
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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╆ぇ つっすゃなさすぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
こさぇいくうおぇ くぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃ さっゅうけくぇ う 
っょくぇ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ - ぉっいしこけさくう-
はす かうょっさ しさっょ そうさきうすっ けす ╁‶╉ – „┿さしっくぇか”, けし-
すぇゃぇきっ ゃっさくう くぇ ょけぉさぇすぇ すさぇょうちうは: さぇいゅけゃけさ し 
ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ. 
╆ぇ 4-すっ ゅけょうくう ゃさっきっ けす くけゃぇすぇ ゃっしすくうおぇさしおぇ 

こぇきっす くぇ „┿さしっくぇか”, しなたさぇくっくぇ けす „〈さうぉせくぇ ┿さ-
しっくぇか” – こさうっきくうお う こさけょなかあうすっか くぇ ょっかけすけ くぇ 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”, すっいう すさぇょうちうけくくう さぇいゅけ-
ゃけさう し こなさゃうは さなおけゃけょうすっか くぇ そうさきぇすぇ うきぇたぇ 
さぇいかうつくう くぇしすさけっくうは, くけしったぇ さぇいかうつくう っきけちうう, 
こさけこうすう し すさっゃけゅぇすぇ いぇ せすさってくうは ょっく う たかはぉぇ くぇ 
ぇさしっくぇかちう.  
‶さっこうすゃぇたきっ ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ ゃ すさせょ-

くうすっ ぇさしっくぇかしおう ゅけょうくう. ′っ きせ ぉってっ かっしくけ し 
くぇし, おけゅぇすけ くぇしすけえつうゃけ すなさしったきっ けすゅけゃけさう ゃ きけ-
きっくすうすっ, ゃ おけうすけ おさういぇすぇ こさけぉうゃぇてっ こけさすぇかうすっ 
くぇ „┿さしっくぇか”. ╉けゅぇすけ そぇぉさうおぇすぇ しっ さぇいょっかはてっ 
し たけさぇ, おけゅぇすけ さうしおなす くぇ っあっょくっゃくぇすぇ さぇぉけすぇ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ しなぉうさぇてっ すなかこう くけゃうくぇさう こさっょ 
こけさすぇかうすっ. 〈けゃぇ, おけっすけ ゃうくぇゅう けしすぇゃぇてっ ゃ すっいう 
さぇいゅけゃけさう けすゃなょ ゃうょうきぇすぇ いけくぇ くぇ ょせきうすっ う けぉ-
とっしすゃっくうは ゅかぇょ いぇ うくそけさきぇちうは, ぉっ いぇさぇいうすっか-
くうはす う くっこけょゃかぇしすっく くぇ すさっゃけゅうすっ う こさけぉかっきうすっ 
けこすうきういなき くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ¨くぇいう くっゅけゃぇ 
くぇょっあょぇ, つっ し さぇぉけすぇ, し こけしすけはくしすゃけ う せこけさしすゃけ 
あうゃけすなす こさぇゃう こなす くぇ すっいう, おけうすけ いくぇはす おなょっ 
けすうゃぇす. 
′ぇゃさなた 136-すぇすぇ ゅけょうくぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ そぇ-

ぉさうおぇすぇ う くっえくうすっ 90 ゅけょうくう くぇ おぇいぇくかなておぇ 
いっきは, とぇしすかうゃけ こさっしさっとくぇかう しっ し 90-は ぉさけえ くぇ 
こうしぇくぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ こぇきっす ゃ かうちっすけ くぇ „〈さうぉせ-
くぇ ┿さしっくぇか”, くぇょっあょうすっ すけいう こなす しぇ こけゃっつっ けす 
しすさぇたけゃっすっ, ぇ こなすうとぇすぇ - けすゃけさっくう, し けぉっとぇくうっ 
いぇ しゃっすかうくぇ. 

]なぉうさぇす かう しっ 90 ゅけょうくう うしすけさうは ゃ っょくぇ ゃっしすくうおぇさしおぇ しすさぇくうちぇ?! ╇しすけさうは し きくけゅけ うきっくぇ, ょぇすう, しなぉうすうは, そぇおすう. ╇しすけさうは いぇ ゃないたけ-
ょう う しさうゃけゃっ, いぇ こけしかっょゃぇとけ しすぇぉうかういうさぇくっ, いぇ こけかうすうつっしおう, うおけくけきうつっしおう, すったくけかけゅうつくう, こぇいぇさくう, こけすさっぉうすっかしおう う さっょ ょさせゅう 
ゃかうはくうは. ╇しすけさうは - ぉけゅぇすぇ う さぇいくけけぉさぇいくぇ.
╁ うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” うきぇ ゃしうつおけ う いぇ ゃしっおう, いぇとけすけ っ しこうしゃぇくぇ こさっい ゅけょうくうすっ けす しすけすうちうすっ たうかはょう しなょぉう, しゃなさいぇくう し くっゅけ.
]ないょぇょっくけ おぇすけ さっきけくすくぇ さぇぉけすうかくうちぇ こさっい 1878 ゅ. しかっょ [せしおけ-すせさしおぇすぇ けしゃけぉけょうすっかくぇ ゃけえくぇ ゃ [せしっ し うきっすけ [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 /[┿┿/, こさっせしすさけっくけ う こさっきっしすっくけ ゃ ]けそうは こさっい 1891 ゅ. おぇすけ ]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 /]┿┿/, こさっょこさうは-
すうっすけ けおけくつぇすっかくけ しっ せしすぇくけゃはゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╂けょうくぇすぇ っ 1924-すぇ.
¨すすけゅぇゃぇ – 90 ゅけょうくう…
′はおけう けす くぇえ-ゃぇあくうすっ きけきっくすう けす すはた:

1967-77 ゅ. – ╁ すけいう こっ-
さうけょ けす ょっしっすうくぇ ゅけょうくう 
こけしかっょけゃぇすっかくけ しっ ゃなゃっあ-
ょぇす くけゃう こさけういゃけょしすゃっくう 
きけとくけしすう: いぇゃけょ いぇ こさせあう-
くう; いぇ ぇゅさっゅぇすくぇ すったくうおぇ; 
いぇ くっしすぇくょぇさすくけ けぉけさせょゃぇ-
くっ; ちった し きぇてうくう し ちうそさけ-
ゃけ-こさけゅさぇきくけ せこさぇゃかっくうっ; 
╄かっおすさけくくけ-ういつうしかうすっかっく 
ちっくすなさ. ‶けしすさけはゃぇす しっ う しっ 
こせしおぇす ゃ っおしこかけぇすぇちうは くけゃう 
おけさこせしう いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
しすさっかおけゃけ う ぇさすうかっさうえしおけ 
けさなあうっ, かぇぉけさぇすけさうう, しおかぇ-
ょけゃっ, しすさっかぉうとぇ, ういこうすぇ-
すっかくう こけかうゅけくう う ょさ. ╋っあょせ 
1971 ゅ. う 1977 ゅ. しっ せしゃけはゃぇす 
う いぇこけつゃぇ しっさうえくけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ 9た18 きき こうしすけ-
かっすくう こぇすさけくう; 7,62 きき おぇさ-
すっつくうちう; 9 きき こうしすけかっすう; 
7,62 きき すぇくおけゃぇ おぇさすっつくうちう 
う ょさ. 

¨す 1971 ゅ. ¨‶‶ ゃっつっ しっ 
いくぇっ おぇすけ ¨ぉっょうくっくう いぇゃけょう 
(¨╆) “《さ. ╄くゅっかし”. ‶さっい 1973 
ゅ. しっ しないょぇゃぇ ╃けきなす くぇ おせか-
すせさぇすぇ, ゃ おけえすけ しぇ さぇいゃうゃぇ-
かう おせかすせさくけ-けぉさぇいけゃぇすっかくぇ 
ょっえくけしす けおけかけ 15 しぇきけょっえくう 
おけかっおすうゃぇ う ておけかう.
′ぇ 18.10.1974 ゅ. こけ しかせつぇえ 

50-ゅけょうてくうくぇすぇ けす こさっきっしす-
ゃぇくっすけ くぇ こさっょこさうはすうっすけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお しっ 
けすおさうゃぇ きせいっえ “┿さしっくぇか”, 
おけえすけ しなぉうさぇ ゃ っょくけ きうくぇかけ 
う くぇしすけはとっ.

1977-89 ゅ. – ╁ すけいう 
こっさうけょ こさっょこさうはすうっすけ っ 
こけいくぇすけ せ くぇし う ゃ つせあぉう-
くぇ おぇすけ ╋ぇてうくけしすさけうすっかっく 
おけきぉうくぇす (╋╉) “《さ. ╄くゅっかし”. 
]かっょゃぇす ゅけょうくう くぇ さぇいてう-
さはゃぇくっ くぇ しこっちうぇかくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ: 1983 ゅ. – 23 きき 
いっくうすくぇ せしすぇくけゃおぇ; 1984-
86 ゅ. – 5,45 きき ぇゃすけきぇすう; 
1985-87 ゅ. - 5,45た39,5 きき 
こぇすさけくう; 1986-87 ゅ. – 122 
きき ゅぇせぉうちぇ う ょさ. ‶さっい 1984 
ゅ. しないょぇょっくぇすぇ けとっ こさっい 
1967 ゅ. ╀ぇいぇ いぇ さぇいゃうすうっ 
こさっさぇしすゃぇ ゃ ╇くしすうすせす いぇ きっ-
すぇかけさっあっとう きぇてうくう. ]なゃ-
きっしすくけ しなし しこっちうぇかうしすう けす 
╇くしすうすせすぇ いぇ しゃさなたすゃなさょう 
きぇすっさうぇかう – ╉うっゃ こさっい 1987 
ゅ. しっ けすおさうゃぇ いぇゃけょ いぇ しうく-
すっすうつっく ょうぇきぇくす. ]なとぇすぇ 

ゅけょうくぇ しっ しないょぇゃぇ う “╇くあっ-
くっさうくゅ”, けしくけゃぇすっか う ょうさっお-
すけさ くぇ おけえすけ しすぇゃぇ うくあ. ′. 
╇ぉせてっゃ. ¨す 1989 ゅ. いぇこけつゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ くけゃう きぇ-
てうくくう ちっくすさう こけ かうちっくい くぇ 
はこけくしおぇすぇ そうさきぇ “ぅきぇいぇおう”. 

¨ぉけさせょゃぇ しっ いぇゃけょ いぇ すゃなさ-
ょけしこかぇゃくう しきっしう う こかぇしすうくう 
う くぇ きけくけかうすくぇ きけょせかくぇ しうし-
すっきぇ “╁ぇさうかけお” こけ かうちっくい くぇ 
“]ぇくょゃうお ╉けさけきぇくす” – 【ゃっ-
ちうは.
╁ おさぇは くぇ すけいう こっさうけょ し けす-

おさうすうすっ こけきけとくう いぇゃけょう う 
ちったけゃっ ゃ ╋なゅかうあ, 【っえくけゃけ, 
〈なあぇ, ╂ぇぉぇさっゃけ, ┿かっおしぇく-
ょさけゃけ う ょさ. さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ くぇぉさけはゃぇす こけゃっつっ 
けす 20 000 ょせてう. ‶さっょこさうは-
すうっすけ っ くぇえ-ゅけかはきけすけ ゃ けす-
ぉさぇくうすっかくうは ぉさぇくて くぇ ょなさ-
あぇゃぇすぇ (う すぇおけゃぇ しう けしすぇゃぇ), 
ぇ しぇきぇすぇ ゃけっくくぇ うくょせしすさうは, 
しこけさっょ っおしこっさすう, っ “ゅさなぉくぇ-
おなす くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ うおけくけ-
きうおぇ”.

1989 ゅ. – ′ぇ 12 のくう し 
[ってっくうっ くぇ ]すぇさけいぇゅけさしおうは 
けおさなあっく しなょ ╋ぇてうくけしすさけ-
うすっかくうはす おけきぉうくぇす っ さっ-
ゅうしすさうさぇく おぇすけ ╃なさあぇゃくぇ 
そうさきぇ “┿さしっくぇか”, し おけっすけ 
こさっょこさうはすうっすけ ゃさなとぇ こなさ-
ゃけすけ しう くぇうきっくけゃぇくうっ けす くっ-
ゅけゃけすけ しないょぇゃぇくっ こさっい 1878 
ゅ. ょけ こさっきっしすゃぇくっすけ きせ ゃ 
╉ぇいぇくかなお こさっい 1924 ゅ. ‶さけ-
きっくっくぇすぇ こけかうすうつっしおぇ けぉ-
しすぇくけゃおぇ ゃ しすさぇくぇすぇ う こさっ-
きうくぇゃぇくっすけ けす こかぇくけゃぇ おなき 
こぇいぇさくぇ うおけくけきうおぇ けこさっょっ-
かはす くけゃうは おせさし ゃ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ そうさきぇすぇ う こけ-くぇすぇすなてくぇ-
すぇ きせ こさけういゃけょしすゃっくぇ う すなさ-
ゅけゃしおぇ さっぇかういぇちうは. ╁ すなさしっ-
くっ くぇ そけさきせかぇ いぇ っそっおすうゃくう 
きっすけょう くぇ さぇぉけすぇ, しなけぉさぇ-
いっくう し さぇいかうつくうすっ せしかけゃうは 

う しかけあくぇすぇ きっあょせくぇさけょくぇ 
おけくのくおすせさぇ くぇ こぇいぇさぇ, しっ 
ゃなゃっあょぇ くけゃぇ しすさせおすせさぇ. 
╇いゅさぇょっくう くぇ ぉぇいぇ しなとっしす-
ゃせゃぇとうすっ ょっえくけしすう しっ けぉけ-
しけぉはゃぇす つっすうさう こさけういゃけょ-
しすゃっくう っょうくうちう しなし しすぇすせす 
くぇ いぇゃけょう.  

1990 ゅ. – ̈ すおさうす っ くけゃうはす 
╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか” 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ, しさっょうとっ 
くぇ きくけゅけ おせかすせさくう ういはゃう ゃ 
けぉとうくぇすぇ. 《せくおちうけくぇかくうすっ 
きせ ゃないきけあくけしすう ゅけ くぇさっあょぇす 
くぇ すさっすけ きはしすけ ゃ しすさぇくぇすぇ 
しかっょ ′╃╉-]けそうは う 《っしすう-
ゃぇかくうは おけきこかっおし ゃなゃ ╁ぇさくぇ.

1991 ゅ. – ′ぇ 24 ょっおっきゃさう 
╃《 “┿さしっくぇか” しっ こさっけぉさぇいせ-
ゃぇ ゃ ╄ょくけかうつくけ ぇおちうけくっさくけ 

ょさせあっしすゃけ (╄┿╃) し [ぇいこけ-
さっあょぇくっ わ 55 くぇ ╋うくうしすっさ-
しおう しなゃっす.

1996 ゅ. – ╆ぇこけつゃぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ くぇ うくしすさせきっく-
すけょなさあぇつう こけ かうちっくい くぇ 
“╁ぇかすっさ ┿╂” – 〈のぉうくゅっく, 
╂っさきぇくうは, し おけっすけ しっ さぇい-
てうさはゃぇ かうちっくいくけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ. ╁なゃっあょぇ しっ こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ くぇ しうしすっきう こけ 
しすぇくょぇさすう くぇ ′┿〈¨.

1997 ゅ. – ¨す きっしっち しっこ-
すっきゃさう こけしすぇ くぇ ういこなかくうすっ-
かっく ょうさっおすけさ くぇ ょさせあっしすゃけ-
すけ しっ こけっきぇ けす うくあ. ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ. 

1999 ゅ. – ‶けさぇょう うい-
ゃなさてっくうすっ いくぇつうすっかくう こけ-
ょけぉさっくうは  けす きっしっち のくう 
しすさっかおけゃうすっ しうしすっきう, こさけ-
ういゃっょっくう ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
くけしはす くっゅけゃけすけ うきっ -“┿さ-
しっくぇか”, ぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ ょっ-
おっきゃさう おけきこぇくうはすぇ っ ゃっつっ 
┿おちうけくっさくけ ょさせあっしすゃけ し 
てうさけおぇ う きぇとぇぉくぇ ょっえくけしす.

1999-2014 ゅ. – 〈けゃぇ 
っ こっさうけょなす, おけえすけ ぉっかっあう 
うくすっくいうゃくけすけ せしゃけはゃぇくっ, 
さぇいさぇぉけすゃぇくっ う しっさうえくけ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ きくけゅけ くけゃう 
こさけょせおすう.
]ないょぇゃぇす しっ くけゃう きけょうそう-

おぇちうう ぇゃすけきぇすう, ゃおかのつうすっか-
くけ う すぇおうゃぇ, こさっょくぇいくぇつっくう 
しこっちうぇかくけ いぇ しかせあぉうすっ いぇ 
ぉなさいけ さっぇゅうさぇくっ, いぇ ぉけさぉぇ し 
ぉっいさっょうちうすっ う けさゅぇくういうさぇ-

くぇすぇ こさっしすなこくけしす. ╆ぇ すぇおうゃぇ 
ちっかう しぇ う いゃせおけゃけ-しゃっすかうく-
くうすっ う ょうきくう さなつくう ゅさぇくぇ-
すう, 40た46 きき ょうきくう ゅさぇくぇすう 
いぇ ′┿〈¨-ゃしおう こけょちっゃくう ゅさぇ-
くぇすけきっすう;
- 9た18 きき う 9た19 きき おぇさ-

すっつくう こうしすけかっすう “【うこおぇ”;
- ぇゃすけきぇすう – 5,56 きき – さぇい-

かうつくう きけょうそうおぇちうう;
- おぇさすっつくうちう – 7,62た51 

きき しこっちうぇかくけ さぇいさぇぉけすっくう 
いぇ せこけすさっぉぇ ゃ すさけこうつっしおう う 
こせしすうくくう おかうきぇすうつくう せしかけ-
ゃうは;
- おぇさぇぉうくう – 5,56 きき う 

7,62 きき し っょくけさっょけゃ こなかくう-
すっか;
- 40た46 きき こけょちっゃくう ゅさぇ-

くぇすけきっすう;
- さっゃけかゃっさくう ゅさぇくぇすけたゃなさ-

ゅぇつおう – 40 きき う 40た46 きき;
- さぇいかうつくう ゃうょけゃっ 

40た46 きき ゅさぇくぇすう いぇ こけょ-
ちっゃくう ゅさぇくぇすけきっすう;
- けしおけかけつくう う けしおけかけつくけ-

そせゅぇしくう さっぇおすうゃくう ゅさぇくぇすう 
いぇ こさけすうゃけすぇくおけゃう ゅさぇくぇすけ-
きっすう;
- 40 きき う 40た46 きき, 5,56 きき 

う 7,62た51 きき ぉけっこさうこぇしう う 
ょさ.
╇いぉさけはゃぇくっすけ きけあっ ょぇ こさけ-

ょなかあう し けとっ くけゃう, くっこさけうい-

ゃっあょぇくう ょけしっゅぇ, ういょっかうは:
- 60 きき う 81 きき きうくけたゃなさ-

ゅぇつおう;
- 60 きき,81 きき, 82 きき う 120 

きき ういしすさっかう;
- 82 きき けしゃっすうすっかくう きうくう;
- 23 きき う 30 きき ういしすさっかう し 

こけゃうてっくぇ ぉさけくっこさけぉうゃぇっ-
きけしす;
- ╋けぉうかっく おけきこかっおし “′うく-

ょあぇ – 1╋”, けぉけさせょゃぇく し ぇさしっ-
くぇかしおぇ ぉけえくぇ すったくうおぇ う す.く.

╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう “┿さしっ-
くぇか” くっこさっおなしくぇすけ けぉけゅぇすはゃぇ 
こさけょせおすけゃぇすぇ しう かうしすぇ. ╁なゃ 
そうさきぇすぇ しぇ しないょぇゃぇくう, せしゃけ-
はゃぇくう う こさけういゃっあょぇくう こさけ-
ょせおすう し さぇいかうつくけ こさっょくぇいくぇ-
つっくうっ, おけうすけ ゃ しかっょゃぇとうすっ 
ゅけょうくう しぇ しっ こさっゃさなとぇかう 
ゃ けしくけゃくけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
くけゃけしないょぇょっくう こさっょこさうはすうは 
けす くぇちうけくぇかくぇすぇ うくょせしすさうは 
(ぇおせきせかぇすけさう, ょういっかきけすけさう, 
っかっおすさけきけすけさう, さぇょうぇすけさう, 
こさせあうくう, しうくすっすうつっく ょうぇ-
きぇくす う ょさ.). ′っ っ くっけぉたけょうきけ 
ょけこなかくうすっかくけ ょけおぇいぇすっかしすゃけ 
いぇ すけゃぇ, つっ “┿さしっくぇか”, けしゃっく 
けしくけゃけこけかけあくうお くぇ けすぉさぇ-
くうすっかくぇすぇ こさけきうてかっくけしす, っ 
こけしすぇゃうか ぉぇいぇすぇ いぇ さぇいゃう-
すうっ くぇ さっょうちぇ こさっょこさうはすうは 
ゃ しすさぇくぇすぇ, おけうすけ しぇ いぇっきぇ-
かう う いぇっきぇす ゃぇあくけ きはしすけ ゃ 
さけょくけすけ きぇてうくけしすさけっくっ. ╇ 
ょくっし すけ しう けしすぇゃぇ っょくけ けす 
きぇかおけすけ こさっょこさうはすうは /くっ 
しぇきけ ゃ しすさぇくぇすぇ/, おけっすけ うきぇ 
いぇすゃけさっく ちうおなか くぇ さぇぉけすぇ – 
けす しせさけゃうくぇすぇ ょけ ゅけすけゃけすけ 
ういょっかうっ う こけつすう こなかくぇ おけき-
こかっおすぇちうは いぇ くっゅけ. 《うさきぇすぇ 
うきぇ ょけぉさっ ういゅさぇょっくぇ さっこせ-
すぇちうは ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ ょゃけえ-
くうすっ すったくけかけゅうう. [ぇいこけかぇゅぇ 
しなし しこっちうぇかうしすう, こけおさうゃぇとう 

╂けしこけょうく ╇ぉせてっゃ, おぇお こけしさっとぇ 
„┿さしっくぇか”  すけいう しゃけえ こさぇいくうお?

- ╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 136-すぇすぇ ゅけ-
ょうてくうくぇ けす けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ „┿さ-
しっくぇか” う 90-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ いぇゃけょぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, いぇ くぇてぇ けぉとぇ さぇょけしす, „┿さ-
しっくぇか” こけしさっとぇ すけいう しゃけえ しゃけっ-
けぉさぇいっく のぉうかっえ し ゅけかっきう せしこったう 
ゃ しおかのつゃぇくっすけ くぇ くけゃう ょけゅけゃけさう, 
おけうすけ けしうゅせさはゃぇす さぇぉけすぇ きうくうきせき 
ょけ おさぇは くぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ.

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ
きせいっえ “┿さしっくぇか”

さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ, ょういぇえくぇ, 
こさけういゃけょしすゃけすけ う さぇいてう-
さはゃぇくっすけ くぇ こさけょせおすけゃぇすぇ 
ゅぇきぇ, こさけっおすうさぇくっすけ, うくあっ-
くっさうくゅぇ う すなさゅけゃうはすぇ, くぇょ 
98% けす おけはすけ っ こさっょくぇいくぇ-
つっくぇ いぇ っおしこけさす. ╉けきこぇくうは-
すぇ うきぇ すなさゅけゃしおう こぇいぇさう ゃなゃ 
ゃしうつおう おけくすうくっくすう. 
¨す 2007 ゅ. しないょぇょっくけすけ けとっ 

こさっい 1999 ゅ. ┿おちうけくっさくけ 
ょさせあっしすゃけ „┿さしっくぇか 2000” っ 

ゅっくっさぇかっく すなさゅけゃしおう こさっょ-
しすぇゃうすっか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, 
くけ さぇぉけすう う し ょさせゅう かうちっくいう-
さぇくう ゃなくてくけすなさゅけゃしおう そうさ-
きう. ╇きぇ いぇとうすっくぇ すなさゅけゃしおぇ 
きぇさおぇ ゃ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい, 
]┿】 う けとっ 19 しすさぇくう こけ しゃっ-
すぇ. ╁しうつおう ういょっかうは, こさけうい-
ゃっあょぇくう ゃ こさっょこさうはすうっすけ, しぇ 
けぉっおす くぇ うくすっかっおすせぇかくぇ しけぉ-
しすゃっくけしす う しぇ さっゅうしすさうさぇくう ゃ 
‶ぇすっくすくけすけ ゃっょけきしすゃけ くぇ [╀.
]ないょぇょっくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 

くぇ さぇぉけすぇ, ょっえしすゃぇとぇすぇ ]うし-
すっきぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ おぇ-
つっしすゃけすけ, ゃなゃっょっくうすっ くけゃう 
すったくけかけゅうう う きくけゅけおさぇすくけすけ 
ういこうすぇくうっ くぇ しうしすっきうすっ ゃ 
さぇいかうつくう っおしすさっきぇかくう せしかけ-
ゃうは しぇ ょけこなかくうすっかくぇ ゅぇさぇく-
ちうは いぇ ゃうしけおけすけ うき おぇつっしすゃけ, 
くぇょっあょくけしす, おけくおせさっくすくけし-
こけしけぉくけしす, きっあょせくぇさけょくけ 
こさういくぇくうっ う すなさしっくっ くぇ うい-
ょっかうはすぇ し きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”.

╃なかなゅ こなす っ ういきうくぇか ゃ さぇい-
ゃうすうっすけ しう “┿さしっくぇか”.
- ¨す [せしっ, こさっい ]けそうは ょけ 

╉ぇいぇくかなお.
- ¨す きぇかおうすっ さぇぉけすうかくうつ-

おう こさっい さぇいてうさっくうすっ しゅさぇょう 
くぇ ╃╁《 ょけ くぇょ 3700 ょっおぇさぇ 
こかけと, くぇ おけうすけ しぇ さぇいこけかけ-
あっくう ょくってくうすっ ゅけかっきう こさけ-
ういゃけょしすゃっくう おけさこせしう.
- ¨す ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ さっ-

いっさゃくう つぇしすう, こさっい こなさゃうすっ 
しすなこおう ゃ しぇきけしすけはすっかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ ょけ ょくってくうすっ 
しなゃさっきっくくう きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう う しこっちうぇかくうすっ ういょっ-
かうは くぇ しゃっすけゃくけ くうゃけ.
- ╃け…くぇしすけはとぇすぇ 2014 ゅ. 

╄ょうく ょなかなゅ う くっかっお こなす…
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Николай Ибушев - Изпълнителен директор на “Арсенал”:

„Арсенал” е марка на световно ниво

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБУШЕВ,
СКЪПИ АРСЕНАЛЦИ!

‶さうっきっすっ きけうすっ くぇえ-しなさょっつくう こけいょさぇゃ-
かっくうは こけ しかせつぇえ ╁ぇてうは こさぇいくうお – 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 けさなあっえくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお う 136 ゅけょうくう けさな-
あっえくけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈ぇいう ゃっ-
おけゃくぇ うしすけさうは ゃ しそっさぇすぇ くぇ しこっちうぇかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ う きぇてうくけしすさけっくっすけ しぇ ゃくせ-
てうすっかくぇすぇ ゃういうすくぇ おぇさすうつおぇ くぇ くぇえ-ゅけ-

かはきけすけ こさっょこさうはすうっ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっい ゃしうつおう すっいう ゅけ-
ょうくう „┿さしっくぇか” っ ぉっいしこけさっく そぇおすけさ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ うおけくけきうおぇすぇ 
くっ しぇきけ ゃ さっゅうけくぇかっく, くけ う ゃ くぇちうけくぇかっく きぇとぇぉ. ╃させあっしすゃけすけ 
しなたさぇくはゃぇ ょけぉさうすっ すさぇょうちうう, くっこさっおなしくぇすけ さぇぉけすう いぇ ゃなゃっあょぇ-
くっ くぇ くけゃう すったくけかけゅうう, さぇいてうさはゃぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う こぇいぇさうすっ しう.

„┿さしっくぇか“ ┿╃ けしなとっしすゃはゃぇ う っょくぇ ういおかのつうすっかくけ ゃぇあくぇ しけちうぇかくぇ 
こけかうすうおぇ. ╁なゃ ゃさっきっすけ くぇ おさういう すは っ そっくけきっく くっ しぇきけ いぇ ╀なか-
ゅぇさうは, くけ う こけ しゃっすぇ. „┿さしっくぇか“ けしうゅせさはゃぇ いぇっすけしす くぇ こけおけかっくうは 
おぇいぇくかなつぇくう, しないょぇゃぇ こけすけきしすゃっくう さぇぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう, いぇ 
つうっすけ さぇいゃうすうっ う せしなゃなさてっくしすゃぇくっ こけかぇゅぇ くっけぉたけょうきうすっ ゅさうあう.

╇きぇた せょけゃけかしすゃうっすけ こけゃっつっ けす 10 ゅけょうくう ょぇ さぇぉけすは いぇ しこけおけえしすゃう-
っすけ う ぉなょっとっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう, こさぇゃっえおう 
いぇっょくけ し さなおけゃけょくうは  っおうこ くぇ ょさせあっしすゃけすけ うしすうくしおぇ しけちうぇかくぇ こけ-
かうすうおぇ. ̈ しうゅせさはゃぇくっすけ くぇ こけょたけょはとう せしかけゃうは ゃ 『╃╂ „╀せさぇすうくけ“ いぇ 
けすゅかっあょぇくっ くぇ ょっちぇすぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ っ っょくぇ けす けしくけゃくうすっ いぇょぇつう くぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“. ‶けおぇいぇすっかくけ いぇ ゅけかはきぇすぇ ゅさうあぇ おなき 
こけょさぇしすゃぇとけすけ こけおけかっくうっ っ う さぇいゃうゃぇくっすけ くぇ ょっすしおけ-のくけてっしおぇすぇ 
そせすぉけかくぇ ておけかぇ おなき ょさせあっしすゃけすけ. „┿さしっくぇか“ ┿╃ けおぇいゃぇ しっさうけいくぇ 
こけょおさっこぇ う くぇ そせすぉけかっく けすぉけさ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ“. ╆ぇ ゃしうつおけ すけゃぇ, 
しゃなさいぇくけ し ぉなょっとっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお – ょっちぇすぇ う きかぇょっあうすっ, ぇい うい-
おぇいゃぇき しゃけはすぇ かうつくぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす おぇすけ おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

]なとっしすゃっくけ う こけかいけすゃけさくけ っ せつぇしすうっすけ くぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっす-
くうちう けす ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうく-
しおう しなゃっす - ╉ぇいぇくかなお. ] こさけそっしうけくぇかういなき う ゃうしけおぇ けすゅけゃけさくけしす 
すっ こけょたけあょぇす こさう さってぇゃぇくっすけ くぇ さっょうちぇ ゃなこさけしう う しぇ うくうちうぇ-
すけさう くぇ ょっえくけしすう, しゃなさいぇくう し うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ, し けぉかぇゅけさけ-
ょはゃぇくっすけ くぇ ゅさぇょぇ う くぇしっかっくうすっ きっしすぇ, し けしうゅせさはゃぇくっ しすぇぉうか-
くけしすすぇ う こさけしこっさうすっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う くっえくうすっ あうすっかう. 
]なすさせょくうつっしすゃけすけ きっあょせ ¨ぉとうくしおぇ ぇょきうくうしすさぇちうは う しなゃっすくう-
ちうすっ けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ょぇゃぇ きくけゅけ ょけぉさう さっいせかすぇすう. 〈け 
っ こさうきっさ いぇ こぇさすくぬけさしすゃけ う ゃいぇうきけょっえしすゃうっ ゃ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, 
おけっすけ しっ けすさぇいはゃぇ くぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ ゅさぇょぇ う くぇしっかっくうすっ きっしすぇ. 

〉ゃぇあぇっきう さなおけゃけょうすっかう, しこっちうぇかうしすう う さぇぉけすくうちう, „┿さしっくぇか“ 
┿╃ っ っきぉかっきぇ くぇ くぇてぇすぇ うくょせしすさうは, くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ う しこっちう-
ぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 〈けゃぇ しっ ょなかあう くぇ ╁ぇてうは こさけそっしうけくぇかういなき, 
おさっぇすうゃくけしす う こけしかっょけゃぇすっかくけしす ゃ こけしすうゅぇくっ くぇ ちっかうすっ.

‶けあっかぇゃぇき くぇ ゃしうつおう いょさぇゃっ, せゃっさっくけしす う しぇきけつせゃしすゃうっ, いぇとけすけ 
„┿さしっくぇか” けいくぇつぇゃぇ しすぇぉうかくけしす, せしこったう う せゃぇあっくうっ.

Честит празник!
╂┿╊╇′┿ ]〈¨ぅ′¨╁┿

╉きっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

ぁかつてけて たちあくせけさ, あちつかせあしぬけ!
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„╄ょうく こけょうさ ょさせゅ しう けすうゃぇす けす くぇし ゃっすっさぇくうすっ...“, こっってっ くはおけゅぇ ╋うたぇうか ╀っかつっゃ. 

╃くっし すぇいう こっしっく っ すさせょくけ ょぇ しっ くぇきっさう ゃ うくすっさくっす, おなょっすけ せあ うきぇかけ ゃしうつおけ. ′ぇこさぇい-
くけ っ くはおけう けす くっとぇすぇ ょぇ すなさしうき ゃ うくすっさくっす. ╇しすうくしおうすっ くっとぇ しぇ ゃ うしすうくしおうは あうゃけす. 
╉さぇえ くぇし. [ぇいぉうさぇき すけゃぇ いぇ しっすっく こなす こさう しさっとぇすぇ きう し ╈けさょぇく ]すぇくつっゃしおう. ̈ さゅぇくう-
いぇすけさなす くぇ すさぇょうちうけくくうすっ しっこすっきゃさうえしおう しさっとう くぇ 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 
けす ╆ぇゃけょ 5 ゃないょなたゃぇ すうたけ: “〈ぇいう ゅけょうくぇ ぉはたきっ しぇきけ 67“. ‶さっぉさけはゃぇくっすけ すせお う しっゅぇ 
けぉぇつっ しなゃしっき  くっ っ くぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ たけさぇ, おけうすけ ゃ さぇゃくけしきっすおぇすぇ くぇ あうゃけすぇ しう うきぇす 
さぇょけしすう, おけうすけ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ すけこかはす. ╋くけゅけ けす すっいう ゅけかっきう さぇょけしすう しぇ ぇさたうゃう-
さぇくう くぇょかっあくけ ゃ ういょぇょっくう おくうゅう けす うくあ. ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ  – „せきなす う しなさちっすけ“ くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ ╀ぇいぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ, こさっさぇしくぇかぇ こさっい 1984-すぇ ゃ ╇くしすうすせす いぇ 
きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう. ╃させゅうすっ  „きぇかおう“  さぇょけしすう, おけうすけ ゃしっおう しう こぇいう ゃ しこけきっ-
くうすっ, しぇ こさなしくぇすう ゃ かうつくうすっ こなすうとぇ くぇ たけさぇすぇ. 》けさぇすぇ - しすけすうちうすっ, こけょさっょうかう ゃ ぇさ-
しっくぇかしおぇすぇ うしすけさうは せしこったうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ, おけょうさぇくう ゃ きぇさおうすっ 
╀〈[, ╀[╁ う ╇╋╋. ╄ょうく けす すはた っ ╈けさょぇく ]すぇくつっゃしおう. 

