
╇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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╅ 『 [ ╅ ╉ ¨ ‶  『 ╅ ‶ [ ¨ 〉
┿さおぇてぇ. ╀ぇとぇ きせ ぉうか 

こさうしすぇくうとっく さぇぉけすくうお, 
ぇ きぇえおぇ きせ – ょけきぇおうくは. ┿さおぇ-
ょうえ っ くぇえ-ゅけかはきけすけ ょっすっ, うきぇ 
ょゃっ しっしすさう う ぉさぇす. ′ぇつぇかくけすけ 
しう けぉさぇいけゃぇくうっ こけかせつぇゃぇ ゃ 
っゃさっえしおけすけ せつうかうとっ. ╉けゅぇすけ 
っ 11-ゅけょうてっく, しっきっえしすゃけすけ 
しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ‶っすさけゅさぇょ. 
¨とっ けす せつっくうつっしおうすっ しう ゅけ-
ょうくう  こけしっとぇゃぇ ょさぇきぇすうつっく 
おさなあけお. ]っしすさぇ きせ ╀っかぇ しう 
しこけきくは: ”…┿さおぇてぇ けす きぇかなお 
しっ せゃかうつぇてっ けす すっぇすなさぇ. 〈なえ 
おぇすけ くはきぇてっ こぇさう いぇ ぉうかっすう, 
すぇえくけ こさけょぇゃぇてっ おくうあおうすっ 
う すっすさぇょおうすっ しう. ]おけさけ おけく-
すさけかぬけさうすっ ゅけ いぇけぉうつぇたぇ う ゅけ 
こせしおぇたぇ しゃけぉけょくけ.” 
╉けゅぇすけ ぉうか くぇ 13, ┿さおぇょうえ 

っょゃぇ くっ せきさはか - すけかおけゃぇ ょなか-
ゅけ しっ こなさいぇかはか くぇ おなくおうすっ, 
つっ しっ こさけしすせょうか, ぇ ぇくゅうくぇすぇ 
しっ けすさぇいうかぇ くぇ しなさちっすけ きせ. 
╊っおぇさうすっ おぇいぇかう くぇ さけょうすっ-
かうすっ きせ ょぇ しっ ゅけすゃはす いぇ くぇえ-
かけてけすけ. ′け すけえ しっ けおぇいぇか こけ-
しうかっく けす ぉけかっしすすぇ – けあうゃはか, 
ゃなこさっおう, つっ きせ しっ くぇかけあうかけ 
けすくけゃけ ょぇ しっ せつう ょぇ たけょう. 
′っとぇしすうっすけ とっ ゅけ しこけたけょう 
けすくけゃけ こさっい 1937 ゅ., おけゅぇ-
すけ こさうしすなこなす くぇ さっゃきぇすういきぇ 
ぉうか すけかおけゃぇ しうかっく, つっ おぇすけ 
けいょさぇゃはか, ぉうか こさうくせょっく ょぇ 
ぉけはょうしゃぇ おけしぇすぇ しう. ┿ ぉうか 
しぇきけ くぇ 26.
╊っおぇさ うかう のさうしす? ╆ぇ 

すっいう こさけそっしうう くぇ ┿さおぇょうえ 
しっ ゅけゃけさっかけ ゃおなとう. ╀ぇとぇ 
きせ あっしすけおけ ゅけ くぇおぇいゃぇか いぇ 
こさうぉっあおうすっ きせ ょけ すっぇすなさぇ. 
′け おけゅぇすけ さぇいぉさぇか, つっ せゃかっ-
つっくうっすけ っ しっさうけいくけ, しっ こさう-
きうさうか, ゃないょなたゃぇえおう: «╆ぇとけ 
きせ すさはぉゃぇ くぇ っょうく っゃさっうく ょぇ 
しすぇゃぇ おかけせく?» 
[ぇえおうく いぇゃなさてゃぇ ╊っくうく-

ゅさぇょしおうは すったくうおせき いぇ しちっ-
くうつくう ういおせしすゃぇ. ]かっょ すけゃぇ 
さぇぉけすう ゃ ╊っくうくゅさぇょしおうは 
すっぇすなさ くぇ さぇぉけすくうつっしおぇすぇ 
きかぇょっあ, おぇすけ ょっぉのすうさぇ う ゃ 
おうくけすけ. ]くうきぇ しっ ゃ “¨ゅくっくう 
ゅけょうくう” う “╃けおすけさ ╉ぇかのあ-
くうえ”, くけ うしすうくしおぇすぇ きせ しすう-
たうは しっ けおぇいゃぇ っしすさぇょぇすぇ – 
おぇすけ ぇおすぬけさ う おけくそっさぇくしうっ. 
[せす. [ぇえおうく くはきぇか 30, ぇ 

うきぇか しけぉしすゃっく すっぇすなさ くぇ きう-
くうぇすのさうすっ, ゃ おけえすけ けす こなさ-
ゃうすっ ょくう さぇぉけすっかぇ う くっゅけゃぇ-
すぇ あっくぇ [せす. ╀うかぇ けす いくぇすくぇ 
そぇきうかうは. ╉さぇしうゃけすけ きけきうつっ 
くぇこせしくぇかけ しっきっえしすゃけすけ しう う 
しっ こさっきっしすうかけ こさう ぉっょくうは 
ぇさすうしす. ╉ぇいゃぇす, つっ すけえ しすぇくぇか 
すけいう [ぇえおうく ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
くっは – ぉうかぇ せきくぇ, けぉさぇいけゃぇくぇ 
う こさっょぇくぇ. [けょうかぇ きせ ょゃっ 
ょっちぇ – ╉けくしすぇくすうく う ╄おぇすっ-
さうくぇ, しなとけ ぇさすうしすう. ╋けあっかぇ 
ょぇ しすぇくっ いゃっいょぇ, くけ ういぉさぇかぇ 
しはくおぇすぇ くぇ きなあぇ しう う きせ しっ 
こけしゃっすうかぇ.
‶さういくぇくうっすけ. 〈け うょゃぇ, おけ-

ゅぇすけ こさっい 1939 ゅ. [ぇえおうく しすぇ-
ゃぇ かぇせさっぇす くぇ ‶なさゃうは ╁しっしな-
のいっく おけくおせさし くぇ っしすさぇょくうすっ 
ぇさすうしすう, ゃ おけえすけ せつぇしすゃぇ し 
すぇくちけゃけ-きうきうつくうすっ ういこなか-
くっくうは “』ぇこかうく” う “╋うておぇ”, 
し おけうすけ こけおけさはゃぇ う あせさうすけ, 
う こせぉかうおぇすぇ. ‶さっい しなとぇ-
すぇ ゅけょうくぇ っ こさうっす ゃ すさせこぇすぇ 
くぇ ╊っくうくゅさぇょしおうは すっぇすなさ くぇ 
っしすさぇょぇすぇ う きうくうぇすのさうすっ, 
ぇ こさっい 1942-さぇ しすぇゃぇ くっゅけゃ 
たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか. 
‶け ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇすぇ, いぇっょくけ 
し こさうはすっかうすっ しう けす すっぇすなさぇ, 
ういくぇしは おけくちっさすう くぇ そさけくすぇ.  
╉せかす おなき ]すぇかうく, おせかす 

おなき [ぇえおうく. ╋くけいうくぇ しっ 

┿さしっくぇかしおけ きけきつっ う しうく くぇ っょうく けす 
ぇさしっくぇかしおうすっ ょけぇえっくう こさぇゃう きぇ-

とぇぉくけ ういしかっょゃぇくっ  くぇ 120-ゅけょうてくぇすぇ 
そせすぉけかくぇ うしすけさうは くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
┿ゃすけさなす-ういしかっょけゃぇすっか  ╂っけさゅう ]すけは-

くけゃ  っ しうく くぇ 〈ぇくぬけ ]すけはくけゃ - っおしこっさす 
こけ くけさきうさぇくっ くぇ すさせょぇ ゃ „┿さしっくぇか”, いぇ 
おけゅけすけ ゃう さぇいおぇいぇたきっ こさっょう すさう ぉさけは, っ 
し ぇきぉうちうは ょぇ こさっゃなさくっ 2-ゅけょうてくけすけ しう 
ういしかっょゃぇくっ ゃ おくうゅぇ し さぇぉけすくけ いぇゅかぇゃうっ 
„╇しすけさうは くぇ そせすぉけかぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお”.  
╆ぇ ちっかすぇ ╂っけさゅう, おけえすけ っ あせさくぇかうしす ゃ 

おぇいぇくかなておうは っかっおすさけくっく しぇえす kazanlak.
com, ゃっつっ っ おぇくょうょぇすしすゃぇか いぇ しせぉしうょうは 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ  
きかぇょう おぇいぇくかなておう ぇゃすけさう う ういょぇゃぇくっ くぇ 
すったくうすっ おくうゅう.  

‶けかけゃうくぇすぇ けす こさけそっしううすっ, おけうすけ こけいくぇゃぇきっ, とっ ういつっいくぇす 
ぉせおゃぇかくけ ょけ くはおけかおけ ゅけょうくう. ]こけさっょ ょぇくくう けす こさけせつゃぇくっ 

ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ, さぇいこさけしすさぇくっくけ すっいう ょくう ゃ こさけそうかうさぇくう 
しぇえすけゃっ,  ゃ しかっょゃぇとうすっ 15 ゅけょうくう くう つぇおぇ さっゃけかのちうは ゃ くぇつう-
くぇ, こけ おけえすけ こかぇくうさぇきっ う ういぉうさぇきっ こさけそっしうはすぇ しう.

1. ¨す 1-ゃう くけっきゃさう しなし 150 かっゃぇ しぇ せゃっかうつっくう けしくけゃくうすっ 
いぇこかぇすう  くぇ ゃしうつおう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう けす いぇゃけょうすっ 3 う 
4 くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ‶さけちっしなす こけ くぇぉうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすくうちう 
いぇ ょゃぇすぇ いぇゃけょぇ こさけょなかあぇゃぇ.
〉ゃっかうつっくうっすけ くぇ けしくけゃくうすっ さぇぉけすくう いぇこかぇすう っ おけきこっくしぇ-

ちうは  いぇ さぇぉけすっとうすっ, ょぇゃぇくぇ いぇ けすょぇかっつっくけしす う しっ ういこかぇとぇ 
こさう こなかっく  さぇぉけすっく ょっく, くぇ ぉぇいぇ っかっおすさけくっく すぇぉっか.

2. [ぇぉけすっとうすっ ゃ すっいう ょゃぇ いぇゃけょぇ こけかいゃぇす う ぉっいこかぇすっく 
すさぇくしこけさす ょけ きっしすけさぇぉけすぇ, けしうゅせさっく けす そうさきぇすぇ. 〈けゃぇ 
ゃぇあう, おぇおすけ いぇ さぇぉけすっとうすっ けす ╉ぇいぇくかなお, すぇおぇ う いぇ こなすせ-
ゃぇとうすっ けす ╉さなく, ╄くうくぇ, 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ, 【っえくけゃけ, ╀せ-
いけゃゅさぇょ, [けいけゃけ, ¨ゃけとくうお う 』っさゅぇくけゃけ, おけうすけ  さぇぉけすはす くぇ 
こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ. 

3. ╆ぇ ゃしうつおう さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” しけちうぇかくうすっ ゃぇせつっさう いぇ 
こけしかっょくうすっ 3 きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ, しつうすぇくけ けす けおすけきゃさう ょけ 
ょっおっきゃさう ゃおか., しぇ くぇ しすけえくけしす 60 かっゃぇ.

╊さつたかちてせそ:
╊てあきせあてあ つそいつてうかせそつて.
╇つけねさそ くあ せかみ.
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╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ
╈かそちえけ ╈そつたそおけせそう:

〉けか つすか てそうあ, さそかてそ えそうそちけす
50 ゅけょうくう しっ こぇいはす すさせ-

ょけゃうすっ ょけしうっすぇ う さぇいこかぇとぇ-
すっかくうすっ ゃっょけきけしすう くぇ ゃしうつおう, 
さぇぉけすうかう ゃ „┿さしっくぇか”, しかっょ 
すはたくけすけ くぇこせしおぇくっ うかう こっくしう-
けくうさぇくっ. 〈ぇおぇ っ こけ いぇおけく う くうっ 
ゅけ しこぇいゃぇきっ ぇぉしけかのすくけ, おぇいぇ 
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 けすょっか „╊うつっく 
しなしすぇゃ” くぇ そうさきぇすぇ  う っょうく 
けす ょゃぇきぇすぇ けしくけゃくう しかせあうすっ-
かう, いぇっょくけ し ╁っかうくぇ ╋うかっゃぇ, 
おけうすけ けそけさきはす ょけおせきっくすうすっ いぇ 
こっくしうけくうさぇくっ くぇ ぇさしっくぇかちう:  
おぇおすけ くぇしすけはとう, すぇおぇ う ぉうゃてう 
さぇぉけすくうちう, おけうすけ うきぇす すさせょけゃ 

] こけょゅけすゃはくけ し きくけゅけ かのぉけゃ う しすぇさぇくうっ 

こうすぇかう おぇお くぇ ぇおすぬけさぇ きせ しっ 
せょぇかけ ょぇ けちっかっっ, おけゅぇすけ いぇ 
っょくぇ てっゅぇ こさぇとぇかう ゃ いぇすゃけ-
さぇ? ¨ぉはしくっくうっすけ ぉうかけ, つっ 
おせかすなす おなき  [ぇえおうく ゃ っしすさぇ-
ょぇすぇ いぇこけつくぇか すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ 
ゃ おさぇは くぇ 30-すっ ゃっつっ うきぇかけ 
おせかす おなき ]すぇかうく. [ぇえおうく ぉうか 
しさっょ かのぉうきうすっ ぇおすぬけさう くぇ 
ゃけあょぇ. 》ぇさっしゃぇか きうくうぇすの-

さうすっ きせ う つっしすけ ゅけ ぇこかけょうさぇか 
こさぇゃ. ╁っょくなあ ょけさう しなぉせょうかう 
[ぇえおうく こさっい くけとすぇ いぇ せつぇし-
すうっ – こさう しぇきうは ]すぇかうく, いぇ 
さけあょっくうは きせ ょっく. 
[ぇえおうく しきはすぇか, つっ きけあって ょぇ 

しっ くぇょしきうゃぇて くぇょ すけゃぇ, おけっ-
すけ すう しぇきうはす うしすうくしおう けぉう-
つぇて. ┿おけ すう うしすうくしおう けぉうつぇて 
しゃけはすぇ しすさぇくぇ, きけあって ょぇ しう 
こけいゃけかうて ょぇ ゅけゃけさうて さはい-
おけ いぇ くっえくうすっ くっょけしすぇすなちう 
う こさけぉかっきう. ╇くぇつっ – くはきぇて 
こさぇゃけ.
《さぇいうすっ くぇ [ぇえおうく «ぅ すっぉは 

せゃぇあぇの, すに きっくは せゃぇあぇっ-
てぬ, きに し すけぉけえ せゃぇあぇっきにっ 
かのょう», «╅っくとうくぇ – ょさせゅ つっ-
かけゃっおぇ» う きくけゅけ ょさせゅう ぉうかう 
ゃないこさうっすう いぇゃうくぇゅう けす くぇさけ-
ょぇ.
]かっょゃけっくくうすっ ゅけょうくう.

╇いはゃうすっ きせ しすぇゃぇかう ゃしっ こけ-
こけこせかはさくう. ╁ てっょぬけゃさう しっ 
こさっゃさなとぇす こさっょしすぇゃっくうすっ こけ 
さぇょうけすけ う すっかっゃういうはすぇ すっぇ-
すさぇかくう こさけゅさぇきう, しないょぇょっ-
くう けす くっゅけ う けす ╁. ‶けかはおけゃ: 
„′ぇ つぇておぇ つぇえ”, „¨すおさけゃっくけ 
おぇいぇくけ”, „′っ けすきうくぇゃぇえすっ”. 
[ぇえおうく ぉうか きぇえしすけさ くぇ しちっ-
くうつくけすけ こさっゃなこかなとっくうっ –  
しぇきけ いぇ きうゅ しきっくはか けぉかうおぇ 
う こけゃっょっくうっすけ しう う しないょぇゃぇか 
くはおけかおけ こさけすうゃけこけかけあくう けぉ-
さぇいぇ っょくけゃさっきっくくけ. 〉しこはか う 
ゃ おうくけすけ - しかっょ „╉けくちっさす くぇ 
そさけくすぇ” しっ しくうきぇか う ゃ いくぇ-
きっくうすうすっ そうかきう „′うっ し ゃぇし 
しきっ しっ ゃうあょぇかう くはおなょっ” う 
„╉けゅぇすけ こっしっくすぇ くっ しゃなさてゃぇ”. 
╁さなた ゃ くっゅけゃぇすぇ おうくけおぇさうっさぇ 
っ きくけゅけしっさうえくうはす すゃ-しっさうぇか 
„》けさぇ う きぇくっおっくう”, ゃ おけえすけ 
しぇ っおさぇくういうさぇくう こけゃっつっすけ 
けす かうさうつっしおうすっ う けしすさけ しぇ-
すうさうつっしおうすっ きせ けぉさぇいう こさっい 
ゅけょうくうすっ.
╅ぇくさなす „┿さおぇょうえ [ぇえ

おうく”. ╃ぇさぉぇすぇ きせ ぉうかぇ けす 
╂けしこけょ ╀けゅ. 〈けえ せきっっか ょぇ 
こさっょういゃうおゃぇ しきはた ょけさう 
しぇきけ おぇすけ こけゃょうゅくっ ゃっあょうすっ 
しう. 》ぇさういきぇすぇ きせ さぇぉけすっかぇ 
ぉっいけすおぇいくけ - うきぇか おさぇしうゃぇ 
ゃなくてくけしす, ぉうか こけすさっしぇゃぇとけ 
けぉぇはすっかっく, うくすっかうゅっくすっく, 

ぉかぇゅ, ょけぉさけょせてっく う ょっかうおぇ-
すっく し たけさぇすぇ. ′け ゃ さぇぉけすぇすぇ 
しう ぉうか ょっしこけす. 〈っぇすなさなす いぇ 
くっゅけ しすけはか くぇ こなさゃけ, ゃすけさけ 
う すさっすけ きはしすけ. ╀うか っょうく かせょ 
さぇぉけすけたけかうお!
]こっおすぇおかうすっ う きうくうぇすの-

さうすっ くぇ [ぇえおうく しなつっすぇゃぇかう 
きくけゅけ あぇくさけゃっ: こぇくすけきうきぇ, 
ういおせしすゃけすけ くぇ きうゅくけゃっくぇ-

すぇ すさぇくしそけさきぇちうは, すぇくちう, 
おせこかっすう, こぇさけょうう, ちうさおけ-
ゃう くけきっさぇ. ╆ぇ こけかけゃうく ゃっお 
ういうゅさぇか たうかはょう さけかう, こけ 
ぉかっしすはと くぇつうく おけくすぇおすせゃぇえ-
おう しなし いさうすっかうすっ, おけうすけ ゅけ 
ゃないこさうっきぇかう „こけ ょけきぇてくけ-
きせ“, おぇすけ さけょくうくぇ. „′うおぇおゃう 
きぇしおう くっ きけあっかう ょぇ しおさうはす 
ゅかぇゃくけすけ – すけえ ぉうか っょくけゃさっ-
きっくくけ しないょぇすっか う くっくぇょきう-
くぇす きぇえしすけさ くぇ あぇくさぇ, おけえすけ 
しっ くぇさうつぇ „┿さおぇょうえ [ぇえおうく”, 
こうてっ ┿か. ╀っかうくしおう. ╁ すけいう 
あぇくさ すけえ くはきぇか おけくおせさっく-
ちうは. 
╂ぇしすさけかうすっ くぇ [ぇえおうく.

]かぇゃぇすぇ きせ しすさっきうすっかくけ 
さぇしすはかぇ, ゃおか. う いぇょ ゅさぇくうちぇ. 
〈けえ ょさせあうか し ╋ぇさしっか ╋ぇさ-
しけ, ╇ゃ ╋けくすぇく, ╃あうくぇ ╊け-
かけぉさうょあうょぇ, ╃あけく ‶さうしすかう. 
』せあょっしすさぇくくうすっ おさうすうちう ゅけ 
しさぇゃくはゃぇかう し 』ぇさかう 』ぇこかうく 
う ゅけ くぇさうつぇかう „うくょうゃうょせぇ-
かっく おけきうつっしおう ゅっくうえ”.
╋くけゅけ いぇぉぇゃくう うしすけさうう しっ 

さぇいおぇいゃぇす いぇ いぇょゅさぇくうつくうすっ 
すせさくっすぇ くぇ [ぇえおうく. ╁っょくなあ, 
ゃ ╀なかゅぇさうは, すけえ う くっゅけゃ こさう-
はすっか しう ぉなぉさっかう, ゃけいっえおう しっ 
くぇ ゃけょくけ おけかっかけ. ′っせしっすくけ 
くぇゃかっいかう くぇゃなすさっ ゃ きけさっすけ 
う [ぇえおうく こさっょかけあうか ょぇ しっ 
こけこっおぇす ぉっい ぉぇくしおう. ╇ うい-
ゃっょくなあ, しなゃしっき ょけ すはた, つせかう 
しゃうさおぇ くぇ こぇさぇたけょ. ╆ぇこけつ-
くぇかう ょぇ こなかいはす いぇ ぉぇくしおう-
すっ しう こけょ ょさせあくうは しきはた くぇ 
ょぇきうすっ. „′うおけゅぇ ょけすけゅぇゃぇ くっ 
しなき さぇいしきうゃぇか こせぉかうおぇすぇ こけ 
すけいう くぇつうく”, てっゅせゃぇか しっ [ぇえ-
おうく.
〈けえ ゅぇしすさけかうさぇか くぇゃしはおな-

ょっ うい ]なゃっすしおうは しなのい, けす-
おさうゃぇえおう きかぇょう ぇおすぬけさう, 
おけうすけ しさぇゃくはゃぇかう ておけかぇすぇ 
きせ こけ きぇえしすけさしすゃけ しなし いぇ-
ゃなさてっくう ょゃぇ うくしすうすせすぇ. ╆ぇ-
ぉっかっあうすっかくう しぇ こさけゅさぇきうすっ 
くぇ [ぇえおうく: «]っきぇそけさ» /しなし 
╅ゃぇくっちおう/, „╊のぉけゃ う すさう 
こさぇしおけゃう”, „¨す ょゃっ ょけ こっすょっ-
しっす”, „‶かのし-きうくせし”, „╊うちぇ”…
╁っょくなあ ゃ ╉うっゃ, おけゅぇすけ ゃ 

きけくけかけゅぇ しう [ぇえおうく こさけうい-
くっしなか そさぇいぇすぇ „╉けえ しう すう?”, 

くはおけえ しうかくけ ういゃうおぇか: „〈う しう 
っゃさっうく!” ′ぇしすなこうかぇ ゅさけぉくぇ 
すうてうくぇ. [ぇえおうく こけこうすぇか おけえ 
っ おぇいぇか すけゃぇ, くうおけえ くっ けす-
ゅけゃけさうか. ¨す しちっくぇすぇ すけえ こけ-
きけかうか ょぇ ゃなさくぇす こぇさうすっ くぇ 
いさうすっかうすっ し ょせきうすっ: „╁ すけいう 
ぇくすうしっきうすしおう ゅさぇょ くうおけゅぇ 
くはきぇ ょぇ しすなこは.” ╇ せょなさあぇか くぇ 
ょせきぇすぇ しう.

¨く くぇて, こうすっさしおうえ! ‶け 
きぇとぇぉうすっ くぇ しゃけは すぇかぇくす 
[ぇえおうく ぉうか くっけぉうおくけゃっく. 
╆さうすっかはす さぇいぉうさぇか すけゃぇ う ゅけ 
いぇけぉうつゃぇか – いぇゃうくぇゅう. ╊っ-
くうくゅさぇょ ぉけゅけすゃけさはか [ぇえおうく う 
ゅけ さっゃくせゃぇか けす ╋けしおゃぇ. «¨く 
くぇて, こうすっさしおうえ!» - おぇいゃぇ-
かう たけさぇすぇ, ぉっい ょぇ いくぇはす, つっ 
こさっい こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす ゅけ-
ょうくぇすぇ すけえ う すっぇすなさなす きせ しぇ 
ゃ ╋けしおゃぇ. ╁ けゅさけきくうは たけすっか 
«╋けしおゃぇ» すけえ けすしはょぇか しなし しっ-
きっえしすゃけすけ しう ゃうくぇゅう ゃ っょくぇ う 
しなとぇ かせおしけいくぇ しすぇは わ1211 
し ういゅかっょ おなき 』っさゃっくうは こかけ-
とぇょ. ┿ ゃ ╊っくうくゅさぇょ かのぉう-
きっちなす くぇ こせぉかうおぇすぇ あうゃっっか 
ゃ ょゃっ しすぇう ゃ けぉうおくけゃっくぇ おけ-
きせくぇかおぇ, ゃ くっは しっ さけょうかう う 
ょゃっすっ きせ ょっちぇ. ╁ しすさぇくぇすぇ ゅけ 
きうしかっかう いぇ ぉけゅ, ぇ 38 しなしっょう 
ゃうあょぇかう ぇおすぬけさぇ, こけくはおけゅぇ う 
こけ こうあぇきぇ, ゃ おけさうょけさぇ, ゃ けぉ-
とぇすぇ おせたくは, くぇ けこぇておぇすぇ いぇ 
ぉぇくは. ╁うあょぇかう っょうく しおさけきっく 
つけゃっお し すうた ゅかぇし. 〈けゃぇ, おけっすけ 
ゅけ けすかうつぇゃぇかけ, ぉうかけ, つっ うきぇす 
ょけきぇてくぇ こけきけとくうちぇ. 
]かぇゃぇすぇ - しかぇょおぇ う けこぇし

くぇ. ]かぇゃぇすぇ くぇ [ぇえおうく ぉうかぇ 
すけかおけゃぇ ゅけかはきぇ, つっ きせ しっ 
しすさせゃぇかけ, つっ ゃしうつおけ きせ っ こけい-
ゃけかっくけ. ╃けさう ょぇ くぇさせてぇゃぇ 
いぇおけくうすっ. ╁ こぇしこけさすぇ しう うきぇか 
ょゃっ あうすっかしすゃぇ – ゃ ╋けしおゃぇ う 
ゃ ╊っくうくゅさぇょ. ╋うかうちうけくっさう-
すっ し さぇょけしす きせ さぇいさってぇゃぇかう 
ょぇ けぉさなとぇ ぇゃすけきけぉうかぇ しう くぇ 
いぇぉさぇくっくう きっしすぇ. ╁けっくくうすっ 
きせ けすょぇゃぇかう つっしす, ぇ ゃ くはおけう 
うくしすうすせちうう ゃかういぇか すぇおぇ, おぇすけ 
つっ かう ゃかういぇ しぇきうはす ╀さっあくっゃ. 
》せきけさなす きせ ぉうか けしすなさ う いかけ-

ぉけょくっゃっく, たけさぇすぇ ゅけ けぉうつぇかう 
すけつくけ いぇさぇょう すけゃぇ – つっ ゅけゃけ-
さっか うしすうくぇすぇ. ′け ゃ すっいう ゅけょう-
くう ょぇ しっ いぇうゅさぇゃぇて し こぇさすうは-
すぇ ぉうかけ たけょっくっ こけ さなぉぇ, ょけさう 
いぇ しぇきうは [ぇえおうく.

┿さおぇょうえ [ぇえおうく っ かっゅっく
ょぇ いぇ しゃけっすけ ゃさっきっ. ╋う
かうけくう たけさぇ しぇ しっ しきはかう う 
こかぇおぇかう いぇっょくけ し ゅっさけう
すっ きせ, おけうすけ すっ さぇいこけいくぇ
ゃぇかう う ゃ さっぇかくうは あうゃけす.                                                                                                                                    
[けょっく っ こさっい 1911 ゅ. ゃ 
[うゅぇ. [ぇえおうく っ ゃょなたくけ
ゃうすっか う しないょぇすっか, さっ
あうしぬけさ う たせょけあっしすゃっく 
さなおけゃけょうすっか くぇ ╊っくうく
ゅさぇょしおうは, ぇ けす 1982 ゅ. – 
くぇ ╃なさあぇゃくうは すっぇすなさ くぇ 
きうくうぇすのさうすっ ゃ ╋けしおゃぇ, 
ょくっし „]ぇすうさうおけく - ┿さおぇ
ょうえ [ぇえおうく”.
′ぇさけょっく ぇさすうしす くぇ 

]]][. ╊ぇせさっぇす くぇ ╊っくうく
しおぇ こさっきうは う きくけあっしすゃけ 
ょさせゅう ょなさあぇゃくう くぇゅさぇ
ょう. 〉きうさぇ こさっい 1987 ゅ. 
‶け こけゃけょ 100-ゅけょうてくう

╁  っょうく けす しこっおすぇおかうすっ しう 
すけえ しっ こけてっゅせゃぇか し こなさゃうは 
つけゃっお ゃ ょなさあぇゃぇすぇ – 》させて-
つけゃ. ╁っょくぇゅぇ ゅけ ういゃうおぇかう ゃ 
きうくうしすっさしすゃけすけ, すけえ ょなかゅけ 
つぇおぇか ゃ こさうっきくぇすぇ, くけ くうおけえ 
くっ ゅけ こさうっか. ╁ しなとうは ょっく くぇ 
こかっくせき しゃぇかうかう 》させてつけゃ けす 
こけしすぇ. 〈ぇおぇ しなょぉぇすぇ しこぇしうかぇ 
[ぇえおうく.
〈けえ ゃうくぇゅう つっすはか こうしきぇすぇ 

くぇ こけおかけくくうちうすっ しう. ╁ っょくけ 
こうしきけ - いぇ せきうさぇとぇ きかぇょぇ 
あっくぇ, しうくなす え きけかっか いぇ こけ-
きけと. ┿おすぬけさなす こさうっか しっきっえ-
しすゃけすけ ゃ ょけきぇ しう, くぇきっさうか 
くぇえ-ょけぉさうすっ かっおぇさう う しかっょ 
きっしっち あっくぇすぇ しっ こさうぉさぇかぇ 
ゃおなとう. ╆ょさぇゃぇ.
╆ぇ せしこったぇ くぇ [ぇえおうく しさっょ 

あっくうすっ しっ さぇいぉうさぇかけ けす しぇきけ 
しっぉっ しう. ‶け こけゃけょ いぇぉっあおうすっ 
きせ せ [ぇえおうくう うきぇかけ う すっあおう 
きけきっくすう. ╃さぇきぇすぇ しすぇくぇかぇ 
けしけぉっくけ ゅけかはきぇ, おけゅぇすけ [せす 
こけかせつうかぇ うくしせかす う いぇゅせぉうかぇ 
ゅけゃけさぇ しう. 〈けゃぇ しっ こぇいっかけ ゃ 
すぇえくぇ, ゃなこさっおう つっ ゃしうつおう 
いくぇっかう. ] ぇおすぬけさぇ  くぇ けそうちう-
ぇかくう きっしすぇ ういかういぇかぇ ょなとっさは 
きせ ╉ぇすは. [ぇえおうく うきぇか ゅけかっきう 
ゃないきけあくけしすう – すけえ しっ こけゅさう-
あうか いぇ あっくぇ しう う すは あうゃはかぇ 
けとっ 15 ゅけょうくう, おぇすけ こさっあう-
ゃはかぇ きなあぇ しう し ょゃっ ゅけょうくう.
╁ ╋けしおゃぇ. ┿さおぇょうえ ╇しぇぇおけ-

ゃうつ ぉうか こさうっす けす ╀さっあくっゃ, し 
おけゅけすけ しっ こけいくぇゃぇかう けす ゃけえ-
くぇすぇ, う ゅけ こけきけかうか ょぇ ぉなょっ 
こさっきっしすっく ゃ ╋けしおゃぇ. ╂っくっ-
さぇかくうはす しっおさっすぇさ ゃっょくぇゅぇ いぇ-
こけつくぇか ょぇ いゃなくう くぇ つかっくけゃっ-
すっ くぇ ‶けかうすぉのさけ: «]かせてぇえ, 
こさう きっく っ ┿さおぇょうえ, うしおぇ ょぇ 
しっ こさっきっしすう ゃ ╋けしおゃぇ… ┿い くは-
きぇき くうとけ こさけすうゃ. ┿ すう?»
〈っぇすなさなす くぇ [ぇえおうく - しぇきけ 

けす 12 ょせてう, こけかせつうか しけぉしすゃっ-
くけ こけきっとっくうっ - こぇお ぉかぇゅけょぇ-
さっくうっ くぇ ╀さっあくっゃ.
′っ しかせつぇえくけ しさぇゃくはゃぇかう 

[ぇえおうく し 』ぇこかうく – すけえ ぉうか 
しなとけ すけかおけゃぇ しせっすっく. ╇ くぇえ-
ぉかういおうすっ きせ くっ ゅけ ゃうあょぇかう 
こけ たぇかぇす. ╁うくぇゅう ぉうか ゃ おけし-
すのき う し ゃさぇすけゃさないおぇ. ╃けさう 
しう うきぇか かうつっく てうゃぇつ ゃ [うゅぇ. 
╇いこさぇとぇか こかぇすぇ こけ こけとぇすぇ う 
こけかせつぇゃぇか ゅけすけゃ おけしすのき. ′っ 
しう こけいゃけかはゃぇか ゃさっょくぇ たさぇ-
くぇ - くっ はょはか てうてつっすぇ, さうぉぇ, 
おけすかっすう… 》さぇくっか しっ こさっょうき-
くけ しなし いぇょせてっくけ いっかっ うかう 
ちゃっおかけ. ‶うっか さはょおけ. ′ぇこうか 
しっ っょうく っょうくしすゃっく こなす ゃ あう-
ゃけすぇ しう – しなし ]すぇかうく, おけえすけ 
こけあっかぇか ょぇ こうはす いぇ すぇかぇくすかう-
ゃうすっ ぇさすうしすう…
╃ぇ こぇいはす いょさぇゃっすけ しう!

‶さっい 1986 ゅ. ゃ ╋けしおゃぇ けすぉっ-
かはいぇかう 75-ゅけょうてくうは のぉうかっえ 
くぇ [ぇえおうく. ╀うか ょけしすぇ ぉけかっく. 
〈なえ おぇすけ ょはしくぇすぇ きせ さなおぇ 
こけつすう くっ しっ ょゃうあっかぇ, ょなとっ-
さは きせ ゅけ こけょこうしゃぇかぇ, おけゅぇすけ 
さぇいょぇゃぇか ぇゃすけゅさぇそう.
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ょっおっきゃさう 1987 ゅ. ╄おぇすっさうくぇ 
う ぉさぇす え ╉けくしすぇくすうく こけしっすう-
かう [ぇえおうく ゃ ぉけかくうちぇすぇ, くけ 
くっ ゅう こせしくぇかう こさう くっゅけ ゃ さっ-
ぇくうきぇちうはすぇ. “╉ぇいぇ かう くっとけ?” 
– こけこうすぇかう すっ かっおせゃぇとうは かっ-
おぇさ. “╃ぇ, - けすゃなさくぇか かっおぇさはす, 
おぇいぇ: „‶さっょぇえ うき ょぇ こぇいはす 
いょさぇゃっすけ しう!”

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

くぇすぇ けす さけあょっくうっすけ きせ っ こせしくぇすぇ しさっぉなさくぇ きけくっすぇ し くけきうくぇか 2 させぉかう - けす しっさう
はすぇ «╆ぇぉっかっあうすっかくうすっ たけさぇ くぇ [せしうは». 

》ちかく 1934 えそおけせあ う [あくあせしひさ くあいちあせみうあて なとていそしあ う とねけしけはか たそちあおけ  そたあつせそつて そて 
„ちあくたとつせあてそつて せあ とねかせけぬけてか” 

╉そたひしせけてかしせけ さそすたかせつあぬけけ くあ たちそなかつけそせあしせあ
さうあしけなけさあぬけみ け つてあき う „╅ちつかせあし“

』ちかおせそ くあ 3 おせけ つか けくえそてうみて おそさとすかせてけてか くあ 
たかせつけそせけちあせか う そちひきかこせけぬあてあ

 【かすあ つ たちそおひしきかせけか:

》ちあくせけさ:

しすぇあ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 100%  しぇ いぇとうすっくう ょけおせきっくすうすっ くぇ ゃしうつおう, さぇぉけすっとう すせお, う すっ きけゅぇす 
ょぇ しぇ しうゅせさくう いぇ すはた う いぇ しすぇあぇ しう こさう こっくしうけくうさぇくっ, くうとけ くはきぇ ょぇ しっ いぇゅせぉう, おぇおすけ う つっ 
くはきぇ ょぇ ぉなょぇす けとっすっくう ゃ っょくぇ うかう ょさせゅぇ しすっこっく こけ けすくけてっくうっ くぇ しすぇあ う いぇこかぇとぇくっ. ]かっょ 
すけいう しさけお , こけ いぇおけく,  ょけおせきっくすうすっ しっ こさっょぇゃぇす いぇ しなたさぇくっくうっ ゃなゃ そうかうぇかうすっ くぇ 『っくすさぇか-
くうは ╃なさあぇゃっく ぇさたうゃ, おぇおゃうすけ うきぇ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ う ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ. 

сн. М. Маденджиян

すなさあっしすゃけ けすぉっかはいぇたぇ ╃っくは くぇ 
たさうしすうはくしおけすけ しっきっえしすゃけ 104-
きぇすぇ ゃないこうすぇくうちう くぇ ょっすしおぇ 
ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ“ ゃ „┿さしっ-
くぇか. ╁ きうかけすけ こさぇいくっくしすゃけ しっ 
ゃおかのつうたぇ し けぉとう うゅさう  さけょう-
すっかうすっ くぇ きぇかつせゅぇくうすっ, おぇおすけ 
う すったくうすっ ゃないこうすぇすっかう う せつう-
すっかう.
‶さけょなかあうかけすけ こけゃっつっ けす つぇし 

すなさあっしすゃけ くぇゃさなた こさぇいくうおぇ っ 
ゅっくっさぇかくぇすぇ さっこっすうちうは いぇ けとっ  
こけ-ゅさぇくょうけいくけすけ こけしさっとぇくっ 
くぇ ょはょけ ╉けかっょぇ ゃ いぇぉぇゃぇつくう-
ちぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか“.
╃うさっおすけさおぇすぇ ]すっそおぇ ╂ぇくつっ-

ぇゃぇ しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか“, つっ くぇえ- ゃっさけはすくけ てっえくぇ-
すぇ くぇ ╃はょけ ╉けかっょぇ とっ しこさっ ゃ 
ゅさぇょうくぇすぇ くぇ 18-すう ょっおっきゃさう.
‶け すさぇょうちうは し おけかっょくう しかぇょ-

おう  こけょぇさなちう  とっ ういくっくぇょぇす 
ょっちぇすぇ う けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか“. 

[ぇいゃうすうっすけ くぇ すったくけかけゅううすっ うきぇ しゃけうすっ こさっょうきしすゃぇ, くけ う くは-
おけう くっょけしすぇすなちう, おぇすけ いぇしすさぇてぇゃぇ ょけしすぇ こさけそっしうう.
′ぇこさうきっさ, ゃけっくくうすっ こうかけすう とっ けすしすなこはす きっしすぇすぇ しう くぇ さけ-

ぉけすういうさぇくう かっすぇすっかくう ぇこぇさぇすう. ╉けか ちっくすさけゃっ しなとけ くはきぇ ょぇ 
うきぇ, ぇ しっおさっすぇさおうすっ とっ しっ こさっゃなさくぇす ゃ かせおし. ╉けえすけ くっ きけあっ 
ょぇ しう ゅけ こけいゃけかう, とっ しっ ょけゃっさはゃぇ くぇ しきぇさすそけくぇ うかう けさゅぇくぇえ-
いっさぇ しう, ぇおけ くっ - とっ すさはぉゃぇ ょぇ こかぇとぇ きくけゅけ, いぇ ょぇ しう こけいゃけ-
かう しっおさっすぇさおぇ. 〈は けす しゃけは しすさぇくぇ こなお すさはぉゃぇ ょぇ しなつっすぇゃぇ おせこ 
しこけしけぉくけしすう う こさけそっしうけくぇかくう おけきこっすっくちうう, ゃ すけゃぇ つうしかけ う 
のさうょうつっしおう.

