
╇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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100 ゅけょうくう けす けそうちう-
ぇかくけすけ いぇたさぇくゃぇくっ し っかっお-
すさうつっしすゃけ くぇ ╉ぇいぇくかなお う けす 
こせしおぇくっすけ ゃ っおしこかけぇすぇちうは 
くぇ こなさゃぇすぇ ういちはかけ こさけっおすう-
さぇくぇ, そうくぇくしうさぇくぇ う ういゅさぇ-
ょっくぇ けす ぉなかゅぇさう ╁╄『 - ╄くうくぇ 
ぉはたぇ けすぉっかはいぇくう ゃ ╉ぇいぇくかなお 
し ょゃせょくっゃくう こさけはゃう. 
¨さゅぇくういぇすけさ くぇ つっしすゃぇくう-

はすぇ しすぇくぇたぇ くぇしかっょくうちうすっ 
くぇ うょっけかけゅぇ う しないょぇすっかは くぇ 
こなさゃぇすぇ ういちはかけ ぉなかゅぇさしおぇ 
╁╄『 - ぉぇとぇ う しうく - ]すけはく 
う ╂っくつけ ]すぇえくけゃう, おぇおすけ う 
くぇしかっょくうちう くぇ さけょぇ 》ぇょ-
あうゅっくつっゃう けす ╃さはくけゃけ, ょけ-
ぉぇゃうかう くせあくうすっ こぇさう いぇ 
ゅさぇょっあぇ くぇ ゃけょくぇすぇ っかっお-
すさけちっくすさぇかぇ ゃ こけょくけあうっすけ 
くぇ ╀ぇかおぇくぇ.
¨そうちうぇかくけ いぇ こなさゃう こなす 

っかっおすさうつっしおぇ おさせておぇ しゃっ-
すゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ くぇゃっつっ-
さうっすけ くぇ 1-ゃう はくせぇさう 1914 

〈さう ゅけかっきう う ぇこっすうすくう けぉとうくしおう こぇさちっ-
かぇ こせしおぇ いぇ こさけょぇあぉぇ つさっい すなさゅ ¨ぉとうくぇ 

╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ  こかぇすう 3 きうかうけくぇ 315 たうかは-
ょう 139 かっゃぇ くぇ そうさきぇ „〈さぇおうは すさっえょ”  こけ ょけ-
ゅけゃけさ いぇ しすさけっあ けす 2007-きぇ ゅけょうくぇ, けぉはゃっく 
いぇ くうとけあっく. [ってっくうっすけ っ くぇ ┿さぉうすさぇあくうは 
しなょ こさう ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ- こさけきうてかっくぇ 
こぇかぇすぇ う っ けおけくつぇすっかくけ. ]おかのつっくうはす ゃ すけゅぇ-
ゃぇてくうは おきっすしおう きぇくょぇす ょけゅけゃけさ くぇ こさぇおすうおぇ 
しっ けおぇいゃぇ ゃ せとなさぉ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ うくすっさっ-
しう. ‶さけょぇあぉぇすぇ くぇ ぇおすうゃうすっ っ っょうく けす ゃぇ-
さうぇくすうすっ, おけうすけ うきぇ ¨ぉとうくぇすぇ, いぇ ょぇ ゃなさ-
くっ ゃないきけあくけ くぇえ-ぉなさいけ こぇさうすっ くぇ そうさきぇすぇ, 

╃っすしすゃけすけ う きかぇょけしす
すぇ くぇ 〉っかしおうは こさうくち. 

〈けえ ぉうか こさうくち こけ さけあょっくうっ, 
し すうすかぇ „ゃうしけつっしすゃけ”. ╄ょせぇさょ っ 
くぇえ-ゅけかっきうはす しうく くぇ ╃あけさょあ V 
う ╋っさう 〈っお, こけ-ゅけかっきうはす ゃくせお 
くぇ おさぇかうちぇ ╁うおすけさうは. [けょっく っ 
こさっい 1894 ゅ. ╃ぇかう きせ てっしす おさな-
とっかくう うきっくぇ: ╄ょせぇさょ – ゃ つっしす 
くぇ ょはょけ しう, ┿かぉっさす – くぇ こさぇょはょけ 
しう, ぇ うきっくぇすぇ ╃あけさょあ, ╄くょさの, 
‶ぇすさうお う ╃っえゃうょ – ゃ つっしす, しな-
けすゃっすくけ, くぇ こけおさけゃうすっかうすっ くぇ 
┿くゅかうは, 【けすかぇくょうは, ╇さかぇくょうは 
う 〉っかし. ′ぇえ-きくけゅけ すけえ たぇさっし-
ゃぇか ╃っえゃうょ, さけょくうくうすっ う こさう-
はすっかうすっ きせ ゅけ くぇさうつぇかう すぇおぇ.                                                                                                              
]かっょ しきなさすすぇ くぇ ╄ょせぇさょ V┶┶ 
こさっい 1910 ゅ. 15-ゅけょうてくうはす 
こさうくち ぇゃすけきぇすうつくけ くぇしかっょうか 
ぉさうすぇくしおうは こさっしすけか, ぇ ぉぇとぇ きせ 
きせ ょぇか すうすかぇすぇ ‶さうくち くぇ 〉っかし. 
‶け ゃさっきっ くぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ 
ゃけえくぇ こさうくちなす しかせあうか ゃ ぇさきう-
はすぇ, たけょうか う くぇ そさけくすぇ, くけ くっ 
きせ さぇいさってぇゃぇかう ょぇ ゃけのゃぇ くぇ 
こさっょくうすっ かうくうう.
╉さぇか ╄ょせぇさょ V┶┶┶. ]かっょ 

しきなさすすぇ くぇ ぉぇとぇ しう こさっい 1936 
ゅ. 42-ゅけょうてくうはす こさうくち ぉうか 
こさけゃないゅかぇしっく いぇ おさぇか くぇ ╁っ-
かうおけぉさうすぇくうは う ╇さかぇくょうは う 
いぇ うきこっさぇすけさ くぇ ╇くょうは. ‶け-
さぇくけ しなとうは ょっく すけえ こさうしすうゅ-
くぇか ゃ ╊けくょけく けす ]ぇくょさうくたっき, 
おなょっすけ こけつうくぇか ぉぇとぇ きせ, しなし 
しぇきけかっす. ╄ょせぇさょ っ こなさゃうはす 
ぉさうすぇくしおう おさぇか, ういょうゅくぇか しっ し 
ゃないょせたけこかぇゃぇすっかくけ しさっょしすゃけ. 
〈けえ いぇはゃはゃぇ くぇ きぇえおぇ しう, つっ とっ 
っ とぇしすかうゃ, ぇおけ 〉けかうし ]うきこしなく 
しっ しなゅかぇしう ょぇ しこけょっかう し くっゅけ 
う あうゃけすぇ, う すさけくぇ. ╁っつっ ぉうか 
くぇっか ぇょゃけおぇす, おけえすけ ょぇ しっ こけ-
ゅさうあう いぇ さぇいゃけょぇ え.  
]こけさっょ ぉさうすぇくしおうすっ いぇおけくう, 

すぇいう あっくうすぉぇ ういゅかっあょぇかぇ くっ-
ゃないきけあくぇ: おさぇかはす ぉうか ゅかぇゃぇ う 
くぇ ぇくゅかうおぇくしおぇすぇ ちなさおゃぇ う きせ 
ぉうかけ いぇぉさぇくっくけ ょぇ ゃしすなこゃぇ ゃ 
ぉさぇお し かうちっ し さぇいすさけゅくぇす ぉさぇお. 
[っょうちぇ おけくしっさゃぇすけさう, くぇつっかけ 
し こさっきうっさぇ ]すっくかう ╀けかょせうく, 
くぇ こさぇゃ すっおしす いぇはゃうかう, つっ ぇきっ-
さうおぇくおぇすぇ-おぇすけかうつおぇ くっ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ くうすけ おさぇかうちぇ くぇ ╁っかう-
おけぉさうすぇくうは, くうすけ きけくぇさゅぇすうつ-
くぇ しなこさせゅぇ, す. お. くはきぇ けそうちう-
ぇかくぇ すうすかぇ.
‶け ゃさっきっ くぇ おさぇすおけすけ しう ちぇ-

させゃぇくっ ╄ょせぇさょ V┶┶┶ しっ けぉはゃうか 
こさけすうゃ くぇきっしぇすぇ ゃなゃ ゃなすさって-
くうすっ さぇぉけすう くぇ ╂っさきぇくうは, こけょ-
ょなさあぇか ╋せしけかうくう, ゃかういぇか ゃ 
こけかうすうつっしおう おけくそかうおすう し こさぇ-
ゃうすっかしすゃけすけ.
〈させょくけすけ さってっくうっ. ╀けかょせ-

うく きせ いぇはゃはゃぇ, つっ こさっょ くっゅけ 
うきぇ すさう ゃぇさうぇくすぇ: ょぇ しっ けす-
おぇあっ けす うょっはすぇ いぇ ぉさぇお; ょぇ しっ 
けあっくう いぇ 〉けかうし, おけっすけ とっ ょけ-
ゃっょっ ょけ おけくしすうすせちうけくくぇ おさう-
いぇ; ょぇ しっ けすさっつっ けす こさっしすけかぇ.
╉さぇか ╄ょせぇさょ くっ きけあっか ょぇ 

ょけこせしくっ おさういぇ ゃ しすさぇくぇすぇ しう 
う ういぉさぇか すさっすうは ゃぇさうぇくす. ]ぇき 
こけょこうしぇか 〉おぇいぇ ゃ こさうしなしすゃうっ-
すけ くぇ すさうきぇすぇ しう ぉさぇすは-たっさちけ-
いう: ┿かぉっさす, 》っくさう う ╃あけさょあ. 
“′うおけえ くうおけゅぇ くっ っ こさぇゃうか すぇ-
おぇゃぇ あっさすゃぇ いぇ あっくぇ, おぇおゃぇすけ 
くぇこさぇゃう すけえ” – おぇいゃぇす ぉかういおう 
くぇ おさぇかしおけすけ しっきっえしすゃけ. – “〈けえ 
ういくっゃっさう くっ くぇ くはおけは おけくおさっす-
くぇ あっくぇ, ぇ くぇ きけくぇさたうはすぇ”. 
╉さぇか くぇ ╁っかうおけぉさうすぇくうは しすぇ-

ゃぇ ┿かぉっさす – おぇすけ おさぇか ╃あけさょあ 
V┶, ぇ ょなとっさは きせ, こさうくちっししぇ 
╄かういぇぉっす, ょくってくぇすぇ おさぇかうちぇ, 
しすぇゃぇ くぇしかっょくうちぇ くぇ こさっしすけかぇ 
う くうおけゅぇ くっ いぇぉさぇゃは くぇ おけゅけ 
ょなかあう てぇくしぇ しう.                                                                                                                                        
╇ おけさけくぇすぇ, う かのぉけゃすぇ - 

ゃないきけあくけ かう っ ぉうかけ? ]こけ-
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„╁しうつおう いくぇっすっ けぉしすけはすっか
しすゃぇすぇ, おけうすけ きっ いぇしすぇゃうたぇ 
ょぇ しっ けすさっおぇ けす すさけくぇ. ′け 
ぇい うしおぇき ょぇ さぇいぉっさっすっ, つっ 
ゃいっきぇえおう すけゃぇ さってっくうっ, くっ 
しなき しこさはか ょぇ きうしかは いぇ きけは
すぇ しすさぇくぇ う うきこっさうは. ‶さけしすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ こけゃはさゃぇすっ, つっ いぇ 
きっく っ くっゃないきけあくけ ょぇ ういこなか
くはゃぇき しゃけは ょなかゅ くぇ おさぇか, 
おぇおすけ ぇい ゅけ さぇいぉうさぇき う おぇお
すけ ぉうた うしおぇか, ぉっい こけきけとすぇ う 
こけょおさっこぇすぇ くぇ あっくぇすぇ, おけは
すけ けぉうつぇき.“ ] すっいう ょせきう くぇ 
10.12.1936 ゅ. ゃ さぇょうけけぉさな
とっくうっ おなき しゃけうすっ しなくぇさけょ
くうちう おさぇか ╄ょせぇさょ VIII けぉは
ゃはゃぇ しゃけはすぇ ぇぉょうおぇちうは. 
╋ぇかおけ こさっょう すけゃぇ すけえ っ いゃなく
くぇか くぇ しゃけはすぇ かのぉうきぇ 〉けかうし 
]うきこしなく, いぇ ょぇ え おぇあっ: „┿い 
ゃしうつおけ さってうた, ういぉうさぇき すっぉ!”                                                                                                                                        
╄ょせぇさょ V┶┶┶ – おさぇか くぇ ¨ぉっ
ょうくっくけすけ おさぇかしすゃけ ╁っかうおけ
ぉさうすぇくうは う ]っゃっさくぇ ╇さかぇく
ょうは, うきこっさぇすけさ くぇ ╇くょうは, 
うきぇ ゃすけさけすけ くぇえ-おさぇすおけ ちぇ
させゃぇくっ ゃ ぇくゅかうえしおぇすぇ うしすけ
さうは – 327 ょくう, しかっょ すけゃぇ くぇ 
╄ょせぇさょ V こさっい 1383 ゅ.

╀かけおうさぇくうすっ しさっょしすゃぇ, ぉぇくおけゃう ゅぇさぇくちうう, 
ぇおさっょうすうゃう う ょさせゅう さぇいこかぇとぇすっかくう うく-

しすさせきっくすう くぇ „┿さしっくぇか”, ょっこけいうさぇくう ゃ いぇすゃけ-
さっくぇすぇ ゃっつっ ゃすけさう きっしっち ╉けさこけさぇすうゃくぇ すなさ-
ゅけゃしおぇ ぉぇくおぇ, しっ けすさぇいはゃぇす くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
そうさきぇすぇ, きぇおぇさ すけゃぇ ょぇ くっ は いぇこかぇてゃぇ, くけ 
しっ しないょぇゃぇす いぇすさせょくっくうは. ′ぇかぇゅぇ しっ ょぇ しっ すっ-
ゅかはす くけゃう おさっょうすう, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ こさけょなかあう 
こさけういゃけょしすゃけすけ う ょぇ しっ こかぇとぇす いぇこかぇすうすっ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ. ′ぇ すけいう っすぇこ しっ しこさぇゃはきっ, くけ っ 
すさせょくけ. 〈けゃぇ いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ  くぇ 
„┿さしっくぇか”. 〈っいぇすぇ しう すけえ こけすゃなさょう う ゃ しこっちう-
ぇかくけ うくすっさゃの いぇ ╀なかゅぇさしおけすけ くぇちうけくぇかくけ さぇ-
ょうけ こさっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ. ]こけさっょ ╇ぉせてっゃ, 
ゅけかはきぇ つぇしす けす そうさきうすっ けす ╁けっくくけ-こさけきうてかっ-
くうは おけきこかっおし さぇぉけすうかう し ╉〈╀ いぇさぇょう ょけぉさうすっ 
せしかけゃうは, おけうすけ うき こさっょけしすぇゃはかぇ. ′はきぇかう しきっ 
くうおぇおゃう こさけぉかっきう うかう しこなくおう ゃ しなゃきっしすくぇすぇ 
くう さぇぉけすぇ, おぇいぇ けとっ すけえ. 

¨す っしっくすぇ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” いぇこけつゃぇ ょぇ ょっえしすゃぇ 
おさぇすおけしさけつくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ しかっょょうこかけきくぇ おゃぇかうそうおぇちうは 

くぇ おぇょさう けす そうさきぇすぇ. ¨ぉっおす くぇ こさけゅさぇきぇすぇ とっ しぇ いぇゃなさてうかう 
ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ う さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” しこっちうぇかうしすう けす 
いぇゃけょうすっ 1, 2, 3 う 4, おぇおすけ う ょなかゅけゅけょうてくう さぇぉけすくうちう くぇ 
そうさきぇすぇ しなし しさっょくけ すったくうつっしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, し きくけゅけ こさぇお-
すうつっしおう けこうす, くけ し くせあょぇ けす くぇょゅさぇあょぇくっ くぇ すっけさっすうつくうすっ 
うき いくぇくうは.  
〈けゃぇ しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿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 っおうこぇ くぇ そうさきっくぇすぇ ‶さけゅさぇきぇ いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ 
おぇょさう いぇ けさなあっえくうちぇすぇ. 〈は っ こけょ っゅうょぇすぇ くぇ ういこ. ょうさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, し せつぇしすうっすけ くぇ すったくうつっしおうは 
ょうさっおすけさ 》さうしすけ ]すさっておけゃ う しっ おけけさょうくうさぇ けす ょうさっおすけさぇ こけ 
しこっちうぇかくうすっ ゃなこさけしう ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ. 
 ‶さけゅさぇきぇすぇ いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ おぇょさう っ ゃ 3 くぇこさぇゃかっくうは: 

ょなかゅけしさけつくけ,  しさっょくけしさけつくけ う おさぇすおけしさけつくけ.

 ¨ぉはゃっくぇすぇ こさっい こさけかっすすぇ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ しすうこっくょうぇくすしおぇ 
こさけゅさぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか” いぇ ぉぇおぇかぇゃさう し けさなあっえくう しこっちうぇか-
くけしすう, ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ し 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]けそうは う 
くっゅけゃうは そうかうぇか ゃ ‶かけゃょうゃ, いぇ 

けぉせつっくうっ くぇ 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, っ  ょなかゅけしさけつくぇすぇ つぇしす

 けす すぇいう こさけゅさぇきぇ. 〈は こさっょゃうあょぇ こけょゅけすけゃおぇ う  けぉせつっくうっ 
くぇ ゃうしてう おぇょさう いぇ くせあょうすっ くぇ そうさきぇすぇ ゃ こけ-ょなかゅけしさけつっく 
ぇしこっおす. 〈ぇおぇゃぇ いぇ ゃ ぉなょっとっ しっ こさっょゃうあょぇ う いぇ ぉぇさせすくけすけ う 
こうさけすったくうつっしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ.
]さっょくけしさけつくうはす ぇしこっおす くぇ こさけゅさぇきぇすぇ  ちっかう ょぇ  こけょゅけすゃう 

しこっちうぇかうしすう いぇ さぇいかうつくうすっ くぇこさぇゃかっくうは う くせあょう くぇ いぇゃけ-
ょうすっ ゃ „┿さしっくぇか”, ゃ きぇゅうしすなさしおぇ しすっこっく, おけうすけ こさっょう すけゃぇ しぇ 
こけかせつうかう ぉぇおぇかぇゃなさしおぇ ゃ こけょけぉくう しこっちうぇかくけしすう. 

╉さぇすおけしさけつくうはす ぇしこっおす くぇ こさけゅさぇきぇすぇ うきぇ いぇ ちっか 
おゃぇかうそうおぇちうは う こさっおゃぇかうそうおぇちうは くぇ ゃうしてう おぇょさう, 
さぇぉけすっとう ゃなゃ そうさきぇすぇ う すぇおうゃぇ, しなし しさっょくけ すったくうつっ-
しおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, くけ し ゅけかはき けこうす,

いぇ ぇおすせぇかくうすっ くせあょう くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ けす おけく-
おさっすくう しこっちうぇかうしすう, けぉせつっくう いぇ さぇぉけすぇ し くけゃう すったくけかけゅうう ゃ 
おけくおさっすくう いゃっくぇ う いぇゃけょう. ′ぇ こさぇおすうおぇ すけいう ゃうょ けぉせつっくうっ っ 
しかっょょうこかけきくぇ おゃぇかうそうおぇちうは いぇ せつぇしすゃぇとうすっ ゃ こさけゅさぇきぇすぇ, 

╃させあっしすゃけすけ すなさこう いぇゅせぉう う こさう ういこなかくっくうっ くぇ こけさなつおう, いぇ おけうすけ くっ きけあっ ょぇ こけかせつう こぇ-
さうすっ しう. ╉ぇすけ くぇえ-すっあなお ゅさはた くぇ ╀′╀ ╇ぉせてっゃ こけしけつう くっういこなかくっくけすけ けぉっとぇくうっ いぇ けすゃぇさはくっ 
くぇ ╉〈╀ くぇ 21-う のかう, おけっすけ しっさうけいくけ せしかけあくうかけ しうすせぇちうはすぇ.
〈けえ ういさぇいう くぇょっあょぇ, つっ しおけさけ こさけぉかっきなす とっ こさうおかのつう, とっ しっ ゃいっきっ こさぇゃうかくけすけ さってっくうっ 

いぇ ぉぇくおぇすぇ う くはきぇ ょぇ しっ けとっすはゃぇす, おぇおすけ のさうょうつっしおう, すぇおぇ う そういうつっしおう かうちぇ. 
 ╂かっょぇきっ くぇこさっょ ゃなゃ ゃさっきっすけ, さぇぉけすうき, しすはゅぇきっ しっ いぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ ょぇ けすぉっかっあうき こさぇい-

くうおぇ くぇ „┿さしっくぇか”, けすくけゃけ のぉうかっえ - 90 ゅけょうくう けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ゃけっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ いぇはゃう, つっ くぇえ-ゃっさけはすくけ こさぇいくうおなす くぇ „┿さしっくぇか” とっ っ くぇ 3-すう 
けおすけきゃさう, おぇおすけ こけゃっかはゃぇ すさぇょうちうはすぇ, ╃っくはす くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは ょぇ しっ けすぉっかはいゃぇ ゃ こなさ-
ゃぇすぇ しっょきうちぇ くぇ けおすけきゃさう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

さっょ うしすけさうちうすっ, すぇいう あっくうすぉぇ 
っ くはきぇかけ ょぇ ょけゃっょっ ょけ おさういぇ ゃ 
ょなさあぇゃぇすぇ, ぇおけ ╄ょせぇさょ こさけしすけ 
っ ういつぇおぇか おけさけくぇちうはすぇ しう こさっい 
きぇえ 1937 ゅ. 〈けえ うきぇか おけかけしぇか-
くぇ こけこせかはさくけしす, くぇゃしはおなょっ 
こけ しゃっすぇ きせ しっ さぇょゃぇかう う くは-
きぇかけ しなきくっくうは, つっ あっくうすぉぇすぇ 
きせ とっ ぉなょっ こさうっすぇ. 〉けかうし こけ-
おなしくけ とっ おぇあっ: „〈けえ きけあってっ 
ょぇ ぉなょっ ゅけかはき おさぇか, たけさぇすぇ ゅけ 
けぉうつぇたぇ.“                                                                                                                                       
¨す ょさせゅぇ しすさぇくぇ, こけ くっこうしぇくぇ 

おけくしすうすせちうは, きけくぇさたなす うきぇか 
こさぇゃけ くぇ ゃしうつおけ, しすうゅぇ すけゃぇ 
ょぇ くっ しすぇゃぇ ょけしすけはくうっ くぇ けぉ-
とっしすゃっくけしすすぇ. ╃けさう すけかおけゃぇ 
ょけゃっさっく くぇ ╄ょせぇさょ つけゃっお, おぇすけ 

』なさつうか, くっ きけあっか ょぇ さぇいぉっさっ 
けすさうつぇくっすけ けす こさっしすけかぇ. 〈けえ 
しきはすぇか, つっ ゃなこさけしなす いぇ あっくうす-
ぉぇすぇ くぇ おさぇかは し ぇきっさうおぇくおぇすぇ 
きけあっ ょぇ ぉなょっ さってっく こけ けぉう-
つぇえくうは さっょ けす こぇさかぇきっくすぇ う つっ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ くはきぇ こさぇゃけ ょぇ 
さってぇゃぇ おぇおゃけすけ う ょぇ っ.
〉けかうし. ╀ぇとぇ え ういつっいくぇか 

こさっょう さぇあょぇくっすけ え. ╋ぇえおぇ え 
しゃなさいぇかぇ あうゃけすぇ しう し きかぇょっあ, 
おけえすけ しすぇくぇか こぇしすさけお くぇ きけきう-
つっくちっすけ. ′ぇ 10 ゅけょうくう 〉けかうし 
っ ういこさぇすっくぇ ゃ きぇくぇしすうさ, いぇ ょぇ 
こけかせつう ょけぉさけ けぉさぇいけゃぇくっ. ′っ 
しっ せゃかうつぇかぇ けす すけつくうすっ くぇせ-
おう, くけ こさっせしこはゃぇかぇ ゃ っすうおっすぇ 
う ゃ すぇくちうすっ. „′っ っ おさぇしぇゃうちぇ, 
くけ っ ょはゃけかしおう きうかぇ”, おぇいゃぇかう 
いぇ くっは. ‶さっょ けゅかっょぇかけすけ すは 
しぇきぇ けすつうすぇかぇ しゃけうすっ きうくせ-
しう: ょなかゅうつなお くけし, きぇかおう けつう, 
すなくおう せしすくう. ′け… こかのしけゃっすっ: 
すは っ せきくぇ, ういはとくぇ, ゅさぇちうけい-
くぇ, し けすかうつくう きぇくうっさう う ゃっ-
しっか くさぇゃ, し ぉかっしすはと ういすなくつっく 
ゃおせし う けしすさうつなお っいうお. 〈ぇおぇゃぇ 
は たぇさっしぇか  〉うか ]こっくしなさ - きかぇょ 
かっすっち, ぇきっさうおぇくっち. [ってうすっかっく 
う くぇこけさうしす. ′け うきぇか こさけぉかっき 
- くっ こさけこせしおぇか つぇてぇ し せうしおう う 
ゃょうゅぇか さなおぇ くぇ あっくぇ しう, おけっ-
すけ ょけゃっかけ ょけ さぇいこぇょぇくっすけ くぇ 
6-ゅけょうてくうは うき ぉさぇお.
〉けかうし いぇきうくぇゃぇ いぇ ╁ぇてうくゅ-

すけく, おなょっすけ しさっとぇ ぉけゅぇす う おさぇ-
しうゃ ぇさあっくすうくしおう ょうこかけきぇす, くけ 
かのぉけゃすぇ うき すさぇっ しぇきけ ゅけょうくぇ. 
╆ぇきうくぇゃぇ いぇ ╉うすぇえ, うきぇかけ しゃけ-
ぉけょくけ きはしすけ ゃ ぇきっさうおぇくしおけすけ 
こけしけかしすゃけ. 〈ぇき しさっとぇ ぇくゅかう-
つぇくうくぇ ‒さくっしす ]うきこしなく – ぉけ-

ゅぇす こさっょこさうっきぇつ, しうきこぇすうつっく 
う せさぇゃくけゃっしっく さぇいゃっょっく きなあ. 
‶さっい 1928 ゅ. 32-ゅけょうてくぇすぇ 
〉けかうし ゃっつっ っ きうしうし ]うきこしなく う 
ょゃぇきぇすぇ いぇきうくぇゃぇす いぇ ╊けくょけく.
]なょぉけくけしくぇすぇ しさっとぇ. ╄ょせ-

ぇさょ っ くぇ 36, おけゅぇすけ ゃ おさぇは 
くぇ1930 ゅ. いぇ こなさゃう こなす くぇ っょうく 
けぉはょ ゃうあょぇ きうしうし ]うきこしなく, 
し 16 ゅけょうくう こけ-ゃないさぇしすくぇ けす 
くっゅけ. ‶さっしすけかけくぇしかっょくうおなす っ 
いぇてっきっすっく けす くっえくうは つぇさ. 〈は 
くっ ぉうかぇ たせぉぇゃうちぇ, くけ せきっっかぇ 
ょぇ こけおけさはゃぇ ぉっい くうおぇおゃけ せしう-
かうっ. ╁こっつぇすかうかぇ ゅけ かうこしぇすぇ くぇ 
さっしこっおす おなき すうすかぇすぇ きせ, おけはすけ 
こさうゃかうつぇかぇ すけかおけゃぇ きくけゅけ 
ょさせゅう あっくう! ]かっょ てっしす しっょきう-

ちう, すけえ え こさういくぇか かのぉけゃすぇ しう. 
‶けしかっょゃぇかぇ ゃっあかうゃぇ せしきうゃおぇ.                                        
„╃っえゃうょ, こけきくう, つっ しう こさうくち 
くぇ 〉っかし う すっ つぇおぇ こさっしすけ-
かなす!” – こさっょせこさっあょぇゃぇかぇ 
ゅけ ぉぇぉぇ きせ, おさぇかうちぇ ╁うおすけ-
さうは.  ╋うしうし ]うきこしなく こけかせ-
つぇゃぇかぇ けす ╄ょせぇさょ しおなこう せお-
さぇてっくうは, ぇ きうしすなさ ]うきこしなく 
いぇすゃぇさはか けつうすっ しう, おけゅぇすけ ゃ 
ょけきぇ きせ ゃくぇしはかう こけさっょくうは 
ぉせおっす ちゃっすは う きけかっか あっくぇ 
しう ょぇ ぉなょっ こけ-ゃくうきぇすっかくぇ.                                                                                                                           
╆ぇ こさなゃ こなす ╄ょせぇさょ, けす ょっすっ 
しおさけきっく う くっさってうすっかっく, ぉうか 
おぇすっゅけさうつっく. ╁ないこうすぇゃぇく けす 
ゅせゃっさくぇくすおう う かうてっく けす さけ-
ょうすっかしおう かぇしおう, こさうくちなす うい-
さぇしくぇか ゃ ぇすきけしそっさぇ くぇ いぇ-
ぉさぇくう う こけすうしくぇすう あっかぇくうは. 
′ぇかけあうかけ しっ ょぇ しっ けすおぇあっ けす 
ゃしうつおうすっ しう せゃかっつっくうは - おけく-
くうは しこけさす, ゃうしけおうすっ しおけさけしすう, 
うゅさぇすぇ くぇ こけかけ う こうかけすうさぇ-
くっすけ くぇ しぇきけかっす. 〈けえ, けぉぇつっ, 
こっつっかっか たけさぇすぇ し うしおさっくぇすぇ 
しう ょけぉさけあっかぇすっかくけしす, くっこさう-
くせょっくけしす う ょっかうおぇすくけしす.
╊のぉけゃ, こけ-ゃうしけおぇ けす ぉさう

すぇくしおぇすぇ おけさけくぇ! ‶さうくちなす 
けすおぇいゃぇか ょぇ こけしっとぇゃぇ こさうっきう 
ぉっい 〉けかうし う くっ ょけこせしおぇか ょぇ しぇ 
さぇいょっかっくう くぇ きぇしぇすぇ. ╇いせきう-
すっかくけ いぇ すけゅぇゃぇてくうは きけさぇか, 
ゃかのぉっくうすっ ういけぉとけ くっ おさうっかう 
つせゃしすゃぇすぇ しう. 〈っ しっ こけはゃはゃぇ-
かう こけょ さなおぇ こけ せかうちうすっ, くぇ 
しゃっすしおう しなぉうすうは う ゃ さっしすけさぇく-
すうすっ. ╉さぇかしおけすけ しっきっえしすゃけ くっ 
うしおぇかけ ょぇ こけゃはさゃぇ, つっ „こけいけさ-
くけすけ せゃかっつっくうっ“ こさけょなかあぇゃぇ 
すけかおけゃぇ  ょなかゅけ. 『はかぇすぇ こさけ-

こぇゅぇくょくぇ きぇてうくぇ くぇ ╀なおうく-
ゅぇきしおうは ょゃけさっち しっ たゃなさかは ょぇ 
こけすせてう  ゅさぇくょうけいくうは しおぇくょぇか. 
‶けょ こさけいけさちうすっ くぇ しっきっえしすゃけ 
]うきこしなく しっ つせゃぇかう ゃうおけゃっ: 
„[ぇいゃさぇすくうちぇすぇ ょぇ くう ゃなさくっ 
おさぇかは!” ╋うしすなさ ]うきこしなく ぉうか ゃ 
せあぇし. 〉けかうし, ゃなくてくけ しこけおけえくぇ, 
ゃしっおう ょっく こけかせつぇゃぇかぇ おせこうとぇ 
こうしきぇ し けぉうょう う いぇこかぇたう.
╆ぇこけつくぇかう ょぇ すなさしはす しなこさせゅぇ 

いぇ ╄ょせぇさょ, くけ しさっとくぇかう けすこけ-
さぇ きせ: ぇおけ とっ しっ あっくう, すけ とっ っ 
しぇきけ いぇ 〉けかうし! ╇くぇつっ しっ けすおぇい-
ゃぇ けす すさけくぇ!                                                                                                   
》っさちけゅ くぇ 〉うくょいけさ. ╁っょ-

くぇゅぇ しかっょ ういはゃかっくうっすけ しう こけ 
さぇょうけすけ ╄ょせぇさょ いぇきうくぇか いぇ 

┿ゃしすさうは. ‶け いぇおけく すけえ くはきぇか 
こさぇゃけ ょぇ ゃうあょぇ 〉けかうし こさっょう 
こさうおかのつゃぇくっすけ くぇ ぉさぇおけさぇい-
ゃけょくうは こさけちっし. ′ぇ 3 きぇえ 1937 
ゅ. 〉けかうし こけいゃなくうかぇ くぇ ╄ょせぇさょ 
し さぇょけしすくう ゃうおけゃっ, つっ ゃしうつおけ 
ゃっつっ っ こさうおかのつうかけ. 〈けえ ゃっつっ 
いくぇっか. ╁っょくぇゅぇ しっ けすこさぇゃうか いぇ 
《さぇくちうは, おなょっすけ すは ゅけ つぇおぇかぇ.                                                      
〈けえ けすくけゃけ こさうょけぉうか すうすかぇ-
すぇ しう こけ さけあょっくうっ – こさうくち. 
′け ぉさぇす きせ ╃あけさょあ V┶ うしおぇか 
╄ょせぇさょ ょぇ しっ うきっくせゃぇ ′っゅけゃけ 
╉さぇかしおけ ╁うしけつっしすゃけ う きせ ょぇか 
すうすかぇすぇ 》っさちけゅ 〉うくょいけさしおう. ′ぇ 
くうおけゅけ こさっょう う しかっょ ╄ょせぇさょ 
すぇおぇゃぇ すうすかぇ くっ っ ょぇゃぇくぇ. ╁ 
けそうちうぇかくうは ょけおせきっくす ぉうかけ いぇ-
こうしぇくけ, つっ あっくぇすぇ う こけすけきちうすっ 
くぇ ╄ょせぇさょ くっ きけゅぇす ょぇ くけしはす 
いゃぇくうっすけ ╉さぇかしおけ ╁うしけつっしすゃけ. 
╀うゃてうはす おさぇか こけかせつうか ゅっさぉ, 
くけ さぇいかうつっく けす おさぇかしおうは - ぉっい 
おけさけくぇ.                                                                                       
′ぇえ-こけしかっ しっきっえしすゃけ! ╃ゃぇ-

きぇすぇ しっ ゃっくつぇゃぇす ゃなゃ 《さぇく-
ちうは. ╅うゃけすなす うき ぉかういけ ょけ 
╀せかけくしおうは かっし ぉうか ゃないたうすっすっ-
かっく!  ╃っえゃうょ くぇえ-こけしかっ ぉうか し 
あっくぇすぇ - ういゃなく こさっょっかうすっ くぇ 
きなあおうすっ きせ きっつすう! ╃っえくぇすぇ しな-
こさせゅぇ うしおぇかぇ すけえ ょぇ しっ つせゃしすゃぇ 
くせあっく う いぇっす おぇおすけ, おけゅぇすけ っ 
ぉうか くぇ すさけくぇ. 〈は けぉいぇゃっあょぇ おな-

とぇすぇ うき ゃ ょゃけさちけゃ しすうか う しこぇい-
ゃぇ すさぇょうちううすっ くぇ おさぇかしおうは 
ぉうす. 〉しすさけえゃぇ こさうっきう う おぇさぇ 
╄ょせぇさょ ょぇ こうてっ きっきけぇさう う ょぇ 
ょぇゃぇ うくすっさゃのすぇ. ╆ぇくうきぇゃぇかぇ 
しっ う し ちゃっすはすぇ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ, う し 
つっすうさうすっ きけこしぇ. ]ぇきぇ きせ ゅけすゃっ-
かぇ う しっさゃうさぇかぇ, こさうょさせあぇゃぇかぇ 
ゅけ ょけ ょけおすけさぇ. ′っ きけゅかぇ ょぇ しっ 
こさっぉけさう し っょくぇ くっゅけゃぇ しかぇぉけしす 
– こせてっくっすけ.
╃ゃぇきぇすぇ こけしっとぇゃぇす ╂っさきぇ-

くうは う しっ しさっとぇす し 》うすかっさ. 
‶さっい 1940 ゅ., しかっょ けおせこぇちうはすぇ 
くぇ 《さぇくちうは, ╄ょせぇさょ っ くぇいくぇ-
つっく いぇ ゅせぉっさくぇすけさ くぇ ╀ぇたぇ-
きうすっ. 〈けえ くぇこさぇゃうか きくけゅけ ゃ 
ぉけさぉぇすぇ し ぉっょくけしすすぇ ゃ おけかけ-
くうはすぇ. ]かっょ おさぇは くぇ ゃけえくぇ-
すぇ, ゃなゃ 《さぇくちうは, しなこさせいうすっ 
あうゃっはす  とぇしすかうゃけ, こけしすけはく-
くけ はゃはゃぇえおう しっ くぇ こせぉかうつくう 
っかうすくう きっしすぇ. ╃っちぇ くはきぇかう.                                                                                                                       
‶さっい 1951 ゅ. ╄ょせぇさょ ういょぇゃぇ 
しゃけはすぇ ぇゃすけぉうけゅさぇそうは. 〈けえ っ 
くけしうすっか くぇ きくけあっしすゃけ くぇゅさぇ-
ょう – ぉさうすぇくしおう う つせあょっしすさぇく-
くう: さうちぇさしおう う ょさせゅう けさょっくう, 
けゅなさかうちう, かっくすう, ゃけっくくう おさな-
しすけゃっ.               ‶け ゃさっきっすけ くぇ 
╄かういぇぉっす ┶┶ こけしっすうか ょゃぇ こなすう 
╁っかうおけぉさうすぇくうは, くけ ぉっい 〉けかうし 
– っょうくうは こなす いぇ こけゅさっぉっくうっすけ 
くぇ ぉさぇす しう, ゃすけさうは - いぇ こけゅさっ-
ぉっくうっすけ くぇ きぇえおぇ しう.                                       
╊のぉけゃすぇ っ すさせょ…„╉ぇお ゅけ 

こけしすうゅくぇたすっ?“ - し すけいう ゃなこさけし 
いぇこけつゃぇかう ゃしうつおう うくすっさゃのすぇ 
し 〉けかうし. ╆ぇ ょぇ くっ ょぇ けすゅけゃぇさは 
っょくけ う しなとけ, こさっい 1953 ゅ. すは 
くぇこうしゃぇ きっきけぇさうすっ しう. „╊のぉけ-
ゃすぇ っ すさせょ, - しきはすぇかぇ すは, - くぇ 
けかすぇさぇ くぇ しっきっえくけすけ とぇしすうっ 
あっくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ こさっくっしっ きなょ-
さけしすすぇ しう.“ ] かのぉうきうは しう きなあ 
すは あうゃはかぇ ゃ ういゅくぇくうっ ぉかういけ 
こけかけゃうく ゃっお. ╀うかぇ ゃっかうおけかっ-
こっく こしうたけかけゅ, こけかぇゅぇかぇ せしうかうは 
いぇ ゃなくてくうは しう ゃうょ, こけょつっさすぇ-
ゃぇえおう きぇかおけすけ しう ょけしすけえくしすゃぇ. 
╇いぉうさぇかぇ しこっちうぇかくう おさけえおう, 
こけょつっさすぇゃぇとう っかっゅぇくすくけしすすぇ 
え う つっしすけ ぉうかぇ こけ しすさぇくうちう-
すっ くぇ „╁けゅ”. ′うおけゅぇ くっ くけしっかぇ 
こさなしすっくう, いぇさぇょう ゅさせぉうすっ しう 
こさなしすう, くけ こなお くっ ういかういぇかぇ 
ぉっい ゅさうゃくう う ぉさけておう. ╄ょくけ けす 
くぇえ-しおなこうすっ ぉうあせすぇ ゃ しゃっすぇ – 
ゅさうゃくぇすぇ-こぇくすっさぇ けす けくうおし う 
ょうぇきぇくすう いぇ 12,4 きかく. ょけかぇさぇ, 
っ こけょぇさなお けす ╄ょせぇさょ.                                                                                                                     
╆ぇっょくけ - いぇゃうくぇゅう! ‶さっい 

1971 ゅ. ╃っえゃうょ しっ さぇいぉけかはゃぇ 
けす さぇお くぇ ゅなさかけすけ. 〈けえ きうしかっか 
しぇきけ いぇ っょくけ: つっ しかっょ しきなさすすぇ 
とっ ゅう さぇいょっかはす し 〉けかうし, すなえ 
おぇすけ くぇ くっは くっ え しっ こけかぇゅぇかけ 
ょぇ こけつうゃぇ ゃ きうさ ゃなゃ そぇきうかくけ-
すけ ゅさけぉうとっ ゃ 〉うくょいけさ. ╉さぇかうちぇ 
╄かういぇぉっす くぇゃっしすうかぇ 77-ゅけょうて-
くうは しう つうつけ う きせ けぉっとぇかぇ, つっ 
〉けかうし とっ ぉなょっ し くっゅけ いぇゃうくぇゅう.                                                                                            
‶さっい きぇえ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 
╄ょせぇさょ せきうさぇ. 〉けかうし ゅけ こけし-
かっょゃぇ 14 ゅけょうくう こけ-おなしくけ. 
‶さっい こけしかっょくうすっ 8 ゅけょうくう っ 
こぇさぇかういうさぇくぇ. ╄かういぇぉっす こかぇとぇ 
ゃしうつおうすっ え しきっすおう. 〈けゃぇ ゃさっきっ 
〉けかうし こさっおぇさゃぇ  ゃ せっょうくっくうっ う 
きなかつぇくうっ. 〈け っ くぇさせてっくけ しぇきけ 
ゃっょくなあ: „┿くゅかうは くっ きう っ こさけし-
すうかぇ う ぇい くっ しなき こさけしすうかぇ くぇ 
┿くゅかうは”- しぇ こけしかっょくうすっ え ょせきう.                                                                     
╃ゃぇきぇすぇ しぇ こけゅさっぉぇくう いぇっょくけ 
ぉかういけ ょけ 〉うくょいけさ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

《てさちけてそ たけつすそ せあ えちとたあてあ そいはけせつさけ
つひうかてせけぬけ „╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ“

』ちかはけ:
》ちそな. ╈かせねそ 』てあこせそう

на стр. 3

на стр. 7 

на стр. 5

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
』てかなさあ ╈あせねかうあ -
おけちかさてそちさあてあ せあ

„╆とちあてけせそ“

ゅけょうくぇ, 15 ゅけょうくう こさっょう すけゃぇ 
ょぇ しっ しかせつう ゃ けぉかぇしすくうは ゅさぇょ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 35 ゅけょうくう, 
しかっょ おぇすけ いぇ こなさゃう こなす しゃっ-
すゃぇ っかっおすさうつっしおぇ おさせておぇ ゃ 
╃ゃけさっちぇ ゃ ]けそうは.
ぃぉうかっえくうすっ すなさあっしすゃぇ ゃ 

╉ぇいぇくかなお しなぉさぇたぇ, けしゃっく くぇ-
しかっょくうちう くぇ ょゃっすっ そぇきうかうう, 
すぇおぇ しなとけ う こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ, おけっすけ しすけこぇ-
くうしゃぇ ╁╄『-ぇ - „‶けぉっょぇ“ ¨¨╃, 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ うくしすうすせちうう 
し けすくけてっくうっ おなき っかっおすさけいぇ-
たさぇくゃぇくっすけ う っかっおすさうそうおぇ-
ちうはすぇ, せくうゃっさしうすっすしおう こさっ-
こけょぇゃぇすっかう, こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う おきっす-
しすゃけ ╄くうくぇ. ╆ぇ すなさあっしすゃぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお ょけえょけたぇ う こさっおうすっ 
くぇしかっょくうちう くぇ ╂っくつけ ]すぇえ-
くけゃ う ]すぇえくけゃうは さけょ -

こさっょしすぇゃかはゃぇくぇ けす 〈けょけさ ╉けかっゃ. ╁ しさっょぇすぇ 
くぇ すけいう きっしっち ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  いぇゅせぉう 
ょっかけすけ ゃ ┿さぉうすさぇあくうは しなょ くぇ ╀〈‶‶ しさっとせ 
„〈さぇおうは すさっえょ”  こけ ょけゅけゃけさぇ いぇ こさけょぇあぉぇ 
くぇ すっさっくぇ くぇ ╇くそっおちうけいくぇすぇ ぉけかくうちぇ, ゃ さっ-
いせかすぇす くぇ おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ  ゃなさくっ こかぇすっくぇすぇ 
こさっょう 7 ゅけょうくう しせきぇ けす そうさきぇすぇ いぇ すっさっくぇ, 
いぇっょくけ し かうたゃうすっ. ¨す こけつすう 1,9 きかく. かっゃぇ, 
おけうすけ すけゅぇゃぇ こかぇとぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ „〈さぇおうは 
すさっえょ”,  いぇ すけいう こっさうけょ しせきぇすぇ っ くぇぉなぉくぇかぇ 
ょけ こけつすう 3, 4 きかく. かっゃぇ. 

Генчо Стайнов - 
създател на ВЕЦ “Енина”
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- ‶さけそ. ]すぇえくけゃ, いぇとけ けす

おぇいぇたすっ くぇ すけいう ゅけかはき おけく
ちっさく BMW う こさけこせしくぇたすっ 
てぇくしぇ しう ょぇ しすぇくっすっ ぉけゅぇす? 
╁うあすっ, ぉうすせゃぇ っょくぇ ゅさってくぇ, 

しこけさっょ きっく, すっいぇ, つっ, ゃうょう
すっ かう, こぇすっくすうすっ くけしはす こぇさう. 
′はきぇ すぇおけゃぇ くっとけ. ′はきぇ うい
けぉさっすぇすっか, おけえすけ ょぇ っ ぉけゅぇす, 
けしゃっく ぇおけ くっ っ こけつくぇか ょぇ 
こさけういゃっあょぇ しぇき すけえ ういけぉさっ
すっくうっすけ しう. ┿い しつうすぇき, つっ こぇ
すっくすうすっ, しすさっきっあなす おなき こぇ
すっくすけゃぇくっ - ういけぉとけ, こけすうしおぇ 
さぇいゃうすうっすけ ゃ ╄ゃさけこぇ う しゃっすぇ. 
〈せお こさけぉかっきなす っ すぇおなゃ: ゃしっ
おう しっ けこうすゃぇ ょぇ しっ ょけおけこぇ ょけ 
こぇすっくす, しかっょ おけっすけ いぇこけつゃぇ 
ょぇ しっ いぇとうすぇゃぇ すけゃぇ くっとけ こけ 
くぇつうくぇ, こけ おけえすけ くぇ ゃさっきっすけ 
ゃしっおう しっ っ けこうすゃぇか ょぇ しう いぇ
ゅさぇあょぇ っょくけ こぇさつっ いっきは う ょぇ 
しう ゅけ こぇいう, おぇすけ しっ っ くぇょはゃぇか 
う ょぇ きせ しっ こかぇとぇ, ぇおけ しっ きう
くぇゃぇ こさっい くっゅけ. ′っとけ すぇおけゃぇ 
しっゅぇ しっ こけかせつぇゃぇ し こぇすっくすうすっ. 
╆ぇすけゃぇ きけっすけ きくっくうっ っ, つっ 
ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ こぇすっくすうすっ 
こさっつぇす くぇ さぇいゃうすうっすけ, いぇとけ
すけ せあ しぇ こさっょくぇいくぇつっくう ょぇ 
いぇとうすぇゃぇす こさけういゃけょうすっかは, ぇ 
すっ ゃしなとくけしす きせ こさっつぇす. ╉せこ 
こさうきっさう うきぇ いぇ すけゃぇ ゃ うしすけ
さうつっしおう こかぇく. ╄ょくう けす すはた しぇ 
ぉさぇすはすぇ [ぇえす ゃ しぇきけかっすけしすさけ
っくっすけ. 〈っ, くぇこさうきっさ, しかっょ 
おぇすけ しぇ こけかせつうかう ょゃぇ こぇすっく
すぇ, しかっょ すけゃぇ くっ しぇ くぇこさぇゃうかう  
う くっ しぇ しないょぇかう くうとけ くけゃけ, ぇ 
ちはかけすけ うき ゃくうきぇくうっ っ ぉうかけ 
しなしさっょけすけつっくけ ょぇ しう こぇいはす 
こぇすっくすうすっ. ╇ すけゃぇ っ しゃっすけゃっく 
こさけぉかっき. ╆ぇすけゃぇ くぇこけしかっょなお 
っょくけ けす くぇえ-ゃこっつぇすかはゃぇとうすっ 
さってっくうは くぇ TESLA MOTORS 
- そうさきぇ, おけはすけ こさけういゃっあょぇ 
っかっおすさうつっしおう ぇゃすけきけぉうかう, っ 
ょぇ けすゃけさはす ょけしすなこぇ しう ょけ こぇ
すっくすうすっ しう, いぇ ょぇ せしおけさはす さぇい
ゃうすうっすけ くぇ こぇいぇさぇ, ゃ しかせつぇは 
くぇ っかっおすさけきけぉうかう. ¨す そうさ
きぇすぇ おぇいゃぇす すぇおぇ: こぇすっくすうすっ  
こさっつぇす くぇ さぇいゃうすうっすけ. ╆ぇとけ
すけ けゅさぇあょぇす すっさうすけさうは う こさっ
つぇす くぇ ゃしうつおう ょぇ しっ ょゃうあぇす こけ 
すはた う けぉかぇゅけょっすっかしすゃぇす こけゃっ
つっ きけくけこけかうすっ, すなえ おぇすけ こぇ
すっくすけゃぇくっすけ っ こけ しうかうすっ しぇきけ 
くぇ っょうく ゅけかはき きけくけこけか, ぇ くっ 
こけ しうかうすっ くぇ しぇきうすっ ういけぉさっ
すぇすっかう う さぇちうけくぇかういぇすけさう. 
〈ぇいう すはたくぇ すっいぇ しっ しこけょっかは ゃ 
ういおかのつうすっかくけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
けす ういけぉさっすぇすっかう う さぇちうけくぇ
かういぇすけさう.

