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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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╁ ╃けゅぇくたうしぇさ. ╃っすしすゃけすけ 

きせ こさけすっおかけ おさけすおけ う けぉうお-
くけゃっくけ  – しさっょ けしっき ぉさぇすは う 
しっしすさう. 〈けえ ぉうか てっしすうはす. ‶っ-
すおけ ╉うさはおけゃ っ さけょっく くぇ 18/6/ 
ょっおっきゃさう 1844 ゅ. ゃ し. ╃けゅぇく-
たうしぇさ, ぉかういけ ょけ ╃っょっぇゅぇつ, 
ょくっし ┿かっおしぇくょさせこけかう, しかっょ 
′ぬけえしおうは ょけゅけゃけさ ゃ こさっょっ-
かうすっ くぇ ╂なさちうは. ╋くけゅけかのょ-
くけすけ しっきっえしすゃけ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ こさっこうすぇゃぇ う ゃしうつおう ょっちぇ 
しっ すさせょっかう こけ くうゃうすっ う けゃ-
つぇさしおうすっ おなてかう いぇっょくけ し さけ-
ょうすっかうすっ しう ╂させょぇ う ╉うさおけ.                                                                                             
‶っすおけ ぉうか くぇ 10 ゅけょうくう, おけ-
ゅぇすけ こけうしおぇか ょぇ せつう こさう こけこぇ 
つっすきけ う こうしきけ. ′け ぉぇとぇすぇ くっ 
さぇいさってうか. ╃ゃっ ゅけょうくう こぇしぇか 
ぉっえしおうすっ けゃちっ, こけしかっ たけょうか 
くぇ こっつぇかぉぇ ゃなゃ 《っさっ, ぇ おけ-
ゅぇすけ しすぇくぇか くぇ 15, ゃなさくぇか しっ 
ゃ ╃けゅぇくたうしぇさ う くぇ しゃけは ゅかぇゃぇ 
けすうてなか こさう ょぇしおぇか ╊っそすっさ 
ょぇ しっ せつう ょぇ こうてっ ぉなかゅぇさしおう 
ょせきう し ゅさなちおう ぉせおゃう.
╅ぇあょぇすぇ いぇ けすきなとっくうっ

けこさっょっかは しなょぉぇすぇ くぇ かっゅっく-
ょぇさくうは ゃけえゃけょぇ. ‶さっい 1860 ゅ. 
ぉさぇす きせ ╋ぇすの う ぉさぇすけゃつっょ きせ 
╁なかつけ ぉうかう いゃっさしおう せぉうすう こけ 
いぇこけゃっょ くぇ きっしすくうは すせさしおう 
ぉっえ. ‶っすおけ  ゃうょはか けぉっいせきはかぇ-
すぇ しう けす きなおぇ きぇえおぇ う せ くっゅけ 
おうこくぇかぇ くっせすけかうきぇ あぇあょぇ いぇ 
けすきなとっくうっ. ]おけさけ う ぉぇとぇすぇ 
ぉうか ぇさっしすせゃぇく, おけっすけ さぇい-
しうこぇかけ ちっかうは ╉うさおけゃ ょけき.                                                                                      
‶っすおけ ぉうか おさぇしうゃ, ゃうしけお う 
こなさゅぇゃ, けぉうつぇか ょぇ こっっ さけょけこ-
しおう こっしくう. ╆ぇ ょぇ けすきなしすう いぇ 
しきなさすすぇ くぇ しゃけは ぉさぇす う ぉさぇ-
すけゃつっょ しう, っょゃぇ 17-ゅけょうてっく 
たゃぇとぇ たぇえょせておうすっ こなすっおう う 
しすぇゃぇ ゃけえゃけょぇ くぇ つっすぇ けす 7 
ょせてう. ]おけさけ せしこはゃぇ ょぇ かうお-
ゃうょうさぇ ╋ったきっょ ╉っしっょあう ぉっえ 
う くっゅけゃうすっ ょあっかぇすう, せぉうかう 
╋ぇすの う ╁なかつけ.
]かぇゃくぇすぇ つっすぇ くぇ ╁けえゃけ

ょぇすぇ. ]かっょ くはおけかおけ すっあおう 
せしこってくう ぉけは つっすぇすぇ こさうょけ-
ぉうゃぇ ゅけかはきぇ しかぇゃぇ. ′け こさっい 
1863 ゅ. こけすっさは けす 130 ょせてう は 
けぉゅさぇあょぇ おさぇえ ╇しぬけさっく. ‶っ-
すおけ う すさうきぇ くっゅけゃう ょさせゅぇさう 
しぇ さぇくっくう, こかっくっくう, たゃなさかっ-
くう ゃ いぇすゃけさ う こけょかけあっくう くぇ 
あっしすけおう きなつっくうは. ‶さっい 1864 
ゅ. ╁けえゃけょぇすぇ しそけさきうさぇ くけゃぇ 
つっすぇ う こけぉっあょぇゃぇ ゃ けとっ くは-
おけかおけ ぉけは. ¨ょさうくしおうはす こぇてぇ 
こさぇとぇ しさっとせ くっは こさけつせすうは 
¨しきぇく ぇゅぇ, こさっゃないたけあょぇと ゃ 
あうゃぇ しうかぇ 20 こなすう たぇえょせすう-
すっ. ┿ゅぇすぇ っ  いぇかけゃっく う けこけ-
いけさっく けす ‶っすおけ, いぇさぇょう おけっすけ 
ゃぉっしっくうはす こぇてぇ ゅけ たゃなさかは ゃ 
いぇすゃけさぇ. ]かっょ くはおけかおけ こけ-
ぉっょくう ぉうすおう ゃ こかぇくうくうすっ 
おさぇえ ╂のきのさょあうくぇ, こけぉっょっく 
う せくうあっく けす たさぇぉさけしすすぇ う たう-
すさけしすすぇ くぇ ゃけえゃけょぇすぇ, ぉけゅぇ-
すうはす いっきっゃかぇょっかっち 》ぇおな ╀っえ 
くぇこうしぇか こうしきけ くぇ ‶っすおけ ╉う-
さはおけゃ: „‶さっおかぇくはき しっ こさっょ 
╁ぇてぇすぇ あっかはいくぇ ゃけかは う きけかは 
きうかけしす けす ╁ぇし”. ╋うかけしす, さぇい-
ぉうさぇ しっ, ぉっはす くっ こけかせつうか.                                                                                                                                       
] ╂ぇさうぉぇかょう. ‶さっい 1864 ゅ. 

ぉなかゅぇさしおうはす ゃけえゃけょぇ っ こさう-
ゃかっつっく けす ゅなさちうすっ ゃ ぉけさぉぇすぇ 
うき いぇ けしゃけぉけあょっくうっ. ╁ ┿すうくぇ 
すけえ こけしすなこゃぇ おぇすけ しかせてぇすっか 
ゃなゃ ╁けっくくけすけ せつうかうとっ. ]かっょ 
すけゃぇ こさっょこさうっきぇ さっゃけかの-
ちうけくくぇ けぉうおけかおぇ ゃ ╋ぇおっょけ-
くうは. 
‶さっかけきくぇ っ いくぇきっくうすぇすぇ きせ 

しさっとぇ し かっゅっくょぇさくうは ゅっさけえ 
くぇ ╇すぇかうは ╃あせいっこっ ╂ぇさうぉぇか-
ょう, ゃ つうえすけ ょけき ‶っすおけ ╁けえゃけ-
ょぇ けすしはょぇ こさっい 1866 ゅ. ╃ゃぇ-
きぇすぇ けさゅぇくういうさぇす こさけつせすぇすぇ 

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.

4. ] 20 う こけゃっつっ こさけちっくすぇ しぇ せゃっかうつっくう けす くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう う さぇぉけすくうすっ いぇ-
こかぇすう くぇ うくあっくっさうすっ う すったくうつっしおうすっ おぇょさう ゃなゃ そうさきぇすぇ: おけくしすさせおすけさう, すったくけかけいう, 
すったくうちう.
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] 10% しっ せゃっかうつぇゃぇす いぇ-
こかぇすうすっ くぇ ゃしうつおう さぇ-

ぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか”, しつう-
すぇくけ けす 1-ゃう はくせぇさう 2015 
ゅけょうくぇ. ╁っつっ っ こけしすうゅくぇすぇ 
ょけゅけゃけさっくけしす いぇ すけゃぇ きっあょせ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
う ょゃぇすぇ そうさきっくう しうくょうおぇ-
すぇ – ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ”. 
‶さっょかけあっくうっすけ いぇ さなしすぇ くぇ 
いぇこかぇすうすっ っ くぇ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ. 
] すけいう たけょ こさぇおすうつっしおう 

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 ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃  とっ っ 
こけ-ゃうしけおぇ けす きうくうきぇかくぇすぇ 

„╂ぇさうぉぇかょうえしおぇ ょさせあうくぇ“ ゃ 
しなしすぇゃ けす 220 うすぇかうぇくちう う 
67 ぉなかゅぇさう, おけはすけ せつぇしすゃぇ ゃ 
╉さうすしおけすけ ゃなしすぇくうっ. ╁けえゃけ-
ょぇすぇ けすくけゃけ こさけはゃはゃぇ しゃけはすぇ 
しきっかけしす う たさぇぉさけしす う しう しこっ-
つっかゃぇ いゃぇくうっすけ „おぇこうすぇく“. 
╁なこさっおう くっつせゃぇくうは しう ゅっさけ-
ういなき, けすさはょうすっ くぇ ╂ぇさうぉぇかょう 
くっ きけゅぇす ょぇ しこさぇす くぇしすなこかっ-

くうっすけ くぇ すせさしおうすっ ゃけえしおう う 
ゃなしすぇくうっすけ っ せょぇゃっくけ ゃ おさなゃ. 
╋っしすくけすけ くぇしっかっくうっ っ こけょ-
かけあっくけ くぇ あっしすけおけ おかぇくっ. 
‶っすおけ ╁けえゃけょぇ こさうおさうゃぇ し 
ょさせあうくぇすぇ しう ぉっいいぇとうすくうすっ 
あっくう, ょっちぇ う しすぇさちう. ぃくぇつっ-
しすゃけすけ う しかぇゃぇすぇ きせ ゃっつっ くっ 
いくぇっかう こさっょっかう.
‶けぉけさくうお いぇ くぇさけょくぇ 

しゃけぉけょぇ. ╉うさはおけゃ こなすせゃぇ ょけ 
╄ゅうこっす, 《さぇくちうは う ╇すぇかうは. 
╇いゃっしすくけ ゃさっきっ っ ゃ ┿すうくぇ, 
けすおなょっすけ さぇいこさけしすさぇくはゃぇ 
ゃないゃぇくうっ おなき しなくぇさけょくうちうすっ 
しう いぇ けしゃけぉけあょっくうっ くぇ けすっ-
つっしすゃけすけ. ╆ぇこけいくぇゃぇ しっ し さっ-
ょうちぇ ういゃっしすくう さっゃけかのちうけくっ-
さう. ]ぇきけけぉさぇいけゃぇ しっ う つっすっ 
ゃ. “╃せくぇゃしおう かっぉっょ” くぇ ╂. [ぇ-
おけゃしおう う ゃ. “]ゃけぉけょぇ” くぇ ╊. 
╉ぇさぇゃっかけゃ. ╋うさけゅかっょなす きせ しっ 
こさけきっくは - けす たぇえょせすうく しすぇゃぇ 
しないくぇすっかっく ぉけさっち いぇ けしゃけ-
ぉけあょっくうっすけ くぇ こけさけぉっくぇすぇ 
しう さけょうくぇ.  
‶さっい 1869 ゅ. しっ いぇゃさなとぇ ゃ 

さけょくうは しう おさぇえ. ]そけさきう-
さぇ けすさはょ けす 82 ょせてう, おけえすけ 
こっす こなすう せしこはゃぇ ょぇ けすぉかなしくっ 
すせさしおうすっ こけすっさう. ‶さっい 1872 
ゅ. しさっとせ つっすぇすぇ っ ういこさぇすっく 
┿さぇこ 》ぇしぇく, おけえすけ しおけさけ っ 
こかっくっく けす つっすくうちうすっ. ╅う-
ゃけすなす きせ っ こけとぇょっく しさっとせ 
けしゃけぉけあょぇゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう 
いぇょなさあぇくう こけ いぇすゃけさうすっ ‶っ-
すおけゃう こけきぇゅぇつう. ╉ぇえきぇおぇきう-
くなす くぇ 《っさっ ゃ しゃけっ こうしきけ ょけ 
‶っすおけ ╁けえゃけょぇ ゅけ こさういくぇゃぇ 
いぇ „しぇきけせこさぇゃっく ゃかぇょっすっか“ う 
きせ こかぇとぇ „くぇかけゅ“ 6000 いかぇす-
くう すせさしおう かうさう! 
′ぇさけょなす ぉけゅけすゃけさはか しゃけは 

いぇおさうかくうお. ‶けきぇゅぇかう きせ う 
ぉなかゅぇさう, う すせさちう, う ゅなさちう – 
う ぉけゅぇすう, う しうさけきぇしう. ╇ すけえ 
うき こけきぇゅぇか: おせこせゃぇか うき ょけ-
ぉうすなお, うくゃっくすぇさ, こかぇとぇか うき 
ょぇくなちうすっ. ╁しうつおけ けすさぇいはゃぇか 
ゃ さぇいたけょくぇすぇ しう おくうゅぇ. ╃さっぉ-
くうすっ けぉうさう ぉうかう くぇこなかくけ 
つせあょう いぇ くっゅけ. ╁ 18-ゅけょうて-
くぇすぇ きせ たぇえょせておぇ ぉうけゅさぇ-

そうは くはきぇ くうすけ っょうく こけょけ-
ぉっく っこういけょ. 〈けいう ゃしっしうかっく ゃ 
ょさせあうくぇすぇ しう つけゃっお うきぇか くっ 
っょくぇ ゃないきけあくけしす ょぇ くぇすさせこぇ 
うきぇくっ, くけ ゃ ょっえしすゃうすっかくけしす 
くぇ くっゅけ きせ しっ くぇかぇゅぇかけ ょぇ 
ゃいっきぇ こぇさう ゃ いぇっき, いぇ ょぇ しう 
おせこう けぉせゃおう.
¨しないくぇす さっゃけかのちうけくっさ.

‶け すなきくう ょけぉう ゃけえゃけょぇ-

すぇ しないょぇゃぇ さっゃけかのちうけくくう 
おけきうすっすう う いぇおかっゃぇ しないぇ-
おかはすくうちうすっ くぇょ おさなしすけしぇくう 
おぇきぇ, さっゃけかゃっさ う っゃぇくゅっ-
かうっ. ┿こけしすけかなす ╊っゃしおう ゃう-
しけおけ ちっくう さっゃけかのちうけくくぇすぇ 
きせ ょっえくけしす ゃ 〈さぇおうは. ‶っすおけ 
╉うさはおけゃ くぇこうしゃぇ 〉しすぇゃ くぇ 
しないょぇょっくうすっ けす くっゅけ おけきう-
すっすう. ¨すさはょなす きせ こさっさぇしすゃぇ 
ゃ ぉなかゅぇさしおぇ さけょけこしおぇ ょさせ-
あうくぇ „╆ぇとうすぇ”. ‶さっい 1873 ゅ. 
すは ょけしすうゅぇ 500 ょせてう う しすぇゃぇ 
ゃなしすぇくうつっしおぇ. ]すさせおすせさうさぇ-
くぇ っ しなし しゃけう: ぉけえくぇ つぇしす - 
つっすくうちう, すうかけゃぇ つぇしす - はすぇ-
ちう, さぇいせいくぇゃぇくっ - てこうけくう, 
しつっすけゃけょしすゃけ – おぇしぇ. ]くぇぉ-
ょっくぇ っ し ょけぉさけ けさなあうっ う し 
こぇかぇすおう. ‶っすおけ ゃけえゃけょぇ しない-
ょぇゃぇ せしすぇゃ う こっつぇす し くぇょこうし 
„〈さぇおうえしおぇ さっゃけかのちうけくくぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ ょさせあうくぇ”.
[せしおけ-すせさしおぇすぇ けしゃけ

ぉけょうすっかくぇ ゃけえくぇ (1877-
1878). ¨す きぇさす 1877 ゅ. ょさせ-
あうくぇすぇ くぇ ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ 
ゃけょう こけさっょうちぇ けす こけぉっょくう 
しさぇあっくうは, おぇすけ けしゃけぉけあょぇ-
ゃぇ ゅさ. ╋ぇさけくは う さぇえけくぇ けす 
すせさしおぇ ゃかぇしす. ]かっょ ]ぇくしすっ-
そぇくしおうは ょけゅけゃけさ つっすくうちうすっ, 
こさっょぇょっくう けす ゅさなちおうは こけこ 
《うかうこ, しっ ういすっゅかはす けす ゅさぇょぇ.
[せしくぇちうすっ ゃないかぇゅぇす くぇ ょさせ-

あうくぇすぇ けたさぇくぇすぇ くぇ たさうし-
すうはくしおけすけ くぇしっかっくうっ ゃ ╀っ-
かけきけさうっすけ う [けょけこうすっ けす 
すせさちうすっ う ょっいっさすぬけさしおうすっ 
そけさきうさけゃぇくうは くぇ ぇくゅかうえ-
しおうは こけかおけゃくうお ゅさぇそ ]っくお-
かっさ, くぇさっおなか しっ 》うょぇっす ぉっえ. 
‶っすおけ ╁けえゃけょぇ ゃけょう ょっゃっす 
すっあおう こけぉっょくう しさぇあっくうは 
しなし しっくおかっさうしすうすっ, すっ しっ けす-
すっゅかはす おなき ╉なさょあぇかうえしおけ う 
しっ さぇいこぇょぇす. ′ぇ 14 くけっきゃさう 
さぇいさぇしくぇかぇすぇ しっ し くっけぉせつっ-
くう っくすせしうぇしすう ‶っすおけゃぇ つっすぇ 
っ けすたゃなさかっくぇ けす ぉぇてうぉけいせおぇ 
こさう し. ╀さっいっ. ╊うつくうはす しなし-
すぇゃ っ くぇきぇかっく う ょけ おさぇは くぇ 
1878 ゅ. けすぉさぇくはゃぇ 』っこっかぇさっ, 
【うさけおぇ かなおぇ う しなしっょくうすっ 

しっかぇ. ╃け きぇさす 1879 ゅ. つっすぇすぇ 
っ ゃ ]さっょくうすっ [けょけこう, しかっょ 
すけゃぇ ゃ 》ぇしおけゃしおけ. ╁ くぇつぇかけすけ 
くぇ のくう 1879 ゅ. っ さぇいこせしくぇすぇ. 
╁ すっいう ぉけっゃっ ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ 
こけかせつぇゃぇ すっあおう さぇくう, けあうゃは-
ゃぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ させしおうすっ 
ゃけっくくう かっおぇさう. ╃くっし こせておぇ-
すぇ きせ しっ こぇいう ゃ ]きけかはくしおうは 
きせいっえ. ′ぇ しぉけゅせゃぇくっ すけえ は 
こさっょぇか くぇ しゃっとっくうおぇ ゃ 〉しすけ-
ゃけ, おけえすけ は けこぇおけゃぇか う いぇいう-
ょぇか ゃ ょっぉっかぇすぇ おぇきっくくぇ しすっ-
くぇ ゃ しゃけは ょけき. ╀うかぇ けすおさうすぇ 
しかっょ ゅけょうくう こけ ゃさっきっ くぇ くけゃ 
ゅさぇょっあ.
╀っさかうくしおうはす おけくゅさっし けしすぇゃは 

ゅけかはきぇ つぇしす けす 〈さぇおうは う [け-
ょけこうすっ こけょ すせさしおけ さけぉしすゃけ. 
‶けおさせしぇ かはゅぇ ゃ ょせてうすっ くぇ 
きっしすくうすっ ぉなかゅぇさう, くぇこさぇいくけ 
しぇ けすうてかう しすけすうちうすっ, たうかはょう 
あっさすゃう.
]かっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ.

[せしおけすけ おけきぇくょゃぇくっ っ ゃなゃ 
ゃないすけさゅ けす こけょゃういうすっ くぇ ‶っす-
おけ ╁けえゃけょぇ. ╂っく. ]おけぉっかっゃ ゅけ 
おぇくう ょぇ きせ ゅけしすせゃぇ ゃ [せしうは, 
おなょっすけ っ こさっょしすぇゃっく くぇ うきこっ-
さぇすけさ ┿かっおしぇくょなさ II, おけえすけ ゅけ 
こさけういゃっあょぇ ゃ つうく おぇこうすぇく けす 
させしおぇすぇ ぇさきうは, ょぇゃぇ きせ ¨さ-
ょっく いぇ たさぇぉさけしす „╂っけさゅうっゃしおう 
おさなしす“  う うきっくうっ けす 160 000 
ょっおぇさぇ ゃ ╉うっゃしおぇ ゅせぉっさくうは, 
おけっすけ ‶っすおけ ╉うさはおけゃ しおけさけ 
こさけょぇゃぇ う しっ ゃさなとぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは. ‶けょぇさっくぇすぇ くぇ おぇこうすぇくぇ 
うおけくぇ くぇ ]ゃ. ╀けゅけさけょうちぇ しなし 
しさっぉなさっく けぉおけゃ ょくっし しっ こぇいう 
ゃ ′╇╋.                                    
‶さっい 1880 ゅ. ‶っすおけ ╉うさは-

おけゃ しっ せしすぇくけゃはゃぇ ゃなゃ ╁ぇ-
さくぇ. ╅っくう しっ いぇ [ぇょおぇ ╉さぇゃ-
おけゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお, しっしすさぇ 
くぇ ういゃっしすくうは おくうあけゃくうお う 
けぉとっしすゃっくうお ╇ゃぇく ╉さぇゃ-
おけゃ. ‶なさゃうはす ぉさぇお  くぇ ゃけえ-
ゃけょぇすぇ っ し ゅなさおうくはすぇ ╄かっくぇ 
けす ╉ってぇく, うきぇす しうく.                                                                                                                         
╆ぇさぇょう させしけそうかしおうすっ 
しう せぉっあょっくうは ‶っすおけ 
╁けえゃけょぇ っ けおかっゃっ-
すっく いぇ けこうす いぇ ぇすっく-
すぇす しさっとせ ]すっそぇく 
]すぇきぉけかけゃ. ]うくなす くぇ 
ゃけえゃけょぇすぇ, おけゅけすけ しっ-
きっえしすゃけすけ こさうっかけ う 
せしすさけうかけ ゃなゃ ╁ぇさくぇ, 
っ っおしすさぇょうさぇく けす ╀なか-
ゅぇさうは, ぇ うきけすうすっ, おせ-
こっくう し こぇさうすっ くぇ ぉぇとぇ 
きせ, しぇ おけくそうしおせゃぇ-
くう. ‶さう けぉうしお ゃ ょけきぇ 
うき ゅさぇょけくぇつぇかくうおなす 
]こぇし 〈せさつっゃ いぇゅさぇぉ-
ゃぇ う しこっしすはゃぇくうはすぇ くぇ 
ゃけえゃけょぇすぇ - ぇおちうう う 
ちっくくう おくうあぇ いぇ けお. 70 
た. いかぇすくう かっゃぇ, こさう-
ょけぉうすう けす こさけょぇあぉぇすぇ 
くぇ うきっくうっすけ. 》ゃなさかっく 
っ ゃなゃ ゃぇさくっくしおぇすぇ 
すなきくうちぇ ╇つおぇかっ, おな-
ょっすけ 140 ょくう あっしすけ-
おけ っ ういすっいぇゃぇく. ]かっょ 
いぇすゃけさぇ, し さぇいぉうすけ いょさぇゃっ, っ 
うくすっさくうさぇく ゃ 〈さはゃくぇ.
〈っ こけゅさっぉぇたぇ ╀なかゅぇさうは!

〈っいう こぇきっすくう ょせきう ういさうつぇ 
╁けえゃけょぇすぇ こけ ぇょさっし くぇ せこ-
さぇゃかはゃぇとうすっ, おけゅぇすけ しかっょ 
こぇょぇくっすけ くぇ ]すぇきぉけかけゃ こさっい 
1894 ゅ. しっ ゃさなとぇ ゃなゃ ╁ぇさくぇ 
う ういょうゅぇ つっさくけ いくぇきっ ゃなさたせ 
こけおさうゃぇ くぇ おなとぇすぇ しう. 〈けえ, 
しすけ こなすう さうしおせゃぇか あうゃけすぇ しう, 

╇きっすけ きせ こさうあう
ゃっ しっ くけしっかけ おぇすけ 
かっゅっくょぇ けす せしすぇ くぇ 
せしすぇ. ′はきぇ ょさせゅ ゃけえ
ゃけょぇ し ょゃっ いゃぇくうは: 
ぉなかゅぇさうすっ ゅけ くぇさう
つぇす ゃけえゃけょぇ, ぇ ゅなさ
ちうすっ - おぇこうすぇく, おけっ
すけ いくぇつう たぇえょせすうく.                                                                                                                                        
′ぇょ 22 こぇきっすくうおぇ 

せ くぇし しぇ ういょうゅくぇすう ゃ 
くっゅけゃぇ つっしす. ‶ぇきっす
くうちう しぇ ういゅさぇょっくう う 
ゃ ╃けゅぇくたうしぇさ, ゃ [うき 
- ょけ こぇきっすくうおぇ くぇ 
╂ぇさうぉぇかょう, ゃ ┿かっは
すぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
くぇちうけくぇかくう ゅっさけう ゃ 

し 33 さぇくう けす はすぇゅぇくう う おせさてせ-
きう, ぉうか けゅけさつっく ょけ ょなくけすけ くぇ 
ょせてぇすぇ しう.
′ぇつぇかけすけ くぇ すさぇおうえしおけすけ 

ょゃうあっくうっ. ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ っ 
しさっょ けしくけゃぇすっかうすっ くぇ ょっきけ-
おさぇすうつっしおぇすぇ こぇさすうは. 〈けえ う 
くはおけかおけ さけょけかのぉうゃう ぉなかゅぇ-
さう こさっい 1896 ゅ. しないょぇゃぇす ゃなゃ 
╁ぇさくぇ こなさゃけすけ ゃ ╀なかゅぇさうは 
すさぇおうえしおけ ょさせあっしすゃけ „]すさぇく-
ょあぇ“ - いぇ いぇとうすぇ うくすっさっしうすっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ くぇしっかっくうっ, 
けしすぇくぇかけ しかっょ ¨しゃけぉけあょっ-
くうっすけ ゃ こさっょっかうすっ くぇ 〈せさちうは. 
] くっゅけ しっ こけしすぇゃは くぇつぇかけすけ 
くぇ けしゃけぉけょうすっかくぇすぇ けさゅぇくう-
いぇちうは くぇ ぉなかゅぇさうすっ ぉっあぇくちう 
けす 〈さぇおうは.
„╋けきつっすぇ, さぇぉけすっすっ いぇ 

]ゃけぉけょぇすぇ くぇ いぇさけぉっくけ
すけ くう けすっつっしすゃけ!” – ういさうつぇ 
こさっょう しきなさすすぇ しう ╁けえゃけょぇすぇ 
う すけゃぇ っ こけさっょくうはす こさうきっさ ゃ 
うしすけさうはすぇ, つっ つけゃっお けしすぇゃぇ 
ぉっいしきなさすっく つさっい こけしかっょくうすっ 
しう ょせきう. ‶っすおけ ╉うさはおけゃ せきう-
さぇ ゃ ょけきぇ しう ゃなゃ ╁ぇさくぇ くぇ 19 
/7/ そっゃさせぇさう 1900 ゅ. くぇ 56 
ゅけょうくう. ′ぇさけょなす こさっゃさなとぇ 
しきなさすすぇ きせ ゃ きぇくうそっしすぇちうは 
しさっとせ すっいう, おけうすけ せしおけさは-
ゃぇす おさぇは きせ. ‶けゅさっぉぇく っ ゃなゃ 
╁ぇさくぇ. ′ぇ こかけとぇょ „〈さぇおうは“ 
こさういくぇすっかくうすっ しなゅさぇあょぇくう 
きせ ういょうゅぇす こぇきっすくうお.                                                                                                                  
‶ぇきっす いぇ ╁けえゃけょぇすぇ ゃ ╉ぇ

いぇくかなお. ′ぇ 11.12. 2010 ゅ. 
しさっとせ しゅさぇょぇすぇ くぇ ちっくすさぇか-
くぇすぇ こけとぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, さけょくう-
はす ゅさぇょ くぇ しなこさせゅぇすぇ きせ, すなさ-
あっしすゃっくけ っ けすおさうす ぉぇさっかっそ 
くぇ ╉ぇこうすぇく ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ 
う [ぇょおぇ ╉さぇゃおけゃぇ. ‶けしすぇゃっく 
っ くぇ きはしすけすけ, おなょっすけ っ ぉうかぇ 
ぉぇとうくぇすぇ おなとぇ くぇ ゃはさくぇ-
すぇ しこなすくうちぇ くぇ かっゅっくょぇさくうは 
ゃけえゃけょぇ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 
20 ゅけょうくう. ╇ょっはすぇ いぇ すけいう さけ-

ょけかのぉうゃ あっしす っ くぇ きっしすくけすけ 
〈さぇおうえしおけ ょさせあっしすゃけ „‶っすおけ 
╁けえゃけょぇ”. ┿ゃすけさ くぇ ぉさけくいけ-
ゃうは ぉぇさっかっそ っ ╁っかうく ╃っつおけゃ. 
′ぇ ちっさっきけくうはすぇ こさうしなしすゃぇ う 
ぇおすさうしぇすぇ ╀うしすさぇ ╋ぇさつっゃぇ, 
ういこなかくうかぇ さけかはすぇ くぇ おさぇしう-
ゃぇすぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ ゃなゃ そうか-
きぇ „╉ぇこうすぇく ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ”.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

』うおぇゅけ. ╁ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは うきぇ せかうちう う すさぇおうえしおう 
ょさせあっしすゃぇ, うきっくせゃぇくう くぇ くっゅけ. ╂さぇくうつくうはす こせくおす 
こさう ]ゃうかっくゅさぇょ しなとけ くけしう うきっすけ きせ - ╂╉‶‶ „╉ぇ
こうすぇく ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ”. ′ぇ くっゅけ しぇ こけしゃっすっくう きくけゅけ 
くぇさけょくう こっしくう, くぇせつくう ういしかっょゃぇくうは う かうすっさぇすせさ
くう すゃけさぉう. ‶け しちっくぇさうえ くぇ ′. 》ぇえすけゃ いぇ くっゅけ っ しない
ょぇょっく ぉうけゅさぇそうつくうはす きくけゅけしっさうっく そうかき „╉ぇこう
すぇく ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ“,1981. ′ぇ うきっすけ くぇ ぉっかっあうすうは 
ぉなかゅぇさうく っ うきっくせゃぇく ゃさなた くぇ けしすさけゃ ╊うゃうくゅしすなく, 
┿くすぇさおすうょぇ. 

】うかしけねかせけかてそ つか そてせあつみ くあ うつけねさけ ちあいそてかはけ う おちときかつてうそてそ. 
╇おけえあて つか け てあちけなせけてか つてあうさけ くあ ちあいそてかはけてか せあ せそちすあ. 

《て 1 おかさかすうちけ くあたそねせあ けくおあうあせかてそ せあ とせけさあしせけ 
せそすかちあ せあ いそしせけねせけ しけつてそうか, さそかてそ か たひちうけみて かてあた 

そて たちかすけせあうあせかてそ さひす かしかさてちそせせけ いそしせけねせけ 

さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ いぇ しすさぇくぇすぇ いぇ けすさぇしなか „╋っすぇかけけぉさぇぉけすゃぇくっ”, おぇおすけ う こけ-ゃうしけおぇ けす きう-
くうきぇかくぇすぇ  いぇ しすさぇくぇすぇ, おけはすけ けしすぇゃぇ ぉっい こさけきはくぇ う こさっい 2015 ゅけょうくぇ. ╉ぇすけ しっ ょけぉぇゃはす う 
ょっえしすゃぇとうすっ しっゅぇ しすうきせかう こけ ╉〈╃, さっぇかくけ 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 ゃ ょさせあっしすゃけすけ けす 
1-ゃう  はくせぇさう とっ ょけしすうゅくっ  440 かっゃぇ, おぇいぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ - ょうさっお-
すけさ „《うくぇくしう う うおけくけきうおぇ” ゃ ょさせあっしすゃけすけ. ¨す すぇいう けしくけゃぇ くぇゅけさっ しっ くぇつうしかはゃぇす う こぇさうすっ 
いぇ こさけそっしうけくぇかっく けこうす /しすぇあ/, おぇすっゅけさうは くぇ すさせょ う ょさせゅう ょけこかぇとぇくうは. 
]なとけ けす 1-ゃう はくせぇさう  2015 ゅけょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” しっ こさけきっくはす う すぇさうそくうすっ しすぇゃおう /ちっくぇすぇ 

〈さう こけさっょくう さぇぉけすくう しなぉけすう とっ うきぇす ぇさ-
しっくぇかちう いぇさぇょう こさっょしすけはとうすっ おけかっょくけ-

くけゃけゅけょうてくう こさぇいくうちう. [ぇぉけすくうすっ しなぉけすう とっ 
おけきこっくしうさぇす う けすさぇぉけすゃぇす こさうくちうこくけ ょっかけゃう 
ょくう, おけうすけ うくぇつっ さぇいおなしゃぇす こけさっょうちぇすぇ こけ-
つうゃくう.
]なし いぇこけゃっょ わ16-36 けす 5.11. 2014 ゅ. くぇ 

ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” うくあ. 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ  いぇ さぇぉけすくう こさっい ょっおっきゃさう 
しっ けぉはゃはゃぇす ょくうすっ: 6-すう, 13-すう う 20-すう ょっ-
おっきゃさう /しなぉけすぇ/, ぇ いぇ くっさぇぉけすくう ょくうすっ: 29-
すう, 30-すう う 31-ゃう  ょっおっきゃさう - こけくっょっかくうお, 
ゃすけさくうお, しさはょぇ. 
 ‶けつうゃくうはす 29-すう ょっおっきゃさう とっ しっ けすさぇぉけすゃぇ 

くぇ 6-すう ょっおっきゃさう, 30-すう ょっおっきゃさう - くぇ 20-すう 
ょっおっきゃさう, ぇ 31-ゃう ょっおっきゃさう - くぇ 13-すう ょっ-
おっきゃさう. 
‶なさゃうはす ょっかけゃう ょっく いぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ – 2-さう 

はくせぇさう /こっすなお/ とっ しっ けすさぇぉけすゃぇ くぇ 24-すう 
はくせぇさう /しなぉけすぇ/. 
〈ぇおぇ くぇ こさぇおすうおぇ いぇ こさぇいくうちうすっ ╉けかっょぇ う 

くぇ すさせょぇ いぇ っょうくうちぇ ゃさっきっ/, おぇすけ こさけきはくぇ-
すぇ っ ゃ こけしけおぇ せゃっかうつっくうっ しなし 7,3%.

¨す くぇつぇかけすけ くぇ 2015 ゅけょうくぇ  しすぇさすうさぇ ╄かっおすさけくくうはす さっ-
ゅうしすなさ くぇ ぉけかくうつくうすっ かうしすけゃっ, しなけぉとぇゃぇ くぇ しぇえすぇ しう ′ぇ-

ちうけくぇかくうはす けしうゅせさうすっかっく うくしすうすせす /′¨╇/.  〈けゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ 
けいくぇつぇゃぇ, つっ ういょぇょっくうすっ しかっょ 31 ょっおっきゃさう 2014 ゅ. ぉけかくうつくう 
かうしすけゃっ ゃなさたせ ぉかぇくおう „╀けかくうつっく かうしす いぇ ゃさっきっくくぇ くっさぇぉけ-
すけしこけしけぉくけしす” とっ ぉなょぇす くっゃぇかうょくう. ‶さっきうくぇゃぇくっすけ おなき うい-
ちはかけ っかっおすさけくっく くぇつうく くぇ ういょぇゃぇくっ う けぉさぇぉけすおぇ くぇ ぉけかくうつ-
くうすっ かうしすけゃっ とっ しすぇくっ くぇ ょゃぇ っすぇこぇ う とっ こさうおかのつう ゃ おさぇは 
くぇ 2015 ゅけょうくぇ. ‶なさゃうはす っすぇこ っ ょけ おさぇは くぇ のくう しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ う っ くぇ こさぇおすうおぇ ゅさぇすうしっく こっさうけょ. 〈けえ っ いぇ かっおぇさう う 
かっつっぉくう いぇゃっょっくうは, おけうすけ くはきぇす すったくうつっしおぇ しゃなさいぇくけしす う ゅけ-
すけゃくけしす いぇ っかっおすさけくくけすけ ういょぇゃぇくっ う こさっょしすぇゃはくっ くぇ ょぇくくうすっ 
ゃ ╄かっおすさけくくうは さっゅうしすなさ.

„┿さしっくぇか” ┿╃  すなさしう ょぇ くぇいくぇつう しこっちうぇかうしすう いぇ 
しかっょくうすっ ょかなあくけしすう:
•	 うくあっくっさ こさけういゃけょしすゃけ - すったくけかけゅ;
•	 おけくしすさせおすけさ;
•	 うくあっくっさ たうきうつっしおう こさけちっしう;
•	 うくあっくっさ - っくっさゅっすうお;
•	 きぇてうくっく うくあっくっさ;
•	 ゅかぇゃっく っくっさゅっすうお;
•	 さなおけゃけょうすっかう くぇ こさけういゃけょしすゃっくう いゃっくぇ.

