
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆そきあせあ:
╆みにすか けおかあしけつてけ

╉ちあえそすけち 》かてさそう:
《いはけせつさけみて くあかす つか たしあはあ たそ たしあせ
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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╅ちに. 』てかなあせ 』てあこせそう:
〉か つひす そねあちそうあせ そて

つてちそけてかしけてか せあ おせかのせあ ╆ひしえあちけみ 

》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. 6

‶けさっょっく ょけぉなさ あっしす, ういさぇい くぇ あっかぇくうっすけ ょぇ しっ こけきぇゅぇ すぇき, 
おなょっすけ っ くせあくけ, いぇ ょぇ うきぇ こけかいぇ いぇ  こけゃっつっ たけさぇ, こさぇゃはす 

ゃ しかっょゃぇとうすっ くはおけかおけ ょくう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈っ とっ せつぇしすゃぇす ぇおすうゃくけ ゃなゃ ゃなすさってくけすけ さっきけく-
すうさぇくっ う けしゃっあぇゃぇくっ くぇ つぇしす けす しぇくうさぇくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ╋くけゅけこ-
さけそうかくぇすぇ ぉけかくうちぇ いぇ ぇおすうゃくけ かっつっくうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお „╃-さ 》さうし-
すけ ]すぇきぉけかしおう”. ¨しくけゃくけ とっ しっ さぇぉけすう けす 1-ゃう ょけ 4-すう っすぇあ ゃ 
おさうかけすけ しっゃっさ-のゅ, すぇき, おなょっすけ しっ こけきっとぇゃぇ う ‶なさゃけ ゃなすさってくけ 
けすょっかっくうっ.

‶けきけとすぇ, おけはすけ とっ けおぇあぇす ╄おしこっさすうすっ, っ ゃ ょけゃなさてうすっかくうすっ 
さぇぉけすう, おぇすけ すっ とっ ぉけはょうしゃぇす ぉけかくうつくうすっ しすぇう, おけさうょけさうすっ, とっ 
こけきぇゅぇす う ゃ ょさせゅう ゃなすさってくう さっきけくすくう ょっえくけしすう し ちっか いぇゃなさて-
ゃぇくっ くぇ ゃなすさってくぇすぇ さっおけくしすさせおちうは しかっょ しぇくうさぇくっすけ くぇ つぇしす けす 
ぉけかくうつくけすけ いぇゃっょっくうっ, おけっすけ しっ ういゃなさてゃぇ こけ こさけっおす, しこっつっかっく 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
‶けきけとすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ っ けしけぉっくけ ちっくくぇ, すなえ おぇすけ しっ はゃはゃぇ 

ゃ おかのつけゃ きけきっくす う とっ こけきけゅくっ こけ-ぉなさいけ ょぇ ぉなょぇす こさっきっしすっ-
くう ぉけかくうすっ ゃ しなゃさっきっくくう せしかけゃうは, おぇすっゅけさうつくぇ ぉっ う ょ-さ ╉っすう 
╋ぇくぇかけゃぇ - せこさぇゃうすっか くぇ ╋╀┿╊ - ╉ぇいぇくかなお. ╅っしすなす くぇ こさっょ-
しすぇゃうすっかうすっ くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお っ くぇこなかくけ 
ぉっいゃないきっいょっく. 
〈けゃぇ くっ っ こなさゃうはす しかせつぇえ くぇ こけょけぉくぇ こけきけと けす しすさぇくぇ くぇ 

つかっくけゃっ くぇ ゅさせこぇすぇ, ぇ すはたくぇ そうかけしけそうは う ょなかぉけおけ せぉっあょっくうっ. 
』ぇしす けす けぉけさせょゃぇくっすけ いぇ さけょうかくけすけ けすょっかっくうっ, かけゅうしすうつくぇ う 

そうくぇくしけゃぇ こけきけと - しぇ ょさせゅうすっ あっしすけゃっ くぇ ╄おしこっさすうすっ いぇ こけ-
しかっょくうすっ 2 ゅけょうくう う こけかけゃうくぇ いぇ ぉけかくうちぇすぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

』 おひちきあうせけ たあちけ う [あくあせしひさ はか つか けくえちあおけ たひちうけみて きけう 
〈とくかこ せあ ちそくあてあ う つうかてあ 

╊うつくけ きうくうしすなさなす くぇ そうくぇくしうすっ ゃ おぇぉうくっすぇ „¨さってぇさしおう” - ‶っすなさ 』けぉぇくけゃ, っ こさっこけ-
すゃなさょうか ょぇょっくけすけ けぉっとぇくうっ こさっょ こさっきうっさぇ こさっい そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ, つっ ょなさあぇ-

ゃぇすぇ とっ くぇきっさう しさっょしすゃぇ いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ せくうおぇかくうは こさけっおす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお – いぇ 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ こなさゃうは ゃ しゃっすぇ あうゃ う きけょっさっく ╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ. 〈けえ とっ しっ くぇきうさぇ ゃ さっおけく-

„┿さしっくぇか“ ┿╃ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお すなさしう ょぇ くぇいくぇつう 
くぇ さぇぉけすぇ うくあっくっさう う すったくうちう, おけうすけ ょぇ さぇぉけ-
すはす おぇすけ おけくしすさせおすけさう くぇ くっしすぇくょぇさすくけ けぉけさせょ-
ゃぇくっ, とぇきこう, とぇくちう う きぇてうくう - しさっとせ きくけゅけ 
ょけぉさけ いぇこかぇとぇくっ こけ ょけゅけゃけさおぇ.

╆ぇ しこさぇゃおう くぇ すっか.: 0889 632 071

』ぇし いぇ いぇしうかっく さけょうすっかしおう おけくすさけか ゃなゃっょけ-
たぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう くぇ ╉ぇいぇくかなお, しかっょ 

おぇすけ こさうったぇ くぇ ゃすけさけ つっすっくっ くけゃぇ くぇさっょぉぇ いぇ けぉ-
とっしすゃっくうは さっょ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ. 
』ぇしなす いぇ いぇしうかっく さけょうすっかしおう おけくすさけか っ さぇいかうつっく 

いぇ ょっかくうつくう う こさぇいくうつくう ょくう う けぉたゃぇとぇ ゃさっきっすけ 
けす 22 ょけ 6 つぇしぇ しせすさうく うかう けす 24 つぇしぇ ょけ 6 つぇしぇ ゃ 
こさぇいくうつくう ょくう. 
] くけゃぇすぇ ′ぇさっょぉぇ わ1 しっ ゃなゃっあょぇ う けこさっょっかっく 

さっあうき いぇ こけかいゃぇくっすけ くぇ せつうかうとくうすっ うゅさぇかくう う 
しこけさすくう こかけとぇょおう, おぇすけ すっ しすぇゃぇす くっょけしすなこくう  いぇ 
ゃなくてくう かうちぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ いぇ せつっぉくう いぇくはすうは. 
╁なこさっおう けつぇおゃぇくうはすぇ, けしすさう ょっぉぇすう かうこしゃぇたぇ こけ 

けすくけてっくうっ くぇ くはおけう すっおしすけゃっ ゃ ′ぇさっょぉぇ わ1, しゃなさ-
いぇくう し せょなかあっくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ いぇ いぇゃっょっくうはすぇ.
]かっょ こさけゃっょっくけすけ けぉとっしすゃっくけ けぉしなあょぇくっ, うくう-

ちううさぇくけ けす ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう くぇ ╀]‶, けぉとうくしおう-
すっ しなゃっすくうちう くぇ ╉ぇいぇくかなお こけしすうゅくぇたぇ しなゅかぇしうっ こけ 

けすくけてっくうっ くぇ せょなかあっくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ いぇ いぇゃっょっくうはすぇ.
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09.00 つぇしぇ - [うすせぇか „[けいけぉっさ” 
-  し. [なあっくぇ
09.00 つぇしぇ - ′』 „╇しおさぇ-1860” 

-  《っしすうゃぇか くぇ ゃうくけすけ [けいっ 
10.00 つぇしぇ - こかけとぇょ „]っゃすけ-

こけかうし” - ╋ぇあけさっすくけ  てけせ
11.00 つぇしぇ - こさっょ ′』 „╇し-

おさぇ-1860” - ╉けくおせさし いぇ ょっすしおぇ 
こっしっく 
11.00 つぇしぇ - しすぇょうけく „]っゃすけ-

こけかうし” - ┿ゃすけういかけあっくうっ - くけゃう 
おけかう 
14.00 つぇしぇ - こかけとぇょ „]っゃすけ-

こけかうし”  - ╋っあょせくぇさけょっく そけか-
おかけさっく そっしすうゃぇか 
18.00 つぇしぇ - こかけとぇょ „]っゃすけ-

こけかうし”  -  ╆せきぉぇ ょっきけくしすさぇちうう 
19.00 つぇしぇ - こかけとぇょ  „]っゃすけ-

こけかうし”- ╉けくちっさす くぇ ′うおけかうくぇ 

』ぇおなさょなおけゃぇ

〈けえ しっ おぇいゃぇ ╃ぇくうっか 
〈さうくゅけゃ う けすおなょっすけ う ょぇ 

ゅけ こけゅかっょくって, しう っ ぇさしっくぇか-
しおけ つっょけ. 『うゅせかぇさ - ゃうさすせけい. 
┿さすそけすけゅさぇそ, きぇしすっさうくゅ-
うくあっくっさ, ゅさぇそうつっく ょういぇえ-
くっさ. ╋ぇおぇさ こさっい こけしかっょくうすっ 
こけつすう 20 ゅけょうくう ょぇ しっ ゅせぉう 
こけ ゅけかっきうは しゃはす, ゃ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ おけさっくうすっ しぇ すっいう, 
おけうすけ ゅけ ゃさなとぇす すぇいう いうきぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶さう すけゃぇ, くっ し 
おぇおゃけ ょぇ っ, ぇ し ╉ぇきっさくうは ぇく-
しぇきぉなか くぇ  „]けそうえしおう しけかう-
しすう”. ╂けかはきぇすぇ きせ ぇきぉうちうは っ 
ょぇ くぇこさぇゃう おけくちっさす し けさうゅう-
くぇかくう すさぇくしおさうこちうう いぇ ゃうけ-
かけくつっかけ う おぇきっさっく けさおっしすなさ 
くぇ „╂けょうてくうすっ ゃさっきっくぇ” くぇ 
╁うゃぇかょう. ╁ さけょくうは しう ゅさぇょ 
しっ ゃさなとぇ う けぉうさぇ けゃぇちううすっ 
ゃ おけきこぇくうはすぇ くぇ つぇさけゃくぇすぇ 
おうすぇえおぇ ]うそっえ 〉っく, きくけゅけけ-
ぉっとぇゃぇと すぇかぇくす ゃなゃ ゃうけかけく-
つっかけすけ う くっゅけゃぇ ゅけょっくうちぇ. 
′っいぇゃうしうきけ けす ぇこかぇせいう-

すっ, おけうすけ けぉうさぇす すけえ う けさ-
おっしすさぇくすうすっ きせ, いぇ こけゃっつっ-
すけ こさうしなしすゃぇとう, あぇょくう いぇ  
しすけえくけしすくぇ きせいうおぇ, うきっすけ 
くぇ ╃ぇくうっか 〈さうくゅけゃ けしすぇゃぇ 
くはおぇお くっこけいくぇすけ. ╆ぇすけゃぇ う 
ぉせょう ょけしすぇすなつくけ かのぉけこうす-
しすゃけ. ¨とっ こけゃっつっ, つっ すけえ う 
こぇさすくぬけさおぇすぇ きせ ]うそっえ 〉っく, 
つうっすけ うきっ ゃ こさっゃけょ けいくぇつぇゃぇ 
„おけこくっあ こけ かっすっあ”, うきぇす しっ-
さうけいくう こかぇくけゃっ ょぇ しっ せしすぇ-
くけゃはす ゃ ╀なかゅぇさうは, おぇすけ こさっ-
ゃなさくぇす ╄ゃさけこぇ ゃ しゃけは しちっくぇ.  
╆ぇ ちっかすぇ うくゃっしすうさぇす ゃしうつおう-
すっ しう しこっしすはゃぇくうは, おけうすけ せし-
こはゃぇす ょぇ しなぉっさぇす ゃ  ┿きっさうおぇ, 
う こさっゃさなとぇす ょけきぇ しう ゃ こけ-
かうすっ くぇ ]けそうは ゃ くぇえ-きけょっさ-
くけすけ いゃせおけいぇこうしくけ しすせょうけ  せ 
くぇし. ′ぇ こなす しぇ ょぇ けしくけゃぇす う 
しこっちうぇかくぇ そけくょぇちうは „╂かけ-
ぉなか ぇさす ╄くすなさすっえきなくす”, おぇすけ 
うきっすけ くぇ しすせょうけすけ, おけっすけ 
うきぇす, し ゅけかはきぇすぇ ぇきぉうちうは 
すは ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ すさぇき-
こかうく いぇ きくけゅけけぉっとぇゃぇとうすっ 
すぇかぇくすう くっ しぇきけ ゃ しそっさぇすぇ 
くぇ きせいうおぇすぇ, ぇ う ゃなゃ ゃしうつ-
おう ゃうょけゃっ ょさせゅう ういおせしすゃぇ. 
[ぇいつうすぇす くぇ しすけえくけしすくうすっ 
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たけさぇ, けしすぇくぇかう ゃ しすさぇくぇ-
すぇ, おけうすけ ぉうたぇ こけょおさっこうかう 
くぇつうくぇくうっすけ うき ゃ うきっすけ くぇ 
しなたさぇくっくうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおう-

すっ すぇかぇくすう う すったくうは こなす おなき 
ゅけかっきうすっ しちっくう. 
╃ぇくうっか うきぇ うくすっさっしくぇ うし-

すけさうは, ゃ おけはすけ „┿さしっくぇか” 
しっ っ ゃこかっか いょさぇゃけ.  ╃っすっ くぇ 
ぇさしっくぇかちう う ゃないこうすぇくうお くぇ 
ぇさしっくぇかしおう きせいうおぇかっく こっょぇ-
ゅけゅ. ╋ぇえおぇ きせ - きぇてうくくうはす 
うくあっくっさ ╋ぇさうは 〈さうくゅけゃぇ, っ 
こさっおぇさぇかぇ ちっかうは しう すさせょけゃ 
しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか”,  こけおけえくうはす 
きせ ゃっつっ ぉぇとぇ - ╋うくつけ 〈さうく-
ゅけゃ, しなとけ, おぇすけ くぇ そうくぇかぇ っ 
つぇしす けす おけかっおすうゃぇ くぇ ′╇〈╇. 
‶さっょう  すけゃぇ っ ゅかぇゃっく おけく-
しすさせおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5. ‶さけ-
となこせかくうおなす きせ ゃ きせいうおぇすぇ, 
しこけょっかっく し かのぉけゃすぇ おなき ちう-
ゅせかおぇすぇ, っ けす 6-ゅけょうてくぇすぇ きせ 
ゃないさぇしす, ゃ きせいうおぇかくぇすぇ ておけ-
かぇ おなき „┿さしっくぇか”. ‶なさゃう-
はす きせ  きせいうおぇかっく こっょぇゅけゅ っ  
╃うきうすなさ ╉ぇゃかぇおけゃ. ‶さっょう ょぇ 
こけっきっ いぇ きせいうおぇかくけすけ せつう-
かうとっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ╃ぇくう-
っか っ せつっくうお ゃ ぉうゃてっすけ せつう-

かうとっ „╀けくつけ 【ぇくけゃ”, しっゅぇ 
„╉せかぇすぇ”. ‶なさゃうはす しう いかぇすっく 
きっょぇか し ちうゅせかおぇすぇ こっつっかう 
くぇ 9-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす, おけ-

ゅぇすけ しすぇゃぇ いかぇすっく きっょぇかうしす 
くぇ 6-うは [っこせぉかうおぇくしおう そっし-
すうゃぇか. ╋かぇょうはす ちうゅせかぇさ っ 
くぇえ-きぇかおうはす しなしすっいぇすっか ゃ 
しゃけはすぇ ゅさせこぇ. ╆ぇさぇょう こけ-
しすうあっくうはすぇ しう ゃ せつうかうとっ う 
けさうゅうくぇかくうは しう すぇかぇくす, ぇさ-
しっくぇかしおけすけ きけきつっ っ こけおぇくっ-
くけ ょぇ こさけょなかあう けぉせつっくうっすけ 
しう ゃ きせいうおぇかくけすけ せつうかうとっ ゃ 
]けそうは こさう こさけそっしけさ ‶っすなさ 
》さうしすけしおけゃ, ぇ こけ-おなしくけ しすぇ-
ゃぇ う しすせょっくす ゃ ╋せいうおぇかくぇすぇ 
ぇおぇょっきうは. 〉つう ちうゅせかおぇ こさう 
こさけそっしけさ ╄かうしぇゃっすぇ ╉ぇいぇ-
おけゃぇ. 
]かっょゃぇす こけさっょうちぇ けす こさっし-

すうあくう う ぇゃすけさうすっすくう くぇ-
ゅさぇょう, し おけうすけ きかぇょうはす 
ちうゅせかぇさ しっ せすゃなさあょぇゃぇ くぇ 
きせいうおぇかくぇすぇ しちっくぇ, おぇおすけ せ 
くぇし, すぇおぇ う ゃ ╄ゃさけこぇ. 〈けゃぇ, 
けぉぇつっ, くっ っ ょけしすぇすなつくけ いぇ 
おぇいぇくかなておうは ちうゅせかぇさ う 
すけえ さってぇゃぇ ょぇ けぉけゅぇすう きせ-
いうおぇかくうすっ しう う すゃけさつっしおう 

たけさういけくすう おぇすけ こさけょなかあぇゃぇ 
ういこなかくうすっかしおぇすぇ しう おぇさうっ-
さぇ ゃ ]┿】. 〉つう ちうゅせかおぇ こさう 
しゃっすけゃくう しゃっすうかぇ ゃ  きせいう-
おぇすぇ おぇすけ こさけそ. ┿かっおしぇくょなさ 
╀させしうかけゃしおう. ‶け-おなしくけ っ こけ-
おぇくっく う おぇすけ ょあぇい-ちうゅせかぇさ 
いぇ しけかうしす くぇ  ]うきそけくうつくうは 
けさおっしすなさ くぇ 》ぇすっしぉなさゅ, ╋う-
しうしうこう. ] こなかくぇ しすうこっくょうは 
せつう ゃ ぃあくけおぇかうそけさくうえしおうは  
せくうゃっさしうすっす こけょ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ こさっしすうあくぇすぇ ちうゅせ-
かぇさおぇ こさけそ. ┿かうし 【っくそっかょ. 
╁ ┿きっさうおぇ きけきつっすけ けす ╉ぇいぇく-
かなお しっ しょけぉうゃぇ し  ゃすけさぇ きぇ-
ゅうしすなさしおぇ  きせいうおぇかくぇ しすっこっく 
し けすかうつうっ う しすぇゃぇ くけしうすっか くぇ 
]っさすうそうおぇす いぇ ういおかのつうすっか-
くう ぇおぇょっきうつくう こけしすうあっくうは. 
╃けおぇすけ っ ゃ ┿きっさうおぇ, ╃ぇくうっか 
おけきこけいうさぇ, ぇさぇくあうさぇ う いぇ-
こうしゃぇ ゃ しすせょうけ  さぇいかうつくう  こけ 
あぇくさ きせいうおぇかくう こさけういゃっょっ-
くうは, しないょぇゃぇ しゃけっ きせいうおぇかくけ 
しすせょうけ ゃ ╀っすなくう, ╉なくっおすう-
おなす, ]┿】. ╂けかはきぇすぇ きっつすぇ くぇ 
きけきつっすけ けす ╉ぇいぇくかなお. ̈ しすぇゃぇ 
ゃっさっく くぇ しゃけは ゃうさすせけいっく きせ-
いうおぇかっく しすうか, しなし いぇこぇいっくぇ 
きぇさおぇ いぇ うきこさけゃういぇちうはすぇ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ ┿きっさうおぇ, けしゃっく 
きくけゅけ けこうす う さぇぉけすぇ, ゅけ ょぇ-
さはゃぇ う し くっゃっさけはすくけ とぇしすうっ: 
うきっくくけ ゃ きせいうおぇかくうは しゃはす 
くぇ ゅけかはきぇすぇ しすさぇくぇ しっ こさっ-
しうつぇす  こなすうとぇすぇ きせ し そうくぇすぇ 
おうすぇえおぇ けす 【ぇくたぇえ -27-ゅけ-
ょうてくぇすぇ ゃうけかけくつっかうしすおぇ う 
そけすけきけょっか ]うそっえ 〉っく.
 ╆ぇ あうゃけすぇ しう ╃ぇくうっか おぇいゃぇ, 

つっ っ きせいうおぇ. ╂けさょっっ  しっ し  おけ-
さっくうすっ しう う し うくすっさっしくうすっ しう 
さけょしすゃぇ - し 』せょけきうさけゃうは さけょ 
う し さけょぇ  こけ ぉぇとうくぇ かうくうは  し  
ぇさたうきぇくょさうす ╁ぇしうかうえ, けしすぇ-
くぇか ゃ きっしすくぇすぇ うしすけさうは おぇすけ 
っょうく けす くぇえ- ゅけかっきうすっ ょぇさう-
すっかう くぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” 
くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ.
┿きぉうちうさぇく っ ょぇ しぉなょくっ 

きっつすぇすぇ しう, おけはすけ こけ ょせきう-
すっ きせ, くっ っ くっこけしすうあうきぇ: 
╉ぇいぇくかなお ょぇ うきぇ きけょっさくぇ う 
ゅけかはきぇ おけくちっさすくぇ いぇかぇ しなし 
しなこなすしすゃぇとう そせくおちうう, ゃ 
おけうすけ ょぇ しっ つせゃしすゃぇす ゃ しゃけう 

ゃけょう きせいうおぇくすう けす さぇいかうつくう  
あぇくさけゃっ う こけおけかっくうは. ╇きぇ  
ゃういうは う いぇ けぉと きせいうおぇかっく 
こさけっおす し たけさけゃぇすぇ ょうさうゅっくす-
おぇ ╁ぇくは ╋けくっゃぇ, こけいくぇすぇ くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ きせいうおぇかくぇ けぉ-
とっしすゃっくけしす.  
]なゃしっき しおけさけ, くぇ そうくぇかぇ 

くぇ すぇいゅけょうてくうすっ ‶さぇいくうちう 
くぇ さけいぇすぇ, ╃ぇくうっか う すぇかぇくす-
かうゃぇすぇ ]うそっえ 〉っく とっ ゅけし-
すせゃぇす けすくけゃけ くぇ おぇいぇくかなて-
おぇ しちっくぇ: すけいう こなす し  ゅけかはき 
おけくちっさす, こけょぇさなお けす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお いぇ ゃしうつおう あうすっかう 
う ゅけしすう くぇ ゅさぇょぇ. ╆ぇっょくけ し 
すはた とっ しぇ う きせいうおぇくすうすっ けす 
おぇきっさくうは けさおっしすなさ „]けそうえ-
しおう  しけかうしすう”. ╇ょっはすぇ くぇ ╃ぇ-
くうっか 〈さうくゅけゃ う かのぉうきぇすぇ きせ 
っ し すけいう おけくちっさす ょゃぇきぇすぇ ょぇ 
せつぇしすゃぇす いぇ さっおけさょ ゃ ╉くうゅぇすぇ 
いぇ さっおけさょう „╂うくっし” いぇ けさう-
ゅうくぇかくけ う つうしすけ ういこなかくっくうっ 
くぇ ゃうけかけくつっかけ う おぇきっさっく けさ-
おっしすなさ くぇ „╂けょうてくうすっ ゃさっ-
きっくぇ” くぇ ╁うゃぇかょう. ╁ おけくちっさ-
すぇ, おけえすけ とっ っ くぇ 20-すう のくう, 
こっすなお,ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか” けす 19 
つぇしぇ, こさう ぉっいこかぇすっく ゃたけょ, 
とっ せつぇしすゃぇ う  しぇきうはす ╃ぇくうっか 
〈さうくゅけゃ, おけえすけ っ し ぇきぉうちう-
はすぇ ょぇ こけしすぇゃう う さっおけさょ いぇ 
ぉなさいうくぇ こけ ゃさっきっ くぇ っょくけ けす 
ういこなかくっくうはすぇ ゃ おけくちっさすぇ. 
‶さっゃぇかうかうはす ゅさぇくうちうすっ 

すぇかぇくす けす ╉ぇいぇくかなお っ こけょ-
ゅけすゃうか しこっちうぇかくぇ ういくっくぇょぇ 
- こけょぇさなお いぇ しゃけうすっ しなゅさぇあ-
ょぇくう: しこっちうぇかっく くっゅけゃ ぇさぇく-
あうきっくす, くっういこなかくはゃぇく ょけしっ-
ゅぇ, くぇ そうくぇかぇ くぇ しのうすぇすぇ くぇ 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ „〈さぇおうえしおう 
すぇくちう”. 
╉ぇすっゅけさうつっく っ, つっ „くはきぇ こけ-

ゅけかはきけ せょけゃけかしすゃうっ けす すけゃぇ 
ょぇ しゃうさうて くぇ しゃけはすぇ こせぉ-
かうおぇ, ゃ しゃけう ゃけょう, いぇ たけさぇ, 
おけうすけ こけいくぇゃぇて う けぉうつぇて”. 
╆ぇすけゃぇ っ う せぉっょっく, つっ おけく-
ちっさすなす とっ しっ こけかせつう, ぇ しかっょ 
くっゅけ とっ うきぇ けとっ くけゃう う くけゃう  
こさうはすっかう. ¨すゃなょ しぇくすうきっく-
すぇ: ぇさしっくぇかしおけ つっょけ.
╁ ょけぉぇゃおぇ: し ぇきぉうちうは いぇ こけ-

さっょっく さっおけさょ う きくけゅけ きせいうおぇ.
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

しすさせうさぇとうは しっ ゃ きけきっくすぇ こぇさお  „[けいぇさうせき”, くぇ すっさっく, おなょっすけ しっゅぇ しっ くぇきうさぇ ういけしすぇゃっくぇ 
こけかせさぇいさせてっくぇ こけしすさけえおぇ くぇ ぉうゃて さっしすけさぇくす. 

′ぇ こさけゃっょっくぇ しさっとぇ, ぉさけっくう ょくう こさっょう 111-は ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ, ゃ おぇぉうくっすぇ   
くぇ きうくうしすなさぇ くぇ そうくぇくしうすっ っ こけすゃなさょっくけ ょぇょっくけすけ けぉっとぇくうっ 

けす しすさぇくぇ くぇ こさっきうっさぇ う くぇ そうくぇくしけゃうは きうくうしすなさ. ¨ぉっとぇくうっ, ょぇょっくけ かうつくけ くぇ おきっすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, くぇこさぇゃっくけ ゃなゃ ╁╇‶-いけくぇすぇ くぇ かっすうとっ „]けそうは” こさっい そっゃさせぇさう 
すぇいう ゅけょうくぇ, こさっょう けそうちうぇかくぇすぇ こさぇゃうすっかしすゃっくぇ ょっかっゅぇちうは, くぇつっかけ し こさっきうっさぇ ‶かぇきっく 
¨さってぇさしおう, ょぇ けすこなすせゃぇ くぇ ょなさあぇゃくぇ ゃういうすぇ ゃ ┿いなさぉぇえょあぇく.

Така ще изглежда бъдещият Музей на розата в Казанлък

 12.00 つぇしぇ - ‶さぇいくうつくけ おぇさくぇゃぇかくけ てっしすゃうっ 
 19.00 つぇしぇ - ‶さぇいくうつっく おけくちっさす くぇ ぇくしぇきぉなか „╀なかゅぇ-

さっ”

 18.00 つぇしぇ - いぇかぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお - 12 そけすけこかっくっさ 
„╁ ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ” 

╉さなくしおけ たぇくつっ - ′ぇちうけくぇかっく きけすけしなぉけさ くぇ さけおっさしおうすっ 
おかせぉけゃっ 

╃╉ „┿さしっくぇか” - ′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし こけ おかぇしうつっしおう, 
たぇさぇおすっさくう う きけょっさくう すぇくちう „╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ”

19.00 つぇしぇ - ╃╉ „┿さしっくぇか” - おけくちっさす くぇ ╃ぇくうっか 〈さうくゅけゃ 
う ]うそっえ 〉っく し ╉ぇきっさっく けさおっしすなさ „]けそうえしおう しけかうしすう” 

19.00 つぇしぇ - ╃╉ „┿さしっくぇか” - ╉けくおせさし „╋うし ╃けかうくぇ くぇ 
さけいうすっ”- ╉けくちっさす くぇ ╈けさょぇくおぇ 》さうしすけゃぇ う ╃っけ
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- ┿さたうすっおす ]すぇえくけゃ, ╁うっ 
くっ あうゃっっすっ こけしすけはくくけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, くけ くぇこさぇゃう
たすっ きくけゅけ ちっくくう こけょぇ
さなちう いぇ ゅさぇょぇ. ╃ぇさうたすっ 
ょけさう ぉぇとうくぇすぇ しう おなとぇ 
くぇ ゅさぇょぇ. ╁しっおう こなす, おけ

ゅぇすけ しう うょゃぇすっ すせお う おけ
ゅぇすけ しう すさなゅゃぇすっ, おぇおゃけ 
くけしうすっ  しなし しっぉっ しう? 

╉ぇいぇくかなお っ さけょくうはす ゅさぇょ 
くぇ きけうすっ さけょうすっかう. ╇ つさっい 
すはた ぇい しなき しゃなさいぇく し くっゅけ. 
‶け しうかぇすぇ くぇ っょくぇ すさぇょう
ちうは ゃ くぇてぇすぇ そぇきうかうは, ゃ 
くぇてっすけ しっきっえしすゃけ, ゃぇあっく 
こさうくちうこ っ くうおけゅぇ ょぇ くっ しっ 
けすさうつぇきっ けす おけさっくうすっ しう. 
¨しゃっく すけゃぇ, ぉぇとぇ きう うきぇ
てっ けしけぉっくぇ しうきこぇすうは おなき 
さけょくうは しう ゅさぇょ. 〈けっしす, すけゃぇ 
っ くっとけ こけゃっつっ けす こさうくぇょ
かっあくけしす おなき すけいう ゅさぇょ. ┿い 
うきぇた せょけゃけかしすゃうっすけ つさっい 
くっゅけ ょぇ しっ いぇこけいくぇは こけ けくけ
ゃぇ ゃさっきっ, こさっい 70-すっ ゅけょうくう 
くぇ きうくぇかうは ゃっお,  し ょっえちうすっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ ]すぇくつけ 
╉けっゃ, おけえすけ ぉってっ おきっす う ゃ 
くっゅけゃけ かうちっ ょぇ ゃうょは っょうく 
つけゃっお, けすょぇょっく ういちはかけ くぇ 
おぇせいぇすぇ くぇ ゅさぇょぇ, くぇ くっゅけ
ゃうすっ こさけぉかっきう, くぇ くっゅけゃけすけ 
ぉなょっとっ. ]かっょ こさけきっくうすっ, 
おけゅぇすけ しけぉしすゃっくけしすすぇ ゃなさたせ 
さけょくぇすぇ くう おなとぇ ぉっ ゃないしすぇ
くけゃっくぇ, ゃないくうおくぇ ゃなこさけしなす 
おぇおゃけ ょぇ は こさぇゃうき. ╇きぇてっ 
くぇえ-さぇいかうつくう おけきっさしうぇかくう 
こさっょかけあっくうは, くけ くうっ こさっ
ちっくうたきっ, つっ くぇえ-ょけぉさっ とっ 
っ, ぉうょっえおう さけょくけすけ きはし
すけ くぇ ‶っすおけ ]すぇえくけゃ, すぇいう 
おなとぇ ょぇ けしすぇくっ こせぉかうつ
くけ ょけしすけはくうっ. 〈けゅぇゃぇ しっ う 
さけょう うょっはすぇ いぇ そけくょぇちうは 
„‶っすおけ ]すぇえくけゃ” う しかっょ 
すけゃぇ ょぇ そけさきうさぇきっ ╃けき 

╆っ｠〈╊ ¨╉╊╅]¨』【¨  
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„‶っすおけ ]すぇえくけゃ”, おぇすけ しなゃ
きっしすくぇ  うくうちうぇすうゃぇ きっあょせ 
そけくょぇちうはすぇ う ╇しすけさうつっしおう 
きせいっえ „╇しおさぇ”. ‶けしかっょくぇすぇ 
ゅけょうくぇ ゃっつっ さってうたきっ ょぇ は 
ょぇさうき ういちはかけ くぇ けぉとうくぇすぇ 
う さっしこっおすうゃくけ くぇ きせいっは. ╁ 

すけいう しう あっしす ぉはたきっ ゃけょっくう 
けす きうしなかすぇ, つっ ゃしっ こぇお そけく
ょぇちうはすぇ っ くっとけ ゃさっきっくくけ, 
ょけおぇすけ ╉ぇいぇくかなお う きせいっはす 

しぇ すさぇえくう うくしすうすせちうう, ゃっ
つくう くっとぇ, おけうすけ とっ こぇいはす 
こぇきっすすぇ くぇ ‶っすおけ ]すぇえくけゃ う 
とっ しっ ゅさうあぇす いぇ くっは. ╇くぇ
つっ, ぇい ゃうくぇゅう うょゃぇき すせお し 
きくけゅけ こさうはすくけ つせゃしすゃけ, いぇ
とけすけ し ぉかぇゅけょぇさくけしす すさはぉ
ゃぇ ょぇ いぇはゃは, つっ ゃ かうちっすけ くぇ 

ゃしうつおう たけさぇ, うくしすうすせちうう, し 
おけうすけ ゃいぇうきけょっえしすゃぇき, ¨ぉ
とうくぇすぇ, かうつくけ し おきっすぇ ゅ-あぇ 
]すけはくけゃぇ, し さなおけゃけょしすゃけ
すけ くぇ きせいっは, くぇ つうすぇかうとっ
すけ, くぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ, しきっ ゃ 
くぇえ-ょさせあっしおう けすくけてっくうは う 

ゃさないおう. [っぇかういうさぇきっ しなゃ
きっしすくう  こさけはゃう, しかっょ おぇすけ 
ょぇさうたきっ さけはかぇ くぇ ‶っすおけ 
]すぇえくけゃ くぇ きせいっは, すけ きせいっ

はす ゃっつっ っ っょくぇ けす おけくちっさす
くうすっ いぇかう くぇ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ
てうはす せさっょくうお -  せさっょくうおなす 
くぇ ょけき „‶っすおけ ]すぇえくけゃ” 
╇ゃけ ╉けしっゃ, おけえすけ ゃしなとくけしす 
っ つけゃっお くぇ きせいっえ „╇しおさぇ”, っ 
ういちはかけ けすょぇょっく くぇ おぇせいぇすぇ 
くぇ ょけきぇ う さっしこっおすうゃくけ くぇ 

こぇきっすすぇ くぇ ぉぇとぇ きう ぇおぇょ. 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ.  ╆ぇすけゃぇ う くっ 
おさうは, つっ ゃしっおう こなす うょゃぇき し 
せょけゃけかしすゃうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

- ╁うっ しすっ ぇさたうすっおす, ゅ-く 
]すぇえくけゃ.  ╂けかっきうはす ]う

きっけく [ぇょっゃ うきぇ ゃこっ
つぇすかはゃぇと すさせょ, し おけえすけ 
けしすぇくぇ ゃ うしすけさうはすぇ – 
„]すさけうすっかうすっ くぇ しなゃさっ
きっくくぇ ╀なかゅぇさうは”. ╉ぇすけ 
つけゃっお - こさけそっしうけくぇかうしす, 
おけえすけ さぇいぉうさぇ けす ゅさぇょっあ 
う しないょぇゃぇくっ くぇ しゅさぇょう, 
おぇお ういゅかっあょぇす ょのかゅっさう
すっ くぇ しなゃさっきっくくぇ ╀なか
ゅぇさうは? 】け いぇ ょのかゅっさかなお  
こけおぇいゃぇす? 

╁ないょなさあぇき しっ けす けぉけぉ
とっくうは, こけ こさうくちうこ. ′っおぇ 
ぉなょぇ きっお ゃ けちっくおぇすぇ しう いぇ 
すっいう ょのかゅっさう. ′っ しなき けしけ
ぉっくけ けつぇさけゃぇく. ╁うあすっ, ぇさ
たうすっおすせさぇすぇ っ しけちうぇかくぇ 
こさけそっしうは, くっいぇゃうしうきけ, つっ 
いぇょけゃけかはゃぇ こけすさっぉくけしすう くぇ 
おけくおさっすくう うくゃっしすうすけさう. ╁ 
きけきっくすぇ, ゃ おけえすけ いぇょけゃけかは
ゃぇ しけちうぇかくう こけすさっぉくけしすう, 
すは くっ きけあっ ょぇ しかせあう くぇ こぇ
さうすっ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しかせあう  くぇ 
おさぇしけすぇすぇ う くぇ たけさぇすぇ. ╃ぇ 
せゃぇあぇゃぇ きうくぇかけすけ う ょぇ しない
ょぇゃぇ せしかけゃうは いぇ さぇいゃうすうっ. 
╆ぇ しなあぇかっくうっ, ゅけかはきぇ つぇしす 
けす しなゃさっきっくくうすっ さっぇかういぇ
ちうう しぇ ゃ せしかせゅぇ くぇ こぇさうすっ. 
′っおぇ すぇおぇ ╁う けすゅけゃけさは くぇ 
ゃなこさけしぇ. 

- ]こけおけっく かう しすっ ゃ すけいう 
しかせつぇえ いぇ おなとぇすぇ ╀なかゅぇ
さうは? ╆ょさぇゃぇ う つうすぇゃぇ かう 
っ すぇいう おなとぇ? 