- 〈けっしす, う こさう けすおさうゃぇ
すっかうすっ うきぇ すぇおなゃ くっいょさぇ
ゃけしかけゃっく っゅけういなき, おけえすけ 
ゃしなとくけしす しこうさぇ こさけゅさっしぇ? 
〈け くっ っ くっいょさぇゃけしかけゃっく, 

くぇこさけすうゃ - ゃしっおう けすおさうゃぇすっか 
きうしかう いぇ すけゃぇ う しう こさっょしすぇ
ゃは おけかおけ ぉけゅぇす とっ しすぇくっ, おぇすけ 
しないょぇょっ くっとけ くけゃけ. ′け ゃしなと
くけしす すけえ くっ しすぇゃぇ ぉけゅぇす, くぇ
こさけすうゃ, しすぇゃぇ こけ-ぉっょっく, ゃいっ
きぇす きせ ういけぉさっすっくうっすけ う すけえ 
せきうさぇ しうかくけ さぇいけつぇさけゃぇく. ′ぇ 
すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しかけあう おさぇえ. 
〈さはぉゃぇ ょぇ しっ  ゃなゃっょっ くっとけ 
こけ-しこさぇゃっょかうゃけ. ╃ぇ しっ けゃない
きっいょはゃぇす こけ くはおぇおなゃ くぇつうく 
たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ ょぇかう くけゃう 
すったくけかけゅうう うかう しぇ ょけこさうくっし
かう し くっとけ いぇ さぇいゃうすうっすけ うき. 
]っゅぇ すぇいう しうしすっきぇ こけすうしおぇ 
ゃしうつおう. 〈けゃぇ こぇすっくすけゃぇくっ, 
こさう おけっすけ ゃしっおう ういけぉさっすうか 
くっとけ しう ゅけ けゅさぇあょぇ う こぇいう, 
くぇ こさぇおすうおぇ こさっつう くぇ さぇいゃう
すうっすけ.

- ╆ぇすけゃぇ かう すけかおけゃぇ すさせょ
くけ うくけゃぇちううすっ くぇきうさぇす 

』【╅╉¨《〉ぇ【 〉╅ „╅『』╊〉╅]“ 『╅╋╉╅] 〈╊ぁ【¨【╊ 〉╅ 50-【╊ 
] こっすすっ おくうゅう いぇょ ゅなさぉぇ しう, 

しなし しゃけはすぇ しう さっすけさうおぇ けす すさう-
ぉせくぇすぇ くぇ つっすうさう きぇくょぇすぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす, 
しなし しすけすうちうすっ ょけこうしおう, さっこけさ-
すぇあう, うくすっさゃのすぇ, そっえかっすけくう, 
さぇいおぇいう, っしっすぇ, こせぉかうおせゃぇくう ゃ 
ょっしっすおう こっさうけょうつくう ういょぇくうは 
せ くぇし; し ゅかぇし, こけいくぇす くぇ ゃしっおう  
おぇいぇくかなつぇくうく けす さぇょうけすけつおぇすぇ 
こさっい 90-すっ ゅけょうくう う 10 ゅけょう-
くう こさっょう すけゃぇ – けす [ぇょうけ ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ, きけあって くぇうしすうくぇ ょぇ 
おぇあって, つっ しう せしこはか ょぇ ゃいっきって 
けす しゃっすぇ しゃけうすっ きうくせすう しかぇゃぇ. 
╃くっし しかぇゃぇすぇ けすょぇゃくぇ くっ ゃなか-
くせゃぇ ╄きうか, ょぇあっ こけかうすうおぇすぇ 
きせ っ ぉっいさぇいかうつくぇ, くけ けくいう ょっ-
ゃっすゅけょうてっく いぇこぇかはくおけ けす こっえ-
おうすっ くぇ しすぇょうけくぇ くぇ ╆ぇゃけょ 10 
しなし しうゅせさくけしす っ きっつすぇか ょぇ くぇょ-
きうくっ しっぉっ しう くぇ いっかっくうは すっさっく, 
すなえ つっ ょぇ しきぇっ しゃっすぇ. ‶け すけゃぇ 
ゃさっきっ ゃ ゅさぇょぇ うきぇ しぇきけ ょゃぇ けす-
ぉけさぇ: „【うこおぇ“ – くぇ ゃけっくくうすっ, 
う すうきなす くぇ ╆ぇゃけょ 10. ╀うすおぇすぇ 
いぇ こなさゃっくしすゃけすけ きっあょせ すはた っ 
ょさぇきぇすうつくぇ. ╁さっきっすけ くぇ „[け-
いうすっ“, おなょっすけ ╄きけ こけ-おなしくけ しっ 
こさけつせゃぇ おぇすけ くぇえ-ぉなさいけすけ かはゃけ 
おさうかけ,  けとっ くっ っ ょけてかけ. ╉ぇお-
すけ おぇいゃぇ ‶っくつっゃ: “┿さしっくぇか“ っ ゃ 
けしくけゃぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておうは そせす-
ぉけか. ‶さっい 50-すっ う 60-すっ ゅけょう-
くう こけつすう ゃしうつおう しなしすっいぇすっかう 
けす ╉ぇいぇくかなお こさっきうくぇゃぇす けす-
すぇき“. ′ぇょくうつぇえおう おなき しかぇゃぇすぇ 
くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しこけさすくう こかけ-
とぇょおう, くぇきぇたぇくうすっ たかぇこっすぇ くぇ 
ゅさぇょぇ すぇえくけ こさっしおぇつぇす けゅさぇょう, 
ゃきなおゃぇす しっ し ゃないさぇしすくう きなあっ 
くっかっゅぇかくけ, しおさうてけき こさうすうつ-
ゃぇす ょけ きけょくうは すけゅぇゃぇ いぇゃけょしおう 
ぉぇしっえく, おけえすけ うきぇか ょけさう すさぇき-
こかうく...! ] うしすうくしおう さうしお いぇ あう-
ゃけすぇ しう けす すけいう こけかせさぇいくっぉうすっく 
ゃなゃ ゃさっきっすけ  ょなさゃっく すさぇきこかうく 
╄きけ しきっかけ しおぇつぇか ゃなゃ ゃけょぇすぇ いぇ 
つっしす う しかぇゃぇ. ╆ぇ つっしす う しかぇゃぇ 
こけしかっ ‶っくつっゃ ういおぇさぇか う 15 ゅけ-
ょうくう ゃなゃ そせすぉけかぇ くぇ こさけそっしうけ-
くぇかくう くぇつぇかぇ: “[けいけゃぇ ょけかう-
くぇ“, けすぉけさなす くぇ ╃うきうすさけゃゅさぇょ 
ゃ おぇいぇさきぇすぇ う こぇお – „[けいけゃぇ ょけ-
かうくぇ“. ′ぇえ-ぉなさいけすけ かはゃけ おさうかけ 
くぇ ゃさっきっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ‶っくつっゃ 
ぉうか こけおぇくっく ゃ くぇちうけくぇかくうは 
けすぉけさ くぇ のくけてうすっ, すさっくうさぇく 
けす 』ぇおなさけゃ. ]すぇくぇかけ しかっょ せし-
こってくぇ しさっとぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう 
し  „╊っゃしおう“. „¨すおぇいぇた, いぇとけすけ 
ぉはた ゃっつっ ゃ 11-う おかぇし. ╆ぇ ]けそうは 
いぇきうくぇたぇ ╀ぇえ ╉うさけ – ╇ゃぇく ′っえ-
おけゃ う ]すけはく ╀けさぇおぇ. ╇いうゅさぇたぇ 
2-3 しさっとう. ′け ぇい ぉはた さってうか ょぇ 
せつぇ“, けぉはしくはゃぇ さってっくうっすけ しう 
╄きけ, おけえすけ ぉうか くぇえ-とぇしすかうゃう-
はす うゅさぇつ くぇ すっさっくぇ, おけゅぇすけ せし-
こはゃぇ ょぇ ゃおぇさぇ ゅけか ゃなゃ ゃさぇすぇすぇ 
くぇ つせすけゃくうは ╋かぇょっく ╀ぇかおぇくしおう 
- ╋ぇくゅけ! – くぇえ-ょけぉさうはす ゃさぇすぇさ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, しすさぇあなす くぇ ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ ゃさぇすぇ. “╆ぇ きっく ぉってっ 
ゅけさょけしす ょぇ きせ ゃおぇさぇき ゅけか!“, 
こさういくぇゃぇ ╄きけ. ╇いけぉとけ – さぇ-
ょけしすすぇ, けゃぇちううすっ くぇ こせぉかうおぇ-
すぇ, ゅけさょけしすすぇ けす こさっぉけさゃぇくっすけ 
くぇ しうかくうは こさけすうゃくうお う こさう-
いくぇくうっすけ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ きかぇょっあ 
– すけゃぇ しぇ きけすうゃうすっ くぇ しこけさすう-
しすうすっ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ. „╇ゅさぇった-
きっ いぇ すさけえおぇ おっぉぇこつっすぇ, こけくは-
おけゅぇ し ゅぇさくうすせさぇ...“, けぉはしくはゃぇ 
‶っくつっゃ きけすうゃぇちうはすぇ くぇ すけゅぇ-
ゃぇてくうは そせすぉけかっく きっしすっく っかうす. 
╁っさけはすくけ いぇすけゃぇ しかっょ ゅうきくぇいう-
はすぇ „かはゃけすけ おさうかけ” さってぇゃぇ, つっ 
そせすぉけかなす おなとぇ くっ たさぇくう う つっ 
けしゃっく いっかっくうは, うきぇ う ょさせゅう すっ-
さっくう, おけうすけ うきぇ しうかう ゅっさけえしおう 
ょぇ こさっゃいっきっ. ‶さっょう ょぇ  こけっきっ, 
けぉぇつっ, おなき くけゃうすっ たけさういけくすう 
くぇ こせぉかうつくけしす ゃ ういはゃうすっ しう くぇ 
あせさくぇかうしす, こうしぇすっか う こけかうすうお, 
くぇ こけさぇしくぇかうは きかぇょっあ ‶っくつっゃ 
けすくけゃけ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しっ はゃう こさっょ 
ぇさしっくぇかしおうは こけさすぇか. 〈けいう こなす – 

きはしすけ ゃ うくょせしすさうはすぇ, ゃ 
こさはおぇすぇ くう さぇぉけすぇ? 
╃ぇ, う すけ ゃ きくけゅけ ゅけかはきぇ 

しすっこっく. ╆ぇとけすけ くぇ こさぇおすうおぇ 
うくけゃぇちううすっ しぇ ゃ っょくけ ]さっょ
くけゃっおけゃうっ - いぇさぇょう こぇすっくす

くぇすぇ しうしすっきぇ, おけはすけ くっ さぇ
ぉけすう. ]こけさっょ きっく, すさはぉゃぇ ょぇ 
こけょっきっき くっとけ ゃ ╀なかゅぇさうは う 
ぇい ゃっつっ さぇぉけすは し きけうすっ ょけおすけ
さぇくすう ゃ すぇいう こけしけおぇ: ょぇ いぇこけ
つくっき っょくぇ すぇおぇゃぇ うくうちうぇすうゃぇ 
いぇ けすゃぇさはくっ くぇ こぇすっくすうすっ, ゃ 
しかせつぇは いぇ きけさしおうすっ ゃなかくう, 
しそっさぇ, ゃ おけはすけ せしうかっくけ さぇぉけ
すは う しなき しっ こけしゃっすうか けす ょけし
すぇ ゅけょうくう. ╆ぇとけすけ うきぇ きくけゅけ 
こぇすっくすう いぇ きけさしおうすっ ゃなかくう, 
くけ し きくけゅけ きぇかおけ きうしなか, すっ 
くぇ こさぇおすうおぇ くっ こけいゃけかはゃぇす ょぇ 
しっ くぇょゅさぇあょぇ くぇょ すはた, ぇ すけゃぇ 
こさっつう ょぇ しっ こけしすうゅくっ くっとけ 
くけゃけ, さぇいかうつくけ, くけゃ っすぇこ ゃ 
こさけせつゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっきぇ. 

- ╉ぇおゃけ こさっょしすぇゃかはゃぇ ╁ぇ
てっすけ ういけぉさっすっくうっ いぇ ょけ
ぉうゃぇくっ くぇ っかっおすさうつっしおぇ 
っくっさゅうは けす きけさしおうすっ ゃなか
くう? 
╁ くぇえ-けぉとう かうくうう すけゃぇ っ 

っょうく こぇしうゃっく さけぉけす, せこさぇ
ゃかはゃぇく けす しっくいけさう, すぇおぇ つっ 
ゅっくっさぇすけさなす ょぇ こけゅかなとぇ  ゃない
きけあくけ くぇえ-きくけゅけ っくっさゅうは けす 
ゃなかくうすっ. ] ょさせゅう ょせきう おぇいぇ
くけ, せしすさけえしすゃけ いぇ ょけぉうゃぇくっ くぇ 
っかっおすさけっくっさゅうは けす きけさしおうすっ 
ゃなかくう. ╁なかくうすっ こさっょしすぇゃかは
ゃぇす こさっくけし くぇ っくっさゅうは つさっい 
きぇかおう おさなゅけけぉさぇいくう ょゃうあっ
くうは くぇ ゃけょくうすっ つぇしすうちう. ‶け
ゃっつっすけ せしすさけえしすゃぇ しっ けこうすゃぇす 
ょぇ せかけゃはす  ゃっさすうおぇかくうすっ ょゃう
あっくうは, おけうすけ ゃなかくぇすぇ こさっ
ょういゃうおゃぇ, おぇすけ しっ ゃさないゃぇす しなし 
いょさぇゃう おけすゃう. ┿い さってうた ょぇ 

けこうすぇき けぉさぇすくけすけ: ょぇ せかぇゃはき 
たけさういけくすぇかくうすっ ょゃうあっくうは 
つさっい ょゃっ こかぇしすうくう, こけすけこっ
くう くぇ すぇおけゃぇ さぇいしすけはくうっ, つっ 
ゃなかくぇすぇ ょぇ っ ゃ こさけすうゃけそぇいぇ. 
〈ぇおぇ こかぇしすうくうすっ しっ ょゃうあぇす 

こさけすうゃけこけかけあくけ う すぇいう っくっさ
ゅうは きけあっき ょぇ こさっゃなさくっき ゃ 
っかっおすさうつっしおぇ. ‶なさゃけすけ こさっ
ょうきしすゃけ くぇ すぇおけゃぇ ょゃうあっ
くうっ っ, つっ しうかうすっ しっ いぇすゃぇさはす 
きっあょせ こかぇしすうくうすっ う くはきぇ 
くせあょぇ ょぇ こさっょぇゃぇきっ ちはかぇすぇ 
しうかぇ くぇ ゃなかくうすっ ゃなさたせ おけす
ゃぇすぇ. ╃させゅけすけ こさっょうきしすゃけ っ, 
つっ おけゅぇすけ ゃさっきっすけ しっ ゃかけてう, 
せしすさけえしすゃけすけ きけあっ ょぇ こけすな
くっ ゃ きけさっすけ くぇ 5-6-10 きっすさぇ  
ょなかぉけつうくぇ, おなょっすけ ゃなかくうすっ 
しぇ ゃ こなすう こけ-しかぇぉう. ′ぇ きっし
すぇ, おなょっすけ きけさっすけ っ こかうすおけ, 
っ ゃないきけあくけ せしすさけえしすゃけすけ, 
こぇしうゃくうはす さけぉけす, ょぇ しっ こさっ
おけくそうゅせさうさぇ う ょぇ ういかういぇ ぇゃ
すけきぇすうつくけ くぇ ぉさっゅぇ. ‶け ゃさっきっ 
くぇ さぇぉけすぇ きぇかおう こっさおう せかぇゃはす 
けすくけしうすっかくぇすぇ しおけさけしす  くぇ 
ゃけょぇすぇ しこさはきけ こかぇしすうくぇすぇ う 
こけょぇゃぇす うくそけさきぇちうは くぇ ゅっくっ
さぇすけさぇ おけかおけ ょぇ しっ しなこさけすう
ゃかはゃぇ くぇ ょゃうあっくうっすけ くぇ ゃなか
くうすっ. 〈けいう くぇつうく くぇ ょけぉうゃ くぇ 
っかっおすさけっくっさゅうは けす きけさしおうすっ 
ゃなかくう きけあっ ょぇ っ こけかっいっく くぇ 
きくけゅけ たけさぇ ゃ きっしすぇ, おなょっすけ 
くはきぇ ょけしすなこ ょけ っかっおすさけこさっ
くけしくぇ きさっあぇ, ぇ すぇおうゃぇ きっしすぇ 
うきぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╃けしすぇすなつくけ 
っ ょぇ うきぇ きぇかおけ こさっくけしうきけ 
せしすさけえしすゃけ, し おけっすけ ょぇ しっ いぇ
たさぇくう しなけすゃっすくうは っかっおすさけせ
さっょ. ╉ぇすけ ゃしっおう ゃないけぉくけゃはっき 
ういすけつくうお, きけさしおうすっ ゃなかくう しぇ 
くっこけしすけはくくう, くぇ すはた くっ きけあっ 
ょぇ しっ さぇいつうすぇ いぇ すったくけかけゅうつ
くぇ ょっえくけしす, くけ ゃしっ っょくけ きくけ
ゅけ たけさぇ うきぇす くせあょぇ けす すぇいう 

っくっさゅうは.  

- ┿ うきぇ かう てぇくし すけゃぇ 
╁ぇてっ ういけぉさっすっくうっ ょぇ ゃうょう 
ぉはか しゃはす? 
¨, ょぇ. 』けゃっておぇ きっつすぇ っ ょぇ 

ぉなょっき っくっさゅけくっいぇゃうしうきう う 
たけさぇすぇ しぇ ゅけすけゃう ょぇ ょぇょぇす 
こぇさう いぇ すけゃぇ. ┿い う っおうこなす きう 
さぇぉけすうき こけ すけいう さけぉけす ゃっつっ 
6-すぇ ゅけょうくぇ. ]っゅぇ ゅけすゃは  こせぉ
かうおぇちうは こけ ゃなこさけしぇ う とっ ょぇき 
ゃないきけあくけしす くぇ ゃしっおう, おけえすけ 
くっとけ しっ しっすう ょぇ くぇょゅさぇあょぇ う 
ょぇ ょけぉぇゃは, ょぇ ょけさぇいゃうゃぇ くっ
とぇすぇ. 〈けゃぇ っ ゃぇあっく こさけちっし, 
いぇ つけゃっつっしすゃけすけ すけゃぇ っ うくすっ
さっしくぇ すっきぇ. ¨とっ こけゃっつっ, つっ  
っくっさゅうはすぇ けす きけさしおうすっ ゃなかくう 
っ っょうくしすゃっくぇすぇ ゃないけぉくけゃは
っきぇ っくっさゅうは, おけはすけ つけゃっお けとっ 
くっ っ せしゃけうか. ╆ぇ せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ すけいう ゃうょ っくっさゅうは しっゅぇ しっ 
ゃかぇゅぇす きくけゅけ しさっょしすゃぇ, いぇ ょぇ 
きけあっ ょぇ しっ ういこけかいゃぇ. ╂けかはき 
うくすっさっし おなき さぇいさぇぉけすおぇすぇ きう 
うきぇ ゃっつっ けす  ゅけかっきう そうさきう ゃ 
〈せさちうは, うしおぇす しなすさせょくうつっしす
ゃけ. 〈せさちうは っ しすさぇくぇ し こさぇゃうか
くけ けすくけてっくうっ おなき くぇせおぇすぇ, 
すぇき ういけぉさっすっくうはすぇ, うくけゃぇちう
うすっ しっ せゃぇあぇゃぇす. ╆ぇ さぇいかうおぇ 
けす ╀なかゅぇさうは, すぇき うきぇ しっさうけい
くぇ ょなさあぇゃくぇ こけかうすうおぇ いぇ せゃっ
かうつぇゃぇくっ くぇ うくすっかっおすせぇかくうは 
こけすっくちうぇか う おけくおせさっくすくけしこけ
しけぉくけしすすぇ くぇ うおけくけきうおぇすぇ.

- ╁うっ ょけぉうゃぇすっ かう ゃっつっ 
すけお けす きけさしおぇすぇ ゃけょぇ? 
¨, ょぇ, ゃしはおぇ ゅけょうくぇ ゃっつっ. 

‶け しなゃしっき きぇかおけ. ¨ぉとけ ゃいっ
すけ, っくっさゅうはすぇ くぇ ゃなかくうすっ  こけ 
くぇてっすけ きけさっ  っ っょうく おうかけゃぇす 
くぇ ゃしっおう かうくっっく きっすなさ. ′け くっ 
きけあっ ょぇ しっ ゃいっきっ ちっかうはす おう
かけゃぇす, いぇとけすけ うきぇ ╉‶╃, おけっすけ 

╁ういうすおぇ: 
╁くせお くぇ しないょぇすっかは 

くぇ こなさゃぇすぇ ういちはかけ 
ぉなかゅぇさしおぇ ╁╄『 - ╄くう-
くぇ, うくあっくっさ, ゃないこう-
すぇくうお くぇ 〈ったくうつっしおうは 
せくうゃっさしうすっす ゃ ]けそうは. 
╀ぇとぇ くぇ ょゃっ こけさぇ-
しくぇかう ょっちぇ: しうく – IT 
しこっちうぇかうしす, う ょなとっさは 
- ぇさたうすっおす. ‶けくぇしすけ-
はとっき こさけそ. ょ-さ うくあ. 
╂っくつけ ]すぇえくけゃ っ いぇ-
きっしすくうお-ょうさっおすけさ くぇ 
╇くしすうすせすぇ こけ ]うしすっき-
くけ うくあっくっさしすゃけ う さけ-
ぉけすうおぇ う くぇ 『っくすさぇか-
くぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは こけ 
きったぇすさけくうおぇ う こさうぉけ-
さけしすさけっくっ おなき ╀┿′. 
‶けしす, し おけえすけ くぇ こさぇお-
すうおぇ ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
しぉなょゃぇ きけきつっておぇすぇ しう 
きっつすぇ - ょぇ しっ こけしゃっすう 
くぇ さけぉけすうおぇすぇ.
╋うくぇかぇすぇ しっょきうちぇ 

こさけそっしけさなす, おけえすけ っ 

しなゃしっき かっゅぇかくけ. ] すさせょけゃぇ 
おくうあおぇ ゃ さなおぇ, こさけすっおちうう 
けす しっきっっく こさうはすっか う しきなす-
くう くぇょっあょう ╄きうか しっ けおぇい-
ゃぇ ゃ ]おかぇょ 1 くぇ ╆ぇゃけょ 10, 
おなょっすけ きかぇょけおなす ゃっょくぇゅぇ 
ゃうあょぇ, つっ うきぇ う „けす こうかっ 
きかはおけ“. 

╁いうきぇえ っょくぇ こうかぇ
う こけつゃぇえ!

] すっいう ょせきう きぇえしすけさなす 
こけしさっとぇ いゃっいょぇすぇ けす すっ-
さっくぇ, おけはすけ しう くはきぇ う こけ-
くはすうっ おぇおゃけ とっ こさぇゃう すぇき, 
おなょっすけ しっ くぇきうさぇ. ╇ おぇお, 
ぇょあっぉぇ, すけつくけ とっ ゅけ こさぇ-
ゃう... ╄きけ こけしゃうおゃぇ う うい-

おぇさゃぇ くはおけかおけ きっしっちぇ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ. ╁っょくぇゅぇ 
いぇぉっかはいゃぇ, つっ しこけさすなす すせお 
っ くぇ こけつうす – さっいっさゃくけすけ 
うゅさうとっ っ ゃうくぇゅう いぇっすけ, うゅ-
さぇっ しっ こけしすけはくくけ う ゃ けぉっょ-
くうすっ こけつうゃおう. 『ったけゃっ, いぇ-
ゃけょう う ぇょきうくうしすさぇすうゃくう 
けすょっかう ゃぇょはす いぇこぇかっくう 
うゅさぇつう, おけうすけ ゃかっおぇす しかっょ 
しっぉっ しう すなかこう けす そっくけゃっ. 
‶けおぇさぇかぇすぇ くぇ いぇゃけょしおうは 

しすぇょうけく すさなこおぇ おなき きっし-
すぇすぇ けす あうゃけすぇ, おなょっすけ しっ 
しなぉうさぇ うくすっさっしなす くぇ ゅけかは-
きぇすぇ こせぉかうおぇ, ゃけょう ‶っく-
つっゃ おなき ょさせゅう あうすっえしおう 
こさけしすさぇくしすゃぇ. 15 ゅけょうくう ゃ 
くけゃうは きせいっえ „【うこおぇ – ╀せい-
かせょあぇ“ つぇおぇす ‶っくつっゃ ゃ くぇ-
つぇかけすけ くぇ 70-すっ. 』ぇおぇす  ゅけ 
こけ 15-20 ぇゃすけぉせしぇ ょくっゃくけ 
し こけしっすうすっかう くぇ ‶ぇきっすくう-
おぇ くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ くぇ 【うこ-
おぇ... /“′はきぇたきっ ゃさっきっ ょぇ 
しう こけっきっき ょなた きっあょせ ゅさせ-
こうすっ...!/ 』ぇおぇす ゅけ てせきくう 
こけしさっとぇくうは くぇ ゃっかうつうは けす 
ゃしはおぇおなゃ おぇかうぉなさ – けす ちは-
かけすけ ‶けかうすぉのさけ くぇつっかけ し 
〈けょけさ ╅うゃおけゃ こさっい  ぉさぇす-
しおうすっ こさっゅさなょおう くぇ ╀さっあ-
くっゃ, おけしきけくぇゃすうすっ ╂っけさゅう 
╇ゃぇくけゃ う ′うおけかぇえ [せおぇ-
ゃうてくうおけゃ う いけさおけすけ けおけ くぇ 
しぇきうは ╉ぇかぇてくうおけゃ. ╋うかう-
けく こけおかけくうちう ゅけょうてくけ きう-
くぇゃぇす こさっい 【うこおぇ ゃ すっいう 
ゃさっきっくぇ. ]ぇきぇすぇ うしすけさうは 
こさっきうくぇゃぇ こさっい あうゃけすぇ くぇ 
いぇょけつくうは しすせょっくす ‶っくつっゃ う 

きけあっ ぉう いぇすけゃぇ ぉなょっとぇすぇ きせ 
くけゃぇ しすさぇしす しすぇゃぇす しなぉうすうは-
すぇ くぇ ょっくは. ¨くっいう しなぉうすうは, 
おけうすけ こさぇゃはす, おぇおすけ ゅけかはきぇ-
すぇ うしすけさうは くぇ ゃさっきっすけ, すぇおぇ 
う くぇゅかっょ きぇかおうすっ うしすけさうう 
くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ  こけょさっあょぇす  
っこけたぇすぇ. ]ゃうょっすっかしすゃぇすぇ くぇ 
ゃさっきっすけ ╄きけ こぇいう ゃ ぉっいちっく-
くうすっ しう ぇさたうゃう けす しくうきおう, 
おぇしっすう, こなさゃう ぉさけっゃっ う ちっかう 
すっつっくうは くぇ こっさうけょうおぇ, いぇ-
こうしおう, ょけおせきっくすう... 《ぇおすうすっ 
╄きうか ‶っくつっゃ っ けしすぇゃうか いぇ 
こけおけかっくうはすぇ せすさっ ゃ しかっょう けす 
こうしぇくう ょせきう, ゅかぇしけゃっ う  こさう-
しなしすゃうは. „]すうゅくぇた ょけ すぇき, つっ 
きっ くぇおぇいぇたぇ ょゃぇ きっしっちぇ ょぇ 
くっ きう こせしおぇす きぇすっさうぇかう こけ 

[ぇょうけ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ“, しきっっ 
しっ ╄きけ, しこけきくはえおう しう すけくぇ 
くぇ ゅかぇゃくうは さっょぇおすけさ: “〈う しう 
くぇゃしはおなょっ – くはきぇ ゃっしすくうお 
ぉっい すっぉ, さぇょうけすけ... くっ ょぇゃぇて 
きっゅょぇく いぇ ょさせゅう!“  

]ぇきけ いぇ „╃っかけ“
くっ しなき こうしぇか

〈けゃぇ こさういくぇゃぇ ‶っくつっゃ, 
おけえすけ こさう かうこしぇすぇ くぇ うくすっさ-
くっす う ょさせゅう ゃさないおう くぇ ゃさっ-
きっすけ くっせきけさくけ こさぇとぇか ょけ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こけ こさうはすっかう, 
さっえしけゃっ う すぇおしうすぇ しすけすうちう 
ぇせょうけおぇしっすおう しなし いぇこうしう いぇ 
さぇょうけすけ. ╆ぇこうしうすっ こさぇゃっか 
しぇき くぇ ょけきぇてくうは おぇしっすけそけく. 
]なとうはす たなし いぇゃぇさゃぇ ‶っくつっゃ 
ゃ いけさぇすぇ くぇ ょっきけおさぇちうはすぇ, 
おけゅぇすけ すけえ っ しさっょ こなさゃうすっ こけ 
こかけとぇょう う きうすうくゅう はさけしすくう 
しっょっしぇさう, おけうすけ くぇこけしかっょなお 
ゅけさつうゃけ おぇいゃぇす: “‶けかうすう-
おぇすぇ きう っ ぉっいさぇいかうつくぇ“. ╃ぇ 
くっ こけゃはさゃぇて, つっ ぉっいこさう-
しすさぇしすうっすけ きけあっ ょぇ ぉっかっあう 
ょくっし っょうく あうゃけす, ゃ おけえすけ 
うきぇ はさおう こけかうすうつっしおう かうつくう 
せつぇしすうは, しゃなさいぇくう し こさっょしっ-
ょぇすっかしすゃけすけ くぇ おぇいぇくかなておぇ-
すぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╃っきけおさぇ-
すうつっしおぇすぇ こぇさすうは, ゃけょっくぇ せ 
くぇし けす ょけしすけかっこくうは ]すっそぇく 
]ぇゃけゃ, こさっょしっょぇすっか くぇ 36-
すけすけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ. 15 
ゅけょうくう おぇいぇくかなつぇくう しゃなさい-
ゃぇす ╄きうか ‶っくつっゃ し すぇいう こぇさ-
すうは, しこうさぇす ゅけ こけ せかうちうすっ う 
すなさしはす こけきけと う こけょおさっこぇ いぇ 

おぇおゃけ かう くっ. ‶かぇきっくくう さっつう, 
しすぇすうう, おくうゅう, しかけゃっしくう ぉうす-
おう ゃ ょっぉぇすう くぇ きっしすくうは こぇさ-
かぇきっくす  うきぇ ゃ かうつくぇすぇ しう うし-
すけさうは ‶っくつっゃ, しないょぇすっかはす くぇ 
くぇてっくしおぇすぇ   „╃っきけおさぇちうは“ 
– しうくうはす ゃっしすくうお „╉ぇいぇく-
かなお“. ╆ぇ くっゅけゃうは こなさゃう ぉさけえ 
こけきけゅくぇか くっ ょさせゅ, ぇ つかっくなす 
くぇ ╀╉‶ – こっつぇすぇさはす  》さうしすけ 
]すぇくつっゃ /╀けゅ ょぇ ゅけ こさけしすう!/. ] 
ゃはさぇすぇ, つっ さぇぉけすう いぇ ょけぉさけすけ 
くぇ ‶さけきはくぇすぇ, ‶っくつっゃ さっょうか 
きぇおっすうすっ くぇ ゃっしすくうおぇさしおうすっ 
しすさぇくうちう ょけ おなしくぇ ょけぉぇ くぇ 
こけょぇ ゃおなとう. „]ぇきけ こけ こなすは 
けす こっつぇすくうちぇすぇ ょけ こかけとぇょぇ 
し ╉けちっすけ – そけすけゅさぇそぇ こさけょぇ-
ょけたきっ  2 500 ぉさけは!!!“ – こけきくう 

╄きけ こけしさっとぇくっすけ くぇ しっょっしぇさ-
しおうは ゃ-お „╉ぇいぇくかなお“ – すけこかう-
はす  たかはぉ いぇ きかぇょうすっ  ょっきけおさぇ-
すうつくう すせおぇてくう くぇょっあょう.   
‶け-おなしくけ, おけゅぇすけ うょゃぇす さぇい-

けつぇさけゃぇくうはすぇ, ‶っくつっゃ ゃかぇ-
ゅぇ くぇょっあょうすっ しう ゃ こけ-しおけ-
さけ こぇすさうけすうつくう, けすおけかおけすけ 
ゃ こけかうすうつっしおう くぇつうくぇくうは. 
‶さっゃさなとぇ しっ ゃ ぇおすうゃっく しな-
けさゅぇくういぇすけさ こさっい ゅけょうくうすっ 
くぇ ゃないさけょっくうすっ 》ぇょあう-╃う-
きうすさけゃう すなさあっしすゃぇ くぇ ╀せいかせ-
ょあぇ, しなしすぇゃうすっか っ う さっょぇおすけさ 
くぇ うしすけさうつっしおう のぉうかっえくう 
かうしすう, しなけしくけゃぇすっか くぇ ╉け-
きうすっすぇ „【うこおぇ – ¨ぉとうくぇ“ う 
くっゅけゃうはす ゃっしすくうお „【うこおぇ“, 
おけえすけ さっょぇおすうさぇ ゃ こさけょなか-
あっくうっ くぇ ちはかぇ ゅけょうくぇ ゃ くぇ-
つぇかけすけ くぇ くけゃけすけ しすけかっすうっ; 
っくすせしうぇいうさぇくけ こさけおかぇきうさぇ 
╉けきうすっすぇ いぇ ゃさなとぇくっすけ くぇ 
うきっすけ くぇ ゃさ. ]ゃっすう ′うおけかぇ... 
‶け ういぉけさう ゃしはおぇおゃう こぇさすうう 
う おけぇかうちうう こさけょなかあぇゃぇす ょぇ 
すなさしはす ‶っくつっゃ いぇ しなゃっすう う 
こけきけと. ′ぇ くっゅけ しっ けしかぇくは ゃ 
こさけたけあょぇくっすけ しう ゃ せこさぇゃかっ-
くうっすけ う ]すけはく ╇ゃぇくけゃ – つっす-
ゃなさすう きぇくょぇす おきっす くぇ 【うこおぇ. 
┿ゃすけさうすっすなす くぇ ‶っくつっゃ う こけ-
いくぇすけすけ うきっ ゃうくぇゅう こけきぇゅぇす 
ゃ くぇぉうさぇくっすけ くぇ ゅかぇしけゃっ. ╁  
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, くぇきっさうか 
しこけおけえしすゃうっすけ ゃ くぇしかっょしすゃっ-
くぇすぇ おなとぇ くぇ しなこさせゅぇすぇ ╉けく-
しすぇくすうくぇ ゃ 【うこおぇ, しぇきけ くぇ 
こさなゃ こけゅかっょ ╄きうか っ けしすぇゃうか 
しなぉうすうはすぇ けすゃなく. ′ぇこさけすうゃ – 
すけえ すなさしう くっとぇすぇ ゃ ょなかぉけおけ-

╉けえ っ ╄きうか ‶っくつっゃ? ╅せさくぇかうしす, こうしぇすっか, そせすぉけ-
かうしす, こけかうすうお...? – しぇきうはす すけえ しなとけ つっしすけ しっ こうすぇ し 
こさっきっさっくぇ ゅかなすおぇ かっおけゃうすぇ ょけいぇ しぇきけうさけくうは: “〈う, 
しは, おけえ しう...?“. す̈ゅけゃけさなす, ょけてなか し きなょさけしすすぇ くぇ 
65-すっ, っ しすさぇくっく いぇ たけさぇ, さぇぉけすうかう ゃうくぇゅう くぇ っょくけ 
きはしすけ, くけ しなゃしっき っしすっしすゃっく いぇ っょうく ╁けょけかっえ: “′っ 
しなあぇかはゃぇき, つっ しなき しっ いぇくうきぇゃぇか し すけかおけゃぇ きくけゅけ 

ょけしすぇ しこっしすはゃぇ,  くはおなょっ けおけかけ 
8%. ‶さうっきぇ しっ, つっ しっ  ゃいっきぇす 
100 うかう 80 ゃぇすぇ けす すけいう おうかけ
ゃぇす う ぇい ゅけ こさぇゃは  てうさけおけ きっ
すなさ う 80, いぇ ょぇ たゃぇとぇき きぇかおけ 
こけゃっつっ, すぇおぇ つっ くはおなょっ けおけかけ 
200 ゃぇすぇ すけお しっ ゃぇょう. ¨おぇいぇ 
しっ, つっ くっ っ すけかおけゃぇ  こさけしすぇ  
さぇぉけすぇ, きぇおぇさ くぇ こさなゃ こけゅかっょ 
ょぇ ういゅかっあょぇ かっしくけ. ′け くっ っ. 
』けゃっお しう こさぇゃう っょくう しきっすおう, 
くけ しかっょ っおしこっさうきっくすうすっ くっ
とぇすぇ ういゅかっあょぇす うくぇつっ. 

- ‶なさゃけこさけたけょちうすっ けす 
さけょぇ ]すぇえくけゃう しぇ うきぇかう 
きっつすぇ ょぇ こさっゃなさくぇす しうくけ
ゃっすっ しう ゃ こさっょこさうっきぇつう, 
おぇおゃぇすけ  っ ぉうかぇ きっつすぇすぇ くぇ 
╁ぇてうは こさぇ-こさぇょはょけ - ]すけ
はく ‶. ]すぇえくけゃ, ういこさぇとぇえおう 
ょはょけ ゃう ╂っくつけ, つうっすけ うきっ 
くけしうすっ, ゃ 【ゃっえちぇさうは ょぇ 
せつう しうさっくぇさしすゃけ. ┿ ゃしなと
くけしす さけょなす ゃう っ ういゃっしすっく 
けしくけゃくけ し たけさぇ くぇ ういおせ
しすゃけすけ う うくあっくっさう, しないょぇ
すっかう – くけゃぇすけさう. 〈けゃぇ うさけ
くうは くぇ しなょぉぇすぇ かう っ うかう 
こなす あうすっえしおう? 
〈けいう さぇえけく すせお っ ぉけゅぇす くぇ 

きくけゅけ くっとぇ, ゃ すけゃぇ つうしかけ う くぇ 
きくけゅけ すぇかぇくすかうゃう たけさぇ. 〈ぇおぇ 
つっ - ]すぇえくけゃうすっ くっ しぇ っょうく
しすゃっくうすっ. ′ぇてうはす さけょ すさせょくけ 
っ あうゃはか. ‶けきくは さぇいおぇいう くぇ 
ょはょけ きう, つうっすけ うきっ くけしは, おけえ
すけ きう っ さぇいおぇいゃぇか, つっ けぉとけ 
ゃいっすけ くっ しぇ あうゃっかう ょけぉさっ, くっ 
しぇ ぉうかう ゃうくぇゅう しうすう, くぇかぇゅぇかけ 
しっ っ ゃしうつおう いぇっょくけ ょぇ さぇぉけすはす 
ょけ おなしくけ, ょぇ こさぇゃはす さぇいくう 
くっとぇ. 〈っ しぇ っょくう けす  たけさぇすぇ, 
おけうすけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ そぇおすぇ, 
つっ くぇきうさぇす こけょょさなあくうちう けす
ゃなょ ╀ぇかおぇくぇ, こけくっあっ すせお  さけ
いけゃぇさうすっ, おけうすけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ 
しぇ ぉうかう たけさぇすぇ し こぇさうすっ, しぇ 
うき けすおぇいぇかう, しぇ せしこっかう ょぇ くぇ
こさぇゃはす くっとけ ゅけかはきけ, おぇおゃけすけ 
っ ╁╄『-ぇ. ] きくけゅけ すさせょ. ‶けきけゅ
くぇかう しぇ うき けす さけょぇ 》ぇょあう
ゅっくつけゃう けす ╃さはくけゃけ, おけうすけ しぇ 
うき ょぇかう こぇさう いぇ ちっくすさぇかぇすぇ. 
╋ぇおぇさ つっ ょはょけ きう, しないょぇすっかはす 
╂っくつけ ]すぇえくけゃ, くぇ ゃさっきっすけ 
っ おぇいゃぇか くぇ ぉぇとぇ しう, おけえすけ 
ゃしなとくけしす さぇすせゃぇ いぇ すけゃぇ, つっ 
すぇいう さぇぉけすぇ, ょっすけ は きうしかう, 
くはきぇ ょぇ しすぇくっ. ′け… つけゃっておう 
うき さぇぉけすう. ]なょぉけゃくう けぉさぇすう. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ ╁╄『-ぇ こけ
しかっ すせお っ すさなゅくぇかけ ゃしうつおけ. ‶け 
けくけゃぇ ゃさっきっ, こさっょう ゃっお, ょぇ 
うきぇて っかっおすさうつっしすゃけ, ぉうかけ ゃう
しけおぇ すったくけかけゅうは. ┿ し すけいう ╁╄『 
くぇ ょっょうすっ きう ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ 
すさっすうはす ゅさぇょ ゃ ╀なかゅぇさうは, おけえ
すけ うきぇ っかっおすさうつっしすゃけ. 〈けゃぇ っ 
ぉうかけ くっとけ きくけゅけ ゅけかはきけ いぇ 
けくけゃぇ ゃさっきっ. 

- ╉ぇおゃけ っ ょぇ しう くぇしかっょくうお 
くぇ すぇおなゃ さけょ? 
╀う すさはぉゃぇかけ ょぇ っ けすゅけゃけさくけしす 

くはおぇおゃぇ, くけ ぇい くっ ゅけ つせゃしすゃぇき 
すぇおぇ. ‶け-しおけさけ っ くぇつうく つけゃっお 
ょぇ くっ しっ ゃいっきぇ すけかおけゃぇ くぇしっ
さうけいくけ, ょぇ ゅかっょぇ こけ-しこけおけえくけ 
くぇ くっとぇすぇ う ょぇ しっ けこうすゃぇ ょぇ 
ゅかっょぇ くぇこさっょ, おぇすけ ょけこさうくっしっ 
し くっとけ いぇ さぇいゃうすうっすけ. ]っゅぇ, ゃ 
すけゃぇ しすさぇくくけ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ 
あうゃっっき, しさっょ すぇいう こけゃしっきっしす
くぇ さぇいさせたぇ, くう っ くせあくけ けぉっ
ょうくっくうっ う ゃいぇうきくぇ ゃはさぇ, いぇ 
ょぇ こけすっゅかはす くっとぇすぇ くぇこさっょ. 
╉ぇおすけ ゃしなとくけしす しぇ くぇこさぇゃうかう 
ょっょうすっ くう. 

- ┿ けす ゃっかうおうは しう ょはょけ 
おぇおゃけ しすっ ゃいっかう? 
╁かっつっくうっすけ おなき うくけゃぇちううすっ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

すけ うき ゃなすさっ. 〈なさしう ゃ こぇきっすすぇ 
しう, ゃ ぇさたうゃうすっ しう けす ¨ぉとうく-
しおけすけ さぇょうけ, おけっすけ さなおけゃけょう 
こさっょう ょゃぇえしっすうくぇ ゅけょうくう, ゃ  
こさうかっあくうすっ いぇこうしおう, おけうすけ 
しすぇさぇすっかくけ しなぉうさぇ こさっい ちっ-
かうは しう あうゃけす – いぇこうしおう いぇ 
しなぉうすうは, たけさぇ う ょけさう... あう-
ゃけすくう. ╆ぇとけすけ:

╄きうか っ しすさぇしすっく かけゃょあうは

╃うゃうすっ あうゃけすくう, うくすっさっしなす 
おなき おけうすけ ゅけ こさぇとぇ こけ しかっ-
ょうすっ うい こけかっすけ う 【うこつっく-
しおうは ぉぇかおぇく けとっ こさっょう 40 
ゅけょうくう, ゃなかくせゃぇす ‶っくつっゃ こけ 
╄きうかうはく-]すぇくっゃしおう う ╃けくつけ-
『けくつっゃしおう. 〈っ こさっょういゃうおゃぇす 
こうしぇすっかしすゃけすけ せ ╄きうか. ╁ こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう すけえ こせぉかう-
おせゃぇ こさっょうきくけ ゃ „╊けゃ う さう-
ぉけかけゃ“.  ╆ぇ くっゅけ ょくってくうすっ 
きけすうゃう くぇ きかぇょうすっ かけゃちう, 
こさっょういゃうおぇくう けす あっしすけおけすけ 
“╉けかおけ せぉう?“, しぇ ぇぉしけかのすくけ 
つせあょう う ょけさう – ゃないきせすうすっか-
くう. ╆ぇ っょうく くぇしかっょしすゃっく かけ-
ゃっち, つうえすけ ぉぇとぇ こさっおぇさゃぇ 
あうゃけすぇ しう おぇすけ しっおさっすぇさ くぇ 
おぇいぇくかなておうすっ  ょさせあうくおう, 
かけゃなす おぇすけ しすさぇしす っ ょけてなか 
けとっ し きうさうしぇ くぇ ぉぇさせす う けす-
しすさっかはく ょうゃっつ けす さぇくうちぇすぇ 
くぇ すぇすっ. ╁ くっゅけゃぇすぇ しすさぇしす 
ぉかういけしすすぇ う けぉうつすぇ おなき  こさう-
さけょぇすぇ う ょうゃっつぇ っ ょぇかっつ こけ-
ゃぇあくぇ けす すさけそっうすっ くぇ さぇきけ. 
╇ けす こけしすけゃっすっ ゃ ょさせあっしすゃけ-
すけ /╄きうか っ ぉうか つかっく くぇ 〉] くぇ 
╊けゃくけ-さうぉぇさしおけすけ しょさせあっ-
くうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお/. ′っ つっ くはきぇ 
すさけそっう - しさなくょぇお, っかっく, つぇ-
おぇか..., くけ: “ ╁ くうおぇおなゃ しかせつぇえ 
くっ しなき こさけそっしうけくぇかっく せぉう-
っち!“ ′はきぇ おぇお こさけそっしうけくぇかっく 
せぉうっち ょぇ こうてっ いぇ あうゃけすくうすっ 
おぇすけ いぇ たけさぇ. ┿ きぇえ すけつくけ 
すけゃぇ っ こさぇゃうか ╄きうか ‶っくつっゃ 
こけ しすさぇくうちうすっ くぇ こけしかっょくぇ-
すぇ しう, けとっ くっういょぇょっくぇ おくうゅぇ. 
„¨こぇしくう しすさぇしすう“ っ うきっすけ くぇ 
さなおけこうしぇ, おけえすけ しかっょゃぇ ゃっつっ 
こけいくぇすうすっ ういょぇょっくう „¨こすう-
きうしすうつくけ いぇ こさけしすけすうはすぇ“ – 
しぉけさくうお っしっすぇ し すっおしすけゃっ けす 
させぉさうおぇすぇ „┿かけ...?“ くぇ ゃっしす-
くうお „]っょきうちぇ“;  ぇゃすけぉうけゅさぇ-
そうつくぇすぇ „╁きっしすけ さけきぇく“ - いぇ 
しなぉうすうはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお けす ゃすけ-
さぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 20-う ゃっお う 
くぇつぇかけすけ くぇ くけゃけすけ しすけかっすうっ 
う „╁くせちうすっ くぇ ╀ぇえ ╂ぇくぬけ“, 
くぇこうしぇくぇ し すぇおぇ こけいくぇすけすけ 
いぇ ‶っくつっゃ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ, 
こさっい おけっすけ しすさせう うさけくうはすぇ 
おなき ょっそっおすうすっ くぇ つけゃっておけすけ. 
‶なさゃぇすぇ おくうゅぇ くぇ ╄きうか っ こさけ-
ゃけおうさぇくぇ けす しさっとぇすぇ しなし しな-
こさせゅぇすぇ ╉けくしすぇくすうくぇ. ╉くうあ-
おぇすぇ っ ]ぇきういょぇす, くけ うきっくくけ 
すは ょぇゃぇ せゃっさっくけしす くぇ ぇゃすけさぇ, 
つっ こうしぇくっすけ きせ しっ しかせつゃぇ う きせ 
こさうかはゅぇ. ‶うしぇくっすけ くぇ おくうゅう っ 
くっとけ こけゃっつっ けす こせぉかうおぇちうう-
すっ こけ ゃっしすくうちうすっ, てっこくっ くぇ 
╄きうか きなょさけしすすぇ くぇ ゅけょうくうすっ. 
╆ぇすけゃぇ すけえ しう いぇこうしゃぇ こさっい 
ゅけょうくうすっ ゃしうつおけ, おけっすけ きせ っ 
うくすっさっしくけ, おけっすけ ゅけ こさけゃけ-
おうさぇ... 》うかはょう いぇこうしおう こさっょ-
たけあょぇす ゃしはおぇ おくうゅぇ. 》うかはょう 
しすさぇくうちう しかっょゃぇす しなぉうすうはすぇ. 
]すさぇくうちうすっ いぇこっつぇすぇく あうゃけす 
╄きうか こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ういこなかゃぇ 
し ぉせおゃう こけょ しすさけえくうは くぇこけ-
さうしす すさけこけす くぇ つせおつっすぇすぇ けす 
こうてっとぇすぇ きぇてうくぇ... ╇ ょくっし 
おけきこのすなさなす きせ けしすぇゃぇ つせあょ. 
〈けゃぇ っ しぇきけ っょうく けす いくぇちうすっ, 
つっ ‶っくつっゃ けしすぇゃぇ ゃっさっく くぇ 
ゃさっきっすけ しう こけ っょうく いょさぇゃけ-
しかけゃくけ おけくしっさゃぇすうゃっく くぇつうく.

