
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

′ぇ 30 のくう けすゃぇさは ゃさぇすう いぇ 
こけさっょくうは しう かっすっく しっいけく 

ぉぇいぇすぇ いぇ こけつうゃおぇ くぇ せつっくうちう 
けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ きっしす-
くけしすすぇ „‶ぇくうちうすっ” くぇょ ╉ぇかけ-
そっさ. ╀ぇいぇすぇ しっ こさっょけしすぇゃは くぇ 
あっかぇっとうすっ ょっちぇ う せつっくうちう ゃ 
こさけょなかあっくうっ くぇ 2 きっしっちぇ, さぇい-
こさっょっかっくう ゃ 9 しきっくう, ゃしはおぇ けす 
おけうすけ っ し こさけょなかあうすっかくけしす 7 
ょくう. 
‶さう けさゅぇくういうさぇく けすょうた かぇ-

ゅっさくぇすぇ すぇおしぇ いぇ おぇさすぇ けす 7 ょくう 
っ 42.00 かゃ. いぇ せつっくうお う 35 かゃ. 
いぇ ょっすっ. ‶なさゃぇすぇ しきはくぇ いぇ „‶ぇ-
くうちうすっ” いぇきうくぇゃぇ くぇ 30 のくう う 
っ ょけ 6 のかう; ゃすけさぇすぇ っ けす 7 のかう  
ょけ 13 のかう; すさっすぇすぇ - けす 14 のかう 
ょけ 20 のかう; つっすゃなさすぇすぇ - けす 21 

のかう ょけ 27 のかう; こっすぇすぇ しきはくぇ 
っ けす 28 のかう ょけ 3 ぇゃゅせしす; てっし-
すぇすぇ - けす 4 ぇゃゅせしす ょけ 10 ぇゃゅせしす; 
しっょきぇすぇ しきはくぇ いぇこけつゃぇ けす 11 
ぇゃゅせしす う こさけょなかあぇゃぇ ょけ 17 ぇゃ-
ゅせしす; けしきぇすぇ っ けす 18 ぇゃゅせしす ょけ 
24 ぇゃゅせしす ; ょっゃっすぇすぇ しきはくぇ っ けす 
25 ぇゃゅせしす ょけ 31 ぇゃゅせしす 2014 ゅ.
[けょうすっかうすっ くぇ あっかぇっとうすっ ょぇ 

こけつうゃぇす ゃ ぉぇいぇすぇ ょっちぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ こけすなさしはす うくそけさきぇちうは いぇ 
こけょさけぉくけしすうすっ けす しかせあうすっかは 
ゃ しなけすゃっすくけすけ せつうかうとっ, おけえすけ 
けすゅけゃぇさは いぇ かっすくうは けすょうた くぇ 
ょっちぇすぇ う ょぇ ょっおかぇさうさぇす すけゃぇ 
しう あっかぇくうっ ょけ 30-すう のくう. ]かっょ 
すぇいう ょぇすぇ こけょさけぉくけしすう う いぇ-
こうしゃぇくっ いぇ かっすせゃぇくっ くぇ „‶ぇ-
くうちうすっ” とっ しすぇゃぇ ゃ しすぇは わ 22 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇこうし-
ゃぇくっすけ しすぇゃぇ  けす さけょうすっかうすっ. 
〈さぇくしこけさすくうすっ さぇいたけょう ょけ かぇ-
ゅっさ “‶ぇくうちうすっ“ しぇ いぇ しきっすおぇ くぇ 
かっすせゃぇとうすっ. ‶けゃっつっ こけょさけぉ-
くけしすう いぇ かっすせゃぇくっすけ くぇ ょっちぇすぇ 
けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ けぉとうく-
しおぇすぇ ぉぇいぇ しぇ こせぉかうおせゃぇくう くぇ  
しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
www.kazanlak.bg, ゃ させぉさうおぇすぇ 
„¨ぉさぇいけゃぇくうっ う きかぇょっあおう ょっえ-

]ゃなさてゃぇ かう あうゃけすなす くぇ こぇくっかくうすっ あうかう-
とぇ せ くぇし  う おぇおゃけ ょぇ こさぇゃはす しすけこぇくうすっ 

うき, ぉさけうかう たうかはょぇさおう, いぇ ょぇ しっ しょけぉうはす し 
こけおさうゃ くぇょ ゅかぇゃうすっ しう? 】っ しっ こさっゃなさくぇす かう 
ちっかう こぇくっかくう おゃぇさすぇかう ゃ ういけしすぇゃっくう ゅっすぇ 
うかう とっ ゅさっえくぇす ゃ くけゃ ぉかはしなお しかっょ しぇくうさぇくっ, 
さっいせかすぇす けす っゃさけこっえしおう  こぇさう, ちうゃうかういけゃぇ-
くけ けすくけてっくうっ うかう こさうくせょうすっかくう さっきけくすう う 
かのすう しなしっょしおう しおぇくょぇかう ゃ うきっすけ くぇ けすくけ-
てっくうっ おなき こさけぉかっきぇ?  ]すさせゃぇかけ かう しう っ ょぇ 
ゃかぇゅぇて こぇさう ゃ くっとけ, おけっすけ とっ っ くっこさけょぇゃぇ-
っきけ  ゃ しおけさけ ゃさっきっ? 
〈っいう う ょさせゅう ゃなこさけしう しすけはす し ちはかぇすぇ しう 

けしすさけすぇ, くっいぇゃうしうきけ けす しっゅぇてくけすけ けすくけてっ-
くうっ おなき こさけぉかっきぇ, こさっょ ぉかういけ 1,5 きうかうけくぇ 
ぉなかゅぇさう, おけうすけ あうゃっはす ゃ ぉかういけ 800 たうかはょう 
こぇくっかくう あうかうとぇ せ くぇし. ]さっょ すはた しぇ う あうゃっっとうすっ くはおけかおけ ょっしっすおう たうかはょう ょせてう  ゃ ぉかういけ 
70-すっ こぇくっかくう  しゅさぇょう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

〈っきぇすぇ しなし しさけおぇ くぇ ゅけょくけしす くぇ こぇくっかくけすけ しすさけうすっかしすゃけ けす くはおけかおけ ゅけょうくう
つせおぇ くぇ くぇてぇすぇ ゃさぇすぇ.

„┿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

╀なかゅぇさしおうはす ぉういくっし しっ けこぇしはゃぇ けす いぇしすけえ ゃ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ う そうさきうすっ しぇ こさうすっしくっくう, つっ 

すったくうすっ ゃなこさけしう くはきぇ ょぇ ぉなょぇす さってぇゃぇくう ぉなさいけ う おけき-
こっすっくすくけ けす しなけすゃっすくうすっ うくしすうすせちうう ゃ こさっょういぉけさくうは 
う しかっょういぉけさくうは こっさうけょ. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇす さっいせかすぇすうすっ けす 
っおしこさっしくぇ ぇくおっすぇ しさっょ つかっくけゃっ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃ-
しおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ (╀〈‶‶), こさけゃっょっくぇ こけ こけゃけょ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ しうすせぇちうはすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ. 
¨す こさぇゃうかくけすけ そせくおちうけくうさぇくっ くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ 

きくけゅけ いぇゃうしう こさぇゃうかくけすけ そせくおちうけくうさぇくっ くぇ ぉういくっしぇ. 
╆ぇすけゃぇ ╀〈‶‶ けすこさぇゃは こけしかぇくうっ おなき ぇょきうくうしすさぇちううすっ 

]なし いかぇすっく きっょぇか けす 11-うは ╋っあょせくぇさけょっく さぇぉけすくうつっしおう すせさくうさ しっ いぇゃなさくぇ そせすぉけかくうはす 
けすぉけさ くぇ „╋+] 》うょさぇゃかうお”- ╉ぇいぇくかなお. ╆かぇすくぇすぇ おせこぇ, おけはすけ しなしすっいぇすっかうすっ ゃさなつうたぇ くぇ 

こさけおせさうしすぇ くぇ そうさきぇすぇ ╁かぇょうきうさ ]こぇしけゃ, ゃっつっ っ つぇしす けす そうさきっくぇすぇ ゃうすさうくぇ くぇ ゅけさょけしすすぇ. 

《╆っ╇╅

] こさっょけこさっょっかっくぇ しなょぉぇ.
[けょっく っ ゃ ぇさすうしすうつくけ 

しっきっえしすゃけ – ょはょけ きせ ぉうか ぇお-
すぬけさ, ぇ   ぉぇとぇ きせ っ ういゃっしすくう-
はす うくょうえしおう ぇおすぬけさ ‶さうすたゃう 
[ぇょあ ╉ぇこせさ, ゅかぇゃっく さっあう-
しぬけさ くぇ ういゃっしすくうは ゃ ╀けきぉぇえ 
„‶さうすたゃう-すうぇすなさし”. [ぇょあ っ 
くぇえ-ゅけかはきけすけ けす てっしすすっ ょっちぇ 
ゃ しっきっえしすゃけすけ. ¨す 6-ゅけょうてっく 
すけえ うゅさぇっ くぇ しちっくぇすぇ くぇ ぉぇとぇ 
しう, こさけはゃはゃぇえおう しうかくぇ っきけ-
ちうけくぇかくけしす う すなくなお せしっす おなき 
うきこさけゃういぇちうはすぇ. ╃ゃぇきぇ けす  
ぉさぇすはすぇ きせ しなとけ しぇ ぇおすぬけさう.                                                                                                                                        
‶なさゃぇすぇ しう きぇかおぇ さけかは ゃ おう-
くけすけ [ぇょあ ういうゅさぇゃぇ くぇ 11 
ゅけょうくう ゃなゃ そうかきぇ „[っゃけかの-
ちうは”. „‶さうすたゃう-すうぇすなさし” っ 
うしすうくしおぇ ておけかぇ こけ きぇえしすけさ-
しすゃけ いぇ ぉなょっとぇすぇ いゃっいょぇ. ╉ぇ-
こせさ-しすぇさてう せしこはか ょぇ こさっょぇ-
ょっ かのぉけゃすぇ おなき ういおせしすゃけすけ う 
ぇおすぬけさしおけすけ しう きぇえしすけさしすゃけ 
くぇ しゃけうすっ しうくけゃっ. ╉なき すはた, 
ゃなこさっおう, つっ ゃ すさせこぇすぇ きせ 
うきぇかけ しすけすうちう ぇおすぬけさう, すけえ 
うきぇか あっかっいくう ういうしおゃぇくうは. 
]ぇきうはす [ぇょあ ぉうか くっ しぇきけ ぇお-
すぬけさ, くけ う しちっくうつっく さぇぉけす-
くうお, う けしゃっすうすっか, う つうしすぇつ.                                                                                                                      
′ぇ 14 ゅけょうくう こさうすっあぇゃぇか 
ゃっつっ いぇゃうょっく こさけそっしけくぇかう-
いなき う けこうす くぇ すっぇすさぇかっく ぇお-
すぬけさ.
╀なょっとっ ゃ おうくけすけ. [ぇょあ, 

けぉぇつっ, うしおぇか ょぇ しっ こけしゃっすう 
くぇ おうくけすけ. ╆ぇさぇょう すぇいう しう 
かのぉけゃ しっ けすおぇいぇか ょぇ しかっょゃぇ. 
〉しこけさっょくけ し すっぇすなさぇ きかぇょう-
はす ╉ぇこせさ いぇこけつくぇか さぇぉけすぇ 
おぇすけ ぇしうしすっくす-さっあうしぬけさ ゃ 
ういゃっしすくぇすぇ そうかきけゃぇ おけき-
こぇくうは „╀けきぉぇえ 〈けおうし”. ′ぇ 

23 ゅけょうくう こさぇゃう うしすうくしおうは 
しう こさけぉうゃ – こさっこっつっかっくけすけ 
おぇすけ ぇおすぬけさ すけえ ゃかぇゅぇ ゃ こなさ-
ゃうは しう そうかき „¨ゅなくはす”, ゃ おけえ-
すけ, けしゃっく ゃけょっとぇ いゃっいょぇ, っ う 
さっあうしぬけさ, う こさけょせちっくす.     
〉つうすっかはす 』ぇこかうく. ]なし 

しゃけは けゅさけきっく すぇかぇくす [ぇょあ 
╉ぇこせさ ゃょなたゃぇか あうゃけす くぇ ゃしは-
おぇ うしすけさうは. ′っゅけゃうはす ぉさけょは-
ゅぇ, ゃなこさっおう くぇうゃくけしすすぇ しう, 
ぉうか あういくっかのぉうゃ, せしすさっきっく 
う し くっういすけとうき けこすうきういなき, ゃ 
しなとけすけ ゃさっきっ – こけ つけゃっておう 
くっいぇとうすっく. ‶っゃっち, すぇくちぬけさ 
う けしすさけせきっく ぇおさけぉぇす, [ぇょあ 
╉ぇこせさ ゃないたうとぇゃぇか いさうすっかう-
すっ しなし しゃけうすっ すさうおけゃっ, し おけ-
きっょうえくうは しう すっきこっさぇきっくす, し 
そぇくすぇいうはすぇ しう. ]きっっえおう しっ, 
すけえ ゅけゃけさっか いぇ しっさうけいくけすけ う 
すなあくけすけ.
』っしすけ しさぇゃくはゃぇかう うくょうえ-

しおうは ぇおすぬけさ し 』ぇさかう 』ぇこかうく. 
╃さったうすっ きせ ぉうかう ゃ しすうかぇ くぇ 
』ぇこかうく, こけたけょおぇすぇ きせ, しさぇ-
きっあかうゃうすっ あっしすけゃっ, さぇくう-
きけしすすぇ ゃ こけゅかっょぇ – ゃしうつおけ 
すけゃぇ きくけゅけ しうかくけ ゃないょっえしす-
ゃぇかけ くぇ こせぉかうおぇすぇ う すは きせ 
けすゃさなとぇかぇ し かのぉけゃ. „]ゃっすなす 

『╅╉╋ [╅》】『 - ¨〉╉¨‶』[¨っ【 ぁ╅》]¨〉
くぇ [ぇょあ ╉ぇこせさ きくけゅけ くぇこけき-
くは しゃっすぇ くぇ 』ぇこかうく - し くっ-
ゅけゃうは くっとぇしすっく ゅっさけえ, たうすなさ 
う こさけしすけょせてっく, し くっゅけゃけすけ 
くぇょたうすさはゃぇくっ くぇ ぉけゅぇすうすっ 
う きせしすぇおぇすう ゅけしこけょぇ う くぇ 
こさっおさぇしくうすっ ょぇきう, ゃうくぇ-
ゅう ゅけすけゃう ょぇ こさうこぇょくぇす”, - 
こうてっ そさっくしおうはす おうくけおさうすうお 

╅けさあ ]ぇょせか.
╀さけょはゅぇ - しけぉしすゃっくうはす 

けぉさぇい. ╇ ゃしっ こぇお ╉ぇこせさ せし-
こはか ょぇ くぇきっさう しゃけは ゅっさけえ. 
╁なこさっおう ゃなくてくけすけ したけょしすゃけ, 
すけえ しなとっしすゃっくけ しっ けすかうつぇゃぇか 
けす ゅっさけは くぇ 』ぇこかうく. 〉しこはか 
ょぇ しないょぇょっ けぉさぇい, しなぉさぇか ゃ 
しっぉっ しう くぇえ-ょけぉさうすっ つっさすう 
くぇ うくょうえしおうは くぇちうけくぇかっく 
たぇさぇおすっさ. ╁ ╉ぇこせさ いさうすっかう-
すっ さぇいこけいくぇゃぇかう しぇきうすっ しっぉっ 
しう, ゃうあょぇかう しけぉしすゃっくうすっ しう 
くっしゅけょう, しすさっきっあう う くぇょっあ-
ょう. ╆ぇ さぇいかうおぇ けす 』ぇこかうく 
ゅっさけはす きせ くうおけゅぇ くっ こけこぇ-
ょぇか ゃ くっかっこう う しきってくう しう-
すせぇちうう - すけえ っ きかぇょ, おさぇしうゃ, 
こなかっく し っくっさゅうは う けぉぇはくうっ…                                                                                                                     
‶けしすぇくけゃつうおなす くぇ „╀さけょはゅぇ” 
くっ ぉうか ゃうあょぇか こなさゃうすっ そうか-
きう くぇ 』ぇこかうく う ゃ すけいう しきう-
しなか くっ きけあっかけ ょぇ しっ ゅけゃけさう 
いぇ こけょさぇあぇくうっ. „╀さけょはゅぇ” っ 
そうかき いぇ しなょぉぇすぇ くぇ しおうすくう-
おぇ [ぇょあ, ういけしすぇゃっく いぇっょくけ し 
きぇえおぇ しう けす くっゅけゃうは ぉぇとぇ. 
¨とっ けす きぇかなお すけえ しすぇゃぇ くぇえ-
かけゃおうはす おさぇょっち ゃ ぉぇくょぇ けす 
こさっしすなこくうちう. ‶さう こけさっょくぇすぇ 
おさぇあぉぇ [ぇょあ しっ いぇこけいくぇゃぇ し 
きかぇょぇ う おさぇしうゃぇ ぇょゃけおぇすおぇ. 
╋っあょせ すはた しっ こけさぇあょぇ うし-
すうくしおぇ かのぉけゃ. ¨す すけいう きけ-
きっくす すけえ いぇこけつゃぇ ょぇ しっ ぉけさう 
いぇ こさぇゃけすけ しう くぇ こけさはょなつっく 
あうゃけす, すさせょ う とぇしすうっ.
╆ぇょなかあうすっかっく っかっきっくす いぇ 

うくょうえしおけすけ おうくけ っ きせいうおぇ-
すぇ, おけはすけ ゃなゃ そうかきうすっ くぇ 
[ぇょあ ╉ぇこせさ ゃうくぇゅう っ きくけゅけ 
きっかけょうつくぇ う ゃないょっえしすゃぇとぇ. 
′っえくう ぇゃすけさう しぇ こさけつせすうすっ 
【ぇくおぇさ う ╃あぇえおうてぇく. 
╉せかすけゃうすっ „╀さけょはゅぇ” う 

„╂けしこけょうく 420”. ¨おさうかっく 
けす ゃないすけさあっくけすけ こけしさっとぇくっ 
けす うくょうえしおぇすぇ こせぉかうおぇ くぇ 
„¨ゅなくはす”, ╉ぇこせさ こさっょしすぇゃは う 
こなさゃうは しう ゅけかはき たうす „]っいけ-
くなす くぇ きせしけくうすっ”. ╁ くっゅけ すけえ 
けすおさうゃぇ う くぇえ-ょけぉさぇすぇ しう 
っおさぇくくぇ こぇさすくぬけさおぇ - こさっ-
おさぇしくぇすぇ うくょうえしおぇ ぇおすさう-
しぇ ′ぇさゅうし, う し くっゅけ こけしすぇゃは 
くぇつぇかけすけ くぇ くっせゃはたゃぇとぇすぇ 
しう さっあうしぬけさしおぇ しかぇゃぇ. ‶け 
けくけゃぇ ゃさっきっ すけえ っ くぇえ-きかぇ-
ょうはす ゃ おうくけうくょせしすさうはすぇ, 
しなしさっょけすけつっくぇ ゃ ╀けきぉぇえ, 

くぇさうつぇくぇ ╀けかうゃせょ. 〈ぇかぇくす-
かうゃうはす きかぇょっあ けしくけゃぇゃぇ 
しけぉしすゃっくぇ おけきこぇくうは いぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけ くぇ そうかきう, くぇさっ-
つっくぇ „[ぇょあ ╉ぇこせさ そうかきし”, 
おけはすけ しなとっしすゃせゃぇ う ょくっし. 
]なぉうさぇ う ょさせゅう すぇかぇくすかう-
ゃう すゃけさちう, おけうすけ しすぇゃぇす 
つぇしす けす こさけつせすうは きせ っおうこ.                                                                                                                                           

′ぇえ-はさおうすっ しう さけかう [ぇょあ 
╉ぇこせさ, いぇっょくけ し ′ぇさゅうし,  
ういこなかくはゃぇ ゃなゃ そうかきうすっ, 
おけうすけ しぇき さっあうしうさぇ. 〈けゃぇ 
しっ けすくぇしは くぇえ-ゃっつっ いぇ いくぇ-
きっくうすうすっ う きくけゅけ ゅかっょぇくう う 
せ くぇし ゃ しさっょぇすぇ くぇ きうくぇかうは 
ゃっお „╀さけょはゅぇ“  う „╂けしこけょうく 
420“, ゃ おけうすけ しないょぇゃぇ けぉさぇ-
いぇ くぇ „きぇかおうは つけゃっお“, おけえ-
すけ くっ ゅせぉう けこすうきういきぇ しう 
こさう くうおぇおゃう けぉしすけはすっかしすゃぇ.                                                                                                                               
]かぇゃぇすぇ くぇ ╉ぇこせさ ぉなさいけ 
こさったゃなさかは ゅさぇくうちうすっ くぇ 
╇くょうは, いぇ ょぇ こけおけさう ちっかうは 
しゃはす. ╊っくすうすっ し せつぇしすうっ-
すけ くぇ „うくょうえしおうは 』ぇこかうく” 
すさうせきそぇかくけ こさっきうくぇかう こけ 
しゃっすけゃくうすっ っおさぇくう, いぇゃかぇ-
ょはゃぇえおう しなさちぇすぇ くぇ こせぉかう-
おぇすぇ. ╉ぇこせさ, おけえすけ ゃかぇょっっか 
ういおかのつうすっかくけ てうさけお ょうぇ-
こぇいけく けす ういさぇいくう しさっょしすゃぇ, 
しっ くぇさっあょぇ しさっょ くぇえ-ういはゃっ-
くうすっ ぇおすぬけさう-さけきぇくすうちう くぇ 
しゃけっすけ ゃさっきっ.
¨しかっこうすっかくぇすぇ ′ぇさゅうし.

〈は っ ういせきうすっかくけ おさぇしうゃぇ 
きのしのかきぇくおぇ, さけょっくぇ ゃ うい-

ゃっしすくけ ぇおすぬけさしおけ しっきっえしすゃけ 
けす ╉ぇかおせすぇ. ╇しすうくしおけすけ え 
うきっ っ 《ぇすうきぇ [ぇてうょ. ┿さすうし-
すうつくうはす え こしっゃょけくうき ゃ こさっ-
ゃけょ けいくぇつぇゃぇ くぇさちうし. [ぇょあ 
しっ いぇこけいくぇゃぇ し くっは こさっい 
1945 ゅ., おけゅぇすけ こけ こけさなつっ-
くうっ くぇ ぉぇとぇ しう けすうゃぇ ゃ ょけきぇ 
え, いぇ ょぇ こさっゅけゃぇさは いぇ っょうく 

すっぇすさぇかっく こさけっおす. „′ぇてぇすぇ 
しさっとぇ ぉってっ こさっょけこさっょっかっ-
くぇ しゃうてっ”, - おぇいゃぇか こけ-おなし-
くけ [ぇょあ. ╀せさくうはす きせ さけきぇく 
し ′ぇさゅうし ゅさぇくうつう し かっゅっく-
ょうすっ… ╇ ゃ くぇえ-すさせょくうすっ きせ 
きけきっくすう すは ぉうかぇ ょけ くっゅけ. 
╇いゃっしすくけ ゃさっきっ ょけさう ゃなさたせ 
っきぉかっきぇすぇ くぇ くっゅけゃぇすぇ おけき-
こぇくうは ぉうかう ういけぉさぇいっくう [ぇょあ 
╉ぇこせさ し きせいうおぇかっく うくしすさせ-
きっくす ゃ さなちっ う くぇゃっょっくぇすぇ 
くぇょ くっゅけ ′ぇさゅうし.
[ぇょあ う  ′ぇさゅうし - かっゅっく-

ょぇさくぇすぇ ょゃけえおぇ. ╄ょうく うく-
ょうえしおう おさうすうお こうしぇか: „′ぇ 
っおさぇくぇ [ぇょあ う ′ぇさゅうし けいぇ-
さはゃぇたぇ しゃっすぇ し けしかっこうすっかくぇ 
しゃっすかうくぇ, う きうかうけくう かぇき-
こうつおう くっ ぉうたぇ きけゅかう ょぇ しゃっ-
すはす すぇおぇ はさおけ”!               
〈さうせきそなす くぇ [ぇょあ ╉ぇこせさ 

っょゃぇ かう ぉう ぉうか すけかおけゃぇ ゅけかはき 
ぉっい ′ぇさゅうし. ‶かけょけすゃけさくけすけ 
うき しなすさせょくうつっしすゃけ ょぇすうさぇ けす 
1947 ゅ. , おけゅぇすけ すは ゃっつっ っ うい-
ゃっしすくぇ ぇおすさうしぇ. ╇きぇす 15 しなゃ-
きっしすくう そうかきぇ, こっす けす おけうすけ  
さっあうしうさぇくう けす くっゅけ. ╇きっくくけ 
し すはた すは しすぇゃぇ しゃっすけゃくけ うい-
ゃっしすくぇ, けしけぉっくけ し „╀さけょはゅぇ“ 
う „╂けしこけょうく 420“, きぇおぇさ, つっ 
しぇきぇすぇ すは くっ ゅう しきはすぇ いぇ しゃけう 
ぇおすぬけさしおう こけしすうあっくうは. 
╋くけいうくぇ きうしかっかう, つっ すぇいう 

ゃっかうおけかっこくぇ ′ぇさゅうし っ くっゅけ-
ゃぇ しこなすくうちぇ ゃ あうゃけすぇ. ╇し-
すうくぇすぇ っ, つっ ょなかゅけ ゃさっきっ すは 
っ くっゅけゃぇすぇ けぉけあぇゃぇくぇ ╋せいぇ, 
くけ くうおけゅぇ くっ きせ しすぇゃぇ しなこさせ-
ゅぇ. [ぇょあ ゃっつっ っ あっくっく, おけゅぇ-
すけ え こさっょかぇゅぇ ゅかぇゃくぇすぇ さけかは 
ゃ ょっぉのすくうは しう そうかき おぇすけ 
さっあうしぬけさ. ┿ ゅけょうくう こけ-おなし-
くけ すけえ とっ こさういくぇっ: „〈は ぉってっ 
きけっすけ ゃょなたくけゃっくうっ. ┿おすさうしう 
けす すぇおなゃ おぇかうぉなさ ゃっつっ くはきぇ 
ゃ おうくけすけ. ╅っくうすっ ゃうくぇゅう しぇ 
ぉうかう ゃぇあくう ゃ きけは あうゃけす, くけ 
いぇ きっく すは けいくぇつぇゃぇてっ こけゃっ-
つっ けす ゃしはおぇ ょさせゅぇ. 』っしすけ しなき 
え おぇいゃぇか: „╉さうてくぇ っ きけは しな-
こさせゅぇ, きぇえおぇ くぇ ょっちぇすぇ きう, 
ぇ すう しう きぇえおぇ くぇ きけうすっ そうか-
きう“.
′ぇさゅうし  こさっおさぇすはゃぇ おぇさうっ-

さぇすぇ しう っょゃぇ 39-ゅけょうてくぇ - ゃ 
さぇいちゃっすぇ くぇ おさぇしけすぇすぇ しう う 
くぇ ゃなさたぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. ╁ „╋ぇえ-
おぇ ╇くょうは“ すは うゅさぇっ しなし ]せ-
くうか ╃ぇす - つけゃっおなす, いぇ おけゅけすけ 
しっ けきなあゃぇ う けす おけゅけすけ うきぇ 
すさう ょっちぇ. 
〈ぇおぇ, こさっい 1957 ゅ., しかっょ 

′ぇさゅうし,  ゃ すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 

ぇおすぬけさぇ う さっあうしぬけさぇ [ぇょあ 
╉ぇこせさ いぇゃなさてゃぇ ちはかぇ っこけたぇ.

╇いすうつぇとけすけ ゃさっきっ. [ぇょあ 
ゃっつっ ぉうか しゃっすけゃくぇ いくぇきっくう-
すけしす う うきぇか ぉっいこさっちっょっくすくぇ-
すぇ かのぉけゃ う こさっおかけくっくうっ くぇ 
たけさぇすぇ ょぇかっつっ いぇょ こさっょっかう-
すっ くぇ ╇くょうは. ╁ ]]][ こうすぇかう 
ゃしっおう しさっとくぇす うくょうっち: „╁うっ 
こけいくぇゃぇすっ かう [ぇょあ ╉ぇこせさ?” 
╁ ╉うすぇえ ╋ぇけ ╃いっょせく こけこうすぇか 
しゃけは ゅけしす, ぉぇとぇすぇ くぇ [ぇょあ: 
„╉ぇお っ ╁ぇてうはす しうく?” ┿ おけゅぇ-
すけ ぃさうえ ╂ぇゅぇさうく こさうしすうゅくぇか 
ゃ ╀けきぉぇえ, こさうゃっすしすゃぇか [ぇょあ 
╉ぇこせさ し ょせきうすっ: „〈けゃぇさうと 
╀さけょはゅぇ!” ╇さぇくちうすっ せょけしすけう-
かう ょけしすけこけつすっくうは ╉ぇこせさ しなし 
いゃぇくうっすけ ょけおすけさ くぇ くぇせおうすっ, 
ゃなこさっおう つっ ぇおすぬけさなす くはきぇか 
ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ.
╁なこさっおう てせきくうは しう せしこった, 

すけえ くっ こけかぇゅぇか くけゃぇすけさしおう 
せしうかうは う ゃしっ こけゃっつっ しっ さぇい-
きうくぇゃぇか し おうくけしすぇくょぇさすうすっ. 
]なかいかうゃうすっ しのあっすう う くぇ-
うゃうすっすなす こさう さってぇゃぇくっすけ くぇ 
こさけぉかっきうすっ, おぇおすけ う こさけょなか-
あうすっかくけしすすぇ くぇ そうかきうすっ きせ /
さっおけさょなす っ くぇ „╋けっすけ うきっ っ 
おかけせく” し こさけょなかあうすっかくけしす けす 
224 きうくせすう!/ とっ しっ けおぇあぇす 
ゃこけしかっょしすゃうっ しこうさぇつおぇ いぇ 
くっゅけゃけすけ さぇいゃうすうっ, ゃなこさっおう 
つっ  ゃなゃ そうかきうすっ きせ せつぇしすゃぇす 
う ょゃぇきぇすぇ きせ ぉさぇすは, おぇおすけ う 
すさうきぇすぇ きせ しうくけゃっ.
〈けえ しっ しすぇさぇっ ょぇ けしすぇくっ くぇ 

ゃうしけすぇすぇ くぇ しゃけは ぇさすうしすうつっく 
くぇすのさっか, ょけしすうゅぇえおう いぇゃうょ-
くぇ っきけちうけくぇかくぇ ゃゅかなぉっくけしす 
ゃ „╋けっすけ うきっ っ おかけせく”, ゃ 
„]っゅぇ う いぇゃうくぇゅう” う „╆ぇおけくなす 
くぇ けすきなとっくうっすけ”, くけ こさっい 
1974 ゅ. し „╀けぉう” しっ さぇいきうくぇ-
ゃぇ し けさうゅうくぇかくうは しちっくぇさうえ: 
せゃかっつっくうはす けす きぇすっさうぇかくう-
すっ ちっくくけしすう ╉ぇこせさ ういゅさぇあょぇ 
けぉさぇいぇ くぇ きかぇょっあぇ すぇおぇ, つっ 
ょぇ いぇぉけゅぇすっっ う ゃなこさっおう つっ こけ 
しちっくぇさうえ ゃかのぉっくけすけ ゃ くっゅけ 
きけきうつっ すさはぉゃぇ ょぇ けしすぇくっ ぉっ-
ょくけ, ゃなゃ ゃぇさうぇくすぇ くぇ ╉ぇこせさ 
すけ しすぇゃぇ ゃしっ こけ-ぉけゅぇすけ う こけ-
ぉけゅぇすけ.                                                      
[ぇょあ ╉ぇこせさ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 

さぇぉけすう, くっいぇゃうしうきけ, つっ ゃさっ-
きっすけ きせ ういすうつぇ.     
╆ぇ こっさうけょぇ 1978 - 1985 ゅ. 

すけえ いぇしくっきぇ けとっ すさう ゃぇあくう 
すゃけさぉう - „╇しすうくぇ, かのぉけゃ う 
おさぇしけすぇ”, „╀けかくう けす かのぉけゃ” 
う „╊のぉけゃくぇすぇ うしすけさうは くぇ 
╂ぇくゅ”, ょけおぇいゃぇえおう, つっ っ おかぇ-
しうお くぇ うくょうえしおぇすぇ きっかけょさぇ-
きぇ. 
]くうきぇ しっ ゃ こさっしすうあくう しせ-

こっさこさけょせおちうう おぇすけ „┿ぉょせ-
かぇ”, いぇ ょぇ せぉっょう しっぉっ しう, つっ 
くっ っ いぇぉさぇゃうか けしくけゃくけすけ しう 
ぇおすぬけさしおけ こさういゃぇくうっ.
╉けゃぇさくぇすぇ ぇしすきぇ. ‶さっい 

ちっかうは しう あうゃけす [ぇょあ ╉ぇこせさ 
しすさぇょぇか けす ぇしすきぇ. ╆ぇぉけかはゃぇ-
くっすけ しっ せしかけあくはゃぇかけ う くぇ 2 
きぇえ 1988 ゅ. こけ ゃさっきっ くぇ ちっ-
さっきけくうはすぇ, くぇ おけはすけ っ くぇ-
ゅさぇょっく し ╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ 
くぇ うくょうえしおぇすぇ そうかきけゃぇ うく-
ょせしすさうは, すけえ こけかせつぇゃぇ けしすさぇ 
ぇしすきぇすうつくぇ ぇすぇおぇ う おけかぇぉう-
さぇ. 〉きうさぇ きっしっち こけ-おなしくけ 
- くぇ 2 のくう, くぇ 64 ゅけょうくう.                                                                                                   
]きなさすすぇ きせ っ ゃないこさうっすぇ けす 
きうかうけくうすっ うくょうえちう おぇすけ くぇ-
ちうけくぇかくぇ すさぇゅっょうは - けすうてなか 
しう っ „おさぇかはす くぇ うくょうえしおうは 
っおさぇく”... 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

[ぇょあ ╉ぇこせさ – ぇおすぬけさ, 
さっあうしぬけさ う こさけょせちっくす, 
こさっゃなさくぇか しっ ゃ あうゃぇすぇ 
うしすけさうは う ゃ きうす くぇ うくょうえ
しおけすけ おうくけ. [けょっく っ こさっい 
1924 ゅ. ゃ ‶ってぇゃぇさ, しっゅぇ 
ゃ ‶ぇおうしすぇく. ‶さっい 1948 ゅ. 
しないょぇゃぇ しけぉしすゃっくけ しすせ
ょうけ „[ぇょあ ╉ぇこせさ そうかき” 
ゃ ╀けきぉぇえ, っょくけ けす ゃけょっ
とうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ. ╁ こけゃっ
つっすけ けす そうかきうすっ しう ╉ぇこせさ 
っ さっあうしぬけさ う ういこなかくうすっか 
くぇ ゅかぇゃくぇすぇ さけかは. 《うか
きう: „╀さけょはゅぇ”, „╂けしこけょうく 
420”, ”╃ゃっすっ ゃぇおしぇょあうえ
つっすぇ”, „¨ゅなくはす”, ]っいけくなす 
くぇ きせしけくうすっ”, „‶けょ こさう

おさうすうっすけ くぇ くけとすぇ”, „〈ぇき, おなょっすけ すっつっ ╂ぇくゅ”, „╇し
すうくぇ, かのぉけゃ う おさぇしけすぇ”, „╀けかくう けす かのぉけゃ”. ′けしう
すっか っ くぇ 9 こさっしすうあくう そうかきけゃう くぇゅさぇょう.
〉きうさぇ こさっい 1988 ゅ. ゃ ′の ╃っかたう くぇ 64 ゅ.                                                                                                
〈さうきぇ けす くっゅけゃうすっ ゃくせちう ょくっし しぇ そうかきけゃう いゃっいょう.
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くけしすう“ – „╃っすしおう う せつっぉくう いぇ-
ゃっょっくうは“ – ‶けつうゃくぇ ぉぇいぇ „‶ぇ-
くうちうすっ“.
┿おけ こけ っょくぇ うかう ょさせゅぇ こさうつう-

くぇ ょっすっすけ ゃう くっ こさっょこけつうすぇ かぇ-
ゅっさくうは すうこ けすょうた, こさっい かはすくぇすぇ 
ゃぇおぇくちうは おせかすせさくうすっ うくしすうすせ-
すう う ょっすしおうすっ そけさきぇちうう こさっょ-
かぇゅぇす さぇいかうつくう ぇかすっさくぇすうゃう いぇ 
こさうはすくけ う こけかっいくけ こさっおぇさゃぇくっ 
くぇ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ.  
¨す ょくっし, 20-すう のくう, けぉとうく-

しおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” 
しすぇさすうさぇ いぇ こけさっょっく こなす しゃけは-
すぇ せしこってくぇ かはすくぇ うくうちうぇすうゃぇ 
„╊はすけ ゃ ぉうぉかうけすっおぇすぇ”. ╁しっおう 
ょっく けす 10 ょけ 12 つぇしぇ ょけきぇおう-
くう くぇ いぇくうきぇくうはすぇ し ょっちぇすぇ 
とっ しぇ けすょっかうすっ けす ちっくすさぇかくぇすぇ 

ぉうぉかうけすっおぇ, ぇ ゃしっおう しかっょけぉっょ 
いぇ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ くぇ きぇか-
つせゅぇくうすっ とっ しっ ゅさうあぇす つっすう-
さうすっ ぉうぉかうけすっつくう そうかうぇかぇ こけ 
おゃぇさすぇかう う さぇぉけすっとうすっ ゃ すはた 
しこっちうぇかうしすう. ]こけさすくう うゅさう う 
かっすくう つうすぇかくう いぇ きぇかおうすっ おぇ-
いぇくかなつぇくう くぇ ゃないさぇしす けす 7 ょけ 
14 ゅけょうくう とっ ぉなょぇす けさゅぇくういう-
さぇくう ゃ こけつすう ゃしうつおう せつうかうとぇ 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ しゃけは 
さぇいゅぇさ っ かはすくぇすぇ ゃぇおぇくちうけくくぇ 
こさけゅさぇきぇ う くぇ ¨╃╉ „]ゃ. ╇ゃぇく 
[うかしおう“. ¨さゅぇくういうさぇくう しぇ さぇい-
くけけぉさぇいくう いぇくうきぇくうは いぇ ゃしうつ-
おう ょっちぇ ゃ けぉとうくぇすぇ – さうしせゃぇくっ, 
すぇくちう, ぉぇかっす, さぇいかうつくう すゃけさつっ-
しおう いぇくうきぇくうは. ╆ぇ すっいう, おけうすけ 
けぉうつぇす しこけさすぇ, しぇ こさっょゃうょっくう 
いぇくうきぇくうは こけ すぇっおせけくょけ う こさう-
かけあくけ おけかけっいょっくっ. ╁しっおう ょっく 
こさっい のかう ゃ ╃っすしおうは おけきこかっおし 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ おゃ. „╁. ╊っゃしおう”,  
すさっくぬけさうすっ こけ しこけさすくう すぇくちう 
╁ぇくは う ‶っすなさ [ぇょっゃう とっ ょぇゃぇす 
ぉっいこかぇすくう せさけちう くぇ かのぉうすっかう-
すっ くぇ すけいう すうこ いぇくうきぇくうは. 
                 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

こけ こさっし-うくそけ くぇ
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 

【そうあ たそさあくうあて ちかくとしてあてけてか そて かさつたちかつせそ あせさかてせそ たちそとねうあせか つちかお いけくせかつあ
くあ ちあくうけてけかてそ せあ つけてとあぬけみてあ う つてちあせあてあ, そつひはかつてうかせそ う たひちうけてか 10 おせけ せあ ませけ

くぇ しさっょくけ う ういこなかくうすっかしおけ くうゃけ ょぇ こけかぇゅぇす せしうかうは う し けとっ こけ-ゅけかはきけ しすぇさぇくうっ ょぇ けぉ-
しかせあゃぇす ぉういくっしぇ, いぇ ょぇ くっ しっ こけつせゃしすゃぇす すぇおぇ すっあおけ こさっょういぉけさくうはす う しかっょういぉけさくうはす こっ-
さうけょ. 

╀なかゅぇさしおうはす ぉういくっし しっ くせあょぇっ けす ぉなさいけ さってぇゃぇくっ くぇ こけしすぇゃはくうすっ ゃなこさけしう,
くっいぇゃうしうきけ けす こさっょういぉけさくぇすぇ うかう しかっょういぉけさくぇすぇ しうすせぇちうは ゃ しすさぇくぇすぇ.

′ぇ ゃなこさけしぇ ょぇかう すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ こさっょしさけつくう ういぉけさう う, ぇおけ ょぇ – おけゅぇ, 47% こけしけつゃぇす, つっ 
すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ ういぉけさう ょけ おさぇは くぇ くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ; 44% しきはすぇす, つっ くっ しぇ くっけぉたけょうきう 
こさっょしさけつくう ういぉけさう; ぉかういけ 7% いぇはゃはゃぇす, つっ こさっい っしっくすぇ くぇ 2015 ゅ. すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ ういぉけさう 
2 ゃ 1 (きっしすくう う こぇさかぇきっくすぇさくう), ぇ ょけ すけゅぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう こさぇゃうすっかしすゃけすけ; しぇきけ 2% しぇ いぇ 
ういぉけさう ょけゅけょうくぇ こけ すけゃぇ ゃさっきっ.

Отборът медалист
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‶ぇきっすすぇ くぇ ぇさたうゃうすっ: 

„… ‶さっい 1979 ゅけょうくぇ くぇ 12-うは [っこせぉかうおぇくしおう こさっゅかっょ „╆ょさぇゃう, しうかくう う さぇぉけすけしこけしけぉくう”, 
おけえすけ しっ こさけゃっあょぇ ゃ ╀かぇゅけっゃゅさぇょ けす 7-きう ょけ 10-すう のくう, けすぉけさなす くぇ ╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし” 
ういかういぇ ょけしすけっく こけぉっょうすっか う しすぇゃぇ さっこせぉかうおぇくしおう こなさゃっくっち.
╁ おけきこかっおしぇ „]うかぇ, かけゃおけしす, ぉなさいうくぇ” ┿くつけ 》さうしすけゃ しすぇゃぇ くけしうすっか くぇ いかぇすっく きっょぇか, 〈け-

すぬけ ]かぇゃけゃ - くぇ しさっぉなさっく 
きっょぇか, [ぇてけ 〈けくつっゃ - くぇ 
ぉさけくいけゃ.
╉けきこかっおしくけ けすぉけさなす いぇ-

ゃけのゃぇ いくぇきっすけ くぇ 『] くぇ 
╀‶]/『っくすさぇかっく しなゃっす くぇ 
╀なかゅぇさしおうすっ こさけそっしうけ-
くぇかくう しなのいう/.
╆ぇ すぇいう ぉかはしおぇゃぇ こけ-

ぉっょぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
おけきぉうくぇすぇ くぇゅさぇあょぇゃぇ 
けすぉけさぇ し ょゃせしっょきうつくぇ 
っおしおせさいうは ゃ ╂╃[. 
╋くっくうっすけ くぇ 『] くぇ 

╀‶], つっ こけぉっょぇすぇ ゃ ╀かぇ-
ゅけっゃゅさぇょ っ しかせつぇえくぇ, しっ 
けこさけゃっさゅぇゃぇ こさっい 1981 
ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ くぇ 13-うは 
[っこせぉかうおぇくしおう こさっゅかっょ 
ゃ ゅさ. ╊はしおけゃっち けすぉけさなす 
くぇ ╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし” 

しすぇゃぇ けすくけゃけ さっこせぉかうおぇくしおう てぇきこうけく. ╇ けすくけゃけ ゃいっきぇ いくぇきっすけ くぇ 『] くぇ ╀‶]. 
¨すぉけさなす っ ぉうか ゃ しかっょくうは しなしすぇゃ: ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく, ┿くつけ 》さうしすけゃ, [ぇてけ 〈けくつっゃ, ╁ぇくは 

╁っくっかうくけゃぇ, ‶っこぇ ┿くゅっかけゃぇ, [ぇょうぇくぇ ╋うくつっゃぇ, ╆かぇすう ╋うくつっゃ, ╉なくつけ ╋うくおけゃ, ╅うゃおけ ┿すぇ-
くぇしけゃ, ╋ぇさうく ╃ぇくけゃ, ╇かうは ╇ゃぇくけゃ. ‶けぉっょぇすぇ っ とっょさけ ゃないくぇゅさぇょっくぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ, すけいう こなす し っおしおせさいうは ょけ ]]][ こけ きぇさてさせすぇ: ╋けしおゃぇ, ╊っくうくゅさぇょ, 〈ぇかうく, [うゅぇ, 
╁うかくのし, ╋けしおゃぇ. 
╆ぇ こけしすうゅぇくっすけ くぇ すっいう ゃうしけおう ゃなさたけゃっ ゃ しこけさすぇ くっ きけあっ ょぇ くっ しっ けすぉっかっあぇす いぇしかせゅうすっ くぇ 

╉けえ っ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく? 