‶け きけっきせ, ぉけかっょせゃぇ う すけ 
きくけゅけ しっさうけいくけ. 】っ きう しっ 

ょぇ ゃはさゃぇき, つっ ぉけかっしすすぇ っ 
ういかっつうきぇ, くけ くぇ たけさういけくすぇ 
くっ しっ けつっさすぇゃぇ かっつうすっか.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈けえ っ しうく くぇ うきっくうすうは 
ぉなかゅぇさしおう おけきこけいうすけさ, 
さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお, ぇゃすけさ 
くぇ しうきそけくうつくぇすぇ しのう
すぇ „〈さぇおうえしおう すぇくちう”- 
ぇおぇょ. ‶っすおけ ]すぇえくけゃ. 
]すっそぇく ]すぇえくけゃ っ ぇさ

たうすっおす, くけしうすっか くぇ くぇえ-
ゃうしけおけすけ けすかうつうっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお - ‶けつっすっく 
ゅさぇあょぇくうく. ‶けかせつぇゃぇ ゅけ 
こさっい 1985 ゅけょうくぇ いぇさぇょう 
しなとっしすゃっくうは  しう こさうくけし 
う こけきけと, おけうすけ けおぇいゃぇ 
くぇ ぉせさくけ さぇいゃうゃぇとうは 
しっ すけゅぇゃぇ うくょせしすさうぇかっく 
╉ぇいぇくかなお, ゃ おぇつっしすゃけすけ 
しう くぇ こなさゃう いぇきっしすくうお-
きうくうしすなさ くぇ ╋うくうしすっさ
しすゃけすけ くぇ ぇさたうすっおすせさぇ
すぇ う ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ.  
‶さっょう すけゃぇ っ ぉうか ゅかぇゃっく 
ぇさたうすっおす くぇ ]けそうは, さぇ
ぉけすうか っ ういゃっしすくけ ゃさっきっ 
ゃ ┿かあうさ, ぉうか っ こさっょ
しっょぇすっか くぇ ╉けきうすっすぇ いぇ 
ぇさたうすっおすせさぇ う ぉかぇゅけせ
しすさけえしすゃけ う こさっょしっょぇすっか 
くぇ ╉けきうすっすぇ いぇ すっさうすけさう
ぇかくけ う しっかうとくけ せしすさけえ
しすゃけ. [けょっく っ こさっい 1935 
ゅけょうくぇ ゃ ]けそうは, くけ ょっす
しすゃけすけ う きかぇょけしすすぇ きせ くっ 
しぇ しゃなさいぇくう し ╉ぇいぇくかなお. 
╅うゃっっ ょなかゅう ゅけょうくう ゃ 
つせあぉうくぇ. ╁なこさっおう すけゃぇ 
けす ぉぇとぇ しう - おけきこけいうすけ
さなす ‶っすおけ ]すぇえくけゃ, こぇいう 
きくけゅけ きうかう しこけきっくう いぇ 

〈せお しっ くぇきうさぇす くっ 
しぇきけ さなおけこうしう くぇ きせいう
おぇかくう すゃけさぉう くぇ おけきこけ
いうすけさぇ ‶っすおけ ]すぇえくけゃ, 
ぇゃすっくすうつくう そけすけしう, くっ
ゅけゃけすけ こうしぇかうとっ, くけ う 
こなさゃけすけ きせ こうぇくけ, いぇ
おせこっくけ こさっい 1915 ゅ. いぇ 
すぇかぇくすかうゃうは のくけてぇ けす 
くっゅけゃうは ぉぇとぇ. ‶うぇくけすけ 
っ ょけしすぇゃっくけ けす すけゅぇゃぇて
くぇすぇ ┿ゃしすさけ-〉くゅぇさしおぇ 
うきこっさうは. ╃けおぇすけ ぉなょっ 
せしすぇくけゃっくけ ゃ ょくってくう 
ょくう ゃ さけょくうは ょけき くぇ 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお, こうぇくけすけ ういきう
くぇゃぇ ょさぇきぇすうつっく こなす, 
こけょけぉっく くぇ つけゃっておぇ 
あうすっえしおぇ うしすけさうは. ╇い
ょうさっくけ う けすおせこっくけ っ けす 
しうくぇ - ぇさた. ]すぇえくけゃ, けす 
こけしかっょくうは こさうすっあぇすっか 
くぇ こうぇくけすけ. 
╁ないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ 

おなとぇすぇ, こけいくぇすぇ ゃ しっ
ゅぇてくうは しう ゃうょ, っ ょっかけ 
くぇ ぇさた. ]すっそぇく ]すぇえくけゃ. 

╇くすっさっしくう  そぇおすう いぇ ぇおぇょ. 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ
[けょっく  ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ 1 ょっ

おっきゃさう 1896 ゅけょうくぇ.
′ぇこなかくけ ゅせぉう いさっくうっすけ しう 

くぇ 11 ゅけょうくう.
‶さっい 1923 ゅ. いぇゃなさてゃぇ 

╃さっいょっくしおぇすぇ おけくしっさゃぇ
すけさうは しなし しこっちうぇかくけしすうすっ 
„おけきこけいうちうは” う  „こうぇくけ”. 
‶さっい 1924 ゅ. しないょぇゃぇ こなさ

ゃぇすぇ しう いくぇつうすっかくぇ すゃけさぉぇ 
- しうきそけくうつくぇすぇ しのうすぇ „〈さぇ
おうえしおう すぇくちう”.
╀うか っ こさっょしっょぇすっか くぇ ]な

╉ぇいぇくかなお. ]うかぇすぇ くぇ おさなゃすぇ う くっゃうょうきぇすぇ くうておぇ くぇ さけょくけすけ  きはしすけ  いぇこけつゃぇす 
ょぇ ゅけ すっゅかはす しうかくけ おなき ╉ぇいぇくかなお けす ょぇかっつくぇすぇ 1972 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ いぇ こなさゃう 
こなす しっ しさっとぇ し すけゅぇゃぇてくうは くけゃけういぉさぇく おきっす くぇ ゅさぇょぇ ]すぇくつけ ╉けっゃ. ╃け すけいう 
きけきっくす ぇさたうすっおす ]すぇえくけゃ, くぇこさぇゃうか ゃっつっ おぇさうっさぇ ゃ つせあぉうくぇ, くはきぇ こさけそっ
しうけくぇかくう ぇくゅぇあうきっくすう ゃ さけょくうは ゅさぇょ くぇ  しゃけは  ぉぇとぇ. ]さっとぇ し おきっすぇ くぇ ╉ぇ
いぇくかなお けす けくけゃぇ ゃさっきっ こさけきっくは くっとぇすぇ. 70-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお しぇ こっさうけょ 
くぇ すさっしおぇゃけすけ しすさけうすっかしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお - しすさけはす  しっ くけゃう あうかうとくう しゅさぇょう, 
くけゃう いぇゃけょしおう きけとくけしすう, ういゅさぇあょぇす しっ 〈╄『, ょっすしおう ゅさぇょうくう, ゃけょけこさけゃけょくぇ 
しうしすっきぇ, くけゃう しけちうぇかくう う いょさぇゃくう けぉっおすう, しすさけはす しっ せつうかうとぇ. ‶けいくぇくしすゃけすけ 
くぇ ]すぇくつけ ╉けっゃ し ぇさた. ]すぇえくけゃ おぇいゃぇ すっあおぇすぇ しう ょせきぇ. ¨す こけいうちううすっ しう しうくなす 
くぇ ぇおぇょ. ‶っすおけ ]すぇえくけゃ けおぇいゃぇ ぉっいちっくくぇ こけきけと う こけょおさっこぇ いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
╉ぇいぇくかなお う すけえ しすぇゃぇ っょうく けす くぇえ-ゃぇあくうすっ きせ かけぉうしすう. ╆ぇすけゃぇ う っ かけゅうつっく あっ

┿ すけ, きはしすけすけ え, しっ こけ-
かぇゅぇ こけ おせこ こさうつうくう:

 くっ しぇきけ, いぇとけすけ くっ ういくっゃっさは-
ゃぇ くぇ きぇさおぇすぇ けとっ けす いぇゃなさて-
ゃぇくっすけ くぇ こさっしすうあくうは いぇ けくっいう 
ゃさっきっくぇ ╃うきうすさけゃゅさぇょしおう すった-
くうおせき こけ うくょせしすさうぇかくぇ たうきうは, 
ぇ う いぇとけすけ こさっい ゃしうつおうすっ しう 
ゅけょうくう, けすょぇょっくう くぇ „┿さしっくぇか”, 

ょっかう ゃさっきっすけ しう すぇおぇ: さぇぉけすぇ, 
けすつうすぇくっ くぇ ぇくぇかういう, いぇさっあ-
ょぇくっ くぇ くけゃぇ こさけぉぇ, ゃ こぇせいうすっ 
しなゃっとぇくうっ - いぇ こさけそしなのいくうすっ 
ょっかぇ  うかう けさゅぇくういぇちうけくくぇ さぇ-
ぉけすぇ ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは, おなょっ-
すけ ょなかゅう ゅけょうくう っ しっおさっすぇさ くぇ 
‶さけそおけきうすっすぇ おなき ╂かぇゃくぇ ょう-
さっおちうは. ╁ すぇいう しう さけかは っ ゅけさょぇ, 
つっ さぇぉけすう しなし いくぇおけゃう そうゅせさう 
けす けくっいう ゃさっきっくぇ いぇ けさなあっえ-
くうちぇすぇ - ]すぇえおけ ╁なかつっゃ, ╁っさぇ 
┿さくぇせょけゃぇ, ]すけえおけ ╃うきうすさけゃ, 

》さうしすけ ╋うすっゃ, ╉さぇしうきうさ ‶ぇこぇ-
いけゃ. 
„〈けゅぇゃぇ たけさぇすぇ ぉはたぇ うょっぇかう-

しすう, しっゅぇ ゃさっきっくぇすぇ しぇ ょさせゅう. 
′うおけえ くっ こさぇゃう  くうとけ いぇ ぉっい 
こぇさう, ぉうかけ けす しすさぇた うかう けす きっさ-
おぇくすうかくけしす”, こさぇゃう こぇさぇかっか いぇ 
ゃさっきっすけ う たけさぇすぇ  ぉうゃてぇすぇ かぇ-
ぉけさぇくすおぇ. 

╀けあぇくぇ  くうすけ いぇ きうゅ くっ 
あぇかう いぇ あうゃけすぇ しう, 

こけしゃっすっく くぇ „┿さしっくぇか” う  こさけ-
すっおなか きっあょせ こけさすぇかうすっ きせ 
けす  のかう 1963 ょけ 1998 ゅけょうくぇ. 
′うとけ, つっ けしすぇゃは くっゃさなしすくぇすぇ 

しう 6-きっしっつくぇ ょなとっさは う しっ 
ゃさなとぇ くぇ さぇぉけすぇ. 〈けゅぇゃぇ 
すぇおうゃぇ ぉうかう ゃさっきっくぇすぇ. 
╋ぇかおけ きぇえつうくしすゃけ, きくけ-
ゅけ さぇぉけすぇ, くけ こなお うきぇてっ う 
ゅさうあう  けす しすさぇくぇ くぇ ょなさ-
あぇゃぇすぇ いぇ ょっちぇすぇ くう, おぇいゃぇ 
すは, おぇすけ くっ おさうっ う さぇょけしすすぇ 
しう けす ょけぉさっ さっぇかういうさぇかぇすぇ 
しっ っょうくしすゃっくぇ ょなとっさは: うく-

あっくっさ-きっすぇかせさゅ う ょうこかけ-
きうさぇく ゃこけしかっょしすゃうっ うおけ-
くけきうしす, おけはすけ しっゅぇ さぇぉけすう 
ゃ しかせあぉぇ „┿おさっょうすぇちうは” ゃ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ うおけくけ-
きうおぇすぇ う そうくぇくしうすっ ゃ ]け-
そうは. ╂けさょけしす いぇ かぇぉけさぇくす-
おぇすぇ ╀けあぇくぇ しぇ う ゃくせちうすっ, 
し おけうすけ は ょぇさはゃぇ とっさおぇすぇ: 
24-ゅけょうてくうはす ╇ゃぇえかけ, おけえ-
すけ っ いぇゃなさてうか すせさういなき う 
22-ゅけょうてくうはす ぉなょっと ぇさたう-
すっおす ╋ぇおしうき, おけえすけ せつう ゃ 

]すさぇしぉせさゅ.  
 》せぉぇゃう しぇ きう ょっちぇすぇ, 

とっ しっ さぇょゃぇき, ぇおけ あうゃっはす 
ゃ こけょさっょっくぇ さけょうくぇ, おぇい-
ゃぇ くぇゅういょっくぇすぇ  ゃ くぇさけょくぇ 
こさっきはくぇ おなくつっゃしおぇ しぇきけ-
ょっえおぇ, いぇ おけはすけ くはきぇ すぇえ-
くう ゃ たうきうつっしおうすっ しきっしう う 
しこっおすさぇかくうは ぇくぇかうい. ╆ぇとけ-
すけ ちはか あうゃけす かぇぉけさぇくすおぇすぇ 
╀けあぇくぇ こさぇゃう すけゃぇ - ぇくぇ-
かういうさぇ きぇしかぇ, しけかう, かぇおけ-
ゃっ ゃ ゅさせこぇすぇ し たうきうお ╅ぇくぇ 
『けくっゃぇ, おなょっすけ ょなかゅけ ゃさっ-
きっ しっ ぉけさはす う し こさけぉかっきう 
けおけかけ かぇおけゃっすっ いぇ こぇすさけくう. 

‶けしかっ ゅけょうくう くぇさっょ さぇぉけすう ゃ 
ゅさせこぇすぇ いぇ しこっおすさぇかっく ぇくぇ-
かうい し さなおけゃけょうすっか ╁っくっすぇ 
╂さぇきぇすうおけゃぇ, いぇきっくっくぇ こけ-
しかっ けす ‶っすさぇくぇ ぅくおせかけゃぇ. 
╆ぇ ゃさっきっすけ しう ゃ 『っくすさぇか-

くぇすぇ たうきうつっしおぇ かぇぉけさぇすけさうは 
╀けあぇくぇ きけあっ ょぇ さぇいおぇいゃぇ し 
つぇしけゃっ: 

ぉうかけ うくすっさっしくけ う たせ-
ぉぇゃけ, ょさせあくけ ゃさっきっ. 

‶けきくう ゃっつっさうすっ し おけかっゅう, 
けぉとうすっ こさぇいくうちう, っおしおせさいう-
うすっ, こけょぇさなお けす そうさきぇすぇ う 
こさけそしなのいぇ いぇ ょけぉさぇ さぇぉけすぇ 
う ぇおすうゃくぇ けぉとっしすゃっくぇ ょっえ-
くけしす. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ すはた 
ょゃぇ こなすう かぇぉけさぇくすおぇすぇ ╀け-
あぇくぇ こけしっとぇゃぇ ぉうゃてうは ]]][ 
う ゃっょくなあ ╂っさきぇくうは. ╀はたきっ ゃ 
ゅさぇょ [せかぇ, し おけえすけ „┿さしっくぇか” 

うきぇてっ こぇさすくぬけさしおう ゃいぇうきけ-
けすくけてっくうは. ╁なかくせゃぇとけ う うく-
すっさっしくけ ゃさっきっ, おぇいゃぇ いぇ すっいう 
しう しこけきっくう しっゅぇ のぉうかはさおぇすぇ. 
╆ぇ さぇぉけすぇすぇ しう ゃなゃ そうさきぇすぇ 
╀けあぇくぇ っ くけしうすっか う くぇ „╆かぇす-
くぇ いくぇつおぇ”. ′ぇ くはおけかおけ  こなすう 
しすぇゃぇ ゅっさけうくは う ゃ ういょぇゃぇくうは 
こさっょう ゅけょうくう そうさきっく ゃっしす-
くうお „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”. 
 ╂けさょぇ っ し さぇぉけすぇすぇ しう, いぇ-

とけすけ っ ぉうかぇ つぇしす けす いくぇおけゃ 
っおうこ, うきぇか とぇしすうっすけ ょぇ こさけ-
おぇさゃぇ こなすっおう ゃ たうきうつっしおぇすぇ 
さぇぉけすぇ う ぇくぇかうい ゃなゃ そうさきぇ-
すぇ. ╀けあぇくぇ っ しさっょ すっいう, おけうすけ 
さぇいさぇぉけすゃぇす っすぇかけくう いぇ ]╇╁, 

くけゃう きっすけょう いぇ ぇくぇかうい, きっつ-
すぇはす いぇ くけゃぇ しなゃさっきっくくぇ ぇこぇ-
さぇすせさぇ. ¨しゃっく ゃ さぇぉけすぇすぇ しう, 

╀けあぇくぇ せつう きくけゅけ う 
おぇすけ けぉとっしすゃっくうつおぇ う 
ぇおすうゃくぇ 
こさけそしな-
のいくぇ ょっは-
すっかおぇ,

 おぇおゃぇ-
すけ っ ぉうかぇ 
こけゃっつっ けす 
20 ゅけょうくう. 
‶さっょしっょぇ-
すっかしすゃけすけ え 
くぇ ‶さけそおけ-
きうすっすぇ おなき 
『っくすさぇかくぇ-
すぇ たうきうつくぇ 
う 『っくすさぇか-
くぇすぇ そう-
いうつくぇ かぇぉけ-
さぇすけさうは う 
くぇ ╀のさけすけ 
いぇ おけくすさけか 
くぇ きぇすっ-
さうぇかうすっ /
╀╉╋/ え ょぇ-
ゃぇす きくけゅけ. 
╋くけゅけ せつう 
たうきうつおぇすぇ 
う けす たけさぇすぇ, 
し おけうすけ さぇ-
ぉけすう  すぇいう 
けぉとっしすゃっくぇ 
ょっえくけしす -  こさけそこさっょしっょぇすっ-
かうすっ くぇ „┿さしっくぇか” ╃っくぬけ ╃う-
きうすさけゃ, ╀けくつけ ‶っしっゃ, ╂ぇくつけ 
╊ぇいぇさけゃ, ╂ぇくつけ ]すけえつっゃ う  
┿すぇくぇし ╀けいけゃ. 
„¨ぉとっしすゃっくぇすぇ さぇぉけすぇ すう 

ょぇゃぇ ょさせゅ いぇさはょ, ょさせゅ こけゅかっょ, 
ょさせゅけ けすくけてっくうっ. ‶さぇゃう すっ 
いぇゃなさてっく, ちはか つけゃっお”, おぇいゃぇ  
しっゅぇ いぇ ゃさっきっすけ すけゅぇゃぇ こっくしう-
けくうさぇくぇすぇ かぇぉけさぇくすおぇ. 
 』っ „┿さしっくぇか” いぇ くっは しっ っ 

こさっゃなさくぇか ゃ しなょぉぇ, かうつう う 
こけ しっきっえくぇすぇ え うしすけさうは, いぇ 
あぇかけしす いぇゃなさてうかぇ すさぇゅうつくけ 
こさっょう 16 ゅけょうくう. ╇いおかのつう-

すっかくけ すなあっく こけゃけょ ぉっかっあう 
ゅけょうくぇすぇ くぇ くっえくけすけ こっくしう-
けくうさぇくっ: いぇ くはおぇおゃう しう 36 
つぇしぇ けす あうゃけすぇ しう けすうゃぇ しな-
こさせゅなす え ╇ゃぇく ‶っすさけゃ ╃さぇゅぇ-
くけゃ. ┿さしっくぇかっち けす こなさゃぇすぇ ょけ 
こけしかっょくぇすぇ しう  きうくせすぇ. ╋な-
あなす え ういょなたゃぇ ゃ おぇいぇくかなておぇ-
すぇ ぉけかくうちぇ 10 きっしっちぇ こさっょう 
こっくしうけくうさぇくっすけ しう, しぇきけ くぇ 
59 ゅけょうくう. ‶けしかっょくけ っ ぉうか 
くぇつぇかくうお くぇ 〉つっぉくうは ちっくすなさ, 
ぇ こさっょう すけゃぇ こさっおぇさゃぇ ゅけょう-
くう ゃ ╆ぇゃけょ 5 おぇすけ くぇつぇかくうお 

くぇ ぉけはょあうえしおうは ちった, こけしかっ くぇ 
しっさゃういぇ いぇ そさっいう. 
 ]かっょ くっゅけゃぇすぇ しきなさす, いぇ 

ょぇ くっ しっ こさっおなさてう, ╀けあぇ-
くぇ くぇきうさぇ こさうしすぇく う しきうしなか 
くぇ  あうゃけすぇ しう ゃ ╉なくつっゃけ. ‶さう 

かのぉうきぇすぇ え ちゃっすくぇ ゅさぇょうくぇ し 
くっゃっさけはすくう さけいう, こさう くせあょぇ-
っとぇすぇ しっ けす こけょおさっこぇ きぇえおぇ 
う こさう こさうはすっかうすっ. 〈ぇき, おなょっ-
すけ しぇきけ こさっょう ぉさけっくう  ょくう え 
こけしゃっすうかう けつっさお - ちはかぇ しすさぇ-
くうちぇ, ゃ おなくつっゃしおうは  ゃっしすくうお 
„′ぇてっ しっかけ”, しこうしゃぇく し かのぉけゃ 
けす ぉうゃてぇすぇ ょうさっおすけさおぇ くぇ 
せつうかうとっすけ ゃ ╉なくつっゃけ ╉ぇすは 
╉けしすけゃぇ. 
╆けょうは 〈っかっち, けぉうつぇ つっさゃっ-

くうは ちゃはす, ちゃっすはすぇ う くぇえ-ゃっつっ 
さけいうすっ. ╃っゃういなす え っ „╅うゃっえ 
つっしすくけ!”, すけゃぇ っ かぇおけくうつくぇ-
すぇ うくそけさきぇちうは いぇ こなかくうすっ し 

かのぉけゃ, さぇょけしす, 
さぇぉけすぇ う ゃしっけす-
ょぇえくけしす ゅけょうくう 
くぇ かぇぉけさぇくす-
おぇすぇ ╀けあぇくぇ. 
╀けあぇくぇ, おけはすけ 
う ょくっし し かのぉけゃ 
う こさけこうすぇ し さぇ-
ょけしす くけしすぇか-
ゅうは しう しこけきくは 
いぇ ゅけょうくうすっ, 
しこけょっかっくう し 
おけかっあおうすっ けす 
かぇぉけさぇすけさうはすぇ 
- ╅ぇくぇ 『けくっゃぇ, 
]すっそおぇ ╆っかっく-
おけゃぇ, ]すぇくつけ 
╃うきけゃ, ╁っくっすぇ 
╂さぇきぇすうおけゃぇ, 
‶っすさぇくおぇ ぅく-
おせかけゃぇ, ╉ぇかうく-
おぇ ‶けこあっかっゃぇ, 
[ぇょおぇ ╋ぇくょけ-
ゃぇ, くぇしすけはと 
くぇつぇかくうお くぇ 
『っくすさぇかくぇすぇ 
たうきうつくぇ かぇぉけ-
さぇすけさうは.  

 
〈ぇおぇゃぇ しなき しう: いぇ かせょけ 

さぇぉけすう, くけ いぇ かせょけ くっ 
しすけえ, 

 けぉけぉとぇゃぇ さぇいぉなさいぇくけ くぇ 
ういこさけゃけょはお あうすっえしおぇすぇ しう 
そうかけしけそうは ╀けあぇくぇ ╃さぇゅぇくけ-
ゃぇ, こさっょう ょぇ こけっきっ おなき ょさせ-
ゅうは しう しゃはす, ゃ おけえすけ ょくっし しっ 
つせゃしすゃぇ  とぇしすかうゃぇ, せょけゃかっす-
ゃけさっくぇ う くせあくぇ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

〈は こさっおぇさゃぇ ちっかうは しう すさせょけゃ しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか”. ╆ぇ 35 ゅけょうくう しきっくは ゃしうつおけ くぇ 
ゃしうつおけ ょゃっ さぇぉけすくう きっしすぇ, ぉっい ょぇ しきっくは こさういゃぇくうっすけ しう - かぇぉけさぇくす. ╆ぇ おさぇすおけ 
っ くぇ ぉさうゅぇょぇ ゃ ちった 180 くぇ ╆ぇゃけょ 1, おなょっすけ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ しっ せしゃけはゃぇ [‶╂-すけ う 
ゃしうつおけすけ けしすぇくぇかけ ゃさっきっ こけしゃっとぇゃぇ くぇ 『っくすさぇかくぇすぇ たうきうつっしおぇ かぇぉけさぇすけさうは くぇ 
„┿さしっくぇか”. ‶ぇさぇかっかくけ し  すけゃぇ くっ しこうさぇ ょぇ っ ぇおすうゃっく けぉとっしすゃっくうお, こさけそしなのいっく 
ょっはすっか, つけゃっお し ぉせょくぇ ゅさぇあょぇくしおぇ こけいうちうは, いぇ おけゅけすけ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ 
ゃなさゃう さっょけき し さぇぉけすぇすぇ „くぇ こけかいせ さけょせ”.
 〈ぇおぇゃぇ しう っ う ょけ ょくっし: こさはしくけ いぇおさなゅかうかぇ 70-ゅけょうてっく のぉうかっえ, ゃかのぉっくぇ ゃ くっ-

ゃっさけはすくぇすぇ しう さけいけゃぇ ゅさぇょうくぇ ゃ しっかけ ╉なくつっゃけ, ょっかはとぇ ゃさっきっ きっあょせ ゅさうあう いぇ 
ゃないさぇしすくぇ きぇえおぇ う ょせいうくぇ けぉとっしすゃっくう ぇくゅぇあうきっくすう - おぇすけ つかっく くぇ 〉] くぇ いっきっ-
ょっかしおぇすぇ おけけこっさぇちうは „╄ょうくしすゃけ”, ゃ こっくしうけくっさしおうは おかせぉ くぇ しっかけすけ, おぇすけ しぇきけ-
ょっえおぇ ゃ きっしすくけすけ つうすぇかうとっ, こけきぇゅぇつおぇ くぇ おせこ こけかっいくう おぇせいう う うくうちうぇすうゃう. 
 ╆ぇすけゃぇ う くうおぇお くっ っ しかせつぇえくけ きはしすけすけ, くぇ おけっすけ は しさっとぇきっ - ゃ さけいけゃうすっ ゅさぇょうくう 

おさぇえ ╉なくつっゃけ, ゃ さけかはすぇ くぇ しぇきけょっえおぇ - ょけきぇおうくは, こけしさっとぇとぇ すせさうしすう けす ぉかういけ う 
ょぇかっつ. 〉しきうたくぇすぇ, ゃっょさぇ, いぇさっあょぇとぇ し くぇしすさけっくうっ う しかなくつっゃうくぇ, し すけこかぇ  こうすぇ ゃ 
さなちっすっ. ╀ってっ くう ょさぇゅけ ょぇ は けすおさうっき - かぇぉけさぇくすおぇすぇ  ╀けあぇくぇ ╂っけさゅうっゃぇ ╃さぇゅぇくけ-
ゃぇ - こけさっょくうはす ぇさしっくぇかしおう ゃっすっさぇく  しなし いぇこぇいっくけ きはしすけ ゃなゃ そうさきっくぇすぇ うしすけさうは. 

しすなす, おけえすけ ぇさた. ]すぇえくけゃ こさぇゃう  
こさっい 1980 ゅけょうくぇ くぇ おぇいぇくかなて
おうは おきっす - ゃさなつゃぇ きせ いくぇきっすけ 
くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす, おけっすけ 
けすさっあょぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお  きはしすけ
すけ くぇ  くぇちうけくぇかっく こなさゃっくっち ゃ 
くぇちうけくぇかくうは こさっゅかっょ いぇ ぉかぇ
ゅけせしすさけはゃぇくっ う たうゅうっくういうさぇくっ. 
‶けょさけぉくけしすう いぇ すけいう, おぇおすけ う いぇ 
ょさせゅう こけょけぉくう あっしすけゃっ, おけう
すけ ぇさたうすっおす ]すぇえくけゃ  こさぇゃう くぇ 
さけょくうは ゅさぇょ くぇ ぉぇとぇ しう, しぇ けこ
うしぇくう こけょさけぉくけ ゃ しこけきっくうすっ くぇ 
『ゃはすおけ 『ゃっすおけゃ - ょなかゅけゅけょうてっく 
ょっっち くぇ おせかすせさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
] こさけきっくうすっ そぇきうかうはすぇ ]すぇえ

くけゃう ゃさなとぇ ぉぇとうくうは しう ょけき くぇ 
っょくけうきっくくぇすぇ  せかうちぇ ゃ ╉ぇいぇく
かなお. ╁ないしすぇくけゃはゃぇす は う すは しっ 
こさっゃさなとぇ  ゃ おせかすせさくけ しさっょうとっ. 
‶さっょう きぇかおけ こけゃっつっ けす ゅけょう
くぇ ぇさた. ]すぇえくけゃ ょぇさう さけょくぇすぇ 
おなとぇ くぇ しゃけは ぉぇとぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお う ╇しすけさうつっしおうは  きせ
いっえ ゃ ゅさぇょぇ. ╆ぇ あっしすぇ しう ぇさた. 
]すっそぇく ]すぇえくけゃ こけかせつう けす おきっ
すぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ  こぇきっすっく 
こかぇおっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお .
„】ぇしすうっすけ っ ゃ すけゃぇ - ょぇ ぉなょって 

こけかっいっく くぇ ょさせゅうすっ”, ういさっつっ すけ
ゅぇゃぇ ぇさた. ]すっそぇく ]すぇえくけゃ. ]かっょ 
こけつすう ょゃっ ゅけょうくう し  くっゅけ しっ しさっ
とぇきっ けすくけゃけ - ゃ さけょくうは ゅさぇょ こけ 
ょさせゅ さぇょけしすっく こけゃけょ - ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ.
 ╁しっ しなとうはす そうく, きなょなさ つけゃっお, 

けす おけゅけすけ しすさせう ぇさうしすけおさぇすう
いなき. ‶っしすっかうゃ っ くぇ ょせきう, いぇすけゃぇ 
こなお きっすぇそけさうすっ きせ しぇ ぉっいちっさっ
きけくくう う くっ すなさこはす ゃないさぇあっくうっ. 

のいぇ くぇ くぇさけょくうすっ たけさけゃっ.
‶さっい 1941 ゅ. し ちぇさしおう  〉おぇい っ くぇいくぇつっく いぇ ょうさっお

すけさ くぇ ]けそうえしおぇすぇ  くぇさけょくぇ けこっさぇ. ]なとぇすぇ ゅけょうくぇ 
しすぇゃぇ う さっょけゃっく つかっく くぇ ╀┿′ う こけかせつぇゃぇ すうすかぇすぇ 
„ぇおぇょっきうお”. 
╀っか っ ょうさっおすけさ くぇ ╇くしすうすせすぇ いぇ きせいうおぇ こさう ╀┿′ う 

けしすぇゃぇ すぇおなゃ ょけ しきなさすすぇ しう こさっい 1977 ゅけょうくぇ. 
‶け-いくぇつうきう  たけさけゃう こっしくう くぇ ‶っすおけ ]すぇえくけゃ しぇ: 

„╄かぇ しっ ゃうっ, こさっゃうゃぇ“, „╇いゅさっはかけ はしくけ しかなくちっ“, 
„╀さっ, ╇ゃぇくっ“, „╆ぇしゃうさう ╃うきけ“, „‶せしすう ╃うきけ“, „╃っ, 
ぉさっ, ╃うきけ“. ╁ すはた おけきこけいうすけさなす さぇいおさうゃぇ しこっちう
そうつくう しすさぇくう けす ょせてっゃくけしすすぇ う たぇさぇおすっさぇ くぇ ぉなか
ゅぇさうくぇ.

Божана с колеги

На работното място

Божана с туристка в розовите масиви на Кънчево
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¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお こさうっ ゅけょうて-

くうは ¨すつっす くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ 
おぇしけゃけすけ ういこなかくっくうっ  くぇ 
╀のょあっす 2013. „┿くぇかういなす くぇ 
¨すつっすぇ いぇ 2013-すぇ ゅけょうくぇ 
こけおぇいゃぇ, つっ おなき おさぇは くぇ きう-
くぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くはきぇ ょぇくくう 
いぇ くっこさっょゃうょっくう そうくぇしけ-
ゃう  さうしおけゃっ う ういこなかくっくうっすけ 
くぇ ぉのょあっすぇ っ ゃ くけさきぇかくう-
すっ こけおぇいぇすっかう“, おけきっくすうさぇ 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ‶けしすけはく-
くぇすぇ おけきうしうは こけ ぉのょあっす う 
そうくぇくしう ゃ ¨ぉとうくしおうは しな-
ゃっす う つかっく くぇ ╂させこぇすぇ „╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, ╃さぇゅけ-
きうさ ‶っすおけゃ. ]なゃっすくうちうすっ 
こさうったぇ けすつっすぇ, しかっょ おぇすけ 
ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ くぇ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっょしすぇゃう ょけ-
こなかくうすっかくう しこさぇゃおう こさっょ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす, こけうしおぇ-
くう けす ‶っすおけゃ, し ちっか ょっすぇえ-
かういうさぇくっ くぇ そうくぇくしけゃぇすぇ 
おぇさすうくぇ いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ 
こけ-こなかくぇ はしくけすぇ こけ こさうたけ-
ょうすっ う さぇいたけょうすっ ゃ きっしすくうは 
ぉのょあっす. ‶けしすけはくくぇすぇ おけきう-

しうは こけ ぉのょあっす う そうくぇくしう 
くぇ しゃけっ いぇしっょぇくうっ こさっょう 
しっしうはすぇ くぇ 28-きう きぇえ こけうし-
おぇ うくそけさきぇちうは けす おきっすぇ いぇ 
こけゅぇしはゃぇくっ くぇ こさけしさけつっくう-
すっ いぇょなかあっくうは, くぇしかっょっくう 
ゃ しっゅぇてくけすけ せこさぇゃかっくうっ けす 
こさっょうてくうは きぇくょぇす. ]こさぇゃ-
おぇすぇ こけおぇいぇ, つっ ょなかゅけゃっ-
すっ けす こさっょうてくけすけ おきっすしおけ 
せこさぇゃかっくうっ しっ こけゅぇしはゃぇす 
さうすきうつくけ う しこけさっょ こさうっすう-
すっ こかぇくけゃっ し おさっょうすけさうすっ 
いぇ さぇいしさけつゃぇくっ くぇ ょなかゅぇ. 
′ぇょ 1 きかく. 600 たうか. かゃ. しすぇ-
さう いぇょなかあっくうは っ ういこかぇすう-
かぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい 
2013-すぇ ゅけょうくぇ. ¨しくけゃくぇすぇ 
つぇしす けす すはた しぇ こけ しすぇさう ょけ-
ゅけゃけさう, おけうすけ くけゃけすけ おきっす-
しおけ せこさぇゃかっくうっ しっ けこうすぇ ょぇ 
こさっおさぇすう, くけ すけゃぇ しっ けおぇ-
いぇ くっゃないきけあくけ. ¨ゅさけきくぇすぇ 
つぇしす こかぇとぇくうは こさっい きうくぇ-
かぇすぇ ゅけょうくぇ こけ くぇしかっょっくう-
すっ ょなかゅけゃっ, おけうすけ いぇゃぇさう 
せこさぇゃかっくうっすけ くぇ おきっすぇ ╂ぇ-
かうくぇ ]すけはくけゃぇ, しぇ いぇ こさけ-
しかけゃせすぇすぇ たさぇくぇ ゃ ょっすしおう-
すっ ゅさぇょうくう. ╃けゅけゃけさなす いぇ 
たさぇくぇすぇ ゃ ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう 
こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう こさっ-
ょういゃうおぇ しおぇくょぇか いぇさぇょう ゃう-
しけおうすっ ちっくう くぇ こさけょせおすうすっ, 
いぇ おけうすけ しぇ ぉうかう しおかのつっくう 
ょけゅけゃけさうすっ. 410 たうか. 750 
かゃ. くぇ そうさきぇすぇ-ょけしすぇゃつうお 
こけ すけいう ょけゅけゃけさ ゃ 20 ょっす-
しおう ゅさぇょうくう しぇ ういこかぇすっくう 
こさっい 2013 ゅ. 315 たうか. 620 
かゃ. しぇ こかぇすっくう くぇ ょけしすぇゃ-
つうおぇ くぇ ゅけさうゃぇ ゃ せつっぉくう いぇ-
ゃっょっくうは, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ 
う おせかすせさぇすぇ. ′ぇょ 123 たうか. 
かゃ. しすぇさう ょなかゅけゃっ  しぇ ゃっつっ  
こかぇすっくう くぇ ╋╁[, くぇょ 270 

たうか. かゃ. しすぇさう いぇょなかあっくうは 
しぇ ぉうかう こけゅぇしっくう おなき ょゃっすっ 
けたさぇくうすっかくう そうさきう, おけうすけ 
しぇ けたさぇくはゃぇかう けぉとうくしおうすっ 
けぉっおすう, こけおぇいゃぇ しこさぇゃおぇすぇ, 
ういうしおぇくぇ けす ╀のょあっすくぇすぇ おけ-
きうしうは, こさっょしっょぇすっかしすゃぇくぇ けす 
╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ けす „╄おしこっさ-
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお“. 
╁ さっいせかすぇす くぇ くぇしすけはゃぇくっ 

くぇ ‶っすおけゃ う さなおけゃけょっくぇすぇ 
けす くっゅけ おけきうしうは, ¨ぉとうくぇすぇ 
こさっょしすぇゃう くぇ しなゃっすくうちうすっ 
ょけこなかくうすっかくぇ こけょさけぉくぇ うく-
そけさきぇちうは いぇ ういこかぇとぇくっすけ くぇ 
けぉとうくしおうは いぇっき, おけえすけ すっつっ 
けす くぇつぇかけすけ くぇ 2012 ゅけょうくぇ. 
¨す すけゅぇゃぇ ょけ きけきっくすぇ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお っ せしゃけうかぇ いぇっき 
けす ぉぇくおぇすぇ-おさっょうすけさ いぇ さっ-
きけくす くぇ せかうちう ゃ ゅさぇょぇ う くぇ-
しっかっくうすっ きっしすぇ, おぇおすけ う いぇ 
こさけっおすうさぇくっ くぇ おゃぇさすぇか „╉せ-
かぇすぇ“ う おゃぇさすぇか „╉さぇえさっつっく“ 
ゃ さぇいきっさ くぇ けぉとけ 1 きかく. 997 
たうか. かゃ., こけおぇいゃぇ こけうしおぇくぇ-
すぇ けす ╀のょあっすくぇすぇ おけきうしうは 
しこさぇゃおぇ. “╉さっょうすなす しっ ういこかぇ-
とぇ さうすきうつくけ う こけ こかぇく“, おけ-
きっくすうさぇ ‶っすおけゃ いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“.
╀かういけ 64 たうか. かゃ. けす いぇっきぇ 

しぇ すっゅかっくう いぇ さっきけくす くぇ 5 
せかうちう ゃ ╄くうくぇ, こけつすう  85 たうか. 
かゃ. けす けぉとうくしおうは いぇっき しぇ いぇ 
さっきけくすぇ くぇ こなさゃうは っすぇこ けす 
せか. „╇くょせしすさうぇかくぇ“, 296 たうか. 
495 かゃ. けす いぇっきぇ しぇ いぇ ょゃっすっ 
けすしっつおう くぇ せか. „]すぇきぉけかうえ-
しおう“, こけつすう 100 たうか. かゃ. しぇ 
こさっょくぇいくぇつっくう いぇ 4 せかうちう 
ゃ ╀せいけゃゅさぇょ. 300 たうか. かゃ. しぇ 
ょぇょっくう けす ぉぇくおぇすぇ いぇ ういおなさこ-
ゃぇくっすけ くぇ ょせこおう こけ しうしすっきぇ-
すぇ „‶っつ きぇすうお“. 〉かうちぇ „‶っすぬけ 
╂ぇくうく“ – くぇ のゅ けす ぉけかくうちぇすぇ, 

けす ‶けあぇさくぇすぇ おなき ╇いすけつくけ-
すけ, さぇいたけょゃぇ くぇょ 118 たうか. 
かゃ. けす いぇっきぇ. ┿しそぇかすうさぇくっすけ 
くぇ „¨さってぇおぇ“ ょけ しすぇょうけくぇ 
こけゅかなとぇ ぉかういけ 77 たうか. かゃ. 
┿しそぇかすうさぇくっすけ くぇ さぇいぉうすけすけ 
てけしっ けす ╉さなくしおけすけ たぇくつっ ょけ 
╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあうくう さぇいたけょ-
ゃぇ いぇ 3.5 おき 71 たうか. 557 かゃ., 
ぇ こさけしかけゃせすぇすぇ せか. „╇ゃ. ╁ぇ-
いけゃ“ ゃ ちっくすなさぇ たぇさつう 40 たうか. 
かゃ. けす けぉとうくしおうは おさっょうす. ╆ぇ 
2 おき さっきけくす くぇ „╉けくしすぇくすうく 
╁っかうつおけゃ“  けすうゃぇす くぇょ 100 
たうか. かゃ., 61 たうか. かゃ. けす いぇっきぇ 
しっ さぇいたけょゃぇす いぇ „╂かぇょしすけく“. 
〉かうちう ゃ ╉けこさうくおぇ こけゅかな-
とぇす 50 たうか. かゃ. けす おさっょうすぇ, 
ゃ [けいけゃけ - けおけかけ 50 たうか.かゃ., 
ゃ ╂けさくけ 』っさおけゃうとっ - くぇょ 55 
たうか. かゃ., しけつう しこさぇゃおぇすぇ, こけ-
うしおぇくぇ けす ╀のょあっすくぇすぇ おけきう-
しうは.
╆ぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ ょけこなか-

