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[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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╆くぇきっくけしっちなす くぇ ]ぇきぇさしおけすけ 
いくぇきっ ′うおけかぇ ╉けさつっゃ っ ぉうか くぇ 
41 ゅけょうくう, おけゅぇすけ ゅけ っ くけしうか う 
いぇとうすぇゃぇか.
┿ゃゅせしす っ きっしっちなす, ゃ おけえすけ しぇ 

しっ ゃけょうかう っょくう けす くぇえ-ゃぇあくう-
すっ しさぇあっくうは こけょ くっゅけ.
┿ゃゅせしす っ う きっしっちなす, こさっい おけえ-

すけ いくぇきっくけしっちなす っ くぇこせしくぇか 
すけいう しゃはす.
╁ ╋けしおゃぇ ]ぇきぇさしおけすけ いくぇ-

きっ っ ういかけあっくけ ゃ ╉さっきなかしおうは 
ょゃけさっち. ′ぇ 6 きぇえ 1877 ゅ. いくぇ-
きっすけ っ すなさあっしすゃっくけ けしゃっすっくけ 
う ゃさなつっくけ けす ゅせぉっさくぇすけさぇ くぇ 
]ぇきぇさぇ ‶. ╁. ┿かぇぉうく くぇ ┶┶┶-
すぇ ¨こなかつっくしおぇ ょさせあうくぇ. ′ぇ 
しかっょゃぇとうは ょっく っ こけかけあっくぇ 
おかっすゃぇ こさっょ いくぇきっすけ.
╀けえくぇすぇ しゃっすうくは, せてうすぇ けす 

きけくぇたうくうすっ ゃ ]ぇきぇさしおうは ょっ-
ゃうつっしおう きぇくぇしすうさ, っ おけこさうくっく 
すさうおけかぬけさ し さぇいきっさう 1.85 き くぇ 
1.90 き, こさっょしすぇゃっく し こぇくしかぇ-
ゃはくしおうすっ ちゃっすけゃっ ゃ つっさゃっくけ, 
ぉはかけ う しゃっすかけしうくぬけ.
′ぇ ょゃっすっ きせ かうちぇ ゃ いかぇすっく 

おさなしす しぇ ういけぉさぇいっくう うおけくうすっ 
くぇ ]ゃ. ╀けゅけょうちぇ う くぇ ]ゃっすうすっ 
ぉさぇすは ╉うさうか う ╋っすけょうえ, さうしせ-
ゃぇくう し きぇしかっくう ぉけう けす こっすっさ-
ぉせさゅしおうは たせょけあくうお ′うおけかぇえ 
]うきぇおけゃ. 

╆くぇきっすけ っ ぉうかけ こけょゅけすゃはくけ 
しこっちうぇかくけ いぇ ┿こさうかしおけすけ ゃなし-
すぇくうっ.
]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ っ くけしっくけ ゃ 

しさぇあっくうはすぇ いぇ ]すぇさぇ  ╆ぇゅけさぇ, 
ぉけっゃっすっ こさう 【うこおぇ う 【っえ-
くけゃけ. ‶さう いぇとうすぇすぇ くぇ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ /31.V┶┶. 1877 ゅ./ しぇ さぇ-
くっくう すさうきぇ う せぉうすう ょゃぇきぇ けす 
いくぇきっくけしちうすっ. ‶さけくういぇく けす 
とうおけゃっ こぇょぇ う こけょこけかお. ‶. 
╉ぇかうすうく.  
╁ さってうすっかくうは きけきっくす ]ぇ-

きぇさしおけすけ いくぇきっ っ しこぇしっくけ けす 
けこなかつっくっちぇ ′うおけかぇ ‶ぇゃかけゃ 
╉けさつっゃ - いぇ こけょゃうゅぇ しう っ くぇ-
ゅさぇょっく し けさょっく いぇ たさぇぉさけしす 
„]ゃ. ╂っけさゅう” – ┶V しすっこっく.

]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ っ ぉなかゅぇさ-
しおけ ぉけえくけ いくぇきっ, っょうく けす くぇえ-
ゃぇあくうすっ ゃけっくくう しうきゃけかう くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは こけ ゃさっきっ 
くぇ ¨しゃけぉけょうすっかくぇすぇ ゃけえくぇ.

]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ こけしすぇゃは 
くぇつぇかけすけ くぇ すさぇょうちうはすぇ ぉなか-
ゅぇさしおけ ぉけえくけ いくぇきっ ょぇ くっ こけ-
こぇょぇ ゃ こかっく    

]かっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ ]ぇ-
きぇさしおけすけ いくぇきっ しっ こぇいう ゃ [ぇ-
ょけきうさ. ╋っあょせ 1881 ゅ. う 1946 
ゅ. すけ しっ くぇきうさぇ ゃ ╃ゃけさっちぇ ゃ 
]けそうは. ‶さっい 1946 ゅ. っ こさっくっ-
しっくけ ゃ ′ぇちうけくぇかくうは ゃけっくくけ-
うしすけさうつっしおう きせいっえ, おなょっすけ しっ 
しなたさぇくはゃぇ う ょけ ょくっし こさう しこっ-
ちうぇかくう せしかけゃうは.
]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ っ っょうく-

しすゃっくけすけ いくぇきっ, けすかうつっくけ し 
╉さなしす いぇ たさぇぉさけしす, ゃゅさぇょっく ゃ 
ぉけゅぇすけ せおさぇしっくぇすぇ ょさなあおぇ.   
′ぇこさぇゃっくう しぇ きせ こっす おけこうは 

いぇ きせいっうすっ ゃ ╋けしおゃぇ, ]ぇきぇさぇ, 
]けそうは, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 【うこおぇ. 

′ぇ ゃしっおう こさぇいくうお, しゃなさいぇく し ぉけえくぇすぇ しかぇゃぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, しっ ゅけさょっっき, おけゅぇすけ つせっき, つっ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゃけえしおぇ くはきぇ こかっくっくけ いくぇきっ.
╇ ゃうくぇゅう こさっょ きっく ういこかせゃぇ おぇさすうくぇすぇ くぇ ぅさけしかぇゃ ╁ってうく しなし ]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ ゃ さなちっすっ くぇ いくぇきっくけしっちぇ ′うおけかぇ ╉けさつっゃ. 

』せょうかぇ しなき しっ おぇお すけいう ゃないさぇしすっく つけゃっお っ くけしうか う いぇとうすぇゃぇか すけゃぇ しゃはすけ いくぇきっ. 
╄ょゃぇ おけゅぇすけ くぇせつうた こけゃっつっ いぇ うしすけさうはすぇ くぇ いくぇきっすけ う くぇ いくぇきっくけしっちぇ, おけゅぇすけ しっ ういおぇつうた ゃなすさっ ゃ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけょぇすぇ くぇ ゃなさ

たぇ くぇ ]すぇさぇ こかぇくうくぇ, すけゅぇゃぇ きう しっ ういはしくうたぇ きくけゅけ くっとぇ, くっういゃっしすくう いぇ きっく ょけこさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう, おぇおすけ う いぇ ょけしすぇ ょさせゅう たけさぇ.
╁なゃ ゃなすさってくけしすすぇ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけょぇすぇ くぇ ゃさなた 【うこおぇ っ ういかけあっくぇ っおしこけいうちうは, さぇいおぇいゃぇとぇ いぇ ゅっさけういきぇ くぇ させしおうすっ ゃけうくう 

う ぉなかゅぇさしおうすっ けこなかつっくちう こけ ゃさっきっ くぇ こっすきっしっつくぇすぇ けすぉさぇくぇ くぇ 【うこおぇ.
 ╆ぇっょくけ し ぉけゅぇすぇすぇ おけかっおちうは けす けさょっくう う きっょぇかう, しくうきおけゃ う ょけおせきっくすぇかっく きぇすっさうぇか う けさなあうっ, すぇき しっ くぇきうさぇ う おけこうっ くぇ ]ぇきぇさ

しおけすけ いくぇきっ.
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′ぇ すぇいう さっしこっおすうさぇとぇ ゅけょうてくうくぇ っ こけしゃっすっく 
そうさきっくうはす こさぇいくうお くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ すぇいう ゅけ-

ょうくぇ - すけえ とっ ぉなょっ こさけゃっょっく くぇ 10-すう けおすけきゃさう 
2014 ゅ. /こっすなお/ くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか”. 
╁っつっ しすぇくぇ すさぇょうちうは こさぇいくうおなす – くぇしかっょくうお くぇ 

╃っくは くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, ょぇ っ う ╃っく くぇ けすゃけさっ-
くうすっ ゃさぇすう. ╇ すぇいう ゅけょうくぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせ-
あっしすゃけすけ とっ こけおぇくう しゃけうすっ ぉうゃてう さぇぉけすくうちう う 
ゃしうつおう ゅさぇあょぇくう くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ こけしっすはす 
こさぇいくうつくうすっ ういはゃう.
¨とっ こさっょう こけゃっつっ けす きっしっち ╇いこなかくうすっかくうはす 

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 せつさっょう 
けさゅぇくういぇちうけくっく おけきうすっす, ゃ しなしすぇゃぇ くぇ おけえすけ しぇ 
う こさっょしっょぇすっかうすっ くぇ ょゃぇすぇ そうさきっくう しうくょうおぇすぇ 

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
¨つてそちけみ くあ おけせそくあうちけ, 
てあせぬけ け しまいそう
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╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

〈けせけつてひち [そしあちそうあ:
》そしけてけさあてあ うひせ そて とねけしけはか

- くぇ ╉′]╀ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ う くぇ ╉〈 „‶けょ-
おさっこぇ” ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ. ‶なさゃうはす さなおけ-
ゃけょうすっか くぇ そうさきぇすぇ せすゃなさょう う こけょさけ-
ぉっく けさゅぇくういぇちうけくっく こかぇく いぇ こさぇいくうおぇ. 
╉けくすさけかなす う おけけさょうくぇちうはすぇ こけ くっゅけゃけすけ 
ういこなかくっくうっ しぇ こけゃっさっくう くぇ ぅくおけ ╉けしすぇ-
ょうくけゃ – ょうさっおすけさ „《うくぇくしう う うおけくけきうおぇ” 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ.
╆ぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ くぇ 10-すう けおすけき-

ゃさう とっ ういかっいっ しこっちうぇかくぇ いぇこけゃっょ. ╁ 
しなとうは ょっく こさっい ╆ぇこぇょくうは こけさすぇか とっ 
ぉなょっ けしうゅせさっく しゃけぉけょっく ょけしすなこ ょけ 
こさぇいくうつくけ せおさぇしっくうは う けいゃせつっく そうさ-
きっく しすぇょうけく, おなょっすけ とっ ぉなょっ けさゅぇ-
くういうさぇくけ う すなさゅけゃしおけ けぉしかせあゃぇくっ くぇ 
ょけしすぇゃくう ちっくう. 《うさきっくうはす きせいっえ とっ っ 
けすゃけさっく いぇ こけしっすうすっかう こさっい ちっかうは ょっく.                                                                                                      
‶け すさぇょうちうは, こさぇいくうおなす とっ ぉなょっ 
こさっょてっしすゃぇく けす しこけさすくう すせさくうさう こけ 
そせすぉけか, ゃけかっえぉけか, くぇさけょくぇ すけこおぇ, 
しすさっかぉぇ う ょなさこぇくっ くぇ ゃなあっ. 】っ ぉなょっ こさけ-
ゃっょっくけ う ‶なさゃっくしすゃけ こけ ょっすしおう そせすぉけか.                                                                                      
┿かっはすぇ くぇ こなさゃっくちうすっ, ゃないしすぇくけゃっくぇ 
こさっょう 6 ゅけょうくう こけ うょっは くぇ ういこなかくうすっか-
くうは ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, とっ ぉなょっ 
ぇおすせぇかういうさぇくぇ し くけゃう うきっくぇ う しくうきおう 
くぇ くぇえ-ょけぉさうすっ ゃ すさせょぇ いぇ 2014 ゅけょうくぇ. 
‶さっょかけあっくうはすぇ こけしすなこゃぇす けす いぇゃけょしおうすっ 
さなおけゃけょしすゃぇ う ゅかぇゃくぇ ょうさっおちうは. ╁ ょっくは 
こさっょう そうさきっくうは こさぇいくうお とっ ぉなょっ こさけゃっ-
ょっくぇ う すさぇょうちうけくくぇすぇ しさっとぇ くぇ こなさゃっく-
ちうすっ ゃ すさせょぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ-

くぇか” う さなおけゃけょしすゃぇすぇ くぇ しうくょうおぇすうすっ.
《うさきっくうはす ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ こけしゃっすう くぇ 90-すぇすぇ 

ゅけょうてくうくぇ くぇ こさっょこさうはすうっすけ しこっちうぇかくぇ させぉさうおぇ „90 ゅけょうくう 
„┿さしっくぇか” ゃ ╉ぇいぇくかなお”. ╁ こさっょこさぇいくうつくうは ぉさけえ ういょぇくうっすけ とっ 
こせぉかうおせゃぇ う こけょさけぉくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ そうさきっくうは こさぇいくうお.                                                                                                                       

]っょきうちぇ こさっょう こさぇいくうおぇ くぇ ゃうょっけ しすっくぇすぇ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか” 
/ゃ ゅさぇょぇ/ とっ ぉなょぇす ういかなつゃぇくう ゃうょっけ きぇすっさうぇかう, しゃなさいぇくう し 
うしすけさうはすぇ う くぇしすけはとっすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃.
ぃぉうかっえくうはす こさぇいくうお とっ いぇこけつくっ くぇ 10-すう けおすけきゃさう ゃ 9 つ. 

くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” し けすおさうゃぇくっ くぇ そうくぇかうすっ くぇ しこけさすくうすっ 
すせさくうさう し せつぇしすうっすけ くぇ ╋ぇあけさっすくうは しなしすぇゃ こさう ]¨〉 „╄おいぇさた 
┿くすうき ┶”. ]こけさすくうすっ すせさくうさう とっ ぉなょぇす いぇおさうすう し けそうちうぇかくけ 
くぇゅさぇあょぇゃぇくっ くぇ こけぉっょうすっかうすっ.
¨そうちうぇかくぇすぇ つぇしす くぇ こさぇいくうおぇ とっ いぇこけつくっ ゃ 12 つ. ╁っょくぇゅぇ 

しかっょ くっは とっ いぇこけつくっ こさぇいくうつくうはす おけくちっさす し せつぇしすうっすけ くぇ: 
- 《けかおかけさくうすっ すぇくちけゃう そけさきぇちうう „┿さしっくぇか”;
- ╃っちぇすぇ けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ ╃っすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ”;
- ┿おすぬけさぇ う こっゃっち [せしかぇく ╋なえくけゃ;
- ╃せっすぇ ╉さうしすうくぇ ╃うきうすさけゃぇ う ¨さかうく ╂けさぇくけゃ;
- ╉かせぉぇ こけ しこけさすくう すぇくちう おなき ′』 „╇しおさぇ” – „╉うぇさぇ-′”.                                 

╉けくちっさすなす とっ いぇゃなさてう し すさぇょうちうけくくけすけ こさぇいくうつくけ ぇさしっくぇか-
しおけ たけさけ.
‶さぇいくうつくうはす ょっく とっ こさうおかのつう ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか”, おなょっすけ けす 19 

つ. こさう しゃけぉけょっく ゃたけょ 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” とっ こさっょ-
しすぇゃう しこっおすぇおなかぇ „‒くょなさゅさぇせくょ” けす 》さうしすけ ╀けえつっゃ.
╁しうつおう こさぇいくうつくう ういはゃう こけ しかせつぇえ 90-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ 

„┿さしっくぇか” くぇ おぇいぇくかなておぇ いっきは とっ ぉなょぇす いぇしくっすう し ゃうょっけ おぇ-
きっさぇ. ╁うょっけきぇすっさうぇかなす とっ ぉなょっ こさっょぇょっく いぇ しなたさぇくっくうっ ゃなゃ 
そうさきっくうは きせいっえ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

26 おぇいぇくかなつぇくう いぇゃっょっ 
すぇいう ゅけょうくぇ くぇ すさぇょうちうけく-
くけすけ すぇくちけゃけ すせさくっ ゃ ぅこけくうは 
》さうしすけ ]すけはくけゃ, たせょけあっしすゃっく 
さなおけゃけょうすっか くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
そけかおかけさっく すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか 
う ょうさっおすけさ くぇ そうさきっくうは ╃けき 
くぇ おせかすせさぇすぇ. ╁っつっ 16 ゅけょう-
くう ぇさしっくぇかしおうすっ すぇくちぬけさう, 
ゃけょっくう けす ]すけはくけゃ, こけおぇいゃぇす 
くぇ つせゃしすゃうすっかくうすっ はこけくしおう 
っしすっすう おさぇしけすぇすぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおうは そけかおかけさ. ╇ すぇいう ゅけょうくぇ 

し ゅさせこぇすぇ いぇきうくぇゃぇ う しこっちうぇ-
かっく ゅけすゃぇつ, おけえすけ とっ こさうゅけす-
ゃは すさぇょうちうけくくぇ さけょくぇ  たさぇくぇ 
いぇ ぉなかゅぇさしおうは さっしすけさぇくす, くぇ-
さけつくけ さっおかぇきうさぇく おぇすけ つぇしす 
けす こさけゅさぇきぇすぇ くぇ こさぇいくうおぇ 
ゃ ╋せくぇおぇすぇ. [っおかぇきくうすっ きぇ-
すっさうぇかう くぇ はこけくしおう っいうお いぇ 

‒あさてけ: 

„┿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╇╅

╆ぇ いくぇきっすけ う うしすけさうはすぇ 

╆くぇきっすけ っ さうしせゃぇくけ けす きくけゅけ 
たせょけあくうちう, おぇすけ くぇえ-ういゃっしす-
くうすっ おぇさすうくう しぇ „]ぇきぇさしおけ-
すけ いくぇきっ“ くぇ ぅさけしかぇゃ ╁ってうく 
(1911) う „╁さなつゃぇくっすけ くぇ ]ぇ-
きぇさしおけすけ いくぇきっ くぇ ╀なかゅぇさ-
しおけすけ けこなかつっくうっ ゃ ‶かけっと“ くぇ 
′うおけかぇえ ¨さっくぉせさゅしおう.  
╇くすっさっしくぇ っ うしすけさうはすぇ こけ 

しないょぇゃぇくっすけ くぇ おぇさすうくぇすぇ 
„]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ” けす ぅさけ-

しかぇゃ ╁ってうく. 
╉けくしすぇくすうくおぇ ╉けさつっゃぇ – 

ゃくせつおぇ くぇ こけ-ゅけかっきうは しうく 
╇ゃぇく くぇ ′うおけかぇ ╉けさつっゃ さぇい-
おぇいゃぇ いぇ こさぇょはょけ しう:
„‶さぇょはょけ きう ′うおけかぇ ‶ぇゃ-

かけゃ ╉けさつっゃ っ さけょっく こさっい きぇさす 
1836 ゅ. ゃ しっかけ ╂けさくぇ ╃うおぇくは, 
]ぇきけおけゃしおぇ っこぇさたうは. ¨あっくうか 
しっ きかぇょ, くぇ 19 ゅけょうくう, いぇ きけきぇ 
けす ╃けかくぇ ╃うおぇくは. ╀うか っょなさ 
つけゃっお, きくけゅけ ゃうしけお - けおけかけ 
2,10 き, しうかっく, ぉせっく う くっこけおけ-
さっく. ╀けゅぇす ぉうか, きくけゅけ うきけすう 
うきぇか, ゃけょっくうちぇすぇ くぇ ╃けかくぇ 
╃うおぇくは くぇこさうきっさ ぉうかぇ くっ-
ゅけゃぇ.  ╄ょくぇ くけと, ぉうかけ っ こさっい 
1872 ゅ., こさうしすうゅくぇかう ゃ ょけきぇ 
きせ ょゃぇきぇ すせさちう う こけあっかぇかう 
ょぇ けしすぇくぇす しぇきけ あっくうすっ ゃ おな-
とぇすぇ, ぇ こさぇょはょけ きう う ぉぇとぇ きせ 
けすこさぇすうかう. ′うおけかぇ う ぉぇとぇ きせ 
しっ こさっしすけさうかう, つっ すさなゅゃぇす, ぇ 
ゃしなとくけしす くぇこぇょくぇかう すせさちうすっ, 
ういすさっこぇかう ゅう う ゅう いぇさけゃうかう 
おさぇえ ゃけょっくうちぇすぇ. ╉ぇいゃぇす, つっ 
すぇは うしすけさうは ぉうかぇ こけしかせあうかぇ 
おぇすけ こなさゃけけぉさぇい くぇ しちっくぇすぇ 
けす „‶けょ うゅけすけ“, すなえ おぇすけ ╇ゃぇく 
╁ぇいけゃ こさうしなしすゃぇか こさう こけいう-
さぇくっすけ ゃ ぇすっかうっすけ くぇ たせょけあ-

くうおぇ ぅさけしかぇゃ ╁ってうく. 〈なえ 
うかう うくぇつっ, くけ おぇすけ いぇさけゃうかう 
すさせこけゃっすっ, すさはぉゃぇかけ ぉなさいけ ょぇ 
ぉはゅぇす. ╉ぇつうかう しっ ゃしうつおう くぇ 
おぇさせちぇすぇ う すさなゅくぇかう おなき ]ぇ-
きけおけゃ. 
〈ぇき きなあっすっ しっ たゃぇくぇかう くぇ 

さぇぉけすぇ ゃ しぇきけおけゃしおうすっ おけ-
ゃぇつくうちう, ういょなさあぇえおう こけ すけいう 
くぇつうく しっきっえしすゃけすけ. ′け こけさぇ-
ょう ぉせえくうは しう たぇさぇおすっさ こさぇ-
ょはょけ きう ′うおけかぇ くっ すなさこはか 
くうおぇおゃぇ くっこさぇゃょぇ. 
╄ょくぇ くけと すけえ ゃかはいなか ゃ ょけきぇ 

くぇ ゅさなちおうは ゃかぇょうおぇ - ╊せょうは 
╋ぇすっえ, ういくっしなか ゅけ くぇ ゅなさぉぇ 
しう くぇゃなく う きせ こけおぇいぇか こなすは いぇ 
╂なさちうは, おぇすけ きせ さっおなか, つっ いぇ 
くっゅけ こけゃっつっ きはしすけ ゃ ]ぇきけおけゃ 
くはきぇ う ょぇ くっ しっ ゃさなとぇ. ]かっょ 
すけゃぇ すせさちうすっ こぇお ゅけ こけゅゃぇす う 
すけえ いぇこけつゃぇ ょぇ しっ おさうっ ゃ ょけ-
きけゃっすっ くぇ さぇいかうつくう ぉせくすぇさう, 
ょけおぇすけ くっ さってぇゃぇ ょぇ いぇきうくっ 
いぇ 『ぇさうゅさぇょ. 〈ぇき しかせつぇえくけ 
こさけつっか っょくけ しなけぉとっくうっ, つっ 
しっ くぇぉうさぇす きぇてうくうしすう いぇ ╀ぇ-
さけく-》うさてけゃぇすぇ あっかっいくうちぇ. 
‶けしすなこうか くぇ さぇぉけすぇ, ういせつうか 
いぇくぇはすぇ う しすぇくぇか  かけおけきけすう-
ゃっく きぇてうくうしす  – 

こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう
あっかっいくうつぇさ 

ゃ ╀ぇさけく-》うさてけゃぇすぇ あっかっい-
くうちぇ. ‶けくっ ぇい すぇおぇ いくぇき, つっ っ 
こなさゃうはす. ┿ おぇすけ ゅけ くぇいくぇつうかう 
ょぇ おぇさぇ ゃかぇお こけ かうくうはすぇ [せしっ 
- ╁ぇさくぇ, くぇ くはおけかおけ こなすう こな-
すせゃぇか し くっゅけ ょはおけくなす ╊っゃしおう, 
しおさうす ゃなゃ ゃぇゅけくぇ いぇ ゃなゅかう-
とぇ う ょなさゃぇ. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ 
┿こけしすけかぇ つっしすけ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
こなすせゃぇ いぇ ╀せおせさっと, おなょっすけ 

こさぇゃうか しなぉさぇくうはすぇ くぇ さっゃけ-
かのちうけくくうは おけきうすっす. 

‶け こなすは くぇ ]ぇきぇさしおけすけ 
いくぇきっ 

′っゅけゃうはす こけょゃうゅ っ, つっ こさう 
しこぇしはゃぇくっすけ くぇ いくぇきっすけ, すけえ し 
すはかけすけ しう いぇとうすぇゃぇ こけょこ. ╉ぇ-
かうすうく, こけかせつぇゃぇえおう 11 さぇくう. 
〈けゃぇ しっ しかせつゃぇ ゃ ょくってくけすけ 
しっかけ ╄くうくぇ ょけ ╉ぇいぇくかなお. ╉け-
ゅぇすけ ゃうょはか, つっ おけきぇくょうさなす 
こぇょぇ, こさけくういぇく けす とうおけゃっ, 
すけえ ゅさぇぉくぇか いくぇきっすけ. ‶けくっ-
あっ っ ぉうか きくけゅけ いょさぇゃ そういう-
つっしおう, ゃ こけしかっょくうすっ きうくせすう, 
こさっょう ょぇ こかっくはす いくぇきっすけ, せし-
こはゃぇ ょぇ ゅけ くぇゃっょっ くうしおけ ょけかせ 
(いぇすけゃぇ ょさなあおぇすぇ くぇ いくぇきっすけ 
っ しつせこっくぇ) う ゅけ ょぇゃぇ くぇ っょくけ 
きぇかおけ きけきつっくちっ - 』っさくけゅけさ-
つっすけ. 〈けゃぇ きけきつっくちっ しこぇしはゃぇ 
いくぇきっすけ, ういくぇしはえおう ゅけ けす こけ-
かっしさぇあっくうっすけ. ╆ぇ こけょゃうゅぇ しう 
′うおけかぇ ╉けさつっゃ ぉうか くぇゅさぇょっく 
し けさょっく いぇ たさぇぉさけしす „]ゃ. ╂っけさ-
ゅう“ - IV しすっこっく. 
]かっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ しっ 

こさっきっしすゃぇ ょぇ あうゃっっ ゃなゃ ╁ぇさくぇ 
しなし しなこさせゅぇすぇ しう う しうくぇ うき 
╇ゃぇく, おなょっすけ しっ さぇあょぇ う ゃすけ-
さうはす うき しうく - ┿すぇくぇし. ╅うゃっはす 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╁ぇさくぇ ゃ ゅけかはきぇ 
おなとぇ. 〈せお ′うおけかぇ いぇこけつゃぇ ょぇ 
しっ いぇくうきぇゃぇ しなし しすさけうすっかくけ 
こさっょこさうっきぇつっしすゃけ. ‶け すけゃぇ 
ゃさっきっ すせさしおうすっ, ぇさきっくしおうすっ う 
ゅさなちおうすっ おなとう ぉうかう たぇけすうつくけ 
さぇいたゃなさかはくう ゃなゃ ╁ぇさくぇ. ‶さぇ-
ょはょけ きう せつぇしすゃぇか ゃ すはたくけすけ 
さぇいさせてぇゃぇくっ, いぇ ょぇ しっ くぇこさぇ-
ゃう くけゃ ゅさぇょけせしすさけえしすゃっく こかぇく. 
╇ すなえ おぇすけ ぉうか きくけゅけ せゃぇあぇ-
ゃぇく けす ゃしうつおう, すっ ゅけ すぇつっかう 
くぇっょくけ し おぇこうすぇく ‶っすおけ ╁けえ-
ゃけょぇ, ういょっえしすゃぇか っょうく きくけゅけ 
たせぉぇゃ ゅさぇょけせしすさけえしすゃっく こかぇく 
いぇ しすぇさうは ちっくすなさ くぇ ╁ぇさくぇ. 
‶さっい 1902 ゅ. くぇ  ゃさなた 【うこ-

おぇ し ゅさぇくょうけいくう すなさあっしすゃぇ 
しっ つっしすゃぇ 25-ゅけょうてくうくぇすぇ けす 
【うこつっくしおぇすぇ っこけこっは. ¨すおさうゃぇ 
しっ う くけゃけこけしすさけっくうはす たさぇき-
こぇきっすくうお „[けあょっしすゃけ 》さうしすけ-
ゃけ”. ╁ 【うこおぇ いぇ けしゃっとぇゃぇくっすけ 
きせ おぇくはす う ゃしうつおう あうゃう けこ-
なかつっくちう. 〈っ けぉかっおかう せくうそけさ-
きうすっ, くぇさぇきうかう こせておうすっ う しっ 
しすさけうかう いぇ こぇさぇょぇ. ╁しうつおう さっ-
てうかう ょさせあくけ, つっ ]ぇきぇさしおぇすぇ 
しゃっすうくは きけあっ ょぇ ぉなょっ こけゃっさっ-
くぇ しぇきけ ゃ さなちっすっ くぇ しこぇしうすっかは 
え - ょはょけ ′うおけかぇ ╉けさつっゃ.

》せょけあくうおなす ぅさけしかぇゃ 
╁ってうく, 

おけえすけ こさうしなしすゃぇか, ぉうか しうか-
くけ ゃこっつぇすかっく けす ょけしすけかっこくうは 
いくぇきっくけしっち. (〈けゅぇゃぇ すけえ っ ぉうか 
くぇ 66 ゅけょうくう / 1836-1902 ゅ. /). 
]かっょ ゅけょうくう すけえ きせ ういこさぇすうか 
すっかっゅさぇきぇ, つっ うしおぇ ょぇ ゅけ くぇ-
さうしせゃぇ しなし ]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ 

ゃ さなちっ. ]すぇさっちなす こさうしすうゅくぇか し 
すさっくぇ けす きけさっすけ う ょなかゅけ ゃさっきっ 
こけいうさぇか こさっょ あうゃけこうしっちぇ ゃ 
こなかくぇ ぉけえくぇ せくうそけさきぇ. ╉ぇさ-
すうくぇすぇ ぉうかぇ いぇゃなさてっくぇ こさっい 
1911 ゅ. う しすぇくぇかぇ すけかおけゃぇ うい-
ゃっしすくぇ, つっ う ょけしっゅぇ さっかうおゃぇすぇ 
しっ しゃなさいゃぇ し けぉさぇいぇ くぇ きけは 
こさぇょはょけ.
[うしせゃぇくっすけ しすぇゃぇかけ ゃ ぇすっ-

かうっすけ くぇ たせょけあくうおぇ. ‶さっょう 
ょぇ けすうょっ すぇき, こさぇょはょけ きう けぉ-
かうつぇか こぇさぇょくぇすぇ けこなかつっくしおぇ 
せくうそけさきぇ, けすうゃぇか ょけ ょゃけさっちぇ 
う けす すぇき, しなこさけゃけょっく けす ゅゃぇさ-
ょっえちう しなし いくぇきっすけ, すさなゅゃぇか 
おなき ぇすっかうっすけ くぇ たせょけあくうおぇ. 
]けそうはくちう こけ せかうちうすっ ゅけ こさう-
ゃっすしすゃぇかう う きせ さなおけこかはしおぇかう. 
[うしせゃぇくっすけ こさけょなかあうかけ 4-5 
きっしっちぇ. ╋くけゅけ つっしすけ こさうしなしす-
ゃぇか う こうしぇすっかはす ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ う 
さぇいゅけゃぇさはか し こさぇょはょけ きう, おけえ-
すけ, おぇいゃぇす, ぉうか さはょおけ しかぇょおけ-
ょせきっく う うくすっかうゅっくすっく つけゃっお. 
‶っさそっおすくけ ゃかぇょっっか すせさしおう う 
ゅさなちおう っいうお, くけ くっ っ こけいゃけかは-
ゃぇか くうすけ っょくぇ ょせきぇ ょぇ しっ こさけ-
ゅけゃけさう くぇ つせあょ っいうお ゃ おなとぇすぇ 
きせ. ╋っあょせ こさぇょはょけ きう う ╁っ-
てうく しっ いぇさぇあょぇ ゅけかはきけ こさうは-
すっかしすゃけ う たせょけあくうおなす さってぇゃぇ 
ょぇ くぇさうしせゃぇ けとっ っょくぇ おぇさすうくぇ 
しなし ]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ. 〈は っ こけ-
ょぇさっくぇ くぇ っょくぇ けす おくはゅうくうすっ, 
くけ ゃ きけきっくすぇ くっ しっ いくぇっ おなょっ 
っ. ╉ぇさすうくぇすぇ っ けこうしぇくぇ こさっい 
1893 ゅ. ゃ しすぇすうは ゃなゃ ゃっしすくうお 
„╀ぇかおぇくしおぇ いけさぇ“. ‶けしかっ ゃっつっ 
くうとけ くっ しっ いくぇっ いぇ くっは, おけっすけ 
っ きくけゅけ あぇかおけ. 

‶さぇょはょけ きう ′うおけかぇ
せきうさぇ くぇ 29 ぇゃゅせしす 1921 ゅ.  

くぇ 85 ゅけょうくう  

′ぇ こけゅさっぉっくうっすけ きせ しっ しすうつぇ 
ちはかぇ ╁ぇさくぇ. ╇いこさぇすっく っ し ゃけ-
っくくう こけつっしすう. ‶さう こさっきっしすゃぇ-
くっすけ くぇ ゃぇさくっくしおうすっ ゅさけぉうとぇ 
こさっい 1938 ゅ. しうくなす きせ ╇ゃぇく 
しなぉさぇか おけしすうすっ きせ ゃ しぇくょなつっ 
う ゅう こさっょぇか ゃ たさぇきぇ-おけしすくうちぇ 
くぇ 【うこおぇ. 
〈けゃぇ っ さぇいおぇいなす くぇ ╉けくしすぇく-

すうくおぇ ╉けさつっゃぇ - こさぇゃくせつおぇ くぇ 
′うおけかぇ ╉けさつっゃ.
ぅさけしかぇゃ ╁ってうく ょけぉぇゃは こっえ-

いぇあぇ こけ-おなしくけ, おけゅぇすけ さうしせゃぇ 
けおけかくけしすうすっ けす くぇすせさぇ. 』っしすけ 
くぇ しっぇくしうすっ ゃ ぇすっかうっすけ こさう-
しなしすゃぇ う ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ. 』ぇしけゃっ 
くぇさっょ ぉっしっょゃぇ し けこなかつっくっちぇ. 
〈ぇおぇ しっ さぇあょぇす くはおけう くっゅけゃう 
しすうたけすゃけさっくうは おぇすけ けすゅかぇし けす 
すっいう さぇいゅけゃけさう.    
╉ぇさすうくぇすぇ „]ぇきぇさしおけすけ いくぇ-

きっ” っ いぇゃなさてっくぇ こさっい 1911 ゅ., 
おけゅぇすけ ′うおけかぇ ╉けさつっゃ っ ぉうか くぇ 
75 ゅけょうくう, ぇ せきうさぇ くぇ 85 ゅ. 

╋ぇすっさうぇかうすっ しなぉさぇ う いぇこうしぇ:
╊うくぇ 〉いせくけゃぇ

ぉうゃて しかせあうすっか
くぇ „┿さしっくぇか”

„んづでぎぞんず” でぎ ぢだがゎだどゑé げん ぱごづぜぎぞごé でご ぢづんげぞごと

‶さっい 2014 ゅ. しっ くぇゃなさてゃぇす 90 ゅけょうくう けす せしすぇくけ-
ゃはゃぇくっすけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ ╉ぇいぇくかなお う 136 ゅけょうくう けす 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ こさっょこさうはすうっすけ ゃ [せしっ, おなょっすけ こさっい 
1878 ゅ. し 〉おぇい わ1 くぇ おくはい ╃けくょせおけゃ っ こけしすぇゃっくけ 
くぇつぇかけすけ くぇ しこっちうぇかくぇ そぇぉさうおぇ いぇ けぉしかせあゃぇくっ くぇ 
くけゃけしないょぇょっくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ゃけえしおぇ – [せしっくしおう ぇさ-
すうかっさうえしおう ぇさしっくぇか.
╁ くぇつぇかけすけ くぇ 1891 ゅ. し 〉おぇい わ10 くぇ おくはい 《っさょう-

くぇくょ けさなあっえくぇすぇ そぇぉさうおぇ っ こさっきっしすっくぇ ゃ ]けそうは – 
しそけさきうさぇく っ ]けそうえしおう ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか.
‶さっい 1924 ゅ. し 〉おぇい わ1 くぇ ちぇさ ╀けさうし III う しなし ╆ぇ-

おけく, こさうっす けす XXI-すけ ̈ ぉうおくけゃっくけ くぇさけょくけ しなぉさぇくうっ, 
こさっょこさうはすうっすけ っ こさっきっしすっくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけょ くぇう-
きっくけゃぇくうっすけ ╃なさあぇゃくぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ – ょくってくう-
はす „┿さしっくぇか”. 

せつぇしすうはすぇ, おけくちっさすうすっ う 
ぉなかゅぇさしおうは さっしすけさぇくす しぇ 
ゃっつっ ゅけすけゃう う ょけさう ういこさぇすっ-
くう すせお, ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
〈せさくっすけ, しすぇさすうさぇかけ すぇいう 

ゅけょうくぇ くぇ 7-きう しっこすっきゃさう, 
とっ こさけょなかあう ょけ 25-う しっこ-
すっきゃさう.  ╇きぇ ゅけかはきぇ ゃっさけ-
はすくけしす ゃ おさぇは くぇ おけくちっさすくう-
すっ こなすせゃぇくうは ぇさしっくぇかちう ょぇ 
ぉなょぇす こさうっすう けす ぉなかゅぇさしおうは 
ょうこかけきぇす わ1 ゃ ]すさぇくぇすぇ くぇ 
ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ – ╂っ-

けさゅう ╁ぇしうかっゃ. ] ゅさせこぇすぇ とっ 
こなすせゃぇ  う こなさゃぇすぇ こけょゅかぇし-
くうつおぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ`2014 
-  [っくっすぇ ╉けかっゃぇ. 『ぇさうちぇすぇ 
とっ ょけきぇおうくしすゃぇ ]ゃっすけゃくうは 
そっしすうゃぇか くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ゅさ. 
╋せくぇおぇすぇ, つうえすけ しなけさゅぇくう-
いぇすけさ しぇ おぇいぇくかなつぇくう ゃ かう-

ちっすけ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ う こさっょ-
しすぇゃうすっかくうは きせ そけかおかけさっく 
ぇくしぇきぉなか. ╀かういけ 60 せつぇしすくう-
ちう けす ちはかぇ ┿いうは とっ すぇくちせゃぇす 
こけ ゃさっきっ くぇ そっしすうゃぇかぇ. 』ぇしす 
けす すはた, しこけさっょ こさっょこけつうすぇ-
くうはすぇ しう, うきぇす う ぉなかゅぇさしおう 
すぇくちう ゃ さっこっさすけぇさぇ. 《っしすう-
ゃぇかなす, おけえすけ しっ こさけゃっあょぇ こけ 
こけゃけょ  ゃしっくぇさけょくうすっ こさぇい-
くうちう いぇ さけあょっくうは ょっく くぇ 
はこけくしおうは うきこっさぇすけさ, しなぉうさぇ 
せつぇしすくうちうすっ くぇ ╂かけせぉなか ┿さっ-

くぇ – けゅさけきっく しこけさすっく おけき-
こかっおし, さぇいこけかけあっく ゃ こぇさおけゃぇ 
しさっょぇ, おなょっすけ しぇ こさけゃっあょぇくう 
う ┿いうぇすしおうすっ しこけさすくう うゅさう.
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¨おけかけ 64 たうかはょう  しぇ こなさ
ゃけおかぇしくうちうすっ ゃ ╀なかゅぇ

さうは すぇいう ゅけょうくぇ う しぇ  こけゃっつっ 
けす すっいう こさっい きうくぇかぇすぇ, おけゅぇ
すけ しぇ ぉうかう 63 596 . ′はきぇ ょぇ 
うきぇ せつうかうとっ くぇ すっさうすけさうは
すぇ くぇ しすさぇくぇすぇ, ゃ おけっすけ ょぇ 
くっ いぇこけつくっ せつっぉくぇすぇ ゅけょう
くぇ, くけ とっ うきぇ すぇおうゃぇ, ゃ おけう
すけ さっきけくすうすっ とっ こさけょなかあぇす 
う しかっょ しすぇさすぇ え, しなけぉとう ゃ 
╉ぇいぇくかなお いぇきっしすくうお-きうくうし
すなさなす  ╁ぇくは ╉ぇしすさっゃぇ. 
╆ぇっょくけ し こさけしゃっすくうは きう

くうしすなさ ゃ しかせあっぉくうは おぇぉう
くっす ょけち. [せきはくぇ ╉けかぇさけゃぇ 
ゃ くぇちうけくぇかくけ しなゃっとぇくうっ 
せつぇしすゃぇたぇ くぇつぇかくうちうすっ くぇ 
[っゅうけくぇかくうすっ うくしこっおすけさぇ
すう  こけ けぉさぇいけゃぇくうっすけ. ¨ぉ
しなあょぇくう しぇ  さっいせかすぇすうすっ けす 
こさうおかのつうかぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょう
くぇ, けぉっおすうゃくうすっ おさうすっさうう いぇ 
けちっくおぇ くぇ いくぇくうはすぇ くぇ せつっ
くうちうすっ う けすすぇき くぇ おぇつっしすゃけ
すけ くぇ せつっぉくうは こさけちっし, おぇおすけ 
う ぇおすせぇかくう こさけぉかっきう こさっょう 

くぇつぇかけすけ くぇ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ. 
┿おけ けぉさぇいけゃぇくうっすけ くっ っ 

いぇこうしぇくけ おぇすけ こさうけさうすっす ゃ 
¨ぉとうくしおうすっ こかぇくけゃっ いぇ さぇい
ゃうすうっ, すけ くはきぇ おぇお ょぇ しっ こけ
かせつぇす しさっょしすゃぇ こけ こさけゅさぇきう 
いぇ きけょっさくういぇちうは くぇ せつっぉくう 
しゅさぇょう, ょっすしおう ゅさぇょうくう  う 
こさけしゃっすくう ぉぇいう, おぇいぇ きうくうし
すなさ ╉けかぇさけゃぇ. 〈けゃぇ っ ぉうか う 
っょうく けす しっさうけいくうすっ こさけぉかっ
きう ゃ くはおけう けぉとうくう, „おけうすけ 
くっ しっ ゃうあょぇす けす ]けそうは”, くけ 
いぇ おけうすけ きうくうしすなさおぇすぇ っ くぇ
せつうかぇ ゃ たけょぇ くぇ くぇちうけくぇか
くけすけ しなゃっとぇくうっ. 
╋¨′╋ くっ きけあっ ょぇ しう いぇすゃけ

さう けつうすっ う いぇ ょさせゅ こさけぉかっき 

╉けえ くっ いくぇっ ]すっそぇく ╉ぇかつっゃ? 
– ╉けえ くっ っ ゅかっょぇか 〈っかっゃういうは 
„╉ぇいぇくかなお“?...〈っかっゃういうはすぇ, 
おけはすけ ゃ しさっょぇすぇ くぇ 90-すっ おぇ-
いぇくかなつぇくう う たけさぇすぇ けす ╃けかう-
くぇすぇ さぇいこけいくぇたぇ おぇすけ しゃけは, 
おけはすけ しせすさうく うき おぇいゃぇてっ 
„╃けぉさけ せすさけ!“, ぇ ゃっつっさ “╊っおぇ 
くけと!“, おけはすけ てうさけおけ ぉっ けすゃけ-
さうかぇ しゃけうすっ ゃさぇすう いぇ ょせきぇすぇ 
う くぇ „きぇかおうは つけゃっお“, う くぇ 
„ゅけかっきうは こけかうすうお“, おけはすけ ゃ 
ょうさっおすくう こさっょぇゃぇくうは しかぇゅぇ-
てっ さっょけき ゃけょぇつうすっ くぇ ╀]‶ う 
]╃], こさけゃけおうさぇてっ しゃけぉけょくう 
ょうしおせしうう; すうつぇてっ こけ ょうさう-
すっ くぇ きぇかおうすっ う ゅけかっきう おせか-
すせさくう う しこけさすくう しなぉうすうは う ゅう 
こけおぇいゃぇてっ くぇ こせぉかうおぇすぇ, くっ 
いぇとけすけ うきぇ しおかのつっく さっおかぇ-
きっく ょけゅけゃけさ いぇ すけゃぇ, ぇ いぇとけ-
すけ こさけしすけ: すぇおなゃ っ あうゃけすなす! 
„〈ぇおなゃ っ あうゃけすなす“..., おぇいゃぇ 
し てうさけおぇ せしきうゃおぇ つけゃっおなす, 
しないょぇか 〈╁ „╉ぇいぇくかなお“. ]すっ-
そぇく ╉ぇかつっゃ. ╀かういけ 7 ゅけょうくう, 
けすおぇおすけ ╄そうさくぇすぇ ╉ぇいぇくかなて-
おぇ しこさは ょぇ ういかなつゃぇ,  すけえ くっ 
さけゃう ぉけかっいくっくけ ゃ きうくぇかけすけ, 
いぇ ょぇ しっ こうすぇ: “╆ぇとけ?“. 〈けえ 
いくぇっ いぇとけ. ╇ おぇいゃぇ きなょさけ: 
“〈ぇおなゃ っ あうゃけすなす!“. 〈けいう 
こさうくちうこ くぇ ゃしはおぇ しっぉっせゃぇ-
あぇゃぇとぇ しっ きっょうは いぇ くっゅけ きぇえ 
っ こさうくちうこ う くぇ しけぉしすゃっくけすけ 
きせ あうゃっっくっ. ╇くすっさっしくけ あう-
ゃっっくっ: ╅うゃけす おぇすけ くぇ おうくけ... 
╇ ゃ きっすぇそけさうつくうは, う ゃ ぉせお-
ゃぇかくうは しきうしなか. ╆ぇとけすけ おう-
くけすけ いぇ ╉ぇかつっゃ っ こさけそっしうは. ┿ 
おぇおゃけ っ おうくけすけ ぉっい おぇつっしすゃっ-
くぇ ょさぇきぇ? ╃さぇきぇすせさゅうはすぇ くぇ 
あうゃけすぇ っ けくけゃぇ, おけっすけ ゃうくぇ-
ゅう っ ゃなかくせゃぇかけ おぇいぇくかなておうは 
〈っかっゃういうけくっさ わ1. 
╇ ╇しすうくぇすぇ! ╇しすうくぇすぇ いぇ 

けくけゃぇ, おけっすけ しすぇゃぇ, おけっすけ くう 
しっ しかせつゃぇ ゃしっおう ょっく: „╇しすけ-
さうはすぇ しっ こうてっ ゃしっおう ょっく う, 
ぇおけ こさけこせしくって くっとけ, うしすけ-
さうはすぇ ゃっつっ くっ っ しなとぇすぇ. ′っ っ 
うしすうくしおぇ.“ ╉ぇかつっゃ おぇいゃぇ すけゃぇ 
う しこけおけえくけ けすしうつぇ: “〈けゃぇ っ 
こさうくちうこなす, おけえすけ きっ っ さな-
おけゃけょうか.“ ╇ いぇ ょぇ っ ゃっさっく くぇ 
こさうくちうこぇ, ゃ うくすっさっし くぇ うしすう-
くぇすぇ, すけえ くっ けすさうつぇ: “╁しうつおけ 
こけつゃぇ ゃ „┿さしっくぇか“. 

