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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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╀なかゅぇさうは っ くぇ すさっすけ きはし-
すけ ゃ しすさぇくうすっ けす ╄ゃさけ-

こっえしおうは しなのい こけ せこけすさっぉぇ 
くぇ ぇきそっすぇきうくう しさっょ こけょさぇ-
しすゃぇとうすっ, しこけさっょ こけしかっょくうは 
けそうちうぇかっく ょけおかぇょ くぇ ╄]. 
‶さけぉかっきなす, こけょちっくはゃぇく 

しっゅぇ けす ょなさあぇゃぇすぇ う けす くっえ-
くうすっ けすゅけゃけさくう うくしすうすせちうう, 
しなゃしっき しおけさけ とっ しっ こさっゃなさ-
くっ ゃ さっぇかくぇ っこうょっきうは, ぉっい ょぇ 
きけあっき ょぇ さっぇゅうさぇきっ. ╄ょくぇ けす 
けしくけゃくうすっ こさうつうくう っ かうこしぇすぇ 
くぇ しうしすっきぇ いぇ さぇぉけすぇ し  せこけ-
すさっぉはゃぇとうすっ ぇきそっすぇきうくう う 
すゃなさょっ きぇかおけすけ うくそけさきぇちうは 
う くっいくぇくうっ くぇ ゅけかはきぇ つぇしす 
けす さぇぉけすっとうすっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ ょぇ さぇい-
こけいくぇはす う けすょっかはす うしすうくしおうは 
こさけぉかっき けす いぇゃうしうきけしすすぇ  けす  

╃ぇ しっ せいぇおけくはす ゃしうつおう こかぇとぇくうは くぇ 
さけいけぉっさぇつうすっ, おけうすけ さけいけこさけういゃけ-

ょうすっかうすっ こさぇゃはす, おぇすけ こけ すけいう くぇつうく しっ 
こさっしっつっ しうゃぇすぇ うおけくけきうおぇ ゃ ぉさぇくてぇ. ╃ぇ 
しっ ゅぇさぇくすうさぇす きうくうきぇかくう ういおせこくう ちっくう 
くぇ さけいけゃうは ちゃはす, ょぇ しっ ゅぇさぇくすうさぇ しけさすけ-
ゃぇすぇ つうしすけすぇ くぇ さぇいしぇょうすっ し きぇしかけょぇえ-
くぇ さけいぇ, ょぇ しっ ゃいっきぇす しっさうけいくう きっさおう 
しさっとせ くっいぇおけくくうすっ こさっおせこゃぇつう くぇ さけ-
いけゃ ちゃはす, おけうすけ しすさっしうさぇす こぇいぇさぇ, おぇおすけ 
う ょぇ しっ けしうゅせさう くぇつうく いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ 
こけょたけょはとぇ すったくうおぇ いぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ さけ-
いけゃうすっ くぇしぇあょっくうは. 
╆ぇ すけゃぇ くぇしすけはたぇ さけいけこさけういゃけょうすっかう, 

さけいけこさっさぇぉけすゃぇすっかう う さけいけすなさゅけゃちう けす 
しすさぇくぇすぇ, こけ ゃさっきっ くぇ こさけゃっょっくぇすぇ すさぇ-

] けぉくけゃっく うくすっさうけさ う けしゃっあっくう しすぇう いぇ うゅさう う いぇ-
くうきぇくうは こけしさっとぇ こさっい かはすけすけ ょっすしおぇすぇ ゅぇょうくぇ くぇ 

„┿さしっくぇか“ ┿╃ - „╀せさぇすうくけ“.
╉さぇしけすぇすぇ こけ しすっくうすっ う くけゃうはす ょういぇえく くぇ つぇしす けす こけきっ-

とっくうはすぇ っ ょっかけ くぇ おけかっおすうゃぇ くぇ „╀せさぇすうくけ“, し そうくぇく-
しけゃぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“.
‶けさっょうちぇ けす こさうはすくう かっすくう こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ けつぇお-

ゃぇす ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ ゃっょけきしすゃっくぇすぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ.

』けさぉぇょあう ╂させえけ. ╀ぇとぇ きせ 
– ╂させえけ つけさぉぇょあう, しっ こさっしっ-

かうか すせお けす ╉けこさうゃとうちぇ. ┿ゃっさおうえ 
]すけはくけゃ, せつうすっかしすゃぇか ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こさっい 1838 ゅ., こうてっ ょけ ′っけそうす 
[うかしおう, つっ たけさぇすぇ ぉうかう ぉっょくう, 
せつうかうとっすけ こせしすっっかけ, いぇすけゃぇ つけさ-
ぉぇょあう ╂させえけ くぇしすけはか こさっょ ょさせ-
ゅうすっ つけさぉぇょあうう ょぇ こけょこけきけゅくぇす 
せつうすっかは ょぇ けぉせつぇゃぇ せつっくうちうすっ, 
ょけおぇすけ しっ くぇこさぇゃう せつうかうとっすけ. 
┿ゃっさおうえ ゃないおかうおゃぇ: „』けさぉぇょあう 
╂させえけ っ くぇうしすうくぇ つけゃっお, けす けくうは, 
おけうすけ くはおけゅぇ っ すなさしうか ╃うけゅっく! 
┿おけ ぉう うきぇかけ ゃなゃ ゃしっおう ゅさぇょ 
こけ っょうく すぇおなゃ ゃ くぇてぇすぇ けおぇはくぇ 
╀なかゅぇさうは!”  〈けえ こうてっ けとっ, つっ 
きぇおぇさ う ぉけかっく, つけさぉぇょあう ╂させえけ, 
„しかけゃけき う ょっかけき しっ いぇしすなこゃぇ いぇ 
ょけぉさうは ゃなさゃっあ くぇ けぉとうくしおうすっ 
さぇぉけすう” う, あぇかっえおう いぇ しきなさすすぇ 
きせ, ょけこなかゃぇ: „…すけえ けしすぇゃう ょけしすけ-
っく いぇきっしすくうお, こさけつせすうは ]すけっくつけ 
╂させえけけかせ”.
]すけっくつけ. ╋けきつっすけ ういさぇしすゃぇ ゃ 

╉ぇいぇくかなお ゃ くぇえ-さぇいきうさくうすっ ゅけ-
ょうくう, おけゅぇすけ たけさぇすぇ, こけすうしくぇすう 
けす きくけゅけ くっこさぇゃょう, すなさしっかう しこぇ-
しうすっか. ]すけっくつけ ╂させえけかせ っ さけょっく 
けおけかけ 1804 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶なさゃけ-
くぇつぇかくけすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ こけかせ-
つぇゃぇ ゃ すけゅぇゃぇてくうすっ ぉなかゅぇさしおう う 
ゅさなちおう おうかうう. ¨すさぇくけ こさけはゃはゃぇか 
けしけぉっくう せきしすゃっくう しこけしけぉくけしすう う 
すゃなさょけしす くぇ たぇさぇおすっさぇ. ╇いせつうか 
ゅさなちおうは „おぇすけ しなとうくしおう ゅさなお”, 
ぇ おけゅぇすけ いぇゅけゃけさっか くぇ つうしす すせさ-
しおう, けきぇえゃぇか ょけさう すせさちうすっ. ╆くぇ-
っか させしおう, しさなぉしおう, ぇ ゃっさけはすくけ う 
ょさせゅう しかぇゃはくしおう っいうちう. ′ぇ 21 ゅけ-
ょうくう しっ いぇかぇゃは し すなさゅけゃうは, おぇすけ 
ぉぇとぇ しう.
] ぉぇとうくうは いぇくぇはす. 』けさぉぇょあう 

╂させえけ しっ いぇくうきぇゃぇか し こさっおせこゃぇ-
つっしすゃけ, けすかうつくけ いくぇっか すせさしおぇすぇ 
ょなさあぇゃくぇ せさっょぉぇ, こけいくぇゃぇか しっ し 
ゃうしてう ちぇさうゅさぇょしおう つうくけゃくうちう 
う こなさゃっくちう けす けおけかくうすっ こけ-ゅけ-
かっきう ゅさぇょけゃっ う ょぇか ちっくくう しなゃっ-
すう くぇ しうくぇ しう. ]すけっくつけ „てっすぇか” 
うい ぉかういおう う ょぇかっつくう ゅさぇょけゃっ う 
おけゅぇすけ ぉぇとぇ きせ しっ せぉっょうか, つっ っ 
こさうょけぉうか ょけしすぇすなつくけ けこうすくけしす, 
ゅけ ういこさぇすうか ゃ 『ぇさうゅさぇょ こけ くはおけう 
„しこっちうぇかくう すなさゅけゃしおう さぇぉけすう”. 
〈ぇき きかぇょうはす ╂させえけけかせ しっ いぇこけい-
くぇゃぇ し ゃしうつおう ゃかうはすっかくう すせさしおう 
こぇてう う ぉっえけゃっ う しっ  しょけぉうか し 
ちぇさしおう そっさきぇく いぇ てうさけおぇ すなさゅけ-
ゃうは. 〈けえ くぇこなかくけ いぇきっしすうか ぉぇとぇ 
しう う ゃっつっ すなさゅせゃぇか しぇきけしすけはすっか-
くけ. ╋くけゅけ ちぇさうゅさぇょしおう すなさゅけゃちう 
ゅけ けぉうおくぇかう, いぇすけゃぇ さぇぉけすっか こさっ-
ょうきくけ し 『ぇさうゅさぇょ.
╀けさぉぇすぇ し ╉ぇさぇそっさかうはすぇ.

╀なかゅぇさしおけすけ くぇしっかっくうっ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお ぉうかけ ういきなつゃぇくけ, けしけぉっくけ 
しかっょ おぇすけ けおけかうえしおう くぇつぇかくうお 
しすぇくぇか ╋ったきっょ ┿ゅぇ ╉ぇさぇそっさかうは-
すぇ. 〈けえ こさけういゃけかくけ しなぉうさぇか ょぇ-
くなちう ゃ くぇすせさぇ, ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす 
おけうすけ こけかいゃぇか いぇ しゃけう くせあょう, ぇ 
しぇきけ きぇかおぇ つぇしす いぇきうくぇゃぇかぇ いぇ 
たぇいくぇすぇ, くぇ おけはすけ おぇいぇくかなつぇ-
くう ぉうかう こけしすけはくくう ょかなあくうちう.                                                                                                          
〈ったっく いぇとうすくうお しすぇくぇか ]すけっく-
つけ ╂させえけけかせ, おけえすけ ゃっつっ あうゃけ 
せつぇしすゃぇか ゃ せこさぇゃかっくうっすけ, おけく-
すさけかうさぇか こさけういゃけかうすっ くぇ ぇはくうくぇ 
う しっ いぇしすなこゃぇか いぇ しなゅさぇあょぇくうすっ 
しう. 〈けゃぇ こけさけょうかけ ゅけかはきぇ けきさぇいぇ 
きっあょせ ょゃぇきぇすぇ. ╉けゅぇすけ ╂させえけけかせ 
しう いぇしすさけうか おけくぇお う しう ょけしすぇゃうか 
けす ╄ゃさけこぇ ゅけすけゃう こっつおう, ╉ぇさぇ-
そっさかうはすぇ しなけぉとうか くぇ ╁うしけおぇすぇ 
こけさすぇ, つっ ╂させえけけかせ しっ ゅけすゃう ょぇ 
ゃなしすぇゃぇ う つっ しう っ ょけしすぇゃうか すけ-
こけゃっ. ′ぇ こさけゃっさおぇ こさうしすうゅくぇか 
っょうく こけかおけゃくうお けす ¨ょさうくしおぇすぇ 
ゃぇかうは. ╂させえけけかせ しこけおけえくけ ういしかせ-
てぇか ょけくけしうすっ う いぇゃっか こけかおけゃくう-
おぇ くぇ きはしすけ, いぇ ょぇ ゃうょう こっつおうすっ, 
いぇ おけうすけ ╉ぇさぇそっさかうはすぇ しなけぉとうか, 

』 【 《 ╊ 〉 ぁ 《  ╈ 『 】 ‶ 《 《 ] 】
つっ しぇ すけこけゃっ. [ぇいゅくっゃっくうはす こけか-
おけゃくうお いぇこかのか ょけくけしくうおぇ こさっょ 
けつうすっ くぇ ゃしうつおう つかっくけゃっ くぇ せこ-
さぇゃぇすぇ し ょせきうすっ: „╁しうつおう いぇこけゃっ-
ょう, おけうすけ くっ ゅう さぇいぉうさぇて, とっ しっ 
ょけこうすゃぇて ょけ ]すけっくつけ ╂させえけけかせ!”                                                                                                                
╁っょくなあ, ゃさなとぇえおう しっ けす ‶かけゃ-

ょうゃ, ╉ぇさぇそっさかうはすぇ けぉうょうか 
╂させえけけかせ, おけえすけ いぇこけゃはょぇか くぇ 
そぇえすけくょあうはすぇ しう ょぇ ゅけ けすおぇさぇ 
けぉさぇすくけ ゃ ‶かけゃょうゃ う おぇいぇか: „╄ょう-
くうはす けす くぇし すさはぉゃぇ ょぇ しっ ういしっかう 
けす ╉ぇいぇくかなお”.
╉さぇはす くぇ すぇいう ゃけえくぇ. ╁ ‶かけゃ-

ょうゃ ╂させえけけかせ いぇゃっあょぇ ょっかけ しさっ-
とせ おぇえきぇおぇきうくぇ いぇ ゃしうつおうすっ きせ 
ぉっいいぇおけくうは う とっすう, くぇくっしっくう くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ. ╉ぇさぇそっさかうはすぇ ぉうか 
けしなょっく, くけ ぇこっかうさぇか ゃ ¨ょさうく, 
おなょっすけ こけすゃなさょうかう さってっくうっすけ 
くぇ しなょぇ. ‶けしかっ しっ くぇしけつうか おなき 
こけしかっょくぇすぇ ぉっいぇこっかぇちうけくくぇ 
うくしすぇくちうは ゃ 『ぇさうゅさぇょ, おなょっすけ 
けおけくつぇすっかくぇすぇ きせ こさうしなょぇ ぉうかぇ 
– いぇすけつっくうっ ゃ ╃うぇさぉっおうさ. ]せかすぇ-
くなす くぇゅさぇょうか  ╂させえけけかせ し けさょっく 
う きせ ょぇか くはおけかおけ „すっかけこぇいうすっかう”, 
いぇ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╃けおぇ-
すけ ぉうか ゃ 『ぇさうゅさぇょ, ╂させえけけかせ くっ-
ゃけかくけ こけこぇょくぇか くぇ こさうはすっかう くぇ 
╉ぇさぇそっさかうはすぇ, おけうすけ しっ けこうすぇかう 
ょぇ ゅけ けすさけゃはす, くけ けこうすくう かっおぇさう 
ゅけ しこぇしうかう. 
′けゃうはす せこさぇゃくうお. ╁うしけおぇすぇ 

こけさすぇ こけしすぇゃうかぇ ]すけっくつけ ╂させえけ-
けかせ くぇつっかけ くぇ せこさぇゃかっくうっすけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお う けおけかうはすぇ. ╁っつっ くうおけえ 
くっ こさっょこさうっきぇか くうとけ ぉっい くっゅけゃけ 
しなゅかぇしうっ, ゃしうつおう すせさしおう ぉけゅぇすぇ-
てう, こぇてう う ぉっえけゃっ ぉかぇゅけゅけゃっっかう 
こさっょ くっゅけ う きせ しすぇゃぇかう くぇ おさぇおぇ, 
おけゅぇすけ きうくぇゃぇか.
]かっょ すさう ゅけょうくう しせかすぇく ╋っょあうょ 

けすしっょくぇか ゃ ╉ぇいぇくかなお こさう あっくぇすぇ 
う しうくぇ くぇ いぇすけつっくうは おぇえきぇおぇきうく. 
〈っ せしこっかう ょぇ ゅけ けきうかけしすうゃはす う 
╉ぇさぇそっさかうはすぇ しっ いぇゃなさくぇか ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. ′け いぇゃうしすすぇ けす せしこったうすっ 
くぇ ╂させえけけかせ ぉうかぇ すけかおけゃぇ ゅけかは-
きぇ, つっ しっ けすさぇいうかぇ くぇ いょさぇゃっすけ 
きせ う しかっょ 20 ょくう すけえ せきさはか けす 
きけいなつっく せょぇさ.
‶けこせかはさくけしすすぇ くぇ ╂させえけけかせ くっ-

こさっおなしくぇすけ さぇしすはかぇ. 〈けえ いぇきうくぇか 
いぇ 『ぇさうゅさぇょ, おなょっすけ けぉっとぇか くぇ 
くはおけかおけ ゃかうはすっかくう こぇてう つぇしす 
けす ょけたけょうすっ けす ょっしはすなおぇ, ぇおけ ゅけ 
こさっょしすぇゃはす くぇ しせかすぇくぇ おぇすけ „くぇえ-
ゃっさっく くぇ ょなさあぇゃぇすぇ”. ¨ぉはしくうか 
こさけういゃけかうすっ くぇ ╉ぇさぇそっさかうはすぇ  
う しっ けぉゃなさいぇか ょぇ こかぇとぇ くぇ ょなさ-
あぇゃぇすぇ ょゃけえくけ. ]せかすぇくなす ゅけ くぇ-
ゅさぇょうか し けさょっくぇ „]ぇぇょなおな” /いぇ 
ゃはさくけしす/.
]ぇかすぇくぇすうすっ ╂させえけけかけゃう.

〈けゅぇゃぇてくけすけ くぇしっかっくうっ きくけ-
ゅけ しっ ゃこっつぇすかはゃぇかけ けす ゃなくてくうは 
ぉかはしなお. ╆ぇすけゃぇ ╂させえけけかせ しないょぇか 
しこっちうぇかくぇ ちっさっきけくうは こさう けすう-
ゃぇくっすけ きせ ゃ おけくぇおぇ: くぇえ-けすこさっょ 
すうつぇす すさう おせつっすぇ, おけうすけ かぇはす う 
こさっょせこさっあょぇゃぇす, つっ つけさぉぇょあうは-
すぇ うょっ;  しかっょ すはた – ╂ぇくつけ, きかぇょ 
きけきなお し こけすせさう う おけあっくぇ てぇこおぇ; 
くぇ くはおけかおけ おさぇつおう しかっょ ╂ぇくつけ 
– っょくけ いぇこすうっ; くぇ ょっしっす おさぇつおう 

しかっょ いぇこすうっすけ – ]すけっくつけ ╂させ-
えけけかせ, けぉうおくけゃっくけ しなし しぇきせさっく 
おのさお; くぇ ういゃっしすくけ さぇいしすけはくうっ 
しかっょ くっゅけ ゃなさゃう ╋うすの ╉けっゃ – し 
つうぉせおぇ くぇ ╂させえけけかせ, ゃなさたせ おぇ-
かなそ けす しせおくけ; う くぇおさぇは ゃなさゃはす  
„ぇぇいうすっ” ぉなかゅぇさう – つかっくけゃっすっ くぇ 

けぉとうくしおうは しなゃっす. ╆ぇょぇゃぇくっすけ くぇ 
╂させえけけかけゃけすけ てっしすゃうっ しこうさぇかけ 
ちはかけすけ ょゃうあっくうっ, ぇ すっいう, おけうすけ 
ぉうかう しっょくぇかう, ゃっょくぇゅぇ しすぇゃぇかう 
くぇ おさぇおぇ ょぇ ゅけ こけいょさぇゃはす.
‶けおさけゃうすっかはす ╂させえけけかせ.

〉こさぇゃかっくうっすけ くぇ ╂させえけけかせ しかぇゅぇ 
おさぇえ くぇ ゃしうつおう こさけういゃけかう. 〈けえ 
いぇとうすぇゃぇか たさうしすうはくうすっ, ういすさっ-
ぉうか ゃしうつおう さぇいぉけえくうちう, ょけおぇいぇか 
くぇ ぉなかゅぇさう う すせさちう, つっ っょくぇお-
ゃけ しなょう. ╇ ぉけゅぇすうすっ, う しうさけきぇ-
しうすっ いくぇっかう, つっ すけえ うきぇ しうかくぇ 
こけょおさっこぇ けす しせかすぇくぇ う つっ きけあっ 
けす ゃなあっすけ けしなょっく くぇ しきなさす ょぇ 
しゃぇかう. ╋っしすくうすっ ゃかぇしすう ぉうかう ゃ 
さなちっすっ きせ. 〉ゃけかくはゃぇか しなょうう, くぇ-
つぇかくうちう う ょさせゅう ぇょきうくうしすさぇすうゃ-
くう かうちぇ う くぇいくぇつぇゃぇか おけゅけすけ すけえ 
うしおぇ. 〈なえ おぇすけ ゃしうつおけ いぇゃうしっかけ 
けす くっゅけ, ゃっょくなあ おぇいぇか くぇ っょうく 
きのょのさうく /こけかうちっえしおう こさうしすぇゃ/ 
ょぇ しっ こさぇゃう くぇ いぇしこぇか, おけゅぇ-
すけ しっ さってぇゃぇす ゃぇあくう しこけさけゃっ.                                                                                                                                      
‶け ゃさっきっすけ くぇ ╂させえけけかせ ぉうか うい-
ょぇょっく っょうく ゃぇあっく そっさきぇく ゃ いぇ-
とうすぇ くぇ きっしすくうすっ すなさゅけゃちう しさっ-
とせ つせあょうすっ, おけうすけ こさっしすけはゃぇかう 
くっいぇおけくくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお う しかっょ 
おさぇは くぇ こぇくぇうさぇ.
¨とっ „つっさすうちう” おなき こけさす-

さっすぇ きせ. 〈けえ ゃけょっか ょさっぉくぇ 
すなさゅけゃうは し おけこさうくぇ いぇっょくけ し 
╋ぇくぬけけかせ, うきぇか ゃっょくなあ くっぉかぇ-
ゅけさぇいせきうっすけ ょぇ けしこけさゃぇ つぇしす けす 
こっつぇかぉぇすぇ. [ぇいゅくっゃっくうはす ╂させえけ-
けかせ こさうおかのつうか しこけさぇ, おぇすけ うい-
ゃうおぇか くぇ つうぉせおつうはすぇ しう: „╋うすぬけ, 
ょぇゃぇえ しおけさけ ゃなあっすけ う すっゅかう すけいう 
こっいっゃっくゅうく”. 〈っ しこけさうかう う いぇ 
ゃけょうすっ ゃ ╉ぇえくぇさょあぇ. ╋ぇくぬけけかせ 
こさなゃ くぇきっさうか ゃけょぇ いぇ つぇさぇおつうえ-
くうちうすっ しう. ′け ╂させえけけかせ こさっゃいっか 
う さぇいてうさうか こけょいっきくうすっ おぇくぇかう, 
いぇ おけっすけ ゃかけあうか 1000 かうさう. ╇い-
おぇさぇか きくけゅけ ゃけょぇ いぇ つぇさぇおつうえ-
くうちぇすぇ しう う こけしすさけうか くぇょ くっは 
おせかぇ, こぇいっくぇ けす ゃけえくうちう. 〈ぇき 
ぉうかぇ かはすくぇすぇ きせ さっいうょっくちうは.                                                                                                                            
‶さっい 1860 ゅ. ゃっいうさなす すさはぉゃぇかけ ょぇ 
きうくっ こさっい ‶かけゃょうゃ, おぇすけ しっ うく-
そけさきうさぇ いぇ しなしすけはくうっすけ う くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. ╁ こけょけぉくう しかせつぇう ゃしうつおう 
– けす ゃぇかうはすぇ ょけ さぇいしうかくうは, けつ-
ぇおゃぇかう ╂させえけけかせ し くっすなさこっくうっ, 
すなえ おぇすけ すけえ ゃうくぇゅう しっ こけはゃはゃぇか 
し すけさぉう こぇさう, おけうすけ さぇいょぇゃぇか 
おぇすけ „ぉぇおてうて”. 〈けゃぇ ゅけ ういょうゅぇかけ 
けとっ こけゃっつっ ゃ けつうすっ くぇ ゃしうつおう.                                                                                                                           
╋くけいうくぇ きせ いぇゃうあょぇかう う すなさしっ-
かう しかせつぇえ ょぇ ゅけ こけょさぇいくはす. ‶ぇてぇ 
╋うたぇかぇおう けす ‶かけゃょうゃ きせ こうしぇか, 
つっ うしおぇ ょぇ おせこう ょゃぇすぇ きせ ぉっかう 
おけくは, すなえ おぇすけ „くっきせ こó こさうかう-
つぇかけ ょぇ うきぇ すうは おけくっ”. ╂させえけけかせ 
こけさなつぇか くぇ こうしぇさは しう ょぇ けすゅけゃけ-
さう, つっ すなさしう いぇ おけつうはて かうちっ しなし 
しなとうすっ おぇつっしすゃぇ, おぇおゃうすけ うきぇか 
こぇてぇすぇ, くけ ぉっい ょぇ しこけきっくぇゃぇ 

うきっすけ きせ. ┿ おけくっすっ う そぇえすけくぇ しう 
ういこさぇすうか おぇすけ こけょぇさなお くぇ ╁っかう-
おうは ゃっいうさ. ′け, ういゅかっあょぇ, ょなかゅけ っ 
しおなさぉはか いぇ すけいう こけょぇさなお. ╉けゅぇすけ, 
おぇすけ ょっすっ, ╉. ╇ゃぇくけゃ ゅけ いぇこうすぇか: 
„┿, ぉっ つけさぉぇょあう, おなょっ すう しぇ ぉっ-
かうすっ おけくっ?”, ╂させえけけかせ けすゅけゃけさうか: 
„′ぇ すう ょゃぇえしう こぇさう, つっ けとっ ゃっょ-
くなあ ょぇ くっ しう きう しこけきっくぇか いぇ すうは 
おけくっ”.
╂させえけけかせ ぉうか ういすなくつっく かうたゃぇさ 

う こさうくせあょぇゃぇか こけ-いぇきけあくう-
すっ たけさぇ ょぇ いぇっきぇす こぇさう けす くっゅけ. 
╁なゃ ゃしはおぇ きぇたぇかぇ うきぇか しゃけう 
„かぇかぇょあうう”, おけうすけ しなしすぇゃかはゃぇかう 
せこさぇゃうすっかくうは きせ しなゃっす.
╆ぇ くぇさけょくぇすぇ ょせたけゃくけしす. ′ぇ 

27.12.1860 ゅ. きかぇょっあうすっ けしくけゃぇ-
ゃぇす こなさゃけすけ いぇ ゅさぇょぇ つうすぇかうとっ. 
¨すおさうゃぇくっすけ くぇ すけゃぇ „ぉけゅけせゅけょくけ 
う しゃはすけ いぇゃっょっくうっ” しすぇくぇかけ し さっ-
てぇゃぇとうは ゅかぇし くぇ ╂させえけけかせ. 〈けえ 
ぉうか っょうく けす こなさゃうすっ, こけょおさっこう-
かう う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ たさぇき „]ゃ. 
╈けぇく ‶さっょすっつぇ”. ╀かぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ くっゅけ ゃしうつおう ゅさぇょしおう こけこけ-
ゃっ ぉうかう こさうくせょっくう ょぇ こさういくぇはす 
いぇ くぇさけょっく こさぇいくうおぇ くぇ ]ゃっすう-
すっ ぉさぇすは ╉うさうか う ╋っすけょうえ う ょぇ 
しかせあぇす かうすせさゅうは. ′ぇ すっいう, おけう-
すけ けすおぇいゃぇかう, すけえ さぇいこけさっあょぇか 
ょぇ うき ぉなょぇす けぉさなしくぇすう ぉさぇょうすっ. 
〈っいう ょのおはくょあうう, おけうすけ けすゃぇさは-
かう ょのおはくうすっ しう くぇ すさっすうは ょっく くぇ 

╁っかうおょっく, すけえ くぇおぇいゃぇか „ゃしっおう 
しこけさっょ しうかぇすぇ しう” ょぇ ょぇさう ゃけしなお 
くぇ きぇたかっくしおぇすぇ しう つっさおゃぇ.                                                                                                                            
╊うつくうはす あうゃけす くぇ ╂させえけけかせ.

‶なさゃぇすぇ きせ あっくぇ ぉうかぇ ぉけゅぇすぇすぇ 
ょなとっさは くぇ ‶けょしおけつうはすぇ, おけえすけ 
うきぇか すけかおけゃぇ けゃつっ きぇしかけ, つっ „し 
すっしかぇ ゅけ おけこぇかう”. [ぇいおぇいゃぇす, つっ 
くはおけう ゃうしけおけこけしすぇゃっくう かうちぇ きせ 
しっ こさうしきっかう いぇ ゅさけいくぇすぇ きせ しな-
こさせゅぇ う すけえ ゃっょくぇゅぇ は „くぇこなょうか”. 
¨す くっは ゅさぇょしおうはす こなさゃっくっち うきぇ 
ょゃぇきぇ しうくぇ – ╂させえつけ う 》さうしすけ, う 
っょくぇ ょなとっさは - ╋ぇさうは. ╂させえつけ くっ 
けしすぇゃうか くぇしかっょくうちう. 》さうしすけ うきぇ 
ょゃっ ょなとっさう, ぇ ╋ぇさうは - っょうく しうく う 
すさう ょなとっさう. ¨す ゃすけさぇすぇ しう あっくぇ, 
つうっすけ かのぉうきけ いぇくうきぇくうっ ぉうかう 
おかのおうすっ いぇ ゃうょくうすっ おぇいぇくかなておう 
しっきっえしすゃぇ, ╂させえけけかせ くはきぇか ょっちぇ.                                                                                                                            
〈けえ けぉさなとぇか ゅけかはきけ ゃくうきぇくうっ 
くぇ こさうしかせゅぇすぇ しう. ′っゅけゃ しこっちうぇ-
かっく そぇえすけくょあうは ぉうか ‶っくつけけかせ, 
ぇ こけきけとくうお きせ ぉうか ょはょけ ╃けぉさう 
《せくっおぇ. ╂ぇくつけ くけしっか こけおせこおうすっ 
きせ, ぇ ╋うすの ぉうか ゅかぇゃっく ょけきぇおうく 

う くけしぇつ くぇ つうぉせおぇ きせ. 【ぇぉぇく, 
ちうゅぇくうくなす, うきぇか いぇょなかあっくうっすけ 
ょぇ しっつっ ょなさゃぇ う ょぇ ゃぇょう ゃけょぇ いぇ 
ぉぇくはすぇ. ╇きぇか う 4-5 しかせゅうくう – いぇ 
„さぇいくう しかせあぉう”.
╀ぇとうくぇ くぇょっあょぇ う きなおぇ. ╂け-

かはきぇすぇ くぇょっあょぇ くぇ ╂させえけけかせ ぉうか 
しうくなす きせ ╂させえつけ, おけえすけ こさうかうつぇか 
くぇ ぉぇとぇ しう, くけ くはきぇか しなとうは たぇ-
さぇおすっさ. ‶なさゃけくぇつぇかくけすけ しう けぉ-
さぇいけゃぇくうっ きけきつっすけ こけかせつうかけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお – っょくぇ けす こさうつうくうすっ ょぇ 
しっ けぉなさくっ ゃくうきぇくうっ くぇ こさけしゃっすぇ-
すぇ う せつうかうとくうは さっょ ゃ ゅさぇょぇ. ¨す 
╉ぇさかけゃけ しこっちうぇかくけ ぉうか ういゃうおぇく 
せつうすっか - „ゅかせぉけおけせつっく つけゃっお”, つう-
はすけ さぇぉけすぇ こけおぇいぇかぇ „つせょくけゃぇすう” 
さっいせかすぇすう. ]かっょ すけゃぇ きかぇょっあなす 
せつうか ゃ 『ぇさうゅさぇょ ゃなゃ そさっくしおけ 
せつうかうとっ. ╉けゅぇすけ 21-ゅけょうてくう-
はす ╂させえつけ しっ いぇあっくうか, ぉぇとぇ きせ 
いぇこけゃはょぇか ゃしうつおう „たぇえょせすう う 
ゅかぇゃぇすぇさう ょぇ しかはいぇす いぇ しゃぇすぉぇ-
すぇ う とっ ぉなょぇす けこさけしすっくう, うくぇつっ 
とっ けすゅけゃぇさはす し あうゃけすぇ しう”. ‶さけ-
つせすうはす たぇえょせすうく ╊ぇすうそぇ くっ しっ 
こけょつうくうか う こかぇすうか し ゅかぇゃぇすぇ しう. 
╁しうつおう ぉなかゅぇさう うい けおけかうはすぇ ょけ-
てかう くぇ しゃぇすぉぇすぇ, くぇすさせこぇくう ぉうかう 
ゅけかっきう こけょぇさなちう. ╀うかう いぇおかぇくう 
700 けゃっくぇ, 17 ぉうゃけかぇ う 30 おけくは. 
╃ゃっ しっょきうちう すさぇはかぇ ゅけとぇゃおぇ-
すぇ. ╆ぇ „いぇぉぇゃぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ” 
こさうしすうゅくぇかぇ う ぇおさけぉぇすしおぇ すさせこぇ.                                                                                        

╂けょうくぇ こけ-おなしくけ 
╂させえつけ せきうさぇ けす しうか-
くぇ こさけしすせょぇ. 【っしす 
すぇゃう し きけくっすう ぉうかう 
こさなしくぇすう しさっょ こさう-
しなしすゃぇとうすっ こけ ゃさっ-
きっ くぇ こけゅさっぉっくうっすけ 
きせ. ]かっょ しきなさすすぇ くぇ 
しうくぇ しう ╂させえけけかせ しっ 
こけぉけかはか.
‶さっょしきなさすくうはす 

しなく くぇ ╂させえけけかせ. 
′ぇ 15.04.1864 ゅ. – 
╁っかうおぇ しさはょぇ, ╂させ-
えけけかせ くぇ すさう こなすう 
しっ ぉせょうか こさっい くけとすぇ 
う うしおぇか けす ╋うすの ょぇ 
きせ ょぇょっ つうぉせおぇ う ょぇ 
きせ くぇこさぇゃう おぇそっ. 
′ぇ しせすさうくすぇ こけゃう-
おぇか すさうきぇ おったぇう, いぇ 
ょぇ さぇいすなかおせゃぇす しなくは 
きせ, しなくせゃぇく くぇ すさう 
こなすう - はゃうか きせ しっ 
つけゃっお し ぉっかう ょさったう, 
おけえすけ くぇ ゃうしけお ゅかぇし 

ういゃうおぇか: „]すけっくつけ つけさぉぇょあう, 
ゃうおぇす  すっ くぇ きっいかうつぇ, すゃけはす しうく 
っ すぇき”. „]なくっすなかおせゃぇすっかうすっ” こけ-
きけかうかう いぇ こさけておぇ, „いぇょっすけ しなくはす 
くっ っ ょけぉなさ” う おぇいぇかう, つっ „しきなさすすぇ 
ゅけ こさっしかっょゃぇ う すさはぉゃぇ ょぇ ょうさう 
しこぇしっくうっ”. ′ぇ しかっょゃぇとうは ょっく – 
╁っかうおう つっすゃなさすなお, ╂させえけけかせ いぇ-
きうくぇか ょぇ すなさしう かっお ゃ ‶かけゃょうゃ. 
]すうゅくぇか ょけ ╉ぇかけそっさ, しすぇくぇかけ 
きせ かけてけ う けしすぇくぇか こさう てせさっは 
しう, おけえすけ こけすなさしうか かっおぇさしおぇ こけ-
きけと, くけ くうとけ くっ こけきけゅくぇかけ. ¨す-
くっしかう ゅけ ょけ きぇくぇしすうさぇ, おなょっすけ 
ょけ ゃっつっさすぇ ういょなたくぇか. ‶けゅさっぉぇ-
かう ゅけ ゃ きぇくぇしすうさしおけすけ ゅさけぉうとっ. 
]かっょ くはおけかおけ ゅけょうくう おけしすうすっ 
きせ ぉうかう こさっくっしっくう ゃ ╉ぇいぇくかなお.                                                                                                                                       
╉けゅぇすけ さぇいすゃけさうかう しなおさけゃうとっすけ 
くぇ ]すけっくつけ ╂させえけけかせ, くぇきっさうかう 
しぇきけ 60 かうさう う っょうく いかぇすっく こさなし-
すっく - いくぇお, つっ „すけえ くっ ぉうか けす けくうは 
しこぇたうう, おけうすけ けゅけかゃぇかう くぇさけょぇ いぇ 
しゃけは しきっすおぇ”.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

„′ぇ いっきはすぇ ょゃぇ ちぇさは ちぇさせゃぇす - っょうくうはす っ しせかすぇ-
くなす ゃ 『ぇさうゅさぇょ, ぇ ょさせゅうはす - ╂させえけけかせ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお“, おぇいゃぇかう こけ けくけゃぇ ゃさっきっ きっしすくうすっ たけさぇ. ╆ぇ 
]すけっくつけ ╂させえけけかせ くぇせつぇゃぇきっ けす すけき ┶ くぇ しぉけさくうおぇ 
„╉ぇいぇくかなお ゃ きうくぇかけすけ”, いぇこぇいっく しぇきけ ゃ くはおけかおけ 
っおいっきこかはさぇ, ぉっい しくうきおけゃ きぇすっさうぇか ゃ くっゅけ. ┿ゃすけ-
さなす くぇ „こけゃっしすゃせゃぇくうはすぇ いぇ あうゃけすぇ きせ”, くぇこうしぇくう 
こさっい 1912 ゅ. - ╋ぇすっえ ╂っけさゅうっゃ, ういさぇいはゃぇ しなあぇかっ-
くうっ, つっ くっ しぇ „こさっぉさけょっくう” ゃしうつおう ょけおせきっくすう, けす 
おけうすけ „ぉう しっ しなぉさぇかけ けぉうかっく きぇすっさうぇか いぇ ╂させえけ-
けかせ, おぇすけ きけとっく しこぇたうは けす 1845 ゅ.” ‶け ょせきうすっ きせ, 
ゃ けつうすっ くぇ しなゃさっきっくくうちうすっ しう すけえ っ っょくぇ しうかくぇ 
かうつくけしす し ゃうしけおけ こけかうすうつっしおけ ゃかうはくうっ, „くっとけ 
おぇすけ おぇいぇくかなておう しせゃっさっく”.

ょうちうけくくぇ しさっとぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ ぇくぇかうい くぇ さっいせかすぇすうすっ けす すぇいゅけょうてくぇすぇ おぇきこぇくうは こけ こさう-
ぉうさぇくっすけ くぇ さけいけゃうは ちゃはす う ぇおすせぇかくうすっ こさけぉかっきう くぇ さけいけこさけういゃけょしすゃけすけ ゃ しすさぇくぇすぇ.
╉ぇすけ „しこっちうそうつくぇ“ う こさけょなかあうかぇ こけ-ょなかゅけ けす けぉうつぇえくけすけ, けこさっょっかう おぇきこぇくうは 2014 ょけち. 

╁ぇしうか ╀ぇいうすけゃ, ゃさうょ. ょうさっおすけさ くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ う っすっさうつくけ-きぇしかっくうすっ おせかすせさう. 

Happy Birthday to You 

こしうたけしけきぇすうつくうすっ いぇぉけかは-
ゃぇくうは. 
〈さっゃけあくうすっ ういゃけょう しぇ くぇ 

っょうくしすゃっくうすっ ょゃぇきぇ しこっ-
ちうぇかうしすう けす けぉかぇしす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, さぇぉけすっとう さっぇかくけ こけ 
こさけぉかっきうすっ くぇ ょっちぇすぇ う こけょ-
さぇしすゃぇとうすっ, せこけすさっぉはゃぇとう 
ぇきそっすぇきうくう う ょさせゅう くぇさ-
おけすうつくう ゃっとっしすゃぇ ゃ けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ - こしうたけかけゅなす 
╀けさはくぇ ]すっそぇくけゃぇ う こしうたう-
ぇすなさなす ょ-さ ╇ゃぇく ╃けぉさうくけゃ 
けす ╃なさあぇゃくぇすぇ こしうたうぇすさうつ-
くぇ ぉけかくうちぇ ゃ [ぇょくっゃけ.
╃ゃぇきぇすぇ しぇ うくうちうぇすけ-

さう いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ′‶¨ 
„╇いぉけさ”ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う  さぇ-
ぉけすはす こけ こさけぉかっきぇ ゃ くっは. 

Да се родиш с 
лъчите на първото 
юлско утро е знак, 
че животът те 
обича.
Че дните ти 
ще преминават 
в блаженство, 
светлина, устрем, 
сила, красота и 
дръзновение.

И защото дълго
е житейското 
ни друмче, 
там, някъде на 
третината от 
него, е време за 
преоткриване на 
нови хоризонти:

 Че всеки покорен хоризонт ще е просто бряг за 
следващи.
 Затова:
на жизненото поприще в средата желаем в  
здраве да се къпят дните  ти,  слънце да огрява  
плановете ти, любов да озарява душата ти и 
блаженство да сипе животът ти...
В следващите прекрасни поне по толкова!
 Честит празник на инж. Владимир Чучумишев!

“Експерти за Казанлък”,
колеги, приятели, симпатизант/К/и

за още по-дръзки мечти,
за още повече  вдъхновение в любовта,
за нов прочит на почитта ни към най-близките
и вярна теглилка за приятелите.

На третината от пътя е време да прелива житейската ни 
стъкленици от здраве, очите ни от светлина и домът ни от 
обични хора.
 За да вървим в следващите си прекрасни третини с 
достойнство, щастие и късмет!

