
╇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”┿╃.

Приемник на в.“Заводска трибуна”
Издание на “Арсенал” АД .
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╇かてかちあせけ:
╇ちひつてせけさひて せあ „╅ちつかせあし“

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

на стр. 2

ぜÜ　öí 2014 ÇÜÑóÖí

╆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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ぃぉうかっえ! 
[けょっくぇ っ ゃなゃ ゃさっきっすけ いぇ しくはゅ, くけ ゃしなとくけしす っ しっしすさぇ 

くぇ ]かなくちっすけ. 
 ╆ぇとけすけ けす けつうすっ え くっ しかういぇす うゅさうゃうすっ こかぇきなつっすぇ 

くぇ ゃないたうすぇ う かのぉけこうすしすゃけ けす あうゃけすぇ, しおなすぇくう ゃ すはた, 
くけ しすさせはとう くぇ すぇかぇいう ょけぉさうくぇ う けぉうつかうゃけしす. 
 ╇ いぇとけすけ くぇえ-ゃっょさうすっ しっ さぇあょぇす けおけかけ くぇえ-しゃっす-

かうすっ こさぇいくうちう, けす ゃしっ しなさちっ え こけあっかぇゃぇきっ いぇ こさっ-
おさぇしくうは こけゃけょ, おけえすけ ぉっかっあう すっいう ょくう けす ゅけょうくぇすぇ 
え: 
╃ぇ しなたさぇくう きけきうつっすけ ゃ しっぉっ しう う ゃ しかっょゃぇとうすっ しう 

ゃしっ すぇおぇ せしこってくう う けぉうつかうゃう ょっしっすうかっすおう.
 ╃ぇ くう さぇょゃぇ し かなつっいぇさくけすけ しう ういかなつゃぇくっ う こけしうこぇ-

くぇすぇ し ゃっょさうくぇ きなょさけしす! 
 ╃ぇ しっ さぇょゃぇきっ いぇっょくけ くぇ さぇょけしすうすっ ゃ あうゃけすぇ え, ょぇ 

ゃなさゃうき しなゃきっしすくけ ゃ ゅけかっきうすっ くう ちっかう. 
╃ぇ っ いょさぇゃぇ, ゃしっ すぇおぇ せしこってくぇ う いぇさっあょぇとぇ くう ! 
 ′ぇてぇすぇ  ]すっそおぇ. ]すっそおぇ ╀っかつっゃぇ - さなおけゃけょうすっか  

くぇこさぇゃかっくうっ ‶さけょぇあぉう ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃. 

』っしすうすう  すう  かっすくう ゅけょうくう! 
] きくけゅけ かのぉけゃ う せゃぇあっくうっ: 

╉けかっおすうゃなす くぇ けすょっか ‶さけょぇあぉう ゃ „┿さしっくぇか“┿╃

だß　çí

‶けさぇょう しっさうけいくけ せゃっかうつっくうは けぉっき くぇ すなさしっくぇ こさけょせおちうは くぇ しゃっすけゃくうは こぇいぇさ う しおかのつっくうすっ いぇ すけゃぇ ょなかゅけしさけつくう ょけゅけゃけさう ゃ  こっさしこっおすうゃぇ, くぇえ-ゅけかはきけすけ 
こさっょこさうはすうっ けす ╁‶╉ ゃ ╀なかゅぇさうは - „┿さしっくぇか” ┿╃, こさっょかぇゅぇ しっさうけいくう てぇくしけゃっ いぇ さっぇかういぇちうは くぇ きけすうゃうさぇくう, けすゅけゃけさくう  う さぇぉけすかうゃう たけさぇ. 

]っさうけいくけ せゃっかうつっくうはす けぉっき さぇぉけすぇ ゃけょう う ょけ せゃっかうつっくうっ くぇ すなさしっくっすけ ゃ こなすう くぇょ こさっょかぇゅぇくっすけ くぇ くせあくうすっ さぇぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う 
しなしっょくうすっ え くぇしっかっくう きっしすぇ. 〈けゃぇ っ きけすうゃなす う こさっょかけあっくうっすけ くぇ きっくうょあなさしおうは っおうこ くぇ „┿さしっくぇか” ょぇ さぇいてうさう けそっさすうすっ しう いぇ さぇぉけすぇ, おぇおすけ いぇ ゃうしけおけおゃぇかう-
そうちうさぇくう しこっちうぇかうしすう ゃ しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, すぇおぇ う いぇ しさっょっく  すったくうつっしおう こっさしけくぇか う さぇぉけすくうちう し くっけぉたけょうきぇすぇ 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. 

Имахме една не лека, но добра година. Година, в която 
с общи усилия преодоляхме много изпитания, които 

показаха едно: че ако си вярваме, че ако гледаме в една посока, 
че ако всеки дава от себе си това, на което е способен, че ако 
мислим и за този до нас, всички заедно можем да се радваме 
на добри плодове и да живеем по-добре.

 Година, в която проверихме силата на нашата вяра и на нашия дух,   жилавостта на надеждите ни и красотата на мечтите. Казват, че 
няма нищо по-сладко и по-добро от плодовете на собствения ни труд.

 Затова в края на тази толкова пъстра откъм емоции и преживявания, откъм усилия , успехи и неминуемите ни малки човешки разочарования 
година, да си благодарим, че бяхме заедно, че сме живи и здрави, че това, което имаме на финала, е повече от това, което имахме на старта й.

 И нека си пожелаем следващата, Новата 2015-та, година да е по-добра за нас и семействата ни, да ни радват с успехите си децата ни, 
работата, която имаме, да ни удовлетворява още повече, да живеем по-добре, в мир и сговор с тези, които обичаме и заради които живеем. 

Да се множат приятелите ни и да се трупа благодат  в домовете ни! 
Да растат мечтите, които сбъдваме! 
 Желаем ви уютни, топли и красиви коледни празници и щастлива и добра  нова година! 
 Да бъде! 

                                                 Николай  Ибушев, Изпълнителен директор  
                                                  и от целия ръководен екип на  „Арсенал” АД

〈なさしはす しっ けしくけゃくけ きぇてうくくう 
うくあっくっさう, うくあっくっさ- たうきうちう, 
っくっさゅっすうちう, うくあっくっさ こさけうい-
ゃけょしすゃけ, すったくけかけいう, おけくしすさせお-
すけさう, きけくすぇあくうちう ぉけっこさうこぇしう, 
てかけしっさう, しすさせゅぇさう, けこっさぇすけさう 
くぇ きぇてうくう し 『‶〉, さぇぉけすくうちう ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ, おぇおすけ う ょさせゅう 
こけいうちうう, ういうしおゃぇとう 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. 
╁なこさっおう いぇしうかっくうは うくすっ-

さっし おなき けそっさすうすっ いぇ さぇぉけすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”, ょっそうちうすなす くぇ こけょ-
ゅけすゃっくう う こけょたけょはとう いぇ しなけす-
ゃっすくうすっ こけいうちうう  たけさぇ いぇ すはた  
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ くぇかうちっ. 

„┿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.

Скъпи арсеналци, 
уважаеми казанлъчани! 
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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 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. ̈ 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 ¨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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ごÑó ó çó¢
╃け 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.

╃っおっきゃさう - 25 はくせぇさう 2015 ゅけょうくぇ - ╂さぇょしおぇ たせょけあっしすゃっくぇ 
ゅぇかっさうは- ╉ぇいぇくかなお

╇いかけあぉぇ „[けょなす ╋ぇくょけゃう“ ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ ういけぉさぇいうすっか-
くけ ういおせしすゃけ. ╄おしこけいうちうはすぇ いぇ こなさゃう こなす しなぉうさぇ くぇ っょくけ きはしすけ 
こさけういゃっょっくうは くぇ ういおせしすゃけすけ くぇ すさうきぇ ぇさすうしすう けす っょうく さけょ -  あう-
ゃけこうしちうすっ [ぇょけきうさ ╋ぇくょけゃ う ╃っつおけ ╋ぇくょけゃ う しおせかこすけさぇ こさけそ. 
╇ゃぇく ╋ぇくょけゃ. ]ぉけさくぇすぇ ういかけあぉぇ ゃおかのつゃぇ 47 すゃけさぉう くぇ こさっょ-
しすぇゃうすっかうすっ くぇ ういゃっしすくうは てうこつっくしおう さけょ – こっえいぇあう, こけさすさっすう, 
こぇしすけさぇかくう う ぉぇすぇかくう しちっくう, しおせかこすせさくう そうゅせさう. 

╊[』》╊『【¨【╊: 〈¨』¨っ „╉《╆『《”

』╆ぇ╉〉╅ 』╊ ╊╉〉╅ 〈╊ぁ【╅

╀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 つっすゃなさすう 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:

╇かうは
]っさゅっっゃ
【うくっゃ

╂けょうくう:

13

〉つうかうとっ:

¨〉 “╋ぇすう ╀けかゅぇさうは”

¨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 2 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?

╊はゃ たぇかそ

╊のぉうき うゅさぇつ, かのぉうき 
けすぉけさ?

╋っしう, ╀ぇさしっかけくぇ

╉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 ╃ぇさうすっかしおうすっ あっしすけゃっ くぇ 
ゅさせこぇすぇ けぉとうくしおう しなゃっす-

くうちう けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-
かなお“, ゃけょっくぇ けす ういこなかくうすっか-
くうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, こさっい ゅけょう-
くぇすぇ せしこは ょぇ こけょおさっこう こけさっ-
ょうちぇ けぉとっしすゃっくけいくぇつうきう いぇ 
たけさぇすぇ けす きっしすくぇすぇ けぉとくけしす 
おぇせいう. 〈ぇおぇ, くっ しぇきけ きけとすぇ くぇ 
こさけそっしうけくぇかくうは おぇこぇちうすっす くぇ 
てっしすうきぇすぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
╄おしこっさすうすっ ゃ ¨ぉとうくしおうは しな-
ゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇゃぇ おけくおさっす-
くう さっいせかすぇすう ゃ こさけきはくぇすぇ くぇ 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ おなき 
さぇいせきくう ょっえしすゃうは う しけかうょぇさ-
くけしす ゃ こけかいぇ くぇ けぉとくけしすすぇ, くけ 
う すはたくぇすぇ つけゃっておぇ こけょおさっこぇ 
ょぇゃぇ しうゅせさくう いくぇちう, つっ いぇっょくけ 
くっとぇすぇ けす あうゃけすぇ くう しっ しかせつ-
ゃぇす こけ-ょけぉさっ.

‶さっい 2014-すぇ
ぇさしっくぇかちう こけかせつうたぇ
きくけゅけ ょけぉさう くけゃうくう.

′けゃうくう いぇ こさっょしすけはとぇ さっぇ-
かういぇちうは くぇ こけさなつおう こけ くけゃう 
ょけゅけゃけさう, いぇ さぇいてうさはゃぇくっ くぇ 
おぇこぇちうすっすぇ くぇ こさっょこうさはすう-
っすけ, いぇ うくゃっしすうさぇくっ ゃ くけゃけ 

„]ぉなょくぇ しっ っょくぇ くぇてぇ きっつすぇ, いぇ つうっすけ さっぇかういうさぇくっ さぇぉけすうき しなゃきっしすくけ し ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお“, - すけゃぇ おぇいぇ  ょうさっおすけさなす くぇ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお ╉さぇしうきうさ ╃ぇ-
きはくけゃ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, しかっょ おぇすけ こけかせつう ょぇさっくうは きせ 

けす おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ つっお いぇ 
こさっゃっょっくうすっ 490 たうかは-
ょう かっゃぇ いぇ さぇいてうさっくうっ-
すけ くぇ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ 
ゅうきくぇいうは. ]せきぇすぇ っ  つぇしす 
けす けすこせしくぇすうすっ ゃ おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ ょけこなかくうすっかくけ 
6 きかく. かっゃぇ けす こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ いぇ くせあょうすっ くぇ 
ぉなかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
う けぉっとぇくうっすけ けす しすさぇくぇ 
くぇ こさっきうっさぇ ╀けえおけ ╀けさう-
しけゃう う こさけしゃっすくうは きうくうし-
すなさ  こさけそ. 〈けょけさ 〈ぇくっゃ, 
つっ こぇさう いぇ しすさけっあぇ くぇ 
すけいう おけさこせし とっ うきぇ. 
]ないょぇゃぇくっすけ くぇ  ′ぇちうけ-

くぇかっく ちっくすなさ こけ こさうさけ-
ょけ-きぇすっきぇすうつっしおう くぇせおう ゃ ╉ぇいぇくかなお っ きっつすぇ, ぇきぉうちうは う うょっは くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╋ぇすっ-
きぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは けす くはおけかおけ ゅけょうくう, しこけょっかっくぇ こさっょう 3,5 ゅけょうくう かうつくけ けす くっえくうは 
ょうさっおすけさ ╉さぇしうきうさ ╃ぇきはくけゃ ゃ おぇつっしすゃけすけ きせ くぇ つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 
う おぇくょうょぇす すけゅぇゃぇ いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうお. ‶さっい ゃしうつおうすっ すっいう ゅけょうくう すけえ, いぇっょくけ  し さな-
おけゃけょしすゃけすけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う かうつくけ し おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, くっ こさっしすぇくぇたぇ  ょぇ 
こさっしかっょゃぇす さっぇかういうさぇくっすけ くぇ すぇいう ちっか, こけしすぇゃはえおう は おぇすけ ゃぇあくぇ いぇ ゅさぇょぇ う しすさぇくぇすぇ 
くう いぇ きかぇょうすっ すぇかぇくすう くぇ さぇいかうつくう くうゃぇ ゃ ょなさあぇゃぇすぇ, こさっょ さぇいかうつくう うくしすうすせちうう. ]かっょ 
しさっとぇすぇ  くぇ こさっきうっさぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ  しなし いかぇすくうは そういうお くぇ ╀なかゅぇさうは 〈っけょけしうえ 〈っけょけ-
しうっゃ う おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, すけいう ゃなこさけし けすくけゃけ ぉっ こけしすぇゃっく けす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ くぇ ょくっ-
ゃっく さっょ う きっしっち こけ-おなしくけ こぇさうすっ いぇ くぇちうけくぇかくうは ちっくすなさ ゃっつっ しぇ そぇおす. ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ 
うきぇ ゅけすけゃ うくゃっしすうちうけくっく こさけっおす くぇ さぇいてうさっくうっすけ くぇ せつうかうとっすけ, こさっょしすけう こさけちっょせさぇ 
こけ ╆ぇおけくぇ いぇ けぉとっしすゃっくうすっ こけさなつおう いぇ ういぉけさ くぇ ういこなかくうすっか くぇ しすさけうすっかくうすっ ょっえくけしすう. 
〈ぇおぇ, くぇ きはしすけすけ くぇ くっせゅかっょくぇすぇ こさうしすさけえおぇ おなき せつうかうとっすけ とっ しっ ういょうゅくっ しなゃしっき くけゃ 
すさうっすぇあっく おけさこせし. 〈けえ とっ うきぇ すけこかぇ ゃさないおぇ くぇ ゃしっおう っすぇあ し けしくけゃくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ゅうき-
くぇいうはすぇ う とっ さぇいこけかぇゅぇ しなし しこっちうぇかういうさぇくう おぇぉうくっすう こけ そういうおぇ, たうきうは, ぇしすさけくけきうは, 
ぉうけかけゅうは. 〈っ とっ ぉなょぇす ょけしすなこくう いぇ せつっくうちうすっ う せつうすっかうすっ う けす けしすぇくぇかうすっ せつうかうとぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
‶さけっおすぇくす くぇ さぇいてうさっくうっすけ っ ぇさた. ╁っしっかぇ ╂っけさゅうっゃぇ.
′ぇきっさっくうっすけ っ おけさこせしなす ょぇ ぉなょっ ゅけすけゃ けとっ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ. ̈ すこせしくぇすうすっ 

けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ 490 たうか. かゃ. とっ ぉなょぇす いぇ しすさけうすっかしすゃけ くぇ くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ, ぇ いぇ けぉけ-
させょゃぇくっすけ くぇ おぇぉうくっすうすっ し くっけぉたけょうきぇすぇ ぇこぇさぇすせさぇ とっ しっ おぇくょうょぇすしすゃぇ こけ こさけっおす おなき 
そけくょぇちうは „┿きっさうおぇ いぇ ╀なかゅぇさうは“.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“

‶け ╉けかっょぇ しすぇゃぇす つせょっしぇ... ] すぇいう ゃはさぇ たさうしすうはくしすゃけすけ くぇゃしはおなょっ こけ しゃっすぇ けつぇおゃぇ しなし しきうさっくけ しなさちっ [けあょっしすゃけ. ╆ぇ ょぇ けぉなさくっ けすしなしすゃうっすけ 
ゃ こさうしなしすゃうっ, けすたゃなさかはくっすけ – ゃ さぇいぉうさぇくっ, ぉけかおぇすぇ – ゃ さぇょけしす, けきさぇいぇすぇ – ゃ かのぉけゃ, くっとぇしすうっすけ – ゃ とぇしすうっ. ′け おぇおゃぇ ぉう ぉうかぇ すぇいう ょけぉさけすぇ, 
ゃょなたくぇすぇ けす ╀けあっしすゃっくけすけ [けあょっしすゃけ, ぇおけ すは くう くぇこせしおぇてっ ゃっょくぇゅぇ しかっょ こさぇいくうおぇ...? ╇ とってっ かう ょぇ っ うしすうくしおけ つせょけすけ, ぇおけ くっ けしすぇゃはてっ ゃ 
しなさちぇすぇ くぇ うきぇとうすっ こけゃっつっ きはしすけ いぇ ぉけかおうすっ くぇ くはきぇとうすっ, ぇおけ っょくけおさぇすくうはす あっしす おなき ょさせゅうは くっ しっ こさっさぇあょぇてっ ゃ こけすさっぉくけしす, っあっょくっゃくけ 
ょぇ こさけすはゅぇきっ さなちっ ゃ こけょおさっこぇ くぇ くはおけゅけ...

‒¨′¨[ぇ【 【╊《╉《』¨╊╇ ╇ ぁ╊]〉╅【╅ 
【『《‶[╅ 〉╅ „〈ぇ╋ 〉╅ ╈《╉¨〉╅【╅”

《╆ぅ¨〉╅【╅ ぁ╅[╅ ╉《》ぇ]〉¨【╊]〉¨ 》╅『¨ ′╅ 
〉《╇¨ 》『¨╉《╆¨╇[¨ ′╅ ╈『╅╋╉╅〉¨【╊ 

》『¨╉《╆¨╇[╅

¨すうゃぇとぇすぇ しう 2014 ゅけょうくぇ っ ぉっいしこけさくけ ゅけょうくぇすぇ くぇ 〈っけ. ′っ しぇきけ いぇさぇょう こけさっ-
ょうちぇすぇ せしこったう くぇ くっゅけゃうすっ すぇかぇくすかうゃう ゃないこうすぇくうちう, し おけうすけ くはおぇお う ゅさぇょなす, う 

しすさぇくぇすぇ くう, つっ う しゃっすなす ゃっつっ しゃうおくぇたぇ, ぇ いぇさぇょう そぇおすぇ, つっ しかっょ こけゃっつっ けす 40-ゅけょうて-
くぇ さぇぉけすぇ し  すぇかぇくすうすっ  ゃなゃ そういうおぇすぇ くぇえ-くぇおさぇは ょなさあぇゃぇすぇ, こけかうすうちうすっ いぇぉっかはいぇたぇ 
すけゃぇ, おけっすけ  こさぇゃう う さってうたぇ ょぇ しすけさはす う すっ くっとけ. 

