇゅさっゅぇすくうすっ 

ゃないかう う けぉさぇぉけすゃぇとうすっ ちっく
すさう こけ はこけくしおう けぉさぇいっち.
„『はか あうゃけす くぇ しすさせゅぇ!”,
しゃっあょぇ ゃ っょくけ ういさっつっ

くうっ ちっかうは しう こさけそっしうけくぇ
かっく こなす [ぇょおけ ‶ぇさぇておっゃけゃ. 
„]すさせゅけゃっすっ しっ こさけきっくうたぇ, 
„┿さしっくぇか” ぉってっ う しう けしすぇくぇ 
せくうおぇかっく し こさけういゃけょしすゃぇすぇ 
う こなさゃうすっ さぇいさぇぉけすおう せ くぇし 
う くぇ ょういっかけゃうは ょゃうゅぇすっか, う 
くぇ ょうしおけゃうすっ いぇこぇきっすはゃぇとう 
せしすさけえしすゃぇ う くぇ おぇおゃけ かう くっ, 
くけ せくうゃっさしぇかくうはす しすさせゅ しう 
けしすぇくぇ せくうゃっさしぇかっく”, おぇいゃぇ 
きぇえしすけさなす. „‶ぇさう ぉっい さぇぉけ
すぇ くっ きけあっ!” っ あうすっえしおぇすぇ 
きぇおしうきぇ くぇ [ぇょおけ. „]おぇつぇたぇ 
おけかっゅうすっ こけ しすぇつおぇすぇ ゃ くぇつぇ
かけすけ くぇ 90-すっ, くけ こけしかっ さぇい
ぉさぇたぇ, つっ すぇおぇ くっ しすぇゃぇ, ぇおけ 
くはきぇ こさけういゃけょしすゃけ, くはきぇ う 
こぇさう”. ′ぇ すけは こさうくちうこ ゅさぇ
ょうかう う しっきっえしすゃけ し  こけおけえ
くぇすぇ しう ゃっつっ しなこさせゅぇ, しなとけ 
さぇぉけすうかぇ ゃ „┿さしっくぇか”.
„′っ いくぇき おぇお しっ しかせつう し 

きけうすっ くぇゅさぇょう”, しおさけきくけ おけ
きっくすうさぇ ‶ぇさぇておっゃけゃ う ょけ
こなかゃぇ: ”┿おけ くっ ぉはた ぇい, ょさせゅ 
とってっ ょぇ っ…”. ╆ぇ くっゅけ ぉうかけ  
ゃぇあくけ くっ ょぇ こけかせつぇゃぇ くぇゅさぇ
ょう, ぇ ょぇ しっ せしなゃなさてっくしすゃぇ ゃ 
さぇぉけすぇすぇ しう, いぇとけすけ しかけあくけ
すけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ „┿さしっくぇか” 
ゅけ くぇかぇゅぇかけ. ╉ぇおすけ う ゅけかっきう
すっ こけさなつおう. ╁うくぇゅう しなき しっ 
けこうすゃぇか
╃ぇ ょぇゃぇき かうつっく こさうきっさ,
けぉはしくはゃぇ きぇえしすけさかなおぇ しう 

くぇ しすさせゅぇ っょうくしすゃっくうはす あうゃ 
ょくっし ╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすう
つっしおうは すさせょ. 〈ぇおぇ ょけてかう 
くぇゅさぇょうすっ: ”〈なえ きう ぉうかけ こう
しぇくけ”. ╁ すぇは けつっゃうょくぇ しおさけき
くけしす しなし しうゅせさくけしす こさけいうさぇ 
しきうさっくうっすけ, ゃないこうすぇくけ けす 
ょせきうすっ くぇ ぉぇぉぇ きせ, おけうすけ う 
ょくっし [ぇょおけ こけきくう: ”╁なさゃっ
すっ くぇこさっょ, ゃなさゃっすっ... ′け う 
くぇいぇょ しっ けぉさなとぇえすっ ょぇ こけ
ゅかっあょぇすっ, けすおなょっ しすっ すさなゅ
くぇかう”. ╇きぇ う けとっ っょくぇ すぇえくぇ 
すぇは しおさけきくけしす. ╉ぇおすけ しこけょっ
かは ゅっさけはす, ゃしうつおけ っ こさうはすくけ, 
おけゅぇすけ さぇぉけすうて ゃ たせぉぇゃ おけ
かっおすうゃ. ] せょけゃけかしすゃうっ けすう
ゃぇて くぇ さぇぉけすぇ う しう せょけゃかっす
ゃけさっく. ”╉けかっおすうゃなす すっ おぇさぇ 
ょぇ ぉなさいぇて, ょぇ せゃぇあぇゃぇて, ょぇ 
こけきぇゅぇて, いぇすけゃぇ こけしすうゅくぇた
きっ きくけゅけ くっとぇ”. ╇ しう しこけきくは 
さぇぉけすぇすぇ し さなおけゃけょうすっかうすっ 
╋ぇさうく ┿かっおしぇくょさけゃ, けしくけゃぇ
すっかはす くぇ ╆ぇゃけょ 5 ╇ゃぇく ╇ゃぇ
くけゃ, ╂さうゅけさけゃ, ╀ぇえ ┿くゅっか...
[ぇょおけ っ ぉうか „こけ おぇおゃう かう くっ 

おけきうすっすう – こぇさすうえくう, こさけそ
しなのいくう...いぇゃけょしおう, ゅさぇょしおう 
う けおさなあくう...”, ょくっし ゅかっょぇ くぇ 
すけゃぇ し かっおぇ うさけくうは – „さぇい
おぇさゃぇたぇ くう おなょっ かう くっ, しな
ぉさぇくうは, しさっとう, しっきっえしすゃけすけ 
けしすぇゃぇてっ こけくはおけゅぇ くぇ いぇょっく 
こかぇく...”. [っょけゃくう ぉうかう しさっ
とうすっ し けさょっくけくけしちう けす ちは
かぇすぇ しすさぇくぇ – けぉうおくけゃっくけ いぇ 
╃っくは くぇ すさせょぇ ‶なさゃう きぇえ うかう 
こさっょう ╃っくは くぇ きぇてうくけしすさけう
すっかは ゃ くぇつぇかけすけ くぇ けおすけきゃさう. 
〈なえ ゃくっいぇこくけ ょけてかけ う くぇえ-
ゅけかはきけすけ けすかうつうっ – いかぇすくぇすぇ 
いゃっいょぇ. ′っ ゅけ けつぇおゃぇか, さっょくけ 
ぉうかけ, ぇおけ ゅけ くぇゅさぇあょぇゃぇす, 
ょぇ きせ ょぇょぇす こなさゃけ „〈させょけゃぇ 
しかぇゃぇ” こなさゃぇ しすっこっく, とけすけ 
うきぇか ゃっつっ すさっすぇ う ゃすけさぇ... 
¨ぉぇつっ ういくっくぇょゃぇとけ ゃ ╀かぇゅけ
っゃゅさぇょ くぇ しさっとぇすぇ くぇ けさょっ
くけくけしちうすっ こさっょう こさぇいくうおぇ 
くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは くぇ 13-
すう けおすけきゃさう 1984-すぇ ゅけ うい
ゃうおゃぇす いぇ ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ. 
′ぇせつうか ょっく こけ-さぇくけ, こさっょう 
ょぇ しう しすっゅくっ ぉぇゅぇあぇ. ╄きけちう
はすぇ う せつせょゃぇくっすけ ぉうかう すけかおけ
ゃぇ ゅけかっきう, つっ ょくっし くっ こけきくう 
おけえ きせ ゃさなつうか いゃっいょぇすぇ. ¨こ
さっょっかっくけ ぉうか こさうすっしくっく: ”┿い 
しなき っょうく けぉうおくけゃっく さぇぉけす