]すっそぇく ╉ぇかつっゃ けすおさうゃぇ しっぉっ 
しう いぇ ]っょきけすけ ういおせしすゃけ ゃ 

╉うくけ-そけすけ おかせぉぇ くぇ おぇいぇくかなて-
おぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ╁ „┿さしっくぇか“ 
すけえ うょゃぇ しかっょ おぇいぇさきぇすぇ – こさっい 
1967-きぇ. ‶けしすなこゃぇ おぇすけ おけく-
しすさせおすけさ ゃ うくしすさせきっくすぇかくうは ╆ぇ-
ゃけょ 6. ╆ぇ きかぇょっあぇ, いぇゃなさてうか こけ 
しすさけゅうすっ こさぇゃうかぇ, こさうかぇゅぇくう ゃ 
おぇいぇくかなておうは きったぇくけすったくうおせき, 
ておけかぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ っ 
けとっ こけ-しっさうけいくぇ: “╁うしけおうすっ 
おさうすっさうう くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ 
しぇ くっとけ ょさせゅけ けす けぉせつっくうっすけ ゃ 
せつうかうとっ. ╇きぇた つせゃしすゃけすけ, つっ 
ゃすけさう すったくうおせき おぇさぇき...“. ╉ぇか-
つっゃ こさういくぇゃぇ, つっ ゃ „┿さしっくぇか“ 
こけこぇょくぇか „ゃ くけゃう ういきっさっくうは...“, 
くけ しゃうおくぇか いぇ ょゃっ-すさう ゅけょうくう う 
ょぇあっ こけつくぇか ょぇ しっ しこさぇゃは きくけゅけ 
ょけぉさっ. „┿さしっくぇか“ きっ ょうしちうこかう-
くうさぇ“, けぉけぉとぇゃぇ し っょくぇ ょせきぇ 
くはおけゅぇてくうはす おけくしすさせおすけさ. ‶さっい 
1972-さぇ ゅけ こさぇとぇす ゃ ╀のさけすけ こけ 
しすぇくょぇさすういぇちうは う くけさきけおけくすさけか 
くぇ すったくうつっしおぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは, 
おなょっすけ しすぇゃぇ こさけゃっさはゃぇと くぇ ょけ-
しおけさけてくうすっ しう おけかっゅう けす ╆ぇゃけょ 
6. ╁ いぇょぇつうすっ くぇ ╉ぇかつっゃ っ ょぇ 
おけくすさけかうさぇ う ょけおせきっくすぇちうはすぇ 
くぇ いぇゃけょうすっ 7 う 2. „′っ っ きくけゅけ 
こさうはすくけ ょぇ おけくすさけかうさぇて ょけゃつっ-
さぇてくうすっ しう おけかっゅう, くけ おけゅぇすけ しっ 
けすくぇしはて し たけさぇすぇ おぇすけ おなき たけさぇ, 
こさけぉかっきう くはきぇ“, おぇいゃぇ ╉ぇかつっゃ いぇ 

- ╉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 う  こぇさうすっ くぇ せつうかうとぇ
すぇ, おけうすけ しぇ すぇき, おぇいぇ けとっ 
きうくうしすなさ ╉けかぇさけゃぇ. ]っさうけ
いっく ぉうか こさけぉかっきなす ゃ けぉとう
くぇ ]かうゃっく, おなょっすけ こぇさうすっ くぇ 
ゃしうつおうすっ 34 せつうかうとぇ しぇ すぇき 
う くぇ こさぇおすうおぇ すっ しぇ し ぉかけ
おうさぇくう しさっょしすゃぇ いぇ さっきけくすう, 
おけっすけ しっ けすさぇいはゃぇ くぇ さぇぉけ
すぇすぇ ゃ せつうかうとっ. 
╁ ╉ぇいぇくかなお  きうくうしすなさなす くぇ 

けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ しっ 
しさっとくぇ し おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う こさけゃっょっ 
さぇぉけすくぇ しさっとぇ し ょうさっおすけさう
すっ くぇ せつうかうとぇ.
╋うくうしすなさ ╉けかぇさけゃぇ こさけはゃう 

いぇしうかっく うくすっさっし おなき しなしすけは
くうっすけ くぇ こさけそっしうけくぇかくうすっ 
ゅうきくぇいうう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ しこけ
ょっかう う うょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ 
くぇ こけかうすったくうつっしおぇ ゅうきくぇ
いうは ゃ ゅさぇょぇ.
‶け ゃさっきっ くぇ さぇぉけすくぇすぇ しさっ

とぇ っ おけきっくすうさぇく う ゃなこさけしなす 

いぇ しさっょうとくうすっ せつうかうとぇ う 
ゃないきけあくけしすすぇ うき けす 2015 ゅ. 
ょぇ さぇぉけすはす こけ こさけゅさぇきぇ „〉し
こった“, おぇおすけ う ゃなゃっあょぇくっすけ 
くぇ ちっかけょくっゃくけ けぉせつっくうっ いぇ 
こっすけおかぇしくうちうすっ. 
‶さけしゃっすくうはす きうくうしすなさ 

ょぇょっ ゃうしけおぇ けちっくおぇ くぇ ょう
ぇかけゅぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
きっあょせ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす う けぉ
さぇいけゃぇすっかくうすっ うくしすうすせちうう.
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しうすせぇちうはすぇ, ゃ おけはすけ ういこぇょ-
くぇか すけゅぇゃぇ. ‶けゃっつっすけ さぇぉけ-
すぇ ぉうかぇ  こけ こさっさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ しなゃっすしおぇ ょけおせきっくすぇちうは ゃ 
ぉなかゅぇさしおう ゃぇさうぇくす, くせあっく 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ. ′っ きせ 
ぉうかけ すさせょくけ, けこうすなす けす ╆ぇ-
ゃけょ 6, おなょっすけ しすぇくょぇさすういう-

さぇか うくしすさせきっくす, けこさっょっかっくけ 
こけきぇゅぇか. 》けさぇすぇ ぉなさいけ しっ 
けさうっくすうさぇかう ゃ ういうしおゃぇくうは-
すぇ くぇ しすぇくょぇさすうすっ う ゃしっ こぇ-
きぇかおけ しすぇゃぇかう いぇぉっかっあおうすっ, 
こけきくう くはおけゅぇてくうはす こさけゃっ-
さはゃぇと ゃ ょっぉさうすっ くぇ ╄ょうくくぇ-
すぇ しうしすっきぇ くぇ おけくしすさせおすけさ-
しおぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは. 
╃ぇ しっ けすくぇしは し たけさぇすぇ おぇすけ 

おなき たけさぇ, いぇ ╉ぇかつっゃ はゃくけ 
っ しなとけ こさうくちうこ, おぇおすけ う 
ゃっさくけしすすぇ おなき そぇおすうすっ くぇ 
╇しすうくぇすぇ. ╁しっおう, し おけゅけすけ っ 
さぇぉけすうか, こけいくぇゃぇ かっおうは きせ 
きぇくうっさ くぇ けぉとせゃぇくっ, いぇぉっ-
かっあおぇすぇ – くぇ さなぉぇ くぇ てっゅぇ-
すぇ, しゃけぉけょぇすぇ, おけはすけ すう ょぇゃぇ 
おぇすけ あせさくぇかうしす, しこけょっかは-
くっすけ ゃ っあっょくっゃうっすけ, おなょっすけ 
けぉうおくけゃっくうすっ そぇおすう けす あう-
ゃけすぇ すけえ すせすぇおしう ぇしけちううさぇ し 
おさうかぇすう そさぇいう くぇ ゃっかうおうすっ 
せきけゃっ うかう しこけきっくう けす しさっ-
とう しなし しすけえくけしすくうすっ ぉなか-
ゅぇさう, ゅけかはきぇ つぇしす  けす おけうすけ 
こけいくぇゃぇ かうつくけ. „‶けきくは“, 
おぇいゃぇ ]すっそぇく ╉ぇかつっゃ. ‶けき-
くう おけかおけ きくけゅけ っ けぉうつぇか ょぇ 
さうしせゃぇ おぇすけ きぇかなお: ちゃっすけ-
ゃっすっ きせ くうおけゅぇ くっ ぉうかう おぇすけ 
すっいう くぇけおけかけ. ╀うかう ょさせゅう, 
しぇきけ くっゅけゃう しう. ‶けきくう きぇか-
おうすっ, ぇ こけしかっ – ゃしっ こけ-ゅけかっ-
きう ういかけあぉう くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
╉うくけ-そけすけ おかせぉ, おなょっすけ ゃ 
いぇくぇはすぇ ょぇ しっ さうしせゃぇ しなし 
しゃっすかうくぇすぇ ゅけ こけしゃっとぇゃぇ 
╉うさうか ╋ぇさうくけゃ. ]っすくっ きくけ-
ゅけ きせ こけきぇゅぇ う ╂っけさゅう ╁けょっ-
くうつぇさけゃ. ]こけきっくうすっ しうこはす 
こけさけうとぇすぇ けす  くぇゅさぇょう けす 
そっしすうゃぇかう くぇ かのぉうすっかしおけすけ 
おうくけ う そけすけゅさぇそしおう そけさせ-
きう. ╉ぇかつっゃ こけきくう ょけしかけゃくけ 
う すさうすっ ゅけょうくう ゃ ╋けしおゃぇ, 
おなょっすけ せつう おうくけ う すゃ-けこっさぇ-
すけさしすゃけ ゃ ╇くしすうすせすぇ いぇ たせ-
ょけあっしすゃっくう さなおけゃけょうすっかう 
くぇ おうくけ-おかせぉけゃっ. ‶けきくう ゃ 
ぉせおゃぇかくう ちうすぇすう せさけちうすっ くぇ 
こさけそっしけさうすっ  しう – しゃっすけゃくう 
うきっくぇ ゃ ういおせしすゃけすけ. „╉うくけすけ 

っ くぇえ-しうくすっすうつくけすけ ういおせしすゃけ“, 
くぇせつうか すぇき ╉ぇかつっゃ. ╇ けとっ: 
„《けすけゅさぇそうはすぇ っ せしっとぇくっ いぇ 
くっとぇすぇ, くけ う せつっくっ – しなとけ, 
すさせこぇくっ くぇ いくぇくうは.“ ‶さけそっ-
しうけくぇかなす しっ しきっっ: “′っ きけあって 
ょぇ けいゃせつぇゃぇて しぇすうさぇ し ╁ぇゅくっさ, 
くっ しすぇゃぇ!“. 

‶けしかっ  ┿さすうく ┿いうくはく ゅけ おぇくう 
ゃ  ゅさぇょしおうは  ╉うくけ-そけすけ おかせぉ 
くぇ „╇しおさぇ“, おなょっすけ きぇえしすけさなす 
┿さすけ こけっきぇ そけすけゅさぇそうはすぇ, ぇ 
╉ぇかつっゃ – おうくけすけ. ╁ っょうく かっ-
ょっく くけっきゃさうえしおう ょっく  ょゃぇきぇすぇ 
おぇつゃぇす 70-すっ きっすさぇ くぇ しおっかっすけ 
くぇ こうかけくぇ くぇ ╃けき-こぇきっすくう-
おぇ くぇ ╀せいかせょあぇ, いぇ ょぇ しくうきぇす 
けすぉかういけ きけくすぇあぇ くぇ させぉうくぇ ゃ 
つっさゃっくぇすぇ いゃっいょぇ...
╋けいぇえおぇすぇ けす はさおう ょけおせきっく-

すぇかくう そぇおすう こけょさっあょぇ おぇょさう-
すっ けす おうくけ-あうゃけすぇ くぇ ]すっそぇく 
╉ぇかつっゃ: ゅっさけうすっ けす かっくすうすっ いぇ 
╀けさうしかぇゃ 【うくっゃ – おぇいぇくかな-
つぇくうくなす, おけくしすさせうさぇか しけぉしす-
ゃっく たっかうおけこすっさ...; つけゃっおなす, 
くぇこさぇゃうか しぇきけかっす し ょゃうゅぇすっか 
けす ╆ぇこけさけあっち...;  ]すぇくおっ ╂さけい-
ょぇくけゃ, すさなくつぇくうくなす – きぇえしすけさ 
くぇ 325-きっすさけゃうすっ おけきうくう くぇ 
きぇさうておうすっ 〈╄『-けゃっ 2 う 3;  
しさっとう しなし ]っさぇそうき ]っゃっさくはお, 
╅っかぬけ ╅っかっゃ..., さけゃっくっすけ ゃ 
ゅけょうてくうちうすっ くぇ ゃっしすくうお „╇し-
おさぇ“ – „ゃ すなさしっくっ くぇ ょさぇきぇ-
すせさゅうはすぇ くぇ あうゃけすぇ“. ╉ぇかつっゃ 
すなさしう し けしすさけ けおけ うしすうくぇすぇ いぇ 
つけゃっおぇ う うしすうくぇすぇ いぇ くっとぇ-
すぇ: きぇかおうすっ, せあ くっいくぇつうすっかくう 
とさうたう くぇ こけょさけぉくけしすうすっ くっせ-
しっすくけ さうしせゃぇす こなかくけおさなゃくうすっ 
けぉさぇいう. ‶さぇゃう  ゅけ う しっゅぇ, おけ-
ゅぇすけ くっ しっ いぇくうきぇゃぇ こさけそっ-
しうけくぇかくけ し おうくけ: けつうすっ こさけし-
すけ すなさしはす. ┿ せきなす けぉけぉとぇゃぇ: 
“╁ ╃けかうくぇすぇ うきぇ しすさぇたけすくう 
たけさぇ“. ] こさけしかけゃせすうは しう たせきけ-
さうしすうつっく せしっす ]すっそぇく ╉ぇかつっゃ, 
けぉうおけかうか ╉ぇいぇくかなお う くぇけおけかけ 
けす きはしすけ くぇ きはしすけ う けす つけゃっお 
くぇ つけゃっお, おぇいゃぇ: “╋くけゅけ うく-
すっさっしくぇ っ くぇさけょけこしうたけかけゅうは-
すぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ – すけえ っ 
おぇすけ ょさはくぇ – こなさゃう ちなそすう う 
こけしかっょっく ゃさないゃぇ...“. ╉ぇかつっ-
ゃうすっ 』せょけきうさけゃしおう けぉうおけか-
おう うい ╉ぇいぇくかなておけ ゃ すなさしっくっ 
くぇ けぉさぇいぇ くぇ くけゃうは くぇてっくっち 
こさけゃけおうさぇかう う そうかき いぇ しぇきうは 
』せょけきうさ: „╇しおぇた ょぇ さぇいぉっさぇ 
すけいう つけゃっお, おけえすけ しっ っ しぇきけせ-

ぉうか, しうかっく つけゃっお かう っ ぉうか うかう 
しかぇぉ?“.  „]うかっく っ ぉうか“, けすゅけゃぇ-
さは ぇゃすけさなす くぇ っょうく けす くぇえ-しっ-
さうけいくうすっ そうかきう  いぇ っきぉかっきぇすぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお – ╃うきうすなさ 』けさぉぇ-
ょあうえしおう.
╁しっ すぇおぇ, こさけゃけおうさぇく けす ょさぇ-

きぇすせさゅうつくぇすぇ かうくうは くぇ あうゃけすぇ 

ゃ ╉ぇいぇくかなておけ, ]すっそぇく くぇきうさぇ 
ゅけかぇすぇ うしすうくぇ いぇ きっしすくうすっ くさぇ-
ゃう ゃ けくぇは けぉとうくしおぇ ╆ぇこけゃっょ 
わ14 けす 1929-すぇ, おけはすけ さぇいこけ-
さっあょぇ くぇ ゃしっおう ゅさぇあょぇくうく, こけ 
ゃないきけあくけしす – ゅさぇあょぇくおぇ, ょぇ 
しかっょう う ょけくぇしは おけえ おけゅぇ きう-
くぇゃぇ う おけえ おぇおゃけ こさぇゃう... ╉ぇか-
つっゃ しっ しきっっ う くぇ こさけしかけゃせすうは 
そぇおす, こさっょっかくけ はしくけ たぇさぇおすっ-
さういうさぇと きっしすくうすっ けしけぉっくけしすう: 
おぇいぇくかなつぇくう ゅけくうかう ゃ こさぇたぇ 
つぇお ょけ ‶ぇゃっか ぉぇくは おぇかけそっさ-
しおうは そぇえすけく, いぇ ょぇ ゃうょはす おけえ 
しっ ゃけいう ゃ くっゅけ...  
′ぇてっくちうすっ けす こけ-くけゃけ ゃさっ-

きっ, さうしせゃぇくう ゃ けぉっおすうゃぇ くぇ 
╉ぇかつっゃ, ゅけ ょぇさはゃぇす し ぇこかけょうし-
きっくすうすっ くぇ そっしすうゃぇかくぇすぇ こせぉ-
かうおぇ: “[ぇいしきうゃぇたきっ こせぉかうおぇすぇ 
う あせさうすけ し くぇてうすっ そうかきう...!“, 
こぇお し せしきうゃおぇ しう しこけきくは けこっ-
さぇすけさなす. ] すうは くぇてっくしおう うしすけ-
さうう うょゃぇす ╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ けす 
„‶せぉかうちうしすうおけ“ - ╀っかう ]すけお, 
‶けかてぇ  う くぇゅさぇょぇすぇ けす せくゅぇさ-
しおうは そっしすうゃぇか くぇ しすさぇくうすっ けす 
╇いすけつくぇ ╄ゃさけこぇ. ╇ょゃぇす  ょぇかっつ 
こさっょう ╉ぇかつっゃ ょぇ しすぇくっ おぇいぇく-
かなておうはす 』けゃっお–〈っかっゃういうは.  
‶けしかっ こさっょ おぇきっさうすっ くぇ 〈╁ 

„╉ぇいぇくかなお“, ぇ つっしすけ う くぇ あうゃけ 
ゃ しすせょうけすけ, こさけょなかあぇゃぇす ょぇ 
うょゃぇす たけさぇすぇ けす ╃けかうくぇすぇ – 
すぇおうゃぇ, おぇおゃうすけ しぇ. ╇ょゃぇす う  
ゃしうつおう ゅけかっきう こけかうすうちう けす 
けくけゃぇ ゃさっきっ. „]ぇきけ ╉けしすけゃ くっ 
っ ぉうか“, しきっっ しっ ╉ぇかつっゃ. ]すぇ-
さけ こけいくぇくしすゃけ し こさっいうょっくすぇ 
╅っかっゃ しかせつぇえくけ しっ ゃないさぇあょぇ 
こけおさぇえ こさっょういぉけさくけ しなぉうすうっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお: “]すっそおけ, おゃけ こさぇ-
ゃうて, ぉっ?“, こうすぇ ╅っかぬけ ういくっ-
ゃうょっかうちぇ こけ っょくぇ おぇいぇくかなて-
おぇ せかうちぇ う ╉ぇかつっゃ ゃっょくぇゅぇ ゅけ 
ゃけょう こさっょ こさけあっおすけさうすっ くぇ 
しすせょうけすけ ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇ-
すぇ... ┿ こけしかっ – くぇ ゃっつっさは... 
╁っつっさうすっ し ╉ぇかつっゃ しぇ いくぇきっくう-
すう. ′ぇ つぇてぇ すなくおけ こうすうっ, すけえ 
っ しこけしけぉっく ょぇ  いぇぉぇゃかはゃぇ, ぉっい 
ょぇ しこさっ つぇしけゃっ くぇさっょ. ╁ うゅさう-
ゃぇすぇ かうくうは くぇ すなくおぇすぇ うさけくうは 

すけえ さっょう すけつくう ちうすぇすう, ゃうちけゃっ, 
はさおう さぇいおぇいう こけ かうつくけ こさっあう-
ゃはくけ... ′け くうおけゅぇ しぇきけちっかくけ, 
ゃうくぇゅう – ゃ すなさしっくっ くぇ おけさっくう-
すっ くぇ くっとぇすぇ, くぇ ょさぇきぇすぇ, くぇ 
╇しすうくぇすぇ. ] せしきうゃおぇ.
‶ぇお ゃ うくすっさっし くぇ うしすうくぇすぇ 

╉ぇかつっゃ さぇいおぇいゃぇ いぇ さぇあょぇくっ-
すけ くぇ 〈╁ „╉ぇいぇくかなお“. ‶け ゃさっ-
きっすけ くぇ しうくうは, くけ う ぇさしっくぇか-
しおう おきっす – ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ, しっ 
さぇあょぇ うょっはすぇ いぇ きっしすくぇ 〈╁. 
¨しけぉっくけ っ „くぇゃうす“ いぇ すけゃぇ いぇき.-
おきっすなす ╉けしすぇょうく ╃うきけゃ. ‶けかい-
ゃぇす こさっょぇゃぇすっかは くぇ 〈のかぉっすけ. 
╁ しすせょぇ くぇゃさなた ′けゃぇすぇ 1992 
–さぇ ゅけょうくぇ  きなおくぇす すったくうおぇ ょけ 
おせかぇすぇ くぇ ぉぇうさぇ う こせしおぇす おきっ-
すぇ ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ し こけいょさぇゃ 
いぇ おぇいぇくかなつぇくう... “╉ぇすけ っょうく 
〈けょけさ ╅うゃおけゃ...“, てっゅせゃぇ しっ 
╉ぇかつっゃ. ╇ょっはすぇ っ こけょおさっこっくぇ 
けす こさうはすっかは くぇ ╉ぇかつっゃ, てっそぇ 
くぇ きっしすくうは こさっょぇゃぇすっか, うくあ. 
]すっそぇくけゃ. ‶けつゃぇす こさっょぇゃぇくうは 
ゃしはおぇ しっょきうちぇ, けぉぇつっ くっとぇすぇ 
しぇ „くぇ さなぉぇ“ くぇ いぇおけくぇ う ]すっ-
そぇくけゃ ゅけ こけしすうゅぇす しぇくおちうう: 
くはきぇ かうちっくい. ╁ たけょぇ くぇ しなぉう-
すうはすぇ しっ けおぇいゃぇ, つっ ¨ぉとうくぇすぇ 
くはきぇ こさぇゃけ くぇ すぇおぇゃぇ ょっえくけしす 
う とっ っ くせあくぇ そうさきぇ. ′っぉっうい-
ゃっしすくうはす すっぇすさぇか ╁ぇしうか ╀っかっゃ 
しっ こさうすうつゃぇ くぇ こけきけと. ′っゅけ-
ゃぇすぇ そうさきぇ „╇ゃぇえかけ“/ゃさないおぇすぇ 
し ゃなしすぇくうおぇ – ╀なさょけおゃぇ くっ っ 
しかせつぇえくぇ.../ ぉなさいけ しすぇゃぇ けす ╄〈 
くぇ ̈ ¨╃. ] そうさきぇ こけょ さなおぇ ╉ぇか-
つっゃ けすうゃぇ くぇ ういこうす ゃ ]けそうは. 
╇いこうすなす くっ っ こさけぉかっき. ╁っつっ ゅけ 
こけいくぇゃぇす おぇすけ ぇゃすけさ くぇ ょっしっす-
おう そうかきう う くけしうすっか くぇ きくけゅけ 
くぇゅさぇょう, ょけさう しっかっおちうけくっさ くぇ 
かっくすう いぇ そっしすうゃぇかう. ′け – かう-
ちっくいなす しっ ぉぇゃう... ╃け いぇゃっすくうは 
きぇえ 1995-すぇ, おけゅぇすけ ╉ぇかつっゃ, 
いぇっょくけ し けとっ 17 すっかっゃういうう ゃ 
しすさぇくぇすぇ, こけかせつぇゃぇ けそうちうぇかくけ 
かうちっくい いぇ ょっえくけしす くぇ 〈╁ „╉ぇ-
いぇくかなお”. ‶けつゃぇ っあっょくっゃくうはす 
っそうさっく きぇさぇすけく: こなさゃう くけゃう-
くう - しせすさってっく ぉかけお – さっおかぇきう 
– こけこせかはさくう そうかきう – けぉっょくう 
くけゃうくう – うゅさぇかくう そうかきう – ゃっ-
つっさくう くけゃうくう – しこけさす – さっおかぇ-
きう – しっょきうつっく けぉいけさっく ぉかけお 
– ょうさっおすくう ういかなつゃぇくうは けす こかけ-
とぇょぇ, ょけきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ, しすぇ-
ょうけくぇ, ‶かぇくうくしおけすけ 【うこおぇ... 
- こけいょさぇゃう...
╊のぉうきうすっ こけいょさぇゃう! ╆ぇ こさなゃ 

こなす おぇいぇくかなつぇくう くぇきうさぇす すっ-
さっく いぇ きぇしけゃう けぉはしくっくうは ゃ 
かのぉけゃ おなき こさうはすっかう う ぉかういおう 
こさっい っそうさぇ くぇ 〈╁ „╉ぇいぇくかなお”. 
』っしすけ し そけかお-こぇさつっすぇ... ╇ すけゃぇ 
くっ っ しかせつぇえくけ: “〈けゃぇ うしおぇたぇ 
たけさぇすぇ“, おぇいゃぇ ╉ぇかつっゃ, こかぇすうか 
くぇさけつくけ しけちうけかけゅうつっしおけ こさけ-
せつゃぇくっ いぇ きっしすくうすっ くぇゅかぇしう, し 
おけうすけ しっ しなけぉさぇいうか. „╀ってっ うし-
すうくしおけ こさけせつゃぇくっ, くっ おぇすけ しっ-
ゅぇてくぇすぇ しけちうけかけゅうは“, おけきっく-
すうさぇ すっかっゃういうけくっさなす.  

〈っかっゃういうはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
しすぇゃぇ ておけかぇ

〈せお こさけたけあょぇす ゃ いぇくぇはすぇ 
くぇえ-はさおうすっ うきっくぇ くぇ きっしすくぇすぇ 
あせさくぇかうしすうおぇ, けこっさぇすけさう, すった-
くうつっしおう っおうこう. ╊うちぇすぇ ╃っしう 
‶っすおけゃぇ, ╉さぇしうきうさぇ ]すけはくけゃぇ, 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ, ┿すぇくぇし ╂っけさゅう-
っゃ, ]かぇゃはくぇ 〉いせくけゃぇ... う ょくっし 
しぇ ゅさなぉくぇおなす くぇ きっょううすっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 〈ったくうつっしおうはす っおうこ 
╃っすっかうくぇ ╃うきけゃぇ, ╇ゃぇく ╉ぇさぇ-
ゃぇしすっゃ, しなこさせゅぇすぇ ‶っこぇ ╉ぇかつっ-
ゃぇ, しうくなす – ′うおけかぇえ う とっさおぇすぇ 
〈ぇくは しぇ けす しせすさうく ょけ ゃっつっさ ゃ 
しすせょうけすけ う くぇゃなく しさっょ たけさぇすぇ. 

[ぇぉけすっく きけきっくす けす そうかきぇ „╉けきうく 325“. ]すっそぇく ╉ぇかつっゃ -
ぇゃすけさ う けこっさぇすけさ, う 〈けすぬけ ╋ぇさっくけゃ - そけすけゅさぇそ.
′ぇ しくうきおぇすぇ しなし ]すぇくおっ ╂さけいょぇくけゃ, きぇえしすけさ - おけきうくょあうは, ぉさうゅぇょうさ. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

7 0 3 - き ぇ 
こなさゃけおかぇしくうちう 
すさなゅゃぇす くぇ せつう
かうとっ すぇいう ゅけ
ょうくぇ ゃなゃ ゃしうつ
おう せつうかうとぇ くぇ 
す っ さ う す け さ う は す ぇ 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお. 〈っ しぇ 
し 13 こけ-きぇかおけ 
けす こなさゃけかぇちうすっ 
こさっい 2013 ゅけ
ょうくぇ. 〉つっぉくぇ
すぇ ゅけょうくぇ ゃなゃ 
ゃしうつおう せつうかう
とぇ とっ いぇこけつくっ 
くぇ 15-すう しっこ
すっきゃさう ゃ 9,00 
つぇしぇ し ういょうゅぇ
くっすけ くぇ くぇちうけ
くぇかくうは そかぇゅ. 
¨す ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお しぇ こさう
ゅけすゃうかう しこっちう
ぇかくう ょぇさけゃっ いぇ 
こなさゃけおかぇしくう
ちうすっ – おくうあ
おぇ  し ぉなかゅぇさしおう 
くぇさけょくう  こさう
おぇいおう う し かうつ
くけ こけしゃっとっくうっ 
けす おきっすぇ くぇ けぉ
とうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 
╃け 30-すう しっこ

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

64 ｠¨]っ╉  ̈╇ 』【『╅〉╅【╅》《-〈╅][《 》ぇ『╇《]╅を¨ ╇ [╅′╅〉]ぇ[

¨ぉさぇいけゃぇくうっすけ くっ きけあっ 
ょぇ っ けぉっおす くぇ こぇさすうえ

くう ぉうすおう う こぇさすうえくぇ こけかう
すうおぇ, おぇおすけ う ょぇ しっ ういこけかいゃぇ 
いぇ こさっょういぉけさくぇ おぇきこぇくうは. ╁ 
すけいう しきうしなか こけかうすうおぇすぇ しかっょ
ゃぇ ょぇ っ ゃなく けす せつうかうとっ, いぇ
はゃう ゃ ╉ぇいぇくかなお きうくうしすなさ くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ ゃ しかせあっぉくうは 
おぇぉうくっす ょけち. [せきはくぇ ╉けかぇさけ
ゃぇ. 〈は こさういけゃぇ う こけかうすうちう, う 
こさけしゃっすくうちう ょぇ しっ ゃないょなさあぇす 
けす ういおせてっくうはすぇ  こけかうすうおぇ
すぇ ょぇ ゃかういぇ ゃ せつうかうとっ うかう 
せつうかうとっすけ ょぇ しっ ういこけかいゃぇ いぇ 
こけかうすうおぇ こけょ おぇおゃぇすけ う ょぇ っ 
そけさきぇ. 〈は ういさぇいう くぇょっあょぇ 
せつっぉくうちうすっ こけ うしすけさうは くぇ 
しゃけえ さっょ ょぇ しっ ういゅけすゃはす すぇおぇ, 
つっ しなょなさあぇくうっすけ うき ょぇ くっ 
ょぇゃぇ こけゃけょう いぇ ういこけかいゃぇくっ う 
こさっょういぉけさくけ きぇくうこせかうさぇくっ.
]なゃっすなす きう っ: くっいぇゃうしうきけ 

おけえ とっ こけぉっょう くぇ ういぉけさうすっ, 
ょぇ くっ ういこけかいゃぇ せつうかうとっすけ いぇ 
こけかうすうおぇ う すけゃぇ っ こさうくちうこくぇ 
こけいうちうは, いぇはゃう きうくうしすなさなす くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ.  

╉けかぇさけゃぇ せすけつくう, つっ すけゃぇ くっ 
けいくぇつぇゃぇ せつうすっかうすっ, ょうさっおすけ
さうすっ, くぇつぇかくうちうすっ くぇ うくしこっお

すけさぇすう ょぇ くはきぇす こけかうすうつっしおう 
こけいうちうう, くけ こさういけゃぇ すけゃぇ ょぇ 
くっ しっ けすさぇいはゃぇ う ょぇ くっ いぇしはゅぇ 
こけ くうおぇおなゃ くぇつうく すはたくぇすぇ さぇ
ぉけすぇ. 

¨す くぇつぇかけすけ くぇ きぇくょぇすぇ くぇ 
しかせあっぉくうは おぇぉうくっす しぇ しきっくっ
くう くぇつぇかくうちうすっ くぇ [っゅうけくぇか

くうすっ  うくしこっおすけさぇすう こけ けぉさぇ
いけゃぇくうっすけ ゃ 》ぇしおけゃけ, ‶かけゃょうゃ 
う ]かうゃっく いぇさぇょう ゃないしすぇくけゃっ
くう けす しなょぇ こさっょうてくう くぇつぇか
くうちう. ‶さっょしすけう すぇおぇゃぇ さけおぇ

ょぇ, しかっょ しなょっぉくけ さってっくうっ, う 
ゃ ╉のしすっくょうか. ′はきぇき きけすうゃ ょぇ 
しきっくはき くぇつぇかくうちう くぇ うくしこっお
すけさぇすう, ょけぉぇゃう ╉けかぇさけゃぇ, くけ 
こさっょせこさっょう, つっ, ぇおけ ゃないくうおくっ 
こさけぉかっき, ぉう こさうしすなこうかぇ う ょけ 
すぇいう きはさおぇ. 
╉けかぇさけゃぇ けすさっつっ  うくそけさきぇ

ちううすっ, つっ うきっすけ え っ しさっょ すっいう 
きうくうしすさう, おけうすけ とっ けしすぇくぇす う 
ゃ さっょけゃくうは おぇぉうくっす しかっょ こぇさ
かぇきっくすぇさくうすっ ういぉけさう. ╋けはす 
ぇくゅぇあうきっくす っ おなき こさっいうょっくすぇ 
う しかせあっぉくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, 
くうおけえ くっ っ けぉしなあょぇか し きっく 
ょさせゅけ, いぇはゃう きうくうしすなさなす くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ.  
26 きうかうけくぇ かっゃぇ っ ょせこおぇすぇ ゃ 

ぉのょあっすぇ くぇ けぉさぇいけゃぇすっかくけすけ 
ゃっょけきしすゃけ, くけ すけいう ょっそうちうす 
くはきぇ ょぇ いぇしっゅくっ ょっかっゅうさぇくう
すっ ぉのょあっすう, ぇ ょさせゅう さぇいたけょう, 
せすけつくう きうくうしすなさ ╉けかぇさけゃぇ. 
′っょけしすうゅなす ゃ ぉのょあっすぇ とっ いぇ
しっゅくっ けしくけゃくけ  っかっおすさけくくぇすぇ 
こかぇすそけさきぇ いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, 
いぇ おけはすけ しぇ くせあくう 7 きうかうけくぇ 
かっゃぇ, くぇちうけくぇかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ 

いぇ さっきけくすうすっ う こぇさうすっ いぇ くぇ
せおぇ. 
90 しぇ ょっちぇすぇ くぇ ぉっあぇくちう せ 

くぇし, いぇこうしぇくう いぇ くけゃぇすぇ せつっぉ
くぇ ゅけょうくぇ ゃ  ぉなかゅぇさしおぇすぇ けぉ
さぇいけゃぇすっかくぇ しうしすっきぇ, おぇいぇ 
いぇき.-きうくうしすなさ ╁ぇくは ╉ぇしすさっ
ゃぇ. ╋っあょせ 400 う 1000 ぉうかう 
ょっちぇすぇ ゃ せつうかうとくぇ ゃないさぇしす, 
おけうすけ こけょかっあぇす くぇ けぉせつっくうっ ゃ 
くぇてうすっ せつうかうとぇ, くけ こさけぉかっ
きなす し けぉたゃぇとぇくっすけ うき ぉうか ゃ 
きうゅさぇちうはすぇ う さっぇかくうは すったっく 
ぉさけえ. 
〈けゃぇ こさぇおすうつっしおう くう かうてぇゃぇ 

けす ゃないきけあくけしすすぇ  ょぇ こさっょこさう
っきっき ぇょっおゃぇすくう こけかっいくう きっさ
おう, せすけつくうたぇ けす こさけしゃっすくけすけ 
きうくうしすっさしすゃけ. ]っさうけいっく ぉうか 
こさけぉかっきなす し ょっちぇすぇ-ぉっあぇくちう, 
こさうしすうゅくぇかう ゃ ╀なかゅぇさうは  ぉっい 
しっきっえしすゃぇすぇ しう, おけうすけ こさぇおすう
つっしおう けぉうおぇかはす 5 しすさぇくう. 
 ╁ しなとけすけ ゃさっきっ っょうくしすゃっ

くうはす くぇつうく いぇ うくすっゅさぇちうは くぇ 
ぉっあぇくちうすっ せ くぇし っ つさっい ょっちぇすぇ 
うき, いぇゃう きうくうしすなさ ╉けかぇさけゃぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 

すっきゃさう っ しさけおなす, ゃ おけえすけ さけょうすっかうすっ くぇ すぇいゅけょうてくうすっ こなさゃけおかぇしくうちう 
きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす いぇはゃかっくうは ゃ ょうさっおちうは „]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ” いぇ 
けすこせしおぇくっすけ くぇ っょくけおさぇすくう こけきけとう いぇ すはた. 〈けゃぇ しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” ょうさっおすけさなす くぇ  „]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ” ゃ ╉ぇいぇくかなお ╋うきぇ 
¨さぇつっゃぇ. ╃け きけきっくすぇ  こけょぇょっくうすっ きけかぉう しぇ 463, おぇすけ 112 けす すはた しぇ いぇ  
けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは, けしすぇくぇかうすっ いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ¨ぉとうはす ぉさけえ くぇ 
けすこせしくぇすうすっ こけきけとう っ 412. ¨すおぇいぇくうすっ しぇ 3.  ╋っしっち しかっょ けすこせしおぇくっすけ 
くぇ こけきけとうすっ  こさっょしすけう こさけゃっさおぇ けす しけちうぇかくうすっ さぇぉけすくうちう ょぇかう ょっ
すっすけ, いぇこうしぇくけ ゃ こなさゃう おかぇし, こけしっとぇゃぇ せつうかうとっ. ┿おけ すけゃぇ くっ っ すぇおぇ, 
しさっょしすゃぇすぇ, ゃ さぇいきっさ くぇ 250 かっゃぇ, こけょかっあぇす くぇ ゃさなとぇくっ. 

...╅『』╊〉╅]』[¨【╊
〈╅ぃ¨〉《』【『《¨【╊]¨ 
]さっょ こけつっかうすっ しさっとぇすぇ ぉはたぇ う ょさせゅう 

ぉうゃてう ょうさっおすけさう くぇ くはおけゅぇてくうは ╆ぇ
ゃけょ いぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう – ╋ぇさおけ 
╋ぇさうくけゃ, いぇきっしすくうおなす きせ ‶っくつけ ╃あせさ
おけゃ, ぉうゃてうはす ょうさっおすけさ くぇ ╇╋╋ ′っょっか
つけ ╀さぇすけっゃ う ょさ. 
] っきけちうけくぇかくけ さっすさけしこっおすうゃくけ しかけ

ゃけ さぇいつせゃしすゃぇ くはおけゅぇてくうすっ しう おけかっゅう 
こなさゃうはす おけくしすさせおすけさ くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ きっ
すぇかけさっあっとう きぇてうくう  》ぇさうすけく /》ぇさう/ 
]うきっけくけゃ. 
‶けおぇくぇ ょぇ せゃぇあぇす のぉうかっえくうは こさぇい

くうお – 90 ゅけょうくう „┿さしっくぇか” くぇ 10-すう けお
すけきゃさう, けすこさぇゃう おなき  ゃっすっさぇくうすっ-きぇ
てうくけしすさけうすっかう う しゃけう ぉうゃてう  おけかっゅう 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ, こさっょしっょぇすっか  くぇ ]╉ くぇ 
╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか”.
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¨こさっょっかっくう しけちうぇかくう 
ゅさせこう しっ こけかいゃぇす けす 

いぇおさうかぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
ょなさあぇゃぇ, すなえ おぇすけ すっ しぇ こけ-
せはいゃうきう うかう しっ くぇきうさぇす ゃ 
しこっちうそうつくけ いょさぇゃけしかけゃくけ 
しなしすけはくうっ, おけっすけ ういうしおゃぇ 
けぉとっしすゃけすけ ょぇ しっ ゅさうあう いぇ 
すはた う ょぇ うき けしうゅせさはゃぇ きうくう-
きぇかくぇ しけちうぇかくぇ こけきけと.
‶けきけとうすっ きけゅぇす ょぇ しっ さぇい-

ょっかはす くぇ ょゃっ けしくけゃくう ゅさせこう 
– しっきっえくう う しけちうぇかくう. ╁しっおう 
ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくうく, おけえすけ 
けすゅけゃぇさは くぇ いぇおけくけせしすぇくけゃっ-
くうすっ せしかけゃうは, うきぇ こさぇゃけ ょぇ 
こけかせつう そうくぇくしけゃぇ う しけちうぇか-
くぇ こけょおさっこぇ けす ょなさあぇゃぇすぇ.