 ]かっょ おぇすけ こさっい くけっきゃさう ぉっ こさっょけしすぇゃっくぇ 
けそうちうぇかくけ しゅさぇょぇ いぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ておけかぇ 
こけ そういうおぇ, ゃ おけはすけ 〈っけ ょぇ けぉせつぇゃぇ しゃけうすっ 
せつっくうちう, ぇ くぇ おさぇおぇ かうつくけ きせ ょけえょっ きうくうし-
すなさなす くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ, こさっきう-
っさなす ╀けえおけ ╀けさうしけゃ ゅけ こけしさっとくぇ ゃ おぇぉうくっ-
すぇ しう, ぇ ゃこけしかっょしすゃうっ  せつうかうとっすけ, ゃ おけっすけ 
さぇぉけすう – ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ”, こけかせつう 
くせあくうすっ けす こけつすう こっすうかっすおぇ 490 たうかはょう 
かっゃぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ′ぇちうけくぇかっく ちっく-
すなさ いぇ こさうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおう  くぇせおう, 〈っけ 
こけこぇょくぇ う ゃ こさっしすうあくぇすぇ くぇちうけくぇかくぇ おかぇ-
しぇちうは „╋なあ くぇ ゅけょうくぇすぇ”. ╉かぇしぇちうはすぇ っ くぇ 
くぇちうけくぇかくけすけ ╃ぇさうお さぇょうけ う っ しなし 7-ゅけ-
ょうてくぇ うしすけさうは. ╁ つっかくぇすぇ すさけえおぇ, けしゃっく 
おぇいぇくかなておうは せつうすっか, っ う ╀けはく ‶っすさけゃ – ぇか-
こうくうしすなす, おけえすけ ういおぇつう 3 けしっきたうかはょくうおぇ 
いぇ っょうく しっいけく う しすぇくぇ こなさゃうはす ぉなかゅぇさうく, 
ういおぇつうか ゃすけさうは こけ ゃうしけつうくぇ ゃさなた ゃ しゃっすぇ 
╉2 ゃ ╉ぇさぇおけさせき, おぇおすけ う こうしぇすっかはす  ╋うかっく 
[せしおけゃ, こさけつせか しっ こさっい ゅけょうくぇすぇ し さけきぇくぇ 

しう „╁ないゃうてっくうっ”.  』うすぇすっかうすっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” うきぇたぇ ゃないきけあくけしすすぇ  ょぇ しっ いぇ-
こけいくぇはす けすぉかういけ し  ╋うかっく [せしおけゃ つさっい うくすっさゃのすけ きせ, ょぇょっくけ いぇ ゃっしすくうおぇ こさっょ ╃うぇくぇ 
[ぇきくぇかうっゃぇ. [けきぇくなす くぇ [せしおけゃ きせ ょけくっしっ  ′ぇゅさぇょぇすぇ いぇ かうすっさぇすせさぇ くぇ ╄ゃさけこっえしおうは 
しなのい いぇ 2014 ゅけょうくぇ.
╇くすっさっしっく そぇおす っ, つっ すさうきぇすぇ ういこさっゃぇさうたぇ ゃ おかぇしぇちうはすぇ すっくうしうしすぇ ╂さうゅけさ ╃うきう-

すさけゃ. ╇いゃなく つっかくぇすぇ すさけえおぇ けしすぇくぇたぇ けとっ: しすけかっすくうおなす ょはょけ ╃けぉさう, けすっち ╇ゃぇく けす 
′けゃう たぇく, ╃っくうい ╇ゅくぇすけゃ - ぉぇとぇすぇ くぇ すぇかぇくすかうゃうすっ こうぇくうしすう 》ぇしぇく う ╇ぉさぇたうき, こけかお. 
′うおけかぇえ ′うおけかけゃ, ╋ぇおしうき ╄ておっくぇいう, ょ-さ ╋うさけしかぇゃ ′っくおけゃ, ┿かっおしぇくょなさ ╋けさそけゃ, 
╉せぉさぇす ‶せかっゃ う ょさせゅう.
╁しっおう, おけえすけ うしおぇ ょぇ こけょおさっこう 〈っけ ゃ こさっしすうあくぇすぇ おかぇしぇちうは, きけあっ ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう  

つさっい けくかぇえく ゅかぇしせゃぇくっ くぇ しぇえすぇ くぇ おけくおせさしぇ manoftheyear.bg. ╂かぇしせゃぇくっすけ こさけょなか-
あぇゃぇ ょけ 12 はくせぇさう. 
 ┿おけ おぇいぇくかなておうはす いかぇすっく せつうすっか しこっつっかう くぇょこさっゃぇさぇすぇ, すけえ とっ こけかせつう  すさけそっは くぇ 

„╋なあ くぇ ゅけょうくぇすぇ”- しすけきぇくっくぇ しぇぉは, ょなかゅぇ 84 しき う すっあおぇ 1300 ゅさぇきぇ う とっ しっ こさうしな-
っょうくう おなき こさっしすうあくうは おかせぉ, ゃ おけえすけ ゃっつっ しぇ 》さうしすけ ]すけうつおけゃ, ╉せぉさぇす ‶せかっゃ,  ‶っすなさ 
‶っすさけゃ - しこぇしうすっかはす-きったぇくうお けす おけさぇぉぇ „╉けしすぇ ╉けくおけさょうは“, しこぇしうすっかはす けす きぇゅうしすさぇ-
かぇ „〈さぇおうは“ ]すっそぇく ]すけえつっゃ, ゃけかっえぉけかうしすなす ╋ぇすっえ ╉ぇいうえしおう, そせすぉけかうしすなす  ╃うきうすなさ 
╀っさぉぇすけゃ. 

                                                                ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╂けすけゃう うくゃっしすうちうけくくう こさけっおすう いぇ 35 けぉっおすぇ けす いけくうすっ いぇ ゃないょっえしすゃうっ くぇ ╇くすっゅさう-
さぇくうは 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 うきぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ 

けぉはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” いぇきっしすくうお-おきっすなす ╊うかうは 『けくおけゃぇ. ╂けすけゃうすっ うくゃっしすう-
ちうけくくう こさけっおすう しぇ いぇ: 3 ょっすしおう ゅさぇょうくう; 3 こぇさおぇ; 9 きっあょせぉかけおけゃう こさけしすさぇくしすゃぇ, けす 
おけうすけ 7 しぇ ゃ あ. お. „╇いすけお“ う 2 – ゃ うくょせしすさうぇかくぇすぇ いけくぇ;18 せかうちう; しけちうぇかくう あうかうとぇ う 
『っくすなさ いぇ ゃさっきっくくけ くぇしすぇくはゃぇくっ. 〈けゃぇ しぇ こなさゃうすっ こさけっおすう, し おけうすけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお とっ おぇくょうょぇすしすゃぇ こけ くけゃぇすぇ けこっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[っゅうけくう ゃ さぇしすっあ“. [っしせさしなす, 
おけえすけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ きけあっ ょぇ せしゃけう おぇすけ おけくおさっすっく ぉっくっそうちうっくす こけ すぇいう 
こさけゅさぇきぇ いぇ しかっょゃぇとうすっ 7 ゅけょうくう, っ 24 きかく. かっゃぇ. ¨すょっかくけ けす すけゃぇ ¨ぉとうくぇすぇ しっ くぇ-
ょはゃぇ ょぇ こけかせつう ょけこなかくうすっかくけ そうくぇくしうさぇくっ いぇ けとっ 2 いけくう いぇ けすょうた う っょくぇ しこけさすくぇ 
こかけとぇょおぇ, おけうすけ とっ きけあっ ょぇ さっぇかういうさぇ ょけ おさぇは くぇ けおすけきゃさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ ゃういうすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ きうくうしすなさぇ くぇ さっゅうけくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ う ぉかぇゅけ-
せしすさけえしすゃけすけ ╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ しすぇくぇ はしくけ, つっ しゅさぇょぇすぇ くぇ くけゃうは ╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお とっ ぉなょっ ゅけすけゃぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ すけいう きぇくょぇす くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ. ╁ しかっょゃぇとうすっ 
2 ゅけょうくう くはきぇ ょぇ いぇこけつくっ しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ, くけ こさけっおすなす いぇ すけゃぇ 
っ ゃおかのつっく おぇすけ さっいっさゃっく こさけっおす いぇ そうくぇくしうさぇくっ しかっょ 2016 ゅけょうくぇ, こさう しゃけぉけょっく 
そうくぇくしけゃ さっしせさし. 

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

‶なさゃうはす ゃ ╀なかゅぇさうは ╋っょうちうくしおう ちっくすなさ いぇ おぇさょうけかけゅうつっく 
けくかぇえく すっかっきけくうすけさうくゅ „』っお こけえくす おぇさょうけ“ ぉっ けすおさうす ゃ 

╉ぇいぇくかなお. ╂かぇゃっく かっおぇさ くぇ ちっくすなさぇ っ おぇさょうけかけゅなす ょ-さ ╀けえつけ 

Скъпи 

съграждани,

В тези празнични дни, 
когато с нетърпение 
очакваме чудото на 
Рождество Христово 
и възлагаме надежди 
на Новата година, 
си даваме сметка за 
изминалите 365 дни. 
2014 година не бе 
лека, но е богата на 
постигнати цели 

и осъществени мечти. Казанлък стана по-красив 
с обновените паркове „Розариум“ и „Тюлбето“, с 
асфалтираните улици и подредените междублокови 
пространства. Младежите имат свой модерен 
дом, а талантливите ни ученици се поздравиха с 
Национална школа по физика и Национален център 
по природо-математически науки.
Уважаеми съграждани, нека Новата 2015 година бъде 
още по-ползотворна, успешна и благодатна. Нека 
бъде благословено всяко добро начинание, с което 
ще направим нашата община  още по-красива, 
по-привлекателна и по-добро място за живеене. 
Пожелавам ви здраве, обич и взаимност.
 Нека посрещнем с отворени сърца, усмихнати и 
уверени в силите си новата 2015 година!

Щастлива Коледа!

Благословена Нова година!

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък

けぉけさせょゃぇくっ, いぇ せゃっかうつぇゃぇくっ 
ぉさけは くぇ いぇっすうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
いぇ こけゃうてっくうっ くぇ すさせょけゃうすっ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうは, いぇ しけちうぇかくぇ 
こけょおさっこぇ おなき ゃしっおう さぇぉけすっと 
し こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ くけゃうすっ 
そうさきっくう ゃぇせつっさう. ╉ぇおすけ おぇいぇ 
ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ゃ くぇゃっつっ-
さうっすけ くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお: 
“╃けぉさうすっ さっいせかすぇすう しぇ こかけょ 
くぇ しなゃきっしすくう けぉとう せしうかうは, 
くぇ ゅかっょぇくっ ゃ っょくぇ こけしけおぇ う 
こさっしかっょゃぇくっ くぇ っょくぇ ちっか; 
さぇいゃうすうっ くぇ かのぉうきけすけ くう, 
くぇ くぇてっすけ こさっょこさうはすうっ う けす 
すぇき - こけょけぉさはゃぇくっ くぇ あうゃけすぇ, 
おぇおすけ くぇ ゃしっおう っょうく けす くぇし 
こけけすょっかくけ, すぇおぇ う くぇ ゃしうつおう 
くう. ┿ こけょけぉさう かう しっ くぇてうはす 
あうゃけす, とっ あうゃっっき う ゃ こけ-ょけ-
ぉさぇ けぉとうくぇ.“
╃けぉさうすっ くけゃうくう, ょけてかう いぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ぉかぇゅけょぇさっ-
くうっ くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ てっしすうきぇすぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ, 『ゃっすぇく 【うおけゃ, ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ, 『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ,  
╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ う ╉さぇしうきう-
さぇ 》ぇさういぇくけゃぇ, しぇ ゃ こけしけおぇ 
くぇ こけゃっつっ さぇいせき ゃ こけかいぇ くぇ 
たけさぇすぇ こさう ゃいうきぇくっすけ くぇ さっ-

てっくうはすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ すったくうすっ 
ょっえしすゃうは しっ こけすゃなさあょぇゃぇす ょせ-
きうすっ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ゅさせ-
こぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おけえすけ 
くっっょくけおさぇすくけ こけょつっさすぇゃぇ, つっ 
„┿さしっくぇか“ くっ っ ゃしすさぇくう けす けぉ-
とうくぇすぇ, ぇ つぇしす けす くっは う つっ ゃっつっ 
しぇ ゃうょうきう ょけぉさうすっ こかけょけゃっ けす 
けぉとけすけ しなすさせょくうつっしすゃけ きっあょせ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“ う 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 
‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ くぇ 
そうくぇくしけゃうすっ っおしこっさすう くぇ ゅさせ-
こぇすぇ しなゃっすくうちう ゃ ういゅけすゃはくっすけ 
くぇ ╀のょあっす 2014 くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお くぇきっさう ういさぇい ゃ こさうっすけ-
すけ けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす すはたくけ 
こさっょかけあっくうっ いぇ ゃないきけあくけしす 
そうさきうすっ すっおせとけ こさっい ゅけょうくぇすぇ 
ょぇ こさぇゃはす おけさっおちうう ゃ ょぇくなつくう-
すっ しう ょっおかぇさぇちうう, つさっい おけっすけ 
ょぇ しっ こけしすうゅくっ こけゃっつっ しこさぇゃっょ-
かうゃけしす ゃ こかぇとぇくっすけ くぇ きっしすくう-
すっ ょぇくなちう う すぇおしう. 〈ぇおぇ ゅさせこぇすぇ 
しなゃっすくうちう こけおぇいぇ, つっ くっ しこうさぇ 
ょぇ さぇぉけすう ゃ こけかいぇ くぇ きっしすくうは 
ぉういくっし. ╄おしこっさすうすっ けす ゅさせこぇすぇ 
ょぇょけたぇ ちっくくう こさけそっしうけくぇかくう 
こさっこけさなおう いぇ   ういゅけすゃはくっすけ う 
こさうっきぇくっすけ つぇしすうつくけすけ ういきっ-
くっくうっ くぇ ¨ぉとうは せしすさけえしすゃっく 

こかぇく くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇ 
¨ぉとうは せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ 
╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ゃかぇ-
ょっすっかう, ╆ぇこぇょくうは けぉたけょっく こなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ こさっょきけしすうっ 
おなき しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ すせくっかぇ 
こけょ 【うこおぇ. ‶さっょかけあっくうはすぇ 
くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ いぇ 
′ぇさっょぉぇ わ 1 いぇ ¨ぉとっしすゃっ-
くうは さっょ ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
う けおけきこかっおすけゃぇくっすけ くぇ ′ぇ-
さっょぉぇすぇ くぇ きっしすくう ょぇくなちう う 
すぇおしう しぇ しぇきけ ょさせゅう ゃうょうきう 
さっいせかすぇすう けす ょっえくけしすすぇ くぇ ゅさせ-
こぇすぇ, いぇ つうはすけ さぇぉけすぇ おきっすなす 
くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
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 くぇ ゅけょうてくうは けすつっす いぇ 
きぇくょぇす 2011-2015 ょぇょっ しゃけはすぇ 
くぇえ-ゃうしけおぇ けちっくおぇ. 

‶さういうゃなす ゃ ¨すおさうすけ こうし-
きけ 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“ おなき そうさきうすっ う 
ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ ういこかぇすはす こけ 
くぇえ-ぉなさいうは くぇつうく  ょぇくなつ-
くうすっ しう いぇょなかあっくうは ゃ すさせ-
ょっく きけきっくす いぇ けぉとうくしおうは 
ぉのょあっす ぉっ こけょおさっこっく,

おぇおすけ けす しすさぇくぇ くぇ „┿さしっくぇか“ 
┿╃ し ういこかぇとぇくっ くぇ けぉとうく-

しおうすっ ょぇくなちう くぇゃっょくなあ, すぇおぇ 
う し かうつっく あっしす けす しすさぇくぇ くぇ 
しなゃっすくうちうすっ けす ゅさせこぇすぇ. 〈っ 
ゃくっしけたぇ しゃけう かうつくう ゃくけしおう 
ゃ さぇいきっさ くぇ ょゃっ きうくうきぇかくう 
さぇぉけすくう いぇこかぇすう ゃ しこっちうぇか-
くぇすぇ ょぇさうすっかしおぇ しきっすおぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ. 〈ぇおぇ てっしすうきぇすぇ 
しなゃっすくうちう くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお“ ょぇさうたぇ けぉとけ 4 080 
かゃ いぇ さってぇゃぇくっ くぇ ゃないくうおくぇ-
かうすっ そうくぇくしけゃう いぇすさせょくっくうは 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ こけ こけゃけょ いぇょなか-
あっくうはすぇ おなき „〈さぇおうは 〈さっえょ“, 
こけはゃうかう しっ しかっょ しなょっぉくけ さっ-
てっくうっ こけ おぇいせしぇ しなし しすさけうすっか-
しすゃけすけ くぇ きはしすけすけ くぇ ]すぇさぇすぇ 
ぉけかくうちぇ. ‶けょおさっこぇすぇ くぇ ╄おし-
こっさすうすっ し かうつくう しさっょしすゃぇ いぇ 
さぇいかうつくう おぇせいう こさっい ゅけょうくぇすぇ 
こけつせゃしすゃぇたぇ ょっちぇすぇ けす ╃っすしおけ-
のくけてっしおうは そけかおかけさっく すぇくちけゃ 
しなしすぇゃ „┿さしっくぇか“ し さなおけゃけょう-
すっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ, おけうすけ ぉはたぇ 
こけょこけきけゅくぇすう し 2 700 かゃ. いぇ 
せつぇしすうっすけ うき ゃ ╋っあょせくぇさけょっく 
そけかおかけさっく そっしすうゃぇか ゃ ╂なさ-
ちうは.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

╀けえつっゃ. ╉ぇさょうけちっくすなさなす っ こなさゃぇすぇ しすなこおぇ おなき っかっおすさけくくけすけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ せ くぇし.  ╊っくすぇすぇ 
くぇ くけゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ ぉっ こさっさはいぇくぇ けす ょ-さ ╀けえつっゃ う けす こさっょしすぇゃうすっか くぇ そうさきぇ „』っお こけえくす 
おぇさょうけ“ - ╀なかゅぇさうは う くっえくうは こけかしおう けそうし. 『っくすなさ おぇすけ すけいう ゃ ╉ぇいぇくかなお こけかしおぇすぇ そうさきぇ ゃっつっ 
っ ういゅさぇょうかぇ ゃ さっょうちぇ っゃさけこっえしおう しすさぇくう. ¨す ぉなかゅぇさしおぇ しすさぇくぇ こぇさすくぬけさ くぇ おけきこぇくうはすぇ っ 
„╇くすっさ ぉういくっし 91“ ╄¨¨╃. ]けそすせっさなす っ さぇいさぇぉけすっく けす こけかしおぇすぇ そうさきぇ „‶さけ こかのし“, おけはすけ ういさぇ-
ぉけすゃぇ う たけかすっさうすっ, おけうすけ しぇ けしくけゃっく ぇこぇさぇす こさう しなさょっつくうは すっかっきけくうすけさうくゅ. 
„′っしかせつぇえくけ „』っお こけえくす おぇさょうけ“ けすおさう こなさゃうは ゃ ╀なかゅぇさうは ちっくすなさ いぇ おぇさょうけかけゅうつっく すっかっ-

きけくうすけさうくゅ ゃ ╉ぇいぇくかなお, - おぇいぇ ゅ-あぇ  ╊のょきうかぇ ╆ぇそうさけゃぇ けす こけかしおぇすぇ おけきこぇくうは. ‶け ょせきうすっ え, 
„ゅさぇょなす くっ しぇきけ っ ゅっけゅさぇそしおうはす ちっくすなさ くぇ しすさぇくぇすぇ; すせお おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ っ こさっおさぇ-
しっく つけゃっお う きくけゅけ ょけぉなさ おきっす, おけえすけ こけょおさっこは ゃしはおぇ うくけゃぇちうは う さぇぉけすう きくけゅけ せしうかっくけ いぇ 
さぇいゃうゃぇくっ くぇ  ╉ぇいぇくかなお う くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ”. „╇きっくくけ こけ すぇいう こさうつうくぇ すは ぉっ う 
ういぉさぇくぇ いぇ 』けゃっお くぇ 21 ゃっお こさっょ きくけゅけ ょさせゅう おきっすけゃっ ゃ ╀なかゅぇさうは“, いぇはゃう こさっょしすぇゃうすっかおぇすぇ 
くぇ こけかしおぇすぇ そうさきぇ せ くぇし.
╉きっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ くぇ しゃけえ さっょ こけょつっさすぇ, つっ, „きぇおぇさ う くっけぉかぇしすっく ちっくすなさ, ゅさぇょなす くぇ 

さけいうすっ きけあっ ょぇ しっ こけたゃぇかう し きくけゅけ ょけぉさう しこっちうぇかうしすう ゃ さぇいかうつくう けぉかぇしすう くぇ きっょうちうくぇすぇ, ぇ 
ょ-さ ╀けえつけ ╀けえつっゃ, おけえすけ とっ さなおけゃけょう ちっくすなさぇ, っ ょけおぇいぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ”.
╉ぇさょうけかけゅうつくうはす すっかっきけくうすけさうくゅ っ しうしすっきぇ いぇ 24-つぇしけゃけ しかっょっくっ くぇ あういくっくうすっ こけおぇいぇすっかう 

くぇ こぇちうっくすう し おぇさょうけかけゅうつくう くぇさせてっくうは. ╁ ちっくすなさ „』っお こけえくす おぇさょうけ” しっ こけょゅけすゃはす きっょう-
ちうくしおう いぇおかのつっくうは いぇ しなしすけはくうっすけ くぇ ゃしっおう こぇちうっくす, きうくぇか こけょ くぇぉかのょっくうっ こさっい しうしすっきぇすぇ, 
おけうすけ とっ しっ こけかいゃぇす いぇ くっゅけゃけすけ しゃけっゃさっきっくくけ う こさぇゃうかくけ かっつっくうっ.