╇いうしおゃぇくうは おなき おぇくょうょぇすうすっ: 
╁うしてっ すったくうつっしおけ けぉさぇいけゃぇくっ - ぉぇおぇかぇゃなさ うかう きぇゅうしすなさ.
╉けきこのすなさくう せきっくうは - しこっちうぇかういうさぇく いぇ ょっえくけしすすぇ しけそすせっさ.
‶さけそっしうけくぇかっく けこうす ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ そうさきう っ こさっ-

ょうきしすゃけ. 
╊うつくけしすくう おぇつっしすゃぇ: 
]こけしけぉくけしす いぇ さぇぉけすぇ ゃ ょうくぇきうつくぇ しさっょぇ, ぇくぇかうすうつくけ きうしかっ-

くっ,  けさゅぇくういうさぇくけしす う こさっちういくけしす.
╁かぇょっっくっすけ くぇ つせあょう っいうちう っ こさっょうきしすゃけ.
《うさきぇすぇ けしうゅせさはゃぇ ょけぉさけ いぇこかぇとぇくっ, おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ う 

っあっきっしっつくう ゃぇせつっさう いぇ たさぇくぇ. 

╆ぇ おけくすぇおすう う うくそけさきぇちうは: 
すっか: 0431/63133, 0431/57747 

っmail: kadri@arsenal-bg.com

╆ぇ こけかせつぇゃぇくっ う こけょぇゃぇくっ くぇ ょけおせきっくすう いぇ さぇぉけすぇ う ゃたけ-
ょはとけ うくすっさゃの- „‶さうっきくぇ”, けそうし わ4, くぇ 50 き. のあくけ けす ちっく-
すさぇかくうは こけさすぇか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃   うかう こけ っかっおすさけくっく こなす 
- うくそけさきぇちうは くぇ www.arsenal.bg
¨ぉはゃぇすぇ っ ぇおすせぇかくぇ ょけ 31.12.2014 ゅ.
╉ぇくょうょぇすせさうすっ とっ ぉなょぇす さぇいゅかっあょぇくう こさう しすさうおすくぇ おけく-

そうょっくちうぇかくけしす う しこぇいゃぇくっ くぇ ╆╆╊╃. ╉けくすぇおす とっ ぉなょっ けしな-
とっしすゃっく しぇきけ し けょけぉさっくうすっ こけ ょけおせきっくすう おぇくょうょぇすう.

′けゃぇ ゅけょうくぇ ぇさしっくぇかちう とっ こけつうゃぇす けぉとけ 12 ょくう: けす 24-すう ょっおっきゃさう /しさはょぇ/ ょけ 4-すう はくせ-
ぇさう /くっょっかは/ ゃおかのつうすっかくけ. 
‶けしかっょくうはす さぇぉけすっく ょっく いぇ 2014-すぇ ゅけょうくぇ っ 23-すう ょっおっきゃさう /ゃすけさくうお/, ぇ こなさゃうはす さぇぉけ-

すっく いぇ 2015 ゅけょうくぇ – 5-すう はくせぇさう /こけくっょっかくうお/. 
                                                            〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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╁ ぇさしっくぇかしおぇすぇ のぉうかっえくぇ ゅけ-
ょうくぇ いぇ くっ っょうく う ょゃぇきぇ 

ぇさしっくぇかしおう ゃっすっさぇくう–のぉうかはさう 
ゃう さぇいおぇいぇたきっ くぇ しすさぇくうちうすっ くぇ 
ゃっしすくうおぇ ゃ させぉさうおうすっ „╃うさう” う 
„╁っすっさぇくう”. 
 ]ぇきけ こさっょう  ょくう ょさせゅ っょうく ぇさ-

しっくぇかしおう ゃっすっさぇく, ゃさなしすくうお くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くぇゃなさ-
てう しゃけうすっ ょけしすけかっこくう 90 ゅけょう-

くう, ぇ しかっょ ぉさけっくう ょくう – くぇ 31-
ゃう ょっおっきゃさう とっ しっ くぇゃなさてぇす 30 
ゅけょうくう けす こけしかっょくうは きせ さぇぉけすっく 
ょっく ゃなゃ そうさきぇすぇ. 

55 ゃっすっさぇくう, ぉうゃてう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ うくしすさせきっくすぇかくうは いぇゃけょ ゃ „┿さしっくぇか” – ╆ぇゃけょ 
6, おぇおすけ う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ くぇしすけはとうは きっくうょあなさしおう っおうこ くぇ いぇゃけょぇ, しっ しなぉさぇたぇ くぇ ゃすけさぇすぇ しう  
こさっょおけかっょくぇ しさっとぇ. 〈けいう こなす し ゅけかはき こけゃけょ: いぇ ょぇ けすぉっかっあぇす こけかけゃうくゃっおけゃくうは のぉうかっえ くぇ いぇゃけょぇ. 

╃なかゅけゅけょうてくうはす しつっすけゃけ-
ょうすっか ゃ „┿さしっくぇか”, ういょうゅくぇか 
しっ ょけ ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか 
くぇ そうさきぇすぇ 

╀けくつけ ‶っすさけゃ ‶っしっゃ 

こけしさっとくぇ ゃ さぇょけしす う きなょ-
さけしす しゃけは ゅけかはき のぉうかっえ. 
[けょっく っ くぇ 12. 11. 1924 ゅけ-

ょうくぇ ゃ ゅさ. 【うこおぇ.
 ╆ぇゃなさてゃぇ ゅうきくぇいうは ゃ ゅさ. 

╉ぇいぇくかなお, おぇさぇ ゃけえくうおかな-
おぇ ゃ 》ぇさきぇくかう, しかっょ おけっすけ 

╉けかっょくうすっ う くけゃけゅけょうて
くう こさぇいくうちう しぇ ゃさっ

きっすけ, こさっい おけっすけ ゃしっおう しっ 
しすさっきう ょぇ しっ しなぉっさっ いぇっょくけ 
し かのぉうきうすっ しう たけさぇ う さけょ
くうくう.
╄, くっおぇ しう こさっょしすぇゃうき おぇお 

ぉうたぇ ういゅかっあょぇかう 12-すっ いけ
ょうぇおぇかくう いくぇおぇ, ぇおけ さってぇす 
ょぇ こさぇいくせゃぇす いぇっょくけ, しな
ぉさぇくう くぇ っょくけ きはしすけ. 
╄ょうく いぇおぇつかうゃ, てっゅけゃうす う 

きくけゅけ, きくけゅけ ゃっさっく  こけさすさっす 
くぇ すはたくぇすぇ けぉとぇ ╉けかっょぇ うかう 
′けゃぇ ゅけょうくぇ. ┿おけ くはおなょっ 
すせお しっ こけいくぇっすっ, くっ しっ すさっ
ゃけあっすっ. ‶さうっきっすっ ゅけ おぇすけ 
ょけおぇいぇすっかしすゃけ, つっ  ぉぇぉせゃぇ
くっすけ くぇ いゃっいょうすっ くっ ゃうくぇゅう 
っ „ぉぇぉうくう ょっゃっすうくう”.

¨ゃっくなす とっ っ すけいう, おけえすけ 
し ゅけすけゃくけしす とっ しっ こさっけぉかっ
つっ おぇすけ ╃はょけ ╉けかっょぇ, しぇきけ 
いぇ ょぇ こけおぇあっ くっゃっさけはすくうすっ 
しう せきっくうは ゃ おぇすっさっくっすけ こけ 
しすっくぇすぇ う しこせしおぇくっ ゃ おけきうくぇ 
(ぇ う いぇ ょぇ ょっきけくしすさうさぇ せくう
おぇかくうすっ しう せきっくうは). ╉ぇすけ 
こさうおかのつう し すけゃぇ, おけっすけ せこけ
さうすけ しう っ くぇせきうか う くぇゃうおぇ 
ゃしうつおう けしすぇくぇかう, おけうすけ しっ 
けこうすぇす ょぇ きせ こけこさっつぇす, とっ 
しっ すさなてくっ くぇ ょうゃぇくぇ う とっ 
いぇはゃう, つっ っ ういきけさっく う しう けつ
ぇおゃぇ ゃっつっさはすぇ.

〈っかっちなす っ ういちはかけ こけゅなか
くぇす けす せたぇくうはすぇ くぇ たさぇくぇ, 
こさうゅけすゃはくっすけ くぇ おぇこぇきぇ し 
ゃしうつおう ゃうょけゃっ きっしけ, くはおけか
おけ ゃうょぇ しかぇょおう, くはおけかおけ 
ゃうょぇ おけおすっえかう うかう おぇいぇくけ 
くぇおさぇすおけ – けぉしっぉうか っ おせた
くはすぇ, はょっ けす ゃしうつおう こけょゅけす
ゃっくう こさけょせおすう う しなし しなき
くっくうっ ういせつぇゃぇ ゅけすゃぇさしおぇすぇ 
おくうゅぇ, きうしかっえおう しう, つっ いくぇっ 
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こけ-ょけぉさっ おぇお しっ こさうゅけすゃはす 
はしすうはすぇ.

╀かういくぇおなす ょなさあう すぇぉかっす, 
すっかっそけく う っかっおすさけくっく つっ
すっち う ょけおぇすけ しかせてぇ きせいうおぇ 
う なこょっえすゃぇ しすぇすせしぇ しう ゃなゃ 
そっえしぉせお, しっ つせょう おなょっ とっ っ 

こけ-ょけぉさっ ょぇ うょっ くぇ ╉けかっょぇ – 
ょぇ こけしっすう こさうはすっかう ゃ ょさせゅぇ 
ょなさあぇゃぇ, ょぇ こさけゃっさう きけさっすけ 
ょぇかう っ けとっ くぇ きはしすけすけ しう うかう 
ょぇ ういかっいっ ょぇ こさぇゃう しくっあっく 
つけゃっお し ょっちぇすぇ くぇ ょゃけさぇ.

[ぇおなす っ こけしゃっすっく くぇ すけゃぇ 
ょぇ こけょさっょう おけかっょくぇすぇ せおさぇ
しぇ ゃ ょけきぇ – ょぇ しかけあう かぇき
こうつおうすっ, っかたぇすぇ, ょぇ せゃっかうつう 
こぇさくけすけ うかう おかうきぇすうおぇ, いぇ 
ょぇ っ こけ-すけこかうつおけ (ょぇ しう こけ
きっつすぇっ あぇかくけ いぇ おぇきうくぇ), ょぇ 
けぉせっ ゃなかくっくうすっ つけさぇこう くぇ 
ぉぇぉぇ う ょぇ しっ こさうゅけすゃう しかっょ
ゃぇとぇすぇ しっょきうちぇ ょぇ くっ くぇ
こせしくっ ょけきぇ しう.

っ こさうっす ゃ ]すけこぇくしおぇすぇ ぇおぇ-
ょっきうはすぇ „╃うきうすなさ 『っくけゃ“ ゃ 
]ゃうとけゃ,  しこっちうぇかくけしす „]すけ-
こぇくしおう う しけちうぇかくう くぇせおう“. 
╁ けくっいう しかっょゃけっくくう ゅけょうくう 

ょっそうちうすなす くぇ ゃうしてう おぇょさう 
いぇ こさはしくけ さけょっくぇすぇ さっこせ-
ぉかうおぇ っ ゅけかはき う てうこおぇかうはすぇ 
╀けくつけ こけかせつぇゃぇ さぇいこさっょっかっ-
くうっ いぇ  ゃうしけお こけしす ゃ ╋うくうし-
すっさしすゃけすけ くぇ そうくぇくしうすっ, くけ 
おぇすっゅけさうつくけ けすおぇいゃぇ, いぇとけすけ 
っ しうかくけ こさうゃなさいぇく おなき さけょ-
くぇすぇ 【うこおぇ. ¨しすぇゃぇ すせお う 
ゃっょくぇゅぇ っ こさっさぇいこさっょっかっく ゃ 
╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさう-
おぇ  - ゅさ.╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ こけ-
しすなこゃぇ くぇ 01.11.1949 ゅ. おぇすけ 
しつっすけゃけょうすっか. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ 
ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ っ ゅ-く 
╂かせすくうおけゃ.
  ‶さっい こっさうけょぇ 1952 ゅ. - 

1956 ゅ. ╀けくつけ ‶っしっゃ っ 

ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか
くぇ そぇぉさうおぇすぇ, 

くけ こけさぇょう いょさぇゃけしかけゃ-
くう こさうつうくう しすぇゃぇ くぇつぇかくうお 
„]こっちうぇかっく けすょっか“ う すぇおぇ ょけ 
こけしかっょくうは しう すさせょけゃ ょっく くぇ  
31.12.1984 ゅ.

『っかうはす きせ すさせょけゃ
あうゃけす こさけすうつぇ
ゃ „┿さしっくぇか“. 

╀けくつけ ‶っすさけゃ ‶っしっゃ ゃうくぇゅう っ 
ぉうか きくけゅけ せゃぇあぇゃぇく けす ぉかうい-
おう, おけかっゅう う こさうはすっかう.
╆ぇすけゃぇ, おけゅぇすけ ゃ しさっょぇすぇ くぇ 

くけっきゃさう しなぉうさぇ しゃけう こさう-
はすっかう, おけかっゅう, しなさぇすくうちう う 
ぉかういおう くぇ ういおかのつうすっかくけ ゃなか-

くせゃぇとけすけ すなさあっしすゃけ, う しなかいう-
すっ う さぇょけしすうすっ しぇ きくけゅけ. ┿ くぇ 
おさぇおぇ ょぇ ゅけ こけいょさぇゃはす うょゃぇす: 
‶っすおけ ‶っすおけゃ - ぉうゃて うおけくけきう-
つっしおう ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“, 
╇ゃぇく ╉せくつっゃ - ぉうゃて ょうさっおすけさ  
くぇ ╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ ゃ 

„┿さしっくぇか“, ╀けくつけ 〈けすっゃ ‶っしっゃ 
- ぉうゃて こさっょしっょぇすっか くぇ こさけそ-
しなのいうすっ くぇ „┿さしっくぇか“.
‶さうしなっょうくはゃぇきっ しっ おなき こけ-

あっかぇくうはすぇ いぇ いょさぇゃっ う けとっ 
ょなかゅう ゅけょうくう ょぇ しっ さぇょゃぇ くぇ 
ゃくせちう う こさぇゃくせちう!  

』っしすうすう ╁う いょさぇゃう う ょけぉさう 
ゅけょうくう う いぇ けとっ きくけゅけ しこけょっ-
かっくう し けぉうつぇくう たけさぇ さぇょけしすう 
う ょくう! 
                                                                      

╊うくぇ 〉いせくけゃぇ

 〈なさあっしすゃけすけ - しゃけっけぉさぇいくぇ こさけゃっさおぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ, ぉっ せゃぇあっくけ けす ょうさっおすけさぇ くぇ ╆ぇゃけょ 6 ╇ゃぇえかけ 
┿さくぇせょけゃ, けす こさっょしっょぇすっかは くぇ しうくょうおぇかくうは おけきうすっす くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 6 ╀かぇゅけゃっしす ╀かぇゅけっゃ, しぇきうはす 
すけえ し 35-ゅけょうてっく しすぇあ ゃ いぇゃけょぇ, けす ╁かぇょうきうさ ╃けぉさっゃ, くぇつぇかくうお くぇ こさけういゃけょしすゃっくうは けすょっか う けす  
]すっそおぇ ╂っゃゅぇかけゃぇ - しかせあうすっか. 
 ]こけきっくう, さぇいゅけゃけさう いぇ すけゃぇ, おけっすけ っ ぉうかけ う ゃ こなすう こけゃっつっ ゃなこさけしう う あうゃ うくすっさっし  いぇ  すけゃぇ, おけっすけ 

っ う おぇおゃけ とっ しすぇくっ, こさけはゃうたぇ ゃっすっさぇくうすっ, けしすぇゃうかう ょっしっ-
すうかっすうは けす あうゃけすぇ しう ゃ たぇかっすぇすぇ くぇ いぇゃけょぇ. ]さっょ すはた ぉはたぇ 
ぉうゃてうはす くぇつぇかくうお-ちった ╃うきうすなさ ╉なさょあうかけゃ, くぇえ-ゃない-
さぇしすくうはす けす ゃっすっさぇくうすっ, おぇおすけ う くっゅけゃうすっ おけかっゅう, しなとけ  
ぉうゃてう くぇつぇかくうお-ちったけゃっ - ╁ぇしうか ╀けつぇおけゃ, ╇ゃぇく ╁っかつっゃ, 
′うおけかぇ ‶っえつっゃ, ┿くおぇ ╃あせさおけゃぇ, ぉうゃて こさけそしなのいっく ょっは-
すっか, 》さうしすけ [ぇっゃ, ‶けくょぬけ ‶けくょっゃ う きくけゅけ さぇぉけすくうちう, いぇ 
おけうすけ ゃさっきっすけ, こさっおぇさぇくけ ゃ ╇くしすさせきっくすぇかくうは いぇゃけょ う うい-
きうくぇかうすっ 50 ゅけょうくう しぇ あうゃう. 
╆ぇさぇょう しなぉさぇくうすっ っきけちうう, おせこうとぇすぇ しこけきっくう う しなとっしす-

ゃっくうは こさうくけし う いくぇつうきけ きはしすけ くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ すけいう いぇ-
ゃけょ, っょうくけょせてくけ こさうしなしすゃぇとうすっ ゃいったぇ さってっくうっ しさっとぇ-
すぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ, くぇこさぇゃうかう こなさゃう けこうす ょぇ しっ しなぉっさぇす 
う こさっぉさけはす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ う こけゃすけさうかう ゅけ しっゅぇ, ょぇ しっ 
こさっゃなさくっ  ゃ すさぇょうちうけくくぇ. ╁しはおぇ ゅけょうくぇ こけ しなとけすけ ゃさっきっ 
- けおけかけ 8-きう ょっおっきゃさう, とっ しっ しゃうさう しゃけっけぉさぇいくうはす しぉけさ 
いぇ ゃしうつおう,  さぇぉけすうかう ゃ ╆ぇゃけょ 6 くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ. ╇ いぇとけ-
すけ こけかけゃうく ゃっお こさうくけし しう っ さっしこっおすうさぇとけ ゃさっきっ う しかっ-
ょぇ, けす しかっょゃぇとうは しう ぉさけえ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ 
ょぇょっ ょせきぇすぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ けす ╆ぇゃけょ 6, おぇおすけ う くぇ すっいう, 
おけうすけ しっゅぇ しないょぇゃぇす くっゅけゃぇすぇ うしすけさうは.  

                                                    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

Ветераните от Завод 6

╊なゃなす くっ っ ょけゃけかっく, つっ 
おなとぇすぇ くっ っ せおさぇしっくぇ し こけ
ゃっつっ いかぇすうしすぇ せおさぇしぇ う し 
こさうすっしくっくうっ けゅかっあょぇ っかたぇ
すぇ, つせょっえおう しっ とっ しっ しなぉっさぇす 
かう ゃしうつおう こけょぇさなちう, おけうすけ 
しう っ こけさなつぇか, こけょ くっは. ]かっょ 
すけゃぇ ちぇさしすゃっくけ しっ けすすっゅかは 

おなき おせたくはすぇ, いぇ ょぇ くぇゅかっょぇ 
おぇおゃう ゅう ゃなさてう すっかっちなす う 
ょぇかう きっくのすけ けす 10 しすっこっくう 
とっ けすゅけゃぇさは くぇ ゃおせしぇ きせ.

╃っゃぇすぇ けす くはおけかおけ つぇしぇ 
しっ っ ういけかうさぇかぇ, いぇ ょぇ こさぇゃう 
しきっすおう おけかおけ すけつくけ こけょぇさな
ちう, こぇさう, ぉせさおぇくう う ょさせゅう 
ぉかぇゅうくおう しっ けつぇおゃぇ ょぇ しっ 
こけかせつぇす けす さけょくうくう う こさう
はすっかう いぇ こさぇいくうちうすっ, おぇすけ 
けす ゃさっきっ くぇ ゃさっきっ こさっゅかっあ
ょぇ しぇえすけゃっすっ いぇ おけかっおすうゃくけ 
こぇいぇさせゃぇくっ いぇ こけ-ういゅけょくう 
けそっさすう.

╁っいくぇすぇ しっ こさうぉうさぇ しかっょ 

くはおけかおけ ょっくぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっ
かっく すさせょ ゃ ょけきけゃっ いぇ くせあ
ょぇっとう しっ, ゃいうきぇ しう ょなかゅぇ 
ゃぇくぇ う しかっょ すけゃぇ こさっおぇさゃぇ 
くはおけかおけ つぇしぇ ゃ ぉっいさっいせか
すぇすくけ おけかっぉぇくうっ おけは さけおかは 
とっ っ こけ-せょぇつくぇ いぇ ゃっつっさすぇ う 
ょなさあぇかぇ かう しっ っ ょけぉさっ こさっい 
ゅけょうくぇすぇ うかう くっ.

]おけさこうけくなす っ くぇ こさぇゅぇ 
くぇ たうこけすっさきうは, しかっょ おぇすけ っ 
ゃっつっ くはおけかおけ つぇしぇ くぇゃなく, 
ういこうこゃぇえおう ょっすぇえかうすっ こけ 
いぇさはすぇ いぇ ╉けかっょぇ, ′けゃぇ ゅけ
ょうくぇ う ゃしうつおう ょくう こさっょう う 
しかっょ すはた. ぅょけしぇくけ しう きうしかう, 
つっ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ ゃいっきっ こけ
ゃっつっ すさけすうか いぇ しきっすおぇ くぇ 
こうさぇすおうすっ う しっ つせょう おなょっ しっ 
こさけょぇゃぇ さっぇかっく すけこ し ゅのかかっ
すぇ いぇ こけゃっつっ いゃせお う こけさぇいう
すっかくぇ しうかぇ. ╉けゅぇすけ ゃしうつおけ 
っ くぇゅかぇしっくけ, いぇ ょぇ けぉさぇいせ
ゃぇ おさぇすっさ ゃ いっきはすぇ こさう いぇ
こぇかゃぇくっすけ きせ, ]おけさこうけくなす 
こけすさうゃぇ ょけゃけかくけ さなちっ う し 
こかぇてっと こかぇきなお ゃ けつうすっ しっ 
けすすっゅかは くぇ すけこかけ ょぇ すけさきけいう 
ょさせゅうすっ.

]すさっかっちなす こけつすう っ うい
たぇさつうか ゃしうつおうすっ しう こぇさう う 
いぇこかぇすぇすぇ いぇ はくせぇさう, いぇ ょぇ 
おせこう こけょたけょはとう こけょぇさなちう 
いぇ ぉかういおうすっ しう, ゃおかのつうすっか
くけ いぇ かのぉうきぇすぇ おぇしうっさおぇ ゃ 
きぇゅぇいうくぇ う つうしすぇつおぇすぇ くぇ 
けそうしぇ, つうしすぇつおぇすぇ くぇ ょさせゅうは 
けそうし う しっ しっとぇ, つっ きけあっ ょぇ 
おせこう けとっ きぇかおけ ぉっかゅうえしおう 
てけおけかぇょう いぇ さぇいょぇゃぇくっ くぇ 
しなしっょうすっ. 》ゃなさかは ゃ おけかうつ
おぇすぇ けとっ くはおけかおけ こかのてっくう 
きっつっすぇ, いぇ ゃしっおう しかせつぇえ, 
う, すぇくぇくうおぇえおう しう おけかっょくう 
てぇくしけくう, ういかういぇ けす きけかぇ う 
しっ けすこさぇゃは おなき ょけきぇ.

╉けいうさけゅなす っ くぇ ]っゃっさくうは 
こけかのし こさう ╃はょけ ╉けかっょぇ, いぇ
とけすけ くうおけえ ょさせゅ, けしゃっく くっゅけ, 
くっ きけあっ ょぇ けこさっょっかう こけ-ょけ
ぉさっ おけっ ょっすっ っ ぉうかけ こけしかせて
くけ う おけっ くっ. ╃けおぇすけ けすきはすぇ 
つっゃさなしすけ いぇょぇつうすっ, いぇゅかっあょぇ 
]くっあぇくおぇ う けすさはいゃぇ おけかっょ
くうは ぉけくせし くぇ ょあせょあっすぇすぇ, 
しっ いぇきうしかは いぇゅさうあっくけ おけかおけ 
かぇきこうつおう しぇ ゃおかのつっくう ゃ きけ
きっくすぇ ゃ ょけきぇ きせ くぇ ょくっゃくぇ, 
ゃきっしすけ くぇ くけとくぇ すぇさうそぇ.

╁けょけかっはす しっ っ けすょぇか くぇ 
こうしぇくっ くぇ おくうゅぇ いぇ おけかっょ
くうすっ けぉうつぇう こけ ちっかうは しゃはす, 
しかっょ おけっすけ しう いぇょぇゃぇ ゃなこさけ
しぇ くせあくぇ かう っ ういけぉとけ ╉けかっょぇ 
う おぇおゃけ かう こさぇゃはす ゃ ┿そさうおぇ 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ くぇ ゅけょうくぇすぇ. 
]かっょ おけっすけ けしすぇゃは こさなしくぇ
すう かうしすぇすぇ しう し こうしぇくうは こけ 
いっきはすぇ う けすうゃぇ ょぇ こけきぇゅぇ いぇ 
しくっあくうは つけゃっお くぇ ╀かういくぇおぇ.

[うぉぇすぇ しっ しなぉせあょぇ しかっょ 
ょなかゅぇ ょさはきおぇ し つせゃしすゃけ くぇ 
かっおぇ こさぇいくうつくぇ ょっこさっしうは, 
いぇきうしかは しっ けす おなょっ うょゃぇ すけゃぇ 
せしっとぇくっ, こけしかっ さってぇゃぇ, つっ 
くはきぇ いくぇつっくうっ, ゃぇあくけすけ っ ょぇ 
きせ しっ くぇしかぇあょぇゃぇ こけ-ょなかゅけ. 
]かっょ おけっすけ ぉぇゃくけ しっ けすこさぇゃは 
おなき けしすぇくぇかうすっ いけょうう けおけかけ 
きぇしぇすぇ, おぇすけ こなすぬけき しなぉうさぇ 
こうしぇくうはすぇ くぇ ╁けょけかっは, いぇつう
すぇ ゅう う しう けしすぇゃぇ ゃ すはた.

╀っか. さっょ.
╀っい いくぇつっくうっ おぇおゃぇ いけょうは 

しすっ, こけあっかぇゃぇきっ ゃう きくけゅけ 
ゃっしっかう, けすこせしおぇとう う しすけこかは
とう しなさちっすけ きけきっくすう し こさう
はすっかう う さけょくうくう くっ しぇきけ こけ 
╉けかっょぇ う ′けゃぇ ゅけょうくぇ, ぇ こけ
しすけはくくけ.  

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

びëÜÖó¡í

¨す 15 ょっおっきゃさう 2014 ゅ. ゃ けそうしうすっ 
くぇ „╀なかゅぇさしおう こけとう” ╄┿╃ ゃ ちはかぇ

すぇ しすさぇくぇ しすぇさすうさぇ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ ゃう
くっすくう しすうおっさう いぇ 2015 ゅけょうくぇ. 
╁ういうはすぇ くぇ しすうおっさうすっ っ こさけきっくっくぇ, 

くけ ちっくうすっ けしすぇゃぇす しなとうすっ. ╂けょうてくぇ
すぇ ゃうくっすおぇ っ くぇ しすけえくけしす 67 かっゃぇ, きっ
しっつくぇすぇ – 25 かっゃぇ, ぇ しっょきうつくぇすぇ – 10 
かっゃぇ. ╁うくっすおう とっ きけゅぇす ょぇ しっ おせこせゃぇす 
う こけ ゃさっきっ くぇ おけかっょくうすっ う くけゃけゅけょうて
くうすっ こさぇいくうちう ゃ ょっあせさくうすっ こけとっくしおう 
しすぇくちうう.

′けゃ ょうさっおすけさ うきぇ ¨ぉかぇしすくけすけ こなすくけ せこさぇ
ゃかっくうっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ]なし いぇこけゃっょ くぇ ょう

さっおすけさぇ くぇ ┿ゅっくちうは „‶なすくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ” けす 
8-きう ょっおっきゃさう っ けしゃけぉけょっく ょけしっゅぇてくうはす くぇつぇか
くうお くぇ ¨ぉかぇしすくけすけ こなすくけ せこさぇゃかっくうっ ╋ったきっょ 
¨しきぇく. ′ぇ くっゅけゃけすけ きはしすけ っ くぇいくぇつっく ╇かうは ╆かぇ
すっゃ. ╆かぇすっゃ っ ぉうゃて いぇきっしすくうお-おきっす くぇ けぉとうくぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ゃ きぇくょぇすぇ くぇ ょ-さ ╄ゃゅっくうえ ╅っかっゃ. 
╆かぇすっゃ っ つかっく くぇ けぉとうくしおぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ┿╀╁ 
ゃ けぉかぇしすくうは ゅさぇょ.

′けゃけ しこけさすくけ うゅさうとっ うきぇす ゃっつっ きかぇ
ょっあうすっ けす しっかけ ╉なくつっゃけ. ╇ゅさうとっすけ 

っ こけしすさけっくけ しなし しさっょしすゃぇ けす けぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお う おきっすしすゃけすけ くぇ ╉なくつっゃけ, おぇおすけ 
う し ょけぉさけゃけかくうは すさせょ くぇ きかぇょうすっ たけさぇ 
ゃ しっかけすけ.

╀かういけ 47 たうかはょう かっゃぇ しっ けつぇおゃぇす ゃ けぉとうくしおうは ぉのょあっす ょけゅけょうくぇ けす くぇ
っきう くぇ ゃしうつおう 227 けぉとうくしおう あうかうとぇ. ¨ぉとけ 35 くけゃう けぉっおすぇ こけょ くぇっき 

ゃないくぇきっさはゃぇ ょぇ こさっょかけあう こさっい 2015 ゅ. ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ̈ つぇおゃぇくうすっ こさう
たけょう けす すはた ゃ きっしすくぇすぇ たぇいくぇ しぇ いぇ 32 たうか. かゃ. いぇ ゅけょうくぇすぇ. 180 たうか. かゃ. こなお 
とっ こさうぉっさっ たぇいくぇすぇ けす ゃっつっ ょけゅけゃけさっくう けぉっおすう こけょ くぇっき. ¨おけかけ 8 たうか. かゃ. 
けぉと こさうたけょ けつぇおゃぇ ̈ ぉとうくぇすぇ けす くぇっき くぇ くうゃう, おけうすけ いぇ こさなゃ こなす とっ こせしくっ 
ょけゅけょうくぇ, ぇ けす ゃっつっ ょけゅけゃけさっくう くぇっきう いぇ いっきっょっかしおう いっきう こさうたけょうすっ とっ 
しぇ 36 000 かゃ.
╃させゅう 73 たうか. かっゃぇ ょけこなかくうすっかくけ こけこなかくっくうっ ゃ ぉのょあっすぇ いぇ 2015 ゅ.  ゃない

くぇきっさはゃぇ ょぇ けしうゅせさう ̈ ぉとうくぇすぇ けす くぇっきう くぇ けぉとうくしおう けぉっおすう, おけうすけ ょけしっゅぇ 
くっ しぇ ぉうかう けすょぇゃぇくう, ぇ けす ゃっつっ けすょぇょっくう こけ しすぇさう ょけゅけゃけさう こさうたけょうすっ とっ 
しぇ ぉかういけ 220 たうか. かゃ. いぇ ゅけょうくぇすぇ.

‶さけょぇあぉう う さぇいこけさっあょぇ
くっ し けぉとうくしおう うきけすう う 

ょさせゅぇ けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす 
いぇ くぇょ 2 きかく. う 600 たうか. かっゃぇ 
こさっい 2015 ゅけょうくぇ けょけぉさう 
¨ぉとうくしおうはす しなゃっす. ╆ぇかけあっ
くうすっ いぇ ょけゅけょうくぇ こさうたけょう 
けす さぇいこけさっあょぇくっ し うきけすう しぇ 
し けおけかけ 200 たうか. かゃ. こけ-きぇか
おけ, けすおけかおけすけ ゃ すぇいゅけょうてくぇ
すぇ こさけゅさぇきぇ, つうはすけ さぇきおぇ っ  
ぉかういけ 2 きかく. う 800 たうか.かゃ.
╂けょうてくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ せこ

さぇゃかっくうっ う さぇいこけさっあょぇくっ 
し けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす とっ 
ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ ¨ぉとう
くぇすぇ ょぇ こさけょぇゃぇ う けすょぇゃぇ こけょ くぇっき ぇおすうゃう こさっい 2015 ゅ.
‶さうたけょうすっ けす こさけょぇあぉう くぇ いっきう しぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ いぇかけあっくけ こっさけ, けつぇおゃぇ しっ 

すっ ょぇ ぉなょぇす 1,2 きかく. かっゃぇ こさっい 2015 ゅけょうくぇ. ╃させゅう 724 たうか. かゃ. こかぇくうさぇ ¨ぉ
とうくぇすぇ ょぇ ゃいっきっ けす こさけょぇあぉう くぇ ょなかゅけすさぇえくう きぇすっさうぇかくう ぇおすうゃう. ‶け ╆ぇおけくぇ 
いぇ こさうゃぇすういぇちうは しょっかおうすっ, こかぇくうさぇくう ゃ こさけゅさぇきぇすぇ, しぇ いぇ 558 たうか. かゃ.
¨す けすょぇゃぇくっ こけょ くぇっき くぇ しこけさすくう うきけすう ょけゅけょうくぇ しっ けつぇおゃぇす けぉとけ 4 800 かゃ. 

こさうたけょう.
》さけくうおぇすぇ こけょゅけすゃう ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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‶けしかっょくうすっ しさっとう けす [っゅうけくぇかくけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか 
こさう ょっちぇすぇ う こけょゅけすゃうすっかくうすっ ゅさせこう しっ  うゅさぇたぇ こさっい こけ
つうゃくうすっ ょくう. 

╁ ╉ぇいぇくかなお しなしすぇゃうすっ くぇ „┿さしっくぇか” こけしさっとくぇたぇ ゃさなしすくうちうすっ 
しう けす „╀っさけっ”, おけうすけ しぇ かうょっさう ゃ おかぇしうさぇくっすけ くぇ ょゃっすっ ゃない
さぇしすう. ‶さう ょっちぇすぇ ぇさしっくぇかちう いぇゅせぉうたぇ けす ╀っさけっ し 0:1, ぇ こさう 
こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ こけぉっょぇ し 0:2 いぇこうしぇたぇ しすぇさけいぇゅけさちう.  ╁なこさっおう 
ょゃっすっ いぇゅせぉう, ょけきぇおうくうすっ こけおぇいぇたぇ, つっ こさっい すけいう しっいけく うきぇす 
しっさうけいくけ ういさぇしすゃぇくっ う しぇ ょけしすけえくう おけくおせさっくすう くぇ くぇえ-ょけぉさうすっ 
ゃ さっゅうけくぇ. 〈ぇおぇ こさう ょっちぇすぇ „┿さしっくぇか” いぇこうしぇ 6 こけぉっょう う 4 いぇゅせ
ぉう う  っ しさっょ こなさゃうすっ けすぉけさう ゃ おかぇしうさぇくっすけ, ぇ こさう こけょゅけすゃうすっか
くぇすぇ ゅさせこぇ ぉぇかぇくしなす っ 3 こけぉっょう, 2 さぇゃっくしすゃぇ う 2 いぇゅせぉう, おけっすけ 
しなとけ こけしすぇゃは ぇさしっくぇかちう ゃ こなさゃぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ すぇぉかうちぇすぇ.

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

3 ょっおっきゃさう 2014 ゅ. – 15 はくせぇさう 2015 ゅ. - ╇╋ „╇しおさぇ“ - うい
かけあぉぇ „╇くしすさせきっくすうすっ - ょゃうゅぇすっか くぇ すったくけかけゅううすっ こさっい たうかは
ょけかっすうはすぇ“. ╄おしこけいうちうはすぇ ゃおかのつゃぇ ぇさたっけかけゅうつっしおう ぇさすっそぇおすう う 
さっおけくしすさせおちうう くぇ ょさっゃくう すったくけかけゅうつくう しなけさなあっくうは けす ゃさっきっすけ 
くぇ おなしくぇすぇ こさぇうしすけさうは う ぇくすうつくけしすすぇ, ちっかはとう ょぇ こさけしかっょはす せしな
ゃなさてっくしすゃぇくっすけ う そせくおちうけくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ けさなょうはすぇ こさっい 
たうかはょけかっすくぇすぇ うしすけさうは くぇ つけゃっておぇすぇ ちうゃうかういぇちうは.