くうお...”. ‶けつすう くうとけ くっ こけきくう 
けす こさぇいくうつくぇすぇ ゃっつっさ ゃ さっし
すけさぇくす „┿かっく きぇお”, くけ ょけおぇすけ 
さけゃう うい おせすうはすぇ しなし しこけきっくう, 
ういゃっょくなあ ういしおぇつぇ こけおぇくぇ
すぇ いぇ けそうちうぇかくぇすぇ ゃっつっさは 
し きっくの: ぇこっさうすうゃ – ゃけょおぇ, 
つっさゃっくう う ぉっかう ゃうくぇ, おけかぇ, 
ゅぇいうさぇくぇ ゃけょぇ. ]ぇかぇすぇすぇ いぇ 
ゅっさけうすっ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは 
すさせょ っ „ょけきぇてくぇ”, こさっょはしすう
っすけ – かけいけゃう しなさきうつおう, こうかっ 
こけ ゅけさくけょあせきぇえしおう, けしくけゃくけ 
– しゃうくしおけ そうかっ „〈ぇぉぇおっさぇ”. 
╇きぇかけ う こさはしくけ けゃつっ しうさっくっ 

„┿い しなき こけしかっょくうはす きけ
たうおぇく.”, こさっい せしきうゃおぇ う 
かっおぇ しぇきけうさけくうは ゅけゃけ
さう いぇ しっぉっ しう っょうくしすゃっ
くうはす, けしすぇくぇか しさっょ くぇし 
ょくっし ぇさしっくぇかっち - ╂っさけえ 
くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは 
すさせょ, [ぇょおけ ‶ぇさぇておっ
ゃけゃ. ╁っょくぇゅぇ さぇいぉうさぇき, 
つっ, ぇおけ っ うきぇかけ う ょけさう 
きぇかおけ しせっすぇ, こけさけょっ
くぇ けす そぇおすぇ, つっ こさうすっ
あぇゃぇ ╃うきうすさけゃしおけすけ 
けすかうつうっ, いぇ [ぇょおけ ‶ぇ
さぇておっゃけゃ すは けすょぇゃくぇ 
っ ぉっい いくぇつっくうっ. ]せっ
すぇすぇ しはおぇて きせ っ つせあょぇ 
こけ こさうくちうこ. ╁しっ くはおけえ 
とってっ ょぇ っ, ぇおけ くっ ぉはた 
ぇい, さぇいしなあょぇゃぇ ゅっさけ
はす, おけえすけ うきぇ ょっしっすおう 
けさょっくう う けすかうつうは けす 
きうくぇかけすけ, おけうすけ こぇいう 
しすぇさぇすっかくけ  ゃ ょなさゃっくぇ 
こうさけゅさぇそうさぇくぇ おせすうは 
いぇっょくけ し おくうあおうすっ おなき 
すはた, せょけしすけゃっさはゃぇとう, 
つっ すけえ っ くけしうすっかはす くぇ 
くぇゅさぇょうすっ.
╉ぇお あうゃっっ ょくっし っょうく 
すうすせかけゃぇく ゃうしけおけ, しぇきけ 
こさっょう きぇかおけ こけゃっつっ けす  
20 ゅけょうくう, さぇぉけすくうお – 
ぇおすうゃうしす くぇ ゃしっけぉさぇい
くう こさけそしなのいう, しなゃっすう, 
おけきうすっすう う ぉのさぇ, おけう
すけ ょけさう くっ うしおぇ ょぇ きう 
ういさっあょぇ し くっういおぇいぇくうは 
きけすうゃ, つっ ょくっし すっいう けさ
ゅぇくういぇちうう くっ いくぇつぇす 
くうとけ? 〈けゃぇ しっ こうすぇた 
けとっ こさっょう ょぇ くぇきっさは 
おなとぇすぇ し ょゃけさぇ こけょ ゅぇ
さぇすぇ, おなょっすけ, おぇおすけ ゃなゃ 
ゃしはおぇ ぉなかゅぇさしおぇ おなとぇ, 
しっ しこせしおぇす しっくおう くぇ 
こかけょくう ょなさゃっすぇ う しすなさ
つぇす おけかちう し のかしおう ょけ
きぇすう.

╅っかぇっとうすっ ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす 
けす こさけゅさぇきぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ こけ
こなかくはす  いぇはゃかっくうっ こけ けぉさぇいっち, 
ゃ おけっすけ ょぇ こけしけつぇす あっかぇくけすけ けす 
すはた けぉせつっくうっ. ‶けこなかくっくけすけ いぇ
はゃかっくうっ しっ こけょぇゃぇ ゃ すっさうすけさう

ぇかくけすけ ぉのさけ こけ すさせょぇ - こけ 
きっしすけあうゃっっくっすけ くぇ おぇく
ょうょぇすうすっ. ¨くっいう けす すはた, 
おけうすけ ぉなょぇす けょけぉさっくう, とっ 
こけかせつぇす う くせあくうは ゃぇせつっさ 
いぇ けぉせつっくうっ. ¨ぉせつっくうっすけ 

ゃ 『っくすなさぇ いぇ こさけそっしうけくぇか
くけ けぉせつっくうっ おなき „┿さしっくぇか” 
┿╃ こけ すぇいう こさけゅさぇきぇ っ ぉっい
こかぇすくけ. 
¨すょっかくけ けす  すけゃぇ ゃ ┿さしっ

くぇかしおうは ちっくすなさ しっ ういゃなさて
ゃぇ けぉせつっくうっ こけ こさけそっしううすっ 
„けこっさぇすけさ くぇ おけきこのすなさ”, 
„きぇてうくっく すったくうお”, „きぇ
てうくっく けこっさぇすけさ”, „きぇてう
くっく きけくすぬけさ”, „しすさせゅぇさ”, 
„てかけしっさ”, „かっはさ”, „おけゃぇつ” う 
„っかっおすさけすったくうお”. ╉ゃぇかうそう
おぇちうけくくうすっ おせさしけゃっ いぇ すっいう 
しこっちうぇかくけしすう しっ こさけゃっあょぇす 
ゃ ょくっゃくぇ, ゃっつっさくぇ, しなぉけすくけ-
くっょっかくぇ, いぇょけつくぇ う しぇきけし
すけはすっかくぇ そけさきぇ くぇ けぉせつっ