]っきっえくうすっ こけきけとう  しっ けす-
こせしおぇす こさう ぉさっきっくくけしす, さぇあ-
ょぇくっ う けすゅかっあょぇくっ くぇ ょっすっ, 
くぇ かうちぇ う しっきっえしすゃぇ, おけうすけ 
けすゅけゃぇさはす くぇ しかっょくうすっ せしかけ-
ゃうは:

1. ╀さっきっくくう あっくう - ぉなかゅぇさ-
しおう ゅさぇあょぇくう;
2. ]っきっえしすゃぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう 

ゅさぇあょぇくう いぇ ょっちぇすぇ, おけうすけ 
けすゅかっあょぇす ゃ しすさぇくぇすぇ;
3. ]っきっえしすゃぇ, ゃ おけうすけ こけくっ 

っょうくうはす けす さけょうすっかうすっ っ 
ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくうく, いぇ 
ょっちぇすぇ し ぉなかゅぇさしおけ ゅさぇあ-
ょぇくしすゃけ, おけうすけ けすゅかっあょぇす ゃ 
しすさぇくぇすぇ;
4. ]っきっえしすゃぇ くぇ さけょくうくう, 

ぉかういおう うかう こさうっきくう しっきっえ-
しすゃぇ いぇ ょっちぇ, くぇしすぇくっくう こけ 
さっょぇ くぇ つか. 26 けす ╆ぇおけくぇ いぇ 
いぇおさうかぇ くぇ ょっすっすけ;
5. ╀さっきっくくう あっくう, つせあ-

ょう ゅさぇあょぇくう う しっきっえしすゃぇ 
くぇ つせあょう ゅさぇあょぇくう, おけうすけ 
こけしすけはくくけ こさっぉうゃぇゃぇす う けす-
ゅかっあょぇす ょっちぇすぇ しう ゃ しすさぇくぇ-
すぇ, ぇおけ こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ すぇ-
おうゃぇ こけきけとう っ こさっょゃうょっくけ ゃ 
ょさせゅ いぇおけく うかう ゃ きっあょせくぇ-
さけょっく ょけゅけゃけさ, こけ おけえすけ [っ-
こせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは っ しすさぇくぇ.
╁しはおぇ っょくぇ けす すっいう ゅさせこう 

こけこぇょぇ こけょ しこっちうぇかくぇすぇ いぇ-
おさうかぇ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇ-
さうは う うきぇ こさぇゃけ ょぇ こけかせつぇ-
ゃぇ くはおけかおけ ゃうょぇ そうくぇくしけゃぇ 
こけきけと:

╄ょくけおさぇすくぇ こぇさうつくぇ
こけきけと こさう ぉさっきっくくけしす – 

150 かゃ. ‶けきけとすぇ しっ ういこかぇ-
とぇ 45 ょくう こさっょう けこさっょっかっ-

くうは すっさきうく いぇ さぇあょぇくっ.
〈は しっ けすこせしおぇ, ぇおけ: 

1. ╃けたけょなす くぇ つかっく けす しっ-
きっえしすゃけすけ っ こけ-くうしなお けす 350 
かゃ. きっしっつくけ;
2. ┿おけ ぉさっきっくくぇすぇ くっ っ けしう-

ゅせさっくぇ こけ しきうしなかぇ くぇ けしうゅせ-
さうすっかくけすけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ;

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

                                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

17. 09 - ╃╉ „┿さしっくぇか”, 19:00 - ╉けくちっさす „′っ しう けすうゃぇえ, 
かはすけ” - こけこ, ょあぇい, おかぇしうおぇ し ういこなかくっくうはすぇ くぇ ¨さかうく ‶ぇゃ-
かけゃ う ╄ょっかうくぇ ╉なくっゃぇ. 

18. 09 - ╁けっくっく おかせぉ, 19:00 –„《っくけゃっ” - しこっおすぇおなか くぇ 
〈っぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ”. 

24. 09 - ╃╉ „┿さしっくぇか”, 19:00 - „╅っかっいくうはす しゃっすうかくうお” - 
しこっおすぇおなか くぇ 〈っぇすなさ  „╀なかゅぇさしおぇ ぇさきうは”. 

22. 09 - こか. „]っゃすけこけかうし”, 11:00 - 106 ゅけょうくう けす ╃っくは くぇ  
くっいぇゃうしうきけしすすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは. 

╃け 26-すう しっこすっきゃさう ゃ ╇くそけさきぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ せか. 
„╇しおさぇ” 4 こさけょなかあぇゃぇ ういかけあぉぇすぇ くぇ 【おけかぇすぇ こけ ういけぉさぇいう-
すっかくけ ういおせしすゃけ „[っくうくぇ” -  „′ぇしすさけっくうは”.

╃け 23-すう しっこすっきゃさう ゃ ╇╋ „╇しおさぇ” – ういかけあぉぇすぇ „╁なけさなあっ-
くうっ けす 1 たうか. こさ. 》さ.” - っおしこけくぇすう けす [╇╋ – 【せきっく.

〈っぇすさぇかっく しっこすっきゃさう ゃ
【うこおけゃぇすぇ おなとぇ - ╉ぇいぇくかなお:

3. ╅うゃっっ こけしすけはくくけ ゃ 
しすさぇくぇすぇ. 
┿おけ ぉさっきっくくぇすぇ あっくぇ っ 

けしうゅせさっくぇ いぇ けぉとけ いぇぉけ-
かはゃぇくっ う きぇえつうくしすゃけ, くけ 
くはきぇ くけぉたけょうきうは けしうゅせさう-
すっかっく しすぇあ いぇ こけかせつぇゃぇくっ 
くぇ けぉっいとっすっくうっ こさう ぉさっ-
きっくくけしす う きぇえつうくしすゃけ, すけ 
すけゅぇゃぇ っょくけおさぇすくぇすぇ こけきけと 
しっ ういこかぇとぇ ゃ さぇいきっさ, けこさっ-
ょっかっく こさけこけさちうけくぇかくけ くぇ 
ぉさけは くぇ ょくうすっ けす くぇつぇかけすけ 
くぇ けすこせしおぇ いぇ ぉさっきっくくけしす う 
さぇあょぇくっ, ょけ こさうょけぉうゃぇくっすけ 
くぇ くっけぉたけょうきうは けしうゅせさうすっ-
かっく しすぇあ こけ つか. 48ぇ けす ╉け-
ょっおしぇ いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさは-
ゃぇくっ, くけ いぇ くっ こけゃっつっ けす 45 
ょくう.

╄ょくけおさぇすくぇ こぇさうつくぇ
こけきけと こさう さぇあょぇくっ くぇ 

あうゃけ ょっすっ.

〈は っ さぇいかうつくぇ いぇ こけさっ-
ょくけしすすぇ くぇ ょっちぇすぇ: いぇ こなさゃけ 
- 250 かゃ. , 600 かゃ. いぇ ゃすけさけ, 
いぇ ゃしはおけ しかっょゃぇとけ こけ 200 
かゃ. ‶さう さぇあょぇくっ くぇ ぉかうい-
くぇちう, っょうく けす おけうすけ っ ゃすけさけ 
ょっすっ くぇ きぇえおぇすぇ, こけきけとすぇ 
しっ ういこかぇとぇ いぇ ゃしはおけ ょっすっ-
ぉかういくぇお ゃ さぇいきっさぇ いぇ ゃすけさけ 
ょっすっ.
‶さう すぇいう  こけきけと くっ しっ 

ゃいっきぇ こさっょゃうょ  ょけたけょなす くぇ 
しっきっえしすゃけすけ. 〉しかけゃうっすけ っ 
さけょっくけすけ ょっすっ ょぇ くっ っ くぇ-
しすぇくっくけ ゃ しこっちうぇかういうさぇくぇ 
うくしすうすせちうは.
‶さぇゃけすけ いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ 

っょくけおさぇすくぇ こけきけと ゃないくうお-
ゃぇ けす ょぇすぇすぇ くぇ さぇあょぇくっ くぇ 
ょっすっすけ, おぇすけ こけきけとすぇ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ こけうしおぇくぇ ゃ しさけお けす 
3 ゅけょうくう しかっょ すぇいう ょぇすぇ.

╄ょくけおさぇすくぇ こぇさうつくぇ 
こけきけと いぇ けすゅかっあょぇくっ くぇ 
ぉかういくぇちう ょけ くぇゃなさてゃぇくっ 

くぇ っょくぇ ゅけょうくぇ
– ょけ 1200 かゃ. いぇ ゃしはおけ 

ょっすっ.

‶けきけとすぇ しっ けすこせしおぇ くぇ 
きぇえおぇ (けしうくけゃうすっかおぇ), いぇ-
おけくっく こさっょしすぇゃうすっか くぇ ょっ-
すっすけ, しぇきけすっく ぉぇとぇ, しっきっえ-
しすゃぇ くぇ さけょくうくう, ぉかういおう 
うかう こさうっきくう しっきっえしすゃぇ こけ 
つか. 26 けす ╆ぇおけくぇ いぇ いぇおさう-
かぇ くぇ ょっすっすけ. 〈ぇいう こけきけと 
しっ けすこせしおぇ こさう しなとうすっ せし-
かけゃうは, おぇすけ こさう っょくけ あうゃけ 
さけょっくけ ょっすっ, さぇいかうおぇすぇ っ 
しぇきけ ゃ こけ-おなしうは しさけお, ゃ 
おけえすけ きけあっ ょぇ ぉなょっ こけうしおぇ-
くぇ - 1 ゅけょうくぇ. 

╄ょくけおさぇすくぇ こぇさうつくぇ
こけきけと いぇ けすゅかっあょぇくっ くぇ 
ょっすっ けす きぇえおぇ しすせょっくすおぇ 

(けしうくけゃうすっかおぇ) ょけ くぇゃなさて-
ゃぇくっ くぇ っょくぇ ゅけょうくぇ

– 2880 かゃ.
¨すこせしおぇ しっ くぇ しすせょっくすおう, 

ゃ さっょけゃくぇ そけさきぇ.

╋っしっつくう こけきけとう いぇ ょっすっ 
ょけ くぇゃなさてゃぇくっ くぇ しさっょくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, くけ くっ こけゃっつっ 
けす 20-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす – 35 
かゃ. きっしっつくけ, いぇ ゃすけさけ ょっすっ 
ゃ しっきっえしすゃけすけ – 50 かゃ., いぇ 
ゃしはおけ ょっすっ ぉかういくぇお - ゃ さぇい-
きっさ くぇ 75 かゃ.
〈っ しっ けすこせしおぇす こさう こけかけ-

あっくうっ, つっ ょけたけょなす くぇ つかっく 
けす しっきっえしすゃけすけ っ こけ-くうしなお 
うかう さぇゃっく くぇ 350 かゃ. ╃っすっすけ 

あうゃっっ こけしすけはくくけ ゃ ╀なかゅぇさうは 
う くっ っ くぇしすぇくっくけ ゃ しこっちうぇかう-
いうさぇくぇ うくしすうすせちうは. ┿おけ ょっ-
すっすけ っ し すさぇえくけ せゃさっあょぇくっ, 
せしすぇくけゃっくけ けす おけきこっすっくすくうすっ 
いょさぇゃくう けさゅぇくう, すぇいう こけきけと 
しっ こけかせつぇゃぇ, くっいぇゃうしうきけ けす 
ょけたけょぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ う っ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 100 かゃ. ╃けたけょうすっ 
しぇ ぉっい いくぇつっくうっ いぇ こけきけとすぇ 
う こさう ょっすっ-しうさぇお. 

╋っしっつくう こけきけとう いぇ
けすゅかっあょぇくっ くぇ ょっすっ ょけ 

くぇゃなさてゃぇくっ くぇ 1-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす – 100 かゃ. きっしっつくけ.

¨すこせしおぇす しっ くぇ きぇえおぇすぇ 
(けしうくけゃうすっかおぇすぇ), しぇきけすっく 
ぉぇとぇ, けしうくけゃうすっか うかう こさう-
っきくけ しっきっえしすゃけ. ╇いうしおゃぇくっ-
すけ っ ょけたけょなす くぇ つかっく けす しっ-
きっえしすゃけすけ ょぇ っ  こけ-くうしなお うかう 
さぇゃっく くぇ 350 かゃ. ╋ぇえおぇすぇ ょぇ 
くっ っ けしうゅせさっくぇ う ょぇ  くっ こけかせ-
つぇゃぇ けぉっいとっすっくうっ いぇ ぉさっきっく-
くけしす う さぇあょぇくっ. 
‶けきけとう いぇ ょっすっ し すさぇえくう 

せゃさっあょぇくうは しっ こさっょけしすぇゃはす 
ぉっい いくぇつっくうっ ょけたけょぇ くぇ しっ-
きっえしすゃけすけ ょけ くぇゃなさてゃぇくっ くぇ 
2-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす.

╄ょくけおさぇすくぇ ちっかっゃぇ こけきけと 
いぇ せつっくうちう

/こなさゃけおかぇしくうちう/
- おなき きけきっくすぇ 250 かゃ.

‶さぇゃけ くぇ くっは うきぇす しっきっえ-
しすゃぇ, つううすけ ょっちぇ しぇ いぇこうしぇくう 
いぇ こなさゃう こなす ゃ こなさゃう おかぇし ゃ 
ょなさあぇゃくけ うかう けぉとうくしおけ せつう-
かうとっ う しさっょくけきっしっつくうはす ょけ-
たけょ くぇ つかっく けす しっきっえしすゃけすけ いぇ 
こさっょたけょくうすっ 12 きっしっちぇ こさっょう 
こけょぇゃぇくっ くぇ きけかぉぇすぇ っ こけ-くう-
しなお うかう さぇゃっく くぇ 350 かゃ.

]けちうぇかくうすっ こけきけとう しぇ 
くはおけかおけ ゃうょぇ: 

『っかっゃぇ こけきけと
いぇ けすけこかっくうっ
¨すこせしおぇ しっ いぇ こっさうけょ けす こっす 

きっしっちぇ – けす 1 くけっきゃさう ょけ 31 
きぇさす.
‶さぇゃけ くぇ くっは うきぇす かうちぇすぇ 

う しっきっえしすゃぇすぇ, つううすけ しさっょ-
くけきっしっつっく ょけたけょ, こけかせつっく 
こさっい こさっょたけょくうすっ てっしす きっしっ-

ちぇ こさっょう きっしっちぇ くぇ こけょぇゃぇ-
くっ くぇ きけかぉぇすぇ-ょっおかぇさぇちうは 
っ こけ-くうしなお けす ょうそっさっくちう-
さぇくうは きうくうきぇかっく ょけたけょ いぇ 
けすけこかっくうっ. ╇きぇ う ょさせゅう せし-
かけゃうは, しゃなさいぇくう し さぇいきっさぇ 
くぇ あうかうとっすけ う つかっくけゃっすっ 
ゃ しっきっえしすゃけすけ, さぇいきっさぇ くぇ 
しこっしすはゃぇくうはすぇ くぇ つかっく けす 
しっきっえしすゃけすけ, ょけゅけゃけさう いぇ 
ょぇさっくうは う ょさ. ╊うちぇすぇ, おけう-
すけ おぇくょうょぇすしすゃぇす いぇ すぇおぇゃぇ 
こけきけと, くっ ぉうゃぇ ょぇ  こさうすっ-
あぇゃぇす しけぉしすゃっくけしす, おけはすけ 
ょぇ っ ういすけつくうお くぇ ょけたけょう. 
‶けしかっょくけすけ くっ しっ けすくぇしは いぇ 
けぉうすぇすっかうすっ くぇ しけぉしすゃっくけ 
あうかうとっ, おけゅぇすけ っ っょうくしすゃっ-
くけ う ゃ おけっすけ あうゃっっ かうちっ し 
くぇきぇかっくぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす 
し 50 うかう くぇょ 50 くぇ しすけ うかう 
すっあおけ ぉけかっく つかっく くぇ しっ-
きっえしすゃけすけ. ‶さぇゃけ くぇ すぇおぇゃぇ 
こけきけと くはきぇす かうちぇ, さっゅう-
しすさうさぇくう おぇすけ っょくけかうつくう 
すなさゅけゃちう うかう しけぉしすゃっくうちう 
くぇ おぇこうすぇか くぇ すなさゅけゃしおけ 
ょさせあっしすゃけ. ╀っいさぇぉけすくうすっ 
かうちぇ, おぇくょうょぇすしすゃぇとう いぇ 
すぇおぇゃぇ こけきけと, すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇす くぇえ-きぇかおけ てっしすきっしっつ-
くぇ さっゅうしすさぇちうは ゃ ╀のさけすけ こけ 
すさせょぇ.

╋っしっつくぇ
しけちうぇかくぇ こけきけと
‶さぇゃけ くぇ  きっしっつくぇ こけきけと 

けす ╃うさっおちうう “]けちうぇかくけ こけょ-
こけきぇゅぇくっ” うきぇす ぉっいさぇぉけすくう-
すっ かうちぇ, おけうすけ しぇ さっゅうしすさう-
さぇくう ゃ ょうさっおちううすっ - ╀のさぇ 
こけ すさせょぇ くぇえ-きぇかおけ 6 きっしっ-
ちぇ こさっょう こけょぇゃぇくっ くぇ きけか-
ぉぇすぇ いぇ しけちうぇかくぇ こけきけと う 
くっ しぇ けすおぇいゃぇかう こさっょかぇゅぇくぇ-
すぇ うき さぇぉけすぇ う ゃおかのつゃぇくっすけ 
うき ゃ おせさしけゃっ いぇ おゃぇかうそう-
おぇちうは う こさっおゃぇかうそうおぇちうは. 
╆ぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ こけきけとすぇ 
きっしっつくうはす ょけたけょ くぇ かうちっ-
すけ うかう しっきっえしすゃけすけ すさはぉゃぇ 

ょぇ っ こけ-くうしなお けす けこさっょっかっく 
ょうそっさっくちうさぇく きうくうきぇかっく 
ょけたけょ. [ぇいきっさなす くぇ こけきけとすぇ 
しっ けこさっょっかは おぇすけ さぇいかうおぇ 
きっあょせ ょうそっさっくちうさぇくうは きう-
くうきぇかっく ょけたけょ う ょけたけょうすっ 
くぇ かうちぇすぇ うかう しっきっえしすゃぇすぇ 
けす こさっょたけょくうは きっしっち. ╇きぇ う 
ょさせゅう せしかけゃうは, こけょけぉくう くぇ 
せしかけゃうはすぇ いぇ けすこせしおぇくっ くぇ 
ちっかっゃぇ こけきけと いぇ けすけこかっくうっ.
┿おけ かうちっすけ, おけっすけ おぇくょう-

ょぇすしすゃぇ いぇ すぇおぇゃぇ こけきけと, っ 
こさけょぇゃぇかけ こさっい こけしかっょくうすっ 
5 ゅけょうくう くっょゃうあうきけ うきせとっ-
しすゃけ, すけ しせきぇすぇ しかっょゃぇ ょぇ くっ 
っ こけゃっつっ けす 3900 かゃ.
  
 ╁ぇあくけ!

╀っいさぇぉけすくうすっ かうちぇ ゃ すさせ-
ょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす, おけうすけ 
こけかせつぇゃぇす きっしっつくぇ こけきけと う 
くっ しぇ ゃおかのつっくう ゃ こさけゅさぇきう-
すっ いぇ いぇっすけしす, いぇょなかあうすっかくけ 
こけかぇゅぇす けぉとっしすゃっくけこけかっいっく 
すさせょ こけ けさゅぇくういうさぇくう けす 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
こさけゅさぇきう いぇ けぉとっしすゃっくけこけ-
かっいくう ょっえくけしすう.

╄ょくけおさぇすくぇ
こぇさうつくぇ こけきけと
¨すこせしおぇ しっ いぇ いぇょけゃけかはゃぇ-

くっ くぇ うくちうょっくすくけ ゃないくうおくぇ-
かう いょさぇゃくう, けぉさぇいけゃぇすっかくう, 
おけきせくぇかくけ-ぉうすけゃう う ょさせゅう 
あういくっくけゃぇあくう こけすさっぉくけ-
しすう くぇ かうちぇすぇ う しっきっえしすゃぇ-
すぇ. ╋けあっ ょぇ しっ けすこせしおぇ っょ-
くけおさぇすくぇ こけきけと ゃっょくなあ 
ゅけょうてくけ ょけ こっすおさぇすくうは さぇい-
きっさ くぇ ゅぇさぇくすうさぇくうは きうくう-
きぇかっく ょけたけょ.
╄ょくけおさぇすくぇ こけきけと きけあっ 

ょぇ しっ けすこせしくっ う いぇ ういょぇゃぇくっ 
くぇ かうつくぇ おぇさすぇ. [ぇいきっさなす くぇ 
こけきけとすぇ しっ けこさっょっかは けす ょう-
さっおすけさぇ くぇ ょうさっおちうは „]けちう-
ぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ”.

╋っしっつくぇ
こけきけと いぇ くぇっき
‶さぇゃけ くぇ きっしっつくぇ ちっかっゃぇ 

こけきけと いぇ いぇこかぇとぇくっ くぇ くぇっき 
くぇ けぉとうくしおう あうかうとぇ こけかい-
ゃぇす かうちぇすぇ, ぇおけ くぇしすぇくうすっか-
くぇすぇ いぇこけゃっょ っ くぇ すはたくけ うきっ 
う つうえすけ ょけたけょ けす こさっょたけょくうは 
きっしっち っ ょけ 150 くぇ しすけ けす ょう-
そっさっくちうさぇくうは きうくうきぇかっく 
ょけたけょ, ぇおけ しぇ:
- ]ぇきけすくう しすぇさう たけさぇ くぇょ 

70 ゅ.;
- ]うさぇちう ょけ 25-ゅけょうてくぇ 

ゃないさぇしす, いぇゃなさてうかう しけちうぇ-
かっく せつっぉくけ-こさけそっしうけくぇかっく 
ちっくすなさ;
- ]ぇきけすくう さけょうすっかう.
‶けきけとすぇ しっ こけかせつぇゃぇ ゃしっ-

おう きっしっち こけ こけとぇすぇ しかっょ 
こさっょしすぇゃはくっ ゃ ╃うさっおちうは 
“]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ” くぇ 
そぇおすせさぇ うかう おゃうすぇくちうは いぇ 
こかぇすっく くぇっき. ]せきぇすぇ こけおさう-
ゃぇ ちっかうは さぇいきっさ くぇ くぇっきぇ 
(ぉっい すぇおしぇ しきっす).

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╇ 【かにせけねかつさあてあ いけいしけそてかさあ せあ „╅ちつかせあし“:

【ちけすあ つあ つ ちかあしせけ のあせつそうか くあ とつたかに
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 ]ぇきぇすぇ すは っ くっとけ おぇすけ きぇさ
おぇ くぇ おくうゅけたさぇくうかうとっすけ – 
いぇこけつくぇかぇ っ さぇぉけすぇ すせお こさっい 
1985-すぇ, ぇ けとっ こさっょう すけゃぇ 
– けす 1978-きぇ, しかっょ くっきしおぇすぇ 
ゅうきくぇいうは, こけしすなこゃぇ ゃ „┿さしっ
くぇか“. [ぇぉけすぇ いぇ こさっゃけょぇつう すけ
ゅぇゃぇ くはきぇかけ, くけ しすさぇしすすぇ おなき 
おくうあくけすけ は こさぇゃう しすさぇしすくぇ 
きぇてうくけこうしおぇ ゃ ╇╋╋ こさう ′っ
ょっかつけ ╀さぇすけっゃ. ‶けしかっ ]ゃっすかぇ 
しすぇゃぇ ぉうぉかうけすっおぇさ. 
„]こさぇゃけつくうお くぇ おけくしすさせおすけ

さぇ“, „]こさぇゃけつくうお くぇ すったくうおぇ-
きぇてうくけしすさけうすっか“, „╆ぇょぇつう こけ 
]なこさけきぇす“, „〈ったくうつっしおぇ ぉっいけ
こぇしくけしす“, „》うきうは“, „《ういうおぇ“, 
„╋ぇすっきぇすうつっしおう そけさきせかう“, 
„]こさぇゃけつくうお くぇ くけさきうさけゃつう
おぇ-きぇてうくけしすさけうすっか“, „′けさきう
さぇくっ くぇ さぇいたけょぇ“..., いぇゅかぇゃう
はすぇ – しすさぇてうかうとっ いぇ かぇうおぇ, 
し おけうすけ しこっちうぇかうしすうすっ しぇ くぇ 
„すう“, しっ さっょはす こけ さぇそすけゃっすっ 
くぇ いぇっきくぇすぇ う つうすぇかくはすぇ, おけう
すけ しなたさぇくはゃぇす けとっ ういょぇくうはすぇ 
けす 50-すっ う 60-すっ ゅけょうくう. ‶け 
すけゃぇ ゃさっきっ ぇさしっくぇかしおぇすぇ すった
くうつっしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ しっ こけきっ
とっゃぇ ゃ しっゅぇてくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ 
′╇〈╇, こさっい 1980-すぇ しっ しすさけう 
くけゃぇすぇ つぇしす くぇ おけさこせしぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 5 う いぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ しっ 
けそけさきは しこっちうぇかくけ きはしすけ. ╆ぇ 
くっは  しっ けすょっかは くぇえ-こさけしすけさくぇ
すぇ う しゃっすかぇ つぇしす くぇ しゅさぇょぇすぇ. 
╀うぉかうけすっおぇさうすっ しこっちうぇかくけ しぇ 
くぇしすけはゃぇかう いぇ すけゃぇ, けすぉっかはい
ゃぇ ]ゃっすかぇ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ すは 
さぇぉけすっかぇ し けとっ ょゃっ おけかっあおう, 
こけしかっ けしすぇくぇかう ょゃっ, ぇ しっゅぇ 
すは しぇきぇ しっ ゅさうあう いぇ ちっくくうは 
そけくょ, おぇおすけ う いぇ ょけしすなこぇ くぇ 
ぇさしっくぇかちう ょけ うくそけさきぇちうはすぇ 
ゃ くっゅけ. 88 さぇいょっかぇ うきぇ 〈った
くうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ くぇ „┿さ
しっくぇか“, しおけさけ っ けすおさうす う くぇえ-
くけゃうはす さぇいょっか, おけえすけ しなぉうさぇ 
かうすっさぇすせさぇすぇ いぇ くぇくけすったくけ
かけゅううすっ.
┿さしっくぇかしおぇすぇ 〈ったくうつっしおぇ 

ぉうぉかうけすっおぇ ゃかういぇ ゃ ¨すょっか 
„′ぇせつくけ-すったくうつっしおぇ うくそけさ
きぇちうは う きっあょせくぇさけょくけ しな

17 おぇいぇくかなつぇくう しぇ ゃ ょっこせ-
すぇすしおうすっ かうしすう くぇ さぇいかうつくうすっ  
こぇさすうう う おけぇかうちうう, さっゅうしすさう-
さぇくう いぇ せつぇしすうっ  ゃ ういゃなくさっょ-
くうすっ こぇさかぇきっくすぇさくう ういぉけさう 
くぇ 5-すう けおすけきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ 
いぇ 43-すけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ. 
]さっょ すはた くぇえ-きくけゅけぉさけえくけ っ 
こさうしなしすゃうっすけ うき ゃ かうしすぇすぇ くぇ 
おけぇかうちうは ╀]‶-かはゃぇ ╀なかゅぇさうは 
- 4-きぇ. ] さっぇかくう てぇくしけゃっ いぇ 
ょっこせすぇすしおぇすぇ ぉぇくおぇ っ っょうく - 
おきっすなす すさっすう きぇくょぇす くぇ しっかけ 
【っえくけゃけ ′うおけかぇえ 〈っさいうっゃ. 
] ゃないきけあくけしすう いぇ こぇさかぇきっく-
すぇ こさう ょけぉなさ ゃけす いぇ ╀]‶ っ う 
こっすうはす つけゃっお ゃ かうしすぇすぇ くぇ 
しけちうぇかうしすうすっ - くぇつぇかくうおなす 
くぇ ╇くしこっおすけさぇすぇ こけ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ ╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ, 
おけはすけ っ 5-すぇ ゃ かうしすぇすぇ. ╃させゅう-
すっ ょゃぇきぇ ゃ かうしすぇすぇ しぇ くぇ こけ-
いぇょくう こけいうちうう: ょうさっおすけさなす 
くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあうくう ゃ ゅさぇょ 
╉さなく ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ っ くぇ 
16-すぇ こけいうちうは  う ‶かぇきっく ╉ぇ-
さぇょあけゃ, おけえすけ っ 19-すう. 
〈さうきぇ おぇいぇくかなつぇくう しぇ ゃ かうし-

すぇすぇ し おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすう くぇ 
╂╄[╀. ] さっぇかくう てぇくしけゃっ いぇ 
ょっこせすぇす けす すはた っ っょうく - うくあっ-
くっさなす こけ さぇょうけっかっおすさけくうおぇ 
′っくけ ╁かぇえおけゃ. 〈けえ っ くぇ すさっすけ 
きはしすけ ゃ かうしすぇすぇ う こさぇおすうつっしおう 

すさせょくうつっしすゃけ“ こさっい 1988-きぇ, 
こけしかっ う ょけ しっゅぇ, しっ こさったゃなさかは 
ゃ ¨すょっか „〈ったくうつっしおけ さぇいゃう
すうっ“ おなき 〈ったくうつっしおぇ ょうさっお
ちうは. 
』ぇしす けす そけくょぇ しっゅぇ こさけょなか

あぇゃぇ ょぇ しっ こけこなかゃぇ けす ょぇさっ
くうは, おけうすけ ゃっつっ くぇょたゃなさかはす 
500 すけきぇ. ¨しくけゃくけ おくうゅうすっ 
すせお しっ こけさなつゃぇす ょうさっおすくけ, 
くぇ ゃさっきっすけ いぇはゃおぇすぇ しすぇゃぇかぇ 
くぇえ-つっしすけ こさっい [せしおぇすぇ おくう
あぇさくうちぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇きぇ う 
けぉきっく くぇ かうすっさぇすせさぇ し ′ぇちうけ
くぇかくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ ゃ ]けそうは, 
おぇおすけ う しなし しすけかうつくぇすぇ 『っく
すさぇかくぇ すったくけかけゅうつくぇ ぉうぉかうけ
すっおぇ, おけうすけ こさぇとぇす こけ こけさなつ
おぇ くせあくぇすぇ おくうあくうくぇ, ぇおけ うきぇ 
あっかぇっとう ょぇ こけかいゃぇす くっとけ, 
おけっすけ すせお かうこしゃぇ. „┿さしっくぇかちう 
すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす, つっ ょけしすなこなす 
ょけ くぇてぇすぇ 〈ったくうつっしおぇ ぉうぉかう
けすっおぇ っ ぇぉしけかのすくけ しゃけぉけょっく 
う っ いぇ ゃしうつおう すはた”, - くぇこけきくは  
╉ぇょうっゃぇ, おけはすけ ゃ こさぇおすうおぇすぇ 
しう しさっとぇ しかせつぇう, たけさぇすぇ ょぇ 
ゃかういぇす こかぇたけ すせお おぇすけ くぇ いぇぉ
さぇくっくけ きはしすけ. „╊うすっさぇすせさぇすぇ 
きけあっ ょぇ しっ こけかいゃぇ すせお, ゃ つう
すぇかくはすぇ, ょぇゃぇ しっ う いぇ ゃおなとう. 
】けき さぇぉけすぇすぇ ゅけ くぇかぇゅぇ, くっ しっ 
けすおぇいゃぇ ょけしすなこ”, - けぉはしくはゃぇ 
けとっ けこうすくうはす ぉうぉかうけすっおぇさ. 
]ゃっすかぇ しこけょっかは, つっ ゃなこさっおう 
きうくぇかけすけ ゃさっきっ,  こさけょなかあぇ
ゃぇす ょぇ しっ すなさしはす きくけゅけ ういょぇ
くうはすぇ けす 50-すっ う 60-すっ ゅけょうくう 
くぇ 20-う ゃっお, ぇ ぇゃすけさう おぇすけ 
┿くせさっゃ, くっ ういかういぇす くうおけゅぇ けす 
ぇおすせぇかくうは しこうしなお. ]こさぇゃけつ
くうおぇ くぇ ╃けかきぇすけゃしおう, „╋っすぇ
かけさっあっとう うくしすさせきっくすう“ くぇ 
]なぉつっゃ う „╋っすぇかけいくぇくうっ“-すけ 
くぇ ╀ぇかっゃしおう しぇ しさっょ くぇしすけか
くうすっ つっすうゃぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
きぇてうくけしすさけうすっかう ょっしっすうかっ
すうは くぇさっょ. ]さっょ つうすぇすっかうすっ 
くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ すったくうつっしおぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ しぇ う ょっちぇすぇ くぇ 
]ゃっすかぇ. ]うくなす ╃うきうすなさ っ „すった
くうつぇさ けすゃしはおなょっ“, ぇ とっさおぇすぇ 
╉ぇすは っ うおけくけきうしす. 
„╁ きうくぇかけすけ うきぇたきっ う こけゃっ

つっ かうすっさぇすせさぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう 
っいうお, しっゅぇ せくうゃっさしうすっすうすっ 
しう うきぇす しゃけう ういょぇくうは う しう ゅう 
さぇいこさけしすさぇくはゃぇす しさっょ しすせょっく
すうすっ“, けぉはしくはゃぇ ╉ぇょうっゃぇ ゃこっ
つぇすかっくうはすぇ しう けす こぇいぇさぇ くぇ 
すったくうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ せ くぇし. 
╉ぇすけ しすぇさ おくうあぇさ, すは おなすぇ 
ゃしうつおけ – う しすぇさけすけ, う くけゃけ
すけ. ‶さうぉさぇかぇ っ くぇ さぇそすけゃっすっ 
ゃ 〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ う 
そけくょぇ けす ぉうゃてぇすぇ ぉうぉかうけすっ
おぇ くぇ ╄╇『, ゃなこさっおう, つっ ゃ けゅ
さけきくぇすぇ しう つぇしす, すは っ きけさぇかくけ 
けしすぇさはかぇ.
]さっょ ぉっいちっくくうすっ そけくょけゃう 

っょうくうちう すせお っ う っょうくしすゃっく 
っおいっきこかはさ けす こさけしかけゃせすけすけ 
ういしかっょゃぇくっ くぇ ぇさしっくぇかっちぇ 
┿くょさっえ ]すぇくっゃ ╇ゃぇくけゃ-┿かっお
しうっゃ. ╇いしかっょゃぇくっすけ きせ ゃなさたせ 
こっさこっすせせき きけぉうかっ. ╇いょぇくうっすけ 
っ っょうくしすゃっくけ, しけぉしすゃっくぇ ういさぇ
ぉけすおぇ. ̈ すこっつぇすぇくけ っ ゃっさけはすくけ 
けす ぇさしっくぇかしおぇ きぇてうくけこうしおぇ, 
そけさきせかうすっ う たうきうつっしおうすっ 
しうきゃけかう しぇ ういこうしぇくう さなつくけ. 
′ぇ おけさうちぇすぇ ゃなさたせ さなつくぇすぇ 
こけょゃなさいうは っ いぇかっこっく ぉはか かうしす 
たぇさすうは し すっおしす: “┿. ]. ╇ゃぇ
くけゃ-┿かっおしうっゃ /╃ゃうゅぇすっかはす くぇ 
こさうさけょぇすぇ – ╁しっかっくぇすぇ/]けぉ
しすゃっくけ ういょぇすっかしすゃけ/“. 〉くうおぇ
すなす し ぇさしっくぇかしおけすけ こっさこっすせ
せき きけぉうかっ きっあょせ おけさうちうすっ 
っ ょぇすうさぇく くぇ 1982-さぇ. ╁ くっゅけ 
しこっちうぇかくけ っ ういこうしぇくけ: “╀なか
ゅぇさうは - ╄ょさっゃけ - ╉ぇいぇくかなお“. 
]すさぇくうちうすっ しぇ 165, けすこっつぇすぇ
くう しぇきけ けす っょくぇすぇ しすさぇくぇ くぇ 
かうしすぇ. ┿ゃすけさなす ┿くょさっえ ]すぇくっゃ 
っ くぇえ-うくすっさっしくうはす つうすぇすっか 
う しなぉっしっょくうお, おけえすけ っ うょゃぇか 
すせお, しこけきくは しう ぉうぉかうけすっおぇさはす 
くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ すったくうつぇさう 
]ゃっすかぇ ╉ぇょうっゃぇ. ′ぇょっあょうすっ 
え しぇ, つっ すせお う いぇくぇこさっょ とっ 
こさけょなかあぇゃぇす ょぇ うょゃぇす たけさぇ し 
うくすっさっしう ゃ すったくうおぇすぇ う すった
くけかけゅううすっ, いぇとけすけ うきっくくけ し 
すぇおうゃぇ しこっちうぇかうしすう そうさきぇすぇ 
きけあっ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ せしこってくけ, 
おぇおすけ ょけ しっゅぇ.   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

15.09 - 19.00 つぇしぇ - 【う-
こおけゃぇ おなとぇ - „╊ぇかせゅっさ“ 
- きけくけしこっおすぇおなか くぇ ′うおけ-
かぇえ 〉させきけゃ

20.09 - 11.00 つぇしぇ - ╋ぇか-
おぇ すっぇすさぇかくぇ さぇぉけすうかくうちぇ 
- すっぇすなさ - おけくちっさす „╉ぇきっく 
╃けくっゃ う けさおっしすなさつう“

29.09 - 19.00 つぇしぇ - „‶な-
すせゃぇくっ ゃ すっぇすさぇかくうは しゃはす 
くぇ ′うおけかぇえ 〉させきけゃ- しちっくう 
けす ういゃっしすくう しこっおすぇおかう し 
くっゅけゃけ せつぇしすうっ.

 ╆ぇ うくそけさきぇちうは: すっか. 
088 29 27 012

っ ういぉさぇく ょっこせすぇす. ]かっょゃぇとうすっ 
こけいうちうう しぇ くぇ ょけしっゅぇてくぇすぇ 
ょっこせすぇすおぇ こっょぇゅけあおぇすぇ ┿おしっ-
くうは 〈うかっゃぇ, おけはすけ っ くぇ 10-すけ 

きはしすけ う くぇ きかぇょうは こさけゅさぇきうしす 
╀けはく ╉ぇかうつおけゃ, おけえすけ っ 22-さう 
こけさっょ. 
 ╃ゃぇきぇ しぇ おぇいぇくかなておうすっ 

こさっょしすぇゃうすっかう ゃ かうしすぇすぇ くぇ 
╃‶] - ょけしっゅぇてくうはす ょっこせすぇす 
》ぇかうか ╊っすうそけゃ, おけえすけ っ ゃすけ-
さう, ゃっょくぇゅぇ しかっょ ゃけょぇつぇ すせお 
╃っかはく ‶っっゃしおう, う [うょゃぇく ╀ぇえ-
さはき ╇かはい, おけえすけ っ くぇ こけしかっょ-
くけすけ 9-すけ きはしすけ. 
 [っそけさきぇすけさしおうはす ぉかけお しなとけ 

っ いぇこうしぇか ゃ かうしすぇすぇ しう おぇいぇく-
かなておう うきっくぇ -   3-すけ きはしすけ くぇ 
′うおけかぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ, かうょっさ 
くぇ ]╃]. ¨しゃっく くっゅけ, けとっ ょゃぇ-

きぇ おぇいぇくかなつぇくう しぇ ゃ かうしすぇすぇ. 
╃ゃうあっくうっすけ くぇ こさっいうょっくすぇ  
╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ –┿╀╁ - ┿か-
すっさくぇすうゃぇ いぇ ぉなかゅぇさしおけ ╁ない-
さぇあょぇくっ, っ けすさっょうかけ 3-すけ 
きはしすけ くぇ きかぇょぇすぇ おぇいぇくかなて-
おぇ っおけかけあおぇ ╋ぇさうは ]かぇゃけゃぇ. 
‶ぇすさうけすうつくうはす そさけくす, おけえすけ 
っ おけぇかうちうは けす ′《]╀ う ╁╋[¨, 
っ ょぇか 6-すけ きはしすけ いぇ おぇいぇくかなて-
おうは うしすけさうお う こさっょしっょぇすっか 
くぇ きっしすくうすっ ゃけえゃけょう 』ぇゃょぇさ 

┿くゅっかけゃ, おけえすけ うきぇ う ぇさしっくぇか-
しおう しすぇあ ゃ すさせょけゃぇすぇ しう ぉうけ-
ゅさぇそうは. ¨とっ っょうく ぇさしっくぇかっち 
- ╂ぇかうく ╂っけさゅうっゃ, しなとけ っ しなし 
6-すけ きはしすけ ゃ おぇくょうょぇす-ょっこせ-
すぇすしおぇすぇ かうしすぇ くぇ こぇさすうはすぇ くぇ 
′うおけかぇえ ╀ぇさっおけゃ „╀なかゅぇさうは 
ぉっい ちっくいせさぇ”. ╂ぇかうく ╂っけさゅう-
っゃ っ う けぉとうくしおうはす かうょっさ くぇ 
╀╀『 ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁ かうしすう しぇ う 
かうょっさなす くぇ こぇさすうは „┿すぇおぇ” ゃ 
╉ぇいぇくかなお- ╃さぇゅけきうか ╇ゃぇくけゃ, 
おけえすけ っ すさっすう, おぇおすけ う ]すけえつけ 
』うつっおけゃ, ぉういくっしきっく, くはおけゅぇ-
てっく おぇくょうょぇす いぇ おきっす. 〈けえ っ 
ゃ かうしすぇ くぇ ′]╃╁. ] くぇえ-ょなか-
ゅう かうしすう ゃ さっゅうけくぇ, けす こけ 22-
きぇ おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすう, しぇ ょゃっ 
こぇさすうう – ╀]‶ う ╂╄[╀. 
¨ぉとけ 18 こぇさすうう う 7 おけぇかう-

ちうう さっゅうしすさうさぇたぇ しゃけう かうしすう 
ゃ [ぇえけくくぇすぇ ういぉうさぇすっかくぇ おけ-
きうしうは – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ いぇ こさっょ-
しすけはとうすっ ういぉけさう いぇ ′ぇさけょくけ 
しなぉさぇくうっ. ╁ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお けぉとうはす ぉさけえ くぇ うきぇとうすっ 
こさぇゃけ くぇ ゅかぇし くぇ 5-すう けおすけき-
ゃさう っ 70 081 ういぉうさぇすっかう.  〈っ 
とっ せこさぇあくはゃぇす こさぇゃけすけ しう くぇ 
ゅかぇし ゃ 87 ういぉけさくう しっおちうう, おぇすけ 
きっしすぇすぇ うき けしすぇゃぇす くっこさけきっくう 

けす こけしかっょくうは ゃけす こさっい きぇえ いぇ 
╄ゃさけこぇさかぇきっくす. ╁ すっいう しっおちうう 
とっ さぇぉけすはす けぉとけ 773 つかっくけゃっ 
くぇ ]╇╉.
╁ぇあくう しさけおけゃっ いぇ ういぉけさうすっ: 
 1. ╃け 14-すう しっこすっきゃさう ういぉう-

さぇすっかう し  すさぇえくう せゃさっあょぇくうは, 
おけうすけ あっかぇはす ょぇ ゅかぇしせゃぇす し 
こけょゃうあくぇ ういぉうさぇすっかくぇ せさくぇ, 
こけょぇゃぇす こうしきっくけ いぇはゃかっくうっ, 
こさうょさせあっくけ し おけこうっ くぇ ょけおせ-
きっくす けす 〈╄╊╉.
2.  ╃け 20-すう しっこすっきゃさう うい-

ぉうさぇすっかう, つううすけ こけしすけはくっく う 
くぇしすけはと ぇょさっし しぇ ゃ さぇいかうつくう 
くぇしっかっくう きっしすぇ, きけゅぇす ょぇ こけ-
うしおぇす こうしきっくけ ょぇ ぉなょぇす ゃこう-
しぇくう ゃ ういぉうさぇすっかくうは しこうしなお 
こけ くぇしすけはと ぇょさっし. 
 3. ╃け 27-きう しっこすっきゃさう  しっ けす-

しすさぇくはゃぇす くっこなかくけすう う ゅさって-
おう ゃ ういぉうさぇすっかくうすっ しこうしなちう, 
しかっょ こけょぇゃぇくっ くぇ こうしきっくけ いぇ-
はゃかっくうっ けす ゅさぇあょぇくうすっ. 
╁しうつおう すっいう こさけきっくう しっ うい-

ゃなさてゃぇす ゃ ょうさっおちうは ╂[┿¨ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. „┿か. 
╀ぇすっくぉっさゅ” わ 4 , っすぇあ 1. 
 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

[せぉさうおぇすぇ „‶さぇゃくぇ おかうくうおぇ” っ うくうちうぇすうゃぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお - ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. 