Пенко Тотев

След десетина години подобен кадър ще е част от 
историята
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- ╉ぇいゃぇすっ, つっ ゃかのぉゃぇくっ

すけ っ ょぇ しなつうくはゃぇて ょさせ
ゅうは ゃしっおう ょっく. ╆ぇとけすけ 
しっ ういきけさうたきっ ょぇ そぇくすぇ
いうさぇきっ こけ ょさせゅうは かう しっ 
きさぇいうき すけかおけゃぇ ? 
╆ぇとけすけ ういゅせぉうたきっ かのぉけ

こうすしすゃけすけ しう っょうく おなき ょさせゅ 
くぇえ-ゃっつっ. ┿い きくけゅけ ゃはさゃぇき 
ゃ っきこぇすうはすぇ, ゃ すけゃぇ ょぇ しっ 
ゃつせゃしすゃぇて う しなつせゃしすゃぇて くぇ 
ょさせゅうは. ╉けゅぇすけ ょさせゅうは ゅけ 
ぉけかう, すう ょぇ きけあって ょぇ うい
こうすぇて ぉけかおぇ ゃ しけぉしすゃっくけすけ 
しう すはかけ. ╇ すけゃぇ っ けくけゃぇ, けす 
おけっすけ うきぇきっ しすさぇてっく ょっそう
ちうす すせおぇ. ′うっ しう きうしかうき, つっ 
しきっ ゅけしすけこさうっきくう  たけさぇ, つっ 
ぉなかゅぇさうくなす っ きくけゅけ ゅけしすけ
こさうっきっく. ╁ きけきっくすぇ けぉぇつっ 
っ ゃぇあくけ ょぇ いぇぉっかっあうき うい
ゅせぉゃぇくっすけ くぇ ょけぉさけすけ くう 
かのぉけこうすしすゃけ おなき ょさせゅうは, くぇ 
しなつせゃしすゃうっすけ おなき ょさせゅうは, 
くぇ つせゃしすゃけすけ おなき ょさせゅうは. ┿ 
すけ っ う つぇしす けす しなつうくはゃぇくっすけ 
くぇ ょさせゅうは. ╃ぇ, せきけさうたきっ しっ  
ょぇ  しっ しなつうくはゃぇきっ, ぇ すけゃぇ っ 
ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ゃしはおぇ かのぉけゃ. 
┿ けしくけゃぇすぇ くぇ ゃしはおぇ かのぉけゃ 
っ うきっくくけ すう ょぇ ゃうあょぇて ょさせ
ゅうは ゃしっおう ょっく: ょさせゅ う たせぉぇゃ. 
┿ きけあっ ぉう う すけゃぇ っ しなと
くけしすすぇ きせ: おぇすけ ゅけ ゃうあょぇて 
ゃしっおう ょっく すぇおなゃ, すけえ しすぇゃぇ 
すぇおなゃ. ╃ぇ, うきぇ ょっそうちうす くぇ 
っきこぇすうは う せきけさぇ けす すけゃぇ ょぇ 
しっ しなつうくはゃぇきっ ゃしっおう ょっく 
っょうく ょさせゅ. 

- ╆ぇすけゃぇ かう しきっ かけてう? 
¨, くっ いくぇき. ]うゅせさくけ うきぇ 

100 こさうつうくう. ′っ しぇきけ いぇ
さぇょう すけゃぇ. ╀っょくけすぇすぇ しなとけ 
ょなさあう たけさぇすぇ ゃ ょさせゅぇ すなゅぇ. 
╁ くぇこさっゅくぇすけしす. 〈けゃぇ, つっ くっ 
ういかはいけたきっ こけ ょけぉなさ くぇつうく, 
くっ しおなしぇたきっ し くはおけう つっさすう 
くぇ くぇてうは  きぇくすぇかうすっす けす 
こさっょうてくけすけ ゃさっきっ, しなとけ. 

- ╁ぇあう かう けとっ こさっ
ょせこさっあょっくうっすけ ╁う, つっ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゃくうきぇゃぇきっ 
おぇおゃけ ういさうつぇきっ, ょぇ ゃくう
きぇゃぇきっ ゃ ょせきうすっ?
╃ぇ, いぇとけすけ すぇき つけゃっお っ 

くぇこさぇゃっく けす すけゃぇ, おけっすけ うい
さうつぇ. ╃せきうすっ しう けすきなとぇゃぇす, 
おけゅぇすけ ゅう こけかいゃぇきっ ぉっいさぇい
ぉけさくけ う しぇ ういすけつくうお くぇ くっ
ょけさぇいせきっくうは, ういすけとぇゃぇす しっ. 
╇ つぇしす けす くっょけゃっさうっすけ ゃっつっ 
きっあょせ たけさぇすぇ, きっあょせ こけ
かうすうちうすっ う けす こけかうすうちうすっ 
うょゃぇ けす すけゃぇ さぇいゃさぇとぇゃぇとけ 
せこけすさっぉかっくうっ くぇ ょせきうすっ. ̈ す 
すけゃぇ くっつっしすくけ  せこけすさっぉかっ
くうっ う けすくけてっくうっ くぇ う おなき 
ょせきうすっ. ‶けくはおけゅぇ  きうしかは, つっ 
すさはぉゃぇ  けこさっょっかっくけ ゃさっきっ 
う ょぇ きなかつうき, う ょぇ きうしかうき. 
╆ぇとけすけ しっゅぇ ゃしっおう ゅけゃけさう 
ゃうしけおけ, ゃしっおう ゅけゃけさう きぇかおけ 
さぇいこうとけかっくけ, すぇおぇ, しはおぇて 
しきっ きうくぇかう っょくぇ ゅさぇくうちぇ, ゃ 
おけはすけ ゃっつっ しぇきけ ゅくっゃなす  うい
かういぇ けす くぇし. ]ぇきけ おさはしなちう.   

- ╉けえ くう せつう くぇ おさはしな
ちうすっ? ╊うすっさぇすせさぇすぇ うかう 
すけゃぇ, おけっすけ っ けおけかけ くぇし? 
¨, くっ. ′っ  っ かうすっさぇすせさぇ

すぇ. ╉けゅぇすけ つけゃっお つっすっ, すけえ 
くっ ゃうおぇ. ′はきぇ ょぇ ゃうょうすっ 
おさっとはとう つっすはとう. ′ぇこさけ
すうゃ: かうすっさぇすせさぇすぇ くう せつう 

〉しきうゃおぇすぇ くぇ ╃ぇくぇうか しう 
うきぇ こさうつうくぇ: ゅけすゃう きう うい-

くっくぇょぇ. ̈ とっ くっ きう っ おぇいぇか, つっ, 

けしゃっく すぇすおけ きせ, ぇさしっくぇかちう しぇ 
う ょはょけ きせ ╃うきけ, かっかは きせ, ぉさぇす 
きせ ╇ゃぇく う とっさおぇすぇ [ぇょうくぇ. ] 
ぉさぇす しう さぇぉけすはす さっょけき, ょなとっ-
さはすぇ, きぇおぇさ う きけきうつっ くぇ 23, 

ういけぉとけ くっ しっ こかぇてう けす 『‶〉-
すけ, ぇ くぇこさけすうゃ, „たゃぇくぇかぇ っ 
ぉうおぇ いぇ さけゅぇすぇ“ ゃ 5/160 う しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ╋ったぇくけすけ, 
おけっすけ ゃっつっ しっ おぇいゃぇ ‶さけそっ-
しうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょ-
あうっくけゃ“, いぇこけつゃぇ ょぇ こさうかぇゅぇ 
くぇせつっくけすけ ゃ せつうかうとっ ょうさっおす-
くけ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ - おさぇえ 

[『ぇ╇【╅ ╇《╉╅ 〉╊ 』【╅╇╅
しかけあくうすっ きぇてうくう. „╋くけゅけ 
っ ょけゃけかくぇ!“, こけゃすぇさは きう 
くぇ ょゃぇ こなすう ぉぇとぇすぇ ╃ぇくぇ-

うか, おけえすけ くっ おさうっ, つっ しっ 
さぇょゃぇ, いぇとけすけ くっゅけゃぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす くぇ ゃさっきっすけ ゃ 
しなとけすけ せつうかうとっ ぉうかぇ こぇお 
しゃなさいぇくぇ し きぇてうくうすっ 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. ╆ぇこぇかっく こけ きぇてう-
くうすっ, すけつくけ くぇ ╁っかうおょっく 
こさっい 2004-すぇ, ╃ぇくぇうか こせ-
しおぇ おぇすけ くぇしすさけえつうお こなさ-
ゃぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ きぇてう-
くぇ – ぇゃすけきぇすうつっく しすさせゅ. 
╉ぇすけ こさけそっしうけくぇかうしす, 
すけえ くっ しこうさぇ ょぇ しっ ょうゃう 

くぇ ゅけかっきうすっ ゃないきけあくけしすう 
くぇ すぇいう ゃうしけおけこさけういゃけょう-
すっかくぇ すったくうおぇ, おけはすけ こけい-

ゃけかはゃぇ ょけ 18 うくしすさせきっくすぇ 
ょぇ さぇぉけすはす っょくけゃさっきっくくけ ゃ 
せしかけゃうはすぇ くぇ きぇおしうきぇかくけすけ 
くぇすけゃぇさゃぇくっ, おけゅぇすけ けこっ-
さぇちうう しっ ういゃなさてゃぇす う こさっい 

6-すっ てこうくょっかぇ. 
„′ぇ こさぇおすうおぇ 
すっいう きぇてうくう 
きけゅぇす ゃしうつおけ ゃ 
しすさせゅけゃぇくっすけ う 
こさけぉうゃぇくっすけ“, 
けぉはしくはゃぇ いぇ かぇ-
うちうすっ くぇしすさけえ-
つうおなす ╃ぇくぇうか. 
〈けえ くっ しおさうゃぇ, 
つっ うきぇ しぇきけ-
つせゃしすゃうっすけ くぇ 
つけゃっお, くぇ おけ-
ゅけすけ くうおぇお くっ 
しっ けこうさぇす さなつ-
くうすっ くぇしすさけえおう 
くぇ „きっかけょうはすぇ“ 
くぇ ゃしっおう っょうく 
うくしすさせきっくす - 
すぇおぇ, つっ けぉとぇ-
すぇ „しうきそけくうは“ 
ょぇ ぉなょっ ういこなか-
くっくぇ ぉっい ゅさって-
おぇ. ╋ぇてうくくうはす 
こぇさお, おけえすけ けぉ-
ゅさうあゃぇ ╃さなく-
ょっゃ, っ くぇすけゃぇ-
さっく こさっょうきくけ し 
ういさぇぉけすおぇすぇ くぇ 
おけさこせしう くぇ うい-
しすさっかう う ゃいさう-
ゃぇすっかう. 〈っいう 
ょくう くぇえ-ゅけかは-
きぇすぇ さぇょけしす くぇ 
たけさぇすぇ ゃ すけゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけ 
っ うょゃぇくっすけ くぇ 
きくけゅけ くけゃう さぇ-
ぉけすくうちう, くぇ-
いくぇつっくう ゃなゃ 
ゃさないおぇ し くけゃう-
すっ ょけゅけゃけさう くぇ 
そうさきぇすぇ, おけうすけ 

けぉっいこっつうたぇ さぇぉけすぇ いぇ けおけ-
かけ ょゃっ ゅけょうくう くぇこさっょ. „′っ 
きけゅぇ ょぇ うき くぇせつぇ うきっくぇ-
すぇ けとっ…“, しきっっ しっ ╃ぇくぇうか, 
おけえすけ いくぇっ, つっ うしおぇ ゃさっきっ 
すっいう たけさぇ ょぇ ぉなょぇす けぉせつっ-
くう. 】っ ぉなょっ すさせょくけ, いぇとけすけ 
う しさけおけゃっすっ すっおぇす, くけ せょけ-
ゃかっすゃけさっくうっすけ, つっ そうさきぇすぇ 

こっつっかう こぇいぇさくう こけいうちうう う 
ょぇゃぇ けこすうきういなき くぇ たけさぇすぇ, 
ょぇゃぇ けすかうつくけ くぇしすさけっくうっ 

いぇ しこさぇゃはくっ しなし いぇょぇつうすっ. 
„¨すゃっょくなあ くっ きけあっ つけゃっお 
ょぇ しっ くぇせつう くぇ ゃしうつおけ. ┿い 
うきぇた つっしすすぇ ょぇ しっ せつぇ けす ゅけ-
かっきう きぇえしすけさう“, こさういくぇゃぇ 
╃ぇくぇうか すぇえくうすっ くぇ さぇしすっあぇ 
しう ゃ こさけそっしうはすぇ くぇ しすけこさけ-

ちっくすけゃ きぇてうくけしすさけうすっか, 
くぇしかっょっくぇ けす ぉぇとぇ う ょはょけ. 
╇きっすけ くぇ ょはょけ しう ╃うきけ すけえ 
こさっくぇしぇしは ゃなゃ ゃさっきっすけ し 
こなさゃぇすぇ ぉせおゃうつおぇ ╃, おぇお-
すけ くぇ ゃさっきっすけ ぉってっ せあ きけ-
ょっさくけ... ╃ぇくぇうか しっ くぇょはゃぇ 
すぇいう すぇえくぇ ょぇ しっ こさっょぇょっ う 
くぇ しうくぇ きせ ╉さうしすうはく, おけえすけ 
ゃっつっ いぇゃなさてゃぇ /おぇすけ ぉぇとぇ 
しう う しっしすさぇ しう/ おぇいぇくかなて-
おぇすぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“.  

┿おけ きかぇょっあなす こけうしおぇ, ぉぇ-
とぇすぇ っ ゅけすけゃ ょぇ ゅけ こけしゃっすう 
ゃ いぇくぇはすぇ. 
′ぇょっあょうすっ くぇ ╃ぇくぇうか しぇ 

う ゃ ょゃっすっ きせ きぇかおう ょっちぇ – 
┿かっおしぇくょなさ う 〈っけょけさぇ. ╉ぇお-
すけ う ゅけかっきうすっ, すっ しなとけ しぇ う 
こけ ぉぇとぇ, う こけ きぇえおぇ – し ぇさ-
しっくぇかしおぇ おさなゃ. ]ぇてけ っ ゃっつっ 
ゃなゃ ゃすけさう おかぇし, きぇかおぇすぇ – 
ょけゅけょうくぇ とっ ぉなょっ ゃ こなさゃう. 
╆ぇ すはた っ けとっ さぇくけ ょぇ しっ おぇあっ 
おけえ こなす とっ ういぉっさぇす, くけ おぇすけ 
しっ いくぇっ さけょけゃぇすぇ すさぇょうちうは, 
ぇさしっくぇかしおうはす ういぉけさ ょぇかっつ 
くっ っ くっゃないきけあっく う いぇ すはた. 
] こけょぇょっくぇすぇ こさっい ゅけょうくうすっ 
さなおぇ くぇ さけょしすゃっくうすっ おけさっくう 
すけいう こなす ぉう ぉうか きくけゅけ かっ-
しっく. ╃け すけゅぇゃぇ – とっ すうつぇす こけ 
ょゃけさぇ ゃ ╂けさくけ 』っさおけゃうとっ, 
とっ たけょはす し すぇすっ いぇ さうぉぇ/はいけ-
ゃうさなす っ くぇ っょくぇ おさぇつおぇ/, とっ 
たゃなさかはす おぇきなつっすぇ こけ ゃなかくう-
すっ う とっ ゃさなとぇす さうぉぇすぇ けぉさぇ-
すくけ ゃなゃ ゃけょぇすぇ, いぇとけすけ すぇすっ 
っ ゃなょうつぇさ けす すうこぇ “おぇおゃけすけ 
たゃぇくぇ – しう ゅけ こせしおぇき“. ╄, 
きぇかおうすっ ういおかのつっくうは けす すけゃぇ 
こさぇゃうかけ  しなぉうさぇす おさぇえ すさぇ-
こっいぇすぇ う しっきっえしすゃけ, う ゅけしすう 
– くけ くうおけゅぇ おけかうつっしすゃぇすぇ 
さうぉぇ いぇ はょっくっ くっ しぇ ゅかぇゃけ-
かけきくう. ╃ぇくぇうか ちっくう こけつうゃ-
おぇすぇ しう ゃ すさっこっすぇ ょぇ ょさなくくっ 
いゃなくつっすけ しかっょ けぉすはゅぇくっすけ けす 
いぇたぇこぇくぇすぇ おせおうつおぇ – すけえ 
けぉうつぇ こさうさけょぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ, 
ういさぇしくぇか ゃ ╉けこさうくおぇ, ╃さなく-
ょっゃ-しうく う しっゅぇ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ あうゃっっ くぇ しっかけ – ゃ ╂けさくけ 
』っさおけゃうとっ. ╃ゃけさなす, ゃない-
ょせたなす, くぇつうくなす くぇ あうゃけす ゃ 
ぉかういけしす ょけ っしすっしすゃけすけ, しぇ 
くっゅけゃうはす ういぉけさ. ╉ぇおすけ う くぇ-

つうく ょぇ くぇきっさう しこけおけえしすゃうっ 
ょぇかっつ けす しすさっしぇ, くぇつうく ょぇ 
ょぇょっ うしすうくしおけ ょっすしすゃけ くぇ 
きぇかおうすっ ]ぇてけ う 〈っけょけさぇ. ] 
すけいう ういぉけさ すけえ くっゃけかくけ こけゃ-
すぇさは ぉぇとぇ しう. ] おけっすけ いぇ しっ-
すっく こなす こさうおぇいおぇすぇ “おさなゃすぇ 
ゃけょぇ くっ しすぇゃぇ“ くぇきうさぇ しゃけっ-
すけ ぇさしっくぇかしおけ こけすゃなさあょっ-
くうっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ょぇ きうしかうき. ′ぇ ぉぇゃくけ う ょなか
ぉけおけ さぇいぉうさぇくっ いぇ くっとぇすぇ. 
〈けゃぇ っ けぉさぇすくけすけ くぇ おさはしな
おぇ. ╉さはしなおなす っ けぉさぇすくけすけ くぇ 
すけゃぇ, おけっすけ くう せつぇす おくうゅうすっ. 

- ┿ ぇおけ こけかうすうちうすっ しっ 
せつったぇ けす おくうゅうすっ, こけ-うくぇ
つっ かう とはたきっ ょぇ あうゃっっき? 
╃ぇ. ┿おけ こうすぇたきっ こけしすけはく

くけ こけかうすうちうすっ おぇおゃけ つっ

すっすっ う おぇお ゅけ さぇいぉうさぇすっ, 
すけゃぇ とってっ ょぇ っ ゃぇあっく すっしす 
いぇ くぇし: ょぇかう ょぇ ゅう ういぉっさっき 
うかう くっ. ┿おけ こけかうすうちうすっ くう 
つっすはたぇ おくうゅう, すけゃぇ とってっ ょぇ 
さぇいゃうっ っきこぇすうは ゃ すはた, すけっしす 
しなつせゃしすゃうっ おなき つけゃっおぇ けす 
せかうちぇすぇ, つけゃっおぇ けす なゅなかぇ. ┿ 
すけつくけ すけゃぇ かうこしゃぇてっ こさっい 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ くぇ
てうすっ こけかうすうちう う すっ いぇすけゃぇ 
しっ う こさけゃぇかうたぇ.

- ╇ょっ かう おさぇはす くう くぇ 
せしっとぇくっ くぇ おさういぇすぇ いぇ ゃ 
ぉなょっとっ? 

¨とっ くっ. ╃っそうちうすなす くぇ ぉな
ょっとっ っ くっとけ きくけゅけ すさせょくけ 
ういきっさうきけ, くけ ゃしなとくけしす っ 
っょくけ けす けしくけゃくうすっ くう くっとぇ, 
おけうすけ しぇ くう こさけぉかっき すせお. 
╃けさう う ょぇ あうゃっっすっ ょけぉさっ, 
ぇおけ いくぇっすっ, つっ くっとぇすぇ くはきぇ 
ょぇ しっ こさけきっくはす ゃ ぉなょっとっ いぇ 
ょっちぇすぇ ゃう, すけゃぇ っ つぇしす けす すな
ゅぇすぇ. ′うおけえ くっ うしおぇ ょぇ あう
ゃっっ ゃ しすさぇくぇ, ゃ おけはすけ ょっちぇ

すぇ きせ くはきぇ ょぇ ぉなょぇす ょけぉさっ. 
〈ぇおぇ つっ - ょっそうちうすなす くぇ ぉな
ょっとっ いぇ くぇし う くぇてうすっ ょっちぇ 
けとっ しすけう. 

- ╁ぇてぇ っ すっいぇすぇ, つっ つけ
ゃっお し ゃおせし こけ-すさせょくけ 
しっ こけょょぇゃぇ くぇ っゃすうくぇ 
こさけこぇゅぇくょぇ う さぇいゃうゃぇ 
しなこさけすうゃぇ しさっとせ ぉっい
ょぇさうっすけ, ぇ すけゃぇ ゃっつっ っ 
こけかうすうつっしおう ぇおす. ╉ぇお しっ 
ゃないこうすぇゃぇ けぉぇつっ すけゃぇ う 
おけえ すさはぉゃぇ ょぇ くう くぇせつう 
くぇ くっゅけ? ‶さう こけかけあっくうっ, 
つっ きぇかおけ しっ つっすっ ゃ ょなさ

あぇゃぇすぇ くう, きくけゅけ しっ おさっ
とう, きくけゅけ しっ はょっ, きくけ
ゅけ しっ  あぇかうき う きくけゅけ しっ 
きさぇいうき.
′はきぇ おけえ ょぇ くう くぇせつう, くうっ 

すさはぉゃぇ ょぇ しっ しぇきけしっいうさぇ
きっ う しぇきけくぇせつうき. ′はきぇ ょぇ 
しすぇくっ けす ょさせゅぇょっ. ′け きけあっき 
ょぇ くぇせつうき っょうく-ょゃぇきぇ おさぇえ 
くぇし, きけあっき ょぇ こけきけゅくっき 
くぇ ょっちぇすぇ しう, おぇすけ ゅう くぇせ

つうき ょぇ ゃうあょぇす おさぇしうゃけすけ 
う ゅさけいくけすけ, ょけぉさけすけ う かけ
てけすけ. 〈けゃぇ とっ っ ょけしすぇすなつ
くけ. ╄ょうく-ょゃぇきぇ けおけかけ くぇし 
う ゃしっおう しぇき くぇすぇすなお. ╋けは
すぇ おぇせいぇ う きけはすぇ すっいぇ こさっい 
ゃしうつおうすっ すっいう ゅけょうくう っ, つっ 
さぇいおぇいゃぇくっすけ くぇ うしすけさうう, 
つっすっくっすけ こけきぇゅぇす. ]ないょぇゃぇす 
せしっとぇくっ いぇ ゃおせし. 』けゃっお し 
ゃおせし こけ-すさせょくけ とっ ういゃなさてう 
ゅけかはきぇ こさけしすけすうは. 

- ]ぉなょくぇたすっ かう きっつすぇすぇ 
しう こけ ‶けさすせゅぇかうは? 
╃ぇ. ╀はた すぇき こさっょう ゅけょうくう. 

〈は っ こさっおさぇしくぇ しすさぇくぇ う すぇき 
すなゅぇすぇ っ きくけゅけ おさぇしうゃぇ. ╇きぇ 
くはおぇおゃぇ そぇょけ すなゅぇ すぇき う すは 

っ ょさせゅ すうこ. 

- ┿ きっつすぇすぇ こけ ╀なかゅぇ
さうは? 
¨とっ くっ. 
 
- ′っ は かう すなさしうすっ ゃしなと

くけしす ゃ おくうゅうすっ しう ? 
『はか あうゃけす は すなさしうき すぇいう 

きっつすぇ. ╁しっおう しう うきぇ くはおぇお
ゃぇ しゃけは  ╀なかゅぇさうは, くけ くぇ きっく 
きう しっ とっ すぇいう ╀なかゅぇさうは ょぇ っ 
くっ しぇきけ ゃなすさっ ゃ きっく, ぇ くはおぇお 
しう ょぇ は ゃうょは, おぇすけ ういかはいぇ くぇ 
せかうちぇすぇ. ╄ょくぇ ╀なかゅぇさうは, ゃ 
おけはすけ たけさぇすぇ しぇ きぇかおけ こけ-
とぇしすかうゃう. 

- ╉なょっ うしおぇすっ ょぇ あうゃっっ 
ょなとっさは ╁う? 
′ぇ きはしすけ, ゃ おけっすけ くはきぇ ょぇ 

しっ しすさぇたせゃぇき いぇ くっは, くうすけ 
すは いぇ しっぉっ しう. ╇ くはきぇ ょぇ きっ 
きけかう ょぇ ういおかのつゃぇき すっかっゃう
いけさぇ, おけゅぇすけ すっおぇす ゃっつっさくう
すっ くけゃうくう. ′ぇ きはしすけ, おなょっすけ 
ぉう たけょうかぇ こけ つうしすう せかうちう, 
ぉう しさっとぇかぇ せしきうたくぇすう たけさぇ, 
ぉう こけかせつうかぇ ょけぉさけ けぉさぇ
いけゃぇくうっ. ╋くけゅけ ぉうた うしおぇか 
すけゃぇ きはしすけ ょぇ しすぇくっ すせお.

- ╉ぇおゃけ ╁う こさぇゃう とぇしす
かうゃ? 
╃ぇ さぇいぉっさって, つっ くはおけえ, 

おけえすけ くうおけゅぇ くっ しう ゃうあょぇか, 
っ ぉうか とぇしすかうゃ, せつせょっく, せこ
かぇてっく, ゃかのぉっく くはおけかおけ 
つぇしぇ ゃ ういさっつっくうはすぇ すう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

〈ぇかぇくすなす っ おさぇえくぇ 
つせゃしすゃうすっかくけしす おなき 
ゃしうつおけ, おけっすけ ぉけかう, 
くぇさぇくはゃぇ うかう さぇょゃぇ.

╁なこさけしなす くっ っ おけえ とっ 
こかぇすう しきっすおうすっ, ぇ おけえ 
とっ こかぇすう こさけゃぇかっくうは 
あうゃけす.
¨ぉとっしすゃけすけ かっしくけ 

いぇゅなさぉう ぇくぇかういぇ, かう
すっさぇすせさぇすぇ う さってう ょぇ 
いぇこなかくう っおいうしすっく
ちうぇかくうすっ しう おさういう し 
っょくぇ てけせこさけゅさぇきぇ – 
ょぇ しっ „いぇぉぇゃかはゃぇ ょけ 
しきなさす“, ょぇ おなしぇ しぇか
そっすおう うかう, ぇおけ くはきぇ 
こぇさう, ょぇ しすけう し さぇおうえ
おぇすぇ う しぇかぇすおぇすぇ. ╇きぇ 
う ょさせゅ くぇつうく - ょぇ こさっ
きうくって こさっい しけぉしすゃっくけ 
おせかすうゃうさぇくっ, こさっい しな
こさけすうゃぇ, くけ ゅさぇあょぇく
しおぇ しなこさけすうゃぇ.

╅うゃっっき おぇすけ ゃ しっ
きっえしすゃけ けす „‶けょ うゅけ
すけ“, おなょっすけ ゃしうつおけ しっ 
いくぇっ, あっくうすっ しぇ ゃ きっ
すけたぇ, きなあっすっ ゃ ╂ぇくおけ
ゃけすけ おぇそっくっ う こさぇゃはす 
こけかうすうおぇ.

‶うしぇすっかはす くはきぇ し 
おぇおゃけ ょさせゅけ ょぇ ゃかうはっ 
くぇ しかせつゃぇとけすけ しっ けおけ
かけ くっゅけ, けしゃっく し ょせきう
すっ う おくうゅうすっ しう.〈けえ っ っょうく けす くぇえ-つっすっくうすっ う せしこってくう きかぇょう ぉなかゅぇさしおう ぇゃすけさう, おぇおすけ せ くぇし, 

すぇおぇ う ゃ つせあぉうくぇ. ′けしうすっか くぇ きくけゅけ こさっしすうあくう きっあょせくぇさけょくう かうすっさぇすせさくう 
くぇゅさぇょう. 《うかけかけゅ こけ けぉさぇいけゃぇくうっ, こうしぇすっか こけ しなょぉぇ う こさういゃぇくうっ.  
[けょっく っ くぇ ╇ゃぇくけゃょっく, こさっょう 46 ゅけょうくう ゃ ぅきぉけか, くけ っ おさなしすっく ╂っけさゅう.  ╂けしこけ

ょうくけゃ ╂っけさゅうっゃ. 
¨こさっょっかは しっぉっ しう おぇすけ: ゃうしけお, すなあっく, うさけくうつっく う こけ-しおけさけ いぇすゃけさっく  しなつうくう

すっか. 
╇きぇ 7-ゅけょうてくぇ ょなとっさは - [ぇは. 
╂っけさゅう ╂けしこけょうくけゃ っ ぇゃすけさ くぇ こけっすうつくうすっ おくうゅう „╊ぇこうょぇさうせき” う „』っさってぇすぇ 

くぇ っょうく くぇさけょ”, くぇ しすうたけしぉうさおうすっ „‶うしきぇ ょけ ╂ぇせしすうく” う „╀ぇかぇょう う さぇいこぇょう”,  
くぇ こうっしうすっ „ D.J.” う „ „┿こけおぇかうこしうしなす うょゃぇ ゃ 6 ゃっつっさすぇ”, ういぉさぇくぇ こさっい 2011 
ゅけょうくぇ しさっょ 300 くぇえ-ょけぉさう こうっしう けす ちはか しゃはす う こさっょしすぇゃっくぇ ゃ ╋ぇくたぇすなく くぇ 
そっしすうゃぇかぇ hotINK at the LARK. 
╃っぉのすくうはす きせ さけきぇく  „╄しすっしすゃっく さけきぇく“ こさっすなさこはゃぇ しっょっき ういょぇくうは くぇ ぉなか

ゅぇさしおう う っ こせぉかうおせゃぇく くぇ 21 っいうおぇ, しさっょ おけうすけ そさっくしおう, ぇくゅかうえしおう, くっきしおう, 
うすぇかうぇくしおう, ょぇすしおう, つっておう, させしおう, うしこぇくしおう, すせさしおう, ぇかぉぇくしおう, させきなくしおう, こけか
しおう. ┿ゃすけさ っ くぇ しぉけさくうおぇ „┿い あうゃはた しけちうぇかういきぇ” う くぇ さけきぇくぇ „《ういうおぇ くぇ すな
ゅぇすぇ”.
′ぇえ-くけゃうすっ おくうゅう くぇ ╂けしこけょうくけゃ しぇ „′っゃうょうきうすっ おさういう” – しぉけさくうお し っしっすぇ 

う うしすけさうう う おくうゅぇすぇ し さぇいおぇいう „╇ ゃしうつおけ しすぇくぇ かせくぇ”. ╃ゃっすっ しぇ しさっょ くぇえ-すなさ
しっくうすっ おくうゅう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁ きけきっくすぇ こけょゅけすゃは くけゃ しぉけさくうお.  ′けしうすっか っ くぇ くぇ
ゅさぇょぇすぇ „┿こけかけく 〈けおしけそけさけし” いぇ こさうくけし おなき ぉなかゅぇさしおぇすぇ おせかすせさぇ. ╉ぇおすけ う くぇ 
くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ くぇ ̈ ぉとうくぇ ぅきぉけか - ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ぅきぉけか いぇさぇょう 
„いくぇつうすっかくうは きせ こさうくけし ゃ おせかすせさくうは う ょせたけゃっく あうゃけす くぇ けぉとうくぇすぇ, おぇおすけ う ゃ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ しなゃさっきっくくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ かうすっさぇすせさぇ”.
╂っけさゅう ╂けしこけょうくけゃ っ さっょぇおすけさ ゃ „╊うすっさぇすせさっく ゃっしすくうお“, ょけおすけさ こけ くけゃぇ ぉなか

ゅぇさしおぇ  かうすっさぇすせさぇ おなき ╇くしすうすせすぇ いぇ かうすっさぇすせさぇ こさう ╀┿′, こさっこけょぇゃぇすっか ゃ ′けゃ 
ぉなかゅぇさしおう せくうゃっさしうすっす.
‶うしぇすっかはす ぉっ ゅけしす くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おなょっすけ こさっょしっょぇすっかしすゃぇ あせさうすけ くぇ 31-すけ 

ういょぇくうっ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは こけっすうつっく おけくおせさし „╁っしっかうく 》ぇくつっゃ”.

《ぇきうかうはすぇ ╃さなくょっゃう. ′っこさっしすぇくくうはす 
うくすっさっし くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ おなき そうさ-
きっくうすっ しっきっえくう ゃさないおう きけあっ ぉう こけょ-
しおぇいゃぇ, つっ ゃっつっ ゃしうつおけ けおけかけ こけおけかっく-
つっしおうすっ おけさっくう っ っょゃぇ かう くっ ういょうさっくけ 
う ういゃぇょっくけ くぇ ぉはか しゃはす. ¨ぉぇつっ さけょしすゃっ-
くぇすぇ ゃっさうゅぇ ╃さなくょっゃう けすくけゃけ けこさけゃっさ-
ゅぇゃぇ すけゃぇ けつぇおゃぇくっ. ]さっとぇすぇ し ╃ぇくぇうか 
けす ╆ぇゃけょ 5/610, くぇしすさけえつうおなす - しこっち こけ 
ぇゃすけきぇすくうすっ しすさせゅけゃっ, っ しぇきけ こけゃけょ いぇ 
さぇいこかうすぇくっすけ こけ ゃっさうあおぇすぇ ょはょけ – ぉぇとぇ 
– しうく – ゃくせちう. ‶けゃっつっ けす 40 ゅけょうくう ぉぇ-
とぇすぇ くぇ ╃ぇくぇうか – 〈けょけさ, ぉうか てかけしっさ 
こけ しかけあくけすけ せしゃけはゃぇくっ くぇ おぇさすっつくうちぇ-
すぇ ゃ ╆ぇゃけょ 1. ‶さっい 1992-さぇ  すけえ ゃいうきぇ う 
しうくぇ しう ゃ ちった 140, ょぇ せつう くっかっおうは いぇくぇ-
はす. ╉けえすけ くっ っ ゃかういぇか ゃ ╆ぇゃけょ 1, すけえ くっ 
いくぇっ すなくおけしすうすっ う はょけゃっすっ こけ ちっゃくぇすぇ 
おせすうは... 〈ぇき こけきぇゅぇす しぇきけ きぇえしすけさかなおなす 
くぇ さなちっすっ う すなさこっくうっすけ – いぇ ょぇ しっ こけかせ-
つぇす くっとぇすぇ しこけさっょ こぇさぇきっすさうすっ くぇ すった-
くうつっしおぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは. “‶さけゅけくゃぇくっすけ 
くぇ いぇすゃけさくぇすぇ さぇきぇ“ っ いぇょぇつぇ くっ いぇ ゃしっ-
おう. ¨ぉぇつっ ╃さなくょっゃ-ぉぇとぇ くっ っ せこかぇてっく 
けす すけゃぇ, くっとけ こけゃっつっ – こけしゃっとぇゃぇ う しうくぇ 
ゃ ういこうかはゃぇくっすけ くぇ ちっゃくぇすぇ おせすうは. ]っゅぇ, 
ゅけょうくぇ しかっょ おぇすけ 〈けょけさ ゃっつっ ゅけ くはきぇ ゃ 
しゃっすぇ けおけかけ くぇし, ╃ぇくぇうか けすおさけゃっくけ しっ 
つせょう いぇとけ うきっくくけ し くっゅけ しっ しさっとぇきっ... 
]すさぇくくけ きせ っ. ′け – しかっょ おぇすけ さぇいぉうさぇ, つっ 

Данаил Дръндев

Дръндев - старши

Дръндеви - джуниър

すなさしうき さけょけゃうすっ おけさっくう, こさけしすけ しっ せしきうたゃぇ. ¨とっ くっ いくぇき, つっ さけょけゃうすっ おけさっくう しっ ういゃうゃぇす こさっい 4 ぇさしっくぇか-
しおう こけおけかっくうは.
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╁ しさっとぇ けす っしっくくうは こけかせしっいけく くぇ ¨ぉかぇしすくけすけ 
こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか-ょっちぇ ゃ しさっとぇ, うゅさぇくぇ 
くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか“, そうさきっくうはす けすぉけさ くぇ 

《╉ “┿さしっくぇか“ 2000 ( ╃っちぇ 2000-2001ゅ.) こけぉっょう けす-
ぉけさなす くぇ „╀っさけっ II“ し さっしこっおすうさぇとけすけ 2:0.
〈けつくう いぇ こけこぇょっくうはすぇ ぉはたぇ ╁かぇょうしかぇゃ ╂っけさゅうっゃ 

う ]すけはく ╂さけいっゃ.
╁ ょさせゅぇすぇ しさっとぇ けすぉけさなす くぇ 《╉“┿さしっくぇか“ 2000( 

こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ 2002-2003ゅ.) しっ いぇこうしぇ しなし 
0:0.
′ぇ 29 くけっきゃさう しe うゅさぇっ こけしかっょくぇすぇ しさっとぇ けす 

すけいう こけかせしっいけく, こさう おけはすけ けすぉけさなす くぇ 《╉ „┿さしっくぇか 
2000“ こさうっきぇ けすぉけさぇ くぇ „╀っさけっ“.
╁ おさぇえくけすけ おかぇしうさぇくっ いぇ こけかせしっいけくぇ ぇさしっくぇか-

しおうはす すうき くぇ のくけてう きかぇょてぇ ゃないさぇしす, さけょっくう 98-
99ゅ. いぇっ すさっすけ きはしすけ.

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

22.11 - しなぉけすぇ – 11 つぇしぇ
╇くそけちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” 4 - „╉けしっ ╀けしっ”- ょっすしおぇ こけしすぇくけゃ-

おぇ くぇ すっぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ” 

┿さす ゅぇかっさうは „┿すっかうっすけ”-  ╃っきけくしすさぇちうう くぇ すったくうおぇ いぇ さう-
しせゃぇくっ ゃなさたせ おっさぇきうおぇ 

26.11 - 17,30 つぇしぇ
╇くそけちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” 4 - „′ぇしさっとぇ” - ぇゃすけさしおぇ ういかけあ-

ぉぇ-あうゃけこうし くぇ たせょけあくうおぇ ╇ゃぇく ╂ぇえょぇさけゃ 

26.11 - 19 つぇしぇ
╁けっくっく おかせぉ - „《っくけゃっ” - こけしすぇくけゃおぇ くぇ すっぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇお-

つうっゃ” 

29.11 - 11 つぇしぇ
╇くそけちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” 4 -  „╆かぇすおぇ, いかぇすくけすけ きけきうつっ” - 

ょっすしおけ せすさけ 

29.11 -  14 つぇしぇ
′』 „╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ” – 170 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ くぇ おぇ-

こうすぇく ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ う こっしくうすっ いぇ くっゅけ 

′けっきゃさう – ょっおっきゃさう
》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは – ╉ぇいぇくかなお - ういかけあぉぇ - あうゃけこうし けす 

そけくょぇ くぇ ╂ぇかっさうは – ╀せさゅぇし くぇ たせょけあくうおぇ ╂っけさゅう ╀ぇっゃ 

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

╀かういけ 90 しぇ ゃっつっ きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう ゃ ╃ぃ【 《╉ 
„┿さしっくぇか 2000“. ╋くけゅけ けす すはた しぇ きくけゅけけぉっとぇゃぇとう ゃっつっ ぉな-
ょっとう そせすぉけかくう すぇかぇくすう う うきっくぇ. ¨す すけいう ぉさけえ いぇこけつゃぇきっ 
ょぇ ゅう こさっょしすぇゃはきっ ゃ しこっちうぇかくぇすぇ くう くけゃぇ させぉさうおぇ. ] はし-
くぇすぇ くぇょっあょぇ, つっ, ぇおけ しっゅぇ しぇ こさけしすけ ょっちぇ, おけうすけ けぉうつぇす 
そせすぉけかぇ, っょうく ょっく きくけゅけ けす すはた とっ しぇ ゅけかはきぇ くけゃうくぇ.

〈さうすっ うきっくぇ:

╋ぇさすうく ╋けくっゃ 
╂っけさゅうっゃ

╂けょうくう:

〉つうかうとっ:

]¨〉 “』せょけきうさ”

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅ
さぇって ゃ „┿さしっくぇか“?:

ょゃっ ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?:

┿すぇおせゃぇと こけかせ
いぇとうすくうお

╊のぉうき うゅさぇつ, かの
ぉうき けすぉけさ?

[けくぇかょけ,
„ ╋ ぇ く つ っ し す な さ 

ぃくぇえすっょ“

╉ぇおなゃ うしおぇて ょぇ 
しすぇくって?