 Честити прекрасни години на
Христо Ибушев - изпълнителен директор на “Арсенал 2000” АД
                       

                                                           Колеги, приятели, съмишленици 

Юбилей

〈╊』【っ【 ′╉『╅╇〉╅【╅ [╅』╅  
╇ 》《]¨[]¨〉¨[╅【╅

〈けゃぇ っょうくけょせてくけ さってうたぇ くぇ こけしかっょくけすけ 
しう いぇしっょぇくうっ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう くぇ 

╉ぇいぇくかなお. ‶さっょかけあっくうっすけ いぇ こさっきっしすゃぇくっすけ 
っ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う っ 
しなけぉさぇいっくけ ういちはかけ し あっかぇくうっすけ くぇ ゅさぇあょぇくう-
すっ, こさっょうきくけ たけさぇ しなし しっさうけいくう いょさぇゃけしかけゃ-
くう こさけぉかっきう. 『っかすぇ っ すっ ょぇ ぉなょぇす きぇおしうきぇかくけ 
せかっしくっくう こさう しゃけっすけ こけしっとっくうっ こさう かっおぇさうすっ 
う くっけぉたけょうきけしすすぇ しかっょ すけゃぇ ょぇ いぇゃっさはゃぇす ょけ-
おせきっくすう ゃ [╆¨╉. 〈ぇおぇ たけさぇすぇ, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけしっとぇゃぇす しゃけは かうつっく かっおぇさ うかう しこっちうぇかうしす, 
ぇ しかっょ すけゃぇ ょぇ こさぇゃはす いぇゃっさおう くぇ いょさぇゃくう 
おくうあおう う ょさせゅう ょけおせきっくすう ゃ [╆¨╉, とっ きけゅぇす 
ょぇ ういゃなさてゃぇす すけゃぇ きくけゅけ こけ-かっしくけ, ぉなさいけ う 
せょけぉくけ, ぉっい ょぇ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ すなさしはす すさぇくしこけさす 
ょけ ょけしっゅぇてくうは けそうし くぇ ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ.
¨そうしうすっ くぇ そうかうぇかぇ くぇ ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ ゃ 

╉ぇいぇくかなお とっ しっ こけきっとぇゃぇす くぇ ゃすけさうは っすぇあ, 
ぇ ぇさたうゃなす くぇ こけしかっょくうは. 
╁ くぇえ-しおけさけ ゃさっきっ こさっょしすけう こさっきっしすゃぇくっすけ 

ょぇ ぉなょっ そぇおす.  
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“

』ひそいちあきかせけみ そてうひお 
ぬけなちけてか
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╂-く ╃さぇゅけゃ, おけっ っ くぇえ-
すさせょくけすけ ゃ けゃかぇょはゃぇくっすけ 
くぇ ういおせしすゃけすけ ょぇ しっ あうゃっっ, 
しこけさっょ こけしかっょけゃぇすっかうすっ 

くぇ ╁ぇてっすけ ょゃうあっくうっ?
- ′ぇえ-すさせょくけすけ? – ゃしなとくけしす, 

くっ っ すさせょくけ, こさけしすけ ういうしおゃぇ 
きぇかおけ こなさゃけくぇつぇかくう せしうかうは 
つけゃっお ょぇ しっ こけゅさうあう いぇ しっぉっ 
しう. ╉ぇおすけ きうっき すはかけすけ しう ゃしっ
おう ょっく, いなぉうすっ, ゃいうきぇきっ しう 
ょせて, たさぇくうき しっ, しこうき..., すぇおぇ 
っ くっけぉたけょうきけ つけゃっお ょぇ しっ こけ
ゅさうあう いぇ しけぉしすゃっくうは しう せき う 
いぇ ょうてぇくっすけ しう. ′はおけかおけ きう
くせすう ょうたぇすっかくう せこさぇあくっくうは 
くぇ ょっく, くはおけかおけ きうくせすう きっ
ょうすぇちうは きけゅぇす ょぇ くう こけきけゅ
くぇす せきなす くう ょぇ ぉなょっ こけゃっつっ ゃ 
くぇしすけはとうは きけきっくす. ¨ぉうおくけ
ゃっくけ くうっ しっ くぇきうさぇきっ こけゃっつっ 
ゃ ぉなょっとっすけ, すさっゃけあうき しっ おぇお
ゃけ くう こさっょしすけう, しなあぇかはゃぇきっ 
いぇ くっとけ, おけっすけ しっ っ しかせつうかけ 
ゃ きうくぇかけすけ, はょけしゃぇきっ しっ くぇ 
くっとけ. ╇いおせしすゃけすけ ょぇ あうゃっって, 
しこけさっょ くぇし, っ ういおせしすゃけすけ ょぇ 
あうゃっって ゃ くぇしすけはとうは きけきっくす.

╉ぇおゃう たけさぇ うょゃぇす ゃ ゅさせ-
こうすっ, おけうすけ しなぉうさぇすっ, う 
きけあっ かう ょぇ しっ おぇあっ, つっ 
すけゃぇ しぇ こさっょうきくけ たけさぇ, 
おけうすけ しぇ こけゃっつっ せきしすゃっくけ 
ぇくゅぇあうさぇくう, くぇすけゃぇさっくう ゃ 
っあっょくっゃうっすけ, さぇぉけすぇすぇ うき 
こさけすうつぇ し きくけゅけ しすさっし?
- ╃ぇ. 〈ぇおぇ っ. 〈ったくうおぇすぇ くぇ 

ぇょぇこすぇちうはすぇ くぇ „╇いおせしすゃけすけ 
ょぇ あうゃっって“ っ こけ-しおけさけ くぇしけ
つっくぇ おなき ぇくゅぇあうさぇくうすっ たけさぇ. 
〈ったくうおぇすぇ ゃおかのつゃぇ くはおけかおけ 
ょっえくけしすう, おけうすけ けすくっきぇす っょゃぇ 
くはおけかおけ きうくせすう くぇ ょっく, すぇおぇ 
つっ – くうっ ょぇ せしこけおけうき せきぇ しう, 
ょぇ しっ けしゃけぉけょうき けす しすさっしぇ, いぇ 
ょぇ ぉなょっき こけ-っそっおすうゃくう ゃ さぇ
ぉけすぇすぇ しう, ょぇ うきぇきっ こけ-ょけぉさう 
けすくけてっくうは し くぇてうすっ ぉかういおう.

╃け おぇおゃぇ しすっこっく すっいう すった-
くうおう きけゅぇす ょぇ しっ くぇさっおぇす 
えけゅぇ う ういけぉとけ, くぇいぇょ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ くぇ ょせたけゃくうすっ せつっ-

くうは, こさぇおすうおう う ういすけつくぇ 
そうかけしけそうは, おなき おけう すっつっ-
くうは ぉう きけゅかぇ ょぇ しっ こさうつうし-
かう すったくうおぇすぇ, ういこけかいゃぇくぇ 
けす „╇いおせしすゃけすけ ょぇ あうゃっ-
って“?
– 〈ったくうおぇすぇ, おけはすけ くうっ こさっ

こけょぇゃぇきっ, しっ くぇさうつぇ しせょぇさてぇく 
おさうは. 〈けゃぇ っ っょくぇ きっょうすぇすうゃ
くぇ すったくうおぇ し さうすきうつくけ ょうてぇ
くっ, おけはすけ ういつうしすゃぇ けさゅぇくういきぇ 
くぇ おかっすなつくけ くうゃけ. [っょうちぇ うい
しかっょゃぇくうは こけおぇいゃぇす, つっ しせょぇさ
てぇく おさうは こけつうしすゃぇ っそっおすうゃくけ 
うきせくくぇすぇ しうしすっきぇ, こけょけぉさはゃぇ 
きけいなつくぇすぇ ょっえくけしす, しこさぇゃはくっ
すけ し ょっこさっしうはすぇ う こけょけぉさはゃぇ
くっすけ くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ しなくは. 
′うっ こさっこけょぇゃぇきっ う さぇいかうつくう 
えけゅぇ-ぇしぇくう ゃ くぇてうすっ おせさしけゃっ 
う ういけぉとけ – いくぇくうっすけ くぇ えけゅぇ 
おぇすけ くぇつうく くぇ あうゃけす.

╋けあっ かう つけゃっお しぇき ょぇ せこ-
さぇあくはゃぇ すっいう すったくうおう, ぉっい 
ょぇ うきぇ うくしすさせおすけさ, ぉっい ょぇ 
っ こけしっとぇゃぇか おせさしけゃっ, ゃない-
きけあくけ かう っ ょぇ しっ けぉせつぇゃぇ 
しぇき, つさっい うくすっさくっす, おくうゅう 
う ょさせゅう ういすけつくうちう くぇ うく-
そけさきぇちうは?
-  ╋くけゅけ っ すさせょくけ つけゃっお しぇき 

ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し すけゃぇ. ′うっ 
しっ くせあょぇっき けす せつうすっか いぇ ゃしは
おけ くっとけ, ぇ おけゅぇすけ ゅけゃけさうき 
いぇ くっとけ すけかおけゃぇ ょっかうおぇすくけ, 
おぇすけ くぇてうは せき う ょうてぇくっすけ, しっ 
くせあょぇっき けす せつうすっか, おけえすけ ょぇ 
くう けぉせつう う ょぇ くう くぇぉかのょぇゃぇ, 
こけくっ ゃ くぇつぇかけすけ. ‶けしかっ きけあっ 
ょぇ こさけょなかあう しぇき. 

┿ おぇお しなあうすっかしすゃぇす ゃしうつ-
おう すっいう ょせたけゃくう すったくう-
おう し こさぇゃけしかぇゃくうは ょせた 
くぇ ぉなかゅぇさうくぇ う すさぇょうちう-

はすぇ くぇ たさうしすうはくしすゃけすけ せ 
くぇし? ′はきぇ かう こさけすうゃけさっ-
つうっ きっあょせ すはた? ╇きぇ きくけ-
ゅけ こせぉかうおぇちうう くぇ ぉぇいぇすぇ 
くぇ おぇくけくうつくうすっ したゃぇとぇ-
くうは いぇ しすさけゅけすけ しこぇいゃぇくっ 
くぇ こさぇゃけしかぇゃくうすっ くけさきう, 
おけうすけ けすさうつぇす う ょけさう いぇ-
ぉさぇくはゃぇす ういすけつくうすっ ょせたけゃ-
くう いくぇくうは - せつっくうは う こさぇお-
すうおう, いぇとけすけ ゅう けこさっょっかはす 
おぇすけ けこぇしくう?
- 〈ったくうおうすっ, おけうすけ こさっこけ

ょぇゃぇきっ ゃなゃ そけくょぇちうは „╇い
おせしすゃけすけ ょぇ あうゃっって“, くはきぇす 
くうおぇおゃけ こさけすうゃけさっつうっ し さっ

かうゅうはすぇ, いぇとけすけ すっ しぇ ょうたぇ
すっかくう せこさぇあくっくうは う きけゅぇす ょぇ 
ぉなょぇす こさぇおすうおせゃぇくう, くっいぇ
ゃうしうきけ おぇおゃぇ さっかうゅうは ういこけ
ゃはょゃぇ つけゃっお. ′うっ うきぇきっ おせさ
しけゃっ ゃ きくけゅけ しすさぇくう こけ しゃっすぇ 
う くぇてうすっ うくしすさせおすけさう しぇ けす 
ゃしうつおう ゃないきけあくう さっかうゅうう こけ 

しゃっすぇ. 

╀けかくう たけさぇ し さぇいかうつくう 
いょさぇゃけしかけゃくう こさけぉかっきう 
きけゅぇす かう ょぇ せつぇしすゃぇす ゃなゃ 
╁ぇてうすっ おせさしけゃっ, くっ すさはぉゃぇ 
かう こさっょゃぇさうすっかくけ ょぇ ぉなょぇす 
こさっゅかっあょぇくう, ょぇ こけすなさ-
しはす しなゃっすぇ くぇ しゃけは かっおぇさ? 
╁かういぇ かう ゃ こさけすうゃけさっつうっ 
せこけすさっぉぇすぇ くぇ たうきうつくう 
きっょうおぇきっくすう う かっおぇさしすゃっ-
くう こさっこぇさぇすう し こさぇおすうおせ-
ゃぇくっすけ くぇ しせょぇさてぇく おさうは, 
けこぇしくけ かう っ すけゃぇ?
-  〈ったくうおぇすぇ しせょぇさてぇく おさうは 

っ こけおぇいぇかぇ こけょけぉさっくうっ くぇ 
いょさぇゃけしかけゃくけすけ しなしすけはくうっ くぇ 
きくけゅけ たけさぇ. ‶けゃっつっ けす 3 きう
かうけくぇ ょせてう しぇ こさぇおすうおせゃぇかう 
う くぇせつうかう すったくうおぇすぇ. [ぇいぉう
さぇ しっ, くうっ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇっき 
いょさぇゃけしかけゃくけすけ しなしすけはくうっ くぇ 
つけゃっおぇ, おけえすけ うょゃぇ くぇ おせさ

しぇ, くけ こけ こさうくちうこ, くはきぇ おけく
そかうおす きっあょせ せこけすさっぉぇすぇ くぇ 
かっおぇさしすゃぇ う こさぇおすうおせゃぇくっすけ 
くぇ しせょぇさてぇく おさうは. ╁ きくけゅけ 
けす しかせつぇうすっ ょけさう しっ けおぇいゃぇ, 
つっ こさぇおすうおせゃぇくっすけ くぇ しせょぇさ
てぇく おさうは こけょけぉさはゃぇ いょさぇゃけ
しかけゃくけすけ しなしすけはくうっ, けしけぉっくけ 
っそっおすうゃくけ しっ しこさぇゃは し ょっこさっ
しうはすぇ.

╉けかおけ ょせてう ゃ ╀なかゅぇさうは 
ゃっつっ しぇ こさっきうくぇかう こさっい 
╁ぇてうすっ おせさしけゃっ?
- ╀かういけ 15 ゅけょうくう けさゅぇくういう

さぇきっ おせさしけゃっすっ ゃ ╀なかゅぇさうは う 

くぇょ 20 たうかはょう ょせてう しぇ こさっ
きうくぇかう こさっい すはた. ╁ いぇすゃけさう
すっ, けぉとうくうすっ, きくけゅけ そうさきう, 
せくうゃっさしうすっすう, ゃ くぇょ 50 ゅさぇょぇ 
ゃ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは ゃっつっ うきぇきっ 
おせさしけゃっ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〉あこ-うあきせけみて あつたかさて う そいちあくそうあせけかてそ か つたそつそいせそつててあ せあ とねけてかしけてか おあ あせえあきけちあて け すそてけうけちあて とねかせけぬけてか, たそさあくうあ せそうそ かうちそたかこつさそ たちそとねうあせか

¨ぉさぇいけゃぇくうっすけ う こけょゅけすけゃ-
おぇすぇ くっ ょぇゃぇす くぇ たけさぇすぇ 

くっけぉたけょうきぇすぇ おゃぇかうそうおぇちうは, 
おけはすけ っ くせあくぇ いぇ いぇこけつゃぇくっ 
くぇ さぇぉけすぇ. 〈けゃぇ すゃなさょはす 23% 
けす っゃさけこっえちうすっ, こけおぇいゃぇ くけゃけ 
こさけせつゃぇくっ くぇ ╄ゃさけぉぇさけきっすなさ, 
こけしゃっすっくけ くぇ せきっくうはすぇ う おゃぇ-
かうそうおぇちうはすぇ くぇ たけさぇすぇ. 56% 
けす いぇこうすぇくうすっ しきはすぇす, つっ けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ う さぇいかうつくうすっ ゃうょけ-
ゃっ おゃぇかうそうおぇちうは, おけうすけ こさう-
すっあぇゃぇす, とっ ぉなょぇす こさういくぇすう ゃ 
ょさせゅぇ しすさぇくぇ-つかっくおぇ.
‶さけせつゃぇくっすけ こけおぇいゃぇ けとっ, 

つっ けおけかけ 6% しぇ けこうすゃぇかう 
ょぇ さぇぉけすはす うかう せつぇす ゃ ょさせゅぇ 
しすさぇくぇ-つかっくおぇ くぇ ╄], くけ くっ 

しぇ せしこはゃぇかう, いぇとけすけ おゃぇ-
かうそうおぇちうはすぇ うき くっ っ ぉうかぇ 
こさういくぇゃぇくぇ けす ぉなょっとうは 
うき さぇぉけすけょぇすっか うかう せつっぉ-
くけ いぇゃっょっくうっ うかう いぇとけすけ 
いぇこうすぇくうすっ くっ しぇ うきぇかう 
ょけしすなこ ょけ うくそけさきぇちうは いぇ 
こさうさぇゃくはゃぇくっ くぇ いくぇくうは う 
せきっくうは ゃ つせあぉうくぇ.
′ぇえ-ゃぇあくうはす ぇしこっおす こさう 

けぉさぇいけゃぇくうっすけ う けぉせつっ-
くうっすけ, しこけさっょ っゃさけこっえちう-
すっ (51%), っ しこけしけぉくけしすすぇ 
くぇ せつうすっかうすっ/こさっこけょぇ-
ゃぇすっかうすっ ょぇ ぇくゅぇあうさぇす う 
きけすうゃうさぇす せつっとうすっ. 〈けゃぇ 
っ しそっさぇすぇ, おけはすけ うきぇ くぇえ-
ゅけかはきぇ くせあょぇ けす こけょけぉさっ-

くうっ. ╃させゅう ぇしこっおすう, おけうすけ 
しっ くせあょぇはす けす こけょけぉさはゃぇくっ, 
しこけさっょ っゃさけこっえちうすっ, しぇ しすう-
きせかうさぇくっすけ くぇ おさっぇすうゃくけしす-
すぇ う かのぉけこうすしすゃけすけ (41%) 
う こさぇおすうつっしおぇすぇ さぇぉけすぇ ゃ 
おけきこぇくうは うかう けさゅぇくういぇちうは 
(37%).
95% けす っゃさけこっえちうすっ しきは-

すぇす, つっ くはおけう せきっくうは きけゅぇす 
ょぇ ぉなょぇす こさうょけぉうすう ういゃなく 
けぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ しうしすっきぇ. 
〈けゃぇ しっ けすくぇしは いぇ けゃかぇょはゃぇ-
くっすけ くぇ つせあょう っいうちう, おぇおすけ 
う いぇ せきっくうは ゃ さぇいかうつくう こさけ-
そっしうう.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“

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

』ぇ《╆『╅╋╊〉¨っ 《【╇ぇ╉ を¨‒『¨【╊

╆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

„┿さしっくぇか” っ おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇ-
ょさう う ゃっつっ 130 ゅけょうくう  くうすけ 
ゃさっきっすけ, くうすけ けぉさぇすうすっ きせ, しぇ 
けこさけゃっさゅぇかう すぇいう すっいぇ. ╆ぇすけゃぇ 
ゃしっおう, おけえすけ っ ぉうか つぇしす けす  すぇいう 
きぇさおぇ, けす  はょさけすけ くぇ すぇいう ゅけかは-
きぇ  そうさきぇ, っ しこけおけっく いぇ おぇさう-

っさくけすけ しう さぇいゃうすうっ.
] すっいう ょせきう きけすうゃうさぇ あっかぇっ-

とうすっ   きかぇょう  たけさぇ ょぇ こさけょなか-
あぇす おぇさうっさくけすけ う こさけそっしうけくぇか-
くけ しう さぇいゃうすうっ ゃ „┿さしっくぇか” うくあ. 
╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ- つかっく くぇ 
ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”,  
さなおけゃけょうすっか けすょっか „〈ったくうつっしおけ 
さぇいゃうすうっ-ゃなけさなあっくうっ” う っょうく 
けす うょっけかけいうすっ う けすゅけゃけさくうちうすっ 
いぇ 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”, けぉはゃっくぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ. ‶さけゅさぇきぇすぇ くぇぉう-
さぇ あっかぇっとう ょぇ ういせつぇゃぇす 
しこっちうぇかくけしすすぇ „]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” 
ゃ 〈ったくうつっしおう 〉くうゃっさしうすっす 
]けそうは - 《うかうぇか  ‶かけゃょうゃ.
』せつせきうてっゃ, いぇっょくけ しなし 

]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, ょうさっおすけさ 
こけ しこっちうぇかくうすっ ゃなこさけしう くぇ 
„┿さしっくぇか”, うきぇす くっかっおぇすぇ, 
くけ ぉかぇゅけさけょくぇ おぇせいぇ ょぇ きけ-
すうゃうさぇす う ういょうさゃぇす きかぇょう 
すぇかぇくすかうゃう きかぇょっあう う ょっ-
ゃけえおう, ゅけすけゃう ょぇ  ういさぇしすゃぇす 
おぇさうっさくけ ゃ „┿さしっくぇか” う ょぇ 
しすぇくぇす つぇしす けす くっゅけゃうは すった-
くうつっしおう っかうす ゃ ぉなょっとっ. 
¨ょけぉさっくぇすぇ う し ゅけすけゃくけしす 

いぇ そうくぇくしうさぇくっ しすうこっくょう-
ぇくすしおぇ こさけゅさぇきぇ くぇ ぇさしっ-
くぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ うきぇ 
すぇいう ゅけかはきぇ う ょけぉさぇ ぇきぉう-
ちうは. 
╆ぇ ちっかすぇ しっ こさけゃっょけたぇ こけ-

さっょうちぇ しさっとう ゃ しさっょくうすっ 
せつうかうとぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇ 
おけうすけ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
„┿さしっくぇか” しっ しさっとくぇたぇ し 
ょうさっおすけさうすっ くぇ せつっぉくうすっ 
いぇゃっょっくうは う しなし いさっかけしすくう-
ちう いぇ さぇいはしくっくうは けすくけしくけけ 
しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇ-
きぇ. 
〈っいう しさっとう しぇ ういおかのつう-

すっかくけ こけかっいくう, いぇとけすけ くぇ 
すはた きかぇょうすっ たけさぇ いぇょぇゃぇす 
すけつくうすっ ゃなこさけしう, おけうすけ 
ゅう ゃなかくせゃぇす, ぇ くうっ うきぇきっ 
ゃないきけあくけしすすぇ ょうさっおすくけ う 
つっしすくけ ょぇ ゅう いぇこけいくぇっき し 

ぉけくせしうすっ う さっぇかくうすっ こけか-
いう けす しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ くう 
こさけゅさぇきぇ いぇ すはた ゃ ぉなょっとっ, 
おけきっくすうさぇ しかっょ こさけゃっょっくぇ-
すぇ しさっとぇ しなし いさっかけしすくうちうすっ 
ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” うくあ. 
╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ. 〈けえ っ 
おぇすっゅけさうつっく, つっ きくけゅけ つっしすけ 

くっ きかぇょうすっ たけさぇ,
ぇ さけょうすっかうすっ しぇ すっいう, 

おけうすけ けぉなさおゃぇす
こかぇくけゃっすっ うき,

ゃ あっかぇくうっすけ しう すっ ょぇ 
しかっょゃぇす くはおぇおなゃ
こさっょくぇつっさすぇく けす
さけょうすっかうすっ, ぇ くっ

しけぉしすゃっくうは
くぇ ょっちぇすぇ うき, こなす. 

′ぇ 18-19 ゅけょうくう しう しおかけくっく 
ょぇ しかせてぇて さけょうすっかうすっ しう, 
けしけぉっくけ  おけゅぇすけ すう しぇきうはす くっ  
しう けさうっくすうさぇく うかう うくそけさきう-
さぇく, しつうすぇ うくあ. 』せつせきうてっゃ.
〈けえ っ せぉっょっく, つっ し ょけゃけょう う 

そぇおすう, しなし しうかぇすぇ くぇ ちうそさう-
すっ う あうすっえしおぇすぇ さっぇかくけしす,  
しうすせぇちうはすぇ し こさけそっしうけくぇか-
くけすけ けさうっくすうさぇくっ う せぉっあ-
ょっくうは っ ょぇかっつ こけ- ゃはさくぇ う 
きなょさぇ.
╄すけ つぇしす けす ぉけくせしうすっ う こけか-

いうすっ いぇ ゃしうつおう ぉなょっとう  しすう-
こっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか”, さっ-
てうかう ょぇ しすぇくぇす しこっちうぇかうしすう 
こけ しすさっかおけゃけ けさなあうっ う ぉけっ-
こさうこぇしう. 
„╁しっおう しすうこっくょうぇくす くぇ „┿さ-

しっくぇか” ゃ すけゃぇ くぇこさぇゃかっくうっ 

とっ こけかせつぇゃぇ しさっょくけ くぇ ゅけ-
ょうくぇ けおけかけ 3 たうかはょう かっゃぇ 
けす „┿さしっくぇか” こけょ そけさきぇすぇ 
くぇ こかぇすっくう しっきっしすさうぇかくう 
すぇおしう う きっしっつくう しすうこっく-
ょうう, ゃ さぇいきっさ けす 150 ょけ 
250 かっゃぇ, ゃ いぇゃうしうきけしす けす 
せしこったぇ, おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ っ くぇょ 
4.00. 
╆ぇ 5-すっ ゅけょうくう くぇ けぉせつっ-

くうっ ゃ 〈〉 - ‶かけゃょうゃ, おけえすけ っ 
そうかうぇか くぇ 〈〉 - ]けそうは, すけゃぇ 
こさぇゃう けおけかけ 13 500 かっゃぇ, 
しせきう, おけうすけ ゃ こさけすうゃっく しかせ-
つぇえ ういかういぇす けす ぉのょあっすうすっ くぇ 
しっきっえしすゃぇすぇ. ¨とっ こけゃっつっ, つっ 
しすうこっくょうぇくすうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, 
くっいぇゃうしうきけ けす こぇさうすっ, おけうすけ 
とっ こけかせつぇゃぇす けす そうさきぇすぇ, 
しさっとせ ぇくゅぇあうきっくす ゃ しかっょゃぇ-
とうすっ 5 ゅけょうくう  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, すっ ょぇ  さぇぉけすはす おぇすけ 
しこっちうぇかうしすう ゃ „┿さしっくぇか”, くっ 
しぇ かうてっくう けす こさぇゃけ ょぇ こけ-
かせつぇゃぇす ゃしうつおう ょさせゅう こけかぇ-
ゅぇとう しっ しすうこっくょうう いぇ せしこった 
うかう しすうこっくょうう こけ っゃさけこっえしおう 
こさけっおすう う こさけゅさぇきう. ′け すけゃぇ 
くっ っ ゃしうつおけ, おぇすっゅけさうつっく っ 
うくあ. 』せつせきうてっゃ. ¨すゃなょ  すっいう 
つうしかぇ, こけ ょせきうすっ きせ, しすけはす 
こけ-ゃぇあくうすっ くっとぇ: 
 ′ぇ こなさゃけ きはしすけ  すけゃぇ っ 
ぇぉしけかのすくけすけ こさけそっしうけ-

くぇかくけ,  おぇさうっさくけ う ぉっい 
おけくおせさっくちうは  さぇいゃうすうっ,
 おけっすけ けつぇおゃぇ ぉなょっとうすっ しすう-

こっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか” , ゃ 3 
くぇこさぇゃかっくうは:

╉けくしすさせおすうゃくけ,  すったくけかけゅうつ-
くけ う きっくうょあきなくす くぇこさぇゃかっ-
くうっ. 

╁ „┿さしっくぇか” うきぇ
しゃけぉけょくぇ くうてぇ いぇ きかぇょう 
しこっちうぇかうしすう う, ぇおけ すっ しぇ 

ぇきぉうちうけいくう, けぉうつぇす
さぇぉけすぇすぇ しう, うきぇす

あっかぇくうっ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす, 
すけ ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ょぇゃぇ 

きくけゅけ ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ う 
すっ とっ さぇしすぇす ぉなさいけ. 

╋けすうゃうすっ いぇ すけゃぇ すゃなさょっ-
くうっ くぇ 』せつきうてっゃ しぇ ぉっいぇこっ-
かぇちうけくくう う こけすゃなさょっくう ゃなゃ 
ゃさっきっすけ, けとっ こけゃっつっ, つっ こさっい 
こけしかっょくうすっ 10-15 ゅけょうくう うきぇ 
しっさうけいっく けすかうゃ けす きぇてうくけ-
しすさけうすっかくう しこっちうぇかくけしすう 
ゃ ぉなかゅぇさしおうすっ ゃせいけゃっ, /いぇ 
しきっすおぇ くぇ しこっちうぇかくけしすう, ぉっい  
すなさしっくっ くぇ こぇいぇさぇ う さっぇかくぇ  
こさけそっしうけくぇかくぇ さっぇかういぇちうは/, 
おぇすけ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ すなさしっ-
くっすけ う くせあょうすっ くぇ ゅけかっきうすっ 
そうさきう いぇ おぇつっしすゃっくう きかぇ-
ょう  おぇょさう /ょけさう しぇきけ いぇさぇょう 
こけおけかっくつっしおうすっ っかうすう ゃ すぇいう 
しそっさぇ/  さぇしすぇす. 〈けいう ょうしぉぇ-
かぇくし っ けつっゃぇょっく くぇ そけくぇ くぇ 
すけゃぇ, つっ くぇ こさぇおすうおぇ こけつすう 
90% けす いぇゃなさてゃぇとうすっ ゃうしてっ 
けぉさぇいけゃぇくうっ きかぇょう たけさぇ くっ 
さぇぉけすはす こけ しこっちうぇかくけしすすぇ しう, 
ょけおぇすけ きぇてうくけしすさけうすっかくう-
すっ そうさきう ういこうすゃぇす しっさうけいっく 
ゅかぇょ いぇ きかぇょう  けぉさぇいけゃぇくう 
おぇょさう.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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‶せぉかうつくけ けぉしなあょぇくっ くぇ さぇい-
さぇぉけすっくうは ¨ぉと せしすさけえしすゃっく 

こかぇく „╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ゃかぇょっすっかう“ しなぉさぇ くぇ 23-う のくう ゃ 
いぇかぇすぇ くぇ せか. „╇しおさぇ“ 4 ぇゃすけさうすっ 
くぇ こさけっおすぇ -  ぇさたうすっおすうすっ こさけそ. 
┿かっおしぇくょなさ ┿かっおしぇくょさけゃ う しなこさせ-
ゅぇすぇ きせ – ]ゃっすかぇくぇ ┿かっおしぇくょさけゃぇ, 
つさっい „《けさせき おけくしせかすぇくすう“ ╃╆╆╃, 
しなし しこっちうぇかうしすうすっ けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, しなゃっすくうちう, あせさくぇかうしすう う 
ゅさぇあょぇくう. ′ぇ しさっとぇすぇ ぉはたぇ ょけてかう 
う おきっすけゃっ くぇ しっかうとぇすぇ, おさぇえ おけうすけ 
きうくぇゃぇす すっさうすけさううすっ くぇ ╃けかうくぇすぇ 
し ういはゃっくけ おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけ 
う こさうさけょくけ くぇしかっょしすゃけ. ╁たけょっく 
うくそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ おなき おけき-
こかっおしぇ けす ゅさけぉくうちう  くぇ きはしすけすけ 
くぇ しすぇさけすけ そせすぉけかくけ うゅさうとっ おさぇえ 
【うこおぇ, ちっくすなさ いぇ すせさうしすう し たけすっか 
う ういたけょくぇ ぉぇいぇ いぇ ゃかぇおつっ おなき けぉっお-
すうすっ おさぇえ ╉さなく, ょっしっすおう おうかけきっすさう 
ゃっかけぇかっう, こってったけょくう う っおけ-こなすっ-
おう し  ゃないきけあくけしすう いぇ けいっかっくはゃぇくっ 
こさっょゃうあょぇ こかぇくなす いぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ 
すさぇおうえしおうすっ ゃかぇょっすっかう. ]こっちうぇかくけ 
きはしすけ ゃ くっゅけ しぇ しぇきうすっ ゅさけぉくうちう, 

╂-く 【うおけゃ, こさっょしすけう こさう-
っきぇくっすけ くぇ ¨〉‶ „╃けかうくぇすぇ 
くぇ すさぇおうえしおうすっ ゃかぇょっすっ-
かう“, おなょっ きうくぇゃぇす ゅさぇくう-
ちうすっ くぇ  すっさうすけさううすっ, おけうすけ 
しぇ けこさっょっかっくう ょぇ ゃかはいぇす ゃ 
„╃けかうくぇすぇ くぇ ちぇさっすっ“?
- ‶かぇくうさぇくぇすぇ こかけと けす 

11784,8 たぇ けぉたゃぇとぇ ういゃなくしっ-
かうとくぇ すっさうすけさうは, つぇしす けす ╉ぇ-
いぇくかなておぇすぇ おけすかけゃうくぇ, ゃおかのつ-
ゃぇとぇ いっきかうとぇすぇ くぇ: いぇこぇょくぇすぇ 
つぇしす くぇ いっきかうとっすけ くぇ ゅさ. ╉ぇ-
いぇくかなお; つぇしす けす いっきかうとっすけ くぇ 
ゅさ. 【うこおぇ; つぇしす けす いっきかうとっすけ 
くぇ ゅさ. ╉さなく; し. 【っえくけゃけ; つぇしす 
けす いっきかうとっすけ くぇ し. ╄くうくぇ; つぇしす 
けす いっきかうとっすけ くぇ し. ぅしっくけゃけ; し. 
》ぇょあうょうきうすさけゃけ; つぇしす けす いっき-
かうとっすけ くぇ し. ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ; 
し. ╃せくぇゃちう;  し. ╉けこさうくおぇ; し. 
╀せいけゃゅさぇょ. ′ぇ のゅ ゅさぇくうちうすっ 
くぇ さぇいさぇぉけすおぇすぇ ゃおかのつゃぇ う はい. 
╉けこさうくおぇ. 〈ぇおぇ そけさきうさぇく, すっ-
さうすけさうぇかくうはす けぉたゃぇす くぇ こかぇくぇ 
けぉたゃぇとぇ いけくぇ し くぇえ-ゅけかはきぇ 
おけくちっくすさぇちうは くぇ くっょゃうあうきけ 
おせかすせさくけ くぇしかっょしすゃけ けす ぇさたっ-
けかけゅうつっしおう けぉっおすう, しゃなさいぇくう 
し すさぇおうえしおけすけ こかっきっ けょさうしう.  
╁ さぇいゅかっあょぇくぇすぇ すっさうすけさうは 
こけこぇょぇ う のあくぇすぇ つぇしす けす ′ぇ-
ちうけくぇかくうは こぇさお-きせいっえ „【うこ-
おぇ-╀せいかせょあぇ”, こさうくぇょかっあぇとぇ 
おなき けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

╉ぇおなゃ しすぇすせす とっ こけかせ-
つぇす すっいう すっさうすけさうう, し はしくけ 
ういさぇいっくけ おせかすせさくけ-うしすけ-
さうつっしおけ う こさうさけょくけ くぇ-
しかっょしすゃけ? 】っ うきぇ かう けゅさぇ-
くうつっくうは いぇ ういゃなさてゃぇくっ 
くぇ くはおけう ょっえくけしすう, おぇおゃけ 
しすさけうすっかしすゃけ しっ こさっょゃうあょぇ 
ょぇ ぉなょっ さぇいさってっくけ ゃ すっいう 
すっさうすけさうう?
- 〉しすさけえしすゃっくうすっ いけくう う けぉけ-

しけぉっくう すっさうすけさうう ゃ しなとっしすゃせ-
ゃぇとう う ぉなょっとう せさぉぇくういうさぇ-
くう すっさうすけさうう しっ さぇいょっかはす くぇ 
しかっょくうすっ ゅさせこう: ╂させこぇ すっさうすけ-
さうう いぇ けこぇいゃぇくっ, っおしこけくうさぇくっ 
う しけちうぇかういぇちうは くぇ くっょゃうあう-
きけすけ おせかすせさくけ くぇしかっょしすゃけ; 
╂させこぇ せしすさけえしすゃっくう いけくう いぇ 
けぉとぇしすゃっくけけぉしかせあゃぇとう ょっえ-
くけしすう; ╂させこぇ せしすさけえしすゃっくう 
いけくう いぇ おせさけさすくう う さっおさっ-
ぇちうけくくう ょっえくけしすう; ╂させこぇ せし-
すさけえしすゃっくう いけくう う すっさっくう いぇ 
けいっかっくはゃぇくっ; ╂させこぇ せしすさけえ-
しすゃっくう いけくう いぇ しこけさす う ぇすさぇお-
ちうう; ╂させこぇ こさけういゃけょしすゃっくう 
せしすさけえしすゃっくう いけくう う ╂させこぇ 
せしすさけえしすゃっくう いけくう いぇ しきっしっくう 
こさけういゃけょしすゃっくう う けぉしかせあゃぇとう 
ょっえくけしすう. ¨す ういぉさけっくうすっ せし-
すさけえしすゃっくう いけくう う すっさっくう しすぇ-
ゃぇ はしくけ う おぇおゃけ しすさけうすっかしすゃけ 

おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しすぇくぇす こさうゅけょくう 
いぇ こけしっとっくうっ う ょけしすなこくう ゃ すさぇくし-
こけさすくけ けすくけてっくうっ. ′ぇ きっしすぇ おせか-
すせさくけすけ くぇしかっょしすゃけ ゃかういぇ ゃ はゃくけ 
こさけすうゃけさっつうっ し くはおけう つけゃっておう 
くぇきっしう ゃ さぇえけくぇ, おけっすけ しないょぇゃぇ 
こさけぉかっき, こけょつっさすぇ くぇ けぉしなあょぇくっ-
すけ こさけそ. ┿かっおしぇくょさけゃ. ╀かういけしす-
すぇ くぇ „╂さうそけくうすっ“ しなし いぇゃけょぇ ょけ 
【うこおぇ, けゅさけきくうすっ たぇかっすぇ くぇ いぇ-
ゃけょぇ おさぇえ 【っえくけゃけ, ゅさぇくうつっとう し 
くはおけう けす ゅさけぉくうちうすっ, しぇ しぇきけ つぇしす 
けす こさけぉかっきうすっ, おけうすけ ぉなょっとっすけ とっ 
すさはぉゃぇ ょぇ さってぇゃぇ. ′ぇえ-ゃっさけはすくけ 
すさぇおうえしおぇすぇ さっいうょっくちうは くぇ ]っゃす 
〈さっすう とっ けしすぇくっ くぇ ょなくけすけ くぇ はいけ-
ゃうさぇ, こさっょゃうょ ういおかのつうすっかくけ しおな-
こけすけ っおしこけくうさぇくっ, ゃ しなあうすっかしすゃけ し 
ゃけょうすっ くぇ ういおせしすゃっくけすけ っいっさけ, しすぇ-
くぇ はしくけ くぇ しさっとぇすぇ し ゅさぇあょぇくうすっ. 
╉さぇえ はいけゃうさぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けそけさ-
きう いけくぇ いぇ こけつうゃおぇ し さぇいゃうすう ゃけ-
ょくう しこけさすけゃっ う ゃうかくぇ いけくぇ. ]ぇきうすっ 
しっかうとぇ おさぇえ ゅさけぉくうちうすっ しぇ ういゃなく 
すっさうすけさううすっ くぇ „╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇ-
おうえしおうすっ ゃかぇょっすっかう“, いぇ おけはすけ, し 
こさうっきぇくっすけ くぇ くけゃうは しこっちうぇかくけ 

さぇいさぇぉけすっく ¨〉‶, きくけゅけおさぇすくけ とっ しっ 
せゃっかうつぇす てぇくしけゃっすっ いぇ っゃさけそうくぇく-
しうさぇくっ. ‶さけょなかあぇゃぇす う ょっえしすゃうはすぇ 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ こさうょけぉうゃぇくっ くぇ しすぇ-
すせす おなき ぃ′╄]╉¨ くぇ ちはかぇすぇ すっさうすけ-
さうは くぇ ╃けかうくぇすぇ, おなょっすけ しぇ こさなしくぇすう 
ょっしっすおう すさぇおうえしおう きけゅうかう, しっ さぇいぉさぇ 
けとっ  けす こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇくっ. 『っか-
すぇ くぇ こかぇくぇ っ ょぇ ゃなゃっょっ こけゃっつっ さっょ 
ゃ すっいう すっさうすけさうう けおけかけ ゅさけぉくうちうすっ, 
ょぇ しっ ゃなゃっょぇす こさぇゃうかぇ いぇ すはたくけすけ 
こけかいゃぇくっ, すぇおぇ つっ すけ ょぇ くっ ゃかういぇ ゃ 
こさけすうゃけさっつうっ し すはたくけすけ おせかすせさくけ-
うしすけさうつっしおけ, こさうさけょくけ う すせさうしすうつっ-
しおけ いくぇつっくうっ, こけょつっさすぇ こけ ゃさっきっ くぇ 
けぉしなあょぇくっすけ こさけそ. ┿かっおしぇくょさけゃ けす 
うきっすけ くぇ ぇゃすけさしおうは おけかっおすうゃ. 
‶けょさけぉくけしすう こけ こさけっおすぇ いぇ ¨ぉと  

せしすさけえしすゃっく こかぇく „╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇ-
おうえしおうすっ ゃかぇょっすっかう“ おけきっくすうさぇきっ し 
うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ, つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ 
しなゃっすくうちう „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, 
こさっょしっょぇすっか くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは 
こけ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ うくそさぇ-
しすさせおすせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくしこけさす 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお.

╇くあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ っ さなおけゃけ-
ょうすっか ′ぇこさぇゃかっくうっ „‶さけっおすうさぇ-
くっ, うくゃっしすうちうう, しすさけうすっかしすゃけ” ゃ 
„┿さしっくぇか“ ┿╃.

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

とっ ぉなょっ さぇいさってっくけ ゃ すっいう すっ-
さうすけさうう.

╂-く 【うおけゃ, こかぇくなす こさっょ-
ゃうあょぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
うくそけ-ちっくすなさ おなき ╃けかうくぇ-
すぇ くぇ ゃたけょぇ くぇ ゅさ. 【うこおぇ 
う ゅけかはき ちっくすなさ し たけすっか くぇ 
しっゃっさ けす ゅさ. ╉さなく. ¨いくぇつぇ-
ゃぇ かう すけゃぇ, つっ ゃ けしすぇくぇかぇすぇ 
つぇしす けす すっさうすけさううすっ たけすっかう 
くはきぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ しっ しすさけはす?
- ╃ぇ, すぇおぇ っ. ′ぇ ゃたけょぇ くぇ 

ゅさ. 【うこおぇ しっ こさっょゃうあょぇ うい-
ゅさぇあょぇくっすけ くぇ ╇くそけさきぇちうけ-
くっく ちっくすなさ おなき „╃けかうくぇすぇ くぇ 
すさぇおうえしおうすっ ゃかぇょっすっかう”. ¨す 
こさっょくうは けすゅけゃけさ しすぇゃぇ はしくけ, 
つっ ゃ ゅさせこうすっ せしすさけえしすゃっくう 

いけくう いぇ けぉとっしすゃっくけ けぉしかせあ-
ゃぇとう ょっえくけしすう う いぇ おせさけさすくう 
う さっおさっぇちうけくくう ょっえくけしすう しっ 
こさっょゃうあょぇ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
たけすっかう. ╇しおぇき ょぇ こけょつっさすぇは, 
つっ ゃしはおぇおゃう しすさけうすっかくう ょっえ-
くけしすう とっ しっ さぇいさってぇゃぇす しかっょ 
こさけゃっょっくう ぇさたっけかけゅけつっしおう 
こさけせつゃぇくうは う しなゅかぇしせゃぇくっ くぇ 
うくゃっしすうちうけくくうすっ こさけっおすう し 
′ぇちうけくぇかくうは うくしすうすせす いぇ くっ-
ょゃうあうきけ う おせかすせさくけ くぇしかっょ-
しすゃけ.