き. ょっおっきゃさう 2014 ゅ. – 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは – ういかけあぉぇ-あう
ゃけこうし くぇ ╂っけさゅう ╀ぇっゃ 
6 ょっおっきゃさう  - 11.00 つ. - ╇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 し すっぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ” 
8 ょっおっきゃさう  – 17.00 つ. - こか. ]っゃすけこけかうし” – „╉けかっょぇ し こさうはすっ

かう” –しこっおすぇおなか いぇ いぇこぇかゃぇくっ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ おけかっょくぇ っかたぇ 
11 ょっおっきゃさう – 19.00 つ. - ╁けっくっく おかせぉ – „‶けょ けおけ” – こさっきうっさぇ 

くぇ すっぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ” 
12 ょっおっきゃさう - 18.00 つ. - ╇くそけちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” 4 -  „╉けかっ

ょっく いゃなく”- おけくちっさす くぇ ]きっしっく おぇきっさっく たけさ „]っゃすけこけかうし” こさう ′』 
„╁ないさけょっくぇ うしおさぇ” 
13 ょっおっきゃさう - 17.30 つ. - ╇くそけちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” 4 -  „╁なか

てっぉっく いゃなく”- おけかっょくぇ こさけょせおちうは くぇ ておけかぇすぇ いぇ いぇぉぇゃくぇ こっしっく 
こさう ′』 „╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ” 
13 ょっおっきゃさう - 18.00 つ. – ╁けっくっく おかせぉ - ╉けかっょっく おけくちっさす くぇ 

ゅさせこぇ „╄たけ” う こさうはすっかう 
15 - 21 ょっおっきゃさう - こか. „]っゃすけこけかうし” - ¨すおさうすぇ しちっくぇ – ういはゃう 

くぇ つうすぇかうとくう そけさきぇちうう けす けぉとうくぇすぇ 
15 ょっおっきゃさう - 18.00 つ. – ╁けっくっく おかせぉ- ╉けかっょっく おけくちっさす いぇ 

ょっちぇすぇ くぇ ゃけっくくけしかせあぇとうすっ 
18 ょっおっきゃさう - 18.00 つ. – ╁けっくっく おかせぉ –╉けかっょっく おけくちっさす くぇ 

すゃけさつっしおうすっ おけかっおすうゃう こさう ′』 „╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ”

ごゐばぷぎゑ: “╊[』》╊『【¨ ′╅ [╅′╅〉]ぇ[“ ぅ╊ 
》『《╉ぇ]╋╅╇╅【 ╉╅ 》《╉[『╊》っ【 [〈╊【╅

[〈╊【ぇ【: 『╅╆《【¨〈 ′╅ 』╅〈《ぁ】╇』【╇¨╊【《 〉╅ [╅′╅〉]ぇ[ 

╀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. ╁っつっ すさっすう ぉさけえ 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:

]すっそぇく [ぇつっゃ
╂っけさゅうっゃ

╂けょうくう:

10

〉つうかうとっ:

¨〉 “′うおけかぇ 
╁ぇこちぇさけゃ”

¨す おけかおけ ゃさっきっ 
うゅさぇって ゃ „┿さしっ
くぇか“?:

¨す かはすけすけ くぇ 
2014

╉ぇすけ おぇおなゃ?:

╃はしくけ おさうかけ

╊のぉうき うゅさぇつ, 
かのぉうき けすぉけさ?

╋っしう う 』っかしう

╉ぇおなゃ うしおぇて 
ょぇ しすぇくって?

《せすぉけかうしす

びëÜÖó¡í

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

„′ぇきっさうたきっ しう ╉きっすぇ!“. 〈けゃぇ ぉっ かぇおけくうつくぇすぇ けちっくおぇ くぇ さなおけゃけょうすっかは 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“ こさっょ  しなぉさぇかうすっ しっ 
おぇいぇくかなつぇくう こけ ゃさっきっ くぇ こせぉかうつくうは けすつっす  いぇ すさうゅけょうてくけすけ せこさぇゃかっくうっ くぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う くっえくうは っおうこ. ‶せぉかうつくけすけ けすつうすぇくっ 
くぇ ょっえくけしすすぇ, ういゃなさてっくぇ ゃ すさっすぇすぇ ゅけょうくぇ けす おきっすしおうは きぇくょぇす, しっ こさけゃっょっ くぇ 21-ゃう くけっきゃさう ゃ いぇかぇすぇ くぇ „╇しおさぇ“ 4. ‶け ゃさっきっ くぇ 
こさっょしすぇゃはくっすけ おきっすなす ]すけはくけゃぇ こけょさけぉくけ, ゃ きせかすうきっょうえくぇ こさっいっくすぇちうは, しっ しこさは くぇ すさっすぇすぇ ゅけょうくぇ けす しゃけは きぇくょぇす.
„′うっ けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ こけょおさっこはきっ う とっ こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ こけょおさっこはきっ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお“, おぇいぇ さなおけゃけょうすっかはす くぇ ゅさせ-

こぇすぇ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす う ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ こけ ゃさっきっ くぇ こせぉかうつくけすけ こさっょしすぇゃはくっ. „╊うつくけ 
しなき しゃうょっすっか くぇ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ おきっすなす ゅ-あぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ しっ ぉけさう いぇ けすしすけはゃぇくっ くぇ うくすっさっしうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっょ ょなさあぇゃくうすっ 
うくしすうすせちうう, ゃおかのつうすっかくけ – ちっくすさぇかくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは う きうくうしすっさしすゃぇすぇ, こさう すけゃぇ – すは ゅけ こさぇゃう ういおかのつうすっかくけ ぇさゅせきっくすうさぇくけ 
う せしこってくけ, おぇいぇ けとっ ╇ぉせてっゃ こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ. ]こけさっょ さなおけゃけょうすっかは くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
おきっすなす さぇぉけすう ういちはかけ ゃ うくすっさっし くぇ ゅさぇあょぇくうすっ: “[ぇょゃぇき しっ, つっ くっ こけょゃっあょぇすっ たうかはょうすっ おぇいぇくかなつぇくう, おけうすけ ╁う こけょおさっこうたぇ, さぇょゃぇき 
しっ, つっ おけゅぇすけ くぇてう ゅけしすう うょゃぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお, すっ しこけょっかはす, つっ くぇてうはす ゅさぇょ しすぇゃぇ ゃしっ こけ-たせぉぇゃ“, けぉなさくぇ しっ ╇ぉせてっゃ おなき ]すけはくけゃぇ. „╆くぇ-
っき ゃっつくぇすぇ くっせょけゃかっすゃけさっくけしす けす こけしすうゅくぇすけすけ, くけ っ さっょくけ ょぇ けしすぇゃうき つっさくけゅかっょしすゃけすけ くぇしすさぇくぇ, ょけしすぇすなつくけ っ ょぇ ういかっいっき くぇゃなく 

う ょぇ ゃうょうき おぇおゃけ っ くぇこさぇゃっくけ“, おけきっくすうさぇ けとっ さなおけゃけょうすっかはす くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ さっいせかすぇすうすっ けす すさうゅけょうてくけすけ せこさぇゃかっくうっ くぇ っおうこぇ くぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. „′うっ しきっ し ╁ぇし う とっ ╁う こけょおさっこはきっ, さぇょゃぇきっ しっ いぇ こさういくぇくうっすけ, おけっすけ こけかせつうたすっ し けすかうつうっすけ „』けゃっお くぇ 21-ゃう ゃっお“, おぇいぇ けとっ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
おけえすけ けすつっすっ おぇすけ こけかいぇ いぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ ういぉけさぇ くぇ こなさゃぇすぇ あっくぇ-おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお.
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ょけおぇいぇたぇ, つっ きなょさけしすすぇ う さぇいせきなす しぇ けしくけゃぇすぇ くぇ けくぇいう かうくうは くぇ こけゃっょっくうっ, おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ しかっょゃぇ ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす“, けすゅけ-

ゃけさう くぇ ょせきうすっ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ,  おけはすけ こさういくぇ, つっ ぉっいさっいっさゃくぇすぇ こけょおさっこぇ, おけはすけ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ょぇゃぇす くぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ, っ ういおかのつうすっかくけ こけかっいくぇ う ちっくくぇ いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ きっしすくぇすぇ けぉとくけしす.

『っかうはす さなおけゃけょっく っおうこ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお せつぇしすゃぇ ゃ こせぉ-
かうつくけすけ けすつうすぇくっ くぇ すさっすぇすぇ ゅけょうくぇ けす きぇくょぇすぇ くぇ おきっすぇ ╂ぇ-
かうくぇ ]すけはくけゃぇ. ′ぇ しさっとぇすぇ ゃっつっさすぇ ゃ ╃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 ょけえょけたぇ ゅさぇあょぇくう, けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, きっしすくう 
さなおけゃけょうすっかう くぇ こけかうすうつっしおう こぇさすうう, きっょうう. 
╃っくはす 21-ゃう くけっきゃさう ゃっつっ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ, くぇさけつっく いぇ ょっく 

くぇ ̈ すつっすぇ, くっ っ しかせつぇえくけ ういぉさぇく, こけょつっさすぇ ]すけはくけゃぇ こさっょ たけ-
さぇすぇ. „′うっ ゃ けぉとうくぇすぇ しきっ っょくけ しっきっえしすゃけ“, ぉってっ くっえくけすけ 
けぉはしくっくうっ いぇ ういぉけさぇ くぇ ょぇすぇすぇ. ╃っこせすぇすなす けす ╂╄[╀ ′っくけ ╁かぇえ-
おけゃ う おきっすなす くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╅うゃおけ 〈けょけさけゃ かうつくけ こけいょさぇゃう-
たぇ ]すけはくけゃぇ いぇ さっいせかすぇすうすっ けす さぇぉけすぇすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ けす 2011-
すぇ ょけ しっゅぇ. ]かっょ こけゃっつっ けす つぇし こさっいっくすぇちうは, し おけはすけ おきっすなす ゃ 

2014-すぇ: 

╆ぇゃなさてっくう こさけっおすう し ゃなくてくけ そうくぇくしうさぇくっ
- ‶ぇさおけゃっすっ „[けいぇさうせき“ う „〈のかぉっすけ“
- [っおけくしすさせおちうは くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ
- ]すさけうすっかしすゃけ くぇ 3 くけゃう ちっくすなさぇ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ けす しっきっっく すうこ
- ]すさけうすっかしすゃけ くぇ っょくけ いぇとうすっくけ あうかうとっ
- [っおけくしすさせおちうは くぇ ╋かぇょっあおう ょけき
- ¨ぉくけゃっくぇ しゅさぇょぇ くぇ ‶けあぇさくぇすぇ
- 『はかけしすくけ しぇくうさぇくっ くぇ 2 ょっすしおう ゅさぇょうくう
- ¨そけさきかっくうっ う けぉくけゃはゃぇくっ くぇ 4 くけゃう きっあょせぉかけおけゃう ゅさぇょうくおう
- ╇いゅけすゃはくっ くぇ こさけっおすう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こさっょ ╄] ゃ くけゃうは こさけゅさぇきっく 

こっさうけょ. ‶さけっおすうすっ ぉうたぇ きけゅかう, ぇおけ ぉなょぇす けょけぉさっくう, ょぇ ょけくっしぇす こさうたけょう 
けす 500 たうか. かゃ.
- 19 くけゃけぇしそぇかすうさぇくう う さっきけくすうさぇくう せかうちう いぇ けぉとけ 803 たうか. かっゃぇ
-  ′けゃぇ さうすせぇかくぇ いぇかぇ いぇ しゃぇすぉう う さぇょけしすくう さうすせぇかう いぇ 29 819 かゃ.

¨ょけぉさっくう こさけっおすう ゃ けつぇおゃぇくっ くぇ ょけゅけゃけさ

- 〉つうかうとっすけ ゃ ¨ゃけとくうお – こさけっおす いぇ っそっおすうゃくけ せつっくっ – 10 たうか. かゃ.
- ╉ぇくぇかういぇちうは くぇ ╉さなく – 15 きかく. 660 たうか. かゃ.
- ╄くっさゅうえくぇ っそっおすうゃくけしす  –  ╃っすしおぇ きかっつくぇ おせたくは – 263 たうか. 349 かゃ.
- „╆っかっくぇ う ょけしすなこくぇ ゅさぇょしおぇ しさっょぇ“  - 2 きかく. 248 たうか. かゃ.

‶さうおかのつっくう う けすつっすっくう せしこってくけ こさけっおすう

- ╄くっさゅうえくぇ っそっおすうゃくけしす ゃ ╋╀┿╊ „╃-さ 》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう“ – 3 きかく. 
354 たうか. 584 かゃ.
- [っおけくしすさせおちうは う けぉけさせょゃぇくっ くぇ ╋╀┿╊ – 3 きかく.791 たうか. 817 かゃ.
- ‶さけっおす いぇ うくすっゅさうさぇくっ くぇ きぇかちうくしすゃぇすぇ ゃ せつうかうとっ – 150 たうか. 125 

かゃ.
- ‶さけっおす いぇ こけきけと おなき けぉせつっくうっすけ くぇ ょっちぇ しなし しこっちうぇかくう こけすさっぉくけ-

しすう – 364 たうか. 366 かゃ.
- ‶さけっおす いぇ ういさぇぉけすゃぇくっ きっすけょうおぇ いぇ ぇくぇかうい くぇ きっしすくうすっ こけかうすうおう – 

75 たうか.038 かゃ.
- [っきけくす くぇ せつうかうとっすけ ゃ ╉けこさうくおぇ こけ „╉さぇしうゃぇ ╀なかゅぇさうは” – 179 たうか.  

779 かゃ.
- ╇いゅけすゃはくっ くぇ ╇くすっゅさうさぇく こかぇく いぇ ゅさぇょしおけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ う さぇいゃう-

すうっ – 497 たうか. かゃ.
- ╄ゃさけこっえしおう ちっくすなさ いぇ ぉっいういおけこくう すったくけかけゅうう, しなゃっきしすくけ し つぇしすくぇ 

そうさきぇ
- ]けちうぇかっく こさけっおす „‶けきけと ゃ ょけきぇ“ – 225 たうか. 180 かゃ. いぇ ょけきぇてくう 

こけきけとくうちう
- ¨ぉとっしすゃっくう すさぇこっいぇさうう - 7 480 かゃ.

‶さけっおすう ゃ こさけちっし くぇ ういこなかくっくうっ

- ╃けしすなこ ょけ ╋せいっえ „╇しおさぇ“ くぇ たけさぇ し せゃさっあょぇくうは – 27 たうか. 189 かゃ.
- 5 こさけっおすぇ けす ‶〉╃¨¨] いぇ つうしすぇ けおけかくぇ しさっょぇ ゃ ╉さなく, 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ, 

╀せいけゃゅさぇょ う 【っえくけゃけ
- ‶さけっおす いぇ ╋かぇょっあおう ょけき けす „╉さぇしうゃぇ ╀なかゅぇさうは“ 
- ¨ぉさぇいけゃぇすっかっく こさけっおす こけ „╉けきっくしおう“ いぇ せすゃなさあょぇゃぇくっ くぇ くぇちうけくぇかくぇ-

すぇ う っゃさけこっえしおぇ うょっくすうつくけしす, しなゃきっしすくけ し ╉けてはくつうく, ‶けかてぇ
- 〈ったくうつっしおぇ こけきけと いぇ くけゃうは こさけゅさぇきっく こっさうけょ – 549 たうか. 460 かゃ. いぇ 

さぇいさぇぉけすゃぇくっ くぇ くけゃう こさけっおすう, つさっい おけうすけ ょぇ しっ おぇくょうょぇすしすゃぇ こさっょ  ¨‶ 
„[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ“ くぇ ╄] いぇ さっぇかういぇちうは くぇ ╇くすっゅさうさぇくうは ‶かぇく いぇ 
ゅさぇょしおけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ う さぇいゃうすうっ
- [っおけくしすさせおちうは くぇ はいけゃうさ ]うくはすぇ さっおぇ – 361 たうか. 777 かゃ.
- [っおけくしすさせおちうは „[けいぇさうせき“ う „〈のかぉっすけ“  し ゃっかけぇかっう – 4 きかく. 870 たうか. 

040 かゃ.
- 3 ちっくすなさぇ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ けす しっきっっく すうこ う 1 いぇとうすっくけ あうかうとっ – 2 きかく. 

379 たうか. かゃ.
- „╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ う すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ“ – ゃ こけょおさっこぇ くぇ うおけくけきうおうすっ 

くぇ けぉとうくうすっ ╉ぇいぇくかなお, ‶ぇゃっか ぉぇくは, ╉ぇさかけゃけ ,]けこけす う ╋なゅかうあ -  489 たうか. 
160 かゃ.
- ╁けょっく こさけっおす, ╄すぇこ 2: さっおけくしすさせおちうは う きけょっさくういぇちうは くぇ こさっつうしすゃぇ-

すっかくぇすぇ しすぇくちうは – 1 きかく. 387 たうか. 365 かゃ.
- 5 きかく. 277 たうか. 734 かゃ. うくゃっしすうちうう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけ ういゅさぇあょぇくっ 

くぇ ‶さっすけゃぇさくぇ しすぇくちうは おさぇえ 』っさゅぇくけゃけ, おけはすけ とっ けぉさぇぉけすゃぇ けすこぇょなちう いぇ 
[っゅうけくぇかくけすけ ょっこけ  おさぇえ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おなょっすけ とっ しっ しおかぇょうさぇ ぉけおかせおなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇっょくけ し ょさせゅう 10 けぉとうくう
- ‶さけっおすう  いぇ かうつくう ぇしうしすっくすう う ょけきぇてくう こけきけとくうちう くぇ たけさぇ し せゃさっあ-

ょぇくうは
- ‶さけっおす いぇ こさうっきくう しっきっえしすゃぇ
- ‶けょおさっこぇ くぇ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ ¨ぉと せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお – 142 

たうか. 650 かゃ.     

｠╅『【¨╊〉¨【╊ ╆《]〉¨ぁ〉¨...
╃けすけゅぇゃぇ ゃ ′¨╇ とっ きけゅぇす ょぇ しっ こさっょしすぇゃはす ゃすけさうはす っおいっきこかはさ くぇ ういょぇょっくう しぇきけ くぇ 

たぇさすうは ぉけかくうつくう かうしすけゃっ うかう くぇ っかっおすさけくっく くけしうすっか くぇ ういょぇょっくう, くけ くっういこさぇすっくう 
こけ っかっおすさけくっく こなす, ぉけかくうつくう かうしすけゃっ. 
╁すけさうはす っすぇこ けす っかっおすさけくういうさぇくっすけ くぇ こさけちっしぇ すさはぉゃぇ ょぇ いぇゃなさてう ょけ おさぇは くぇ 2015-

すぇ. 
〈ぇおぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ とっ きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす ょぇくくうすっ う ょけおせきっくすうすっ こけ っかっおすさけくっく 

こなす.
¨す くぇつぇかけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ けさゅぇくうすっ くぇ きっょうちうくしおぇすぇ っおしこっさすういぇ /かっおぇさう, 

╊╉╉, 〈╄╊╉ う ′╄╊╉/ とっ こさっょしすぇゃはす ょぇくくうすっ けす ぉけかくうつくうすっ かうしすけゃっ う さってっくうはすぇ こけ 
けぉあぇかゃぇくっすけ うき こけ っかっおすさけくっく こなす ゃ ╄かっおすさけくっく さっゅうしすなさ くぇ ぉけかくうつくうすっ かうしすけゃっ, 
こけょょなさあぇく けす ′¨╇.
╆ぇ すぇいう ちっか っ さぇいさぇぉけすっくぇ う こさうっすぇ くけゃぇ くぇさっょぉぇ くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす う しぇ くぇ

こさぇゃっくう ういきっくっくうは ゃ ょっえしすゃぇとう くけさきぇすうゃくう ぇおすけゃっ, しなけぉとぇゃぇす けす ′¨╇. ╄かっおすさけく
くうはす けぉきっく くぇ ょぇくくう とっ しっ ういゃなさてゃぇ つさっい さぇいさぇぉけすっく う こさっょけしすぇゃっく けす ′¨╇ ぉっいこかぇ
すっく しけそすせっさ うかう つさっい しこっちうぇかういうさぇくうは しけそすせっさ, こけかいゃぇく けす かっおぇさうすっ, しなけぉさぇいっく し 
せすゃなさょっくうすっ う こせぉかうおせゃぇくう ういうしおゃぇくうは くぇ ′¨╇. 
¨す 1 ょっおっきゃさう 2014 ゅ. ぉけかくうつくうすっ いぇゃっょっくうは ぉう しかっょゃぇかけ  ょぇ くっ こけかせつぇゃぇす う ょぇ くっ 

けすつうすぇす ゃ ′¨╇ ぉかぇくおう くぇ ぉけかくうつくう かうしすけゃっ. 
╄かっおすさけくくけすけ うき ういょぇゃぇくっ とっ しっ ういゃなさてゃぇ し こさっょゃぇさうすっかくけ こけかせつっくう けす ′¨╇ せくう

おぇかくう くけきっさぇ くぇ ぉけかくうつくう かうしすけゃっ. Tっ とっ しっ こけかせつぇゃぇす けす かっつっぉくうすっ いぇゃっょっくうは, いぇ 
おけっすけ くっ しっ ういうしおゃぇ こさっさっゅうしすさぇちうは, ぇおけ ゃっつっ しぇ さっゅうしすさうさぇくう ゃ ′¨╇. 
¨す ′¨╇ けすぉっかはいゃぇす, つっ し ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ っかっおすさけくくうは さっゅうしすなさ /こさう かっおぇさう, さぇ

ぉけすけょぇすっかう う ′¨╇/ こさけちっしなす こけ ういこかぇとぇくっ くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ とっ ぉなょっ けこさけしすっく, ぇ 
しさけおなす いぇ ういこかぇとぇくっすけ うき いくぇつうすっかくけ しなおさぇすっく.

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

‶さっょしすぇゃうすっかはす くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, うおけくけきうしすなす 
╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ, ぉっ ういぉさぇく いぇ いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっか くぇ きっしすくうは こぇさかぇきっくす. 

〈けえ こけっきぇ こけしすぇ けす ′っくけ ╁かぇえおけゃ, おけえすけ けす けおすけきゃさう っ くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか ゃ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╂╄[╀.

] 14 きっょぇかぇ  „╀ぇとぇ きっつすぇ!” しっ しょけぉうたぇ 14 
ょけぉさう すぇすおけゃちう けす けぉとうくぇすぇ. 〈けゃぇ しすぇくぇ 

ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ しなこさうつぇしすうっすけ くぇ 『っくすなさぇ 
いぇ けぉとっしすゃっくぇ こけょおさっこぇ /『¨‶/ ゃ ゅさ. ╉ぇいぇく
かなお おなき ′ぇちうけくぇかくぇすぇ „Man-Care“ (http://
mencare.bg). „╃ぇ ぉなょって ぉぇとぇ” っ くぇちうけくぇか
くぇ おぇきこぇくうは, ちっかはとぇ ょぇ そけおせしうさぇ ゃくうきぇ
くうっすけ くぇ けぉとっしすゃけすけ ゃなさたせ いくぇつうきけしすすぇ くぇ 
ぉぇとうくぇすぇ さけかは いぇ こなかくけちっくくけすけ さぇいゃうすうっ 
くぇ ょっすっすけ. ╁ うくうちうぇすうゃうすっ, こけょっすう けす 『¨‶ ゃ 
けぉとうくぇすぇ, しっ ゃおかのつうたぇ けぉとけ 74 ょっちぇ, おけう
すけ こうしぇたぇ っしっすぇ, さうしせゃぇたぇ う すゃけさうたぇ くぇ すっきぇ 
„╋けはす ぉぇとぇ”.  

‶けしすけはくっく こさうっきっく ょっく とっ うきぇ  おぇいぇくかなておうはす 
くぇさけょっく  こさっょしすぇゃうすっか けす ‶‶ ╂╄[╀ ゃ 43-すけ ′ぇ

さけょくけ しなぉさぇくうっ ′っくけ ╁かぇえおけゃ. 
‶さうっきくけすけ きせ ゃさっきっ とっ ぉなょっ ゃしっおう こけくっょっかくうお 

けす 09:00 ょけ 11:00 つぇしぇ ゃ けそうしぇ くぇ ╂╄[╀ くぇ せか. 
„╉かうきっくす ¨たさうょしおう“ わ1 ゃ  ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇこうしゃぇくうは 
ゅさぇあょぇくうすっ きけゅぇす ょぇ くぇこさぇゃはす くぇ すっか. 0885 023 
905

‶さけっおす くぇ しすけえくけしす いぇ ぉかういけ 6,5 きかく. 
かっゃぇ しすぇさすうさぇ ゃ けぉとうくぇ ╋なゅかうあ.  

〈けえ っ いぇ さったぇぉうかうすぇちうは くぇ すったくうつっしおぇすぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇ くぇ けぉとうくぇすぇ. ╁ さぇきおうすっ 
くぇ こさけっおすぇ こさっょしすけう ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃ 
う さったぇぉうかうすぇちうは くぇ しなとっしすゃせゃぇとうは ゃけ
ょけこさけゃけょ ゃ 〈せかけゃけ, おぇおすけ う さっおけくしすさせお
ちうは くぇ けぉとうくしおうは こなす し. [ぇょせくちう – あ. こ. 
ゅぇさぇ [ぇょせくちう.

] さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす - ╉ぇいぇくかなお けす 
くけゃぇ ゅけょうくぇ しっ そうおしうさぇす きうくうきぇかくう う きぇお

しうきぇかくう ちっくう くぇ おうかけきっすなさ いぇ すぇおしうきっすさけゃうすっ 
こさっゃけいう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ. ╇いうしおゃぇ
くっすけ いぇ すぇおうゃぇ ちっくう っ くぇ ぉぇいぇ さぇいこけさっょぉう う こさけ
きっくう ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ ぇゃすけぉせしくうすっ  こさっゃけいう くぇ こなす
くうちう, ゃ しうかぇ けす きっしっち のくう すぇいう ゅけょうくぇ. ]なゅかぇしくけ 
こさうっすけすけ さってっくうっ けす こけしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ 
]なゃっすぇ, ょくっゃくぇすぇ すぇさうそぇ いぇ おうかけきっすなさ, おけはすけ 
とっ うきぇす こさぇゃけ ょぇ すぇおしせゃぇす すぇおしうきっすさけゃうすっ てけ
そぬけさう, とっ ぉなょっ きうくうきせき 80 しす., ぇ きぇおしうきせき - 90 
しす. いぇ おうかけきっすなさ. ′けとくぇすぇ しなけすゃっすくけ しすぇゃぇ: きう

こけょさけぉくけしすう ういかけあう ょっえくけしすすぇ 
くぇ しゃけはすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, しさっ-
とぇすぇ こさうおかのつう ぉっい ゃなこさけしう 
けす しすさぇくぇ くぇ こさうしなしすゃぇとうすっ.  
╆ぇ ょけてかうすっ いぇ こせぉかうつくけすけ けす-
つうすぇくっ ゅさぇあょぇくう, こけかうすうちう う 
あせさくぇかうしすう, ぉってっ こけょゅけすゃっくぇ 
う おくうあおぇ し すっおしすぇ う つうしかぇすぇ 
くぇ ¨すつっすぇ いぇ ういこなかくっくうっ くぇ 
‶さけゅさぇきぇすぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ すさっすぇすぇ 
ゅけょうくぇ けす きぇくょぇす  2011 – 2015.
]すけはくけゃぇ けすつっすっ こけしかっょけゃぇ-

すっかくけ ういこなかくっくうっ くぇ しゃけはすぇ 
こさけゅさぇきぇ, おけはすけ ゃ すさっすぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ さっぇかういうさぇ っょくう けす けし-
くけゃくうすっ しう ちっかう こけ かうくうは くぇ 
ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ, あういくっくぇすぇ 
しさっょぇ,  こなすくぇすぇ  う しけちうぇかくぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお う 
19-すっ くぇしっかっくう きっしすぇ. „〈さはぉゃぇ 
ょぇ こさういくぇっき, つっ くっ くう ょけしすうゅぇす 
そうくぇくしうすっ“, おぇいぇ けぉぇつっ こさっょ 
ゅさぇあょぇくうすっ おきっすなす ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ.〈は こけしけつう おぇすけ こさう-
つうくぇ いぇ すけゃぇ: “‶けしかっょしすゃうはすぇ 
けす ゅさってくう さってっくうは ゃ きうくぇかう 
きぇくょぇすう.“ ] すっいう こけしかっょしすゃうは 
¨ぉとうくぇすぇ こけょたけあょぇ さぇいせき-

くけ, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ しっ こさけょなか-
あう – けしゃっく ういこかぇとぇくっすけ くぇ 
しすぇさう いぇょなかあっくうは, う くけゃけすけ 
しすさけうすっかしすゃけ くぇ こけかっいくう いぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ けぉっおすう, おぇいぇ けとっ 
]すけはくけゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ しさっ-
とぇすぇ. ╉きっすなす ぇおちっくすうさぇ ゃなさ-
たせ こけょおさっこぇすぇ, おけはすけ ょぇゃぇす 
ゅさせこうすっ ゃ  ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお,  いぇ ゃしうつおう こけ-
かっいくう いぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇつう-
くぇくうは, こさっょこさうっすう けす ぇょきう-
くうしすさぇちうはすぇ う ぉかぇゅけょぇさう いぇ 
すぇいう こけょおさっこぇ. „╉ぇいぇくかなお しう 
ゃさなとぇ しぇきけつせゃしすゃうっすけ し こさう-
いくぇくうっすけ くぇ っゃさけこっえしおけすけ う 
しゃっすけゃくけ くうゃけ くぇ くぇてうは こさう-
さけょっく, うおけくけきうつっしおう, おせかすせさ-
くけ-うしすけさうつっしおう う つけゃっておう 
こけすっくちうぇか“, っ けちっくおぇすぇ くぇ 
おきっすぇ しかっょ すさう ゅけょうくう さぇぉけ-
すぇ くぇつっかけ くぇ きっしすくぇすぇ ぇょきう-
くうしすさぇちうは. ‶さっい すさうすっ ゅけょうくう 
けす 2011-すぇ ょけ しっゅぇ っおうこなす くぇ 
]すけはくけゃぇ さぇぉけすう こけ せゃっかうつぇ-
ゃぇくっ くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇすぇ 
おけきこっすっくすくけしす くぇ けぉとうくしおう-
すっ しかせあうすっかう つさっい けぉせつっくうは, 
さっぇかういうさぇくう しなし しさっょしゃぇ けす 

っゃさけこさけゅさぇきう. ] こぇさう けす ╄] 
っ さぇいさぇぉけすっくぇ きっすけょうおぇ いぇ 
すっおせとぇ こさけゃっさおぇ, おけくすさけか う 
けちっくおぇ くぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ 
おぇいぇくかなておうは ¨ぉとうくしおう こかぇく 
いぇ さぇいゃうすうっ 2014 - 2020. ╁しは-
おぇ けぉとうくぇ うきぇ すぇおなゃ こかぇく, 
おけえすけ しかっょゃぇ ょぇ しっ ういこなかくはゃぇ 
う すっおせとけ ょぇ しっ しかっょう すけゃぇ こけ 
けこさっょっかっくぇ きっすけょうおぇ. [ぇい-
さぇぉけすっくぇ し っゃさけしさっょしすゃぇ っ  
う しうしすっきぇ けす こけおぇいぇすっかう いぇ 
しすさぇすっゅうつっしおけ こかぇくうさぇくっ くぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉとうくぇすぇ. ╉ぇすけ 
ゅけかはきけ せかっしくっくうっ ゃ こけかうすう-
おぇすぇ くぇ こさけいさぇつくけしす ゃ けすくけ-
てっくうはすぇ し ゅさぇあょぇくうすっ おきっすなす 
けすつうすぇ ょっえしすゃぇとぇすぇ うくすっさくっす-
しすさぇくうちぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお, おけはすけ ょぇゃぇ っあっょくっゃくぇ 
うくそけさきぇちうは いぇ おけくおせさしう, さぇ-
ぉけすくう きっしすぇ, おぇきこぇくうう, っかっお-
すさけくくう しこさぇゃおう くぇ ょぇくなつくう-
すっ いぇょなかあっくうは, いぇこうしゃぇくっ いぇ 
こさうっきっく ょっく くぇ おきっすぇ, こけょぇ-
ゃぇくっ くぇ しうゅくぇかう, きくっくうは う 
こさっこけさなおう.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

くうきせき 90 しす. くぇ おき. う きぇおしうきせき 95 しす. くぇ おき. [ぇいさってうすっかくうすっ いぇ すぇおしうきっすさけゃうすっ せし
かせゅう けす くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ  とっ しぇ ゃぇかうょくう くっ 2, ぇ 3 ゅけょうくう, ぇ ぉさけはす さぇいさってっくう すぇおしうすぇ, 
おけうすけ うきぇす こさぇゃけ ょぇ ういゃなさてゃぇす すぇおうゃぇ せしかせゅう ゃ けぉとうくぇすぇ, っ さっゅかぇきっくすうさぇく くぇ くっ 
こけゃっつっ けす 240 おけかう. ╃け きけきっくすぇ すぇおしうきっすさけゃうすっ そうさきう うきぇたぇ っょくぇ すぇさうそぇ- ょくっゃくぇ 
75 しす. いぇ おうかけきっすなさ う くけとくぇ – 85 しす. いぇ おうかけきっすなさ. 
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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

40 たうかはょう すけきぇ しなたさぇくはゃぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ ぉうぉかうけすっおぇ, ゃ おけはすけ しっ 
くぇきうさぇす う ういょぇくうは  けすこさっょう こけゃっつっ けす 120  ゅけょうくう. ′はおけう けす おくうゅうすっ ゃなゃ そけくょぇ, 
けぉゅさうあゃぇく ょくっし けす ╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ, うきぇす こっつぇすう し くぇょこうし けとっ けす ゃさっきっすけ くぇ ╃なさ-
あぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ, こさっきっしすっくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 1924-すぇ.  „¨つっゃうょくけ, 
おくうゅうすっ しぇ ゃなさゃっかう し こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ こさけういゃけしすゃけすけ“, おぇいゃぇ ╆ぇさけゃぇ - こさけそっ-
しうけくぇかっく ぉうぉかうけすっおぇさ - う こけ けぉさぇいけゃぇくうっ, う こけ けこうす, う こけ ょせた. ¨ゅさけきくけすけ おけ-
かうつっしすゃけ おくうゅう すせお っ しなぉさぇくけ ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ ゅけかっきうは ゃないたけょ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ 
けす しさっょぇすぇ ょけ おさぇは くぇ きうくぇかうは ゃっつっ ゃっお. ╄ょうく こけょけぉぇゃぇとけ さっゃくうゃ, ゃ ょけぉさうは 
しきうしなか くぇ ょせきぇすぇ, ぉうぉかうけすっおぇさ – [ぇえくぇ ╉うさつっゃぇ, しこけさっょ ╇かうくぇ, うきぇ けしくけゃくぇすぇ 
いぇしかせゅぇ いぇ ぉけゅぇすしすゃけすけ くぇ すけゃぇ たさぇくうかうとっ. ′はきぇ はしくけすぇ, ゃ おけは ゅけょうくぇ すけつくけ っ 
しないょぇょっくぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ. ′け しっ いくぇっ, つっ うきっくくけ ╉うさつっゃぇ, こさっおぇさぇかぇ けぉとけ くぇょ 
30 ゅけょうくう すせお, うきぇ いぇしかせゅぇ いぇ すけゃぇ. ‶さっい 1987-きぇ すは こけしさっとぇ すせお う ╇かうくぇ ╆ぇ-
さけゃぇ. ╁ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ  すけゅぇゃぇ さぇぉけすはす けぉとけ 3-きぇ ょせてう. „] けしけぉっく 
さぇいきぇた つけゃっお..., けこうすっく,  こけいくぇゃぇてっ つうすぇすっかしおうすっ こさっょこけつうすぇくうは, こけょくけゃはゃぇ-
てっ そけくょぇ, ういゅけすゃはてっ ぉうぉかうけゅさぇそしおう しこさぇゃおう, こけょょなさあぇてっ しっ おぇさっ し ぇくけすぇちうう 
くぇ くけゃうすっ おくうゅう ゃ いぇゃけょしおうは ゃっしすくうお, ゃしうつおう は こけきくはす...“, し せゃぇあっくうっ, おぇすけ いぇ 
しないょぇすっか, ゅけゃけさう いぇ [ぇえくぇ ╉うさつっゃぇ, ょくってくうはす ぉうぉかうけすっおぇさ ╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ.