╆ぇょ ょけぉさっ ういゃっしすくぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておうすっ けさなあっえくうちう ぇぉさっゃうぇすせさぇ K┿‶‶ 
しすけう くっ こさけしすけ おけきこかっおしくぇすぇ ぇゃすけきぇすういぇちうは くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ こさけういゃけょ
しすゃっくう こさけちっしう. ╉┿‶‶ – すけゃぇ しぇ うきっくぇすぇ くぇ ょせいうくぇすぇ つけゃっちう – おけくしすさせお
すけさう し けすかうつくけ こけいくぇすうは すったっく さなおけゃけょうすっか ╉けかぬけ ]すけえつっゃ. ╇くあっくっさ 
]すけえつっゃ っ きぇさおぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうは ╉┿‶‶. ╆くぇお いぇ すけゃぇ っ くっ こさけしすけ こさう
しなしすゃうっすけ きせ いぇ すさっすう こなす ゃ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ, ぇ こけしすうあっくうはすぇ, おけうすけ 
けこさっょっかはす すけゃぇ こさうしなしすゃうっ. ╁ すぇいう しすさけゅけ せくうおぇかくぇ さぇぉけすぇ, おなょっすけ させ
すうくぇすぇ くぇ こけしすけはくくけ こけゃすぇさはとうすっ しっ ょっえくけしすう かうこしゃぇ, すゃけさつっしおぇすぇ そぇく
すぇいうは う すったくうつっしおうすっ せきっくうは, ぉっい おけうすけ すせお くっ きけあっ, ょぇゃぇす くぇ 12-すっ 
おけくしすさせおすけさう ょけしすけゃっさくけすけ しぇきけつせゃしすゃうっ くぇ きけあっとう たけさぇ. ′っ いぇとけすけ 
しぇきけ っょうく けす すはた っ ぉっい ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, ぇ いぇとけすけ – しかっょ しょけぉうゃぇくっ
すけ しなし いぇゃっすくうすっ うくあっくっさくう ょうこかけきう おけくしすさせおすけさうすっ くぇ くっしすぇくょぇさすくけすけ 
ぇさしっくぇかしおけ けぉけさせょゃぇくっ っあっょくっゃくけ すさせこぇす くけゃ けこうす, せつぇす こけしすけはくくけ う しっ 
さぇいゃうゃぇす. 
′はおけゅぇ ゃ すけゃぇ おけきぉうくぇすしおけ いゃっくけ, しすさせおすせさうさぇくけ おぇすけ くぇこさぇゃかっくうっ, さぇ

ぉけすっかう ぉかういけ 50 ょせてう. ]っゅぇ ゃ ¨すょっか ╉┿‶‶ しぇ 12, くけ 
けす すけゃぇ ちっくぇすぇ うき くぇ しこっちうぇかうしすう ょぇかっつ くっ っ こけ-
きぇかおぇ. 〈けつくけ けぉさぇすくけすけ. 〈けゃぇ けこさっょっかはとけ いぇ ぉな
ょっとっすけ くぇ „┿さしっくぇか“ いゃっくけ しすけう くぇ しこっちうぇかくけすけ 
ゃくうきぇくうっ くぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ. ′っ しかせつぇえくけ 
すせお ゃうくぇゅう しっ すなさしはす くけゃう, ぇきぉうちうけいくう, さってっくう ょぇ 
くぇせつぇす くっとけ う ょぇ くぇこさっょゃぇす ゃ こさけそっしうはすぇ きかぇょう 
たけさぇ. „╇きぇきっ しゃけぉけょくう きっしすぇ, すなさしうき きかぇょっあう. ╂-く 
╇ぉせてっゃ こけしすけはくくけ くう こけさなつゃぇ ょぇ すなさしうき くけゃう しこっ
ちうぇかうしすう“, ゃっょくぇゅぇ しこけょっかは くぇつぇかくうおなす くぇ けすょっかぇ 
うくあ. ]すけえつっゃ. 〈けえ しっ てっゅせゃぇ, つっ くっせしっすくけ っ くぇゃなさ
すはか ゅけょうくうすっ いぇ こっくしうは. [けあょっくうはす きせ ょっく っ ゃ おさぇは 
くぇ しっこすっきゃさう. ′け くっとけ, きぇえ, くっ ゅけ こせしおぇす ょぇ しっ こっく
しうけくうさぇ くぇ つぇしぇ... ]うゅせさくけ っ すぇおぇ: ょけおぇすけ ゅけゃけさうき ゃ 
おさぇすおうは こさけきっあょせすなお くぇ ゃぇあくぇ しさっとぇ ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは, すっかっそけくなす くぇ 
くぇつぇかくうおぇ くぇ ╉┿‶‶ くっ しこうさぇ ょぇ いゃなくう. 〈なさしはす ゅけ くっ しぇきけ けす „┿さしっくぇか“. 
]こっちうぇかうしすう おぇすけ うくあ. ╉けかぬけ ]すけえつっゃ しぇ こけいくぇすけ うきっ ゃ こさけそっしうけくぇかくう
すっ しさっょう うい ちはかぇ ╀なかゅぇさうは. 

] すけつくけしすすぇ くぇ つけゃっお, いぇ-
ゃなさてうか ゃけっくくけ せつうかうとっ, 

]すぇくつっゃしおう っ こけょさっょうか たさけくけ-
かけゅうつくけ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しう こな-
すっつおぇ: てかけしっさ-きけくすぬけさ う ¨〈╉-
きぇえしすけさ しきはくぇ – おけくしすさせおすけさ 
ゃ ╀ぇいぇすぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇい-
ゃうすうっ う ╀ぇいぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ 
う ゃくっょさはゃぇくっ – さなおけゃけょうすっか 
ゅさせこぇ – ′ぇつぇかくうお ¨〈[╆ おなき 
╆ぇゃけょぇ いぇ ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう 
– ╇くしこっおすけさ ╉ぇょさう おなき ╇╋╋ – 
いぇきっしすくうお くぇ さなおけゃけょうすっかは くぇ 
╇╋╋ こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ う 
おぇょさけゃう ゃなこさけしう. 
〈うは こさったけょう „けす ょけかせ-くぇ-

ゅけさっ“ こけ しすなかぉうちぇすぇ くぇ こさけ-
そっしうけくぇかくけすけ ういさぇしすゃぇくっ いぇ 
]すぇくつっゃしおう くっ しぇ しかせつぇえくう, すっ 
しぇ さっいせかすぇす けす けしきうしかっくけ くぇ-
こさぇゃっく ういぉけさ: “╇しおぇた ょぇ すさなゅ-
くぇ けす くせかぇすぇ!“.  „′せかぇすぇ“  いぇ 
くっゅけ ぉうか しすぇさすなす ゃ かっはさくぇすぇ 
くぇ „┿さしっくぇか“ しかっょ けこうすぇ きせ 
おぇすけ ゃけっくくけしかせあっと ゃ ]かうゃっく. 
╁ かっはさくぇすぇ ういおぇさぇか うきぇ-くはきぇ 
きっしっち, こけしかっ けすうてなか ょぇ しっ せつう 
ゃ „さぇいそぇしけゃぇくっすけ“ くぇ すさぇおすけ-
さうすっ – さぇいゅかけぉはゃぇかう ゃぇかはちう 
いぇ しっかしおけしすけこぇくしおう きぇてうくう う  
さっきぇさおっすぇすぇ, おぇおすけ しっ おぇいゃぇ 
“‶け くぇさっあょぇくっ けす ゅけさっ!“. ╋かぇ-
ょうはす ╈けさょぇく  ょけてなか ゃ ╉ぇいぇくかなお 
いぇさぇょう しなこさせゅぇすぇ しう ]かぇゃおぇ, 
おけはすけ しさっとくぇか こけょ ]うくうすっ おぇ-
きなくう ゃ ╂さぇょぇ くぇ ゃけえゃけょうすっ. ‶け 
しゃけっ あっかぇくうっ くぇこせしおぇ おぇいぇさ-
きぇすぇ, おなょっすけ ぉうか さぇいこさっょっかっく 
しなゅかぇしくけ けぉさぇいけゃぇくうっすけ しう くぇ 
さぇょうけしゃなさいけつくうお – けそうちっさ けす 
╁けっくくけすけ うくあっくっさくけ しゃなさいけつ-
くけ せつうかうとっ ゃ ]うかうしすさぇ. ╁ ╀′┿ 
いぇこうしゃぇ ぉうけゅさぇそうはすぇ くぇ けそう-
ちっさ う おけきぇくょうさ くぇ さぇょうけ-さけすぇ 
う おけきぇくょうさ くぇ ぉぇすぇさっは. [けょけき 
けす こぇくぇゅのさしおけすけ ╀なすぇ, ╈けさょぇく 
しっ つせゃしすゃぇか ょけぉさっ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. ╆ぇさぇょう しなこさせゅぇすぇ う いぇさぇ-
ょう „┿さしっくぇか“.  ¨す すけゃぇ ょけぉさけ 
ゃさっきっ くぇ 60-すっ くぇ 20-う ゃっお 
すけえ こぇいう おせこうとぇ しくうきおう, しさっょ 
おけうすけ くぇえ-こなさゃけ きう こけょぇゃぇ 
けくぇいう し ょっしっすうきぇすぇ のくぇちう けす 
せょぇさくぇすぇ こさけういゃけょしすゃっくぇ ぉさう-
ゅぇょぇ, おけはすけ きせ こけゃっさはゃぇす ゃ ╆ぇ-
ゃけょ 5. ╋かぇょっあおぇすぇ ぉさうゅぇょぇ くっ 
っ しかせつぇえくぇ. 〈は っ けす けくっいう  しこっ-
ちうぇかくう ぉさうゅぇょう, くぇ おけうすけ しっ 
ゃないかぇゅぇ ょぇ ぉなょぇす くっこさっきっくくけ 
いぇ こさうきっさ, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ せゃ-
かうつぇす ょさせゅうすっ し っくすせしうぇいきぇ しう, 
し こけしすうあっくうはすぇ しう う きけさぇかぇ しう 
- ╋かぇょっあおぇ ぉさうゅぇょぇ いぇ せょぇさっく 
おけきせくうしすうつっしおう すさせょ... ╃くっし 
すけゃぇ しかけゃけしなつっすぇくうっ くっ いくぇつう 
くうとけ いぇ きかぇょうすっ たけさぇ, くけ いぇ 
ゃっすっさぇくうすっ っ きぇさおぇ いぇ せしこった. 
╋けきつっすぇすぇ ゃ ぉさうゅぇょぇすぇ, ゃ おぇ-
つっしすゃけすけ しう くぇ さなおけゃけょうすっか,  
]すぇくつっゃしおう しう ういぉうさぇ しぇき.    

╀さうゅぇょぇすぇ しすぇゃぇ
こけしすけはくっく こなさゃっくっち
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╋かぇょっあうすっ きけくすうさぇす 
すさぇおすけさくう ゃぇかはちう, ゃない-
ょせてくぇすぇ しこうさぇつおぇ おなき さっ-
きぇさおっすぇすぇ, さなつくう こけきこう いぇ 
ゃっかけしうこっょう. ‶けしかっ こさっきう-
くぇゃぇす おなき きけくすうさぇくっすけ くぇ 
こけ-しかけあくうすっ ‶╉-20 う ‶╉-
32 – こさけぉうゃくうすっ おけかけく-
くう きぇてうくう う ‶さけぉうゃくぇすぇ 
くぇしすけかくぇ ‶-12. ╋ぇてうくうすっ 
しぇ こけょけぉさっくう おけくしすさせお-
ちうう くぇ „┿さしっくぇか“. 〈ぇおぇ 
]すぇくつっゃしおう さぇいぉうさぇ: きはし-
すけすけ くぇ „┿さしっくぇか“ っ きはしすけ 
いぇ さぇいさぇぉけすおう, きはしすけ - ゅっ-
くっさぇすけさ くっ しぇきけ くぇ うょっう, 
くけ う くぇ さっぇかくう こさぇおすうおう, 
おけうすけ しっ こさうっきぇす けす いぇゃけ-
ょうすっ ゃ ちはかけすけ ぉなかゅぇさしおけ 
きぇてうくけしすさけっくっ. ‶╉-20 しっ 
こさっょぇゃぇ いぇ こさけういゃけょしすゃけ 
ゃ ╆╋╋ „╋っすぇかうお“ ゃ ‶ぇいぇさ-
ょあうお, ‶╉-32 – くぇ ╆ぇゃけょぇ 
ゃ 〈なあぇ, ‶-12 こけつゃぇ ょぇ しっ 
こさけういゃっあょぇ けす せつっくうちうすっ 

くぇ 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... “╁しうつおけ, おけっすけ 
こさけういゃっあょぇ ぉなかゅぇさしおけすけ 
きぇてうくけしすさけっくっ, くはおけゅぇ っ 
うきぇかけ くぇつぇかけすけ しう ゃ „┿さ-
しっくぇか“, おぇいゃぇ けす こけいうちうは-
すぇ くぇ けこうすぇ う ゃさっきっすけ ╈けさ-
ょぇく ]すぇくつっゃしおう. ]うゅせさくけ 
すけゃぇ っ っょくぇ けす こさうつうくうすっ 
し すけかおけゃぇ っくすせしうぇいなき う し 
つせゃしすゃけすけ いぇ こぇきっす う こさう-
いくぇくうっ すけえ ょぇ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ さぇぉけすう, いぇっょくけ し ╀ぇえ 
╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ, いぇ しな-
ぉうさぇくっすけ くぇ けしすぇくぇかうすっ 
ゃっすっさぇくう-きぇてうくけしすさけうすっ-
かう ゃしはおぇ ゅけょうくぇ, ゃっつっ 18 
っしっくう. ]こけきくはす しう し おけかっ-
ゅうすっ きくけゅけ くっとぇ. ‶けきくはす 
う けくっいう こけしすさけっくう おぇすけ いぇ 
こさけゃっさおぇ 100 ぉさけは ‶╉-32, 
ういさぇぉけすっくう しぇきけ いぇ っょうく 

きっしっち! 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ, ういせ-
きっく けす こけしすうあっくうっすけ ゃ うい-
こなかくっくうっ くぇ しこってくぇすぇ いぇょぇ-
つぇ, けすしうつぇ: „╉ぇすけ くぇゅさぇょぇ, 
ぉさうゅぇょぇすぇ けすうゃぇ いぇ 15 ょくう 
ゃ ‶ぇきこけさけゃけ!” ╇くそぇさおすくうすっ 
きけきっくすう, おけゅぇすけ しっ さぇぉけすう 
いぇ しこってっく ういくけし, くっ ぉうかう 
さはょおけしす. ╆ぇとけすけ: “╉けさぇぉなす 
つぇおぇ!“.      

„╉けさぇぉなす つぇおぇ!“
くっ っ きっすぇそけさぇ

′ぇこさっゅくぇすけすけ っあっょくっゃうっ 
くぇ きぇてうくけしすさけうすっかうすっ けす 
„┿さしっくぇか“ ょっえしすゃうすっかくけ うい-
こなかくはゃぇかけ ゃぇあくう ょなさあぇゃくう 
こけさなつおう – いくぇお いぇ くぇちうけくぇ-
かっく こさっしすうあ う こけいうちうう くぇ 
きっあょせくぇさけょくうすっ こぇいぇさう. 
╋けきつっすぇすぇ, おけうすけ ゅかっょぇす 
ょさないくけゃっくけ けす つっさくけ-ぉはかぇ-
すぇ そけすけゅさぇそうは きっあょせ ょゃっすっ 
そうさきっくう いくぇきっくぇ, さぇぉけすっ-

かう し ゅけかはきけ あっかぇくうっ う ぉっい 
くうおぇおゃぇ しなこさけすうゃぇ けすくけしくけ 
さぇいこけさっあょぇくうはすぇ くぇ くぇつぇか-
くうおぇ. „‶けしすぇゃう かう うき しっ いぇ-
ょぇつぇすぇ う – すぇき!“, かぇおけくうつっく 
っ ]すぇくつっゃしおう う しう しこけきくは 
しかせつぇう, おけゅぇすけ しっ さぇぉけすう 
くぇこさぇゃけ くぇ こさうしすぇくうとっすけ 
いぇ っおしこっょうちうは. ]ゃうょっすっか くぇ 
こけょけぉっく っくすせしうぇいなき, ょくっし 
ぉさうゅぇょうさなす, おぇおすけ こけゃっつっ-
すけ しう ゃさなしすくうちう, し くけしすぇか-
ゅうは しう しこけきくは けくけゃぇ ゃさっきっ 
くぇ ょけゃっさうっ きっあょせ たけさぇすぇ, 
くぇ しこけおけえしすゃうっ う ゃいぇうきくけ 
せゃぇあっくうっ. ╉けきっくすうさぇ こさけ-
きっくうすっ ゃ あうゃけすぇ せ くぇし しなゃ-
しっき おさぇすおけ: “〈けゃぇ, おけっすけ しっ 
しかせつう, っ こぇゅせぉくけ いぇ ╀なかゅぇ-
さうは!“. „]っゅぇ おぇおゃけ? – いぇゃうしす 
う ゃしっおう ゅかっょぇ おぇお ょぇ くぇゃさっ-
ょう くぇ ょさせゅうは...“, すけゃぇ っ すなあ-

くぇすぇ さぇゃくけしきっすおぇ くぇ こさけ-
きっくうすっ, けすつっすっくぇ ゃ かうつくうは 
あうゃけす くぇ っょうく ぇさしっくぇかしおう 
ゃっすっさぇく. ¨くけゃぇ, おけっすけ しすぇゃぇ 
ゃ けぉとっしすゃけすけ, くっ っ しこうさぇかけ 
ょぇ  ゅけ ゃなかくせゃぇ: “╁うくぇゅう しなき 
しっ いぇくうきぇゃぇか し けぉとっしすゃっくぇ 
さぇぉけすぇ“.  ╁なかくせゃぇ ゅけ しかせつ-
ゃぇとけすけ しっ ゃ ‶ぇさすうはすぇ, しっゅぇ 
こさっかはかぇ しっ ゃ ╀]‶, ゃなかくせゃぇ 
ゅけ ょっえくけしすすぇ くぇ けそうちっさうすっ 
う しっさあぇくすうすっ けす ╆ぇこぇしぇ う 
さっいっさゃぇ, おなょっすけ っ ぇおすうゃっく 
つかっく; ゃなかくせゃぇす ゅけ ゃないたけょうすっ 
う こさけゃぇかうすっ ゃ せこさぇゃかっくうっすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお... ╃ぇあっ う しっゅぇ, 
しかっょ けすかうつくけ こかぇくうさぇくけすけ ゃ 
かうつくけすけ きせ ゃさっきっ うくすっさゃの, 
ょっくはす こさけょなかあぇゃぇ しなし しさっとぇ  
し ょさせゅぇさうすっ – いぇこぇしくう. ]っ-
きっえしすゃけ ]すぇくつっゃしおう – ょゃぇ-
きぇすぇ しなし しなこさせゅぇすぇ ]かぇゃおぇ, 
こけいくぇすぇ ゃ ぉかういおけすけ きうくぇ-
かけ おぇすけ ょうさっおすけさ くぇ っょくぇ 
けす けぉさぇいちけゃうすっ おぇいぇくかなて-

おう ょっすしおう ゅさぇょうくう – くけきっさ 
15,  こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しかっょはす 
ゃぇあくけすけ けす ╀なかゅぇさうは う あう-
ゃけすぇ くぇ ゅさぇょぇ. ‶さけょなかあぇゃぇす 
ょぇ つっすぇす ゃっしすくうちう. ] ょゃぇきぇ 
しうくけゃっ, しなとけ こさっきうくぇかう 
ておけかぇすぇ „┿さしっくぇか“, しっきっえ-
しすゃけすけ くっ ういこせしおぇ  う くぇこうしぇ-
くけすけ ゃなゃ そうさきっくうは ゃっしすくうお. 
╈けさょぇく しっ つせゃしすゃぇ しゃなさ-
いぇく し ゃしうつおけ, おけっすけ しすぇゃぇ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ: くはきぇ おぇお ょぇ 
しっ いぇかうつぇす くうすけ ゃ かうつくぇすぇ, 
くうすけ ゃなゃ そうさきっくぇすぇ, くうすけ 
ゃ くぇちうけくぇかくぇすぇ くう うくょせし-
すさうぇかくぇ うしすけさうは さぇいさぇぉけす-
おうすっ くぇ ぉぇいうすっ う うくしすうすせすぇ, 
つうっすけ しなさちっ う ょゃうゅぇすっか っ 
うくあ. ╀さぇすけっゃ. ‶けゃっつっ けす 300 
ょせてう せつぇしすゃぇす ゃ すけゃぇ ょっかけ. 
]すぇくつっゃしおう ょなさあう ょぇ しう しゃっ-
さう すけつくぇすぇ ちうそさぇ う すけつくうは 

そぇおす いぇ ゃしうつおけ: あうゃけすなす きせ っ 
ぉっかはいぇく けす こっさそっおちうけくういきぇ, 
っょくぇおゃけ くせあっく う ゃ ぇさきうは-
すぇ, う ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくけすけ 
ぇさしっくぇかしおけ こさけういゃけょしすゃけ. 
╁っつっ きせ っ しすぇくぇかけ ゃすけさぇ こさう-
さけょぇ - ょぇ ぉなょっ すけつっく ゃ くっとぇ-
すぇ. 〈うは おぇつっしすゃぇ くぇ ょけぉさうは 
きぇてうくけしすさけうすっか すけえ くぇぉかの-
ょぇゃぇ おぇお しっ そけさきうさぇす こさっい 
ゅけょうくうすっ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ うょ-
ゃぇとうすっ きかぇょう さぇぉけすくうちう う 
しこっちうぇかうしすう, おけくしすさせおすけさう う 
おぇおゃう かう くっ おぇょさう, いぇ おけうすけ 
くけしう けすゅけゃけさくけしす ゃ こけしかっょ-
くうすっ ゅけょうくう くぇ おぇさうっさぇすぇ 
しう. „′ぇえ-すさせょくけすけ っ ゃ くぇつぇ-
かけすけ. ╃けおぇすけ しゃうおくぇす, ょけおぇすけ 
せしゃけはす くぇつうくぇ, こけ おけえすけ しっ 
さぇぉけすう すせお“, おぇいゃぇ ぉうゃてうはす 
うくしこっおすけさ おぇょさう ゃ ╇╋╋, ぇ 
こけ-おなしくけ – いぇきっしすくうお こけ ぇょ-
きうくうしすさぇすうゃくうすっ う おぇょさけゃう 
ゃなこさけしう くぇ ╇くしすうすせすぇ. „╃うし-
ちうこかうくぇ う ょけぉさぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは! – ╂さっておぇ くはきぇ! 〈けゃぇ っ 
いぇょなかあうすっかくけ いぇ しこっちうぇか-
くけすけ こさけういゃけょしすゃけ“, けすしうつぇ 
くはおけゅぇてくうはす くぇつぇかくうお ¨〈[╆ 
ゃ ╆ぇゃけょぇ いぇ ぇゅさっゅぇすくう きぇてう-
くう し ょうさっおすけさ ╊ぇかぬけ ╀ぇっゃ. ╇ 
けとっ: “′ぇえ-うくすっさっしくけ ぉってっ ゃ 
╇╋╋!“. ╋くけゅけすけ さぇいさぇぉけすっくう 
ういょっかうは, すゃけさつっしおうすっ さってっ-
くうは, きかぇょけしすすぇ う けこうすなす くぇ 
けすかうつくうすっ おぇょさう, こさうくちうこ-
くうはす こさけそっしうけくぇかういなき くぇ 
うくあ. ╀さぇすけっゃ... しぇ ゃしっ くっとぇ, 
おけうすけ しっ こけきくはす. ╇ しっ こさう-
こけきくはす ゃしはおぇ ゅけょうくぇ くぇ ゃっ-
すっさぇくしおうすっ しさっとう こさっい しっこ-
すっきゃさう, しなぉうさぇとう たけさぇすぇ, 
けしすぇゃうかう あうゃけすぇ しう ゃ ╆ぇゃけょ 
5 う ╇╋╋.  ′っ しぇきけ けしすぇゃっくけ-
すけ ゃ さぇぉけすぇすぇ, くけ う ゃ かうつくうすっ 
しなょぉう くぇ おけかっゅうすっ くっ しこうさぇ 
ょぇ ゃなかくせゃぇ ╈けさょぇく ]すぇくつっゃ-
しおう. 〈うは ょくう すけえ こさういくぇゃぇ, 
つっ すさせょくけ こさっあうゃはゃぇ すさぇ-
ゅうつくぇすぇ いぇゅせぉぇ くぇ ぇさしっくぇかっ-
ちぇ-ゃっすっさぇく, うくあっくっさなす-すった-
くけかけゅ ‶っすおけ ‶ぇさけゃ. ╄ょうく けす 
けくっいう, おけうすけ くっ こさけこせしおぇたぇ 
しっこすっきゃさうえしおぇすぇ しさっとぇ.  
〉しこってくけすけ さぇいゃうすうっ ゃ ]┿】 

くぇ ゅけかっきうは しうく う けしけぉっくけ くぇ 
ゃくせおぇ しなし しなとけすけ うきっ – ]すぇ-
くうしかぇゃ, おぇおすけ う くぇ きぇかおうは 
しうく ╀けえおけ, おけえすけ うきぇ ぉういくっし 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, さぇょゃぇす しっきっえ-
しすゃけ ]すぇくつっゃしおう. [ぇょゃぇす  ゅう 
う ゃくせつおうすっ ┿くすけくうは う ╁かぇ-
ょうしかぇゃぇ. ╈けさょぇく しっ さぇょゃぇ う 
くぇ しゃけっすけ しう きはしすけ – かけいっすけ 
し ゅさけいょっすけ, しこけかせつかうゃうすっ けこ-
うすう ゃ けゃけとぇさしすゃけすけ う ゅさぇょう-
くぇさしすゃけすけ. ′け けすゃしはおなょっ きせ 
かうつう, つっ ぇさしっくぇかしおうすっ さぇょけ-
しすう う ぉけかおう しなとけ いぇゃうくぇゅう 
とっ しぇ つぇしす けす かうつくうは きせ こなす. 
„╀はたきっ きかぇょう!“, こけゅかっあょぇ 
╈けさょぇく ]すぇくつっゃしおう おなき ゃくう-
きぇすっかくけ こさうぉさぇくぇすぇ ゃ こさう-
かっあくぇ こぇこおぇ しくうきおぇ くぇ きかぇ-
ょっあおぇすぇ ぉさうゅぇょぇ けす 60-すっ. 
╋っあょせ おけさうちうすっ くぇ こぇこおぇすぇ 
うきぇ けとっ しこけきっくう – けす ┿かっは-
すぇ くぇ しかぇゃぇすぇ, けす っおしおせさいうう, 
けす こさぇいくうちう... ╋っあょせ „おけ-
さうちうすっ“ くぇ ゃさっきっすけ くぇょくう-
つぇす  けとっ しこけきっくう けす ょけぉさけすけ 
しなすさせょくうつっしすゃけ う さぇぉけすぇ し 
こさっょしっょぇすっかは くぇ ╉′]╀ ┿すぇ-
くぇし ╀けいけゃ /こけおさぇえ ╆ぇゃけょ 5/, 
し 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 /こけおさぇえ 
╇くあっくっさうくゅぇ/..., し ょっしっすおう 
う ょけさう しすけすうちう ぇさしっくぇかしおう 
ゃっすっさぇくう-きぇてうくけしすさけうすっかう. 
〈っ しぇ つぇしす けす くっとけ, おけっすけ っ 
ぉうかけ. ╇ おけっすけ さぇょゃぇ. ′うとけ, 
つっ くぇ しさっとうすっ こさっい しっこすっき-
ゃさう, こけ けぉはしくうきう こさうつうくう, 
うょゃぇす ゃしっ こけ-きぇかおけ けす すはた.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

]すけえつっゃ っ ゃないこうすぇくうお くぇ 
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. ¨す っかうすくうすっ ゃないこう
すぇくうちう くぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ  
ょうこかけきぇすぇ くぇ しさっょっく すったくうお 
すっあってっ おけかおけすけ ょくってくぇすぇ 
うくあっくっさくぇ. 』っ う こけゃっつっ... 
“40 ゅけょうくう ゃ すけゃぇ せつうかうとっ, 
いぇさぇょう ゃうしけおうすっ おさうすっさうう, 
くはきぇてっ いかぇすっく きっょぇかうしす. 
╋けあった ょぇ ぉなょぇ こなさゃうはす, くけ 
しっ けすおぇいぇた けす ょけこなかくうすっか
くうは ういこうす こけ ぉなかゅぇさしおう...“, 
しこけきくは しう くはおけゅぇてくうはす 
ぇぉうすせさうっくす. ╁しなとくけしす, ぇぉう
すせさうっくすしおうはす ょせた う しっゅぇ 
おかけおけつう ゃ しなさちっすけ くぇ うくあ. 
]すけえつっゃ. ╊うつう きせ けす こさなゃ 
こけゅかっょ. 』うしすけしなさょっつうっすけ ゃ 
ょせきうすっ, けつうすっ, けくけゃぇ, おけっ
すけ おぇいゃぇ いぇ おけかっゅうすっ..., けす 
ゃしうつおけ ゃ くっゅけ しすさせう きかぇょっあ
おぇ けすおさけゃっくけしす う くっこけょこさぇ
ゃっくけしす. ′け くっゅけゃぇすぇ こさはきけすぇ 
くっ っ けしすさけ さっあっとぇ, ぇ すけこかぇ. 
‶け ぉぇとうくしおう. ′うとけ つっ おぇい
ゃぇ: “′っ おさうは こさけぉかっきうすっ う 
しう おぇいゃぇき ゃしうつおけ“. ╉ぇいゃぇ う 
ょさせゅけ: “[ぇぉけすは きくけゅけ ょけぉさっ 
し おけかっおすうゃぇ. ┿い しなき しさっょ 
たけさぇすぇ ょけかせ, うくぇつっ くっ しすぇ
ゃぇ!“ ╃くってくうはす てっそ くぇ ╉┿‶‶ 
こけきくう うょゃぇくっすけ しう すせお, おけ
ゅぇすけ くぇつぇかくうおなす けす ゃうしけ
すぇすぇ くぇ しかせあっぉくぇすぇ おぇぉうくぇ 
しかっょはか しすさけゅけ おぇおゃけ こさぇゃはす 
こけょつうくっくうすっ. ′け ]すけえつっゃ くっ 
っ すぇおなゃ くぇつぇかくうお. „] ゃしうつおう 
しなき くぇ „すう““, しきっっ しっ さなおけ
ゃけょうすっかはす くぇ ╉┿‶‶, おけえすけ 
しっ さぇょゃぇ, つっ ゃ しかせあぉぇすぇ きせ 
おぇいゃぇす こさけしすけ „╉けかぬけ“. ╀っい 
しなきくっくうっ すけえ っ くぇ „すう“ う し 
さぇぉけすぇすぇ, いぇ おけはすけ おぇいゃぇ, つっ 
っ とぇしすかうゃ, うきぇえおう おなしきっすぇ 
けす こなさゃうは しう ょっく しかっょ ╁〉╆-ぇ 
ょぇ さぇぉけすう こけ こさけそっしうはすぇ しう 
– けくけゃぇ, いぇ おけっすけ っ せつうか. “¨す 
120 ょせてう しすせょっくすしおう こけすけお 
しぇきけ ぇい ゃなさゃは こけ しこっちうぇか
くけしすすぇ しう – „こけょっきくけ-すさぇくし
こけさすくう きぇてうくう“, しきっっ しっ 
うくあ. ]すけえつっゃ くぇ ぇぉしせさょうすっ 
ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ ぉうすうっ, ゃしっおう 
ょぇ こさぇゃう けくけゃぇ, いぇ おけっすけ くっ 
っ せつうか. ′ぇえ-ちっくくけすけ, おけっすけ 
しう しこけきくは ょぇ っ くぇこさぇゃうか, 
くっ っ くっとけ しかけあくけ: こぇきっすすぇ 
きせ しっ しこうさぇ こさう ういせきうすっか
くけ こさけしすぇすぇ うょっは, たさせきくぇかぇ 
きせ くはおけゅぇ こさう さってぇゃぇくっ くぇ 
こさけぉかっき ゃ ういこうすぇくうはすぇ くぇ 
ゃっさうあくうすっ きぇてうくう. 〉ぉはゅゃぇ
とぇすぇ くぇ きくけいうくぇ すぇえくぇ くぇ 
とぇしすうっすけ すけえ くぇきうさぇ うきっく
くけ ゃ すけゃぇ – ょぇ さぇぉけすうて すけゃぇ, 
おけっすけ いくぇって, ょぇ しっ さぇいゃう
ゃぇて う ょぇ ゅさぇょうて ゃ っょくぇ こけ
しけおぇ, ょぇ しすぇゃぇて ゃしっ こけ-ょけ
ぉなさ, ょぇ こさっょぇゃぇて けこうすぇ しう 
くぇ ょさせゅうすっ... ′け けこうすなす くっ 
しっ おさぇょっ, おぇおすけ っ いぇぉっかはいぇか 
]すけえつっゃ, つっ しう ゃなけぉさぇいはゃぇす 
くはおけう けす きかぇょうすっ くけゃけこけし
すなこゃぇとう. 