くうっ. ‶けかいうすっ いぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, あっかぇっとう ょぇ 
しっ ゃないこけかいゃぇす けす  せしかせゅうすっ, 
こさっょけしすぇゃはくう けす 『‶¨ おなき 
„┿さしっくぇか” ┿╃ しぇ: ぉっいこかぇすくぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ こけゃうてぇゃぇくっ 
くぇ おゃぇかうそうおぇちうはすぇ うかう いぇ 
こさうょけぉうゃぇくっ くぇ くけゃぇ, さぇい
ゃうゃぇくっ くぇ くけゃう いくぇくうは う 
せきっくうは, こけゃうてぇゃぇくっ くぇ きけ
すうゃぇちうはすぇ いぇ さぇぉけすぇ. 
¨しくけゃくぇすぇ ょっえくけしす くぇ ┿さ

しっくぇかしおうは ちっくすなさ いぇ こさけそっ
しうけくぇかくけ けぉせつっくうっ っ けさゅぇくう
いうさぇくっすけ う けしなとっしすゃはゃぇくっすけ 
くぇ くぇつぇかくけ う くっこさっおなしくぇすけ 
こさけそっしうけくぇかくけ けぉせつっくうっ, 
さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ せつっぉくう 

こさけゅさぇきう う きけょせかう, ょさせゅぇ 
せつっぉくぇ ょけおせきっくすぇちうは. 〈けえ  っ 
かうちっくいうさぇく ゃ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
ぇゅっくちうは  いぇ こさけそっしうけくぇかくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ う けぉせつっくうっ. 
¨しくけゃくぇすぇ ちっか くぇ 『っくすなさぇ 
っ ょぇ そけさきうさぇ きけすうゃぇちうけく
くぇ しうしすっきぇ いぇ さっぇかういぇちうは ゃ 
ょさせあっしすゃけすけ  う こけゃうてぇゃぇくっ 
くぇ こけすっくちうぇかくぇすぇ ゃないきけあ
くけしす  いぇ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ いぇ
っすけしす. 

いぇ しかっょはしすうっ, はょおう ぇしけさすう, 
こかけょけゃっ う すせさしおけ おぇそっ しなし 
しきけおうくは. ╁きっしすけ たかはぉ – こう
すおぇ しなし しうさっくっ. „╇ すけゃぇ かう とっ 
こうてって, ぉっ きけきうつっ”, つせょう しっ 
[ぇょおけ ‶ぇさぇておっゃけゃ..., おけえすけ 
こけかせつぇゃぇ しかっょ けすかうつうっすけ ゃ 
╀かぇゅけっゃゅさぇょ 
すっかっゅさぇきぇ けす 〈けょけさ 

╅うゃおけゃ,
くけ くっ けすょぇゃぇ くぇ すけゃぇ おけえ 

いくぇっ おぇおゃけ いくぇつっくうっ. 〈っかっ
ゅさぇきう „いぇゃぇかっかう” けすゃしはおな
ょっ – けす けぉかぇしすくう, ゅさぇょしおう う 
こさけつうっ おけきうすっすう. ╆くぇつっくうっすけ 
くぇ くぇゅさぇょうすっ いぇ くっゅけ っ ょさせゅけ: 
„′ぇゅさぇょうすっ いぇょなかあぇゃぇす!”, いぇ
すけゃぇ こけしかっ こぇお しかっょゃぇ „きくけ
ゅけ さぇぉけすぇ – おけさぇぉなす つぇおぇ!”. ] 
すけいう ういさぇい すけゅぇゃぇ ぇさしっくぇかちう 
ぉっかっあぇす ょっくけくけとくうは すさせょ こけ 
こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ しすけすうちう っおし
こっょうちうう いぇ ういくけし. „‶さぇゃったきっ  
こけ 200 ぉけさきぇてうくう う こけ 100 
そさっいう くぇ きっしっち...” – „しっゅぇ しう 
こかぇとぇき いぇ くはおけう くっとぇ”, きう
しかう しう [ぇょおけ ‶ぇさぇておっゃけゃ, 
けちっかはか しかっょ ょゃぇ うくそぇさおすぇ, 
くっ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ う し ゅさう
あぇすぇ くぇ ょなとっさはすぇ, おけはすけ つっし
すけ うょゃぇ けす ╂ぇぉさけゃけ ょぇ ゅけ ゃうょう 
う こけきぇゅぇ. 

╃ぇ しっ こけきぇゅぇ ゃ すけゃぇ しっきっえ
しすゃけ っ いぇおけく. ╆ぇすけゃぇ ょっしっす
おうすっ さぇぉけすくうちう, くぇ おけうすけ 
きぇえしすけさなす – しすさせゅぇさ ょぇゃぇ こなす 
„ょぇ ゃいっきぇす たかはぉぇ ゃ さなちっ” う 
ょくっし, おぇすけ きうくぇゃぇす こけおさぇえ 
ょゃけさぇ きせ くぇ こなす いぇ „┿さしっ
くぇか”, しっ しこうさぇす ょぇ しこけょっかはす. 
„′はおけう けす すはた ゃっつっ しぇ こさっょ 
こっくしうは...”, ぉさけう ょなかあうくぇすぇ 
くぇ あうゃけすぇ しう [ぇょおけ ‶ぇさぇて
おっゃけゃ う くぇ ういこさぇとぇくっ こぇお きう 
おぇいゃぇ: ”┿い しなき こけしかっょくうはす 
きけたうおぇく”.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ   

ぞÜÜ-びíÜ

╇╅】ぁ╊『¨ ′╅  《╆】ぁ╊〉¨╊ ╇ „╅『』╊〉╅]” 
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

 » ¨せてかちうま つ ｠そちにか ╆とさあこ
 » [けてあかぬ そてさちけ えかせあ せあ しまいそうてあ
 » [ひおか けえちあみて おかぬあてあ せけ?

ゑ ï¿ñÑçíàó　 ßëÜú ôñöñöñ:

[ぇょおけ ‶ぇさぇておっゃけゃ し おけかっゅう くぇ ゃさなとぇくっ けす
╀かぇゅけっゃゅさぇょ しかっょ ちっさっきけくうはすぇ こけ せょけしすけはゃぇくっ 
しなし いゃぇくうっすけ “╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは すさせょ”

╋けきっくす けす せつっぉくうは こけちっし

ɉɈɅȿɁɇɈ
《なけぬけあしせけ たちあくせけぬけ たちかく す. つかたてかすうちけ
5 しっこすっきゃさう 
(こけくっょっかくうお)

‶けつうゃっく ょっく,
3 しっこすっきゃさう っ さぇぉけすっく, くけ しかっょゃぇとうすっ すさう ょくう
(4, 5, 6) しぇ こけつうゃくう.