╁  おぇおゃう しさけおけゃっ いぇおけくなす 
こさっょゃうあょぇ こさうっきぇくっすけ くぇ 
こかぇくぇ, おぇおゃぇ っ こさけちっょせ-
さぇすぇ ょけ そうくぇかういうさぇくっ くぇ 
ょっえくけしすうすっ, すぇおぇ つっ ̈ 〉‶ くぇ 
„╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ゃかぇょっすっかう“ ょぇ しすぇくっ そぇおす, 
いぇ ょぇ きけあっ ょぇ しっ おぇくょう-
ょぇすしすゃぇ いぇ そうくぇくしうさぇくっ 
くぇ こさけっおすう けす ╄] いぇ しけちうぇ-
かういうさぇくっ くぇ ゅさけぉくうちうすっ う 
すっさうすけさううすっ おさぇえ すはた, すぇおぇ 

つっ ょぇ しすぇくぇす こけ-こさうゃかっおぇ-
すっかくう いぇ すせさうしすう?
- ]かっょ こさけゃっょっくけすけ けぉとっしすゃっ-

くけ けぉしなあょぇくっ くぇ ̈ ぉとうは せしすさけえ-
しすゃっく こかぇく くぇ すっさうすけさうはすぇ し 
ういはゃっくけ おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけ 
くぇしかっょしすゃけ „╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇ-
おうえしおうすっ ゃかぇょっすっかう” し けぉとっしす-
ゃっくけしすすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
っ けこさっょっかっく っょくけきっしっつっく しさけお 
いぇ しなゅかぇしせゃぇくっ くぇ こかぇくぇ し さぇい-
かうつくう きうくうしすっさしすゃぇ う ゃっょけき-
しすゃぇ, おぇすけ: ╋うくうしすっさしすゃけ くぇ 
うくゃっくしすうちうけくくけすけ こさけっおすうさぇ-
くっ, ╋うくうしすっさしすゃけ くぇ おせかすせさぇすぇ, 
╋うくうしすっさしすゃけ くぇ さっゅうけくぇかくけすけ 
さぇいゃうすうっ う ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけ, 
╋うくうしすっさしすゃけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ, 
っくっさゅっすうおぇすぇ う すせさういきぇ う ょさ. ╁ 

しなとうは すけいう っょくけきっしっつっく しさけお っ 
ょぇょっくぇ ゃないきけあくけしす くぇ けすょっかくう 
ゅさぇあょぇくう う のさうょうつっしおう かうちぇ 
ょぇ くぇこさぇゃはす しゃけうすっ こさっょかけあっ-
くうは ょけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 
おけさうゅうさぇくっ くぇ ¨ぉとうは せしすさけえ-
しすゃっく こかぇく. ╁しうつおう すっいう こさっょ-
かけあっくうは とっ ぉなょぇす さぇいゅかっょぇくう 
けす ¨ぉとうくしおうは っおしこっさすっく しなゃっす 
こけ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ う 
こさっょかけあっくう くぇ こさけっおすぇくすしおうは 
おけかっおすうゃ いぇ おけさうゅうさぇくっ くぇ こかぇ-
くぇ しなゅかぇしくけ けすしっすうすっ こさっょかけあっ-
くうは. ′ぇ くけゃけ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨╄-
]〉〈 ¨ぉとうはす せしすさけえしすゃっく こかぇく 
とっ ぉなょっ さぇいゅかっょぇく し くぇこさぇゃっ-
くうすっ おけさっおちうう う ゃくっしっく し ╃け-
おかぇょ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ 
こさうっきぇくっ けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
]なけぉさぇいはゃぇえおう しっ し こさっょしすけ-
はとうすっ ょゃぇ けすこせしおぇさしおう きっしっちぇ, 
さっぇかっく しさけお いぇ こさうっきぇくっ くぇ ̈ ぉ-
とうは せしすさけえしすゃっく こかぇく っ しっしうはすぇ 
くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす こさっい きっしっち 
けおすけきゃさう.

╉ぇおゃけ こさっょゃうあょぇ こかぇくなす 
いぇ さぇえけくぇ おさぇえ はいけゃうさ ╉けこ-
さうくおぇ う さぇえけくぇ くぇ ╋っゅぇかう-
すぇ ゃ ╀せいけゃゅさぇょ?
- 〈っさうすけさうはすぇ けおけかけ はいけゃうさ 

╉けこさうくおぇ しっ たぇさぇおすっさういうさぇ 
し こさっゃっし くぇ こさうさけょくうすっ っかっ-
きっくすう くぇ こっえいぇあぇ う うきぇ こさっょう 
ゃしうつおけ おぇつっしすゃぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ 
いけくう いぇ しこけさす う ぇすさぇおちうう う くぇ 
さっおさっぇちうけくくう ょっえくけしすう. ╁ すっいう 
いけくう,  けしけぉっくけ こけ おさぇえぉさっあうっ-
すけ くぇ はいけゃうさぇ う こけ こけしけおぇ おなき 
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, うきぇ ゅさせこうさぇくっ 
くぇ きくけあっしすゃけ きけゅうかう う ょさせ-
ゅう  ぇさたっけかけゅうつっしおう けぉっおすう, くぇ 
くぇしすけはとうは っすぇこ しぇきけ うょっくすう-
そうちうさぇくう. ╆ぇ しなあぇかっくうっ,  くぇえ-
いくぇつうすっかくうはす ぇさたっけかけゅうつっしおう 

けぉっおす, しすけかうちぇすぇ くぇ けょさうしうすっ 
]っゃすけこけかうし, う くっこけしさっょしすゃっくけ 
ぉかういおうすっ ょけ くっは きけゅうかう, ょけぉさっ 
こさけせつっくう う ょけおせきっくすうさぇくう, 
けしすぇゃぇす いぇゅせぉっくう いぇ しなゃさっきうっ-
すけ こけょ ゃけょうすっ くぇ はい. ╉けこさうくおぇ. 
〈さぇおうえしおけすけ しゃっすうかうとっ „╁さぇすぇ 
くぇ しかなくちっすけ” くぇ ゃさなた ╀ぇとうく 
おぇきなお うかう, おぇおすけ ゅけ くぇさっおけ-
たすっ ゃなゃ ゃなこさけしぇ しう, ╋っゅぇかうすぇ 
くぇ し. ╀せいけゃゅさぇょ,  っ こさっょゃうょっく 
ゃ  ¨ぉとうは せしすさけえしすゃっく こかぇく いぇ 
しけちうぇかういぇちうは つさっい しこっちうぇかう-
いうさぇくう さっあうきう いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ 
くっょゃうあうきうすっ おせかすせさくう ちっく-
くけしすう う くぇ すっさうすけさうう し そけさ-
きうさぇく うしすけさうつっしおう こっえいぇあ 
– いけくう し けぉけしけぉっくぇ う こさっゃぇく-
すうゃくぇ せしすさけえしすゃっくぇ いぇとうすぇ. 
‶さっょゃうあょぇ しっ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ 
ょけしすなこくけしすすぇ つさっい けぉしかせあゃぇとう 
ゃっかけ ぇかっう う すせさうしすうつっしおう っおけ 
こなすっおう. ╇きっすけ くぇ しゃっすうかうとっすけ 
„╁さぇすぇ くぇ しかなくちっすけ” うょゃぇ けす 
せょうゃうすっかくうは そぇおす くぇ こさっきう-
くぇゃぇくっ くぇ しかなくつっゃ かなつ しぇきけ ゃ 

ょっくは くぇ こさけかっすくけすけ/っしっくくけすけ 
さぇゃくけょっくしすゃうっ. 〈ぇいう いぇぉっかっ-
あうすっかくぇ すけつおぇ くぇ かけおぇかくうは さっ-
かっそ し くっえくぇすぇ けしけぉっくぇ しおぇかくぇ 
おけくしすさせおちうは  っ ういこけかいゃぇくぇ けす 
すさぇおうすっ おぇすけ しゃっすうかうとっ う おぇすけ 
きはしすけ いぇ ぇしすさけくけきうつっしおう くぇ-
ぉかのょっくうは.

╂-く 【うおけゃ, おぇお しっ ゃこうしゃぇ 
¨〉‶  „╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえ-
しおうすっ ゃかぇょっすっかう“ ゃ こさっょしすけ-
はとけすけ こさけっおすうさぇくっ くぇ ¨〉‶ 
くぇ ちはかぇすぇ すっさうすけさうは くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお?
-  ‶さけっおすなす いぇ けぉと  せしすさけえ-

しすゃっく こかぇく くぇ すっさうすけさうはすぇ し 
ういはゃっくけ おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけ 
くぇしかっょしすゃけ (╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇ-
おうえしおうすっ ゃかぇょっすっかう) しっ ういさぇ-
ぉけすゃぇ こけ ゃないかぇゅぇくっ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお しかっょ こさけゃっょっく すなさゅ 
し おけくおせさし こけ ╆ぇおけくぇ いぇ けぉ-
とっしすゃっくう こけさなつおう こさっい 2013 
ゅ.  [ぇいさぇぉけすおぇすぇ くぇ こさけっおすぇ っ 
しなけぉさぇいっくけ しなとけ し こかぇくけゃけ 
╆ぇょぇくうっ, しなゅかぇしせゃぇくけ し ╋うくうし-
すっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ, こさう-
ょさせあっくけ し ょうゅうすぇかくう ょぇくくう いぇ 
すさぇおうえしおう きけゅうかう, けぉたゃぇす くぇ 
すっさうすけさうはすぇ いぇ こかぇくうさぇくっ う 
‶さけすけおけか くぇ きっあょせゃっょけきしすゃっ-
くけ おけきうしうは けす 23.06.2011 ゅ., 
けこさっょっかはと ゅさぇくうちう う さっあうきう 
いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ ′╉『 „〈さぇおうえしおう ゅさけぉくうちう”,  
さぇいこけかけあっくぇ くぇ つぇしす けす すっさう-
すけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
¨〉‶ „╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ゃかぇょっすっかう” っ ういちはかけ しなけぉさぇいっく 
しなし いぇょぇくうっすけ いぇ こさけっおすうさぇくっ 
くぇ ¨ぉと せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお,  こさうっす し さっ-
てっくうっ N:779/30.10.2013 ゅ. けす 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす. [ぇいさぇぉけすおぇ-
すぇ っ しなけぉさぇいっくぇ う しなし しなとっしす-
ゃせゃぇとうすっ さっゅせかぇちうけくくう (しすさけ-
うすっかくう) ゅさぇくうちう くぇ しっかうとぇすぇ, 
こけこぇょぇとう ゃ こさけっおすくうは けぉたゃぇす 
う ゃ くはおけう つぇしすう こさっょかぇゅぇ ぇさ-
ゅせきっくすうさぇくけ おけさっおちうはすぇ うき. 
¨〉‶ „╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおう-
すっ ゃかぇょっすっかう” しっ しなけぉさぇいはゃぇ 
し ょっえしすゃぇとうすっ いぇ つぇしす けす すはた 
せしすさけえしすゃっくう ょけおせきっくすう う こかぇ-
くけゃっ – ¨ぉと せしすさけえしすゃっく こかぇく 
くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, こけょさけぉくう せし-
すさけえしすゃっくう こかぇくけゃっ, ╇くすっゅさう-
さぇく こかぇく いぇ ゅさぇょしおけ ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇくっ う さぇいゃうすうっ う し すぇおうゃぇ 
ゃ こさけちっし くぇ しないょぇゃぇくっ. [っぇかっく 
こさうきっさ っ こさけきっくっくぇすぇ ういすけつくぇ 
ゅさぇくうちぇ くぇ けぉたゃぇすぇ くぇ こさけっおす-
くぇすぇ すっさうすけさうは, おぇすけ けす くっは しぇ 
ういおかのつっくう すっさうすけさうう, ゃおかのつっ-
くう ゃ つっさすうすっ くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお 
ゃなゃ ゃさないおぇ し ゃかはいなか ゃ しうかぇ ╇い-
きっくっくうっ くぇ ¨〉‶ くぇ ゅさぇょぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Ɉɬɞɢɯ
╈『╅╉っ【 〉《╇¨ 》╅『[《╇╊ ╇ 《╆ぅ¨〉╅【╅ 
] つっすうさう くけゃう こぇさおぇ とっ しっ しょけ

ぉうっ ╉ぇいぇくかなお ょけ おさぇは くぇ かは
すけすけ. 〈っ とっ ぉなょぇす ういゅさぇょっくう くぇ 
きはしすけすけ くぇ くっこさうゃかっおぇすっかくう う くっ
ういこけかいゃぇっきう ょけしっゅぇ きっあょせぉかけおけゃう 
こさけしすさぇくしすゃぇ.
]かせあうすっかう くぇ けぉとうくしおけすけ こさっょ

こさうはすうっ „╉けきせくぇかくう ょっえくけしすう う 
こけょょさなあおぇ くぇ うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ” し  
せこさぇゃうすっか ′うおけかぇえ 』ぇかなおけゃ ゃっつっ 
ぇおすうゃくけ さぇぉけすはす こけ くけゃうは こぇさお くぇ 
せか. „]すぇさけいぇゅけさしおぇ“, ういすけつくけ けす 
ぉせか. „′うおけかぇ ‶っすおけゃ“. 〈せお とっ ぉなょぇす 
しないょぇょっくう いっかっくう う ちゃっすくう こかけとう, 
こかけとぇょおぇ し ょっすしおう しなけさなあっくうは, 
しこけさすっく おなす し すっくうし くぇ きぇしぇ う きぇしぇ 
いぇ すうたう うゅさう – てぇた, すぇぉかぇ, おぇさすう. 
╆ぇっょくけ し すけゃぇ とっ ぉなょっ ういゅさぇょっく 
う こぇさおうくゅ いぇ ぇゃすけきけぉうかう. ╁すけさうはす 
こぇさお っ くぇ せか. „╀ぇすぇお“. ╁ きっあょせぉ
かけおけゃけすけ こさけしすさぇくしすゃけ ゃっつっ しぇ こけ
しすぇゃっくう くけゃう ょっすしおう しなけさなあっくうは, 
いぇおせこっくう しなし 
しさっょしすゃぇ けす 
ぉのょあっすぇ くぇ 
けぉとうくしおけすけ 
こさっょこさうはすうっ. 
]なゃしっき しおけ
さけ いぇこけつゃぇす 
う ぉかぇゅけせし
すさけうすっかくうすっ 
ょっえくけしすう  こけ 
しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ くけゃぇ いけくぇ 
いぇ けすょうた う 
うゅさう ゃ きっあ
ょせぉかけおけゃけすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ 
ょけ そうかうぇかぇ 
くぇ 『╃╂ わ 15 
„╆ゃなくつっ“ ゃ あ.お. „╇いすけお“ (ぉうゃてぇすぇ 
『╃╂ わ 22). ‶さっい っしっくすぇ くぇ きうくぇかぇ
すぇ ゅけょうくぇ すけゃぇ こけうしおぇたぇ あうゃっっとう 
ゃ おゃぇさすぇかぇ くぇ しさっとぇ し  けぉとうくしおぇすぇ 
せこさぇゃぇ. ‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ こさけょなか
あぇゃぇ けしゃっあぇゃぇくっすけ う くぇ すさっゃくうすっ 
う ゅさぇょうくしおう こかけとう ゃ ╉ぇいぇくかなお う 
ゃ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ けす けぉとうくぇ
すぇ, おぇおすけ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こぇさお 
„[けいぇさうせき”. 〉しうかうはすぇ, おけうすけ たゃなさ
かはす けぉとうくしおうすっ さぇぉけすくうちう, けぉぇつっ, 
つっしすけ しぇ こけきさぇつっくう けす ゃぇくょぇかしおけすけ 
けすくけてっくうっ くぇ つぇしす けす ゅさぇあょぇくうすっ, 
おけうすけ しおせぉはす こさはしくけ いぇしぇょっくうすっ 
ちゃっすは うかう つせこはす こけしすぇゃっくう  くけゃう 
こっえおう. ╁ こけしかっょくうすっ  しっょきうちう しっ っ 
しすうゅぇかけ う ょけ こぇさぇょけおしう: ょぇ しっ  おさぇ
ょぇす ょけさう きぇさおうさけゃなつくう おけかつっすぇ けす 
ういゅさぇあょぇとうは しっ こぇさお „ [けいぇさうせき”. 
′っ しこうさぇす う  あぇかぉうすっ くぇ ゅさぇあょぇ

くうすっ いぇ けおけしはゃぇくっ くぇ すさっゃくう こかけとう 
ゃ きっあょせぉかけおけゃけすけ こさけしすさぇくしすゃけ. 
¨すくぇしはきっ しっ し ゅさうあぇ う さぇいぉうさぇくっ 
おなき ゃしっおう っょうく すぇおなゃ しうゅくぇか, おぇすっ
ゅけさうつっく っ ′うおけかぇえ 』ぇかなおけゃ, せこさぇ
ゃうすっか くぇ けぉとうくしおけすけ こさっょこさうはすうっ 
„╉けきせくぇかくう ょっえくけしすう う こけょょさなあおぇ 
くぇ うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ”. 〈けえ こさうこけき
くは, つっ ゅさうあぇすぇ いぇ すさっゃくうすっ こかけとう ゃ 
くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ ゃたけょけ
ゃっすっ くぇ あうかうとくうすっ ぉかけおけゃっ っ ゅさう
あぇ くぇ しぇきうすっ あうゃっっとう. ] たけさぇすぇ, 
し おけうすけ さぇいこけかぇゅぇきっ おなき きけきっくすぇ, 
こさぇゃうき しゃさなた しうかうすっ しう ゃないきけあくけ
すけ, くけ ゃなこさっおう  すけゃぇ くっ せしこはゃぇきっ 
ょぇ ぉなょっき っょくけゃさっきっくくけ くぇゃしはおなょっ, 
いぇはゃう すけえ. ╆ぇ ょぇ しっ くぇっきぇす こけゃっつっ 
さぇぉけすくうちう, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゅさう

...】》《【『╊╆╅ 〉╅ ╅〈‒╊【╅〈¨〉¨
]こけさっょ ょ-さ ╃けぉさうくけゃ, おけえすけ っ 

こさっょしっょぇすっか くぇ ′‶¨ „╇いぉけさ”, ゃ 
しすさぇくぇすぇ くう ういおかのつうすっかくけ しっさうけい
くけ しっ こけょちっくはゃぇ こさけぉかっきなす し せこけ
すさっぉぇすぇ くぇ ょういぇえくっさしおぇ ょさけゅぇ せ 
くぇし, おぇすけ こさぇゅなす, ゃ おけえすけ しっ いぇこけつゃぇ 
し けこうすゃぇくっ くぇ すぇおぇゃぇ ょさけゅぇ, っ しうかくけ 
しくうあっく: ょけこさっょう 4 ゅけょうくう すけえ っ ぉうか 
16-17 ゅけょうくう, ぇ しっゅぇ ょっちぇすぇ けこうすゃぇす 
けす すぇいう ょさけゅぇ けとっ くぇ 12-13 ゅけょうくう. 
〉こけすさっぉぇすぇ くぇ すぇおなゃ すうこ ょさけゅぇ 

ゃけょう ょけ しっさうけいくう こけしかっょしすゃうは  いぇ 
きかぇょうは けさゅぇくういなき う ょけ くっけぉさぇすうきう 
こけさぇあっくうは いぇ きけいなおぇ けしけぉっくけ, ぇおけ 

しっ しなつっすぇはす し くっぇょっおゃぇすくけ かっつっくうっ, 
ういこけかいゃぇとけ さぇいかうつくう こしうたけすさけこ
くう ゃっとっしすゃぇ. ‶さけぉかっきなす しすぇゃぇ けとっ 
こけ-しすさぇてっく う こけさぇょう すけゃぇ, つっ つぇしす 
けす おけかっゅうすっ  くっ さぇいこけいくぇゃぇす う くっ 
さぇいかうつぇゃぇす しうきこすけきうすっ けす せこけすさっ
ぉぇすぇ くぇ ょういぇえくっさしおぇ ょさけゅぇ けす ょさせゅう 
こしうたけしけきぇすうつくう しなしすけはくうは. ]おかけく
くう しぇ ょぇ こさうこうしゃぇす う かっおせゃぇす すけゃぇ 
おぇすけ さぇいかうつくう ょっこさっしうゃくう しなしすけ
はくうは, こしうたけしけきぇすうつくう う ぉうこけかはさ
くう さぇいしすさけえしすゃぇ うかう てういけそさっくうう. 
╅っしすけおぇすぇ くけゃうくぇ すせお っ, つっ, けしゃっく 
けぉうつぇえくうすっ こさういくぇちう けす せこけすさっぉぇすぇ 
くぇ すぇおうゃぇ ゃっとっしすゃぇ, きくけゅけ こけ-つっしすけ 
こさっょけいうさぇくっすけ こさう ぇきそっすぇきうくうすっ 
ゃけょう ょけ しきなさす, おぇすっゅけさうつっく っ ょ-さ 
╃けぉさうくけゃ. 
]こけさっょ  くっゅけ, こさけぉかっきなす とっ しすぇゃぇ 

ゃしっ こけ-ゅけかはき う こけしかっょうちうすっ けす くっゅけ 
ゃしっ こけ-しすさぇてくう こけさぇょう しうかくけ いぇ
すさせょくっくうは おけくすさけか くぇ こさけょぇあぉぇすぇ 
くぇ すけいう ゃうょ ょさけゅぇ, おけはすけ しっ こさけょぇゃぇ 
しなゃしっき かっゅぇかくけ ゃ うくすっさくっす しぇえすけ
ゃっ, そうすくっし おかせぉけゃっ, しっおし てけこけゃっ, ゃ 
ょさけゅっさうう うかう こけょ そけさきぇすぇ くぇ つぇえけ
ゃっ, こさぇたつっすぇ, すぇぉかっすおう, ういしなたくぇかう 
すさっゃう, たさぇくうすっかくう ょけぉぇゃおう, しけかう 
いぇ ゃぇくぇ, ぇさけきぇすっく すぇきはく う ょさせゅう. 
《ぇおすなす, つっ しすぇくょぇさすくうすっ すっしすけゃっ いぇ 
くぇさおけすうつくう ゃっとっしすゃぇ くっ かけゃはす  くぇ
かうつうっすけ くぇ „ょういぇえくっさしおぇ ょさけゅぇ” ょけ
こなかくうすっかくけ こさぇゃう しうすせぇちうはすぇ けとっ 
こけ-すさっゃけあくぇ, すゃなさょう しこっちうぇかうしすなす.
〈. くぇさ. „ かっゅぇかおう”, おぇおゃけすけ っ きぇしけ

ゃけすけ うきっ くぇ ぇきそっすぇきうくうすっ, くぇ こさぇお
すうおぇ きけゅぇす ょぇ しっ いぇおせこはす しゃけぉけょくけ, 
ぉっい おぇおゃぇすけ う ょぇ っ  すさせょくけしす うかう 
しぇくおちうは けす こけょけぉくう きっしすぇ. ╃けしすなこ
くけしすすぇ うき こけ けすくけてっくうっ くぇ ちっくぇすぇ 

う きくけゅけ ぇゅさっしうゃくぇすぇ きぇさおっすうくゅけゃぇ 
しすさぇすっゅうは こけ けすくけてっくうっ くぇ こさっょかぇゅぇ
くっすけ しぇ けとっ っょくぇ さっぇかくぇ けこぇしくけしす, し 
おけはすけ ょなさあぇゃぇすぇ くっ しっ しこさぇゃは  う くはきぇ 
あっかぇくうっ ょぇ しっ しこさぇゃう, くっいぇゃうしうきけ 
けす しなとっしすゃせゃぇとうは ゃ しゃっすぇ ょけぉなさ う 
さぇぉけすっと, こけかっいっく けこうす, おけえすけ つせあょう 
しこっちうぇかうしすう くぇゅけすけゃけ あっかぇはす ょぇ くう 
ょぇょぇす, おぇすっゅけさうつくう しぇ  さぇぉけすっとうすっ こけ 
こさけぉかっきぇ  しこっちうぇかうしすう. 
╁ ╀なかゅぇさうは しきっ しすさぇてくけ ういけしすぇくぇ

かう こけ けすくけてっくうっ くぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
っょうくくぇ, ちはかけしすくぇ  しうしすっきぇ いぇ けぉたゃぇ
とぇくっ くぇ たけさぇ, せこけすさっぉはゃぇとう ぇきそっすぇ
きうくう, ゃなこさっおう おさっとはとぇすぇ くせあょぇ けす  
すけゃぇ, ぇかぇさきうさぇ けとっ ょ-さ ╃けぉさうくけゃ. ‶け 
ょせきうすっ きせ, ょけさう „うきぇ ぇおすうゃくぇ しなこさけ
すうゃぇ う けす しすさぇくぇ くぇ  くはおけう うくしすうすせちうう, 
すったくうすっ さなおけゃけょうすっかう う くぇ ょなさあぇゃぇすぇ 
くぇ けこうすうすっ くぇ かっおぇさうすっ, さぇぉけすっとう こけ 
こさけぉかっきぇ, ょぇ しっ ゃなゃっょっ しすさけえくぇ しうし
すっきぇ いぇ くっゅけゃけすけ さってぇゃぇくっ”. 
 ╃けぉさうくけゃ こさっょせこさっょう う いぇ しすうゅぇとぇ 

ょけ さぇいきっさう くぇ っこうょっきうは せこけすさっぉぇ くぇ 
„かっゅぇかおう” ゃ さけきしおうすっ きぇたぇかう くぇ  

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ‶かけゃょうゃ, ′けゃぇ ╆ぇゅけさぇ, 
おなょっすけ きっしすくうすっ さけきう ゃ ういけぉさっすぇすっか
くけしすすぇ しう ょけさう  いぇこけつくぇかう ょぇ ゃくぇしはす 
けす ╇すぇかうは いぇぉさぇくっく ぇきそっすぇきうく ゃ ╄] – 
ぉせこさっくけさそうか, う ょぇ しう ゅけ うくあっおすうさぇす 
ゃっくけいくけ, きくけゅけ こさっょう ょぇ っ さっゅうしすさう
さぇくけ せ くぇし. ‶しうたうぇすなさなす っ おぇすっゅけさう
つっく, つっ うきぇ ぉせき くぇ せこけすさっぉぇすぇ くぇ „かっ
ゅぇかおう”, たっさけうく う かっこうかけ しさっょ さけきうすっ. 
╇いおかのつうすっかくけ こけゅさってくけ っ ょぇ しっ しつう

すぇ, つっ すけいう すうこ ょさけゅぇ っ こさけぉかっき しぇきけ 
くぇ ゅけかっきうすっ ゅさぇょけゃっ, すなえ おぇすけ „かっ
ゅぇかおう” せこけすさっぉはゃぇす う ゃ くぇえ-きぇかおうすっ  
くぇしっかっくう きっしすぇ, いぇすけゃぇ くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ 
„こけおさうゃぇ” う „いぇきうすぇ” こさけぉかっきぇ, おぇいぇ  
こしうたうぇすなさなす けす ょなさあぇゃくぇすぇ こしうたうぇ
すさうつくぇ  ぉけかくうちぇ ゃ [ぇょくっゃけ. 
 [ってっくうっすけ くぇ こさけぉかっきぇ すけえ う おけかっ

ゅうすっ きせ ゃうあょぇす ゃ こけしかっょけゃぇすっかくうすっ 
きっさおう けす しすさぇくぇ くぇ ょなさあぇゃぇ, きっしす
くう けぉとくけしすう, さぇぉけすぇ し けぉとっしすゃけすけ 
う しうしすっきぇすぇ くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ いぇ 
さぇいこけいくぇゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっきぇ,  さったぇ
ぉうかうすぇちうはすぇ, さっしけちうぇかういぇちうはすぇ う さぇ
ぉけすぇすぇ し ぉかういおうすっ くぇ せこけすさっぉはゃぇとうすっ 
ぇきそっすぇきうくう. ╆ょさぇゃくぇすぇ くう しうしすっきぇ くっ 
っ こけょゅけすゃっくぇ ょぇ こけっきっ こけょけぉくぇ こぇすけ
かけゅうは, こさっしすなこかっくうっ っ ょぇ くはきぇ しうしすっ
きぇ いぇ けぉたゃぇとぇくっ う かっつっくうっ くぇ ょっちぇすぇ, 
ぉうたぇ すさっゃけゅぇ きっょうちうすっ. 
》ぇけしなす っ すけすぇかっく こけ けすくけてっくうっ くぇ 

くぇさおけいぇゃうしうきうすっ う ぇきそっすぇきうくけいぇゃう
しうきうすっ, ぇ しきっ くぇ ゅさっぉっくぇ くぇ ゃなかくぇすぇ 
こけ せこけすさっぉぇすぇ くぇ ぇきそっすぇきうくう, いぇはゃう
たぇ こしうたうぇすなさなす ╇ゃぇく ╃けぉさうくけゃ う こしう
たけかけあおぇすぇ ╀けさはくぇ ]すっそぇくけゃぇ.
‶なさゃうすっ けそうちうぇかくぇ しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ 

せこけすさっぉぇすぇ くぇ ょういぇえくっさしおぇすぇ ょさけゅぇ せ 
くぇし, ういゃっしすくぇ けとっ う おぇすけ „たぇこつっすけ くぇ 
くぇさけょぇ”, しぇ けす 2007-きぇ ゅけょうくぇ. 
′ぇえ-ゅけかっきう  こさけういゃけょうすっかう くぇ さぇい

かうつくうすっ ゃうょけゃっ „ たぇこつっ くぇ くぇさけょぇ” しぇ 
╉うすぇえ, ╇くょうは, ′けゃぇ ╆っかぇくょうは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

あぇす いぇ すさっゃくうすっ こかけとう, くっきうくせっきけ 
しかっょゃぇ う こけゃうてぇゃぇくっ くぇ ょぇくなちうすっ いぇ 
すぇおしぇ „しきっす” う ぉうすけゃう けすこぇょなちう. 《ぇおす, 
おけえすけ くうおけゅぇ くっ しっ こさうっきぇ さぇょせてくけ 
けす ゅさぇあょぇくうすっ. 〈けえ けすこさぇゃは ぇこっか おなき 
ゅさぇあょぇくうすっ ぇおすうゃくけ ょぇ しっ ゃおかのつゃぇす 
ゃ こけきけと くぇ さぇぉけすっとうすっ すけゅぇゃぇ, おけゅぇ

すけ  すけゃぇ うき 
っ ゃないきけあくけ 
う ょぇ こぇいはす 
しないょぇょっくけ
すけ, いぇとけすけ 
ゅさうあぇすぇ いぇ 
ょけぉさうは ゃうょ 
くぇ ゅさぇょぇ う 
けぉとうくぇすぇ 
くう っ くぇてぇ 
けぉとぇ ゅさう
あぇ. ‶っすうきぇ 
しぇ けぉとうく
しおうすっ おけしぇ
つう くぇ すっさう
すけさうはすぇ  くぇ 
╉ぇいぇくかなお,  
おけうすけ すさせょ

くけ くぇしきけゅゃぇす くぇ ういぉせはかぇすぇ けす ょなあょけ
ゃっすっ すさっゃぇ. 
╇いおかのつうすっかくけ くっこさうはすくけ っ ょぇ 

ゃうあょぇて おぇお せしうかうはすぇ すう けすうゃぇす くぇ
こさぇいくけ,  おけゅぇすけ けす っょくぇ しすさぇくぇ くうっ 
しないょぇゃぇきっ, ぇ けす ょさせゅぇ くはおけえ させてう, 
しぇきけ いぇとけすけ すぇおぇ っ さってうか, しこけょっかう 
′うおけかぇえ 』ぇかなおけゃ. 〈けえ ういさぇいう くぇょっあ
ょぇ, つっ  ゅさぇあょぇくうすっ  とっ しぇ ぉょうすっかくう 
う ぉっいおけきこさけきうしくう こけ けすくけてっくうっ くぇ 
ゃぇくょぇかういきぇ ゃ こぇさおけゃっ う ゅさぇょうくう う 
けしおゃっさくはゃぇくっすけ う すさけてっくっすけ くぇ くけゃう 
こさうょけぉうゃおう, しないょぇょっくう し こぇさうすっ くぇ 
ゃしうつおう くう. ]すぇさぇっき しっ ゃしっおう かっゃ, けす
ょっかっく いぇ けいっかっくはゃぇくっ う ぉかぇゅけせしすさけえ

しすゃけ, ょぇ けすうゃぇ いぇ くっとけ おさぇしうゃけ, おけっ
すけ ょぇ さぇょゃぇ たけさぇすぇ う ょぇ っ こけかっいくけ いぇ 
すはた, いぇすけゃぇ すさはぉゃぇ  ゃしうつおう ょぇ うきぇきっ 
けすくけてっくうっ おなき おさぇしけすぇすぇ, おけはすけ くう 
いぇけぉうおぇかは,  いぇはゃう 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 けぉとうくしおけすけ 
こさっょこさうはすうっ.   
 』ぇかなおけゃ しなけぉとう しなとけ, つっ  しなゃしっき 

しおけさけ ゃ きっあょせぉかけおけゃけすけ こさけしすさぇく
しすゃけ, ういすけつくけ けす ぉせか. „[けいけゃぇ ょけかう
くぇ“, いぇこけつゃぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ けとっ 
っょくぇ きうくう いけくぇ いぇ けすょうた. 〈せお しっ 
こさっょゃうあょぇ ょぇ ぉなょぇす けぉくけゃっくう ょっす
しおうすっ しなけさなあっくうは, ょぇ しっ しないょぇょぇす 
せしかけゃうは いぇ こさうはすくう うゅさう くぇ ょっちぇすぇ う 
いぇくうきぇくうは くぇ ゃないさぇしすくうすっ たけさぇ, おぇお
すけ う ょぇ しっ ういゅさぇょはす くけゃう こぇさおけきっしすぇ. 
╁ くけゃうは こぇさお とっ しっ ゃかけあぇす 10 たうかはょう 
かっゃぇ,  こぇさう けす しこっつっかっく っおけこさけっおす けす 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.  
¨しゃっく すっいう 4 くけゃう ゅさぇょしおう いけくう いぇ 

けすょうた, くぇ おけうすけ しなゃしっき しおけさけ とっ しっ 
さぇょゃぇす おぇいぇくかなつぇくう, けとっ 3 くけゃう こぇさ
おぇ ゃ くぇしっかっくう きっしすぇ けす けぉとうくぇすぇ とっ 
しっ ういゅさぇょはす ょけ おさぇは くぇ かはすけすけ. ‶ぇさ
おけゃっすっ しぇ ゃ ゅさぇょ ╉さなく う しっかぇすぇ ╉けこ
さうくおぇ う ╀せいけゃゅさぇょ. 
 ‶ぇさぇかっかくけ  し すけゃぇ くぇ すっさうすけさうは

すぇ くぇ ちはかぇすぇ けぉとうくぇ しっ ういゃなさてゃぇ う 
さったぇぉうかうすぇちうは くぇ せかうつくけすけ けしゃっすかっ
くうっ. ‶けょきっくはす しっ くっさぇぉけすっとう すっかぇ, 
けすしすさぇくはゃぇす しっ かけおぇかくう ぇゃぇさうう, 
さぇぉけすう しっ こけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ 
せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ くぇ きっしすぇ, おなょっ
すけ し ゅけょうくう ゅさぇあょぇくうすっ しぇ いぇぉさぇゃうかう 
おぇおゃけ っ  せかうつくけ けしゃっすかっくうっ. 

                                                  
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

Общ устройствен план на територията с изявено културно-историческо 
наследство “Долината на тракийските владетели”, община Казанлък
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′はきぇす こさぇゃけ くぇ こさぇゃくぇ こけきけと:

1. っょくけかうつくう すなさゅけゃちう;
2. のさうょうつっしおう かうちぇ;
3. すなさゅけゃしおう ょさせあっしすゃぇ, おけけこっさぇちうう う ょさ.

‶け おぇおゃう ゃなこさけしう う ょっかぇ うきぇて こさぇゃけ ょぇ 
こけかせつうて こさぇゃくぇ こけきけと? 

1. こけ くぇおぇいぇすっかくう ょっかぇ;
2. こけ ゅさぇあょぇくしおう ょっかぇ –  こさう しっきっっえくう う 

うきせとっしすゃっくう しこけさけゃっ (いぇ しけぉしすゃっくけしす, いぇ ょっか-
ぉぇ, くぇっきう, しこけさけゃっ いぇ ょなかあうきう こぇさうつくう しせきう, 
ぉさぇつくう ょっかぇ, いぇこかぇとぇくっ くぇ ういょさなあおぇ, こさっ-
ょけしすぇゃはくっ くぇ さけょうすっかしおう こさぇゃぇ, けしうくけゃはゃぇくっ, 
せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ こさけういたけょ くぇ ょっすっ う ょさ.), こさう 
すさせょけゃう しこけさけゃっ;
3. こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう ょっかぇ;
╉ぇお とっ すう こけきけゅくっ けこさっょっかっくうはす こけ さっょぇ くぇ 

╆ぇおけくぇ いぇ こさぇゃくぇすぇ こけきけと ぇょゃけおぇす?
- 】っ すう しなょっえしすゃぇ, おぇすけ すっ おけくしせかすうさぇ いぇ こけ-

しすうゅぇくっ くぇ しこけさぇいせきっくうっ こさっょう いぇゃっあょぇくっ くぇ 
ょっかけ うかう いぇ いぇゃっあょぇくっ くぇ ょっかけ;
- 】っ すう しなょっえしすゃぇ, おぇすけ こけょゅけすゃう ょけおせきっくすう-

すっ いぇ いぇゃっあょぇくっ くぇ ょっかけ;
- 】っ けしなとっしすゃはゃぇ こさけちっしせぇかくけ こさっょしすぇゃう-

すっかしすゃけ /いぇとうすぇ/ こけ ゃっつっ けぉさぇいせゃぇくけ ゃ しなょぇ 
ょっかけ;
- ┿ きけあっ ょぇ けしなとっしすゃはゃぇ う こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ 

こさう いぇょなさあぇくっ けす けさゅぇくうすっ くぇ ╋╁[.
╁なゃ ゃしっおう っょうく きけきっくす ぇょゃけおぇすなす とっ すっ おけく-

しせかすうさぇ こけ ゃしうつおう ゃなこさけしう, しゃなさいぇくう し こさっょ-
きっすぇ くぇ いぇとうすぇ う こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ, とっ けぉ-
しなょう し すっぉ ゃないきけあくうすっ ういたけょう けす こさけちっしぇ う 
ゃっさけはすくう さってっくうは くぇ こけしすぇゃっくうは こさけぉかっき, とっ 
すっ いぇこけいくぇっ しなし しなとっしすゃせゃぇとうすっ こさぇゃくう ゃない-
きけあくけしすう, とっ こさっちっくう う とっ すう けぉはしくう ょけおけか-
おけ けしくけゃぇすっかくぇ っ こさっすっくちうはすぇ すう, しこぇいうか かう 
しう しさけおけゃっすっ, とっ すっ くぇしけつう けすくけしくけ くっけぉたけょう-
きうすっ ょけおせきっくすう, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ こさっょしすぇゃうて, 
とっ すっ いぇこけいくぇっ し さぇいきっさぇ くぇ ゃしうつおう すぇおしう う 
さぇいくけしおう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ゃないくうおくぇす ゃ っゃっくすせ-
ぇかくうは こさけちっし, おぇおすけ う ゃないきけあくけしすすぇ いぇ けしゃけ-
ぉけあょぇゃぇくっ けす すはた こさう けこさっょっかっくう せしかけゃうは, とっ 
こさっちっくう う とっ すう けぉはしくう うきぇ かう けしくけゃぇくうは いぇ 
けぉあぇかゃぇくっ くぇ ぇおすぇ, し おけえすけ っ こさうおかのつうかけ しな-
けすゃっすくけすけ こさけういゃけょしすゃけ う こけ おぇおなゃ さっょ. 

╉ぇおゃけ すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇゃうて, いぇ ょぇ こけかせ-
つうて こさぇゃくぇ こけきけと?

‶さぇゃくぇ こけきけと とっ すう ぉなょっ こさっょけしすぇゃっくぇ こけ 
すゃけは きけかぉぇ, けしゃっく ゃ ういさうつくけ こさっょゃうょっくうすっ けす 
いぇおけくぇ しかせつぇう, おけゅぇすけ すけゃぇ っ いぇょなかあうすっかくけ う 
こさっちっくおぇすぇ ういゃなさてゃぇ けさゅぇくなす, こさっょ おけえすけ しっ 
さぇいゃうゃぇ こさけういゃけょしすゃけすけ. ╋けかぉぇすぇ きけあって ょぇ 
くぇこうてって う しけぉしすゃっくけさなつくけ, ゃ しゃけぉけょっく すっおしす. 
¨ぉさぇいちう くぇ きけかぉう う こさうょさせあぇゃぇとう ょけおせきっくすう 
きけあって ょぇ ういすっゅかうて, おぇおすけ けす しぇえすぇ 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, すぇおぇ う けす しぇえ-
すぇ くぇ ぇょゃけおぇすしおぇすぇ おけかっゅうは こけ きっしすけあうゃっっくっ. 
╋けかぉぇすぇ しう すさはぉゃぇ ょぇ こけょぇょって こさっょ:
- ′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 – ぇおけ 

ゃしっ けとっ くはきぇ けぉさぇいせゃぇくけ ょっかけ う すう っ くっけぉたけ-
ょうきぇ こなさゃけくぇつぇかくぇ おけくしせかすぇちうは うかう こけょゅけ-
すけゃおぇ いぇ いぇゃっあょぇくっ くぇ すぇおけゃぇ. ╉なき きけかぉぇすぇ 
しかっょゃぇ ょぇ こさうかけあうて ょっおかぇさぇちうはすぇ いぇ しっきっえくけ 
う うきせとっしすゃっくけ しなしすけはくうっ, おぇおすけ う ょけこなかくう-
すっかくう ょけおせきっくすう, せょけしすけゃっさはゃぇとう, つっ けすゅけゃぇ-
さはて くぇ ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ いぇおけくぇ. 
- ]なょぇ, こさっょ おけえすけ っ けぉさぇいせゃぇくけ ょっかけすけ – こさう 

くぇかうつうっすけ くぇ ゃっつっ けぉさぇいせゃぇくけ ょっかけ, おぇすけ しっ 
こさうかけあう, けしゃっく ょっおかぇさぇちうはすぇ いぇ しっきっえくけ う 
うきせとっしすゃっくけ しなしすけはくうっ う ょけおせきっくすう, せょけしすけ-
ゃっさはゃぇとう しっきっえくけすけ こけかけあっくうっ, ゃないさぇしす, すさせ-
ょけゃぇすぇ いぇっすけしす (せょけしすけゃっさっくうっ けす ぉのさぇすぇ こけ 
すさせょぇ), いょさぇゃけしかけゃくけすけ しなしすけはくうっ (さってっくうっ 
くぇ 〈╄╊╉), いぇこけゃっょ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ ╃うさっおちうは 
„]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ“ いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ 
ょけぉぇゃおう いぇ しけちうぇかくぇ うくすっゅさぇちうは こけ ╆ぇおけくぇ 
いぇ 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, せょけしすけ-
ゃっさっくうっ けす ′¨╇ いぇ さぇいきっさ くぇ こっくしうはすぇ う ょさ. 
〈さはぉゃぇ ょぇ ょけおぇあって し ょけおせきっくすう, つっ くっ さぇいこけ-
かぇゅぇて し ょけしすぇすなつくけ そうくぇくしけゃう しさっょしすゃぇ, いぇ ょぇ 
せこなかくけきけとうて ぇょゃけおぇす いぇ しゃけは しきっすおぇ.

╉ぇおゃう しぇ くっけぉたけょうきうすっ ょけおせきっくすう いぇ 
こけかせつぇゃぇくっ くぇ こさぇゃくぇ こけきけと?

