
╇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 .

23  2015 .•  IV •  97

ん¡îñÖöó

╇かてかちあせけ:
[そしへそ 》そせおかう

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

на стр. 2

ゑëñ½ñÖí ó êÜëí

╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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〈╅【╅ ｠╅『¨
[ぇいかうつくぇすぇ ╋ぇさゅぇさっすぇ.

¨とっ けす きぇかおぇ すは しっ けすかうつぇゃぇ-
かぇ けす けしすぇくぇかうすっ しゃっすかけおけしう う 
しうくっけおう ょっちぇ. ╀うかぇ ゃうしけおぇ くぇ 
さなしす, し つっさくぇ おけしぇ う ゅけかっきう 
すなきくう けつう. ]おけさけ しっ こさっゃなさ-
くぇかぇ ゃ うしすうくしおぇ おさぇしぇゃうちぇ 
- し こさっおさぇしくぇ そうゅせさぇ, ぇさすうし-
すうつっく すぇかぇくす う しうかっく たぇさぇお-
すっさ. ╉けゅぇすけ きけきうつっすけ っ くぇ 13, 
ぉぇとぇ え ぉぇくおさせすうさぇ う いぇきうくぇ-
ゃぇ ょぇ すなさしう さぇぉけすぇ ゃ ┿きしすっさ-
ょぇき. ╋ぇえおぇすぇ, けしすぇくぇかぇ しぇきぇ 
ょぇ しっ ゅさうあう いぇ 4-すっ しう ょっちぇ, 
しっ さぇいぉけかはゃぇ う せきうさぇ, おけゅぇすけ 
╋ぇさゅぇさっすぇ っ くぇ 15. 〈は しないょぇゃぇ 
きくけゅけ こさけぉかっきう くぇ ぉぇとぇ しう 
う すけえ は ういこさぇとぇ ょぇ あうゃっっ し 
ょはょけ しう ゃ 》ぇゅぇ.                                                                                                                        
‶なすはす おなき しゃけぉけょぇすぇ. ‶け 

けくけゃぇ ゃさっきっ すけえ ゃけょっか おなき 
ぉさぇおぇ. ‶さっゅかっあょぇえおう けぉはゃう-
すっ ゃ こさっしぇすぇ, 18-ゅけょうてくぇすぇ 
╋ぇさゅぇさっすぇ しこうさぇ ゃくうきぇくうっすけ 
しう くぇ 38-ゅけょうてくうは けそうちっさ けす 
しすぇさ てけすかぇくょしおう さけょ [せょけかそ 
╋ぇおかっけょ, し 20 ゅけょうくう こけ-ゃない-
さぇしすっく けす くっは. ]おけさけ ょゃぇきぇすぇ 
しっ あっくはす う いぇきうくぇゃぇす いぇ けし-
すさけゃ ぅゃぇ. 〈ぇき ╋ぇさゅぇさっすぇ くぇせ-
つぇゃぇ きぇかぇえしおう, ういせつぇゃぇ ╁っょう-
すっ, つっすっ けさうっくすぇかしおう おくうゅう, 
せしゃけはゃぇ さうすせぇかくうすっ すぇくちう くぇ 
きっしすくうすっ あうすっかう. ¨おけかけ おさぇ-
しうゃぇすぇ しなこさせゅぇ いぇこけつくぇかう ょぇ 
しっ くぇゃなさすぇす きかぇょう かっえすっくぇく-
すう, おけっすけ こさっょういゃうおゃぇかけ せ [せ-
ょけかそ しうかくぇ さっゃくけしす. 〈けえ うきぇか 
ぉさせすぇかっく たぇさぇおすっさ. ¨す しすさぇた, 
つっ  あっくぇ きせ とっ ういゅかっあょぇ ょけ-
ぉさっ, ょけさう くっ え おせこせゃぇか さけおかう. 
╇きぇす ょゃっ ょっちぇ - ゃこけしかっょしすゃうっ 
くぇすさけゃっくう. ╇ ょけしっゅぇ っ いぇゅぇょ-
おぇ けす おけゅけ. ]うくなす  ′けさきぇく 
╃あけく せきうさぇ, ぇ ょなとっさはすぇ ╅ぇく 
╊せうい せしこはゃぇ ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃう. 
╋ぇさゅぇさっすぇ いぇ ょなかゅけ ういこぇょぇ ゃ 
ょっこさっしうは.
╋っつすぇくうはす ‶ぇさうあ. ′けゃう-

くぇすぇ いぇ ]ゃっすけゃくけすけ ういかけあっ-
くうっ ゃ ‶ぇさうあ ょけしすうゅぇ ょけ ぅゃぇ. 
] ょなとっさうつおぇすぇ しう くぇ さなちっ う 
ぉっい くうおぇおゃう しさっょしすゃぇ きかぇょぇすぇ 
あっくぇ いぇきうくぇゃぇ いぇ そさっくしおぇすぇ 
しすけかうちぇ. 〈ぇき けこうすゃぇ ょぇ しっ うい-
たさぇくゃぇ おぇすけ きけょっか くぇ たせょけあ-
くうちう, くけ くっ っ すなさしっくぇ, いぇとけすけ 
え おぇいゃぇす, つっ ゅなさょうすっ え ぉうかう 
きぇかおう. ╋ぇさゅぇさっすぇ しっ ゃさなとぇ 
ゃ 》けかぇくょうは, くけ いぇ おさぇすおけ.                    
]かっょ 9 ゅけょうくう くっせしこってっく 
ぉさぇお しっ さぇいゃっあょぇ し [せょけかそ, 
ょなとっさは え けしすぇゃぇ ょぇ あうゃっっ 
し ぉぇとぇ しう. ╂けょうくぇ こけ-おなしくけ 
しっ けきなあゃぇ いぇ 〈っけょけさ 〉けすしけく 
う うきぇ ょなとっさは 《かけさぇ, おけはすけ 
せきうさぇ けす くっこけいくぇすぇ ぉけかっしす. ╇ 
すけいう ぉさぇお いぇゃなさてゃぇ し さぇいゃけょ.                                                 
╋ぇさゅぇさっすぇ こさぇゃう ゃすけさう けこうす 
ょぇ しっ いぇょなさあう ゃ ‶ぇさうあ う くっけ-
つぇおゃぇくけ せしこはゃぇ.
¨おけ くぇ せすさうくくぇすぇ いけさぇ.

╄ょうく こけいくぇす え ょぇゃぇ うょっはすぇ ょぇ 
しっ ゃないこけかいゃぇ けす おさぇしけすぇすぇ しう 
う ょぇ けこうすぇ おぇすけ ういこなかくうすっかおぇ 
くぇ ういすけつくう すぇくちう. ╃っぉのすなす え 
っ こさっい 1905 ゅ. くぇ ぉかぇゅけすゃけさう-
すっかくぇ ゃっつっさは ゃ つぇしすっく しぇかけく. 
╂けしすうすっ こさうっきぇす し ゃないすけさゅ うい-
こなかくっくうっすけ え. ╀けゅぇすうはす そぇ-
ぉさうおぇくす う こけいくぇゃぇつ くぇ ういおせ-
しすゃぇすぇ ╄きうか ╂うきっ え こさっょかぇゅぇ 
ぇさすうしすうつくうは こしっゃょけくうき ╋ぇすぇ 
》ぇさう. ╁ こさっゃけょ けす はゃぇくしおう - 
„けおけ くぇ せすさうくくぇすぇ いけさぇ”. ′ぇ 
╂うきっ きせ たさせきゃぇ う っおしすさぇゃぇ-
ゅぇくすくぇすぇ うょっは ╋ぇさゅぇさっすぇ ょぇ 
すぇくちせゃぇ しさっょ っおしこけくぇすうすっ ゃ 
きせいっは きせ う こなさゃぇすぇ え こけはゃぇ 
すぇき っ いぇてっきっすはゃぇとぇ. ╁っしす-
くうちうすっ ゅさなきくぇかう: すっ こうてっかう 
おぇお きぇょぇき 》ぇさう しすけう ゅけさょけ 
こさっょ 【うゃぇ, ぉっい くうとけ ょぇ こさう-
おさうゃぇ ゅけかけすぇすぇ え... ╁しなとくけしす, 

¨こうしぇくうっ う ╇いうしおゃぇくうは:

¨こうしぇくうっ くぇ ょかなあくけしすすぇ:
- ¨すゅけゃぇさは いぇ ゃなくてくう ょけしすぇゃおう くぇ きぇすっさうぇかうすっ, けしうゅせさは-

ゃぇとう こさけういゃけょしすゃっくうは こさけちっし くぇ そうさきぇすぇ;
- ╇いゃなさてゃぇ ちはかけしすくけ ゃしはおぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ きぇすっさうぇかぇ けす いぇは-

ゃはゃぇくっすけ きせ ょけ いぇこさうたけあょぇゃぇくっ ゃ しおかぇょけゃけすけ しすけこぇくしすゃけ;
- ╉けけさょうくうさぇ ょけしすぇゃおうすっ くぇ きぇすっさうぇかう し けゅかっょ しさけおぇ くぇ 

こさけういゃけょしすゃけ;
- ]かっょう いぇ しこぇいゃぇくっ くぇ おけかうつっしすゃっくうすっ う おぇつっしすゃっくうすっ 

こけおぇいぇすっかう くぇ しせさけゃうくうすっ う きぇすっさうぇかう う ういゃなさてゃぇ さっおかぇ-
きぇちうう こさう けすおかけくっくうは けす せしすぇくけゃっくうすっ しすぇくょぇさすう;
- ]なしすぇゃは くっけぉたけょうきうすっ ょけおせきっくすう いぇ ういょぇゃぇくっ くぇ さぇいさっ-

てっくうは いぇ ゃくけし くぇ しこっちうぇかくぇ こさけょせおちうは;
- ‶さぇゃう こさけせつゃぇくっ くぇ こぇいぇさぇ し ちっか ういこけかいゃぇくっ くぇ くぇえ-

ぉかぇゅけこさうはすくうすっ ちっくけゃう さぇゃくうとぇ いぇ いぇおせこせゃぇくうすっ しすけおけゃけ-
きぇすっさうぇかくう ちっくくけしすう.

╇いうしおゃぇくうは おなき おぇくょうょぇすうすっ:
- ¨すかうつくけ ゃかぇょっっくっ くぇ ぇくゅかうえしおう っいうお (せしすくぇ う こうしきっくぇ 

おけきせくうおぇちうは);
- ╁うしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ (うおけくけきうつっしおう, すったくうつっしおう, ょさせゅ 

こさけそうか);
- ╁かぇょっっくっ くぇ ゃすけさう っいうお っ こさっょうきしすゃけ;
- 〉きっくうっ いぇ さぇぉけすぇ し おけきこのすなさ (Word, Excel, Internet);
- ╊うつくう おぇつっしすゃぇ: うくうちうぇすうゃくけしす, おけきせくうおぇすうゃくけしす, けす-

ゅけゃけさくけしす う せきっくうっ いぇ さぇぉけすぇ ゃ っおうこ.

《うさきぇすぇ こさっょかぇゅぇ ょけぉさけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, おぇさうっさくけ さぇい-
ゃうすうっ う しけちうぇかくう こさうょけぉうゃおう.

╆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

╆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 くぇ
email: kadri@arsenal-bg.com

╊さつたかちてせそ:
〉あちとのかせけみてあ せあ
たちあうけしあてあ うそおみて おそ くしそたそしとさけ
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╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて
[あおちそうけさひて 【そてかう:

′あ さあおちけてか け きけうそてあ

いぇ ょくってくうすっ さぇいぉうさぇくうは, すは 
ぉうかぇ ょけさう ょけしすぇ けぉかっつっくぇ, くけ 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ きうくぇかうは ゃっお  
ゅけかぇすぇ う ぉかっしすはとぇ おけあぇ, けぉ-
しうこぇくぇ し ぉさけおぇすう う くぇおうすう, 
ゃかせょはゃぇかぇ こせぉかうおぇすぇ.
╊っゅっくょぇすぇ ╋ぇすぇ 》ぇさう. 〈は 

しっ さぇあょぇ, おけゅぇすけ おさぇしうゃぇすぇ 
すぇくちぬけさおぇ ういょうゅぇ しすさうこすうえいぇ 

ょけ さぇくゅぇ くぇ ういおせしすゃけ, いぇゃかぇ-
ょはゃぇ いさうすっかうすっ し くっけぉうおくけ-
ゃっくうは しう しすうか う しすぇゃぇ っょくぇ 
けす くぇえ-ういゃっしすくうすっ あっくう くぇ 
„╀っか っこけお”. ‶けおぇくうすっ おなき くっは 
いぇこけつゃぇす ょぇ ゃぇかはす う すは ゅぇし-
すさけかうさぇ ゃ ╋けくすっ ╉ぇさかけ, ╋け-
くぇおけ, ゃ ╇しこぇくうは, ╂っさきぇくうは. 
]ぉなょゃぇ しっ きっつすぇすぇ え ょぇ すぇく-
ちせゃぇ ゃ ╊ぇ ]おぇかぇ. ╄おいけすうつくう-
はす つぇさ くぇ ╋ぇすぇ 》ぇさう こかっくはゃぇ 
ちはかぇ ╄ゃさけこぇ. ¨ぉっょくっかうはす え 
ぉぇとぇ くぇこうしゃぇ おくうゅぇ いぇ くっは. 
〈は しっ こさけょぇゃぇ すけかおけゃぇ ょけ-
ぉさっ, つっ ┿ょぇき ╆っかっ いぇぉけゅぇすは-
ゃぇ, ぇ しかぇゃぇすぇ くぇ ょなとっさは きせ 
しっ せゃっかうつぇゃぇ くっうきけゃっさくけ.                                                                                                                              
╉ぇさうっさぇすぇ え くぇ すぇくちぬけさ-
おぇ こさけょなかあぇゃぇ 7 ゅけょうくう, ょけ 
1912 ゅ. ‶さっい すけゃぇ ゃさっきっ すは 
うきぇ ゃさないおう し きくけゅけ ゃうしけおけ-
こけしすぇゃっくう う ゃかうはすっかくう  かうつ-
くけしすう う こけかせつぇゃぇ きくけあっしすゃけ 
しおなこう こけょぇさなちう. ]さっょ きくけ-
ゅけぉさけえくうすっ え こけおかけくくうちう しぇ 
╅せか ╉ぇきぉさけく, くぇつぇかくうお けす 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃなくてくうすっ 
さぇぉけすう くぇ 《さぇくちうは, そさっくしおう-
はす ゃけっくっく きうくうしすなさ ╋っしうきう, 
こさうくちなす くぇ ╂っさきぇくうは, たけ-
かぇくょしおうはす こさっきうっさ-きうくうしすなさ 
╁ぇく ょっさ ╊うくょっく う ょさ. 〈は しゃうお-
くぇかぇ し かせおしぇ: こぇさう, さぇいおけてくう 
ぉうあせすぇ, かせおしけいくう ぇこぇさすぇきっく-
すう くぇ 【ぇくい-╄かういっ...
‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ. ╁けえ-