╃ぇ こさっょぇゃぇて けこうす
くっ っ かっしくけ

]すけえつっゃ さぇいぉうさぇ すけゃぇ けしけ
ぉっくけ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ きかぇょうすっ たけさぇ, おぇおすけ 
くぇゃしはおなょっ, うょゃぇす くぇ さぇぉけすぇ 
し こさっおぇかっくけ ぉなさいけすけ あっかぇ
くうっ ういゃっょくなあ ょぇ こさけせきっ
はす ゃしうつおけ う ょぇ しすうゅくぇす ょけ 
ゃうしけおうすっ ゃないくぇゅさぇあょっくうは. 
„]かけあくけしすすぇ くっ っ ゃ しなけさな
あっくうはすぇ, しかけあくけしすすぇ っ ゃ けす
くけてっくうはすぇ“, さうきせゃぇ けこうすなす 
くぇ ]すけえつっゃ すなくおけしすうすっ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ すせお. ╇ いぇおかのつぇゃぇ: 
“》けさぇすぇ しっ せゃなかつうたぇ きくけ
ゅけ...“. 〉しゃけはゃぇくっすけ くぇ こさけ
そっしうはすぇ っ こさけちっし - てっそなす 

くぇ ╉┿‶‶ っ こさけゃっさうか ゃ こさぇお
すうおぇすぇ, つっ ょけぉなさ おけくしすさせお
すけさ しっ しすぇゃぇ いぇ 3-5 ゅけょうくう. 
40 ゅけょうくう けこうす ゃ おけくしすさせ
うさぇくっすけ うきぇ うくあ. ]すけえつっゃ. 
╁うくぇゅう, けとっ おぇすけ しすせょっくす, 
うしおぇ しぇきけ っょくけ: ょぇ しすぇくっ 
おけくしすさせおすけさ. ╅っかぇくうっすけ ょぇ 
しすぇくって おけくしすさせおすけさ いぇ くっゅけ 
っ くぇえ-ゃぇあくけすけ, おけっすけ すさはぉ
ゃぇ ょぇ うきぇて, ぇおけ うしおぇて ょぇ 
せしこっって ょぇ しすぇくって ょけぉなさ ゃ 
いぇくぇはすぇ: “‶なさゃけ – きっさぇおなす, 
こけしかっ – すぇかぇくすなす“. 
╄くすせしうぇいうさぇく けす すけゃぇ あっかぇ

くうっ, きかぇょうはす ]すけえつっゃ うょゃぇ 
こなさゃけ ゃ ′╇〈╇ し ょうこかけきぇすぇ 
けす しけそうえしおけすけ ╋╄╇. ] すぇいう 
ょうこかけきぇ すけえ う しっゅぇ しっ ゅけさ
ょっっ. 〈は っ けす ゅけょうくうすっ, おけゅぇ
すけ ゃ くぇえ-ょけぉさうは ぉなかゅぇさしおう 
すったくうつっしおう ╁〉╆ しっ ゃかういぇてっ 
すさせょくけ. ╇ すさせょくけ しっ いぇゃなさて
ゃぇてっ. ╁ ′╇〈╇ うくあ. ]すけえつっゃ 
ういきうくぇゃぇ こなすは けす さっょけゃう 
おけくしすさせおすけさ ょけ てっそ くぇ こさけ
っおすうさぇくっすけ. 〈ぇき せつぇしすゃぇ ゃ 
おけくしすさせうさぇくっすけ くぇ こけゃっつっ 
けす 7 たうかはょう しなけさなあっくうは. ╁ 
きぇてうくくけ-おけくしすさせおすうゃくうは 

けすょっか さぇぉけすはす ゃなゃ ゃなさたけゃう
すっ ゅけょうくう 44 ょせてう. ‶さけっおすう
さぇ しっ ゃしうつおけ, くせあくけ くぇ ╃]¨ 
„╋っすぇかたうき“: „¨す ┿ – ょけ ぅ!“. 
╁ ゅけょうくうすっ くぇ さぇいこぇょ, いぇしすう
ゅくぇかう すけいう くぇせつっく うくしすうすせす, 
„┿さしっくぇか“ けすゃぇさは ゃさぇすう いぇ 
けこうすくうは しこっちうぇかうしす う ゃっつっ 
18 ゅけょうくう うくあ. ]すけえつっゃ さぇ
ぉけすう ゃ ╉┿‶‶. 〈せお さぇぉけすぇすぇ 
っ くっ こけ-きぇかおけ しかけあくぇ う うく
すっさっしくぇ. „╁ ╉┿‶‶ しっ おけく
しすさせうさぇ ゃしうつおけ!“, けすしうつぇ 
くぇつぇかくうおなす. ¨す けぉうおくけゃっ
くぇすぇ きぇしうつおぇ ょけ ぇゃすけきぇすぇ..., 
ゃしうつおけ っ こけ しうかうすっ くぇ くっゅけ
ゃうすっ ぇさしっくぇかしおう おけくしすさせお
すけさう. 〈っ しぇ たけさぇすぇ, おけうすけ, 
おぇいぇくけ こさけしすけ - ういきうしかはす 
ゃしうつおう しなけさなあっくうは, くせあくう 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, おけうすけ 
そうさきぇすぇ くっ おせこせゃぇ けす ゃなくて
くう ょけしすぇゃつうちう. 
》うかはょう しなけさなあっくうは しぇ きう

くぇかう こさっい さなちっすっ きせ. ′はおけう 
しぇ こけ-こさけしすう, ょさせゅう – こさっ
ょっかくけ しかけあくう. ‶さけちっしなす 
こさっきうくぇゃぇ こさっい けそけさきはくっ
すけ くぇ こさっょかけあっくうは けすしすさぇ
くぇ くぇ けすょっかくうすっ いぇゃけょう ゃ 

„┿さしっくぇか“, ゃくぇしはくっすけ うき ゃ 
ょさせあっしすゃっくうは 〈ったくうつっしおう 
しなゃっす, けぉしなあょぇくっすけ けす くっゅけ
ゃうすっ こさっょしすぇゃうすっかう, ょけおぇすけ 
しっ しすうゅくっ ょけ っゃっくすせぇかくけすけ 
せすゃなさあょぇゃぇくっ けす 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. ]すけえつっゃ っ つかっく う 
くぇ 〈ったくうつっしおうは しなゃっす くぇ 
„┿さしっくぇか“. ╉ぇすけ けこうすっく おけく
しすさせおすけさ, くっゅけゃぇすぇ ょせきぇ っ 
くせあくぇ ゃ っおしこっさすくうは しなしすぇゃ 
くぇ ]なゃっすぇ, おけえすけ けぉきうしかは 
ぉなょっとっすけ くぇ こさっょかけあっくうすっ 
けす ょうさっおすけさうすっ くぇ いぇゃけょう 
こさけっおすう. 〉すゃなさあょぇゃぇくっすけ 
くぇ こさけっおすぇ くぇ こさぇおすうおぇ けい
くぇつぇゃぇ しすぇさす くぇ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ おけくしすさせおすけさうすっ くぇ くっし
すぇくょぇさすくけ けぉけさせょゃぇくっ けす 
╉┿‶‶. ′はおけう けす こさけっおすうすっ 
しぇ ぇぉしけかのすくけ くけゃう, ょさせゅう 
おぇしぇはす こさっしすさせおすせさうさぇくっ 
くぇ しなとっしすゃせゃぇとけ けぉけさせょ
ゃぇくっ. ╁しはおけ こさけういゃけょしすゃけ っ 
さぇいかうつくけ う すけゃぇ せゃっかうつぇゃぇ 
ういうしおゃぇくうはすぇ おなき おけくしすさせお
すけさうすっ ゃ ╉┿‶‶. ┿ こなかくぇすぇ 
ういくっくぇょぇ っ, つっ こけかけゃうくぇすぇ 
けす すはた しぇ あっくう!... “′はおけゅぇ 

くぇ あっくうすっ しっ ゅかっょぇてっ こけ 
けしけぉっく くぇつうく. ╁ないかぇゅぇたぇ うき 
しっ こけ-かっおう いぇょぇつう – けぉうお
くけゃっくう つっさすけあくうつおう っょゃぇ 
かう くっ... ‶けしかっ ういかういぇたぇ ゃ 
きぇえつうくしすゃけ う ゅせぉったぇ すっきこけ
すけ くぇ こさけそっしうはすぇ“, しこけきくは 
しう うくあ. ]すけえつっゃ, おけえすけ っ 
ょけゃけかっく, つっ しっゅぇ あっくうすっ, し 
おけうすけ さぇぉけすう, しぇ きくけゅけ ょけ
ぉさう ゃ おけくしすさせうさぇくっすけ. ╃くっし 
ゃ けすょっかぇ しっ さぇぉけすう しぇきけ くぇ 
おけきこのすさう. 【っそなす ょけさう しっ 
てっゅせゃぇ, つっ きかぇょうすっ ょけ すぇおぇ
ゃぇ しすっこっく ういこけかいゃぇす おけきこの
すなさぇ, つっ ょけさう こさけしすけ つうしかけ 
ょっかはす くぇ ょゃっ し おぇかおせかぇすけさぇ. 
„〈けゃぇ けゅさぇくうつぇゃぇ そぇくすぇいう
はすぇ...!“,  こさっょせこさっあょぇゃぇ いぇ 
くけゃうすっ おぇこぇくう ゃ こさけそっしうはすぇ 
けこうすくうはす しこっちうぇかうしす. 
„╁うくぇゅう うきぇきっ おぇおゃけ ょぇ 

こさぇゃうき. ╁しっ くっとけ っ ぉうかけ こけ-
ゃぇあくけ, ゃしっ くっとけ っ けしすぇくぇかけ 
いぇ こけ-しこけおけえくけ ゃさっきっ...“, 
おぇいゃぇ くぇつぇかくうおなす くぇ おけく
しすさせおすけさうすっ くぇ くっしすぇくょぇさす
くけすけ けぉけさせょゃぇくっ. ╇ しっ しきっっ:

„¨すょっかなす くうおけゅぇ くっ っ
けしすぇゃぇか ぉっい さぇぉけすぇ.“ 

′ぇ すぇは ょうくぇきうおぇ すけえ こさう
いくぇゃぇ, つっ うきぇ たけさぇ, おけう
すけ くっ ういょなさあぇす. ╇ ちうすうさぇ 
ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ: 
“〈なさしっすっ たけさぇ!“. „′け たけさぇ – 
くはきぇ“, つっしすけ っ すなあくぇすぇ おけく
しすぇすぇちうは くぇ ╉けくしすさせおすけさ わ1 
くぇ ぇさしっくぇかしおうは ╉┿‶‶. ╁しっ 
こけ-くうしおぇすぇ ゅさぇきけすくけしす, けこ
さけしすぇつゃぇくっすけ う かうこしぇすぇ くぇ 
すなさこっくうっ ゃ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 
こさけそっしうはすぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ 
ょさぇいくはす うくあ. ]すけえつっゃ. 〈けえ 
っ けす こけおけかっくうっすけ, おけっすけ しっ 
さっょってっ くぇ けこぇておぇ こさっょ おくう
あぇさくうちうすっ. „╇きぇき 3 500 すけきぇ 
かうつくぇ ぉうぉかうけすっおぇ...“, せしきうた
ゃぇ しっ くぇつぇかくうおなす けす 0 /430. 
╇ ょけぉぇゃは: “〈ぇは ぉけかっしす し おくう
ゅうすっ すさなゅくぇ けす しすせょっくすしおうすっ 
ゅけょうくう.“  ╇ けとっ: “]すさぇた きっ 
っ ょぇ ゃかはいぇ ゃ おくうあぇさくうちぇ う 
あっかっいぇさしおう きぇゅぇいうく...“. 
╇いおせてっくうっすけ くぇ しさなつくうすっ 

さなちっ ょぇ こさぇゃはす せ ょけきぇ ゃしうつ
おけ しぇきう くっ いぇけぉうおぇかは う ╉け
かぬけ ]すけえつっゃ: „╁おなとう しう こさぇ
ゃは ゃしうつおけ ぇい.“ ¨ぉはしくっくうっすけ 
きせ ゅけ ゃさなとぇ ゃ せつっくうつっしおうすっ 
ゅけょうくう ゃ すったくうおせきぇ: “╀ってっ 
ゅけかはきぇ ておけかぇ, ゅけかはきぇ けし
くけゃぇ! ╁ ╋╄╇ ょけさう くはきぇたきっ 
くせあょぇ けす ょけしすぇ けぉせつっくうは, 
いくぇったきっ くっとぇすぇ けとっ けす すった
くうおせきぇ...“. 
』けゃっおなす, おけえすけ ゃっつっ いぇ

おさなゅかは ゅけょうくう いぇ こっくしうは, くけ 
いくぇっ, つっ けす „┿さしっくぇか“ くはきぇ 
ょぇ ゅけ こせしくぇす かっしくけ /ゃっつっ 
しぇ きせ ゅけ おぇいぇかう.../, ゃしっ こぇお 
しっ くぇょはゃぇ, つっ きせ こさっょしすけ
はす しこけおけえくう ゅけょうくう. ╁さっきっ, 
おけゅぇすけ とっ うきぇ こけゃっつっ つぇしけ
ゃっ いぇ つっすっくっ. ╁さっきっ, おけゅぇすけ 
くぇえ-こけしかっ とっ くぇきっさう ょっく, ゃ 
おけえすけ ょぇ さぇいゅかっょぇ こけょさけぉ
くけ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁さっきっ, おけゅぇすけ 
とっ きけあっ ょぇ しかせてぇ ゃしうつおう
すっ おけくちっさすう くぇ かのぉうきうすっ しう 
こっゃちう – こさうはすっかうすっ けす たけさ 
„]っゃすけこけかうし“, おけうすけ けぉうつぇ 
ょぇ しくうきぇ こけ ゃさっきっ くぇ ういこなか
くっくうはすぇ うき. ╉けかおけすけ ょけ ぉな
ょっとっすけ くぇ けすょっかぇ, おけえすけ ゃしっ 
けとっ さなおけゃけょう, うくあ. ]すけえつっゃ 
くはきぇ しっさうけいくう こさうすっしくっくうは, 
ゃなこさっおう ょくってくうすっ くぇゅかぇしう 
くぇ きかぇょうすっ たけさぇ. 〈ぇおうゃぇ ゃしっ 
こぇお うょゃぇす: „╁つっさぇ くぇいくぇ
つうたきっ っょうく. ┿ うきぇきっ う けとっ 
しゃけぉけょくう きっしすぇ.“

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ



3ん¡îñÖöó

おけ
か
ぇ 

2
 か

う
ち
っ

10 октомври 2014 г.んëïñÖí¿ï¡í ÇÜëÑÜïö

〉けさそしあこ ¨いとのかう: 
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

『╅╆《【¨〈 】》《『¨【《... ′╅ 『╅′╇¨【¨╊【《 〉╅ ‒¨『〈╅【╅
′ぇょっあょぇすぇ っ, つっ こさっい すけいう 

こっさうけょ くうっ とっ しおかのつうき う 
くけゃう ょけゅけゃけさう. ╃けしっゅぇてくけ-
すけ おけかっぉかうゃけ さぇいゃうすうっ くぇ 
„┿さしっくぇか” ゃ こけしかっょくうすっ ゅけ-
ょうくう, けしけぉっくけ ゃ こけしかっょくうすっ 
25 ゅけょうくう – くぇゅけさっ-くぇょけかせ, 
ゃ おけうすけ くぇいくぇつぇゃぇたきっ たけさぇ, 
こけしかっ しっ くぇかぇゅぇてっ ょぇ けしゃけ-
ぉけあょぇゃぇきっ たけさぇ - っょくう ゃしっ 
すさせょくう せこさぇゃかっくしおう さってっ-
くうは… すけゃぇ すさせょくけ ゃさっきっ, 
きうしかは, つっ ゃっつっ っ ゃ うしすけさう-
はすぇ. ¨す くはおけかおけ きっしっちぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” ゃっつっ くぇいくぇつぇ-
ゃぇきっ  ょっしっすおう  たけさぇ, おぇすけ 
くけゃうすっ さぇぉけすくう きっしすぇ, おけう-
すけ さぇいおさうゃぇきっ, とっ しぇ くぇょ 
1000. ′ぇょはゃぇきっ しっ, つっ ゃ こけ-

ょぇかっつっく こかぇく „┿さしっくぇか” とっ 
さぇぉけすう ういおかのつうすっかくけ こけか-
いけすゃけさくけ う しすぇぉうかくけ いぇ けぉ-
とけすけ ぉかぇゅけ くぇ たけさぇすぇ くぇ ゃなゃ  
そうさきぇすぇ, くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 】っ うきぇ 
さぇぉけすぇ, とっ うきぇ いぇこかぇすう, とっ 
うきぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ ぉかぇゅけ-
しなしすけはくうっすけ くぇ たけさぇすぇ. ′っ-
とぇすぇ とっ ゃなさゃはす くぇ ょけぉさっ. 
〈せお うしおぇき ょぇ おぇあぇ けとっ 

くっとけ: ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
くぇてうは こさぇいくうお, こけくっあっ 
„┿さしっくぇか” くっ  っ ゃしすさぇくう けす 
けぉとうくぇすぇ, ぇ つぇしす けす くっは, いぇ 
くぇてぇ けぉとぇ さぇょけしす ゃっつっ しぇ 
ゃうょうきう ょけぉさうすっ こかけょけゃっ けす 
けぉとけすけ くう しなすさせょくうつっしす-
ゃけ - きっあょせ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか”う すけゃぇ くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╇ すけゃぇ しな-
すさせょくうつっしすゃけ けすくけゃけ っ ゃ 
こけかいぇ くぇ しぇきうすっ さぇぉけすくうちう 
う しかせあうすっかう. ′ぇ ゃしうつおう. 
╋うしかは, つっ しゃけはすぇ こけかけあう-
すっかくぇ  さけかは ういうゅさぇゃぇ う そぇ-
おすなす, つっ ぇい, おぇすけ しないょぇすっか 
くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお” ゃ きっしすくうは ¨ぉとうく-
しおう しなゃっす, うきぇき こさうくけし ゃ 
くっゅけ ょぇ こけこぇょくぇす さぇいせきくう 
たけさぇ, きうかっっとう いぇ きはしすけすけ, 
ゃ おけっすけ さぇぉけすはす う あうゃっはす, 
こさけそっしうけくぇかうしすう しなし しけ-
ちうぇかくぇ つせゃしすゃうすっかくけしす う 
けすくけてっくうっ おなき こさけぉかっきう-
すっ くぇ たけさぇすぇ. ╁しうつおけ すけゃぇ 
しなとけ ょぇゃぇ しゃけっすけ けすさぇあっ-
くうっ, しゃけはすぇ こけかけあうすっかくぇ 
さけかは いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ ゅさぇょぇ 
う けぉとうくぇすぇ. ╆ぇ すけゃぇ  - すせお 
ょぇ しっ しかせつゃぇす ょけぉさう くっとぇ. 

╉ぇお くぇかうつうっすけ くぇ 
くけゃう ょけゅけゃけさう  しっ けす-
さぇいはゃぇ くぇ しけちうぇかくぇ-

すぇ こけかうすうおぇ いぇ さぇぉけ-
すっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ? 

- ‶け きくけゅけ くぇつうくう, こさけゃっ-
さっくう  し ょけぉさうすっ こさぇおすうおう ゃ 
ゅけょうくうすっ. ╆ぇこけつくぇたきっ けすくけ-
ゃけ ういこかぇとぇくっすけ くぇ ゃぇせつっさう 
いぇ たさぇくぇ, す. くぇさ. しけちうぇかくう 
ゃぇせつっさう. ¨す ぇゃゅせしす ゃしっおう 
さぇぉけすっと ゃ „┿さしっくぇか” こけ-
かせつぇゃぇ きっしっつっく ゃぇせつっさ いぇ 
たさぇくぇ くぇ しすけえくけしす 40 かっゃぇ. 
] すっいう ゃぇせつっさう ぇさしっくぇかちう 
うきぇす こさぇゃけ う ゃないきけあくけしす 
ょぇ こぇいぇさせゃぇす ゃ くぇょ 400 
さぇいかうつくう すなさゅけゃしおう けぉっお-
すぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ  くぇ さぇ-
えけくぇ. ┿きぉうちうはすぇ くう っ すけゃぇ 
ういこかぇとぇくっ くぇ ゃぇせつっさう ょぇ 

こさけょなかあう, けとっ こけゃっつっ, つっ 
すけ くぇ こさぇおすうおぇ こさっょしすぇゃかは-
ゃぇ せゃっかうつっくうっ くぇ いぇこかぇすぇすぇ 
くぇ ゃしっおう っょうく くぇて しかせあう-
すっか うかう さぇぉけすくうお し 40 かっゃぇ. 
¨しゃっく すけゃぇ, しつうすぇくけ けす 1-ゃう 
しっこすっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ, しなき 
さぇいこけさっょうか ょぇ しっ せゃっかうつぇす 
し 20% いぇこかぇすうすっ くぇ うくあっ-
くっさくけ- すったくうつっしおうは こっさしけ-
くぇか う くぇ しかせあうすっかうすっ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ う すけゃぇ せゃっかうつっくうっ 
とっ しっ せしっすう けとっ こさっい けお-
すけきゃさう. ╁っつっ しっ さぇぉけすう こけ 
おけくおさっすうおぇすぇ くぇ すけゃぇ せゃっ-
かうつっくうっ いぇ ゃしっおう っょうく しかせ-
あうすっか. 〈けゃぇ せゃっかうつっくうっ くぇ 
こさぇおすうおぇ いぇしはゅぇ くぇょ 40% 
けす さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇ-
すぇ, おけっすけ くうおぇお くっ っ きぇかおけ. 

╁ きけきっくすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
うきぇ こけさなつおう う さぇぉけすぇ 
いぇ たけさぇすぇ, くけ くっ っ すぇえくぇ 
う つっ さなおけゃけょくうはす っおうこ 
うきぇ しっさうけいくう こさけぉかっきう 
こけ けすくけてっくうっ くぇきうさぇ-
くっすけ くぇ こけょたけょはとう たけさぇ 
いぇ しなけすゃっすくぇすぇ さぇぉけすぇ. 
‶さけぉかっきなす  し ょっそうちうすぇ 
くぇ こけょゅけすゃっくう いぇ さぇぉけ-
すぇ ゃ „┿さしっくぇか” おぇょさう っ 
けす ゅけょうくう. ╉ぇおゃけ こさっょ-
こさうっきぇすっ こけ ゃなこさけしぇ? 

- ‶なさゃけ, いぇ さぇぉけすくうちうすっ, 
おけうすけ しぇ けす ょさせゅう くぇしっかっくう 
きっしすぇ う しぇ つぇしす けす おけかっお-
すうゃぇ くぇ そうさきぇすぇ う さぇぉけ-
すはす くぇ ょゃせしきっくっく さっあうき, 
しきっ けしうゅせさうかう ぉっいこかぇすっく 
すさぇくしこけさす, おけえすけ ょぇ ゅう うい-
ゃけいゃぇ けす くぇしっかっくけすけ きはしすけ, 
ゃ おけっすけ あうゃっはす, ょけ しなけすゃっす-
くうすっ いぇゃけょう. ‶さっょう くっ ぉってっ 
すぇおぇ, ゃしっおう しぇき しっ ゅさうあってっ 

いぇ すさぇくしこけさすぇ しう. ╁ きけきっくすぇ 
けしうゅせさはゃぇきっ ぇゃすけぉせしう いぇ たけ-
さぇすぇ けす う いぇ ╋なゅかうあ, ╉さなく, 
╀せいけゃゅさぇょ, 》ぇょあう ╃うきうすさけ-
ゃけ, 【っえくけゃけ, ¨ゃけとくうお, 』っさ-
ゅぇくけゃけ. ╇きぇきっ  さぇぉけすくうちう う 
けす [けいけゃけ, ╉なくつっゃけ, ╋うかっゃけ, 
╆うきくうちぇ, ぃかうっゃけ, おぇおすけ う 
けす けとっ こけ-けすょぇかっつっくう きっし-
すぇ, おけうすけ さぇぉけすはす こさう くぇし, 
くぇ おけうすけ しっゅぇ とっ しっ けこうすぇ-
きっ ょぇ けしうゅせさうき すさぇくしこけさす 
いぇ くぇてぇ しきっすおぇ. 〈けゃぇ おぇしぇっ 
さぇぉけすっとうすっ くぇ ょゃっ しきっくう.
╉けかおけすけ ょけ けぉせつっくうすっ たけさぇ, 

おけうすけ ょぇ さぇぉけすはす こさう くぇし, 
すさせょくけ ゅう くぇきうさぇきっ. ¨おぇいゃぇ 
しっ, つっ ゃなこさっおう, つっ しきっ さぇえけく 
し さぇいゃうすけ きぇてうくけしすさけっくっ, ゃ 

おけえすけ しっ すなさしはす すぇおうゃぇ おぇょさう, 
ゃしっ こけ-きぇかおけ ゅう うきぇ, けとっ 
こけゃっつっ ょけぉさっ けぉせつっくう. ╉ぇく-
ょうょぇすしすゃぇす いぇ さぇぉけすぇ たけさぇ し 
ゃしはおぇおゃけ ょさせゅけ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
くけ し すったくうつっしおけ くはきぇ. ╆ぇ きっく 
すけゃぇ っ こぇさぇょけおしなす くぇ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ. ╆ぇすけゃぇ う けす ゅけょうくぇ 
う こけゃっつっ いぇっょくけ し おけかっおすう-
ゃぇ くぇ ‶╂ ”╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 
しっ けこうすゃぇきっ ょぇ こさけきっくうき 
くっとぇすぇ. ‶け きけは うくうちうぇすうゃぇ 
う し せしうかうはすぇ くぇ せつうかうとくけ-
すけ さなおけゃけょしすゃけ しっ さぇいおさうたぇ 
こぇさぇかっかおう こけ きったぇすさけくうおぇ,  
し くぇょっあょぇすぇ けすすぇき ょぇ うょゃぇす 
ぉなょっとうすっ きかぇょう こけこなかくっくうは 
いぇ さぇぉけすぇ こさう くぇし. ‶さっょけしすぇ-
ゃはきっ しなとけ ちはかぇすぇ すったくうつっしおぇ 
ぉぇいぇ くぇ „┿さしっくぇか” いぇ けぉせつっ-
くうっ う こさけゃっあょぇくっ くぇ せつっぉくう 
こさぇおすうおう くぇ せつっくうちうすっ けす 
すぇいう しこっちうぇかくけしす. ¨ぉはゃうたきっ 
う しこっちうぇかくぇ しすうこっくょうぇくす-
しおぇ こさけゅさぇきぇ いぇ しすせょっくすう ゃ 
〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ 
‶かけゃょうゃ し こさけそうかう, けさうっく-
すうさぇくう おなき くぇてっすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ, くけ すさせょくけ, きなつくけ 
しすぇゃぇす くっとぇすぇ. 〈せお とっ おぇあぇ, 
つっ ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ ぇい 
う おけかっゅうすっ きう さぇいつうすぇきっ くぇ 
ぇさしっくぇかちう, くぇ しっゅぇてくうすっ しう 
さぇぉけすくうちう, おけうすけ ょぇ きけすうゃう-
さぇす ょっちぇすぇ しう ょぇ しっ ゃないこけかい-
ゃぇす けす すけゃぇ う おけうすけ ゃ ぉなょっとっ 
ょぇ しすぇくぇす つぇしす けす おけかっおすうゃぇ 
くぇ そうさきぇすぇ. ¨とっ こけゃっつっ, つっ 
っょうく くぇて しすうこっくょうぇくす, こけ-
おぇいぇか おぇつっしすゃぇ う あっかぇくうっ 
いぇ さぇぉけすぇ, しなし しうゅせさくけしす っ 
つぇしす けす ぉなょっとうは さなおけゃけょっく 
こっさしけくぇか ゃなゃ そうさきぇすぇ. ′う-
おけえ せきっく さなおけゃけょうすっか くっ しっ 
さぇいょっかは し おぇつっしすゃっくうすっ しう 
たけさぇ, くぇこさけすうゃ: こぇいう ゅう う 

しっ しすぇさぇっ すっ ょぇ しっ つせゃしすゃぇす 
ょけぉさっ, いぇ ょぇ さぇぉけすはす けとっ 
こけ-ょけぉさっ. [ぇいぉうさぇ しっ, くはきぇ 
ょぇ おさうは, つっ さぇいつうすぇき くぇ しっ-
きっえくぇすぇ くうておぇ う くぇ すさぇょう-
ちううすっ, おけうすけ しぇ ゃけょうかう ゃ 
„┿さしっくぇか” ちっかう こけおけかっくうは 
くぇ っょくぇ そぇきうかうは. ′ぇょはゃぇき 
しっ すぇおぇ ょぇ っ う ゃ ぉなょっとっ. 

╉ぇおゃけ くけゃけ こさっょしすけう 
いぇ „┿さしっくぇか”  う くっ-
ゅけゃうすっ たけさぇ ょけ しかっょ-
ゃぇとうは こさぇいくうお? 

- ╁ きけきっくすぇ さなおけゃけょしすゃけ-
すけ  くぇ そうさきぇすぇ, ぇい う おけかっ-
ゅうすっ きう, こさぇゃうき けゅさけきくう 
うくゃっしすうちうう いぇ さぇいてうさはゃぇ-

くっ くぇ おぇこぇちうすっすぇ, すなえ おぇすけ 
すっいう さぇぉけすくう  きっしすぇ, おけうすけ 
けすゃぇさはきっ う いぇ おけうすけ すなさしうき 
たけさぇ, うきぇきっ あっかぇくうっ ょぇ ゅう 
こさっゃなさくっき ゃ ょけぉさっ けぉけさせょ-
ゃぇくう, しなゃさっきっくくう さぇぉけすくう 
きっしすぇ, ゃ くけゃう ちったけゃっ. ╆ぇすけゃぇ 
うくゃっしすうさぇきっ きうかうけくう ゃ しなゃ-
しっき くけゃけ, しせこっさ しなゃさっきっくくけ 
けぉけさせょゃぇくっ. ╁っつっ しきっ こかぇ-
すうかう くぇょ 20 っょうくうちう はこけく-
しおう きぇてうくう, けしくけゃくけ し 『‶〉, 
おけうすけ けつぇおゃぇきっ ょぇ こさうしすうゅ-
くぇす しなゃしっき しおけさけ. ╉せこせゃぇきっ 
う けとっ. 〈っいう くけゃう きぇてうくう しぇ 
いぇ いぇゃけょうすっ 4 う 5, ちった 600. 
′ぇ すはた とっ さぇぉけすはす ういおかの-
つうすっかくけ おけきこっすっくすくう たけさぇ. 
‶けさなつぇかう しきっ う こさけういゃっあ-
ょぇきっ くけゃう ょっしっすおう っょうくうちう 
こさっしけゃけ けぉけさせょゃぇくっ, ゃしうつおけ 
くっけぉたけょうきけ いぇ せゃっかうつっくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ こけ しおかのつっくう-
すっ ょけゅけゃけさう. ′ぇえ-さぇょけしすくけ-
すけ っ, つっ つぇしす けす くけゃうすっ くう 
ょけゅけゃけさう しぇ いぇ くぇてう しなゃしっき 
くけゃう こさけょせおすう, し おけうすけ ういかは-
いけたきっ くぇ こぇいぇさぇ: しなかいけすゃけさ-
くう ゅさぇくぇすう, ょうきくう ゅさぇくぇすう 
う ょさ. - すけっしす, さぇぉけすうき きくけ-
ゅけ せこけさうすけ う ゃかぇゅぇきっ きくけゅけ 
うくゃっしすうちうう いぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ くぇてっすけ こさけういゃけょしすゃけ, いぇ 
こけょょさなあおぇすぇ きせ くぇ すけゃぇ しゃっ-
すけゃくけ くうゃけ, くぇ おけっすけ しきっ ゃ 
きけきっくすぇ. ╆ぇとけすけ „┿さしっくぇか” 
っ きぇさおぇ くぇ しゃっすけゃくけ くうゃけ. 
‶さけょなかあぇゃぇきっ せつぇしすうはすぇ しう 
ゃ くぇえ-ゅけかっきうすっ しゃっすけゃくう うい-
かけあっくうは, ういゃっしすくぇ  そうさきぇ 
しきっ ゃ ちっかうは しゃはす. ] さっしこっおす 
う せゃぇあっくうっ しっ けすくぇしはす し くぇし, 
うょゃぇす くう くぇ おさぇおぇ. ╉ぇくはす 
くう くぇ さぇいかうつくう すなさゅけゃしおう 
う ょうこかけきぇすうつっしおう そけさせきう. 

〉しこはゃぇすっ かう ょぇ しっ ゃない-
こけかいゃぇすっ けす しうすせぇちうはすぇ 
ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ しっゅぇ, し 
ちっか さぇいてうさはゃぇくっ くぇ こぇ-
いぇさうすっ う くけゃう ょけゅけゃけさう? 

- ′うっ ゃうくぇゅう しきっ ぉうかう ゅなゃ-
おぇゃう ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ. ╇ すせお 
っ きけきっくすなす ょぇ ういおぇあぇ しこっちう-
ぇかくぇすぇ しう ぉかぇゅけょぇさくけしす くぇ 
きっくうょあなさしおうは おけかっおすうゃ, くぇ 
さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, 
くぇ ょうさっおすけさうすっ くぇ けすょっかくうすっ 
いぇゃけょう, くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さ-
しっくぇか 2000” いぇ すったくうは せこけさうす 
すさせょ こけ けすくけてっくうっ  しおかのつゃぇ-
くっすけ くぇ くけゃう ょけゅけゃけさう う ょけ-
ぉさうはす きぇさおっすうくゅ. ]こっちうぇかくぇ 
ぉかぇゅけょぇさくけしす  おなき ちったけゃうすっ 
う こけ-くういけゃうすっ さなおけゃけょうすっかう 
う, さぇいぉうさぇ しっ, くぇおなょっ ぉっい さぇ-
ぉけすくうちうすっ: いぇ すったくうは せこけさうす 
すさせょ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ  くぇ おけえ-
すけ っ ゃしうつおけ すけゃぇ. ′ぇょはゃぇき しっ 
すぇおぇ ょぇ ぉなょっ う いぇ ゃ ぉなょっとっ, 
いぇとけすけ ょけぉさうすっ さっいせかすぇすう しぇ 
こかけょ くぇ しなゃきっしすくう けぉとう せしう-
かうは, くぇ ゅかっょぇくっ ゃ っょくぇ こけ-
しけおぇ う こさっしかっょゃぇくっ くぇ っょくぇ 
ちっか: さぇいゃうすうっ くぇ かのぉうきけすけ 
くう, くぇ くぇてっすけ こさっょこさうはすうっ 
う けすすぇき - こけょけぉさはゃぇくっ くぇ 
あうゃけすぇ くう, おぇおすけ くぇ ゃしっおう 
っょうく けす くぇし こけけすょっかくけ, すぇおぇ 
う くぇ ゃしうつおう くう. ┿ こけょけぉさう 
かう しっ くぇてうはす あうゃけす, とっ  あう-
ゃっっき う ゃ こけ-ょけぉさぇ けぉとうくぇ.  

… ╇ くぇ こさぇいくうお - おぇすけ くぇ 
こさぇいくうお. ╁ぇてうすっ けつぇおゃぇ-
くうは う ╁ぇてうすっ くぇょっあょう?

- ╇しおぇき くぇ こさぇいくうおぇ ょぇ しっ 
こけゃっしっかうき, ょぇ こけつっすっき う けす-
ょぇょっき せゃぇあっくうっすけ しう おなき 
こけさっょくぇすぇ くう しかぇゃくぇ ┿さしっ-
くぇかしおぇ ぇかっは くぇ くぇてうすっ くぇえ-
ょけぉさう いぇ ゅけょうくぇすぇ 51 しかせあう-
すっかう う さぇぉけすくうちう, けすかうつっくう 
けす しゃけうすっ おけかっおすうゃう いぇ ょけ-
ぉさぇ こさけそっしうけくぇかくぇ さぇぉけすぇ 
こさっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ╃ぇ 
けすょぇょっき いぇしかせあっくけすけ う くぇ 
くぇゅさぇょっくうすっ ゃ すさぇょうちうけく-
くうすっ くう しこけさすくう こなさゃっくしすゃぇ 
う すせさくうさう, おけうすけ しなぉうさぇす 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ っきけちうは ゃしは-
おぇ ゅけょうくぇ くぇゃさなた こさぇいくうおぇ. 
]こっちうぇかくけ いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ 
”┿さしっくぇか” しきっ こけょゅけすゃうかう う 
こさぇいくうつくぇ こさけゅさぇきぇ し きくけゅけ 
ういくっくぇょう. ¨つぇおゃぇきっ くぇてうすっ 
こさうはすっかう, ゃっすっさぇくう, こっくしう-
けくうさぇくう ぇさしっくぇかちう, ぉなょっとう 
くぇてう さぇぉけすくうちう う おけかっゅう ょぇ 
せゃぇあぇす こさぇいくうおぇ, おけえすけ っ う 
╃っく くぇ けすゃけさっくうすっ  ゃさぇすう, ょぇ 
さぇいゅかっょぇす そうさきっくうは きせいっえ う 
ゃしうつおけ けくけゃぇ, おけっすけ しなこなす-
しすゃぇ ょっかくうおぇ くう. ′ぇょはゃぇき 
しっ ょぇ しすぇくっ ょけぉなさ のぉうかっっく 
こさぇいくうお! ╇ きくけゅけ うしおぇき ょぇ 
こさけょなかあうき くぇこさっょ し ゅけさょけ 
ゃょうゅくぇすう つっかぇ. ╆ぇとけすけ けこ-
すうきういきなす う ゃはさぇすぇ しぇ けくけゃぇ 
くっとけ, ぉっい おけっすけ くっ きけあっ ょぇ 
しっ あうゃっっ. ╇いゅせぉうて かう すはた, 
ょけさう う ょぇ うきぇて たかはぉ, くうとけ 
くはきぇて. 】っ きう しっ くぇ そうくぇかぇ 
くぇ すけゃぇ  うくすっさゃの ょぇ こけあっかぇは 
くぇ ゃしうつおう ぇさしっくぇかちう ょぇ うきぇす  
ゃはさぇ, ょぇ ゅかっょぇす しきっかけ ゃ ぉな-
ょっとっすけ う ょぇ さぇぉけすはす しきっかけ. 
′うっ けす しゃけは しすさぇくぇ ゅぇさぇくすう-
さぇきっ, つっ すけゃぇ, おけっすけ っ ゃ さぇき-
おうすっ くぇ くぇてうすっ ゃないきけあくけしすう, 
ゃ すけゃぇ つうしかけ う ゃ しけちうぇかくぇすぇ 
しそっさぇ, とっ ぉなょっ くぇこさぇゃっくけ. 
〉ぉっょっく しなき, つっ ゃ さっゅうけくぇ 
くはきぇ ょさせゅけ すぇおけゃぇ こさっょこさう-
はすうっ し こけょけぉくぇ こけ きぇとぇぉう-
すっ しう しけちうぇかくぇ こさけゅさぇきぇ.
                                                                                     

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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]ぇきけ ょけこさっょう 20 ゅけょうくう 

すぇおぇ ぉってっ ゃなゃ ゃしっおう ぉなかゅぇさ
しおう ょけき. ′け ょくっし – くぇこさぇゃけ 
ょぇ くっ こけゃはさゃぇて, つっ せ くぇし 
けとっ きけあっ ょぇ しっ あうゃっっ すぇおぇ... 
‶けくはおけゅぇ う 》さうしすうくぇ しぇきぇ しっ 

つせょう, つっ こさう すはた くっとぇすぇ しぇ 
すけかおけゃぇ ょけぉさっ こけょさっょっくう: 
“╃ぇ つせおくぇ くぇ ょなさゃけ! ╁しっ ょけ
ぉさう たけさぇ しなき しさっとぇかぇ!“. ╁ 
くっえくぇすぇ かうつくぇ さっょうつおぇ くぇ 
ゃぇあくうすっ くっとぇ けす あうゃけすぇ うきぇ 
う けとっ くっとけ, ぉっい おけっすけ くっ 
きけあっ: “┿さしっくぇか“. ‶け しうかぇすぇ 
くぇ さけょしすゃっくぇすぇ すさぇょうちうは: 
きぇきぇ う すぇすおけ ちはか あうゃけす ゃ 
„┿さしっくぇか“, すぇ う ぉぇぉぇ, ょはょけ, 
つうつけ... “┿さしっくぇか“ - すけゃぇ しう 
っ おぇすけ うしすうくしおけ しっきっえしすゃけ, 
いぇっょくけ くぇ さぇぉけすぇ しきっ こけつ
すう こさっい ちっかうは ょっく, せしきうたゃぇ 
しっ 》さうしすうくぇ, おけはすけ ゃしはおぇ 
しせすさうく しすぇゃぇ ゃ 5 つぇしぇ, こうっ 
おぇそっ くぇ しこけおけえしすゃうっ う こけしかっ 
すさなゅゃぇ くぇ さぇぉけすぇ こってぇ!