くうすっかくぇ うくそけさきぇちうは, こさっ-
ょう こさうっきぇくっすけ くぇ ¨すつっすぇ いぇ 
2013 ゅ., おけきうしうはすぇ, さなおけゃけ-
ょっくぇ けす ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ けす 
╂させこぇすぇ „╄おしこっさすう ╆ぇ ╉ぇいぇく-
かなお“,  こけうしおぇ ょけこなかくうすっかくけ 
せすけつくっくうっ けす ¨ぉとうくぇすぇ くぇ 
しせきぇすぇ くぇ おさぇえくけすけ しぇかょけ 
くぇ ういゃなくぉのょあっすくうすっ しきっすおう 
おなき おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょう-
くぇ, おぇおすけ う さぇいぉうゃおぇ くぇ しかせ-
あっぉくうすっ こさけきっくう ゃ ぉのょあっ-
すぇ. ]かっょ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ 
こけうしおぇくうすっ けす ‶けしすけはくくぇすぇ 
おけきうしうは こけ ぉのょあっす う そう-
くぇくしう しこさぇゃおぇ しすぇくぇ はしくけ, 
つっ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ せし-
ゃけうかぇ いぇっきう けす 2 きかく. 873 
たうか. 175 かゃ. けす 《けくょ „《かぇゅ“ 
う „]けしうっすっ ╅っくっさぇか ╄おしこさっし 
╀ぇくお“ ┿╃, こけゅぇしっくぇすぇ こけ すはた 
ゅかぇゃくうちぇ っ 274 たうか. 181 

かゃ., けす おけうすけ 191 たうか. 180 
かゃ. おなき ぉぇくおぇすぇ. ╉さぇえくけすけ 
しぇかょけ こけ ういゃなくぉのょあっすくうすっ 
しきっすおう っ 5 きかく.256 たうか. 649 
かゃ., こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす すはた 
- こけ ¨こっさぇすうゃくう こさけゅさぇきう, う 
181 たうか. 310 かゃ. しさっょしすゃぇ けす 
[ぇいこかぇとぇすっかくぇ ぇゅっくちうは. 
„‶けうしおぇくうすっ けす ‶けしすけはく-

くぇすぇ おけきうしうは こけ ぉのょあっす う 
そうくぇくしう ゃ ¨ぉとうくしおうは しな-
ゃっす ょけこなかくうすっかくう しこさぇゃおう 
こけおぇいぇたぇ こけ-すけつくけ さっぇかくけすけ 
ういこなかくっくうっ くぇ ぉのょあっすぇ いぇ 
2013 ゅ. う こけょこけきけゅくぇたぇ しな-
ゃっすくうちうすっ し けとっ うくそけさきぇ-
ちうは, おけはすけ うき ぉってっ くせあくぇ, 
こさっょう ょぇ ゅかぇしせゃぇす こけ こさう-
っきぇくっすけ くぇ ¨すつっすぇ いぇ おぇしけ-
ゃけすけ ういこなかくっくうっ“, おけきっく-
すうさぇ こさっょしっょぇすっかはす ‶っすおけゃ 
けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“. 
„¨ぉとうくぇすぇ ういちはかけ しっ っ しな-
けぉさぇいうかぇ し くぇこさぇゃっくうすっ けす 
くぇし いぇぉっかっあおう こけ けこさっょっかっ-
くう こさけこせしおう う すけゃぇ っ ゃうょくけ 
けす ょけおかぇょぇ こけ けすつっすぇ, おけえすけ 
ぉってっ ゃくっしっく いぇ ゅかぇしせゃぇくっ くぇ 
しっしうは”, けぉはしくう けとっ ‶っすおけゃ.    
¨すくけしくけ くっういこなかくっくうっすけ 

くぇ ╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけ-
ゅさぇきぇ し 1 きかく. 700 たうか. かゃ. 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ぉのょあっすくぇ-
すぇ おけきうしうは ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ 
けぉはしくう, つっ すっいう こぇさう くっ しぇ 
ういさぇいたけょゃぇくう いぇ くけゃけ しすさけ-
うすっかしすゃけ う おぇこうすぇかけゃう さぇい-
たけょう, いぇとけすけ くっ しぇ こけしすな-
こうかう ゃ ぉのょあっすぇ. ‶さうつうくぇすぇ 
いぇ かうこしぇすぇ くぇ こけしすなこかっくうは-
すぇ っ ゃ くっさっぇかういうさぇくうすっ, くけ 
こかぇくうさぇくう ゃ ぉのょあっすぇ, こさけ-
ょぇあぉう う ょさせゅう しょっかおう し けぉ-
とうくしおう うきけすう, いっきは, ょなかゅけ-
すさぇえくう きぇすっさうぇかくう ぇおすうゃう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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〈け とっ きけあっ ょぇ ぉなょっ さぇいさってぇゃぇくけ けす 
おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ しさけお ょけ 6 きっしっちぇ 
しかっょ こさっょかけあっくうっ くぇ しこっちうぇかくぇ おけきう-
しうは う こさう かうこしぇ くぇ くぇさせてっくうは う ゃかっいかう 
ゃ しうかぇ くぇおぇいぇすっかくう こけしすぇくけゃかっくうは けす 
しすさぇくぇ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ うかう くぇっきぇすっ-
かうすっ くぇ いぇゃっょっくうっすけ. 
′けゃぇすぇ ′ぇさっょぉぇ わ1 いぇ けぉとっしすゃっくうは 

さっょ ゃなゃっあょぇ う しこっちうぇかくう すっおしすけゃっ, 
しゃなさいぇくう しなし いぇぉさぇくう う おけくおさっすっく さっ-
あうき いぇ ういこけかいゃぇくっ くぇ こうさぇすおう う そけ-
えっさゃっさおう, し きっしすぇすぇ いぇ たぇいぇさすくう うゅさう, 
そけさしうさぇくっすけ くぇ ぇゃすけきけぉうかう, さっきけく-
すうすっ ゃ あうかうとくう しゅさぇょう ゃ ょっかくうつくう う 
こさぇいくうつくう ょくう, し たうゅうっくぇすぇ ゃ あうかうと-
くうすっ おけけこっさぇちうう, おぇおすけ う しなし しすけこぇ-
くうしゃぇくっすけ う ういこけかいゃぇくっすけ くぇ すさっゃくう-
すっ う けおけかけぉかけおけゃう こかけとう. ] くけゃぇすぇ 
くぇさっょぉぇ さっきけくすうすっ ゃ あうかうとくう しゅさぇょう 
ゃ こけつうゃくうすっ ょくう とっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ うい-
ゃなさてゃぇす しかっょ ういさうつくけすけ しなゅかぇしうっ くぇ 
あうゃっっとうすっ すぇき. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ くぇ-
させてうすっかうすっ とっ けすくぇしはす ゅかけぉう. 
¨しゃっく くけゃぇすぇ ′ぇさっょぉぇ いぇ けぉとっしすゃっ-

くうは さっょ, おぇいぇくかなておうすっ けぉとうくしおう しな-
ゃっすくうちう こさうったぇ くぇ こなさゃけ つっすっくっ う ょさせ-
ゅぇ くけゃぇ ′ぇさっょぉぇ わ 2, けすくぇしはとぇ しっ いぇ 
いっかっくうすっ こかけとう う たさぇしすけゃぇすぇ さぇしすうすっか-
くけしす. ′けゃぇすぇ くぇさっょぉぇ しかっょゃぇ ょぇ けすきっくう 
ょゃっ ょけしっゅぇてくう くぇさっょぉう, すさっすうさぇとう 
すっいう ゃなこさけしう. 
¨すつっすぇ いぇ おぇしけゃけすけ ういこなかくっくうっ くぇ 

ぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ うい-
きうくぇかぇすぇ  ゅけょうくぇ, こさけきっくう ゃ ╇くゃっしすう-
ちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ う せょなかあぇゃぇくっ くぇ 
しさけおぇ くぇ ょけゅけゃけさ いぇ おさっょうす けす そけくょ 
《╊┿╂ ぉはたぇ しさっょ けぉしなあょぇくうすっ ゃなこさけしう 
くぇ いぇしっょぇくうっすけ くぇ おぇいぇくかなておうは こぇさかぇ-
きっくす. 

′ぇ 14 のくう しっ くぇゃなさてゃぇす 100 
ゅけょうくう けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ 

ょさせあっしすゃけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁っおけ
ゃっく のぉうかっえ, おけえすけ とっ しっ つっしすゃぇ 
けす すさぇおうえちうすっ う すったくうすっ こけすけ
きちう, くぇきっさうかう ょけき う さぇぉけすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお う さぇえけくぇ. 
╆ぇ すさぇおうえちうすっ しっ おぇいゃぇ, つっ すっ 

しぇ „けす ぉなかゅぇさっすけ こけ-ぉなかゅぇさっすけ”, 
たけさぇ し けこなさかっくう おさうかっ う ょせてう, 
くけ あうゃう. 〈さぇおうは っ すはたくけすけ けすっ
つっしすゃけ, きっあょせ かのかおぇ う ゅさけぉ. 
‶さっい 1912-1913 ゅけょうくぇ, こさけ
おせょっくう けす ¨ょさうくしおぇ 〈さぇおうは けす 
すせさしおうすっ こけさけぉうすっかう, す. くぇさ. おぇ
いぇくかなておう すさぇおうえちう しっ いぇしっかゃぇす 
ゃ さぇえけくぇ. 
¨ぉとうくしおうすっ ゃかぇしすう ゅう くぇしすぇくは

ゃぇす ゃ しっかぇすぇ ╉さなく, ╄くうくぇ, 【うこ
おぇ, ╉けこさうくおぇ, ]おけぉっかっゃけ, ╂せさおけ
ゃけ う ╉ぇいぇくかなお. ‶さっい 1914 ゅけょうくぇ 

〈さう とっ しぇ しさっょうとくうすっ せつうかうとぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けす 
くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ, ゃ おけうすけ とっ しっ 
けぉせつぇゃぇす 98 せつっくうちう けす いぇおさうすうすっ  6  
せつうかうとぇ ゃ くぇしっかっくう きっしすぇ, さってうたぇ  
しなゃっすくうちうすっ. 
╀っい こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく とっ っ ╉ぇいぇく-

かなお すぇいう ゅけょうくぇ, さってうたぇ  ゅさぇょしおうすっ 
しすぇさっえてうくう, しかっょ おぇすけ こさうったぇ し きくけ-
いうくしすゃけ こさっょかけあっくうっすけ くぇ っょくぇ  けす こけ-
しすけはくくうすっ おけきうしうう ゃ ]なゃっすぇ, ゃしうつおうすっ 
4 こさっょかけあっくうは いぇ ‶けつっすくう ゅさぇあょぇくう  
ょぇ ぉなょぇす ゃこうしぇくう ゃ ‶けつっすくぇすぇ おくうゅぇ 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ¨すこさぇゃっくぇ ぉっ う 
こさっこけさなおぇ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ - ょぇ 
ぉなょっ こさっちういうさぇく きったぇくういきなす いぇ くけ-
きうくうさぇくっ いぇ くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ - こさうしなあょぇくっすけ くぇ こけつっす-
くけすけ ゅさぇあょぇくしすゃけ. ]さっょ くけきうくうさぇくうすっ 
すぇいう ゅけょうくぇ ぉはたぇ ぉぇかっすくうはす こっょぇゅけゅ 
┿かかぇ ┿くゅっかけゃぇ, ぇおすさうしぇすぇ ╂なかなぉうくぇ 
╋うたぇえかけゃぇ, こかっきっくくうちぇすぇ くぇ 』せょけきうさ 
う ゃうょくぇ けぉとっしすゃっくうつおぇ う おさぇっゃっょ ╊う-
かうは ╃うきうすさけゃぇ う そけすけゅさぇそ-たせょけあくう-
おなす ┿かっおしぇくょなさ ╇ゃぇくけゃ. 
′ぇ ゃくうきぇくうっすけ くぇ けぉとうくしおうすっ しな-

ゃっすくうちう ぉっ う ういけしすさはとうはす しっ ゃしっ 
こけゃっつっ こさけぉかっき きっあょせ ¨ぉとうくしおうは 
すっぇすなさ ”╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ”, ′』 „╇し-
おさぇ-1860” う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, しゃなさ-
いぇく し こさけすけつうかう しっ しなょっぉくう しぇゅう, ょけ-
ゃっかう ょけ ぉかけおうさぇくっ くぇ しきっすおぇすぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうは すっぇすなさ けす おさぇは くぇ きぇさす 
すぇいう ゅけょうくぇ う さっぇかくぇすぇ けこぇしくけしす おけ-
かっおすうゃなす くぇ すっぇすなさぇ ょぇ けしすぇくっ ぉっい いぇ-
こかぇすう. 
¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお とっ 

すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさけういくっしっ こけ ゃなこさけしぇ くぇ 
しかっょゃぇとけすけ いぇしっょぇくうっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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《╆ぅ¨〉』[¨っ【 【╊╅【ぇ『 』
╆]╅╈《╉╅『〉《』【 [ぇ〈 „╅『』╊〉╅]“

¨ぉとうくしおうはす 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇ-
ぉぇおつうっゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉかぇゅけょぇさう 

くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ う 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか“ いぇ こけょ-
おさっこぇすぇ ゃ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ こさっきうっさ-

くうは しこっおすぇおなか くぇ いぇおさうすぇ しちっくぇ くぇ 
„╃うたぇくうっ けす ╃けかうくぇすぇ“ – こさうおぇいおぇ いぇ 
しなすゃけさっくうっすけ. ‶さっきうっさぇすぇ, つぇしす けす 
けぉとうくしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ すぇいゅけょうてくうは 
‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ, しなぉさぇ くぇ 27-う きぇえ 
こけつうすぇすっかう くぇ くっすさぇょうちうけくくけすけ しちっ-
くうつくけ ういおせしすゃけ, こけょくっしっくけ けす ちはかぇ-
すぇ すさせこぇ くぇ 〈っぇすなさぇ こけょ さっあうしせさぇすぇ 
くぇ ]ゃっすかうく ╇ゃっかうくけゃ, ゅかぇゃっく ぉぇかっす-
きぇえしすけさ う さなおけゃけょうすっか くぇ ぉぇかっすぇ くぇ 
╃なさあぇゃっく ╋せいうおぇかっく 〈っぇすなさ „]すっそぇく 
╋ぇおっょけくしおう“ おなき ′ぇちうけくぇかくうは きせ-
いうおぇかっく う ぉぇかっすっく ちっくすなさ – ]けそうは. 
╉ぇおすけ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ゃっつっ こうしぇ, 
しこっおすぇおなかなす くぇ ╇ゃっかうくけゃ さぇいおぇいゃぇ し 
かぇおけくうつくうは こけっすうつっく すっおしす くぇ おぇいぇく-

かなつぇくうくぇ [せきっく ╃っくっゃ, こさうおぇいおぇ 
いぇ しなすゃけさっくうっすけ しなし しさっょしすゃぇすぇ 
くぇ ょゃうあっくつっしおうは すっぇすなさ, こさっきう-
くぇゃぇと ゃ つうしすけ ぉぇかっすくう そけさきう. ╀ぇ-
かっすくう しけかうしすう しぇ ぅくぇ ╉ぇそぇかうっゃぇ う 

]すぇくおけ 〈ぇくっゃ, 
おぇいぇくかなつぇくう, 
つぇしす けす すさせこぇ-
すぇ くぇ ]すぇさけいぇ-
ゅけさしおぇすぇ けこっ-
さぇ. ┿ゃすけさ くぇ 
きせかすうきっょうはすぇ 
っ ╃っかはく 〈っくっゃ, 
つぇしす けす かうしすぇすぇ 
くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお“.
‶ け ょ お さ っ こ ぇ す ぇ 

いぇ „╃うたぇくうっ けす 
╃けかうくぇすぇ“ っ くぇ-
つぇかけ くぇ しなすさせょ-
くうつっしすゃけ きっあょせ 
„┿さしっくぇか“ ┿╃ う 
〈っぇすなさ „╊のぉけ-

きうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“, おけえすけ こけょくっしっ けす 
うきっすけ くぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
しこっおすぇおなかぇ „╉けしっ ╀けしっ“ いぇ ょっちぇすぇ 
けす 『╃╂ „╀せさぇすうくけ“ こけ こけゃけょ 1-う 
のくう – ╋っあょせくぇさけょくうは ╃っく くぇ ょっ-
すっすけ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ しなすさせょくう-
つっしすゃけすけ きっあょせ „┿さしっくぇか“ ┿╃  う 
けぉとうくしおぇすぇ すさせこぇ, いぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかは, おぇいぇくかなておうすっ 
けさなあっえくうちう とっ ゅかっょぇす すっぇすさぇかくう 
こさっょしすぇゃかっくうは けす さっこっさすけぇさぇ くぇ 
けぉとうくしおうは おせかすせさっく うくしすうすせす ゃ 
ゅけかはきぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃けき くぇ おせかすせさぇ-
すぇ „┿さしっくぇか“, くぇせつう けとっ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

』¨〈╇《]ぇ【 〉╅ ╆ぇ]╈╅『¨っ - 》『¨《『¨【╊【...
〈けゅぇゃぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇく

かなお せこけさしすゃぇ ょけ こけしかっょくけ ゃ 
くぇしすけはゃぇくうはすぇ しう いぇ しさっとぇ 
し こさっきうっさぇ, くぇ おけゅけすけ かうつ
くけ ょぇ こさっょぇょっ ょゃっすっ おさぇしう
ゃう おけてくうちう し おけいきっすうおぇ けす 
きぇしかけょぇえくう さけいう けす おぇいぇく
かなておけすけ こけかっ, ょぇさ, おけえすけ 
こさっきうっさなす とっ くけしう  けす うきっすけ 
くぇ ╀なかゅぇさうは くぇ しゃけは ぇいなさ
ぉぇえょあぇくしおう おけかっゅぇ.   
‶け ゃさっきっ くぇ こさけゃっょっくぇすぇ 

ゃ くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう しっょきう
ちぇ しさっとぇ  そうくぇくしけゃうはす きう
くうしすなさ っ けぉっとぇか ょぇ けしうゅせさう 
くせあくうすっ いぇ ゅさせぉうは しすさけっあ  くぇ 

きけょっさくうは ╋せいっえ
くぇ さけいぇすぇ 1 きかく. かっゃぇ, 

ゃっょくぇゅぇ とけき しすぇくぇす はしくう 
うおけくけきううすっ けす こさぇゃうすっか
しすゃっくぇすぇ  こさけゅさぇきぇ けす 500 
きかく. かっゃぇ, さぇいょぇょっくう ゃ くぇ
つぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ いぇ さぇい
かうつくう こさけっおすう ゃ ぉなかゅぇさしおう 
けぉとうくう. ¨つぇおゃぇくうはすぇ しぇ, つっ 
ゃ おさぇは くぇ すけいう きっしっち すけゃぇ 
とっ っ そぇおす う こぇさうすっ いぇ ゅさせ
ぉうは しすさけっあ とっ しぇ ゃ しきっすおうすっ 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. ┿きぉうちうはすぇ う 
くぇ ょゃっすっ しすさぇくう っ ょけゅけょうくぇ 
╉ぇいぇくかなお ょぇ うきぇ いぇゃなさてっく 
う  こけしさっとぇと  すせさうしすう こなさゃう 
ゃ しゃっすぇ せくうおぇかっく あうゃ ╋せいっえ 
くぇ さけいぇすぇ, ゃ おけえすけ くぇちうけくぇか
くうはす しうきゃけか くぇ しすさぇくぇすぇ くう, 
しかっょ 47-ゅけょうてくけ せくうあっくうっ 
ゃ きぇいっ, ょぇ くぇきっさう しゃけっすけ ょけ
しすけえくけ う こけょけぉぇゃぇとけ きはしすけ.  
 ]さっとぇすぇ し そうくぇくしけゃうは 

きうくうしすなさ ‶っすなさ 』けぉぇくけゃ う 
くぇつぇかくうおぇ くぇ おぇぉうくっすぇ きせ 
╃っくうちぇ ╉うさけゃぇ っ けしなとっしす
ゃっくぇ し こけきけとすぇ くぇ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ, こさっょしっょぇすっか くぇ ゅさせ
こぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ゅさぇょぇ.  
„╉ぇすけ たけさぇ, おけうすけ あうゃっはす ゃ 

すけいう ゅさぇょ, おぇすけ しこっちうぇかうしすう 
う こさけそっしうけくぇかうしすう ゃ しゃけうすっ 
しそっさう, うきぇきっ ぉっいぇこっかぇちうけく
くぇ そうかけしけそうは: つっ ょけぉさうすっ 
くっとぇ いぇ たけさぇすぇ しっ しかせつゃぇす し 
ょけぉさけ けすくけてっくうっ う くぇ すはた くっ 
ぉうゃぇ ょぇ しっ こさっつう. ╄すけ いぇとけ, 
くうっ こけょおさっこはきっ う とっ こさけ
ょなかあうき ょぇ こけょおさっこはきっ ゃしは
おけ ょけぉさけ くぇつうくぇくうっ いぇ ゅさぇょぇ 
う たけさぇすぇ う ょぇ こけきぇゅぇきっ いぇ 
くっゅけゃぇすぇ さっぇかういぇちうは し おぇお
ゃけすけ きけあっき”, いぇはゃう しかっょ しさっ
とぇすぇ こさう きうくうしすなさ 』けぉぇくけゃ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
 „¨しくけゃくうはす きけすうゃ そうくぇく

しけゃうはす きうくうしすなさ おぇすっゅけさうつ
くけ ょぇ しっ ぇくゅぇあうさぇ し けしう

ゅせさはゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇすぇ いぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ╋せいっは くぇ 
さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, っ こさけっおす
くぇすぇ くう ゅけすけゃくけしす, ゃなゃ ゃしは

おけ けすくけてっくうっ, ょぇ いぇこけつくっき 
ゃっょくぇゅぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ きせ
いっは”, おぇいぇ しかっょ しさっとぇすぇ こさう 
きうくうしすなさぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇく
かなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. „¨すくけ
てっくうっすけ うき おなき ╉ぇいぇくかなお ゃ 
すけいう しかせつぇえ っ けすくけてっくうっ くぇ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ おなき くぇちうけ
くぇかくうは くう しうきゃけか”, おぇいぇ けとっ 
]すけはくけゃぇ.
‶さけっおすなす いぇ こなさゃうは ゃ しゃっすぇ 

╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ っ さぇいさぇぉけすっく 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, し ぇゃすけさ 
くぇ ぇさたうすっおすせさくぇすぇ きせ つぇしす 
╇ゃっかうく ′っょはかおけゃ, ゅかぇゃっく ぇさ
たうすっおす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
¨ぉとうくぇすぇ ゃっつっ っ こさけゃっかぇ う 
けぉとっしすゃっくぇすぇ こけさなつおぇ いぇ 
しすさけうすっかしすゃけすけ う くぇ こさぇおすう
おぇ, しかっょ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ そう
くぇくしうさぇくっすけ, きけあっ ゃっょくぇゅぇ 
ょぇ いぇこけつくっ う しなとうくしおぇすぇ さぇ
ぉけすぇ こけ ゅさせぉうは しすさけっあ. ‶かぇ
くけゃっすっ しぇ すけえ ょぇ こさけょなかあう 
150 ょくう. [っぇかくけ きけあっき ょぇ 
いぇこけつくっき ういゅさぇあょぇくっすけ けとっ 
こさっい のかう, こけかせつうき かう しさっょ
しすゃぇ, おぇすっゅけさうつっく ぉっ おきっすなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお.  
 ╉ぇすけ けしけぉっくけ ちっくっく さっいせか

すぇす けす しさっとぇすぇ  こさう きうくうしすなさ 
』けぉぇくけゃ, おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ 
う こさっょしっょぇすっかはす くぇ „╄おしこっさ

すう いぇ ╉ぇいぇくかなお” けこさっょっかはす 
ぇくゅぇあうきっくすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ 
ょぇ いぇかけあう ゃ くけゃうは ぉのょあっす 
いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ  ちっ

かっゃけ う しさっょしすゃぇすぇ いぇ けぉけ
させょゃぇくっ くぇ くけゃうは ╋せいっえ くぇ 
さけいぇすぇ, おけうすけ しなとけ しぇ ゃ さぇい
きっさ くぇ ぉかういけ 1 きうかうけく かっゃぇ. 
〈ぇおぇ, くぇ こさぇおすうおぇ, しさっとせ 

うくゃっしすうちうは けす
2 きうかうけくぇ かっゃぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ╀なか
ゅぇさうは とっ しっ しょけぉうはす し せくう
おぇかっく きせいっえ, おけえすけ とっ っ し 
ゃしうつおう ゃないきけあくけしすう いぇ こさっ
ゃさなとぇくっすけ きせ ゃ しゃっすけゃくぇ 
すせさうしすうつっしおぇ いぇぉっかっあうすっか
くけしす. 《ぇおす, おけえすけ いぇ ゅさぇょ し 
きぇとぇぉうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお けいくぇ
つぇゃぇ きくけゅけ. 
 ‶けゃっつっ けす ゅけょうくぇ ぇょきう

くうしすさぇちうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお さぇぉけすう こけ こさけっおすぇ. 
『っかすぇ っ すけえ ょぇ こさっょしすぇゃう こけ 
けさうゅうくぇかっく, こなかっく, ぇすさぇおすう
ゃっく, っきけちうけくぇかっく う しなこさっ
あうゃはゃぇと くぇつうく いぇ すせさうしすうすっ 
う ゅけしすうすっ くぇ ゅさぇょぇ さけいけこさけ
ういゃけょしすゃけすけ おぇすけ こけきうくなお: 
すさぇょうちううすっ くぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ 
すけゃぇ けすくけてっくうっ, さぇいゃうすうっすけ 
くぇ すけいう けすさぇしなか ゃ さぇいかうつくう
すっ こっさうけょう けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
うしすけさうは う たぇさぇおすっさくうすっ けしけ
ぉっくけしすう いぇ ゃしっおう, せくうおぇかくぇ

すぇ ぉなかゅぇさしおぇ すったくけかけゅうは いぇ 
こけかせつぇゃぇくっ くぇ さけいけゃけ きぇしかけ 
う しなこけしすぇゃはくっすけ え し すぇいう くぇ 
ょさせゅう ょなさあぇゃう し さけいけこさけうい

ゃけょしすゃけ. ′けゃうはす しなゃさっきっくっく 
╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
とっ さぇいこけかぇゅぇ し ぇゃすっくすうつくぇ 
しうしすっきぇ いぇ さけいけゃけ きぇしかけ, ゃ 
おけはすけ ゃしっおう とっ きけあっ ょぇ ゃうょう 
おぇお くぇ こさぇおすうおぇ しっ しかせつゃぇ 
さぇあょぇくっすけ くぇ さけいけゃけすけ きぇし
かけ う さけいけゃぇすぇ ゃけょぇ, し ぇすさぇお
すうゃくう きぇかおう さぇぉけすうかくうつおう, 
おなょっすけ ゃしっおう とっ きけあっ ょぇ しう 
ういさぇぉけすう しぇき しせゃっくうさ くぇ けし
くけゃぇすぇ くぇ さけいぇすぇ, しこっちうぇかくぇ 
]すぇは くぇ ぇさけきぇすうすっ, ゃ おけは
すけ とっ きけゅぇす ょぇ しっ ょっゅせしすうさぇ 
すさぇょうちうけくくぇすぇ ゅのかけゃうちぇ, 
╄おしこけちっくすなさ いぇ こさけあっおちうう う 
ぉっしっょう, しなゃさっきっくくう そけくょけ
たさぇくうかうとぇ いぇ ちっくくうすっ っおし
こけくぇすう, きうくう ゅさぇょうくぇ, おけは
すけ とっ けぉゅさぇあょぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
くけゃうは  きせいっえ. ╂さぇょうくぇすぇ  とっ 
うきぇ けぉけしけぉっくう 24 しっおすけさぇ し 
さぇいかうつくう しけさすけゃっ さけいう. ]こっ
ちうぇかくけ いぇ きぇかおうすっ こけしっすうすっ
かう くぇ きせいっは っ こさっょゃうょっく おなす 
し うくすっさぇおすうゃくう いぇくうきぇくうは. 
‶ぇくけさぇきくけ おぇそっ くぇ こけおさう
ゃぇ くぇ くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ う おぇそっ 
し かはすくぇ ゅさぇょうくぇ しぇ しなとけ 
つぇしす けす ゃういうはすぇ くぇ ぉなょっとうは, 
っょうくしすゃっく ゃ しゃっすぇ, きけょっさっく 
╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ. ┿さたうすっおすせ
さぇすぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ っ すぇおぇゃぇ, 

つっ とっ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす う ょぇ 
しっ ぇおちっくすうさぇ, つさっい けすょっかくう 
っかっきっくすう, う くぇ ゃかうはくうっすけ 
くぇ さけいけゃぇすぇ おせかすせさぇ う しうき
ゃけかうおぇ ゃなさたせ そけかおかけさくけすけ  
くぇしかっょしすゃけ う しなゃさっきっくくう
すっ ういおせしすゃぇ, くぇ こさうくけしぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは いぇ さぇいゃうすうっすけ  くぇ 
しゃっすけゃくぇすぇ こぇさそのきっさうえくぇ 
うくょせしすさうは. 
„] すけいう あっしす ょなさあぇゃぇすぇ, ゃ 

かうちっすけ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ  
‶かぇきっく ¨さってぇさしおう, ょぇゃぇ 

はしっく いくぇお う しうゅくぇか
いぇ きはしすけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお,

 いぇ いくぇつっくうっすけ いぇ ╀なかゅぇさうは 
う しゃっすけゃくぇすぇ すっあっしす くぇ くぇ
ちうけくぇかくうは くう しうきゃけか – さけ
いぇすぇ”, おぇすっゅけさうつくう ぉはたぇ しかっょ 
しさっとぇすぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
う こさっょしっょぇすっかはす くぇ „╄おしこっさ
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお”.  〈っ くっ しおさう
たぇ いぇょけゃけかしすゃけすけ しう う けす そぇ
おすぇ, つっ あっしすなす くぇ おぇぉうくっすぇ, 
ゃ かうちっすけ くぇ そうくぇくしけゃうは きう
くうしすなさ, っ けちっくおぇ  いぇ きはしすけすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ すせさうしすうつっ
しおう ちっくすなさ, けちっくおぇ いぇ せしう
かうはすぇ くぇ きっしすくぇすぇ せこさぇゃぇ う 
ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ さぇいゃうゃぇす さぇ
えけくうすっ しう, ぇおちっくすうさぇえおう くぇ 
しうかくうすっ しう しすさぇくう, おけうすけ くけ
しはす しゃっすけゃっく こさっしすうあ う こぇさう.
╁ いくぇお くぇ せゃぇあっくうっ おなき 

せしうかうはすぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう ょぇ 
こけこせかはさういうさぇす う さぇいゃうゃぇす 
ゅさぇょぇ しう つさっい くっゅけゃうは しうき
ゃけか, そうくぇくしけゃうはす きうくうしすなさ 
っ こさうっか こけおぇくぇすぇ ょぇ こけしっすう 
╉ぇいぇくかなお, ゃ いぇゃうしうきけしす けす 
しゃけうすっ ぇくゅぇあうきっくすう,  ゃ さぇき
おうすっ くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ. 
 ‶さけっおすなす いぇ しなゃさっきっくっく 

╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ ぉっ っょうく けす 
けぉとけ 5-すっ こさけっおすぇ くぇ ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお すぇいう ゅけょう
くぇ, おけうすけ くっ ぉはたぇ けょけぉさっくう 
いぇ そうくぇくしうさぇくっ けす こさぇゃう
すっかしすゃっくぇすぇ こさけゅさぇきぇ, さぇい
こさっょっかうかぇ 500 きかく. かっゃぇ ゃ 
ぉなかゅぇさしおう けぉとうくう. ‶さう ょけお
かぇょゃぇくっ くぇ しっしうは くぇ ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす こさっょう  くはおけかおけ  
きっしっちぇ おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけ
はくけゃぇ こけっ ぇくゅぇあうきっくす, ゃな
こさっおう こさっつおうすっ, いぇかけあっくうすっ 
こさけっおすう ょぇ しっ しかせつぇす. 
【っしす きっしっちぇ こけ-おなしくけ ╉ぇ

いぇくかなお う ゅさぇあょぇくうすっ きせ しぇ 
くぇ こなす ょぇ ゃうょはす さっぇかくう ゃない
きけあくけしすう っょくぇ, けすかっあぇゃぇかぇ  
47 ゅけょうくう う こけつすう けすこうしぇくぇ  
くぇょっあょぇ,  ょぇ しっ しかせつう.  ‶さう  
すけゃぇ, けとっ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

すっ しないょぇゃぇす しゃけは けさゅぇくういぇちうは, 
おけはすけ ょっえしすゃぇ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっすけ 
くぇ さぇぉけすぇ, けいっきかはゃぇくっ う ょぇゃぇ
くっ くぇ こぇさちっかう いぇ こけしすさけはゃぇくっ 
くぇ おなとう. 〈ぇおぇ, ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす 
きなあっすっ こけしすなこうかう くぇ さぇぉけすぇ ゃなゃ 
ゃけっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ „┿さしっくぇか” う ゃ 
„╉ぇこさけくう”. ╋っあょせ おゃぇさすぇか ”╀っい
ょけきくうつっしおう” う ちうゅぇくしおぇすぇ きぇたぇ
かぇ 61 しっきっえしすゃぇ しないょぇゃぇす おゃ. „╀っ
あぇくしおう”, し 3 そせさくう う 3 ょのおはくぇ, 
し せかうちう, くけしっとう ょけしっゅぇ うきっくぇすぇ 
くぇ すさぇおうえしおうすっ ゃけえゃけょう う うしすけ
さうつっしおう きっしすぇ, しゃなさいぇくう し ゃぇあくう 
しなぉうすうは. ╃けてかう しぇきけ し すっかぇすぇ う 
ょせてうすっ しう ゃ くっこけいくぇす おさぇえ, すっ 
ういゃなさてゃぇす ぉけゅぇすぇ ぉかぇゅけすゃけさう
すっかくぇ う こぇすさうけすうつくぇ ょっえくけしす, 
ゃけょっくぇ けす すさぇおうえしおぇすぇ けさゅぇくう
いぇちうは. ╀っょくう, くけ し ぉけゅぇすう しなさちぇ, 
すっ しなたさぇくはゃぇす くぇえ-つけゃっておうすっ 

ょけぉさけょっすっかう: ういゅさぇあょぇす おなとう 
くぇ ゃょけゃうちう う うくゃぇかうょう くぇ „きう
ょあうは”, しなぉうさぇす しさっょしすゃぇ, し おけうすけ 
ょぇ おせこせゃぇす おくうゅう くぇ ぉうぉかうけすっおぇ
すぇ. ‶さっい 1928 ゅけょうくぇ ういさぇぉけすゃぇす 
う しゃけっ いくぇきっ いぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ. 
]ないょぇゃぇす きかぇょっあおけ ょさせあっしすゃけ, 
し こさっょしっょぇすっか ′うおけかぇ ╃うきうすさけゃ. 
╇きぇす しゃけえ しぇきけょっっく ょさぇきぇすうつっく 
しなしすぇゃ, こっゃつっしおう おけかっおすうゃ いぇ 
こっしくう う けぉうつぇう けす さけょくぇ 〈さぇ
おうは - かぇいぇさせゃぇくっ, おけかっょせゃぇくっ, 
しせさゃぇおぇくっ, „こっこっさせょぇ” う ょさせゅう. 
]なぉさぇくうすっ たさぇくうすっかくう こさけょせおすう 
ょぇゃぇかう くぇ ぉけかくうすっ ゃょけゃうちう う ぉっ
ょくうすっ, ぇ し こぇさうすっ おせこせゃぇかう おくう
ゅう いぇ ぉっいこかぇすくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ. 
╅っくうすっ しっ こさけつせかう しなし しさなつくうすっ 
しう さなちっ, し おけうすけ こかっすっかう おさぇしう
ゃう ょぇくすっかう う ぉさけょっさうう, ゃっいぇかう 
てっゃうちう こけ しせおきぇくう う こさっしすうかおう. 

╁しはおぇ くっょっかは ゃ きぇたぇかぇすぇ, けぉかっ
つっくう ゃ すさぇおうえしおう くけしうう, たけさぇすぇ 
ゃうっかう おさなてくう たけさぇ, ぇ ゃっつっさ ょけ 
おなしくけ こっっかう しすぇさうすっ こっしくう, ょけくっ
しっくう けす 〈さぇおうは: しこけきっくう う しかせつ
おう, けあうゃはゃぇかう けす きかぇょけしすすぇ うき. 
′ぇ ╇かうくょっく /2 ぇゃゅせしす/ くぇ せか. 

„‶っすさけゃぇ くうゃぇ” しっ こさぇゃっか おせさ
ぉぇく. ╅っくうすっ すけつっかう ぉぇくうちう, きっ
しうかう こうすう. ′ぇ けぉはょ しっ しなぉうさぇかう 
くぇ けぉとぇ すさぇこっいぇ, ゃなさたせ いぇしすかぇくう 
てぇさっくう つっさゅう. ╃け ゃっつっさすぇ うゅさぇっ
かう たけさぇ, いぇぉせかゃぇかう きなあっ, ぇ あっ
くうすっ うきうすうさぇかう し てっゅう いかうすっ しう 
しゃっおなさゃう. ]っとぇかう しっ いぇ ぉっょくう う  
しうさぇちう, くぇ おけうすけ ょぇゃぇかう しなぉさぇ
くうすっ こぇさう. ′ぇ すぇいう しけそさぇ ゃしっおう 
うきぇか ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ こさけはゃう 
しゃけは すぇかぇくす. 
╃くっし ぇい, くぇしかっょくうつおぇすぇ くぇ すさぇ

おうえちう, しう いぇょぇゃぇき ゃなこさけしう: せしこはた

きっ かう ょぇ しなたさぇくうき すったくうすっ ょけぉさけ
ょっすっかう? ̈ ぉとせゃぇきっ かう こけ-つけゃっておう 
う ょけぉさけくぇきっさっくけ し たけさぇすぇ けおけかけ 
くぇし, せきっっき かう ぉっいおけさうしすくけ う しなさ
ょっつくけ ょぇ しう こけきぇゅぇきっ, ゃさなとぇきっ かう 
しっ おなき さけょけゃうは しう おけさっく うかう しきっ 
いぇぉさぇゃうかう おけう しきっ? 
] さぇょけしす きけゅぇ ょぇ けすゅけゃけさは: ょぇ, 

こけすけきちうすっ くぇ おぇいぇくかなておうすっ すさぇ
おうえちう くっ しぇ いぇぉさぇゃうかう おけさっくうすっ 
しう. 〈っ ょぇさうたぇ しさっょしすゃぇ いぇ こけしすさけ
はゃぇくっすけ くぇ こぇきっすくうちう, いぇ こけしすさぇ
ょぇかうすっ けす  くぇゃけょくっくうっすけ ゃ しっかけ 
╀うしっさ. ╁さなとぇきっ しっ っあっゅけょくけ こさう 
おけさっくうすっ しう, ゃ さけょくうすっ きっしすぇ くぇ 
ょっょうすっ くう! 
] ぉかぇゅけょぇさくけしす, きうかう たけさぇ! 

╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ, 
ょなかゅけゅけょうてっく こさっょしっょぇすっか 

くぇ 〈さぇおうえしおけすけ ょさせあっしすゃけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお
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╅『』╊〉╅] 《╆っ╇¨ 』【¨》╊〉╉¨╅〉【』[╅ 》『《╈『╅〈╅
╆ぇこけつくぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ おぇくょうょぇすう いぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか”, おけうすけ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ゃうしてっすけ しう けぉ-

さぇいけゃぇくうっ とっ うきぇす けしうゅせさっくけ さぇぉけすくけ きはしすけ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う 5-ゅけょうてっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ いぇ さぇぉけすぇ こけ しこっ-
ちうぇかくけしすすぇ. 
]すうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ っ つぇしす けす こけかうすうおぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ いぇ しけちうぇかくぇ ぇくゅぇあうさぇくけしす う こけょおさっこぇ う てぇくし いぇ 

きかぇょうすっ おぇょさう くぇ そうさきぇすぇ. 
╆ぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか” きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす ゃしうつおう, いぇゃなさてゃぇとう しさっょくけすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ せつっくうちう 

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

とっ こけっきぇ すったくうすっ しっきっしすさうぇかくう すぇおしう. ╅っしすなす くぇ そうさきぇすぇ っ いくぇつうすっかくけ こっさけ いぇ ぉのょあっすぇ くぇ ゃしはおけ しっきっえしすゃけ しなし 
しすせょっくす.

╋けかぉう くぇ あっかぇっとうすっ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす ゃ しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか” しっ こさうっきぇす ゃしっおう ょっかくうつっく ょっく. 
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは  いぇ こさけゅさぇきぇすぇ う こけ ょさせゅう ゃなこさけしう, けすくぇしはとう しっ いぇ けぉせつっくうっすけ ゃ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす, きけあっすっ ょぇ こけかせつうすっ くぇ しかっょくうすっ 

すっかっそけくう: 0889 632 071, 0889 310 500 う 0431/631 33.
╉けけさょうくぇすけさ くぇ  しすぇあぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ っ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ – いぇき.-ょうさっおすけさ こけ しこっちうぇかくう ゃなこさけしう くぇ „┿さしっくぇか”.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╊のぉけきうさ ╆ょさぇゃつっゃ っ こかけゃょうゃつぇくうく. ′うおけゅぇ こさっょう くっ しう っ こさっょしすぇゃはか, つっ 
とっ しっ さぇいょっかう し たせぉぇゃうは ゅさぇょ  こけょ すっこっすぇすぇ, いぇさぇょう おぇおゃけすけ う ょぇ ぉうかけ. ′け 
ゅけ こさぇゃう. ╁っつっ 6 ゅけょうくう っ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇさぇょう せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ さぇぉけすう すけゃぇ, 
おけっすけ けぉうつぇ. ╁ „┿さしっくぇか“. ╊のぉけ - きかぇょ きなあ ゃ こけつすう 》さうしすけゃぇ ゃないさぇしす, うょゃぇ 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ しかっょ しさっとぇ し  ょゃぇきぇ ぇさしっくぇかちう - ]すぇくうしかぇゃ ′っ-
くけゃ う ′うおけかぇえ ╉せちぇさけゃ. ╃ゃぇきぇすぇ けすうてかう ょぇ すなさしはす ゃ こかけゃょうゃしおうは 〈ったくうつっ-
しおう せくうゃっさしうすっす くぇたなしぇくう しすせょっくすう, おけうすけ うしおぇす ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす おぇすけ うくあっくっ-
さう ゃ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 〈なさしうかう う くぇきっさうかう. ╃くっし ╊のぉけ, いぇっょくけ しなし 
しなこさせゅぇすぇ しう – ╂ぇかは う しなしすせょっくすぇ ╋うかっく ╉けしすぇょうくけゃ, しぇ つぇしす けす うくけゃぇすうゃくぇすぇ 
きうしなか くぇ „┿さしっくぇか“. 

╊のぉけきうさ ╆ょさぇゃつっゃ さぇ
ぉけすう おぇすけ けさなあっっく おけく

しすさせおすけさ ゃ ╆ぇゃけょ 1. ]すさぇしす
すぇ きせ しぇ くけゃうすっ さぇいさぇぉけすおう, 
うくけゃぇちううすっ, くけ とけき しっ くぇ
かけあう, こけきぇゅぇ ゃ さってぇゃぇくっすけ 
くぇ しかけあくう うくあっくっさくう いぇょぇ
つう う ょうさっおすくけ ゃ こさけういゃけょ
しすゃけすけ. ]かっょ うょゃぇくっすけ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ きうしうけくっさう ゃ 
せくうゃっさしうすっすぇ, ╊のぉけ, しすせ
ょっくす こけ „╋ぇてうくけしすさけっくっ 
う せさっょけしすさけっくっ“,  いぇこうしゃぇ 
けとっ けす ゃすけさう おせさし „¨さなあっえ
くけ こさけういゃけょしすゃけ“ う しすぇゃぇ 
しすうこっくょうぇくす くぇ „┿さしっくぇか“. 
╇ょゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお けとっ こさっ
ょう ょぇ いぇゃなさてう きぇゅうしすさぇすせ
さぇすぇ. ╇ょゃぇ, こさうゃかっつっく けす 
てぇくしぇ ょぇ しぉなょくっ ょっすしおうすっ 
しう きっつすう. ¨とっ きぇかおけ きけき
つっ, ╊のぉけ しゅかけぉはゃぇ けす うゅさぇつ
おうすっ-おけくしすさせおすけさう くっ ぇゃ
すけきけぉうかう う くっぉけしすなさゅぇつう, 
ぇ こせておう. ╁おなとう うくあっくっさう 
くはきぇ. ╋ぇえおぇ きせ っ せつうすっかおぇ, 
くけ ぉぇとぇすぇ さぇぉけすう ゃ きぇてう
くけしすさけっくっすけ. ]すさせゅぇさしおうすっ 
せきっくうは くぇ すぇすおけすけ, しなつっすぇ
くう しなし しさなつくけしすすぇ くぇ きけき
つっすけ, さけょうかう こなさゃうすっ ょっす
しおう おけくしすさせおすけさしおう けこうすう. 
〈ぇおぇ, おけゅぇすけ ゃしうつおう きうしかっ
かう, つっ すぇかぇくすなす ょぇ すゃけさう とっ 
ゅけ くぇこさぇゃう たせょけあくうお, いぇ
とけすけ さうしせゃぇ つせょっしくけ, ╊のぉけ 
ういくっくぇょゃぇ し ういぉけさぇ しう  ょぇ 
いぇゃなさてう きったぇくけすったくうおせきぇ 
ゃ ‶かけゃょうゃ. ╅っかぇくうっすけ ょぇ 
こさぇゃう くっとけ し せき, さなちっ う 
しなさちっ くっ こさっしすぇゃぇ ょぇ ょなさあう 
う しっゅぇ うくあ. ╆ょさぇゃつっゃ ぉせょっく 
いぇ ゃしうつおけ くけゃけ う うくすっさっし
くけ ゃ こさけそっしうはすぇ. 〈けえ っ けす 
けくっいう きかぇょう しこっちうぇかうしすう, 
おけうすけ くっ しこうさぇす ょぇ すなさしはす 
うくけゃぇちううすっ, くっ いぇ ょぇ さぇしすぇす 
ゃ おぇさうっさぇすぇ, ぇ いぇとけすけ すぇおぇ 
うき たぇさっしゃぇ. „′っ うしおぇき ょぇ 
ゅけゃけさは いぇ しっぉっ しう う かうつくう
すっ しう おぇつっしすゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ. 
‶さっょこけつうすぇき ょさせゅうすっ ょぇ きう 
ょぇゃぇす けちっくおう, くけ とけき しきっ 
けしすぇくぇかう  ゃ „┿さしっくぇか“ ゃっつっ 
6 ゅけょうくう, とけき こさけょなかあぇ
ゃぇきっ ょぇ しきっ すせお,  きけあっ ぉう 
ょけぉさっ しっ しこさぇゃはきっ“, おけきっく
すうさぇ ╊のぉけ しっきっえくうは ういぉけさ - 
“┿さしっくぇか“. 〈けゃぇ, おけっすけ こさぇ
ゃう ゃしっおう ょっく, っ ょけしすぇすなつくけ 
ょけおぇいぇすっかしすゃけ, つっ こさう くっゅけ 
ういぉけさなす くぇ こさけそっしうはすぇ くっ っ 
しかせつぇっく. „′っ しなあぇかはゃぇき, つっ 
しすぇくぇた ぇさしっくぇかしおう しすうこっく
ょうぇくす. 〈けゃぇ きう こけきけゅくぇ ゃ 
けぉせつっくうっすけ, いぇとけすけ しすうこっく
ょうはすぇ いぇゃうしってっ けす せしこったぇ う 
すぇおぇ ぉはたきっ しすうきせかうさぇくう ょぇ 
せつうき こけゃっつっ, ょぇ いくぇっき こけ
ゃっつっ“, しこけょっかは うくあ. ╆ょさぇゃ
つっゃ. 〈けえ しっ せつせょゃぇ くぇ けくっいう 
きかぇょう たけさぇ, おけうすけ けすうゃぇす ゃ 
すったくうつっしおうすっ ゃせいけゃっ, くっ いぇ 
ょぇ せつぇす いぇ うくあっくっさう, ぇ いぇ
さぇょう しぇきけすけ しすせょっくすしすゃぇくっ. 

]すさぇしすすぇ くぇ ╊のぉけ しぇ 
うくけゃぇちううすっ

¨とっ おぇすけ ょうこかけきぇくす すけえ 
ういぉうさぇ さぇいさぇぉけすおぇ くぇ しくぇえ
こっさけゃぇ ゃうくすけゃおぇ, し おけはすけ 
こけかせつぇゃぇ おゃぇかうそうおぇちうは
すぇ „うくあっくっさ“. ╃うこかけきくぇすぇ 
さぇぉけすぇ こさう ╊のぉけ っ さぇぉけすぇ 
くっ こさけしすけ いぇさぇょう しぇきけすけ 
ょうこかけきうさぇくっ, すは っ つぇしす けす 
あっかぇくうっすけ きせ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ 
おぇすけ おけくしすさせおすけさ. ]くぇえこっ
さけゃうすっ ゃうくすけゃおう しぇ かのぉう
きうすっ きせ けさなあうは. ‶けくぇつぇかけ 
しう こぇょぇ こけ くけゃうすっ, きけょっさ
くうすっ けさなあっえくう さぇいさぇぉけすおう, 
ゅかっょぇ ゃ ぉなょっとっすけ う くはきぇ 
うくすっさっし こけ しすぇさうすっ こせておう 
-  きせいっえくう っおしこけくぇすう. 《っく 
っ くぇ きぇさおぇすぇ Feinwerkbau 

ゃなゃ ゃしうつおうすっ え ゃぇさうぇちうう う 
ゃしはおぇおなゃ ゃうょ しこけさすくけ けさな
あうっ う けさなあうっ いぇ こさっちういくぇ 
う しこけさすくぇ しすさっかぉぇ. ╆ぇすけゃぇ 
う しけぉしすゃっくぇすぇ きせ こくっゃきぇ
すうつくぇ こせておぇ っ Feinwerkbau 
300 su. ‶くっゃきぇすうつくけすけ しう 
けさなあうっ うくあっくっさ ╆ょさぇゃつっゃ 

くっ けおぇつゃぇ こけ しすっくうすっ せ ょけきぇ 
しう. 〈けえ しすさっかは. ′け くっ ぉっい
さぇいぉけさくけ, ぇ こけ きっすぇかくう うかう 
たぇさすうっくう きうてっくう. ]すさっかぉぇ
すぇ こけ きっすぇかくう こぇょぇとう きう
てっくう し こくっゃきぇすうつくう こせておう 
っ っょうく けす くぇえ-くけゃうすっ しこけさ
すけゃっ – ゃうょ しうきせかぇすうゃっく かけゃ, 
こけいくぇす おぇすけ 《うえかょ 〈ぇさゅっす う 
》なくすなさ 《うえかょ 〈ぇさゅっす. ╃させゅ 
しこけさす, おけえすけ こさぇおすうおせゃぇ, っ 
こくっゃきぇすうつくうはす ╀っくつさっしす, 
けぉはしくはゃぇ ╆ょさぇゃつっゃ, おけえ
すけ こさっょしすぇゃかはゃぇ こさっちういくぇ 
しすさっかぉぇ こけ たぇさすうっくう きう
てっくう. 〈けえ っ っょうくしすゃっくうはす 
おぇいぇくかなつぇくうく, おけえすけ こさぇお
すうおせゃぇ すけゃぇ しこけさすくけ たけぉう. 
„╆ぇこぇかうか“ しっ こさっい そけさせき くぇ 
しなきうてかっくうちう -  っくすせしうぇしすう 
ゃ うくすっさくっす. ¨す ゃうさすせぇかくけ 
たけぉうすけ しすぇゃぇ さっぇかくけ う ╊のぉけ 
ゃっつっ っ つぇしす けす ゅさせこぇ こさうは
すっかう, おけうすけ しっ しなぉうさぇす くぇ 
さぇいかうつくう きっしすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ, 
いぇ ょぇ せこさぇあくはゃぇす かのぉうきけ
すけ いぇくうきぇくうっ. „]すさっかは しっ ゃ 
けすょぇかっつっくけ きはしすけ くぇ つうしす 
すっさっく, ょぇかっつ けす くぇしっかっくう 
きっしすぇ う  きっしすぇ, おなょっすけ しゃけ
ぉけょくけ しっ ょゃうあぇす たけさぇ, いぇ ょぇ 
ぉなょっ ゃしうつおけ ぉっいけこぇしくけ. 〈っ
さっくなす すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ う ゃうょう
きけしす, いぇ ょぇ くはきぇ うくちうょっくすう 
けす ういくっくぇょゃぇとけ こけはゃうかう しっ 
たけさぇ”, けぉはしくはゃぇ さぇいこぇかっくけ 
╊のぉけきうさ, おけえすけ ゃっつっ ょゃっ 
こけさっょくう ゅけょうくう けさゅぇくういう
さぇ う おさぇえ ╉ぇいぇくかなお こけょけぉ
くう しなしすっいぇくうは. ╅っかぇくうっすけ 
きせ っ すっいう しなしすっいぇくうは, こさけ
ゃっあょぇくう ょけ はい. ╉けこさうくおぇ, 
ょぇ しすぇくぇす すさぇょうちうけくくう. 
╇いゃなく しすさっかぉぇすぇ, しぉうさおうすっ 
くぇ そっくけゃっすっ くぇ こくっゃきぇすうつ

くぇすぇ しすさっかぉぇ しっ こさっゃさなとぇす 
ゃ うしすうくしおう おせこけく. ╋なあっすっ 
- しすさっかちう うょゃぇす しなし しっきっえ
しすゃぇすぇ しう, こさぇゃはす こうおくう
ちう, さぇょゃぇす しっ くぇ こさうさけょぇ
すぇ. ]ぇきけけさゅぇくういうさぇす しっ いぇ 
ゃしはおけ しなしすっいぇくうっ. ]さっとう
すっ し たけさぇ しなし したけょくう うくすっ

さっしう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ いぇ 
╊のぉけ しぇ うしすうくしおう こさぇいくうお. 
„′うっ, ゃなゃ そけさせきぇ, しう ゅかっ
ょぇきっ しこけさすくぇすぇ くぇしけつっくけしす 
くぇ しすさっかぉぇすぇ, こけょょなさあぇきっ 
けこさっょっかっく ゃうょ おせかすせさぇ, しな
ぉうさぇきっ しっ いぇさぇょう せょけゃけかしす
ゃうっすけ, くっ いぇさぇょう さっいせかすぇすぇ, 
こけきぇゅぇきっ しう ゃなゃ ゃしうつおけ“, 
さぇいおぇいゃぇ おぇいぇくかなておうはす 
しすさっかっち. ]さっょ しすさっかちう おぇすけ 
くっゅけ けす ちはかぇ ╀なかゅぇさうは すけえ 
くぇきうさぇ くぇえ-ょけぉさうすっ しう こさう
はすっかう, けぉきっくは うょっう, こけつう
ゃぇ しう う けぉとせゃぇ しなし しさけょくう 
ょせてう, おけうすけ しう うきぇす しゃけえ 
しけぉしすゃっく ゅさせこぇさしおう あうゃけす. 
╆ぇくうきぇゃぇす しっ ょけさう し ぉかぇゅけす
ゃけさうすっかくけしす くぇ ういこぇょくぇかう 
ゃ くせあょぇ おけかっゅう. ‶さぇおすうおせ
ゃぇとうすっ しすさっかぉぇすぇ し こくっゃきぇ
すうつくう こせておう しぇ うくすっさっしくう 
たけさぇ, さぇいおぇいゃぇ ╊のぉけ. ╇きぇす 
せくうおぇかくう うくすっさっしう, せしこっかう 
しぇ ゃ こさけそっしうはすぇ. ¨ぉとけすけ 
きっあょせ すはた っ しすさぇしすすぇ おなき 
けさなあうっすけ. ′け くっ しぇきけ. ‶け
ゃっつっすけ けす すはた きくけゅけ たぇさっし
ゃぇす ╉ぇいぇくかなお う こさうさけょぇすぇ ゃ 
けおけかくけしすすぇ う うしおぇす けすくけゃけ 
ょぇ うょゃぇす すせお. „『っかすぇ っ ょぇ しっ 
ゃうょうき う ょぇ けぉきっくうき けこうす. 
′け - しなとけ う ょぇ しう こけつうくっき 
いぇっょくけ けす しすさっしぇ ゃ っあっょくっ
ゃうっすけ“, おぇいゃぇ ╊のぉけ. 〈けえ 
ちっくう しこけおけえしすゃうっすけ う っ おぇ
すっゅけさうつっく, つっ つけゃっお すさはぉゃぇ 
ょぇ しう こぇいう くっさゃうすっ う いょさぇ
ゃっすけ, ょぇ しっ けこうすゃぇ ょぇ くっ しっ 
すさっゃけあう ういかうてくけ“. ╆ぇすけゃぇ 
し こさうはすっかうすっ けす 《うえかょ 〈ぇさ
ゅっすぇ, おぇおすけ う し ょさせゅう, ╊のぉけ 
けぉうつぇ ょぇ しう こさぇゃはす ぉぇさぉっ
おのすぇ しさっょ こさうさけょぇすぇ. „′っ 
しなき さうぉぇさ, おけっすけ きぇえ っ くっ

すうこうつくけ いぇ すけは おさぇえ“, せし
きうたゃぇ しっ こかけゃょうゃつぇくうくなす 
けす ╉ぇいぇくかなお. ‶さういくぇゃぇ, つっ 
けぉうつぇ ゃっしっかぉうすっ し こさうはすっ
かう, くけ しなとけ う つっ こけゃっつっすけ けす 
すはた くっ しぇ けす ╉ぇいぇくかなお. ╃させ
ゅけ, おけっすけ くっ こさけこせしおぇ, とけき 
うきぇ ゃないきけあくけしす, っ ぉぇしおっす

‶¨』╇╁╄′ ╉¨╋‶╊╄╉]
„┿[]╄′┿╊” ¨〈╁O[╇ ╁[┿〈╇ ′┿ 
20.05.2014 ゅ.

1. 『╄′┿ ′┿ ╃╄′ ╆┿ [┿╀¨〈╄】╇ ゃ „┿[-
]╄′┿╊” ┿╃
30.00 かゃ./くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + けぉはょ 
+ ゃっつっさは くぇ きっくの/ - いぇ ゃないさぇしすくう
23.00 かゃ./くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + けぉはょ 
+ ゃっつっさは くぇ きっくの/いぇ ょっちぇ oす 2 ょけ12 ゅ. 
]╋ぅ′┿ - 06.06 - 12. 06. 2014 ゅ. - 6 
くけとせゃおう

2. 『╄′┿ ′┿ ╃╄′ ╆┿ [┿╀¨〈╄】╇ ゃ „┿[-
]╄′┿╊” ┿╃
しっいけく ┿ - 01.06 - 19.06 /ALL - ゃしうつおけ 
ゃおかのつっくけ
40.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう
32.00 かゃ.  いぇ ょっちぇ /6 - 12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 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
しっいけく ╁ - 20.06 - 09.07 /ALL - ゃしうつおけ 
ゃおかのつっくけ
48.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう
37.00 かゃ. いぇ ょっちぇ /6 - 12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 ゅ. し ょゃぇきぇ 
こぬかくけこかぇとぇとう さけょうすっかう
しっいけく ] - 10.07 - 25.08 /ALL - ゃしうつおけ 
ゃおかのつっくけ
61.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう
50.00 かゃ. いぇ ょっちぇ /6 -12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 ゅ. し ょゃぇきぇ 
こぬかくけこかぇとぇとう さけょうすっかう
しっいけく ╁ - 26.08 - 14.09 /ALL - ゃしうつおけ 
ゃおかのつっくけ
48.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう
37.00 かゃ. いぇ ょっちぇ/6 -12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 ゅ. し ょゃぇきぇ 

こぬかくけこかぇとぇとう さけょうすっかう
しっいけく ┿ - 15.09 - 30.09 /ALL - ゃしうつ-
おけ ゃおかのつっくけ
40.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう
32.00 かゃ. いぇ ょっちぇ /6 -12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 ゅ. し ょゃぇきぇ 
こぬかくけこかぇとぇとう さけょうすっかう

4. 『╄′┿ ′┿ ┿‶┿[〈┿╋╄′〈 ╆┿ [┿╀¨-
〈╄】╇ ╁ „┿[]╄′┿╊” ┿╃
『╄′╇〈╄ ]┿ ╆┿ ┿‶┿[〈┿╋╄′〈 ╆┿ 
╃╁┿╋┿ ╃〉【╇, ╁]╇』╉¨ ╁╉╊ぃ』╄-
′¨/ALL/

01.06 - 19.06.14 - ALL   A   95
20.06 - 09.07.14 - ALL   ╁ 112
10.07 - 25.08.14 - ALL   C 138
26.08 - 14.09.14 - ALL   ╁ 112
15.09 - 30.09.14 - ALL   A   95

╃¨‶╊┿】┿′╄ ╆┿ 〈[╄〈╇ ╁‒╆[┿]〈╄′ 
╁ ┿‶┿[〈┿╋╄′〈:

01.06 - 19.06.14 - ALL   A 33
20.06 - 09.07.14 - ALL   ╁ 42
10.07 - 25.08.14 - ALL   C 55
26.08 - 14.09.14 - ALL   ╁ 42
15.09 - 30.09.14 - ALL   A 33

╃¨‶╊┿】┿′╄ ╆┿ ╃╄〈╄ ¨〈 6 -12 ゅ. ╁ 
┿‶┿[〈┿╋╄′〈:

01.06 -19.06.14 - ALL    A 32
20.06 - 09.07.14 - ALL   B 37
10.07 - 25.08.14 - ALL   C 50
26.08 - 14.09.14 - ALL   ╁ 37
15.09 - 30.09.14 - ALL   A 32

《‒╊『【╅ ′╅ ]っ【《 2014 え. くあ にそてかし „╅ちつかせあし” - えち. 〉かつかいひち
げん づんゐだどぎべご ゑ „んづでぎぞんず” げん ぞぎづんゐだどぎべご ゑ „んづでぎぞんず”

1. 『╄′┿ ′┿ ╃╄′ ╆┿ ′╄[┿╀¨〈╄】╇ ╁ 
„┿[]╄′┿╊” ┿╃ 
35.00 かゃ./くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + 
けぉはょ + ゃっつっさは くぇ きっくの/いぇ ゃないさぇしす-
くう
23.00 かゃ./くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + 
けぉはょ + ゃっつっさは くぇ きっくの/いぇ ょっちぇ けす 
2ょけ12 ゅ.
]╋ぅ′┿ - 06.06 - 12.06. 2014 ゅ. - 6 
くけとせゃおう

2. 『╄′┿ ′┿ ╃╄′ ╆┿ ′╄[┿╀¨〈╄】╇ ╁ 
„┿[]╄′┿╊” ┿╃ 
しっいけく ┿ - 01.06 - 19.06 /ALL - 
ゃしうつおけ ゃおかのつっくけ 45.00 かゃ. いぇ ゃない-
さぇしすくう
36.00 かゃ. いぇ ょっちぇ/6 -12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 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
しっいけく ╁  - 20.06 - 09.07 /ALL - 
ゃしうつおけ ゃおかのつっくけ
53.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう
42.00 かゃ. いぇ ょっちぇ/6 -12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 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 
しっいけく ] - 10.07 - 25.08 /ALL - ゃしうつ-
おけ ゃおかのつっくけゃおかのつっくけ
67.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう 
54.00 かゃ. いぇ ょっちぇ /6 -12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 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
しっいけく ╁ - 26.08 - 14.09 /ALL - 
ゃしうつおけ ゃおかのつっくけ
53.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう 
42.00 かゃ. いぇ ょっちぇ/6 - 12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 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
しっいけく ┿ - 15.09 - 30.09 /ALL - 

ゃしうつおけ ゃおかのつっくけ
45.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう 36.00 かゃ. いぇ 
ょっちぇ /6 -12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 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
 
4. 『╄′╇ ′┿ ┿‶┿[〈┿╋╄′〈╇:
『╄′╇〈╄ ]┿ ╆┿ ┿‶┿[〈┿╋╄′〈 ╆┿ 
╃╁┿╋┿ ╃〉【╇, ╁]╇』╉¨ ╁╉╊ぃ』╄′¨ 
/ALL/

01.06 - 19.06.14 - ALL   A 100
20.06 - 09.07.14 - ALL   ╁ 118
10.07 - 25.08.14 - ALL   ] 144
26.08 - 14.09.14 - ALL   ╁ 118
15.09 - 30.09.14 - ALL   A 100

╃¨‶╊┿】┿′╄ ╆┿ 〈[╄〈╇ ╁‒╆[┿]〈╄′ 
╁ ┿‶┿[〈┿╋╄′〈

01.06 -19.06.14 - ALL   A 35
20.06 - 09.07.14 - ALL   ╁ 44
10.07 - 25.08.14 - ALL   ] 57
26.08 -14.09.14 - ALL   ╁ 44
15.09 - 30.09.14 - ALL   A 35

╃¨‶╊┿】┿′╄ ╆┿ ╃╄〈╄ ¨〈 6 - 12 ゅ. ╁ 
┿‶┿[〈┿╋╄′〈:

01.06 - 19.06.14 - ALL   A  32
20.06 - 09.07.14 - ALL   ╁ 37
10.07 - 25.08.14 - ALL   C 50
26.08 - 14.09.14 - ALL    ╁ 37
15.09 - 30.09.14 - ALL   A 32

‶けつうゃっく おけきこかっおし “┿さしっくぇか” ** っ 
ょゃせいゃっいょっく おけきこかっおし こけ おぇすっゅけさう-
いぇちうは. ′ぇきうさぇ しっ しぇきけ くぇ 50 き. けす 
こはしなつくぇすぇ うゃうちぇ, ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ 
ぉかういけしす っ ょけ ちっくすさぇかくぇすぇ すなさゅけゃしおぇ 
う せゃっしっかうすっかくぇ せかうちぇ くぇ くけゃうは ゅさぇょ 

とÜÖîñäîó　
′っしっぉなさ う っ しぇきけ くぇ 1 おき けす ]すぇ-
さうは ゅさぇょ.
╁おかのつゃぇ っょくぇ 13-っすぇあくぇ しゅさぇょぇ う 
ょけこなかくうすっかくぇ しゅさぇょぇ いぇ たさぇくっくっ:
69 ぉさ. - しすぇくょぇさすくぇ ょゃけえくぇ しすぇは /
きぇおし. 2 + 1
24 ぉさ. - しすぇくょぇさすくぇ すさけえくぇ しすぇは /
きぇおし. 3 + 1
╁ しすぇは:
ぉぇくは う ょせて
うくょ. おかうきぇすうお
SAT TV
すっかっそけく
きうくう ぉぇさ /こさぇいっく/
ぉぇかおけく
おぇきっさうっさしおけ けぉしかせあゃぇくっ - っあっ-
ょくっゃくけ
ぉっかぬけ - くぇ ゃしっおう 3 ょくう
たぇゃかうう - くぇ ゃしっおう 2 ょくう
check-in room /くぇしすぇくはゃぇくっ - 
15:00 つ.
check out a room /くぇこせしおぇくっ - 
12:00 つ.
》[┿′╄′╄ : ぉかけお-きぇしぇ ゃ けしくけゃくうは 
さっしすけさぇくす, けしくけゃくぇ いぇかぇ う かはすくぇ 
ゅさぇょうくぇ

╀╄╆‶╊┿〈′╇ 〉]╊〉╂╇:

けすおさうす ぉぇしっえく し つぇょなさう う てっい-
かけくゅう - 07:00 - 22:00/しかっょ 22:00 
ぉぇしっえくなす しっ ょっいうくそっおちうさぇ/
そうすくっし-せさっょう くぇ けすおさうすけ
ゅけかはき ょっすしおう おなす し こなさいぇかおう う 
おぇすっさせておう 
Wi - Fi くすっさくっす ゃ かけぉう ぉぇさ - 24 
つぇしぇ
こぇさおうくゅ いぇ ゅけしすうすっ, くぇしすぇくっくう ゃ 
たけすっかぇ
‶╊┿〈╄′╇ 〉]╊〉╂╇:
きうくう ゅけかそ, ぉうかはさょ
っかっおすさけくくう うゅさう
うくょうゃうょせぇかっく しっえそ ゃ しすぇは - 2.00 
かゃ. くぇ ょっく, いぇこかぇとぇ しっ くぇ さっちっこ-
ちうはすぇ
いぇ こけかいゃぇくっ くぇ おかうきぇすうお - 8.00 
かゃ. くぇ ょっく くぇ しすぇは しぇきけ こさっい しっ-
いけく ┿
‶╊┿╅
ゅさぇょしおう, けぉとっしすゃっく 
こかぇすっくけ: つぇょなさう う てっいかけくゅう

〉]╊¨╁╇ぅ ′┿ 》¨〈╄╊┿ 

》さぇくっくっ こけ こさけゅさぇきぇ All Inclusive
いぇおせしおぇ - 07:30 - 09:30 - けしくけゃっく さっし-
すけさぇくす
ぉかけお-きぇしぇ し ぉっいぇかおけたけかくう/けす こけしす きうおし, 
しけおつっすぇ oす きぇてうくぇ, おぇそっ, つぇえ, きかはおけ, 
おぇこせつうくけ, ゃけょぇ う ぇかおけたけかくう くぇこうすおう/
くぇかうゃくぇ ぉうさぇ, くぇかうゃくけ ぉはかけ う つっさゃっくけ 
ゃうくけ, ょあうく, ゃけょおぇ, さぇおうは, きぇしすうおぇ/ - 
ぉなかゅぇさしおけ  こさけういゃけょしすゃけ.
POOL BAR - 09:30 - 17:30
ぉっいぇかおけたけかくう う ぇかおけたけかくう くぇこうすおう - 
ぉなかゅぇさしおけ こさけういゃけょしすゃけ, おっおしけゃっ, しかぇょ-
おう う こかけょけゃっ
けぉはょ - 12:00 - 14:00 - けしくけゃっく さっしすけ-
さぇくす
ぉかけお-きぇしぇ し ぉっいぇかおけたけかくう う ぇかおけたけかくう 
くぇこうすおう - ぉなかゅぇさしおけ こさけういゃけょしすゃけ
ゃっつっさは - 18:30 - 20:30 - けしくけゃっく さっし-
すけさぇくす
ぉかけお-きぇしぇ し ぉっいぇかおけたけかくう う ぇかおけたけかくう 
くぇこうすおう – ぉなかゅぇさしおけ こさけういゃけょしすゃけ
╊¨╀╇ ╀┿[ - 07:30 - 22:30 - ぉっいぇかおけたけか-
くう う ぇかおけたけかくう くぇこうすおう -  ぉなかゅぇさしおけ 
こさけういゃけょしすゃけ, おぇそっ, つぇえ

ぉけかなす ゃ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ. 
╁っつっ っ けすおさうか こかけとぇょおうすっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ しっ うゅさぇっ う 
けすしおぇつぇ つっしすけ ょけ すぇき.

]すさっかぉぇすぇ っ
うくすっかうゅっくすっく しこけさす

〈ぇおぇ ╊のぉけきうさ けぉはしくはゃぇ 
ういぉけさぇ しう くぇ たけぉう, しゃなさいぇ

くけ し こさけそっしうはすぇ. ‶さぇおすう
おせゃぇくっすけ くぇ しすさっかぉぇ, きぇおぇさ 
う し こくっゃきぇすうつくけ けさなあうっ, 
こけきぇゅぇ う ゃ こさけそっしうけくぇかっく 
こかぇく, いぇとけすけ つけゃっお ゃうあょぇ 
う せしっとぇ おけっ っ ゃぇあくけすけ ゃ 
っょくけ けさなあうっ, いぇ ょぇ しっ こけ

かせつう こさっちういっく ういしすさっか. ╇きぇ 
くっとぇ, おけうすけ こさっょ おけきこのすな
さぇ くっ きけゅぇす ょぇ しっ ゃうょはす う 
せしっすはす.
╉ぇすけ うしすうくしおう ╊なゃ, こけょ 

つううすけ いゃっいょう っ さけょっく, うくあ. 
╆ょさぇゃつっゃ ゅかっょぇ くぇ あうゃけすぇ 
しこけおけえくけ, くけ しうゅせさくけ. 〈けえ っ 
せぉっょっく: ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ けさな
あっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ こぇ
いぇさなす っ すけいう, おけえすけ ういうしおゃぇ 
くけゃけすけ. ╋けすうゃぇちうはすぇ きせ ょぇ 
さぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか“ っ うきっく
くけ すぇいう - ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
せつぇしすゃぇ ゃ くけゃう さぇいさぇぉけす
おう, おけうすけ っょうく ょっく ょぇ ゃうょう 
さっぇかういうさぇくう ょけおさぇえ おぇすけ 
こさけょせおちうは いぇ しゃっすけゃくうは 
こぇいぇさ. “╁しうつおけ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ けしなゃさっきっくはゃぇ, ょぇ ゃなさゃう 
くぇこさっょ“, ゃはさゃぇ けさなあっえくう
はす おけくしすさせおすけさ けす ╆ぇゃけょ 1. 
〈けえ たぇさっしゃぇ きくけゅけ ういおかの
つうすっかくけすけ さぇいくけけぉさぇいうっ けす 
こさけそっしうけくぇかくう ょっえくけしすう ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ
くぇか“ - くっとけ, おけっすけ しっ しさっとぇ 
さはょおけ. ¨しけぉっくけ - ゃ ╀なかゅぇ
さうは. 〈なあくけ きせ っ, つっ ゅけかっきう
すっ しすぇさう きぇえしすけさう くぇ „┿さしっ
くぇか“ こけしすっこっくくけ しう けすうゃぇす, 
つっ くはきぇ おけえ ょぇ ゅう いぇきっし
すう, つっ きかぇょうすっ せ くぇし ゃしっ 
こけ-すさせょくけ しっ きけすうゃうさぇす いぇ 
さぇいゃうすうっ ゃ こさけそっしうはすぇ. 』っ 
さはょおけ こけかせつぇゃぇす てぇくしけゃっ 
いぇ さぇいゃうすうっ. ╆ぇすけゃぇ  せつぇし
すうっすけ しう ゃ しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ ╊のぉけきうさ ちっくう 
おぇすけ ょけぉなさ かうつっく ういぉけさ. 
╀うょっえおう ゃ ╉ぇいぇくかなお, こさっい 
うくすっさくっす う しこっちうぇかういうさぇ
くう しぇえすけゃっ う ういょぇくうは, うくあ. 
╆ょさぇゃつっゃ しかっょう うくけゃぇちううすっ 
ゃ けさなあうはすぇ う すったくけかけゅううすっ 
くぇ ゃけょっとうすっ そうさきう ゃ しゃっすぇ 
ゃ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 
╋っつすぇっ くっゅけゃうはす おけくしすさせお
すけさしおう けすょっか ょぇ しないょぇょっ うい
ょっかうは, おけうすけ ょぇ うきぇす くけゃう う 
こけ-ゅけかっきう せしこったう けす しっゅぇて
くうすっ. ╆ぇ ょぇ しっ こさけういゃっあょぇ, 
いぇ ょぇ うきぇ さぇぉけすぇ いぇ こけゃっつっ 
たけさぇ, いぇ ょぇ っ せょけゃかっすゃけさっく, 
つっ さぇぉけすう ゃ せしこはゃぇとぇ そうさ
きぇ.
„]ぇきけ おけえすけ くっ さぇぉけすう, すけえ 

くっ ゅさってう“, いくぇっ きかぇょうはす 
おけくしすさせおすけさ. ╇ けすくけゃけ こけゃ
すぇさは, つっ こさっょこけつうすぇ ょさせゅうすっ 
ょぇ ゅけ けちっくはゃぇす ゃ さぇぉけすぇすぇ. 
]ぇきうはす すけえ ちっくう う っ しうかくけ 

ゃこっつぇすかっく けす けこうすぇ くぇ 
しすぇさうすっ ぇさしっくぇかしおう おぇ
ょさう, おけうすけ しさっとぇ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ. ′け くっ けす たけ
さぇすぇ, おけうすけ さぇぉけかっこくけ 
けすしすなこゃぇす くぇ けこうすくうすっ, 
しぇきけ いぇとけすけ うきぇす こさっ
ょうきしすゃけすけ くぇ ゃないさぇしすすぇ. 
╋けきつっ, おけっすけ けすしすけはゃぇ 
こさぇゃぇすぇ しう - ╊のぉけきうさ 
くっ おさうっ, つっ しう っ すぇおなゃ. 
′ぇこさけすうゃ - せぉっょっく っ, つっ 
しぇきけ すぇおぇ つけゃっお こけしすうゅぇ 
さぇいゃうすうっ う っ こけかっいっく う 
いぇ さぇぉけすぇすぇ しう, う いぇ しっぉっ 
しう. ╆ぇすけゃぇ くうおぇお くっ っ 
つせょくけ, つっ おけゅぇすけ こさっょう 
ゅけょうくう しすぇゃぇ ぇさしっくぇか
しおう しすうこっくょうぇくす, こなさゃけ
おせさしくうおなす ╊のぉけ くぇょょっ
かはゃぇ くぇょ さけょうすっかしおけすけ 
きくっくうっ, つっ ╉ぇいぇくかなお くっ 
っ いぇ くっゅけ. ] ゃさっきっすけ う  
さけょうすっかうすっ しゃうおゃぇす - 
ちっくはす こさけそっしうけくぇかくうは 
っくすせしうぇいなき くぇ しうくぇ しう. ┿ 
こなお - う ゃ ╉ぇいぇくかなお ╊のぉけ 

ゃっつっ しっ つせゃしすゃぇ せ ょけきぇ しう. 
]ぇきけ すせお  きっつすぇすぇ いぇ こけゃっつっ 
しけぉしすゃっくう さぇいさぇぉけすおう けさな
あうは, さけょっくう ゃ ぇさしっくぇかしおうは 
おけくしすさせおすけさしおう おけかっおすうゃ, 
きけあっ ょぇ しっ しぉなょくっ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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》]《╇╉¨╇ぁ╅〉¨〉ぇ【, ′╅]ょ╆¨] „╅『』╊〉╅]“ 

╅『』╊〉╅] 《╆っ╇¨ 』【¨》╊〉╉¨╅〉【』[╅ 》『《╈『╅〈╅
╆ぇこけつくぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ おぇくょうょぇすう いぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか”, おけうすけ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ゃうしてっすけ しう けぉ

さぇいけゃぇくうっ とっ うきぇす けしうゅせさっくけ さぇぉけすくけ きはしすけ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う 5-ゅけょうてっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ いぇ さぇぉけすぇ こけ しこっ
ちうぇかくけしすすぇ. 
]すうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ っ つぇしす けす こけかうすうおぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ いぇ しけちうぇかくぇ ぇくゅぇあうさぇくけしす う こけょおさっこぇ う てぇくし いぇ 

きかぇょうすっ おぇょさう くぇ そうさきぇすぇ. 
╆ぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか” きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす ゃしうつおう, いぇゃなさてゃぇとう しさっょくけすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ せつっくうちう 

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

とっ こけっきぇ すったくうすっ しっきっしすさうぇかくう すぇおしう. ╅っしすなす くぇ そうさきぇすぇ っ いくぇつうすっかくけ こっさけ いぇ ぉのょあっすぇ くぇ ゃしはおけ しっきっえしすゃけ しなし 
しすせょっくす.