 

〈けえ けしすぇゃは しっさうけいくぇ, いくぇつうきぇ う  くっいぇぉさぇゃうきぇ ょうさは ゃ しこけさすくぇすぇ うしすけさうは くぇ „┿さ-
しっくぇか”. 〈ぇおぇゃぇ, つっ う ょくっし すっいう, おけうすけ しぇ ゅけ こけいくぇゃぇかう - くっゅけゃうすっ ゃないこうすぇくうちう う 

しなさぇすくうちう, しう しこけきくはす いぇ くっゅけ, けすゃなょ すなゅぇすぇ, し きくけゅけ せゃぇあっくうっ う さっしこっおす. ╃うしちうこかう-
くぇすぇ う ゃしっけすょぇえくけしすすぇ, 
し おけうすけ しっ こけしゃっとぇゃぇ 
くぇ いぇょぇつうすっ しぇ こけしかけ-
ゃうつくう, ぇ たなしなす いぇ こけぉっ-
ょぇ – いぇさぇいうすっかっく. ╆ぇすけ-
ゃぇ う ょけ ょくっし ぇさしっくぇかちう 
くっ きけゅぇす ょぇ ゅけゃけさはす いぇ  
くっゅけ ゃ きうくぇかけ ゃさっきっ, 
きぇおぇさ けす ぉかういけ 3 ゅけょう-
くう しこけさすくうはす ょっはすっか くぇ 
„┿さしっくぇか” ╋うさけしかぇゃ ‶ぇ-
こぇいおうく ょぇ しう っ すさなゅくぇか 
けす あうゃけすぇ.  
‶けしゃっとぇゃぇ こけつすう ちっ-

かうは しう すさせょけゃ こなす くぇ 
„┿さしっくぇか”  う くぇ さぇい-
ゃうすうっすけ くぇ しこけさすぇ  ゃ 
ゅけかはきぇすぇ そぇぉさうおぇ. 
╁ないこうすぇくうお くぇ おぇいぇく-
かなておぇすぇ ゅうきくぇいうは  „]ゃ. 
]ゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ”, 
いぇ おさぇすおけ きかぇょうはす ‶ぇ-
こぇいおうく, けすぉうか ゃけっくくぇすぇ 
しう しかせあぉぇ ゃ 【おけかぇすぇ 
いぇ いぇこぇしくう けそうちっさう ゃ 
]うかうしすさぇ, しっ こけしゃっとぇ-
ゃぇ くぇ ぇさきうはすぇ. ¨す 1973 
ゅけょうくぇ ょけ こっくしうけくうさぇ-
くっすけ しう, けぉぇつっ, けしすぇゃぇ 
ゃっさっく くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. 
╆ぇこけつゃぇ   さぇぉけすぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか” おぇすけ てかぇえそうしす 
ゃ いぇゃけょ 5. ╋くけゅけおさぇすっく 
せょぇさくうお, し くぇゅさぇょう けす 

さぇいかうつくう そうさきっくう  こさけはゃう. [ぇぉけすぇすぇ ゃ ちったぇ, けぉぇつっ, くっ っ しなとうくぇすぇ くぇ ╋うさけしかぇゃ, おけえ-
すけ しっ こけしゃっとぇゃぇ くぇ さぇぉけすくうつっしおうは しこけさす ゃ ゅけかっきうは いぇゃけょ. ‶けょ くっゅけゃけ さなおけゃけょしすゃけ う 
ゃょなたくけゃっくうっ けすぉけさなす くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくうは  おけきぉうくぇす しすぇゃぇ 3 こなすう さっこせぉかうおぇくしおう 
てぇきこうけく ゃ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ さぇぉけすくうつっしおぇ しこぇさすぇおうぇょぇ „╆ょさぇゃう, しうかくう, さぇぉけすけしこけしけぉ-
くう”. ╆ぇさぇょう いぇしかせゅうすっ しう ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく しすぇゃぇ つかっく くぇ [っこせぉかうおぇくしおぇすぇ しなょうえ-
しおぇ おけきうしうは こけ ぉぇしおっすぉけか う ╁けょくけ-しこぇしうすっかくぇすぇ しかせあぉぇ. 
 ̈ すうゃぇ しう けす しゃっすぇ しかっょ すっあおけ ぉけかっょせゃぇくっ くぇ 7-きう くけっきゃさう 2011 ゅけょうくぇ. ̈ しすぇゃは すさう 

ょっちぇ - ょゃっ ょなとっさう う っょうく しうく. 

╋うさけ ゃ しこけきっくうすっ きう…

『あくさあくうあ 〈あしねそ ¨うあせそう - あちつかせあしつさけ つたそちてかせ うかてかちあせ, さそ-
しかえあ せあ 〈けちそつしあう 》あたあくさけせ.

‶けいくぇゃぇた しっ し くっゅけ けす 1958 ゅけょうくぇ. ¨すすけゅぇゃぇ う ぇい ぉはた  ゃ „┿さしっ-
くぇか” おぇすけ けさゅぇくういぇすけさ くぇ そういおせかすせさぇすぇ すぇき. ╆ぇ きっく すけえ っ けぉうつぇと 

しこけさすぇ つけゃっお, おけえすけ ういちはかけ きせ しっ こけしゃっすう ょけ おさぇは くぇ ょくうすっ しう. ╋うさけ 
けぉうつぇてっ こかせゃぇくっすけ, ぇ すけゅぇゃぇ ゃ くはおけゅぇてくうは ╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし” 
うきぇてっ こかせゃっく ぉぇしっえく. ╆ぇすけゃぇ う けゅかぇゃう しっおちうは „こかせゃぇくっ” う しっ いぇっ 
し けぉせつっくうっすけ う くぇ くっきけあっとうすっ ょぇ こかせゃぇす. 〈っいう, おけうすけ きけあったぇ, こなお 
すさっくうさぇたぇ こさう くっゅけ いぇ せつぇしすうっ ゃ さぇいかうつくう しなしすっいぇくうは. ‶け けくけゃぇ ゃさっ-
きっ うきぇてっ さぇいかうつくう くぇつうくう ょぇ こけおぇあって せきっくうはすぇ しう ゃ すぇいう こけしけおぇ: 
けさゅぇくういうさぇたぇ しっ しなしすっいぇくうは こけ こかせゃっく こっすけぉけえ, しおけおけゃっ ゃなゃ ゃけょぇ けす 
3 う 5 きっすさぇ/うきぇてっ う しこっちうぇかっく すさぇきこかうく ゃ いぇゃけょぇ いぇ すけゃぇ/. ╆ぇっょくけ 
し くっゅけ さっぇかういうさぇたきっ う せつぇしすうっ くぇ くぇてう しなしすっいぇすっかう ゃ こさっこかせゃぇくっすけ 
くぇ さっおぇ ╃せくぇゃ こけ うくうちうぇすうゃぇ くぇ すけゅぇゃぇてくうは 『╉ くぇ ╃╉╋] ゃ ゅけょうくうすっ 
1964 う 1965. ╁ すけゃぇ こさっこかせゃぇくっ せつぇしすゃぇす ゃ ょゃっすっ ゅけょうくう けぉとけ 54 ぇさ-
しっくぇかっちぇ. ‶けょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく ぉっ う いぇゃけょしおうはす 
けすぉけさ こけ こかせゃぇくっ - しっおちうは きなあっ う しっおちうは あっくう, おぇすけ きなあおうはす くう けす-
ぉけさ しこっつっかう こさっい 1968 ゅけょうくぇ とぇそっすぇすぇ けす 4 こけ 100 きっすさぇ しゃけぉけょっく 
しすうか ゃ こなさゃっくしすゃけすけ くぇ 『╉ くぇ ‶さけそしなのいぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかうすっ. 
╋ぇおぇさ う くっとぇすっく しかせあうすっか う けさゅぇくういぇすけさ, おけえすけ けすゅけゃぇさはてっ いぇ 

そういおせかすせさぇすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 3, ╋うさけしかぇゃ ういゅさぇょう し きくけゅけ あっかぇくうっ う っくすせ-
しうぇいなき いぇゃけょしおうすっ けすぉけさう すぇき こけ そせすぉけか, ゃけかっえぉけか, すっくうし くぇ きぇしぇ, 
てぇた, ぉぇしおっすぉけか, ゃ おけうすけ しっ こさっょしすぇゃはたきっ  きくけゅけ ょけぉさっ ゃ けぉとけいぇゃけょ-
しおうすっ こなさゃっくしすゃぇ ゃ けくっいう ゅけょうくう. 
╁ こさけょなかあっくうっ くぇ 13 ゅけょうくう – けす 1972 ょけ 1985 ゅけょうくぇ, すけえ こけょゅけす-

ゃはてっ そうさきっくうは けすぉけさ いぇ せつぇしすうっ ゃ くぇちうけくぇかくうは こさっゅかっょ „╆ょさぇゃう, 
しうかくう, さぇぉけすけしこけしけぉくう”, おけえすけ くぇ すさう こなすう, ゃ ゅけょうくうすっ 1979, 1981 う 
1983-すぇ, しすぇくぇ さっこせぉかうおぇくしおう こなさゃっくっち, おけえすけ ぉさぇくう ょけしすけえくけ ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ しこけさすくぇ つっしす ゃ おけくおせさっくちうは し 43 けすぉけさぇ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. 
┿ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ うきぇてっ しこけさす ゃ ぉなかゅぇさしおうすっ こさっょこさうはすうは! ‶ぇこぇいおうく 
っ つけゃっおなす, ょけこさうくっしなか ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ いぇ せしこったうすっ ゃ こさっょしすぇゃは-
くっすけ くぇ そうさきぇすぇ ゃ こさっゅかっょうすっ こけ しすさけっゃぇ こけょゅけすけゃおぇ . ╇ すせお くっゅけゃうはす 
けそうちっさしおう ょせた しう おぇいゃぇてっ ょせきぇすぇ. ╀ってっ くっゃっさけはすくけ ょうしちうこかうくうさぇく 
おぇすけ つけゃっお う ゃないこうすぇゃぇてっ ゃ ょうしちうこかうくぇ  たけさぇすぇ けおけかけ しっぉっ しう. ╆ぇ 
せしこったうすっ う ゃ しすさけっゃぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ, おけうすけ ゃ きくけゅけ ゅけかはきぇ しすっこっく しっ 
ょなかあぇたぇ くぇ くっゅけ, けすぉけさなす くう ぉっ きくけゅけおさぇすくけ くぇゅさぇあょぇゃぇく し っおしおせさ-
いうう ゃ つせあぉうくぇ. 
〈けえ ぉってっ う つけゃっお し くっゃっさけはすくけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ. ‶けきくは, つっ こさっ-

ょう ゅけょうくう かうつくけ せつぇしすゃぇ こさう っょうく けす くぇてうすっ ゅぇしすさけかう ゃ つせあぉうくぇ ゃ 
しなしすっいぇくうっ, こさう おけっすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ しっ こさっこかせゃぇ ょぇょっくけ さぇいしすけはくうっ し 
ょのてっお う さぇくうちぇ, ぉっい しなしすっいぇすっかうすっ ょぇ しっ くぇきけおさはす. 
 ┿おけ すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ けこうてぇ くぇおさぇすおけ, すけゃぇ っ: かのぉけゃ おなき しこけさすぇ. ╆ぇ くっゅけ 

すけゃぇ ぉってっ あうゃけすなす きせ. ̈ すうょっ しう ぉっい ゃさっきっ う きくけゅけ ぉなさいけ けす すけいう しゃはす. 
〈うたけ, くっいぇぉっかっあうきけ. ╆ぇすけゃぇ ぉうた うしおぇか すっいう, おけうすけ ゅけ こけきくはす, う けくっ-
いう, おけうすけ しぇきけ しぇ つせゃぇかう うきっすけ きせ, ょぇ くっ ゅけ いぇぉさぇゃはす. ╆ぇとけすけ ╋うさけ 
‶ぇこぇいおうく っ っこけたぇ ゃ  しこけさすくぇすぇ  うしすけさうは くぇ „┿さしっくぇか” う くぇ ╉ぇいぇくかなお.

〈けいう ゃないこけきっくぇすっかっく けつっさお くはきぇてっ ょぇ しっ こけはゃう くぇ ぉはか 
しゃはす, ぇおけ くっ ぉってっ くう くぇきっさうか ‶っすなさ. 》さうしすけゃ. 『っくおけゃ. 

[ぇぉけすくうお くぇ „┿さしっくぇか” けす 10 きっしっちぇ, いぇ おけゅけすけ うきっすけ くぇ 
しこけさすくうは ょっはすっか ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく っ さぇゃくけしうかくけ くぇ ぉぇとぇ. 
〈ぇおぇ ゅけ けこさっょっかう しぇきうはす すけえ こけ ゃさっきっ くぇ こなさゃぇすぇ くう しさっとぇ. 

┿おけ くっ ぉってっ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇい-
おうく, しうゅせさくけ とはた ょぇ ぉなょぇ しっゅぇ 
くぇ ょさせゅけ きはしすけ う しなゃしっき ょさせゅ 
つけゃっお, しこけょっかう 55-ゅけょうてくうはす 
けゅくはさ けす いぇゃけょ 12 ゃ „┿さしっくぇか”. 
]ぇきうはす すけえ さぇしすっ こけょ ゅさうあうすっ 

う くぇしすぇゃかっくうはすぇ くぇ すさっくぬけさぇ 
しう, おけえすけ いぇ きけきつっすけ しっ こさっ-
ゃさなとぇ ゃ きくけゅけ こけゃっつっ けす すさっ-
くぬけさ こけ こかせゃぇくっ: しなし しなゃっすうすっ 
しう いぇ あうゃけすぇ, し こけきけとすぇ, し くぇ-
こなすしすゃうはすぇ, し かうつくうは こさうきっさ. 
‶さう ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく 55-ゅけ-
ょうてくうはす しっゅぇ ‶っすなさ すさっくうさぇ ゃ 
こっさうけょぇ 1972-1977 ゅけょうくぇ. ‶け-
しかっ こなすうとぇすぇ うき しっ さぇいょっかはす, 
いぇとけすけ ‶っすなさ けすうゃぇ ゃ おぇいぇさきぇ-
すぇ, こけしかっ ゅけょうくう くぇさっょ  さぇぉけすう 

ゃ ╉けきう, ゃ ぉうゃてうは ]]][. ]かっょゃぇす ゅけょうくう, ゃ おけうすけ  ‶っすなさ くはきぇ 
くけゃうくう いぇ すさっくぬけさぇ しう, おけゅけすけ こけつうすぇ おぇすけ さけょっく ぉぇとぇ. ╃け-
おぇすけ くっ しさっとぇ ょなとっさはすぇ くぇ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく - ╋ぇゅょぇかっくぇ, 
けす おけはすけ くぇせつぇゃぇ すなあくぇすぇ くけゃうくぇ: かのぉうきうはす すさっくぬけさ ゃっつっ 
しう っ けすうてなか けす あうゃけすぇ. 〈けゅぇゃぇ ‶っすなさ いぇこけつゃぇ すさっしおぇゃけ ょぇ 
しなぉうさぇ うくそけさきぇちうは いぇ くっゅけ, ゃ しすさっきっあぇ う あっかぇくうっすけ しう ょぇ 
しなたさぇくう あうゃぇ こぇきっすすぇ いぇ つけゃっおぇ, こけしゃっすうか しっ くぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ しこけさすぇ ゃ „┿さしっくぇか”.
‶っすなさ くっ っ こなさゃうはす ぇさしっくぇかっち ゃ さけょぇ しう. ╂けかっきうはす きせ ぉさぇす 

〈けょけさ っ ぉうか ぇさしっくぇかっち, きぇえおぇ きせ - ‶ぇさぇておっゃぇ ╉ぇさぇうゃぇくけゃぇ 
ゅけょうくう くぇさっょ さぇぉけすう ゃ てうゃぇておうは ちった, ぇ しかっょ すけゃぇ う ゃ ぉぇ-
させすくうは くぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇすけゃぇ う っ かけゅうつっく ういぉけさなす, くぇこさぇゃっく 
こさっょう きっしっちう, ょぇ しすぇくっ つぇしす けす きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

] ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ けおぇいぇくけすけ しなょっえしすゃうっ う ちっくくぇ こけきけと こさう くぇこうしゃぇくっ-
すけ くぇ すけいう きぇすっさうぇか くぇ  ‶っすなさ 》さうしすけゃ 『ぇくおけゃ, さぇぉけすくうお ゃ ┿さしっくぇか”, ちった 
130/ ╆ぇゃけょ 12 う ゃないこうすぇくうお くぇ すさっくぬけさぇ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく, う くぇ ╋ぇゅょぇ-
かっくぇ ╉さなしすっゃぇ, ょなとっさは くぇ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく.

╉あうあすか いあせけぬあてあ せあ にそちあ, さそけてそ せか み くあつしときあうあて, てうひちおけ きかせあてあ つ さあしたあさあ – たかうけぬあてあ 〉けさそしけせあ ぁあさひちおひさそうあ
╁うっ しすっ つけゃっお し はしくけ うい

さぇいっくぇ ゅさぇあょぇくしおぇ こけいう
ちうは. ╊っしくけ かう っ しっゅぇ ゃ ╀なか
ゅぇさうは つけゃっお ょぇ っ くはおけえ, し 
こけいうちうは, ょぇ せしこはゃぇ う, ぇおけ 
きけあっ, ょぇ っ ゅさなぉくぇつっく, ょぇ 
せしすけはゃぇ くぇ くぇすうしおぇ ? 
- 〈させょくけ っ, きくけゅけ っ すさせょくけ, 

くけ くっ っ くっゃないきけあくけ. ′っいぇゃう-
しうきけ おけかおけ っ すさせょくけ,  ぇい くっ 
しっ けすおぇいゃぇき けす すさせょくけしすうすっ. 
¨おぇいぇ しっ, つっ せ くぇし  たけさぇすぇ 

けすょぇゃぇくぇ くっ しぇ つせゃぇかう うしすうく-
しおう ょせきう う ゃっつっ おぇすけ つっ かう しっ 
いぇぉさぇゃは かうちっすけ くぇ ょけぉさけすぇすぇ. 
〈させょくけ しっ ゃはさゃぇ ゃ くっは. ╉けゅぇすけ 
おぇあって くぇ たけさぇすぇ, „っすけ, こけょぇ-
さはゃぇき すう すけゃぇ けす きっく”, すっ くっ 
ゃはさゃぇす. ╆ぇとけすけ くうおけえ くうとけ 
くっ こけょぇさはゃぇ, ゃしっおう うしおぇ 
くっとけ ょぇ きせ ょぇょって. 〈なあくけ っ 
すぇおけゃぇ ぉっいゃっさうっ ょぇ ちぇさせゃぇ 
くぇゃしはおなょっ. ′け おけかおけすけ う ょぇ 
っ すさせょくけ, ぇい とっ こさけょなかあぇ ょぇ 
ぉなょぇ あっくぇ し こけいうちうは, し きくっ-
くうっ こけ ゃなこさけしうすっ, とけ しっ けす-
くぇしは ょけ ╀なかゅぇさうは. 】っ けしすぇくぇ 
あっくぇすぇ, おけはすけ ゃうくぇゅう きけあっすっ 
ょぇ ゃうょうすっ ょけ くぇえ-ょけしすけえくうすっ 
たけさぇ ゃ ょなさあぇゃぇすぇ. ╁しっこさうい-
くぇすうすっ たけさぇ. ╆ぇ 15 ゅけょうくう, 
けすおぇおすけ しなき こさっょ けつうすっ くぇ たけ-
さぇすぇ, きうしかは, つっ し すさせょぇ しう しなき 
ういゃけのゃぇかぇ うきっ, いぇ おけっすけ しなき 
さぇぉけすうかぇ う ょぇさはゃぇき かのぉけゃ. 
╊のぉけゃすぇ, おけはすけ うきぇき けす たけさぇ-
すぇ, くっ っ ょぇょっくぇ すけおせ-すぇおぇ. ╆ぇ 
くっは しっ ゃけのゃぇ. ╆ぇとけすけ かのぉけゃ 
くっ しっ ょぇゃぇ, すは しっ こけょぇさはゃぇ, くけ 
ょけおぇすけ しっ しすうゅくっ ょけ すけいう ぇさ-
きぇゅぇく, うきぇ きくけゅけ, きくけゅけ すさせょ 
う さぇぉけすぇ. ╇ すぇいう かのぉけゃ けしけ-
ぉっくけ きくけゅけ いぇょなかあぇゃぇ くぇし, 
たけさぇすぇ, おけうすけ しきっ こせぉかうつくう 
こけ けすくけてっくうっ くぇ ょぇょっくぇ こけょ-
おさっこぇ しこさはきけ くはおけえ ょさせゅ, いぇ-
とけすけ, おけゅぇすけ ぇい いぇしすぇゃぇき ょけ 
くはおけえ こけかうすうお, けぉとっしすゃっくうお, 
すけ すけゃぇ くっ っ こさけしすけ いぇしすぇゃぇくっ 
けす しうきこぇすうは, けす たぇさっしゃぇくっ, ぇ 
いぇとけすけ ぇい しなき ゅけ こさっすっゅかうかぇ 
すけいう つけゃっお う しなき きせ ょぇかぇ ょけ-
ゃっさうっすけ しう, おけっすけ っ う つぇしす けす 
ょけゃっさうっすけ, ょぇょっくけ けす たけさぇすぇ 
くぇ きっく.  

┿ おぇお すっゅかうすっ すっいう す. くぇさ. 
こせぉかうつくう たけさぇ? 
- ‶け さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ しぇ 

しゃなさてうかう. ′っ こけ しうきこぇすうは, 
うきぇ きくけゅけ しうきこぇすうつくう たけさぇ, 
くけ くっきけあっとう. ┿い こさっちっくはゃぇき 
たけさぇすぇ こけ きうくぇかけすけ う さぇぉけ-
すぇすぇ, おけはすけ すっ しぇ しゃなさてうかう. 
‶け すけゃぇ ょぇかう, おぇすけ しぇ ぉうかう ゃ 
くぇえ-ゃうしけおうすっ っすぇあう くぇ ゃかぇしす-
すぇ, しぇ おけくしせきうさぇかう すぇいう ゃかぇしす 
いぇ しっぉっ しう うかう いぇ たけさぇすぇ. 〈ぇおぇ 

こけしすなこゃぇす たけさぇすぇ ゃ くけさきぇかくうは 
しゃはす. ╁ っょくぇ いぇこぇょくぇ そうさきぇ, 
くぇこさうきっさ, しっ うくすっさっしせゃぇす 
おぇおゃけ すう っ きうくぇかけすけ, おぇおゃけ しう 
くぇこさぇゃうか, おぇおゃけ きけあって, ぇ くっ 
おけかおけ しう おさぇしうゃ う おけかおけ きけ-
あって ょぇ かなあって. ]なとけすけ っ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ ょけゃっさうっすけ おなき 
こせぉかうつくうすっ かうつくけしすう, おなき 
たけさぇすぇ ゃ こけかうすうおぇすぇ. ╋うしかは, 
つっ しすさぇくぇすぇ くう, くうっ, ぉなかゅぇさう-
すっ, すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっゃなさくっき ゃ 

っょくう すぇおうゃぇ いぇこぇょくう さぇぉけすけ-
ょぇすっかう う こけ すけいう くぇつうく ょぇ きっ-
さうき こけかうすうちうすっ, くぇ おけうすけ ょぇ 
ょぇゃぇきっ ょけゃっさうっすけ しう.   

╉ぇお, しこけさっょ ╁ぇし, すけいう さぇ
ぉけすけょぇすっか - ぉなかゅぇさしおうはす 
くぇさけょ, きけあっ ょぇ ういかっいっ けす 
きぇすさうちぇすぇ, ゃ おけはすけ ゃうくぇ
ゅう しっ けおぇいゃぇ, つっ „ょぇゃぇきっ” 
さぇぉけすぇ くぇ しうきこぇすうつくう くぇ 
くぇし, ぇ くっ くぇ ょけしすけえくう たけさぇ, 
おけうすけ さっぇかくけ きけゅぇす ょぇ 
しゃなさてぇす ゃぇあくぇすぇ ょなさあぇゃ
くぇ さぇぉけすぇ? ]っゅぇ こぇお しきっ ゃ 
しうすせぇちうは, ゃ おけはすけ ういぉけさう
すっ つせおぇす くぇ ゃさぇすぇすぇ くう, くけ 
う くうっ しきっ けすくけゃけ ゃ しなとぇすぇ 
きぇすさうちぇ. ╇いたけょ ゃうあょぇすっ 
かう けす すぇいう しうすせぇちうは? 
- ╀う きう しっ うしおぇかけ ういぉけさうすっ 

ょぇ ぉなょぇす いぇょなかあうすっかくう, こけくっ 
くはおけかおけ ゅけょうくう.  ┿い しなき いぇ 
すけゃぇ. ╃ぇ きうくぇす こけくっ くはおけかおけ 
こさぇゃうすっかしすゃぇ. 〈けゃぇ っ つぇしす けす 
ういたけょぇ くう けす きぇすさうちぇすぇ. 】け しっ 
けすくぇしは ょけ しぇきうすっ たけさぇ, すけ ぇい 
ゃはさゃぇき, つっ ゃしうつおけ っ ゃ くぇてうすっ 
さなちっ. ′け すさはぉゃぇ ょぇ きうしかうき, ょぇ 
ゃはさゃぇきっ, ょぇ しきっ こけ-ょなかゅけこぇ-
きっすくう, ぇ くっ おなしけこぇきっすくう, おぇ-
おゃうすけ しっ けおぇいぇ, つっ しきっ ゃ ゅけかは-
きぇすぇ しう つぇしす. 

┿ いぇとけ しきっ おなしけこぇきっすくう? 
- ′はきぇき けぉはしくっくうっ. ╆ぇ きっく 

すっいう, おけうすけ ゅかぇしせゃぇたぇ, きぇか-
おけすけ たけさぇ, おけうすけ ゅかぇしせゃぇす, 
ゅけかはきぇ つぇしす けす すはた うきぇす かう-
つっく うくすっさっし. 〈っ しぇ ゃ こぇさすうう, 
こぇさすうえおう, ちっくすさぇかおう, うきぇす 
ょぇょっくぇ けす くはおけゅけ さぇぉけすぇ, うきぇす 
すけこなか しすけか - し っょくぇ ょせきぇ. ╆ぇ-
すけゃぇ こぇょくぇ う しぇきうはす こさけちっくす 
くぇ ゅかぇしけこけょぇゃぇすっかうすっ. ╁しなと-
くけしす, けおぇいゃぇ しっ, つっ せ くぇし ゅかぇ-
しせゃぇす 80% けす たけさぇすぇ, おけうすけ 
うきぇす くはおぇおなゃ かうつっく うくすっさっし 
けす ゅかぇしせゃぇくっすけ. ¨つぇおゃぇす くっとけ 
けす くはおけゅけ, うきぇす くはおけえ くはおなょっ. 
╋けあっ ぉう 20% すぇおうゃぇ っくすせしう-
ぇしすう おぇすけ きっく ゅかぇしせゃぇす,  おけうすけ 
ゃはさゃぇす, つっ とっ こさけきっくはす くっとけ, 
いぇしすぇゃぇえおう ょけ ょけしすけえくう たけさぇ. 
]おけさけ きっ こうすぇたぇ ょぇかう くっ しっ 
しさぇきせゃぇき, つっ しなき こけょおさっこうかぇ 

くぇ ういきうくぇかうすっ ういぉけさう そけさ-
きぇちうはすぇ くぇ ╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ 
┿╀╁, おけはすけ ぉうかぇ ゃいっかぇ っょゃぇ 
4%. ′っ, くっ しっ しさぇきせゃぇき, いぇ-
とけすけ すけゃぇ ぉはたぇ くぇえ-ょけしすけえ-
くうすっ たけさぇ いぇ きっく, おけうすけ しぇ 
ゃなく けす こけきうはすぇ し おせこせゃぇくっすけ 
う こさけょぇゃぇくっすけ くぇ ゅかぇしけゃっ. ╇ 
しなき ゅけさょぇ, つっ くっ しなき つぇしす けす 
すぇいう こけきうは. ′っ きけゅぇ ょぇ こさうっ-
きぇ, つっ うきぇきっ こけかうすうちう, おけうすけ 
しっ きけかはす くぇ さけきう, くぇ さぇいくう 

ょさせゅう しさっとせ 20 かっゃぇ. „]ぇおなく, 
ういぉっさう きっ”. 〈けゃぇ  おぇおゃけ っ? 
′うきぇ すぇおぇ しっ ゅさぇょう しっさうけいくぇ 
う しすぇぉうかくぇ ょなさあぇゃぇ? ′っ, くっ 
きけあっ こけ すけいう くぇつうく! ┿い ゃはさ-
ゃぇき, つっ こなすはす いぇ ゃかぇしすすぇ きう-
くぇゃぇ こさっい つっしすすぇ. ′け くはきぇ ょぇ 
おさうは, つっ きう っ すなあくけ, つっ しぇきけ 
4% けす ぉなかゅぇさしおけすけ けぉとっしすゃけ 
こさけいさは, つっ ゃ すぇいう そけさきぇちうは 
うきぇ きくけゅけ しすけえくけしすくう たけさぇ. 
╅ぇかおけ っ すけゃぇ, つっ しぇきけ 4% けす 
ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ くっ ゃうょは ゃう-
ょうきけすけ.

╁うっ おぇお さぇいつうすぇすっ すけゃぇ? 
- ╉ぇすけ きくけゅけ くうしおけ こぇょくぇかけ 

くうゃけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうすっ, いくぇっ-
とう, きけあっとう う しっさうけいくう たけさぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 》けさぇ, おけうすけ きう-
しかはす, おけうすけ しう ょぇゃぇす しきっすおぇ いぇ 
くっとぇすぇ, けすゃなょ っきけちうはすぇ. 

¨ぉうおぇかはすっ しすさぇくぇすぇ, おけく
すぇおすせゃぇすっ し きくけゅけ たけさぇ, 
くぇぉかのょぇゃぇすっ くっとぇすぇ „けす
ゃうしけおけ”, けす しちっくぇすぇ. ╉ぇおゃけ 
ゃうあょぇすっ けすすぇき? ‶けくっあっ 
けすゃうしけおけ しっ ゃうあょぇ こけ-ょけ
ぉさっ う こけ-くぇょぇかっつ.
- ╁うあょぇき  たけさぇ, おけうすけ ゃっつっ 

ょぇあっ くっ うしおぇす ょぇ きうしかはす. ‶け-
くはおけゅぇ しっ こうすぇき ょぇかう はえちっすけ 
うかう おけおけておぇすぇ っ? ╃ぇかう こけ-
かうすうちうすっ くう しぇ ゃうくけゃくう いぇ 
すけゃぇ うかう くうっ しぇきうすっ しきっ しう 
ゃうくけゃくう. ┿い ゃうくぇゅう とっ こっは 
しなし しなさちっ いぇ たけさぇすぇ, くっいぇゃう-
しうきけ けす ゃしうつおけ, くけ うきぇ きくけゅけ 
しすぇさう ぉなかゅぇさしおう  きなょさけしすう, 
おけうすけ すけつくけ けこうしゃぇす しうすせ-
ぇちうはすぇ しっゅぇ せ くぇし: くっ っ かせょ 
すけいう, おけえすけ ういはあょぇ ぉぇくうちぇすぇ, 
ぇ すけいう, おけえすけ きせ は ょぇゃぇ. 〈ぇおぇ 
つっ…ういゃけょうすっ しう けしすぇゃぇす いぇ 
くぇし. ′うっ おぇすけ けぉとっしすゃけ ょぇゃぇ-
きっ ぉぇくうちぇすぇ くぇ たけさぇ, おけうすけ くっ 
は いぇしかせあぇゃぇす. ]かっょ すけゃぇ くはきぇ 
いぇ おぇおゃけ ょぇ うき しっ しなさょうき. ╁う-
くぇゅう しなき おぇいゃぇかぇ, つっ  くうっ おぇすけ 
けぉとっしすゃけ うきぇきっ くぇえ-ちっくくぇすぇ 
ゃぇかせすぇ - すけゃぇ っ くぇてうはす ゅかぇし. 
╉けゅぇすけ くぇてうはす ゅかぇし うくゃっし-
すうさぇきっ ゃ こけょたけょはとうは つけゃっお, 
しなし しうゅせさくけしす くはおけゅぇ すけえ とっ 
くう ゃなさくっ うくゃっしすうちうはすぇ ょゃけえ-

くけ う すさけえくけ, すせお, ゃ ╀なかゅぇさうは, 
いぇ ょっちぇすぇ くう. ╉けゅぇすけ しう こさけ-
うゅさぇっき  てぇくしぇ うかう おなしきっすぇ 
う ょぇょっき ゅかぇしぇ しう いぇ くはおけゅけ, 
おけえすけ くう っ しうきこぇすうつっく うかう 
かなあっ こけ-ょけぉさっ, しなあぇかはゃぇき. 
〈ぇおなゃ つけゃっお くはきぇ おぇおゃけ ょぇ 
くう ゃなさくっ. ′ぇさけょなす くう きなょさけ っ 
おぇいぇか う ょさせゅけ くっとけ: つっ ゃしっおう 
しう いぇしかせあぇゃぇ せこさぇゃくうちうすっ. ┿ 
すっいう せこさぇゃくうちう, けす おけうすけ くっ-
ょけゃけかしすゃぇきっ, しぇ つぇしす けす くぇてっ-

すけ けぉとっしすゃけ う くうっ, くっ くはおけえ 
ょさせゅ ゅう っ ういぉさぇか. 《ぇおすなす, つっ 
けすくけゃけ しきっ ゅけすけゃう ょぇ ょぇょっき 
ゅかぇしぇ しう いぇ ょけおぇいぇくう おさぇょちう, 
っ ょけしすぇすなつくけ おさぇしくけさっつうゃ ょけ-
おなょっ しきっ は ょけおぇさぇかう. ╇, ぇおけ 
こぇお しきっ ゅけすけゃう ょぇ こさけしすうき くぇ 
たけさぇ, おけうすけ かなあぇす, おけうすけ おさぇ-
ょぇす, すけ こさけぉかっきなす くっ っ ゃ こけ-
かうすうちうすっ, こさけぉかっきなす っ ゃ くぇし, 
たけさぇすぇ, ういぉうさぇすっかうすっ.

╉けえ っ くぇえ- ゅけかっきうはす ╁う 
せつうすっか? 
- ╅うゃけすなす. ╂かっょぇき けす ゃしはおぇ 

しさっとぇ, けす ゃしっおう つけゃっお, し おけゅけ-
すけ しっ しさっとぇき, ょぇ くぇせつぇ くっとけ. 
]すぇさぇは しっ ょぇ くっ こさけしこうゃぇき 
くっとぇすぇ. ╇しおぇき, ゃいっきぇき きぇお-
しうきせきぇ けす ゃしっおう ょっく, ゃなゃ 
ゃしはおけ っょくけ けすくけてっくうっ: おぇすけ 
っきけちうは, おぇすけ さぇいきうしかう, おぇすけ 
こけせおう. 

╁うっ くっ おさうっすっ こけかうすう
つっしおぇすぇ しう っきけちうは おなき 
そけさきぇちうはすぇ ┿╀╁ - ┿かすっさ
くぇすうゃぇ いぇ ぉなかゅぇさしおけ ╁ない
さぇあょぇくっ. ╁はさゃぇすっ かう, つっ 
きけあっ ょぇ うきぇ すぇおけゃぇ? 
- ╃ぇ. ╁はさゃぇき ゃ すけゃぇ. ¨す 15 

ゅけょうくう くっうしすけゃけ しっ けこうすゃぇき 
ょぇ こけおぇあぇ くぇ たけさぇすぇ, つっ すけゃぇ 
っ ゃないきけあくけ. 

〈けゅぇゃぇ けぉはしくっすっ すけいう こぇ
さぇょけおし: くぇさけょなす くう けぉうつぇ 
そけかおかけさぇ, しなぉうさぇす しっ ゃう
くぇゅう きくけゅけ たけさぇ こけ こかけとぇ
ょうすっ, おけゅぇすけ  うきぇ すぇおうゃぇ 
おけくちっさすう, ╁うっ しなとけ しな
ぉうさぇすっ たうかはょう くぇ ういはゃうすっ 
しう. ╉ぇお しすぇゃぇ すぇおぇ, つっ せあ 
きなょなさ くぇさけょ, おけえすけ こけ
つうすぇ おけさっくうすっ しう, つぇしす けす 
おけうすけ しぇ ゃなゃ そけかおかけさぇ, 
しきっ ぉっいさけょっく くぇさけょ, けぉなさ
おぇく, さぇいこうかはく, けきっさいっく けす 
しっぉっこけょけぉくうすっ しう? ╆ぇとけ 
けゅかせこはたきっ? ] すけかおけゃぇ 
きなょさう, ょなかぉけおう おけさっくう, ぇ 
ゅかせこぇゃ くぇさけょ…

- ╋うしかは, つっ すけゃぇ ぉっ こけかうすう-
おぇ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ. ′はおけえ 
うきぇてっ うくすっさっし くうっ ょぇ うい-

〈は ゃはさゃぇ, つっ きうさけゅかっょなす くぇ たけさぇすぇ けす きぇか
おうは ゅさぇょ すうお-すぇおぇ こけ-こけいうすうゃくけ, いぇとけ

すけ „おけゅぇすけ しっ しさっとくぇす くぇ ゅかぇゃくぇすぇ せかうちぇ, しう 
おぇいゃぇす „ょけぉなさ ょっく”, ょけさう ょぇ くっ しっ こけいくぇゃぇす, 
ぇ ょうくぇきうおぇすぇ う しすさっしなす くぇ しすけかうちぇすぇ こさっょこけ
かぇゅぇす しぇきけ さなゅぇくっ し かぇおすう う くぇきさなとっくう そう
いうけくけきうう”. ╆ぇすけゃぇ う ょけ ょっく ょくってっく, おなょっすけ う 
ょぇ こなすせゃぇ し こっしくうすっ う ぇくしぇきぉなかぇ しう, ゃうくぇゅう 
しっ こさうぉうさぇ ゃ さけょくうは ╂けちっ ╃っかつっゃ, いぇとけすけ すぇき 
ゃさなとぇ せしきうゃおぇすぇ しう う つけゃっとうくぇすぇ. 
„╂けかっきうはす ゅさぇょ すっ こさぇゃう かけて つけゃっお, いぇとけすけ 

こさっょこけかぇゅぇ しぇきけ くぇきさなとっくう そういうけくけきうう う 
さなゅぇくっ し かぇおすう”, しこけょっかは こっゃうちぇすぇ, いぇ おけはすけ 
ゃっつっ 4 ょっしっすうかっすうは あうゃけすなす っ こっしっく. ╀せおゃぇか
くけ. ‶さけこはかぇ っょゃぇ 4-ゅけょうてくぇ, いぇとけすけ ゃ しっきっえ
しすゃけすけ え ゃしうつおう こっはす: ぉぇとぇ え, きぇえおぇ え, ぇ しっゅぇ 
う こけさぇしくぇかうすっ え しうく う ょなとっさは. 
╉ぇすけ きぇかおぇ くっ たぇさっしゃぇかぇ うきっすけ しう, いぇとけすけ 

ぉうかけ ょなかゅけ う しすぇさけきけょくけ. ‶けしかっ, おけゅぇすけ こっっとぇ
すぇ え いゃっいょぇ ういゅさはかぇ, ょなかゅけ ゃさっきっ たけさぇすぇ は くぇさう
つぇかう „あっくぇすぇ し おぇかこぇおぇ” いぇさぇょう たぇさぇおすっさくうは 
ぇおしっしけぇさ, し おけえすけ しっ こけはゃはゃぇ  くぇ しちっくぇすぇ. 

′はきぇ きせいうおぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, いぇとけすけ 
おさなゃすぇ え っ きせいうおぇ. ╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ  うきぇ 
きなあおぇ こさけそっしうは う ゅけかはきけ あっくしおけ しなさちっ. 
╆ぇゃなさてうかぇ っ ゅうきくぇいうは しなし しこっちうぇかくけしす 
„っかっおすさけすったくうおぇ”, くけ ゃ きけきっくすぇ あうゃけすなす え 
しっ ょっかう きっあょせ しちっくぇすぇ う さぇぉけすぇすぇ ゃ けしくけ
ゃぇくぇすぇ けす くっは 〈╁ „《けかおかけさ”.  ╉けゅぇすけ くっ っ くぇ 
すせさくっ, けぉうつぇ ょぇ さっょう ゅけかはきぇすぇ しう ゅさぇょうくぇ う 
ょぇ こけしさっとぇ ゅけしすう, きぇおぇさ ょぇ こさういくぇゃぇ, つっ っ 
ょけきけてぇさ つけゃっお. ╅うゃっっ ゃ おなとぇ くぇ 4 おぇすぇ う 
きっつすぇっ ょぇ ゅかっょぇ ぉなょっとうすっ しう ゃくせちう すせお, ゃ 
╀なかゅぇさうは. 
[けょっくぇ っ こけょ いくぇおぇ くぇ ╃っゃぇすぇ う こさっい しっこ

すっきゃさう とっ くぇゃなさてう 45. 
╆ぇ すけゃぇ ゃさっきっ くぇょゃう しきなさすすぇ すさう こなすう, うい

ょぇょっ 5 ぇかぉせきぇ, くぇこさぇゃう 6 おけくちっさすぇ- しこっお
すぇおかう う ぉう さっおけさょ くぇ こさうきぇすぇ ╊うかう ╇ゃぇ
くけゃぇ, おぇすけ せしこは ょぇ くぇこなかくう ゃ すさう こけさっょくう 
ょくう くぇえ-ゅけかはきぇすぇ いぇかぇ ゃ ╀なかゅぇさうは - いぇかぇ1 
くぇ ′╃╉. 
〈けゃぇ, いぇ おけっすけ けすょぇゃくぇ くはきぇ ゃさっきっ, しぇ かの

ぉうきうすっ え ゅけぉかっくう.