くっとぇ. 】けき こけしすうゅぇて くっとけ ゃ ょぇょっくぇ けぉかぇしす, しなし 
しうゅせさくけしす うきぇ しきうしなか ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇて し すけゃぇ“.
╃ぇ うしおぇ ょぇ こけしすうゅぇ, ょぇ ゅけくう しゃけうすっ しう くっとぇ 

╄きけ しっ こぇかう くっ おなょっ ょぇ っ..., ぇ しさっょ ゃないすけさあっくぇすぇ 
こせぉかうおぇ くぇ けくは きけとっく ぇさしっくぇかしおう しすぇょうけく, おけえ-
すけ ゃさう けす っきけちうう くぇ さなぉぇ きっあょせ 50-すっ う 60-すっ 
ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお. 〈ぇき, おなょっすけ し きけきつっすぇすぇ 
けす  きぇたぇかぇすぇ くぇきうさぇす ゃ ょせきうすっ きぇかおうすっ たうすさうく-
おう, おけうすけ ゅう こさけきなおゃぇす ぉっい ぉうかっす こさっい うゅかっくうすっ 
せてう くぇ けたさぇくぇすぇ: “╀ぇすっ! 』うつけ!... ゃいっきう きっ し すっぉ 
ょぇ ゅかっょぇき!“ 
]すぇょうけくなす くぇ ╆ぇゃけょ 10 こけ すけゃぇ ゃさっきっ っ っょうく-

しすゃっくうはす しすぇょうけく ゃ ╉ぇいぇくかなお, しこけきくは しう ╄きけ. 〈ぇき 
しっ しすうつぇ ちっかうはす ゅさぇょ, つっ う けおけかうはすぇ. ╁なゃ ゃさっきっ 
ぉっい すっかっゃういうは う うくすっさくっす ぇさしっくぇかしおうはす すっさっく う 
╉けかけょさせきなす しぇ くぇえ-ょけぉさうすっ きっしすぇ いぇ いぇぉぇゃかっくうは 
ゃ ╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ. ╋っしすぇ, おなょっすけ しっ しなぉうさぇす すなか-
こう けす たけさぇ, しさっょ おけうすけ すう しっ とっ ょぇ ぉかっしくって しなし 
しけぉしすゃっくぇ しゃっすかうくぇ. ‶さっょう こっすょっしっすうくぇ ゅけょうくう ゃ 
╉ぇいぇくかなお しすぇょうけくなす くぇ ╆ぇゃけょ 10 っ きはしすけすけ, おなょっ-
すけ うきぇて てぇくしぇ ょぇ  けすかうつうて しっぉっ しう, ょぇ しっ ょけおぇ-
あって ゃなゃ そせすぉけかぇ, ゃ しこけさすぇ... ╋けあって ょぇ ゃうおぇて 
いぇ ゅっさけは くぇ きぇつぇ し させしおうすっ ゅけしすう – ぇさしっくぇかしおうはす 
ゅけかきぇえしすけさ ╉けかぬけ ╀さぇすぇくぇ うかう いぇ しかぇゃぇすぇ くぇ ╊ぇ-
かぬけ [ぇょせおぇ – ょせいこぇょあうはすぇ くぇ いぇゃけょしおうは けすぉけさ, 
すぇさすけさなす くぇ けくけゃぇ そせすぉけかくけ ゃさっきっ, いぇ おけっすけ かっ-
ゅっくょぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさけょなかあぇゃぇ ょぇ あうゃっっ... ╋け-
あって ょぇ きっつすぇって っょうく ょっく ょぇ しすぇくって おぇすけ すはた! 
╆ぇ たうかはょう きけきつっすぇ けす ╉ぇいぇくかなお  すっさっくなす う 

すさうぉせくうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおうは しすぇょうけく しぇ ゅくっいょけすけ, 
おなょっすけ しぇ こさけぉけかう こさっい つっさせこおうすっ くぇ ょっすしすゃけすけ 
くぇえ-しきっかうすっ うき きっつすう: ょぇ しすぇくぇす ゃ くっとけ すけかおけゃぇ 
ょけぉさう, つっ ょぇ こけかせつぇす しかぇゃぇすぇ くぇ ╀さぇすぇくぇ う [ぇょせ-
おぇ. ╄きけ ‶っくつっゃ っ っょくけ けす すうは こけさぇしくぇかう たかぇこっすぇ, 
おけうすけ きけゅぇす ょぇ おぇあぇす: “╁いった しゃけっすけ けす あうゃけすぇ“.

【そうあ てうひちおけ うせとさひて せあ つひくおあてかしみ せあ たひちうあてあ けくぬみしそ いひしえあちつさあ ╇╊を たちそな. ╈かせねそ 』てあこせそう-すしあおのけ
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こさはお くぇしかっょくうお くぇ おぇいぇくかなておうは さけょ ]すぇえくけゃう, ぉっ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ せつぇしすうっ ゃ つっしすゃぇ-
くっすけ くぇ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╁╄『 – ╄くうくぇ う っかっおすさうそうおぇちうはすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお.
 ╇きっくうすうはす ぉなかゅぇさしおう せつっく くっ けぉうつぇ こさけあっおすけさうすっ う くっ っ けす たけさぇすぇ, おけうすけ しっ くぇぉう-

ゃぇす くぇ けつう. ╁こっつぇすかはゃぇ し すうたうは さっしこっおす, おけえすけ ういかなつゃぇす こけしさっぉさっくぇすぇ きせ おけしぇ う けしぇく-
おぇすぇ きせ. ╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ うきぇ いぇゃうょくけ う すなくおけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ う っ けとっ こけ-せこけさうす ゃ 
すなさしっくうはすぇ しう けす しゃけは うきっくうす ょはょけ- しなうきっくくうお, しないょぇすっか くぇ こなさゃぇすぇ ういちはかけ ぉなかゅぇさ-
しおぇ ╁╄『. 65-ゅけょうてくうはす こさけそっしけさ くけしう うきっすけ くぇ しゃけは ょはょけ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ.
┿おすせぇかくぇすぇ くぇせつくぇ さぇぉけすぇ, おけくちっくすさうさぇかぇ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく ゃっつっ 6 ゅけょうくう  ゃくうきぇ-

くうっすけ くぇ こさけそっしけさ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ, っ しないょぇゃぇくっすけ くぇ さけぉけす, おけえすけ ょぇ こさけういゃっあょぇ 
っかっおすさうつっしすゃけ けす きけさしおうすっ ゃなかくう. 〈っいぇすぇ くぇ せつっくうは っ, つっ こさう ぉせさは ゃなかくうすっ こさけうい-
ゃっあょぇす ょけ 800 こなすう こけゃっつっ っかっおすさけっくっさゅうは けす くけさきぇかくけすけ.
¨しゃっく すけゃぇ くぇせつくけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ, こさけそ. ]すぇえくけゃ うきぇ けとっ 18 ういけぉさっすっくうは う 

こぇすっくすう ゃ さぇいかうつくう しすさぇくう.
╄ょくけ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ きせ っ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ょうそっさっくちうぇか, ぉっいいなぉくう おけかっかっすぇ. ╉なき 

ういけぉさっすっくうっすけ きせ うくすっさっし こさけはゃはゃぇす けす BMW, くぇしすけはゃぇす ょぇあっ ょぇ ゅけ こぇすっくすけゃぇす. ‶さけ-
そっしけさなす けぉぇつっ けすおぇいゃぇ. 
‶さけそ. ╂っくつけ ]すぇえくけ っ さけょっく ゃ ]けそうは. ╀ぇとぇ きせ っ うくあっくっさ-たうきうお, ぇ きぇえおぇ きせ - こさっ-

ゃけょぇつ くぇ たせょけあっしすゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ けす くっきしおう.

Емо Пенчев и

Мария Луиза Сакскобургготска
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《╆ぅ¨〉╅【╅ 》『《╉╅╇╅ ¨〈《【¨, 『╅′》]╅ぅ╅ 』【╅『¨ 』╉╊][¨《╆ぅ¨〉╅【╅ 》『《╉╅╇╅ 
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„『《′¨【╊” 』╊ 』【っ╈╅【 ′╅ ╊』╊〉【╅

だどとづごどだ ぢごでぜだ

 ╆ぇ ょぇ ゅう こかぇすう ゃないきけあくけ 
くぇえ-ぉなさいけ, こけさぇょう かうたゃう けす 
こけつすう 1000 かっゃぇ っあっょくっゃくけ, 
おけうすけ すっおぇす くぇ ゅなさぉぇ くぇ ¨ぉ-
とうくぇすぇ, ぇ けすすぇき う くぇ ゃしうつ-
おう ゅさぇあょぇくう, しっ こさけょぇゃぇす 
けぉとうくしおうすっ うきけすう. ╄ょうく けす 
けぉはゃっくうすっ いぇ こさけょぇあぉぇ  すっ-
さっくう っ ういゃっしすくぇすぇ ょせこおぇ  くぇ 
ぉうゃてぇすぇ ╇くそっおちうけいくぇ ぉけか-
くうちぇ し こかけと 5 420 おゃぇょさぇす-
くう きっすさぇ. 〈は  とっ しっ こさけょぇゃぇ 
くぇ すなさゅ し くぇつぇかくぇ ちっくぇ けす 
918 680 かっゃぇ.
╁すさうはす うきけす っ けす 9 559  おゃぇ-

ょさぇすくう きっすさぇ う しっ くぇきうさぇ ゃ 
おゃ. „╇いすけお” , すっさっくなす いぇょ ¨〉 
„』せょけきうさ”, し くっょけゃなさてっくぇ 
すせたかっくぇ こけしすさけえおぇ ゃ くっゅけ.  
╆ぇ すけいう うきけす こさっょかけあっくぇすぇ 
くぇつぇかくぇ すさなあくぇ ちっくぇ っ  363 
200 かっゃぇ.
〈さっすうはす ゅけかはき うきけす っ し 

こかけと 10 883 おゃぇょさぇすくう きっ-
すさぇ. 〈けえ っ ょゃせっすぇあくぇ きぇしうゃ-
くぇ しゅさぇょぇ し けぉとぇ いぇしすさけっくぇ 
こかけと 534 おゃぇょさぇすくう きっすさぇ. 
〈っさっくなす っ ぉうゃてうはす そうかうぇか 
,,》さうしすけ ╀けすっゃ“ おなき ╋っあ-
ょせせつうかうとっく ちっくすなさ – ╉ぇ-

╆ぇこけつくぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ っしっくくけすけ こなさゃっくしすゃけ くぇ 
《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” –╉ぇいぇくかなお, しなけぉとう いぇ „〈さう-

ぉせくぇ ┿さしっくぇか” ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ  おかせぉぇ 
╉なくつけ ‶ぇこぇいけゃ. 
╁ しさっょぇすぇ くぇ しっょきうちぇすぇ ゃ ‶かけゃょうゃ ぉっ ういすっゅかっく あさっ-

ぉうはす いぇ っしっくくけ-いうきくうは しっいけく くぇ ぃゅけういすけつくぇ ╁ ゅさせ-
こぇ. ¨す くけゃうは しっいけく すさっくぬけさ くぇ  „[けいうすっ” とっ っ っょくぇ 

けす かっゅっくょうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうは そせすぉけか けす くっょぇかっつくけすけ 
きうくぇかけ, うゅさぇか いぇ けすぉけさぇ くぇ „╊っゃしおう ]こぇさすぇお”- ┿くゅっか 
]すぇくおけゃ - ╂っかっ.
120 きぇかつせゅぇくう くぇぉさけはゃぇ ゃっつっ ょっすしおぇすぇ そせすぉけかくぇ 

ておけかぇ くぇ „[けいうすっ”, くっ ぉっい ゅけさょけしす しなけぉとう ‶ぇこぇいけゃ.
¨す うきっすけ くぇ そせすぉけかうしすう う そっくけゃっ つさっい „〈さうぉせくぇ 

┿さしっくぇか” ‶ぇこぇいけゃ ういおぇいゃぇ しこっちうぇかくぇ  ぉかぇゅけょぇさくけしす 
いぇ ういおかのつうすっかくけ ちっくくぇすぇ こけょおさっこぇ, けおぇいゃぇくぇ, おぇおすけ 
ゃなゃ そうくぇくしけゃけ けすくけてっくうっ, すぇおぇ う おぇすけ きけさぇかくぇ う 

いぇくかなお, ゃ ぉかういけしす ょけ ‶╂ 
こけ しすさけうすっかしすゃけ, こけょ あ. こ. 
ゅぇさぇすぇ. ′ぇつぇかくぇすぇ すさなあくぇ 
ちっくぇ くぇ すけいう うきけす っ  332 

250 かっゃぇ.
]せきぇすぇ, おけはすけ ¨ぉとうくぇすぇ 

しかっょゃぇ ょぇ いぇこかぇすう こけ くっせ-
すけつくっくう おなき きけきっくすぇ しさけおけ-
ゃっ う したっきう いぇさぇょう けぉはゃはゃぇ-

くっすけ いぇ くうとけあっく くぇ しおかのつっく 
こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ  ょけゅけ-
ゃけさ, っ  いぇ しすさけっあ くぇ 7-っすぇあくぇ 
しゅさぇょぇ くぇ きはしすけすけ くぇ ぉうゃてぇ-

すぇ ]すぇさぇ ぉけかくうちぇ ゃ ゅさぇょぇ. 
′っさっぇかういうさぇくうはす しすさけっあ っ いぇ 
けゅさけきっく すなさゅけゃしおう ちっくすなさ, し  
5 あうかうとくう っすぇあぇ. 
3 315 139 かっゃぇ, おけうすけ こさっょ-

〉ゃぇあぇっきう おけかっゅう けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, せこさぇゃうすっかう くぇ そうさきう う ゅさぇあ-
ょぇくう くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお,

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しっ くぇきうさぇ ゃ ういおかのつうすっかくけ すっあおけ そうくぇくしけゃけ
こけかけあっくうっ, おぇすけ こさはおぇ こけしかっょうちぇ けす さぇいゃぇかはくっすけ くぇ ょけゅけゃけさぇ し „〈さぇ-

おうは 〈さっえょ“ ¨¨╃ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う こさけういすうつぇとけすけ けす すけゃぇ ゃないくうおくぇかけ 
いぇょなかあっくうっ いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ しせきぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 3315139,71 かゃ.
]っゅぇ っ ゃさっきっすけ ょぇ こけおぇあっき しなこさうつぇしすくけしす おなき こさけぉかっきうすっ くぇ けぉとう-

くぇすぇ う ゃしうつおう ゅさぇあょぇくう, し つううすけ ゅかぇしけゃっ しきっ ういぉさぇくう いぇ けぉとうくしおう しな-
ゃっすくうちう. ] すっいう ゅかぇしけゃっ くう ぉってっ ょっかっゅうさぇくけ ょけゃっさうっ う くうっ すさはぉゃぇ ょぇ 
くぇこさぇゃうき ゃしうつおけ こけ しうかうすっ しう ょぇ けこさぇゃょぇっき すけゃぇ ょけゃっさうっ.
]つうすぇきっ, つっ ゃしっおう けす くぇし, ういこけかいゃぇえおう こけいくぇくうはすぇ, けこうすぇ う おけくすぇおすう-

すっ しう, すさはぉゃぇ ょぇ こけかけあう せしうかうは いぇ くぇきうさぇくっ くぇ ういたけょ けす しないょぇょっくぇすぇ 
しうすせぇちうは.
]っゅぇ っ ゃさっきっすけ ゃしうつおう ょぇ けぉっょうくうき せしうかうはすぇ しう う ぉっい けゅかっょ くぇ こぇさすうえ-

くぇ こさうくぇょかっあくけしす ょぇ さぇぉけすうき いぇ うくすっさっしうすっ う くけさきぇかくけすけ そせくおちうけくう-
さぇくっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
]っゅぇ っ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃしうつおう そうさきう しかっょゃぇ ょぇ こけおぇあぇす しなこさうつぇしすくけしす 

こさうっきぇつなす  とっ こけかせつう けす 
¨ぉとうくぇすぇ, しぇ こかぇすっくうすっ けす 
くっゅけ こぇさう いぇ ゅかぇゃくうちぇ こけ 
しょっかおぇすぇ,  /1 848 000 - っょうく 
きうかうけく けしっきしすけすけすうく つっすう-
さうょっしっす う けしっき かっゃぇ/ こけ ょけ-
ゅけゃけさ, けぉはゃっく ゃ こけしかっょしすゃうっ 
けす ¨おさなあっく しなょ - ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ う こけすゃなさょっく けす ┿さ-
ぉうすさぇあっく しなょ いぇ くうとけあっく, 
かうたゃう, こぇさう いぇ こさけっおすぇ, ぇょ-
ゃけおぇすしおう たけくけさぇさう, しなょっぉくう 
さぇいくけしおう. ‶けしかっょくうすっ しぇ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 180 たうかはょう かっゃぇ. 
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ゅけょうくう ]すぇさけいぇゅけさしおうはす けお-
さなあっく しなょ けぉはゃはゃぇ いぇ くうとけ-
あっく ょけゅけゃけさぇ しぇ, つっ  „こさっょ-
ゃうあょぇくうはすぇ くぇ  ‶けょさけぉくうは 
せしすさけえしすゃっく こかぇく いぇ こけしけつっ-
くうは うきけす しぇ いぇ いぇしすさけはゃぇくっ 
くぇ ょゃせっすぇあくぇ きぇしうゃくぇ しゅさぇ-
ょぇ, ぇ いぇかけあっくうすっ おけくおせさしくう 
せしかけゃうは いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ 
けぉっおすう けす 7 っすぇあぇ – 2 すなさ-
ゅけゃしおう う 5 あうかうとくう,  くっ 
しぇ ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し ¨〉‶ う 
‶〉‶. ]かっょけゃぇすっかくけ, くはきぇ 
おぇお ょぇ ぉなょっ けょけぉさっく うょっっく 
こさけっおす う ょぇ ぉなょっ ういょぇょっくけ 

しすさけうすっかくけ さぇいさってっくうっ いぇ 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ けぉっおすう しな-
ゅかぇしくけ おけくおせさしくうすっ せしかけ-
ゃうは. 〈けゃぇ こさけすうゃけさっつうっ し 
さぇいこけさっょぉうすっ くぇ ╆〉〈 こさぇゃう 
ょけゅけゃけさぇ くうとけあっく“, おぇすっ-
ゅけさうつっく っ ]すぇさけいぇゅけさしおうはす 
けおさなあっく しなょ.
 ′うとけあくうはす ょけゅけゃけさ う こかぇ-

とぇくうはすぇ こけ くっゅけ, おけうすけ しっゅぇ 
とっ くぇすけゃぇさはす ょけこなかくうすっかくけ 
う ぉっい すけゃぇ せすっあくっくうは けす-
おなき しすぇさう いぇょなかあっくうは ぉの-
ょあっす くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, っ しおかの-
つっく  こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ, 
ゃ こなさゃうは きぇくょぇす くぇ おきっすぇ 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う ¨ぉとうく-
しおう しなゃっす, こさっょしっょぇすっかしす-
ゃぇく けす ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう. [っ-
てっくうっすけ いぇ しすさけうすっかしすゃけすけ 
くぇ ゃうしけおぇすぇ しゅさぇょぇ  っ ゃいっすけ 
くぇ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす こさっい けおすけきゃさう 2006-
すぇ ゅけょうくぇ. 〈けゅぇゃぇてくうすっ しな-
ゃっすくうちう けぉはゃはゃぇす おけくおせさし 
いぇ こさけょぇあぉぇ くぇ けぉとうくしおうは 
くっあうかうとっく うきけすう.

かけぉうしすおぇ こけょおさっこぇ くぇ こけつっすくうは こさっょしっょぇすっか くぇ 《╉ 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う くぇ ぅくおけ ╉けしすぇ-
ょうくけゃ, うおけくけきうつっしおう ょうさっおすけさ くぇ  „┿さしっくぇか” ┿╃.  
╀かぇゅけょぇさくけしす いぇ あっしすけゃっすっ う こけょおさっこぇすぇ くぇ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ かうちっすけ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
くぇ こさけおせさうしすぇ  くぇ „╋+] 》うょさぇゃかうお” ╁かぇょうきうさ ]こぇ-
しけゃ, くぇ そうさきぇ „ぃ ╋╇ 〈╇”, くぇ ╂っけさゅう ┿くょさっっゃ けす 
„]ぇかぇきぇくょなさ” ¨¨╃,  たけかょうくゅ „╉ぇしすぇきけくせ”, くぇ „╂せ-
ぇかぇ ╉かけせあなさし” -  ╀なかゅぇさうは  う くぇ ゃしうつおう さぇょっすっかう 
いぇ ゃないさぇあょぇくっすけ くぇ おぇいぇくかなておうは そせすぉけか, こなかくう-
かう しすぇょうけくうすっ う こけょおさっこはかう けすぉけさぇ こさっい ういきうくぇ-
かうは くっかっお しっいけく. ╀っい こけきけとすぇ くぇ しこけくしけさうすっ う ぉっい 
さぇいぉうさぇくっすけ くぇ そっくけゃっすっ  すさせょくけ とっ しっ しこさぇゃうき, 
おぇすっゅけさうつっく っ ╉なくつけ ‶ぇこぇいけゃ. 30 たうかはょう かっゃぇ ぉっ 
こけきけとすぇ, ょぇさっくぇ けす そうさきうすっ いぇ けすぉけさぇ くぇ „[けいうすっ” 
こさっい ういきうくぇかうは しっいけく, 60 たうかはょう かっゃぇ ぉっ けしうゅせさっ-
くぇすぇ しせぉしうょうは けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ ょぇ そせくお-
ちうけくうさぇ くけさきぇかくけ, けぉぇつっ, くぇ おかせぉぇ しぇ くせあくう 120 
たうかはょう かっゃぇ くぇ ゅけょうくぇ. 
 ′ぇょはゃぇき しっ くぇ ょけぉなさ しっいけく, し こけゃっつっ ゅけかけゃっ う さっ-

いせかすぇすくけしす, くぇ けすいうゃつうゃぇ こせぉかうおぇ, おけはすけ ょぇ くっ しな-
あぇかはゃぇ, つっ っ くぇ しすぇょうけくぇ, いぇ ょぇ こけょおさっこは かのぉうきうは 
しう けすぉけさ, おぇすっゅけさうつっく っ ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 
くぇ „[けいうすっ” ╉なくつけ ‶ぇこぇいけゃ. 
 ¨す っしっくすぇ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかう-

くぇ” うきぇ くけゃ 〉]. ╁ しなしすぇゃぇ きせ しぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
ゃけょっとう こさっょこさうはすうは ゃ けぉとうくぇすぇ. ‶けつっすっく こさっょしっ-
ょぇすっか っ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃. ╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ そせす-
ぉけかくうは おかせぉ っ ╉なくつけ ‶ぇこぇいけゃ. ╁ くけゃうは 〉こさぇゃうすっかっく 
しなゃっす ゃかういぇす: 》さうしすけ ]せかっゃ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ „╋+] 
》うょさぇゃかうお“ ┿╃, ′うおけかぇえ ‶ぇくぇえけすけゃ, ╉さぇしうきうさ ╉な-
くっゃ, ]うきっけく [ぇょぇくけゃ, ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, しなとけ けす 
„┿さしっくぇか“ ┿╃, う  ╂っけさゅう ┿くょさっっゃ けす „]ぇかぇきぇくょなさ”.

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

╁すけさけ きはしすけ ゃ 48-つぇしけゃけすけ ぉはゅぇくっ ゃ 
ゅさぇょ ╉かぇょくけ,』ったうは, しこっつっかう おぇいぇく-

かなておうはす せかすさぇきぇさぇすけくっち う うくあっくっさ 
[ぇょう ╋うかっゃ. ╆ぇ すけゃぇ ゃさっきっ すけえ ういきう-
くぇ  303, 343 おうかけきっすさぇ. ‶けぉっょうすっかはす 
ゃ しなしすっいぇくうっすけ, 22 ゅけょうくう こけ-きかぇょうはす 
けす [ぇょう ╋うかっゃ しかけゃぇお, ういこさっゃぇさう しぇきけ 
し 11 おうかけきっすさぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ. ╁ ゅっ-
くっさぇかくけすけ おかぇしうさぇくっ ょうこかけきうさぇくうはす 
うくあっくっさ しこっつっかう う こなさゃけすけ きはしすけ ゃ 
しゃけはすぇ ゃないさぇしすけゃぇ ゅさせこぇ いぇ きなあっ くぇょ 
65 ゅけょうくう. ╁ つっておけすけ しなしすっいぇくうっ せか-
すさぇきぇさぇすけくっちなす くう こけょけぉさう う 4 けす ゃなさ-
たけゃうすっ こけしすうあっくうは くぇ しすさぇくぇすぇ くう.
╇ すけゃぇ こけさっょくけ せつぇしすうっ くぇ おぇいぇく-

かなておうは ゃっすっさぇく - せかすさぇきぇさぇすけくっち ぉっ 
こけょこけきけゅくぇすけ そうくぇくしけゃけ けす くっゅけゃうすっ 
こさうはすっかう - ゅさせこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお“. 600 かっゃぇ ょぇさうたぇ つかっくけゃうすっ え 
いぇ くっゅけゃけすけ せつぇしすうっ ゃ 』ったうは, おぇすけ くぇ 
こさぇおすうおぇ けしうゅせさうたぇ 1/3 けす ちはかぇすぇ しせきぇ.
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100 ╈《╉¨〉¨ ╊]╊[【『¨ぁ╊』【╇《 ╇ [╅′╅〉]ぇ[ 
 ... くっゅけゃうはす ゃくせお, しなうきっくうお, しっゅぇ こさけそっ-

しけさ ょ-さ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ, おけえすけ っ いぇきっしすくうお-
ょうさっおすけさ くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ しうしすっきくけ うくあっ-
くっさしすゃけ う さけぉけすうおぇ おなき ╀┿′. ╁ ╉ぇいぇくかなお 
ぉはたぇ う しうくなす う ょなとっさはすぇ くぇ っょうく けす しないょぇ-
すっかうすっ くぇ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]け-
そうは - おぇいぇくかなつぇくうくなす こさけそ. ′ぇくつけ ′ぇくつっゃ 
- ]すっそぇく う [ぇょうくぇ ′ぇくつっゃう, おぇおすけ う きくけゅけ 
ょさせゅう さけょしすゃっくうちう, しさっょ おけうすけ う こけつっすくう-
はす ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお  ぇさた. ]すっそぇく 
]すぇえくけゃ, しうく くぇ おけきこけいうすけさぇ ぇおぇょ. ‶っすおけ 
]すぇえくけゃ.
╁っおけゃくうはす のぉうかっえ くぇ ╄くうくしおぇすぇ ╁╄『 ぉっ 

こけつっすっく し こけいょさぇゃうすっかくう こうしきぇ けす ╋うくうし-
すっさしすゃけすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ, っくっさゅっすうおぇすぇ う 
すせさういきぇ, けす ′ぇちうけくぇかくうは こけかうすったくうつっしおう 
きせいっえ ゃ ]けそうは, けす こさうっきくうおぇ くぇ ょさせあっしすゃけ 
„‶けぉっょぇ“ ¨¨╃ - EVN, けす ′ぇちうけくぇかくうは すった-
くうつっしおう しなのい くぇ っくっさゅっすうちうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
]こっちうぇかくけ こけいょさぇゃかっくうっ かうつくけ こけょくっしっ 
う こさけそ. ╁ぇかっくすうく ╉けかっゃ , さなおけゃけょうすっか くぇ 
おぇすっょさぇ „╄かっおすさけっくっさゅっすうおぇ“ ゃ 〈〉 - ]けそうは.
╇ょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ っかっおすさけちっくすさぇ-

かぇ ゃ さぇえけくぇ くぇ おぇいぇくかなておけすけ しっかけ ╄くうくぇ 
しっ さぇあょぇ けとっ こさっい 1908 ゅけょうくぇ けす ╂っくつけ 
]すぇえくけゃ. ‶さっょう すけゃぇ すけえ っ ういこさぇすっく けす しゃけは 
ぉぇとぇ ょぇ せつう しうさっくぇさしすゃけ ゃ 【ゃっえちぇさうは, ぇ 
こけ-おなしくけ う うくあっくっさしすゃけ ゃ ╂っさきぇくうは. ╂っくつけ 
けぉぇつっ すぇおぇ う くっ しっ ょうこかけきうさぇ おぇすけ うくあっ-
くっさ, きぇおぇさ ゅけょうくう こけ-おなしくけ, こさう しすさけうすっか-
しすゃけすけ くぇ っかっおすさけちっくすさぇかぇすぇ, ょぇ けすおさうゃぇ 
ょゃっ ゅさっておう ゃ ういつうしかっくうはすぇ くぇ っょうくしすゃっくうは 
かうちっくいうさぇく うくあっくっさ くぇ しすさけっあぇ - ╀けはょあう-
っゃ. ╂さっておうすっ しぇ ぉうかう しゃなさいぇくう し さぇいきうくぇ-
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‶さうっきぇす う しなけすゃっすくうすっ こぇさぇきっすさう う おけくおせさしくう せしかけゃうは, 
おぇおすけ う しぇきぇすぇ おけくおせさしくぇ おけきうしうは, おけはすけ しっ こさっょしっょぇすっか-
しすゃぇ けす こさっょしっょぇすっかは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ]ぇきぇさしおう. 』かっ-
くけゃっ くぇ おけきうしうはすぇ しぇ ゃ きくけいうくしすゃけすけ しう けぉとうくしおう しなゃっすくう-
ちう - 7 う 5-きぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. 
]なゅかぇしくけ せしかけゃうはすぇ くぇ おけくおせさしぇ, しこっつっかうかぇすぇ そうさきぇ っ 
ょかなあくぇ ゃ しさけお けす 1 ゅけょうくぇ ょぇ こけしすさけう けぉっおすぇ.  ╉ぇいぇくけ うくぇ-
つっ, こさっい 2008-きぇ ╉ぇいぇくかなお っ すさはぉゃぇかけ ょぇ うきぇ しゃけえ ╋¨╊. 
‶なさゃぇすぇ おけこおぇ いぇ ゅさぇょっあぇ きせ っ くぇこさぇゃっくぇ こさっい のくう 2008 

ゅけょうくぇ, こさぇおすうつっしおう しぇきけ きっしっちう こさっょう けぉっおすなす ょぇ っ ゅけすけゃ, 
しなゅかぇしくけ おかぇせいう くぇ ょけゅけゃけさぇ けす こさっょたけょくぇすぇ ゅけょうくぇ. 
 ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ 4 ゅけょうくう  くうおけえ けす こさっょたけょくうは きぇくょぇす 

くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす くっ すなさしう けすゅけゃけさくけしす けす しこっつっかうかうは おけく-
おせさしぇ こさっょこさうっきぇつ いぇとけ くっ しすさけう, くうすけ こなお  くはおけえ けす けぉ-
とうくしおぇすぇ ゃかぇしす つせゃぇ くぇしすけはゃぇくうはすぇ きせ ょぇ しっ こさけきっくう ‶〉‶, 
いぇ ょぇ きけあっ ょぇ しっ ういこなかくう ぇくゅぇあうきっくすぇ こけ ょけゅけゃけさぇ. ′ったぇえ-
しすゃけすけ くぇ きっしすくぇ ゃかぇしす こさぇとぇ しこけさぇ ゃ しなょぇ. 
 ] うょゃぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ ゃかぇしす ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ くぇつぇかけ-

すけ くぇ 2012 ゅけょうくぇ おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ くぇせつぇゃぇ かうつくけ 
けす こさっょしすぇゃうすっか くぇ „〈さぇおうは すさっえょ” ¨¨╃  いぇ おぇいせしぇ う しすぇさ-
すうさぇかぇすぇ ゃっつっ しなょっぉくぇ しぇゅぇ.  
 ╆ぇこけつゃぇす こけさっょうちぇ けす さぇいゅけゃけさう ゃ すなさしっくっ くぇ さってっくうっ, 

こさうっきかうゃけ う いぇ ょゃっすっ しすさぇくう. ¨す ¨ぉとうくぇすぇ くぇしすけはゃぇす おせ-
こせゃぇつなす くぇ すっさっくぇ, おけえすけ くはきぇ こさぇおすうつっしおう ゃないきけあくけしす ょぇ 
しすさけう  こけさぇょう けゅさぇくうつっくうは ゃ ‶〉‶ う いぇさぇょう くっしなけすゃっしすゃうは 
ゃ ¨〉‶, ょぇ ゃょうゅくっ しなょっぉくぇすぇ ゃないぉさぇくぇ くぇ うきけすぇ, し ちっか ょぇ しっ 
すなさしう くけゃ おせこせゃぇつ. ¨す „〈さぇおうは すさっえょ” けすおぇいゃぇす. ′っ しっ くぇきう-
さぇ う うくゃっしすうすけさ, おけえすけ ょぇ こけっきっ うきけす し すぇおうゃぇ すっあっしすう. ╆ぇ 
おぇいせしぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ くっっょくけおさぇすくけ 
しっいうさぇ  ¨おさなあくぇすぇ こさけおせさぇすせさぇ う ╁なさたけゃくぇすぇ おぇしぇちうけくくぇ 
こさけおせさぇすせさぇ. ¨すゅけゃけさなす けす すぇき っ: けぉさぇいせゃぇくけ っ ょけしなょっぉ-
くけ こさけういゃけょしすゃけ しさっとせ くっういゃっしすっく ういゃなさてうすっか, おけっすけ くっ っ 
しこうさぇかけ. ]さけおなす, けこさっょっかっく いぇ こさうおかのつゃぇくっ くぇ さぇいしかっょゃぇ-
くっすけ っ 4-すう ぇゃゅせしす 2014 ゅけょうくぇ. 
′ぇ こさぇおすうおぇ ゃっつっ くはきぇ ゃさっきっ う くぇょっあょぇ  ゃうくけゃくうちうすっ, 

ゃおぇさぇかう ゃ すけいう おぇこぇく けぉとうくぇすぇ ょぇ ぉなょぇす こけしけつっくう, しかっょ 
おぇすけ しぇ „くっういゃっしすくう” ゃ ういきうくぇかうすっ  7 ゅけょうくう. 
╋っあょせゃさっきっくくけ, し ちっか ょぇ しっ しこっしすはす けゅさけきくうすっ しなょっぉくう 

すぇおしう う さぇいたけょう こけ ぇょゃけおぇすう, おぇおすけ う ょぇ しっ しこっしすう ゃさっきっ, 
¨ぉとうくぇ う こさっょこさうっきぇつ しっ ょけゅけゃぇさはす  しこけさなす ょぇ しっ こさっきっしすう 
ゃ  ┿さぉうすさぇあっく しなょ くぇ ╀〈‶‶. 
 ]かっょ こけさっょうちぇ いぇしっょぇくうは すぇき, ゃ しさっょぇすぇ くぇ すけいう きっしっち, 

しすぇくぇ はしくけ けおけくつぇすっかくけすけ さってっくうっ: ╃けゅけゃけさなす っ くうとけあっく, 
ゃしはおぇ けす しすさぇくうすっ しかっょゃぇ ょぇ ゃなさくっ こけかせつっくけすけ. „〈さぇおうは 
すさっえょ” くはきぇ ょぇ いぇこなかゃぇす ういおけこぇくぇすぇ ゃっつっ ょせこおぇ, くけ とっ こけ-
かせつぇす こさうしこぇょぇくっ けす ちっくぇすぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 214 たうかはょう かっゃぇ.  
╉ぇおすけ う ょぇ しっ さぇいゃうはす しなぉうすうはすぇ けすすせお  くぇすぇすなお, おけかおけ う いぇ 

おぇおゃう すけつくけ しせきう , おぇおすけ う おけゅぇ とっ しっ くぇきっさはす うくゃっしすうすけさう 
う おせこせゃぇつう いぇ けぉはゃっくうすっ いぇ こさけょぇく こぇさちっかう, しぇ ゃなこさけしう, 
つううすけ けすゅけゃけさう しぇ くぇこさっょ ゃなゃ ゃさっきっすけ. ╇ いぇしっゅぇ くっはしくう. 
╉ぇすっゅけさうつくけ っ はしくけ, けぉぇつっ, すけゃぇ: ¨ぉとうくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しう 
けしうゅせさう ゃないきけあくけ くぇえ-ぉなさいけ  3 315 139 かっゃぇ, いぇ ょぇ しっ さぇい-
こかぇすう し „〈さぇおうは すさっえょ”. ╃させゅ っ ゃなこさけしなす, つっ し すっいう こぇさう とっ 
ぉなょぇす けとっすっくう くぇ こさぇおすうおぇ ゃしうつおう, あうゃっっとう ゃ けぉとうくぇすぇ. 
╆ぇとけすけ ゃきっしすけ いぇ しなゅさぇあょぇくっ, すっ とっ  けすうょぇす いぇ  いぇきうすぇくっ くぇ 
しかっょう,  くっいくぇくうっ, しないくぇすっかくぇ ぉっいけすゅけゃけさくけしす, くっぉさっあくけしす, 
せきうてかっくぇ うかう くっせきうてかっくぇ せゃさっょぇ, こさうつうくっくぇ けす くはおけう けす-
ゅけゃけさくう かうちぇ. 
 ┿ おけう しぇ すっ?  
¨すゅけゃけさなす くぇ すけいう ゃなこさけし ゃうしう ゃなゃ ゃさっきっすけ. ╇ ぉなかゅぇさしおけすけ 

こさぇゃけさぇいょぇゃぇくっ ゃっつっ くはきぇ ゃさっきっ ょぇ ゅけ ょぇょっ. ╇ くっ ゅけ っ くぇ-
きっさうかけ 7 ゅけょうくう. 
′け くぇえ-きぇかおけすけ, くうとけ くっこけょけいうさぇとうすっ ゃしっ けとっ さっぇかくう 

こかぇすちう, おぇおゃうすけ しぇ ゃしうつおう ゅさぇあょぇくう くぇ けぉとうくぇすぇ, うきぇす 
こさぇゃけ ょぇ ゅけ くぇせつぇす. 
╃けさう しかっょ ゃさっきっ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╉╊を╅【╅ ¨』[╅【 《╆¨ぁ
]うゅせさくけ せ ょゃぇきぇすぇ ういぉせはゃぇ こけゃっつっ すったくうつっしおけすけ ゃかっつっくうっ くぇ ぉぇとぇ うき ]すっそぇく, ぇさしっくぇかっち 

こさっょう う しっゅぇ. ]すっそぇく う ]すっそおぇ しぇ しっきっえしすゃけ, すさぇえくけ しゃなさいぇくう し „┿さしっくぇか“. [けょうすっかうすっ くぇ しな-
こさせゅぇ しぇ しなとけ ぇさしっくぇかちう: “╁さないおぇすぇ くう し „┿さしっくぇか“ っ きくけゅけ しうかくぇ!“, おぇいゃぇ ╂ぇくつっゃぇ. „┿さしっくぇか“ 
しう けしすぇゃぇ くぇえ-しすぇぉうかくぇすぇ そうさきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇおゃけすけ う ょぇ しっ しかせつゃぇ. ]ぇきけ いぇ きうゅ しう こさっょしすぇ-
ゃっすっ おぇおゃけ ぉう しすぇくぇかけ, ぇおけ すは くっ しなとっしすゃせゃぇ?!...“, さぇいしなあょぇゃぇ くぇ ゅかぇし ょうさっおすけさなす くぇ „╀せさぇ-
すうくけ“. ╆ぇ くっえくけすけ しっきっえしすゃけ „┿さしっくぇか“ けこさっょっかっくけ ょぇゃぇ しうゅせさくけしす. ╁ ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ けこうすなす 
こけおぇいゃぇ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ いぇかぇゅぇて しぇきけ くぇ きぇかおけ, くけ こさけゃっさっくう こさうはすっかう, ょゃぇきぇすぇ しなし しなこさせゅぇ え 
ゅかっょぇす くぇ „┿さしっくぇか“ しなし しこけおけえしすゃうっすけ くぇ しすぇさけすけ こさうはすっかしすゃけ. ╁ おけっすけ う ょゃっすっ しすさぇくう しぇ しう 
っょくぇおゃけ ゃっさくう. ′ぇ ]すっそおぇ え ょけこぇょぇ すぇいう けすおさけゃっくぇ う すけこかぇ しさっょぇ くぇ しうゅせさくけしすすぇ けす たけさぇすぇ ょけ 
すっぉ. ] さうしお ょぇ ぉなょっ ょっきけょっ, すは きうかっっ いぇ ぇすきけしそっさぇすぇ くぇ ょさせゅぇさしすゃけすけ けす ゃさっきっすけ くぇ きかぇょっあおう-
すっ ぉさうゅぇょう う 〈うきせさけゃしおうすっ おけきぇくょう, おけゅぇすけ ゃしうつおう しう ぉはたきっ ぉかういおう. ]うゅせさくけ いぇすけゃぇ „┿さしっくぇか“ 
え たぇさっしゃぇ – すぇいう ぇすきけしそっさぇ くぇ こけょおさっこぇ すせお しなし しうゅせさくけしす っ いぇこぇいっくぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ.  
╉ぇすけ きぇかおぇ ]すっそおぇ しゃうさうかぇ 7 ゅけょうくう くぇ ぇおけさょっけく ゃ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ“. ‶さけしすけ けすしはおかぇ: “╇し-

おぇき ぇおけさょっけく!“. ]かっょゃぇす くぇゅさぇょう, くぇょっあょう いぇ ╋せいうおぇかくけすけ せつうかうとっ... ╇いゃっょくなあ ゃ 7-う おかぇし 
〈っかっちなす ゃ くっは こさけゅけゃけさうか: “′っ うしおぇき ╋せいうおぇかくけすけ!“. ]すっそおぇ っ とぇしすかうゃぇ, つっ さけょうすっかうすっ は 
こけょおさっこはす ゃ ういぉけさぇ くぇ 《さっくしおぇすぇ ゅうきくぇいうは. ╉ぇおすけ は こけょおさっこはす ゃ あうゃけすぇ う こけ-おなしくけ. ╆くぇっ おぇお-
ゃけ けいくぇつぇゃぇす こけょおさっこぇすぇ う けぉうつすぇ いぇ ゃしはおけ ょっすっ, いぇ ゃしっおう つけゃっお.  ╆ぇすけゃぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ょぇゃぇ 
けぉうつ う ょなさあう ちっかうはす っおうこ くぇ ょっすしおけすけ いぇゃっょっくうっ ょぇ ゅけ こさぇゃう. ╆ぇさぇょう ょっちぇすぇ. ╆ぇっょくけ すなさしはす 
さぇょけしすすぇ けす あうゃけすぇ ゃなゃ ゃしうつおけ う しっ しすさっきはす ょぇ は こけおぇいゃぇす ゃなゃ ゃしうつおけ – ゃ ちゃっすけゃっすっ くぇ くけゃぇすぇ 
ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ, ゃ いゃせちうすっ くぇ こっしくうつおうすっ, ゃ ういさぇぉけすおぇすぇ くぇ さぇいくう くっとうちぇ うい ょっすしおうすっ さなちっ, 
ゃ こなしすさぇすぇ さうしせくおぇ, ゃ こさうおぇいくけしすすぇ くぇ ╁なかてっぉくぇすぇ しすぇは... ′っ っ かっしくけ ょぇ しっ けすゅかっょぇ ょっすっ, いくぇっ 
]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ. ╇ ゃ すけいう こさけちっし くぇ けすょぇょっくけしす ょぇ しう くぇ こなさゃけ きはしすけ ゃ けぉっおすうゃぇ ょぇかっつ くっ っ 
ゃぇあくけ. 〈けつくけ けぉさぇすくけすけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

                                                              ╇しおさっくけ: 
╁ぇかっくすうくぇ ]ぇさぇそしおぇ
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╁ き う く ぇ か う は 
84-すう ぉさけえ 

くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” こけし-
ゃっすうたきっ つぇしす けす 
しすさぇくうちうすっ しう 
くぇ ゃないきけあくけしす-
すぇ いぇ ぉっいこかぇす-
くう こさっゅかっょう いぇ 

くはおけう けくおけかけゅうつくう いぇぉけかはゃぇくうは, 
こけ-しこっちうぇかくけ くぇ しおさうくうくゅ-こさけゅさぇ-
きぇすぇ くぇ いょさぇゃくけすけ きうくうしすっさしすゃけ 
„]こさう う しっ こさっゅかっょぇえ!”. 
╇ いぇとけすけ すっきぇすぇ ゃうくぇゅう っ ぉうかぇ 

つぇしす けす っあっょくっゃくうすっ ゃなかくっくうは くぇ 
きくけゅけ たけさぇ, っすけ おぇおゃけ くう くぇこうしぇ 
こけ すけいう こけゃけょ こさっい そっえしぉせお くぇ-
てぇすぇ さっょけゃくぇ つうすぇすっかおぇ, ぉうゃてぇ 
ぇさしっくぇかおぇ う さぇょっすっかおぇ いぇ こさけそう-
かぇおすうおぇすぇ しさっとせ けくおけいぇぉけかはゃぇくうは 
- 『ゃっすぇ [ぇえくけゃぇ, ょなかゅけゅけょうてっく 
こさっょしっょぇすっか くぇ ]ょさせあっくうっすけ くぇ 
けくおけぉけかくうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお: 

ゃぇくっ くぇ すせくっかうすっ, おけうすけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ こさけおけ-
こぇはす けす そうさきぇすぇ くぇ ょゃぇきぇ うすぇかうぇくちう - [けゃっすう う 
‶ぇしおぇかっ.
╄かっおすさうつっしすゃけすけ, おけっすけ くぇさっあょぇ ╉ぇいぇくかなお しさっょ 

こなさゃうすっ っかっおすさうそうちうさぇくう ゅさぇょけゃっ ゃ しすさぇくぇすぇ, 
っ さっぇかういうさぇくけ けす いぇさぇぉけすうかぇすぇ ゃ 00.00 つぇしぇ くぇ 
31-ゃう ょっおっきゃさう 1913 しさっとせ 1-ゃう はくせぇさう 1914 
ゅけょうくぇ こなさゃぇ ╁╄『 ゃ ╀なかゅぇさうは, くぇきうさぇとぇ しっ ゃ おぇ-
いぇくかなておけすけ しっかけ ╄くうくぇ. 
] すけいう ぇおす っかっおすさうそうおぇちうはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお うい-

こさっゃぇさゃぇ し 15 ゅけょうくう っかっおすさうそうちうさぇくっすけ くぇ けぉ-
かぇしすくうは ゅさぇょ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
]かっょ 9-すう しっこすっきゃさう 1944 ゅけょうくぇ, ゃ おさぇは くぇ 

1947 ゅけょうくぇ, ╁╄『 - ╄くうくぇ っ くぇちうけくぇかういうさぇくぇ う 
ょけ 1993 ゅ. っ ょなさあぇゃくぇ しけぉしすゃっくけしす. ╁ くぇつぇかけすけ 
くぇ 1994 ゅ. ちっくすさぇかぇすぇ っ さっしすうすせうさぇくぇ けす こさっ-
ょうてくうすっ しけぉしすゃっくうちう.
╃くっし せこさぇゃうすっか くぇ ╁╄『 - ╄くうくぇ っ 78-ゅけょうてくう-

はす うくあ. ]すっそぇく ′ぇくつっゃ, しうく くぇ こさけそっしけさ ′ぇくつけ 
′ぇくつっゃ. ╃け 1995 ゅけょうくぇ うくあ. ]すっそぇく ′ぇくつっゃ っ 
こさっこけょぇゃぇすっか ゃ 〈〉 - ]けそうは, ゃこけしかっょしすゃうっ さぇぉけ-
すう う ゃ ′╄╉. 4600 おうかけゃぇすつぇしぇ っかっおすさけっくっさゅうは しっ 
こさけういゃっあょぇ けす っかっおすさけちっくすさぇかぇすぇ ゃ ╄くうくぇ っあっ-
ょくっゃくけ, おぇすけ きけとくけしすすぇ え しっゅぇ っ 1 きっゅぇゃぇす うかう 
1000 こなすう こけ-くうしおぇ けす ┿╄『 - ╉けいかけょせえ. ╁ょなたくけ-
ゃうすっかはす う ょゃうゅぇすっかはす いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃぇすぇ 
ういちはかけ し ぉなかゅぇさしおう おぇこうすぇかう っかっおすさけちっくすさぇかぇ 
╂っくつけ ]すぇえくけゃ せきうさぇ こさっい 1966 ゅけょうくぇ ゃ ]けそうは. 
╃くっし くっゅけゃうすっ くぇしかっょくうちう しぇ こさなしくぇすう うい ちはか 
しゃはす.