╋けかぉう くぇ あっかぇっとうすっ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす ゃ しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか” しっ こさうっきぇす ゃしっおう ょっかくうつっく ょっく. 
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは  いぇ こさけゅさぇきぇすぇ う こけ ょさせゅう ゃなこさけしう, けすくぇしはとう しっ いぇ けぉせつっくうっすけ ゃ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす, きけあっすっ ょぇ こけかせつうすっ くぇ しかっょくうすっ 

すっかっそけくう: 0889 632 071, 0889 310 500 う 0431/631 33.
╉けけさょうくぇすけさ くぇ  しすぇあぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ っ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ – いぇき.-ょうさっおすけさ こけ しこっちうぇかくう ゃなこさけしう くぇ „┿さしっくぇか”.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╊のぉけきうさ ╆ょさぇゃつっゃ っ こかけゃょうゃつぇくうく. ′うおけゅぇ こさっょう くっ しう っ こさっょしすぇゃはか, つっ 
とっ しっ さぇいょっかう し たせぉぇゃうは ゅさぇょ  こけょ すっこっすぇすぇ, いぇさぇょう おぇおゃけすけ う ょぇ ぉうかけ. ′け 
ゅけ こさぇゃう. ╁っつっ 6 ゅけょうくう っ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇさぇょう せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ さぇぉけすう すけゃぇ, 
おけっすけ けぉうつぇ. ╁ „┿さしっくぇか“. ╊のぉけ - きかぇょ きなあ ゃ こけつすう 》さうしすけゃぇ ゃないさぇしす, うょゃぇ 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ しかっょ しさっとぇ し  ょゃぇきぇ ぇさしっくぇかちう - ]すぇくうしかぇゃ ′っ-
くけゃ う ′うおけかぇえ ╉せちぇさけゃ. ╃ゃぇきぇすぇ けすうてかう ょぇ すなさしはす ゃ こかけゃょうゃしおうは 〈ったくうつっ-
しおう せくうゃっさしうすっす くぇたなしぇくう しすせょっくすう, おけうすけ うしおぇす ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす おぇすけ うくあっくっ-
さう ゃ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 〈なさしうかう う くぇきっさうかう. ╃くっし ╊のぉけ, いぇっょくけ しなし 
しなこさせゅぇすぇ しう – ╂ぇかは う しなしすせょっくすぇ ╋うかっく ╉けしすぇょうくけゃ, しぇ つぇしす けす うくけゃぇすうゃくぇすぇ 
きうしなか くぇ „┿さしっくぇか“. 

╊のぉけきうさ ╆ょさぇゃつっゃ さぇ-
ぉけすう おぇすけ けさなあっっく おけく-

しすさせおすけさ ゃ ╆ぇゃけょ 1. ]すさぇしす-
すぇ きせ しぇ くけゃうすっ さぇいさぇぉけすおう, 
うくけゃぇちううすっ, くけ とけき しっ くぇ-
かけあう, こけきぇゅぇ ゃ さってぇゃぇくっすけ 
くぇ しかけあくう うくあっくっさくう いぇょぇ-
つう う ょうさっおすくけ ゃ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ. ]かっょ うょゃぇくっすけ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ きうしうけくっさう ゃ 
せくうゃっさしうすっすぇ, ╊のぉけ, しすせ-
ょっくす こけ „╋ぇてうくけしすさけっくっ 
う せさっょけしすさけっくっ“,  いぇこうしゃぇ 
けとっ けす ゃすけさう おせさし „¨さなあっえ-
くけ こさけういゃけょしすゃけ“ う しすぇゃぇ 
しすうこっくょうぇくす くぇ „┿さしっくぇか“. 
╇ょゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお けとっ こさっ-
ょう ょぇ いぇゃなさてう きぇゅうしすさぇすせ-
さぇすぇ. ╇ょゃぇ, こさうゃかっつっく けす 
てぇくしぇ ょぇ しぉなょくっ ょっすしおうすっ 
しう きっつすう. ¨とっ きぇかおけ きけき-
つっ, ╊のぉけ しゅかけぉはゃぇ けす うゅさぇつ-
おうすっ-おけくしすさせおすけさう くっ ぇゃ-
すけきけぉうかう う くっぉけしすなさゅぇつう, 
ぇ こせておう. ╁おなとう うくあっくっさう 
くはきぇ. ╋ぇえおぇ きせ っ せつうすっかおぇ, 
くけ ぉぇとぇすぇ さぇぉけすう ゃ きぇてう-
くけしすさけっくっすけ. ]すさせゅぇさしおうすっ 
せきっくうは くぇ すぇすおけすけ, しなつっすぇ-
くう しなし しさなつくけしすすぇ くぇ きけき-
つっすけ, さけょうかう こなさゃうすっ ょっす-
しおう おけくしすさせおすけさしおう けこうすう. 
〈ぇおぇ, おけゅぇすけ ゃしうつおう きうしかっ-
かう, つっ すぇかぇくすなす ょぇ すゃけさう とっ 
ゅけ くぇこさぇゃう たせょけあくうお, いぇ-
とけすけ さうしせゃぇ つせょっしくけ, ╊のぉけ 
ういくっくぇょゃぇ し ういぉけさぇ しう  ょぇ 
いぇゃなさてう きったぇくけすったくうおせきぇ 
ゃ ‶かけゃょうゃ. ╅っかぇくうっすけ ょぇ 
こさぇゃう くっとけ し せき, さなちっ う 
しなさちっ くっ こさっしすぇゃぇ ょぇ ょなさあう 
う しっゅぇ うくあ. ╆ょさぇゃつっゃ ぉせょっく 
いぇ ゃしうつおけ くけゃけ う うくすっさっし-
くけ ゃ こさけそっしうはすぇ. 〈けえ っ けす 
けくっいう きかぇょう しこっちうぇかうしすう, 
おけうすけ くっ しこうさぇす ょぇ すなさしはす 
うくけゃぇちううすっ, くっ いぇ ょぇ さぇしすぇす 
ゃ おぇさうっさぇすぇ, ぇ いぇとけすけ すぇおぇ 
うき たぇさっしゃぇ. „′っ うしおぇき ょぇ 
ゅけゃけさは いぇ しっぉっ しう う かうつくう-
すっ しう おぇつっしすゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ. 
‶さっょこけつうすぇき ょさせゅうすっ ょぇ きう 
ょぇゃぇす けちっくおう, くけ とけき しきっ 
けしすぇくぇかう  ゃ „┿さしっくぇか“ ゃっつっ 
6 ゅけょうくう, とけき こさけょなかあぇ-
ゃぇきっ ょぇ しきっ すせお,  きけあっ ぉう 
ょけぉさっ しっ しこさぇゃはきっ“, おけきっく-
すうさぇ ╊のぉけ しっきっえくうは ういぉけさ - 
“┿さしっくぇか“. 〈けゃぇ, おけっすけ こさぇ-
ゃう ゃしっおう ょっく, っ ょけしすぇすなつくけ 
ょけおぇいぇすっかしすゃけ, つっ こさう くっゅけ 
ういぉけさなす くぇ こさけそっしうはすぇ くっ っ 
しかせつぇっく. „′っ しなあぇかはゃぇき, つっ 
しすぇくぇた ぇさしっくぇかしおう しすうこっく-
ょうぇくす. 〈けゃぇ きう こけきけゅくぇ ゃ 
けぉせつっくうっすけ, いぇとけすけ しすうこっく-
ょうはすぇ いぇゃうしってっ けす せしこったぇ う 
すぇおぇ ぉはたきっ しすうきせかうさぇくう ょぇ 
せつうき こけゃっつっ, ょぇ いくぇっき こけ-
ゃっつっ“, しこけょっかは うくあ. ╆ょさぇゃ-
つっゃ. 〈けえ しっ せつせょゃぇ くぇ けくっいう 
きかぇょう たけさぇ, おけうすけ けすうゃぇす ゃ 
すったくうつっしおうすっ ゃせいけゃっ, くっ いぇ 
ょぇ せつぇす いぇ うくあっくっさう, ぇ いぇ-
さぇょう しぇきけすけ しすせょっくすしすゃぇくっ. 

]すさぇしすすぇ くぇ ╊のぉけ しぇ 
うくけゃぇちううすっ

¨とっ おぇすけ ょうこかけきぇくす すけえ 
ういぉうさぇ さぇいさぇぉけすおぇ くぇ しくぇえ-
こっさけゃぇ ゃうくすけゃおぇ, し おけはすけ 
こけかせつぇゃぇ おゃぇかうそうおぇちうは-
すぇ „うくあっくっさ“. ╃うこかけきくぇすぇ 
さぇぉけすぇ こさう ╊のぉけ っ さぇぉけすぇ 
くっ こさけしすけ いぇさぇょう しぇきけすけ 
ょうこかけきうさぇくっ, すは っ つぇしす けす 
あっかぇくうっすけ きせ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ 
おぇすけ おけくしすさせおすけさ. ]くぇえこっ-
さけゃうすっ ゃうくすけゃおう しぇ かのぉう-
きうすっ きせ けさなあうは. ‶けくぇつぇかけ 
しう こぇょぇ こけ くけゃうすっ, きけょっさ-
くうすっ けさなあっえくう さぇいさぇぉけすおう, 
ゅかっょぇ ゃ ぉなょっとっすけ う くはきぇ 
うくすっさっし こけ しすぇさうすっ こせておう 
-  きせいっえくう っおしこけくぇすう. 《っく 
っ くぇ きぇさおぇすぇ Feinwerkbau 

ゃなゃ ゃしうつおうすっ え ゃぇさうぇちうう う 
ゃしはおぇおなゃ ゃうょ しこけさすくけ けさな-
あうっ う けさなあうっ いぇ こさっちういくぇ 
う しこけさすくぇ しすさっかぉぇ. ╆ぇすけゃぇ 
う しけぉしすゃっくぇすぇ きせ こくっゃきぇ-
すうつくぇ こせておぇ っ Feinwerkbau 
300 su. ‶くっゃきぇすうつくけすけ しう 
けさなあうっ うくあっくっさ ╆ょさぇゃつっゃ 

くっ けおぇつゃぇ こけ しすっくうすっ せ ょけきぇ 
しう. 〈けえ しすさっかは. ′け くっ ぉっい-
さぇいぉけさくけ, ぇ こけ きっすぇかくう うかう 
たぇさすうっくう きうてっくう. ]すさっかぉぇ-
すぇ こけ きっすぇかくう こぇょぇとう きう-
てっくう し こくっゃきぇすうつくう こせておう 
っ っょうく けす くぇえ-くけゃうすっ しこけさ-
すけゃっ – ゃうょ しうきせかぇすうゃっく かけゃ, 
こけいくぇす おぇすけ 《うえかょ 〈ぇさゅっす う 
》なくすなさ 《うえかょ 〈ぇさゅっす. ╃させゅ 
しこけさす, おけえすけ こさぇおすうおせゃぇ, っ 
こくっゃきぇすうつくうはす ╀っくつさっしす, 
けぉはしくはゃぇ ╆ょさぇゃつっゃ, おけえ-
すけ こさっょしすぇゃかはゃぇ こさっちういくぇ 
しすさっかぉぇ こけ たぇさすうっくう きう-
てっくう. 〈けえ っ っょうくしすゃっくうはす 
おぇいぇくかなつぇくうく, おけえすけ こさぇお-
すうおせゃぇ すけゃぇ しこけさすくけ たけぉう. 
„╆ぇこぇかうか“ しっ こさっい そけさせき くぇ 
しなきうてかっくうちう -  っくすせしうぇしすう 
ゃ うくすっさくっす. ¨す ゃうさすせぇかくけ 
たけぉうすけ しすぇゃぇ さっぇかくけ う ╊のぉけ 
ゃっつっ っ つぇしす けす ゅさせこぇ こさうは-
すっかう, おけうすけ しっ しなぉうさぇす くぇ 
さぇいかうつくう きっしすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ, 
いぇ ょぇ せこさぇあくはゃぇす かのぉうきけ-
すけ いぇくうきぇくうっ. „]すさっかは しっ ゃ 
けすょぇかっつっくけ きはしすけ くぇ つうしす 
すっさっく, ょぇかっつ けす くぇしっかっくう 
きっしすぇ う  きっしすぇ, おなょっすけ しゃけ-
ぉけょくけ しっ ょゃうあぇす たけさぇ, いぇ ょぇ 
ぉなょっ ゃしうつおけ ぉっいけこぇしくけ. 〈っ-
さっくなす すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ う ゃうょう-
きけしす, いぇ ょぇ くはきぇ うくちうょっくすう 
けす ういくっくぇょゃぇとけ こけはゃうかう しっ 
たけさぇ”, けぉはしくはゃぇ さぇいこぇかっくけ 
╊のぉけきうさ, おけえすけ ゃっつっ ょゃっ 
こけさっょくう ゅけょうくう けさゅぇくういう-
さぇ う おさぇえ ╉ぇいぇくかなお こけょけぉ-
くう しなしすっいぇくうは. ╅っかぇくうっすけ 
きせ っ すっいう しなしすっいぇくうは, こさけ-
ゃっあょぇくう ょけ はい. ╉けこさうくおぇ, 
ょぇ しすぇくぇす すさぇょうちうけくくう. 
╇いゃなく しすさっかぉぇすぇ, しぉうさおうすっ 
くぇ そっくけゃっすっ くぇ こくっゃきぇすうつ-

くぇすぇ しすさっかぉぇ しっ こさっゃさなとぇす 
ゃ うしすうくしおう おせこけく. ╋なあっすっ 
- しすさっかちう うょゃぇす しなし しっきっえ-
しすゃぇすぇ しう, こさぇゃはす こうおくう-
ちう, さぇょゃぇす しっ くぇ こさうさけょぇ-
すぇ. ]ぇきけけさゅぇくういうさぇす しっ いぇ 
ゃしはおけ しなしすっいぇくうっ. ]さっとう-
すっ し たけさぇ しなし したけょくう うくすっ-

さっしう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ いぇ 
╊のぉけ しぇ うしすうくしおう こさぇいくうお. 
„′うっ, ゃなゃ そけさせきぇ, しう ゅかっ-
ょぇきっ しこけさすくぇすぇ くぇしけつっくけしす 
くぇ しすさっかぉぇすぇ, こけょょなさあぇきっ 
けこさっょっかっく ゃうょ おせかすせさぇ, しな-
ぉうさぇきっ しっ いぇさぇょう せょけゃけかしす-
ゃうっすけ, くっ いぇさぇょう さっいせかすぇすぇ, 
こけきぇゅぇきっ しう ゃなゃ ゃしうつおけ“, 
さぇいおぇいゃぇ おぇいぇくかなておうはす 
しすさっかっち. ]さっょ しすさっかちう おぇすけ 
くっゅけ けす ちはかぇ ╀なかゅぇさうは すけえ 
くぇきうさぇ くぇえ-ょけぉさうすっ しう こさう-
はすっかう, けぉきっくは うょっう, こけつう-
ゃぇ しう う けぉとせゃぇ しなし しさけょくう 
ょせてう, おけうすけ しう うきぇす しゃけえ 
しけぉしすゃっく ゅさせこぇさしおう あうゃけす. 
╆ぇくうきぇゃぇす しっ ょけさう し ぉかぇゅけす-
ゃけさうすっかくけしす くぇ ういこぇょくぇかう 
ゃ くせあょぇ おけかっゅう. ‶さぇおすうおせ-
ゃぇとうすっ しすさっかぉぇすぇ し こくっゃきぇ-
すうつくう こせておう しぇ うくすっさっしくう 
たけさぇ, さぇいおぇいゃぇ ╊のぉけ. ╇きぇす 
せくうおぇかくう うくすっさっしう, せしこっかう 
しぇ ゃ こさけそっしうはすぇ. ¨ぉとけすけ 
きっあょせ すはた っ しすさぇしすすぇ おなき 
けさなあうっすけ. ′け くっ しぇきけ. ‶け-
ゃっつっすけ けす すはた きくけゅけ たぇさっし-
ゃぇす ╉ぇいぇくかなお う こさうさけょぇすぇ ゃ 
けおけかくけしすすぇ う うしおぇす けすくけゃけ 
ょぇ うょゃぇす すせお. „『っかすぇ っ ょぇ しっ 
ゃうょうき う ょぇ けぉきっくうき けこうす. 
′け - しなとけ う ょぇ しう こけつうくっき 
いぇっょくけ けす しすさっしぇ ゃ っあっょくっ-
ゃうっすけ“, おぇいゃぇ ╊のぉけ. 〈けえ 
ちっくう しこけおけえしすゃうっすけ う っ おぇ-
すっゅけさうつっく, つっ つけゃっお すさはぉゃぇ 
ょぇ しう こぇいう くっさゃうすっ う いょさぇ-
ゃっすけ, ょぇ しっ けこうすゃぇ ょぇ くっ しっ 
すさっゃけあう ういかうてくけ“. ╆ぇすけゃぇ 
し こさうはすっかうすっ けす 《うえかょ 〈ぇさ-
ゅっすぇ, おぇおすけ う し ょさせゅう, ╊のぉけ 
けぉうつぇ ょぇ しう こさぇゃはす ぉぇさぉっ-
おのすぇ しさっょ こさうさけょぇすぇ. „′っ 
しなき さうぉぇさ, おけっすけ きぇえ っ くっ-

すうこうつくけ いぇ すけは おさぇえ“, せし-
きうたゃぇ しっ こかけゃょうゃつぇくうくなす 
けす ╉ぇいぇくかなお. ‶さういくぇゃぇ, つっ 
けぉうつぇ ゃっしっかぉうすっ し こさうはすっ-
かう, くけ しなとけ う つっ こけゃっつっすけ けす 
すはた くっ しぇ けす ╉ぇいぇくかなお. ╃させ-
ゅけ, おけっすけ くっ こさけこせしおぇ, とけき 
うきぇ ゃないきけあくけしす, っ ぉぇしおっす-

‶¨』╇╁╄′ ╉¨╋‶╊╄╉]
„┿[]╄′┿╊” ¨〈╁O[╇ ╁[┿〈╇ ′┿ 
20.05.2014 ゅ.

1. 『╄′┿ ′┿ ╃╄′ ╆┿ [┿╀¨〈╄】╇ ゃ „┿[
]╄′┿╊” ┿╃
30.00 かゃ./くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + けぉはょ 
+ ゃっつっさは くぇ きっくの/ - いぇ ゃないさぇしすくう
23.00 かゃ./くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + けぉはょ 
+ ゃっつっさは くぇ きっくの/いぇ ょっちぇ oす 2 ょけ12 ゅ. 
]╋ぅ′┿ - 06.06 - 12. 06. 2014 ゅ. - 6 
くけとせゃおう

2. 『╄′┿ ′┿ ╃╄′ ╆┿ [┿╀¨〈╄】╇ ゃ „┿[
]╄′┿╊” ┿╃
しっいけく ┿ - 01.06 - 19.06 /ALL - ゃしうつおけ 
ゃおかのつっくけ
40.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう
32.00 かゃ.  いぇ ょっちぇ /6 - 12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 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
しっいけく ╁ - 20.06 - 09.07 /ALL - ゃしうつおけ 
ゃおかのつっくけ
48.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう
37.00 かゃ. いぇ ょっちぇ /6 - 12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 ゅ. し ょゃぇきぇ 
こぬかくけこかぇとぇとう さけょうすっかう
しっいけく ] - 10.07 - 25.08 /ALL - ゃしうつおけ 
ゃおかのつっくけ
61.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう
50.00 かゃ. いぇ ょっちぇ /6 -12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 ゅ. し ょゃぇきぇ 
こぬかくけこかぇとぇとう さけょうすっかう
しっいけく ╁ - 26.08 - 14.09 /ALL - ゃしうつおけ 
ゃおかのつっくけ
48.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう
37.00 かゃ. いぇ ょっちぇ/6 -12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 ゅ. し ょゃぇきぇ 

こぬかくけこかぇとぇとう さけょうすっかう
しっいけく ┿ - 15.09 - 30.09 /ALL - ゃしうつ
おけ ゃおかのつっくけ
40.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう
32.00 かゃ. いぇ ょっちぇ /6 -12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 ゅ. し ょゃぇきぇ 
こぬかくけこかぇとぇとう さけょうすっかう

4. 『╄′┿ ′┿ ┿‶┿[〈┿╋╄′〈 ╆┿ [┿╀¨
〈╄】╇ ╁ „┿[]╄′┿╊” ┿╃
『╄′╇〈╄ ]┿ ╆┿ ┿‶┿[〈┿╋╄′〈 ╆┿ 
╃╁┿╋┿ ╃〉【╇, ╁]╇』╉¨ ╁╉╊ぃ』╄
′¨/ALL/

01.06 - 19.06.14 - ALL   A   95
20.06 - 09.07.14 - ALL   ╁ 112
10.07 - 25.08.14 - ALL   C 138
26.08 - 14.09.14 - ALL   ╁ 112
15.09 - 30.09.14 - ALL   A   95

╃¨‶╊┿】┿′╄ ╆┿ 〈[╄〈╇ ╁‒╆[┿]〈╄′ 
╁ ┿‶┿[〈┿╋╄′〈:

01.06 - 19.06.14 - ALL   A 33
20.06 - 09.07.14 - ALL   ╁ 42
10.07 - 25.08.14 - ALL   C 55
26.08 - 14.09.14 - ALL   ╁ 42
15.09 - 30.09.14 - ALL   A 33

╃¨‶╊┿】┿′╄ ╆┿ ╃╄〈╄ ¨〈 6 -12 ゅ. ╁ 
┿‶┿[〈┿╋╄′〈:

01.06 -19.06.14 - ALL    A 32
20.06 - 09.07.14 - ALL   B 37
10.07 - 25.08.14 - ALL   C 50
26.08 - 14.09.14 - ALL   ╁ 37
15.09 - 30.09.14 - ALL   A 32

《‒╊『【╅ ′╅ ]っ【《 2014 え. くあ にそてかし „╅ちつかせあし” - えち. 〉かつかいひち
げん づんゐだどぎべご ゑ „んづでぎぞんず” げん ぞぎづんゐだどぎべご ゑ „んづでぎぞんず”

1. 『╄′┿ ′┿ ╃╄′ ╆┿ ′╄[┿╀¨〈╄】╇ ╁ 
„┿[]╄′┿╊” ┿╃ 
35.00 かゃ./くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + 
けぉはょ + ゃっつっさは くぇ きっくの/いぇ ゃないさぇしす
くう
23.00 かゃ./くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + 
けぉはょ + ゃっつっさは くぇ きっくの/いぇ ょっちぇ けす 
2ょけ12 ゅ.
]╋ぅ′┿ - 06.06 - 12.06. 2014 ゅ. - 6 
くけとせゃおう

2. 『╄′┿ ′┿ ╃╄′ ╆┿ ′╄[┿╀¨〈╄】╇ ╁ 
„┿[]╄′┿╊” ┿╃ 
しっいけく ┿ - 01.06 - 19.06 /ALL - 
ゃしうつおけ ゃおかのつっくけ 45.00 かゃ. いぇ ゃない
さぇしすくう
36.00 かゃ. いぇ ょっちぇ/6 -12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 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
しっいけく ╁  - 20.06 - 09.07 /ALL - 
ゃしうつおけ ゃおかのつっくけ
53.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう
42.00 かゃ. いぇ ょっちぇ/6 -12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 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 
しっいけく ] - 10.07 - 25.08 /ALL - ゃしうつ
おけ ゃおかのつっくけゃおかのつっくけ
67.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう 
54.00 かゃ. いぇ ょっちぇ /6 -12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 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
しっいけく ╁ - 26.08 - 14.09 /ALL - 
ゃしうつおけ ゃおかのつっくけ
53.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう 
42.00 かゃ. いぇ ょっちぇ/6 - 12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 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
しっいけく ┿ - 15.09 - 30.09 /ALL - 

ゃしうつおけ ゃおかのつっくけ
45.00 かゃ. いぇ ゃないさぇしすくう 36.00 かゃ. いぇ 
ょっちぇ /6 -12 ゅ./
╀っいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ょけ 6 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
 
4. 『╄′╇ ′┿ ┿‶┿[〈┿╋╄′〈╇:
『╄′╇〈╄ ]┿ ╆┿ ┿‶┿[〈┿╋╄′〈 ╆┿ 
╃╁┿╋┿ ╃〉【╇, ╁]╇』╉¨ ╁╉╊ぃ』╄′¨ 
/ALL/

01.06 - 19.06.14 - ALL   A 100
20.06 - 09.07.14 - ALL   ╁ 118
10.07 - 25.08.14 - ALL   ] 144
26.08 - 14.09.14 - ALL   ╁ 118
15.09 - 30.09.14 - ALL   A 100

╃¨‶╊┿】┿′╄ ╆┿ 〈[╄〈╇ ╁‒╆[┿]〈╄′ 
╁ ┿‶┿[〈┿╋╄′〈

01.06 -19.06.14 - ALL   A 35
20.06 - 09.07.14 - ALL   ╁ 44
10.07 - 25.08.14 - ALL   ] 57
26.08 -14.09.14 - ALL   ╁ 44
15.09 - 30.09.14 - ALL   A 35

╃¨‶╊┿】┿′╄ ╆┿ ╃╄〈╄ ¨〈 6 - 12 ゅ. ╁ 
┿‶┿[〈┿╋╄′〈:

01.06 - 19.06.14 - ALL   A  32
20.06 - 09.07.14 - ALL   ╁ 37
10.07 - 25.08.14 - ALL   C 50
26.08 - 14.09.14 - ALL    ╁ 37
15.09 - 30.09.14 - ALL   A 32

‶けつうゃっく おけきこかっおし “┿さしっくぇか” ** っ 
ょゃせいゃっいょっく おけきこかっおし こけ おぇすっゅけさう
いぇちうは. ′ぇきうさぇ しっ しぇきけ くぇ 50 き. けす 
こはしなつくぇすぇ うゃうちぇ, ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ 
ぉかういけしす っ ょけ ちっくすさぇかくぇすぇ すなさゅけゃしおぇ 
う せゃっしっかうすっかくぇ せかうちぇ くぇ くけゃうは ゅさぇょ 

とÜÖîñäîó　
′っしっぉなさ う っ しぇきけ くぇ 1 おき けす ]すぇ
さうは ゅさぇょ.
╁おかのつゃぇ っょくぇ 13-っすぇあくぇ しゅさぇょぇ う 
ょけこなかくうすっかくぇ しゅさぇょぇ いぇ たさぇくっくっ:
69 ぉさ. - しすぇくょぇさすくぇ ょゃけえくぇ しすぇは /
きぇおし. 2 + 1
24 ぉさ. - しすぇくょぇさすくぇ すさけえくぇ しすぇは /
きぇおし. 3 + 1
╁ しすぇは:
ぉぇくは う ょせて
うくょ. おかうきぇすうお
SAT TV
すっかっそけく
きうくう ぉぇさ /こさぇいっく/
ぉぇかおけく
おぇきっさうっさしおけ けぉしかせあゃぇくっ - っあっ
ょくっゃくけ
ぉっかぬけ - くぇ ゃしっおう 3 ょくう
たぇゃかうう - くぇ ゃしっおう 2 ょくう
check-in room /くぇしすぇくはゃぇくっ - 
15:00 つ.
check out a room /くぇこせしおぇくっ - 
12:00 つ.
》[┿′╄′╄ : ぉかけお-きぇしぇ ゃ けしくけゃくうは 
さっしすけさぇくす, けしくけゃくぇ いぇかぇ う かはすくぇ 
ゅさぇょうくぇ

╀╄╆‶╊┿〈′╇ 〉]╊〉╂╇:

けすおさうす ぉぇしっえく し つぇょなさう う てっい
かけくゅう - 07:00 - 22:00/しかっょ 22:00 
ぉぇしっえくなす しっ ょっいうくそっおちうさぇ/
そうすくっし-せさっょう くぇ けすおさうすけ
ゅけかはき ょっすしおう おなす し こなさいぇかおう う 
おぇすっさせておう 
Wi - Fi くすっさくっす ゃ かけぉう ぉぇさ - 24 
つぇしぇ
こぇさおうくゅ いぇ ゅけしすうすっ, くぇしすぇくっくう ゃ 
たけすっかぇ
‶╊┿〈╄′╇ 〉]╊〉╂╇:
きうくう ゅけかそ, ぉうかはさょ
っかっおすさけくくう うゅさう
うくょうゃうょせぇかっく しっえそ ゃ しすぇは - 2.00 
かゃ. くぇ ょっく, いぇこかぇとぇ しっ くぇ さっちっこ
ちうはすぇ
いぇ こけかいゃぇくっ くぇ おかうきぇすうお - 8.00 
かゃ. くぇ ょっく くぇ しすぇは しぇきけ こさっい しっ
いけく ┿
‶╊┿╅
ゅさぇょしおう, けぉとっしすゃっく 
こかぇすっくけ: つぇょなさう う てっいかけくゅう

〉]╊¨╁╇ぅ ′┿ 》¨〈╄╊┿ 

》さぇくっくっ こけ こさけゅさぇきぇ All Inclusive
いぇおせしおぇ - 07:30 - 09:30 - けしくけゃっく さっし
すけさぇくす
ぉかけお-きぇしぇ し ぉっいぇかおけたけかくう/けす こけしす きうおし, 
しけおつっすぇ oす きぇてうくぇ, おぇそっ, つぇえ, きかはおけ, 
おぇこせつうくけ, ゃけょぇ う ぇかおけたけかくう くぇこうすおう/
くぇかうゃくぇ ぉうさぇ, くぇかうゃくけ ぉはかけ う つっさゃっくけ 
ゃうくけ, ょあうく, ゃけょおぇ, さぇおうは, きぇしすうおぇ/ - 
ぉなかゅぇさしおけ  こさけういゃけょしすゃけ.
POOL BAR - 09:30 - 17:30
ぉっいぇかおけたけかくう う ぇかおけたけかくう くぇこうすおう - 
ぉなかゅぇさしおけ こさけういゃけょしすゃけ, おっおしけゃっ, しかぇょ
おう う こかけょけゃっ
けぉはょ - 12:00 - 14:00 - けしくけゃっく さっしすけ
さぇくす
ぉかけお-きぇしぇ し ぉっいぇかおけたけかくう う ぇかおけたけかくう 
くぇこうすおう - ぉなかゅぇさしおけ こさけういゃけょしすゃけ
ゃっつっさは - 18:30 - 20:30 - けしくけゃっく さっし
すけさぇくす
ぉかけお-きぇしぇ し ぉっいぇかおけたけかくう う ぇかおけたけかくう 
くぇこうすおう – ぉなかゅぇさしおけ こさけういゃけょしすゃけ
╊¨╀╇ ╀┿[ - 07:30 - 22:30 - ぉっいぇかおけたけか
くう う ぇかおけたけかくう くぇこうすおう -  ぉなかゅぇさしおけ 
こさけういゃけょしすゃけ, おぇそっ, つぇえ

ぉけかなす ゃ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ. 
╁っつっ っ けすおさうか こかけとぇょおうすっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ しっ うゅさぇっ う 
けすしおぇつぇ つっしすけ ょけ すぇき.

]すさっかぉぇすぇ っ
うくすっかうゅっくすっく しこけさす

〈ぇおぇ ╊のぉけきうさ けぉはしくはゃぇ 
ういぉけさぇ しう くぇ たけぉう, しゃなさいぇ-

くけ し こさけそっしうはすぇ. ‶さぇおすう-
おせゃぇくっすけ くぇ しすさっかぉぇ, きぇおぇさ 
う し こくっゃきぇすうつくけ けさなあうっ, 
こけきぇゅぇ う ゃ こさけそっしうけくぇかっく 
こかぇく, いぇとけすけ つけゃっお ゃうあょぇ 
う せしっとぇ おけっ っ ゃぇあくけすけ ゃ 
っょくけ けさなあうっ, いぇ ょぇ しっ こけ-

かせつう こさっちういっく ういしすさっか. ╇きぇ 
くっとぇ, おけうすけ こさっょ おけきこのすな-
さぇ くっ きけゅぇす ょぇ しっ ゃうょはす う 
せしっすはす.
╉ぇすけ うしすうくしおう ╊なゃ, こけょ 

つううすけ いゃっいょう っ さけょっく, うくあ. 
╆ょさぇゃつっゃ ゅかっょぇ くぇ あうゃけすぇ 
しこけおけえくけ, くけ しうゅせさくけ. 〈けえ っ 
せぉっょっく: ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ けさな-
あっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ こぇ-
いぇさなす っ すけいう, おけえすけ ういうしおゃぇ 
くけゃけすけ. ╋けすうゃぇちうはすぇ きせ ょぇ 
さぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか“ っ うきっく-
くけ すぇいう - ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
せつぇしすゃぇ ゃ くけゃう さぇいさぇぉけす-
おう, おけうすけ っょうく ょっく ょぇ ゃうょう 
さっぇかういうさぇくう ょけおさぇえ おぇすけ 
こさけょせおちうは いぇ しゃっすけゃくうは 
こぇいぇさ. “╁しうつおけ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ けしなゃさっきっくはゃぇ, ょぇ ゃなさゃう 
くぇこさっょ“, ゃはさゃぇ けさなあっえくう-
はす おけくしすさせおすけさ けす ╆ぇゃけょ 1. 
〈けえ たぇさっしゃぇ きくけゅけ ういおかの-
つうすっかくけすけ さぇいくけけぉさぇいうっ けす 
こさけそっしうけくぇかくう ょっえくけしすう ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか“ - くっとけ, おけっすけ しっ しさっとぇ 
さはょおけ. ¨しけぉっくけ - ゃ ╀なかゅぇ-
さうは. 〈なあくけ きせ っ, つっ ゅけかっきう-
すっ しすぇさう きぇえしすけさう くぇ „┿さしっ-
くぇか“ こけしすっこっくくけ しう けすうゃぇす, 
つっ くはきぇ おけえ ょぇ ゅう いぇきっし-
すう, つっ きかぇょうすっ せ くぇし ゃしっ 
こけ-すさせょくけ しっ きけすうゃうさぇす いぇ 
さぇいゃうすうっ ゃ こさけそっしうはすぇ. 』っ 
さはょおけ こけかせつぇゃぇす てぇくしけゃっ 
いぇ さぇいゃうすうっ. ╆ぇすけゃぇ  せつぇし-
すうっすけ しう ゃ しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ ╊のぉけきうさ ちっくう 
おぇすけ ょけぉなさ かうつっく ういぉけさ. 
╀うょっえおう ゃ ╉ぇいぇくかなお, こさっい 
うくすっさくっす う しこっちうぇかういうさぇ-
くう しぇえすけゃっ う ういょぇくうは, うくあ. 
╆ょさぇゃつっゃ しかっょう うくけゃぇちううすっ 
ゃ けさなあうはすぇ う すったくけかけゅううすっ 
くぇ ゃけょっとうすっ そうさきう ゃ しゃっすぇ 
ゃ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 
╋っつすぇっ くっゅけゃうはす おけくしすさせお-
すけさしおう けすょっか ょぇ しないょぇょっ うい-
ょっかうは, おけうすけ ょぇ うきぇす くけゃう う 
こけ-ゅけかっきう せしこったう けす しっゅぇて-
くうすっ. ╆ぇ ょぇ しっ こさけういゃっあょぇ, 
いぇ ょぇ うきぇ さぇぉけすぇ いぇ こけゃっつっ 
たけさぇ, いぇ ょぇ っ せょけゃかっすゃけさっく, 
つっ さぇぉけすう ゃ せしこはゃぇとぇ そうさ-
きぇ.
„]ぇきけ おけえすけ くっ さぇぉけすう, すけえ 

くっ ゅさってう“, いくぇっ きかぇょうはす 
おけくしすさせおすけさ. ╇ けすくけゃけ こけゃ-
すぇさは, つっ こさっょこけつうすぇ ょさせゅうすっ 
ょぇ ゅけ けちっくはゃぇす ゃ さぇぉけすぇすぇ. 
]ぇきうはす すけえ ちっくう う っ しうかくけ 

ゃこっつぇすかっく けす けこうすぇ くぇ 
しすぇさうすっ ぇさしっくぇかしおう おぇ-
ょさう, おけうすけ しさっとぇ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ. ′け くっ けす たけ-
さぇすぇ, おけうすけ さぇぉけかっこくけ 
けすしすなこゃぇす くぇ けこうすくうすっ, 
しぇきけ いぇとけすけ うきぇす こさっ-
ょうきしすゃけすけ くぇ ゃないさぇしすすぇ. 
╋けきつっ, おけっすけ けすしすけはゃぇ 
こさぇゃぇすぇ しう - ╊のぉけきうさ 
くっ おさうっ, つっ しう っ すぇおなゃ. 
′ぇこさけすうゃ - せぉっょっく っ, つっ 
しぇきけ すぇおぇ つけゃっお こけしすうゅぇ 
さぇいゃうすうっ う っ こけかっいっく う 
いぇ さぇぉけすぇすぇ しう, う いぇ しっぉっ 
しう. ╆ぇすけゃぇ くうおぇお くっ っ 
つせょくけ, つっ おけゅぇすけ こさっょう 
ゅけょうくう しすぇゃぇ ぇさしっくぇか-
しおう しすうこっくょうぇくす, こなさゃけ-
おせさしくうおなす ╊のぉけ くぇょょっ-
かはゃぇ くぇょ さけょうすっかしおけすけ 
きくっくうっ, つっ ╉ぇいぇくかなお くっ 
っ いぇ くっゅけ. ] ゃさっきっすけ う  
さけょうすっかうすっ しゃうおゃぇす - 
ちっくはす こさけそっしうけくぇかくうは 
っくすせしうぇいなき くぇ しうくぇ しう. ┿ 
こなお - う ゃ ╉ぇいぇくかなお ╊のぉけ 

ゃっつっ しっ つせゃしすゃぇ せ ょけきぇ しう. 
]ぇきけ すせお  きっつすぇすぇ いぇ こけゃっつっ 
しけぉしすゃっくう さぇいさぇぉけすおう けさな-
あうは, さけょっくう ゃ ぇさしっくぇかしおうは 
おけくしすさせおすけさしおう おけかっおすうゃ, 
きけあっ ょぇ しっ しぉなょくっ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Със съпругата Галя
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《╆ぅ¨〉』[¨っ【 ′╅╊〈 』╊ 》]╅ぅ╅ 》《 》]╅〉