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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]なょぉぇすぇ ゃうくぇゅう しう いくぇっ さぇぉけすぇすぇ. ╉けゅぇすけ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ こけすなさしう ‶っすは ‶っすさけゃぇ, くはきぇたきっ くうおぇおゃぇ 
こさっょしすぇゃぇ, つっ ょくっし, おけゅぇすけ すけいう さぇいおぇい いぇ くっは しっ つっすっ, すは とっ こさぇいくせゃぇ っょうく けす くぇえ-ゅけかっきうすっ こさぇいくうちう こさっい 
あうゃけすぇ しう – しゃぇすぉぇすぇ くぇ こなさゃけさけょうくうは しう ╇ゃぇく. ′はきぇた くうおぇおゃぇ こさっょしすぇゃぇ, つっ しかっょ ょなかゅうすっ せゅけゃけさおう いぇ しさっ-
とぇ, とっ は しかせつうき すけつくけ くぇゃさなた さけあょっくうは え ょっく, 12-すう ょっおっきゃさう... ′ぇかうつうっすけ くぇ すっいう とぇしすかうゃう しなゃこぇょっくうは 
こけょしおぇいゃぇ, つっ うきっくくけ すぇいう っ くぇえ-こさぇいくうつくぇすぇ しっょきうちぇ いぇ ‶っすは こさっい ちはかぇすぇ 2014-すぇ. ¨しゃっく けとっ っょくぇ – すぇいう 
こけおさぇえ そうさきっくうは こさぇいくうお, けす おけはすけ ‶っすは こぇいう さぇょけしすすぇ ゃ っょうく かうつっく しこけきっく – しくうきおぇすぇ し ういこなかくうすっかくうは 
ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, いぇこっつぇすぇかぇ ゃさなつゃぇくっすけ くぇ けすかうつうっすけ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. ╃ぇ, ‶っすは っ ゃ さっょう-
ちうすっ くぇ けすかうつっくうすっ. ╇ ょけさう ょぇ くっ ゅけ いくぇって, ゃっょくぇゅぇ ゅけ さぇいぉうさぇて けとっ しかっょ こなさゃうすっ しすなこおう くぇ さぇいゅけゃけさぇ. 
]おさけきくけしす う せゃぇあっくうっ おなき すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう, こさうゃなさいぇくけしす おなき さぇぉけすぇすぇ, いぇ おけはすけ っ せつうかぇ, しぇ ゃしっ ぉっかっいう, 
つっ くはきぇ おぇお きけきうつっ おぇすけ ‶っすは けす ╆ぇゃけょ 4/110 さぇくけ うかう おなしくけ ょぇ くっ こけこぇょくっ 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. ╋けきうつっ くぇ ゃうょ, ぇ  うくぇつっ けす ょくっし – しゃっおなさゃぇ. 

╉せこせゃぇくっ くぇ すけぇかっすうすっ いぇ 
ょけゃっつっさぇ, ょけゃなさてゃぇくっ 

くぇ かうつくうすっ こけょぇさなつっすぇ いぇ 
ゃしっおう ゅけしす, しなぉうさぇくっすけ くぇ 
こけょぇさなちうすっ, しこうしなちうすっ くぇ 
ゅけしすうすっ, おけうすけ とっ ゃけょはす おなき 
╀っさおけゃうちぇ, こけしかっょくう せゅけ
ゃけさおう し さっしすけさぇくすぇ う たけすっ
かぇ... 〈けゃぇ しぇ いぇくうきぇくうはすぇ, 
こけおさぇえ おけうすけ ‶っすは くぇきうさぇ 
ゃさっきっ ょぇ しっ ゃうょうき, ょけおぇすけ 
しっ こさうすっしくはゃぇ, つっ しゃぇすぉぇすぇ 
とっ っ ょぇかっつ, ゃ ╀っさおけゃうちぇ, 
けすおなょっすけ っ しくぇたぇすぇ... ╁ ╀っさ
おけゃうちぇ, いぇとけすけ „すぇおぇ さってう
たぇ きかぇょうすっ“. ╁しうつおけ, おけっすけ 
しすぇゃぇ ょくっし っ こけ そけさきせかぇ
すぇ „すぇおぇ さってうたぇ きかぇょうすっ“:  
きはしすけすけ くぇ しゃぇすぉぇすぇ, ういぉけ
さなす くぇ さっしすけさぇくす, きせいうおぇすぇ, 
ゅけしすうすっ... 《ぇきうかうはすぇ けぉぇつっ 
しこぇいゃぇ しすぇさぇすぇ すさぇょうちうは 
しゃっおなさゃぇすぇ ょぇ けぉかうつぇ しくぇ
たぇすぇ, ぇ しっきっえしすゃけすけ くぇ きけ
きうつっすけ ょぇ おせこせゃぇ おけしすのきぇ 
くぇ きかぇょけあっくっちぇ. 
‶っすは, おぇすけ うしすうくしおぇ しゃっ

おなさゃぇ, っ ゅけすけゃぇ けすょぇゃくぇ  し  
たぇかおうすっ いぇ きかぇょうすっ. ‶け
さなつゃぇかぇ ゅう っ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╁しなとくけしす, ょゃぇきぇすぇ きかぇょう 
– ╇ゃぇく う ╂っさゅぇくぇ, ゃっつっ しぇ 
こけょこうしぇかう ゃ ]けそうは, おなょっすけ 
あうゃっはす. ╃ゃぇきぇすぇ しっ くぇきっさう
かう こけおさぇえ さぇぉけすぇすぇ ゃ っょくけ 
いぇゃっょっくうっ う いぇ さぇょけしす くぇ 
‶っすは, ゃっつっ しゃっおなさゃぇ, きぇおぇさ 
し きけきうつっておう ゃうょ, „ょっちぇすぇ 
しっ さぇいぉうさぇす きくけゅけ ょけぉさっ“. 
[ぇいぉさぇかう しっ う いぇ きっくのすけ, 
おけっすけ っ ういぉさぇくけ こさけそっしうけ
くぇかくけ. ╆ぇとけすけ きかぇょけあっくっ
ちなす  ╇ゃぇく っ こさけそっしうけくぇかっく 
ゅけすゃぇつ, いぇゃなさてうか っ せつうかう
とっすけ ゃ ‶ぇゃっか ぉぇくは. ]ゃぇすぉぇ
すぇ っ こなさゃぇすぇ ゅけかはきぇ しさっとぇ 
くぇ きぇしぇ くぇ しゃぇすけゃっすっ. ‶け
いくぇゃぇす しっ しぇきけ けす っょくぇ しさっ
とぇ, ょけゃっつっさぇ こけおさぇえ ゃっしっか
ぉぇすぇ こけいくぇくしすゃけすけ とっ しすぇくっ 
こけ-こなかくけ. ‶っすは しっ さぇょゃぇ くぇ 
しくぇたぇすぇ ╂っさゅぇくぇ, こけゃっつっすけ ゃ 
さけょぇ しぇ きけきつっすぇ, すぇ – すぇおぇ 
しくぇたぇすぇ っ けとっ こけ-けぉうつぇくぇ.  
╉ぇおすけ しすぇゃぇ ゃ すうは ゅけょうくう, 

おけゅぇすけ しっきっえしすゃぇすぇ つっしすけ しぇ 
ょぇかっつ けす ょっちぇすぇ しう, いぇさぇょう 
さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ ゃ ゅけかっきうすっ 
ゅさぇょけゃっ しっ くぇきうさぇ こけ-かっし
くけ, ょゃぇきぇすぇ – ‶っすは う しなこさせ
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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

ゅなす え, つっしすけ しぇ しぇきう, ょぇあっ う ゃ ょくう くぇ しっきっえくう こさぇいくう
ちう. ╃くってくうはす さけあょっく ょっく, おけゅぇすけ しっ しさっとぇきっ, ‶っすは っ 
ういぉさぇかぇ ょぇ ぉなょっ こけ-こさぇいくうつっく, おぇすけ しう っ ゃいっかぇ けすこせしお. 
„]うゅせさくけ くぇ くぇつぇかくうおぇ くっ きせ っ こさうはすくけ, くけ...“, せしきうた

ゃぇ しっ さぇぉけすくうつおぇすぇ けす 4/110, おけは
すけ すぇいう  しっょきうちぇ っ ゃすけさぇ しきはくぇ, 
くけ いぇ さけあょっくうは ょっく とっ しう ぉなょっ 
せ ょけきぇ. ╇くぇつっ, さぇぉけすぇすぇ くうすけ は 
こかぇてう, くうすけ は きなつう... ┿おけ ぉってっ 
うくぇつっ, っょゃぇ かう うきっすけ え とってっ ょぇ 
っ しさっょ ぇさしっくぇかしおうすっ こなさゃっくちう. 
‶っすは くっ しう こさっょしすぇゃは あうゃけすぇ ぉっい 
„┿さしっくぇか“. ╆ぇゃなさてうかぇ っ こうさけ
すったくうおぇ ゃ いぇゃけょしおけすけ せつうかうとっ 
こさっい 1983-すぇ. ╁っょくぇゅぇ は さぇいこさっ
ょっかはす すけつくけ すぇき, おなょっすけ さぇぉけすう う 
しっゅぇ – ゃ ╆ぇゃけょ 4/110 ちった. ‶けしかっ 
‶っすは いぇゃなさてうかぇ う おぇいぇくかなておうは 
╋ったぇくけすったくうおせき.  ╋ぇえおぇ え しなとけ 
ぉうかぇ ぇさしっくぇかおぇ. ‶っすは くっ ゃうあょぇ 
くうおぇおなゃ こさけぉかっき けす すけゃぇ, つっ さぇ
ぉけすう くぇ こかけとぇょおぇすぇ ゃ ╋なゅかうあ, 
おなょっすけ, こけ こさうくちうこ, こさけういゃけょ
しすゃけすけ っ こけ-けこぇしくけ. ′っえくぇすぇ さぇ
ぉけすぇ くっ おさうっ つぇお すぇおうゃぇ さうしおけゃっ, 
くけ – ぇおけ くっ しう ゃくうきぇすっかっく, きけあっ 
ょぇ しぉなさおぇて う ょぇ こけしすさぇょぇて. ┿ 
‶っすは っ けす くぇえ-ゃくうきぇすっかくうすっ, 
いぇすけゃぇ つっしすけ え ゃないかぇゅぇす いぇょぇつう 
ゃ さぇぉけすぇすぇ, おけうすけ しぇ すさせょくう いぇ 
けしすぇくぇかうすっ. ′け すは くうすけ しっ ゃこっ
つぇすかはゃぇ けす すけゃぇ, くうすけ ゅけ ういすなお
ゃぇ, くうすけ ゅけ ういあうゃはゃぇ おぇすけ くっとけ 
おけえ いくぇっ おぇおゃけ. [ぇぉけすぇすぇ すせお っ くぇ 
くけさきぇ. ╁ぇあくけ っ ょぇ しう しさなつっく くぇ 
こさっしぇすぇ, けす すけゃぇ いぇゃうしう う ゃないくぇ
ゅさぇあょっくうっすけ. ╉ぇすけ うきぇ けぉぇつっ くっ
けすかけあくう くっとぇ, しっ ゃなさてう ゃしうつおけ. 
′ぇえ-おさうすうつくけ ゃなゃ そうさきぇすぇ ぉうかけ 
こさっょう こけゃっつっ けす 15-すうくぇ ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ いぇこかぇすうすっ いぇおなしくはゃぇかう, 
ういこかぇとぇかう しっ しぇきけ ぇゃぇくしう う きくけ
ゅけ たけさぇ くぇこせしおぇす. ′け ‶っすは けしすぇゃぇ 
ゃ „┿さしっくぇか“. ╇  ゃっつっ けすょぇゃくぇ くっ 
こけきうしかは いぇ ょさせゅぇ ぇかすっさくぇすうゃぇ. 
〈けつくけ けぉさぇすくけすけ – くぇ すっいう ゅけょう
くう, きかぇょう いぇ ょさせゅう こさけそっしうう, すは 
すぇえくけ しっ くぇょはゃぇ, つっ とっ きけあっ ょぇ 
しっ こっくしうけくうさぇ こけ-さぇくけ „くぇ おぇすっ
ゅけさうは“. ╁っつっ っ „くぇゃなさすはかぇ“ 31 ゅけ

„╅『』╊〉╅]” - ぃ╅〉』...
〈けゃぇ っ こさうつうくぇすぇ せこさぇゃかっく-

しおうはす っおうこ くぇ そうさきぇすぇ ょぇ こけ-
すなさしう くせあくうすっ いぇ ういこなかくっくうっ 
くぇ ゃぇあくうすっ いぇょぇつう う ょなかゅけ-
しさけつくう こけさなつおう さぇぉけすくうちう う 
しこっちうぇかうしすう けす ょさせゅう くぇしっかっ-
くう きっしすぇ, くっ しぇきけ くぇ すっさうすけ-
さうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.  

╆ぇ さぇぉけすぇ ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
そうさきぇ けす ╁けっくくけ-こさけきうて-
かっくうは おけきこかっおし くぇ ╀なかゅぇ-
さうは きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす 
さぇぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう けす 
ちはかぇすぇ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす, 
けす さぇえけくうすっ くぇ ╉ぇかけそっさ, ╉ぇさ-
かけゃけ, ╂ぇぉさけゃけ, ╊けゃっつ, 〈さけはく, 
╃けぉさうつ, ‶かけゃょうゃ, ]かうゃっく, 
おぇおすけ う けす さっゅうけくう し  ゃうしけお  
こさけちっくす ぉっいさぇぉけすうちぇ - ╋けく-
すぇくぇ, ╁さぇちぇ う ╁うょうく. 
′ぇ おぇくょうょぇすしすゃぇとうすっ いぇ さぇ-

ぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” しっ こさっょかぇゅぇ 
しうゅせさくぇ さぇぉけすぇ いぇ ゅけょうくう くぇ-
こさっょ, 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 ゃ うおけくけきう-
つっしおぇ ょっえくけしす „‶さっさぇぉけすゃぇ-
とぇ こさけきうてかっくけしす“, しっおすけさ 
„╋ぇてうくけしすさけっくっ” いぇ しすさぇくぇ-
すぇ, ゃぇせつっさう, こさけそっしうけくぇかくけ 
けぉせつっくうっ う おぇさうっさくけ さぇいゃう-
すうっ. ╅っかぇっとうすっ ょぇ さぇぉけすはす 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ きかぇょっあう, 
おけうすけ うきぇす 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, きけゅぇす ょぇ しっ 
ゃないこけかいゃぇす う けす しこっちうぇかくぇすぇ 
しすうこっくょうぇくすしおぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
そうさきぇすぇ いぇ けぉせつっくうっ ゃ すった-
くうつっしおうすっ ╁〉╆-けゃっ ゃ しすさぇくぇすぇ 
う くぇえ-ゃっつっ 〈〉 - ]けそうは, そう-
かうぇか ‶かけゃょうゃ. ╆ぇ すはた, けしゃっく 
こさっしすうあぇ くぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ 
こさっょこさうはすうっ ゃ ╀なかゅぇさうは, ょけ-
こなかくうすっかくぇ きけすうゃぇちうは っ う 
ゃないきけあくけしすすぇ いぇ ぉなさいけ う しすぇ-

╋くけゅけ ぉうた うしおぇかぇ すぇいう ╉け-
かっょぇ ょぇ しぉなょくっ きっつすぇすぇ 

え: ょぇ さぇぉけすう ゃ ぉうぉかうけすっおぇ, 
ぇ こけ-しっすくっ ょぇ しすぇくっ う ょっすしおぇ 
せつうすっかおぇ. 
′っ  しぇきけ いぇとけすけ すは ういおかの-

つうすっかくけ きくけゅけ いぇしかせあぇゃぇ, ぇ 
いぇとけすけ しなし しゃけうすっ しうきこぇすうつ-
くう 26 ゅけょうくう う ゅけかっきうは しおけお, 
おけえすけ くぇこさぇゃう いぇ すはた, こけおぇいぇ, 
つっ ゃしうつおけ っ ゃないきけあくけ: ぇおけ 
うきぇて ょせた, ぇおけ うきぇて こけょおさっ-
こぇすぇ  くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ しう, ぇおけ 
くぇきっさうて こけょたけょはとうすっ たけさぇ 
う しなきうてかっくうちう. ╉けうすけ すう こけ-
ょぇゃぇす さなおぇ. ╇ すっ さぇいぉうさぇす. ╇ 
すっ けぉうつぇす. ╀っい ぉぇさうっさうすっ くぇ 
つけゃっておうすっ くう こさっょさぇいしなょなちう, 
ぉっい しすうゅきぇすぇ くぇ けすくけてっくうっすけ 
おなき さぇいかうつくうすっ, ぉっい こさっくっ-
ぉさっあっくうっすけ う くっゅかうあうさぇくっすけ, 
しなこなすしすゃぇとう おさったおうすっ くう つけ-
ゃっておう けすくけてっくうは. 
〈は っ ╋うたぇっかぇ. ╇ゃぇくけゃぇ. ╆ぇ 

ゃしうつおう, おけうすけ は こけいくぇゃぇす う 
けぉうつぇす, っ こさけしすけ ╋うてうすけ.   
╋けきうつっすけ けす きぇゅぇいうくうすっ 

おさぇえ っょくけ きぇかおけ こかけとぇょつっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお,   かのぉけいくぇすっかくけ-
すけ ょっゃけえつっ けす おけさうょけさうすっ くぇ 
ゅさぇょしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ,  けぉうつ-
かうゃぇすぇ せつぇしすくうつおぇ ゃなゃ ゃしうつおう 
おぇきこぇくうう う こさけはゃう くぇ さぇいかうつ-
くう くっこさぇゃうすっかしすゃっくう けさゅぇくう-

ぉうかくけ おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ.
]っきっえしすゃぇすぇ し ょっちぇ きけゅぇす 

ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす う けす せしかせ-
ゅうすっ くぇ そうさきっくぇすぇ ょっすしおぇ 
ゅさぇょうくぇ, おけはすけ っ っょくぇ けす 
くぇえ-ょけぉさうすっ ゃ さっゅうけくぇ こけ 
けすくけてっくうっ さぇぉけすぇすぇ こけ っゃ-
さけこっえしおう こさけゅさぇきう う こさけっお-

すう う こさうかぇゅぇとぇ うくけゃぇすうゃくう 
きっすけょう ゃ けぉせつっくうっすけ う すゃけさ-
つっしおけすけ さぇいゃうすうっ くぇ ょっちぇすぇ. 
]さっょ しっさうけいくうすっ こけしすうあっ-

くうは くぇ きっくうょあなさしおうは っおうこ 
う こさうょけぉうゃおう いぇ おけかっおすうゃぇ 
くぇ „┿さしっくぇか” っ しけかうょくぇすぇ 
しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ くぇ そうさ-
きぇすぇ, ういさぇいはゃぇとぇ しっ, くっ 
しぇきけ ゃ きっしっつくう ゃぇせつっさう いぇ 
たさぇくぇ, ぇ う ゃ さぇいかうつくう ゃない-
きけあくけしすう いぇ ぉっいこかぇすくう こけ-
つうゃおう ゃなゃ ゃっょけきしすゃっくぇすぇ  
こけつうゃくぇ ぉぇいぇ ゃ ′っしっぉなさ いぇ 
くぇえ-ょけぉさうすっ さぇぉけすくうちう う 
しこっちうぇかうしすう, けすしすなこおう こさう 
かっすせゃぇくっすけ ゃ くっは ゃ ぇおすうゃ-
くうは しっいけく, そうさきっく いょさぇゃっく 
ちっくすなさ. 《うさきぇすぇ さぇいこけかぇゅぇ 
う し きけょっさくぇ しこけさすくぇ ぉぇいぇ, 
けぉくけゃっく そうさきっく しすぇょうけく う 
さぇいかうつくう ゃないきけあくけしすう いぇ 
しこけさすせゃぇくっ. ]さっょ ゅけさょけしす-
うすっ くぇ „┿さしっくぇか”っ ╃っすしおけ-
のくけてっしおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけ-
かぇ, おけはすけ こさっょかぇゅぇ けすかうつくけ 
けぉせつっくうっ いぇ きかぇょうすっ すぇかぇく-
すう ゃなゃ そせすぉけかぇ, ゃないきけあくけし-
すう いぇ ういさぇしすゃぇくっ う さぇぉけすぇ し 
くぇえ-ょけぉさうすっ しっかっおちうけくっさう.
]さっょ しっさうけいくうすっ しけちうぇか-

くう こさうょけぉうゃおう, けす おけうすけ しっ 
こけかいゃぇす さぇぉけすっとうすっ ゃ ょさせ-
あっしすゃけすけ, しぇ う けぉくけゃっくうはす 
さぇぉけすくうつっしおう しすけか, ╃けきなす 
くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか”, たせ-

ょけあっしすゃっくぇすぇ う すったくうつっしおぇ-
すぇ ぉうぉかうけすっおう, ぉっいこかぇすくうすっ 
ょっすしおう ておけかう /けす 6 ょけ 16 ゅ./ 
いぇ けぉせつっくうっ こけ ぉなかゅぇさしおう くぇ-
さけょくう すぇくちう.  
′ぇ ぉぇいぇ こけしすうゅくぇすぇ ょけゅけ-

ゃけさっくけしす きっあょせ そうさきっくうすっ 
しうくょうおぇすう う せこさぇゃかっくしおうは 
っおうこ くぇ „┿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, しっ 
せゃっかうつぇゃぇす し 10% けしくけゃくう-
すっ すさせょけゃう ゃないくぇゅさぇあょっくうは 
くぇ ゃしうつおう いぇっすう ゃなゃ そうさきぇ-
すぇ. 〉ゃっかうつっくうっすけ っ こけさっょくけ 
ゃ さぇきおうすっ しぇきけ くぇ くはおけかおけ 
きっしっちぇ, しかっょ おぇすけ こさっい  しっこ-
すっきゃさう しぇ せゃっかうつっくう し 20% う 
こけゃっつっ こさけちっくすぇ すさせょけゃうすっ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうは くぇ うくあっくっさ-
くけ-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. ¨す  くけっきゃさう けしくけゃ-
くうすっ いぇこかぇすう くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃ しこっちうぇかくうすっ こさけういゃけょしすゃぇ 
くぇ „┿さしっくぇか” しなとけ しぇ し さなしす 
けす 150 かっゃぇ. ]さっょ ぉけくせしうすっ 
いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ すっいう こさけうい-
ゃけょしすゃぇ っ ぉっいこかぇすくうはす すさぇくし-
こけさす ょけ さぇぉけすくけすけ きはしすけ けす 
ゅけかっきうすっ くぇしっかっくう きっしすぇ ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
¨す 1-ゃう はくせぇさう 2015 ゅけょう-

くぇ しっ せゃっかうつぇゃぇす う すぇさうそくう-
すっ しすぇゃおう 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. 〉ゃっかう-
つっくうっすけ っ しなし 7,3%.
‶けょさけぉくぇ うくそけさきぇちうは いぇ 

こさっょかぇゅぇくうすっ さぇぉけすくう こけ-
いうちうう ゃなゃ そうさきぇすぇ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ くぇきっさっくぇ くぇ けそう-
ちうぇかくうは しぇえす くぇ „┿さしっくぇか” 
-  www.arsenal.bg , おぇおすけ う ゃ 
ょさせゅう しこっちうぇかういうさぇくう しぇえすけ-
ゃっ う しっおちうう いぇ こさっょかぇゅぇくっ くぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. 