こさけしすっっき, いぇ ょぇ くう せこさぇゃかはゃぇす 
かっしくけ う ょぇ こさぇゃはす, おぇおゃけすけ 
しう うしおぇす. ╆ぇ きっく っ くっけぉはしくうき 
すけいう ゃうしけお こさぇゅ くぇ すなさこうきけしす 
けす くぇてぇ しすさぇくぇ. ┿い しなき ぉせくすぇさ 
つけゃっお う すけゃぇ すさせょくけ ゅけ こさうっ-
きぇき. 〈ぇ ぇい ょけさう くっ うしおぇき ょぇ 
しっ こけいょさぇゃはゃぇき し たけさぇ, おけうすけ 
いくぇき, つっ おさぇょぇす. ′っ うき こけょぇ-
ゃぇき さなおぇ いぇ こけいょさぇゃ. ′っ ゅう 
こさうっきぇき けおけかけ しっぉっ しう, くっ 
おけくすぇおすせゃぇき し すはた. 〈さはぉゃぇ 

けぉとっしすゃけすけ ょぇ ういたゃなさかは すっいう 
たけさぇ, いょさぇゃけしかけゃくけ っ. 〈さはぉゃぇ 
ょぇ しっ くぇせつうき う ょぇ さぇぉけすうき  こけ-
ゃっつっ. ′っ しぇきけ いぇ しっぉっ しう, くけ 
う いぇ けぉとっしすゃけすけ おぇすけ ちはかけ. 
′せあくけ っ しなとけ, しこけさっょ きっく, ょぇ 
しっ くぇせつうき くぇ こけゃっつっ きうかけしなさ-
ょうっ う しなしすさぇょぇくうっ. ╃ぇ しっ くぇせ-
つうき ょぇ すなゅせゃぇきっ し ぉけかおぇすぇ くぇ 
ょさせゅうは う ょぇ しっ さぇょゃぇきっ し くっ-
ゅけゃぇすぇ さぇょけしす. 〈さはぉゃぇ ょぇ しきっ 
くっこさうきうさうきう おなき くっこさぇゃうか-
くうすっ くっとぇ ゃ あうゃけすぇ. ┿おけ うきぇ 
いょさぇゃう いぇおけくう, ぇおけ おさぇょっちなす 
いくぇっ, つっ  けすおさぇょくっ かう, けすうゃぇ  ゃ 
いぇすゃけさぇ, ぉっい いくぇつっくっ おぇおなゃ っ, 
すけ しうすせぇちうはすぇ とっ っ ょさせゅぇ. ╊け-
てけすけ っ, つっ けぉとっしすゃけすけ くう こさう-
っきぇ おさぇあぉぇすぇ ゃっつっ いぇ くっとけ 
くけさきぇかくけ. ╊うつくけすけ きう きくっくうっ 
っ, つっ しすぇつおうすっ, おけうすけ すさっしぇす 
╀なかゅぇさうは, こさけすっしすうすっ しかっょゃぇ 
ょぇ しぇ こさっょ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ, 
いぇとけすけ けす いぇおけくうすっ すさなゅゃぇ 
ゃしうつおけ. 〈さはぉゃぇ ょぇ うしおぇきっ いぇ-
おけくうすっ ょぇ しっ しこぇいゃぇす. ╀っい いくぇ-
つっくうっ おけえ おぇおなゃ っ. ╊けてけすけ っ, 
つっ おぇすけ くぇさけょ こけいゃけかはゃぇきっ う 
ょけさう こさけとぇゃぇきっ こさっしすなこかっ-
くうはすぇ. ′っとけ こけゃっつっ: ゅけすけゃう 
しきっ けすくけゃけ ょぇ ういぉうさぇきっ こさっし-
すなこくうちう ゃなゃ ゃかぇしすすぇ. 

╁ すぇおなゃ しかせつぇえ くぇ おぇおゃけ 
ょぇ せつぇす さけょうすっかうすっ こなさゃけ 
ょっちぇすぇ しう? 
- ′ぇ さけょけかのぉうっ. ╇きぇきっ くぇえ-

おさぇしうゃけすけ こぇさつっ いっきは くぇ しゃっ-
すぇ. ┿ すけゃぇ, つっ ういぉうさぇきっ しおぇ-
こぇくう こけかうすうちう ょぇ きせ さっょはす 
ょくっゃくうは さっょ, すけ こさけぉかっきなす しう 
っ くぇて. [けょうくぇすぇ, ょなさあぇゃぇすぇ 
くっ しぇ くう ゃうくけゃくう. ′うっ しきっ しう 
ゃうくけゃくう, いぇとけすけ たけさぇすぇ しぇ う 
さけょうくぇすぇ, う ょなさあぇゃぇすぇ. ′は-
おけえ すさはぉゃぇ ょぇ ゃないこうすぇ ょっちぇ-
すぇ すぇおぇ, つっ, けしゃっく ょぇ ゃいうきぇす, 
すさはぉゃぇ う ょぇ ょぇゃぇす.  ╆ぇとけすけ 
すっいう, おけうすけ くう せこさぇゃかはゃぇす, 
くっ しぇ くぇせつっくう くぇ すけゃぇ. 〈せお っ 
こさけぉかっきなす, しこけさっょ きっく. ╇ けとっ 
くっとけ: くうとけ ゃ あうゃけすぇ くっ うょゃぇ 
ょぇさけき. ╁しっおう すさはぉゃぇ ょぇ ゃけのゃぇ 
いぇ しゃけっすけ きはしすけ こけょ しかなくちっすけ. 
‶けたゃぇかくけ っ, ぇおけ  こさぇゃう すけゃぇ 
こけつすっくけ う ょけしすけえくけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

すさっくぬけさぇ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく, くぇ けそけさきうすっかは くぇ かぇゅっさ-ぉうゃぇおぇ ╇ゃぇく 
╉なさこぇつっゃ. ′っ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ っ う きけさぇかくぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ ゅっくっさぇか-
くうは ょうさっおすけさ くぇ おけきぉうくぇすぇ 〈けくつけ 』せおぇかけゃ.” 

╇いゃぇょおぇ けす おくうゅぇすぇ „╇しすけさうつっしおけ さぇいゃうすうっ くぇ ╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし”,
しすさ. 451, ういょ. 1983 ゅ. ┿ゃすけさう ‶. ╉なくっゃ, ╇ゃ. 【せきくけゃ, ╁. ╁なかおけゃ 

Петър Христов

Мирослав Папазкин (първият в ляво) с арсеналския 
отбор - победител
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‶けつすう 20 ゅけょうくう さぇぉけすは 
ゃ しそっさぇすぇ くぇ いぇしすさぇたけ-

ゃぇくっすけ. ╀うた きけゅかぇ ょぇ おぇあぇ, 
つっ けゃかぇょはた すなくおけしすうすっ くぇ 
いぇくぇはすぇ. ╃けおぇいぇすっかしすゃけ う 
こさういくぇくうっ しぇ つっすうさうすっ こけ-

さっょくう ゅけょうてくう くぇゅさぇょう いぇ 
╂っくっさぇかくけ こさっょしすぇゃうすっか-
しすゃけ - ╉ぇいぇくかなお けす ╃╅╄′╄-
[┿╊╇ いぇ ゃうしけお こさけそっしうけくぇ-
かういなき う おぇつっしすゃけ ゃ さぇぉけすぇすぇ 
う こけしすうゅくぇすう さっいせかすぇすう. ╆ぇ-
っょくけ し ゅさぇきけすぇすぇ こさっい すぇいう 

„‶けょおさっこぇすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす – „╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ いぇ けぉ-
とうくしおぇすぇ ╋くけゅけこさけそうかくぇ 
ぉけかくうちぇ いぇ ぇおすうゃくけ かっつっくうっ 
„╃-さ 》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう“ 
ゃっつっ しっ こさっゃなさくぇ ゃ すさぇっく  
きけょっか いぇ せしこってくけ しなすさせょくう-
つっしすゃけ きっあょせ いょさぇゃくけすけ いぇ-
ゃっょっくうっ う こさっょしすぇゃうすっかうすっ 
くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす ゃ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす こさっい こけしかっょくうすっ 
くはおけかおけ ゅけょうくう“, おけきっく-
すうさぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 
せこさぇゃうすっかはす くぇ ╋╀┿╊ ょ-さ 
╉っすう ╋ぇくぇかけゃぇ. ‶けゃけょなす いぇ 
こけさっょくぇすぇ けすかうつくぇ けちっく-
おぇ くぇ ゃいぇうきけけすくけてっくうはすぇ 
くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ 
し おぇいぇくかなておぇすぇ ぉけかくうちぇ っ 
けおぇいぇくぇすぇ こけきけと いぇ ゃなすさっ-
てっく さっきけくす くぇ こけきっとっくう-
はすぇ ゃ おさうかけすけ, おなょっすけ しっゅぇ 
しっ ういゃなさてゃぇ しぇくうさぇくっ こけ 
こさけっおす しなし しさっょしすゃぇ けす っゃ-
さけそけくょけゃっすっ, しこっつっかっく けす 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
‶さっい ゅけょうくうすっ くぇいぇょ ╄おし-

こっさすうすっ ゃっつっ こけょこけきけゅくぇたぇ 
しすさけうすっかくけすけ いぇしくっきぇくっ, 
くっけぉたけょうきけ いぇ ょゃぇすぇ こさけっお-
すぇ, こけ おけうすけ さぇぉけすう ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ ぉけかくうちぇすぇ, 
こさうこけきくう ょ-さ ╋ぇくぇかけゃぇ: 
つさっい ╋[[╀ - いぇ けぉくけゃはゃぇくっ 
う さっおけくしすさせおちうは くぇ ぉけかくう-
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ゅけょうくぇ こけかせつうた う こさぇゃけすけ 
ょぇ こなすせゃぇき ょけ ]うちうかうは, 
けすおなょっすけ しっ ゃなさくぇた こさっょう 
ぉさけっくう ょくう. ¨しゃっく しうくぬけすけ 
くっぉっ う きけさっ, ゃ しないくぇくうっすけ 
きう けしすぇゃぇ きさぇつくうはす „かせくっく” 
こっえいぇあ こけ しおかけくけゃっすっ くぇ  
╄すくぇ. ╁せかおぇくなす くっ っ いぇしこぇか, 
ょけさう こさっい 2012 う 2013 ゅ. しぇ 
さっゅうしすさうさぇくう けゅくっくう っいうちう 
けす ゅなさかけすけ きせ. 〉ゃう, くぇこけ-
しかっょなお しすぇゃぇ はしくけ, つっ くっとけ 
しきっ さぇいしなさょうかう こさうさけょぇ-
すぇ. 2014 ゅ. くう ういくっくぇょゃぇ し 
ゃっすさけゃっ, ょなあょけゃっ, ゅさぇょせて-
おう, いっきっすさっしっくうは. ╇ ょけおぇすけ 
ゅかっょぇたきっ こけ すっかっゃういうはすぇ 
くぇゃけょくっくうはすぇ ゃ ]なさぉうは, 
こさっい こけしかっょくうすっ ょくう こさけ-
かうゃくう ょなあょけゃっ う こさうょけてかぇ 
ゃけょぇ いぇかはたぇ 【せきっく, ‶かけゃ-
ょうゃ, 〈せさうは.
╀っいしうかくう かう しきっ? ╇きぇ かう 

くぇつうく ょぇ しっ いぇとうすうき? ]すう-
ゅぇきっ ょけ いぇしすさぇたけゃおうすっ. ╇ ょけ 
ちっくぇすぇ.
╆ぇ しなあぇかっくうっ, ゃ ╀なかゅぇさうは 

ちぇすぇ う きけくすうさぇくっ くぇ くけゃぇ 
ぇこぇさぇすせさぇ, う しっゅぇてくうは こさけ-
っおす, おけえすけ しっ さっぇかういうさぇ ゃ 
きけきっくすぇ – こさけっおす くぇ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお, しこっつっかっく こけ 
こさけゅさぇきぇすぇ いぇ っくっさゅうえくぇ 
っそっおすうゃくけしす しなし しさっょしすゃぇ 
くぇ ╄おけょけゃっさうすっかくうは そけくょ. 
╇きっくくけ こけ ゃすけさうは こさけっおす 
ゃ きけきっくすぇ すっおぇす こかぇくうさぇ-
くうすっ ょっえくけしすう. ╃っえくけしすうすっ 
しっ けしなとっしすゃはゃぇす こけっすぇこ-
くけ, いぇ ょぇ きけあっ ぉけかくうちぇすぇ 
ょぇ ういゃなさてゃぇ かっつっくうっすけ くぇ 
こぇちうっくすうすっ, けぉはしくう ょ-さ 
╋ぇくぇかけゃぇ. ╁ きけきっくすぇ しぇきけ 
っょくぇ しなゃしっき きぇかおぇ つぇしす けす 
おぇこぇちうすっすぇ くぇ けぉとうくしおけすけ 
いょさぇゃくけ いぇゃっょっくうっ っ ぉかけおう-
さぇくぇ ゃなゃ ゃさないおぇ し こさけゃっあ-
ょぇとうは しっ こなさゃう っすぇこ くぇ さっ-
きけくすぇ, おけえすけ おぇしぇっ しっおすけさぇ 
けす こさういっきくうは ょけ つっすゃなさすうは 
っすぇあ くぇ ぉけかくうつくけすけ おさうかけ 
しっゃっさ – のゅ. 〈けゃぇ っ おさうかけ-
すけ くぇょ ‶なさゃけ ゃなすさってくけ けす-
ょっかっくうっ, おなょっすけ っ つぇしす けす 
╃っすしおけすけ けすょっかっくうっ, つぇしす けす 
┿╂- けすょっかっくうっすけ う たうさせさゅう-
はすぇ. „‶さけっおすなす いぇ っくっさゅうえ-
くぇ っそっおすうゃくけしす ゃおかのつゃぇ 
さっきけくす くぇ しゅさぇょぇすぇ ゃ つぇしすすぇ 
– ゃなくてくぇ ういけかぇちうは, しきはくぇ 
くぇ ょけゅさぇきう, くけゃう とけさう う 
けしくけゃくぇ こけょきはくぇ くぇ こけおさう-
ゃぇ. ′っ しぇ こさっょゃうょっくう しさっょ-

くっ きけあっき ょぇ しっ こけたゃぇかうき し 
ょけぉさぇ いぇしすさぇたけゃぇすっかくぇ おせか-
すせさぇ くぇ たけさぇすぇ. ╄ょうくしすゃっくぇ-
すぇ きぇしけゃぇ いぇしすさぇたけゃおぇ っ いぇ-
ょなかあうすっかくぇすぇ いぇしすさぇたけゃおぇ 
╂さぇあょぇくしおぇ けすゅけゃけさくけしす くぇ 
ぇゃすけきけぉうかうしすうすっ. ╆ぇ ゃさっょう-
すっ, おけうすけ くぇてうはす ぇゃすけきけぉうか 
きけあっ ょぇ くぇくっしっ くぇ ょさせゅ ぇゃ-
すけきけぉうか うかう うきせとっしすゃけ, けす 
ょあけぉぇ くう ういかういぇす ゅけょうてくけ 
きうくうきせき 150 – 200  かっゃぇ /
こさう すけゃぇ いぇ かっお ぇゃすけきけぉうか し 
きぇかおぇ おせぉぇすせさぇ; いぇ こけ-きけと-
くうすっ おけかう こかぇとぇきっ こけゃっつっ/.
‶け-きぇかおけ ぉうたきっ こかぇすうかう いぇ 

っょくけゅけょうてくぇ いぇしすさぇたけゃおぇ くぇ 
しさっょくけ しすぇすうしすうつっしおけ あうかう-
とっ. ′っ っ しっさうけいくけ ょぇ しっ しつう-
すぇ いぇ くっこけしうかくけ いぇ ゃしっおう しっ-
きっっく ぉのょあっす ょぇ しっ けすょっかはす, ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす ういぉさぇくうすっ さう-
しおけゃっ, 50, 80 うかう 100 かっゃぇ, 
さぇいょっかっくう くぇ つっすうさう ゃくけしおう 
くぇ すさうきっしっつうっ, し おけっすけ とっ 
いぇとうすうき ょけきぇ しう しさっとせ こけ-
あぇさ, こさうさけょくう ぉっょしすゃうは, いっ-

しすゃぇ いぇ ゃなすさってっく さっきけくす う 
けしゃっあぇゃぇくっ, いぇとけすけ すぇおうゃぇ 

しぇ ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ こさけゅさぇ-
きぇすぇ う いぇすけゃぇ こけょおさっこぇすぇ くぇ 
„╄おこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, ぉかぇ-
ゅけょぇさっくうっ くぇ おけはすけ しっゅぇ こさぇ-
ゃうき ゃなすさってくけすけ けしゃっあぇゃぇくっ 
くぇ こけきっとっくうはすぇ, っ けしけぉっくけ 
ちっくくぇ いぇ くぇし“, おけきっくすうさぇ 
けとっ せこさぇゃうすっかはす くぇ けぉとうく-
しおけすけ いょさぇゃくけ いぇゃっょっくうっ. 
╀っい こけきけとすぇ くぇ „╄おしこっさすう 

きっすさっしっくうっ, くぇゃけょくっくうっ, 
ぇゃぇさうは くぇ ╁う╉, すけおけゃ せょぇさ, 
ゃいかけきくぇ おさぇあぉぇ. ╃なさあぇゃぇすぇ 
くっ っ ょかなあくぇ ょぇ しっ ゅさうあう いぇ 
くぇてうは うきけす, おけえすけ しなぉうさぇきっ 
し ゅけょうくう, ぇ きけあっ ょぇ しっ さぇい-
させてう いぇ きうゅ. 〈けゃぇ っ くぇてぇ 
けすゅけゃけさくけしす. ¨とっ こけゃっつっ, いぇ 
╃あっくっさぇかう しっゅぇ いぇしすさぇたけゃ-
おぇすぇ ╃けきぇてくけ うきせとっしすゃけ っ 
おぇせいぇ – けす ゃしはおぇ いぇしすさぇたけゃぇ-
すっかくぇ こけかうちぇ しっ けすょっかは っょうく 
かっゃ ゃ こけょおさっこぇ くぇ ]っきっえくぇ 
おなとぇ くぇ 《けくょぇちうは „╆ぇ くぇ-
てうすっ ょっちぇ”, おなょっすけ ういけしすぇ-
ゃっくう ぉっぉっすぇ くぇきうさぇす うしすうく-
しおぇ ゅさうあぇ う かのぉけゃ.
』ぇお っ くっせょけぉくけ ょぇ こさう-

いくぇっき, つっ ゃ おかぇしぇちうはすぇ  ゃ 
すぇいう „けぉなさくぇすぇ こうさぇきうょぇ” 
こけしかっょくけ きはしすけ, しはおぇて, いぇ-
っきぇ ゅさうあぇすぇ いぇ くぇえ-ちっくくけ-
すけ - くぇてうはす あうゃけす. ╋ぇかおけ しぇ 
たけさぇすぇ, おけうすけ つさっい かうつくぇ いぇ-
しすさぇたけゃおぇ ╅╇╁¨〈 けしうゅせさは-
ゃぇす しゃけはすぇ う くぇ しっきっえしすゃけすけ 
しう しうゅせさくけしす, ゅぇさぇくすうさぇえおう 

いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃなすさってくぇすぇ 
つぇしす くぇ さっきけくすうさぇくけすけ けす-

ゃなく おさうかけ すさはぉゃぇてっ ょぇ けし-
すぇくっ ゃ こさっょうてくうは しう ゃうょ 
– ぉっい ょけしすぇすなつくけ ょけぉさう せし-
かけゃうは いぇ こぇちうっくすうすっ う いぇ 
かっおせゃぇとうは こっさしけくぇか, けぉはし-
くう いぇ つうすぇすっかうすっ くぇ „〈さうぉせ-
くぇ ┿さしっくぇか“ ょ-さ ╋ぇくぇかけゃぇ. 
„〈ゃなさょっ くっこさうはすくけ とってっ 
ょぇ ぉなょっ, ぇおけ さっきけくすうさぇくぇ-
すぇ ゃなくてくぇ つぇしす すぇおぇ しうかくけ 

しう そうくぇくしけゃぇ こけょおさっこぇ こさう 
いかけこけかせおう う いぇぉけかはゃぇくうは. 
┿ すっ, いぇ しなあぇかっくうっ, くっ くう 
こけょきうくぇゃぇす う こけくはおけゅぇ くう 
ゃさなたかうすぇす くっこさっょゃうょっくけ う 
くっけつぇおゃぇくけ.
╃っしっすおう しぇ ゃうょけゃっすっ いぇ-

しすさぇたけゃおう. ]こけょっかうた しぇきけ 
すっいう, おけうすけ しぇ くぇえ-ぉかういけ ょけ 
っあっょくっゃうっすけ くぇ けすょっかくうは 
つけゃっお, くっゅけゃけすけ しっきっえしすゃけ う 
ょけき. ╁ けそうしぇ くぇ ╃╅╄′╄[┿╊╇ 
ゃしっおう きけあっ ょぇ こけかせつう こさけ-
そっしうけくぇかっく しなゃっす う おけくしせか-
すぇちうは. ╆ぇ きっく う っおうこぇ, おけえすけ 
さなおけゃけょは, ゃしっおう ょっく こけしすぇゃは 
さぇいかうつくう おぇいせしう う くけしう こけ-
せおう. ╆ぇしすさぇたけゃぇくっすけ っ ょけゃっ-
さうっ, こぇさすくぬけさしすゃけ う しうゅせさ-
くけしす. ┿ すけゃぇ いぇょなかあぇゃぇ ょぇ 
こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ さぇぉけすうき し 
こさけそっしうけくぇかういなき う ゅさうあぇ 
おなき こさけぉかっきうすっ くぇ くぇてうすっ 
おかうっくすう – そうさきう う そういうつっ-
しおう かうちぇ, くぇ おけうすけ ぉかぇゅけょぇ-
さうき いぇ ょけゃっさうっすけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

おけくすさぇしすうさぇ し ゃなすさってくうすっ 
こけきっとっくうは いぇ かっおぇさう う こぇ-
ちうっくすう, おけうすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ 
けしすぇくぇす ゃ くっせゅかっょっく う くっ-
ょけぉなさ いぇ さぇぉけすぇ くぇ かっおぇさう 
う きっょうちうくしおう しこっちうぇかうしすう 
ゃうょ.  ╆ぇすけゃぇ こけすなさしうたきっ ゃない-
きけあくけしす しなし しゃけう しさっょしすゃぇ う 
こけきけと けす しこけくしけさう ょぇ こけょけ-
ぉさうき う せしかけゃうはすぇ いぇ さぇぉけすぇ 
くぇ きっょうちうくしおうは こっさしけくぇか, う 
いぇ こけつうゃおぇすぇ こさう かっつっくうっすけ 
くぇ こぇちうっくすうすっ“, きけすうゃうさぇ 
さってっくうっすけ いぇ ゃなすさってくうは さっ-
きけくす  ょ-さ ╋ぇくぇかけゃぇ. 
] こけきけとすぇ くぇ すさぇょうちうけく-

くう しこけくしけさう, けしくけゃっく けす 
おけうすけ – ╂させこぇすぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお“, ゃ ぉけかくうつくけすけ 
おさうかけ, しぇくうさぇくけ けすゃなく し っゃ-
さけしさっょしすゃぇ, ゃっつっ こさうおかのつう 
こさっぉけはょうしゃぇくっすけ くぇ しすぇうすっ 
いぇ こぇちうっくすう う ぉけかくうつくうは 
こっさしけくぇか, しぇくうさぇくう しぇ う 
しぇくうすぇさくうすっ ゃないかう. ¨しゃっ-
あうすっかくうすっ ょっえくけしすう しぇ うい-
ゃなさてっくう けす さっきけくすくぇ ゅさせこぇ, 
けしうゅせさっくぇ けす „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお“ う „┿さしっくぇか“ ┿╃. 
╂させこぇすぇ さぇぉけすう しなゃきっしすくけ 
し さぇぉけすくうちうすっ こけ こけょょさなあ-
おぇすぇ くぇ ぉけかくうちぇすぇ う いぇ ょゃっ 
しっょきうちう ゃなすさってくうすっ さっきけく-
すう ゃっつっ しぇ そぇおす.
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╆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
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》╅〉╊][╅【╅ - 〈╊╋╉】 SOS ¨ „《』╅〉〉╅” 
〈けゃぇ, つっ しぇ しっ こさけこせおぇ

かう しすなかぉうとぇすぇ うかう  ゃたけょくう 
こかけつう いっはす ゃ こぇくっかおうすっ, ゃ 
こけゃっつっすけ しかせつぇう しぇ こさけぉかっ
きう, おけうすけ しきっ しおかけくくう ょぇ 
けすくっしっき おなき „けぉとうくぇすぇ”. ] 
せゅけゃけさおぇすぇ, つっ すけゃぇ けすょぇゃくぇ 
くっ っ くっえくぇ ゅさうあぇ. ┿ しぇきけ う 
っょうくしすゃっくけ くぇ あうゃっっとうすっ ゃ 
こぇくっかおぇすぇ. ′っとけ こけゃっつっ: ょっ
かはす くう しぇきけ くはおけかおけ ゅけょうくう 
ゃさっきっ, おけゅぇすけ こさぇおすうつっしおう 
くはきぇ ょぇ っ ゃないきけあくけ ょぇ しっ 
ういゃなさてゃぇす さぇいこけさっょうすっかくう 
しょっかおう し こぇくっかくう うきけすう, ゃ 
すけゃぇ つうしかけ こけおせこおけ-こさけょぇあ
ぉう, ぇおけ しゅさぇょぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ 
くぇきうさぇ こぇくっかくうはす うきけす, くっ 
こさうすっあぇゃぇ すったくうつっしおう こぇし
こけさす. ╆ぇ ちっかすぇ けす 2013-すぇ 
ゅけょうくぇ っ そぇおす う くけゃぇすぇ ゃっさ
しうは くぇ くぇさっょぉぇすぇ  けす 2006-すぇ 
ゅけょうくぇ  いぇ すったくうつっしおうは こぇし
こけさす くぇ しゅさぇょうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
]なゃしっき しおけさけ, しなゅかぇしくけ 

すぇいう くぇさっょぉぇ, けぉとうくしおうすっ 
しかせあぉう とっ  いぇこけつくぇす  こけっす
ぇこくけ けぉしかっょゃぇくっ くぇ しゅさぇょうすっ 
う くぇ すぇいう ぉぇいぇ とっ しっ ういょぇゃぇす 
う しなけすゃっすくうすっ すったくうつっしおう 
こぇしこけさすう いぇ ゃしはおぇ しゅさぇょぇ, し 
くっけぉたけょうきうすっ こさっょこうしぇくうは 
いぇ くっえくけすけ せおさっこゃぇくっ, しぇ
くうさぇくっ う こけょけぉさっくうは. ]さけ
おけゃっすっ  いぇ くはおけう おぇすっゅけさうう  
しすさけっあう ゃっつっ すっおぇす, おぇすけ 
くぇえ-おなしくけ ょけ おさぇは くぇ 2018-
すぇ ゅけょうくぇ こぇしこけさすうすっ いぇ 
しゅさぇょうすっ けす 5-すぇ おぇすっゅけさうは 
すさはぉゃぇ ょぇ しぇ そぇおす.  
‶さうすっしくっくうはすぇ しぇ, つっ, 

ぇおけ しゅさぇょうすっ くっ ぉなょぇす 
しぇくうさぇくう しおけさけ,
ゃないきけあくけ っ ょぇ しっ

こけはゃはす こさけぉかっきう し 
おけくしすさせおちうはすぇ う ょぇ ぉなょっ 
いぇしすさぇてっく あうゃけすなす くぇ 

けぉうすぇすっかうすっ. 

╁しっゃないきけあくうすっ こさうしすさけ
はゃぇくうは, せすっあくはゃぇくっ し さぇい
かうつくう おけくしすさせおちうう, けしくけゃくけ 
くぇ いうょぇくっ くぇ すっさぇしう し すせた
かう,  さぇいぉうゃぇくっすけ くぇ くけしっとう 
ゃなすさってくう  しすっくう こさう たぇさょ 
さっきけくすう ゃ こぇくっかくうすっ ぇこぇさ
すぇきっくすう, ういゃなさてゃぇくう ぉっい 
おぇおゃうすけ う ょぇ しぇ しすさけうすっかくう 
さぇいさってっくうは うかう しなゅかぇしせゃぇ
くうは くぇえ-きぇかおけすけ し ゃしうつおう 
あうゃっっとう ゃ しゅさぇょぇすぇ, しぇ しな

とっしすゃっくぇ つぇしす けす こさけぉかっきぇ 
いぇ しうゅせさくけしすすぇ う あうゃけすぇ くぇ 
こぇくっかくうすっ あうかうとぇ. ╆ぇさぇょう 
すけゃぇ ぉっいたぇぉっさうっ う ぉっいさぇい
ぉけさくけ すゃけさつっしすゃけ こけ しゅさぇょう
すっ う ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ うきぇ すぇ
おうゃぇ, し こかぇてっとう くぇさせてっくうは 
くぇ ちっかけしすすぇ くぇ おけくしすさせおちうは
すぇ うかう ゃなすさってくうすっ しすなかぉうとぇ, 
くぇ くけしっとう こかけつう  う ょさせゅう, 
うきっくくけ けす すぇおうゃぇ „こけょけぉさっ
くうは”. ‶けゃっつっすけ けす こぇくっかくうすっ  
あうかうとぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ しすさけ
っくう ゃ こっさうけょぇ 70-すっ う 80-すっ 
ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお, くけ うきぇ う 
っょうくうつくう しゅさぇょう けす しさっょぇすぇ 
くぇ 60-すっ ゅけょうくう. ╂けかはきぇ つぇしす 
けす こぇくっかくうすっ あうかうとぇ ゃ ゅさぇょぇ 
ゃっつっ しっ くせあょぇはす けす  しぇくうさぇ
くっ う せおさっこゃぇくっ くぇ ゃさないおうすっ 
きっあょせ ぉっすけくくうすっ こかけつう, けす 
たうょさけういけかぇちうは う っくっさゅうえくぇ 
っそっおすうゃくけしす, おけはすけ くぇ しゃけえ 
さっょ とっ こけょけぉさう ちはかけしすくぇすぇ 
ういょさなあかうゃけしす くぇ しゅさぇょぇすぇ. 
]こけさっょ しすさけうすっかくう うくあっくっ

さう, こさぇおすうつっしおう こぇくっかくけすけ 
あうかうとっ っ ゃっつくけ, こさう こけかけ
あっくうっ, つっ しっ せおさっこはす ゃさない
おうすっ きっあょせ けすょっかくうすっ こぇくっ
かう. 〈けゃぇ ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
とっ さってう こさけぉかっきぇ し せしすけえ
つうゃけしすすぇ うき, ゃしかっょしすゃうっ くぇ 
おけさけいうは こさう かけてぇ たうょさけういけ
かぇちうは. ‶けしかっょくぇすぇ きはさおぇ っ 
くぇかけあうすっかくぇ う こけさぇょう  そぇ
おすぇ, つっ けす ゅけょうくう  こさぇおすう
つっしおう ょなさあぇゃぇすぇ う けぉとうくぇすぇ 
くはきぇす ゅさうあぇ いぇ しなしすけはくうっすけ 
くぇ こぇくっかくうすっ しゅさぇょう, ゃ おけう
すけ くぇ こさぇおすうおぇ あうゃっっ ゃしはおけ 
すさっすけ しっきっえしすゃけ ゃ ゅけかっきうすっ 
ゅさぇょけゃっ. ‶さけぉかっきなす しすぇゃぇ 
けとっ こけ-しっさうけいっく う こけさぇょう 
そぇおすぇ, つっ こさう っゃっくすせぇかくけ  
しさせすゃぇくっ くぇ しゅさぇょぇすぇ, しすけ
こぇくうすっ くぇ こぇくっかくうすっ あうかう
とぇ けしすぇゃぇす くぇ せかうちぇすぇ, すなえ 
おぇすけ すっさっくなす こけょ  こぇくっかおぇすぇ 
っ くうつうえ. ]なゅかぇしくけ いぇおけくけょぇ
すっかしすゃけすけ, ゃしうつおう あうかうとくう 
しゅさぇょう しぇ し けすしすなこっくけ こさぇゃけ 
くぇ しすさけっあ う こさぇおすうつっしおう しすけ
こぇくうすっ くぇ あうかうとぇ ゃ こぇくっか
くう しゅさぇょう しかっょ こぇょぇくっすけ うき 
くっ こさうすっあぇゃぇす くうとけ. 〈けゃぇ っ 
ょけしすぇすなつくけ けしくけゃぇくうっ う いぇ 
しっさうけいくけ けすくけてっくうっ う  ゅさう
あぇ  おなき こさけぉかっきぇ „しぇくうさぇくっ 
くぇ こぇくっかくうすっ しゅさぇょう”, おぇすっ
ゅけさうつくう しぇ しすさけうすっかくう っおし
こっさすう  けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 

╆ぇ ょぇ しっ こけょこけきけゅくっ こさけ
ぉかっきなす, けす ぉかういけ ょゃっ ゅけょう
くう ょなさあぇゃぇすぇ こさっょけしすぇゃは 
ゃないきけあくけしすう いぇ しぇくうさぇくっ くぇ 
あうかうとぇ つさっい けすこせしおぇくっ くぇ 
おさっょうすう  こけ ‶せぉかうつくぇすぇ うく
ゃっしすうちうけくくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇし
すっあ う せしすけえつうゃけ さぇいゃうすうっ くぇ 
さっゅうけくうすっ“, おけはすけ っ くぇ しすけえ
くけしす 500 きかく. かゃ. ╄ょくぇ けす 
ゃないきけあくけしすうすっ っ しけぉしすゃっくう
ちうすっ くぇ っょくぇ しゅさぇょぇ ょぇ ゃいっ
きぇす さってっくうっ いぇ おさっょうす いぇ 
しぇくうさぇくっ, おけえすけ しかっょ すけゃぇ 
ょぇ こけおさうゃぇす けす っくっさゅうえくうすっ 
しう しきっすおう. 

┿おけ しっ しこぇいゃぇす
ゃしうつおう くけさきう くぇ

しぇくうさぇくっ,
けぉくけゃはゃぇくっすけ くぇ っょくけ 

あうかうとっ くっ ぉう しすさせゃぇかけ 
こけゃっつっ けす 10-15 たうか. かゃ.  

‶け すぇいう こさけゅさぇきぇ しぇきけ 
あうゃっっとうすっ ゃ ょゃぇ あうかうとくう 
ぉかけおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお - っょうく くぇ 
せか.  „‶せておうく” う っょうく くぇ せか. 
„‶っすぬけ ╂ぇくうく”, しぇ せしこっかう ょぇ 
くぇぉっさぇす こなかくぇすぇ ょけおせきっく
すぇちうは いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ 
いぇ けすこせしおぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ  
いぇ しぇくうさぇくっ くぇ あうかうとくうすっ 
うき しゅさぇょう.  》けさぇすぇ すさせょくけ 
しっ さってぇゃぇす ょぇ けすょっかはす けす 
かうつくけすけ しう ゃさっきっ いぇ くっとけ 
すぇおけゃぇ, いぇとけすけ こけょゅけすけゃおぇ
すぇ くぇ ょけおせきっくすうすっ ういうしおゃぇ 
ゃさっきっ, すゃなさょはす さぇぉけすっとう こけ 
こさけゅさぇきぇすぇ しかせあうすっかう ゃ ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ こけきけと くぇ 
あっかぇっとうすっ ょぇ しぇくうさぇす しゅさぇ
ょうすっ しう しぇ う こさっょけしすぇゃっくうすっ 
ゃ うくすっさくっす こさけっおすう, おなょっすけ 
ぉっい せしうかうっ きけゅぇす ょぇ しっ くぇきっ
さはす う ゅけすけゃう すうこけゃう こさけっおすう  
いぇ しぇくうさぇくっ. 〈けいう こさけちっし っ 
ぉぇゃっく う うくすっさっしなす おなき くっゅけ 
っ こけつすう くせかっゃ, すゃなさょはす っおし
こっさすうすっ.   
╄ょうく けす けしくけゃくうすっ こさけぉかっ

きう ゃ すけいう こさけちっし っ しゃなさいぇく 
しなし ╆ぇおけくぇ いぇ っすぇあくぇすぇ しけぉ
しすゃっくけしす, おけえすけ くっ さぇぉけすう. 
╅うゃっっとうすっ ゃ  あうかうとくうすっ 
おけけこっさぇちうう すさせょくけ しすうゅぇす 
ょけ しなゅかぇしうっ  いぇ ゃかぇゅぇくっ くぇ 
しさっょしすゃぇ, けとっ こけゃっつっ けす こけ
さはょなおぇ  くぇ くはおけかおけ たうかはょう 
かっゃぇ, うかう いぇ けすこせしおぇくっすけ くぇ 
おさっょうす, し おけえすけ ょぇ しっ こけょこけ
きけゅくっ こさけちっしなす くぇ しぇくうさぇ

くっ. 〈けゃぇ っ こさけぉかっきなす, おけえすけ 
しすけこうさぇ うしすうくしおけすけ しぇくう
さぇくっ, おけっすけ ゃおかのつゃぇ う おけく
しすさせおすうゃくけすけ けぉしかっょゃぇくっ くぇ 
しゅさぇょうすっ.

‶さっょしすけはす きくけゅけ
こさけぉかっきう いぇ たけさぇすぇ,
あうゃっっとう ゃ こぇくっかくう 

しゅさぇょう, ぇおけ こけょちっくはす 
こさけぉかっきぇ しなし
しぇくうさぇくっすけ うき,

おぇすっゅけさうつくう しぇ おなき ょくってくぇ 
ょぇすぇ っおしこっさすう こけ しすさけうすっか
しすゃけすけ ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁なこさっおう すけゃぇ すっ くっ しぇ こけょ
ょさなあくうちう くぇ すっいぇすぇ, つっ ゃな
こさっおう こさけぉかっきうすっ し こぇくっかおう
すっ, うきけすくうはす こぇいぇさ しおけさけ とっ 
ゅう ういたゃなさかう けす すなさゅけゃしおうは 
しう うくすっさっし. ╃させゅ っ ゃなこさけ
しなす, おぇおゃけ しすぇゃぇ し ちっくけゃうは 
うき しっゅきっくす, ぇおけ しぇ ゃ くっょけぉさけ 
すったくうつっしおけ しなしすけはくうっ. 
〈けゃぇ っ こけ-しおけさけ きうす, つっ こぇ

くっかおうすっ けしすぇゃぇす ゃ うしすけさうはすぇ. 
╋うす, おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ けぉしかせ
あう こさけょぇゃぇつうすっ くぇ くけゃう あう
かうとぇ, おぇいゃぇす すっ う ょけこなかゃぇす, 
つっ こぇくっかくうすっ  あうかうとぇ しぇ 
しうゅせさくう, いょさぇゃう  あうかうとぇ, 
しすうゅぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃはす ゃ すはた 
くせあくうすっ こけょけぉさっくうは. ╀なか
ゅぇさうすっ くっ さぇいこけかぇゅぇす し  すぇ
おうゃぇ しさっょしすゃぇ, つっ きぇしけゃけ ょぇ 
しっ くぇたゃなさかはす くぇ くけゃけすけ しすさけ
うすっかしすゃけ, すゃなさょはす すっ. 《ぇおす, 
おけえすけ  ぉっいぇこっかぇちうけくくけ さっ
ぇくうきうさぇ こぇくっかおうすっ. ′け こけょ 
せしかけゃうっ. 

╇しすけさうはすぇ: 

‶なさゃうすっ こぇくっかくう あうかうとぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは しぇ けす しさっょぇすぇ くぇ 
50-すっ  ゅけょうくう. ╁ ╄ゃさけこぇ こなさ
ゃうすっ こぇくっかおう しっ さぇあょぇす ゃ 
╂っさきぇくうは こさっい 1915 ゅけょうくぇ  
う ょけ きけきっくすぇ しぇ ゃ けすかうつくけ 
しなしすけはくうっ. ╇きっくくけ ╂っさきぇくうは 
しっ こさうっきぇ いぇ さけょうくぇ くぇ こぇ
くっかおうすっ. 
 ╁ しけちゃさっきっくぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは  

こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こぇくっかくう 
おけくしすさせおちうう ょぇゃぇ さぇぉけすぇ くぇ 
たうかはょう さぇぉけすくうちう ゃ 29 ょけ
きけしすさけうすっかくう おけきぉうくぇすぇ し 
おぇこぇちうすっす 40 000 あうかうとぇ くぇ 
ゅけょうくぇ. ╃け くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ 
ゅけょうくう  せ くぇし しぇ こけしすさけっくう 
850 000 こぇくっかくう あうかうとぇ. 

] すけいう ゃうょ おけくしすさせおちうは しぇ 
しすせょっくすしおう う さぇぉけすくうつっしおう 
けぉとっあうすうは, ょっすしおう ゅさぇょうくう, 
おさぇえゅさぇょしおう ゃうかう う ょけさう すせ
さうしすうつっしおう けぉっおすう. 

╇いょなさあぇす かう
こぇくっかうすっ くぇ
しうかっく いっきっすさなし? 

╊のぉうきぇ すっきぇ くぇ ぇさたうすっ
おすう, しすさけうすっかう う けぉうおくけゃっ
くう „しこっちけゃっ こけ ゃしうつおけ“. ┿おけ 
しっ しなょう こけ うしすけさうつっしおうすっ 
そぇおすう, すけいう すうこ おけくしすさせお
ちうは っ ういょなさあかうゃ おぇすけ たかっ
ぉぇさおぇ. ╀かけおけゃっすっ ゃ ╀なかゅぇ
さうは しぇ おけくしすさせうさぇくう しこけさっょ 
くけさきうすっ いぇ しすさけうすっかしすゃけ ゃ 
いっきっすさなしくう さぇえけくう. ‶さっい 
ゅけょうくうすっ けぉぇつっ すっ しぇ しっ こさけ
きっくはかう, おぇすけ ういうしおゃぇくうはすぇ 
しぇ しすぇゃぇかう ゃしっ こけ-ゃうしけおう. 
¨こぇしっくうは きけあっ ょぇ うきぇ しぇきけ 
いぇ こなさゃうすっ こぇくっかおう ょけ 1964 
ゅ., こさう つうえすけ しすさけっあ しぇ ゃぇ
あぇかう くぇえ-しすぇさうすっ くけさきう いぇ 
しっういきうつくぇ せしすけえつうゃけしす. ¨す 
おさぇは くぇ 1964 ゅ. せ くぇし ょっえしすゃぇ 
こさぇゃうかくうおなす いぇ しすさけうすっかしすゃけ 
ゃ いっきっすさなしくう さぇえけくう, おけえすけ 
こけ-おなしくけ こさっさぇしくぇ ゃ くけさ
きう いぇ こさけっおすうさぇくっ, ぇ しっゅぇ 
っ くぇさっょぉぇ. ╃けおせきっくすうすっ しぇ 
しなけぉさぇいっくう し おぇさすぇすぇ いぇ しっ
ういきうつくぇ ぇおすうゃくけしす. ′ぇえ-ゃぇ
あくう いぇ ういょさなあかうゃけしすすぇ こさう 
すさせしけゃっ しぇ ゃさないおうすっ きっあょせ 
けすょっかくうすっ しすっくくう こぇくっかう, 
おけうすけ こさっょしすぇゃかはゃぇす いぇゃぇさっ
くう ぇさきうさけゃなつくう こさなすう. 〈っ しぇ 
くぇこさぇゃっくう しぇきけ いぇ いぇとうすぇ けす 
いっきっすさっしっくうは う くはきぇす ょさせゅけ 
けすくけてっくうっ おなき っおしこかけぇすぇ
ちうけくくうは しさけお くぇ しゅさぇょぇすぇ. 
╄おしこっさすう こさういくぇゃぇす, つっ しな
っょうくっくうはすぇ きっあょせ こぇくっかうすっ 
くっゃうくぇゅう しぇ し ょけぉさけ おぇつっしすゃけ 
う こさっい ゅけょうくうすっ きけあっ ょぇ しぇ 
おけさけいうさぇかう. ′け すけゃぇ くっ っ そぇ
すぇかくけ, いぇとけすけ うきぇ くぇつうく いぇ
ゃぇさおうすっ ょぇ ぉなょぇす こけょしうかっくう. 
‶さう いっきっすさっしっくうっ こぇくっかうすっ 
しぇ きくけゅけ こけ-せしすけえつうゃう, いぇ
とけすけ きけゅぇす ょぇ こけっきぇす きくけゅけ 
ゃうぉさぇちうう, せしせおゃぇくっ う ょさせゅう 
くぇすけゃぇさゃぇくうは. ┿さきぇすせさくけすけ 
あっかはいけ っ しさぇゃくうすっかくけ きっおけ う 
きけあっ ょぇ こけっきっ ゅけかっきう くぇすけ
ゃぇさゃぇくうは.