╃け 20 つうすぇすっかう ょくっゃくけ きう-
くぇゃぇす しっゅぇ こさっい ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ たせょけあっしすゃっくぇ ぉうぉかうけすっおぇ, 
おけはすけ さぇぉけすう けす 10 ょけ 14 つぇしぇ. 
„╁けょう しっ „たせょけあっしすゃっくぇ“, くけ 
ゃしなとくけしす, っ せくうゃっさしぇかくぇ, 
けぉとけょけしすなこくぇ, きぇしけゃぇ ぉうぉ-
かうけすっおぇ, ゃ おけはすけ うきぇ さぇいくけけ-
ぉさぇいくぇ おくうあくうくぇ“, けぉはしくはゃぇ 
╆ぇさけゃぇ. ]こけさっょ くっは, すけゃぇ っ 
っょくぇ けす きぇかおけすけ けしすぇくぇかう せ 

くぇし こけょけぉくう そうさきっくう ぉうぉ-
かうけすっおう う ╇かうくぇ くっ おさうっ さぇ-
ょけしすすぇ しう, つっ さなおけゃけょしすゃけすけ っ 
いぇこぇいうかけ ぉうぉかうけすっおぇすぇ, ょぇあっ 
ゃ すっあおうすっ ゅけょうくう くぇ ぉっいこぇさう-
つうっ. ′っとけ こけゃっつっ – そけくょなす しっ 
けぉくけゃはゃぇ. ╀かういけ 80-100 くけゃう 
ういょぇくうは  しっ さっゅうしすさうさぇす すせお 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. ╆ぇとけすけ ╆ぇさけゃぇ 
いくぇっ, つっ くっ しっ かう こけょょなさあぇ, 
くはきぇ かう くうゃけ, っょくぇ ぉうぉかうけ-
すっおぇ くっ っ こなかくけちっくくぇ いぇ つう-
すぇすっかうすっ しう. ╆ぇすけゃぇ „┿さしっくぇか“ 
こさうすっあぇゃぇ う くけゃけすけ ゅけかはきけ, 
ちっくくけ う しおなこけ ういょぇくうっ  くぇ 
╄くちうおかけこっょうは „╀なかゅぇさうは“, 
きぇさおぇ いぇ ゃしはおぇ ょけぉさぇ さけょくぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ. ¨すくけてっくうっすけ くぇ 
ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ おなき おくうゅぇすぇ 
しなし しうゅせさくけしす こけきぇゅぇ いぇ けぉけ-
ゅぇすはゃぇくっすけ くぇ そけくょぇ, しこけょっかは 
╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ. 
‶さっょう 25 ゅけょうくう しっ おせこせゃぇかう 

こけ 1 500 くけゃう おくうゅう ゅけょうてくけ 
– くぇ こさぇおすうおぇ, こけつすう ゃしうつおけ 

╁ ょゃっ ぉかぇゅけさけょくう おぇせいう とっ せつぇしすゃぇす こさっい ょっおっきゃさう きぇかおう-
すっ すぇかぇくすかうゃう さうしせゃぇつう けす ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ „ ╀せさぇすうくけ” 

ゃ „┿さしっくぇか”. ‶け きけかぉぇ くぇ ╇くうちうぇすうゃくうは おけきうすっす いぇ ういょうゅぇくっ 
しおせかこすせさぇすぇ „ぅこけくおぇすぇ”, いぇゃっとぇくぇ けす すゃけさっちぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, ょっ-
ちぇすぇ けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ う すったくうすっ こっょぇゅけいう し っく-
すせしうぇいなき こさっゅなさくぇたぇ うょっはすぇ ょぇ ういさぇぉけすはす  おさぇしうゃう おけかっょくう 
おぇさすうつおう いぇ せつぇしすうっ ゃ ぉかぇゅけすゃけさうすっかっく すなさゅ う すけきぉけかぇ. ‶けかせ-
つっくうすっ けす ぇさしっくぇかしおうすっ おさぇしけすう しさっょしすゃぇ とっ  こけょこけきけゅくぇす ょぇ-
さうすっかしおぇすぇ しきっすおぇ いぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ しおせかこすせさぇすぇ. 
┿きぉうちうはすぇ くぇ けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ っ 3-きっすさけゃぇすぇ „ぅこけくおぇ” 
ょぇ ぉなょっ ぇさす そぇおす くぇ っょくぇ けす ちっくすさぇかくうすっ おぇいぇくかなておう せかうちう 
けとっ こさっい けおすけきゃさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ.
 ]さっょしすゃぇ いぇ おぇせいぇすぇ とっ しっ しなぉうさぇす う くぇ しこっちうぇかくぇすぇ ぉかぇ-

ゅけすゃけさうすっかくぇ ゃっつっさ, おけはすけ おきっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ ょけきぇおうくしすゃぇ くぇ 17-すう ょっおっきゃさう .
 ╃させゅぇすぇ おぇせいぇ, ゃ おけはすけ きぇかおうすっ „ぉせさぇすうくつっすぇ” せつぇしすゃぇす こさっい 

ょっおっきゃさう, っ くぇちうけくぇかっく おけかっょっく おけくおせさし, けす おけえすけ ゃこけしかっょ-
しすゃうっ しっ さぇあょぇす くぇえ- ょけぉさうすっ おけかっょくう おぇさすうつおう う おぇかっくょぇさう, 
おなき おけうすけ こけしはゅぇす ゅけかっきうすっ うくしすうすせちうう ゃ しすさぇくぇすぇ. ╉けかっょくうはす 
おけくおせさし いぇ おぇさすうつおう くぇ すっきぇ „╁っしっかぇ ╉けかっょぇ” っ こけ うくうちうぇすうゃぇ 
くぇ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは ゃ ]かうゃっく. ╇ょっはすぇ くぇ ょうさっおすけさおぇすぇ 
くぇ „╀せさぇすうくけ” ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ っ ゃ こけきけと くぇ きぇかおうすっ たせょけあ-
くうちう ょぇ しっ こさうすっおぇす う さけょうすっかうすっ ゃ しゃけっけぉさぇいくけ  こさっょおけかっょ-
くけ ぇさす ぇすっかうっ. 『っかすぇ っ くぇえ-ょけぉさうすっ おけかっょくう さうしせくおう ょぇ しぇ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ ょっちぇ.  ′ぇゅさぇょぇすぇ っ こけゃっつっ けす ゅけかはきぇ, いぇとけすけ っ... 
きけさぇかくぇ. ╁しうつおう くぇえ-ょけぉさう おけかっょくう おぇさすうつおう とっ しっ こせぉかうおせ-
ゃぇす くぇ しこっちうぇかっく しぇえす くぇ ]かうゃっくしおぇすぇ 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは. 
┿ おけゅぇすけ ゃっょくなあ しゃっすなす すっ ゃうょう… 
 ]かっょゃぇす つせょっしぇ!   

                        ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╀っい ょぇ きせ すさっこくっ けおけすけ, 
╋ぇくつけ くっ しぇきけ ょけおぇさゃぇ 

ぉっいこけゅさってくけ さぇいすゃけさうすっ いぇ 
けこっさぇちううすっ う こさけちっしうすっ こけ 
しすけきぇくっくうすっ ゅうかいう 23 う 30 

きき. ‶け しなとうは しう きぇえしすけさ
しおう くぇつうく, こけ おけえすけ しこぇいゃぇ 
きはさおぇすぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ, ╋ぇくつけ 
しこぇいゃぇ きはさおぇすぇ う ゃ あうゃけすぇ 
しう. ╆ぇょ しこけおけえくうは きせ ゃうょ しっ 
おさうっ あうすっえしおぇすぇ せゃっさっくけしす, 
つっ くっとぇすぇ こさう くっゅけ しぇ くぇ
さっょ. ]ぇき すけえ くっ っ せしこはか ょけ
おさぇえ ゃ せつっくうっすけ, くけ う とっさ
おぇすぇ, う しうくなす, しぇ しう し ゃうしてっ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ′っ っ ぉうかけ かっし
くけ こけ ゃさっきっ くぇ きくけゅけすけ おさう
いう けす こけしかっょくうすっ 25 ゅけょうくう, 
くけ っ しすぇくぇかけ. 〈ぇ しっゅぇ ょっちぇすぇ 
しぇ ょけゃけかくう, ぇ ╋ぇくつけ う あっくぇ
すぇ - ╁うけかっすぇ – こけ-しこけおけえくう. 
]うくなす ┿かっおしぇくょなさ っ こけしかっょ
ゃぇか ぉぇとぇ しう ゃ „┿さしっくぇか“. 
╋かぇょ うくあっくっさ, くぇしかっょくうおなす 
ゃっつっ っ くぇつぇかくうお くぇ すったくけかけ
いうすっ くぇ ╆ぇゃけょ 2. ╀なさいけ しすうゅ
くぇか ょけ すけゃぇ, いぇとけすけ う ぉなさいけ 
しっ しこさぇゃうか しなし いぇょぇつうすっ くぇ 
てっそけゃっすっ こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 
おせさてせきぇ, くっ おさうっ さぇょけしすすぇ 
しう すぇすおけすけ. 〈けえ しっ さぇょゃぇ くぇ 
ゃしっおう きかぇょ つけゃっお ゃ けさなあっえ
くうちぇすぇ, くっ しぇきけ くぇ しうくぇ しう. 
′け しっ つせょう くぇ けくっいう, おけうすけ 
くっ うしおぇす ょぇ しっ せつぇす. „′はおけう 
ゅかっょぇす すぇゃぇくぇ, おぇすけ うき けぉはし
くはゃぇき いぇ さぇいすゃけさうすっ. 〈ぇおぇ 
くっ しすぇゃぇ! ╁しうつおう, おけうすけ こけ
しすなこゃぇす こさう くぇし, うょゃぇす ょぇ 
ゅう けぉせつぇゃぇき, くけ くっ ゃしうつおう 
ゃないこさうっきぇす. ╉けえすけ くっ ゃない
こさうっきぇ, すさはぉゃぇ ょぇ しう たけょう“ 
- すうたけ, くけ おぇすっゅけさうつくけ おぇい
ゃぇ ╋ぇくつけ ¨ょあぇおけゃ. 〈けえ こさう
いくぇゃぇ, つっ さぇぉけすぇすぇ きせ たうつ 
くっ っ ぉっいけこぇしくぇ. ╊っおぇすぇ くっ
ぉさっあくけしす こさう しなしすぇゃはくっすけ 
くぇ さぇいすゃけさうすっ こさう ゅさっておぇ 
きけあっ ょぇ ょけゃっょっ ょけさう ょけ くぇ
さぇくはゃぇくうは. ‶けきくう しかせつぇえ し 
おけかっゅぇ, ょけこせしくぇか  くっぉさっあ
くけしす, おけはすけ きせ おけしすゃぇかぇ うい
ゅぇさはくうは こけ かうちっすけ. ╆ぇすけゃぇ 
╋ぇくつけ ゃくうきぇゃぇ. ¨こうさぇ しっ う 
くぇ いくぇくうはすぇ しう こけ こうさけすっ
たくうおぇ, せしゃけっくう ゃ いぇゃけょしおうは 
‶〉『 くぇ ゃさっきっすけ. ¨ぉせつぇゃぇく っ 
いぇ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう. „〈なくおう 
くっとぇ しぇ う くっ ゃしっおう きけあっ ょぇ 
ゅう いぇこけきくう“, おぇいゃぇ いぇ さぇぉけ
すぇすぇ しう ぉぇえちゃぇつなす. ′け すけえ ゅう 
こけきくう. ╉ぇおすけ こけきくう ょけ こけょ
さけぉくけしすう すけこかけすけ しう ょっすしすゃけ 
ゃ ╇ゃぇえかけゃゅさぇょしおけ. ╁  さけょくうは 
きせ こぇすさうぇさたぇかっく ょけき くぇ すさぇ

╆╅‶を╇╅ぁ [『¨╊ 》《 〉¨[】]╉╊〉
『¨╆╊〉¨ ]ょ』》¨ ′╅ ╆╊『╊[╊【

こっいぇすぇ しはょぇす くぇょ ょっしっすうくぇ 
ょせてう. ╋ぇくつけ っ くぇえ-きぇかおうはす 
けす しっょっきすっ ぉさぇすは, しさっょ おけう
すけ しっ おうこさう う っょくぇ しっしすさうつ
おぇ... ]おさけきっく ぉうか あうゃけすなす ゃ 

╃けかくけ ╊せおけゃけ. ╉ぇすけ ういゃぇょっく 
けす すけきけゃっすっ くぇ ╈けゃおけゃ うかう 
╄かうく ‶っかうく. ╇ – ょぇ, ゃはさくけ っ 
すけゃぇ, おけっすけ こけょしおぇいゃぇ うきっ
すけ: たけさぇすぇ ゅかっょぇかう きくけゅけ 
かせお. 』っしすけ かせおなす くぇうしすうくぇ 
ぉうか けしくけゃくけすけ くぇ すさぇこっいぇすぇ. 
╆ぇっょくけ し ょけきぇてくうすっ しうさっ
くっ, きかはおけ う たかはぉ. ╇ おぇおすけ ゃ 
きうくぇかけすけ しすぇゃぇ し きくけゅけ ぉなか
ゅぇさう, ╋ぇくつけ しっ せつう けす すけいう 
„ういこさっあうゃはく“ あうゃけす. ╀っい 
けきさぇいぇ. ¨ぉさぇすくけすけ – し けぉうつ. 
¨す きぇかなお しすぇゃぇ さぇくけ - は ょぇ 
こぇいう ぉけしすぇくぇ し ょうくう, は ょぇ 
こぇしっ けゃちっ う おけいう... 〈けゃぇ ゃない
こうすぇゃぇ, こさぇゃう ゅけ すなさこっかうゃ. 
╇ せゃっさっく, つっ し さぇぉけすぇ きけあっ 
ょぇ しっ けちっかはゃぇ. ¨ちっかはゃぇくっ し 
すさせょ. ╇ し ょけぉさけ しっきっえしすゃけ. 
╇ し こけゃっつっ こさうはすっかう. ′ぇ ょゃっ 
ゅけょうくう さぇいしすけはくうっ けす きっつすぇ
くけすけ こっくしうけくうさぇくっ, ╋ぇくつけ 
しう ゅう うきぇ – う こさうはすっかうすっ, う 
ょけきけつぇょうっすけ. ′ぇえ ゅけ さぇょゃぇ 
ょゃっゅけょうてくぇすぇ ゃくせつおぇ ╁うけ
かっすぇ. ╋ぇかおぇすぇ けぉうつぇ ょぇ ゅけ 
ょなさこぇ いぇ さなおぇすぇ, いぇ ょぇ うょぇす 
いぇっょくけ ょけ  きぇかおうすっ さぇょけ
しすう くぇ ゅけかっきうは きぇゅぇいうく. ¨す 
きぇかおうすっ さぇょけしすう ょゃぇきぇすぇ しう 
ゃいうきぇす こけ きくけゅけ とぇしすうっ. „′っ 
さぇいぉさぇたきっ おぇお きうくぇたぇ ゅけょう
くうすっ...?“, つせょう しっ ょはょけすけ う 
おぇいゃぇ すうたけ, おぇすけ くぇ しっぉっ しう: 
„╉ぇおゃけ くう けしすぇゃぇ, けしゃっく ょぇ 
しっ さぇょゃぇきっ...“. ╋ぇくつけ うきぇ 
ゃうょ くぇ つけゃっお, おけゅけすけ くぇさけ
ょなす くはおけゅぇ くぇさうつぇてっ „たさう
しうき“. ╁しうつおけ きせ っ せ ょけきぇ. 
〈さう  あっくう ゅけ つぇおぇす ゃおなとう - 
とっさおぇ, しなこさせゅぇ う すなとぇ. 〈うは 
ょくう こけ あっくしおう しぇ くぇ こけつうゃ
おぇ, ぇ ょくっし, ょけおぇすけ しう ゅけゃけ
さうき, ╋ぇくつけ こけゅかっあょぇ つぇしけゃ
くうおぇ, つっ とっ たけょう くぇ さけあょっく 
ょっく くぇ しうくぇ. 〈ぇは ゃっつっさ きぇか
おぇすぇ とっ すなさしう ぉけくぉけくおう ゃ 
ょあけぉぇ くぇ ょはょけ, ぇ せすさっ さっ
かぇおしうさぇかうすっ くぇ 》うしぇさ とっ 
けつぇおゃぇす ょぇ ゅう こけしさっとくっ し 
くっとけ ゃおせしくけ. ╆ぇとけすけ ╋ぇくつけ 
ょけおぇさゃぇ こけ きはさおぇ くっ しぇきけ 
おうしっかうくうすっ う しけかうすっ ゃ ぇさしっ
くぇかしおうすっ ゃぇくう, くけ う はしすうはすぇ 
ゃ ょけきぇてくぇすぇ すっくょあっさぇ. ‶さっ
ょう しさっとぇくっすけ くぇ  ′うおせかょっく 
╋ぇくつけ いくぇっ っょくけ: ょぇ しう おせこう 
ょゃぇ てぇさぇくぇ. ╄ょうくうはす いぇ こなか
くっくっ, ょさせゅうはす いぇ こなさあっくっ. 

〈ぇ, ょぇ しう ゅけ くぇこなかくう っょうくうは 
し けさうい, けさったう, ょけきぇすう う かせお 
う ょぇ しう ゅけ けこっつっ いぇ つぇし う 
こけかけゃうくぇ くぇ ぉぇゃっく けゅなく. ╇! 
– ╋ぇかつけ しう うきぇ しゃけえ けぉさっょ 

いぇ ╃っくは くぇ ]ゃっすう ′うおけかぇえ – 
ょけおぇすけ しう つうし
すう けしすけさけあ
くけ てぇさぇくうすっ, 
ゃくうきぇすっかくけ しう 
ういぉうさぇ くはおけか
おけ かのしこうちう. 
╇いきうゃぇ しう ゅう 
こさうかっあくけ う 
しう ゅう こさうぉうさぇ 
ゃ こけさすきけくっ
すけ. 〈けは かうつっく 
さうすせぇか, ょけつせす 
くぇ ゃさっきっすけ けす 
ゅけかっきうは ぉぇ
すおけ ゃおなとう, いぇ 
╋ぇくつけ っ いぇ
おけく. ╇ くっゅけゃう
はす いぇょなかあうすっ
かっく きけかっぉっく 
いぇ ぉっさっおっす. 
╊のしこうすっ しすけ
はす ゃ こけさそっえかぇ 
ょけ しかっょゃぇとうは 
′うおせかょっく. ╇ 
きっあょせ すはた ゃう
くぇゅう うきぇ こけ 
くはおけえ かっゃ. 
[うぉぇすぇ っ っょくぇ 
けす しすさぇしすう
すっ くぇ ╋ぇくつけ, 
いぇとけすけ すは っ 
つぇしす けす ょっす
しすゃけすけ. 』ぇしす 
けす きうしすうおぇすぇ 
くぇ しっかしおぇすぇ 
さっおぇ, おなょっすけ 
し ょさせゅぇさつっすぇ 
かけゃはす きさっくおう, 
おっそぇか, とせおぇ, 
さぇちう, つっ う ゃけ
ょくう いきうう. ╉な
ょっすけ おけこぇはす 
ょなかぉけおう ょせこ
おう ゃ いっきはすぇ 
う ゅう こなかくはす 
し あぇさぇゃぇ,  いぇ 
ょぇ こさうゅけすゃはす 
せくうおぇかくうは きっしすっく „おっぉぇこ“ 
– させかけ けす さうぉぇ, いっかっくつせちう う 
しかぇくうくぇ, こけょこさぇゃっくけ し さう
ゅぇく う いぇゃうすけ ゃ きけおさう ゃっしすくう
ちう. „′っこけゃすけさうき ゃおせし!“, おぇい
ゃぇ ╋ぇくつけ. ╆ぇ くっゅけ ゃしうつおけ ゃ 
さけょくけすけ きはしすけ っ くっこけゃすけさう
きけ. ′ぇ ゃさっきっすけ つっしすけ こぇかっか 
くけゃうは ╋けしおゃうつ う – ぇえょっ し 
ょっちぇすぇ おなき さけょくぇすぇ おなとぇ...! 
『はかけすけ しっきっえしすゃけ けぉうつぇ すけは 
おさぇえ. ┿ ゃっつっ しっ たけょう う ょけ 

╂なさちうは... ╂なさちうは, し けしすぇゃっ
くうすっ さけょくう いっきう, こさっすけこう
かぇ けすおなしくぇすぇ けす しなさちぇすぇ  くう 
こさっょう しすけ ゅけょうくう ぉなかゅぇさしおぇ 
╀っかけきけさしおぇ 〈さぇおうは. ╇きぇ 
くっとけ ゃ すけは おさぇえ – こさけいうさぇ 
こさっい けつうすっ くぇ ╋ぇくつけ ¨ょあぇ
おけゃ. 〈けえ きくけゅけ うしおぇ, おけゅぇすけ 
しかっょ ゅけょうくぇ-ょゃっ ょけえょっ こっく
しうは, ょぇ しう うょっ いぇ っょくけ ちはかけ 
かはすけ, ょぇ かけゃう さうぉぇ し ぉさぇす しう, 
ょぇ しっ さっょはす しこけきっくう いぇ せぉうすう 
こっこっかはくおう う ょなかぉけおう さぇくう 
けす ょうゃう こさぇしっすぇ, こさっゅけさっかう 
ょっすしおう ゅなさぉけゃっ う しけつくう こな
こってう. ╃けおぇすけ しう きっつすぇっ いぇ 
すけゃぇ, ╋ぇくつけ くっ しっ けすおぇいゃぇ けす 
こさうさけょぇすぇ う ゃ けおけかくけしすうすっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ あうゃっっ 
ゃ おなとぇすぇ くぇ すなとぇすぇ. ]っ
きっえくけすけ あうかうとっ, いぇおせこっくけ 
ういゅけょくけ けす „┿さしっくぇか“, ゃっつっ 
っ けしすなこっくけ くぇ きかぇょけすけ しっ
きっえしすゃけ ¨ょあぇおけゃう. ╋かぇょう
すっ, いぇっょくけ し おけきこぇくうはすぇ くぇ 
きぇえおぇ, すぇすおけ う けとっ こさうはすっ
かう, くっ しこうさぇす ょぇ おさなしすけしゃぇす 
おさぇえ ╉ぇさかけゃけ う ゃさなた ╀けすっゃ, 
さぇいこなゃぇす  こぇかぇすおう くぇ はいけゃうさ 
╉けこさうくおぇ, こぇかはす けゅくぬけゃっ う 
きはすぇす しおぇさう ゃ さけきぇくすうおぇすぇ 
くぇ きっしすくうは せうおっくょ. ╁っょくなあ 
ょけさう しこぇしうかう せきけさっく しけおけか 

けす しうゅせさくぇ しきなさす...
〈けは くぇつうく くぇ けぉうおくけゃっく 

あうゃけす, くけ あうゃけす, さっょけき し 
きかぇょうすっ, いぇ ╋ぇくつけ っ っょうく
しすゃっくうはす ゃないきけあっく. ╇ っょうく
しすゃっくうはす あっかぇく. ¨すうゃぇ きせ. 
╉ぇすけ ょゃっすっ けすかうつうは ゃ ぇさしっ
くぇかしおぇすぇ ┿かっは くぇ しかぇゃぇすぇ. 
‶けしかっょくけすけ とっ けしすぇくっ ゃ しこけ
きっくうすっ くぇ ╋ぇくつけ し こさうはすくぇすぇ 
ういくっくぇょぇ けす かうつくぇすぇ しさっとぇ 
し ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ 

くぇ „┿さしっくぇか“ ′うおけかぇえ ╇ぉせ
てっゃ. „》せぉぇゃ つけゃっお, ゃっしっか“, っ 
ゃこっつぇすかっくうっすけ, おけっすけ けしすぇゃは 
ゅけかはきけすけ くぇつぇかしすゃけ せ きぇえ
しすけさぇ こけ ぉぇえちゃぇくっすけ.『っかうはす 
こさぇいくうお う おけおすっえかなす いぇ けす
かうつっくうすっ, しなとけ しっ っ たぇさっしぇ
かう くぇ ╋ぇくつけ. ] せきっくうはすぇ くぇ 
ゅけすゃぇつ けす おぇいぇさきぇすぇ, し けこうすぇ 
しう おぇすけ しっさゃうすぬけさ-ぉぇさきぇく 
けす さっしすけさぇくす „[けいぇ“ う すさぇく
あうさぇくっすけ ゃ ╋っしけおけきぉうくぇすぇ, 
╋ぇくつけ くぇえ-ょけぉさっ ちっくう すなく
おうすっ ういくっくぇょう, おけうすけ たけさぇすぇ 
くぇ ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ ぉはたぇ こけょ
さっょうかう いぇ こさぇいくうおぇ. ]こさっす
くぇすぇすぇ すさぇこっいぇ きせ くぇこけきくは, 
つっ, ぇおけ うきぇ くっとけ, いぇ おけっすけ 
すけえ ょぇ しなあぇかはゃぇ, すけ っ, つっ 
くぇ ゃさっきっすけ くっ しう ゃいっか ょけおせ
きっくす いぇ こさけそっしうけくぇかっく ゅけす
ゃぇつ. ′うとけ, つっ すけゃぇ ょぇかっつ くっ 
きせ こさっつう ょぇ ゅかっいう あっくうすっ せ 
ょけきぇ は し こなかくっくう つせておう, は 
し „ぉけぉ はたくうは し きさなゃつうちぇ“, 
は し はえちぇ こけ こぇくぇゅのさしおう, は し 
うしすうくしおう おのそすっすぇ し こぇしうさぇく 
かせお う くっこさっきっくくけ – さうゅぇく 
けす ╃けかくけ ╊せおけゃけ!  „′ぇえ-すぇおぇ 
きう けすうゃぇ しおぇさぇすぇ!“, しきっっ しっ 
╋ぇくつけ, おけえすけ し こぇさうつおうすっ くぇ 
くぇゅさぇょっくうすっ, ょぇょっくう けす „┿さ
しっくぇか“, しう おせこうか くけゃぇ しおぇさぇ 

う こけしせょぇ. 』っ ょぇ こさけょなかあう 
ょぇ こけしさっとぇ さけょぇすぇ し かうつくけ 
こさうゅけすゃっくう ぉかのょぇ う ょけきぇて
くう こうすうっすぇ けす ゅさけいょっすけ くぇ 
かけいっすけ. 
╆ぇ ょぇ っ こなかくぇ しっきっえくぇすぇ 

うょうかうは, おさぇえ きぇしぇすぇ とっ ゃなさ
すはす けこぇておう こうくつっさなす う おけす
おぇすぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
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‶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;
•	 てかけしっさう;
•	 くぇせつくけ-すったくうつっしおう さぇぉけすくうちう;
•	 さなおけゃけょうすっかう くぇ しきはくぇ;
•	 さなおけゃけょうすっか ちった;
•	 さなおけゃけょうすっか せつぇしすなお;
•	 すったくけかけいう;
•	 おけくしすさせおすけさう.  

╆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. 

╆ぇ おけくすぇおすう う うくそけさきぇちうは: 
すっか: 0431/63133, 0431/57747 
っmail: kadri@arsenal-bg.com

だß　çí

おう, てぇかけゃっ, さなおぇゃうちう...  う ゃ  „こなかくぇ ぉけえくぇ ゅけすけゃくけしす“ こけっきぇき おなき „┿さしっくぇか“, 
しこけおけえくけ けこうしゃぇ ¨ょあぇおけゃ っあっょくっゃくうすっ しう 2 こけ 15-きうくせすくう おけかけ-こさけぉっいう けす 
ょけきぇ ょけ さぇぉけすぇ. 

╋ぇくつけ っ ぇさしっくぇかっち, さぇいぉうさぇ しっ. ′け くっ けす 
けくっいう, おけうすけ くうおけゅぇ くっ しぇ しう こさけぉゃぇかう 

おなしきっすぇ ょさせゅぇょっ. ¨ぉぇつっ けす けくっいう, ぉっい おけうすけ 
„┿さしっくぇか“ ょくっし くっ きけあっ.  „¨こなゃぇす“ きせ しっ くぇ
つぇかくうちうすっ, おけゅぇすけ うしおぇ けすこせしお, ゃうおぇす ゅけ, おけ
ゅぇすけ ょさせゅ くっ きけあっ ょぇ けこさぇゃう ょけいうすっ  すっつくけしす 
いぇ ゃぇくうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 2/160. 〈けえ ぉぇえちゃぇ. ¨ぉぇつっ 
ょぇ ぉぇえちゃぇて ゃ „┿さしっくぇか“, こさけすうゃくけ くぇ けつぇお
ゃぇくうはすぇ くぇ かぇうちうすっ, くっ けいくぇつぇゃぇ ょぇ きぇあって 
ぉぇえち し つっすおぇ くぇかはゃけ-くぇょはしくけ. ╀ぇえちゃぇくっすけ くぇ 
ゅうかいう くっ っ すけかおけゃぇ こさけしすぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇ ╋ぇく
つけ ¨ょあぇおけゃ „さぇぉけすぇすぇ くっ っ すっあおぇ, こさけしすけ – 
すさはぉゃぇ ょぇ う くぇきっさうて „つぇかなきぇ“. 〈けえ ゅけ っ くっ
きっさうか. ╊っしくけ „くぇょせてゃぇ“ けす おけっ こけ おけかおけ ょぇ 
しかけあう, いぇ ょぇ っ すけつっく さぇいすゃけさなす こけ さっょうつおぇすぇ 
けす  18 ゃぇくう し おうしっかうくう う たうきうおぇかう, こけおさぇえ 
おけうすけ すけえ  きうくぇゃぇ こけ 50-60 „すっゅっかぇ“ ょくっゃくけ. 
‶さぇゃう ゅけ, ぉっい ょぇ きせ すっあう. 〈なえ おぇおすけ くっ きせ 
すっあぇす う おうかけきっすさうすっ けす ゃおなとう ょけ いぇゃけょぇ, こけ 
おけうすけ ╋ぇくつけ ゃしっおう ょっく ゃなさすう こっょぇかうすっ くぇ ゃっ
かけしうこっょぇ しう. ╁ しすせょ, こっお, ょなあょ. „]かぇゅぇき てぇこ

	 	 	3	 	 :	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	

』 10% 』[╅ぁ╅【 ′╅》]╅【¨【╊ ╇ „╅『』╊〉╅]“...
〈けゃぇ しっ けすくぇしは いぇ  さぇぉけすっとうすっ くぇ くけさきぇ ゃ ょさせあっしすゃけすけ. ‶け すけいう くぇつうく しっ こけしすうゅぇ うょっく-

すうつくけ せゃっかうつっくうっ くぇ いぇこかぇとぇくっすけ くぇ さぇぉけすっとうすっ くぇ くけさきぇ し すっいう, おけうすけ くっ さぇぉけすはす くぇ 
くけさきぇ . 
¨す くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ さなおけゃけょくうはす っおうこ くぇ ょさせあっしすゃけすけ こさっょこさうっ 

う ょさせゅぇ きはさおぇ, けさうっくすうさぇくぇ おなき こけけとさはゃぇくっ くぇ うくあっくっさくけ-すったくうつっしおうは こっさしけくぇか. ¨す 
くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう し 20 う こけゃっつっ  こさけちっくすぇ しぇ せゃっかうつっくう さぇぉけすくうすっ いぇこかぇすう くぇ うく-
あっくっさうすっ う すったくうつっしおうすっ おぇょさう ゃなゃ そうさきぇすぇ: おけくしすさせおすけさう, すったくけかけいう, すったくうちう. 
╁しうつおう すっいう, ゃっつっ こけかせつっくう う こさっょしすけはとう いぇ こけかせつぇゃぇくっ けす さぇぉけすっとうすっ ゃ ょさせあっしすゃけ-

すけ, せゃっかうつっくうは くぇ こさぇおすうおぇ うきぇす っょうく さっいせかすぇす: けす くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ 
いぇこかぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” とっ しすぇくっ こけ-ゃうしけおぇ けす しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ いぇ けすさぇしなか „╋っすぇ-
かけけぉさぇぉけすゃぇとぇ  こさけきうてかっくけしす” ゃ しすさぇくぇすぇ.  ‶ぇさぇかっかくけ し  すけゃぇ そうさきぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ  う 
しすうきせかうさぇとぇすぇ しう しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ おなき いぇっすうすっ ゃ くっは: いぇ こけしかっょくうすっ 3 きっしっちぇ くぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ  きっしっつくうすっ ゃぇせつっさう いぇ たさぇくぇ 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 せゃっかうつっくう し こけ 
20 かっゃぇ う しぇ くぇ しすけえくけしす 60 かっゃぇ, ゃきっしすけ  ょけしっゅぇてくうすっ 40 かっゃぇ. 
 ¨す くぇつぇかけすけ くぇ くけっきゃさう  くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ いぇゃけょうすっ 3 う 4 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 しなし 150 かっゃぇ. 〉ゃっかうつっくうっすけ っ おけきこっくしぇちうは くぇ さぇぉけすくうちうすっ いぇ けすょぇかっつっくけしす くぇ 
さぇぉけすくけすけ きはしすけ 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 きっしっち. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ういょぇょっくけ. ╁ しっゅぇてくうすっ ゅけょう-
くう くぇ けゅさけきくけ さぇいくけけぉさぇいうっ 
くぇ おくうあくうは こぇいぇさ っ すさせょくけ 
ょぇ しっ おせこせゃぇ ゃしうつおけ, すさせょくけ 
っ う ょぇ しっ ょぇゃぇす こさっこけさなおう 
くぇ つうすぇすっかうすっ, いぇとけすけ ぉうぉ-
かうけすっおぇさはす くっ きけあっ ゃしうつおけ 
ょぇ ういつっすっ – ういょぇゃぇ すぇえくうすっ 
くぇ こさけそっしうはすぇ ぇさしっくぇかしおうはす 
ぉうぉかうけすっおぇさ. ╉ぇすけ しこっちうぇ-
かうしす, ╆ぇさけゃぇ しっ すさっゃけあう, つっ 

くっ きけあっ ゃうくぇゅう ょぇ けすゅけゃけさう 
くぇ ゃなこさけしぇ: “〈ぇいう おくうゅぇ たせ-
ぉぇゃぇ かう っ?“ - ゃなこさけし, し おけえすけ 
たけさぇすぇ うょゃぇす こさう くっは. ╁しなと-
くけしす, しさっとうすっ ゃ ぉうぉかうけすっおぇ-
すぇ けすょぇゃくぇ しぇ しっ こさっゃなさくぇかう 
ゃ こさうはすっかしおう さぇいゅけゃけさう いぇ 
おくうゅぇすぇ. ┿ う いぇ ょさせゅう くっとぇ. 
〈けゃぇ さぇょゃぇ きくけゅけ ╇かうくぇ, いぇ-
とけすけ こけょけぉくう しこけょっかはくうは 
ゃっつっ くっ しぇ すけかおけゃぇ つっしすう, 
おぇおすけ っ ぉうかけ しぇきけ こさっょう 
ょゃぇえしっすうくぇ ゅけょうくう. „[ぇいかうつ-
くけすけ すせお っ すけゃぇ, つっ しっ しないょぇ-
ゃぇす きくけゅけ ぉかういおう けすくけてっくうは 
きっあょせ たけさぇすぇ, し すっつっくうっ くぇ 
ゅけょうくうすっ つうすぇすっかはす しすぇゃぇ 
こさうはすっか“, おぇいゃぇ ╆ぇさけゃぇ, おけは-
すけ うきぇ けこうす う けす ゅさぇょしおぇすぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ, おなょっすけ さぇぉけすう 
くぇ きかぇょう ゅけょうくう.  ╁ „┿さしっ-
くぇか“ すは しぇきぇすぇ っ „けすゅかっょぇかぇ“ 
ょっしっすおう つうすぇすっかう. ′はおけう – 
ょけてかう ぉせおゃぇかくけ けとっ ゃ こなさ-
ゃうは え さぇぉけすっく ょっく こさっょう 27 
ゅけょうくう. ╇かうくぇ くぇさうつぇ すっいう 

ぇさしっくぇかちう: „╋けうすっ くぇえ-ゃっ-
さくう つうすぇすっかう“.  
╃くっし たけさぇすぇ ゃいうきぇす おくうゅぇ ゃ 

さなおぇ こさっょうきくけ いぇ さぇいゃかっつっ-
くうっ, いぇとけすけ つっすっくっすけ こけきぇゅぇ 
いぇ こさっけょけかはゃぇくっ くぇ しすさっしぇ 
けす っあっょくっゃくうっすけ, こけおぇいゃぇす 
しこさぇゃおうすっ いぇ くぇゃうちうすっ くぇ 
ぇさしっくぇかちう. ╉さうきうくぇかっすぇ, 
かのぉけゃくう さけきぇくう, すさうかなさう, 
こさうおかのつっくしおう うしすけさうう しぇ 
こさっょこけつうすぇくぇ すっきぇすうおぇ. 』っ-
すぇす しっ きくけゅけ う ぉなかゅぇさしおうすっ 
ぇゃすけさう. ′ぇこけしかっょなお うょゃぇす 
きくけゅけ きかぇょう たけさぇ, おけうすけ つっ-
すぇす うしすけさうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ 
う すけゃぇ っ さぇょけしすくけ, しこけょっ-
かは そうさきっくうはす ぉうぉかうけすっおぇさ. 
《けくょなす うきぇ う ╃っすしおう けすょっか. 
╆ぇさけゃぇ し けしけぉっくけ ゃくうきぇくうっ 
ゅけ こけょょなさあぇ し くけゃう おくうゅう, 
いぇとけすけ くけゃぇすぇ, はさおぇ, こなしす-
さぇ, たせぉぇゃぇ  おくうあおぇ いぇ ょっちぇ-
すぇ っ ゃぇあくぇ, こけおぇいゃぇ くっえくうはす 
けこうす. ′ぇ ゃさっきっすけ すせお うょゃぇかう 
ょけさう ょっちぇ けす しなしっょくうすっ くぇ 
„┿さしっくぇか“ おゃぇさすぇかう, くはおけう 
ょぇあっ こさうつぇおゃぇかう ╇かうくぇ こさっょ 
こけさすぇかぇ し こけさっょくうすっ しう いぇ-
はゃおう, けしけぉっくけ こさっい かっすくうすっ 
ゃぇおぇくちうう, おけゅぇすけ しっ つっすはかけ 
きくけゅけ. 
]すせょっくすうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ 

しなとけ こけかいゃぇす ぉうぉかうけすっおぇすぇ. 
〈なさしはす そうかけしけそしおぇ, うおけくけ-
きうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ, さっつ-
くうちう. ′ぇ こさぇおすうおぇ, そけくょなす 
さぇいこけかぇゅぇ し こなかっく おぇすぇかけゅ, 
こけおさうゃぇと ゃしうつおう しそっさう, いぇ-
ゃっょっくぇ っ  ょけさう う すったくうつっしおぇ 
かうすっさぇすせさぇ, ゃなこさっおう つっ そうさ-
きぇすぇ しう うきぇ けすょっかくぇ すったくうつっ-
しおぇ ぉうぉかうけすっおぇ. ╂けかはきぇ つぇしす 
けす おくうゅうすっ しう ぉうぉかうけすっおぇすぇ 
っ ょぇさうかぇ くぇ せつうかうとぇ う つう-
すぇかうとぇ ゃ さっゅうけくぇ, くぇ ょけきけゃっ 
いぇ ゃないさぇしすくう う ょっすしおう ょけきけ-
ゃっ. 』ぇしす けす ょぇさっくうはすぇ しすぇゃぇす 
そぇおす, おけゅぇすけ しっ せしすぇくけゃはゃぇ, 
つっ うきぇ ょっしっすおう ょせぉかうさぇとう 
しっ っおいっきこかはさう けす おくうゅう, おせ-
こせゃぇくう ゃ けゅさけきくう おけかうつっしすゃぇ 
くぇ ゃさっきっすけ. ╀かぇゅけすゃけさうすっか-
くぇすぇ ょっえくけしす くぇ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ ぉうぉかうけすっおぇ くっ しっ ういつっさこゃぇ 
し すけゃぇ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7
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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

40 たうかはょう すけきぇ しなたさぇくはゃぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ ぉうぉかうけすっおぇ, ゃ おけはすけ しっ 
くぇきうさぇす う ういょぇくうは  けすこさっょう こけゃっつっ けす 120  ゅけょうくう. ′はおけう けす おくうゅうすっ ゃなゃ そけくょぇ, 
けぉゅさうあゃぇく ょくっし けす ╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ, うきぇす こっつぇすう し くぇょこうし けとっ けす ゃさっきっすけ くぇ ╃なさ
あぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ, こさっきっしすっくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 1924-すぇ.  „¨つっゃうょくけ, 
おくうゅうすっ しぇ ゃなさゃっかう し こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ こさけういゃけしすゃけすけ“, おぇいゃぇ ╆ぇさけゃぇ - こさけそっ
しうけくぇかっく ぉうぉかうけすっおぇさ - う こけ けぉさぇいけゃぇくうっ, う こけ けこうす, う こけ ょせた. ¨ゅさけきくけすけ おけ
かうつっしすゃけ おくうゅう すせお っ しなぉさぇくけ ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ ゅけかっきうは ゃないたけょ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ 
けす しさっょぇすぇ ょけ おさぇは くぇ きうくぇかうは ゃっつっ ゃっお. ╄ょうく こけょけぉぇゃぇとけ さっゃくうゃ, ゃ ょけぉさうは 
しきうしなか くぇ ょせきぇすぇ, ぉうぉかうけすっおぇさ – [ぇえくぇ ╉うさつっゃぇ, しこけさっょ ╇かうくぇ, うきぇ けしくけゃくぇすぇ 
いぇしかせゅぇ いぇ ぉけゅぇすしすゃけすけ くぇ すけゃぇ たさぇくうかうとっ. ′はきぇ はしくけすぇ, ゃ おけは ゅけょうくぇ すけつくけ っ 
しないょぇょっくぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ. ′け しっ いくぇっ, つっ うきっくくけ ╉うさつっゃぇ, こさっおぇさぇかぇ けぉとけ くぇょ 
30 ゅけょうくう すせお, うきぇ いぇしかせゅぇ いぇ すけゃぇ. ‶さっい 1987-きぇ すは こけしさっとぇ すせお う ╇かうくぇ ╆ぇ
さけゃぇ. ╁ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ  すけゅぇゃぇ さぇぉけすはす けぉとけ 3-きぇ ょせてう. „] けしけぉっく 
さぇいきぇた つけゃっお..., けこうすっく,  こけいくぇゃぇてっ つうすぇすっかしおうすっ こさっょこけつうすぇくうは, こけょくけゃはゃぇ
てっ そけくょぇ, ういゅけすゃはてっ ぉうぉかうけゅさぇそしおう しこさぇゃおう, こけょょなさあぇてっ しっ おぇさっ し ぇくけすぇちうう 
くぇ くけゃうすっ おくうゅう ゃ いぇゃけょしおうは ゃっしすくうお, ゃしうつおう は こけきくはす...“, し せゃぇあっくうっ, おぇすけ いぇ 
しないょぇすっか, ゅけゃけさう いぇ [ぇえくぇ ╉うさつっゃぇ, ょくってくうはす ぉうぉかうけすっおぇさ ╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ.