╋ぇすっさうぇかなす っ こけょゅけすゃっく けす  ′うおけか [ぇたきぇくかうっゃぇ う [ぇょけしかぇゃ ╇ゃぇくけゃ, しすせょっくすう ┶V おせさし ゃ ぃさうょうつっしおうは そぇおせかすっす くぇ 
]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす, し かのぉっいくけすけ しなょっえしすゃうっ くぇ しかせあうすっかうすっ けす ょうさっおちうは „]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ“
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╇╅〉っ - ̈ ]¨ ̈ 』【《『¨っ ′╅ ╉¨〉《′╅╇『¨, 【╅〉を¨ ̈ … ]ょ╆《╇ 
〈は ょっかう ゃさっきっすけ しう くぇ 

ょっかけゃけ う ょうくけいぇゃなさしおけ, 
ゃ ╃あせさぇしうお こぇさお. ‶なさゃけすけ, 
いぇとけすけ っ  くっけすきっくうきぇすぇ  こけ
きけとくうつおぇ くぇ ょうさっおすけさぇ こけ 
そうくぇくしけゃうすっ  ゃなこさけしう くぇ 
„┿さしっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, 
ぇ ゃすけさけすけ いぇさぇょう おせこうとぇすぇ 
ておぇそけゃっ, おけうすけ え しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ こさっしおぇつぇ, こなかくう し... 500 
ょうくけいぇゃなさぇ, おせこうとぇ すぇたすぇ
ぉう, あぇぉう, ぉせぉう, たゃなさおぇすう 
すゃぇさう. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ - けくけゃぇ, 
おけっすけ けしきうしかは しっゅぇ しゃっすなす くぇ 
7-ゅけょうてくうは え しうく 〈っけょけさ. 
╁しなとくけしす, すけえ っ ゅっさけはす くぇ 

うしすけさうはすぇ, いぇとけすけ すっいう ょくう 
ういちはかけ こなかくう ゃさっきっすけ くぇ 
╁ぇくは ]すぇくうかけゃぇ - っょくぇ けす しっ
おさっすぇさおうすっ ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっお
ちうは, ぉうゃてぇ ょなかゅけゅけょうてくぇ 
すぇくちぬけさおぇ ゃ ぇくしぇきぉなか „┿さ
しっくぇか” う しなゃしっき こさっょしすけはとぇ 
きぇきぇ くぇ こなさゃけかぇお. 
 ╃ゃぇ ょくう こさっょう しすぇさすぇ くぇ 

せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ ╁ぇくは ]すぇ
くうかけゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ くっ っ けす  
きぇえおうすっ, おけうすけ  こさっゃさなとぇす 
すさなゅゃぇくっすけ くぇ せつうかうとっ くぇ 
ょっすっすけ しう ゃ しなぉうすうっ けす しゃっ
すけゃくぇ ゃっかうつうくぇ.  ╉ぇすけ 

すうこうつっく ¨ゃっく 

しつうすぇ, つっ すけゃぇ っ つぇしす けす 
あうゃけすぇ, こさうっきぇ ゅけ おぇすけ ょぇ
ょっくけしす う ゃ  ょゃうあっくうっ. ╃くう 
こさっょう しすぇさすぇ くぇ せつっぉくぇすぇ 
ゅけょうくぇ こなさゃけかぇおなす 〈っけょけさ 
′うおけかぇっゃ 【けこけゃ うきぇ しぇきけ 
さぇくうちぇ, くけ くぇ 15-すう しっこ
すっきゃさう とっ ゅさっっ ゃ しゃっあぇすぇ 
さっょうちぇ くぇ くけゃけぉさぇくちうすっ ゃ 
¨〉 „╋ぇすう ╀けかゅぇさうは” ゃ おかぇしぇ 
くぇ ゅけしこけあぇ ╋ぇさうは ╃うきうすさけ
ゃぇ. ╁ぇくは くっ っ けす さけょうすっかう
すっ し ぉけかくう ぇきぉうちうう, おけうすけ 
くっこさっきっくくけ とっ こさけっおすうさぇ 
ゃなさたせ しうくぇ しう, くけ うしおぇ ょぇ 
うきぇ ゃさっきっ いぇ せさけちう こけ さう
しせゃぇくっ, くぇ おぇおゃうすけ ゃっつっ こけ
さぇしくぇかうはす え しうく っ ぉうか う いぇ
さぇょう つうえすけ すぇかぇくす うきぇ ゃっつっ 
う くぇゅさぇょう. ‶けしかっょくぇすぇ っ けす 
すぇいゅけょうてくうは ′ぇちうけくぇかっく 
おけくおせさし „′ぇしかっょくうちう くぇ 
╃っつおけ 〉いせくけゃ”. 
¨しゃっく いぇ さうしせゃぇくっ, ╁ぇくは 

う しこなすくうおなす ゃ あうゃけすぇ え すっ
たくけかけゅなす けす ╆ぇゃけょ 5 ′うおけ
かぇえ 【けこけゃ しっ くぇょはゃぇす ょぇ 
いぇこうてぇす しうくぇ しう う くぇ こかせ
ゃぇくっ. ¨しゃっく いぇょなかあうすっかくぇ
すぇ いぇくうきぇかくは, し おけはすけ 〈っ
けょけさ くはきぇ ょぇ しっ さぇいきうくっ. 
╉ぇすけ すうこうつくけ ぉなかゅぇさしおけ しっ
きっえしすゃけ, し ぉぇぉう う ょはょけゃちう 
くぇ さぇいしすけはくうっ, 

》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

╇ 【かにせけねかつさあてあ いけいしけそてかさあ せあ „╅ちつかせあし“:

И защото щастието често се промъква
през врата, която не подозираш, 

че  си оставил отворена…                                                                                                                            
За прекрасните  златни години на 

математичката
Лина Узунова

желаем: 
 Да се множат  отворените неподозирани 

порти, през които да наднича с цялото  си 
очарование омайникът Живот,

 Да се роят прозорците, през които да струи 
Щастието, да прелива Късметът и да влиза 

Любовта! 
 За още много години, пълни с  вдъхновение!

 Наздраве! 
 6-ти септември 2014 година

‶けゃっつっ けす 32 200 すけきぇ こぇいう 
〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ くぇ 
„┿さしっくぇか“. „〈けゃぇ っ くぇえ-ぉけゅぇ-
すぇすぇ すったくうつっしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお“, おぇいゃぇ しすけこぇくおぇすぇ 
くぇ おくうゅけたさぇくうかうとっすけ ]ゃっすかぇ 
╉ぇょうっゃぇ. ╄あっょくっゃくけ すせお うょ-
ゃぇす きっあょせ 10 う 15 ぇさしっくぇか-
ちう. “′っ しぇ すけかおけゃぇ きくけゅけ, くけ 
うょゃぇす, つっすぇす. 〈っいう, おけうすけ しぇ 
しゃうおくぇかう, いくぇはす おぇお しっ さぇぉけすう 
し おぇさすけすっおぇすぇ う そけくょぇ, ぇ おけえ-
すけ くっ っ くぇはしくけ, ぇい しなき くぇしさっ-
とぇ“, けぉはしくはゃぇ ぉうぉかうけすっおぇさ-
おぇすぇ, おけはすけ こけしさっとぇ くぇょ 500 
つうすぇすっかう – しこっちうぇかうしすう-すった-
くうつぇさう. ╀うぉかうけすっおぇすぇ っ けしくけ-
ゃぇくぇ こさっい 1960-すぇ ゅけょうくぇ, くけ 
ゃ くっえくうは そけくょ うきぇ おくうゅう けとっ 
けす こさっょう すけゃぇ – けす 50-すっ う 40-
すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお. ̈ ゅ-
さけきくぇすぇ つぇしす – っょくぇ つっすゃなさす  
けす くぇかうつくけしすすぇ くぇ ぉうぉかうけすっ-
おぇすぇ, おなょっすけ ぇさしっくぇかちう こけ-
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╁ぇくは う ′うおけかぇえ
とっ しっ けこさぇゃはす けしくけゃくけ

しぇきう し せつっくうおぇ. 

′ぇ ぉぇぉう とっ さぇいつうすぇす しぇきけ 
ゃ おさぇっく しかせつぇえ. ╉ぇすけ いぇ くぇ
つぇかけ, ゃ こなさゃうすっ ょくう しっおさっ
すぇさおぇすぇ ]すぇくうかけゃぇ  とっ こさう
すうつゃぇ ゃ けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ, 
ょけおぇすけ けすゃけさはす せつうかうとくうは 
しすけか. ‶けしかっ こけしすっこっくくけ こなさ
ゃけかぇおなす え とっ しゃうおゃぇ う しぇき 

ょぇ たけょう くぇ せつうかうとっ. ╇い
ぉさぇかう ちっくすさぇかくけすけ せつうかうとっ 
いぇさぇょう くぇえ- こさっおうは こなす おなき 
おなとう. ]ぇきうはす 

〈っけょけさ, しうきこぇすうつくけ う 
かのぉけいくぇすっかくけ ょっすっ, 

っ  さぇいぉうさぇっきけ こけ-さぇいゃなか
くせゃぇく けす きぇえおぇ しう. ′っ しっ 
こさうすっしくはゃぇ けす せつうかうとっすけ. 
′ぇこさけすうゃ: うきぇ しう ょけさう きっつすぇ 
- ょぇ こけかせつぇゃぇ きくけゅけ てっしすう
ちう, ゅけしこけあぇすぇ ょぇ っ きうかぇ う ょぇ 
くっ きせ しっ おぇさぇす, おぇおすけ ゃ せつう
かうとっ, すぇおぇ う せ ょけきぇ. 
 ‶けしかっょくけすけ っ ゅぇさぇくすうさぇくけ, 

くけ くっ しなゃしっき - けしけぉっくけ, ぇおけ 
いぇくっきぇさう こなさゃけかぇおなす せさけちう
すっ, おぇすっゅけさうつくぇ っ ╁ぇくは. ╉ぇい
ゃぇ, つっ くっ っ う けす けくっいう きぇえおう 
くぇ こなさゃけかぇちう, おけうすけ ょなさあぇす 
くっこさっきっくくけ ょっすっすけ うき こさっょう 
こなさゃう おかぇし ょぇ きけあっ ょぇ つっすっ う 
しきはすぇ. 〈っけ こけいくぇゃぇ ぉせおゃうすっ う 
ちうそさうすっ, くけ ゃしっ けとっ くっ きけあっ 
ょぇ つっすっ う しきはすぇ. 〈さはぉゃぇ ょぇ 
きせ っ うくすっさっしくけ ゃ せつうかうとっすけ, 
おぇいゃぇ きぇえおぇ きせ. ╋ぇかつせゅぇくなす 

え くはきぇ こさうはすっかつっすぇ けす ゅさぇ
ょうくぇすぇ ゃ くけゃうは おかぇし, くけ いぇ 
しきっすおぇ くぇ すけゃぇ うきぇ きくけゅけ すぇ
おうゃぇ ゃ しなしっょくうすっ. 
]ぇきうはす 〈っけ けつぇおゃぇ し ゃなか

くっくうっ こなさゃうは せつっぉっく ょっく う 
しさっとぇすぇ しう し せつうすっかおぇすぇ う 
しなせつっくうちうすっ. ╊のぉけこうすくけ きせ 
っ う おぇお さけょうすっかうすっ きせ とっ しっ 
くぇゅういょはす いぇ こさぇいくうおぇ. ╉ぇすけ 
すうこうつくぇ ╁っいくぇ, 7-ゅけょうてくうはす 
きぇかつせゅぇく くっ っ つせあょ くぇ しせっ
すぇすぇ. ¨ぉうつかうゃけ う きうかけいかうゃけ 
ょっすっ っ, おぇいゃぇ きぇえおぇ きせ, ょけ
おぇすけ  ぉなょっとうはす こなさゃけかぇお うい
たさぇくゃぇ し おさけぇしぇく おけすおぇ し おせこ 
おけすっすぇ ゃ ぉかういけしす  ょけ ょけきぇ. ╆ぇ 

しすさぇしすすぇ くぇ きぇかつせゅぇくぇ おなき 
あうゃけすくうすっ ╁ぇくは ]すぇくうかけゃぇ 
きけあっ ょぇ さぇいおぇいゃぇ きくけゅけ: しぇ
きうはす  すけえ しなとけ. ╆くぇっ くぇういせしす 
こけつすう ゃしうつおう うきっくぇ くぇ 500-
すっ しう ょうくけいぇゃなさぇ ゃおなとう, 
きなつくけ こさけういくけしうきう いぇ つけゃっお 
し こけ-ゅけかはきけ ╄╂′. ╂けさゅけいぇ
ゃなさ, ]すっすけいぇゃなさ, ╃うくけいぇゃなさ, 
╇くちうしうゃけいぇゃなさ, ╄かぇいきけすっせき, 
╉けいっくうしすうはす きぇきせす , ]ぇぉかっ
いなぉ すうゅなさ, ╉さっこしすけさ くけしけさけゅ 

しぇ しぇきけ つぇしす けす しかけあくうは いけ
けこぇさお, おけえすけ ゃしはおぇ ゃっつっさ けし
きうしかは ゃさっきっすけ きせ う しないょぇゃぇ 
っきけちうう くぇ さけょうすっかうすっ きせ. 

]ゃけっけぉさぇいくうはす
╃あせさぇしうお

こぇさお っ しすぇくぇか
つぇしす けす ょけきぇ 

くぇ しっきっえしすゃけすけ, ゃ こぇおっす あっ
かぇくうっすけ くぇ 〈っけょけさ ょぇ うきぇ 
うしすうくしおぇ いきうは, おけはすけ いぇ うい
ゃっしすくけ ゃさっきっ ゃけょうかぇ すうたぇ 
ゃけえくぇ し ╁ぇくは ]すぇくうかけゃぇ: 
きぇかつせゅぇくなす すさはぉゃぇかけ ょぇ うい
ぉっさっ – うかう きぇきぇ, うかう いきうはすぇ. 

╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ う ょゃぇきぇすぇ 
ょけきぇてくう かのぉうきちう けしすぇくぇかう 
せ ょけきぇ, いぇとけすけ かのぉけゃすぇ くっ 
しっ ょっかう, しこけょっかは し ゃっょさけ
すけ しう つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ ╁ぇくは 
]すぇくうかけゃぇ. 
]ぇきぇすぇ すは っ こけしゃっすうかぇ くぇ 

„┿さしっくぇか” ゃっつっ 28 ゅけょうくう. 
╆ぇこけつくぇかぇ ゃっょくぇゅぇ, しかっょ おぇすけ 
いぇゃなさてうかぇ ]‶〈〉 こけ きぇてうくけ
しすさけっくっ  „《さうょさうた ╄くゅっかし”. 
‶なさゃけすけ え さぇぉけすくけ きはしすけ っ 
『っくすさぇかくけ しおかぇょけゃけ しすけこぇく
しすゃけ, ぇ こけしかっ ╂かぇゃくぇ ょうさっお
ちうは. ]っゅぇ こけきぇゅぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ うおけくけきうつっしおうは – ╉けしすぇ
ょうくけゃ. 》ぇさっしゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう, 
くぇきうさぇ は いぇ うくすっさっしくぇ う こさっ
ょういゃうおぇすっかくぇ. ╇ こさっい せき くっ え 
きうくぇゃぇかけ ょぇ いぇきっくう こけさすぇかぇ 
くぇ „┿さしっくぇか”. ′っ しぇきけ いぇさぇょう 
くぇすさせこぇくうすっ ゅけょうくう すぇくちけゃぇ 
っきけちうは すせお.
 
╀うかぇ っ かうつくぇ すぇくちぬけさおぇ
ゃ ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”. 

╃なかゅう ゅけょうくう. ¨こうすぇかぇ ょけさう 
し おけかっゅう くぇ つぇしすくう くぇつぇかぇ 
こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╃うきう
すなさ ╋うくおけゃ, くはおけゅぇてっく ょう
さっおすけさ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか”. ′ぇ 
っょくう うき こさけゃなさゃはかけ ゃ くぇつう
くぇくうっすけ, くぇ ょさせゅう くっ, いぇすけゃぇ 
こなお ╁ぇくは こさけょなかあぇゃぇ う しっゅぇ し 
あっかぇくうっ ょぇ すぇくちせゃぇ. ╁うくぇゅう, 
おけゅぇすけ うきぇ ゃないきけあくけしす.  
′け すぇくちけゃぇすぇ え っきけちうは ぉかっょ

くっっ こさっょ ょさせゅぇすぇ え, こさけこかぇ
おぇかぇ  くぇ 8-きう けおすけきゃさう 2007 
ゅけょうくぇ. 〈っけょけさ. ╄ょうくしすゃっくう
はす え しうく, おけえすけ しぇき しう ういぉさぇか 
ょぇすぇ いぇ しさっとぇ しなし しゃっすぇ, くぇ
こせお くぇ ゅけかっきうすっ しきっすおう う うい
つうしかっくうは くぇ さけょうすっかうすっ しう. 
╆ぇ すぇいう こけさぇしくぇかぇ 7-ゅけょうて

くぇ っきけちうは う いぇ くっえくうは せつうかう
とっく こさけとなこせかくうお ╁ぇくは ]すぇ
くうかけゃぇ とっ こけつっさこう. ]かっょ ょゃぇ 
ょくう. 
╆ぇ ょぇ ゃなさゃう こけ ゃけょぇ くぇせおぇ

すぇ くぇ させしけおけしうは え ぇくゅっか う ょぇ 
しぉなょくっ ょっくは, ゃ おけえすけ とっ けす
おさうっ ょうくけいぇゃなさぇ - ]すっおけかけゃ, 
おけえすけ しぇき しう っ ういきうしかうか. 
〈ぇえくぇ, くけ しこけょっかっくぇ きっつすぇ 
けす きぇえおぇ う しうく. 
‶さけゃっさうかぇ しなき ゃ っくちうおかけ

こっょううすっ, くはきぇ すぇおなゃ. ′け うし
おさっくけ きせ あっかぇは ょぇ ゅけ けすおさうっ, 
ゃ しすぇっくう けす ゃなかくっくうっ しなかいう, 
せょぇゃっくう ゃ おなしけすけ しかなくちっ くぇ 
しっこすっきゃさう, しこけょっかは ╁ぇくは. 
╄ょくぇ ぇさしっくぇかしおぇ きぇえおぇ, ぉけ
ゅぇすぇ し うしすけさうう いぇ ょうくけいぇゃさう, 
すぇくちう う かのぉけゃ. ‶けしかっょくけすけ 
こけ きくけゅけ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

こなかゃぇす すったくうつっしおうすっ しう いくぇ-
くうは, っ しこさぇゃけつくぇ かうすっさぇすせさぇ. 
70 % けす かうすっさぇすせさぇすぇ っ くぇ 
させしおう っいうお. 〈けゃぇ ゃ ういゃっしすくぇ 
しすっこっく いぇすさせょくはゃぇ きかぇょうすっ 

たけさぇ, おけうすけ すなさしはす ういょぇくうは 
くぇ ぇくゅかうえしおう っいうお, けぉはしくは-
ゃぇ ]ゃっすかぇ. ╇きっくくけ いぇさぇょう 
すぇいう こけすさっぉくけしす けす ぇょっおゃぇす-
くけしす ゃ しなゃさっきっくうすっ せしかけゃうは, 

さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“ 
┿╃ こけこなかゃぇ そけくょぇ けす おくう-
ゅう う こっさうけょうつくうすっ ういょぇくうは 
くぇ ぇくゅかうえしおう っいうお. ╃っしっすおう 
くけゃう しこうしぇくうは けす さぇいかうつくう 

しすさぇくう こけ しゃっすぇ こさけょなかあぇゃぇす 
ょぇ こさうしすうゅぇす すせお, いぇ ょぇ きけ-
ゅぇす ぇさしっくぇかちう ょぇ しっ こけかいゃぇす 
けす すはた ゃ さぇぉけすぇすぇ しう. ┿ぉけくぇ-
きっくすなす いぇ しこっちうぇかういうさぇくうすっ 

【╊]╊╇¨′¨《〉╊『ぇ【 [╅]ぁ╊╇
╉ぇすけ しなょさせあくうお っ こさうゃかっつっく ╃けくつけ [ぇこぇかけゃ, おけえすけ ゃなゃ ゃさっきっすけ こけっきぇ けぉいけさくけすけ ょうさっおすくけ 

ょゃせつぇしけゃけ う こけゃっつっ こっすなつくけ こさっょぇゃぇくっ – „7 ょくう ╉ぇいぇくかなお“. 〈っかっゃういうはすぇ しすぇゃぇ きっょうは くぇ おぇ-
いぇくかなつぇくう う くっえくうはす うょっっく „ぉぇとぇ“ ╉. ╃うきけゃ ゃ しこけきっくうすっ しう 20 ゅけょうくう こけ-おなしくけ おぇいゃぇ: “〈ぇおぇ 
〈╁ - ╉ぇいぇくかなお すさなゅくぇ ょぇ ゃなさてう さぇぉけすぇ くぇ たけさぇすぇ“. 
╁ すけこかうくぇすぇ くぇ しこけきくはとけすけ しっ ゃさっきっ しっゅぇ 〈っかっゃういうけくっさ わ1 くっ うしおぇ ょぇ おけきっくすうさぇ きっょうえ-

くぇすぇ しさっょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くけ っ はしくけ, つっ くっ きせ ょけこぇょぇ: くぇ ╉ぇかつっゃ きせ かうこしゃぇ こさけそっしうけくぇかういきなす, 
すさなこおぇすぇ ゃ けぉっおすうゃぇ, すけつくうはす ょうぇゅけくぇか, しゃっすかうくぇすぇ う しはくおぇすぇ くぇ くっとぇすぇ, ょさぇきぇすせさゅうはすぇ くぇ 
うしすうくしおうは あうゃけす - きぇゅうはすぇ, おけはすけ こさぇゃう うしすうくしおう そうかき  けす こさけしすけ くぇくういぇくうすっ っょうく しかっょ ょさせゅ 
24 おぇょなさぇ ゃ しっおせくょぇ.  
╉ぇいぇくぇすけ ょけ すせお いぇ ]すっそぇく ╉ぇかつっゃ しなとけ くはきぇ おぇお ょぇ しゅかけぉう ちっかうは そうかき くぇ くっゅけゃうは あうゃけす. 

╋けあっ ぉう しっ っ こけかせつうか こさけしすけ っょうく しすけこ-おぇょなさ - こぇさつっ けす たうかはょうすっ きっすさう かっくすう, ゃ おけうすけ ╉ぇか-
つっゃ っ けしすぇゃうか くっゃうょうきけ しっぉっ しう. ′はおけう けす すはた かっおけきうしかっくけ ぇゃすけさなす っ こさっょぇか くぇ ぉっいけすゅけゃけさくう 
„ぇさたうゃぇさう“, おけうすけ しぇ こけゅせぉうかう くっとぇすぇ, ょさせゅう っ いぇこぇいうか かうつくけ. ╉けえ いくぇっ – きけあっ っょうく ょっく くはおけえ 
くぇたなしぇく おぇすけ くっゅけ っくすせしうぇしす ょぇ こさっさけゃう し せしきうゃおぇ けしすぇくぇかけすけ, ゃ すなさしっくっ くぇ うしすうくぇすぇ いぇ くぇてっ-
すけ ゃさっきっ, おぇおすけ きかぇょうはす ]すっそぇく くはおけゅぇ さけゃう こさぇたぇ うい しすぇさぇすぇ „╇しおさぇ“, いぇ ょぇ けすおさうゃぇ きっあょせ 
さっょけゃっすっ ょさぇきぇすせさゅうはすぇ くぇ あうゃけすぇ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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]なゃしっき くけゃぇ 90-きうくせすくぇ こさけゅさぇきぇ しぇ こけょ-
ゅけすゃうかう いぇ すせさくっすけ しう すぇいう ゅけょうくぇ ぇさしっくぇか-
しおうすっ すぇくちぬけさう. 〈っ とっ こけおぇあぇす くぇ ゅけしすうすっ くぇ 
そっしすうゃぇかぇ きせいうおぇかくけ-こっゃつっしおう すぇくちけゃう おぇさ-
すうくう けす すさぇょうちうけくくうは あうゃけす くぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ 
きうくぇかけすけ. ′ぇ こさぇおすうおぇ, ゃ こっしくうすっ う すぇくちうすっ 
くぇ ぇさしっくぇかちう, おけうすけ とっ ぉなょぇす つぇしす けす はこけく-
しおぇすぇ こさけゅさぇきぇ, こさうしなしすゃぇす ゃしうつおう ぉなかゅぇさしおう 
っすくけゅさぇそしおう けぉかぇしすう. ╋けきう う っさゅっくう, うゅさう 
う いぇおぇつおう ゃ  すうこうつくけすけ くぇてっくしおけ くぇさけょくけ 
ゃっしっかうっ とっ けあうゃっはす こさっょ こけゅかっょぇ くぇ はこけく-
しおぇすぇ こせぉかうおぇ ゃ ういおせしすゃけすけ くぇ きかぇょっあうすっ けす 
ぇさしっくぇかしおうは ぇくしぇきぉなか. ╉さぇしけすぇすぇ くぇ きなあおうは 
すさぇおうえしおう すぇくち, おさぇえょせくぇゃしおうすっ たけさぇ, ゃっ-
すさっくしおうすっ っさゅっくう, こさぇいくうつくぇすぇ させしつせおかうえしおぇ, 
こうさうくしおけすけ こっっくっ, ぇえょっきうさちう とっ さぇょゃぇす ぇいう-
ぇすちうすっ ゃなゃ 《せおけけおぇ. 〉つぇしすうっすけ くぇ そっしすうゃぇかぇ 
ゃ ゅさ. ╋せくぇおぇすぇ, こさけゃうくちうは 《せおけけおぇ,  っ しな-
つっすぇくけ けす くはおけかおけ ゅけょうくう う しなし しっこすっきゃさうえ-
しおう おけくちっさすくう ういこなかくっくうは くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
すぇくちぬけさう ゃなゃ 《せおせはきぇ. ╁ こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ 
しなすさせょくうつっしすゃけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお し ぅこけくうは きぇえ-
しおうはす ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ ぉってっ ゃすけさう こけゃけょ いぇ 
おぇいぇくかなておけ こさうしなしすゃうっ ゃ ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさは-
ゃぇとけすけ しかなくちっ, くけ くぇこけしかっょなお しなぉうすうはすぇ けす 
ょゃっすっ こなすせゃぇくうは しっ けぉっょうくはゃぇす ゃ っょくけ – こさっい 
しっこすっきゃさう. ‶さうつうくぇすぇ っ ゃ ょぇかっつくけすけ さぇいしすけは-
くうっ きっあょせ ょゃっすっ しすさぇくう, けぉはしくはゃぇ ]すけはくけゃ.  
]さっとう う ゃっつっさう し おきっすけゃっすっ くぇ 《せおけけおぇ う 

《せおせはきぇ, こけしっとっくうは ゃ はこけくしおう せつうかうとぇ, ゅけし-
すせゃぇくうは くぇ はこけくしおう ょっちぇ こさう ぉなかゅぇさしおうすっ 

╆ぇ 18-すう こけさっょっく こなす ゃ おぇ-
いぇくかなておう さっしすけさぇくす しさっ-

とぇ しう ょぇょけたぇ ゃっすっさぇくう-きぇ-
てうくけしすさけうすっかう けす „┿さしっくぇか”, 
しなゅさぇあょぇかう きぇてうくけしすさけうすっか-
くうは いぇゃけょ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 60-すっ 
ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお, つうえすけ 
こさうっきくうお ょくっし っ ╆ぇゃけょ 5.  〈っ 
しっ しなぉさぇたぇ, いぇ ょぇ こけつっすぇす こけ 
すさぇょうちうは う ╃っくは くぇ きぇてうくけ-
しすさけうすっかは.
╃ぇ しっ こさっぉさけはす, ょぇ しなこさっあう-

ゃっはす けすくけゃけ きうかう しこけきっくう, ょぇ 
つせはす くけゃうくうすっ けおけかけ かのぉうきけ-
すけ こさっょこさうはすうっ, ょぇ しっ ゃうょはす. 
′ぇ っょくぇ きぇしぇ しっょくぇたぇ ぉう-

ゃてう ょうさっおすけさう, おけくしすさせおすけ-
さう, すったくけかけいう, けぉうおくけゃっくう 
さぇぉけすくうちう-きぇてうくけしすさけうすっかう, 
くぇ つううすけ さぇきっくっ くはおけゅぇ しっ っ 
おさっこうか „┿さしっくぇか” う ぉっい つうえすけ 
すさせょ ょくっし そうさきぇすぇ くっ ぉう ぉうかぇ 
すぇいう. 
]さっょ くぇえ-さぇいゃなかくせゃぇくうすっ 

ぉはたぇ ょゃぇきぇ けす けさゅぇくういぇすけさうすっ 
くぇ しさっとぇすぇ, こけしゃっすうかう こけ 35 
ゅけょうくう けす  すさせょけゃうは しう こなす くぇ 
╆ぇゃけょ 5 う くぇ „┿さしっくぇか” - すっ-
たくけかけゅなす ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ う 
おけくしすさせおすけさなす ╈けさょぇく ]すけっく-
つけゃしおう. 
╃ゃぇきぇすぇ くっ しょなさあぇたぇ しなか-

いうすっ しう けす っきけちうけくぇかくぇすぇ  

すぇくちぬけさう, こけいうさぇくっ こさっょ きっしすくう たせょけあ-
くうちう, しっきうくぇさう ゃ いぇかう いぇ ぉけえくう ういおせしすゃぇ, 
せつぇしすうっ ゃ ╄しっくっく こさぇいくうお ゃ ‶けさちっかぇくけゃうは 
こぇさお ┿さうすぇ しぇ しぇきけ つぇしす けす しなぉうすうはすぇ けす 
しなこなすしすゃぇとぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
すぇくちけゃぇ ょっかっゅぇちうは ゃ ぅこけくうは. 
[っゃの くぇ おけしすのきう けす ぉなかゅぇさしおうすっ っすくけゅ-

さぇそしおう けぉかぇしすう っ ょさせゅうはす „ゅゃけいょっえ“ ゃ こさけ-
ゅさぇきぇすぇ, ょけきぇおうくしすゃぇくぇ けす ╉ぇいぇくかなお, しうき-
ゃけかうつくけ こさっょしすぇゃっく けす 『ぇさうちぇ [けいぇ おぇすけ 
こぇすさけく くぇ しなぉうすうっすけ ゃ かうちっすけ くぇ [っくっすぇ 
╉けかっゃぇ.
【うさけおけ きっょうえくけ けすさぇいはゃぇくっ う すっかっゃういう-

けくくう さっこけさすぇあう う すぇいう ゅけょうくぇ とっ しぇ つぇしす 
けす ぉなかゅぇさしおけすけ こさうしなしすゃうっ くぇ そっしすうゃぇかぇ ゃ 
ゅさ. ╋せくぇおぇすぇ. ╉くうゅう けす „┿さしっくぇか“ ┿╃, おせ-
こうとぇ ぉなかゅぇさしおう しせゃっくうさう,  さけいけゃう こさけょせ-
おすう う ぇかぉせきう , こさっょしすぇゃはとう ╀なかゅぇさうは, っ 
こさうゅけすゃうか ぇさしっくぇかしおうはす こさっょしすぇゃうすっかっく 
そけかおかけさっく おけかっおすうゃ いぇ はこけくしおうすっ しう こさう-
はすっかう. ′ぇえ-ゅけかっきうはす こけょぇさなお いぇ すはた すぇいう 
ゅけょうくぇ っ くけゃぇすぇ こっしっく, しこっちうぇかくけ こけょゅけす-
ゃっくぇ いぇ すせさくっすけ. 〈っおしすなす っ くぇ 》さうしすけ ]すけ-
はくけゃ, きせいうおぇすぇ っ けす そけかおかけさくぇすぇ けぉかぇしす 
╋ぇおっょけくうは. 〈っおしすなす, こけ ょせきうすっ くぇ ]すけは-
くけゃ, っ こけしかぇくうっ いぇ こさうはすっかしすゃけ う ゃはさくけしす, 
ぉかぇゅけょぇさくけしす おなき はこけくしおうすっ こぇさすくぬけさう う 
ょけきぇおうくう. ‶っしっくすぇ しっ おぇいゃぇ „〈う“ う とっ しっ 
ういこなかくはゃぇ ゃ こさっゃけょ くぇ はこけくしおう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 6 けすぉけさぇ けす ╉ぇいぇくかなお, 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さぇい-

かうつくう うくしすうすせちうう う そうさ-
きう, とっ せつぇしすゃぇす ゃなゃ ╁すけさうは 
きっあょせそうさきっく すせさくうさ こけ 
そせすぉけか, おけえすけ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
けさゅぇくういうさぇ. 〈せさくうさなす っ こけし-
ゃっすっく くぇ 90-ゅけょうてくうは のぉう-
かっえ う そうさきっく こさぇいくうお くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ. 
¨すぉけさうすっ, おけうすけ とっ せつぇしす-

ゃぇす, しぇ: そせすぉけかくうすっ すうきけゃっ 
くぇ „╉ぇこさけくう”┿╃, しぉけさっく けす-
ぉけさ くぇ 61-ゃぇ ╋ったぇくういうさぇくぇ 
]すさはきしおぇ ぉさうゅぇょぇ- こけょっ-
かっくうっ ╉ぇいぇくかなお, ╋╁[- ╉ぇ-
いぇくかなお, し ょゃぇ けすぉけさぇ とっ 
せつぇしすゃぇ おぇぉっかっく けこっさぇすけさ  
„╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” う こさっょ-
しすぇゃうすっかっく けすぉけさ „┿さしっ-
くぇか”. ‶なさゃうはす きぇつ けす すせさくう-
さぇ っ くぇ 23-すう しっこすっきゃさう くぇ 
しすぇょうけく”┿さしっくぇか”. ′ぇつぇかけすけ 
くぇ しさっとぇすぇ っ けす 17,30 つぇしぇ, 
おぇすけ とっ しっ うゅさぇっ くぇ きぇかおう 
ゃさぇすうつおう, しなし しなしすぇゃ くぇ けす-
ぉけさうすっ けす 6+1. 
《うくぇかなす くぇ すせさくうさぇ  っ くぇ

‶けさぇょう せゃっかうつぇゃぇくっ けぉっきぇ くぇ さぇぉけすぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ くぇ-
ぉうさぇ さぇぉけすくうちう いぇ ょなかゅけしさけつっく ぇくゅぇあうきっくす くぇ すさせょけゃ 

ょけゅけゃけさ いぇ しかっょくうすっ こさけそっしうう:
•	 けこっさぇすけさう くぇ こさっしぇ きっすぇか;
•	 きけくすぇあくうちう ぉけっこさうこぇしう;
•	 てかけしっさう;
•	 けこっさぇすけさう くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう し 『‶〉;
•	 くぇしすさけえつうちう.  
╆ぇ こけいうちううすっ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす う こっくしうけくっさう し けこうす 

う しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか”. [ぇぉけすう しっ くぇ 8-つぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく, さっ-
ょけゃくぇ しきはくぇ う くぇ しきっくう.  
╆ぇ こけいうちううすっ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす たけさぇ しなし しさっょくけ う こけ-

くうしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ.  
¨しうゅせさっく っ ぉっいこかぇすっく すさぇくしこけさす いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 4 

– こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ けす くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ さぇえけくぇ: ╉ぇいぇく-
かなお, ¨ゃけとくうお, 』っさゅぇくけゃけ, ╉さなく, ╄くうくぇ, ╃せくぇゃちう, ╉けこさうくおぇ 
う ╋なゅかうあ. 
╉ぇくょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇす くっけぉたけょうきうは おけきこかっおす ょけ-

おせきっくすう けす ゅうてっ „‶さけこせしおう”, ちっくすさぇかっく こけさすぇか, ゃしっおう さぇぉけ-
すっく ょっく けす 08.00 ょけ 16.30 つぇしぇ. ‶さっょぇゃぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすうすっ 
けぉさぇすくけ しすぇゃぇ くぇ しなとけすけ きはしすけ. ]こさぇゃおう う うくそけさきぇちうは: けす-
ょっか „╉ぇょさう”, すっか: 0431/63133

だß　çí

‶さけゅさぇきぇ

3-すう けおすけきゃさう . ╄すけ う ちはかぇすぇ こさけゅさぇきぇ  くぇ ╋っあょせそうさきっくうは 
すせさくうさ こけ そせすぉけか. 

 ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく
ういょぇくうは いぇ けさなあうっ っ しっさうけ-
いっく さぇいたけょ, くはおけう けす しこうしぇ-
くうはすぇ しすさせゃぇす しすけすうちう ょけかぇ-
さう ゅけょうてくけ, くけ ぉっい ぇおすせぇかくぇ 
うくそけさきぇちうは くはきぇ おぇお ょぇ しっ 
さぇいゃうゃぇす おぇょさうすっ, けぉはしくはゃぇ 
ぉうぉかうけすっおぇさおぇすぇ. ‶けょぉけさなす 
くぇ ういょぇくうはすぇ しっ こさぇゃう し こけきけ-
とすぇ くぇ さっしけさくうは すったくうつっしおう 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ – うくあ. 
》さうしすけ ]すさっておけゃ. ]なゃしっき 
くぇしおけさけ, くぇこさうきっさ, そけくょなす 
くぇ 〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
しっ けぉけゅぇすはゃぇ し ちっくくけすけ ういょぇ-
くうっ – おかぇしうおぇ ゃ きぇてうくけしすさけっ-
くっすけ – おせかすけゃうはす ]こさぇゃけつくうお 
くぇ ┿くせさっゃ ゃ すさう すけきぇ. ‶さうょけ-
ぉうゃぇくっすけ きせ しすさせゃぇ しすけすうちう 
かっゃけゃっ, いぇとけすけ くぇこけしかっょなお 
させしおぇすぇ かうすっさぇすせさぇ っ ういおかの-
つうすっかくけ しおなこぇ, けぉはしくはゃぇ けとっ 
しすけこぇくおぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ すったくうつっしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ. 
′けゃぇすぇ させしおぇ ╄くちうおかけこっょうは 

„╋ぇてうくけしすさけっくっ“, おけはすけ しっ 
ゃうあょぇ くぇ さぇそすぇ, うきぇ おけさうつ-
くぇ ちっくぇ けす 89 かゃ. ╄あっょくっゃくけ 
ゃ 〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
うょゃぇす うくあっくっさう, すったくけかけいう, 
おけくしすさせおすけさう, しすせょっくすう, さぇ-
ぉけすくうちう, きぇえしすけさう... ′はおけう けす 
すはた さぇぉけすはす しなし しこさぇゃけつくうすっ 
ういょぇくうは こけしすけはくくけ. 』ぇしす けす 
しこさぇゃけつくうちうすっ しぇ しっ こさっゃなさ-
くぇかう ゃ くっとけ おぇすけ くぇしすけかくぇ 
おくうゅぇ, し おけはすけ っあっょくっゃくけ しっ 
しゃっさはゃぇ すけつくけしすすぇ くぇ すったくう-
つっしおぇすぇ さぇぉけすぇ 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. „╁うあょぇかぇ 
しなき たけさぇ, おけうすけ こさう こっくしう-
けくうさぇくっ うょゃぇす すせお ょぇ ういょぇゃぇす 
しこさぇゃけつくうちうすっ しう – しすぇさぇすっか-
くけ こけょゃなさいぇくう う こぇいっくう ゅけょう-
くう くぇさっょ“, しこけょっかは ぉうぉかうけすっ-
おぇさはす… 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

しさっとぇ. ′っ しおさうたぇ う ぉけかおぇすぇ しう, つっ し ゅけょうくうすっ しすぇゃぇす ゃしっ 
こけ-きぇかおけ. ╁ くぇつぇかけすけ しっ しなぉうさぇかう こけ 130 ゃっすっさぇくう, くぇ すぇい-
ゅけょうてくぇすぇ しさっとぇ しっ しなぉさぇたぇ… こけかけゃうくぇすぇ. 
╁っすっさぇくうすっ こけかせつうたぇ う しこっちうぇかくけ こさうゃっすしすゃうっ けす ういこなか-

くうすっかくうは  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. ]なし 
いぇょぇつぇすぇ ょぇ ゅけ こけょくっしっ ぉっ くぇすけゃぇさっく うくあ. ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 
ょうさっおすけさ „〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ”, ぉうゃて 
ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

Организатори на срещата
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╇╅〉っ - ̈ ]¨ ̈ 』【《『¨っ ′╅ ╉¨〉《′╅╇『¨, 【╅〉を¨ ̈ … ]ょ╆《╇ 
〈は ょっかう ゃさっきっすけ しう くぇ 

ょっかけゃけ う ょうくけいぇゃなさしおけ, 
ゃ ╃あせさぇしうお こぇさお. ‶なさゃけすけ, 
いぇとけすけ っ  くっけすきっくうきぇすぇ  こけ-
きけとくうつおぇ くぇ ょうさっおすけさぇ こけ 
そうくぇくしけゃうすっ  ゃなこさけしう くぇ 
„┿さしっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, 
ぇ ゃすけさけすけ いぇさぇょう おせこうとぇすぇ 
ておぇそけゃっ, おけうすけ え しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ こさっしおぇつぇ, こなかくう し... 500 
ょうくけいぇゃなさぇ, おせこうとぇ すぇたすぇ-
ぉう, あぇぉう, ぉせぉう, たゃなさおぇすう 
すゃぇさう. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ - けくけゃぇ, 
おけっすけ けしきうしかは しっゅぇ しゃっすなす くぇ 
7-ゅけょうてくうは え しうく 〈っけょけさ. 
╁しなとくけしす, すけえ っ ゅっさけはす くぇ 

うしすけさうはすぇ, いぇとけすけ すっいう ょくう 
ういちはかけ こなかくう ゃさっきっすけ くぇ 
╁ぇくは ]すぇくうかけゃぇ - っょくぇ けす しっ-
おさっすぇさおうすっ ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっお-
ちうは, ぉうゃてぇ ょなかゅけゅけょうてくぇ 
すぇくちぬけさおぇ ゃ ぇくしぇきぉなか „┿さ-
しっくぇか” う しなゃしっき こさっょしすけはとぇ 
きぇきぇ くぇ こなさゃけかぇお. 
 ╃ゃぇ ょくう こさっょう しすぇさすぇ くぇ 

せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ ╁ぇくは ]すぇ-
くうかけゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ くっ っ けす  
きぇえおうすっ, おけうすけ  こさっゃさなとぇす 
すさなゅゃぇくっすけ くぇ せつうかうとっ くぇ 
ょっすっすけ しう ゃ しなぉうすうっ けす しゃっ-
すけゃくぇ ゃっかうつうくぇ.  ╉ぇすけ 

すうこうつっく ¨ゃっく 

しつうすぇ, つっ すけゃぇ っ つぇしす けす 
あうゃけすぇ, こさうっきぇ ゅけ おぇすけ ょぇ-
ょっくけしす う ゃ  ょゃうあっくうっ. ╃くう 
こさっょう しすぇさすぇ くぇ せつっぉくぇすぇ 
ゅけょうくぇ こなさゃけかぇおなす 〈っけょけさ 
′うおけかぇっゃ 【けこけゃ うきぇ しぇきけ 
さぇくうちぇ, くけ くぇ 15-すう しっこ-
すっきゃさう とっ ゅさっっ ゃ しゃっあぇすぇ 
さっょうちぇ くぇ くけゃけぉさぇくちうすっ ゃ 
¨〉 „╋ぇすう ╀けかゅぇさうは” ゃ おかぇしぇ 
くぇ ゅけしこけあぇ ╋ぇさうは ╃うきうすさけ-
ゃぇ. ╁ぇくは くっ っ けす さけょうすっかう-
すっ し ぉけかくう ぇきぉうちうう, おけうすけ 
くっこさっきっくくけ とっ こさけっおすうさぇ 
ゃなさたせ しうくぇ しう, くけ うしおぇ ょぇ 
うきぇ ゃさっきっ いぇ せさけちう こけ さう-
しせゃぇくっ, くぇ おぇおゃうすけ ゃっつっ こけ-
さぇしくぇかうはす え しうく っ ぉうか う いぇ-
さぇょう つうえすけ すぇかぇくす うきぇ ゃっつっ 
う くぇゅさぇょう. ‶けしかっょくぇすぇ っ けす 
すぇいゅけょうてくうは ′ぇちうけくぇかっく 
おけくおせさし „′ぇしかっょくうちう くぇ 
╃っつおけ 〉いせくけゃ”. 
¨しゃっく いぇ さうしせゃぇくっ, ╁ぇくは 

う しこなすくうおなす ゃ あうゃけすぇ え すっ-
たくけかけゅなす けす ╆ぇゃけょ 5 ′うおけ-
かぇえ 【けこけゃ しっ くぇょはゃぇす ょぇ 
いぇこうてぇす しうくぇ しう う くぇ こかせ-
ゃぇくっ. ¨しゃっく いぇょなかあうすっかくぇ-
すぇ いぇくうきぇかくは, し おけはすけ 〈っ-
けょけさ くはきぇ ょぇ しっ さぇいきうくっ. 
╉ぇすけ すうこうつくけ ぉなかゅぇさしおけ しっ-
きっえしすゃけ, し ぉぇぉう う ょはょけゃちう 
くぇ さぇいしすけはくうっ, 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
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╇ 【かにせけねかつさあてあ いけいしけそてかさあ せあ „╅ちつかせあし“:

‶けゃっつっ けす 32 200 すけきぇ こぇいう 
〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ くぇ 
„┿さしっくぇか“. „〈けゃぇ っ くぇえ-ぉけゅぇ-
すぇすぇ すったくうつっしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお“, おぇいゃぇ しすけこぇくおぇすぇ 
くぇ おくうゅけたさぇくうかうとっすけ ]ゃっすかぇ 
╉ぇょうっゃぇ. ╄あっょくっゃくけ すせお うょ-
ゃぇす きっあょせ 10 う 15 ぇさしっくぇか-
ちう. “′っ しぇ すけかおけゃぇ きくけゅけ, くけ 
うょゃぇす, つっすぇす. 〈っいう, おけうすけ しぇ 
しゃうおくぇかう, いくぇはす おぇお しっ さぇぉけすう 
し おぇさすけすっおぇすぇ う そけくょぇ, ぇ おけえ-
すけ くっ っ くぇはしくけ, ぇい しなき くぇしさっ-
とぇ“, けぉはしくはゃぇ ぉうぉかうけすっおぇさ-
おぇすぇ, おけはすけ こけしさっとぇ くぇょ 500 
つうすぇすっかう – しこっちうぇかうしすう-すった-
くうつぇさう. ╀うぉかうけすっおぇすぇ っ けしくけ-
ゃぇくぇ こさっい 1960-すぇ ゅけょうくぇ, くけ 
ゃ くっえくうは そけくょ うきぇ おくうゅう けとっ 
けす こさっょう すけゃぇ – けす 50-すっ う 40-
すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお. ̈ ゅ-
さけきくぇすぇ つぇしす – っょくぇ つっすゃなさす  
けす くぇかうつくけしすすぇ くぇ ぉうぉかうけすっ-
おぇすぇ, おなょっすけ ぇさしっくぇかちう こけ-
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╁ぇくは う ′うおけかぇえ
とっ しっ けこさぇゃはす けしくけゃくけ

しぇきう し せつっくうおぇ. 

′ぇ ぉぇぉう とっ さぇいつうすぇす しぇきけ 
ゃ おさぇっく しかせつぇえ. ╉ぇすけ いぇ くぇ-
つぇかけ, ゃ こなさゃうすっ ょくう しっおさっ-
すぇさおぇすぇ ]すぇくうかけゃぇ  とっ こさう-
すうつゃぇ ゃ けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ, 
ょけおぇすけ けすゃけさはす せつうかうとくうは 
しすけか. ‶けしかっ こけしすっこっくくけ こなさ-
ゃけかぇおなす え とっ しゃうおゃぇ う しぇき 

ょぇ たけょう くぇ せつうかうとっ. ╇い-
ぉさぇかう ちっくすさぇかくけすけ せつうかうとっ 
いぇさぇょう くぇえ- こさっおうは こなす おなき 
おなとう. ]ぇきうはす 

〈っけょけさ, しうきこぇすうつくけ う 
かのぉけいくぇすっかくけ ょっすっ, 

っ  さぇいぉうさぇっきけ こけ-さぇいゃなか-
くせゃぇく けす きぇえおぇ しう. ′っ しっ 
こさうすっしくはゃぇ けす せつうかうとっすけ. 
′ぇこさけすうゃ: うきぇ しう ょけさう きっつすぇ 
- ょぇ こけかせつぇゃぇ きくけゅけ てっしすう-
ちう, ゅけしこけあぇすぇ ょぇ っ きうかぇ う ょぇ 
くっ きせ しっ おぇさぇす, おぇおすけ ゃ せつう-
かうとっ, すぇおぇ う せ ょけきぇ. 
 ‶けしかっょくけすけ っ ゅぇさぇくすうさぇくけ, 

くけ くっ しなゃしっき - けしけぉっくけ, ぇおけ 
いぇくっきぇさう こなさゃけかぇおなす せさけちう-
すっ, おぇすっゅけさうつくぇ っ ╁ぇくは. ╉ぇい-
ゃぇ, つっ くっ っ う けす けくっいう きぇえおう 
くぇ こなさゃけかぇちう, おけうすけ ょなさあぇす 
くっこさっきっくくけ ょっすっすけ うき こさっょう 
こなさゃう おかぇし ょぇ きけあっ ょぇ つっすっ う 
しきはすぇ. 〈っけ こけいくぇゃぇ ぉせおゃうすっ う 
ちうそさうすっ, くけ ゃしっ けとっ くっ きけあっ 
ょぇ つっすっ う しきはすぇ. 〈さはぉゃぇ ょぇ 
きせ っ うくすっさっしくけ ゃ せつうかうとっすけ, 
おぇいゃぇ きぇえおぇ きせ. ╋ぇかつせゅぇくなす 

え くはきぇ こさうはすっかつっすぇ けす ゅさぇ-
ょうくぇすぇ ゃ くけゃうは おかぇし, くけ いぇ 
しきっすおぇ くぇ すけゃぇ うきぇ きくけゅけ すぇ-
おうゃぇ ゃ しなしっょくうすっ. 
]ぇきうはす 〈っけ けつぇおゃぇ し ゃなか-

くっくうっ こなさゃうは せつっぉっく ょっく う 
しさっとぇすぇ しう し せつうすっかおぇすぇ う 
しなせつっくうちうすっ. ╊のぉけこうすくけ きせ 
っ う おぇお さけょうすっかうすっ きせ とっ しっ 
くぇゅういょはす いぇ こさぇいくうおぇ. ╉ぇすけ 
すうこうつくぇ ╁っいくぇ, 7-ゅけょうてくうはす 
きぇかつせゅぇく くっ っ つせあょ くぇ しせっ-
すぇすぇ. ¨ぉうつかうゃけ う きうかけいかうゃけ 
ょっすっ っ, おぇいゃぇ きぇえおぇ きせ, ょけ-
おぇすけ  ぉなょっとうはす こなさゃけかぇお うい-
たさぇくゃぇ し おさけぇしぇく おけすおぇ し おせこ 
おけすっすぇ ゃ ぉかういけしす  ょけ ょけきぇ. ╆ぇ 

しすさぇしすすぇ くぇ きぇかつせゅぇくぇ おなき 
あうゃけすくうすっ ╁ぇくは ]すぇくうかけゃぇ 
きけあっ ょぇ さぇいおぇいゃぇ きくけゅけ: しぇ-
きうはす  すけえ しなとけ. ╆くぇっ くぇういせしす 
こけつすう ゃしうつおう うきっくぇ くぇ 500-
すっ しう ょうくけいぇゃなさぇ ゃおなとう, 
きなつくけ こさけういくけしうきう いぇ つけゃっお 
し こけ-ゅけかはきけ ╄╂′. ╂けさゅけいぇ-
ゃなさ, ]すっすけいぇゃなさ, ╃うくけいぇゃなさ, 
╇くちうしうゃけいぇゃなさ, ╄かぇいきけすっせき, 
╉けいっくうしすうはす きぇきせす , ]ぇぉかっ-
いなぉ すうゅなさ, ╉さっこしすけさ くけしけさけゅ 

しぇ しぇきけ つぇしす けす しかけあくうは いけ-
けこぇさお, おけえすけ ゃしはおぇ ゃっつっさ けし-
きうしかは ゃさっきっすけ きせ う しないょぇゃぇ 
っきけちうう くぇ さけょうすっかうすっ きせ. 

]ゃけっけぉさぇいくうはす
╃あせさぇしうお

こぇさお っ しすぇくぇか
つぇしす けす ょけきぇ 

くぇ しっきっえしすゃけすけ, ゃ こぇおっす あっ-
かぇくうっすけ くぇ 〈っけょけさ ょぇ うきぇ 
うしすうくしおぇ いきうは, おけはすけ いぇ うい-
ゃっしすくけ ゃさっきっ ゃけょうかぇ すうたぇ 
ゃけえくぇ し ╁ぇくは ]すぇくうかけゃぇ: 
きぇかつせゅぇくなす すさはぉゃぇかけ ょぇ うい-
ぉっさっ – うかう きぇきぇ, うかう いきうはすぇ. 

╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ う ょゃぇきぇすぇ 
ょけきぇてくう かのぉうきちう けしすぇくぇかう 
せ ょけきぇ, いぇとけすけ かのぉけゃすぇ くっ 
しっ ょっかう, しこけょっかは し ゃっょさけ-
すけ しう つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ ╁ぇくは 
]すぇくうかけゃぇ. 
]ぇきぇすぇ すは っ こけしゃっすうかぇ くぇ 

„┿さしっくぇか” ゃっつっ 28 ゅけょうくう. 
╆ぇこけつくぇかぇ ゃっょくぇゅぇ, しかっょ おぇすけ 
いぇゃなさてうかぇ ]‶〈〉 こけ きぇてうくけ-
しすさけっくっ  „《さうょさうた ╄くゅっかし”. 
‶なさゃけすけ え さぇぉけすくけ きはしすけ っ 
『っくすさぇかくけ しおかぇょけゃけ しすけこぇく-
しすゃけ, ぇ こけしかっ ╂かぇゃくぇ ょうさっお-
ちうは. ]っゅぇ こけきぇゅぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ うおけくけきうつっしおうは – ╉けしすぇ-
ょうくけゃ. 》ぇさっしゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう, 
くぇきうさぇ は いぇ うくすっさっしくぇ う こさっ-
ょういゃうおぇすっかくぇ. ╇ こさっい せき くっ え 
きうくぇゃぇかけ ょぇ いぇきっくう こけさすぇかぇ 
くぇ „┿さしっくぇか”. ′っ しぇきけ いぇさぇょう 
くぇすさせこぇくうすっ ゅけょうくう すぇくちけゃぇ 
っきけちうは すせお.
 
╀うかぇ っ かうつくぇ すぇくちぬけさおぇ
ゃ ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”. 

╃なかゅう ゅけょうくう. ¨こうすぇかぇ ょけさう 
し おけかっゅう くぇ つぇしすくう くぇつぇかぇ 
こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╃うきう-
すなさ ╋うくおけゃ, くはおけゅぇてっく ょう-
さっおすけさ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか”. ′ぇ 
っょくう うき こさけゃなさゃはかけ ゃ くぇつう-
くぇくうっすけ, くぇ ょさせゅう くっ, いぇすけゃぇ 
こなお ╁ぇくは こさけょなかあぇゃぇ う しっゅぇ し 
あっかぇくうっ ょぇ すぇくちせゃぇ. ╁うくぇゅう, 
おけゅぇすけ うきぇ ゃないきけあくけしす.  
′け すぇくちけゃぇすぇ え っきけちうは ぉかっょ-

くっっ こさっょ ょさせゅぇすぇ え, こさけこかぇ-
おぇかぇ  くぇ 8-きう けおすけきゃさう 2007 
ゅけょうくぇ. 〈っけょけさ. ╄ょうくしすゃっくう-
はす え しうく, おけえすけ しぇき しう ういぉさぇか 
ょぇすぇ いぇ しさっとぇ しなし しゃっすぇ, くぇ-
こせお くぇ ゅけかっきうすっ しきっすおう う うい-
つうしかっくうは くぇ さけょうすっかうすっ しう. 
╆ぇ すぇいう こけさぇしくぇかぇ 7-ゅけょうて-

くぇ っきけちうは う いぇ くっえくうは せつうかう-
とっく こさけとなこせかくうお ╁ぇくは ]すぇ-
くうかけゃぇ とっ こけつっさこう. ]かっょ ょゃぇ 
ょくう. 
╆ぇ ょぇ ゃなさゃう こけ ゃけょぇ くぇせおぇ-

すぇ くぇ させしけおけしうは え ぇくゅっか う ょぇ 
しぉなょくっ ょっくは, ゃ おけえすけ とっ けす-
おさうっ ょうくけいぇゃなさぇ - ]すっおけかけゃ, 
おけえすけ しぇき しう っ ういきうしかうか. 
〈ぇえくぇ, くけ しこけょっかっくぇ きっつすぇ 
けす きぇえおぇ う しうく. 
‶さけゃっさうかぇ しなき ゃ っくちうおかけ-

こっょううすっ, くはきぇ すぇおなゃ. ′け うし-
おさっくけ きせ あっかぇは ょぇ ゅけ けすおさうっ, 
ゃ しすぇっくう けす ゃなかくっくうっ しなかいう, 
せょぇゃっくう ゃ おなしけすけ しかなくちっ くぇ 
しっこすっきゃさう, しこけょっかは ╁ぇくは. 
╄ょくぇ ぇさしっくぇかしおぇ きぇえおぇ, ぉけ-
ゅぇすぇ し うしすけさうう いぇ ょうくけいぇゃさう, 
すぇくちう う かのぉけゃ. ‶けしかっょくけすけ 
こけ きくけゅけ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

こなかゃぇす すったくうつっしおうすっ しう いくぇ-
くうは, っ しこさぇゃけつくぇ かうすっさぇすせさぇ. 
70 % けす かうすっさぇすせさぇすぇ っ くぇ 
させしおう っいうお. 〈けゃぇ ゃ ういゃっしすくぇ 
しすっこっく いぇすさせょくはゃぇ きかぇょうすっ 

たけさぇ, おけうすけ すなさしはす ういょぇくうは 
くぇ ぇくゅかうえしおう っいうお, けぉはしくは-
ゃぇ ]ゃっすかぇ. ╇きっくくけ いぇさぇょう 
すぇいう こけすさっぉくけしす けす ぇょっおゃぇす-
くけしす ゃ しなゃさっきっくうすっ せしかけゃうは, 

さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“ 
┿╃ こけこなかゃぇ そけくょぇ けす おくう-
ゅう う こっさうけょうつくうすっ ういょぇくうは 
くぇ ぇくゅかうえしおう っいうお. ╃っしっすおう 
くけゃう しこうしぇくうは けす さぇいかうつくう 

しすさぇくう こけ しゃっすぇ こさけょなかあぇゃぇす 
ょぇ こさうしすうゅぇす すせお, いぇ ょぇ きけ-
ゅぇす ぇさしっくぇかちう ょぇ しっ こけかいゃぇす 
けす すはた ゃ さぇぉけすぇすぇ しう. ┿ぉけくぇ-
きっくすなす いぇ しこっちうぇかういうさぇくうすっ 

【╊]╊╇¨′¨《〉╊『ぇ【 [╅]ぁ╊╇
╉ぇすけ しなょさせあくうお っ こさうゃかっつっく ╃けくつけ [ぇこぇかけゃ, おけえすけ ゃなゃ ゃさっきっすけ こけっきぇ けぉいけさくけすけ ょうさっおすくけ 

ょゃせつぇしけゃけ う こけゃっつっ こっすなつくけ こさっょぇゃぇくっ – „7 ょくう ╉ぇいぇくかなお“. 〈っかっゃういうはすぇ しすぇゃぇ きっょうは くぇ おぇ
いぇくかなつぇくう う くっえくうはす うょっっく „ぉぇとぇ“ ╉. ╃うきけゃ ゃ しこけきっくうすっ しう 20 ゅけょうくう こけ-おなしくけ おぇいゃぇ: “〈ぇおぇ 
〈╁ - ╉ぇいぇくかなお すさなゅくぇ ょぇ ゃなさてう さぇぉけすぇ くぇ たけさぇすぇ“. 
╁ すけこかうくぇすぇ くぇ しこけきくはとけすけ しっ ゃさっきっ しっゅぇ 〈っかっゃういうけくっさ わ1 くっ うしおぇ ょぇ おけきっくすうさぇ きっょうえ

くぇすぇ しさっょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くけ っ はしくけ, つっ くっ きせ ょけこぇょぇ: くぇ ╉ぇかつっゃ きせ かうこしゃぇ こさけそっしうけくぇかういきなす, 
すさなこおぇすぇ ゃ けぉっおすうゃぇ, すけつくうはす ょうぇゅけくぇか, しゃっすかうくぇすぇ う しはくおぇすぇ くぇ くっとぇすぇ, ょさぇきぇすせさゅうはすぇ くぇ 
うしすうくしおうは あうゃけす - きぇゅうはすぇ, おけはすけ こさぇゃう うしすうくしおう そうかき  けす こさけしすけ くぇくういぇくうすっ っょうく しかっょ ょさせゅ 
24 おぇょなさぇ ゃ しっおせくょぇ.  
╉ぇいぇくぇすけ ょけ すせお いぇ ]すっそぇく ╉ぇかつっゃ しなとけ くはきぇ おぇお ょぇ しゅかけぉう ちっかうは そうかき くぇ くっゅけゃうは あうゃけす. 

╋けあっ ぉう しっ っ こけかせつうか こさけしすけ っょうく しすけこ-おぇょなさ - こぇさつっ けす たうかはょうすっ きっすさう かっくすう, ゃ おけうすけ ╉ぇか
つっゃ っ けしすぇゃうか くっゃうょうきけ しっぉっ しう. ′はおけう けす すはた かっおけきうしかっくけ ぇゃすけさなす っ こさっょぇか くぇ ぉっいけすゅけゃけさくう 
„ぇさたうゃぇさう“, おけうすけ しぇ こけゅせぉうかう くっとぇすぇ, ょさせゅう っ いぇこぇいうか かうつくけ. ╉けえ いくぇっ – きけあっ っょうく ょっく くはおけえ 
くぇたなしぇく おぇすけ くっゅけ っくすせしうぇしす ょぇ こさっさけゃう し せしきうゃおぇ けしすぇくぇかけすけ, ゃ すなさしっくっ くぇ うしすうくぇすぇ いぇ くぇてっ
すけ ゃさっきっ, おぇおすけ きかぇょうはす ]すっそぇく くはおけゅぇ さけゃう こさぇたぇ うい しすぇさぇすぇ „╇しおさぇ“, いぇ ょぇ けすおさうゃぇ きっあょせ 
さっょけゃっすっ ょさぇきぇすせさゅうはすぇ くぇ あうゃけすぇ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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]なゃしっき くけゃぇ 90-きうくせすくぇ こさけゅさぇきぇ しぇ こけょ
ゅけすゃうかう いぇ すせさくっすけ しう すぇいう ゅけょうくぇ ぇさしっくぇか
しおうすっ すぇくちぬけさう. 〈っ とっ こけおぇあぇす くぇ ゅけしすうすっ くぇ 
そっしすうゃぇかぇ きせいうおぇかくけ-こっゃつっしおう すぇくちけゃう おぇさ
すうくう けす すさぇょうちうけくくうは あうゃけす くぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ 
きうくぇかけすけ. ′ぇ こさぇおすうおぇ, ゃ こっしくうすっ う すぇくちうすっ 
くぇ ぇさしっくぇかちう, おけうすけ とっ ぉなょぇす つぇしす けす はこけく
しおぇすぇ こさけゅさぇきぇ, こさうしなしすゃぇす ゃしうつおう ぉなかゅぇさしおう 
っすくけゅさぇそしおう けぉかぇしすう. ╋けきう う っさゅっくう, うゅさう 
う いぇおぇつおう ゃ  すうこうつくけすけ くぇてっくしおけ くぇさけょくけ 
ゃっしっかうっ とっ けあうゃっはす こさっょ こけゅかっょぇ くぇ はこけく
しおぇすぇ こせぉかうおぇ ゃ ういおせしすゃけすけ くぇ きかぇょっあうすっ けす 
ぇさしっくぇかしおうは ぇくしぇきぉなか. ╉さぇしけすぇすぇ くぇ きなあおうは 
すさぇおうえしおう すぇくち, おさぇえょせくぇゃしおうすっ たけさぇ, ゃっ
すさっくしおうすっ っさゅっくう, こさぇいくうつくぇすぇ させしつせおかうえしおぇ, 
こうさうくしおけすけ こっっくっ, ぇえょっきうさちう とっ さぇょゃぇす ぇいう
ぇすちうすっ ゃなゃ 《せおけけおぇ. 〉つぇしすうっすけ くぇ そっしすうゃぇかぇ 
ゃ ゅさ. ╋せくぇおぇすぇ, こさけゃうくちうは 《せおけけおぇ,  っ しな
つっすぇくけ けす くはおけかおけ ゅけょうくう う しなし しっこすっきゃさうえ
しおう おけくちっさすくう ういこなかくっくうは くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
すぇくちぬけさう ゃなゃ 《せおせはきぇ. ╁ こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ 
しなすさせょくうつっしすゃけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお し ぅこけくうは きぇえ
しおうはす ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ ぉってっ ゃすけさう こけゃけょ いぇ 
おぇいぇくかなておけ こさうしなしすゃうっ ゃ ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさは
ゃぇとけすけ しかなくちっ, くけ くぇこけしかっょなお しなぉうすうはすぇ けす 
ょゃっすっ こなすせゃぇくうは しっ けぉっょうくはゃぇす ゃ っょくけ – こさっい 
しっこすっきゃさう. ‶さうつうくぇすぇ っ ゃ ょぇかっつくけすけ さぇいしすけは
くうっ きっあょせ ょゃっすっ しすさぇくう, けぉはしくはゃぇ ]すけはくけゃ.  
]さっとう う ゃっつっさう し おきっすけゃっすっ くぇ 《せおけけおぇ う 

《せおせはきぇ, こけしっとっくうは ゃ はこけくしおう せつうかうとぇ, ゅけし
すせゃぇくうは くぇ はこけくしおう ょっちぇ こさう ぉなかゅぇさしおうすっ 

╆ぇ 18-すう こけさっょっく こなす ゃ おぇ
いぇくかなておう さっしすけさぇくす しさっ

とぇ しう ょぇょけたぇ ゃっすっさぇくう-きぇ
てうくけしすさけうすっかう けす „┿さしっくぇか”, 
しなゅさぇあょぇかう きぇてうくけしすさけうすっか
くうは いぇゃけょ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 60-すっ 
ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお, つうえすけ 
こさうっきくうお ょくっし っ ╆ぇゃけょ 5.  〈っ 
しっ しなぉさぇたぇ, いぇ ょぇ こけつっすぇす こけ 
すさぇょうちうは う ╃っくは くぇ きぇてうくけ
しすさけうすっかは.
╃ぇ しっ こさっぉさけはす, ょぇ しなこさっあう

ゃっはす けすくけゃけ きうかう しこけきっくう, ょぇ 
つせはす くけゃうくうすっ けおけかけ かのぉうきけ
すけ こさっょこさうはすうっ, ょぇ しっ ゃうょはす. 
′ぇ っょくぇ きぇしぇ しっょくぇたぇ ぉう

ゃてう ょうさっおすけさう, おけくしすさせおすけ
さう, すったくけかけいう, けぉうおくけゃっくう 
さぇぉけすくうちう-きぇてうくけしすさけうすっかう, 
くぇ つううすけ さぇきっくっ くはおけゅぇ しっ っ 
おさっこうか „┿さしっくぇか” う ぉっい つうえすけ 
すさせょ ょくっし そうさきぇすぇ くっ ぉう ぉうかぇ 
すぇいう. 
]さっょ くぇえ-さぇいゃなかくせゃぇくうすっ 

ぉはたぇ ょゃぇきぇ けす けさゅぇくういぇすけさうすっ 
くぇ しさっとぇすぇ, こけしゃっすうかう こけ 35 
ゅけょうくう けす  すさせょけゃうは しう こなす くぇ 
╆ぇゃけょ 5 う くぇ „┿さしっくぇか” - すっ
たくけかけゅなす ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ う 
おけくしすさせおすけさなす ╈けさょぇく ]すけっく
つけゃしおう. 
╃ゃぇきぇすぇ くっ しょなさあぇたぇ しなか

いうすっ しう けす っきけちうけくぇかくぇすぇ  

すぇくちぬけさう, こけいうさぇくっ こさっょ きっしすくう たせょけあ
くうちう, しっきうくぇさう ゃ いぇかう いぇ ぉけえくう ういおせしすゃぇ, 
せつぇしすうっ ゃ ╄しっくっく こさぇいくうお ゃ ‶けさちっかぇくけゃうは 
こぇさお ┿さうすぇ しぇ しぇきけ つぇしす けす しなぉうすうはすぇ けす 
しなこなすしすゃぇとぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
すぇくちけゃぇ ょっかっゅぇちうは ゃ ぅこけくうは. 
[っゃの くぇ おけしすのきう けす ぉなかゅぇさしおうすっ っすくけゅ

さぇそしおう けぉかぇしすう っ ょさせゅうはす „ゅゃけいょっえ“ ゃ こさけ
ゅさぇきぇすぇ, ょけきぇおうくしすゃぇくぇ けす ╉ぇいぇくかなお, しうき
ゃけかうつくけ こさっょしすぇゃっく けす 『ぇさうちぇ [けいぇ おぇすけ 
こぇすさけく くぇ しなぉうすうっすけ ゃ かうちっすけ くぇ [っくっすぇ 
╉けかっゃぇ.
【うさけおけ きっょうえくけ けすさぇいはゃぇくっ う すっかっゃういう

けくくう さっこけさすぇあう う すぇいう ゅけょうくぇ とっ しぇ つぇしす 
けす ぉなかゅぇさしおけすけ こさうしなしすゃうっ くぇ そっしすうゃぇかぇ ゃ 
ゅさ. ╋せくぇおぇすぇ. ╉くうゅう けす „┿さしっくぇか“ ┿╃, おせ
こうとぇ ぉなかゅぇさしおう しせゃっくうさう,  さけいけゃう こさけょせ
おすう う ぇかぉせきう , こさっょしすぇゃはとう ╀なかゅぇさうは, っ 
こさうゅけすゃうか ぇさしっくぇかしおうはす こさっょしすぇゃうすっかっく 
そけかおかけさっく おけかっおすうゃ いぇ はこけくしおうすっ しう こさう
はすっかう. ′ぇえ-ゅけかっきうはす こけょぇさなお いぇ すはた すぇいう 
ゅけょうくぇ っ くけゃぇすぇ こっしっく, しこっちうぇかくけ こけょゅけす
ゃっくぇ いぇ すせさくっすけ. 〈っおしすなす っ くぇ 》さうしすけ ]すけ
はくけゃ, きせいうおぇすぇ っ けす そけかおかけさくぇすぇ けぉかぇしす 
╋ぇおっょけくうは. 〈っおしすなす, こけ ょせきうすっ くぇ ]すけは
くけゃ, っ こけしかぇくうっ いぇ こさうはすっかしすゃけ う ゃはさくけしす, 
ぉかぇゅけょぇさくけしす おなき はこけくしおうすっ こぇさすくぬけさう う 
ょけきぇおうくう. ‶っしっくすぇ しっ おぇいゃぇ „〈う“ う とっ しっ 
ういこなかくはゃぇ ゃ こさっゃけょ くぇ はこけくしおう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 6 けすぉけさぇ けす ╉ぇいぇくかなお, 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さぇい

かうつくう うくしすうすせちうう う そうさ
きう, とっ せつぇしすゃぇす ゃなゃ ╁すけさうは 
きっあょせそうさきっく すせさくうさ こけ 
そせすぉけか, おけえすけ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
けさゅぇくういうさぇ. 〈せさくうさなす っ こけし
ゃっすっく くぇ 90-ゅけょうてくうは のぉう
かっえ う そうさきっく こさぇいくうお くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ. 
¨すぉけさうすっ, おけうすけ とっ せつぇしす

ゃぇす, しぇ: そせすぉけかくうすっ すうきけゃっ 
くぇ „╉ぇこさけくう”┿╃, しぉけさっく けす
ぉけさ くぇ 61-ゃぇ ╋ったぇくういうさぇくぇ 
]すさはきしおぇ ぉさうゅぇょぇ- こけょっ
かっくうっ ╉ぇいぇくかなお, ╋╁[- ╉ぇ
いぇくかなお, し ょゃぇ けすぉけさぇ とっ 
せつぇしすゃぇ おぇぉっかっく けこっさぇすけさ  
„╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” う こさっょ
しすぇゃうすっかっく けすぉけさ „┿さしっ
くぇか”. ‶なさゃうはす きぇつ けす すせさくう
さぇ っ くぇ 23-すう しっこすっきゃさう くぇ 
しすぇょうけく”┿さしっくぇか”. ′ぇつぇかけすけ 
くぇ しさっとぇすぇ っ けす 17,30 つぇしぇ, 
おぇすけ とっ しっ うゅさぇっ くぇ きぇかおう 
ゃさぇすうつおう, しなし しなしすぇゃ くぇ けす
ぉけさうすっ けす 6+1. 
《うくぇかなす くぇ すせさくうさぇ  っ くぇ

‶けさぇょう せゃっかうつぇゃぇくっ けぉっきぇ くぇ さぇぉけすぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ くぇ
ぉうさぇ さぇぉけすくうちう いぇ ょなかゅけしさけつっく ぇくゅぇあうきっくす くぇ すさせょけゃ 

ょけゅけゃけさ いぇ しかっょくうすっ こさけそっしうう:
•	 けこっさぇすけさう くぇ こさっしぇ きっすぇか;
•	 きけくすぇあくうちう ぉけっこさうこぇしう;
•	 てかけしっさう;
•	 けこっさぇすけさう くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう し 『‶〉;
•	 くぇしすさけえつうちう.  
╆ぇ こけいうちううすっ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす う こっくしうけくっさう し けこうす 

う しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか”. [ぇぉけすう しっ くぇ 8-つぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく, さっ
ょけゃくぇ しきはくぇ う くぇ しきっくう.  
╆ぇ こけいうちううすっ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす たけさぇ しなし しさっょくけ う こけ-

くうしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ.  
¨しうゅせさっく っ ぉっいこかぇすっく すさぇくしこけさす いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 4 

– こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ けす くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ さぇえけくぇ: ╉ぇいぇく
かなお, ¨ゃけとくうお, 』っさゅぇくけゃけ, ╉さなく, ╄くうくぇ, ╃せくぇゃちう, ╉けこさうくおぇ 
う ╋なゅかうあ. 
╉ぇくょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇす くっけぉたけょうきうは おけきこかっおす ょけ

おせきっくすう けす ゅうてっ „‶さけこせしおう”, ちっくすさぇかっく こけさすぇか, ゃしっおう さぇぉけ
すっく ょっく けす 08.00 ょけ 16.30 つぇしぇ. ‶さっょぇゃぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすうすっ 
けぉさぇすくけ しすぇゃぇ くぇ しなとけすけ きはしすけ. ]こさぇゃおう う うくそけさきぇちうは: けす
ょっか „╉ぇょさう”, すっか: 

だß　çí

‶さけゅさぇきぇ

3-すう けおすけきゃさう . ╄すけ う ちはかぇすぇ こさけゅさぇきぇ  くぇ ╋っあょせそうさきっくうは 
すせさくうさ こけ そせすぉけか. 

 ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく
ういょぇくうは いぇ けさなあうっ っ しっさうけ-
いっく さぇいたけょ, くはおけう けす しこうしぇ-
くうはすぇ しすさせゃぇす しすけすうちう ょけかぇ-
さう ゅけょうてくけ, くけ ぉっい ぇおすせぇかくぇ 
うくそけさきぇちうは くはきぇ おぇお ょぇ しっ 
さぇいゃうゃぇす おぇょさうすっ, けぉはしくはゃぇ 
ぉうぉかうけすっおぇさおぇすぇ. ‶けょぉけさなす 
くぇ ういょぇくうはすぇ しっ こさぇゃう し こけきけ-
とすぇ くぇ さっしけさくうは すったくうつっしおう 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ – うくあ. 
》さうしすけ ]すさっておけゃ. ]なゃしっき 
くぇしおけさけ, くぇこさうきっさ, そけくょなす 
くぇ 〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
しっ けぉけゅぇすはゃぇ し ちっくくけすけ ういょぇ-
くうっ – おかぇしうおぇ ゃ きぇてうくけしすさけっ-
くっすけ – おせかすけゃうはす ]こさぇゃけつくうお 
くぇ ┿くせさっゃ ゃ すさう すけきぇ. ‶さうょけ-
ぉうゃぇくっすけ きせ しすさせゃぇ しすけすうちう 
かっゃけゃっ, いぇとけすけ くぇこけしかっょなお 
させしおぇすぇ かうすっさぇすせさぇ っ ういおかの-
つうすっかくけ しおなこぇ, けぉはしくはゃぇ けとっ 
しすけこぇくおぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ すったくうつっしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ. 
′けゃぇすぇ させしおぇ ╄くちうおかけこっょうは 

„╋ぇてうくけしすさけっくっ“, おけはすけ しっ 
ゃうあょぇ くぇ さぇそすぇ, うきぇ おけさうつ-
くぇ ちっくぇ けす 89 かゃ. ╄あっょくっゃくけ 
ゃ 〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
うょゃぇす うくあっくっさう, すったくけかけいう, 
おけくしすさせおすけさう, しすせょっくすう, さぇ-
ぉけすくうちう, きぇえしすけさう... ′はおけう けす 
すはた さぇぉけすはす しなし しこさぇゃけつくうすっ 
ういょぇくうは こけしすけはくくけ. 』ぇしす けす 
しこさぇゃけつくうちうすっ しぇ しっ こさっゃなさ-
くぇかう ゃ くっとけ おぇすけ くぇしすけかくぇ 
おくうゅぇ, し おけはすけ っあっょくっゃくけ しっ 
しゃっさはゃぇ すけつくけしすすぇ くぇ すったくう-
つっしおぇすぇ さぇぉけすぇ 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. „╁うあょぇかぇ 
しなき たけさぇ, おけうすけ こさう こっくしう-
けくうさぇくっ うょゃぇす すせお ょぇ ういょぇゃぇす 
しこさぇゃけつくうちうすっ しう – しすぇさぇすっか-
くけ こけょゃなさいぇくう う こぇいっくう ゅけょう-
くう くぇさっょ“, しこけょっかは ぉうぉかうけすっ-
おぇさはす… 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

しさっとぇ. ′っ しおさうたぇ う ぉけかおぇすぇ しう, つっ し ゅけょうくうすっ しすぇゃぇす ゃしっ 
こけ-きぇかおけ. ╁ くぇつぇかけすけ しっ しなぉうさぇかう こけ 130 ゃっすっさぇくう, くぇ すぇい
ゅけょうてくぇすぇ しさっとぇ しっ しなぉさぇたぇ… こけかけゃうくぇすぇ. 
╁っすっさぇくうすっ こけかせつうたぇ う しこっちうぇかくけ こさうゃっすしすゃうっ けす ういこなか

くうすっかくうは  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. ]なし 
いぇょぇつぇすぇ ょぇ ゅけ こけょくっしっ ぉっ くぇすけゃぇさっく うくあ. ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 
ょうさっおすけさ „〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ”, ぉうゃて 
ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7
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》ちあうせあ さしけせけさあ
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¨こさっょっかっくう しけちうぇかくう 
ゅさせこう しっ こけかいゃぇす けす 

いぇおさうかぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
ょなさあぇゃぇ, すなえ おぇすけ すっ しぇ こけ-
せはいゃうきう うかう しっ くぇきうさぇす ゃ 
しこっちうそうつくけ いょさぇゃけしかけゃくけ 
しなしすけはくうっ, おけっすけ ういうしおゃぇ 
けぉとっしすゃけすけ ょぇ しっ ゅさうあう いぇ 
すはた う ょぇ うき けしうゅせさはゃぇ きうくう-
きぇかくぇ しけちうぇかくぇ こけきけと.
‶けきけとうすっ きけゅぇす ょぇ しっ さぇい-

ょっかはす くぇ ょゃっ けしくけゃくう ゅさせこう 
– しっきっえくう う しけちうぇかくう. ╁しっおう 
ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくうく, おけえすけ 
けすゅけゃぇさは くぇ いぇおけくけせしすぇくけゃっ-
くうすっ せしかけゃうは, うきぇ こさぇゃけ ょぇ 
こけかせつう そうくぇくしけゃぇ う しけちうぇか-
くぇ こけょおさっこぇ けす ょなさあぇゃぇすぇ.

]っきっえくうすっ こけきけとう  しっ けす-
こせしおぇす こさう ぉさっきっくくけしす, さぇあ-
ょぇくっ う けすゅかっあょぇくっ くぇ ょっすっ, 
くぇ かうちぇ う しっきっえしすゃぇ, おけうすけ 
けすゅけゃぇさはす くぇ しかっょくうすっ せしかけ-
ゃうは:

1. ╀さっきっくくう あっくう - ぉなかゅぇさ-
しおう ゅさぇあょぇくう;
2. ]っきっえしすゃぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう 

ゅさぇあょぇくう いぇ ょっちぇすぇ, おけうすけ 
けすゅかっあょぇす ゃ しすさぇくぇすぇ;
3. ]っきっえしすゃぇ, ゃ おけうすけ こけくっ 

っょうくうはす けす さけょうすっかうすっ っ 
ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくうく, いぇ 
ょっちぇすぇ し ぉなかゅぇさしおけ ゅさぇあ-
ょぇくしすゃけ, おけうすけ けすゅかっあょぇす ゃ 
しすさぇくぇすぇ;
4. ]っきっえしすゃぇ くぇ さけょくうくう, 

ぉかういおう うかう こさうっきくう しっきっえ-
しすゃぇ いぇ ょっちぇ, くぇしすぇくっくう こけ 
さっょぇ くぇ つか. 26 けす ╆ぇおけくぇ いぇ 
いぇおさうかぇ くぇ ょっすっすけ;
5. ╀さっきっくくう あっくう, つせあ-

ょう ゅさぇあょぇくう う しっきっえしすゃぇ 
くぇ つせあょう ゅさぇあょぇくう, おけうすけ 
こけしすけはくくけ こさっぉうゃぇゃぇす う けす-
ゅかっあょぇす ょっちぇすぇ しう ゃ しすさぇくぇ-
すぇ, ぇおけ こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ すぇ-
おうゃぇ こけきけとう っ こさっょゃうょっくけ ゃ 
ょさせゅ いぇおけく うかう ゃ きっあょせくぇ-
さけょっく ょけゅけゃけさ, こけ おけえすけ [っ-
こせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは っ しすさぇくぇ.
╁しはおぇ っょくぇ けす すっいう ゅさせこう 

こけこぇょぇ こけょ しこっちうぇかくぇすぇ いぇ-
おさうかぇ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇ-
さうは う うきぇ こさぇゃけ ょぇ こけかせつぇ-
ゃぇ くはおけかおけ ゃうょぇ そうくぇくしけゃぇ 
こけきけと:

╄ょくけおさぇすくぇ こぇさうつくぇ
こけきけと こさう ぉさっきっくくけしす – 

150 かゃ. ‶けきけとすぇ しっ ういこかぇ-
とぇ 45 ょくう こさっょう けこさっょっかっ-

くうは すっさきうく いぇ さぇあょぇくっ.
〈は しっ けすこせしおぇ, ぇおけ: 

1. ╃けたけょなす くぇ つかっく けす しっ-
きっえしすゃけすけ っ こけ-くうしなお けす 350 
かゃ. きっしっつくけ;
2. ┿おけ ぉさっきっくくぇすぇ くっ っ けしう-

ゅせさっくぇ こけ しきうしなかぇ くぇ けしうゅせ-
さうすっかくけすけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ;

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

                                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

17. 09 - ╃╉ „┿さしっくぇか”, 19:00 - ╉けくちっさす „′っ しう けすうゃぇえ, 
かはすけ” - こけこ, ょあぇい, おかぇしうおぇ し ういこなかくっくうはすぇ くぇ ¨さかうく ‶ぇゃ-
かけゃ う ╄ょっかうくぇ ╉なくっゃぇ. 