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

〈けえ ぉっ つけゃっおなす, おけえすけ こさけおぇさぇ こなすは くぇ こけおけかっくうは しすけすうちう きぇすっきぇすう
ちう けす ╉ぇいぇくかなお う さっゅうけくぇ おなき さけょくうすっ う つせあょっしすさぇくくう せくうゃっさしうすっすう, 
こなさゃけこさうつうくぇすぇ いぇ しないょぇゃぇくっすけ う せすゃなさあょぇゃぇくっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなておぇすぇ きぇ
すっきぇすうつっしおぇ ておけかぇ, ╂けさつっゃ こけっ おなき ゃっつくうは しう こなす し せょけゃかっすゃけさっくうっすけ 
くぇ けしなとっしすゃっくぇすぇ きうしうは くぇ あうすっえしおけすけ しう こさっぉうゃぇゃぇくっ すせお. ╉けかぬけ ╂けさ
つっゃ こけかぇゅぇ くぇつぇかけすけ くぇ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ“ こさっい 1971-ゃぇ ゅけょうくぇ.

14.06.2014 ゅ.      ╉ぇいぇくかなお

╊うつくけ ういょっえしすゃぇ けすおさうゃぇくっすけ 
くぇ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇ ゅうきくぇいうは ゃ 
っょうくしすゃっくうは せ くぇし くっけおさなあっく 
ゅさぇょ - ╉ぇいぇくかなお. [けょっく ゃなゃ 
╁っかうおけすなさくけゃしおけ, いぇゃなさてうか 
]けそうえしおう せくうゃっさしうすっす しかっょ 
けぉせつっくうっ ゃなゃ ╁けっくくけ-きけさしおけ
すけ せつうかうとっ う せつうすっかしすゃぇくっ 
ゃ ‶けかしおう 〈さなきぉって う ╁っかうおけ 
〈なさくけゃけ, ╂けさつっゃ こさうっきぇ ╉ぇ
いぇくかなお おぇすけ しゃけえ. ╆ぇしかせあうか 
せつうすっか, くけしうすっか くぇ ¨さょっく 
„』っさゃっくけ いくぇきっ くぇ すさせょぇ“, すけえ 
さぇいゃうゃぇ おぇいぇくかなておぇすぇ きぇすっ
きぇすうつっしおぇ ておけかぇ し すぇかぇくすぇ 
くぇ ょっしっすおう せつうすっかう う たうかはょう 
せつっくうちう, おけうすけ けすょぇゃくぇ ゃっつっ 
しぇ くぇゃしはおなょっ こけ しゃっすぇ おぇすけ せし

こってくう しこっちうぇかうしすう, うくあっくっさう, せくうゃっさしうすっすしおう こさっこけょぇゃぇすっかう. ╉ぇいぇくかなお 
しすぇゃぇ きはしすけ くぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ゅけかっきう きぇすっきぇすうつっしおう しなしすっいぇくうは, きはしすけ, 
おなょっすけ しっ こうてぇす しぉけさくうちう う せつっぉくう こけきぇゅぇかぇ こけ きぇすっきぇすうおぇ, うきっくくけ けす 
ゃさっきっすけ くぇ ╉けかぬけ ╂けさつっゃ. ╇ すけえ けしすぇゃう くぇこうしぇくぇ うしすけさうはすぇ くぇ ゃしうつおけ すけゃぇ 
ゃ おくうゅぇ, いぇ ょぇ しっ いくぇっ.
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》『╅╇〉╅【╅ 》《〈《ぅ: 

╉╅]¨, [《╈╅ ¨ [╅[? 

╁ „┿さしっくぇか“ ‶ぇゃかうくぇ くぇょゅさぇあょぇ 
くぇせつっくけすけ ゃ さぇぉけすぇすぇ いぇ ゃな

すさってくうは こかぇしきっくす くぇ おぇいぇくかなて
おぇすぇ そうさきぇ „╉ぇこさけくう“. ╆ぇ てっしすすっ 
ゅけょうくう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ っおしこっさすなす 
こけ こさけょぇあぉうすっ せゃっかうつぇゃぇ せきっくう
はすぇ しう し くけゃうは けこうす ゃ すなさゅけゃうはすぇ 
– ゃっつっ こけ しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう. [ぇぉけ
すぇすぇ くぇ こけしかっょくうは っすぇこ けす ょなかゅぇすぇ 
そうさきっくぇ ゃっさうゅぇ: けす おけくしすさせうさぇ
くっすけ ょけ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ ゅけすけゃぇすぇ 
こさけょせおちうは, いぇ ╆ぇゅぇさけゃぇ っ さぇょけしす, 
いぇとけすけ すは こけおぇいゃぇ さっぇかくけ おさぇえくうは 
さっいせかすぇす けす すさせょぇ くぇ たうかはょうすっ ぇさ
しっくぇかちう. „╁ すぇいう さぇぉけすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しう きくけゅけ すけつっく, ょぇ せきっって ょぇ おけけさ
ょうくうさぇて ゃさっきっすけ う ょっえくけしすすぇ くぇ 
さぇいかうつくう いゃっくぇ, くぇ さぇいかうつくう たけさぇ 
けす さぇいかうつくう きっしすぇ, いぇ ょぇ しっ そうくぇ
かういうさぇ しょっかおぇすぇ“, けぉはしくはゃぇ ‶ぇゃかう
くぇ けしけぉっくけしすうすっ くぇ っあっょくっゃうっすけ 
しう. [ぇぉけすぇすぇ っ しゃなさいぇくぇ う し こなすせ
ゃぇくっ – しこっちうぇかうしすうすっ けす „‶さけょぇあ
ぉう“ こさうょさせあぇゃぇす っおしこっょうちうはすぇ くぇ 
ゅけすけゃぇすぇ こさけょせおちうは けす しおかぇょけゃっすっ 
くぇ そうさきぇすぇ ょけ ういたけょくうは こせくおす, くっ
いぇゃうしうきけ おけは ゅさぇくうちぇ しっ きうくぇゃぇ. 
]かけあくけすけ けそけさきはくっ くぇ ょけおせきっく
すぇちうはすぇ こけ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ ゃしはおぇ 
しょっかおぇ いぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しこっちうぇ
かうしすう っ ゃっつっ させすうくくぇ こさぇおすうおぇ, ゃ 
おけはすけ すさせょくけ ぉうたぇ きけゅかう ょぇ ぉなょぇす 
くっこさうはすくけ ういくっくぇょぇくう けす くっとけ, くけ 
うきぇ う しこってくう, う くぇこさっゅくぇすう ういゃなく
さっょくう しうすせぇちうう. ╆ぇ こけしすけはくくうすっ 
くけゃけしすう ゃ いぇおけくけゃうすっ ういうしおゃぇくうは 
こけ くぇょかっあくけすけ けそけさきはくっ くぇ ょけ
おせきっくすうすっ さなおけゃけょしすゃけすけ ういこさぇとぇ 
っおしこっさすうすっ しう くぇ しこっちうぇかくう けぉせ
つっくうは, けぉはしくはゃぇ ╆ぇゅぇさけゃぇ. 〈ぇおぇ すっ 
しっ つせゃしすゃぇす しうゅせさくう ゃ すけゃぇ, おけっすけ 
こさぇゃはす. 〉かっしくっくうっ ゃ こけしかっょくけ ゃさっ
きっ っ っかっおすさけくくけすけ こけょぇゃぇくっ くぇ 
きうすくうつっしおうすっ ょっおかぇさぇちうう: “╁ くぇ
つぇかけすけ うきぇてっ おけかっぉぇくうは, くけ しっゅぇ 
ゃっつっ くはきぇきっ くうおぇおなゃ こさけぉかっき“, 
しこけょっかは っおしこっさすなす こけ こさけょぇあぉう 
けす ╆ぇゃけょ 0.  ‶ぇゃかうくぇ おけけさょうくうさぇ 
さぇぉけすぇ きっあょせ さぇいかうつくう けすょっかう くぇ 
そうさきぇすぇ う さぇいかうつくう こぇさすくぬけさう うい
ゃなく くっは. [ぇぉけすう しっ し 〈さぇくしこけさすくうは 
けすょっか くぇ „┿さしっくぇか“, しなし しこっちうぇかう
しすうすっ けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ うおけくけ
きうおぇすぇ う っくっさゅっすうおぇすぇ, おなょっすけ しっ 
ょぇゃぇす さぇいさってうすっかくう いぇ ゃしはおぇ しょっか
おぇ, し きうすくうちう, つせあょっしすさぇくくう おけく
すさぇゅっくすう, し そうさきう いぇ ゃしはおぇおなゃ ゃうょ 
すさぇくしこけさす – けす きけさしおうは, こさっい ゃない

ょせてくうは う ぇゃすけきけぉうかくうは... - さぇぉけ
すぇすぇ っ しゃなさいぇくぇ し きくけゅけ たけさぇ う すけゃぇ 
っ うくすっさっしくけ, くっ おさうっ せょけゃけかしすゃう
っすけ けす こさけそっしうはすぇ しう っおしこっさす ╆ぇ
ゅぇさけゃぇ. „╁うくぇゅう しっ くぇせつぇゃぇ くっとけ 
くけゃけ う すけ きけあっ ょぇ しっ くぇせつう けす ゃしっ
おう こけ ゃっさうゅぇすぇ. ╃けさう けす すけゃぇさぇつぇ 
くぇ こさけょせおちうはすぇ きけあっ ょぇ しっ くぇせつう 
くっとけ こけかっいくけ“, こけおぇいゃぇ けこうすなす くぇ 

‶ぇゃかうくぇ. ╁ „┿さしっくぇか“  ゃしうつおけ ゃっつっ 
っ おぇくぇかういうさぇくけ. ╉けゅぇすけ うきぇ しこなく
おう, すっ けぉうおくけゃっくけ しっ こさっけょけかはゃぇす 
けす ょさせゅう, いぇとけすけ くぇえ-つっしすけ しぇ うい
ゃなく くぇてぇすぇ おけきこっすっくちうは, おぇいゃぇ 

けとっ すは. „╁しうつおう おけかっゅう ゃ けすょっかぇ しぇ 
ういおかのつうすっかくけ けすゅけゃけさくう たけさぇ“, ぉっい 
おけかっぉぇくうっ しこけょっかは ‶ぇゃかうくぇ. „〈せお 
ゃしうつおう しう こけきぇゅぇす, くぇすさせこぇくう しぇ 
せすゃなさょっくう こさぇおすうおう, すさぇょうちうう, さぇ
ぉけすう しっ ゃ っおうこ“ – しこけょっかは  すは すぇえ
くうすっ くぇ せしこったぇ くぇ けすょっかぇ.  
╆ぇゅぇさけゃぇ うょゃぇ しかせつぇえくけ ゃ „┿さ

しっくぇか“, ぉっい くうおぇおゃぇ ゃさないおぇ こさっい 

さけょくうくう うかう こけいくぇすう. ‶けしすなこゃぇ 
いぇさぇょう うくすっさっしくぇすぇ さぇぉけすぇ. ╃けてかぇ 
こさっい 2008-きぇ ゅけょうくぇ. ╀なさいけ さぇい
ぉさぇかぇ, つっ すせお „しきぇいぇくぇすぇ きぇてうくぇ“ 
けす ょっえしすゃうは くぇ さぇいかうつくうすっ しすさせお

すせさう さぇぉけすう ぉっいけすおぇいくけ. ╆ぇゅぇさけゃぇ 
っ うおけくけきうしす こけ けぉさぇいけゃぇくうっ. ╆ぇ
ゃなさてゃぇ „]つっすけゃけょしすゃけ“ ゃなゃ ╁っかう
おけすなさくけゃしおうは せくうゃっさしうすっす. ╉ぇいゃぇ, 
つっ ゃうしてっすけ ゅけ っ こさうょけぉうかぇ きぇかおけ 
おなしくうつおけ – いぇょけつくけ, いぇとけすけ しっきっえ
くうすっ ゅさうあう う こけょさっょぉぇすぇ くぇ あうゃけ
すぇ こけおさぇえ さぇぉけすぇすぇ う ゅかっょぇくっすけ くぇ 
とっさおぇすぇ ╂ぇぉさうっかぇ, おぇおすけ こさう ゃしは
おぇ きぇえおぇ, けすくっきぇ ゃさっきっ. ]っゅぇ ╂ぇぉう 
ゃっつっ っ しすせょっくすおぇ う ょけさう さぇぉけすう 
おぇすけ せしこってっく おけきこのすなさっく しこっちうぇ
かうしす ゃ ゅけかはきぇ つせあょっしすさぇくくぇ そうさ
きぇ し けそうし ゃ ]けそうは. 〈ったくうつっしおうすっ 
せきっくうは とっさおぇすぇ はゃくけ っ くぇしかっょうかぇ 
けす ぉぇとぇ しう – うくあっくっさ ╃うつけ ╆ぇゅぇ
さけゃ, くぇつぇかくうお くぇ 〈ったくけかけゅうつっく 
けすょっか ゃ „╉ぇこさけくう“. ]っきっえしすゃけすけ 
あうゃっっ ゃ さけょくぇすぇ おなとぇ くぇ しなこさせゅぇ 
ゃ ╄くうくぇ. ‶ぇゃかうくぇ っ けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけ
さぇ, くけ ゃ ╄くうくぇ え たぇさっしゃぇ. 』うしすうはす 
ゃないょせた, おぇそっすけ しせすさうく くぇ ょゃけさぇ う 
ゃっつっさ くぇ きぇしぇ くぇゃなく し こさうはすっかう しぇ 
くぇえ-たせぉぇゃうすっ くっとぇ ゃ っあっょくっゃうっ
すけ, けしけぉっくけ – こさっい かはすけすけ. ┿ う すせお 
しっ あうゃっっ こけ-しこけおけえくけ, おぇすっゅけさうつ
くぇ っ ‶ぇゃかうくぇ ╆ぇゅぇさけゃぇ. ╇きっくくけ ゃ 
╄くうくぇ ょゃぇきぇすぇ し ╃うつけ しっ くぇきうさぇす 
こさう しさっとぇ し こさうはすっかう くぇ おせかすけゃうは 
さっしすけさぇくす ゃ けくけゃぇ ゃさっきっ – „‶なし
すなさゃぇすぇ“. ╃くっし しさっとうすっ し こさうはすっ
かうすっ けしすぇゃぇす ゃしっ こけ-きぇかおけ, くけ ゅう 
うきぇ. ╋ぇかおけ っ ういけぉとけ, おぇすけ ちはかけ, 
しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ. ╆ぇすけゃぇ ‶ぇゃかう
くぇ くぇきうさぇ ゃしっ こけ-きぇかおけ ゃさっきっ う いぇ 
たけぉうすけ しう - ょぇ こけょしすさうゅゃぇ, おけっすけ 
くはおけゅぇ ぉうかけ こさけそっしうは. „》ぇさっしゃぇ 
きう!“, おぇいゃぇ いぇ すけゃぇ しう いぇくうきぇくうっ 
‶ぇゃかうくぇ, ょぇかっつ しかっょ けくっいう ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ せゃかっつっくうっすけ こけ そさういぬけさ
しすゃけすけ は こさぇとぇ くぇ おせさし ゃ さけょくぇすぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╃くっし こさけそっしうはすぇ くぇ 
‶ぇゃかうくぇ っ ょぇかっつ こけ-けすゅけゃけさくぇ う 
しっさうけいくぇ, ういうしおゃぇ おけきこっすっくすくけしすう, 
ょうくぇきうおぇ, おけきせくうおぇすうゃくけしす う てう
さけおぇ せしきうゃおぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ し おかうっく
すうすっ こけ ちはかぇすぇ すなさゅけゃしおぇ ゃっさうゅぇ: 
けす しおかぇょけゃぇすぇ ぉぇいぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ょけ 
おけう かう くっ すけつおう くぇ しゃっすぇ. ‶ぇゃかうくぇ 
うきぇ すぇいう せしきうゃおぇ おぇすけ ょぇさ けす ╀けゅぇ. 
╁うあょぇて は ゃっょくぇゅぇ う は せしっとぇて ゃ 
ゅかぇしぇ. 〈は すっ こけしさっとぇ う ういこさぇとぇ. 
╇ けすゃぇさは ゃしうつおう ゃさぇすう - すっあおうすっ 
ゃさぇすう くぇ すなさゅけゃしおうすっ おけくすさぇゅっくすう 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ′け う 
すぇえくうすっ こけさすう くぇ しなさちっすけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

ぎ¡ïäñëöéö Üö ÜöÑñ¿ „ぢëÜÑí¢ßó“ – ぢíç¿óÖí げíÇíëÜçí:

‶ぇゃかうくぇ ╆ぇゅぇさけゃぇ くっ っ けす けくっいう, おけうすけ しっ さっょはす ゃ ょなかゅうは くぇくうい 
けす ぇさしっくぇかしおう さけょけゃう こさけそっしうけくぇかう, つううすけ そぇきうかうう しぇ さぇいこけい
くぇゃぇっきう けす けさなあっえくうちうすっ ゃ たけょぇ くぇ きくけゅけすけ ゃっつっ ょっしっすうかっすうは. 
′け すけゃぇ くっ は こさぇゃう くうすけ こけ-きぇかおけ ょけぉなさ こさけそっしうけくぇかうしす, くうすけ 
つけゃっお ぉっい くせあくけすけ しぇきけつせゃしすゃうっ ゃ さぇぉけすぇすぇ. ]うゅせさっく いくぇお, つっ 
‶ぇゃかうくぇ ╆ぇゅぇさけゃぇ すっあう くぇ きはしすけすけ しう おぇすけ っおしこっさす ゃ けすょっか „‶さけ
ょぇあぉう“ くぇ ╆ぇゃけょ 0, っ くっえくけすけ うきっ ゃ さっょうちぇすぇ くぇ けすかうつっくうすっ ゃ 
┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. ′っ つっ いぇ ‶ぇゃかうくぇ すけゃぇ っ すけかおけゃぇ ゃぇあくけ – 
こけ-ゃぇあくけ いぇ くっは っ せょけゃけかしすゃうっすけ けす さぇぉけすぇすぇ う せしっとぇくっすけ いぇ 
っおうこくけしす, おけっすけ しこっちうぇかうしすうすっ ゃ けすょっか „‶さけょぇあぉう“ しう ょぇゃぇす ゃ 
っあっょくっゃうっすけ. ╉ぇおすけ う こさけそっしうけくぇかくけすけ しぇきけつせゃしすゃうっ, おけっすけ しっ 
せしっとぇ ゃ くっえくうすっ ょせきう: “┿さしっくぇか“ っ ゅけかはきぇ ておけかぇ, „┿さしっくぇか“ 
きけあっ ょぇ すっ くぇせつう くぇ きくけゅけ くっとぇ“.

′]╅【╊〉 〈╊╉╅] ′╅ „M+C ｠¨╉『╅╇]¨[” 

╋っあょせくぇさけょくうはす さぇぉけすくうつっしおう すせさくうさ, こさけゃっあょぇく こけょ 
っゅうょぇすぇ くぇ ╉′]╀, しっ こさけゃっょっ ゃなゃ ゃぇさくっくしおうは おけきこかっおし  

„]ゃっすう ╉けくしすぇくすうく う ╄かっくぇ”.
╁ すせさくうさぇ せつぇしすゃぇたぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 12 ょなさあぇゃう, おけう-

すけ しっ しなしすっいぇゃぇたぇ ゃ さぇいかうつくう ょうしちうこかうくう. ′ぇゅさぇょうすっ ぉはたぇ 
ゃさなつゃぇくう けす こさっょしっょぇすっかは くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ.
《せすぉけかくうはす すうき くぇ おぇいぇくかなておけすけ こさっょこさうはすうっ, ゃけょっく けす 

しすさぇすっゅぇ ╇ゃぇく 〈なさこぇくけゃ, せしこは ょぇ  こけぉっょう けすぉけさうすっ くぇ [せきな-

くうは, ╇いさぇっか, 〈せくうし, ぇ くぇ そうくぇかぇ けすしすさぇくう しかっょ ょせいこう う けす-
ぉけさぇ くぇ ╋うくう „╋ぇさうちぇ ╇いすけお”. ‶けぉっょぇすぇ くぇ そせすぉけかうしすうすっ けす 
おぇいぇくかなておぇすぇ そうさきぇ ぉっ こうとくけ けすこさぇいくせゃぇくぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ いぇゃけょぇ し こけつっすくぇ けぉうおけかおぇ ゃ ぇすさぇおすうゃっく おぇきうけく, そけえっさ-
ゃっさおう う こけいょさぇゃかっくうは. ′っ きうくぇ う ぉっい こけかぇゅぇとうすっ しっ さっつう う 
ょせきう くぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす. 
〉つぇしすくうちうすっ ゃなゃ そせすぉけかくうは けすぉけさ しこけょっかうたぇ さぇょけしすすぇ しう けす 

こけぉっょぇすぇ, ういゃけのゃぇくぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ ょけぉさぇすぇ うゅさぇ う きくけ-
ゅけすけ っきけちうう, くぇ くっゃっさけはすくうは しう しすさぇすっゅ ゃ かうちっすけ くぇ ╇ゃぇく 
〈なさこぇくけゃ, しこけさっょ おけゅけすけ „すっ しぇ さけょっくう てぇきこうけくう”. 
„╉なょっすけ しこさっ てけそぬけさなす, すぇき ぉうっき”, すっいう ょせきう, ういさっつっくう 

けす せつぇしすくうお ゃなゃ  そせすぉけかくうは けすぉけさ くぇ „M+S 》うょさぇゃかうお”, しっ 
こさっゃなさくぇ ゃ おせかすけゃぇ そさぇいぇ いぇ  たうょさぇゃかうちう う くったうょさぇゃかうちう, 
こけつうすぇすっかう くぇ そせすぉけかくぇすぇ うゅさぇ. 
‶さっょう ょぇ しこっつっかはす いかぇすくぇすぇ おせこぇ けす 11-うは ╋っあょせくぇさけょっく 

さぇぉけすくうつっしおう すせさくうさ, すうきなす くぇ „M+S 》うょさぇゃかうお” しすぇくぇ ゃすけ-
さう ゃ ¨ぉとうくしおぇすぇ てぇきこうけくしおぇ かうゅぇ う 4-すう ゃ ′っょっかくぇすぇ そせす-
ぉけかくぇ かうゅぇ.
¨しゃっく し けすかうつくうすっ しう こけしすうあっくうは ゃなゃ  そせすぉけかぇ, おけかっおすう-

ゃなす くぇ „M+] 》うょさぇゃかうお” っ し ょけぉさう すさぇょうちうう ゃ しすさうえすぉけかぇ う 
すっくうしぇ くぇ きぇしぇ. 

  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╅ちつかせあしつさあ にちそせけさあ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 3

》《╉[『╊》╅【╅ 〉╅ ╊[』》╊『【¨...
¨しくけゃくうすっ こさけぉかっきう う おなき きけきっくすぇ ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ いょさぇゃっ-

けこぇいゃぇくっ, ゃおかのつうすっかくけ う ゃ ╉ぇいぇくかなお, しぇ ょゃぇ: おぇょさけゃう う そう-
くぇくしけゃ, しこけょっかう ょ-さ ╋ぇくぇかけゃぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“. 〈っ しぇ 
おぇすけ しおぇつっくう しなょけゃっ, けぉはしくう すは: そうくぇくしけゃうはす こさけぉかっき すっあう 
けすょぇゃくぇ ゃ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ, けしけぉっくけ – ゃ けぉとうくしおけすけ, おなょっ-
すけ しっ さぇぉけすう し ょっかっゅうさぇくう ぉのょあっすう. ╃っかっゅうさぇくうすっ ぉけかくうつくう 
ぉのょあっすう けゅさぇくうつぇゃぇす すなさゅけゃしおうすっ ょさせあっしすゃぇ こけ しきうしなかぇ くぇ 
〈なさゅけゃしおうは いぇおけく, こけ おけえすけ っ さっゅうしすさうさぇくぇ う おぇいぇくかなておぇ-
すぇ ╋╀┿╊ „╃-さ 》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう“, おけきっくすうさぇ せこさぇゃうすっかはす. 
¨しすぇゃぇす くうしおう ちっくうすっ くぇ おかうくうつくうすっ こなすっおう, おけっすけ っ けぉとけ-
ういゃっしすくけ う すっ しぇ くっょけそうくぇくしうさぇくう. ╃けこなかくうすっかくぇ すさせょくけしす 
こさっょ けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しないょぇゃぇ う けぉしすけはすっか-
しすゃけすけ くぇ こけしすけはくくけすけ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ ぉさけは くぇ ぉけかくうちうすっ ゃ 
さっゅうけくぇ, おけうすけ さぇいこさっょっかはす っょうく う しなと けぉと ぉのょあっす くぇ けぉ-
かぇしすくけ くうゃけ. ╆ぇぉぇゃっくうすっ こかぇとぇくうは けす ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ しなとけ 
せすっあくはゃぇす しうすせぇちうはすぇ, おぇおすけ う かうこしぇすぇ くぇ きっょうちうくしおう  しっし-
すさう う かっおぇさう, けしすさけ けつっさすぇかぇ しっ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう. ‶さっょう 
くはおけかおけ ゅけょうくう いぇこけつくぇ おさういぇすぇ し ょっそうちうすぇ くぇ きっょうちうくしおう 
しっしすさう う す. くぇさ. “‶っさしけくぇか くぇ きっょうちうくしおう しこっちうぇかうしすう“, くけ 
けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, しこっちうぇかくけ いぇ ╉ぇいぇくかなお, おさういぇすぇ せょぇさう 
こさっょうきくけ かっおぇさしおけすけ しなしかけゃうっ. ╊うこしゃぇす こさっょうきくけ しこっちうぇ-
かうしすう, すなえ おぇすけ きくけゅけ けす くぇてうすっ しこっちうぇかうしすう こけったぇ こなすは いぇょ 
ゅさぇくうちぇ, ぇ ょさせゅう しっ けさうっくすうさぇたぇ おなき いょさぇゃくう いぇゃっょっくうは せ 
くぇし, おけうすけ しぇ こけ-ょけぉさっ そうくぇくしうさぇくう“, けぉはしくう けとっ ょ-さ ╋ぇくぇ-
かけゃぇ けぉっおすうゃくうすっ せしかけゃうは, こさう おけうすけ そせくおちうけくうさぇ けぉとうく-
しおぇすぇ ぉけかくうちぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

]かせつゃぇかけ すう しっ っ ょぇ しう けぉなさおぇく う ぉっいこけ-
きけとっく ゃ しゃっすぇ くぇ ぇかうくっう, こぇさぇゅさぇそう, 

こさったけょくう う くっこさったけょくう さぇいこけさっょぉう, くぇかう?! 
′せあょぇって しっ けす こけきけとすぇ くぇ くぇょっあょっく こさけそっ-
しうけくぇかうしす, ぇ ういこうすゃぇて きぇすっさうぇかくう いぇすさせょくっ-
くうは う くっ しう ゃ しなしすけはくうっ ょぇ いぇこかぇすうて しすけえ-
くけしすすぇ くぇ ぇょゃけおぇすしおぇ せしかせゅぇ? ╁ すけいう しかせつぇえ 
しなょっえしすゃうっ きけあって ょぇ こけかせつうて こけ さっょぇ くぇ 
ょっえしすゃぇとぇすぇ ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは しうしすっきぇ 
いぇ こさぇゃくぇ こけきけと. 『っかすぇ くぇ こさぇゃくぇすぇ こけきけと 
っ ょぇ しなょっえしすゃぇ こさう けしうゅせさはゃぇくっ くぇ さぇゃっく 
ょけしすなこ くぇ かうちぇすぇ ょけ こさぇゃけしなょうっ つさっい けしうゅせ-
さはゃぇくっ う こさっょけしすぇゃはくっ くぇ っそっおすうゃくぇ こさぇゃくぇ 
こけきけと, おぇおすけ う せこさぇあくはゃぇくっ くぇ ゅぇさぇくすうさぇくう-
すっ うき けす いぇおけくぇ こさぇゃぇ ゃ さぇいかうつくう しそっさう くぇ 
あうゃけすぇ. ]さっょしすゃぇすぇ いぇ こさぇゃくぇ こけきけと しっ けしう-
ゅせさはゃぇす けす ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす, ぇ すは しっ こさっ-
ょけしすぇゃは ゃうくぇゅう う しぇきけ くぇ そういうつっしおう かうちぇ. 
]うしすっきぇすぇ くぇ こさぇゃくぇすぇ こけきけと そせくおちうけくうさぇ 

う しっ さなおけゃけょう ゃない けしくけゃぇ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ こさぇゃ-
くぇすぇ こけきけと けす しすさぇくぇ くぇ ′ぇちうけくぇかくけすけ ぉのさけ 
いぇ こさぇゃくぇ こけきけと. 

╉ぇおゃけ っ こさぇゃくぇすぇ こけきけと?

‶さぇゃくぇすぇ こけきけと しっ ういさぇいはゃぇ ゃ しなょっえしすゃうっ, 
おけくしせかすぇちうは, こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ う いぇとうすぇ くぇ 
うくすっさっしうすっ すう けす しすさぇくぇ くぇ こさぇゃけしこけしけぉっく 
ぇょゃけおぇす. 』っしすけ ういこぇょぇきっ ゃ しうすせぇちうう くぇ しこけさ 
し ょけしすぇゃつうちう くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう せしかせゅう (けぉ-
とうくしおうすっ うかう ょなさあぇゃくう けさゅぇくう), し ょけしすぇゃつう-
ちうすっ くぇ ぉうすけゃう う しなけぉとうすっかくう せしかせゅう, し すなさ-
ゅけゃちう くぇ しすけおう けす ゃしはおぇおゃけ っしすっしすゃけ, し くぇてう 
さけょしすゃっくうちう うかう しなしっょう. ‶さっちっくおぇすぇ いぇ すけゃぇ 
- おぇおゃう ゃないきけあくけしすう くう ょぇゃぇ ぉなかゅぇさしおけすけ いぇ-
おけくけょぇすっかしすゃけ いぇ さぇいさってぇゃぇくっ くぇ ゃしっおう こけ-
ょけぉっく おけくそかうおす, すさせょくけ きけあっ ょぇ しっ くぇこさぇゃう 
けす くっこさけそっしうけくぇかうしす, いぇすけゃぇ うきぇきっ くせあょぇ けす 
こけきけとすぇ くぇ のさうしす. ╆ぇおけくなす っ こさっょゃうょうか, つっ 
いぇ けこさっょっかっくう かうちぇ こさっょけしすぇゃっくぇすぇ けす ぇょゃけ-
おぇす こさぇゃくぇ こけきけと きけあっ ょぇ ぉなょっ ぉっいこかぇすくぇ. 

╉けえ うきぇ こさぇゃけ くぇ ぉっいこかぇすくぇ
こさぇゃくぇ こけきけと? 

╊うちぇすぇ, くぇきうさぇとう しっ ゃ くっさぇゃくけしすけえくけ しけ-
ちうぇかくけ こけかけあっくうっ, おけっすけ しっ けこさっょっかは ゃない 

けしくけゃぇ くぇ さぇいかうつくう おさうすっさうう. ╆ぇおけくなす ゅう 
こけしけつゃぇ すぇおぇ:
1. かうちぇ う しっきっえしすゃぇ, おけうすけ けすゅけゃぇさはす くぇ せし-

かけゃうはすぇ いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ きっしっつくぇ こけきけと こけ 
さっょぇ くぇ ‶さぇゃうかくうおぇ いぇ こさうかぇゅぇくっ くぇ ╆ぇおけくぇ 
いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ; 
2. かうちぇ う しっきっえしすゃぇ, おけうすけ けすゅけゃぇさはす くぇ 

せしかけゃうはすぇ いぇ こけょこけきぇゅぇくっ し ちっかっゃぇ こけきけと 
いぇ けすけこかっくうっ いぇ こさっょたけょくうは うかう くぇしすけはとうは 
けすけこかうすっかっく しっいけく;
3. かうちぇ, くぇしすぇくっくう ゃ しこっちうぇかういうさぇくう うく-

しすうすせちうう いぇ こさっょけしすぇゃはくっ くぇ しけちうぇかくう せしかせ-
ゅう うかう こけかいゃぇとう しけちうぇかくぇ せしかせゅぇ - ゃ ょけきけゃっ 
いぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ, ゃ ちっくすさけゃっ いぇ さったぇぉうかう-
すぇちうは う しけちうぇかくぇ うくすっゅさぇちうは くぇ たけさぇ し せゃ-
さっあょぇくうは, ゃ ちっくすさけゃっ いぇ ゃさっきっくくけ くぇしすぇくは-
ゃぇくっ くぇ ぉっいょけきくう たけさぇ う ょさ. ;
4. ょっちぇ, くぇしすぇくっくう ゃ こさうっきくう しっきっえしすゃぇ 

うかう ゃ しっきっえしすゃぇ くぇ さけょくうくう うかう ぉかういおう, 

おぇおすけ う ょっちぇすぇ  ゃ さうしお (こけ しきうしなかぇ くぇ ╆ぇおけくぇ 
いぇ いぇおさうかぇ くぇ ょっすっすけ);
6. こなかくけかっすくう かうちぇ, おけうすけ うきぇす こさぇゃけ くぇ 

ういょさなあおぇ けす さけょうすっかうすっ しう, ぇおけ せつぇす さっょけゃ-
くけ ゃ しさっょくう う ゃうしてう せつっぉくう いぇゃっょっくうは, いぇ 
こさっょゃうょっくうは しさけお くぇ けぉせつっくうっ, ょけ くぇゃなさて-
ゃぇくっ くぇ ょゃぇょっしっすゅけょうてくぇ ゃないさぇしす こさう けぉせ-
つっくうっ ゃ しさっょくけ う くぇ ょゃぇょっしっす う こっす ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす こさう けぉせつっくうっ ゃなゃ ゃうしてっ せつっぉくけ いぇ-
ゃっょっくうっ, う くっ きけゅぇす ょぇ しっ ういょなさあぇす けす ょけたけ-
ょうすっ しう うかう けす ういこけかいゃぇくっ くぇ うきせとっしすゃけすけ 
しう – ぇおけ けすゅけゃぇさはす くぇ けしすぇくぇかうすっ ういうしおゃぇくうは 
くぇ ]っきっえくうは おけょっおし;
7. こけしすさぇょぇかう けす ょけきぇてくけ うかう しっおしせぇかくけ 

くぇしうかうっ うかう けす すさぇそうお くぇ たけさぇ, おけうすけ くっ 
さぇいこけかぇゅぇす しなし しさっょしすゃぇ う あっかぇはす ょぇ こけかいゃぇす 
ぇょゃけおぇすしおぇ いぇとうすぇ;
8. かうちぇ, すなさしっとう きっあょせくぇさけょくぇ いぇおさうかぇ こけ 

さっょぇ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ せぉっあうとっすけ う ぉっあぇくちうすっ;
9. つせあょっくちう, しこさはきけ おけうすけ っ こさうかけあっくぇ 

こさうくせょうすっかくぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇ きはさおぇ, う 
つせあょっくちう, くぇしすぇくっくう ゃ しこっちうぇかっく ょけき いぇ 
ゃさっきっくくけ くぇしすぇくはゃぇくっ くぇ つせあょっくちう こけ さっょぇ 
くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ つせあょっくちうすっ ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なか-
ゅぇさうは, おけうすけ くっ さぇいこけかぇゅぇす しなし しさっょしすゃぇ う 
あっかぇはす ょぇ こけかいゃぇす ぇょゃけおぇすしおぇ いぇとうすぇ.

]おかぇょ くぇ „┿さしっくぇか” こけょ わ12 ゃ きっしすくけしすすぇ „╀せいけゃけ おぇかっ” 
しっ いぇこぇかう くぇ 13-すう のくう. ‶さうつうくうすっ いぇ こけあぇさぇ, ょけゃっか ょけ 

いぇこぇかゃぇくっすけ くぇ しなたさぇくはゃぇとう しっ きぇすっさうぇかう いぇ ぉけっこさうこぇしう, 
しっ ういはしくはゃぇす けす くはおけかおけ けぉかぇしすくう しかせあぉう, ゃ すけゃぇ つうしかけ う 
けす しこっちうぇかくぇ おけきうしうは, しそけさきうさぇくぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ‶けあぇさなす ぉっ 
けゃかぇょはく いぇ けおけかけ つぇし う こけすせてっく ょけ こけかせくけと くぇ 13-すう のくう. 
╇いはしくはゃぇ しっ う さぇいきっさなす くぇ きぇすっさうぇかくうすっ とっすう.
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¨′╆《『¨【╊ 【『╊╇《╋╅【 ╆ぇ]╈╅『』[¨っ ╆¨′〉╊』
‶さう つっしすう ういぉけさう ぇょきう

くうしすさぇちうはすぇ しっ けすこせしおぇ う 
くっ さぇぉけすう,

おけっすけ くっ っ ゃ うくすっさっし くぇ 
しすけこぇくしおうすっ しせぉっおすう,

 しこけょっかはす こけつすう こけかけゃうくぇすぇ 
けす ぇくおっすうさぇくうすっ こさっょこさうっ
きぇつう. ]こけさっょ っょくう っ こけ-ょけ
ぉさっ ういぉけさうすっ ょぇ しっ しなしすけはす 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ, しこけさっょ ょさせゅう – くっ
いぇぉぇゃくけ, しこけさっょ すさっすう - くっ っ 
ょけぉさっ ょぇ うきぇ ういぉけさう しおけさけ. 

╀ういくっしなす しっ くせあょぇっ けす 
こけゃっつっ っおしこっさすくけしす ゃ 

せこさぇゃかっくうっすけ, くけ くはきぇ 
ゅぇさぇくちうは,

つっ くけゃう ういぉけさう ぉうたぇ は 
せゃっかうつうかう, 

こけしけつゃぇす せつぇしすくうちう ゃ ぇくおっ
すぇすぇ. 
¨すつうすぇ しっ, つっ くっ っ くけさ

きぇかくけ こさっい 12 きっしっちぇ ょぇ しっ 
こさぇゃはす ういぉけさう. 〈けゃぇ ゃけょう う 
ょけ ょけこなかくうすっかくう さぇいたけょう いぇ 

ぉのょあっすぇ. ¨すつうすぇ しっ う つっ しっ
ゅぇてくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, さぇぉけ
すっえおう こけょ くぇすうしおぇ くぇ ぉういくっ

しぇ う こけかうすうつっしおうすっ こぇさすうう, 
せょなさあぇ きぇおさけうおけくけきうつっしおぇ
すぇ しすぇぉうかくけしす. ╇ いぇ ゃ ぉなょっ
とっ しぇ くっけぉたけょうきう こさぇゃうかくう 
たけょけゃっ, いぇとけすけ ゅさっておうすっ しぇ  
し すっあおう こけしかっょうちう いぇ うおけくけ

きうおぇすぇ. ¨ぉとっしすゃけすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ っ くぇとさっお, いぇとけすけ けこうすなす 
くう こけおぇいゃぇ, つっ すけつくけ ゃ すぇおうゃぇ 

こっさうけょう しっ こさぇゃはす くっこさっきっ
さっくう うかう かけぉうしすおう こさけきっくう ゃ 
いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ.
╆ぇこうすぇくう, おぇおなゃ しきはすぇす, つっ 

とっ ぉなょっ っそっおすなす けす こさっょし
さけつくう ういぉけさう, 48%  こけしけつ

ゃぇす, つっ けつぇおゃぇす こけかけあうすっかっく 
いぇ うおけくけきうおぇすぇ さっいせかすぇす; 
ぉかういけ 45% けつぇおゃぇす けすさうちぇ
すっかくけ ゃないょっえしすゃうっ; けおけかけ 
7% しきはすぇす, つっ こさっょしさけつくうすっ 
ういぉけさう くはきぇ ょぇ こけゃかうははす くぇ 
うおけくけきうつっしおぇすぇ けぉしすぇくけゃおぇ. 
╇ こけ すけいう ゃなこさけし くっ しっ けつ
っさすぇゃぇ こさっけぉかぇょぇゃぇとぇ こけ
いうちうは う っょうくけきうしかうっ. ]こけ
さっょ しこけょっかっくうすっ きくっくうは, いぇ 
しかっょゃぇとけすけ せこさぇゃかっくうっ うきぇ 
う こけいうすうゃくう, う くっゅぇすうゃくう. 
╇きぇ けつぇおゃぇくうは いぇ けすさうちぇすっか
くけ ゃないょっえしすゃうっ ゃ おさぇすおけしさけ
つっく こかぇく う いぇ こけかけあうすっかっく 
さっいせかすぇす いぇ うおけくけきうおぇすぇ – ゃ 
こけ-ょなかゅけしさけつくぇ こっさしこっおすうゃぇ. 
„╄そっおすなす っ いぇけぉうおぇかはくっ くぇ 

ぃあっく こけすけお, おぇおすけ くう いぇけぉう
おけかう ]╇′ こけすけお う ゃしかっょしすゃうっ 
くぇ すけゃぇ: こけ-しおなこう すけお う ゅぇい“, 
こけしけつゃぇ せつぇしすくうお ゃ ぇくおっすぇ
すぇ. ]こけさっょ こさっけぉかぇょぇゃぇとぇすぇ 
つぇしす けす ぇくおっすうさぇくうすっ, くぇかけ
あうすっかくう しぇ こさけきっくう, いぇ ょぇ 
しっ こけしすうゅくっ こさっょう ゃしうつおけ こけ-
ゃうしけおぇ おけきこっすっくすくけしす. 

„[っぇかくけ こけゅかっょくぇすけ, こさう 
ういぉけさう しっ ゅせぉう けおけかけ ゅけょう
くぇ. 〈さう きっしっちぇ こさっょう ういぉけさう 
ょなさあぇゃぇすぇ しっ こけょゅけすゃは いぇ すはた, 
すさう きっしっちぇ ぇくぇかういうさぇ おぇおゃけ 
しっ っ しかせつうかけ う しっ さけゃう ゃ きう
くぇかけすけ, すさう きっしっちぇ さけおぇょう こけ 
ゃっょけきしすゃぇ う すさう きっしっちぇ けこうすう 
いぇ さっしすぇさすうさぇくっ, ぇ 

ぉういくっしなす しっ くせあょぇっ けす 
しこけおけえしすゃうっ う

こさっょしおぇいせっきけしす”, 

こけしけつゃぇ ゃ ぇくおっすくぇすぇ しう おぇさ
すぇ せつぇしすくうお ゃ ぇくおっすぇすぇ.
╇きぇ う しこけょっかっくう けこぇしっ

くうは, つっ こさっょしさけつくうすっ ういぉけ
さう とっ いぇぉぇゃはす けょけぉさはゃぇくっすけ 
けす ╄ゃさけこっえしおぇすぇ おけきうしうは  くぇ 
けこっさぇすうゃくうすっ こさけゅさぇきう いぇ 
せしゃけはゃぇくっ くぇ っゃさけこっえしおうすっ 
そけくょけゃっ, ぇ しなとけ う けこぇしっくうは 
けす くぇきぇかっくうっ くぇ おさっょうすくうは 
さっえすうくゅ くぇ ╀なかゅぇさうは.