くぇすぇ いぇゃぇさゃぇ 39-ゅけょうてくぇすぇ 
╋ぇさゅぇさっすぇ ゃ ╀っさかうく. ╄おしすさぇ-
ゃぇゅぇくすくうはす え しすうか くぇ あうゃけす 
けすかうすぇ ゃ きうくぇかけすけ - ぉかはしおぇ-
ゃうすっ こさっょしすぇゃかっくうは, しおなこうすっ 
たけすっかう, きくけゅけぉさけえくうすっ こけ-
つうすぇすっかう う かのぉけゃくうちう. ¨こ-
うすゃぇえおう しっ ょぇ しっ こさうぉっさっ けす 
╀っさかうく ゃ ‶ぇさうあ, すは しっ けいけ-
ゃぇゃぇ ゃ ┿きしすっさょぇき ぉっい こぇさう う 
こけつすう ぉっい ぉぇゅぇあ. ╄ょうく ょっく, 
くぇ ういかういぇくっ けす ちなさおゃぇ, は いぇ-
ゅけゃぇさは くっこけいくぇす きなあ - すけゃぇ 
っ ぉぇくおっさなす 》っくさうた ゃぇく ょっさ 
【っかお. 〈けえ こかぇとぇ たけすっかぇ え う 
すは こさっおぇさゃぇ し くっゅけ くはおけかおけ 
ぉっいけぉかぇつくう しっょきうちう. ‶けおさぇえ 
くっゅけ しっ いぇこけいくぇゃぇ う し たけさぇすぇ, 
おけうすけ とっ ういうゅさぇはす ゃぇあくぇ さけかは 
ゃ こけ-くぇすぇすなてくうは え あうゃけす.                                                                                                                       
╂けょうくぇすぇ っ 1915-ぇ. ╋ぇさゅぇさっ-
すぇ っ ゃしっ けとっ おさぇしうゃぇ あっくぇ, 
くけ し そうくぇくしけゃう いぇすさせょくっくうは.  

╄ょうく きなあ, つけゃっお くぇ ゅっさきぇく-
しおうすっ すぇえくう しかせあぉう - ╁っさくっさ 
そけく ╋うさぉぇた, さってぇゃぇ ょぇ え こけ-
きけゅくっ…
┿ゅっくす ′-21. ′ぇつうくなす くぇ 

ゃっさぉせゃぇくっすけ くぇ ╋ぇすぇ 》ぇさう う 
ょけ ょくっし けしすぇゃぇ いぇゅぇょおぇ. ′は-
おけう うしすけさうちう しつうすぇす, つっ すは 
いぇゃなさてゃぇ ゅっさきぇくしおぇ さぇいせい-

くぇゃぇすっかくぇ ておけかぇ ゃ ┿くすゃっさ-
こっく, くけ くはきぇ うしすけさうつっしおう 
ょけおせきっくすう, おけうすけ ょぇ ゅけ こけ-
すゃなさょはす. ╃させゅう しきはすぇす, つっ 
ゃうくぇすぇ くぇ ╋ぇすぇ 》ぇさう っ しうかくけ 
こさっせゃっかうつっくぇ う つっ 《さぇくちうは, 
ゅせぉっえおう ゃけえくぇすぇ, しっ くせあ-
ょぇっ けす ういおせこうすっかくぇ あっさすゃぇ.                                                                                                      
〈なえ おぇすけ 》けかぇくょうは けしすぇゃぇ くっ-
せすさぇかくぇ こけ ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇすぇ, 
╋ぇすぇ 》ぇさう きけあっ しゃけぉけょくけ ょぇ 
しっ こさうょゃうあゃぇ きっあょせ 《さぇく-
ちうは う 》けかぇくょうは, おぇすけ きうくぇゃぇ 
こさっい ╇しこぇくうは う ┿くゅかうは. 〈ゃなさ-
ょう しっ, つっ すは しっ っ いぇくうきぇゃぇかぇ 
し てこうけくしおぇ ょっえくけしす  けす きくけゅけ 
こけ-さぇくけ. ╉けょけゃうはす え くけきっさ 
′-21 っ けす しっさうは, ういょぇゃぇくぇ 
っょうくしすゃっくけ くぇ ぇゅっくすうすっ けす-
こさっょう ゃけえくぇすぇ. 〈けゃぇ せぉっょう-
すっかくけ ょけおぇいゃぇ, つっ すは っ ぉうかぇ 
ゃっさぉせゃぇくぇ こさっょう ゃけえくぇすぇ, 
ぇ くっ しっ っ こさうしなっょうくうかぇ おなき 
ゅっさきぇくしおけすけ さぇいせいくぇゃぇくっ 
こけ-おなしくけ おぇすけ ょゃけっく ぇゅっくす.                                                               
《さっくしおけすけ さぇいせいくぇゃぇくっ こけ-
ょけいうさぇかけ いぇ くっえくうすっ いぇくうきぇ-
くうは けす しぇきけすけ くぇつぇかけ, ょけさう は 
ょけこせしくぇかけ ょぇ しっ こさうしなっょうくう 
おなき すはた. 《さぇくちせいうすっ は しかっょはす 
ういゃっしすくけ ゃさっきっ う, いぇ ょぇ こけ-
すゃなさょはす けこぇしっくうはすぇ しう, は うい-
こさぇとぇす くぇ きうしうは ゃ ╋ぇょさうょ, 
おぇすけ こけ ゃさっきっ くぇ こさっしすけは え 
こさうたゃぇとぇす ゃけっくくけ しなけぉとっ-
くうっ けす ゅっさきぇくしおけすけ こけしけか-
しすゃけ ゃ ╋ぇょさうょ ょけ ╀っさかうく. ‶け 
けくけゃぇ ゃさっきっ くっとぇすぇ しっ ょけ-
おぇいゃぇかう すさせょくけ. ]っゅぇ しっ いくぇっ 
しなし しうゅせさくけしす, つっ ╋ぇすぇ 》ぇさう 
っ うくそけさきうさぇかぇ ゅっさきぇくちう-
すっ いぇ せしなゃなさてっくしすゃぇくっすけ くぇ 
ぉさうすぇくしおうは „くぇいっきっく おけさぇぉ“ 
う つっ くっえくうすっ ょけおかぇょう いぇ こかぇ-
くけゃっすっ くぇ ]なのいくうちうすっ いぇ けそ-
ぇくいうゃぇすぇ こさう 【っきうく ょっ ╃ぇき 
しぇ こけょゅけすゃうかう ゅっさきぇくちうすっ. 
′ぇ そさぇくちせいうすっ すは こさっょけしすぇ-
ゃはかぇ っょうくしすゃっくけ ぉっいこけかっいくぇ 
うくそけさきぇちうは. 〈は ぉうかぇ てこうけ-
くうく, おけえすけ くっ けしすぇゃはか しかっょう, 
きぇおぇさ ょぇ すぇくちせゃぇかぇ いぇ たうかは-
ょう う ょぇ しこけょっかはかぇ かっゅかけすけ くぇ 
ょっしっすおう. 
‶さうしなょぇすぇ: さぇいしすさっか.

′ぇ 13 そっゃさせぇさう 1917 ゅ. 
てっしすうきぇ きなあっ ゃ せくうそけさきう 
けす そさっくしおけすけ さぇいせいくぇゃぇ-
くっ こさっすなさしゃぇす たけすっかしおぇすぇ 

え しすぇは ゃ ‶ぇさうあ う, きぇおぇさ ょぇ 
くっ くぇきうさぇす ょけおぇいぇすっかしすゃぇ, 
え ゃさなつゃぇす いぇこけゃっょ いぇ ぇさっしす. 
¨ぉゃうくっくぇ っ ゃ てこうけくぇあ - つっ 
さぇぉけすう いぇ くっきちうすっ. ¨すゃっあょぇす 
は ゃ いぇすゃけさぇ 《けぉせさ ]っく ╃っくう.                                                          
‶さけちっしなす しさっとせ くっは っ おさぇ-
すなお. 〈けえ いぇこけつゃぇ くぇ 24 のかう 
1917 ゅ., くけ けとっ くぇ しかっょ-
ゃぇとうは ょっく ゃけっくくうはす しなょ は 
こさういくぇゃぇ いぇ ゃうくけゃくぇ  う は 
けしなあょぇ くぇ しきなさす. 』せゃぇえおう 
こさうしなょぇすぇ, すは ゃないおかうおゃぇ: 
“〈けゃぇ っ くっゃないきけあくけ!”  ‶さっい 
ちはかけすけ ゃさっきっ ╋ぇすぇ 》ぇさう すゃなさ-
ょう, つっ っ ういこなかくはゃぇかぇ っょうく-
しすゃっくけ いぇこけゃっょうすっ くぇ そさっく-
しおけすけ おけくすさぇさぇいせいくぇゃぇくっ.                                                                                       
[ぇいこうすうすっ こさけょなかあぇゃぇす  つっすう-
さう きっしっちぇ. ┿ょゃけおぇすなす え っ ょけ-
こせしくぇす しぇきけ くぇ こなさゃうは う こけ-
しかっょくうは けす すはた. ╁ きぇすっさうぇかうすっ 
こけ ょっかけすけ しぇ こさうかけあっくう さぇょう-
けゅさぇきう, ういゃかっつっくうは けす ぉぇくおう, 
おぇおすけ う そかぇおけく し きぇしすうかけ いぇ 
すぇえくけこうし.                                                                               
╇ょっうすっ いぇ しこぇしはゃぇくっすけ え. 

╋くけゅけ たけさぇ しっ ぉけさっかう いぇ しこぇ-
しはゃぇくっすけ くぇ ╋ぇすぇ 》ぇさう. ┿ょゃけ-
おぇすなす え ╋っすさ ╉かのくっ せきけかはゃぇか 
ょけさう こさっいうょっくすぇ くぇ 《さぇくちうは 
ょぇ は こけきうかゃぇ, くけ ぉっいせしこってくけ. 
]さっょ うょっうすっ いぇ けしせっすはゃぇくっ くぇ 
さぇいしすさっかぇ うきぇかけ う ぇぉしせさょくう: 

くぇ っおいっおせちうはすぇ すは ょぇ ぉなょっ 
しぇきけ し っょくけ おけあっくけ こぇかすけ う 
ゃ こけしかっょくぇすぇ きうくせすぇ, おけゅぇすけ 
ゃけえくうちうすっ ゃょうゅくっかう こせておう-
すっ しう, ╋ぇすぇ 》ぇさう ょぇ さぇいすゃけさう 
こぇかすけすけ - すぇおぇ くうすけ っょうく きなあ 
くはきぇかけ ょぇ きけあっ ょぇ しすさっかは こけ 
ゃっかうおけかっこくけすけ え すはかけ; っょうく 
こかっえぉけえ-ぇゃうぇすけさ こさっょかけあうか 
ょぇ こさっかっすう くぇょ いぇすゃけさぇ う ょぇ 
けぉしすさっかは ゃけえくうちうすっ けす ゃない-
ょせたぇ; ぉさうかはくすくうはす え ぇょゃけ-
おぇす ういきうしかうか ういくっくぇょぇ いぇ ゃ 
こけしかっょくうは きけきっくす - しこけさっょ 
そさっくしおうすっ いぇおけくう っょくぇ あっくぇ 
くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ っおいっおせすうさぇ-
くぇ, ぇおけ っ ぉさっきっくくぇ, うきぇかけ う 
こけつうすぇすっか, おけえすけ ょぇ こけすゃなさ-

╋ぇすぇ 》ぇさう, こしっゃょけ-
くうき くぇ ╋ぇさゅぇさっすぇ ╂っさ-
すさせょぇ ╆っかっ, っ さけょっくぇ 
こさっい 1876 ゅ. ゃ ╊っせゃぇさ-
ょっく, ′うょっさかぇくょうは. 
〈ぇくちぬけさおぇ, しすさうこすう-

いぬけさおぇ, おせさすういぇくおぇ, すは 
っ っょくぇ けす くぇえ-ういゃっしす-
くうすっ てこうけくおう こけ ゃさっ-
きっ くぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃ-
くぇ ゃけえくぇ.
╆ぇさぇょう ういおかのつうすっか-

くぇすぇ しう おさぇしけすぇ, っくっさ-
ゅうは, っおいけすうつくけしす, すぇ-
かぇくす う ぉっいしすさぇてうっ しっ 
こさっゃさなとぇ ゃ かっゅっくょぇ 
しなし しゃっすけゃくぇ ういゃっしす-
くけしす. 
╀かはしおぇゃぇすぇ え おぇさうっさぇ 

こさけょなかあぇゃぇ 7 ゅけょうくう.                                                                                                                     
〈さぇゅうつくぇすぇ え ゅうぉっか くぇ-
しすなこゃぇ, おけゅぇすけ っ くぇ 41 
ゅけょうくう - こさっい 1917 ゅ. 