‶さけそっしうけくぇかっく 
そせすぉけかうしす

╁ぇあくけ ょぇ しっ いくぇっ:

- 900 しぇ さっゅうしすさうさぇくうすっ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っすぇあくう しけぉ-
しすゃっくけしすう, しなけぉとう くぇ しさっとぇ し ょけきけせこさぇゃうすっかう けぉとっしすゃっくうはす 
こけしさっょくうお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. 〈けゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ しぇ ぉかけおけゃっすっ う 
おけけこっさぇちううすっ, おなょっすけ ゃ っょくぇ しゅさぇょぇ あうゃっはす きくけゅけ たけさぇ – しけぉ-
しすゃっくうちう, こけかいゃぇすっかう う けぉうすぇすっかう.
- ‶けゃっつっ けす 7 000 ょけおせきっくすぇ いぇ しけぉしすゃっくけしす しぇ ゃっつっ こけょぇょっくう 

ゃ さぇいおさうすぇすぇ こさうっきくぇ いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ うそけさきぇちうは, おけはすけ けすけさう-
いうさぇくぇすぇ そうさきぇ くぇ ╇かうはく 〈けょけさけゃ とっ ういこけかいゃぇ いぇ ういゅけすゃはくっすけ 
くぇ ╉ぇょぇしすさぇかくぇすぇ おぇさすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ̈ しゃっく かうつくけ こけょぇょっくう くぇ 
さなおぇ くけすぇさうぇかくう ぇおすけゃっ, こけ うくすっさくっす  しぇ こけょぇょっくう けとっ くぇょ 2 
300. ╄ょくけきっしっつくうはす しさけお いぇ こさっょしすぇゃはくっ くぇ くけすぇさうぇかくうすっ ぇお-
すけゃっ ういすっつっ くぇ 8-う くけっきゃさう. ¨こうしぇくうっすけ くぇ きはしすけ – こけ ぇょさっしう, 
とっ しすぇゃぇ, ぉっい ょぇ しっ ゃかういぇ ゃ あうかうとぇすぇ, けぉはしくう けとっ 〈けょけさけゃ こけ 
こけゃけょ けこぇしっくうは くぇ ゅさぇあょぇくう, ういさぇいっくう ゃ こせぉかうつくけすけ こさけしすさぇく-
しすゃけ.
- ╁ ╉ぇいぇくかなお うきぇ しぇきけ っょくけ さっゅうしすさうさぇくけ ]ょさせあっくうっ くぇ しけぉ-

しすゃっくうちうすっ. ]ょさせあっくうはすぇ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ しぇ のさうょうつっしおう 
かうちぇ う いぇ すはた ょっえしすゃぇ さっゅうしすさぇちうけくっく さっあうき, いぇ さぇいかうおぇ けす 
せゃっょけきうすっかくうは こさう ょさせゅぇすぇ そけさきぇ くぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ っすぇあくぇ 
しけぉしすゃっくけしす , ぇ うきっくくけ – けぉとけ しなぉさぇくうっ くぇ っすぇあくうすっ しけぉしすゃっ-
くうちう. 《けさきぇすぇ „]ょさせあっくうっ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ” っ くせあくぇ, ぇおけ しっ 
こさっょこさうっきぇす ょっえしすゃうは, おけうすけ ういうしおゃぇす くぇかうつうっ くぇ さっゅうしすさぇちうは 
おぇすけ のさうょうつっしおけ かうちっ. ╀っい ょぇ うきぇ すぇおぇゃぇ, っ ぇぉしけかのすくけ くっゃない-
きけあくけ, くぇこさうきっさ, ょぇ ぉなょぇす せしゃけっくう こぇさう けす ╄] いぇ しぇくうさぇくっ くぇ 
しゅさぇょうすっ, おけっすけ ぉってっ てせきくけ さっおかぇきうさぇくけ こさっい こけしかっょくぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ. 
- ̈ ぉとけすけ しなぉさぇくうっ っ けしくけゃくうはす けさゅぇく, おけえすけ せこさぇゃかはゃぇ っすぇあ-

くぇすぇ しけぉしすゃっくけしす  こさう せしかけゃうはすぇ くぇ ¨ぉとけ しなぉさぇくうっ くぇ っすぇあ-
くうすっ しけぉしすゃっくうちう. ╁しっおう あうかうとっく ぉかけお すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ すぇおけゃぇ. 
¨しくけゃくぇ すさせょくけしす ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ ̈ ぉとけすけ しなぉさぇくうっ っ しなぉうさぇくっすけ 
くぇ おゃけさせき, いぇとけすけ しなしっょうすっ くっ たけょはす こけ しなぉさぇくうはすぇ, くけ う ゃ すけいう 
しかせつぇえ いぇおけくけょぇすっかはす っ くぇきっさうか ういたけょ, おぇすけ っ こさっょゃうょうか す. 
くぇさ. „しこぇょぇと おゃけさせき”, こさう おけえすけ きけあっ ょぇ しっ しすうゅくっ ょけ こさうっきぇくっ 
くぇ ゃぇあくう さってっくうは ょけさう う ゃ しかせつぇうすっ くぇ きうくうきぇかくけ こさうしなしすゃうっ 
けす しすさぇくぇ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ.  ‶さけぉかっき っ う きはしすけすけ いぇ こさけゃっあょぇ-
くっすけ くぇ しなぉさぇくうはすぇ, けしけぉっくけ ゃ ゅけかっきうすっ ぉかけおけゃっ, おなょっすけ かうこしゃぇ 
しこっちうぇかくけ きはしすけ いぇ ちっかすぇ.
- ╁しっおう ぉかけお, おけけこっさぇちうは うかう ゃたけょ しっ せこさぇゃかはゃぇ, けしゃっく けす 

¨ぉとけ しなぉさぇくうっ, う けす ういぉさぇくう けす くっゅけ 〉こさぇゃうすっか うかう 〉こさぇゃう-
すっかっく しなゃっす, ぇ こけ あっかぇくうっ – おけくすさけかっく しなゃっす うかう おけくすさけかぬけさ. 
‶けつすう ゃうくぇゅう しっ ういぉうさぇ う おぇしうっさ, おけっすけ くっ っ いぇょなかあうすっかくけ 
しこけさっょ いぇおけくぇ, くけ ゃぇあくけ せょけぉしすゃけ いぇ けすくけてっくうはすぇ ゃ っすぇあくぇすぇ 
しけぉしすゃっくけしす.
- ╅うゃっっとうすっ ゃ けぉとぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす しなぉうさぇす しさっょしすゃぇすぇ 

いぇ さっきけくす う こけょょさなあおぇ こけ おぇしけゃ こなす – けす おぇしうっさぇ うかう せこさぇゃう-
すっかは.
- ]さっょしすゃぇすぇ いぇ そけくょ „[っきけくす う けぉくけゃはゃぇくっ” きけゅぇす  ょぇ ぉなょぇす 

しなぉうさぇくう ゃ しきっすおぇ しなし しこっちうぇかくけ こさっょくぇいくぇつっくうっ, おけはすけ しっ 
さぇいおさうゃぇ くぇ うきっすけ くぇ せこさぇゃうすっかは うかう せこさぇゃうすっかくうは しなゃっす. 
- ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くっ っ ういょぇかぇ くうすけ っょくけ くぇおぇいぇすっかくけ こけしすぇ-

くけゃかっくうっ こけ ╆ぇおけくぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ っあぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす/
╆〉╄]/, おけえすけ っ ゃ しうかぇ けす 1-う きぇえ 2009 ゅけょうくぇ. ′ぇおぇいぇすっかくうすっ 
こけしすぇくけゃかっくうは こけ いぇおけく しっ ういょぇゃぇす けす おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ゃない 
けしくけゃぇ くぇ ういゅけすゃっくうすっ けす けぉとうくしおぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ぇおすけゃっ いぇ 
せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ くぇさせてっくうっ, くけ しぇきけ こさう こけかけあっくうっ, つっ ゃ ぇょ-
きうくうしすさぇちうはすぇ うきぇ くぇょかっあくけ こけょぇょっくう ょけおせきっくすう いぇ くぇさせてっ-
くうは くぇ こさぇゃうかぇすぇ くぇ けぉとけすけ しなあうすっかしすゃけ ゃ ぉかけおけゃっすっ う おけけこっ-
さぇちううすっ. ╊うこしぇすぇ くぇ しぇくおちうう しさっとせ くぇさせてうすっかうすっ けぉうおくけゃっくけ 
しっ ょなかあう くぇ こさけこせしおう ゃ ょけおせきっくすぇちうはすぇ, こけょぇょっくぇ けす しなしっょうすっ 
しさっとせ くぇさせてうすっかは くぇ けぉとうすっ こさぇゃうかぇ くぇ しなあうすっかしすゃけ, こけおぇいゃぇ 
こさけゃっさおぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. 
- ′ぇさせてっくうはすぇ, いぇ おけうすけ ゅさぇあょぇくうすっ しうゅくぇかういうさぇす ¨ぉとうくぇすぇ 

けすくけしくけ こけゃっょっくうっすけ くぇ しゃけえ しなしっょ, すさはぉゃぇ ょぇ しぇ けこうしぇくう ゃ すけ-
つっく こさけすけおけか くぇ せこさぇゃうすっかは う ょゃぇきぇ しけぉしすゃっくうちう うかう くぇ 〉こさぇ-
ゃうすっかくうは しなゃっす し おけくおさっすくう けこうしぇくうは くぇ こさけはゃうすっ くぇ „ゃうくけゃ-
くうは“ しなしっょ, けぉさなとぇす ゃくうきぇくうっ けす けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. 
‶さけすけおけかなす しっ こけょぇゃぇ ゃ ̈ ぉとうくぇすぇ. ┿おけ っ しこぇいっくぇ こさけちっょせさぇすぇ, 
¨ぉとうくぇすぇ きけあっ ょぇ くぇかけあう ゅかけぉぇ くぇ くぇさせてうすっかは.
- ╆ぇ くぇさせてっくうは くぇ こさぇゃうかぇすぇ くぇ けぉとけすけ しなあうすっかしすゃけ きけあっ ょぇ 

しっ くぇかぇゅぇす こぇさうつくう ゅかけぉう. ╆ぇおけくなす こさっょゃうあょぇ う ゅかけぉう いぇ かうちぇ-
すぇ, おけうすけ しぇ ういぉさぇくう ょぇ せこさぇゃかはゃぇす けぉとぇすぇ っすぇあくぇ しけぉしすゃっくけしす.
- ′はきぇ ょぇくくう いぇ ういこなかくうすっかくう ょっかぇ こさけすうゃ しなしっょう – くぇさせてう-

すっかう, こけおぇいゃぇ こさけゃっさおぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. ‶さっょしすけう 
ょぇ ぉなょっ しなぉさぇくぇ ょけこなかくうすっかくぇ うくそけさきぇちうは けすくけしくけ くぇかうつうっすけ 
くぇ すぇおうゃぇ ょっかぇ. 
- ′っ っ いぇょなかあうすっかくけ こけおぇくうすっ おなき しなしっょうすっ いぇ こさうしなしすゃうっ 

くぇ ¨ぉとけすけ しなぉさぇくうっ ょぇ ぉなょぇす くっこさっきっくくけ かうつくう. ′ぇえ-てうさけおけ 
しっ こさうかぇゅぇ こさぇおすうおぇすぇ くぇ こけしすぇゃはくっ くぇ けぉとけょけしすなこくけ きはしすけ ゃ 
しゅさぇょぇすぇ  くぇ けぉはゃかっくうっ いぇ しなぉさぇくうっ, おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しなょなさあぇ 
ょっく, つぇし, きはしすけ くぇ しなぉさぇくうっすけ う すけつっく ょくっゃっく さっょ.
- ╆ぇおけくなす こさっょゃうあょぇ す. くぇさ. „しこぇょぇと おゃけさせき“ いぇ こさけゃっあょぇくっ 

くぇ ¨ぉとけすけ しなぉさぇくうっ: ゃ けぉとうは しかせつぇえ いぇ こさけゃっあょぇくっすけ きせ っ 
くせあくけ こさうしなしすゃうっすけ くぇ こけくっ 67 くぇ しすけ けす うょっぇかくうすっ つぇしすう ゃ っす-
ぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, ぇ こさう かうこしぇすぇ うき, しなぉさぇくうっすけ しっ こさけゃっあょぇ 
しかっょ っょうく つぇし, ぇおけ くぇ くっゅけ しぇ こさっょしすぇゃっくう くっ こけ-きぇかおけ けす 33 くぇ 
しすけ うょっぇかくう つぇしすう. ┿おけ う ゃ すけいう しかせつぇえ くっ しっ くぇぉっさっ くせあくうはす 
おゃけさせき, いぇしっょぇくうっすけ きけあっ ょぇ しっ こさけゃっょっ ゃ しかっょゃぇとうは さぇぉけすっく 
ょっく う とっ しっ しきはすぇ いぇ いぇおけくくけ, おけかおけすけ う うょっぇかくう つぇしすう けす けぉとう-
すっ つぇしすう くぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす ょぇ しぇ こさっょしすぇゃっくう.
- ╆ぇおけくなす こさっょゃうあょぇ ゃないきけあくけしす いぇ いぇこかぇとぇくっ くぇ さぇぉけすぇすぇ 

くぇ せこさぇゃうすっかうすっ う おぇしうっさうすっ くぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす. 
- ╆ぇおけくなす こけょさけぉくけ けこさっょっかは くはおけう けす こさぇゃうかぇすぇ ゃ っすぇあくぇすぇ 

しけぉしすゃっくけしす. ╂さぇあょぇくうすっ こさけしすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ いぇこけいくぇはす し こさぇ-
ゃぇすぇ う いぇょなかあっくうはすぇ しう こけ ╆ぇおけくぇ いぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ っすぇあくぇすぇ 
しけぉしすゃっくけしす う ╆ぇおけくぇ いぇ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ.

]なぉうさぇくっすけ くぇ すぇおしうすっ いぇ 
こけょょなさあぇくっすけ くぇ けぉとうすっ つぇし-
すう くぇ しゅさぇょうすっ しっ けつっさすぇ おぇすけ 
けしくけゃっく こさけぉかっき ゃ ょうしおせしうは-
すぇ くぇ しさっとぇすぇ こけ ゃなこさけしうすっ 
くぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす. ╆ぇ-
おけくなす ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす すさせょ-

くけしすうすっ こさう しなぉうさぇくっすけ くぇ 
ゃくけしおうすっ けす ゃしうつおう あうゃっっとう 
ゃ ゅけかっきうすっ ぉかけおけゃっ ょぇ ぉなょぇす 
こさっけょけかはくう, ぉっ しすぇくけゃうとっすけ 
くぇ しこっちうぇかうしすうすっ, くけ ゃ さっ-
ぇかくぇすぇ こさぇおすうおぇ くぇ ょけきけせ-
こさぇゃうすっかうすっ けこすうきういきなす くっ 
っ すけかおけゃぇ ゅけかはき, しっ けおぇいぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ ょっぉぇすぇ. ╊うこしぇすぇ くぇ 
ういょぇょっく ょけおせきっくす うかう ょけさう 
– こけょこうし ゃ しこっちうぇかくぇ おくうゅぇ, 
せょけしすけゃっさはゃぇと こかぇとぇくっすけ くぇ 
こぇさうすっ いぇ こけつうしすゃぇくっ, ぇしぇく-
しぬけさ, っかっおさけっくっさゅうは う ゃけょぇ, 
っ こさけぉかっき, おけえすけ 】っさっゃぇ 
こさっょかけあう ょぇ ぉなょっ さってっく し 
こけきけとすぇ くぇ こさうきっさくぇ しすぇく-
ょぇさすくぇ ぉかぇくおぇ, おけはすけ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ ういさぇぉけすっくぇ う さぇい-
こさけしすさぇくっくぇ しさっょ せこさぇゃうすっ-
かうすっ くぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす 
し  こけきけとすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお. ‶さっょかけあっくうっすけ 
うょゃぇ おぇすけ さっいせかすぇす けす きくけゅけ-
すけ さぇいゅけゃけさう こけ すけいう ゃなこさけし 
しかっょ しうゅくぇかう けす ゅさぇあょぇくう う ゃ 
せしかけゃうはすぇ くぇ かうこしぇ くぇ せすゃなさ-
ょっく っょうくっく けぉさぇいっち いぇ ╉くうゅぇ 
くぇ こさうたけょうすっ う さぇいたけょうすっ, 
おけっすけ いぇすさせょくはゃぇ けすつっすくけしす-
すぇ くぇ っすぇあくうすっ しけぉしすゃっくけしすう. 

¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ, おけはすけ ぉっ つぇしす けす かうし-

すぇすぇ いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう 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“, くぇこけきくは くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, つっ こけ ゃなこさけしうすっ くぇ っすぇあくぇすぇ 
しけぉしすゃっくけしす, おぇおすけ う いぇ ょさせゅう しゃけう こさけぉかっきう, しゃなさいぇくう し うく-

しすうすせちううすっ くぇ きっしすくぇすぇ う ょなさあぇゃくぇすぇ ゃかぇしす, すっ きけゅぇす ょぇ こけょぇ-

ゃぇす しゃけうすっ しうゅくぇかう くっ しぇきけ ゃ こさうっきくぇすぇ ゃ ゅさぇょぇ, くけ う けく かぇえく 
– こさっい っかっおすさけくくぇすぇ しすさぇくうちぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ しっおちうはすぇ 
„¨きぉせょしきぇく“, おけはすけ ゃっつっ っ ぇおすうゃうさぇくぇ う さぇぉけすう. ‶けょぇゃぇくっすけ 
くぇ あぇかぉう けく かぇえく っ けすょっかっくけ ゃ こぇょぇとぇすけ きっくの くぇ しっおちうはすぇ.

]さっとぇ こさう けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ しなぉさぇ ょけきけせこさぇゃう-

すっかう くぇ っすぇあくぇ しけぉしすゃっくけしす し のさうしすう けす ‶さぇゃくぇすぇ おかうくうおぇ, しないょぇょっくぇ おなき うくしすうすせ-

ちうはすぇ くぇ こけしさっょくうおぇ.  ‶さぇゃくぇすぇ おかうくうおぇ  っ しないょぇょっくぇ  こけ うょっは う し こけきけとすぇ くぇ ぇょゃけ-

おぇす ╂っさゅぇくぇ ┿すぇくぇしけゃぇ う すさうきぇ しすせょっくすう こけ こさぇゃけ こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ┿すぇくぇしけゃぇ. 
]すせょっくすう けす こけしかっょくうすっ おせさしけゃっ くぇ けぉせつっくうっすけ しう こけ こさぇゃけ こさっょしすぇゃうたぇ くぇ 14-う 
くけっきゃさう こさっょ  ょけてかうすっ くぇ しさっとぇすぇ おかぇせいうすっ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす う 
╆ぇおけくぇ いぇ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ, しゃなさいぇくう し さっゅかぇきっくすぇちうはすぇ くぇ けぉとけすけ しなあう-

すっかしすゃけ ゃ ぉかけおけゃっ う おけけこっさぇちうう. [ぇいはしくうすっかくぇすぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ しすせょっくすうすっ ょけぉさけ-

ゃけかくけ ょぇゃぇす いぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお つさっい うくしすうすせちうはすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ-

くうお, すっつっ ゃっつっ ゅけょうくぇ. ′うおけか [ぇたきぇくかうっゃぇ, ]うきけくぇ ╅っかっいつっゃぇ う [ぇょけしかぇゃ ╇ゃぇくけゃ, 
し こけきけとすぇ くぇ さなおけゃけょうすっかは くぇ ‶さぇゃくぇすぇ おかうくうおぇ – ╂っさゅぇくぇ ┿すぇくぇしけゃぇ, けすゅけゃぇさはたぇ 
う くぇ ゃなこさけしう  くぇ ょけきけせこさぇゃうすっかうすっ, ゃないくうおくぇかう ゃ こさぇおすうおぇすぇ こけ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ いぇ-

おけくぇ. ′ぇ しさっとぇすぇ こけ こけおぇくぇ くぇ 】っさっゃぇ こさうしなしすゃぇたぇ けとっ  ぇさた. ′ぇすぇかうは ╊のちおぇくけゃぇ 
う うくあ. ╉さぇしうきうさぇ ╃うょけゃぇ けす けぉとうくしおぇすぇ ╃うさっおちうは „〉しすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ“, けす 
つうっすけ うきっ しなとけ ぉはたぇ ょぇょっくう  おけくしせかすぇちうう こけ ゃなこさけしうすっ くぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす. 
′ぇ しさっとぇすぇ, いぇ ょぇ けすゅけゃけさう くぇ ゃないくうおくぇかう ゃなこさけしう, しっ けすいけゃぇ う こさっょしすぇゃうすっかはす くぇ 
そうさきぇすぇ, おけはすけ ういゅけすゃは ╉ぇょぇしすさぇかくぇすぇ おぇさすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ╇かうはく 〈けょけさけゃ. 

...[〉¨╈╅ ′╅ ¨』【《『¨っ【╅ 〉╅ ‒】【╆《]╅
╁ こけきけと くぇ  さっすさけしこっおすうゃくけすけ う かのぉけこうすくけ ういしかっょ-

ゃぇくっ, つうえすけ けぉっき ゃっつっ っ くぇょ 300 しすさぇくうちう, ゃ こけきけと くぇ 
╂っけさゅう っ ぉせさゅぇいかうはすぇ ‶っすなさ ]けすうさけゃ, おけえすけ けす ゅけょうくう 
しなぉうさぇ  しすぇすうしすうおう くぇ そせすぉけかくうすっ けすぉけさう けす ╉ぇいぇくかなお. 
╋けすうゃなす  くぇ ╂っけさゅう ょぇ しっ いぇたゃぇくっ し くっかっおぇすぇ いぇょぇ-

つぇ っ ぉっいぇこっかぇちうけくっく: けぉうつぇ そせすぉけかぇ. 《せすぉけかくうはす きせ 
こさけとなこせかくうお  っ くぇ ぇさしっくぇかしおう すっさっく. ╉ぇいぇくかなお っ っょうく 
けす ゅさぇょけゃっすっ しなし しっさうけいくう すさぇょうちうう ゃなゃ そせすぉけかぇ う いぇ-
しかせあぇゃぇ  すは ょぇ っ しなたさぇくっくぇ う けこぇいっくぇ. ]ぇきうはす すけえ こさっい 
80-すっ ゅけょうくう, おぇすけ せつっくうお ゃ 3-すう う 4-すう おかぇし, すさっくうさぇ 
そせすぉけか ゃ ょっすしおぇすぇ ておけかぇ くぇ ╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし” - こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ し すさっくぬけさ こけおけえくうはす ╀けさうしかぇゃ 《せさくうゅけゃ. 
╂っけさゅう くっ こさぇゃう そせすぉけかくぇ おぇさうっさぇ, くけ かのぉけゃすぇ きせ おなき 
うゅさぇすぇ し  すけこおぇ けしすぇゃぇ. 
‶けきけと いぇ おくうゅぇすぇ, けしゃっく ‶っすなさ ]けすうさけゃ, くぇ ╂っけさゅう 

けおぇいゃぇす う しこけさすくう ぇさしっくぇかしおう  ゃっすっさぇくう ゃ かうちっすけ くぇ 
╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ, ぉうゃてう すさっくぬけさう こけ そせすぉけか ゃ ゅさぇょぇ, 
おぇおすけ う ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ けす きせいっえ „┿さしっくぇか”.  ╃なかゅけ 
しっ さけゃう ゃ ぇさたうゃうすっ くぇ きっしすくぇすぇ こさっしぇ, ゃ こっつぇすくけすけ うい-
ょぇくうっ くぇ ゃけっくくうすっ いぇゃけょう „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”, しなぉうさぇ 
ょぇくくう けす くぇちうけくぇかくうすっ ゃっしすくうちう う しこうしぇくうは. 
]さっょ うくすっさっしくうすっ そぇおすう, くぇきっさうかう きはしすけ ゃ ういしかっょ-

ゃぇくっすけ いぇ おぇいぇくかなておうは そせすぉけか, いぇ ╂っけさゅう っ そぇおすなす, つっ 
けしくけゃぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておうは そせすぉけか しっ  ょなかあう くぇ そせすぉけか-
くうすっ すさぇょうちうう, こけかけあっくう ゃ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさう-
おぇ う けすゅかっあょぇくう し きくけゅけ しすぇさぇくうっ. 
╋ぇおぇさ いぇ けそうちうぇかくぇ さけあょっくぇ ゅけょうくぇ くぇ きっしすくうは そせす-

ぉけか ょぇ しっ しつうすぇ 1920 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ くぇ 7-きう はくせぇさう  
しっ さっゅうしすさうさぇ けすぉけさなす くぇ ゅさぇょぇ し うきっすけ „╂さぇくうす” う し 
ゅかぇゃっく うくうちうぇすけさ ╁ぇしうか ╀ぇっゃ, すけ おけさっくうすっ くぇ そせすぉけかぇ 
ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ ょぇすうさぇす けす おさぇは くぇ 19 ゃっお, おけゅぇすけ 
てゃっえちぇさっちなす う こさっこけょぇゃぇすっか こけ そういうつっしおぇ  おせかすせさぇ 
ゃ ‶っょぇゅけゅうつっしおけすけ せつうかうとっ ゃ ╉ぇいぇくかなお /ょく. 》せきぇくう-
すぇさくぇ ゅうきくぇいうは/ ╅ぇお 《ぇさょっか しないょぇゃぇ こなさゃうすっ  こうしぇくう 
こさぇゃうかぇ いぇ うゅさぇすぇ そせすぉけか ゃ ╀なかゅぇさうは. ╂けょうくぇすぇ っ 1894. 
‶さぇゃうかぇすぇ しぇ ぉうかう けすこっつぇすぇくう ゃ „〉つうかうとっく こさっゅかっょ” 
こさっい  1897 ゅけょうくぇ. 
╆ぇ つうすぇすっかうすっ とっ っ かのぉけこうすっく う ょさせゅ そぇおす: こさっい 30-すっ 

ゅけょうくう くぇ  きうくぇかうは ゃっお ゃ ╉ぇいぇくかなお すっつっ てせきくぇ こけかっ-
きうおぇ けすくけしくけ うゅさぇすぇ そせすぉけか ゃ おぇいぇくかなておうすっ せつうかうとぇ. 
‶けかっきうおぇすぇ しっ さぇいゅけさっとはゃぇ ょけすけかおけゃぇ, つっ しっ しすうゅぇ ょけ 
いぇぉさぇくぇ こさっい 1934 ゅけょうくぇ いぇ „こさぇおすうおせゃぇくっ ゃ せつうかうと-
くうすっ ょゃけさけゃっ, こけさぇょう ゃっさけはすくけしす けす せぉうすう, こけしすさぇょぇかう, 
すさぇゃきう う さぇいこせしくぇすけしす くぇ せつっくうちうすっ”. ‶さっょかぇゅぇ しっ さっ-
ゅかぇきっくすうさぇくっ くぇ しこっちうぇかくけ ゃさっきっ いぇ うゅさぇ くぇ そせすぉけか 
- けす 15 ょけ 18 つぇしぇ う きっしすぇ, おなょっすけ  すけゃぇ ょぇ しすぇゃぇ. 
¨す ぉなょっとぇすぇ おくうゅぇ くぇ ╂っけさゅう ]すけはくけゃ とっ くぇせつうき, つっ 

けとっ こさっい 1914 ゅけょうくぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ こさっしぇ けすょっかは こけ-
ょけぉぇゃぇとけ きはしすけ くぇ そせすぉけかぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くっいぇゃうしうきけ, 
つっ ゃしっ けとっ ゅさぇょなす くはきぇ けそうちうぇかっく しゃけえ けすぉけさ, おぇお-
すけ う つっ ゃ けすぉけさぇ くぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ, ょく. 
„┿さしっくぇか”, っ うゅさぇか ぉぇとぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ そせすぉけかくぇ 
かっゅっくょぇ ╂っけさゅう ┿しこぇさせたけゃ-╂せくょう - ┿しこぇさせた ╂っけさゅうっゃ. 
╃させゅぇ あうゃぇ かっゅっくょぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは そせすぉけか う いゃっいょぇ くぇ 
„╊けおけきけすうゃ” – ]けそうは - ]こうさけ ╃っぉなさしおう, こなお っ つぇしす けす 
ょさせゅ おぇいぇくかなておう けすぉけさ – けすぉけさなす くぇ ゃけっくくうすっ „【うこおぇ”, 
そせすぉけかくけすけ しすさぇてうかうとっ くぇ さっゅうけくぇ こさっい 50-すっ ゅけょうくう 
くぇ きうくぇかうは ゃっお.  
]さっょ きぇかおけ ういゃっしすくうすっ そぇおすう いぇ いくぇつうきぇすぇ ぇさしっくぇか-

しおぇ ょうさは ゃなゃ そせすぉけかくぇすぇ おぇいぇくかなておぇ うしすけさうは, くぇきっ-
さうか きはしすけ ゃ おくうゅぇすぇ, っ う ぇきぉうちうはすぇ う あっかぇくうっすけ くぇ 
╂けかせぉうく ╊けいぇくけゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╁けっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ, こけ 
つうっすけ ゃさっきっ いぇこけつゃぇ しすさけっあなす くぇ こなさゃうは しすぇょうけく ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお -  ょくっし  しすぇょうけく „┿さしっくぇか”.  ┿きぉうちうはすぇ くぇ すけゅぇ-
ゃぇてくうは  ょうさっおすけさ っ  ぉうかぇ ゅさぇょなす くぇ さけいうすっ う ╁けっくくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ ょぇ  うきぇす しすぇょうけく  おぇすけ すけいう ゃ しすけかうちぇすぇ, ゅけかはき 
う し ゅけかはきけ けしゃっすかっくうっ. ╂さぇょしおうはす  おけきうすっす くぇ こぇさすうはすぇ 
けぉぇつっ こさけはゃはゃぇ さっゃくけしす う  さってぇゃぇ ょぇ いぇこけつくっ ゅさぇょっあ 
くぇ けとっ っょうく, こけ-ゅけかはき しすぇょうけく ゃ ゅさぇょぇ. 〈ぇおぇ しっ さぇあょぇ 
う ょくってくうはす ゅさぇょしおう しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし”. ╋っつすぇすぇ くぇ 
ょうさっおすけさぇ ╊けいぇくけゃ こさけこぇょぇ, くけ いぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ こなお 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

ゅさぇょなす しっ しょけぉうゃぇ し ょゃぇ しすぇょうけくぇ, こけゃっ-
つっ けす こさうゃうかっゅうは いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ. 
╆ぇしかせあっくけ ゃくうきぇくうっ ゃ おくうゅぇすぇ „╇し-

すけさうは くぇ そせすぉけかぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお” ╂っけさゅう 
]すけはくけゃ う ‶っすなさ ]けすうさけゃ けすょっかはす くぇ 
せしこったうすっ くぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ  そぇ-
ぉさうおぇ, ょく. „┿さしっくぇか”, つうえすけ けすぉけさ しすぇゃぇ 
こなさゃうはす けすぉけさ けす ╉ぇいぇくかなお, おかぇしうさぇか 
しっ いぇ ╃なさあぇゃくうすっ そせすぉけかくう そうくぇかう 
こさっい 1934 ゅけょうくぇ. ]さっょ ちっくくうすっ さっかうお-
ゃう ゃ おくうゅぇすぇ いぇ すけいう しかぇゃっく こっさうけょ っ う 
2- しぇくすうきっすさけゃぇすぇ しくうきおぇ くぇ けすぉけさぇ くぇ 
╁けっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ, くぇこさぇゃっくぇ くぇ ぉさっゅぇ 
くぇ ╃せくぇゃ ゃ [せしっ.
╆ぇ こけつうすぇすっかうすっ くぇ うしすけさうはすぇ おくうゅぇすぇ 

ょぇゃぇ けすゅけゃけさ いぇ すけつくぇすぇ ょぇすぇ くぇ しないょぇ-
ゃぇくっすけ くぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”,  っきぉかっ-
きぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておうは そせすぉけか しっゅぇ, つうえ-
すけ こけつっすっく こさっいうょっくす っ ういこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ. 
〈さぇくしそっさうすっ う けすぉけさうすっ, ゃ おけうすけ しぇ 

うゅさぇかう すぇかぇくすかうゃうすっ おぇいぇくかなておう そせす-
ぉけかうしすう, しなとけ くぇきうさぇす きはしすけ ゃ おくうゅぇ-
すぇ. ┿さたうゃくう しくうきおう, ょぇくくう いぇ うゅさぇつうすっ, 
かのぉけこうすくう しすぇすうしすうおう いぇ すはた, しすぇすうし-
すうおう くぇ くぇえ- せしこってくうすっ しっいけくう くぇ 《╉ 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う せつぇしすうっすけ くぇ けすぉけさぇ 
ゃ „┿” ゅさせこぇ ゃ こっさうけょぇ 1982-83 ゅけょうくぇ, 
おぇおすけ う うしすけさうはすぇ くぇ しこっつっかゃぇくっすけ くぇ 
てぇきこうけくしおぇすぇ すうすかぇ いぇ のくけてう しすぇさてぇ 
ゃないさぇしす くぇ [っこせぉかうおぇくしおけすけ こなさゃっく-
しすゃけ こさっい 1992 ゅけょうくぇ, うきぇす ょけしすけえくけ 
きはしすけ ゃ おくうゅぇすぇ. 
]こけきっくうすっ くぇ うゅさぇつう いぇ ゃさっきっくぇすぇ, ゃ 

おけうすけ しぇ いぇとうすぇゃぇかう ちゃっすけゃっすっ くぇ けす-
ぉけさうすっ けす ╉ぇいぇくかなお, しぇ っきけちうけくぇかくぇすぇ 
つぇしす くぇ こうしぇくぇすぇ そせすぉけかくぇ おぇいぇくかなて-
おぇ うしすけさうは. ╂っけさゅう ]すけはくけゃ こけょゅけすゃは う 
しこっちうぇかっく ょうしお おなき おくうゅぇすぇ, ゃ おけえすけ 
ゃなゃ ゃうょっけ そけさきぇす しぇ いぇこうしぇくう たけさぇすぇ,  
ょけこさうくっしかう いぇ そせすぉけかくぇすぇ しかぇゃぇ くぇ 
ゅさぇょぇ. 
┿きぉうちうはすぇ くぇ ぇゃすけさぇ っ おくうゅぇすぇ ょぇ うきぇ 

こさっきうっさぇ くぇ 13-すう のくう ょけゅけょうくぇ, おけゅぇ-
すけ しっ くぇゃなさてゃぇす 33 ゅけょうくう けす ゃかういぇくっ-
すけ くぇ 《╉  „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ゃ „┿” ゅさせこぇ  
こさっい 1982 ゅけょうくぇ. ╇しすけさうつっしおぇすぇ しさっとぇ 
すけゅぇゃぇ しっ うゅさぇっ くぇ きっしすくうは しすぇょうけく „]っ-
ゃすけこけかうし”. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╁ っょうく けす けゅさけきくうすっ おぇいぇく-
かなておう ぉかけおけゃっ, おなょっすけ くぇ 
16 っすぇあぇ しぇ さぇいこけかけあっくう 75 
ぇこぇさすぇきっくすぇ, けす おけうすけ – っょくぇ 
すさっすぇ くっけぉうすぇっきう, ゃっつっ しっ 
こさうかぇゅぇ こさぇおすうおぇ くぇ っかっお-
すさけくっく ょけしすなこ ょけ あうかうとぇすぇ 

し こけきけとすぇ くぇ しこっちうぇかくう おぇさ-
すう し つうこけゃっ, おけうすけ けゅさぇくうつぇ-
ゃぇす ょけしすなこぇ こさう くぇかうつうっ くぇ 
くっこかぇすっくう しきっすおう. ╁なこさっおう 
しなきくっくうはすぇ いぇ いぇおけくくけしす 
くぇ こけょけぉくう こさぇおすうおう, すっ しぇ 
しっ けおぇいぇかう ういおかのつうすっかくけ 
っそっおすうゃくう, しこけょっかうたぇ こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ せこさぇゃうすっかくけすけ 
すはかけ, こさうぉはゅくぇかけ ょけ すけいう きっ-
すけょ いぇ しなぉうさぇくっ くぇ けぉとうすっ 
こぇさう いぇ すっおせとけ ういこけかいゃぇくっ 
くぇ しゅさぇょうすっ. 
╁いうきぇくっすけ くぇ さってっくうは う 

こさっょこさうっきぇくっすけ くぇ おけく-
おさっすくう しすなこおう いぇ さっきけくすう くぇ 
けぉとうすっ つぇしすう くぇ しゅさぇょぇすぇ – 
こけおさうゃう, しすなかぉうとぇ う ょさせゅう, 
しなとけ っ しっさうけいっく  „こさっこなくう 
おぇきなお“ けす っあっょくっゃうっすけ くぇ 
ょけきけせこさぇゃうすっかうすっ, しっ さぇい-
ぉさぇ こけ ゃさっきっ くぇ ょうしおせしうはすぇ. 
[ってっくうっすけ いぇ けぉくけゃはゃぇくっ う 
けしくけゃっく さっきけくす っ こけ いぇおけく 
けこさっょっかっくけ おぇすけ こさぇゃけきけ-
とうっ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ, ぇ  
こさけちっくす くぇ きくけいうくしすゃけすけ, 
くせあっく けとっ ゃ くぇつぇかけすけ, こさっ-
ょう ょぇ しっ すさなゅくっ おなき しすさけう-
すっかくうすっ ょっえくけしすう, っ 67 % けす 
うょっぇかくうすっ つぇしすう. 〈けかおけゃぇ  けす 

‶さけょなかあっくうっすけ こけ すっきぇすぇ 
けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ, 
けす おけえすけ とっ くぇせつうすっ:

- おぇおゃけ っ ゃぇあくけ ょぇ いくぇっすっ 
こさう ういゃぇあょぇくっ けす あうかうとっすけ;

- くぇえ-ゃぇあくうすっ くっとぇ いぇ すった-
くうつっしおうすっ こぇしこけさすう くぇ しゅさぇ-
ょうすっ.

] ぉかぇゅけょぇさくけしす おなき ぇょゃけおぇす 
╂っさゅぇくぇ ┿すぇくぇしけゃぇ う しすせょっく-

すうすっ けす こさぇゃくぇ おかうくうおぇ.

たけさぇすぇ ゃ ょぇょっく ぉかけお うかう ゃたけょ 
すさはぉゃぇ ょぇ しぇ しなゅかぇしくう, つっ さっ-
きけくす っ くせあっく, こうてっ ゃ いぇおけくぇ. 
╁しっおう あうゃっっと すさはぉゃぇ ょぇ こかぇすう 
かうつくぇすぇ しう ゃくけしおぇ いぇ けぉとうすっ 
さぇいたけょう. ′っ すぇおぇ しすけう ゃなこさけ-
しなす し くっけすかけあくうすっ さっきけくすう, 

おけうすけ こさう くぇかうつうっ くぇ しさっょ-
しすゃぇ きけゅぇす ょぇ しっ こさっょこさうっきぇす 
う しぇきけ こさう けすこせしおぇくっ くぇ こぇさう 
けす せこさぇゃうすっかは, ぇ こさう かうこしぇ くぇ 
しさっょしすゃぇ – しかっょ しゃうおゃぇくっ くぇ 
けぉとけ しなぉさぇくうっ. ╁ すけいう しかせ-
つぇえ けぉぇつっ さってっくうっすけ きけあっ ょぇ 
ぉなょっ こさうっすけ う こさう せしかけゃうはすぇ 
くぇ こけ-ぉかぇゅけこさうはすくうは しこぇょぇと 
おゃけさせき. 

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう: 
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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╇くしすさせきっくすぇかくうはす いぇゃけょ おなき „┿さしっくぇか” ┿╃ /╆ぇゃけょ 6/

 おぇくう ゃしうつおう しゃけう ゃっすっさぇくう, ぉうゃてう う くぇしすけはとう 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ しさっとぇ.

 〈は とっ しっ しなしすけう くぇ 13 ょっおっきゃさう /しなぉけすぇ/
けす 12 つぇしぇ ゃ さっしすけさぇくす „╉ぇこうすぇか”.

〈っかっそけく いぇ  こけゃっつっ うくそけさきぇちうは う いぇこうしゃぇくっ:  
0431/ 6 47 51.

ぢだとんぞん

ゐóçü üñâ Öí がと „んëïñÖí¿” 
ï ÖíÇëíÑí „でç. ぢíóïóú 

びó¿ñÖÑíëï¡ó” ç どÜëÜÖöÜ
╁なゃ そけかおかけさくうは ぇくしぇきぉなか, ゃけょっく けす くぇてうは たけさっけゅさぇそ, うゅさぇ-

はす たけさぇ う つせあょっくちう. 》けさっけゅさぇそなす う ぉうゃて ょうさっおすけさ くぇ ╃╉ 
„┿さしっくぇか” ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ゅけょうくう ╃うきうすなさ ╋うくおけゃ こけかせつう 
ゃうしけおけすけ ょなさあぇゃくけ けすかうつうっ くぇ ╀なかゅぇさうは けさょっく  „]ゃ. ‶ぇうしうえ 

》うかっくょぇさしおう” いぇ さけょけかのぉうゃぇすぇ しう さぇぉけすぇ いぇょ ゅさぇくうちぇ. ¨す おさぇは 
くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお ╃うきうすなさ ╋うくおけゃ あうゃっっ ゃ 〈け-
さけくすけ –╉ぇくぇょぇ, おなょっすけ しないょぇゃぇ う そけかおかけさっく ぇくしぇきぉなか しさっょ くぇ-
てっくちうすっ すぇき, おぇおすけ う しさっょ けぉうつぇとう ぉなかゅぇさしおうすっ くぇさけょくう さうすきう 
おぇくぇょちう. ┿くしぇきぉなかなす くぇ ╋うくおけゃ, いぇ おけえすけ つっしすけ きけあっ ょぇ しっ くぇ-
せつぇす う しゃっあう くけゃうくう こさっい 《っえしぉせお, くけしう うきっすけ „╃うきうすさけゃつっ”.  
〈けえ っ しぇきけ くぇ 4 ゅけょうくう, くけ し きくけゅけ せしこったう いぇょ ゅなさぉぇ しう. ╁ 

╉ぇくぇょぇ ╋うくおけゃ ういおぇさゃぇ こぇさうすっ しう うきっくくけ おぇすけ たけさっけゅさぇそ くぇ 
さぇいかうつくう すさせこう, ゃ おけうすけ しっ ういせつぇゃぇ ぉなかゅぇさしおう そけかおかけさ. ╆ぇょ 
こさけっおすぇ きせ しすけう くぇえ-ゅけかっきうはす ぉかぇゅけょっすっか くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょうぇし-
こけさぇ ゃ しっゃっさけぇきっさうおぇくしおぇすぇ しすさぇくぇ – しすさけうすっかくうはす こさっょこさうっ-
きぇつ ╇ゅくぇす ╉ぇくっゃ. ]さっょ くぇえ-くけゃうすっ こけこなかくっくうは ゃ ぇくしぇきぉなかぇ くぇ 
╃うきうすなさ ╋うくおけゃ っ きぇさけおぇくおぇすぇ ′ぇょは. ′っ っょうく う ょゃぇきぇ しぇ おぇ-
いぇくかなつぇくう, ういぉさぇかう いぇ しゃけは ゃすけさぇ さけょうくぇ ╉ぇくぇょぇ, おけうすけ すぇくちせ-
ゃぇす ぉなかゅぇさしおう くぇさけょくう すぇくちう っあっしっょきうつくけ う すってぇす くけしすぇかゅうはすぇ 
しう こけ さけょうくぇすぇ ゃ ぇくしぇきぉなかぇ くぇ ╋うくおけゃ. 
                           