╃け 20 つうすぇすっかう ょくっゃくけ きう
くぇゃぇす しっゅぇ こさっい ぇさしっくぇかしおぇ
すぇ たせょけあっしすゃっくぇ ぉうぉかうけすっおぇ, 
おけはすけ さぇぉけすう けす 10 ょけ 14 つぇしぇ. 
„╁けょう しっ „たせょけあっしすゃっくぇ“, くけ 
ゃしなとくけしす, っ せくうゃっさしぇかくぇ, 
けぉとけょけしすなこくぇ, きぇしけゃぇ ぉうぉ
かうけすっおぇ, ゃ おけはすけ うきぇ さぇいくけけ
ぉさぇいくぇ おくうあくうくぇ“, けぉはしくはゃぇ 
╆ぇさけゃぇ. ]こけさっょ くっは, すけゃぇ っ 
っょくぇ けす きぇかおけすけ けしすぇくぇかう せ 

くぇし こけょけぉくう そうさきっくう ぉうぉ
かうけすっおう う ╇かうくぇ くっ おさうっ さぇ
ょけしすすぇ しう, つっ さなおけゃけょしすゃけすけ っ 
いぇこぇいうかけ ぉうぉかうけすっおぇすぇ, ょぇあっ 
ゃ すっあおうすっ ゅけょうくう くぇ ぉっいこぇさう
つうっ. ′っとけ こけゃっつっ – そけくょなす しっ 
けぉくけゃはゃぇ. ╀かういけ 80-100 くけゃう 
ういょぇくうは  しっ さっゅうしすさうさぇす すせお 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. ╆ぇとけすけ ╆ぇさけゃぇ 
いくぇっ, つっ くっ しっ かう こけょょなさあぇ, 
くはきぇ かう くうゃけ, っょくぇ ぉうぉかうけ
すっおぇ くっ っ こなかくけちっくくぇ いぇ つう
すぇすっかうすっ しう. ╆ぇすけゃぇ „┿さしっくぇか“ 
こさうすっあぇゃぇ う くけゃけすけ ゅけかはきけ, 
ちっくくけ う しおなこけ ういょぇくうっ  くぇ 
╄くちうおかけこっょうは „╀なかゅぇさうは“, 
きぇさおぇ いぇ ゃしはおぇ ょけぉさぇ さけょくぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ. ¨すくけてっくうっすけ くぇ 
ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ ′う
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ おなき おくうゅぇすぇ 
しなし しうゅせさくけしす こけきぇゅぇ いぇ けぉけ
ゅぇすはゃぇくっすけ くぇ そけくょぇ, しこけょっかは 
╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ. 
‶さっょう 25 ゅけょうくう しっ おせこせゃぇかう 

こけ 1 500 くけゃう おくうゅう ゅけょうてくけ 
– くぇ こさぇおすうおぇ, こけつすう ゃしうつおけ 

╁ ょゃっ ぉかぇゅけさけょくう おぇせいう とっ せつぇしすゃぇす こさっい ょっおっきゃさう きぇかおう
すっ すぇかぇくすかうゃう さうしせゃぇつう けす ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ „ ╀せさぇすうくけ” 

ゃ „┿さしっくぇか”. ‶け きけかぉぇ くぇ ╇くうちうぇすうゃくうは おけきうすっす いぇ ういょうゅぇくっ 
しおせかこすせさぇすぇ „ぅこけくおぇすぇ”, いぇゃっとぇくぇ けす すゃけさっちぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, ょっ
ちぇすぇ けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ う すったくうすっ こっょぇゅけいう し っく
すせしうぇいなき こさっゅなさくぇたぇ うょっはすぇ ょぇ ういさぇぉけすはす  おさぇしうゃう おけかっょくう 
おぇさすうつおう いぇ せつぇしすうっ ゃ ぉかぇゅけすゃけさうすっかっく すなさゅ う すけきぉけかぇ. ‶けかせ
つっくうすっ けす ぇさしっくぇかしおうすっ おさぇしけすう しさっょしすゃぇ とっ  こけょこけきけゅくぇす ょぇ
さうすっかしおぇすぇ しきっすおぇ いぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ しおせかこすせさぇすぇ. 
┿きぉうちうはすぇ くぇ けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ っ 3-きっすさけゃぇすぇ „ぅこけくおぇ” 
ょぇ ぉなょっ ぇさす そぇおす くぇ っょくぇ けす ちっくすさぇかくうすっ おぇいぇくかなておう せかうちう 
けとっ こさっい けおすけきゃさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ.
 ]さっょしすゃぇ いぇ おぇせいぇすぇ とっ しっ しなぉうさぇす う くぇ しこっちうぇかくぇすぇ ぉかぇ

ゅけすゃけさうすっかくぇ ゃっつっさ, おけはすけ おきっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ ょけきぇおうくしすゃぇ くぇ 17-すう ょっおっきゃさう .
 ╃させゅぇすぇ おぇせいぇ, ゃ おけはすけ きぇかおうすっ „ぉせさぇすうくつっすぇ” せつぇしすゃぇす こさっい 

ょっおっきゃさう, っ くぇちうけくぇかっく おけかっょっく おけくおせさし, けす おけえすけ ゃこけしかっょ
しすゃうっ しっ さぇあょぇす くぇえ- ょけぉさうすっ おけかっょくう おぇさすうつおう う おぇかっくょぇさう, 
おなき おけうすけ こけしはゅぇす ゅけかっきうすっ うくしすうすせちうう ゃ しすさぇくぇすぇ. ╉けかっょくうはす 
おけくおせさし いぇ おぇさすうつおう くぇ すっきぇ „╁っしっかぇ ╉けかっょぇ” っ こけ うくうちうぇすうゃぇ 
くぇ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは ゃ ]かうゃっく. ╇ょっはすぇ くぇ ょうさっおすけさおぇすぇ 
くぇ „╀せさぇすうくけ” ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ っ ゃ こけきけと くぇ きぇかおうすっ たせょけあ
くうちう ょぇ しっ こさうすっおぇす う さけょうすっかうすっ ゃ しゃけっけぉさぇいくけ  こさっょおけかっょ
くけ ぇさす ぇすっかうっ. 『っかすぇ っ くぇえ-ょけぉさうすっ おけかっょくう さうしせくおう ょぇ しぇ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ ょっちぇ.  ′ぇゅさぇょぇすぇ っ こけゃっつっ けす ゅけかはきぇ, いぇとけすけ っ... 
きけさぇかくぇ. ╁しうつおう くぇえ-ょけぉさう おけかっょくう おぇさすうつおう とっ しっ こせぉかうおせ
ゃぇす くぇ しこっちうぇかっく しぇえす くぇ ]かうゃっくしおぇすぇ 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは. 
┿ おけゅぇすけ ゃっょくなあ しゃっすなす すっ ゃうょう… 
 ]かっょゃぇす つせょっしぇ!   

                        ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╀っい ょぇ きせ すさっこくっ けおけすけ, 
╋ぇくつけ くっ しぇきけ ょけおぇさゃぇ 

ぉっいこけゅさってくけ さぇいすゃけさうすっ いぇ 
けこっさぇちううすっ う こさけちっしうすっ こけ 
しすけきぇくっくうすっ ゅうかいう 23 う 30 

きき. ‶け しなとうは しう きぇえしすけさ-
しおう くぇつうく, こけ おけえすけ しこぇいゃぇ 
きはさおぇすぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ, ╋ぇくつけ 
しこぇいゃぇ きはさおぇすぇ う ゃ あうゃけすぇ 
しう. ╆ぇょ しこけおけえくうは きせ ゃうょ しっ 
おさうっ あうすっえしおぇすぇ せゃっさっくけしす, 
つっ くっとぇすぇ こさう くっゅけ しぇ くぇ-
さっょ. ]ぇき すけえ くっ っ せしこはか ょけ-
おさぇえ ゃ せつっくうっすけ, くけ う とっさ-
おぇすぇ, う しうくなす, しぇ しう し ゃうしてっ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ′っ っ ぉうかけ かっし-
くけ こけ ゃさっきっ くぇ きくけゅけすけ おさう-
いう けす こけしかっょくうすっ 25 ゅけょうくう, 
くけ っ しすぇくぇかけ. 〈ぇ しっゅぇ ょっちぇすぇ 
しぇ ょけゃけかくう, ぇ ╋ぇくつけ う あっくぇ-
すぇ - ╁うけかっすぇ – こけ-しこけおけえくう. 
]うくなす ┿かっおしぇくょなさ っ こけしかっょ-
ゃぇか ぉぇとぇ しう ゃ „┿さしっくぇか“. 
╋かぇょ うくあっくっさ, くぇしかっょくうおなす 
ゃっつっ っ くぇつぇかくうお くぇ すったくけかけ-
いうすっ くぇ ╆ぇゃけょ 2. ╀なさいけ しすうゅ-
くぇか ょけ すけゃぇ, いぇとけすけ う ぉなさいけ 
しっ しこさぇゃうか しなし いぇょぇつうすっ くぇ 
てっそけゃっすっ こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 
おせさてせきぇ, くっ おさうっ さぇょけしすすぇ 
しう すぇすおけすけ. 〈けえ しっ さぇょゃぇ くぇ 
ゃしっおう きかぇょ つけゃっお ゃ けさなあっえ-
くうちぇすぇ, くっ しぇきけ くぇ しうくぇ しう. 
′け しっ つせょう くぇ けくっいう, おけうすけ 
くっ うしおぇす ょぇ しっ せつぇす. „′はおけう 
ゅかっょぇす すぇゃぇくぇ, おぇすけ うき けぉはし-
くはゃぇき いぇ さぇいすゃけさうすっ. 〈ぇおぇ 
くっ しすぇゃぇ! ╁しうつおう, おけうすけ こけ-
しすなこゃぇす こさう くぇし, うょゃぇす ょぇ 
ゅう けぉせつぇゃぇき, くけ くっ ゃしうつおう 
ゃないこさうっきぇす. ╉けえすけ くっ ゃない-
こさうっきぇ, すさはぉゃぇ ょぇ しう たけょう“ 
- すうたけ, くけ おぇすっゅけさうつくけ おぇい-
ゃぇ ╋ぇくつけ ¨ょあぇおけゃ. 〈けえ こさう-
いくぇゃぇ, つっ さぇぉけすぇすぇ きせ たうつ 
くっ っ ぉっいけこぇしくぇ. ╊っおぇすぇ くっ-
ぉさっあくけしす こさう しなしすぇゃはくっすけ 
くぇ さぇいすゃけさうすっ こさう ゅさっておぇ 
きけあっ ょぇ ょけゃっょっ ょけさう ょけ くぇ-
さぇくはゃぇくうは. ‶けきくう しかせつぇえ し 
おけかっゅぇ, ょけこせしくぇか  くっぉさっあ-
くけしす, おけはすけ きせ おけしすゃぇかぇ うい-
ゅぇさはくうは こけ かうちっすけ. ╆ぇすけゃぇ 
╋ぇくつけ ゃくうきぇゃぇ. ¨こうさぇ しっ う 
くぇ いくぇくうはすぇ しう こけ こうさけすっ-
たくうおぇ, せしゃけっくう ゃ いぇゃけょしおうは 
‶〉『 くぇ ゃさっきっすけ. ¨ぉせつぇゃぇく っ 
いぇ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう. „〈なくおう 
くっとぇ しぇ う くっ ゃしっおう きけあっ ょぇ 
ゅう いぇこけきくう“, おぇいゃぇ いぇ さぇぉけ-
すぇすぇ しう ぉぇえちゃぇつなす. ′け すけえ ゅう 
こけきくう. ╉ぇおすけ こけきくう ょけ こけょ-
さけぉくけしすう すけこかけすけ しう ょっすしすゃけ 
ゃ ╇ゃぇえかけゃゅさぇょしおけ. ╁  さけょくうは 
きせ こぇすさうぇさたぇかっく ょけき くぇ すさぇ-
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こっいぇすぇ しはょぇす くぇょ ょっしっすうくぇ 
ょせてう. ╋ぇくつけ っ くぇえ-きぇかおうはす 
けす しっょっきすっ ぉさぇすは, しさっょ おけう-
すけ しっ おうこさう う っょくぇ しっしすさうつ-
おぇ... ]おさけきっく ぉうか あうゃけすなす ゃ 

╃けかくけ ╊せおけゃけ. ╉ぇすけ ういゃぇょっく 
けす すけきけゃっすっ くぇ ╈けゃおけゃ うかう 
╄かうく ‶っかうく. ╇ – ょぇ, ゃはさくけ っ 
すけゃぇ, おけっすけ こけょしおぇいゃぇ うきっ-
すけ: たけさぇすぇ ゅかっょぇかう きくけゅけ 
かせお. 』っしすけ かせおなす くぇうしすうくぇ 
ぉうか けしくけゃくけすけ くぇ すさぇこっいぇすぇ. 
╆ぇっょくけ し ょけきぇてくうすっ しうさっ-
くっ, きかはおけ う たかはぉ. ╇ おぇおすけ ゃ 
きうくぇかけすけ しすぇゃぇ し きくけゅけ ぉなか-
ゅぇさう, ╋ぇくつけ しっ せつう けす すけいう 
„ういこさっあうゃはく“ あうゃけす. ╀っい 
けきさぇいぇ. ¨ぉさぇすくけすけ – し けぉうつ. 
¨す きぇかなお しすぇゃぇ さぇくけ - は ょぇ 
こぇいう ぉけしすぇくぇ し ょうくう, は ょぇ 
こぇしっ けゃちっ う おけいう... 〈けゃぇ ゃない-
こうすぇゃぇ, こさぇゃう ゅけ すなさこっかうゃ. 
╇ せゃっさっく, つっ し さぇぉけすぇ きけあっ 
ょぇ しっ けちっかはゃぇ. ¨ちっかはゃぇくっ し 
すさせょ. ╇ し ょけぉさけ しっきっえしすゃけ. 
╇ し こけゃっつっ こさうはすっかう. ′ぇ ょゃっ 
ゅけょうくう さぇいしすけはくうっ けす きっつすぇ-
くけすけ こっくしうけくうさぇくっ, ╋ぇくつけ 
しう ゅう うきぇ – う こさうはすっかうすっ, う 
ょけきけつぇょうっすけ. ′ぇえ ゅけ さぇょゃぇ 
ょゃっゅけょうてくぇすぇ ゃくせつおぇ ╁うけ-
かっすぇ. ╋ぇかおぇすぇ けぉうつぇ ょぇ ゅけ 
ょなさこぇ いぇ さなおぇすぇ, いぇ ょぇ うょぇす 
いぇっょくけ ょけ  きぇかおうすっ さぇょけ-
しすう くぇ ゅけかっきうは きぇゅぇいうく. ¨す 
きぇかおうすっ さぇょけしすう ょゃぇきぇすぇ しう 
ゃいうきぇす こけ きくけゅけ とぇしすうっ. „′っ 
さぇいぉさぇたきっ おぇお きうくぇたぇ ゅけょう-
くうすっ...?“, つせょう しっ ょはょけすけ う 
おぇいゃぇ すうたけ, おぇすけ くぇ しっぉっ しう: 
„╉ぇおゃけ くう けしすぇゃぇ, けしゃっく ょぇ 
しっ さぇょゃぇきっ...“. ╋ぇくつけ うきぇ 
ゃうょ くぇ つけゃっお, おけゅけすけ くぇさけ-
ょなす くはおけゅぇ くぇさうつぇてっ „たさう-
しうき“. ╁しうつおけ きせ っ せ ょけきぇ. 
〈さう  あっくう ゅけ つぇおぇす ゃおなとう - 
とっさおぇ, しなこさせゅぇ う すなとぇ. 〈うは 
ょくう こけ あっくしおう しぇ くぇ こけつうゃ-
おぇ, ぇ ょくっし, ょけおぇすけ しう ゅけゃけ-
さうき, ╋ぇくつけ こけゅかっあょぇ つぇしけゃ-
くうおぇ, つっ とっ たけょう くぇ さけあょっく 
ょっく くぇ しうくぇ. 〈ぇは ゃっつっさ きぇか-
おぇすぇ とっ すなさしう ぉけくぉけくおう ゃ 
ょあけぉぇ くぇ ょはょけ, ぇ せすさっ さっ-
かぇおしうさぇかうすっ くぇ 》うしぇさ とっ 
けつぇおゃぇす ょぇ ゅう こけしさっとくっ し 
くっとけ ゃおせしくけ. ╆ぇとけすけ ╋ぇくつけ 
ょけおぇさゃぇ こけ きはさおぇ くっ しぇきけ 
おうしっかうくうすっ う しけかうすっ ゃ ぇさしっ-
くぇかしおうすっ ゃぇくう, くけ う はしすうはすぇ 
ゃ ょけきぇてくぇすぇ すっくょあっさぇ. ‶さっ-
ょう しさっとぇくっすけ くぇ  ′うおせかょっく 
╋ぇくつけ いくぇっ っょくけ: ょぇ しう おせこう 
ょゃぇ てぇさぇくぇ. ╄ょうくうはす いぇ こなか-
くっくっ, ょさせゅうはす いぇ こなさあっくっ. 

〈ぇ, ょぇ しう ゅけ くぇこなかくう っょうくうは 
し けさうい, けさったう, ょけきぇすう う かせお 
う ょぇ しう ゅけ けこっつっ いぇ つぇし う 
こけかけゃうくぇ くぇ ぉぇゃっく けゅなく. ╇! 
– ╋ぇかつけ しう うきぇ しゃけえ けぉさっょ 

いぇ ╃っくは くぇ ]ゃっすう ′うおけかぇえ – 
ょけおぇすけ しう つうし-
すう けしすけさけあ-
くけ てぇさぇくうすっ, 
ゃくうきぇすっかくけ しう 
ういぉうさぇ くはおけか-
おけ かのしこうちう. 
╇いきうゃぇ しう ゅう 
こさうかっあくけ う 
しう ゅう こさうぉうさぇ 
ゃ こけさすきけくっ-
すけ. 〈けは かうつっく 
さうすせぇか, ょけつせす 
くぇ ゃさっきっすけ けす 
ゅけかっきうは ぉぇ-
すおけ ゃおなとう, いぇ 
╋ぇくつけ っ いぇ-
おけく. ╇ くっゅけゃう-
はす いぇょなかあうすっ-
かっく きけかっぉっく 
いぇ ぉっさっおっす. 
╊のしこうすっ しすけ-
はす ゃ こけさそっえかぇ 
ょけ しかっょゃぇとうは 
′うおせかょっく. ╇ 
きっあょせ すはた ゃう-
くぇゅう うきぇ こけ 
くはおけえ かっゃ. 
[うぉぇすぇ っ っょくぇ 
けす しすさぇしすう-
すっ くぇ ╋ぇくつけ, 
いぇとけすけ すは っ 
つぇしす けす ょっす-
しすゃけすけ. 』ぇしす 
けす きうしすうおぇすぇ 
くぇ しっかしおぇすぇ 
さっおぇ, おなょっすけ 
し ょさせゅぇさつっすぇ 
かけゃはす きさっくおう, 
おっそぇか, とせおぇ, 
さぇちう, つっ う ゃけ-
ょくう いきうう. ╉な-
ょっすけ おけこぇはす 
ょなかぉけおう ょせこ-
おう ゃ いっきはすぇ 
う ゅう こなかくはす 
し あぇさぇゃぇ,  いぇ 
ょぇ こさうゅけすゃはす 
せくうおぇかくうは きっしすっく „おっぉぇこ“ 
– させかけ けす さうぉぇ, いっかっくつせちう う 
しかぇくうくぇ, こけょこさぇゃっくけ し さう-
ゅぇく う いぇゃうすけ ゃ きけおさう ゃっしすくう-
ちう. „′っこけゃすけさうき ゃおせし!“, おぇい-
ゃぇ ╋ぇくつけ. ╆ぇ くっゅけ ゃしうつおけ ゃ 
さけょくけすけ きはしすけ っ くっこけゃすけさう-
きけ. ′ぇ ゃさっきっすけ つっしすけ こぇかっか 
くけゃうは ╋けしおゃうつ う – ぇえょっ し 
ょっちぇすぇ おなき さけょくぇすぇ おなとぇ...! 
『はかけすけ しっきっえしすゃけ けぉうつぇ すけは 
おさぇえ. ┿ ゃっつっ しっ たけょう う ょけ 

╂なさちうは... ╂なさちうは, し けしすぇゃっ-
くうすっ さけょくう いっきう, こさっすけこう-
かぇ けすおなしくぇすぇ けす しなさちぇすぇ  くう 
こさっょう しすけ ゅけょうくう ぉなかゅぇさしおぇ 
╀っかけきけさしおぇ 〈さぇおうは. ╇きぇ 
くっとけ ゃ すけは おさぇえ – こさけいうさぇ 
こさっい けつうすっ くぇ ╋ぇくつけ ¨ょあぇ-
おけゃ. 〈けえ きくけゅけ うしおぇ, おけゅぇすけ 
しかっょ ゅけょうくぇ-ょゃっ ょけえょっ こっく-
しうは, ょぇ しう うょっ いぇ っょくけ ちはかけ 
かはすけ, ょぇ かけゃう さうぉぇ し ぉさぇす しう, 
ょぇ しっ さっょはす しこけきっくう いぇ せぉうすう 
こっこっかはくおう う ょなかぉけおう さぇくう 
けす ょうゃう こさぇしっすぇ, こさっゅけさっかう 
ょっすしおう ゅなさぉけゃっ う しけつくう こな-
こってう. ╃けおぇすけ しう きっつすぇっ いぇ 
すけゃぇ, ╋ぇくつけ くっ しっ けすおぇいゃぇ けす 
こさうさけょぇすぇ う ゃ けおけかくけしすうすっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ あうゃっっ 
ゃ おなとぇすぇ くぇ すなとぇすぇ. ]っ-
きっえくけすけ あうかうとっ, いぇおせこっくけ 
ういゅけょくけ けす „┿さしっくぇか“, ゃっつっ 
っ けしすなこっくけ くぇ きかぇょけすけ しっ-
きっえしすゃけ ¨ょあぇおけゃう. ╋かぇょう-
すっ, いぇっょくけ し おけきこぇくうはすぇ くぇ 
きぇえおぇ, すぇすおけ う けとっ こさうはすっ-
かう, くっ しこうさぇす ょぇ おさなしすけしゃぇす 
おさぇえ ╉ぇさかけゃけ う ゃさなた ╀けすっゃ, 
さぇいこなゃぇす  こぇかぇすおう くぇ はいけゃうさ 
╉けこさうくおぇ, こぇかはす けゅくぬけゃっ う 
きはすぇす しおぇさう ゃ さけきぇくすうおぇすぇ 
くぇ きっしすくうは せうおっくょ. ╁っょくなあ 
ょけさう しこぇしうかう せきけさっく しけおけか 

けす しうゅせさくぇ しきなさす...
〈けは くぇつうく くぇ けぉうおくけゃっく 

あうゃけす, くけ あうゃけす, さっょけき し 
きかぇょうすっ, いぇ ╋ぇくつけ っ っょうく-
しすゃっくうはす ゃないきけあっく. ╇ っょうく-
しすゃっくうはす あっかぇく. ¨すうゃぇ きせ. 
╉ぇすけ ょゃっすっ けすかうつうは ゃ ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ ┿かっは くぇ しかぇゃぇすぇ. 
‶けしかっょくけすけ とっ けしすぇくっ ゃ しこけ-
きっくうすっ くぇ ╋ぇくつけ し こさうはすくぇすぇ 
ういくっくぇょぇ けす かうつくぇすぇ しさっとぇ 
し ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ 

くぇ „┿さしっくぇか“ ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ. „》せぉぇゃ つけゃっお, ゃっしっか“, っ 
ゃこっつぇすかっくうっすけ, おけっすけ けしすぇゃは 
ゅけかはきけすけ くぇつぇかしすゃけ せ きぇえ-
しすけさぇ こけ ぉぇえちゃぇくっすけ.『っかうはす 
こさぇいくうお う おけおすっえかなす いぇ けす-
かうつっくうすっ, しなとけ しっ っ たぇさっしぇ-
かう くぇ ╋ぇくつけ. ] せきっくうはすぇ くぇ 
ゅけすゃぇつ けす おぇいぇさきぇすぇ, し けこうすぇ 
しう おぇすけ しっさゃうすぬけさ-ぉぇさきぇく 
けす さっしすけさぇくす „[けいぇ“ う すさぇく-
あうさぇくっすけ ゃ ╋っしけおけきぉうくぇすぇ, 
╋ぇくつけ くぇえ-ょけぉさっ ちっくう すなく-
おうすっ ういくっくぇょう, おけうすけ たけさぇすぇ 
くぇ ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ ぉはたぇ こけょ-
さっょうかう いぇ こさぇいくうおぇ. ]こさっす-
くぇすぇすぇ すさぇこっいぇ きせ くぇこけきくは, 
つっ, ぇおけ うきぇ くっとけ, いぇ おけっすけ 
すけえ ょぇ しなあぇかはゃぇ, すけ っ, つっ 
くぇ ゃさっきっすけ くっ しう ゃいっか ょけおせ-
きっくす いぇ こさけそっしうけくぇかっく ゅけす-
ゃぇつ. ′うとけ, つっ すけゃぇ ょぇかっつ くっ 
きせ こさっつう ょぇ ゅかっいう あっくうすっ せ 
ょけきぇ は し こなかくっくう つせておう, は 
し „ぉけぉ はたくうは し きさなゃつうちぇ“, 
は し はえちぇ こけ こぇくぇゅのさしおう, は し 
うしすうくしおう おのそすっすぇ し こぇしうさぇく 
かせお う くっこさっきっくくけ – さうゅぇく 
けす ╃けかくけ ╊せおけゃけ!  „′ぇえ-すぇおぇ 
きう けすうゃぇ しおぇさぇすぇ!“, しきっっ しっ 
╋ぇくつけ, おけえすけ し こぇさうつおうすっ くぇ 
くぇゅさぇょっくうすっ, ょぇょっくう けす „┿さ-
しっくぇか“, しう おせこうか くけゃぇ しおぇさぇ 

う こけしせょぇ. 』っ ょぇ こさけょなかあう 
ょぇ こけしさっとぇ さけょぇすぇ し かうつくけ 
こさうゅけすゃっくう ぉかのょぇ う ょけきぇて-
くう こうすうっすぇ けす ゅさけいょっすけ くぇ 
かけいっすけ. 
╆ぇ ょぇ っ こなかくぇ しっきっえくぇすぇ 

うょうかうは, おさぇえ きぇしぇすぇ とっ ゃなさ-
すはす けこぇておう こうくつっさなす う おけす-
おぇすぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
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‶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;
•	 てかけしっさう;
•	 くぇせつくけ-すったくうつっしおう さぇぉけすくうちう;
•	 さなおけゃけょうすっかう くぇ しきはくぇ;
•	 さなおけゃけょうすっか ちった;
•	 さなおけゃけょうすっか せつぇしすなお;
•	 すったくけかけいう;
•	 おけくしすさせおすけさう.  

╆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. 

╆ぇ おけくすぇおすう う うくそけさきぇちうは: 
すっか: 0431/63133, 0431/57747 
っmail: kadri@arsenal-bg.com

だß　çí

おう, てぇかけゃっ, さなおぇゃうちう...  う ゃ  „こなかくぇ ぉけえくぇ ゅけすけゃくけしす“ こけっきぇき おなき „┿さしっくぇか“, 
しこけおけえくけ けこうしゃぇ ¨ょあぇおけゃ っあっょくっゃくうすっ しう 2 こけ 15-きうくせすくう おけかけ-こさけぉっいう けす 
ょけきぇ ょけ さぇぉけすぇ. 

╋ぇくつけ っ ぇさしっくぇかっち, さぇいぉうさぇ しっ. ′け くっ けす 
けくっいう, おけうすけ くうおけゅぇ くっ しぇ しう こさけぉゃぇかう 

おなしきっすぇ ょさせゅぇょっ. ¨ぉぇつっ けす けくっいう, ぉっい おけうすけ 
„┿さしっくぇか“ ょくっし くっ きけあっ.  „¨こなゃぇす“ きせ しっ くぇ-
つぇかくうちうすっ, おけゅぇすけ うしおぇ けすこせしお, ゃうおぇす ゅけ, おけ-
ゅぇすけ ょさせゅ くっ きけあっ ょぇ けこさぇゃう ょけいうすっ  すっつくけしす 
いぇ ゃぇくうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 2/160. 〈けえ ぉぇえちゃぇ. ¨ぉぇつっ 
ょぇ ぉぇえちゃぇて ゃ „┿さしっくぇか“, こさけすうゃくけ くぇ けつぇお-
ゃぇくうはすぇ くぇ かぇうちうすっ, くっ けいくぇつぇゃぇ ょぇ きぇあって 
ぉぇえち し つっすおぇ くぇかはゃけ-くぇょはしくけ. ╀ぇえちゃぇくっすけ くぇ 
ゅうかいう くっ っ すけかおけゃぇ こさけしすぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇ ╋ぇく-
つけ ¨ょあぇおけゃ „さぇぉけすぇすぇ くっ っ すっあおぇ, こさけしすけ – 
すさはぉゃぇ ょぇ う くぇきっさうて „つぇかなきぇ“. 〈けえ ゅけ っ くっ-
きっさうか. ╊っしくけ „くぇょせてゃぇ“ けす おけっ こけ おけかおけ ょぇ 
しかけあう, いぇ ょぇ っ すけつっく さぇいすゃけさなす こけ さっょうつおぇすぇ 
けす  18 ゃぇくう し おうしっかうくう う たうきうおぇかう, こけおさぇえ 
おけうすけ すけえ  きうくぇゃぇ こけ 50-60 „すっゅっかぇ“ ょくっゃくけ. 
‶さぇゃう ゅけ, ぉっい ょぇ きせ すっあう. 〈なえ おぇおすけ くっ きせ 
すっあぇす う おうかけきっすさうすっ けす ゃおなとう ょけ いぇゃけょぇ, こけ 
おけうすけ ╋ぇくつけ ゃしっおう ょっく ゃなさすう こっょぇかうすっ くぇ ゃっ-
かけしうこっょぇ しう. ╁ しすせょ, こっお, ょなあょ. „]かぇゅぇき てぇこ-
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〈けゃぇ しっ けすくぇしは いぇ  さぇぉけすっとうすっ くぇ くけさきぇ ゃ ょさせあっしすゃけすけ. ‶け すけいう くぇつうく しっ こけしすうゅぇ うょっく

すうつくけ せゃっかうつっくうっ くぇ いぇこかぇとぇくっすけ くぇ さぇぉけすっとうすっ くぇ くけさきぇ し すっいう, おけうすけ くっ さぇぉけすはす くぇ 
くけさきぇ . 
¨す くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ さなおけゃけょくうはす っおうこ くぇ ょさせあっしすゃけすけ こさっょこさうっ 

う ょさせゅぇ きはさおぇ, けさうっくすうさぇくぇ おなき こけけとさはゃぇくっ くぇ うくあっくっさくけ-すったくうつっしおうは こっさしけくぇか. ¨す 
くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう し 20 う こけゃっつっ  こさけちっくすぇ しぇ せゃっかうつっくう さぇぉけすくうすっ いぇこかぇすう くぇ うく
あっくっさうすっ う すったくうつっしおうすっ おぇょさう ゃなゃ そうさきぇすぇ: おけくしすさせおすけさう, すったくけかけいう, すったくうちう. 
╁しうつおう すっいう, ゃっつっ こけかせつっくう う こさっょしすけはとう いぇ こけかせつぇゃぇくっ けす さぇぉけすっとうすっ ゃ ょさせあっしすゃけ

すけ, せゃっかうつっくうは くぇ こさぇおすうおぇ うきぇす っょうく さっいせかすぇす: けす くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ 
いぇこかぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” とっ しすぇくっ こけ-ゃうしけおぇ けす しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ いぇ けすさぇしなか „╋っすぇ
かけけぉさぇぉけすゃぇとぇ  こさけきうてかっくけしす” ゃ しすさぇくぇすぇ.  ‶ぇさぇかっかくけ し  すけゃぇ そうさきぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ  う 
しすうきせかうさぇとぇすぇ しう しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ おなき いぇっすうすっ ゃ くっは: いぇ こけしかっょくうすっ 3 きっしっちぇ くぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ  きっしっつくうすっ ゃぇせつっさう いぇ たさぇくぇ 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 せゃっかうつっくう し こけ 
20 かっゃぇ う しぇ くぇ しすけえくけしす 60 かっゃぇ, ゃきっしすけ  ょけしっゅぇてくうすっ 40 かっゃぇ. 
 ¨す くぇつぇかけすけ くぇ くけっきゃさう  くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ いぇゃけょうすっ 3 う 4 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 しなし 150 かっゃぇ. 〉ゃっかうつっくうっすけ っ おけきこっくしぇちうは くぇ さぇぉけすくうちうすっ いぇ けすょぇかっつっくけしす くぇ 
さぇぉけすくけすけ きはしすけ 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 きっしっち. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ういょぇょっくけ. ╁ しっゅぇてくうすっ ゅけょう
くう くぇ けゅさけきくけ さぇいくけけぉさぇいうっ 
くぇ おくうあくうは こぇいぇさ っ すさせょくけ 
ょぇ しっ おせこせゃぇ ゃしうつおけ, すさせょくけ 
っ う ょぇ しっ ょぇゃぇす こさっこけさなおう 
くぇ つうすぇすっかうすっ, いぇとけすけ ぉうぉ
かうけすっおぇさはす くっ きけあっ ゃしうつおけ 
ょぇ ういつっすっ – ういょぇゃぇ すぇえくうすっ 
くぇ こさけそっしうはすぇ ぇさしっくぇかしおうはす 
ぉうぉかうけすっおぇさ. ╉ぇすけ しこっちうぇ
かうしす, ╆ぇさけゃぇ しっ すさっゃけあう, つっ 

くっ きけあっ ゃうくぇゅう ょぇ けすゅけゃけさう 
くぇ ゃなこさけしぇ: “〈ぇいう おくうゅぇ たせ
ぉぇゃぇ かう っ?“ - ゃなこさけし, し おけえすけ 
たけさぇすぇ うょゃぇす こさう くっは. ╁しなと
くけしす, しさっとうすっ ゃ ぉうぉかうけすっおぇ
すぇ けすょぇゃくぇ しぇ しっ こさっゃなさくぇかう 
ゃ こさうはすっかしおう さぇいゅけゃけさう いぇ 
おくうゅぇすぇ. ┿ う いぇ ょさせゅう くっとぇ. 
〈けゃぇ さぇょゃぇ きくけゅけ ╇かうくぇ, いぇ
とけすけ こけょけぉくう しこけょっかはくうは 
ゃっつっ くっ しぇ すけかおけゃぇ つっしすう, 
おぇおすけ っ ぉうかけ しぇきけ こさっょう 
ょゃぇえしっすうくぇ ゅけょうくう. „[ぇいかうつ
くけすけ すせお っ すけゃぇ, つっ しっ しないょぇ
ゃぇす きくけゅけ ぉかういおう けすくけてっくうは 
きっあょせ たけさぇすぇ, し すっつっくうっ くぇ 
ゅけょうくうすっ つうすぇすっかはす しすぇゃぇ 
こさうはすっか“, おぇいゃぇ ╆ぇさけゃぇ, おけは
すけ うきぇ けこうす う けす ゅさぇょしおぇすぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ, おなょっすけ さぇぉけすう 
くぇ きかぇょう ゅけょうくう.  ╁ „┿さしっ
くぇか“ すは しぇきぇすぇ っ „けすゅかっょぇかぇ“ 
ょっしっすおう つうすぇすっかう. ′はおけう – 
ょけてかう ぉせおゃぇかくけ けとっ ゃ こなさ
ゃうは え さぇぉけすっく ょっく こさっょう 27 
ゅけょうくう. ╇かうくぇ くぇさうつぇ すっいう 

ぇさしっくぇかちう: „╋けうすっ くぇえ-ゃっ
さくう つうすぇすっかう“.  
╃くっし たけさぇすぇ ゃいうきぇす おくうゅぇ ゃ 

さなおぇ こさっょうきくけ いぇ さぇいゃかっつっ
くうっ, いぇとけすけ つっすっくっすけ こけきぇゅぇ 
いぇ こさっけょけかはゃぇくっ くぇ しすさっしぇ 
けす っあっょくっゃくうっすけ, こけおぇいゃぇす 
しこさぇゃおうすっ いぇ くぇゃうちうすっ くぇ 
ぇさしっくぇかちう. ╉さうきうくぇかっすぇ, 
かのぉけゃくう さけきぇくう, すさうかなさう, 
こさうおかのつっくしおう うしすけさうう しぇ 
こさっょこけつうすぇくぇ すっきぇすうおぇ. 』っ
すぇす しっ きくけゅけ う ぉなかゅぇさしおうすっ 
ぇゃすけさう. ′ぇこけしかっょなお うょゃぇす 
きくけゅけ きかぇょう たけさぇ, おけうすけ つっ
すぇす うしすけさうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ 
う すけゃぇ っ さぇょけしすくけ, しこけょっ
かは そうさきっくうはす ぉうぉかうけすっおぇさ. 
《けくょなす うきぇ う ╃っすしおう けすょっか. 
╆ぇさけゃぇ し けしけぉっくけ ゃくうきぇくうっ 
ゅけ こけょょなさあぇ し くけゃう おくうゅう, 
いぇとけすけ くけゃぇすぇ, はさおぇ, こなしす
さぇ, たせぉぇゃぇ  おくうあおぇ いぇ ょっちぇ
すぇ っ ゃぇあくぇ, こけおぇいゃぇ くっえくうはす 
けこうす. ′ぇ ゃさっきっすけ すせお うょゃぇかう 
ょけさう ょっちぇ けす しなしっょくうすっ くぇ 
„┿さしっくぇか“ おゃぇさすぇかう, くはおけう 
ょぇあっ こさうつぇおゃぇかう ╇かうくぇ こさっょ 
こけさすぇかぇ し こけさっょくうすっ しう いぇ
はゃおう, けしけぉっくけ こさっい かっすくうすっ 
ゃぇおぇくちうう, おけゅぇすけ しっ つっすはかけ 
きくけゅけ. 
]すせょっくすうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ 

しなとけ こけかいゃぇす ぉうぉかうけすっおぇすぇ. 
〈なさしはす そうかけしけそしおぇ, うおけくけ
きうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ, さっつ
くうちう. ′ぇ こさぇおすうおぇ, そけくょなす 
さぇいこけかぇゅぇ し こなかっく おぇすぇかけゅ, 
こけおさうゃぇと ゃしうつおう しそっさう, いぇ
ゃっょっくぇ っ  ょけさう う すったくうつっしおぇ 
かうすっさぇすせさぇ, ゃなこさっおう つっ そうさ
きぇすぇ しう うきぇ けすょっかくぇ すったくうつっ
しおぇ ぉうぉかうけすっおぇ. ╂けかはきぇ つぇしす 
けす おくうゅうすっ しう ぉうぉかうけすっおぇすぇ 
っ ょぇさうかぇ くぇ せつうかうとぇ う つう
すぇかうとぇ ゃ さっゅうけくぇ, くぇ ょけきけゃっ 
いぇ ゃないさぇしすくう う ょっすしおう ょけきけ
ゃっ. 』ぇしす けす ょぇさっくうはすぇ しすぇゃぇす 
そぇおす, おけゅぇすけ しっ せしすぇくけゃはゃぇ, 
つっ うきぇ ょっしっすおう ょせぉかうさぇとう 
しっ っおいっきこかはさう けす おくうゅう, おせ
こせゃぇくう ゃ けゅさけきくう おけかうつっしすゃぇ 
くぇ ゃさっきっすけ. ╀かぇゅけすゃけさうすっか
くぇすぇ ょっえくけしす くぇ ぇさしっくぇかしおぇ
すぇ ぉうぉかうけすっおぇ くっ しっ ういつっさこゃぇ 
し すけゃぇ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7
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ごÑó ó çó¢

‶けしかっょくうすっ しさっとう けす [っゅうけくぇかくけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか 
こさう ょっちぇすぇ う こけょゅけすゃうすっかくうすっ ゅさせこう しっ  うゅさぇたぇ こさっい こけ-
つうゃくうすっ ょくう. 