                                          ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

 ¨とっ こけ すっきぇすぇ くぇ しすさ .7

おなき こさけぉかっきぇ う しなけぉさぇいくけ ゃないきけあくけしすうすっ しう ょぇ こけきけゅくぇす いぇ そうくぇくしけゃけすけ 
しすぇぉうかういうさぇくっ くぇ けぉとうくぇすぇ.
¨ぉさなとぇきっ しっ おなき ゃぇし - けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, せこさぇゃうすっかう くぇ すなさゅけゃしおう 

ょさせあっしすゃぇ, ゅさぇあょぇくう くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, しなし しかっょくうすっ おけくおさっすくう こさっょ-
かけあっくうは:

╁しうつおう すなさゅけゃしおう ょさせあっしすゃぇ う ゅさぇあょぇくう ょぇ こけゅぇしうき いぇょなかあっくうはすぇ しう おなき 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃおかのつうすっかくけ ょなかあうきうすっ ょけ 31.12.2014 ゅ.;
 
┿こっかうさぇきっ ゃしうつおう, しなけぉさぇいくけ ゃないきけあくけしすうすっ しう, ょぇ こけょこけきけゅくっき そうくぇく-

しけゃけ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ ょぇさうき しさっょしすゃぇ こけ けすおさうすぇ いぇ ちっかすぇ ぉぇくおけゃぇ 
しきっすおぇ.

′うっ, けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう けす ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, しっ ぇくゅぇ-
あうさぇきっ し ゃしうつおけ おぇいぇくけ ょけすせお う こけっきぇきっ ぇくゅぇあうきっくすぇ いぇ こさけこぇゅぇくょうさぇくっ, 
けすさぇいはゃぇくっ う こけこせかはさういうさぇくっ くぇ こさっょかけあっくぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ.

 ╂させこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ  ╉ぇいぇくかなお“
ゃ ¨ぉとうくしおう しなゃっす - ╉ぇいぇくかなお,

                        きぇくょぇす 2011- 2015 ゅけょうくぇ 

Ведро начало, тъжен финал
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„┿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╇╅

╅『』╊〉╅]』[¨ ‒】【╆《]

《うさきぇすぇ こけきぇゅぇ くぇ ょっす
しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くっ しぇきけ 

し ょけぉさけ けすくけてっくうっ, ぇ う し さっ
ゅせかはさくうすっ しう ぇくゅぇあうきっくすう いぇ 
けしうゅせさはゃぇくっ くぇ さっあうえくう さぇい
くけしおう, さっきけくすう, しきはくぇ くぇ けぉけ
させょゃぇくっすけ, さぇぉけすくうちう いぇ ゃしは
おぇおゃう こさっきっしすゃぇくうは, きけくすぇあう 
う ぉっいぉさけえ ょっえくけしすう こけ こけょ
ょさなあおぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ, しけぉしすゃっ
くけしす くぇ „┿さしっくぇか“, せすけつくはゃぇ 
╂ぇくつっゃぇ. [っぇゅうさぇ しっ しこってくけ 
う こさう „うくそぇさおすくう“ しうすせぇちうう: 
“╉けゅぇすけ しっ けぉぇょは いぇ くっとけ くっ
けすかけあくけ, ゃっょくぇゅぇ さなおけゃけょ
しすゃけすけ ういこさぇとぇ ゅさせこぇ いぇ けゅかっょ 
う こさっょこさうっきぇくっ くぇ くっけぉたけょう
きうすっ ょっえしすゃうは“, おぇいゃぇ ょうさっお
すけさなす くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ. 
╂ぇくつっゃぇ うょゃぇ こさっょう 4 ゅけょうくう 
すせお. 【っゅせゃぇ しっ, つっ すけゃぇ しすぇくぇ
かけ くぇ „さけあょっくうは ょっく くぇ 〈ぇすけ“ 
– 7-う しっこすっきゃさう 2010-すぇ. ‶さっ
ょう ょぇ こけっきっ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„╀せさぇすうくけ“, ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ 
すさせこぇ けこうす ゃ „╋っつけ ‶った“ – 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ょけ ぉけかくう
ちぇすぇ, う ゃ ╃くっゃくうは ちっくすなさ いぇ 
ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは こさう ╁っしおぇ  
╋ぇさぇょあうっゃぇ. „╋ぇさぇょあうっゃぇ っ 
しすさぇたけすっく さなおけゃけょうすっか う つけ
ゃっお, こさぇゃう すけかおけゃぇ くっとぇ いぇ 
ょっちぇすぇ ゃ 『っくすなさぇ, さぇいょぇゃぇ しっ, 
しさぇぉけすうたきっ しっ かっしくけ う けす くっは 
くぇせつうた きくけゅけ“, しこけょっかは ]すっ
そおぇ. ′ぇ こさなゃ こけゅかっょ っ つせょくけ, 
つっ しかっょ そさっくしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, 
おなょっすけ けす ╉ぇいぇくかなお ゃ くっえくうは 
ゃうこせしお いぇゃなさてゃぇす けぉとけ つっすう
さうきぇ, ]すっそおぇ ういぉうさぇ こっょぇゅけ
ゅうつっしおう こさけそうか. ′け さぇょけしすすぇ, 
し おけはすけ しっ ゃうあょぇ, つっ こさうっ
きぇ さぇぉけすぇすぇ しう しさっょ ょっちぇすぇ, 
けぉはしくはゃぇ ゃしうつおけ. ╂さうあぇすぇ いぇ 
ょっちぇすぇ, こさう すけゃぇ – ゅさうあぇすぇ し 
けぉうつ, ょぇゃぇ きくけゅけ. ¨くけゃぇ, おけっ
すけ ゃいうきぇ, しなとけ くっ っ きぇかおけ, くけ 
╂ぇくつっゃぇ くっ ょなさあう しきっすおぇ いぇ 
くっゅけ. ′っえくぇすぇ ゅさうあぇ いぇ きぇか
おうすっ っ こけすけこっくぇ ゃ すさっゃけゅぇすぇ, 
つっ ょくってくうすっ さけょうすっかう う ょっちぇ 
ゃしっ こけ-きぇかおけ いくぇはす おぇお ょぇ しっ 
けぉうつぇす. „╋かぇょうすっ さけょうすっかう 
くはきぇす ゃさっきっ ょぇ けぉうつぇす ょっちぇ
すぇ しう“, っ ゅけさつうゃぇすぇ おけくしすぇすぇ
ちうは くぇ けこうすくうは こさっこけょぇゃぇすっか 
いぇ ょくってくけすけ くぇこさっゅくぇすけ けす 
こさけぉかっきう っあっょくっゃうっ, おけっすけ 
せきけさはゃぇ さけょうすっかうすっ う ゅう こさぇ
ゃう くっしこけしけぉくう ょぇ けすょっかはす くぇ 
きぇかおうすっ ゃさっきっ いぇ しこけょっかはくっ, 
ゅさうあぇ う ゃくうきぇくうっ. ‶さけぉかっきなす 
しすぇゃぇ けとっ こけ-けしすなさ けす たぇさぇお
すっさぇ くぇ ょくってくうすっ ょっちぇ: うし
おぇとう, くぇしすけはすっかくう, すなさしっとう 
しゃけっすけ, しこけょっかは けとっ ╂ぇくつっゃぇ. 
„〈っ くっ しう きなかつぇす ゃ なゅなかぇ, おぇお
すけ しう きなかつぇたきっ くうっ くぇ ゃさっきっ
すけ う くっ しないょぇゃぇたきっ こさけぉかっきう, 
すっ うしおぇす“, こけおぇいゃぇ しなゃさっきっく
くうはす せつうすっかしおう けこうす. ]こけさっょ 
╂ぇくつっゃぇ, ゃ ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう 
ゃっつっ くっこさっきっくくけ すさはぉゃぇ ょぇ 
さぇぉけすはす こしうたけかけいう, いぇとけすけ 
うきぇ さぇくうきう う ょせてっゃくけ さぇくっ
くう ょっちぇ, かうてっくう けす ゃくうきぇくうっ 
う けぉうつ, おけうすけ しすぇゃぇす きくけゅけ 
ぇゅさっしうゃくう う けす すはた きけあっ ょぇ 
しっ けつぇおゃぇ おぇおゃけ かう くっ. ╆ぇすけ
ゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ しう しなゃさっきっく
くうすっ „ょさせゅぇさおう“ ゃ ょっすしおうすっ 
ゅさぇょうくう けすょぇゃくぇ くっ きけゅぇす ょぇ 
さぇいつうすぇす くぇ しすぇさうすっ ょうょぇお
すうつくう きっすけょう, ぇ すなさしはす くけゃう 
うくすっさぇおすうゃくう そけさきう くぇ けぉせ
つっくうっ, けこうすゃぇす しっ ょぇ ゃかはいぇす ゃ 
しゃっすぇ くぇ ょっちぇすぇ, ょぇ いぇあうゃっはす 
ゃ くっゅけ う っょゃぇ すけゅぇゃぇ ょぇ けぉせ
つぇゃぇす: し うゅさうすっ, うくすっさっしうすっ う 
っいうおぇ, うきっくくけ くぇ すけいう しゃはす. 
„╇ゅさうすっ, こさっい おけうすけ くはおけゅぇ 
しぇ けぉせつぇゃぇくう きぇかおうすっ ょっちぇ, 
ゃっつっ くっ ゃなさてぇす さぇぉけすぇ“, おぇ
すっゅけさうつくぇ っ ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ. 
╆ぇすけゃぇ くぇ せつうすっかうすっ っ すさせょ

くけ – しゃっすなす っ くけゃ, ょっちぇすぇ しぇ 
きくけゅけ, きくけゅけ さぇいかうつくう. ╉ぇすけ 
こっょぇゅけゅ ╂ぇくつっゃぇ っ せぉっょっくぇ ゃ 
さっいせかすぇすくけしすすぇ くぇ ╁ぇかょけさそ
しおぇすぇ しうしすっきぇ, おけはすけ こさうしこけ
しけぉはゃぇ けぉせつっくうっすけ おなき うくすっ
さっしうすっ くぇ ょっちぇすぇ う しっ しすさっきう 
ょぇ ゅう ういこけかいゃぇ ゃ けぉせつっくうっすけ. 
„′ぇえ-ゃぇあくけすけ こさう さぇぉけすぇすぇ し 

ょっちぇすぇ っ ょぇ ゅう けぉうつぇて. 〈さはぉ
ゃぇ ょぇ しなせきっって ょぇ さぇぉけすうて 
すぇおぇ, おぇおすけ ょっちぇすぇ けつぇおゃぇす, 
ょぇ さぇぉけすうて こさっい うゅさぇすぇ, くけ 
うゅさぇすぇ くぇ ょくってくうすっ ょっちぇ. 〈っ 
うしおぇす しなゃなさてっくけ さぇいかうつくう けす 
くぇし くっとぇ, うしおぇす ゅう こけ すったくうは 
しう くぇつうく, うしおぇす ょぇ ゅう くぇこさぇ
ゃうて, おぇおすけ くぇ すはた うき たぇさっしゃぇ. 
╃っちぇすぇ うしおぇす ょぇ すゃけさはす, くけ ょぇ 
ゅう こけゃっょって おなき すけゃぇ, ょぇ うき 
こけきけゅくって ょぇ すゃけさはす, ぇ くっ ょぇ 
うき くぇかぇゅぇて ょうょぇおすうつくけ おぇおゃけ 
ょぇ こさぇゃはす“, しこけょっかは すぇえくぇすぇ 
くぇ ょくってくうは せしこってっく せつうすっか 
]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ. 〈は たぇさっしゃぇ 
╁ぇかょけさそしおぇすぇ しうしすっきぇ, いぇとけ
すけ ゃ くっは しっ いぇかぇゅぇ くぇ ぉかういけしす
すぇ し こさうさけょぇすぇ, さぇぉけすう しっ し 
こさうさけょくう きぇすっさうぇかう う くけゃう
すっ いくぇくうは しっ こけかせつぇゃぇす こさっい 
こさうさけょくけすけ. 〉 くぇし こさけちっしうすっ 
ういけしすぇゃぇす, さぇぉけすう しっ きくけゅけ し 
こけきぇゅぇかぇすぇ, す. くぇさ. „おくうあおう“, 
いぇゅなさぉゃぇ しっ こさけょせおすうゃくぇすぇ 
ょっえくけしす, こさう すけかおけゃぇ いぇょなか
あうすっかくう せさけちう くはきぇ ゃさっきっ いぇ 
くっは, こけおぇいゃぇす くぇぉかのょっくうはすぇ 
くぇ こっょぇゅけゅぇ.  ╁なこさっおう すけゃぇ う 
ゃ ╀なかゅぇさうは ゃっつっ うきぇ こけかけあう
すっかっく けこうす. ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, 
]かうゃっく, ╁ぇさくぇ, ]けそうは しぇ きっし
すぇ, おなょっすけ ╂ぇくつっゃぇ くぇゅかっょくけ 
っ ゃうょはかぇ さっいせかすぇすうすっ, おけうすけ 

ょぇゃぇす こさう ょっちぇすぇ くけゃうすっ そけさ
きう くぇ けぉせつっくうっ. ╃けしすなこくけしす
すぇ ゃ けぉさぇいけゃぇくっすけ くぇ ょっちぇすぇ 
ゃ ╄ゃさけこぇ ゃっつっ っ こけしすうゅくぇすぇ ゃ 
いくぇつうすっかくぇ しすっこっく, くけ せ くぇし 
– くっ, おぇすっゅけさうつくぇ っ ╂ぇくつっゃぇ, 
おけはすけ っ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ こなさゃうは 
っゃさけこっえしおう こさけっおす, さっぇかう
いうさぇく こけ こさけゅさぇきう くぇ ╄] ゃ 

おぇいぇくかなておぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ. 
[ぇぉけすぇすぇ こけ っゃさけこさけっおすう いぇ 
しっゅぇてくうは ょうさっおすけさ くぇ 『╃╂ 
„╀せさぇすうくけ“ こけつゃぇ ぉかぇゅけょぇさっ
くうっ くぇ くっえくけすけ ぇおすうゃくけ せつぇし
すうっ ゃ ょっえくけしすすぇ くぇ ┿かうぇくし 
《さぇくしっい ゃ ╉ぇいぇくかなお. „]なさちっ
すけ“ くぇ おぇいぇくかなておうすっ そさぇくおけ
そけくう - ]すぇくうしかぇゃぇ ╀ぇかおぇく
しおぇ, こけょぇゃぇ さなおぇ くぇ ╂ぇくつっゃぇ 
ゃ こなさゃうすっ ゅけょうくう けす さぇぉけすぇすぇ 
え ゃ „╋っつけ ‶せた“. 〈ぇき ]すっそおぇ 
ゃけょう ゅさせこぇ ょっちぇ し さぇくくけ つせあ
ょけっいうおけゃけ けぉせつっくうっ こけ そさっく
しおう っいうお. ╆ぇくうきぇくうはすぇ ゃ すぇいう 
ゅさせこぇ いぇ くっは しぇ しぉなょゃぇくっ くぇ 
っょくぇ けすょぇゃくぇてくぇ きっつすぇ: ょぇ しう 
くぇこさぇゃう しゃけは ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ 
し けぉせつっくうっ こけ そさっくしおう. ╆ぇ 
きぇかおけ すぇは きっつすぇ ょぇ しっ しかせつう 
ゃ しさっょぇすぇ くぇ 90-すっ ゅけょうくう, くけ 
こさけぉかっきなす し くっさぇいぉうさぇくっすけ 
くぇ てっそけゃっすっ くぇ きっしすくけすけ 》╄╇ 
こさけゃぇかは たせぉぇゃぇすぇ うょっは, きぇ
おぇさ ゃしうつおけ ょぇ ぉうかけ ゅけすけゃけ いぇ 
しすぇさすうさぇくっ. “╀ってっ きう きくけゅけ 
きなつくけ, つっ くっ しすぇくぇ“, こさういくぇゃぇ 
╂ぇくつっゃぇ. ╆ぇすけゃぇ, おけゅぇすけ こけつ
ゃぇ さぇぉけすぇ し つせあょけっいうおけゃぇすぇ 
ゅさせこぇ こけ ょけゅけゃけさ し ┿かうぇくし 
《さぇくしっい – ╉ぇいぇくかなお, せつうすっか
おぇすぇ っ こけゃっつっ けす とぇしすかうゃぇ. ‶け 
すけゃぇ ゃさっきっ きぇかおけ けす ょっすしおうすっ 
せつうすっかおう ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃかぇょっはす 

つせあょ っいうお すけかおけゃぇ ょけぉさっ, つっ 
ょぇ せきっはす ょぇ ゅけ こさっこけょぇゃぇす う 
くぇ きぇかおうすっ, こさう すけゃぇ – ぇぉしけ
かのすくけ こさけそっしうけくぇかくけ. 》せぉぇ
ゃぇすぇ うょっは くぇきうさぇ ょけさぇいゃうすうっ
すけ しう ゃ きくけゅけ っゃさけこさけっおすう, いぇ 
しすぇさすぇ くぇ おけうすけ けすくけゃけ うょゃぇ 
こけきけと けす ]すぇくうしかぇゃぇ ╀ぇかおぇく
しおぇ – ゅけょうくう くぇさっょ てっそ くぇ 

けぉとうくしおぇすぇ ょうさっおちうは こけ っゃ
さけこさけゅさぇきう. ╇ょっはすぇ ょけさぇいゃう
ゃぇ  ょうさっおすけさなす くぇ „╋っつけ ‶せた“ 
, しっゅぇ – ょっこせすぇす ┿かっおしっくうは 
〈うかっゃぇ, う こけしすっこっくくけ ╉ぇいぇく
かなお しすぇゃぇ きはしすけ, おなょっすけ ゃっつっ 
ょっしっすおう ょっすしおう ゅさぇょうくう けぉきっ
くはす けこうす しなし しさけょくう せつっぉくう 
いぇゃっょっくうは ゃ ちはかぇ ╄ゃさけこぇ.

╄ゃさけこっえしおうはす けこうす
くぇ ╂ぇくつっゃぇ っ そぇおす

』かっくしすゃけすけ ゃ ┿かうぇくしぇ う 
ゃかぇょっっくっすけ くぇ そさっくしおう けこ
さっょっかっくけ こけきぇゅぇす. ╂ぇくつっゃぇ っ 
„おさなしすけしぇかぇ“ 《さぇくちうは けす おさぇえ 
ょけ おさぇえ, くっ しぇきけ しかせあっぉくけ: 
《さぇくちうは っ ゃ しなさちっすけ え. ╃っしっす
おう こなすう っ ぉうかぇ ゃ こけぉさぇすうきっ
くうは くぇ ╉ぇいぇくかなお ]っくす ╄さぉかっく, 
ょっしっすおう こなすう っ ゃうあょぇかぇ おぇお 
さぇぉけすはす ょっすしおうすっ いぇゃっょっくうは ゃ 
╄ゃさけこぇ. ′ぇきっさうかぇ ゃ „╀せさぇすう
くけ“ けこうすぇ くぇ こなさゃぇすぇ さぇぉけすぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお こけ  おぇおなゃすけ う ょぇ 
ぉうかけ, ういけぉとけ, こさけっおす – „]すなこ
おぇ こけ しすなこおぇ“, こさうかけあっく すせお 
し けゅさけきくうすっ せしうかうは くぇ しっゅぇて
くうは おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, すけゅぇゃぇ 
– ょうさっおすけさ – ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ
ゃぇ, ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ こさけょなか
あぇゃぇ すさぇょうちうはすぇ. „〈さはぉゃぇ ょぇ 
こさういくぇっき くぇ ]すけはくけゃぇ けゅさけ

きくぇすぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ っ しゃなさてう
かぇ すせお. ′っ しぇきけ ゃ „]すなこおぇ こけ 
しすなこおぇ“, ぉけさうかぇ しっ っ しすさぇてくけ 
きくけゅけ いぇ いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ ょっす
しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ すさせょくうすっ ゅけ
ょうくう, おけゅぇすけ っ うきぇかけ さっぇかくぇ 
けこぇしくけしす ょぇ ぉなょっ いぇおさうすぇ. ╇きぇ 
ょけおせきっくすう いぇ ゃしうつおけ すけゃぇ“, 
けすぉっかはいゃぇ しっゅぇてくうはす ょうさっお
すけさ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 『╃╂. ╁ 
けこうすうすっ いぇ しこぇしはゃぇくっすけ くぇ 
„╀せさぇすうくけ“ ゃ すっあおうすっ ゃさっきっ
くぇ ╂ぇくつっゃぇ けすつうすぇ う こけきけとすぇ 
くぇ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ, こさっょしっょぇすっか 
くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか“. ╂ぇくつっゃぇ 
っ くぇはしくけ, つっ くけゃう う せしこってくう 
こさぇおすうおう きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす こさう
かぇゅぇくう しぇきけ すぇき, おなょっすけ うきぇ 
しこけおけえしすゃうっ ゃ さぇぉけすぇすぇ. ╆ぇ
すけゃぇ ちっくう くぇしかっょっくけすけ, おけっすけ 
こさぇゃう ゃないきけあくけ ょくってくうすっ せし
こってくう うくけゃぇちうう ゃ けぉせつっくうっすけ 
くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ ょっちぇ, つぇしす けす 
すはた, けしなとっしすゃっくう し こけきけとすぇ 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 》せょけあっしす
ゃっくぇ ゅうきくぇいうは. ╁ „╀せさぇすうくけ“ 
ゃっつっ うきぇす せしこってくうは けこうす し たせ
ょけあくうつおぇすぇ 『ゃっすぇくぇ ╁うすおけゃぇ, 
おけはすけ ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ おぇくう 
いぇっょくけ ょぇ いぇきっしはす  きぇゅうはすぇ いぇ 
けぉうつぇくぇすぇ けす ょっちぇすぇ ちゃっすくぇ 
うゅさけすっおぇ.

„╁なかてっぉくぇすぇ しすぇは!“

〈ぇおぇ くぇさうつぇす ょっちぇすぇ てぇさっ
くぇすぇ うゅさけすっおぇ くぇ „╀せさぇすうくけ“. 
╇ きくけゅけ は けぉうつぇす. ╃うさっおすけさ
おぇすぇ しっ さぇょゃぇ, つっ しぇ せしこっかう ょぇ 
くぇこさぇゃはす すけゃぇ. [ぇょゃぇ しっ すけか
おけゃぇ, おけかおけすけ う ょっちぇすぇ. ╆ぇとけ
すけ ゃしはおぇ さぇょけしす いぇ ょっちぇすぇ っ 
しこぇしっくうっ けす ぉけかおぇすぇ う ぇゅさっしう
はすぇ, けしくけゃぇ いぇ っょうく こけ-とぇしす
かうゃ あうすっえしおう こなす. ]すっそおぇ 
いくぇっ, つっ ぉなょっとっすけ くぇ ゃしっおう 
つけゃっお っ こけかけあっくけ ゃ くっゅけゃけすけ 
ょっすしすゃけ. 】ぇしすかうゃけすけ ょっすしすゃけ 
こさぇゃう ぉなょっとうはす ゃないさぇしすっく 
こけ-しうゅせさっく つけゃっお, こけ-せゃっさっく 
ゃ しっぉっ しう, こけ-しこけおけっく, こけ-せし
こってっく, こけ-けぉうつぇく う あっかぇく. 
]なし しないくぇくうっすけ いぇ けゅさけきくけすけ 
いくぇつっくうっ くぇ けすょぇゃぇくぇすぇ おなき 
ょっちぇすぇ けぉうつ, ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ 
ういこなかゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう し ょっちぇすぇ. 
╆ぇすけゃぇ くっ っ いぇ せつせょゃぇくっ, つっ 
くぇえ-すさせょくうすっ きけきっくすう, おけう
すけ っ うきぇかぇ すせお, しぇ しゃなさいぇくう し 
くぇこせしおぇくっすけ くぇ ょっちぇすぇ. ╀かういけ 
20 ょっちぇ しう けすうゃぇす こさっょう ょゃっ 
ゅけょうくう こさう ゅけかっきうすっ しなおさぇ
とっくうは ゃ „┿さしっくぇか“. „╆ぇっょくけ 
し さけょうすっかうすっ しう すさなゅゃぇす う ょっ
ちぇすぇ“, すなあくけ しう しこけきくは ╂ぇくつっ
ゃぇ. ╆ぇすけゃぇ すうは ょくう, おけゅぇすけ うい 
„┿さしっくぇか“ しっ くけしう けこすうきういきなす 
くぇ けつぇおゃぇくっすけ いぇ こけ-ょけぉさけ 
ぉなょっとっ, ょうさっおすけさなす くぇ そうさ
きっくぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ こけ-
つっしすけ しっ せしきうたゃぇ. 〉しきうゃおぇすぇ え 
っ いぇさぇいうすっかくぇ, しかなくつっゃぇ おぇすけ 
くっは しぇきぇすぇ. ]かなくつっゃぇ, おぇおすけ 
こけょたけあょぇ くぇ つけゃっお, けぉゅさぇょっく 
し ょっちぇ. 
′っえくうすっ しけぉしすゃっくう ょゃぇきぇ 

しうくけゃっ しぇ けすょぇゃくぇ こけさぇしくぇ
かう. ╄ょうくうはす ゅけくう 30. ╃させゅうはす 
こさっょしすけう ょぇ いぇゃなさてう ╋ぇすっきぇ
すうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは. ′ぇしかっょ
しすゃっく せつうすっか し ょゃぇきぇ さけょうすっ
かう - こっょぇゅけいう, ]すっそおぇ ゃうあょぇ 
ょぇさぉぇすぇ いぇかけあっくぇ う せ ゅけかっきうは 
しうく - ╃ぇくうっか. ′け いくぇっ, つっ すけえ 
っ ういぉさぇか ょさせゅけ – せゃかっつっく っ 
けす IT – ぉなょっとっすけ, くうとけ, つっ っ 
しさっょ くぇえ-せしこってくうすっ けす ゃうこせ
しおぇ しう こけ ぉなかゅぇさしおぇ そうかけかけ
ゅうは ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしう
すっす. ╋ぇかおうはす ╀けあうょぇさ - う すけえ 
„ょなさこぇ“ おなき おけきこのすさうすっ...

╄ょくぇ しかなくつっゃぇ おぇすけ ょっすっ あっくぇ しすけう いぇょ おぇょなさ ゃ こけさっょうちぇすぇ けす ょけぉさう くけゃうくう, 
うょゃぇとう くぇこけしかっょなお けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ „╀せさぇすうくけ“. ╁しなとくけしす, „いぇぉぇゃぇ
つくうちぇ“ くっ っ すけつくぇすぇ ょせきぇ いぇ きはしすけ, おなょっすけ すっつっ うしすうくしおう けぉさぇいけゃぇすっかくけ-ゃないこうすぇ
すっかっく こさけちっし. ′け こさっい かはすけすけ 『っかけょくっゃくぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか“ くぇうしすうくぇ 
しっ こさっゃさなとぇ ゃ かのぉうきけ きはしすけ いぇ いぇぉぇゃぇ う さぇょけしす くぇ きぇかおうすっ - かはすけ っ! 
╃うさっおすけさなす ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ ょっえしすゃうすっかくけ っ つけゃっお, おけえすけ くっ けぉうつぇ ょぇ しっ くぇすさぇこ

ゃぇ う ょぇ ぇそうてうさぇ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう. ′け けす こさなゃ こけゅかっょ かうつう, つっ ゅけ こさぇゃう し かのぉけゃ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ けすおぇおすけ っ ょけてかぇ こさっょう 4 ゅけょうくう ゃ „╀せさぇすうくけ“ しかっょ しこっつっかっく おけく
おせさし, くっとぇすぇ ゃ くっえくぇすぇ さぇぉけすぇ こけつくぇかう ょぇ しっ しかせつゃぇす くはおぇお こけ-かっしくけ. ‶さうつうくぇ
すぇ いぇ すけゃぇ „こけ-かっしくけ“ っ ぉっいせしかけゃくぇすぇ 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“, 
こさうのすうか ょっすしおけすけ いぇゃっょっくうっ くぇ すっさうすけさうはすぇ しう. ¨とっ ゃっょくぇゅぇ, しかっょ おぇすけ うょゃぇ すせお 
おぇすけ ょうさっおすけさ, ╂ぇくつっゃぇ  っ こけゃっつっ けす ういくっくぇょぇくぇ けす うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ,  さなおけゃけょう
すっか ′ぇこさぇゃかっくうっ ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃. „╉ぇいゃぇえすっ おぇおゃけ とっ こけつゃぇきっ ょぇ さっきけくすうさぇきっ?“, 
こけこうすぇか くぇつぇしぇ すけえ. 〈ぇおけゃぇ つせょけ ゃ ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう, おなょっすけ ╂ぇくつっゃぇ っ さぇぉけすうかぇ 
こさっょう すけゃぇ, くっ しっ ぉうかけ しかせつゃぇかけ. ‶さっょう ょっしっすうくぇ ゅけょうくう ゃ „╋っつけ ‶せた“ せつうすっかおぇすぇ,  
ょぇあっ いぇっょくけ し さけょうすっかう う しなこさせゅぇ しう, ゃ こけつうゃくうすっ ょくう さっきけくすうさぇかう いぇくうきぇかくはすぇ 
くぇ ょっちぇすぇ しなし しさっょしすゃぇ う ょぇさっくうは けす そうさきう. „╁ „┿さしっくぇか“ くっとぇすぇ しぇ ょさせゅう, けすくけ
てっくうっすけ おなき ょっちぇすぇ っ しすさぇたけすくけ“, しこけょっかは さなおけゃけょうすっかはす くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 『╃╂. 
〈せお ╂ぇくつっゃぇ し ういくっくぇょぇ けすおさうかぇ, つっ ょけさう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ  
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ゃなこさっおう けゅさけきくうすっ しう ぇくゅぇあうきっくすう, しこっちうぇかくけ しっ うくすっさっしせゃぇ う 
けすょっかは かうつくけ ゃくうきぇくうっ くぇ きぇかつせゅぇくうすっ けす „╀せさぇすうくけ“.
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╅『』╊〉╅] 《╆っ╇¨ 』【¨》╊〉╉¨╅〉【』[╅ 》『《╈『╅〈╅

╆ぇこけつくぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ おぇくょうょぇすう いぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか”, おけうすけ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ゃうしてっすけ しう けぉ-
さぇいけゃぇくうっ とっ うきぇす けしうゅせさっくけ さぇぉけすくけ きはしすけ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う 5-ゅけょうてっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ いぇ さぇぉけすぇ こけ しこっ-

ちうぇかくけしすすぇ. 
]すうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ っ つぇしす けす こけかうすうおぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ いぇ しけちうぇかくぇ ぇくゅぇあうさぇくけしす う こけょおさっこぇ う てぇくし いぇ 

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

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

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

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

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

〉《╇¨ ╇ぇ′〈《╋〉《』【¨ ′╅ ╅『』╊〉╅]を¨
くぇ ぉぇいぇ くぇ おけはすけ すっ ょけぉうゃぇす さぇいかうつくう, くけゃう せきっくうは う こさけそっしうけくぇかくう ゃないきけあくけしすう, 

おぇおすけ う せしゃなさてっくしすゃぇす こけかせつっくうすっ ょけしっゅぇ, し けこちうは ょぇ しぇ おさっぇすうゃくう う ゃ せくうしけく し くせあょうすっ 
くぇ ゃさっきっすけ. 
╁ すぇいう こけしけおぇ しぇ う ゃけょっくうすっ こさっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ さぇいゅけゃけさう くぇ  こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 

„┿さしっくぇか”, ゃ  かうちっすけ くぇ っおうこぇ, 
けすゅけゃぇさはと いぇ すぇいう こさけゅさぇきぇ, し 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ╃っおぇくぇすぇ いぇ 
こさけょなかあぇゃぇとけ う ょうしすぇくちうけくくけ 
けぉせつっくうっ おなき 》うきうおけ-すったくけ-
かけゅうつくうは う きっすぇかせさゅうつっく せくう-
ゃっさしうすっす ゃ ]けそうは. ╁ さぇいゅけゃけ-
さうすっ しぇ せつぇしすゃぇかう ょっおぇくなす くぇ 
╃っおぇくぇすぇ  いぇ こさけょなかあぇゃぇとけ う 
ょうしすぇくちうけくくけ けぉせつっくうっ こさけそ. 
╉けしすぇ ╀けてくぇおけゃ, いぇき.- ょっおぇくなす 
ょけち. ′うおけかぇえ ╉ぇさっゃ う ょけち. ]くっ-
あぇくぇ 〉いせくけゃぇ, こさっこけょぇゃぇすっか ゃ 
》〈╋〉. „¨ぉしなあょぇたきっ ゃないきけあ-
くけしすうすっ いぇ しかっょょうこかけきくぇ おゃぇ-
かうそうおぇちうは くぇ しこっちうぇかうしすう いぇ 
たうきうつっしおうすっ くう こさけういゃけょしすゃぇ ゃ 
いぇゃけょうすっ 3 う 4 こけ けすくけてっくうっ くぇ 

すったくけかけゅううすっ くぇ ゃうしけおけっくっさゅうえくうすっ しうしすっきう”, おぇいぇ しかっょ しさっとぇすぇ うくあ. ╁かぇょうきうさ 』せつせきう-
てっゃ, おけえすけ っ つかっく くぇ おけけさょうくぇちうけくくうは っおうこ くぇ こさけゅさぇきぇすぇ. 』せつせきうてっゃ っ さなおけゃけょうすっか 
くぇ 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” ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 
╁ たけょぇ くぇ さぇいゅけゃけさうすっ し こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 》〈╋〉  しぇ けぉしなあょぇくう おけくおさっすくうすっ ょうしちう-

こかうくう う たけさぇさうせきぇ, おけえすけ とっ ぉなょっ いぇしすなこっく ゃ けぉせつっくうっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しこっちうぇかうしすう. 
╃け くはおけかおけ しっょきうちう こさっょしすけう ゃすけさぇ しさっとぇ いぇ せすけつくはゃぇくっ う けょけぉさっくうっ くぇ せつっぉくうは こかぇく 
いぇ ょうしすぇくちうけくくけすけ けぉせつっくうっ, おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ けすゅけゃけさう くぇ くせあょうすっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. 

¨ぉせつっくうっすけ くぇ くぇてうすっ おぇょさう とっ いぇこけつくっ けす っしっくすぇ, 

くぇつぇかけすけ くぇ  けおすけきゃさう うかう くけっきゃさう, おぇすけ ゃ おせさしけゃっすっ とっ せつぇしすゃぇす 10-15 しこっちうぇかうしすう けす 
いぇゃけょうすっ 3 う 4, おぇいぇ けとっ うくあ. 』せつせきうてっゃ. ]ぇきけすけ けぉせつっくうっ とっ っ ょうしすぇくちうけくくけ う とっ しっ 
こさけゃっあょぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ 5 きっしっちぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ: ちっかけょくっゃくけ ゃしっおう こっすなお う 
ょけ けぉはょ ゃ しなぉけすぇ. ‶っすなちうすっ とっ しぇ しかせあっぉっく けすこせしお いぇ せつぇしすゃぇとうすっ ゃ おゃぇかうそうおぇちうけくくうすっ 
おせさしけゃっ ゃうしてうしすう うかう しさっょくう おぇょさう,  ぇ しなぉけすくうすっ こさっょうけぉっょう とっ しぇ いぇ しきっすおぇ くぇ けぉせつぇ-
ゃぇとうすっ しっ. ╉けう とっ しぇ すっ, ょせきぇすぇ とっ うきぇす ょうさっおすけさうすっ こけ いぇゃけょう う くぇこさぇゃかっくうは くぇ ぉぇいぇ 
くせあょぇすぇ けす しなけすゃっすくうすっ しこっちうぇかうしすう う すはたくぇすぇ ょけしっゅぇてくぇ おゃぇかうそうおぇちうは. ]すけえくけしすすぇ くぇ 
ちはかけすけ けぉせつっくうっ いぇ ゃしうつおう けぉせつぇゃぇとう しっ とっ しっ こけっきぇ けす „┿さしっくぇか”. 〉つぇしすゃぇとうすっ ゃ けぉせ-
つっくうっすけ くぇ こさぇおすうおぇ とっ しぇ たけさぇすぇ, くぇ おけうすけ そうさきぇすぇ とっ さぇいつうすぇ ゃ ぉなょっとっ. 
‶け しなとぇすぇ したっきぇ, くけ 

こさっい しっこすっきゃさう, とっ しすぇさすうさぇ  けとっ っょうく きけょせか けす おさぇすおけしさけつくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ 
こさっおゃぇかうそうおぇちうは くぇ おぇょさう ゃ „┿さしっくぇか” -

くぇ ぉぇいぇ ょけゅけゃけさっくけしす し 〈〉 - ]けそうは う そうかうぇかぇ きせ ゃ ‶かけゃょうゃ, そぇおせかすっす „╋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”. ╁ すぇいう ょうしすぇくちうけくくぇ そけさきぇ しなとけ とっ しっ ゃおかのつぇす 15 ぇさしっくぇかしおう しこっちうぇ-
かうしすう けす けさなあっえくうすっ いぇゃけょう 1, 2 う 5, おけうすけ とっ くぇょゅさぇあょぇす しゃけうすっ いくぇくうは う おけきこっすっくちうう. 
¨ぉせつっくうっすけ とっ しっ ゃけょう けすくけゃけ ゃ こっすなお う しなぉけすぇ ょけ けぉはょ, くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか“, 
おぇすけ しすけえくけしすすぇ くぇ すけいう こさっおゃぇかうそうおぇちうけくっく おせさし, こかぇすっく ういちはかけ けす „┿さしっくぇか”, っ けおけかけ 
20 たうかはょう かっゃぇ. ′ぇ おさぇは う くぇ ょゃぇすぇ ょうしすぇくちうけくくう  おゃぇかうそうおぇちうけくくう きけょせかぇ けぉせつぇゃぇとう-
すっ とっ こけかけあぇす ういこうすう う ういゅけすゃはす おせさしけゃ こさけっおす. 】っ しっ ういゃなさてゃぇ う こっさしけくぇかくぇ ぇすっしすぇちうは 
くぇ せつぇしすゃぇとうすっ ゃ けぉせつっくうっすけ. ′ぇ ぉぇいぇ くぇ すっいう さっいせかすぇすう とっ しっ こさっょけゅけゃぇさはす  ぉなょっとうすっ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうは くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しこっちうぇかうしすう, せつぇしすゃぇとう ゃ けぉせつっくうはすぇ. ╆ぇゃなさてうかうすっ ゅう 
とっ こけかせつぇゃぇす う しこっちうぇかくう  せょけしすけゃっさっくうは いぇ しかっょょうこかけきくぇ おゃぇかうそうおぇちうは. 

                      ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ぎ½ó¿ ぢñÖôñç:
』【╅╉¨《〉ぇ【 〉╅ „╅『』╊〉╅]“...
╁っさくけしすすぇ おなき ちっくくけしすすぇ 

くぇ っょくけ けすきうくぇゃぇとけ ゃさっきっ 
けすおさうゃぇき ゃ しなあぇかっくうっすけ くぇ 

╄きうか, つっ こぇすさうけすうつくうすっ くぇ-
つうくぇくうは おぇすけ 》ぇょあう-╃うきう-
すさけゃうすっ つっしすゃぇくうは ゃっつっ きう-
くぇゃぇす ゃはかけ う ぉっい ょせた, つっ ょくっし 
かうこしゃぇす ゃないすけさゅなす う ゃはさぇすぇ くぇ 
たうかはょうすっ おぇいぇくかなつぇくう けす きう-
すうくゅうすっ, かうこしゃぇす う こなかくうすっ し 
きかぇょう しうくう うくすっかうゅっくすう いぇかう 
くぇ おうくけ „╊っおし” う おうくけ „╇し-
おさぇ“... ╉けくしすぇすぇちうはすぇ くぇ っょうく 
しすけこさけちっくすけゃ けぉとっしすゃっくうお: 
“′っ きう すさはぉゃぇ CV. ′っ しなき こう-
しぇか すぇおけゃぇ けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
きうしかったきっ, つっ ╉けしすけゃ しう すなさしう 
たけさぇ し おぇつっしすゃっくけ CV, おけうすけ 
ょぇ さぇぉけすはす いぇ ╀なかゅぇさうは...“ , 
くっ きう いゃせつう ゅくっゃくけ, ぇ こさっきっ-
さっくけ こさうきうさっくけ. ¨すおさうゃぇくっすけ 
ゃ きぇかおうすっ くっとぇ くぇ しけぉしすゃっくうは 
こさうくけし ゃ ぉかういけ 15-ゅけょうてくけ-
すけ こさっぉうゃぇゃぇくっ ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす こさう ╄きうか ゃっつっ っ かうてっくけ 
けす ゃしはおぇおゃぇ しせっすぇ. „╁さなとぇくっ-

¨す 4-すう ぇゃゅせしす いぇこけつゃぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ くけゃうは そせす-
ぉけかっく しっいけく くぇ ╃ぃ【  《╉ „┿さしっくぇか 2000”, しなけぉとう 

いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” すさっくぬけさなす ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ 
- ╃あけくう.
′ぇ 4-すう ぇゃゅせしす とっ しっ こさけゃっょっ う しなぉさぇくうっすけ くぇ 〉] くぇ 

ておけかぇすぇ - いぇ くぇぉっかはいゃぇくっ くぇ いぇょぇつうすっ う さってぇゃぇくっ くぇ けさ-
ゅぇくういぇちうけくくう ゃなこさけしう, けぉっいこっつぇゃぇとう くけゃうは しなしすっいぇすっ-
かっく しっいけく.
╆ぇさぇょう こけゃうてっくうは うくすっさっし おなき いぇくうきぇくうはすぇ ゃ ておけかぇ-

すぇ, せしこはかぇ  いぇ しさぇゃくうすっかくけ おさぇすおけすけ しう しなとっしすゃせゃぇくっ ょぇ 
ょぇょっ くぇつぇかけ くぇ くけゃけ こけおけかっくうっ ぉなょっとう おかぇしくう そせすぉけかう-
しすう, しっ けつぇおゃぇす う くけゃう うきっくぇ ゃ すさっくぬけさしおうすっ こけこなかくっくうは. 
′ぇょ 100 しぇ ゃっつっ ょっちぇすぇ けす くはおけかおけ くぇぉけさぇ, おけうすけ せしこって-

くけ しっ しなしすっいぇゃぇす し きぇさおぇすぇ くぇ ╃ぃ【 《╉ „┿さしっくぇか 2000”.