18. 09 - ╁けっくっく おかせぉ, 19:00 –„《っくけゃっ” - しこっおすぇおなか くぇ 
〈っぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ”. 

24. 09 - ╃╉ „┿さしっくぇか”, 19:00 - „╅っかっいくうはす しゃっすうかくうお” - 
しこっおすぇおなか くぇ 〈っぇすなさ  „╀なかゅぇさしおぇ ぇさきうは”. 

22. 09 - こか. „]っゃすけこけかうし”, 11:00 - 106 ゅけょうくう けす ╃っくは くぇ  
くっいぇゃうしうきけしすすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは. 

╃け 26-すう しっこすっきゃさう ゃ ╇くそけさきぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ せか. 
„╇しおさぇ” 4 こさけょなかあぇゃぇ ういかけあぉぇすぇ くぇ 【おけかぇすぇ こけ ういけぉさぇいう-
すっかくけ ういおせしすゃけ „[っくうくぇ” -  „′ぇしすさけっくうは”.

╃け 23-すう しっこすっきゃさう ゃ ╇╋ „╇しおさぇ” – ういかけあぉぇすぇ „╁なけさなあっ-
くうっ けす 1 たうか. こさ. 》さ.” - っおしこけくぇすう けす [╇╋ – 【せきっく.

〈っぇすさぇかっく しっこすっきゃさう ゃ
【うこおけゃぇすぇ おなとぇ - ╉ぇいぇくかなお:

3. ╅うゃっっ こけしすけはくくけ ゃ 
しすさぇくぇすぇ. 
┿おけ ぉさっきっくくぇすぇ あっくぇ っ 

けしうゅせさっくぇ いぇ けぉとけ いぇぉけ-
かはゃぇくっ う きぇえつうくしすゃけ, くけ 
くはきぇ くけぉたけょうきうは けしうゅせさう-
すっかっく しすぇあ いぇ こけかせつぇゃぇくっ 
くぇ けぉっいとっすっくうっ こさう ぉさっ-
きっくくけしす う きぇえつうくしすゃけ, すけ 
すけゅぇゃぇ っょくけおさぇすくぇすぇ こけきけと 
しっ ういこかぇとぇ ゃ さぇいきっさ, けこさっ-
ょっかっく こさけこけさちうけくぇかくけ くぇ 
ぉさけは くぇ ょくうすっ けす くぇつぇかけすけ 
くぇ けすこせしおぇ いぇ ぉさっきっくくけしす う 
さぇあょぇくっ, ょけ こさうょけぉうゃぇくっすけ 
くぇ くっけぉたけょうきうは けしうゅせさうすっ-
かっく しすぇあ こけ つか. 48ぇ けす ╉け-
ょっおしぇ いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさは-
ゃぇくっ, くけ いぇ くっ こけゃっつっ けす 45 
ょくう.

╄ょくけおさぇすくぇ こぇさうつくぇ
こけきけと こさう さぇあょぇくっ くぇ 

あうゃけ ょっすっ.

〈は っ さぇいかうつくぇ いぇ こけさっ-
ょくけしすすぇ くぇ ょっちぇすぇ: いぇ こなさゃけ 
- 250 かゃ. , 600 かゃ. いぇ ゃすけさけ, 
いぇ ゃしはおけ しかっょゃぇとけ こけ 200 
かゃ. ‶さう さぇあょぇくっ くぇ ぉかうい-
くぇちう, っょうく けす おけうすけ っ ゃすけさけ 
ょっすっ くぇ きぇえおぇすぇ, こけきけとすぇ 
しっ ういこかぇとぇ いぇ ゃしはおけ ょっすっ-
ぉかういくぇお ゃ さぇいきっさぇ いぇ ゃすけさけ 
ょっすっ.
‶さう すぇいう  こけきけと くっ しっ 

ゃいっきぇ こさっょゃうょ  ょけたけょなす くぇ 
しっきっえしすゃけすけ. 〉しかけゃうっすけ っ 
さけょっくけすけ ょっすっ ょぇ くっ っ くぇ-
しすぇくっくけ ゃ しこっちうぇかういうさぇくぇ 
うくしすうすせちうは.
‶さぇゃけすけ いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ 

っょくけおさぇすくぇ こけきけと ゃないくうお-
ゃぇ けす ょぇすぇすぇ くぇ さぇあょぇくっ くぇ 
ょっすっすけ, おぇすけ こけきけとすぇ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ こけうしおぇくぇ ゃ しさけお けす 
3 ゅけょうくう しかっょ すぇいう ょぇすぇ.

╄ょくけおさぇすくぇ こぇさうつくぇ 
こけきけと いぇ けすゅかっあょぇくっ くぇ 
ぉかういくぇちう ょけ くぇゃなさてゃぇくっ 

くぇ っょくぇ ゅけょうくぇ
– ょけ 1200 かゃ. いぇ ゃしはおけ 

ょっすっ.

‶けきけとすぇ しっ けすこせしおぇ くぇ 
きぇえおぇ (けしうくけゃうすっかおぇ), いぇ-
おけくっく こさっょしすぇゃうすっか くぇ ょっ-
すっすけ, しぇきけすっく ぉぇとぇ, しっきっえ-
しすゃぇ くぇ さけょくうくう, ぉかういおう 
うかう こさうっきくう しっきっえしすゃぇ こけ 
つか. 26 けす ╆ぇおけくぇ いぇ いぇおさう-
かぇ くぇ ょっすっすけ. 〈ぇいう こけきけと 
しっ けすこせしおぇ こさう しなとうすっ せし-
かけゃうは, おぇすけ こさう っょくけ あうゃけ 
さけょっくけ ょっすっ, さぇいかうおぇすぇ っ 
しぇきけ ゃ こけ-おなしうは しさけお, ゃ 
おけえすけ きけあっ ょぇ ぉなょっ こけうしおぇ-
くぇ - 1 ゅけょうくぇ. 

╄ょくけおさぇすくぇ こぇさうつくぇ
こけきけと いぇ けすゅかっあょぇくっ くぇ 
ょっすっ けす きぇえおぇ しすせょっくすおぇ 

(けしうくけゃうすっかおぇ) ょけ くぇゃなさて-
ゃぇくっ くぇ っょくぇ ゅけょうくぇ

– 2880 かゃ.
¨すこせしおぇ しっ くぇ しすせょっくすおう, 

ゃ さっょけゃくぇ そけさきぇ.

╋っしっつくう こけきけとう いぇ ょっすっ 
ょけ くぇゃなさてゃぇくっ くぇ しさっょくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, くけ くっ こけゃっつっ 
けす 20-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす – 35 
かゃ. きっしっつくけ, いぇ ゃすけさけ ょっすっ 
ゃ しっきっえしすゃけすけ – 50 かゃ., いぇ 
ゃしはおけ ょっすっ ぉかういくぇお - ゃ さぇい-
きっさ くぇ 75 かゃ.
〈っ しっ けすこせしおぇす こさう こけかけ-

あっくうっ, つっ ょけたけょなす くぇ つかっく 
けす しっきっえしすゃけすけ っ こけ-くうしなお 
うかう さぇゃっく くぇ 350 かゃ. ╃っすっすけ 

あうゃっっ こけしすけはくくけ ゃ ╀なかゅぇさうは 
う くっ っ くぇしすぇくっくけ ゃ しこっちうぇかう-
いうさぇくぇ うくしすうすせちうは. ┿おけ ょっ-
すっすけ っ し すさぇえくけ せゃさっあょぇくっ, 
せしすぇくけゃっくけ けす おけきこっすっくすくうすっ 
いょさぇゃくう けさゅぇくう, すぇいう こけきけと 
しっ こけかせつぇゃぇ, くっいぇゃうしうきけ けす 
ょけたけょぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ う っ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 100 かゃ. ╃けたけょうすっ 
しぇ ぉっい いくぇつっくうっ いぇ こけきけとすぇ 
う こさう ょっすっ-しうさぇお. 

╋っしっつくう こけきけとう いぇ
けすゅかっあょぇくっ くぇ ょっすっ ょけ 

くぇゃなさてゃぇくっ くぇ 1-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす – 100 かゃ. きっしっつくけ.

¨すこせしおぇす しっ くぇ きぇえおぇすぇ 
(けしうくけゃうすっかおぇすぇ), しぇきけすっく 
ぉぇとぇ, けしうくけゃうすっか うかう こさう-
っきくけ しっきっえしすゃけ. ╇いうしおゃぇくっ-
すけ っ ょけたけょなす くぇ つかっく けす しっ-
きっえしすゃけすけ ょぇ っ  こけ-くうしなお うかう 
さぇゃっく くぇ 350 かゃ. ╋ぇえおぇすぇ ょぇ 
くっ っ けしうゅせさっくぇ う ょぇ  くっ こけかせ-
つぇゃぇ けぉっいとっすっくうっ いぇ ぉさっきっく-
くけしす う さぇあょぇくっ. 
‶けきけとう いぇ ょっすっ し すさぇえくう 

せゃさっあょぇくうは しっ こさっょけしすぇゃはす 
ぉっい いくぇつっくうっ ょけたけょぇ くぇ しっ-
きっえしすゃけすけ ょけ くぇゃなさてゃぇくっ くぇ 
2-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす.

╄ょくけおさぇすくぇ ちっかっゃぇ こけきけと 
いぇ せつっくうちう

/こなさゃけおかぇしくうちう/
- おなき きけきっくすぇ 250 かゃ.

‶さぇゃけ くぇ くっは うきぇす しっきっえ-
しすゃぇ, つううすけ ょっちぇ しぇ いぇこうしぇくう 
いぇ こなさゃう こなす ゃ こなさゃう おかぇし ゃ 
ょなさあぇゃくけ うかう けぉとうくしおけ せつう-
かうとっ う しさっょくけきっしっつくうはす ょけ-
たけょ くぇ つかっく けす しっきっえしすゃけすけ いぇ 
こさっょたけょくうすっ 12 きっしっちぇ こさっょう 
こけょぇゃぇくっ くぇ きけかぉぇすぇ っ こけ-くう-
しなお うかう さぇゃっく くぇ 350 かゃ.

]けちうぇかくうすっ こけきけとう しぇ 
くはおけかおけ ゃうょぇ: 

『っかっゃぇ こけきけと
いぇ けすけこかっくうっ
¨すこせしおぇ しっ いぇ こっさうけょ けす こっす 

きっしっちぇ – けす 1 くけっきゃさう ょけ 31 
きぇさす.
‶さぇゃけ くぇ くっは うきぇす かうちぇすぇ 

う しっきっえしすゃぇすぇ, つううすけ しさっょ-
くけきっしっつっく ょけたけょ, こけかせつっく 
こさっい こさっょたけょくうすっ てっしす きっしっ-

ちぇ こさっょう きっしっちぇ くぇ こけょぇゃぇ-
くっ くぇ きけかぉぇすぇ-ょっおかぇさぇちうは 
っ こけ-くうしなお けす ょうそっさっくちう-
さぇくうは きうくうきぇかっく ょけたけょ いぇ 
けすけこかっくうっ. ╇きぇ う ょさせゅう せし-
かけゃうは, しゃなさいぇくう し さぇいきっさぇ 
くぇ あうかうとっすけ う つかっくけゃっすっ 
ゃ しっきっえしすゃけすけ, さぇいきっさぇ くぇ 
しこっしすはゃぇくうはすぇ くぇ つかっく けす 
しっきっえしすゃけすけ, ょけゅけゃけさう いぇ 
ょぇさっくうは う ょさ. ╊うちぇすぇ, おけう-
すけ おぇくょうょぇすしすゃぇす いぇ すぇおぇゃぇ 
こけきけと, くっ ぉうゃぇ ょぇ  こさうすっ-
あぇゃぇす しけぉしすゃっくけしす, おけはすけ 
ょぇ っ ういすけつくうお くぇ ょけたけょう. 
‶けしかっょくけすけ くっ しっ けすくぇしは いぇ 
けぉうすぇすっかうすっ くぇ しけぉしすゃっくけ 
あうかうとっ, おけゅぇすけ っ っょうくしすゃっ-
くけ う ゃ おけっすけ あうゃっっ かうちっ し 
くぇきぇかっくぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす 
し 50 うかう くぇょ 50 くぇ しすけ うかう 
すっあおけ ぉけかっく つかっく くぇ しっ-
きっえしすゃけすけ. ‶さぇゃけ くぇ すぇおぇゃぇ 
こけきけと くはきぇす かうちぇ, さっゅう-
しすさうさぇくう おぇすけ っょくけかうつくう 
すなさゅけゃちう うかう しけぉしすゃっくうちう 
くぇ おぇこうすぇか くぇ すなさゅけゃしおけ 
ょさせあっしすゃけ. ╀っいさぇぉけすくうすっ 
かうちぇ, おぇくょうょぇすしすゃぇとう いぇ 
すぇおぇゃぇ こけきけと, すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇす くぇえ-きぇかおけ てっしすきっしっつ-
くぇ さっゅうしすさぇちうは ゃ ╀のさけすけ こけ 
すさせょぇ.

╋っしっつくぇ
しけちうぇかくぇ こけきけと
‶さぇゃけ くぇ  きっしっつくぇ こけきけと 

けす ╃うさっおちうう “]けちうぇかくけ こけょ-
こけきぇゅぇくっ” うきぇす ぉっいさぇぉけすくう-
すっ かうちぇ, おけうすけ しぇ さっゅうしすさう-
さぇくう ゃ ょうさっおちううすっ - ╀のさぇ 
こけ すさせょぇ くぇえ-きぇかおけ 6 きっしっ-
ちぇ こさっょう こけょぇゃぇくっ くぇ きけか-
ぉぇすぇ いぇ しけちうぇかくぇ こけきけと う 
くっ しぇ けすおぇいゃぇかう こさっょかぇゅぇくぇ-
すぇ うき さぇぉけすぇ う ゃおかのつゃぇくっすけ 
うき ゃ おせさしけゃっ いぇ おゃぇかうそう-
おぇちうは う こさっおゃぇかうそうおぇちうは. 
╆ぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ こけきけとすぇ 
きっしっつくうはす ょけたけょ くぇ かうちっ-
すけ うかう しっきっえしすゃけすけ すさはぉゃぇ 

ょぇ っ こけ-くうしなお けす けこさっょっかっく 
ょうそっさっくちうさぇく きうくうきぇかっく 
ょけたけょ. [ぇいきっさなす くぇ こけきけとすぇ 
しっ けこさっょっかは おぇすけ さぇいかうおぇ 
きっあょせ ょうそっさっくちうさぇくうは きう-
くうきぇかっく ょけたけょ う ょけたけょうすっ 
くぇ かうちぇすぇ うかう しっきっえしすゃぇすぇ 
けす こさっょたけょくうは きっしっち. ╇きぇ う 
ょさせゅう せしかけゃうは, こけょけぉくう くぇ 
せしかけゃうはすぇ いぇ けすこせしおぇくっ くぇ 
ちっかっゃぇ こけきけと いぇ けすけこかっくうっ.
┿おけ かうちっすけ, おけっすけ おぇくょう-

ょぇすしすゃぇ いぇ すぇおぇゃぇ こけきけと, っ 
こさけょぇゃぇかけ こさっい こけしかっょくうすっ 
5 ゅけょうくう くっょゃうあうきけ うきせとっ-
しすゃけ, すけ しせきぇすぇ しかっょゃぇ ょぇ くっ 
っ こけゃっつっ けす 3900 かゃ.
  
 ╁ぇあくけ!

╀っいさぇぉけすくうすっ かうちぇ ゃ すさせ-
ょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす, おけうすけ 
こけかせつぇゃぇす きっしっつくぇ こけきけと う 
くっ しぇ ゃおかのつっくう ゃ こさけゅさぇきう-
すっ いぇ いぇっすけしす, いぇょなかあうすっかくけ 
こけかぇゅぇす けぉとっしすゃっくけこけかっいっく 
すさせょ こけ けさゅぇくういうさぇくう けす 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
こさけゅさぇきう いぇ けぉとっしすゃっくけこけ-
かっいくう ょっえくけしすう.

╄ょくけおさぇすくぇ
こぇさうつくぇ こけきけと
¨すこせしおぇ しっ いぇ いぇょけゃけかはゃぇ-

くっ くぇ うくちうょっくすくけ ゃないくうおくぇ-
かう いょさぇゃくう, けぉさぇいけゃぇすっかくう, 
おけきせくぇかくけ-ぉうすけゃう う ょさせゅう 
あういくっくけゃぇあくう こけすさっぉくけ-
しすう くぇ かうちぇすぇ う しっきっえしすゃぇ-
すぇ. ╋けあっ ょぇ しっ けすこせしおぇ っょ-
くけおさぇすくぇ こけきけと ゃっょくなあ 
ゅけょうてくけ ょけ こっすおさぇすくうは さぇい-
きっさ くぇ ゅぇさぇくすうさぇくうは きうくう-
きぇかっく ょけたけょ.
╄ょくけおさぇすくぇ こけきけと きけあっ 

ょぇ しっ けすこせしくっ う いぇ ういょぇゃぇくっ 
くぇ かうつくぇ おぇさすぇ. [ぇいきっさなす くぇ 
こけきけとすぇ しっ けこさっょっかは けす ょう-
さっおすけさぇ くぇ ょうさっおちうは „]けちう-
ぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ”.

╋っしっつくぇ
こけきけと いぇ くぇっき
‶さぇゃけ くぇ きっしっつくぇ ちっかっゃぇ 

こけきけと いぇ いぇこかぇとぇくっ くぇ くぇっき 
くぇ けぉとうくしおう あうかうとぇ こけかい-
ゃぇす かうちぇすぇ, ぇおけ くぇしすぇくうすっか-
くぇすぇ いぇこけゃっょ っ くぇ すはたくけ うきっ 
う つうえすけ ょけたけょ けす こさっょたけょくうは 
きっしっち っ ょけ 150 くぇ しすけ けす ょう-
そっさっくちうさぇくうは きうくうきぇかっく 
ょけたけょ, ぇおけ しぇ:
- ]ぇきけすくう しすぇさう たけさぇ くぇょ 

70 ゅ.;
- ]うさぇちう ょけ 25-ゅけょうてくぇ 

ゃないさぇしす, いぇゃなさてうかう しけちうぇ-
かっく せつっぉくけ-こさけそっしうけくぇかっく 
ちっくすなさ;
- ]ぇきけすくう さけょうすっかう.
‶けきけとすぇ しっ こけかせつぇゃぇ ゃしっ-

おう きっしっち こけ こけとぇすぇ しかっょ 
こさっょしすぇゃはくっ ゃ ╃うさっおちうは 
“]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ” くぇ 
そぇおすせさぇ うかう おゃうすぇくちうは いぇ 
こかぇすっく くぇっき. ]せきぇすぇ こけおさう-
ゃぇ ちっかうは さぇいきっさ くぇ くぇっきぇ 
(ぉっい すぇおしぇ しきっす).

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╇ 【かにせけねかつさあてあ いけいしけそてかさあ せあ „╅ちつかせあし“:

【ちけすあ つあ つ ちかあしせけ のあせつそうか くあ とつたかに
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 ]ぇきぇすぇ すは っ くっとけ おぇすけ きぇさ-
おぇ くぇ おくうゅけたさぇくうかうとっすけ – 
いぇこけつくぇかぇ っ さぇぉけすぇ すせお こさっい 
1985-すぇ, ぇ けとっ こさっょう すけゃぇ 
– けす 1978-きぇ, しかっょ くっきしおぇすぇ 
ゅうきくぇいうは, こけしすなこゃぇ ゃ „┿さしっ-
くぇか“. [ぇぉけすぇ いぇ こさっゃけょぇつう すけ-
ゅぇゃぇ くはきぇかけ, くけ しすさぇしすすぇ おなき 
おくうあくけすけ は こさぇゃう しすさぇしすくぇ 
きぇてうくけこうしおぇ ゃ ╇╋╋ こさう ′っ-
ょっかつけ ╀さぇすけっゃ. ‶けしかっ ]ゃっすかぇ 
しすぇゃぇ ぉうぉかうけすっおぇさ. 
„]こさぇゃけつくうお くぇ おけくしすさせおすけ-

さぇ“, „]こさぇゃけつくうお くぇ すったくうおぇ-
きぇてうくけしすさけうすっか“, „╆ぇょぇつう こけ 
]なこさけきぇす“, „〈ったくうつっしおぇ ぉっいけ-
こぇしくけしす“, „》うきうは“, „《ういうおぇ“, 
„╋ぇすっきぇすうつっしおう そけさきせかう“, 
„]こさぇゃけつくうお くぇ くけさきうさけゃつう-
おぇ-きぇてうくけしすさけうすっか“, „′けさきう-
さぇくっ くぇ さぇいたけょぇ“..., いぇゅかぇゃう-
はすぇ – しすさぇてうかうとっ いぇ かぇうおぇ, 
し おけうすけ しこっちうぇかうしすうすっ しぇ くぇ 
„すう“, しっ さっょはす こけ さぇそすけゃっすっ 
くぇ いぇっきくぇすぇ う つうすぇかくはすぇ, おけう-
すけ しなたさぇくはゃぇす けとっ ういょぇくうはすぇ 
けす 50-すっ う 60-すっ ゅけょうくう. ‶け 
すけゃぇ ゃさっきっ ぇさしっくぇかしおぇすぇ すった-
くうつっしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ しっ こけきっ-
とっゃぇ ゃ しっゅぇてくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ 
′╇〈╇, こさっい 1980-すぇ しっ しすさけう 
くけゃぇすぇ つぇしす くぇ おけさこせしぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 5 う いぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ しっ 
けそけさきは しこっちうぇかくけ きはしすけ. ╆ぇ 
くっは  しっ けすょっかは くぇえ-こさけしすけさくぇ-
すぇ う しゃっすかぇ つぇしす くぇ しゅさぇょぇすぇ. 
╀うぉかうけすっおぇさうすっ しこっちうぇかくけ しぇ 
くぇしすけはゃぇかう いぇ すけゃぇ, けすぉっかはい-
ゃぇ ]ゃっすかぇ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ すは 
さぇぉけすっかぇ し けとっ ょゃっ おけかっあおう, 
こけしかっ けしすぇくぇかう ょゃっ, ぇ しっゅぇ 
すは しぇきぇ しっ ゅさうあう いぇ ちっくくうは 
そけくょ, おぇおすけ う いぇ ょけしすなこぇ くぇ 
ぇさしっくぇかちう ょけ うくそけさきぇちうはすぇ 
ゃ くっゅけ. 88 さぇいょっかぇ うきぇ 〈った-
くうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか“, しおけさけ っ けすおさうす う くぇえ-
くけゃうはす さぇいょっか, おけえすけ しなぉうさぇ 
かうすっさぇすせさぇすぇ いぇ くぇくけすったくけ-
かけゅううすっ.
┿さしっくぇかしおぇすぇ 〈ったくうつっしおぇ 

ぉうぉかうけすっおぇ ゃかういぇ ゃ ¨すょっか 
„′ぇせつくけ-すったくうつっしおぇ うくそけさ-
きぇちうは う きっあょせくぇさけょくけ しな-

17 おぇいぇくかなつぇくう しぇ ゃ ょっこせ-
すぇすしおうすっ かうしすう くぇ さぇいかうつくうすっ  
こぇさすうう う おけぇかうちうう, さっゅうしすさう-
さぇくう いぇ せつぇしすうっ  ゃ ういゃなくさっょ-
くうすっ こぇさかぇきっくすぇさくう ういぉけさう 
くぇ 5-すう けおすけきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ 
いぇ 43-すけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ. 
]さっょ すはた くぇえ-きくけゅけぉさけえくけ っ 
こさうしなしすゃうっすけ うき ゃ かうしすぇすぇ くぇ 
おけぇかうちうは ╀]‶-かはゃぇ ╀なかゅぇさうは 
- 4-きぇ. ] さっぇかくう てぇくしけゃっ いぇ 
ょっこせすぇすしおぇすぇ ぉぇくおぇ っ っょうく - 
おきっすなす すさっすう きぇくょぇす くぇ しっかけ 
【っえくけゃけ ′うおけかぇえ 〈っさいうっゃ. 
] ゃないきけあくけしすう いぇ こぇさかぇきっく-
すぇ こさう ょけぉなさ ゃけす いぇ ╀]‶ っ う 
こっすうはす つけゃっお ゃ かうしすぇすぇ くぇ 
しけちうぇかうしすうすっ - くぇつぇかくうおなす 
くぇ ╇くしこっおすけさぇすぇ こけ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ ╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ, 
おけはすけ っ 5-すぇ ゃ かうしすぇすぇ. ╃させゅう-
すっ ょゃぇきぇ ゃ かうしすぇすぇ しぇ くぇ こけ-
いぇょくう こけいうちうう: ょうさっおすけさなす 
くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあうくう ゃ ゅさぇょ 
╉さなく ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ っ くぇ 
16-すぇ こけいうちうは  う ‶かぇきっく ╉ぇ-
さぇょあけゃ, おけえすけ っ 19-すう. 
〈さうきぇ おぇいぇくかなつぇくう しぇ ゃ かうし-

すぇすぇ し おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすう くぇ 
╂╄[╀. ] さっぇかくう てぇくしけゃっ いぇ 
ょっこせすぇす けす すはた っ っょうく - うくあっ-
くっさなす こけ さぇょうけっかっおすさけくうおぇ 
′っくけ ╁かぇえおけゃ. 〈けえ っ くぇ すさっすけ 
きはしすけ ゃ かうしすぇすぇ う こさぇおすうつっしおう 

すさせょくうつっしすゃけ“ こさっい 1988-きぇ, 
こけしかっ う ょけ しっゅぇ, しっ こさったゃなさかは 
ゃ ¨すょっか „〈ったくうつっしおけ さぇいゃう-
すうっ“ おなき 〈ったくうつっしおぇ ょうさっお-
ちうは. 
』ぇしす けす そけくょぇ しっゅぇ こさけょなか-

あぇゃぇ ょぇ しっ こけこなかゃぇ けす ょぇさっ-
くうは, おけうすけ ゃっつっ くぇょたゃなさかはす 
500 すけきぇ. ¨しくけゃくけ おくうゅうすっ 
すせお しっ こけさなつゃぇす ょうさっおすくけ, 
くぇ ゃさっきっすけ いぇはゃおぇすぇ しすぇゃぇかぇ 
くぇえ-つっしすけ こさっい [せしおぇすぇ おくう-
あぇさくうちぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇きぇ う 
けぉきっく くぇ かうすっさぇすせさぇ し ′ぇちうけ-
くぇかくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ ゃ ]けそうは, 
おぇおすけ う しなし しすけかうつくぇすぇ 『っく-
すさぇかくぇ すったくけかけゅうつくぇ ぉうぉかうけ-
すっおぇ, おけうすけ こさぇとぇす こけ こけさなつ-
おぇ くせあくぇすぇ おくうあくうくぇ, ぇおけ うきぇ 
あっかぇっとう ょぇ こけかいゃぇす くっとけ, 
おけっすけ すせお かうこしゃぇ. „┿さしっくぇかちう 
すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす, つっ ょけしすなこなす 
ょけ くぇてぇすぇ 〈ったくうつっしおぇ ぉうぉかう-
けすっおぇ っ ぇぉしけかのすくけ しゃけぉけょっく 
う っ いぇ ゃしうつおう すはた”, - くぇこけきくは  
╉ぇょうっゃぇ, おけはすけ ゃ こさぇおすうおぇすぇ 
しう しさっとぇ しかせつぇう, たけさぇすぇ ょぇ 
ゃかういぇす こかぇたけ すせお おぇすけ くぇ いぇぉ-
さぇくっくけ きはしすけ. „╊うすっさぇすせさぇすぇ 
きけあっ ょぇ しっ こけかいゃぇ すせお, ゃ つう-
すぇかくはすぇ, ょぇゃぇ しっ う いぇ ゃおなとう. 
】けき さぇぉけすぇすぇ ゅけ くぇかぇゅぇ, くっ しっ 
けすおぇいゃぇ ょけしすなこ”, - けぉはしくはゃぇ 
けとっ けこうすくうはす ぉうぉかうけすっおぇさ. 
]ゃっすかぇ しこけょっかは, つっ ゃなこさっおう 
きうくぇかけすけ ゃさっきっ,  こさけょなかあぇ-
ゃぇす ょぇ しっ すなさしはす きくけゅけ ういょぇ-
くうはすぇ けす 50-すっ う 60-すっ ゅけょうくう 
くぇ 20-う ゃっお, ぇ ぇゃすけさう おぇすけ 
┿くせさっゃ, くっ ういかういぇす くうおけゅぇ けす 
ぇおすせぇかくうは しこうしなお. ]こさぇゃけつ-
くうおぇ くぇ ╃けかきぇすけゃしおう, „╋っすぇ-
かけさっあっとう うくしすさせきっくすう“ くぇ 
]なぉつっゃ う „╋っすぇかけいくぇくうっ“-すけ 
くぇ ╀ぇかっゃしおう しぇ しさっょ くぇしすけか-
くうすっ つっすうゃぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
きぇてうくけしすさけうすっかう ょっしっすうかっ-
すうは くぇさっょ. ]さっょ つうすぇすっかうすっ 
くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ すったくうつっしおぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ しぇ う ょっちぇすぇ くぇ 
]ゃっすかぇ. ]うくなす ╃うきうすなさ っ „すった-
くうつぇさ けすゃしはおなょっ“, ぇ とっさおぇすぇ 
╉ぇすは っ うおけくけきうしす. 
„╁ きうくぇかけすけ うきぇたきっ う こけゃっ-

つっ かうすっさぇすせさぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう 
っいうお, しっゅぇ せくうゃっさしうすっすうすっ 
しう うきぇす しゃけう ういょぇくうは う しう ゅう 
さぇいこさけしすさぇくはゃぇす しさっょ しすせょっく-
すうすっ“, けぉはしくはゃぇ ╉ぇょうっゃぇ ゃこっ-
つぇすかっくうはすぇ しう けす こぇいぇさぇ くぇ 
すったくうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ せ くぇし. 
╉ぇすけ しすぇさ おくうあぇさ, すは おなすぇ 
ゃしうつおけ – う しすぇさけすけ, う くけゃけ-
すけ. ‶さうぉさぇかぇ っ くぇ さぇそすけゃっすっ 
ゃ 〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ う 
そけくょぇ けす ぉうゃてぇすぇ ぉうぉかうけすっ-
おぇ くぇ ╄╇『, ゃなこさっおう, つっ ゃ けゅ-
さけきくぇすぇ しう つぇしす, すは っ きけさぇかくけ 
けしすぇさはかぇ.
]さっょ ぉっいちっくくうすっ そけくょけゃう 

っょうくうちう すせお っ う っょうくしすゃっく 
っおいっきこかはさ けす こさけしかけゃせすけすけ 
ういしかっょゃぇくっ くぇ ぇさしっくぇかっちぇ 
┿くょさっえ ]すぇくっゃ ╇ゃぇくけゃ-┿かっお-
しうっゃ. ╇いしかっょゃぇくっすけ きせ ゃなさたせ 
こっさこっすせせき きけぉうかっ. ╇いょぇくうっすけ 
っ っょうくしすゃっくけ, しけぉしすゃっくぇ ういさぇ-
ぉけすおぇ. ̈ すこっつぇすぇくけ っ ゃっさけはすくけ 
けす ぇさしっくぇかしおぇ きぇてうくけこうしおぇ, 
そけさきせかうすっ う たうきうつっしおうすっ 
しうきゃけかう しぇ ういこうしぇくう さなつくけ. 
′ぇ おけさうちぇすぇ ゃなさたせ さなつくぇすぇ 
こけょゃなさいうは っ いぇかっこっく ぉはか かうしす 
たぇさすうは し すっおしす: “┿. ]. ╇ゃぇ-
くけゃ-┿かっおしうっゃ /╃ゃうゅぇすっかはす くぇ 
こさうさけょぇすぇ – ╁しっかっくぇすぇ/]けぉ-
しすゃっくけ ういょぇすっかしすゃけ/“. 〉くうおぇ-
すなす し ぇさしっくぇかしおけすけ こっさこっすせ-
せき きけぉうかっ きっあょせ おけさうちうすっ 
っ ょぇすうさぇく くぇ 1982-さぇ. ╁ くっゅけ 
しこっちうぇかくけ っ ういこうしぇくけ: “╀なか-
ゅぇさうは - ╄ょさっゃけ - ╉ぇいぇくかなお“. 
]すさぇくうちうすっ しぇ 165, けすこっつぇすぇ-
くう しぇきけ けす っょくぇすぇ しすさぇくぇ くぇ 
かうしすぇ. ┿ゃすけさなす ┿くょさっえ ]すぇくっゃ 
っ くぇえ-うくすっさっしくうはす つうすぇすっか 
う しなぉっしっょくうお, おけえすけ っ うょゃぇか 
すせお, しこけきくは しう ぉうぉかうけすっおぇさはす 
くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ すったくうつぇさう 
]ゃっすかぇ ╉ぇょうっゃぇ. ′ぇょっあょうすっ 
え しぇ, つっ すせお う いぇくぇこさっょ とっ 
こさけょなかあぇゃぇす ょぇ うょゃぇす たけさぇ し 
うくすっさっしう ゃ すったくうおぇすぇ う すった-
くけかけゅううすっ, いぇとけすけ うきっくくけ し 
すぇおうゃぇ しこっちうぇかうしすう そうさきぇすぇ 
きけあっ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ せしこってくけ, 
おぇおすけ ょけ しっゅぇ.   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

15.09 - 19.00 つぇしぇ - 【う-
こおけゃぇ おなとぇ - „╊ぇかせゅっさ“ 
- きけくけしこっおすぇおなか くぇ ′うおけ-
かぇえ 〉させきけゃ

20.09 - 11.00 つぇしぇ - ╋ぇか-
おぇ すっぇすさぇかくぇ さぇぉけすうかくうちぇ 
- すっぇすなさ - おけくちっさす „╉ぇきっく 
╃けくっゃ う けさおっしすなさつう“

29.09 - 19.00 つぇしぇ - „‶な-
すせゃぇくっ ゃ すっぇすさぇかくうは しゃはす 
くぇ ′うおけかぇえ 〉させきけゃ- しちっくう 
けす ういゃっしすくう しこっおすぇおかう し 
くっゅけゃけ せつぇしすうっ.

 ╆ぇ うくそけさきぇちうは: すっか. 
088 29 27 012

っ ういぉさぇく ょっこせすぇす. ]かっょゃぇとうすっ 
こけいうちうう しぇ くぇ ょけしっゅぇてくぇすぇ 
ょっこせすぇすおぇ こっょぇゅけあおぇすぇ ┿おしっ-
くうは 〈うかっゃぇ, おけはすけ っ くぇ 10-すけ 

きはしすけ う くぇ きかぇょうは こさけゅさぇきうしす 
╀けはく ╉ぇかうつおけゃ, おけえすけ っ 22-さう 
こけさっょ. 
 ╃ゃぇきぇ しぇ おぇいぇくかなておうすっ 

こさっょしすぇゃうすっかう ゃ かうしすぇすぇ くぇ 
╃‶] - ょけしっゅぇてくうはす ょっこせすぇす 
》ぇかうか ╊っすうそけゃ, おけえすけ っ ゃすけ-
さう, ゃっょくぇゅぇ しかっょ ゃけょぇつぇ すせお 
╃っかはく ‶っっゃしおう, う [うょゃぇく ╀ぇえ-
さはき ╇かはい, おけえすけ っ くぇ こけしかっょ-
くけすけ 9-すけ きはしすけ. 
 [っそけさきぇすけさしおうはす ぉかけお しなとけ 

っ いぇこうしぇか ゃ かうしすぇすぇ しう おぇいぇく-
かなておう うきっくぇ -   3-すけ きはしすけ くぇ 
′うおけかぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ, かうょっさ 
くぇ ]╃]. ¨しゃっく くっゅけ, けとっ ょゃぇ-

きぇ おぇいぇくかなつぇくう しぇ ゃ かうしすぇすぇ. 
╃ゃうあっくうっすけ くぇ こさっいうょっくすぇ  
╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ –┿╀╁ - ┿か-
すっさくぇすうゃぇ いぇ ぉなかゅぇさしおけ ╁ない-
さぇあょぇくっ, っ けすさっょうかけ 3-すけ 
きはしすけ くぇ きかぇょぇすぇ おぇいぇくかなて-
おぇ っおけかけあおぇ ╋ぇさうは ]かぇゃけゃぇ. 
‶ぇすさうけすうつくうはす そさけくす, おけえすけ 
っ おけぇかうちうは けす ′《]╀ う ╁╋[¨, 
っ ょぇか 6-すけ きはしすけ いぇ おぇいぇくかなて-
おうは うしすけさうお う こさっょしっょぇすっか 
くぇ きっしすくうすっ ゃけえゃけょう 』ぇゃょぇさ 

┿くゅっかけゃ, おけえすけ うきぇ う ぇさしっくぇか-
しおう しすぇあ ゃ すさせょけゃぇすぇ しう ぉうけ-
ゅさぇそうは. ¨とっ っょうく ぇさしっくぇかっち 
- ╂ぇかうく ╂っけさゅうっゃ, しなとけ っ しなし 
6-すけ きはしすけ ゃ おぇくょうょぇす-ょっこせ-
すぇすしおぇすぇ かうしすぇ くぇ こぇさすうはすぇ くぇ 
′うおけかぇえ ╀ぇさっおけゃ „╀なかゅぇさうは 
ぉっい ちっくいせさぇ”. ╂ぇかうく ╂っけさゅう-
っゃ っ う けぉとうくしおうはす かうょっさ くぇ 
╀╀『 ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁ かうしすう しぇ う 
かうょっさなす くぇ こぇさすうは „┿すぇおぇ” ゃ 
╉ぇいぇくかなお- ╃さぇゅけきうか ╇ゃぇくけゃ, 
おけえすけ っ すさっすう, おぇおすけ う ]すけえつけ 
』うつっおけゃ, ぉういくっしきっく, くはおけゅぇ-
てっく おぇくょうょぇす いぇ おきっす. 〈けえ っ 
ゃ かうしすぇ くぇ ′]╃╁. ] くぇえ-ょなか-
ゅう かうしすう ゃ さっゅうけくぇ, けす こけ 22-
きぇ おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすう, しぇ ょゃっ 
こぇさすうう – ╀]‶ う ╂╄[╀. 
¨ぉとけ 18 こぇさすうう う 7 おけぇかう-

ちうう さっゅうしすさうさぇたぇ しゃけう かうしすう 
ゃ [ぇえけくくぇすぇ ういぉうさぇすっかくぇ おけ-
きうしうは – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ いぇ こさっょ-
しすけはとうすっ ういぉけさう いぇ ′ぇさけょくけ 
しなぉさぇくうっ. ╁ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお けぉとうはす ぉさけえ くぇ うきぇとうすっ 
こさぇゃけ くぇ ゅかぇし くぇ 5-すう けおすけき-
ゃさう っ 70 081 ういぉうさぇすっかう.  〈っ 
とっ せこさぇあくはゃぇす こさぇゃけすけ しう くぇ 
ゅかぇし ゃ 87 ういぉけさくう しっおちうう, おぇすけ 
きっしすぇすぇ うき けしすぇゃぇす くっこさけきっくう 

けす こけしかっょくうは ゃけす こさっい きぇえ いぇ 
╄ゃさけこぇさかぇきっくす. ╁ すっいう しっおちうう 
とっ さぇぉけすはす けぉとけ 773 つかっくけゃっ 
くぇ ]╇╉.
╁ぇあくう しさけおけゃっ いぇ ういぉけさうすっ: 
 1. ╃け 14-すう しっこすっきゃさう ういぉう-

さぇすっかう し  すさぇえくう せゃさっあょぇくうは, 
おけうすけ あっかぇはす ょぇ ゅかぇしせゃぇす し 
こけょゃうあくぇ ういぉうさぇすっかくぇ せさくぇ, 
こけょぇゃぇす こうしきっくけ いぇはゃかっくうっ, 
こさうょさせあっくけ し おけこうっ くぇ ょけおせ-
きっくす けす 〈╄╊╉.
2.  ╃け 20-すう しっこすっきゃさう うい-

ぉうさぇすっかう, つううすけ こけしすけはくっく う 
くぇしすけはと ぇょさっし しぇ ゃ さぇいかうつくう 
くぇしっかっくう きっしすぇ, きけゅぇす ょぇ こけ-
うしおぇす こうしきっくけ ょぇ ぉなょぇす ゃこう-
しぇくう ゃ ういぉうさぇすっかくうは しこうしなお 
こけ くぇしすけはと ぇょさっし. 
 3. ╃け 27-きう しっこすっきゃさう  しっ けす-

しすさぇくはゃぇす くっこなかくけすう う ゅさって-
おう ゃ ういぉうさぇすっかくうすっ しこうしなちう, 
しかっょ こけょぇゃぇくっ くぇ こうしきっくけ いぇ-
はゃかっくうっ けす ゅさぇあょぇくうすっ. 
╁しうつおう すっいう こさけきっくう しっ うい-

ゃなさてゃぇす ゃ ょうさっおちうは ╂[┿¨ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. „┿か. 
╀ぇすっくぉっさゅ” わ 4 , っすぇあ 1. 
 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

[せぉさうおぇすぇ „‶さぇゃくぇ おかうくうおぇ” っ うくうちうぇすうゃぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお - ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. 