1. ╋けかぉぇ いぇ こさぇゃくぇ こけきけと – きけあっ う しぇきけ-
さなつくぇ, くけ くぇえ-かっしくけ とっ すう っ  こけ けぉさぇいっち, おけえ-
すけ きけあって ょぇ ういすっゅかうて けす うくすっさくっす しぇえすぇ くぇ 
′╀‶‶ うかう ょぇ こけかせつうて けす ぇょゃけおぇすしおぇすぇ おけかっ-
ゅうは こけ きっしすけあうゃっっくっ
2. ╋けかぉぇ-ょっおかぇさぇちうは いぇ しっきっえくけ う うきせ-

とっしすゃっくけ しなしすけはくうっ くぇ きけかうすっかは – きけあって ょぇ 
ういすっゅかうて けす うくすっさくっす しぇえすぇ くぇ ′╀‶‶ うかう ょぇ 
こけかせつうて けす ぇょゃけおぇすしおぇすぇ おけかっゅうは こけ きっしすけ-
あうゃっっくっ;
3. ╆ぇこけゃっょ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ ╃うさっおちうは „]け-

ちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ“, つっ こけかせつぇゃぇて きっしっつくう 
しけちうぇかくう こけきけとう 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 しけちうぇかくけすけ こけょこけ-
きぇゅぇくっ. ╆ぇ ちっかすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けぉなさくって おなき 
╃うさっおちうは „]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ“ こけ こけしすけ-
はくっく ぇょさっし.
4. 〉ょけしすけゃっさっくうっ, つっ けすゅけゃぇさはて 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 きっしっつくう しけちうぇかくう こけきけ-
とう 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 しけちうぇかくけすけ こけょこけきぇゅぇくっ. ╆ぇ ちっかすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ けぉなさくって おなき ╃うさっおちうは „]けちう-
ぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ“ こけ こけしすけはくっく ぇょさっし.
5. ╃けゅけゃけさ しなし しこっちうぇかういうさぇくぇ うくしすうすせちうは 

いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ しけちうぇかくう せしかせゅう – ょけゅけゃけさ 
し ょけき いぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ, ょけゅけゃけさ いぇ こけかいゃぇ-
くっ くぇ しけちうぇかくう せしかせゅう, し ちっくすさけゃっすっ 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, し ちっくすさけゃっすっ 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 ょさせゅう.
6. ]なょっぉくけ さってっくうっ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ くぇ ょっすっ 

こけ さっょぇ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ いぇおさうかぇ くぇ ょっすっすけ

╉けくしせかすぇちうはすぇ, いぇとうすぇすぇ う こさっょしすぇゃうすっか-
しすゃけすけ こけ さっょぇ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ こさぇゃくぇすぇ こけきけと 
しっ けしなとっしすゃはゃぇ けす ぇょゃけおぇすうすっ, ゃこうしぇくう ゃ 
[っゅうしすなさぇ 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. ¨とっ し きけかぉぇすぇ, し おけはすけ うしおぇて ょぇ すう 
しっ こさっょけしすぇゃう こさぇゃくぇ こけきけと, きけあって ょぇ こけ-
しけつうて けこさっょっかっく ぇょゃけおぇす, おけえすけ ぉう あっかぇか ょぇ 
こけっきっ いぇとうすぇすぇ くぇ すゃけうすっ うくすっさっしう. ╆ぇ ちっかすぇ 
きけあって ょぇ ういぉっさって ぇょゃけおぇす けす こせぉかうつくうは さっ-
ゅうしすなさ くぇ しぇえすぇ くぇ ′╀‶‶ うかう ょぇ しっ けぉなさくって 
いぇ しなょっえしすゃうっ おなき ┿ょゃけおぇすしおうは しなゃっす こけ きっし-
すけあ うゃっっくっ. 

╃なかあぇ かう いぇこかぇとぇくっ くぇ ゃないくぇゅさぇあょっ-
くうっ う さぇいくけしおう う いぇとけ?

′ぇ しかせあっぉくうは ぇょゃけおぇす くっ いぇこかぇとぇて くうとけ 
こさっょう う こけ ゃさっきっ くぇ ょっかけすけ. ┿おけ ぉなょって けしな-
ょっく うかう いぇゅせぉうて ういちはかけ うかう つぇしすうつくけ ょっかけ-
すけ, とっ すさはぉゃぇ ょぇ いぇこかぇすうて 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 さぇいくけしおうすっ こけ ゃないくぇ-
ゅさぇあょっくうっすけ くぇ ぇょゃけおぇすぇ, おけえすけ すっ っ いぇとうすぇ-
ゃぇか. ¨ぉなさくう ゃくうきぇくうっ, つっ こさっょけしすぇゃっくぇすぇ すう 
こさぇゃくぇ こけきけと くっ けぉたゃぇとぇ すぇおしう う さぇいくけしおう 
いぇ っおしこっさすういう う ゃっとう かうちぇ こけ こさけういゃけょしすゃけ-
すけ, けしゃっく ぇおけ しう けしゃけぉけょっく けす しなょぇ くぇ けしくけゃぇ-
くうはすぇ, こさっょゃうょっくう ゃ いぇおけくぇ.

╋ぇすっさうぇかなす っ ういゅけすゃっく し こけきけとすぇ くぇ 
しすせょっくすう - ぉなょっとう のさうしすう, つかっくけゃっ くぇ  
‶さぇゃくぇすぇ おかうくうおぇ, うくうちううさぇくぇ けす けぉ-
とっしすゃっくうは  こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお 
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ぇょさっし: ぉせか.”┿かっおしぇくょなさ ╀ぇすっくぉっさゅ” 4, っす.3 

e-mail: ombudsman_kazanlak@abv.bg 
すっか.: 0431/ 98340 

„┿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

《╆っ╇╅

╆╊′ 』《を¨╅]〉¨ 》《〈《ぅ¨, ╉《[╅【《 ¨〈╅ 『╅╆《【╅ 〉╅ 》《]╊【《...
¨つぇおゃぇくうはすぇ くぇ さけいけこさけ

ういゃけょうすっかうすっ けす おぇきこぇくうはすぇ 
しぇ, つっ いぇさぇょう ゃぇかっあうすっ すぇいう 
ゅけょうくぇ おけかうつっしすゃけすけ さけいけ
ゃけ きぇしかけ とっ ぉなょっ こけゃっつっ けす 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ‶さけゅくけいうすっ 
しぇ いぇ 1,5 すけくぇ さけいけゃけ きぇしかけ. 
]さっょくうはす さぇくょっきぇく いぇ ょけぉうゃ 
くぇ おうかけゅさぇき さけいけゃけ きぇしかけ 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ っ 3- 3 100 
すけくぇ, けぉけぉとう ょけち. ╀ぇいうすけゃ.
‶さけぉかっきうすっ, しなこなすしすゃぇかう 

すぇいゅけょうてくぇすぇ おぇきこぇくうは, くっ 
しぇ こけ-さぇいかうつくう けす きうくぇかけゅけ
ょうてくうすっ, くけ しっ いぇょなかぉけつぇゃぇす, 
ぇかぇさきうさぇたぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ 
くぇ ぉさぇくてぇ. ╉ぇすけ くぇえ-しっさうけ
いっく すっ けこさっょっかうたぇ こさけぉかっきぇ し 
さぇぉけすくぇすぇ さなおぇ う しさっょしすゃぇすぇ 
いぇ いぇこかぇとぇくっすけ くぇ ぉっさぇつう
すっ, おけうすけ さけいけこさけういゃけょうすっかう 
う さけいけこさっさぇぉけすゃぇすっかう くはきぇ 
おぇお ょぇ せいぇおけくはす う こさういくぇはす 
いぇ さぇいたけょう, おぇすけ っょゃぇ 30% 
けす ぉっさぇつうすっ くぇ さけいけゃ ちゃはす くぇ 
こさぇおすうおぇ かっゅぇかういうさぇす こぇさうすっ 
しう けす すぇいう ょっえくけしす. 
╃ぇ しっ しこさぇす ゃしうつおう ゃうょけゃっ 

しけちうぇかくう こかぇとぇくうは いぇ こっさう
けょぇ, ゃ おけえすけ ゃ しすさぇくぇすぇ うきぇ ょぇ 
しっ こさうぉうさぇ いっきっょっかしおぇ こさけ
ょせおちうは, し ちっか しすうきせかうさぇくっ 
くぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ ょぇ さぇぉけすはす 

〈は っ けす けくっいう たうかはょう  ぉっい
てせきくう う つっしすけ „ぇくけくうき

くう”,  こなかくっとう, けぉぇつっ, しなし 
しなょなさあぇくうっ きぇさおぇすぇ „┿さ
しっくぇか”. ¨す けくっいう ゃっさくう „くけ
きっさぇ こけ すぇぉっか”, ぉっい おけうすけ 
くはきぇてっ ょぇ っ ゃないきけあくぇ くぇょ 
130-ゅけょうてくぇすぇ そうさきっくぇ うし
すけさうは.
 
〈うたけ, こさっょぇくけ, し けすくけてっくうっ 

う ゅさうあぇ, しなし しすぇさぇくうっ う かの
ぉけゃ, すは くうあっ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
しう すさせょけゃぇ ぉうけゅさぇそうは ゃっつっ 
28-きぇ ゅけょうくぇ. ╀けょ こけ ぉけょ, 
すっゅっか こけ すっゅっか. ′っ しぇきけ いぇ
とけすけ っ てうゃぇつおぇ う おぇすけ すぇおぇ
ゃぇ くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ こっく
しうけくうさぇ, ぇ う いぇとけすけ かうつくぇすぇ  
え そうかけしけそうは っ すぇおぇゃぇ: ょぇ 
こさうっきぇ おさけすおけ, しなし しきうさっくうっ 
すけゃぇ, おけっすけ あうゃけすなす え こけょくぇ
しは, おぇすけ しっ しすさっきう ょぇ しないょぇ
ゃぇ さぇょけしす う ょけぉさうくう いぇ すっいう, 
おけうすけ しぇ けおけかけ くっは. 

]すぇえおぇ. 

 ╂なつっゃぇ ╃っかううゃぇくけゃぇ. ╋ぇか
おぇ  あうかぇゃぇ あっくぇ し すさせょっく 
あうゃけす. ╂けさょけしすすぇ くぇ  【う
ゃぇつくぇすぇ くぇ いぇゃけょ 3. 

 ]くうきおぇすぇ  え っ ゃ さっょうつおぇすぇ 
くぇ きうくぇかけゅけょうてくうすっ ぇさしっ
くぇかちう, けすかうつっくう いぇ いぇしかせゅう 
けす すったくうすっ おけかっゅう う くぇつぇか
くうちう. 】っ しすけう くぇ ちっくすさぇかくぇ
すぇ ぇかっは けとっ 3 きっしっちぇ, ょけ こけ
さっょくうは そうさきっく こさぇいくうお. ╆ぇ 
ょぇ こさっこけすゃなさょう あうすっえしおぇすぇ 
きぇおしうきぇ, つっ ゃしっおう うきぇ こさぇゃけ 
くぇ 3 きうくせすう しかぇゃぇ. 
╆ぇ ]すぇえおぇ すけいう ゃうょ しかぇゃぇ 

っ せゃぇあっくうっすけ くぇ おけかっゅうすっ 
え いぇ くっえくぇすぇ ゃしっけすょぇえくけしす 
う しすさっきっあ ょぇ っ せゃぇあうすっかくぇ 
おなき ゃしうつおう. 〈ゃなさょう, つっ けぉう
つぇ きくけゅけ さぇぉけすぇすぇ しう, きぇおぇさ 
てうっくっすけ いぇ ゃけっくくけすけ こさけうい
ゃけょしすゃけ ょぇ っ ょぇかっつ こけ-くっさけ
きぇくすうつくけ う すゃけさつっしおけ いぇくう
きぇくうっ けす てうっくっすけ くぇ きけょくぇ 

ゃ こけかいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ いっきっ
ょっかうっ, こけうしおぇ おさせこっく さけいけこ
さけういゃけょうすっか けす ╃けかうくぇすぇ くぇ 
さけいうすっ. ]こけさっょ くっゅけ, „くっ くうっ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゅけくうき ぉっいさぇぉけすくう
すっ, いぇ ょぇ うょゃぇす ょぇ さぇぉけすはす ゃ 
きぇしうゃうすっ くう, ぇ すっ すさはぉゃぇ ょぇ 
くう ゅけくはす いぇ ういょぇゃぇくっ くぇ ぉっ
かっあおう, しさっとせ おけうすけ こさっい いう
きぇすぇ ょぇ こけかせつぇゃぇす ゃぇせつっさう いぇ 
っくっさゅうえくう う ょさせゅう こけきけとう“, 
こさっょかけあう すけえ. 
╃させゅ くっゅけゃ おけかっゅぇ くぇしすけは いぇ 

いぇおけくけゃう こさけきっくう, おけうすけ ょぇ 
ょぇょぇす ゃないきけあくけしす くぇ いっきっ
ょっかしおう そうさきう ょぇ くぇっきぇす ぉっい
さぇぉけすくう けす ぉのさぇすぇ こけ すさせょぇ, ゃ 
こけきけと くぇ さぇいかうつくう ょっえくけしすう 
こけ こけかっすけ.
╀うゃてうはす いぇき.-ゃなくてっく きう

くうしすなさ けす おぇぉうくっすぇ くぇ 〈さけえ
くぇすぇ おけぇかうちうは [ぇょうけく ‶けこけゃ, 
おけえすけ しっゅぇ っ っょなさ さけいけこさけ
ういゃけょうすっか, くぇしすけは いぇ こけゃっつっ 
おぇすっゅけさうつくけしす う „こけおぇいゃぇくっ 
くぇ たぇさぇおすっさ“ こさう けすしすけはゃぇくっ 
くぇ うしおぇくうはすぇ くぇ こさっょしすぇゃうすっ
かうすっ くぇ ぉさぇくてぇ こさっょ ょなさあぇゃ
くうすっ うくしすうすせちうう. „]っゅぇ ゃしっおう 
すっゅかう つっさゅぇすぇ おなき しっぉっ しう う 
すぇおぇ すさせょくけ とっ こけしすうゅくっき 
っょうくけきうしかうっ, ぇ ぉっい すぇおけゃぇ 
こさけしすけ さぇぉけすうき いぇ おけくおせさっく

ちうはすぇ ゃ かうちっすけ くぇ ╉うすぇえ, 〈せさ
ちうは, 《さぇくちうは“, いぇはゃう ‶けこけゃ. 
9 きうかうけくぇ っゃさけ っ ぉういくっしなす 

くう ゃ さぇきおうすっ くぇ ゅけょうくぇ, おけえ 
とっ くう つせっ こさう すっいう つうしかぇ, 
ういさぇいう おけくすさぇすっいぇすぇ しう ょさせゅ 
さけいけこさけういゃけょうすっか, しこけさっょ 
おけゅけすけ „ゅけかっきうはす こさけぉかっき っ ゃ 
かうこしぇすぇ くぇ くっゃないきけあくけしす さけ
いけこさけういゃけょうすっかうすっ ょぇ けこさぇゃ
ょぇゃぇす ゅけかはきぇ つぇしす けす さぇいたけ
ょうすっ しう, おけうすけ こさぇゃはす, こさっょう 
さぇいたけょうすっ いぇ おさぇえくうは こさけ
ょせおす“.
′はきぇ しうゃぇ うおけくけきうおぇ しぇきけ 

ゃ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ さけいけゃけ 
きぇしかけ. ′ぇ ゃしうつおう ょさせゅう くうゃぇ 
ゃ ぉさぇくてぇ うきぇ, おぇすっゅけさうつっく 
ぉっ すけえ. ‶け ょせきうすっ きせ, しぇきけ 
いぇ けおけこぇゃぇくっすけ くぇ 50 ょっおぇ
さぇ さけいけゃう きぇしうゃう ゃ さぇきおうすっ 
くぇ 7 ゅけょうくう しぇ こけたぇさつっくう こけ 
さぇぉけすくうちう, ぉっい おぇおゃうすけ う ょぇ っ 
こさういくぇすう さぇいたけょくう ょけおせきっく
すう, くぇょ 80 たうかはょう かっゃぇ. 
┿おけ しっ ういゃぇょはす ゃしうつおう こぇさう, 

おけうすけ ょぇゃぇきっ いぇ さなつくけ けおけ
こぇゃぇくっ う けぉさぇぉけすゃぇくっ くぇ きぇ
しうゃうすっ う ゅう ゃかけあうき ゃ うくあっ
くっさうくゅけゃぇ おけきこぇくうは, おけはすけ 
ょぇ しないょぇょっ くせあくぇすぇ う こけょたけ
ょはとぇ いぇ すけいう ぉさぇくて すったくう
おぇ, しなし しうゅせさくけしす とっ うきぇきっ 

さっいせかすぇす, こさっょかけあう ╃うきうすなさ 
╊うしうつぇさけゃ, っょうく けす おさせこくうすっ 
さけいけこさけういゃけょうすっかう う さけいけすなさ
ゅけゃちう ゃ しすさぇくぇすぇ. ‶け ょせきうすっ 
きせ, おなき きけきっくすぇ くはきぇ こけょたけ
ょはとぇ すったくうおぇ いぇ けぉさぇぉけすおぇすぇ 
くぇ さけいけゃうすっ きぇしうゃう う しっ くぇかぇ
ゅぇ こさうしこけしけぉはゃぇくっ くぇ ょさせゅ いっ
きっょっかしおう うくゃっくすぇさ ゃ こけかいぇ くぇ 
さけいけこさけういゃけょうすっかうすっ.
╁しうつおう こさけぉかっきう, こけしすぇゃっ

くう くぇ すさぇょうちうけくくぇすぇ しさっとぇ 
くぇ さけいけこさけういゃけょうすっかう う さけ
いけこさっさぇぉけすゃぇすっかう, とっ ぉなょぇす 
けぉけぉとっくう けす さぇぉけすくぇ ゅさせこぇ けす 
さけいけこさけういゃけょうすっかう, さけいけすなさ
ゅけゃちう う さけいけこさっさぇぉけすゃぇすっかう, 
おぇおすけ う おきっすけゃっ くぇ けぉとうくう し 
さけいけこさけういゃけょしすゃけ, いぇ ょぇ ぉなょぇす 
こけしすぇゃっくう いぇ さってっくうっ こさっょ 
╋うくうしすっさしおうは しなゃっす. 】っ しっ 
くぇしすけはゃぇ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ ╉けく
しせかすぇすうゃっく しなゃっす こけ こさけぉかっ
きうすっ くぇ さけいけこさけういゃけょしすゃけすけ, 
おけえすけ ょぇ っ さぇぉけすっく けさゅぇく おなき 
╋うくうしすっさしすゃけ くぇ いっきっょっかうっすけ. 
′ぇ しさっとぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお さけ

いけすなさゅけゃちう こさういけゃぇたぇ ょぇ くっ 
しっ しこっおせかうさぇ し っゃっくすせぇかくぇすぇ 
ちっくぇ くぇ さけいけゃけすけ きぇしかけ けす すぇい
ゅけょうてくぇすぇ さっおけかすぇ, すなえ おぇすけ 
すぇおぇゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ ゃしっ けとっ 
くはきぇ, しっぉっしすけえくけしすすぇ くぇ こさけ

ょせおすぇ ゃしっ けとっ しっ ういつうしかはゃぇ. 
‶け ょせきうすっ くぇ ょけち. ╁ぇしうか ╀ぇ

いうすけゃ, けぉぇつっ, くぇえ-ゃっさけはすくぇすぇ 
すぇいゅけょうてくぇ ちっくぇ くぇ さけいけゃぇすぇ 
きぇしかけ いぇ おうかけゅさぇき とっ っ し けおけ
かけ 800 ょけ 1000 っゃさけ こけ-くうしおぇ 
けす しすけえくけしすすぇ きせ きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ, ょけしすうゅくぇかぇ ょけ 7 200 
っゃさけ いぇ おうかけゅさぇき.
′はきぇきっ くせあょぇ けす しゃさなた さっゅ

かぇきっくすぇちうは くぇ すけいう ぉういくっし, 
ぇ こけ-しおけさけ けす こさぇゃうかぇ, おぇすっ
ゅけさうつくう ぉはたぇ せつぇしすくうちうすっ ゃ 
しさっとぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  こけ けすくけ
てっくうっ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす ╆ぇ
おけく いぇ さけいけこさけういゃけょしすゃけすけ.
┿ゅさけくけきう, せつぇしすくうちう ゃ しさっ

とぇすぇ, ういさぇいうたぇ う こっしうきうしすうつ
くぇ こさけゅくけいぇ こけ けすくけてっくうっ くぇ 
ょけぉうゃうすっ けす かぇゃぇくょせかぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ. ‶さうつうくぇすぇ っ かけてけすけ 
ゃさっきっ う ょなあょけゃっすっ けす こけしかっょ
くうすっ しっょきうちう, おけうすけ こさっつぇす 
くぇ かぇゃぇくょせかぇすぇ ょぇ ちなそくっ. 〈っ 
こさういけゃぇたぇ いっきっょっかしおうすっ しすけ
こぇくう ょぇ いぇぉぇゃはす こさうぉうさぇくっすけ 
くぇ ちゃっすぇ けす こけかっすけ ょけ くうゃぇ けす 
80% ちなそすっあ.
《けさせきなす ゃ ╉ぇいぇくかなお くっ ぉっ 

せゃぇあっく けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
ちっくすさぇかくぇすぇ ういこなかくうすっかくぇ う 
いぇおけくけょぇすっかくぇ ゃかぇしす.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

おけかっおちうは う さぇいかうつくう そうくう 
あっくしおう くっとうちぇ. ╁なこさっおう 
すけゃぇ, しぇきけ 2 ゅけょうくう, ゃ くぇ
つぇかけすけ くぇ すさせょけゃうは 
しう こなす, ょうこかけきう
さぇくぇすぇ すなおぇつおぇ けす 
こさけそっしうけくぇかくけすけ 
せつうかうとっ こけ すっおしすうか 
„╃けくつけ ╀けはょあうっゃ” 
くはおけゅぇ さぇぉけすう おぇすけ 
すぇおぇゃぇ. ‶けしかっ さけ
ょっくぇすぇ ゃ 〈なさくうつぇ
くっ ]すぇえおぇ しっ きっしすう 
ゃ „てうゃぇつくけすけ” くぇ 
„┿さしっくぇか”, ゃ ちったぇ 
ゃ ┿かっおしぇくょさけゃけ. 
╇きっくくけ すせお しさっとぇ う 
しなこさせゅぇ しう – てかぇえ
そうしす う しすさせゅぇさ,  
]すっそぇく  ╃っかううゃぇ
くけゃ. 
 〈ぇき さぇぉけすったきっ ょけ 

こさうゃぇすういぇちうはすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” う こさっ
きっしすゃぇくっすけ くぇ ちったぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈ぇおぇ, ゃ 
おさぇは くぇ 90-すっ ゅけょう
くう, いぇこけつくぇた さぇぉけすぇ 
ゃ ゅさぇょぇ. ╇ すぇおぇ ょけ 
ょくっし, しこけょっかは ]すぇえ
おぇ, おけはすけ ゃ こけさっょ
くうは ょなあょけゃっく しかっ
ょけぉっょ けすおさうゃぇき  こけ 
ょけきぇてくけきせ.  
╁ ぇくっおし しなき, くけ し くっすなさ

こっくうっ つぇおぇき ょぇ しっ ゃなさくぇ ゃ 
くぇつぇかけすけ くぇ のかう くぇ さぇぉけすぇ. 
〈せお, ゃ おなとう - さぇぉけすぇ, さぇぉけすぇ, 
くけ すぇき きう っ さぇいすせたぇすぇ, しこけ
ょっかは  てうゃぇつおぇすぇ くぇ おぇかなそう, 
ぇゃすけきぇすう う ょさせゅう こさうしこけしけ
ぉかっくうは いぇ ゃけっくくけすけ こさけうい
ゃけょしすゃけ. 

′はおけゅぇてくぇすぇ  きけきうつっておぇ 
きっつすぇ くぇ ]すぇえおぇ ぉうかぇ ょぇ あう
ゃっっ ゃ ゅさぇょ, ょぇ うきぇ  ゃさっきっ いぇ 
しけちうぇかっく あうゃけす, さぇいゃかっつっ
くうは.

′け... すぇおぇ しっ しかせつう, こさうきう
さっくけ けすしうつぇ すは, ぉなさいぇえおう ょぇ 
しこけょっかう, つっ あうゃけすなす ゃ 〈なあぇ, 

おなょっすけ あうゃっっ しっゅぇ, っ   きくけゅけ 
さけきぇくすうつっく, しすうゅぇ, さぇいぉうさぇ 
しっ, ょぇ うきぇて けつう いぇ すけゃぇ. 

‶さけしすけ さぇぉけすぇすぇ くぇ しっかけ, ゃ 
ょゃけさぇ う こけ おなとぇすぇ, っ こけゃっつっ. 
╋ぇかおけ ゃさっきっ けしすぇゃぇ いぇ ょさせ
ゅうすっ くっとぇ, おぇいゃぇ すは. ┿ „ょさせ
ゅうすっ くっとぇ” しぇ てうっくっすけ くぇ ゅけ
ぉかっくうすっ う こかっすおうすっ, いぇ おけうすけ 
しっゅぇ てうゃぇつおぇすぇ くはきぇ くうおぇお
ゃけ ゃさっきっ. ‶けっかぇ っ ういちはかけ 
ゅさうあぇすぇ こけ ょけきぇ いぇさぇょう ぉけ
かっく しなこさせゅ, ぇ う つっしすけ くぇ しっかけ 
けすしおぇつぇす ゃくせちうすっ - いぇ くっえくぇ 
さぇょけしす う しっきっえくぇ せすったぇ - ょゃっ 
きけきうつっすぇ う っょくけ きけきつっ. 
 ╃ぇ しぇ きう あうゃう う いょさぇゃう, ょぇ 

うきぇす ょけぉさう ょくう, くぇさうつぇ ゅう 
ぉぇぉぇすぇ, いぇ おけはすけ きっつすぇすぇ ょぇ 
ゃうょう  ゅけかっきうは しゃはす ゃっつっ くっ 
っ すぇおぇ くぇかけあうすっかくぇ, おぇおすけ 
こさっょう.  ╇きぇかぇ っ ゃないきけあくけしす 
ょぇ いなさくっ つぇしす けす しゃっすけゃくうすっ 

おさぇしけすう, こけおさぇえ 4-ゅけょうてくうは 
しう ゅせさぉっす ゃ ╇いさぇっか.  
„╇きぇた たせぉぇゃぇ さぇぉけすぇ すぇき, 

ょけしすぇ おさぇしうゃう 
くっとぇ ゃうょはた, ょけ
ゃけかくぇ しなき”, しこけょっ
かは いぇ  こっさうけょぇ こけ 
„こなさゃけくぇつぇかくけすけ 
すさせこぇくっ くぇ おぇこう
すぇか” ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
てうゃぇつおぇ. ¨す すけゃぇ 
ぉけゅぇす くっ しっ しすぇゃぇ, 
くけ ゃなこさっおう ゃしうつおけ, 
くっ しっ けこかぇおゃぇき, 
しこけょっかは ]すぇえおぇ, 
おけはすけ しっ ゃさなとぇ けす 
ゅせさぉっすかなお いぇさぇょう 
ぉけかくう さけょくうくう う 
おせこ しっきっえくう ゅさう
あう, おけうすけ くっ きけゅぇす 
ぉっい くっは. 
‶さういくぇゃぇ, つっ おけ

ゅぇすけ こけっきぇ いぇ ╇い
さぇっか, くっ こさっょこけ
かぇゅぇ, つっ っょうく ょっく 
けすくけゃけ とっ しっ ゃなさ
くっ ゃ „┿さしっくぇか”... くけ 
しっ ゃさなとぇ. ╆ぇとけすけ 
けぉうつぇ さぇぉけすぇすぇ しう 
う いぇとけすけ っ しゃうおくぇ
かぇ し おけかっゅうすっ しう.

 ╆ぇすけゃぇ くっ ぉうゃぇ つけゃっお ょぇ 
おぇいゃぇ „くうおけゅぇ”, あうゃけすなす っ 
てっゅぇょあうは う けぉうつぇ ょぇ くう けこ
さけゃっさゅぇゃぇ, っ こけせおぇすぇ けす すけいう 
え こっさうけょ. 
 
 ]っゅぇてくうはす え あうゃけす っ ょぇかっつ 

けす ぇきぉうちううすっ う しゃっすしおぇすぇ しせ
っすぇ, きぇおぇさ ょぇ こさういくぇゃぇ, つっ う 
すは, おぇすけ ゃしうつおう たけさぇ, ぉう うし
おぇかぇ ょぇ うきぇ ゃさっきっ う ゃないきけあ
くけしすう いぇ こけ-ょなかゅぇ こけつうゃおぇ. 
‶けしかっょくぇすぇ ぉうかぇ こさっょう 3 ゅけ
ょうくう, くぇ しすぇくちうはすぇ くぇ „┿さしっ
くぇか”. ¨すすけゅぇゃぇ くっ しっ いぇょなさ
あぇす こぇさう いぇ こけょけぉくう っおしすさう. 
¨とっ こけゃっつっ, つっ っょくぇ けす くぇ

しすけはとうすっ っきけちうう くぇ こけつすう 
59-ゅけょうてくぇすぇ  てうゃぇつおぇ っ 
ゃさっきっすけ いぇ こっくしうは. ′ぇこけしかっ

ょなお きくけゅけ くっとぇ しっ こさけきっくはす 
ゃ すぇいう しそっさぇ, つけゃっお くっ いくぇっ 
おけゅぇ, おぇお, こさう おぇおゃう せしかけゃうは, 
ぇ すけゃぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ すさっゃけ
あう ょくうすっ すう, いぇとけすけ あうゃっって 
ぉっい はしくけすぇ いぇくぇこさっょ, しこけょっ
かは ぇさしっくぇかしおぇすぇ けすかうつくうつおぇ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ くっ しっ つせゃしすゃぇ 
せきけさっくぇ, くうすけ しすぇさぇ, くぇこさけ
すうゃ: うきぇ しうかう けとっ ょぇ さぇぉけすう, 
くけ ぉう うしおぇかぇ ょぇ いくぇっ はしくうすっ 
せしかけゃうは う しさけおけゃっ いぇ  こっくしう
けくうさぇくっ. 〈けゃぇ きくけゅけ とっ せし
こけおけう たけさぇすぇ, おぇすっゅけさうつくぇ っ  
]すぇえおぇ ╃っかううゃぇくけゃぇ. 
╃けおぇすけ つぇおぇ こけかうすうちう う 

っおしこっさすう ょぇ せきせゃぇす くぇょ しなょ
ぉうくうすっ くぇ たうかはょう たけさぇ, くぇ 
ゃなさたぇ くぇ すさせょけゃぇすぇ しう ぉうけ
ゅさぇそうは,

てうゃぇつおぇすぇ けす ちった 131 くぇ 
╆ぇゃけょ 3 ゃ „┿さしっくぇか” とっ こさけ
ょなかあぇゃぇ ゃしっ  すぇおぇ つっゃさなしすけ 
ょぇ しすぇゃぇ ゃしはおぇ しせすさうく ゃ 5,

いぇ ょぇ こさけこなすせゃぇ こけつすう 80 
おうかけきっすさぇ ゃ ょゃっすっ こけしけおう 
ゃしっおう ょっく - けす  〈なあぇ ょけ „┿さ
しっくぇか”. ╆ぇ ょぇ くうあっ ぉけょ こけ 
ぉけょ う すっゅっか こけ すっゅっか つけゃって
おぇすぇ うしすけさうは くぇ くぇょ 130-ゅけ
ょうてくうは „┿さしっくぇか” う いぇ ょぇ 
こなかくう しなし しきうしなか う くぇょっあょぇ 
かうつくぇすぇ しう うしすけさうは. 
╆ぇとけすけ くぇえ-ゃぇあくけすけ ゃ あう

ゃけすぇ しぇ いょさぇゃっすけ う しこけおけえ
くうはす あうゃけす, ういゅせぉうて かう 
すっいう ょゃっ くっとぇ, くうとけ くはきぇて, 
せぉっょっくぇ っ ぇさしっくぇかしおぇすぇ てう
ゃぇつおぇ, いぇ おけはすけ „きっつすうすっ しぇ 
たせぉぇゃけ くっとけ, くけ くっ きけあって 
かう ょぇ ゅう しかせつうて, しうかぇすぇ くぇ 
つけゃっお っ ゃ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ 
こさうっきぇ こさうきうさっくうっすけ う ぇき
ぉうちうはすぇ”. 
┿ きぇかおうすっ あうかぇゃう あっくう きけ

ゅぇす すけゃぇ, せぉっょっくぇ っ ]すぇえおぇ 
╂なつっゃぇ ╃っかううゃぇくけゃぇ. ╋ぇかおぇ 
つぇしすうちぇ けす ゅけかはきぇすぇ ぇさしっ
くぇかしおぇ うしすけさうは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

¨しゃっく ぉけくせしうすっ し ゅぇさぇく-
すうさぇくけすけ こさけそっしうけくぇかくけ 
さぇいゃうすうっ ゃ „┿さしっくぇか”, おけっすけ 
けつぇおゃぇ ぉなょっとうすっ しすうこっくょう-
ぇくすう, ょさせゅ 

ぉっいちっくっく ぉけくせし
っ ゃないきけあくけしすすぇ きかぇょうすっ 
しこっちうぇかうしすう ょぇ さぇぉけすはす 

し うくけゃぇすうゃくけ けぉけさせょゃぇくっ,  

しなし しなゃさっきっくくう きぇてうくう 
う すったくけかけゅうう, いぇおせこっくう けす 
„┿さしっくぇか” ゃ こけしかっょくうすっ 7-8 
ゅけょうくう. 〈けゃぇ ょぇゃぇ こなかくけ-
ちっくくけ こさけそっしうけくぇかくけ ぇくゅぇ-
あうさぇくっ, おけっすけ しすさせゃぇ きくけゅけ 
こぇさう. ]なつっすぇくけ う し ゃないきけあ-
くけしすすぇ ょぇ しっ つっさこう けこうす けす 
せくうおぇかくう くぇてう おぇょさう し けこうす 
う こさうっきしすゃっくけしす,  ゃないきけあ-
くけしすすぇ いぇ しかせあっぉくう こなすせゃぇ-
くうは ゃ つせあぉうくぇ, けぉきはくぇ くぇ 
けこうす, しないょぇゃぇくっ くぇ おけくすぇおすう 
し つせあょう こぇさすくぬけさう, こさっいっく-
すぇちうう こさっょ ゅけかっきうすっ そうさきう 
ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ, しぇ „ぉけくせ-
しう”,  おけうすけ くっ しっ おぇかおせかうさぇす 
ゃ こぇさう,  いぇとけすけ くぇ こさぇおすうおぇ 
しぇ くっういきっさうきう, くけ しぇ ういおかの-
つうすっかくけ こけかっいくう う ちっくくう いぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ きかぇょうすっ しこっ-
ちうぇかうしすう  こさう くぇし. 〈けゃぇ しぇ 
ぉけくせしう, おけうすけ ゅけかっきうはす しゃはす 
ちっくう う おけうすけ しっ こけけとさはゃぇす 
ゃ くけさきぇかくうすっ ょなさあぇゃう, おぇ-
すっゅけさうつっく っ さなおけゃけょうすっかはす 
くぇ くぇこさぇゃかっくうっ „〈ったくうつっしおけ 
さぇいゃうすうっ - ゃなけさなあっくうっ” ゃ 
„┿さしっくぇか”. 
〈けえ くっ おさうっ ぉけかおぇすぇ しう, つっ 

ゃ こけしかっょくうすっ っょくけ-ょゃっ ょっしっ-
すうかっすうは くぇ こさぇおすうおぇ ょなさあぇ-
ゃぇすぇ は くはきぇ ゃ けぉさぇいけゃぇくうっ-
すけ, つっ っ しおなしぇくぇ ゃさないおぇすぇ 
„ょなさあぇゃぇ – ぉういくっし - ╁〉╆” う 
かうこしゃぇ さっぇかくけすけ けすくけてっくうっ 
う けすすぇき こけかうすうおう う ゅさうあぇ 
くぇ ょなさあぇゃぇすぇ おなき くせあょう-
すっ くぇ ぉういくっしぇ, ぇ けすすぇき う くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ. „]ぇきけ っょうく 
おぇさょうくぇかっく そぇおす - くぇえ-ゅけ-
かっきうすっ うくゃっしすうちうう ゃ ╀なかゅぇ-
さうは こけしかっょくうすっ ゅけょうくう しぇ ゃ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ う くぇしつうすぇす 
しすけすうちう きうかうけくう かっゃぇ ゃかけ-
あっくうは くぇ ぉういくっしぇ! ┿ いぇとけ 
ょなさあぇゃぇすぇ こけくっ くっ しすさせお-
すせさうさぇ こさうっきぇ くぇ おぇょさう, いぇ 
ょぇ けぉしかせあゃぇす すっいう うくゃっしすう-
ちうう?”  

′はきぇ ゅう けくっいう しすうきせかう う 
きったぇくういきう

いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ
ゃ ╀なかゅぇさうは,

おけうすけ ょぇ きけすうゃうさぇす

けす っょくぇ しすさぇくぇ ╁〉╆-けゃっすっ ょぇ 
こさうっきぇす おぇつっしすゃっくう おぇょさう 
いぇ すったくうつっしおうすっ しこっちうぇかくけ-
しすう, ぇ けす ょさせゅぇ - ょぇ しないょぇゃぇす 
けくっいう きったぇくういきう いぇ ぉういくっ-
しぇ,  おけうすけ ょぇ ゅけ しすうきせかうさぇす 
ょぇ  くぇっきぇ きかぇょう しこっちうぇかう-
しすう う ょぇ こさけょなかあう ょぇ うくゃっ-
しすうさぇ ゃ すはた. ╁ すぇいう こけしけおぇ, 

しこけさっょ っおしこっさすぇ ╁かぇょうきうさ 
』せつせきうてっゃ, ょなさあぇゃぇすぇ うきぇ 
きくけゅけ ょぇ しないょぇゃぇ う さぇぉけすう 
う っ けすおさけゃっく  ょかなあくうお う くぇ 
ぉういくっしぇ, う くぇ ゃうしてっすけ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ. 
[ぇいぉうさぇき しすさぇたけゃっすっ う ょけ-

ゃけょうすっ  くぇ さけょうすっかうすっ, おけう-
すけ しなゃっすゃぇす ょっちぇすぇ しう こけ 
けすくけてっくうっ くぇ すはたくけすけ こさけ-
そっしうけくぇかくけ ぉなょっとっ: ゃしっおう 
うしおぇ ょっすっすけ きせ ょぇ さぇぉけすう いぇ 
きくけゅけ こぇさう, ょぇ うきぇ こさっし-
すうあくぇ こさけそっしうは う しうゅせさくぇ 
さぇぉけすぇ. ╁ ゅけょうくう くぇ おさういぇ 
くぇえ-すさせょくけ っ くぇ ゅけかっきう-
すっ, くぇ すっいう, おけうすけ さっぇかくけ 
しないょぇゃぇす こさけょせおす, さぇぉけすくう 
きっしすぇ, うくゃっしすうさぇす ゃ たけさぇ, 
うくけゃぇちうう, ぉなょっとっ. ╆ぇすけゃぇ 
くぇ くっさっぇかうしすうつくうすっ さけょう-
すっかしおぇ ぇきぉうちうう  とっ けすゅけゃけ-
さは すぇおぇ: 

”┿さしっくぇか” っ そうさきぇ
し くぇょ 130-ゅけょうてくぇ

うしすけさうは.  

╇ こさっい ゃしうつおうすっ すっいう ゅけょう-
くう っ けしうゅせさはゃぇか さぇぉけすぇ くぇ 
きくけゅけ たけさぇ. ╇きぇかけ っ こっさう-
けょう くぇ こけゃっつっ うかう こけ-きぇかおけ 
いぇっすけしす. ′け こさっい ゃしうつおうすっ 
すっいう ゅけょうくう, ょけさう こさう くぇ-
きぇかっく けぉっき くぇ さぇぉけすぇ, すけ 
はょさけすけ けす しこっちうぇかうしすうすっ, 
けす おぇょさうすっ, ゃ おけうすけ „┿さしっ-
くぇか”  うくゃっしすうさぇ う ぉっい おけうすけ 
くっ きけあっ, ゃうくぇゅう っ けしすぇゃぇかけ.  
╆ぇとけすけ くうおけえ くっ しっ かうてぇゃぇ 
けす おぇつっしすゃっくうすっ しう たけさぇ う 
けす はょさけすけ しこっちうぇかうしすう, ぉっい 
おけうすけ ょっえくけしすすぇ いぇゅうゃぇ.′ぇ-
こさけすうゃ: しすぇさぇっ しっ ょぇ ゅう いぇ-
ょなさあう. 
┿ つっ ゃ „┿さしっくぇか” きけあっ ょぇ 

しっ くぇせつう きくけゅけ う つっ ゃしっ-
おう しこっちうぇかうしす,  いぇこうしぇか ゃ 
こさけそっしうけくぇかくぇすぇ しう ぉうけ-
ゅさぇそうは „┿さしっくぇか”, っ ちっくっく 
おぇょなさ, ゅけ ょけおぇいゃぇ  こさけゃっさっ-
くけすけ ゃ あうゃけすぇ せさぇゃくっくうっ: 

„┿さしっくぇか” っ おけゃぇつくうちぇ 
くぇ おぇょさう”.

 
„╆ぇすけゃぇ しきっかけ しかっょゃぇえすっ 

きっつすうすっ う あっかぇくうはすぇ しう, 
くっ  さけぉせゃぇえすっ くぇ しすさぇたけゃっ 
う こさっょさぇいしなょなちう う うくゃっし-
すうさぇえすっ ゃ  ょけぉさけ こさけそっしうけ-
くぇかくけ ぉなょっとっ う ゃないきけあくけし-
すう いぇ さぇいゃうすうっ!” .
〈けゃぇ っ しなゃっすなす おなき きかぇょう-

すっ たけさぇ くぇ うくあ. ╁かぇょうきうさ 
』せつせきうてっゃ- ゃ さぇいゅぇさぇ くぇ 
っょくぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおぇ 
おぇきこぇくうは う こさっょう くぇつぇかけすけ 
くぇ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ. 
╉けゅぇすけ こけさっょうちぇすぇ しさっとう 

ゃ すなさしっくっ くぇ きかぇょう  すぇかぇく-
すう いぇ すったくうつっしおうすっ くぇせおう, ゃ 
おけうすけ „┿さしっくぇか”  ょぇ うくゃっし-
すうさぇ,  とっ こさけょなかあう.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

』【¨》╊〉╉¨╅〉【』[╅【╅ 》『《╈『╅〈╅ 
〉╅ „╅『』╊〉╅]”
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ぷóçíô¡íöí でöíú¡í: 

′はきぇす こさぇゃけ くぇ こさぇゃくぇ こけきけと:

1. っょくけかうつくう すなさゅけゃちう;
2. のさうょうつっしおう かうちぇ;
3. すなさゅけゃしおう ょさせあっしすゃぇ, おけけこっさぇちうう う ょさ.

‶け おぇおゃう ゃなこさけしう う ょっかぇ うきぇて こさぇゃけ ょぇ 
こけかせつうて こさぇゃくぇ こけきけと? 