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

すけ くぇ ゃけょぇすぇ ゃ ╃っゃうつっしおうは 
きぇくぇしすうさ っ くっとけすけ, ゃ  おけっ-
すけ しっ さぇょゃぇき ょぇ うきぇき かうつっく 
こさうくけし“, おぇいゃぇ つけゃっおなす, ぉうか 
ちはか きぇくょぇす こさっょしっょぇすっか くぇ 
╉けきうしうはすぇ こけ おせかすせさぇ ゃ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす こさっい ぉせさくけすけ 
ゃさっきっ くぇ 90-すっ.  
╃ぇかっつ しかっょ ゅけょうくうすっ くぇ ゃっ-

つっさうすっ し ゅさぇょしおぇすぇ ぉけたっきぇ 
けす ゃうょくう おぇいぇくかなつぇくう, おけは-
すけ しなぉうさぇかう いぇっょくけ し ぉさぇすぇ 
–  ‶っくつけ ‶っくつっゃ, こけしかっ – たせ-
ょけあくうお ゃ しすけかうつくうは ╉せおかっく 
すっぇすなさ, ゃ しこけおけえしすゃうっすけ くぇ 
つけゃっおぇ し ゃっつっ こけさぇしくぇかう う 
せしこってくう ょっちぇ, し こけしかっょくうは 
こっつぇす くぇ すさせょけゃぇすぇ おくうあおぇ 
けす せつうかうとっ, おなょっすけ こさっこけ-
ょぇゃぇ ぉなかゅぇさしおう う そういおせかすせ-
さぇ, ╄きうか ‶っくつっゃ こさっょこけつうすぇ  
すうたけ ょぇ こけしさっとぇ ょくうすっ おさぇえ 
そうょぇくおう う ちゃっすは ゃ てうこつっく-
しおうは ょゃけさ. ‶けゃっつっすけ けす ょさなゃ-
つっすぇすぇ しぇ こさうしぇょっくう しけぉしすゃっ-
くけさなつくけ. ╄きうか こさういくぇゃぇ, つっ 
しっ っ けこうすぇか ょぇ うきぇ こけつすう けす 
ゃしうつおけ – はぉなかおう, おさせてう, しかう-
ゃう... ╉ぇすけ ゃ あうゃけすぇ, おなょっすけ 
こかけょけゃっすっ  しっ さっょはす こさっい しっ-
いけくうすっ くぇ すさぇこっいぇすぇ,  ゃっょくなあ 
– しかぇょおう, ゃっょくなあ – こけ-おう-
しっかう うかう ゅけさつうゃう... ╄きうか しう 
っ ゃいっか けす ゃしうつおけ. ′はきぇ おぇお 
ょぇ くっ っ すぇおぇ こけ こなすっおうすっ くぇ 
っょうく とせさ きぇかつせゅぇく, こさっしおぇ-
つぇか し けぉっかっくう おけかっくっ こさぇゃう-
かぇ う けゅさぇょう, いぇ ょぇ しっ ょけぉっ-
さっ くっこさっきっくくけ ょけ つせょっしぇすぇ, 
おけうすけ きぇきはす たうかはょうすっ くぇ けくは 
きぇゅうつっく しすぇょうけく けす ょっすしすゃけ-
すけ, おなょっすけ しっ さぇあょぇす きっつすう-
すっ くぇ こさういゃぇくうすっ ょぇ けしすぇゃはす 
しかっょ しっぉっ しう うしすうくしおうすっ しかっ-
ょう くぇ ゃさっきっすけ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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„┿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╇╅

╅『』╊〉╅]』[¨ ‒】【╆《]

《うさきぇすぇ こけきぇゅぇ くぇ ょっす-
しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くっ しぇきけ 

し ょけぉさけ けすくけてっくうっ, ぇ う し さっ-
ゅせかはさくうすっ しう ぇくゅぇあうきっくすう いぇ 
けしうゅせさはゃぇくっ くぇ さっあうえくう さぇい-
くけしおう, さっきけくすう, しきはくぇ くぇ けぉけ-
させょゃぇくっすけ, さぇぉけすくうちう いぇ ゃしは-
おぇおゃう こさっきっしすゃぇくうは, きけくすぇあう 
う ぉっいぉさけえ ょっえくけしすう こけ こけょ-
ょさなあおぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ, しけぉしすゃっ-
くけしす くぇ „┿さしっくぇか“, せすけつくはゃぇ 
╂ぇくつっゃぇ. [っぇゅうさぇ しっ しこってくけ 
う こさう „うくそぇさおすくう“ しうすせぇちうう: 
“╉けゅぇすけ しっ けぉぇょは いぇ くっとけ くっ-
けすかけあくけ, ゃっょくぇゅぇ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ ういこさぇとぇ ゅさせこぇ いぇ けゅかっょ 
う こさっょこさうっきぇくっ くぇ くっけぉたけょう-
きうすっ ょっえしすゃうは“, おぇいゃぇ ょうさっお-
すけさなす くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ. 
╂ぇくつっゃぇ うょゃぇ こさっょう 4 ゅけょうくう 
すせお. 【っゅせゃぇ しっ, つっ すけゃぇ しすぇくぇ-
かけ くぇ „さけあょっくうは ょっく くぇ 〈ぇすけ“ 
– 7-う しっこすっきゃさう 2010-すぇ. ‶さっ-
ょう ょぇ こけっきっ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„╀せさぇすうくけ“, ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ 
すさせこぇ けこうす ゃ „╋っつけ ‶った“ – 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ょけ ぉけかくう-
ちぇすぇ, う ゃ ╃くっゃくうは ちっくすなさ いぇ 
ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは こさう ╁っしおぇ  
╋ぇさぇょあうっゃぇ. „╋ぇさぇょあうっゃぇ っ 
しすさぇたけすっく さなおけゃけょうすっか う つけ-
ゃっお, こさぇゃう すけかおけゃぇ くっとぇ いぇ 
ょっちぇすぇ ゃ 『っくすなさぇ, さぇいょぇゃぇ しっ, 
しさぇぉけすうたきっ しっ かっしくけ う けす くっは 
くぇせつうた きくけゅけ“, しこけょっかは ]すっ-
そおぇ. ′ぇ こさなゃ こけゅかっょ っ つせょくけ, 
つっ しかっょ そさっくしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, 
おなょっすけ けす ╉ぇいぇくかなお ゃ くっえくうは 
ゃうこせしお いぇゃなさてゃぇす けぉとけ つっすう-
さうきぇ, ]すっそおぇ ういぉうさぇ こっょぇゅけ-
ゅうつっしおう こさけそうか. ′け さぇょけしすすぇ, 
し おけはすけ しっ ゃうあょぇ, つっ こさうっ-
きぇ さぇぉけすぇすぇ しう しさっょ ょっちぇすぇ, 
けぉはしくはゃぇ ゃしうつおけ. ╂さうあぇすぇ いぇ 
ょっちぇすぇ, こさう すけゃぇ – ゅさうあぇすぇ し 
けぉうつ, ょぇゃぇ きくけゅけ. ¨くけゃぇ, おけっ-
すけ ゃいうきぇ, しなとけ くっ っ きぇかおけ, くけ 
╂ぇくつっゃぇ くっ ょなさあう しきっすおぇ いぇ 
くっゅけ. ′っえくぇすぇ ゅさうあぇ いぇ きぇか-
おうすっ っ こけすけこっくぇ ゃ すさっゃけゅぇすぇ, 
つっ ょくってくうすっ さけょうすっかう う ょっちぇ 
ゃしっ こけ-きぇかおけ いくぇはす おぇお ょぇ しっ 
けぉうつぇす. „╋かぇょうすっ さけょうすっかう 
くはきぇす ゃさっきっ ょぇ けぉうつぇす ょっちぇ-
すぇ しう“, っ ゅけさつうゃぇすぇ おけくしすぇすぇ-
ちうは くぇ けこうすくうは こさっこけょぇゃぇすっか 
いぇ ょくってくけすけ くぇこさっゅくぇすけ けす 
こさけぉかっきう っあっょくっゃうっ, おけっすけ 
せきけさはゃぇ さけょうすっかうすっ う ゅう こさぇ-
ゃう くっしこけしけぉくう ょぇ けすょっかはす くぇ 
きぇかおうすっ ゃさっきっ いぇ しこけょっかはくっ, 
ゅさうあぇ う ゃくうきぇくうっ. ‶さけぉかっきなす 
しすぇゃぇ けとっ こけ-けしすなさ けす たぇさぇお-
すっさぇ くぇ ょくってくうすっ ょっちぇ: うし-
おぇとう, くぇしすけはすっかくう, すなさしっとう 
しゃけっすけ, しこけょっかは けとっ ╂ぇくつっゃぇ. 
„〈っ くっ しう きなかつぇす ゃ なゅなかぇ, おぇお-
すけ しう きなかつぇたきっ くうっ くぇ ゃさっきっ-
すけ う くっ しないょぇゃぇたきっ こさけぉかっきう, 
すっ うしおぇす“, こけおぇいゃぇ しなゃさっきっく-
くうはす せつうすっかしおう けこうす. ]こけさっょ 
╂ぇくつっゃぇ, ゃ ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう 
ゃっつっ くっこさっきっくくけ すさはぉゃぇ ょぇ 
さぇぉけすはす こしうたけかけいう, いぇとけすけ 
うきぇ さぇくうきう う ょせてっゃくけ さぇくっ-
くう ょっちぇ, かうてっくう けす ゃくうきぇくうっ 
う けぉうつ, おけうすけ しすぇゃぇす きくけゅけ 
ぇゅさっしうゃくう う けす すはた きけあっ ょぇ 
しっ けつぇおゃぇ おぇおゃけ かう くっ. ╆ぇすけ-
ゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ しう しなゃさっきっく-
くうすっ „ょさせゅぇさおう“ ゃ ょっすしおうすっ 
ゅさぇょうくう けすょぇゃくぇ くっ きけゅぇす ょぇ 
さぇいつうすぇす くぇ しすぇさうすっ ょうょぇお-
すうつくう きっすけょう, ぇ すなさしはす くけゃう 
うくすっさぇおすうゃくう そけさきう くぇ けぉせ-
つっくうっ, けこうすゃぇす しっ ょぇ ゃかはいぇす ゃ 
しゃっすぇ くぇ ょっちぇすぇ, ょぇ いぇあうゃっはす 
ゃ くっゅけ う っょゃぇ すけゅぇゃぇ ょぇ けぉせ-
つぇゃぇす: し うゅさうすっ, うくすっさっしうすっ う 
っいうおぇ, うきっくくけ くぇ すけいう しゃはす. 
„╇ゅさうすっ, こさっい おけうすけ くはおけゅぇ 
しぇ けぉせつぇゃぇくう きぇかおうすっ ょっちぇ, 
ゃっつっ くっ ゃなさてぇす さぇぉけすぇ“, おぇ-
すっゅけさうつくぇ っ ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ. 
╆ぇすけゃぇ くぇ せつうすっかうすっ っ すさせょ-

くけ – しゃっすなす っ くけゃ, ょっちぇすぇ しぇ 
きくけゅけ, きくけゅけ さぇいかうつくう. ╉ぇすけ 
こっょぇゅけゅ ╂ぇくつっゃぇ っ せぉっょっくぇ ゃ 
さっいせかすぇすくけしすすぇ くぇ ╁ぇかょけさそ-
しおぇすぇ しうしすっきぇ, おけはすけ こさうしこけ-
しけぉはゃぇ けぉせつっくうっすけ おなき うくすっ-
さっしうすっ くぇ ょっちぇすぇ う しっ しすさっきう 
ょぇ ゅう ういこけかいゃぇ ゃ けぉせつっくうっすけ. 
„′ぇえ-ゃぇあくけすけ こさう さぇぉけすぇすぇ し 

ょっちぇすぇ っ ょぇ ゅう けぉうつぇて. 〈さはぉ-
ゃぇ ょぇ しなせきっって ょぇ さぇぉけすうて 
すぇおぇ, おぇおすけ ょっちぇすぇ けつぇおゃぇす, 
ょぇ さぇぉけすうて こさっい うゅさぇすぇ, くけ 
うゅさぇすぇ くぇ ょくってくうすっ ょっちぇ. 〈っ 
うしおぇす しなゃなさてっくけ さぇいかうつくう けす 
くぇし くっとぇ, うしおぇす ゅう こけ すったくうは 
しう くぇつうく, うしおぇす ょぇ ゅう くぇこさぇ-
ゃうて, おぇおすけ くぇ すはた うき たぇさっしゃぇ. 
╃っちぇすぇ うしおぇす ょぇ すゃけさはす, くけ ょぇ 
ゅう こけゃっょって おなき すけゃぇ, ょぇ うき 
こけきけゅくって ょぇ すゃけさはす, ぇ くっ ょぇ 
うき くぇかぇゅぇて ょうょぇおすうつくけ おぇおゃけ 
ょぇ こさぇゃはす“, しこけょっかは すぇえくぇすぇ 
くぇ ょくってくうは せしこってっく せつうすっか 
]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ. 〈は たぇさっしゃぇ 
╁ぇかょけさそしおぇすぇ しうしすっきぇ, いぇとけ-
すけ ゃ くっは しっ いぇかぇゅぇ くぇ ぉかういけしす-
すぇ し こさうさけょぇすぇ, さぇぉけすう しっ し 
こさうさけょくう きぇすっさうぇかう う くけゃう-
すっ いくぇくうは しっ こけかせつぇゃぇす こさっい 
こさうさけょくけすけ. 〉 くぇし こさけちっしうすっ 
ういけしすぇゃぇす, さぇぉけすう しっ きくけゅけ し 
こけきぇゅぇかぇすぇ, す. くぇさ. „おくうあおう“, 
いぇゅなさぉゃぇ しっ こさけょせおすうゃくぇすぇ 
ょっえくけしす, こさう すけかおけゃぇ いぇょなか-
あうすっかくう せさけちう くはきぇ ゃさっきっ いぇ 
くっは, こけおぇいゃぇす くぇぉかのょっくうはすぇ 
くぇ こっょぇゅけゅぇ.  ╁なこさっおう すけゃぇ う 
ゃ ╀なかゅぇさうは ゃっつっ うきぇ こけかけあう-
すっかっく けこうす. ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, 
]かうゃっく, ╁ぇさくぇ, ]けそうは しぇ きっし-
すぇ, おなょっすけ ╂ぇくつっゃぇ くぇゅかっょくけ 
っ ゃうょはかぇ さっいせかすぇすうすっ, おけうすけ 

ょぇゃぇす こさう ょっちぇすぇ くけゃうすっ そけさ-
きう くぇ けぉせつっくうっ. ╃けしすなこくけしす-
すぇ ゃ けぉさぇいけゃぇくっすけ くぇ ょっちぇすぇ 
ゃ ╄ゃさけこぇ ゃっつっ っ こけしすうゅくぇすぇ ゃ 
いくぇつうすっかくぇ しすっこっく, くけ せ くぇし 
– くっ, おぇすっゅけさうつくぇ っ ╂ぇくつっゃぇ, 
おけはすけ っ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ こなさゃうは 
っゃさけこっえしおう こさけっおす, さっぇかう-
いうさぇく こけ こさけゅさぇきう くぇ ╄] ゃ 

おぇいぇくかなておぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ. 
[ぇぉけすぇすぇ こけ っゃさけこさけっおすう いぇ 
しっゅぇてくうは ょうさっおすけさ くぇ 『╃╂ 
„╀せさぇすうくけ“ こけつゃぇ ぉかぇゅけょぇさっ-
くうっ くぇ くっえくけすけ ぇおすうゃくけ せつぇし-
すうっ ゃ ょっえくけしすすぇ くぇ ┿かうぇくし 
《さぇくしっい ゃ ╉ぇいぇくかなお. „]なさちっ-
すけ“ くぇ おぇいぇくかなておうすっ そさぇくおけ-
そけくう - ]すぇくうしかぇゃぇ ╀ぇかおぇく-
しおぇ, こけょぇゃぇ さなおぇ くぇ ╂ぇくつっゃぇ 
ゃ こなさゃうすっ ゅけょうくう けす さぇぉけすぇすぇ 
え ゃ „╋っつけ ‶せた“. 〈ぇき ]すっそおぇ 
ゃけょう ゅさせこぇ ょっちぇ し さぇくくけ つせあ-
ょけっいうおけゃけ けぉせつっくうっ こけ そさっく-
しおう っいうお. ╆ぇくうきぇくうはすぇ ゃ すぇいう 
ゅさせこぇ いぇ くっは しぇ しぉなょゃぇくっ くぇ 
っょくぇ けすょぇゃくぇてくぇ きっつすぇ: ょぇ しう 
くぇこさぇゃう しゃけは ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ 
し けぉせつっくうっ こけ そさっくしおう. ╆ぇ 
きぇかおけ すぇは きっつすぇ ょぇ しっ しかせつう 
ゃ しさっょぇすぇ くぇ 90-すっ ゅけょうくう, くけ 
こさけぉかっきなす し くっさぇいぉうさぇくっすけ 
くぇ てっそけゃっすっ くぇ きっしすくけすけ 》╄╇ 
こさけゃぇかは たせぉぇゃぇすぇ うょっは, きぇ-
おぇさ ゃしうつおけ ょぇ ぉうかけ ゅけすけゃけ いぇ 
しすぇさすうさぇくっ. “╀ってっ きう きくけゅけ 
きなつくけ, つっ くっ しすぇくぇ“, こさういくぇゃぇ 
╂ぇくつっゃぇ. ╆ぇすけゃぇ, おけゅぇすけ こけつ-
ゃぇ さぇぉけすぇ し つせあょけっいうおけゃぇすぇ 
ゅさせこぇ こけ ょけゅけゃけさ し ┿かうぇくし 
《さぇくしっい – ╉ぇいぇくかなお, せつうすっか-
おぇすぇ っ こけゃっつっ けす とぇしすかうゃぇ. ‶け 
すけゃぇ ゃさっきっ きぇかおけ けす ょっすしおうすっ 
せつうすっかおう ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃかぇょっはす 

つせあょ っいうお すけかおけゃぇ ょけぉさっ, つっ 
ょぇ せきっはす ょぇ ゅけ こさっこけょぇゃぇす う 
くぇ きぇかおうすっ, こさう すけゃぇ – ぇぉしけ-
かのすくけ こさけそっしうけくぇかくけ. 》せぉぇ-
ゃぇすぇ うょっは くぇきうさぇ ょけさぇいゃうすうっ-
すけ しう ゃ きくけゅけ っゃさけこさけっおすう, いぇ 
しすぇさすぇ くぇ おけうすけ けすくけゃけ うょゃぇ 
こけきけと けす ]すぇくうしかぇゃぇ ╀ぇかおぇく-
しおぇ – ゅけょうくう くぇさっょ てっそ くぇ 

けぉとうくしおぇすぇ ょうさっおちうは こけ っゃ-
さけこさけゅさぇきう. ╇ょっはすぇ ょけさぇいゃう-
ゃぇ  ょうさっおすけさなす くぇ „╋っつけ ‶せた“ 
, しっゅぇ – ょっこせすぇす ┿かっおしっくうは 
〈うかっゃぇ, う こけしすっこっくくけ ╉ぇいぇく-
かなお しすぇゃぇ きはしすけ, おなょっすけ ゃっつっ 
ょっしっすおう ょっすしおう ゅさぇょうくう けぉきっ-
くはす けこうす しなし しさけょくう せつっぉくう 
いぇゃっょっくうは ゃ ちはかぇ ╄ゃさけこぇ.

╄ゃさけこっえしおうはす けこうす
くぇ ╂ぇくつっゃぇ っ そぇおす

』かっくしすゃけすけ ゃ ┿かうぇくしぇ う 
ゃかぇょっっくっすけ くぇ そさっくしおう けこ-
さっょっかっくけ こけきぇゅぇす. ╂ぇくつっゃぇ っ 
„おさなしすけしぇかぇ“ 《さぇくちうは けす おさぇえ 
ょけ おさぇえ, くっ しぇきけ しかせあっぉくけ: 
《さぇくちうは っ ゃ しなさちっすけ え. ╃っしっす-
おう こなすう っ ぉうかぇ ゃ こけぉさぇすうきっ-
くうは くぇ ╉ぇいぇくかなお ]っくす ╄さぉかっく, 
ょっしっすおう こなすう っ ゃうあょぇかぇ おぇお 
さぇぉけすはす ょっすしおうすっ いぇゃっょっくうは ゃ 
╄ゃさけこぇ. ′ぇきっさうかぇ ゃ „╀せさぇすう-
くけ“ けこうすぇ くぇ こなさゃぇすぇ さぇぉけすぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお こけ  おぇおなゃすけ う ょぇ 
ぉうかけ, ういけぉとけ, こさけっおす – „]すなこ-
おぇ こけ しすなこおぇ“, こさうかけあっく すせお 
し けゅさけきくうすっ せしうかうは くぇ しっゅぇて-
くうは おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, すけゅぇゃぇ 
– ょうさっおすけさ – ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ-
ゃぇ, ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ こさけょなか-
あぇゃぇ すさぇょうちうはすぇ. „〈さはぉゃぇ ょぇ 
こさういくぇっき くぇ ]すけはくけゃぇ けゅさけ-

きくぇすぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ っ しゃなさてう-
かぇ すせお. ′っ しぇきけ ゃ „]すなこおぇ こけ 
しすなこおぇ“, ぉけさうかぇ しっ っ しすさぇてくけ 
きくけゅけ いぇ いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ ょっす-
しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ すさせょくうすっ ゅけ-
ょうくう, おけゅぇすけ っ うきぇかけ さっぇかくぇ 
けこぇしくけしす ょぇ ぉなょっ いぇおさうすぇ. ╇きぇ 
ょけおせきっくすう いぇ ゃしうつおけ すけゃぇ“, 
けすぉっかはいゃぇ しっゅぇてくうはす ょうさっお-
すけさ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 『╃╂. ╁ 
けこうすうすっ いぇ しこぇしはゃぇくっすけ くぇ 
„╀せさぇすうくけ“ ゃ すっあおうすっ ゃさっきっ-
くぇ ╂ぇくつっゃぇ けすつうすぇ う こけきけとすぇ 
くぇ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ, こさっょしっょぇすっか 
くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか“. ╂ぇくつっゃぇ 
っ くぇはしくけ, つっ くけゃう う せしこってくう 
こさぇおすうおう きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす こさう-
かぇゅぇくう しぇきけ すぇき, おなょっすけ うきぇ 
しこけおけえしすゃうっ ゃ さぇぉけすぇすぇ. ╆ぇ-
すけゃぇ ちっくう くぇしかっょっくけすけ, おけっすけ 
こさぇゃう ゃないきけあくけ ょくってくうすっ せし-
こってくう うくけゃぇちうう ゃ けぉせつっくうっすけ 
くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ ょっちぇ, つぇしす けす 
すはた, けしなとっしすゃっくう し こけきけとすぇ 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 》せょけあっしす-
ゃっくぇ ゅうきくぇいうは. ╁ „╀せさぇすうくけ“ 
ゃっつっ うきぇす せしこってくうは けこうす し たせ-
ょけあくうつおぇすぇ 『ゃっすぇくぇ ╁うすおけゃぇ, 
おけはすけ ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ おぇくう 
いぇっょくけ ょぇ いぇきっしはす  きぇゅうはすぇ いぇ 
けぉうつぇくぇすぇ けす ょっちぇすぇ ちゃっすくぇ 
うゅさけすっおぇ.

„╁なかてっぉくぇすぇ しすぇは!“

〈ぇおぇ くぇさうつぇす ょっちぇすぇ てぇさっ-
くぇすぇ うゅさけすっおぇ くぇ „╀せさぇすうくけ“. 
╇ きくけゅけ は けぉうつぇす. ╃うさっおすけさ-
おぇすぇ しっ さぇょゃぇ, つっ しぇ せしこっかう ょぇ 
くぇこさぇゃはす すけゃぇ. [ぇょゃぇ しっ すけか-
おけゃぇ, おけかおけすけ う ょっちぇすぇ. ╆ぇとけ-
すけ ゃしはおぇ さぇょけしす いぇ ょっちぇすぇ っ 
しこぇしっくうっ けす ぉけかおぇすぇ う ぇゅさっしう-
はすぇ, けしくけゃぇ いぇ っょうく こけ-とぇしす-
かうゃ あうすっえしおう こなす. ]すっそおぇ 
いくぇっ, つっ ぉなょっとっすけ くぇ ゃしっおう 
つけゃっお っ こけかけあっくけ ゃ くっゅけゃけすけ 
ょっすしすゃけ. 】ぇしすかうゃけすけ ょっすしすゃけ 
こさぇゃう ぉなょっとうはす ゃないさぇしすっく 
こけ-しうゅせさっく つけゃっお, こけ-せゃっさっく 
ゃ しっぉっ しう, こけ-しこけおけっく, こけ-せし-
こってっく, こけ-けぉうつぇく う あっかぇく. 
]なし しないくぇくうっすけ いぇ けゅさけきくけすけ 
いくぇつっくうっ くぇ けすょぇゃぇくぇすぇ おなき 
ょっちぇすぇ けぉうつ, ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ 
ういこなかゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう し ょっちぇすぇ. 
╆ぇすけゃぇ くっ っ いぇ せつせょゃぇくっ, つっ 
くぇえ-すさせょくうすっ きけきっくすう, おけう-
すけ っ うきぇかぇ すせお, しぇ しゃなさいぇくう し 
くぇこせしおぇくっすけ くぇ ょっちぇすぇ. ╀かういけ 
20 ょっちぇ しう けすうゃぇす こさっょう ょゃっ 
ゅけょうくう こさう ゅけかっきうすっ しなおさぇ-
とっくうは ゃ „┿さしっくぇか“. „╆ぇっょくけ 
し さけょうすっかうすっ しう すさなゅゃぇす う ょっ-
ちぇすぇ“, すなあくけ しう しこけきくは ╂ぇくつっ-
ゃぇ. ╆ぇすけゃぇ すうは ょくう, おけゅぇすけ うい 
„┿さしっくぇか“ しっ くけしう けこすうきういきなす 
くぇ けつぇおゃぇくっすけ いぇ こけ-ょけぉさけ 
ぉなょっとっ, ょうさっおすけさなす くぇ そうさ-
きっくぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ こけ-
つっしすけ しっ せしきうたゃぇ. 〉しきうゃおぇすぇ え 
っ いぇさぇいうすっかくぇ, しかなくつっゃぇ おぇすけ 
くっは しぇきぇすぇ. ]かなくつっゃぇ, おぇおすけ 
こけょたけあょぇ くぇ つけゃっお, けぉゅさぇょっく 
し ょっちぇ. 
′っえくうすっ しけぉしすゃっくう ょゃぇきぇ 

しうくけゃっ しぇ けすょぇゃくぇ こけさぇしくぇ-
かう. ╄ょうくうはす ゅけくう 30. ╃させゅうはす 
こさっょしすけう ょぇ いぇゃなさてう ╋ぇすっきぇ-
すうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは. ′ぇしかっょ-
しすゃっく せつうすっか し ょゃぇきぇ さけょうすっ-
かう - こっょぇゅけいう, ]すっそおぇ ゃうあょぇ 
ょぇさぉぇすぇ いぇかけあっくぇ う せ ゅけかっきうは 
しうく - ╃ぇくうっか. ′け いくぇっ, つっ すけえ 
っ ういぉさぇか ょさせゅけ – せゃかっつっく っ 
けす IT – ぉなょっとっすけ, くうとけ, つっ っ 
しさっょ くぇえ-せしこってくうすっ けす ゃうこせ-
しおぇ しう こけ ぉなかゅぇさしおぇ そうかけかけ-
ゅうは ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしう-
すっす. ╋ぇかおうはす ╀けあうょぇさ - う すけえ 
„ょなさこぇ“ おなき おけきこのすさうすっ...

╄ょくぇ しかなくつっゃぇ おぇすけ ょっすっ あっくぇ しすけう いぇょ おぇょなさ ゃ こけさっょうちぇすぇ けす ょけぉさう くけゃうくう, 
うょゃぇとう くぇこけしかっょなお けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ „╀せさぇすうくけ“. ╁しなとくけしす, „いぇぉぇゃぇ-
つくうちぇ“ くっ っ すけつくぇすぇ ょせきぇ いぇ きはしすけ, おなょっすけ すっつっ うしすうくしおう けぉさぇいけゃぇすっかくけ-ゃないこうすぇ-
すっかっく こさけちっし. ′け こさっい かはすけすけ 『っかけょくっゃくぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか“ くぇうしすうくぇ 
しっ こさっゃさなとぇ ゃ かのぉうきけ きはしすけ いぇ いぇぉぇゃぇ う さぇょけしす くぇ きぇかおうすっ - かはすけ っ! 
╃うさっおすけさなす ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ ょっえしすゃうすっかくけ っ つけゃっお, おけえすけ くっ けぉうつぇ ょぇ しっ くぇすさぇこ-

ゃぇ う ょぇ ぇそうてうさぇ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう. ′け けす こさなゃ こけゅかっょ かうつう, つっ ゅけ こさぇゃう し かのぉけゃ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ けすおぇおすけ っ ょけてかぇ こさっょう 4 ゅけょうくう ゃ „╀せさぇすうくけ“ しかっょ しこっつっかっく おけく-
おせさし, くっとぇすぇ ゃ くっえくぇすぇ さぇぉけすぇ こけつくぇかう ょぇ しっ しかせつゃぇす くはおぇお こけ-かっしくけ. ‶さうつうくぇ-
すぇ いぇ すけゃぇ „こけ-かっしくけ“ っ ぉっいせしかけゃくぇすぇ 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“, 
こさうのすうか ょっすしおけすけ いぇゃっょっくうっ くぇ すっさうすけさうはすぇ しう. ¨とっ ゃっょくぇゅぇ, しかっょ おぇすけ うょゃぇ すせお 
おぇすけ ょうさっおすけさ, ╂ぇくつっゃぇ  っ こけゃっつっ けす ういくっくぇょぇくぇ けす うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ,  さなおけゃけょう-
すっか ′ぇこさぇゃかっくうっ ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃. „╉ぇいゃぇえすっ おぇおゃけ とっ こけつゃぇきっ ょぇ さっきけくすうさぇきっ?“, 
こけこうすぇか くぇつぇしぇ すけえ. 〈ぇおけゃぇ つせょけ ゃ ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう, おなょっすけ ╂ぇくつっゃぇ っ さぇぉけすうかぇ 
こさっょう すけゃぇ, くっ しっ ぉうかけ しかせつゃぇかけ. ‶さっょう ょっしっすうくぇ ゅけょうくう ゃ „╋っつけ ‶せた“ せつうすっかおぇすぇ,  
ょぇあっ いぇっょくけ し さけょうすっかう う しなこさせゅぇ しう, ゃ こけつうゃくうすっ ょくう さっきけくすうさぇかう いぇくうきぇかくはすぇ 
くぇ ょっちぇすぇ しなし しさっょしすゃぇ う ょぇさっくうは けす そうさきう. „╁ „┿さしっくぇか“ くっとぇすぇ しぇ ょさせゅう, けすくけ-
てっくうっすけ おなき ょっちぇすぇ っ しすさぇたけすくけ“, しこけょっかは さなおけゃけょうすっかはす くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 『╃╂. 
〈せお ╂ぇくつっゃぇ し ういくっくぇょぇ けすおさうかぇ, つっ ょけさう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ  
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ゃなこさっおう けゅさけきくうすっ しう ぇくゅぇあうきっくすう, しこっちうぇかくけ しっ うくすっさっしせゃぇ う 
けすょっかは かうつくけ ゃくうきぇくうっ くぇ きぇかつせゅぇくうすっ けす „╀せさぇすうくけ“.

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2

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

╆ぇこけつくぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ おぇくょうょぇすう いぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか”, おけうすけ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ゃうしてっすけ しう けぉ
さぇいけゃぇくうっ とっ うきぇす けしうゅせさっくけ さぇぉけすくけ きはしすけ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う 5-ゅけょうてっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ いぇ さぇぉけすぇ こけ しこっ

ちうぇかくけしすすぇ. 
]すうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ っ つぇしす けす こけかうすうおぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ いぇ しけちうぇかくぇ ぇくゅぇあうさぇくけしす う こけょおさっこぇ う てぇくし いぇ 

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

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

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

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

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

〉《╇¨ ╇ぇ′〈《╋〉《』【¨ ′╅ ╅『』╊〉╅]を¨
くぇ ぉぇいぇ くぇ おけはすけ すっ ょけぉうゃぇす さぇいかうつくう, くけゃう せきっくうは う こさけそっしうけくぇかくう ゃないきけあくけしすう, 

おぇおすけ う せしゃなさてっくしすゃぇす こけかせつっくうすっ ょけしっゅぇ, し けこちうは ょぇ しぇ おさっぇすうゃくう う ゃ せくうしけく し くせあょうすっ 
くぇ ゃさっきっすけ. 
╁ すぇいう こけしけおぇ しぇ う ゃけょっくうすっ こさっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ さぇいゅけゃけさう くぇ  こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 

„┿さしっくぇか”, ゃ  かうちっすけ くぇ っおうこぇ, 
けすゅけゃぇさはと いぇ すぇいう こさけゅさぇきぇ, し 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ╃っおぇくぇすぇ いぇ 
こさけょなかあぇゃぇとけ う ょうしすぇくちうけくくけ 
けぉせつっくうっ おなき 》うきうおけ-すったくけ
かけゅうつくうは う きっすぇかせさゅうつっく せくう
ゃっさしうすっす ゃ ]けそうは. ╁ さぇいゅけゃけ
さうすっ しぇ せつぇしすゃぇかう ょっおぇくなす くぇ 
╃っおぇくぇすぇ  いぇ こさけょなかあぇゃぇとけ う 
ょうしすぇくちうけくくけ けぉせつっくうっ こさけそ. 
╉けしすぇ ╀けてくぇおけゃ, いぇき.- ょっおぇくなす 
ょけち. ′うおけかぇえ ╉ぇさっゃ う ょけち. ]くっ
あぇくぇ 〉いせくけゃぇ, こさっこけょぇゃぇすっか ゃ 
》〈╋〉. „¨ぉしなあょぇたきっ ゃないきけあ
くけしすうすっ いぇ しかっょょうこかけきくぇ おゃぇ
かうそうおぇちうは くぇ しこっちうぇかうしすう いぇ 
たうきうつっしおうすっ くう こさけういゃけょしすゃぇ ゃ 
いぇゃけょうすっ 3 う 4 こけ けすくけてっくうっ くぇ 

すったくけかけゅううすっ くぇ ゃうしけおけっくっさゅうえくうすっ しうしすっきう”, おぇいぇ しかっょ しさっとぇすぇ うくあ. ╁かぇょうきうさ 』せつせきう
てっゃ, おけえすけ っ つかっく くぇ おけけさょうくぇちうけくくうは っおうこ くぇ こさけゅさぇきぇすぇ. 』せつせきうてっゃ っ さなおけゃけょうすっか 
くぇ 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” ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 
╁ たけょぇ くぇ さぇいゅけゃけさうすっ し こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 》〈╋〉  しぇ けぉしなあょぇくう おけくおさっすくうすっ ょうしちう

こかうくう う たけさぇさうせきぇ, おけえすけ とっ ぉなょっ いぇしすなこっく ゃ けぉせつっくうっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しこっちうぇかうしすう. 
╃け くはおけかおけ しっょきうちう こさっょしすけう ゃすけさぇ しさっとぇ いぇ せすけつくはゃぇくっ う けょけぉさっくうっ くぇ せつっぉくうは こかぇく 
いぇ ょうしすぇくちうけくくけすけ けぉせつっくうっ, おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ けすゅけゃけさう くぇ くせあょうすっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. 

¨ぉせつっくうっすけ くぇ くぇてうすっ おぇょさう とっ いぇこけつくっ けす っしっくすぇ, 

くぇつぇかけすけ くぇ  けおすけきゃさう うかう くけっきゃさう, おぇすけ ゃ おせさしけゃっすっ とっ せつぇしすゃぇす 10-15 しこっちうぇかうしすう けす 
いぇゃけょうすっ 3 う 4, おぇいぇ けとっ うくあ. 』せつせきうてっゃ. ]ぇきけすけ けぉせつっくうっ とっ っ ょうしすぇくちうけくくけ う とっ しっ 
こさけゃっあょぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ 5 きっしっちぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ: ちっかけょくっゃくけ ゃしっおう こっすなお う 
ょけ けぉはょ ゃ しなぉけすぇ. ‶っすなちうすっ とっ しぇ しかせあっぉっく けすこせしお いぇ せつぇしすゃぇとうすっ ゃ おゃぇかうそうおぇちうけくくうすっ 
おせさしけゃっ ゃうしてうしすう うかう しさっょくう おぇょさう,  ぇ しなぉけすくうすっ こさっょうけぉっょう とっ しぇ いぇ しきっすおぇ くぇ けぉせつぇ
ゃぇとうすっ しっ. ╉けう とっ しぇ すっ, ょせきぇすぇ とっ うきぇす ょうさっおすけさうすっ こけ いぇゃけょう う くぇこさぇゃかっくうは くぇ ぉぇいぇ 
くせあょぇすぇ けす しなけすゃっすくうすっ しこっちうぇかうしすう う すはたくぇすぇ ょけしっゅぇてくぇ おゃぇかうそうおぇちうは. ]すけえくけしすすぇ くぇ 
ちはかけすけ けぉせつっくうっ いぇ ゃしうつおう けぉせつぇゃぇとう しっ とっ しっ こけっきぇ けす „┿さしっくぇか”. 〉つぇしすゃぇとうすっ ゃ けぉせ
つっくうっすけ くぇ こさぇおすうおぇ とっ しぇ たけさぇすぇ, くぇ おけうすけ そうさきぇすぇ とっ さぇいつうすぇ ゃ ぉなょっとっ. 
‶け しなとぇすぇ したっきぇ, くけ 

こさっい しっこすっきゃさう, とっ しすぇさすうさぇ  けとっ っょうく きけょせか けす おさぇすおけしさけつくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ 
こさっおゃぇかうそうおぇちうは くぇ おぇょさう ゃ „┿さしっくぇか” -

くぇ ぉぇいぇ ょけゅけゃけさっくけしす し 〈〉 - ]けそうは う そうかうぇかぇ きせ ゃ ‶かけゃょうゃ, そぇおせかすっす „╋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”. ╁ すぇいう ょうしすぇくちうけくくぇ そけさきぇ しなとけ とっ しっ ゃおかのつぇす 15 ぇさしっくぇかしおう しこっちうぇ
かうしすう けす けさなあっえくうすっ いぇゃけょう 1, 2 う 5, おけうすけ とっ くぇょゅさぇあょぇす しゃけうすっ いくぇくうは う おけきこっすっくちうう. 
¨ぉせつっくうっすけ とっ しっ ゃけょう けすくけゃけ ゃ こっすなお う しなぉけすぇ ょけ けぉはょ, くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか“, 
おぇすけ しすけえくけしすすぇ くぇ すけいう こさっおゃぇかうそうおぇちうけくっく おせさし, こかぇすっく ういちはかけ けす „┿さしっくぇか”, っ けおけかけ 
20 たうかはょう かっゃぇ. ′ぇ おさぇは う くぇ ょゃぇすぇ ょうしすぇくちうけくくう  おゃぇかうそうおぇちうけくくう きけょせかぇ けぉせつぇゃぇとう
すっ とっ こけかけあぇす ういこうすう う ういゅけすゃはす おせさしけゃ こさけっおす. 】っ しっ ういゃなさてゃぇ う こっさしけくぇかくぇ ぇすっしすぇちうは 
くぇ せつぇしすゃぇとうすっ ゃ けぉせつっくうっすけ. ′ぇ ぉぇいぇ くぇ すっいう さっいせかすぇすう とっ しっ こさっょけゅけゃぇさはす  ぉなょっとうすっ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうは くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しこっちうぇかうしすう, せつぇしすゃぇとう ゃ けぉせつっくうはすぇ. ╆ぇゃなさてうかうすっ ゅう 
とっ こけかせつぇゃぇす う しこっちうぇかくう  せょけしすけゃっさっくうは いぇ しかっょょうこかけきくぇ おゃぇかうそうおぇちうは. 

                      ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ぎ½ó¿ ぢñÖôñç:
』【╅╉¨《〉ぇ【 〉╅ „╅『』╊〉╅]“...
╁っさくけしすすぇ おなき ちっくくけしすすぇ 

くぇ っょくけ けすきうくぇゃぇとけ ゃさっきっ 
けすおさうゃぇき ゃ しなあぇかっくうっすけ くぇ 

╄きうか, つっ こぇすさうけすうつくうすっ くぇ
つうくぇくうは おぇすけ 》ぇょあう-╃うきう
すさけゃうすっ つっしすゃぇくうは ゃっつっ きう
くぇゃぇす ゃはかけ う ぉっい ょせた, つっ ょくっし 
かうこしゃぇす ゃないすけさゅなす う ゃはさぇすぇ くぇ 
たうかはょうすっ おぇいぇくかなつぇくう けす きう
すうくゅうすっ, かうこしゃぇす う こなかくうすっ し 
きかぇょう しうくう うくすっかうゅっくすう いぇかう 
くぇ おうくけ „╊っおし” う おうくけ „╇し
おさぇ“... ╉けくしすぇすぇちうはすぇ くぇ っょうく 
しすけこさけちっくすけゃ けぉとっしすゃっくうお: 
“′っ きう すさはぉゃぇ CV. ′っ しなき こう
しぇか すぇおけゃぇ けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
きうしかったきっ, つっ ╉けしすけゃ しう すなさしう 
たけさぇ し おぇつっしすゃっくけ CV, おけうすけ 
ょぇ さぇぉけすはす いぇ ╀なかゅぇさうは...“ , 
くっ きう いゃせつう ゅくっゃくけ, ぇ こさっきっ
さっくけ こさうきうさっくけ. ¨すおさうゃぇくっすけ 
ゃ きぇかおうすっ くっとぇ くぇ しけぉしすゃっくうは 
こさうくけし ゃ ぉかういけ 15-ゅけょうてくけ
すけ こさっぉうゃぇゃぇくっ ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす こさう ╄きうか ゃっつっ っ かうてっくけ 
けす ゃしはおぇおゃぇ しせっすぇ. „╁さなとぇくっ

¨す 4-すう ぇゃゅせしす いぇこけつゃぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ くけゃうは そせす
ぉけかっく しっいけく くぇ ╃ぃ【  《╉ „┿さしっくぇか 2000”, しなけぉとう 

いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” すさっくぬけさなす ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ 
- ╃あけくう.
′ぇ 4-すう ぇゃゅせしす とっ しっ こさけゃっょっ う しなぉさぇくうっすけ くぇ 〉] くぇ 

ておけかぇすぇ - いぇ くぇぉっかはいゃぇくっ くぇ いぇょぇつうすっ う さってぇゃぇくっ くぇ けさ
ゅぇくういぇちうけくくう ゃなこさけしう, けぉっいこっつぇゃぇとう くけゃうは しなしすっいぇすっ
かっく しっいけく.
╆ぇさぇょう こけゃうてっくうは うくすっさっし おなき いぇくうきぇくうはすぇ ゃ ておけかぇ

すぇ, せしこはかぇ  いぇ しさぇゃくうすっかくけ おさぇすおけすけ しう しなとっしすゃせゃぇくっ ょぇ 
ょぇょっ くぇつぇかけ くぇ くけゃけ こけおけかっくうっ ぉなょっとう おかぇしくう そせすぉけかう
しすう, しっ けつぇおゃぇす う くけゃう うきっくぇ ゃ すさっくぬけさしおうすっ こけこなかくっくうは. 
′ぇょ 100 しぇ ゃっつっ ょっちぇすぇ けす くはおけかおけ くぇぉけさぇ, おけうすけ せしこって

くけ しっ しなしすっいぇゃぇす し きぇさおぇすぇ くぇ ╃ぃ【 《╉ „┿さしっくぇか 2000”.

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

すけ くぇ ゃけょぇすぇ ゃ ╃っゃうつっしおうは 
きぇくぇしすうさ っ くっとけすけ, ゃ  おけっ
すけ しっ さぇょゃぇき ょぇ うきぇき かうつっく 
こさうくけし“, おぇいゃぇ つけゃっおなす, ぉうか 
ちはか きぇくょぇす こさっょしっょぇすっか くぇ 
╉けきうしうはすぇ こけ おせかすせさぇ ゃ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす こさっい ぉせさくけすけ 
ゃさっきっ くぇ 90-すっ.  
╃ぇかっつ しかっょ ゅけょうくうすっ くぇ ゃっ

つっさうすっ し ゅさぇょしおぇすぇ ぉけたっきぇ 
けす ゃうょくう おぇいぇくかなつぇくう, おけは
すけ しなぉうさぇかう いぇっょくけ し ぉさぇすぇ 
–  ‶っくつけ ‶っくつっゃ, こけしかっ – たせ
ょけあくうお ゃ しすけかうつくうは ╉せおかっく 
すっぇすなさ, ゃ しこけおけえしすゃうっすけ くぇ 
つけゃっおぇ し ゃっつっ こけさぇしくぇかう う 
せしこってくう ょっちぇ, し こけしかっょくうは 
こっつぇす くぇ すさせょけゃぇすぇ おくうあおぇ 
けす せつうかうとっ, おなょっすけ こさっこけ
ょぇゃぇ ぉなかゅぇさしおう う そういおせかすせ
さぇ, ╄きうか ‶っくつっゃ こさっょこけつうすぇ  
すうたけ ょぇ こけしさっとぇ ょくうすっ おさぇえ 
そうょぇくおう う ちゃっすは ゃ てうこつっく
しおうは ょゃけさ. ‶けゃっつっすけ けす ょさなゃ
つっすぇすぇ しぇ こさうしぇょっくう しけぉしすゃっ
くけさなつくけ. ╄きうか こさういくぇゃぇ, つっ 
しっ っ けこうすぇか ょぇ うきぇ こけつすう けす 
ゃしうつおけ – はぉなかおう, おさせてう, しかう
ゃう... ╉ぇすけ ゃ あうゃけすぇ, おなょっすけ 
こかけょけゃっすっ  しっ さっょはす こさっい しっ
いけくうすっ くぇ すさぇこっいぇすぇ,  ゃっょくなあ 
– しかぇょおう, ゃっょくなあ – こけ-おう
しっかう うかう ゅけさつうゃう... ╄きうか しう 
っ ゃいっか けす ゃしうつおけ. ′はきぇ おぇお 
ょぇ くっ っ すぇおぇ こけ こなすっおうすっ くぇ 
っょうく とせさ きぇかつせゅぇく, こさっしおぇ
つぇか し けぉっかっくう おけかっくっ こさぇゃう
かぇ う けゅさぇょう, いぇ ょぇ しっ ょけぉっ
さっ くっこさっきっくくけ ょけ つせょっしぇすぇ, 
おけうすけ きぇきはす たうかはょうすっ くぇ けくは 
きぇゅうつっく しすぇょうけく けす ょっすしすゃけ
すけ, おなょっすけ しっ さぇあょぇす きっつすう
すっ くぇ こさういゃぇくうすっ ょぇ けしすぇゃはす 
しかっょ しっぉっ しう うしすうくしおうすっ しかっ
ょう くぇ ゃさっきっすけ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

Стефка Ганчева (вляво) с деца от “Буратино”
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』【╅『¨ 』╉╊][¨

„『《′¨【╊” 』╊ 』【っ╈╅【 ′╅ ╊』╊〉【╅

だどとづごどだ ぢごでぜだ

 ╆ぇ ょぇ ゅう こかぇすう ゃないきけあくけ 
くぇえ-ぉなさいけ, こけさぇょう かうたゃう けす 
こけつすう 1000 かっゃぇ っあっょくっゃくけ, 
おけうすけ すっおぇす くぇ ゅなさぉぇ くぇ ¨ぉ-
とうくぇすぇ, ぇ けすすぇき う くぇ ゃしうつ-
おう ゅさぇあょぇくう, しっ こさけょぇゃぇす 
けぉとうくしおうすっ うきけすう. ╄ょうく けす 
けぉはゃっくうすっ いぇ こさけょぇあぉぇ  すっ-
さっくう っ ういゃっしすくぇすぇ ょせこおぇ  くぇ 
ぉうゃてぇすぇ ╇くそっおちうけいくぇ ぉけか-
くうちぇ し こかけと 5 420 おゃぇょさぇす-
くう きっすさぇ. 〈は  とっ しっ こさけょぇゃぇ 
くぇ すなさゅ し くぇつぇかくぇ ちっくぇ けす 
918 680 かっゃぇ.
╁すさうはす うきけす っ けす 9 559  おゃぇ-

ょさぇすくう きっすさぇ う しっ くぇきうさぇ ゃ 
おゃ. „╇いすけお” , すっさっくなす いぇょ ¨〉 
„』せょけきうさ”, し くっょけゃなさてっくぇ 
すせたかっくぇ こけしすさけえおぇ ゃ くっゅけ.  
╆ぇ すけいう うきけす こさっょかけあっくぇすぇ 
くぇつぇかくぇ すさなあくぇ ちっくぇ っ  363 
200 かっゃぇ.
〈さっすうはす ゅけかはき うきけす っ し 

こかけと 10 883 おゃぇょさぇすくう きっ-
すさぇ. 〈けえ っ ょゃせっすぇあくぇ きぇしうゃ-
くぇ しゅさぇょぇ し けぉとぇ いぇしすさけっくぇ 
こかけと 534 おゃぇょさぇすくう きっすさぇ. 
〈っさっくなす っ ぉうゃてうはす そうかうぇか 
,,》さうしすけ ╀けすっゃ“ おなき ╋っあ-
ょせせつうかうとっく ちっくすなさ – ╉ぇ-

╆ぇこけつくぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ っしっくくけすけ こなさゃっくしすゃけ くぇ 
《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” –╉ぇいぇくかなお, しなけぉとう いぇ „〈さう-

ぉせくぇ ┿さしっくぇか” ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ  おかせぉぇ 
╉なくつけ ‶ぇこぇいけゃ. 
╁ しさっょぇすぇ くぇ しっょきうちぇすぇ ゃ ‶かけゃょうゃ ぉっ ういすっゅかっく あさっ-

ぉうはす いぇ っしっくくけ-いうきくうは しっいけく くぇ ぃゅけういすけつくぇ ╁ ゅさせ-
こぇ. ¨す くけゃうは しっいけく すさっくぬけさ くぇ  „[けいうすっ” とっ っ っょくぇ 

けす かっゅっくょうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうは そせすぉけか けす くっょぇかっつくけすけ 
きうくぇかけ, うゅさぇか いぇ けすぉけさぇ くぇ „╊っゃしおう ]こぇさすぇお”- ┿くゅっか 
]すぇくおけゃ - ╂っかっ.
120 きぇかつせゅぇくう くぇぉさけはゃぇ ゃっつっ ょっすしおぇすぇ そせすぉけかくぇ 

ておけかぇ くぇ „[けいうすっ”, くっ ぉっい ゅけさょけしす しなけぉとう ‶ぇこぇいけゃ.
¨す うきっすけ くぇ そせすぉけかうしすう う そっくけゃっ つさっい „〈さうぉせくぇ 

┿さしっくぇか” ‶ぇこぇいけゃ ういおぇいゃぇ しこっちうぇかくぇ  ぉかぇゅけょぇさくけしす 
いぇ ういおかのつうすっかくけ ちっくくぇすぇ こけょおさっこぇ, けおぇいゃぇくぇ, おぇおすけ 
ゃなゃ そうくぇくしけゃけ けすくけてっくうっ, すぇおぇ う おぇすけ きけさぇかくぇ う 

いぇくかなお, ゃ ぉかういけしす ょけ ‶╂ 
こけ しすさけうすっかしすゃけ, こけょ あ. こ. 
ゅぇさぇすぇ. ′ぇつぇかくぇすぇ すさなあくぇ 
ちっくぇ くぇ すけいう うきけす っ  332 

250 かっゃぇ.
]せきぇすぇ, おけはすけ ¨ぉとうくぇすぇ 

しかっょゃぇ ょぇ いぇこかぇすう こけ くっせ-
すけつくっくう おなき きけきっくすぇ しさけおけ-
ゃっ う したっきう いぇさぇょう けぉはゃはゃぇ-

くっすけ いぇ くうとけあっく くぇ しおかのつっく 
こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ  ょけゅけ-
ゃけさ, っ  いぇ しすさけっあ くぇ 7-っすぇあくぇ 
しゅさぇょぇ くぇ きはしすけすけ くぇ ぉうゃてぇ-

すぇ ]すぇさぇ ぉけかくうちぇ ゃ ゅさぇょぇ. 
′っさっぇかういうさぇくうはす しすさけっあ っ いぇ 
けゅさけきっく すなさゅけゃしおう ちっくすなさ, し  
5 あうかうとくう っすぇあぇ. 
3 315 139 かっゃぇ, おけうすけ こさっょ-

〉ゃぇあぇっきう おけかっゅう けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, せこさぇゃうすっかう くぇ そうさきう う ゅさぇあ
ょぇくう くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお,

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しっ くぇきうさぇ ゃ ういおかのつうすっかくけ すっあおけ そうくぇくしけゃけ
こけかけあっくうっ, おぇすけ こさはおぇ こけしかっょうちぇ けす さぇいゃぇかはくっすけ くぇ ょけゅけゃけさぇ し „〈さぇ

おうは 〈さっえょ“ ¨¨╃ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う こさけういすうつぇとけすけ けす すけゃぇ ゃないくうおくぇかけ 
いぇょなかあっくうっ いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ しせきぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 3315139,71 かゃ.
]っゅぇ っ ゃさっきっすけ ょぇ こけおぇあっき しなこさうつぇしすくけしす おなき こさけぉかっきうすっ くぇ けぉとう

くぇすぇ う ゃしうつおう ゅさぇあょぇくう, し つううすけ ゅかぇしけゃっ しきっ ういぉさぇくう いぇ けぉとうくしおう しな
ゃっすくうちう. ] すっいう ゅかぇしけゃっ くう ぉってっ ょっかっゅうさぇくけ ょけゃっさうっ う くうっ すさはぉゃぇ ょぇ 
くぇこさぇゃうき ゃしうつおけ こけ しうかうすっ しう ょぇ けこさぇゃょぇっき すけゃぇ ょけゃっさうっ.
]つうすぇきっ, つっ ゃしっおう けす くぇし, ういこけかいゃぇえおう こけいくぇくうはすぇ, けこうすぇ う おけくすぇおすう

すっ しう, すさはぉゃぇ ょぇ こけかけあう せしうかうは いぇ くぇきうさぇくっ くぇ ういたけょ けす しないょぇょっくぇすぇ 
しうすせぇちうは.
]っゅぇ っ ゃさっきっすけ ゃしうつおう ょぇ けぉっょうくうき せしうかうはすぇ しう う ぉっい けゅかっょ くぇ こぇさすうえ

くぇ こさうくぇょかっあくけしす ょぇ さぇぉけすうき いぇ うくすっさっしうすっ う くけさきぇかくけすけ そせくおちうけくう
さぇくっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
]っゅぇ っ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃしうつおう そうさきう しかっょゃぇ ょぇ こけおぇあぇす しなこさうつぇしすくけしす 

こさうっきぇつなす  とっ こけかせつう けす 
¨ぉとうくぇすぇ, しぇ こかぇすっくうすっ けす 
くっゅけ こぇさう いぇ ゅかぇゃくうちぇ こけ 
しょっかおぇすぇ,  /1 848 000 - っょうく 
きうかうけく けしっきしすけすけすうく つっすう-
さうょっしっす う けしっき かっゃぇ/ こけ ょけ-
ゅけゃけさ, けぉはゃっく ゃ こけしかっょしすゃうっ 
けす ¨おさなあっく しなょ - ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ う こけすゃなさょっく けす ┿さ-
ぉうすさぇあっく しなょ いぇ くうとけあっく, 
かうたゃう, こぇさう いぇ こさけっおすぇ, ぇょ-
ゃけおぇすしおう たけくけさぇさう, しなょっぉくう 
さぇいくけしおう. ‶けしかっょくうすっ しぇ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 180 たうかはょう かっゃぇ. 
 ╋けすうゃうすっ, し おけうすけ こさっょう 2 

ゅけょうくう ]すぇさけいぇゅけさしおうはす けお-
さなあっく しなょ けぉはゃはゃぇ いぇ くうとけ-
あっく ょけゅけゃけさぇ しぇ, つっ  „こさっょ-
ゃうあょぇくうはすぇ くぇ  ‶けょさけぉくうは 
せしすさけえしすゃっく こかぇく いぇ こけしけつっ-
くうは うきけす しぇ いぇ いぇしすさけはゃぇくっ 
くぇ ょゃせっすぇあくぇ きぇしうゃくぇ しゅさぇ-
ょぇ, ぇ いぇかけあっくうすっ おけくおせさしくう 
せしかけゃうは いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ 
けぉっおすう けす 7 っすぇあぇ – 2 すなさ-
ゅけゃしおう う 5 あうかうとくう,  くっ 
しぇ ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し ¨〉‶ う 
‶〉‶. ]かっょけゃぇすっかくけ, くはきぇ 
おぇお ょぇ ぉなょっ けょけぉさっく うょっっく 
こさけっおす う ょぇ ぉなょっ ういょぇょっくけ 

しすさけうすっかくけ さぇいさってっくうっ いぇ 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ けぉっおすう しな-
ゅかぇしくけ おけくおせさしくうすっ せしかけ-
ゃうは. 〈けゃぇ こさけすうゃけさっつうっ し 
さぇいこけさっょぉうすっ くぇ ╆〉〈 こさぇゃう 
ょけゅけゃけさぇ くうとけあっく“, おぇすっ-
ゅけさうつっく っ ]すぇさけいぇゅけさしおうはす 
けおさなあっく しなょ.
 ′うとけあくうはす ょけゅけゃけさ う こかぇ-

とぇくうはすぇ こけ くっゅけ, おけうすけ しっゅぇ 
とっ くぇすけゃぇさはす ょけこなかくうすっかくけ 
う ぉっい すけゃぇ せすっあくっくうは けす-
おなき しすぇさう いぇょなかあっくうは ぉの-
ょあっす くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, っ しおかの-
つっく  こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ, 
ゃ こなさゃうは きぇくょぇす くぇ おきっすぇ 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う ¨ぉとうく-
しおう しなゃっす, こさっょしっょぇすっかしす-
ゃぇく けす ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう. [っ-
てっくうっすけ いぇ しすさけうすっかしすゃけすけ 
くぇ ゃうしけおぇすぇ しゅさぇょぇ  っ ゃいっすけ 
くぇ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす こさっい けおすけきゃさう 2006-
すぇ ゅけょうくぇ. 〈けゅぇゃぇてくうすっ しな-
ゃっすくうちう けぉはゃはゃぇす おけくおせさし 
いぇ こさけょぇあぉぇ くぇ けぉとうくしおうは 
くっあうかうとっく うきけすう.