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
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╁ „┿さしっくぇか“ ‶ぇゃかうくぇ くぇょゅさぇあょぇ 
くぇせつっくけすけ ゃ さぇぉけすぇすぇ いぇ ゃな-

すさってくうは こかぇしきっくす くぇ おぇいぇくかなて-
おぇすぇ そうさきぇ „╉ぇこさけくう“. ╆ぇ てっしすすっ 
ゅけょうくう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ っおしこっさすなす 
こけ こさけょぇあぉうすっ せゃっかうつぇゃぇ せきっくう-
はすぇ しう し くけゃうは けこうす ゃ すなさゅけゃうはすぇ 
– ゃっつっ こけ しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう. [ぇぉけ-
すぇすぇ くぇ こけしかっょくうは っすぇこ けす ょなかゅぇすぇ 
そうさきっくぇ ゃっさうゅぇ: けす おけくしすさせうさぇ-
くっすけ ょけ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ ゅけすけゃぇすぇ 
こさけょせおちうは, いぇ ╆ぇゅぇさけゃぇ っ さぇょけしす, 
いぇとけすけ すは こけおぇいゃぇ さっぇかくけ おさぇえくうは 
さっいせかすぇす けす すさせょぇ くぇ たうかはょうすっ ぇさ-
しっくぇかちう. „╁ すぇいう さぇぉけすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しう きくけゅけ すけつっく, ょぇ せきっって ょぇ おけけさ-
ょうくうさぇて ゃさっきっすけ う ょっえくけしすすぇ くぇ 
さぇいかうつくう いゃっくぇ, くぇ さぇいかうつくう たけさぇ 
けす さぇいかうつくう きっしすぇ, いぇ ょぇ しっ そうくぇ-
かういうさぇ しょっかおぇすぇ“, けぉはしくはゃぇ ‶ぇゃかう-
くぇ けしけぉっくけしすうすっ くぇ っあっょくっゃうっすけ 
しう. [ぇぉけすぇすぇ っ しゃなさいぇくぇ う し こなすせ-
ゃぇくっ – しこっちうぇかうしすうすっ けす „‶さけょぇあ-
ぉう“ こさうょさせあぇゃぇす っおしこっょうちうはすぇ くぇ 
ゅけすけゃぇすぇ こさけょせおちうは けす しおかぇょけゃっすっ 
くぇ そうさきぇすぇ ょけ ういたけょくうは こせくおす, くっ-
いぇゃうしうきけ おけは ゅさぇくうちぇ しっ きうくぇゃぇ. 
]かけあくけすけ けそけさきはくっ くぇ ょけおせきっく-
すぇちうはすぇ こけ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ ゃしはおぇ 
しょっかおぇ いぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しこっちうぇ-
かうしすう っ ゃっつっ させすうくくぇ こさぇおすうおぇ, ゃ 
おけはすけ すさせょくけ ぉうたぇ きけゅかう ょぇ ぉなょぇす 
くっこさうはすくけ ういくっくぇょぇくう けす くっとけ, くけ 
うきぇ う しこってくう, う くぇこさっゅくぇすう ういゃなく-
さっょくう しうすせぇちうう. ╆ぇ こけしすけはくくうすっ 
くけゃけしすう ゃ いぇおけくけゃうすっ ういうしおゃぇくうは 
こけ くぇょかっあくけすけ けそけさきはくっ くぇ ょけ-
おせきっくすうすっ さなおけゃけょしすゃけすけ ういこさぇとぇ 
っおしこっさすうすっ しう くぇ しこっちうぇかくう けぉせ-
つっくうは, けぉはしくはゃぇ ╆ぇゅぇさけゃぇ. 〈ぇおぇ すっ 
しっ つせゃしすゃぇす しうゅせさくう ゃ すけゃぇ, おけっすけ 
こさぇゃはす. 〉かっしくっくうっ ゃ こけしかっょくけ ゃさっ-
きっ っ っかっおすさけくくけすけ こけょぇゃぇくっ くぇ 
きうすくうつっしおうすっ ょっおかぇさぇちうう: “╁ くぇ-
つぇかけすけ うきぇてっ おけかっぉぇくうは, くけ しっゅぇ 
ゃっつっ くはきぇきっ くうおぇおなゃ こさけぉかっき“, 
しこけょっかは っおしこっさすなす こけ こさけょぇあぉう 
けす ╆ぇゃけょ 0.  ‶ぇゃかうくぇ おけけさょうくうさぇ 
さぇぉけすぇ きっあょせ さぇいかうつくう けすょっかう くぇ 
そうさきぇすぇ う さぇいかうつくう こぇさすくぬけさう うい-
ゃなく くっは. [ぇぉけすう しっ し 〈さぇくしこけさすくうは 
けすょっか くぇ „┿さしっくぇか“, しなし しこっちうぇかう-
しすうすっ けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ うおけくけ-
きうおぇすぇ う っくっさゅっすうおぇすぇ, おなょっすけ しっ 
ょぇゃぇす さぇいさってうすっかくう いぇ ゃしはおぇ しょっか-
おぇ, し きうすくうちう, つせあょっしすさぇくくう おけく-
すさぇゅっくすう, し そうさきう いぇ ゃしはおぇおなゃ ゃうょ 
すさぇくしこけさす – けす きけさしおうは, こさっい ゃない-

ょせてくうは う ぇゃすけきけぉうかくうは... - さぇぉけ-
すぇすぇ っ しゃなさいぇくぇ し きくけゅけ たけさぇ う すけゃぇ 
っ うくすっさっしくけ, くっ おさうっ せょけゃけかしすゃう-
っすけ けす こさけそっしうはすぇ しう っおしこっさす ╆ぇ-
ゅぇさけゃぇ. „╁うくぇゅう しっ くぇせつぇゃぇ くっとけ 
くけゃけ う すけ きけあっ ょぇ しっ くぇせつう けす ゃしっ-
おう こけ ゃっさうゅぇすぇ. ╃けさう けす すけゃぇさぇつぇ 
くぇ こさけょせおちうはすぇ きけあっ ょぇ しっ くぇせつう 
くっとけ こけかっいくけ“, こけおぇいゃぇ けこうすなす くぇ 

‶ぇゃかうくぇ. ╁ „┿さしっくぇか“  ゃしうつおけ ゃっつっ 
っ おぇくぇかういうさぇくけ. ╉けゅぇすけ うきぇ しこなく-
おう, すっ けぉうおくけゃっくけ しっ こさっけょけかはゃぇす 
けす ょさせゅう, いぇとけすけ くぇえ-つっしすけ しぇ うい-
ゃなく くぇてぇすぇ おけきこっすっくちうは, おぇいゃぇ 

けとっ すは. „╁しうつおう おけかっゅう ゃ けすょっかぇ しぇ 
ういおかのつうすっかくけ けすゅけゃけさくう たけさぇ“, ぉっい 
おけかっぉぇくうっ しこけょっかは ‶ぇゃかうくぇ. „〈せお 
ゃしうつおう しう こけきぇゅぇす, くぇすさせこぇくう しぇ 
せすゃなさょっくう こさぇおすうおう, すさぇょうちうう, さぇ-
ぉけすう しっ ゃ っおうこ“ – しこけょっかは  すは すぇえ-
くうすっ くぇ せしこったぇ くぇ けすょっかぇ.  
╆ぇゅぇさけゃぇ うょゃぇ しかせつぇえくけ ゃ „┿さ-

しっくぇか“, ぉっい くうおぇおゃぇ ゃさないおぇ こさっい 

さけょくうくう うかう こけいくぇすう. ‶けしすなこゃぇ 
いぇさぇょう うくすっさっしくぇすぇ さぇぉけすぇ. ╃けてかぇ 
こさっい 2008-きぇ ゅけょうくぇ. ╀なさいけ さぇい-
ぉさぇかぇ, つっ すせお „しきぇいぇくぇすぇ きぇてうくぇ“ 
けす ょっえしすゃうは くぇ さぇいかうつくうすっ しすさせお-

すせさう さぇぉけすう ぉっいけすおぇいくけ. ╆ぇゅぇさけゃぇ 
っ うおけくけきうしす こけ けぉさぇいけゃぇくうっ. ╆ぇ-
ゃなさてゃぇ „]つっすけゃけょしすゃけ“ ゃなゃ ╁っかう-
おけすなさくけゃしおうは せくうゃっさしうすっす. ╉ぇいゃぇ, 
つっ ゃうしてっすけ ゅけ っ こさうょけぉうかぇ きぇかおけ 
おなしくうつおけ – いぇょけつくけ, いぇとけすけ しっきっえ-
くうすっ ゅさうあう う こけょさっょぉぇすぇ くぇ あうゃけ-
すぇ こけおさぇえ さぇぉけすぇすぇ う ゅかっょぇくっすけ くぇ 
とっさおぇすぇ ╂ぇぉさうっかぇ, おぇおすけ こさう ゃしは-
おぇ きぇえおぇ, けすくっきぇ ゃさっきっ. ]っゅぇ ╂ぇぉう 
ゃっつっ っ しすせょっくすおぇ う ょけさう さぇぉけすう 
おぇすけ せしこってっく おけきこのすなさっく しこっちうぇ-
かうしす ゃ ゅけかはきぇ つせあょっしすさぇくくぇ そうさ-
きぇ し けそうし ゃ ]けそうは. 〈ったくうつっしおうすっ 
せきっくうは とっさおぇすぇ はゃくけ っ くぇしかっょうかぇ 
けす ぉぇとぇ しう – うくあっくっさ ╃うつけ ╆ぇゅぇ-
さけゃ, くぇつぇかくうお くぇ 〈ったくけかけゅうつっく 
けすょっか ゃ „╉ぇこさけくう“. ]っきっえしすゃけすけ 
あうゃっっ ゃ さけょくぇすぇ おなとぇ くぇ しなこさせゅぇ 
ゃ ╄くうくぇ. ‶ぇゃかうくぇ っ けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ, くけ ゃ ╄くうくぇ え たぇさっしゃぇ. 』うしすうはす 
ゃないょせた, おぇそっすけ しせすさうく くぇ ょゃけさぇ う 
ゃっつっさ くぇ きぇしぇ くぇゃなく し こさうはすっかう しぇ 
くぇえ-たせぉぇゃうすっ くっとぇ ゃ っあっょくっゃうっ-
すけ, けしけぉっくけ – こさっい かはすけすけ. ┿ う すせお 
しっ あうゃっっ こけ-しこけおけえくけ, おぇすっゅけさうつ-
くぇ っ ‶ぇゃかうくぇ ╆ぇゅぇさけゃぇ. ╇きっくくけ ゃ 
╄くうくぇ ょゃぇきぇすぇ し ╃うつけ しっ くぇきうさぇす 
こさう しさっとぇ し こさうはすっかう くぇ おせかすけゃうは 
さっしすけさぇくす ゃ けくけゃぇ ゃさっきっ – „‶なし-
すなさゃぇすぇ“. ╃くっし しさっとうすっ し こさうはすっ-
かうすっ けしすぇゃぇす ゃしっ こけ-きぇかおけ, くけ ゅう 
うきぇ. ╋ぇかおけ っ ういけぉとけ, おぇすけ ちはかけ, 
しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ. ╆ぇすけゃぇ ‶ぇゃかう-
くぇ くぇきうさぇ ゃしっ こけ-きぇかおけ ゃさっきっ う いぇ 
たけぉうすけ しう - ょぇ こけょしすさうゅゃぇ, おけっすけ 
くはおけゅぇ ぉうかけ こさけそっしうは. „》ぇさっしゃぇ 
きう!“, おぇいゃぇ いぇ すけゃぇ しう いぇくうきぇくうっ 
‶ぇゃかうくぇ, ょぇかっつ しかっょ けくっいう ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ せゃかっつっくうっすけ こけ そさういぬけさ-
しすゃけすけ は こさぇとぇ くぇ おせさし ゃ さけょくぇすぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╃くっし こさけそっしうはすぇ くぇ 
‶ぇゃかうくぇ っ ょぇかっつ こけ-けすゅけゃけさくぇ う 
しっさうけいくぇ, ういうしおゃぇ おけきこっすっくすくけしすう, 
ょうくぇきうおぇ, おけきせくうおぇすうゃくけしす う てう-
さけおぇ せしきうゃおぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ し おかうっく-
すうすっ こけ ちはかぇすぇ すなさゅけゃしおぇ ゃっさうゅぇ: 
けす しおかぇょけゃぇすぇ ぉぇいぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ょけ 
おけう かう くっ すけつおう くぇ しゃっすぇ. ‶ぇゃかうくぇ 
うきぇ すぇいう せしきうゃおぇ おぇすけ ょぇさ けす ╀けゅぇ. 
╁うあょぇて は ゃっょくぇゅぇ う は せしっとぇて ゃ 
ゅかぇしぇ. 〈は すっ こけしさっとぇ う ういこさぇとぇ. 
╇ けすゃぇさは ゃしうつおう ゃさぇすう - すっあおうすっ 
ゃさぇすう くぇ すなさゅけゃしおうすっ おけくすさぇゅっくすう 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ′け う 
すぇえくうすっ こけさすう くぇ しなさちっすけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

ぎ¡ïäñëöéö Üö ÜöÑñ¿ „ぢëÜÑí¢ßó“ – ぢíç¿óÖí げíÇíëÜçí:

‶ぇゃかうくぇ ╆ぇゅぇさけゃぇ くっ っ けす けくっいう, おけうすけ しっ さっょはす ゃ ょなかゅうは くぇくうい 
けす ぇさしっくぇかしおう さけょけゃう こさけそっしうけくぇかう, つううすけ そぇきうかうう しぇ さぇいこけい-
くぇゃぇっきう けす けさなあっえくうちうすっ ゃ たけょぇ くぇ きくけゅけすけ ゃっつっ ょっしっすうかっすうは. 
′け すけゃぇ くっ は こさぇゃう くうすけ こけ-きぇかおけ ょけぉなさ こさけそっしうけくぇかうしす, くうすけ 
つけゃっお ぉっい くせあくけすけ しぇきけつせゃしすゃうっ ゃ さぇぉけすぇすぇ. ]うゅせさっく いくぇお, つっ 
‶ぇゃかうくぇ ╆ぇゅぇさけゃぇ すっあう くぇ きはしすけすけ しう おぇすけ っおしこっさす ゃ けすょっか „‶さけ-
ょぇあぉう“ くぇ ╆ぇゃけょ 0, っ くっえくけすけ うきっ ゃ さっょうちぇすぇ くぇ けすかうつっくうすっ ゃ 
┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. ′っ つっ いぇ ‶ぇゃかうくぇ すけゃぇ っ すけかおけゃぇ ゃぇあくけ – 
こけ-ゃぇあくけ いぇ くっは っ せょけゃけかしすゃうっすけ けす さぇぉけすぇすぇ う せしっとぇくっすけ いぇ 
っおうこくけしす, おけっすけ しこっちうぇかうしすうすっ ゃ けすょっか „‶さけょぇあぉう“ しう ょぇゃぇす ゃ 
っあっょくっゃうっすけ. ╉ぇおすけ う こさけそっしうけくぇかくけすけ しぇきけつせゃしすゃうっ, おけっすけ しっ 
せしっとぇ ゃ くっえくうすっ ょせきう: “┿さしっくぇか“ っ ゅけかはきぇ ておけかぇ, „┿さしっくぇか“ 
きけあっ ょぇ すっ くぇせつう くぇ きくけゅけ くっとぇ“.

′]╅【╊〉 〈╊╉╅] ′╅ „M+C ｠¨╉『╅╇]¨[” 

╋っあょせくぇさけょくうはす さぇぉけすくうつっしおう すせさくうさ, こさけゃっあょぇく こけょ 
っゅうょぇすぇ くぇ ╉′]╀, しっ こさけゃっょっ ゃなゃ ゃぇさくっくしおうは おけきこかっおし  

„]ゃっすう ╉けくしすぇくすうく う ╄かっくぇ”.
╁ すせさくうさぇ せつぇしすゃぇたぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 12 ょなさあぇゃう, おけう

すけ しっ しなしすっいぇゃぇたぇ ゃ さぇいかうつくう ょうしちうこかうくう. ′ぇゅさぇょうすっ ぉはたぇ 
ゃさなつゃぇくう けす こさっょしっょぇすっかは くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ.
《せすぉけかくうはす すうき くぇ おぇいぇくかなておけすけ こさっょこさうはすうっ, ゃけょっく けす 

しすさぇすっゅぇ ╇ゃぇく 〈なさこぇくけゃ, せしこは ょぇ  こけぉっょう けすぉけさうすっ くぇ [せきな

くうは, ╇いさぇっか, 〈せくうし, ぇ くぇ そうくぇかぇ けすしすさぇくう しかっょ ょせいこう う けす
ぉけさぇ くぇ ╋うくう „╋ぇさうちぇ ╇いすけお”. ‶けぉっょぇすぇ くぇ そせすぉけかうしすうすっ けす 
おぇいぇくかなておぇすぇ そうさきぇ ぉっ こうとくけ けすこさぇいくせゃぇくぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ いぇゃけょぇ し こけつっすくぇ けぉうおけかおぇ ゃ ぇすさぇおすうゃっく おぇきうけく, そけえっさ
ゃっさおう う こけいょさぇゃかっくうは. ′っ きうくぇ う ぉっい こけかぇゅぇとうすっ しっ さっつう う 
ょせきう くぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす. 
〉つぇしすくうちうすっ ゃなゃ そせすぉけかくうは けすぉけさ しこけょっかうたぇ さぇょけしすすぇ しう けす 

こけぉっょぇすぇ, ういゃけのゃぇくぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ ょけぉさぇすぇ うゅさぇ う きくけ
ゅけすけ っきけちうう, くぇ くっゃっさけはすくうは しう しすさぇすっゅ ゃ かうちっすけ くぇ ╇ゃぇく 
〈なさこぇくけゃ, しこけさっょ おけゅけすけ „すっ しぇ さけょっくう てぇきこうけくう”. 
„╉なょっすけ しこさっ てけそぬけさなす, すぇき ぉうっき”, すっいう ょせきう, ういさっつっくう 

けす せつぇしすくうお ゃなゃ  そせすぉけかくうは けすぉけさ くぇ „M+S 》うょさぇゃかうお”, しっ 
こさっゃなさくぇ ゃ おせかすけゃぇ そさぇいぇ いぇ  たうょさぇゃかうちう う くったうょさぇゃかうちう, 
こけつうすぇすっかう くぇ そせすぉけかくぇすぇ うゅさぇ. 
‶さっょう ょぇ しこっつっかはす いかぇすくぇすぇ おせこぇ けす 11-うは ╋っあょせくぇさけょっく 

さぇぉけすくうつっしおう すせさくうさ, すうきなす くぇ „M+S 》うょさぇゃかうお” しすぇくぇ ゃすけ
さう ゃ ¨ぉとうくしおぇすぇ てぇきこうけくしおぇ かうゅぇ う 4-すう ゃ ′っょっかくぇすぇ そせす
ぉけかくぇ かうゅぇ.
¨しゃっく し けすかうつくうすっ しう こけしすうあっくうは ゃなゃ  そせすぉけかぇ, おけかっおすう

ゃなす くぇ „M+] 》うょさぇゃかうお” っ し ょけぉさう すさぇょうちうう ゃ しすさうえすぉけかぇ う 
すっくうしぇ くぇ きぇしぇ. 

  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╅ちつかせあしつさあ にちそせけさあ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 3

》《╉[『╊》╅【╅ 〉╅ ╊[』》╊『【¨...
¨しくけゃくうすっ こさけぉかっきう う おなき きけきっくすぇ ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ いょさぇゃっ

けこぇいゃぇくっ, ゃおかのつうすっかくけ う ゃ ╉ぇいぇくかなお, しぇ ょゃぇ: おぇょさけゃう う そう
くぇくしけゃ, しこけょっかう ょ-さ ╋ぇくぇかけゃぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“. 〈っ しぇ 
おぇすけ しおぇつっくう しなょけゃっ, けぉはしくう すは: そうくぇくしけゃうはす こさけぉかっき すっあう 
けすょぇゃくぇ ゃ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ, けしけぉっくけ – ゃ けぉとうくしおけすけ, おなょっ
すけ しっ さぇぉけすう し ょっかっゅうさぇくう ぉのょあっすう. ╃っかっゅうさぇくうすっ ぉけかくうつくう 
ぉのょあっすう けゅさぇくうつぇゃぇす すなさゅけゃしおうすっ ょさせあっしすゃぇ こけ しきうしなかぇ くぇ 
〈なさゅけゃしおうは いぇおけく, こけ おけえすけ っ さっゅうしすさうさぇくぇ う おぇいぇくかなておぇ
すぇ ╋╀┿╊ „╃-さ 》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう“, おけきっくすうさぇ せこさぇゃうすっかはす. 
¨しすぇゃぇす くうしおう ちっくうすっ くぇ おかうくうつくうすっ こなすっおう, おけっすけ っ けぉとけ
ういゃっしすくけ う すっ しぇ くっょけそうくぇくしうさぇくう. ╃けこなかくうすっかくぇ すさせょくけしす 
こさっょ けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しないょぇゃぇ う けぉしすけはすっか
しすゃけすけ くぇ こけしすけはくくけすけ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ ぉさけは くぇ ぉけかくうちうすっ ゃ 
さっゅうけくぇ, おけうすけ さぇいこさっょっかはす っょうく う しなと けぉと ぉのょあっす くぇ けぉ
かぇしすくけ くうゃけ. ╆ぇぉぇゃっくうすっ こかぇとぇくうは けす ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ しなとけ 
せすっあくはゃぇす しうすせぇちうはすぇ, おぇおすけ う かうこしぇすぇ くぇ きっょうちうくしおう  しっし
すさう う かっおぇさう, けしすさけ けつっさすぇかぇ しっ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう. ‶さっょう 
くはおけかおけ ゅけょうくう いぇこけつくぇ おさういぇすぇ し ょっそうちうすぇ くぇ きっょうちうくしおう 
しっしすさう う す. くぇさ. “‶っさしけくぇか くぇ きっょうちうくしおう しこっちうぇかうしすう“, くけ 
けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, しこっちうぇかくけ いぇ ╉ぇいぇくかなお, おさういぇすぇ せょぇさう 
こさっょうきくけ かっおぇさしおけすけ しなしかけゃうっ. ╊うこしゃぇす こさっょうきくけ しこっちうぇ
かうしすう, すなえ おぇすけ きくけゅけ けす くぇてうすっ しこっちうぇかうしすう こけったぇ こなすは いぇょ 
ゅさぇくうちぇ, ぇ ょさせゅう しっ けさうっくすうさぇたぇ おなき いょさぇゃくう いぇゃっょっくうは せ 
くぇし, おけうすけ しぇ こけ-ょけぉさっ そうくぇくしうさぇくう“, けぉはしくう けとっ ょ-さ ╋ぇくぇ
かけゃぇ けぉっおすうゃくうすっ せしかけゃうは, こさう おけうすけ そせくおちうけくうさぇ けぉとうく
しおぇすぇ ぉけかくうちぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

]かせつゃぇかけ すう しっ っ ょぇ しう けぉなさおぇく う ぉっいこけ
きけとっく ゃ しゃっすぇ くぇ ぇかうくっう, こぇさぇゅさぇそう, 

こさったけょくう う くっこさったけょくう さぇいこけさっょぉう, くぇかう?! 
′せあょぇって しっ けす こけきけとすぇ くぇ くぇょっあょっく こさけそっ
しうけくぇかうしす, ぇ ういこうすゃぇて きぇすっさうぇかくう いぇすさせょくっ
くうは う くっ しう ゃ しなしすけはくうっ ょぇ いぇこかぇすうて しすけえ
くけしすすぇ くぇ ぇょゃけおぇすしおぇ せしかせゅぇ? ╁ すけいう しかせつぇえ 
しなょっえしすゃうっ きけあって ょぇ こけかせつうて こけ さっょぇ くぇ 
ょっえしすゃぇとぇすぇ ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは しうしすっきぇ 
いぇ こさぇゃくぇ こけきけと. 『っかすぇ くぇ こさぇゃくぇすぇ こけきけと 
っ ょぇ しなょっえしすゃぇ こさう けしうゅせさはゃぇくっ くぇ さぇゃっく 
ょけしすなこ くぇ かうちぇすぇ ょけ こさぇゃけしなょうっ つさっい けしうゅせ
さはゃぇくっ う こさっょけしすぇゃはくっ くぇ っそっおすうゃくぇ こさぇゃくぇ 
こけきけと, おぇおすけ う せこさぇあくはゃぇくっ くぇ ゅぇさぇくすうさぇくう
すっ うき けす いぇおけくぇ こさぇゃぇ ゃ さぇいかうつくう しそっさう くぇ 
あうゃけすぇ. ]さっょしすゃぇすぇ いぇ こさぇゃくぇ こけきけと しっ けしう
ゅせさはゃぇす けす ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす, ぇ すは しっ こさっ
ょけしすぇゃは ゃうくぇゅう う しぇきけ くぇ そういうつっしおう かうちぇ. 
]うしすっきぇすぇ くぇ こさぇゃくぇすぇ こけきけと そせくおちうけくうさぇ 

う しっ さなおけゃけょう ゃない けしくけゃぇ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ こさぇゃ
くぇすぇ こけきけと けす しすさぇくぇ くぇ ′ぇちうけくぇかくけすけ ぉのさけ 
いぇ こさぇゃくぇ こけきけと. 

╉ぇおゃけ っ こさぇゃくぇすぇ こけきけと?

‶さぇゃくぇすぇ こけきけと しっ ういさぇいはゃぇ ゃ しなょっえしすゃうっ, 
おけくしせかすぇちうは, こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ う いぇとうすぇ くぇ 
うくすっさっしうすっ すう けす しすさぇくぇ くぇ こさぇゃけしこけしけぉっく 
ぇょゃけおぇす. 』っしすけ ういこぇょぇきっ ゃ しうすせぇちうう くぇ しこけさ 
し ょけしすぇゃつうちう くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう せしかせゅう (けぉ
とうくしおうすっ うかう ょなさあぇゃくう けさゅぇくう), し ょけしすぇゃつう
ちうすっ くぇ ぉうすけゃう う しなけぉとうすっかくう せしかせゅう, し すなさ
ゅけゃちう くぇ しすけおう けす ゃしはおぇおゃけ っしすっしすゃけ, し くぇてう 
さけょしすゃっくうちう うかう しなしっょう. ‶さっちっくおぇすぇ いぇ すけゃぇ 
- おぇおゃう ゃないきけあくけしすう くう ょぇゃぇ ぉなかゅぇさしおけすけ いぇ
おけくけょぇすっかしすゃけ いぇ さぇいさってぇゃぇくっ くぇ ゃしっおう こけ
ょけぉっく おけくそかうおす, すさせょくけ きけあっ ょぇ しっ くぇこさぇゃう 
けす くっこさけそっしうけくぇかうしす, いぇすけゃぇ うきぇきっ くせあょぇ けす 
こけきけとすぇ くぇ のさうしす. ╆ぇおけくなす っ こさっょゃうょうか, つっ 
いぇ けこさっょっかっくう かうちぇ こさっょけしすぇゃっくぇすぇ けす ぇょゃけ
おぇす こさぇゃくぇ こけきけと きけあっ ょぇ ぉなょっ ぉっいこかぇすくぇ. 

╉けえ うきぇ こさぇゃけ くぇ ぉっいこかぇすくぇ
こさぇゃくぇ こけきけと? 

╊うちぇすぇ, くぇきうさぇとう しっ ゃ くっさぇゃくけしすけえくけ しけ
ちうぇかくけ こけかけあっくうっ, おけっすけ しっ けこさっょっかは ゃない 

けしくけゃぇ くぇ さぇいかうつくう おさうすっさうう. ╆ぇおけくなす ゅう 
こけしけつゃぇ すぇおぇ:
1. かうちぇ う しっきっえしすゃぇ, おけうすけ けすゅけゃぇさはす くぇ せし

かけゃうはすぇ いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ きっしっつくぇ こけきけと こけ 
さっょぇ くぇ ‶さぇゃうかくうおぇ いぇ こさうかぇゅぇくっ くぇ ╆ぇおけくぇ 
いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ; 
2. かうちぇ う しっきっえしすゃぇ, おけうすけ けすゅけゃぇさはす くぇ 

せしかけゃうはすぇ いぇ こけょこけきぇゅぇくっ し ちっかっゃぇ こけきけと 
いぇ けすけこかっくうっ いぇ こさっょたけょくうは うかう くぇしすけはとうは 
けすけこかうすっかっく しっいけく;
3. かうちぇ, くぇしすぇくっくう ゃ しこっちうぇかういうさぇくう うく

しすうすせちうう いぇ こさっょけしすぇゃはくっ くぇ しけちうぇかくう せしかせ
ゅう うかう こけかいゃぇとう しけちうぇかくぇ せしかせゅぇ - ゃ ょけきけゃっ 
いぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ, ゃ ちっくすさけゃっ いぇ さったぇぉうかう
すぇちうは う しけちうぇかくぇ うくすっゅさぇちうは くぇ たけさぇ し せゃ
さっあょぇくうは, ゃ ちっくすさけゃっ いぇ ゃさっきっくくけ くぇしすぇくは
ゃぇくっ くぇ ぉっいょけきくう たけさぇ う ょさ. ;
4. ょっちぇ, くぇしすぇくっくう ゃ こさうっきくう しっきっえしすゃぇ 

うかう ゃ しっきっえしすゃぇ くぇ さけょくうくう うかう ぉかういおう, 

おぇおすけ う ょっちぇすぇ  ゃ さうしお (こけ しきうしなかぇ くぇ ╆ぇおけくぇ 
いぇ いぇおさうかぇ くぇ ょっすっすけ);
6. こなかくけかっすくう かうちぇ, おけうすけ うきぇす こさぇゃけ くぇ 

ういょさなあおぇ けす さけょうすっかうすっ しう, ぇおけ せつぇす さっょけゃ
くけ ゃ しさっょくう う ゃうしてう せつっぉくう いぇゃっょっくうは, いぇ 
こさっょゃうょっくうは しさけお くぇ けぉせつっくうっ, ょけ くぇゃなさて
ゃぇくっ くぇ ょゃぇょっしっすゅけょうてくぇ ゃないさぇしす こさう けぉせ
つっくうっ ゃ しさっょくけ う くぇ ょゃぇょっしっす う こっす ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす こさう けぉせつっくうっ ゃなゃ ゃうしてっ せつっぉくけ いぇ
ゃっょっくうっ, う くっ きけゅぇす ょぇ しっ ういょなさあぇす けす ょけたけ
ょうすっ しう うかう けす ういこけかいゃぇくっ くぇ うきせとっしすゃけすけ 
しう – ぇおけ けすゅけゃぇさはす くぇ けしすぇくぇかうすっ ういうしおゃぇくうは 
くぇ ]っきっえくうは おけょっおし;
7. こけしすさぇょぇかう けす ょけきぇてくけ うかう しっおしせぇかくけ 

くぇしうかうっ うかう けす すさぇそうお くぇ たけさぇ, おけうすけ くっ 
さぇいこけかぇゅぇす しなし しさっょしすゃぇ う あっかぇはす ょぇ こけかいゃぇす 
ぇょゃけおぇすしおぇ いぇとうすぇ;
8. かうちぇ, すなさしっとう きっあょせくぇさけょくぇ いぇおさうかぇ こけ 

さっょぇ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ せぉっあうとっすけ う ぉっあぇくちうすっ;
9. つせあょっくちう, しこさはきけ おけうすけ っ こさうかけあっくぇ 

こさうくせょうすっかくぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇ きはさおぇ, う 
つせあょっくちう, くぇしすぇくっくう ゃ しこっちうぇかっく ょけき いぇ 
ゃさっきっくくけ くぇしすぇくはゃぇくっ くぇ つせあょっくちう こけ さっょぇ 
くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ つせあょっくちうすっ ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なか
ゅぇさうは, おけうすけ くっ さぇいこけかぇゅぇす しなし しさっょしすゃぇ う 
あっかぇはす ょぇ こけかいゃぇす ぇょゃけおぇすしおぇ いぇとうすぇ.

]おかぇょ くぇ „┿さしっくぇか” こけょ わ12 ゃ きっしすくけしすすぇ „╀せいけゃけ おぇかっ” 
しっ いぇこぇかう くぇ 13-すう のくう. ‶さうつうくうすっ いぇ こけあぇさぇ, ょけゃっか ょけ 

いぇこぇかゃぇくっすけ くぇ しなたさぇくはゃぇとう しっ きぇすっさうぇかう いぇ ぉけっこさうこぇしう, 
しっ ういはしくはゃぇす けす くはおけかおけ けぉかぇしすくう しかせあぉう, ゃ すけゃぇ つうしかけ う 
けす しこっちうぇかくぇ おけきうしうは, しそけさきうさぇくぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ‶けあぇさなす ぉっ 
けゃかぇょはく いぇ けおけかけ つぇし う こけすせてっく ょけ こけかせくけと くぇ 13-すう のくう. 
╇いはしくはゃぇ しっ う さぇいきっさなす くぇ きぇすっさうぇかくうすっ とっすう.
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

¨′╆《『¨【╊ 【『╊╇《╋╅【 ╆ぇ]╈╅『』[¨っ ╆¨′〉╊』
‶さう つっしすう ういぉけさう ぇょきう-

くうしすさぇちうはすぇ しっ けすこせしおぇ う 
くっ さぇぉけすう,

おけっすけ くっ っ ゃ うくすっさっし くぇ 
しすけこぇくしおうすっ しせぉっおすう,

 しこけょっかはす こけつすう こけかけゃうくぇすぇ 
けす ぇくおっすうさぇくうすっ こさっょこさうっ-
きぇつう. ]こけさっょ っょくう っ こけ-ょけ-
ぉさっ ういぉけさうすっ ょぇ しっ しなしすけはす 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ, しこけさっょ ょさせゅう – くっ-
いぇぉぇゃくけ, しこけさっょ すさっすう - くっ っ 
ょけぉさっ ょぇ うきぇ ういぉけさう しおけさけ. 

╀ういくっしなす しっ くせあょぇっ けす 
こけゃっつっ っおしこっさすくけしす ゃ 

せこさぇゃかっくうっすけ, くけ くはきぇ 
ゅぇさぇくちうは,

つっ くけゃう ういぉけさう ぉうたぇ は 
せゃっかうつうかう, 

こけしけつゃぇす せつぇしすくうちう ゃ ぇくおっ-
すぇすぇ. 
¨すつうすぇ しっ, つっ くっ っ くけさ-

きぇかくけ こさっい 12 きっしっちぇ ょぇ しっ 
こさぇゃはす ういぉけさう. 〈けゃぇ ゃけょう う 
ょけ ょけこなかくうすっかくう さぇいたけょう いぇ 

ぉのょあっすぇ. ¨すつうすぇ しっ う つっ しっ-
ゅぇてくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, さぇぉけ-
すっえおう こけょ くぇすうしおぇ くぇ ぉういくっ-

しぇ う こけかうすうつっしおうすっ こぇさすうう, 
せょなさあぇ きぇおさけうおけくけきうつっしおぇ-
すぇ しすぇぉうかくけしす. ╇ いぇ ゃ ぉなょっ-
とっ しぇ くっけぉたけょうきう こさぇゃうかくう 
たけょけゃっ, いぇとけすけ ゅさっておうすっ しぇ  
し すっあおう こけしかっょうちう いぇ うおけくけ-

きうおぇすぇ. ¨ぉとっしすゃけすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ っ くぇとさっお, いぇとけすけ けこうすなす 
くう こけおぇいゃぇ, つっ すけつくけ ゃ すぇおうゃぇ 

こっさうけょう しっ こさぇゃはす くっこさっきっ-
さっくう うかう かけぉうしすおう こさけきっくう ゃ 
いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ.
╆ぇこうすぇくう, おぇおなゃ しきはすぇす, つっ 

とっ ぉなょっ っそっおすなす けす こさっょし-
さけつくう ういぉけさう, 48%  こけしけつ-

ゃぇす, つっ けつぇおゃぇす こけかけあうすっかっく 
いぇ うおけくけきうおぇすぇ さっいせかすぇす; 
ぉかういけ 45% けつぇおゃぇす けすさうちぇ-
すっかくけ ゃないょっえしすゃうっ; けおけかけ 
7% しきはすぇす, つっ こさっょしさけつくうすっ 
ういぉけさう くはきぇ ょぇ こけゃかうははす くぇ 
うおけくけきうつっしおぇすぇ けぉしすぇくけゃおぇ. 
╇ こけ すけいう ゃなこさけし くっ しっ けつ-
っさすぇゃぇ こさっけぉかぇょぇゃぇとぇ こけ-
いうちうは う っょうくけきうしかうっ. ]こけ-
さっょ しこけょっかっくうすっ きくっくうは, いぇ 
しかっょゃぇとけすけ せこさぇゃかっくうっ うきぇ 
う こけいうすうゃくう, う くっゅぇすうゃくう. 
╇きぇ けつぇおゃぇくうは いぇ けすさうちぇすっか-
くけ ゃないょっえしすゃうっ ゃ おさぇすおけしさけ-
つっく こかぇく う いぇ こけかけあうすっかっく 
さっいせかすぇす いぇ うおけくけきうおぇすぇ – ゃ 
こけ-ょなかゅけしさけつくぇ こっさしこっおすうゃぇ. 
„╄そっおすなす っ いぇけぉうおぇかはくっ くぇ 

ぃあっく こけすけお, おぇおすけ くう いぇけぉう-
おけかう ]╇′ こけすけお う ゃしかっょしすゃうっ 
くぇ すけゃぇ: こけ-しおなこう すけお う ゅぇい“, 
こけしけつゃぇ せつぇしすくうお ゃ ぇくおっすぇ-
すぇ. ]こけさっょ こさっけぉかぇょぇゃぇとぇすぇ 
つぇしす けす ぇくおっすうさぇくうすっ, くぇかけ-
あうすっかくう しぇ こさけきっくう, いぇ ょぇ 
しっ こけしすうゅくっ こさっょう ゃしうつおけ こけ-
ゃうしけおぇ おけきこっすっくすくけしす. 

„[っぇかくけ こけゅかっょくぇすけ, こさう 
ういぉけさう しっ ゅせぉう けおけかけ ゅけょう-
くぇ. 〈さう きっしっちぇ こさっょう ういぉけさう 
ょなさあぇゃぇすぇ しっ こけょゅけすゃは いぇ すはた, 
すさう きっしっちぇ ぇくぇかういうさぇ おぇおゃけ 
しっ っ しかせつうかけ う しっ さけゃう ゃ きう-
くぇかけすけ, すさう きっしっちぇ さけおぇょう こけ 
ゃっょけきしすゃぇ う すさう きっしっちぇ けこうすう 
いぇ さっしすぇさすうさぇくっ, ぇ 

ぉういくっしなす しっ くせあょぇっ けす 
しこけおけえしすゃうっ う

こさっょしおぇいせっきけしす”, 

こけしけつゃぇ ゃ ぇくおっすくぇすぇ しう おぇさ-
すぇ せつぇしすくうお ゃ ぇくおっすぇすぇ.
╇きぇ う しこけょっかっくう けこぇしっ-

くうは, つっ こさっょしさけつくうすっ ういぉけ-
さう とっ いぇぉぇゃはす けょけぉさはゃぇくっすけ 
けす ╄ゃさけこっえしおぇすぇ おけきうしうは  くぇ 
けこっさぇすうゃくうすっ こさけゅさぇきう いぇ 
せしゃけはゃぇくっ くぇ っゃさけこっえしおうすっ 
そけくょけゃっ, ぇ しなとけ う けこぇしっくうは 
けす くぇきぇかっくうっ くぇ おさっょうすくうは 
さっえすうくゅ くぇ ╀なかゅぇさうは.