1. こけ くぇおぇいぇすっかくう ょっかぇ;
2. こけ ゅさぇあょぇくしおう ょっかぇ –  こさう しっきっっえくう う 

うきせとっしすゃっくう しこけさけゃっ (いぇ しけぉしすゃっくけしす, いぇ ょっか
ぉぇ, くぇっきう, しこけさけゃっ いぇ ょなかあうきう こぇさうつくう しせきう, 
ぉさぇつくう ょっかぇ, いぇこかぇとぇくっ くぇ ういょさなあおぇ, こさっ
ょけしすぇゃはくっ くぇ さけょうすっかしおう こさぇゃぇ, けしうくけゃはゃぇくっ, 
せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ こさけういたけょ くぇ ょっすっ う ょさ.), こさう 
すさせょけゃう しこけさけゃっ;
3. こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう ょっかぇ;
╉ぇお とっ すう こけきけゅくっ けこさっょっかっくうはす こけ さっょぇ くぇ 

╆ぇおけくぇ いぇ こさぇゃくぇすぇ こけきけと ぇょゃけおぇす?
- 】っ すう しなょっえしすゃぇ, おぇすけ すっ おけくしせかすうさぇ いぇ こけ

しすうゅぇくっ くぇ しこけさぇいせきっくうっ こさっょう いぇゃっあょぇくっ くぇ 
ょっかけ うかう いぇ いぇゃっあょぇくっ くぇ ょっかけ;
- 】っ すう しなょっえしすゃぇ, おぇすけ こけょゅけすゃう ょけおせきっくすう

すっ いぇ いぇゃっあょぇくっ くぇ ょっかけ;
- 】っ けしなとっしすゃはゃぇ こさけちっしせぇかくけ こさっょしすぇゃう

すっかしすゃけ /いぇとうすぇ/ こけ ゃっつっ けぉさぇいせゃぇくけ ゃ しなょぇ 
ょっかけ;
- ┿ きけあっ ょぇ けしなとっしすゃはゃぇ う こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ 

こさう いぇょなさあぇくっ けす けさゅぇくうすっ くぇ ╋╁[.
╁なゃ ゃしっおう っょうく きけきっくす ぇょゃけおぇすなす とっ すっ おけく

しせかすうさぇ こけ ゃしうつおう ゃなこさけしう, しゃなさいぇくう し こさっょ
きっすぇ くぇ いぇとうすぇ う こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ, とっ けぉ
しなょう し すっぉ ゃないきけあくうすっ ういたけょう けす こさけちっしぇ う 
ゃっさけはすくう さってっくうは くぇ こけしすぇゃっくうは こさけぉかっき, とっ 
すっ いぇこけいくぇっ しなし しなとっしすゃせゃぇとうすっ こさぇゃくう ゃない
きけあくけしすう, とっ こさっちっくう う とっ すう けぉはしくう ょけおけか
おけ けしくけゃぇすっかくぇ っ こさっすっくちうはすぇ すう, しこぇいうか かう 
しう しさけおけゃっすっ, とっ すっ くぇしけつう けすくけしくけ くっけぉたけょう
きうすっ ょけおせきっくすう, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ こさっょしすぇゃうて, 
とっ すっ いぇこけいくぇっ し さぇいきっさぇ くぇ ゃしうつおう すぇおしう う 
さぇいくけしおう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ゃないくうおくぇす ゃ っゃっくすせ
ぇかくうは こさけちっし, おぇおすけ う ゃないきけあくけしすすぇ いぇ けしゃけ
ぉけあょぇゃぇくっ けす すはた こさう けこさっょっかっくう せしかけゃうは, とっ 
こさっちっくう う とっ すう けぉはしくう うきぇ かう けしくけゃぇくうは いぇ 
けぉあぇかゃぇくっ くぇ ぇおすぇ, し おけえすけ っ こさうおかのつうかけ しな
けすゃっすくけすけ こさけういゃけょしすゃけ う こけ おぇおなゃ さっょ. 

╉ぇおゃけ すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇゃうて, いぇ ょぇ こけかせ
つうて こさぇゃくぇ こけきけと?

‶さぇゃくぇ こけきけと とっ すう ぉなょっ こさっょけしすぇゃっくぇ こけ 
すゃけは きけかぉぇ, けしゃっく ゃ ういさうつくけ こさっょゃうょっくうすっ けす 
いぇおけくぇ しかせつぇう, おけゅぇすけ すけゃぇ っ いぇょなかあうすっかくけ う 
こさっちっくおぇすぇ ういゃなさてゃぇ けさゅぇくなす, こさっょ おけえすけ しっ 
さぇいゃうゃぇ こさけういゃけょしすゃけすけ. ╋けかぉぇすぇ きけあって ょぇ 
くぇこうてって う しけぉしすゃっくけさなつくけ, ゃ しゃけぉけょっく すっおしす. 
¨ぉさぇいちう くぇ きけかぉう う こさうょさせあぇゃぇとう ょけおせきっくすう 
きけあって ょぇ ういすっゅかうて, おぇおすけ けす しぇえすぇ 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, すぇおぇ う けす しぇえ
すぇ くぇ ぇょゃけおぇすしおぇすぇ おけかっゅうは こけ きっしすけあうゃっっくっ. 
╋けかぉぇすぇ しう すさはぉゃぇ ょぇ こけょぇょって こさっょ:
- ′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 – ぇおけ 

ゃしっ けとっ くはきぇ けぉさぇいせゃぇくけ ょっかけ う すう っ くっけぉたけ
ょうきぇ こなさゃけくぇつぇかくぇ おけくしせかすぇちうは うかう こけょゅけ
すけゃおぇ いぇ いぇゃっあょぇくっ くぇ すぇおけゃぇ. ╉なき きけかぉぇすぇ 
しかっょゃぇ ょぇ こさうかけあうて ょっおかぇさぇちうはすぇ いぇ しっきっえくけ 
う うきせとっしすゃっくけ しなしすけはくうっ, おぇおすけ う ょけこなかくう
すっかくう ょけおせきっくすう, せょけしすけゃっさはゃぇとう, つっ けすゅけゃぇ
さはて くぇ ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ いぇおけくぇ. 
- ]なょぇ, こさっょ おけえすけ っ けぉさぇいせゃぇくけ ょっかけすけ – こさう 

くぇかうつうっすけ くぇ ゃっつっ けぉさぇいせゃぇくけ ょっかけ, おぇすけ しっ 
こさうかけあう, けしゃっく ょっおかぇさぇちうはすぇ いぇ しっきっえくけ う 
うきせとっしすゃっくけ しなしすけはくうっ う ょけおせきっくすう, せょけしすけ
ゃっさはゃぇとう しっきっえくけすけ こけかけあっくうっ, ゃないさぇしす, すさせ
ょけゃぇすぇ いぇっすけしす (せょけしすけゃっさっくうっ けす ぉのさぇすぇ こけ 
すさせょぇ), いょさぇゃけしかけゃくけすけ しなしすけはくうっ (さってっくうっ 
くぇ 〈╄╊╉), いぇこけゃっょ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ ╃うさっおちうは 
„]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ“ いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ 
ょけぉぇゃおう いぇ しけちうぇかくぇ うくすっゅさぇちうは こけ ╆ぇおけくぇ 
いぇ 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, せょけしすけ
ゃっさっくうっ けす ′¨╇ いぇ さぇいきっさ くぇ こっくしうはすぇ う ょさ. 
〈さはぉゃぇ ょぇ ょけおぇあって し ょけおせきっくすう, つっ くっ さぇいこけ
かぇゅぇて し ょけしすぇすなつくけ そうくぇくしけゃう しさっょしすゃぇ, いぇ ょぇ 
せこなかくけきけとうて ぇょゃけおぇす いぇ しゃけは しきっすおぇ.

╉ぇおゃう しぇ くっけぉたけょうきうすっ ょけおせきっくすう いぇ 
こけかせつぇゃぇくっ くぇ こさぇゃくぇ こけきけと?

1. ╋けかぉぇ いぇ こさぇゃくぇ こけきけと – きけあっ う しぇきけ
さなつくぇ, くけ くぇえ-かっしくけ とっ すう っ  こけ けぉさぇいっち, おけえ
すけ きけあって ょぇ ういすっゅかうて けす うくすっさくっす しぇえすぇ くぇ 
′╀‶‶ うかう ょぇ こけかせつうて けす ぇょゃけおぇすしおぇすぇ おけかっ
ゅうは こけ きっしすけあうゃっっくっ
2. ╋けかぉぇ-ょっおかぇさぇちうは いぇ しっきっえくけ う うきせ

とっしすゃっくけ しなしすけはくうっ くぇ きけかうすっかは – きけあって ょぇ 
ういすっゅかうて けす うくすっさくっす しぇえすぇ くぇ ′╀‶‶ うかう ょぇ 
こけかせつうて けす ぇょゃけおぇすしおぇすぇ おけかっゅうは こけ きっしすけ
あうゃっっくっ;
3. ╆ぇこけゃっょ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ ╃うさっおちうは „]け

ちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ“, つっ こけかせつぇゃぇて きっしっつくう 
しけちうぇかくう こけきけとう 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 しけちうぇかくけすけ こけょこけ
きぇゅぇくっ. ╆ぇ ちっかすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けぉなさくって おなき 
╃うさっおちうは „]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ“ こけ こけしすけ
はくっく ぇょさっし.
4. 〉ょけしすけゃっさっくうっ, つっ けすゅけゃぇさはて 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 きっしっつくう しけちうぇかくう こけきけ
とう 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 しけちうぇかくけすけ こけょこけきぇゅぇくっ. ╆ぇ ちっかすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ けぉなさくって おなき ╃うさっおちうは „]けちう
ぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ“ こけ こけしすけはくっく ぇょさっし.
5. ╃けゅけゃけさ しなし しこっちうぇかういうさぇくぇ うくしすうすせちうは 

いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ しけちうぇかくう せしかせゅう – ょけゅけゃけさ 
し ょけき いぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ, ょけゅけゃけさ いぇ こけかいゃぇ
くっ くぇ しけちうぇかくう せしかせゅう, し ちっくすさけゃっすっ 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, し ちっくすさけゃっすっ 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 ょさせゅう.
6. ]なょっぉくけ さってっくうっ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ くぇ ょっすっ 

こけ さっょぇ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ いぇおさうかぇ くぇ ょっすっすけ

╉けくしせかすぇちうはすぇ, いぇとうすぇすぇ う こさっょしすぇゃうすっか
しすゃけすけ こけ さっょぇ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ こさぇゃくぇすぇ こけきけと 
しっ けしなとっしすゃはゃぇ けす ぇょゃけおぇすうすっ, ゃこうしぇくう ゃ 
[っゅうしすなさぇ 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. ¨とっ し きけかぉぇすぇ, し おけはすけ うしおぇて ょぇ すう 
しっ こさっょけしすぇゃう こさぇゃくぇ こけきけと, きけあって ょぇ こけ
しけつうて けこさっょっかっく ぇょゃけおぇす, おけえすけ ぉう あっかぇか ょぇ 
こけっきっ いぇとうすぇすぇ くぇ すゃけうすっ うくすっさっしう. ╆ぇ ちっかすぇ 
きけあって ょぇ ういぉっさって ぇょゃけおぇす けす こせぉかうつくうは さっ
ゅうしすなさ くぇ しぇえすぇ くぇ ′╀‶‶ うかう ょぇ しっ けぉなさくって 
いぇ しなょっえしすゃうっ おなき ┿ょゃけおぇすしおうは しなゃっす こけ きっし
すけあ うゃっっくっ. 

╃なかあぇ かう いぇこかぇとぇくっ くぇ ゃないくぇゅさぇあょっ
くうっ う さぇいくけしおう う いぇとけ?

′ぇ しかせあっぉくうは ぇょゃけおぇす くっ いぇこかぇとぇて くうとけ 
こさっょう う こけ ゃさっきっ くぇ ょっかけすけ. ┿おけ ぉなょって けしな
ょっく うかう いぇゅせぉうて ういちはかけ うかう つぇしすうつくけ ょっかけ
すけ, とっ すさはぉゃぇ ょぇ いぇこかぇすうて 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 さぇいくけしおうすっ こけ ゃないくぇ
ゅさぇあょっくうっすけ くぇ ぇょゃけおぇすぇ, おけえすけ すっ っ いぇとうすぇ
ゃぇか. ¨ぉなさくう ゃくうきぇくうっ, つっ こさっょけしすぇゃっくぇすぇ すう 
こさぇゃくぇ こけきけと くっ けぉたゃぇとぇ すぇおしう う さぇいくけしおう 
いぇ っおしこっさすういう う ゃっとう かうちぇ こけ こさけういゃけょしすゃけ
すけ, けしゃっく ぇおけ しう けしゃけぉけょっく けす しなょぇ くぇ けしくけゃぇ
くうはすぇ, こさっょゃうょっくう ゃ いぇおけくぇ.

╋ぇすっさうぇかなす っ ういゅけすゃっく し こけきけとすぇ くぇ 
しすせょっくすう - ぉなょっとう のさうしすう, つかっくけゃっ くぇ  
‶さぇゃくぇすぇ おかうくうおぇ, うくうちううさぇくぇ けす けぉ
とっしすゃっくうは  こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお 
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ぇょさっし: ぉせか.”┿かっおしぇくょなさ ╀ぇすっくぉっさゅ” 4, っす.3 

e-mail:  
すっか.: 0431/ 98340 

„┿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

《╆っ╇╅

╆╊′ 』《を¨╅]〉¨ 》《〈《ぅ¨, ╉《[╅【《 ¨〈╅ 『╅╆《【╅ 〉╅ 》《]╊【《...
¨つぇおゃぇくうはすぇ くぇ さけいけこさけ-

ういゃけょうすっかうすっ けす おぇきこぇくうはすぇ 
しぇ, つっ いぇさぇょう ゃぇかっあうすっ すぇいう 
ゅけょうくぇ おけかうつっしすゃけすけ さけいけ-
ゃけ きぇしかけ とっ ぉなょっ こけゃっつっ けす 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ‶さけゅくけいうすっ 
しぇ いぇ 1,5 すけくぇ さけいけゃけ きぇしかけ. 
]さっょくうはす さぇくょっきぇく いぇ ょけぉうゃ 
くぇ おうかけゅさぇき さけいけゃけ きぇしかけ 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ っ 3- 3 100 
すけくぇ, けぉけぉとう ょけち. ╀ぇいうすけゃ.
‶さけぉかっきうすっ, しなこなすしすゃぇかう 

すぇいゅけょうてくぇすぇ おぇきこぇくうは, くっ 
しぇ こけ-さぇいかうつくう けす きうくぇかけゅけ-
ょうてくうすっ, くけ しっ いぇょなかぉけつぇゃぇす, 
ぇかぇさきうさぇたぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ 
くぇ ぉさぇくてぇ. ╉ぇすけ くぇえ-しっさうけ-
いっく すっ けこさっょっかうたぇ こさけぉかっきぇ し 
さぇぉけすくぇすぇ さなおぇ う しさっょしすゃぇすぇ 
いぇ いぇこかぇとぇくっすけ くぇ ぉっさぇつう-
すっ, おけうすけ さけいけこさけういゃけょうすっかう 
う さけいけこさっさぇぉけすゃぇすっかう くはきぇ 
おぇお ょぇ せいぇおけくはす う こさういくぇはす 
いぇ さぇいたけょう, おぇすけ っょゃぇ 30% 
けす ぉっさぇつうすっ くぇ さけいけゃ ちゃはす くぇ 
こさぇおすうおぇ かっゅぇかういうさぇす こぇさうすっ 
しう けす すぇいう ょっえくけしす. 
╃ぇ しっ しこさぇす ゃしうつおう ゃうょけゃっ 

しけちうぇかくう こかぇとぇくうは いぇ こっさう-
けょぇ, ゃ おけえすけ ゃ しすさぇくぇすぇ うきぇ ょぇ 
しっ こさうぉうさぇ いっきっょっかしおぇ こさけ-
ょせおちうは, し ちっか しすうきせかうさぇくっ 
くぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ ょぇ さぇぉけすはす 

〈は っ けす けくっいう たうかはょう  ぉっい-
てせきくう う つっしすけ „ぇくけくうき-

くう”,  こなかくっとう, けぉぇつっ, しなし 
しなょなさあぇくうっ きぇさおぇすぇ „┿さ-
しっくぇか”. ¨す けくっいう ゃっさくう „くけ-
きっさぇ こけ すぇぉっか”, ぉっい おけうすけ 
くはきぇてっ ょぇ っ ゃないきけあくぇ くぇょ 
130-ゅけょうてくぇすぇ そうさきっくぇ うし-
すけさうは.
 
〈うたけ, こさっょぇくけ, し けすくけてっくうっ 

う ゅさうあぇ, しなし しすぇさぇくうっ う かの-
ぉけゃ, すは くうあっ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
しう すさせょけゃぇ ぉうけゅさぇそうは ゃっつっ 
28-きぇ ゅけょうくぇ. ╀けょ こけ ぉけょ, 
すっゅっか こけ すっゅっか. ′っ しぇきけ いぇ-
とけすけ っ てうゃぇつおぇ う おぇすけ すぇおぇ-
ゃぇ くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ こっく-
しうけくうさぇ, ぇ う いぇとけすけ かうつくぇすぇ  
え そうかけしけそうは っ すぇおぇゃぇ: ょぇ 
こさうっきぇ おさけすおけ, しなし しきうさっくうっ 
すけゃぇ, おけっすけ あうゃけすなす え こけょくぇ-
しは, おぇすけ しっ しすさっきう ょぇ しないょぇ-
ゃぇ さぇょけしす う ょけぉさうくう いぇ すっいう, 
おけうすけ しぇ けおけかけ くっは. 

]すぇえおぇ. 

 ╂なつっゃぇ ╃っかううゃぇくけゃぇ. ╋ぇか-
おぇ  あうかぇゃぇ あっくぇ し すさせょっく 
あうゃけす. ╂けさょけしすすぇ くぇ  【う-
ゃぇつくぇすぇ くぇ いぇゃけょ 3. 

 ]くうきおぇすぇ  え っ ゃ さっょうつおぇすぇ 
くぇ きうくぇかけゅけょうてくうすっ ぇさしっ-
くぇかちう, けすかうつっくう いぇ いぇしかせゅう 
けす すったくうすっ おけかっゅう う くぇつぇか-
くうちう. 】っ しすけう くぇ ちっくすさぇかくぇ-
すぇ ぇかっは けとっ 3 きっしっちぇ, ょけ こけ-
さっょくうは そうさきっく こさぇいくうお. ╆ぇ 
ょぇ こさっこけすゃなさょう あうすっえしおぇすぇ 
きぇおしうきぇ, つっ ゃしっおう うきぇ こさぇゃけ 
くぇ 3 きうくせすう しかぇゃぇ. 
╆ぇ ]すぇえおぇ すけいう ゃうょ しかぇゃぇ 

っ せゃぇあっくうっすけ くぇ おけかっゅうすっ 
え いぇ くっえくぇすぇ ゃしっけすょぇえくけしす 
う しすさっきっあ ょぇ っ せゃぇあうすっかくぇ 
おなき ゃしうつおう. 〈ゃなさょう, つっ けぉう-
つぇ きくけゅけ さぇぉけすぇすぇ しう, きぇおぇさ 
てうっくっすけ いぇ ゃけっくくけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ ょぇ っ ょぇかっつ こけ-くっさけ-
きぇくすうつくけ う すゃけさつっしおけ いぇくう-
きぇくうっ けす てうっくっすけ くぇ きけょくぇ 

ゃ こけかいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ いっきっ-
ょっかうっ, こけうしおぇ おさせこっく さけいけこ-
さけういゃけょうすっか けす ╃けかうくぇすぇ くぇ 
さけいうすっ. ]こけさっょ くっゅけ, „くっ くうっ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゅけくうき ぉっいさぇぉけすくう-
すっ, いぇ ょぇ うょゃぇす ょぇ さぇぉけすはす ゃ 
きぇしうゃうすっ くう, ぇ すっ すさはぉゃぇ ょぇ 
くう ゅけくはす いぇ ういょぇゃぇくっ くぇ ぉっ-
かっあおう, しさっとせ おけうすけ こさっい いう-
きぇすぇ ょぇ こけかせつぇゃぇす ゃぇせつっさう いぇ 
っくっさゅうえくう う ょさせゅう こけきけとう“, 
こさっょかけあう すけえ. 
╃させゅ くっゅけゃ おけかっゅぇ くぇしすけは いぇ 

いぇおけくけゃう こさけきっくう, おけうすけ ょぇ 
ょぇょぇす ゃないきけあくけしす くぇ いっきっ-
ょっかしおう そうさきう ょぇ くぇっきぇす ぉっい-
さぇぉけすくう けす ぉのさぇすぇ こけ すさせょぇ, ゃ 
こけきけと くぇ さぇいかうつくう ょっえくけしすう 
こけ こけかっすけ.
╀うゃてうはす いぇき.-ゃなくてっく きう-

くうしすなさ けす おぇぉうくっすぇ くぇ 〈さけえ-
くぇすぇ おけぇかうちうは [ぇょうけく ‶けこけゃ, 
おけえすけ しっゅぇ っ っょなさ さけいけこさけ-
ういゃけょうすっか, くぇしすけは いぇ こけゃっつっ 
おぇすっゅけさうつくけしす う „こけおぇいゃぇくっ 
くぇ たぇさぇおすっさ“ こさう けすしすけはゃぇくっ 
くぇ うしおぇくうはすぇ くぇ こさっょしすぇゃうすっ-
かうすっ くぇ ぉさぇくてぇ こさっょ ょなさあぇゃ-
くうすっ うくしすうすせちうう. „]っゅぇ ゃしっおう 
すっゅかう つっさゅぇすぇ おなき しっぉっ しう う 
すぇおぇ すさせょくけ とっ こけしすうゅくっき 
っょうくけきうしかうっ, ぇ ぉっい すぇおけゃぇ 
こさけしすけ さぇぉけすうき いぇ おけくおせさっく-

ちうはすぇ ゃ かうちっすけ くぇ ╉うすぇえ, 〈せさ-
ちうは, 《さぇくちうは“, いぇはゃう ‶けこけゃ. 
9 きうかうけくぇ っゃさけ っ ぉういくっしなす 

くう ゃ さぇきおうすっ くぇ ゅけょうくぇ, おけえ 
とっ くう つせっ こさう すっいう つうしかぇ, 
ういさぇいう おけくすさぇすっいぇすぇ しう ょさせゅ 
さけいけこさけういゃけょうすっか, しこけさっょ 
おけゅけすけ „ゅけかっきうはす こさけぉかっき っ ゃ 
かうこしぇすぇ くぇ くっゃないきけあくけしす さけ-
いけこさけういゃけょうすっかうすっ ょぇ けこさぇゃ-
ょぇゃぇす ゅけかはきぇ つぇしす けす さぇいたけ-
ょうすっ しう, おけうすけ こさぇゃはす, こさっょう 
さぇいたけょうすっ いぇ おさぇえくうは こさけ-
ょせおす“.
′はきぇ しうゃぇ うおけくけきうおぇ しぇきけ 

ゃ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ さけいけゃけ 
きぇしかけ. ′ぇ ゃしうつおう ょさせゅう くうゃぇ 
ゃ ぉさぇくてぇ うきぇ, おぇすっゅけさうつっく 
ぉっ すけえ. ‶け ょせきうすっ きせ, しぇきけ 
いぇ けおけこぇゃぇくっすけ くぇ 50 ょっおぇ-
さぇ さけいけゃう きぇしうゃう ゃ さぇきおうすっ 
くぇ 7 ゅけょうくう しぇ こけたぇさつっくう こけ 
さぇぉけすくうちう, ぉっい おぇおゃうすけ う ょぇ っ 
こさういくぇすう さぇいたけょくう ょけおせきっく-
すう, くぇょ 80 たうかはょう かっゃぇ. 
┿おけ しっ ういゃぇょはす ゃしうつおう こぇさう, 

おけうすけ ょぇゃぇきっ いぇ さなつくけ けおけ-
こぇゃぇくっ う けぉさぇぉけすゃぇくっ くぇ きぇ-
しうゃうすっ う ゅう ゃかけあうき ゃ うくあっ-
くっさうくゅけゃぇ おけきこぇくうは, おけはすけ 
ょぇ しないょぇょっ くせあくぇすぇ う こけょたけ-
ょはとぇ いぇ すけいう ぉさぇくて すったくう-
おぇ, しなし しうゅせさくけしす とっ うきぇきっ 

さっいせかすぇす, こさっょかけあう ╃うきうすなさ 
╊うしうつぇさけゃ, っょうく けす おさせこくうすっ 
さけいけこさけういゃけょうすっかう う さけいけすなさ-
ゅけゃちう ゃ しすさぇくぇすぇ. ‶け ょせきうすっ 
きせ, おなき きけきっくすぇ くはきぇ こけょたけ-
ょはとぇ すったくうおぇ いぇ けぉさぇぉけすおぇすぇ 
くぇ さけいけゃうすっ きぇしうゃう う しっ くぇかぇ-
ゅぇ こさうしこけしけぉはゃぇくっ くぇ ょさせゅ いっ-
きっょっかしおう うくゃっくすぇさ ゃ こけかいぇ くぇ 
さけいけこさけういゃけょうすっかうすっ.
╁しうつおう こさけぉかっきう, こけしすぇゃっ-

くう くぇ すさぇょうちうけくくぇすぇ しさっとぇ 
くぇ さけいけこさけういゃけょうすっかう う さけ-
いけこさっさぇぉけすゃぇすっかう, とっ ぉなょぇす 
けぉけぉとっくう けす さぇぉけすくぇ ゅさせこぇ けす 
さけいけこさけういゃけょうすっかう, さけいけすなさ-
ゅけゃちう う さけいけこさっさぇぉけすゃぇすっかう, 
おぇおすけ う おきっすけゃっ くぇ けぉとうくう し 
さけいけこさけういゃけょしすゃけ, いぇ ょぇ ぉなょぇす 
こけしすぇゃっくう いぇ さってっくうっ こさっょ 
╋うくうしすっさしおうは しなゃっす. 】っ しっ 
くぇしすけはゃぇ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ ╉けく-
しせかすぇすうゃっく しなゃっす こけ こさけぉかっ-
きうすっ くぇ さけいけこさけういゃけょしすゃけすけ, 
おけえすけ ょぇ っ さぇぉけすっく けさゅぇく おなき 
╋うくうしすっさしすゃけ くぇ いっきっょっかうっすけ. 
′ぇ しさっとぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお さけ-

いけすなさゅけゃちう こさういけゃぇたぇ ょぇ くっ 
しっ しこっおせかうさぇ し っゃっくすせぇかくぇすぇ 
ちっくぇ くぇ さけいけゃけすけ きぇしかけ けす すぇい-
ゅけょうてくぇすぇ さっおけかすぇ, すなえ おぇすけ 
すぇおぇゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ ゃしっ けとっ 
くはきぇ, しっぉっしすけえくけしすすぇ くぇ こさけ-

ょせおすぇ ゃしっ けとっ しっ ういつうしかはゃぇ. 
‶け ょせきうすっ くぇ ょけち. ╁ぇしうか ╀ぇ-

いうすけゃ, けぉぇつっ, くぇえ-ゃっさけはすくぇすぇ 
すぇいゅけょうてくぇ ちっくぇ くぇ さけいけゃぇすぇ 
きぇしかけ いぇ おうかけゅさぇき とっ っ し けおけ-
かけ 800 ょけ 1000 っゃさけ こけ-くうしおぇ 
けす しすけえくけしすすぇ きせ きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ, ょけしすうゅくぇかぇ ょけ 7 200 
っゃさけ いぇ おうかけゅさぇき.
′はきぇきっ くせあょぇ けす しゃさなた さっゅ-

かぇきっくすぇちうは くぇ すけいう ぉういくっし, 
ぇ こけ-しおけさけ けす こさぇゃうかぇ, おぇすっ-
ゅけさうつくう ぉはたぇ せつぇしすくうちうすっ ゃ 
しさっとぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  こけ けすくけ-
てっくうっ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす ╆ぇ-
おけく いぇ さけいけこさけういゃけょしすゃけすけ.
┿ゅさけくけきう, せつぇしすくうちう ゃ しさっ-

とぇすぇ, ういさぇいうたぇ う こっしうきうしすうつ-
くぇ こさけゅくけいぇ こけ けすくけてっくうっ くぇ 
ょけぉうゃうすっ けす かぇゃぇくょせかぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ. ‶さうつうくぇすぇ っ かけてけすけ 
ゃさっきっ う ょなあょけゃっすっ けす こけしかっょ-
くうすっ しっょきうちう, おけうすけ こさっつぇす 
くぇ かぇゃぇくょせかぇすぇ ょぇ ちなそくっ. 〈っ 
こさういけゃぇたぇ いっきっょっかしおうすっ しすけ-
こぇくう ょぇ いぇぉぇゃはす こさうぉうさぇくっすけ 
くぇ ちゃっすぇ けす こけかっすけ ょけ くうゃぇ けす 
80% ちなそすっあ.
《けさせきなす ゃ ╉ぇいぇくかなお くっ ぉっ 

せゃぇあっく けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
ちっくすさぇかくぇすぇ ういこなかくうすっかくぇ う 
いぇおけくけょぇすっかくぇ ゃかぇしす.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

おけかっおちうは う さぇいかうつくう そうくう 
あっくしおう くっとうちぇ. ╁なこさっおう 
すけゃぇ, しぇきけ 2 ゅけょうくう, ゃ くぇ-
つぇかけすけ くぇ すさせょけゃうは 
しう こなす, ょうこかけきう-
さぇくぇすぇ すなおぇつおぇ けす 
こさけそっしうけくぇかくけすけ 
せつうかうとっ こけ すっおしすうか 
„╃けくつけ ╀けはょあうっゃ” 
くはおけゅぇ さぇぉけすう おぇすけ 
すぇおぇゃぇ. ‶けしかっ さけ-
ょっくぇすぇ ゃ 〈なさくうつぇ-
くっ ]すぇえおぇ しっ きっしすう 
ゃ „てうゃぇつくけすけ” くぇ 
„┿さしっくぇか”, ゃ ちったぇ 
ゃ ┿かっおしぇくょさけゃけ. 
╇きっくくけ すせお しさっとぇ う 
しなこさせゅぇ しう – てかぇえ-
そうしす う しすさせゅぇさ,  
]すっそぇく  ╃っかううゃぇ-
くけゃ. 
 〈ぇき さぇぉけすったきっ ょけ 

こさうゃぇすういぇちうはすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” う こさっ-
きっしすゃぇくっすけ くぇ ちったぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈ぇおぇ, ゃ 
おさぇは くぇ 90-すっ ゅけょう-
くう, いぇこけつくぇた さぇぉけすぇ 
ゃ ゅさぇょぇ. ╇ すぇおぇ ょけ 
ょくっし, しこけょっかは ]すぇえ-
おぇ, おけはすけ ゃ こけさっょ-
くうは ょなあょけゃっく しかっ-
ょけぉっょ けすおさうゃぇき  こけ 
ょけきぇてくけきせ.  
╁ ぇくっおし しなき, くけ し くっすなさ-

こっくうっ つぇおぇき ょぇ しっ ゃなさくぇ ゃ 
くぇつぇかけすけ くぇ のかう くぇ さぇぉけすぇ. 
〈せお, ゃ おなとう - さぇぉけすぇ, さぇぉけすぇ, 
くけ すぇき きう っ さぇいすせたぇすぇ, しこけ-
ょっかは  てうゃぇつおぇすぇ くぇ おぇかなそう, 
ぇゃすけきぇすう う ょさせゅう こさうしこけしけ-
ぉかっくうは いぇ ゃけっくくけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ. 

′はおけゅぇてくぇすぇ  きけきうつっておぇ 
きっつすぇ くぇ ]すぇえおぇ ぉうかぇ ょぇ あう-
ゃっっ ゃ ゅさぇょ, ょぇ うきぇ  ゃさっきっ いぇ 
しけちうぇかっく あうゃけす, さぇいゃかっつっ-
くうは.

′け... すぇおぇ しっ しかせつう, こさうきう-
さっくけ けすしうつぇ すは, ぉなさいぇえおう ょぇ 
しこけょっかう, つっ あうゃけすなす ゃ 〈なあぇ, 

おなょっすけ あうゃっっ しっゅぇ, っ   きくけゅけ 
さけきぇくすうつっく, しすうゅぇ, さぇいぉうさぇ 
しっ, ょぇ うきぇて けつう いぇ すけゃぇ. 

‶さけしすけ さぇぉけすぇすぇ くぇ しっかけ, ゃ 
ょゃけさぇ う こけ おなとぇすぇ, っ こけゃっつっ. 
╋ぇかおけ ゃさっきっ けしすぇゃぇ いぇ ょさせ-
ゅうすっ くっとぇ, おぇいゃぇ すは. ┿ „ょさせ-
ゅうすっ くっとぇ” しぇ てうっくっすけ くぇ ゅけ-
ぉかっくうすっ う こかっすおうすっ, いぇ おけうすけ 
しっゅぇ てうゃぇつおぇすぇ くはきぇ くうおぇお-
ゃけ ゃさっきっ. ‶けっかぇ っ ういちはかけ 
ゅさうあぇすぇ こけ ょけきぇ いぇさぇょう ぉけ-
かっく しなこさせゅ, ぇ う つっしすけ くぇ しっかけ 
けすしおぇつぇす ゃくせちうすっ - いぇ くっえくぇ 
さぇょけしす う しっきっえくぇ せすったぇ - ょゃっ 
きけきうつっすぇ う っょくけ きけきつっ. 
 ╃ぇ しぇ きう あうゃう う いょさぇゃう, ょぇ 

うきぇす ょけぉさう ょくう, くぇさうつぇ ゅう 
ぉぇぉぇすぇ, いぇ おけはすけ きっつすぇすぇ ょぇ 
ゃうょう  ゅけかっきうは しゃはす ゃっつっ くっ 
っ すぇおぇ くぇかけあうすっかくぇ, おぇおすけ 
こさっょう.  ╇きぇかぇ っ ゃないきけあくけしす 
ょぇ いなさくっ つぇしす けす しゃっすけゃくうすっ 

おさぇしけすう, こけおさぇえ 4-ゅけょうてくうは 
しう ゅせさぉっす ゃ ╇いさぇっか.  
„╇きぇた たせぉぇゃぇ さぇぉけすぇ すぇき, 

ょけしすぇ おさぇしうゃう 
くっとぇ ゃうょはた, ょけ-
ゃけかくぇ しなき”, しこけょっ-
かは いぇ  こっさうけょぇ こけ 
„こなさゃけくぇつぇかくけすけ 
すさせこぇくっ くぇ おぇこう-
すぇか” ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
てうゃぇつおぇ. ¨す すけゃぇ 
ぉけゅぇす くっ しっ しすぇゃぇ, 
くけ ゃなこさっおう ゃしうつおけ, 
くっ しっ けこかぇおゃぇき, 
しこけょっかは ]すぇえおぇ, 
おけはすけ しっ ゃさなとぇ けす 
ゅせさぉっすかなお いぇさぇょう 
ぉけかくう さけょくうくう う 
おせこ しっきっえくう ゅさう-
あう, おけうすけ くっ きけゅぇす 
ぉっい くっは. 
‶さういくぇゃぇ, つっ おけ-

ゅぇすけ こけっきぇ いぇ ╇い-
さぇっか, くっ こさっょこけ-
かぇゅぇ, つっ っょうく ょっく 
けすくけゃけ とっ しっ ゃなさ-
くっ ゃ „┿さしっくぇか”... くけ 
しっ ゃさなとぇ. ╆ぇとけすけ 
けぉうつぇ さぇぉけすぇすぇ しう 
う いぇとけすけ っ しゃうおくぇ-
かぇ し おけかっゅうすっ しう.

 ╆ぇすけゃぇ くっ ぉうゃぇ つけゃっお ょぇ 
おぇいゃぇ „くうおけゅぇ”, あうゃけすなす っ 
てっゅぇょあうは う けぉうつぇ ょぇ くう けこ-
さけゃっさゅぇゃぇ, っ こけせおぇすぇ けす すけいう 
え こっさうけょ. 
 
 ]っゅぇてくうはす え あうゃけす っ ょぇかっつ 

けす ぇきぉうちううすっ う しゃっすしおぇすぇ しせ-
っすぇ, きぇおぇさ ょぇ こさういくぇゃぇ, つっ う 
すは, おぇすけ ゃしうつおう たけさぇ, ぉう うし-
おぇかぇ ょぇ うきぇ ゃさっきっ う ゃないきけあ-
くけしすう いぇ こけ-ょなかゅぇ こけつうゃおぇ. 
‶けしかっょくぇすぇ ぉうかぇ こさっょう 3 ゅけ-
ょうくう, くぇ しすぇくちうはすぇ くぇ „┿さしっ-
くぇか”. ¨すすけゅぇゃぇ くっ しっ いぇょなさ-
あぇす こぇさう いぇ こけょけぉくう っおしすさう. 
¨とっ こけゃっつっ, つっ っょくぇ けす くぇ-

しすけはとうすっ っきけちうう くぇ こけつすう 
59-ゅけょうてくぇすぇ  てうゃぇつおぇ っ 
ゃさっきっすけ いぇ こっくしうは. ′ぇこけしかっ-

ょなお きくけゅけ くっとぇ しっ こさけきっくはす 
ゃ すぇいう しそっさぇ, つけゃっお くっ いくぇっ 
おけゅぇ, おぇお, こさう おぇおゃう せしかけゃうは, 
ぇ すけゃぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ すさっゃけ-
あう ょくうすっ すう, いぇとけすけ あうゃっって 
ぉっい はしくけすぇ いぇくぇこさっょ, しこけょっ-
かは ぇさしっくぇかしおぇすぇ けすかうつくうつおぇ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ くっ しっ つせゃしすゃぇ 
せきけさっくぇ, くうすけ しすぇさぇ, くぇこさけ-
すうゃ: うきぇ しうかう けとっ ょぇ さぇぉけすう, 
くけ ぉう うしおぇかぇ ょぇ いくぇっ はしくうすっ 
せしかけゃうは う しさけおけゃっ いぇ  こっくしう-
けくうさぇくっ. 〈けゃぇ きくけゅけ とっ せし-
こけおけう たけさぇすぇ, おぇすっゅけさうつくぇ っ  
]すぇえおぇ ╃っかううゃぇくけゃぇ. 
╃けおぇすけ つぇおぇ こけかうすうちう う 

っおしこっさすう ょぇ せきせゃぇす くぇょ しなょ-
ぉうくうすっ くぇ たうかはょう たけさぇ, くぇ 
ゃなさたぇ くぇ すさせょけゃぇすぇ しう ぉうけ-
ゅさぇそうは,

てうゃぇつおぇすぇ けす ちった 131 くぇ 
╆ぇゃけょ 3 ゃ „┿さしっくぇか” とっ こさけ-
ょなかあぇゃぇ ゃしっ  すぇおぇ つっゃさなしすけ 
ょぇ しすぇゃぇ ゃしはおぇ しせすさうく ゃ 5,

いぇ ょぇ こさけこなすせゃぇ こけつすう 80 
おうかけきっすさぇ ゃ ょゃっすっ こけしけおう 
ゃしっおう ょっく - けす  〈なあぇ ょけ „┿さ-
しっくぇか”. ╆ぇ ょぇ くうあっ ぉけょ こけ 
ぉけょ う すっゅっか こけ すっゅっか つけゃって-
おぇすぇ うしすけさうは くぇ くぇょ 130-ゅけ-
ょうてくうは „┿さしっくぇか” う いぇ ょぇ 
こなかくう しなし しきうしなか う くぇょっあょぇ 
かうつくぇすぇ しう うしすけさうは. 
╆ぇとけすけ くぇえ-ゃぇあくけすけ ゃ あう-

ゃけすぇ しぇ いょさぇゃっすけ う しこけおけえ-
くうはす あうゃけす, ういゅせぉうて かう 
すっいう ょゃっ くっとぇ, くうとけ くはきぇて, 
せぉっょっくぇ っ ぇさしっくぇかしおぇすぇ てう-
ゃぇつおぇ, いぇ おけはすけ „きっつすうすっ しぇ 
たせぉぇゃけ くっとけ, くけ くっ きけあって 
かう ょぇ ゅう しかせつうて, しうかぇすぇ くぇ 
つけゃっお っ ゃ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ 
こさうっきぇ こさうきうさっくうっすけ う ぇき-
ぉうちうはすぇ”. 
┿ きぇかおうすっ あうかぇゃう あっくう きけ-

ゅぇす すけゃぇ, せぉっょっくぇ っ ]すぇえおぇ 
╂なつっゃぇ ╃っかううゃぇくけゃぇ. ╋ぇかおぇ 
つぇしすうちぇ けす ゅけかはきぇすぇ ぇさしっ-
くぇかしおぇ うしすけさうは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

¨しゃっく ぉけくせしうすっ し ゅぇさぇく
すうさぇくけすけ こさけそっしうけくぇかくけ 
さぇいゃうすうっ ゃ „┿さしっくぇか”, おけっすけ 
けつぇおゃぇ ぉなょっとうすっ しすうこっくょう
ぇくすう, ょさせゅ 

ぉっいちっくっく ぉけくせし
っ ゃないきけあくけしすすぇ きかぇょうすっ 
しこっちうぇかうしすう ょぇ さぇぉけすはす 

し うくけゃぇすうゃくけ けぉけさせょゃぇくっ,  

しなし しなゃさっきっくくう きぇてうくう 
う すったくけかけゅうう, いぇおせこっくう けす 
„┿さしっくぇか” ゃ こけしかっょくうすっ 7-8 
ゅけょうくう. 〈けゃぇ ょぇゃぇ こなかくけ
ちっくくけ こさけそっしうけくぇかくけ ぇくゅぇ
あうさぇくっ, おけっすけ しすさせゃぇ きくけゅけ 
こぇさう. ]なつっすぇくけ う し ゃないきけあ
くけしすすぇ ょぇ しっ つっさこう けこうす けす 
せくうおぇかくう くぇてう おぇょさう し けこうす 
う こさうっきしすゃっくけしす,  ゃないきけあ
くけしすすぇ いぇ しかせあっぉくう こなすせゃぇ
くうは ゃ つせあぉうくぇ, けぉきはくぇ くぇ 
けこうす, しないょぇゃぇくっ くぇ おけくすぇおすう 
し つせあょう こぇさすくぬけさう, こさっいっく
すぇちうう こさっょ ゅけかっきうすっ そうさきう 
ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ, しぇ „ぉけくせ
しう”,  おけうすけ くっ しっ おぇかおせかうさぇす 
ゃ こぇさう,  いぇとけすけ くぇ こさぇおすうおぇ 
しぇ くっういきっさうきう, くけ しぇ ういおかの
つうすっかくけ こけかっいくう う ちっくくう いぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ きかぇょうすっ しこっ
ちうぇかうしすう  こさう くぇし. 〈けゃぇ しぇ 
ぉけくせしう, おけうすけ ゅけかっきうはす しゃはす 
ちっくう う おけうすけ しっ こけけとさはゃぇす 
ゃ くけさきぇかくうすっ ょなさあぇゃう, おぇ
すっゅけさうつっく っ さなおけゃけょうすっかはす 
くぇ くぇこさぇゃかっくうっ „〈ったくうつっしおけ 
さぇいゃうすうっ - ゃなけさなあっくうっ” ゃ 
„┿さしっくぇか”. 
〈けえ くっ おさうっ ぉけかおぇすぇ しう, つっ 

ゃ こけしかっょくうすっ っょくけ-ょゃっ ょっしっ
すうかっすうは くぇ こさぇおすうおぇ ょなさあぇ
ゃぇすぇ は くはきぇ ゃ けぉさぇいけゃぇくうっ
すけ, つっ っ しおなしぇくぇ ゃさないおぇすぇ 
„ょなさあぇゃぇ – ぉういくっし - ╁〉╆” う 
かうこしゃぇ さっぇかくけすけ けすくけてっくうっ 
う けすすぇき こけかうすうおう う ゅさうあぇ 
くぇ ょなさあぇゃぇすぇ おなき くせあょう
すっ くぇ ぉういくっしぇ, ぇ けすすぇき う くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ. „]ぇきけ っょうく 
おぇさょうくぇかっく そぇおす - くぇえ-ゅけ
かっきうすっ うくゃっしすうちうう ゃ ╀なかゅぇ
さうは こけしかっょくうすっ ゅけょうくう しぇ ゃ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ う くぇしつうすぇす 
しすけすうちう きうかうけくう かっゃぇ ゃかけ
あっくうは くぇ ぉういくっしぇ! ┿ いぇとけ 
ょなさあぇゃぇすぇ こけくっ くっ しすさせお
すせさうさぇ こさうっきぇ くぇ おぇょさう, いぇ 
ょぇ けぉしかせあゃぇす すっいう うくゃっしすう
ちうう?”  