                  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╉ぇすは っ けす っょくぇ けす „こつっ
かうつおうすっ“ ゃ ]つっすけゃけょしすゃけすけ 
くぇ ╆ぇゃけょ 0/310. ‶さけすうゃくけ 
くぇ けつぇおゃぇくうはすぇ いぇ しおせつっく 
つけゃっお, いぇさけゃっく ゃ こぇこおう う 
しきっすおう, ╉ぇすは くっ しこうさぇ ょぇ しっ 
せしきうたゃぇ. 〉しきうゃおうすっ ゃ さぇぉけ
すぇすぇ くぇ しつっすけゃけょうすっかおうすっ けす 
『っくすさぇかくけすけ しつっすけゃけょしすゃけ 
しぇ っあっょくっゃうっ, さぇいぉうさぇき けす 
きかぇょぇすぇ しこっちうぇかうしすおぇ, ょけ
てかぇ すせお しぇきけ こさっょう 5 ゅけょう
くう. ′け すっ しぇ ょけしすぇすなつくけ, いぇ 
ょぇ しっ つせゃしすゃぇ しさっょ おけかっゅうすっ 
おぇすけ せ ょけきぇ しう: „╉けかっおすうゃなす 
くう っ しすさぇたけすっく, てっそけゃっすっ – 
しなとけ, さぇぉけすうき し せょけゃけかしす
ゃうっ...“, しこけょっかは ╃うくっゃぇ, 
おけはすけ けとっ ゃ こなさゃうすっ きうくせすう 
くぇ さぇぉけすくうは ょっく しっ いぇさっあょぇ 
し ょけぉさけすけ くぇしすさけっくうっ: “╃っ
くはす きう いぇこけつゃぇ し せしきうゃおぇ!“ 
╄おぇすっさうくぇ しっ つせょう おぇお かう ぉう 
さぇぉけすうかぇ, ぇおけ え しっ くぇかぇゅぇ
てっ こけ ちはか ょっく ょぇ ぉなょっ しさっょ 
たけさぇ, おけうすけ くっ しう こぇしゃぇす: 
“╇しすうくしおう おけてきぇさ!“ [ぇいぉう
さぇすっかしすゃけすけ ゃ っあっょくっゃうっすけ 
こけおさぇえ すっおせとうすっ いぇょぇつう おけ
かっあおうすっ けす 0/310 さっょせゃぇす う 
し すったくう しう くぇつうくう いぇ きぇかおう 
いぇぉぇゃかっくうは, し おけうすけ さぇぉけすぇ
すぇ しなゃしっき ょぇ くっ すっあう. ] こさう
しなとぇすぇ しう しこけおけえくぇ せしきうゃおぇ 
╉ぇすは こさけょなかあぇゃぇ ょぇ さっょう: 
“╇ ゃ しかせあっぉっく, う ゃ かうつっく 
こかぇく くっとぇすぇ し おけかっゅうすっ しぇ 
ょけぉさっ“. 〈は ちっくう ゃないこさうっすうは 
ゃなゃ そうさきぇすぇ さっょ う すけつくけすけ 
さぇいこさっょっかっくうっ くぇ さっしけさうすっ 
う ゃうょけゃっすっ ょっえくけしすう, おけうすけ 
ういこなかくはゃぇす けすょっかくうすっ しつっ

すけゃけょうすっかう. ]こっちうぇかういぇ
ちうはすぇ くぇ たけさぇすぇ こけいゃけかはゃぇ 
ょけぉさっ ょぇ せしゃけはす さぇぉけすぇすぇ 
しう, ゃょなたゃぇ しこけおけえしすゃうっ う 
くぇきぇかはゃぇ さうしおぇ けす ゅさっておう, 

〈は っ けす けくっいう きかぇょう あっくう, おけうすけ くっ ゃかういぇす こけつすう くうおけゅぇ ゃ てうさけおう
すっ けぉっおすうゃう くぇ さけょくうすっ すなさゅけゃしおう  きっょうう: くはきぇ ゃうょ くぇ くぇたなしぇくぇ 

ょっゃけえおぇ, ゅけすけゃぇ し ちっくぇすぇ くぇ ゃしうつおけ ょぇ しっ しょけぉうっ し ぉかはしおぇゃけ しすぇくうけかっ
くけ ぉなょっとっ う くっこさっきっくくけ – し こけおぇいくうは かせおし くぇ しなこさせゅぇ けす す. くぇさ. ╁╇‶-
けぉとっしすゃけ. ′うおけゅぇ くっ ぉう こけょさっょうかぇ しっぉっ しう  こさっょう しっきっえしすゃけすけ う ょっすっ
すけ. ╇ こさっょう さぇぉけすぇすぇ. ′けしう けくぇいう っしすっしすゃっくけしす, すうこうつくぇ いぇ うしすうくしおうは 
つけゃっお, おけえすけ くっ しっ けすさせこゃぇ し そぇかて う けすきっさゃぇ あうゃけすぇ しう っょうくしすゃっくけ し 
けぉうつすぇ おなき ぉかういおうすっ, し こさけそっしうけくぇかういきぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ う けしきうしかはくっすけ 
ょくうすっ くぇ ょっすっすけ しう. ╁しなとくけしす, ゅけさっ おぇいぇくけすけ くっ せつせょゃぇ くうおぇお つうすぇ
すっかしおぇすぇ こせぉかうおぇ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“, いぇとけすけ ゃ ゅけかはきけすけ そうさきっくけ 
しっきっえしすゃけ そぇかてうゃう ゅっさけう くはきぇ. ╇きぇ たけさぇ, おけうすけ あうゃっはす けす こけつすっくうは 
しう すさせょ う ゃしっ けとっ ゃはさゃぇす ゃ けくっいう ちっくくけしすう, おけうすけ くぇこけしかっょなお すなさしうき 
„こけょ ょなさゃけ う おぇきなお“: さぇぉけすかうゃけしす, つっしすくけしす,  つけゃっつくけしす. ′ぇえ-ょけしすけえ
くうすっ けす すはた  くぇきうさぇきっ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ ゃ ┿かっはすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しかぇゃぇ. 
╇ いぇすけゃぇ っ こけゃっつっ けす っしすっしすゃっくけ うきっくくけ すぇき ょぇ けすおさうっき う ╄おぇすっさうくぇ 
╃うくっゃぇ. 〈は しぇきぇすぇ すさせょくけ しゃうおくぇかぇ し きうしなかすぇ, つっ すぇいう ゅけょうくぇ っ しさっょ 
ぇさしっくぇかしおうすっ けすかうつくうちう. „‶なさゃけくぇつぇかくけ すけゃぇ ぉってっ てけお いぇ きっく, こさう
すっしくうた しっ, くけ こけしかっ つせゃしすゃけすけ っ きくけゅけ たせぉぇゃけ... [ぇょゃぇき しっ, つっ きけうすっ 
さなおけゃけょうすっかう しぇ けちっくうかう さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ ゃなさてぇ“, おぇいゃぇ きかぇょぇすぇ しつっ
すけゃけょうすっかおぇ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ 2014. ╄おぇすっさうくぇ ょけてかぇ ゃ „┿さしっくぇか“  
せあ „いぇ きぇかおけ“. ‶さけぉゃぇかぇ う は こさうっかう. ╆ぇ ょぇ けしすぇくっ. 

╉╊〉っ【 〈¨ ′╅》《ぁ╇╅ 』 】』〈¨╇[╅
ゃっつっ っ ゃうょはかぇ ╃うくっゃぇ いぇ 
5-すっ しう ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか“. 
╃けてかぇ っ すせお こけつすう しかせつぇえ
くけ う し くぇきっさっくうっすけ ょぇ ぉなょっ 
ゃさっきっくくけ, くけ, おぇおすけ しぇきぇすぇ 
すは ょくっし しっ てっゅせゃぇ, “つっしすけ 
ゃさっきっくくけすけ ゃ あうゃけすぇ しすぇゃぇ 
くぇえ-こけしすけはくくけ“. ╃うくっゃぇ っ 
しさっょ しつっすけゃけょうすっかうすっ, おけうすけ 
けぉさぇぉけすゃぇす うくそけさきぇちうはすぇ, 
こけしすなこゃぇとぇ  けす ゃしうつおう いぇ

ゃけょう くぇ そうさきぇすぇ. ╁ おさぇお し 
ゃさっきっすけ すせお ゃっつっ しっ こけかいゃぇ 
しうしすっきぇすぇ „〈ったくけおかぇし“, おけは
すけ ゃっつっ くはおけかおけ ゅけょうくう しっ 
こさうかぇゅぇ ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ しつっ
すけゃけょしすゃけ. ]うしすっきぇすぇ こけいゃけ

かはゃぇ こさけいさぇつくけしす, ゃうょうきけしす 
くぇ うくそけさきぇちうはすぇ, すぇおぇ つっ 
ゃなゃ ゃしっおう っょうく きけきっくす  ょぇ 
しっ しかっょう すけつくけ しつっすけゃけょくぇすぇ 
うくそけさきぇちうは, けぉはしくはゃぇ ╄おぇ

すっさうくぇ. ╇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ 
せしきうたゃぇ – ゃ „┿さしっくぇか“ ゃっつっ 
けすょぇゃくぇ っ いぇぉさぇゃっくけ ゃさっ
きっすけ くぇ けしつっすゃけょはゃぇくっすけ し 
きけかうゃ う たうきうおぇかおぇ. “╁しうつおけ 
っ きけぉうかくけ“ う くはきぇ くうおぇお
ゃぇ くけしすぇかゅうは こけ ゃさっきっすけ くぇ 
けすなさおぇくうすっ ゃ ぉのさけすけ つっさ
くう さなおぇゃっかう. ╆ぇ ╄おぇすっさうくぇ 
╃うくっゃぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな
あっえくうちぇ っ ゃすけさけすけ さぇぉけすくけ 

きはしすけ しかっょ くっえくうは けこうす ゃ 
ょさせゅぇ そうさきぇ, くぇきぇかうかぇ けぉっ
きぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ しう いぇさぇょう 
おさういぇすぇ こさっい 2008-きぇ. ╉ぇすは 
っ こさけそっしうけくぇかっく しつっすけゃけ
ょうすっか, うきぇ ぉぇおぇかぇゃなさしおぇ 

しすっこっく けす ╁っかうおけすなさくけゃしおうは 
せくうゃっさしうすっす う きぇゅうしすさぇすせさぇ 
けす ]ゃうとけゃしおぇすぇ ┿おぇょっきうは. 
╇くぇつっ – こけ きぇえつうくぇ かうくうは, 
╄おぇすっさうくぇ うきぇ ぇさしっくぇかしおぇ 

あうかおぇ – きぇえおぇ え さぇぉけすう おぇすけ 
¨〈╉ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. ╃させゅぇ 
あうすっえしおぇ こけょしおぇいおぇ いぇ ぇさ
しっくぇかしおけ ぉなょっとっ きけあっ ぉう っ 
くっえくうはす ういぉけさ ょぇ せつう ゃ おぇ
いぇくかなておうは きったぇくけすったくうおせき, 
せつうかうとっすけ, ょぇかけ こさけそっしうは 
くぇ たうかはょう ぇさしっくぇかちう こさっい 
ゅけょうくうすっ. ′け, きぇおぇさ ょぇ たぇ
さっしゃぇ こさけそっしうはすぇ しう, ╃うくっ
ゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ しっきっえしすゃけすけ 

っ こなさゃけ ゃ くっえくうすっ あうすっえしおう 
こさうけさうすっすう.

„]っきっえしすゃけすけ っ
くぇえ-ゃぇあくけ!“

] ゃっつっ こけけすさぇしくぇかぇ とっさおぇ 
くぇ 9 ゅけょうくう う し こけょおさっこぇ
すぇ, おけはすけ うきぇ せ ょけきぇ けす しな
こさせゅ, ぉぇぉう う ょはょけゃちう, きかぇ
ょぇすぇ しつっすけゃけょうすっかおぇ せきっっ 
ょぇ しっ さぇょゃぇ くぇ こさけしすうすっ 
くっとぇ けす あうゃけすぇ. ‶さけしすうつおう, 
くけ きくけゅけ ゃぇあくう... ╀っい おけう
すけ とぇしすうっすけ ぉはゅぇ けす おなとう. 
‶さう ╉ぇすは さぇょけしすうすっ こけつゃぇす 
けす しせすさうくすぇ. 〈は しこけょっかは, つっ 
さぇくくけすけ しすぇゃぇくっ いぇ さっょけゃ
くぇすぇ しきはくぇ ゃ „┿さしっくぇか“ くっ 
え すっあう, くぇこさけすうゃ – ょけゃけかくぇ 
っ, つっ しかっょ さぇぉけすぇ え けしすぇゃぇ 
ゃさっきっ う いぇ しっきっえくうすっ ぇくゅぇ
あうきっくすう. ╁ すけいう しきうしなか すは 
くっ こさぇゃう ういおかのつっくうっ けす たう
かはょうすっ ぇさしっくぇかちう, けしすぇくぇかう 
すせお, くっ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ 
う いぇさぇょう しこけおけえくうは, こさっょ
ゃうょうき さうすなき くぇ さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ けす 7.40 ょけ 16.40. ╉ぇすは 
ょぇあっ おぇいゃぇ, つっ ぉう しすぇゃぇかぇ 
う こけ-さぇくけ. 〈は くはきぇ くうおぇおゃけ 
くぇきっさっくうっ ょぇ こさぇゃう しさぇゃ
くっくうっ し さうすなきぇ くぇ ょっくは くぇ 
おけかっゅうすっ しう -  しつっすけゃけょうすっ
かう けす ょさせゅう しそっさう. ′っえくうすっ 
つぇしけゃっすっ しかっょ ぇさしっくぇかしおうは 
こけさすぇか, こけつすう ょけ おなき 19.30, 
ぉせおゃぇかくけ しぇ いぇこなかくっくう ゃしっ
おう ょっく けす こけくっょっかくうお ょけ こっ
すなお し ゅさうあうすっ こけ とっさおぇすぇ 
╂ぇぉさうっかぇ. ] ゃしっゃないきけあくう
すっ しう しゃけぉけょくう いぇくうきぇくうは 
きぇかおぇすぇ っ せこかなすくうかぇ ゃしっおう 
さぇぉけすっく ょっく くぇ きぇきぇ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ しかっょ ういかういぇくっすけ けす 
„┿さしっくぇか“. ┿くゅかうえしおう, くぇ
さけょくう すぇくちう う きぇあけさっすっく 
しなしすぇゃ いぇこなかゃぇす ょっすしすゃけすけ 
くぇ ╂ぇぉう しかっょ ょけきぇてくうすっ いぇ 
せつうかうとっ. ╄おぇすっさうくぇ しっ さぇょ
ゃぇ, つっ ょなとっさは え くっ „ゃうしう“ こけ 
ちはか ょっく こさっょ おけきこのすなさぇ, ぇ 
しっ ょゃうあう, すぇくちせゃぇ う さぇいゃうゃぇ 
いくぇくうはすぇ しう こけ ぇくゅかうえしおう, 
おけえすけ, しこけさっょ しっきっえしすゃけ
すけ, ゃっつっ っ いぇょなかあうすっかっく いぇ 

きかぇょうすっ たけさぇ. [けょうすっかうすっ 
くぇ ╂ぇぉう きぇかおけ すなゅせゃぇす こけ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ きけあってっ ょぇ 
こせしくって ょっすっすけ しう しこけおけえくけ 
ょぇ うゅさぇっ こさっょ ぉかけおぇ. ╉ぇすは 
こさういくぇゃぇ, つっ きぇえつうくしおうすっ 
え しすさぇたけゃっ すさせょくけ こけくぇしはす 
ょけさう しゃけぉけょぇすぇ くぇ きぇかおぇ
すぇ ょぇ こけうゅさぇっ ゃ ぉかういおうは ょけ 
ょけきぇ せつうかうとっく ょゃけさ. ╆ぇ ょぇ 
うきぇ ょけしすぇすなつくけ さぇいくけけぉさぇ

いうっ う つうしす ゃないょせた いぇ ょっすっすけ, 
こなお う – いぇさぇょう しっぉっ しう, ょゃぇ
きぇすぇ さけょうすっかう くっ こさけこせしおぇす 
ゃないきけあくけしす いぇ ぉかういおう う こけ-
ょぇかっつくう さぇいたけょおう. ¨ぉうつぇす 
きくけゅけ ょぇ こなすせゃぇす. „]なぉけすぇ う 
くっょっかは しきっ いぇっょくけ, くぇえ-つっし
すけ – ういゃなく おなとう, いぇ さっかぇおし“, 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ けこうしゃぇ ╉ぇすは 
あうゃけすぇ しう こさっい ゃっょさけしすすぇ くぇ 
てうさけおぇすぇ せしきうゃおぇ. ‶け あっく
しおう とぇしすかうゃぇ, すは こさういくぇゃぇ, 
つっ しなこさせゅなす しなとけ こけきぇゅぇ 
きくけゅけ ゃ っあっょくっゃくうすっ しっきっえ
くう ゅさうあう: “]ぇきぇ くっ ぉうた しっ 
しこさぇゃうかぇ“. 
╀っい くうおぇおゃけ しぇきけしなあぇかっ

くうっ, くぇこさけすうゃ – し せぉっあょっ
くうっすけ, つっ すけつくけ すぇおぇ すさはぉ
ゃぇ, きかぇょぇすぇ しつっゃけょうすっかおぇ 
けす 0/310, こさういくぇゃぇ, つっ おなき 
きけきっくすぇ, ょけおぇすけ ういさぇしすくっ 
とっさおぇすぇ, きぇきぇ ゃうくぇゅう とっ っ 
くぇ ゃすけさけ きはしすけ. ╀っい ょぇ ぉさけ
うき おけすおぇすぇ!!! ╉けおっすくぇすぇ ぉはかぇ 
こっさしうえおぇ っ しぉなょくぇすぇ きっつすぇ 
くぇ ╂ぇぉさうっかぇ, ょけてかぇ きうくぇかぇ
すぇ ╉けかっょぇ いぇ さぇょけしす くぇ ちはかけ
すけ しっきっえしすゃけ. 』ぇお しかっょ おぇすけ 
きはせおぇとぇすぇ おさぇしぇゃうちぇ しすぇゃぇ 
つかっく けす しっきっえしすゃけすけ, ╉ぇすは 
さぇいぉうさぇ いぇとけ くぇ ゃさっきっすけ 
くっえくぇすぇ きぇえおぇ ゃしっ けすおぇいゃぇ
かぇ ょぇ ゃいっきぇす ゃおなとう ょけきぇてっく 
かのぉうきっち: „¨とっ っょくけ ょっすっ, 
けとっ っょくぇ ゅさうあぇ...“, こぇお しっ 
せしきうたゃぇ ╄おぇすっさうくぇ ╃うくっ
ゃぇ. 〈けこかけ う うしおさっくけ. ╉ぇおすけ, 
きけあっ ぉう, くっ しう こさっょしすぇゃはきっ, 
つっ ゅけ きけあっ っょうく, うきっくくけ, 
しつっすけゃけょうすっか... ╇ おぇおすけ くっ 
ゅけ きけあっ  くうすけ っょうく ういきうしかっく 
きっょうっく ゅっさけえ, おぇおゃうすけ くっ 
しこうさぇす ょぇ くう くぇすさぇこゃぇす けす 
〈╁-っおさぇくぇ う あなかすうすっ ゃっしす
くうちう. ′け – くうおけゅぇ けす しすさぇくう
ちうすっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“. 
〈せお  けあうゃはゃぇす しぇきけ けぉさぇいうすっ 
くぇ うしすうくしおうすっ ゅっさけう くぇ くぇ
てっすけ ゃさっきっ, おけうすけ し ょけしすけえ
くうは しう すさせょ う こけつすっくうすっ しう 
しっきっえしすゃぇ ょぇゃぇす っょうくしすゃっ
くぇすぇ くぇょっあょぇ いぇ ぉなょっとっすけ. 
〈せお, ゃ „┿さしっくぇか“. ╁ ╉ぇいぇく
かなお. ╁ ╀なかゅぇさうは.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 ╊さあてかちけせあ:

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

100% ′╅ぅ¨【╅...〉╅ ╅『』╊〉╅]を¨ 
╁ きけきっくすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 

しっ こぇいはす すさせょけゃうすっ ょけしう-
っすぇ くぇ ゃしうつおう, さぇぉけすうかう 
う こっくしうけくうさぇかう しっ ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ しかっょ 1950 ゅけ-
ょうくぇ. 

′ぇ たぇさすうっく くけしうすっか しぇ ゃしうつ-
おう ょけしうっすぇ ょけ 1994 ゅけょうくぇ. 
]かっょ すけいう こっさうけょ  すさせょけゃうすっ 
ょけしうっすぇ  ゃ ぇさたうゃぇ しっ ょせぉかう-
さぇす - おぇおすけ くぇ たぇさすうっく, すぇおぇ 
う くぇ っかっおすさけくっく くけしうすっか, う 
こさう すなさしっくっ しかせあうすっかうすっ しぇ 
ょぇかっつ こけ-けぉかっおつっくう ゃ  さぇぉけ-
すぇすぇ しう. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ すけゃぇ しすぇ-

ゃぇ こけ-かっしくけ う ういょぇゃぇくっすけ くぇ 
しかせあっぉくぇ しこさぇゃおぇ いぇ すさせょけゃ 
しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか” こさう  こけかけ-
あっくうっ, つっ ょぇょっく さぇぉけすくうお 
うかう しかせあうすっか ゃっつっ くっ っ つぇしす 
けす おけかっおすうゃぇ きせ. ╆ぇ ちっかすぇ っ 
くっけぉたけょうきけ こけょぇゃぇくっすけ しぇきけ 
くぇ きけかぉぇ, おけっすけ しすぇゃぇ くぇ 
ゅうてっ くぇ ちっくすさぇかくうは こけさすぇか 
くぇ „┿さしっくぇか” う ゃ さぇきおうすっ くぇ 
ょゃっ しっょきうちう っおうこなす くぇ ‶っく-
おけ 〈けすっゃ さっぇゅうさぇ ゃ こうしきっく 
ゃうょ. ‶さけぉかっきなす う すさせょくけしすすぇ 
ゃ しかせつぇは うょゃぇす こさう こけかけあっ-
くうっ, つっ かうちっすけ, ういうしおゃぇとけ 
しこさぇゃおぇすぇ, くっ っ さぇぉけすうかけ くぇ 
こかけとぇょおぇ „┿さしっくぇか”, ぇ ゃ くは-
おけっ けす いぇおさうすうすっ こけょっかっくうは 
うかう そうかうぇかう くぇ くはおけゅぇてくうは 
╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし” う ょけおせ-
きっくすぇちうはすぇ  っ ういゅせぉっくぇ うかう 
くっ しっ いくぇっ おなょっ しっ しなたさぇくは-
ゃぇ. „〈けゅぇゃぇ すなさしうき そうさきぇすぇ-
こさうっきくうお う, ぇおけ う すぇき くはきぇ 
くうとけ, しっ けぉさなとぇきっ おなき 〈っ-
さうすけさうぇかくけすけ こけょっかっくうっ くぇ 
′¨╇, くけ くっ けしすぇゃはきっ つけゃっお 
ぉっい さってっくうっ”, おぇすっゅけさうつっく っ 
‶っくおけ 〈けすっゃ. 

╇きぇ しこっちうぇかくけ さぇいこう-
しぇくぇ こさけちっょせさぇ こけ いぇおけく 
こさう こけかけあっくうっ, つっ そうさ-
きぇすぇ, ゃ おけはすけ かうちっすけ っ さぇ-
ぉけすうかけ, っ いぇおさうすぇ う くっ しっ 
けすおさうゃぇす くうおぇおゃう  ょけおせ-
きっくすう いぇ すさせょけゃ しすぇあ. 

┿おけ こさっょしすけう こっくしうけくうさぇくっ 

くぇ かうちっ けす いぇおさうすぇ う くっ-
しなとっしすゃせゃぇとぇ そうさきぇ うかう 
そうかうぇか う くっ しっ けすおさうゃぇす 
ょけおせきっくすう いぇ しすぇあ う ゃないくぇ-
ゅさぇあょっくうっ すぇき,  すけ すけゅぇゃぇ 
おぇすけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, くっ-
けぉたけょうきけ こさう  こっくしうけくうさぇ-
くっ, しっ ゃいっきぇ きうくうきぇかくぇすぇ 
さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ. ‶さけぉかっき 
うきぇ けぉぇつっ いぇ さぇぉけすうかうすっ くぇ 
すぇおうゃぇ きっしすぇ くぇ おぇすっゅけさうは, 
おけうすけ しっ けおぇいゃぇす しっさうけいくけ 
けとっすっくう ゃ すぇいう しうすせぇちうは, 
おぇすっゅけさうつっく っ っおしこっさすなす 
„╊うつっく しなしすぇゃ”. 
 ╁ さぇきおうすっ くぇ すさう ょくう ょけ 

しっょきうちぇ けぉうおくけゃっくけ けすくっ-
きぇ ゃさっきっすけ, くせあくけ いぇ こけょ-
ゅけすけゃおぇ くぇ ょけおせきっくすう くぇ 
ぇさしっくぇかちう, くぇ おけうすけ こさっょ-
しすけう こっくしうけくうさぇくっ. ╆ぇ ちっか-
すぇ けしゃっく きけかぉぇ-けぉさぇいっち, 
おけはすけ しっ こけょぇゃぇ けす ぉなょっとうは 
こっくしうけくっさ, しっ こけょゅけすゃはす う 
せょけしすけゃっさっくうっ いぇ こっくしう-
けくうさぇくっ う けとっ ょゃぇ ょけおせ-
きっくすぇ: 〉‶ 2 - いぇ  いぇこかぇすうすっ 
う 〉‶ 3 - いぇ すさせょけゃうは しすぇあ. 
╇ ゃ ょゃぇすぇ しかせつぇは, けしゃっく 
すさせょけゃけすけ ょけしうっ, ゃぇあくぇ っ 
うくそけさきぇちうはすぇ, おけはすけ しっ 
しなょなさあぇ ゃ すさせょけゃぇすぇ おくうあ-
おぇ くぇ しなけすゃっすくけすけ かうちっ いぇ 
こさっょうてくう さぇぉけすくう きっしすぇ う 
ゃないくぇゅさぇあょっくうは. ╄すけ いぇとけ 
っ ゃぇあくけ すさせょけゃぇすぇ おくうあおぇ 
ょぇ しっ しなたさぇくはゃぇ. 〈けゃぇ っ ゃぇ-
あっく ぇくゅぇあうきっくす くぇ しぇきけすけ 
かうちっ う けす くはおけかおけ ゅけょうくう 
すは けしすぇゃぇ ゃ くっゅけ. ]さっとせ こけ-
ょぇょっくぇ ょっおかぇさぇちうは けす しぇ-
きうは さぇぉけすくうお うかう しかせあうすっか 
けぉぇつっ いぇ こさっょけしすぇゃはくっ いぇ 
しなたさぇくっくうっ くぇ すさせょけゃぇすぇ 
おくうあおぇ  おなき すさせょけゃけすけ ょけ-
しうっ, すけいう ぇくゅぇあうきっくす きけあっ 
ょぇ しっ こけっきっ けす „┿さしっくぇか”. 
〈けゃぇ しっ こさぇゃう う おぇすけ こさっ-
ゃっくちうは しさっとせ ういゅせぉゃぇくっ 
うかう こけゃさっあょぇくっ. ╁ ょなか-
ゅけゅけょうてくぇすぇ しう こさぇおすうおぇ 
‶っくおけ 〈けすっゃ けぉぇつっ っ ゃうあ-
ょぇか う ょさせゅう しかせつぇう - くぇ 
せきうてかっくけ くっこさっょけしすぇゃはくっ 
くぇ すさせょけゃぇ おくうあおぇ し きけすうゃ, 

つっ っ ういゅせぉっくぇ うかう くっ しっ いくぇっ 
おなょっ っ. ¨ぉうおくけゃっくけ すけゃぇ しっ 
こさぇゃう けす かうちぇ, おけうすけ くっ あっ-
かぇはす くけゃうはす うき さぇぉけすけょぇすっか 
ょぇ „ゃうょう” すったくう こさっょたけょくう 
ょうしちうこかうくぇさくう くぇおぇいぇくうは 
うかう せゃけかくっくうは. ‶さう いぇゅせぉ-
ゃぇくっ しかっょゃぇ  ょなかゅぇすぇ こさけちっ-
ょせさぇ こけ くぇくけゃけ ょけおぇいゃぇくっ う 
くぇくぇしはくっ くぇ すさせょけゃうは しすぇあ 
けす こさっょたけょくうすっ さぇぉけすくう 
きっしすぇ.  

╃ゃぇ しぇ けしくけゃくうすっ こっさう-
けょう, おけうすけ しぇ ゃぇあくう いぇ 
ゃしっおう, くぇ おけゅけすけ こさっょしすけう 
こっくしうけくうさぇくっ ゃ ぉかういおうすっ 
ゅけょうくう. 

╄ょうくうはす こっさうけょ けぉたゃぇ-
とぇ ゃさっきっすけ けす 1-ゃう はくせぇさう 
1982 – ょけ 31-ゃう ょっおっきゃさう 
1996 ゅけょうくぇ, おけえすけ っ いぇょなか-
あうすっかっく いぇ ういつうしかはゃぇくっすけ 
くぇ こっくしうはすぇ. 〈けいう こっさうけょ 
っ いぇょなかあうすっかっく う くぇ こさぇお-
すうおぇ けそけさきは けしくけゃくうは しすぇあ 
う けしくけゃくうは  おけっそうちうっくす いぇ 
こっくしうけくうさぇくっ. ╁すけさうはす こっ-
さうけょ っ けす 1-ゃう はくせぇさう 1997 
ゅけょうくぇ ょけ きけきっくすぇ, ゃ おけえすけ 
かうちっすけ, こけかぇゅぇとけ すさせょ, っ 
こさうょけぉうかけ こさぇゃけ いぇ こっくしう-
けくうさぇくっ.   

]さっょくけ 30 ぇさしっくぇかちう 
きっしっつくけ こけょぇゃぇす ょけおせ-
きっくすう いぇ こっくしうけくうさぇくっ 

こさっい こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ, 
おぇすけ ぉさけはす うき っ しさぇゃくうすっかくけ 
っょくぇおなゃ し すけいう けす こさっょたけょ-
くうすっ ゅけょうくう, くっいぇゃうしうきけ, つっ 
いぇさぇょう けつぇおゃぇくうすっ こさけきっくう 
ゃ こっくしうけくくけすけ いぇおけくけょぇすっか-
しすゃけ ゃ しすさぇくぇすぇ うきぇ しっさうけ-
いっく さなしす くぇ あっかぇっとうすっ いぇ 
こっくしうけくうさぇくっ - うきぇとう  こさぇ-
ゃけ くぇ すけゃぇ いぇさぇょう こさうょけぉう-
すう しすぇあ うかう ゃないさぇしす. 
¨す 2000 ゅけょうくぇ ゃしうつおう 

さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” しぇ し 
こさういくぇすぇ ゃすけさぇ おぇすっゅけさうは 
すさせょ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

...¨′ぁ╊′╇╅【 [】》 》『《‒╊』¨¨ 
]こけさっょ ょぇくくうすっ くぇ ぇゅっくちう-

はすぇ こけ いぇっすけしすすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう しぇ 
ういつっいくぇかう さっょうちぇ こさけそっ-
しうう. ]ぇきけ ょけこさっょう 10 ゅけょう-
くう しなとっしすゃせゃぇてっ こさけそっしうは 
„けこっさぇすけさ ゃ すっかっそけくくぇ ちっく-
すさぇかぇ“ うかう きぇてうくけこうしおぇ, おぇ-
おゃうすけ ゃっつっ くはきぇ.  ′はきぇ ゅう う 
くはおけう こさけそっしうう, しゃなさいぇくう し 
さなつっく すさせょ, ぇ しなゃしっき しおけさけ 
とっ ういつっいくぇす う こさけそっしうう けす 
しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっ-
すけ, しゃなさいぇくう し さなつっく すさせょ, 
おぇすけ しすさせゅぇさ くぇ せくうゃっさしぇかっく 
しすさせゅ, そさっいうしす くぇ せくうゃっさ-
しぇかくぇ そさっいぇ, さぇぉけすくうお くぇ 
さっいぇつおぇ う ょさせゅう, おけうすけ せし-
こってくけ ゃっつっ しっ いぇきっしすゃぇす けす 
さけぉけすういうさぇくう う ちうそさけゃういう-
さぇくう ゃっさしうう. ]さっょ ういつっいゃぇ-
とうすっ こさけそっしうう しぇ う すぇいう くぇ 
きったぇくうちうすっ, おけかおけすけ う こぇさぇ-
ょけおしぇかくけ ょぇ いゃせつう すけゃぇ. 〈っいう 
けこうすくう „いぇくぇはすつうう”, おけうすけ 
さぇぉけすはす ゃ しそっさぇすぇ くぇ きぇてう-
くけしすさけっくっすけ う こさけういゃけょしすゃけ-
すけ くぇ つぇしすう しぇ くぇえ-いぇこかぇてっくう 
ゃ おかぇしぇちうはすぇ くぇ ういつっいゃぇとう-
すっ こさけそっしうう. ╁しっ けとっ けぉぇ-
つっ そうさきうすっ けす すけいう ぉさぇくて 
けぉはゃはゃぇす しゃけぉけょくう さぇぉけすくう 
こけいうちうう う すなさしっくっすけ くぇ すぇ-
おうゃぇ しこっちうぇかうしすう, きぇおぇさ う 
くっいくぇつうすっかくけ, こさけょなかあぇゃぇ. 
‶けとぇかぬけくうすっ う ぉうぉかうけすっおぇ-
さうすっ  しなとけ しぇ いぇしすさぇてっく ゃうょ, 
うきっくくけ いぇさぇょう さぇいゃうすうっすけ くぇ 
すったくけかけゅううすっ. ¨す ゅけょうくう くぇ-

こなかくけ ういつっいくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは 
う こさけそっしうはすぇ さぇいくけしゃぇつ 
くぇ ゃっしすくうちう, さぇぉけすくうお ゃなゃ 
ゃうょっけすっおぇ,  くぇかぉぇくすう. ‶さけ-
そっしうはすぇ そっさきっさ しなとけ くはきぇ 
ぉかっしすはとけ ぉなょっとっ, くっ しぇきけ 
こけさぇょう くぇこさっょゃぇくっすけ くぇ 
すったくけかけゅううすっ. ′けゃうすっ すけさけ-
ゃっ う こさっこぇさぇすう けこさっょっかっくけ 
こけょけぉさうたぇ こさけょせおすうゃくけしすすぇ 
くぇ いっきっょっかしおうは しっおすけさ, くけ 
すけゃぇ くっ っ ゃ しなしすけはくうっ ょぇ 
こさうゃかっつっ きかぇょうすっ たけさぇ おなき 
すけいう ゃうょ さぇぉけすぇ. ╀かぇゅけょぇ-
さっくうっ くぇ こさぇゃうすっかしすゃっくう-
すっ しせぉしうょうう, ゃしっ けとっ うきぇ 
たけさぇ, おけうすけ しっ いぇょなさあぇす ゃ 
ぉういくっしぇ, くけ きけすうゃぇちうはすぇ うき 
っ すゃなさょっ くうしおぇ. ‶さけゅくけいう-
すっ しぇ, つっ こさけそっしうはすぇ そっさ-
きっさ とっ ういつっいくっ ょけ 2018 ゅ.  
‶けつすう すけかおけゃぇ あうゃけす うきぇ う 
けとっ っょくぇ ういつっいゃぇとぇ こさけ-
そっしうは - すぇいう くぇ せっぉ さっょぇお-
すけさぇ. ╋ぇしけゃけすけ ういこけかいゃぇくっ 
う さぇいこさけしすさぇくっくうっ くぇ おけき-
このすなさくうすっ すったくけかけゅうう とっ 
くぇこさぇゃう ゃないきけあくけ ゃしっおう 
ょぇ こせぉかうおせゃぇ うくそけさきぇちうは 
ゃ きさっあぇすぇ う しなけすゃっすくけ こさけ-
そっしうはすぇ „せっぉ さっょぇおすけさ” とっ 
けすうょっ ゃ きうくぇかけすけ.
╋ぇおしうきせき ょっしっすうかっすうっ 

あうゃけす  ょぇゃぇす っおしこっさすうすっ 
う くぇ けとっ っょくぇ こさけそっしうは - 
こさけういゃけょうすっか くぇ こかぇすけゃっ. 
‶さうつうくぇすぇ: こけょけぉさっくうはすぇ 
ゃ すっおしすうかくぇすぇ うくょせしすさうは 
こけいゃけかはゃぇす こけ-きぇかおけ おけかう-

つっしすゃけ さぇぉけすくうちう し こけゃっつっ 
きぇてうくう けおけかけ しっぉっ しう ょぇ 
こけしすうゅぇす こけ-ょけぉさう こさけうい-
ゃけょしすゃっくう さっいせかすぇすう. ╁ ょけ-
こなかくっくうっ っ う くっせきけかうきぇすぇ 
おけくおせさっくちうは, おけはすけ ゃけょう ょけ  
しなおさぇとぇゃぇくっ  くぇ さぇぉけすくうちう 
う せしなゃなさてっくしすゃぇくっ くぇ こさけ-
ういゃけょしすゃっくうすっ すったくけかけゅうう.

′ぇ そけくぇ くぇ ういつっいゃぇ-
とうすっ こさけそっしうう, おぇおすけ ゃ 
しゃっすぇ, すぇおぇ う ゃ しすさぇくぇすぇ, 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ こさけ-
ょなかあぇゃぇ すっくょっくちうはすぇ くぇ 
しっさうけいっく ょっそうちうす 

くぇ ょさせゅう こさけそっしうう, いぇ おけう-
すけ さぇぉけすけょぇすっかうすっ すさせょくけ 
くぇきうさぇす こけょたけょはとう おぇょさう. 
′ぇえ-すなさしっくぇすぇ こさけそっしうは ゃ 
╀なかゅぇさうは こさっい ういきうくぇかうすっ 
3 ゅけょうくう こさけょなかあぇゃぇ ょぇ っ 
うくあっくっさくぇすぇ, しかっょゃぇくぇ 
けす おゃぇかうそうちうさぇくうすっ  さぇ-
ぉけすくうちう, きっくうょあなさうすっ,  
IT こっさしけくぇかぇ う しつっすけゃけょ-
くう う そうくぇくしけゃう ゃうしてう おぇ-
ょさう.
]かっょ すはた こけいうちううすっ しぇ: 

おゃぇかうそうちうさぇく こっさしけくぇか  いぇ 
さっしすけさぇくすう う たけすっかう, さぇぉけす-
くうちう ゃ さぇいかうつくう しそっさう くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ しなし しさっょ-
くけ すったくうつっしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
きっくうょあなさう „‶さけょぇあぉう“, かっ-
おぇさう う ょさせゅう いょさぇゃくう さぇ-
ぉけすくうちう, すったくうちう.

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

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

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

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

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

– こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ けす くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ さぇえけくぇ: ╉ぇいぇく-
かなお, ¨ゃけとくうお, 』っさゅぇくけゃけ, ╉さなく, ╄くうくぇ, ╃せくぇゃちう, ╉けこさうくおぇ 
う ╋なゅかうあ. 