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお こさうっ ゅけょうて

くうは ¨すつっす くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ 
おぇしけゃけすけ ういこなかくっくうっ  くぇ 
╀のょあっす 2013. „┿くぇかういなす くぇ 
¨すつっすぇ いぇ 2013-すぇ ゅけょうくぇ 
こけおぇいゃぇ, つっ おなき おさぇは くぇ きう
くぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くはきぇ ょぇくくう 
いぇ くっこさっょゃうょっくう そうくぇしけ
ゃう  さうしおけゃっ う ういこなかくっくうっすけ 
くぇ ぉのょあっすぇ っ ゃ くけさきぇかくう
すっ こけおぇいぇすっかう“, おけきっくすうさぇ 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ‶けしすけはく
くぇすぇ おけきうしうは こけ ぉのょあっす う 
そうくぇくしう ゃ ¨ぉとうくしおうは しな
ゃっす う つかっく くぇ ╂させこぇすぇ „╄おし
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, ╃さぇゅけ
きうさ ‶っすおけゃ. ]なゃっすくうちうすっ 
こさうったぇ けすつっすぇ, しかっょ おぇすけ 
ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ くぇ ¨ぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっょしすぇゃう ょけ
こなかくうすっかくう しこさぇゃおう こさっょ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす, こけうしおぇ
くう けす ‶っすおけゃ, し ちっか ょっすぇえ
かういうさぇくっ くぇ そうくぇくしけゃぇすぇ 
おぇさすうくぇ いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ 
こけ-こなかくぇ はしくけすぇ こけ こさうたけ
ょうすっ う さぇいたけょうすっ ゃ きっしすくうは 
ぉのょあっす. ‶けしすけはくくぇすぇ おけきう

しうは こけ ぉのょあっす う そうくぇくしう 
くぇ しゃけっ いぇしっょぇくうっ こさっょう 
しっしうはすぇ くぇ 28-きう きぇえ こけうし
おぇ うくそけさきぇちうは けす おきっすぇ いぇ 
こけゅぇしはゃぇくっ くぇ こさけしさけつっくう
すっ いぇょなかあっくうは, くぇしかっょっくう 
ゃ しっゅぇてくけすけ せこさぇゃかっくうっ けす 
こさっょうてくうは きぇくょぇす. ]こさぇゃ
おぇすぇ こけおぇいぇ, つっ ょなかゅけゃっ
すっ けす こさっょうてくけすけ おきっすしおけ 
せこさぇゃかっくうっ しっ こけゅぇしはゃぇす 
さうすきうつくけ う しこけさっょ こさうっすう
すっ こかぇくけゃっ し おさっょうすけさうすっ 
いぇ さぇいしさけつゃぇくっ くぇ ょなかゅぇ. 
′ぇょ 1 きかく. 600 たうか. かゃ. しすぇ
さう いぇょなかあっくうは っ ういこかぇすう
かぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい 
2013-すぇ ゅけょうくぇ. ¨しくけゃくぇすぇ 
つぇしす けす すはた しぇ こけ しすぇさう ょけ
ゅけゃけさう, おけうすけ くけゃけすけ おきっす
しおけ せこさぇゃかっくうっ しっ けこうすぇ ょぇ 
こさっおさぇすう, くけ すけゃぇ しっ けおぇ
いぇ くっゃないきけあくけ. ¨ゅさけきくぇすぇ 
つぇしす こかぇとぇくうは こさっい きうくぇ
かぇすぇ ゅけょうくぇ こけ くぇしかっょっくう
すっ ょなかゅけゃっ, おけうすけ いぇゃぇさう 
せこさぇゃかっくうっすけ くぇ おきっすぇ ╂ぇ
かうくぇ ]すけはくけゃぇ, しぇ いぇ こさけ
しかけゃせすぇすぇ たさぇくぇ ゃ ょっすしおう
すっ ゅさぇょうくう. ╃けゅけゃけさなす いぇ 
たさぇくぇすぇ ゃ ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう 
こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう こさっ
ょういゃうおぇ しおぇくょぇか いぇさぇょう ゃう
しけおうすっ ちっくう くぇ こさけょせおすうすっ, 
いぇ おけうすけ しぇ ぉうかう しおかのつっくう 
ょけゅけゃけさうすっ. 410 たうか. 750 
かゃ. くぇ そうさきぇすぇ-ょけしすぇゃつうお 
こけ すけいう ょけゅけゃけさ ゃ 20 ょっす
しおう ゅさぇょうくう しぇ ういこかぇすっくう 
こさっい 2013 ゅ. 315 たうか. 620 
かゃ. しぇ こかぇすっくう くぇ ょけしすぇゃ
つうおぇ くぇ ゅけさうゃぇ ゃ せつっぉくう いぇ
ゃっょっくうは, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ 
う おせかすせさぇすぇ. ′ぇょ 123 たうか. 
かゃ. しすぇさう ょなかゅけゃっ  しぇ ゃっつっ  
こかぇすっくう くぇ ╋╁[, くぇょ 270 

たうか. かゃ. しすぇさう いぇょなかあっくうは 
しぇ ぉうかう こけゅぇしっくう おなき ょゃっすっ 
けたさぇくうすっかくう そうさきう, おけうすけ 
しぇ けたさぇくはゃぇかう けぉとうくしおうすっ 
けぉっおすう, こけおぇいゃぇ しこさぇゃおぇすぇ, 
ういうしおぇくぇ けす ╀のょあっすくぇすぇ おけ
きうしうは, こさっょしっょぇすっかしすゃぇくぇ けす 
╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ けす „╄おしこっさ
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお“. 
╁ さっいせかすぇす くぇ くぇしすけはゃぇくっ 

くぇ ‶っすおけゃ う さなおけゃけょっくぇすぇ 
けす くっゅけ おけきうしうは, ¨ぉとうくぇすぇ 
こさっょしすぇゃう くぇ しなゃっすくうちうすっ 
ょけこなかくうすっかくぇ こけょさけぉくぇ うく
そけさきぇちうは いぇ ういこかぇとぇくっすけ くぇ 
けぉとうくしおうは いぇっき, おけえすけ すっつっ 
けす くぇつぇかけすけ くぇ 2012 ゅけょうくぇ. 
¨す すけゅぇゃぇ ょけ きけきっくすぇ ¨ぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお っ せしゃけうかぇ いぇっき 
けす ぉぇくおぇすぇ-おさっょうすけさ いぇ さっ
きけくす くぇ せかうちう ゃ ゅさぇょぇ う くぇ
しっかっくうすっ きっしすぇ, おぇおすけ う いぇ 
こさけっおすうさぇくっ くぇ おゃぇさすぇか „╉せ
かぇすぇ“ う おゃぇさすぇか „╉さぇえさっつっく“ 
ゃ さぇいきっさ くぇ けぉとけ 1 きかく. 997 
たうか. かゃ., こけおぇいゃぇ こけうしおぇくぇ
すぇ けす ╀のょあっすくぇすぇ おけきうしうは 
しこさぇゃおぇ. “╉さっょうすなす しっ ういこかぇ
とぇ さうすきうつくけ う こけ こかぇく“, おけ
きっくすうさぇ ‶っすおけゃ いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“.
╀かういけ 64 たうか. かゃ. けす いぇっきぇ 

しぇ すっゅかっくう いぇ さっきけくす くぇ 5 
せかうちう ゃ ╄くうくぇ, こけつすう  85 たうか. 
かゃ. けす けぉとうくしおうは いぇっき しぇ いぇ 
さっきけくすぇ くぇ こなさゃうは っすぇこ けす 
せか. „╇くょせしすさうぇかくぇ“, 296 たうか. 
495 かゃ. けす いぇっきぇ しぇ いぇ ょゃっすっ 
けすしっつおう くぇ せか. „]すぇきぉけかうえ
しおう“, こけつすう 100 たうか. かゃ. しぇ 
こさっょくぇいくぇつっくう いぇ 4 せかうちう 
ゃ ╀せいけゃゅさぇょ. 300 たうか. かゃ. しぇ 
ょぇょっくう けす ぉぇくおぇすぇ いぇ ういおなさこ
ゃぇくっすけ くぇ ょせこおう こけ しうしすっきぇ
すぇ „‶っつ きぇすうお“. 〉かうちぇ „‶っすぬけ 
╂ぇくうく“ – くぇ のゅ けす ぉけかくうちぇすぇ, 

けす ‶けあぇさくぇすぇ おなき ╇いすけつくけ
すけ, さぇいたけょゃぇ くぇょ 118 たうか. 
かゃ. けす いぇっきぇ. ┿しそぇかすうさぇくっすけ 
くぇ „¨さってぇおぇ“ ょけ しすぇょうけくぇ 
こけゅかなとぇ ぉかういけ 77 たうか. かゃ. 
┿しそぇかすうさぇくっすけ くぇ さぇいぉうすけすけ 
てけしっ けす ╉さなくしおけすけ たぇくつっ ょけ 
╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあうくう さぇいたけょ
ゃぇ いぇ 3.5 おき 71 たうか. 557 かゃ., 
ぇ こさけしかけゃせすぇすぇ せか. „╇ゃ. ╁ぇ
いけゃ“ ゃ ちっくすなさぇ たぇさつう 40 たうか. 
かゃ. けす けぉとうくしおうは おさっょうす. ╆ぇ 
2 おき さっきけくす くぇ „╉けくしすぇくすうく 
╁っかうつおけゃ“  けすうゃぇす くぇょ 100 
たうか. かゃ., 61 たうか. かゃ. けす いぇっきぇ 
しっ さぇいたけょゃぇす いぇ „╂かぇょしすけく“. 
〉かうちう ゃ ╉けこさうくおぇ こけゅかな
とぇす 50 たうか. かゃ. けす おさっょうすぇ, 
ゃ [けいけゃけ - けおけかけ 50 たうか.かゃ., 
ゃ ╂けさくけ 』っさおけゃうとっ - くぇょ 55 
たうか. かゃ., しけつう しこさぇゃおぇすぇ, こけ
うしおぇくぇ けす ╀のょあっすくぇすぇ おけきう
しうは.
╆ぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ ょけこなか

くうすっかくぇ うくそけさきぇちうは, こさっ
ょう こさうっきぇくっすけ くぇ ¨すつっすぇ いぇ 
2013 ゅ., おけきうしうはすぇ, さなおけゃけ
ょっくぇ けす ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ けす 
╂させこぇすぇ „╄おしこっさすう ╆ぇ ╉ぇいぇく
かなお“,  こけうしおぇ ょけこなかくうすっかくけ 
せすけつくっくうっ けす ¨ぉとうくぇすぇ くぇ 
しせきぇすぇ くぇ おさぇえくけすけ しぇかょけ 
くぇ ういゃなくぉのょあっすくうすっ しきっすおう 
おなき おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょう
くぇ, おぇおすけ う さぇいぉうゃおぇ くぇ しかせ
あっぉくうすっ こさけきっくう ゃ ぉのょあっ
すぇ. ]かっょ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ 
こけうしおぇくうすっ けす ‶けしすけはくくぇすぇ 
おけきうしうは こけ ぉのょあっす う そう
くぇくしう しこさぇゃおぇ しすぇくぇ はしくけ, 
つっ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ せし
ゃけうかぇ いぇっきう けす 2 きかく. 873 
たうか. 175 かゃ. けす 《けくょ „《かぇゅ“ 
う „]けしうっすっ ╅っくっさぇか ╄おしこさっし 
╀ぇくお“ ┿╃, こけゅぇしっくぇすぇ こけ すはた 
ゅかぇゃくうちぇ っ 274 たうか. 181 

かゃ., けす おけうすけ 191 たうか. 180 
かゃ. おなき ぉぇくおぇすぇ. ╉さぇえくけすけ 
しぇかょけ こけ ういゃなくぉのょあっすくうすっ 
しきっすおう っ 5 きかく.256 たうか. 649 
かゃ., こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす すはた 
- こけ ¨こっさぇすうゃくう こさけゅさぇきう, う 
181 たうか. 310 かゃ. しさっょしすゃぇ けす 
[ぇいこかぇとぇすっかくぇ ぇゅっくちうは. 
„‶けうしおぇくうすっ けす ‶けしすけはく

くぇすぇ おけきうしうは こけ ぉのょあっす う 
そうくぇくしう ゃ ¨ぉとうくしおうは しな
ゃっす ょけこなかくうすっかくう しこさぇゃおう 
こけおぇいぇたぇ こけ-すけつくけ さっぇかくけすけ 
ういこなかくっくうっ くぇ ぉのょあっすぇ いぇ 
2013 ゅ. う こけょこけきけゅくぇたぇ しな
ゃっすくうちうすっ し けとっ うくそけさきぇ
ちうは, おけはすけ うき ぉってっ くせあくぇ, 
こさっょう ょぇ ゅかぇしせゃぇす こけ こさう
っきぇくっすけ くぇ ¨すつっすぇ いぇ おぇしけ
ゃけすけ ういこなかくっくうっ“, おけきっく
すうさぇ こさっょしっょぇすっかはす ‶っすおけゃ 
けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“. 
„¨ぉとうくぇすぇ ういちはかけ しっ っ しな
けぉさぇいうかぇ し くぇこさぇゃっくうすっ けす 
くぇし いぇぉっかっあおう こけ けこさっょっかっ
くう こさけこせしおう う すけゃぇ っ ゃうょくけ 
けす ょけおかぇょぇ こけ けすつっすぇ, おけえすけ 
ぉってっ ゃくっしっく いぇ ゅかぇしせゃぇくっ くぇ 
しっしうは”, けぉはしくう けとっ ‶っすおけゃ.    
¨すくけしくけ くっういこなかくっくうっすけ 

くぇ ╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけ
ゅさぇきぇ し 1 きかく. 700 たうか. かゃ. 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ぉのょあっすくぇ
すぇ おけきうしうは ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ 
けぉはしくう, つっ すっいう こぇさう くっ しぇ 
ういさぇいたけょゃぇくう いぇ くけゃけ しすさけ
うすっかしすゃけ う おぇこうすぇかけゃう さぇい
たけょう, いぇとけすけ くっ しぇ こけしすな
こうかう ゃ ぉのょあっすぇ. ‶さうつうくぇすぇ 
いぇ かうこしぇすぇ くぇ こけしすなこかっくうは
すぇ っ ゃ くっさっぇかういうさぇくうすっ, くけ 
こかぇくうさぇくう ゃ ぉのょあっすぇ, こさけ
ょぇあぉう う ょさせゅう しょっかおう し けぉ
とうくしおう うきけすう, いっきは, ょなかゅけ
すさぇえくう きぇすっさうぇかくう ぇおすうゃう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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〈け とっ きけあっ ょぇ ぉなょっ さぇいさってぇゃぇくけ けす 
おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ しさけお ょけ 6 きっしっちぇ 
しかっょ こさっょかけあっくうっ くぇ しこっちうぇかくぇ おけきう
しうは う こさう かうこしぇ くぇ くぇさせてっくうは う ゃかっいかう 
ゃ しうかぇ くぇおぇいぇすっかくう こけしすぇくけゃかっくうは けす 
しすさぇくぇ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ うかう くぇっきぇすっ
かうすっ くぇ いぇゃっょっくうっすけ. 
′けゃぇすぇ ′ぇさっょぉぇ わ1 いぇ けぉとっしすゃっくうは 

さっょ ゃなゃっあょぇ う しこっちうぇかくう すっおしすけゃっ, 
しゃなさいぇくう しなし いぇぉさぇくう う おけくおさっすっく さっ
あうき いぇ ういこけかいゃぇくっ くぇ こうさぇすおう う そけ
えっさゃっさおう, し きっしすぇすぇ いぇ たぇいぇさすくう うゅさう, 
そけさしうさぇくっすけ くぇ ぇゃすけきけぉうかう, さっきけく
すうすっ ゃ あうかうとくう しゅさぇょう ゃ ょっかくうつくう う 
こさぇいくうつくう ょくう, し たうゅうっくぇすぇ ゃ あうかうと
くうすっ おけけこっさぇちうう, おぇおすけ う しなし しすけこぇ
くうしゃぇくっすけ う ういこけかいゃぇくっすけ くぇ すさっゃくう
すっ う けおけかけぉかけおけゃう こかけとう. ] くけゃぇすぇ 
くぇさっょぉぇ さっきけくすうすっ ゃ あうかうとくう しゅさぇょう 
ゃ こけつうゃくうすっ ょくう とっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ うい
ゃなさてゃぇす しかっょ ういさうつくけすけ しなゅかぇしうっ くぇ 
あうゃっっとうすっ すぇき. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ くぇ
させてうすっかうすっ とっ けすくぇしはす ゅかけぉう. 
¨しゃっく くけゃぇすぇ ′ぇさっょぉぇ いぇ けぉとっしすゃっ

くうは さっょ, おぇいぇくかなておうすっ けぉとうくしおう しな
ゃっすくうちう こさうったぇ くぇ こなさゃけ つっすっくっ う ょさせ
ゅぇ くけゃぇ ′ぇさっょぉぇ わ 2, けすくぇしはとぇ しっ いぇ 
いっかっくうすっ こかけとう う たさぇしすけゃぇすぇ さぇしすうすっか
くけしす. ′けゃぇすぇ くぇさっょぉぇ しかっょゃぇ ょぇ けすきっくう 
ょゃっ ょけしっゅぇてくう くぇさっょぉう, すさっすうさぇとう 
すっいう ゃなこさけしう. 
¨すつっすぇ いぇ おぇしけゃけすけ ういこなかくっくうっ くぇ 

ぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ うい
きうくぇかぇすぇ  ゅけょうくぇ, こさけきっくう ゃ ╇くゃっしすう
ちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ う せょなかあぇゃぇくっ くぇ 
しさけおぇ くぇ ょけゅけゃけさ いぇ おさっょうす けす そけくょ 
《╊┿╂ ぉはたぇ しさっょ けぉしなあょぇくうすっ ゃなこさけしう 
くぇ いぇしっょぇくうっすけ くぇ おぇいぇくかなておうは こぇさかぇ
きっくす. 

′ぇ 14 のくう しっ くぇゃなさてゃぇす 100 
ゅけょうくう けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ 

ょさせあっしすゃけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁っおけ-
ゃっく のぉうかっえ, おけえすけ とっ しっ つっしすゃぇ 
けす すさぇおうえちうすっ う すったくうすっ こけすけ-
きちう, くぇきっさうかう ょけき う さぇぉけすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお う さぇえけくぇ. 
╆ぇ すさぇおうえちうすっ しっ おぇいゃぇ, つっ すっ 

しぇ „けす ぉなかゅぇさっすけ こけ-ぉなかゅぇさっすけ”, 
たけさぇ し けこなさかっくう おさうかっ う ょせてう, 
くけ あうゃう. 〈さぇおうは っ すはたくけすけ けすっ-
つっしすゃけ, きっあょせ かのかおぇ う ゅさけぉ. 
‶さっい 1912-1913 ゅけょうくぇ, こさけ-
おせょっくう けす ¨ょさうくしおぇ 〈さぇおうは けす 
すせさしおうすっ こけさけぉうすっかう, す. くぇさ. おぇ-
いぇくかなておう すさぇおうえちう しっ いぇしっかゃぇす 
ゃ さぇえけくぇ. 
¨ぉとうくしおうすっ ゃかぇしすう ゅう くぇしすぇくは-

ゃぇす ゃ しっかぇすぇ ╉さなく, ╄くうくぇ, 【うこ-
おぇ, ╉けこさうくおぇ, ]おけぉっかっゃけ, ╂せさおけ-
ゃけ う ╉ぇいぇくかなお. ‶さっい 1914 ゅけょうくぇ 

〈さう とっ しぇ しさっょうとくうすっ せつうかうとぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けす 
くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ, ゃ おけうすけ とっ しっ 
けぉせつぇゃぇす 98 せつっくうちう けす いぇおさうすうすっ  6  
せつうかうとぇ ゃ くぇしっかっくう きっしすぇ, さってうたぇ  
しなゃっすくうちうすっ. 
╀っい こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく とっ っ ╉ぇいぇく

かなお すぇいう ゅけょうくぇ, さってうたぇ  ゅさぇょしおうすっ 
しすぇさっえてうくう, しかっょ おぇすけ こさうったぇ し きくけ
いうくしすゃけ こさっょかけあっくうっすけ くぇ っょくぇ  けす こけ
しすけはくくうすっ おけきうしうう ゃ ]なゃっすぇ, ゃしうつおうすっ 
4 こさっょかけあっくうは いぇ ‶けつっすくう ゅさぇあょぇくう  
ょぇ ぉなょぇす ゃこうしぇくう ゃ ‶けつっすくぇすぇ おくうゅぇ 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ¨すこさぇゃっくぇ ぉっ う 
こさっこけさなおぇ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ - ょぇ 
ぉなょっ こさっちういうさぇく きったぇくういきなす いぇ くけ
きうくうさぇくっ いぇ くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ - こさうしなあょぇくっすけ くぇ こけつっす
くけすけ ゅさぇあょぇくしすゃけ. ]さっょ くけきうくうさぇくうすっ 
すぇいう ゅけょうくぇ ぉはたぇ ぉぇかっすくうはす こっょぇゅけゅ 
┿かかぇ ┿くゅっかけゃぇ, ぇおすさうしぇすぇ ╂なかなぉうくぇ 
╋うたぇえかけゃぇ, こかっきっくくうちぇすぇ くぇ 』せょけきうさ 
う ゃうょくぇ けぉとっしすゃっくうつおぇ う おさぇっゃっょ ╊う
かうは ╃うきうすさけゃぇ う そけすけゅさぇそ-たせょけあくう
おなす ┿かっおしぇくょなさ ╇ゃぇくけゃ. 
′ぇ ゃくうきぇくうっすけ くぇ けぉとうくしおうすっ しな

ゃっすくうちう ぉっ う ういけしすさはとうはす しっ ゃしっ 
こけゃっつっ こさけぉかっき きっあょせ ¨ぉとうくしおうは 
すっぇすなさ ”╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ”, ′』 „╇し
おさぇ-1860” う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, しゃなさ
いぇく し こさけすけつうかう しっ しなょっぉくう しぇゅう, ょけ
ゃっかう ょけ ぉかけおうさぇくっ くぇ しきっすおぇすぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうは すっぇすなさ けす おさぇは くぇ きぇさす 
すぇいう ゅけょうくぇ う さっぇかくぇすぇ けこぇしくけしす おけ
かっおすうゃなす くぇ すっぇすなさぇ ょぇ けしすぇくっ ぉっい いぇ
こかぇすう. 
¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお とっ 

すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさけういくっしっ こけ ゃなこさけしぇ くぇ 
しかっょゃぇとけすけ いぇしっょぇくうっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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《╆ぅ¨〉』[¨っ【 【╊╅【ぇ『 』
╆]╅╈《╉╅『〉《』【 [ぇ〈 „╅『』╊〉╅]“

¨ぉとうくしおうはす 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇ
ぉぇおつうっゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉかぇゅけょぇさう 

くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ う 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか“ いぇ こけょ
おさっこぇすぇ ゃ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ こさっきうっさ

くうは しこっおすぇおなか くぇ いぇおさうすぇ しちっくぇ くぇ 
„╃うたぇくうっ けす ╃けかうくぇすぇ“ – こさうおぇいおぇ いぇ 
しなすゃけさっくうっすけ. ‶さっきうっさぇすぇ, つぇしす けす 
けぉとうくしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ すぇいゅけょうてくうは 
‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ, しなぉさぇ くぇ 27-う きぇえ 
こけつうすぇすっかう くぇ くっすさぇょうちうけくくけすけ しちっ
くうつくけ ういおせしすゃけ, こけょくっしっくけ けす ちはかぇ
すぇ すさせこぇ くぇ 〈っぇすなさぇ こけょ さっあうしせさぇすぇ 
くぇ ]ゃっすかうく ╇ゃっかうくけゃ, ゅかぇゃっく ぉぇかっす
きぇえしすけさ う さなおけゃけょうすっか くぇ ぉぇかっすぇ くぇ 
╃なさあぇゃっく ╋せいうおぇかっく 〈っぇすなさ „]すっそぇく 
╋ぇおっょけくしおう“ おなき ′ぇちうけくぇかくうは きせ
いうおぇかっく う ぉぇかっすっく ちっくすなさ – ]けそうは. 
╉ぇおすけ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ゃっつっ こうしぇ, 
しこっおすぇおなかなす くぇ ╇ゃっかうくけゃ さぇいおぇいゃぇ し 
かぇおけくうつくうは こけっすうつっく すっおしす くぇ おぇいぇく

かなつぇくうくぇ [せきっく ╃っくっゃ, こさうおぇいおぇ 
いぇ しなすゃけさっくうっすけ しなし しさっょしすゃぇすぇ 
くぇ ょゃうあっくつっしおうは すっぇすなさ, こさっきう
くぇゃぇと ゃ つうしすけ ぉぇかっすくう そけさきう. ╀ぇ
かっすくう しけかうしすう しぇ ぅくぇ ╉ぇそぇかうっゃぇ う 

]すぇくおけ 〈ぇくっゃ, 
おぇいぇくかなつぇくう, 
つぇしす けす すさせこぇ
すぇ くぇ ]すぇさけいぇ
ゅけさしおぇすぇ けこっ
さぇ. ┿ゃすけさ くぇ 
きせかすうきっょうはすぇ 
っ ╃っかはく 〈っくっゃ, 
つぇしす けす かうしすぇすぇ 
くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお“.
‶ け ょ お さ っ こ ぇ す ぇ 

いぇ „╃うたぇくうっ けす 
╃けかうくぇすぇ“ っ くぇ
つぇかけ くぇ しなすさせょ
くうつっしすゃけ きっあょせ 
„┿さしっくぇか“ ┿╃ う 
〈っぇすなさ „╊のぉけ

きうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“, おけえすけ こけょくっしっ けす 
うきっすけ くぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
しこっおすぇおなかぇ „╉けしっ ╀けしっ“ いぇ ょっちぇすぇ 
けす 『╃╂ „╀せさぇすうくけ“ こけ こけゃけょ 1-う 
のくう – ╋っあょせくぇさけょくうは ╃っく くぇ ょっ
すっすけ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ しなすさせょくう
つっしすゃけすけ きっあょせ „┿さしっくぇか“ ┿╃  う 
けぉとうくしおぇすぇ すさせこぇ, いぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかは, おぇいぇくかなておうすっ 
けさなあっえくうちう とっ ゅかっょぇす すっぇすさぇかくう 
こさっょしすぇゃかっくうは けす さっこっさすけぇさぇ くぇ 
けぉとうくしおうは おせかすせさっく うくしすうすせす ゃ 
ゅけかはきぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃けき くぇ おせかすせさぇ
すぇ „┿さしっくぇか“, くぇせつう けとっ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

』¨〈╇《]ぇ【 〉╅ ╆ぇ]╈╅『¨っ - 》『¨《『¨【╊【...
〈けゅぇゃぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇく-

かなお せこけさしすゃぇ ょけ こけしかっょくけ ゃ 
くぇしすけはゃぇくうはすぇ しう いぇ しさっとぇ 
し こさっきうっさぇ, くぇ おけゅけすけ かうつ-
くけ ょぇ こさっょぇょっ ょゃっすっ おさぇしう-
ゃう おけてくうちう し おけいきっすうおぇ けす 
きぇしかけょぇえくう さけいう けす おぇいぇく-
かなておけすけ こけかっ, ょぇさ, おけえすけ 
こさっきうっさなす とっ くけしう  けす うきっすけ 
くぇ ╀なかゅぇさうは くぇ しゃけは ぇいなさ-
ぉぇえょあぇくしおう おけかっゅぇ.   
‶け ゃさっきっ くぇ こさけゃっょっくぇすぇ 

ゃ くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう しっょきう-
ちぇ しさっとぇ  そうくぇくしけゃうはす きう-
くうしすなさ っ けぉっとぇか ょぇ けしうゅせさう 
くせあくうすっ いぇ ゅさせぉうは しすさけっあ  くぇ 

きけょっさくうは ╋せいっえ
くぇ さけいぇすぇ 1 きかく. かっゃぇ, 

ゃっょくぇゅぇ とけき しすぇくぇす はしくう 
うおけくけきううすっ けす こさぇゃうすっか-
しすゃっくぇすぇ  こさけゅさぇきぇ けす 500 
きかく. かっゃぇ, さぇいょぇょっくう ゃ くぇ-
つぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ いぇ さぇい-
かうつくう こさけっおすう ゃ ぉなかゅぇさしおう 
けぉとうくう. ¨つぇおゃぇくうはすぇ しぇ, つっ 
ゃ おさぇは くぇ すけいう きっしっち すけゃぇ 
とっ っ そぇおす う こぇさうすっ いぇ ゅさせ-
ぉうは しすさけっあ とっ しぇ ゃ しきっすおうすっ 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. ┿きぉうちうはすぇ う 
くぇ ょゃっすっ しすさぇくう っ ょけゅけょうくぇ 
╉ぇいぇくかなお ょぇ うきぇ いぇゃなさてっく 
う  こけしさっとぇと  すせさうしすう こなさゃう 
ゃ しゃっすぇ せくうおぇかっく あうゃ ╋せいっえ 
くぇ さけいぇすぇ, ゃ おけえすけ くぇちうけくぇか-
くうはす しうきゃけか くぇ しすさぇくぇすぇ くう, 
しかっょ 47-ゅけょうてくけ せくうあっくうっ 
ゃ きぇいっ, ょぇ くぇきっさう しゃけっすけ ょけ-
しすけえくけ う こけょけぉぇゃぇとけ きはしすけ.  
 ]さっとぇすぇ し そうくぇくしけゃうは 

きうくうしすなさ ‶っすなさ 』けぉぇくけゃ う 
くぇつぇかくうおぇ くぇ おぇぉうくっすぇ きせ 
╃っくうちぇ ╉うさけゃぇ っ けしなとっしす-
ゃっくぇ し こけきけとすぇ くぇ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ, こさっょしっょぇすっか くぇ ゅさせ-
こぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ゅさぇょぇ.  
„╉ぇすけ たけさぇ, おけうすけ あうゃっはす ゃ 

すけいう ゅさぇょ, おぇすけ しこっちうぇかうしすう 
う こさけそっしうけくぇかうしすう ゃ しゃけうすっ 
しそっさう, うきぇきっ ぉっいぇこっかぇちうけく-
くぇ そうかけしけそうは: つっ ょけぉさうすっ 
くっとぇ いぇ たけさぇすぇ しっ しかせつゃぇす し 
ょけぉさけ けすくけてっくうっ う くぇ すはた くっ 
ぉうゃぇ ょぇ しっ こさっつう. ╄すけ いぇとけ, 
くうっ こけょおさっこはきっ う とっ こさけ-
ょなかあうき ょぇ こけょおさっこはきっ ゃしは-
おけ ょけぉさけ くぇつうくぇくうっ いぇ ゅさぇょぇ 
う たけさぇすぇ う ょぇ こけきぇゅぇきっ いぇ 
くっゅけゃぇすぇ さっぇかういぇちうは し おぇお-
ゃけすけ きけあっき”, いぇはゃう しかっょ しさっ-
とぇすぇ こさう きうくうしすなさ 』けぉぇくけゃ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
 „¨しくけゃくうはす きけすうゃ そうくぇく-

しけゃうはす きうくうしすなさ おぇすっゅけさうつ-
くけ ょぇ しっ ぇくゅぇあうさぇ し けしう-

ゅせさはゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇすぇ いぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ╋せいっは くぇ 
さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, っ こさけっおす-
くぇすぇ くう ゅけすけゃくけしす, ゃなゃ ゃしは-

おけ けすくけてっくうっ, ょぇ いぇこけつくっき 
ゃっょくぇゅぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ きせ-
いっは”, おぇいぇ しかっょ しさっとぇすぇ こさう 
きうくうしすなさぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇく-
かなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. „¨すくけ-
てっくうっすけ うき おなき ╉ぇいぇくかなお ゃ 
すけいう しかせつぇえ っ けすくけてっくうっ くぇ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ おなき くぇちうけ-
くぇかくうは くう しうきゃけか”, おぇいぇ けとっ 
]すけはくけゃぇ.
‶さけっおすなす いぇ こなさゃうは ゃ しゃっすぇ 

╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ っ さぇいさぇぉけすっく 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, し ぇゃすけさ 
くぇ ぇさたうすっおすせさくぇすぇ きせ つぇしす 
╇ゃっかうく ′っょはかおけゃ, ゅかぇゃっく ぇさ-
たうすっおす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
¨ぉとうくぇすぇ ゃっつっ っ こさけゃっかぇ う 
けぉとっしすゃっくぇすぇ こけさなつおぇ いぇ 
しすさけうすっかしすゃけすけ う くぇ こさぇおすう-
おぇ, しかっょ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ そう-
くぇくしうさぇくっすけ, きけあっ ゃっょくぇゅぇ 
ょぇ いぇこけつくっ う しなとうくしおぇすぇ さぇ-
ぉけすぇ こけ ゅさせぉうは しすさけっあ. ‶かぇ-
くけゃっすっ しぇ すけえ ょぇ こさけょなかあう 
150 ょくう. [っぇかくけ きけあっき ょぇ 
いぇこけつくっき ういゅさぇあょぇくっすけ けとっ 
こさっい のかう, こけかせつうき かう しさっょ-
しすゃぇ, おぇすっゅけさうつっく ぉっ おきっすなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお.  
 ╉ぇすけ けしけぉっくけ ちっくっく さっいせか-

すぇす けす しさっとぇすぇ  こさう きうくうしすなさ 
』けぉぇくけゃ, おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ 
う こさっょしっょぇすっかはす くぇ „╄おしこっさ-

すう いぇ ╉ぇいぇくかなお” けこさっょっかはす 
ぇくゅぇあうきっくすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ 
ょぇ いぇかけあう ゃ くけゃうは ぉのょあっす 
いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ  ちっ-

かっゃけ う しさっょしすゃぇすぇ いぇ けぉけ-
させょゃぇくっ くぇ くけゃうは ╋せいっえ くぇ 
さけいぇすぇ, おけうすけ しなとけ しぇ ゃ さぇい-
きっさ くぇ ぉかういけ 1 きうかうけく かっゃぇ. 
〈ぇおぇ, くぇ こさぇおすうおぇ, しさっとせ 

うくゃっしすうちうは けす
2 きうかうけくぇ かっゃぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ╀なか-
ゅぇさうは とっ しっ しょけぉうはす し せくう-
おぇかっく きせいっえ, おけえすけ とっ っ し 
ゃしうつおう ゃないきけあくけしすう いぇ こさっ-
ゃさなとぇくっすけ きせ ゃ しゃっすけゃくぇ 
すせさうしすうつっしおぇ いぇぉっかっあうすっか-
くけしす. 《ぇおす, おけえすけ いぇ ゅさぇょ し 
きぇとぇぉうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお けいくぇ-
つぇゃぇ きくけゅけ. 
 ‶けゃっつっ けす ゅけょうくぇ ぇょきう-

くうしすさぇちうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお さぇぉけすう こけ こさけっおすぇ. 
『っかすぇ っ すけえ ょぇ こさっょしすぇゃう こけ 
けさうゅうくぇかっく, こなかっく, ぇすさぇおすう-
ゃっく, っきけちうけくぇかっく う しなこさっ-
あうゃはゃぇと くぇつうく いぇ すせさうしすうすっ 
う ゅけしすうすっ くぇ ゅさぇょぇ さけいけこさけ-
ういゃけょしすゃけすけ おぇすけ こけきうくなお: 
すさぇょうちううすっ くぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ 
すけゃぇ けすくけてっくうっ, さぇいゃうすうっすけ 
くぇ すけいう けすさぇしなか ゃ さぇいかうつくう-
すっ こっさうけょう けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
うしすけさうは う たぇさぇおすっさくうすっ けしけ-
ぉっくけしすう いぇ ゃしっおう, せくうおぇかくぇ-

すぇ ぉなかゅぇさしおぇ すったくけかけゅうは いぇ 
こけかせつぇゃぇくっ くぇ さけいけゃけ きぇしかけ 
う しなこけしすぇゃはくっすけ え し すぇいう くぇ 
ょさせゅう ょなさあぇゃう し さけいけこさけうい-

ゃけょしすゃけ. ′けゃうはす しなゃさっきっくっく 
╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
とっ さぇいこけかぇゅぇ し ぇゃすっくすうつくぇ 
しうしすっきぇ いぇ さけいけゃけ きぇしかけ, ゃ 
おけはすけ ゃしっおう とっ きけあっ ょぇ ゃうょう 
おぇお くぇ こさぇおすうおぇ しっ しかせつゃぇ 
さぇあょぇくっすけ くぇ さけいけゃけすけ きぇし-
かけ う さけいけゃぇすぇ ゃけょぇ, し ぇすさぇお-
すうゃくう きぇかおう さぇぉけすうかくうつおう, 
おなょっすけ ゃしっおう とっ きけあっ ょぇ しう 
ういさぇぉけすう しぇき しせゃっくうさ くぇ けし-
くけゃぇすぇ くぇ さけいぇすぇ, しこっちうぇかくぇ 
]すぇは くぇ ぇさけきぇすうすっ, ゃ おけは-
すけ とっ きけゅぇす ょぇ しっ ょっゅせしすうさぇ 
すさぇょうちうけくくぇすぇ ゅのかけゃうちぇ, 
╄おしこけちっくすなさ いぇ こさけあっおちうう う 
ぉっしっょう, しなゃさっきっくくう そけくょけ-
たさぇくうかうとぇ いぇ ちっくくうすっ っおし-
こけくぇすう, きうくう ゅさぇょうくぇ, おけは-
すけ とっ けぉゅさぇあょぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
くけゃうは  きせいっえ. ╂さぇょうくぇすぇ  とっ 
うきぇ けぉけしけぉっくう 24 しっおすけさぇ し 
さぇいかうつくう しけさすけゃっ さけいう. ]こっ-
ちうぇかくけ いぇ きぇかおうすっ こけしっすうすっ-
かう くぇ きせいっは っ こさっょゃうょっく おなす 
し うくすっさぇおすうゃくう いぇくうきぇくうは. 
‶ぇくけさぇきくけ おぇそっ くぇ こけおさう-
ゃぇ くぇ くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ う おぇそっ 
し かはすくぇ ゅさぇょうくぇ しぇ しなとけ 
つぇしす けす ゃういうはすぇ くぇ ぉなょっとうは, 
っょうくしすゃっく ゃ しゃっすぇ, きけょっさっく 
╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ. ┿さたうすっおすせ-
さぇすぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ っ すぇおぇゃぇ, 

つっ とっ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす う ょぇ 
しっ ぇおちっくすうさぇ, つさっい けすょっかくう 
っかっきっくすう, う くぇ ゃかうはくうっすけ 
くぇ さけいけゃぇすぇ おせかすせさぇ う しうき-
ゃけかうおぇ ゃなさたせ そけかおかけさくけすけ  
くぇしかっょしすゃけ う しなゃさっきっくくう-
すっ ういおせしすゃぇ, くぇ こさうくけしぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは いぇ さぇいゃうすうっすけ  くぇ 
しゃっすけゃくぇすぇ こぇさそのきっさうえくぇ 
うくょせしすさうは. 
„] すけいう あっしす ょなさあぇゃぇすぇ, ゃ 

かうちっすけ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ  
‶かぇきっく ¨さってぇさしおう, ょぇゃぇ 

はしっく いくぇお う しうゅくぇか
いぇ きはしすけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお,

 いぇ いくぇつっくうっすけ いぇ ╀なかゅぇさうは 
う しゃっすけゃくぇすぇ すっあっしす くぇ くぇ-
ちうけくぇかくうは くう しうきゃけか – さけ-
いぇすぇ”, おぇすっゅけさうつくう ぉはたぇ しかっょ 
しさっとぇすぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
う こさっょしっょぇすっかはす くぇ „╄おしこっさ-
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお”.  〈っ くっ しおさう-
たぇ いぇょけゃけかしすゃけすけ しう う けす そぇ-
おすぇ, つっ あっしすなす くぇ おぇぉうくっすぇ, 
ゃ かうちっすけ くぇ そうくぇくしけゃうは きう-
くうしすなさ, っ けちっくおぇ  いぇ きはしすけすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ すせさうしすうつっ-
しおう ちっくすなさ, けちっくおぇ いぇ せしう-
かうはすぇ くぇ きっしすくぇすぇ せこさぇゃぇ う 
ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ さぇいゃうゃぇす さぇ-
えけくうすっ しう, ぇおちっくすうさぇえおう くぇ 
しうかくうすっ しう しすさぇくう, おけうすけ くけ-
しはす しゃっすけゃっく こさっしすうあ う こぇさう.
╁ いくぇお くぇ せゃぇあっくうっ おなき 

せしうかうはすぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう ょぇ 
こけこせかはさういうさぇす う さぇいゃうゃぇす 
ゅさぇょぇ しう つさっい くっゅけゃうは しうき-
ゃけか, そうくぇくしけゃうはす きうくうしすなさ 
っ こさうっか こけおぇくぇすぇ ょぇ こけしっすう 
╉ぇいぇくかなお, ゃ いぇゃうしうきけしす けす 
しゃけうすっ ぇくゅぇあうきっくすう,  ゃ さぇき-
おうすっ くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ. 
 ‶さけっおすなす いぇ しなゃさっきっくっく 

╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ ぉっ っょうく けす 
けぉとけ 5-すっ こさけっおすぇ くぇ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお すぇいう ゅけょう-
くぇ, おけうすけ くっ ぉはたぇ けょけぉさっくう 
いぇ そうくぇくしうさぇくっ けす こさぇゃう-
すっかしすゃっくぇすぇ こさけゅさぇきぇ, さぇい-
こさっょっかうかぇ 500 きかく. かっゃぇ ゃ 
ぉなかゅぇさしおう けぉとうくう. ‶さう ょけお-
かぇょゃぇくっ くぇ しっしうは くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす こさっょう  くはおけかおけ  
きっしっちぇ おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけ-
はくけゃぇ こけっ ぇくゅぇあうきっくす, ゃな-
こさっおう こさっつおうすっ, いぇかけあっくうすっ 
こさけっおすう ょぇ しっ しかせつぇす. 
【っしす きっしっちぇ こけ-おなしくけ ╉ぇ-

いぇくかなお う ゅさぇあょぇくうすっ きせ しぇ 
くぇ こなす ょぇ ゃうょはす さっぇかくう ゃない-
きけあくけしすう っょくぇ, けすかっあぇゃぇかぇ  
47 ゅけょうくう う こけつすう けすこうしぇくぇ  
くぇょっあょぇ,  ょぇ しっ しかせつう.  ‶さう  
すけゃぇ, けとっ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Входът на бъдещия музей

すっ しないょぇゃぇす しゃけは けさゅぇくういぇちうは, 
おけはすけ ょっえしすゃぇ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっすけ 
くぇ さぇぉけすぇ, けいっきかはゃぇくっ う ょぇゃぇ-
くっ くぇ こぇさちっかう いぇ こけしすさけはゃぇくっ 
くぇ おなとう. 〈ぇおぇ, ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす 
きなあっすっ こけしすなこうかう くぇ さぇぉけすぇ ゃなゃ 
ゃけっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ „┿さしっくぇか” う ゃ 
„╉ぇこさけくう”. ╋っあょせ おゃぇさすぇか ”╀っい-
ょけきくうつっしおう” う ちうゅぇくしおぇすぇ きぇたぇ-
かぇ 61 しっきっえしすゃぇ しないょぇゃぇす おゃ. „╀っ-
あぇくしおう”, し 3 そせさくう う 3 ょのおはくぇ, 
し せかうちう, くけしっとう ょけしっゅぇ うきっくぇすぇ 
くぇ すさぇおうえしおうすっ ゃけえゃけょう う うしすけ-
さうつっしおう きっしすぇ, しゃなさいぇくう し ゃぇあくう 
しなぉうすうは. ╃けてかう しぇきけ し すっかぇすぇ う 
ょせてうすっ しう ゃ くっこけいくぇす おさぇえ, すっ 
ういゃなさてゃぇす ぉけゅぇすぇ ぉかぇゅけすゃけさう-
すっかくぇ う こぇすさうけすうつくぇ ょっえくけしす, 
ゃけょっくぇ けす すさぇおうえしおぇすぇ けさゅぇくう-
いぇちうは. ╀っょくう, くけ し ぉけゅぇすう しなさちぇ, 
すっ しなたさぇくはゃぇす くぇえ-つけゃっておうすっ 

ょけぉさけょっすっかう: ういゅさぇあょぇす おなとう 
くぇ ゃょけゃうちう う うくゃぇかうょう くぇ „きう-
ょあうは”, しなぉうさぇす しさっょしすゃぇ, し おけうすけ 
ょぇ おせこせゃぇす おくうゅう くぇ ぉうぉかうけすっおぇ-
すぇ. ‶さっい 1928 ゅけょうくぇ ういさぇぉけすゃぇす 
う しゃけっ いくぇきっ いぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ. 
]ないょぇゃぇす きかぇょっあおけ ょさせあっしすゃけ, 
し こさっょしっょぇすっか ′うおけかぇ ╃うきうすさけゃ. 
╇きぇす しゃけえ しぇきけょっっく ょさぇきぇすうつっく 
しなしすぇゃ, こっゃつっしおう おけかっおすうゃ いぇ 
こっしくう う けぉうつぇう けす さけょくぇ 〈さぇ-
おうは - かぇいぇさせゃぇくっ, おけかっょせゃぇくっ, 
しせさゃぇおぇくっ, „こっこっさせょぇ” う ょさせゅう. 
]なぉさぇくうすっ たさぇくうすっかくう こさけょせおすう 
ょぇゃぇかう くぇ ぉけかくうすっ ゃょけゃうちう う ぉっ-
ょくうすっ, ぇ し こぇさうすっ おせこせゃぇかう おくう-
ゅう いぇ ぉっいこかぇすくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ. 
╅っくうすっ しっ こさけつせかう しなし しさなつくうすっ 
しう さなちっ, し おけうすけ こかっすっかう おさぇしう-
ゃう ょぇくすっかう う ぉさけょっさうう, ゃっいぇかう 
てっゃうちう こけ しせおきぇくう う こさっしすうかおう. 

╁しはおぇ くっょっかは ゃ きぇたぇかぇすぇ, けぉかっ-
つっくう ゃ すさぇおうえしおう くけしうう, たけさぇすぇ 
ゃうっかう おさなてくう たけさぇ, ぇ ゃっつっさ ょけ 
おなしくけ こっっかう しすぇさうすっ こっしくう, ょけくっ-
しっくう けす 〈さぇおうは: しこけきっくう う しかせつ-
おう, けあうゃはゃぇかう けす きかぇょけしすすぇ うき. 
′ぇ ╇かうくょっく /2 ぇゃゅせしす/ くぇ せか. 

„‶っすさけゃぇ くうゃぇ” しっ こさぇゃっか おせさ-
ぉぇく. ╅っくうすっ すけつっかう ぉぇくうちう, きっ-
しうかう こうすう. ′ぇ けぉはょ しっ しなぉうさぇかう 
くぇ けぉとぇ すさぇこっいぇ, ゃなさたせ いぇしすかぇくう 
てぇさっくう つっさゅう. ╃け ゃっつっさすぇ うゅさぇっ-
かう たけさぇ, いぇぉせかゃぇかう きなあっ, ぇ あっ-
くうすっ うきうすうさぇかう し てっゅう いかうすっ しう 
しゃっおなさゃう. ]っとぇかう しっ いぇ ぉっょくう う  
しうさぇちう, くぇ おけうすけ ょぇゃぇかう しなぉさぇ-
くうすっ こぇさう. ′ぇ すぇいう しけそさぇ ゃしっおう 
うきぇか ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ こさけはゃう 
しゃけは すぇかぇくす. 
╃くっし ぇい, くぇしかっょくうつおぇすぇ くぇ すさぇ-

おうえちう, しう いぇょぇゃぇき ゃなこさけしう: せしこはた-

きっ かう ょぇ しなたさぇくうき すったくうすっ ょけぉさけ-
ょっすっかう? ̈ ぉとせゃぇきっ かう こけ-つけゃっておう 
う ょけぉさけくぇきっさっくけ し たけさぇすぇ けおけかけ 
くぇし, せきっっき かう ぉっいおけさうしすくけ う しなさ-
ょっつくけ ょぇ しう こけきぇゅぇきっ, ゃさなとぇきっ かう 
しっ おなき さけょけゃうは しう おけさっく うかう しきっ 
いぇぉさぇゃうかう おけう しきっ? 
] さぇょけしす きけゅぇ ょぇ けすゅけゃけさは: ょぇ, 

こけすけきちうすっ くぇ おぇいぇくかなておうすっ すさぇ-
おうえちう くっ しぇ いぇぉさぇゃうかう おけさっくうすっ 
しう. 〈っ ょぇさうたぇ しさっょしすゃぇ いぇ こけしすさけ-
はゃぇくっすけ くぇ こぇきっすくうちう, いぇ こけしすさぇ-
ょぇかうすっ けす  くぇゃけょくっくうっすけ ゃ しっかけ 
╀うしっさ. ╁さなとぇきっ しっ っあっゅけょくけ こさう 
おけさっくうすっ しう, ゃ さけょくうすっ きっしすぇ くぇ 
ょっょうすっ くう! 
] ぉかぇゅけょぇさくけしす, きうかう たけさぇ! 

╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ, 
ょなかゅけゅけょうてっく こさっょしっょぇすっか 

くぇ 〈さぇおうえしおけすけ ょさせあっしすゃけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお
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- ┿さたうすっおす ]すぇえくけゃ, ╁うっ 
くっ あうゃっっすっ こけしすけはくくけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, くけ くぇこさぇゃう-
たすっ きくけゅけ ちっくくう こけょぇ-
さなちう いぇ ゅさぇょぇ. ╃ぇさうたすっ 
ょけさう ぉぇとうくぇすぇ しう おなとぇ 
くぇ ゅさぇょぇ. ╁しっおう こなす, おけ-

ゅぇすけ しう うょゃぇすっ すせお う おけ-
ゅぇすけ しう すさなゅゃぇすっ, おぇおゃけ 
くけしうすっ  しなし しっぉっ しう? 

╉ぇいぇくかなお っ さけょくうはす ゅさぇょ 
くぇ きけうすっ さけょうすっかう. ╇ つさっい 
すはた ぇい しなき しゃなさいぇく し くっゅけ. 
‶け しうかぇすぇ くぇ っょくぇ すさぇょう-
ちうは ゃ くぇてぇすぇ そぇきうかうは, ゃ 
くぇてっすけ しっきっえしすゃけ, ゃぇあっく 
こさうくちうこ っ くうおけゅぇ ょぇ くっ しっ 
けすさうつぇきっ けす おけさっくうすっ しう. 
¨しゃっく すけゃぇ, ぉぇとぇ きう うきぇ-
てっ けしけぉっくぇ しうきこぇすうは おなき 
さけょくうは しう ゅさぇょ. 〈けっしす, すけゃぇ 
っ くっとけ こけゃっつっ けす こさうくぇょ-
かっあくけしす おなき すけいう ゅさぇょ. ┿い 
うきぇた せょけゃけかしすゃうっすけ つさっい 
くっゅけ ょぇ しっ いぇこけいくぇは こけ けくけ-
ゃぇ ゃさっきっ, こさっい 70-すっ ゅけょうくう 
くぇ きうくぇかうは ゃっお,  し ょっえちうすっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ ]すぇくつけ 
╉けっゃ, おけえすけ ぉってっ おきっす う ゃ 
くっゅけゃけ かうちっ ょぇ ゃうょは っょうく 
つけゃっお, けすょぇょっく ういちはかけ くぇ 
おぇせいぇすぇ くぇ ゅさぇょぇ, くぇ くっゅけ-
ゃうすっ こさけぉかっきう, くぇ くっゅけゃけすけ 
ぉなょっとっ. ]かっょ こさけきっくうすっ, 
おけゅぇすけ しけぉしすゃっくけしすすぇ ゃなさたせ 
さけょくぇすぇ くう おなとぇ ぉっ ゃないしすぇ-
くけゃっくぇ, ゃないくうおくぇ ゃなこさけしなす 
おぇおゃけ ょぇ は こさぇゃうき. ╇きぇてっ 
くぇえ-さぇいかうつくう おけきっさしうぇかくう 
こさっょかけあっくうは, くけ くうっ こさっ-
ちっくうたきっ, つっ くぇえ-ょけぉさっ とっ 
っ, ぉうょっえおう さけょくけすけ きはし-
すけ くぇ ‶っすおけ ]すぇえくけゃ, すぇいう 
おなとぇ ょぇ けしすぇくっ こせぉかうつ-
くけ ょけしすけはくうっ. 〈けゅぇゃぇ しっ う 
さけょう うょっはすぇ いぇ そけくょぇちうは 
„‶っすおけ ]すぇえくけゃ” う しかっょ 
すけゃぇ ょぇ そけさきうさぇきっ ╃けき 

╆っ｠〈╊ ¨╉╊╅]¨』【¨  
んëêóöñ¡ö でöñâíÖ でöíúÖÜç:ずíßÜëíÖö¡íöí ゐÜ¢íÖí:

„‶っすおけ ]すぇえくけゃ”, おぇすけ しなゃ-
きっしすくぇ  うくうちうぇすうゃぇ きっあょせ 
そけくょぇちうはすぇ う ╇しすけさうつっしおう 
きせいっえ „╇しおさぇ”. ‶けしかっょくぇすぇ 
ゅけょうくぇ ゃっつっ さってうたきっ ょぇ は 
ょぇさうき ういちはかけ くぇ けぉとうくぇすぇ 
う さっしこっおすうゃくけ くぇ きせいっは. ╁ 

すけいう しう あっしす ぉはたきっ ゃけょっくう 
けす きうしなかすぇ, つっ ゃしっ こぇお そけく-
ょぇちうはすぇ っ くっとけ ゃさっきっくくけ, 
ょけおぇすけ ╉ぇいぇくかなお う きせいっはす 

しぇ すさぇえくう うくしすうすせちうう, ゃっ-
つくう くっとぇ, おけうすけ とっ こぇいはす 
こぇきっすすぇ くぇ ‶っすおけ ]すぇえくけゃ う 
とっ しっ ゅさうあぇす いぇ くっは. ╇くぇ-
つっ, ぇい ゃうくぇゅう うょゃぇき すせお し 
きくけゅけ こさうはすくけ つせゃしすゃけ, いぇ-
とけすけ し ぉかぇゅけょぇさくけしす すさはぉ-
ゃぇ ょぇ いぇはゃは, つっ ゃ かうちっすけ くぇ 

ゃしうつおう たけさぇ, うくしすうすせちうう, し 
おけうすけ ゃいぇうきけょっえしすゃぇき, ¨ぉ-
とうくぇすぇ, かうつくけ し おきっすぇ ゅ-あぇ 
]すけはくけゃぇ, し さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ きせいっは, くぇ つうすぇかうとっ-
すけ, くぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ, しきっ ゃ 
くぇえ-ょさせあっしおう けすくけてっくうは う 

ゃさないおう. [っぇかういうさぇきっ しなゃ-
きっしすくう  こさけはゃう, しかっょ おぇすけ 
ょぇさうたきっ さけはかぇ くぇ ‶っすおけ 
]すぇえくけゃ くぇ きせいっは, すけ きせいっ-

はす ゃっつっ っ っょくぇ けす おけくちっさす-
くうすっ いぇかう くぇ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ-
てうはす せさっょくうお -  せさっょくうおなす 
くぇ ょけき „‶っすおけ ]すぇえくけゃ” 
╇ゃけ ╉けしっゃ, おけえすけ ゃしなとくけしす 
っ つけゃっお くぇ きせいっえ „╇しおさぇ”, っ 
ういちはかけ けすょぇょっく くぇ おぇせいぇすぇ 
くぇ ょけきぇ う さっしこっおすうゃくけ くぇ 

こぇきっすすぇ くぇ ぉぇとぇ きう ぇおぇょ. 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ.  ╆ぇすけゃぇ う くっ 
おさうは, つっ ゃしっおう こなす うょゃぇき し 
せょけゃけかしすゃうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

- ╁うっ しすっ ぇさたうすっおす, ゅ-く 
]すぇえくけゃ.  ╂けかっきうはす ]う-

きっけく [ぇょっゃ うきぇ ゃこっ-
つぇすかはゃぇと すさせょ, し おけえすけ 
けしすぇくぇ ゃ うしすけさうはすぇ – 
„]すさけうすっかうすっ くぇ しなゃさっ-
きっくくぇ ╀なかゅぇさうは”. ╉ぇすけ 
つけゃっお - こさけそっしうけくぇかうしす, 
おけえすけ さぇいぉうさぇ けす ゅさぇょっあ 
う しないょぇゃぇくっ くぇ しゅさぇょう, 
おぇお ういゅかっあょぇす ょのかゅっさう-
すっ くぇ しなゃさっきっくくぇ ╀なか-
ゅぇさうは? 】け いぇ ょのかゅっさかなお  
こけおぇいゃぇす? 

╁ないょなさあぇき しっ けす けぉけぉ-
とっくうは, こけ こさうくちうこ. ′っおぇ 
ぉなょぇ きっお ゃ けちっくおぇすぇ しう いぇ 
すっいう ょのかゅっさう. ′っ しなき けしけ-
ぉっくけ けつぇさけゃぇく. ╁うあすっ, ぇさ-
たうすっおすせさぇすぇ っ しけちうぇかくぇ 
こさけそっしうは, くっいぇゃうしうきけ, つっ 
いぇょけゃけかはゃぇ こけすさっぉくけしすう くぇ 
おけくおさっすくう うくゃっしすうすけさう. ╁ 
きけきっくすぇ, ゃ おけえすけ いぇょけゃけかは-
ゃぇ しけちうぇかくう こけすさっぉくけしすう, 
すは くっ きけあっ ょぇ しかせあう くぇ こぇ-
さうすっ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しかせあう  くぇ 
おさぇしけすぇすぇ う くぇ たけさぇすぇ. ╃ぇ 
せゃぇあぇゃぇ きうくぇかけすけ う ょぇ しない-
ょぇゃぇ せしかけゃうは いぇ さぇいゃうすうっ. 
╆ぇ しなあぇかっくうっ, ゅけかはきぇ つぇしす 
けす しなゃさっきっくくうすっ さっぇかういぇ-
ちうう しぇ ゃ せしかせゅぇ くぇ こぇさうすっ. 
′っおぇ すぇおぇ ╁う けすゅけゃけさは くぇ 
ゃなこさけしぇ. 

- ]こけおけっく かう しすっ ゃ すけいう 
しかせつぇえ いぇ おなとぇすぇ ╀なかゅぇ-
さうは? ╆ょさぇゃぇ う つうすぇゃぇ かう 
っ すぇいう おなとぇ? 

‶け きけっきせ, ぉけかっょせゃぇ う すけ 
きくけゅけ しっさうけいくけ. 】っ きう しっ 

ょぇ ゃはさゃぇき, つっ ぉけかっしすすぇ っ 
ういかっつうきぇ, くけ くぇ たけさういけくすぇ 
くっ しっ けつっさすぇゃぇ かっつうすっか.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈けえ っ しうく くぇ うきっくうすうは 
ぉなかゅぇさしおう おけきこけいうすけさ, 
さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお, ぇゃすけさ 
くぇ しうきそけくうつくぇすぇ しのう-
すぇ „〈さぇおうえしおう すぇくちう”- 
ぇおぇょ. ‶っすおけ ]すぇえくけゃ. 
]すっそぇく ]すぇえくけゃ っ ぇさ-

たうすっおす, くけしうすっか くぇ くぇえ-
ゃうしけおけすけ けすかうつうっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお - ‶けつっすっく 
ゅさぇあょぇくうく. ‶けかせつぇゃぇ ゅけ 
こさっい 1985 ゅけょうくぇ いぇさぇょう 
しなとっしすゃっくうは  しう こさうくけし 
う こけきけと, おけうすけ けおぇいゃぇ 
くぇ ぉせさくけ さぇいゃうゃぇとうは 
しっ すけゅぇゃぇ うくょせしすさうぇかっく 
╉ぇいぇくかなお, ゃ おぇつっしすゃけすけ 
しう くぇ こなさゃう いぇきっしすくうお-
きうくうしすなさ くぇ ╋うくうしすっさ-
しすゃけすけ くぇ ぇさたうすっおすせさぇ-
すぇ う ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ.  
‶さっょう すけゃぇ っ ぉうか ゅかぇゃっく 
ぇさたうすっおす くぇ ]けそうは, さぇ-
ぉけすうか っ ういゃっしすくけ ゃさっきっ 
ゃ ┿かあうさ, ぉうか っ こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ╉けきうすっすぇ いぇ 
ぇさたうすっおすせさぇ う ぉかぇゅけせ-
しすさけえしすゃけ う こさっょしっょぇすっか 
くぇ ╉けきうすっすぇ いぇ すっさうすけさう-
ぇかくけ う しっかうとくけ せしすさけえ-
しすゃけ. [けょっく っ こさっい 1935 
ゅけょうくぇ ゃ ]けそうは, くけ ょっす-
しすゃけすけ う きかぇょけしすすぇ きせ くっ 
しぇ しゃなさいぇくう し ╉ぇいぇくかなお. 
╅うゃっっ ょなかゅう ゅけょうくう ゃ 
つせあぉうくぇ. ╁なこさっおう すけゃぇ 
けす ぉぇとぇ しう - おけきこけいうすけ-
さなす ‶っすおけ ]すぇえくけゃ, こぇいう 
きくけゅけ きうかう しこけきっくう いぇ 

〈せお しっ くぇきうさぇす くっ 
しぇきけ さなおけこうしう くぇ きせいう-
おぇかくう すゃけさぉう くぇ おけきこけ-
いうすけさぇ ‶っすおけ ]すぇえくけゃ, 
ぇゃすっくすうつくう そけすけしう, くっ-
ゅけゃけすけ こうしぇかうとっ, くけ う 
こなさゃけすけ きせ こうぇくけ, いぇ-
おせこっくけ こさっい 1915 ゅ. いぇ 
すぇかぇくすかうゃうは のくけてぇ けす 
くっゅけゃうは ぉぇとぇ. ‶うぇくけすけ 
っ ょけしすぇゃっくけ けす すけゅぇゃぇて-
くぇすぇ ┿ゃしすさけ-〉くゅぇさしおぇ 
うきこっさうは. ╃けおぇすけ ぉなょっ 
せしすぇくけゃっくけ ゃ ょくってくう 
ょくう ゃ さけょくうは ょけき くぇ 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, こうぇくけすけ ういきう-
くぇゃぇ ょさぇきぇすうつっく こなす, 
こけょけぉっく くぇ つけゃっておぇ 
あうすっえしおぇ うしすけさうは. ╇い-
ょうさっくけ う けすおせこっくけ っ けす 
しうくぇ - ぇさた. ]すぇえくけゃ, けす 
こけしかっょくうは こさうすっあぇすっか 
くぇ こうぇくけすけ. 
╁ないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ 

おなとぇすぇ, こけいくぇすぇ ゃ しっ-
ゅぇてくうは しう ゃうょ, っ ょっかけ 
くぇ ぇさた. ]すっそぇく ]すぇえくけゃ. 

╇くすっさっしくう  そぇおすう いぇ ぇおぇょ. 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ
[けょっく  ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ 1 ょっ-

おっきゃさう 1896 ゅけょうくぇ.
′ぇこなかくけ ゅせぉう いさっくうっすけ しう 

くぇ 11 ゅけょうくう.
‶さっい 1923 ゅ. いぇゃなさてゃぇ 

╃さっいょっくしおぇすぇ おけくしっさゃぇ-
すけさうは しなし しこっちうぇかくけしすうすっ 
„おけきこけいうちうは” う  „こうぇくけ”. 
‶さっい 1924 ゅ. しないょぇゃぇ こなさ-

ゃぇすぇ しう いくぇつうすっかくぇ すゃけさぉぇ 
- しうきそけくうつくぇすぇ しのうすぇ „〈さぇ-
おうえしおう すぇくちう”.
╀うか っ こさっょしっょぇすっか くぇ ]な-

╉ぇいぇくかなお. ]うかぇすぇ くぇ おさなゃすぇ う くっゃうょうきぇすぇ くうておぇ くぇ さけょくけすけ  きはしすけ  いぇこけつゃぇす 
ょぇ ゅけ すっゅかはす しうかくけ おなき ╉ぇいぇくかなお けす ょぇかっつくぇすぇ 1972 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ いぇ こなさゃう 
こなす しっ しさっとぇ し すけゅぇゃぇてくうは くけゃけういぉさぇく おきっす くぇ ゅさぇょぇ ]すぇくつけ ╉けっゃ. ╃け すけいう 
きけきっくす ぇさたうすっおす ]すぇえくけゃ, くぇこさぇゃうか ゃっつっ おぇさうっさぇ ゃ つせあぉうくぇ, くはきぇ こさけそっ-
しうけくぇかくう ぇくゅぇあうきっくすう ゃ さけょくうは ゅさぇょ くぇ  しゃけは  ぉぇとぇ. ]さっとぇ し おきっすぇ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお けす けくけゃぇ ゃさっきっ こさけきっくは くっとぇすぇ. 70-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお しぇ こっさうけょ 
くぇ すさっしおぇゃけすけ しすさけうすっかしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお - しすさけはす  しっ くけゃう あうかうとくう しゅさぇょう, 
くけゃう いぇゃけょしおう きけとくけしすう, ういゅさぇあょぇす しっ 〈╄『, ょっすしおう ゅさぇょうくう, ゃけょけこさけゃけょくぇ 
しうしすっきぇ, くけゃう しけちうぇかくう う いょさぇゃくう けぉっおすう, しすさけはす しっ せつうかうとぇ. ‶けいくぇくしすゃけすけ 
くぇ ]すぇくつけ ╉けっゃ し ぇさた. ]すぇえくけゃ おぇいゃぇ すっあおぇすぇ しう ょせきぇ. ¨す こけいうちううすっ しう しうくなす 
くぇ ぇおぇょ. ‶っすおけ ]すぇえくけゃ けおぇいゃぇ ぉっいちっくくぇ こけきけと う こけょおさっこぇ いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
╉ぇいぇくかなお う すけえ しすぇゃぇ っょうく けす くぇえ-ゃぇあくうすっ きせ かけぉうしすう. ╆ぇすけゃぇ う っ かけゅうつっく あっ-

┿ すけ, きはしすけすけ え, しっ こけ
かぇゅぇ こけ おせこ こさうつうくう:

 くっ しぇきけ, いぇとけすけ くっ ういくっゃっさは
ゃぇ くぇ きぇさおぇすぇ けとっ けす いぇゃなさて
ゃぇくっすけ くぇ こさっしすうあくうは いぇ けくっいう 
ゃさっきっくぇ ╃うきうすさけゃゅさぇょしおう すった
くうおせき こけ うくょせしすさうぇかくぇ たうきうは, 
ぇ う いぇとけすけ こさっい ゃしうつおうすっ しう 
ゅけょうくう, けすょぇょっくう くぇ „┿さしっくぇか”, 

ょっかう ゃさっきっすけ しう すぇおぇ: さぇぉけすぇ, 
けすつうすぇくっ くぇ ぇくぇかういう, いぇさっあ
ょぇくっ くぇ くけゃぇ こさけぉぇ, ゃ こぇせいうすっ 
しなゃっとぇくうっ - いぇ こさけそしなのいくうすっ 
ょっかぇ  うかう けさゅぇくういぇちうけくくぇ さぇ
ぉけすぇ ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは, おなょっ
すけ ょなかゅう ゅけょうくう っ しっおさっすぇさ くぇ 
‶さけそおけきうすっすぇ おなき ╂かぇゃくぇ ょう
さっおちうは. ╁ すぇいう しう さけかは っ ゅけさょぇ, 
つっ さぇぉけすう しなし いくぇおけゃう そうゅせさう 
けす けくっいう ゃさっきっくぇ いぇ けさなあっえ
くうちぇすぇ - ]すぇえおけ ╁なかつっゃ, ╁っさぇ 
┿さくぇせょけゃぇ, ]すけえおけ ╃うきうすさけゃ, 

》さうしすけ ╋うすっゃ, ╉さぇしうきうさ ‶ぇこぇ
いけゃ. 
„〈けゅぇゃぇ たけさぇすぇ ぉはたぇ うょっぇかう

しすう, しっゅぇ ゃさっきっくぇすぇ しぇ ょさせゅう. 
′うおけえ くっ こさぇゃう  くうとけ いぇ ぉっい 
こぇさう, ぉうかけ けす しすさぇた うかう けす きっさ
おぇくすうかくけしす”, こさぇゃう こぇさぇかっか いぇ 
ゃさっきっすけ う たけさぇすぇ  ぉうゃてぇすぇ かぇ
ぉけさぇくすおぇ. 

╀けあぇくぇ  くうすけ いぇ きうゅ くっ 
あぇかう いぇ あうゃけすぇ しう, 

こけしゃっすっく くぇ „┿さしっくぇか” う  こさけ
すっおなか きっあょせ こけさすぇかうすっ きせ 
けす  のかう 1963 ょけ 1998 ゅけょうくぇ. 
′うとけ, つっ けしすぇゃは くっゃさなしすくぇすぇ 

しう 6-きっしっつくぇ ょなとっさは う しっ 
ゃさなとぇ くぇ さぇぉけすぇ. 〈けゅぇゃぇ 
すぇおうゃぇ ぉうかう ゃさっきっくぇすぇ. 
╋ぇかおけ きぇえつうくしすゃけ, きくけ
ゅけ さぇぉけすぇ, くけ こなお うきぇてっ う 
ゅさうあう  けす しすさぇくぇ くぇ ょなさ
あぇゃぇすぇ いぇ ょっちぇすぇ くう, おぇいゃぇ 
すは, おぇすけ くっ おさうっ う さぇょけしすすぇ 
しう けす ょけぉさっ さっぇかういうさぇかぇすぇ 
しっ っょうくしすゃっくぇ ょなとっさは: うく

あっくっさ-きっすぇかせさゅ う ょうこかけ
きうさぇく ゃこけしかっょしすゃうっ うおけ
くけきうしす, おけはすけ しっゅぇ さぇぉけすう 
ゃ しかせあぉぇ „┿おさっょうすぇちうは” ゃ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ うおけくけ
きうおぇすぇ う そうくぇくしうすっ ゃ ]け
そうは. ╂けさょけしす いぇ かぇぉけさぇくす
おぇすぇ ╀けあぇくぇ しぇ う ゃくせちうすっ, 
し おけうすけ は ょぇさはゃぇ とっさおぇすぇ: 
24-ゅけょうてくうはす ╇ゃぇえかけ, おけえ
すけ っ いぇゃなさてうか すせさういなき う 
22-ゅけょうてくうはす ぉなょっと ぇさたう
すっおす ╋ぇおしうき, おけえすけ せつう ゃ 

]すさぇしぉせさゅ.  
 》せぉぇゃう しぇ きう ょっちぇすぇ, 

とっ しっ さぇょゃぇき, ぇおけ あうゃっはす 
ゃ こけょさっょっくぇ さけょうくぇ, おぇい
ゃぇ くぇゅういょっくぇすぇ  ゃ くぇさけょくぇ 
こさっきはくぇ おなくつっゃしおぇ しぇきけ
ょっえおぇ, いぇ おけはすけ くはきぇ すぇえ
くう ゃ たうきうつっしおうすっ しきっしう う 
しこっおすさぇかくうは ぇくぇかうい. ╆ぇとけ
すけ ちはか あうゃけす かぇぉけさぇくすおぇすぇ 
╀けあぇくぇ こさぇゃう すけゃぇ - ぇくぇ
かういうさぇ きぇしかぇ, しけかう, かぇおけ
ゃっ ゃ ゅさせこぇすぇ し たうきうお ╅ぇくぇ 
『けくっゃぇ, おなょっすけ ょなかゅけ ゃさっ
きっ しっ ぉけさはす う し こさけぉかっきう 
けおけかけ かぇおけゃっすっ いぇ こぇすさけくう. 

‶けしかっ ゅけょうくう くぇさっょ さぇぉけすう ゃ 
ゅさせこぇすぇ いぇ しこっおすさぇかっく ぇくぇ
かうい し さなおけゃけょうすっか ╁っくっすぇ 
╂さぇきぇすうおけゃぇ, いぇきっくっくぇ こけ
しかっ けす ‶っすさぇくぇ ぅくおせかけゃぇ. 
╆ぇ ゃさっきっすけ しう ゃ 『っくすさぇか

くぇすぇ たうきうつっしおぇ かぇぉけさぇすけさうは 
╀けあぇくぇ きけあっ ょぇ さぇいおぇいゃぇ し 
つぇしけゃっ: 

ぉうかけ うくすっさっしくけ う たせ
ぉぇゃけ, ょさせあくけ ゃさっきっ. 

‶けきくう ゃっつっさうすっ し おけかっゅう, 
けぉとうすっ こさぇいくうちう, っおしおせさいう
うすっ, こけょぇさなお けす そうさきぇすぇ う 
こさけそしなのいぇ いぇ ょけぉさぇ さぇぉけすぇ 
う ぇおすうゃくぇ けぉとっしすゃっくぇ ょっえ
くけしす. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ すはた 
ょゃぇ こなすう かぇぉけさぇくすおぇすぇ ╀け
あぇくぇ こけしっとぇゃぇ ぉうゃてうは ]]][ 
う ゃっょくなあ ╂っさきぇくうは. ╀はたきっ ゃ 
ゅさぇょ [せかぇ, し おけえすけ „┿さしっくぇか” 

うきぇてっ こぇさすくぬけさしおう ゃいぇうきけ
けすくけてっくうは. ╁なかくせゃぇとけ う うく
すっさっしくけ ゃさっきっ, おぇいゃぇ いぇ すっいう 
しう しこけきっくう しっゅぇ のぉうかはさおぇすぇ. 
╆ぇ さぇぉけすぇすぇ しう ゃなゃ そうさきぇすぇ 
╀けあぇくぇ っ くけしうすっか う くぇ „╆かぇす
くぇ いくぇつおぇ”. ′ぇ くはおけかおけ  こなすう 
しすぇゃぇ ゅっさけうくは う ゃ ういょぇゃぇくうは 
こさっょう ゅけょうくう そうさきっく ゃっしす
くうお „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”. 
 ╂けさょぇ っ し さぇぉけすぇすぇ しう, いぇ

とけすけ っ ぉうかぇ つぇしす けす いくぇおけゃ 
っおうこ, うきぇか とぇしすうっすけ ょぇ こさけ
おぇさゃぇ こなすっおう ゃ たうきうつっしおぇすぇ 
さぇぉけすぇ う ぇくぇかうい ゃなゃ そうさきぇ
すぇ. ╀けあぇくぇ っ しさっょ すっいう, おけうすけ 
さぇいさぇぉけすゃぇす っすぇかけくう いぇ ]╇╁, 

くけゃう きっすけょう いぇ ぇくぇかうい, きっつ
すぇはす いぇ くけゃぇ しなゃさっきっくくぇ ぇこぇ
さぇすせさぇ. ¨しゃっく ゃ さぇぉけすぇすぇ しう, 

╀けあぇくぇ せつう きくけゅけ う 
おぇすけ けぉとっしすゃっくうつおぇ う 
ぇおすうゃくぇ 
こさけそしな
のいくぇ ょっは
すっかおぇ,

 おぇおゃぇ
すけ っ ぉうかぇ 
こけゃっつっ けす 
20 ゅけょうくう. 
‶さっょしっょぇ
すっかしすゃけすけ え 
くぇ ‶さけそおけ
きうすっすぇ おなき 
『っくすさぇかくぇ
すぇ たうきうつくぇ 
う 『っくすさぇか
くぇすぇ そう
いうつくぇ かぇぉけ
さぇすけさうは う 
くぇ ╀のさけすけ 
いぇ おけくすさけか 
くぇ きぇすっ
さうぇかうすっ /
╀╉╋/ え ょぇ
ゃぇす きくけゅけ. 
╋くけゅけ せつう 
たうきうつおぇすぇ 
う けす たけさぇすぇ, 
し おけうすけ さぇ
ぉけすう  すぇいう 
けぉとっしすゃっくぇ 
ょっえくけしす -  こさけそこさっょしっょぇすっ
かうすっ くぇ „┿さしっくぇか” ╃っくぬけ ╃う
きうすさけゃ, ╀けくつけ ‶っしっゃ, ╂ぇくつけ 
╊ぇいぇさけゃ, ╂ぇくつけ ]すけえつっゃ う  
┿すぇくぇし ╀けいけゃ. 
„¨ぉとっしすゃっくぇすぇ さぇぉけすぇ すう 

ょぇゃぇ ょさせゅ いぇさはょ, ょさせゅ こけゅかっょ, 
ょさせゅけ けすくけてっくうっ. ‶さぇゃう すっ 
いぇゃなさてっく, ちはか つけゃっお”, おぇいゃぇ  
しっゅぇ いぇ ゃさっきっすけ すけゅぇゃぇ こっくしう
けくうさぇくぇすぇ かぇぉけさぇくすおぇ. 
 』っ „┿さしっくぇか” いぇ くっは しっ っ 

こさっゃなさくぇか ゃ しなょぉぇ, かうつう う 
こけ しっきっえくぇすぇ え うしすけさうは, いぇ 
あぇかけしす いぇゃなさてうかぇ すさぇゅうつくけ 
こさっょう 16 ゅけょうくう. ╇いおかのつう

すっかくけ すなあっく こけゃけょ ぉっかっあう 
ゅけょうくぇすぇ くぇ くっえくけすけ こっくしう
けくうさぇくっ: いぇ くはおぇおゃう しう 36 
つぇしぇ けす あうゃけすぇ しう けすうゃぇ しな
こさせゅなす え ╇ゃぇく ‶っすさけゃ ╃さぇゅぇ
くけゃ. ┿さしっくぇかっち けす こなさゃぇすぇ ょけ 
こけしかっょくぇすぇ しう  きうくせすぇ. ╋な
あなす え ういょなたゃぇ ゃ おぇいぇくかなておぇ
すぇ ぉけかくうちぇ 10 きっしっちぇ こさっょう 
こっくしうけくうさぇくっすけ しう, しぇきけ くぇ 
59 ゅけょうくう. ‶けしかっょくけ っ ぉうか 
くぇつぇかくうお くぇ 〉つっぉくうは ちっくすなさ, 
ぇ こさっょう すけゃぇ こさっおぇさゃぇ ゅけょう
くう ゃ ╆ぇゃけょ 5 おぇすけ くぇつぇかくうお 

くぇ ぉけはょあうえしおうは ちった, こけしかっ くぇ 
しっさゃういぇ いぇ そさっいう. 
 ]かっょ くっゅけゃぇすぇ しきなさす, いぇ 

ょぇ くっ しっ こさっおなさてう, ╀けあぇ
くぇ くぇきうさぇ こさうしすぇく う しきうしなか 
くぇ  あうゃけすぇ しう ゃ ╉なくつっゃけ. ‶さう 

かのぉうきぇすぇ え ちゃっすくぇ ゅさぇょうくぇ し 
くっゃっさけはすくう さけいう, こさう くせあょぇ
っとぇすぇ しっ けす こけょおさっこぇ きぇえおぇ 
う こさう こさうはすっかうすっ. 〈ぇき, おなょっ
すけ しぇきけ こさっょう ぉさけっくう  ょくう え 
こけしゃっすうかう けつっさお - ちはかぇ しすさぇ
くうちぇ, ゃ おなくつっゃしおうは  ゃっしすくうお 
„′ぇてっ しっかけ”, しこうしゃぇく し かのぉけゃ 
けす ぉうゃてぇすぇ ょうさっおすけさおぇ くぇ 
せつうかうとっすけ ゃ ╉なくつっゃけ ╉ぇすは 
╉けしすけゃぇ. 
╆けょうは 〈っかっち, けぉうつぇ つっさゃっ

くうは ちゃはす, ちゃっすはすぇ う くぇえ-ゃっつっ 
さけいうすっ. ╃っゃういなす え っ „╅うゃっえ 
つっしすくけ!”, すけゃぇ っ かぇおけくうつくぇ
すぇ うくそけさきぇちうは いぇ こなかくうすっ し 

かのぉけゃ, さぇょけしす, 
さぇぉけすぇ う ゃしっけす
ょぇえくけしす ゅけょうくう 
くぇ かぇぉけさぇくす
おぇすぇ ╀けあぇくぇ. 
╀けあぇくぇ, おけはすけ 
う ょくっし し かのぉけゃ 
う こさけこうすぇ し さぇ
ょけしす くけしすぇか
ゅうは しう しこけきくは 
いぇ ゅけょうくうすっ, 
しこけょっかっくう し 
おけかっあおうすっ けす 
かぇぉけさぇすけさうはすぇ 
- ╅ぇくぇ 『けくっゃぇ, 
]すっそおぇ ╆っかっく
おけゃぇ, ]すぇくつけ 
╃うきけゃ, ╁っくっすぇ 
╂さぇきぇすうおけゃぇ, 
‶っすさぇくおぇ ぅく
おせかけゃぇ, ╉ぇかうく
おぇ ‶けこあっかっゃぇ, 
[ぇょおぇ ╋ぇくょけ
ゃぇ, くぇしすけはと 
くぇつぇかくうお くぇ 
『っくすさぇかくぇすぇ 
たうきうつくぇ かぇぉけ
さぇすけさうは.  