╁ ╉ぇいぇくかなお しなしすぇゃうすっ くぇ „┿さしっくぇか” こけしさっとくぇたぇ ゃさなしすくうちうすっ 
しう けす „╀っさけっ”, おけうすけ しぇ かうょっさう ゃ おかぇしうさぇくっすけ くぇ ょゃっすっ ゃない-
さぇしすう. ‶さう ょっちぇすぇ ぇさしっくぇかちう いぇゅせぉうたぇ けす ╀っさけっ し 0:1, ぇ こさう 
こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ こけぉっょぇ し 0:2 いぇこうしぇたぇ しすぇさけいぇゅけさちう.  ╁なこさっおう 
ょゃっすっ いぇゅせぉう, ょけきぇおうくうすっ こけおぇいぇたぇ, つっ こさっい すけいう しっいけく うきぇす 
しっさうけいくけ ういさぇしすゃぇくっ う しぇ ょけしすけえくう おけくおせさっくすう くぇ くぇえ-ょけぉさうすっ 
ゃ さっゅうけくぇ. 〈ぇおぇ こさう ょっちぇすぇ „┿さしっくぇか” いぇこうしぇ 6 こけぉっょう う 4 いぇゅせ-
ぉう う  っ しさっょ こなさゃうすっ けすぉけさう ゃ おかぇしうさぇくっすけ, ぇ こさう こけょゅけすゃうすっか-
くぇすぇ ゅさせこぇ ぉぇかぇくしなす っ 3 こけぉっょう, 2 さぇゃっくしすゃぇ う 2 いぇゅせぉう, おけっすけ 
しなとけ こけしすぇゃは ぇさしっくぇかちう ゃ こなさゃぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ すぇぉかうちぇすぇ.

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

3 ょっおっきゃさう 2014 ゅ. – 15 はくせぇさう 2015 ゅ. - ╇╋ „╇しおさぇ“ - うい-
かけあぉぇ „╇くしすさせきっくすうすっ - ょゃうゅぇすっか くぇ すったくけかけゅううすっ こさっい たうかは-
ょけかっすうはすぇ“. ╄おしこけいうちうはすぇ ゃおかのつゃぇ ぇさたっけかけゅうつっしおう ぇさすっそぇおすう う 
さっおけくしすさせおちうう くぇ ょさっゃくう すったくけかけゅうつくう しなけさなあっくうは けす ゃさっきっすけ 
くぇ おなしくぇすぇ こさぇうしすけさうは う ぇくすうつくけしすすぇ, ちっかはとう ょぇ こさけしかっょはす せしな-
ゃなさてっくしすゃぇくっすけ う そせくおちうけくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ けさなょうはすぇ こさっい 
たうかはょけかっすくぇすぇ うしすけさうは くぇ つけゃっておぇすぇ ちうゃうかういぇちうは.

き. ょっおっきゃさう 2014 ゅ. – 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは – ういかけあぉぇ-あう-
ゃけこうし くぇ ╂っけさゅう ╀ぇっゃ 
6 ょっおっきゃさう  - 11.00 つ. - ╇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 し すっぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ” 
8 ょっおっきゃさう  – 17.00 つ. - こか. ]っゃすけこけかうし” – „╉けかっょぇ し こさうはすっ-

かう” –しこっおすぇおなか いぇ いぇこぇかゃぇくっ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ おけかっょくぇ っかたぇ 
11 ょっおっきゃさう – 19.00 つ. - ╁けっくっく おかせぉ – „‶けょ けおけ” – こさっきうっさぇ 

くぇ すっぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ” 
12 ょっおっきゃさう - 18.00 つ. - ╇くそけちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” 4 -  „╉けかっ-

ょっく いゃなく”- おけくちっさす くぇ ]きっしっく おぇきっさっく たけさ „]っゃすけこけかうし” こさう ′』 
„╁ないさけょっくぇ うしおさぇ” 
13 ょっおっきゃさう - 17.30 つ. - ╇くそけちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” 4 -  „╁なか-

てっぉっく いゃなく”- おけかっょくぇ こさけょせおちうは くぇ ておけかぇすぇ いぇ いぇぉぇゃくぇ こっしっく 
こさう ′』 „╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ” 
13 ょっおっきゃさう - 18.00 つ. – ╁けっくっく おかせぉ - ╉けかっょっく おけくちっさす くぇ 

ゅさせこぇ „╄たけ” う こさうはすっかう 
15 - 21 ょっおっきゃさう - こか. „]っゃすけこけかうし” - ¨すおさうすぇ しちっくぇ – ういはゃう 

くぇ つうすぇかうとくう そけさきぇちうう けす けぉとうくぇすぇ 
15 ょっおっきゃさう - 18.00 つ. – ╁けっくっく おかせぉ- ╉けかっょっく おけくちっさす いぇ 

ょっちぇすぇ くぇ ゃけっくくけしかせあぇとうすっ 
18 ょっおっきゃさう - 18.00 つ. – ╁けっくっく おかせぉ –╉けかっょっく おけくちっさす くぇ 

すゃけさつっしおうすっ おけかっおすうゃう こさう ′』 „╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ”

ごゐばぷぎゑ: “╊[』》╊『【¨ ′╅ [╅′╅〉]ぇ[“ ぅ╊ 
》『《╉ぇ]╋╅╇╅【 ╉╅ 》《╉[『╊》っ【 [〈╊【╅

[〈╊【ぇ【: 『╅╆《【¨〈 ′╅ 』╅〈《ぁ】╇』【╇¨╊【《 〉╅ [╅′╅〉]ぇ[ 

╀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. ╁っつっ すさっすう ぉさけえ 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:

]すっそぇく [ぇつっゃ
╂っけさゅうっゃ

╂けょうくう:

10

〉つうかうとっ:

¨〉 “′うおけかぇ 
╁ぇこちぇさけゃ”

¨す おけかおけ ゃさっきっ 
うゅさぇって ゃ „┿さしっ-
くぇか“?:

¨す かはすけすけ くぇ 
2014

╉ぇすけ おぇおなゃ?:

╃はしくけ おさうかけ

╊のぉうき うゅさぇつ, 
かのぉうき けすぉけさ?

╋っしう う 』っかしう

╉ぇおなゃ うしおぇて 
ょぇ しすぇくって?

《せすぉけかうしす

びëÜÖó¡í

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

„′ぇきっさうたきっ しう ╉きっすぇ!“. 〈けゃぇ ぉっ かぇおけくうつくぇすぇ けちっくおぇ くぇ さなおけゃけょうすっかは 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“ こさっょ  しなぉさぇかうすっ しっ 
おぇいぇくかなつぇくう こけ ゃさっきっ くぇ こせぉかうつくうは けすつっす  いぇ すさうゅけょうてくけすけ せこさぇゃかっくうっ くぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う くっえくうは っおうこ. ‶せぉかうつくけすけ けすつうすぇくっ 
くぇ ょっえくけしすすぇ, ういゃなさてっくぇ ゃ すさっすぇすぇ ゅけょうくぇ けす おきっすしおうは きぇくょぇす, しっ こさけゃっょっ くぇ 21-ゃう くけっきゃさう ゃ いぇかぇすぇ くぇ „╇しおさぇ“ 4. ‶け ゃさっきっ くぇ 
こさっょしすぇゃはくっすけ おきっすなす ]すけはくけゃぇ こけょさけぉくけ, ゃ きせかすうきっょうえくぇ こさっいっくすぇちうは, しっ しこさは くぇ すさっすぇすぇ ゅけょうくぇ けす しゃけは きぇくょぇす.
„′うっ けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ こけょおさっこはきっ う とっ こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ こけょおさっこはきっ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお“, おぇいぇ さなおけゃけょうすっかはす くぇ ゅさせ

こぇすぇ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす う ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ こけ ゃさっきっ くぇ こせぉかうつくけすけ こさっょしすぇゃはくっ. „╊うつくけ 
しなき しゃうょっすっか くぇ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ おきっすなす ゅ-あぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ しっ ぉけさう いぇ けすしすけはゃぇくっ くぇ うくすっさっしうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっょ ょなさあぇゃくうすっ 
うくしすうすせちうう, ゃおかのつうすっかくけ – ちっくすさぇかくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは う きうくうしすっさしすゃぇすぇ, こさう すけゃぇ – すは ゅけ こさぇゃう ういおかのつうすっかくけ ぇさゅせきっくすうさぇくけ 
う せしこってくけ, おぇいぇ けとっ ╇ぉせてっゃ こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ. ]こけさっょ さなおけゃけょうすっかは くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
おきっすなす さぇぉけすう ういちはかけ ゃ うくすっさっし くぇ ゅさぇあょぇくうすっ: “[ぇょゃぇき しっ, つっ くっ こけょゃっあょぇすっ たうかはょうすっ おぇいぇくかなつぇくう, おけうすけ ╁う こけょおさっこうたぇ, さぇょゃぇき 
しっ, つっ おけゅぇすけ くぇてう ゅけしすう うょゃぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお, すっ しこけょっかはす, つっ くぇてうはす ゅさぇょ しすぇゃぇ ゃしっ こけ-たせぉぇゃ“, けぉなさくぇ しっ ╇ぉせてっゃ おなき ]すけはくけゃぇ. „╆くぇ
っき ゃっつくぇすぇ くっせょけゃかっすゃけさっくけしす けす こけしすうゅくぇすけすけ, くけ っ さっょくけ ょぇ けしすぇゃうき つっさくけゅかっょしすゃけすけ くぇしすさぇくぇ, ょけしすぇすなつくけ っ ょぇ ういかっいっき くぇゃなく 

う ょぇ ゃうょうき おぇおゃけ っ くぇこさぇゃっくけ“, おけきっくすうさぇ けとっ さなおけゃけょうすっかはす くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ さっいせかすぇすうすっ けす すさうゅけょうてくけすけ せこさぇゃかっくうっ くぇ っおうこぇ くぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. „′うっ しきっ し ╁ぇし う とっ ╁う こけょおさっこはきっ, さぇょゃぇきっ しっ いぇ こさういくぇくうっすけ, おけっすけ こけかせつうたすっ し けすかうつうっすけ „』けゃっお くぇ 21-ゃう ゃっお“, おぇいぇ けとっ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
おけえすけ けすつっすっ おぇすけ こけかいぇ いぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ ういぉけさぇ くぇ こなさゃぇすぇ あっくぇ-おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお.
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ょけおぇいぇたぇ, つっ きなょさけしすすぇ う さぇいせきなす しぇ けしくけゃぇすぇ くぇ けくぇいう かうくうは くぇ こけゃっょっくうっ, おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ しかっょゃぇ ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす“, けすゅけ

ゃけさう くぇ ょせきうすっ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ,  おけはすけ こさういくぇ, つっ ぉっいさっいっさゃくぇすぇ こけょおさっこぇ, おけはすけ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ょぇゃぇす くぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ, っ ういおかのつうすっかくけ こけかっいくぇ う ちっくくぇ いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ きっしすくぇすぇ けぉとくけしす.

『っかうはす さなおけゃけょっく っおうこ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお せつぇしすゃぇ ゃ こせぉ
かうつくけすけ けすつうすぇくっ くぇ すさっすぇすぇ ゅけょうくぇ けす きぇくょぇすぇ くぇ おきっすぇ ╂ぇ
かうくぇ ]すけはくけゃぇ. ′ぇ しさっとぇすぇ ゃっつっさすぇ ゃ ╃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 ょけえょけたぇ ゅさぇあょぇくう, けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, きっしすくう 
さなおけゃけょうすっかう くぇ こけかうすうつっしおう こぇさすうう, きっょうう. 
╃っくはす 21-ゃう くけっきゃさう ゃっつっ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ, くぇさけつっく いぇ ょっく 

くぇ ̈ すつっすぇ, くっ っ しかせつぇえくけ ういぉさぇく, こけょつっさすぇ ]すけはくけゃぇ こさっょ たけ
さぇすぇ. „′うっ ゃ けぉとうくぇすぇ しきっ っょくけ しっきっえしすゃけ“, ぉってっ くっえくけすけ 
けぉはしくっくうっ いぇ ういぉけさぇ くぇ ょぇすぇすぇ. ╃っこせすぇすなす けす ╂╄[╀ ′っくけ ╁かぇえ
おけゃ う おきっすなす くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╅うゃおけ 〈けょけさけゃ かうつくけ こけいょさぇゃう
たぇ ]すけはくけゃぇ いぇ さっいせかすぇすうすっ けす さぇぉけすぇすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ けす 2011-
すぇ ょけ しっゅぇ. ]かっょ こけゃっつっ けす つぇし こさっいっくすぇちうは, し おけはすけ おきっすなす ゃ 

2014-すぇ: 

╆ぇゃなさてっくう こさけっおすう し ゃなくてくけ そうくぇくしうさぇくっ
- ‶ぇさおけゃっすっ „[けいぇさうせき“ う „〈のかぉっすけ“
- [っおけくしすさせおちうは くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ
- ]すさけうすっかしすゃけ くぇ 3 くけゃう ちっくすなさぇ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ けす しっきっっく すうこ
- ]すさけうすっかしすゃけ くぇ っょくけ いぇとうすっくけ あうかうとっ
- [っおけくしすさせおちうは くぇ ╋かぇょっあおう ょけき
- ¨ぉくけゃっくぇ しゅさぇょぇ くぇ ‶けあぇさくぇすぇ
- 『はかけしすくけ しぇくうさぇくっ くぇ 2 ょっすしおう ゅさぇょうくう
- ¨そけさきかっくうっ う けぉくけゃはゃぇくっ くぇ 4 くけゃう きっあょせぉかけおけゃう ゅさぇょうくおう
- ╇いゅけすゃはくっ くぇ こさけっおすう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こさっょ ╄] ゃ くけゃうは こさけゅさぇきっく 

こっさうけょ. ‶さけっおすうすっ ぉうたぇ きけゅかう, ぇおけ ぉなょぇす けょけぉさっくう, ょぇ ょけくっしぇす こさうたけょう 
けす 500 たうか. かゃ.
- 19 くけゃけぇしそぇかすうさぇくう う さっきけくすうさぇくう せかうちう いぇ けぉとけ 803 たうか. かっゃぇ
-  ′けゃぇ さうすせぇかくぇ いぇかぇ いぇ しゃぇすぉう う さぇょけしすくう さうすせぇかう いぇ 29 819 かゃ.

¨ょけぉさっくう こさけっおすう ゃ けつぇおゃぇくっ くぇ ょけゅけゃけさ

- 〉つうかうとっすけ ゃ ¨ゃけとくうお – こさけっおす いぇ っそっおすうゃくけ せつっくっ – 10 たうか. かゃ.
- ╉ぇくぇかういぇちうは くぇ ╉さなく – 15 きかく. 660 たうか. かゃ.
- ╄くっさゅうえくぇ っそっおすうゃくけしす  –  ╃っすしおぇ きかっつくぇ おせたくは – 263 たうか. 349 かゃ.
- „╆っかっくぇ う ょけしすなこくぇ ゅさぇょしおぇ しさっょぇ“  - 2 きかく. 248 たうか. かゃ.

‶さうおかのつっくう う けすつっすっくう せしこってくけ こさけっおすう

- ╄くっさゅうえくぇ っそっおすうゃくけしす ゃ ╋╀┿╊ „╃-さ 》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう“ – 3 きかく. 
354 たうか. 584 かゃ.
- [っおけくしすさせおちうは う けぉけさせょゃぇくっ くぇ ╋╀┿╊ – 3 きかく.791 たうか. 817 かゃ.
- ‶さけっおす いぇ うくすっゅさうさぇくっ くぇ きぇかちうくしすゃぇすぇ ゃ せつうかうとっ – 150 たうか. 125 

かゃ.
- ‶さけっおす いぇ こけきけと おなき けぉせつっくうっすけ くぇ ょっちぇ しなし しこっちうぇかくう こけすさっぉくけ

しすう – 364 たうか. 366 かゃ.
- ‶さけっおす いぇ ういさぇぉけすゃぇくっ きっすけょうおぇ いぇ ぇくぇかうい くぇ きっしすくうすっ こけかうすうおう – 

75 たうか.038 かゃ.
- [っきけくす くぇ せつうかうとっすけ ゃ ╉けこさうくおぇ こけ „╉さぇしうゃぇ ╀なかゅぇさうは” – 179 たうか.  

779 かゃ.
- ╇いゅけすゃはくっ くぇ ╇くすっゅさうさぇく こかぇく いぇ ゅさぇょしおけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ う さぇいゃう

すうっ – 497 たうか. かゃ.
- ╄ゃさけこっえしおう ちっくすなさ いぇ ぉっいういおけこくう すったくけかけゅうう, しなゃっきしすくけ し つぇしすくぇ 

そうさきぇ
- ]けちうぇかっく こさけっおす „‶けきけと ゃ ょけきぇ“ – 225 たうか. 180 かゃ. いぇ ょけきぇてくう 

こけきけとくうちう
- ¨ぉとっしすゃっくう すさぇこっいぇさうう - 7 480 かゃ.

‶さけっおすう ゃ こさけちっし くぇ ういこなかくっくうっ

- ╃けしすなこ ょけ ╋せいっえ „╇しおさぇ“ くぇ たけさぇ し せゃさっあょぇくうは – 27 たうか. 189 かゃ.
- 5 こさけっおすぇ けす ‶〉╃¨¨] いぇ つうしすぇ けおけかくぇ しさっょぇ ゃ ╉さなく, 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ, 

╀せいけゃゅさぇょ う 【っえくけゃけ
- ‶さけっおす いぇ ╋かぇょっあおう ょけき けす „╉さぇしうゃぇ ╀なかゅぇさうは“ 
- ¨ぉさぇいけゃぇすっかっく こさけっおす こけ „╉けきっくしおう“ いぇ せすゃなさあょぇゃぇくっ くぇ くぇちうけくぇかくぇ

すぇ う っゃさけこっえしおぇ うょっくすうつくけしす, しなゃきっしすくけ し ╉けてはくつうく, ‶けかてぇ
- 〈ったくうつっしおぇ こけきけと いぇ くけゃうは こさけゅさぇきっく こっさうけょ – 549 たうか. 460 かゃ. いぇ 

さぇいさぇぉけすゃぇくっ くぇ くけゃう こさけっおすう, つさっい おけうすけ ょぇ しっ おぇくょうょぇすしすゃぇ こさっょ  ¨‶ 
„[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ“ くぇ ╄] いぇ さっぇかういぇちうは くぇ ╇くすっゅさうさぇくうは ‶かぇく いぇ 
ゅさぇょしおけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ う さぇいゃうすうっ
- [っおけくしすさせおちうは くぇ はいけゃうさ ]うくはすぇ さっおぇ – 361 たうか. 777 かゃ.
- [っおけくしすさせおちうは „[けいぇさうせき“ う „〈のかぉっすけ“  し ゃっかけぇかっう – 4 きかく. 870 たうか. 

040 かゃ.
- 3 ちっくすなさぇ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ けす しっきっっく すうこ う 1 いぇとうすっくけ あうかうとっ – 2 きかく. 

379 たうか. かゃ.
- „╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ う すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ“ – ゃ こけょおさっこぇ くぇ うおけくけきうおうすっ 

くぇ けぉとうくうすっ ╉ぇいぇくかなお, ‶ぇゃっか ぉぇくは, ╉ぇさかけゃけ ,]けこけす う ╋なゅかうあ -  489 たうか. 
160 かゃ.
- ╁けょっく こさけっおす, ╄すぇこ 2: さっおけくしすさせおちうは う きけょっさくういぇちうは くぇ こさっつうしすゃぇ

すっかくぇすぇ しすぇくちうは – 1 きかく. 387 たうか. 365 かゃ.
- 5 きかく. 277 たうか. 734 かゃ. うくゃっしすうちうう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけ ういゅさぇあょぇくっ 

くぇ ‶さっすけゃぇさくぇ しすぇくちうは おさぇえ 』っさゅぇくけゃけ, おけはすけ とっ けぉさぇぉけすゃぇ けすこぇょなちう いぇ 
[っゅうけくぇかくけすけ ょっこけ  おさぇえ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おなょっすけ とっ しっ しおかぇょうさぇ ぉけおかせおなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇっょくけ し ょさせゅう 10 けぉとうくう
- ‶さけっおすう  いぇ かうつくう ぇしうしすっくすう う ょけきぇてくう こけきけとくうちう くぇ たけさぇ し せゃさっあ

ょぇくうは
- ‶さけっおす いぇ こさうっきくう しっきっえしすゃぇ
- ‶けょおさっこぇ くぇ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ ¨ぉと せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお – 142 

たうか. 650 かゃ.     

｠╅『【¨╊〉¨【╊ ╆《]〉¨ぁ〉¨...
╃けすけゅぇゃぇ ゃ ′¨╇ とっ きけゅぇす ょぇ しっ こさっょしすぇゃはす ゃすけさうはす っおいっきこかはさ くぇ ういょぇょっくう しぇきけ くぇ 

たぇさすうは ぉけかくうつくう かうしすけゃっ うかう くぇ っかっおすさけくっく くけしうすっか くぇ ういょぇょっくう, くけ くっういこさぇすっくう 
こけ っかっおすさけくっく こなす, ぉけかくうつくう かうしすけゃっ. 
╁すけさうはす っすぇこ けす っかっおすさけくういうさぇくっすけ くぇ こさけちっしぇ すさはぉゃぇ ょぇ いぇゃなさてう ょけ おさぇは くぇ 2015-

すぇ. 
〈ぇおぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ とっ きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす ょぇくくうすっ う ょけおせきっくすうすっ こけ っかっおすさけくっく 

こなす.
¨す くぇつぇかけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ けさゅぇくうすっ くぇ きっょうちうくしおぇすぇ っおしこっさすういぇ /かっおぇさう, 

╊╉╉, 〈╄╊╉ う ′╄╊╉/ とっ こさっょしすぇゃはす ょぇくくうすっ けす ぉけかくうつくうすっ かうしすけゃっ う さってっくうはすぇ こけ 
けぉあぇかゃぇくっすけ うき こけ っかっおすさけくっく こなす ゃ ╄かっおすさけくっく さっゅうしすなさ くぇ ぉけかくうつくうすっ かうしすけゃっ, 
こけょょなさあぇく けす ′¨╇.
╆ぇ すぇいう ちっか っ さぇいさぇぉけすっくぇ う こさうっすぇ くけゃぇ くぇさっょぉぇ くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす う しぇ くぇ-

こさぇゃっくう ういきっくっくうは ゃ ょっえしすゃぇとう くけさきぇすうゃくう ぇおすけゃっ, しなけぉとぇゃぇす けす ′¨╇. ╄かっおすさけく-
くうはす けぉきっく くぇ ょぇくくう とっ しっ ういゃなさてゃぇ つさっい さぇいさぇぉけすっく う こさっょけしすぇゃっく けす ′¨╇ ぉっいこかぇ-
すっく しけそすせっさ うかう つさっい しこっちうぇかういうさぇくうは しけそすせっさ, こけかいゃぇく けす かっおぇさうすっ, しなけぉさぇいっく し 
せすゃなさょっくうすっ う こせぉかうおせゃぇくう ういうしおゃぇくうは くぇ ′¨╇. 
¨す 1 ょっおっきゃさう 2014 ゅ. ぉけかくうつくうすっ いぇゃっょっくうは ぉう しかっょゃぇかけ  ょぇ くっ こけかせつぇゃぇす う ょぇ くっ 

けすつうすぇす ゃ ′¨╇ ぉかぇくおう くぇ ぉけかくうつくう かうしすけゃっ. 
╄かっおすさけくくけすけ うき ういょぇゃぇくっ とっ しっ ういゃなさてゃぇ し こさっょゃぇさうすっかくけ こけかせつっくう けす ′¨╇ せくう-

おぇかくう くけきっさぇ くぇ ぉけかくうつくう かうしすけゃっ. Tっ とっ しっ こけかせつぇゃぇす けす かっつっぉくうすっ いぇゃっょっくうは, いぇ 
おけっすけ くっ しっ ういうしおゃぇ こさっさっゅうしすさぇちうは, ぇおけ ゃっつっ しぇ さっゅうしすさうさぇくう ゃ ′¨╇. 
¨す ′¨╇ けすぉっかはいゃぇす, つっ し ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ っかっおすさけくくうは さっゅうしすなさ /こさう かっおぇさう, さぇ-

ぉけすけょぇすっかう う ′¨╇/ こさけちっしなす こけ ういこかぇとぇくっ くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ とっ ぉなょっ けこさけしすっく, ぇ 
しさけおなす いぇ ういこかぇとぇくっすけ うき いくぇつうすっかくけ しなおさぇすっく.

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

‶さっょしすぇゃうすっかはす くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, うおけくけきうしすなす 
╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ, ぉっ ういぉさぇく いぇ いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっか くぇ きっしすくうは こぇさかぇきっくす. 

〈けえ こけっきぇ こけしすぇ けす ′っくけ ╁かぇえおけゃ, おけえすけ けす けおすけきゃさう っ くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか ゃ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╂╄[╀.

] 14 きっょぇかぇ  „╀ぇとぇ きっつすぇ!” しっ しょけぉうたぇ 14 
ょけぉさう すぇすおけゃちう けす けぉとうくぇすぇ. 〈けゃぇ しすぇくぇ 

ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ しなこさうつぇしすうっすけ くぇ 『っくすなさぇ 
いぇ けぉとっしすゃっくぇ こけょおさっこぇ /『¨‶/ ゃ ゅさ. ╉ぇいぇく-
かなお おなき ′ぇちうけくぇかくぇすぇ „Man-Care“ (http://
mencare.bg). „╃ぇ ぉなょって ぉぇとぇ” っ くぇちうけくぇか-
くぇ おぇきこぇくうは, ちっかはとぇ ょぇ そけおせしうさぇ ゃくうきぇ-
くうっすけ くぇ けぉとっしすゃけすけ ゃなさたせ いくぇつうきけしすすぇ くぇ 
ぉぇとうくぇすぇ さけかは いぇ こなかくけちっくくけすけ さぇいゃうすうっ 
くぇ ょっすっすけ. ╁ うくうちうぇすうゃうすっ, こけょっすう けす 『¨‶ ゃ 
けぉとうくぇすぇ, しっ ゃおかのつうたぇ けぉとけ 74 ょっちぇ, おけう-
すけ こうしぇたぇ っしっすぇ, さうしせゃぇたぇ う すゃけさうたぇ くぇ すっきぇ 
„╋けはす ぉぇとぇ”.  

‶けしすけはくっく こさうっきっく ょっく とっ うきぇ  おぇいぇくかなておうはす 
くぇさけょっく  こさっょしすぇゃうすっか けす ‶‶ ╂╄[╀ ゃ 43-すけ ′ぇ-

さけょくけ しなぉさぇくうっ ′っくけ ╁かぇえおけゃ. 
‶さうっきくけすけ きせ ゃさっきっ とっ ぉなょっ ゃしっおう こけくっょっかくうお 

けす 09:00 ょけ 11:00 つぇしぇ ゃ けそうしぇ くぇ ╂╄[╀ くぇ せか. 
„╉かうきっくす ¨たさうょしおう“ わ1 ゃ  ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇこうしゃぇくうは 
ゅさぇあょぇくうすっ きけゅぇす ょぇ くぇこさぇゃはす くぇ すっか. 0885 023 
905

‶さけっおす くぇ しすけえくけしす いぇ ぉかういけ 6,5 きかく. 
かっゃぇ しすぇさすうさぇ ゃ けぉとうくぇ ╋なゅかうあ.  

〈けえ っ いぇ さったぇぉうかうすぇちうは くぇ すったくうつっしおぇすぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇ くぇ けぉとうくぇすぇ. ╁ さぇきおうすっ 
くぇ こさけっおすぇ こさっょしすけう ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃ 
う さったぇぉうかうすぇちうは くぇ しなとっしすゃせゃぇとうは ゃけ-
ょけこさけゃけょ ゃ 〈せかけゃけ, おぇおすけ う さっおけくしすさせお-
ちうは くぇ けぉとうくしおうは こなす し. [ぇょせくちう – あ. こ. 
ゅぇさぇ [ぇょせくちう.

] さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす - ╉ぇいぇくかなお けす 
くけゃぇ ゅけょうくぇ しっ そうおしうさぇす きうくうきぇかくう う きぇお-

しうきぇかくう ちっくう くぇ おうかけきっすなさ いぇ すぇおしうきっすさけゃうすっ 
こさっゃけいう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ. ╇いうしおゃぇ-
くっすけ いぇ すぇおうゃぇ ちっくう っ くぇ ぉぇいぇ さぇいこけさっょぉう う こさけ-
きっくう ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ ぇゃすけぉせしくうすっ  こさっゃけいう くぇ こなす-
くうちう, ゃ しうかぇ けす きっしっち のくう すぇいう ゅけょうくぇ. ]なゅかぇしくけ 
こさうっすけすけ さってっくうっ けす こけしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ 
]なゃっすぇ, ょくっゃくぇすぇ すぇさうそぇ いぇ おうかけきっすなさ, おけはすけ 
とっ うきぇす こさぇゃけ ょぇ すぇおしせゃぇす すぇおしうきっすさけゃうすっ てけ-
そぬけさう, とっ ぉなょっ きうくうきせき 80 しす., ぇ きぇおしうきせき - 90 
しす. いぇ おうかけきっすなさ. ′けとくぇすぇ しなけすゃっすくけ しすぇゃぇ: きう-

こけょさけぉくけしすう ういかけあう ょっえくけしすすぇ 
くぇ しゃけはすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, しさっ
とぇすぇ こさうおかのつう ぉっい ゃなこさけしう 
けす しすさぇくぇ くぇ こさうしなしすゃぇとうすっ.  
╆ぇ ょけてかうすっ いぇ こせぉかうつくけすけ けす
つうすぇくっ ゅさぇあょぇくう, こけかうすうちう う 
あせさくぇかうしすう, ぉってっ こけょゅけすゃっくぇ 
う おくうあおぇ し すっおしすぇ う つうしかぇすぇ 
くぇ ¨すつっすぇ いぇ ういこなかくっくうっ くぇ 
‶さけゅさぇきぇすぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ すさっすぇすぇ 
ゅけょうくぇ けす きぇくょぇす  2011 – 2015.
]すけはくけゃぇ けすつっすっ こけしかっょけゃぇ

すっかくけ ういこなかくっくうっ くぇ しゃけはすぇ 
こさけゅさぇきぇ, おけはすけ ゃ すさっすぇすぇ ゅけ
ょうくぇ さっぇかういうさぇ っょくう けす けし
くけゃくうすっ しう ちっかう こけ かうくうは くぇ 
ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ, あういくっくぇすぇ 
しさっょぇ,  こなすくぇすぇ  う しけちうぇかくぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお う 
19-すっ くぇしっかっくう きっしすぇ. „〈さはぉゃぇ 
ょぇ こさういくぇっき, つっ くっ くう ょけしすうゅぇす 
そうくぇくしうすっ“, おぇいぇ けぉぇつっ こさっょ 
ゅさぇあょぇくうすっ おきっすなす ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ.〈は こけしけつう おぇすけ こさう
つうくぇ いぇ すけゃぇ: “‶けしかっょしすゃうはすぇ 
けす ゅさってくう さってっくうは ゃ きうくぇかう 
きぇくょぇすう.“ ] すっいう こけしかっょしすゃうは 
¨ぉとうくぇすぇ こけょたけあょぇ さぇいせき

くけ, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ しっ こさけょなか
あう – けしゃっく ういこかぇとぇくっすけ くぇ 
しすぇさう いぇょなかあっくうは, う くけゃけすけ 
しすさけうすっかしすゃけ くぇ こけかっいくう いぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ けぉっおすう, おぇいぇ けとっ 
]すけはくけゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ しさっ
とぇすぇ. ╉きっすなす ぇおちっくすうさぇ ゃなさ
たせ こけょおさっこぇすぇ, おけはすけ ょぇゃぇす 
ゅさせこうすっ ゃ  ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお,  いぇ ゃしうつおう こけ
かっいくう いぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇつう
くぇくうは, こさっょこさうっすう けす ぇょきう
くうしすさぇちうはすぇ う ぉかぇゅけょぇさう いぇ 
すぇいう こけょおさっこぇ. „╉ぇいぇくかなお しう 
ゃさなとぇ しぇきけつせゃしすゃうっすけ し こさう
いくぇくうっすけ くぇ っゃさけこっえしおけすけ う 
しゃっすけゃくけ くうゃけ くぇ くぇてうは こさう
さけょっく, うおけくけきうつっしおう, おせかすせさ
くけ-うしすけさうつっしおう う つけゃっておう 
こけすっくちうぇか“, っ けちっくおぇすぇ くぇ 
おきっすぇ しかっょ すさう ゅけょうくう さぇぉけ
すぇ くぇつっかけ くぇ きっしすくぇすぇ ぇょきう
くうしすさぇちうは. ‶さっい すさうすっ ゅけょうくう 
けす 2011-すぇ ょけ しっゅぇ っおうこなす くぇ 
]すけはくけゃぇ さぇぉけすう こけ せゃっかうつぇ
ゃぇくっ くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇすぇ 
おけきこっすっくすくけしす くぇ けぉとうくしおう
すっ しかせあうすっかう つさっい けぉせつっくうは, 
さっぇかういうさぇくう しなし しさっょしゃぇ けす 

っゃさけこさけゅさぇきう. ] こぇさう けす ╄] 
っ さぇいさぇぉけすっくぇ きっすけょうおぇ いぇ 
すっおせとぇ こさけゃっさおぇ, おけくすさけか う 
けちっくおぇ くぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ 
おぇいぇくかなておうは ¨ぉとうくしおう こかぇく 
いぇ さぇいゃうすうっ 2014 - 2020. ╁しは
おぇ けぉとうくぇ うきぇ すぇおなゃ こかぇく, 
おけえすけ しかっょゃぇ ょぇ しっ ういこなかくはゃぇ 
う すっおせとけ ょぇ しっ しかっょう すけゃぇ こけ 
けこさっょっかっくぇ きっすけょうおぇ. [ぇい
さぇぉけすっくぇ し っゃさけしさっょしすゃぇ っ  
う しうしすっきぇ けす こけおぇいぇすっかう いぇ 
しすさぇすっゅうつっしおけ こかぇくうさぇくっ くぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉとうくぇすぇ. ╉ぇすけ 
ゅけかはきけ せかっしくっくうっ ゃ こけかうすう
おぇすぇ くぇ こさけいさぇつくけしす ゃ けすくけ
てっくうはすぇ し ゅさぇあょぇくうすっ おきっすなす 
けすつうすぇ ょっえしすゃぇとぇすぇ うくすっさくっす-
しすさぇくうちぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお, おけはすけ ょぇゃぇ っあっょくっゃくぇ 
うくそけさきぇちうは いぇ おけくおせさしう, さぇ
ぉけすくう きっしすぇ, おぇきこぇくうう, っかっお
すさけくくう しこさぇゃおう くぇ ょぇくなつくう
すっ いぇょなかあっくうは, いぇこうしゃぇくっ いぇ 
こさうっきっく ょっく くぇ おきっすぇ, こけょぇ
ゃぇくっ くぇ しうゅくぇかう, きくっくうは う 
こさっこけさなおう.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

くうきせき 90 しす. くぇ おき. う きぇおしうきせき 95 しす. くぇ おき. [ぇいさってうすっかくうすっ いぇ すぇおしうきっすさけゃうすっ せし-
かせゅう けす くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ  とっ しぇ ゃぇかうょくう くっ 2, ぇ 3 ゅけょうくう, ぇ ぉさけはす さぇいさってっくう すぇおしうすぇ, 
おけうすけ うきぇす こさぇゃけ ょぇ ういゃなさてゃぇす すぇおうゃぇ せしかせゅう ゃ けぉとうくぇすぇ, っ さっゅかぇきっくすうさぇく くぇ くっ 
こけゃっつっ けす 240 おけかう. ╃け きけきっくすぇ すぇおしうきっすさけゃうすっ そうさきう うきぇたぇ っょくぇ すぇさうそぇ- ょくっゃくぇ 
75 しす. いぇ おうかけきっすなさ う くけとくぇ – 85 しす. いぇ おうかけきっすなさ. 
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╁ ぇさしっくぇかしおぇすぇ のぉうかっえくぇ ゅけ
ょうくぇ いぇ くっ っょうく う ょゃぇきぇ 

ぇさしっくぇかしおう ゃっすっさぇくう–のぉうかはさう 
ゃう さぇいおぇいぇたきっ くぇ しすさぇくうちうすっ くぇ 
ゃっしすくうおぇ ゃ させぉさうおうすっ „╃うさう” う 
„╁っすっさぇくう”. 
 ]ぇきけ こさっょう  ょくう ょさせゅ っょうく ぇさ

しっくぇかしおう ゃっすっさぇく, ゃさなしすくうお くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くぇゃなさ
てう しゃけうすっ ょけしすけかっこくう 90 ゅけょう

くう, ぇ しかっょ ぉさけっくう ょくう – くぇ 31-
ゃう ょっおっきゃさう とっ しっ くぇゃなさてぇす 30 
ゅけょうくう けす こけしかっょくうは きせ さぇぉけすっく 
ょっく ゃなゃ そうさきぇすぇ. 