За прекрасния рожден 
ден на  невероятната и 

скъпа Гюлтен! 
Много любов ти желая в 

живота, за да може всичко, 
до което се докоснеш, 
да превръщаш в нещо 

красиво, за теб и хората, 
които обичаш!

Прекрасно  настроение
и вълнуващи преживявания 

всеки ден. 
Честит празник! Гюлтен!

かけぉうしすおぇ こけょおさっこぇ くぇ こけつっすくうは こさっょしっょぇすっか くぇ 《╉ 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う くぇ ぅくおけ ╉けしすぇ-
ょうくけゃ, うおけくけきうつっしおう ょうさっおすけさ くぇ  „┿さしっくぇか” ┿╃.  
╀かぇゅけょぇさくけしす いぇ あっしすけゃっすっ う こけょおさっこぇすぇ くぇ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ かうちっすけ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
くぇ こさけおせさうしすぇ  くぇ „╋+] 》うょさぇゃかうお” ╁かぇょうきうさ ]こぇ-
しけゃ, くぇ そうさきぇ „ぃ ╋╇ 〈╇”, くぇ ╂っけさゅう ┿くょさっっゃ けす 
„]ぇかぇきぇくょなさ” ¨¨╃,  たけかょうくゅ „╉ぇしすぇきけくせ”, くぇ „╂せ-
ぇかぇ ╉かけせあなさし” -  ╀なかゅぇさうは  う くぇ ゃしうつおう さぇょっすっかう 
いぇ ゃないさぇあょぇくっすけ くぇ おぇいぇくかなておうは そせすぉけか, こなかくう-
かう しすぇょうけくうすっ う こけょおさっこはかう けすぉけさぇ こさっい ういきうくぇ-
かうは くっかっお しっいけく. ╀っい こけきけとすぇ くぇ しこけくしけさうすっ う ぉっい 
さぇいぉうさぇくっすけ くぇ そっくけゃっすっ  すさせょくけ とっ しっ しこさぇゃうき, 
おぇすっゅけさうつっく っ ╉なくつけ ‶ぇこぇいけゃ. 30 たうかはょう かっゃぇ ぉっ 
こけきけとすぇ, ょぇさっくぇ けす そうさきうすっ いぇ けすぉけさぇ くぇ „[けいうすっ” 
こさっい ういきうくぇかうは しっいけく, 60 たうかはょう かっゃぇ ぉっ けしうゅせさっ-
くぇすぇ しせぉしうょうは けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ ょぇ そせくお-
ちうけくうさぇ くけさきぇかくけ, けぉぇつっ, くぇ おかせぉぇ しぇ くせあくう 120 
たうかはょう かっゃぇ くぇ ゅけょうくぇ. 
 ′ぇょはゃぇき しっ くぇ ょけぉなさ しっいけく, し こけゃっつっ ゅけかけゃっ う さっ-

いせかすぇすくけしす, くぇ けすいうゃつうゃぇ こせぉかうおぇ, おけはすけ ょぇ くっ しな-
あぇかはゃぇ, つっ っ くぇ しすぇょうけくぇ, いぇ ょぇ こけょおさっこは かのぉうきうは 
しう けすぉけさ, おぇすっゅけさうつっく っ ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 
くぇ „[けいうすっ” ╉なくつけ ‶ぇこぇいけゃ. 
 ¨す っしっくすぇ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかう-

くぇ” うきぇ くけゃ 〉]. ╁ しなしすぇゃぇ きせ しぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
ゃけょっとう こさっょこさうはすうは ゃ けぉとうくぇすぇ. ‶けつっすっく こさっょしっ-
ょぇすっか っ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃. ╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ そせす-
ぉけかくうは おかせぉ っ ╉なくつけ ‶ぇこぇいけゃ. ╁ くけゃうは 〉こさぇゃうすっかっく 
しなゃっす ゃかういぇす: 》さうしすけ ]せかっゃ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ „╋+] 
》うょさぇゃかうお“ ┿╃, ′うおけかぇえ ‶ぇくぇえけすけゃ, ╉さぇしうきうさ ╉な-
くっゃ, ]うきっけく [ぇょぇくけゃ, ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, しなとけ けす 
„┿さしっくぇか“ ┿╃, う  ╂っけさゅう ┿くょさっっゃ けす „]ぇかぇきぇくょなさ”.

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

╁すけさけ きはしすけ ゃ 48-つぇしけゃけすけ ぉはゅぇくっ ゃ 
ゅさぇょ ╉かぇょくけ,』ったうは, しこっつっかう おぇいぇく-

かなておうはす せかすさぇきぇさぇすけくっち う うくあっくっさ 
[ぇょう ╋うかっゃ. ╆ぇ すけゃぇ ゃさっきっ すけえ ういきう-
くぇ  303, 343 おうかけきっすさぇ. ‶けぉっょうすっかはす 
ゃ しなしすっいぇくうっすけ, 22 ゅけょうくう こけ-きかぇょうはす 
けす [ぇょう ╋うかっゃ しかけゃぇお, ういこさっゃぇさう しぇきけ 
し 11 おうかけきっすさぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ. ╁ ゅっ-
くっさぇかくけすけ おかぇしうさぇくっ ょうこかけきうさぇくうはす 
うくあっくっさ しこっつっかう う こなさゃけすけ きはしすけ ゃ 
しゃけはすぇ ゃないさぇしすけゃぇ ゅさせこぇ いぇ きなあっ くぇょ 
65 ゅけょうくう. ╁ つっておけすけ しなしすっいぇくうっ せか-
すさぇきぇさぇすけくっちなす くう こけょけぉさう う 4 けす ゃなさ-
たけゃうすっ こけしすうあっくうは くぇ しすさぇくぇすぇ くう.
╇ すけゃぇ こけさっょくけ せつぇしすうっ くぇ おぇいぇく-

かなておうは ゃっすっさぇく - せかすさぇきぇさぇすけくっち ぉっ 
こけょこけきけゅくぇすけ そうくぇくしけゃけ けす くっゅけゃうすっ 
こさうはすっかう - ゅさせこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ
いぇくかなお“. 600 かっゃぇ ょぇさうたぇ つかっくけゃうすっ え 
いぇ くっゅけゃけすけ せつぇしすうっ ゃ 』ったうは, おぇすけ くぇ 
こさぇおすうおぇ けしうゅせさうたぇ 1/3 けす ちはかぇすぇ しせきぇ.
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    „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

100 ╈《╉¨〉¨ ╊]╊[【『¨ぁ╊』【╇《 ╇ [╅′╅〉]ぇ[ 
 ... くっゅけゃうはす ゃくせお, しなうきっくうお, しっゅぇ こさけそっ-

しけさ ょ-さ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ, おけえすけ っ いぇきっしすくうお-
ょうさっおすけさ くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ しうしすっきくけ うくあっ-
くっさしすゃけ う さけぉけすうおぇ おなき ╀┿′. ╁ ╉ぇいぇくかなお 
ぉはたぇ う しうくなす う ょなとっさはすぇ くぇ っょうく けす しないょぇ-
すっかうすっ くぇ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]け-
そうは - おぇいぇくかなつぇくうくなす こさけそ. ′ぇくつけ ′ぇくつっゃ 
- ]すっそぇく う [ぇょうくぇ ′ぇくつっゃう, おぇおすけ う きくけゅけ 
ょさせゅう さけょしすゃっくうちう, しさっょ おけうすけ う こけつっすくう-
はす ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお  ぇさた. ]すっそぇく 
]すぇえくけゃ, しうく くぇ おけきこけいうすけさぇ ぇおぇょ. ‶っすおけ 
]すぇえくけゃ.
╁っおけゃくうはす のぉうかっえ くぇ ╄くうくしおぇすぇ ╁╄『 ぉっ 

こけつっすっく し こけいょさぇゃうすっかくう こうしきぇ けす ╋うくうし-
すっさしすゃけすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ, っくっさゅっすうおぇすぇ う 
すせさういきぇ, けす ′ぇちうけくぇかくうは こけかうすったくうつっしおう 
きせいっえ ゃ ]けそうは, けす こさうっきくうおぇ くぇ ょさせあっしすゃけ 
„‶けぉっょぇ“ ¨¨╃ - EVN, けす ′ぇちうけくぇかくうは すった-
くうつっしおう しなのい くぇ っくっさゅっすうちうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
]こっちうぇかくけ こけいょさぇゃかっくうっ かうつくけ こけょくっしっ 
う こさけそ. ╁ぇかっくすうく ╉けかっゃ , さなおけゃけょうすっか くぇ 
おぇすっょさぇ „╄かっおすさけっくっさゅっすうおぇ“ ゃ 〈〉 - ]けそうは.
╇ょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ っかっおすさけちっくすさぇ-

かぇ ゃ さぇえけくぇ くぇ おぇいぇくかなておけすけ しっかけ ╄くうくぇ 
しっ さぇあょぇ けとっ こさっい 1908 ゅけょうくぇ けす ╂っくつけ 
]すぇえくけゃ. ‶さっょう すけゃぇ すけえ っ ういこさぇすっく けす しゃけは 
ぉぇとぇ ょぇ せつう しうさっくぇさしすゃけ ゃ 【ゃっえちぇさうは, ぇ 
こけ-おなしくけ う うくあっくっさしすゃけ ゃ ╂っさきぇくうは. ╂っくつけ 
けぉぇつっ すぇおぇ う くっ しっ ょうこかけきうさぇ おぇすけ うくあっ-
くっさ, きぇおぇさ ゅけょうくう こけ-おなしくけ, こさう しすさけうすっか-
しすゃけすけ くぇ っかっおすさけちっくすさぇかぇすぇ, ょぇ けすおさうゃぇ 
ょゃっ ゅさっておう ゃ ういつうしかっくうはすぇ くぇ っょうくしすゃっくうは 
かうちっくいうさぇく うくあっくっさ くぇ しすさけっあぇ - ╀けはょあう-
っゃ. ╂さっておうすっ しぇ ぉうかう しゃなさいぇくう し さぇいきうくぇ-
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‶さうっきぇす う しなけすゃっすくうすっ こぇさぇきっすさう う おけくおせさしくう せしかけゃうは, 
おぇおすけ う しぇきぇすぇ おけくおせさしくぇ おけきうしうは, おけはすけ しっ こさっょしっょぇすっか-
しすゃぇ けす こさっょしっょぇすっかは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ]ぇきぇさしおう. 』かっ-
くけゃっ くぇ おけきうしうはすぇ しぇ ゃ きくけいうくしすゃけすけ しう けぉとうくしおう しなゃっすくう-
ちう - 7 う 5-きぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. 
]なゅかぇしくけ せしかけゃうはすぇ くぇ おけくおせさしぇ, しこっつっかうかぇすぇ そうさきぇ っ 
ょかなあくぇ ゃ しさけお けす 1 ゅけょうくぇ ょぇ こけしすさけう けぉっおすぇ.  ╉ぇいぇくけ うくぇ-
つっ, こさっい 2008-きぇ ╉ぇいぇくかなお っ すさはぉゃぇかけ ょぇ うきぇ しゃけえ ╋¨╊. 
‶なさゃぇすぇ おけこおぇ いぇ ゅさぇょっあぇ きせ っ くぇこさぇゃっくぇ こさっい のくう 2008 

ゅけょうくぇ, こさぇおすうつっしおう しぇきけ きっしっちう こさっょう けぉっおすなす ょぇ っ ゅけすけゃ, 
しなゅかぇしくけ おかぇせいう くぇ ょけゅけゃけさぇ けす こさっょたけょくぇすぇ ゅけょうくぇ. 
 ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ 4 ゅけょうくう  くうおけえ けす こさっょたけょくうは きぇくょぇす 

くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす くっ すなさしう けすゅけゃけさくけしす けす しこっつっかうかうは おけく-
おせさしぇ こさっょこさうっきぇつ いぇとけ くっ しすさけう, くうすけ こなお  くはおけえ けす けぉ-
とうくしおぇすぇ ゃかぇしす つせゃぇ くぇしすけはゃぇくうはすぇ きせ ょぇ しっ こさけきっくう ‶〉‶, 
いぇ ょぇ きけあっ ょぇ しっ ういこなかくう ぇくゅぇあうきっくすぇ こけ ょけゅけゃけさぇ. ′ったぇえ-
しすゃけすけ くぇ きっしすくぇ ゃかぇしす こさぇとぇ しこけさぇ ゃ しなょぇ. 
 ] うょゃぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ ゃかぇしす ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ くぇつぇかけ-

すけ くぇ 2012 ゅけょうくぇ おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ くぇせつぇゃぇ かうつくけ 
けす こさっょしすぇゃうすっか くぇ „〈さぇおうは すさっえょ” ¨¨╃  いぇ おぇいせしぇ う しすぇさ-
すうさぇかぇすぇ ゃっつっ しなょっぉくぇ しぇゅぇ.  
 ╆ぇこけつゃぇす こけさっょうちぇ けす さぇいゅけゃけさう ゃ すなさしっくっ くぇ さってっくうっ, 

こさうっきかうゃけ う いぇ ょゃっすっ しすさぇくう. ¨す ¨ぉとうくぇすぇ くぇしすけはゃぇす おせ-
こせゃぇつなす くぇ すっさっくぇ, おけえすけ くはきぇ こさぇおすうつっしおう ゃないきけあくけしす ょぇ 
しすさけう  こけさぇょう けゅさぇくうつっくうは ゃ ‶〉‶ う いぇさぇょう くっしなけすゃっしすゃうは 
ゃ ¨〉‶, ょぇ ゃょうゅくっ しなょっぉくぇすぇ ゃないぉさぇくぇ くぇ うきけすぇ, し ちっか ょぇ しっ 
すなさしう くけゃ おせこせゃぇつ. ¨す „〈さぇおうは すさっえょ” けすおぇいゃぇす. ′っ しっ くぇきう-
さぇ う うくゃっしすうすけさ, おけえすけ ょぇ こけっきっ うきけす し すぇおうゃぇ すっあっしすう. ╆ぇ 
おぇいせしぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ くっっょくけおさぇすくけ 
しっいうさぇ  ¨おさなあくぇすぇ こさけおせさぇすせさぇ う ╁なさたけゃくぇすぇ おぇしぇちうけくくぇ 
こさけおせさぇすせさぇ. ¨すゅけゃけさなす けす すぇき っ: けぉさぇいせゃぇくけ っ ょけしなょっぉ-
くけ こさけういゃけょしすゃけ しさっとせ くっういゃっしすっく ういゃなさてうすっか, おけっすけ くっ っ 
しこうさぇかけ. ]さけおなす, けこさっょっかっく いぇ こさうおかのつゃぇくっ くぇ さぇいしかっょゃぇ-
くっすけ っ 4-すう ぇゃゅせしす 2014 ゅけょうくぇ. 
′ぇ こさぇおすうおぇ ゃっつっ くはきぇ ゃさっきっ う くぇょっあょぇ  ゃうくけゃくうちうすっ, 

ゃおぇさぇかう ゃ すけいう おぇこぇく けぉとうくぇすぇ ょぇ ぉなょぇす こけしけつっくう, しかっょ 
おぇすけ しぇ „くっういゃっしすくう” ゃ ういきうくぇかうすっ  7 ゅけょうくう. 
╋っあょせゃさっきっくくけ, し ちっか ょぇ しっ しこっしすはす けゅさけきくうすっ しなょっぉくう 

すぇおしう う さぇいたけょう こけ ぇょゃけおぇすう, おぇおすけ う ょぇ しっ しこっしすう ゃさっきっ, 
¨ぉとうくぇ う こさっょこさうっきぇつ しっ ょけゅけゃぇさはす  しこけさなす ょぇ しっ こさっきっしすう 
ゃ  ┿さぉうすさぇあっく しなょ くぇ ╀〈‶‶. 
 ]かっょ こけさっょうちぇ いぇしっょぇくうは すぇき, ゃ しさっょぇすぇ くぇ すけいう きっしっち, 

しすぇくぇ はしくけ けおけくつぇすっかくけすけ さってっくうっ: ╃けゅけゃけさなす っ くうとけあっく, 
ゃしはおぇ けす しすさぇくうすっ しかっょゃぇ ょぇ ゃなさくっ こけかせつっくけすけ. „〈さぇおうは 
すさっえょ” くはきぇ ょぇ いぇこなかゃぇす ういおけこぇくぇすぇ ゃっつっ ょせこおぇ, くけ とっ こけ-
かせつぇす こさうしこぇょぇくっ けす ちっくぇすぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 214 たうかはょう かっゃぇ.  
╉ぇおすけ う ょぇ しっ さぇいゃうはす しなぉうすうはすぇ けすすせお  くぇすぇすなお, おけかおけ う いぇ 

おぇおゃう すけつくけ しせきう , おぇおすけ う おけゅぇ とっ しっ くぇきっさはす うくゃっしすうすけさう 
う おせこせゃぇつう いぇ けぉはゃっくうすっ いぇ こさけょぇく こぇさちっかう, しぇ ゃなこさけしう, 
つううすけ けすゅけゃけさう しぇ くぇこさっょ ゃなゃ ゃさっきっすけ. ╇ いぇしっゅぇ くっはしくう. 
╉ぇすっゅけさうつくけ っ はしくけ, けぉぇつっ, すけゃぇ: ¨ぉとうくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しう 
けしうゅせさう ゃないきけあくけ くぇえ-ぉなさいけ  3 315 139 かっゃぇ, いぇ ょぇ しっ さぇい-
こかぇすう し „〈さぇおうは すさっえょ”. ╃させゅ っ ゃなこさけしなす, つっ し すっいう こぇさう とっ 
ぉなょぇす けとっすっくう くぇ こさぇおすうおぇ ゃしうつおう, あうゃっっとう ゃ けぉとうくぇすぇ. 
╆ぇとけすけ ゃきっしすけ いぇ しなゅさぇあょぇくっ, すっ とっ  けすうょぇす いぇ  いぇきうすぇくっ くぇ 
しかっょう,  くっいくぇくうっ, しないくぇすっかくぇ ぉっいけすゅけゃけさくけしす, くっぉさっあくけしす, 
せきうてかっくぇ うかう くっせきうてかっくぇ せゃさっょぇ, こさうつうくっくぇ けす くはおけう けす-
ゅけゃけさくう かうちぇ. 
 ┿ おけう しぇ すっ?  
¨すゅけゃけさなす くぇ すけいう ゃなこさけし ゃうしう ゃなゃ ゃさっきっすけ. ╇ ぉなかゅぇさしおけすけ 

こさぇゃけさぇいょぇゃぇくっ ゃっつっ くはきぇ ゃさっきっ ょぇ ゅけ ょぇょっ. ╇ くっ ゅけ っ くぇ-
きっさうかけ 7 ゅけょうくう. 
′け くぇえ-きぇかおけすけ, くうとけ くっこけょけいうさぇとうすっ ゃしっ けとっ さっぇかくう 

こかぇすちう, おぇおゃうすけ しぇ ゃしうつおう ゅさぇあょぇくう くぇ けぉとうくぇすぇ, うきぇす 
こさぇゃけ ょぇ ゅけ くぇせつぇす. 
╃けさう しかっょ ゃさっきっ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

Стефка Ганчева - директорът на “Буратино”:
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]うゅせさくけ せ ょゃぇきぇすぇ ういぉせはゃぇ こけゃっつっ すったくうつっしおけすけ ゃかっつっくうっ くぇ ぉぇとぇ うき ]すっそぇく, ぇさしっくぇかっち 

こさっょう う しっゅぇ. ]すっそぇく う ]すっそおぇ しぇ しっきっえしすゃけ, すさぇえくけ しゃなさいぇくう し „┿さしっくぇか“. [けょうすっかうすっ くぇ しな-
こさせゅぇ しぇ しなとけ ぇさしっくぇかちう: “╁さないおぇすぇ くう し „┿さしっくぇか“ っ きくけゅけ しうかくぇ!“, おぇいゃぇ ╂ぇくつっゃぇ. „┿さしっくぇか“ 
しう けしすぇゃぇ くぇえ-しすぇぉうかくぇすぇ そうさきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇおゃけすけ う ょぇ しっ しかせつゃぇ. ]ぇきけ いぇ きうゅ しう こさっょしすぇ-
ゃっすっ おぇおゃけ ぉう しすぇくぇかけ, ぇおけ すは くっ しなとっしすゃせゃぇ?!...“, さぇいしなあょぇゃぇ くぇ ゅかぇし ょうさっおすけさなす くぇ „╀せさぇ-
すうくけ“. ╆ぇ くっえくけすけ しっきっえしすゃけ „┿さしっくぇか“ けこさっょっかっくけ ょぇゃぇ しうゅせさくけしす. ╁ ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ けこうすなす 
こけおぇいゃぇ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ いぇかぇゅぇて しぇきけ くぇ きぇかおけ, くけ こさけゃっさっくう こさうはすっかう, ょゃぇきぇすぇ しなし しなこさせゅぇ え 
ゅかっょぇす くぇ „┿さしっくぇか“ しなし しこけおけえしすゃうっすけ くぇ しすぇさけすけ こさうはすっかしすゃけ. ╁ おけっすけ う ょゃっすっ しすさぇくう しぇ しう 
っょくぇおゃけ ゃっさくう. ′ぇ ]すっそおぇ え ょけこぇょぇ すぇいう けすおさけゃっくぇ う すけこかぇ しさっょぇ くぇ しうゅせさくけしすすぇ けす たけさぇすぇ ょけ 
すっぉ. ] さうしお ょぇ ぉなょっ ょっきけょっ, すは きうかっっ いぇ ぇすきけしそっさぇすぇ くぇ ょさせゅぇさしすゃけすけ けす ゃさっきっすけ くぇ きかぇょっあおう-
すっ ぉさうゅぇょう う 〈うきせさけゃしおうすっ おけきぇくょう, おけゅぇすけ ゃしうつおう しう ぉはたきっ ぉかういおう. ]うゅせさくけ いぇすけゃぇ „┿さしっくぇか“ 
え たぇさっしゃぇ – すぇいう ぇすきけしそっさぇ くぇ こけょおさっこぇ すせお しなし しうゅせさくけしす っ いぇこぇいっくぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ.  
╉ぇすけ きぇかおぇ ]すっそおぇ しゃうさうかぇ 7 ゅけょうくう くぇ ぇおけさょっけく ゃ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ“. ‶さけしすけ けすしはおかぇ: “╇し-

おぇき ぇおけさょっけく!“. ]かっょゃぇす くぇゅさぇょう, くぇょっあょう いぇ ╋せいうおぇかくけすけ せつうかうとっ... ╇いゃっょくなあ ゃ 7-う おかぇし 
〈っかっちなす ゃ くっは こさけゅけゃけさうか: “′っ うしおぇき ╋せいうおぇかくけすけ!“. ]すっそおぇ っ とぇしすかうゃぇ, つっ さけょうすっかうすっ は 
こけょおさっこはす ゃ ういぉけさぇ くぇ 《さっくしおぇすぇ ゅうきくぇいうは. ╉ぇおすけ は こけょおさっこはす ゃ あうゃけすぇ う こけ-おなしくけ. ╆くぇっ おぇお-
ゃけ けいくぇつぇゃぇす こけょおさっこぇすぇ う けぉうつすぇ いぇ ゃしはおけ ょっすっ, いぇ ゃしっおう つけゃっお.  ╆ぇすけゃぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ょぇゃぇ 
けぉうつ う ょなさあう ちっかうはす っおうこ くぇ ょっすしおけすけ いぇゃっょっくうっ ょぇ ゅけ こさぇゃう. ╆ぇさぇょう ょっちぇすぇ. ╆ぇっょくけ すなさしはす 
さぇょけしすすぇ けす あうゃけすぇ ゃなゃ ゃしうつおけ う しっ しすさっきはす ょぇ は こけおぇいゃぇす ゃなゃ ゃしうつおけ – ゃ ちゃっすけゃっすっ くぇ くけゃぇすぇ 
ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ, ゃ いゃせちうすっ くぇ こっしくうつおうすっ, ゃ ういさぇぉけすおぇすぇ くぇ さぇいくう くっとうちぇ うい ょっすしおうすっ さなちっ, 
ゃ こなしすさぇすぇ さうしせくおぇ, ゃ こさうおぇいくけしすすぇ くぇ ╁なかてっぉくぇすぇ しすぇは... ′っ っ かっしくけ ょぇ しっ けすゅかっょぇ ょっすっ, いくぇっ 
]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ. ╇ ゃ すけいう こさけちっし くぇ けすょぇょっくけしす ょぇ しう くぇ こなさゃけ きはしすけ ゃ けぉっおすうゃぇ ょぇかっつ くっ っ 
ゃぇあくけ. 〈けつくけ けぉさぇすくけすけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

И не забравяй, че най-добрите и красиви неща на 
света не могат да бъдат видяни, нито докоснати... 

те се усещат в сърцето.
                                                              ╇しおさっくけ: 

╁ぇかっくすうくぇ ]ぇさぇそしおぇ
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╁ き う く ぇ か う は 
84-すう ぉさけえ 

くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” こけし-
ゃっすうたきっ つぇしす けす 
しすさぇくうちうすっ しう 
くぇ ゃないきけあくけしす-
すぇ いぇ ぉっいこかぇす-
くう こさっゅかっょう いぇ 

くはおけう けくおけかけゅうつくう いぇぉけかはゃぇくうは, 
こけ-しこっちうぇかくけ くぇ しおさうくうくゅ-こさけゅさぇ-
きぇすぇ くぇ いょさぇゃくけすけ きうくうしすっさしすゃけ 
„]こさう う しっ こさっゅかっょぇえ!”. 
╇ いぇとけすけ すっきぇすぇ ゃうくぇゅう っ ぉうかぇ 

つぇしす けす っあっょくっゃくうすっ ゃなかくっくうは くぇ 
きくけゅけ たけさぇ, っすけ おぇおゃけ くう くぇこうしぇ 
こけ すけいう こけゃけょ こさっい そっえしぉせお くぇ-
てぇすぇ さっょけゃくぇ つうすぇすっかおぇ, ぉうゃてぇ 
ぇさしっくぇかおぇ う さぇょっすっかおぇ いぇ こさけそう-
かぇおすうおぇすぇ しさっとせ けくおけいぇぉけかはゃぇくうは 
- 『ゃっすぇ [ぇえくけゃぇ, ょなかゅけゅけょうてっく 
こさっょしっょぇすっか くぇ ]ょさせあっくうっすけ くぇ 
けくおけぉけかくうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお: 

ゃぇくっ くぇ すせくっかうすっ, おけうすけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ こさけおけ-
こぇはす けす そうさきぇすぇ くぇ ょゃぇきぇ うすぇかうぇくちう - [けゃっすう う 
‶ぇしおぇかっ.
╄かっおすさうつっしすゃけすけ, おけっすけ くぇさっあょぇ ╉ぇいぇくかなお しさっょ 

こなさゃうすっ っかっおすさうそうちうさぇくう ゅさぇょけゃっ ゃ しすさぇくぇすぇ, 
っ さっぇかういうさぇくけ けす いぇさぇぉけすうかぇすぇ ゃ 00.00 つぇしぇ くぇ 
31-ゃう ょっおっきゃさう 1913 しさっとせ 1-ゃう はくせぇさう 1914 
ゅけょうくぇ こなさゃぇ ╁╄『 ゃ ╀なかゅぇさうは, くぇきうさぇとぇ しっ ゃ おぇ-
いぇくかなておけすけ しっかけ ╄くうくぇ. 
] すけいう ぇおす っかっおすさうそうおぇちうはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお うい-

こさっゃぇさゃぇ し 15 ゅけょうくう っかっおすさうそうちうさぇくっすけ くぇ けぉ-
かぇしすくうは ゅさぇょ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
]かっょ 9-すう しっこすっきゃさう 1944 ゅけょうくぇ, ゃ おさぇは くぇ 

1947 ゅけょうくぇ, ╁╄『 - ╄くうくぇ っ くぇちうけくぇかういうさぇくぇ う 
ょけ 1993 ゅ. っ ょなさあぇゃくぇ しけぉしすゃっくけしす. ╁ くぇつぇかけすけ 
くぇ 1994 ゅ. ちっくすさぇかぇすぇ っ さっしすうすせうさぇくぇ けす こさっ-
ょうてくうすっ しけぉしすゃっくうちう.
╃くっし せこさぇゃうすっか くぇ ╁╄『 - ╄くうくぇ っ 78-ゅけょうてくう-

はす うくあ. ]すっそぇく ′ぇくつっゃ, しうく くぇ こさけそっしけさ ′ぇくつけ 
′ぇくつっゃ. ╃け 1995 ゅけょうくぇ うくあ. ]すっそぇく ′ぇくつっゃ っ 
こさっこけょぇゃぇすっか ゃ 〈〉 - ]けそうは, ゃこけしかっょしすゃうっ さぇぉけ-
すう う ゃ ′╄╉. 4600 おうかけゃぇすつぇしぇ っかっおすさけっくっさゅうは しっ 
こさけういゃっあょぇ けす っかっおすさけちっくすさぇかぇすぇ ゃ ╄くうくぇ っあっ-
ょくっゃくけ, おぇすけ きけとくけしすすぇ え しっゅぇ っ 1 きっゅぇゃぇす うかう 
1000 こなすう こけ-くうしおぇ けす ┿╄『 - ╉けいかけょせえ. ╁ょなたくけ-
ゃうすっかはす う ょゃうゅぇすっかはす いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃぇすぇ 
ういちはかけ し ぉなかゅぇさしおう おぇこうすぇかう っかっおすさけちっくすさぇかぇ 
╂っくつけ ]すぇえくけゃ せきうさぇ こさっい 1966 ゅけょうくぇ ゃ ]けそうは. 
╃くっし くっゅけゃうすっ くぇしかっょくうちう しぇ こさなしくぇすう うい ちはか 
しゃはす.

                                          ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

 ¨とっ こけ すっきぇすぇ くぇ しすさ .7

Здравейте г-жо Бобева,

Във вестник ‚Трибуна Арсенал” сте 
поместила напомняща статия за 
гражданите на града, за здравето „Спри 
и се прегледай‘‘. Благодаря Ви. Зарадвахте 
ме. Знам, че не сте безразлична към такива 
каузи. В момента съм далече от Казанлък 
и не мога да работя за това, на което се 
посветих - работа с хора с онкологични 
проблеми и с техните близки.

Надявам се след няколко месеца да продължа. 
Ще се радвам отново на подкрепа от Ваша 
страна и на страниците на „Трибуна 
Арсенал”, защото зная, че не сте безразлична 
към каузата на нашето сдружение.

До скоро!
Цвета Райнова

おなき こさけぉかっきぇ う しなけぉさぇいくけ ゃないきけあくけしすうすっ しう ょぇ こけきけゅくぇす いぇ そうくぇくしけゃけすけ 
しすぇぉうかういうさぇくっ くぇ けぉとうくぇすぇ.
¨ぉさなとぇきっ しっ おなき ゃぇし - けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, せこさぇゃうすっかう くぇ すなさゅけゃしおう 

ょさせあっしすゃぇ, ゅさぇあょぇくう くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, しなし しかっょくうすっ おけくおさっすくう こさっょ
かけあっくうは:

╁しうつおう すなさゅけゃしおう ょさせあっしすゃぇ う ゅさぇあょぇくう ょぇ こけゅぇしうき いぇょなかあっくうはすぇ しう おなき 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃおかのつうすっかくけ ょなかあうきうすっ ょけ 31.12.2014 ゅ.;
 
┿こっかうさぇきっ ゃしうつおう, しなけぉさぇいくけ ゃないきけあくけしすうすっ しう, ょぇ こけょこけきけゅくっき そうくぇく

しけゃけ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ ょぇさうき しさっょしすゃぇ こけ けすおさうすぇ いぇ ちっかすぇ ぉぇくおけゃぇ 
しきっすおぇ.

′うっ, けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう けす ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, しっ ぇくゅぇ
あうさぇきっ し ゃしうつおけ おぇいぇくけ ょけすせお う こけっきぇきっ ぇくゅぇあうきっくすぇ いぇ こさけこぇゅぇくょうさぇくっ, 
けすさぇいはゃぇくっ う こけこせかはさういうさぇくっ くぇ こさっょかけあっくぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ.

 ╂させこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ  ╉ぇいぇくかなお“
ゃ ¨ぉとうくしおう しなゃっす - ╉ぇいぇくかなお,

                        きぇくょぇす 2011- 2015 ゅけょうくぇ 
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- ‶さけそ. ]すぇえくけゃ, いぇとけ けす-

おぇいぇたすっ くぇ すけいう ゅけかはき おけく-
ちっさく BMW う こさけこせしくぇたすっ 
てぇくしぇ しう ょぇ しすぇくっすっ ぉけゅぇす? 
╁うあすっ, ぉうすせゃぇ っょくぇ ゅさってくぇ, 

しこけさっょ きっく, すっいぇ, つっ, ゃうょう-
すっ かう, こぇすっくすうすっ くけしはす こぇさう. 
′はきぇ すぇおけゃぇ くっとけ. ′はきぇ うい-
けぉさっすぇすっか, おけえすけ ょぇ っ ぉけゅぇす, 
けしゃっく ぇおけ くっ っ こけつくぇか ょぇ 
こさけういゃっあょぇ しぇき すけえ ういけぉさっ-
すっくうっすけ しう. ┿い しつうすぇき, つっ こぇ-
すっくすうすっ, しすさっきっあなす おなき こぇ-
すっくすけゃぇくっ - ういけぉとけ, こけすうしおぇ 
さぇいゃうすうっすけ ゃ ╄ゃさけこぇ う しゃっすぇ. 
〈せお こさけぉかっきなす っ すぇおなゃ: ゃしっ-
おう しっ けこうすゃぇ ょぇ しっ ょけおけこぇ ょけ 
こぇすっくす, しかっょ おけっすけ いぇこけつゃぇ 
ょぇ しっ いぇとうすぇゃぇ すけゃぇ くっとけ こけ 
くぇつうくぇ, こけ おけえすけ くぇ ゃさっきっすけ 
ゃしっおう しっ っ けこうすゃぇか ょぇ しう いぇ-
ゅさぇあょぇ っょくけ こぇさつっ いっきは う ょぇ 
しう ゅけ こぇいう, おぇすけ しっ っ くぇょはゃぇか 
う ょぇ きせ しっ こかぇとぇ, ぇおけ しっ きう-
くぇゃぇ こさっい くっゅけ. ′っとけ すぇおけゃぇ 
しっゅぇ しっ こけかせつぇゃぇ し こぇすっくすうすっ. 
╆ぇすけゃぇ きけっすけ きくっくうっ っ, つっ 
ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ こぇすっくすうすっ 
こさっつぇす くぇ さぇいゃうすうっすけ, いぇとけ-
すけ せあ しぇ こさっょくぇいくぇつっくう ょぇ 
いぇとうすぇゃぇす こさけういゃけょうすっかは, ぇ 
すっ ゃしなとくけしす きせ こさっつぇす. ╉せこ 
こさうきっさう うきぇ いぇ すけゃぇ ゃ うしすけ-
さうつっしおう こかぇく. ╄ょくう けす すはた しぇ 
ぉさぇすはすぇ [ぇえす ゃ しぇきけかっすけしすさけ-
っくっすけ. 〈っ, くぇこさうきっさ, しかっょ 
おぇすけ しぇ こけかせつうかう ょゃぇ こぇすっく-
すぇ, しかっょ すけゃぇ くっ しぇ くぇこさぇゃうかう  
う くっ しぇ しないょぇかう くうとけ くけゃけ, ぇ 
ちはかけすけ うき ゃくうきぇくうっ っ ぉうかけ 
しなしさっょけすけつっくけ ょぇ しう こぇいはす 
こぇすっくすうすっ. ╇ すけゃぇ っ しゃっすけゃっく 
こさけぉかっき. ╆ぇすけゃぇ くぇこけしかっょなお 
っょくけ けす くぇえ-ゃこっつぇすかはゃぇとうすっ 
さってっくうは くぇ TESLA MOTORS 
- そうさきぇ, おけはすけ こさけういゃっあょぇ 
っかっおすさうつっしおう ぇゃすけきけぉうかう, っ 
ょぇ けすゃけさはす ょけしすなこぇ しう ょけ こぇ-
すっくすうすっ しう, いぇ ょぇ せしおけさはす さぇい-
ゃうすうっすけ くぇ こぇいぇさぇ, ゃ しかせつぇは 
くぇ っかっおすさけきけぉうかう. ¨す そうさ-
きぇすぇ おぇいゃぇす すぇおぇ: こぇすっくすうすっ  
こさっつぇす くぇ さぇいゃうすうっすけ. ╆ぇとけ-
すけ けゅさぇあょぇす すっさうすけさうは う こさっ-
つぇす くぇ ゃしうつおう ょぇ しっ ょゃうあぇす こけ 
すはた う けぉかぇゅけょっすっかしすゃぇす こけゃっ-
つっ きけくけこけかうすっ, すなえ おぇすけ こぇ-
すっくすけゃぇくっすけ っ こけ しうかうすっ しぇきけ 
くぇ っょうく ゅけかはき きけくけこけか, ぇ くっ 
こけ しうかうすっ くぇ しぇきうすっ ういけぉさっ-
すぇすっかう う さぇちうけくぇかういぇすけさう. 
〈ぇいう すはたくぇ すっいぇ しっ しこけょっかは ゃ 
ういおかのつうすっかくけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
けす ういけぉさっすぇすっかう う さぇちうけくぇ-
かういぇすけさう.

- 〈けっしす, う こさう けすおさうゃぇ-
すっかうすっ うきぇ すぇおなゃ くっいょさぇ-
ゃけしかけゃっく っゅけういなき, おけえすけ 
ゃしなとくけしす しこうさぇ こさけゅさっしぇ? 
〈け くっ っ くっいょさぇゃけしかけゃっく, 

くぇこさけすうゃ - ゃしっおう けすおさうゃぇすっか 
きうしかう いぇ すけゃぇ う しう こさっょしすぇ-
ゃは おけかおけ ぉけゅぇす とっ しすぇくっ, おぇすけ 
しないょぇょっ くっとけ くけゃけ. ′け ゃしなと-
くけしす すけえ くっ しすぇゃぇ ぉけゅぇす, くぇ-
こさけすうゃ, しすぇゃぇ こけ-ぉっょっく, ゃいっ-
きぇす きせ ういけぉさっすっくうっすけ う すけえ 
せきうさぇ しうかくけ さぇいけつぇさけゃぇく. ′ぇ 
すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しかけあう おさぇえ. 
〈さはぉゃぇ ょぇ しっ  ゃなゃっょっ くっとけ 
こけ-しこさぇゃっょかうゃけ. ╃ぇ しっ けゃない-
きっいょはゃぇす こけ くはおぇおなゃ くぇつうく 
たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ ょぇかう くけゃう 
すったくけかけゅうう うかう しぇ ょけこさうくっし-
かう し くっとけ いぇ さぇいゃうすうっすけ うき. 
]っゅぇ すぇいう しうしすっきぇ こけすうしおぇ 
ゃしうつおう. 〈けゃぇ こぇすっくすけゃぇくっ, 
こさう おけっすけ ゃしっおう ういけぉさっすうか 
くっとけ しう ゅけ けゅさぇあょぇ う こぇいう, 
くぇ こさぇおすうおぇ こさっつう くぇ さぇいゃう-
すうっすけ.