╋ぇすっさうぇかなす っ こけょゅけすゃっく けす  ′うおけか [ぇたきぇくかうっゃぇ う [ぇょけしかぇゃ ╇ゃぇくけゃ, しすせょっくすう ┶V おせさし ゃ ぃさうょうつっしおうは そぇおせかすっす くぇ 
]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす, し かのぉっいくけすけ しなょっえしすゃうっ くぇ しかせあうすっかうすっ けす ょうさっおちうは „]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ“
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¨おけかけ 64 たうかはょう  しぇ こなさ-
ゃけおかぇしくうちうすっ ゃ ╀なかゅぇ-

さうは すぇいう ゅけょうくぇ う しぇ  こけゃっつっ 
けす すっいう こさっい きうくぇかぇすぇ, おけゅぇ-
すけ しぇ ぉうかう 63 596 . ′はきぇ ょぇ 
うきぇ せつうかうとっ くぇ すっさうすけさうは-
すぇ くぇ しすさぇくぇすぇ, ゃ おけっすけ ょぇ 
くっ いぇこけつくっ せつっぉくぇすぇ ゅけょう-
くぇ, くけ とっ うきぇ すぇおうゃぇ, ゃ おけう-
すけ さっきけくすうすっ とっ こさけょなかあぇす 
う しかっょ しすぇさすぇ え, しなけぉとう ゃ 
╉ぇいぇくかなお いぇきっしすくうお-きうくうし-
すなさなす  ╁ぇくは ╉ぇしすさっゃぇ. 
╆ぇっょくけ し こさけしゃっすくうは きう-

くうしすなさ ゃ しかせあっぉくうは おぇぉう-
くっす ょけち. [せきはくぇ ╉けかぇさけゃぇ 
ゃ くぇちうけくぇかくけ しなゃっとぇくうっ 
せつぇしすゃぇたぇ くぇつぇかくうちうすっ くぇ 
[っゅうけくぇかくうすっ うくしこっおすけさぇ-
すう  こけ けぉさぇいけゃぇくうっすけ. ¨ぉ-
しなあょぇくう しぇ  さっいせかすぇすうすっ けす 
こさうおかのつうかぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょう-
くぇ, けぉっおすうゃくうすっ おさうすっさうう いぇ 
けちっくおぇ くぇ いくぇくうはすぇ くぇ せつっ-
くうちうすっ う けすすぇき くぇ おぇつっしすゃけ-
すけ くぇ せつっぉくうは こさけちっし, おぇおすけ 
う ぇおすせぇかくう こさけぉかっきう こさっょう 

くぇつぇかけすけ くぇ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ. 
┿おけ けぉさぇいけゃぇくうっすけ くっ っ 

いぇこうしぇくけ おぇすけ こさうけさうすっす ゃ 
¨ぉとうくしおうすっ こかぇくけゃっ いぇ さぇい-
ゃうすうっ, すけ くはきぇ おぇお ょぇ しっ こけ-
かせつぇす しさっょしすゃぇ こけ こさけゅさぇきう 
いぇ きけょっさくういぇちうは くぇ せつっぉくう 
しゅさぇょう, ょっすしおう ゅさぇょうくう  う 
こさけしゃっすくう ぉぇいう, おぇいぇ きうくうし-
すなさ ╉けかぇさけゃぇ. 〈けゃぇ っ ぉうか う 
っょうく けす しっさうけいくうすっ こさけぉかっ-
きう ゃ くはおけう けぉとうくう, „おけうすけ 
くっ しっ ゃうあょぇす けす ]けそうは”, くけ 
いぇ おけうすけ きうくうしすなさおぇすぇ っ くぇ-
せつうかぇ ゃ たけょぇ くぇ くぇちうけくぇか-
くけすけ しなゃっとぇくうっ. 
╋¨′╋ くっ きけあっ ょぇ しう いぇすゃけ-

さう けつうすっ う いぇ ょさせゅ こさけぉかっき 

╉けえ くっ いくぇっ ]すっそぇく ╉ぇかつっゃ? 
– ╉けえ くっ っ ゅかっょぇか 〈っかっゃういうは 
„╉ぇいぇくかなお“?...〈っかっゃういうはすぇ, 
おけはすけ ゃ しさっょぇすぇ くぇ 90-すっ おぇ-
いぇくかなつぇくう う たけさぇすぇ けす ╃けかう-
くぇすぇ さぇいこけいくぇたぇ おぇすけ しゃけは, 
おけはすけ しせすさうく うき おぇいゃぇてっ 
„╃けぉさけ せすさけ!“, ぇ ゃっつっさ “╊っおぇ 
くけと!“, おけはすけ てうさけおけ ぉっ けすゃけ-
さうかぇ しゃけうすっ ゃさぇすう いぇ ょせきぇすぇ 
う くぇ „きぇかおうは つけゃっお“, う くぇ 
„ゅけかっきうは こけかうすうお“, おけはすけ ゃ 
ょうさっおすくう こさっょぇゃぇくうは しかぇゅぇ-
てっ さっょけき ゃけょぇつうすっ くぇ ╀]‶ う 
]╃], こさけゃけおうさぇてっ しゃけぉけょくう 
ょうしおせしうう; すうつぇてっ こけ ょうさう-
すっ くぇ きぇかおうすっ う ゅけかっきう おせか-
すせさくう う しこけさすくう しなぉうすうは う ゅう 
こけおぇいゃぇてっ くぇ こせぉかうおぇすぇ, くっ 
いぇとけすけ うきぇ しおかのつっく さっおかぇ-
きっく ょけゅけゃけさ いぇ すけゃぇ, ぇ いぇとけ-
すけ こさけしすけ: すぇおなゃ っ あうゃけすなす! 
„〈ぇおなゃ っ あうゃけすなす“..., おぇいゃぇ 
し てうさけおぇ せしきうゃおぇ つけゃっおなす, 
しないょぇか 〈╁ „╉ぇいぇくかなお“. ]すっ-
そぇく ╉ぇかつっゃ. ╀かういけ 7 ゅけょうくう, 
けすおぇおすけ ╄そうさくぇすぇ ╉ぇいぇくかなて-
おぇ しこさは ょぇ ういかなつゃぇ,  すけえ くっ 
さけゃう ぉけかっいくっくけ ゃ きうくぇかけすけ, 
いぇ ょぇ しっ こうすぇ: “╆ぇとけ?“. 〈けえ 
いくぇっ いぇとけ. ╇ おぇいゃぇ きなょさけ: 
“〈ぇおなゃ っ あうゃけすなす!“. 〈けいう 
こさうくちうこ くぇ ゃしはおぇ しっぉっせゃぇ-
あぇゃぇとぇ しっ きっょうは いぇ くっゅけ きぇえ 
っ こさうくちうこ う くぇ しけぉしすゃっくけすけ 
きせ あうゃっっくっ. ╇くすっさっしくけ あう-
ゃっっくっ: ╅うゃけす おぇすけ くぇ おうくけ... 
╇ ゃ きっすぇそけさうつくうは, う ゃ ぉせお-
ゃぇかくうは しきうしなか. ╆ぇとけすけ おう-
くけすけ いぇ ╉ぇかつっゃ っ こさけそっしうは. ┿ 
おぇおゃけ っ おうくけすけ ぉっい おぇつっしすゃっ-
くぇ ょさぇきぇ? ╃さぇきぇすせさゅうはすぇ くぇ 
あうゃけすぇ っ けくけゃぇ, おけっすけ ゃうくぇ-
ゅう っ ゃなかくせゃぇかけ おぇいぇくかなておうは 
〈っかっゃういうけくっさ わ1. 
╇ ╇しすうくぇすぇ! ╇しすうくぇすぇ いぇ 

けくけゃぇ, おけっすけ しすぇゃぇ, おけっすけ くう 
しっ しかせつゃぇ ゃしっおう ょっく: „╇しすけ-
さうはすぇ しっ こうてっ ゃしっおう ょっく う, 
ぇおけ こさけこせしくって くっとけ, うしすけ-
さうはすぇ ゃっつっ くっ っ しなとぇすぇ. ′っ っ 
うしすうくしおぇ.“ ╉ぇかつっゃ おぇいゃぇ すけゃぇ 
う しこけおけえくけ けすしうつぇ: “〈けゃぇ っ 
こさうくちうこなす, おけえすけ きっ っ さな-
おけゃけょうか.“ ╇ いぇ ょぇ っ ゃっさっく くぇ 
こさうくちうこぇ, ゃ うくすっさっし くぇ うしすう-
くぇすぇ, すけえ くっ けすさうつぇ: “╁しうつおけ 
こけつゃぇ ゃ „┿さしっくぇか“. 

]すっそぇく ╉ぇかつっゃ けすおさうゃぇ しっぉっ 
しう いぇ ]っょきけすけ ういおせしすゃけ ゃ 

╉うくけ-そけすけ おかせぉぇ くぇ おぇいぇくかなて
おぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ╁ „┿さしっくぇか“ 
すけえ うょゃぇ しかっょ おぇいぇさきぇすぇ – こさっい 
1967-きぇ. ‶けしすなこゃぇ おぇすけ おけく
しすさせおすけさ ゃ うくしすさせきっくすぇかくうは ╆ぇ
ゃけょ 6. ╆ぇ きかぇょっあぇ, いぇゃなさてうか こけ 
しすさけゅうすっ こさぇゃうかぇ, こさうかぇゅぇくう ゃ 
おぇいぇくかなておうは きったぇくけすったくうおせき, 
ておけかぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ っ 
けとっ こけ-しっさうけいくぇ: “╁うしけおうすっ 
おさうすっさうう くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ 
しぇ くっとけ ょさせゅけ けす けぉせつっくうっすけ ゃ 
せつうかうとっ. ╇きぇた つせゃしすゃけすけ, つっ 
ゃすけさう すったくうおせき おぇさぇき...“. ╉ぇか
つっゃ こさういくぇゃぇ, つっ ゃ „┿さしっくぇか“ 
こけこぇょくぇか „ゃ くけゃう ういきっさっくうは...“, 
くけ しゃうおくぇか いぇ ょゃっ-すさう ゅけょうくう う 
ょぇあっ こけつくぇか ょぇ しっ しこさぇゃは きくけゅけ 
ょけぉさっ. „┿さしっくぇか“ きっ ょうしちうこかう
くうさぇ“, けぉけぉとぇゃぇ し っょくぇ ょせきぇ 
くはおけゅぇてくうはす おけくしすさせおすけさ. ‶さっい 
1972-さぇ ゅけ こさぇとぇす ゃ ╀のさけすけ こけ 
しすぇくょぇさすういぇちうは う くけさきけおけくすさけか 
くぇ すったくうつっしおぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは, 
おなょっすけ しすぇゃぇ こさけゃっさはゃぇと くぇ ょけ
しおけさけてくうすっ しう おけかっゅう けす ╆ぇゃけょ 
6. ╁ いぇょぇつうすっ くぇ ╉ぇかつっゃ っ ょぇ 
おけくすさけかうさぇ う ょけおせきっくすぇちうはすぇ 
くぇ いぇゃけょうすっ 7 う 2. „′っ っ きくけゅけ 
こさうはすくけ ょぇ おけくすさけかうさぇて ょけゃつっ
さぇてくうすっ しう おけかっゅう, くけ おけゅぇすけ しっ 
けすくぇしはて し たけさぇすぇ おぇすけ おなき たけさぇ, 
こさけぉかっきう くはきぇ“, おぇいゃぇ ╉ぇかつっゃ いぇ 

- ╉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 う  こぇさうすっ くぇ せつうかうとぇ-
すぇ, おけうすけ しぇ すぇき, おぇいぇ けとっ 
きうくうしすなさ ╉けかぇさけゃぇ. ]っさうけ-
いっく ぉうか こさけぉかっきなす ゃ けぉとう-
くぇ ]かうゃっく, おなょっすけ こぇさうすっ くぇ 
ゃしうつおうすっ 34 せつうかうとぇ しぇ すぇき 
う くぇ こさぇおすうおぇ すっ しぇ し ぉかけ-
おうさぇくう しさっょしすゃぇ いぇ さっきけくすう, 
おけっすけ しっ けすさぇいはゃぇ くぇ さぇぉけ-
すぇすぇ ゃ せつうかうとっ. 
╁ ╉ぇいぇくかなお  きうくうしすなさなす くぇ 

けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ しっ 
しさっとくぇ し おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う こさけゃっょっ 
さぇぉけすくぇ しさっとぇ し ょうさっおすけさう-
すっ くぇ せつうかうとぇ.
╋うくうしすなさ ╉けかぇさけゃぇ こさけはゃう 

いぇしうかっく うくすっさっし おなき しなしすけは-
くうっすけ くぇ こさけそっしうけくぇかくうすっ 
ゅうきくぇいうう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ しこけ-
ょっかう う うょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ 
くぇ こけかうすったくうつっしおぇ ゅうきくぇ-
いうは ゃ ゅさぇょぇ.
‶け ゃさっきっ くぇ さぇぉけすくぇすぇ しさっ-

とぇ っ おけきっくすうさぇく う ゃなこさけしなす 

いぇ しさっょうとくうすっ せつうかうとぇ う 
ゃないきけあくけしすすぇ うき けす 2015 ゅ. 
ょぇ さぇぉけすはす こけ こさけゅさぇきぇ „〉し-
こった“, おぇおすけ う ゃなゃっあょぇくっすけ 
くぇ ちっかけょくっゃくけ けぉせつっくうっ いぇ 
こっすけおかぇしくうちうすっ. 
‶さけしゃっすくうはす きうくうしすなさ 

ょぇょっ ゃうしけおぇ けちっくおぇ くぇ ょう-
ぇかけゅぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
きっあょせ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす う けぉ-
さぇいけゃぇすっかくうすっ うくしすうすせちうう.

ゑñöñëíÖó

でöÜä ¡íÑéë: ぜóÖóïöéë づÜ½　Öí とÜ¿íëÜçí:

しうすせぇちうはすぇ, ゃ おけはすけ ういこぇょ
くぇか すけゅぇゃぇ. ‶けゃっつっすけ さぇぉけ
すぇ ぉうかぇ  こけ こさっさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ しなゃっすしおぇ ょけおせきっくすぇちうは ゃ 
ぉなかゅぇさしおう ゃぇさうぇくす, くせあっく 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ. ′っ きせ 
ぉうかけ すさせょくけ, けこうすなす けす ╆ぇ
ゃけょ 6, おなょっすけ しすぇくょぇさすういう

さぇか うくしすさせきっくす, けこさっょっかっくけ 
こけきぇゅぇか. 》けさぇすぇ ぉなさいけ しっ 
けさうっくすうさぇかう ゃ ういうしおゃぇくうは
すぇ くぇ しすぇくょぇさすうすっ う ゃしっ こぇ-
きぇかおけ しすぇゃぇかう いぇぉっかっあおうすっ, 
こけきくう くはおけゅぇてくうはす こさけゃっ
さはゃぇと ゃ ょっぉさうすっ くぇ ╄ょうくくぇ
すぇ しうしすっきぇ くぇ おけくしすさせおすけさ
しおぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは. 
╃ぇ しっ けすくぇしは し たけさぇすぇ おぇすけ 

おなき たけさぇ, いぇ ╉ぇかつっゃ はゃくけ 
っ しなとけ こさうくちうこ, おぇおすけ う 
ゃっさくけしすすぇ おなき そぇおすうすっ くぇ 
╇しすうくぇすぇ. ╁しっおう, し おけゅけすけ っ 
さぇぉけすうか, こけいくぇゃぇ かっおうは きせ 
きぇくうっさ くぇ けぉとせゃぇくっ, いぇぉっ
かっあおぇすぇ – くぇ さなぉぇ くぇ てっゅぇ
すぇ, しゃけぉけょぇすぇ, おけはすけ すう ょぇゃぇ 
おぇすけ あせさくぇかうしす, しこけょっかは
くっすけ ゃ っあっょくっゃうっすけ, おなょっすけ 
けぉうおくけゃっくうすっ そぇおすう けす あう
ゃけすぇ すけえ すせすぇおしう ぇしけちううさぇ し 
おさうかぇすう そさぇいう くぇ ゃっかうおうすっ 
せきけゃっ うかう しこけきっくう けす しさっ
とう しなし しすけえくけしすくうすっ ぉなか
ゅぇさう, ゅけかはきぇ つぇしす  けす おけうすけ 
こけいくぇゃぇ かうつくけ. „‶けきくは“, 
おぇいゃぇ ]すっそぇく ╉ぇかつっゃ. ‶けき
くう おけかおけ きくけゅけ っ けぉうつぇか ょぇ 
さうしせゃぇ おぇすけ きぇかなお: ちゃっすけ
ゃっすっ きせ くうおけゅぇ くっ ぉうかう おぇすけ 
すっいう くぇけおけかけ. ╀うかう ょさせゅう, 
しぇきけ くっゅけゃう しう. ‶けきくう きぇか
おうすっ, ぇ こけしかっ – ゃしっ こけ-ゅけかっ
きう ういかけあぉう くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
╉うくけ-そけすけ おかせぉ, おなょっすけ ゃ 
いぇくぇはすぇ ょぇ しっ さうしせゃぇ しなし 
しゃっすかうくぇすぇ ゅけ こけしゃっとぇゃぇ 
╉うさうか ╋ぇさうくけゃ. ]っすくっ きくけ
ゅけ きせ こけきぇゅぇ う ╂っけさゅう ╁けょっ
くうつぇさけゃ. ]こけきっくうすっ しうこはす 
こけさけうとぇすぇ けす  くぇゅさぇょう けす 
そっしすうゃぇかう くぇ かのぉうすっかしおけすけ 
おうくけ う そけすけゅさぇそしおう そけさせ
きう. ╉ぇかつっゃ こけきくう ょけしかけゃくけ 
う すさうすっ ゅけょうくう ゃ ╋けしおゃぇ, 
おなょっすけ せつう おうくけ う すゃ-けこっさぇ
すけさしすゃけ ゃ ╇くしすうすせすぇ いぇ たせ
ょけあっしすゃっくう さなおけゃけょうすっかう 
くぇ おうくけ-おかせぉけゃっ. ‶けきくう ゃ 
ぉせおゃぇかくう ちうすぇすう せさけちうすっ くぇ 
こさけそっしけさうすっ  しう – しゃっすけゃくう 
うきっくぇ ゃ ういおせしすゃけすけ. „╉うくけすけ 

っ くぇえ-しうくすっすうつくけすけ ういおせしすゃけ“, 
くぇせつうか すぇき ╉ぇかつっゃ. ╇ けとっ: 
„《けすけゅさぇそうはすぇ っ せしっとぇくっ いぇ 
くっとぇすぇ, くけ う せつっくっ – しなとけ, 
すさせこぇくっ くぇ いくぇくうは.“ ‶さけそっ
しうけくぇかなす しっ しきっっ: “′っ きけあって 
ょぇ けいゃせつぇゃぇて しぇすうさぇ し ╁ぇゅくっさ, 
くっ しすぇゃぇ!“. 

‶けしかっ  ┿さすうく ┿いうくはく ゅけ おぇくう 
ゃ  ゅさぇょしおうは  ╉うくけ-そけすけ おかせぉ 
くぇ „╇しおさぇ“, おなょっすけ きぇえしすけさなす 
┿さすけ こけっきぇ そけすけゅさぇそうはすぇ, ぇ 
╉ぇかつっゃ – おうくけすけ. ╁ っょうく かっ
ょっく くけっきゃさうえしおう ょっく  ょゃぇきぇすぇ 
おぇつゃぇす 70-すっ きっすさぇ くぇ しおっかっすけ 
くぇ こうかけくぇ くぇ ╃けき-こぇきっすくう
おぇ くぇ ╀せいかせょあぇ, いぇ ょぇ しくうきぇす 
けすぉかういけ きけくすぇあぇ くぇ させぉうくぇ ゃ 
つっさゃっくぇすぇ いゃっいょぇ...
╋けいぇえおぇすぇ けす はさおう ょけおせきっく

すぇかくう そぇおすう こけょさっあょぇ おぇょさう
すっ けす おうくけ-あうゃけすぇ くぇ ]すっそぇく 
╉ぇかつっゃ: ゅっさけうすっ けす かっくすうすっ いぇ 
╀けさうしかぇゃ 【うくっゃ – おぇいぇくかな
つぇくうくなす, おけくしすさせうさぇか しけぉしす
ゃっく たっかうおけこすっさ...; つけゃっおなす, 
くぇこさぇゃうか しぇきけかっす し ょゃうゅぇすっか 
けす ╆ぇこけさけあっち...;  ]すぇくおっ ╂さけい
ょぇくけゃ, すさなくつぇくうくなす – きぇえしすけさ 
くぇ 325-きっすさけゃうすっ おけきうくう くぇ 
きぇさうておうすっ 〈╄『-けゃっ 2 う 3;  
しさっとう しなし ]っさぇそうき ]っゃっさくはお, 
╅っかぬけ ╅っかっゃ..., さけゃっくっすけ ゃ 
ゅけょうてくうちうすっ くぇ ゃっしすくうお „╇し
おさぇ“ – „ゃ すなさしっくっ くぇ ょさぇきぇ
すせさゅうはすぇ くぇ あうゃけすぇ“. ╉ぇかつっゃ 
すなさしう し けしすさけ けおけ うしすうくぇすぇ いぇ 
つけゃっおぇ う うしすうくぇすぇ いぇ くっとぇ
すぇ: きぇかおうすっ, せあ くっいくぇつうすっかくう 
とさうたう くぇ こけょさけぉくけしすうすっ くっせ
しっすくけ さうしせゃぇす こなかくけおさなゃくうすっ 
けぉさぇいう. ‶さぇゃう  ゅけ う しっゅぇ, おけ
ゅぇすけ くっ しっ いぇくうきぇゃぇ こさけそっ
しうけくぇかくけ し おうくけ: けつうすっ こさけし
すけ すなさしはす. ┿ せきなす けぉけぉとぇゃぇ: 
“╁ ╃けかうくぇすぇ うきぇ しすさぇたけすくう 
たけさぇ“. ] こさけしかけゃせすうは しう たせきけ
さうしすうつっく せしっす ]すっそぇく ╉ぇかつっゃ, 
けぉうおけかうか ╉ぇいぇくかなお う くぇけおけかけ 
けす きはしすけ くぇ きはしすけ う けす つけゃっお 
くぇ つけゃっお, おぇいゃぇ: “╋くけゅけ うく
すっさっしくぇ っ くぇさけょけこしうたけかけゅうは
すぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ – すけえ っ 
おぇすけ ょさはくぇ – こなさゃう ちなそすう う 
こけしかっょっく ゃさないゃぇ...“. ╉ぇかつっ
ゃうすっ 』せょけきうさけゃしおう けぉうおけか
おう うい ╉ぇいぇくかなておけ ゃ すなさしっくっ 
くぇ けぉさぇいぇ くぇ くけゃうは くぇてっくっち 
こさけゃけおうさぇかう う そうかき いぇ しぇきうは 
』せょけきうさ: „╇しおぇた ょぇ さぇいぉっさぇ 
すけいう つけゃっお, おけえすけ しっ っ しぇきけせ

ぉうか, しうかっく つけゃっお かう っ ぉうか うかう 
しかぇぉ?“.  „]うかっく っ ぉうか“, けすゅけゃぇ
さは ぇゃすけさなす くぇ っょうく けす くぇえ-しっ
さうけいくうすっ そうかきう  いぇ っきぉかっきぇすぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお – ╃うきうすなさ 』けさぉぇ
ょあうえしおう.
╁しっ すぇおぇ, こさけゃけおうさぇく けす ょさぇ

きぇすせさゅうつくぇすぇ かうくうは くぇ あうゃけすぇ 

ゃ ╉ぇいぇくかなておけ, ]すっそぇく くぇきうさぇ 
ゅけかぇすぇ うしすうくぇ いぇ きっしすくうすっ くさぇ
ゃう ゃ けくぇは けぉとうくしおぇ ╆ぇこけゃっょ 
わ14 けす 1929-すぇ, おけはすけ さぇいこけ
さっあょぇ くぇ ゃしっおう ゅさぇあょぇくうく, こけ 
ゃないきけあくけしす – ゅさぇあょぇくおぇ, ょぇ 
しかっょう う ょけくぇしは おけえ おけゅぇ きう
くぇゃぇ う おけえ おぇおゃけ こさぇゃう... ╉ぇか
つっゃ しっ しきっっ う くぇ こさけしかけゃせすうは 
そぇおす, こさっょっかくけ はしくけ たぇさぇおすっ
さういうさぇと きっしすくうすっ けしけぉっくけしすう: 
おぇいぇくかなつぇくう ゅけくうかう ゃ こさぇたぇ 
つぇお ょけ ‶ぇゃっか ぉぇくは おぇかけそっさ
しおうは そぇえすけく, いぇ ょぇ ゃうょはす おけえ 
しっ ゃけいう ゃ くっゅけ...  
′ぇてっくちうすっ けす こけ-くけゃけ ゃさっ

きっ, さうしせゃぇくう ゃ けぉっおすうゃぇ くぇ 
╉ぇかつっゃ, ゅけ ょぇさはゃぇす し ぇこかけょうし
きっくすうすっ くぇ そっしすうゃぇかくぇすぇ こせぉ
かうおぇ: “[ぇいしきうゃぇたきっ こせぉかうおぇすぇ 
う あせさうすけ し くぇてうすっ そうかきう...!“, 
こぇお し せしきうゃおぇ しう しこけきくは けこっ
さぇすけさなす. ] すうは くぇてっくしおう うしすけ
さうう うょゃぇす ╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ けす 
„‶せぉかうちうしすうおけ“ - ╀っかう ]すけお, 
‶けかてぇ  う くぇゅさぇょぇすぇ けす せくゅぇさ
しおうは そっしすうゃぇか くぇ しすさぇくうすっ けす 
╇いすけつくぇ ╄ゃさけこぇ. ╇ょゃぇす  ょぇかっつ 
こさっょう ╉ぇかつっゃ ょぇ しすぇくっ おぇいぇく
かなておうはす 』けゃっお–〈っかっゃういうは.  
‶けしかっ こさっょ おぇきっさうすっ くぇ 〈╁ 

„╉ぇいぇくかなお“, ぇ つっしすけ う くぇ あうゃけ 
ゃ しすせょうけすけ, こさけょなかあぇゃぇす ょぇ 
うょゃぇす たけさぇすぇ けす ╃けかうくぇすぇ – 
すぇおうゃぇ, おぇおゃうすけ しぇ. ╇ょゃぇす う  
ゃしうつおう ゅけかっきう こけかうすうちう けす 
けくけゃぇ ゃさっきっ. „]ぇきけ ╉けしすけゃ くっ 
っ ぉうか“, しきっっ しっ ╉ぇかつっゃ. ]すぇ
さけ こけいくぇくしすゃけ し こさっいうょっくすぇ 
╅っかっゃ しかせつぇえくけ しっ ゃないさぇあょぇ 
こけおさぇえ こさっょういぉけさくけ しなぉうすうっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお: “]すっそおけ, おゃけ こさぇ
ゃうて, ぉっ?“, こうすぇ ╅っかぬけ ういくっ
ゃうょっかうちぇ こけ っょくぇ おぇいぇくかなて
おぇ せかうちぇ う ╉ぇかつっゃ ゃっょくぇゅぇ ゅけ 
ゃけょう こさっょ こさけあっおすけさうすっ くぇ 
しすせょうけすけ ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇ
すぇ... ┿ こけしかっ – くぇ ゃっつっさは... 
╁っつっさうすっ し ╉ぇかつっゃ しぇ いくぇきっくう
すう. ′ぇ つぇてぇ すなくおけ こうすうっ, すけえ 
っ しこけしけぉっく ょぇ  いぇぉぇゃかはゃぇ, ぉっい 
ょぇ しこさっ つぇしけゃっ くぇさっょ. ╁ うゅさう
ゃぇすぇ かうくうは くぇ すなくおぇすぇ うさけくうは 

すけえ さっょう すけつくう ちうすぇすう, ゃうちけゃっ, 
はさおう さぇいおぇいう こけ かうつくけ こさっあう
ゃはくけ... ′け くうおけゅぇ しぇきけちっかくけ, 
ゃうくぇゅう – ゃ すなさしっくっ くぇ おけさっくう
すっ くぇ くっとぇすぇ, くぇ ょさぇきぇすぇ, くぇ 
╇しすうくぇすぇ. ] せしきうゃおぇ.
‶ぇお ゃ うくすっさっし くぇ うしすうくぇすぇ 

╉ぇかつっゃ さぇいおぇいゃぇ いぇ さぇあょぇくっ
すけ くぇ 〈╁ „╉ぇいぇくかなお“. ‶け ゃさっ
きっすけ くぇ しうくうは, くけ う ぇさしっくぇか
しおう おきっす – ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ, しっ 
さぇあょぇ うょっはすぇ いぇ きっしすくぇ 〈╁. 
¨しけぉっくけ っ „くぇゃうす“ いぇ すけゃぇ いぇき.-
おきっすなす ╉けしすぇょうく ╃うきけゃ. ‶けかい
ゃぇす こさっょぇゃぇすっかは くぇ 〈のかぉっすけ. 
╁ しすせょぇ くぇゃさなた ′けゃぇすぇ 1992 
–さぇ ゅけょうくぇ  きなおくぇす すったくうおぇ ょけ 
おせかぇすぇ くぇ ぉぇうさぇ う こせしおぇす おきっ
すぇ ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ し こけいょさぇゃ 
いぇ おぇいぇくかなつぇくう... “╉ぇすけ っょうく 
〈けょけさ ╅うゃおけゃ...“, てっゅせゃぇ しっ 
╉ぇかつっゃ. ╇ょっはすぇ っ こけょおさっこっくぇ 
けす こさうはすっかは くぇ ╉ぇかつっゃ, てっそぇ 
くぇ きっしすくうは こさっょぇゃぇすっか, うくあ. 
]すっそぇくけゃ. ‶けつゃぇす こさっょぇゃぇくうは 
ゃしはおぇ しっょきうちぇ, けぉぇつっ くっとぇすぇ 
しぇ „くぇ さなぉぇ“ くぇ いぇおけくぇ う ]すっ
そぇくけゃ ゅけ こけしすうゅぇす しぇくおちうう: 
くはきぇ かうちっくい. ╁ たけょぇ くぇ しなぉう
すうはすぇ しっ けおぇいゃぇ, つっ ¨ぉとうくぇすぇ 
くはきぇ こさぇゃけ くぇ すぇおぇゃぇ ょっえくけしす 
う とっ っ くせあくぇ そうさきぇ. ′っぉっうい
ゃっしすくうはす すっぇすさぇか ╁ぇしうか ╀っかっゃ 
しっ こさうすうつゃぇ くぇ こけきけと. ′っゅけ
ゃぇすぇ そうさきぇ „╇ゃぇえかけ“/ゃさないおぇすぇ 
し ゃなしすぇくうおぇ – ╀なさょけおゃぇ くっ っ 
しかせつぇえくぇ.../ ぉなさいけ しすぇゃぇ けす ╄〈 
くぇ ̈ ¨╃. ] そうさきぇ こけょ さなおぇ ╉ぇか
つっゃ けすうゃぇ くぇ ういこうす ゃ ]けそうは. 
╇いこうすなす くっ っ こさけぉかっき. ╁っつっ ゅけ 
こけいくぇゃぇす おぇすけ ぇゃすけさ くぇ ょっしっす
おう そうかきう う くけしうすっか くぇ きくけゅけ 
くぇゅさぇょう, ょけさう しっかっおちうけくっさ くぇ 
かっくすう いぇ そっしすうゃぇかう. ′け – かう
ちっくいなす しっ ぉぇゃう... ╃け いぇゃっすくうは 
きぇえ 1995-すぇ, おけゅぇすけ ╉ぇかつっゃ, 
いぇっょくけ し けとっ 17 すっかっゃういうう ゃ 
しすさぇくぇすぇ, こけかせつぇゃぇ けそうちうぇかくけ 
かうちっくい いぇ ょっえくけしす くぇ 〈╁ „╉ぇ
いぇくかなお”. ‶けつゃぇ っあっょくっゃくうはす 
っそうさっく きぇさぇすけく: こなさゃう くけゃう
くう - しせすさってっく ぉかけお – さっおかぇきう 
– こけこせかはさくう そうかきう – けぉっょくう 
くけゃうくう – うゅさぇかくう そうかきう – ゃっ
つっさくう くけゃうくう – しこけさす – さっおかぇ
きう – しっょきうつっく けぉいけさっく ぉかけお 
– ょうさっおすくう ういかなつゃぇくうは けす こかけ
とぇょぇ, ょけきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ, しすぇ
ょうけくぇ, ‶かぇくうくしおけすけ 【うこおぇ... 
- こけいょさぇゃう...
╊のぉうきうすっ こけいょさぇゃう! ╆ぇ こさなゃ 

こなす おぇいぇくかなつぇくう くぇきうさぇす すっ
さっく いぇ きぇしけゃう けぉはしくっくうは ゃ 
かのぉけゃ おなき こさうはすっかう う ぉかういおう 
こさっい っそうさぇ くぇ 〈╁ „╉ぇいぇくかなお”. 
』っしすけ し そけかお-こぇさつっすぇ... ╇ すけゃぇ 
くっ っ しかせつぇえくけ: “〈けゃぇ うしおぇたぇ 
たけさぇすぇ“, おぇいゃぇ ╉ぇかつっゃ, こかぇすうか 
くぇさけつくけ しけちうけかけゅうつっしおけ こさけ
せつゃぇくっ いぇ きっしすくうすっ くぇゅかぇしう, し 
おけうすけ しっ しなけぉさぇいうか. „╀ってっ うし
すうくしおけ こさけせつゃぇくっ, くっ おぇすけ しっ
ゅぇてくぇすぇ しけちうけかけゅうは“, おけきっく
すうさぇ すっかっゃういうけくっさなす.  

〈っかっゃういうはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
しすぇゃぇ ておけかぇ

〈せお こさけたけあょぇす ゃ いぇくぇはすぇ 
くぇえ-はさおうすっ うきっくぇ くぇ きっしすくぇすぇ 
あせさくぇかうしすうおぇ, けこっさぇすけさう, すった
くうつっしおう っおうこう. ╊うちぇすぇ ╃っしう 
‶っすおけゃぇ, ╉さぇしうきうさぇ ]すけはくけゃぇ, 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ, ┿すぇくぇし ╂っけさゅう
っゃ, ]かぇゃはくぇ 〉いせくけゃぇ... う ょくっし 
しぇ ゅさなぉくぇおなす くぇ きっょううすっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 〈ったくうつっしおうはす っおうこ 
╃っすっかうくぇ ╃うきけゃぇ, ╇ゃぇく ╉ぇさぇ
ゃぇしすっゃ, しなこさせゅぇすぇ ‶っこぇ ╉ぇかつっ
ゃぇ, しうくなす – ′うおけかぇえ う とっさおぇすぇ 
〈ぇくは しぇ けす しせすさうく ょけ ゃっつっさ ゃ 
しすせょうけすけ う くぇゃなく しさっょ たけさぇすぇ. 

[ぇぉけすっく きけきっくす けす そうかきぇ „╉けきうく 325“. ]すっそぇく ╉ぇかつっゃ -
ぇゃすけさ う けこっさぇすけさ, う 〈けすぬけ ╋ぇさっくけゃ - そけすけゅさぇそ.
′ぇ しくうきおぇすぇ しなし ]すぇくおっ ╂さけいょぇくけゃ, きぇえしすけさ - おけきうくょあうは, ぉさうゅぇょうさ. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

7 0 3 - き ぇ 
こなさゃけおかぇしくうちう 
すさなゅゃぇす くぇ せつう-
かうとっ すぇいう ゅけ-
ょうくぇ ゃなゃ ゃしうつ-
おう せつうかうとぇ くぇ 
す っ さ う す け さ う は す ぇ 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. 〈っ しぇ 
し 13 こけ-きぇかおけ 
けす こなさゃけかぇちうすっ 
こさっい 2013 ゅけ-
ょうくぇ. 〉つっぉくぇ-
すぇ ゅけょうくぇ ゃなゃ 
ゃしうつおう せつうかう-
とぇ とっ いぇこけつくっ 
くぇ 15-すう しっこ-
すっきゃさう ゃ 9,00 
つぇしぇ し ういょうゅぇ-
くっすけ くぇ くぇちうけ-
くぇかくうは そかぇゅ. 
¨す ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお しぇ こさう-
ゅけすゃうかう しこっちう-
ぇかくう ょぇさけゃっ いぇ 
こなさゃけおかぇしくう-
ちうすっ – おくうあ-
おぇ  し ぉなかゅぇさしおう 
くぇさけょくう  こさう-
おぇいおう う し かうつ-
くけ こけしゃっとっくうっ 
けす おきっすぇ くぇ けぉ-
とうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 
╃け 30-すう しっこ-

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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¨ぉさぇいけゃぇくうっすけ くっ きけあっ 
ょぇ っ けぉっおす くぇ こぇさすうえ-

くう ぉうすおう う こぇさすうえくぇ こけかう-
すうおぇ, おぇおすけ う ょぇ しっ ういこけかいゃぇ 
いぇ こさっょういぉけさくぇ おぇきこぇくうは. ╁ 
すけいう しきうしなか こけかうすうおぇすぇ しかっょ-
ゃぇ ょぇ っ ゃなく けす せつうかうとっ, いぇ-
はゃう ゃ ╉ぇいぇくかなお きうくうしすなさ くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ ゃ しかせあっぉくうは 
おぇぉうくっす ょけち. [せきはくぇ ╉けかぇさけ-
ゃぇ. 〈は こさういけゃぇ う こけかうすうちう, う 
こさけしゃっすくうちう ょぇ しっ ゃないょなさあぇす 
けす ういおせてっくうはすぇ  こけかうすうおぇ-
すぇ ょぇ ゃかういぇ ゃ せつうかうとっ うかう 
せつうかうとっすけ ょぇ しっ ういこけかいゃぇ いぇ 
こけかうすうおぇ こけょ おぇおゃぇすけ う ょぇ っ 
そけさきぇ. 〈は ういさぇいう くぇょっあょぇ 
せつっぉくうちうすっ こけ うしすけさうは くぇ 
しゃけえ さっょ ょぇ しっ ういゅけすゃはす すぇおぇ, 
つっ しなょなさあぇくうっすけ うき ょぇ くっ 
ょぇゃぇ こけゃけょう いぇ ういこけかいゃぇくっ う 
こさっょういぉけさくけ きぇくうこせかうさぇくっ.
]なゃっすなす きう っ: くっいぇゃうしうきけ 

おけえ とっ こけぉっょう くぇ ういぉけさうすっ, 
ょぇ くっ ういこけかいゃぇ せつうかうとっすけ いぇ 
こけかうすうおぇ う すけゃぇ っ こさうくちうこくぇ 
こけいうちうは, いぇはゃう きうくうしすなさなす くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ.  

╉けかぇさけゃぇ せすけつくう, つっ すけゃぇ くっ 
けいくぇつぇゃぇ せつうすっかうすっ, ょうさっおすけ-
さうすっ, くぇつぇかくうちうすっ くぇ うくしこっお-

すけさぇすう ょぇ くはきぇす こけかうすうつっしおう 
こけいうちうう, くけ こさういけゃぇ すけゃぇ ょぇ 
くっ しっ けすさぇいはゃぇ う ょぇ くっ いぇしはゅぇ 
こけ くうおぇおなゃ くぇつうく すはたくぇすぇ さぇ-
ぉけすぇ. 

¨す くぇつぇかけすけ くぇ きぇくょぇすぇ くぇ 
しかせあっぉくうは おぇぉうくっす しぇ しきっくっ-
くう くぇつぇかくうちうすっ くぇ [っゅうけくぇか-

くうすっ  うくしこっおすけさぇすう こけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ ゃ 》ぇしおけゃけ, ‶かけゃょうゃ 
う ]かうゃっく いぇさぇょう ゃないしすぇくけゃっ-
くう けす しなょぇ こさっょうてくう くぇつぇか-
くうちう. ‶さっょしすけう すぇおぇゃぇ さけおぇ-

ょぇ, しかっょ しなょっぉくけ さってっくうっ, う 
ゃ ╉のしすっくょうか. ′はきぇき きけすうゃ ょぇ 
しきっくはき くぇつぇかくうちう くぇ うくしこっお-
すけさぇすう, ょけぉぇゃう ╉けかぇさけゃぇ, くけ 
こさっょせこさっょう, つっ, ぇおけ ゃないくうおくっ 
こさけぉかっき, ぉう こさうしすなこうかぇ う ょけ 
すぇいう きはさおぇ. 
╉けかぇさけゃぇ けすさっつっ  うくそけさきぇ-

ちううすっ, つっ うきっすけ え っ しさっょ すっいう 
きうくうしすさう, おけうすけ とっ けしすぇくぇす う 
ゃ さっょけゃくうは おぇぉうくっす しかっょ こぇさ-
かぇきっくすぇさくうすっ ういぉけさう. ╋けはす 
ぇくゅぇあうきっくす っ おなき こさっいうょっくすぇ 
う しかせあっぉくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, 
くうおけえ くっ っ けぉしなあょぇか し きっく 
ょさせゅけ, いぇはゃう きうくうしすなさなす くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ.  
26 きうかうけくぇ かっゃぇ っ ょせこおぇすぇ ゃ 

ぉのょあっすぇ くぇ けぉさぇいけゃぇすっかくけすけ 
ゃっょけきしすゃけ, くけ すけいう ょっそうちうす 
くはきぇ ょぇ いぇしっゅくっ ょっかっゅうさぇくう-
すっ ぉのょあっすう, ぇ ょさせゅう さぇいたけょう, 
せすけつくう きうくうしすなさ ╉けかぇさけゃぇ. 
′っょけしすうゅなす ゃ ぉのょあっすぇ とっ いぇ-
しっゅくっ けしくけゃくけ  っかっおすさけくくぇすぇ 
こかぇすそけさきぇ いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, 
いぇ おけはすけ しぇ くせあくう 7 きうかうけくぇ 
かっゃぇ, くぇちうけくぇかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ 

いぇ さっきけくすうすっ う こぇさうすっ いぇ くぇ-
せおぇ. 
90 しぇ ょっちぇすぇ くぇ ぉっあぇくちう せ 

くぇし, いぇこうしぇくう いぇ くけゃぇすぇ せつっぉ-
くぇ ゅけょうくぇ ゃ  ぉなかゅぇさしおぇすぇ けぉ-
さぇいけゃぇすっかくぇ しうしすっきぇ, おぇいぇ 
いぇき.-きうくうしすなさ ╁ぇくは ╉ぇしすさっ-
ゃぇ. ╋っあょせ 400 う 1000 ぉうかう 
ょっちぇすぇ ゃ せつうかうとくぇ ゃないさぇしす, 
おけうすけ こけょかっあぇす くぇ けぉせつっくうっ ゃ 
くぇてうすっ せつうかうとぇ, くけ こさけぉかっ-
きなす し けぉたゃぇとぇくっすけ うき ぉうか ゃ 
きうゅさぇちうはすぇ う さっぇかくうは すったっく 
ぉさけえ. 
〈けゃぇ こさぇおすうつっしおう くう かうてぇゃぇ 

けす ゃないきけあくけしすすぇ  ょぇ こさっょこさう-
っきっき ぇょっおゃぇすくう こけかっいくう きっさ-
おう, せすけつくうたぇ けす こさけしゃっすくけすけ 
きうくうしすっさしすゃけ. ]っさうけいっく ぉうか 
こさけぉかっきなす し ょっちぇすぇ-ぉっあぇくちう, 
こさうしすうゅくぇかう ゃ ╀なかゅぇさうは  ぉっい 
しっきっえしすゃぇすぇ しう, おけうすけ こさぇおすう-
つっしおう けぉうおぇかはす 5 しすさぇくう. 
 ╁ しなとけすけ ゃさっきっ っょうくしすゃっ-

くうはす くぇつうく いぇ うくすっゅさぇちうは くぇ 
ぉっあぇくちうすっ せ くぇし っ つさっい ょっちぇすぇ 
うき, いぇゃう きうくうしすなさ ╉けかぇさけゃぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 

すっきゃさう っ しさけおなす, ゃ おけえすけ さけょうすっかうすっ くぇ すぇいゅけょうてくうすっ こなさゃけおかぇしくうちう 
きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす いぇはゃかっくうは ゃ ょうさっおちうは „]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ” いぇ 
けすこせしおぇくっすけ くぇ っょくけおさぇすくう こけきけとう いぇ すはた. 〈けゃぇ しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” ょうさっおすけさなす くぇ  „]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ” ゃ ╉ぇいぇくかなお ╋うきぇ 
¨さぇつっゃぇ. ╃け きけきっくすぇ  こけょぇょっくうすっ きけかぉう しぇ 463, おぇすけ 112 けす すはた しぇ いぇ  
けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは, けしすぇくぇかうすっ いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ¨ぉとうはす ぉさけえ くぇ 
けすこせしくぇすうすっ こけきけとう っ 412. ¨すおぇいぇくうすっ しぇ 3.  ╋っしっち しかっょ けすこせしおぇくっすけ 
くぇ こけきけとうすっ  こさっょしすけう こさけゃっさおぇ けす しけちうぇかくうすっ さぇぉけすくうちう ょぇかう ょっ-
すっすけ, いぇこうしぇくけ ゃ こなさゃう おかぇし, こけしっとぇゃぇ せつうかうとっ. ┿おけ すけゃぇ くっ っ すぇおぇ, 
しさっょしすゃぇすぇ, ゃ さぇいきっさ くぇ 250 かっゃぇ, こけょかっあぇす くぇ ゃさなとぇくっ. 