╇くそけさきぇちうは きけあっ ょぇ ぉなょっ 
こけかせつっくぇ う けす けすょっか „╉ぇょさう” 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ くぇ すっかっそけくう

0431/ 63133
う

0431/ 57747. 

╆ぇこうすゃぇくうは, CV う きけかぉう いぇ 
さぇぉけすぇ きけゅぇす ょぇ しっ ういこさぇとぇす 
う くぇ
email:
kafri@arsenal-bg.com.
                                                         

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

いぇちうう ゃ ╉ぇいぇくかなお, さぇぉけすっとう 
し ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは うかう 
ょさせゅう しけちうぇかくう こさけぉかっきう. 
╆くぇっき いぇ くっは けす くけゃうくうすっ. 
╆ぇとけすけ ぉっいゅさぇくうつくぇすぇ え かの-
ぉけゃ おなき あうゃけすくうすっ は くぇこさぇゃう 
くぇ ょゃぇ こなすう しゃっすけゃっく てぇきこう-

けく こけ っいょぇ ゃ ‶ぇさぇけかうきこうえ-
しおうすっ  うゅさう.  
′っ ぉはた は ゃうあょぇかぇ きっしっちう う 

くっ こけょけいうさぇた, つっ すぇおぇ けすゃっょ-
くなあ っ くぇこさぇゃうかぇ すけかおけゃぇ ゅけ-
かっきう つけゃっておう  おさぇつおう, ょけおぇ-
すけ くっ きっ こけおぇくう くぇ  しさっとぇ: くぇ 
そけくょぇちうは „╊せきけし”. ‶けおぇくぇすぇ 
ょけえょっ けす くっは う くっえくうは きっくすけさ 
┿くっすぇ 〈っくっゃぇ -  あっくぇすぇ, ぉかぇ-

ゅけょぇさっくうっ くぇ おけはすけ ╋うてうすけ 
こさけきっくう  あうゃけすぇ しう. ╇ ゃっつっ 
きけあっ ょぇ ゅけゃけさう いぇ ゃぇあくうすっ 

いぇ くっは う すっいう おぇすけ くっは くっとぇ. 
』っ っ ゃないきけあくけ ょぇ うきぇて ょけき う 
ょぇ けしすぇくって こさう くぇえ-ぉかういおうすっ 
しう, くっいぇゃうしうきけ けす こさけぉかっきぇ 
すう, しすうゅぇ ょぇ うきぇ たけさぇ, おけうすけ 
ょぇ こけゃはさゃぇす  ゃ すっぉ う ょぇ すっ けぉう-
つぇす. ╃ぇ すう こけきけゅくぇす ょぇ さぇいぉっ-
さって おけえ  しう う おぇおゃけ うしおぇて ょぇ 
こさぇゃうて, ょぇ すう こけょぇょぇす  さなおぇ, 
いぇ ょぇ くぇきっさうて しきうしなか ゃ ょくうすっ 
しう. ╃ぇ こさっしかっょゃぇて う しぉなょゃぇて 
きっつすうすっ しう, ょぇ くぇきっさうて くけゃう 
こさうはすっかう. ╇ たけさぇ, くぇ おけうすけ ょぇ 
こけきぇゅぇて う すう. 
 ╆ぇとけすけ いぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ 

╋うてうすけ しっ こさっゃなさくぇ ゃ ╋うたぇ-
っかぇ, しっ っ しかせつうかけ すけつくけ すけゃぇ. 
[っしこっおすうさぇとけ きくけゅけ いぇ おさぇす-
おうすっ ょゃっ ゅけょうくう, ゃ おけうすけ すは 
しすぇゃぇ っょくけ けす きけきうつっすぇすぇ し うく-
すっかっおすせぇかくう いぇすさせょくっくうは, おけっ-
すけ っ こけょ ゅさうあうすっ くぇ そけくょぇちうは 
„╊せきけし” - ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ くっ-
こさぇゃうすっかしすゃっくぇ けさゅぇくういぇちうは, 
つうはすけ けしくけゃくぇ ちっか っ ょぇ しっ しかけ-
あう おさぇえ くぇ しうしすっきくぇすぇ うくしすう-
すせちうけくぇかういぇちうは くぇ ょっちぇ ゃ さうしお 
う し こさけぉかっきう う けしうゅせさはゃぇくっ 
くぇ ゃないきけあくけしす う こけょこけきぇゅぇくっ 
ょっすっすけ ょぇ けしすぇくっ ゃ しっきっえしすゃけ-
すけ うかう ゃ ぉかういおぇ ょけ しっきっえくぇすぇ 
しさっょぇ う ょぇ ういあうゃはゃぇ ょっすしすゃけすけ 
しう こなかくけちっくくけ, いぇけぉうおけかっくけ 
けす かのぉけゃ, ゅさうあぇ う こけょおさっこぇ, 
いぇ ょぇ けしなとっしすゃう こなかくうは しう こけ-
すっくちうぇか. ‶けきけと う こけょおさっこぇ, 
けおぇいゃぇくぇ  くぇ しぇきけすけ ょっすっ う くぇ 

しっきっえしすゃけすけ きせ. 
╆ぇ ょゃっすっ ゅけょうくう, ゃ おけうすけ 

╋うてうすけ - ぇさしっくぇかしおけ ょっすっ 
くぇ きくけゅけ せこけさうすぇすぇ ゃ けぉうつ-
すぇ しう ╃ぇそうくぇ, 
かぇぉけさぇくすおぇ けす たうきうつっしおぇ-

すぇ かぇぉけさぇすけさうは くぇ ╆ぇゃけょ 3 ゃ 
„┿さしっくぇか”,  っ つぇしす けす „╊せきけし”,  
せしこは  ょぇ  けす こかぇたけ きけきうつっ ょぇ 
しっ ういょうゅくっ ょけ しぇきけいぇしすなこ-
くうお: つけゃっお, おけえすけ いくぇっ しゃけうすっ 
こさぇゃぇ う きけあっ ょぇ しっ ぉけさう う いぇ 
すっいう くぇ けしすぇくぇかうすっ. ‶さっゃなさ-
くぇ しっ ゃ しうきゃけか くぇ ╀なかゅぇさうは う 
╉ぇいぇくかなお, かのぉうきおぇ くぇ きかぇょっ-
あうすっ けす さぇいかうつくう  おさぇうとぇ くぇ 
╄ゃさけこぇ, おなょっすけ せしこは ょぇ ぉなょっ, 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ  せつぇしすうっすけ 
しう ゃ さぇいかうつくう そけさせきう  しなし 
しゃけう ゃさなしすくうちう. ╃っしすうくぇちうう-
すっ しぇ さっしこっおすうさぇとう, しさっとうすっ 
けとっ こけゃっつっ: ╊けくょけく, ‶さぇゅぇ, 
]けそうは,  ╀っかそぇしす, ╀さのおしっか, 
【ゃっえちぇさうは, ╀っかゅうは, しさっとう 
しなし しけちうぇかくうは ぇくすさけこけかけゅ 》ぇ-
さぇかぇく ┿かっおしぇくょさけゃ, し ╉ぇかうく 
╉ぇきっくけゃ, し おきっすぇ くぇ ]けそうは 
╈けさょぇくおぇ 《なくょなおけゃぇ,  し かうょっ-
さう くぇ きくっくうは う いぇおけくけすゃけさちう 
けす ╄ゃさけこぇ う ゃ  ぉなかゅぇさしおうは こぇさ-
かぇきっくす しぇ しぇきけ つぇしす けす くっいぇ-
ぉさぇゃうきうすっ そけさせきう う しさっとう, 
ぉっかはいぇかう  くけゃうは こなす くぇ ╋うたぇ-
っかぇ.
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ょうくう ゃ ╋なゅかうあ. ‶けきくう すけつくけ 
ょぇすぇすぇ くぇ うょゃぇくっすけ しう すせお – 
29-すう ぇゃゅせしす 1983-すぇ. ╁しはおぇ 
しせすさうく いぇ こなさゃぇ しきはくぇ ‶っすは 
しすぇゃぇ ゃ 3.30 つぇしぇ, ゃっつっさ – 
こさう ゃすけさぇすぇ, しっ こさうぉうさぇ ゃ 
11. ]ゃうおくぇかぇ っ. ╆ぇ きかぇょうすっ 
けぉぇつっ きぇえ っ こけ-すさせょくけ, せし
きうたゃぇ しっ ‶っすは – いくぇっ, いぇとけ
すけ こさっょ けつうすっ え こけさぇしすゃぇす 
きくけゅけ さぇぉけすくうつおう. 
‶さぇいくうおなす ょけゃっつっさぇ くっ 

ういかういぇ けす きうしかうすっ くぇ ‶っすは 
‶っすさけゃぇ こさっい ちはかけすけ ゃさっきっ, 
ょけおぇすけ しう ゅけゃけさうき. ╆ぇ ╉け
かっょぇすぇ けとっ くっ きうしかはす. ′ぇえ-
ゃっさけはすくけ とっ は おぇさぇす しぇきけ 
しなし しなこさせゅぇ. ╋かぇょけあっくちうすっ 
くはおなょっ しうゅせさくけ とっ こなすせゃぇす, 
ょさせゅうはす しうく すさせょくけ しっ こさう
ぉうさぇ けす ╁ぇさくぇ, おなょっすけ ゃっつっ 
さぇぉけすう おぇすけ こけかうちぇえ しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ]ゃけぉけょくうは 
せくうゃっさしうすっす すぇき. 〈させょくけ きせ 
しっ しなぉうさぇす くはおけかおけ こけさっょ
くう ょくう こけつうゃおぇ..., ゃないょなたゃぇ  
‶っすは. ′っえくけすけ きぇえつうくけ しなさ
ちっ せしっとぇ, つっ きぇかおうはす しなとけ 
しおけさけ きけあっ ょぇ え ょけゃっょっ しくぇ
たぇ... ′ぇえ-きくけゅけ  くぇこさけかっす, 
せしきうたゃぇ しっ ょさっぉくうつおぇすぇ う 
そうくぇ ‶っすは, いぇ おけはすけ くっ きけ
あって ういけぉとけ ょぇ こさっょこけかけ
あうて, つっ え っ ょけてかけ ゃさっきっ
すけ ょぇ こけしさっとぇ しくぇたう. ] すはた 
こさぇいくうちうすっ とっ しすぇゃぇす こけゃっ
つっ, ぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ, くぇょはゃぇす 
しっ, ょぇ しっ せきくけあう う さぇょけしすすぇ. 
¨とっ ょけゅけょうくぇ こけ ╂っさゅぬけゃ
ょっく しくぇたぇすぇ とっ こさぇいくせゃぇ 
うきっく ょっく, ぇ しかっょ すけゃぇ しうくなす 
- さけあょっく ょっく... ‶なお きけあっ ょぇ 
しっ こけはゃはす う ょさせゅう こけゃけょう いぇ 
こさぇいくうちう! ′け こなさゃうはす っ ゅけ
かっきうはす こさぇいくうお ょけゃっつっさぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 
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╇ こさけきっくうかう  きうさけゅかっょぇ え, ちっくくけしすくぇすぇ え しうしすっきぇ, 
たけさういけくすうすっ う ゃないきけあくけしすうすっ え, せしっとぇくっすけ え いぇ かうつ
くけしす, こなす, しきうしなか. 
 ╆ぇすけゃぇ う しさっとぇすぇ え し こさうはすっかう けす ぉかういけ う ょぇかっつ くぇ 

くっえくぇすぇ しゃけっけぉさぇいくぇ „うくけゅせさぇちうは” っ ういおかのつうすっかくけ 
ゃなかくせゃぇとぇ. ] すぇくちう, しなかいう くぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす,  しなかいう 
けす さぇょけしす, しすぇっくけ ゃないたうとっくうっ いぇ しきっかけしすすぇ  ょぇ ういきう
くって くぇえ- ゃぇあくうすっ しう う すさせょくう おさぇつおう. ]なし しこけょっかっ
くうは すぇくち くぇ ╃させゃぇかう, けす おけえすけ  さぇいぉうさぇて,  つっ たけさぇすぇ 
し うくすっかっおすせぇかくう いぇすさせょくっくうは しぇ し きくけゅけ こけ-てうさけおう 
っきけちうけくぇかくう たけさういけくすう, つっ きけゅぇす ょぇ しぇ ゃっさくう こさうはすっ
かう ょけ おさぇは くぇ ょくうすっ しう, つっ しっ こさうゃなさいゃぇす ぉっいおけさうしすくけ 
う けぉうつぇす ぉっい しすうゅきぇ.  
 „╇しおぇき ょぇ さぇぉけすは う ょぇ こけきぇゅぇき う くぇ ょさせゅう きかぇょう 

たけさぇ し せゃさっあょぇくうは ょぇ しっ さっぇかういうさぇす う ょぇ こけゃはさゃぇす 
おぇすけ きっく ゃ きっつすうすっ しう. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ たけさぇすぇ しっ 
こさけきっくうた. ╀かぇゅけょぇさは, つっ  きっ せゃぇあうたすっ う せゃぇあうたすっ ゃぇ
あくうすっ くっとぇ ゃ きけは あうゃけす!”.  
╁ すっいう ょせきう っ こけぉさぇくぇ しかせつうかぇすぇ しっ ょゃっゅけょうてくぇ 

╉けかっょぇ いぇ ╋うたぇっかぇ, きけきうつっすけ, つうえすけ あうゃけす „╊せきけし” 
こさけきっくう. ╋うてうすけ, おけっすけ  けす ういゅせぉっくけ ゃ けいゃっさはかけすけ くう 
けぉとっしすゃけ ょっすっ しっ こさっゃなさくぇ ゃ っょうく いさはか う せゃぇあぇゃぇと 
しっぉっ しう つけゃっお.  ╉けえすけ いくぇっ おけえ っ, うきぇ おせさぇあぇ ょぇ しっ 
ぉけさう いぇ ょけしすけえくしすゃけすけ しう う すけゃぇ くぇ ょさせゅうすっ おぇすけ くっは. 
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╅うすっかうすっ くぇ くぇえ-くけゃうは ゅさぇょ ゃ けぉとうくぇすぇ – ╉さなく, 

こけかせつうたぇ いぇ こさぇいくうおぇ しう くぇ ┿さたぇくゅっかけゃょっく 300 かゃ., 
ゅけかっきうはす きぇさぇすけくっち くぇ ╉ぇいぇくかなお [ぇょう ╋うかっゃ ぉってっ 
こけょおさっこっく し 600 かゃ. かうつくう しさっょしすゃぇ, しなぉさぇくう けす しな
ゃっすくうちうすっ. ╉ぇいぇくかなておうはす ╉かせぉ いぇ しこけさすくう すぇくちう 
„╉うぇさぇ-′“  せしこは ょぇ けさゅぇくういうさぇ すせさくうさ, ぉかぇゅけょぇさっ
くうっ う くぇ そうくぇくしうさぇくっすけ, おけっすけ こけかせつう けす „╄おしこっさ
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃ さぇいきっさ くぇ 750 かゃ. ╁ないしすぇくけゃおぇすぇ 
くぇ ぉけゃっすっ くぇ 》ぇょあうょうきうすさけゃうすっ つっすくうちう こけょ ╀せい
かせょあぇ, おけはすけ たうかはょうすっ こぇすさうけすう ゃうょはたぇ こけ ゃさっきっ 
くぇ すぇいゅけょうてくうすっ つっしすゃぇくうは こさっい のかう, しなとけ しすぇくぇ 
ゃないきけあくぇ いぇ さっぇかういぇちうは けす ╃させあっしすゃけ „〈さぇょうちうは“ し 
こけょおさっこぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しなゃっすくうちう, けしうゅせさうかう 
700 かゃ. いぇ さけょけかのぉうゃけすけ  くぇつうくぇくうっ.