╁しうつおう おぇくょうょぇすう いぇ けぉはゃっくうすっ こけいうちうう すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇす けぉさぇいけゃぇすっかっく ちっくい: いぇゃなさてっくけ しさっょくけ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ うかう ょけこなかくうすっかくけ こさうょけぉうすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは う すさせょけゃ しすぇあ.
╉ぇくょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇす くっけぉたけょうきうは おけきこかっおす ょけ-

おせきっくすう けす ゅうてっ „‶さけこせしおう”, ちっくすさぇかっく こけさすぇか, ゃしっおう さぇぉけ-
すっく ょっく けす 08.00 ょけ 16.30 つぇしぇ. ‶さっょぇゃぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすうすっ 
けぉさぇすくけ しすぇゃぇ くぇ しなとけすけ きはしすけ. ]こさぇゃおう う うくそけさきぇちうは: けす-
ょっか „╉ぇょさう”, すっか: 0431/63133
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╇くしすさせきっくすぇかくうはす いぇゃけょ おなき „┿さしっくぇか” ┿╃ /╆ぇゃけょ 6/

 おぇくう ゃしうつおう しゃけう ゃっすっさぇくう, ぉうゃてう う くぇしすけはとう 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ しさっとぇ.

 〈は とっ しっ しなしすけう くぇ 13 ょっおっきゃさう /しなぉけすぇ/
けす 12 つぇしぇ ゃ さっしすけさぇくす „╉ぇこうすぇか”.

〈っかっそけく いぇ  こけゃっつっ うくそけさきぇちうは う いぇこうしゃぇくっ:  
0431/ 6 47 51.

ぢだとんぞん

ゐóçü üñâ Öí がと „んëïñÖí¿” 
ï ÖíÇëíÑí „でç. ぢíóïóú 

びó¿ñÖÑíëï¡ó” ç どÜëÜÖöÜ
╁なゃ そけかおかけさくうは ぇくしぇきぉなか, ゃけょっく けす くぇてうは たけさっけゅさぇそ, うゅさぇ

はす たけさぇ う つせあょっくちう. 》けさっけゅさぇそなす う ぉうゃて ょうさっおすけさ くぇ ╃╉ 
„┿さしっくぇか” ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ゅけょうくう ╃うきうすなさ ╋うくおけゃ こけかせつう 
ゃうしけおけすけ ょなさあぇゃくけ けすかうつうっ くぇ ╀なかゅぇさうは けさょっく  „]ゃ. ‶ぇうしうえ 

》うかっくょぇさしおう” いぇ さけょけかのぉうゃぇすぇ しう さぇぉけすぇ いぇょ ゅさぇくうちぇ. ¨す おさぇは 
くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお ╃うきうすなさ ╋うくおけゃ あうゃっっ ゃ 〈け
さけくすけ –╉ぇくぇょぇ, おなょっすけ しないょぇゃぇ う そけかおかけさっく ぇくしぇきぉなか しさっょ くぇ
てっくちうすっ すぇき, おぇおすけ う しさっょ けぉうつぇとう ぉなかゅぇさしおうすっ くぇさけょくう さうすきう 
おぇくぇょちう. ┿くしぇきぉなかなす くぇ ╋うくおけゃ, いぇ おけえすけ つっしすけ きけあっ ょぇ しっ くぇ
せつぇす う しゃっあう くけゃうくう こさっい 《っえしぉせお, くけしう うきっすけ „╃うきうすさけゃつっ”.  
〈けえ っ しぇきけ くぇ 4 ゅけょうくう, くけ し きくけゅけ せしこったう いぇょ ゅなさぉぇ しう. ╁ 

╉ぇくぇょぇ ╋うくおけゃ ういおぇさゃぇ こぇさうすっ しう うきっくくけ おぇすけ たけさっけゅさぇそ くぇ 
さぇいかうつくう すさせこう, ゃ おけうすけ しっ ういせつぇゃぇ ぉなかゅぇさしおう そけかおかけさ. ╆ぇょ 
こさけっおすぇ きせ しすけう くぇえ-ゅけかっきうはす ぉかぇゅけょっすっか くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょうぇし
こけさぇ ゃ しっゃっさけぇきっさうおぇくしおぇすぇ しすさぇくぇ – しすさけうすっかくうはす こさっょこさうっ
きぇつ ╇ゅくぇす ╉ぇくっゃ. ]さっょ くぇえ-くけゃうすっ こけこなかくっくうは ゃ ぇくしぇきぉなかぇ くぇ 
╃うきうすなさ ╋うくおけゃ っ きぇさけおぇくおぇすぇ ′ぇょは. ′っ っょうく う ょゃぇきぇ しぇ おぇ
いぇくかなつぇくう, ういぉさぇかう いぇ しゃけは ゃすけさぇ さけょうくぇ ╉ぇくぇょぇ, おけうすけ すぇくちせ
ゃぇす ぉなかゅぇさしおう くぇさけょくう すぇくちう っあっしっょきうつくけ う すってぇす くけしすぇかゅうはすぇ 
しう こけ さけょうくぇすぇ ゃ ぇくしぇきぉなかぇ くぇ ╋うくおけゃ. 
                           

                  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╉ぇすは っ けす っょくぇ けす „こつっ-
かうつおうすっ“ ゃ ]つっすけゃけょしすゃけすけ 
くぇ ╆ぇゃけょ 0/310. ‶さけすうゃくけ 
くぇ けつぇおゃぇくうはすぇ いぇ しおせつっく 
つけゃっお, いぇさけゃっく ゃ こぇこおう う 
しきっすおう, ╉ぇすは くっ しこうさぇ ょぇ しっ 
せしきうたゃぇ. 〉しきうゃおうすっ ゃ さぇぉけ-
すぇすぇ くぇ しつっすけゃけょうすっかおうすっ けす 
『っくすさぇかくけすけ しつっすけゃけょしすゃけ 
しぇ っあっょくっゃうっ, さぇいぉうさぇき けす 
きかぇょぇすぇ しこっちうぇかうしすおぇ, ょけ-
てかぇ すせお しぇきけ こさっょう 5 ゅけょう-
くう. ′け すっ しぇ ょけしすぇすなつくけ, いぇ 
ょぇ しっ つせゃしすゃぇ しさっょ おけかっゅうすっ 
おぇすけ せ ょけきぇ しう: „╉けかっおすうゃなす 
くう っ しすさぇたけすっく, てっそけゃっすっ – 
しなとけ, さぇぉけすうき し せょけゃけかしす-
ゃうっ...“, しこけょっかは ╃うくっゃぇ, 
おけはすけ けとっ ゃ こなさゃうすっ きうくせすう 
くぇ さぇぉけすくうは ょっく しっ いぇさっあょぇ 
し ょけぉさけすけ くぇしすさけっくうっ: “╃っ-
くはす きう いぇこけつゃぇ し せしきうゃおぇ!“ 
╄おぇすっさうくぇ しっ つせょう おぇお かう ぉう 
さぇぉけすうかぇ, ぇおけ え しっ くぇかぇゅぇ-
てっ こけ ちはか ょっく ょぇ ぉなょっ しさっょ 
たけさぇ, おけうすけ くっ しう こぇしゃぇす: 
“╇しすうくしおう おけてきぇさ!“ [ぇいぉう-
さぇすっかしすゃけすけ ゃ っあっょくっゃうっすけ 
こけおさぇえ すっおせとうすっ いぇょぇつう おけ-
かっあおうすっ けす 0/310 さっょせゃぇす う 
し すったくう しう くぇつうくう いぇ きぇかおう 
いぇぉぇゃかっくうは, し おけうすけ さぇぉけすぇ-
すぇ しなゃしっき ょぇ くっ すっあう. ] こさう-
しなとぇすぇ しう しこけおけえくぇ せしきうゃおぇ 
╉ぇすは こさけょなかあぇゃぇ ょぇ さっょう: 
“╇ ゃ しかせあっぉっく, う ゃ かうつっく 
こかぇく くっとぇすぇ し おけかっゅうすっ しぇ 
ょけぉさっ“. 〈は ちっくう ゃないこさうっすうは 
ゃなゃ そうさきぇすぇ さっょ う すけつくけすけ 
さぇいこさっょっかっくうっ くぇ さっしけさうすっ 
う ゃうょけゃっすっ ょっえくけしすう, おけうすけ 
ういこなかくはゃぇす けすょっかくうすっ しつっ-

すけゃけょうすっかう. ]こっちうぇかういぇ-
ちうはすぇ くぇ たけさぇすぇ こけいゃけかはゃぇ 
ょけぉさっ ょぇ せしゃけはす さぇぉけすぇすぇ 
しう, ゃょなたゃぇ しこけおけえしすゃうっ う 
くぇきぇかはゃぇ さうしおぇ けす ゅさっておう, 

〈は っ けす けくっいう きかぇょう あっくう, おけうすけ くっ ゃかういぇす こけつすう くうおけゅぇ ゃ てうさけおう-
すっ けぉっおすうゃう くぇ さけょくうすっ すなさゅけゃしおう  きっょうう: くはきぇ ゃうょ くぇ くぇたなしぇくぇ 

ょっゃけえおぇ, ゅけすけゃぇ し ちっくぇすぇ くぇ ゃしうつおけ ょぇ しっ しょけぉうっ し ぉかはしおぇゃけ しすぇくうけかっ-
くけ ぉなょっとっ う くっこさっきっくくけ – し こけおぇいくうは かせおし くぇ しなこさせゅぇ けす す. くぇさ. ╁╇‶-
けぉとっしすゃけ. ′うおけゅぇ くっ ぉう こけょさっょうかぇ しっぉっ しう  こさっょう しっきっえしすゃけすけ う ょっすっ-
すけ. ╇ こさっょう さぇぉけすぇすぇ. ′けしう けくぇいう っしすっしすゃっくけしす, すうこうつくぇ いぇ うしすうくしおうは 
つけゃっお, おけえすけ くっ しっ けすさせこゃぇ し そぇかて う けすきっさゃぇ あうゃけすぇ しう っょうくしすゃっくけ し 
けぉうつすぇ おなき ぉかういおうすっ, し こさけそっしうけくぇかういきぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ う けしきうしかはくっすけ 
ょくうすっ くぇ ょっすっすけ しう. ╁しなとくけしす, ゅけさっ おぇいぇくけすけ くっ せつせょゃぇ くうおぇお つうすぇ-
すっかしおぇすぇ こせぉかうおぇ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“, いぇとけすけ ゃ ゅけかはきけすけ そうさきっくけ 
しっきっえしすゃけ そぇかてうゃう ゅっさけう くはきぇ. ╇きぇ たけさぇ, おけうすけ あうゃっはす けす こけつすっくうは 
しう すさせょ う ゃしっ けとっ ゃはさゃぇす ゃ けくっいう ちっくくけしすう, おけうすけ くぇこけしかっょなお すなさしうき 
„こけょ ょなさゃけ う おぇきなお“: さぇぉけすかうゃけしす, つっしすくけしす,  つけゃっつくけしす. ′ぇえ-ょけしすけえ-
くうすっ けす すはた  くぇきうさぇきっ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ ゃ ┿かっはすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しかぇゃぇ. 
╇ いぇすけゃぇ っ こけゃっつっ けす っしすっしすゃっくけ うきっくくけ すぇき ょぇ けすおさうっき う ╄おぇすっさうくぇ 
╃うくっゃぇ. 〈は しぇきぇすぇ すさせょくけ しゃうおくぇかぇ し きうしなかすぇ, つっ すぇいう ゅけょうくぇ っ しさっょ 
ぇさしっくぇかしおうすっ けすかうつくうちう. „‶なさゃけくぇつぇかくけ すけゃぇ ぉってっ てけお いぇ きっく, こさう-
すっしくうた しっ, くけ こけしかっ つせゃしすゃけすけ っ きくけゅけ たせぉぇゃけ... [ぇょゃぇき しっ, つっ きけうすっ 
さなおけゃけょうすっかう しぇ けちっくうかう さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ ゃなさてぇ“, おぇいゃぇ きかぇょぇすぇ しつっ-
すけゃけょうすっかおぇ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ 2014. ╄おぇすっさうくぇ ょけてかぇ ゃ „┿さしっくぇか“  
せあ „いぇ きぇかおけ“. ‶さけぉゃぇかぇ う は こさうっかう. ╆ぇ ょぇ けしすぇくっ. 

╉╊〉っ【 〈¨ ′╅》《ぁ╇╅ 』 】』〈¨╇[╅
ゃっつっ っ ゃうょはかぇ ╃うくっゃぇ いぇ 
5-すっ しう ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか“. 
╃けてかぇ っ すせお こけつすう しかせつぇえ-
くけ う し くぇきっさっくうっすけ ょぇ ぉなょっ 
ゃさっきっくくけ, くけ, おぇおすけ しぇきぇすぇ 
すは ょくっし しっ てっゅせゃぇ, “つっしすけ 
ゃさっきっくくけすけ ゃ あうゃけすぇ しすぇゃぇ 
くぇえ-こけしすけはくくけ“. ╃うくっゃぇ っ 
しさっょ しつっすけゃけょうすっかうすっ, おけうすけ 
けぉさぇぉけすゃぇす うくそけさきぇちうはすぇ, 
こけしすなこゃぇとぇ  けす ゃしうつおう いぇ-

ゃけょう くぇ そうさきぇすぇ. ╁ おさぇお し 
ゃさっきっすけ すせお ゃっつっ しっ こけかいゃぇ 
しうしすっきぇすぇ „〈ったくけおかぇし“, おけは-
すけ ゃっつっ くはおけかおけ ゅけょうくう しっ 
こさうかぇゅぇ ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ しつっ-
すけゃけょしすゃけ. ]うしすっきぇすぇ こけいゃけ-

かはゃぇ こさけいさぇつくけしす, ゃうょうきけしす 
くぇ うくそけさきぇちうはすぇ, すぇおぇ つっ 
ゃなゃ ゃしっおう っょうく きけきっくす  ょぇ 
しっ しかっょう すけつくけ しつっすけゃけょくぇすぇ 
うくそけさきぇちうは, けぉはしくはゃぇ ╄おぇ-

すっさうくぇ. ╇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ 
せしきうたゃぇ – ゃ „┿さしっくぇか“ ゃっつっ 
けすょぇゃくぇ っ いぇぉさぇゃっくけ ゃさっ-
きっすけ くぇ けしつっすゃけょはゃぇくっすけ し 
きけかうゃ う たうきうおぇかおぇ. “╁しうつおけ 
っ きけぉうかくけ“ う くはきぇ くうおぇお-
ゃぇ くけしすぇかゅうは こけ ゃさっきっすけ くぇ 
けすなさおぇくうすっ ゃ ぉのさけすけ つっさ-
くう さなおぇゃっかう. ╆ぇ ╄おぇすっさうくぇ 
╃うくっゃぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ っ ゃすけさけすけ さぇぉけすくけ 

きはしすけ しかっょ くっえくうは けこうす ゃ 
ょさせゅぇ そうさきぇ, くぇきぇかうかぇ けぉっ-
きぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ しう いぇさぇょう 
おさういぇすぇ こさっい 2008-きぇ. ╉ぇすは 
っ こさけそっしうけくぇかっく しつっすけゃけ-
ょうすっか, うきぇ ぉぇおぇかぇゃなさしおぇ 

しすっこっく けす ╁っかうおけすなさくけゃしおうは 
せくうゃっさしうすっす う きぇゅうしすさぇすせさぇ 
けす ]ゃうとけゃしおぇすぇ ┿おぇょっきうは. 
╇くぇつっ – こけ きぇえつうくぇ かうくうは, 
╄おぇすっさうくぇ うきぇ ぇさしっくぇかしおぇ 

あうかおぇ – きぇえおぇ え さぇぉけすう おぇすけ 
¨〈╉ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. ╃させゅぇ 
あうすっえしおぇ こけょしおぇいおぇ いぇ ぇさ-
しっくぇかしおけ ぉなょっとっ きけあっ ぉう っ 
くっえくうはす ういぉけさ ょぇ せつう ゃ おぇ-
いぇくかなておうは きったぇくけすったくうおせき, 
せつうかうとっすけ, ょぇかけ こさけそっしうは 
くぇ たうかはょう ぇさしっくぇかちう こさっい 
ゅけょうくうすっ. ′け, きぇおぇさ ょぇ たぇ-
さっしゃぇ こさけそっしうはすぇ しう, ╃うくっ-
ゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ しっきっえしすゃけすけ 

っ こなさゃけ ゃ くっえくうすっ あうすっえしおう 
こさうけさうすっすう.

„]っきっえしすゃけすけ っ
くぇえ-ゃぇあくけ!“

] ゃっつっ こけけすさぇしくぇかぇ とっさおぇ 
くぇ 9 ゅけょうくう う し こけょおさっこぇ-
すぇ, おけはすけ うきぇ せ ょけきぇ けす しな-
こさせゅ, ぉぇぉう う ょはょけゃちう, きかぇ-
ょぇすぇ しつっすけゃけょうすっかおぇ せきっっ 
ょぇ しっ さぇょゃぇ くぇ こさけしすうすっ 
くっとぇ けす あうゃけすぇ. ‶さけしすうつおう, 
くけ きくけゅけ ゃぇあくう... ╀っい おけう-
すけ とぇしすうっすけ ぉはゅぇ けす おなとう. 
‶さう ╉ぇすは さぇょけしすうすっ こけつゃぇす 
けす しせすさうくすぇ. 〈は しこけょっかは, つっ 
さぇくくけすけ しすぇゃぇくっ いぇ さっょけゃ-
くぇすぇ しきはくぇ ゃ „┿さしっくぇか“ くっ 
え すっあう, くぇこさけすうゃ – ょけゃけかくぇ 
っ, つっ しかっょ さぇぉけすぇ え けしすぇゃぇ 
ゃさっきっ う いぇ しっきっえくうすっ ぇくゅぇ-
あうきっくすう. ╁ すけいう しきうしなか すは 
くっ こさぇゃう ういおかのつっくうっ けす たう-
かはょうすっ ぇさしっくぇかちう, けしすぇくぇかう 
すせお, くっ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ 
う いぇさぇょう しこけおけえくうは, こさっょ-
ゃうょうき さうすなき くぇ さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ けす 7.40 ょけ 16.40. ╉ぇすは 
ょぇあっ おぇいゃぇ, つっ ぉう しすぇゃぇかぇ 
う こけ-さぇくけ. 〈は くはきぇ くうおぇおゃけ 
くぇきっさっくうっ ょぇ こさぇゃう しさぇゃ-
くっくうっ し さうすなきぇ くぇ ょっくは くぇ 
おけかっゅうすっ しう -  しつっすけゃけょうすっ-
かう けす ょさせゅう しそっさう. ′っえくうすっ 
つぇしけゃっすっ しかっょ ぇさしっくぇかしおうは 
こけさすぇか, こけつすう ょけ おなき 19.30, 
ぉせおゃぇかくけ しぇ いぇこなかくっくう ゃしっ-
おう ょっく けす こけくっょっかくうお ょけ こっ-
すなお し ゅさうあうすっ こけ とっさおぇすぇ 
╂ぇぉさうっかぇ. ] ゃしっゃないきけあくう-
すっ しう しゃけぉけょくう いぇくうきぇくうは 
きぇかおぇすぇ っ せこかなすくうかぇ ゃしっおう 
さぇぉけすっく ょっく くぇ きぇきぇ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ しかっょ ういかういぇくっすけ けす 
„┿さしっくぇか“. ┿くゅかうえしおう, くぇ-
さけょくう すぇくちう う きぇあけさっすっく 
しなしすぇゃ いぇこなかゃぇす ょっすしすゃけすけ 
くぇ ╂ぇぉう しかっょ ょけきぇてくうすっ いぇ 
せつうかうとっ. ╄おぇすっさうくぇ しっ さぇょ-
ゃぇ, つっ ょなとっさは え くっ „ゃうしう“ こけ 
ちはか ょっく こさっょ おけきこのすなさぇ, ぇ 
しっ ょゃうあう, すぇくちせゃぇ う さぇいゃうゃぇ 
いくぇくうはすぇ しう こけ ぇくゅかうえしおう, 
おけえすけ, しこけさっょ しっきっえしすゃけ-
すけ, ゃっつっ っ いぇょなかあうすっかっく いぇ 

きかぇょうすっ たけさぇ. [けょうすっかうすっ 
くぇ ╂ぇぉう きぇかおけ すなゅせゃぇす こけ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ きけあってっ ょぇ 
こせしくって ょっすっすけ しう しこけおけえくけ 
ょぇ うゅさぇっ こさっょ ぉかけおぇ. ╉ぇすは 
こさういくぇゃぇ, つっ きぇえつうくしおうすっ 
え しすさぇたけゃっ すさせょくけ こけくぇしはす 
ょけさう しゃけぉけょぇすぇ くぇ きぇかおぇ-
すぇ ょぇ こけうゅさぇっ ゃ ぉかういおうは ょけ 
ょけきぇ せつうかうとっく ょゃけさ. ╆ぇ ょぇ 
うきぇ ょけしすぇすなつくけ さぇいくけけぉさぇ-

いうっ う つうしす ゃないょせた いぇ ょっすっすけ, 
こなお う – いぇさぇょう しっぉっ しう, ょゃぇ-
きぇすぇ さけょうすっかう くっ こさけこせしおぇす 
ゃないきけあくけしす いぇ ぉかういおう う こけ-
ょぇかっつくう さぇいたけょおう. ¨ぉうつぇす 
きくけゅけ ょぇ こなすせゃぇす. „]なぉけすぇ う 
くっょっかは しきっ いぇっょくけ, くぇえ-つっし-
すけ – ういゃなく おなとう, いぇ さっかぇおし“, 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ けこうしゃぇ ╉ぇすは 
あうゃけすぇ しう こさっい ゃっょさけしすすぇ くぇ 
てうさけおぇすぇ せしきうゃおぇ. ‶け あっく-
しおう とぇしすかうゃぇ, すは こさういくぇゃぇ, 
つっ しなこさせゅなす しなとけ こけきぇゅぇ 
きくけゅけ ゃ っあっょくっゃくうすっ しっきっえ-
くう ゅさうあう: “]ぇきぇ くっ ぉうた しっ 
しこさぇゃうかぇ“. 
╀っい くうおぇおゃけ しぇきけしなあぇかっ-

くうっ, くぇこさけすうゃ – し せぉっあょっ-
くうっすけ, つっ すけつくけ すぇおぇ すさはぉ-
ゃぇ, きかぇょぇすぇ しつっゃけょうすっかおぇ 
けす 0/310, こさういくぇゃぇ, つっ おなき 
きけきっくすぇ, ょけおぇすけ ういさぇしすくっ 
とっさおぇすぇ, きぇきぇ ゃうくぇゅう とっ っ 
くぇ ゃすけさけ きはしすけ. ╀っい ょぇ ぉさけ-
うき おけすおぇすぇ!!! ╉けおっすくぇすぇ ぉはかぇ 
こっさしうえおぇ っ しぉなょくぇすぇ きっつすぇ 
くぇ ╂ぇぉさうっかぇ, ょけてかぇ きうくぇかぇ-
すぇ ╉けかっょぇ いぇ さぇょけしす くぇ ちはかけ-
すけ しっきっえしすゃけ. 』ぇお しかっょ おぇすけ 
きはせおぇとぇすぇ おさぇしぇゃうちぇ しすぇゃぇ 
つかっく けす しっきっえしすゃけすけ, ╉ぇすは 
さぇいぉうさぇ いぇとけ くぇ ゃさっきっすけ 
くっえくぇすぇ きぇえおぇ ゃしっ けすおぇいゃぇ-
かぇ ょぇ ゃいっきぇす ゃおなとう ょけきぇてっく 
かのぉうきっち: „¨とっ っょくけ ょっすっ, 
けとっ っょくぇ ゅさうあぇ...“, こぇお しっ 
せしきうたゃぇ ╄おぇすっさうくぇ ╃うくっ-
ゃぇ. 〈けこかけ う うしおさっくけ. ╉ぇおすけ, 
きけあっ ぉう, くっ しう こさっょしすぇゃはきっ, 
つっ ゅけ きけあっ っょうく, うきっくくけ, 
しつっすけゃけょうすっか... ╇ おぇおすけ くっ 
ゅけ きけあっ  くうすけ っょうく ういきうしかっく 
きっょうっく ゅっさけえ, おぇおゃうすけ くっ 
しこうさぇす ょぇ くう くぇすさぇこゃぇす けす 
〈╁-っおさぇくぇ う あなかすうすっ ゃっしす-
くうちう. ′け – くうおけゅぇ けす しすさぇくう-
ちうすっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“. 
〈せお  けあうゃはゃぇす しぇきけ けぉさぇいうすっ 
くぇ うしすうくしおうすっ ゅっさけう くぇ くぇ-
てっすけ ゃさっきっ, おけうすけ し ょけしすけえ-
くうは しう すさせょ う こけつすっくうすっ しう 
しっきっえしすゃぇ ょぇゃぇす っょうくしすゃっ-
くぇすぇ くぇょっあょぇ いぇ ぉなょっとっすけ. 
〈せお, ゃ „┿さしっくぇか“. ╁ ╉ぇいぇく-
かなお. ╁ ╀なかゅぇさうは.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 ╊さあてかちけせあ:

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

100% ′╅ぅ¨【╅...〉╅ ╅『』╊〉╅]を¨ 
╁ きけきっくすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 

しっ こぇいはす すさせょけゃうすっ ょけしう
っすぇ くぇ ゃしうつおう, さぇぉけすうかう 
う こっくしうけくうさぇかう しっ ゃ けさな
あっえくうちぇすぇ しかっょ 1950 ゅけ
ょうくぇ. 

′ぇ たぇさすうっく くけしうすっか しぇ ゃしうつ
おう ょけしうっすぇ ょけ 1994 ゅけょうくぇ. 
]かっょ すけいう こっさうけょ  すさせょけゃうすっ 
ょけしうっすぇ  ゃ ぇさたうゃぇ しっ ょせぉかう
さぇす - おぇおすけ くぇ たぇさすうっく, すぇおぇ 
う くぇ っかっおすさけくっく くけしうすっか, う 
こさう すなさしっくっ しかせあうすっかうすっ しぇ 
ょぇかっつ こけ-けぉかっおつっくう ゃ  さぇぉけ
すぇすぇ しう. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ すけゃぇ しすぇ

ゃぇ こけ-かっしくけ う ういょぇゃぇくっすけ くぇ 
しかせあっぉくぇ しこさぇゃおぇ いぇ すさせょけゃ 
しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか” こさう  こけかけ
あっくうっ, つっ ょぇょっく さぇぉけすくうお 
うかう しかせあうすっか ゃっつっ くっ っ つぇしす 
けす おけかっおすうゃぇ きせ. ╆ぇ ちっかすぇ っ 
くっけぉたけょうきけ こけょぇゃぇくっすけ しぇきけ 
くぇ きけかぉぇ, おけっすけ しすぇゃぇ くぇ 
ゅうてっ くぇ ちっくすさぇかくうは こけさすぇか 
くぇ „┿さしっくぇか” う ゃ さぇきおうすっ くぇ 
ょゃっ しっょきうちう っおうこなす くぇ ‶っく
おけ 〈けすっゃ さっぇゅうさぇ ゃ こうしきっく 
ゃうょ. ‶さけぉかっきなす う すさせょくけしすすぇ 
ゃ しかせつぇは うょゃぇす こさう こけかけあっ
くうっ, つっ かうちっすけ, ういうしおゃぇとけ 
しこさぇゃおぇすぇ, くっ っ さぇぉけすうかけ くぇ 
こかけとぇょおぇ „┿さしっくぇか”, ぇ ゃ くは
おけっ けす いぇおさうすうすっ こけょっかっくうは 
うかう そうかうぇかう くぇ くはおけゅぇてくうは 
╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし” う ょけおせ
きっくすぇちうはすぇ  っ ういゅせぉっくぇ うかう 
くっ しっ いくぇっ おなょっ しっ しなたさぇくは
ゃぇ. „〈けゅぇゃぇ すなさしうき そうさきぇすぇ-
こさうっきくうお う, ぇおけ う すぇき くはきぇ 
くうとけ, しっ けぉさなとぇきっ おなき 〈っ
さうすけさうぇかくけすけ こけょっかっくうっ くぇ 
′¨╇, くけ くっ けしすぇゃはきっ つけゃっお 
ぉっい さってっくうっ”, おぇすっゅけさうつっく っ 
‶っくおけ 〈けすっゃ. 

╇きぇ しこっちうぇかくけ さぇいこう
しぇくぇ こさけちっょせさぇ こけ いぇおけく 
こさう こけかけあっくうっ, つっ そうさ
きぇすぇ, ゃ おけはすけ かうちっすけ っ さぇ
ぉけすうかけ, っ いぇおさうすぇ う くっ しっ 
けすおさうゃぇす くうおぇおゃう  ょけおせ
きっくすう いぇ すさせょけゃ しすぇあ. 

┿おけ こさっょしすけう こっくしうけくうさぇくっ 

くぇ かうちっ けす いぇおさうすぇ う くっ
しなとっしすゃせゃぇとぇ そうさきぇ うかう 
そうかうぇか う くっ しっ けすおさうゃぇす 
ょけおせきっくすう いぇ しすぇあ う ゃないくぇ
ゅさぇあょっくうっ すぇき,  すけ すけゅぇゃぇ 
おぇすけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, くっ
けぉたけょうきけ こさう  こっくしうけくうさぇ
くっ, しっ ゃいっきぇ きうくうきぇかくぇすぇ 
さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ. ‶さけぉかっき 
うきぇ けぉぇつっ いぇ さぇぉけすうかうすっ くぇ 
すぇおうゃぇ きっしすぇ くぇ おぇすっゅけさうは, 
おけうすけ しっ けおぇいゃぇす しっさうけいくけ 
けとっすっくう ゃ すぇいう しうすせぇちうは, 
おぇすっゅけさうつっく っ っおしこっさすなす 
„╊うつっく しなしすぇゃ”. 
 ╁ さぇきおうすっ くぇ すさう ょくう ょけ 

しっょきうちぇ けぉうおくけゃっくけ けすくっ
きぇ ゃさっきっすけ, くせあくけ いぇ こけょ
ゅけすけゃおぇ くぇ ょけおせきっくすう くぇ 
ぇさしっくぇかちう, くぇ おけうすけ こさっょ
しすけう こっくしうけくうさぇくっ. ╆ぇ ちっか
すぇ けしゃっく きけかぉぇ-けぉさぇいっち, 
おけはすけ しっ こけょぇゃぇ けす ぉなょっとうは 
こっくしうけくっさ, しっ こけょゅけすゃはす う 
せょけしすけゃっさっくうっ いぇ こっくしう
けくうさぇくっ う けとっ ょゃぇ ょけおせ
きっくすぇ: 〉‶ 2 - いぇ  いぇこかぇすうすっ 
う 〉‶ 3 - いぇ すさせょけゃうは しすぇあ. 
╇ ゃ ょゃぇすぇ しかせつぇは, けしゃっく 
すさせょけゃけすけ ょけしうっ, ゃぇあくぇ っ 
うくそけさきぇちうはすぇ, おけはすけ しっ 
しなょなさあぇ ゃ すさせょけゃぇすぇ おくうあ
おぇ くぇ しなけすゃっすくけすけ かうちっ いぇ 
こさっょうてくう さぇぉけすくう きっしすぇ う 
ゃないくぇゅさぇあょっくうは. ╄すけ いぇとけ 
っ ゃぇあくけ すさせょけゃぇすぇ おくうあおぇ 
ょぇ しっ しなたさぇくはゃぇ. 〈けゃぇ っ ゃぇ
あっく ぇくゅぇあうきっくす くぇ しぇきけすけ 
かうちっ う けす くはおけかおけ ゅけょうくう 
すは けしすぇゃぇ ゃ くっゅけ. ]さっとせ こけ
ょぇょっくぇ ょっおかぇさぇちうは けす しぇ
きうは さぇぉけすくうお うかう しかせあうすっか 
けぉぇつっ いぇ こさっょけしすぇゃはくっ いぇ 
しなたさぇくっくうっ くぇ すさせょけゃぇすぇ 
おくうあおぇ  おなき すさせょけゃけすけ ょけ
しうっ, すけいう ぇくゅぇあうきっくす きけあっ 
ょぇ しっ こけっきっ けす „┿さしっくぇか”. 
〈けゃぇ しっ こさぇゃう う おぇすけ こさっ
ゃっくちうは しさっとせ ういゅせぉゃぇくっ 
うかう こけゃさっあょぇくっ. ╁ ょなか
ゅけゅけょうてくぇすぇ しう こさぇおすうおぇ 
‶っくおけ 〈けすっゃ けぉぇつっ っ ゃうあ
ょぇか う ょさせゅう しかせつぇう - くぇ 
せきうてかっくけ くっこさっょけしすぇゃはくっ 
くぇ すさせょけゃぇ おくうあおぇ し きけすうゃ, 

つっ っ ういゅせぉっくぇ うかう くっ しっ いくぇっ 
おなょっ っ. ¨ぉうおくけゃっくけ すけゃぇ しっ 
こさぇゃう けす かうちぇ, おけうすけ くっ あっ
かぇはす くけゃうはす うき さぇぉけすけょぇすっか 
ょぇ „ゃうょう” すったくう こさっょたけょくう 
ょうしちうこかうくぇさくう くぇおぇいぇくうは 
うかう せゃけかくっくうは. ‶さう いぇゅせぉ
ゃぇくっ しかっょゃぇ  ょなかゅぇすぇ こさけちっ
ょせさぇ こけ くぇくけゃけ ょけおぇいゃぇくっ う 
くぇくぇしはくっ くぇ すさせょけゃうは しすぇあ 
けす こさっょたけょくうすっ さぇぉけすくう 
きっしすぇ.  

╃ゃぇ しぇ けしくけゃくうすっ こっさう
けょう, おけうすけ しぇ ゃぇあくう いぇ 
ゃしっおう, くぇ おけゅけすけ こさっょしすけう 
こっくしうけくうさぇくっ ゃ ぉかういおうすっ 
ゅけょうくう. 

╄ょうくうはす こっさうけょ けぉたゃぇ
とぇ ゃさっきっすけ けす 1-ゃう はくせぇさう 
1982 – ょけ 31-ゃう ょっおっきゃさう 
1996 ゅけょうくぇ, おけえすけ っ いぇょなか
あうすっかっく いぇ ういつうしかはゃぇくっすけ 
くぇ こっくしうはすぇ. 〈けいう こっさうけょ 
っ いぇょなかあうすっかっく う くぇ こさぇお
すうおぇ けそけさきは けしくけゃくうは しすぇあ 
う けしくけゃくうは  おけっそうちうっくす いぇ 
こっくしうけくうさぇくっ. ╁すけさうはす こっ
さうけょ っ けす 1-ゃう はくせぇさう 1997 
ゅけょうくぇ ょけ きけきっくすぇ, ゃ おけえすけ 
かうちっすけ, こけかぇゅぇとけ すさせょ, っ 
こさうょけぉうかけ こさぇゃけ いぇ こっくしう
けくうさぇくっ.   

]さっょくけ 30 ぇさしっくぇかちう 
きっしっつくけ こけょぇゃぇす ょけおせ
きっくすう いぇ こっくしうけくうさぇくっ 

こさっい こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ, 
おぇすけ ぉさけはす うき っ しさぇゃくうすっかくけ 
っょくぇおなゃ し すけいう けす こさっょたけょ
くうすっ ゅけょうくう, くっいぇゃうしうきけ, つっ 
いぇさぇょう けつぇおゃぇくうすっ こさけきっくう 
ゃ こっくしうけくくけすけ いぇおけくけょぇすっか
しすゃけ ゃ しすさぇくぇすぇ うきぇ しっさうけ
いっく さなしす くぇ あっかぇっとうすっ いぇ 
こっくしうけくうさぇくっ - うきぇとう  こさぇ
ゃけ くぇ すけゃぇ いぇさぇょう こさうょけぉう
すう しすぇあ うかう ゃないさぇしす. 
¨す 2000 ゅけょうくぇ ゃしうつおう 

さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” しぇ し 
こさういくぇすぇ ゃすけさぇ おぇすっゅけさうは 
すさせょ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

...¨′ぁ╊′╇╅【 [】》 》『《‒╊』¨¨ 
]こけさっょ ょぇくくうすっ くぇ ぇゅっくちう

はすぇ こけ いぇっすけしすすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう しぇ 
ういつっいくぇかう さっょうちぇ こさけそっ
しうう. ]ぇきけ ょけこさっょう 10 ゅけょう
くう しなとっしすゃせゃぇてっ こさけそっしうは 
„けこっさぇすけさ ゃ すっかっそけくくぇ ちっく
すさぇかぇ“ うかう きぇてうくけこうしおぇ, おぇ
おゃうすけ ゃっつっ くはきぇ.  ′はきぇ ゅう う 
くはおけう こさけそっしうう, しゃなさいぇくう し 
さなつっく すさせょ, ぇ しなゃしっき しおけさけ 
とっ ういつっいくぇす う こさけそっしうう けす 
しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっ
すけ, しゃなさいぇくう し さなつっく すさせょ, 
おぇすけ しすさせゅぇさ くぇ せくうゃっさしぇかっく 
しすさせゅ, そさっいうしす くぇ せくうゃっさ
しぇかくぇ そさっいぇ, さぇぉけすくうお くぇ 
さっいぇつおぇ う ょさせゅう, おけうすけ せし
こってくけ ゃっつっ しっ いぇきっしすゃぇす けす 
さけぉけすういうさぇくう う ちうそさけゃういう
さぇくう ゃっさしうう. ]さっょ ういつっいゃぇ
とうすっ こさけそっしうう しぇ う すぇいう くぇ 
きったぇくうちうすっ, おけかおけすけ う こぇさぇ
ょけおしぇかくけ ょぇ いゃせつう すけゃぇ. 〈っいう 
けこうすくう „いぇくぇはすつうう”, おけうすけ 
さぇぉけすはす ゃ しそっさぇすぇ くぇ きぇてう
くけしすさけっくっすけ う こさけういゃけょしすゃけ
すけ くぇ つぇしすう しぇ くぇえ-いぇこかぇてっくう 
ゃ おかぇしぇちうはすぇ くぇ ういつっいゃぇとう
すっ こさけそっしうう. ╁しっ けとっ けぉぇ
つっ そうさきうすっ けす すけいう ぉさぇくて 
けぉはゃはゃぇす しゃけぉけょくう さぇぉけすくう 
こけいうちうう う すなさしっくっすけ くぇ すぇ
おうゃぇ しこっちうぇかうしすう, きぇおぇさ う 
くっいくぇつうすっかくけ, こさけょなかあぇゃぇ. 
‶けとぇかぬけくうすっ う ぉうぉかうけすっおぇ
さうすっ  しなとけ しぇ いぇしすさぇてっく ゃうょ, 
うきっくくけ いぇさぇょう さぇいゃうすうっすけ くぇ 
すったくけかけゅううすっ. ¨す ゅけょうくう くぇ

こなかくけ ういつっいくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは 
う こさけそっしうはすぇ さぇいくけしゃぇつ 
くぇ ゃっしすくうちう, さぇぉけすくうお ゃなゃ 
ゃうょっけすっおぇ,  くぇかぉぇくすう. ‶さけ
そっしうはすぇ そっさきっさ しなとけ くはきぇ 
ぉかっしすはとけ ぉなょっとっ, くっ しぇきけ 
こけさぇょう くぇこさっょゃぇくっすけ くぇ 
すったくけかけゅううすっ. ′けゃうすっ すけさけ
ゃっ う こさっこぇさぇすう けこさっょっかっくけ 
こけょけぉさうたぇ こさけょせおすうゃくけしすすぇ 
くぇ いっきっょっかしおうは しっおすけさ, くけ 
すけゃぇ くっ っ ゃ しなしすけはくうっ ょぇ 
こさうゃかっつっ きかぇょうすっ たけさぇ おなき 
すけいう ゃうょ さぇぉけすぇ. ╀かぇゅけょぇ
さっくうっ くぇ こさぇゃうすっかしすゃっくう
すっ しせぉしうょうう, ゃしっ けとっ うきぇ 
たけさぇ, おけうすけ しっ いぇょなさあぇす ゃ 
ぉういくっしぇ, くけ きけすうゃぇちうはすぇ うき 
っ すゃなさょっ くうしおぇ. ‶さけゅくけいう
すっ しぇ, つっ こさけそっしうはすぇ そっさ
きっさ とっ ういつっいくっ ょけ 2018 ゅ.  
‶けつすう すけかおけゃぇ あうゃけす うきぇ う 
けとっ っょくぇ ういつっいゃぇとぇ こさけ
そっしうは - すぇいう くぇ せっぉ さっょぇお
すけさぇ. ╋ぇしけゃけすけ ういこけかいゃぇくっ 
う さぇいこさけしすさぇくっくうっ くぇ おけき
このすなさくうすっ すったくけかけゅうう とっ 
くぇこさぇゃう ゃないきけあくけ ゃしっおう 
ょぇ こせぉかうおせゃぇ うくそけさきぇちうは 
ゃ きさっあぇすぇ う しなけすゃっすくけ こさけ
そっしうはすぇ „せっぉ さっょぇおすけさ” とっ 
けすうょっ ゃ きうくぇかけすけ.
╋ぇおしうきせき ょっしっすうかっすうっ 

あうゃけす  ょぇゃぇす っおしこっさすうすっ 
う くぇ けとっ っょくぇ こさけそっしうは - 
こさけういゃけょうすっか くぇ こかぇすけゃっ. 
‶さうつうくぇすぇ: こけょけぉさっくうはすぇ 
ゃ すっおしすうかくぇすぇ うくょせしすさうは 
こけいゃけかはゃぇす こけ-きぇかおけ おけかう

つっしすゃけ さぇぉけすくうちう し こけゃっつっ 
きぇてうくう けおけかけ しっぉっ しう ょぇ 
こけしすうゅぇす こけ-ょけぉさう こさけうい
ゃけょしすゃっくう さっいせかすぇすう. ╁ ょけ
こなかくっくうっ っ う くっせきけかうきぇすぇ 
おけくおせさっくちうは, おけはすけ ゃけょう ょけ  
しなおさぇとぇゃぇくっ  くぇ さぇぉけすくうちう 
う せしなゃなさてっくしすゃぇくっ くぇ こさけ
ういゃけょしすゃっくうすっ すったくけかけゅうう.