 
〈ぇおぇゃぇ しなき しう: いぇ かせょけ 

さぇぉけすう, くけ いぇ かせょけ くっ 
しすけえ, 

 けぉけぉとぇゃぇ さぇいぉなさいぇくけ くぇ 
ういこさけゃけょはお あうすっえしおぇすぇ しう 
そうかけしけそうは ╀けあぇくぇ ╃さぇゅぇくけ
ゃぇ, こさっょう ょぇ こけっきっ おなき ょさせ
ゅうは しう しゃはす, ゃ おけえすけ ょくっし しっ 
つせゃしすゃぇ  とぇしすかうゃぇ, せょけゃかっす
ゃけさっくぇ う くせあくぇ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

〈は こさっおぇさゃぇ ちっかうは しう すさせょけゃ しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか”. ╆ぇ 35 ゅけょうくう しきっくは ゃしうつおけ くぇ 
ゃしうつおけ ょゃっ さぇぉけすくう きっしすぇ, ぉっい ょぇ しきっくは こさういゃぇくうっすけ しう - かぇぉけさぇくす. ╆ぇ おさぇすおけ 
っ くぇ ぉさうゅぇょぇ ゃ ちった 180 くぇ ╆ぇゃけょ 1, おなょっすけ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ しっ せしゃけはゃぇ [‶╂-すけ う 
ゃしうつおけすけ けしすぇくぇかけ ゃさっきっ こけしゃっとぇゃぇ くぇ 『っくすさぇかくぇすぇ たうきうつっしおぇ かぇぉけさぇすけさうは くぇ 
„┿さしっくぇか”. ‶ぇさぇかっかくけ し  すけゃぇ くっ しこうさぇ ょぇ っ ぇおすうゃっく けぉとっしすゃっくうお, こさけそしなのいっく 
ょっはすっか, つけゃっお し ぉせょくぇ ゅさぇあょぇくしおぇ こけいうちうは, いぇ おけゅけすけ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ 
ゃなさゃう さっょけき し さぇぉけすぇすぇ „くぇ こけかいせ さけょせ”.
 〈ぇおぇゃぇ しう っ う ょけ ょくっし: こさはしくけ いぇおさなゅかうかぇ 70-ゅけょうてっく のぉうかっえ, ゃかのぉっくぇ ゃ くっ

ゃっさけはすくぇすぇ しう さけいけゃぇ ゅさぇょうくぇ ゃ しっかけ ╉なくつっゃけ, ょっかはとぇ ゃさっきっ きっあょせ ゅさうあう いぇ 
ゃないさぇしすくぇ きぇえおぇ う ょせいうくぇ けぉとっしすゃっくう ぇくゅぇあうきっくすう - おぇすけ つかっく くぇ 〉] くぇ いっきっ
ょっかしおぇすぇ おけけこっさぇちうは „╄ょうくしすゃけ”, ゃ こっくしうけくっさしおうは おかせぉ くぇ しっかけすけ, おぇすけ しぇきけ
ょっえおぇ ゃ きっしすくけすけ つうすぇかうとっ, こけきぇゅぇつおぇ くぇ おせこ こけかっいくう おぇせいう う うくうちうぇすうゃう. 
 ╆ぇすけゃぇ う くうおぇお くっ っ しかせつぇえくけ きはしすけすけ, くぇ おけっすけ は しさっとぇきっ - ゃ さけいけゃうすっ ゅさぇょうくう 

おさぇえ ╉なくつっゃけ, ゃ さけかはすぇ くぇ しぇきけょっえおぇ - ょけきぇおうくは, こけしさっとぇとぇ すせさうしすう けす ぉかういけ う 
ょぇかっつ. 〉しきうたくぇすぇ, ゃっょさぇ, いぇさっあょぇとぇ し くぇしすさけっくうっ う しかなくつっゃうくぇ, し すけこかぇ  こうすぇ ゃ 
さなちっすっ. ╀ってっ くう ょさぇゅけ ょぇ は けすおさうっき - かぇぉけさぇくすおぇすぇ  ╀けあぇくぇ ╂っけさゅうっゃぇ ╃さぇゅぇくけ
ゃぇ - こけさっょくうはす ぇさしっくぇかしおう ゃっすっさぇく  しなし いぇこぇいっくけ きはしすけ ゃなゃ そうさきっくぇすぇ うしすけさうは. 

しすなす, おけえすけ ぇさた. ]すぇえくけゃ こさぇゃう  
こさっい 1980 ゅけょうくぇ くぇ おぇいぇくかなて-
おうは おきっす - ゃさなつゃぇ きせ いくぇきっすけ 
くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす, おけっすけ 
けすさっあょぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお  きはしすけ-
すけ くぇ  くぇちうけくぇかっく こなさゃっくっち ゃ 
くぇちうけくぇかくうは こさっゅかっょ いぇ ぉかぇ-
ゅけせしすさけはゃぇくっ う たうゅうっくういうさぇくっ. 
‶けょさけぉくけしすう いぇ すけいう, おぇおすけ う いぇ 
ょさせゅう こけょけぉくう あっしすけゃっ, おけう-
すけ ぇさたうすっおす ]すぇえくけゃ  こさぇゃう くぇ 
さけょくうは ゅさぇょ くぇ ぉぇとぇ しう, しぇ けこ-
うしぇくう こけょさけぉくけ ゃ しこけきっくうすっ くぇ 
『ゃはすおけ 『ゃっすおけゃ - ょなかゅけゅけょうてっく 
ょっっち くぇ おせかすせさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
] こさけきっくうすっ そぇきうかうはすぇ ]すぇえ-

くけゃう ゃさなとぇ ぉぇとうくうは しう ょけき くぇ 
っょくけうきっくくぇすぇ  せかうちぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. ╁ないしすぇくけゃはゃぇす は う すは しっ 
こさっゃさなとぇ  ゃ おせかすせさくけ しさっょうとっ. 
‶さっょう きぇかおけ こけゃっつっ けす ゅけょう-
くぇ ぇさた. ]すぇえくけゃ ょぇさう さけょくぇすぇ 
おなとぇ くぇ しゃけは ぉぇとぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお う ╇しすけさうつっしおうは  きせ-
いっえ ゃ ゅさぇょぇ. ╆ぇ あっしすぇ しう ぇさた. 
]すっそぇく ]すぇえくけゃ こけかせつう けす おきっ-
すぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ  こぇきっすっく 
こかぇおっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお .
„】ぇしすうっすけ っ ゃ すけゃぇ - ょぇ ぉなょって 

こけかっいっく くぇ ょさせゅうすっ”, ういさっつっ すけ-
ゅぇゃぇ ぇさた. ]すっそぇく ]すぇえくけゃ. ]かっょ 
こけつすう ょゃっ ゅけょうくう し  くっゅけ しっ しさっ-
とぇきっ けすくけゃけ - ゃ さけょくうは ゅさぇょ こけ 
ょさせゅ さぇょけしすっく こけゃけょ - ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ.
 ╁しっ しなとうはす そうく, きなょなさ つけゃっお, 

けす おけゅけすけ しすさせう ぇさうしすけおさぇすう-
いなき. ‶っしすっかうゃ っ くぇ ょせきう, いぇすけゃぇ 
こなお きっすぇそけさうすっ きせ しぇ ぉっいちっさっ-
きけくくう う くっ すなさこはす ゃないさぇあっくうっ. 

のいぇ くぇ くぇさけょくうすっ たけさけゃっ.
‶さっい 1941 ゅ. し ちぇさしおう  〉おぇい っ くぇいくぇつっく いぇ ょうさっお-

すけさ くぇ ]けそうえしおぇすぇ  くぇさけょくぇ けこっさぇ. ]なとぇすぇ ゅけょうくぇ 
しすぇゃぇ う さっょけゃっく つかっく くぇ ╀┿′ う こけかせつぇゃぇ すうすかぇすぇ 
„ぇおぇょっきうお”. 
╀っか っ ょうさっおすけさ くぇ ╇くしすうすせすぇ いぇ きせいうおぇ こさう ╀┿′ う 

けしすぇゃぇ すぇおなゃ ょけ しきなさすすぇ しう こさっい 1977 ゅけょうくぇ. 
‶け-いくぇつうきう  たけさけゃう こっしくう くぇ ‶っすおけ ]すぇえくけゃ しぇ: 

„╄かぇ しっ ゃうっ, こさっゃうゃぇ“, „╇いゅさっはかけ はしくけ しかなくちっ“, 
„╀さっ, ╇ゃぇくっ“, „╆ぇしゃうさう ╃うきけ“, „‶せしすう ╃うきけ“, „╃っ, 
ぉさっ, ╃うきけ“. ╁ すはた おけきこけいうすけさなす さぇいおさうゃぇ しこっちう-
そうつくう しすさぇくう けす ょせてっゃくけしすすぇ う たぇさぇおすっさぇ くぇ ぉなか-
ゅぇさうくぇ.

Арх. Стайнов при 

получаването на Почетния 

плакет на Община Казанлък

Акад. П. Стайнов
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆そきあせあ:
╆みにすか けおかあしけつてけ

╉ちあえそすけち 》かてさそう:
《いはけせつさけみて くあかす つか たしあはあ たそ たしあせ
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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╅ちに. 』てかなあせ 』てあこせそう:
〉か つひす そねあちそうあせ そて

つてちそけてかしけてか せあ おせかのせあ ╆ひしえあちけみ 

》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. 6

‶けさっょっく ょけぉなさ あっしす, ういさぇい くぇ あっかぇくうっすけ ょぇ しっ こけきぇゅぇ すぇき, 
おなょっすけ っ くせあくけ, いぇ ょぇ うきぇ こけかいぇ いぇ  こけゃっつっ たけさぇ, こさぇゃはす 

ゃ しかっょゃぇとうすっ くはおけかおけ ょくう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈っ とっ せつぇしすゃぇす ぇおすうゃくけ ゃなゃ ゃなすさってくけすけ さっきけく-
すうさぇくっ う けしゃっあぇゃぇくっ くぇ つぇしす けす しぇくうさぇくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ╋くけゅけこ-
さけそうかくぇすぇ ぉけかくうちぇ いぇ ぇおすうゃくけ かっつっくうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお „╃-さ 》さうし-
すけ ]すぇきぉけかしおう”. ¨しくけゃくけ とっ しっ さぇぉけすう けす 1-ゃう ょけ 4-すう っすぇあ ゃ 
おさうかけすけ しっゃっさ-のゅ, すぇき, おなょっすけ しっ こけきっとぇゃぇ う ‶なさゃけ ゃなすさってくけ 
けすょっかっくうっ.

‶けきけとすぇ, おけはすけ とっ けおぇあぇす ╄おしこっさすうすっ, っ ゃ ょけゃなさてうすっかくうすっ 
さぇぉけすう, おぇすけ すっ とっ ぉけはょうしゃぇす ぉけかくうつくうすっ しすぇう, おけさうょけさうすっ, とっ 
こけきぇゅぇす う ゃ ょさせゅう ゃなすさってくう さっきけくすくう ょっえくけしすう し ちっか いぇゃなさて-
ゃぇくっ くぇ ゃなすさってくぇすぇ さっおけくしすさせおちうは しかっょ しぇくうさぇくっすけ くぇ つぇしす けす 
ぉけかくうつくけすけ いぇゃっょっくうっ, おけっすけ しっ ういゃなさてゃぇ こけ こさけっおす, しこっつっかっく 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
‶けきけとすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ っ けしけぉっくけ ちっくくぇ, すなえ おぇすけ しっ はゃはゃぇ 

ゃ おかのつけゃ きけきっくす う とっ こけきけゅくっ こけ-ぉなさいけ ょぇ ぉなょぇす こさっきっしすっ-
くう ぉけかくうすっ ゃ しなゃさっきっくくう せしかけゃうは, おぇすっゅけさうつくぇ ぉっ う ょ-さ ╉っすう 
╋ぇくぇかけゃぇ - せこさぇゃうすっか くぇ ╋╀┿╊ - ╉ぇいぇくかなお. ╅っしすなす くぇ こさっょ-
しすぇゃうすっかうすっ くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお っ くぇこなかくけ 
ぉっいゃないきっいょっく. 
〈けゃぇ くっ っ こなさゃうはす しかせつぇえ くぇ こけょけぉくぇ こけきけと けす しすさぇくぇ くぇ 

つかっくけゃっ くぇ ゅさせこぇすぇ, ぇ すはたくぇ そうかけしけそうは う ょなかぉけおけ せぉっあょっくうっ. 
』ぇしす けす けぉけさせょゃぇくっすけ いぇ さけょうかくけすけ けすょっかっくうっ, かけゅうしすうつくぇ う 

そうくぇくしけゃぇ こけきけと - しぇ ょさせゅうすっ あっしすけゃっ くぇ ╄おしこっさすうすっ いぇ こけ-
しかっょくうすっ 2 ゅけょうくう う こけかけゃうくぇ いぇ ぉけかくうちぇすぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

』 おひちきあうせけ たあちけ う [あくあせしひさ はか つか けくえちあおけ たひちうけみて きけう 
〈とくかこ せあ ちそくあてあ う つうかてあ 

╊うつくけ きうくうしすなさなす くぇ そうくぇくしうすっ ゃ おぇぉうくっすぇ „¨さってぇさしおう” - ‶っすなさ 』けぉぇくけゃ, っ こさっこけ-
すゃなさょうか ょぇょっくけすけ けぉっとぇくうっ こさっょ こさっきうっさぇ こさっい そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ, つっ ょなさあぇ-

ゃぇすぇ とっ くぇきっさう しさっょしすゃぇ いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ せくうおぇかくうは こさけっおす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお – いぇ 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ こなさゃうは ゃ しゃっすぇ あうゃ う きけょっさっく ╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ. 〈けえ とっ しっ くぇきうさぇ ゃ さっおけく-

„┿さしっくぇか“ ┿╃ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお すなさしう ょぇ くぇいくぇつう 
くぇ さぇぉけすぇ うくあっくっさう う すったくうちう, おけうすけ ょぇ さぇぉけ-
すはす おぇすけ おけくしすさせおすけさう くぇ くっしすぇくょぇさすくけ けぉけさせょ-
ゃぇくっ, とぇきこう, とぇくちう う きぇてうくう - しさっとせ きくけゅけ 
ょけぉさけ いぇこかぇとぇくっ こけ ょけゅけゃけさおぇ.

╆ぇ しこさぇゃおう くぇ すっか.: 0889 632 071

』ぇし いぇ いぇしうかっく さけょうすっかしおう おけくすさけか ゃなゃっょけ-
たぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう くぇ ╉ぇいぇくかなお, しかっょ 

おぇすけ こさうったぇ くぇ ゃすけさけ つっすっくっ くけゃぇ くぇさっょぉぇ いぇ けぉ-
とっしすゃっくうは さっょ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ. 
』ぇしなす いぇ いぇしうかっく さけょうすっかしおう おけくすさけか っ さぇいかうつっく 

いぇ ょっかくうつくう う こさぇいくうつくう ょくう う けぉたゃぇとぇ ゃさっきっすけ 
けす 22 ょけ 6 つぇしぇ しせすさうく うかう けす 24 つぇしぇ ょけ 6 つぇしぇ ゃ 
こさぇいくうつくう ょくう. 
] くけゃぇすぇ ′ぇさっょぉぇ わ1 しっ ゃなゃっあょぇ う けこさっょっかっく 

さっあうき いぇ こけかいゃぇくっすけ くぇ せつうかうとくうすっ うゅさぇかくう う 
しこけさすくう こかけとぇょおう, おぇすけ すっ しすぇゃぇす くっょけしすなこくう  いぇ 
ゃなくてくう かうちぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ いぇ せつっぉくう いぇくはすうは. 
╁なこさっおう けつぇおゃぇくうはすぇ, けしすさう ょっぉぇすう かうこしゃぇたぇ こけ 

けすくけてっくうっ くぇ くはおけう すっおしすけゃっ ゃ ′ぇさっょぉぇ わ1, しゃなさ-
いぇくう し せょなかあっくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ いぇ いぇゃっょっくうはすぇ.
]かっょ こさけゃっょっくけすけ けぉとっしすゃっくけ けぉしなあょぇくっ, うくう-

ちううさぇくけ けす ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう くぇ ╀]‶, けぉとうくしおう-
すっ しなゃっすくうちう くぇ ╉ぇいぇくかなお こけしすうゅくぇたぇ しなゅかぇしうっ こけ 

けすくけてっくうっ くぇ せょなかあっくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ いぇ いぇゃっょっくうはすぇ.

《╆っ╇╅

《╆ぅ╊』【╇《

7 юни 
09.00 つぇしぇ - [うすせぇか „[けいけぉっさ” 

-  し. [なあっくぇ
09.00 つぇしぇ - ′』 „╇しおさぇ-1860” 

-  《っしすうゃぇか くぇ ゃうくけすけ [けいっ 
10.00 つぇしぇ - こかけとぇょ „]っゃすけ-

こけかうし” - ╋ぇあけさっすくけ  てけせ
11.00 つぇしぇ - こさっょ ′』 „╇し-

おさぇ-1860” - ╉けくおせさし いぇ ょっすしおぇ 
こっしっく 
11.00 つぇしぇ - しすぇょうけく „]っゃすけ-

こけかうし” - ┿ゃすけういかけあっくうっ - くけゃう 
おけかう 
14.00 つぇしぇ - こかけとぇょ „]っゃすけ-

こけかうし”  - ╋っあょせくぇさけょっく そけか-
おかけさっく そっしすうゃぇか 
18.00 つぇしぇ - こかけとぇょ „]っゃすけ-

こけかうし”  -  ╆せきぉぇ ょっきけくしすさぇちうう 
19.00 つぇしぇ - こかけとぇょ  „]っゃすけ-

こけかうし”- ╉けくちっさす くぇ ′うおけかうくぇ 

』ぇおなさょなおけゃぇ

〈けえ しっ おぇいゃぇ ╃ぇくうっか 
〈さうくゅけゃ う けすおなょっすけ う ょぇ 

ゅけ こけゅかっょくって, しう っ ぇさしっくぇか-
しおけ つっょけ. 『うゅせかぇさ - ゃうさすせけい. 
┿さすそけすけゅさぇそ, きぇしすっさうくゅ-
うくあっくっさ, ゅさぇそうつっく ょういぇえ-
くっさ. ╋ぇおぇさ こさっい こけしかっょくうすっ 
こけつすう 20 ゅけょうくう ょぇ しっ ゅせぉう 
こけ ゅけかっきうは しゃはす, ゃ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ おけさっくうすっ しぇ すっいう, 
おけうすけ ゅけ ゃさなとぇす すぇいう いうきぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶さう すけゃぇ, くっ し 
おぇおゃけ ょぇ っ, ぇ し ╉ぇきっさくうは ぇく-
しぇきぉなか くぇ  „]けそうえしおう しけかう-
しすう”. ╂けかはきぇすぇ きせ ぇきぉうちうは っ 
ょぇ くぇこさぇゃう おけくちっさす し けさうゅう-
くぇかくう すさぇくしおさうこちうう いぇ ゃうけ-
かけくつっかけ う おぇきっさっく けさおっしすなさ 
くぇ „╂けょうてくうすっ ゃさっきっくぇ” くぇ 
╁うゃぇかょう. ╁ さけょくうは しう ゅさぇょ 
しっ ゃさなとぇ う けぉうさぇ けゃぇちううすっ 
ゃ おけきこぇくうはすぇ くぇ つぇさけゃくぇすぇ 
おうすぇえおぇ ]うそっえ 〉っく, きくけゅけけ-
ぉっとぇゃぇと すぇかぇくす ゃなゃ ゃうけかけく-
つっかけすけ う くっゅけゃぇ ゅけょっくうちぇ. 
′っいぇゃうしうきけ けす ぇこかぇせいう-

すっ, おけうすけ けぉうさぇす すけえ う けさ-
おっしすさぇくすうすっ きせ, いぇ こけゃっつっ-
すけ こさうしなしすゃぇとう, あぇょくう いぇ  
しすけえくけしすくぇ きせいうおぇ, うきっすけ 
くぇ ╃ぇくうっか 〈さうくゅけゃ けしすぇゃぇ 
くはおぇお くっこけいくぇすけ. ╆ぇすけゃぇ う 
ぉせょう ょけしすぇすなつくけ かのぉけこうす-
しすゃけ. ¨とっ こけゃっつっ, つっ すけえ う 
こぇさすくぬけさおぇすぇ きせ ]うそっえ 〉っく, 
つうっすけ うきっ ゃ こさっゃけょ けいくぇつぇゃぇ 
„おけこくっあ こけ かっすっあ”, うきぇす しっ-
さうけいくう こかぇくけゃっ ょぇ しっ せしすぇ-
くけゃはす ゃ ╀なかゅぇさうは, おぇすけ こさっ-
ゃなさくぇす ╄ゃさけこぇ ゃ しゃけは しちっくぇ.  
╆ぇ ちっかすぇ うくゃっしすうさぇす ゃしうつおう-
すっ しう しこっしすはゃぇくうは, おけうすけ せし-
こはゃぇす ょぇ しなぉっさぇす ゃ  ┿きっさうおぇ, 
う こさっゃさなとぇす ょけきぇ しう ゃ こけ-
かうすっ くぇ ]けそうは ゃ くぇえ-きけょっさ-
くけすけ いゃせおけいぇこうしくけ しすせょうけ  せ 
くぇし. ′ぇ こなす しぇ ょぇ けしくけゃぇす う 
しこっちうぇかくぇ そけくょぇちうは „╂かけ-
ぉなか ぇさす ╄くすなさすっえきなくす”, おぇすけ 
うきっすけ くぇ しすせょうけすけ, おけっすけ 
うきぇす, し ゅけかはきぇすぇ ぇきぉうちうは 
すは ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ すさぇき-
こかうく いぇ きくけゅけけぉっとぇゃぇとうすっ 
すぇかぇくすう くっ しぇきけ ゃ しそっさぇすぇ 
くぇ きせいうおぇすぇ, ぇ う ゃなゃ ゃしうつ-
おう ゃうょけゃっ ょさせゅう ういおせしすゃぇ. 
[ぇいつうすぇす くぇ しすけえくけしすくうすっ 

╇¨『【】《′ 』 ╅『』╊〉╅]』[¨ [《『╊〉¨ - 』 ╅〈╆¨を¨っ 
′╅ 『╊[《『╉ ╇ ╈¨〉╊』

たけさぇ, けしすぇくぇかう ゃ しすさぇくぇ-
すぇ, おけうすけ ぉうたぇ こけょおさっこうかう 
くぇつうくぇくうっすけ うき ゃ うきっすけ くぇ 
しなたさぇくっくうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおう-

すっ すぇかぇくすう う すったくうは こなす おなき 
ゅけかっきうすっ しちっくう. 
╃ぇくうっか うきぇ うくすっさっしくぇ うし-

すけさうは, ゃ おけはすけ „┿さしっくぇか” 
しっ っ ゃこかっか いょさぇゃけ.  ╃っすっ くぇ 
ぇさしっくぇかちう う ゃないこうすぇくうお くぇ 
ぇさしっくぇかしおう きせいうおぇかっく こっょぇ-
ゅけゅ. ╋ぇえおぇ きせ - きぇてうくくうはす 
うくあっくっさ ╋ぇさうは 〈さうくゅけゃぇ, っ 
こさっおぇさぇかぇ ちっかうは しう すさせょけゃ 
しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか”,  こけおけえくうはす 
きせ ゃっつっ ぉぇとぇ - ╋うくつけ 〈さうく-
ゅけゃ, しなとけ, おぇすけ くぇ そうくぇかぇ っ 
つぇしす けす おけかっおすうゃぇ くぇ ′╇〈╇. 
‶さっょう  すけゃぇ っ ゅかぇゃっく おけく-
しすさせおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5. ‶さけ-
となこせかくうおなす きせ ゃ きせいうおぇすぇ, 
しこけょっかっく し かのぉけゃすぇ おなき ちう-
ゅせかおぇすぇ, っ けす 6-ゅけょうてくぇすぇ きせ 
ゃないさぇしす, ゃ きせいうおぇかくぇすぇ ておけ-
かぇ おなき „┿さしっくぇか”. ‶なさゃう-
はす きせ  きせいうおぇかっく こっょぇゅけゅ っ  
╃うきうすなさ ╉ぇゃかぇおけゃ. ‶さっょう ょぇ 
こけっきっ いぇ きせいうおぇかくけすけ せつう-
かうとっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ╃ぇくう-
っか っ せつっくうお ゃ ぉうゃてっすけ せつう-

かうとっ „╀けくつけ 【ぇくけゃ”, しっゅぇ 
„╉せかぇすぇ”. ‶なさゃうはす しう いかぇすっく 
きっょぇか し ちうゅせかおぇすぇ こっつっかう 
くぇ 9-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす, おけ-

ゅぇすけ しすぇゃぇ いかぇすっく きっょぇかうしす 
くぇ 6-うは [っこせぉかうおぇくしおう そっし-
すうゃぇか. ╋かぇょうはす ちうゅせかぇさ っ 
くぇえ-きぇかおうはす しなしすっいぇすっか ゃ 
しゃけはすぇ ゅさせこぇ. ╆ぇさぇょう こけ-
しすうあっくうはすぇ しう ゃ せつうかうとっ う 
けさうゅうくぇかくうは しう すぇかぇくす, ぇさ-
しっくぇかしおけすけ きけきつっ っ こけおぇくっ-
くけ ょぇ こさけょなかあう けぉせつっくうっすけ 
しう ゃ きせいうおぇかくけすけ せつうかうとっ ゃ 
]けそうは こさう こさけそっしけさ ‶っすなさ 
》さうしすけしおけゃ, ぇ こけ-おなしくけ しすぇ-
ゃぇ う しすせょっくす ゃ ╋せいうおぇかくぇすぇ 
ぇおぇょっきうは. 〉つう ちうゅせかおぇ こさう 
こさけそっしけさ ╄かうしぇゃっすぇ ╉ぇいぇ-
おけゃぇ. 
]かっょゃぇす こけさっょうちぇ けす こさっし-

すうあくう う ぇゃすけさうすっすくう くぇ-
ゅさぇょう, し おけうすけ きかぇょうはす 
ちうゅせかぇさ しっ せすゃなさあょぇゃぇ くぇ 
きせいうおぇかくぇすぇ しちっくぇ, おぇおすけ せ 
くぇし, すぇおぇ う ゃ ╄ゃさけこぇ. 〈けゃぇ, 
けぉぇつっ, くっ っ ょけしすぇすなつくけ いぇ 
おぇいぇくかなておうは ちうゅせかぇさ う 
すけえ さってぇゃぇ ょぇ けぉけゅぇすう きせ-
いうおぇかくうすっ しう う すゃけさつっしおう 

たけさういけくすう おぇすけ こさけょなかあぇゃぇ 
ういこなかくうすっかしおぇすぇ しう おぇさうっ-
さぇ ゃ ]┿】. 〉つう ちうゅせかおぇ こさう 
しゃっすけゃくう しゃっすうかぇ ゃ  きせいう-
おぇすぇ おぇすけ こさけそ. ┿かっおしぇくょなさ 
╀させしうかけゃしおう. ‶け-おなしくけ っ こけ-
おぇくっく う おぇすけ ょあぇい-ちうゅせかぇさ 
いぇ しけかうしす くぇ  ]うきそけくうつくうは 
けさおっしすなさ くぇ 》ぇすっしぉなさゅ, ╋う-
しうしうこう. ] こなかくぇ しすうこっくょうは 
せつう ゃ ぃあくけおぇかうそけさくうえしおうは  
せくうゃっさしうすっす こけょ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ こさっしすうあくぇすぇ ちうゅせ-
かぇさおぇ こさけそ. ┿かうし 【っくそっかょ. 
╁ ┿きっさうおぇ きけきつっすけ けす ╉ぇいぇく-
かなお しっ しょけぉうゃぇ し  ゃすけさぇ きぇ-
ゅうしすなさしおぇ  きせいうおぇかくぇ しすっこっく 
し けすかうつうっ う しすぇゃぇ くけしうすっか くぇ 
]っさすうそうおぇす いぇ ういおかのつうすっか-
くう ぇおぇょっきうつくう こけしすうあっくうは. 
╃けおぇすけ っ ゃ ┿きっさうおぇ, ╃ぇくうっか 
おけきこけいうさぇ, ぇさぇくあうさぇ う いぇ-
こうしゃぇ ゃ しすせょうけ  さぇいかうつくう  こけ 
あぇくさ きせいうおぇかくう こさけういゃっょっ-
くうは, しないょぇゃぇ しゃけっ きせいうおぇかくけ 
しすせょうけ ゃ ╀っすなくう, ╉なくっおすう-
おなす, ]┿】. ╂けかはきぇすぇ きっつすぇ くぇ 
きけきつっすけ けす ╉ぇいぇくかなお. ̈ しすぇゃぇ 
ゃっさっく くぇ しゃけは ゃうさすせけいっく きせ-
いうおぇかっく しすうか, しなし いぇこぇいっくぇ 
きぇさおぇ いぇ うきこさけゃういぇちうはすぇ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ ┿きっさうおぇ, けしゃっく 
きくけゅけ けこうす う さぇぉけすぇ, ゅけ ょぇ-
さはゃぇ う し くっゃっさけはすくけ とぇしすうっ: 
うきっくくけ ゃ きせいうおぇかくうは しゃはす 
くぇ ゅけかはきぇすぇ しすさぇくぇ しっ こさっ-
しうつぇす  こなすうとぇすぇ きせ し そうくぇすぇ 
おうすぇえおぇ けす 【ぇくたぇえ -27-ゅけ-
ょうてくぇすぇ ゃうけかけくつっかうしすおぇ う 
そけすけきけょっか ]うそっえ 〉っく.
 ╆ぇ あうゃけすぇ しう ╃ぇくうっか おぇいゃぇ, 

つっ っ きせいうおぇ. ╂けさょっっ  しっ し  おけ-
さっくうすっ しう う し うくすっさっしくうすっ しう 
さけょしすゃぇ - し 』せょけきうさけゃうは さけょ 
う し さけょぇ  こけ ぉぇとうくぇ かうくうは  し  
ぇさたうきぇくょさうす ╁ぇしうかうえ, けしすぇ-
くぇか ゃ きっしすくぇすぇ うしすけさうは おぇすけ 
っょうく けす くぇえ- ゅけかっきうすっ ょぇさう-
すっかう くぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” 
くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ.
┿きぉうちうさぇく っ ょぇ しぉなょくっ 

きっつすぇすぇ しう, おけはすけ こけ ょせきう-
すっ きせ, くっ っ くっこけしすうあうきぇ: 
╉ぇいぇくかなお ょぇ うきぇ きけょっさくぇ う 
ゅけかはきぇ おけくちっさすくぇ いぇかぇ しなし 
しなこなすしすゃぇとう そせくおちうう, ゃ 
おけうすけ ょぇ しっ つせゃしすゃぇす ゃ しゃけう 

ゃけょう きせいうおぇくすう けす さぇいかうつくう  
あぇくさけゃっ う こけおけかっくうは. ╇きぇ  
ゃういうは う いぇ けぉと きせいうおぇかっく 
こさけっおす し たけさけゃぇすぇ ょうさうゅっくす-
おぇ ╁ぇくは ╋けくっゃぇ, こけいくぇすぇ くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ きせいうおぇかくぇ けぉ-
とっしすゃっくけしす.  
]なゃしっき しおけさけ, くぇ そうくぇかぇ 

くぇ すぇいゅけょうてくうすっ ‶さぇいくうちう 
くぇ さけいぇすぇ, ╃ぇくうっか う すぇかぇくす-
かうゃぇすぇ ]うそっえ 〉っく とっ ゅけし-
すせゃぇす けすくけゃけ くぇ おぇいぇくかなて-
おぇ しちっくぇ: すけいう こなす し  ゅけかはき 
おけくちっさす, こけょぇさなお けす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお いぇ ゃしうつおう あうすっかう 
う ゅけしすう くぇ ゅさぇょぇ. ╆ぇっょくけ し 
すはた とっ しぇ う きせいうおぇくすうすっ けす 
おぇきっさくうは けさおっしすなさ „]けそうえ-
しおう  しけかうしすう”. ╇ょっはすぇ くぇ ╃ぇ-
くうっか 〈さうくゅけゃ う かのぉうきぇすぇ きせ 
っ し すけいう おけくちっさす ょゃぇきぇすぇ ょぇ 
せつぇしすゃぇす いぇ さっおけさょ ゃ ╉くうゅぇすぇ 
いぇ さっおけさょう „╂うくっし” いぇ けさう-
ゅうくぇかくけ う つうしすけ ういこなかくっくうっ 
くぇ ゃうけかけくつっかけ う おぇきっさっく けさ-
おっしすなさ くぇ „╂けょうてくうすっ ゃさっ-
きっくぇ” くぇ ╁うゃぇかょう. ╁ おけくちっさ-
すぇ, おけえすけ とっ っ くぇ 20-すう のくう, 
こっすなお,ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか” けす 19 
つぇしぇ, こさう ぉっいこかぇすっく ゃたけょ, 
とっ せつぇしすゃぇ う  しぇきうはす ╃ぇくうっか 
〈さうくゅけゃ, おけえすけ っ し ぇきぉうちう-
はすぇ ょぇ こけしすぇゃう う さっおけさょ いぇ 
ぉなさいうくぇ こけ ゃさっきっ くぇ っょくけ けす 
ういこなかくっくうはすぇ ゃ おけくちっさすぇ. 
‶さっゃぇかうかうはす ゅさぇくうちうすっ 

すぇかぇくす けす ╉ぇいぇくかなお っ こけょ-
ゅけすゃうか しこっちうぇかくぇ ういくっくぇょぇ 
- こけょぇさなお いぇ しゃけうすっ しなゅさぇあ-
ょぇくう: しこっちうぇかっく くっゅけゃ ぇさぇく-
あうきっくす, くっういこなかくはゃぇく ょけしっ-
ゅぇ, くぇ そうくぇかぇ くぇ しのうすぇすぇ くぇ 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ „〈さぇおうえしおう 
すぇくちう”. 
╉ぇすっゅけさうつっく っ, つっ „くはきぇ こけ-

ゅけかはきけ せょけゃけかしすゃうっ けす すけゃぇ 
ょぇ しゃうさうて くぇ しゃけはすぇ こせぉ-
かうおぇ, ゃ しゃけう ゃけょう, いぇ たけさぇ, 
おけうすけ こけいくぇゃぇて う けぉうつぇて”. 
╆ぇすけゃぇ っ う せぉっょっく, つっ おけく-
ちっさすなす とっ しっ こけかせつう, ぇ しかっょ 
くっゅけ とっ うきぇ けとっ くけゃう う くけゃう  
こさうはすっかう. ¨すゃなょ しぇくすうきっく-
すぇ: ぇさしっくぇかしおけ つっょけ.
╁ ょけぉぇゃおぇ: し ぇきぉうちうは いぇ こけ-

さっょっく さっおけさょ う きくけゅけ きせいうおぇ.
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

しすさせうさぇとうは しっ ゃ きけきっくすぇ こぇさお  „[けいぇさうせき”, くぇ すっさっく, おなょっすけ しっゅぇ しっ くぇきうさぇ ういけしすぇゃっくぇ 
こけかせさぇいさせてっくぇ こけしすさけえおぇ くぇ ぉうゃて さっしすけさぇくす. 

′ぇ こさけゃっょっくぇ しさっとぇ, ぉさけっくう ょくう こさっょう 111-は ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ, ゃ おぇぉうくっすぇ   
くぇ きうくうしすなさぇ くぇ そうくぇくしうすっ っ こけすゃなさょっくけ ょぇょっくけすけ けぉっとぇくうっ

けす しすさぇくぇ くぇ こさっきうっさぇ う くぇ そうくぇくしけゃうは きうくうしすなさ. ¨ぉっとぇくうっ, ょぇょっくけ かうつくけ くぇ おきっすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, くぇこさぇゃっくけ ゃなゃ ╁╇‶-いけくぇすぇ くぇ かっすうとっ „]けそうは” こさっい そっゃさせぇさう 
すぇいう ゅけょうくぇ, こさっょう けそうちうぇかくぇすぇ こさぇゃうすっかしすゃっくぇ ょっかっゅぇちうは, くぇつっかけ し こさっきうっさぇ ‶かぇきっく 
¨さってぇさしおう, ょぇ けすこなすせゃぇ くぇ ょなさあぇゃくぇ ゃういうすぇ ゃ ┿いなさぉぇえょあぇく.

8 юни
 12.00 つぇしぇ - ‶さぇいくうつくけ おぇさくぇゃぇかくけ てっしすゃうっ 
 19.00 つぇしぇ - ‶さぇいくうつっく おけくちっさす くぇ ぇくしぇきぉなか „╀なかゅぇ-

さっ”

9 юни
 18.00 つぇしぇ - いぇかぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお - 12 そけすけこかっくっさ 

„╁ ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ” 

13 юни
╉さなくしおけ たぇくつっ - ′ぇちうけくぇかっく きけすけしなぉけさ くぇ さけおっさしおうすっ 

おかせぉけゃっ 

15 юни
╃╉ „┿さしっくぇか” - ′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし こけ おかぇしうつっしおう, 

たぇさぇおすっさくう う きけょっさくう すぇくちう „╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ”

20 юни
19.00 つぇしぇ - ╃╉ „┿さしっくぇか” - おけくちっさす くぇ ╃ぇくうっか 〈さうくゅけゃ 

う ]うそっえ 〉っく し ╉ぇきっさっく けさおっしすなさ „]けそうえしおう しけかうしすう” 

21 юни
19.00 つぇしぇ - ╃╉ „┿さしっくぇか” - ╉けくおせさし „╋うし ╃けかうくぇ くぇ 

さけいうすっ”- ╉けくちっさす くぇ ╈けさょぇくおぇ 》さうしすけゃぇ う ╃っけ

Радост!

Честито!

Юнски щъркел донесе чакана радост в дома на 
Мария и Янко Запрянови. 

По ранина ги зарадва синът им, с първороден 
внук Явор.

Да е жив и здрав и да надмине по чар, талант,
работоспособност, хубост и мъжкарлък 

известната си рода.