╃けぉさけすけ, ょぇょっくけ けす „┿さしっくぇか“ う ゅさせこぇすぇ „╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ こさっい ゅけょうくぇすぇ, きうくぇゃぇ う 
こさっい ぉぇとうくしおぇすぇ ゅさうあぇ いぇ ょっちぇすぇ けす そうさきっくぇ-
すぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ“,

つうえすけ ょうさっおすけさ ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ, こさういくぇゃぇ: “′っ きけ
あっき ぉっい „┿さしっくぇか“. ′けゃう おぇすっさせておう, けしゃっあっく ょゃけさ, 
そういおせかすせさっく しぇかけく う いぇくうきぇかくう しぇ しさっょ ょけぉさうすっ 
あっしすけゃっ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ う さぇぉけすくうちう
すっ けす そうさきぇすぇ, おけうすけ くっういきっくくけ こけきぇゅぇす こさう ゃしっおう 
けすょっかっく しかせつぇえ う いぇ ゃしっおう さっきけくす ゃ ょっすしおけすけ いぇゃっ
ょっくうっ. 《うさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ こけょぇさう すっぇすさぇかくぇ 

こけしすぇくけゃおぇ くぇ ょっちぇすぇ いぇ ╃っくは くぇ ょっすっすけ ゃ くぇゃっつっ
さうっすけ くぇ こさぇいくうおぇ, ぇさしっくぇかちう ゅかっょぇたぇ ぉっいこかぇすくけ 
„‒くょなさゅさぇせくょ“ くぇ おぇいぇくかなておうは すっぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ“  ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ.
′ぇ ょぇさうすっかしおうすっ あっしすけゃっ くぇ „┿さしっくぇか“ こさけょなか

あぇゃぇ ょぇ しっ さぇょゃぇ う けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ „╃-さ 》さうし
すけ ]すぇきぉけかしおう“. ]かっょ おぇすけ こさっょう ゅけょうくぇ こけきけゅくぇ
たぇ ゃ  さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ こさけっおす いぇ しすさけうすっかしすゃけ, 
しっゅぇ ぇさしっくぇかしおう さぇぉけすくうちう しっ けすいけゃぇたぇ ゃなゃ ゃぇあっく 
きけきっくす けす けゅさけきくうは さっきけくす, こさけすっおなか ゃ いょさぇゃくけすけ 
いぇゃっょっくうっ, う ういゃなさてうたぇ しっさうけいくう しすさけうすっかくう さぇ
ぉけすう ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ ぉけかくうちぇすぇ, し おけっすけ こけょけぉさうたぇ 
せしかけゃうはすぇ いぇ こさっぉうゃぇゃぇくっ くぇ こぇちうっくすうすっ う くぇこさぇ
ゃうたぇ ゃないきけあくけ きけくすうさぇくっすけ ゃ こけ-ょけぉさぇ しさっょぇ くぇ 
くけゃけすけ けぉけさせょゃぇくっ, そうくぇくしうさぇくけ し っゃさけしさっょしすゃぇ, 
しこっつっかっくう けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁っつっ っ すさぇょうちうは いぇ „┿さしっくぇか“ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 

ょっすしおう  こかけとぇょおう ゃ おゃぇさすぇかうすっ  くぇ ╉ぇいぇくかなお.  
′ぇえ-くけゃぇすぇ しこけきけとっしすゃけゃぇすっかくぇ  おぇきこぇくうは, ゃ 

おけはすけ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” せつぇしすゃぇす ゃ くぇゃっつっ
さうっすけ くぇ ╉けかっょぇ, っ ╀かぇゅけすゃけさうすっかくぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ けすかうゃぇくっ くぇ しおせかこすせさぇすぇ 
„ぅこけくおぇすぇ“ くぇ こけおけえくうは ゃっつっ   ╃けおけ ╃けおけゃ, こけつっ
すっく ゅさぇあょぇくうく  くぇ ╉ぇいぇくかなお. „ぅこけくおぇすぇ“ しっ けつぇおゃぇ 
ょぇ ぉなょっ こけしすぇゃっくぇ くぇ ゃうょくけ きはしすけ ゃ ちっくすなさぇ くぇ 
ゅさぇょぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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]なょぉぇすぇ ゃうくぇゅう しう いくぇっ さぇぉけすぇすぇ. ╉けゅぇすけ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ こけすなさしう ‶っすは ‶っすさけゃぇ, くはきぇたきっ くうおぇおゃぇ 
こさっょしすぇゃぇ, つっ ょくっし, おけゅぇすけ すけいう さぇいおぇい いぇ くっは しっ つっすっ, すは とっ こさぇいくせゃぇ っょうく けす くぇえ-ゅけかっきうすっ こさぇいくうちう こさっい 
あうゃけすぇ しう – しゃぇすぉぇすぇ くぇ こなさゃけさけょうくうは しう ╇ゃぇく. ′はきぇた くうおぇおゃぇ こさっょしすぇゃぇ, つっ しかっょ ょなかゅうすっ せゅけゃけさおう いぇ しさっ-
とぇ, とっ は しかせつうき すけつくけ くぇゃさなた さけあょっくうは え ょっく, 12-すう ょっおっきゃさう... ′ぇかうつうっすけ くぇ すっいう とぇしすかうゃう しなゃこぇょっくうは 
こけょしおぇいゃぇ, つっ うきっくくけ すぇいう っ くぇえ-こさぇいくうつくぇすぇ しっょきうちぇ いぇ ‶っすは こさっい ちはかぇすぇ 2014-すぇ. ¨しゃっく けとっ っょくぇ – すぇいう 
こけおさぇえ そうさきっくうは こさぇいくうお, けす おけはすけ ‶っすは こぇいう さぇょけしすすぇ ゃ っょうく かうつっく しこけきっく – しくうきおぇすぇ し ういこなかくうすっかくうは 
ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, いぇこっつぇすぇかぇ ゃさなつゃぇくっすけ くぇ けすかうつうっすけ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. ╃ぇ, ‶っすは っ ゃ さっょう-
ちうすっ くぇ けすかうつっくうすっ. ╇ ょけさう ょぇ くっ ゅけ いくぇって, ゃっょくぇゅぇ ゅけ さぇいぉうさぇて けとっ しかっょ こなさゃうすっ しすなこおう くぇ さぇいゅけゃけさぇ. 
]おさけきくけしす う せゃぇあっくうっ おなき すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう, こさうゃなさいぇくけしす おなき さぇぉけすぇすぇ, いぇ おけはすけ っ せつうかぇ, しぇ ゃしっ ぉっかっいう, 
つっ くはきぇ おぇお きけきうつっ おぇすけ ‶っすは けす ╆ぇゃけょ 4/110 さぇくけ うかう おなしくけ ょぇ くっ こけこぇょくっ 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. ╋けきうつっ くぇ ゃうょ, ぇ  うくぇつっ けす ょくっし – しゃっおなさゃぇ. 

╉せこせゃぇくっ くぇ すけぇかっすうすっ いぇ 
ょけゃっつっさぇ, ょけゃなさてゃぇくっ 

くぇ かうつくうすっ こけょぇさなつっすぇ いぇ 
ゃしっおう ゅけしす, しなぉうさぇくっすけ くぇ 
こけょぇさなちうすっ, しこうしなちうすっ くぇ 
ゅけしすうすっ, おけうすけ とっ ゃけょはす おなき 
╀っさおけゃうちぇ, こけしかっょくう せゅけ-
ゃけさおう し さっしすけさぇくすぇ う たけすっ-
かぇ... 〈けゃぇ しぇ いぇくうきぇくうはすぇ, 
こけおさぇえ おけうすけ ‶っすは くぇきうさぇ 
ゃさっきっ ょぇ しっ ゃうょうき, ょけおぇすけ 
しっ こさうすっしくはゃぇ, つっ しゃぇすぉぇすぇ 
とっ っ ょぇかっつ, ゃ ╀っさおけゃうちぇ, 
けすおなょっすけ っ しくぇたぇすぇ... ╁ ╀っさ-
おけゃうちぇ, いぇとけすけ „すぇおぇ さってう-
たぇ きかぇょうすっ“. ╁しうつおけ, おけっすけ 
しすぇゃぇ ょくっし っ こけ そけさきせかぇ-
すぇ „すぇおぇ さってうたぇ きかぇょうすっ“:  
きはしすけすけ くぇ しゃぇすぉぇすぇ, ういぉけ-
さなす くぇ さっしすけさぇくす, きせいうおぇすぇ, 
ゅけしすうすっ... 《ぇきうかうはすぇ けぉぇつっ 
しこぇいゃぇ しすぇさぇすぇ すさぇょうちうは 
しゃっおなさゃぇすぇ ょぇ けぉかうつぇ しくぇ-
たぇすぇ, ぇ しっきっえしすゃけすけ くぇ きけ-
きうつっすけ ょぇ おせこせゃぇ おけしすのきぇ 
くぇ きかぇょけあっくっちぇ. 
‶っすは, おぇすけ うしすうくしおぇ しゃっ-

おなさゃぇ, っ ゅけすけゃぇ けすょぇゃくぇ  し  
たぇかおうすっ いぇ きかぇょうすっ. ‶け-
さなつゃぇかぇ ゅう っ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╁しなとくけしす, ょゃぇきぇすぇ きかぇょう 
– ╇ゃぇく う ╂っさゅぇくぇ, ゃっつっ しぇ 
こけょこうしぇかう ゃ ]けそうは, おなょっすけ 
あうゃっはす. ╃ゃぇきぇすぇ しっ くぇきっさう-
かう こけおさぇえ さぇぉけすぇすぇ ゃ っょくけ 
いぇゃっょっくうっ う いぇ さぇょけしす くぇ 
‶っすは, ゃっつっ しゃっおなさゃぇ, きぇおぇさ 
し きけきうつっておう ゃうょ, „ょっちぇすぇ 
しっ さぇいぉうさぇす きくけゅけ ょけぉさっ“. 
[ぇいぉさぇかう しっ う いぇ きっくのすけ, 
おけっすけ っ ういぉさぇくけ こさけそっしうけ-
くぇかくけ. ╆ぇとけすけ きかぇょけあっくっ-
ちなす  ╇ゃぇく っ こさけそっしうけくぇかっく 
ゅけすゃぇつ, いぇゃなさてうか っ せつうかう-
とっすけ ゃ ‶ぇゃっか ぉぇくは. ]ゃぇすぉぇ-
すぇ っ こなさゃぇすぇ ゅけかはきぇ しさっとぇ 
くぇ きぇしぇ くぇ しゃぇすけゃっすっ. ‶け-
いくぇゃぇす しっ しぇきけ けす っょくぇ しさっ-
とぇ, ょけゃっつっさぇ こけおさぇえ ゃっしっか-
ぉぇすぇ こけいくぇくしすゃけすけ とっ しすぇくっ 
こけ-こなかくけ. ‶っすは しっ さぇょゃぇ くぇ 
しくぇたぇすぇ ╂っさゅぇくぇ, こけゃっつっすけ ゃ 
さけょぇ しぇ きけきつっすぇ, すぇ – すぇおぇ 
しくぇたぇすぇ っ けとっ こけ-けぉうつぇくぇ.  
╉ぇおすけ しすぇゃぇ ゃ すうは ゅけょうくう, 

おけゅぇすけ しっきっえしすゃぇすぇ つっしすけ しぇ 
ょぇかっつ けす ょっちぇすぇ しう, いぇさぇょう 
さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ ゃ ゅけかっきうすっ 
ゅさぇょけゃっ しっ くぇきうさぇ こけ-かっし-
くけ, ょゃぇきぇすぇ – ‶っすは う しなこさせ-
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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

ゅなす え, つっしすけ しぇ しぇきう, ょぇあっ う ゃ ょくう くぇ しっきっえくう こさぇいくう-
ちう. ╃くってくうはす さけあょっく ょっく, おけゅぇすけ しっ しさっとぇきっ, ‶っすは っ 
ういぉさぇかぇ ょぇ ぉなょっ こけ-こさぇいくうつっく, おぇすけ しう っ ゃいっかぇ けすこせしお. 
„]うゅせさくけ くぇ くぇつぇかくうおぇ くっ きせ っ こさうはすくけ, くけ...“, せしきうた-

ゃぇ しっ さぇぉけすくうつおぇすぇ けす 4/110, おけは-
すけ すぇいう  しっょきうちぇ っ ゃすけさぇ しきはくぇ, 
くけ いぇ さけあょっくうは ょっく とっ しう ぉなょっ 
せ ょけきぇ. ╇くぇつっ, さぇぉけすぇすぇ くうすけ は 
こかぇてう, くうすけ は きなつう... ┿おけ ぉってっ 
うくぇつっ, っょゃぇ かう うきっすけ え とってっ ょぇ 
っ しさっょ ぇさしっくぇかしおうすっ こなさゃっくちう. 
‶っすは くっ しう こさっょしすぇゃは あうゃけすぇ ぉっい 
„┿さしっくぇか“. ╆ぇゃなさてうかぇ っ こうさけ-
すったくうおぇ ゃ いぇゃけょしおけすけ せつうかうとっ 
こさっい 1983-すぇ. ╁っょくぇゅぇ は さぇいこさっ-
ょっかはす すけつくけ すぇき, おなょっすけ さぇぉけすう う 
しっゅぇ – ゃ ╆ぇゃけょ 4/110 ちった. ‶けしかっ 
‶っすは いぇゃなさてうかぇ う おぇいぇくかなておうは 
╋ったぇくけすったくうおせき.  ╋ぇえおぇ え しなとけ 
ぉうかぇ ぇさしっくぇかおぇ. ‶っすは くっ ゃうあょぇ 
くうおぇおなゃ こさけぉかっき けす すけゃぇ, つっ さぇ-
ぉけすう くぇ こかけとぇょおぇすぇ ゃ ╋なゅかうあ, 
おなょっすけ, こけ こさうくちうこ, こさけういゃけょ-
しすゃけすけ っ こけ-けこぇしくけ. ′っえくぇすぇ さぇ-
ぉけすぇ くっ おさうっ つぇお すぇおうゃぇ さうしおけゃっ, 
くけ – ぇおけ くっ しう ゃくうきぇすっかっく, きけあっ 
ょぇ しぉなさおぇて う ょぇ こけしすさぇょぇて. ┿ 
‶っすは っ けす くぇえ-ゃくうきぇすっかくうすっ, 
いぇすけゃぇ つっしすけ え ゃないかぇゅぇす いぇょぇつう 
ゃ さぇぉけすぇすぇ, おけうすけ しぇ すさせょくう いぇ 
けしすぇくぇかうすっ. ′け すは くうすけ しっ ゃこっ-
つぇすかはゃぇ けす すけゃぇ, くうすけ ゅけ ういすなお-
ゃぇ, くうすけ ゅけ ういあうゃはゃぇ おぇすけ くっとけ 
おけえ いくぇっ おぇおゃけ. [ぇぉけすぇすぇ すせお っ くぇ 
くけさきぇ. ╁ぇあくけ っ ょぇ しう しさなつっく くぇ 
こさっしぇすぇ, けす すけゃぇ いぇゃうしう う ゃないくぇ-
ゅさぇあょっくうっすけ. ╉ぇすけ うきぇ けぉぇつっ くっ-
けすかけあくう くっとぇ, しっ ゃなさてう ゃしうつおけ. 
′ぇえ-おさうすうつくけ ゃなゃ そうさきぇすぇ ぉうかけ 
こさっょう こけゃっつっ けす 15-すうくぇ ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ いぇこかぇすうすっ いぇおなしくはゃぇかう, 
ういこかぇとぇかう しっ しぇきけ ぇゃぇくしう う きくけ-
ゅけ たけさぇ くぇこせしおぇす. ′け ‶っすは けしすぇゃぇ 
ゃ „┿さしっくぇか“. ╇  ゃっつっ けすょぇゃくぇ くっ 
こけきうしかは いぇ ょさせゅぇ ぇかすっさくぇすうゃぇ. 
〈けつくけ けぉさぇすくけすけ – くぇ すっいう ゅけょう-
くう, きかぇょう いぇ ょさせゅう こさけそっしうう, すは 
すぇえくけ しっ くぇょはゃぇ, つっ とっ きけあっ ょぇ 
しっ こっくしうけくうさぇ こけ-さぇくけ „くぇ おぇすっ-
ゅけさうは“. ╁っつっ っ „くぇゃなさすはかぇ“ 31 ゅけ-

„╅『』╊〉╅]” - ぃ╅〉』...
〈けゃぇ っ こさうつうくぇすぇ せこさぇゃかっく

しおうはす っおうこ くぇ そうさきぇすぇ ょぇ こけ
すなさしう くせあくうすっ いぇ ういこなかくっくうっ 
くぇ ゃぇあくうすっ いぇょぇつう う ょなかゅけ
しさけつくう こけさなつおう さぇぉけすくうちう う 
しこっちうぇかうしすう けす ょさせゅう くぇしっかっ
くう きっしすぇ, くっ しぇきけ くぇ すっさうすけ
さうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.  

╆ぇ さぇぉけすぇ ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
そうさきぇ けす ╁けっくくけ-こさけきうて
かっくうは おけきこかっおし くぇ ╀なかゅぇ
さうは きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす 
さぇぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう けす 
ちはかぇすぇ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす, 
けす さぇえけくうすっ くぇ ╉ぇかけそっさ, ╉ぇさ
かけゃけ, ╂ぇぉさけゃけ, ╊けゃっつ, 〈さけはく, 
╃けぉさうつ, ‶かけゃょうゃ, ]かうゃっく, 
おぇおすけ う けす さっゅうけくう し  ゃうしけお  
こさけちっくす ぉっいさぇぉけすうちぇ - ╋けく
すぇくぇ, ╁さぇちぇ う ╁うょうく. 
′ぇ おぇくょうょぇすしすゃぇとうすっ いぇ さぇ

ぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” しっ こさっょかぇゅぇ 
しうゅせさくぇ さぇぉけすぇ いぇ ゅけょうくう くぇ
こさっょ, 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 ゃ うおけくけきう
つっしおぇ ょっえくけしす „‶さっさぇぉけすゃぇ
とぇ こさけきうてかっくけしす“, しっおすけさ 
„╋ぇてうくけしすさけっくっ” いぇ しすさぇくぇ
すぇ, ゃぇせつっさう, こさけそっしうけくぇかくけ 
けぉせつっくうっ う おぇさうっさくけ さぇいゃう
すうっ. ╅っかぇっとうすっ ょぇ さぇぉけすはす 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ きかぇょっあう, 
おけうすけ うきぇす 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, きけゅぇす ょぇ しっ 
ゃないこけかいゃぇす う けす しこっちうぇかくぇすぇ 
しすうこっくょうぇくすしおぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
そうさきぇすぇ いぇ けぉせつっくうっ ゃ すった
くうつっしおうすっ ╁〉╆-けゃっ ゃ しすさぇくぇすぇ 
う くぇえ-ゃっつっ 〈〉 - ]けそうは, そう
かうぇか ‶かけゃょうゃ. ╆ぇ すはた, けしゃっく 
こさっしすうあぇ くぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ 
こさっょこさうはすうっ ゃ ╀なかゅぇさうは, ょけ
こなかくうすっかくぇ きけすうゃぇちうは っ う 
ゃないきけあくけしすすぇ いぇ ぉなさいけ う しすぇ

╋くけゅけ ぉうた うしおぇかぇ すぇいう ╉け
かっょぇ ょぇ しぉなょくっ きっつすぇすぇ 

え: ょぇ さぇぉけすう ゃ ぉうぉかうけすっおぇ, 
ぇ こけ-しっすくっ ょぇ しすぇくっ う ょっすしおぇ 
せつうすっかおぇ. 
′っ  しぇきけ いぇとけすけ すは ういおかの

つうすっかくけ きくけゅけ いぇしかせあぇゃぇ, ぇ 
いぇとけすけ しなし しゃけうすっ しうきこぇすうつ
くう 26 ゅけょうくう う ゅけかっきうは しおけお, 
おけえすけ くぇこさぇゃう いぇ すはた, こけおぇいぇ, 
つっ ゃしうつおけ っ ゃないきけあくけ: ぇおけ 
うきぇて ょせた, ぇおけ うきぇて こけょおさっ
こぇすぇ  くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ しう, ぇおけ 
くぇきっさうて こけょたけょはとうすっ たけさぇ 
う しなきうてかっくうちう. ╉けうすけ すう こけ
ょぇゃぇす さなおぇ. ╇ すっ さぇいぉうさぇす. ╇ 
すっ けぉうつぇす. ╀っい ぉぇさうっさうすっ くぇ 
つけゃっておうすっ くう こさっょさぇいしなょなちう, 
ぉっい しすうゅきぇすぇ くぇ けすくけてっくうっすけ 
おなき さぇいかうつくうすっ, ぉっい こさっくっ
ぉさっあっくうっすけ う くっゅかうあうさぇくっすけ, 
しなこなすしすゃぇとう おさったおうすっ くう つけ
ゃっておう けすくけてっくうは. 
〈は っ ╋うたぇっかぇ. ╇ゃぇくけゃぇ. ╆ぇ 

ゃしうつおう, おけうすけ は こけいくぇゃぇす う 
けぉうつぇす, っ こさけしすけ ╋うてうすけ.   
╋けきうつっすけ けす きぇゅぇいうくうすっ 

おさぇえ っょくけ きぇかおけ こかけとぇょつっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお,   かのぉけいくぇすっかくけ
すけ ょっゃけえつっ けす おけさうょけさうすっ くぇ 
ゅさぇょしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ,  けぉうつ
かうゃぇすぇ せつぇしすくうつおぇ ゃなゃ ゃしうつおう 
おぇきこぇくうう う こさけはゃう くぇ さぇいかうつ
くう くっこさぇゃうすっかしすゃっくう けさゅぇくう

ぉうかくけ おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ.
]っきっえしすゃぇすぇ し ょっちぇ きけゅぇす 

ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす う けす せしかせ
ゅうすっ くぇ そうさきっくぇすぇ ょっすしおぇ 
ゅさぇょうくぇ, おけはすけ っ っょくぇ けす 
くぇえ-ょけぉさうすっ ゃ さっゅうけくぇ こけ 
けすくけてっくうっ さぇぉけすぇすぇ こけ っゃ
さけこっえしおう こさけゅさぇきう う こさけっお

すう う こさうかぇゅぇとぇ うくけゃぇすうゃくう 
きっすけょう ゃ けぉせつっくうっすけ う すゃけさ
つっしおけすけ さぇいゃうすうっ くぇ ょっちぇすぇ. 
]さっょ しっさうけいくうすっ こけしすうあっ

くうは くぇ きっくうょあなさしおうは っおうこ 
う こさうょけぉうゃおう いぇ おけかっおすうゃぇ 
くぇ „┿さしっくぇか” っ しけかうょくぇすぇ 
しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ くぇ そうさ
きぇすぇ, ういさぇいはゃぇとぇ しっ, くっ 
しぇきけ ゃ きっしっつくう ゃぇせつっさう いぇ 
たさぇくぇ, ぇ う ゃ さぇいかうつくう ゃない
きけあくけしすう いぇ ぉっいこかぇすくう こけ
つうゃおう ゃなゃ ゃっょけきしすゃっくぇすぇ  
こけつうゃくぇ ぉぇいぇ ゃ ′っしっぉなさ いぇ 
くぇえ-ょけぉさうすっ さぇぉけすくうちう う 
しこっちうぇかうしすう, けすしすなこおう こさう 
かっすせゃぇくっすけ ゃ くっは ゃ ぇおすうゃ
くうは しっいけく, そうさきっく いょさぇゃっく 
ちっくすなさ. 《うさきぇすぇ さぇいこけかぇゅぇ 
う し きけょっさくぇ しこけさすくぇ ぉぇいぇ, 
けぉくけゃっく そうさきっく しすぇょうけく う 
さぇいかうつくう ゃないきけあくけしすう いぇ 
しこけさすせゃぇくっ. ]さっょ ゅけさょけしす
うすっ くぇ „┿さしっくぇか”っ ╃っすしおけ-
のくけてっしおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけ
かぇ, おけはすけ こさっょかぇゅぇ けすかうつくけ 
けぉせつっくうっ いぇ きかぇょうすっ すぇかぇく
すう ゃなゃ そせすぉけかぇ, ゃないきけあくけし
すう いぇ ういさぇしすゃぇくっ う さぇぉけすぇ し 
くぇえ-ょけぉさうすっ しっかっおちうけくっさう.
]さっょ しっさうけいくうすっ しけちうぇか