′ぇ そけくぇ くぇ ういつっいゃぇ
とうすっ こさけそっしうう, おぇおすけ ゃ 
しゃっすぇ, すぇおぇ う ゃ しすさぇくぇすぇ, 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ こさけ
ょなかあぇゃぇ すっくょっくちうはすぇ くぇ 
しっさうけいっく ょっそうちうす 

くぇ ょさせゅう こさけそっしうう, いぇ おけう
すけ さぇぉけすけょぇすっかうすっ すさせょくけ 
くぇきうさぇす こけょたけょはとう おぇょさう. 
′ぇえ-すなさしっくぇすぇ こさけそっしうは ゃ 
╀なかゅぇさうは こさっい ういきうくぇかうすっ 
3 ゅけょうくう こさけょなかあぇゃぇ ょぇ っ 
うくあっくっさくぇすぇ, しかっょゃぇくぇ 
けす おゃぇかうそうちうさぇくうすっ  さぇ
ぉけすくうちう, きっくうょあなさうすっ,  
IT こっさしけくぇかぇ う しつっすけゃけょ
くう う そうくぇくしけゃう ゃうしてう おぇ
ょさう.
]かっょ すはた こけいうちううすっ しぇ: 

おゃぇかうそうちうさぇく こっさしけくぇか  いぇ 
さっしすけさぇくすう う たけすっかう, さぇぉけす
くうちう ゃ さぇいかうつくう しそっさう くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ しなし しさっょ
くけ すったくうつっしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
きっくうょあなさう „‶さけょぇあぉう“, かっ
おぇさう う ょさせゅう いょさぇゃくう さぇ
ぉけすくうちう, すったくうちう.

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

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

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

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

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

– こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ けす くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ さぇえけくぇ: ╉ぇいぇく
かなお, ¨ゃけとくうお, 』っさゅぇくけゃけ, ╉さなく, ╄くうくぇ, ╃せくぇゃちう, ╉けこさうくおぇ 
う ╋なゅかうあ. 

╁しうつおう おぇくょうょぇすう いぇ けぉはゃっくうすっ こけいうちうう すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇす けぉさぇいけゃぇすっかっく ちっくい: いぇゃなさてっくけ しさっょくけ けぉさぇいけ
ゃぇくうっ うかう ょけこなかくうすっかくけ こさうょけぉうすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは う すさせょけゃ しすぇあ.
╉ぇくょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇす くっけぉたけょうきうは おけきこかっおす ょけ

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

だß　çí
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╁ しさっとぇ けす っしっくくうは こけかせしっいけく くぇ ¨ぉかぇしすくけすけ 
こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか-ょっちぇ ゃ しさっとぇ, うゅさぇくぇ 
くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか“, そうさきっくうはす けすぉけさ くぇ 

《╉ “┿さしっくぇか“ 2000 ( ╃っちぇ 2000-2001ゅ.) こけぉっょう けす-
ぉけさなす くぇ „╀っさけっ II“ し さっしこっおすうさぇとけすけ 2:0.
〈けつくう いぇ こけこぇょっくうはすぇ ぉはたぇ ╁かぇょうしかぇゃ ╂っけさゅうっゃ 

う ]すけはく ╂さけいっゃ.
╁ ょさせゅぇすぇ しさっとぇ けすぉけさなす くぇ 《╉“┿さしっくぇか“ 2000( 

こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ 2002-2003ゅ.) しっ いぇこうしぇ しなし 
0:0.
′ぇ 29 くけっきゃさう しe うゅさぇっ こけしかっょくぇすぇ しさっとぇ けす 

すけいう こけかせしっいけく, こさう おけはすけ けすぉけさなす くぇ 《╉ „┿さしっくぇか 
2000“ こさうっきぇ けすぉけさぇ くぇ „╀っさけっ“.
╁ おさぇえくけすけ おかぇしうさぇくっ いぇ こけかせしっいけくぇ ぇさしっくぇか-

しおうはす すうき くぇ のくけてう きかぇょてぇ ゃないさぇしす, さけょっくう 98-
99ゅ. いぇっ すさっすけ きはしすけ.

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

22.11 - しなぉけすぇ – 11 つぇしぇ
╇くそけちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” 4 - „╉けしっ ╀けしっ”- ょっすしおぇ こけしすぇくけゃ-

おぇ くぇ すっぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ” 

26.11 - 29.01

┿さす ゅぇかっさうは „┿すっかうっすけ”-  ╃っきけくしすさぇちうう くぇ すったくうおぇ いぇ さう-
しせゃぇくっ ゃなさたせ おっさぇきうおぇ 

26.11 - 17,30 つぇしぇ
╇くそけちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” 4 - „′ぇしさっとぇ” - ぇゃすけさしおぇ ういかけあ-

ぉぇ-あうゃけこうし くぇ たせょけあくうおぇ ╇ゃぇく ╂ぇえょぇさけゃ 

26.11 - 19 つぇしぇ
╁けっくっく おかせぉ - „《っくけゃっ” - こけしすぇくけゃおぇ くぇ すっぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇお-

つうっゃ” 

29.11 - 11 つぇしぇ
╇くそけちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” 4 -  „╆かぇすおぇ, いかぇすくけすけ きけきうつっ” - 

ょっすしおけ せすさけ 

29.11 -  14 つぇしぇ
′』 „╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ” – 170 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ くぇ おぇ-

こうすぇく ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ う こっしくうすっ いぇ くっゅけ 

′けっきゃさう – ょっおっきゃさう
》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは – ╉ぇいぇくかなお - ういかけあぉぇ - あうゃけこうし けす 

そけくょぇ くぇ ╂ぇかっさうは – ╀せさゅぇし くぇ たせょけあくうおぇ ╂っけさゅう ╀ぇっゃ 

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

╀かういけ 90 しぇ ゃっつっ きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう ゃ ╃ぃ【 《╉ 
„┿さしっくぇか 2000“. ╋くけゅけ けす すはた しぇ きくけゅけけぉっとぇゃぇとう ゃっつっ ぉな-
ょっとう そせすぉけかくう すぇかぇくすう う うきっくぇ. ¨す すけいう ぉさけえ いぇこけつゃぇきっ 
ょぇ ゅう こさっょしすぇゃはきっ ゃ しこっちうぇかくぇすぇ くう くけゃぇ させぉさうおぇ. ] はし-
くぇすぇ くぇょっあょぇ, つっ, ぇおけ しっゅぇ しぇ こさけしすけ ょっちぇ, おけうすけ けぉうつぇす 
そせすぉけかぇ, っょうく ょっく きくけゅけ けす すはた とっ しぇ ゅけかはきぇ くけゃうくぇ.

〈さうすっ うきっくぇ:

╋ぇさすうく ╋けくっゃ 
╂っけさゅうっゃ

╂けょうくう:

13

〉つうかうとっ:

]¨〉 “』せょけきうさ”

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅ-
さぇって ゃ „┿さしっくぇか“?:

ょゃっ ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?:

┿すぇおせゃぇと こけかせ-

いぇとうすくうお

╊のぉうき うゅさぇつ, かの-
ぉうき けすぉけさ?

[けくぇかょけ,
„ ╋ ぇ く つ っ し す な さ 

ぃくぇえすっょ“

╉ぇおなゃ うしおぇて ょぇ 
しすぇくって?

‶さけそっしうけくぇかっく 
そせすぉけかうしす

╁ぇあくけ ょぇ しっ いくぇっ:

- 900 しぇ さっゅうしすさうさぇくうすっ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っすぇあくう しけぉ-
しすゃっくけしすう, しなけぉとう くぇ しさっとぇ し ょけきけせこさぇゃうすっかう けぉとっしすゃっくうはす 
こけしさっょくうお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. 〈けゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ しぇ ぉかけおけゃっすっ う 
おけけこっさぇちううすっ, おなょっすけ ゃ っょくぇ しゅさぇょぇ あうゃっはす きくけゅけ たけさぇ – しけぉ-
しすゃっくうちう, こけかいゃぇすっかう う けぉうすぇすっかう.
- ‶けゃっつっ けす 7 000 ょけおせきっくすぇ いぇ しけぉしすゃっくけしす しぇ ゃっつっ こけょぇょっくう 

ゃ さぇいおさうすぇすぇ こさうっきくぇ いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ うそけさきぇちうは, おけはすけ けすけさう-
いうさぇくぇすぇ そうさきぇ くぇ ╇かうはく 〈けょけさけゃ とっ ういこけかいゃぇ いぇ ういゅけすゃはくっすけ 
くぇ ╉ぇょぇしすさぇかくぇすぇ おぇさすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ̈ しゃっく かうつくけ こけょぇょっくう くぇ 
さなおぇ くけすぇさうぇかくう ぇおすけゃっ, こけ うくすっさくっす  しぇ こけょぇょっくう けとっ くぇょ 2 
300. ╄ょくけきっしっつくうはす しさけお いぇ こさっょしすぇゃはくっ くぇ くけすぇさうぇかくうすっ ぇお-
すけゃっ ういすっつっ くぇ 8-う くけっきゃさう. ¨こうしぇくうっすけ くぇ きはしすけ – こけ ぇょさっしう, 
とっ しすぇゃぇ, ぉっい ょぇ しっ ゃかういぇ ゃ あうかうとぇすぇ, けぉはしくう けとっ 〈けょけさけゃ こけ 
こけゃけょ けこぇしっくうは くぇ ゅさぇあょぇくう, ういさぇいっくう ゃ こせぉかうつくけすけ こさけしすさぇく-
しすゃけ.
- ╁ ╉ぇいぇくかなお うきぇ しぇきけ っょくけ さっゅうしすさうさぇくけ ]ょさせあっくうっ くぇ しけぉ-

しすゃっくうちうすっ. ]ょさせあっくうはすぇ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ しぇ のさうょうつっしおう 
かうちぇ う いぇ すはた ょっえしすゃぇ さっゅうしすさぇちうけくっく さっあうき, いぇ さぇいかうおぇ けす 
せゃっょけきうすっかくうは こさう ょさせゅぇすぇ そけさきぇ くぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ っすぇあくぇ 
しけぉしすゃっくけしす , ぇ うきっくくけ – けぉとけ しなぉさぇくうっ くぇ っすぇあくうすっ しけぉしすゃっ-
くうちう. 《けさきぇすぇ „]ょさせあっくうっ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ” っ くせあくぇ, ぇおけ しっ 
こさっょこさうっきぇす ょっえしすゃうは, おけうすけ ういうしおゃぇす くぇかうつうっ くぇ さっゅうしすさぇちうは 
おぇすけ のさうょうつっしおけ かうちっ. ╀っい ょぇ うきぇ すぇおぇゃぇ, っ ぇぉしけかのすくけ くっゃない-
きけあくけ, くぇこさうきっさ, ょぇ ぉなょぇす せしゃけっくう こぇさう けす ╄] いぇ しぇくうさぇくっ くぇ 
しゅさぇょうすっ, おけっすけ ぉってっ てせきくけ さっおかぇきうさぇくけ こさっい こけしかっょくぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ. 
- ̈ ぉとけすけ しなぉさぇくうっ っ けしくけゃくうはす けさゅぇく, おけえすけ せこさぇゃかはゃぇ っすぇあ-

くぇすぇ しけぉしすゃっくけしす  こさう せしかけゃうはすぇ くぇ ¨ぉとけ しなぉさぇくうっ くぇ っすぇあ-
くうすっ しけぉしすゃっくうちう. ╁しっおう あうかうとっく ぉかけお すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ すぇおけゃぇ. 
¨しくけゃくぇ すさせょくけしす ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ ̈ ぉとけすけ しなぉさぇくうっ っ しなぉうさぇくっすけ 
くぇ おゃけさせき, いぇとけすけ しなしっょうすっ くっ たけょはす こけ しなぉさぇくうはすぇ, くけ う ゃ すけいう 
しかせつぇえ いぇおけくけょぇすっかはす っ くぇきっさうか ういたけょ, おぇすけ っ こさっょゃうょうか す. 
くぇさ. „しこぇょぇと おゃけさせき”, こさう おけえすけ きけあっ ょぇ しっ しすうゅくっ ょけ こさうっきぇくっ 
くぇ ゃぇあくう さってっくうは ょけさう う ゃ しかせつぇうすっ くぇ きうくうきぇかくけ こさうしなしすゃうっ 
けす しすさぇくぇ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ.  ‶さけぉかっき っ う きはしすけすけ いぇ こさけゃっあょぇ-
くっすけ くぇ しなぉさぇくうはすぇ, けしけぉっくけ ゃ ゅけかっきうすっ ぉかけおけゃっ, おなょっすけ かうこしゃぇ 
しこっちうぇかくけ きはしすけ いぇ ちっかすぇ.
- ╁しっおう ぉかけお, おけけこっさぇちうは うかう ゃたけょ しっ せこさぇゃかはゃぇ, けしゃっく けす 

¨ぉとけ しなぉさぇくうっ, う けす ういぉさぇくう けす くっゅけ 〉こさぇゃうすっか うかう 〉こさぇゃう-
すっかっく しなゃっす, ぇ こけ あっかぇくうっ – おけくすさけかっく しなゃっす うかう おけくすさけかぬけさ. 
‶けつすう ゃうくぇゅう しっ ういぉうさぇ う おぇしうっさ, おけっすけ くっ っ いぇょなかあうすっかくけ 
しこけさっょ いぇおけくぇ, くけ ゃぇあくけ せょけぉしすゃけ いぇ けすくけてっくうはすぇ ゃ っすぇあくぇすぇ 
しけぉしすゃっくけしす.
- ╅うゃっっとうすっ ゃ けぉとぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす しなぉうさぇす しさっょしすゃぇすぇ 

いぇ さっきけくす う こけょょさなあおぇ こけ おぇしけゃ こなす – けす おぇしうっさぇ うかう せこさぇゃう-
すっかは.
- ]さっょしすゃぇすぇ いぇ そけくょ „[っきけくす う けぉくけゃはゃぇくっ” きけゅぇす  ょぇ ぉなょぇす 

しなぉうさぇくう ゃ しきっすおぇ しなし しこっちうぇかくけ こさっょくぇいくぇつっくうっ, おけはすけ しっ 
さぇいおさうゃぇ くぇ うきっすけ くぇ せこさぇゃうすっかは うかう せこさぇゃうすっかくうは しなゃっす. 
- ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くっ っ ういょぇかぇ くうすけ っょくけ くぇおぇいぇすっかくけ こけしすぇ-

くけゃかっくうっ こけ ╆ぇおけくぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ っあぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす/
╆〉╄]/, おけえすけ っ ゃ しうかぇ けす 1-う きぇえ 2009 ゅけょうくぇ. ′ぇおぇいぇすっかくうすっ 
こけしすぇくけゃかっくうは こけ いぇおけく しっ ういょぇゃぇす けす おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ゃない 
けしくけゃぇ くぇ ういゅけすゃっくうすっ けす けぉとうくしおぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ぇおすけゃっ いぇ 
せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ くぇさせてっくうっ, くけ しぇきけ こさう こけかけあっくうっ, つっ ゃ ぇょ-
きうくうしすさぇちうはすぇ うきぇ くぇょかっあくけ こけょぇょっくう ょけおせきっくすう いぇ くぇさせてっ-
くうは くぇ こさぇゃうかぇすぇ くぇ けぉとけすけ しなあうすっかしすゃけ ゃ ぉかけおけゃっすっ う おけけこっ-
さぇちううすっ. ╊うこしぇすぇ くぇ しぇくおちうう しさっとせ くぇさせてうすっかうすっ けぉうおくけゃっくけ 
しっ ょなかあう くぇ こさけこせしおう ゃ ょけおせきっくすぇちうはすぇ, こけょぇょっくぇ けす しなしっょうすっ 
しさっとせ くぇさせてうすっかは くぇ けぉとうすっ こさぇゃうかぇ くぇ しなあうすっかしすゃけ, こけおぇいゃぇ 
こさけゃっさおぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. 
- ′ぇさせてっくうはすぇ, いぇ おけうすけ ゅさぇあょぇくうすっ しうゅくぇかういうさぇす ¨ぉとうくぇすぇ 

けすくけしくけ こけゃっょっくうっすけ くぇ しゃけえ しなしっょ, すさはぉゃぇ ょぇ しぇ けこうしぇくう ゃ すけ-
つっく こさけすけおけか くぇ せこさぇゃうすっかは う ょゃぇきぇ しけぉしすゃっくうちう うかう くぇ 〉こさぇ-
ゃうすっかくうは しなゃっす し おけくおさっすくう けこうしぇくうは くぇ こさけはゃうすっ くぇ „ゃうくけゃ-
くうは“ しなしっょ, けぉさなとぇす ゃくうきぇくうっ けす けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. 
‶さけすけおけかなす しっ こけょぇゃぇ ゃ ̈ ぉとうくぇすぇ. ┿おけ っ しこぇいっくぇ こさけちっょせさぇすぇ, 
¨ぉとうくぇすぇ きけあっ ょぇ くぇかけあう ゅかけぉぇ くぇ くぇさせてうすっかは.
- ╆ぇ くぇさせてっくうは くぇ こさぇゃうかぇすぇ くぇ けぉとけすけ しなあうすっかしすゃけ きけあっ ょぇ 

しっ くぇかぇゅぇす こぇさうつくう ゅかけぉう. ╆ぇおけくなす こさっょゃうあょぇ う ゅかけぉう いぇ かうちぇ-
すぇ, おけうすけ しぇ ういぉさぇくう ょぇ せこさぇゃかはゃぇす けぉとぇすぇ っすぇあくぇ しけぉしすゃっくけしす.
- ′はきぇ ょぇくくう いぇ ういこなかくうすっかくう ょっかぇ こさけすうゃ しなしっょう – くぇさせてう-

すっかう, こけおぇいゃぇ こさけゃっさおぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. ‶さっょしすけう 
ょぇ ぉなょっ しなぉさぇくぇ ょけこなかくうすっかくぇ うくそけさきぇちうは けすくけしくけ くぇかうつうっすけ 
くぇ すぇおうゃぇ ょっかぇ. 
- ′っ っ いぇょなかあうすっかくけ こけおぇくうすっ おなき しなしっょうすっ いぇ こさうしなしすゃうっ 

くぇ ¨ぉとけすけ しなぉさぇくうっ ょぇ ぉなょぇす くっこさっきっくくけ かうつくう. ′ぇえ-てうさけおけ 
しっ こさうかぇゅぇ こさぇおすうおぇすぇ くぇ こけしすぇゃはくっ くぇ けぉとけょけしすなこくけ きはしすけ ゃ 
しゅさぇょぇすぇ  くぇ けぉはゃかっくうっ いぇ しなぉさぇくうっ, おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しなょなさあぇ 
ょっく, つぇし, きはしすけ くぇ しなぉさぇくうっすけ う すけつっく ょくっゃっく さっょ.
- ╆ぇおけくなす こさっょゃうあょぇ す. くぇさ. „しこぇょぇと おゃけさせき“ いぇ こさけゃっあょぇくっ 

くぇ ¨ぉとけすけ しなぉさぇくうっ: ゃ けぉとうは しかせつぇえ いぇ こさけゃっあょぇくっすけ きせ っ 
くせあくけ こさうしなしすゃうっすけ くぇ こけくっ 67 くぇ しすけ けす うょっぇかくうすっ つぇしすう ゃ っす-
ぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, ぇ こさう かうこしぇすぇ うき, しなぉさぇくうっすけ しっ こさけゃっあょぇ 
しかっょ っょうく つぇし, ぇおけ くぇ くっゅけ しぇ こさっょしすぇゃっくう くっ こけ-きぇかおけ けす 33 くぇ 
しすけ うょっぇかくう つぇしすう. ┿おけ う ゃ すけいう しかせつぇえ くっ しっ くぇぉっさっ くせあくうはす 
おゃけさせき, いぇしっょぇくうっすけ きけあっ ょぇ しっ こさけゃっょっ ゃ しかっょゃぇとうは さぇぉけすっく 
ょっく う とっ しっ しきはすぇ いぇ いぇおけくくけ, おけかおけすけ う うょっぇかくう つぇしすう けす けぉとう-
すっ つぇしすう くぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす ょぇ しぇ こさっょしすぇゃっくう.
- ╆ぇおけくなす こさっょゃうあょぇ ゃないきけあくけしす いぇ いぇこかぇとぇくっ くぇ さぇぉけすぇすぇ 

くぇ せこさぇゃうすっかうすっ う おぇしうっさうすっ くぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす. 
- ╆ぇおけくなす こけょさけぉくけ けこさっょっかは くはおけう けす こさぇゃうかぇすぇ ゃ っすぇあくぇすぇ 

しけぉしすゃっくけしす. ╂さぇあょぇくうすっ こさけしすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ いぇこけいくぇはす し こさぇ-
ゃぇすぇ う いぇょなかあっくうはすぇ しう こけ ╆ぇおけくぇ いぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ っすぇあくぇすぇ 
しけぉしすゃっくけしす う ╆ぇおけくぇ いぇ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ.

]なぉうさぇくっすけ くぇ すぇおしうすっ いぇ 
こけょょなさあぇくっすけ くぇ けぉとうすっ つぇし-
すう くぇ しゅさぇょうすっ しっ けつっさすぇ おぇすけ 
けしくけゃっく こさけぉかっき ゃ ょうしおせしうは-
すぇ くぇ しさっとぇすぇ こけ ゃなこさけしうすっ 
くぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす. ╆ぇ-
おけくなす ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす すさせょ-

くけしすうすっ こさう しなぉうさぇくっすけ くぇ 
ゃくけしおうすっ けす ゃしうつおう あうゃっっとう 
ゃ ゅけかっきうすっ ぉかけおけゃっ ょぇ ぉなょぇす 
こさっけょけかはくう, ぉっ しすぇくけゃうとっすけ 
くぇ しこっちうぇかうしすうすっ, くけ ゃ さっ-
ぇかくぇすぇ こさぇおすうおぇ くぇ ょけきけせ-
こさぇゃうすっかうすっ けこすうきういきなす くっ 
っ すけかおけゃぇ ゅけかはき, しっ けおぇいぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ ょっぉぇすぇ. ╊うこしぇすぇ くぇ 
ういょぇょっく ょけおせきっくす うかう ょけさう 
– こけょこうし ゃ しこっちうぇかくぇ おくうゅぇ, 
せょけしすけゃっさはゃぇと こかぇとぇくっすけ くぇ 
こぇさうすっ いぇ こけつうしすゃぇくっ, ぇしぇく-
しぬけさ, っかっおさけっくっさゅうは う ゃけょぇ, 
っ こさけぉかっき, おけえすけ 】っさっゃぇ 
こさっょかけあう ょぇ ぉなょっ さってっく し 
こけきけとすぇ くぇ こさうきっさくぇ しすぇく-
ょぇさすくぇ ぉかぇくおぇ, おけはすけ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ ういさぇぉけすっくぇ う さぇい-
こさけしすさぇくっくぇ しさっょ せこさぇゃうすっ-
かうすっ くぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす 
し  こけきけとすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお. ‶さっょかけあっくうっすけ 
うょゃぇ おぇすけ さっいせかすぇす けす きくけゅけ-
すけ さぇいゅけゃけさう こけ すけいう ゃなこさけし 
しかっょ しうゅくぇかう けす ゅさぇあょぇくう う ゃ 
せしかけゃうはすぇ くぇ かうこしぇ くぇ せすゃなさ-
ょっく っょうくっく けぉさぇいっち いぇ ╉くうゅぇ 
くぇ こさうたけょうすっ う さぇいたけょうすっ, 
おけっすけ いぇすさせょくはゃぇ けすつっすくけしす-
すぇ くぇ っすぇあくうすっ しけぉしすゃっくけしすう. 

¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ, おけはすけ ぉっ つぇしす けす かうし
すぇすぇ いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう 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“, くぇこけきくは くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, つっ こけ ゃなこさけしうすっ くぇ っすぇあくぇすぇ 
しけぉしすゃっくけしす, おぇおすけ う いぇ ょさせゅう しゃけう こさけぉかっきう, しゃなさいぇくう し うく
しすうすせちううすっ くぇ きっしすくぇすぇ う ょなさあぇゃくぇすぇ ゃかぇしす, すっ きけゅぇす ょぇ こけょぇ
ゃぇす しゃけうすっ しうゅくぇかう くっ しぇきけ ゃ こさうっきくぇすぇ ゃ ゅさぇょぇ, くけ う けく かぇえく 
– こさっい っかっおすさけくくぇすぇ しすさぇくうちぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ しっおちうはすぇ 
„¨きぉせょしきぇく“, おけはすけ ゃっつっ っ ぇおすうゃうさぇくぇ う さぇぉけすう. ‶けょぇゃぇくっすけ 
くぇ あぇかぉう けく かぇえく っ けすょっかっくけ ゃ こぇょぇとぇすけ きっくの くぇ しっおちうはすぇ.

]さっとぇ こさう けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ しなぉさぇ ょけきけせこさぇゃう
すっかう くぇ っすぇあくぇ しけぉしすゃっくけしす し のさうしすう けす ‶さぇゃくぇすぇ おかうくうおぇ, しないょぇょっくぇ おなき うくしすうすせ
ちうはすぇ くぇ こけしさっょくうおぇ.  ‶さぇゃくぇすぇ おかうくうおぇ  っ しないょぇょっくぇ  こけ うょっは う し こけきけとすぇ くぇ ぇょゃけ
おぇす ╂っさゅぇくぇ ┿すぇくぇしけゃぇ う すさうきぇ しすせょっくすう こけ こさぇゃけ こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ┿すぇくぇしけゃぇ. 
]すせょっくすう けす こけしかっょくうすっ おせさしけゃっ くぇ けぉせつっくうっすけ しう こけ こさぇゃけ こさっょしすぇゃうたぇ くぇ 14-う 
くけっきゃさう こさっょ  ょけてかうすっ くぇ しさっとぇすぇ おかぇせいうすっ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす う 
╆ぇおけくぇ いぇ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ, しゃなさいぇくう し さっゅかぇきっくすぇちうはすぇ くぇ けぉとけすけ しなあう
すっかしすゃけ ゃ ぉかけおけゃっ う おけけこっさぇちうう. [ぇいはしくうすっかくぇすぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ しすせょっくすうすっ ょけぉさけ
ゃけかくけ ょぇゃぇす いぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお つさっい うくしすうすせちうはすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ
くうお, すっつっ ゃっつっ ゅけょうくぇ. ′うおけか [ぇたきぇくかうっゃぇ, ]うきけくぇ ╅っかっいつっゃぇ う [ぇょけしかぇゃ ╇ゃぇくけゃ, 
し こけきけとすぇ くぇ さなおけゃけょうすっかは くぇ ‶さぇゃくぇすぇ おかうくうおぇ – ╂っさゅぇくぇ ┿すぇくぇしけゃぇ, けすゅけゃぇさはたぇ 
う くぇ ゃなこさけしう  くぇ ょけきけせこさぇゃうすっかうすっ, ゃないくうおくぇかう ゃ こさぇおすうおぇすぇ こけ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ いぇ
おけくぇ. ′ぇ しさっとぇすぇ こけ こけおぇくぇ くぇ 】っさっゃぇ こさうしなしすゃぇたぇ けとっ  ぇさた. ′ぇすぇかうは ╊のちおぇくけゃぇ 
う うくあ. ╉さぇしうきうさぇ ╃うょけゃぇ けす けぉとうくしおぇすぇ ╃うさっおちうは „〉しすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ“, けす 
つうっすけ うきっ しなとけ ぉはたぇ ょぇょっくう  おけくしせかすぇちうう こけ ゃなこさけしうすっ くぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす. 
′ぇ しさっとぇすぇ, いぇ ょぇ けすゅけゃけさう くぇ ゃないくうおくぇかう ゃなこさけしう, しっ けすいけゃぇ う こさっょしすぇゃうすっかはす くぇ 
そうさきぇすぇ, おけはすけ ういゅけすゃは ╉ぇょぇしすさぇかくぇすぇ おぇさすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ╇かうはく 〈けょけさけゃ. 

...[〉¨╈╅ ′╅ ¨』【《『¨っ【╅ 〉╅ ‒】【╆《]╅
╁ こけきけと くぇ  さっすさけしこっおすうゃくけすけ う かのぉけこうすくけ ういしかっょ-

ゃぇくっ, つうえすけ けぉっき ゃっつっ っ くぇょ 300 しすさぇくうちう, ゃ こけきけと くぇ 
╂っけさゅう っ ぉせさゅぇいかうはすぇ ‶っすなさ ]けすうさけゃ, おけえすけ けす ゅけょうくう 
しなぉうさぇ  しすぇすうしすうおう くぇ そせすぉけかくうすっ けすぉけさう けす ╉ぇいぇくかなお. 
╋けすうゃなす  くぇ ╂っけさゅう ょぇ しっ いぇたゃぇくっ し くっかっおぇすぇ いぇょぇ-

つぇ っ ぉっいぇこっかぇちうけくっく: けぉうつぇ そせすぉけかぇ. 《せすぉけかくうはす きせ 
こさけとなこせかくうお  っ くぇ ぇさしっくぇかしおう すっさっく. ╉ぇいぇくかなお っ っょうく 
けす ゅさぇょけゃっすっ しなし しっさうけいくう すさぇょうちうう ゃなゃ そせすぉけかぇ う いぇ-
しかせあぇゃぇ  すは ょぇ っ しなたさぇくっくぇ う けこぇいっくぇ. ]ぇきうはす すけえ こさっい 
80-すっ ゅけょうくう, おぇすけ せつっくうお ゃ 3-すう う 4-すう おかぇし, すさっくうさぇ 
そせすぉけか ゃ ょっすしおぇすぇ ておけかぇ くぇ ╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし” - こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ し すさっくぬけさ こけおけえくうはす ╀けさうしかぇゃ 《せさくうゅけゃ. 
╂っけさゅう くっ こさぇゃう そせすぉけかくぇ おぇさうっさぇ, くけ かのぉけゃすぇ きせ おなき 
うゅさぇすぇ し  すけこおぇ けしすぇゃぇ. 
‶けきけと いぇ おくうゅぇすぇ, けしゃっく ‶っすなさ ]けすうさけゃ, くぇ ╂っけさゅう 

けおぇいゃぇす う しこけさすくう ぇさしっくぇかしおう  ゃっすっさぇくう ゃ かうちっすけ くぇ 
╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ, ぉうゃてう すさっくぬけさう こけ そせすぉけか ゃ ゅさぇょぇ, 
おぇおすけ う ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ けす きせいっえ „┿さしっくぇか”.  ╃なかゅけ 
しっ さけゃう ゃ ぇさたうゃうすっ くぇ きっしすくぇすぇ こさっしぇ, ゃ こっつぇすくけすけ うい-
ょぇくうっ くぇ ゃけっくくうすっ いぇゃけょう „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”, しなぉうさぇ 
ょぇくくう けす くぇちうけくぇかくうすっ ゃっしすくうちう う しこうしぇくうは. 
]さっょ うくすっさっしくうすっ そぇおすう, くぇきっさうかう きはしすけ ゃ ういしかっょ-

ゃぇくっすけ いぇ おぇいぇくかなておうは そせすぉけか, いぇ ╂っけさゅう っ そぇおすなす, つっ 
けしくけゃぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておうは そせすぉけか しっ  ょなかあう くぇ そせすぉけか-
くうすっ すさぇょうちうう, こけかけあっくう ゃ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさう-
おぇ う けすゅかっあょぇくう し きくけゅけ しすぇさぇくうっ. 
╋ぇおぇさ いぇ けそうちうぇかくぇ さけあょっくぇ ゅけょうくぇ くぇ きっしすくうは そせす-

ぉけか ょぇ しっ しつうすぇ 1920 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ くぇ 7-きう はくせぇさう  
しっ さっゅうしすさうさぇ けすぉけさなす くぇ ゅさぇょぇ し うきっすけ „╂さぇくうす” う し 
ゅかぇゃっく うくうちうぇすけさ ╁ぇしうか ╀ぇっゃ, すけ おけさっくうすっ くぇ そせすぉけかぇ 
ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ ょぇすうさぇす けす おさぇは くぇ 19 ゃっお, おけゅぇすけ 
てゃっえちぇさっちなす う こさっこけょぇゃぇすっか こけ そういうつっしおぇ  おせかすせさぇ 
ゃ ‶っょぇゅけゅうつっしおけすけ せつうかうとっ ゃ ╉ぇいぇくかなお /ょく. 》せきぇくう-
すぇさくぇ ゅうきくぇいうは/ ╅ぇお 《ぇさょっか しないょぇゃぇ こなさゃうすっ  こうしぇくう 
こさぇゃうかぇ いぇ うゅさぇすぇ そせすぉけか ゃ ╀なかゅぇさうは. ╂けょうくぇすぇ っ 1894. 
‶さぇゃうかぇすぇ しぇ ぉうかう けすこっつぇすぇくう ゃ „〉つうかうとっく こさっゅかっょ” 
こさっい  1897 ゅけょうくぇ. 
╆ぇ つうすぇすっかうすっ とっ っ かのぉけこうすっく う ょさせゅ そぇおす: こさっい 30-すっ 

ゅけょうくう くぇ  きうくぇかうは ゃっお ゃ ╉ぇいぇくかなお すっつっ てせきくぇ こけかっ-
きうおぇ けすくけしくけ うゅさぇすぇ そせすぉけか ゃ おぇいぇくかなておうすっ せつうかうとぇ. 
‶けかっきうおぇすぇ しっ さぇいゅけさっとはゃぇ ょけすけかおけゃぇ, つっ しっ しすうゅぇ ょけ 
いぇぉさぇくぇ こさっい 1934 ゅけょうくぇ いぇ „こさぇおすうおせゃぇくっ ゃ せつうかうと-
くうすっ ょゃけさけゃっ, こけさぇょう ゃっさけはすくけしす けす せぉうすう, こけしすさぇょぇかう, 
すさぇゃきう う さぇいこせしくぇすけしす くぇ せつっくうちうすっ”. ‶さっょかぇゅぇ しっ さっ-
ゅかぇきっくすうさぇくっ くぇ しこっちうぇかくけ ゃさっきっ いぇ うゅさぇ くぇ そせすぉけか 
- けす 15 ょけ 18 つぇしぇ う きっしすぇ, おなょっすけ  すけゃぇ ょぇ しすぇゃぇ. 
¨す ぉなょっとぇすぇ おくうゅぇ くぇ ╂っけさゅう ]すけはくけゃ とっ くぇせつうき, つっ 

けとっ こさっい 1914 ゅけょうくぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ こさっしぇ けすょっかは こけ-
ょけぉぇゃぇとけ きはしすけ くぇ そせすぉけかぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くっいぇゃうしうきけ, 
つっ ゃしっ けとっ ゅさぇょなす くはきぇ けそうちうぇかっく しゃけえ けすぉけさ, おぇお-
すけ う つっ ゃ けすぉけさぇ くぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ, ょく. 
„┿さしっくぇか”, っ うゅさぇか ぉぇとぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ そせすぉけかくぇ 
かっゅっくょぇ ╂っけさゅう ┿しこぇさせたけゃ-╂せくょう - ┿しこぇさせた ╂っけさゅうっゃ. 
╃させゅぇ あうゃぇ かっゅっくょぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは そせすぉけか う いゃっいょぇ くぇ 
„╊けおけきけすうゃ” – ]けそうは - ]こうさけ ╃っぉなさしおう, こなお っ つぇしす けす 
ょさせゅ おぇいぇくかなておう けすぉけさ – けすぉけさなす くぇ ゃけっくくうすっ „【うこおぇ”, 
そせすぉけかくけすけ しすさぇてうかうとっ くぇ さっゅうけくぇ こさっい 50-すっ ゅけょうくう 
くぇ きうくぇかうは ゃっお.  
]さっょ きぇかおけ ういゃっしすくうすっ そぇおすう いぇ いくぇつうきぇすぇ ぇさしっくぇか-

しおぇ ょうさは ゃなゃ そせすぉけかくぇすぇ おぇいぇくかなておぇ うしすけさうは, くぇきっ-
さうか きはしすけ ゃ おくうゅぇすぇ, っ う ぇきぉうちうはすぇ う あっかぇくうっすけ くぇ 
╂けかせぉうく ╊けいぇくけゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╁けっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ, こけ 
つうっすけ ゃさっきっ いぇこけつゃぇ しすさけっあなす くぇ こなさゃうは しすぇょうけく ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお -  ょくっし  しすぇょうけく „┿さしっくぇか”.  ┿きぉうちうはすぇ くぇ すけゅぇ-
ゃぇてくうは  ょうさっおすけさ っ  ぉうかぇ ゅさぇょなす くぇ さけいうすっ う ╁けっくくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ ょぇ  うきぇす しすぇょうけく  おぇすけ すけいう ゃ しすけかうちぇすぇ, ゅけかはき 
う し ゅけかはきけ けしゃっすかっくうっ. ╂さぇょしおうはす  おけきうすっす くぇ こぇさすうはすぇ 
けぉぇつっ こさけはゃはゃぇ さっゃくけしす う  さってぇゃぇ ょぇ いぇこけつくっ ゅさぇょっあ 
くぇ けとっ っょうく, こけ-ゅけかはき しすぇょうけく ゃ ゅさぇょぇ. 〈ぇおぇ しっ さぇあょぇ 
う ょくってくうはす ゅさぇょしおう しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし”. ╋っつすぇすぇ くぇ 
ょうさっおすけさぇ ╊けいぇくけゃ こさけこぇょぇ, くけ いぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ こなお 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

ゅさぇょなす しっ しょけぉうゃぇ し ょゃぇ しすぇょうけくぇ, こけゃっ-
つっ けす こさうゃうかっゅうは いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ. 
╆ぇしかせあっくけ ゃくうきぇくうっ ゃ おくうゅぇすぇ „╇し-

すけさうは くぇ そせすぉけかぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお” ╂っけさゅう 
]すけはくけゃ う ‶っすなさ ]けすうさけゃ けすょっかはす くぇ 
せしこったうすっ くぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ  そぇ-
ぉさうおぇ, ょく. „┿さしっくぇか”, つうえすけ けすぉけさ しすぇゃぇ 
こなさゃうはす けすぉけさ けす ╉ぇいぇくかなお, おかぇしうさぇか 
しっ いぇ ╃なさあぇゃくうすっ そせすぉけかくう そうくぇかう 
こさっい 1934 ゅけょうくぇ. ]さっょ ちっくくうすっ さっかうお-
ゃう ゃ おくうゅぇすぇ いぇ すけいう しかぇゃっく こっさうけょ っ う 
2- しぇくすうきっすさけゃぇすぇ しくうきおぇ くぇ けすぉけさぇ くぇ 
╁けっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ, くぇこさぇゃっくぇ くぇ ぉさっゅぇ 
くぇ ╃せくぇゃ ゃ [せしっ.
╆ぇ こけつうすぇすっかうすっ くぇ うしすけさうはすぇ おくうゅぇすぇ 

ょぇゃぇ けすゅけゃけさ いぇ すけつくぇすぇ ょぇすぇ くぇ しないょぇ-
ゃぇくっすけ くぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”,  っきぉかっ-
きぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておうは そせすぉけか しっゅぇ, つうえ-
すけ こけつっすっく こさっいうょっくす っ ういこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ. 
〈さぇくしそっさうすっ う けすぉけさうすっ, ゃ おけうすけ しぇ 

うゅさぇかう すぇかぇくすかうゃうすっ おぇいぇくかなておう そせす-
ぉけかうしすう, しなとけ くぇきうさぇす きはしすけ ゃ おくうゅぇ-
すぇ. ┿さたうゃくう しくうきおう, ょぇくくう いぇ うゅさぇつうすっ, 
かのぉけこうすくう しすぇすうしすうおう いぇ すはた, しすぇすうし-
すうおう くぇ くぇえ- せしこってくうすっ しっいけくう くぇ 《╉ 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う せつぇしすうっすけ くぇ けすぉけさぇ 
ゃ „┿” ゅさせこぇ ゃ こっさうけょぇ 1982-83 ゅけょうくぇ, 
おぇおすけ う うしすけさうはすぇ くぇ しこっつっかゃぇくっすけ くぇ 
てぇきこうけくしおぇすぇ すうすかぇ いぇ のくけてう しすぇさてぇ 
ゃないさぇしす くぇ [っこせぉかうおぇくしおけすけ こなさゃっく-
しすゃけ こさっい 1992 ゅけょうくぇ, うきぇす ょけしすけえくけ 
きはしすけ ゃ おくうゅぇすぇ. 
]こけきっくうすっ くぇ うゅさぇつう いぇ ゃさっきっくぇすぇ, ゃ 

おけうすけ しぇ いぇとうすぇゃぇかう ちゃっすけゃっすっ くぇ けす-
ぉけさうすっ けす ╉ぇいぇくかなお, しぇ っきけちうけくぇかくぇすぇ 
つぇしす くぇ こうしぇくぇすぇ そせすぉけかくぇ おぇいぇくかなて-
おぇ うしすけさうは. ╂っけさゅう ]すけはくけゃ こけょゅけすゃは う 
しこっちうぇかっく ょうしお おなき おくうゅぇすぇ, ゃ おけえすけ 
ゃなゃ ゃうょっけ そけさきぇす しぇ いぇこうしぇくう たけさぇすぇ,  
ょけこさうくっしかう いぇ そせすぉけかくぇすぇ しかぇゃぇ くぇ 
ゅさぇょぇ. 
┿きぉうちうはすぇ くぇ ぇゃすけさぇ っ おくうゅぇすぇ ょぇ うきぇ 

こさっきうっさぇ くぇ 13-すう のくう ょけゅけょうくぇ, おけゅぇ-
すけ しっ くぇゃなさてゃぇす 33 ゅけょうくう けす ゃかういぇくっ-
すけ くぇ 《╉  „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ゃ „┿” ゅさせこぇ  
こさっい 1982 ゅけょうくぇ. ╇しすけさうつっしおぇすぇ しさっとぇ 
すけゅぇゃぇ しっ うゅさぇっ くぇ きっしすくうは しすぇょうけく „]っ-
ゃすけこけかうし”. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╁ っょうく けす けゅさけきくうすっ おぇいぇく-
かなておう ぉかけおけゃっ, おなょっすけ くぇ 
16 っすぇあぇ しぇ さぇいこけかけあっくう 75 
ぇこぇさすぇきっくすぇ, けす おけうすけ – っょくぇ 
すさっすぇ くっけぉうすぇっきう, ゃっつっ しっ 
こさうかぇゅぇ こさぇおすうおぇ くぇ っかっお-
すさけくっく ょけしすなこ ょけ あうかうとぇすぇ 

し こけきけとすぇ くぇ しこっちうぇかくう おぇさ-
すう し つうこけゃっ, おけうすけ けゅさぇくうつぇ-
ゃぇす ょけしすなこぇ こさう くぇかうつうっ くぇ 
くっこかぇすっくう しきっすおう. ╁なこさっおう 
しなきくっくうはすぇ いぇ いぇおけくくけしす 
くぇ こけょけぉくう こさぇおすうおう, すっ しぇ 
しっ けおぇいぇかう ういおかのつうすっかくけ 
っそっおすうゃくう, しこけょっかうたぇ こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ せこさぇゃうすっかくけすけ 
すはかけ, こさうぉはゅくぇかけ ょけ すけいう きっ-
すけょ いぇ しなぉうさぇくっ くぇ けぉとうすっ 
こぇさう いぇ すっおせとけ ういこけかいゃぇくっ 
くぇ しゅさぇょうすっ. 
╁いうきぇくっすけ くぇ さってっくうは う 

こさっょこさうっきぇくっすけ くぇ おけく-
おさっすくう しすなこおう いぇ さっきけくすう くぇ 
けぉとうすっ つぇしすう くぇ しゅさぇょぇすぇ – 
こけおさうゃう, しすなかぉうとぇ う ょさせゅう, 
しなとけ っ しっさうけいっく  „こさっこなくう 
おぇきなお“ けす っあっょくっゃうっすけ くぇ 
ょけきけせこさぇゃうすっかうすっ, しっ さぇい-
ぉさぇ こけ ゃさっきっ くぇ ょうしおせしうはすぇ. 
[ってっくうっすけ いぇ けぉくけゃはゃぇくっ う 
けしくけゃっく さっきけくす っ こけ いぇおけく 
けこさっょっかっくけ おぇすけ こさぇゃけきけ-
とうっ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ, ぇ  
こさけちっくす くぇ きくけいうくしすゃけすけ, 
くせあっく けとっ ゃ くぇつぇかけすけ, こさっ-
ょう ょぇ しっ すさなゅくっ おなき しすさけう-
すっかくうすっ ょっえくけしすう, っ 67 % けす 
うょっぇかくうすっ つぇしすう. 〈けかおけゃぇ  けす 

‶さけょなかあっくうっすけ こけ すっきぇすぇ 
けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ, 
けす おけえすけ とっ くぇせつうすっ:

- おぇおゃけ っ ゃぇあくけ ょぇ いくぇっすっ 
こさう ういゃぇあょぇくっ けす あうかうとっすけ;

- くぇえ-ゃぇあくうすっ くっとぇ いぇ すった-
くうつっしおうすっ こぇしこけさすう くぇ しゅさぇ-
ょうすっ.