6 しっこすっきゃさう 
(ゃすけさくうお)

╃っく くぇ ]なっょうくっくうっすけ

22 しっこすっきゃさう 
(つっすゃなさすなお)

╃っく くぇ くっいぇゃうしうきけしすすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは

23 しっこすっきゃさう 
(こっすなお)

‶けつうゃっく ょっく, けすさぇぉけすゃぇ しっ くぇ 17 しっこすっきゃさう (しなぉけすぇ)

ТА - 19 август

〈┿ 
╋ぇすっさうぇかなす っ ういゅけすゃっく しなし 

しなょっえしすゃうっすけ くぇ
╂っさゅぇくぇ ‶っくつけかけゃぇ,

『っくすなさ いぇ こさけそっしうけくぇかくけ
けぉせつっくうっ おなき „┿さしっくぇか” ┿╃
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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”┿╃.

5  2011 .•  I •  8

╈『╅╋╉╅〉¨【╊ - 〉╊╉《╇《]〉¨ 《【 
[〈╊【 ¨ 』ぇ╇╊【. 》ぇ【¨ぅ╅【╅ - 
《』〉《╇╊〉 》『《╆]╊〈

Ⱥɤɰɟɧɬɢ
╇かてかちあせけ: 『あおさそ 》あちあのさかうそう,

╅く つひす たそつしかおせけみて すそにけさあせ

〉そうけみて [【╉
せあ „╅ちつかせaし“ ╅╉

„╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ”
¨せてかちうま つ 》かてひち ╇かさそう 

》けかす たそ 70 しけてちあ いけちあ えそおけのせそ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

 【あこせそ そちひきけか 

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

╇きっ:

╋うさけしかぇゃ 》さうしすけゃ ╇ゃぇくけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 1

╃かなあくけしす:

¨こっさぇすけさ くぇ ╋╋ し 『‶〉

╂けょうくう: 23

╆けょうは: [うぉう

》けぉう: 《うすくっし
¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけ-
すうて ゃ „┿さしっくぇか“?
1 ゅ. 
╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ 
あうゃけすぇ?
[ぇいつうすぇき くぇ しっぉっ しう

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 2

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4╆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: 7 24 55

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

ǲǨǳǭǵǬǨǸ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

05 ぇゃゅせしす – 140 ゅ. けす こなさゃうは ぉさけえ くぇ ゃ. „╃せきぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
っきうゅさぇくすう”.
06 ぇゃゅせしす -  130 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ┿かっおしぇくょなさ 《かっきうくゅ – てけす-
かぇくょしおう ぉぇおすっさうけかけゅ, けすおさうゃぇすっか くぇ こっくうちうかうくぇ; 50 ゅ. けす おけしきう-
つっしおうは こけかっす くぇ ╂っさきぇく 〈うすけゃ - こなさゃうはす つけゃっお, こさっおぇさぇか ゃ ╉けしきけ-
しぇ こけゃっつっ けす っょくけ ょっくけくけとうっ.
07 ぇゃゅせしす – ′ぇ 75 ゅ. しすぇゃぇ ]すっそぇく 『ぇくっゃ /“]こぇしっすっ くぇてうすっ ょせてう”, 
“‶うさ こけ ゃさっきっ くぇ ょっきけおさぇちうは”/; 30 ゅ. けす ういしすさっかゃぇくっすけ くぇ “╇く-
すっさおけしきけし-╀なかゅぇさうは-1300” し ぉなかゅぇさしおぇ くぇせつくぇ ぇこぇさぇすせさぇ; 135 ゅ. 
けす さけあょっくうっすけ くぇ たけかぇくょしおぇすぇ すぇくちぬけさおぇ う てこうけくおぇ ╋ぇすぇ 》ぇさう.
08 ぇゃゅせしす - ]ゃ. ╄きうかうぇく ╇いこけゃっょくうお - うきっくくうちう: ╄きうか, ╄きうかうは; 
1843 -  ゃ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく  ょ-さ 》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう – かっおぇさ-ぇくぇ-
すけき う けぉとっしすゃっく ょっっち, けぉはゃっく いぇ こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお 
こさっい 1929 ゅ.
09 ぇゃゅせしす – 235 ゅ. けす さけあょ. くぇ ┿きぇょっけ ┿ゃけゅぇょさけ – うすぇかうぇくしおう 
せつっく, けすおさうか いぇおけく, おけえすけ ゅかぇしう, つっ ゃ さぇゃくう けぉっきう けす さぇいかうつくう 
ゅぇいけゃっ, こさう っょくぇおゃぇ すっきこっさぇすせさぇ う くぇかはゅぇくっ しっ しなょなさあぇす っょくぇおなゃ 
ぉさけえ きけかっおせかう.
10 ぇゃゅせしす – 1915 - こけしすぇゃっくけ っ くぇつぇかけすけ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ しぇきけ-
かっすけしすさけっくっ – けす かっすうとっ „╀けあせさうとっ” ういかうすぇ こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう 
しぇきけかっす, ういさぇぉけすっく けす ┿しっく ╈けさょぇくけゃ, っょうく けす しないょぇすっかうすっ くぇ 
ゅさぇあょぇくしおぇすぇ ぇゃうぇちうは くぇ ]┿】 う こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ′の ╈けさお 
う ╁ぇてうくゅすけく, いぇこうしぇく ゃ ╆かぇすくぇすぇ おくうゅぇ くぇ ┿きっさうおぇ.
11 ぇゃゅせしす – 25 ゅ. けす しき. くぇ ゅけかっきうは ぉなかゅぇさしおう ぇさすうしす, さけょっく ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, ╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ; 815 ゅ. けす せぉうえしすゃけすけ くぇ ちぇさ ┿しっく ゃ 
さっいせかすぇす くぇ いぇゅけゃけさ, けさゅぇくういうさぇく けす ╇ゃぇくおけ. 1877 - さってうすっかくうはす 
ょっく けす けすぉさぇくぇすぇ くぇ 【うこおぇ. ╁なさたなす っ しこぇしっく し ちっくぇすぇ くぇ いぇゅうくぇかう 
3100 させしおう ゃけえくうちう う けそうちっさう う 535 ぉなかゅぇさしおう けこなかつっくちう, いぇゅせ-
ぉうすっ くぇ すせさしおぇすぇ ぇさきうは しぇ  くぇょ 8200 ょせてう; 1984 – ¨すおさうす っ ╁ぇさ-
くっくしおうはす ょっかそうくぇさうせき - し 1134 きっしすぇ; 15 ゅ. けす しき. くぇ こさけさけつうちぇすぇ 
╁ぇくゅっかうは ╂せとっさけゃぇ – ╀ぇぉぇ ╁ぇくゅぇ.
12 ぇゃゅせしす - 160 ゅ. けす  こぇすっくすけゃぇくっすけ くぇ てっゃくぇすぇ きぇてうくぇ けす ぇきっ-
さうおぇくっちぇ  ┿えいなお ]うくゅっさ - きぇてうくぇすぇ しっ いぇょゃうあゃぇ し こっょぇか, けしゃけ-
ぉけあょぇゃぇと う ょゃっすっ さなちっ くぇ てうゃぇつぇ.
13 ぇゃゅせしす - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ かっゃけさなおうすっ たけさぇ, ゃしっおう てっしすう 
つけゃっお ゃ しゃっすぇ っ かっゃうつぇさ. ]さっょ すはた しぇ ぉうゃてう う くぇしすけはとう いくぇきっくう-
すけしすう: ╋ぇさお 〈ゃっく, 』ぇさかう 』ぇこかうく, ′ぇこけかっけく, [けおそっかっさ, ╋っさうかうく 
╋けくさけ, ╉うぇくせ [うえゃし, ′のすけく, ┿えくとぇえく, [うくゅけ ]すぇさ, ╀うか ╉かうくすなく, 
╁かぇょうきうさ ‶せすうく; 185 ゅ. けす さけあょ. くぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ せつうすっかおぇ 
′っょっかは ‶っすおけゃぇ - ╀ぇぉぇ ′っょっかは, さけょっくぇ ゃ ]けこけす; くぇ 65 しすぇゃぇ ╋うたぇ-
うか ╀っかつっゃ; 65 ゅ. けす しき. くぇ 》なさぉなさす  〉っかし - ぇくゅかうえしおう こうしぇすっか /“╋ぇ-
てうくぇ くぇ ゃさっきっすけ”, “╁けえくぇ くぇ しゃっすけゃっすっ”/; くぇ 85 しすぇゃぇ おせぉうくしおうはす 
こけかうすうお う ょなさあぇゃくうお 《うょっか ╉ぇしすさけ.
14 ぇゃゅせしす – 55 ゅ. けす しき. くぇ ╀っさすけかす ╀さったす - ゅっさきぇくしおう ょさぇきぇすせさゅ 
/“╋ぇえおぇ ╉せさぇあ う くっえくうすっ ょっちぇ“, „╃けぉさうはす つけゃっお けす ]っつせぇく”/.
15 ぇゃゅせしす - 〉しこっくうっ ╀けゅけさけょうつくけ - うきっくくうちう: ╋ぇさうは – けす っゃさっえ-
しおう けいくぇつぇゃぇ „しうかくぇ, こけしすけはくくぇ”, ╋ぇさうぇくぇ, ╋ぇさうっかぇ う ょさ.
16 ぇゃゅせしす - 1979 - ゃ ]けそうは しっ こさけゃっあょぇ こなさゃぇすぇ きっあょせくぇさけょくぇ 
ょっすしおぇ ぇしぇきぉかっは „╆くぇきっ くぇ きうさぇ“; くぇ 53 しすぇゃぇ ╋ぇょけくぇ.
17 ぇゃゅせしす – 1025 ゅ. けす さぇいゅさけきぇ くぇ ゃういぇくすうえちうすっ けす ちぇさ ]ぇきせうか  
こさう 〈さぇはくけゃう ゃさぇすぇ; 115 ゅ. けす くぇつぇかけすけ くぇ „いかぇすくぇすぇ すさっしおぇ” ゃ ╉ぇ-
くぇょぇ, ]うぇすなか しすぇゃぇ ちっくすなさ くぇ 100 たうかはょう いかぇすけすなさしぇつう, ぇ ╁ぇくおせゃ-
なさ う ╄ょきなくすなく せょゃけはゃぇす くぇしっかっくうっすけ しう; こさっょう 240 ゅ. ぇくゅかうえしおうはす 
せつっく ╃あけせいっそ ‶さうしすかう けすおさうゃぇ, つっ さぇしすっくうはすぇ けすょっかはす おうしかけさけょ.
18 ぇゃゅせしす – 1065 ゅ. けす しき. くぇ ]ゃ.╇ゃぇく [うかしおう - こなさゃうはす ぉなかゅぇさ-
しおう けすてっかくうお; ういゃっしすっく かっつうすっか. ╃っく くぇ きうくぬけさぇ. 145 ゅ. けす さけあょ. 
くぇ ┿くゅっか ╉ぇゃかぇおけゃ – せつうすっか う ょうさうゅっくす けす ╉ぇいぇくかなお. ┿さきっくちうすっ 
こさぇいくせゃぇす ╂けかはきぇ ╀けゅけさけょうちぇ, ゃ ╀なかゅぇさうは あうゃっはす けお. 24 たうかはょう 
ぇさきっくちう.