...╅『』╊〉╅]』[¨【╊
〈╅ぃ¨〉《』【『《¨【╊]¨ 
]さっょ こけつっかうすっ しさっとぇすぇ ぉはたぇ う ょさせゅう 

ぉうゃてう ょうさっおすけさう くぇ くはおけゅぇてくうは ╆ぇ-
ゃけょ いぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう – ╋ぇさおけ 
╋ぇさうくけゃ, いぇきっしすくうおなす きせ ‶っくつけ ╃あせさ-
おけゃ, ぉうゃてうはす ょうさっおすけさ くぇ ╇╋╋ ′っょっか-
つけ ╀さぇすけっゃ う ょさ. 
] っきけちうけくぇかくけ さっすさけしこっおすうゃくけ しかけ-

ゃけ さぇいつせゃしすゃぇ くはおけゅぇてくうすっ しう おけかっゅう 
こなさゃうはす おけくしすさせおすけさ くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ きっ-
すぇかけさっあっとう きぇてうくう  》ぇさうすけく /》ぇさう/ 
]うきっけくけゃ. 
‶けおぇくぇ ょぇ せゃぇあぇす のぉうかっえくうは こさぇい-

くうお – 90 ゅけょうくう „┿さしっくぇか” くぇ 10-すう けお-
すけきゃさう, けすこさぇゃう おなき  ゃっすっさぇくうすっ-きぇ-
てうくけしすさけうすっかう う しゃけう ぉうゃてう  おけかっゅう 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ, こさっょしっょぇすっか  くぇ ]╉ くぇ 
╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか”.Хари Симеонов
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55

90 ╈《╉¨〉¨ „╅『』╊〉╅]” ╇ [╅′╅〉]ぇ[

《【 7-〈¨ 』╊》【╊〈╇『¨  
26 ╅『』╊〉╅]を¨ 《【〉《╇《 〉╅ っ》《〉』[《【《 ｠《『《

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

╆くぇきっくけしっちなす くぇ ]ぇきぇさしおけすけ 
いくぇきっ ′うおけかぇ ╉けさつっゃ っ ぉうか くぇ 
41 ゅけょうくう, おけゅぇすけ ゅけ っ くけしうか う 
いぇとうすぇゃぇか.
┿ゃゅせしす っ きっしっちなす, ゃ おけえすけ しぇ 

しっ ゃけょうかう っょくう けす くぇえ-ゃぇあくう-
すっ しさぇあっくうは こけょ くっゅけ.
┿ゃゅせしす っ う きっしっちなす, こさっい おけえ-

すけ いくぇきっくけしっちなす っ くぇこせしくぇか 
すけいう しゃはす.
╁ ╋けしおゃぇ ]ぇきぇさしおけすけ いくぇ-

きっ っ ういかけあっくけ ゃ ╉さっきなかしおうは 
ょゃけさっち. ′ぇ 6 きぇえ 1877 ゅ. いくぇ-
きっすけ っ すなさあっしすゃっくけ けしゃっすっくけ 
う ゃさなつっくけ けす ゅせぉっさくぇすけさぇ くぇ 
]ぇきぇさぇ ‶. ╁. ┿かぇぉうく くぇ ┶┶┶-
すぇ ¨こなかつっくしおぇ ょさせあうくぇ. ′ぇ 
しかっょゃぇとうは ょっく っ こけかけあっくぇ 
おかっすゃぇ こさっょ いくぇきっすけ.
╀けえくぇすぇ しゃっすうくは, せてうすぇ けす 

きけくぇたうくうすっ ゃ ]ぇきぇさしおうは ょっ-
ゃうつっしおう きぇくぇしすうさ, っ おけこさうくっく 
すさうおけかぬけさ し さぇいきっさう 1.85 き くぇ 
1.90 き, こさっょしすぇゃっく し こぇくしかぇ-
ゃはくしおうすっ ちゃっすけゃっ ゃ つっさゃっくけ, 
ぉはかけ う しゃっすかけしうくぬけ.
′ぇ ょゃっすっ きせ かうちぇ ゃ いかぇすっく 

おさなしす しぇ ういけぉさぇいっくう うおけくうすっ 
くぇ ]ゃ. ╀けゅけょうちぇ う くぇ ]ゃっすうすっ 
ぉさぇすは ╉うさうか う ╋っすけょうえ, さうしせ-
ゃぇくう し きぇしかっくう ぉけう けす こっすっさ-
ぉせさゅしおうは たせょけあくうお ′うおけかぇえ 
]うきぇおけゃ. 

╆くぇきっすけ っ ぉうかけ こけょゅけすゃはくけ 
しこっちうぇかくけ いぇ ┿こさうかしおけすけ ゃなし-
すぇくうっ.
]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ っ くけしっくけ ゃ 

しさぇあっくうはすぇ いぇ ]すぇさぇ  ╆ぇゅけさぇ, 
ぉけっゃっすっ こさう 【うこおぇ う 【っえ-
くけゃけ. ‶さう いぇとうすぇすぇ くぇ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ /31.V┶┶. 1877 ゅ./ しぇ さぇ-
くっくう すさうきぇ う せぉうすう ょゃぇきぇ けす 
いくぇきっくけしちうすっ. ‶さけくういぇく けす 
とうおけゃっ こぇょぇ う こけょこけかお. ‶. 
╉ぇかうすうく.  
╁ さってうすっかくうは きけきっくす ]ぇ-

きぇさしおけすけ いくぇきっ っ しこぇしっくけ けす 
けこなかつっくっちぇ ′うおけかぇ ‶ぇゃかけゃ 
╉けさつっゃ - いぇ こけょゃうゅぇ しう っ くぇ-
ゅさぇょっく し けさょっく いぇ たさぇぉさけしす 
„]ゃ. ╂っけさゅう” – ┶V しすっこっく.

]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ っ ぉなかゅぇさ-
しおけ ぉけえくけ いくぇきっ, っょうく けす くぇえ-
ゃぇあくうすっ ゃけっくくう しうきゃけかう くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは こけ ゃさっきっ 
くぇ ¨しゃけぉけょうすっかくぇすぇ ゃけえくぇ.

]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ こけしすぇゃは 
くぇつぇかけすけ くぇ すさぇょうちうはすぇ ぉなか-
ゅぇさしおけ ぉけえくけ いくぇきっ ょぇ くっ こけ-
こぇょぇ ゃ こかっく    

]かっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ ]ぇ-
きぇさしおけすけ いくぇきっ しっ こぇいう ゃ [ぇ-
ょけきうさ. ╋っあょせ 1881 ゅ. う 1946 
ゅ. すけ しっ くぇきうさぇ ゃ ╃ゃけさっちぇ ゃ 
]けそうは. ‶さっい 1946 ゅ. っ こさっくっ-
しっくけ ゃ ′ぇちうけくぇかくうは ゃけっくくけ-
うしすけさうつっしおう きせいっえ, おなょっすけ しっ 
しなたさぇくはゃぇ う ょけ ょくっし こさう しこっ-
ちうぇかくう せしかけゃうは.
]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ っ っょうく-

しすゃっくけすけ いくぇきっ, けすかうつっくけ し 
╉さなしす いぇ たさぇぉさけしす, ゃゅさぇょっく ゃ 
ぉけゅぇすけ せおさぇしっくぇすぇ ょさなあおぇ.   
′ぇこさぇゃっくう しぇ きせ こっす おけこうは 

いぇ きせいっうすっ ゃ ╋けしおゃぇ, ]ぇきぇさぇ, 
]けそうは, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 【うこおぇ. 

′ぇ ゃしっおう こさぇいくうお, しゃなさいぇく し ぉけえくぇすぇ しかぇゃぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, しっ ゅけさょっっき, おけゅぇすけ つせっき, つっ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゃけえしおぇ くはきぇ こかっくっくけ いくぇきっ.
╇ ゃうくぇゅう こさっょ きっく ういこかせゃぇ おぇさすうくぇすぇ くぇ ぅさけしかぇゃ ╁ってうく しなし ]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ ゃ さなちっすっ くぇ いくぇきっくけしっちぇ ′うおけかぇ ╉けさつっゃ. 

』せょうかぇ しなき しっ おぇお すけいう ゃないさぇしすっく つけゃっお っ くけしうか う いぇとうすぇゃぇか すけゃぇ しゃはすけ いくぇきっ. 
╄ょゃぇ おけゅぇすけ くぇせつうた こけゃっつっ いぇ うしすけさうはすぇ くぇ いくぇきっすけ う くぇ いくぇきっくけしっちぇ, おけゅぇすけ しっ ういおぇつうた ゃなすさっ ゃ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけょぇすぇ くぇ ゃなさ-

たぇ くぇ ]すぇさぇ こかぇくうくぇ, すけゅぇゃぇ きう しっ ういはしくうたぇ きくけゅけ くっとぇ, くっういゃっしすくう いぇ きっく ょけこさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう, おぇおすけ う いぇ ょけしすぇ ょさせゅう たけさぇ.
╁なゃ ゃなすさってくけしすすぇ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけょぇすぇ くぇ ゃさなた 【うこおぇ っ ういかけあっくぇ っおしこけいうちうは, さぇいおぇいゃぇとぇ いぇ ゅっさけういきぇ くぇ させしおうすっ ゃけうくう 

う ぉなかゅぇさしおうすっ けこなかつっくちう こけ ゃさっきっ くぇ こっすきっしっつくぇすぇ けすぉさぇくぇ くぇ 【うこおぇ.
 ╆ぇっょくけ し ぉけゅぇすぇすぇ おけかっおちうは けす けさょっくう う きっょぇかう, しくうきおけゃ う ょけおせきっくすぇかっく きぇすっさうぇか う けさなあうっ, すぇき しっ くぇきうさぇ う おけこうっ くぇ ]ぇきぇさ-

しおけすけ いくぇきっ.

』╅〈╅『』[《【《 ′〉╅〈╊ ¨
′〉╅〈╊〉《』╊をぇ【 〉¨[《]╅ [《『ぁ╊╇

′ぇ すぇいう さっしこっおすうさぇとぇ ゅけょうてくうくぇ っ こけしゃっすっく 
そうさきっくうはす こさぇいくうお くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ すぇいう ゅけ-

ょうくぇ - すけえ とっ ぉなょっ こさけゃっょっく くぇ 10-すう けおすけきゃさう 
2014 ゅ. /こっすなお/ くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか”. 
╁っつっ しすぇくぇ すさぇょうちうは こさぇいくうおなす – くぇしかっょくうお くぇ 

╃っくは くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, ょぇ っ う ╃っく くぇ けすゃけさっ-
くうすっ ゃさぇすう. ╇ すぇいう ゅけょうくぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせ-
あっしすゃけすけ とっ こけおぇくう しゃけうすっ ぉうゃてう さぇぉけすくうちう う 
ゃしうつおう ゅさぇあょぇくう くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ こけしっすはす 
こさぇいくうつくうすっ ういはゃう.
¨とっ こさっょう こけゃっつっ けす きっしっち ╇いこなかくうすっかくうはす 

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 せつさっょう 
けさゅぇくういぇちうけくっく おけきうすっす, ゃ しなしすぇゃぇ くぇ おけえすけ しぇ 
う こさっょしっょぇすっかうすっ くぇ ょゃぇすぇ そうさきっくう しうくょうおぇすぇ 

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
¨つてそちけみ くあ おけせそくあうちけ, 
てあせぬけ け しまいそう

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

〈けせけつてひち [そしあちそうあ:
》そしけてけさあてあ うひせ そて とねけしけはか

- くぇ ╉′]╀ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ う くぇ ╉〈 „‶けょ-
おさっこぇ” ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ. ‶なさゃうはす さなおけ-
ゃけょうすっか くぇ そうさきぇすぇ せすゃなさょう う こけょさけ-
ぉっく けさゅぇくういぇちうけくっく こかぇく いぇ こさぇいくうおぇ. 
╉けくすさけかなす う おけけさょうくぇちうはすぇ こけ くっゅけゃけすけ 
ういこなかくっくうっ しぇ こけゃっさっくう くぇ ぅくおけ ╉けしすぇ-
ょうくけゃ – ょうさっおすけさ „《うくぇくしう う うおけくけきうおぇ” 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ.
╆ぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ くぇ 10-すう けおすけき-

ゃさう とっ ういかっいっ しこっちうぇかくぇ いぇこけゃっょ. ╁ 
しなとうは ょっく こさっい ╆ぇこぇょくうは こけさすぇか とっ 
ぉなょっ けしうゅせさっく しゃけぉけょっく ょけしすなこ ょけ 
こさぇいくうつくけ せおさぇしっくうは う けいゃせつっく そうさ-
きっく しすぇょうけく, おなょっすけ とっ ぉなょっ けさゅぇ-
くういうさぇくけ う すなさゅけゃしおけ けぉしかせあゃぇくっ くぇ 
ょけしすぇゃくう ちっくう. 《うさきっくうはす きせいっえ とっ っ 
けすゃけさっく いぇ こけしっすうすっかう こさっい ちっかうは ょっく.                                                                                                      
‶け すさぇょうちうは, こさぇいくうおなす とっ ぉなょっ 
こさっょてっしすゃぇく けす しこけさすくう すせさくうさう こけ 
そせすぉけか, ゃけかっえぉけか, くぇさけょくぇ すけこおぇ, 
しすさっかぉぇ う ょなさこぇくっ くぇ ゃなあっ. 】っ ぉなょっ こさけ-
ゃっょっくけ う ‶なさゃっくしすゃけ こけ ょっすしおう そせすぉけか.                                                                                      
┿かっはすぇ くぇ こなさゃっくちうすっ, ゃないしすぇくけゃっくぇ 
こさっょう 6 ゅけょうくう こけ うょっは くぇ ういこなかくうすっか-
くうは ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, とっ ぉなょっ 
ぇおすせぇかういうさぇくぇ し くけゃう うきっくぇ う しくうきおう 
くぇ くぇえ-ょけぉさうすっ ゃ すさせょぇ いぇ 2014 ゅけょうくぇ. 
‶さっょかけあっくうはすぇ こけしすなこゃぇす けす いぇゃけょしおうすっ 
さなおけゃけょしすゃぇ う ゅかぇゃくぇ ょうさっおちうは. ╁ ょっくは 
こさっょう そうさきっくうは こさぇいくうお とっ ぉなょっ こさけゃっ-
ょっくぇ う すさぇょうちうけくくぇすぇ しさっとぇ くぇ こなさゃっく-
ちうすっ ゃ すさせょぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ-

くぇか” う さなおけゃけょしすゃぇすぇ くぇ しうくょうおぇすうすっ.
《うさきっくうはす ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ こけしゃっすう くぇ 90-すぇすぇ 

ゅけょうてくうくぇ くぇ こさっょこさうはすうっすけ しこっちうぇかくぇ させぉさうおぇ „90 ゅけょうくう 
„┿さしっくぇか” ゃ ╉ぇいぇくかなお”. ╁ こさっょこさぇいくうつくうは ぉさけえ ういょぇくうっすけ とっ 
こせぉかうおせゃぇ う こけょさけぉくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ そうさきっくうは こさぇいくうお.                                                                                                                       

]っょきうちぇ こさっょう こさぇいくうおぇ くぇ ゃうょっけ しすっくぇすぇ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか” 
/ゃ ゅさぇょぇ/ とっ ぉなょぇす ういかなつゃぇくう ゃうょっけ きぇすっさうぇかう, しゃなさいぇくう し 
うしすけさうはすぇ う くぇしすけはとっすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃.
ぃぉうかっえくうはす こさぇいくうお とっ いぇこけつくっ くぇ 10-すう けおすけきゃさう ゃ 9 つ. 

くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” し けすおさうゃぇくっ くぇ そうくぇかうすっ くぇ しこけさすくうすっ 
すせさくうさう し せつぇしすうっすけ くぇ ╋ぇあけさっすくうは しなしすぇゃ こさう ]¨〉 „╄おいぇさた 
┿くすうき ┶”. ]こけさすくうすっ すせさくうさう とっ ぉなょぇす いぇおさうすう し けそうちうぇかくけ 
くぇゅさぇあょぇゃぇくっ くぇ こけぉっょうすっかうすっ.
¨そうちうぇかくぇすぇ つぇしす くぇ こさぇいくうおぇ とっ いぇこけつくっ ゃ 12 つ. ╁っょくぇゅぇ 

しかっょ くっは とっ いぇこけつくっ こさぇいくうつくうはす おけくちっさす し せつぇしすうっすけ くぇ: 
- 《けかおかけさくうすっ すぇくちけゃう そけさきぇちうう „┿さしっくぇか”;
- ╃っちぇすぇ けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ ╃っすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ”;
- ┿おすぬけさぇ う こっゃっち [せしかぇく ╋なえくけゃ;
- ╃せっすぇ ╉さうしすうくぇ ╃うきうすさけゃぇ う ¨さかうく ╂けさぇくけゃ;
- ╉かせぉぇ こけ しこけさすくう すぇくちう おなき ′』 „╇しおさぇ” – „╉うぇさぇ-′”.                                 

╉けくちっさすなす とっ いぇゃなさてう し すさぇょうちうけくくけすけ こさぇいくうつくけ ぇさしっくぇか-
しおけ たけさけ.
‶さぇいくうつくうはす ょっく とっ こさうおかのつう ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか”, おなょっすけ けす 19 

つ. こさう しゃけぉけょっく ゃたけょ 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” とっ こさっょ-
しすぇゃう しこっおすぇおなかぇ „‒くょなさゅさぇせくょ” けす 》さうしすけ ╀けえつっゃ.
╁しうつおう こさぇいくうつくう ういはゃう こけ しかせつぇえ 90-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ 

„┿さしっくぇか” くぇ おぇいぇくかなておぇ いっきは とっ ぉなょぇす いぇしくっすう し ゃうょっけ おぇ-
きっさぇ. ╁うょっけきぇすっさうぇかなす とっ ぉなょっ こさっょぇょっく いぇ しなたさぇくっくうっ ゃなゃ 
そうさきっくうは きせいっえ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

26 おぇいぇくかなつぇくう いぇゃっょっ 
すぇいう ゅけょうくぇ くぇ すさぇょうちうけく-
くけすけ すぇくちけゃけ すせさくっ ゃ ぅこけくうは 
》さうしすけ ]すけはくけゃ, たせょけあっしすゃっく 
さなおけゃけょうすっか くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
そけかおかけさっく すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか 
う ょうさっおすけさ くぇ そうさきっくうは ╃けき 
くぇ おせかすせさぇすぇ. ╁っつっ 16 ゅけょう-
くう ぇさしっくぇかしおうすっ すぇくちぬけさう, 
ゃけょっくう けす ]すけはくけゃ, こけおぇいゃぇす 
くぇ つせゃしすゃうすっかくうすっ はこけくしおう 
っしすっすう おさぇしけすぇすぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおうは そけかおかけさ. ╇ すぇいう ゅけょうくぇ 

し ゅさせこぇすぇ いぇきうくぇゃぇ う しこっちうぇ-
かっく ゅけすゃぇつ, おけえすけ とっ こさうゅけす-
ゃは すさぇょうちうけくくぇ さけょくぇ  たさぇくぇ 
いぇ ぉなかゅぇさしおうは さっしすけさぇくす, くぇ-
さけつくけ さっおかぇきうさぇく おぇすけ つぇしす 
けす こさけゅさぇきぇすぇ くぇ こさぇいくうおぇ 
ゃ ╋せくぇおぇすぇ. [っおかぇきくうすっ きぇ-
すっさうぇかう くぇ はこけくしおう っいうお いぇ 

‒あさてけ: 

„┿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╇╅

 

╆ぇ いくぇきっすけ う うしすけさうはすぇ 

╆くぇきっすけ っ さうしせゃぇくけ けす きくけゅけ 
たせょけあくうちう, おぇすけ くぇえ-ういゃっしす-
くうすっ おぇさすうくう しぇ „]ぇきぇさしおけ-
すけ いくぇきっ“ くぇ ぅさけしかぇゃ ╁ってうく 
(1911) う „╁さなつゃぇくっすけ くぇ ]ぇ-
きぇさしおけすけ いくぇきっ くぇ ╀なかゅぇさ-
しおけすけ けこなかつっくうっ ゃ ‶かけっと“ くぇ 
′うおけかぇえ ¨さっくぉせさゅしおう.  
╇くすっさっしくぇ っ うしすけさうはすぇ こけ 

しないょぇゃぇくっすけ くぇ おぇさすうくぇすぇ 
„]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ” けす ぅさけ-

しかぇゃ ╁ってうく. 
╉けくしすぇくすうくおぇ ╉けさつっゃぇ – 

ゃくせつおぇ くぇ こけ-ゅけかっきうは しうく 
╇ゃぇく くぇ ′うおけかぇ ╉けさつっゃ さぇい-
おぇいゃぇ いぇ こさぇょはょけ しう:
„‶さぇょはょけ きう ′うおけかぇ ‶ぇゃ-

かけゃ ╉けさつっゃ っ さけょっく こさっい きぇさす 
1836 ゅ. ゃ しっかけ ╂けさくぇ ╃うおぇくは, 
]ぇきけおけゃしおぇ っこぇさたうは. ¨あっくうか 
しっ きかぇょ, くぇ 19 ゅけょうくう, いぇ きけきぇ 
けす ╃けかくぇ ╃うおぇくは. ╀うか っょなさ 
つけゃっお, きくけゅけ ゃうしけお - けおけかけ 
2,10 き, しうかっく, ぉせっく う くっこけおけ-
さっく. ╀けゅぇす ぉうか, きくけゅけ うきけすう 
うきぇか, ゃけょっくうちぇすぇ くぇ ╃けかくぇ 
╃うおぇくは くぇこさうきっさ ぉうかぇ くっ-
ゅけゃぇ.  ╄ょくぇ くけと, ぉうかけ っ こさっい 
1872 ゅ., こさうしすうゅくぇかう ゃ ょけきぇ 
きせ ょゃぇきぇ すせさちう う こけあっかぇかう 
ょぇ けしすぇくぇす しぇきけ あっくうすっ ゃ おな-
とぇすぇ, ぇ こさぇょはょけ きう う ぉぇとぇ きせ 
けすこさぇすうかう. ′うおけかぇ う ぉぇとぇ きせ 
しっ こさっしすけさうかう, つっ すさなゅゃぇす, ぇ 
ゃしなとくけしす くぇこぇょくぇかう すせさちうすっ, 
ういすさっこぇかう ゅう う ゅう いぇさけゃうかう 
おさぇえ ゃけょっくうちぇすぇ. ╉ぇいゃぇす, つっ 
すぇは うしすけさうは ぉうかぇ こけしかせあうかぇ 
おぇすけ こなさゃけけぉさぇい くぇ しちっくぇすぇ 
けす „‶けょ うゅけすけ“, すなえ おぇすけ ╇ゃぇく 
╁ぇいけゃ こさうしなしすゃぇか こさう こけいう-
さぇくっすけ ゃ ぇすっかうっすけ くぇ たせょけあ-

くうおぇ ぅさけしかぇゃ ╁ってうく. 〈なえ 
うかう うくぇつっ, くけ おぇすけ いぇさけゃうかう 
すさせこけゃっすっ, すさはぉゃぇかけ ぉなさいけ ょぇ 
ぉはゅぇす. ╉ぇつうかう しっ ゃしうつおう くぇ 
おぇさせちぇすぇ う すさなゅくぇかう おなき ]ぇ-
きけおけゃ. 
〈ぇき きなあっすっ しっ たゃぇくぇかう くぇ 

さぇぉけすぇ ゃ しぇきけおけゃしおうすっ おけ-
ゃぇつくうちう, ういょなさあぇえおう こけ すけいう 
くぇつうく しっきっえしすゃけすけ. ′け こけさぇ-
ょう ぉせえくうは しう たぇさぇおすっさ こさぇ-
ょはょけ きう ′うおけかぇ くっ すなさこはか 
くうおぇおゃぇ くっこさぇゃょぇ. 
╄ょくぇ くけと すけえ ゃかはいなか ゃ ょけきぇ 

くぇ ゅさなちおうは ゃかぇょうおぇ - ╊せょうは 
╋ぇすっえ, ういくっしなか ゅけ くぇ ゅなさぉぇ 
しう くぇゃなく う きせ こけおぇいぇか こなすは いぇ 
╂なさちうは, おぇすけ きせ さっおなか, つっ いぇ 
くっゅけ こけゃっつっ きはしすけ ゃ ]ぇきけおけゃ 
くはきぇ う ょぇ くっ しっ ゃさなとぇ. ]かっょ 
すけゃぇ すせさちうすっ こぇお ゅけ こけゅゃぇす う 
すけえ いぇこけつゃぇ ょぇ しっ おさうっ ゃ ょけ-
きけゃっすっ くぇ さぇいかうつくう ぉせくすぇさう, 
ょけおぇすけ くっ さってぇゃぇ ょぇ いぇきうくっ 
いぇ 『ぇさうゅさぇょ. 〈ぇき しかせつぇえくけ 
こさけつっか っょくけ しなけぉとっくうっ, つっ 
しっ くぇぉうさぇす きぇてうくうしすう いぇ ╀ぇ-
さけく-》うさてけゃぇすぇ あっかっいくうちぇ. 
‶けしすなこうか くぇ さぇぉけすぇ, ういせつうか 
いぇくぇはすぇ う しすぇくぇか  かけおけきけすう-
ゃっく きぇてうくうしす  – 

こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう
あっかっいくうつぇさ 

ゃ ╀ぇさけく-》うさてけゃぇすぇ あっかっい-
くうちぇ. ‶けくっ ぇい すぇおぇ いくぇき, つっ っ 
こなさゃうはす. ┿ おぇすけ ゅけ くぇいくぇつうかう 
ょぇ おぇさぇ ゃかぇお こけ かうくうはすぇ [せしっ 
- ╁ぇさくぇ, くぇ くはおけかおけ こなすう こな-
すせゃぇか し くっゅけ ょはおけくなす ╊っゃしおう, 
しおさうす ゃなゃ ゃぇゅけくぇ いぇ ゃなゅかう-
とぇ う ょなさゃぇ. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ 
┿こけしすけかぇ つっしすけ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
こなすせゃぇ いぇ ╀せおせさっと, おなょっすけ 

こさぇゃうか しなぉさぇくうはすぇ くぇ さっゃけ-
かのちうけくくうは おけきうすっす. 
   

‶け こなすは くぇ ]ぇきぇさしおけすけ 
いくぇきっ 

′っゅけゃうはす こけょゃうゅ っ, つっ こさう 
しこぇしはゃぇくっすけ くぇ いくぇきっすけ, すけえ し 
すはかけすけ しう いぇとうすぇゃぇ こけょこ. ╉ぇ-
かうすうく, こけかせつぇゃぇえおう 11 さぇくう. 
〈けゃぇ しっ しかせつゃぇ ゃ ょくってくけすけ 
しっかけ ╄くうくぇ ょけ ╉ぇいぇくかなお. ╉け-
ゅぇすけ ゃうょはか, つっ おけきぇくょうさなす 
こぇょぇ, こさけくういぇく けす とうおけゃっ, 
すけえ ゅさぇぉくぇか いくぇきっすけ. ‶けくっ-
あっ っ ぉうか きくけゅけ いょさぇゃ そういう-
つっしおう, ゃ こけしかっょくうすっ きうくせすう, 
こさっょう ょぇ こかっくはす いくぇきっすけ, せし-
こはゃぇ ょぇ ゅけ くぇゃっょっ くうしおけ ょけかせ 
(いぇすけゃぇ ょさなあおぇすぇ くぇ いくぇきっすけ 
っ しつせこっくぇ) う ゅけ ょぇゃぇ くぇ っょくけ 
きぇかおけ きけきつっくちっ - 』っさくけゅけさ-
つっすけ. 〈けゃぇ きけきつっくちっ しこぇしはゃぇ 
いくぇきっすけ, ういくぇしはえおう ゅけ けす こけ-
かっしさぇあっくうっすけ. ╆ぇ こけょゃうゅぇ しう 
′うおけかぇ ╉けさつっゃ ぉうか くぇゅさぇょっく 
し けさょっく いぇ たさぇぉさけしす „]ゃ. ╂っけさ-
ゅう“ - IV しすっこっく. 
]かっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ しっ 

こさっきっしすゃぇ ょぇ あうゃっっ ゃなゃ ╁ぇさくぇ 
しなし しなこさせゅぇすぇ しう う しうくぇ うき 
╇ゃぇく, おなょっすけ しっ さぇあょぇ う ゃすけ-
さうはす うき しうく - ┿すぇくぇし. ╅うゃっはす 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╁ぇさくぇ ゃ ゅけかはきぇ 
おなとぇ. 〈せお ′うおけかぇ いぇこけつゃぇ ょぇ 
しっ いぇくうきぇゃぇ しなし しすさけうすっかくけ 
こさっょこさうっきぇつっしすゃけ. ‶け すけゃぇ 
ゃさっきっ すせさしおうすっ, ぇさきっくしおうすっ う 
ゅさなちおうすっ おなとう ぉうかう たぇけすうつくけ 
さぇいたゃなさかはくう ゃなゃ ╁ぇさくぇ. ‶さぇ-
ょはょけ きう せつぇしすゃぇか ゃ すはたくけすけ 
さぇいさせてぇゃぇくっ, いぇ ょぇ しっ くぇこさぇ-
ゃう くけゃ ゅさぇょけせしすさけえしすゃっく こかぇく. 
╇ すなえ おぇすけ ぉうか きくけゅけ せゃぇあぇ-
ゃぇく けす ゃしうつおう, すっ ゅけ すぇつっかう 
くぇっょくけ し おぇこうすぇく ‶っすおけ ╁けえ-
ゃけょぇ, ういょっえしすゃぇか っょうく きくけゅけ 
たせぉぇゃ ゅさぇょけせしすさけえしすゃっく こかぇく 
いぇ しすぇさうは ちっくすなさ くぇ ╁ぇさくぇ. 
‶さっい 1902 ゅ. くぇ  ゃさなた 【うこ-

おぇ し ゅさぇくょうけいくう すなさあっしすゃぇ 
しっ つっしすゃぇ 25-ゅけょうてくうくぇすぇ けす 
【うこつっくしおぇすぇ っこけこっは. ¨すおさうゃぇ 
しっ う くけゃけこけしすさけっくうはす たさぇき-
こぇきっすくうお „[けあょっしすゃけ 》さうしすけ-
ゃけ”. ╁ 【うこおぇ いぇ けしゃっとぇゃぇくっすけ 
きせ おぇくはす う ゃしうつおう あうゃう けこ-
なかつっくちう. 〈っ けぉかっおかう せくうそけさ-
きうすっ, くぇさぇきうかう こせておうすっ う しっ 
しすさけうかう いぇ こぇさぇょぇ. ╁しうつおう さっ-
てうかう ょさせあくけ, つっ ]ぇきぇさしおぇすぇ 
しゃっすうくは きけあっ ょぇ ぉなょっ こけゃっさっ-
くぇ しぇきけ ゃ さなちっすっ くぇ しこぇしうすっかは 
え - ょはょけ ′うおけかぇ ╉けさつっゃ.
 

》せょけあくうおなす ぅさけしかぇゃ 
╁ってうく, 

おけえすけ こさうしなしすゃぇか, ぉうか しうか-
くけ ゃこっつぇすかっく けす ょけしすけかっこくうは 
いくぇきっくけしっち. (〈けゅぇゃぇ すけえ っ ぉうか 
くぇ 66 ゅけょうくう / 1836-1902 ゅ. /). 
]かっょ ゅけょうくう すけえ きせ ういこさぇすうか 
すっかっゅさぇきぇ, つっ うしおぇ ょぇ ゅけ くぇ-
さうしせゃぇ しなし ]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ 

ゃ さなちっ. ]すぇさっちなす こさうしすうゅくぇか し 
すさっくぇ けす きけさっすけ う ょなかゅけ ゃさっきっ 
こけいうさぇか こさっょ あうゃけこうしっちぇ ゃ 
こなかくぇ ぉけえくぇ せくうそけさきぇ. ╉ぇさ-
すうくぇすぇ ぉうかぇ いぇゃなさてっくぇ こさっい 
1911 ゅ. う しすぇくぇかぇ すけかおけゃぇ うい-
ゃっしすくぇ, つっ う ょけしっゅぇ さっかうおゃぇすぇ 
しっ しゃなさいゃぇ し けぉさぇいぇ くぇ きけは 
こさぇょはょけ.
[うしせゃぇくっすけ しすぇゃぇかけ ゃ ぇすっ-

かうっすけ くぇ たせょけあくうおぇ. ‶さっょう 
ょぇ けすうょっ すぇき, こさぇょはょけ きう けぉ-
かうつぇか こぇさぇょくぇすぇ けこなかつっくしおぇ 
せくうそけさきぇ, けすうゃぇか ょけ ょゃけさっちぇ 
う けす すぇき, しなこさけゃけょっく けす ゅゃぇさ-
ょっえちう しなし いくぇきっすけ, すさなゅゃぇか 
おなき ぇすっかうっすけ くぇ たせょけあくうおぇ. 
]けそうはくちう こけ せかうちうすっ ゅけ こさう-
ゃっすしすゃぇかう う きせ さなおけこかはしおぇかう. 
[うしせゃぇくっすけ こさけょなかあうかけ 4-5 
きっしっちぇ. ╋くけゅけ つっしすけ こさうしなしす-
ゃぇか う こうしぇすっかはす ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ う 
さぇいゅけゃぇさはか し こさぇょはょけ きう, おけえ-
すけ, おぇいゃぇす, ぉうか さはょおけ しかぇょおけ-
ょせきっく う うくすっかうゅっくすっく つけゃっお. 
‶っさそっおすくけ ゃかぇょっっか すせさしおう う 
ゅさなちおう っいうお, くけ くっ っ こけいゃけかは-
ゃぇか くうすけ っょくぇ ょせきぇ ょぇ しっ こさけ-
ゅけゃけさう くぇ つせあょ っいうお ゃ おなとぇすぇ 
きせ. ╋っあょせ こさぇょはょけ きう う ╁っ-
てうく しっ いぇさぇあょぇ ゅけかはきけ こさうは-
すっかしすゃけ う たせょけあくうおなす さってぇゃぇ 
ょぇ くぇさうしせゃぇ けとっ っょくぇ おぇさすうくぇ 
しなし ]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ. 〈は っ こけ-
ょぇさっくぇ くぇ っょくぇ けす おくはゅうくうすっ, 
くけ ゃ きけきっくすぇ くっ しっ いくぇっ おなょっ 
っ. ╉ぇさすうくぇすぇ っ けこうしぇくぇ こさっい 
1893 ゅ. ゃ しすぇすうは ゃなゃ ゃっしすくうお 
„╀ぇかおぇくしおぇ いけさぇ“. ‶けしかっ ゃっつっ 
くうとけ くっ しっ いくぇっ いぇ くっは, おけっすけ 
っ きくけゅけ あぇかおけ. 

‶さぇょはょけ きう ′うおけかぇ
せきうさぇ くぇ 29 ぇゃゅせしす 1921 ゅ.  

くぇ 85 ゅけょうくう  

′ぇ こけゅさっぉっくうっすけ きせ しっ しすうつぇ 
ちはかぇ ╁ぇさくぇ. ╇いこさぇすっく っ し ゃけ-
っくくう こけつっしすう. ‶さう こさっきっしすゃぇ-
くっすけ くぇ ゃぇさくっくしおうすっ ゅさけぉうとぇ 
こさっい 1938 ゅ. しうくなす きせ ╇ゃぇく 
しなぉさぇか おけしすうすっ きせ ゃ しぇくょなつっ 
う ゅう こさっょぇか ゃ たさぇきぇ-おけしすくうちぇ 
くぇ 【うこおぇ. 
〈けゃぇ っ さぇいおぇいなす くぇ ╉けくしすぇく-

すうくおぇ ╉けさつっゃぇ - こさぇゃくせつおぇ くぇ 
′うおけかぇ ╉けさつっゃ.
ぅさけしかぇゃ ╁ってうく ょけぉぇゃは こっえ-

いぇあぇ こけ-おなしくけ, おけゅぇすけ さうしせゃぇ 
けおけかくけしすうすっ けす くぇすせさぇ. 』っしすけ 
くぇ しっぇくしうすっ ゃ ぇすっかうっすけ こさう-
しなしすゃぇ う ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ. 』ぇしけゃっ 
くぇさっょ ぉっしっょゃぇ し けこなかつっくっちぇ. 
〈ぇおぇ しっ さぇあょぇす くはおけう くっゅけゃう 
しすうたけすゃけさっくうは おぇすけ けすゅかぇし けす 
すっいう さぇいゅけゃけさう.    
╉ぇさすうくぇすぇ „]ぇきぇさしおけすけ いくぇ-

きっ” っ いぇゃなさてっくぇ こさっい 1911 ゅ., 
おけゅぇすけ ′うおけかぇ ╉けさつっゃ っ ぉうか くぇ 
75 ゅけょうくう, ぇ せきうさぇ くぇ 85 ゅ. 
 

╋ぇすっさうぇかうすっ しなぉさぇ う いぇこうしぇ:
╊うくぇ 〉いせくけゃぇ

ぉうゃて しかせあうすっか
くぇ „┿さしっくぇか”

„んづでぎぞんず” でぎ ぢだがゎだどゑé げん ぱごづぜぎぞごé でご ぢづんげぞごと

‶さっい 2014 ゅ. しっ くぇゃなさてゃぇす 90 ゅけょうくう けす せしすぇくけ
ゃはゃぇくっすけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ ╉ぇいぇくかなお う 136 ゅけょうくう けす 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ こさっょこさうはすうっすけ ゃ [せしっ, おなょっすけ こさっい 
1878 ゅ. し 〉おぇい わ1 くぇ おくはい ╃けくょせおけゃ っ こけしすぇゃっくけ 
くぇつぇかけすけ くぇ しこっちうぇかくぇ そぇぉさうおぇ いぇ けぉしかせあゃぇくっ くぇ 
くけゃけしないょぇょっくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ゃけえしおぇ – [せしっくしおう ぇさ
すうかっさうえしおう ぇさしっくぇか.
╁ くぇつぇかけすけ くぇ 1891 ゅ. し 〉おぇい わ10 くぇ おくはい 《っさょう

くぇくょ けさなあっえくぇすぇ そぇぉさうおぇ っ こさっきっしすっくぇ ゃ ]けそうは – 
しそけさきうさぇく っ ]けそうえしおう ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか.
‶さっい 1924 ゅ. し 〉おぇい わ1 くぇ ちぇさ ╀けさうし III う しなし ╆ぇ

おけく, こさうっす けす XXI-すけ ̈ ぉうおくけゃっくけ くぇさけょくけ しなぉさぇくうっ, 
こさっょこさうはすうっすけ っ こさっきっしすっくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけょ くぇう
きっくけゃぇくうっすけ ╃なさあぇゃくぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ – ょくってくう
はす „┿さしっくぇか”. 

せつぇしすうはすぇ, おけくちっさすうすっ う 
ぉなかゅぇさしおうは さっしすけさぇくす しぇ 
ゃっつっ ゅけすけゃう う ょけさう ういこさぇすっ-
くう すせお, ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
〈せさくっすけ, しすぇさすうさぇかけ すぇいう 

ゅけょうくぇ くぇ 7-きう しっこすっきゃさう, 
とっ こさけょなかあう ょけ 25-う しっこ-
すっきゃさう.  ╇きぇ ゅけかはきぇ ゃっさけ-
はすくけしす ゃ おさぇは くぇ おけくちっさすくう-
すっ こなすせゃぇくうは ぇさしっくぇかちう ょぇ 
ぉなょぇす こさうっすう けす ぉなかゅぇさしおうは 
ょうこかけきぇす わ1 ゃ ]すさぇくぇすぇ くぇ 
ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ – ╂っ-

けさゅう ╁ぇしうかっゃ. ] ゅさせこぇすぇ とっ 
こなすせゃぇ  う こなさゃぇすぇ こけょゅかぇし-
くうつおぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ`2014 
-  [っくっすぇ ╉けかっゃぇ. 『ぇさうちぇすぇ 
とっ ょけきぇおうくしすゃぇ ]ゃっすけゃくうは 
そっしすうゃぇか くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ゅさ. 
╋せくぇおぇすぇ, つうえすけ しなけさゅぇくう-
いぇすけさ しぇ おぇいぇくかなつぇくう ゃ かう-

ちっすけ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ う こさっょ-
しすぇゃうすっかくうは きせ そけかおかけさっく 
ぇくしぇきぉなか. ╀かういけ 60 せつぇしすくう-
ちう けす ちはかぇ ┿いうは とっ すぇくちせゃぇす 
こけ ゃさっきっ くぇ そっしすうゃぇかぇ. 』ぇしす 
けす すはた, しこけさっょ こさっょこけつうすぇ-
くうはすぇ しう, うきぇす う ぉなかゅぇさしおう 
すぇくちう ゃ さっこっさすけぇさぇ. 《っしすう-
ゃぇかなす, おけえすけ しっ こさけゃっあょぇ こけ 
こけゃけょ  ゃしっくぇさけょくうすっ こさぇい-
くうちう いぇ さけあょっくうは ょっく くぇ 
はこけくしおうは うきこっさぇすけさ, しなぉうさぇ 
せつぇしすくうちうすっ くぇ ╂かけせぉなか ┿さっ-

くぇ – けゅさけきっく しこけさすっく おけき-
こかっおし, さぇいこけかけあっく ゃ こぇさおけゃぇ 
しさっょぇ, おなょっすけ しぇ こさけゃっあょぇくう 
う ┿いうぇすしおうすっ しこけさすくう うゅさう.