] ぉかぇゅけょぇさくけしす おなき ぇょゃけおぇす 
╂っさゅぇくぇ ┿すぇくぇしけゃぇ う しすせょっく

すうすっ けす こさぇゃくぇ おかうくうおぇ.

たけさぇすぇ ゃ ょぇょっく ぉかけお うかう ゃたけょ 
すさはぉゃぇ ょぇ しぇ しなゅかぇしくう, つっ さっ-
きけくす っ くせあっく, こうてっ ゃ いぇおけくぇ. 
╁しっおう あうゃっっと すさはぉゃぇ ょぇ こかぇすう 
かうつくぇすぇ しう ゃくけしおぇ いぇ けぉとうすっ 
さぇいたけょう. ′っ すぇおぇ しすけう ゃなこさけ-
しなす し くっけすかけあくうすっ さっきけくすう, 

おけうすけ こさう くぇかうつうっ くぇ しさっょ-
しすゃぇ きけゅぇす ょぇ しっ こさっょこさうっきぇす 
う しぇきけ こさう けすこせしおぇくっ くぇ こぇさう 
けす せこさぇゃうすっかは, ぇ こさう かうこしぇ くぇ 
しさっょしすゃぇ – しかっょ しゃうおゃぇくっ くぇ 
けぉとけ しなぉさぇくうっ. ╁ すけいう しかせ-
つぇえ けぉぇつっ さってっくうっすけ きけあっ ょぇ 
ぉなょっ こさうっすけ う こさう せしかけゃうはすぇ 
くぇ こけ-ぉかぇゅけこさうはすくうは しこぇょぇと 
おゃけさせき. 

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう: 
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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- ╉ぇいゃぇすっ, つっ ゃかのぉゃぇくっ-

すけ っ ょぇ しなつうくはゃぇて ょさせ-
ゅうは ゃしっおう ょっく. ╆ぇとけすけ 
しっ ういきけさうたきっ ょぇ そぇくすぇ-
いうさぇきっ こけ ょさせゅうは かう しっ 
きさぇいうき すけかおけゃぇ ? 
╆ぇとけすけ ういゅせぉうたきっ かのぉけ-

こうすしすゃけすけ しう っょうく おなき ょさせゅ 
くぇえ-ゃっつっ. ┿い きくけゅけ ゃはさゃぇき 
ゃ っきこぇすうはすぇ, ゃ すけゃぇ ょぇ しっ 
ゃつせゃしすゃぇて う しなつせゃしすゃぇて くぇ 
ょさせゅうは. ╉けゅぇすけ ょさせゅうは ゅけ 
ぉけかう, すう ょぇ きけあって ょぇ うい-
こうすぇて ぉけかおぇ ゃ しけぉしすゃっくけすけ 
しう すはかけ. ╇ すけゃぇ っ けくけゃぇ, けす 
おけっすけ うきぇきっ しすさぇてっく ょっそう-
ちうす すせおぇ. ′うっ しう きうしかうき, つっ 
しきっ ゅけしすけこさうっきくう  たけさぇ, つっ 
ぉなかゅぇさうくなす っ きくけゅけ ゅけしすけ-
こさうっきっく. ╁ きけきっくすぇ けぉぇつっ 
っ ゃぇあくけ ょぇ いぇぉっかっあうき うい-
ゅせぉゃぇくっすけ くぇ ょけぉさけすけ くう 
かのぉけこうすしすゃけ おなき ょさせゅうは, くぇ 
しなつせゃしすゃうっすけ おなき ょさせゅうは, 
くぇ つせゃしすゃけすけ おなき ょさせゅうは. ┿ 
すけ っ う つぇしす けす しなつうくはゃぇくっすけ 
くぇ ょさせゅうは. ╃ぇ, せきけさうたきっ しっ  
ょぇ  しっ しなつうくはゃぇきっ, ぇ すけゃぇ っ 
ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ゃしはおぇ かのぉけゃ. 
┿ けしくけゃぇすぇ くぇ ゃしはおぇ かのぉけゃ 
っ うきっくくけ すう ょぇ ゃうあょぇて ょさせ-
ゅうは ゃしっおう ょっく: ょさせゅ う たせぉぇゃ. 
┿ きけあっ ぉう う すけゃぇ っ しなと-
くけしすすぇ きせ: おぇすけ ゅけ ゃうあょぇて 
ゃしっおう ょっく すぇおなゃ, すけえ しすぇゃぇ 
すぇおなゃ. ╃ぇ, うきぇ ょっそうちうす くぇ 
っきこぇすうは う せきけさぇ けす すけゃぇ ょぇ 
しっ しなつうくはゃぇきっ ゃしっおう ょっく 
っょうく ょさせゅ. 

- ╆ぇすけゃぇ かう しきっ かけてう? 
¨, くっ いくぇき. ]うゅせさくけ うきぇ 

100 こさうつうくう. ′っ しぇきけ いぇ-
さぇょう すけゃぇ. ╀っょくけすぇすぇ しなとけ 
ょなさあう たけさぇすぇ ゃ ょさせゅぇ すなゅぇ. 
╁ くぇこさっゅくぇすけしす. 〈けゃぇ, つっ くっ 
ういかはいけたきっ こけ ょけぉなさ くぇつうく, 
くっ しおなしぇたきっ し くはおけう つっさすう 
くぇ くぇてうは  きぇくすぇかうすっす けす 
こさっょうてくけすけ ゃさっきっ, しなとけ. 

- ╁ぇあう かう けとっ こさっ-
ょせこさっあょっくうっすけ ╁う, つっ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゃくうきぇゃぇきっ 
おぇおゃけ ういさうつぇきっ, ょぇ ゃくう-
きぇゃぇきっ ゃ ょせきうすっ?
╃ぇ, いぇとけすけ すぇき つけゃっお っ 

くぇこさぇゃっく けす すけゃぇ, おけっすけ うい-
さうつぇ. ╃せきうすっ しう けすきなとぇゃぇす, 
おけゅぇすけ ゅう こけかいゃぇきっ ぉっいさぇい-
ぉけさくけ う しぇ ういすけつくうお くぇ くっ-
ょけさぇいせきっくうは, ういすけとぇゃぇす しっ. 
╇ つぇしす けす くっょけゃっさうっすけ ゃっつっ 
きっあょせ たけさぇすぇ, きっあょせ こけ-
かうすうちうすっ う けす こけかうすうちうすっ 
うょゃぇ けす すけゃぇ さぇいゃさぇとぇゃぇとけ 
せこけすさっぉかっくうっ くぇ ょせきうすっ. ̈ す 
すけゃぇ くっつっしすくけ  せこけすさっぉかっ-
くうっ う けすくけてっくうっ くぇ う おなき 
ょせきうすっ. ‶けくはおけゅぇ  きうしかは, つっ 
すさはぉゃぇ  けこさっょっかっくけ ゃさっきっ 
う ょぇ きなかつうき, う ょぇ きうしかうき. 
╆ぇとけすけ しっゅぇ ゃしっおう ゅけゃけさう 
ゃうしけおけ, ゃしっおう ゅけゃけさう きぇかおけ 
さぇいこうとけかっくけ, すぇおぇ, しはおぇて 
しきっ きうくぇかう っょくぇ ゅさぇくうちぇ, ゃ 
おけはすけ ゃっつっ しぇきけ ゅくっゃなす  うい-
かういぇ けす くぇし. ]ぇきけ おさはしなちう.   

- ╉けえ くう せつう くぇ おさはしな-
ちうすっ? ╊うすっさぇすせさぇすぇ うかう 
すけゃぇ, おけっすけ っ けおけかけ くぇし? 
¨, くっ. ′っ  っ かうすっさぇすせさぇ-

すぇ. ╉けゅぇすけ つけゃっお つっすっ, すけえ 
くっ ゃうおぇ. ′はきぇ ょぇ ゃうょうすっ 
おさっとはとう つっすはとう. ′ぇこさけ-
すうゃ: かうすっさぇすせさぇすぇ くう せつう 

〉しきうゃおぇすぇ くぇ ╃ぇくぇうか しう 
うきぇ こさうつうくぇ: ゅけすゃう きう うい

くっくぇょぇ. ̈ とっ くっ きう っ おぇいぇか, つっ, 

けしゃっく すぇすおけ きせ, ぇさしっくぇかちう しぇ 
う ょはょけ きせ ╃うきけ, かっかは きせ, ぉさぇす 
きせ ╇ゃぇく う とっさおぇすぇ [ぇょうくぇ. ] 
ぉさぇす しう さぇぉけすはす さっょけき, ょなとっ
さはすぇ, きぇおぇさ う きけきうつっ くぇ 23, 

ういけぉとけ くっ しっ こかぇてう けす 『‶〉-
すけ, ぇ くぇこさけすうゃ, „たゃぇくぇかぇ っ 
ぉうおぇ いぇ さけゅぇすぇ“ ゃ 5/160 う しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ╋ったぇくけすけ, 
おけっすけ ゃっつっ しっ おぇいゃぇ ‶さけそっ
しうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょ
あうっくけゃ“, いぇこけつゃぇ ょぇ こさうかぇゅぇ 
くぇせつっくけすけ ゃ せつうかうとっ ょうさっおす
くけ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ - おさぇえ 

[『ぇ╇【╅ ╇《╉╅ 〉╊ 』【╅╇╅
しかけあくうすっ きぇてうくう. „╋くけゅけ 
っ ょけゃけかくぇ!“, こけゃすぇさは きう 
くぇ ょゃぇ こなすう ぉぇとぇすぇ ╃ぇくぇ

うか, おけえすけ くっ おさうっ, つっ しっ 
さぇょゃぇ, いぇとけすけ くっゅけゃぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす くぇ ゃさっきっすけ ゃ 
しなとけすけ せつうかうとっ ぉうかぇ こぇお 
しゃなさいぇくぇ し きぇてうくうすっ 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. ╆ぇこぇかっく こけ きぇてう
くうすっ, すけつくけ くぇ ╁っかうおょっく 
こさっい 2004-すぇ, ╃ぇくぇうか こせ
しおぇ おぇすけ くぇしすさけえつうお こなさ
ゃぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ きぇてう
くぇ – ぇゃすけきぇすうつっく しすさせゅ. 
╉ぇすけ こさけそっしうけくぇかうしす, 
すけえ くっ しこうさぇ ょぇ しっ ょうゃう 

くぇ ゅけかっきうすっ ゃないきけあくけしすう 
くぇ すぇいう ゃうしけおけこさけういゃけょう
すっかくぇ すったくうおぇ, おけはすけ こけい

ゃけかはゃぇ ょけ 18 うくしすさせきっくすぇ 
ょぇ さぇぉけすはす っょくけゃさっきっくくけ ゃ 
せしかけゃうはすぇ くぇ きぇおしうきぇかくけすけ 
くぇすけゃぇさゃぇくっ, おけゅぇすけ けこっ
さぇちうう しっ ういゃなさてゃぇす う こさっい 

6-すっ てこうくょっかぇ. 
„′ぇ こさぇおすうおぇ 
すっいう きぇてうくう 
きけゅぇす ゃしうつおけ ゃ 
しすさせゅけゃぇくっすけ う 
こさけぉうゃぇくっすけ“, 
けぉはしくはゃぇ いぇ かぇ
うちうすっ くぇしすさけえ
つうおなす ╃ぇくぇうか. 
〈けえ くっ しおさうゃぇ, 
つっ うきぇ しぇきけ
つせゃしすゃうっすけ くぇ 
つけゃっお, くぇ おけ
ゅけすけ くうおぇお くっ 
しっ けこうさぇす さなつ
くうすっ くぇしすさけえおう 
くぇ „きっかけょうはすぇ“ 
くぇ ゃしっおう っょうく 
うくしすさせきっくす - 
すぇおぇ, つっ けぉとぇ
すぇ „しうきそけくうは“ 
ょぇ ぉなょっ ういこなか
くっくぇ ぉっい ゅさって
おぇ. ╋ぇてうくくうはす 
こぇさお, おけえすけ けぉ
ゅさうあゃぇ ╃さなく
ょっゃ, っ くぇすけゃぇ
さっく こさっょうきくけ し 
ういさぇぉけすおぇすぇ くぇ 
おけさこせしう くぇ うい
しすさっかう う ゃいさう
ゃぇすっかう. 〈っいう 
ょくう くぇえ-ゅけかは
きぇすぇ さぇょけしす くぇ 
たけさぇすぇ ゃ すけゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけ 
っ うょゃぇくっすけ くぇ 
きくけゅけ くけゃう さぇ
ぉけすくうちう, くぇ
いくぇつっくう ゃなゃ 
ゃさないおぇ し くけゃう
すっ ょけゅけゃけさう くぇ 
そうさきぇすぇ, おけうすけ 

けぉっいこっつうたぇ さぇぉけすぇ いぇ けおけ
かけ ょゃっ ゅけょうくう くぇこさっょ. „′っ 
きけゅぇ ょぇ うき くぇせつぇ うきっくぇ
すぇ けとっ…“, しきっっ しっ ╃ぇくぇうか, 
おけえすけ いくぇっ, つっ うしおぇ ゃさっきっ 
すっいう たけさぇ ょぇ ぉなょぇす けぉせつっ
くう. 】っ ぉなょっ すさせょくけ, いぇとけすけ 
う しさけおけゃっすっ すっおぇす, くけ せょけ
ゃかっすゃけさっくうっすけ, つっ そうさきぇすぇ 

こっつっかう こぇいぇさくう こけいうちうう う 
ょぇゃぇ けこすうきういなき くぇ たけさぇすぇ, 
ょぇゃぇ けすかうつくけ くぇしすさけっくうっ 

いぇ しこさぇゃはくっ しなし いぇょぇつうすっ. 
„¨すゃっょくなあ くっ きけあっ つけゃっお 
ょぇ しっ くぇせつう くぇ ゃしうつおけ. ┿い 
うきぇた つっしすすぇ ょぇ しっ せつぇ けす ゅけ
かっきう きぇえしすけさう“, こさういくぇゃぇ 
╃ぇくぇうか すぇえくうすっ くぇ さぇしすっあぇ 
しう ゃ こさけそっしうはすぇ くぇ しすけこさけ

ちっくすけゃ きぇてうくけしすさけうすっか, 
くぇしかっょっくぇ けす ぉぇとぇ う ょはょけ. 
╇きっすけ くぇ ょはょけ しう ╃うきけ すけえ 
こさっくぇしぇしは ゃなゃ ゃさっきっすけ し 
こなさゃぇすぇ ぉせおゃうつおぇ ╃, おぇお
すけ くぇ ゃさっきっすけ ぉってっ せあ きけ
ょっさくけ... ╃ぇくぇうか しっ くぇょはゃぇ 
すぇいう すぇえくぇ ょぇ しっ こさっょぇょっ う 
くぇ しうくぇ きせ ╉さうしすうはく, おけえすけ 
ゃっつっ いぇゃなさてゃぇ /おぇすけ ぉぇとぇ 
しう う しっしすさぇ しう/ おぇいぇくかなて
おぇすぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“.  

┿おけ きかぇょっあなす こけうしおぇ, ぉぇ
とぇすぇ っ ゅけすけゃ ょぇ ゅけ こけしゃっすう 
ゃ いぇくぇはすぇ. 
′ぇょっあょうすっ くぇ ╃ぇくぇうか しぇ 

う ゃ ょゃっすっ きせ きぇかおう ょっちぇ – 
┿かっおしぇくょなさ う 〈っけょけさぇ. ╉ぇお
すけ う ゅけかっきうすっ, すっ しなとけ しぇ う 
こけ ぉぇとぇ, う こけ きぇえおぇ – し ぇさ
しっくぇかしおぇ おさなゃ. ]ぇてけ っ ゃっつっ 
ゃなゃ ゃすけさう おかぇし, きぇかおぇすぇ – 
ょけゅけょうくぇ とっ ぉなょっ ゃ こなさゃう. 
╆ぇ すはた っ けとっ さぇくけ ょぇ しっ おぇあっ 
おけえ こなす とっ ういぉっさぇす, くけ おぇすけ 
しっ いくぇっ さけょけゃぇすぇ すさぇょうちうは, 
ぇさしっくぇかしおうはす ういぉけさ ょぇかっつ 
くっ っ くっゃないきけあっく う いぇ すはた. 
] こけょぇょっくぇすぇ こさっい ゅけょうくうすっ 
さなおぇ くぇ さけょしすゃっくうすっ おけさっくう 
すけいう こなす ぉう ぉうか きくけゅけ かっ
しっく. ╃け すけゅぇゃぇ – とっ すうつぇす こけ 
ょゃけさぇ ゃ ╂けさくけ 』っさおけゃうとっ, 
とっ たけょはす し すぇすっ いぇ さうぉぇ/はいけ
ゃうさなす っ くぇ っょくぇ おさぇつおぇ/, とっ 
たゃなさかはす おぇきなつっすぇ こけ ゃなかくう
すっ う とっ ゃさなとぇす さうぉぇすぇ けぉさぇ
すくけ ゃなゃ ゃけょぇすぇ, いぇとけすけ すぇすっ 
っ ゃなょうつぇさ けす すうこぇ “おぇおゃけすけ 
たゃぇくぇ – しう ゅけ こせしおぇき“. ╄, 
きぇかおうすっ ういおかのつっくうは けす すけゃぇ 
こさぇゃうかけ  しなぉうさぇす おさぇえ すさぇ
こっいぇすぇ う しっきっえしすゃけ, う ゅけしすう 
– くけ くうおけゅぇ おけかうつっしすゃぇすぇ 
さうぉぇ いぇ はょっくっ くっ しぇ ゅかぇゃけ
かけきくう. ╃ぇくぇうか ちっくう こけつうゃ
おぇすぇ しう ゃ すさっこっすぇ ょぇ ょさなくくっ 
いゃなくつっすけ しかっょ けぉすはゅぇくっすけ けす 
いぇたぇこぇくぇすぇ おせおうつおぇ – すけえ 
けぉうつぇ こさうさけょぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ, 
ういさぇしくぇか ゃ ╉けこさうくおぇ, ╃さなく
ょっゃ-しうく う しっゅぇ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ あうゃっっ くぇ しっかけ – ゃ ╂けさくけ 
』っさおけゃうとっ. ╃ゃけさなす, ゃない
ょせたなす, くぇつうくなす くぇ あうゃけす ゃ 
ぉかういけしす ょけ っしすっしすゃけすけ, しぇ 
くっゅけゃうはす ういぉけさ. ╉ぇおすけ う くぇ

つうく ょぇ くぇきっさう しこけおけえしすゃうっ 
ょぇかっつ けす しすさっしぇ, くぇつうく ょぇ 
ょぇょっ うしすうくしおけ ょっすしすゃけ くぇ 
きぇかおうすっ ]ぇてけ う 〈っけょけさぇ. ] 
すけいう ういぉけさ すけえ くっゃけかくけ こけゃ
すぇさは ぉぇとぇ しう. ] おけっすけ いぇ しっ
すっく こなす こさうおぇいおぇすぇ “おさなゃすぇ 
ゃけょぇ くっ しすぇゃぇ“ くぇきうさぇ しゃけっ
すけ ぇさしっくぇかしおけ こけすゃなさあょっ
くうっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ょぇ きうしかうき. ′ぇ ぉぇゃくけ う ょなか-
ぉけおけ さぇいぉうさぇくっ いぇ くっとぇすぇ. 
〈けゃぇ っ けぉさぇすくけすけ くぇ おさはしな-
おぇ. ╉さはしなおなす っ けぉさぇすくけすけ くぇ 
すけゃぇ, おけっすけ くう せつぇす おくうゅうすっ. 

- ┿ ぇおけ こけかうすうちうすっ しっ 
せつったぇ けす おくうゅうすっ, こけ-うくぇ-
つっ かう とはたきっ ょぇ あうゃっっき? 
╃ぇ. ┿おけ こうすぇたきっ こけしすけはく-

くけ こけかうすうちうすっ おぇおゃけ つっ-

すっすっ う おぇお ゅけ さぇいぉうさぇすっ, 
すけゃぇ とってっ ょぇ っ ゃぇあっく すっしす 
いぇ くぇし: ょぇかう ょぇ ゅう ういぉっさっき 
うかう くっ. ┿おけ こけかうすうちうすっ くう 
つっすはたぇ おくうゅう, すけゃぇ とってっ ょぇ 
さぇいゃうっ っきこぇすうは ゃ すはた, すけっしす 
しなつせゃしすゃうっ おなき つけゃっおぇ けす 
せかうちぇすぇ, つけゃっおぇ けす なゅなかぇ. ┿ 
すけつくけ すけゃぇ かうこしゃぇてっ こさっい 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ くぇ-
てうすっ こけかうすうちう う すっ いぇすけゃぇ 
しっ う こさけゃぇかうたぇ.

- ╇ょっ かう おさぇはす くう くぇ 
せしっとぇくっ くぇ おさういぇすぇ いぇ ゃ 
ぉなょっとっ? 

¨とっ くっ. ╃っそうちうすなす くぇ ぉな-
ょっとっ っ くっとけ きくけゅけ すさせょくけ 
ういきっさうきけ, くけ ゃしなとくけしす っ 
っょくけ けす けしくけゃくうすっ くう くっとぇ, 
おけうすけ しぇ くう こさけぉかっき すせお. 
╃けさう う ょぇ あうゃっっすっ ょけぉさっ, 
ぇおけ いくぇっすっ, つっ くっとぇすぇ くはきぇ 
ょぇ しっ こさけきっくはす ゃ ぉなょっとっ いぇ 
ょっちぇすぇ ゃう, すけゃぇ っ つぇしす けす すな-
ゅぇすぇ. ′うおけえ くっ うしおぇ ょぇ あう-
ゃっっ ゃ しすさぇくぇ, ゃ おけはすけ ょっちぇ-

すぇ きせ くはきぇ ょぇ ぉなょぇす ょけぉさっ. 
〈ぇおぇ つっ - ょっそうちうすなす くぇ ぉな-
ょっとっ いぇ くぇし う くぇてうすっ ょっちぇ 
けとっ しすけう. 

- ╁ぇてぇ っ すっいぇすぇ, つっ つけ-
ゃっお し ゃおせし こけ-すさせょくけ 
しっ こけょょぇゃぇ くぇ っゃすうくぇ 
こさけこぇゅぇくょぇ う さぇいゃうゃぇ 
しなこさけすうゃぇ しさっとせ ぉっい-
ょぇさうっすけ, ぇ すけゃぇ ゃっつっ っ 
こけかうすうつっしおう ぇおす. ╉ぇお しっ 
ゃないこうすぇゃぇ けぉぇつっ すけゃぇ う 
おけえ すさはぉゃぇ ょぇ くう くぇせつう 
くぇ くっゅけ? ‶さう こけかけあっくうっ, 
つっ きぇかおけ しっ つっすっ ゃ ょなさ-

あぇゃぇすぇ くう, きくけゅけ しっ おさっ-
とう, きくけゅけ しっ はょっ, きくけ-
ゅけ しっ  あぇかうき う きくけゅけ しっ 
きさぇいうき.
′はきぇ おけえ ょぇ くう くぇせつう, くうっ 

すさはぉゃぇ ょぇ しっ しぇきけしっいうさぇ-
きっ う しぇきけくぇせつうき. ′はきぇ ょぇ 
しすぇくっ けす ょさせゅぇょっ. ′け きけあっき 
ょぇ くぇせつうき っょうく-ょゃぇきぇ おさぇえ 
くぇし, きけあっき ょぇ こけきけゅくっき 
くぇ ょっちぇすぇ しう, おぇすけ ゅう くぇせ-

つうき ょぇ ゃうあょぇす おさぇしうゃけすけ 
う ゅさけいくけすけ, ょけぉさけすけ う かけ-
てけすけ. 〈けゃぇ とっ っ ょけしすぇすなつ-
くけ. ╄ょうく-ょゃぇきぇ けおけかけ くぇし 
う ゃしっおう しぇき くぇすぇすなお. ╋けは-
すぇ おぇせいぇ う きけはすぇ すっいぇ こさっい 
ゃしうつおうすっ すっいう ゅけょうくう っ, つっ 
さぇいおぇいゃぇくっすけ くぇ うしすけさうう, 
つっすっくっすけ こけきぇゅぇす. ]ないょぇゃぇす 
せしっとぇくっ いぇ ゃおせし. 』けゃっお し 
ゃおせし こけ-すさせょくけ とっ ういゃなさてう 
ゅけかはきぇ こさけしすけすうは. 

- ]ぉなょくぇたすっ かう きっつすぇすぇ 
しう こけ ‶けさすせゅぇかうは? 
╃ぇ. ╀はた すぇき こさっょう ゅけょうくう. 

〈は っ こさっおさぇしくぇ しすさぇくぇ う すぇき 
すなゅぇすぇ っ きくけゅけ おさぇしうゃぇ. ╇きぇ 
くはおぇおゃぇ そぇょけ すなゅぇ すぇき う すは 

っ ょさせゅ すうこ. 

- ┿ きっつすぇすぇ こけ ╀なかゅぇ-
さうは? 
¨とっ くっ. 
 
- ′っ は かう すなさしうすっ ゃしなと-

くけしす ゃ おくうゅうすっ しう ? 
『はか あうゃけす は すなさしうき すぇいう 

きっつすぇ. ╁しっおう しう うきぇ くはおぇお-
ゃぇ しゃけは  ╀なかゅぇさうは, くけ くぇ きっく 
きう しっ とっ すぇいう ╀なかゅぇさうは ょぇ っ 
くっ しぇきけ ゃなすさっ ゃ きっく, ぇ くはおぇお 
しう ょぇ は ゃうょは, おぇすけ ういかはいぇ くぇ 
せかうちぇすぇ. ╄ょくぇ ╀なかゅぇさうは, ゃ 
おけはすけ たけさぇすぇ しぇ きぇかおけ こけ-
とぇしすかうゃう. 

- ╉なょっ うしおぇすっ ょぇ あうゃっっ 
ょなとっさは ╁う? 
′ぇ きはしすけ, ゃ おけっすけ くはきぇ ょぇ 

しっ しすさぇたせゃぇき いぇ くっは, くうすけ 
すは いぇ しっぉっ しう. ╇ くはきぇ ょぇ きっ 
きけかう ょぇ ういおかのつゃぇき すっかっゃう-
いけさぇ, おけゅぇすけ すっおぇす ゃっつっさくう-
すっ くけゃうくう. ′ぇ きはしすけ, おなょっすけ 
ぉう たけょうかぇ こけ つうしすう せかうちう, 
ぉう しさっとぇかぇ せしきうたくぇすう たけさぇ, 
ぉう こけかせつうかぇ ょけぉさけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ. ╋くけゅけ ぉうた うしおぇか 
すけゃぇ きはしすけ ょぇ しすぇくっ すせお.

- ╉ぇおゃけ ╁う こさぇゃう とぇしす-
かうゃ? 
╃ぇ さぇいぉっさって, つっ くはおけえ, 

おけえすけ くうおけゅぇ くっ しう ゃうあょぇか, 
っ ぉうか とぇしすかうゃ, せつせょっく, せこ-
かぇてっく, ゃかのぉっく くはおけかおけ 
つぇしぇ ゃ ういさっつっくうはすぇ すう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

〈ぇかぇくすなす っ おさぇえくぇ 
つせゃしすゃうすっかくけしす おなき 
ゃしうつおけ, おけっすけ ぉけかう, 
くぇさぇくはゃぇ うかう さぇょゃぇ.

╁なこさけしなす くっ っ おけえ とっ 
こかぇすう しきっすおうすっ, ぇ おけえ 
とっ こかぇすう こさけゃぇかっくうは 
あうゃけす.
¨ぉとっしすゃけすけ かっしくけ 

いぇゅなさぉう ぇくぇかういぇ, かう-
すっさぇすせさぇすぇ う さってう ょぇ 
いぇこなかくう っおいうしすっく-
ちうぇかくうすっ しう おさういう し 
っょくぇ てけせこさけゅさぇきぇ – 
ょぇ しっ „いぇぉぇゃかはゃぇ ょけ 
しきなさす“, ょぇ おなしぇ しぇか-
そっすおう うかう, ぇおけ くはきぇ 
こぇさう, ょぇ しすけう し さぇおうえ-
おぇすぇ う しぇかぇすおぇすぇ. ╇きぇ 
う ょさせゅ くぇつうく - ょぇ こさっ-
きうくって こさっい しけぉしすゃっくけ 
おせかすうゃうさぇくっ, こさっい しな-
こさけすうゃぇ, くけ ゅさぇあょぇく-
しおぇ しなこさけすうゃぇ.

╅うゃっっき おぇすけ ゃ しっ-
きっえしすゃけ けす „‶けょ うゅけ-
すけ“, おなょっすけ ゃしうつおけ しっ 
いくぇっ, あっくうすっ しぇ ゃ きっ-
すけたぇ, きなあっすっ ゃ ╂ぇくおけ-
ゃけすけ おぇそっくっ う こさぇゃはす 
こけかうすうおぇ.

‶うしぇすっかはす くはきぇ し 
おぇおゃけ ょさせゅけ ょぇ ゃかうはっ 
くぇ しかせつゃぇとけすけ しっ けおけ-
かけ くっゅけ, けしゃっく し ょせきう-
すっ う おくうゅうすっ しう.〈けえ っ っょうく けす くぇえ-つっすっくうすっ う せしこってくう きかぇょう ぉなかゅぇさしおう ぇゃすけさう, おぇおすけ せ くぇし, 

すぇおぇ う ゃ つせあぉうくぇ. ′けしうすっか くぇ きくけゅけ こさっしすうあくう きっあょせくぇさけょくう かうすっさぇすせさくう 
くぇゅさぇょう. 《うかけかけゅ こけ けぉさぇいけゃぇくうっ, こうしぇすっか こけ しなょぉぇ う こさういゃぇくうっ.  
[けょっく っ くぇ ╇ゃぇくけゃょっく, こさっょう 46 ゅけょうくう ゃ ぅきぉけか, くけ っ おさなしすっく ╂っけさゅう.  ╂けしこけ-

ょうくけゃ ╂っけさゅうっゃ. 
¨こさっょっかは しっぉっ しう おぇすけ: ゃうしけお, すなあっく, うさけくうつっく う こけ-しおけさけ いぇすゃけさっく  しなつうくう-

すっか. 
╇きぇ 7-ゅけょうてくぇ ょなとっさは - [ぇは. 
╂っけさゅう ╂けしこけょうくけゃ っ ぇゃすけさ くぇ こけっすうつくうすっ おくうゅう „╊ぇこうょぇさうせき” う „』っさってぇすぇ 

くぇ っょうく くぇさけょ”, くぇ しすうたけしぉうさおうすっ „‶うしきぇ ょけ ╂ぇせしすうく” う „╀ぇかぇょう う さぇいこぇょう”,  
くぇ こうっしうすっ „ D.J.” う „ „┿こけおぇかうこしうしなす うょゃぇ ゃ 6 ゃっつっさすぇ”, ういぉさぇくぇ こさっい 2011 
ゅけょうくぇ しさっょ 300 くぇえ-ょけぉさう こうっしう けす ちはか しゃはす う こさっょしすぇゃっくぇ ゃ ╋ぇくたぇすなく くぇ 
そっしすうゃぇかぇ hotINK at the LARK. 
╃っぉのすくうはす きせ さけきぇく  „╄しすっしすゃっく さけきぇく“ こさっすなさこはゃぇ しっょっき ういょぇくうは くぇ ぉなか-

ゅぇさしおう う っ こせぉかうおせゃぇく くぇ 21 っいうおぇ, しさっょ おけうすけ そさっくしおう, ぇくゅかうえしおう, くっきしおう, 
うすぇかうぇくしおう, ょぇすしおう, つっておう, させしおう, うしこぇくしおう, すせさしおう, ぇかぉぇくしおう, させきなくしおう, こけか-
しおう. ┿ゃすけさ っ くぇ しぉけさくうおぇ „┿い あうゃはた しけちうぇかういきぇ” う くぇ さけきぇくぇ „《ういうおぇ くぇ すな-
ゅぇすぇ”.
′ぇえ-くけゃうすっ おくうゅう くぇ ╂けしこけょうくけゃ しぇ „′っゃうょうきうすっ おさういう” – しぉけさくうお し っしっすぇ 

う うしすけさうう う おくうゅぇすぇ し さぇいおぇいう „╇ ゃしうつおけ しすぇくぇ かせくぇ”. ╃ゃっすっ しぇ しさっょ くぇえ-すなさ-
しっくうすっ おくうゅう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁ きけきっくすぇ こけょゅけすゃは くけゃ しぉけさくうお.  ′けしうすっか っ くぇ くぇ-
ゅさぇょぇすぇ „┿こけかけく 〈けおしけそけさけし” いぇ こさうくけし おなき ぉなかゅぇさしおぇすぇ おせかすせさぇ. ╉ぇおすけ う くぇ 
くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ くぇ ̈ ぉとうくぇ ぅきぉけか - ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ぅきぉけか いぇさぇょう 
„いくぇつうすっかくうは きせ こさうくけし ゃ おせかすせさくうは う ょせたけゃっく あうゃけす くぇ けぉとうくぇすぇ, おぇおすけ う ゃ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ しなゃさっきっくくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ かうすっさぇすせさぇ”.
╂っけさゅう ╂けしこけょうくけゃ っ さっょぇおすけさ ゃ „╊うすっさぇすせさっく ゃっしすくうお“, ょけおすけさ こけ くけゃぇ ぉなか-

ゅぇさしおぇ  かうすっさぇすせさぇ おなき ╇くしすうすせすぇ いぇ かうすっさぇすせさぇ こさう ╀┿′, こさっこけょぇゃぇすっか ゃ ′けゃ 
ぉなかゅぇさしおう せくうゃっさしうすっす.
‶うしぇすっかはす ぉっ ゅけしす くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おなょっすけ こさっょしっょぇすっかしすゃぇ あせさうすけ くぇ 31-すけ 

ういょぇくうっ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは こけっすうつっく おけくおせさし „╁っしっかうく 》ぇくつっゃ”.

《ぇきうかうはすぇ ╃さなくょっゃう. ′っこさっしすぇくくうはす 
うくすっさっし くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ おなき そうさ
きっくうすっ しっきっえくう ゃさないおう きけあっ ぉう こけょ
しおぇいゃぇ, つっ ゃっつっ ゃしうつおけ けおけかけ こけおけかっく
つっしおうすっ おけさっくう っ っょゃぇ かう くっ ういょうさっくけ 
う ういゃぇょっくけ くぇ ぉはか しゃはす. ¨ぉぇつっ さけょしすゃっ
くぇすぇ ゃっさうゅぇ ╃さなくょっゃう けすくけゃけ けこさけゃっさ
ゅぇゃぇ すけゃぇ けつぇおゃぇくっ. ]さっとぇすぇ し ╃ぇくぇうか 
けす ╆ぇゃけょ 5/610, くぇしすさけえつうおなす - しこっち こけ 
ぇゃすけきぇすくうすっ しすさせゅけゃっ, っ しぇきけ こけゃけょ いぇ 
さぇいこかうすぇくっすけ こけ ゃっさうあおぇすぇ ょはょけ – ぉぇとぇ 
– しうく – ゃくせちう. ‶けゃっつっ けす 40 ゅけょうくう ぉぇ
とぇすぇ くぇ ╃ぇくぇうか – 〈けょけさ, ぉうか てかけしっさ 
こけ しかけあくけすけ せしゃけはゃぇくっ くぇ おぇさすっつくうちぇ
すぇ ゃ ╆ぇゃけょ 1. ‶さっい 1992-さぇ  すけえ ゃいうきぇ う 
しうくぇ しう ゃ ちった 140, ょぇ せつう くっかっおうは いぇくぇ
はす. ╉けえすけ くっ っ ゃかういぇか ゃ ╆ぇゃけょ 1, すけえ くっ 
いくぇっ すなくおけしすうすっ う はょけゃっすっ こけ ちっゃくぇすぇ 
おせすうは... 〈ぇき こけきぇゅぇす しぇきけ きぇえしすけさかなおなす 
くぇ さなちっすっ う すなさこっくうっすけ – いぇ ょぇ しっ こけかせ
つぇす くっとぇすぇ しこけさっょ こぇさぇきっすさうすっ くぇ すった
くうつっしおぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは. “‶さけゅけくゃぇくっすけ 
くぇ いぇすゃけさくぇすぇ さぇきぇ“ っ いぇょぇつぇ くっ いぇ ゃしっ
おう. ¨ぉぇつっ ╃さなくょっゃ-ぉぇとぇ くっ っ せこかぇてっく 
けす すけゃぇ, くっとけ こけゃっつっ – こけしゃっとぇゃぇ う しうくぇ 
ゃ ういこうかはゃぇくっすけ くぇ ちっゃくぇすぇ おせすうは. ]っゅぇ, 
ゅけょうくぇ しかっょ おぇすけ 〈けょけさ ゃっつっ ゅけ くはきぇ ゃ 
しゃっすぇ けおけかけ くぇし, ╃ぇくぇうか けすおさけゃっくけ しっ 
つせょう いぇとけ うきっくくけ し くっゅけ しっ しさっとぇきっ... 
]すさぇくくけ きせ っ. ′け – しかっょ おぇすけ さぇいぉうさぇ, つっ 

すなさしうき さけょけゃうすっ おけさっくう, こさけしすけ しっ せしきうたゃぇ. ¨とっ くっ いくぇき, つっ さけょけゃうすっ おけさっくう しっ ういゃうゃぇす こさっい 4 ぇさしっくぇか
しおう こけおけかっくうは.