 ゃっすっさぇくう, ぉうゃてう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ うくしすさせきっくすぇかくうは いぇゃけょ ゃ „┿さしっくぇか” – ╆ぇゃけょ 
6, おぇおすけ う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ くぇしすけはとうは きっくうょあなさしおう っおうこ くぇ いぇゃけょぇ, しっ しなぉさぇたぇ くぇ ゃすけさぇすぇ しう  
こさっょおけかっょくぇ しさっとぇ. 〈けいう こなす し ゅけかはき こけゃけょ: いぇ ょぇ けすぉっかっあぇす こけかけゃうくゃっおけゃくうは のぉうかっえ くぇ いぇゃけょぇ. 

╃なかゅけゅけょうてくうはす しつっすけゃけ
ょうすっか ゃ „┿さしっくぇか”, ういょうゅくぇか 
しっ ょけ ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか 
くぇ そうさきぇすぇ 

╀けくつけ ‶っすさけゃ ‶っしっゃ 

こけしさっとくぇ ゃ さぇょけしす う きなょ
さけしす しゃけは ゅけかはき のぉうかっえ. 
[けょっく っ くぇ 12. 11. 1924 ゅけ

ょうくぇ ゃ ゅさ. 【うこおぇ.
 ╆ぇゃなさてゃぇ ゅうきくぇいうは ゃ ゅさ. 

╉ぇいぇくかなお, おぇさぇ ゃけえくうおかな
おぇ ゃ 》ぇさきぇくかう, しかっょ おけっすけ 

╉けかっょくうすっ う くけゃけゅけょうて-
くう こさぇいくうちう しぇ ゃさっ-

きっすけ, こさっい おけっすけ ゃしっおう しっ 
しすさっきう ょぇ しっ しなぉっさっ いぇっょくけ 
し かのぉうきうすっ しう たけさぇ う さけょ-
くうくう.
╄, くっおぇ しう こさっょしすぇゃうき おぇお 

ぉうたぇ ういゅかっあょぇかう 12-すっ いけ-
ょうぇおぇかくう いくぇおぇ, ぇおけ さってぇす 
ょぇ こさぇいくせゃぇす いぇっょくけ, しな-
ぉさぇくう くぇ っょくけ きはしすけ. 
╄ょうく いぇおぇつかうゃ, てっゅけゃうす う 

きくけゅけ, きくけゅけ ゃっさっく  こけさすさっす 
くぇ すはたくぇすぇ けぉとぇ ╉けかっょぇ うかう 
′けゃぇ ゅけょうくぇ. ┿おけ くはおなょっ 
すせお しっ こけいくぇっすっ, くっ しっ すさっ-
ゃけあっすっ. ‶さうっきっすっ ゅけ おぇすけ 
ょけおぇいぇすっかしすゃけ, つっ  ぉぇぉせゃぇ-
くっすけ くぇ いゃっいょうすっ くっ ゃうくぇゅう 
っ „ぉぇぉうくう ょっゃっすうくう”.

¨ゃっくなす とっ っ すけいう, おけえすけ 
し ゅけすけゃくけしす とっ しっ こさっけぉかっ-
つっ おぇすけ ╃はょけ ╉けかっょぇ, しぇきけ 
いぇ ょぇ こけおぇあっ くっゃっさけはすくうすっ 
しう せきっくうは ゃ おぇすっさっくっすけ こけ 
しすっくぇすぇ う しこせしおぇくっ ゃ おけきうくぇ 
(ぇ う いぇ ょぇ ょっきけくしすさうさぇ せくう-
おぇかくうすっ しう せきっくうは). ╉ぇすけ 
こさうおかのつう し すけゃぇ, おけっすけ せこけ-
さうすけ しう っ くぇせきうか う くぇゃうおぇ 
ゃしうつおう けしすぇくぇかう, おけうすけ しっ 
けこうすぇす ょぇ きせ こけこさっつぇす, とっ 
しっ すさなてくっ くぇ ょうゃぇくぇ う とっ 
いぇはゃう, つっ っ ういきけさっく う しう けつ-
ぇおゃぇ ゃっつっさはすぇ.

〈っかっちなす っ ういちはかけ こけゅなか-
くぇす けす せたぇくうはすぇ くぇ たさぇくぇ, 
こさうゅけすゃはくっすけ くぇ おぇこぇきぇ し 
ゃしうつおう ゃうょけゃっ きっしけ, くはおけか-
おけ ゃうょぇ しかぇょおう, くはおけかおけ 
ゃうょぇ おけおすっえかう うかう おぇいぇくけ 
くぇおさぇすおけ – けぉしっぉうか っ おせた-
くはすぇ, はょっ けす ゃしうつおう こけょゅけす-
ゃっくう こさけょせおすう う しなし しなき-
くっくうっ ういせつぇゃぇ ゅけすゃぇさしおぇすぇ 
おくうゅぇ, きうしかっえおう しう, つっ いくぇっ 
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こけ-ょけぉさっ おぇお しっ こさうゅけすゃはす 
はしすうはすぇ.

╀かういくぇおなす ょなさあう すぇぉかっす, 
すっかっそけく う っかっおすさけくっく つっ-
すっち う ょけおぇすけ しかせてぇ きせいうおぇ 
う なこょっえすゃぇ しすぇすせしぇ しう ゃなゃ 
そっえしぉせお, しっ つせょう おなょっ とっ っ 

こけ-ょけぉさっ ょぇ うょっ くぇ ╉けかっょぇ – 
ょぇ こけしっすう こさうはすっかう ゃ ょさせゅぇ 
ょなさあぇゃぇ, ょぇ こさけゃっさう きけさっすけ 
ょぇかう っ けとっ くぇ きはしすけすけ しう うかう 
ょぇ ういかっいっ ょぇ こさぇゃう しくっあっく 
つけゃっお し ょっちぇすぇ くぇ ょゃけさぇ.

[ぇおなす っ こけしゃっすっく くぇ すけゃぇ 
ょぇ こけょさっょう おけかっょくぇすぇ せおさぇ-
しぇ ゃ ょけきぇ – ょぇ しかけあう かぇき-
こうつおうすっ, っかたぇすぇ, ょぇ せゃっかうつう 
こぇさくけすけ うかう おかうきぇすうおぇ, いぇ 
ょぇ っ こけ-すけこかうつおけ (ょぇ しう こけ-
きっつすぇっ あぇかくけ いぇ おぇきうくぇ), ょぇ 
けぉせっ ゃなかくっくうすっ つけさぇこう くぇ 
ぉぇぉぇ う ょぇ しっ こさうゅけすゃう しかっょ-
ゃぇとぇすぇ しっょきうちぇ ょぇ くっ くぇ-
こせしくっ ょけきぇ しう.

っ こさうっす ゃ ]すけこぇくしおぇすぇ ぇおぇ
ょっきうはすぇ „╃うきうすなさ 『っくけゃ“ ゃ 
]ゃうとけゃ,  しこっちうぇかくけしす „]すけ
こぇくしおう う しけちうぇかくう くぇせおう“. 
╁ けくっいう しかっょゃけっくくう ゅけょうくう 

ょっそうちうすなす くぇ ゃうしてう おぇょさう 
いぇ こさはしくけ さけょっくぇすぇ さっこせ
ぉかうおぇ っ ゅけかはき う てうこおぇかうはすぇ 
╀けくつけ こけかせつぇゃぇ さぇいこさっょっかっ
くうっ いぇ  ゃうしけお こけしす ゃ ╋うくうし
すっさしすゃけすけ くぇ そうくぇくしうすっ, くけ 
おぇすっゅけさうつくけ けすおぇいゃぇ, いぇとけすけ 
っ しうかくけ こさうゃなさいぇく おなき さけょ
くぇすぇ 【うこおぇ. ¨しすぇゃぇ すせお う 
ゃっょくぇゅぇ っ こさっさぇいこさっょっかっく ゃ 
╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさう
おぇ  - ゅさ.╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ こけ
しすなこゃぇ くぇ 01.11.1949 ゅ. おぇすけ 
しつっすけゃけょうすっか. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ 
ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ っ ゅ-く 
╂かせすくうおけゃ.
  ‶さっい こっさうけょぇ 1952 ゅ. - 

1956 ゅ. ╀けくつけ ‶っしっゃ っ 

ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか
くぇ そぇぉさうおぇすぇ, 

くけ こけさぇょう いょさぇゃけしかけゃ
くう こさうつうくう しすぇゃぇ くぇつぇかくうお 
„]こっちうぇかっく けすょっか“ う すぇおぇ ょけ 
こけしかっょくうは しう すさせょけゃ ょっく くぇ  
31.12.1984 ゅ.

『っかうはす きせ すさせょけゃ
あうゃけす こさけすうつぇ
ゃ „┿さしっくぇか“. 

╀けくつけ ‶っすさけゃ ‶っしっゃ ゃうくぇゅう っ 
ぉうか きくけゅけ せゃぇあぇゃぇく けす ぉかうい
おう, おけかっゅう う こさうはすっかう.
╆ぇすけゃぇ, おけゅぇすけ ゃ しさっょぇすぇ くぇ 

くけっきゃさう しなぉうさぇ しゃけう こさう
はすっかう, おけかっゅう, しなさぇすくうちう う 
ぉかういおう くぇ ういおかのつうすっかくけ ゃなか

くせゃぇとけすけ すなさあっしすゃけ, う しなかいう
すっ う さぇょけしすうすっ しぇ きくけゅけ. ┿ くぇ 
おさぇおぇ ょぇ ゅけ こけいょさぇゃはす うょゃぇす: 
‶っすおけ ‶っすおけゃ - ぉうゃて うおけくけきう
つっしおう ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“, 
╇ゃぇく ╉せくつっゃ - ぉうゃて ょうさっおすけさ  
くぇ ╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ ゃ 

„┿さしっくぇか“, ╀けくつけ 〈けすっゃ ‶っしっゃ 
- ぉうゃて こさっょしっょぇすっか くぇ こさけそ
しなのいうすっ くぇ „┿さしっくぇか“.
‶さうしなっょうくはゃぇきっ しっ おなき こけ

あっかぇくうはすぇ いぇ いょさぇゃっ う けとっ 
ょなかゅう ゅけょうくう ょぇ しっ さぇょゃぇ くぇ 
ゃくせちう う こさぇゃくせちう!  

』っしすうすう ╁う いょさぇゃう う ょけぉさう 
ゅけょうくう う いぇ けとっ きくけゅけ しこけょっ
かっくう し けぉうつぇくう たけさぇ さぇょけしすう 
う ょくう! 
                                                                      

╊うくぇ 〉いせくけゃぇ

 〈なさあっしすゃけすけ - しゃけっけぉさぇいくぇ こさけゃっさおぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ, ぉっ せゃぇあっくけ けす ょうさっおすけさぇ くぇ ╆ぇゃけょ 6 ╇ゃぇえかけ 
┿さくぇせょけゃ, けす こさっょしっょぇすっかは くぇ しうくょうおぇかくうは おけきうすっす くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 6 ╀かぇゅけゃっしす ╀かぇゅけっゃ, しぇきうはす 
すけえ し 35-ゅけょうてっく しすぇあ ゃ いぇゃけょぇ, けす ╁かぇょうきうさ ╃けぉさっゃ, くぇつぇかくうお くぇ こさけういゃけょしすゃっくうは けすょっか う けす  
]すっそおぇ ╂っゃゅぇかけゃぇ - しかせあうすっか. 
 ]こけきっくう, さぇいゅけゃけさう いぇ すけゃぇ, おけっすけ っ ぉうかけ う ゃ こなすう こけゃっつっ ゃなこさけしう う あうゃ うくすっさっし  いぇ  すけゃぇ, おけっすけ 

っ う おぇおゃけ とっ しすぇくっ, こさけはゃうたぇ ゃっすっさぇくうすっ, けしすぇゃうかう ょっしっ
すうかっすうは けす あうゃけすぇ しう ゃ たぇかっすぇすぇ くぇ いぇゃけょぇ. ]さっょ すはた ぉはたぇ 
ぉうゃてうはす くぇつぇかくうお-ちった ╃うきうすなさ ╉なさょあうかけゃ, くぇえ-ゃない
さぇしすくうはす けす ゃっすっさぇくうすっ, おぇおすけ う くっゅけゃうすっ おけかっゅう, しなとけ  
ぉうゃてう くぇつぇかくうお-ちったけゃっ - ╁ぇしうか ╀けつぇおけゃ, ╇ゃぇく ╁っかつっゃ, 
′うおけかぇ ‶っえつっゃ, ┿くおぇ ╃あせさおけゃぇ, ぉうゃて こさけそしなのいっく ょっは
すっか, 》さうしすけ [ぇっゃ, ‶けくょぬけ ‶けくょっゃ う きくけゅけ さぇぉけすくうちう, いぇ 
おけうすけ ゃさっきっすけ, こさっおぇさぇくけ ゃ ╇くしすさせきっくすぇかくうは いぇゃけょ う うい
きうくぇかうすっ 50 ゅけょうくう しぇ あうゃう. 
╆ぇさぇょう しなぉさぇくうすっ っきけちうう, おせこうとぇすぇ しこけきっくう う しなとっしす

ゃっくうは こさうくけし う いくぇつうきけ きはしすけ くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ すけいう いぇ
ゃけょ, っょうくけょせてくけ こさうしなしすゃぇとうすっ ゃいったぇ さってっくうっ しさっとぇ
すぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ, くぇこさぇゃうかう こなさゃう けこうす ょぇ しっ しなぉっさぇす 
う こさっぉさけはす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ う こけゃすけさうかう ゅけ しっゅぇ, ょぇ しっ 
こさっゃなさくっ  ゃ すさぇょうちうけくくぇ. ╁しはおぇ ゅけょうくぇ こけ しなとけすけ ゃさっきっ 
- けおけかけ 8-きう ょっおっきゃさう, とっ しっ しゃうさう しゃけっけぉさぇいくうはす しぉけさ 
いぇ ゃしうつおう,  さぇぉけすうかう ゃ ╆ぇゃけょ 6 くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ. ╇ いぇとけ
すけ こけかけゃうく ゃっお こさうくけし しう っ さっしこっおすうさぇとけ ゃさっきっ う しかっ
ょぇ, けす しかっょゃぇとうは しう ぉさけえ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ 
ょぇょっ ょせきぇすぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ けす ╆ぇゃけょ 6, おぇおすけ う くぇ すっいう, 
おけうすけ しっゅぇ しないょぇゃぇす くっゅけゃぇすぇ うしすけさうは.  

                                                    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╊なゃなす くっ っ ょけゃけかっく, つっ 
おなとぇすぇ くっ っ せおさぇしっくぇ し こけ-
ゃっつっ いかぇすうしすぇ せおさぇしぇ う し 
こさうすっしくっくうっ けゅかっあょぇ っかたぇ-
すぇ, つせょっえおう しっ とっ しっ しなぉっさぇす 
かう ゃしうつおう こけょぇさなちう, おけうすけ 
しう っ こけさなつぇか, こけょ くっは. ]かっょ 
すけゃぇ ちぇさしすゃっくけ しっ けすすっゅかは 

おなき おせたくはすぇ, いぇ ょぇ くぇゅかっょぇ 
おぇおゃう ゅう ゃなさてう すっかっちなす う 
ょぇかう きっくのすけ けす 10 しすっこっくう 
とっ けすゅけゃぇさは くぇ ゃおせしぇ きせ.

╃っゃぇすぇ けす くはおけかおけ つぇしぇ 
しっ っ ういけかうさぇかぇ, いぇ ょぇ こさぇゃう 
しきっすおう おけかおけ すけつくけ こけょぇさな-
ちう, こぇさう, ぉせさおぇくう う ょさせゅう 
ぉかぇゅうくおう しっ けつぇおゃぇ ょぇ しっ 
こけかせつぇす けす さけょくうくう う こさう-
はすっかう いぇ こさぇいくうちうすっ, おぇすけ 
けす ゃさっきっ くぇ ゃさっきっ こさっゅかっあ-
ょぇ しぇえすけゃっすっ いぇ おけかっおすうゃくけ 
こぇいぇさせゃぇくっ いぇ こけ-ういゅけょくう 
けそっさすう.

╁っいくぇすぇ しっ こさうぉうさぇ しかっょ 

くはおけかおけ ょっくぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっ-
かっく すさせょ ゃ ょけきけゃっ いぇ くせあ-
ょぇっとう しっ, ゃいうきぇ しう ょなかゅぇ 
ゃぇくぇ う しかっょ すけゃぇ こさっおぇさゃぇ 
くはおけかおけ つぇしぇ ゃ ぉっいさっいせか-
すぇすくけ おけかっぉぇくうっ おけは さけおかは 
とっ っ こけ-せょぇつくぇ いぇ ゃっつっさすぇ う 
ょなさあぇかぇ かう しっ っ ょけぉさっ こさっい 
ゅけょうくぇすぇ うかう くっ.

]おけさこうけくなす っ くぇ こさぇゅぇ 
くぇ たうこけすっさきうは, しかっょ おぇすけ っ 
ゃっつっ くはおけかおけ つぇしぇ くぇゃなく, 
ういこうこゃぇえおう ょっすぇえかうすっ こけ 
いぇさはすぇ いぇ ╉けかっょぇ, ′けゃぇ ゅけ-
ょうくぇ う ゃしうつおう ょくう こさっょう う 
しかっょ すはた. ぅょけしぇくけ しう きうしかう, 
つっ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ ゃいっきっ こけ-
ゃっつっ すさけすうか いぇ しきっすおぇ くぇ 
こうさぇすおうすっ う しっ つせょう おなょっ しっ 
こさけょぇゃぇ さっぇかっく すけこ し ゅのかかっ-
すぇ いぇ こけゃっつっ いゃせお う こけさぇいう-
すっかくぇ しうかぇ. ╉けゅぇすけ ゃしうつおけ 
っ くぇゅかぇしっくけ, いぇ ょぇ けぉさぇいせ-
ゃぇ おさぇすっさ ゃ いっきはすぇ こさう いぇ-
こぇかゃぇくっすけ きせ, ]おけさこうけくなす 
こけすさうゃぇ ょけゃけかくけ さなちっ う し 
こかぇてっと こかぇきなお ゃ けつうすっ しっ 
けすすっゅかは くぇ すけこかけ ょぇ すけさきけいう 
ょさせゅうすっ.

]すさっかっちなす こけつすう っ うい-
たぇさつうか ゃしうつおうすっ しう こぇさう う 
いぇこかぇすぇすぇ いぇ はくせぇさう, いぇ ょぇ 
おせこう こけょたけょはとう こけょぇさなちう 
いぇ ぉかういおうすっ しう, ゃおかのつうすっか-
くけ いぇ かのぉうきぇすぇ おぇしうっさおぇ ゃ 
きぇゅぇいうくぇ う つうしすぇつおぇすぇ くぇ 
けそうしぇ, つうしすぇつおぇすぇ くぇ ょさせゅうは 
けそうし う しっ しっとぇ, つっ きけあっ ょぇ 
おせこう けとっ きぇかおけ ぉっかゅうえしおう 
てけおけかぇょう いぇ さぇいょぇゃぇくっ くぇ 
しなしっょうすっ. 》ゃなさかは ゃ おけかうつ-
おぇすぇ けとっ くはおけかおけ こかのてっくう 
きっつっすぇ, いぇ ゃしっおう しかせつぇえ, 
う, すぇくぇくうおぇえおう しう おけかっょくう 
てぇくしけくう, ういかういぇ けす きけかぇ う 
しっ けすこさぇゃは おなき ょけきぇ.

╉けいうさけゅなす っ くぇ ]っゃっさくうは 
こけかのし こさう ╃はょけ ╉けかっょぇ, いぇ-
とけすけ くうおけえ ょさせゅ, けしゃっく くっゅけ, 
くっ きけあっ ょぇ けこさっょっかう こけ-ょけ-
ぉさっ おけっ ょっすっ っ ぉうかけ こけしかせて-
くけ う おけっ くっ. ╃けおぇすけ けすきはすぇ 
つっゃさなしすけ いぇょぇつうすっ, いぇゅかっあょぇ 
]くっあぇくおぇ う けすさはいゃぇ おけかっょ-
くうは ぉけくせし くぇ ょあせょあっすぇすぇ, 
しっ いぇきうしかは いぇゅさうあっくけ おけかおけ 
かぇきこうつおう しぇ ゃおかのつっくう ゃ きけ-
きっくすぇ ゃ ょけきぇ きせ くぇ ょくっゃくぇ, 
ゃきっしすけ くぇ くけとくぇ すぇさうそぇ.

╁けょけかっはす しっ っ けすょぇか くぇ 
こうしぇくっ くぇ おくうゅぇ いぇ おけかっょ-
くうすっ けぉうつぇう こけ ちっかうは しゃはす, 
しかっょ おけっすけ しう いぇょぇゃぇ ゃなこさけ-
しぇ くせあくぇ かう っ ういけぉとけ ╉けかっょぇ 
う おぇおゃけ かう こさぇゃはす ゃ ┿そさうおぇ 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ くぇ ゅけょうくぇすぇ. 
]かっょ おけっすけ けしすぇゃは こさなしくぇ-
すう かうしすぇすぇ しう し こうしぇくうは こけ 
いっきはすぇ う けすうゃぇ ょぇ こけきぇゅぇ いぇ 
しくっあくうは つけゃっお くぇ ╀かういくぇおぇ.

[うぉぇすぇ しっ しなぉせあょぇ しかっょ 
ょなかゅぇ ょさはきおぇ し つせゃしすゃけ くぇ 
かっおぇ こさぇいくうつくぇ ょっこさっしうは, 
いぇきうしかは しっ けす おなょっ うょゃぇ すけゃぇ 
せしっとぇくっ, こけしかっ さってぇゃぇ, つっ 
くはきぇ いくぇつっくうっ, ゃぇあくけすけ っ ょぇ 
きせ しっ くぇしかぇあょぇゃぇ こけ-ょなかゅけ. 
]かっょ おけっすけ ぉぇゃくけ しっ けすこさぇゃは 
おなき けしすぇくぇかうすっ いけょうう けおけかけ 
きぇしぇすぇ, おぇすけ こなすぬけき しなぉうさぇ 
こうしぇくうはすぇ くぇ ╁けょけかっは, いぇつう-
すぇ ゅう う しう けしすぇゃぇ ゃ すはた.

╀っか. さっょ.
╀っい いくぇつっくうっ おぇおゃぇ いけょうは 

しすっ, こけあっかぇゃぇきっ ゃう きくけゅけ 
ゃっしっかう, けすこせしおぇとう う しすけこかは-
とう しなさちっすけ きけきっくすう し こさう-
はすっかう う さけょくうくう くっ しぇきけ こけ 
╉けかっょぇ う ′けゃぇ ゅけょうくぇ, ぇ こけ-
しすけはくくけ.  

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
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¨す 15 ょっおっきゃさう 2014 ゅ. ゃ けそうしうすっ 
くぇ „╀なかゅぇさしおう こけとう” ╄┿╃ ゃ ちはかぇ-

すぇ しすさぇくぇ しすぇさすうさぇ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ ゃう-
くっすくう しすうおっさう いぇ 2015 ゅけょうくぇ. 
╁ういうはすぇ くぇ しすうおっさうすっ っ こさけきっくっくぇ, 

くけ ちっくうすっ けしすぇゃぇす しなとうすっ. ╂けょうてくぇ-
すぇ ゃうくっすおぇ っ くぇ しすけえくけしす 67 かっゃぇ, きっ-
しっつくぇすぇ – 25 かっゃぇ, ぇ しっょきうつくぇすぇ – 10 
かっゃぇ. ╁うくっすおう とっ きけゅぇす ょぇ しっ おせこせゃぇす 
う こけ ゃさっきっ くぇ おけかっょくうすっ う くけゃけゅけょうて-
くうすっ こさぇいくうちう ゃ ょっあせさくうすっ こけとっくしおう 
しすぇくちうう.

′けゃ ょうさっおすけさ うきぇ ¨ぉかぇしすくけすけ こなすくけ せこさぇ-
ゃかっくうっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ]なし いぇこけゃっょ くぇ ょう-

さっおすけさぇ くぇ ┿ゅっくちうは „‶なすくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ” けす 
8-きう ょっおっきゃさう っ けしゃけぉけょっく ょけしっゅぇてくうはす くぇつぇか-
くうお くぇ ¨ぉかぇしすくけすけ こなすくけ せこさぇゃかっくうっ ╋ったきっょ 
¨しきぇく. ′ぇ くっゅけゃけすけ きはしすけ っ くぇいくぇつっく ╇かうは ╆かぇ-
すっゃ. ╆かぇすっゃ っ ぉうゃて いぇきっしすくうお-おきっす くぇ けぉとうくぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ゃ きぇくょぇすぇ くぇ ょ-さ ╄ゃゅっくうえ ╅っかっゃ. 
╆かぇすっゃ っ つかっく くぇ けぉとうくしおぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ┿╀╁ 
ゃ けぉかぇしすくうは ゅさぇょ.

′けゃけ しこけさすくけ うゅさうとっ うきぇす ゃっつっ きかぇ-
ょっあうすっ けす しっかけ ╉なくつっゃけ. ╇ゅさうとっすけ 

っ こけしすさけっくけ しなし しさっょしすゃぇ けす けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお う おきっすしすゃけすけ くぇ ╉なくつっゃけ, おぇおすけ 
う し ょけぉさけゃけかくうは すさせょ くぇ きかぇょうすっ たけさぇ 
ゃ しっかけすけ.

╀かういけ 47 たうかはょう かっゃぇ しっ けつぇおゃぇす ゃ けぉとうくしおうは ぉのょあっす ょけゅけょうくぇ けす くぇ-
っきう くぇ ゃしうつおう 227 けぉとうくしおう あうかうとぇ. ¨ぉとけ 35 くけゃう けぉっおすぇ こけょ くぇっき 

ゃないくぇきっさはゃぇ ょぇ こさっょかけあう こさっい 2015 ゅ. ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ̈ つぇおゃぇくうすっ こさう-
たけょう けす すはた ゃ きっしすくぇすぇ たぇいくぇ しぇ いぇ 32 たうか. かゃ. いぇ ゅけょうくぇすぇ. 180 たうか. かゃ. こなお 
とっ こさうぉっさっ たぇいくぇすぇ けす ゃっつっ ょけゅけゃけさっくう けぉっおすう こけょ くぇっき. ¨おけかけ 8 たうか. かゃ. 
けぉと こさうたけょ けつぇおゃぇ ̈ ぉとうくぇすぇ けす くぇっき くぇ くうゃう, おけうすけ いぇ こさなゃ こなす とっ こせしくっ 
ょけゅけょうくぇ, ぇ けす ゃっつっ ょけゅけゃけさっくう くぇっきう いぇ いっきっょっかしおう いっきう こさうたけょうすっ とっ 
しぇ 36 000 かゃ.
╃させゅう 73 たうか. かっゃぇ ょけこなかくうすっかくけ こけこなかくっくうっ ゃ ぉのょあっすぇ いぇ 2015 ゅ.  ゃない-

くぇきっさはゃぇ ょぇ けしうゅせさう ̈ ぉとうくぇすぇ けす くぇっきう くぇ けぉとうくしおう けぉっおすう, おけうすけ ょけしっゅぇ 
くっ しぇ ぉうかう けすょぇゃぇくう, ぇ けす ゃっつっ けすょぇょっくう こけ しすぇさう ょけゅけゃけさう こさうたけょうすっ とっ 
しぇ ぉかういけ 220 たうか. かゃ. いぇ ゅけょうくぇすぇ.

‶さけょぇあぉう う さぇいこけさっあょぇ-
くっ し けぉとうくしおう うきけすう う 

ょさせゅぇ けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす 
いぇ くぇょ 2 きかく. う 600 たうか. かっゃぇ 
こさっい 2015 ゅけょうくぇ けょけぉさう 
¨ぉとうくしおうはす しなゃっす. ╆ぇかけあっ-
くうすっ いぇ ょけゅけょうくぇ こさうたけょう 
けす さぇいこけさっあょぇくっ し うきけすう しぇ 
し けおけかけ 200 たうか. かゃ. こけ-きぇか-
おけ, けすおけかおけすけ ゃ すぇいゅけょうてくぇ-
すぇ こさけゅさぇきぇ, つうはすけ さぇきおぇ っ  
ぉかういけ 2 きかく. う 800 たうか.かゃ.
╂けょうてくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ せこ-

さぇゃかっくうっ う さぇいこけさっあょぇくっ 
し けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす とっ 
ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ ¨ぉとう-
くぇすぇ ょぇ こさけょぇゃぇ う けすょぇゃぇ こけょ くぇっき ぇおすうゃう こさっい 2015 ゅ.
‶さうたけょうすっ けす こさけょぇあぉう くぇ いっきう しぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ いぇかけあっくけ こっさけ, けつぇおゃぇ しっ 

すっ ょぇ ぉなょぇす 1,2 きかく. かっゃぇ こさっい 2015 ゅけょうくぇ. ╃させゅう 724 たうか. かゃ. こかぇくうさぇ ¨ぉ-
とうくぇすぇ ょぇ ゃいっきっ けす こさけょぇあぉう くぇ ょなかゅけすさぇえくう きぇすっさうぇかくう ぇおすうゃう. ‶け ╆ぇおけくぇ 
いぇ こさうゃぇすういぇちうは しょっかおうすっ, こかぇくうさぇくう ゃ こさけゅさぇきぇすぇ, しぇ いぇ 558 たうか. かゃ.
¨す けすょぇゃぇくっ こけょ くぇっき くぇ しこけさすくう うきけすう ょけゅけょうくぇ しっ けつぇおゃぇす けぉとけ 4 800 かゃ. 

こさうたけょう.
》さけくうおぇすぇ こけょゅけすゃう ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╇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

』 10% 』[╅ぁ╅【 ′╅》]╅【¨【╊ ╇ „╅『』╊〉╅]” 
《【 〉╅ぁ╅]《【《 〉╅ 〉《╇╅【╅ ╈《╉¨〉╅

12 》《ぁ¨╇〉¨ ╉〉¨ ′╅ 》『╅′〉¨を¨【╊

｠╅『【¨╊〉¨【╊ ╆《]〉¨ぁ〉¨ 』【╅╇╅【
〉╊╇╅]¨╉〉¨ 《【  〉╅ぁ╅]《【《 〉╅ 2015-【╅

╇╅╋〉《!