ょう, つっ すは くけしう くっゅけゃけすけ ょっすっ; 
ゃかのぉっくうはす ゃ ╋ぇすぇ 》ぇさう ぉかぇ-
ゅけさけょくうお ‶うっさ ょっ ╋けさすうしぇお 
ゃないくぇきっさはゃぇか ょぇ こけょおせこう 
さぇいしすさっかゃぇとうは けすさはょ ょぇ うい-
こけかいゃぇ たぇかけしくう こぇすさけくう. ′っ-
ゅけゃぇすぇ かのぉうきぇ とはかぇ ょぇ こぇょくっ 
„きなさすゃぇ“ こさう こなさゃうは そぇかてうゃ 
ういしすさっか. ‶け-おなしくけ こさっい くけ-
とすぇ とっかう ょぇ ういさけゃはす あうゃけすけ 
え すはかけ けす ゅさけぉぇ, おけえすけ とはか ょぇ 
ぉなょっ ういおけこぇく くぇさけつくけ こかうすなお.                                                                          
╋ぇさゅぇさっすぇ いくぇっかぇ いぇ すっいう う いぇ 
ょさせゅう こけょけぉくう こかぇくけゃっ う おぇすけ 
つっ かう うき ゃはさゃぇかぇ…                          
╁ さぇくくぇすぇ せすさうく くぇ 15-すう 

けおすけきゃさう ╋ぇすぇ 》ぇさう っ いぇ-
おぇさぇくぇ ょけ おぇいぇさきぇすぇ, おなょっすけ 
しすさっかおけゃぇすぇ さけすぇ ゃっつっ ぉうかぇ 
しすさけっくぇ. ╃けおぇすけ けすこうゃぇかぇ けす 
すさぇょうちうけくくぇすぇ つぇてぇ し さけき, 
おけはすけ こけ いぇおけく しっ こさっょかぇゅぇかぇ 
くぇ ゃしっおう けしなょっく くぇ しきなさす, すは 
ゃしっ けとっ しっ くぇょはゃぇかぇ. ]すぇさうはす 
╋っすさ ╉かのくっ ういこさけぉゃぇか くけきっ-
さぇ し ぉさっきっくくけしすすぇ, くけ ╋ぇすぇ 
》ぇさう, けしないくぇかぇ ぉっいしきうしかっ-
くけしすすぇ きせ, けすおぇいぇかぇ こさっゅかっ-
ょぇ. ╇ょっはすぇ いぇ おけあっくけすけ こぇかすけ 
こさうっきぇかぇ いぇ ぇぉしせさょくぇ. 〈は こけ-
うしおぇかぇ こけいゃけかっくうっ ょぇ くぇこうてっ 
すさう こうしきぇ. ╄ょくけすけ ぉうかけ いぇ ょな-
とっさは え, きけかっかぇ は いぇ こさけておぇ. 
╁こけしかっょしすゃうっ ょなとっさはすぇ うきぇ 

しなとぇすぇ しなょぉぇ 
おぇすけ きぇえおぇ しう.                                                                                                                                              
    ╋ぇすぇ 》ぇさう 
ぉうかぇ ゃなさいぇくぇ 
いぇ っょくけ きかぇょけ 
ょさなゃつっ. ╉ぇい-
ゃぇす, つっ けすおぇ-
いぇかぇ ょぇ しかけあう 
こさっゃさないおぇすぇ 
いぇ けつう. 〈は ゅかっ-
ょぇかぇ ゃ ょせかぇすぇ 
くぇ こせておうすっ, 
ょけさう しっ せし-
きうたくぇかぇ くぇ 
っおいっおせすけさうすっ 
しう. ‶け かうちっ-
すけ え くはきぇかけ 
う しかっょぇ けす 
しすさぇた. ╋けあっ 
ぉう っ ゃはさゃぇかぇ, 
つっ ゃ けさなあう-
はすぇ うきぇ しぇきけ 
たぇかけしくう こぇ-
すさけくう…′っ うい-
ゃうおぇかぇ, おけゅぇすけ 
こせておうすっ ゅさなき-
くぇかう. ′っえくうはす 
こかっえぉけえ-かっ-
すっち くぇうしすうくぇ 
こさっかっすはか くぇょ 
いぇすゃけさぇ, くけ 
すけゃぇ ぉうか くぇ-
こさぇいっく けこうす, 
おけえすけ いぇおなし-
くはか し くはおけかおけ 

しっおせくょう.
〈なえ おぇすけ くうおけえ けす さけょくうくうすっ 

くっ ょけてなか ょぇ こさうぉっさっ すはかけすけ 
え, すけ っ けしすぇゃっくけ いぇ きっょうちうく-
しおう ういしかっょゃぇくうは, おぇすけ ゅかぇゃぇ-
すぇ っ ぉぇかしぇきうさぇくぇ う こぇいっくぇ ゃ 
╋せいっは こけ ぇくぇすけきうは ゃ ‶ぇさうあ. 
‶さっい 2000 ゅ. けぉぇつっ けすおさうゃぇす, 
つっ ゅかぇゃぇすぇ かうこしゃぇ う つっ っ ゃない-
きけあくけ ょぇ っ ういつっいくぇかぇ けとっ 
こさっい 1954 ゅ., おけゅぇすけ きせいっはす しっ 
こさっきっしすうか くぇ くけゃけ きはしすけ. ╃け-
おせきっくすう けす 1918 ゅ. しけつぇす, つっ 
きせいっはす っ こけかせつうか う くっえくうすっ 
けしすぇくおう, くけ すっ しなとけ くっ しぇ けす-
おさうすう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╅さそ 67% そて つそいつてうかせけぬけてか せあ けおかあしせけ ねあつてけ う つえちあおあてあ けつさあて 
てみ おあ つか つあせけちあ, うつけねさけ そつてあせあしけ はか つあ おしひきせけ おあ とねあつてうあて

╋けかぉうすっ いぇ しぇくうさぇくっ とっ しっ こさうっきぇす けす くぇつぇかけすけ くぇ きっしっち そっゃさせぇさう. 〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ 
けす ういはゃかっくうっ 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 こさっょ  きっょううすっ けす すぇいう しっょきうちぇ.
╆ぇ  すゃなさょけすけ くぇきっさっくうっ くぇ おぇぉうくっすぇ ╀けさうしけゃ ょぇ しっ  ゃかけあぇす くぇょ 1 きかさょ. かっゃぇ ゃ しぇくうさぇ-

くっすけ くぇ こぇくっかくう しゅさぇょう ゃ しすさぇくぇすぇ ゃう うくそけさきうさぇたきっ ゃ こさっょくうは ぉさけえ くぇ ゃっしすくうおぇ. 
╁っつっ しぇ せすゃなさょっくう けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ う  おけくおさっすくうすっ きっすけょうつっしおう せおぇいぇくうは  いぇ すけゃぇ おぇお 

こけっすぇこくけ とっ しっ しかせつゃぇ こさけちっしなす /ゃあ. したっきぇすぇ くぇ しすさ. 6/. ‶さっょしすけはす けぉせつっくうは し けぉかぇしすくう-
すっ せこさぇゃうすっかう う おきっすけゃっ, おぇすけ ちっかすぇ っ けす 1 そっゃさせぇさう ょぇ きけあっ ょぇ しすぇさすうさぇ ぇおすうゃくけ ちっかうはす 
すけいう こさけちっし. 
‶け ょせきうすっ くぇ きうくうしすなさ ╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ, ぇおけ 67% けす しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ うょっぇかくう つぇしすう ゃ 

しゅさぇょぇすぇ  うしおぇす すは ょぇ ぉなょっ しぇくうさぇくぇ, ゃしうつおう けしすぇくぇかう とっ しぇ ょかなあくう ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ こさけ-
ちっしぇ.  ¨す こけさっょうちぇすぇ ういはゃう ゃ さぇいかうつくう きっょうう 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, しゃなさいぇくう しなし しぇくうさぇくっすけ くぇ ゃしうつおう こぇくっかくう う しすけきぇくけぉっすけくくう しゅさぇょう 
ゃ けしすぇくぇかうすっ しすさぇくう, おなょっすけ うきぇ こけょけぉくけ すうこうつくけ しすさけうすっかしすゃけ けす ゃさっきっすけ くぇ しけちうぇかう-
いきぇ, しすぇゃぇ はしくけ, つっ しっ っ こさけきっくうか う しぇきうはす けぉかうお くぇ ゅさぇょけゃっすっ う おぇつっしすゃけすけ くぇ あうゃけす ゃ 
すはた. 《ぇおす, おけえすけ しっ けつぇおゃぇ おぇすけ さっいせかすぇす う せ くぇし しかっょ おさぇは くぇ こさけちっしぇ.  
╄ょうく けす きけすうゃうすっ こさぇゃうすっかしすゃけすけ ょぇ こけょおさっこう しなし しさっょしすゃぇ こさけちっしぇ こけ しぇくうさぇくっすけ くぇ 

こぇくっかくうすっ しゅさぇょう ゃ ╀なかゅぇさうは っ  くっ しぇきけ そぇおすなす, つっ ゅけかはきぇ つぇしす けす すはた しぇ ゃっつっ けしすぇさっかう う 
しっ くせあょぇはす けす しっさうけいくう ゃかけあっくうは, ぇ すけゃぇ, つっ すっいう しゅさぇょう ぉうたぇ ぉうかう くぇえ-すさせょくけ しぇくうさぇくう 
ういちはかけ, ぇおけ ょなさあぇゃぇすぇ くっ こけょおさっこう すけいう こさけちっし. ‶さうつうくぇすぇ: くっ ゃしうつおう あうゃっっとう ゃ すはた 

〈けゃぇ っ くぇえ- 
こさっょこけつうすぇくう-

はす いぇ しゃぇすぉう ょっく けす 
おぇいぇくかなておうすっ きかぇ-
ょけあっくちう こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ, しなけぉとう いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 
‶かぇきっくぇ 〈っさいうっ-
ゃぇ, しこっちうぇかうしす こけ 
さぇょけしすくう けぉさっょう ゃ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う 
ょかなあくけしすくけ かうちっ いぇ 
ゅさぇあょぇくしおうすっ ぉさぇ-
おけしなつっすぇくうは.
╃ぇ しう おぇあぇす いぇゃっす-

くけすけ „ょぇ“ くぇ 6-すう 
のくう, ゃっつっ しぇ しっ いぇ-
こうしぇかう 4 ょゃけえおう 
おぇくょうょぇす-きかぇょけ-
あっくちう, ぇ ょけ くぇつぇかけ-

さぇいこけかぇゅぇす し くせあくうすっ しさっょしすゃぇ, いぇ ょぇ しぇくう-
さぇす ぇこぇさすぇきっくすうすっ しう. 

すけ くぇ のくう すったくうはす ぉさけえ くぇえ- きぇかおけ とっ しっ せょゃけう.
‶さうつうくぇすぇ きかぇょうすっ ょぇ ういぉっさぇす すけいう ょっく っ くっ しぇきけ しすさせこゃぇくっすけ くぇ 6-うちう ゃ くっゅけ, くけ う すけゃぇ, 

つっ っ しなぉけすぇ, 6-すうはす ょっく くぇ しっょきうちぇすぇ. ]すぇすうしすうおぇすぇ くぇ ゅさぇあょぇくしおうすっ ぉさぇおけゃっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こけきくう う ょさせゅう こけょけぉくう しゃぇすぉっくう たうす ょくう, おぇすけ くぇこさうきっさ 12.12.2012 ゅけょうくぇ うかう 11.11. 
2011 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお しゃぇすぉうすっ しすうゅくぇたぇ ょけ 10-12 くぇ ょっく, おぇおすけ ょくっゃくう, すぇおぇ う 
ゃっつっさくう しゃぇすぉう.

Тема с продължение
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╁しなとくけしす, ぇおけ すさはぉゃぇ ょぇ しきっ 

しなゃしっき すけつくう, ゅけょうくうすっ ゃ 
╆ぇゃけょ 6 いぇ ‶けくょっゃ  しぇ 41. ‶け 
しこっちうぇかくけしす ╉けかぬけ っ すっさきうしす し 

おゃぇかうそうおぇちうは, こぇさぇそうさぇくぇ ゃ 
おぇいぇくかなておうは きったぇくけすったくうおせき. 
╃ゃぇ きっしっちぇ ゃ くぇつぇかけすけ さぇぉけすうか 
ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ しすさけうすっかしすゃけ, 
いぇとけすけ くはきぇかけ きはしすけ, おぇおゃけすけ 
‶けくょっゃ うしおぇか, くけ しかっょ おぇいぇさきぇ-
すぇ くっとぇすぇ しっ くぇさっあょぇす.
36 きっしっちぇ う 18 ょくう しかせあうか 

おぇすけ „きけさしおう” ぇさしっくぇかしおうはす すっさ-
きうしす. ╋うくぇか こさっい ]けいけこけかしおけすけ 
せつうかうとっ, こけしかっ – こけ おけさぇぉうすっ... 
╆くぇっ とけ っ きぇかおぇ ゃけっくくぇ かけょおぇ, 
いくぇっ う とけ っ „╀けかぬてけえ けたけすくうお”. 
╋けさしおぇすぇ しかせあぉぇ こさうかはゅぇかぇ くぇ 
‶けくょっゃ, くぇせつうか しっ ょぇ こさっしかっょ-
ゃぇ こけょゃけょくう かけょおう けす こぇかせぉぇ し 
85-きうかうきっすさけゃけ けさなょうっ う しおさう-
すう こけょ くっは こけょゃけょくう ぉけきぉう, ょぇ 
おさなしすけしゃぇ うい 』っさくけ きけさっ けすゃなょ 
たけさういけくすぇ, ょぇ ぉなょっ きけさはお くぇ しすけ 
こさけちっくすぇ. ]かっょ こさったゃなさかはくっすけ 
ゃなゃ ╁ぇさくぇ すけえ せいくぇか う とけ っ っしおぇ-
ょさっく きうくけくけしっち, くぇえ-ゅけかっきうはす 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ ぉなかゅぇさしおう ゃけっくっく 
おけさぇぉ. ‶さっょう せゃけかくっくうっすけ けす 
しかせあぉぇ, こさけょなかあうかぇ こけゃっつっ けす 
けつぇおゃぇくけすけ, いぇさぇょう いぇょなさあぇくっ ゃ 
しかけあくぇ こけかうすうつっしおぇ けぉしすぇくけゃおぇ, 
おぇいぇくかなておうはす きかぇょっあ - けすかうつ-
くうお ゃ ぉけえくぇすぇ う こけかうすうつっしおぇすぇ 
こけょゅけすけゃおぇ, こけかせつぇゃぇ こさっょかけ-
あっくうっ いぇ けしすぇゃぇくっ ゃなゃ ╁けっくくけ-
きけさしおけすけ せつうかうとっ. ¨すたゃなさかは. 
╁かっつっ ゅけ ╉ぇいぇくかなお. ╇ „┿さしっくぇか”. 
╁しなとくけしす, ‶けくょっゃ っ さけょけき けす 
]さっょくけゅけさけゃけ. ╉なょっ くぇ てっゅぇ, 
おなょっ くぇ しっさうけいくけ おぇいゃぇ:”╁しっ 
けとっ ゅけ うきぇ くぇ おぇさすぇすぇ...”. 
╁さなとぇくっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ いぇおぇ-

かっくうは ゃ きけさっすけ すっさきうしす けいくぇつぇ-
ゃぇ しぇきけ っょくけ: 

‶けしすなこゃぇくっすけ ゃ „┿さしっくぇか”

‶さうっきぇす ゅけ しぇきけ しっょきうちぇ しかっょ 
きけかぉぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ. ╃ぇすぇすぇ ╉け-
かぬけ こけきくう すけつくけ: 25.11.1960-すぇ. 
‶なさゃけ っ ゃ おぇかうかくぇすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 6, 
おなょっすけ しっ ょぇゃぇ ょなかなゅ あうゃけす くぇ 
うくしすさせきっくすうすっ. ‶けしかっ しっ こさった-
ゃなさかは ゃ しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ いぇおぇかおうすっ 
くぇ ゃしうつおけ, しゃなさいぇくけ し ぇゃすけきぇすぇ 
„╉ぇかぇてくうおけゃ”, っ さぇぉけすぇ くぇ ‶けく-
ょっゃ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ ゅけょうくぇ う 
こけかけゃうくぇ, くけ すけえ ぉなさいけ さぇいぉう-
さぇ, つっ „くっ っ いぇ すぇき”, きぇおぇさ ょぇ っ 
けすかうつっく すっさきうしす. ╆ぇ おけっすけ こけ-
かせつぇゃぇか  くぇゅさぇょう. „[ってうた ょぇ しっ 
さぇいゃうゃぇき”, けぉはしくはゃぇ さってっくうっ-
すけ しう ぉなょっとうはす くぇつぇかくうお-ちった. 
[ぇいゃうすうっすけ しう けすおさうか ゃ 6/120 
こさう とぇきこうすっ, とぇくちうすっ, こさうぉけ-
さうすっ... 〈ぇおぇ すっさきうしすなす すさなゅくぇか 
こけ せしこってくけ ういゃなさゃはくぇすぇ こなすっおぇ 
おなき てかけしっさ-きぇすさうつぇさ, きぇえしすけさ-
しきはくぇ ょけ くぇつぇかくうお-しきはくぇ. ‶さっい 
ゅけょうくう ‶けくょっゃ ゃ さぇぉけすぇすぇ しう 
こさっあうゃはか さぇいょっかはくっすけ くぇ ちったぇ, 
しすさせおすせさうさぇくっすけ くぇ こかけとぇょおぇすぇ 
くぇ きはしすけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 4, ういくっしっく 
ゃ ╋なゅかうあ, けぉけさせょゃぇくっすけ し くけゃう 
てかぇえそ-きぇてうくう, し す. くぇさ. „¨こ-
すうつっしおう ╉なかゃぇつ”, おけけさょうくぇすっく 
てかぇえそ, ういこけかいゃぇくっすけ くぇ こさけ-

ゅさぇきくう きぇてうくう, っさけいうえくう, 
けぉっきくう う くうておけゃう きぇてうくう. 
〈ったくけかけゅううすっ しっ しきっくはす ゃなゃ 
ゃさっきっすけ. 〈ぇおぇ, くぇこさうきっさ, 

ちっゃくぇすぇ おせすうは, おけはすけ こなさ-
ゃけくぇつぇかくけ しっ ういさぇぉけすゃぇかぇ し 
おけゃぇくっ, ゃっつっ こさっきうくぇゃぇかぇ 
こさっい こさけちっしうすっ くぇ ういすっゅかは-
くっすけ. ╇ょゃぇ 1979-すぇ:  おけかっお-
すうゃなす つっしすゃぇ ょっしっすぇすぇ ゅけ-
ょうてくうくぇ くぇ ちったぇ いぇ とぇくちう. 

╇いさぇぉけすゃぇす しっ しこっちうぇかくう 
いくぇつおう こけ すけいう こけゃけょ, さぇい-
ょぇゃぇす しっ くぇゅさぇょう, こさぇゃう しっ 
ゅけかはきけ すなさあっしすゃけ. ╆ぇしかせ-
あっくけ – せしきうたゃぇ しっ ‶けくょっゃ 
う ゃ しこけきっくうすっ きせ しっ さっょはす 
せしこってくうすっ こさけういゃっょしすゃっくう 
いぇょぇつう, さっぇかういうさぇくう いぇ-
っょくけ し こさけそっしうけくぇかうしすう う 
さなおけゃけょうすっかう おぇすけ ′うおけかぇえ 
‶けこけゃ, ╇ゃぇく 』ぇおけゃ  う ......
┿つおぇおぇくけゃ.  
′ぇこさっょゃぇくっすけ くぇ すったくけ-

かけゅううすっ, し おけうすけ „┿さしっくぇか” 
ぉうか ゃうくぇゅう „ゃ おさぇお”, ういうしおゃぇ 
う くぇこさっょなお ゃ せきっくうはすぇ くぇ 
さぇぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう. 
] こけっきぇくっすけ くぇ こけゃっつっ さな-
おけゃけょくう けすゅけゃけさくけしすう, ‶けく-
ょっゃ しっ けそけさきは う おぇすけ ょけぉなさ 
せこさぇゃかっくっち くぇ くうゃけ ちった. ╁ 
っあっょくっゃくぇすぇ さぇぉけすぇ し おぇ-
こさういうすっ う かうつくけしすくうすっ けしけ-
ぉっくけしすう くぇ ゃしっおう こけょつうくっく, 
くぇつぇかくうおなす ゃうくぇゅう すさなゅゃぇか 
し ょけぉさけすけ くぇこさっょ. ╇いぉはゅゃぇか 
ょぇ せゃけかくはゃぇ, けこうすゃぇか こなさゃけ 
ょぇ さぇいぉっさっ つけゃっおぇ けすしさっとぇ, 
ょぇ ういゅけゃけさう し くっゅけ ゃないくうお-
くぇかうは こさけぉかっき. ′っ しぇきけ 
いぇさぇょう っょくけすけ つけゃっておけ けす-

くけてっくうっ, ぇ ゃ うきっすけ くぇ さぇぉけ-
すぇすぇ. ╆ぇとけすけ けこうすなす こけおぇいぇか, 
つっ ょけぉさうはす さぇぉけすくうお, きぇえしすけ-
さなす, くっ ゃうくぇゅう ぉうか ぉっいせこさっ-

つっく おぇすけ かうつくう おぇつっしすゃぇ, くけ 
つっしすけ ぉうか くっいぇきっくうき  おぇすけ 
しこっちうぇかうしす. ╉けっすけ っ ゃぇあくけ いぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ. 〈うは こさっちうい-
くう ゃ さぇぉけすぇすぇ しう たけさぇ しぇ けくっ-
いう, ぉっい つうえすけ すさせょ くっ きけゅぇす 
ょぇ ういこなかくはゃぇす いぇょぇつうすっ しう う 

おけかっゅうすっ うき けす ょさせゅうすっ いぇゃけ-
ょう, こけかいゃぇとう うくしすさせきっくすうすっ, 
くぇこさぇゃっくう ゃ ╆ぇゃけょ 6. ╁ すけゃぇ 
‶けくょっゃ う けしすぇくぇかうすっ ゃ いぇゃけょぇ 
くはきぇかけ くせあょぇ ょぇ ぉなょぇす せぉっあ-
ょぇゃぇくう. ╇ いぇすけゃぇ すっ くっ しう こけい-
ゃけかはゃぇかう ぉっいけすゅけゃけさくけしすう ゃ 
おぇつっしすゃけすけ くぇ ういょっかうはすぇ. „[ぇ-
ぉけすぇすぇ ぉってっ きくけゅけ しゃなさいぇくぇ 
し けしすぇくぇかうすっ いぇゃけょう う いぇすけゃぇ 
くはきぇてっ くぇつぇかくうお, し おけゅけすけ ょぇ 
くっ しっ さぇいぉうさぇきっ ょけぉさっ. ¨すくけ-
てっくうはすぇ きっあょせ くぇし しぇ ぉうかう 
ゃうくぇゅう きくけゅけ ょけぉさう, たけさぇすぇ 
しぇ しう けぉうつぇかう こさけそっしううすっ, 
ょなさあぇたぇ ょぇ しっ さぇぉけすう おぇおすけ 
すさはぉゃぇ”, おぇいゃぇ ╉けかぬけ ‶けくょっゃ.
¨くけゃぇ, くぇ おけっすけ う すけゅぇゃぇ 

きくけゅけ しっ ょなさあう, っ ゃたけょはとうはす 
う ういたけょはとうはす おけくすさけか, しこけ-
ょっかは ゃっすっさぇくなす. [ぇぉけすぇすぇ しなし 
しおなこうすっ かっゅうさぇくう しすけきぇくう 
ういうしおゃぇ すぇおなゃ こけょたけょ. ]すけきぇ-
くうすっ ゅう おぇさぇかう こさっょうきくけ けす 
]なゃっすしおうは しなのい, くけ こけくはおけゅぇ 
う けす ╂っさきぇくうは. ‶さうしすうゅぇかう くぇ 
けゅさけきくう ぉかけおけゃっ こけ くはおけかおけ 
すけくぇ ゃしっおう う こけしすっこっくくけすけ 
うき こさっゃさなとぇくっ ゃ こっさそっおす-
くう こさっちういくう うくしすさせきっくすう いぇ 
かぇうおぇ いゃせつう おぇすけ うしすうくしおけ 

つせょけ. ╂けかはきけ すけゅぇゃぇてくけ つせょけ, 
ょけさう いぇ しこっちうぇかうしすうすっ, ぉうかけ 
ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ 5-6- すけくくう-
すっ とぇくちう, おけうすけ ぇさしっくぇかちう 
こさぇゃっかう いぇ ╉せぉぇ... ”╋ぇかおうすっ” 
つせょっしうえおう しぇ くっとぇ おぇすけ おぇしう-
すっ いぇ おうしっかけすけ きかはおけ, おけうすけ 
ゃしっおう, こさっあうゃはか ゃさっきっすけ くぇ 
しけち-ぇ, ょけぉさっ こけきくう. ╆ぇ こさなゃ 
こなす てこさうちそけさきうすっ いぇ すはたくけすけ 
ういさぇぉけすゃぇくっ ぉうかう くぇこさぇゃっくう 
うきっくくけ ゃ „┿さしっくぇか”... 〈せお しっ 
こさぇゃっかう ょけさう う てこさうちそけさ-
きう いぇ ょぇきしおう つぇくすう こけ っゃさけ-
こっえしおう かうちっくい... ¨しくけゃくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ, さぇいぉうさぇ しっ, しっ 
こけょつうくはゃぇかけ くっ くぇ こけすさっぉ-
くけしすうすっ くぇ てうさこけすさっぉぇすぇ, ぇ 
くぇ しこっちうぇかくけすけ ぇさしっくぇかしおけ 
こさけういゃけょしすゃけ. ‶さけういゃけょしすゃけ, 
つっしすけ けこうしゃぇくけ おなょっ くぇ てっゅぇ, 
おなょっ-くぇうしすうくぇ, し こさういうゃぇ:

╉けさぇぉなす つぇおぇ!

╂けかっきうすっ う しこってくう こけさなつ-
おう いぇ ういくけし つっしすけ ういこさぇゃはかう 
ぇさしっくぇかちう „くぇ くけおすう”. ╆ぇゃけょ 
6 くうおぇお くっ こさぇゃう ういおかのつっ-
くうっ, さぇいぉうさぇき けす さぇいおぇいぇ くぇ 

╉けかぬけ ‶けくょっゃ. ╇ すけえ, う くっゅけ-
ゃうすっ たけさぇ, しなとけ しぇ しすけはかう こけ 
くけとうすっ ゃ ちったぇ, おけゅぇすけ „おけ-
さぇぉなす つぇおぇ”. „╉けゅぇすけ しっ おぇ-
あってっ, しっ さぇぉけすってっ う くけとっき. 
╉けきこっくしうさぇたきっ たけさぇすぇ し ょけ-
こなかくうすっかくぇ こけつうゃおぇ. ╁ょうゅぇ 
しっ う いぇこかぇとぇくっすけ”, しこけきくは しう 
すけゅぇゃぇてくうはす くぇつぇかくうお-ちった. 
┿ くっゅけゃうすっ たけさぇ うきぇす しかけあ-
くう いぇょぇつう: こけさなつおうすっ しぇ いぇ 
っょうくうつくう ぉさけえおう, きぇおしうきせき 
– ょけ 10-20. ‶さう うくしすさせきっくすう-
すっ, とぇきこうすっ う とぇくちうすっ はゃくけ 
っ すぇおぇ. ╃けこなかくうすっかくぇ しかけあ-
くけしす ゃくぇしは う けぉしすけはすっかしすゃけ-
すけ, つっ こさっちういくぇすぇ さぇぉけすぇ いぇ 
そうくうすっ くっとぇ ういうしおゃぇ ょくっゃくぇ 
しゃっすかうくぇ いぇ しすさせゅぇさう, そさっいう-
しすう, おけけさょうくぇすつうちう, てかけしっ-
さう-きぇすさうつぇさう, っさけいうえつうちう... 
‶なさゃけくぇつぇかくけ しっ さぇぉけすっかけ くぇ 
すさう しきっくう, ぉうかけ こけ ゃさっきっすけ くぇ 
せこさぇゃかっくうっすけ くぇ „╋っすぇかたうき” 
けす ゅっく. ╂っけさゅう ぅきぇおけゃ. ‶けしすっ-
こっくくけ くけとくぇすぇ しきはくぇ けすこぇょぇ. 
╁ すぇおうゃぇ せしかけゃうは, くっ  っ つせょくけ, 
つっ  ‶けくょっゃ さぇぉけすう こさっょうきくけ し 
きなあっ. ╇きぇかけ しぇきけ っょくぇ あっくぇ, 
こさはおけ いぇっすぇ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
くけ う すは くぇこせしくぇかぇ. ╅っくうすっ ゃ 

6/120 ぉうかう こさっょうきくけ けすつっす-
くうつおう, しすぇすうしすうつおう. ′っ ゃしっおう 
う けす きなあっすっ しゃうおゃぇか し さぇぉけすぇ-
すぇ う しっ しこさはゃぇか ょけぉさっ. ╉けえすけ 
くっ せしこはゃぇか, しう すさなゅゃぇか. ╉ぇおすけ 
‶けくょっゃ おぇいゃぇ: ”¨すうゃぇたぇ くぇ 
ょさせゅう きっしすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, すぇき, 
おなょっすけ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす こけかっい-
くう”. ╉ぇょさうすっ う くぇ すけいう ちった 
しっ くぇぉうさぇかう けす おぇいぇくかなておう-
すっ きったぇくけすったくうつっしおう せつうかう-
とぇ – すったくうおせきぇ う いぇゃけょしおけすけ 
]‶〈〉. 〈ったくけかけいうすっ しなとけ ぉうかう 
しさっょくう すったくうちう – きくけゅけ ょけぉさう 
ゃ こさけそっしうはすぇ しう. ╇いょうゅぇかう 
しっ ゃ こさぇおすうおぇすぇ, すさなゅゃぇかう けす 
さぇぉけすくうお. ╃っえくけしすうすっ ぉうかう 
しすさけゅけ しこっちうぇかういうさぇくう, こさぇ-
ゃっかう しっ きくけゅけ しきっすおう...
╁ しこけきっくうすっ しう いぇ けくけゃぇ ゃさっ-

きっ くぇ ぇおすうゃっく あうゃけす ╉けかぬけ くっ 
こさけこせしおぇ う さぇょけしすうすっ. ╉ぇおすけ 
くぇゃしはおなょっ うい „┿さしっくぇか”, たけ-
さぇすぇ う すせお, ゃ 6/120, しう しすぇゃぇ-
かう ぉかういおう う しう おけくすぇおすせゃぇかう 
ょぇあっ う しかっょ さぇぉけすぇ. ]なとっしす-
ゃせゃぇくっすけ くぇ す. くぇさ. そけくょ „╀さう-
ゅぇょうさ” ょぇゃぇかけ ゃないきけあくけしす いぇ 
くぇぉうさぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ こけ-
つっさこおう う さぇいたけょおう. 〈け ぉうかけ 
っおしおせさいうう, すけ ぉうかけ ぉぇくおっすう, 
すけ たうあう...   

╉けかぬけ ぉうか う しこけさすうしす 

╁ けくうは ゃさっきっくぇ さはょおけ うきぇかけ 
さぇぉけすくうお う しかせあうすっか, おけえすけ 
けしすぇゃぇか ういゃなく ういはゃうすっ くぇ いぇ-
ゃけょしおぇすぇ しぇきけょっえくけしす, しこけさすぇ 
う ゃしっゃないきけあくうすっ ょさせゅう うくう-
ちうぇすうゃう. ╉けえ – ゃ ょけぉさけゃけかくう-
すっ けすさはょう, おけえ – こっっ ゃ たけさぇ, 
おけえ – すぇくちせゃぇ, おけえ すうつぇ ゃ 
けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ, おけえ – ょぇゃぇ 
おさなゃ... ╉けかぬけ ‶けくょっゃ, し けこうすぇ 
しう けす ゃけえくうおかなおぇ くぇ きけさっ, くっ 
けしすぇくぇか くっいぇぉっかはいぇく けす いけさ-
おけすけ けおけ くぇ けすゅけゃけさくうおぇ いぇ 
しこけさすぇ ゃ おけきぉうくぇすぇ – ゃしっうい-
ゃっしすくうはす ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ. ′ぇ-
つぇかくうつっしおうすっ けすゅけゃけさくけしすう くっ 
ょぇゃぇかう きくけゅけ しゃけぉけょくけ ゃさっ-
きっ くぇ ‶けくょっゃ, くけ すけえ くっ きけ-
ゅなか ょぇ ういぉっゅくっ ゃおかのつゃぇくっすけ 
きせ ゃ けすぉけさぇ こけ きくけゅけぉけえ. ′っ 
ういぉっゅくぇか う ぉはゅぇくっすけ くぇ ょなかゅう 
う おなしう さぇいしすけはくうは. ′はおけゅぇて-
くうはす ゅさっぉっち くぇ ょうゃういうけくくうは 
けすぉけさ ぉなさいけ こぇしくぇか ゃ ぇさしっ-
くぇかしおうは こけ きくけゅけぉけえ. ╉なき 
ょくってくぇ ょぇすぇ ‶けくょっゃ くっ こけきくう 
すけつくけ おけゅぇ っ ゅさっぉぇか いぇ こけしかっょ-
くけ ゃ かけょおぇ, すさはぉゃぇ ょぇ っ ぉうかけ 
おなき 1975-すぇ, くけ しなし しうゅせさくけしす 
こけきくう しこけさすくうすっ くぇょこさっゃぇさう, 
おなょっすけ, いぇっょくけ し  ╋ぇかつけ, „あな-
くっかう” きっょぇかう しかっょ きっょぇかう. 
╃くっし ╉けかぬけ ‶けくょっゃ あなくっ 

ょさせゅう さぇょけしすう. ╁っつっ いぇゅせぉうか 
しなこさせゅぇすぇ しう 〈ぇくおぇ [せしっゃぇ, 
しなとけ ぇさしっくぇかしおう おぇょなさ, ゃっすっ-
さぇくなす こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ぉなょっ し 
きかぇょぇすぇ そぇきうかうは – とっさおぇすぇ, 
いっすぇ う ょっちぇすぇ. ╋うくぇかうすっ くぇし-
おけさけ おけかっょくう う くけゃけゅけょうて-
くう こさぇいくうちう ょはょけすけ くぇ ゃっつっ 
16-ゅけょうてっく ゃくせお こさっおぇさゃぇ ゃ 
]けそうは, こさう ょっちぇすぇ. 
‶っくしうけくっさなす-ゃっすっさぇく くっ しう 

こけいゃけかはゃぇ しおせおぇ う ゃ っあっょくっ-
ゃうっすけ. ╆ぇ くっゅけ ”╃ゃうあっくうっすけ 
っ ゃしうつおけ!”. ╁ うきっすけ くぇ „ょゃう-
あっくうっすけ” しっゅぇ あうゃけすなす きせ っ: 
ょゃっ さぇいたけょおう くぇ ょっく けす ょけきぇ 
きせ ゃ ╇いすけつくけすけ ょけ ちっくすなさぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお う けぉさぇすくけ; ゅさうあぇすぇ 
いぇ かけいっくちっすけ, おなょっすけ けとっ くぇ 
ゃさっきっすけ しっきっえくけ  けぉうつぇかう ょぇ 
たけょはす, つっ いぇすけゃぇ ょぇあっ ゅけ しくぇぉ-
ょうか し ぇおせきせかぇすけさ けす ゃなさてぇつおぇ 
う すっかっゃういけさ „ぃくけしすぬ”; しさっ-
とうすっ し こさうはすっかう, し おけうすけ しっ 
ゃさなとぇす ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ ゅけょう-
くう. ╂けょうくう くぇ „╉けさぇぉなす つぇおぇ!”, 
くけ う ゅけょうくう くぇ そけくょ „╀さうゅぇ-
ょうさ”... ╃ゃうあっくうっ ゃなゃ ゃしはおぇお-
ゃう ういきっさっくうは.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╇しすうくぇすぇ, つっ „┿さしっくぇか” っ きはしすけ, ゃ つうはすけ うしすけさうは, おなょっすけ う ょぇ おけこくって, とっ ういかっいっ 
くっとけ くっけぉうつぇえくけ, しっ こけすゃなさあょぇゃぇ う ゃ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ぉうけゅさぇそうは くぇ ゃっすっさぇ-
くぇ けす ╆ぇゃけょ 6 ╉けかぬけ ‶けくょっゃ. ¨す くっゅけ くぇせつぇゃぇき, つっ, けしゃっく きぇとぇぉくう こさけっおすう おぇすけ 
こなさゃうすっ ぉなかゅぇさしおう おけかう – ╀せかゅぇさ [っくけ, おぇいぇくかなておうは うくょせしすさうぇかっく ゅうゅぇくす しっ いぇ-
くうきぇゃぇか う し „ょさっぉけかうう”, おぇすけ おぇしうすっ いぇ おうしっかけすけ きかはおけ, くぇこさうきっさ... ╃ぇ, こなさゃうすっ 
てこさうちそけさきう, こけ おけうすけ こけしかっ こけつゃぇ きぇしけゃけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ たうかはょうすっ おぇしう, 
っあっょくっゃくけ さぇいおぇさゃぇくう こけ きぇゅぇいうくう う きかっおけおけきぉうくぇすう, しぇ ぇさしっくぇかしおぇ さぇぉけすぇ... 
╉けはすけ ゃなさゃう せしこけさっょくけ し ういゃなくさっょくけ しっさうけいくうすっ いぇょぇつう こけ うくしすさせきっくすぇかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ, けしくけゃくぇ ょっえくけしす くぇ ╆ぇゃけょ 6 う ょけ ょくっし. ]こけさっょ ‶けくょっゃ, くはおけゅぇてっく 
くぇつぇかくうお ちった, さぇぉけすぇすぇ ゃ いぇゃけょぇ くっ っ いぇ ゃしっおう. „╇くしすさせきっくすぇかつうお きけあっ ょぇ ぉなょっ 
しぇきけ すけいう, おけえすけ し ゅけかはきぇ かのぉけゃ せしゃけはゃぇ こさけそっしうはすぇ しう う っ けすょぇょっく ういちはかけ くぇ 
くっは”, おぇすっゅけさうつっく っ すけえ. ╆ぇすけゃぇ きくけゅけ きかぇょっあう うょゃぇかう, こけしかっ くぇこせしおぇかう, しかっょ 
おぇすけ ゃうあょぇす, つっ すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ くっ っ いぇ すはた う すなさしっかう しゃけっすけ きはしすけ くぇ ょさせゅう 
すっさっくう くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. ╃させゅう – けしすぇゃぇかう. ′はおけう, おぇすけ ╉けかぬけ ‶けくょっゃ - こけゃっつっ 
けす 40 ゅけょうくう.   
╇きぇかけ う すぇおうゃぇ, おけうすけ うしおぇかう ょぇ こけかせつぇゃぇす こぇさう, ぉっい ょぇ さぇぉけすはす... ′け いぇ こけゃっ-

つっすけ, し おけうすけ ゃっすっさぇくなす っ ょっかうか たかはぉぇ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ しう ぉうすうっ, すけえ せゃっさっくけ 
おぇいゃぇ: „╇きぇてっ きくけゅけ しないくぇすっかくう たけさぇ. ′ぇ すはた さぇいつうすぇた”. 

[けょっく っ くぇ 8 ぇゃゅせしす  こさっ
ょう 57 ゅけょうくう ゃ ╀っさおけゃう
ちぇ. ¨さうしぇく っ いぇ こっっくっ けす 
きぇかなお. ‶さけとなこせかくうおなす 
しう こさぇゃう ゃ  っきぉかっきぇすうつ
くうは いぇ しけちぇ  たけさ „╀けょさぇ 
しきはくぇ“, ぇ こけしかっ う ゃ ぇく
しぇきぉなかぇ くぇ ╂かぇゃくけ せこ
さぇゃかっくうっ くぇ ]すさけうすっかくう 
ゃけえしおう. 
』っ けす くっゅけ とっ しすぇくっ こっ

ゃっち, かうつぇかけ けす っくすせしうぇ
いきぇ, し おけえすけ ゃ ょっすしおうすっ 
しう ゅけょうくう こせしおぇ こかけつう 
し ういこなかくっくうはすぇ くぇ [け
ぉっさすうくけ ╊けさっすう う おさっ
とう し すはた. ] こさうしなとけすけ しう 
すなくおけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ 
こさういくぇゃぇ, つっ けとっ ゃ 7-きう 
おかぇし, おけゅぇすけ ゅかぇしなす きせ 
きせすうさぇか, ぉうか かのぉうきっち 
くぇ あっくうすっ. ‶さっい 80-すっ 

╋¨╇《【ぇ【 ╊ ╉〉╊』 
《ちしけせ ╈そちあせそう:

╂けしこけょうく ╂けさぇくけゃ, うきぇきっ 
かう こけかっいっく たけょ くうっ, ぉなかゅぇ
さうすっ, けすすせお くぇすぇすなお? 
- ┿おけ きうしかうき, つっ くはきぇきっ こけ

かっいっく たけょ, すけ こけ-ょけぉさっ ぉぇゃくけ 
ょぇ すさなゅくっき おなき ゅさけぉうとぇすぇ, いぇ 
ょぇ くっ しないょぇゃぇきっ こぇくうおぇ. ╃ぇ しう 
ういおけこぇっき ゅさけぉけゃっすっ, ょぇ しう かっゅ
くっき う ょぇ こさうおかのつう すぇいう ちはかぇすぇ 
しぇゅぇ. ╇しすけさうつっしおう こけゅかっょくぇすけ, 
くっ さはょおけ ょなさあぇゃぇすぇ くう っ ういこぇ
ょぇかぇ ゃ すぇおうゃぇ すさせょくう, おさういうし
くう しうすせぇちうう う きけあっ ぉう すけつくけ 
すぇき っ さぇいおけゃくうつっすけ. ╇ おけかおけ
すけ こけ-おさういうしくぇ っ しうすせぇちうはすぇ, 
すけかおけゃぇ こけ-ぉなさいけ しっ くぇきう
さぇ ういたけょ. ╇きぇき くはおぇおゃけ しゃけっ 
ゃなすさってくけ せしっとぇくっ, つっ しおけさけ 
とっ こけっきっき こけ ぉっかうは こなす, いぇとけ
すけ ょけしすぇ ゃさっきっ きうくぇ. 25 ゅけょう
くう  こしっゃょけょっきけおさぇちうは, きくけゅけ 
っ. ╋ぇえ とっ すさはぉゃぇ ゃっつっ ょぇ しう 
こけしすぇゃうき こさうけさうすっすう ゃ すけいう 
あうゃけす, いぇ ょぇ しこさっき ょぇ ゃうおぇきっ 
′っゃけかはすぇ う ょぇ つぇおぇきっ ょぇ ょけえょっ 
くはおけえ ょぇ くう けこさぇゃう - は ╂けかっ
きうは, は ╋ぇかおうは ぉさぇす, ぇ しぇきう ょぇ 
くぇきっさうき ういたけょ, こなすは, こけ おけえすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ すさなゅゃぇきっ.  ̈ つっゃうょくけ 
っ, つっ こなす うきぇ. ┿い しなき けす しすぇさぇすぇ 
ておけかぇ う いくぇき, つっ,  ぇおけ つけゃっお 
しぇき くっ しう こけきけゅくっ, くはきぇ おけえ ょぇ 
ゅけ くぇこさぇゃう. 〈さはぉゃぇ ょぇ ういかっいっき 
けす さぇきおうすっ くぇ くぇてぇすぇ くぇさけ
ょけこしうたけかけゅうは, おさぇえくけ ゃさっきっ っ 
ょぇ しこさっき ょぇ つぇおぇきっ くっゃけかはすぇ 
ょぇ くう けこさぇゃう くっとぇすぇ. 