くう こさうょけぉうゃおう, けす おけうすけ しっ 
こけかいゃぇす さぇぉけすっとうすっ ゃ ょさせ
あっしすゃけすけ, しぇ う けぉくけゃっくうはす 
さぇぉけすくうつっしおう しすけか, ╃けきなす 
くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか”, たせ

ょけあっしすゃっくぇすぇ う すったくうつっしおぇ
すぇ ぉうぉかうけすっおう, ぉっいこかぇすくうすっ 
ょっすしおう ておけかう /けす 6 ょけ 16 ゅ./ 
いぇ けぉせつっくうっ こけ ぉなかゅぇさしおう くぇ
さけょくう すぇくちう.  
′ぇ ぉぇいぇ こけしすうゅくぇすぇ ょけゅけ

ゃけさっくけしす きっあょせ そうさきっくうすっ 
しうくょうおぇすう う せこさぇゃかっくしおうは 
っおうこ くぇ „┿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, しっ 
せゃっかうつぇゃぇす し 10% けしくけゃくう
すっ すさせょけゃう ゃないくぇゅさぇあょっくうは 
くぇ ゃしうつおう いぇっすう ゃなゃ そうさきぇ
すぇ. 〉ゃっかうつっくうっすけ っ こけさっょくけ 
ゃ さぇきおうすっ しぇきけ くぇ くはおけかおけ 
きっしっちぇ, しかっょ おぇすけ こさっい  しっこ
すっきゃさう しぇ せゃっかうつっくう し 20% う 
こけゃっつっ こさけちっくすぇ すさせょけゃうすっ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうは くぇ うくあっくっさ
くけ-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. ¨す  くけっきゃさう けしくけゃ
くうすっ いぇこかぇすう くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃ しこっちうぇかくうすっ こさけういゃけょしすゃぇ 
くぇ „┿さしっくぇか” しなとけ しぇ し さなしす 
けす 150 かっゃぇ. ]さっょ ぉけくせしうすっ 
いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ すっいう こさけうい
ゃけょしすゃぇ っ ぉっいこかぇすくうはす すさぇくし
こけさす ょけ さぇぉけすくけすけ きはしすけ けす 
ゅけかっきうすっ くぇしっかっくう きっしすぇ ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
¨す 1-ゃう はくせぇさう 2015 ゅけょう

くぇ しっ せゃっかうつぇゃぇす う すぇさうそくう
すっ しすぇゃおう 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. 〉ゃっかう
つっくうっすけ っ しなし 7,3%.
‶けょさけぉくぇ うくそけさきぇちうは いぇ 

こさっょかぇゅぇくうすっ さぇぉけすくう こけ
いうちうう ゃなゃ そうさきぇすぇ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ くぇきっさっくぇ くぇ けそう
ちうぇかくうは しぇえす くぇ „┿さしっくぇか” 
-  www.arsenal.bg , おぇおすけ う ゃ 
ょさせゅう しこっちうぇかういうさぇくう しぇえすけ
ゃっ う しっおちうう いぇ こさっょかぇゅぇくっ くぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. 

╇くそけさきぇちうは きけあっ ょぇ ぉなょっ 
こけかせつっくぇ う けす けすょっか „╉ぇょさう” 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ くぇ すっかっそけくう

う
. 

╆ぇこうすゃぇくうは, CV う きけかぉう いぇ 
さぇぉけすぇ きけゅぇす ょぇ しっ ういこさぇとぇす 
う くぇ

.
                                                      

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

いぇちうう ゃ ╉ぇいぇくかなお, さぇぉけすっとう 
し ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは うかう 
ょさせゅう しけちうぇかくう こさけぉかっきう. 
╆くぇっき いぇ くっは けす くけゃうくうすっ. 
╆ぇとけすけ ぉっいゅさぇくうつくぇすぇ え かの
ぉけゃ おなき あうゃけすくうすっ は くぇこさぇゃう 
くぇ ょゃぇ こなすう しゃっすけゃっく てぇきこう

けく こけ っいょぇ ゃ ‶ぇさぇけかうきこうえ
しおうすっ  うゅさう.  
′っ ぉはた は ゃうあょぇかぇ きっしっちう う 

くっ こけょけいうさぇた, つっ すぇおぇ けすゃっょ
くなあ っ くぇこさぇゃうかぇ すけかおけゃぇ ゅけ
かっきう つけゃっておう  おさぇつおう, ょけおぇ
すけ くっ きっ こけおぇくう くぇ  しさっとぇ: くぇ 
そけくょぇちうは „╊せきけし”. ‶けおぇくぇすぇ 
ょけえょっ けす くっは う くっえくうは きっくすけさ 
┿くっすぇ 〈っくっゃぇ -  あっくぇすぇ, ぉかぇ

ゅけょぇさっくうっ くぇ おけはすけ ╋うてうすけ 
こさけきっくう  あうゃけすぇ しう. ╇ ゃっつっ 
きけあっ ょぇ ゅけゃけさう いぇ ゃぇあくうすっ 

いぇ くっは う すっいう おぇすけ くっは くっとぇ. 
』っ っ ゃないきけあくけ ょぇ うきぇて ょけき う 
ょぇ けしすぇくって こさう くぇえ-ぉかういおうすっ 
しう, くっいぇゃうしうきけ けす こさけぉかっきぇ 
すう, しすうゅぇ ょぇ うきぇ たけさぇ, おけうすけ 
ょぇ こけゃはさゃぇす  ゃ すっぉ う ょぇ すっ けぉう
つぇす. ╃ぇ すう こけきけゅくぇす ょぇ さぇいぉっ
さって おけえ  しう う おぇおゃけ うしおぇて ょぇ 
こさぇゃうて, ょぇ すう こけょぇょぇす  さなおぇ, 
いぇ ょぇ くぇきっさうて しきうしなか ゃ ょくうすっ 
しう. ╃ぇ こさっしかっょゃぇて う しぉなょゃぇて 
きっつすうすっ しう, ょぇ くぇきっさうて くけゃう 
こさうはすっかう. ╇ たけさぇ, くぇ おけうすけ ょぇ 
こけきぇゅぇて う すう. 
 ╆ぇとけすけ いぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ 

╋うてうすけ しっ こさっゃなさくぇ ゃ ╋うたぇ
っかぇ, しっ っ しかせつうかけ すけつくけ すけゃぇ. 
[っしこっおすうさぇとけ きくけゅけ いぇ おさぇす
おうすっ ょゃっ ゅけょうくう, ゃ おけうすけ すは 
しすぇゃぇ っょくけ けす きけきうつっすぇすぇ し うく
すっかっおすせぇかくう いぇすさせょくっくうは, おけっ
すけ っ こけょ ゅさうあうすっ くぇ そけくょぇちうは 
„╊せきけし” - ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ くっ
こさぇゃうすっかしすゃっくぇ けさゅぇくういぇちうは, 
つうはすけ けしくけゃくぇ ちっか っ ょぇ しっ しかけ
あう おさぇえ くぇ しうしすっきくぇすぇ うくしすう
すせちうけくぇかういぇちうは くぇ ょっちぇ ゃ さうしお 
う し こさけぉかっきう う けしうゅせさはゃぇくっ 
くぇ ゃないきけあくけしす う こけょこけきぇゅぇくっ 
ょっすっすけ ょぇ けしすぇくっ ゃ しっきっえしすゃけ
すけ うかう ゃ ぉかういおぇ ょけ しっきっえくぇすぇ 
しさっょぇ う ょぇ ういあうゃはゃぇ ょっすしすゃけすけ 
しう こなかくけちっくくけ, いぇけぉうおけかっくけ 
けす かのぉけゃ, ゅさうあぇ う こけょおさっこぇ, 
いぇ ょぇ けしなとっしすゃう こなかくうは しう こけ
すっくちうぇか. ‶けきけと う こけょおさっこぇ, 
けおぇいゃぇくぇ  くぇ しぇきけすけ ょっすっ う くぇ 

しっきっえしすゃけすけ きせ. 
╆ぇ ょゃっすっ ゅけょうくう, ゃ おけうすけ 

╋うてうすけ - ぇさしっくぇかしおけ ょっすっ 
くぇ きくけゅけ せこけさうすぇすぇ ゃ けぉうつ-
すぇ しう ╃ぇそうくぇ, 
かぇぉけさぇくすおぇ けす たうきうつっしおぇ

すぇ かぇぉけさぇすけさうは くぇ ╆ぇゃけょ 3 ゃ 
„┿さしっくぇか”,  っ つぇしす けす „╊せきけし”,  
せしこは  ょぇ  けす こかぇたけ きけきうつっ ょぇ 
しっ ういょうゅくっ ょけ しぇきけいぇしすなこ
くうお: つけゃっお, おけえすけ いくぇっ しゃけうすっ 
こさぇゃぇ う きけあっ ょぇ しっ ぉけさう う いぇ 
すっいう くぇ けしすぇくぇかうすっ. ‶さっゃなさ
くぇ しっ ゃ しうきゃけか くぇ ╀なかゅぇさうは う 
╉ぇいぇくかなお, かのぉうきおぇ くぇ きかぇょっ
あうすっ けす さぇいかうつくう  おさぇうとぇ くぇ 
╄ゃさけこぇ, おなょっすけ せしこは ょぇ ぉなょっ, 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ  せつぇしすうっすけ 
しう ゃ さぇいかうつくう そけさせきう  しなし 
しゃけう ゃさなしすくうちう. ╃っしすうくぇちうう
すっ しぇ さっしこっおすうさぇとう, しさっとうすっ 
けとっ こけゃっつっ: ╊けくょけく, ‶さぇゅぇ, 
]けそうは,  ╀っかそぇしす, ╀さのおしっか, 
【ゃっえちぇさうは, ╀っかゅうは, しさっとう 
しなし しけちうぇかくうは ぇくすさけこけかけゅ 》ぇ
さぇかぇく ┿かっおしぇくょさけゃ, し ╉ぇかうく 
╉ぇきっくけゃ, し おきっすぇ くぇ ]けそうは 
╈けさょぇくおぇ 《なくょなおけゃぇ,  し かうょっ
さう くぇ きくっくうは う いぇおけくけすゃけさちう 
けす ╄ゃさけこぇ う ゃ  ぉなかゅぇさしおうは こぇさ
かぇきっくす しぇ しぇきけ つぇしす けす くっいぇ
ぉさぇゃうきうすっ そけさせきう う しさっとう, 
ぉっかはいぇかう  くけゃうは こなす くぇ ╋うたぇ
っかぇ.
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ょうくう ゃ ╋なゅかうあ. ‶けきくう すけつくけ 
ょぇすぇすぇ くぇ うょゃぇくっすけ しう すせお – 
29-すう ぇゃゅせしす 1983-すぇ. ╁しはおぇ 
しせすさうく いぇ こなさゃぇ しきはくぇ ‶っすは 
しすぇゃぇ ゃ 3.30 つぇしぇ, ゃっつっさ – 
こさう ゃすけさぇすぇ, しっ こさうぉうさぇ ゃ 
11. ]ゃうおくぇかぇ っ. ╆ぇ きかぇょうすっ 
けぉぇつっ きぇえ っ こけ-すさせょくけ, せし-
きうたゃぇ しっ ‶っすは – いくぇっ, いぇとけ-
すけ こさっょ けつうすっ え こけさぇしすゃぇす 
きくけゅけ さぇぉけすくうつおう. 
‶さぇいくうおなす ょけゃっつっさぇ くっ 

ういかういぇ けす きうしかうすっ くぇ ‶っすは 
‶っすさけゃぇ こさっい ちはかけすけ ゃさっきっ, 
ょけおぇすけ しう ゅけゃけさうき. ╆ぇ ╉け-
かっょぇすぇ けとっ くっ きうしかはす. ′ぇえ-
ゃっさけはすくけ とっ は おぇさぇす しぇきけ 
しなし しなこさせゅぇ. ╋かぇょけあっくちうすっ 
くはおなょっ しうゅせさくけ とっ こなすせゃぇす, 
ょさせゅうはす しうく すさせょくけ しっ こさう-
ぉうさぇ けす ╁ぇさくぇ, おなょっすけ ゃっつっ 
さぇぉけすう おぇすけ こけかうちぇえ しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ]ゃけぉけょくうは 
せくうゃっさしうすっす すぇき. 〈させょくけ きせ 
しっ しなぉうさぇす くはおけかおけ こけさっょ-
くう ょくう こけつうゃおぇ..., ゃないょなたゃぇ  
‶っすは. ′っえくけすけ きぇえつうくけ しなさ-
ちっ せしっとぇ, つっ きぇかおうはす しなとけ 
しおけさけ きけあっ ょぇ え ょけゃっょっ しくぇ-
たぇ... ′ぇえ-きくけゅけ  くぇこさけかっす, 
せしきうたゃぇ しっ ょさっぉくうつおぇすぇ う 
そうくぇ ‶っすは, いぇ おけはすけ くっ きけ-
あって ういけぉとけ ょぇ こさっょこけかけ-
あうて, つっ え っ ょけてかけ ゃさっきっ-
すけ ょぇ こけしさっとぇ しくぇたう. ] すはた 
こさぇいくうちうすっ とっ しすぇゃぇす こけゃっ-
つっ, ぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ, くぇょはゃぇす 
しっ, ょぇ しっ せきくけあう う さぇょけしすすぇ. 
¨とっ ょけゅけょうくぇ こけ ╂っさゅぬけゃ-
ょっく しくぇたぇすぇ とっ こさぇいくせゃぇ 
うきっく ょっく, ぇ しかっょ すけゃぇ しうくなす 
- さけあょっく ょっく... ‶なお きけあっ ょぇ 
しっ こけはゃはす う ょさせゅう こけゃけょう いぇ 
こさぇいくうちう! ′け こなさゃうはす っ ゅけ-
かっきうはす こさぇいくうお ょけゃっつっさぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 
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╇ こさけきっくうかう  きうさけゅかっょぇ え, ちっくくけしすくぇすぇ え しうしすっきぇ, 
たけさういけくすうすっ う ゃないきけあくけしすうすっ え, せしっとぇくっすけ え いぇ かうつ-
くけしす, こなす, しきうしなか. 
 ╆ぇすけゃぇ う しさっとぇすぇ え し こさうはすっかう けす ぉかういけ う ょぇかっつ くぇ 

くっえくぇすぇ しゃけっけぉさぇいくぇ „うくけゅせさぇちうは” っ ういおかのつうすっかくけ 
ゃなかくせゃぇとぇ. ] すぇくちう, しなかいう くぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす,  しなかいう 
けす さぇょけしす, しすぇっくけ ゃないたうとっくうっ いぇ しきっかけしすすぇ  ょぇ ういきう-
くって くぇえ- ゃぇあくうすっ しう う すさせょくう おさぇつおう. ]なし しこけょっかっ-
くうは すぇくち くぇ ╃させゃぇかう, けす おけえすけ  さぇいぉうさぇて,  つっ たけさぇすぇ 
し うくすっかっおすせぇかくう いぇすさせょくっくうは しぇ し きくけゅけ こけ-てうさけおう 
っきけちうけくぇかくう たけさういけくすう, つっ きけゅぇす ょぇ しぇ ゃっさくう こさうはすっ-
かう ょけ おさぇは くぇ ょくうすっ しう, つっ しっ こさうゃなさいゃぇす ぉっいおけさうしすくけ 
う けぉうつぇす ぉっい しすうゅきぇ.  
 „╇しおぇき ょぇ さぇぉけすは う ょぇ こけきぇゅぇき う くぇ ょさせゅう きかぇょう 

たけさぇ し せゃさっあょぇくうは ょぇ しっ さっぇかういうさぇす う ょぇ こけゃはさゃぇす 
おぇすけ きっく ゃ きっつすうすっ しう. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ たけさぇすぇ しっ 
こさけきっくうた. ╀かぇゅけょぇさは, つっ  きっ せゃぇあうたすっ う せゃぇあうたすっ ゃぇ-
あくうすっ くっとぇ ゃ きけは あうゃけす!”.  
╁ すっいう ょせきう っ こけぉさぇくぇ しかせつうかぇすぇ しっ ょゃっゅけょうてくぇ 

╉けかっょぇ いぇ ╋うたぇっかぇ, きけきうつっすけ, つうえすけ あうゃけす „╊せきけし” 
こさけきっくう. ╋うてうすけ, おけっすけ  けす ういゅせぉっくけ ゃ けいゃっさはかけすけ くう 
けぉとっしすゃけ ょっすっ しっ こさっゃなさくぇ ゃ っょうく いさはか う せゃぇあぇゃぇと 
しっぉっ しう つけゃっお.  ╉けえすけ いくぇっ おけえ っ, うきぇ おせさぇあぇ ょぇ しっ 
ぉけさう いぇ ょけしすけえくしすゃけすけ しう う すけゃぇ くぇ ょさせゅうすっ おぇすけ くっは. 
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╅うすっかうすっ くぇ くぇえ-くけゃうは ゅさぇょ ゃ けぉとうくぇすぇ – ╉さなく, 

こけかせつうたぇ いぇ こさぇいくうおぇ しう くぇ ┿さたぇくゅっかけゃょっく 300 かゃ., 
ゅけかっきうはす きぇさぇすけくっち くぇ ╉ぇいぇくかなお [ぇょう ╋うかっゃ ぉってっ 
こけょおさっこっく し 600 かゃ. かうつくう しさっょしすゃぇ, しなぉさぇくう けす しな-
ゃっすくうちうすっ. ╉ぇいぇくかなておうはす ╉かせぉ いぇ しこけさすくう すぇくちう 
„╉うぇさぇ-′“  せしこは ょぇ けさゅぇくういうさぇ すせさくうさ, ぉかぇゅけょぇさっ-
くうっ う くぇ そうくぇくしうさぇくっすけ, おけっすけ こけかせつう けす „╄おしこっさ-
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃ さぇいきっさ くぇ 750 かゃ. ╁ないしすぇくけゃおぇすぇ 
くぇ ぉけゃっすっ くぇ 》ぇょあうょうきうすさけゃうすっ つっすくうちう こけょ ╀せい-
かせょあぇ, おけはすけ たうかはょうすっ こぇすさうけすう ゃうょはたぇ こけ ゃさっきっ 
くぇ すぇいゅけょうてくうすっ つっしすゃぇくうは こさっい のかう, しなとけ しすぇくぇ 
ゃないきけあくぇ いぇ さっぇかういぇちうは けす ╃させあっしすゃけ „〈さぇょうちうは“ し 
こけょおさっこぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しなゃっすくうちう, けしうゅせさうかう 
700 かゃ. いぇ さけょけかのぉうゃけすけ  くぇつうくぇくうっ.