- ╆ぇすけゃぇ かう すけかおけゃぇ すさせょ-
くけ うくけゃぇちううすっ くぇきうさぇす 

』【╅╉¨《〉ぇ【 〉╅ „╅『』╊〉╅]“ 『╅╋╉╅] 〈╊ぁ【¨【╊ 〉╅ 50-【╊ 
] こっすすっ おくうゅう いぇょ ゅなさぉぇ しう, 

しなし しゃけはすぇ しう さっすけさうおぇ けす すさう
ぉせくぇすぇ くぇ つっすうさう きぇくょぇすぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす, 
しなし しすけすうちうすっ ょけこうしおう, さっこけさ
すぇあう, うくすっさゃのすぇ, そっえかっすけくう, 
さぇいおぇいう, っしっすぇ, こせぉかうおせゃぇくう ゃ 
ょっしっすおう こっさうけょうつくう ういょぇくうは 
せ くぇし; し ゅかぇし, こけいくぇす くぇ ゃしっおう  
おぇいぇくかなつぇくうく けす さぇょうけすけつおぇすぇ 
こさっい 90-すっ ゅけょうくう う 10 ゅけょう
くう こさっょう すけゃぇ – けす [ぇょうけ ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ, きけあって くぇうしすうくぇ ょぇ 
おぇあって, つっ しう せしこはか ょぇ ゃいっきって 
けす しゃっすぇ しゃけうすっ きうくせすう しかぇゃぇ. 
╃くっし しかぇゃぇすぇ けすょぇゃくぇ くっ ゃなか
くせゃぇ ╄きうか, ょぇあっ こけかうすうおぇすぇ 
きせ っ ぉっいさぇいかうつくぇ, くけ けくいう ょっ
ゃっすゅけょうてっく いぇこぇかはくおけ けす こっえ
おうすっ くぇ しすぇょうけくぇ くぇ ╆ぇゃけょ 10 
しなし しうゅせさくけしす っ きっつすぇか ょぇ くぇょ
きうくっ しっぉっ しう くぇ いっかっくうは すっさっく, 
すなえ つっ ょぇ しきぇっ しゃっすぇ. ‶け すけゃぇ 
ゃさっきっ ゃ ゅさぇょぇ うきぇ しぇきけ ょゃぇ けす
ぉけさぇ: „【うこおぇ“ – くぇ ゃけっくくうすっ, 
う すうきなす くぇ ╆ぇゃけょ 10. ╀うすおぇすぇ 
いぇ こなさゃっくしすゃけすけ きっあょせ すはた っ 
ょさぇきぇすうつくぇ. ╁さっきっすけ くぇ „[け
いうすっ“, おなょっすけ ╄きけ こけ-おなしくけ しっ 
こさけつせゃぇ おぇすけ くぇえ-ぉなさいけすけ かはゃけ 
おさうかけ,  けとっ くっ っ ょけてかけ. ╉ぇお
すけ おぇいゃぇ ‶っくつっゃ: “┿さしっくぇか“ っ ゃ 
けしくけゃぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておうは そせす
ぉけか. ‶さっい 50-すっ う 60-すっ ゅけょう
くう こけつすう ゃしうつおう しなしすっいぇすっかう 
けす ╉ぇいぇくかなお こさっきうくぇゃぇす けす
すぇき“. ′ぇょくうつぇえおう おなき しかぇゃぇすぇ 
くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しこけさすくう こかけ
とぇょおう, くぇきぇたぇくうすっ たかぇこっすぇ くぇ 
ゅさぇょぇ すぇえくけ こさっしおぇつぇす けゅさぇょう, 
ゃきなおゃぇす しっ し ゃないさぇしすくう きなあっ 
くっかっゅぇかくけ, しおさうてけき こさうすうつ
ゃぇす ょけ きけょくうは すけゅぇゃぇ いぇゃけょしおう 
ぉぇしっえく, おけえすけ うきぇか ょけさう すさぇき
こかうく...! ] うしすうくしおう さうしお いぇ あう
ゃけすぇ しう けす すけいう こけかせさぇいくっぉうすっく 
ゃなゃ ゃさっきっすけ  ょなさゃっく すさぇきこかうく 
╄きけ しきっかけ しおぇつぇか ゃなゃ ゃけょぇすぇ いぇ 
つっしす う しかぇゃぇ. ╆ぇ つっしす う しかぇゃぇ 
こけしかっ ‶っくつっゃ ういおぇさぇか う 15 ゅけ
ょうくう ゃなゃ そせすぉけかぇ くぇ こさけそっしうけ
くぇかくう くぇつぇかぇ: “[けいけゃぇ ょけかう
くぇ“, けすぉけさなす くぇ ╃うきうすさけゃゅさぇょ 
ゃ おぇいぇさきぇすぇ う こぇお – „[けいけゃぇ ょけ
かうくぇ“. ′ぇえ-ぉなさいけすけ かはゃけ おさうかけ 
くぇ ゃさっきっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ‶っくつっゃ 
ぉうか こけおぇくっく ゃ くぇちうけくぇかくうは 
けすぉけさ くぇ のくけてうすっ, すさっくうさぇく 
けす 』ぇおなさけゃ. ]すぇくぇかけ しかっょ せし
こってくぇ しさっとぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう 
し  „╊っゃしおう“. „¨すおぇいぇた, いぇとけすけ 
ぉはた ゃっつっ ゃ 11-う おかぇし. ╆ぇ ]けそうは 
いぇきうくぇたぇ ╀ぇえ ╉うさけ – ╇ゃぇく ′っえ
おけゃ う ]すけはく ╀けさぇおぇ. ╇いうゅさぇたぇ 
2-3 しさっとう. ′け ぇい ぉはた さってうか ょぇ 
せつぇ“, けぉはしくはゃぇ さってっくうっすけ しう 
╄きけ, おけえすけ ぉうか くぇえ-とぇしすかうゃう
はす うゅさぇつ くぇ すっさっくぇ, おけゅぇすけ せし
こはゃぇ ょぇ ゃおぇさぇ ゅけか ゃなゃ ゃさぇすぇすぇ 
くぇ つせすけゃくうは ╋かぇょっく ╀ぇかおぇくしおう 
- ╋ぇくゅけ! – くぇえ-ょけぉさうはす ゃさぇすぇさ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, しすさぇあなす くぇ ぇさしっ
くぇかしおぇすぇ ゃさぇすぇ. “╆ぇ きっく ぉってっ 
ゅけさょけしす ょぇ きせ ゃおぇさぇき ゅけか!“, 
こさういくぇゃぇ ╄きけ. ╇いけぉとけ – さぇ
ょけしすすぇ, けゃぇちううすっ くぇ こせぉかうおぇ
すぇ, ゅけさょけしすすぇ けす こさっぉけさゃぇくっすけ 
くぇ しうかくうは こさけすうゃくうお う こさう
いくぇくうっすけ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ きかぇょっあ 
– すけゃぇ しぇ きけすうゃうすっ くぇ しこけさすう
しすうすっ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ. „╇ゅさぇった
きっ いぇ すさけえおぇ おっぉぇこつっすぇ, こけくは
おけゅぇ し ゅぇさくうすせさぇ...“, けぉはしくはゃぇ 
‶っくつっゃ きけすうゃぇちうはすぇ くぇ すけゅぇ
ゃぇてくうは そせすぉけかっく きっしすっく っかうす. 
╁っさけはすくけ いぇすけゃぇ しかっょ ゅうきくぇいう
はすぇ „かはゃけすけ おさうかけ” さってぇゃぇ, つっ 
そせすぉけかなす おなとぇ くっ たさぇくう う つっ 
けしゃっく いっかっくうは, うきぇ う ょさせゅう すっ
さっくう, おけうすけ うきぇ しうかう ゅっさけえしおう 
ょぇ こさっゃいっきっ. ‶さっょう ょぇ  こけっきっ, 
けぉぇつっ, おなき くけゃうすっ たけさういけくすう 
くぇ こせぉかうつくけしす ゃ ういはゃうすっ しう くぇ 
あせさくぇかうしす, こうしぇすっか う こけかうすうお, 
くぇ こけさぇしくぇかうは きかぇょっあ ‶っくつっゃ 
けすくけゃけ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しっ はゃう こさっょ 
ぇさしっくぇかしおうは こけさすぇか. 〈けいう こなす – 

きはしすけ ゃ うくょせしすさうはすぇ, ゃ 
こさはおぇすぇ くう さぇぉけすぇ? 
╃ぇ, う すけ ゃ きくけゅけ ゅけかはきぇ 

しすっこっく. ╆ぇとけすけ くぇ こさぇおすうおぇ 
うくけゃぇちううすっ しぇ ゃ っょくけ ]さっょ-
くけゃっおけゃうっ - いぇさぇょう こぇすっくす-

くぇすぇ しうしすっきぇ, おけはすけ くっ さぇ-
ぉけすう. ]こけさっょ きっく, すさはぉゃぇ ょぇ 
こけょっきっき くっとけ ゃ ╀なかゅぇさうは う 
ぇい ゃっつっ さぇぉけすは し きけうすっ ょけおすけ-
さぇくすう ゃ すぇいう こけしけおぇ: ょぇ いぇこけ-
つくっき っょくぇ すぇおぇゃぇ うくうちうぇすうゃぇ 
いぇ けすゃぇさはくっ くぇ こぇすっくすうすっ, ゃ 
しかせつぇは いぇ きけさしおうすっ ゃなかくう, 
しそっさぇ, ゃ おけはすけ せしうかっくけ さぇぉけ-
すは う しなき しっ こけしゃっすうか けす ょけし-
すぇ ゅけょうくう. ╆ぇとけすけ うきぇ きくけゅけ 
こぇすっくすう いぇ きけさしおうすっ ゃなかくう, 
くけ し きくけゅけ きぇかおけ きうしなか, すっ 
くぇ こさぇおすうおぇ くっ こけいゃけかはゃぇす ょぇ 
しっ くぇょゅさぇあょぇ くぇょ すはた, ぇ すけゃぇ 
こさっつう ょぇ しっ こけしすうゅくっ くっとけ 
くけゃけ, さぇいかうつくけ, くけゃ っすぇこ ゃ 
こさけせつゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっきぇ. 

- ╉ぇおゃけ こさっょしすぇゃかはゃぇ ╁ぇ-
てっすけ ういけぉさっすっくうっ いぇ ょけ-
ぉうゃぇくっ くぇ っかっおすさうつっしおぇ 
っくっさゅうは けす きけさしおうすっ ゃなか-
くう? 
╁ くぇえ-けぉとう かうくうう すけゃぇ っ 

っょうく こぇしうゃっく さけぉけす, せこさぇ-
ゃかはゃぇく けす しっくいけさう, すぇおぇ つっ 
ゅっくっさぇすけさなす ょぇ こけゅかなとぇ  ゃない-
きけあくけ くぇえ-きくけゅけ っくっさゅうは けす 
ゃなかくうすっ. ] ょさせゅう ょせきう おぇいぇ-
くけ, せしすさけえしすゃけ いぇ ょけぉうゃぇくっ くぇ 
っかっおすさけっくっさゅうは けす きけさしおうすっ 
ゃなかくう. ╁なかくうすっ こさっょしすぇゃかは-
ゃぇす こさっくけし くぇ っくっさゅうは つさっい 
きぇかおう おさなゅけけぉさぇいくう ょゃうあっ-
くうは くぇ ゃけょくうすっ つぇしすうちう. ‶け-
ゃっつっすけ せしすさけえしすゃぇ しっ けこうすゃぇす 
ょぇ せかけゃはす  ゃっさすうおぇかくうすっ ょゃう-
あっくうは, おけうすけ ゃなかくぇすぇ こさっ-
ょういゃうおゃぇ, おぇすけ しっ ゃさないゃぇす しなし 
いょさぇゃう おけすゃう. ┿い さってうた ょぇ 

けこうすぇき けぉさぇすくけすけ: ょぇ せかぇゃはき 
たけさういけくすぇかくうすっ ょゃうあっくうは 
つさっい ょゃっ こかぇしすうくう, こけすけこっ-
くう くぇ すぇおけゃぇ さぇいしすけはくうっ, つっ 
ゃなかくぇすぇ ょぇ っ ゃ こさけすうゃけそぇいぇ. 
〈ぇおぇ こかぇしすうくうすっ しっ ょゃうあぇす 

こさけすうゃけこけかけあくけ う すぇいう っくっさ-
ゅうは きけあっき ょぇ こさっゃなさくっき ゃ 
っかっおすさうつっしおぇ. ‶なさゃけすけ こさっ-
ょうきしすゃけ くぇ すぇおけゃぇ ょゃうあっ-
くうっ っ, つっ しうかうすっ しっ いぇすゃぇさはす 
きっあょせ こかぇしすうくうすっ う くはきぇ 
くせあょぇ ょぇ こさっょぇゃぇきっ ちはかぇすぇ 
しうかぇ くぇ ゃなかくうすっ ゃなさたせ おけす-
ゃぇすぇ. ╃させゅけすけ こさっょうきしすゃけ っ, 
つっ おけゅぇすけ ゃさっきっすけ しっ ゃかけてう, 
せしすさけえしすゃけすけ きけあっ ょぇ こけすな-
くっ ゃ きけさっすけ くぇ 5-6-10 きっすさぇ  
ょなかぉけつうくぇ, おなょっすけ ゃなかくうすっ 
しぇ ゃ こなすう こけ-しかぇぉう. ′ぇ きっし-
すぇ, おなょっすけ きけさっすけ っ こかうすおけ, 
っ ゃないきけあくけ せしすさけえしすゃけすけ, 
こぇしうゃくうはす さけぉけす, ょぇ しっ こさっ-
おけくそうゅせさうさぇ う ょぇ ういかういぇ ぇゃ-
すけきぇすうつくけ くぇ ぉさっゅぇ. ‶け ゃさっきっ 
くぇ さぇぉけすぇ きぇかおう こっさおう せかぇゃはす 
けすくけしうすっかくぇすぇ しおけさけしす  くぇ 
ゃけょぇすぇ しこさはきけ こかぇしすうくぇすぇ う 
こけょぇゃぇす うくそけさきぇちうは くぇ ゅっくっ-
さぇすけさぇ おけかおけ ょぇ しっ しなこさけすう-
ゃかはゃぇ くぇ ょゃうあっくうっすけ くぇ ゃなか-
くうすっ. 〈けいう くぇつうく くぇ ょけぉうゃ くぇ 
っかっおすさけっくっさゅうは けす きけさしおうすっ 
ゃなかくう きけあっ ょぇ っ こけかっいっく くぇ 
きくけゅけ たけさぇ ゃ きっしすぇ, おなょっすけ 
くはきぇ ょけしすなこ ょけ っかっおすさけこさっ-
くけしくぇ きさっあぇ, ぇ すぇおうゃぇ きっしすぇ 
うきぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╃けしすぇすなつくけ 
っ ょぇ うきぇ きぇかおけ こさっくけしうきけ 
せしすさけえしすゃけ, し おけっすけ ょぇ しっ いぇ-
たさぇくう しなけすゃっすくうは っかっおすさけせ-
さっょ. ╉ぇすけ ゃしっおう ゃないけぉくけゃはっき 
ういすけつくうお, きけさしおうすっ ゃなかくう しぇ 
くっこけしすけはくくう, くぇ すはた くっ きけあっ 
ょぇ しっ さぇいつうすぇ いぇ すったくけかけゅうつ-
くぇ ょっえくけしす, くけ ゃしっ っょくけ きくけ-
ゅけ たけさぇ うきぇす くせあょぇ けす すぇいう 

っくっさゅうは.  

- ┿ うきぇ かう てぇくし すけゃぇ 
╁ぇてっ ういけぉさっすっくうっ ょぇ ゃうょう 
ぉはか しゃはす? 
¨, ょぇ. 』けゃっておぇ きっつすぇ っ ょぇ 

ぉなょっき っくっさゅけくっいぇゃうしうきう う 
たけさぇすぇ しぇ ゅけすけゃう ょぇ ょぇょぇす 
こぇさう いぇ すけゃぇ. ┿い う っおうこなす きう 
さぇぉけすうき こけ すけいう さけぉけす ゃっつっ 
6-すぇ ゅけょうくぇ. ]っゅぇ ゅけすゃは  こせぉ-
かうおぇちうは こけ ゃなこさけしぇ う とっ ょぇき 
ゃないきけあくけしす くぇ ゃしっおう, おけえすけ 
くっとけ しっ しっすう ょぇ くぇょゅさぇあょぇ う 
ょぇ ょけぉぇゃは, ょぇ ょけさぇいゃうゃぇ くっ-
とぇすぇ. 〈けゃぇ っ ゃぇあっく こさけちっし, 
いぇ つけゃっつっしすゃけすけ すけゃぇ っ うくすっ-
さっしくぇ すっきぇ. ¨とっ こけゃっつっ, つっ  
っくっさゅうはすぇ けす きけさしおうすっ ゃなかくう 
っ っょうくしすゃっくぇすぇ ゃないけぉくけゃは-
っきぇ っくっさゅうは, おけはすけ つけゃっお けとっ 
くっ っ せしゃけうか. ╆ぇ せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ すけいう ゃうょ っくっさゅうは しっゅぇ しっ 
ゃかぇゅぇす きくけゅけ しさっょしすゃぇ, いぇ ょぇ 
きけあっ ょぇ しっ ういこけかいゃぇ. ╂けかはき 
うくすっさっし おなき さぇいさぇぉけすおぇすぇ きう 
うきぇ ゃっつっ けす  ゅけかっきう そうさきう ゃ 
〈せさちうは, うしおぇす しなすさせょくうつっしす-
ゃけ. 〈せさちうは っ しすさぇくぇ し こさぇゃうか-
くけ けすくけてっくうっ おなき くぇせおぇすぇ, 
すぇき ういけぉさっすっくうはすぇ, うくけゃぇちう-
うすっ しっ せゃぇあぇゃぇす. ╆ぇ さぇいかうおぇ 
けす ╀なかゅぇさうは, すぇき うきぇ しっさうけい-
くぇ ょなさあぇゃくぇ こけかうすうおぇ いぇ せゃっ-
かうつぇゃぇくっ くぇ うくすっかっおすせぇかくうは 
こけすっくちうぇか う おけくおせさっくすくけしこけ-
しけぉくけしすすぇ くぇ うおけくけきうおぇすぇ.

- ╁うっ ょけぉうゃぇすっ かう ゃっつっ 
すけお けす きけさしおぇすぇ ゃけょぇ? 
¨, ょぇ, ゃしはおぇ ゅけょうくぇ ゃっつっ. 

‶け しなゃしっき きぇかおけ. ¨ぉとけ ゃいっ-
すけ, っくっさゅうはすぇ くぇ ゃなかくうすっ  こけ 
くぇてっすけ きけさっ  っ っょうく おうかけゃぇす 
くぇ ゃしっおう かうくっっく きっすなさ. ′け くっ 
きけあっ ょぇ しっ ゃいっきっ ちっかうはす おう-
かけゃぇす, いぇとけすけ うきぇ ╉‶╃, おけっすけ 

╁ういうすおぇ: 
╁くせお くぇ しないょぇすっかは 

くぇ こなさゃぇすぇ ういちはかけ 
ぉなかゅぇさしおぇ ╁╄『 - ╄くう-
くぇ, うくあっくっさ, ゃないこう-
すぇくうお くぇ 〈ったくうつっしおうは 
せくうゃっさしうすっす ゃ ]けそうは. 
╀ぇとぇ くぇ ょゃっ こけさぇ-
しくぇかう ょっちぇ: しうく – IT 
しこっちうぇかうしす, う ょなとっさは 
- ぇさたうすっおす. ‶けくぇしすけ-
はとっき こさけそ. ょ-さ うくあ. 
╂っくつけ ]すぇえくけゃ っ いぇ-
きっしすくうお-ょうさっおすけさ くぇ 
╇くしすうすせすぇ こけ ]うしすっき-
くけ うくあっくっさしすゃけ う さけ-
ぉけすうおぇ う くぇ 『っくすさぇか-
くぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは こけ 
きったぇすさけくうおぇ う こさうぉけ-
さけしすさけっくっ おなき ╀┿′. 
‶けしす, し おけえすけ くぇ こさぇお-
すうおぇ ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
しぉなょゃぇ きけきつっておぇすぇ しう 
きっつすぇ - ょぇ しっ こけしゃっすう 
くぇ さけぉけすうおぇすぇ.
╋うくぇかぇすぇ しっょきうちぇ 

こさけそっしけさなす, おけえすけ っ 

しなゃしっき かっゅぇかくけ. ] すさせょけゃぇ 
おくうあおぇ ゃ さなおぇ, こさけすっおちうう 
けす しっきっっく こさうはすっか う しきなす
くう くぇょっあょう ╄きうか しっ けおぇい
ゃぇ ゃ ]おかぇょ 1 くぇ ╆ぇゃけょ 10, 
おなょっすけ きかぇょけおなす ゃっょくぇゅぇ 
ゃうあょぇ, つっ うきぇ う „けす こうかっ 
きかはおけ“. 

╁いうきぇえ っょくぇ こうかぇ
う こけつゃぇえ!

] すっいう ょせきう きぇえしすけさなす 
こけしさっとぇ いゃっいょぇすぇ けす すっ
さっくぇ, おけはすけ しう くはきぇ う こけ
くはすうっ おぇおゃけ とっ こさぇゃう すぇき, 
おなょっすけ しっ くぇきうさぇ. ╇ おぇお, 
ぇょあっぉぇ, すけつくけ とっ ゅけ こさぇ
ゃう... ╄きけ こけしゃうおゃぇ う うい

おぇさゃぇ くはおけかおけ きっしっちぇ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ. ╁っょくぇゅぇ 
いぇぉっかはいゃぇ, つっ しこけさすなす すせお 
っ くぇ こけつうす – さっいっさゃくけすけ 
うゅさうとっ っ ゃうくぇゅう いぇっすけ, うゅ
さぇっ しっ こけしすけはくくけ う ゃ けぉっょ
くうすっ こけつうゃおう. 『ったけゃっ, いぇ
ゃけょう う ぇょきうくうしすさぇすうゃくう 
けすょっかう ゃぇょはす いぇこぇかっくう 
うゅさぇつう, おけうすけ ゃかっおぇす しかっょ 
しっぉっ しう すなかこう けす そっくけゃっ. 
‶けおぇさぇかぇすぇ くぇ いぇゃけょしおうは 

しすぇょうけく すさなこおぇ おなき きっし
すぇすぇ けす あうゃけすぇ, おなょっすけ しっ 
しなぉうさぇ うくすっさっしなす くぇ ゅけかは
きぇすぇ こせぉかうおぇ, ゃけょう ‶っく
つっゃ おなき ょさせゅう あうすっえしおう 
こさけしすさぇくしすゃぇ. 15 ゅけょうくう ゃ 
くけゃうは きせいっえ „【うこおぇ – ╀せい
かせょあぇ“ つぇおぇす ‶っくつっゃ ゃ くぇ
つぇかけすけ くぇ 70-すっ. 』ぇおぇす  ゅけ 
こけ 15-20 ぇゃすけぉせしぇ ょくっゃくけ 
し こけしっすうすっかう くぇ ‶ぇきっすくう
おぇ くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ くぇ 【うこ
おぇ... /“′はきぇたきっ ゃさっきっ ょぇ 
しう こけっきっき ょなた きっあょせ ゅさせ
こうすっ...!/ 』ぇおぇす ゅけ てせきくう 
こけしさっとぇくうは くぇ ゃっかうつうは けす 
ゃしはおぇおなゃ おぇかうぉなさ – けす ちは
かけすけ ‶けかうすぉのさけ くぇつっかけ し 
〈けょけさ ╅うゃおけゃ こさっい  ぉさぇす
しおうすっ こさっゅさなょおう くぇ ╀さっあ
くっゃ, おけしきけくぇゃすうすっ ╂っけさゅう 
╇ゃぇくけゃ う ′うおけかぇえ [せおぇ
ゃうてくうおけゃ う いけさおけすけ けおけ くぇ 
しぇきうは ╉ぇかぇてくうおけゃ. ╋うかう
けく こけおかけくうちう ゅけょうてくけ きう
くぇゃぇす こさっい 【うこおぇ ゃ すっいう 
ゃさっきっくぇ. ]ぇきぇすぇ うしすけさうは 
こさっきうくぇゃぇ こさっい あうゃけすぇ くぇ 
いぇょけつくうは しすせょっくす ‶っくつっゃ う 

きけあっ ぉう いぇすけゃぇ ぉなょっとぇすぇ きせ 
くけゃぇ しすさぇしす しすぇゃぇす しなぉうすうは
すぇ くぇ ょっくは. ¨くっいう しなぉうすうは, 
おけうすけ こさぇゃはす, おぇおすけ ゅけかはきぇ
すぇ うしすけさうは くぇ ゃさっきっすけ, すぇおぇ 
う くぇゅかっょ きぇかおうすっ うしすけさうう 
くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ  こけょさっあょぇす  
っこけたぇすぇ. ]ゃうょっすっかしすゃぇすぇ くぇ 
ゃさっきっすけ ╄きけ こぇいう ゃ ぉっいちっく
くうすっ しう ぇさたうゃう けす しくうきおう, 
おぇしっすう, こなさゃう ぉさけっゃっ う ちっかう 
すっつっくうは くぇ こっさうけょうおぇ, いぇ
こうしおう, ょけおせきっくすう... 《ぇおすうすっ 
╄きうか ‶っくつっゃ っ けしすぇゃうか いぇ 
こけおけかっくうはすぇ せすさっ ゃ しかっょう けす 
こうしぇくう ょせきう, ゅかぇしけゃっ う  こさう
しなしすゃうは. „]すうゅくぇた ょけ すぇき, つっ 
きっ くぇおぇいぇたぇ ょゃぇ きっしっちぇ ょぇ 
くっ きう こせしおぇす きぇすっさうぇかう こけ 

[ぇょうけ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ“, しきっっ 
しっ ╄きけ, しこけきくはえおう しう すけくぇ 
くぇ ゅかぇゃくうは さっょぇおすけさ: “〈う しう 
くぇゃしはおなょっ – くはきぇ ゃっしすくうお 
ぉっい すっぉ, さぇょうけすけ... くっ ょぇゃぇて 
きっゅょぇく いぇ ょさせゅう!“  

]ぇきけ いぇ „╃っかけ“
くっ しなき こうしぇか

〈けゃぇ こさういくぇゃぇ ‶っくつっゃ, 
おけえすけ こさう かうこしぇすぇ くぇ うくすっさ
くっす う ょさせゅう ゃさないおう くぇ ゃさっ
きっすけ くっせきけさくけ こさぇとぇか ょけ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こけ こさうはすっかう, 
さっえしけゃっ う すぇおしうすぇ しすけすうちう 
ぇせょうけおぇしっすおう しなし いぇこうしう いぇ 
さぇょうけすけ. ╆ぇこうしうすっ こさぇゃっか 
しぇき くぇ ょけきぇてくうは おぇしっすけそけく. 
]なとうはす たなし いぇゃぇさゃぇ ‶っくつっゃ 
ゃ いけさぇすぇ くぇ ょっきけおさぇちうはすぇ, 
おけゅぇすけ すけえ っ しさっょ こなさゃうすっ こけ 
こかけとぇょう う きうすうくゅう はさけしすくう 
しっょっしぇさう, おけうすけ くぇこけしかっょなお 
ゅけさつうゃけ おぇいゃぇす: “‶けかうすう
おぇすぇ きう っ ぉっいさぇいかうつくぇ“. ╃ぇ 
くっ こけゃはさゃぇて, つっ ぉっいこさう
しすさぇしすうっすけ きけあっ ょぇ ぉっかっあう 
ょくっし っょうく あうゃけす, ゃ おけえすけ 
うきぇ はさおう こけかうすうつっしおう かうつくう 
せつぇしすうは, しゃなさいぇくう し こさっょしっ
ょぇすっかしすゃけすけ くぇ おぇいぇくかなておぇ
すぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╃っきけおさぇ
すうつっしおぇすぇ こぇさすうは, ゃけょっくぇ せ 
くぇし けす ょけしすけかっこくうは ]すっそぇく 
]ぇゃけゃ, こさっょしっょぇすっか くぇ 36-
すけすけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ. 15 
ゅけょうくう おぇいぇくかなつぇくう しゃなさい
ゃぇす ╄きうか ‶っくつっゃ し すぇいう こぇさ
すうは, しこうさぇす ゅけ こけ せかうちうすっ う 
すなさしはす こけきけと う こけょおさっこぇ いぇ 

おぇおゃけ かう くっ. ‶かぇきっくくう さっつう, 
しすぇすうう, おくうゅう, しかけゃっしくう ぉうす
おう ゃ ょっぉぇすう くぇ きっしすくうは こぇさ
かぇきっくす  うきぇ ゃ かうつくぇすぇ しう うし
すけさうは ‶っくつっゃ, しないょぇすっかはす くぇ 
くぇてっくしおぇすぇ   „╃っきけおさぇちうは“ 
– しうくうはす ゃっしすくうお „╉ぇいぇく
かなお“. ╆ぇ くっゅけゃうは こなさゃう ぉさけえ 
こけきけゅくぇか くっ ょさせゅ, ぇ つかっくなす 
くぇ ╀╉‶ – こっつぇすぇさはす  》さうしすけ 
]すぇくつっゃ /╀けゅ ょぇ ゅけ こさけしすう!/. ] 
ゃはさぇすぇ, つっ さぇぉけすう いぇ ょけぉさけすけ 
くぇ ‶さけきはくぇすぇ, ‶っくつっゃ さっょうか 
きぇおっすうすっ くぇ ゃっしすくうおぇさしおうすっ 
しすさぇくうちう ょけ おなしくぇ ょけぉぇ くぇ 
こけょぇ ゃおなとう. „]ぇきけ こけ こなすは 
けす こっつぇすくうちぇすぇ ょけ こかけとぇょぇ 
し ╉けちっすけ – そけすけゅさぇそぇ こさけょぇ
ょけたきっ  2 500 ぉさけは!!!“ – こけきくう 

╄きけ こけしさっとぇくっすけ くぇ しっょっしぇさ
しおうは ゃ-お „╉ぇいぇくかなお“ – すけこかう
はす  たかはぉ いぇ きかぇょうすっ  ょっきけおさぇ
すうつくう すせおぇてくう くぇょっあょう.   
‶け-おなしくけ, おけゅぇすけ うょゃぇす さぇい

けつぇさけゃぇくうはすぇ, ‶っくつっゃ ゃかぇ
ゅぇ くぇょっあょうすっ しう ゃ こけ-しおけ
さけ こぇすさうけすうつくう, けすおけかおけすけ 
ゃ こけかうすうつっしおう くぇつうくぇくうは. 
‶さっゃさなとぇ しっ ゃ ぇおすうゃっく しな
けさゅぇくういぇすけさ こさっい ゅけょうくうすっ 
くぇ ゃないさけょっくうすっ 》ぇょあう-╃う
きうすさけゃう すなさあっしすゃぇ くぇ ╀せいかせ
ょあぇ, しなしすぇゃうすっか っ う さっょぇおすけさ 
くぇ うしすけさうつっしおう のぉうかっえくう 
かうしすう, しなけしくけゃぇすっか くぇ ╉け
きうすっすぇ „【うこおぇ – ¨ぉとうくぇ“ う 
くっゅけゃうはす ゃっしすくうお „【うこおぇ“, 
おけえすけ さっょぇおすうさぇ ゃ こさけょなか
あっくうっ くぇ ちはかぇ ゅけょうくぇ ゃ くぇ
つぇかけすけ くぇ くけゃけすけ しすけかっすうっ; 
っくすせしうぇいうさぇくけ こさけおかぇきうさぇ 
╉けきうすっすぇ いぇ ゃさなとぇくっすけ くぇ 
うきっすけ くぇ ゃさ. ]ゃっすう ′うおけかぇ... 
‶け ういぉけさう ゃしはおぇおゃう こぇさすうう 
う おけぇかうちうう こさけょなかあぇゃぇす ょぇ 
すなさしはす ‶っくつっゃ いぇ しなゃっすう う 
こけきけと. ′ぇ くっゅけ しっ けしかぇくは ゃ 
こさけたけあょぇくっすけ しう ゃ せこさぇゃかっ
くうっすけ う ]すけはく ╇ゃぇくけゃ – つっす
ゃなさすう きぇくょぇす おきっす くぇ 【うこおぇ. 
┿ゃすけさうすっすなす くぇ ‶っくつっゃ う こけ
いくぇすけすけ うきっ ゃうくぇゅう こけきぇゅぇす 
ゃ くぇぉうさぇくっすけ くぇ ゅかぇしけゃっ. ╁  
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, くぇきっさうか 
しこけおけえしすゃうっすけ ゃ くぇしかっょしすゃっ
くぇすぇ おなとぇ くぇ しなこさせゅぇすぇ ╉けく
しすぇくすうくぇ ゃ 【うこおぇ, しぇきけ くぇ 
こさなゃ こけゅかっょ ╄きうか っ けしすぇゃうか 
しなぉうすうはすぇ けすゃなく. ′ぇこさけすうゃ – 
すけえ すなさしう くっとぇすぇ ゃ ょなかぉけおけ

╉けえ っ ╄きうか ‶っくつっゃ? ╅せさくぇかうしす, こうしぇすっか, そせすぉけ
かうしす, こけかうすうお...? – しぇきうはす すけえ しなとけ つっしすけ しっ こうすぇ し 
こさっきっさっくぇ ゅかなすおぇ かっおけゃうすぇ ょけいぇ しぇきけうさけくうは: “〈う, 
しは, おけえ しう...?“. す̈ゅけゃけさなす, ょけてなか し きなょさけしすすぇ くぇ 
65-すっ, っ しすさぇくっく いぇ たけさぇ, さぇぉけすうかう ゃうくぇゅう くぇ っょくけ 
きはしすけ, くけ しなゃしっき っしすっしすゃっく いぇ っょうく ╁けょけかっえ: “′っ 
しなあぇかはゃぇき, つっ しなき しっ いぇくうきぇゃぇか し すけかおけゃぇ きくけゅけ 

ょけしすぇ しこっしすはゃぇ,  くはおなょっ けおけかけ 
8%. ‶さうっきぇ しっ, つっ しっ  ゃいっきぇす 
100 うかう 80 ゃぇすぇ けす すけいう おうかけ-
ゃぇす う ぇい ゅけ こさぇゃは  てうさけおけ きっ-
すなさ う 80, いぇ ょぇ たゃぇとぇき きぇかおけ 
こけゃっつっ, すぇおぇ つっ くはおなょっ けおけかけ 
200 ゃぇすぇ すけお しっ ゃぇょう. ¨おぇいぇ 
しっ, つっ くっ っ すけかおけゃぇ  こさけしすぇ  
さぇぉけすぇ, きぇおぇさ くぇ こさなゃ こけゅかっょ 
ょぇ ういゅかっあょぇ かっしくけ. ′け くっ っ. 
』けゃっお しう こさぇゃう っょくう しきっすおう, 
くけ しかっょ っおしこっさうきっくすうすっ くっ-
とぇすぇ ういゅかっあょぇす うくぇつっ. 

- ‶なさゃけこさけたけょちうすっ けす 
さけょぇ ]すぇえくけゃう しぇ うきぇかう 
きっつすぇ ょぇ こさっゃなさくぇす しうくけ-
ゃっすっ しう ゃ こさっょこさうっきぇつう, 
おぇおゃぇすけ  っ ぉうかぇ きっつすぇすぇ くぇ 
╁ぇてうは こさぇ-こさぇょはょけ - ]すけ-
はく ‶. ]すぇえくけゃ, ういこさぇとぇえおう 
ょはょけ ゃう ╂っくつけ, つうっすけ うきっ 
くけしうすっ, ゃ 【ゃっえちぇさうは ょぇ 
せつう しうさっくぇさしすゃけ. ┿ ゃしなと-
くけしす さけょなす ゃう っ ういゃっしすっく 
けしくけゃくけ し たけさぇ くぇ ういおせ-
しすゃけすけ う うくあっくっさう, しないょぇ-
すっかう – くけゃぇすけさう. 〈けゃぇ うさけ-
くうは くぇ しなょぉぇすぇ かう っ うかう 
こなす あうすっえしおう? 
〈けいう さぇえけく すせお っ ぉけゅぇす くぇ 

きくけゅけ くっとぇ, ゃ すけゃぇ つうしかけ う くぇ 
きくけゅけ すぇかぇくすかうゃう たけさぇ. 〈ぇおぇ 
つっ - ]すぇえくけゃうすっ くっ しぇ っょうく-
しすゃっくうすっ. ′ぇてうはす さけょ すさせょくけ 
っ あうゃはか. ‶けきくは さぇいおぇいう くぇ 
ょはょけ きう, つうっすけ うきっ くけしは, おけえ-
すけ きう っ さぇいおぇいゃぇか, つっ けぉとけ 
ゃいっすけ くっ しぇ あうゃっかう ょけぉさっ, くっ 
しぇ ぉうかう ゃうくぇゅう しうすう, くぇかぇゅぇかけ 
しっ っ ゃしうつおう いぇっょくけ ょぇ さぇぉけすはす 
ょけ おなしくけ, ょぇ こさぇゃはす さぇいくう 
くっとぇ. 〈っ しぇ っょくう けす  たけさぇすぇ, 
おけうすけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ そぇおすぇ, 
つっ くぇきうさぇす こけょょさなあくうちう けす-
ゃなょ ╀ぇかおぇくぇ, こけくっあっ すせお  さけ-
いけゃぇさうすっ, おけうすけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ 
しぇ ぉうかう たけさぇすぇ し こぇさうすっ, しぇ 
うき けすおぇいぇかう, しぇ せしこっかう ょぇ くぇ-
こさぇゃはす くっとけ ゅけかはきけ, おぇおゃけすけ 
っ ╁╄『-ぇ. ] きくけゅけ すさせょ. ‶けきけゅ-
くぇかう しぇ うき けす さけょぇ 》ぇょあう-
ゅっくつけゃう けす ╃さはくけゃけ, おけうすけ しぇ 
うき ょぇかう こぇさう いぇ ちっくすさぇかぇすぇ. 
╋ぇおぇさ つっ ょはょけ きう, しないょぇすっかはす 
╂っくつけ ]すぇえくけゃ, くぇ ゃさっきっすけ 
っ おぇいゃぇか くぇ ぉぇとぇ しう, おけえすけ 
ゃしなとくけしす さぇすせゃぇ いぇ すけゃぇ, つっ 
すぇいう さぇぉけすぇ, ょっすけ は きうしかう, 
くはきぇ ょぇ しすぇくっ. ′け… つけゃっておう 
うき さぇぉけすう. ]なょぉけゃくう けぉさぇすう. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ ╁╄『-ぇ こけ-
しかっ すせお っ すさなゅくぇかけ ゃしうつおけ. ‶け 
けくけゃぇ ゃさっきっ, こさっょう ゃっお, ょぇ 
うきぇて っかっおすさうつっしすゃけ, ぉうかけ ゃう-
しけおぇ すったくけかけゅうは. ┿ し すけいう ╁╄『 
くぇ ょっょうすっ きう ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ 
すさっすうはす ゅさぇょ ゃ ╀なかゅぇさうは, おけえ-
すけ うきぇ っかっおすさうつっしすゃけ. 〈けゃぇ っ 
ぉうかけ くっとけ きくけゅけ ゅけかはきけ いぇ 
けくけゃぇ ゃさっきっ. 

- ╉ぇおゃけ っ ょぇ しう くぇしかっょくうお 
くぇ すぇおなゃ さけょ? 
╀う すさはぉゃぇかけ ょぇ っ けすゅけゃけさくけしす 

くはおぇおゃぇ, くけ ぇい くっ ゅけ つせゃしすゃぇき 
すぇおぇ. ‶け-しおけさけ っ くぇつうく つけゃっお 
ょぇ くっ しっ ゃいっきぇ すけかおけゃぇ くぇしっ-
さうけいくけ, ょぇ ゅかっょぇ こけ-しこけおけえくけ 
くぇ くっとぇすぇ う ょぇ しっ けこうすゃぇ ょぇ 
ゅかっょぇ くぇこさっょ, おぇすけ ょけこさうくっしっ 
し くっとけ いぇ さぇいゃうすうっすけ. ]っゅぇ, ゃ 
すけゃぇ しすさぇくくけ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ 
あうゃっっき, しさっょ すぇいう こけゃしっきっしす-
くぇ さぇいさせたぇ, くう っ くせあくけ けぉっ-
ょうくっくうっ う ゃいぇうきくぇ ゃはさぇ, いぇ 
ょぇ こけすっゅかはす くっとぇすぇ くぇこさっょ. 
╉ぇおすけ ゃしなとくけしす しぇ くぇこさぇゃうかう 
ょっょうすっ くう. 

- ┿ けす ゃっかうおうは しう ょはょけ 
おぇおゃけ しすっ ゃいっかう? 
╁かっつっくうっすけ おなき うくけゃぇちううすっ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

すけ うき ゃなすさっ. 〈なさしう ゃ こぇきっすすぇ 
しう, ゃ ぇさたうゃうすっ しう けす ¨ぉとうく
しおけすけ さぇょうけ, おけっすけ さなおけゃけょう 
こさっょう ょゃぇえしっすうくぇ ゅけょうくう, ゃ  
こさうかっあくうすっ いぇこうしおう, おけうすけ 
しすぇさぇすっかくけ しなぉうさぇ こさっい ちっ
かうは しう あうゃけす – いぇこうしおう いぇ 
しなぉうすうは, たけさぇ う ょけさう... あう
ゃけすくう. ╆ぇとけすけ:

╄きうか っ しすさぇしすっく かけゃょあうは

╃うゃうすっ あうゃけすくう, うくすっさっしなす 
おなき おけうすけ ゅけ こさぇとぇ こけ しかっ
ょうすっ うい こけかっすけ う 【うこつっく
しおうは ぉぇかおぇく けとっ こさっょう 40 
ゅけょうくう, ゃなかくせゃぇす ‶っくつっゃ こけ 
╄きうかうはく-]すぇくっゃしおう う ╃けくつけ-
『けくつっゃしおう. 〈っ こさっょういゃうおゃぇす 
こうしぇすっかしすゃけすけ せ ╄きうか. ╁ こけ
しかっょくうすっ ゅけょうくう すけえ こせぉかう
おせゃぇ こさっょうきくけ ゃ „╊けゃ う さう
ぉけかけゃ“.  ╆ぇ くっゅけ ょくってくうすっ 
きけすうゃう くぇ きかぇょうすっ かけゃちう, 
こさっょういゃうおぇくう けす あっしすけおけすけ 
“╉けかおけ せぉう?“, しぇ ぇぉしけかのすくけ 
つせあょう う ょけさう – ゃないきせすうすっか
くう. ╆ぇ っょうく くぇしかっょしすゃっく かけ
ゃっち, つうえすけ ぉぇとぇ こさっおぇさゃぇ 
あうゃけすぇ しう おぇすけ しっおさっすぇさ くぇ 
おぇいぇくかなておうすっ  ょさせあうくおう, 
かけゃなす おぇすけ しすさぇしす っ ょけてなか 
けとっ し きうさうしぇ くぇ ぉぇさせす う けす
しすさっかはく ょうゃっつ けす さぇくうちぇすぇ 
くぇ すぇすっ. ╁ くっゅけゃぇすぇ しすさぇしす 
ぉかういけしすすぇ う けぉうつすぇ おなき  こさう
さけょぇすぇ う ょうゃっつぇ っ ょぇかっつ こけ-
ゃぇあくぇ けす すさけそっうすっ くぇ さぇきけ. 
╇ けす こけしすけゃっすっ ゃ ょさせあっしすゃけ
すけ /╄きうか っ ぉうか つかっく くぇ 〉] くぇ 
╊けゃくけ-さうぉぇさしおけすけ しょさせあっ
くうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお/. ′っ つっ くはきぇ 
すさけそっう - しさなくょぇお, っかっく, つぇ
おぇか..., くけ: “ ╁ くうおぇおなゃ しかせつぇえ 
くっ しなき こさけそっしうけくぇかっく せぉう
っち!“ ′はきぇ おぇお こさけそっしうけくぇかっく 
せぉうっち ょぇ こうてっ いぇ あうゃけすくうすっ 
おぇすけ いぇ たけさぇ. ┿ きぇえ すけつくけ 
すけゃぇ っ こさぇゃうか ╄きうか ‶っくつっゃ 
こけ しすさぇくうちうすっ くぇ こけしかっょくぇ
すぇ しう, けとっ くっういょぇょっくぇ おくうゅぇ. 
„¨こぇしくう しすさぇしすう“ っ うきっすけ くぇ 
さなおけこうしぇ, おけえすけ しかっょゃぇ ゃっつっ 
こけいくぇすうすっ ういょぇょっくう „¨こすう
きうしすうつくけ いぇ こさけしすけすうはすぇ“ – 
しぉけさくうお っしっすぇ し すっおしすけゃっ けす 
させぉさうおぇすぇ „┿かけ...?“ くぇ ゃっしす
くうお „]っょきうちぇ“;  ぇゃすけぉうけゅさぇ
そうつくぇすぇ „╁きっしすけ さけきぇく“ - いぇ 
しなぉうすうはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお けす ゃすけ
さぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 20-う ゃっお う 
くぇつぇかけすけ くぇ くけゃけすけ しすけかっすうっ 
う „╁くせちうすっ くぇ ╀ぇえ ╂ぇくぬけ“, 
くぇこうしぇくぇ し すぇおぇ こけいくぇすけすけ 
いぇ ‶っくつっゃ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ, 
こさっい おけっすけ しすさせう うさけくうはすぇ 
おなき ょっそっおすうすっ くぇ つけゃっておけすけ. 
‶なさゃぇすぇ おくうゅぇ くぇ ╄きうか っ こさけ
ゃけおうさぇくぇ けす しさっとぇすぇ しなし しな
こさせゅぇすぇ ╉けくしすぇくすうくぇ. ╉くうあ
おぇすぇ っ ]ぇきういょぇす, くけ うきっくくけ 
すは ょぇゃぇ せゃっさっくけしす くぇ ぇゃすけさぇ, 
つっ こうしぇくっすけ きせ しっ しかせつゃぇ う きせ 
こさうかはゅぇ. ‶うしぇくっすけ くぇ おくうゅう っ 
くっとけ こけゃっつっ けす こせぉかうおぇちうう
すっ こけ ゃっしすくうちうすっ, てっこくっ くぇ 
╄きうか きなょさけしすすぇ くぇ ゅけょうくうすっ. 
╆ぇすけゃぇ すけえ しう いぇこうしゃぇ こさっい 
ゅけょうくうすっ ゃしうつおけ, おけっすけ きせ っ 
うくすっさっしくけ, おけっすけ ゅけ こさけゃけ
おうさぇ... 》うかはょう いぇこうしおう こさっょ
たけあょぇす ゃしはおぇ おくうゅぇ. 》うかはょう 
しすさぇくうちう しかっょゃぇす しなぉうすうはすぇ. 
]すさぇくうちうすっ いぇこっつぇすぇく あうゃけす 
╄きうか こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ういこなかゃぇ 
し ぉせおゃう こけょ しすさけえくうは くぇこけ
さうしす すさけこけす くぇ つせおつっすぇすぇ けす 
こうてっとぇすぇ きぇてうくぇ... ╇ ょくっし 
おけきこのすなさなす きせ けしすぇゃぇ つせあょ. 
〈けゃぇ っ しぇきけ っょうく けす いくぇちうすっ, 
つっ ‶っくつっゃ けしすぇゃぇ ゃっさっく くぇ 
ゃさっきっすけ しう こけ っょうく いょさぇゃけ
しかけゃくけ おけくしっさゃぇすうゃっく くぇつうく.

くっとぇ. 】けき こけしすうゅぇて くっとけ ゃ ょぇょっくぇ けぉかぇしす, しなし 
しうゅせさくけしす うきぇ しきうしなか ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇて し すけゃぇ“.
╃ぇ うしおぇ ょぇ こけしすうゅぇ, ょぇ ゅけくう しゃけうすっ しう くっとぇ 

╄きけ しっ こぇかう くっ おなょっ ょぇ っ..., ぇ しさっょ ゃないすけさあっくぇすぇ 
こせぉかうおぇ くぇ けくは きけとっく ぇさしっくぇかしおう しすぇょうけく, おけえ
すけ ゃさう けす っきけちうう くぇ さなぉぇ きっあょせ 50-すっ う 60-すっ 
ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお. 〈ぇき, おなょっすけ し きけきつっすぇすぇ 
けす  きぇたぇかぇすぇ くぇきうさぇす ゃ ょせきうすっ きぇかおうすっ たうすさうく
おう, おけうすけ ゅう こさけきなおゃぇす ぉっい ぉうかっす こさっい うゅかっくうすっ 
せてう くぇ けたさぇくぇすぇ: “╀ぇすっ! 』うつけ!... ゃいっきう きっ し すっぉ 
ょぇ ゅかっょぇき!“ 
]すぇょうけくなす くぇ ╆ぇゃけょ 10 こけ すけゃぇ ゃさっきっ っ っょうく

しすゃっくうはす しすぇょうけく ゃ ╉ぇいぇくかなお, しこけきくは しう ╄きけ. 〈ぇき 
しっ しすうつぇ ちっかうはす ゅさぇょ, つっ う けおけかうはすぇ. ╁なゃ ゃさっきっ 
ぉっい すっかっゃういうは う うくすっさくっす ぇさしっくぇかしおうはす すっさっく う 
╉けかけょさせきなす しぇ くぇえ-ょけぉさうすっ きっしすぇ いぇ いぇぉぇゃかっくうは 
ゃ ╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ. ╋っしすぇ, おなょっすけ しっ しなぉうさぇす すなか
こう けす たけさぇ, しさっょ おけうすけ すう しっ とっ ょぇ ぉかっしくって しなし 
しけぉしすゃっくぇ しゃっすかうくぇ. ‶さっょう こっすょっしっすうくぇ ゅけょうくう ゃ 
╉ぇいぇくかなお しすぇょうけくなす くぇ ╆ぇゃけょ 10 っ きはしすけすけ, おなょっ
すけ うきぇて てぇくしぇ ょぇ  けすかうつうて しっぉっ しう, ょぇ しっ ょけおぇ
あって ゃなゃ そせすぉけかぇ, ゃ しこけさすぇ... ╋けあって ょぇ ゃうおぇて 
いぇ ゅっさけは くぇ きぇつぇ し させしおうすっ ゅけしすう – ぇさしっくぇかしおうはす 
ゅけかきぇえしすけさ ╉けかぬけ ╀さぇすぇくぇ うかう いぇ しかぇゃぇすぇ くぇ ╊ぇ
かぬけ [ぇょせおぇ – ょせいこぇょあうはすぇ くぇ いぇゃけょしおうは けすぉけさ, 
すぇさすけさなす くぇ けくけゃぇ そせすぉけかくけ ゃさっきっ, いぇ おけっすけ かっ
ゅっくょぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさけょなかあぇゃぇ ょぇ あうゃっっ... ╋け
あって ょぇ きっつすぇって っょうく ょっく ょぇ しすぇくって おぇすけ すはた! 
╆ぇ たうかはょう きけきつっすぇ けす ╉ぇいぇくかなお  すっさっくなす う 

すさうぉせくうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおうは しすぇょうけく しぇ ゅくっいょけすけ, 
おなょっすけ しぇ こさけぉけかう こさっい つっさせこおうすっ くぇ ょっすしすゃけすけ 
くぇえ-しきっかうすっ うき きっつすう: ょぇ しすぇくぇす ゃ くっとけ すけかおけゃぇ 
ょけぉさう, つっ ょぇ こけかせつぇす しかぇゃぇすぇ くぇ ╀さぇすぇくぇ う [ぇょせ
おぇ. ╄きけ ‶っくつっゃ っ っょくけ けす すうは こけさぇしくぇかう たかぇこっすぇ, 
おけうすけ きけゅぇす ょぇ おぇあぇす: “╁いった しゃけっすけ けす あうゃけすぇ“.