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

[╅》¨【╅〉 》╊【[《 ╇《‶╇《╉╅
1 7 0  ГОД И Н И  ОТ  Р ОЖ Д Е Н И Е Т О  Н А  В О Й В ОД АТА

╁ ╃けゅぇくたうしぇさ. ╃っすしすゃけすけ 
きせ こさけすっおかけ おさけすおけ う けぉうお-
くけゃっくけ  – しさっょ けしっき ぉさぇすは う 
しっしすさう. 〈けえ ぉうか てっしすうはす. ‶っ-
すおけ ╉うさはおけゃ っ さけょっく くぇ 18/6/ 
ょっおっきゃさう 1844 ゅ. ゃ し. ╃けゅぇく-
たうしぇさ, ぉかういけ ょけ ╃っょっぇゅぇつ, 
ょくっし ┿かっおしぇくょさせこけかう, しかっょ 
′ぬけえしおうは ょけゅけゃけさ ゃ こさっょっ-
かうすっ くぇ ╂なさちうは. ╋くけゅけかのょ-
くけすけ しっきっえしすゃけ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ こさっこうすぇゃぇ う ゃしうつおう ょっちぇ 
しっ すさせょっかう こけ くうゃうすっ う けゃ-
つぇさしおうすっ おなてかう いぇっょくけ し さけ-
ょうすっかうすっ しう ╂させょぇ う ╉うさおけ.                                                                                             
‶っすおけ ぉうか くぇ 10 ゅけょうくう, おけ-
ゅぇすけ こけうしおぇか ょぇ せつう こさう こけこぇ 
つっすきけ う こうしきけ. ′け ぉぇとぇすぇ くっ 
さぇいさってうか. ╃ゃっ ゅけょうくう こぇしぇか 
ぉっえしおうすっ けゃちっ, こけしかっ たけょうか 
くぇ こっつぇかぉぇ ゃなゃ 《っさっ, ぇ おけ-
ゅぇすけ しすぇくぇか くぇ 15, ゃなさくぇか しっ 
ゃ ╃けゅぇくたうしぇさ う くぇ しゃけは ゅかぇゃぇ 
けすうてなか こさう ょぇしおぇか ╊っそすっさ 
ょぇ しっ せつう ょぇ こうてっ ぉなかゅぇさしおう 
ょせきう し ゅさなちおう ぉせおゃう.
╅ぇあょぇすぇ いぇ けすきなとっくうっ 

けこさっょっかは しなょぉぇすぇ くぇ かっゅっく-
ょぇさくうは ゃけえゃけょぇ. ‶さっい 1860 ゅ. 
ぉさぇす きせ ╋ぇすの う ぉさぇすけゃつっょ きせ 
╁なかつけ ぉうかう いゃっさしおう せぉうすう こけ 
いぇこけゃっょ くぇ きっしすくうは すせさしおう 
ぉっえ. ‶っすおけ  ゃうょはか けぉっいせきはかぇ-
すぇ しう けす きなおぇ きぇえおぇ う せ くっゅけ 
おうこくぇかぇ くっせすけかうきぇ あぇあょぇ いぇ 
けすきなとっくうっ. ]おけさけ う ぉぇとぇすぇ 
ぉうか ぇさっしすせゃぇく, おけっすけ さぇい-
しうこぇかけ ちっかうは ╉うさおけゃ ょけき.                                                                                      
‶っすおけ ぉうか おさぇしうゃ, ゃうしけお う 
こなさゅぇゃ, けぉうつぇか ょぇ こっっ さけょけこ-
しおう こっしくう. ╆ぇ ょぇ けすきなしすう いぇ 
しきなさすすぇ くぇ しゃけは ぉさぇす う ぉさぇ-
すけゃつっょ しう, っょゃぇ 17-ゅけょうてっく 
たゃぇとぇ たぇえょせておうすっ こなすっおう う 
しすぇゃぇ ゃけえゃけょぇ くぇ つっすぇ けす 7 
ょせてう. ]おけさけ せしこはゃぇ ょぇ かうお-
ゃうょうさぇ ╋ったきっょ ╉っしっょあう ぉっえ 
う くっゅけゃうすっ ょあっかぇすう, せぉうかう 
╋ぇすの う ╁なかつけ.
]かぇゃくぇすぇ つっすぇ くぇ ╁けえゃけ-

ょぇすぇ. ]かっょ くはおけかおけ すっあおう 
せしこってくう ぉけは つっすぇすぇ こさうょけ-
ぉうゃぇ ゅけかはきぇ しかぇゃぇ. ′け こさっい 
1863 ゅ. こけすっさは けす 130 ょせてう は 
けぉゅさぇあょぇ おさぇえ ╇しぬけさっく. ‶っ-
すおけ う すさうきぇ くっゅけゃう ょさせゅぇさう 
しぇ さぇくっくう, こかっくっくう, たゃなさかっ-
くう ゃ いぇすゃけさ う こけょかけあっくう くぇ 
あっしすけおう きなつっくうは. ‶さっい 1864 
ゅ. ╁けえゃけょぇすぇ しそけさきうさぇ くけゃぇ 
つっすぇ う こけぉっあょぇゃぇ ゃ けとっ くは-
おけかおけ ぉけは. ¨ょさうくしおうはす こぇてぇ 
こさぇとぇ しさっとせ くっは こさけつせすうは 
¨しきぇく ぇゅぇ, こさっゃないたけあょぇと ゃ 
あうゃぇ しうかぇ 20 こなすう たぇえょせすう-
すっ. ┿ゅぇすぇ っ  いぇかけゃっく う けこけ-
いけさっく けす ‶っすおけ, いぇさぇょう おけっすけ 
ゃぉっしっくうはす こぇてぇ ゅけ たゃなさかは ゃ 
いぇすゃけさぇ. ]かっょ くはおけかおけ こけ-
ぉっょくう ぉうすおう ゃ こかぇくうくうすっ 
おさぇえ ╂のきのさょあうくぇ, こけぉっょっく 
う せくうあっく けす たさぇぉさけしすすぇ う たう-
すさけしすすぇ くぇ ゃけえゃけょぇすぇ, ぉけゅぇ-
すうはす いっきっゃかぇょっかっち 》ぇおな ╀っえ 
くぇこうしぇか こうしきけ くぇ ‶っすおけ ╉う-
さはおけゃ: „‶さっおかぇくはき しっ こさっょ 
╁ぇてぇすぇ あっかはいくぇ ゃけかは う きけかは 
きうかけしす けす ╁ぇし”. ╋うかけしす, さぇい-
ぉうさぇ しっ, ぉっはす くっ こけかせつうか.                                                                                                                                       
] ╂ぇさうぉぇかょう. ‶さっい 1864 ゅ. 

ぉなかゅぇさしおうはす ゃけえゃけょぇ っ こさう-
ゃかっつっく けす ゅなさちうすっ ゃ ぉけさぉぇすぇ 
うき いぇ けしゃけぉけあょっくうっ. ╁ ┿すうくぇ 
すけえ こけしすなこゃぇ おぇすけ しかせてぇすっか 
ゃなゃ ╁けっくくけすけ せつうかうとっ. ]かっょ 
すけゃぇ こさっょこさうっきぇ さっゃけかの-
ちうけくくぇ けぉうおけかおぇ ゃ ╋ぇおっょけ-
くうは. 
‶さっかけきくぇ っ いくぇきっくうすぇすぇ きせ 

しさっとぇ し かっゅっくょぇさくうは ゅっさけえ 
くぇ ╇すぇかうは ╃あせいっこっ ╂ぇさうぉぇか-
ょう, ゃ つうえすけ ょけき ‶っすおけ ╁けえゃけ-
ょぇ けすしはょぇ こさっい 1866 ゅ. ╃ゃぇ-
きぇすぇ けさゅぇくういうさぇす こさけつせすぇすぇ 

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.

4. ] 20 う こけゃっつっ こさけちっくすぇ しぇ せゃっかうつっくう けす くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう う さぇぉけすくうすっ いぇ-
こかぇすう くぇ うくあっくっさうすっ う すったくうつっしおうすっ おぇょさう ゃなゃ そうさきぇすぇ: おけくしすさせおすけさう, すったくけかけいう, 
すったくうちう.
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] 10% しっ せゃっかうつぇゃぇす いぇ-
こかぇすうすっ くぇ ゃしうつおう さぇ-

ぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか”, しつう-
すぇくけ けす 1-ゃう はくせぇさう 2015 
ゅけょうくぇ. ╁っつっ っ こけしすうゅくぇすぇ 
ょけゅけゃけさっくけしす いぇ すけゃぇ きっあょせ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
う ょゃぇすぇ そうさきっくう しうくょうおぇ-
すぇ – ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ”. 
‶さっょかけあっくうっすけ いぇ さなしすぇ くぇ 
いぇこかぇすうすっ っ くぇ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ. 
] すけいう たけょ こさぇおすうつっしおう 

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 ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃  とっ っ 
こけ-ゃうしけおぇ けす きうくうきぇかくぇすぇ 

„╂ぇさうぉぇかょうえしおぇ ょさせあうくぇ“ ゃ 
しなしすぇゃ けす 220 うすぇかうぇくちう う 
67 ぉなかゅぇさう, おけはすけ せつぇしすゃぇ ゃ 
╉さうすしおけすけ ゃなしすぇくうっ. ╁けえゃけ-
ょぇすぇ けすくけゃけ こさけはゃはゃぇ しゃけはすぇ 
しきっかけしす う たさぇぉさけしす う しう しこっ-
つっかゃぇ いゃぇくうっすけ „おぇこうすぇく“. 
╁なこさっおう くっつせゃぇくうは しう ゅっさけ-
ういなき, けすさはょうすっ くぇ ╂ぇさうぉぇかょう 
くっ きけゅぇす ょぇ しこさぇす くぇしすなこかっ-

くうっすけ くぇ すせさしおうすっ ゃけえしおう う 
ゃなしすぇくうっすけ っ せょぇゃっくけ ゃ おさなゃ. 
╋っしすくけすけ くぇしっかっくうっ っ こけょ-
かけあっくけ くぇ あっしすけおけ おかぇくっ. 
‶っすおけ ╁けえゃけょぇ こさうおさうゃぇ し 
ょさせあうくぇすぇ しう ぉっいいぇとうすくうすっ 
あっくう, ょっちぇ う しすぇさちう. ぃくぇつっ-
しすゃけすけ う しかぇゃぇすぇ きせ ゃっつっ くっ 
いくぇっかう こさっょっかう.
‶けぉけさくうお いぇ くぇさけょくぇ 

しゃけぉけょぇ. ╉うさはおけゃ こなすせゃぇ ょけ 
╄ゅうこっす, 《さぇくちうは う ╇すぇかうは. 
╇いゃっしすくけ ゃさっきっ っ ゃ ┿すうくぇ, 
けすおなょっすけ さぇいこさけしすさぇくはゃぇ 
ゃないゃぇくうっ おなき しなくぇさけょくうちうすっ 
しう いぇ けしゃけぉけあょっくうっ くぇ けすっ-
つっしすゃけすけ. ╆ぇこけいくぇゃぇ しっ し さっ-
ょうちぇ ういゃっしすくう さっゃけかのちうけくっ-
さう. ]ぇきけけぉさぇいけゃぇ しっ う つっすっ 
ゃ. “╃せくぇゃしおう かっぉっょ” くぇ ╂. [ぇ-
おけゃしおう う ゃ. “]ゃけぉけょぇ” くぇ ╊. 
╉ぇさぇゃっかけゃ. ╋うさけゅかっょなす きせ しっ 
こさけきっくは - けす たぇえょせすうく しすぇゃぇ 
しないくぇすっかっく ぉけさっち いぇ けしゃけ-
ぉけあょっくうっすけ くぇ こけさけぉっくぇすぇ 
しう さけょうくぇ.  
‶さっい 1869 ゅ. しっ いぇゃさなとぇ ゃ 

さけょくうは しう おさぇえ. ]そけさきう-
さぇ けすさはょ けす 82 ょせてう, おけえすけ 
こっす こなすう せしこはゃぇ ょぇ けすぉかなしくっ 
すせさしおうすっ こけすっさう. ‶さっい 1872 
ゅ. しさっとせ つっすぇすぇ っ ういこさぇすっく 
┿さぇこ 》ぇしぇく, おけえすけ しおけさけ っ 
こかっくっく けす つっすくうちうすっ. ╅う-
ゃけすなす きせ っ こけとぇょっく しさっとせ 
けしゃけぉけあょぇゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう 
いぇょなさあぇくう こけ いぇすゃけさうすっ ‶っ-
すおけゃう こけきぇゅぇつう. ╉ぇえきぇおぇきう-
くなす くぇ 《っさっ ゃ しゃけっ こうしきけ ょけ 
‶っすおけ ╁けえゃけょぇ ゅけ こさういくぇゃぇ 
いぇ „しぇきけせこさぇゃっく ゃかぇょっすっか“ う 
きせ こかぇとぇ „くぇかけゅ“ 6000 いかぇす-
くう すせさしおう かうさう! 
′ぇさけょなす ぉけゅけすゃけさはか しゃけは 

いぇおさうかくうお. ‶けきぇゅぇかう きせ う 
ぉなかゅぇさう, う すせさちう, う ゅなさちう – 
う ぉけゅぇすう, う しうさけきぇしう. ╇ すけえ 
うき こけきぇゅぇか: おせこせゃぇか うき ょけ-
ぉうすなお, うくゃっくすぇさ, こかぇとぇか うき 
ょぇくなちうすっ. ╁しうつおけ けすさぇいはゃぇか 
ゃ さぇいたけょくぇすぇ しう おくうゅぇ. ╃さっぉ-
くうすっ けぉうさう ぉうかう くぇこなかくけ 
つせあょう いぇ くっゅけ. ╁ 18-ゅけょうて-
くぇすぇ きせ たぇえょせておぇ ぉうけゅさぇ-

そうは くはきぇ くうすけ っょうく こけょけ-
ぉっく っこういけょ. 〈けいう ゃしっしうかっく ゃ 
ょさせあうくぇすぇ しう つけゃっお うきぇか くっ 
っょくぇ ゃないきけあくけしす ょぇ くぇすさせこぇ 
うきぇくっ, くけ ゃ ょっえしすゃうすっかくけしす 
くぇ くっゅけ きせ しっ くぇかぇゅぇかけ ょぇ 
ゃいっきぇ こぇさう ゃ いぇっき, いぇ ょぇ しう 
おせこう けぉせゃおう.
¨しないくぇす さっゃけかのちうけくっさ. 

‶け すなきくう ょけぉう ゃけえゃけょぇ-

すぇ しないょぇゃぇ さっゃけかのちうけくくう 
おけきうすっすう う いぇおかっゃぇ しないぇ-
おかはすくうちうすっ くぇょ おさなしすけしぇくう 
おぇきぇ, さっゃけかゃっさ う っゃぇくゅっ-
かうっ. ┿こけしすけかなす ╊っゃしおう ゃう-
しけおけ ちっくう さっゃけかのちうけくくぇすぇ 
きせ ょっえくけしす ゃ 〈さぇおうは. ‶っすおけ 
╉うさはおけゃ くぇこうしゃぇ 〉しすぇゃ くぇ 
しないょぇょっくうすっ けす くっゅけ おけきう-
すっすう. ¨すさはょなす きせ こさっさぇしすゃぇ 
ゃ ぉなかゅぇさしおぇ さけょけこしおぇ ょさせ-
あうくぇ „╆ぇとうすぇ”. ‶さっい 1873 ゅ. 
すは ょけしすうゅぇ 500 ょせてう う しすぇゃぇ 
ゃなしすぇくうつっしおぇ. ]すさせおすせさうさぇ-
くぇ っ しなし しゃけう: ぉけえくぇ つぇしす - 
つっすくうちう, すうかけゃぇ つぇしす - はすぇ-
ちう, さぇいせいくぇゃぇくっ - てこうけくう, 
しつっすけゃけょしすゃけ – おぇしぇ. ]くぇぉ-
ょっくぇ っ し ょけぉさけ けさなあうっ う し 
こぇかぇすおう. ‶っすおけ ゃけえゃけょぇ しない-
ょぇゃぇ せしすぇゃ う こっつぇす し くぇょこうし 
„〈さぇおうえしおぇ さっゃけかのちうけくくぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ ょさせあうくぇ”.
[せしおけ-すせさしおぇすぇ けしゃけ-

ぉけょうすっかくぇ ゃけえくぇ (1877-
1878). ¨す きぇさす 1877 ゅ. ょさせ-
あうくぇすぇ くぇ ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ 
ゃけょう こけさっょうちぇ けす こけぉっょくう 
しさぇあっくうは, おぇすけ けしゃけぉけあょぇ-
ゃぇ ゅさ. ╋ぇさけくは う さぇえけくぇ けす 
すせさしおぇ ゃかぇしす. ]かっょ ]ぇくしすっ-
そぇくしおうは ょけゅけゃけさ つっすくうちうすっ, 
こさっょぇょっくう けす ゅさなちおうは こけこ 
《うかうこ, しっ ういすっゅかはす けす ゅさぇょぇ.
[せしくぇちうすっ ゃないかぇゅぇす くぇ ょさせ-

あうくぇすぇ けたさぇくぇすぇ くぇ たさうし-
すうはくしおけすけ くぇしっかっくうっ ゃ ╀っ-
かけきけさうっすけ う [けょけこうすっ けす 
すせさちうすっ う ょっいっさすぬけさしおうすっ 
そけさきうさけゃぇくうは くぇ ぇくゅかうえ-
しおうは こけかおけゃくうお ゅさぇそ ]っくお-
かっさ, くぇさっおなか しっ 》うょぇっす ぉっえ. 
‶っすおけ ╁けえゃけょぇ ゃけょう ょっゃっす 
すっあおう こけぉっょくう しさぇあっくうは 
しなし しっくおかっさうしすうすっ, すっ しっ けす-
すっゅかはす おなき ╉なさょあぇかうえしおけ う 
しっ さぇいこぇょぇす. ′ぇ 14 くけっきゃさう 
さぇいさぇしくぇかぇすぇ しっ し くっけぉせつっ-
くう っくすせしうぇしすう ‶っすおけゃぇ つっすぇ 
っ けすたゃなさかっくぇ けす ぉぇてうぉけいせおぇ 
こさう し. ╀さっいっ. ╊うつくうはす しなし-
すぇゃ っ くぇきぇかっく う ょけ おさぇは くぇ 
1878 ゅ. けすぉさぇくはゃぇ 』っこっかぇさっ, 
【うさけおぇ かなおぇ う しなしっょくうすっ 

しっかぇ. ╃け きぇさす 1879 ゅ. つっすぇすぇ 
っ ゃ ]さっょくうすっ [けょけこう, しかっょ 
すけゃぇ ゃ 》ぇしおけゃしおけ. ╁ くぇつぇかけすけ 
くぇ のくう 1879 ゅ. っ さぇいこせしくぇすぇ. 
╁ すっいう ぉけっゃっ ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ 
こけかせつぇゃぇ すっあおう さぇくう, けあうゃは-
ゃぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ させしおうすっ 
ゃけっくくう かっおぇさう. ╃くっし こせておぇ-
すぇ きせ しっ こぇいう ゃ ]きけかはくしおうは 
きせいっえ. ′ぇ しぉけゅせゃぇくっ すけえ は 
こさっょぇか くぇ しゃっとっくうおぇ ゃ 〉しすけ-
ゃけ, おけえすけ は けこぇおけゃぇか う いぇいう-
ょぇか ゃ ょっぉっかぇすぇ おぇきっくくぇ しすっ-
くぇ ゃ しゃけは ょけき. ╀うかぇ けすおさうすぇ 
しかっょ ゅけょうくう こけ ゃさっきっ くぇ くけゃ 
ゅさぇょっあ.
╀っさかうくしおうはす おけくゅさっし けしすぇゃは 

ゅけかはきぇ つぇしす けす 〈さぇおうは う [け-
ょけこうすっ こけょ すせさしおけ さけぉしすゃけ. 
‶けおさせしぇ かはゅぇ ゃ ょせてうすっ くぇ 
きっしすくうすっ ぉなかゅぇさう, くぇこさぇいくけ 
しぇ けすうてかう しすけすうちうすっ, たうかはょう 
あっさすゃう.
]かっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ. 

[せしおけすけ おけきぇくょゃぇくっ っ ゃなゃ 
ゃないすけさゅ けす こけょゃういうすっ くぇ ‶っす-
おけ ╁けえゃけょぇ. ╂っく. ]おけぉっかっゃ ゅけ 
おぇくう ょぇ きせ ゅけしすせゃぇ ゃ [せしうは, 
おなょっすけ っ こさっょしすぇゃっく くぇ うきこっ-
さぇすけさ ┿かっおしぇくょなさ II, おけえすけ ゅけ 
こさけういゃっあょぇ ゃ つうく おぇこうすぇく けす 
させしおぇすぇ ぇさきうは, ょぇゃぇ きせ ¨さ-
ょっく いぇ たさぇぉさけしす „╂っけさゅうっゃしおう 
おさなしす“  う うきっくうっ けす 160 000 
ょっおぇさぇ ゃ ╉うっゃしおぇ ゅせぉっさくうは, 
おけっすけ ‶っすおけ ╉うさはおけゃ しおけさけ 
こさけょぇゃぇ う しっ ゃさなとぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは. ‶けょぇさっくぇすぇ くぇ おぇこうすぇくぇ 
うおけくぇ くぇ ]ゃ. ╀けゅけさけょうちぇ しなし 
しさっぉなさっく けぉおけゃ ょくっし しっ こぇいう 
ゃ ′╇╋.                                    
‶さっい 1880 ゅ. ‶っすおけ ╉うさは-

おけゃ しっ せしすぇくけゃはゃぇ ゃなゃ ╁ぇ-
さくぇ. ╅っくう しっ いぇ [ぇょおぇ ╉さぇゃ-
おけゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお, しっしすさぇ 
くぇ ういゃっしすくうは おくうあけゃくうお う 
けぉとっしすゃっくうお ╇ゃぇく ╉さぇゃ-
おけゃ. ‶なさゃうはす ぉさぇお  くぇ ゃけえ-
ゃけょぇすぇ っ し ゅなさおうくはすぇ ╄かっくぇ 
けす ╉ってぇく, うきぇす しうく.                                                                                                                         
╆ぇさぇょう させしけそうかしおうすっ 
しう せぉっあょっくうは ‶っすおけ 
╁けえゃけょぇ っ けおかっゃっ-
すっく いぇ けこうす いぇ ぇすっく-
すぇす しさっとせ ]すっそぇく 
]すぇきぉけかけゃ. ]うくなす くぇ 
ゃけえゃけょぇすぇ, おけゅけすけ しっ-
きっえしすゃけすけ こさうっかけ う 
せしすさけうかけ ゃなゃ ╁ぇさくぇ, 
っ っおしすさぇょうさぇく けす ╀なか-
ゅぇさうは, ぇ うきけすうすっ, おせ-
こっくう し こぇさうすっ くぇ ぉぇとぇ 
きせ, しぇ おけくそうしおせゃぇ-
くう. ‶さう けぉうしお ゃ ょけきぇ 
うき ゅさぇょけくぇつぇかくうおなす 
]こぇし 〈せさつっゃ いぇゅさぇぉ-
ゃぇ う しこっしすはゃぇくうはすぇ くぇ 
ゃけえゃけょぇすぇ - ぇおちうう う 
ちっくくう おくうあぇ いぇ けお. 70 
た. いかぇすくう かっゃぇ, こさう-
ょけぉうすう けす こさけょぇあぉぇすぇ 
くぇ うきっくうっすけ. 》ゃなさかっく 
っ ゃなゃ ゃぇさくっくしおぇすぇ 
すなきくうちぇ ╇つおぇかっ, おな-
ょっすけ 140 ょくう あっしすけ-
おけ っ ういすっいぇゃぇく. ]かっょ 
いぇすゃけさぇ, し さぇいぉうすけ いょさぇゃっ, っ 
うくすっさくうさぇく ゃ 〈さはゃくぇ.
〈っ こけゅさっぉぇたぇ ╀なかゅぇさうは! 

〈っいう こぇきっすくう ょせきう ういさうつぇ 
╁けえゃけょぇすぇ こけ ぇょさっし くぇ せこ-
さぇゃかはゃぇとうすっ, おけゅぇすけ しかっょ 
こぇょぇくっすけ くぇ ]すぇきぉけかけゃ こさっい 
1894 ゅ. しっ ゃさなとぇ ゃなゃ ╁ぇさくぇ 
う ういょうゅぇ つっさくけ いくぇきっ ゃなさたせ 
こけおさうゃぇ くぇ おなとぇすぇ しう. 〈けえ, 
しすけ こなすう さうしおせゃぇか あうゃけすぇ しう, 

╇きっすけ きせ こさうあう-
ゃっ しっ くけしっかけ おぇすけ 
かっゅっくょぇ けす せしすぇ くぇ 
せしすぇ. ′はきぇ ょさせゅ ゃけえ-
ゃけょぇ し ょゃっ いゃぇくうは: 
ぉなかゅぇさうすっ ゅけ くぇさう-
つぇす ゃけえゃけょぇ, ぇ ゅなさ-
ちうすっ - おぇこうすぇく, おけっ-
すけ いくぇつう たぇえょせすうく.                                                                                                                                        
′ぇょ 22 こぇきっすくうおぇ 

せ くぇし しぇ ういょうゅくぇすう ゃ 
くっゅけゃぇ つっしす. ‶ぇきっす-
くうちう しぇ ういゅさぇょっくう う 
ゃ ╃けゅぇくたうしぇさ, ゃ [うき 
- ょけ こぇきっすくうおぇ くぇ 
╂ぇさうぉぇかょう, ゃ ┿かっは-
すぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
くぇちうけくぇかくう ゅっさけう ゃ 

し 33 さぇくう けす はすぇゅぇくう う おせさてせ-
きう, ぉうか けゅけさつっく ょけ ょなくけすけ くぇ 
ょせてぇすぇ しう.
′ぇつぇかけすけ くぇ すさぇおうえしおけすけ 

ょゃうあっくうっ. ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ っ 
しさっょ けしくけゃぇすっかうすっ くぇ ょっきけ-
おさぇすうつっしおぇすぇ こぇさすうは. 〈けえ う 
くはおけかおけ さけょけかのぉうゃう ぉなかゅぇ-
さう こさっい 1896 ゅ. しないょぇゃぇす ゃなゃ 
╁ぇさくぇ こなさゃけすけ ゃ ╀なかゅぇさうは 
すさぇおうえしおけ ょさせあっしすゃけ „]すさぇく-
ょあぇ“ - いぇ いぇとうすぇ うくすっさっしうすっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ くぇしっかっくうっ, 
けしすぇくぇかけ しかっょ ¨しゃけぉけあょっ-
くうっすけ ゃ こさっょっかうすっ くぇ 〈せさちうは. 
] くっゅけ しっ こけしすぇゃは くぇつぇかけすけ 
くぇ けしゃけぉけょうすっかくぇすぇ けさゅぇくう-
いぇちうは くぇ ぉなかゅぇさうすっ ぉっあぇくちう 
けす 〈さぇおうは.
„╋けきつっすぇ, さぇぉけすっすっ いぇ 

]ゃけぉけょぇすぇ くぇ いぇさけぉっくけ-
すけ くう けすっつっしすゃけ!” – ういさうつぇ 
こさっょう しきなさすすぇ しう ╁けえゃけょぇすぇ 
う すけゃぇ っ こけさっょくうはす こさうきっさ ゃ 
うしすけさうはすぇ, つっ つけゃっお けしすぇゃぇ 
ぉっいしきなさすっく つさっい こけしかっょくうすっ 
しう ょせきう. ‶っすおけ ╉うさはおけゃ せきう-
さぇ ゃ ょけきぇ しう ゃなゃ ╁ぇさくぇ くぇ 19 
/7/ そっゃさせぇさう 1900 ゅ. くぇ 56 
ゅけょうくう. ′ぇさけょなす こさっゃさなとぇ 
しきなさすすぇ きせ ゃ きぇくうそっしすぇちうは 
しさっとせ すっいう, おけうすけ せしおけさは-
ゃぇす おさぇは きせ. ‶けゅさっぉぇく っ ゃなゃ 
╁ぇさくぇ. ′ぇ こかけとぇょ „〈さぇおうは“ 
こさういくぇすっかくうすっ しなゅさぇあょぇくう 
きせ ういょうゅぇす こぇきっすくうお.                                                                                                                  
‶ぇきっす いぇ ╁けえゃけょぇすぇ ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお. ′ぇ 11.12. 2010 ゅ. 
しさっとせ しゅさぇょぇすぇ くぇ ちっくすさぇか-
くぇすぇ こけとぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, さけょくう-
はす ゅさぇょ くぇ しなこさせゅぇすぇ きせ, すなさ-
あっしすゃっくけ っ けすおさうす ぉぇさっかっそ 
くぇ ╉ぇこうすぇく ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ 
う [ぇょおぇ ╉さぇゃおけゃぇ. ‶けしすぇゃっく 
っ くぇ きはしすけすけ, おなょっすけ っ ぉうかぇ 
ぉぇとうくぇすぇ おなとぇ くぇ ゃはさくぇ-
すぇ しこなすくうちぇ くぇ かっゅっくょぇさくうは 
ゃけえゃけょぇ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 
20 ゅけょうくう. ╇ょっはすぇ いぇ すけいう さけ-

ょけかのぉうゃ あっしす っ くぇ きっしすくけすけ 
〈さぇおうえしおけ ょさせあっしすゃけ „‶っすおけ 
╁けえゃけょぇ”. ┿ゃすけさ くぇ ぉさけくいけ-
ゃうは ぉぇさっかっそ っ ╁っかうく ╃っつおけゃ. 
′ぇ ちっさっきけくうはすぇ こさうしなしすゃぇ う 
ぇおすさうしぇすぇ ╀うしすさぇ ╋ぇさつっゃぇ, 
ういこなかくうかぇ さけかはすぇ くぇ おさぇしう-
ゃぇすぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ ゃなゃ そうか-
きぇ „╉ぇこうすぇく ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ”.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

』うおぇゅけ. ╁ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは うきぇ せかうちう う すさぇおうえしおう 
ょさせあっしすゃぇ, うきっくせゃぇくう くぇ くっゅけ. ╂さぇくうつくうはす こせくおす 
こさう ]ゃうかっくゅさぇょ しなとけ くけしう うきっすけ きせ - ╂╉‶‶ „╉ぇ-
こうすぇく ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ”. ′ぇ くっゅけ しぇ こけしゃっすっくう きくけゅけ 
くぇさけょくう こっしくう, くぇせつくう ういしかっょゃぇくうは う かうすっさぇすせさ-
くう すゃけさぉう. ‶け しちっくぇさうえ くぇ ′. 》ぇえすけゃ いぇ くっゅけ っ しない-
ょぇょっく ぉうけゅさぇそうつくうはす きくけゅけしっさうっく そうかき „╉ぇこう-
すぇく ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ“,1981. ′ぇ うきっすけ くぇ ぉっかっあうすうは 
ぉなかゅぇさうく っ うきっくせゃぇく ゃさなた くぇ けしすさけゃ ╊うゃうくゅしすなく, 
┿くすぇさおすうょぇ. 

】うかしけねかせけかてそ つか そてせあつみ くあ うつけねさけ ちあいそてかはけ う おちときかつてうそてそ. 
╇おけえあて つか け てあちけなせけてか つてあうさけ くあ ちあいそてかはけてか せあ せそちすあ. 

《て 1 おかさかすうちけ くあたそねせあ けくおあうあせかてそ せあ とせけさあしせけ 
せそすかちあ せあ いそしせけねせけ しけつてそうか, さそかてそ か たひちうけみて かてあた 

そて たちかすけせあうあせかてそ さひす かしかさてちそせせけ いそしせけねせけ 

さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ いぇ しすさぇくぇすぇ いぇ けすさぇしなか „╋っすぇかけけぉさぇぉけすゃぇくっ”, おぇおすけ う こけ-ゃうしけおぇ けす きう-
くうきぇかくぇすぇ  いぇ しすさぇくぇすぇ, おけはすけ けしすぇゃぇ ぉっい こさけきはくぇ う こさっい 2015 ゅけょうくぇ. ╉ぇすけ しっ ょけぉぇゃはす う 
ょっえしすゃぇとうすっ しっゅぇ しすうきせかう こけ ╉〈╃, さっぇかくけ 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 ゃ ょさせあっしすゃけすけ けす 
1-ゃう  はくせぇさう とっ ょけしすうゅくっ  440 かっゃぇ, おぇいぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ - ょうさっお-
すけさ „《うくぇくしう う うおけくけきうおぇ” ゃ ょさせあっしすゃけすけ. ¨す すぇいう けしくけゃぇ くぇゅけさっ しっ くぇつうしかはゃぇす う こぇさうすっ 
いぇ こさけそっしうけくぇかっく けこうす /しすぇあ/, おぇすっゅけさうは くぇ すさせょ う ょさせゅう ょけこかぇとぇくうは. 
]なとけ けす 1-ゃう はくせぇさう  2015 ゅけょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” しっ こさけきっくはす う すぇさうそくうすっ しすぇゃおう /ちっくぇすぇ 

〈さう こけさっょくう さぇぉけすくう しなぉけすう とっ うきぇす ぇさ-
しっくぇかちう いぇさぇょう こさっょしすけはとうすっ おけかっょくけ-

くけゃけゅけょうてくう こさぇいくうちう. [ぇぉけすくうすっ しなぉけすう とっ 
おけきこっくしうさぇす う けすさぇぉけすゃぇす こさうくちうこくけ ょっかけゃう 
ょくう, おけうすけ うくぇつっ さぇいおなしゃぇす こけさっょうちぇすぇ こけ-
つうゃくう.
]なし いぇこけゃっょ わ16-36 けす 5.11. 2014 ゅ. くぇ 

ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” うくあ. 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ  いぇ さぇぉけすくう こさっい ょっおっきゃさう 
しっ けぉはゃはゃぇす ょくうすっ: 6-すう, 13-すう う 20-すう ょっ-
おっきゃさう /しなぉけすぇ/, ぇ いぇ くっさぇぉけすくう ょくうすっ: 29-
すう, 30-すう う 31-ゃう  ょっおっきゃさう - こけくっょっかくうお, 
ゃすけさくうお, しさはょぇ. 
 ‶けつうゃくうはす 29-すう ょっおっきゃさう とっ しっ けすさぇぉけすゃぇ 

くぇ 6-すう ょっおっきゃさう, 30-すう ょっおっきゃさう - くぇ 20-すう 
ょっおっきゃさう, ぇ 31-ゃう ょっおっきゃさう - くぇ 13-すう ょっ-
おっきゃさう. 
‶なさゃうはす ょっかけゃう ょっく いぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ – 2-さう 

はくせぇさう /こっすなお/ とっ しっ けすさぇぉけすゃぇ くぇ 24-すう 
はくせぇさう /しなぉけすぇ/. 
〈ぇおぇ くぇ こさぇおすうおぇ いぇ こさぇいくうちうすっ ╉けかっょぇ う 

くぇ すさせょぇ いぇ っょうくうちぇ ゃさっきっ/, おぇすけ こさけきはくぇ-
すぇ っ ゃ こけしけおぇ せゃっかうつっくうっ しなし 7,3%.

¨す くぇつぇかけすけ くぇ 2015 ゅけょうくぇ  しすぇさすうさぇ ╄かっおすさけくくうはす さっ-
ゅうしすなさ くぇ ぉけかくうつくうすっ かうしすけゃっ, しなけぉとぇゃぇ くぇ しぇえすぇ しう ′ぇ-

ちうけくぇかくうはす けしうゅせさうすっかっく うくしすうすせす /′¨╇/.  〈けゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ 
けいくぇつぇゃぇ, つっ ういょぇょっくうすっ しかっょ 31 ょっおっきゃさう 2014 ゅ. ぉけかくうつくう 
かうしすけゃっ ゃなさたせ ぉかぇくおう „╀けかくうつっく かうしす いぇ ゃさっきっくくぇ くっさぇぉけ-
すけしこけしけぉくけしす” とっ ぉなょぇす くっゃぇかうょくう. ‶さっきうくぇゃぇくっすけ おなき うい-
ちはかけ っかっおすさけくっく くぇつうく くぇ ういょぇゃぇくっ う けぉさぇぉけすおぇ くぇ ぉけかくうつ-
くうすっ かうしすけゃっ とっ しすぇくっ くぇ ょゃぇ っすぇこぇ う とっ こさうおかのつう ゃ おさぇは 
くぇ 2015 ゅけょうくぇ. ‶なさゃうはす っすぇこ っ ょけ おさぇは くぇ のくう しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ う っ くぇ こさぇおすうおぇ ゅさぇすうしっく こっさうけょ. 〈けえ っ いぇ かっおぇさう う 
かっつっぉくう いぇゃっょっくうは, おけうすけ くはきぇす すったくうつっしおぇ しゃなさいぇくけしす う ゅけ-
すけゃくけしす いぇ っかっおすさけくくけすけ ういょぇゃぇくっ う こさっょしすぇゃはくっ くぇ ょぇくくうすっ 
ゃ ╄かっおすさけくくうは さっゅうしすなさ.

„┿さしっくぇか” ┿╃  すなさしう ょぇ くぇいくぇつう しこっちうぇかうしすう いぇ 
しかっょくうすっ ょかなあくけしすう:
•	 うくあっくっさ こさけういゃけょしすゃけ - すったくけかけゅ;
•	 おけくしすさせおすけさ;
•	 うくあっくっさ たうきうつっしおう こさけちっしう;
•	 うくあっくっさ - っくっさゅっすうお;
•	 きぇてうくっく うくあっくっさ;
•	 ゅかぇゃっく っくっさゅっすうお;
•	 さなおけゃけょうすっかう くぇ こさけういゃけょしすゃっくう いゃっくぇ.

╇いうしおゃぇくうは おなき おぇくょうょぇすうすっ: 
╁うしてっ すったくうつっしおけ けぉさぇいけゃぇくっ - ぉぇおぇかぇゃなさ うかう きぇゅうしすなさ.
╉けきこのすなさくう せきっくうは - しこっちうぇかういうさぇく いぇ ょっえくけしすすぇ しけそすせっさ.
‶さけそっしうけくぇかっく けこうす ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ そうさきう っ こさっ-

ょうきしすゃけ. 
╊うつくけしすくう おぇつっしすゃぇ: 
]こけしけぉくけしす いぇ さぇぉけすぇ ゃ ょうくぇきうつくぇ しさっょぇ, ぇくぇかうすうつくけ きうしかっ-

くっ,  けさゅぇくういうさぇくけしす う こさっちういくけしす.
╁かぇょっっくっすけ くぇ つせあょう っいうちう っ こさっょうきしすゃけ.
《うさきぇすぇ けしうゅせさはゃぇ ょけぉさけ いぇこかぇとぇくっ, おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ う 

っあっきっしっつくう ゃぇせつっさう いぇ たさぇくぇ. 

╆ぇ おけくすぇおすう う うくそけさきぇちうは: 
すっか: 0431/63133, 0431/57747
っmail: kadri@arsenal-bg.com

╆ぇ こけかせつぇゃぇくっ う こけょぇゃぇくっ くぇ ょけおせきっくすう いぇ さぇぉけすぇ う ゃたけ-
ょはとけ うくすっさゃの- „‶さうっきくぇ”, けそうし わ4, くぇ 50 き. のあくけ けす ちっく-
すさぇかくうは こけさすぇか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃   うかう こけ っかっおすさけくっく こなす 
- うくそけさきぇちうは くぇ www.arsenal.bg
¨ぉはゃぇすぇ っ ぇおすせぇかくぇ ょけ 31.12.2014 ゅ.
╉ぇくょうょぇすせさうすっ とっ ぉなょぇす さぇいゅかっあょぇくう こさう しすさうおすくぇ おけく-

そうょっくちうぇかくけしす う しこぇいゃぇくっ くぇ ╆╆╊╃. ╉けくすぇおす とっ ぉなょっ けしな-
とっしすゃっく しぇきけ し けょけぉさっくうすっ こけ ょけおせきっくすう おぇくょうょぇすう.

′けゃぇ ゅけょうくぇ ぇさしっくぇかちう とっ こけつうゃぇす けぉとけ 12 ょくう: けす 24-すう ょっおっきゃさう /しさはょぇ/ ょけ 4-すう はくせ-
ぇさう /くっょっかは/ ゃおかのつうすっかくけ. 
‶けしかっょくうはす さぇぉけすっく ょっく いぇ 2014-すぇ ゅけょうくぇ っ 23-すう ょっおっきゃさう /ゃすけさくうお/, ぇ こなさゃうはす さぇぉけ-

すっく いぇ 2015 ゅけょうくぇ – 5-すう はくせぇさう /こけくっょっかくうお/. 
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか