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

╇╅】ぁ╊『  ̈ ′╅ 《╆】ぁ╊〉¨╊ 
〈《╈╅【 ╉╅ 》《]′╇╅【
『╅╆《【╊ぅ¨【╊ ╇ „╅『』╊〉╅]” 

『っくすなさなす いぇ こさけそっしうけ-
くぇかくけ けぉせつっくうっ おなき „┿さしっ-
くぇか” ┿╃ きけあっ ょぇ ういゃなさてゃぇ 
けぉせつっくうっ くぇ さぇぉけすくうちう けす 
そうさきぇすぇ こけ こさけゅさぇきぇすぇ „┿い 
きけゅぇ こけゃっつっ”, けぉっいこっつっくう し 
ゃぇせつっさう. 
╁ぇせつっさうすっ しぇ いぇ こさうょけぉう-

ゃぇくっ くぇ おかのつけゃう おけきこっすっく-
ちうう, しさっょ おけうすけ しぇ おけきこの-
すなさくうすっ せきっくうは, さぇぉけすぇ しなし 
しこっちうぇかういうさぇく しけそすせっさ いぇ 
しすさせゅけゃう ちっくすさう し ちうそさけ-

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

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

｠《【╊] „╅『』╊〉╅]” – 〉╊』╊╆ぇ『

《‒╊『【╅

╀うさぇすぇ, くぇさうつぇくぇ しなとけ 
こうゃけ, っ くぇえ-ょさっゃくぇすぇ う くぇえ-
おけくしせきうさぇくぇすぇ ぇかおけたけかくぇ 
くぇこうすおぇ ゃ しゃっすぇ う すさっすぇすぇ こけ 
こけこせかはさくけしす くぇこうすおぇ ういけぉ-
とけ - しかっょ ゃけょぇすぇ う つぇは. 
]ぇきうはす ╀っくょあぇきうく 《さぇく-

おかうく – ぇきっさうおぇくしおう けぉとっしす-
ゃっくうお う ういけぉさっすぇすっか, つうえすけ 
かうお っ くぇ 100-ょけかぇさけゃぇすぇ 
ぉぇくおくけすぇ, ゃないおかうおゃぇ: “╀う-
さぇすぇ っ ょけおぇいぇすっかしすゃけ, つっ ╀けゅ 
くう けぉうつぇ う うしおぇ ょぇ ぉなょっき 
とぇしすかうゃう!”
‶うゃけすけ しっ こけはゃはゃぇ ゃ しさっょぇ-

すぇ くぇ 10 たうかはょけかっすうっ こさ. く. 
っ., ぇ こなさゃうすっ ういゃっしすくう たうきう-
つっしおう ょけおぇいぇすっかしすゃぇ いぇ くっゅけ 
ょぇすうさぇす けお. 3000 ゅけょうくう 
こさ.く.っ. [ぇいかうつくう かのぉけこうすくう 
しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ おったかうぉぇさっ-
くぇすぇ すっつくけしす しぇ ょけしすうゅくぇかう 
ょけ くぇし. ╄ょうく てせきっさしおう たうきく, 
くぇこさうきっさ, しかせあっか っょくけゃさっ-
きっくくけ いぇ きけかうすゃぇ う おぇすけ くぇ-
つうく ょぇ しっ いぇこけきくう さっちっこすぇすぇ 
いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ ぉうさぇ. ╁ 
╋っしけこけすぇきうは ゃぇさっくっすけ くぇ 
ぉうさぇ ぉうかけ しさっょ くぇえ-せゃぇあぇ-
ゃぇくうすっ こさけそっしうう, ぇ くぇえ-
ょけぉさうすっ きぇえしすけさう ゃ こさう-
ゅけすゃはくっすけ くぇ こうすうっすけ ぉうかう 
あっくうすっ. ╀うさぇすぇ っ くぇこうすおぇすぇ 
くぇ ゃなさたけゃくぇすぇ ゃかぇしす, おけはすけ 
こけくはおけゅぇ けいくぇつぇゃぇ こうはくしすゃけ. 
‶さっょくぇいくぇつっくぇ ぉうかぇ いぇ ゃけ-
うくしおぇすぇ おかぇしぇ, おぇすけ しうきゃけか 
くぇ くっえくけすけ ぉっいしきなさすうっ. ╆かけ-
せこけすさっぉうかうはす し ゃかぇしすすぇ しう 
ちぇさ しっ ょぇゃっか ゃ ぉなつゃぇ し ぉうさぇ. 
]うきゃけかうおぇすぇ くぇ かっゅっくょぇさくぇ-
すぇ くぇこうすおぇ しっ しゃなさいゃぇ し そっさ-
きっくすぇちうはすぇ, おけはすけ けいくぇつぇゃぇ 
くぇつぇかけ くぇ くはおぇおゃけ さぇいゃうすうっ 
う くぇつぇかけ くぇ ぉっいしきなさすうっすけ.
′っいぇゃうしうきけ けす しなしすぇゃおうすっ 

ゃ くっは - こかけょけゃっ, きっょ, ぉうか-
おう /ょけさう し くぇさおけすうつくけ ゃない-
ょっえしすゃうっ/, きぇかちけゃ っつっきうお, 
こてっくうちぇ, ちぇさっゃうちぇ, けさうい; し 
たきっか うかう ぉっい たきっか; くっいぇゃう-
しうきけ けす ぇかおけたけかくけすけ え しな-
ょなさあぇくうっ /くぇえ-つっしすけ きっあょせ 
4% う 6%/ う けす ちゃっすぇ え – すなき-
くぇ うかう しゃっすかぇ; くっいぇゃうしうきけ 
おなょっ っ こさうゅけすゃっくぇ – ゃ ょけ-
きぇてくう せしかけゃうは /ょけきぇてくけ-
すけ こさけういゃけょしすゃけ ういつっいゃぇ ゃ  
おさぇは くぇ 19 ゃっお いぇさぇょう ょぇくな-

ちうすっ/ うかう ゃ こうゃけゃぇさくぇ; くっ-
いぇゃうしうきけ ょぇかう っ しおなこぇ うかう 
っゃすうくぇ /ゃ ょさっゃくけしすすぇ しすけえ-
くけしすすぇ え ぉうかぇ ぉかういおぇ ょけ すぇいう 
くぇ いかぇすけすけ/, ぉうさぇすぇ っ こけこせ-
かはさくぇ こけ ちはか しゃはす, ぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ え っ ゃぇあっく おかけく くぇ 
こさけきうてかっくけしすすぇ ゃ しゃっすけゃっく 
きぇとぇぉ. ‶さっい 2006 ゅけょうくぇ ゃ 
しゃっすぇ しぇ こさけういゃっょっくう くぇょ 
133 きうかうぇさょぇ かうすさぇ くぇ しすけえ-
くけしす 284,5 きうかうぇさょぇ ょけかぇさぇ. 
╁ きくけゅけ しすさぇくう っあっゅけょくけ しっ 
こさけゃっあょぇす そっしすうゃぇかう くぇ ぉう-
さぇすぇ, っょうく けす くぇえ-ういゃっしすくう-
すっ っ ¨おすけぉっさそっしす. ┿ ゃ くはおけう 
しすさぇくう, きっあょせ おけうすけ う ╀なか-
ゅぇさうは, うきぇ せつさっょっくう ╀うさっくう 
こぇさすうう.
′ぇえ-ゅけかっきうすっ こぇいぇさう くぇ 

ぉうさぇ しぇ ╉うすぇえ, ]┿】, ╂っさきぇ-
くうは, [せしうは う ╀さぇいうかうは. ]な-
のいなす くぇ っゃさけこっえしおうすっ こさけうい-
ゃけょうすっかう くぇ ぉうさぇ こせぉかうおせゃぇ 
こさっい 2006 ゅ. しすぇすうしすうおぇ いぇ 
おけくしせきぇちうはすぇ くぇ ぉうさぇ くぇ 
ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ ゃ しすさぇ-
くうすっ けす ╄ゃさけこぇ, けす おけはすけ しすぇ-

ゃぇ はしくけ, つっ しすさぇくぇすぇ し くぇえ-
ゃうしけおぇ せこけすさっぉぇ くぇ すけいう ゃうょ 
ぇかおけたけか っ 』ったうは - 161,2 か くぇ 
ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ, しかっょ-
ゃぇくぇ けす ╂っさきぇくうは, ┿ゃしすさうは, 
╇さかぇくょうは, ╁っかうおけぉさうすぇくうは, 
╀っかゅうは. ╀なかゅぇさうは しっ  くぇさっあ-
ょぇ くぇ しさっょくぇ こけいうちうは, しかっょ 
《さぇくちうは, ‶けさすせゅぇかうは う ╇すぇ-
かうは. ′ぇょ 70 かうすさぇ ぉうさぇ ゅけ-
ょうてくけ こうっ ゃしっおう ぉなかゅぇさうく - 
しこけさっょ しすぇすうしすうおぇ くぇ ]なのいぇ 
くぇ こうゃけゃぇさうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは.
╊っゅっくょう しっ くけしはす いぇ いょさぇ-

ゃけしかけゃくうは っそっおす けす ぉうさぇ-

すぇ. ]こけさっょ ういしかっょけゃぇすっかう 
– くっえくぇすぇ けしくけゃくぇ ぇおすうゃくぇ 
しなしすぇゃおぇ っ ぇかおけたけかなす, すぇおぇ 
つっ いょさぇゃくうすっ っそっおすう けす ぇか-
おけたけかぇ こけ こさうくちうこ しっ けすくぇ-
しはす う いぇ ぉうさぇすぇ. ╃けおぇいぇくけ 
っ, つっ せきっさっくぇすぇ せこけすさっぉぇ 
くぇ ぇかおけたけか, ゃおか. ぉうさぇ, くぇ-
きぇかはゃぇ さうしおぇ けす しなさょっつくう 
いぇぉけかはゃぇくうは. ‶さっい 2005 ゅ. 
はこけくしおう せつっくう けすおさうゃぇす, つっ 
くうしおけぇかおけたけかくぇすぇ ぉうさぇ うきぇ 
しうかくけ こさけすうゃけさぇおけゃけ ゃない-
ょっえしすゃうっ. ╀うさっくぇすぇ きぇは っ 
ういゃっしすくぇ おぇすけ ぉけゅぇす ういすけつ-
くうお くぇ きうくっさぇかう う B-ゃうすぇ-
きうくう. ‶けさぇょう すぇいう こさうつうくぇ 
ぉうさぇすぇ っ くぇさうつぇくぇ „すっつっく 
たかはぉ“. 》きっかなす, けしゃっく つっ っ 
けしくけゃっく けゃおせしうすっか, こさうょぇ-
ゃぇと こさうはすくぇ ゅけさつうゃうくぇ くぇ 
くぇこうすおぇすぇ,  うきぇ う ぇくすうぉうけ-
すうつっく っそっおす /ぇくすうぉうけすうちうすっ 
しぇ こけいくぇすう くぇ たけさぇすぇ ゃっつっ 
くぇょ 1700 ゅけょうくう/. ╀ぇおすっさうは 
ゃ いなさくけすけ, けす おけっすけ ゃ ╃さっ-
ゃっく ╄ゅうこっす しぇ こさけういゃっあょぇ-
かう ぉうさぇ, しっ こさっゃさなとぇかぇ ゃ 
すっすさぇちうおかうく, ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ おけえすけ っゅうこすはくうすっ しっ ぉけ-
さっかう し うくそっおちううすっ. ╇しこぇく-
しおう せつっくう こなお こさうぉぇゃはす けとっ 
っょうく こかのし. 〈っ ょけおぇいぇかう, つっ 
かのぉうきぇすぇ くぇこうすおぇ くぇ きう-
かうけくう たけさぇ こけ しゃっすぇ こさっょ-
こぇいゃぇ けす けしすっけこけさけいぇ つさっい 
ゃうしけおけすけ くうゃけ くぇ しうかうちうえ ゃ 
くっは – すけえ いぇぉぇゃは ういすなくはゃぇ-
くっすけ くぇ おけしすうすっ.
╁なこさっおう ゃしうつおけ すけゃぇ, けぉぇ-

つっ, いかけせこけすさっぉぇすぇ し ぇかおけ-
たけか, ゃおか. う し ぉうさぇ, きけあっ ょぇ 
ょけゃっょっ ょけ さぇいかうつくう いぇぉけかは-
ゃぇくうは, しさっょ おけうすけ ぇかおけたけかう-
いなき う ちうさけいぇ. ‶さけしすけ „っょくぇ 
ぉうさぇ けすゃさっきっ-くぇゃさっきっ” くっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっゃさなとぇ ゃ 
„きくけゅけ ぉうさう ゃしはおぇ ゃっつっさ”.
‶なかくっっ かう しっ けす ぉうさぇすぇ? 

‶けいくぇゃぇつうすっ すゃなさょはす, つっ 
すけゃぇ っ つうしすぇ いぇぉかせょぇ. ]こけ-
さっょ すはた ぉうさぇすぇ しなょなさあぇ 
けおけかけ 100 おぇかけさうう いぇ つぇてぇ 
/ょうっすうつくぇ ぉうさぇ/ ょけ 200 おぇ-
かけさうう いぇ つぇてぇ. ╇ こさぇゃはす 
しさぇゃくっくうっ: こさう 10-きうくせすくけ 
たけょっくっ しなし しおけさけしす 4 おき/つ 
しっ ういゅぇさはす 40 おぇかけさうう, すけ-
っしす - 50-すうくぇ きうくせすう しかっょ 
つぇてぇ ぉうさぇ しぇ ょけしすぇすなつくう, いぇ 

ょぇ ういゅけさはす おぇかけさううすっ え.
′っこけゃすけさうきぇすぇ くぇこうすおぇ くぇ 

かはすけすけ うきぇ しこっちうぇかっく こさぇい-
くうお せ くぇし  – つっしすゃぇ しっ ゃ ╃っくは 
くぇ ]ゃ. ‶さけさけお ╇かうは – こけさぇ-
ょう すけゃぇ, つっ ぇゅぇすけくうおうえしおうはす 
っこうしおけこ ′ぇせき ういぉうさぇ しゃっすうは 
こさけさけお いぇ こけおさけゃうすっか くぇ 
こうゃけゃぇさうすっ. ╁ ╀なかゅぇさうは 20-
すう のかう っ けこさっょっかっく いぇ ╃っく 
くぇ こうゃけゃぇさうすっ し さってっくうっ けす 
1996 ゅ. くぇ 〉] くぇ ]なのいぇ くぇ 
こうゃけゃぇさうすっ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
こけ きぇすっさうぇかう けす しぇえすけゃっ

╆¨『╅【╅ – 【╊ぁ〉¨っ【 ｠]っ╆ 
〉あお 133 すけしけあちおあ いけちあ つか けくたけうあて くあ えそおけせあ う つうかてあ;
いひしえあちけせひて けくたけうあ たそ 70 しけてちあ えそおけのせそ

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

ゃけ せこさぇゃかっくうっ くぇ さぇいかうつくう 
しうしすっきう う こさけそっしうけくぇかくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは. 
‶さけゅさぇきぇすぇ „┿い きけゅぇ こけゃっ-

つっ” っ つぇしす けす ¨こっさぇすうゃくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけ-
ゃっておうすっ さっしせさしう” う しっ そう-
くぇくしうさぇ けす ╄ゃさけこっえしおうは しけ-
ちうぇかっく そけくょ. 〉こさぇゃかはゃぇと 
けさゅぇく こけ すぇいう こさけゅさぇきぇ っ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ すさせょぇ う 
しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ, おけっすけ  
っ ょっかっゅうさぇかけ おけくおさっすくうすっ 
けさゅぇくういぇちうけくくう そせくおちうう くぇ 
┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ. 
‶さけゅさぇきぇすぇ そうくぇくしうさぇ けぉせ-

つっくうっすけ くぇ かうちぇ, いぇっすう こけ 
すさせょけゃけ こさぇゃけけすくけてっくうっ くぇ 
こなかっく さぇぉけすっく ょっく, ぉっい いくぇ-
つっくうっ けす しそっさぇすぇ くぇ ょっえ-
くけしす. ╅っかぇっとうすっ きけゅぇす ょぇ しっ 
ゃおかのつゃぇす ゃ おせさしけゃっ いぇ  こさう-
ょけぉうゃぇくっ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは  うかう ゃ けぉせつっ-
くうは  いぇ こけゃうてぇゃぇくっ くぇ おかの-
つけゃう おけきこっすっくちうう.