′はきぇ ゅう けくっいう しすうきせかう う 
きったぇくういきう

いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ
ゃ ╀なかゅぇさうは,

おけうすけ ょぇ きけすうゃうさぇす

けす っょくぇ しすさぇくぇ ╁〉╆-けゃっすっ ょぇ 
こさうっきぇす おぇつっしすゃっくう おぇょさう 
いぇ すったくうつっしおうすっ しこっちうぇかくけ
しすう, ぇ けす ょさせゅぇ - ょぇ しないょぇゃぇす 
けくっいう きったぇくういきう いぇ ぉういくっ
しぇ,  おけうすけ ょぇ ゅけ しすうきせかうさぇす 
ょぇ  くぇっきぇ きかぇょう しこっちうぇかう
しすう う ょぇ こさけょなかあう ょぇ うくゃっ
しすうさぇ ゃ すはた. ╁ すぇいう こけしけおぇ, 

しこけさっょ っおしこっさすぇ ╁かぇょうきうさ 
』せつせきうてっゃ, ょなさあぇゃぇすぇ うきぇ 
きくけゅけ ょぇ しないょぇゃぇ う さぇぉけすう 
う っ けすおさけゃっく  ょかなあくうお う くぇ 
ぉういくっしぇ, う くぇ ゃうしてっすけ けぉ
さぇいけゃぇくうっ. 
[ぇいぉうさぇき しすさぇたけゃっすっ う ょけ

ゃけょうすっ  くぇ さけょうすっかうすっ, おけう
すけ しなゃっすゃぇす ょっちぇすぇ しう こけ 
けすくけてっくうっ くぇ すはたくけすけ こさけ
そっしうけくぇかくけ ぉなょっとっ: ゃしっおう 
うしおぇ ょっすっすけ きせ ょぇ さぇぉけすう いぇ 
きくけゅけ こぇさう, ょぇ うきぇ こさっし
すうあくぇ こさけそっしうは う しうゅせさくぇ 
さぇぉけすぇ. ╁ ゅけょうくう くぇ おさういぇ 
くぇえ-すさせょくけ っ くぇ ゅけかっきう
すっ, くぇ すっいう, おけうすけ さっぇかくけ 
しないょぇゃぇす こさけょせおす, さぇぉけすくう 
きっしすぇ, うくゃっしすうさぇす ゃ たけさぇ, 
うくけゃぇちうう, ぉなょっとっ. ╆ぇすけゃぇ 
くぇ くっさっぇかうしすうつくうすっ さけょう
すっかしおぇ ぇきぉうちうう  とっ けすゅけゃけ
さは すぇおぇ: 

”┿さしっくぇか” っ そうさきぇ
し くぇょ 130-ゅけょうてくぇ

うしすけさうは.  

╇ こさっい ゃしうつおうすっ すっいう ゅけょう
くう っ けしうゅせさはゃぇか さぇぉけすぇ くぇ 
きくけゅけ たけさぇ. ╇きぇかけ っ こっさう
けょう くぇ こけゃっつっ うかう こけ-きぇかおけ 
いぇっすけしす. ′け こさっい ゃしうつおうすっ 
すっいう ゅけょうくう, ょけさう こさう くぇ
きぇかっく けぉっき くぇ さぇぉけすぇ, すけ 
はょさけすけ けす しこっちうぇかうしすうすっ, 
けす おぇょさうすっ, ゃ おけうすけ „┿さしっ
くぇか”  うくゃっしすうさぇ う ぉっい おけうすけ 
くっ きけあっ, ゃうくぇゅう っ けしすぇゃぇかけ.  
╆ぇとけすけ くうおけえ くっ しっ かうてぇゃぇ 
けす おぇつっしすゃっくうすっ しう たけさぇ う 
けす はょさけすけ しこっちうぇかうしすう, ぉっい 
おけうすけ ょっえくけしすすぇ いぇゅうゃぇ.′ぇ
こさけすうゃ: しすぇさぇっ しっ ょぇ ゅう いぇ
ょなさあう. 
┿ つっ ゃ „┿さしっくぇか” きけあっ ょぇ 

しっ くぇせつう きくけゅけ う つっ ゃしっ
おう しこっちうぇかうしす,  いぇこうしぇか ゃ 
こさけそっしうけくぇかくぇすぇ しう ぉうけ
ゅさぇそうは „┿さしっくぇか”, っ ちっくっく 
おぇょなさ, ゅけ ょけおぇいゃぇ  こさけゃっさっ
くけすけ ゃ あうゃけすぇ せさぇゃくっくうっ: 

„┿さしっくぇか” っ おけゃぇつくうちぇ 
くぇ おぇょさう”.

 
„╆ぇすけゃぇ しきっかけ しかっょゃぇえすっ 

きっつすうすっ う あっかぇくうはすぇ しう, 
くっ  さけぉせゃぇえすっ くぇ しすさぇたけゃっ 
う こさっょさぇいしなょなちう う うくゃっし
すうさぇえすっ ゃ  ょけぉさけ こさけそっしうけ
くぇかくけ ぉなょっとっ う ゃないきけあくけし
すう いぇ さぇいゃうすうっ!” .
〈けゃぇ っ しなゃっすなす おなき きかぇょう

すっ たけさぇ くぇ うくあ. ╁かぇょうきうさ 
』せつせきうてっゃ- ゃ さぇいゅぇさぇ くぇ 
っょくぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおぇ 
おぇきこぇくうは う こさっょう くぇつぇかけすけ 
くぇ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ. 
╉けゅぇすけ こけさっょうちぇすぇ しさっとう 

ゃ すなさしっくっ くぇ きかぇょう  すぇかぇく
すう いぇ すったくうつっしおうすっ くぇせおう, ゃ 
おけうすけ „┿さしっくぇか”  ょぇ うくゃっし
すうさぇ,  とっ こさけょなかあう.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

』【¨》╊〉╉¨╅〉【』[╅【╅ 》『《╈『╅〈╅ 
〉╅ „╅『』╊〉╅]”
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‶せぉかうつくけ けぉしなあょぇくっ くぇ さぇい
さぇぉけすっくうは ¨ぉと せしすさけえしすゃっく 

こかぇく „╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ゃかぇょっすっかう“ しなぉさぇ くぇ 23-う のくう ゃ 
いぇかぇすぇ くぇ せか. „╇しおさぇ“ 4 ぇゃすけさうすっ 
くぇ こさけっおすぇ -  ぇさたうすっおすうすっ こさけそ. 
┿かっおしぇくょなさ ┿かっおしぇくょさけゃ う しなこさせ
ゅぇすぇ きせ – ]ゃっすかぇくぇ ┿かっおしぇくょさけゃぇ, 
つさっい „《けさせき おけくしせかすぇくすう“ ╃╆╆╃, 
しなし しこっちうぇかうしすうすっ けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお, しなゃっすくうちう, あせさくぇかうしすう う 
ゅさぇあょぇくう. ′ぇ しさっとぇすぇ ぉはたぇ ょけてかう 
う おきっすけゃっ くぇ しっかうとぇすぇ, おさぇえ おけうすけ 
きうくぇゃぇす すっさうすけさううすっ くぇ ╃けかうくぇすぇ 
し ういはゃっくけ おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけ 
う こさうさけょくけ くぇしかっょしすゃけ. ╁たけょっく 
うくそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ おなき おけき
こかっおしぇ けす ゅさけぉくうちう  くぇ きはしすけすけ 
くぇ しすぇさけすけ そせすぉけかくけ うゅさうとっ おさぇえ 
【うこおぇ, ちっくすなさ いぇ すせさうしすう し たけすっか 
う ういたけょくぇ ぉぇいぇ いぇ ゃかぇおつっ おなき けぉっお
すうすっ おさぇえ ╉さなく, ょっしっすおう おうかけきっすさう 
ゃっかけぇかっう, こってったけょくう う っおけ-こなすっ
おう し  ゃないきけあくけしすう いぇ けいっかっくはゃぇくっ 
こさっょゃうあょぇ こかぇくなす いぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ 
すさぇおうえしおうすっ ゃかぇょっすっかう. ]こっちうぇかくけ 
きはしすけ ゃ くっゅけ しぇ しぇきうすっ ゅさけぉくうちう, 

╂-く 【うおけゃ, こさっょしすけう こさう-
っきぇくっすけ くぇ ¨〉‶ „╃けかうくぇすぇ 
くぇ すさぇおうえしおうすっ ゃかぇょっすっ-
かう“, おなょっ きうくぇゃぇす ゅさぇくう-
ちうすっ くぇ  すっさうすけさううすっ, おけうすけ 
しぇ けこさっょっかっくう ょぇ ゃかはいぇす ゃ 
„╃けかうくぇすぇ くぇ ちぇさっすっ“?
- ‶かぇくうさぇくぇすぇ こかけと けす 

11784,8 たぇ けぉたゃぇとぇ ういゃなくしっ
かうとくぇ すっさうすけさうは, つぇしす けす ╉ぇ
いぇくかなておぇすぇ おけすかけゃうくぇ, ゃおかのつ
ゃぇとぇ いっきかうとぇすぇ くぇ: いぇこぇょくぇすぇ 
つぇしす くぇ いっきかうとっすけ くぇ ゅさ. ╉ぇ
いぇくかなお; つぇしす けす いっきかうとっすけ くぇ 
ゅさ. 【うこおぇ; つぇしす けす いっきかうとっすけ 
くぇ ゅさ. ╉さなく; し. 【っえくけゃけ; つぇしす 
けす いっきかうとっすけ くぇ し. ╄くうくぇ; つぇしす 
けす いっきかうとっすけ くぇ し. ぅしっくけゃけ; し. 
》ぇょあうょうきうすさけゃけ; つぇしす けす いっき
かうとっすけ くぇ し. ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ; 
し. ╃せくぇゃちう;  し. ╉けこさうくおぇ; し. 
╀せいけゃゅさぇょ. ′ぇ のゅ ゅさぇくうちうすっ 
くぇ さぇいさぇぉけすおぇすぇ ゃおかのつゃぇ う はい. 
╉けこさうくおぇ. 〈ぇおぇ そけさきうさぇく, すっ
さうすけさうぇかくうはす けぉたゃぇす くぇ こかぇくぇ 
けぉたゃぇとぇ いけくぇ し くぇえ-ゅけかはきぇ 
おけくちっくすさぇちうは くぇ くっょゃうあうきけ 
おせかすせさくけ くぇしかっょしすゃけ けす ぇさたっ
けかけゅうつっしおう けぉっおすう, しゃなさいぇくう 
し すさぇおうえしおけすけ こかっきっ けょさうしう.  
╁ さぇいゅかっあょぇくぇすぇ すっさうすけさうは 
こけこぇょぇ う のあくぇすぇ つぇしす けす ′ぇ
ちうけくぇかくうは こぇさお-きせいっえ „【うこ
おぇ-╀せいかせょあぇ”, こさうくぇょかっあぇとぇ 
おなき けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

╉ぇおなゃ しすぇすせす とっ こけかせ-
つぇす すっいう すっさうすけさうう, し はしくけ 
ういさぇいっくけ おせかすせさくけ-うしすけ-
さうつっしおけ う こさうさけょくけ くぇ-
しかっょしすゃけ? 】っ うきぇ かう けゅさぇ-
くうつっくうは いぇ ういゃなさてゃぇくっ 
くぇ くはおけう ょっえくけしすう, おぇおゃけ 
しすさけうすっかしすゃけ しっ こさっょゃうあょぇ 
ょぇ ぉなょっ さぇいさってっくけ ゃ すっいう 
すっさうすけさうう?
- 〉しすさけえしすゃっくうすっ いけくう う けぉけ

しけぉっくう すっさうすけさうう ゃ しなとっしすゃせ
ゃぇとう う ぉなょっとう せさぉぇくういうさぇ
くう すっさうすけさうう しっ さぇいょっかはす くぇ 
しかっょくうすっ ゅさせこう: ╂させこぇ すっさうすけ
さうう いぇ けこぇいゃぇくっ, っおしこけくうさぇくっ 
う しけちうぇかういぇちうは くぇ くっょゃうあう
きけすけ おせかすせさくけ くぇしかっょしすゃけ; 
╂させこぇ せしすさけえしすゃっくう いけくう いぇ 
けぉとぇしすゃっくけけぉしかせあゃぇとう ょっえ
くけしすう; ╂させこぇ せしすさけえしすゃっくう 
いけくう いぇ おせさけさすくう う さっおさっ
ぇちうけくくう ょっえくけしすう; ╂させこぇ せし
すさけえしすゃっくう いけくう う すっさっくう いぇ 
けいっかっくはゃぇくっ; ╂させこぇ せしすさけえ
しすゃっくう いけくう いぇ しこけさす う ぇすさぇお
ちうう; ╂させこぇ こさけういゃけょしすゃっくう 
せしすさけえしすゃっくう いけくう う ╂させこぇ 
せしすさけえしすゃっくう いけくう いぇ しきっしっくう 
こさけういゃけょしすゃっくう う けぉしかせあゃぇとう 
ょっえくけしすう. ¨す ういぉさけっくうすっ せし
すさけえしすゃっくう いけくう う すっさっくう しすぇ
ゃぇ はしくけ う おぇおゃけ しすさけうすっかしすゃけ 

おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しすぇくぇす こさうゅけょくう 
いぇ こけしっとっくうっ う ょけしすなこくう ゃ すさぇくし
こけさすくけ けすくけてっくうっ. ′ぇ きっしすぇ おせか
すせさくけすけ くぇしかっょしすゃけ ゃかういぇ ゃ はゃくけ 
こさけすうゃけさっつうっ し くはおけう つけゃっておう 
くぇきっしう ゃ さぇえけくぇ, おけっすけ しないょぇゃぇ 
こさけぉかっき, こけょつっさすぇ くぇ けぉしなあょぇくっ
すけ こさけそ. ┿かっおしぇくょさけゃ. ╀かういけしす
すぇ くぇ „╂さうそけくうすっ“ しなし いぇゃけょぇ ょけ 
【うこおぇ, けゅさけきくうすっ たぇかっすぇ くぇ いぇ
ゃけょぇ おさぇえ 【っえくけゃけ, ゅさぇくうつっとう し 
くはおけう けす ゅさけぉくうちうすっ, しぇ しぇきけ つぇしす 
けす こさけぉかっきうすっ, おけうすけ ぉなょっとっすけ とっ 
すさはぉゃぇ ょぇ さってぇゃぇ. ′ぇえ-ゃっさけはすくけ 
すさぇおうえしおぇすぇ さっいうょっくちうは くぇ ]っゃす 
〈さっすう とっ けしすぇくっ くぇ ょなくけすけ くぇ はいけ
ゃうさぇ, こさっょゃうょ ういおかのつうすっかくけ しおな
こけすけ っおしこけくうさぇくっ, ゃ しなあうすっかしすゃけ し 
ゃけょうすっ くぇ ういおせしすゃっくけすけ っいっさけ, しすぇ
くぇ はしくけ くぇ しさっとぇすぇ し ゅさぇあょぇくうすっ. 
╉さぇえ はいけゃうさぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けそけさ
きう いけくぇ いぇ こけつうゃおぇ し さぇいゃうすう ゃけ
ょくう しこけさすけゃっ う ゃうかくぇ いけくぇ. ]ぇきうすっ 
しっかうとぇ おさぇえ ゅさけぉくうちうすっ しぇ ういゃなく 
すっさうすけさううすっ くぇ „╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇ
おうえしおうすっ ゃかぇょっすっかう“, いぇ おけはすけ, し 
こさうっきぇくっすけ くぇ くけゃうは しこっちうぇかくけ 

さぇいさぇぉけすっく ¨〉‶, きくけゅけおさぇすくけ とっ しっ 
せゃっかうつぇす てぇくしけゃっすっ いぇ っゃさけそうくぇく
しうさぇくっ. ‶さけょなかあぇゃぇす う ょっえしすゃうはすぇ 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ こさうょけぉうゃぇくっ くぇ しすぇ
すせす おなき ぃ′╄]╉¨ くぇ ちはかぇすぇ すっさうすけ
さうは くぇ ╃けかうくぇすぇ, おなょっすけ しぇ こさなしくぇすう 
ょっしっすおう すさぇおうえしおう きけゅうかう, しっ さぇいぉさぇ 
けとっ  けす こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇくっ. 『っか
すぇ くぇ こかぇくぇ っ ょぇ ゃなゃっょっ こけゃっつっ さっょ 
ゃ すっいう すっさうすけさうう けおけかけ ゅさけぉくうちうすっ, 
ょぇ しっ ゃなゃっょぇす こさぇゃうかぇ いぇ すはたくけすけ 
こけかいゃぇくっ, すぇおぇ つっ すけ ょぇ くっ ゃかういぇ ゃ 
こさけすうゃけさっつうっ し すはたくけすけ おせかすせさくけ-
うしすけさうつっしおけ, こさうさけょくけ う すせさうしすうつっ
しおけ いくぇつっくうっ, こけょつっさすぇ こけ ゃさっきっ くぇ 
けぉしなあょぇくっすけ こさけそ. ┿かっおしぇくょさけゃ けす 
うきっすけ くぇ ぇゃすけさしおうは おけかっおすうゃ. 
‶けょさけぉくけしすう こけ こさけっおすぇ いぇ ¨ぉと  

せしすさけえしすゃっく こかぇく „╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇ
おうえしおうすっ ゃかぇょっすっかう“ おけきっくすうさぇきっ し 
うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ, つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ 
しなゃっすくうちう „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, 
こさっょしっょぇすっか くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは 
こけ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ うくそさぇ
しすさせおすせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくしこけさす 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお.

╇くあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ っ さなおけゃけ
ょうすっか ′ぇこさぇゃかっくうっ „‶さけっおすうさぇ
くっ, うくゃっしすうちうう, しすさけうすっかしすゃけ” ゃ 
„┿さしっくぇか“ ┿╃.

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

とっ ぉなょっ さぇいさってっくけ ゃ すっいう すっ
さうすけさうう.

╂-く 【うおけゃ, こかぇくなす こさっょ-
ゃうあょぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
うくそけ-ちっくすなさ おなき ╃けかうくぇ-
すぇ くぇ ゃたけょぇ くぇ ゅさ. 【うこおぇ 
う ゅけかはき ちっくすなさ し たけすっか くぇ 
しっゃっさ けす ゅさ. ╉さなく. ¨いくぇつぇ-
ゃぇ かう すけゃぇ, つっ ゃ けしすぇくぇかぇすぇ 
つぇしす けす すっさうすけさううすっ たけすっかう 
くはきぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ しっ しすさけはす?
- ╃ぇ, すぇおぇ っ. ′ぇ ゃたけょぇ くぇ 

ゅさ. 【うこおぇ しっ こさっょゃうあょぇ うい
ゅさぇあょぇくっすけ くぇ ╇くそけさきぇちうけ
くっく ちっくすなさ おなき „╃けかうくぇすぇ くぇ 
すさぇおうえしおうすっ ゃかぇょっすっかう”. ¨す 
こさっょくうは けすゅけゃけさ しすぇゃぇ はしくけ, 
つっ ゃ ゅさせこうすっ せしすさけえしすゃっくう 

いけくう いぇ けぉとっしすゃっくけ けぉしかせあ
ゃぇとう ょっえくけしすう う いぇ おせさけさすくう 
う さっおさっぇちうけくくう ょっえくけしすう しっ 
こさっょゃうあょぇ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
たけすっかう. ╇しおぇき ょぇ こけょつっさすぇは, 
つっ ゃしはおぇおゃう しすさけうすっかくう ょっえ
くけしすう とっ しっ さぇいさってぇゃぇす しかっょ 
こさけゃっょっくう ぇさたっけかけゅけつっしおう 
こさけせつゃぇくうは う しなゅかぇしせゃぇくっ くぇ 
うくゃっしすうちうけくくうすっ こさけっおすう し 
′ぇちうけくぇかくうは うくしすうすせす いぇ くっ
ょゃうあうきけ う おせかすせさくけ くぇしかっょ
しすゃけ.

╁  おぇおゃう しさけおけゃっ いぇおけくなす 
こさっょゃうあょぇ こさうっきぇくっすけ くぇ 
こかぇくぇ, おぇおゃぇ っ こさけちっょせ-
さぇすぇ ょけ そうくぇかういうさぇくっ くぇ 
ょっえくけしすうすっ, すぇおぇ つっ ̈ 〉‶ くぇ 
„╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ゃかぇょっすっかう“ ょぇ しすぇくっ そぇおす, 
いぇ ょぇ きけあっ ょぇ しっ おぇくょう-
ょぇすしすゃぇ いぇ そうくぇくしうさぇくっ 
くぇ こさけっおすう けす ╄] いぇ しけちうぇ-
かういうさぇくっ くぇ ゅさけぉくうちうすっ う 
すっさうすけさううすっ おさぇえ すはた, すぇおぇ 

つっ ょぇ しすぇくぇす こけ-こさうゃかっおぇ-
すっかくう いぇ すせさうしすう?
- ]かっょ こさけゃっょっくけすけ けぉとっしすゃっ

くけ けぉしなあょぇくっ くぇ ̈ ぉとうは せしすさけえ
しすゃっく こかぇく くぇ すっさうすけさうはすぇ し 
ういはゃっくけ おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけ 
くぇしかっょしすゃけ „╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇ
おうえしおうすっ ゃかぇょっすっかう” し けぉとっしす
ゃっくけしすすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
っ けこさっょっかっく っょくけきっしっつっく しさけお 
いぇ しなゅかぇしせゃぇくっ くぇ こかぇくぇ し さぇい
かうつくう きうくうしすっさしすゃぇ う ゃっょけき
しすゃぇ, おぇすけ: ╋うくうしすっさしすゃけ くぇ 
うくゃっくしすうちうけくくけすけ こさけっおすうさぇ
くっ, ╋うくうしすっさしすゃけ くぇ おせかすせさぇすぇ, 
╋うくうしすっさしすゃけ くぇ さっゅうけくぇかくけすけ 
さぇいゃうすうっ う ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけ, 
╋うくうしすっさしすゃけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ, 
っくっさゅっすうおぇすぇ う すせさういきぇ う ょさ. ╁ 

しなとうは すけいう っょくけきっしっつっく しさけお っ 
ょぇょっくぇ ゃないきけあくけしす くぇ けすょっかくう 
ゅさぇあょぇくう う のさうょうつっしおう かうちぇ 
ょぇ くぇこさぇゃはす しゃけうすっ こさっょかけあっ
くうは ょけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 
おけさうゅうさぇくっ くぇ ¨ぉとうは せしすさけえ
しすゃっく こかぇく. ╁しうつおう すっいう こさっょ
かけあっくうは とっ ぉなょぇす さぇいゅかっょぇくう 
けす ¨ぉとうくしおうは っおしこっさすっく しなゃっす 
こけ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ う 
こさっょかけあっくう くぇ こさけっおすぇくすしおうは 
おけかっおすうゃ いぇ おけさうゅうさぇくっ くぇ こかぇ
くぇ しなゅかぇしくけ けすしっすうすっ こさっょかけあっ
くうは. ′ぇ くけゃけ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨╄
]〉〈 ¨ぉとうはす せしすさけえしすゃっく こかぇく 
とっ ぉなょっ さぇいゅかっょぇく し くぇこさぇゃっ
くうすっ おけさっおちうう う ゃくっしっく し ╃け
おかぇょ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ 
こさうっきぇくっ けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
]なけぉさぇいはゃぇえおう しっ し こさっょしすけ
はとうすっ ょゃぇ けすこせしおぇさしおう きっしっちぇ, 
さっぇかっく しさけお いぇ こさうっきぇくっ くぇ ̈ ぉ
とうは せしすさけえしすゃっく こかぇく っ しっしうはすぇ 
くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす こさっい きっしっち 
けおすけきゃさう.

╉ぇおゃけ こさっょゃうあょぇ こかぇくなす 
いぇ さぇえけくぇ おさぇえ はいけゃうさ ╉けこ-
さうくおぇ う さぇえけくぇ くぇ ╋っゅぇかう-
すぇ ゃ ╀せいけゃゅさぇょ?
- 〈っさうすけさうはすぇ けおけかけ はいけゃうさ 

╉けこさうくおぇ しっ たぇさぇおすっさういうさぇ 
し こさっゃっし くぇ こさうさけょくうすっ っかっ
きっくすう くぇ こっえいぇあぇ う うきぇ こさっょう 
ゃしうつおけ おぇつっしすゃぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ 
いけくう いぇ しこけさす う ぇすさぇおちうう う くぇ 
さっおさっぇちうけくくう ょっえくけしすう. ╁ すっいう 
いけくう,  けしけぉっくけ こけ おさぇえぉさっあうっ
すけ くぇ はいけゃうさぇ う こけ こけしけおぇ おなき 
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, うきぇ ゅさせこうさぇくっ 
くぇ きくけあっしすゃけ きけゅうかう う ょさせ
ゅう  ぇさたっけかけゅうつっしおう けぉっおすう, くぇ 
くぇしすけはとうは っすぇこ しぇきけ うょっくすう
そうちうさぇくう. ╆ぇ しなあぇかっくうっ,  くぇえ-
いくぇつうすっかくうはす ぇさたっけかけゅうつっしおう 

けぉっおす, しすけかうちぇすぇ くぇ けょさうしうすっ 
]っゃすけこけかうし, う くっこけしさっょしすゃっくけ 
ぉかういおうすっ ょけ くっは きけゅうかう, ょけぉさっ 
こさけせつっくう う ょけおせきっくすうさぇくう, 
けしすぇゃぇす いぇゅせぉっくう いぇ しなゃさっきうっ
すけ こけょ ゃけょうすっ くぇ はい. ╉けこさうくおぇ. 
〈さぇおうえしおけすけ しゃっすうかうとっ „╁さぇすぇ 
くぇ しかなくちっすけ” くぇ ゃさなた ╀ぇとうく 
おぇきなお うかう, おぇおすけ ゅけ くぇさっおけ
たすっ ゃなゃ ゃなこさけしぇ しう, ╋っゅぇかうすぇ 
くぇ し. ╀せいけゃゅさぇょ,  っ こさっょゃうょっく 
ゃ  ¨ぉとうは せしすさけえしすゃっく こかぇく いぇ 
しけちうぇかういぇちうは つさっい しこっちうぇかう
いうさぇくう さっあうきう いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ 
くっょゃうあうきうすっ おせかすせさくう ちっく
くけしすう う くぇ すっさうすけさうう し そけさ
きうさぇく うしすけさうつっしおう こっえいぇあ 
– いけくう し けぉけしけぉっくぇ う こさっゃぇく
すうゃくぇ せしすさけえしすゃっくぇ いぇとうすぇ. 
‶さっょゃうあょぇ しっ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ 
ょけしすなこくけしすすぇ つさっい けぉしかせあゃぇとう 
ゃっかけ ぇかっう う すせさうしすうつっしおう っおけ 
こなすっおう. ╇きっすけ くぇ しゃっすうかうとっすけ 
„╁さぇすぇ くぇ しかなくちっすけ” うょゃぇ けす 
せょうゃうすっかくうは そぇおす くぇ こさっきう
くぇゃぇくっ くぇ しかなくつっゃ かなつ しぇきけ ゃ 

ょっくは くぇ こさけかっすくけすけ/っしっくくけすけ 
さぇゃくけょっくしすゃうっ. 〈ぇいう いぇぉっかっ
あうすっかくぇ すけつおぇ くぇ かけおぇかくうは さっ
かっそ し くっえくぇすぇ けしけぉっくぇ しおぇかくぇ 
おけくしすさせおちうは  っ ういこけかいゃぇくぇ けす 
すさぇおうすっ おぇすけ しゃっすうかうとっ う おぇすけ 
きはしすけ いぇ ぇしすさけくけきうつっしおう くぇ
ぉかのょっくうは.

╂-く 【うおけゃ, おぇお しっ ゃこうしゃぇ 
¨〉‶  „╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえ-
しおうすっ ゃかぇょっすっかう“ ゃ こさっょしすけ-
はとけすけ こさけっおすうさぇくっ くぇ ¨〉‶ 
くぇ ちはかぇすぇ すっさうすけさうは くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお?
-  ‶さけっおすなす いぇ けぉと  せしすさけえ

しすゃっく こかぇく くぇ すっさうすけさうはすぇ し 
ういはゃっくけ おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけ 
くぇしかっょしすゃけ (╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇ
おうえしおうすっ ゃかぇょっすっかう) しっ ういさぇ
ぉけすゃぇ こけ ゃないかぇゅぇくっ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお しかっょ こさけゃっょっく すなさゅ 
し おけくおせさし こけ ╆ぇおけくぇ いぇ けぉ
とっしすゃっくう こけさなつおう こさっい 2013 
ゅ.  [ぇいさぇぉけすおぇすぇ くぇ こさけっおすぇ っ 
しなけぉさぇいっくけ しなとけ し こかぇくけゃけ 
╆ぇょぇくうっ, しなゅかぇしせゃぇくけ し ╋うくうし
すっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ, こさう
ょさせあっくけ し ょうゅうすぇかくう ょぇくくう いぇ 
すさぇおうえしおう きけゅうかう, けぉたゃぇす くぇ 
すっさうすけさうはすぇ いぇ こかぇくうさぇくっ う 
‶さけすけおけか くぇ きっあょせゃっょけきしすゃっ
くけ おけきうしうは けす 23.06.2011 ゅ., 
けこさっょっかはと ゅさぇくうちう う さっあうきう 
いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ ′╉『 „〈さぇおうえしおう ゅさけぉくうちう”,  
さぇいこけかけあっくぇ くぇ つぇしす けす すっさう
すけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
¨〉‶ „╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ゃかぇょっすっかう” っ ういちはかけ しなけぉさぇいっく 
しなし いぇょぇくうっすけ いぇ こさけっおすうさぇくっ 
くぇ ¨ぉと せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお,  こさうっす し さっ
てっくうっ N:779/30.10.2013 ゅ. けす 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす. [ぇいさぇぉけすおぇ
すぇ っ しなけぉさぇいっくぇ う しなし しなとっしす
ゃせゃぇとうすっ さっゅせかぇちうけくくう (しすさけ
うすっかくう) ゅさぇくうちう くぇ しっかうとぇすぇ, 
こけこぇょぇとう ゃ こさけっおすくうは けぉたゃぇす 
う ゃ くはおけう つぇしすう こさっょかぇゅぇ ぇさ
ゅせきっくすうさぇくけ おけさっおちうはすぇ うき. 
¨〉‶ „╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおう
すっ ゃかぇょっすっかう” しっ しなけぉさぇいはゃぇ 
し ょっえしすゃぇとうすっ いぇ つぇしす けす すはた 
せしすさけえしすゃっくう ょけおせきっくすう う こかぇ
くけゃっ – ¨ぉと せしすさけえしすゃっく こかぇく 
くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, こけょさけぉくう せし
すさけえしすゃっくう こかぇくけゃっ, ╇くすっゅさう
さぇく こかぇく いぇ ゅさぇょしおけ ゃないしすぇくけ
ゃはゃぇくっ う さぇいゃうすうっ う し すぇおうゃぇ 
ゃ こさけちっし くぇ しないょぇゃぇくっ. [っぇかっく 
こさうきっさ っ こさけきっくっくぇすぇ ういすけつくぇ 
ゅさぇくうちぇ くぇ けぉたゃぇすぇ くぇ こさけっおす
くぇすぇ すっさうすけさうは, おぇすけ けす くっは しぇ 
ういおかのつっくう すっさうすけさうう, ゃおかのつっ
くう ゃ つっさすうすっ くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお 
ゃなゃ ゃさないおぇ し ゃかはいなか ゃ しうかぇ ╇い
きっくっくうっ くぇ ¨〉‶ くぇ ゅさぇょぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Ɉɬɞɢɯ
╈『╅╉っ【 〉《╇¨ 》╅『[《╇╊ ╇ 《╆ぅ¨〉╅【╅ 
] つっすうさう くけゃう こぇさおぇ とっ しっ しょけ-

ぉうっ ╉ぇいぇくかなお ょけ おさぇは くぇ かは-
すけすけ. 〈っ とっ ぉなょぇす ういゅさぇょっくう くぇ 
きはしすけすけ くぇ くっこさうゃかっおぇすっかくう う くっ-
ういこけかいゃぇっきう ょけしっゅぇ きっあょせぉかけおけゃう 
こさけしすさぇくしすゃぇ.
]かせあうすっかう くぇ けぉとうくしおけすけ こさっょ-

こさうはすうっ „╉けきせくぇかくう ょっえくけしすう う 
こけょょさなあおぇ くぇ うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ” し  
せこさぇゃうすっか ′うおけかぇえ 』ぇかなおけゃ ゃっつっ 
ぇおすうゃくけ さぇぉけすはす こけ くけゃうは こぇさお くぇ 
せか. „]すぇさけいぇゅけさしおぇ“, ういすけつくけ けす 
ぉせか. „′うおけかぇ ‶っすおけゃ“. 〈せお とっ ぉなょぇす 
しないょぇょっくう いっかっくう う ちゃっすくう こかけとう, 
こかけとぇょおぇ し ょっすしおう しなけさなあっくうは, 
しこけさすっく おなす し すっくうし くぇ きぇしぇ う きぇしぇ 
いぇ すうたう うゅさう – てぇた, すぇぉかぇ, おぇさすう. 
╆ぇっょくけ し すけゃぇ とっ ぉなょっ ういゅさぇょっく 
う こぇさおうくゅ いぇ ぇゃすけきけぉうかう. ╁すけさうはす 
こぇさお っ くぇ せか. „╀ぇすぇお“. ╁ きっあょせぉ-
かけおけゃけすけ こさけしすさぇくしすゃけ ゃっつっ しぇ こけ-
しすぇゃっくう くけゃう ょっすしおう しなけさなあっくうは, 
いぇおせこっくう しなし 
しさっょしすゃぇ けす 
ぉのょあっすぇ くぇ 
けぉとうくしおけすけ 
こさっょこさうはすうっ. 
]なゃしっき しおけ-
さけ いぇこけつゃぇす 
う ぉかぇゅけせし-
すさけうすっかくうすっ 
ょっえくけしすう  こけ 
しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ くけゃぇ いけくぇ 
いぇ けすょうた う 
うゅさう ゃ きっあ-
ょせぉかけおけゃけすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ 
ょけ そうかうぇかぇ 
くぇ 『╃╂ わ 15 
„╆ゃなくつっ“ ゃ あ.お. „╇いすけお“ (ぉうゃてぇすぇ 
『╃╂ わ 22). ‶さっい っしっくすぇ くぇ きうくぇかぇ-
すぇ ゅけょうくぇ すけゃぇ こけうしおぇたぇ あうゃっっとう 
ゃ おゃぇさすぇかぇ くぇ しさっとぇ し  けぉとうくしおぇすぇ 
せこさぇゃぇ. ‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ こさけょなか-
あぇゃぇ けしゃっあぇゃぇくっすけ う くぇ すさっゃくうすっ 
う ゅさぇょうくしおう こかけとう ゃ ╉ぇいぇくかなお う 
ゃ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ けす けぉとうくぇ-
すぇ, おぇおすけ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こぇさお 
„[けいぇさうせき”. 〉しうかうはすぇ, おけうすけ たゃなさ-
かはす けぉとうくしおうすっ さぇぉけすくうちう, けぉぇつっ, 
つっしすけ しぇ こけきさぇつっくう けす ゃぇくょぇかしおけすけ 
けすくけてっくうっ くぇ つぇしす けす ゅさぇあょぇくうすっ, 
おけうすけ しおせぉはす こさはしくけ いぇしぇょっくうすっ 
ちゃっすは うかう つせこはす こけしすぇゃっくう  くけゃう 
こっえおう. ╁ こけしかっょくうすっ  しっょきうちう しっ っ 
しすうゅぇかけ う ょけ こぇさぇょけおしう: ょぇ しっ  おさぇ-
ょぇす ょけさう きぇさおうさけゃなつくう おけかつっすぇ けす 
ういゅさぇあょぇとうは しっ こぇさお „ [けいぇさうせき”. 
′っ しこうさぇす う  あぇかぉうすっ くぇ ゅさぇあょぇ-

くうすっ いぇ けおけしはゃぇくっ くぇ すさっゃくう こかけとう 
ゃ きっあょせぉかけおけゃけすけ こさけしすさぇくしすゃけ. 
¨すくぇしはきっ しっ し ゅさうあぇ う さぇいぉうさぇくっ 
おなき ゃしっおう っょうく すぇおなゃ しうゅくぇか, おぇすっ-
ゅけさうつっく っ ′うおけかぇえ 』ぇかなおけゃ, せこさぇ-
ゃうすっか くぇ けぉとうくしおけすけ こさっょこさうはすうっ 
„╉けきせくぇかくう ょっえくけしすう う こけょょさなあおぇ 
くぇ うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ”. 〈けえ こさうこけき-
くは, つっ ゅさうあぇすぇ いぇ すさっゃくうすっ こかけとう ゃ 
くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ ゃたけょけ-
ゃっすっ くぇ あうかうとくうすっ ぉかけおけゃっ っ ゅさう-
あぇ くぇ しぇきうすっ あうゃっっとう. ] たけさぇすぇ, 
し おけうすけ さぇいこけかぇゅぇきっ おなき きけきっくすぇ, 
こさぇゃうき しゃさなた しうかうすっ しう ゃないきけあくけ-
すけ, くけ ゃなこさっおう  すけゃぇ くっ せしこはゃぇきっ 
ょぇ ぉなょっき っょくけゃさっきっくくけ くぇゃしはおなょっ, 
いぇはゃう すけえ. ╆ぇ ょぇ しっ くぇっきぇす こけゃっつっ 
さぇぉけすくうちう, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゅさう-

...】》《【『╊╆╅ 〉╅ ╅〈‒╊【╅〈¨〉¨
]こけさっょ ょ-さ ╃けぉさうくけゃ, おけえすけ っ 

こさっょしっょぇすっか くぇ ′‶¨ „╇いぉけさ”, ゃ 
しすさぇくぇすぇ くう ういおかのつうすっかくけ しっさうけい-
くけ しっ こけょちっくはゃぇ こさけぉかっきなす し せこけ-
すさっぉぇすぇ くぇ ょういぇえくっさしおぇ ょさけゅぇ せ 
くぇし, おぇすけ こさぇゅなす, ゃ おけえすけ しっ いぇこけつゃぇ 
し けこうすゃぇくっ くぇ すぇおぇゃぇ ょさけゅぇ, っ しうかくけ 
しくうあっく: ょけこさっょう 4 ゅけょうくう すけえ っ ぉうか 
16-17 ゅけょうくう, ぇ しっゅぇ ょっちぇすぇ けこうすゃぇす 
けす すぇいう ょさけゅぇ けとっ くぇ 12-13 ゅけょうくう. 
〉こけすさっぉぇすぇ くぇ すぇおなゃ すうこ ょさけゅぇ 

ゃけょう ょけ しっさうけいくう こけしかっょしすゃうは  いぇ 
きかぇょうは けさゅぇくういなき う ょけ くっけぉさぇすうきう 
こけさぇあっくうは いぇ きけいなおぇ けしけぉっくけ, ぇおけ 

しっ しなつっすぇはす し くっぇょっおゃぇすくけ かっつっくうっ, 
ういこけかいゃぇとけ さぇいかうつくう こしうたけすさけこ-
くう ゃっとっしすゃぇ. ‶さけぉかっきなす しすぇゃぇ けとっ 
こけ-しすさぇてっく う こけさぇょう すけゃぇ, つっ つぇしす 
けす おけかっゅうすっ  くっ さぇいこけいくぇゃぇす う くっ 
さぇいかうつぇゃぇす しうきこすけきうすっ けす せこけすさっ-
ぉぇすぇ くぇ ょういぇえくっさしおぇ ょさけゅぇ けす ょさせゅう 
こしうたけしけきぇすうつくう しなしすけはくうは. ]おかけく-
くう しぇ ょぇ こさうこうしゃぇす う かっおせゃぇす すけゃぇ 
おぇすけ さぇいかうつくう ょっこさっしうゃくう しなしすけ-
はくうは, こしうたけしけきぇすうつくう う ぉうこけかはさ-
くう さぇいしすさけえしすゃぇ うかう てういけそさっくうう. 
╅っしすけおぇすぇ くけゃうくぇ すせお っ, つっ, けしゃっく 
けぉうつぇえくうすっ こさういくぇちう けす せこけすさっぉぇすぇ 
くぇ すぇおうゃぇ ゃっとっしすゃぇ, きくけゅけ こけ-つっしすけ 
こさっょけいうさぇくっすけ こさう ぇきそっすぇきうくうすっ 
ゃけょう ょけ しきなさす, おぇすっゅけさうつっく っ ょ-さ 
╃けぉさうくけゃ. 
]こけさっょ  くっゅけ, こさけぉかっきなす とっ しすぇゃぇ 

ゃしっ こけ-ゅけかはき う こけしかっょうちうすっ けす くっゅけ 
ゃしっ こけ-しすさぇてくう こけさぇょう しうかくけ いぇ-
すさせょくっくうは おけくすさけか くぇ こさけょぇあぉぇすぇ 
くぇ すけいう ゃうょ ょさけゅぇ, おけはすけ しっ こさけょぇゃぇ 
しなゃしっき かっゅぇかくけ ゃ うくすっさくっす しぇえすけ-
ゃっ, そうすくっし おかせぉけゃっ, しっおし てけこけゃっ, ゃ 
ょさけゅっさうう うかう こけょ そけさきぇすぇ くぇ つぇえけ-
ゃっ, こさぇたつっすぇ, すぇぉかっすおう, ういしなたくぇかう 
すさっゃう, たさぇくうすっかくう ょけぉぇゃおう, しけかう 
いぇ ゃぇくぇ, ぇさけきぇすっく すぇきはく う ょさせゅう. 
《ぇおすなす, つっ しすぇくょぇさすくうすっ すっしすけゃっ いぇ 
くぇさおけすうつくう ゃっとっしすゃぇ くっ かけゃはす  くぇ-
かうつうっすけ くぇ „ょういぇえくっさしおぇ ょさけゅぇ” ょけ-
こなかくうすっかくけ こさぇゃう しうすせぇちうはすぇ けとっ 
こけ-すさっゃけあくぇ, すゃなさょう しこっちうぇかうしすなす.
〈. くぇさ. „ かっゅぇかおう”, おぇおゃけすけ っ きぇしけ-

ゃけすけ うきっ くぇ ぇきそっすぇきうくうすっ, くぇ こさぇお-
すうおぇ きけゅぇす ょぇ しっ いぇおせこはす しゃけぉけょくけ, 
ぉっい おぇおゃぇすけ う ょぇ っ  すさせょくけしす うかう 
しぇくおちうは けす こけょけぉくう きっしすぇ. ╃けしすなこ-
くけしすすぇ うき こけ けすくけてっくうっ くぇ ちっくぇすぇ 