╁うっ ゃはさゃぇすっ かう くぇ いょさぇゃうは 
さっそかっおし くぇ ぉなかゅぇさうくぇ, すなえ 
おぇすけ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
けこかぇおゃぇくっすけ  う けあぇかゃぇくっ
すけ くう おぇすけ つっ かう っ くっとけすけ, 
おけっすけ おけくちっくすさうさぇ せしうかうは
すぇ くう う けしきうしかは あうゃけすぇ くう?  
‶け-しおけさけ こさっょこけつうすぇきっ ょぇ 
ょっかっゅうさぇきっ けすゅけゃけさくけしすすぇ 
いぇ くぇてうは あうゃけす くぇ ょさせゅう 
- くぇ すっいう, おけうすけ ういぉうさぇきっ. 
[ぇいすけゃぇさゃぇきっ っょうく ゃうょ けす
ゅけゃけさくけしす けす くぇし しぇきうすっ…
- ╀なかゅぇさうくなす くっ けぉうつぇ こけ 

こさうくちうこ ょぇ こけっきぇ けすゅけゃけさくけしす. 
╂けゃけさうき いぇ くっとぇ, おけうすけ しかっょゃぇ 
ょぇ しっ こさっさぇいゅかっょぇす うい けしくけゃう: 
こなさゃけ - ょぇかう きけあっき ょぇ ゃなさゃうき 
いぇっょくけ, いぇとけすけ ぉなかゅぇさうくなす っ 
こさっおぇかっくけ ゅけかはき うくょうゃうょせぇ
かうしす, すけえ くっ けぉうつぇ ょぇ さぇぉけすう 
ゃ っおうこ, ょぇ こけっきぇ けすゅけゃけさくけしす. 
〈けえ けぉうつぇ しぇき ょぇ しう こさぇゃう くっ
とぇすぇ. ┿ くぇ すけいう っすぇこ くっ しすぇゃぇ 
すぇおぇ, こけ すけいう くぇつうく. ┿おけ うしおぇて 
ょぇ しっ しかせつゃぇす くっとぇすぇ, すっ すさはぉ
ゃぇ ょぇ しっ しかせつゃぇす う けおけかけ すっぉ, 
くっ しぇきけ し すっぉ う ゃ すっぉ. ′はきぇ おぇお 
うくぇつっ すう ょぇ しう ょけぉさっ, ぇ ゃしうつおけ 
くぇけおけかけ ょぇ っ せあぇしくけ. ┿おけ うし
おぇきっ ょぇ くう しっ しかせつゃぇす くっとぇすぇ, 
すけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けこうすゃぇきっ ょぇ 
しきっ しなこさうつぇしすくう しなし しすぇゃぇとけ
すけ う けおけかけ くぇし, ょぇ しきっ ょけぉさう 
こけ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ きけあっき, ぇ 
う っょくぇ けす けしくけゃくうすっ そうかけしけ
そうう けとっ けす ╃さっゃくうは ╇いすけお っ, 
つっ くぇ ぉっょくうは つけゃっお くっ しっ こけ
きぇゅぇ. ┿おけ すけえ しぇき くっ くぇきっさう 
くぇつうくう ょぇ しう しすなこう くぇ おさぇおぇすぇ 
う ょぇ こけおぇあっ, つっ うしおぇ う きけあっ 
ょぇ こさぇゃう くっとけ. ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
こけきけと っ ょぇ こけょぇょって さなおぇ くぇ 
こぇょくぇかうは, ょぇ ゅけ きけすうゃうさぇて 
けすくけゃけ ょぇ しすなこう くぇ おさぇおぇ. ╁ 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう けぉぇつっ いぇぉっ
かはいゃぇき っょくぇ こかぇてっとぇ ぇこぇすうは せ 
くぇし, ゃ おけはすけ ゃしっおう しっ っ しおさうか ゃ 
つっさせこおぇすぇ しう, ゃしっおう つぇおぇ. ╉ぇお
ゃけ つぇおぇ? ¨しけぉっくけ ういきうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ ぉってっ こけおぇいくぇ こけ けすくけ
てっくうっ くぇ すけゃぇ, おけっすけ しっ しかせつう: 
くぇゃけょくっくうは, いっきっすさっしっくうは . 

]けねせあてあ すけ さあとくあ うけせあえけ か いけしあ にそちあてあ おあ つか そいけねあて
╁なこさっおう すけゃぇ, くうっ おぇすけ くぇさけょ 
くぇきっさうたきっ くはおぇおゃう しうかう, いぇ ょぇ 
しっ けぉっょうくうき う ょぇ しう こけきけゅくっき 
しぇきう. ′け ゃうくぇゅう かう すさはぉゃぇ くっ
こさっきっくくけ ょぇ つぇおぇきっ ょぇ しっ しかせ

つう くっとけ すぇおけゃぇ う すけゅぇゃぇ ょぇ しきっ 
けぉっょうくっくう?  ╇ ょぇえ, ╀けあっ, すけゃぇ, 
おけっすけ くう しっ しかせつう, ょぇ くう っ しなぉせ
ょうかけ こけ くはおぇおなゃ くぇつうく, いぇとけすけ  
あうゃけすなす っ ゃ すけいう きうゅ. ╅うゃけすなす 
っ ょくっし. ╇ すけゃぇ っ ちっくくけすけ, おけっすけ 
うきぇきっ . 

〈けゃぇ かう っ さっちっこすぇすぇ つけゃっお 
ょぇ しなたさぇくう ょなかゅけ しゃけはすぇ 
あういくっくけしす, ゃっょなさ こけゅかっょ 
おなき あうゃけすぇ? ╃ぇ きかぇょっっ う 
ょぇ ゅさっぉっ し こなかくう てっこう けす 

あうゃけすぇ…?
- ┿い くっ しなき きうしかうか くうおけゅぇ いぇ 

すぇおぇゃぇ さっちっこすぇ. ╁なこさけしなす っ おぇお 
しう くぇしすさけっく う おぇお しう ゃないこうすぇく 
ょぇ あうゃっって. ╉ぇお しぇ くぇしすさけっくう 
けつうすっ すう う ょせてぇすぇ すう ょぇ ゃうあょぇす 
う せしっとぇす. 〈ぇおぇ, つっ, ぇおけ うきぇて 
けつう ょぇ ゃうあょぇて  たせぉぇゃうすっ くっとぇ, 
すう とっ ういゅかっあょぇて うくぇつっ. ╇ とっ 
ゅう ゃうあょぇて たせぉぇゃうすっ くっとぇ. ┿ 
すけゃぇ こさけきっくは ういちはかけ きうさけゅかっ
ょぇ, すっぉ しぇきうは, ゃういうはすぇ すう. ‶け
いうすうゃくうはす つけゃっお しう かうつう. 

╇いきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ こさっきう
くぇ こけょ いくぇおぇ くぇ 30-ゅけょうて
くぇすぇ ╁う しなゃきっしすくぇ ょっえくけしす 
し ╉さうしすうくぇ ╃うきうすさけゃぇ. ′ぇ
こさぇゃうたすっ しすけすうちう おけくちっさすう 

ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ‶さけきっくはす 
かう しっ けつうすっ くぇ こけつうすぇすっかう
すっ ╁う し ゅけょうくうすっ?
- ┿い しなき きくけゅけ とぇしすかうゃ, つっ ゃ 

きぇかおうすっ ゅさぇょつっすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは 

しぇ しっ いぇこぇいうかう くはおけう ちっくくけしすう. 
〈ぇき すっ しぇ きくけゅけ こけ-きうかう, こけ-
しなさちぇすう, こけ- たせぉぇゃう う こけ-ゅけすう
くう たけさぇ. ┿ ゃ ゅけかっきうは ゅさぇょ すぇおぇ 
すっ いぇゃなさすぇ おけかっかけすけ くぇ っあっ
ょくっゃうっすけ, つっ ょぇあっ う おけきてうう
すっ くっ しっ こけいょさぇゃはゃぇす. ′っ きけゅぇ 
ょぇ くぇきっさは ゃうくけゃくう いぇ すけゃぇ. 
╋けあっ ぉう こさけぉかっきなす っ ゃなすさっ ゃ 
くぇし, くうっ しぇきう しきっ しう ゃうくけゃくう. 
╋なょさうすっ そうかけしけそう おぇいゃぇす, つっ 
っ ょけしすぇすなつくけ ょぇ こけかせつうて こけ 8 
こさっゅさなょおう くぇ ょっく, くけ けす しなさちっ, 

いぇ ょぇ いぇさっょうて ぉぇすっさううすっ いぇ ちっ
かうは ょっく う ょぇ ゅかっょぇて こけいうすうゃくけ 
くぇ あうゃけすぇ. ┿ くうっ? ′うっ くっ しう ゅう 
ょぇゃぇきっ. ̈ すつせあょっくうっすけ う すなゅぇすぇ 
ゃ ゅけかっきうは ゅさぇょ しぇ ゃ くっゃっさけはすくう 
きぇとぇぉう. 

╉ぇお あうゃっっすっ  けすゃなょ しちっくぇ
すぇ? 
- ╃けぉさっ. ¨こうすゃぇき しっ ょぇ しっ 

ゅさうあぇ いぇ っょくぇすぇ しう あっくぇ, いぇ
とけすけ ょさせゅぇすぇ,  ょなとっさはすぇ, うい
ぉさぇ つせあぉうくぇ. ╀けさう しっ ょっすっすけ, 
しぇきけ ょぇ っ あうゃけ う いょさぇゃけ, ょぇ ょぇ 
うきぇ おなしきっす. ╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
っょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ せしこはた ょぇ 
え けしうゅせさは ゃ けくっいう ゃさっきっくぇ, ぉっ 
ういぉけさなす. ┿ ゃ すっあおうは しけち くうっ 
くはきぇたきっ すけゃぇ こさぇゃけ, くぇ ういぉけさ. 

]っゅぇ, ょぇ っ あうゃぇ う いょさぇゃぇ, ょぇ 
けこうすぇ おなしきっすぇ しう.

╁うっ しすっ  さうちぇさ すぇきこかうっさ. 
′っ ゃしっおう きけあっ ょぇ しっ こけしゃっ

すう くぇ すけゃぇ, くぇかう?
- ╃ぇ, すぇおぇ っ, つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 

ょぇょっ. 』けゃっお すさはぉゃぇ ょぇ あうゃっっ 
すぇおぇ, つっ ょぇ けしすぇゃう くっとけ しかっょ 
しっぉっ しう. ╇くぇつっ しっ こさっゃさなとぇ
きっ ゃ っょくう きぇてうくう いぇ そっおぇかうう, 
こさけしすけ っ けぉうょくけ ょぇ しっ あうゃっっ 
すぇおぇ. ╊うつくぇすぇ きう おぇせいぇ ゃうくぇゅう 
っ ぉうかぇ たけさぇすぇ ょぇ しっ けぉうつぇす. ┿ 
くぇてぇすぇ しおさけきくぇ ちっか ゃ けさょっくぇ っ 
うおせきっくうつっしおけすけ こさぇゃけ - けぉっょう
くっくうっすけ くぇ ゃしうつおう さっかうゅうう, いぇ
とけすけ ╀けゅ っ っょうく, くけ し さぇいかうつくう 

うきっくぇ. 』けゃっお すさはぉゃぇ ょぇ ゃはさゃぇ 
ゃ しっぉっ しう う ゃ くっとけ きぇかおけ こけ-
しなゃなさてっくけ けす くぇし - ゃ かのぉけゃすぇ, 
おぇおすけ っ ゃはさゃぇか 》さうしすけし. ╁はさ
ゃぇとうすっ ゅかっょぇす こけ しなゃしっき ょさせゅ 
くぇつうく くぇ あうゃけすぇ しう, くぇ くっとぇすぇ 
けおけかけ しっぉっ しう. ╇きぇす けつう いぇ たせ
ぉぇゃうすっ くっとぇ, ぇ すっ しぇ くぇゃしはおなょっ 
けおけかけ くぇし! ╉ぇおすけ おぇいゃぇ ╉けくそせ
ちうえ - ぇおけ せしこっって ょぇ こけしすうゅくって 
くはおぇおなゃ こぇさうすっす きっあょせ ぉはかけすけ 
う つっさくけすけ, きっあょせ ょけぉさけすけ う かけ
てけすけ, いくぇつう しう こけしすうゅくぇか こなか
くぇすぇ たぇさきけくうは.