90 きうくせすう ゃしっおう ょっく 
》さうしすうくぇ たけょう ょけ

かぇぉけさぇすけさうはすぇ こってぇ

》けょう, くっ いぇとけすけ くはおけえ は 
おぇさぇ うかう くはきぇ ょさせゅ くぇつうく 
ょぇ しすうゅくっ ょけ さぇぉけすくけすけ しう 
きはしすけ. 》けょう いぇ せょけゃけかしす
ゃうっ. ╇ ゃ すけゃぇ しなとけ けすおさうゃぇ 
さぇょけしすすぇ けす あうゃけすぇ. ╉ぇおすけ ゃ 
いぇくうきぇくうはすぇ し こうかぇすっし, えけゅぇ 
う いせきぉぇ. ╃ぇ – 》さうしすうくぇ くぇ
きうさぇ ゃさっきっ う いぇ すけゃぇ. ╆ょさぇ
ゃけしかけゃくうはす くぇつうく くぇ あうゃけす 
っ くっえくぇ しすさぇしす. ]すさぇしす くぇ 
ちはかけすけ しっきっえしすゃけ. ′うおけかぇえ 
っ っかっおさけすったくうお こけ こさけそっ
しうは, くけ しこけさすうしす こけ こさうさけ
ょぇ – きけすけさうすっ, そせすぉけかなす, 
すっくうしなす... 〈けえ う ゃしうつおうすっ きせ 
こさうはすっかう しぇ „いぇこぇかっくう“ こけ 
しこけさすぇ, さぇいたけょおうすっ, こうおくう
ちうすっ う こかぇくうくしおうすっ こさったけょう. 
„╇くすっさっしくけ しう あうゃっっき う ゃう
くぇゅう しきっ ぇくゅぇあうさぇくう!“, しきっっ 
しっ 》さうしすうくぇ. ╁ こけつうゃくうすっ 
ょくう ゅけかはきぇすぇ „すぇえそぇ“, ゃっょくけ 
し ょっちぇすぇ, うきぇ くぇゃうおぇ ょぇ けぉう
おぇかは こけ ぉぇかおぇくうすっ. ╆ぇっょくけ し 
ょっちぇすぇ ゅさせこぇすぇ いぇ しこけさす, うい

〈は っ きかぇょぇ う たせぉぇゃぇ. ╁ けつうすっ え こさけぉかはしゃぇす けくっいう かせょう こかぇきなつっすぇ, おけうすけ うゅさぇはす しぇきけ こけ かうちっすけ くぇ けぉうつぇくうは う けぉうつぇとうは つけゃっお. 》さうしすうくぇ 
╁なかおけゃぇ, きかぇょぇ あっくぇ くぇ こさぇゅぇ くぇ 30-すっ, ゃっつっ っ こけょさっょうかぇ くっとぇすぇ けす あうゃけすぇ しう すぇおぇ, つっ ぉかういけ ょけ しっぉっ しう ょぇ しさっとぇ けぉうつすぇ けすゃしはおなょっ. ╃ゃっ 
きけきつっすぇ さぇょゃぇす しっきっえしすゃけすけ くぇ 》さうしすうくぇ う ′うおけかぇえ. ‶けさぇしくぇかうはす ╇ゃぇえかけ っ „けすたゃさなおくぇか“  こっすけおかぇしくうお, こっすゅけょうてくうはす 〈けきぇ ゃっつっ うしおぇ ょぇ 
しゃうさう くぇ こうぇくけ, けす ょゃっ ゅけょうくう っ ゃ しこけさすくけすけ おぇすっさっくっ, こっっ... う  くっ しこうさぇ ょぇ かのぉけこうすしすゃぇ おなき しゃっすぇ, ょけおぇすけ し くっしこうさくけ ゅけゃけさっくっ こさぇゃう しゃけう-
すっ きぇかおう けすおさうすうは いぇ くっゅけ. ]なこさせゅなす くっ こさけしすけ は こけょおさっこは ゃ ゅさうあぇすぇ いぇ ょっちぇすぇ – いぇっょくけ こさぇゃはす けとっ たうかはょう くっとぇ... 〈けえ ょぇゃぇ くぇ あっくぇ しう 
こけょおさっこぇすぇ う くぇ しゃけうすっ ょっしっすおう こさうはすっかう, おけうすけ しすぇゃぇす ゅけかはきけすけ しっきっえしすゃけ くぇ ょゃぇきぇすぇ ゃ こさぇいくうつくうすっ ょくう う こけ ゃしはおけ ゃさっきっ, おけゅぇすけ うきぇす 
くせあょぇ っょうく けす ょさせゅ. 〉しっとぇくっすけ いぇ こなかくけすぇ う こけょおさっこぇ 》さうしすうくぇ くぇきうさぇ う ゃ こけきけとすぇ くぇ きぇえおぇ う しゃっおなさゃぇ /う ょゃっすっ うきぇす こけ つっすうさうきぇ ゃくせちう/ 
-  けぉうつすぇ う しうかぇすぇ ょぇ いくぇって, つっ くっ しう しぇき くぇ すけいう しゃはす, ゅう いぇかうゃぇ ゃしっおう ょっく う けすゃしはおなょっ. 

╅しかみ せあ つしあうあてあ:

] ういちはかけ けぉくけゃっく, けしくけゃくけ 
さっきけくすうさぇく う し くけゃけ けぉけ-

させょゃぇくっ, こけしさっとぇ しすけかせゃぇ-

とうすっ ぇさしっくぇかちう ちっくすさぇかくうはす 
ぇさしっくぇかしおう しすけか.  
‶けゃっつっ けす ゅけょうくう, し こさっおなし-

ゃぇくうは, こさけょなかあう さっきけくすなす くぇ 
しすけかけゃぇすぇ, つうえすけ おぇこぇちうすっす 
いぇ ういたさぇくゃぇくっ っ くぇ 2 たうかはょう 
ょせてう.  
]かっょ さっきけくすぇ ょけしすぇゃっくけ-

かっすう う ぉっいしこうさくけ おせこけくはしゃぇ
くっ くぇぉさけはゃぇ ぉかういけ 20 ょせてう. 
╃ぇあっ きぇかおうはす 〈けきぇ ゃっつっ っ 
おぇつゃぇか すさぇしっすけ けす ゅさぇょ 【うこ
おぇ ょけ ゃさなた 【うこおぇ う けぉさぇすくけ 
– こってぇ! ╇ しっ しなさょう, つっ くっ ゅけ 

ゃいっきぇす いぇ こさったけょぇ ょけ ゃさ. ╀け
すっゃ...  
〈うは きかぇょう たけさぇ けす ╉ぇいぇく

かなお – ぉぇくおっさう, おけかけっいょぇつう, 
いなぉけかっおぇさう..., こさけしすけ – こさう
はすっかう しう こさぇゃはす あうゃけすぇ たせ
ぉぇゃ! „╋くけゅけ しなき  とぇしすかうゃぇ けす 
すけゃぇ!“, こさういくぇゃぇ 》さうしすうくぇ. ╇ 
おぇお くっ? 
╁ ちはかぇすぇ すぇは くぇこさっゅくぇすぇ 

こさけゅさぇきぇ けす そぇきうかくぇ う こさう
はすっかしおぇ けぉうつ いぇ 》さうしすうくぇ 
さぇぉけすぇすぇ っ くっとけ, おけっすけ しっ 
こさうっきぇ けすくけゃけ おぇすけ つぇしす けす 
せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ あうゃっって. 
′っとけ こけゃっつっ: „╉けゅぇすけ さぇぉけ
すぇすぇ くっ すう すっあう う けしすぇくぇかけすけ 
っ かっおけ, たぇさっしゃぇき しう さぇぉけすぇ
すぇ!“, けぉはしくはゃぇ かぇぉけさぇくすおぇすぇ 
けす ╆ぇゃけょ 3. ] くっえくけすけ„〈ぇき きう 
たぇさっしゃぇ!“ 》さうしすうくぇ こさういくぇ
ゃぇ, つっ こけくはおけゅぇ せつせょゃぇ きくけゅけ 
けす こさうはすっかうすっ しう, おけうすけ あう
ゃっはす し きうしなかすぇ, つっ ゃ „┿さしっ
くぇか“ さぇぉけすはす しぇきけ たけさぇ おなき 
こさぇゅぇ くぇ すさっすぇすぇ ゃないさぇしす. 
[ぇいくけけぉさぇいくけ, うくすっさっしくけ, 
こさうはすくけ, しさっょ こさうはすくう たけさぇ – 
すけゃぇ っ いぇ きけきうつっすけ けす ┿かっはすぇ 
くぇ しかぇゃぇすぇ くっえくけすけ しう さぇぉけす
くけ きはしすけ. ╉ぇすけ しっ うきぇ こさっょ
ゃうょ, つっ たけさぇすぇ くぇ すけゃぇ さぇぉけす
くけ きはしすけ しっ いぇくうきぇゃぇす こけ ちはか 
ょっく し ぇくぇかういう くぇ けこぇしくうすっ 
ぉぇさせすくう ゃっとっしすゃぇ, いぇ くっこけし
ゃっすっくうすっ ょせきうすっ くぇ 》さうしすうくぇ 
しうゅせさくけ いゃせつぇす くぇかせょくうつぇゃけ. 
¨ぉぇつっ, きぇおぇさ う きかぇょぇ, しかっょ 
しゃけは ゃっつっ こけつすう 7-ゅけょうてっく 
けこうす ゃ „┿さしっくぇか“, すは いくぇっ, 
つっ しこぇいゃぇくっすけ くぇ こさぇゃうかぇすぇ 
ゃ すぇは こさけそっしうは しぇ けしくけゃっく 
こさうくちうこ くぇ ゃしっおう. ╆ぇとけすけ 
けす こさぇゃうかぇすぇ いぇゃうしう くっ しぇきけ 
っそっおすうゃくけしすすぇ けす すさせょぇ, ぇ う 
あうゃけすなす. „╁しうつおう しなしすぇゃおう 
くぇ ぉぇさせすぇ しっ ういしかっょゃぇす. ┿おけ 
くっ けすゅけゃぇさはす くぇ しすぇくょぇさすうすっ 
– こけ くはおけかおけ こなすう. ╃けおぇすけ しっ 
こけしすうゅくっ おぇつっしすゃけすけ, おけっすけ っ 

くせあくけ. ‶けかいゃぇきっ こさっょこぇいくう 
しさっょしすゃぇ, すさはぉゃぇ ょぇ しっ さぇぉけ
すう ゃくうきぇすっかくけ“, すぇおぇ し こさけし
すう ょせきう 》さうしすうくぇ けぉはしくはゃぇ 
しゃけうすっ こさけそっしうけくぇかくう ぇく
ゅぇあうきっくすう. 〈は しっ つせゃしすゃぇ けす

かうつくけ くぇ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ 
くっ しぇきけ いぇさぇょう せょけゃけかしすゃうっ
すけ ょぇ さぇぉけすう し おけかっあおうすっ, ぇ う 
こさっょう ゃしうつおけ: いぇとけすけ っ こさけ
そっしうけくぇかっく たうきうお. ] ょうこかけ
きぇ けす 》うきうつっしおうは すったくうおせき ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 》さうしすうくぇ ╁なか
おけゃぇ いくぇっ いぇ おぇおゃけ うょっ さっつ ゃ 
すけゃぇ しっさうけいくけ こさけういゃけょしすゃけ. 
′っとけ こけゃっつっ – すせお すは くぇきう
さぇ う ょけぉさぇ こっさしこっおすうゃぇ いぇ 
さぇいゃうすうっすけ しう ゃ こさけそっしうはすぇ. 
╁すけさぇ ゅけょうくぇ せつう いぇょけつくけ 
けさゅぇくうつくぇ たうきうは う たうきうつくう 
すったくけかけゅうう ゃ ╀せさゅぇしおうは せくう
ゃっさしうすっす. ╃ぇ! – くぇきうさぇ ゃさっ
きっ う いぇ すけゃぇ. ╃ゃっすっ しっょきうちう 
ゃ ╀せさゅぇし いぇ くっは しぇ ... けすくけゃけ 
せょけゃけかしすゃうっ けす あうゃけすぇ. ]さっ
とう し たけさぇ, し ょうくぇきうおぇすぇ くぇ 
ゅけかっきうは ゅさぇょ... ╆ぇょけつくぇすぇ 
しすせょっくすおぇ, かぇぉけさぇくすなす ゃ さぇ
ぉけすぇすぇ し ゃいさうゃくう ゃっとっしすゃぇ う 
きぇすっさうぇかう けぉぇつっ くうおぇお くっ しっ 
さぇょゃぇ くぇ すけゃぇ, おけっすけ くぇぉかの
ょぇゃぇ ょぇ しっ しかせつゃぇ ゃ さけょくけすけ 
ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ. „′はおけう 
けす おけかっゅうすっ-しすせょっくすう ういけぉ
とけ くっ いくぇはす いぇ おぇおゃけ しすぇゃぇ 
ゃなこさけし, くはきぇす きけすうゃぇちうは, 
くはきぇす いくぇくうは, うょゃぇす いぇさぇょう 
しぇきけすけ しすせょっくしすゃけ う さぇいつう
すぇす くぇ つせょけ うかう こさっこうしゃぇ
くっ...!“ ╂させこぇすぇ くぇ 》さうしすうくぇ っ 
っょゃぇ けす 5 ょせてう, くけ ゃっつっ しぇ 
けしすぇくぇかう しぇきけ すさうきぇ... ]すせ
ょっくすしすゃぇくっすけ しなし しっきっえしすゃけ 
う ょっちぇ くっ っ かっしくぇ さぇぉけすぇ, 
こさういくぇゃぇ いぇょけつくうつおぇすぇ. ╇ 
けちっくはゃぇ こけきけとすぇ くぇ しなこさせゅぇ 
しう う しゃっおなさゃぇすぇ. ‶けゃっつっ けす 
ょゃっ しっょきうちう いぇ くっは っ きなおぇ 
ょぇ ぉなょっ ういゃなく しっきっえしすゃけすけ. 
′っ っ かっおけ う ょぇ しっ つっすっ う せつう 
ゃっつっさ, くけ 》さうしすうくぇ っ さってうかぇ 
ょぇ ょけゃっょっ くっとぇすぇ ょけ おさぇえ. 
¨こうすゃぇ しっ ょぇ こさうっきぇ くっとぇすぇ 
ゃうくぇゅう しこけおけえくけ, しうゅせさくけ すせお 
はゃくけ こけきぇゅぇす う いぇくうきぇくうはすぇ 
し えけゅぇ う こうかぇすっし. ‶けきぇゅぇす う 

おけかっゅうすっ: “′うっ しきっ きぇかなお 
おけかっおすうゃ – おぇすけ しっきっえしすゃけ“. 
》さうしすうくぇ しっ さぇょゃぇ, つっ ゃ すけゃぇ 
きぇかおけ しっきっえしすゃけ うきぇ くっ しぇきけ 
ょけぉさう おけかっゅう, くけ う うしすうくしおう 
こさうはすっかおう. ‶け-ゃないさぇしすくうすっ 
おけかっあおう は „いぇおぇつぇす“, つっ うき 
っ くっとけ おぇすけ すぇかうしきぇく, ゃしっ 
ういきうしかは さぇいくう とせさけすうう, いぇ 
ょぇ ゅう さぇいしきっっ こさっい ゃさっきっすけ 
くぇ 7-つぇしけゃうは さぇぉけすっく ょっく. 
¨しっきすっ あっくう こさう くぇつぇかくう
おぇ ]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ しう うきぇす 
しゃけは ぇすきけしそっさぇ, しゃけえ ょせた, 
けこうす う こさぇゃうかぇ いぇ さぇぉけすぇ, 
おけうすけ しすけはす くぇょ ゃしうつおけ. [ぇい
かうおぇすぇ きっあょせ こさっょう う しっゅぇ, 
おぇおすけ う ょさせゅぇょっ ゃ „┿さしっくぇか“, 
っ ゃ すけゃぇ, つっ こっさしけくぇかなす しっ 
っ くぇせつうか ょぇ ぉなょっ ゃないきけあくけ 
ゃ くぇえ-こなかくぇ しすっこっく ゃいぇうきけ
いぇきっくはっき. ╁しっおう すさはぉゃぇ ょぇ 
きけあっ こけつすう ゃしうつおけ. ╃っしっすおう 
しぇ さぇぉけすうかう すせお こさっょう, こさっい 
ゅけょうくうすっ しぇ きうくぇかう しすけすうちう. 
》さうしすうくぇ さぇいぉうさぇ すけゃぇ う せしっ
とぇ うしすうくしおぇすぇ ゃさないおぇ きっあょせ 
さぇぉけすうかうすっ すせお, こけ ゃさっきっ 

くぇ 80-ゅけょうてくうは さけあょっく ょっく 
くぇ かぇぉけさぇすけさうはすぇ, こさぇいくせ
ゃぇく こさっょう きっしっちう. [ぇいかうおぇ
すぇ きっあょせ こさっょう う しっゅぇ っ う ゃ 
こさけきはくぇすぇ くぇ けぉけさせょゃぇくっすけ. 
╋ぇおぇさ う こけしすっこっくくけ, すけゃぇ しっ 
しかせつゃぇ, けすつうすぇ きかぇょうはす かぇ
ぉけさぇくす, いぇしかせあうか きはしすけ しさっょ 
ぇさしっくぇかしおうすっ こなさゃっくちう. 
╁しなとくけしす, 》さうしすうくぇ こさういくぇ
ゃぇ, つっ こさうしなしすゃうっすけ ゃ ┿かっはすぇ 
くぇ しかぇゃぇすぇ ょけしすぇ は こさうすっしくは
ゃぇ. ¨しけぉっくけ – ゃ くぇつぇかけすけ. 
╁ あうゃけすぇ くぇゃなく けぉぇつっ は こさう

すっしくはゃぇす  ょぇかっつ こけ-しすさぇてくう 
くっとぇ. ¨しけぉっくけ – ぇゅさっしうはすぇ 
しさっょ ょっちぇすぇ, おけはすけ こけしすけはく
くけ さぇしすっ う ゃっつっ いぇしすさぇてぇ
ゃぇ いょさぇゃっすけ う  あうゃけすぇ うき. 
》さうしすうくぇ いくぇっ, つっ ゃ せつうかうとっ 
っ すぇおぇ, しすさぇょぇ けす すけゃぇ.  ╇ すけゃぇ 
っ こさうつうくぇすぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ 
ょぇ けこうすゃぇす ょぇ ゃないこうすぇゃぇす ょっ
ちぇすぇ しう: ょぇ ゅう いぇくうきぇゃぇす しなし 
しこけさす, ょぇ ゅう ゃけょはす くぇ すっぇすなさ, 
ょぇ ゅう しなぉうさぇす いぇっょくけ し こさうは
すっかしおう しっきっえしすゃぇ いぇ ういかっすう, 
こうおくうちう う うゅさぇ. 》さうしすうくぇ しっ 
さぇょゃぇ, つっ きけきつっすぇすぇ ゃおなとう 
すなさしはす ういはゃぇすぇ, うくすっさっしせゃぇす 
しっ けす おせかすせさくうは あうゃけす ゃ ╉ぇ
いぇくかなお う うしおぇす ょぇ せつぇしすゃぇす 
ゃ くっゅけ. ╋かぇょうすっ しっきっえしすゃぇ 
おさぇえ しっき. ╁なかおけゃう しなとけ いぇ
くうきぇゃぇす ょっちぇすぇ しう しなし しこけさす: 
たせょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇしすうおぇ, 
すぇっおせけくょけ...
》さうしすうくぇ う ′うおけかぇえ しぇ ゅかぇ

しせゃぇかう ゃ くっょっかは. ]っきっえしすゃぇ 
けす すはたくぇすぇ おけきこぇくうは しっ うく
すっさっしせゃぇす けす すけゃぇ - おぇおゃけ 
しっ しかせつゃぇ くぇけおけかけ. ╇しおぇす ょぇ 

あうゃっはす ゃ ╀なかゅぇさうは. ╇しおぇす, 
くけ う 》さうしすうくぇ う ′うおけかぇえ ゃしっ 
こけゃっつっ しっ いぇきうしかはす: とっ しっ 
けこさぇゃはす かう くっとぇすぇ すせお, ょけ
おぇすけ ょっちぇすぇ うき こけさぇしくぇす. ′ぇ
ょはゃぇす しっ, ょぇゃぇす しゃけは こさうくけし 
いぇ すけゃぇ. ╇しおぇす  ょぇ うきぇ こけゃっつっ 
おぇすけ すはた – とぇしすかうゃう きかぇょう 
たけさぇ し さぇぉけすぇ, おけはすけ うき たぇ
さっしゃぇ, いょさぇゃう う かのぉけいくぇすっか
くう ょっちぇ, しすぇぉうかくう しっきっえしすゃぇ 
う きくけゅけ うしすうくしおう こさうはすっかう. 
] っょくぇ ょせきぇ: ¨ぉうつ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

Честит празник, арсеналци! 

 Честита 136-та наша годишнина!

90 години “Арсенал” в Казанлък!
 

╅うゃう う いょさぇゃう, ょなかゅけかっすくう う とぇしすかうゃう! 
[ぇょけしす ゃ ょけきけゃっすっ ゃう う しこけおけえしすゃうっ いぇ たかはぉぇ くぇ 

しっきっえしすゃぇすぇ う ょっちぇすぇ ゃう! 
] くぇょっあょぇ いぇ くけゃう ゃなさたけゃっ! 

 ‶さっょしっょぇすっか - ┿すぇくぇし ╀けいけゃ
]╉ くぇ ╉′]╀ 

 ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ
 ‶さっょしっょぇすっか 《]¨ ╉〈 „‶けょおさっこぇ”

„┿さしっくぇか” ┿╃

Честит юбилей на

Станил Станилов!
Първи зам.-изпълнителен директор 

“Арсенал” АД

За още по-съзидателни

и щастливи години!

すけ くけゃけ けぉけさせょゃぇくっ, ゃ すけゃぇ 
つうしかけ う くけゃけ おせたくっくしおけ けぉけ-
させょゃぇくっ う くぇえ-しなゃさっきっくくう 

きぇてうくう くぇ そうさきぇすぇ „╄かっお-
すさけかせおし”, とっ ょぇょぇす ゃない-
きけあくけしす おせたくはすぇ くぇ しすけかぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” ょぇ さぇぉけすう おぇすけ 
おせたくは-きぇえおぇ, し ゃないきけあくけしす 
いぇ おっすなさうくゅけゃぇ ょっえくけしす. 
╋くけゅけ しきっ とぇしすかうゃう う ょけ-

ゃけかくう けす すぇいう しけちうぇかくぇ こさう-

ょけぉうゃおぇ, おけはすけ っ こさうょけぉうゃ-
おぇ いぇ ゃしうつおう ぇさしっくぇかちう, くっ 
しぇきけ いぇ くぇし, さぇぉけすっとうすっ ゃ 
„]すけかけゃけ たさぇくっくっ”, すなえ おぇすけ 
し くけゃうすっ ゃないきけあくけしすう しかっょ 
さっきけくすぇ う し ょけしすぇゃっくけすけ 
けぉけさせょゃぇくっ とっ しきっ ゃ しなし-
すけはくうっ ょぇ こさっょけしすぇゃはきっ う 
ういくっしっくけ たさぇくっくっ こけ きっしすぇ, 
いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ, さなおけゃけょうすっか 
くぇ  „]すけかけゃけ たさぇくっくっ” ゃ „┿さ-
しっくぇか”. 
] くけゃけすけ おせたくっくしおけ けぉけ-

させょゃぇくっ とっょさぇすぇ そぇくすぇいうは 
う しさなつくうすっ さなちっ くぇ ぇさしっくぇか-
しおうすっ ゅけすゃぇつう う おせかうくぇさう とっ 
うきぇす けとっ こけ-てうさけおけ こけかっ いぇ 
ういはゃぇ う ょっきけくしすさぇちうは くぇ おせ-
かうくぇさくけ きぇえしすけさしすゃけ. ′けゃぇ 
ょけゅさぇきぇ, くけゃう きっぉっかう,  ちは-
かけしすくけ しぇくうさぇくっ くぇ しゅさぇょぇすぇ 
しぇ ょさせゅう ょっえくけしすう, ういゃなさ-
てっくう ゃ さぇきおうすっ くぇ さっきけくすぇ, 
そうくぇくしうさぇく けす „┿さしっくぇか”. 
╀かういけ 40 ゅけょうくう こけしすさけ-

っくぇすぇ ゃ しさっょぇすぇ くぇ 40-すっ ゅけ-
ょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお しゅさぇょぇ, 
ゃ おけはすけ しっゅぇ しっ こけきっとぇゃぇ 
ちっくすさぇかくうはす しすけか くぇ „┿さしっ-
くぇか” くっ っ ぉうかぇ さっきけくすうさぇくぇ 
けしくけゃくけ. ′ぇこさぇゃっくけすけ しっゅぇ 

こけ くっは っ ぉっい ぇくぇかけゅ いぇ ゃしうつおう-
すっ ゅけょうくう けす しなとっしすゃせゃぇくっすけ 
くぇ しすけかぇ.  
╉なき きけきっくすぇ ぉさけはす くぇ さぇぉけ-

すっとうすっ ゃ しすけかぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
けしすぇゃぇ ぉっい こさけきはくぇ, くけ しこけさっょ 
╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ くけゃうすっ ょっえくけし-
すう  う いぇょぇつう, おけうすけ とっ ういこなか-
くはゃぇす すは う おけかっゅうすっ え, ぉっいしこけさ-
くけ とっ くぇかけあう う せゃっかうつっくうっ くぇ 
つうしかっくうは しなしすぇゃ くぇ おけかっおすうゃぇ. 
╆ぇ こさぇいくうおぇ くぇ そうさきぇすぇ すは 

う おけかっゅうすっ え ぉせょせゃぇたぇ こけゃっつっ 
けす ょっくけくけとうっ, いぇ ょぇ こさうゅけすゃはす 
おせかうくぇさくう ういくっくぇょう いぇ ゃしうつおう 
ぇさしっくぇかちう. ]さっょ こさっょういゃうおぇ-
すっかしすゃぇすぇ うき いぇ すけいう こさぇいくうお っ 
う しこっちうぇかくぇすぇ おせさぇぉうは し ぉさぇく-
ょぇ くぇ ”┿さしっくぇか” す. くぇさ. „のぉう-
かっえおぇ”. 
╇いおかのつうすっかくけすけ しう きぇえしすけさ-

しすゃけ う こさけそっしうけくぇかういなき っおう-
こなす くぇ ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ ょっきけく-
しすさうさぇ う こさう こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ 
しこっちうぇかくぇすぇ こさぇいくうつくぇ すさぇ-
こっいぇ – おっすなさうくゅ いぇ しさっとぇすぇ くぇ 
すぇいゅけょうてくうすっ ぇさしっくぇかしおう こなさ-
ゃっくちう ゃ すさせょぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ  
くぇ そうさきぇすぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

]かっょ さっきけくす, こさけょなか-
あうか 4 きっしっちぇ, ぉっ けす-

おさうすぇ くぇこなかくけ けぉくけゃっくぇすぇ 
う けぉけさせょゃぇくぇ し くぇえ-きけ-
ょっさくぇすぇ きっょうちうくしおぇ ぇこぇ-
さぇすせさぇ けぉとうくしおぇ ぉけかくうちぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは – ╋╀┿╊ „╃-さ 
》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう“ ╄¨¨╃ 
– ╉ぇいぇくかなお.
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ 2 こさけっお-

すぇ こけ っゃさけこっえしおう こさけゅさぇ-
きう くぇ しすけえくけしす くぇょ 7 きかく. 
かっゃぇ いぇ 3 ゅけょうくう けぉとうく-
しおぇすぇ ぉけかくうちぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
っ けぉくけゃっくぇ ういちはかけ: さっきけく-
すうさぇくう しぇ ういおかのつうすっかくけ 
ゃぇあくう ぉけかくうつくう けすょっかっくうは 
う しぇ けぉけさせょゃぇくう し ういおかの-
つうすっかくけ ゃうしけおけおぇつっしすゃっくぇ 
しなゃさっきっくくぇ きっょうちうくしおぇ 
すったくうおぇ. ]かっょ さっきけくすぇ  いぇ 
こなさゃう こなす ぉけかくうちぇすぇ さぇい-
こけかぇゅぇ う し 16-しかぇえすけゃ しおっ-
くっさ.
╁すけさうはす こさけっおす, さっぇかう-

いうさぇく ゃ ╋くけゅけこさけそうかくぇすぇ 
ぉけかくうちぇ, っ いぇ っくっさゅうえくぇ 

っそっおすうゃくけしす.
╉ぇいぇくかなておぇすぇ ぉけかくうちぇ 

っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ けぉとうくしおぇ 
ぉけかくうちぇ ゃ しすさぇくぇすぇ, すは けぉ-
しかせあゃぇ くぇょ 120-たうかはょくけすけ 
くぇしっかっくうっ  けす 5 けぉとうくう. 
╂けょうてくけ こさっい ぉけかくうちぇすぇ 

こさっきうくぇゃぇす ぉかういけ 13 000 
こぇちうっくすう.

   „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
           

19 さけあょっくうちう けす „┿さしっ-
くぇか” こさうっきぇす こけいょさぇゃう いぇ-
っょくけ し ちっかうは しなしすぇゃ くぇ そうさ-
きぇすぇ, すなえ おぇすけ しぇ さけょっくう ゃ  
こさぇいくうつくうは いぇ „┿さしっくぇか” ょっく 
-10-すう けおすけきゃさう. 
„╃ゃけえくうはす” こさぇいくうお っ しこけ-

ょっかっく けす 11 あっくう う 8 きなあっ, 
つぇしす けす しなしすぇゃぇ くぇ けさなあっえ-

くうちぇすぇ, しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” ‶っくおけ 〈けすっゃ, くぇ-
つぇかくうお 
„╊うつっく しなしすぇゃ” くぇ そうさきぇ-

すぇ. ‶け ょせきうすっ きせ, いぇこぇいゃぇ しっ 
すっくょっくちうはすぇ, きぇおぇさ う しうかくけ 
しくうあっくぇ, あっくうすっ, さぇぉけすっとう 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, ょぇ しぇ こけゃっつっ けす 
きなあっすっ. ╁ きけきっくすぇ こさっょしすぇ-
ゃうすっかおうすっ くぇ くっあくうは こけか しぇ 
2 665, ぇ きなあっすっ 2 592.  
5 257 しぇ  さぇぉけすっとうすっ ゃ きけ-

きっくすぇ ゃ  „┿さしっくぇか”, おぇすけ すった-
くうはす ぉさけえ とっ さぇしすっ こさっょゃうょ 
くせあょうすっ くぇ ょさせあっしすゃけすけ けす 

くけゃう さぇぉけすくうちう くぇ ぉぇいぇ 
しおかのつっくう くけゃう ょけゅけゃけさう. 
¨つぇおゃぇくうはすぇ しぇ, つっ つうしかっ-
くうはす しなしすぇゃ くぇ そうさきぇすぇ とっ 
くぇさぇしくっ し ぉかういけ 1200 ょせてう 
ゃ しかっょゃぇとうすっ くはおけかおけ きっ-
しっちぇ う とっ しっ ゃなさくっ ょけ くうゃぇ 
けす こさっょたけょくう ょけぉさう ゅけょうくう 
いぇ こさっょこさうはすうっすけ. 

╃ゃぇきぇ しぇ ゃっすっさぇくうすっ こけ 
ゃないさぇしす ゃ „┿さしっくぇか”, こさう 
すけゃぇ さけょっくう くぇ っょくぇ う しなとぇ 
ょぇすぇ, ゃ っょくぇ う しなとぇ ゅけょうくぇ 
– 1940.  〈けゃぇ しぇ ょなかゅけゅけ-
ょうてくうはす けさなあっっく すったくけかけゅ, 
ぇ ゃ きけきっくすぇ すったくけかけゅ ゃ ╆ぇ-
ゃけょ 5/ 600 ]すけえけ ‶っすさけゃ う 
けたさぇくうすっかはす ╁ぇしうか ╋うくおけゃ.
„┿さしっくぇか” っ ょけき う くぇ さぇ-

ぉけすくうおぇ し くぇえ-ょなかなゅ すさせょけゃ 
しすぇあ ゃ ゅさぇょぇ - 52 ゅけょうくう, 
けす おけうすけ 50 こけしゃっすっくう くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ. 〈けゃぇ っ ′っえ-
おけ ╋うたぇかっゃ, さなおけゃけょうすっか 

„‶さけういゃけょしすゃっくけ-ょうしこっつっさ-
しおう けすょっか” ゃ ╆ぇゃけょ 1. 
′ぇえ-きかぇょうはす ぇさしっくぇかっち っ 

18-ゅけょうてくぇすぇ ╃っくおぇ ╉さぇしうきう-
さけゃぇ, さぇぉけすくうつおぇ ゃ ╆ぇゃけょ 4.  
╁ しすぇすうしすうおぇすぇ くぇ „╊うつっく 

しなしすぇゃ” しっ こぇいう う ょさせゅぇ うくすっ-
さっしくぇ う ちっくくぇ うくそけさきぇちうは 
いぇ こさけそっしううすっ ゃなゃ そうさきぇ-
すぇ. ¨おぇいゃぇ しっ, つっ „┿さしっくぇか” 
っ しゃけっけぉさぇいっく さっおけさょぬけさ 
こけ ぉさけえ う さぇいくけけぉさぇいうっ くぇ 
こさけそっしううすっ, おけうすけ うきぇ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ: 431 しぇ さぇいかうつくうすっ 
こさけそっしうう う しこっちうぇかくけしすう, 
せこさぇあくはゃぇくう けす おけかっおすうゃぇ 
くぇ そうさきぇすぇ, おぇすけ しさっょ すはた 
っ う っょくぇ けす くぇえ-さっょおうすっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ - きぇてうくっく けこっさぇ-
すけさ くぇ きっすぇかけけぉさぇぉけすゃぇとう 
きぇてうくう – SMK. 〈けゃぇ っ けゅさけ-
きくぇ こさっしぇ いぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ 
ちっゃう. „┿さしっくぇか” さぇいこけかぇゅぇ 
し っょくぇ すぇおぇゃぇ きぇてうくぇ, ぇ たけ-
さぇすぇ, おけうすけ さぇぉけすはす くぇ くっは, 
しぇ ういおかのつうすっかくけ ちっくくう う 
さはょおけ くぇきうさぇとう しっ しこっちうぇ-
かうしすう. 
550 しぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ きけ-

きっくすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ うくあっ-
くっさう, けしすぇくぇかぇすぇ つぇしす けす 
こっさしけくぇかぇ っ し ょさせゅけ ゃうしてっ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, おぇおすけ う しなし 
しさっょくけ すったくうつっしおけ, しさっょ-
くけ こさけそっしうけくぇかくけ う しさっょ-
くけ けぉとけ けぉさぇいけゃぇくうっ. ╁しっ 
こけゃっつっ くぇきぇかはゃぇ ぉさけはす くぇ 
いぇっすうすっ し けしくけゃくけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ. 『っかすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ そうさきぇすぇ っ つさっい こさうかぇゅぇ-
くっ くぇ さぇいかうつくう けぉせつうすっかくう 
こさけゅさぇきう, こさっおゃぇかうそうおぇ-
ちうけくくう おせさしけゃっ う きけょせかう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 

90 ÇÜÑóÖó “んëïñÖí¿”

ょぇ さぇぉけすはす おゃぇかうそうちうさぇくう 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう, し 
こけょたけょはとけ う ょけしすぇすなつくけ さっし-
こっおすうさぇとけ けぉさぇいけゃぇくうっ いぇ 
いぇっきぇくぇすぇ ょかなあくけしす.  
‶なしすさぇ っ こぇかうすさぇすぇ う くぇ 

うきっくぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかちう. 
′ぇえ-きくけゅけ さぇぉけすっとう きなあっ ゃ 

けさなあっえくうちぇすぇ くけしはす うきっくぇすぇ 
╇ゃぇく う ╃うきうすなさ, こさう あっくうすっ 
すっくょっくちうはすぇ っ くっけすきっくうきぇ けす 
ょっしっすうかっすうは: くぇえ- きくけゅけ しぇ 
╋ぇさううすっ う すったくうすっ こさけういゃけょ-
くう くぇ うきっすけ. ]さっとぇす しっ けぉぇつっ 
う せくうおぇかくう う うくすっさっしくう うきっ-
くぇ おぇすけ: ╁っくうゃっか, ‶さうかっこ, 
╇さうし, ╃さうし   /こけしかっょくうすっ ょゃぇ-
きぇ しぇ ぉぇとぇ う しうく/, ╋せしぇえぉっ, 
╊っくうく う ょさ. 
〈ぇいゅけょうてくうはす しう のぉうかっっく 

こさぇいくうお „┿さしっくぇか” こけしさっとぇ う 
し ょさせゅぇ さぇょけしすくぇ しすぇすうしすうおぇ: 
ょけ きけきっくすぇ さけょっくうすっ ぇさしっ-
くぇかしおう ぉっぉっすぇ けす きぇえおう, さぇ-
ぉけすっとう ゃなゃ そうさきぇすぇ, しぇ 100. 
]なし しうゅせさくけしす くけゃうすっ ゅさぇあ-

ょぇくう くぇ けぉとうくぇすぇ けす すぇいう ゅけ-
ょうくぇ しぇ こけゃっつっ,  おぇすっゅけさうつくう 
しぇ けす „╊うつっく しなしすぇゃ” し せゅけゃけさ-
おぇすぇ, つっ すけゃぇ しぇ ょぇくくう しぇきけ いぇ 
ぇさしっくぇかおう, おけうすけ しぇ ゃ けすこせしお 
こけ きぇえつうくしすゃけ ゃ きけきっくすぇ. ╀っ-
ぉっすぇすぇ し ぇさしっくぇかしおう すぇすおけゃちう 
くっ ゃかういぇす ゃ すぇいう しすぇすうしすうおぇ. 
╁なこさっおう つっ くっ ゃけょはす けそう-

ちうぇかくぇ しすぇすうしすうおぇ くぇ ぇさしっ-
くぇかしおうすっ ゃっくつぇゃおう, けす けすょっかぇ 
くぇ ‶っくおけ 〈けすっゃ すゃなさょはす, つっ 
ょっしっすおう しぇ う ぇさしっくぇかしおうすっ 
しゃぇすぉう, さぇょゃぇかう おけかっおすうゃぇ こけ 
ちったけゃっ う いぇゃけょう こさっい くぇしすけ-
はとぇすぇ ゅけょうくぇ.                                                  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Пенко Тотев - началник “Личен състав”
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]ぇきけ ょけこさっょう 20 ゅけょうくう 

すぇおぇ ぉってっ ゃなゃ ゃしっおう ぉなかゅぇさ-
しおう ょけき. ′け ょくっし – くぇこさぇゃけ 
ょぇ くっ こけゃはさゃぇて, つっ せ くぇし 
けとっ きけあっ ょぇ しっ あうゃっっ すぇおぇ... 
‶けくはおけゅぇ う 》さうしすうくぇ しぇきぇ しっ 

つせょう, つっ こさう すはた くっとぇすぇ しぇ 
すけかおけゃぇ ょけぉさっ こけょさっょっくう: 
“╃ぇ つせおくぇ くぇ ょなさゃけ! ╁しっ ょけ-
ぉさう たけさぇ しなき しさっとぇかぇ!“. ╁ 
くっえくぇすぇ かうつくぇ さっょうつおぇ くぇ 
ゃぇあくうすっ くっとぇ けす あうゃけすぇ うきぇ 
う けとっ くっとけ, ぉっい おけっすけ くっ 
きけあっ: “┿さしっくぇか“. ‶け しうかぇすぇ 
くぇ さけょしすゃっくぇすぇ すさぇょうちうは: 
きぇきぇ う すぇすおけ ちはか あうゃけす ゃ 
„┿さしっくぇか“, すぇ う ぉぇぉぇ, ょはょけ, 
つうつけ... “┿さしっくぇか“ - すけゃぇ しう 
っ おぇすけ うしすうくしおけ しっきっえしすゃけ, 
いぇっょくけ くぇ さぇぉけすぇ しきっ こけつ-
すう こさっい ちっかうは ょっく, せしきうたゃぇ 
しっ 》さうしすうくぇ, おけはすけ ゃしはおぇ 
しせすさうく しすぇゃぇ ゃ 5 つぇしぇ, こうっ 
おぇそっ くぇ しこけおけえしすゃうっ う こけしかっ 
すさなゅゃぇ くぇ さぇぉけすぇ こってぇ!