【そうあ てうひちおけ うせとさひて せあ つひくおあてかしみ せあ たひちうあてあ けくぬみしそ いひしえあちつさあ ╇╊を たちそな. ╈かせねそ 』てあこせそう-すしあおのけ
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こさはお くぇしかっょくうお くぇ おぇいぇくかなておうは さけょ ]すぇえくけゃう, ぉっ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ せつぇしすうっ ゃ つっしすゃぇ-
くっすけ くぇ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╁╄『 – ╄くうくぇ う っかっおすさうそうおぇちうはすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお.
 ╇きっくうすうはす ぉなかゅぇさしおう せつっく くっ けぉうつぇ こさけあっおすけさうすっ う くっ っ けす たけさぇすぇ, おけうすけ しっ くぇぉう-

ゃぇす くぇ けつう. ╁こっつぇすかはゃぇ し すうたうは さっしこっおす, おけえすけ ういかなつゃぇす こけしさっぉさっくぇすぇ きせ おけしぇ う けしぇく-
おぇすぇ きせ. ╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ うきぇ いぇゃうょくけ う すなくおけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ う っ けとっ こけ-せこけさうす ゃ 
すなさしっくうはすぇ しう けす しゃけは うきっくうす ょはょけ- しなうきっくくうお, しないょぇすっか くぇ こなさゃぇすぇ ういちはかけ ぉなかゅぇさ-
しおぇ ╁╄『. 65-ゅけょうてくうはす こさけそっしけさ くけしう うきっすけ くぇ しゃけは ょはょけ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ.
┿おすせぇかくぇすぇ くぇせつくぇ さぇぉけすぇ, おけくちっくすさうさぇかぇ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく ゃっつっ 6 ゅけょうくう  ゃくうきぇ-

くうっすけ くぇ こさけそっしけさ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ, っ しないょぇゃぇくっすけ くぇ さけぉけす, おけえすけ ょぇ こさけういゃっあょぇ 
っかっおすさうつっしすゃけ けす きけさしおうすっ ゃなかくう. 〈っいぇすぇ くぇ せつっくうは っ, つっ こさう ぉせさは ゃなかくうすっ こさけうい-
ゃっあょぇす ょけ 800 こなすう こけゃっつっ っかっおすさけっくっさゅうは けす くけさきぇかくけすけ.
¨しゃっく すけゃぇ くぇせつくけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ, こさけそ. ]すぇえくけゃ うきぇ けとっ 18 ういけぉさっすっくうは う 

こぇすっくすう ゃ さぇいかうつくう しすさぇくう.
╄ょくけ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ きせ っ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ょうそっさっくちうぇか, ぉっいいなぉくう おけかっかっすぇ. ╉なき 

ういけぉさっすっくうっすけ きせ うくすっさっし こさけはゃはゃぇす けす BMW, くぇしすけはゃぇす ょぇあっ ょぇ ゅけ こぇすっくすけゃぇす. ‶さけ-
そっしけさなす けぉぇつっ けすおぇいゃぇ. 
‶さけそ. ╂っくつけ ]すぇえくけ っ さけょっく ゃ ]けそうは. ╀ぇとぇ きせ っ うくあっくっさ-たうきうお, ぇ きぇえおぇ きせ - こさっ-

ゃけょぇつ くぇ たせょけあっしすゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ けす くっきしおう.
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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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ЕТО ВИ КОР ОНАТА, ДАЙТЕ МИ УОЛИС!

 ゅけょうくう けす けそうちう-
ぇかくけすけ いぇたさぇくゃぇくっ し っかっお-
すさうつっしすゃけ くぇ ╉ぇいぇくかなお う けす 
こせしおぇくっすけ ゃ っおしこかけぇすぇちうは 
くぇ こなさゃぇすぇ ういちはかけ こさけっおすう-
さぇくぇ, そうくぇくしうさぇくぇ う ういゅさぇ-
ょっくぇ けす ぉなかゅぇさう ╁╄『 - ╄くうくぇ 
ぉはたぇ けすぉっかはいぇくう ゃ ╉ぇいぇくかなお 
し ょゃせょくっゃくう こさけはゃう. 
¨さゅぇくういぇすけさ くぇ つっしすゃぇくう-

はすぇ しすぇくぇたぇ くぇしかっょくうちうすっ 
くぇ うょっけかけゅぇ う しないょぇすっかは くぇ 
こなさゃぇすぇ ういちはかけ ぉなかゅぇさしおぇ 
╁╄『 - ぉぇとぇ う しうく - ]すけはく 
う ╂っくつけ ]すぇえくけゃう, おぇおすけ う 
くぇしかっょくうちう くぇ さけょぇ 》ぇょ-
あうゅっくつっゃう けす ╃さはくけゃけ, ょけ-
ぉぇゃうかう くせあくうすっ こぇさう いぇ 
ゅさぇょっあぇ くぇ ゃけょくぇすぇ っかっお-
すさけちっくすさぇかぇ ゃ こけょくけあうっすけ 
くぇ ╀ぇかおぇくぇ.
¨そうちうぇかくけ いぇ こなさゃう こなす 

っかっおすさうつっしおぇ おさせておぇ しゃっ-
すゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ くぇゃっつっ-
さうっすけ くぇ 1-ゃう はくせぇさう 1914 

〈さう ゅけかっきう う ぇこっすうすくう けぉとうくしおう こぇさちっ-
かぇ こせしおぇ いぇ こさけょぇあぉぇ つさっい すなさゅ ¨ぉとうくぇ 

╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ  こかぇすう 3 きうかうけくぇ 315 たうかは-
ょう 139 かっゃぇ くぇ そうさきぇ „〈さぇおうは すさっえょ”  こけ ょけ-
ゅけゃけさ いぇ しすさけっあ けす 2007-きぇ ゅけょうくぇ, けぉはゃっく 
いぇ くうとけあっく. [ってっくうっすけ っ くぇ ┿さぉうすさぇあくうは 
しなょ こさう ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ- こさけきうてかっくぇ 
こぇかぇすぇ う っ けおけくつぇすっかくけ. ]おかのつっくうはす ゃ すけゅぇ-
ゃぇてくうは おきっすしおう きぇくょぇす ょけゅけゃけさ くぇ こさぇおすうおぇ 
しっ けおぇいゃぇ ゃ せとなさぉ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ うくすっさっ-
しう. ‶さけょぇあぉぇすぇ くぇ ぇおすうゃうすっ っ っょうく けす ゃぇ-
さうぇくすうすっ, おけうすけ うきぇ ¨ぉとうくぇすぇ, いぇ ょぇ ゃなさ-
くっ ゃないきけあくけ くぇえ-ぉなさいけ こぇさうすっ くぇ そうさきぇすぇ, 

╃っすしすゃけすけ う きかぇょけしす-
すぇ くぇ 〉っかしおうは こさうくち. 

〈けえ ぉうか こさうくち こけ さけあょっくうっ, 
し すうすかぇ „ゃうしけつっしすゃけ”. ╄ょせぇさょ っ 
くぇえ-ゅけかっきうはす しうく くぇ ╃あけさょあ V 
う ╋っさう 〈っお, こけ-ゅけかっきうはす ゃくせお 
くぇ おさぇかうちぇ ╁うおすけさうは. [けょっく っ 
こさっい 1894 ゅ. ╃ぇかう きせ てっしす おさな-
とっかくう うきっくぇ: ╄ょせぇさょ – ゃ つっしす 
くぇ ょはょけ しう, ┿かぉっさす – くぇ こさぇょはょけ 
しう, ぇ うきっくぇすぇ ╃あけさょあ, ╄くょさの, 
‶ぇすさうお う ╃っえゃうょ – ゃ つっしす, しな-
けすゃっすくけ, くぇ こけおさけゃうすっかうすっ くぇ 
┿くゅかうは, 【けすかぇくょうは, ╇さかぇくょうは 
う 〉っかし. ′ぇえ-きくけゅけ すけえ たぇさっし-
ゃぇか ╃っえゃうょ, さけょくうくうすっ う こさう-
はすっかうすっ きせ ゅけ くぇさうつぇかう すぇおぇ.                                                                                                              
]かっょ しきなさすすぇ くぇ ╄ょせぇさょ V┶┶ 
こさっい 1910 ゅ. 15-ゅけょうてくうはす 
こさうくち ぇゃすけきぇすうつくけ くぇしかっょうか 
ぉさうすぇくしおうは こさっしすけか, ぇ ぉぇとぇ きせ 
きせ ょぇか すうすかぇすぇ ‶さうくち くぇ 〉っかし. 
‶け ゃさっきっ くぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ 
ゃけえくぇ こさうくちなす しかせあうか ゃ ぇさきう-
はすぇ, たけょうか う くぇ そさけくすぇ, くけ くっ 
きせ さぇいさってぇゃぇかう ょぇ ゃけのゃぇ くぇ 
こさっょくうすっ かうくうう.
╉さぇか ╄ょせぇさょ V┶┶┶. ]かっょ 

しきなさすすぇ くぇ ぉぇとぇ しう こさっい 1936 
ゅ. 42-ゅけょうてくうはす こさうくち ぉうか 
こさけゃないゅかぇしっく いぇ おさぇか くぇ ╁っ-
かうおけぉさうすぇくうは う ╇さかぇくょうは う 
いぇ うきこっさぇすけさ くぇ ╇くょうは. ‶け-
さぇくけ しなとうは ょっく すけえ こさうしすうゅ-
くぇか ゃ ╊けくょけく けす ]ぇくょさうくたっき, 
おなょっすけ こけつうくぇか ぉぇとぇ きせ, しなし 
しぇきけかっす. ╄ょせぇさょ っ こなさゃうはす 
ぉさうすぇくしおう おさぇか, ういょうゅくぇか しっ し 
ゃないょせたけこかぇゃぇすっかくけ しさっょしすゃけ. 
〈けえ いぇはゃはゃぇ くぇ きぇえおぇ しう, つっ とっ 
っ とぇしすかうゃ, ぇおけ 〉けかうし ]うきこしなく 
しっ しなゅかぇしう ょぇ しこけょっかう し くっゅけ 
う あうゃけすぇ, う すさけくぇ. ╁っつっ ぉうか 
くぇっか ぇょゃけおぇす, おけえすけ ょぇ しっ こけ-
ゅさうあう いぇ さぇいゃけょぇ え.  
]こけさっょ ぉさうすぇくしおうすっ いぇおけくう, 

すぇいう あっくうすぉぇ ういゅかっあょぇかぇ くっ-
ゃないきけあくぇ: おさぇかはす ぉうか ゅかぇゃぇ う 
くぇ ぇくゅかうおぇくしおぇすぇ ちなさおゃぇ う きせ 
ぉうかけ いぇぉさぇくっくけ ょぇ ゃしすなこゃぇ ゃ 
ぉさぇお し かうちっ し さぇいすさけゅくぇす ぉさぇお. 
[っょうちぇ おけくしっさゃぇすけさう, くぇつっかけ 
し こさっきうっさぇ ]すっくかう ╀けかょせうく, 
くぇ こさぇゃ すっおしす いぇはゃうかう, つっ ぇきっ-
さうおぇくおぇすぇ-おぇすけかうつおぇ くっ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ くうすけ おさぇかうちぇ くぇ ╁っかう-
おけぉさうすぇくうは, くうすけ きけくぇさゅぇすうつ-
くぇ しなこさせゅぇ, す. お. くはきぇ けそうちう-
ぇかくぇ すうすかぇ.
‶け ゃさっきっ くぇ おさぇすおけすけ しう ちぇ-

させゃぇくっ ╄ょせぇさょ V┶┶┶ しっ けぉはゃうか 
こさけすうゃ くぇきっしぇすぇ ゃなゃ ゃなすさって-
くうすっ さぇぉけすう くぇ ╂っさきぇくうは, こけょ-
ょなさあぇか ╋せしけかうくう, ゃかういぇか ゃ 
こけかうすうつっしおう おけくそかうおすう し こさぇ-
ゃうすっかしすゃけすけ.
〈させょくけすけ さってっくうっ. ╀けかょせ-

うく きせ いぇはゃはゃぇ, つっ こさっょ くっゅけ 
うきぇ すさう ゃぇさうぇくすぇ: ょぇ しっ けす-
おぇあっ けす うょっはすぇ いぇ ぉさぇお; ょぇ しっ 
けあっくう いぇ 〉けかうし, おけっすけ とっ ょけ-
ゃっょっ ょけ おけくしすうすせちうけくくぇ おさう-
いぇ; ょぇ しっ けすさっつっ けす こさっしすけかぇ.
╉さぇか ╄ょせぇさょ くっ きけあっか ょぇ 

ょけこせしくっ おさういぇ ゃ しすさぇくぇすぇ しう 
う ういぉさぇか すさっすうは ゃぇさうぇくす. ]ぇき 
こけょこうしぇか 〉おぇいぇ ゃ こさうしなしすゃうっ-
すけ くぇ すさうきぇすぇ しう ぉさぇすは-たっさちけ-
いう: ┿かぉっさす, 》っくさう う ╃あけさょあ. 
“′うおけえ くうおけゅぇ くっ っ こさぇゃうか すぇ-
おぇゃぇ あっさすゃぇ いぇ あっくぇ, おぇおゃぇすけ 
くぇこさぇゃう すけえ” – おぇいゃぇす ぉかういおう 
くぇ おさぇかしおけすけ しっきっえしすゃけ. – “〈けえ 
ういくっゃっさう くっ くぇ くはおけは おけくおさっす-
くぇ あっくぇ, ぇ くぇ きけくぇさたうはすぇ”. 
╉さぇか くぇ ╁っかうおけぉさうすぇくうは しすぇ-

ゃぇ ┿かぉっさす – おぇすけ おさぇか ╃あけさょあ 
V┶, ぇ ょなとっさは きせ, こさうくちっししぇ 
╄かういぇぉっす, ょくってくぇすぇ おさぇかうちぇ, 
しすぇゃぇ くぇしかっょくうちぇ くぇ こさっしすけかぇ 
う くうおけゅぇ くっ いぇぉさぇゃは くぇ おけゅけ 
ょなかあう てぇくしぇ しう.                                                                                                                                        
╇ おけさけくぇすぇ, う かのぉけゃすぇ - 

ゃないきけあくけ かう っ ぉうかけ? ]こけ-

╊ ╉ 】 ╅ 『 ╉  V ┼ ┼ ┼

„╁しうつおう いくぇっすっ けぉしすけはすっか-
しすゃぇすぇ, おけうすけ きっ いぇしすぇゃうたぇ 
ょぇ しっ けすさっおぇ けす すさけくぇ. ′け 
ぇい うしおぇき ょぇ さぇいぉっさっすっ, つっ 
ゃいっきぇえおう すけゃぇ さってっくうっ, くっ 
しなき しこさはか ょぇ きうしかは いぇ きけは-
すぇ しすさぇくぇ う うきこっさうは. ‶さけしすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ こけゃはさゃぇすっ, つっ いぇ 
きっく っ くっゃないきけあくけ ょぇ ういこなか-
くはゃぇき しゃけは ょなかゅ くぇ おさぇか, 
おぇおすけ ぇい ゅけ さぇいぉうさぇき う おぇお-
すけ ぉうた うしおぇか, ぉっい こけきけとすぇ う 
こけょおさっこぇすぇ くぇ あっくぇすぇ, おけは-
すけ けぉうつぇき.“ ] すっいう ょせきう くぇ 
10.12.1936 ゅ. ゃ さぇょうけけぉさな-
とっくうっ おなき しゃけうすっ しなくぇさけょ-
くうちう おさぇか ╄ょせぇさょ VIII けぉは-
ゃはゃぇ しゃけはすぇ ぇぉょうおぇちうは. 
╋ぇかおけ こさっょう すけゃぇ すけえ っ いゃなく-
くぇか くぇ しゃけはすぇ かのぉうきぇ 〉けかうし 
]うきこしなく, いぇ ょぇ え おぇあっ: „┿い 
ゃしうつおけ さってうた, ういぉうさぇき すっぉ!”                                                                                                                                        
╄ょせぇさょ V┶┶┶ – おさぇか くぇ ¨ぉっ-
ょうくっくけすけ おさぇかしすゃけ ╁っかうおけ-
ぉさうすぇくうは う ]っゃっさくぇ ╇さかぇく-
ょうは, うきこっさぇすけさ くぇ ╇くょうは, 
うきぇ ゃすけさけすけ くぇえ-おさぇすおけ ちぇ-
させゃぇくっ ゃ ぇくゅかうえしおぇすぇ うしすけ-
さうは – 327 ょくう, しかっょ すけゃぇ くぇ 
╄ょせぇさょ V こさっい 1383 ゅ.

╀かけおうさぇくうすっ しさっょしすゃぇ, ぉぇくおけゃう ゅぇさぇくちうう, 
ぇおさっょうすうゃう う ょさせゅう さぇいこかぇとぇすっかくう うく-

しすさせきっくすう くぇ „┿さしっくぇか”, ょっこけいうさぇくう ゃ いぇすゃけ-
さっくぇすぇ ゃっつっ ゃすけさう きっしっち ╉けさこけさぇすうゃくぇ すなさ-
ゅけゃしおぇ ぉぇくおぇ, しっ けすさぇいはゃぇす くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
そうさきぇすぇ, きぇおぇさ すけゃぇ ょぇ くっ は いぇこかぇてゃぇ, くけ 
しっ しないょぇゃぇす いぇすさせょくっくうは. ′ぇかぇゅぇ しっ ょぇ しっ すっ-
ゅかはす くけゃう おさっょうすう, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ こさけょなかあう 
こさけういゃけょしすゃけすけ う ょぇ しっ こかぇとぇす いぇこかぇすうすっ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ. ′ぇ すけいう っすぇこ しっ しこさぇゃはきっ, くけ っ 
すさせょくけ. 〈けゃぇ いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ  くぇ 
„┿さしっくぇか”. 〈っいぇすぇ しう すけえ こけすゃなさょう う ゃ しこっちう-
ぇかくけ うくすっさゃの いぇ ╀なかゅぇさしおけすけ くぇちうけくぇかくけ さぇ-
ょうけ こさっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ. ]こけさっょ ╇ぉせてっゃ, 
ゅけかはきぇ つぇしす けす そうさきうすっ けす ╁けっくくけ-こさけきうてかっ-
くうは おけきこかっおし さぇぉけすうかう し ╉〈╀ いぇさぇょう ょけぉさうすっ 
せしかけゃうは, おけうすけ うき こさっょけしすぇゃはかぇ. ′はきぇかう しきっ 
くうおぇおゃう こさけぉかっきう うかう しこなくおう ゃ しなゃきっしすくぇすぇ 
くう さぇぉけすぇ, おぇいぇ けとっ すけえ. 

¨す っしっくすぇ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” いぇこけつゃぇ ょぇ ょっえしすゃぇ 
おさぇすおけしさけつくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ しかっょょうこかけきくぇ おゃぇかうそうおぇちうは 

くぇ おぇょさう けす そうさきぇすぇ. ¨ぉっおす くぇ こさけゅさぇきぇすぇ とっ しぇ いぇゃなさてうかう 
ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ う さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” しこっちうぇかうしすう けす 
いぇゃけょうすっ 1, 2, 3 う 4, おぇおすけ う ょなかゅけゅけょうてくう さぇぉけすくうちう くぇ 
そうさきぇすぇ しなし しさっょくけ すったくうつっしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, し きくけゅけ こさぇお-
すうつっしおう けこうす, くけ し くせあょぇ けす くぇょゅさぇあょぇくっ くぇ すっけさっすうつくうすっ 
うき いくぇくうは.  
〈けゃぇ しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿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 っおうこぇ くぇ そうさきっくぇすぇ ‶さけゅさぇきぇ いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ 
おぇょさう いぇ けさなあっえくうちぇすぇ. 〈は っ こけょ っゅうょぇすぇ くぇ ういこ. ょうさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, し せつぇしすうっすけ くぇ すったくうつっしおうは 
ょうさっおすけさ 》さうしすけ ]すさっておけゃ う しっ おけけさょうくうさぇ けす ょうさっおすけさぇ こけ 
しこっちうぇかくうすっ ゃなこさけしう ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ. 
 ‶さけゅさぇきぇすぇ いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ おぇょさう っ ゃ 3 くぇこさぇゃかっくうは: 

ょなかゅけしさけつくけ,  しさっょくけしさけつくけ う おさぇすおけしさけつくけ.

 ¨ぉはゃっくぇすぇ こさっい こさけかっすすぇ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ しすうこっくょうぇくすしおぇ 
こさけゅさぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか” いぇ ぉぇおぇかぇゃさう し けさなあっえくう しこっちうぇか-
くけしすう, ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ し 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]けそうは う 
くっゅけゃうは そうかうぇか ゃ ‶かけゃょうゃ, いぇ 

けぉせつっくうっ くぇ 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, っ  ょなかゅけしさけつくぇすぇ つぇしす

 けす すぇいう こさけゅさぇきぇ. 〈は こさっょゃうあょぇ こけょゅけすけゃおぇ う  けぉせつっくうっ 
くぇ ゃうしてう おぇょさう いぇ くせあょうすっ くぇ そうさきぇすぇ ゃ こけ-ょなかゅけしさけつっく 
ぇしこっおす. 〈ぇおぇゃぇ いぇ ゃ ぉなょっとっ しっ こさっょゃうあょぇ う いぇ ぉぇさせすくけすけ う 
こうさけすったくうつっしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ.
]さっょくけしさけつくうはす ぇしこっおす くぇ こさけゅさぇきぇすぇ  ちっかう ょぇ  こけょゅけすゃう 

しこっちうぇかうしすう いぇ さぇいかうつくうすっ くぇこさぇゃかっくうは う くせあょう くぇ いぇゃけ-
ょうすっ ゃ „┿さしっくぇか”, ゃ きぇゅうしすなさしおぇ しすっこっく, おけうすけ こさっょう すけゃぇ しぇ 
こけかせつうかう ぉぇおぇかぇゃなさしおぇ ゃ こけょけぉくう しこっちうぇかくけしすう. 

╉さぇすおけしさけつくうはす ぇしこっおす くぇ こさけゅさぇきぇすぇ うきぇ いぇ ちっか 
おゃぇかうそうおぇちうは う こさっおゃぇかうそうおぇちうは くぇ ゃうしてう おぇょさう, 
さぇぉけすっとう ゃなゃ そうさきぇすぇ う すぇおうゃぇ, しなし しさっょくけ すったくうつっ
しおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, くけ し ゅけかはき けこうす,

いぇ ぇおすせぇかくうすっ くせあょう くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ けす おけく-
おさっすくう しこっちうぇかうしすう, けぉせつっくう いぇ さぇぉけすぇ し くけゃう すったくけかけゅうう ゃ 
おけくおさっすくう いゃっくぇ う いぇゃけょう. ′ぇ こさぇおすうおぇ すけいう ゃうょ けぉせつっくうっ っ 
しかっょょうこかけきくぇ おゃぇかうそうおぇちうは いぇ せつぇしすゃぇとうすっ ゃ こさけゅさぇきぇすぇ, 

╃させあっしすゃけすけ すなさこう いぇゅせぉう う こさう ういこなかくっくうっ くぇ こけさなつおう, いぇ おけうすけ くっ きけあっ ょぇ こけかせつう こぇ-
さうすっ しう. ╉ぇすけ くぇえ-すっあなお ゅさはた くぇ ╀′╀ ╇ぉせてっゃ こけしけつう くっういこなかくっくけすけ けぉっとぇくうっ いぇ けすゃぇさはくっ 
くぇ ╉〈╀ くぇ 21-う のかう, おけっすけ しっさうけいくけ せしかけあくうかけ しうすせぇちうはすぇ.
〈けえ ういさぇいう くぇょっあょぇ, つっ しおけさけ こさけぉかっきなす とっ こさうおかのつう, とっ しっ ゃいっきっ こさぇゃうかくけすけ さってっくうっ 

いぇ ぉぇくおぇすぇ う くはきぇ ょぇ しっ けとっすはゃぇす, おぇおすけ のさうょうつっしおう, すぇおぇ う そういうつっしおう かうちぇ. 
 ╂かっょぇきっ くぇこさっょ ゃなゃ ゃさっきっすけ, さぇぉけすうき, しすはゅぇきっ しっ いぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ ょぇ けすぉっかっあうき こさぇい-

くうおぇ くぇ „┿さしっくぇか”, けすくけゃけ のぉうかっえ - 90 ゅけょうくう けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ゃけっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ いぇはゃう, つっ くぇえ-ゃっさけはすくけ こさぇいくうおなす くぇ „┿さしっくぇか” とっ っ くぇ 3-すう 
けおすけきゃさう, おぇおすけ こけゃっかはゃぇ すさぇょうちうはすぇ, ╃っくはす くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは ょぇ しっ けすぉっかはいゃぇ ゃ こなさ-
ゃぇすぇ しっょきうちぇ くぇ けおすけきゃさう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

さっょ うしすけさうちうすっ, すぇいう あっくうすぉぇ 
っ くはきぇかけ ょぇ ょけゃっょっ ょけ おさういぇ ゃ 
ょなさあぇゃぇすぇ, ぇおけ ╄ょせぇさょ こさけしすけ 
っ ういつぇおぇか おけさけくぇちうはすぇ しう こさっい 
きぇえ 1937 ゅ. 〈けえ うきぇか おけかけしぇか-
くぇ こけこせかはさくけしす, くぇゃしはおなょっ 
こけ しゃっすぇ きせ しっ さぇょゃぇかう う くは-
きぇかけ しなきくっくうは, つっ あっくうすぉぇすぇ 
きせ とっ ぉなょっ こさうっすぇ. 〉けかうし こけ-
おなしくけ とっ おぇあっ: „〈けえ きけあってっ 
ょぇ ぉなょっ ゅけかはき おさぇか, たけさぇすぇ ゅけ 
けぉうつぇたぇ.“                                                                                                                                       
¨す ょさせゅぇ しすさぇくぇ, こけ くっこうしぇくぇ 

おけくしすうすせちうは, きけくぇさたなす うきぇか 
こさぇゃけ くぇ ゃしうつおけ, しすうゅぇ すけゃぇ 
ょぇ くっ しすぇゃぇ ょけしすけはくうっ くぇ けぉ-
とっしすゃっくけしすすぇ. ╃けさう すけかおけゃぇ 
ょけゃっさっく くぇ ╄ょせぇさょ つけゃっお, おぇすけ 

』なさつうか, くっ きけあっか ょぇ さぇいぉっさっ 
けすさうつぇくっすけ けす こさっしすけかぇ. 〈けえ 
しきはすぇか, つっ ゃなこさけしなす いぇ あっくうす-
ぉぇすぇ くぇ おさぇかは し ぇきっさうおぇくおぇすぇ 
きけあっ ょぇ ぉなょっ さってっく こけ けぉう-
つぇえくうは さっょ けす こぇさかぇきっくすぇ う つっ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ くはきぇ こさぇゃけ ょぇ 
さってぇゃぇ おぇおゃけすけ う ょぇ っ.
〉けかうし. ╀ぇとぇ え ういつっいくぇか 

こさっょう さぇあょぇくっすけ え. ╋ぇえおぇ え 
しゃなさいぇかぇ あうゃけすぇ しう し きかぇょっあ, 
おけえすけ しすぇくぇか こぇしすさけお くぇ きけきう-
つっくちっすけ. ′ぇ 10 ゅけょうくう 〉けかうし 
っ ういこさぇすっくぇ ゃ きぇくぇしすうさ, いぇ ょぇ 
こけかせつう ょけぉさけ けぉさぇいけゃぇくっ. ′っ 
しっ せゃかうつぇかぇ けす すけつくうすっ くぇせ-
おう, くけ こさっせしこはゃぇかぇ ゃ っすうおっすぇ 
う ゃ すぇくちうすっ. „′っ っ おさぇしぇゃうちぇ, 
くけ っ ょはゃけかしおう きうかぇ”, おぇいゃぇかう 
いぇ くっは. ‶さっょ けゅかっょぇかけすけ すは 
しぇきぇ けすつうすぇかぇ しゃけうすっ きうくせ-
しう: ょなかゅうつなお くけし, きぇかおう けつう, 
すなくおう せしすくう. ′け… こかのしけゃっすっ: 
すは っ せきくぇ, ういはとくぇ, ゅさぇちうけい-
くぇ, し けすかうつくう きぇくうっさう う ゃっ-
しっか くさぇゃ, し ぉかっしすはと ういすなくつっく 
ゃおせし う けしすさうつなお っいうお. 〈ぇおぇゃぇ 
は たぇさっしぇか  〉うか ]こっくしなさ - きかぇょ 
かっすっち, ぇきっさうおぇくっち. [ってうすっかっく 
う くぇこけさうしす. ′け うきぇか こさけぉかっき 
- くっ こさけこせしおぇか つぇてぇ し せうしおう う 
ゃょうゅぇか さなおぇ くぇ あっくぇ しう, おけっ-
すけ ょけゃっかけ ょけ さぇいこぇょぇくっすけ くぇ 
6-ゅけょうてくうは うき ぉさぇお.
〉けかうし いぇきうくぇゃぇ いぇ ╁ぇてうくゅ-

すけく, おなょっすけ しさっとぇ ぉけゅぇす う おさぇ-
しうゃ ぇさあっくすうくしおう ょうこかけきぇす, くけ 
かのぉけゃすぇ うき すさぇっ しぇきけ ゅけょうくぇ. 
╆ぇきうくぇゃぇ いぇ ╉うすぇえ, うきぇかけ しゃけ-
ぉけょくけ きはしすけ ゃ ぇきっさうおぇくしおけすけ 
こけしけかしすゃけ. 〈ぇき しさっとぇ ぇくゅかう-
つぇくうくぇ ‒さくっしす ]うきこしなく – ぉけ-

ゅぇす こさっょこさうっきぇつ, しうきこぇすうつっく 
う せさぇゃくけゃっしっく さぇいゃっょっく きなあ. 
‶さっい 1928 ゅ. 32-ゅけょうてくぇすぇ 
〉けかうし ゃっつっ っ きうしうし ]うきこしなく う 
ょゃぇきぇすぇ いぇきうくぇゃぇす いぇ ╊けくょけく.
]なょぉけくけしくぇすぇ しさっとぇ. ╄ょせ-

ぇさょ っ くぇ 36, おけゅぇすけ ゃ おさぇは 
くぇ1930 ゅ. いぇ こなさゃう こなす くぇ っょうく 
けぉはょ ゃうあょぇ きうしうし ]うきこしなく, 
し 16 ゅけょうくう こけ-ゃないさぇしすくぇ けす 
くっゅけ. ‶さっしすけかけくぇしかっょくうおなす っ 
いぇてっきっすっく けす くっえくうは つぇさ. 〈は 
くっ ぉうかぇ たせぉぇゃうちぇ, くけ せきっっかぇ 
ょぇ こけおけさはゃぇ ぉっい くうおぇおゃけ せしう-
かうっ. ╁こっつぇすかうかぇ ゅけ かうこしぇすぇ くぇ 
さっしこっおす おなき すうすかぇすぇ きせ, おけはすけ 
こさうゃかうつぇかぇ すけかおけゃぇ きくけゅけ 
ょさせゅう あっくう! ]かっょ てっしす しっょきう-

ちう, すけえ え こさういくぇか かのぉけゃすぇ しう. 
‶けしかっょゃぇかぇ ゃっあかうゃぇ せしきうゃおぇ.                                        
„╃っえゃうょ, こけきくう, つっ しう こさうくち 
くぇ 〉っかし う すっ つぇおぇ こさっしすけ-
かなす!” – こさっょせこさっあょぇゃぇかぇ 
ゅけ ぉぇぉぇ きせ, おさぇかうちぇ ╁うおすけ-
さうは.  ╋うしうし ]うきこしなく こけかせ-
つぇゃぇかぇ けす ╄ょせぇさょ しおなこう せお-
さぇてっくうは, ぇ きうしすなさ ]うきこしなく 
いぇすゃぇさはか けつうすっ しう, おけゅぇすけ ゃ 
ょけきぇ きせ ゃくぇしはかう こけさっょくうは 
ぉせおっす ちゃっすは う きけかっか あっくぇ 
しう ょぇ ぉなょっ こけ-ゃくうきぇすっかくぇ.                                                                                                                           
╆ぇ こさなゃ こなす ╄ょせぇさょ, けす ょっすっ 
しおさけきっく う くっさってうすっかっく, ぉうか 
おぇすっゅけさうつっく. ╁ないこうすぇゃぇく けす 
ゅせゃっさくぇくすおう う かうてっく けす さけ-
ょうすっかしおう かぇしおう, こさうくちなす うい-
さぇしくぇか ゃ ぇすきけしそっさぇ くぇ いぇ-
ぉさぇくう う こけすうしくぇすう あっかぇくうは. 
′ぇかけあうかけ しっ ょぇ しっ けすおぇあっ けす 
ゃしうつおうすっ しう せゃかっつっくうは - おけく-
くうは しこけさす, ゃうしけおうすっ しおけさけしすう, 
うゅさぇすぇ くぇ こけかけ う こうかけすうさぇ-
くっすけ くぇ しぇきけかっす. 〈けえ, けぉぇつっ, 
こっつっかっか たけさぇすぇ し うしおさっくぇすぇ 
しう ょけぉさけあっかぇすっかくけしす, くっこさう-
くせょっくけしす う ょっかうおぇすくけしす.
╊のぉけゃ, こけ-ゃうしけおぇ けす ぉさう-

すぇくしおぇすぇ おけさけくぇ! ‶さうくちなす 
けすおぇいゃぇか ょぇ こけしっとぇゃぇ こさうっきう 
ぉっい 〉けかうし う くっ ょけこせしおぇか ょぇ しぇ 
さぇいょっかっくう くぇ きぇしぇすぇ. ╇いせきう-
すっかくけ いぇ すけゅぇゃぇてくうは きけさぇか, 
ゃかのぉっくうすっ ういけぉとけ くっ おさうっかう 
つせゃしすゃぇすぇ しう. 〈っ しっ こけはゃはゃぇ-
かう こけょ さなおぇ こけ せかうちうすっ, くぇ 
しゃっすしおう しなぉうすうは う ゃ さっしすけさぇく-
すうすっ. ╉さぇかしおけすけ しっきっえしすゃけ くっ 
うしおぇかけ ょぇ こけゃはさゃぇ, つっ „こけいけさ-
くけすけ せゃかっつっくうっ“ こさけょなかあぇゃぇ 
すけかおけゃぇ  ょなかゅけ. 『はかぇすぇ こさけ-

こぇゅぇくょくぇ きぇてうくぇ くぇ ╀なおうく-
ゅぇきしおうは ょゃけさっち しっ たゃなさかは ょぇ 
こけすせてう  ゅさぇくょうけいくうは しおぇくょぇか. 
‶けょ こさけいけさちうすっ くぇ しっきっえしすゃけ 
]うきこしなく しっ つせゃぇかう ゃうおけゃっ: 
„[ぇいゃさぇすくうちぇすぇ ょぇ くう ゃなさくっ 
おさぇかは!” ╋うしすなさ ]うきこしなく ぉうか ゃ 
せあぇし. 〉けかうし, ゃなくてくけ しこけおけえくぇ, 
ゃしっおう ょっく こけかせつぇゃぇかぇ おせこうとぇ 
こうしきぇ し けぉうょう う いぇこかぇたう.
╆ぇこけつくぇかう ょぇ すなさしはす しなこさせゅぇ 

いぇ ╄ょせぇさょ, くけ しさっとくぇかう けすこけ-
さぇ きせ: ぇおけ とっ しっ あっくう, すけ とっ っ 
しぇきけ いぇ 〉けかうし! ╇くぇつっ しっ けすおぇい-
ゃぇ けす すさけくぇ!                                                                                                   
》っさちけゅ くぇ 〉うくょいけさ. ╁っょ-

くぇゅぇ しかっょ ういはゃかっくうっすけ しう こけ 
さぇょうけすけ ╄ょせぇさょ いぇきうくぇか いぇ 

┿ゃしすさうは. ‶け いぇおけく すけえ くはきぇか 
こさぇゃけ ょぇ ゃうあょぇ 〉けかうし こさっょう 
こさうおかのつゃぇくっすけ くぇ ぉさぇおけさぇい-
ゃけょくうは こさけちっし. ′ぇ 3 きぇえ 1937 
ゅ. 〉けかうし こけいゃなくうかぇ くぇ ╄ょせぇさょ 
し さぇょけしすくう ゃうおけゃっ, つっ ゃしうつおけ 
ゃっつっ っ こさうおかのつうかけ. 〈けえ ゃっつっ 
いくぇっか. ╁っょくぇゅぇ しっ けすこさぇゃうか いぇ 
《さぇくちうは, おなょっすけ すは ゅけ つぇおぇかぇ.                                                      
〈けえ けすくけゃけ こさうょけぉうか すうすかぇ-
すぇ しう こけ さけあょっくうっ – こさうくち. 
′け ぉさぇす きせ ╃あけさょあ V┶ うしおぇか 
╄ょせぇさょ ょぇ しっ うきっくせゃぇ ′っゅけゃけ 
╉さぇかしおけ ╁うしけつっしすゃけ う きせ ょぇか 
すうすかぇすぇ 》っさちけゅ 〉うくょいけさしおう. ′ぇ 
くうおけゅけ こさっょう う しかっょ ╄ょせぇさょ 
すぇおぇゃぇ すうすかぇ くっ っ ょぇゃぇくぇ. ╁ 
けそうちうぇかくうは ょけおせきっくす ぉうかけ いぇ-
こうしぇくけ, つっ あっくぇすぇ う こけすけきちうすっ 
くぇ ╄ょせぇさょ くっ きけゅぇす ょぇ くけしはす 
いゃぇくうっすけ ╉さぇかしおけ ╁うしけつっしすゃけ. 
╀うゃてうはす おさぇか こけかせつうか ゅっさぉ, 
くけ さぇいかうつっく けす おさぇかしおうは - ぉっい 
おけさけくぇ.                                                                                       
′ぇえ-こけしかっ しっきっえしすゃけ! ╃ゃぇ-

きぇすぇ しっ ゃっくつぇゃぇす ゃなゃ 《さぇく-
ちうは. ╅うゃけすなす うき ぉかういけ ょけ 
╀せかけくしおうは かっし ぉうか ゃないたうすっすっ-
かっく!  ╃っえゃうょ くぇえ-こけしかっ ぉうか し 
あっくぇすぇ - ういゃなく こさっょっかうすっ くぇ 
きなあおうすっ きせ きっつすう! ╃っえくぇすぇ しな-
こさせゅぇ うしおぇかぇ すけえ ょぇ しっ つせゃしすゃぇ 
くせあっく う いぇっす おぇおすけ, おけゅぇすけ っ 
ぉうか くぇ すさけくぇ. 〈は けぉいぇゃっあょぇ おな-

とぇすぇ うき ゃ ょゃけさちけゃ しすうか う しこぇい-
ゃぇ すさぇょうちううすっ くぇ おさぇかしおうは 
ぉうす. 〉しすさけえゃぇ こさうっきう う おぇさぇ 
╄ょせぇさょ ょぇ こうてっ きっきけぇさう う ょぇ 
ょぇゃぇ うくすっさゃのすぇ. ╆ぇくうきぇゃぇかぇ 
しっ う し ちゃっすはすぇ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ, う し 
つっすうさうすっ きけこしぇ. ]ぇきぇ きせ ゅけすゃっ-
かぇ う しっさゃうさぇかぇ, こさうょさせあぇゃぇかぇ 
ゅけ ょけ ょけおすけさぇ. ′っ きけゅかぇ ょぇ しっ 
こさっぉけさう し っょくぇ くっゅけゃぇ しかぇぉけしす 
– こせてっくっすけ.
╃ゃぇきぇすぇ こけしっとぇゃぇす ╂っさきぇ-

くうは う しっ しさっとぇす し 》うすかっさ. 
‶さっい 1940 ゅ., しかっょ けおせこぇちうはすぇ 
くぇ 《さぇくちうは, ╄ょせぇさょ っ くぇいくぇ-
つっく いぇ ゅせぉっさくぇすけさ くぇ ╀ぇたぇ-
きうすっ. 〈けえ くぇこさぇゃうか きくけゅけ ゃ 
ぉけさぉぇすぇ し ぉっょくけしすすぇ ゃ おけかけ-
くうはすぇ. ]かっょ おさぇは くぇ ゃけえくぇ-
すぇ, ゃなゃ 《さぇくちうは, しなこさせいうすっ 
あうゃっはす  とぇしすかうゃけ, こけしすけはく-
くけ はゃはゃぇえおう しっ くぇ こせぉかうつくう 
っかうすくう きっしすぇ. ╃っちぇ くはきぇかう.                                                                                                                       
‶さっい 1951 ゅ. ╄ょせぇさょ ういょぇゃぇ 
しゃけはすぇ ぇゃすけぉうけゅさぇそうは. 〈けえ っ 
くけしうすっか くぇ きくけあっしすゃけ くぇゅさぇ-
ょう – ぉさうすぇくしおう う つせあょっしすさぇく-
くう: さうちぇさしおう う ょさせゅう けさょっくう, 
けゅなさかうちう, かっくすう, ゃけっくくう おさな-
しすけゃっ.               ‶け ゃさっきっすけ くぇ 
╄かういぇぉっす ┶┶ こけしっすうか ょゃぇ こなすう 
╁っかうおけぉさうすぇくうは, くけ ぉっい 〉けかうし 
– っょうくうは こなす いぇ こけゅさっぉっくうっすけ 
くぇ ぉさぇす しう, ゃすけさうは - いぇ こけゅさっ-
ぉっくうっすけ くぇ きぇえおぇ しう.                                       
╊のぉけゃすぇ っ すさせょ…„╉ぇお ゅけ 

こけしすうゅくぇたすっ?“ - し すけいう ゃなこさけし 
いぇこけつゃぇかう ゃしうつおう うくすっさゃのすぇ 
し 〉けかうし. ╆ぇ ょぇ くっ ょぇ けすゅけゃぇさは 
っょくけ う しなとけ, こさっい 1953 ゅ. すは 
くぇこうしゃぇ きっきけぇさうすっ しう. „╊のぉけ-
ゃすぇ っ すさせょ, - しきはすぇかぇ すは, - くぇ 
けかすぇさぇ くぇ しっきっえくけすけ とぇしすうっ 
あっくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ こさっくっしっ きなょ-
さけしすすぇ しう.“ ] かのぉうきうは しう きなあ 
すは あうゃはかぇ ゃ ういゅくぇくうっ ぉかういけ 
こけかけゃうく ゃっお. ╀うかぇ ゃっかうおけかっ-
こっく こしうたけかけゅ, こけかぇゅぇかぇ せしうかうは 
いぇ ゃなくてくうは しう ゃうょ, こけょつっさすぇ-
ゃぇえおう きぇかおけすけ しう ょけしすけえくしすゃぇ. 
╇いぉうさぇかぇ しこっちうぇかくう おさけえおう, 
こけょつっさすぇゃぇとう っかっゅぇくすくけしすすぇ 
え う つっしすけ ぉうかぇ こけ しすさぇくうちう-
すっ くぇ „╁けゅ”. ′うおけゅぇ くっ くけしっかぇ 
こさなしすっくう, いぇさぇょう ゅさせぉうすっ しう 
こさなしすう, くけ こなお くっ ういかういぇかぇ 
ぉっい ゅさうゃくう う ぉさけておう. ╄ょくけ けす 
くぇえ-しおなこうすっ ぉうあせすぇ ゃ しゃっすぇ – 
ゅさうゃくぇすぇ-こぇくすっさぇ けす けくうおし う 
ょうぇきぇくすう いぇ 12,4 きかく. ょけかぇさぇ, 
っ こけょぇさなお けす ╄ょせぇさょ.                                                                                                                     
╆ぇっょくけ - いぇゃうくぇゅう! ‶さっい 

1971 ゅ. ╃っえゃうょ しっ さぇいぉけかはゃぇ 
けす さぇお くぇ ゅなさかけすけ. 〈けえ きうしかっか 
しぇきけ いぇ っょくけ: つっ しかっょ しきなさすすぇ 
とっ ゅう さぇいょっかはす し 〉けかうし, すなえ 
おぇすけ くぇ くっは くっ え しっ こけかぇゅぇかけ 
ょぇ こけつうゃぇ ゃ きうさ ゃなゃ そぇきうかくけ-
すけ ゅさけぉうとっ ゃ 〉うくょいけさ. ╉さぇかうちぇ 
╄かういぇぉっす くぇゃっしすうかぇ 77-ゅけょうて-
くうは しう つうつけ う きせ けぉっとぇかぇ, つっ 
〉けかうし とっ ぉなょっ し くっゅけ いぇゃうくぇゅう.                                                                                            
‶さっい きぇえ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 
╄ょせぇさょ せきうさぇ. 〉けかうし ゅけ こけし-
かっょゃぇ 14 ゅけょうくう こけ-おなしくけ. 
‶さっい こけしかっょくうすっ 8 ゅけょうくう っ 
こぇさぇかういうさぇくぇ. ╄かういぇぉっす こかぇとぇ 
ゃしうつおうすっ え しきっすおう. 〈けゃぇ ゃさっきっ 
〉けかうし こさっおぇさゃぇ  ゃ せっょうくっくうっ う 
きなかつぇくうっ. 〈け っ くぇさせてっくけ しぇきけ 
ゃっょくなあ: „┿くゅかうは くっ きう っ こさけし-
すうかぇ う ぇい くっ しなき こさけしすうかぇ くぇ 
┿くゅかうは”- しぇ こけしかっょくうすっ え ょせきう.                                                                     
╃ゃぇきぇすぇ しぇ こけゅさっぉぇくう いぇっょくけ 
ぉかういけ ょけ 〉うくょいけさ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

《てさちけてそ たけつすそ せあ えちとたあてあ そいはけせつさけ
つひうかてせけぬけ „╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ“

』ちかはけ:
》ちそな. ╈かせねそ 』てあこせそう

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
』てかなさあ ╈あせねかうあ -
おけちかさてそちさあてあ せあ

„╆とちあてけせそ“

ゅけょうくぇ, 15 ゅけょうくう こさっょう すけゃぇ 
ょぇ しっ しかせつう ゃ けぉかぇしすくうは ゅさぇょ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 35 ゅけょうくう, 
しかっょ おぇすけ いぇ こなさゃう こなす しゃっ-
すゃぇ っかっおすさうつっしおぇ おさせておぇ ゃ 
╃ゃけさっちぇ ゃ ]けそうは.
ぃぉうかっえくうすっ すなさあっしすゃぇ ゃ 

╉ぇいぇくかなお しなぉさぇたぇ, けしゃっく くぇ-
しかっょくうちう くぇ ょゃっすっ そぇきうかうう, 
すぇおぇ しなとけ う こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ, おけっすけ しすけこぇ-
くうしゃぇ ╁╄『-ぇ - „‶けぉっょぇ“ ¨¨╃, 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ うくしすうすせちうう 
し けすくけてっくうっ おなき っかっおすさけいぇ-
たさぇくゃぇくっすけ う っかっおすさうそうおぇ-
ちうはすぇ, せくうゃっさしうすっすしおう こさっ-
こけょぇゃぇすっかう, こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う おきっす-
しすゃけ ╄くうくぇ. ╆ぇ すなさあっしすゃぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお ょけえょけたぇ う こさっおうすっ 
くぇしかっょくうちう くぇ ╂っくつけ ]すぇえ-
くけゃ う ]すぇえくけゃうは さけょ -

こさっょしすぇゃかはゃぇくぇ けす 〈けょけさ ╉けかっゃ. ╁ しさっょぇすぇ 
くぇ すけいう きっしっち ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  いぇゅせぉう 
ょっかけすけ ゃ ┿さぉうすさぇあくうは しなょ くぇ ╀〈‶‶ しさっとせ 
„〈さぇおうは すさっえょ”  こけ ょけゅけゃけさぇ いぇ こさけょぇあぉぇ 
くぇ すっさっくぇ くぇ ╇くそっおちうけいくぇすぇ ぉけかくうちぇ, ゃ さっ-
いせかすぇす くぇ おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ  ゃなさくっ こかぇすっくぇすぇ 
こさっょう 7 ゅけょうくう しせきぇ けす そうさきぇすぇ いぇ すっさっくぇ, 
いぇっょくけ し かうたゃうすっ. ¨す こけつすう 1,9 きかく. かっゃぇ, 
おけうすけ すけゅぇゃぇ こかぇとぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ „〈さぇおうは 
すさっえょ”,  いぇ すけいう こっさうけょ しせきぇすぇ っ くぇぉなぉくぇかぇ 
ょけ こけつすう 3, 4 きかく. かっゃぇ. 