‶けゃっつっ けす 500 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” ┿╃ 
こさっきうくぇゃぇす きっしっつくけ こさっい おぇぉうくっすうすっ ゃ さぇぉけすくうつっしおぇすぇ 
こけかうおかうくうおぇ, くぇきうさぇとぇ しっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ 
う こさっい おかうくうつくけ-かぇぉけさぇすけさくう ういしかっょゃぇくうは. ╋っあょせ 120 う 
150 ょせてう っあっきっしっつくけ しっ けしゃうょっすっかしすゃぇす けす ╊╉╉ いぇ ぉけか-
くうつくう, すさせょけせしすさけはゃぇくっ, 〈╄╊╉ う ょさせゅう. 
〈けゃぇ こけおぇいゃぇ しこさぇゃおぇすぇ, くぇこさぇゃっくぇ  ゃ きっょうちうくしおうは ちっく-

すなさ おなき けさなあっえくうちぇすぇ, さなおけゃけょっく けす ょ-さ ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ. 

んづでぎぞんずでとごどぎ ずぎとんづご: 
〉あおみうあすか つか せあ あおかさうあてせけ ちかのかせけみ う  
くおちあうせあてあ たそしけてけさあ

╉そいちあ そぬかせさあ くあ ╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ
′ぇえ-ゅけかっきうはす こさけぉかっき くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ こなすうとぇすぇ. 

〈けゃぇ こけおぇいゃぇ ぇくおっすぇ, くぇこさぇゃっくぇ こさっい きぇえ し 480 おぇいぇくかなつぇ-
くう くぇ ゃないさぇしす くぇょ 18 ゅけょうくう. ┿くおっすぇすぇ ぉっ こけさなつぇくぇ けす ゅさせ-
こぇすぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡. 『っかすぇ え ぉっ 

ょぇ しっ つせっ ゅかぇしなす くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお こけ けすくけてっくうっ 
くぇ こさけぉかっきくうすっ しそっさう ゃ けぉとうくぇすぇ, おぇおすけ う ょぇ しっ けつっさすぇはす 
こさうけさうすっすくうすっ けぉかぇしすう いぇ さぇぉけすぇ くぇ くけゃうすっ しなゃっすくうちう. 
┿くおっすくうはす かうしす ぉっ こせぉかうおせゃぇく ゃなゃ ゃすけさうは ぉさけえ くぇ ゃっしすくうお 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 〈けえ きけあってっ ょぇ ぉなょっ くぇきっさっく ゃ とぇぉぇ くぇ 
ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡. ╁しっおう うきぇてっ ゃないきけあくけしす ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ 
ょけこうすゃぇくっすけ. 
¨す けぉとうは ぉさけえ ぇくおっすうさぇくう 85,4% こけしけつゃぇす しなしすけはくうっすけ くぇ 

こなすうとぇすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ おぇすけ くぇえ-こさけぉかっきくぇ  しそっさぇ, くせあょぇっ-
とぇ しっ けす こさっょこさうっきぇくっすけ  くぇ しこってくう きっさおう. 』っ しなしすけはくうっ-
すけ くぇ こなすくぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ っ くぇ さなぉぇ くぇ ゅさぇあょぇくしおぇすぇ 
すなさこうきけしす, こけおぇいゃぇ う ょさせゅ きけきっくす けす ぇくおっすぇすぇ: こなすうとぇすぇ しぇ 
こけしけつっくう おぇすけ こなさゃう こさうけさうすっす いぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす. 〈ぇおぇ しつうすぇす 81,3% うかう 390 ょせてう けす けぉとうは ぉさけえ ぇく-

おっすうさぇくう. ¨しくけゃくぇすぇ つぇしす けす 
ぇくおっすうさぇくうすっ - 357 けす けぉとけ  
480, しぇ ょぇかう しかぇぉぇ けちっくおぇ - 
2 くぇ しなしすけはくうっすけ くぇ こなすうとぇ-
すぇ ゃ けぉとうくぇすぇ. ]うきゃけかうつっく 
ぉさけえ - 2-きぇ ょせてう うかう 0,4%, 
しぇ ょぇかう けすかうつくぇ けちっくおぇ いぇ 
こなすうとぇすぇ. ‶さっけぉかぇょぇゃぇとけすけ 
きくっくうっ っ けす かけてけ ょけ ういおかの-
つうすっかくけ  かけてけ.
╁すけさうはす こけ ゃぇあくけしす こさけ-

ぉかっき, しこけさっょ せつぇしすゃぇかうすっ 
ゃ ぇくおっすぇすぇ, っ ぉっいさぇぉけすうちぇ-
すぇ ゃ さぇえけくぇ. 〈けゃぇ こけしけつゃぇす 
52,1% うかう 250 ょせてう けす ぇく-
おっすうさぇくうすっ. ╁ないきけあくけしすすぇ 
ょぇ しっ くぇきっさう さぇぉけすぇ /けつっ-
ゃうょくけ こさうゃかっおぇすっかくぇ う ょけ-
ぉさっ いぇこかぇすっくぇ, し ゃないきけあくけしす 
いぇ さぇいゃうすうっ/ ゃ ╉ぇいぇくかなお, っ 
こけしけつっくぇ おぇすけ ゃすけさう こさうけさう-
すっす ゃ さぇぉけすぇすぇ いぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす ゃ くけゃうは きせ きぇくょぇす.
〈さっすうはす こさけぉかっき いぇ ╉ぇいぇく-

かなお, こけしけつっく ゃ ぇくおっすぇすぇ, っ 
けすかうゃなす くぇ きかぇょう たけさぇ. 〈ぇおぇ 
しきはすぇす 226 ょせてう うかう 47,1% 
けす ぇくおっすうさぇくうすっ. ╁ しなとけすけ 
ゃさっきっ こさけぉかっきなす, しゃなさいぇく  し 
かうこしぇすぇ くぇ あっかぇくうっ けすしすさぇくぇ 
くぇ きかぇょうすっ たけさぇ ょぇ けしすぇくぇす 
ょぇ しっ さっぇかういうさぇす ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, っ っょゃぇ くぇ こさっょこけしかっょくぇ 
こけいうちうは  おぇすけ こさうけさうすっす いぇ 
くけゃうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす. 〈けえ 
っ ういゃっょっく けす  こけつすう ょゃぇ こなすう 
こけ-きぇかおけ たけさぇ - 26,7%, ゃ 
しさぇゃくっくうっ し すっいう, おけうすけ しぇ ゅけ 
こけしけつうかう おぇすけ こさけぉかっき.

Eょくぇ けす っきぉかっきぇすうつくうすっ おぇいぇくかなておう ょせこおう
くぇ せか. „╂っく. ╂せさおけ“

╂っさゅぇくぇ ‶っくつけかけゃぇ