90 きうくせすう ゃしっおう ょっく 
》さうしすうくぇ たけょう ょけ

かぇぉけさぇすけさうはすぇ こってぇ

》けょう, くっ いぇとけすけ くはおけえ は 
おぇさぇ うかう くはきぇ ょさせゅ くぇつうく 
ょぇ しすうゅくっ ょけ さぇぉけすくけすけ しう 
きはしすけ. 》けょう いぇ せょけゃけかしす-
ゃうっ. ╇ ゃ すけゃぇ しなとけ けすおさうゃぇ 
さぇょけしすすぇ けす あうゃけすぇ. ╉ぇおすけ ゃ 
いぇくうきぇくうはすぇ し こうかぇすっし, えけゅぇ 
う いせきぉぇ. ╃ぇ – 》さうしすうくぇ くぇ-
きうさぇ ゃさっきっ う いぇ すけゃぇ. ╆ょさぇ-
ゃけしかけゃくうはす くぇつうく くぇ あうゃけす 
っ くっえくぇ しすさぇしす. ]すさぇしす くぇ 
ちはかけすけ しっきっえしすゃけ. ′うおけかぇえ 
っ っかっおさけすったくうお こけ こさけそっ-
しうは, くけ しこけさすうしす こけ こさうさけ-
ょぇ – きけすけさうすっ, そせすぉけかなす, 
すっくうしなす... 〈けえ う ゃしうつおうすっ きせ 
こさうはすっかう しぇ „いぇこぇかっくう“ こけ 
しこけさすぇ, さぇいたけょおうすっ, こうおくう-
ちうすっ う こかぇくうくしおうすっ こさったけょう. 
„╇くすっさっしくけ しう あうゃっっき う ゃう-
くぇゅう しきっ ぇくゅぇあうさぇくう!“, しきっっ 
しっ 》さうしすうくぇ. ╁ こけつうゃくうすっ 
ょくう ゅけかはきぇすぇ „すぇえそぇ“, ゃっょくけ 
し ょっちぇすぇ, うきぇ くぇゃうおぇ ょぇ けぉう-
おぇかは こけ ぉぇかおぇくうすっ. ╆ぇっょくけ し 
ょっちぇすぇ ゅさせこぇすぇ いぇ しこけさす, うい-

〈は っ きかぇょぇ う たせぉぇゃぇ. ╁ けつうすっ え こさけぉかはしゃぇす けくっいう かせょう こかぇきなつっすぇ, おけうすけ うゅさぇはす しぇきけ こけ かうちっすけ くぇ けぉうつぇくうは う けぉうつぇとうは つけゃっお. 》さうしすうくぇ 
╁なかおけゃぇ, きかぇょぇ あっくぇ くぇ こさぇゅぇ くぇ 30-すっ, ゃっつっ っ こけょさっょうかぇ くっとぇすぇ けす あうゃけすぇ しう すぇおぇ, つっ ぉかういけ ょけ しっぉっ しう ょぇ しさっとぇ けぉうつすぇ けすゃしはおなょっ. ╃ゃっ 
きけきつっすぇ さぇょゃぇす しっきっえしすゃけすけ くぇ 》さうしすうくぇ う ′うおけかぇえ. ‶けさぇしくぇかうはす ╇ゃぇえかけ っ „けすたゃさなおくぇか“  こっすけおかぇしくうお, こっすゅけょうてくうはす 〈けきぇ ゃっつっ うしおぇ ょぇ 
しゃうさう くぇ こうぇくけ, けす ょゃっ ゅけょうくう っ ゃ しこけさすくけすけ おぇすっさっくっ, こっっ... う  くっ しこうさぇ ょぇ かのぉけこうすしすゃぇ おなき しゃっすぇ, ょけおぇすけ し くっしこうさくけ ゅけゃけさっくっ こさぇゃう しゃけう-
すっ きぇかおう けすおさうすうは いぇ くっゅけ. ]なこさせゅなす くっ こさけしすけ は こけょおさっこは ゃ ゅさうあぇすぇ いぇ ょっちぇすぇ – いぇっょくけ こさぇゃはす けとっ たうかはょう くっとぇ... 〈けえ ょぇゃぇ くぇ あっくぇ しう 
こけょおさっこぇすぇ う くぇ しゃけうすっ ょっしっすおう こさうはすっかう, おけうすけ しすぇゃぇす ゅけかはきけすけ しっきっえしすゃけ くぇ ょゃぇきぇすぇ ゃ こさぇいくうつくうすっ ょくう う こけ ゃしはおけ ゃさっきっ, おけゅぇすけ うきぇす 
くせあょぇ っょうく けす ょさせゅ. 〉しっとぇくっすけ いぇ こなかくけすぇ う こけょおさっこぇ 》さうしすうくぇ くぇきうさぇ う ゃ こけきけとすぇ くぇ きぇえおぇ う しゃっおなさゃぇ /う ょゃっすっ うきぇす こけ つっすうさうきぇ ゃくせちう/ 
-  けぉうつすぇ う しうかぇすぇ ょぇ いくぇって, つっ くっ しう しぇき くぇ すけいう しゃはす, ゅう いぇかうゃぇ ゃしっおう ょっく う けすゃしはおなょっ. 

╅しかみ せあ つしあうあてあ:

] ういちはかけ けぉくけゃっく, けしくけゃくけ 
さっきけくすうさぇく う し くけゃけ けぉけ

させょゃぇくっ, こけしさっとぇ しすけかせゃぇ

とうすっ ぇさしっくぇかちう ちっくすさぇかくうはす 
ぇさしっくぇかしおう しすけか.  
‶けゃっつっ けす ゅけょうくう, し こさっおなし

ゃぇくうは, こさけょなかあう さっきけくすなす くぇ 
しすけかけゃぇすぇ, つうえすけ おぇこぇちうすっす 
いぇ ういたさぇくゃぇくっ っ くぇ 2 たうかはょう 
ょせてう.  
]かっょ さっきけくすぇ ょけしすぇゃっくけ

かっすう う ぉっいしこうさくけ おせこけくはしゃぇ-
くっ くぇぉさけはゃぇ ぉかういけ 20 ょせてう. 
╃ぇあっ きぇかおうはす 〈けきぇ ゃっつっ っ 
おぇつゃぇか すさぇしっすけ けす ゅさぇょ 【うこ-
おぇ ょけ ゃさなた 【うこおぇ う けぉさぇすくけ 
– こってぇ! ╇ しっ しなさょう, つっ くっ ゅけ 

ゃいっきぇす いぇ こさったけょぇ ょけ ゃさ. ╀け-
すっゃ...  
〈うは きかぇょう たけさぇ けす ╉ぇいぇく-

かなお – ぉぇくおっさう, おけかけっいょぇつう, 
いなぉけかっおぇさう..., こさけしすけ – こさう-
はすっかう しう こさぇゃはす あうゃけすぇ たせ-
ぉぇゃ! „╋くけゅけ しなき  とぇしすかうゃぇ けす 
すけゃぇ!“, こさういくぇゃぇ 》さうしすうくぇ. ╇ 
おぇお くっ? 
╁ ちはかぇすぇ すぇは くぇこさっゅくぇすぇ 

こさけゅさぇきぇ けす そぇきうかくぇ う こさう-
はすっかしおぇ けぉうつ いぇ 》さうしすうくぇ 
さぇぉけすぇすぇ っ くっとけ, おけっすけ しっ 
こさうっきぇ けすくけゃけ おぇすけ つぇしす けす 
せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ あうゃっって. 
′っとけ こけゃっつっ: „╉けゅぇすけ さぇぉけ-
すぇすぇ くっ すう すっあう う けしすぇくぇかけすけ 
っ かっおけ, たぇさっしゃぇき しう さぇぉけすぇ-
すぇ!“, けぉはしくはゃぇ かぇぉけさぇくすおぇすぇ 
けす ╆ぇゃけょ 3. ] くっえくけすけ„〈ぇき きう 
たぇさっしゃぇ!“ 》さうしすうくぇ こさういくぇ-
ゃぇ, つっ こけくはおけゅぇ せつせょゃぇ きくけゅけ 
けす こさうはすっかうすっ しう, おけうすけ あう-
ゃっはす し きうしなかすぇ, つっ ゃ „┿さしっ-
くぇか“ さぇぉけすはす しぇきけ たけさぇ おなき 
こさぇゅぇ くぇ すさっすぇすぇ ゃないさぇしす. 
[ぇいくけけぉさぇいくけ, うくすっさっしくけ, 
こさうはすくけ, しさっょ こさうはすくう たけさぇ – 
すけゃぇ っ いぇ きけきうつっすけ けす ┿かっはすぇ 
くぇ しかぇゃぇすぇ くっえくけすけ しう さぇぉけす-
くけ きはしすけ. ╉ぇすけ しっ うきぇ こさっょ-
ゃうょ, つっ たけさぇすぇ くぇ すけゃぇ さぇぉけす-
くけ きはしすけ しっ いぇくうきぇゃぇす こけ ちはか 
ょっく し ぇくぇかういう くぇ けこぇしくうすっ 
ぉぇさせすくう ゃっとっしすゃぇ, いぇ くっこけし-
ゃっすっくうすっ ょせきうすっ くぇ 》さうしすうくぇ 
しうゅせさくけ いゃせつぇす くぇかせょくうつぇゃけ. 
¨ぉぇつっ, きぇおぇさ う きかぇょぇ, しかっょ 
しゃけは ゃっつっ こけつすう 7-ゅけょうてっく 
けこうす ゃ „┿さしっくぇか“, すは いくぇっ, 
つっ しこぇいゃぇくっすけ くぇ こさぇゃうかぇすぇ 
ゃ すぇは こさけそっしうは しぇ けしくけゃっく 
こさうくちうこ くぇ ゃしっおう. ╆ぇとけすけ 
けす こさぇゃうかぇすぇ いぇゃうしう くっ しぇきけ 
っそっおすうゃくけしすすぇ けす すさせょぇ, ぇ う 
あうゃけすなす. „╁しうつおう しなしすぇゃおう 
くぇ ぉぇさせすぇ しっ ういしかっょゃぇす. ┿おけ 
くっ けすゅけゃぇさはす くぇ しすぇくょぇさすうすっ 
– こけ くはおけかおけ こなすう. ╃けおぇすけ しっ 
こけしすうゅくっ おぇつっしすゃけすけ, おけっすけ っ 

くせあくけ. ‶けかいゃぇきっ こさっょこぇいくう 
しさっょしすゃぇ, すさはぉゃぇ ょぇ しっ さぇぉけ-
すう ゃくうきぇすっかくけ“, すぇおぇ し こさけし-
すう ょせきう 》さうしすうくぇ けぉはしくはゃぇ 
しゃけうすっ こさけそっしうけくぇかくう ぇく-
ゅぇあうきっくすう. 〈は しっ つせゃしすゃぇ けす-

かうつくけ くぇ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ 
くっ しぇきけ いぇさぇょう せょけゃけかしすゃうっ-
すけ ょぇ さぇぉけすう し おけかっあおうすっ, ぇ う 
こさっょう ゃしうつおけ: いぇとけすけ っ こさけ-
そっしうけくぇかっく たうきうお. ] ょうこかけ-
きぇ けす 》うきうつっしおうは すったくうおせき ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 》さうしすうくぇ ╁なか-
おけゃぇ いくぇっ いぇ おぇおゃけ うょっ さっつ ゃ 
すけゃぇ しっさうけいくけ こさけういゃけょしすゃけ. 
′っとけ こけゃっつっ – すせお すは くぇきう-
さぇ う ょけぉさぇ こっさしこっおすうゃぇ いぇ 
さぇいゃうすうっすけ しう ゃ こさけそっしうはすぇ. 
╁すけさぇ ゅけょうくぇ せつう いぇょけつくけ 
けさゅぇくうつくぇ たうきうは う たうきうつくう 
すったくけかけゅうう ゃ ╀せさゅぇしおうは せくう-
ゃっさしうすっす. ╃ぇ! – くぇきうさぇ ゃさっ-
きっ う いぇ すけゃぇ. ╃ゃっすっ しっょきうちう 
ゃ ╀せさゅぇし いぇ くっは しぇ ... けすくけゃけ 
せょけゃけかしすゃうっ けす あうゃけすぇ. ]さっ-
とう し たけさぇ, し ょうくぇきうおぇすぇ くぇ 
ゅけかっきうは ゅさぇょ... ╆ぇょけつくぇすぇ 
しすせょっくすおぇ, かぇぉけさぇくすなす ゃ さぇ-
ぉけすぇすぇ し ゃいさうゃくう ゃっとっしすゃぇ う 
きぇすっさうぇかう けぉぇつっ くうおぇお くっ しっ 
さぇょゃぇ くぇ すけゃぇ, おけっすけ くぇぉかの-
ょぇゃぇ ょぇ しっ しかせつゃぇ ゃ さけょくけすけ 
ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ. „′はおけう 
けす おけかっゅうすっ-しすせょっくすう ういけぉ-
とけ くっ いくぇはす いぇ おぇおゃけ しすぇゃぇ 
ゃなこさけし, くはきぇす きけすうゃぇちうは, 
くはきぇす いくぇくうは, うょゃぇす いぇさぇょう 
しぇきけすけ しすせょっくしすゃけ う さぇいつう-
すぇす くぇ つせょけ うかう こさっこうしゃぇ-
くっ...!“ ╂させこぇすぇ くぇ 》さうしすうくぇ っ 
っょゃぇ けす 5 ょせてう, くけ ゃっつっ しぇ 
けしすぇくぇかう しぇきけ すさうきぇ... ]すせ-
ょっくすしすゃぇくっすけ しなし しっきっえしすゃけ 
う ょっちぇ くっ っ かっしくぇ さぇぉけすぇ, 
こさういくぇゃぇ いぇょけつくうつおぇすぇ. ╇ 
けちっくはゃぇ こけきけとすぇ くぇ しなこさせゅぇ 
しう う しゃっおなさゃぇすぇ. ‶けゃっつっ けす 
ょゃっ しっょきうちう いぇ くっは っ きなおぇ 
ょぇ ぉなょっ ういゃなく しっきっえしすゃけすけ. 
′っ っ かっおけ う ょぇ しっ つっすっ う せつう 
ゃっつっさ, くけ 》さうしすうくぇ っ さってうかぇ 
ょぇ ょけゃっょっ くっとぇすぇ ょけ おさぇえ. 
¨こうすゃぇ しっ ょぇ こさうっきぇ くっとぇすぇ 
ゃうくぇゅう しこけおけえくけ, しうゅせさくけ すせお 
はゃくけ こけきぇゅぇす う いぇくうきぇくうはすぇ 
し えけゅぇ う こうかぇすっし. ‶けきぇゅぇす う 

おけかっゅうすっ: “′うっ しきっ きぇかなお 
おけかっおすうゃ – おぇすけ しっきっえしすゃけ“. 
》さうしすうくぇ しっ さぇょゃぇ, つっ ゃ すけゃぇ 
きぇかおけ しっきっえしすゃけ うきぇ くっ しぇきけ 
ょけぉさう おけかっゅう, くけ う うしすうくしおう 
こさうはすっかおう. ‶け-ゃないさぇしすくうすっ 
おけかっあおう は „いぇおぇつぇす“, つっ うき 
っ くっとけ おぇすけ すぇかうしきぇく, ゃしっ 
ういきうしかは さぇいくう とせさけすうう, いぇ 
ょぇ ゅう さぇいしきっっ こさっい ゃさっきっすけ 
くぇ 7-つぇしけゃうは さぇぉけすっく ょっく. 
¨しっきすっ あっくう こさう くぇつぇかくう-
おぇ ]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ しう うきぇす 
しゃけは ぇすきけしそっさぇ, しゃけえ ょせた, 
けこうす う こさぇゃうかぇ いぇ さぇぉけすぇ, 
おけうすけ しすけはす くぇょ ゃしうつおけ. [ぇい-
かうおぇすぇ きっあょせ こさっょう う しっゅぇ, 
おぇおすけ う ょさせゅぇょっ ゃ „┿さしっくぇか“, 
っ ゃ すけゃぇ, つっ こっさしけくぇかなす しっ 
っ くぇせつうか ょぇ ぉなょっ ゃないきけあくけ 
ゃ くぇえ-こなかくぇ しすっこっく ゃいぇうきけ-
いぇきっくはっき. ╁しっおう すさはぉゃぇ ょぇ 
きけあっ こけつすう ゃしうつおけ. ╃っしっすおう 
しぇ さぇぉけすうかう すせお こさっょう, こさっい 
ゅけょうくうすっ しぇ きうくぇかう しすけすうちう. 
》さうしすうくぇ さぇいぉうさぇ すけゃぇ う せしっ-
とぇ うしすうくしおぇすぇ ゃさないおぇ きっあょせ 
さぇぉけすうかうすっ すせお, こけ ゃさっきっ 

くぇ 80-ゅけょうてくうは さけあょっく ょっく 
くぇ かぇぉけさぇすけさうはすぇ, こさぇいくせ-
ゃぇく こさっょう きっしっちう. [ぇいかうおぇ-
すぇ きっあょせ こさっょう う しっゅぇ っ う ゃ 
こさけきはくぇすぇ くぇ けぉけさせょゃぇくっすけ. 
╋ぇおぇさ う こけしすっこっくくけ, すけゃぇ しっ 
しかせつゃぇ, けすつうすぇ きかぇょうはす かぇ-
ぉけさぇくす, いぇしかせあうか きはしすけ しさっょ 
ぇさしっくぇかしおうすっ こなさゃっくちう. 
╁しなとくけしす, 》さうしすうくぇ こさういくぇ-
ゃぇ, つっ こさうしなしすゃうっすけ ゃ ┿かっはすぇ 
くぇ しかぇゃぇすぇ ょけしすぇ は こさうすっしくは-
ゃぇ. ¨しけぉっくけ – ゃ くぇつぇかけすけ. 
╁ あうゃけすぇ くぇゃなく けぉぇつっ は こさう-

すっしくはゃぇす  ょぇかっつ こけ-しすさぇてくう 
くっとぇ. ¨しけぉっくけ – ぇゅさっしうはすぇ 
しさっょ ょっちぇすぇ, おけはすけ こけしすけはく-
くけ さぇしすっ う ゃっつっ いぇしすさぇてぇ-
ゃぇ いょさぇゃっすけ う  あうゃけすぇ うき. 
》さうしすうくぇ いくぇっ, つっ ゃ せつうかうとっ 
っ すぇおぇ, しすさぇょぇ けす すけゃぇ.  ╇ すけゃぇ 
っ こさうつうくぇすぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ 
ょぇ けこうすゃぇす ょぇ ゃないこうすぇゃぇす ょっ-
ちぇすぇ しう: ょぇ ゅう いぇくうきぇゃぇす しなし 
しこけさす, ょぇ ゅう ゃけょはす くぇ すっぇすなさ, 
ょぇ ゅう しなぉうさぇす いぇっょくけ し こさうは-
すっかしおう しっきっえしすゃぇ いぇ ういかっすう, 
こうおくうちう う うゅさぇ. 》さうしすうくぇ しっ 
さぇょゃぇ, つっ きけきつっすぇすぇ ゃおなとう 
すなさしはす ういはゃぇすぇ, うくすっさっしせゃぇす 
しっ けす おせかすせさくうは あうゃけす ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお う うしおぇす ょぇ せつぇしすゃぇす 
ゃ くっゅけ. ╋かぇょうすっ しっきっえしすゃぇ 
おさぇえ しっき. ╁なかおけゃう しなとけ いぇ-
くうきぇゃぇす ょっちぇすぇ しう しなし しこけさす: 
たせょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇしすうおぇ, 
すぇっおせけくょけ...
》さうしすうくぇ う ′うおけかぇえ しぇ ゅかぇ-

しせゃぇかう ゃ くっょっかは. ]っきっえしすゃぇ 
けす すはたくぇすぇ おけきこぇくうは しっ うく-
すっさっしせゃぇす けす すけゃぇ - おぇおゃけ 
しっ しかせつゃぇ くぇけおけかけ. ╇しおぇす ょぇ 

あうゃっはす ゃ ╀なかゅぇさうは. ╇しおぇす, 
くけ う 》さうしすうくぇ う ′うおけかぇえ ゃしっ 
こけゃっつっ しっ いぇきうしかはす: とっ しっ 
けこさぇゃはす かう くっとぇすぇ すせお, ょけ-
おぇすけ ょっちぇすぇ うき こけさぇしくぇす. ′ぇ-
ょはゃぇす しっ, ょぇゃぇす しゃけは こさうくけし 
いぇ すけゃぇ. ╇しおぇす  ょぇ うきぇ こけゃっつっ 
おぇすけ すはた – とぇしすかうゃう きかぇょう 
たけさぇ し さぇぉけすぇ, おけはすけ うき たぇ-
さっしゃぇ, いょさぇゃう う かのぉけいくぇすっか-
くう ょっちぇ, しすぇぉうかくう しっきっえしすゃぇ 
う きくけゅけ うしすうくしおう こさうはすっかう. 
] っょくぇ ょせきぇ: ¨ぉうつ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

╅うゃう う いょさぇゃう, ょなかゅけかっすくう う とぇしすかうゃう! 
[ぇょけしす ゃ ょけきけゃっすっ ゃう う しこけおけえしすゃうっ いぇ たかはぉぇ くぇ 

しっきっえしすゃぇすぇ う ょっちぇすぇ ゃう! 
] くぇょっあょぇ いぇ くけゃう ゃなさたけゃっ! 

 ‶さっょしっょぇすっか - ┿すぇくぇし ╀けいけゃ
]╉ くぇ ╉′]╀ 

 ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ
 ‶さっょしっょぇすっか 《]¨ ╉〈 „‶けょおさっこぇ”

„┿さしっくぇか” ┿╃

すけ くけゃけ けぉけさせょゃぇくっ, ゃ すけゃぇ 
つうしかけ う くけゃけ おせたくっくしおけ けぉけ
させょゃぇくっ う くぇえ-しなゃさっきっくくう 

きぇてうくう くぇ そうさきぇすぇ „╄かっお
すさけかせおし”, とっ ょぇょぇす ゃない
きけあくけしす おせたくはすぇ くぇ しすけかぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” ょぇ さぇぉけすう おぇすけ 
おせたくは-きぇえおぇ, し ゃないきけあくけしす 
いぇ おっすなさうくゅけゃぇ ょっえくけしす. 
╋くけゅけ しきっ とぇしすかうゃう う ょけ

ゃけかくう けす すぇいう しけちうぇかくぇ こさう

ょけぉうゃおぇ, おけはすけ っ こさうょけぉうゃ
おぇ いぇ ゃしうつおう ぇさしっくぇかちう, くっ 
しぇきけ いぇ くぇし, さぇぉけすっとうすっ ゃ 
„]すけかけゃけ たさぇくっくっ”, すなえ おぇすけ 
し くけゃうすっ ゃないきけあくけしすう しかっょ 
さっきけくすぇ う し ょけしすぇゃっくけすけ 
けぉけさせょゃぇくっ とっ しきっ ゃ しなし
すけはくうっ ょぇ こさっょけしすぇゃはきっ う 
ういくっしっくけ たさぇくっくっ こけ きっしすぇ, 
いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ, さなおけゃけょうすっか 
くぇ  „]すけかけゃけ たさぇくっくっ” ゃ „┿さ
しっくぇか”. 
] くけゃけすけ おせたくっくしおけ けぉけ

させょゃぇくっ とっょさぇすぇ そぇくすぇいうは 
う しさなつくうすっ さなちっ くぇ ぇさしっくぇか
しおうすっ ゅけすゃぇつう う おせかうくぇさう とっ 
うきぇす けとっ こけ-てうさけおけ こけかっ いぇ 
ういはゃぇ う ょっきけくしすさぇちうは くぇ おせ
かうくぇさくけ きぇえしすけさしすゃけ. ′けゃぇ 
ょけゅさぇきぇ, くけゃう きっぉっかう,  ちは
かけしすくけ しぇくうさぇくっ くぇ しゅさぇょぇすぇ 
しぇ ょさせゅう ょっえくけしすう, ういゃなさ
てっくう ゃ さぇきおうすっ くぇ さっきけくすぇ, 
そうくぇくしうさぇく けす „┿さしっくぇか”. 
╀かういけ 40 ゅけょうくう こけしすさけ

っくぇすぇ ゃ しさっょぇすぇ くぇ 40-すっ ゅけ
ょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお しゅさぇょぇ, 
ゃ おけはすけ しっゅぇ しっ こけきっとぇゃぇ 
ちっくすさぇかくうはす しすけか くぇ „┿さしっ
くぇか” くっ っ ぉうかぇ さっきけくすうさぇくぇ 
けしくけゃくけ. ′ぇこさぇゃっくけすけ しっゅぇ 

こけ くっは っ ぉっい ぇくぇかけゅ いぇ ゃしうつおう
すっ ゅけょうくう けす しなとっしすゃせゃぇくっすけ 
くぇ しすけかぇ.  
╉なき きけきっくすぇ ぉさけはす くぇ さぇぉけ

すっとうすっ ゃ しすけかぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
けしすぇゃぇ ぉっい こさけきはくぇ, くけ しこけさっょ 
╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ くけゃうすっ ょっえくけし
すう  う いぇょぇつう, おけうすけ とっ ういこなか
くはゃぇす すは う おけかっゅうすっ え, ぉっいしこけさ
くけ とっ くぇかけあう う せゃっかうつっくうっ くぇ 
つうしかっくうは しなしすぇゃ くぇ おけかっおすうゃぇ. 
╆ぇ こさぇいくうおぇ くぇ そうさきぇすぇ すは 

う おけかっゅうすっ え ぉせょせゃぇたぇ こけゃっつっ 
けす ょっくけくけとうっ, いぇ ょぇ こさうゅけすゃはす 
おせかうくぇさくう ういくっくぇょう いぇ ゃしうつおう 
ぇさしっくぇかちう. ]さっょ こさっょういゃうおぇ
すっかしすゃぇすぇ うき いぇ すけいう こさぇいくうお っ 
う しこっちうぇかくぇすぇ おせさぇぉうは し ぉさぇく
ょぇ くぇ ”┿さしっくぇか” す. くぇさ. „のぉう
かっえおぇ”. 
╇いおかのつうすっかくけすけ しう きぇえしすけさ

しすゃけ う こさけそっしうけくぇかういなき っおう
こなす くぇ ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ ょっきけく
しすさうさぇ う こさう こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ 
しこっちうぇかくぇすぇ こさぇいくうつくぇ すさぇ
こっいぇ – おっすなさうくゅ いぇ しさっとぇすぇ くぇ 
すぇいゅけょうてくうすっ ぇさしっくぇかしおう こなさ
ゃっくちう ゃ すさせょぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ  
くぇ そうさきぇすぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

]かっょ さっきけくす, こさけょなか
あうか 4 きっしっちぇ, ぉっ けす

おさうすぇ くぇこなかくけ けぉくけゃっくぇすぇ 
う けぉけさせょゃぇくぇ し くぇえ-きけ
ょっさくぇすぇ きっょうちうくしおぇ ぇこぇ
さぇすせさぇ けぉとうくしおぇ ぉけかくうちぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは – ╋╀┿╊ „╃-さ 
》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう“ ╄¨¨╃ 
– ╉ぇいぇくかなお.
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ 2 こさけっお

すぇ こけ っゃさけこっえしおう こさけゅさぇ
きう くぇ しすけえくけしす くぇょ 7 きかく. 
かっゃぇ いぇ 3 ゅけょうくう けぉとうく
しおぇすぇ ぉけかくうちぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
っ けぉくけゃっくぇ ういちはかけ: さっきけく
すうさぇくう しぇ ういおかのつうすっかくけ 
ゃぇあくう ぉけかくうつくう けすょっかっくうは 
う しぇ けぉけさせょゃぇくう し ういおかの
つうすっかくけ ゃうしけおけおぇつっしすゃっくぇ 
しなゃさっきっくくぇ きっょうちうくしおぇ 
すったくうおぇ. ]かっょ さっきけくすぇ  いぇ 
こなさゃう こなす ぉけかくうちぇすぇ さぇい
こけかぇゅぇ う し 16-しかぇえすけゃ しおっ
くっさ.
╁すけさうはす こさけっおす, さっぇかう

いうさぇく ゃ ╋くけゅけこさけそうかくぇすぇ 
ぉけかくうちぇ, っ いぇ っくっさゅうえくぇ 

っそっおすうゃくけしす.
╉ぇいぇくかなておぇすぇ ぉけかくうちぇ 

っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ けぉとうくしおぇ 
ぉけかくうちぇ ゃ しすさぇくぇすぇ, すは けぉ
しかせあゃぇ くぇょ 120-たうかはょくけすけ 
くぇしっかっくうっ  けす 5 けぉとうくう. 
╂けょうてくけ こさっい ぉけかくうちぇすぇ 

こさっきうくぇゃぇす ぉかういけ 13 000 
こぇちうっくすう.

   „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
           

 さけあょっくうちう けす „┿さしっ
くぇか” こさうっきぇす こけいょさぇゃう いぇ
っょくけ し ちっかうは しなしすぇゃ くぇ そうさ
きぇすぇ, すなえ おぇすけ しぇ さけょっくう ゃ  
こさぇいくうつくうは いぇ „┿さしっくぇか” ょっく 
-10-すう けおすけきゃさう. 
„╃ゃけえくうはす” こさぇいくうお っ しこけ

ょっかっく けす 11 あっくう う 8 きなあっ, 
つぇしす けす しなしすぇゃぇ くぇ けさなあっえ

くうちぇすぇ, しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” ‶っくおけ 〈けすっゃ, くぇ
つぇかくうお 
„╊うつっく しなしすぇゃ” くぇ そうさきぇ

すぇ. ‶け ょせきうすっ きせ, いぇこぇいゃぇ しっ 
すっくょっくちうはすぇ, きぇおぇさ う しうかくけ 
しくうあっくぇ, あっくうすっ, さぇぉけすっとう 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, ょぇ しぇ こけゃっつっ けす 
きなあっすっ. ╁ きけきっくすぇ こさっょしすぇ
ゃうすっかおうすっ くぇ くっあくうは こけか しぇ 
2 665, ぇ きなあっすっ 2 592.  
5 257 しぇ  さぇぉけすっとうすっ ゃ きけ

きっくすぇ ゃ  „┿さしっくぇか”, おぇすけ すった
くうはす ぉさけえ とっ さぇしすっ こさっょゃうょ 
くせあょうすっ くぇ ょさせあっしすゃけすけ けす 

くけゃう さぇぉけすくうちう くぇ ぉぇいぇ 
しおかのつっくう くけゃう ょけゅけゃけさう. 
¨つぇおゃぇくうはすぇ しぇ, つっ つうしかっ
くうはす しなしすぇゃ くぇ そうさきぇすぇ とっ 
くぇさぇしくっ し ぉかういけ 1200 ょせてう 
ゃ しかっょゃぇとうすっ くはおけかおけ きっ
しっちぇ う とっ しっ ゃなさくっ ょけ くうゃぇ 
けす こさっょたけょくう ょけぉさう ゅけょうくう 
いぇ こさっょこさうはすうっすけ. 

╃ゃぇきぇ しぇ ゃっすっさぇくうすっ こけ 
ゃないさぇしす ゃ „┿さしっくぇか”, こさう 
すけゃぇ さけょっくう くぇ っょくぇ う しなとぇ 
ょぇすぇ, ゃ っょくぇ う しなとぇ ゅけょうくぇ 
– 1940.  〈けゃぇ しぇ ょなかゅけゅけ
ょうてくうはす けさなあっっく すったくけかけゅ, 
ぇ ゃ きけきっくすぇ すったくけかけゅ ゃ ╆ぇ
ゃけょ 5/ 600 ]すけえけ ‶っすさけゃ う 
けたさぇくうすっかはす ╁ぇしうか ╋うくおけゃ.
„┿さしっくぇか” っ ょけき う くぇ さぇ

ぉけすくうおぇ し くぇえ-ょなかなゅ すさせょけゃ 
しすぇあ ゃ ゅさぇょぇ - 52 ゅけょうくう, 
けす おけうすけ 50 こけしゃっすっくう くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ. 〈けゃぇ っ ′っえ
おけ ╋うたぇかっゃ, さなおけゃけょうすっか 

„‶さけういゃけょしすゃっくけ-ょうしこっつっさ
しおう けすょっか” ゃ ╆ぇゃけょ 1. 
′ぇえ-きかぇょうはす ぇさしっくぇかっち っ 

18-ゅけょうてくぇすぇ ╃っくおぇ ╉さぇしうきう
さけゃぇ, さぇぉけすくうつおぇ ゃ ╆ぇゃけょ 4.  
╁ しすぇすうしすうおぇすぇ くぇ „╊うつっく 

しなしすぇゃ” しっ こぇいう う ょさせゅぇ うくすっ
さっしくぇ う ちっくくぇ うくそけさきぇちうは 
いぇ こさけそっしううすっ ゃなゃ そうさきぇ
すぇ. ¨おぇいゃぇ しっ, つっ „┿さしっくぇか” 
っ しゃけっけぉさぇいっく さっおけさょぬけさ 
こけ ぉさけえ う さぇいくけけぉさぇいうっ くぇ 
こさけそっしううすっ, おけうすけ うきぇ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ: 431 しぇ さぇいかうつくうすっ 
こさけそっしうう う しこっちうぇかくけしすう, 
せこさぇあくはゃぇくう けす おけかっおすうゃぇ 
くぇ そうさきぇすぇ, おぇすけ しさっょ すはた 
っ う っょくぇ けす くぇえ-さっょおうすっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ - きぇてうくっく けこっさぇ
すけさ くぇ きっすぇかけけぉさぇぉけすゃぇとう 
きぇてうくう – SMK. 〈けゃぇ っ けゅさけ
きくぇ こさっしぇ いぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ 
ちっゃう. „┿さしっくぇか” さぇいこけかぇゅぇ 
し っょくぇ すぇおぇゃぇ きぇてうくぇ, ぇ たけ
さぇすぇ, おけうすけ さぇぉけすはす くぇ くっは, 
しぇ ういおかのつうすっかくけ ちっくくう う 
さはょおけ くぇきうさぇとう しっ しこっちうぇ
かうしすう. 
550 しぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ きけ

きっくすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ うくあっ
くっさう, けしすぇくぇかぇすぇ つぇしす けす 
こっさしけくぇかぇ っ し ょさせゅけ ゃうしてっ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, おぇおすけ う しなし 
しさっょくけ すったくうつっしおけ, しさっょ
くけ こさけそっしうけくぇかくけ う しさっょ
くけ けぉとけ けぉさぇいけゃぇくうっ. ╁しっ 
こけゃっつっ くぇきぇかはゃぇ ぉさけはす くぇ 
いぇっすうすっ し けしくけゃくけ けぉさぇいけゃぇ
くうっ. 『っかすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ そうさきぇすぇ っ つさっい こさうかぇゅぇ
くっ くぇ さぇいかうつくう けぉせつうすっかくう 
こさけゅさぇきう, こさっおゃぇかうそうおぇ
ちうけくくう おせさしけゃっ う きけょせかう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
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ょぇ さぇぉけすはす おゃぇかうそうちうさぇくう 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう, し 
こけょたけょはとけ う ょけしすぇすなつくけ さっし
こっおすうさぇとけ けぉさぇいけゃぇくうっ いぇ 
いぇっきぇくぇすぇ ょかなあくけしす.  
‶なしすさぇ っ こぇかうすさぇすぇ う くぇ 

うきっくぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかちう. 
′ぇえ-きくけゅけ さぇぉけすっとう きなあっ ゃ 

けさなあっえくうちぇすぇ くけしはす うきっくぇすぇ 
╇ゃぇく う ╃うきうすなさ, こさう あっくうすっ 
すっくょっくちうはすぇ っ くっけすきっくうきぇ けす 
ょっしっすうかっすうは: くぇえ- きくけゅけ しぇ 
╋ぇさううすっ う すったくうすっ こさけういゃけょ
くう くぇ うきっすけ. ]さっとぇす しっ けぉぇつっ 
う せくうおぇかくう う うくすっさっしくう うきっ
くぇ おぇすけ: ╁っくうゃっか, ‶さうかっこ, 
╇さうし, ╃さうし   /こけしかっょくうすっ ょゃぇ
きぇ しぇ ぉぇとぇ う しうく/, ╋せしぇえぉっ, 
╊っくうく う ょさ. 
〈ぇいゅけょうてくうはす しう のぉうかっっく 

こさぇいくうお „┿さしっくぇか” こけしさっとぇ う 
し ょさせゅぇ さぇょけしすくぇ しすぇすうしすうおぇ: 
ょけ きけきっくすぇ さけょっくうすっ ぇさしっ
くぇかしおう ぉっぉっすぇ けす きぇえおう, さぇ
ぉけすっとう ゃなゃ そうさきぇすぇ, しぇ 100. 
]なし しうゅせさくけしす くけゃうすっ ゅさぇあ

ょぇくう くぇ けぉとうくぇすぇ けす すぇいう ゅけ
ょうくぇ しぇ こけゃっつっ,  おぇすっゅけさうつくう 
しぇ けす „╊うつっく しなしすぇゃ” し せゅけゃけさ
おぇすぇ, つっ すけゃぇ しぇ ょぇくくう しぇきけ いぇ 
ぇさしっくぇかおう, おけうすけ しぇ ゃ けすこせしお 
こけ きぇえつうくしすゃけ ゃ きけきっくすぇ. ╀っ
ぉっすぇすぇ し ぇさしっくぇかしおう すぇすおけゃちう 
くっ ゃかういぇす ゃ すぇいう しすぇすうしすうおぇ. 
╁なこさっおう つっ くっ ゃけょはす けそう

ちうぇかくぇ しすぇすうしすうおぇ くぇ ぇさしっ
くぇかしおうすっ ゃっくつぇゃおう, けす けすょっかぇ 
くぇ ‶っくおけ 〈けすっゃ すゃなさょはす, つっ 
ょっしっすおう しぇ う ぇさしっくぇかしおうすっ 
しゃぇすぉう, さぇょゃぇかう おけかっおすうゃぇ こけ 
ちったけゃっ う いぇゃけょう こさっい くぇしすけ
はとぇすぇ ゅけょうくぇ.                                                  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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〉けさそしあこ ¨いとのかう: 
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

『╅╆《【¨〈 】》《『¨【《... ′╅ 『╅′╇¨【¨╊【《 〉╅ ‒¨『〈╅【╅
′ぇょっあょぇすぇ っ, つっ こさっい すけいう 

こっさうけょ くうっ とっ しおかのつうき う 
くけゃう ょけゅけゃけさう. ╃けしっゅぇてくけ
すけ おけかっぉかうゃけ さぇいゃうすうっ くぇ 
„┿さしっくぇか” ゃ こけしかっょくうすっ ゅけ
ょうくう, けしけぉっくけ ゃ こけしかっょくうすっ 
25 ゅけょうくう – くぇゅけさっ-くぇょけかせ, 
ゃ おけうすけ くぇいくぇつぇゃぇたきっ たけさぇ, 
こけしかっ しっ くぇかぇゅぇてっ ょぇ けしゃけ
ぉけあょぇゃぇきっ たけさぇ - っょくう ゃしっ 
すさせょくう せこさぇゃかっくしおう さってっ
くうは… すけゃぇ すさせょくけ ゃさっきっ, 
きうしかは, つっ ゃっつっ っ ゃ うしすけさう
はすぇ. ¨す くはおけかおけ きっしっちぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” ゃっつっ くぇいくぇつぇ
ゃぇきっ  ょっしっすおう  たけさぇ, おぇすけ 
くけゃうすっ さぇぉけすくう きっしすぇ, おけう
すけ さぇいおさうゃぇきっ, とっ しぇ くぇょ 
1000. ′ぇょはゃぇきっ しっ, つっ ゃ こけ-

ょぇかっつっく こかぇく „┿さしっくぇか” とっ 
さぇぉけすう ういおかのつうすっかくけ こけか
いけすゃけさくけ う しすぇぉうかくけ いぇ けぉ
とけすけ ぉかぇゅけ くぇ たけさぇすぇ くぇ ゃなゃ  
そうさきぇすぇ, くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 】っ うきぇ 
さぇぉけすぇ, とっ うきぇ いぇこかぇすう, とっ 
うきぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ ぉかぇゅけ
しなしすけはくうっすけ くぇ たけさぇすぇ. ′っ
とぇすぇ とっ ゃなさゃはす くぇ ょけぉさっ. 
〈せお うしおぇき ょぇ おぇあぇ けとっ 

くっとけ: ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
くぇてうは こさぇいくうお, こけくっあっ 
„┿さしっくぇか” くっ  っ ゃしすさぇくう けす 
けぉとうくぇすぇ, ぇ つぇしす けす くっは, いぇ 
くぇてぇ けぉとぇ さぇょけしす ゃっつっ しぇ 
ゃうょうきう ょけぉさうすっ こかけょけゃっ けす 
けぉとけすけ くう しなすさせょくうつっしす
ゃけ - きっあょせ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか”う すけゃぇ くぇ けぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╇ すけゃぇ しな
すさせょくうつっしすゃけ けすくけゃけ っ ゃ 
こけかいぇ くぇ しぇきうすっ さぇぉけすくうちう 
う しかせあうすっかう. ′ぇ ゃしうつおう. 
╋うしかは, つっ しゃけはすぇ こけかけあう
すっかくぇ  さけかは ういうゅさぇゃぇ う そぇ
おすなす, つっ ぇい, おぇすけ しないょぇすっか 
くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ
いぇくかなお” ゃ きっしすくうは ¨ぉとうく
しおう しなゃっす, うきぇき こさうくけし ゃ 
くっゅけ ょぇ こけこぇょくぇす さぇいせきくう 
たけさぇ, きうかっっとう いぇ きはしすけすけ, 
ゃ おけっすけ さぇぉけすはす う あうゃっはす, 
こさけそっしうけくぇかうしすう しなし しけ
ちうぇかくぇ つせゃしすゃうすっかくけしす う 
けすくけてっくうっ おなき こさけぉかっきう
すっ くぇ たけさぇすぇ. ╁しうつおけ すけゃぇ 
しなとけ ょぇゃぇ しゃけっすけ けすさぇあっ
くうっ, しゃけはすぇ こけかけあうすっかくぇ 
さけかは いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ ゅさぇょぇ 
う けぉとうくぇすぇ. ╆ぇ すけゃぇ  - すせお 
ょぇ しっ しかせつゃぇす ょけぉさう くっとぇ. 

╉ぇお くぇかうつうっすけ くぇ 
くけゃう ょけゅけゃけさう  しっ けす
さぇいはゃぇ くぇ しけちうぇかくぇ

すぇ こけかうすうおぇ いぇ さぇぉけ
すっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ? 

- ‶け きくけゅけ くぇつうくう, こさけゃっ
さっくう  し ょけぉさうすっ こさぇおすうおう ゃ 
ゅけょうくうすっ. ╆ぇこけつくぇたきっ けすくけ
ゃけ ういこかぇとぇくっすけ くぇ ゃぇせつっさう 
いぇ たさぇくぇ, す. くぇさ. しけちうぇかくう 
ゃぇせつっさう. ¨す ぇゃゅせしす ゃしっおう 
さぇぉけすっと ゃ „┿さしっくぇか” こけ
かせつぇゃぇ きっしっつっく ゃぇせつっさ いぇ 
たさぇくぇ くぇ しすけえくけしす 40 かっゃぇ. 
] すっいう ゃぇせつっさう ぇさしっくぇかちう 
うきぇす こさぇゃけ う ゃないきけあくけしす 
ょぇ こぇいぇさせゃぇす ゃ くぇょ 400 
さぇいかうつくう すなさゅけゃしおう けぉっお
すぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ  くぇ さぇ
えけくぇ. ┿きぉうちうはすぇ くう っ すけゃぇ 
ういこかぇとぇくっ くぇ ゃぇせつっさう ょぇ 

こさけょなかあう, けとっ こけゃっつっ, つっ 
すけ くぇ こさぇおすうおぇ こさっょしすぇゃかは
ゃぇ せゃっかうつっくうっ くぇ いぇこかぇすぇすぇ 
くぇ ゃしっおう っょうく くぇて しかせあう
すっか うかう さぇぉけすくうお し 40 かっゃぇ. 
¨しゃっく すけゃぇ, しつうすぇくけ けす 1-ゃう 
しっこすっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ, しなき 
さぇいこけさっょうか ょぇ しっ せゃっかうつぇす 
し 20% いぇこかぇすうすっ くぇ うくあっ
くっさくけ- すったくうつっしおうは こっさしけ
くぇか う くぇ しかせあうすっかうすっ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ う すけゃぇ せゃっかうつっくうっ 
とっ しっ せしっすう けとっ こさっい けお
すけきゃさう. ╁っつっ しっ さぇぉけすう こけ 
おけくおさっすうおぇすぇ くぇ すけゃぇ せゃっ
かうつっくうっ いぇ ゃしっおう っょうく しかせ
あうすっか. 〈けゃぇ せゃっかうつっくうっ くぇ 
こさぇおすうおぇ いぇしはゅぇ くぇょ 40% 
けす さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇ
すぇ, おけっすけ くうおぇお くっ っ きぇかおけ. 

╁ きけきっくすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
うきぇ こけさなつおう う さぇぉけすぇ 
いぇ たけさぇすぇ, くけ くっ っ すぇえくぇ 
う つっ さなおけゃけょくうはす っおうこ 
うきぇ しっさうけいくう こさけぉかっきう 
こけ けすくけてっくうっ くぇきうさぇ
くっすけ くぇ こけょたけょはとう たけさぇ 
いぇ しなけすゃっすくぇすぇ さぇぉけすぇ. 
‶さけぉかっきなす  し ょっそうちうすぇ 
くぇ こけょゅけすゃっくう いぇ さぇぉけ
すぇ ゃ „┿さしっくぇか” おぇょさう っ 
けす ゅけょうくう. ╉ぇおゃけ こさっょ
こさうっきぇすっ こけ ゃなこさけしぇ? 

- ‶なさゃけ, いぇ さぇぉけすくうちうすっ, 
おけうすけ しぇ けす ょさせゅう くぇしっかっくう 
きっしすぇ う しぇ つぇしす けす おけかっお
すうゃぇ くぇ そうさきぇすぇ う さぇぉけ
すはす くぇ ょゃせしきっくっく さっあうき, 
しきっ けしうゅせさうかう ぉっいこかぇすっく 
すさぇくしこけさす, おけえすけ ょぇ ゅう うい
ゃけいゃぇ けす くぇしっかっくけすけ きはしすけ, 
ゃ おけっすけ あうゃっはす, ょけ しなけすゃっす
くうすっ いぇゃけょう. ‶さっょう くっ ぉってっ 
すぇおぇ, ゃしっおう しぇき しっ ゅさうあってっ 

いぇ すさぇくしこけさすぇ しう. ╁ きけきっくすぇ 
けしうゅせさはゃぇきっ ぇゃすけぉせしう いぇ たけ
さぇすぇ けす う いぇ ╋なゅかうあ, ╉さなく, 
╀せいけゃゅさぇょ, 》ぇょあう ╃うきうすさけ
ゃけ, 【っえくけゃけ, ¨ゃけとくうお, 』っさ
ゅぇくけゃけ. ╇きぇきっ  さぇぉけすくうちう う 
けす [けいけゃけ, ╉なくつっゃけ, ╋うかっゃけ, 
╆うきくうちぇ, ぃかうっゃけ, おぇおすけ う 
けす けとっ こけ-けすょぇかっつっくう きっし
すぇ, おけうすけ さぇぉけすはす こさう くぇし, 
くぇ おけうすけ しっゅぇ とっ しっ けこうすぇ
きっ ょぇ けしうゅせさうき すさぇくしこけさす 
いぇ くぇてぇ しきっすおぇ. 〈けゃぇ おぇしぇっ 
さぇぉけすっとうすっ くぇ ょゃっ しきっくう.
╉けかおけすけ ょけ けぉせつっくうすっ たけさぇ, 

おけうすけ ょぇ さぇぉけすはす こさう くぇし, 
すさせょくけ ゅう くぇきうさぇきっ. ¨おぇいゃぇ 
しっ, つっ ゃなこさっおう, つっ しきっ さぇえけく 
し さぇいゃうすけ きぇてうくけしすさけっくっ, ゃ 

おけえすけ しっ すなさしはす すぇおうゃぇ おぇょさう, 
ゃしっ こけ-きぇかおけ ゅう うきぇ, けとっ 
こけゃっつっ ょけぉさっ けぉせつっくう. ╉ぇく
ょうょぇすしすゃぇす いぇ さぇぉけすぇ たけさぇ し 
ゃしはおぇおゃけ ょさせゅけ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
くけ し すったくうつっしおけ くはきぇ. ╆ぇ きっく 
すけゃぇ っ こぇさぇょけおしなす くぇ けぉさぇいけ
ゃぇくうっすけ. ╆ぇすけゃぇ う けす ゅけょうくぇ 
う こけゃっつっ いぇっょくけ し おけかっおすう
ゃぇ くぇ ‶╂ ”╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 
しっ けこうすゃぇきっ ょぇ こさけきっくうき 
くっとぇすぇ. ‶け きけは うくうちうぇすうゃぇ 
う し せしうかうはすぇ くぇ せつうかうとくけ
すけ さなおけゃけょしすゃけ しっ さぇいおさうたぇ 
こぇさぇかっかおう こけ きったぇすさけくうおぇ,  
し くぇょっあょぇすぇ けすすぇき ょぇ うょゃぇす 
ぉなょっとうすっ きかぇょう こけこなかくっくうは 
いぇ さぇぉけすぇ こさう くぇし. ‶さっょけしすぇ
ゃはきっ しなとけ ちはかぇすぇ すったくうつっしおぇ 
ぉぇいぇ くぇ „┿さしっくぇか” いぇ けぉせつっ
くうっ う こさけゃっあょぇくっ くぇ せつっぉくう 
こさぇおすうおう くぇ せつっくうちうすっ けす 
すぇいう しこっちうぇかくけしす. ¨ぉはゃうたきっ 
う しこっちうぇかくぇ しすうこっくょうぇくす
しおぇ こさけゅさぇきぇ いぇ しすせょっくすう ゃ 
〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ 
‶かけゃょうゃ し こさけそうかう, けさうっく
すうさぇくう おなき くぇてっすけ こさけうい
ゃけょしすゃけ, くけ すさせょくけ, きなつくけ 
しすぇゃぇす くっとぇすぇ. 〈せお とっ おぇあぇ, 
つっ ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ ぇい 
う おけかっゅうすっ きう さぇいつうすぇきっ くぇ 
ぇさしっくぇかちう, くぇ しっゅぇてくうすっ しう 
さぇぉけすくうちう, おけうすけ ょぇ きけすうゃう
さぇす ょっちぇすぇ しう ょぇ しっ ゃないこけかい
ゃぇす けす すけゃぇ う おけうすけ ゃ ぉなょっとっ 
ょぇ しすぇくぇす つぇしす けす おけかっおすうゃぇ 
くぇ そうさきぇすぇ. ¨とっ こけゃっつっ, つっ 
っょうく くぇて しすうこっくょうぇくす, こけ
おぇいぇか おぇつっしすゃぇ う あっかぇくうっ 
いぇ さぇぉけすぇ, しなし しうゅせさくけしす っ 
つぇしす けす ぉなょっとうは さなおけゃけょっく 
こっさしけくぇか ゃなゃ そうさきぇすぇ. ′う
おけえ せきっく さなおけゃけょうすっか くっ しっ 
さぇいょっかは し おぇつっしすゃっくうすっ しう 
たけさぇ, くぇこさけすうゃ: こぇいう ゅう う 

しっ しすぇさぇっ すっ ょぇ しっ つせゃしすゃぇす 
ょけぉさっ, いぇ ょぇ さぇぉけすはす けとっ 
こけ-ょけぉさっ. [ぇいぉうさぇ しっ, くはきぇ 
ょぇ おさうは, つっ さぇいつうすぇき くぇ しっ
きっえくぇすぇ くうておぇ う くぇ すさぇょう
ちううすっ, おけうすけ しぇ ゃけょうかう ゃ 
„┿さしっくぇか” ちっかう こけおけかっくうは 
くぇ っょくぇ そぇきうかうは. ′ぇょはゃぇき 
しっ すぇおぇ ょぇ っ う ゃ ぉなょっとっ. 

╉ぇおゃけ くけゃけ こさっょしすけう 
いぇ „┿さしっくぇか”  う くっ
ゅけゃうすっ たけさぇ ょけ しかっょ
ゃぇとうは こさぇいくうお? 

- ╁ きけきっくすぇ さなおけゃけょしすゃけ
すけ  くぇ そうさきぇすぇ, ぇい う おけかっ
ゅうすっ きう, こさぇゃうき けゅさけきくう 
うくゃっしすうちうう いぇ さぇいてうさはゃぇ

くっ くぇ おぇこぇちうすっすぇ, すなえ おぇすけ 
すっいう さぇぉけすくう  きっしすぇ, おけうすけ 
けすゃぇさはきっ う いぇ おけうすけ すなさしうき 
たけさぇ, うきぇきっ あっかぇくうっ ょぇ ゅう 
こさっゃなさくっき ゃ ょけぉさっ けぉけさせょ
ゃぇくう, しなゃさっきっくくう さぇぉけすくう 
きっしすぇ, ゃ くけゃう ちったけゃっ. ╆ぇすけゃぇ 
うくゃっしすうさぇきっ きうかうけくう ゃ しなゃ
しっき くけゃけ, しせこっさ しなゃさっきっくくけ 
けぉけさせょゃぇくっ. ╁っつっ しきっ こかぇ
すうかう くぇょ 20 っょうくうちう はこけく
しおう きぇてうくう, けしくけゃくけ し 『‶〉, 
おけうすけ けつぇおゃぇきっ ょぇ こさうしすうゅ
くぇす しなゃしっき しおけさけ. ╉せこせゃぇきっ 
う けとっ. 〈っいう くけゃう きぇてうくう しぇ 
いぇ いぇゃけょうすっ 4 う 5, ちった 600. 
′ぇ すはた とっ さぇぉけすはす ういおかの
つうすっかくけ おけきこっすっくすくう たけさぇ. 
‶けさなつぇかう しきっ う こさけういゃっあ
ょぇきっ くけゃう ょっしっすおう っょうくうちう 
こさっしけゃけ けぉけさせょゃぇくっ, ゃしうつおけ 
くっけぉたけょうきけ いぇ せゃっかうつっくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ こけ しおかのつっくう
すっ ょけゅけゃけさう. ′ぇえ-さぇょけしすくけ
すけ っ, つっ つぇしす けす くけゃうすっ くう 
ょけゅけゃけさう しぇ いぇ くぇてう しなゃしっき 
くけゃう こさけょせおすう, し おけうすけ ういかは
いけたきっ くぇ こぇいぇさぇ: しなかいけすゃけさ
くう ゅさぇくぇすう, ょうきくう ゅさぇくぇすう 
う ょさ. - すけっしす, さぇぉけすうき きくけ
ゅけ せこけさうすけ う ゃかぇゅぇきっ きくけゅけ 
うくゃっしすうちうう いぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ くぇてっすけ こさけういゃけょしすゃけ, いぇ 
こけょょさなあおぇすぇ きせ くぇ すけゃぇ しゃっ
すけゃくけ くうゃけ, くぇ おけっすけ しきっ ゃ 
きけきっくすぇ. ╆ぇとけすけ „┿さしっくぇか” 
っ きぇさおぇ くぇ しゃっすけゃくけ くうゃけ. 
‶さけょなかあぇゃぇきっ せつぇしすうはすぇ しう 
ゃ くぇえ-ゅけかっきうすっ しゃっすけゃくう うい
かけあっくうは, ういゃっしすくぇ  そうさきぇ 
しきっ ゃ ちっかうは しゃはす. ] さっしこっおす 
う せゃぇあっくうっ しっ けすくぇしはす し くぇし, 
うょゃぇす くう くぇ おさぇおぇ. ╉ぇくはす 
くう くぇ さぇいかうつくう すなさゅけゃしおう 
う ょうこかけきぇすうつっしおう そけさせきう. 

〉しこはゃぇすっ かう ょぇ しっ ゃない
こけかいゃぇすっ けす しうすせぇちうはすぇ 
ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ しっゅぇ, し 
ちっか さぇいてうさはゃぇくっ くぇ こぇ
いぇさうすっ う くけゃう ょけゅけゃけさう? 

- ′うっ ゃうくぇゅう しきっ ぉうかう ゅなゃ
おぇゃう ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ. ╇ すせお 
っ きけきっくすなす ょぇ ういおぇあぇ しこっちう
ぇかくぇすぇ しう ぉかぇゅけょぇさくけしす くぇ 
きっくうょあなさしおうは おけかっおすうゃ, くぇ 
さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, 
くぇ ょうさっおすけさうすっ くぇ けすょっかくうすっ 
いぇゃけょう, くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さ
しっくぇか 2000” いぇ すったくうは せこけさうす 
すさせょ こけ けすくけてっくうっ  しおかのつゃぇ
くっすけ くぇ くけゃう ょけゅけゃけさう う ょけ
ぉさうはす きぇさおっすうくゅ. ]こっちうぇかくぇ 
ぉかぇゅけょぇさくけしす  おなき ちったけゃうすっ 
う こけ-くういけゃうすっ さなおけゃけょうすっかう 
う, さぇいぉうさぇ しっ, くぇおなょっ ぉっい さぇ
ぉけすくうちうすっ: いぇ すったくうは せこけさうす 
すさせょ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ  くぇ おけえ
すけ っ ゃしうつおけ すけゃぇ. ′ぇょはゃぇき しっ 
すぇおぇ ょぇ ぉなょっ う いぇ ゃ ぉなょっとっ, 
いぇとけすけ ょけぉさうすっ さっいせかすぇすう しぇ 
こかけょ くぇ しなゃきっしすくう けぉとう せしう
かうは, くぇ ゅかっょぇくっ ゃ っょくぇ こけ
しけおぇ う こさっしかっょゃぇくっ くぇ っょくぇ 
ちっか: さぇいゃうすうっ くぇ かのぉうきけすけ 
くう, くぇ くぇてっすけ こさっょこさうはすうっ 
う けすすぇき - こけょけぉさはゃぇくっ くぇ 
あうゃけすぇ くう, おぇおすけ くぇ ゃしっおう 
っょうく けす くぇし こけけすょっかくけ, すぇおぇ 
う くぇ ゃしうつおう くう. ┿ こけょけぉさう 
かう しっ くぇてうはす あうゃけす, とっ  あう
ゃっっき う ゃ こけ-ょけぉさぇ けぉとうくぇ.  

… ╇ くぇ こさぇいくうお - おぇすけ くぇ 
こさぇいくうお. ╁ぇてうすっ けつぇおゃぇ
くうは う ╁ぇてうすっ くぇょっあょう?

- ╇しおぇき くぇ こさぇいくうおぇ ょぇ しっ 
こけゃっしっかうき, ょぇ こけつっすっき う けす
ょぇょっき せゃぇあっくうっすけ しう おなき 
こけさっょくぇすぇ くう しかぇゃくぇ ┿さしっ
くぇかしおぇ ぇかっは くぇ くぇてうすっ くぇえ-
ょけぉさう いぇ ゅけょうくぇすぇ 51 しかせあう
すっかう う さぇぉけすくうちう, けすかうつっくう 
けす しゃけうすっ おけかっおすうゃう いぇ ょけ
ぉさぇ こさけそっしうけくぇかくぇ さぇぉけすぇ 
こさっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ╃ぇ 
けすょぇょっき いぇしかせあっくけすけ う くぇ 
くぇゅさぇょっくうすっ ゃ すさぇょうちうけく
くうすっ くう しこけさすくう こなさゃっくしすゃぇ 
う すせさくうさう, おけうすけ しなぉうさぇす 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ っきけちうは ゃしは
おぇ ゅけょうくぇ くぇゃさなた こさぇいくうおぇ. 
]こっちうぇかくけ いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ 
”┿さしっくぇか” しきっ こけょゅけすゃうかう う 
こさぇいくうつくぇ こさけゅさぇきぇ し きくけゅけ 
ういくっくぇょう. ¨つぇおゃぇきっ くぇてうすっ 
こさうはすっかう, ゃっすっさぇくう, こっくしう
けくうさぇくう ぇさしっくぇかちう, ぉなょっとう 
くぇてう さぇぉけすくうちう う おけかっゅう ょぇ 
せゃぇあぇす こさぇいくうおぇ, おけえすけ っ う 
╃っく くぇ けすゃけさっくうすっ  ゃさぇすう, ょぇ 
さぇいゅかっょぇす そうさきっくうは きせいっえ う 
ゃしうつおけ けくけゃぇ, おけっすけ しなこなす
しすゃぇ ょっかくうおぇ くう. ′ぇょはゃぇき 
しっ ょぇ しすぇくっ ょけぉなさ のぉうかっっく 
こさぇいくうお! ╇ きくけゅけ うしおぇき ょぇ 
こさけょなかあうき くぇこさっょ し ゅけさょけ 
ゃょうゅくぇすう つっかぇ. ╆ぇとけすけ けこ
すうきういきなす う ゃはさぇすぇ しぇ けくけゃぇ 
くっとけ, ぉっい おけっすけ くっ きけあっ ょぇ 
しっ あうゃっっ. ╇いゅせぉうて かう すはた, 
ょけさう う ょぇ うきぇて たかはぉ, くうとけ 
くはきぇて. 】っ きう しっ くぇ そうくぇかぇ 
くぇ すけゃぇ  うくすっさゃの ょぇ こけあっかぇは 
くぇ ゃしうつおう ぇさしっくぇかちう ょぇ うきぇす  
ゃはさぇ, ょぇ ゅかっょぇす しきっかけ ゃ ぉな
ょっとっすけ う ょぇ さぇぉけすはす しきっかけ. 
′うっ けす しゃけは しすさぇくぇ ゅぇさぇくすう
さぇきっ, つっ すけゃぇ, おけっすけ っ ゃ さぇき
おうすっ くぇ くぇてうすっ ゃないきけあくけしすう, 
ゃ すけゃぇ つうしかけ う ゃ しけちうぇかくぇすぇ 
しそっさぇ, とっ ぉなょっ くぇこさぇゃっくけ. 
〉ぉっょっく しなき, つっ ゃ さっゅうけくぇ 
くはきぇ ょさせゅけ すぇおけゃぇ こさっょこさう
はすうっ し こけょけぉくぇ こけ きぇとぇぉう
すっ しう しけちうぇかくぇ こさけゅさぇきぇ.
                                                                                     

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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„╅『』╊〉╅]“ ╊  『╅╇〉《 〉╅ „╈『╊ぃ[╅ 〉っ〈╅!“ „〉¨[《╈╅ 〉╊ 《』【╅╇╅〈╊ ╆╊′ 『╅╆《【╅!“
„╄ょうく こけょうさ ょさせゅ しう けすうゃぇす けす くぇし ゃっすっさぇくうすっ...“, こっってっ くはおけゅぇ ╋うたぇうか ╀っかつっゃ. 

╃くっし すぇいう こっしっく っ すさせょくけ ょぇ しっ くぇきっさう ゃ うくすっさくっす, おなょっすけ せあ うきぇかけ ゃしうつおけ. ′ぇこさぇい
くけ っ くはおけう けす くっとぇすぇ ょぇ すなさしうき ゃ うくすっさくっす. ╇しすうくしおうすっ くっとぇ しぇ ゃ うしすうくしおうは あうゃけす. 
╉さぇえ くぇし. [ぇいぉうさぇき すけゃぇ いぇ しっすっく こなす こさう しさっとぇすぇ きう し ╈けさょぇく ]すぇくつっゃしおう. ̈ さゅぇくう
いぇすけさなす くぇ すさぇょうちうけくくうすっ しっこすっきゃさうえしおう しさっとう くぇ 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 
けす ╆ぇゃけょ 5 ゃないょなたゃぇ すうたけ: “〈ぇいう ゅけょうくぇ ぉはたきっ しぇきけ 67“. ‶さっぉさけはゃぇくっすけ すせお う しっゅぇ 
けぉぇつっ しなゃしっき  くっ っ くぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ たけさぇ, おけうすけ ゃ さぇゃくけしきっすおぇすぇ くぇ あうゃけすぇ しう うきぇす 
さぇょけしすう, おけうすけ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ すけこかはす. ╋くけゅけ けす すっいう ゅけかっきう さぇょけしすう しぇ ぇさたうゃう
さぇくう くぇょかっあくけ ゃ ういょぇょっくう おくうゅう けす うくあ. ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ  – „せきなす う しなさちっすけ“ くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ ╀ぇいぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ, こさっさぇしくぇかぇ こさっい 1984-すぇ ゃ ╇くしすうすせす いぇ 
きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう. ╃させゅうすっ  „きぇかおう“  さぇょけしすう, おけうすけ ゃしっおう しう こぇいう ゃ しこけきっ
くうすっ, しぇ こさなしくぇすう ゃ かうつくうすっ こなすうとぇ くぇ たけさぇすぇ. 》けさぇすぇ - しすけすうちうすっ, こけょさっょうかう ゃ ぇさ
しっくぇかしおぇすぇ うしすけさうは せしこったうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ, おけょうさぇくう ゃ きぇさおうすっ 
╀〈[, ╀[╁ う ╇╋╋. ╄ょうく けす すはた っ ╈けさょぇく ]すぇくつっゃしおう. 

╆ぇょ ょけぉさっ ういゃっしすくぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておうすっ けさなあっえくうちう ぇぉさっゃうぇすせさぇ K┿‶‶ 
しすけう くっ こさけしすけ おけきこかっおしくぇすぇ ぇゃすけきぇすういぇちうは くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ こさけういゃけょ-
しすゃっくう こさけちっしう. ╉┿‶‶ – すけゃぇ しぇ うきっくぇすぇ くぇ ょせいうくぇすぇ つけゃっちう – おけくしすさせお-
すけさう し けすかうつくけ こけいくぇすうは すったっく さなおけゃけょうすっか ╉けかぬけ ]すけえつっゃ. ╇くあっくっさ 
]すけえつっゃ っ きぇさおぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうは ╉┿‶‶. ╆くぇお いぇ すけゃぇ っ くっ こさけしすけ こさう-
しなしすゃうっすけ きせ いぇ すさっすう こなす ゃ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ, ぇ こけしすうあっくうはすぇ, おけうすけ 
けこさっょっかはす すけゃぇ こさうしなしすゃうっ. ╁ すぇいう しすさけゅけ せくうおぇかくぇ さぇぉけすぇ, おなょっすけ させ-
すうくぇすぇ くぇ こけしすけはくくけ こけゃすぇさはとうすっ しっ ょっえくけしすう かうこしゃぇ, すゃけさつっしおぇすぇ そぇく-
すぇいうは う すったくうつっしおうすっ せきっくうは, ぉっい おけうすけ すせお くっ きけあっ, ょぇゃぇす くぇ 12-すっ 
おけくしすさせおすけさう ょけしすけゃっさくけすけ しぇきけつせゃしすゃうっ くぇ きけあっとう たけさぇ. ′っ いぇとけすけ 
しぇきけ っょうく けす すはた っ ぉっい ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, ぇ いぇとけすけ – しかっょ しょけぉうゃぇくっ-
すけ しなし いぇゃっすくうすっ うくあっくっさくう ょうこかけきう おけくしすさせおすけさうすっ くぇ くっしすぇくょぇさすくけすけ 
ぇさしっくぇかしおけ けぉけさせょゃぇくっ っあっょくっゃくけ すさせこぇす くけゃ けこうす, せつぇす こけしすけはくくけ う しっ 
さぇいゃうゃぇす. 
′はおけゅぇ ゃ すけゃぇ おけきぉうくぇすしおけ いゃっくけ, しすさせおすせさうさぇくけ おぇすけ くぇこさぇゃかっくうっ, さぇ-

ぉけすっかう ぉかういけ 50 ょせてう. ]っゅぇ ゃ ¨すょっか ╉┿‶‶ しぇ 12, くけ 
けす すけゃぇ ちっくぇすぇ うき くぇ しこっちうぇかうしすう ょぇかっつ くっ っ こけ-
きぇかおぇ. 〈けつくけ けぉさぇすくけすけ. 〈けゃぇ けこさっょっかはとけ いぇ ぉな-
ょっとっすけ くぇ „┿さしっくぇか“ いゃっくけ しすけう くぇ しこっちうぇかくけすけ 
ゃくうきぇくうっ くぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ. ′っ しかせつぇえくけ 
すせお ゃうくぇゅう しっ すなさしはす くけゃう, ぇきぉうちうけいくう, さってっくう ょぇ 
くぇせつぇす くっとけ う ょぇ くぇこさっょゃぇす ゃ こさけそっしうはすぇ きかぇょう 
たけさぇ. „╇きぇきっ しゃけぉけょくう きっしすぇ, すなさしうき きかぇょっあう. ╂-く 
╇ぉせてっゃ こけしすけはくくけ くう こけさなつゃぇ ょぇ すなさしうき くけゃう しこっ-
ちうぇかうしすう“, ゃっょくぇゅぇ しこけょっかは くぇつぇかくうおなす くぇ けすょっかぇ 
うくあ. ]すけえつっゃ. 〈けえ しっ てっゅせゃぇ, つっ くっせしっすくけ っ くぇゃなさ-
すはか ゅけょうくうすっ いぇ こっくしうは. [けあょっくうはす きせ ょっく っ ゃ おさぇは 
くぇ しっこすっきゃさう. ′け くっとけ, きぇえ, くっ ゅけ こせしおぇす ょぇ しっ こっく-
しうけくうさぇ くぇ つぇしぇ... ]うゅせさくけ っ すぇおぇ: ょけおぇすけ ゅけゃけさうき ゃ 
おさぇすおうは こさけきっあょせすなお くぇ ゃぇあくぇ しさっとぇ ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは, すっかっそけくなす くぇ 
くぇつぇかくうおぇ くぇ ╉┿‶‶ くっ しこうさぇ ょぇ いゃなくう. 〈なさしはす ゅけ くっ しぇきけ けす „┿さしっくぇか“. 
]こっちうぇかうしすう おぇすけ うくあ. ╉けかぬけ ]すけえつっゃ しぇ こけいくぇすけ うきっ ゃ こさけそっしうけくぇかくう-
すっ しさっょう うい ちはかぇ ╀なかゅぇさうは. 

] すけつくけしすすぇ くぇ つけゃっお, いぇ
ゃなさてうか ゃけっくくけ せつうかうとっ, 

]すぇくつっゃしおう っ こけょさっょうか たさけくけ
かけゅうつくけ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しう こな
すっつおぇ: てかけしっさ-きけくすぬけさ う ¨〈╉-
きぇえしすけさ しきはくぇ – おけくしすさせおすけさ 
ゃ ╀ぇいぇすぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇい
ゃうすうっ う ╀ぇいぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ 
う ゃくっょさはゃぇくっ – さなおけゃけょうすっか 
ゅさせこぇ – ′ぇつぇかくうお ¨〈[╆ おなき 
╆ぇゃけょぇ いぇ ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう 
– ╇くしこっおすけさ ╉ぇょさう おなき ╇╋╋ – 
いぇきっしすくうお くぇ さなおけゃけょうすっかは くぇ 
╇╋╋ こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ う 
おぇょさけゃう ゃなこさけしう. 
〈うは こさったけょう „けす ょけかせ-くぇ

ゅけさっ“ こけ しすなかぉうちぇすぇ くぇ こさけ
そっしうけくぇかくけすけ ういさぇしすゃぇくっ いぇ 
]すぇくつっゃしおう くっ しぇ しかせつぇえくう, すっ 
しぇ さっいせかすぇす けす けしきうしかっくけ くぇ
こさぇゃっく ういぉけさ: “╇しおぇた ょぇ すさなゅ
くぇ けす くせかぇすぇ!“.  „′せかぇすぇ“  いぇ 
くっゅけ ぉうか しすぇさすなす ゃ かっはさくぇすぇ 
くぇ „┿さしっくぇか“ しかっょ けこうすぇ きせ 
おぇすけ ゃけっくくけしかせあっと ゃ ]かうゃっく. 
╁ かっはさくぇすぇ ういおぇさぇか うきぇ-くはきぇ 
きっしっち, こけしかっ けすうてなか ょぇ しっ せつう 
ゃ „さぇいそぇしけゃぇくっすけ“ くぇ すさぇおすけ
さうすっ – さぇいゅかけぉはゃぇかう ゃぇかはちう 
いぇ しっかしおけしすけこぇくしおう きぇてうくう う  
さっきぇさおっすぇすぇ, おぇおすけ しっ おぇいゃぇ 
“‶け くぇさっあょぇくっ けす ゅけさっ!“. ╋かぇ
ょうはす ╈けさょぇく  ょけてなか ゃ ╉ぇいぇくかなお 
いぇさぇょう しなこさせゅぇすぇ しう ]かぇゃおぇ, 
おけはすけ しさっとくぇか こけょ ]うくうすっ おぇ
きなくう ゃ ╂さぇょぇ くぇ ゃけえゃけょうすっ. ‶け 
しゃけっ あっかぇくうっ くぇこせしおぇ おぇいぇさ
きぇすぇ, おなょっすけ ぉうか さぇいこさっょっかっく 
しなゅかぇしくけ けぉさぇいけゃぇくうっすけ しう くぇ 
さぇょうけしゃなさいけつくうお – けそうちっさ けす 
╁けっくくけすけ うくあっくっさくけ しゃなさいけつ
くけ せつうかうとっ ゃ ]うかうしすさぇ. ╁ ╀′┿ 
いぇこうしゃぇ ぉうけゅさぇそうはすぇ くぇ けそう
ちっさ う おけきぇくょうさ くぇ さぇょうけ-さけすぇ 
う おけきぇくょうさ くぇ ぉぇすぇさっは. [けょけき 
けす こぇくぇゅのさしおけすけ ╀なすぇ, ╈けさょぇく 
しっ つせゃしすゃぇか ょけぉさっ ゃ ╉ぇいぇく
かなお. ╆ぇさぇょう しなこさせゅぇすぇ う いぇさぇ
ょう „┿さしっくぇか“.  ¨す すけゃぇ ょけぉさけ 
ゃさっきっ くぇ 60-すっ くぇ 20-う ゃっお 
すけえ こぇいう おせこうとぇ しくうきおう, しさっょ 
おけうすけ くぇえ-こなさゃけ きう こけょぇゃぇ 
けくぇいう し ょっしっすうきぇすぇ のくぇちう けす 
せょぇさくぇすぇ こさけういゃけょしすゃっくぇ ぉさう
ゅぇょぇ, おけはすけ きせ こけゃっさはゃぇす ゃ ╆ぇ
ゃけょ 5. ╋かぇょっあおぇすぇ ぉさうゅぇょぇ くっ 
っ しかせつぇえくぇ. 〈は っ けす けくっいう  しこっ
ちうぇかくう ぉさうゅぇょう, くぇ おけうすけ しっ 
ゃないかぇゅぇ ょぇ ぉなょぇす くっこさっきっくくけ 
いぇ こさうきっさ, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ せゃ
かうつぇす ょさせゅうすっ し っくすせしうぇいきぇ しう, 
し こけしすうあっくうはすぇ しう う きけさぇかぇ しう 
- ╋かぇょっあおぇ ぉさうゅぇょぇ いぇ せょぇさっく 
おけきせくうしすうつっしおう すさせょ... ╃くっし 
すけゃぇ しかけゃけしなつっすぇくうっ くっ いくぇつう 
くうとけ いぇ きかぇょうすっ たけさぇ, くけ いぇ 
ゃっすっさぇくうすっ っ きぇさおぇ いぇ せしこった. 
╋けきつっすぇすぇ ゃ ぉさうゅぇょぇすぇ, ゃ おぇ
つっしすゃけすけ しう くぇ さなおけゃけょうすっか,  
]すぇくつっゃしおう しう ういぉうさぇ しぇき.    

╀さうゅぇょぇすぇ しすぇゃぇ
こけしすけはくっく こなさゃっくっち
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╋かぇょっあうすっ きけくすうさぇす 
すさぇおすけさくう ゃぇかはちう, ゃない
ょせてくぇすぇ しこうさぇつおぇ おなき さっ
きぇさおっすぇすぇ, さなつくう こけきこう いぇ 
ゃっかけしうこっょう. ‶けしかっ こさっきう
くぇゃぇす おなき きけくすうさぇくっすけ くぇ 
こけ-しかけあくうすっ ‶╉-20 う ‶╉-
32 – こさけぉうゃくうすっ おけかけく
くう きぇてうくう う ‶さけぉうゃくぇすぇ 
くぇしすけかくぇ ‶-12. ╋ぇてうくうすっ 
しぇ こけょけぉさっくう おけくしすさせお
ちうう くぇ „┿さしっくぇか“. 〈ぇおぇ 
]すぇくつっゃしおう さぇいぉうさぇ: きはし
すけすけ くぇ „┿さしっくぇか“ っ きはしすけ 
いぇ さぇいさぇぉけすおう, きはしすけ - ゅっ
くっさぇすけさ くっ しぇきけ くぇ うょっう, 
くけ う くぇ さっぇかくう こさぇおすうおう, 
おけうすけ しっ こさうっきぇす けす いぇゃけ
ょうすっ ゃ ちはかけすけ ぉなかゅぇさしおけ 
きぇてうくけしすさけっくっ. ‶╉-20 しっ 
こさっょぇゃぇ いぇ こさけういゃけょしすゃけ 
ゃ ╆╋╋ „╋っすぇかうお“ ゃ ‶ぇいぇさ
ょあうお, ‶╉-32 – くぇ ╆ぇゃけょぇ 
ゃ 〈なあぇ, ‶-12 こけつゃぇ ょぇ しっ 
こさけういゃっあょぇ けす せつっくうちうすっ 

くぇ 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... “╁しうつおけ, おけっすけ 
こさけういゃっあょぇ ぉなかゅぇさしおけすけ 
きぇてうくけしすさけっくっ, くはおけゅぇ っ 
うきぇかけ くぇつぇかけすけ しう ゃ „┿さ
しっくぇか“, おぇいゃぇ けす こけいうちうは
すぇ くぇ けこうすぇ う ゃさっきっすけ ╈けさ
ょぇく ]すぇくつっゃしおう. ]うゅせさくけ 
すけゃぇ っ っょくぇ けす こさうつうくうすっ 
し すけかおけゃぇ っくすせしうぇいなき う し 
つせゃしすゃけすけ いぇ こぇきっす う こさう
いくぇくうっ すけえ ょぇ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ さぇぉけすう, いぇっょくけ し ╀ぇえ 
╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ, いぇ しな
ぉうさぇくっすけ くぇ けしすぇくぇかうすっ 
ゃっすっさぇくう-きぇてうくけしすさけうすっ
かう ゃしはおぇ ゅけょうくぇ, ゃっつっ 18 
っしっくう. ]こけきくはす しう し おけかっ
ゅうすっ きくけゅけ くっとぇ. ‶けきくはす 
う けくっいう こけしすさけっくう おぇすけ いぇ 
こさけゃっさおぇ 100 ぉさけは ‶╉-32, 
ういさぇぉけすっくう しぇきけ いぇ っょうく 

きっしっち! 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ, ういせ
きっく けす こけしすうあっくうっすけ ゃ うい
こなかくっくうっ くぇ しこってくぇすぇ いぇょぇ
つぇ, けすしうつぇ: „╉ぇすけ くぇゅさぇょぇ, 
ぉさうゅぇょぇすぇ けすうゃぇ いぇ 15 ょくう 
ゃ ‶ぇきこけさけゃけ!” ╇くそぇさおすくうすっ 
きけきっくすう, おけゅぇすけ しっ さぇぉけすう 
いぇ しこってっく ういくけし, くっ ぉうかう 
さはょおけしす. ╆ぇとけすけ: “╉けさぇぉなす 
つぇおぇ!“.      

„╉けさぇぉなす つぇおぇ!“
くっ っ きっすぇそけさぇ

′ぇこさっゅくぇすけすけ っあっょくっゃうっ 
くぇ きぇてうくけしすさけうすっかうすっ けす 
„┿さしっくぇか“ ょっえしすゃうすっかくけ うい
こなかくはゃぇかけ ゃぇあくう ょなさあぇゃくう 
こけさなつおう – いくぇお いぇ くぇちうけくぇ
かっく こさっしすうあ う こけいうちうう くぇ 
きっあょせくぇさけょくうすっ こぇいぇさう. 
╋けきつっすぇすぇ, おけうすけ ゅかっょぇす 
ょさないくけゃっくけ けす つっさくけ-ぉはかぇ
すぇ そけすけゅさぇそうは きっあょせ ょゃっすっ 
そうさきっくう いくぇきっくぇ, さぇぉけすっ

かう し ゅけかはきけ あっかぇくうっ う ぉっい 
くうおぇおゃぇ しなこさけすうゃぇ けすくけしくけ 
さぇいこけさっあょぇくうはすぇ くぇ くぇつぇか
くうおぇ. „‶けしすぇゃう かう うき しっ いぇ
ょぇつぇすぇ う – すぇき!“, かぇおけくうつっく 
っ ]すぇくつっゃしおう う しう しこけきくは 
しかせつぇう, おけゅぇすけ しっ さぇぉけすう 
くぇこさぇゃけ くぇ こさうしすぇくうとっすけ 
いぇ っおしこっょうちうは. ]ゃうょっすっか くぇ 
こけょけぉっく っくすせしうぇいなき, ょくっし 
ぉさうゅぇょうさなす, おぇおすけ こけゃっつっ
すけ しう ゃさなしすくうちう, し くけしすぇか
ゅうは しう しこけきくは けくけゃぇ ゃさっきっ 
くぇ ょけゃっさうっ きっあょせ たけさぇすぇ, 
くぇ しこけおけえしすゃうっ う ゃいぇうきくけ 
せゃぇあっくうっ. ╉けきっくすうさぇ こさけ
きっくうすっ ゃ あうゃけすぇ せ くぇし しなゃ
しっき おさぇすおけ: “〈けゃぇ, おけっすけ しっ 
しかせつう, っ こぇゅせぉくけ いぇ ╀なかゅぇ
さうは!“. „]っゅぇ おぇおゃけ? – いぇゃうしす 
う ゃしっおう ゅかっょぇ おぇお ょぇ くぇゃさっ
ょう くぇ ょさせゅうは...“, すけゃぇ っ すなあ

くぇすぇ さぇゃくけしきっすおぇ くぇ こさけ
きっくうすっ, けすつっすっくぇ ゃ かうつくうは 
あうゃけす くぇ っょうく ぇさしっくぇかしおう 
ゃっすっさぇく. ¨くけゃぇ, おけっすけ しすぇゃぇ 
ゃ けぉとっしすゃけすけ, くっ っ しこうさぇかけ 
ょぇ  ゅけ ゃなかくせゃぇ: “╁うくぇゅう しなき 
しっ いぇくうきぇゃぇか し けぉとっしすゃっくぇ 
さぇぉけすぇ“.  ╁なかくせゃぇ ゅけ しかせつ
ゃぇとけすけ しっ ゃ ‶ぇさすうはすぇ, しっゅぇ 
こさっかはかぇ しっ ゃ ╀]‶, ゃなかくせゃぇ 
ゅけ ょっえくけしすすぇ くぇ けそうちっさうすっ 
う しっさあぇくすうすっ けす ╆ぇこぇしぇ う 
さっいっさゃぇ, おなょっすけ っ ぇおすうゃっく 
つかっく; ゃなかくせゃぇす ゅけ ゃないたけょうすっ 
う こさけゃぇかうすっ ゃ せこさぇゃかっくうっすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお... ╃ぇあっ う しっゅぇ, 
しかっょ けすかうつくけ こかぇくうさぇくけすけ ゃ 
かうつくけすけ きせ ゃさっきっ うくすっさゃの, 
ょっくはす こさけょなかあぇゃぇ しなし しさっとぇ  
し ょさせゅぇさうすっ – いぇこぇしくう. ]っ
きっえしすゃけ ]すぇくつっゃしおう – ょゃぇ
きぇすぇ しなし しなこさせゅぇすぇ ]かぇゃおぇ, 
こけいくぇすぇ ゃ ぉかういおけすけ きうくぇ
かけ おぇすけ ょうさっおすけさ くぇ っょくぇ 
けす けぉさぇいちけゃうすっ おぇいぇくかなて

おう ょっすしおう ゅさぇょうくう – くけきっさ 
15,  こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しかっょはす 
ゃぇあくけすけ けす ╀なかゅぇさうは う あう
ゃけすぇ くぇ ゅさぇょぇ. ‶さけょなかあぇゃぇす 
ょぇ つっすぇす ゃっしすくうちう. ] ょゃぇきぇ 
しうくけゃっ, しなとけ こさっきうくぇかう 
ておけかぇすぇ „┿さしっくぇか“, しっきっえ
しすゃけすけ くっ ういこせしおぇ  う くぇこうしぇ
くけすけ ゃなゃ そうさきっくうは ゃっしすくうお. 
╈けさょぇく しっ つせゃしすゃぇ しゃなさ
いぇく し ゃしうつおけ, おけっすけ しすぇゃぇ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ: くはきぇ おぇお ょぇ 
しっ いぇかうつぇす くうすけ ゃ かうつくぇすぇ, 
くうすけ ゃなゃ そうさきっくぇすぇ, くうすけ 
ゃ くぇちうけくぇかくぇすぇ くう うくょせし
すさうぇかくぇ うしすけさうは さぇいさぇぉけす
おうすっ くぇ ぉぇいうすっ う うくしすうすせすぇ, 
つうっすけ しなさちっ う ょゃうゅぇすっか っ 
うくあ. ╀さぇすけっゃ. ‶けゃっつっ けす 300 
ょせてう せつぇしすゃぇす ゃ すけゃぇ ょっかけ. 
]すぇくつっゃしおう ょなさあう ょぇ しう しゃっ
さう すけつくぇすぇ ちうそさぇ う すけつくうは 

そぇおす いぇ ゃしうつおけ: あうゃけすなす きせ っ 
ぉっかはいぇく けす こっさそっおちうけくういきぇ, 
っょくぇおゃけ くせあっく う ゃ ぇさきうは
すぇ, う ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくけすけ 
ぇさしっくぇかしおけ こさけういゃけょしすゃけ. 
╁っつっ きせ っ しすぇくぇかけ ゃすけさぇ こさう
さけょぇ - ょぇ ぉなょっ すけつっく ゃ くっとぇ
すぇ. 〈うは おぇつっしすゃぇ くぇ ょけぉさうは 
きぇてうくけしすさけうすっか すけえ くぇぉかの
ょぇゃぇ おぇお しっ そけさきうさぇす こさっい 
ゅけょうくうすっ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ うょ
ゃぇとうすっ きかぇょう さぇぉけすくうちう う 
しこっちうぇかうしすう, おけくしすさせおすけさう う 
おぇおゃう かう くっ おぇょさう, いぇ おけうすけ 
くけしう けすゅけゃけさくけしす ゃ こけしかっょ
くうすっ ゅけょうくう くぇ おぇさうっさぇすぇ 
しう. „′ぇえ-すさせょくけすけ っ ゃ くぇつぇ
かけすけ. ╃けおぇすけ しゃうおくぇす, ょけおぇすけ 
せしゃけはす くぇつうくぇ, こけ おけえすけ しっ 
さぇぉけすう すせお“, おぇいゃぇ ぉうゃてうはす 
うくしこっおすけさ おぇょさう ゃ ╇╋╋, ぇ 
こけ-おなしくけ – いぇきっしすくうお こけ ぇょ
きうくうしすさぇすうゃくうすっ う おぇょさけゃう 
ゃなこさけしう くぇ ╇くしすうすせすぇ. „╃うし
ちうこかうくぇ う ょけぉさぇ けさゅぇくういぇ
ちうは! – ╂さっておぇ くはきぇ! 〈けゃぇ っ 
いぇょなかあうすっかくけ いぇ しこっちうぇか
くけすけ こさけういゃけょしすゃけ“, けすしうつぇ 
くはおけゅぇてくうはす くぇつぇかくうお ¨〈[╆ 
ゃ ╆ぇゃけょぇ いぇ ぇゅさっゅぇすくう きぇてう
くう し ょうさっおすけさ ╊ぇかぬけ ╀ぇっゃ. ╇ 
けとっ: “′ぇえ-うくすっさっしくけ ぉってっ ゃ 
╇╋╋!“. ╋くけゅけすけ さぇいさぇぉけすっくう 
ういょっかうは, すゃけさつっしおうすっ さってっ
くうは, きかぇょけしすすぇ う けこうすなす くぇ 
けすかうつくうすっ おぇょさう, こさうくちうこ
くうはす こさけそっしうけくぇかういなき くぇ 
うくあ. ╀さぇすけっゃ... しぇ ゃしっ くっとぇ, 
おけうすけ しっ こけきくはす. ╇ しっ こさう
こけきくはす ゃしはおぇ ゅけょうくぇ くぇ ゃっ
すっさぇくしおうすっ しさっとう こさっい しっこ
すっきゃさう, しなぉうさぇとう たけさぇすぇ, 
けしすぇゃうかう あうゃけすぇ しう ゃ ╆ぇゃけょ 
5 う ╇╋╋.  ′っ しぇきけ けしすぇゃっくけ
すけ ゃ さぇぉけすぇすぇ, くけ う ゃ かうつくうすっ 
しなょぉう くぇ おけかっゅうすっ くっ しこうさぇ 
ょぇ ゃなかくせゃぇ ╈けさょぇく ]すぇくつっゃ
しおう. 〈うは ょくう すけえ こさういくぇゃぇ, 
つっ すさせょくけ こさっあうゃはゃぇ すさぇ
ゅうつくぇすぇ いぇゅせぉぇ くぇ ぇさしっくぇかっ
ちぇ-ゃっすっさぇく, うくあっくっさなす-すった
くけかけゅ ‶っすおけ ‶ぇさけゃ. ╄ょうく けす 
けくっいう, おけうすけ くっ こさけこせしおぇたぇ 
しっこすっきゃさうえしおぇすぇ しさっとぇ.  
〉しこってくけすけ さぇいゃうすうっ ゃ ]┿】 

くぇ ゅけかっきうは しうく う けしけぉっくけ くぇ 
ゃくせおぇ しなし しなとけすけ うきっ – ]すぇ
くうしかぇゃ, おぇおすけ う くぇ きぇかおうは 
しうく ╀けえおけ, おけえすけ うきぇ ぉういくっし 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, さぇょゃぇす しっきっえ
しすゃけ ]すぇくつっゃしおう. [ぇょゃぇす  ゅう 
う ゃくせつおうすっ ┿くすけくうは う ╁かぇ
ょうしかぇゃぇ. ╈けさょぇく しっ さぇょゃぇ う 
くぇ しゃけっすけ しう きはしすけ – かけいっすけ 
し ゅさけいょっすけ, しこけかせつかうゃうすっ けこ
うすう ゃ けゃけとぇさしすゃけすけ う ゅさぇょう
くぇさしすゃけすけ. ′け けすゃしはおなょっ きせ 
かうつう, つっ ぇさしっくぇかしおうすっ さぇょけ
しすう う ぉけかおう しなとけ いぇゃうくぇゅう 
とっ しぇ つぇしす けす かうつくうは きせ こなす. 
„╀はたきっ きかぇょう!“, こけゅかっあょぇ 
╈けさょぇく ]すぇくつっゃしおう おなき ゃくう
きぇすっかくけ こさうぉさぇくぇすぇ ゃ こさう
かっあくぇ こぇこおぇ しくうきおぇ くぇ きかぇ
ょっあおぇすぇ ぉさうゅぇょぇ けす 60-すっ. 
╋っあょせ おけさうちうすっ くぇ こぇこおぇすぇ 
うきぇ けとっ しこけきっくう – けす ┿かっは
すぇ くぇ しかぇゃぇすぇ, けす っおしおせさいうう, 
けす こさぇいくうちう... ╋っあょせ „おけ
さうちうすっ“ くぇ ゃさっきっすけ くぇょくう
つぇす  けとっ しこけきっくう けす ょけぉさけすけ 
しなすさせょくうつっしすゃけ う さぇぉけすぇ し 
こさっょしっょぇすっかは くぇ ╉′]╀ ┿すぇ
くぇし ╀けいけゃ /こけおさぇえ ╆ぇゃけょ 5/, 
し 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 /こけおさぇえ 
╇くあっくっさうくゅぇ/..., し ょっしっすおう 
う ょけさう しすけすうちう ぇさしっくぇかしおう 
ゃっすっさぇくう-きぇてうくけしすさけうすっかう. 
〈っ しぇ つぇしす けす くっとけ, おけっすけ っ 
ぉうかけ. ╇ おけっすけ さぇょゃぇ. ′うとけ, 
つっ くぇ しさっとうすっ こさっい しっこすっき
ゃさう, こけ けぉはしくうきう こさうつうくう, 
うょゃぇす ゃしっ こけ-きぇかおけ けす すはた.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

]すけえつっゃ っ ゃないこうすぇくうお くぇ 
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. ¨す っかうすくうすっ ゃないこう-
すぇくうちう くぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ  
ょうこかけきぇすぇ くぇ しさっょっく すったくうお 
すっあってっ おけかおけすけ ょくってくぇすぇ 
うくあっくっさくぇ. 』っ う こけゃっつっ... 
“40 ゅけょうくう ゃ すけゃぇ せつうかうとっ, 
いぇさぇょう ゃうしけおうすっ おさうすっさうう, 
くはきぇてっ いかぇすっく きっょぇかうしす. 
╋けあった ょぇ ぉなょぇ こなさゃうはす, くけ 
しっ けすおぇいぇた けす ょけこなかくうすっか-
くうは ういこうす こけ ぉなかゅぇさしおう...“, 
しこけきくは しう くはおけゅぇてくうはす 
ぇぉうすせさうっくす. ╁しなとくけしす, ぇぉう-
すせさうっくすしおうはす ょせた う しっゅぇ 
おかけおけつう ゃ しなさちっすけ くぇ うくあ. 
]すけえつっゃ. ╊うつう きせ けす こさなゃ 
こけゅかっょ. 』うしすけしなさょっつうっすけ ゃ 
ょせきうすっ, けつうすっ, けくけゃぇ, おけっ-
すけ おぇいゃぇ いぇ おけかっゅうすっ..., けす 
ゃしうつおけ ゃ くっゅけ しすさせう きかぇょっあ-
おぇ けすおさけゃっくけしす う くっこけょこさぇ-
ゃっくけしす. ′け くっゅけゃぇすぇ こさはきけすぇ 
くっ っ けしすさけ さっあっとぇ, ぇ すけこかぇ. 
‶け ぉぇとうくしおう. ′うとけ つっ おぇい-
ゃぇ: “′っ おさうは こさけぉかっきうすっ う 
しう おぇいゃぇき ゃしうつおけ“. ╉ぇいゃぇ う 
ょさせゅけ: “[ぇぉけすは きくけゅけ ょけぉさっ 
し おけかっおすうゃぇ. ┿い しなき しさっょ 
たけさぇすぇ ょけかせ, うくぇつっ くっ しすぇ-
ゃぇ!“ ╃くってくうはす てっそ くぇ ╉┿‶‶ 
こけきくう うょゃぇくっすけ しう すせお, おけ-
ゅぇすけ くぇつぇかくうおなす けす ゃうしけ-
すぇすぇ くぇ しかせあっぉくぇすぇ おぇぉうくぇ 
しかっょはか しすさけゅけ おぇおゃけ こさぇゃはす 
こけょつうくっくうすっ. ′け ]すけえつっゃ くっ 
っ すぇおなゃ くぇつぇかくうお. „] ゃしうつおう 
しなき くぇ „すう““, しきっっ しっ さなおけ-
ゃけょうすっかはす くぇ ╉┿‶‶, おけえすけ 
しっ さぇょゃぇ, つっ ゃ しかせあぉぇすぇ きせ 
おぇいゃぇす こさけしすけ „╉けかぬけ“. ╀っい 
しなきくっくうっ すけえ っ くぇ „すう“ う し 
さぇぉけすぇすぇ, いぇ おけはすけ おぇいゃぇ, つっ 
っ とぇしすかうゃ, うきぇえおう おなしきっすぇ 
けす こなさゃうは しう ょっく しかっょ ╁〉╆-ぇ 
ょぇ さぇぉけすう こけ こさけそっしうはすぇ しう 
– けくけゃぇ, いぇ おけっすけ っ せつうか. “¨す 
120 ょせてう しすせょっくすしおう こけすけお 
しぇきけ ぇい ゃなさゃは こけ しこっちうぇか-
くけしすすぇ しう – „こけょっきくけ-すさぇくし-
こけさすくう きぇてうくう“, しきっっ しっ 
うくあ. ]すけえつっゃ くぇ ぇぉしせさょうすっ 
ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ ぉうすうっ, ゃしっおう 
ょぇ こさぇゃう けくけゃぇ, いぇ おけっすけ くっ 
っ せつうか. ′ぇえ-ちっくくけすけ, おけっすけ 
しう しこけきくは ょぇ っ くぇこさぇゃうか, 
くっ っ くっとけ しかけあくけ: こぇきっすすぇ 
きせ しっ しこうさぇ こさう ういせきうすっか-
くけ こさけしすぇすぇ うょっは, たさせきくぇかぇ 
きせ くはおけゅぇ こさう さってぇゃぇくっ くぇ 
こさけぉかっき ゃ ういこうすぇくうはすぇ くぇ 
ゃっさうあくうすっ きぇてうくう. 〉ぉはゅゃぇ-
とぇすぇ くぇ きくけいうくぇ すぇえくぇ くぇ 
とぇしすうっすけ すけえ くぇきうさぇ うきっく-
くけ ゃ すけゃぇ – ょぇ さぇぉけすうて すけゃぇ, 
おけっすけ いくぇって, ょぇ しっ さぇいゃう-
ゃぇて う ょぇ ゅさぇょうて ゃ っょくぇ こけ-
しけおぇ, ょぇ しすぇゃぇて ゃしっ こけ-ょけ-
ぉなさ, ょぇ こさっょぇゃぇて けこうすぇ しう 
くぇ ょさせゅうすっ... ′け けこうすなす くっ 
しっ おさぇょっ, おぇおすけ っ いぇぉっかはいぇか 
]すけえつっゃ, つっ しう ゃなけぉさぇいはゃぇす 
くはおけう けす きかぇょうすっ くけゃけこけし-
すなこゃぇとう. 

╃ぇ こさっょぇゃぇて けこうす
くっ っ かっしくけ

]すけえつっゃ さぇいぉうさぇ すけゃぇ けしけ-
ぉっくけ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ きかぇょうすっ たけさぇ, おぇおすけ 
くぇゃしはおなょっ, うょゃぇす くぇ さぇぉけすぇ 
し こさっおぇかっくけ ぉなさいけすけ あっかぇ-
くうっ ういゃっょくなあ ょぇ こさけせきっ-
はす ゃしうつおけ う ょぇ しすうゅくぇす ょけ 
ゃうしけおうすっ ゃないくぇゅさぇあょっくうは. 
„]かけあくけしすすぇ くっ っ ゃ しなけさな-
あっくうはすぇ, しかけあくけしすすぇ っ ゃ けす-
くけてっくうはすぇ“, さうきせゃぇ けこうすなす 
くぇ ]すけえつっゃ すなくおけしすうすっ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ すせお. ╇ いぇおかのつぇゃぇ: 
“》けさぇすぇ しっ せゃなかつうたぇ きくけ-
ゅけ...“. 〉しゃけはゃぇくっすけ くぇ こさけ-
そっしうはすぇ っ こさけちっし - てっそなす 

くぇ ╉┿‶‶ っ こさけゃっさうか ゃ こさぇお-
すうおぇすぇ, つっ ょけぉなさ おけくしすさせお-
すけさ しっ しすぇゃぇ いぇ 3-5 ゅけょうくう. 
40 ゅけょうくう けこうす ゃ おけくしすさせ-
うさぇくっすけ うきぇ うくあ. ]すけえつっゃ. 
╁うくぇゅう, けとっ おぇすけ しすせょっくす, 
うしおぇ しぇきけ っょくけ: ょぇ しすぇくっ 
おけくしすさせおすけさ. ╅っかぇくうっすけ ょぇ 
しすぇくって おけくしすさせおすけさ いぇ くっゅけ 
っ くぇえ-ゃぇあくけすけ, おけっすけ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ うきぇて, ぇおけ うしおぇて ょぇ 
せしこっって ょぇ しすぇくって ょけぉなさ ゃ 
いぇくぇはすぇ: “‶なさゃけ – きっさぇおなす, 
こけしかっ – すぇかぇくすなす“. 
╄くすせしうぇいうさぇく けす すけゃぇ あっかぇ-

くうっ, きかぇょうはす ]すけえつっゃ うょゃぇ 
こなさゃけ ゃ ′╇〈╇ し ょうこかけきぇすぇ 
けす しけそうえしおけすけ ╋╄╇. ] すぇいう 
ょうこかけきぇ すけえ う しっゅぇ しっ ゅけさ-
ょっっ. 〈は っ けす ゅけょうくうすっ, おけゅぇ-
すけ ゃ くぇえ-ょけぉさうは ぉなかゅぇさしおう 
すったくうつっしおう ╁〉╆ しっ ゃかういぇてっ 
すさせょくけ. ╇ すさせょくけ しっ いぇゃなさて-
ゃぇてっ. ╁ ′╇〈╇ うくあ. ]すけえつっゃ 
ういきうくぇゃぇ こなすは けす さっょけゃう 
おけくしすさせおすけさ ょけ てっそ くぇ こさけ-
っおすうさぇくっすけ. 〈ぇき せつぇしすゃぇ ゃ 
おけくしすさせうさぇくっすけ くぇ こけゃっつっ 
けす 7 たうかはょう しなけさなあっくうは. ╁ 
きぇてうくくけ-おけくしすさせおすうゃくうは 

けすょっか さぇぉけすはす ゃなゃ ゃなさたけゃう-
すっ ゅけょうくう 44 ょせてう. ‶さけっおすう-
さぇ しっ ゃしうつおけ, くせあくけ くぇ ╃]¨ 
„╋っすぇかたうき“: „¨す ┿ – ょけ ぅ!“. 
╁ ゅけょうくうすっ くぇ さぇいこぇょ, いぇしすう-
ゅくぇかう すけいう くぇせつっく うくしすうすせす, 
„┿さしっくぇか“ けすゃぇさは ゃさぇすう いぇ 
けこうすくうは しこっちうぇかうしす う ゃっつっ 
18 ゅけょうくう うくあ. ]すけえつっゃ さぇ-
ぉけすう ゃ ╉┿‶‶. 〈せお さぇぉけすぇすぇ 
っ くっ こけ-きぇかおけ しかけあくぇ う うく-
すっさっしくぇ. „╁ ╉┿‶‶ しっ おけく-
しすさせうさぇ ゃしうつおけ!“, けすしうつぇ 
くぇつぇかくうおなす. ¨す けぉうおくけゃっ-
くぇすぇ きぇしうつおぇ ょけ ぇゃすけきぇすぇ..., 
ゃしうつおけ っ こけ しうかうすっ くぇ くっゅけ-
ゃうすっ ぇさしっくぇかしおう おけくしすさせお-
すけさう. 〈っ しぇ たけさぇすぇ, おけうすけ, 
おぇいぇくけ こさけしすけ - ういきうしかはす 
ゃしうつおう しなけさなあっくうは, くせあくう 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, おけうすけ 
そうさきぇすぇ くっ おせこせゃぇ けす ゃなくて-
くう ょけしすぇゃつうちう. 
》うかはょう しなけさなあっくうは しぇ きう-

くぇかう こさっい さなちっすっ きせ. ′はおけう 
しぇ こけ-こさけしすう, ょさせゅう – こさっ-
ょっかくけ しかけあくう. ‶さけちっしなす 
こさっきうくぇゃぇ こさっい けそけさきはくっ-
すけ くぇ こさっょかけあっくうは けすしすさぇ-
くぇ くぇ けすょっかくうすっ いぇゃけょう ゃ 

„┿さしっくぇか“, ゃくぇしはくっすけ うき ゃ 
ょさせあっしすゃっくうは 〈ったくうつっしおう 
しなゃっす, けぉしなあょぇくっすけ けす くっゅけ-
ゃうすっ こさっょしすぇゃうすっかう, ょけおぇすけ 
しっ しすうゅくっ ょけ っゃっくすせぇかくけすけ 
せすゃなさあょぇゃぇくっ けす 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. ]すけえつっゃ っ つかっく う 
くぇ 〈ったくうつっしおうは しなゃっす くぇ 
„┿さしっくぇか“. ╉ぇすけ けこうすっく おけく-
しすさせおすけさ, くっゅけゃぇすぇ ょせきぇ っ 
くせあくぇ ゃ っおしこっさすくうは しなしすぇゃ 
くぇ ]なゃっすぇ, おけえすけ けぉきうしかは 
ぉなょっとっすけ くぇ こさっょかけあっくうすっ 
けす ょうさっおすけさうすっ くぇ いぇゃけょう 
こさけっおすう. 〉すゃなさあょぇゃぇくっすけ 
くぇ こさけっおすぇ くぇ こさぇおすうおぇ けい-
くぇつぇゃぇ しすぇさす くぇ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ おけくしすさせおすけさうすっ くぇ くっし-
すぇくょぇさすくけ けぉけさせょゃぇくっ けす 
╉┿‶‶. ′はおけう けす こさけっおすうすっ 
しぇ ぇぉしけかのすくけ くけゃう, ょさせゅう 
おぇしぇはす こさっしすさせおすせさうさぇくっ 
くぇ しなとっしすゃせゃぇとけ けぉけさせょ-
ゃぇくっ. ╁しはおけ こさけういゃけょしすゃけ っ 
さぇいかうつくけ う すけゃぇ せゃっかうつぇゃぇ 
ういうしおゃぇくうはすぇ おなき おけくしすさせお-
すけさうすっ ゃ ╉┿‶‶. ┿ こなかくぇすぇ 
ういくっくぇょぇ っ, つっ こけかけゃうくぇすぇ 
けす すはた しぇ あっくう!... “′はおけゅぇ 

くぇ あっくうすっ しっ ゅかっょぇてっ こけ 
けしけぉっく くぇつうく. ╁ないかぇゅぇたぇ うき 
しっ こけ-かっおう いぇょぇつう – けぉうお-
くけゃっくう つっさすけあくうつおう っょゃぇ 
かう くっ... ‶けしかっ ういかういぇたぇ ゃ 
きぇえつうくしすゃけ う ゅせぉったぇ すっきこけ-
すけ くぇ こさけそっしうはすぇ“, しこけきくは 
しう うくあ. ]すけえつっゃ, おけえすけ っ 
ょけゃけかっく, つっ しっゅぇ あっくうすっ, し 
おけうすけ さぇぉけすう, しぇ きくけゅけ ょけ-
ぉさう ゃ おけくしすさせうさぇくっすけ. ╃くっし 
ゃ けすょっかぇ しっ さぇぉけすう しぇきけ くぇ 
おけきこのすさう. 【っそなす ょけさう しっ 
てっゅせゃぇ, つっ きかぇょうすっ ょけ すぇおぇ-
ゃぇ しすっこっく ういこけかいゃぇす おけきこの-
すなさぇ, つっ ょけさう こさけしすけ つうしかけ 
ょっかはす くぇ ょゃっ し おぇかおせかぇすけさぇ. 
„〈けゃぇ けゅさぇくうつぇゃぇ そぇくすぇいう-
はすぇ...!“,  こさっょせこさっあょぇゃぇ いぇ 
くけゃうすっ おぇこぇくう ゃ こさけそっしうはすぇ 
けこうすくうはす しこっちうぇかうしす. 
„╁うくぇゅう うきぇきっ おぇおゃけ ょぇ 

こさぇゃうき. ╁しっ くっとけ っ ぉうかけ こけ-
ゃぇあくけ, ゃしっ くっとけ っ けしすぇくぇかけ 
いぇ こけ-しこけおけえくけ ゃさっきっ...“, 
おぇいゃぇ くぇつぇかくうおなす くぇ おけく-
しすさせおすけさうすっ くぇ くっしすぇくょぇさす-
くけすけ けぉけさせょゃぇくっ. ╇ しっ しきっっ:

„¨すょっかなす くうおけゅぇ くっ っ
けしすぇゃぇか ぉっい さぇぉけすぇ.“ 

′ぇ すぇは ょうくぇきうおぇ すけえ こさう-
いくぇゃぇ, つっ うきぇ たけさぇ, おけう-
すけ くっ ういょなさあぇす. ╇ ちうすうさぇ 
ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ: 
“〈なさしっすっ たけさぇ!“. „′け たけさぇ – 
くはきぇ“, つっしすけ っ すなあくぇすぇ おけく-
しすぇすぇちうは くぇ ╉けくしすさせおすけさ わ1 
くぇ ぇさしっくぇかしおうは ╉┿‶‶. ╁しっ 
こけ-くうしおぇすぇ ゅさぇきけすくけしす, けこ-
さけしすぇつゃぇくっすけ う かうこしぇすぇ くぇ 
すなさこっくうっ ゃ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 
こさけそっしうはすぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ 
ょさぇいくはす うくあ. ]すけえつっゃ. 〈けえ 
っ けす こけおけかっくうっすけ, おけっすけ しっ 
さっょってっ くぇ けこぇておぇ こさっょ おくう-
あぇさくうちうすっ. „╇きぇき 3 500 すけきぇ 
かうつくぇ ぉうぉかうけすっおぇ...“, せしきうた-
ゃぇ しっ くぇつぇかくうおなす けす 0 /430. 
╇ ょけぉぇゃは: “〈ぇは ぉけかっしす し おくう-
ゅうすっ すさなゅくぇ けす しすせょっくすしおうすっ 
ゅけょうくう.“  ╇ けとっ: “]すさぇた きっ 
っ ょぇ ゃかはいぇ ゃ おくうあぇさくうちぇ う 
あっかっいぇさしおう きぇゅぇいうく...“. 
╇いおせてっくうっすけ くぇ しさなつくうすっ 

さなちっ ょぇ こさぇゃはす せ ょけきぇ ゃしうつ-
おけ しぇきう くっ いぇけぉうおぇかは う ╉け-
かぬけ ]すけえつっゃ: „╁おなとう しう こさぇ-
ゃは ゃしうつおけ ぇい.“ ¨ぉはしくっくうっすけ 
きせ ゅけ ゃさなとぇ ゃ せつっくうつっしおうすっ 
ゅけょうくう ゃ すったくうおせきぇ: “╀ってっ 
ゅけかはきぇ ておけかぇ, ゅけかはきぇ けし-
くけゃぇ! ╁ ╋╄╇ ょけさう くはきぇたきっ 
くせあょぇ けす ょけしすぇ けぉせつっくうは, 
いくぇったきっ くっとぇすぇ けとっ けす すった-
くうおせきぇ...“. 
』けゃっおなす, おけえすけ ゃっつっ いぇ-

おさなゅかは ゅけょうくう いぇ こっくしうは, くけ 
いくぇっ, つっ けす „┿さしっくぇか“ くはきぇ 
ょぇ ゅけ こせしくぇす かっしくけ /ゃっつっ 
しぇ きせ ゅけ おぇいぇかう.../, ゃしっ こぇお 
しっ くぇょはゃぇ, つっ きせ こさっょしすけ-
はす しこけおけえくう ゅけょうくう. ╁さっきっ, 
おけゅぇすけ とっ うきぇ こけゃっつっ つぇしけ-
ゃっ いぇ つっすっくっ. ╁さっきっ, おけゅぇすけ 
くぇえ-こけしかっ とっ くぇきっさう ょっく, ゃ 
おけえすけ ょぇ さぇいゅかっょぇ こけょさけぉ-
くけ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁さっきっ, おけゅぇすけ 
とっ きけあっ ょぇ しかせてぇ ゃしうつおう-
すっ おけくちっさすう くぇ かのぉうきうすっ しう 
こっゃちう – こさうはすっかうすっ けす たけさ 
„]っゃすけこけかうし“, おけうすけ けぉうつぇ 
ょぇ しくうきぇ こけ ゃさっきっ くぇ ういこなか-
くっくうはすぇ うき. ╉けかおけすけ ょけ ぉな-
ょっとっすけ くぇ けすょっかぇ, おけえすけ ゃしっ 
けとっ さなおけゃけょう, うくあ. ]すけえつっゃ 
くはきぇ しっさうけいくう こさうすっしくっくうは, 
ゃなこさっおう ょくってくうすっ くぇゅかぇしう 
くぇ きかぇょうすっ たけさぇ. 〈ぇおうゃぇ ゃしっ 
こぇお うょゃぇす: „╁つっさぇ くぇいくぇ-
つうたきっ っょうく. ┿ うきぇきっ う けとっ 
しゃけぉけょくう きっしすぇ.“

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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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

『╅╆《【¨〈 】》《『¨【《,
╇]╅╈╅〈╊ ╇』¨ぁ[《 ′╅
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3
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╆ぇ つっすゃなさすぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
こさぇいくうおぇ くぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃ さっゅうけくぇ う 
っょくぇ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ - ぉっいしこけさくう-
はす かうょっさ しさっょ そうさきうすっ けす ╁‶╉ – „┿さしっくぇか”, けし-
すぇゃぇきっ ゃっさくう くぇ ょけぉさぇすぇ すさぇょうちうは: さぇいゅけゃけさ し 
ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ. 
╆ぇ 4-すっ ゅけょうくう ゃさっきっ けす くけゃぇすぇ ゃっしすくうおぇさしおぇ 

こぇきっす くぇ „┿さしっくぇか”, しなたさぇくっくぇ けす „〈さうぉせくぇ ┿さ-
しっくぇか” – こさうっきくうお う こさけょなかあうすっか くぇ ょっかけすけ くぇ 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”, すっいう すさぇょうちうけくくう さぇいゅけ-
ゃけさう し こなさゃうは さなおけゃけょうすっか くぇ そうさきぇすぇ うきぇたぇ 
さぇいかうつくう くぇしすさけっくうは, くけしったぇ さぇいかうつくう っきけちうう, 
こさけこうすう し すさっゃけゅぇすぇ いぇ せすさってくうは ょっく う たかはぉぇ くぇ 
ぇさしっくぇかちう.  
‶さっこうすゃぇたきっ ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ ゃ すさせょ-

くうすっ ぇさしっくぇかしおう ゅけょうくう. ′っ きせ ぉってっ かっしくけ し 
くぇし, おけゅぇすけ くぇしすけえつうゃけ すなさしったきっ けすゅけゃけさう ゃ きけ-
きっくすうすっ, ゃ おけうすけ おさういぇすぇ こさけぉうゃぇてっ こけさすぇかうすっ 
くぇ „┿さしっくぇか”. ╉けゅぇすけ そぇぉさうおぇすぇ しっ さぇいょっかはてっ 
し たけさぇ, おけゅぇすけ さうしおなす くぇ っあっょくっゃくぇすぇ さぇぉけすぇ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ しなぉうさぇてっ すなかこう くけゃうくぇさう こさっょ 
こけさすぇかうすっ. 〈けゃぇ, おけっすけ ゃうくぇゅう けしすぇゃぇてっ ゃ すっいう 
さぇいゅけゃけさう けすゃなょ ゃうょうきぇすぇ いけくぇ くぇ ょせきうすっ う けぉ-
とっしすゃっくうは ゅかぇょ いぇ うくそけさきぇちうは, ぉっ いぇさぇいうすっか-
くうはす う くっこけょゃかぇしすっく くぇ すさっゃけゅうすっ う こさけぉかっきうすっ 
けこすうきういなき くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ¨くぇいう くっゅけゃぇ 
くぇょっあょぇ, つっ し さぇぉけすぇ, し こけしすけはくしすゃけ う せこけさしすゃけ 
あうゃけすなす こさぇゃう こなす くぇ すっいう, おけうすけ いくぇはす おなょっ 
けすうゃぇす. 
′ぇゃさなた 136-すぇすぇ ゅけょうくぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ そぇ-

ぉさうおぇすぇ う くっえくうすっ 90 ゅけょうくう くぇ おぇいぇくかなておぇ 
いっきは, とぇしすかうゃけ こさっしさっとくぇかう しっ し 90-は ぉさけえ くぇ 
こうしぇくぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ こぇきっす ゃ かうちっすけ くぇ „〈さうぉせ-
くぇ ┿さしっくぇか”, くぇょっあょうすっ すけいう こなす しぇ こけゃっつっ けす 
しすさぇたけゃっすっ, ぇ こなすうとぇすぇ - けすゃけさっくう, し けぉっとぇくうっ 
いぇ しゃっすかうくぇ. 

]なぉうさぇす かう しっ 90 ゅけょうくう うしすけさうは ゃ っょくぇ ゃっしすくうおぇさしおぇ しすさぇくうちぇ?! ╇しすけさうは し きくけゅけ うきっくぇ, ょぇすう, しなぉうすうは, そぇおすう. ╇しすけさうは いぇ ゃないたけ-
ょう う しさうゃけゃっ, いぇ こけしかっょゃぇとけ しすぇぉうかういうさぇくっ, いぇ こけかうすうつっしおう, うおけくけきうつっしおう, すったくけかけゅうつくう, こぇいぇさくう, こけすさっぉうすっかしおう う さっょ ょさせゅう 
ゃかうはくうは. ╇しすけさうは - ぉけゅぇすぇ う さぇいくけけぉさぇいくぇ.
╁ うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” うきぇ ゃしうつおけ う いぇ ゃしっおう, いぇとけすけ っ しこうしゃぇくぇ こさっい ゅけょうくうすっ けす しすけすうちうすっ たうかはょう しなょぉう, しゃなさいぇくう し くっゅけ.
]ないょぇょっくけ おぇすけ さっきけくすくぇ さぇぉけすうかくうちぇ こさっい 1878 ゅ. しかっょ [せしおけ-すせさしおぇすぇ けしゃけぉけょうすっかくぇ ゃけえくぇ ゃ [せしっ し うきっすけ [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 /[┿┿/, こさっせしすさけっくけ う こさっきっしすっくけ ゃ ]けそうは こさっい 1891 ゅ. おぇすけ ]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 /]┿┿/, こさっょこさうは-
すうっすけ けおけくつぇすっかくけ しっ せしすぇくけゃはゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╂けょうくぇすぇ っ 1924-すぇ.
¨すすけゅぇゃぇ – 90 ゅけょうくう…
′はおけう けす くぇえ-ゃぇあくうすっ きけきっくすう けす すはた:

1967-77 ゅ. – ╁ すけいう こっ-
さうけょ けす ょっしっすうくぇ ゅけょうくう 
こけしかっょけゃぇすっかくけ しっ ゃなゃっあ-
ょぇす くけゃう こさけういゃけょしすゃっくう 
きけとくけしすう: いぇゃけょ いぇ こさせあう-
くう; いぇ ぇゅさっゅぇすくぇ すったくうおぇ; 
いぇ くっしすぇくょぇさすくけ けぉけさせょゃぇ-
くっ; ちった し きぇてうくう し ちうそさけ-
ゃけ-こさけゅさぇきくけ せこさぇゃかっくうっ; 
╄かっおすさけくくけ-ういつうしかうすっかっく 
ちっくすなさ. ‶けしすさけはゃぇす しっ う しっ 
こせしおぇす ゃ っおしこかけぇすぇちうは くけゃう 
おけさこせしう いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
しすさっかおけゃけ う ぇさすうかっさうえしおけ 
けさなあうっ, かぇぉけさぇすけさうう, しおかぇ-
ょけゃっ, しすさっかぉうとぇ, ういこうすぇ-
すっかくう こけかうゅけくう う ょさ. ╋っあょせ 
1971 ゅ. う 1977 ゅ. しっ せしゃけはゃぇす 
う いぇこけつゃぇ しっさうえくけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ 9た18 きき こうしすけ-
かっすくう こぇすさけくう; 7,62 きき おぇさ-
すっつくうちう; 9 きき こうしすけかっすう; 
7,62 きき すぇくおけゃぇ おぇさすっつくうちう 
う ょさ. 

¨す 1971 ゅ. ¨‶‶ ゃっつっ しっ 
いくぇっ おぇすけ ¨ぉっょうくっくう いぇゃけょう 
(¨╆) “《さ. ╄くゅっかし”. ‶さっい 1973 
ゅ. しっ しないょぇゃぇ ╃けきなす くぇ おせか-
すせさぇすぇ, ゃ おけえすけ しぇ さぇいゃうゃぇ-
かう おせかすせさくけ-けぉさぇいけゃぇすっかくぇ 
ょっえくけしす けおけかけ 15 しぇきけょっえくう 
おけかっおすうゃぇ う ておけかう.
′ぇ 18.10.1974 ゅ. こけ しかせつぇえ 

50-ゅけょうてくうくぇすぇ けす こさっきっしす-
ゃぇくっすけ くぇ こさっょこさうはすうっすけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお しっ 
けすおさうゃぇ きせいっえ “┿さしっくぇか”, 
おけえすけ しなぉうさぇ ゃ っょくけ きうくぇかけ 
う くぇしすけはとっ.

1977-89 ゅ. – ╁ すけいう 
こっさうけょ こさっょこさうはすうっすけ っ 
こけいくぇすけ せ くぇし う ゃ つせあぉう-
くぇ おぇすけ ╋ぇてうくけしすさけうすっかっく 
おけきぉうくぇす (╋╉) “《さ. ╄くゅっかし”. 
]かっょゃぇす ゅけょうくう くぇ さぇいてう-
さはゃぇくっ くぇ しこっちうぇかくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ: 1983 ゅ. – 23 きき 
いっくうすくぇ せしすぇくけゃおぇ; 1984-
86 ゅ. – 5,45 きき ぇゃすけきぇすう; 
1985-87 ゅ. - 5,45た39,5 きき 
こぇすさけくう; 1986-87 ゅ. – 122 
きき ゅぇせぉうちぇ う ょさ. ‶さっい 1984 
ゅ. しないょぇょっくぇすぇ けとっ こさっい 
1967 ゅ. ╀ぇいぇ いぇ さぇいゃうすうっ 
こさっさぇしすゃぇ ゃ ╇くしすうすせす いぇ きっ-
すぇかけさっあっとう きぇてうくう. ]なゃ-
きっしすくけ しなし しこっちうぇかうしすう けす 
╇くしすうすせすぇ いぇ しゃさなたすゃなさょう 
きぇすっさうぇかう – ╉うっゃ こさっい 1987 
ゅ. しっ けすおさうゃぇ いぇゃけょ いぇ しうく-
すっすうつっく ょうぇきぇくす. ]なとぇすぇ 

ゅけょうくぇ しっ しないょぇゃぇ う “╇くあっ-
くっさうくゅ”, けしくけゃぇすっか う ょうさっお-
すけさ くぇ おけえすけ しすぇゃぇ うくあ. ′. 
╇ぉせてっゃ. ¨す 1989 ゅ. いぇこけつゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ くけゃう きぇ-
てうくくう ちっくすさう こけ かうちっくい くぇ 
はこけくしおぇすぇ そうさきぇ “ぅきぇいぇおう”. 

¨ぉけさせょゃぇ しっ いぇゃけょ いぇ すゃなさ-
ょけしこかぇゃくう しきっしう う こかぇしすうくう 
う くぇ きけくけかうすくぇ きけょせかくぇ しうし-
すっきぇ “╁ぇさうかけお” こけ かうちっくい くぇ 
“]ぇくょゃうお ╉けさけきぇくす” – 【ゃっ-
ちうは.
╁ おさぇは くぇ すけいう こっさうけょ し けす-

おさうすうすっ こけきけとくう いぇゃけょう う 
ちったけゃっ ゃ ╋なゅかうあ, 【っえくけゃけ, 
〈なあぇ, ╂ぇぉぇさっゃけ, ┿かっおしぇく-
ょさけゃけ う ょさ. さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ くぇぉさけはゃぇす こけゃっつっ 
けす 20 000 ょせてう. ‶さっょこさうは-
すうっすけ っ くぇえ-ゅけかはきけすけ ゃ けす-
ぉさぇくうすっかくうは ぉさぇくて くぇ ょなさ-
あぇゃぇすぇ (う すぇおけゃぇ しう けしすぇゃぇ), 
ぇ しぇきぇすぇ ゃけっくくぇ うくょせしすさうは, 
しこけさっょ っおしこっさすう, っ “ゅさなぉくぇ-
おなす くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ うおけくけ-
きうおぇ”.

1989 ゅ. – ′ぇ 12 のくう し 
[ってっくうっ くぇ ]すぇさけいぇゅけさしおうは 
けおさなあっく しなょ ╋ぇてうくけしすさけ-
うすっかくうはす おけきぉうくぇす っ さっ-
ゅうしすさうさぇく おぇすけ ╃なさあぇゃくぇ 
そうさきぇ “┿さしっくぇか”, し おけっすけ 
こさっょこさうはすうっすけ ゃさなとぇ こなさ-
ゃけすけ しう くぇうきっくけゃぇくうっ けす くっ-
ゅけゃけすけ しないょぇゃぇくっ こさっい 1878 
ゅ. ょけ こさっきっしすゃぇくっすけ きせ ゃ 
╉ぇいぇくかなお こさっい 1924 ゅ. ‶さけ-
きっくっくぇすぇ こけかうすうつっしおぇ けぉ-
しすぇくけゃおぇ ゃ しすさぇくぇすぇ う こさっ-
きうくぇゃぇくっすけ けす こかぇくけゃぇ おなき 
こぇいぇさくぇ うおけくけきうおぇ けこさっょっ-
かはす くけゃうは おせさし ゃ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ そうさきぇすぇ う こけ-くぇすぇすなてくぇ-
すぇ きせ こさけういゃけょしすゃっくぇ う すなさ-
ゅけゃしおぇ さっぇかういぇちうは. ╁ すなさしっ-
くっ くぇ そけさきせかぇ いぇ っそっおすうゃくう 
きっすけょう くぇ さぇぉけすぇ, しなけぉさぇ-
いっくう し さぇいかうつくうすっ せしかけゃうは 

う しかけあくぇすぇ きっあょせくぇさけょくぇ 
おけくのくおすせさぇ くぇ こぇいぇさぇ, しっ 
ゃなゃっあょぇ くけゃぇ しすさせおすせさぇ. 
╇いゅさぇょっくう くぇ ぉぇいぇ しなとっしす-
ゃせゃぇとうすっ ょっえくけしすう しっ けぉけ-
しけぉはゃぇす つっすうさう こさけういゃけょ-
しすゃっくう っょうくうちう しなし しすぇすせす 
くぇ いぇゃけょう.  

1990 ゅ. – ̈ すおさうす っ くけゃうはす 
╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか” 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ, しさっょうとっ 
くぇ きくけゅけ おせかすせさくう ういはゃう ゃ 
けぉとうくぇすぇ. 《せくおちうけくぇかくうすっ 
きせ ゃないきけあくけしすう ゅけ くぇさっあょぇす 
くぇ すさっすけ きはしすけ ゃ しすさぇくぇすぇ 
しかっょ ′╃╉-]けそうは う 《っしすう-
ゃぇかくうは おけきこかっおし ゃなゃ ╁ぇさくぇ.

1991 ゅ. – ′ぇ 24 ょっおっきゃさう 
╃《 “┿さしっくぇか” しっ こさっけぉさぇいせ-
ゃぇ ゃ ╄ょくけかうつくけ ぇおちうけくっさくけ 

ょさせあっしすゃけ (╄┿╃) し [ぇいこけ-
さっあょぇくっ わ 55 くぇ ╋うくうしすっさ-
しおう しなゃっす.

1996 ゅ. – ╆ぇこけつゃぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ くぇ うくしすさせきっく-
すけょなさあぇつう こけ かうちっくい くぇ 
“╁ぇかすっさ ┿╂” – 〈のぉうくゅっく, 
╂っさきぇくうは, し おけっすけ しっ さぇい-
てうさはゃぇ かうちっくいくけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ. ╁なゃっあょぇ しっ こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ くぇ しうしすっきう こけ 
しすぇくょぇさすう くぇ ′┿〈¨.

1997 ゅ. – ¨す きっしっち しっこ-
すっきゃさう こけしすぇ くぇ ういこなかくうすっ-
かっく ょうさっおすけさ くぇ ょさせあっしすゃけ-
すけ しっ こけっきぇ けす うくあ. ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ. 

1999 ゅ. – ‶けさぇょう うい-
ゃなさてっくうすっ いくぇつうすっかくう こけ-
ょけぉさっくうは  けす きっしっち のくう 
しすさっかおけゃうすっ しうしすっきう, こさけ-
ういゃっょっくう ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
くけしはす くっゅけゃけすけ うきっ -“┿さ-
しっくぇか”, ぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ ょっ-
おっきゃさう おけきこぇくうはすぇ っ ゃっつっ 
┿おちうけくっさくけ ょさせあっしすゃけ し 
てうさけおぇ う きぇとぇぉくぇ ょっえくけしす.

1999-2014 ゅ. – 〈けゃぇ 
っ こっさうけょなす, おけえすけ ぉっかっあう 
うくすっくいうゃくけすけ せしゃけはゃぇくっ, 
さぇいさぇぉけすゃぇくっ う しっさうえくけ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ きくけゅけ くけゃう 
こさけょせおすう.
]ないょぇゃぇす しっ くけゃう きけょうそう-

おぇちうう ぇゃすけきぇすう, ゃおかのつうすっか-
くけ う すぇおうゃぇ, こさっょくぇいくぇつっくう 
しこっちうぇかくけ いぇ しかせあぉうすっ いぇ 
ぉなさいけ さっぇゅうさぇくっ, いぇ ぉけさぉぇ し 
ぉっいさっょうちうすっ う けさゅぇくういうさぇ-

くぇすぇ こさっしすなこくけしす. ╆ぇ すぇおうゃぇ 
ちっかう しぇ う いゃせおけゃけ-しゃっすかうく-
くうすっ う ょうきくう さなつくう ゅさぇくぇ-
すう, 40た46 きき ょうきくう ゅさぇくぇすう 
いぇ ′┿〈¨-ゃしおう こけょちっゃくう ゅさぇ-
くぇすけきっすう;
- 9た18 きき う 9た19 きき おぇさ-

すっつくう こうしすけかっすう “【うこおぇ”;
- ぇゃすけきぇすう – 5,56 きき – さぇい-

かうつくう きけょうそうおぇちうう;
- おぇさすっつくうちう – 7,62た51 

きき しこっちうぇかくけ さぇいさぇぉけすっくう 
いぇ せこけすさっぉぇ ゃ すさけこうつっしおう う 
こせしすうくくう おかうきぇすうつくう せしかけ-
ゃうは;
- おぇさぇぉうくう – 5,56 きき う 

7,62 きき し っょくけさっょけゃ こなかくう-
すっか;
- 40た46 きき こけょちっゃくう ゅさぇ-

くぇすけきっすう;
- さっゃけかゃっさくう ゅさぇくぇすけたゃなさ-

ゅぇつおう – 40 きき う 40た46 きき;
- さぇいかうつくう ゃうょけゃっ 

40た46 きき ゅさぇくぇすう いぇ こけょ-
ちっゃくう ゅさぇくぇすけきっすう;
- けしおけかけつくう う けしおけかけつくけ-

そせゅぇしくう さっぇおすうゃくう ゅさぇくぇすう 
いぇ こさけすうゃけすぇくおけゃう ゅさぇくぇすけ-
きっすう;
- 40 きき う 40た46 きき, 5,56 きき 

う 7,62た51 きき ぉけっこさうこぇしう う 
ょさ.
╇いぉさけはゃぇくっすけ きけあっ ょぇ こさけ-

ょなかあう し けとっ くけゃう, くっこさけうい-

ゃっあょぇくう ょけしっゅぇ, ういょっかうは:
- 60 きき う 81 きき きうくけたゃなさ-

ゅぇつおう;
- 60 きき,81 きき, 82 きき う 120 

きき ういしすさっかう;
- 82 きき けしゃっすうすっかくう きうくう;
- 23 きき う 30 きき ういしすさっかう し 

こけゃうてっくぇ ぉさけくっこさけぉうゃぇっ-
きけしす;
- ╋けぉうかっく おけきこかっおし “′うく-

ょあぇ – 1╋”, けぉけさせょゃぇく し ぇさしっ-
くぇかしおぇ ぉけえくぇ すったくうおぇ う す.く.

╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう “┿さしっ-
くぇか” くっこさっおなしくぇすけ けぉけゅぇすはゃぇ 
こさけょせおすけゃぇすぇ しう かうしすぇ. ╁なゃ 
そうさきぇすぇ しぇ しないょぇゃぇくう, せしゃけ-
はゃぇくう う こさけういゃっあょぇくう こさけ-
ょせおすう し さぇいかうつくけ こさっょくぇいくぇ-
つっくうっ, おけうすけ ゃ しかっょゃぇとうすっ 
ゅけょうくう しぇ しっ こさっゃさなとぇかう 
ゃ けしくけゃくけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
くけゃけしないょぇょっくう こさっょこさうはすうは 
けす くぇちうけくぇかくぇすぇ うくょせしすさうは 
(ぇおせきせかぇすけさう, ょういっかきけすけさう, 
っかっおすさけきけすけさう, さぇょうぇすけさう, 
こさせあうくう, しうくすっすうつっく ょうぇ-
きぇくす う ょさ.). ′っ っ くっけぉたけょうきけ 
ょけこなかくうすっかくけ ょけおぇいぇすっかしすゃけ 
いぇ すけゃぇ, つっ “┿さしっくぇか”, けしゃっく 
けしくけゃけこけかけあくうお くぇ けすぉさぇ-
くうすっかくぇすぇ こさけきうてかっくけしす, っ 
こけしすぇゃうか ぉぇいぇすぇ いぇ さぇいゃう-
すうっ くぇ さっょうちぇ こさっょこさうはすうは 
ゃ しすさぇくぇすぇ, おけうすけ しぇ いぇっきぇ-
かう う いぇっきぇす ゃぇあくけ きはしすけ ゃ 
さけょくけすけ きぇてうくけしすさけっくっ. ╇ 
ょくっし すけ しう けしすぇゃぇ っょくけ けす 
きぇかおけすけ こさっょこさうはすうは /くっ 
しぇきけ ゃ しすさぇくぇすぇ/, おけっすけ うきぇ 
いぇすゃけさっく ちうおなか くぇ さぇぉけすぇ – 
けす しせさけゃうくぇすぇ ょけ ゅけすけゃけすけ 
ういょっかうっ う こけつすう こなかくぇ おけき-
こかっおすぇちうは いぇ くっゅけ. 《うさきぇすぇ 
うきぇ ょけぉさっ ういゅさぇょっくぇ さっこせ-
すぇちうは ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ ょゃけえ-
くうすっ すったくけかけゅうう. [ぇいこけかぇゅぇ 
しなし しこっちうぇかうしすう, こけおさうゃぇとう 

╂けしこけょうく ╇ぉせてっゃ, おぇお こけしさっとぇ 
„┿さしっくぇか”  すけいう しゃけえ こさぇいくうお?

- ╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 136-すぇすぇ ゅけ-
ょうてくうくぇ けす けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ „┿さ-
しっくぇか” う 90-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ いぇゃけょぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, いぇ くぇてぇ けぉとぇ さぇょけしす, „┿さ-
しっくぇか” こけしさっとぇ すけいう しゃけえ しゃけっ-
けぉさぇいっく のぉうかっえ し ゅけかっきう せしこったう 
ゃ しおかのつゃぇくっすけ くぇ くけゃう ょけゅけゃけさう, 
おけうすけ けしうゅせさはゃぇす さぇぉけすぇ きうくうきせき 
ょけ おさぇは くぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ.

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ
きせいっえ “┿さしっくぇか”

さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ, ょういぇえくぇ, 
こさけういゃけょしすゃけすけ う さぇいてう-
さはゃぇくっすけ くぇ こさけょせおすけゃぇすぇ 
ゅぇきぇ, こさけっおすうさぇくっすけ, うくあっ-
くっさうくゅぇ う すなさゅけゃうはすぇ, くぇょ 
98% けす おけはすけ っ こさっょくぇいくぇ-
つっくぇ いぇ っおしこけさす. ╉けきこぇくうは-
すぇ うきぇ すなさゅけゃしおう こぇいぇさう ゃなゃ 
ゃしうつおう おけくすうくっくすう. 
¨す 2007 ゅ. しないょぇょっくけすけ けとっ 

こさっい 1999 ゅ. ┿おちうけくっさくけ 
ょさせあっしすゃけ „┿さしっくぇか 2000” っ 

ゅっくっさぇかっく すなさゅけゃしおう こさっょ-
しすぇゃうすっか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, 
くけ さぇぉけすう う し ょさせゅう かうちっくいう-
さぇくう ゃなくてくけすなさゅけゃしおう そうさ-
きう. ╇きぇ いぇとうすっくぇ すなさゅけゃしおぇ 
きぇさおぇ ゃ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい, 
]┿】 う けとっ 19 しすさぇくう こけ しゃっ-
すぇ. ╁しうつおう ういょっかうは, こさけうい-
ゃっあょぇくう ゃ こさっょこさうはすうっすけ, しぇ 
けぉっおす くぇ うくすっかっおすせぇかくぇ しけぉ-
しすゃっくけしす う しぇ さっゅうしすさうさぇくう ゃ 
‶ぇすっくすくけすけ ゃっょけきしすゃけ くぇ [╀.
]ないょぇょっくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 

くぇ さぇぉけすぇ, ょっえしすゃぇとぇすぇ ]うし-
すっきぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ おぇ-
つっしすゃけすけ, ゃなゃっょっくうすっ くけゃう 
すったくけかけゅうう う きくけゅけおさぇすくけすけ 
ういこうすぇくうっ くぇ しうしすっきうすっ ゃ 
さぇいかうつくう っおしすさっきぇかくう せしかけ-
ゃうは しぇ ょけこなかくうすっかくぇ ゅぇさぇく-
ちうは いぇ ゃうしけおけすけ うき おぇつっしすゃけ, 
くぇょっあょくけしす, おけくおせさっくすくけし-
こけしけぉくけしす, きっあょせくぇさけょくけ 
こさういくぇくうっ う すなさしっくっ くぇ うい-
ょっかうはすぇ し きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”.

╃なかなゅ こなす っ ういきうくぇか ゃ さぇい-
ゃうすうっすけ しう “┿さしっくぇか”.
- ¨す [せしっ, こさっい ]けそうは ょけ 

╉ぇいぇくかなお.
- ¨す きぇかおうすっ さぇぉけすうかくうつ-

おう こさっい さぇいてうさっくうすっ しゅさぇょう 
くぇ ╃╁《 ょけ くぇょ 3700 ょっおぇさぇ 
こかけと, くぇ おけうすけ しぇ さぇいこけかけ-
あっくう ょくってくうすっ ゅけかっきう こさけ-
ういゃけょしすゃっくう おけさこせしう.
- ¨す ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ さっ-

いっさゃくう つぇしすう, こさっい こなさゃうすっ 
しすなこおう ゃ しぇきけしすけはすっかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ ょけ ょくってくうすっ 
しなゃさっきっくくう きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう う しこっちうぇかくうすっ ういょっ-
かうは くぇ しゃっすけゃくけ くうゃけ.
- ╃け…くぇしすけはとぇすぇ 2014 ゅ. 

╄ょうく ょなかなゅ う くっかっお こなす…
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‶さうっきっすっ きけうすっ くぇえ-しなさょっつくう こけいょさぇゃ-
かっくうは こけ しかせつぇえ ╁ぇてうは こさぇいくうお – 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 けさなあっえくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお う 136 ゅけょうくう けさな-
あっえくけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈ぇいう ゃっ-
おけゃくぇ うしすけさうは ゃ しそっさぇすぇ くぇ しこっちうぇかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ う きぇてうくけしすさけっくっすけ しぇ ゃくせ-
てうすっかくぇすぇ ゃういうすくぇ おぇさすうつおぇ くぇ くぇえ-ゅけ-

かはきけすけ こさっょこさうはすうっ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっい ゃしうつおう すっいう ゅけ-
ょうくう „┿さしっくぇか” っ ぉっいしこけさっく そぇおすけさ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ うおけくけきうおぇすぇ 
くっ しぇきけ ゃ さっゅうけくぇかっく, くけ う ゃ くぇちうけくぇかっく きぇとぇぉ. ╃させあっしすゃけすけ 
しなたさぇくはゃぇ ょけぉさうすっ すさぇょうちうう, くっこさっおなしくぇすけ さぇぉけすう いぇ ゃなゃっあょぇ-
くっ くぇ くけゃう すったくけかけゅうう, さぇいてうさはゃぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う こぇいぇさうすっ しう.

„┿さしっくぇか“ ┿╃ けしなとっしすゃはゃぇ う っょくぇ ういおかのつうすっかくけ ゃぇあくぇ しけちうぇかくぇ 
こけかうすうおぇ. ╁なゃ ゃさっきっすけ くぇ おさういう すは っ そっくけきっく くっ しぇきけ いぇ ╀なか-
ゅぇさうは, くけ う こけ しゃっすぇ. „┿さしっくぇか“ けしうゅせさはゃぇ いぇっすけしす くぇ こけおけかっくうは 
おぇいぇくかなつぇくう, しないょぇゃぇ こけすけきしすゃっくう さぇぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう, いぇ 
つうっすけ さぇいゃうすうっ う せしなゃなさてっくしすゃぇくっ こけかぇゅぇ くっけぉたけょうきうすっ ゅさうあう.

╇きぇた せょけゃけかしすゃうっすけ こけゃっつっ けす 10 ゅけょうくう ょぇ さぇぉけすは いぇ しこけおけえしすゃう-
っすけ う ぉなょっとっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう, こさぇゃっえおう 
いぇっょくけ し さなおけゃけょくうは  っおうこ くぇ ょさせあっしすゃけすけ うしすうくしおぇ しけちうぇかくぇ こけ-
かうすうおぇ. ̈ しうゅせさはゃぇくっすけ くぇ こけょたけょはとう せしかけゃうは ゃ 『╃╂ „╀せさぇすうくけ“ いぇ 
けすゅかっあょぇくっ くぇ ょっちぇすぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ っ っょくぇ けす けしくけゃくうすっ いぇょぇつう くぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“. ‶けおぇいぇすっかくけ いぇ ゅけかはきぇすぇ ゅさうあぇ おなき 
こけょさぇしすゃぇとけすけ こけおけかっくうっ っ う さぇいゃうゃぇくっすけ くぇ ょっすしおけ-のくけてっしおぇすぇ 
そせすぉけかくぇ ておけかぇ おなき ょさせあっしすゃけすけ. „┿さしっくぇか“ ┿╃ けおぇいゃぇ しっさうけいくぇ 
こけょおさっこぇ う くぇ そせすぉけかっく けすぉけさ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ“. ╆ぇ ゃしうつおけ すけゃぇ, 
しゃなさいぇくけ し ぉなょっとっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお – ょっちぇすぇ う きかぇょっあうすっ, ぇい うい-
おぇいゃぇき しゃけはすぇ かうつくぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす おぇすけ おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

]なとっしすゃっくけ う こけかいけすゃけさくけ っ せつぇしすうっすけ くぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっす-
くうちう けす ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうく-
しおう しなゃっす - ╉ぇいぇくかなお. ] こさけそっしうけくぇかういなき う ゃうしけおぇ けすゅけゃけさくけしす 
すっ こけょたけあょぇす こさう さってぇゃぇくっすけ くぇ さっょうちぇ ゃなこさけしう う しぇ うくうちうぇ-
すけさう くぇ ょっえくけしすう, しゃなさいぇくう し うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ, し けぉかぇゅけさけ-
ょはゃぇくっすけ くぇ ゅさぇょぇ う くぇしっかっくうすっ きっしすぇ, し けしうゅせさはゃぇくっ しすぇぉうか-
くけしすすぇ う こさけしこっさうすっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う くっえくうすっ あうすっかう. 
]なすさせょくうつっしすゃけすけ きっあょせ ¨ぉとうくしおぇ ぇょきうくうしすさぇちうは う しなゃっすくう-
ちうすっ けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ょぇゃぇ きくけゅけ ょけぉさう さっいせかすぇすう. 〈け 
っ こさうきっさ いぇ こぇさすくぬけさしすゃけ う ゃいぇうきけょっえしすゃうっ ゃ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, 
おけっすけ しっ けすさぇいはゃぇ くぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ ゅさぇょぇ う くぇしっかっくうすっ きっしすぇ. 

〉ゃぇあぇっきう さなおけゃけょうすっかう, しこっちうぇかうしすう う さぇぉけすくうちう, „┿さしっくぇか“ 
┿╃ っ っきぉかっきぇ くぇ くぇてぇすぇ うくょせしすさうは, くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ う しこっちう-
ぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 〈けゃぇ しっ ょなかあう くぇ ╁ぇてうは こさけそっしうけくぇかういなき, 
おさっぇすうゃくけしす う こけしかっょけゃぇすっかくけしす ゃ こけしすうゅぇくっ くぇ ちっかうすっ.

‶けあっかぇゃぇき くぇ ゃしうつおう いょさぇゃっ, せゃっさっくけしす う しぇきけつせゃしすゃうっ, いぇとけすけ 
„┿さしっくぇか” けいくぇつぇゃぇ しすぇぉうかくけしす, せしこったう う せゃぇあっくうっ.

╂┿╊╇′┿ ]〈¨ぅ′¨╁┿
╉きっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

ぁかつてけて たちあくせけさ, あちつかせあしぬけ!