′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ こけせおぇ ゃ あう
ゃけすぇ ╁う ょけすせお? 
- ┿, こけせおう おけかおけすけ うしおぇて. 

╄ょくぇ けす ゃぇあくうすっ っ, つっ すさはぉ

ゃぇてっ ょぇ ぉなょぇ こけ-けさゅぇくういうさぇく 
けすおなき ゃさっきっすけ しう, いぇ ょぇ うきぇき 
こけゃっつっ ゃさっきっ いぇ くぇえ- ぉかういおう
すっ しう: しっきっえしすゃけ う こさうはすっかう. 
╇ いぇ しっぉっ しう ょけくはおなょっ. ╀はた しっ 
けすょぇか こけゃっつっ くぇ きせいうおぇすぇ, こっっ
くっすけ, くぇ すけゃぇ ょぇ しっ しかせつゃぇす くっ
とぇすぇ, ぇおけ きけあっ ╃′╄]. ′け こなお 
くっ しなあぇかはゃぇき いぇ  すけゃぇ, おけっすけ 
しっ っ しかせつうかけ. ╋けあっ ぉう すぇおぇ っ 
ぉうかけ こうしぇくけ. ′け しなき とぇしすかうゃ, 
いぇとけすけ くはきぇ くうとけ こけ-こさうはすくけ 
けす こけしかっょくうは ぇおけさょ くぇ っょうく 
おけくちっさす. ╃ぇ ゃうょうて っょくう せしきうた
くぇすう たけさぇ,  おけうすけ しう すさなゅゃぇす し 
くはおぇおゃぇ くぇょっあょぇ. 

╁うっ しう けしすぇくぇたすっ しっおししうき
ゃけか いぇ きくけゅけ あっくう, こさう すけゃぇ 
けす さぇいかうつくう こけおけかっくうは, ぇ ゃ 
しなとけすけ ゃさっきっ いぇ ╁ぇし くっ しっ っ 
つせかけ くうとけ おけきこさけきっすうさぇ
とけ.
- ╋うしかは, つっ くはきぇ くうとけ しさぇきくけ 

ゃ すけゃぇ つけゃっお ょぇ けしすぇくっ ゃっさっく 
くぇ しなこさせゅぇすぇ しう, ょぇ しう は けぉうつぇ. 
╄すけ, う こさう ]すうくゅ っ すぇおぇ. ╁なこけさし 
くぇ こさうくちうこう, ちっくくけしすう.

╉ぇお しっ こけょょなさあぇ すぇおけゃぇ 
いょさぇゃけ しっきっえしすゃけ?
- ‶なさゃけ, すさはぉゃぇ ょぇ しう こさうはすっか 

し つけゃっおぇ, し おけゅけすけ あうゃっって, う ょぇ 
くっ しっ けこうすゃぇすっ ょぇ しっ ょけおぇいゃぇすっ 
っょうく くぇ ょさせゅ, ぇ ょぇ しっ こさうっきぇすっ 
すぇおうゃぇ, おぇおゃうすけ しすっ, ょぇ ゅかっょぇすっ 
ゃ っょくぇ こけしけおぇ. ┿い しうゅせさくけ うきぇき 
きくけゅけ すさっしおう いぇ ょはかぇくっ. 

¨とっ かう しゃっすなす っ いぇ ょゃぇきぇ?  
╇かう っ くぇおさけっく いぇ きくけゅけ こけ
ゃっつっ.
- ¨, いぇ ょゃぇきぇ っ しゃっすなす. ╋うくう

きせき いぇ ょゃぇきぇ. ╆ぇとけすけ くうおけえ 
つけゃっお くっ っ しぇきけすっく けしすさけゃ. 
′うっ, たけさぇすぇ, しきっ しけちうぇかくう あう
ゃけすくう. ′うっ こさぇゃうき くっとぇすぇ くっ 
しぇきけ いぇ しっぉっ しう, ぇ ゅう こさぇゃうき う 
いぇさぇょう けおけかくうすっ, たけさぇすぇ, おけうすけ 
くう けぉうつぇす. ╇ くぇえ-うくすっさっしくけすけ 
っ, つっ おけゅぇすけ つけゃっお けぉうつぇ, すけえ 
こさぇゃう ゃしうつおけ けす くせあょぇ ょぇ ゃうょう 
ょさせゅうは ょけ しっぉっ しう とぇしすかうゃ. 〈けえ 
くっ すなさしう くうとけ すけゅぇゃぇ. ′け, おけ
ゅぇすけ うきぇ こなお くはおぇおなゃ おけくすぇおす う 
ゃいぇうきくけしす ゃ すっいう くっとぇ, しっ こけ
かせつぇゃぇす ぉけあっしすゃっくうすっ きけきっく
すう. 〈ぇおぇ, つっ くっおぇ ょぇ うきぇ ょけ すっぉ 
つけゃっお う すけ すけいう, おけえすけ ょせてぇすぇ う 
しなさちっすけ すう うしおぇ. 

〈けゃぇ かう っ ╁ぇてぇすぇ こっしっく? 
- ╋けあっ ぉう  すけゃぇ っ ぉうかけ きけはすぇ 

こっしっく. ╀はた くぇ くっゃさなしすくぇ ゃない
さぇしす, くぇ 24-25 ゅけょうくう, おけゅぇすけ は 
ういこはた. 

╇ すぇいう こっしっく くっ けしすぇさは? 
- ╃ぇ. ╁さっきっすけ っ っょうくしすゃっくうはす 

しなょくうお くぇ ゃしうつおけ, おけっすけ こさぇ
ゃうき. 

╇いこっかう しすっ  そけさきせかぇすぇ くぇ 
かのぉけゃすぇ…
- ′はきぇ そけさきせかう こさう くぇし, おけっ

すけ しすぇくっ たうす, けしすぇゃぇ ゃなゃ ゃさっ
きっすけ, ぇおけ くっ- くっ. 〈けゃぇ きけあっ ょぇ 
おぇあっ しぇきけ ′っえくけ ゃっかうつっしすゃけ 
こせぉかうおぇすぇ. 

╉ぇおゃけ っ かのぉけゃすぇ? ‶けゅかっ
ょぇくけすけ けす ╁ぇてうは けこうす, あう
ゃけす, ゅけょうくうすっ…
- ╊のぉけゃすぇ っ… ╁いぇうきくけしす…
 ′っとけすけ, いぇさぇょう おけっすけ あうゃっ

っき くうっ, たけさぇすぇ. ╆ぇさぇょう おけっすけ 
こさぇゃうき こかぇくけゃっ, いぇさぇょう おけっすけ 
きっつすぇっき. 〈けゃぇ っ かのぉけゃすぇ. ′っ しっ 
けこうしゃぇ し っょくぇ ょせきぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╀はた くぇ きぇかつせゅぇくしおうすっ 12 , おけゅぇすけ ゃ しないくぇくうっすけ きう しっ いぇぉう さっそさっくなす: „]ゃっすなす っ 
いぇ ょゃぇきぇ”. ╀っい ょぇ しないくぇゃぇき, つっ ゃしなとくけしす すけゃぇ っ ╁っかうおぇすぇ そけさきせかぇ くぇ ╅うゃけすぇ.  
 〉つうすっかはす きう こけ すさせょけゃけ けぉせつっくうっ ゃ くぇつぇかくけすけ せつうかうとっ ╇かうは ╇かうっゃ くう こさう

ぉうさぇてっ けす きっあょせつぇしうっ, こさうこはゃぇえおう くう こさっい こさけいけさっちぇ こっしっくすぇ し すけいう さっそさっく. 
〉しきうたくぇす, ょけぉさけくぇきっさっく, し こけゅかっょ, おけえすけ くぇしなさつぇゃぇてっ, ゃかうゃぇてっ ゃ くっは あうゃけす う 
ぉかはしなお. ̈ す くっゃさなしすくうすっ しう う くぇうゃくう 12-ゅけょうてくう けつう, し おけうすけ  すけゅぇゃぇ しなき ゅかっょぇかぇ 
くぇ あうゃけすぇ, くっ しなき しないくぇゃぇかぇ しうかぇすぇ くぇ すぇいう そけさきせかぇ, くうすけ ういちはかけ くっえくけすけ いくぇ
つっくうっ, ゃ つうっすけ うしおさっくけ うかう そぇかてうゃけ こさっこけゃすぇさはくっ きうくぇゃぇ, ゃしなとくけしす, あうゃけすなす 
くう おぇすけ いさっかう たけさぇ, くけ くはおぇお せしっとぇた  こけ かなつっいぇさうっすけ ゃ けつうすっ くぇ せつうすっかは ╇かうっゃ, 
つっ こっしっくすぇ くけしう こけしかぇくうっ いぇ ょけぉさけ. ╇ っ きくけゅけ ゃょなたくけゃはゃぇとぇ. 
 ╇ょっは しう くはきぇた くうすけ おけえ は ういこなかくはゃぇ, くうすけ おぇお ういゅかっあょぇ すけえ. ′け さっそさっくなす 

„しゃっすなす っ いぇ ょゃぇきぇ” こせしくぇ おけすゃぇ いぇゃうくぇゅう ゃ しないくぇくうっすけ きう.  ╇ しっ こさっゃなさくぇ ゃ おけょ, 
し おけえすけ う きけっすけ こけおけかっくうっ さぇいこけいくぇ っょうく けす くぇえ- ゃなかくせゃぇとうすっ う すけこかう ゅかぇしけゃっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ っしすさぇょぇ - ¨さかうく ╂けさぇくけゃ. 

Кольо (с букета) със семейството си при изписването на внуче

сн. Личен архив

ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお しすぇゃぇ こけこせかはさっく し ょせっすぇ しう し ╉さうしすうくぇ ╃うきうすさけゃぇ. ′け
しうすっか っ くぇ ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ  „╆かぇすくうはす ¨さそっえ“ う くぇ きくけゅけ ょさせゅう こさっしすうあくう くぇ
ゅさぇょう. ┿おぇょっきうお けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇおぇょっきうは くぇ くぇせおうすっ う ういおせしすゃぇすぇ. ‶さっい 1990 ゅ. 
いぇゃなさてゃぇ けこっさくけ こっっくっ う ょけ ょくっし せつぇしすゃぇ ゃ けこっさくう こけしすぇくけゃおう. ‶さっい 2010 ゅ. しっ 
しくうきぇ ゃなゃ そうかきぇ „╋うしうは ╊けくょけく“ 1, おなょっすけ きせ こけゃっさはゃぇす さけかはすぇ くぇ ‶さっいうょっくすぇ. 
¨す 2009 ゅ. っ つかっく くぇ ¨さょっくぇ くぇ さうちぇさうすっ すぇきこかうっさう.  ╅せさうさぇか っ さぇいかうつくう きせいう
おぇかくう すゃ そけさきぇすう う おけくおせさしう. ╊のぉうきっち くぇ くはおけかおけ こけおけかっくうは ぉなかゅぇさう. ╅っくっく, 
し っょくぇ ょなとっさは - ╅ぇおかうく, おけはすけ っ くぇ 26 ゅけょうくう.   
 ╁ きかぇょっあおうすっ しう ゅけょうくう すさっくうさぇ そせすぉけか, おけえすけ しっ こさっゃさなとぇ ゃ くっゅけゃけ たけぉう ゃ 

ゅけょうくうすっ. ╁ しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ っ いぇおかっす さうぉぇさ, おけえすけ こさういくぇゃぇ, つっ くはきぇ ゅけかっきう 
すさけそっう. 
 ╆ぇこけつゃぇきっ さぇいゅけゃけさぇ し くっゅけ くっ けす きせいうおぇすぇ, ぇ けす とっおけすかうゃうすっ ゃなこさけしう いぇ ぉなょっ

とっすけ くう, こさけゃけおうさぇくう けす しすぇゃぇとけすけ くぇこけしかっょなお ゃ ょなさあぇゃぇすぇ くう. ╄きけちうう, „ういぉせ
はかう” くぇ っょくけ おぇそっ ゃさっきっ. 〈けかおけゃぇ, つっ ょぇ こさっこけすゃなさょは こなさゃけくぇつぇかくけすけ ゃこっつぇすかっ
くうっ いぇ っょうく ういおかのつうすっかくけ こけいうすうゃっく, けすゃけさっく いぇ しゃっすぇ つけゃっお. 
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╀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 こけさっょっく 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 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:

╀けさうしかぇゃ
╋うかっくけゃ
╉ぇさぇゅぬけいけゃ

╂けょうくう:

〉つうかうとっ:

¨〉 “]ゃ. ‶ぇうしうえ
》うかっくょぇさしおう”

¨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?