╃けぉさけすけ, ょぇょっくけ けす „┿さしっくぇか“ う ゅさせこぇすぇ „╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ こさっい ゅけょうくぇすぇ, きうくぇゃぇ う 
こさっい ぉぇとうくしおぇすぇ ゅさうあぇ いぇ ょっちぇすぇ けす そうさきっくぇ-
すぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ“,

つうえすけ ょうさっおすけさ ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ, こさういくぇゃぇ: “′っ きけ-
あっき ぉっい „┿さしっくぇか“. ′けゃう おぇすっさせておう, けしゃっあっく ょゃけさ, 
そういおせかすせさっく しぇかけく う いぇくうきぇかくう しぇ しさっょ ょけぉさうすっ 
あっしすけゃっ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ う さぇぉけすくうちう-
すっ けす そうさきぇすぇ, おけうすけ くっういきっくくけ こけきぇゅぇす こさう ゃしっおう 
けすょっかっく しかせつぇえ う いぇ ゃしっおう さっきけくす ゃ ょっすしおけすけ いぇゃっ-
ょっくうっ. 《うさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ こけょぇさう すっぇすさぇかくぇ 

こけしすぇくけゃおぇ くぇ ょっちぇすぇ いぇ ╃っくは くぇ ょっすっすけ ゃ くぇゃっつっ-
さうっすけ くぇ こさぇいくうおぇ, ぇさしっくぇかちう ゅかっょぇたぇ ぉっいこかぇすくけ 
„‒くょなさゅさぇせくょ“ くぇ おぇいぇくかなておうは すっぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ“  ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ.
′ぇ ょぇさうすっかしおうすっ あっしすけゃっ くぇ „┿さしっくぇか“ こさけょなか-

あぇゃぇ ょぇ しっ さぇょゃぇ う けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ „╃-さ 》さうし-
すけ ]すぇきぉけかしおう“. ]かっょ おぇすけ こさっょう ゅけょうくぇ こけきけゅくぇ-
たぇ ゃ  さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ こさけっおす いぇ しすさけうすっかしすゃけ, 
しっゅぇ ぇさしっくぇかしおう さぇぉけすくうちう しっ けすいけゃぇたぇ ゃなゃ ゃぇあっく 
きけきっくす けす けゅさけきくうは さっきけくす, こさけすっおなか ゃ いょさぇゃくけすけ 
いぇゃっょっくうっ, う ういゃなさてうたぇ しっさうけいくう しすさけうすっかくう さぇ-
ぉけすう ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ ぉけかくうちぇすぇ, し おけっすけ こけょけぉさうたぇ 
せしかけゃうはすぇ いぇ こさっぉうゃぇゃぇくっ くぇ こぇちうっくすうすっ う くぇこさぇ-
ゃうたぇ ゃないきけあくけ きけくすうさぇくっすけ ゃ こけ-ょけぉさぇ しさっょぇ くぇ 
くけゃけすけ けぉけさせょゃぇくっ, そうくぇくしうさぇくけ し っゃさけしさっょしすゃぇ, 
しこっつっかっくう けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁っつっ っ すさぇょうちうは いぇ „┿さしっくぇか“ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 

ょっすしおう  こかけとぇょおう ゃ おゃぇさすぇかうすっ  くぇ ╉ぇいぇくかなお.  
′ぇえ-くけゃぇすぇ しこけきけとっしすゃけゃぇすっかくぇ  おぇきこぇくうは, ゃ 

おけはすけ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” せつぇしすゃぇす ゃ くぇゃっつっ-
さうっすけ くぇ ╉けかっょぇ, っ ╀かぇゅけすゃけさうすっかくぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ けすかうゃぇくっ くぇ しおせかこすせさぇすぇ 
„ぅこけくおぇすぇ“ くぇ こけおけえくうは ゃっつっ   ╃けおけ ╃けおけゃ, こけつっ-
すっく ゅさぇあょぇくうく  くぇ ╉ぇいぇくかなお. „ぅこけくおぇすぇ“ しっ けつぇおゃぇ 
ょぇ ぉなょっ こけしすぇゃっくぇ くぇ ゃうょくけ きはしすけ ゃ ちっくすなさぇ くぇ 
ゅさぇょぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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ごÑó ó çó¢
╃け 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.

╃っおっきゃさう - 25 はくせぇさう 2015 ゅけょうくぇ - ╂さぇょしおぇ たせょけあっしすゃっくぇ 
ゅぇかっさうは- ╉ぇいぇくかなお

╇いかけあぉぇ „[けょなす ╋ぇくょけゃう“ ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ ういけぉさぇいうすっか-
くけ ういおせしすゃけ. ╄おしこけいうちうはすぇ いぇ こなさゃう こなす しなぉうさぇ くぇ っょくけ きはしすけ 
こさけういゃっょっくうは くぇ ういおせしすゃけすけ くぇ すさうきぇ ぇさすうしすう けす っょうく さけょ -  あう-
ゃけこうしちうすっ [ぇょけきうさ ╋ぇくょけゃ う ╃っつおけ ╋ぇくょけゃ う しおせかこすけさぇ こさけそ. 
╇ゃぇく ╋ぇくょけゃ. ]ぉけさくぇすぇ ういかけあぉぇ ゃおかのつゃぇ 47 すゃけさぉう くぇ こさっょ-
しすぇゃうすっかうすっ くぇ ういゃっしすくうは てうこつっくしおう さけょ – こっえいぇあう, こけさすさっすう, 
こぇしすけさぇかくう う ぉぇすぇかくう しちっくう, しおせかこすせさくう そうゅせさう. 

╊[』》╊『【¨【╊: 〈¨』¨っ „╉《╆『《”

』╆ぇ╉〉╅ 』╊ ╊╉〉╅ 〈╊ぁ【╅

╀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 つっすゃなさすう 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:

╇かうは
]っさゅっっゃ
【うくっゃ

╂けょうくう:
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〉つうかうとっ:

¨〉 “╋ぇすう ╀けかゅぇさうは”

¨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 2 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?

╊はゃ たぇかそ

╊のぉうき うゅさぇつ, かのぉうき 
けすぉけさ?

╋っしう, ╀ぇさしっかけくぇ

╉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 ╃ぇさうすっかしおうすっ あっしすけゃっ くぇ 
ゅさせこぇすぇ けぉとうくしおう しなゃっす-

くうちう けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-
かなお“, ゃけょっくぇ けす ういこなかくうすっか-
くうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, こさっい ゅけょう-
くぇすぇ せしこは ょぇ こけょおさっこう こけさっ-
ょうちぇ けぉとっしすゃっくけいくぇつうきう いぇ 
たけさぇすぇ けす きっしすくぇすぇ けぉとくけしす 
おぇせいう. 〈ぇおぇ, くっ しぇきけ きけとすぇ くぇ 
こさけそっしうけくぇかくうは おぇこぇちうすっす くぇ 
てっしすうきぇすぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
╄おしこっさすうすっ ゃ ¨ぉとうくしおうは しな-
ゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇゃぇ おけくおさっす-
くう さっいせかすぇすう ゃ こさけきはくぇすぇ くぇ 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ おなき 
さぇいせきくう ょっえしすゃうは う しけかうょぇさ-
くけしす ゃ こけかいぇ くぇ けぉとくけしすすぇ, くけ 
う すはたくぇすぇ つけゃっておぇ こけょおさっこぇ 
ょぇゃぇ しうゅせさくう いくぇちう, つっ いぇっょくけ 
くっとぇすぇ けす あうゃけすぇ くう しっ しかせつ-
ゃぇす こけ-ょけぉさっ.

‶さっい 2014-すぇ
ぇさしっくぇかちう こけかせつうたぇ
きくけゅけ ょけぉさう くけゃうくう.

′けゃうくう いぇ こさっょしすけはとぇ さっぇ-
かういぇちうは くぇ こけさなつおう こけ くけゃう 
ょけゅけゃけさう, いぇ さぇいてうさはゃぇくっ くぇ 
おぇこぇちうすっすぇ くぇ こさっょこうさはすう-
っすけ, いぇ うくゃっしすうさぇくっ ゃ くけゃけ 

„]ぉなょくぇ しっ っょくぇ くぇてぇ きっつすぇ, いぇ つうっすけ さっぇかういうさぇくっ さぇぉけすうき しなゃきっしすくけ し ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお“, - すけゃぇ おぇいぇ  ょうさっおすけさなす くぇ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお ╉さぇしうきうさ ╃ぇ-
きはくけゃ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, しかっょ おぇすけ こけかせつう ょぇさっくうは きせ 

けす おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ つっお いぇ 
こさっゃっょっくうすっ 490 たうかは-
ょう かっゃぇ いぇ さぇいてうさっくうっ-
すけ くぇ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ 
ゅうきくぇいうは. ]せきぇすぇ っ  つぇしす 
けす けすこせしくぇすうすっ ゃ おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ ょけこなかくうすっかくけ 
6 きかく. かっゃぇ けす こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ いぇ くせあょうすっ くぇ 
ぉなかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
う けぉっとぇくうっすけ けす しすさぇくぇ 
くぇ こさっきうっさぇ ╀けえおけ ╀けさう-
しけゃう う こさけしゃっすくうは きうくうし-
すなさ  こさけそ. 〈けょけさ 〈ぇくっゃ, 
つっ こぇさう いぇ しすさけっあぇ くぇ 
すけいう おけさこせし とっ うきぇ. 
]ないょぇゃぇくっすけ くぇ  ′ぇちうけ-

くぇかっく ちっくすなさ こけ こさうさけ-
ょけ-きぇすっきぇすうつっしおう くぇせおう ゃ ╉ぇいぇくかなお っ きっつすぇ, ぇきぉうちうは う うょっは くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╋ぇすっ-
きぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは けす くはおけかおけ ゅけょうくう, しこけょっかっくぇ こさっょう 3,5 ゅけょうくう かうつくけ けす くっえくうは 
ょうさっおすけさ ╉さぇしうきうさ ╃ぇきはくけゃ ゃ おぇつっしすゃけすけ きせ くぇ つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 
う おぇくょうょぇす すけゅぇゃぇ いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうお. ‶さっい ゃしうつおうすっ すっいう ゅけょうくう すけえ, いぇっょくけ  し さな-
おけゃけょしすゃけすけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う かうつくけ し おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, くっ こさっしすぇくぇたぇ  ょぇ 
こさっしかっょゃぇす さっぇかういうさぇくっすけ くぇ すぇいう ちっか, こけしすぇゃはえおう は おぇすけ ゃぇあくぇ いぇ ゅさぇょぇ う しすさぇくぇすぇ 
くう いぇ きかぇょうすっ すぇかぇくすう くぇ さぇいかうつくう くうゃぇ ゃ ょなさあぇゃぇすぇ, こさっょ さぇいかうつくう うくしすうすせちうう. ]かっょ 
しさっとぇすぇ  くぇ こさっきうっさぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ  しなし いかぇすくうは そういうお くぇ ╀なかゅぇさうは 〈っけょけしうえ 〈っけょけ-
しうっゃ う おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, すけいう ゃなこさけし けすくけゃけ ぉっ こけしすぇゃっく けす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ くぇ ょくっ-
ゃっく さっょ う きっしっち こけ-おなしくけ こぇさうすっ いぇ くぇちうけくぇかくうは ちっくすなさ ゃっつっ しぇ そぇおす. ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ 
うきぇ ゅけすけゃ うくゃっしすうちうけくっく こさけっおす くぇ さぇいてうさっくうっすけ くぇ せつうかうとっすけ, こさっょしすけう こさけちっょせさぇ 
こけ ╆ぇおけくぇ いぇ けぉとっしすゃっくうすっ こけさなつおう いぇ ういぉけさ くぇ ういこなかくうすっか くぇ しすさけうすっかくうすっ ょっえくけしすう. 
〈ぇおぇ, くぇ きはしすけすけ くぇ くっせゅかっょくぇすぇ こさうしすさけえおぇ おなき せつうかうとっすけ とっ しっ ういょうゅくっ しなゃしっき くけゃ 
すさうっすぇあっく おけさこせし. 〈けえ とっ うきぇ すけこかぇ ゃさないおぇ くぇ ゃしっおう っすぇあ し けしくけゃくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ゅうき-
くぇいうはすぇ う とっ さぇいこけかぇゅぇ しなし しこっちうぇかういうさぇくう おぇぉうくっすう こけ そういうおぇ, たうきうは, ぇしすさけくけきうは, 
ぉうけかけゅうは. 〈っ とっ ぉなょぇす ょけしすなこくう いぇ せつっくうちうすっ う せつうすっかうすっ う けす けしすぇくぇかうすっ せつうかうとぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
‶さけっおすぇくす くぇ さぇいてうさっくうっすけ っ ぇさた. ╁っしっかぇ ╂っけさゅうっゃぇ.
′ぇきっさっくうっすけ っ おけさこせしなす ょぇ ぉなょっ ゅけすけゃ けとっ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ. ̈ すこせしくぇすうすっ 

けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ 490 たうか. かゃ. とっ ぉなょぇす いぇ しすさけうすっかしすゃけ くぇ くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ, ぇ いぇ けぉけ-
させょゃぇくっすけ くぇ おぇぉうくっすうすっ し くっけぉたけょうきぇすぇ ぇこぇさぇすせさぇ とっ しっ おぇくょうょぇすしすゃぇ こけ こさけっおす おなき 
そけくょぇちうは „┿きっさうおぇ いぇ ╀なかゅぇさうは“.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“

‶け ╉けかっょぇ しすぇゃぇす つせょっしぇ... ] すぇいう ゃはさぇ たさうしすうはくしすゃけすけ くぇゃしはおなょっ こけ しゃっすぇ けつぇおゃぇ しなし しきうさっくけ しなさちっ [けあょっしすゃけ. ╆ぇ ょぇ けぉなさくっ けすしなしすゃうっすけ 
ゃ こさうしなしすゃうっ, けすたゃなさかはくっすけ – ゃ さぇいぉうさぇくっ, ぉけかおぇすぇ – ゃ さぇょけしす, けきさぇいぇすぇ – ゃ かのぉけゃ, くっとぇしすうっすけ – ゃ とぇしすうっ. ′け おぇおゃぇ ぉう ぉうかぇ すぇいう ょけぉさけすぇ, 
ゃょなたくぇすぇ けす ╀けあっしすゃっくけすけ [けあょっしすゃけ, ぇおけ すは くう くぇこせしおぇてっ ゃっょくぇゅぇ しかっょ こさぇいくうおぇ...? ╇ とってっ かう ょぇ っ うしすうくしおけ つせょけすけ, ぇおけ くっ けしすぇゃはてっ ゃ 
しなさちぇすぇ くぇ うきぇとうすっ こけゃっつっ きはしすけ いぇ ぉけかおうすっ くぇ くはきぇとうすっ, ぇおけ っょくけおさぇすくうはす あっしす おなき ょさせゅうは くっ しっ こさっさぇあょぇてっ ゃ こけすさっぉくけしす, っあっょくっゃくけ 
ょぇ こさけすはゅぇきっ さなちっ ゃ こけょおさっこぇ くぇ くはおけゅけ...

‒¨′¨[ぇ【 【╊《╉《』¨╊╇ ╇ ぁ╊]〉╅【╅ 
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¨すうゃぇとぇすぇ しう 2014 ゅけょうくぇ っ ぉっいしこけさくけ ゅけょうくぇすぇ くぇ 〈っけ. ′っ しぇきけ いぇさぇょう こけさっ-
ょうちぇすぇ せしこったう くぇ くっゅけゃうすっ すぇかぇくすかうゃう ゃないこうすぇくうちう, し おけうすけ くはおぇお う ゅさぇょなす, う 

しすさぇくぇすぇ くう, つっ う しゃっすなす ゃっつっ しゃうおくぇたぇ, ぇ いぇさぇょう そぇおすぇ, つっ しかっょ こけゃっつっ けす 40-ゅけょうて-
くぇ さぇぉけすぇ し  すぇかぇくすうすっ  ゃなゃ そういうおぇすぇ くぇえ-くぇおさぇは ょなさあぇゃぇすぇ, こけかうすうちうすっ いぇぉっかはいぇたぇ 
すけゃぇ, おけっすけ  こさぇゃう う さってうたぇ ょぇ しすけさはす う すっ くっとけ. 

 ]かっょ おぇすけ こさっい くけっきゃさう ぉっ こさっょけしすぇゃっくぇ 
けそうちうぇかくけ しゅさぇょぇ いぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ておけかぇ 
こけ そういうおぇ, ゃ おけはすけ 〈っけ ょぇ けぉせつぇゃぇ しゃけうすっ 
せつっくうちう, ぇ くぇ おさぇおぇ かうつくけ きせ ょけえょっ きうくうし-
すなさなす くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ, こさっきう-
っさなす ╀けえおけ ╀けさうしけゃ ゅけ こけしさっとくぇ ゃ おぇぉうくっ-
すぇ しう, ぇ ゃこけしかっょしすゃうっ  せつうかうとっすけ, ゃ おけっすけ 
さぇぉけすう – ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ”, こけかせつう 
くせあくうすっ けす こけつすう こっすうかっすおぇ 490 たうかはょう 
かっゃぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ′ぇちうけくぇかっく ちっく-
すなさ いぇ こさうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおう  くぇせおう, 〈っけ 
こけこぇょくぇ う ゃ こさっしすうあくぇすぇ くぇちうけくぇかくぇ おかぇ-
しぇちうは „╋なあ くぇ ゅけょうくぇすぇ”. ╉かぇしぇちうはすぇ っ くぇ 
くぇちうけくぇかくけすけ ╃ぇさうお さぇょうけ う っ しなし 7-ゅけ-
ょうてくぇ うしすけさうは. ╁ つっかくぇすぇ すさけえおぇ, けしゃっく 
おぇいぇくかなておうは せつうすっか, っ う ╀けはく ‶っすさけゃ – ぇか-
こうくうしすなす, おけえすけ ういおぇつう 3 けしっきたうかはょくうおぇ 
いぇ っょうく しっいけく う しすぇくぇ こなさゃうはす ぉなかゅぇさうく, 
ういおぇつうか ゃすけさうは こけ ゃうしけつうくぇ ゃさなた ゃ しゃっすぇ 
╉2 ゃ ╉ぇさぇおけさせき, おぇおすけ う こうしぇすっかはす  ╋うかっく 
[せしおけゃ, こさけつせか しっ こさっい ゅけょうくぇすぇ し さけきぇくぇ 

しう „╁ないゃうてっくうっ”.  』うすぇすっかうすっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” うきぇたぇ ゃないきけあくけしすすぇ  ょぇ しっ いぇ-
こけいくぇはす けすぉかういけ し  ╋うかっく [せしおけゃ つさっい うくすっさゃのすけ きせ, ょぇょっくけ いぇ ゃっしすくうおぇ こさっょ ╃うぇくぇ 
[ぇきくぇかうっゃぇ. [けきぇくなす くぇ [せしおけゃ きせ ょけくっしっ  ′ぇゅさぇょぇすぇ いぇ かうすっさぇすせさぇ くぇ ╄ゃさけこっえしおうは 
しなのい いぇ 2014 ゅけょうくぇ.
╇くすっさっしっく そぇおす っ, つっ すさうきぇすぇ ういこさっゃぇさうたぇ ゃ おかぇしぇちうはすぇ すっくうしうしすぇ ╂さうゅけさ ╃うきう-

すさけゃ. ╇いゃなく つっかくぇすぇ すさけえおぇ けしすぇくぇたぇ けとっ: しすけかっすくうおなす ょはょけ ╃けぉさう, けすっち ╇ゃぇく けす 
′けゃう たぇく, ╃っくうい ╇ゅくぇすけゃ - ぉぇとぇすぇ くぇ すぇかぇくすかうゃうすっ こうぇくうしすう 》ぇしぇく う ╇ぉさぇたうき, こけかお. 
′うおけかぇえ ′うおけかけゃ, ╋ぇおしうき ╄ておっくぇいう, ょ-さ ╋うさけしかぇゃ ′っくおけゃ, ┿かっおしぇくょなさ ╋けさそけゃ, 
╉せぉさぇす ‶せかっゃ う ょさせゅう.
╁しっおう, おけえすけ うしおぇ ょぇ こけょおさっこう 〈っけ ゃ こさっしすうあくぇすぇ おかぇしぇちうは, きけあっ ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう  

つさっい けくかぇえく ゅかぇしせゃぇくっ くぇ しぇえすぇ くぇ おけくおせさしぇ manoftheyear.bg. ╂かぇしせゃぇくっすけ こさけょなか-
あぇゃぇ ょけ 12 はくせぇさう. 
 ┿おけ おぇいぇくかなておうはす いかぇすっく せつうすっか しこっつっかう くぇょこさっゃぇさぇすぇ, すけえ とっ こけかせつう  すさけそっは くぇ 

„╋なあ くぇ ゅけょうくぇすぇ”- しすけきぇくっくぇ しぇぉは, ょなかゅぇ 84 しき う すっあおぇ 1300 ゅさぇきぇ う とっ しっ こさうしな-
っょうくう おなき こさっしすうあくうは おかせぉ, ゃ おけえすけ ゃっつっ しぇ 》さうしすけ ]すけうつおけゃ, ╉せぉさぇす ‶せかっゃ,  ‶っすなさ 
‶っすさけゃ - しこぇしうすっかはす-きったぇくうお けす おけさぇぉぇ „╉けしすぇ ╉けくおけさょうは“, しこぇしうすっかはす けす きぇゅうしすさぇ-
かぇ „〈さぇおうは“ ]すっそぇく ]すけえつっゃ, ゃけかっえぉけかうしすなす ╋ぇすっえ ╉ぇいうえしおう, そせすぉけかうしすなす  ╃うきうすなさ 
╀っさぉぇすけゃ. 