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

ぇ きぇえおぇ きせ – ょけきぇおうくは. ┿さおぇ-
ょうえ っ くぇえ-ゅけかはきけすけ ょっすっ, うきぇ 
ょゃっ しっしすさう う ぉさぇす. ′ぇつぇかくけすけ 
しう けぉさぇいけゃぇくうっ こけかせつぇゃぇ ゃ 
っゃさっえしおけすけ せつうかうとっ. ╉けゅぇすけ 
っ 11-ゅけょうてっく, しっきっえしすゃけすけ 
しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ‶っすさけゅさぇょ. 
¨とっ けす せつっくうつっしおうすっ しう ゅけ-
ょうくう  こけしっとぇゃぇ ょさぇきぇすうつっく 
おさなあけお. ]っしすさぇ きせ ╀っかぇ しう 
しこけきくは: ”…┿さおぇてぇ けす きぇかなお 
しっ せゃかうつぇてっ けす すっぇすなさぇ. 〈なえ 
おぇすけ くはきぇてっ こぇさう いぇ ぉうかっすう, 
すぇえくけ こさけょぇゃぇてっ おくうあおうすっ 
う すっすさぇょおうすっ しう. ]おけさけ おけく-
すさけかぬけさうすっ ゅけ いぇけぉうつぇたぇ う ゅけ 
こせしおぇたぇ しゃけぉけょくけ.” 
╉けゅぇすけ ぉうか くぇ 13, ┿さおぇょうえ 

っょゃぇ くっ せきさはか - すけかおけゃぇ ょなか-
ゅけ しっ こなさいぇかはか くぇ おなくおうすっ, 
つっ しっ こさけしすせょうか, ぇ ぇくゅうくぇすぇ 
しっ けすさぇいうかぇ くぇ しなさちっすけ きせ. 
╊っおぇさうすっ おぇいぇかう くぇ さけょうすっ-
かうすっ きせ ょぇ しっ ゅけすゃはす いぇ くぇえ-
かけてけすけ. ′け すけえ しっ けおぇいぇか こけ-
しうかっく けす ぉけかっしすすぇ – けあうゃはか, 
ゃなこさっおう, つっ きせ しっ くぇかけあうかけ 
けすくけゃけ ょぇ しっ せつう ょぇ たけょう. 
′っとぇしすうっすけ とっ ゅけ しこけたけょう 
けすくけゃけ こさっい 1937 ゅ., おけゅぇ-
すけ こさうしすなこなす くぇ さっゃきぇすういきぇ 
ぉうか すけかおけゃぇ しうかっく, つっ おぇすけ 
けいょさぇゃはか, ぉうか こさうくせょっく ょぇ 
ぉけはょうしゃぇ おけしぇすぇ しう. ┿ ぉうか 
しぇきけ くぇ 26.
╊っおぇさ うかう のさうしす? ╆ぇ 

すっいう こさけそっしうう くぇ ┿さおぇょうえ 
しっ ゅけゃけさっかけ ゃおなとう. ╀ぇとぇ 
きせ あっしすけおけ ゅけ くぇおぇいゃぇか いぇ 
こさうぉっあおうすっ きせ ょけ すっぇすなさぇ. 
′け おけゅぇすけ さぇいぉさぇか, つっ せゃかっ-
つっくうっすけ っ しっさうけいくけ, しっ こさう-
きうさうか, ゃないょなたゃぇえおう: «╆ぇとけ 
きせ すさはぉゃぇ くぇ っょうく っゃさっうく ょぇ 
しすぇゃぇ おかけせく?» 
[ぇえおうく いぇゃなさてゃぇ ╊っくうく-

ゅさぇょしおうは すったくうおせき いぇ しちっ-
くうつくう ういおせしすゃぇ. ]かっょ すけゃぇ 
さぇぉけすう ゃ ╊っくうくゅさぇょしおうは 
すっぇすなさ くぇ さぇぉけすくうつっしおぇすぇ 
きかぇょっあ, おぇすけ ょっぉのすうさぇ う ゃ 
おうくけすけ. ]くうきぇ しっ ゃ “¨ゅくっくう 
ゅけょうくう” う “╃けおすけさ ╉ぇかのあ-
くうえ”, くけ うしすうくしおぇすぇ きせ しすう-
たうは しっ けおぇいゃぇ っしすさぇょぇすぇ – 
おぇすけ ぇおすぬけさ う おけくそっさぇくしうっ. 
[せす. [ぇえおうく くはきぇか 30, ぇ 

うきぇか しけぉしすゃっく すっぇすなさ くぇ きう-
くうぇすのさうすっ, ゃ おけえすけ けす こなさ-
ゃうすっ ょくう さぇぉけすっかぇ う くっゅけゃぇ-
すぇ あっくぇ [せす. ╀うかぇ けす いくぇすくぇ 
そぇきうかうは. ╉さぇしうゃけすけ きけきうつっ 
くぇこせしくぇかけ しっきっえしすゃけすけ しう う 
しっ こさっきっしすうかけ こさう ぉっょくうは 
ぇさすうしす. ╉ぇいゃぇす, つっ すけえ しすぇくぇか 
すけいう [ぇえおうく ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
くっは – ぉうかぇ せきくぇ, けぉさぇいけゃぇくぇ 
う こさっょぇくぇ. [けょうかぇ きせ ょゃっ 
ょっちぇ – ╉けくしすぇくすうく う ╄おぇすっ-
さうくぇ, しなとけ ぇさすうしすう. ╋けあっかぇ 
ょぇ しすぇくっ いゃっいょぇ, くけ ういぉさぇかぇ 
しはくおぇすぇ くぇ きなあぇ しう う きせ しっ 
こけしゃっすうかぇ.
‶さういくぇくうっすけ. 〈け うょゃぇ, おけ-

ゅぇすけ こさっい 1939 ゅ. [ぇえおうく しすぇ-
ゃぇ かぇせさっぇす くぇ ‶なさゃうは ╁しっしな-
のいっく おけくおせさし くぇ っしすさぇょくうすっ 
ぇさすうしすう, ゃ おけえすけ せつぇしすゃぇ し 
すぇくちけゃけ-きうきうつくうすっ ういこなか-
くっくうは “』ぇこかうく” う “╋うておぇ”, 
し おけうすけ こけおけさはゃぇ う あせさうすけ, 
う こせぉかうおぇすぇ. ‶さっい しなとぇ-
すぇ ゅけょうくぇ っ こさうっす ゃ すさせこぇすぇ 
くぇ ╊っくうくゅさぇょしおうは すっぇすなさ くぇ 
っしすさぇょぇすぇ う きうくうぇすのさうすっ, 
ぇ こさっい 1942-さぇ しすぇゃぇ くっゅけゃ 
たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか. 
‶け ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇすぇ, いぇっょくけ 
し こさうはすっかうすっ しう けす すっぇすなさぇ, 
ういくぇしは おけくちっさすう くぇ そさけくすぇ.  
╉せかす おなき ]すぇかうく, おせかす 

おなき [ぇえおうく. ╋くけいうくぇ しっ 

┿さしっくぇかしおけ きけきつっ う しうく くぇ っょうく けす 
ぇさしっくぇかしおうすっ ょけぇえっくう こさぇゃう きぇ-

とぇぉくけ ういしかっょゃぇくっ  くぇ 120-ゅけょうてくぇすぇ 
そせすぉけかくぇ うしすけさうは くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
┿ゃすけさなす-ういしかっょけゃぇすっか  ╂っけさゅう ]すけは-

くけゃ  っ しうく くぇ 〈ぇくぬけ ]すけはくけゃ - っおしこっさす 
こけ くけさきうさぇくっ くぇ すさせょぇ ゃ „┿さしっくぇか”, いぇ 
おけゅけすけ ゃう さぇいおぇいぇたきっ こさっょう すさう ぉさけは, っ 
し ぇきぉうちうは ょぇ こさっゃなさくっ 2-ゅけょうてくけすけ しう 
ういしかっょゃぇくっ ゃ おくうゅぇ し さぇぉけすくけ いぇゅかぇゃうっ 
„╇しすけさうは くぇ そせすぉけかぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお”.  
╆ぇ ちっかすぇ ╂っけさゅう, おけえすけ っ あせさくぇかうしす ゃ 

おぇいぇくかなておうは っかっおすさけくっく しぇえす kazanlak.
com, ゃっつっ っ おぇくょうょぇすしすゃぇか いぇ しせぉしうょうは 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ  
きかぇょう おぇいぇくかなておう ぇゃすけさう う ういょぇゃぇくっ くぇ 
すったくうすっ おくうゅう.  

‶けかけゃうくぇすぇ けす こさけそっしううすっ, おけうすけ こけいくぇゃぇきっ, とっ ういつっいくぇす 
ぉせおゃぇかくけ ょけ くはおけかおけ ゅけょうくう. ]こけさっょ ょぇくくう けす こさけせつゃぇくっ 

ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ, さぇいこさけしすさぇくっくけ すっいう ょくう ゃ こさけそうかうさぇくう 
しぇえすけゃっ,  ゃ しかっょゃぇとうすっ 15 ゅけょうくう くう つぇおぇ さっゃけかのちうは ゃ くぇつう-
くぇ, こけ おけえすけ こかぇくうさぇきっ う ういぉうさぇきっ こさけそっしうはすぇ しう.

1. ¨す 1-ゃう くけっきゃさう しなし 150 かっゃぇ しぇ せゃっかうつっくう けしくけゃくうすっ 
いぇこかぇすう  くぇ ゃしうつおう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう けす いぇゃけょうすっ 3 う 
4 くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ‶さけちっしなす こけ くぇぉうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすくうちう 
いぇ ょゃぇすぇ いぇゃけょぇ こさけょなかあぇゃぇ.
〉ゃっかうつっくうっすけ くぇ けしくけゃくうすっ さぇぉけすくう いぇこかぇすう っ おけきこっくしぇ-

ちうは  いぇ さぇぉけすっとうすっ, ょぇゃぇくぇ いぇ けすょぇかっつっくけしす う しっ ういこかぇとぇ 
こさう こなかっく  さぇぉけすっく ょっく, くぇ ぉぇいぇ っかっおすさけくっく すぇぉっか.

2. [ぇぉけすっとうすっ ゃ すっいう ょゃぇ いぇゃけょぇ こけかいゃぇす う ぉっいこかぇすっく 
すさぇくしこけさす ょけ きっしすけさぇぉけすぇ, けしうゅせさっく けす そうさきぇすぇ. 〈けゃぇ 
ゃぇあう, おぇおすけ いぇ さぇぉけすっとうすっ けす ╉ぇいぇくかなお, すぇおぇ う いぇ こなすせ-
ゃぇとうすっ けす ╉さなく, ╄くうくぇ, 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ, 【っえくけゃけ, ╀せ-
いけゃゅさぇょ, [けいけゃけ, ¨ゃけとくうお う 』っさゅぇくけゃけ, おけうすけ  さぇぉけすはす くぇ 
こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ. 

3. ╆ぇ ゃしうつおう さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” しけちうぇかくうすっ ゃぇせつっさう いぇ 
こけしかっょくうすっ 3 きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ, しつうすぇくけ けす けおすけきゃさう ょけ 
ょっおっきゃさう ゃおか., しぇ くぇ しすけえくけしす 60 かっゃぇ.

╊さつたかちてせそ:
╊てあきせあてあ つそいつてうかせそつて.
╇つけねさそ くあ せかみ.

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ
╈かそちえけ ╈そつたそおけせそう:

〉けか つすか てそうあ, さそかてそ えそうそちけす
50 ゅけょうくう しっ こぇいはす すさせ-

ょけゃうすっ ょけしうっすぇ う さぇいこかぇとぇ-
すっかくうすっ ゃっょけきけしすう くぇ ゃしうつおう, 
さぇぉけすうかう ゃ „┿さしっくぇか”, しかっょ 
すはたくけすけ くぇこせしおぇくっ うかう こっくしう-
けくうさぇくっ. 〈ぇおぇ っ こけ いぇおけく う くうっ 
ゅけ しこぇいゃぇきっ ぇぉしけかのすくけ, おぇいぇ 
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 けすょっか „╊うつっく 
しなしすぇゃ” くぇ そうさきぇすぇ  う っょうく 
けす ょゃぇきぇすぇ けしくけゃくう しかせあうすっ-
かう, いぇっょくけ し ╁っかうくぇ ╋うかっゃぇ, 
おけうすけ けそけさきはす ょけおせきっくすうすっ いぇ 
こっくしうけくうさぇくっ くぇ ぇさしっくぇかちう:  
おぇおすけ くぇしすけはとう, すぇおぇ う ぉうゃてう 
さぇぉけすくうちう, おけうすけ うきぇす すさせょけゃ 

] こけょゅけすゃはくけ し きくけゅけ かのぉけゃ う しすぇさぇくうっ 

こうすぇかう おぇお くぇ ぇおすぬけさぇ きせ しっ 
せょぇかけ ょぇ けちっかっっ, おけゅぇすけ いぇ 
っょくぇ てっゅぇ こさぇとぇかう ゃ いぇすゃけ-
さぇ? ¨ぉはしくっくうっすけ ぉうかけ, つっ 
おせかすなす おなき  [ぇえおうく ゃ っしすさぇ-
ょぇすぇ いぇこけつくぇか すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ 
ゃ おさぇは くぇ 30-すっ ゃっつっ うきぇかけ 
おせかす おなき ]すぇかうく. [ぇえおうく ぉうか 
しさっょ かのぉうきうすっ ぇおすぬけさう くぇ 
ゃけあょぇ. 》ぇさっしゃぇか きうくうぇすの-

さうすっ きせ う つっしすけ ゅけ ぇこかけょうさぇか 
こさぇゃ. ╁っょくなあ ょけさう しなぉせょうかう 
[ぇえおうく こさっい くけとすぇ いぇ せつぇし-
すうっ – こさう しぇきうは ]すぇかうく, いぇ 
さけあょっくうは きせ ょっく. 
[ぇえおうく しきはすぇか, つっ きけあって ょぇ 

しっ くぇょしきうゃぇて くぇょ すけゃぇ, おけっ-
すけ すう しぇきうはす うしすうくしおう けぉう-
つぇて. ┿おけ すう うしすうくしおう けぉうつぇて 
しゃけはすぇ しすさぇくぇ, きけあって ょぇ しう 
こけいゃけかうて ょぇ ゅけゃけさうて さはい-
おけ いぇ くっえくうすっ くっょけしすぇすなちう 
う こさけぉかっきう. ╇くぇつっ – くはきぇて 
こさぇゃけ.
《さぇいうすっ くぇ [ぇえおうく «ぅ すっぉは 

せゃぇあぇの, すに きっくは せゃぇあぇっ-
てぬ, きに し すけぉけえ せゃぇあぇっきにっ 
かのょう», «╅っくとうくぇ – ょさせゅ つっ-
かけゃっおぇ» う きくけゅけ ょさせゅう ぉうかう 
ゃないこさうっすう いぇゃうくぇゅう けす くぇさけ-
ょぇ.
]かっょゃけっくくうすっ ゅけょうくう. 

╇いはゃうすっ きせ しすぇゃぇかう ゃしっ こけ-
こけこせかはさくう. ╁ てっょぬけゃさう しっ 
こさっゃさなとぇす こさっょしすぇゃっくうすっ こけ 
さぇょうけすけ う すっかっゃういうはすぇ すっぇ-
すさぇかくう こさけゅさぇきう, しないょぇょっ-
くう けす くっゅけ う けす ╁. ‶けかはおけゃ: 
„′ぇ つぇておぇ つぇえ”, „¨すおさけゃっくけ 
おぇいぇくけ”, „′っ けすきうくぇゃぇえすっ”. 
[ぇえおうく ぉうか きぇえしすけさ くぇ しちっ-
くうつくけすけ こさっゃなこかなとっくうっ –  
しぇきけ いぇ きうゅ しきっくはか けぉかうおぇ 
う こけゃっょっくうっすけ しう う しないょぇゃぇか 
くはおけかおけ こさけすうゃけこけかけあくう けぉ-
さぇいぇ っょくけゃさっきっくくけ. 〉しこはか う 
ゃ おうくけすけ - しかっょ „╉けくちっさす くぇ 
そさけくすぇ” しっ しくうきぇか う ゃ いくぇ-
きっくうすうすっ そうかきう „′うっ し ゃぇし 
しきっ しっ ゃうあょぇかう くはおなょっ” う 
„╉けゅぇすけ こっしっくすぇ くっ しゃなさてゃぇ”. 
╁さなた ゃ くっゅけゃぇすぇ おうくけおぇさうっさぇ 
っ きくけゅけしっさうえくうはす すゃ-しっさうぇか 
„》けさぇ う きぇくっおっくう”, ゃ おけえすけ 
しぇ っおさぇくういうさぇくう こけゃっつっすけ 
けす かうさうつっしおうすっ う けしすさけ しぇ-
すうさうつっしおうすっ きせ けぉさぇいう こさっい 
ゅけょうくうすっ.
╅ぇくさなす „┿さおぇょうえ [ぇえ-

おうく”. ╃ぇさぉぇすぇ きせ ぉうかぇ けす 
╂けしこけょ ╀けゅ. 〈けえ せきっっか ょぇ 
こさっょういゃうおゃぇ しきはた ょけさう 
しぇきけ おぇすけ こけゃょうゅくっ ゃっあょうすっ 
しう. 》ぇさういきぇすぇ きせ さぇぉけすっかぇ 
ぉっいけすおぇいくけ - うきぇか おさぇしうゃぇ 
ゃなくてくけしす, ぉうか こけすさっしぇゃぇとけ 
けぉぇはすっかっく, うくすっかうゅっくすっく, 

ぉかぇゅ, ょけぉさけょせてっく う ょっかうおぇ-
すっく し たけさぇすぇ. ′け ゃ さぇぉけすぇすぇ 
しう ぉうか ょっしこけす. 〈っぇすなさなす いぇ 
くっゅけ しすけはか くぇ こなさゃけ, ゃすけさけ 
う すさっすけ きはしすけ. ╀うか っょうく かせょ 
さぇぉけすけたけかうお!
]こっおすぇおかうすっ う きうくうぇすの-

さうすっ くぇ [ぇえおうく しなつっすぇゃぇかう 
きくけゅけ あぇくさけゃっ: こぇくすけきうきぇ, 
ういおせしすゃけすけ くぇ きうゅくけゃっくぇ-

すぇ すさぇくしそけさきぇちうは, すぇくちう, 
おせこかっすう, こぇさけょうう, ちうさおけ-
ゃう くけきっさぇ. ╆ぇ こけかけゃうく ゃっお 
ういうゅさぇか たうかはょう さけかう, こけ 
ぉかっしすはと くぇつうく おけくすぇおすせゃぇえ-
おう しなし いさうすっかうすっ, おけうすけ ゅけ 
ゃないこさうっきぇかう „こけ ょけきぇてくけ-
きせ“, おぇすけ さけょくうくぇ. „′うおぇおゃう 
きぇしおう くっ きけあっかう ょぇ しおさうはす 
ゅかぇゃくけすけ – すけえ ぉうか っょくけゃさっ-
きっくくけ しないょぇすっか う くっくぇょきう-
くぇす きぇえしすけさ くぇ あぇくさぇ, おけえすけ 
しっ くぇさうつぇ „┿さおぇょうえ [ぇえおうく”, 
こうてっ ┿か. ╀っかうくしおう. ╁ すけいう 
あぇくさ すけえ くはきぇか おけくおせさっく-
ちうは. 
╂ぇしすさけかうすっ くぇ [ぇえおうく. 

]かぇゃぇすぇ きせ しすさっきうすっかくけ 
さぇしすはかぇ, ゃおか. う いぇょ ゅさぇくうちぇ. 
〈けえ ょさせあうか し ╋ぇさしっか ╋ぇさ-
しけ, ╇ゃ ╋けくすぇく, ╃あうくぇ ╊け-
かけぉさうょあうょぇ, ╃あけく ‶さうしすかう. 
』せあょっしすさぇくくうすっ おさうすうちう ゅけ 
しさぇゃくはゃぇかう し 』ぇさかう 』ぇこかうく 
う ゅけ くぇさうつぇかう „うくょうゃうょせぇ-
かっく おけきうつっしおう ゅっくうえ”.
╋くけゅけ いぇぉぇゃくう うしすけさうう しっ 

さぇいおぇいゃぇす いぇ いぇょゅさぇくうつくうすっ 
すせさくっすぇ くぇ [ぇえおうく. ╁っょくなあ, 
ゃ ╀なかゅぇさうは, すけえ う くっゅけゃ こさう-
はすっか しう ぉなぉさっかう, ゃけいっえおう しっ 
くぇ ゃけょくけ おけかっかけ. ′っせしっすくけ 
くぇゃかっいかう くぇゃなすさっ ゃ きけさっすけ 
う [ぇえおうく こさっょかけあうか ょぇ しっ 
こけこっおぇす ぉっい ぉぇくしおう. ╇ うい-
ゃっょくなあ, しなゃしっき ょけ すはた, つせかう 
しゃうさおぇ くぇ こぇさぇたけょ. ╆ぇこけつ-
くぇかう ょぇ こなかいはす いぇ ぉぇくしおう-
すっ しう こけょ ょさせあくうは しきはた くぇ 
ょぇきうすっ. „′うおけゅぇ ょけすけゅぇゃぇ くっ 
しなき さぇいしきうゃぇか こせぉかうおぇすぇ こけ 
すけいう くぇつうく”, てっゅせゃぇか しっ [ぇえ-
おうく.
〈けえ ゅぇしすさけかうさぇか くぇゃしはおな-

ょっ うい ]なゃっすしおうは しなのい, けす-
おさうゃぇえおう きかぇょう ぇおすぬけさう, 
おけうすけ しさぇゃくはゃぇかう ておけかぇすぇ 
きせ こけ きぇえしすけさしすゃけ しなし いぇ-
ゃなさてっくう ょゃぇ うくしすうすせすぇ. ╆ぇ-
ぉっかっあうすっかくう しぇ こさけゅさぇきうすっ 
くぇ [ぇえおうく: «]っきぇそけさ» /しなし 
╅ゃぇくっちおう/, „╊のぉけゃ う すさう 
こさぇしおけゃう”, „¨す ょゃっ ょけ こっすょっ-
しっす”, „‶かのし-きうくせし”, „╊うちぇ”…
╁っょくなあ ゃ ╉うっゃ, おけゅぇすけ ゃ 

きけくけかけゅぇ しう [ぇえおうく こさけうい-
くっしなか そさぇいぇすぇ „╉けえ しう すう?”, 

くはおけえ しうかくけ ういゃうおぇか: „〈う しう 
っゃさっうく!” ′ぇしすなこうかぇ ゅさけぉくぇ 
すうてうくぇ. [ぇえおうく こけこうすぇか おけえ 
っ おぇいぇか すけゃぇ, くうおけえ くっ けす-
ゅけゃけさうか. ¨す しちっくぇすぇ すけえ こけ-
きけかうか ょぇ ゃなさくぇす こぇさうすっ くぇ 
いさうすっかうすっ し ょせきうすっ: „╁ すけいう 
ぇくすうしっきうすしおう ゅさぇょ くうおけゅぇ 
くはきぇ ょぇ しすなこは.” ╇ せょなさあぇか くぇ 
ょせきぇすぇ しう.

¨く くぇて, こうすっさしおうえ! ‶け 
きぇとぇぉうすっ くぇ しゃけは すぇかぇくす 
[ぇえおうく ぉうか くっけぉうおくけゃっく. 
╆さうすっかはす さぇいぉうさぇか すけゃぇ う ゅけ 
いぇけぉうつゃぇか – いぇゃうくぇゅう. ╊っ-
くうくゅさぇょ ぉけゅけすゃけさはか [ぇえおうく う 
ゅけ さっゃくせゃぇか けす ╋けしおゃぇ. «¨く 
くぇて, こうすっさしおうえ!» - おぇいゃぇ-
かう たけさぇすぇ, ぉっい ょぇ いくぇはす, つっ 
こさっい こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす ゅけ-
ょうくぇすぇ すけえ う すっぇすなさなす きせ しぇ 
ゃ ╋けしおゃぇ. ╁ けゅさけきくうは たけすっか 
«╋けしおゃぇ» すけえ けすしはょぇか しなし しっ-
きっえしすゃけすけ しう ゃうくぇゅう ゃ っょくぇ う 
しなとぇ かせおしけいくぇ しすぇは わ1211 
し ういゅかっょ おなき 』っさゃっくうは こかけ-
とぇょ. ┿ ゃ ╊っくうくゅさぇょ かのぉう-
きっちなす くぇ こせぉかうおぇすぇ あうゃっっか 
ゃ ょゃっ しすぇう ゃ けぉうおくけゃっくぇ おけ-
きせくぇかおぇ, ゃ くっは しっ さけょうかう う 
ょゃっすっ きせ ょっちぇ. ╁ しすさぇくぇすぇ ゅけ 
きうしかっかう いぇ ぉけゅ, ぇ 38 しなしっょう 
ゃうあょぇかう ぇおすぬけさぇ, こけくはおけゅぇ う 
こけ こうあぇきぇ, ゃ おけさうょけさぇ, ゃ けぉ-
とぇすぇ おせたくは, くぇ けこぇておぇすぇ いぇ 
ぉぇくは. ╁うあょぇかう っょうく しおさけきっく 
つけゃっお し すうた ゅかぇし. 〈けゃぇ, おけっすけ 
ゅけ けすかうつぇゃぇかけ, ぉうかけ, つっ うきぇす 
ょけきぇてくぇ こけきけとくうちぇ. 
]かぇゃぇすぇ - しかぇょおぇ う けこぇし-

くぇ. ]かぇゃぇすぇ くぇ [ぇえおうく ぉうかぇ 
すけかおけゃぇ ゅけかはきぇ, つっ きせ しっ 
しすさせゃぇかけ, つっ ゃしうつおけ きせ っ こけい-
ゃけかっくけ. ╃けさう ょぇ くぇさせてぇゃぇ 
いぇおけくうすっ. ╁ こぇしこけさすぇ しう うきぇか 
ょゃっ あうすっかしすゃぇ – ゃ ╋けしおゃぇ う 
ゃ ╊っくうくゅさぇょ. ╋うかうちうけくっさう-
すっ し さぇょけしす きせ さぇいさってぇゃぇかう 
ょぇ けぉさなとぇ ぇゃすけきけぉうかぇ しう くぇ 
いぇぉさぇくっくう きっしすぇ. ╁けっくくうすっ 
きせ けすょぇゃぇかう つっしす, ぇ ゃ くはおけう 
うくしすうすせちうう ゃかういぇか すぇおぇ, おぇすけ 
つっ かう ゃかういぇ しぇきうはす ╀さっあくっゃ. 
》せきけさなす きせ ぉうか けしすなさ う いかけ-

ぉけょくっゃっく, たけさぇすぇ ゅけ けぉうつぇかう 
すけつくけ いぇさぇょう すけゃぇ – つっ ゅけゃけ-
さっか うしすうくぇすぇ. ′け ゃ すっいう ゅけょう-
くう ょぇ しっ いぇうゅさぇゃぇて し こぇさすうは-
すぇ ぉうかけ たけょっくっ こけ さなぉぇ, ょけさう 
いぇ しぇきうは [ぇえおうく.

┿さおぇょうえ [ぇえおうく っ かっゅっく-
ょぇ いぇ しゃけっすけ ゃさっきっ. ╋う-
かうけくう たけさぇ しぇ しっ しきはかう う 
こかぇおぇかう いぇっょくけ し ゅっさけう-
すっ きせ, おけうすけ すっ さぇいこけいくぇ-
ゃぇかう う ゃ さっぇかくうは あうゃけす.                                                                                                                                    
[けょっく っ こさっい 1911 ゅ. ゃ 
[うゅぇ. [ぇえおうく っ ゃょなたくけ-
ゃうすっか う しないょぇすっか, さっ-
あうしぬけさ う たせょけあっしすゃっく 
さなおけゃけょうすっか くぇ ╊っくうく-
ゅさぇょしおうは, ぇ けす 1982 ゅ. – 
くぇ ╃なさあぇゃくうは すっぇすなさ くぇ 
きうくうぇすのさうすっ ゃ ╋けしおゃぇ, 
ょくっし „]ぇすうさうおけく - ┿さおぇ-
ょうえ [ぇえおうく”.
′ぇさけょっく ぇさすうしす くぇ 

]]][. ╊ぇせさっぇす くぇ ╊っくうく-
しおぇ こさっきうは う きくけあっしすゃけ 
ょさせゅう ょなさあぇゃくう くぇゅさぇ-
ょう. 〉きうさぇ こさっい 1987 ゅ. 
‶け こけゃけょ 100-ゅけょうてくう-

╁  っょうく けす しこっおすぇおかうすっ しう 
すけえ しっ こけてっゅせゃぇか し こなさゃうは 
つけゃっお ゃ ょなさあぇゃぇすぇ – 》させて-
つけゃ. ╁っょくぇゅぇ ゅけ ういゃうおぇかう ゃ 
きうくうしすっさしすゃけすけ, すけえ ょなかゅけ 
つぇおぇか ゃ こさうっきくぇすぇ, くけ くうおけえ 
くっ ゅけ こさうっか. ╁ しなとうは ょっく くぇ 
こかっくせき しゃぇかうかう 》させてつけゃ けす 
こけしすぇ. 〈ぇおぇ しなょぉぇすぇ しこぇしうかぇ 
[ぇえおうく.
〈けえ ゃうくぇゅう つっすはか こうしきぇすぇ 

くぇ こけおかけくくうちうすっ しう. ╁ っょくけ 
こうしきけ - いぇ せきうさぇとぇ きかぇょぇ 
あっくぇ, しうくなす え きけかっか いぇ こけ-
きけと. ┿おすぬけさなす こさうっか しっきっえ-
しすゃけすけ ゃ ょけきぇ しう, くぇきっさうか 
くぇえ-ょけぉさうすっ かっおぇさう う しかっょ 
きっしっち あっくぇすぇ しっ こさうぉさぇかぇ 
ゃおなとう. ╆ょさぇゃぇ.
╆ぇ せしこったぇ くぇ [ぇえおうく しさっょ 

あっくうすっ しっ さぇいぉうさぇかけ けす しぇきけ 
しっぉっ しう. ‶け こけゃけょ いぇぉっあおうすっ 
きせ せ [ぇえおうくう うきぇかけ う すっあおう 
きけきっくすう. ╃さぇきぇすぇ しすぇくぇかぇ 
けしけぉっくけ ゅけかはきぇ, おけゅぇすけ [せす 
こけかせつうかぇ うくしせかす う いぇゅせぉうかぇ 
ゅけゃけさぇ しう. 〈けゃぇ しっ こぇいっかけ ゃ 
すぇえくぇ, ゃなこさっおう つっ ゃしうつおう 
いくぇっかう. ] ぇおすぬけさぇ  くぇ けそうちう-
ぇかくう きっしすぇ ういかういぇかぇ ょなとっさは 
きせ ╉ぇすは. [ぇえおうく うきぇか ゅけかっきう 
ゃないきけあくけしすう – すけえ しっ こけゅさう-
あうか いぇ あっくぇ しう う すは あうゃはかぇ 
けとっ 15 ゅけょうくう, おぇすけ こさっあう-
ゃはかぇ きなあぇ しう し ょゃっ ゅけょうくう.
╁ ╋けしおゃぇ. ┿さおぇょうえ ╇しぇぇおけ-

ゃうつ ぉうか こさうっす けす ╀さっあくっゃ, し 
おけゅけすけ しっ こけいくぇゃぇかう けす ゃけえ-
くぇすぇ, う ゅけ こけきけかうか ょぇ ぉなょっ 
こさっきっしすっく ゃ ╋けしおゃぇ. ╂っくっ-
さぇかくうはす しっおさっすぇさ ゃっょくぇゅぇ いぇ-
こけつくぇか ょぇ いゃなくう くぇ つかっくけゃっ-
すっ くぇ ‶けかうすぉのさけ: «]かせてぇえ, 
こさう きっく っ ┿さおぇょうえ, うしおぇ ょぇ 
しっ こさっきっしすう ゃ ╋けしおゃぇ… ┿い くは-
きぇき くうとけ こさけすうゃ. ┿ すう?»
〈っぇすなさなす くぇ [ぇえおうく - しぇきけ 

けす 12 ょせてう, こけかせつうか しけぉしすゃっ-
くけ こけきっとっくうっ - こぇお ぉかぇゅけょぇ-
さっくうっ くぇ ╀さっあくっゃ.
′っ しかせつぇえくけ しさぇゃくはゃぇかう 

[ぇえおうく し 』ぇこかうく – すけえ ぉうか 
しなとけ すけかおけゃぇ しせっすっく. ╇ くぇえ-
ぉかういおうすっ きせ くっ ゅけ ゃうあょぇかう 
こけ たぇかぇす. ╁うくぇゅう ぉうか ゃ おけし-
すのき う し ゃさぇすけゃさないおぇ. ╃けさう 
しう うきぇか かうつっく てうゃぇつ ゃ [うゅぇ. 
╇いこさぇとぇか こかぇすぇ こけ こけとぇすぇ う 
こけかせつぇゃぇか ゅけすけゃ おけしすのき. ′っ 
しう こけいゃけかはゃぇか ゃさっょくぇ たさぇ-
くぇ - くっ はょはか てうてつっすぇ, さうぉぇ, 
おけすかっすう… 》さぇくっか しっ こさっょうき-
くけ しなし いぇょせてっくけ いっかっ うかう 
ちゃっおかけ. ‶うっか さはょおけ. ′ぇこうか 
しっ っょうく っょうくしすゃっく こなす ゃ あう-
ゃけすぇ しう – しなし ]すぇかうく, おけえすけ 
こけあっかぇか ょぇ こうはす いぇ すぇかぇくすかう-
ゃうすっ ぇさすうしすう…
╃ぇ こぇいはす いょさぇゃっすけ しう! 

‶さっい 1986 ゅ. ゃ ╋けしおゃぇ けすぉっ-
かはいぇかう 75-ゅけょうてくうは のぉうかっえ 
くぇ [ぇえおうく. ╀うか ょけしすぇ ぉけかっく. 
〈なえ おぇすけ ょはしくぇすぇ きせ さなおぇ 
こけつすう くっ しっ ょゃうあっかぇ, ょなとっ-
さは きせ ゅけ こけょこうしゃぇかぇ, おけゅぇすけ 
さぇいょぇゃぇか ぇゃすけゅさぇそう.
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ょっおっきゃさう 1987 ゅ. ╄おぇすっさうくぇ 
う ぉさぇす え ╉けくしすぇくすうく こけしっすう-
かう [ぇえおうく ゃ ぉけかくうちぇすぇ, くけ 
くっ ゅう こせしくぇかう こさう くっゅけ ゃ さっ-
ぇくうきぇちうはすぇ. “╉ぇいぇ かう くっとけ?” 
– こけこうすぇかう すっ かっおせゃぇとうは かっ-
おぇさ. “╃ぇ, - けすゃなさくぇか かっおぇさはす, 
おぇいぇ: „‶さっょぇえ うき ょぇ こぇいはす 
いょさぇゃっすけ しう!”

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

くぇすぇ けす さけあょっくうっすけ きせ っ こせしくぇすぇ しさっぉなさくぇ きけくっすぇ し くけきうくぇか 2 させぉかう - けす しっさう-
はすぇ «╆ぇぉっかっあうすっかくうすっ たけさぇ くぇ [せしうは». 

》ちかく 1934 えそおけせあ う [あくあせしひさ くあいちあせみうあて なとていそしあ う とねけしけはか たそちあおけ  そたあつせそつて そて 
„ちあくたとつせあてそつて せあ とねかせけぬけてか” 

╉そたひしせけてかしせけ さそすたかせつあぬけけ くあ たちそなかつけそせあしせあ
さうあしけなけさあぬけみ け つてあき う „╅ちつかせあし“

』ちかおせそ くあ 3 おせけ つか けくえそてうみて おそさとすかせてけてか くあ 
たかせつけそせけちあせか う そちひきかこせけぬあてあ

 【かすあ つ たちそおひしきかせけか:

》ちあくせけさ:

しすぇあ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 100%  しぇ いぇとうすっくう ょけおせきっくすうすっ くぇ ゃしうつおう, さぇぉけすっとう すせお, う すっ きけゅぇす 
ょぇ しぇ しうゅせさくう いぇ すはた う いぇ しすぇあぇ しう こさう こっくしうけくうさぇくっ, くうとけ くはきぇ ょぇ しっ いぇゅせぉう, おぇおすけ う つっ 
くはきぇ ょぇ ぉなょぇす けとっすっくう ゃ っょくぇ うかう ょさせゅぇ しすっこっく こけ けすくけてっくうっ くぇ しすぇあ う いぇこかぇとぇくっ. ]かっょ 
すけいう しさけお , こけ いぇおけく,  ょけおせきっくすうすっ しっ こさっょぇゃぇす いぇ しなたさぇくっくうっ ゃなゃ そうかうぇかうすっ くぇ 『っくすさぇか-
くうは ╃なさあぇゃっく ぇさたうゃ, おぇおゃうすけ うきぇ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ う ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ. 

すなさあっしすゃけ けすぉっかはいぇたぇ ╃っくは くぇ 
たさうしすうはくしおけすけ しっきっえしすゃけ 104-
きぇすぇ ゃないこうすぇくうちう くぇ ょっすしおぇ 
ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ“ ゃ „┿さしっ-
くぇか. ╁ きうかけすけ こさぇいくっくしすゃけ しっ 
ゃおかのつうたぇ し けぉとう うゅさう  さけょう-
すっかうすっ くぇ きぇかつせゅぇくうすっ, おぇおすけ 
う すったくうすっ ゃないこうすぇすっかう う せつう-
すっかう.
‶さけょなかあうかけすけ こけゃっつっ けす つぇし 

すなさあっしすゃけ くぇゃさなた こさぇいくうおぇ っ 
ゅっくっさぇかくぇすぇ さっこっすうちうは いぇ けとっ  
こけ-ゅさぇくょうけいくけすけ こけしさっとぇくっ 
くぇ ょはょけ ╉けかっょぇ ゃ いぇぉぇゃぇつくう-
ちぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか“.
╃うさっおすけさおぇすぇ ]すっそおぇ ╂ぇくつっ-

ぇゃぇ しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか“, つっ くぇえ- ゃっさけはすくけ てっえくぇ-
すぇ くぇ ╃はょけ ╉けかっょぇ とっ しこさっ ゃ 
ゅさぇょうくぇすぇ くぇ 18-すう ょっおっきゃさう.
‶け すさぇょうちうは し おけかっょくう しかぇょ-

おう  こけょぇさなちう  とっ ういくっくぇょぇす 
ょっちぇすぇ う けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか“. 

[ぇいゃうすうっすけ くぇ すったくけかけゅううすっ うきぇ しゃけうすっ こさっょうきしすゃぇ, くけ う くは-
おけう くっょけしすぇすなちう, おぇすけ いぇしすさぇてぇゃぇ ょけしすぇ こさけそっしうう.
′ぇこさうきっさ, ゃけっくくうすっ こうかけすう とっ けすしすなこはす きっしすぇすぇ しう くぇ さけ-

ぉけすういうさぇくう かっすぇすっかくう ぇこぇさぇすう. ╉けか ちっくすさけゃっ しなとけ くはきぇ ょぇ 
うきぇ, ぇ しっおさっすぇさおうすっ とっ しっ こさっゃなさくぇす ゃ かせおし. ╉けえすけ くっ きけあっ 
ょぇ しう ゅけ こけいゃけかう, とっ しっ ょけゃっさはゃぇ くぇ しきぇさすそけくぇ うかう けさゅぇくぇえ-
いっさぇ しう, ぇおけ くっ - とっ すさはぉゃぇ ょぇ こかぇとぇ きくけゅけ, いぇ ょぇ しう こけいゃけ-
かう しっおさっすぇさおぇ. 〈は けす しゃけは しすさぇくぇ こなお すさはぉゃぇ ょぇ しなつっすぇゃぇ おせこ 
しこけしけぉくけしすう う こさけそっしうけくぇかくう おけきこっすっくちうう, ゃ すけゃぇ つうしかけ う 
のさうょうつっしおう.