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
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‶けつすう 20 ゅけょうくう さぇぉけすは 
ゃ しそっさぇすぇ くぇ いぇしすさぇたけ

ゃぇくっすけ. ╀うた きけゅかぇ ょぇ おぇあぇ, 
つっ けゃかぇょはた すなくおけしすうすっ くぇ 
いぇくぇはすぇ. ╃けおぇいぇすっかしすゃけ う 
こさういくぇくうっ しぇ つっすうさうすっ こけ

さっょくう ゅけょうてくう くぇゅさぇょう いぇ 
╂っくっさぇかくけ こさっょしすぇゃうすっか
しすゃけ - ╉ぇいぇくかなお けす ╃╅╄′╄
[┿╊╇ いぇ ゃうしけお こさけそっしうけくぇ
かういなき う おぇつっしすゃけ ゃ さぇぉけすぇすぇ 
う こけしすうゅくぇすう さっいせかすぇすう. ╆ぇ
っょくけ し ゅさぇきけすぇすぇ こさっい すぇいう 

„‶けょおさっこぇすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす – „╄おし
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ いぇ けぉ
とうくしおぇすぇ ╋くけゅけこさけそうかくぇ 
ぉけかくうちぇ いぇ ぇおすうゃくけ かっつっくうっ 
„╃-さ 》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう“ 
ゃっつっ しっ こさっゃなさくぇ ゃ すさぇっく  
きけょっか いぇ せしこってくけ しなすさせょくう
つっしすゃけ きっあょせ いょさぇゃくけすけ いぇ
ゃっょっくうっ う こさっょしすぇゃうすっかうすっ 
くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす ゃ ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす こさっい こけしかっょくうすっ 
くはおけかおけ ゅけょうくう“, おけきっく
すうさぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 
せこさぇゃうすっかはす くぇ ╋╀┿╊ ょ-さ 
╉っすう ╋ぇくぇかけゃぇ. ‶けゃけょなす いぇ 
こけさっょくぇすぇ けすかうつくぇ けちっく
おぇ くぇ ゃいぇうきけけすくけてっくうはすぇ 
くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ 
し おぇいぇくかなておぇすぇ ぉけかくうちぇ っ 
けおぇいぇくぇすぇ こけきけと いぇ ゃなすさっ
てっく さっきけくす くぇ こけきっとっくう
はすぇ ゃ おさうかけすけ, おなょっすけ しっゅぇ 
しっ ういゃなさてゃぇ しぇくうさぇくっ こけ 
こさけっおす しなし しさっょしすゃぇ けす っゃ
さけそけくょけゃっすっ, しこっつっかっく けす 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
‶さっい ゅけょうくうすっ くぇいぇょ ╄おし

こっさすうすっ ゃっつっ こけょこけきけゅくぇたぇ 
しすさけうすっかくけすけ いぇしくっきぇくっ, 
くっけぉたけょうきけ いぇ ょゃぇすぇ こさけっお
すぇ, こけ おけうすけ さぇぉけすう ¨ぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ ぉけかくうちぇすぇ, 
こさうこけきくう ょ-さ ╋ぇくぇかけゃぇ: 
つさっい ╋[[╀ - いぇ けぉくけゃはゃぇくっ 
う さっおけくしすさせおちうは くぇ ぉけかくう

╋┿[╇┿′┿ ╁‒╊╉¨╁┿

ゅけょうくぇ こけかせつうた う こさぇゃけすけ 
ょぇ こなすせゃぇき ょけ ]うちうかうは, 
けすおなょっすけ しっ ゃなさくぇた こさっょう 
ぉさけっくう ょくう. ¨しゃっく しうくぬけすけ 
くっぉっ う きけさっ, ゃ しないくぇくうっすけ 
きう けしすぇゃぇ きさぇつくうはす „かせくっく” 
こっえいぇあ こけ しおかけくけゃっすっ くぇ  
╄すくぇ. ╁せかおぇくなす くっ っ いぇしこぇか, 
ょけさう こさっい 2012 う 2013 ゅ. しぇ 
さっゅうしすさうさぇくう けゅくっくう っいうちう 
けす ゅなさかけすけ きせ. 〉ゃう, くぇこけ
しかっょなお しすぇゃぇ はしくけ, つっ くっとけ 
しきっ さぇいしなさょうかう こさうさけょぇ
すぇ. 2014 ゅ. くう ういくっくぇょゃぇ し 
ゃっすさけゃっ, ょなあょけゃっ, ゅさぇょせて
おう, いっきっすさっしっくうは. ╇ ょけおぇすけ 
ゅかっょぇたきっ こけ すっかっゃういうはすぇ 
くぇゃけょくっくうはすぇ ゃ ]なさぉうは, 
こさっい こけしかっょくうすっ ょくう こさけ
かうゃくう ょなあょけゃっ う こさうょけてかぇ 
ゃけょぇ いぇかはたぇ 【せきっく, ‶かけゃ
ょうゃ, 〈せさうは.
╀っいしうかくう かう しきっ? ╇きぇ かう 

くぇつうく ょぇ しっ いぇとうすうき? ]すう
ゅぇきっ ょけ いぇしすさぇたけゃおうすっ. ╇ ょけ 
ちっくぇすぇ.
╆ぇ しなあぇかっくうっ, ゃ ╀なかゅぇさうは 

ちぇすぇ う きけくすうさぇくっ くぇ くけゃぇ 
ぇこぇさぇすせさぇ, う しっゅぇてくうは こさけ
っおす, おけえすけ しっ さっぇかういうさぇ ゃ 
きけきっくすぇ – こさけっおす くぇ ¨ぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお, しこっつっかっく こけ 
こさけゅさぇきぇすぇ いぇ っくっさゅうえくぇ 
っそっおすうゃくけしす しなし しさっょしすゃぇ 
くぇ ╄おけょけゃっさうすっかくうは そけくょ. 
╇きっくくけ こけ ゃすけさうは こさけっおす 
ゃ きけきっくすぇ すっおぇす こかぇくうさぇ
くうすっ ょっえくけしすう. ╃っえくけしすうすっ 
しっ けしなとっしすゃはゃぇす こけっすぇこ
くけ, いぇ ょぇ きけあっ ぉけかくうちぇすぇ 
ょぇ ういゃなさてゃぇ かっつっくうっすけ くぇ 
こぇちうっくすうすっ, けぉはしくう ょ-さ 
╋ぇくぇかけゃぇ. ╁ きけきっくすぇ しぇきけ 
っょくぇ しなゃしっき きぇかおぇ つぇしす けす 
おぇこぇちうすっすぇ くぇ けぉとうくしおけすけ 
いょさぇゃくけ いぇゃっょっくうっ っ ぉかけおう
さぇくぇ ゃなゃ ゃさないおぇ し こさけゃっあ
ょぇとうは しっ こなさゃう っすぇこ くぇ さっ
きけくすぇ, おけえすけ おぇしぇっ しっおすけさぇ 
けす こさういっきくうは ょけ つっすゃなさすうは 
っすぇあ くぇ ぉけかくうつくけすけ おさうかけ 
しっゃっさ – のゅ. 〈けゃぇ っ おさうかけ
すけ くぇょ ‶なさゃけ ゃなすさってくけ けす
ょっかっくうっ, おなょっすけ っ つぇしす けす 
╃っすしおけすけ けすょっかっくうっ, つぇしす けす 
┿╂- けすょっかっくうっすけ う たうさせさゅう
はすぇ. „‶さけっおすなす いぇ っくっさゅうえ
くぇ っそっおすうゃくけしす ゃおかのつゃぇ 
さっきけくす くぇ しゅさぇょぇすぇ ゃ つぇしすすぇ 
– ゃなくてくぇ ういけかぇちうは, しきはくぇ 
くぇ ょけゅさぇきう, くけゃう とけさう う 
けしくけゃくぇ こけょきはくぇ くぇ こけおさう
ゃぇ. ′っ しぇ こさっょゃうょっくう しさっょ

くっ きけあっき ょぇ しっ こけたゃぇかうき し 
ょけぉさぇ いぇしすさぇたけゃぇすっかくぇ おせか
すせさぇ くぇ たけさぇすぇ. ╄ょうくしすゃっくぇ
すぇ きぇしけゃぇ いぇしすさぇたけゃおぇ っ いぇ
ょなかあうすっかくぇすぇ いぇしすさぇたけゃおぇ 
╂さぇあょぇくしおぇ けすゅけゃけさくけしす くぇ 
ぇゃすけきけぉうかうしすうすっ. ╆ぇ ゃさっょう
すっ, おけうすけ くぇてうはす ぇゃすけきけぉうか 
きけあっ ょぇ くぇくっしっ くぇ ょさせゅ ぇゃ
すけきけぉうか うかう うきせとっしすゃけ, けす 
ょあけぉぇ くう ういかういぇす ゅけょうてくけ 
きうくうきせき 150 – 200  かっゃぇ /
こさう すけゃぇ いぇ かっお ぇゃすけきけぉうか し 
きぇかおぇ おせぉぇすせさぇ; いぇ こけ-きけと
くうすっ おけかう こかぇとぇきっ こけゃっつっ/.
‶け-きぇかおけ ぉうたきっ こかぇすうかう いぇ 

っょくけゅけょうてくぇ いぇしすさぇたけゃおぇ くぇ 
しさっょくけ しすぇすうしすうつっしおけ あうかう
とっ. ′っ っ しっさうけいくけ ょぇ しっ しつう
すぇ いぇ くっこけしうかくけ いぇ ゃしっおう しっ
きっっく ぉのょあっす ょぇ しっ けすょっかはす, ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす ういぉさぇくうすっ さう
しおけゃっ, 50, 80 うかう 100 かっゃぇ, 
さぇいょっかっくう くぇ つっすうさう ゃくけしおう 
くぇ すさうきっしっつうっ, し おけっすけ とっ 
いぇとうすうき ょけきぇ しう しさっとせ こけ
あぇさ, こさうさけょくう ぉっょしすゃうは, いっ

しすゃぇ いぇ ゃなすさってっく さっきけくす う 
けしゃっあぇゃぇくっ, いぇとけすけ すぇおうゃぇ 

しぇ ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ こさけゅさぇ
きぇすぇ う いぇすけゃぇ こけょおさっこぇすぇ くぇ 
„╄おこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, ぉかぇ
ゅけょぇさっくうっ くぇ おけはすけ しっゅぇ こさぇ
ゃうき ゃなすさってくけすけ けしゃっあぇゃぇくっ 
くぇ こけきっとっくうはすぇ, っ けしけぉっくけ 
ちっくくぇ いぇ くぇし“, おけきっくすうさぇ 
けとっ せこさぇゃうすっかはす くぇ けぉとうく
しおけすけ いょさぇゃくけ いぇゃっょっくうっ. 
╀っい こけきけとすぇ くぇ „╄おしこっさすう 

きっすさっしっくうっ, くぇゃけょくっくうっ, 
ぇゃぇさうは くぇ ╁う╉, すけおけゃ せょぇさ, 
ゃいかけきくぇ おさぇあぉぇ. ╃なさあぇゃぇすぇ 
くっ っ ょかなあくぇ ょぇ しっ ゅさうあう いぇ 
くぇてうは うきけす, おけえすけ しなぉうさぇきっ 
し ゅけょうくう, ぇ きけあっ ょぇ しっ さぇい
させてう いぇ きうゅ. 〈けゃぇ っ くぇてぇ 
けすゅけゃけさくけしす. ¨とっ こけゃっつっ, いぇ 
╃あっくっさぇかう しっゅぇ いぇしすさぇたけゃ
おぇすぇ ╃けきぇてくけ うきせとっしすゃけ っ 
おぇせいぇ – けす ゃしはおぇ いぇしすさぇたけゃぇ
すっかくぇ こけかうちぇ しっ けすょっかは っょうく 
かっゃ ゃ こけょおさっこぇ くぇ ]っきっえくぇ 
おなとぇ くぇ 《けくょぇちうは „╆ぇ くぇ
てうすっ ょっちぇ”, おなょっすけ ういけしすぇ
ゃっくう ぉっぉっすぇ くぇきうさぇす うしすうく
しおぇ ゅさうあぇ う かのぉけゃ.
』ぇお っ くっせょけぉくけ ょぇ こさう

いくぇっき, つっ ゃ おかぇしぇちうはすぇ  ゃ 
すぇいう „けぉなさくぇすぇ こうさぇきうょぇ” 
こけしかっょくけ きはしすけ, しはおぇて, いぇ
っきぇ ゅさうあぇすぇ いぇ くぇえ-ちっくくけ
すけ - くぇてうはす あうゃけす. ╋ぇかおけ しぇ 
たけさぇすぇ, おけうすけ つさっい かうつくぇ いぇ
しすさぇたけゃおぇ ╅╇╁¨〈 けしうゅせさは
ゃぇす しゃけはすぇ う くぇ しっきっえしすゃけすけ 
しう しうゅせさくけしす, ゅぇさぇくすうさぇえおう 

いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃなすさってくぇすぇ 
つぇしす くぇ さっきけくすうさぇくけすけ けす

ゃなく おさうかけ すさはぉゃぇてっ ょぇ けし
すぇくっ ゃ こさっょうてくうは しう ゃうょ 
– ぉっい ょけしすぇすなつくけ ょけぉさう せし
かけゃうは いぇ こぇちうっくすうすっ う いぇ 
かっおせゃぇとうは こっさしけくぇか, けぉはし
くう いぇ つうすぇすっかうすっ くぇ „〈さうぉせ
くぇ ┿さしっくぇか“ ょ-さ ╋ぇくぇかけゃぇ. 
„〈ゃなさょっ くっこさうはすくけ とってっ 
ょぇ ぉなょっ, ぇおけ さっきけくすうさぇくぇ
すぇ ゃなくてくぇ つぇしす すぇおぇ しうかくけ 

しう そうくぇくしけゃぇ こけょおさっこぇ こさう 
いかけこけかせおう う いぇぉけかはゃぇくうは. 
┿ すっ, いぇ しなあぇかっくうっ, くっ くう 
こけょきうくぇゃぇす う こけくはおけゅぇ くう 
ゃさなたかうすぇす くっこさっょゃうょっくけ う 
くっけつぇおゃぇくけ.
╃っしっすおう しぇ ゃうょけゃっすっ いぇ

しすさぇたけゃおう. ]こけょっかうた しぇきけ 
すっいう, おけうすけ しぇ くぇえ-ぉかういけ ょけ 
っあっょくっゃうっすけ くぇ けすょっかくうは 
つけゃっお, くっゅけゃけすけ しっきっえしすゃけ う 
ょけき. ╁ けそうしぇ くぇ ╃╅╄′╄[┿╊╇ 
ゃしっおう きけあっ ょぇ こけかせつう こさけ
そっしうけくぇかっく しなゃっす う おけくしせか
すぇちうは. ╆ぇ きっく う っおうこぇ, おけえすけ 
さなおけゃけょは, ゃしっおう ょっく こけしすぇゃは 
さぇいかうつくう おぇいせしう う くけしう こけ
せおう. ╆ぇしすさぇたけゃぇくっすけ っ ょけゃっ
さうっ, こぇさすくぬけさしすゃけ う しうゅせさ
くけしす. ┿ すけゃぇ いぇょなかあぇゃぇ ょぇ 
こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ さぇぉけすうき し 
こさけそっしうけくぇかういなき う ゅさうあぇ 
おなき こさけぉかっきうすっ くぇ くぇてうすっ 
おかうっくすう – そうさきう う そういうつっ
しおう かうちぇ, くぇ おけうすけ ぉかぇゅけょぇ
さうき いぇ ょけゃっさうっすけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

おけくすさぇしすうさぇ し ゃなすさってくうすっ 
こけきっとっくうは いぇ かっおぇさう う こぇ
ちうっくすう, おけうすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ 
けしすぇくぇす ゃ くっせゅかっょっく う くっ
ょけぉなさ いぇ さぇぉけすぇ くぇ かっおぇさう 
う きっょうちうくしおう しこっちうぇかうしすう 
ゃうょ.  ╆ぇすけゃぇ こけすなさしうたきっ ゃない
きけあくけしす しなし しゃけう しさっょしすゃぇ う 
こけきけと けす しこけくしけさう ょぇ こけょけ
ぉさうき う せしかけゃうはすぇ いぇ さぇぉけすぇ 
くぇ きっょうちうくしおうは こっさしけくぇか, う 
いぇ こけつうゃおぇすぇ こさう かっつっくうっすけ 
くぇ こぇちうっくすうすっ“, きけすうゃうさぇ 
さってっくうっすけ いぇ ゃなすさってくうは さっ
きけくす  ょ-さ ╋ぇくぇかけゃぇ. 
] こけきけとすぇ くぇ すさぇょうちうけく

くう しこけくしけさう, けしくけゃっく けす 
おけうすけ – ╂させこぇすぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお“, ゃ ぉけかくうつくけすけ 
おさうかけ, しぇくうさぇくけ けすゃなく し っゃ
さけしさっょしすゃぇ, ゃっつっ こさうおかのつう 
こさっぉけはょうしゃぇくっすけ くぇ しすぇうすっ 
いぇ こぇちうっくすう う ぉけかくうつくうは 
こっさしけくぇか, しぇくうさぇくう しぇ う 
しぇくうすぇさくうすっ ゃないかう. ¨しゃっ
あうすっかくうすっ ょっえくけしすう しぇ うい
ゃなさてっくう けす さっきけくすくぇ ゅさせこぇ, 
けしうゅせさっくぇ けす „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお“ う „┿さしっくぇか“ ┿╃. 
╂させこぇすぇ さぇぉけすう しなゃきっしすくけ 
し さぇぉけすくうちうすっ こけ こけょょさなあ
おぇすぇ くぇ ぉけかくうちぇすぇ う いぇ ょゃっ 
しっょきうちう ゃなすさってくうすっ さっきけく
すう ゃっつっ しぇ そぇおす.
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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
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》╅〉╊][╅【╅ - 〈╊╋╉】 SOS ¨ „《』╅〉〉╅” 
〈けゃぇ, つっ しぇ しっ こさけこせおぇ-

かう しすなかぉうとぇすぇ うかう  ゃたけょくう 
こかけつう いっはす ゃ こぇくっかおうすっ, ゃ 
こけゃっつっすけ しかせつぇう しぇ こさけぉかっ-
きう, おけうすけ しきっ しおかけくくう ょぇ 
けすくっしっき おなき „けぉとうくぇすぇ”. ] 
せゅけゃけさおぇすぇ, つっ すけゃぇ けすょぇゃくぇ 
くっ っ くっえくぇ ゅさうあぇ. ┿ しぇきけ う 
っょうくしすゃっくけ くぇ あうゃっっとうすっ ゃ 
こぇくっかおぇすぇ. ′っとけ こけゃっつっ: ょっ-
かはす くう しぇきけ くはおけかおけ ゅけょうくう 
ゃさっきっ, おけゅぇすけ こさぇおすうつっしおう 
くはきぇ ょぇ っ ゃないきけあくけ ょぇ しっ 
ういゃなさてゃぇす さぇいこけさっょうすっかくう 
しょっかおう し こぇくっかくう うきけすう, ゃ 
すけゃぇ つうしかけ こけおせこおけ-こさけょぇあ-
ぉう, ぇおけ しゅさぇょぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ 
くぇきうさぇ こぇくっかくうはす うきけす, くっ 
こさうすっあぇゃぇ すったくうつっしおう こぇし-
こけさす. ╆ぇ ちっかすぇ けす 2013-すぇ 
ゅけょうくぇ っ そぇおす う くけゃぇすぇ ゃっさ-
しうは くぇ くぇさっょぉぇすぇ  けす 2006-すぇ 
ゅけょうくぇ  いぇ すったくうつっしおうは こぇし-
こけさす くぇ しゅさぇょうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
]なゃしっき しおけさけ, しなゅかぇしくけ 

すぇいう くぇさっょぉぇ, けぉとうくしおうすっ 
しかせあぉう とっ  いぇこけつくぇす  こけっす-
ぇこくけ けぉしかっょゃぇくっ くぇ しゅさぇょうすっ 
う くぇ すぇいう ぉぇいぇ とっ しっ ういょぇゃぇす 
う しなけすゃっすくうすっ すったくうつっしおう 
こぇしこけさすう いぇ ゃしはおぇ しゅさぇょぇ, し 
くっけぉたけょうきうすっ こさっょこうしぇくうは 
いぇ くっえくけすけ せおさっこゃぇくっ, しぇ-
くうさぇくっ う こけょけぉさっくうは. ]さけ-
おけゃっすっ  いぇ くはおけう おぇすっゅけさうう  
しすさけっあう ゃっつっ すっおぇす, おぇすけ 
くぇえ-おなしくけ ょけ おさぇは くぇ 2018-
すぇ ゅけょうくぇ こぇしこけさすうすっ いぇ 
しゅさぇょうすっ けす 5-すぇ おぇすっゅけさうは 
すさはぉゃぇ ょぇ しぇ そぇおす.  
‶さうすっしくっくうはすぇ しぇ, つっ, 

ぇおけ しゅさぇょうすっ くっ ぉなょぇす 
しぇくうさぇくう しおけさけ,
ゃないきけあくけ っ ょぇ しっ

こけはゃはす こさけぉかっきう し 
おけくしすさせおちうはすぇ う ょぇ ぉなょっ 
いぇしすさぇてっく あうゃけすなす くぇ 

けぉうすぇすっかうすっ. 

╁しっゃないきけあくうすっ こさうしすさけ-
はゃぇくうは, せすっあくはゃぇくっ し さぇい-
かうつくう おけくしすさせおちうう, けしくけゃくけ 
くぇ いうょぇくっ くぇ すっさぇしう し すせた-
かう,  さぇいぉうゃぇくっすけ くぇ くけしっとう 
ゃなすさってくう  しすっくう こさう たぇさょ 
さっきけくすう ゃ こぇくっかくうすっ ぇこぇさ-
すぇきっくすう, ういゃなさてゃぇくう ぉっい 
おぇおゃうすけ う ょぇ しぇ しすさけうすっかくう 
さぇいさってっくうは うかう しなゅかぇしせゃぇ-
くうは くぇえ-きぇかおけすけ し ゃしうつおう 
あうゃっっとう ゃ しゅさぇょぇすぇ, しぇ しな-

とっしすゃっくぇ つぇしす けす こさけぉかっきぇ 
いぇ しうゅせさくけしすすぇ う あうゃけすぇ くぇ 
こぇくっかくうすっ あうかうとぇ. ╆ぇさぇょう 
すけゃぇ ぉっいたぇぉっさうっ う ぉっいさぇい-
ぉけさくけ すゃけさつっしすゃけ こけ しゅさぇょう-
すっ う ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ うきぇ すぇ-
おうゃぇ, し こかぇてっとう くぇさせてっくうは 
くぇ ちっかけしすすぇ くぇ おけくしすさせおちうは-
すぇ うかう ゃなすさってくうすっ しすなかぉうとぇ, 
くぇ くけしっとう こかけつう  う ょさせゅう, 
うきっくくけ けす すぇおうゃぇ „こけょけぉさっ-
くうは”. ‶けゃっつっすけ けす こぇくっかくうすっ  
あうかうとぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ しすさけ-
っくう ゃ こっさうけょぇ 70-すっ う 80-すっ 
ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお, くけ うきぇ う 
っょうくうつくう しゅさぇょう けす しさっょぇすぇ 
くぇ 60-すっ ゅけょうくう. ╂けかはきぇ つぇしす 
けす こぇくっかくうすっ あうかうとぇ ゃ ゅさぇょぇ 
ゃっつっ しっ くせあょぇはす けす  しぇくうさぇ-
くっ う せおさっこゃぇくっ くぇ ゃさないおうすっ 
きっあょせ ぉっすけくくうすっ こかけつう, けす 
たうょさけういけかぇちうは う っくっさゅうえくぇ 
っそっおすうゃくけしす, おけはすけ くぇ しゃけえ 
さっょ とっ こけょけぉさう ちはかけしすくぇすぇ 
ういょさなあかうゃけしす くぇ しゅさぇょぇすぇ. 
]こけさっょ しすさけうすっかくう うくあっくっ-

さう, こさぇおすうつっしおう こぇくっかくけすけ 
あうかうとっ っ ゃっつくけ, こさう こけかけ-
あっくうっ, つっ しっ せおさっこはす ゃさない-
おうすっ きっあょせ けすょっかくうすっ こぇくっ-
かう. 〈けゃぇ ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
とっ さってう こさけぉかっきぇ し せしすけえ-
つうゃけしすすぇ うき, ゃしかっょしすゃうっ くぇ 
おけさけいうは こさう かけてぇ たうょさけういけ-
かぇちうは. ‶けしかっょくぇすぇ きはさおぇ っ 
くぇかけあうすっかくぇ う こけさぇょう  そぇ-
おすぇ, つっ けす ゅけょうくう  こさぇおすう-
つっしおう ょなさあぇゃぇすぇ う けぉとうくぇすぇ 
くはきぇす ゅさうあぇ いぇ しなしすけはくうっすけ 
くぇ こぇくっかくうすっ しゅさぇょう, ゃ おけう-
すけ くぇ こさぇおすうおぇ あうゃっっ ゃしはおけ 
すさっすけ しっきっえしすゃけ ゃ ゅけかっきうすっ 
ゅさぇょけゃっ. ‶さけぉかっきなす しすぇゃぇ 
けとっ こけ-しっさうけいっく う こけさぇょう 
そぇおすぇ, つっ こさう っゃっくすせぇかくけ  
しさせすゃぇくっ くぇ しゅさぇょぇすぇ, しすけ-
こぇくうすっ くぇ こぇくっかくうすっ あうかう-
とぇ けしすぇゃぇす くぇ せかうちぇすぇ, すなえ 
おぇすけ すっさっくなす こけょ  こぇくっかおぇすぇ 
っ くうつうえ. ]なゅかぇしくけ いぇおけくけょぇ-
すっかしすゃけすけ, ゃしうつおう あうかうとくう 
しゅさぇょう しぇ し けすしすなこっくけ こさぇゃけ 
くぇ しすさけっあ う こさぇおすうつっしおう しすけ-
こぇくうすっ くぇ あうかうとぇ ゃ こぇくっか-
くう しゅさぇょう しかっょ こぇょぇくっすけ うき 
くっ こさうすっあぇゃぇす くうとけ. 〈けゃぇ っ 
ょけしすぇすなつくけ けしくけゃぇくうっ う いぇ 
しっさうけいくけ けすくけてっくうっ う  ゅさう-
あぇ  おなき こさけぉかっきぇ „しぇくうさぇくっ 
くぇ こぇくっかくうすっ しゅさぇょう”, おぇすっ-
ゅけさうつくう しぇ しすさけうすっかくう っおし-
こっさすう  けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 

╆ぇ ょぇ しっ こけょこけきけゅくっ こさけ-
ぉかっきなす, けす ぉかういけ ょゃっ ゅけょう-
くう ょなさあぇゃぇすぇ こさっょけしすぇゃは 
ゃないきけあくけしすう いぇ しぇくうさぇくっ くぇ 
あうかうとぇ つさっい けすこせしおぇくっ くぇ 
おさっょうすう  こけ ‶せぉかうつくぇすぇ うく-
ゃっしすうちうけくくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇし-
すっあ う せしすけえつうゃけ さぇいゃうすうっ くぇ 
さっゅうけくうすっ“, おけはすけ っ くぇ しすけえ-
くけしす 500 きかく. かゃ. ╄ょくぇ けす 
ゃないきけあくけしすうすっ っ しけぉしすゃっくう-
ちうすっ くぇ っょくぇ しゅさぇょぇ ょぇ ゃいっ-
きぇす さってっくうっ いぇ おさっょうす いぇ 
しぇくうさぇくっ, おけえすけ しかっょ すけゃぇ 
ょぇ こけおさうゃぇす けす っくっさゅうえくうすっ 
しう しきっすおう. 

┿おけ しっ しこぇいゃぇす
ゃしうつおう くけさきう くぇ

しぇくうさぇくっ,
けぉくけゃはゃぇくっすけ くぇ っょくけ 

あうかうとっ くっ ぉう しすさせゃぇかけ 
こけゃっつっ けす 10-15 たうか. かゃ.  

‶け すぇいう こさけゅさぇきぇ しぇきけ 
あうゃっっとうすっ ゃ ょゃぇ あうかうとくう 
ぉかけおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお - っょうく くぇ 
せか.  „‶せておうく” う っょうく くぇ せか. 
„‶っすぬけ ╂ぇくうく”, しぇ せしこっかう ょぇ 
くぇぉっさぇす こなかくぇすぇ ょけおせきっく-
すぇちうは いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ 
いぇ けすこせしおぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ  
いぇ しぇくうさぇくっ くぇ あうかうとくうすっ 
うき しゅさぇょう.  》けさぇすぇ すさせょくけ 
しっ さってぇゃぇす ょぇ けすょっかはす けす 
かうつくけすけ しう ゃさっきっ いぇ くっとけ 
すぇおけゃぇ, いぇとけすけ こけょゅけすけゃおぇ-
すぇ くぇ ょけおせきっくすうすっ ういうしおゃぇ 
ゃさっきっ, すゃなさょはす さぇぉけすっとう こけ 
こさけゅさぇきぇすぇ しかせあうすっかう ゃ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ こけきけと くぇ 
あっかぇっとうすっ ょぇ しぇくうさぇす しゅさぇ-
ょうすっ しう しぇ う こさっょけしすぇゃっくうすっ 
ゃ うくすっさくっす こさけっおすう, おなょっすけ 
ぉっい せしうかうっ きけゅぇす ょぇ しっ くぇきっ-
さはす う ゅけすけゃう すうこけゃう こさけっおすう  
いぇ しぇくうさぇくっ. 〈けいう こさけちっし っ 
ぉぇゃっく う うくすっさっしなす おなき くっゅけ 
っ こけつすう くせかっゃ, すゃなさょはす っおし-
こっさすうすっ.   
╄ょうく けす けしくけゃくうすっ こさけぉかっ-

きう ゃ すけいう こさけちっし っ しゃなさいぇく 
しなし ╆ぇおけくぇ いぇ っすぇあくぇすぇ しけぉ-
しすゃっくけしす, おけえすけ くっ さぇぉけすう. 
╅うゃっっとうすっ ゃ  あうかうとくうすっ 
おけけこっさぇちうう すさせょくけ しすうゅぇす 
ょけ しなゅかぇしうっ  いぇ ゃかぇゅぇくっ くぇ 
しさっょしすゃぇ, けとっ こけゃっつっ けす こけ-
さはょなおぇ  くぇ くはおけかおけ たうかはょう 
かっゃぇ, うかう いぇ けすこせしおぇくっすけ くぇ 
おさっょうす, し おけえすけ ょぇ しっ こけょこけ-
きけゅくっ こさけちっしなす くぇ しぇくうさぇ-

くっ. 〈けゃぇ っ こさけぉかっきなす, おけえすけ 
しすけこうさぇ うしすうくしおけすけ しぇくう-
さぇくっ, おけっすけ ゃおかのつゃぇ う おけく-
しすさせおすうゃくけすけ けぉしかっょゃぇくっ くぇ 
しゅさぇょうすっ.

‶さっょしすけはす きくけゅけ
こさけぉかっきう いぇ たけさぇすぇ,
あうゃっっとう ゃ こぇくっかくう 

しゅさぇょう, ぇおけ こけょちっくはす 
こさけぉかっきぇ しなし
しぇくうさぇくっすけ うき,

おぇすっゅけさうつくう しぇ おなき ょくってくぇ 
ょぇすぇ っおしこっさすう こけ しすさけうすっか-
しすゃけすけ ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁なこさっおう すけゃぇ すっ くっ しぇ こけょ-
ょさなあくうちう くぇ すっいぇすぇ, つっ ゃな-
こさっおう こさけぉかっきうすっ し こぇくっかおう-
すっ, うきけすくうはす こぇいぇさ しおけさけ とっ 
ゅう ういたゃなさかう けす すなさゅけゃしおうは 
しう うくすっさっし. ╃させゅ っ ゃなこさけ-
しなす, おぇおゃけ しすぇゃぇ し ちっくけゃうは 
うき しっゅきっくす, ぇおけ しぇ ゃ くっょけぉさけ 
すったくうつっしおけ しなしすけはくうっ. 
〈けゃぇ っ こけ-しおけさけ きうす, つっ こぇ-

くっかおうすっ けしすぇゃぇす ゃ うしすけさうはすぇ. 
╋うす, おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ けぉしかせ-
あう こさけょぇゃぇつうすっ くぇ くけゃう あう-
かうとぇ, おぇいゃぇす すっ う ょけこなかゃぇす, 
つっ こぇくっかくうすっ  あうかうとぇ しぇ 
しうゅせさくう, いょさぇゃう  あうかうとぇ, 
しすうゅぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃはす ゃ すはた 
くせあくうすっ こけょけぉさっくうは. ╀なか-
ゅぇさうすっ くっ さぇいこけかぇゅぇす し  すぇ-
おうゃぇ しさっょしすゃぇ, つっ きぇしけゃけ ょぇ 
しっ くぇたゃなさかはす くぇ くけゃけすけ しすさけ-
うすっかしすゃけ, すゃなさょはす すっ. 《ぇおす, 
おけえすけ  ぉっいぇこっかぇちうけくくけ さっ-
ぇくうきうさぇ こぇくっかおうすっ. ′け こけょ 
せしかけゃうっ. 

╇しすけさうはすぇ: 

‶なさゃうすっ こぇくっかくう あうかうとぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは しぇ けす しさっょぇすぇ くぇ 
50-すっ  ゅけょうくう. ╁ ╄ゃさけこぇ こなさ-
ゃうすっ こぇくっかおう しっ さぇあょぇす ゃ 
╂っさきぇくうは こさっい 1915 ゅけょうくぇ  
う ょけ きけきっくすぇ しぇ ゃ けすかうつくけ 
しなしすけはくうっ. ╇きっくくけ ╂っさきぇくうは 
しっ こさうっきぇ いぇ さけょうくぇ くぇ こぇ-
くっかおうすっ. 
 ╁ しけちゃさっきっくぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは  

こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こぇくっかくう 
おけくしすさせおちうう ょぇゃぇ さぇぉけすぇ くぇ 
たうかはょう さぇぉけすくうちう ゃ 29 ょけ-
きけしすさけうすっかくう おけきぉうくぇすぇ し 
おぇこぇちうすっす 40 000 あうかうとぇ くぇ 
ゅけょうくぇ. ╃け くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ 
ゅけょうくう  せ くぇし しぇ こけしすさけっくう 
850 000 こぇくっかくう あうかうとぇ. 

] すけいう ゃうょ おけくしすさせおちうは しぇ 
しすせょっくすしおう う さぇぉけすくうつっしおう 
けぉとっあうすうは, ょっすしおう ゅさぇょうくう, 
おさぇえゅさぇょしおう ゃうかう う ょけさう すせ-
さうしすうつっしおう けぉっおすう. 

╇いょなさあぇす かう
こぇくっかうすっ くぇ
しうかっく いっきっすさなし? 

╊のぉうきぇ すっきぇ くぇ ぇさたうすっ-
おすう, しすさけうすっかう う けぉうおくけゃっ-
くう „しこっちけゃっ こけ ゃしうつおけ“. ┿おけ 
しっ しなょう こけ うしすけさうつっしおうすっ 
そぇおすう, すけいう すうこ おけくしすさせお-
ちうは っ ういょなさあかうゃ おぇすけ たかっ-
ぉぇさおぇ. ╀かけおけゃっすっ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは しぇ おけくしすさせうさぇくう しこけさっょ 
くけさきうすっ いぇ しすさけうすっかしすゃけ ゃ 
いっきっすさなしくう さぇえけくう. ‶さっい 
ゅけょうくうすっ けぉぇつっ すっ しぇ しっ こさけ-
きっくはかう, おぇすけ ういうしおゃぇくうはすぇ 
しぇ しすぇゃぇかう ゃしっ こけ-ゃうしけおう. 
¨こぇしっくうは きけあっ ょぇ うきぇ しぇきけ 
いぇ こなさゃうすっ こぇくっかおう ょけ 1964 
ゅ., こさう つうえすけ しすさけっあ しぇ ゃぇ-
あぇかう くぇえ-しすぇさうすっ くけさきう いぇ 
しっういきうつくぇ せしすけえつうゃけしす. ¨す 
おさぇは くぇ 1964 ゅ. せ くぇし ょっえしすゃぇ 
こさぇゃうかくうおなす いぇ しすさけうすっかしすゃけ 
ゃ いっきっすさなしくう さぇえけくう, おけえすけ 
こけ-おなしくけ こさっさぇしくぇ ゃ くけさ-
きう いぇ こさけっおすうさぇくっ, ぇ しっゅぇ 
っ くぇさっょぉぇ. ╃けおせきっくすうすっ しぇ 
しなけぉさぇいっくう し おぇさすぇすぇ いぇ しっ-
ういきうつくぇ ぇおすうゃくけしす. ′ぇえ-ゃぇ-
あくう いぇ ういょさなあかうゃけしすすぇ こさう 
すさせしけゃっ しぇ ゃさないおうすっ きっあょせ 
けすょっかくうすっ しすっくくう こぇくっかう, 
おけうすけ こさっょしすぇゃかはゃぇす いぇゃぇさっ-
くう ぇさきうさけゃなつくう こさなすう. 〈っ しぇ 
くぇこさぇゃっくう しぇきけ いぇ いぇとうすぇ けす 
いっきっすさっしっくうは う くはきぇす ょさせゅけ 
けすくけてっくうっ おなき っおしこかけぇすぇ-
ちうけくくうは しさけお くぇ しゅさぇょぇすぇ. 
╄おしこっさすう こさういくぇゃぇす, つっ しな-
っょうくっくうはすぇ きっあょせ こぇくっかうすっ 
くっゃうくぇゅう しぇ し ょけぉさけ おぇつっしすゃけ 
う こさっい ゅけょうくうすっ きけあっ ょぇ しぇ 
おけさけいうさぇかう. ′け すけゃぇ くっ っ そぇ-
すぇかくけ, いぇとけすけ うきぇ くぇつうく いぇ-
ゃぇさおうすっ ょぇ ぉなょぇす こけょしうかっくう. 
‶さう いっきっすさっしっくうっ こぇくっかうすっ 
しぇ きくけゅけ こけ-せしすけえつうゃう, いぇ-
とけすけ きけゅぇす ょぇ こけっきぇす きくけゅけ 
ゃうぉさぇちうう, せしせおゃぇくっ う ょさせゅう 
くぇすけゃぇさゃぇくうは. ┿さきぇすせさくけすけ 
あっかはいけ っ しさぇゃくうすっかくけ きっおけ う 
きけあっ ょぇ こけっきっ ゅけかっきう くぇすけ-
ゃぇさゃぇくうは.

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

〈けえ ぉっ つけゃっおなす, おけえすけ こさけおぇさぇ こなすは くぇ こけおけかっくうは しすけすうちう きぇすっきぇすう-
ちう けす ╉ぇいぇくかなお う さっゅうけくぇ おなき さけょくうすっ う つせあょっしすさぇくくう せくうゃっさしうすっすう, 
こなさゃけこさうつうくぇすぇ いぇ しないょぇゃぇくっすけ う せすゃなさあょぇゃぇくっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなておぇすぇ きぇ-
すっきぇすうつっしおぇ ておけかぇ, ╂けさつっゃ こけっ おなき ゃっつくうは しう こなす し せょけゃかっすゃけさっくうっすけ 
くぇ けしなとっしすゃっくぇすぇ きうしうは くぇ あうすっえしおけすけ しう こさっぉうゃぇゃぇくっ すせお. ╉けかぬけ ╂けさ-
つっゃ こけかぇゅぇ くぇつぇかけすけ くぇ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ“ こさっい 1971-ゃぇ ゅけょうくぇ.

Почина Кольо Горчев,
основателят на Математическата гимназия.

Нейното сърце и талант десетилетия 
наред пръскаха щедро истинска радост 
за публиката от сцената на Народно 
читалище „Искра“.

Светлостта на огъня в душата си, 
отдадена на изкуството, тя предаде 
с любов от трупата на самодейния 
театър на читалището, в ръцете на 
професионалните актьори от Театър 
„Любомир Кабакчиев“, за да има винаги 
Мелпомена своя дом в Казанлък.

Обаятелна, очарователна, достолепна, 
нежна, страстна и дълбока, жената, в 
образите на Мариана Вълкова никога 
не ни е оставяла безразлични зрители. 
Подадената за помощ ръка, усмивката 
и топлия поглед, себераздаването на 
сцената, винаги са били подкрепа за 
колегите от Театъра на Казанлък. И 
винаги ще бъдат в нашите спомени от 
нейното неповторимо присъствие. 

Сбогом, Мариана!
След теб оставаме със сълзи в очите, 

но в косите ни продължават да светят 
звезди!

14.06.2014 ゅ.      ╉ぇいぇくかなお

╊うつくけ ういょっえしすゃぇ けすおさうゃぇくっすけ 
くぇ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇ ゅうきくぇいうは ゃ 
っょうくしすゃっくうは せ くぇし くっけおさなあっく 
ゅさぇょ - ╉ぇいぇくかなお. [けょっく ゃなゃ 
╁っかうおけすなさくけゃしおけ, いぇゃなさてうか 
]けそうえしおう せくうゃっさしうすっす しかっょ 
けぉせつっくうっ ゃなゃ ╁けっくくけ-きけさしおけ-
すけ せつうかうとっ う せつうすっかしすゃぇくっ 
ゃ ‶けかしおう 〈さなきぉって う ╁っかうおけ 
〈なさくけゃけ, ╂けさつっゃ こさうっきぇ ╉ぇ-
いぇくかなお おぇすけ しゃけえ. ╆ぇしかせあうか 
せつうすっか, くけしうすっか くぇ ¨さょっく 
„』っさゃっくけ いくぇきっ くぇ すさせょぇ“, すけえ 
さぇいゃうゃぇ おぇいぇくかなておぇすぇ きぇすっ-
きぇすうつっしおぇ ておけかぇ し すぇかぇくすぇ 
くぇ ょっしっすおう せつうすっかう う たうかはょう 
せつっくうちう, おけうすけ けすょぇゃくぇ ゃっつっ 
しぇ くぇゃしはおなょっ こけ しゃっすぇ おぇすけ せし-

こってくう しこっちうぇかうしすう, うくあっくっさう, せくうゃっさしうすっすしおう こさっこけょぇゃぇすっかう. ╉ぇいぇくかなお 
しすぇゃぇ きはしすけ くぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ゅけかっきう きぇすっきぇすうつっしおう しなしすっいぇくうは, きはしすけ, 
おなょっすけ しっ こうてぇす しぉけさくうちう う せつっぉくう こけきぇゅぇかぇ こけ きぇすっきぇすうおぇ, うきっくくけ けす 
ゃさっきっすけ くぇ ╉けかぬけ ╂けさつっゃ. ╇ すけえ けしすぇゃう くぇこうしぇくぇ うしすけさうはすぇ くぇ ゃしうつおけ すけゃぇ 
ゃ おくうゅぇ, いぇ ょぇ しっ いくぇっ. Поклон пред делото и паметта му!
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‶ぇきっすすぇ くぇ ぇさたうゃうすっ: 

„… ‶さっい 1979 ゅけょうくぇ くぇ 12-うは [っこせぉかうおぇくしおう こさっゅかっょ „╆ょさぇゃう, しうかくう う さぇぉけすけしこけしけぉくう”, 
おけえすけ しっ こさけゃっあょぇ ゃ ╀かぇゅけっゃゅさぇょ けす 7-きう ょけ 10-すう のくう, けすぉけさなす くぇ ╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし” 
ういかういぇ ょけしすけっく こけぉっょうすっか う しすぇゃぇ さっこせぉかうおぇくしおう こなさゃっくっち.
╁ おけきこかっおしぇ „]うかぇ, かけゃおけしす, ぉなさいうくぇ” ┿くつけ 》さうしすけゃ しすぇゃぇ くけしうすっか くぇ いかぇすっく きっょぇか, 〈け-

すぬけ ]かぇゃけゃ - くぇ しさっぉなさっく 
きっょぇか, [ぇてけ 〈けくつっゃ - くぇ 
ぉさけくいけゃ.
╉けきこかっおしくけ けすぉけさなす いぇ-

ゃけのゃぇ いくぇきっすけ くぇ 『] くぇ 
╀‶]/『っくすさぇかっく しなゃっす くぇ 
╀なかゅぇさしおうすっ こさけそっしうけ-
くぇかくう しなのいう/.
╆ぇ すぇいう ぉかはしおぇゃぇ こけ-

ぉっょぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
おけきぉうくぇすぇ くぇゅさぇあょぇゃぇ 
けすぉけさぇ し ょゃせしっょきうつくぇ 
っおしおせさいうは ゃ ╂╃[. 
╋くっくうっすけ くぇ 『] くぇ 

╀‶], つっ こけぉっょぇすぇ ゃ ╀かぇ-
ゅけっゃゅさぇょ っ しかせつぇえくぇ, しっ 
けこさけゃっさゅぇゃぇ こさっい 1981 
ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ くぇ 13-うは 
[っこせぉかうおぇくしおう こさっゅかっょ 
ゃ ゅさ. ╊はしおけゃっち けすぉけさなす 
くぇ ╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし” 

しすぇゃぇ けすくけゃけ さっこせぉかうおぇくしおう てぇきこうけく. ╇ けすくけゃけ ゃいっきぇ いくぇきっすけ くぇ 『] くぇ ╀‶]. 
¨すぉけさなす っ ぉうか ゃ しかっょくうは しなしすぇゃ: ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく, ┿くつけ 》さうしすけゃ, [ぇてけ 〈けくつっゃ, ╁ぇくは 

╁っくっかうくけゃぇ, ‶っこぇ ┿くゅっかけゃぇ, [ぇょうぇくぇ ╋うくつっゃぇ, ╆かぇすう ╋うくつっゃ, ╉なくつけ ╋うくおけゃ, ╅うゃおけ ┿すぇ-
くぇしけゃ, ╋ぇさうく ╃ぇくけゃ, ╇かうは ╇ゃぇくけゃ. ‶けぉっょぇすぇ っ とっょさけ ゃないくぇゅさぇょっくぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ, すけいう こなす し っおしおせさいうは ょけ ]]][ こけ きぇさてさせすぇ: ╋けしおゃぇ, ╊っくうくゅさぇょ, 〈ぇかうく, [うゅぇ, 
╁うかくのし, ╋けしおゃぇ. 
╆ぇ こけしすうゅぇくっすけ くぇ すっいう ゃうしけおう ゃなさたけゃっ ゃ しこけさすぇ くっ きけあっ ょぇ くっ しっ けすぉっかっあぇす いぇしかせゅうすっ くぇ 

╉けえ っ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく? 

 

〈けえ けしすぇゃは しっさうけいくぇ, いくぇつうきぇ う  くっいぇぉさぇゃうきぇ ょうさは ゃ しこけさすくぇすぇ うしすけさうは くぇ „┿さ-
しっくぇか”. 〈ぇおぇゃぇ, つっ う ょくっし すっいう, おけうすけ しぇ ゅけ こけいくぇゃぇかう - くっゅけゃうすっ ゃないこうすぇくうちう う 

しなさぇすくうちう, しう しこけきくはす いぇ くっゅけ, けすゃなょ すなゅぇすぇ, し きくけゅけ せゃぇあっくうっ う さっしこっおす. ╃うしちうこかう-
くぇすぇ う ゃしっけすょぇえくけしすすぇ, 
し おけうすけ しっ こけしゃっとぇゃぇ 
くぇ いぇょぇつうすっ しぇ こけしかけ-
ゃうつくう, ぇ たなしなす いぇ こけぉっ-
ょぇ – いぇさぇいうすっかっく. ╆ぇすけ-
ゃぇ う ょけ ょくっし ぇさしっくぇかちう 
くっ きけゅぇす ょぇ ゅけゃけさはす いぇ  
くっゅけ ゃ きうくぇかけ ゃさっきっ, 
きぇおぇさ けす ぉかういけ 3 ゅけょう-
くう しこけさすくうはす ょっはすっか くぇ 
„┿さしっくぇか” ╋うさけしかぇゃ ‶ぇ-
こぇいおうく ょぇ しう っ すさなゅくぇか 
けす あうゃけすぇ.  
‶けしゃっとぇゃぇ こけつすう ちっ-

かうは しう すさせょけゃ こなす くぇ 
„┿さしっくぇか”  う くぇ さぇい-
ゃうすうっすけ くぇ しこけさすぇ  ゃ 
ゅけかはきぇすぇ そぇぉさうおぇ. 
╁ないこうすぇくうお くぇ おぇいぇく-
かなておぇすぇ ゅうきくぇいうは  „]ゃ. 
]ゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ”, 
いぇ おさぇすおけ きかぇょうはす ‶ぇ-
こぇいおうく, けすぉうか ゃけっくくぇすぇ 
しう しかせあぉぇ ゃ 【おけかぇすぇ 
いぇ いぇこぇしくう けそうちっさう ゃ 
]うかうしすさぇ, しっ こけしゃっとぇ-
ゃぇ くぇ ぇさきうはすぇ. ¨す 1973 
ゅけょうくぇ ょけ こっくしうけくうさぇ-
くっすけ しう, けぉぇつっ, けしすぇゃぇ 
ゃっさっく くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. 
╆ぇこけつゃぇ   さぇぉけすぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか” おぇすけ てかぇえそうしす 
ゃ いぇゃけょ 5. ╋くけゅけおさぇすっく 
せょぇさくうお, し くぇゅさぇょう けす 

さぇいかうつくう そうさきっくう  こさけはゃう. [ぇぉけすぇすぇ ゃ ちったぇ, けぉぇつっ, くっ っ しなとうくぇすぇ くぇ ╋うさけしかぇゃ, おけえ-
すけ しっ こけしゃっとぇゃぇ くぇ さぇぉけすくうつっしおうは しこけさす ゃ ゅけかっきうは いぇゃけょ. ‶けょ くっゅけゃけ さなおけゃけょしすゃけ う 
ゃょなたくけゃっくうっ けすぉけさなす くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくうは  おけきぉうくぇす しすぇゃぇ 3 こなすう さっこせぉかうおぇくしおう 
てぇきこうけく ゃ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ さぇぉけすくうつっしおぇ しこぇさすぇおうぇょぇ „╆ょさぇゃう, しうかくう, さぇぉけすけしこけしけぉ-
くう”. ╆ぇさぇょう いぇしかせゅうすっ しう ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく しすぇゃぇ つかっく くぇ [っこせぉかうおぇくしおぇすぇ しなょうえ-
しおぇ おけきうしうは こけ ぉぇしおっすぉけか う ╁けょくけ-しこぇしうすっかくぇすぇ しかせあぉぇ. 
 ̈ すうゃぇ しう けす しゃっすぇ しかっょ すっあおけ ぉけかっょせゃぇくっ くぇ 7-きう くけっきゃさう 2011 ゅけょうくぇ. ̈ しすぇゃは すさう 

ょっちぇ - ょゃっ ょなとっさう う っょうく しうく. 

╋うさけ ゃ しこけきっくうすっ きう…

『あくさあくうあ 〈あしねそ ¨うあせそう - あちつかせあしつさけ つたそちてかせ うかてかちあせ, さそ-
しかえあ せあ 〈けちそつしあう 》あたあくさけせ.

‶けいくぇゃぇた しっ し くっゅけ けす 1958 ゅけょうくぇ. ¨すすけゅぇゃぇ う ぇい ぉはた  ゃ „┿さしっ-
くぇか” おぇすけ けさゅぇくういぇすけさ くぇ そういおせかすせさぇすぇ すぇき. ╆ぇ きっく すけえ っ けぉうつぇと 

しこけさすぇ つけゃっお, おけえすけ ういちはかけ きせ しっ こけしゃっすう ょけ おさぇは くぇ ょくうすっ しう. ╋うさけ 
けぉうつぇてっ こかせゃぇくっすけ, ぇ すけゅぇゃぇ ゃ くはおけゅぇてくうは ╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし” 
うきぇてっ こかせゃっく ぉぇしっえく. ╆ぇすけゃぇ う けゅかぇゃう しっおちうは „こかせゃぇくっ” う しっ いぇっ 
し けぉせつっくうっすけ う くぇ くっきけあっとうすっ ょぇ こかせゃぇす. 〈っいう, おけうすけ きけあったぇ, こなお 
すさっくうさぇたぇ こさう くっゅけ いぇ せつぇしすうっ ゃ さぇいかうつくう しなしすっいぇくうは. ‶け けくけゃぇ ゃさっ-
きっ うきぇてっ さぇいかうつくう くぇつうくう ょぇ こけおぇあって せきっくうはすぇ しう ゃ すぇいう こけしけおぇ: 
けさゅぇくういうさぇたぇ しっ しなしすっいぇくうは こけ こかせゃっく こっすけぉけえ, しおけおけゃっ ゃなゃ ゃけょぇ けす 
3 う 5 きっすさぇ/うきぇてっ う しこっちうぇかっく すさぇきこかうく ゃ いぇゃけょぇ いぇ すけゃぇ/. ╆ぇっょくけ 
し くっゅけ さっぇかういうさぇたきっ う せつぇしすうっ くぇ くぇてう しなしすっいぇすっかう ゃ こさっこかせゃぇくっすけ 
くぇ さっおぇ ╃せくぇゃ こけ うくうちうぇすうゃぇ くぇ すけゅぇゃぇてくうは 『╉ くぇ ╃╉╋] ゃ ゅけょうくうすっ 
1964 う 1965. ╁ すけゃぇ こさっこかせゃぇくっ せつぇしすゃぇす ゃ ょゃっすっ ゅけょうくう けぉとけ 54 ぇさ-
しっくぇかっちぇ. ‶けょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく ぉっ う いぇゃけょしおうはす 
けすぉけさ こけ こかせゃぇくっ - しっおちうは きなあっ う しっおちうは あっくう, おぇすけ きなあおうはす くう けす-
ぉけさ しこっつっかう こさっい 1968 ゅけょうくぇ とぇそっすぇすぇ けす 4 こけ 100 きっすさぇ しゃけぉけょっく 
しすうか ゃ こなさゃっくしすゃけすけ くぇ 『╉ くぇ ‶さけそしなのいぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかうすっ. 
╋ぇおぇさ う くっとぇすっく しかせあうすっか う けさゅぇくういぇすけさ, おけえすけ けすゅけゃぇさはてっ いぇ 

そういおせかすせさぇすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 3, ╋うさけしかぇゃ ういゅさぇょう し きくけゅけ あっかぇくうっ う っくすせ-
しうぇいなき いぇゃけょしおうすっ けすぉけさう すぇき こけ そせすぉけか, ゃけかっえぉけか, すっくうし くぇ きぇしぇ, 
てぇた, ぉぇしおっすぉけか, ゃ おけうすけ しっ こさっょしすぇゃはたきっ  きくけゅけ ょけぉさっ ゃ けぉとけいぇゃけょ-
しおうすっ こなさゃっくしすゃぇ ゃ けくっいう ゅけょうくう. 
╁ こさけょなかあっくうっ くぇ 13 ゅけょうくう – けす 1972 ょけ 1985 ゅけょうくぇ, すけえ こけょゅけす-

ゃはてっ そうさきっくうは けすぉけさ いぇ せつぇしすうっ ゃ くぇちうけくぇかくうは こさっゅかっょ „╆ょさぇゃう, 
しうかくう, さぇぉけすけしこけしけぉくう”, おけえすけ くぇ すさう こなすう, ゃ ゅけょうくうすっ 1979, 1981 う 
1983-すぇ, しすぇくぇ さっこせぉかうおぇくしおう こなさゃっくっち, おけえすけ ぉさぇくう ょけしすけえくけ ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ しこけさすくぇ つっしす ゃ おけくおせさっくちうは し 43 けすぉけさぇ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. 
┿ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ うきぇてっ しこけさす ゃ ぉなかゅぇさしおうすっ こさっょこさうはすうは! ‶ぇこぇいおうく 
っ つけゃっおなす, ょけこさうくっしなか ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ いぇ せしこったうすっ ゃ こさっょしすぇゃは-
くっすけ くぇ そうさきぇすぇ ゃ こさっゅかっょうすっ こけ しすさけっゃぇ こけょゅけすけゃおぇ . ╇ すせお くっゅけゃうはす 
けそうちっさしおう ょせた しう おぇいゃぇてっ ょせきぇすぇ. ╀ってっ くっゃっさけはすくけ ょうしちうこかうくうさぇく 
おぇすけ つけゃっお う ゃないこうすぇゃぇてっ ゃ ょうしちうこかうくぇ  たけさぇすぇ けおけかけ しっぉっ しう. ╆ぇ 
せしこったうすっ う ゃ しすさけっゃぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ, おけうすけ ゃ きくけゅけ ゅけかはきぇ しすっこっく しっ 
ょなかあぇたぇ くぇ くっゅけ, けすぉけさなす くう ぉっ きくけゅけおさぇすくけ くぇゅさぇあょぇゃぇく し っおしおせさ-
いうう ゃ つせあぉうくぇ. 
〈けえ ぉってっ う つけゃっお し くっゃっさけはすくけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ. ‶けきくは, つっ こさっ-

ょう ゅけょうくう かうつくけ せつぇしすゃぇ こさう っょうく けす くぇてうすっ ゅぇしすさけかう ゃ つせあぉうくぇ ゃ 
しなしすっいぇくうっ, こさう おけっすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ しっ こさっこかせゃぇ ょぇょっくけ さぇいしすけはくうっ し 
ょのてっお う さぇくうちぇ, ぉっい しなしすっいぇすっかうすっ ょぇ しっ くぇきけおさはす. 
 ┿おけ すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ けこうてぇ くぇおさぇすおけ, すけゃぇ っ: かのぉけゃ おなき しこけさすぇ. ╆ぇ くっゅけ 

すけゃぇ ぉってっ あうゃけすなす きせ. ̈ すうょっ しう ぉっい ゃさっきっ う きくけゅけ ぉなさいけ けす すけいう しゃはす. 
〈うたけ, くっいぇぉっかっあうきけ. ╆ぇすけゃぇ ぉうた うしおぇか すっいう, おけうすけ ゅけ こけきくはす, う けくっ-
いう, おけうすけ しぇきけ しぇ つせゃぇかう うきっすけ きせ, ょぇ くっ ゅけ いぇぉさぇゃはす. ╆ぇとけすけ ╋うさけ 
‶ぇこぇいおうく っ っこけたぇ ゃ  しこけさすくぇすぇ  うしすけさうは くぇ „┿さしっくぇか” う くぇ ╉ぇいぇくかなお.

〈けいう ゃないこけきっくぇすっかっく けつっさお くはきぇてっ ょぇ しっ こけはゃう くぇ ぉはか 
しゃはす, ぇおけ くっ ぉってっ くう くぇきっさうか ‶っすなさ. 》さうしすけゃ. 『っくおけゃ. 

[ぇぉけすくうお くぇ „┿さしっくぇか” けす 10 きっしっちぇ, いぇ おけゅけすけ うきっすけ くぇ 
しこけさすくうは ょっはすっか ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく っ さぇゃくけしうかくけ くぇ ぉぇとぇ. 
〈ぇおぇ ゅけ けこさっょっかう しぇきうはす すけえ こけ ゃさっきっ くぇ こなさゃぇすぇ くう しさっとぇ. 

┿おけ くっ ぉってっ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇい-
おうく, しうゅせさくけ とはた ょぇ ぉなょぇ しっゅぇ 
くぇ ょさせゅけ きはしすけ う しなゃしっき ょさせゅ 
つけゃっお, しこけょっかう 55-ゅけょうてくうはす 
けゅくはさ けす いぇゃけょ 12 ゃ „┿さしっくぇか”. 
]ぇきうはす すけえ さぇしすっ こけょ ゅさうあうすっ 

う くぇしすぇゃかっくうはすぇ くぇ すさっくぬけさぇ 
しう, おけえすけ いぇ きけきつっすけ しっ こさっ-
ゃさなとぇ ゃ きくけゅけ こけゃっつっ けす すさっ-
くぬけさ こけ こかせゃぇくっ: しなし しなゃっすうすっ 
しう いぇ あうゃけすぇ, し こけきけとすぇ, し くぇ-
こなすしすゃうはすぇ, し かうつくうは こさうきっさ. 
‶さう ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく 55-ゅけ-
ょうてくうはす しっゅぇ ‶っすなさ すさっくうさぇ ゃ 
こっさうけょぇ 1972-1977 ゅけょうくぇ. ‶け-
しかっ こなすうとぇすぇ うき しっ さぇいょっかはす, 
いぇとけすけ ‶っすなさ けすうゃぇ ゃ おぇいぇさきぇ-
すぇ, こけしかっ ゅけょうくう くぇさっょ  さぇぉけすう 

ゃ ╉けきう, ゃ ぉうゃてうは ]]][. ]かっょゃぇす ゅけょうくう, ゃ おけうすけ  ‶っすなさ くはきぇ 
くけゃうくう いぇ すさっくぬけさぇ しう, おけゅけすけ こけつうすぇ おぇすけ さけょっく ぉぇとぇ. ╃け-
おぇすけ くっ しさっとぇ ょなとっさはすぇ くぇ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく - ╋ぇゅょぇかっくぇ, 
けす おけはすけ くぇせつぇゃぇ すなあくぇすぇ くけゃうくぇ: かのぉうきうはす すさっくぬけさ ゃっつっ 
しう っ けすうてなか けす あうゃけすぇ. 〈けゅぇゃぇ ‶っすなさ いぇこけつゃぇ すさっしおぇゃけ ょぇ 
しなぉうさぇ うくそけさきぇちうは いぇ くっゅけ, ゃ しすさっきっあぇ う あっかぇくうっすけ しう ょぇ 
しなたさぇくう あうゃぇ こぇきっすすぇ いぇ つけゃっおぇ, こけしゃっすうか しっ くぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ しこけさすぇ ゃ „┿さしっくぇか”.
‶っすなさ くっ っ こなさゃうはす ぇさしっくぇかっち ゃ さけょぇ しう. ╂けかっきうはす きせ ぉさぇす 

〈けょけさ っ ぉうか ぇさしっくぇかっち, きぇえおぇ きせ - ‶ぇさぇておっゃぇ ╉ぇさぇうゃぇくけゃぇ 
ゅけょうくう くぇさっょ さぇぉけすう ゃ てうゃぇておうは ちった, ぇ しかっょ すけゃぇ う ゃ ぉぇ-
させすくうは くぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇすけゃぇ う っ かけゅうつっく ういぉけさなす, くぇこさぇゃっく 
こさっょう きっしっちう, ょぇ しすぇくっ つぇしす けす きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

] ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ けおぇいぇくけすけ しなょっえしすゃうっ う ちっくくぇ こけきけと こさう くぇこうしゃぇくっ
すけ くぇ すけいう きぇすっさうぇか くぇ  ‶っすなさ 》さうしすけゃ 『ぇくおけゃ, さぇぉけすくうお ゃ ┿さしっくぇか”, ちった 
130/ ╆ぇゃけょ 12 う ゃないこうすぇくうお くぇ すさっくぬけさぇ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく, う くぇ ╋ぇゅょぇ
かっくぇ ╉さなしすっゃぇ, ょなとっさは くぇ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく.

╉あうあすか いあせけぬあてあ せあ にそちあ, さそけてそ せか み くあつしときあうあて, てうひちおけ きかせあてあ つ さあしたあさあ – たかうけぬあてあ 〉けさそしけせあ ぁあさひちおひさそうあ
╁うっ しすっ つけゃっお し はしくけ うい-

さぇいっくぇ ゅさぇあょぇくしおぇ こけいう-
ちうは. ╊っしくけ かう っ しっゅぇ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは つけゃっお ょぇ っ くはおけえ, し 
こけいうちうは, ょぇ せしこはゃぇ う, ぇおけ 
きけあっ, ょぇ っ ゅさなぉくぇつっく, ょぇ 
せしすけはゃぇ くぇ くぇすうしおぇ ? 
- 〈させょくけ っ, きくけゅけ っ すさせょくけ, 

くけ くっ っ くっゃないきけあくけ. ′っいぇゃう-
しうきけ おけかおけ っ すさせょくけ,  ぇい くっ 
しっ けすおぇいゃぇき けす すさせょくけしすうすっ. 
¨おぇいぇ しっ, つっ せ くぇし  たけさぇすぇ 

けすょぇゃぇくぇ くっ しぇ つせゃぇかう うしすうく-
しおう ょせきう う ゃっつっ おぇすけ つっ かう しっ 
いぇぉさぇゃは かうちっすけ くぇ ょけぉさけすぇすぇ. 
〈させょくけ しっ ゃはさゃぇ ゃ くっは. ╉けゅぇすけ 
おぇあって くぇ たけさぇすぇ, „っすけ, こけょぇ-
さはゃぇき すう すけゃぇ けす きっく”, すっ くっ 
ゃはさゃぇす. ╆ぇとけすけ くうおけえ くうとけ 
くっ こけょぇさはゃぇ, ゃしっおう うしおぇ 
くっとけ ょぇ きせ ょぇょって. 〈なあくけ っ 
すぇおけゃぇ ぉっいゃっさうっ ょぇ ちぇさせゃぇ 
くぇゃしはおなょっ. ′け おけかおけすけ う ょぇ 
っ すさせょくけ, ぇい とっ こさけょなかあぇ ょぇ 
ぉなょぇ あっくぇ し こけいうちうは, し きくっ-
くうっ こけ ゃなこさけしうすっ, とけ しっ けす-
くぇしは ょけ ╀なかゅぇさうは. 】っ けしすぇくぇ 
あっくぇすぇ, おけはすけ ゃうくぇゅう きけあっすっ 
ょぇ ゃうょうすっ ょけ くぇえ-ょけしすけえくうすっ 
たけさぇ ゃ ょなさあぇゃぇすぇ. ╁しっこさうい-
くぇすうすっ たけさぇ. ╆ぇ 15 ゅけょうくう, 
けすおぇおすけ しなき こさっょ けつうすっ くぇ たけ-
さぇすぇ, きうしかは, つっ し すさせょぇ しう しなき 
ういゃけのゃぇかぇ うきっ, いぇ おけっすけ しなき 
さぇぉけすうかぇ う ょぇさはゃぇき かのぉけゃ. 
╊のぉけゃすぇ, おけはすけ うきぇき けす たけさぇ-
すぇ, くっ っ ょぇょっくぇ すけおせ-すぇおぇ. ╆ぇ 
くっは しっ ゃけのゃぇ. ╆ぇとけすけ かのぉけゃ 
くっ しっ ょぇゃぇ, すは しっ こけょぇさはゃぇ, くけ 
ょけおぇすけ しっ しすうゅくっ ょけ すけいう ぇさ-
きぇゅぇく, うきぇ きくけゅけ, きくけゅけ すさせょ 
う さぇぉけすぇ. ╇ すぇいう かのぉけゃ けしけ-
ぉっくけ きくけゅけ いぇょなかあぇゃぇ くぇし, 
たけさぇすぇ, おけうすけ しきっ こせぉかうつくう 
こけ けすくけてっくうっ くぇ ょぇょっくぇ こけょ-
おさっこぇ しこさはきけ くはおけえ ょさせゅ, いぇ-
とけすけ, おけゅぇすけ ぇい いぇしすぇゃぇき ょけ 
くはおけえ こけかうすうお, けぉとっしすゃっくうお, 
すけ すけゃぇ くっ っ こさけしすけ いぇしすぇゃぇくっ 
けす しうきこぇすうは, けす たぇさっしゃぇくっ, ぇ 
いぇとけすけ ぇい しなき ゅけ こさっすっゅかうかぇ 
すけいう つけゃっお う しなき きせ ょぇかぇ ょけ-
ゃっさうっすけ しう, おけっすけ っ う つぇしす けす 
ょけゃっさうっすけ, ょぇょっくけ けす たけさぇすぇ 
くぇ きっく.  

┿ おぇお すっゅかうすっ すっいう す. くぇさ. 
こせぉかうつくう たけさぇ? 
- ‶け さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ しぇ 

しゃなさてうかう. ′っ こけ しうきこぇすうは, 
うきぇ きくけゅけ しうきこぇすうつくう たけさぇ, 
くけ くっきけあっとう. ┿い こさっちっくはゃぇき 
たけさぇすぇ こけ きうくぇかけすけ う さぇぉけ-
すぇすぇ, おけはすけ すっ しぇ しゃなさてうかう. 
‶け すけゃぇ ょぇかう, おぇすけ しぇ ぉうかう ゃ 
くぇえ-ゃうしけおうすっ っすぇあう くぇ ゃかぇしす-
すぇ, しぇ おけくしせきうさぇかう すぇいう ゃかぇしす 
いぇ しっぉっ しう うかう いぇ たけさぇすぇ. 〈ぇおぇ 

こけしすなこゃぇす たけさぇすぇ ゃ くけさきぇかくうは 
しゃはす. ╁ っょくぇ いぇこぇょくぇ そうさきぇ, 
くぇこさうきっさ, しっ うくすっさっしせゃぇす 
おぇおゃけ すう っ きうくぇかけすけ, おぇおゃけ しう 
くぇこさぇゃうか, おぇおゃけ きけあって, ぇ くっ 
おけかおけ しう おさぇしうゃ う おけかおけ きけ-
あって ょぇ かなあって. ]なとけすけ っ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ ょけゃっさうっすけ おなき 
こせぉかうつくうすっ かうつくけしすう, おなき 
たけさぇすぇ ゃ こけかうすうおぇすぇ. ╋うしかは, 
つっ しすさぇくぇすぇ くう, くうっ, ぉなかゅぇさう-
すっ, すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっゃなさくっき ゃ 

っょくう すぇおうゃぇ いぇこぇょくう さぇぉけすけ-
ょぇすっかう う こけ すけいう くぇつうく ょぇ きっ-
さうき こけかうすうちうすっ, くぇ おけうすけ ょぇ 
ょぇゃぇきっ ょけゃっさうっすけ しう.   

╉ぇお, しこけさっょ ╁ぇし, すけいう さぇ-
ぉけすけょぇすっか - ぉなかゅぇさしおうはす 
くぇさけょ, きけあっ ょぇ ういかっいっ けす 
きぇすさうちぇすぇ, ゃ おけはすけ ゃうくぇ-
ゅう しっ けおぇいゃぇ, つっ „ょぇゃぇきっ” 
さぇぉけすぇ くぇ しうきこぇすうつくう くぇ 
くぇし, ぇ くっ くぇ ょけしすけえくう たけさぇ, 
おけうすけ さっぇかくけ きけゅぇす ょぇ 
しゃなさてぇす ゃぇあくぇすぇ ょなさあぇゃ-
くぇ さぇぉけすぇ? ]っゅぇ こぇお しきっ ゃ 
しうすせぇちうは, ゃ おけはすけ ういぉけさう-
すっ つせおぇす くぇ ゃさぇすぇすぇ くう, くけ 
う くうっ しきっ けすくけゃけ ゃ しなとぇすぇ 
きぇすさうちぇ. ╇いたけょ ゃうあょぇすっ 
かう けす すぇいう しうすせぇちうは? 
- ╀う きう しっ うしおぇかけ ういぉけさうすっ 

ょぇ ぉなょぇす いぇょなかあうすっかくう, こけくっ 
くはおけかおけ ゅけょうくう.  ┿い しなき いぇ 
すけゃぇ. ╃ぇ きうくぇす こけくっ くはおけかおけ 
こさぇゃうすっかしすゃぇ. 〈けゃぇ っ つぇしす けす 
ういたけょぇ くう けす きぇすさうちぇすぇ. 】け しっ 
けすくぇしは ょけ しぇきうすっ たけさぇ, すけ ぇい 
ゃはさゃぇき, つっ ゃしうつおけ っ ゃ くぇてうすっ 
さなちっ. ′け すさはぉゃぇ ょぇ きうしかうき, ょぇ 
ゃはさゃぇきっ, ょぇ しきっ こけ-ょなかゅけこぇ-
きっすくう, ぇ くっ おなしけこぇきっすくう, おぇ-
おゃうすけ しっ けおぇいぇ, つっ しきっ ゃ ゅけかは-
きぇすぇ しう つぇしす. 

┿ いぇとけ しきっ おなしけこぇきっすくう? 
- ′はきぇき けぉはしくっくうっ. ╆ぇ きっく 

すっいう, おけうすけ ゅかぇしせゃぇたぇ, きぇか-
おけすけ たけさぇ, おけうすけ ゅかぇしせゃぇす, 
ゅけかはきぇ つぇしす けす すはた うきぇす かう-
つっく うくすっさっし. 〈っ しぇ ゃ こぇさすうう, 
こぇさすうえおう, ちっくすさぇかおう, うきぇす 
ょぇょっくぇ けす くはおけゅけ さぇぉけすぇ, うきぇす 
すけこなか しすけか - し っょくぇ ょせきぇ. ╆ぇ-
すけゃぇ こぇょくぇ う しぇきうはす こさけちっくす 
くぇ ゅかぇしけこけょぇゃぇすっかうすっ. ╁しなと-
くけしす, けおぇいゃぇ しっ, つっ せ くぇし ゅかぇ-
しせゃぇす 80% けす たけさぇすぇ, おけうすけ 
うきぇす くはおぇおなゃ かうつっく うくすっさっし 
けす ゅかぇしせゃぇくっすけ. ¨つぇおゃぇす くっとけ 
けす くはおけゅけ, うきぇす くはおけえ くはおなょっ. 
╋けあっ ぉう 20% すぇおうゃぇ っくすせしう-
ぇしすう おぇすけ きっく ゅかぇしせゃぇす,  おけうすけ 
ゃはさゃぇす, つっ とっ こさけきっくはす くっとけ, 
いぇしすぇゃぇえおう ょけ ょけしすけえくう たけさぇ. 
]おけさけ きっ こうすぇたぇ ょぇかう くっ しっ 
しさぇきせゃぇき, つっ しなき こけょおさっこうかぇ 

くぇ ういきうくぇかうすっ ういぉけさう そけさ-
きぇちうはすぇ くぇ ╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ 
┿╀╁, おけはすけ ぉうかぇ ゃいっかぇ っょゃぇ 
4%. ′っ, くっ しっ しさぇきせゃぇき, いぇ-
とけすけ すけゃぇ ぉはたぇ くぇえ-ょけしすけえ-
くうすっ たけさぇ いぇ きっく, おけうすけ しぇ 
ゃなく けす こけきうはすぇ し おせこせゃぇくっすけ 
う こさけょぇゃぇくっすけ くぇ ゅかぇしけゃっ. ╇ 
しなき ゅけさょぇ, つっ くっ しなき つぇしす けす 
すぇいう こけきうは. ′っ きけゅぇ ょぇ こさうっ-
きぇ, つっ うきぇきっ こけかうすうちう, おけうすけ 
しっ きけかはす くぇ さけきう, くぇ さぇいくう 

ょさせゅう しさっとせ 20 かっゃぇ. „]ぇおなく, 
ういぉっさう きっ”. 〈けゃぇ  おぇおゃけ っ? 
′うきぇ すぇおぇ しっ ゅさぇょう しっさうけいくぇ 
う しすぇぉうかくぇ ょなさあぇゃぇ? ′っ, くっ 
きけあっ こけ すけいう くぇつうく! ┿い ゃはさ-
ゃぇき, つっ こなすはす いぇ ゃかぇしすすぇ きう-
くぇゃぇ こさっい つっしすすぇ. ′け くはきぇ ょぇ 
おさうは, つっ きう っ すなあくけ, つっ しぇきけ 
4% けす ぉなかゅぇさしおけすけ けぉとっしすゃけ 
こさけいさは, つっ ゃ すぇいう そけさきぇちうは 
うきぇ きくけゅけ しすけえくけしすくう たけさぇ. 
╅ぇかおけ っ すけゃぇ, つっ しぇきけ 4% けす 
ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ くっ ゃうょは ゃう-
ょうきけすけ.

╁うっ おぇお さぇいつうすぇすっ すけゃぇ? 
- ╉ぇすけ きくけゅけ くうしおけ こぇょくぇかけ 

くうゃけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうすっ, いくぇっ-
とう, きけあっとう う しっさうけいくう たけさぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 》けさぇ, おけうすけ きう-
しかはす, おけうすけ しう ょぇゃぇす しきっすおぇ いぇ 
くっとぇすぇ, けすゃなょ っきけちうはすぇ. 

¨ぉうおぇかはすっ しすさぇくぇすぇ, おけく-
すぇおすせゃぇすっ し きくけゅけ たけさぇ, 
くぇぉかのょぇゃぇすっ くっとぇすぇ „けす-
ゃうしけおけ”, けす しちっくぇすぇ. ╉ぇおゃけ 
ゃうあょぇすっ けすすぇき? ‶けくっあっ 
けすゃうしけおけ しっ ゃうあょぇ こけ-ょけ-
ぉさっ う こけ-くぇょぇかっつ.
- ╁うあょぇき  たけさぇ, おけうすけ ゃっつっ 

ょぇあっ くっ うしおぇす ょぇ きうしかはす. ‶け-
くはおけゅぇ しっ こうすぇき ょぇかう はえちっすけ 
うかう おけおけておぇすぇ っ? ╃ぇかう こけ-
かうすうちうすっ くう しぇ ゃうくけゃくう いぇ 
すけゃぇ うかう くうっ しぇきうすっ しきっ しう 
ゃうくけゃくう. ┿い ゃうくぇゅう とっ こっは 
しなし しなさちっ いぇ たけさぇすぇ, くっいぇゃう-
しうきけ けす ゃしうつおけ, くけ うきぇ きくけゅけ 
しすぇさう ぉなかゅぇさしおう  きなょさけしすう, 
おけうすけ すけつくけ けこうしゃぇす しうすせ-
ぇちうはすぇ しっゅぇ せ くぇし: くっ っ かせょ 
すけいう, おけえすけ ういはあょぇ ぉぇくうちぇすぇ, 
ぇ すけいう, おけえすけ きせ は ょぇゃぇ. 〈ぇおぇ 
つっ…ういゃけょうすっ しう けしすぇゃぇす いぇ 
くぇし. ′うっ おぇすけ けぉとっしすゃけ ょぇゃぇ-
きっ ぉぇくうちぇすぇ くぇ たけさぇ, おけうすけ くっ 
は いぇしかせあぇゃぇす. ]かっょ すけゃぇ くはきぇ 
いぇ おぇおゃけ ょぇ うき しっ しなさょうき. ╁う-
くぇゅう しなき おぇいゃぇかぇ, つっ  くうっ おぇすけ 
けぉとっしすゃけ うきぇきっ くぇえ-ちっくくぇすぇ 
ゃぇかせすぇ - すけゃぇ っ くぇてうはす ゅかぇし. 
╉けゅぇすけ くぇてうはす ゅかぇし うくゃっし-
すうさぇきっ ゃ こけょたけょはとうは つけゃっお, 
しなし しうゅせさくけしす くはおけゅぇ すけえ とっ 
くう ゃなさくっ うくゃっしすうちうはすぇ ょゃけえ-

くけ う すさけえくけ, すせお, ゃ ╀なかゅぇさうは, 
いぇ ょっちぇすぇ くう. ╉けゅぇすけ しう こさけ-
うゅさぇっき  てぇくしぇ うかう おなしきっすぇ 
う ょぇょっき ゅかぇしぇ しう いぇ くはおけゅけ, 
おけえすけ くう っ しうきこぇすうつっく うかう 
かなあっ こけ-ょけぉさっ, しなあぇかはゃぇき. 
〈ぇおなゃ つけゃっお くはきぇ おぇおゃけ ょぇ 
くう ゃなさくっ. ′ぇさけょなす くう きなょさけ っ 
おぇいぇか う ょさせゅけ くっとけ: つっ ゃしっおう 
しう いぇしかせあぇゃぇ せこさぇゃくうちうすっ. ┿ 
すっいう せこさぇゃくうちう, けす おけうすけ くっ-
ょけゃけかしすゃぇきっ, しぇ つぇしす けす くぇてっ-

すけ けぉとっしすゃけ う くうっ, くっ くはおけえ 
ょさせゅ ゅう っ ういぉさぇか. 《ぇおすなす, つっ 
けすくけゃけ しきっ ゅけすけゃう ょぇ ょぇょっき 
ゅかぇしぇ しう いぇ ょけおぇいぇくう おさぇょちう, 
っ ょけしすぇすなつくけ おさぇしくけさっつうゃ ょけ-
おなょっ しきっ は ょけおぇさぇかう. ╇, ぇおけ 
こぇお しきっ ゅけすけゃう ょぇ こさけしすうき くぇ 
たけさぇ, おけうすけ かなあぇす, おけうすけ おさぇ-
ょぇす, すけ こさけぉかっきなす くっ っ ゃ こけ-
かうすうちうすっ, こさけぉかっきなす っ ゃ くぇし, 
たけさぇすぇ, ういぉうさぇすっかうすっ.

╉けえ っ くぇえ- ゅけかっきうはす ╁う 
せつうすっか? 
- ╅うゃけすなす. ╂かっょぇき けす ゃしはおぇ 

しさっとぇ, けす ゃしっおう つけゃっお, し おけゅけ-
すけ しっ しさっとぇき, ょぇ くぇせつぇ くっとけ. 
]すぇさぇは しっ ょぇ くっ こさけしこうゃぇき 
くっとぇすぇ. ╇しおぇき, ゃいっきぇき きぇお-
しうきせきぇ けす ゃしっおう ょっく, ゃなゃ 
ゃしはおけ っょくけ けすくけてっくうっ: おぇすけ 
っきけちうは, おぇすけ さぇいきうしかう, おぇすけ 
こけせおう. 

╁うっ くっ おさうっすっ こけかうすう-
つっしおぇすぇ しう っきけちうは おなき 
そけさきぇちうはすぇ ┿╀╁ - ┿かすっさ-
くぇすうゃぇ いぇ ぉなかゅぇさしおけ ╁ない-
さぇあょぇくっ. ╁はさゃぇすっ かう, つっ 
きけあっ ょぇ うきぇ すぇおけゃぇ? 
- ╃ぇ. ╁はさゃぇき ゃ すけゃぇ. ¨す 15 

ゅけょうくう くっうしすけゃけ しっ けこうすゃぇき 
ょぇ こけおぇあぇ くぇ たけさぇすぇ, つっ すけゃぇ 
っ ゃないきけあくけ. 

〈けゅぇゃぇ けぉはしくっすっ すけいう こぇ-
さぇょけおし: くぇさけょなす くう けぉうつぇ 
そけかおかけさぇ, しなぉうさぇす しっ ゃう-
くぇゅう きくけゅけ たけさぇ こけ こかけとぇ-
ょうすっ, おけゅぇすけ  うきぇ すぇおうゃぇ 
おけくちっさすう, ╁うっ しなとけ しな-
ぉうさぇすっ たうかはょう くぇ ういはゃうすっ 
しう. ╉ぇお しすぇゃぇ すぇおぇ, つっ せあ 
きなょなさ くぇさけょ, おけえすけ こけ-
つうすぇ おけさっくうすっ しう, つぇしす けす 
おけうすけ しぇ ゃなゃ そけかおかけさぇ, 
しきっ ぉっいさけょっく くぇさけょ, けぉなさ-
おぇく, さぇいこうかはく, けきっさいっく けす 
しっぉっこけょけぉくうすっ しう? ╆ぇとけ 
けゅかせこはたきっ? ] すけかおけゃぇ 
きなょさう, ょなかぉけおう おけさっくう, ぇ 
ゅかせこぇゃ くぇさけょ…

- ╋うしかは, つっ すけゃぇ ぉっ こけかうすう-
おぇ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ. ′はおけえ 
うきぇてっ うくすっさっし くうっ ょぇ うい-

〈は ゃはさゃぇ, つっ きうさけゅかっょなす くぇ たけさぇすぇ けす きぇか-
おうは ゅさぇょ すうお-すぇおぇ こけ-こけいうすうゃくけ, いぇとけ-

すけ „おけゅぇすけ しっ しさっとくぇす くぇ ゅかぇゃくぇすぇ せかうちぇ, しう 
おぇいゃぇす „ょけぉなさ ょっく”, ょけさう ょぇ くっ しっ こけいくぇゃぇす, 
ぇ ょうくぇきうおぇすぇ う しすさっしなす くぇ しすけかうちぇすぇ こさっょこけ-
かぇゅぇす しぇきけ さなゅぇくっ し かぇおすう う くぇきさなとっくう そう-
いうけくけきうう”. ╆ぇすけゃぇ う ょけ ょっく ょくってっく, おなょっすけ う 
ょぇ こなすせゃぇ し こっしくうすっ う ぇくしぇきぉなかぇ しう, ゃうくぇゅう 
しっ こさうぉうさぇ ゃ さけょくうは ╂けちっ ╃っかつっゃ, いぇとけすけ すぇき 
ゃさなとぇ せしきうゃおぇすぇ しう う つけゃっとうくぇすぇ. 
„╂けかっきうはす ゅさぇょ すっ こさぇゃう かけて つけゃっお, いぇとけすけ 

こさっょこけかぇゅぇ しぇきけ くぇきさなとっくう そういうけくけきうう う 
さなゅぇくっ し かぇおすう”, しこけょっかは こっゃうちぇすぇ, いぇ おけはすけ 
ゃっつっ 4 ょっしっすうかっすうは あうゃけすなす っ こっしっく. ╀せおゃぇか-
くけ. ‶さけこはかぇ っょゃぇ 4-ゅけょうてくぇ, いぇとけすけ ゃ しっきっえ-
しすゃけすけ え ゃしうつおう こっはす: ぉぇとぇ え, きぇえおぇ え, ぇ しっゅぇ 
う こけさぇしくぇかうすっ え しうく う ょなとっさは. 
╉ぇすけ きぇかおぇ くっ たぇさっしゃぇかぇ うきっすけ しう, いぇとけすけ 

ぉうかけ ょなかゅけ う しすぇさけきけょくけ. ‶けしかっ, おけゅぇすけ こっっとぇ-
すぇ え いゃっいょぇ ういゅさはかぇ, ょなかゅけ ゃさっきっ たけさぇすぇ は くぇさう-
つぇかう „あっくぇすぇ し おぇかこぇおぇ” いぇさぇょう たぇさぇおすっさくうは 
ぇおしっしけぇさ, し おけえすけ しっ こけはゃはゃぇ  くぇ しちっくぇすぇ. 

′はきぇ きせいうおぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, いぇとけすけ 
おさなゃすぇ え っ きせいうおぇ. ╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ  うきぇ 
きなあおぇ こさけそっしうは う ゅけかはきけ あっくしおけ しなさちっ. 
╆ぇゃなさてうかぇ っ ゅうきくぇいうは しなし しこっちうぇかくけしす 
„っかっおすさけすったくうおぇ”, くけ ゃ きけきっくすぇ あうゃけすなす え 
しっ ょっかう きっあょせ しちっくぇすぇ う さぇぉけすぇすぇ ゃ けしくけ-
ゃぇくぇすぇ けす くっは 〈╁ „《けかおかけさ”.  ╉けゅぇすけ くっ っ くぇ 
すせさくっ, けぉうつぇ ょぇ さっょう ゅけかはきぇすぇ しう ゅさぇょうくぇ う 
ょぇ こけしさっとぇ ゅけしすう, きぇおぇさ ょぇ こさういくぇゃぇ, つっ っ 
ょけきけてぇさ つけゃっお. ╅うゃっっ ゃ おなとぇ くぇ 4 おぇすぇ う 
きっつすぇっ ょぇ ゅかっょぇ ぉなょっとうすっ しう ゃくせちう すせお, ゃ 
╀なかゅぇさうは. 
[けょっくぇ っ こけょ いくぇおぇ くぇ ╃っゃぇすぇ う こさっい しっこ-

すっきゃさう とっ くぇゃなさてう 45. 
╆ぇ すけゃぇ ゃさっきっ くぇょゃう しきなさすすぇ すさう こなすう, うい-

ょぇょっ 5 ぇかぉせきぇ, くぇこさぇゃう 6 おけくちっさすぇ- しこっお-
すぇおかう う ぉう さっおけさょ くぇ こさうきぇすぇ ╊うかう ╇ゃぇ-
くけゃぇ, おぇすけ せしこは ょぇ くぇこなかくう ゃ すさう こけさっょくう 
ょくう くぇえ-ゅけかはきぇすぇ いぇかぇ ゃ ╀なかゅぇさうは - いぇかぇ1 
くぇ ′╃╉. 
〈けゃぇ, いぇ おけっすけ けすょぇゃくぇ くはきぇ ゃさっきっ, しぇ かの-

ぉうきうすっ え ゅけぉかっくう.

こさけしすっっき, いぇ ょぇ くう せこさぇゃかはゃぇす 
かっしくけ う ょぇ こさぇゃはす, おぇおゃけすけ 
しう うしおぇす. ╆ぇ きっく っ くっけぉはしくうき 
すけいう ゃうしけお こさぇゅ くぇ すなさこうきけしす 
けす くぇてぇ しすさぇくぇ. ┿い しなき ぉせくすぇさ 
つけゃっお う すけゃぇ すさせょくけ ゅけ こさうっ-
きぇき. 〈ぇ ぇい ょけさう くっ うしおぇき ょぇ 
しっ こけいょさぇゃはゃぇき し たけさぇ, おけうすけ 
いくぇき, つっ おさぇょぇす. ′っ うき こけょぇ-
ゃぇき さなおぇ いぇ こけいょさぇゃ. ′っ ゅう 
こさうっきぇき けおけかけ しっぉっ しう, くっ 
おけくすぇおすせゃぇき し すはた. 〈さはぉゃぇ 

けぉとっしすゃけすけ ょぇ ういたゃなさかは すっいう 
たけさぇ, いょさぇゃけしかけゃくけ っ. 〈さはぉゃぇ 
ょぇ しっ くぇせつうき う ょぇ さぇぉけすうき  こけ-
ゃっつっ. ′っ しぇきけ いぇ しっぉっ しう, くけ 
う いぇ けぉとっしすゃけすけ おぇすけ ちはかけ. 
′せあくけ っ しなとけ, しこけさっょ きっく, ょぇ 
しっ くぇせつうき くぇ こけゃっつっ きうかけしなさ-
ょうっ う しなしすさぇょぇくうっ. ╃ぇ しっ くぇせ-
つうき ょぇ すなゅせゃぇきっ し ぉけかおぇすぇ くぇ 
ょさせゅうは う ょぇ しっ さぇょゃぇきっ し くっ-
ゅけゃぇすぇ さぇょけしす. 〈さはぉゃぇ ょぇ しきっ 
くっこさうきうさうきう おなき くっこさぇゃうか-
くうすっ くっとぇ ゃ あうゃけすぇ. ┿おけ うきぇ 
いょさぇゃう いぇおけくう, ぇおけ おさぇょっちなす 
いくぇっ, つっ  けすおさぇょくっ かう, けすうゃぇ  ゃ 
いぇすゃけさぇ, ぉっい いくぇつっくっ おぇおなゃ っ, 
すけ しうすせぇちうはすぇ とっ っ ょさせゅぇ. ╊け-
てけすけ っ, つっ けぉとっしすゃけすけ くう こさう-
っきぇ おさぇあぉぇすぇ ゃっつっ いぇ くっとけ 
くけさきぇかくけ. ╊うつくけすけ きう きくっくうっ 
っ, つっ しすぇつおうすっ, おけうすけ すさっしぇす 
╀なかゅぇさうは, こさけすっしすうすっ しかっょゃぇ 
ょぇ しぇ こさっょ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ, 
いぇとけすけ けす いぇおけくうすっ すさなゅゃぇ 
ゃしうつおけ. 〈さはぉゃぇ ょぇ うしおぇきっ いぇ-
おけくうすっ ょぇ しっ しこぇいゃぇす. ╀っい いくぇ-
つっくうっ おけえ おぇおなゃ っ. ╊けてけすけ っ, 
つっ おぇすけ くぇさけょ こけいゃけかはゃぇきっ う 
ょけさう こさけとぇゃぇきっ こさっしすなこかっ-
くうはすぇ. ′っとけ こけゃっつっ: ゅけすけゃう 
しきっ けすくけゃけ ょぇ ういぉうさぇきっ こさっし-
すなこくうちう ゃなゃ ゃかぇしすすぇ. 

╁ すぇおなゃ しかせつぇえ くぇ おぇおゃけ 
ょぇ せつぇす さけょうすっかうすっ こなさゃけ 
ょっちぇすぇ しう? 
- ′ぇ さけょけかのぉうっ. ╇きぇきっ くぇえ-

おさぇしうゃけすけ こぇさつっ いっきは くぇ しゃっ-
すぇ. ┿ すけゃぇ, つっ ういぉうさぇきっ しおぇ-
こぇくう こけかうすうちう ょぇ きせ さっょはす 
ょくっゃくうは さっょ, すけ こさけぉかっきなす しう 
っ くぇて. [けょうくぇすぇ, ょなさあぇゃぇすぇ 
くっ しぇ くう ゃうくけゃくう. ′うっ しきっ しう 
ゃうくけゃくう, いぇとけすけ たけさぇすぇ しぇ う 
さけょうくぇすぇ, う ょなさあぇゃぇすぇ. ′は-
おけえ すさはぉゃぇ ょぇ ゃないこうすぇ ょっちぇ-
すぇ すぇおぇ, つっ, けしゃっく ょぇ ゃいうきぇす, 
すさはぉゃぇ う ょぇ ょぇゃぇす.  ╆ぇとけすけ 
すっいう, おけうすけ くう せこさぇゃかはゃぇす, 
くっ しぇ くぇせつっくう くぇ すけゃぇ. 〈せお っ 
こさけぉかっきなす, しこけさっょ きっく. ╇ けとっ 
くっとけ: くうとけ ゃ あうゃけすぇ くっ うょゃぇ 
ょぇさけき. ╁しっおう すさはぉゃぇ ょぇ ゃけのゃぇ 
いぇ しゃけっすけ きはしすけ こけょ しかなくちっすけ. 
‶けたゃぇかくけ っ, ぇおけ  こさぇゃう すけゃぇ 
こけつすっくけ う ょけしすけえくけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

すさっくぬけさぇ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇこぇいおうく, くぇ けそけさきうすっかは くぇ かぇゅっさ-ぉうゃぇおぇ ╇ゃぇく 
╉なさこぇつっゃ. ′っ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ っ う きけさぇかくぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ ゅっくっさぇか-
くうは ょうさっおすけさ くぇ おけきぉうくぇすぇ 〈けくつけ 』せおぇかけゃ.” 

╇いゃぇょおぇ けす おくうゅぇすぇ „╇しすけさうつっしおけ さぇいゃうすうっ くぇ ╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし”,
しすさ. 451, ういょ. 1983 ゅ. ┿ゃすけさう ‶. ╉なくっゃ, ╇ゃ. 【せきくけゃ, ╁. ╁なかおけゃ 
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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′ぇ 30 のくう けすゃぇさは ゃさぇすう いぇ 
こけさっょくうは しう かっすっく しっいけく 

ぉぇいぇすぇ いぇ こけつうゃおぇ くぇ せつっくうちう 
けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ きっしす-
くけしすすぇ „‶ぇくうちうすっ” くぇょ ╉ぇかけ-
そっさ. ╀ぇいぇすぇ しっ こさっょけしすぇゃは くぇ 
あっかぇっとうすっ ょっちぇ う せつっくうちう ゃ 
こさけょなかあっくうっ くぇ 2 きっしっちぇ, さぇい-
こさっょっかっくう ゃ 9 しきっくう, ゃしはおぇ けす 
おけうすけ っ し こさけょなかあうすっかくけしす 7 
ょくう. 
‶さう けさゅぇくういうさぇく けすょうた かぇ-

ゅっさくぇすぇ すぇおしぇ いぇ おぇさすぇ けす 7 ょくう 
っ 42.00 かゃ. いぇ せつっくうお う 35 かゃ. 
いぇ ょっすっ. ‶なさゃぇすぇ しきはくぇ いぇ „‶ぇ-
くうちうすっ” いぇきうくぇゃぇ くぇ 30 のくう う 
っ ょけ 6 のかう; ゃすけさぇすぇ っ けす 7 のかう  
ょけ 13 のかう; すさっすぇすぇ - けす 14 のかう 
ょけ 20 のかう; つっすゃなさすぇすぇ - けす 21 

のかう ょけ 27 のかう; こっすぇすぇ しきはくぇ 
っ けす 28 のかう ょけ 3 ぇゃゅせしす; てっし-
すぇすぇ - けす 4 ぇゃゅせしす ょけ 10 ぇゃゅせしす; 
しっょきぇすぇ しきはくぇ いぇこけつゃぇ けす 11 
ぇゃゅせしす う こさけょなかあぇゃぇ ょけ 17 ぇゃ-
ゅせしす; けしきぇすぇ っ けす 18 ぇゃゅせしす ょけ 
24 ぇゃゅせしす ; ょっゃっすぇすぇ しきはくぇ っ けす 
25 ぇゃゅせしす ょけ 31 ぇゃゅせしす 2014 ゅ.
[けょうすっかうすっ くぇ あっかぇっとうすっ ょぇ 

こけつうゃぇす ゃ ぉぇいぇすぇ ょっちぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ こけすなさしはす うくそけさきぇちうは いぇ 
こけょさけぉくけしすうすっ けす しかせあうすっかは 
ゃ しなけすゃっすくけすけ せつうかうとっ, おけえすけ 
けすゅけゃぇさは いぇ かっすくうは けすょうた くぇ 
ょっちぇすぇ う ょぇ ょっおかぇさうさぇす すけゃぇ 
しう あっかぇくうっ ょけ 30-すう のくう. ]かっょ 
すぇいう ょぇすぇ こけょさけぉくけしすう う いぇ-
こうしゃぇくっ いぇ かっすせゃぇくっ くぇ „‶ぇ-
くうちうすっ” とっ しすぇゃぇ ゃ しすぇは わ 22 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇこうし-
ゃぇくっすけ しすぇゃぇ  けす さけょうすっかうすっ. 
〈さぇくしこけさすくうすっ さぇいたけょう ょけ かぇ-
ゅっさ “‶ぇくうちうすっ“ しぇ いぇ しきっすおぇ くぇ 
かっすせゃぇとうすっ. ‶けゃっつっ こけょさけぉ-
くけしすう いぇ かっすせゃぇくっすけ くぇ ょっちぇすぇ 
けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ けぉとうく-
しおぇすぇ ぉぇいぇ しぇ こせぉかうおせゃぇくう くぇ  
しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
www.kazanlak.bg, ゃ させぉさうおぇすぇ 
„¨ぉさぇいけゃぇくうっ う きかぇょっあおう ょっえ-

]ゃなさてゃぇ かう あうゃけすなす くぇ こぇくっかくうすっ あうかう-
とぇ せ くぇし  う おぇおゃけ ょぇ こさぇゃはす しすけこぇくうすっ 

うき, ぉさけうかう たうかはょぇさおう, いぇ ょぇ しっ しょけぉうはす し 
こけおさうゃ くぇょ ゅかぇゃうすっ しう? 】っ しっ こさっゃなさくぇす かう 
ちっかう こぇくっかくう おゃぇさすぇかう ゃ ういけしすぇゃっくう ゅっすぇ 
うかう とっ ゅさっえくぇす ゃ くけゃ ぉかはしなお しかっょ しぇくうさぇくっ, 
さっいせかすぇす けす っゃさけこっえしおう  こぇさう, ちうゃうかういけゃぇ-
くけ けすくけてっくうっ うかう こさうくせょうすっかくう さっきけくすう う 
かのすう しなしっょしおう しおぇくょぇかう ゃ うきっすけ くぇ けすくけ-
てっくうっ おなき こさけぉかっきぇ?  ]すさせゃぇかけ かう しう っ ょぇ 
ゃかぇゅぇて こぇさう ゃ くっとけ, おけっすけ とっ っ くっこさけょぇゃぇ-
っきけ  ゃ しおけさけ ゃさっきっ? 
〈っいう う ょさせゅう ゃなこさけしう しすけはす し ちはかぇすぇ しう 

けしすさけすぇ, くっいぇゃうしうきけ けす しっゅぇてくけすけ けすくけてっ-
くうっ おなき こさけぉかっきぇ, こさっょ ぉかういけ 1,5 きうかうけくぇ 
ぉなかゅぇさう, おけうすけ あうゃっはす ゃ ぉかういけ 800 たうかはょう 
こぇくっかくう あうかうとぇ せ くぇし. ]さっょ すはた しぇ う あうゃっっとうすっ くはおけかおけ ょっしっすおう たうかはょう ょせてう  ゃ ぉかういけ 
70-すっ こぇくっかくう  しゅさぇょう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

〈っきぇすぇ しなし しさけおぇ くぇ ゅけょくけしす くぇ こぇくっかくけすけ しすさけうすっかしすゃけ けす くはおけかおけ ゅけょうくう
つせおぇ くぇ くぇてぇすぇ ゃさぇすぇ.

„┿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

╀なかゅぇさしおうはす ぉういくっし しっ けこぇしはゃぇ けす いぇしすけえ ゃ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ う そうさきうすっ しぇ こさうすっしくっくう, つっ 

すったくうすっ ゃなこさけしう くはきぇ ょぇ ぉなょぇす さってぇゃぇくう ぉなさいけ う おけき-
こっすっくすくけ けす しなけすゃっすくうすっ うくしすうすせちうう ゃ こさっょういぉけさくうは 
う しかっょういぉけさくうは こっさうけょ. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇす さっいせかすぇすうすっ けす 
っおしこさっしくぇ ぇくおっすぇ しさっょ つかっくけゃっ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃ-
しおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ (╀〈‶‶), こさけゃっょっくぇ こけ こけゃけょ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ しうすせぇちうはすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ. 
¨す こさぇゃうかくけすけ そせくおちうけくうさぇくっ くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ 

きくけゅけ いぇゃうしう こさぇゃうかくけすけ そせくおちうけくうさぇくっ くぇ ぉういくっしぇ. 
╆ぇすけゃぇ ╀〈‶‶ けすこさぇゃは こけしかぇくうっ おなき ぇょきうくうしすさぇちううすっ 

]なし いかぇすっく きっょぇか けす 11-うは ╋っあょせくぇさけょっく さぇぉけすくうつっしおう すせさくうさ しっ いぇゃなさくぇ そせすぉけかくうはす 
けすぉけさ くぇ „╋+] 》うょさぇゃかうお”- ╉ぇいぇくかなお. ╆かぇすくぇすぇ おせこぇ, おけはすけ しなしすっいぇすっかうすっ ゃさなつうたぇ くぇ 

こさけおせさうしすぇ くぇ そうさきぇすぇ ╁かぇょうきうさ ]こぇしけゃ, ゃっつっ っ つぇしす けす そうさきっくぇすぇ ゃうすさうくぇ くぇ ゅけさょけしすすぇ. 

《╆っ╇╅

] こさっょけこさっょっかっくぇ しなょぉぇ. 
[けょっく っ ゃ ぇさすうしすうつくけ 

しっきっえしすゃけ – ょはょけ きせ ぉうか ぇお-
すぬけさ, ぇ   ぉぇとぇ きせ っ ういゃっしすくう-
はす うくょうえしおう ぇおすぬけさ ‶さうすたゃう 
[ぇょあ ╉ぇこせさ, ゅかぇゃっく さっあう-
しぬけさ くぇ ういゃっしすくうは ゃ ╀けきぉぇえ 
„‶さうすたゃう-すうぇすなさし”. [ぇょあ っ 
くぇえ-ゅけかはきけすけ けす てっしすすっ ょっちぇ 
ゃ しっきっえしすゃけすけ. ¨す 6-ゅけょうてっく 
すけえ うゅさぇっ くぇ しちっくぇすぇ くぇ ぉぇとぇ 
しう, こさけはゃはゃぇえおう しうかくぇ っきけ-
ちうけくぇかくけしす う すなくなお せしっす おなき 
うきこさけゃういぇちうはすぇ. ╃ゃぇきぇ けす  
ぉさぇすはすぇ きせ しなとけ しぇ ぇおすぬけさう.                                                                                                                                        
‶なさゃぇすぇ しう きぇかおぇ さけかは ゃ おう-
くけすけ [ぇょあ ういうゅさぇゃぇ くぇ 11 
ゅけょうくう ゃなゃ そうかきぇ „[っゃけかの-
ちうは”. „‶さうすたゃう-すうぇすなさし” っ 
うしすうくしおぇ ておけかぇ こけ きぇえしすけさ-
しすゃけ いぇ ぉなょっとぇすぇ いゃっいょぇ. ╉ぇ-
こせさ-しすぇさてう せしこはか ょぇ こさっょぇ-
ょっ かのぉけゃすぇ おなき ういおせしすゃけすけ う 
ぇおすぬけさしおけすけ しう きぇえしすけさしすゃけ 
くぇ しゃけうすっ しうくけゃっ. ╉なき すはた, 
ゃなこさっおう, つっ ゃ すさせこぇすぇ きせ 
うきぇかけ しすけすうちう ぇおすぬけさう, すけえ 
うきぇか あっかっいくう ういうしおゃぇくうは. 
]ぇきうはす [ぇょあ ぉうか くっ しぇきけ ぇお-
すぬけさ, くけ う しちっくうつっく さぇぉけす-
くうお, う けしゃっすうすっか, う つうしすぇつ.                                                                                                                      
′ぇ 14 ゅけょうくう こさうすっあぇゃぇか 
ゃっつっ いぇゃうょっく こさけそっしけくぇかう-
いなき う けこうす くぇ すっぇすさぇかっく ぇお-
すぬけさ.
╀なょっとっ ゃ おうくけすけ. [ぇょあ, 

けぉぇつっ, うしおぇか ょぇ しっ こけしゃっすう 
くぇ おうくけすけ. ╆ぇさぇょう すぇいう しう 
かのぉけゃ しっ けすおぇいぇか ょぇ しかっょゃぇ. 
〉しこけさっょくけ し すっぇすなさぇ きかぇょう-
はす ╉ぇこせさ いぇこけつくぇか さぇぉけすぇ 
おぇすけ ぇしうしすっくす-さっあうしぬけさ ゃ 
ういゃっしすくぇすぇ そうかきけゃぇ おけき-
こぇくうは „╀けきぉぇえ 〈けおうし”. ′ぇ 

23 ゅけょうくう こさぇゃう うしすうくしおうは 
しう こさけぉうゃ – こさっこっつっかっくけすけ 
おぇすけ ぇおすぬけさ すけえ ゃかぇゅぇ ゃ こなさ-
ゃうは しう そうかき „¨ゅなくはす”, ゃ おけえ-
すけ, けしゃっく ゃけょっとぇ いゃっいょぇ, っ う 
さっあうしぬけさ, う こさけょせちっくす.     
〉つうすっかはす 』ぇこかうく. ]なし 

しゃけは けゅさけきっく すぇかぇくす [ぇょあ 
╉ぇこせさ ゃょなたゃぇか あうゃけす くぇ ゃしは-
おぇ うしすけさうは. ′っゅけゃうはす ぉさけょは-
ゅぇ, ゃなこさっおう くぇうゃくけしすすぇ しう, 
ぉうか あういくっかのぉうゃ, せしすさっきっく 
う し くっういすけとうき けこすうきういなき, ゃ 
しなとけすけ ゃさっきっ – こけ つけゃっておう 
くっいぇとうすっく. ‶っゃっち, すぇくちぬけさ 
う けしすさけせきっく ぇおさけぉぇす, [ぇょあ 
╉ぇこせさ ゃないたうとぇゃぇか いさうすっかう-
すっ しなし しゃけうすっ すさうおけゃっ, し おけ-
きっょうえくうは しう すっきこっさぇきっくす, し 
そぇくすぇいうはすぇ しう. ]きっっえおう しっ, 
すけえ ゅけゃけさっか いぇ しっさうけいくけすけ う 
すなあくけすけ.
』っしすけ しさぇゃくはゃぇかう うくょうえ-

しおうは ぇおすぬけさ し 』ぇさかう 』ぇこかうく. 
╃さったうすっ きせ ぉうかう ゃ しすうかぇ くぇ 
』ぇこかうく, こけたけょおぇすぇ きせ, しさぇ-
きっあかうゃうすっ あっしすけゃっ, さぇくう-
きけしすすぇ ゃ こけゅかっょぇ – ゃしうつおけ 
すけゃぇ きくけゅけ しうかくけ ゃないょっえしす-
ゃぇかけ くぇ こせぉかうおぇすぇ う すは きせ 
けすゃさなとぇかぇ し かのぉけゃ. „]ゃっすなす 

『╅╉╋ [╅》】『 - ¨〉╉¨‶』[¨っ【 ぁ╅》]¨〉
くぇ [ぇょあ ╉ぇこせさ きくけゅけ くぇこけき-
くは しゃっすぇ くぇ 』ぇこかうく - し くっ-
ゅけゃうは くっとぇしすっく ゅっさけえ, たうすなさ 
う こさけしすけょせてっく, し くっゅけゃけすけ 
くぇょたうすさはゃぇくっ くぇ ぉけゅぇすうすっ 
う きせしすぇおぇすう ゅけしこけょぇ う くぇ 
こさっおさぇしくうすっ ょぇきう, ゃうくぇ-
ゅう ゅけすけゃう ょぇ こさうこぇょくぇす”, - 
こうてっ そさっくしおうはす おうくけおさうすうお 

╅けさあ ]ぇょせか.
╀さけょはゅぇ - しけぉしすゃっくうはす 

けぉさぇい. ╇ ゃしっ こぇお ╉ぇこせさ せし-
こはか ょぇ くぇきっさう しゃけは ゅっさけえ. 
╁なこさっおう ゃなくてくけすけ したけょしすゃけ, 
すけえ しなとっしすゃっくけ しっ けすかうつぇゃぇか 
けす ゅっさけは くぇ 』ぇこかうく. 〉しこはか 
ょぇ しないょぇょっ けぉさぇい, しなぉさぇか ゃ 
しっぉっ しう くぇえ-ょけぉさうすっ つっさすう 
くぇ うくょうえしおうは くぇちうけくぇかっく 
たぇさぇおすっさ. ╁ ╉ぇこせさ いさうすっかう-
すっ さぇいこけいくぇゃぇかう しぇきうすっ しっぉっ 
しう, ゃうあょぇかう しけぉしすゃっくうすっ しう 
くっしゅけょう, しすさっきっあう う くぇょっあ-
ょう. ╆ぇ さぇいかうおぇ けす 』ぇこかうく 
ゅっさけはす きせ くうおけゅぇ くっ こけこぇ-
ょぇか ゃ くっかっこう う しきってくう しう-
すせぇちうう - すけえ っ きかぇょ, おさぇしうゃ, 
こなかっく し っくっさゅうは う けぉぇはくうっ…                                                                                                                     
‶けしすぇくけゃつうおなす くぇ „╀さけょはゅぇ” 
くっ ぉうか ゃうあょぇか こなさゃうすっ そうか-
きう くぇ 』ぇこかうく う ゃ すけいう しきう-
しなか くっ きけあっかけ ょぇ しっ ゅけゃけさう 
いぇ こけょさぇあぇくうっ. „╀さけょはゅぇ” っ 
そうかき いぇ しなょぉぇすぇ くぇ しおうすくう-
おぇ [ぇょあ, ういけしすぇゃっく いぇっょくけ し 
きぇえおぇ しう けす くっゅけゃうは ぉぇとぇ. 
¨とっ けす きぇかなお すけえ しすぇゃぇ くぇえ-
かけゃおうはす おさぇょっち ゃ ぉぇくょぇ けす 
こさっしすなこくうちう. ‶さう こけさっょくぇすぇ 
おさぇあぉぇ [ぇょあ しっ いぇこけいくぇゃぇ し 
きかぇょぇ う おさぇしうゃぇ ぇょゃけおぇすおぇ. 
╋っあょせ すはた しっ こけさぇあょぇ うし-
すうくしおぇ かのぉけゃ. ¨す すけいう きけ-
きっくす すけえ いぇこけつゃぇ ょぇ しっ ぉけさう 
いぇ こさぇゃけすけ しう くぇ こけさはょなつっく 
あうゃけす, すさせょ う とぇしすうっ.
╆ぇょなかあうすっかっく っかっきっくす いぇ 

うくょうえしおけすけ おうくけ っ きせいうおぇ-
すぇ, おけはすけ ゃなゃ そうかきうすっ くぇ 
[ぇょあ ╉ぇこせさ ゃうくぇゅう っ きくけゅけ 
きっかけょうつくぇ う ゃないょっえしすゃぇとぇ. 
′っえくう ぇゃすけさう しぇ こさけつせすうすっ 
【ぇくおぇさ う ╃あぇえおうてぇく. 
╉せかすけゃうすっ „╀さけょはゅぇ” う 

„╂けしこけょうく 420”. ¨おさうかっく 
けす ゃないすけさあっくけすけ こけしさっとぇくっ 
けす うくょうえしおぇすぇ こせぉかうおぇ くぇ 
„¨ゅなくはす”, ╉ぇこせさ こさっょしすぇゃは う 
こなさゃうは しう ゅけかはき たうす „]っいけ-
くなす くぇ きせしけくうすっ”. ╁ くっゅけ すけえ 
けすおさうゃぇ う くぇえ-ょけぉさぇすぇ しう 
っおさぇくくぇ こぇさすくぬけさおぇ - こさっ-
おさぇしくぇすぇ うくょうえしおぇ ぇおすさう-
しぇ ′ぇさゅうし, う し くっゅけ こけしすぇゃは 
くぇつぇかけすけ くぇ くっせゃはたゃぇとぇすぇ 
しう さっあうしぬけさしおぇ しかぇゃぇ. ‶け 
けくけゃぇ ゃさっきっ すけえ っ くぇえ-きかぇ-
ょうはす ゃ おうくけうくょせしすさうはすぇ, 
しなしさっょけすけつっくぇ ゃ ╀けきぉぇえ, 

くぇさうつぇくぇ ╀けかうゃせょ. 〈ぇかぇくす-
かうゃうはす きかぇょっあ けしくけゃぇゃぇ 
しけぉしすゃっくぇ おけきこぇくうは いぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけ くぇ そうかきう, くぇさっ-
つっくぇ „[ぇょあ ╉ぇこせさ そうかきし”, 
おけはすけ しなとっしすゃせゃぇ う ょくっし. 
]なぉうさぇ う ょさせゅう すぇかぇくすかう-
ゃう すゃけさちう, おけうすけ しすぇゃぇす 
つぇしす けす こさけつせすうは きせ っおうこ.                                                                                                                                           

′ぇえ-はさおうすっ しう さけかう [ぇょあ 
╉ぇこせさ, いぇっょくけ し ′ぇさゅうし,  
ういこなかくはゃぇ ゃなゃ そうかきうすっ, 
おけうすけ しぇき さっあうしうさぇ. 〈けゃぇ 
しっ けすくぇしは くぇえ-ゃっつっ いぇ いくぇ-
きっくうすうすっ う きくけゅけ ゅかっょぇくう う 
せ くぇし ゃ しさっょぇすぇ くぇ きうくぇかうは 
ゃっお „╀さけょはゅぇ“  う „╂けしこけょうく 
420“, ゃ おけうすけ しないょぇゃぇ けぉさぇ-
いぇ くぇ „きぇかおうは つけゃっお“, おけえ-
すけ くっ ゅせぉう けこすうきういきぇ しう 
こさう くうおぇおゃう けぉしすけはすっかしすゃぇ.                                                                                                                               
]かぇゃぇすぇ くぇ ╉ぇこせさ ぉなさいけ 
こさったゃなさかは ゅさぇくうちうすっ くぇ 
╇くょうは, いぇ ょぇ こけおけさう ちっかうは 
しゃはす. ╊っくすうすっ し せつぇしすうっ-
すけ くぇ „うくょうえしおうは 』ぇこかうく” 
すさうせきそぇかくけ こさっきうくぇかう こけ 
しゃっすけゃくうすっ っおさぇくう, いぇゃかぇ-
ょはゃぇえおう しなさちぇすぇ くぇ こせぉかう-
おぇすぇ. ╉ぇこせさ, おけえすけ ゃかぇょっっか 
ういおかのつうすっかくけ てうさけお ょうぇ-
こぇいけく けす ういさぇいくう しさっょしすゃぇ, 
しっ くぇさっあょぇ しさっょ くぇえ-ういはゃっ-
くうすっ ぇおすぬけさう-さけきぇくすうちう くぇ 
しゃけっすけ ゃさっきっ.
¨しかっこうすっかくぇすぇ ′ぇさゅうし. 

〈は っ ういせきうすっかくけ おさぇしうゃぇ 
きのしのかきぇくおぇ, さけょっくぇ ゃ うい-

ゃっしすくけ ぇおすぬけさしおけ しっきっえしすゃけ 
けす ╉ぇかおせすぇ. ╇しすうくしおけすけ え 
うきっ っ 《ぇすうきぇ [ぇてうょ. ┿さすうし-
すうつくうはす え こしっゃょけくうき ゃ こさっ-
ゃけょ けいくぇつぇゃぇ くぇさちうし. [ぇょあ 
しっ いぇこけいくぇゃぇ し くっは こさっい 
1945 ゅ., おけゅぇすけ こけ こけさなつっ-
くうっ くぇ ぉぇとぇ しう けすうゃぇ ゃ ょけきぇ 
え, いぇ ょぇ こさっゅけゃぇさは いぇ っょうく 

すっぇすさぇかっく こさけっおす. „′ぇてぇすぇ 
しさっとぇ ぉってっ こさっょけこさっょっかっ-
くぇ しゃうてっ”, - おぇいゃぇか こけ-おなし-
くけ [ぇょあ. ╀せさくうはす きせ さけきぇく 
し ′ぇさゅうし ゅさぇくうつう し かっゅっく-
ょうすっ… ╇ ゃ くぇえ-すさせょくうすっ きせ 
きけきっくすう すは ぉうかぇ ょけ くっゅけ. 
╇いゃっしすくけ ゃさっきっ ょけさう ゃなさたせ 
っきぉかっきぇすぇ くぇ くっゅけゃぇすぇ おけき-
こぇくうは ぉうかう ういけぉさぇいっくう [ぇょあ 
╉ぇこせさ し きせいうおぇかっく うくしすさせ-
きっくす ゃ さなちっ う くぇゃっょっくぇすぇ 
くぇょ くっゅけ ′ぇさゅうし.
[ぇょあ う  ′ぇさゅうし - かっゅっく-

ょぇさくぇすぇ ょゃけえおぇ. ╄ょうく うく-
ょうえしおう おさうすうお こうしぇか: „′ぇ 
っおさぇくぇ [ぇょあ う ′ぇさゅうし けいぇ-
さはゃぇたぇ しゃっすぇ し けしかっこうすっかくぇ 
しゃっすかうくぇ, う きうかうけくう かぇき-
こうつおう くっ ぉうたぇ きけゅかう ょぇ しゃっ-
すはす すぇおぇ はさおけ”!               
〈さうせきそなす くぇ [ぇょあ ╉ぇこせさ 

っょゃぇ かう ぉう ぉうか すけかおけゃぇ ゅけかはき 
ぉっい ′ぇさゅうし. ‶かけょけすゃけさくけすけ 
うき しなすさせょくうつっしすゃけ ょぇすうさぇ けす 
1947 ゅ. , おけゅぇすけ すは ゃっつっ っ うい-
ゃっしすくぇ ぇおすさうしぇ. ╇きぇす 15 しなゃ-
きっしすくう そうかきぇ, こっす けす おけうすけ  
さっあうしうさぇくう けす くっゅけ. ╇きっくくけ 
し すはた すは しすぇゃぇ しゃっすけゃくけ うい-
ゃっしすくぇ, けしけぉっくけ し „╀さけょはゅぇ“ 
う „╂けしこけょうく 420“, きぇおぇさ, つっ 
しぇきぇすぇ すは くっ ゅう しきはすぇ いぇ しゃけう 
ぇおすぬけさしおう こけしすうあっくうは. 
╋くけいうくぇ きうしかっかう, つっ すぇいう 

ゃっかうおけかっこくぇ ′ぇさゅうし っ くっゅけ-
ゃぇ しこなすくうちぇ ゃ あうゃけすぇ. ╇し-
すうくぇすぇ っ, つっ ょなかゅけ ゃさっきっ すは 
っ くっゅけゃぇすぇ けぉけあぇゃぇくぇ ╋せいぇ, 
くけ くうおけゅぇ くっ きせ しすぇゃぇ しなこさせ-
ゅぇ. [ぇょあ ゃっつっ っ あっくっく, おけゅぇ-
すけ え こさっょかぇゅぇ ゅかぇゃくぇすぇ さけかは 
ゃ ょっぉのすくうは しう そうかき おぇすけ 
さっあうしぬけさ. ┿ ゅけょうくう こけ-おなし-
くけ すけえ とっ こさういくぇっ: „〈は ぉってっ 
きけっすけ ゃょなたくけゃっくうっ. ┿おすさうしう 
けす すぇおなゃ おぇかうぉなさ ゃっつっ くはきぇ 
ゃ おうくけすけ. ╅っくうすっ ゃうくぇゅう しぇ 
ぉうかう ゃぇあくう ゃ きけは あうゃけす, くけ 
いぇ きっく すは けいくぇつぇゃぇてっ こけゃっ-
つっ けす ゃしはおぇ ょさせゅぇ. 』っしすけ しなき 
え おぇいゃぇか: „╉さうてくぇ っ きけは しな-
こさせゅぇ, きぇえおぇ くぇ ょっちぇすぇ きう, 
ぇ すう しう きぇえおぇ くぇ きけうすっ そうか-
きう“.
′ぇさゅうし  こさっおさぇすはゃぇ おぇさうっ-

さぇすぇ しう っょゃぇ 39-ゅけょうてくぇ - ゃ 
さぇいちゃっすぇ くぇ おさぇしけすぇすぇ しう う 
くぇ ゃなさたぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. ╁ „╋ぇえ-
おぇ ╇くょうは“ すは うゅさぇっ しなし ]せ-
くうか ╃ぇす - つけゃっおなす, いぇ おけゅけすけ 
しっ けきなあゃぇ う けす おけゅけすけ うきぇ 
すさう ょっちぇ. 
〈ぇおぇ, こさっい 1957 ゅ., しかっょ 

′ぇさゅうし,  ゃ すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 

ぇおすぬけさぇ う さっあうしぬけさぇ [ぇょあ 
╉ぇこせさ いぇゃなさてゃぇ ちはかぇ っこけたぇ.

╇いすうつぇとけすけ ゃさっきっ. [ぇょあ 
ゃっつっ ぉうか しゃっすけゃくぇ いくぇきっくう-
すけしす う うきぇか ぉっいこさっちっょっくすくぇ-
すぇ かのぉけゃ う こさっおかけくっくうっ くぇ 
たけさぇすぇ ょぇかっつっ いぇょ こさっょっかう-
すっ くぇ ╇くょうは. ╁ ]]][ こうすぇかう 
ゃしっおう しさっとくぇす うくょうっち: „╁うっ 
こけいくぇゃぇすっ かう [ぇょあ ╉ぇこせさ?” 
╁ ╉うすぇえ ╋ぇけ ╃いっょせく こけこうすぇか 
しゃけは ゅけしす, ぉぇとぇすぇ くぇ [ぇょあ: 
„╉ぇお っ ╁ぇてうはす しうく?” ┿ おけゅぇ-
すけ ぃさうえ ╂ぇゅぇさうく こさうしすうゅくぇか 
ゃ ╀けきぉぇえ, こさうゃっすしすゃぇか [ぇょあ 
╉ぇこせさ し ょせきうすっ: „〈けゃぇさうと 
╀さけょはゅぇ!” ╇さぇくちうすっ せょけしすけう-
かう ょけしすけこけつすっくうは ╉ぇこせさ しなし 
いゃぇくうっすけ ょけおすけさ くぇ くぇせおうすっ, 
ゃなこさっおう つっ ぇおすぬけさなす くはきぇか 
ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ.
╁なこさっおう てせきくうは しう せしこった, 

すけえ くっ こけかぇゅぇか くけゃぇすけさしおう 
せしうかうは う ゃしっ こけゃっつっ しっ さぇい-
きうくぇゃぇか し おうくけしすぇくょぇさすうすっ. 
]なかいかうゃうすっ しのあっすう う くぇ-
うゃうすっすなす こさう さってぇゃぇくっすけ くぇ 
こさけぉかっきうすっ, おぇおすけ う こさけょなか-
あうすっかくけしすすぇ くぇ そうかきうすっ きせ /
さっおけさょなす っ くぇ „╋けっすけ うきっ っ 
おかけせく” し こさけょなかあうすっかくけしす けす 
224 きうくせすう!/ とっ しっ けおぇあぇす 
ゃこけしかっょしすゃうっ しこうさぇつおぇ いぇ 
くっゅけゃけすけ さぇいゃうすうっ, ゃなこさっおう 
つっ  ゃなゃ そうかきうすっ きせ せつぇしすゃぇす 
う ょゃぇきぇすぇ きせ ぉさぇすは, おぇおすけ う 
すさうきぇすぇ きせ しうくけゃっ.
〈けえ しっ しすぇさぇっ ょぇ けしすぇくっ くぇ 

ゃうしけすぇすぇ くぇ しゃけは ぇさすうしすうつっく 
くぇすのさっか, ょけしすうゅぇえおう いぇゃうょ-
くぇ っきけちうけくぇかくぇ ゃゅかなぉっくけしす 
ゃ „╋けっすけ うきっ っ おかけせく”, ゃ 
„]っゅぇ う いぇゃうくぇゅう” う „╆ぇおけくなす 
くぇ けすきなとっくうっすけ”, くけ こさっい 
1974 ゅ. し „╀けぉう” しっ さぇいきうくぇ-
ゃぇ し けさうゅうくぇかくうは しちっくぇさうえ: 
せゃかっつっくうはす けす きぇすっさうぇかくう-
すっ ちっくくけしすう ╉ぇこせさ ういゅさぇあょぇ 
けぉさぇいぇ くぇ きかぇょっあぇ すぇおぇ, つっ 
ょぇ いぇぉけゅぇすっっ う ゃなこさっおう つっ こけ 
しちっくぇさうえ ゃかのぉっくけすけ ゃ くっゅけ 
きけきうつっ すさはぉゃぇ ょぇ けしすぇくっ ぉっ-
ょくけ, ゃなゃ ゃぇさうぇくすぇ くぇ ╉ぇこせさ 
すけ しすぇゃぇ ゃしっ こけ-ぉけゅぇすけ う こけ-
ぉけゅぇすけ.                                                      
[ぇょあ ╉ぇこせさ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 

さぇぉけすう, くっいぇゃうしうきけ, つっ ゃさっ-
きっすけ きせ ういすうつぇ.     
╆ぇ こっさうけょぇ 1978 - 1985 ゅ. 

すけえ いぇしくっきぇ けとっ すさう ゃぇあくう 
すゃけさぉう - „╇しすうくぇ, かのぉけゃ う 
おさぇしけすぇ”, „╀けかくう けす かのぉけゃ” 
う „╊のぉけゃくぇすぇ うしすけさうは くぇ 
╂ぇくゅ”, ょけおぇいゃぇえおう, つっ っ おかぇ-
しうお くぇ うくょうえしおぇすぇ きっかけょさぇ-
きぇ. 
]くうきぇ しっ ゃ こさっしすうあくう しせ-

こっさこさけょせおちうう おぇすけ „┿ぉょせ-
かぇ”, いぇ ょぇ せぉっょう しっぉっ しう, つっ 
くっ っ いぇぉさぇゃうか けしくけゃくけすけ しう 
ぇおすぬけさしおけ こさういゃぇくうっ.
╉けゃぇさくぇすぇ ぇしすきぇ. ‶さっい 

ちっかうは しう あうゃけす [ぇょあ ╉ぇこせさ 
しすさぇょぇか けす ぇしすきぇ. ╆ぇぉけかはゃぇ-
くっすけ しっ せしかけあくはゃぇかけ う くぇ 2 
きぇえ 1988 ゅ. こけ ゃさっきっ くぇ ちっ-
さっきけくうはすぇ, くぇ おけはすけ っ くぇ-
ゅさぇょっく し ╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ 
くぇ うくょうえしおぇすぇ そうかきけゃぇ うく-
ょせしすさうは, すけえ こけかせつぇゃぇ けしすさぇ 
ぇしすきぇすうつくぇ ぇすぇおぇ う おけかぇぉう-
さぇ. 〉きうさぇ きっしっち こけ-おなしくけ 
- くぇ 2 のくう, くぇ 64 ゅけょうくう.                                                                                                   
]きなさすすぇ きせ っ ゃないこさうっすぇ けす 
きうかうけくうすっ うくょうえちう おぇすけ くぇ-
ちうけくぇかくぇ すさぇゅっょうは - けすうてなか 
しう っ „おさぇかはす くぇ うくょうえしおうは 
っおさぇく”... 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

[ぇょあ ╉ぇこせさ – ぇおすぬけさ, 
さっあうしぬけさ う こさけょせちっくす, 
こさっゃなさくぇか しっ ゃ あうゃぇすぇ 
うしすけさうは う ゃ きうす くぇ うくょうえ-
しおけすけ おうくけ. [けょっく っ こさっい 
1924 ゅ. ゃ ‶ってぇゃぇさ, しっゅぇ 
ゃ ‶ぇおうしすぇく. ‶さっい 1948 ゅ. 
しないょぇゃぇ しけぉしすゃっくけ しすせ-
ょうけ „[ぇょあ ╉ぇこせさ そうかき” 
ゃ ╀けきぉぇえ, っょくけ けす ゃけょっ-
とうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ. ╁ こけゃっ-
つっすけ けす そうかきうすっ しう ╉ぇこせさ 
っ さっあうしぬけさ う ういこなかくうすっか 
くぇ ゅかぇゃくぇすぇ さけかは. 《うか-
きう: „╀さけょはゅぇ”, „╂けしこけょうく 
420”, ”╃ゃっすっ ゃぇおしぇょあうえ-
つっすぇ”, „¨ゅなくはす”, ]っいけくなす 
くぇ きせしけくうすっ”, „‶けょ こさう-

おさうすうっすけ くぇ くけとすぇ”, „〈ぇき, おなょっすけ すっつっ ╂ぇくゅ”, „╇し-
すうくぇ, かのぉけゃ う おさぇしけすぇ”, „╀けかくう けす かのぉけゃ”. ′けしう-
すっか っ くぇ 9 こさっしすうあくう そうかきけゃう くぇゅさぇょう.
〉きうさぇ こさっい 1988 ゅ. ゃ ′の ╃っかたう くぇ 64 ゅ.                                                                                                
〈さうきぇ けす くっゅけゃうすっ ゃくせちう ょくっし しぇ そうかきけゃう いゃっいょう.
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くけしすう“ – „╃っすしおう う せつっぉくう いぇ-
ゃっょっくうは“ – ‶けつうゃくぇ ぉぇいぇ „‶ぇ-
くうちうすっ“.
┿おけ こけ っょくぇ うかう ょさせゅぇ こさうつう-

くぇ ょっすっすけ ゃう くっ こさっょこけつうすぇ かぇ-
ゅっさくうは すうこ けすょうた, こさっい かはすくぇすぇ 
ゃぇおぇくちうは おせかすせさくうすっ うくしすうすせ-
すう う ょっすしおうすっ そけさきぇちうう こさっょ-
かぇゅぇす さぇいかうつくう ぇかすっさくぇすうゃう いぇ 
こさうはすくけ う こけかっいくけ こさっおぇさゃぇくっ 
くぇ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ.  
¨す ょくっし, 20-すう のくう, けぉとうく-

しおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” 
しすぇさすうさぇ いぇ こけさっょっく こなす しゃけは-
すぇ せしこってくぇ かはすくぇ うくうちうぇすうゃぇ 
„╊はすけ ゃ ぉうぉかうけすっおぇすぇ”. ╁しっおう 
ょっく けす 10 ょけ 12 つぇしぇ ょけきぇおう-
くう くぇ いぇくうきぇくうはすぇ し ょっちぇすぇ 
とっ しぇ けすょっかうすっ けす ちっくすさぇかくぇすぇ 

ぉうぉかうけすっおぇ, ぇ ゃしっおう しかっょけぉっょ 
いぇ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ くぇ きぇか-
つせゅぇくうすっ とっ しっ ゅさうあぇす つっすう-
さうすっ ぉうぉかうけすっつくう そうかうぇかぇ こけ 
おゃぇさすぇかう う さぇぉけすっとうすっ ゃ すはた 
しこっちうぇかうしすう. ]こけさすくう うゅさう う 
かっすくう つうすぇかくう いぇ きぇかおうすっ おぇ-
いぇくかなつぇくう くぇ ゃないさぇしす けす 7 ょけ 
14 ゅけょうくう とっ ぉなょぇす けさゅぇくういう-
さぇくう ゃ こけつすう ゃしうつおう せつうかうとぇ 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ しゃけは 
さぇいゅぇさ っ かはすくぇすぇ ゃぇおぇくちうけくくぇ 
こさけゅさぇきぇ う くぇ ¨╃╉ „]ゃ. ╇ゃぇく 
[うかしおう“. ¨さゅぇくういうさぇくう しぇ さぇい-
くけけぉさぇいくう いぇくうきぇくうは いぇ ゃしうつ-
おう ょっちぇ ゃ けぉとうくぇすぇ – さうしせゃぇくっ, 
すぇくちう, ぉぇかっす, さぇいかうつくう すゃけさつっ-
しおう いぇくうきぇくうは. ╆ぇ すっいう, おけうすけ 
けぉうつぇす しこけさすぇ, しぇ こさっょゃうょっくう 
いぇくうきぇくうは こけ すぇっおせけくょけ う こさう-
かけあくけ おけかけっいょっくっ. ╁しっおう ょっく 
こさっい のかう ゃ ╃っすしおうは おけきこかっおし 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ おゃ. „╁. ╊っゃしおう”,  
すさっくぬけさうすっ こけ しこけさすくう すぇくちう 
╁ぇくは う ‶っすなさ [ぇょっゃう とっ ょぇゃぇす 
ぉっいこかぇすくう せさけちう くぇ かのぉうすっかう-
すっ くぇ すけいう すうこ いぇくうきぇくうは. 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
こけ こさっし-うくそけ くぇ

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 

【そうあ たそさあくうあて ちかくとしてあてけてか そて かさつたちかつせそ あせさかてせそ たちそとねうあせか つちかお いけくせかつあ
くあ ちあくうけてけかてそ せあ つけてとあぬけみてあ う つてちあせあてあ, そつひはかつてうかせそ う たひちうけてか 10 おせけ せあ ませけ

くぇ しさっょくけ う ういこなかくうすっかしおけ くうゃけ ょぇ こけかぇゅぇす せしうかうは う し けとっ こけ-ゅけかはきけ しすぇさぇくうっ ょぇ けぉ-
しかせあゃぇす ぉういくっしぇ, いぇ ょぇ くっ しっ こけつせゃしすゃぇす すぇおぇ すっあおけ こさっょういぉけさくうはす う しかっょういぉけさくうはす こっ-
さうけょ. 

╀なかゅぇさしおうはす ぉういくっし しっ くせあょぇっ けす ぉなさいけ さってぇゃぇくっ くぇ こけしすぇゃはくうすっ ゃなこさけしう,
くっいぇゃうしうきけ けす こさっょういぉけさくぇすぇ うかう しかっょういぉけさくぇすぇ しうすせぇちうは ゃ しすさぇくぇすぇ.

′ぇ ゃなこさけしぇ ょぇかう すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ こさっょしさけつくう ういぉけさう う, ぇおけ ょぇ – おけゅぇ, 47% こけしけつゃぇす, つっ 
すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ ういぉけさう ょけ おさぇは くぇ くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ; 44% しきはすぇす, つっ くっ しぇ くっけぉたけょうきう 
こさっょしさけつくう ういぉけさう; ぉかういけ 7% いぇはゃはゃぇす, つっ こさっい っしっくすぇ くぇ 2015 ゅ. すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ ういぉけさう 
2 ゃ 1 (きっしすくう う こぇさかぇきっくすぇさくう), ぇ ょけ すけゅぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう こさぇゃうすっかしすゃけすけ; しぇきけ 2% しぇ いぇ 
ういぉけさう ょけゅけょうくぇ こけ すけゃぇ ゃさっきっ.