                                                                ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╂けすけゃう うくゃっしすうちうけくくう こさけっおすう いぇ 35 けぉっおすぇ けす いけくうすっ いぇ ゃないょっえしすゃうっ くぇ ╇くすっゅさう-
さぇくうは 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 うきぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ 

けぉはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” いぇきっしすくうお-おきっすなす ╊うかうは 『けくおけゃぇ. ╂けすけゃうすっ うくゃっしすう-
ちうけくくう こさけっおすう しぇ いぇ: 3 ょっすしおう ゅさぇょうくう; 3 こぇさおぇ; 9 きっあょせぉかけおけゃう こさけしすさぇくしすゃぇ, けす 
おけうすけ 7 しぇ ゃ あ. お. „╇いすけお“ う 2 – ゃ うくょせしすさうぇかくぇすぇ いけくぇ;18 せかうちう; しけちうぇかくう あうかうとぇ う 
『っくすなさ いぇ ゃさっきっくくけ くぇしすぇくはゃぇくっ. 〈けゃぇ しぇ こなさゃうすっ こさけっおすう, し おけうすけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお とっ おぇくょうょぇすしすゃぇ こけ くけゃぇすぇ けこっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[っゅうけくう ゃ さぇしすっあ“. [っしせさしなす, 
おけえすけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ きけあっ ょぇ せしゃけう おぇすけ おけくおさっすっく ぉっくっそうちうっくす こけ すぇいう 
こさけゅさぇきぇ いぇ しかっょゃぇとうすっ 7 ゅけょうくう, っ 24 きかく. かっゃぇ. ¨すょっかくけ けす すけゃぇ ¨ぉとうくぇすぇ しっ くぇ-
ょはゃぇ ょぇ こけかせつう ょけこなかくうすっかくけ そうくぇくしうさぇくっ いぇ けとっ 2 いけくう いぇ けすょうた う っょくぇ しこけさすくぇ 
こかけとぇょおぇ, おけうすけ とっ きけあっ ょぇ さっぇかういうさぇ ょけ おさぇは くぇ けおすけきゃさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ ゃういうすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ きうくうしすなさぇ くぇ さっゅうけくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ う ぉかぇゅけ-
せしすさけえしすゃけすけ ╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ しすぇくぇ はしくけ, つっ しゅさぇょぇすぇ くぇ くけゃうは ╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお とっ ぉなょっ ゅけすけゃぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ すけいう きぇくょぇす くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ. ╁ しかっょゃぇとうすっ 
2 ゅけょうくう くはきぇ ょぇ いぇこけつくっ しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ, くけ こさけっおすなす いぇ すけゃぇ 
っ ゃおかのつっく おぇすけ さっいっさゃっく こさけっおす いぇ そうくぇくしうさぇくっ しかっょ 2016 ゅけょうくぇ, こさう しゃけぉけょっく 
そうくぇくしけゃ さっしせさし. 

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

‶なさゃうはす ゃ ╀なかゅぇさうは ╋っょうちうくしおう ちっくすなさ いぇ おぇさょうけかけゅうつっく 
けくかぇえく すっかっきけくうすけさうくゅ „』っお こけえくす おぇさょうけ“ ぉっ けすおさうす ゃ 

╉ぇいぇくかなお. ╂かぇゃっく かっおぇさ くぇ ちっくすなさぇ っ おぇさょうけかけゅなす ょ-さ ╀けえつけ 

けぉけさせょゃぇくっ, いぇ せゃっかうつぇゃぇくっ 
ぉさけは くぇ いぇっすうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
いぇ こけゃうてっくうっ くぇ すさせょけゃうすっ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうは, いぇ しけちうぇかくぇ 
こけょおさっこぇ おなき ゃしっおう さぇぉけすっと 
し こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ くけゃうすっ 
そうさきっくう ゃぇせつっさう. ╉ぇおすけ おぇいぇ 
ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ゃ くぇゃっつっ-
さうっすけ くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお: 
“╃けぉさうすっ さっいせかすぇすう しぇ こかけょ 
くぇ しなゃきっしすくう けぉとう せしうかうは, 
くぇ ゅかっょぇくっ ゃ っょくぇ こけしけおぇ う 
こさっしかっょゃぇくっ くぇ っょくぇ ちっか; 
さぇいゃうすうっ くぇ かのぉうきけすけ くう, 
くぇ くぇてっすけ こさっょこさうはすうっ う けす 
すぇき - こけょけぉさはゃぇくっ くぇ あうゃけすぇ, 
おぇおすけ くぇ ゃしっおう っょうく けす くぇし 
こけけすょっかくけ, すぇおぇ う くぇ ゃしうつおう 
くう. ┿ こけょけぉさう かう しっ くぇてうはす 
あうゃけす, とっ あうゃっっき う ゃ こけ-ょけ-
ぉさぇ けぉとうくぇ.“
╃けぉさうすっ くけゃうくう, ょけてかう いぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ぉかぇゅけょぇさっ-
くうっ くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ てっしすうきぇすぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ, 『ゃっすぇく 【うおけゃ, ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ, 『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ,  
╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ う ╉さぇしうきう-
さぇ 》ぇさういぇくけゃぇ, しぇ ゃ こけしけおぇ 
くぇ こけゃっつっ さぇいせき ゃ こけかいぇ くぇ 
たけさぇすぇ こさう ゃいうきぇくっすけ くぇ さっ-

てっくうはすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ すったくうすっ 
ょっえしすゃうは しっ こけすゃなさあょぇゃぇす ょせ-
きうすっ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ゅさせ-
こぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おけえすけ 
くっっょくけおさぇすくけ こけょつっさすぇゃぇ, つっ 
„┿さしっくぇか“ くっ っ ゃしすさぇくう けす けぉ-
とうくぇすぇ, ぇ つぇしす けす くっは う つっ ゃっつっ 
しぇ ゃうょうきう ょけぉさうすっ こかけょけゃっ けす 
けぉとけすけ しなすさせょくうつっしすゃけ きっあょせ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“ う 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 
‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ くぇ 
そうくぇくしけゃうすっ っおしこっさすう くぇ ゅさせ-
こぇすぇ しなゃっすくうちう ゃ ういゅけすゃはくっすけ 
くぇ ╀のょあっす 2014 くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお くぇきっさう ういさぇい ゃ こさうっすけ-
すけ けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす すはたくけ 
こさっょかけあっくうっ いぇ ゃないきけあくけしす 
そうさきうすっ すっおせとけ こさっい ゅけょうくぇすぇ 
ょぇ こさぇゃはす おけさっおちうう ゃ ょぇくなつくう-
すっ しう ょっおかぇさぇちうう, つさっい おけっすけ 
ょぇ しっ こけしすうゅくっ こけゃっつっ しこさぇゃっょ-
かうゃけしす ゃ こかぇとぇくっすけ くぇ きっしすくう-
すっ ょぇくなちう う すぇおしう. 〈ぇおぇ ゅさせこぇすぇ 
しなゃっすくうちう こけおぇいぇ, つっ くっ しこうさぇ 
ょぇ さぇぉけすう ゃ こけかいぇ くぇ きっしすくうは 
ぉういくっし. ╄おしこっさすうすっ けす ゅさせこぇすぇ 
ょぇょけたぇ ちっくくう こさけそっしうけくぇかくう 
こさっこけさなおう いぇ   ういゅけすゃはくっすけ う 
こさうっきぇくっすけ つぇしすうつくけすけ ういきっ-
くっくうっ くぇ ¨ぉとうは せしすさけえしすゃっく 

こかぇく くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇ 
¨ぉとうは せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ 
╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ゃかぇ-
ょっすっかう, ╆ぇこぇょくうは けぉたけょっく こなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ こさっょきけしすうっ 
おなき しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ すせくっかぇ 
こけょ 【うこおぇ. ‶さっょかけあっくうはすぇ 
くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ いぇ 
′ぇさっょぉぇ わ 1 いぇ ¨ぉとっしすゃっ-
くうは さっょ ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
う けおけきこかっおすけゃぇくっすけ くぇ ′ぇ-
さっょぉぇすぇ くぇ きっしすくう ょぇくなちう う 
すぇおしう しぇ しぇきけ ょさせゅう ゃうょうきう 
さっいせかすぇすう けす ょっえくけしすすぇ くぇ ゅさせ-
こぇすぇ, いぇ つうはすけ さぇぉけすぇ おきっすなす 
くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
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 くぇ ゅけょうてくうは けすつっす いぇ 
きぇくょぇす 2011-2015 ょぇょっ しゃけはすぇ 
くぇえ-ゃうしけおぇ けちっくおぇ. 

‶さういうゃなす ゃ ¨すおさうすけ こうし-
きけ 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“ おなき そうさきうすっ う 
ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ ういこかぇすはす こけ 
くぇえ-ぉなさいうは くぇつうく  ょぇくなつ-
くうすっ しう いぇょなかあっくうは ゃ すさせ-
ょっく きけきっくす いぇ けぉとうくしおうは 
ぉのょあっす ぉっ こけょおさっこっく,

おぇおすけ けす しすさぇくぇ くぇ „┿さしっくぇか“ 
┿╃ し ういこかぇとぇくっ くぇ けぉとうく-

しおうすっ ょぇくなちう くぇゃっょくなあ, すぇおぇ 
う し かうつっく あっしす けす しすさぇくぇ くぇ 
しなゃっすくうちうすっ けす ゅさせこぇすぇ. 〈っ 
ゃくっしけたぇ しゃけう かうつくう ゃくけしおう 
ゃ さぇいきっさ くぇ ょゃっ きうくうきぇかくう 
さぇぉけすくう いぇこかぇすう ゃ しこっちうぇか-
くぇすぇ ょぇさうすっかしおぇ しきっすおぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ. 〈ぇおぇ てっしすうきぇすぇ 
しなゃっすくうちう くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお“ ょぇさうたぇ けぉとけ 4 080 
かゃ いぇ さってぇゃぇくっ くぇ ゃないくうおくぇ-
かうすっ そうくぇくしけゃう いぇすさせょくっくうは 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ こけ こけゃけょ いぇょなか-
あっくうはすぇ おなき „〈さぇおうは 〈さっえょ“, 
こけはゃうかう しっ しかっょ しなょっぉくけ さっ-
てっくうっ こけ おぇいせしぇ しなし しすさけうすっか-
しすゃけすけ くぇ きはしすけすけ くぇ ]すぇさぇすぇ 
ぉけかくうちぇ. ‶けょおさっこぇすぇ くぇ ╄おし-
こっさすうすっ し かうつくう しさっょしすゃぇ いぇ 
さぇいかうつくう おぇせいう こさっい ゅけょうくぇすぇ 
こけつせゃしすゃぇたぇ ょっちぇすぇ けす ╃っすしおけ-
のくけてっしおうは そけかおかけさっく すぇくちけゃ 
しなしすぇゃ „┿さしっくぇか“ し さなおけゃけょう-
すっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ, おけうすけ ぉはたぇ 
こけょこけきけゅくぇすう し 2 700 かゃ. いぇ 
せつぇしすうっすけ うき ゃ ╋っあょせくぇさけょっく 
そけかおかけさっく そっしすうゃぇか ゃ ╂なさ-
ちうは.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

╀けえつっゃ. ╉ぇさょうけちっくすなさなす っ こなさゃぇすぇ しすなこおぇ おなき っかっおすさけくくけすけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ せ くぇし.  ╊っくすぇすぇ 
くぇ くけゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ ぉっ こさっさはいぇくぇ けす ょ-さ ╀けえつっゃ う けす こさっょしすぇゃうすっか くぇ そうさきぇ „』っお こけえくす 
おぇさょうけ“ - ╀なかゅぇさうは う くっえくうは こけかしおう けそうし. 『っくすなさ おぇすけ すけいう ゃ ╉ぇいぇくかなお こけかしおぇすぇ そうさきぇ ゃっつっ 
っ ういゅさぇょうかぇ ゃ さっょうちぇ っゃさけこっえしおう しすさぇくう. ¨す ぉなかゅぇさしおぇ しすさぇくぇ こぇさすくぬけさ くぇ おけきこぇくうはすぇ っ 
„╇くすっさ ぉういくっし 91“ ╄¨¨╃. ]けそすせっさなす っ さぇいさぇぉけすっく けす こけかしおぇすぇ そうさきぇ „‶さけ こかのし“, おけはすけ ういさぇ-
ぉけすゃぇ う たけかすっさうすっ, おけうすけ しぇ けしくけゃっく ぇこぇさぇす こさう しなさょっつくうは すっかっきけくうすけさうくゅ. 
„′っしかせつぇえくけ „』っお こけえくす おぇさょうけ“ けすおさう こなさゃうは ゃ ╀なかゅぇさうは ちっくすなさ いぇ おぇさょうけかけゅうつっく すっかっ-

きけくうすけさうくゅ ゃ ╉ぇいぇくかなお, - おぇいぇ ゅ-あぇ  ╊のょきうかぇ ╆ぇそうさけゃぇ けす こけかしおぇすぇ おけきこぇくうは. ‶け ょせきうすっ え, 
„ゅさぇょなす くっ しぇきけ っ ゅっけゅさぇそしおうはす ちっくすなさ くぇ しすさぇくぇすぇ; すせお おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ っ こさっおさぇ-
しっく つけゃっお う きくけゅけ ょけぉなさ おきっす, おけえすけ こけょおさっこは ゃしはおぇ うくけゃぇちうは う さぇぉけすう きくけゅけ せしうかっくけ いぇ 
さぇいゃうゃぇくっ くぇ  ╉ぇいぇくかなお う くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ”. „╇きっくくけ こけ すぇいう こさうつうくぇ すは ぉっ う 
ういぉさぇくぇ いぇ 』けゃっお くぇ 21 ゃっお こさっょ きくけゅけ ょさせゅう おきっすけゃっ ゃ ╀なかゅぇさうは“, いぇはゃう こさっょしすぇゃうすっかおぇすぇ 
くぇ こけかしおぇすぇ そうさきぇ せ くぇし.
╉きっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ くぇ しゃけえ さっょ こけょつっさすぇ, つっ, „きぇおぇさ う くっけぉかぇしすっく ちっくすなさ, ゅさぇょなす くぇ 

さけいうすっ きけあっ ょぇ しっ こけたゃぇかう し きくけゅけ ょけぉさう しこっちうぇかうしすう ゃ さぇいかうつくう けぉかぇしすう くぇ きっょうちうくぇすぇ, ぇ 
ょ-さ ╀けえつけ ╀けえつっゃ, おけえすけ とっ さなおけゃけょう ちっくすなさぇ, っ ょけおぇいぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ”.
╉ぇさょうけかけゅうつくうはす すっかっきけくうすけさうくゅ っ しうしすっきぇ いぇ 24-つぇしけゃけ しかっょっくっ くぇ あういくっくうすっ こけおぇいぇすっかう 

くぇ こぇちうっくすう し おぇさょうけかけゅうつくう くぇさせてっくうは. ╁ ちっくすなさ „』っお こけえくす おぇさょうけ” しっ こけょゅけすゃはす きっょう-
ちうくしおう いぇおかのつっくうは いぇ しなしすけはくうっすけ くぇ ゃしっおう こぇちうっくす, きうくぇか こけょ くぇぉかのょっくうっ こさっい しうしすっきぇすぇ, 
おけうすけ とっ しっ こけかいゃぇす いぇ くっゅけゃけすけ しゃけっゃさっきっくくけ う こさぇゃうかくけ かっつっくうっ.

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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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 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. ̈ 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”

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *

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 ¨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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╇かてかちあせけ:
╇ちひつてせけさひて せあ „╅ちつかせあし“
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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

„╅『』╊〉╅]” - ぃ╅〉』 ¨ 〈っ』【《 ′╅ 《【╈《╇《『〉¨ ¨ 〈《【¨╇¨『╅〉¨ ｠《『╅

ょ╆¨]╊‶
》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

Емоции, празници, спомени...

ぃぉうかっえ! 
[けょっくぇ っ ゃなゃ ゃさっきっすけ いぇ しくはゅ, くけ ゃしなとくけしす っ しっしすさぇ 

くぇ ]かなくちっすけ. 
 ╆ぇとけすけ けす けつうすっ え くっ しかういぇす うゅさうゃうすっ こかぇきなつっすぇ 

くぇ ゃないたうすぇ う かのぉけこうすしすゃけ けす あうゃけすぇ, しおなすぇくう ゃ すはた, 
くけ しすさせはとう くぇ すぇかぇいう ょけぉさうくぇ う けぉうつかうゃけしす. 
 ╇ いぇとけすけ くぇえ-ゃっょさうすっ しっ さぇあょぇす けおけかけ くぇえ-しゃっす-

かうすっ こさぇいくうちう, けす ゃしっ しなさちっ え こけあっかぇゃぇきっ いぇ こさっ-
おさぇしくうは こけゃけょ, おけえすけ ぉっかっあう すっいう ょくう けす ゅけょうくぇすぇ 
え: 
╃ぇ しなたさぇくう きけきうつっすけ ゃ しっぉっ しう う ゃ しかっょゃぇとうすっ しう 

ゃしっ すぇおぇ せしこってくう う けぉうつかうゃう ょっしっすうかっすおう.
 ╃ぇ くう さぇょゃぇ し かなつっいぇさくけすけ しう ういかなつゃぇくっ う こけしうこぇ-

くぇすぇ し ゃっょさうくぇ きなょさけしす! 
 ╃ぇ しっ さぇょゃぇきっ いぇっょくけ くぇ さぇょけしすうすっ ゃ あうゃけすぇ え, ょぇ 

ゃなさゃうき しなゃきっしすくけ ゃ ゅけかっきうすっ くう ちっかう. 
╃ぇ っ いょさぇゃぇ, ゃしっ すぇおぇ せしこってくぇ う いぇさっあょぇとぇ くう ! 
 ′ぇてぇすぇ  ]すっそおぇ. ]すっそおぇ ╀っかつっゃぇ - さなおけゃけょうすっか  

くぇこさぇゃかっくうっ ‶さけょぇあぉう ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃. 

』っしすうすう  すう  かっすくう ゅけょうくう! 
] きくけゅけ かのぉけゃ う せゃぇあっくうっ: 

╉けかっおすうゃなす くぇ けすょっか ‶さけょぇあぉう ゃ „┿さしっくぇか“┿╃

だß　çí

‶けさぇょう しっさうけいくけ せゃっかうつっくうは けぉっき くぇ すなさしっくぇ こさけょせおちうは くぇ しゃっすけゃくうは こぇいぇさ う しおかのつっくうすっ いぇ すけゃぇ ょなかゅけしさけつくう ょけゅけゃけさう ゃ  こっさしこっおすうゃぇ, くぇえ-ゅけかはきけすけ 
こさっょこさうはすうっ けす ╁‶╉ ゃ ╀なかゅぇさうは - „┿さしっくぇか” ┿╃, こさっょかぇゅぇ しっさうけいくう てぇくしけゃっ いぇ さっぇかういぇちうは くぇ きけすうゃうさぇくう, けすゅけゃけさくう  う さぇぉけすかうゃう たけさぇ. 

]っさうけいくけ せゃっかうつっくうはす けぉっき さぇぉけすぇ ゃけょう う ょけ せゃっかうつっくうっ くぇ すなさしっくっすけ ゃ こなすう くぇょ こさっょかぇゅぇくっすけ くぇ くせあくうすっ さぇぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う 
しなしっょくうすっ え くぇしっかっくう きっしすぇ. 〈けゃぇ っ きけすうゃなす う こさっょかけあっくうっすけ くぇ きっくうょあなさしおうは っおうこ くぇ „┿さしっくぇか” ょぇ さぇいてうさう けそっさすうすっ しう いぇ さぇぉけすぇ, おぇおすけ いぇ ゃうしけおけおゃぇかう-
そうちうさぇくう しこっちうぇかうしすう ゃ しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, すぇおぇ う いぇ しさっょっく  すったくうつっしおう こっさしけくぇか う さぇぉけすくうちう し くっけぉたけょうきぇすぇ 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. 

〈なさしはす しっ けしくけゃくけ きぇてうくくう 
うくあっくっさう, うくあっくっさ- たうきうちう, 
っくっさゅっすうちう, うくあっくっさ こさけうい-
ゃけょしすゃけ, すったくけかけいう, おけくしすさせお-
すけさう, きけくすぇあくうちう ぉけっこさうこぇしう, 
てかけしっさう, しすさせゅぇさう, けこっさぇすけさう 
くぇ きぇてうくう し 『‶〉, さぇぉけすくうちう ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ, おぇおすけ う ょさせゅう 
こけいうちうう, ういうしおゃぇとう 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. 
╁なこさっおう いぇしうかっくうは うくすっ-

さっし おなき けそっさすうすっ いぇ さぇぉけすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”, ょっそうちうすなす くぇ こけょ-
ゅけすゃっくう う こけょたけょはとう いぇ しなけす-
ゃっすくうすっ こけいうちうう  たけさぇ いぇ すはた  
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ くぇかうちっ. 

„┿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.

В най-личния ден сред съмишленици.

Арсеналецът с Юбилейка.

Предколедно 

настроение 
в стаята на 

Шефа.
По традиция 

някои пак са с 
пари.

Цветен 
поздрав от 
арсеналски 

лазарки, 
традиционно 

за 

Началството.

Личен 
празник на 

момичето 

без почивен 
ден.

Храна или 
целувка за 
двама.

Или 
арсеналски 
надежди в 

бъдеще.

На празник като на празник.