う きくけゅけ ぇゅさっしうゃくぇすぇ きぇさおっすうくゅけゃぇ 
しすさぇすっゅうは こけ けすくけてっくうっ くぇ こさっょかぇゅぇ-
くっすけ しぇ けとっ っょくぇ さっぇかくぇ けこぇしくけしす, し 
おけはすけ ょなさあぇゃぇすぇ くっ しっ しこさぇゃは  う くはきぇ 
あっかぇくうっ ょぇ しっ しこさぇゃう, くっいぇゃうしうきけ 
けす しなとっしすゃせゃぇとうは ゃ しゃっすぇ ょけぉなさ う 
さぇぉけすっと, こけかっいっく けこうす, おけえすけ つせあょう 
しこっちうぇかうしすう くぇゅけすけゃけ あっかぇはす ょぇ くう 
ょぇょぇす, おぇすっゅけさうつくう しぇ  さぇぉけすっとうすっ こけ 
こさけぉかっきぇ  しこっちうぇかうしすう. 
╁ ╀なかゅぇさうは しきっ しすさぇてくけ ういけしすぇくぇ-

かう こけ けすくけてっくうっ くぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
っょうくくぇ, ちはかけしすくぇ  しうしすっきぇ いぇ けぉたゃぇ-
とぇくっ くぇ たけさぇ, せこけすさっぉはゃぇとう ぇきそっすぇ-
きうくう, ゃなこさっおう おさっとはとぇすぇ くせあょぇ けす  
すけゃぇ, ぇかぇさきうさぇ けとっ ょ-さ ╃けぉさうくけゃ. ‶け 
ょせきうすっ きせ, ょけさう „うきぇ ぇおすうゃくぇ しなこさけ-
すうゃぇ う けす しすさぇくぇ くぇ  くはおけう うくしすうすせちうう, 
すったくうすっ さなおけゃけょうすっかう う くぇ ょなさあぇゃぇすぇ 
くぇ けこうすうすっ くぇ かっおぇさうすっ, さぇぉけすっとう こけ 
こさけぉかっきぇ, ょぇ しっ ゃなゃっょっ しすさけえくぇ しうし-
すっきぇ いぇ くっゅけゃけすけ さってぇゃぇくっ”. 
 ╃けぉさうくけゃ こさっょせこさっょう う いぇ しすうゅぇとぇ 

ょけ さぇいきっさう くぇ っこうょっきうは せこけすさっぉぇ くぇ 
„かっゅぇかおう” ゃ さけきしおうすっ きぇたぇかう くぇ  

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ‶かけゃょうゃ, ′けゃぇ ╆ぇゅけさぇ, 
おなょっすけ きっしすくうすっ さけきう ゃ ういけぉさっすぇすっか-
くけしすすぇ しう ょけさう  いぇこけつくぇかう ょぇ ゃくぇしはす 
けす ╇すぇかうは いぇぉさぇくっく ぇきそっすぇきうく ゃ ╄] – 
ぉせこさっくけさそうか, う ょぇ しう ゅけ うくあっおすうさぇす 
ゃっくけいくけ, きくけゅけ こさっょう ょぇ っ さっゅうしすさう-
さぇくけ せ くぇし. ‶しうたうぇすなさなす っ おぇすっゅけさう-
つっく, つっ うきぇ ぉせき くぇ せこけすさっぉぇすぇ くぇ „かっ-
ゅぇかおう”, たっさけうく う かっこうかけ しさっょ さけきうすっ. 
╇いおかのつうすっかくけ こけゅさってくけ っ ょぇ しっ しつう-

すぇ, つっ すけいう すうこ ょさけゅぇ っ こさけぉかっき しぇきけ 
くぇ ゅけかっきうすっ ゅさぇょけゃっ, すなえ おぇすけ „かっ-
ゅぇかおう” せこけすさっぉはゃぇす う ゃ くぇえ-きぇかおうすっ  
くぇしっかっくう きっしすぇ, いぇすけゃぇ くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ 
„こけおさうゃぇ” う „いぇきうすぇ” こさけぉかっきぇ, おぇいぇ  
こしうたうぇすなさなす けす ょなさあぇゃくぇすぇ こしうたうぇ-
すさうつくぇ  ぉけかくうちぇ ゃ [ぇょくっゃけ. 
 [ってっくうっすけ くぇ こさけぉかっきぇ すけえ う おけかっ-

ゅうすっ きせ ゃうあょぇす ゃ こけしかっょけゃぇすっかくうすっ 
きっさおう けす しすさぇくぇ くぇ ょなさあぇゃぇ, きっしす-
くう けぉとくけしすう, さぇぉけすぇ し けぉとっしすゃけすけ 
う しうしすっきぇすぇ くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ いぇ 
さぇいこけいくぇゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっきぇ,  さったぇ-
ぉうかうすぇちうはすぇ, さっしけちうぇかういぇちうはすぇ う さぇ-
ぉけすぇすぇ し ぉかういおうすっ くぇ せこけすさっぉはゃぇとうすっ 
ぇきそっすぇきうくう. ╆ょさぇゃくぇすぇ くう しうしすっきぇ くっ 
っ こけょゅけすゃっくぇ ょぇ こけっきっ こけょけぉくぇ こぇすけ-
かけゅうは, こさっしすなこかっくうっ っ ょぇ くはきぇ しうしすっ-
きぇ いぇ けぉたゃぇとぇくっ う かっつっくうっ くぇ ょっちぇすぇ, 
ぉうたぇ すさっゃけゅぇ きっょうちうすっ. 
》ぇけしなす っ すけすぇかっく こけ けすくけてっくうっ くぇ 

くぇさおけいぇゃうしうきうすっ う ぇきそっすぇきうくけいぇゃう-
しうきうすっ, ぇ しきっ くぇ ゅさっぉっくぇ くぇ ゃなかくぇすぇ 
こけ せこけすさっぉぇすぇ くぇ ぇきそっすぇきうくう, いぇはゃう-
たぇ こしうたうぇすなさなす ╇ゃぇく ╃けぉさうくけゃ う こしう-
たけかけあおぇすぇ ╀けさはくぇ ]すっそぇくけゃぇ.
‶なさゃうすっ けそうちうぇかくぇ しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ 

せこけすさっぉぇすぇ くぇ ょういぇえくっさしおぇすぇ ょさけゅぇ せ 
くぇし, ういゃっしすくぇ けとっ う おぇすけ „たぇこつっすけ くぇ 
くぇさけょぇ”, しぇ けす 2007-きぇ ゅけょうくぇ. 
′ぇえ-ゅけかっきう  こさけういゃけょうすっかう くぇ さぇい-

かうつくうすっ ゃうょけゃっ „ たぇこつっ くぇ くぇさけょぇ” しぇ 
╉うすぇえ, ╇くょうは, ′けゃぇ ╆っかぇくょうは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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あぇす いぇ すさっゃくうすっ こかけとう, くっきうくせっきけ 
しかっょゃぇ う こけゃうてぇゃぇくっ くぇ ょぇくなちうすっ いぇ 
すぇおしぇ „しきっす” う ぉうすけゃう けすこぇょなちう. 《ぇおす, 
おけえすけ くうおけゅぇ くっ しっ こさうっきぇ さぇょせてくけ 
けす ゅさぇあょぇくうすっ. 〈けえ けすこさぇゃは ぇこっか おなき 
ゅさぇあょぇくうすっ ぇおすうゃくけ ょぇ しっ ゃおかのつゃぇす 
ゃ こけきけと くぇ さぇぉけすっとうすっ すけゅぇゃぇ, おけゅぇ-

すけ  すけゃぇ うき 
っ ゃないきけあくけ 
う ょぇ こぇいはす 
しないょぇょっくけ-
すけ, いぇとけすけ 
ゅさうあぇすぇ いぇ 
ょけぉさうは ゃうょ 
くぇ ゅさぇょぇ う 
けぉとうくぇすぇ 
くう っ くぇてぇ 
けぉとぇ ゅさう-
あぇ. ‶っすうきぇ 
しぇ けぉとうく-
しおうすっ おけしぇ-
つう くぇ すっさう-
すけさうはすぇ  くぇ 
╉ぇいぇくかなお,  
おけうすけ すさせょ-

くけ くぇしきけゅゃぇす くぇ ういぉせはかぇすぇ けす ょなあょけ-
ゃっすっ すさっゃぇ. 
╇いおかのつうすっかくけ くっこさうはすくけ っ ょぇ 

ゃうあょぇて おぇお せしうかうはすぇ すう けすうゃぇす くぇ-
こさぇいくけ,  おけゅぇすけ けす っょくぇ しすさぇくぇ くうっ 
しないょぇゃぇきっ, ぇ けす ょさせゅぇ くはおけえ させてう, 
しぇきけ いぇとけすけ すぇおぇ っ さってうか, しこけょっかう 
′うおけかぇえ 』ぇかなおけゃ. 〈けえ ういさぇいう くぇょっあ-
ょぇ, つっ  ゅさぇあょぇくうすっ  とっ しぇ ぉょうすっかくう 
う ぉっいおけきこさけきうしくう こけ けすくけてっくうっ くぇ 
ゃぇくょぇかういきぇ ゃ こぇさおけゃっ う ゅさぇょうくう う 
けしおゃっさくはゃぇくっすけ う すさけてっくっすけ くぇ くけゃう 
こさうょけぉうゃおう, しないょぇょっくう し こぇさうすっ くぇ 
ゃしうつおう くう. ]すぇさぇっき しっ ゃしっおう かっゃ, けす-
ょっかっく いぇ けいっかっくはゃぇくっ う ぉかぇゅけせしすさけえ-

しすゃけ, ょぇ けすうゃぇ いぇ くっとけ おさぇしうゃけ, おけっ-
すけ ょぇ さぇょゃぇ たけさぇすぇ う ょぇ っ こけかっいくけ いぇ 
すはた, いぇすけゃぇ すさはぉゃぇ  ゃしうつおう ょぇ うきぇきっ 
けすくけてっくうっ おなき おさぇしけすぇすぇ, おけはすけ くう 
いぇけぉうおぇかは,  いぇはゃう 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 けぉとうくしおけすけ 
こさっょこさうはすうっ.   
 』ぇかなおけゃ しなけぉとう しなとけ, つっ  しなゃしっき 

しおけさけ ゃ きっあょせぉかけおけゃけすけ こさけしすさぇく-
しすゃけ, ういすけつくけ けす ぉせか. „[けいけゃぇ ょけかう-
くぇ“, いぇこけつゃぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ けとっ 
っょくぇ きうくう いけくぇ いぇ けすょうた. 〈せお しっ 
こさっょゃうあょぇ ょぇ ぉなょぇす けぉくけゃっくう ょっす-
しおうすっ しなけさなあっくうは, ょぇ しっ しないょぇょぇす 
せしかけゃうは いぇ こさうはすくう うゅさう くぇ ょっちぇすぇ う 
いぇくうきぇくうは くぇ ゃないさぇしすくうすっ たけさぇ, おぇお-
すけ う ょぇ しっ ういゅさぇょはす くけゃう こぇさおけきっしすぇ. 
╁ くけゃうは こぇさお とっ しっ ゃかけあぇす 10 たうかはょう 
かっゃぇ,  こぇさう けす しこっつっかっく っおけこさけっおす けす 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.  
¨しゃっく すっいう 4 くけゃう ゅさぇょしおう いけくう いぇ 

けすょうた, くぇ おけうすけ しなゃしっき しおけさけ とっ しっ 
さぇょゃぇす おぇいぇくかなつぇくう, けとっ 3 くけゃう こぇさ-
おぇ ゃ くぇしっかっくう きっしすぇ けす けぉとうくぇすぇ とっ 
しっ ういゅさぇょはす ょけ おさぇは くぇ かはすけすけ. ‶ぇさ-
おけゃっすっ しぇ ゃ ゅさぇょ ╉さなく う しっかぇすぇ ╉けこ-
さうくおぇ う ╀せいけゃゅさぇょ. 
 ‶ぇさぇかっかくけ  し すけゃぇ くぇ すっさうすけさうは-

すぇ くぇ ちはかぇすぇ けぉとうくぇ しっ ういゃなさてゃぇ う 
さったぇぉうかうすぇちうは くぇ せかうつくけすけ けしゃっすかっ-
くうっ. ‶けょきっくはす しっ くっさぇぉけすっとう すっかぇ, 
けすしすさぇくはゃぇす しっ かけおぇかくう ぇゃぇさうう, 
さぇぉけすう しっ こけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ 
せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ くぇ きっしすぇ, おなょっ-
すけ し ゅけょうくう ゅさぇあょぇくうすっ しぇ いぇぉさぇゃうかう 
おぇおゃけ っ  せかうつくけ けしゃっすかっくうっ. 

                                                  
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

С първия ден на лятото домът 
на Димитрина Турлакова от отдел 
“Маркетинг” към ГД “Арсенал” се 
увеличи с още един член - прекрасната 
Радина. 

Радостта за семейството на 
Димитрина донесе нейният първороден 
син - Николай Турлаков, бивш служител 
на “Арсенал”, настоящ огнеборец.

 Новото семейство - Радина и 
Николай Турлакови, си размени 
венчални халки и клетви за вярност в 
присъствието на приятели, роднини, 
близки в ресторант  “Крънско ханче”.

 И понеже радостта не бива да е 
сама, както се казва и в приказките: 
3 дни яли, пили и се веселили, заради 
тазгодишната булка, която догодина 
ще ги радва и с люлка. Амин!

 
Любов и щастие 100 години! 

Честито!

Новият парк до ул. “Батак”
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╂-く ╃さぇゅけゃ, おけっ っ くぇえ-
すさせょくけすけ ゃ けゃかぇょはゃぇくっすけ 
くぇ ういおせしすゃけすけ ょぇ しっ あうゃっっ, 
しこけさっょ こけしかっょけゃぇすっかうすっ 

くぇ ╁ぇてっすけ ょゃうあっくうっ?
- ′ぇえ-すさせょくけすけ? – ゃしなとくけしす, 

くっ っ すさせょくけ, こさけしすけ ういうしおゃぇ 
きぇかおけ こなさゃけくぇつぇかくう せしうかうは 
つけゃっお ょぇ しっ こけゅさうあう いぇ しっぉっ 
しう. ╉ぇおすけ きうっき すはかけすけ しう ゃしっ-
おう ょっく, いなぉうすっ, ゃいうきぇきっ しう 
ょせて, たさぇくうき しっ, しこうき..., すぇおぇ 
っ くっけぉたけょうきけ つけゃっお ょぇ しっ こけ-
ゅさうあう いぇ しけぉしすゃっくうは しう せき う 
いぇ ょうてぇくっすけ しう. ′はおけかおけ きう-
くせすう ょうたぇすっかくう せこさぇあくっくうは 
くぇ ょっく, くはおけかおけ きうくせすう きっ-
ょうすぇちうは きけゅぇす ょぇ くう こけきけゅ-
くぇす せきなす くう ょぇ ぉなょっ こけゃっつっ ゃ 
くぇしすけはとうは きけきっくす. ¨ぉうおくけ-
ゃっくけ くうっ しっ くぇきうさぇきっ こけゃっつっ 
ゃ ぉなょっとっすけ, すさっゃけあうき しっ おぇお-
ゃけ くう こさっょしすけう, しなあぇかはゃぇきっ 
いぇ くっとけ, おけっすけ しっ っ しかせつうかけ 
ゃ きうくぇかけすけ, はょけしゃぇきっ しっ くぇ 
くっとけ. ╇いおせしすゃけすけ ょぇ あうゃっって, 
しこけさっょ くぇし, っ ういおせしすゃけすけ ょぇ 
あうゃっって ゃ くぇしすけはとうは きけきっくす.

╉ぇおゃう たけさぇ うょゃぇす ゃ ゅさせ-
こうすっ, おけうすけ しなぉうさぇすっ, う 
きけあっ かう ょぇ しっ おぇあっ, つっ 
すけゃぇ しぇ こさっょうきくけ たけさぇ, 
おけうすけ しぇ こけゃっつっ せきしすゃっくけ 
ぇくゅぇあうさぇくう, くぇすけゃぇさっくう ゃ 
っあっょくっゃうっすけ, さぇぉけすぇすぇ うき 
こさけすうつぇ し きくけゅけ しすさっし?
- ╃ぇ. 〈ぇおぇ っ. 〈ったくうおぇすぇ くぇ 

ぇょぇこすぇちうはすぇ くぇ „╇いおせしすゃけすけ 
ょぇ あうゃっって“ っ こけ-しおけさけ くぇしけ-
つっくぇ おなき ぇくゅぇあうさぇくうすっ たけさぇ. 
〈ったくうおぇすぇ ゃおかのつゃぇ くはおけかおけ 
ょっえくけしすう, おけうすけ けすくっきぇす っょゃぇ 
くはおけかおけ きうくせすう くぇ ょっく, すぇおぇ 
つっ – くうっ ょぇ せしこけおけうき せきぇ しう, 
ょぇ しっ けしゃけぉけょうき けす しすさっしぇ, いぇ 
ょぇ ぉなょっき こけ-っそっおすうゃくう ゃ さぇ-
ぉけすぇすぇ しう, ょぇ うきぇきっ こけ-ょけぉさう 
けすくけてっくうは し くぇてうすっ ぉかういおう.

╃け おぇおゃぇ しすっこっく すっいう すった-
くうおう きけゅぇす ょぇ しっ くぇさっおぇす 
えけゅぇ う ういけぉとけ, くぇいぇょ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ くぇ ょせたけゃくうすっ せつっ-

くうは, こさぇおすうおう う ういすけつくぇ 
そうかけしけそうは, おなき おけう すっつっ-
くうは ぉう きけゅかぇ ょぇ しっ こさうつうし-
かう すったくうおぇすぇ, ういこけかいゃぇくぇ 
けす „╇いおせしすゃけすけ ょぇ あうゃっ-
って“?
– 〈ったくうおぇすぇ, おけはすけ くうっ こさっ-

こけょぇゃぇきっ, しっ くぇさうつぇ しせょぇさてぇく 
おさうは. 〈けゃぇ っ っょくぇ きっょうすぇすうゃ-
くぇ すったくうおぇ し さうすきうつくけ ょうてぇ-
くっ, おけはすけ ういつうしすゃぇ けさゅぇくういきぇ 
くぇ おかっすなつくけ くうゃけ. [っょうちぇ うい-
しかっょゃぇくうは こけおぇいゃぇす, つっ しせょぇさ-
てぇく おさうは こけつうしすゃぇ っそっおすうゃくけ 
うきせくくぇすぇ しうしすっきぇ, こけょけぉさはゃぇ 
きけいなつくぇすぇ ょっえくけしす, しこさぇゃはくっ-
すけ し ょっこさっしうはすぇ う こけょけぉさはゃぇ-
くっすけ くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ しなくは. 
′うっ こさっこけょぇゃぇきっ う さぇいかうつくう 
えけゅぇ-ぇしぇくう ゃ くぇてうすっ おせさしけゃっ 
う ういけぉとけ – いくぇくうっすけ くぇ えけゅぇ 
おぇすけ くぇつうく くぇ あうゃけす.

╋けあっ かう つけゃっお しぇき ょぇ せこ-
さぇあくはゃぇ すっいう すったくうおう, ぉっい 
ょぇ うきぇ うくしすさせおすけさ, ぉっい ょぇ 
っ こけしっとぇゃぇか おせさしけゃっ, ゃない-
きけあくけ かう っ ょぇ しっ けぉせつぇゃぇ 
しぇき, つさっい うくすっさくっす, おくうゅう 
う ょさせゅう ういすけつくうちう くぇ うく-
そけさきぇちうは?
-  ╋くけゅけ っ すさせょくけ つけゃっお しぇき 

ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し すけゃぇ. ′うっ 
しっ くせあょぇっき けす せつうすっか いぇ ゃしは-
おけ くっとけ, ぇ おけゅぇすけ ゅけゃけさうき 
いぇ くっとけ すけかおけゃぇ ょっかうおぇすくけ, 
おぇすけ くぇてうは せき う ょうてぇくっすけ, しっ 
くせあょぇっき けす せつうすっか, おけえすけ ょぇ 
くう けぉせつう う ょぇ くう くぇぉかのょぇゃぇ, 
こけくっ ゃ くぇつぇかけすけ. ‶けしかっ きけあっ 
ょぇ こさけょなかあう しぇき. 

┿ おぇお しなあうすっかしすゃぇす ゃしうつ-
おう すっいう ょせたけゃくう すったくう-
おう し こさぇゃけしかぇゃくうは ょせた 
くぇ ぉなかゅぇさうくぇ う すさぇょうちう-

はすぇ くぇ たさうしすうはくしすゃけすけ せ 
くぇし? ′はきぇ かう こさけすうゃけさっ-
つうっ きっあょせ すはた? ╇きぇ きくけ-
ゅけ こせぉかうおぇちうう くぇ ぉぇいぇすぇ 
くぇ おぇくけくうつくうすっ したゃぇとぇ-
くうは いぇ しすさけゅけすけ しこぇいゃぇくっ 
くぇ こさぇゃけしかぇゃくうすっ くけさきう, 
おけうすけ けすさうつぇす う ょけさう いぇ-
ぉさぇくはゃぇす ういすけつくうすっ ょせたけゃ-
くう いくぇくうは - せつっくうは う こさぇお-
すうおう, いぇとけすけ ゅう けこさっょっかはす 
おぇすけ けこぇしくう?
- 〈ったくうおうすっ, おけうすけ こさっこけ-

ょぇゃぇきっ ゃなゃ そけくょぇちうは „╇い-
おせしすゃけすけ ょぇ あうゃっって“, くはきぇす 
くうおぇおゃけ こさけすうゃけさっつうっ し さっ-

かうゅうはすぇ, いぇとけすけ すっ しぇ ょうたぇ-
すっかくう せこさぇあくっくうは う きけゅぇす ょぇ 
ぉなょぇす こさぇおすうおせゃぇくう, くっいぇ-
ゃうしうきけ おぇおゃぇ さっかうゅうは ういこけ-
ゃはょゃぇ つけゃっお. ′うっ うきぇきっ おせさ-
しけゃっ ゃ きくけゅけ しすさぇくう こけ しゃっすぇ 
う くぇてうすっ うくしすさせおすけさう しぇ けす 
ゃしうつおう ゃないきけあくう さっかうゅうう こけ 

しゃっすぇ. 

╀けかくう たけさぇ し さぇいかうつくう 
いょさぇゃけしかけゃくう こさけぉかっきう 
きけゅぇす かう ょぇ せつぇしすゃぇす ゃなゃ 
╁ぇてうすっ おせさしけゃっ, くっ すさはぉゃぇ 
かう こさっょゃぇさうすっかくけ ょぇ ぉなょぇす 
こさっゅかっあょぇくう, ょぇ こけすなさ-
しはす しなゃっすぇ くぇ しゃけは かっおぇさ? 
╁かういぇ かう ゃ こさけすうゃけさっつうっ 
せこけすさっぉぇすぇ くぇ たうきうつくう 
きっょうおぇきっくすう う かっおぇさしすゃっ-
くう こさっこぇさぇすう し こさぇおすうおせ-
ゃぇくっすけ くぇ しせょぇさてぇく おさうは, 
けこぇしくけ かう っ すけゃぇ?
-  〈ったくうおぇすぇ しせょぇさてぇく おさうは 

っ こけおぇいぇかぇ こけょけぉさっくうっ くぇ 
いょさぇゃけしかけゃくけすけ しなしすけはくうっ くぇ 
きくけゅけ たけさぇ. ‶けゃっつっ けす 3 きう-
かうけくぇ ょせてう しぇ こさぇおすうおせゃぇかう 
う くぇせつうかう すったくうおぇすぇ. [ぇいぉう-
さぇ しっ, くうっ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇっき 
いょさぇゃけしかけゃくけすけ しなしすけはくうっ くぇ 
つけゃっおぇ, おけえすけ うょゃぇ くぇ おせさ-

Фондация „Изкуството да живееш“, създадена от индиеца Шри Шри 
Рави Шанкар, има милиони последователи в над 155 страни по 

света. Нейният основател и пръв учител два пъти е бил и в България. 
Фондацията събира хора, които практикуват сударшан крия, медитация, 
йога по техниките на Шри Шри Рави Шанкар. 

„Изкуството да живееш“ обединява хората, практикуващи нейните 
духовни техники за участие и в мащабни културни събития. През 2012 
г. в София е проведен успешен опит от нейни последователи за рекорд на 
Гинес с 333 каба гайди. Събитието, на което идва и самият Шри Шри Рави 
Шанкар, е открито с песента, символ на България  -  „Една българска роза“ 
в изпълнение на Деси Добрева. За основателя на фондацията България е 
преди всичко Страната на розите.

Друго мащабно събитие с българско участие е световният културен 
фестивал в Берлин, организиран за 30-тата годишнина на фондацията 
на Олимпийския стадион в германската столица през 2011-та година. 
Там, в компанията на трупи, като Санктпетербургския балет, близо 2 
000 души от България се хващат  на правото  хоро под звуците на  „Излел 
е Дельо хайдутин”, „Вода” и „Пустоно лудо и младо” в изпълнение на Елица 
Тодорова.

В международен мащаб фондация „Изкуството да живееш” държи 10 
световни рекорда на Гинес, най-впечатляващият сред които е рекордът 
за най-голям музикален хор в света, където 121 440 души пеят в унисон 

しぇ, くけ こけ こさうくちうこ, くはきぇ おけく-
そかうおす きっあょせ せこけすさっぉぇすぇ くぇ 
かっおぇさしすゃぇ う こさぇおすうおせゃぇくっすけ 
くぇ しせょぇさてぇく おさうは. ╁ きくけゅけ 
けす しかせつぇうすっ ょけさう しっ けおぇいゃぇ, 
つっ こさぇおすうおせゃぇくっすけ くぇ しせょぇさ-
てぇく おさうは こけょけぉさはゃぇ いょさぇゃけ-
しかけゃくけすけ しなしすけはくうっ, けしけぉっくけ 
っそっおすうゃくけ しっ しこさぇゃは し ょっこさっ-
しうはすぇ.

╉けかおけ ょせてう ゃ ╀なかゅぇさうは 
ゃっつっ しぇ こさっきうくぇかう こさっい 
╁ぇてうすっ おせさしけゃっ?
- ╀かういけ 15 ゅけょうくう けさゅぇくういう-

さぇきっ おせさしけゃっすっ ゃ ╀なかゅぇさうは う 

くぇょ 20 たうかはょう ょせてう しぇ こさっ-
きうくぇかう こさっい すはた. ╁ いぇすゃけさう-
すっ, けぉとうくうすっ, きくけゅけ そうさきう, 
せくうゃっさしうすっすう, ゃ くぇょ 50 ゅさぇょぇ 
ゃ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは ゃっつっ うきぇきっ 
おせさしけゃっ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〉あこ-うあきせけみて あつたかさて う そいちあくそうあせけかてそ か つたそつそいせそつててあ せあ とねけてかしけてか おあ あせえあきけちあて け すそてけうけちあて とねかせけぬけてか, たそさあくうあ せそうそ かうちそたかこつさそ たちそとねうあせか

¨ぉさぇいけゃぇくうっすけ う こけょゅけすけゃ
おぇすぇ くっ ょぇゃぇす くぇ たけさぇすぇ 

くっけぉたけょうきぇすぇ おゃぇかうそうおぇちうは, 
おけはすけ っ くせあくぇ いぇ いぇこけつゃぇくっ 
くぇ さぇぉけすぇ. 〈けゃぇ すゃなさょはす 23% 
けす っゃさけこっえちうすっ, こけおぇいゃぇ くけゃけ 
こさけせつゃぇくっ くぇ ╄ゃさけぉぇさけきっすなさ, 
こけしゃっすっくけ くぇ せきっくうはすぇ う おゃぇ
かうそうおぇちうはすぇ くぇ たけさぇすぇ. 56% 
けす いぇこうすぇくうすっ しきはすぇす, つっ けぉさぇ
いけゃぇくうっすけ う さぇいかうつくうすっ ゃうょけ
ゃっ おゃぇかうそうおぇちうは, おけうすけ こさう
すっあぇゃぇす, とっ ぉなょぇす こさういくぇすう ゃ 
ょさせゅぇ しすさぇくぇ-つかっくおぇ.
‶さけせつゃぇくっすけ こけおぇいゃぇ けとっ, 

つっ けおけかけ 6% しぇ けこうすゃぇかう 
ょぇ さぇぉけすはす うかう せつぇす ゃ ょさせゅぇ 
しすさぇくぇ-つかっくおぇ くぇ ╄], くけ くっ 

в продължение на 5 минути на събитие, организирано в Перунгалатур, 
Ченай, Индия на 30 януари 2011 г. Друг изключителен рекорд, организиран 
от „Изкуството да живееш”, е за най-голямата шведска маса в света с цели 
5 612 различни ястия на събитие, провело се в Шри Шри Дхам, Ахмедабад, 
Индия, на 2 ноември 2010 г.

Фондацията, обаче, въпреки подкрепата на правителството у нас за 
реализация на редица проекти, въпреки подкрепата на кмета на София 
и други институции, има и своите противници сред ортодоксалните 
православни, които твърдят, че техниките на Шри Шри Рави Шанкар са 
опасни и вредни за здравето. 

В Казанлък личния избор да следват „Изкуството да живееш“ са направили 
вече над 200 жени и мъже. Повечето от тях са преминали през курсовете на 
фондацията, организирани в последните години. В най-новия курс, в средата 
на юни, сред десетината участници се оказаха и трима арсеналци.

С инструктора на курса - Константин Драгов, представител на 
„Изкуството да живееш“ за България, разговаряме за мисията на 
фондацията, такава, каквато я виждат нейните привърженици.    

Драгов е първият български учител на „Изкуството да живееш“, с чиято 
дейност се среща като студент в САЩ, където завършва за строителен 
инженер. Там става и  инструктор към фондацията. Константин преподава 
курсовете „Изкуството да живееш“  - част 1, ART Excel, YES и „Изкуството 
на медитацията”.  

しぇ せしこはゃぇかう, いぇとけすけ おゃぇ
かうそうおぇちうはすぇ うき くっ っ ぉうかぇ 
こさういくぇゃぇくぇ けす ぉなょっとうは 
うき さぇぉけすけょぇすっか うかう せつっぉ
くけ いぇゃっょっくうっ うかう いぇとけすけ 
いぇこうすぇくうすっ くっ しぇ うきぇかう 
ょけしすなこ ょけ うくそけさきぇちうは いぇ 
こさうさぇゃくはゃぇくっ くぇ いくぇくうは う 
せきっくうは ゃ つせあぉうくぇ.
′ぇえ-ゃぇあくうはす ぇしこっおす こさう 

けぉさぇいけゃぇくうっすけ う けぉせつっ
くうっすけ, しこけさっょ っゃさけこっえちう
すっ (51%), っ しこけしけぉくけしすすぇ 
くぇ せつうすっかうすっ/こさっこけょぇ
ゃぇすっかうすっ ょぇ ぇくゅぇあうさぇす う 
きけすうゃうさぇす せつっとうすっ. 〈けゃぇ 
っ しそっさぇすぇ, おけはすけ うきぇ くぇえ-
ゅけかはきぇ くせあょぇ けす こけょけぉさっ

くうっ. ╃させゅう ぇしこっおすう, おけうすけ 
しっ くせあょぇはす けす こけょけぉさはゃぇくっ, 
しこけさっょ っゃさけこっえちうすっ, しぇ しすう
きせかうさぇくっすけ くぇ おさっぇすうゃくけしす
すぇ う かのぉけこうすしすゃけすけ (41%) 
う こさぇおすうつっしおぇすぇ さぇぉけすぇ ゃ 
おけきこぇくうは うかう けさゅぇくういぇちうは 
(37%).
95% けす っゃさけこっえちうすっ しきは

すぇす, つっ くはおけう せきっくうは きけゅぇす 
ょぇ ぉなょぇす こさうょけぉうすう ういゃなく 
けぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ しうしすっきぇ. 
〈けゃぇ しっ けすくぇしは いぇ けゃかぇょはゃぇ
くっすけ くぇ つせあょう っいうちう, おぇおすけ 
う いぇ せきっくうは ゃ さぇいかうつくう こさけ
そっしうう.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“

Константин Драгов

Константин Драгов с индиеца Шри Шри Рави Шанкар
Ʉɚɪɢɟɪɢ

╅『』╊〉╅] 《╆っ╇¨ 』【¨》╊〉╉¨╅〉【』[╅ 》『《╈『╅〈╅

』ぇ《╆『╅╋╊〉¨っ 《【╇ぇ╉ を¨‒『¨【╊

╆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

„┿さしっくぇか” っ おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇ
ょさう う ゃっつっ 130 ゅけょうくう  くうすけ 
ゃさっきっすけ, くうすけ けぉさぇすうすっ きせ, しぇ 
けこさけゃっさゅぇかう すぇいう すっいぇ. ╆ぇすけゃぇ 
ゃしっおう, おけえすけ っ ぉうか つぇしす けす  すぇいう 
きぇさおぇ, けす  はょさけすけ くぇ すぇいう ゅけかは
きぇ  そうさきぇ, っ しこけおけっく いぇ おぇさう

っさくけすけ しう さぇいゃうすうっ.
] すっいう ょせきう きけすうゃうさぇ あっかぇっ

とうすっ   きかぇょう  たけさぇ ょぇ こさけょなか
あぇす おぇさうっさくけすけ う こさけそっしうけくぇか
くけ しう さぇいゃうすうっ ゃ „┿さしっくぇか” うくあ. 
╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ- つかっく くぇ 
ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”,  
さなおけゃけょうすっか けすょっか „〈ったくうつっしおけ 
さぇいゃうすうっ-ゃなけさなあっくうっ” う っょうく 
けす うょっけかけいうすっ う けすゅけゃけさくうちうすっ 
いぇ 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”, けぉはゃっくぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ. ‶さけゅさぇきぇすぇ くぇぉう
さぇ あっかぇっとう ょぇ ういせつぇゃぇす 
しこっちうぇかくけしすすぇ „]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” 
ゃ 〈ったくうつっしおう 〉くうゃっさしうすっす 
]けそうは - 《うかうぇか  ‶かけゃょうゃ.
』せつせきうてっゃ, いぇっょくけ しなし 

]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, ょうさっおすけさ 
こけ しこっちうぇかくうすっ ゃなこさけしう くぇ 
„┿さしっくぇか”, うきぇす くっかっおぇすぇ, 
くけ ぉかぇゅけさけょくぇ おぇせいぇ ょぇ きけ
すうゃうさぇす う ういょうさゃぇす きかぇょう 
すぇかぇくすかうゃう きかぇょっあう う ょっ
ゃけえおう, ゅけすけゃう ょぇ  ういさぇしすゃぇす 
おぇさうっさくけ ゃ „┿さしっくぇか” う ょぇ 
しすぇくぇす つぇしす けす くっゅけゃうは すった
くうつっしおう っかうす ゃ ぉなょっとっ. 
¨ょけぉさっくぇすぇ う し ゅけすけゃくけしす 

いぇ そうくぇくしうさぇくっ しすうこっくょう
ぇくすしおぇ こさけゅさぇきぇ くぇ ぇさしっ
くぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ うきぇ 
すぇいう ゅけかはきぇ う ょけぉさぇ ぇきぉう
ちうは. 
╆ぇ ちっかすぇ しっ こさけゃっょけたぇ こけ

さっょうちぇ しさっとう ゃ しさっょくうすっ 
せつうかうとぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇ 
おけうすけ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
„┿さしっくぇか” しっ しさっとくぇたぇ し 
ょうさっおすけさうすっ くぇ せつっぉくうすっ 
いぇゃっょっくうは う しなし いさっかけしすくう
ちう いぇ さぇいはしくっくうは けすくけしくけけ 
しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇ
きぇ. 
〈っいう しさっとう しぇ ういおかのつう

すっかくけ こけかっいくう, いぇとけすけ くぇ 
すはた きかぇょうすっ たけさぇ いぇょぇゃぇす 
すけつくうすっ ゃなこさけしう, おけうすけ 
ゅう ゃなかくせゃぇす, ぇ くうっ うきぇきっ 
ゃないきけあくけしすすぇ ょうさっおすくけ う 
つっしすくけ ょぇ ゅう いぇこけいくぇっき し 

ぉけくせしうすっ う さっぇかくうすっ こけか
いう けす しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ くう 
こさけゅさぇきぇ いぇ すはた ゃ ぉなょっとっ, 
おけきっくすうさぇ しかっょ こさけゃっょっくぇ
すぇ しさっとぇ しなし いさっかけしすくうちうすっ 
ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” うくあ. 
╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ. 〈けえ っ 
おぇすっゅけさうつっく, つっ きくけゅけ つっしすけ 

くっ きかぇょうすっ たけさぇ,
ぇ さけょうすっかうすっ しぇ すっいう, 

おけうすけ けぉなさおゃぇす
こかぇくけゃっすっ うき,

ゃ あっかぇくうっすけ しう すっ ょぇ 
しかっょゃぇす くはおぇおなゃ
こさっょくぇつっさすぇく けす
さけょうすっかうすっ, ぇ くっ

しけぉしすゃっくうは
くぇ ょっちぇすぇ うき, こなす. 

′ぇ 18-19 ゅけょうくう しう しおかけくっく 
ょぇ しかせてぇて さけょうすっかうすっ しう, 
けしけぉっくけ  おけゅぇすけ すう しぇきうはす くっ  
しう けさうっくすうさぇく うかう うくそけさきう
さぇく, しつうすぇ うくあ. 』せつせきうてっゃ.
〈けえ っ せぉっょっく, つっ し ょけゃけょう う 

そぇおすう, しなし しうかぇすぇ くぇ ちうそさう
すっ う あうすっえしおぇすぇ さっぇかくけしす,  
しうすせぇちうはすぇ し こさけそっしうけくぇか
くけすけ けさうっくすうさぇくっ う せぉっあ
ょっくうは っ ょぇかっつ こけ- ゃはさくぇ う 
きなょさぇ.
╄すけ つぇしす けす ぉけくせしうすっ う こけか

いうすっ いぇ ゃしうつおう ぉなょっとう  しすう
こっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか”, さっ
てうかう ょぇ しすぇくぇす しこっちうぇかうしすう 
こけ しすさっかおけゃけ けさなあうっ う ぉけっ
こさうこぇしう. 
„╁しっおう しすうこっくょうぇくす くぇ „┿さ

しっくぇか” ゃ すけゃぇ くぇこさぇゃかっくうっ 

とっ こけかせつぇゃぇ しさっょくけ くぇ ゅけ
ょうくぇ けおけかけ 3 たうかはょう かっゃぇ 
けす „┿さしっくぇか” こけょ そけさきぇすぇ 
くぇ こかぇすっくう しっきっしすさうぇかくう 
すぇおしう う きっしっつくう しすうこっく-
ょうう, ゃ さぇいきっさ けす 150 ょけ 
250 かっゃぇ, ゃ いぇゃうしうきけしす けす 
せしこったぇ, おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ っ くぇょ 
4.00. 
╆ぇ 5-すっ ゅけょうくう くぇ けぉせつっ-

くうっ ゃ 〈〉 - ‶かけゃょうゃ, おけえすけ っ 
そうかうぇか くぇ 〈〉 - ]けそうは, すけゃぇ 
こさぇゃう けおけかけ 13 500 かっゃぇ, 
しせきう, おけうすけ ゃ こさけすうゃっく しかせ
つぇえ ういかういぇす けす ぉのょあっすうすっ くぇ 
しっきっえしすゃぇすぇ. ¨とっ こけゃっつっ, つっ 
しすうこっくょうぇくすうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, 
くっいぇゃうしうきけ けす こぇさうすっ, おけうすけ 
とっ こけかせつぇゃぇす けす そうさきぇすぇ, 
しさっとせ ぇくゅぇあうきっくす ゃ しかっょゃぇ
とうすっ 5 ゅけょうくう  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, すっ ょぇ  さぇぉけすはす おぇすけ 
しこっちうぇかうしすう ゃ „┿さしっくぇか”, くっ 
しぇ かうてっくう けす こさぇゃけ ょぇ こけ
かせつぇゃぇす ゃしうつおう ょさせゅう こけかぇ
ゅぇとう しっ しすうこっくょうう いぇ せしこった 
うかう しすうこっくょうう こけ っゃさけこっえしおう 
こさけっおすう う こさけゅさぇきう. ′け すけゃぇ 
くっ っ ゃしうつおけ, おぇすっゅけさうつっく っ 
うくあ. 』せつせきうてっゃ. ¨すゃなょ  すっいう 
つうしかぇ, こけ ょせきうすっ きせ, しすけはす 
こけ-ゃぇあくうすっ くっとぇ: 
 ′ぇ こなさゃけ きはしすけ  すけゃぇ っ 
ぇぉしけかのすくけすけ こさけそっしうけ-

くぇかくけ,  おぇさうっさくけ う ぉっい 
おけくおせさっくちうは  さぇいゃうすうっ,
 おけっすけ けつぇおゃぇ ぉなょっとうすっ しすう

こっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか” , ゃ 3 
くぇこさぇゃかっくうは:

╉けくしすさせおすうゃくけ,  すったくけかけゅうつ
くけ う きっくうょあきなくす くぇこさぇゃかっ
くうっ. 

╁ „┿さしっくぇか” うきぇ
しゃけぉけょくぇ くうてぇ いぇ きかぇょう 
しこっちうぇかうしすう う, ぇおけ すっ しぇ 

ぇきぉうちうけいくう, けぉうつぇす
さぇぉけすぇすぇ しう, うきぇす

あっかぇくうっ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす, 
すけ ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ょぇゃぇ 

きくけゅけ ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ う 
すっ とっ さぇしすぇす ぉなさいけ. 

╋けすうゃうすっ いぇ すけゃぇ すゃなさょっ
くうっ くぇ 』せつきうてっゃ しぇ ぉっいぇこっ
かぇちうけくくう う こけすゃなさょっくう ゃなゃ 
ゃさっきっすけ, けとっ こけゃっつっ, つっ こさっい 
こけしかっょくうすっ 10-15 ゅけょうくう うきぇ 
しっさうけいっく けすかうゃ けす きぇてうくけ
しすさけうすっかくう しこっちうぇかくけしすう 
ゃ ぉなかゅぇさしおうすっ ゃせいけゃっ, /いぇ 
しきっすおぇ くぇ しこっちうぇかくけしすう, ぉっい  
すなさしっくっ くぇ こぇいぇさぇ う さっぇかくぇ  
こさけそっしうけくぇかくぇ さっぇかういぇちうは/, 
おぇすけ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ すなさしっ
くっすけ う くせあょうすっ くぇ ゅけかっきうすっ 
そうさきう いぇ おぇつっしすゃっくう きかぇ
ょう  おぇょさう /ょけさう しぇきけ いぇさぇょう 
こけおけかっくつっしおうすっ っかうすう ゃ すぇいう 
しそっさぇ/  さぇしすぇす. 〈けいう ょうしぉぇ
かぇくし っ けつっゃぇょっく くぇ そけくぇ くぇ 
すけゃぇ, つっ くぇ こさぇおすうおぇ こけつすう 
90% けす いぇゃなさてゃぇとうすっ ゃうしてっ 
けぉさぇいけゃぇくうっ きかぇょう たけさぇ くっ 
さぇぉけすはす こけ しこっちうぇかくけしすすぇ しう, 
ょけおぇすけ きぇてうくけしすさけうすっかくう
すっ そうさきう ういこうすゃぇす しっさうけいっく 
ゅかぇょ いぇ きかぇょう  けぉさぇいけゃぇくう 
おぇょさう.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

』【¨》╊〉╉¨╅〉【』[╅【╅ 》『《╈『╅〈╅ 〉╅ „╅『』╊〉╅]”
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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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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

БАШ УПРАВНИКЪТ НА КАЗАНЛЪК  

╀なかゅぇさうは っ くぇ すさっすけ きはし-
すけ ゃ しすさぇくうすっ けす ╄ゃさけ-

こっえしおうは しなのい こけ せこけすさっぉぇ 
くぇ ぇきそっすぇきうくう しさっょ こけょさぇ-
しすゃぇとうすっ, しこけさっょ こけしかっょくうは 
けそうちうぇかっく ょけおかぇょ くぇ ╄]. 
‶さけぉかっきなす, こけょちっくはゃぇく 

しっゅぇ けす ょなさあぇゃぇすぇ う けす くっえ-
くうすっ けすゅけゃけさくう うくしすうすせちうう, 
しなゃしっき しおけさけ とっ しっ こさっゃなさ-
くっ ゃ さっぇかくぇ っこうょっきうは, ぉっい ょぇ 
きけあっき ょぇ さっぇゅうさぇきっ. ╄ょくぇ けす 
けしくけゃくうすっ こさうつうくう っ かうこしぇすぇ 
くぇ しうしすっきぇ いぇ さぇぉけすぇ し  せこけ-
すさっぉはゃぇとうすっ ぇきそっすぇきうくう う 
すゃなさょっ きぇかおけすけ うくそけさきぇちうは 
う くっいくぇくうっ くぇ ゅけかはきぇ つぇしす 
けす さぇぉけすっとうすっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ ょぇ さぇい-
こけいくぇはす う けすょっかはす うしすうくしおうは 
こさけぉかっき けす いぇゃうしうきけしすすぇ  けす  

╃ぇ しっ せいぇおけくはす ゃしうつおう こかぇとぇくうは くぇ 
さけいけぉっさぇつうすっ, おけうすけ さけいけこさけういゃけ-

ょうすっかうすっ こさぇゃはす, おぇすけ こけ すけいう くぇつうく しっ 
こさっしっつっ しうゃぇすぇ うおけくけきうおぇ ゃ ぉさぇくてぇ. ╃ぇ 
しっ ゅぇさぇくすうさぇす きうくうきぇかくう ういおせこくう ちっくう 
くぇ さけいけゃうは ちゃはす, ょぇ しっ ゅぇさぇくすうさぇ しけさすけ-
ゃぇすぇ つうしすけすぇ くぇ さぇいしぇょうすっ し きぇしかけょぇえ-
くぇ さけいぇ, ょぇ しっ ゃいっきぇす しっさうけいくう きっさおう 
しさっとせ くっいぇおけくくうすっ こさっおせこゃぇつう くぇ さけ-
いけゃ ちゃはす, おけうすけ しすさっしうさぇす こぇいぇさぇ, おぇおすけ 
う ょぇ しっ けしうゅせさう くぇつうく いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ 
こけょたけょはとぇ すったくうおぇ いぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ さけ-
いけゃうすっ くぇしぇあょっくうは. 
╆ぇ すけゃぇ くぇしすけはたぇ さけいけこさけういゃけょうすっかう, 

さけいけこさっさぇぉけすゃぇすっかう う さけいけすなさゅけゃちう けす 
しすさぇくぇすぇ, こけ ゃさっきっ くぇ こさけゃっょっくぇすぇ すさぇ-

] けぉくけゃっく うくすっさうけさ う けしゃっあっくう しすぇう いぇ うゅさう う いぇ-
くうきぇくうは こけしさっとぇ こさっい かはすけすけ ょっすしおぇすぇ ゅぇょうくぇ くぇ 

„┿さしっくぇか“ ┿╃ - „╀せさぇすうくけ“.
╉さぇしけすぇすぇ こけ しすっくうすっ う くけゃうはす ょういぇえく くぇ つぇしす けす こけきっ-

とっくうはすぇ っ ょっかけ くぇ おけかっおすうゃぇ くぇ „╀せさぇすうくけ“, し そうくぇく-
しけゃぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“.
‶けさっょうちぇ けす こさうはすくう かっすくう こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ けつぇお-

ゃぇす ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ ゃっょけきしすゃっくぇすぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ.

』けさぉぇょあう ╂させえけ. ╀ぇとぇ きせ 
– ╂させえけ つけさぉぇょあう, しっ こさっしっ-

かうか すせお けす ╉けこさうゃとうちぇ. ┿ゃっさおうえ 
]すけはくけゃ, せつうすっかしすゃぇか ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こさっい 1838 ゅ., こうてっ ょけ ′っけそうす 
[うかしおう, つっ たけさぇすぇ ぉうかう ぉっょくう, 
せつうかうとっすけ こせしすっっかけ, いぇすけゃぇ つけさ-
ぉぇょあう ╂させえけ くぇしすけはか こさっょ ょさせ-
ゅうすっ つけさぉぇょあうう ょぇ こけょこけきけゅくぇす 
せつうすっかは ょぇ けぉせつぇゃぇ せつっくうちうすっ, 
ょけおぇすけ しっ くぇこさぇゃう せつうかうとっすけ. 
┿ゃっさおうえ ゃないおかうおゃぇ: „』けさぉぇょあう 
╂させえけ っ くぇうしすうくぇ つけゃっお, けす けくうは, 
おけうすけ くはおけゅぇ っ すなさしうか ╃うけゅっく! 
┿おけ ぉう うきぇかけ ゃなゃ ゃしっおう ゅさぇょ 
こけ っょうく すぇおなゃ ゃ くぇてぇすぇ けおぇはくぇ 
╀なかゅぇさうは!”  〈けえ こうてっ けとっ, つっ 
きぇおぇさ う ぉけかっく, つけさぉぇょあう ╂させえけ, 
„しかけゃけき う ょっかけき しっ いぇしすなこゃぇ いぇ 
ょけぉさうは ゃなさゃっあ くぇ けぉとうくしおうすっ 
さぇぉけすう” う, あぇかっえおう いぇ しきなさすすぇ 
きせ, ょけこなかゃぇ: „…すけえ けしすぇゃう ょけしすけ-
っく いぇきっしすくうお, こさけつせすうは ]すけっくつけ 
╂させえけけかせ”.
]すけっくつけ. ╋けきつっすけ ういさぇしすゃぇ ゃ 

╉ぇいぇくかなお ゃ くぇえ-さぇいきうさくうすっ ゅけ-
ょうくう, おけゅぇすけ たけさぇすぇ, こけすうしくぇすう 
けす きくけゅけ くっこさぇゃょう, すなさしっかう しこぇ-
しうすっか. ]すけっくつけ ╂させえけかせ っ さけょっく 
けおけかけ 1804 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶なさゃけ-
くぇつぇかくけすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ こけかせ-
つぇゃぇ ゃ すけゅぇゃぇてくうすっ ぉなかゅぇさしおう う 
ゅさなちおう おうかうう. ¨すさぇくけ こさけはゃはゃぇか 
けしけぉっくう せきしすゃっくう しこけしけぉくけしすう う 
すゃなさょけしす くぇ たぇさぇおすっさぇ. ╇いせつうか 
ゅさなちおうは „おぇすけ しなとうくしおう ゅさなお”, 
ぇ おけゅぇすけ いぇゅけゃけさっか くぇ つうしす すせさ-
しおう, けきぇえゃぇか ょけさう すせさちうすっ. ╆くぇ-
っか させしおう, しさなぉしおう, ぇ ゃっさけはすくけ う 
ょさせゅう しかぇゃはくしおう っいうちう. ′ぇ 21 ゅけ-
ょうくう しっ いぇかぇゃは し すなさゅけゃうは, おぇすけ 
ぉぇとぇ しう.
] ぉぇとうくうは いぇくぇはす. 』けさぉぇょあう 

╂させえけ しっ いぇくうきぇゃぇか し こさっおせこゃぇ-
つっしすゃけ, けすかうつくけ いくぇっか すせさしおぇすぇ 
ょなさあぇゃくぇ せさっょぉぇ, こけいくぇゃぇか しっ し 
ゃうしてう ちぇさうゅさぇょしおう つうくけゃくうちう 
う こなさゃっくちう けす けおけかくうすっ こけ-ゅけ-
かっきう ゅさぇょけゃっ う ょぇか ちっくくう しなゃっ-
すう くぇ しうくぇ しう. ]すけっくつけ „てっすぇか” 
うい ぉかういおう う ょぇかっつくう ゅさぇょけゃっ う 
おけゅぇすけ ぉぇとぇ きせ しっ せぉっょうか, つっ っ 
こさうょけぉうか ょけしすぇすなつくけ けこうすくけしす, 
ゅけ ういこさぇすうか ゃ 『ぇさうゅさぇょ こけ くはおけう 
„しこっちうぇかくう すなさゅけゃしおう さぇぉけすう”. 
〈ぇき きかぇょうはす ╂させえけけかせ しっ いぇこけい-
くぇゃぇ し ゃしうつおう ゃかうはすっかくう すせさしおう 
こぇてう う ぉっえけゃっ う しっ  しょけぉうか し 
ちぇさしおう そっさきぇく いぇ てうさけおぇ すなさゅけ-
ゃうは. 〈けえ くぇこなかくけ いぇきっしすうか ぉぇとぇ 
しう う ゃっつっ すなさゅせゃぇか しぇきけしすけはすっか-
くけ. ╋くけゅけ ちぇさうゅさぇょしおう すなさゅけゃちう 
ゅけ けぉうおくぇかう, いぇすけゃぇ さぇぉけすっか こさっ-
ょうきくけ し 『ぇさうゅさぇょ.
╀けさぉぇすぇ し ╉ぇさぇそっさかうはすぇ. 

╀なかゅぇさしおけすけ くぇしっかっくうっ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお ぉうかけ ういきなつゃぇくけ, けしけぉっくけ 
しかっょ おぇすけ けおけかうえしおう くぇつぇかくうお 
しすぇくぇか ╋ったきっょ ┿ゅぇ ╉ぇさぇそっさかうは-
すぇ. 〈けえ こさけういゃけかくけ しなぉうさぇか ょぇ-
くなちう ゃ くぇすせさぇ, ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす 
おけうすけ こけかいゃぇか いぇ しゃけう くせあょう, ぇ 
しぇきけ きぇかおぇ つぇしす いぇきうくぇゃぇかぇ いぇ 
たぇいくぇすぇ, くぇ おけはすけ おぇいぇくかなつぇ-
くう ぉうかう こけしすけはくくう ょかなあくうちう.                                                                                                          
〈ったっく いぇとうすくうお しすぇくぇか ]すけっく-
つけ ╂させえけけかせ, おけえすけ ゃっつっ あうゃけ 
せつぇしすゃぇか ゃ せこさぇゃかっくうっすけ, おけく-
すさけかうさぇか こさけういゃけかうすっ くぇ ぇはくうくぇ 
う しっ いぇしすなこゃぇか いぇ しなゅさぇあょぇくうすっ 
しう. 〈けゃぇ こけさけょうかけ ゅけかはきぇ けきさぇいぇ 
きっあょせ ょゃぇきぇすぇ. ╉けゅぇすけ ╂させえけけかせ 
しう いぇしすさけうか おけくぇお う しう ょけしすぇゃうか 
けす ╄ゃさけこぇ ゅけすけゃう こっつおう, ╉ぇさぇ-
そっさかうはすぇ しなけぉとうか くぇ ╁うしけおぇすぇ 
こけさすぇ, つっ ╂させえけけかせ しっ ゅけすゃう ょぇ 
ゃなしすぇゃぇ う つっ しう っ ょけしすぇゃうか すけ-
こけゃっ. ′ぇ こさけゃっさおぇ こさうしすうゅくぇか 
っょうく こけかおけゃくうお けす ¨ょさうくしおぇすぇ 
ゃぇかうは. ╂させえけけかせ しこけおけえくけ ういしかせ-
てぇか ょけくけしうすっ う いぇゃっか こけかおけゃくう-
おぇ くぇ きはしすけ, いぇ ょぇ ゃうょう こっつおうすっ, 
いぇ おけうすけ ╉ぇさぇそっさかうはすぇ しなけぉとうか, 

』 【 《 ╊ 〉 ぁ 《  ╈ 『 】 ‶ 《 《 ] 】
つっ しぇ すけこけゃっ. [ぇいゅくっゃっくうはす こけか-
おけゃくうお いぇこかのか ょけくけしくうおぇ こさっょ 
けつうすっ くぇ ゃしうつおう つかっくけゃっ くぇ せこ-
さぇゃぇすぇ し ょせきうすっ: „╁しうつおう いぇこけゃっ-
ょう, おけうすけ くっ ゅう さぇいぉうさぇて, とっ しっ 
ょけこうすゃぇて ょけ ]すけっくつけ ╂させえけけかせ!”                                                                                                                
╁っょくなあ, ゃさなとぇえおう しっ けす ‶かけゃ-

ょうゃ, ╉ぇさぇそっさかうはすぇ けぉうょうか 
╂させえけけかせ, おけえすけ いぇこけゃはょぇか くぇ 
そぇえすけくょあうはすぇ しう ょぇ ゅけ けすおぇさぇ 
けぉさぇすくけ ゃ ‶かけゃょうゃ う おぇいぇか: „╄ょう-
くうはす けす くぇし すさはぉゃぇ ょぇ しっ ういしっかう 
けす ╉ぇいぇくかなお”.
╉さぇはす くぇ すぇいう ゃけえくぇ. ╁ ‶かけゃ-

ょうゃ ╂させえけけかせ いぇゃっあょぇ ょっかけ しさっ-
とせ おぇえきぇおぇきうくぇ いぇ ゃしうつおうすっ きせ 
ぉっいいぇおけくうは う とっすう, くぇくっしっくう くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ. ╉ぇさぇそっさかうはすぇ ぉうか 
けしなょっく, くけ ぇこっかうさぇか ゃ ¨ょさうく, 
おなょっすけ こけすゃなさょうかう さってっくうっすけ 
くぇ しなょぇ. ‶けしかっ しっ くぇしけつうか おなき 
こけしかっょくぇすぇ ぉっいぇこっかぇちうけくくぇ 
うくしすぇくちうは ゃ 『ぇさうゅさぇょ, おなょっすけ 
けおけくつぇすっかくぇすぇ きせ こさうしなょぇ ぉうかぇ 
– いぇすけつっくうっ ゃ ╃うぇさぉっおうさ. ]せかすぇ-
くなす くぇゅさぇょうか  ╂させえけけかせ し けさょっく 
う きせ ょぇか くはおけかおけ „すっかけこぇいうすっかう”, 
いぇ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╃けおぇ-
すけ ぉうか ゃ 『ぇさうゅさぇょ, ╂させえけけかせ くっ-
ゃけかくけ こけこぇょくぇか くぇ こさうはすっかう くぇ 
╉ぇさぇそっさかうはすぇ, おけうすけ しっ けこうすぇかう 
ょぇ ゅけ けすさけゃはす, くけ けこうすくう かっおぇさう 
ゅけ しこぇしうかう. 
′けゃうはす せこさぇゃくうお. ╁うしけおぇすぇ 

こけさすぇ こけしすぇゃうかぇ ]すけっくつけ ╂させえけ-
けかせ くぇつっかけ くぇ せこさぇゃかっくうっすけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお う けおけかうはすぇ. ╁っつっ くうおけえ 
くっ こさっょこさうっきぇか くうとけ ぉっい くっゅけゃけ 
しなゅかぇしうっ, ゃしうつおう すせさしおう ぉけゅぇすぇ-
てう, こぇてう う ぉっえけゃっ ぉかぇゅけゅけゃっっかう 
こさっょ くっゅけ う きせ しすぇゃぇかう くぇ おさぇおぇ, 
おけゅぇすけ きうくぇゃぇか.
]かっょ すさう ゅけょうくう しせかすぇく ╋っょあうょ 

けすしっょくぇか ゃ ╉ぇいぇくかなお こさう あっくぇすぇ 
う しうくぇ くぇ いぇすけつっくうは おぇえきぇおぇきうく. 
〈っ せしこっかう ょぇ ゅけ けきうかけしすうゃはす う 
╉ぇさぇそっさかうはすぇ しっ いぇゃなさくぇか ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. ′け いぇゃうしすすぇ けす せしこったうすっ 
くぇ ╂させえけけかせ ぉうかぇ すけかおけゃぇ ゅけかは-
きぇ, つっ しっ けすさぇいうかぇ くぇ いょさぇゃっすけ 
きせ う しかっょ 20 ょくう すけえ せきさはか けす 
きけいなつっく せょぇさ.
‶けこせかはさくけしすすぇ くぇ ╂させえけけかせ くっ-

こさっおなしくぇすけ さぇしすはかぇ. 〈けえ いぇきうくぇか 
いぇ 『ぇさうゅさぇょ, おなょっすけ けぉっとぇか くぇ 
くはおけかおけ ゃかうはすっかくう こぇてう つぇしす 
けす ょけたけょうすっ けす ょっしはすなおぇ, ぇおけ ゅけ 
こさっょしすぇゃはす くぇ しせかすぇくぇ おぇすけ „くぇえ-
ゃっさっく くぇ ょなさあぇゃぇすぇ”. ¨ぉはしくうか 
こさけういゃけかうすっ くぇ ╉ぇさぇそっさかうはすぇ  
う しっ けぉゃなさいぇか ょぇ こかぇとぇ くぇ ょなさ-
あぇゃぇすぇ ょゃけえくけ. ]せかすぇくなす ゅけ くぇ-
ゅさぇょうか し けさょっくぇ „]ぇぇょなおな” /いぇ 
ゃはさくけしす/.
]ぇかすぇくぇすうすっ ╂させえけけかけゃう. 

〈けゅぇゃぇてくけすけ くぇしっかっくうっ きくけ-
ゅけ しっ ゃこっつぇすかはゃぇかけ けす ゃなくてくうは 
ぉかはしなお. ╆ぇすけゃぇ ╂させえけけかせ しないょぇか 
しこっちうぇかくぇ ちっさっきけくうは こさう けすう-
ゃぇくっすけ きせ ゃ おけくぇおぇ: くぇえ-けすこさっょ 
すうつぇす すさう おせつっすぇ, おけうすけ かぇはす う 
こさっょせこさっあょぇゃぇす, つっ つけさぉぇょあうは-
すぇ うょっ;  しかっょ すはた – ╂ぇくつけ, きかぇょ 
きけきなお し こけすせさう う おけあっくぇ てぇこおぇ; 
くぇ くはおけかおけ おさぇつおう しかっょ ╂ぇくつけ 
– っょくけ いぇこすうっ; くぇ ょっしっす おさぇつおう 

しかっょ いぇこすうっすけ – ]すけっくつけ ╂させ-
えけけかせ, けぉうおくけゃっくけ しなし しぇきせさっく 
おのさお; くぇ ういゃっしすくけ さぇいしすけはくうっ 
しかっょ くっゅけ ゃなさゃう ╋うすの ╉けっゃ – し 
つうぉせおぇ くぇ ╂させえけけかせ, ゃなさたせ おぇ-
かなそ けす しせおくけ; う くぇおさぇは ゃなさゃはす  
„ぇぇいうすっ” ぉなかゅぇさう – つかっくけゃっすっ くぇ 

けぉとうくしおうは しなゃっす. ╆ぇょぇゃぇくっすけ くぇ 
╂させえけけかけゃけすけ てっしすゃうっ しこうさぇかけ 
ちはかけすけ ょゃうあっくうっ, ぇ すっいう, おけうすけ 
ぉうかう しっょくぇかう, ゃっょくぇゅぇ しすぇゃぇかう 
くぇ おさぇおぇ ょぇ ゅけ こけいょさぇゃはす.
‶けおさけゃうすっかはす ╂させえけけかせ. 

〉こさぇゃかっくうっすけ くぇ ╂させえけけかせ しかぇゅぇ 
おさぇえ くぇ ゃしうつおう こさけういゃけかう. 〈けえ 
いぇとうすぇゃぇか たさうしすうはくうすっ, ういすさっ-
ぉうか ゃしうつおう さぇいぉけえくうちう, ょけおぇいぇか 
くぇ ぉなかゅぇさう う すせさちう, つっ っょくぇお-
ゃけ しなょう. ╇ ぉけゅぇすうすっ, う しうさけきぇ-
しうすっ いくぇっかう, つっ すけえ うきぇ しうかくぇ 
こけょおさっこぇ けす しせかすぇくぇ う つっ きけあっ 
けす ゃなあっすけ けしなょっく くぇ しきなさす ょぇ 
しゃぇかう. ╋っしすくうすっ ゃかぇしすう ぉうかう ゃ 
さなちっすっ きせ. 〉ゃけかくはゃぇか しなょうう, くぇ-
つぇかくうちう う ょさせゅう ぇょきうくうしすさぇすうゃ-
くう かうちぇ う くぇいくぇつぇゃぇか おけゅけすけ すけえ 
うしおぇ. 〈なえ おぇすけ ゃしうつおけ いぇゃうしっかけ 
けす くっゅけ, ゃっょくなあ おぇいぇか くぇ っょうく 
きのょのさうく /こけかうちっえしおう こさうしすぇゃ/ 
ょぇ しっ こさぇゃう くぇ いぇしこぇか, おけゅぇ-
すけ しっ さってぇゃぇす ゃぇあくう しこけさけゃっ.                                                                                                                                      
‶け ゃさっきっすけ くぇ ╂させえけけかせ ぉうか うい-
ょぇょっく っょうく ゃぇあっく そっさきぇく ゃ いぇ-
とうすぇ くぇ きっしすくうすっ すなさゅけゃちう しさっ-
とせ つせあょうすっ, おけうすけ こさっしすけはゃぇかう 
くっいぇおけくくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお う しかっょ 
おさぇは くぇ こぇくぇうさぇ.
¨とっ „つっさすうちう” おなき こけさす-

さっすぇ きせ. 〈けえ ゃけょっか ょさっぉくぇ 
すなさゅけゃうは し おけこさうくぇ いぇっょくけ し 
╋ぇくぬけけかせ, うきぇか ゃっょくなあ くっぉかぇ-
ゅけさぇいせきうっすけ ょぇ けしこけさゃぇ つぇしす けす 
こっつぇかぉぇすぇ. [ぇいゅくっゃっくうはす ╂させえけ-
けかせ こさうおかのつうか しこけさぇ, おぇすけ うい-
ゃうおぇか くぇ つうぉせおつうはすぇ しう: „╋うすぬけ, 
ょぇゃぇえ しおけさけ ゃなあっすけ う すっゅかう すけいう 
こっいっゃっくゅうく”. 〈っ しこけさうかう う いぇ 
ゃけょうすっ ゃ ╉ぇえくぇさょあぇ. ╋ぇくぬけけかせ 
こさなゃ くぇきっさうか ゃけょぇ いぇ つぇさぇおつうえ-
くうちうすっ しう. ′け ╂させえけけかせ こさっゃいっか 
う さぇいてうさうか こけょいっきくうすっ おぇくぇかう, 
いぇ おけっすけ ゃかけあうか 1000 かうさう. ╇い-
おぇさぇか きくけゅけ ゃけょぇ いぇ つぇさぇおつうえ-
くうちぇすぇ しう う こけしすさけうか くぇょ くっは 
おせかぇ, こぇいっくぇ けす ゃけえくうちう. 〈ぇき 
ぉうかぇ かはすくぇすぇ きせ さっいうょっくちうは.                                                                                                                            
‶さっい 1860 ゅ. ゃっいうさなす すさはぉゃぇかけ ょぇ 
きうくっ こさっい ‶かけゃょうゃ, おぇすけ しっ うく-
そけさきうさぇ いぇ しなしすけはくうっすけ う くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. ╁ こけょけぉくう しかせつぇう ゃしうつおう 
– けす ゃぇかうはすぇ ょけ さぇいしうかくうは, けつ-
ぇおゃぇかう ╂させえけけかせ し くっすなさこっくうっ, 
すなえ おぇすけ すけえ ゃうくぇゅう しっ こけはゃはゃぇか 
し すけさぉう こぇさう, おけうすけ さぇいょぇゃぇか 
おぇすけ „ぉぇおてうて”. 〈けゃぇ ゅけ ういょうゅぇかけ 
けとっ こけゃっつっ ゃ けつうすっ くぇ ゃしうつおう.                                                                                                                           
╋くけいうくぇ きせ いぇゃうあょぇかう う すなさしっ-
かう しかせつぇえ ょぇ ゅけ こけょさぇいくはす. ‶ぇてぇ 
╋うたぇかぇおう けす ‶かけゃょうゃ きせ こうしぇか, 
つっ うしおぇ ょぇ おせこう ょゃぇすぇ きせ ぉっかう 
おけくは, すなえ おぇすけ „くっきせ こó こさうかう-
つぇかけ ょぇ うきぇ すうは おけくっ”. ╂させえけけかせ 
こけさなつぇか くぇ こうしぇさは しう ょぇ けすゅけゃけ-
さう, つっ すなさしう いぇ おけつうはて かうちっ しなし 
しなとうすっ おぇつっしすゃぇ, おぇおゃうすけ うきぇか 
こぇてぇすぇ, くけ ぉっい ょぇ しこけきっくぇゃぇ 

うきっすけ きせ. ┿ おけくっすっ う そぇえすけくぇ しう 
ういこさぇすうか おぇすけ こけょぇさなお くぇ ╁っかう-
おうは ゃっいうさ. ′け, ういゅかっあょぇ, ょなかゅけ っ 
しおなさぉはか いぇ すけいう こけょぇさなお. ╉けゅぇすけ, 
おぇすけ ょっすっ, ╉. ╇ゃぇくけゃ ゅけ いぇこうすぇか: 
„┿, ぉっ つけさぉぇょあう, おなょっ すう しぇ ぉっ-
かうすっ おけくっ?”, ╂させえけけかせ けすゅけゃけさうか: 
„′ぇ すう ょゃぇえしう こぇさう, つっ けとっ ゃっょ-
くなあ ょぇ くっ しう きう しこけきっくぇか いぇ すうは 
おけくっ”.
╂させえけけかせ ぉうか ういすなくつっく かうたゃぇさ 

う こさうくせあょぇゃぇか こけ-いぇきけあくう-
すっ たけさぇ ょぇ いぇっきぇす こぇさう けす くっゅけ. 
╁なゃ ゃしはおぇ きぇたぇかぇ うきぇか しゃけう 
„かぇかぇょあうう”, おけうすけ しなしすぇゃかはゃぇかう 
せこさぇゃうすっかくうは きせ しなゃっす.
╆ぇ くぇさけょくぇすぇ ょせたけゃくけしす. ′ぇ 

27.12.1860 ゅ. きかぇょっあうすっ けしくけゃぇ-
ゃぇす こなさゃけすけ いぇ ゅさぇょぇ つうすぇかうとっ. 
¨すおさうゃぇくっすけ くぇ すけゃぇ „ぉけゅけせゅけょくけ 
う しゃはすけ いぇゃっょっくうっ” しすぇくぇかけ し さっ-
てぇゃぇとうは ゅかぇし くぇ ╂させえけけかせ. 〈けえ 
ぉうか っょうく けす こなさゃうすっ, こけょおさっこう-
かう う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ たさぇき „]ゃ. 
╈けぇく ‶さっょすっつぇ”. ╀かぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ くっゅけ ゃしうつおう ゅさぇょしおう こけこけ-
ゃっ ぉうかう こさうくせょっくう ょぇ こさういくぇはす 
いぇ くぇさけょっく こさぇいくうおぇ くぇ ]ゃっすう-
すっ ぉさぇすは ╉うさうか う ╋っすけょうえ う ょぇ 
しかせあぇす かうすせさゅうは. ′ぇ すっいう, おけう-
すけ けすおぇいゃぇかう, すけえ さぇいこけさっあょぇか 
ょぇ うき ぉなょぇす けぉさなしくぇすう ぉさぇょうすっ. 
〈っいう ょのおはくょあうう, おけうすけ けすゃぇさは-
かう ょのおはくうすっ しう くぇ すさっすうは ょっく くぇ 

╁っかうおょっく, すけえ くぇおぇいゃぇか „ゃしっおう 
しこけさっょ しうかぇすぇ しう” ょぇ ょぇさう ゃけしなお 
くぇ きぇたかっくしおぇすぇ しう つっさおゃぇ.                                                                                                                            
╊うつくうはす あうゃけす くぇ ╂させえけけかせ. 

‶なさゃぇすぇ きせ あっくぇ ぉうかぇ ぉけゅぇすぇすぇ 
ょなとっさは くぇ ‶けょしおけつうはすぇ, おけえすけ 
うきぇか すけかおけゃぇ けゃつっ きぇしかけ, つっ „し 
すっしかぇ ゅけ おけこぇかう”. [ぇいおぇいゃぇす, つっ 
くはおけう ゃうしけおけこけしすぇゃっくう かうちぇ きせ 
しっ こさうしきっかう いぇ ゅさけいくぇすぇ きせ しな-
こさせゅぇ う すけえ ゃっょくぇゅぇ は „くぇこなょうか”. 
¨す くっは ゅさぇょしおうはす こなさゃっくっち うきぇ 
ょゃぇきぇ しうくぇ – ╂させえつけ う 》さうしすけ, う 
っょくぇ ょなとっさは - ╋ぇさうは. ╂させえつけ くっ 
けしすぇゃうか くぇしかっょくうちう. 》さうしすけ うきぇ 
ょゃっ ょなとっさう, ぇ ╋ぇさうは - っょうく しうく う 
すさう ょなとっさう. ¨す ゃすけさぇすぇ しう あっくぇ, 
つうっすけ かのぉうきけ いぇくうきぇくうっ ぉうかう 
おかのおうすっ いぇ ゃうょくうすっ おぇいぇくかなておう 
しっきっえしすゃぇ, ╂させえけけかせ くはきぇか ょっちぇ.                                                                                                                            
〈けえ けぉさなとぇか ゅけかはきけ ゃくうきぇくうっ 
くぇ こさうしかせゅぇすぇ しう. ′っゅけゃ しこっちうぇ-
かっく そぇえすけくょあうは ぉうか ‶っくつけけかせ, 
ぇ こけきけとくうお きせ ぉうか ょはょけ ╃けぉさう 
《せくっおぇ. ╂ぇくつけ くけしっか こけおせこおうすっ 
きせ, ぇ ╋うすの ぉうか ゅかぇゃっく ょけきぇおうく 

う くけしぇつ くぇ つうぉせおぇ きせ. 【ぇぉぇく, 
ちうゅぇくうくなす, うきぇか いぇょなかあっくうっすけ 
ょぇ しっつっ ょなさゃぇ う ょぇ ゃぇょう ゃけょぇ いぇ 
ぉぇくはすぇ. ╇きぇか う 4-5 しかせゅうくう – いぇ 
„さぇいくう しかせあぉう”.
╀ぇとうくぇ くぇょっあょぇ う きなおぇ. ╂け-

かはきぇすぇ くぇょっあょぇ くぇ ╂させえけけかせ ぉうか 
しうくなす きせ ╂させえつけ, おけえすけ こさうかうつぇか 
くぇ ぉぇとぇ しう, くけ くはきぇか しなとうは たぇ-
さぇおすっさ. ‶なさゃけくぇつぇかくけすけ しう けぉ-
さぇいけゃぇくうっ きけきつっすけ こけかせつうかけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお – っょくぇ けす こさうつうくうすっ ょぇ 
しっ けぉなさくっ ゃくうきぇくうっ くぇ こさけしゃっすぇ-
すぇ う せつうかうとくうは さっょ ゃ ゅさぇょぇ. ¨す 
╉ぇさかけゃけ しこっちうぇかくけ ぉうか ういゃうおぇく 
せつうすっか - „ゅかせぉけおけせつっく つけゃっお”, つう-
はすけ さぇぉけすぇ こけおぇいぇかぇ „つせょくけゃぇすう” 
さっいせかすぇすう. ]かっょ すけゃぇ きかぇょっあなす 
せつうか ゃ 『ぇさうゅさぇょ ゃなゃ そさっくしおけ 
せつうかうとっ. ╉けゅぇすけ 21-ゅけょうてくう-
はす ╂させえつけ しっ いぇあっくうか, ぉぇとぇ きせ 
いぇこけゃはょぇか ゃしうつおう „たぇえょせすう う 
ゅかぇゃぇすぇさう ょぇ しかはいぇす いぇ しゃぇすぉぇ-
すぇ う とっ ぉなょぇす けこさけしすっくう, うくぇつっ 
とっ けすゅけゃぇさはす し あうゃけすぇ しう”. ‶さけ-
つせすうはす たぇえょせすうく ╊ぇすうそぇ くっ しっ 
こけょつうくうか う こかぇすうか し ゅかぇゃぇすぇ しう. 
╁しうつおう ぉなかゅぇさう うい けおけかうはすぇ ょけ-
てかう くぇ しゃぇすぉぇすぇ, くぇすさせこぇくう ぉうかう 
ゅけかっきう こけょぇさなちう. ╀うかう いぇおかぇくう 
700 けゃっくぇ, 17 ぉうゃけかぇ う 30 おけくは. 
╃ゃっ しっょきうちう すさぇはかぇ ゅけとぇゃおぇ-
すぇ. ╆ぇ „いぇぉぇゃぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ” 
こさうしすうゅくぇかぇ う ぇおさけぉぇすしおぇ すさせこぇ.                                                                                        

╂けょうくぇ こけ-おなしくけ 
╂させえつけ せきうさぇ けす しうか-
くぇ こさけしすせょぇ. 【っしす 
すぇゃう し きけくっすう ぉうかう 
こさなしくぇすう しさっょ こさう-
しなしすゃぇとうすっ こけ ゃさっ-
きっ くぇ こけゅさっぉっくうっすけ 
きせ. ]かっょ しきなさすすぇ くぇ 
しうくぇ しう ╂させえけけかせ しっ 
こけぉけかはか.
‶さっょしきなさすくうはす 

しなく くぇ ╂させえけけかせ. 
′ぇ 15.04.1864 ゅ. – 
╁っかうおぇ しさはょぇ, ╂させ-
えけけかせ くぇ すさう こなすう 
しっ ぉせょうか こさっい くけとすぇ 
う うしおぇか けす ╋うすの ょぇ 
きせ ょぇょっ つうぉせおぇ う ょぇ 
きせ くぇこさぇゃう おぇそっ. 
′ぇ しせすさうくすぇ こけゃう-
おぇか すさうきぇ おったぇう, いぇ 
ょぇ さぇいすなかおせゃぇす しなくは 
きせ, しなくせゃぇく くぇ すさう 
こなすう - はゃうか きせ しっ 
つけゃっお し ぉっかう ょさったう, 
おけえすけ くぇ ゃうしけお ゅかぇし 

ういゃうおぇか: „]すけっくつけ つけさぉぇょあう, 
ゃうおぇす  すっ くぇ きっいかうつぇ, すゃけはす しうく 
っ すぇき”. „]なくっすなかおせゃぇすっかうすっ” こけ-
きけかうかう いぇ こさけておぇ, „いぇょっすけ しなくはす 
くっ っ ょけぉなさ” う おぇいぇかう, つっ „しきなさすすぇ 
ゅけ こさっしかっょゃぇ う すさはぉゃぇ ょぇ ょうさう 
しこぇしっくうっ”. ′ぇ しかっょゃぇとうは ょっく – 
╁っかうおう つっすゃなさすなお, ╂させえけけかせ いぇ-
きうくぇか ょぇ すなさしう かっお ゃ ‶かけゃょうゃ. 
]すうゅくぇか ょけ ╉ぇかけそっさ, しすぇくぇかけ 
きせ かけてけ う けしすぇくぇか こさう てせさっは 
しう, おけえすけ こけすなさしうか かっおぇさしおぇ こけ-
きけと, くけ くうとけ くっ こけきけゅくぇかけ. ¨す-
くっしかう ゅけ ょけ きぇくぇしすうさぇ, おなょっすけ 
ょけ ゃっつっさすぇ ういょなたくぇか. ‶けゅさっぉぇ-
かう ゅけ ゃ きぇくぇしすうさしおけすけ ゅさけぉうとっ. 
]かっょ くはおけかおけ ゅけょうくう おけしすうすっ 
きせ ぉうかう こさっくっしっくう ゃ ╉ぇいぇくかなお.                                                                                                                                       
╉けゅぇすけ さぇいすゃけさうかう しなおさけゃうとっすけ 
くぇ ]すけっくつけ ╂させえけけかせ, くぇきっさうかう 
しぇきけ 60 かうさう う っょうく いかぇすっく こさなし-
すっく - いくぇお, つっ „すけえ くっ ぉうか けす けくうは 
しこぇたうう, おけうすけ けゅけかゃぇかう くぇさけょぇ いぇ 
しゃけは しきっすおぇ”.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

„′ぇ いっきはすぇ ょゃぇ ちぇさは ちぇさせゃぇす - っょうくうはす っ しせかすぇ-
くなす ゃ 『ぇさうゅさぇょ, ぇ ょさせゅうはす - ╂させえけけかせ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお“, おぇいゃぇかう こけ けくけゃぇ ゃさっきっ きっしすくうすっ たけさぇ. ╆ぇ 
]すけっくつけ ╂させえけけかせ くぇせつぇゃぇきっ けす すけき ┶ くぇ しぉけさくうおぇ 
„╉ぇいぇくかなお ゃ きうくぇかけすけ”, いぇこぇいっく しぇきけ ゃ くはおけかおけ 
っおいっきこかはさぇ, ぉっい しくうきおけゃ きぇすっさうぇか ゃ くっゅけ. ┿ゃすけ-
さなす くぇ „こけゃっしすゃせゃぇくうはすぇ いぇ あうゃけすぇ きせ”, くぇこうしぇくう 
こさっい 1912 ゅ. - ╋ぇすっえ ╂っけさゅうっゃ, ういさぇいはゃぇ しなあぇかっ-
くうっ, つっ くっ しぇ „こさっぉさけょっくう” ゃしうつおう ょけおせきっくすう, けす 
おけうすけ „ぉう しっ しなぉさぇかけ けぉうかっく きぇすっさうぇか いぇ ╂させえけ-
けかせ, おぇすけ きけとっく しこぇたうは けす 1845 ゅ.” ‶け ょせきうすっ きせ, 
ゃ けつうすっ くぇ しなゃさっきっくくうちうすっ しう すけえ っ っょくぇ しうかくぇ 
かうつくけしす し ゃうしけおけ こけかうすうつっしおけ ゃかうはくうっ, „くっとけ 
おぇすけ おぇいぇくかなておう しせゃっさっく”.

ょうちうけくくぇ しさっとぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ ぇくぇかうい くぇ さっいせかすぇすうすっ けす すぇいゅけょうてくぇすぇ おぇきこぇくうは こけ こさう-
ぉうさぇくっすけ くぇ さけいけゃうは ちゃはす う ぇおすせぇかくうすっ こさけぉかっきう くぇ さけいけこさけういゃけょしすゃけすけ ゃ しすさぇくぇすぇ.
╉ぇすけ „しこっちうそうつくぇ“ う こさけょなかあうかぇ こけ-ょなかゅけ けす けぉうつぇえくけすけ, けこさっょっかう おぇきこぇくうは 2014 ょけち. 

╁ぇしうか ╀ぇいうすけゃ, ゃさうょ. ょうさっおすけさ くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ う っすっさうつくけ-きぇしかっくうすっ おせかすせさう. 

こしうたけしけきぇすうつくうすっ いぇぉけかは-
ゃぇくうは. 
〈さっゃけあくうすっ ういゃけょう しぇ くぇ 

っょうくしすゃっくうすっ ょゃぇきぇ しこっ-
ちうぇかうしすう けす けぉかぇしす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, さぇぉけすっとう さっぇかくけ こけ 
こさけぉかっきうすっ くぇ ょっちぇすぇ う こけょ-
さぇしすゃぇとうすっ, せこけすさっぉはゃぇとう 
ぇきそっすぇきうくう う ょさせゅう くぇさ-
おけすうつくう ゃっとっしすゃぇ ゃ けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ - こしうたけかけゅなす 
╀けさはくぇ ]すっそぇくけゃぇ う こしうたう-
ぇすなさなす ょ-さ ╇ゃぇく ╃けぉさうくけゃ 
けす ╃なさあぇゃくぇすぇ こしうたうぇすさうつ-
くぇ ぉけかくうちぇ ゃ [ぇょくっゃけ.
╃ゃぇきぇすぇ しぇ うくうちうぇすけ-

さう いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ′‶¨ 
„╇いぉけさ”ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う  さぇ-
ぉけすはす こけ こさけぉかっきぇ ゃ くっは. 

〈╊』【っ【 ′╉『╅╇〉╅【╅ [╅』╅  
╇ 》《]¨[]¨〉¨[╅【╅

〈けゃぇ っょうくけょせてくけ さってうたぇ くぇ こけしかっょくけすけ 
しう いぇしっょぇくうっ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう くぇ 

╉ぇいぇくかなお. ‶さっょかけあっくうっすけ いぇ こさっきっしすゃぇくっすけ 
っ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う っ 
しなけぉさぇいっくけ ういちはかけ し あっかぇくうっすけ くぇ ゅさぇあょぇくう-
すっ, こさっょうきくけ たけさぇ しなし しっさうけいくう いょさぇゃけしかけゃ-
くう こさけぉかっきう. 『っかすぇ っ すっ ょぇ ぉなょぇす きぇおしうきぇかくけ 
せかっしくっくう こさう しゃけっすけ こけしっとっくうっ こさう かっおぇさうすっ 
う くっけぉたけょうきけしすすぇ しかっょ すけゃぇ ょぇ いぇゃっさはゃぇす ょけ-
おせきっくすう ゃ [╆¨╉. 〈ぇおぇ たけさぇすぇ, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけしっとぇゃぇす しゃけは かうつっく かっおぇさ うかう しこっちうぇかうしす, 
ぇ しかっょ すけゃぇ ょぇ こさぇゃはす いぇゃっさおう くぇ いょさぇゃくう 
おくうあおう う ょさせゅう ょけおせきっくすう ゃ [╆¨╉, とっ きけゅぇす 
ょぇ ういゃなさてゃぇす すけゃぇ きくけゅけ こけ-かっしくけ, ぉなさいけ う 
せょけぉくけ, ぉっい ょぇ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ すなさしはす すさぇくしこけさす 
ょけ ょけしっゅぇてくうは けそうし くぇ ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ.
¨そうしうすっ くぇ そうかうぇかぇ くぇ ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ ゃ 

╉ぇいぇくかなお とっ しっ こけきっとぇゃぇす くぇ ゃすけさうは っすぇあ, 
ぇ ぇさたうゃなす くぇ こけしかっょくうは. 
╁ くぇえ-しおけさけ ゃさっきっ こさっょしすけう こさっきっしすゃぇくっすけ 

ょぇ ぉなょっ そぇおす.  
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“

』ひそいちあきかせけみ そてうひお 
ぬけなちけてか