『っくすさぇかっく
いぇとうすくうお

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

′っえきぇさ,
╀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

╂-く ‶ぇこぇいけゃ, さぇいてうさはゃぇ-
くっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ 
„┿さしっくぇか“ こさっい こけしかっょくうすっ 
きっしっちう ょけゃっょっ ょけ すなさしっくっ-
すけ う くぇいくぇつぇゃぇくっすけ くぇ くけゃう 
さぇぉけすくうちう, こさっょうきくけ ゃ いぇ-
ゃけょうすっ 3 う 4. ╁ないくうおゃぇす かう 
こけ すけいう こけゃけょ せゃっかうつっくう 
さうしおけゃっ ゃなゃ ゃさないおぇ し かうこ-
しぇすぇ くぇ すさせょけゃう くぇゃうちう  せ 
くけゃけくぇいくぇつっくうすっ, おぇおすけ う 
くぇ せきっくうは いぇ さぇぉけすぇ ゃ せし-
かけゃうはすぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ すっいう 
いぇゃけょう? 
- ╋ぇおぇさ,  つっ ゅけかはきぇ  つぇしす  けす  

くけゃけこけしすなこゃぇとうすっ  しぇ  ぉうゃてう  
しかせあうすっかう けす ょさせあっしすゃけすけ, くぇ-
こせしくぇかう  こけ  さぇいかうつくう  こさうつう-
くう  う  さってうかう  ょぇ  しっ  いぇゃなさくぇす, 
ょぇ, くぇうしすうくぇ さうしおなす けす  いかけ-
こけかせおう しさっょ すはた っ  こけ-ゅけかはき. 
〈けつくけ  こけ-すぇいう  こさうつうくぇ しうしすっ-
きぇすぇ  いぇ  こけょぉけさ こさっすなさこは  うい-
ゃっしすくう  こさけきっくう. ╁なゃっあょぇくっすけ  
くぇ ょけこなかくうすっかくけすけ いぇこかぇとぇくっ  
いぇ けすょぇかっつっくけしす ゃ  すっいう いぇゃけょう 
こけょけぉさう ゃ ういゃっしすくぇ  しすっこっく  う  
おぇつっしすゃけすけ くぇ  あっかぇっとうすっ  ょぇ  
さぇぉけすはす すぇき. ‶さっょう  ょぇ  ぉなょっ  
ょけこせしくぇす ょけ しぇきけしすけはすっかくぇ  
さぇぉけすぇ, ゃしっおう くけゃ さぇぉけすくうお  
こさっきうくぇゃぇ /けしゃっく くぇつぇかっく  
うくしすさせおすぇあ う うくしすさせおすぇあ  くぇ  
さぇぉけすくけすけ きはしすけ/ こさっい いぇょなか-
あうすっかくけ けぉせつっくうっ  くぇ  さぇ-
ぉけすくけすけ きはしすけ こけ ぉっいけこぇしくう  
きっすけょう  くぇ  さぇぉけすぇ. ╆ぇ  ゃいさうゃけ-
けこぇしくうすっ  こさけういゃけょしすゃぇ  すけいう  
こっさうけょ  っ  くぇえ-きぇかおけ 6  さぇぉけす-
くう  ょくう, くけ  くぇ  こさぇおすうおぇ  こさう  
くぇし  ょけしすうゅぇ  ょけ 15-20  ょくう. 
╄ょゃぇ  しかっょ  おぇすけ  けぉせつぇゃぇとう-
はす  けこうすっく  さぇぉけすくうお う こさっおう-
はす さなおけゃけょうすっか  しっ せぉっょはす, つっ  
くけゃけこけしすなこうかうはす  っ  けゃかぇょはか  ゃ  
ょけしすぇすなつくぇ  しすっこっく  こさぇゃうかぇすぇ  
いぇ  ぉっいけこぇしくけしす  こさう  ういこなかくっ-
くうっ  くぇ  いぇょなかあっくうはすぇ  しう, すけえ  
しっ  ょけこせしおぇ  ょけ  しぇきけしすけはすっかくぇ  
さぇぉけすぇ けす  おけきうしうは し  せつぇしすうっ-
すけ  くぇ  うくしこっおすけさぇ  こけ  ╀╆[ くぇ  
しなけすゃっすくうは  いぇゃけょ , いぇ  おけっすけ  
しっ  しなしすぇゃは  こさけすけおけか. ╋ぇおぇさ  う  
さはょおけ, くけ  うきぇ  しかせつぇう,  ゃ  おけう-
すけ  おけきうしうはすぇ  ょぇゃぇ  けすさうちぇ-
すっかくけ  しすぇくけゃうとっ  う  しっ  くぇかぇゅぇ  
かうちっすけ  ょぇ  ぉなょっ  こさっきっしすっくけ  ゃ  
ょさせゅけ  こさけういゃけょしすゃけ.

╉ぇおゃけ くっ すさはぉゃぇ ょぇ いぇ-
ぉさぇゃは くうすけ いぇ きうゅ つけゃっおなす, 
さぇぉけすっと こさう すぇおうゃぇ せしかけ-
ゃうは くぇ すさせょ, おぇおゃうすけ うきぇ 
ゃ いぇゃけょうすっ 3 う 4, いぇ ょぇ しっ 
ういぉっゅくぇす うくちうょっくすう くぇ さぇ-
ぉけすくけすけ きはしすけ, おけうすけ きけゅぇす 
ょぇ ょけゃっょぇす ょけ しっさうけいくう いぇ 
いょさぇゃっすけ こけしかっょうちう? 
-  ╉ぇいぇくけ  くぇえ-おさぇすおけ  う  っかっ-

きっくすぇさくけ, くぇえ-ゃぇあくけすけ  っ  ゃしっ-
おう  くぇ  さぇぉけすくけすけ  しう  きはしすけ, 
ゃなゃ  ゃしっおう  っすぇこ  くぇ  すったくけ-
かけゅうつくうは  こさけちっし, ょぇ  しこぇいゃぇ  
しすさうおすくけ  きっさおうすっ  いぇ  ぉっい-
けこぇしくけしす,  せすゃなさょっくう  ゃ  うく-
しすさせおちううすっ  いぇ  ぉっいけこぇしくけしす  う 
いょさぇゃっ  こさう  さぇぉけすぇ う  ょぇ  うい-
こなかくはゃぇ  しすさうおすくけ  せおぇいぇくうはすぇ  

╉さぇしうきうさ ‶ぇこぇいけゃ っ さなおけゃけょうすっか くぇ ̈ すょっか „╀っい-
けこぇしくう せしかけゃうは くぇ すさせょ” ゃ „┿さしっくぇか”. ╁ けすょっかぇ, 
おけえすけ けぉっょうくはゃぇ うくしこっおすけさう こけ ぉっいけこぇしくけしす う 
いょさぇゃっ こさう さぇぉけすぇ, ╆ゃっくけ いぇ ぉなさいぇ きっょうちうくしおぇ 
こけきけと う ]かせあぉぇ いぇ すさせょけゃぇ きっょうちうくぇ, さぇぉけすはす 
けぉとけ 14 ょせてう. ‶ぇこぇいけゃ っ ういゃなさゃはか こなすは ょけ さなおけ-
ゃけょうすっか くぇ けすょっか, おぇおすけ きくけゅけ ょさせゅう ゃ „┿さしっくぇか”, 
しすぇさすうさぇえおう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, こさっい さぇぉけすぇ おぇすけ 
すったくけかけゅ う しかせあうすっか ゃ ╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ. 
‶け-おなしくけ しすぇゃぇ ′ぇつぇかくうお とぇぉ „╂さぇあょぇくしおぇ いぇ-
とうすぇ” ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う うくしこっおすけさ „╂さぇあょぇくしおぇ 
いぇとうすぇ”. ‶さっょう こっす ゅけょうくう, こさっい 2010-すぇ, こけっきぇ 
けすょっかぇ, おけえすけ う しっゅぇ さなおけゃけょう. ‶さっい 2011-すぇ ゅけょう-
くぇ ╉さぇしうきうさ ‶ぇこぇいけゃ ゃかういぇ ゃ しなしすぇゃぇ くぇ かうしすぇすぇ 
くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” おぇすけ おぇくょうょぇす いぇ けぉ-
とうくしおう しなゃっすくうお.      

くぇ  こさっおうは しう さなおけゃけょうすっか こけ  
ゃさっきっ  くぇ  っあっょくっゃくうは  うく-
しすさせおすぇあ  う  ゃ  こさけちっしぇ  くぇ  
さぇぉけすぇ. ┿くぇかういうすっ  くぇ  しすぇ-
くぇかうすっ  いかけこけかせおう  ゃ  すけゃぇ  
こさけういゃけょしすゃけ  し  こけしすさぇょぇか  
さぇぉけすっと  おぇすっゅけさうつくけ  ょけおぇい-
ゃぇす  すけゃぇ. ╁しはおぇ  こさけはゃぇ  くぇ  
„すゃけさつっしすゃけ”, し  ちっか  こけ-ぉなさいけ  
いぇゃなさてゃぇくっ  くぇ  けこっさぇちうは-

すぇ,  こさっくっぉさっゅゃぇくっ  くぇ   こさなゃ  
こけゅかっょ  くぇ  すゃなさょっ くっいくぇつう-
すっかくう  う  けゅさぇくうつうすっかくう  ういう-
しおゃぇくうは  ゃ  こさぇゃうかぇすぇ いぇ  さぇ-
ぉけすぇ,  せゃっかうつぇゃぇ  いくぇつうすっかくけ  
さうしおぇ  う  ゃけょう  ょけ  うくちうょっくす. 

 ╂-く ‶ぇこぇいけゃ, おぇおゃけ こけ-
おぇいゃぇ こさぇおすうおぇすぇ - きかぇょう-
すっ う くっけぉさっきっくっくう たけさぇ 
うかう けこうすくうすっ さぇぉけすくうちう, 
ょけさう - こっくしうけくっさう, しない-
ょぇゃぇす こけゃっつっ おさうすうつくう 
しうすせぇちうう, しゃなさいぇくう し さうしお 
けす うくちうょっくす くぇ さぇぉけすくけすけ 
きはしすけ うかう すさせょけゃぇ いかけこけ-
かせおぇ? ╋けあっ かう ういけぉとけ ょぇ 
しっ すなさしう すぇおぇゃぇ いぇゃうしう-
きけしす ゃ たけょぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ? 
- ┿おけ  こけゅかっょくっき  ぇくぇかういうすっ 

くぇ  すさせょけゃうは  すさぇゃきぇすういなき  いぇ  
2013 ゅ.  う  2014 ゅ., そぇおすうすっ  
しぇ  しかっょくうすっ:  こさっい  2013 ゅ.  ゃ  
„┿さしっくぇか”  ┿╃  しぇ  しすぇくぇかう 11  
すさせょけゃう  いかけこけかせおう  こけ  つか. 55 
ぇか.1  けす  ╉けょっおしぇ いぇ しけちうぇかくけ 
けしうゅせさはゃぇくっ / ╉]¨/  ( す. っ.  くぇ  
さぇぉけすくけすけ  きはしすけ  こけ  こけゃけょ  う  
ゃなゃ  ゃさないおぇ  し  ういこなかくはゃぇくぇ-
すぇ  けす  さぇぉけすくうおぇ  ょっえくけしす,  いぇ  
おけはすけ  っ  くぇいくぇつっく).  ╃ゃぇきぇ けす 
こけしすさぇょぇかうすっ しぇ くぇ ゃないさぇしす 
ょけ 30  ゅけょうくう, ゃ しかっょゃぇとぇすぇ 
ゃないさぇしすけゃぇ ゅさせこぇ - けす 30 ょけ 
40 ゅけょうくう, こけしすさぇょぇかうはす っ 
っょうく. ‶っすうきぇ けす こけしすさぇょぇかう-
すっ しぇ くぇ ゃないさぇしす けす 40 ょけ 50 
ゅけょうくう, すさうきぇ しぇ ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ 
50-60-ゅけょうてくうすっ. ‶さっい  2014 
ゅけょうくぇ いかけこけかせおうすっ  しぇ  けぉとけ 
10.  ╃け  40-ゅけょうてくぇ  ゃないさぇしす  

くはきぇ  こけしすさぇょぇかう, けす ゅさせこぇすぇ 
くぇ  40-50-ゅけょうてくうすっ しぇ すさう-
きぇ. ╋っあょせ 51-60-ゅけょうてくうすっ しぇ 
こけしすさぇょぇかう こっすうきぇ う  くぇょ 60 
ゅけょうくう - っょうく. ┿おけ  さぇいゅかっょぇ-
きっ  いかけこけかせおうすっ  こけ  しすぇあ  くぇ  
さぇぉけすくけすけ  きはしすけ, くっとぇすぇ  うい-
ゅかっあょぇす  すぇおぇ -  いぇ  2013 ゅけょうくぇ 
-  けす たけさぇすぇ し すさせょけゃ しすぇあ ょけ  1  
ゅけょうくぇ しぇ こけしすさぇょぇかう ょゃぇきぇ; けす  

さぇぉけすうかうすっ  きっあょせ 1 う 5 ゅけょうくう 
– てっしすうきぇ; ういきっあょせ たけさぇすぇ しなし 
しすぇあ けす  5 ょけ 10 ゅけょうくう – ょゃぇきぇ  
う  くぇょ  10 ゅけょうくう - 1  つけゃっお.  ╆ぇ  
2014 ゅ. しすぇすうしすうおぇすぇ こけおぇいゃぇ: 
さぇぉけすうかうすっ ょけ っょくぇ ゅけょうくぇ ょぇ-
ゃぇす ょゃぇきぇ こけしすさぇょぇかう ;  けす  1 ょけ 
5 ゅけょうくう – こっすうきぇ こけしすさぇょぇかう;  
こさう たけさぇすぇ しなし しすぇあ きっあょせ 5 う 
10 ゅけょうくう – ょゃぇきぇ しぇ こけしすさぇょぇ-
かうすっ  う  こさう さぇぉけすうかうすっ こけゃっつっ 
けす 10 ゅけょうくう  うきぇ しぇきけ っょうく こけ-
しすさぇょぇか.  

╉ぇおゃけ っ けぉはしくっくうっすけ いぇ 
すけゃぇ, つっ くぇえ- きくけゅけ けす こけ-
しすさぇょぇかうすっ くっ しぇ くけゃぇちう ゃ 
さぇぉけすぇすぇ,  ぇ たけさぇ しなし しすぇあ 
ょけ 5 ゅけょうくう? 
- ╋けっすけ かうつくけ けぉはしくっくうっ, ぉっい 

ょぇ  ぇくゅぇあうさぇき ょさせゅう おけかっゅう 
っ, つっ すっいう たけさぇ, ゃ すぇいう おぇすっ-
ゅけさうは,  ゃしっ けとっ うきぇす おさったおう 
すさせょけゃう くぇゃうちう いぇ しなけすゃっすくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ,  くっ しぇ ょけしすぇすなつ-
くけ ゃくうきぇすっかくう ゃ ういゃなさてゃぇくう-
すっ こさけちっょせさう う ゃしっ けとっ くっ しぇ 
ょけしすうゅくぇかう ょけ けくいう しすぇょうえ くぇ 
おけきこっすっくすくけしす, おけえすけ うき ょぇゃぇ う 
しなけすゃっすくうは  こさけそっしうけくぇかういなき.

╇きぇ かう さぇいかうおぇ ゃ すさせょけゃうは 
すさぇゃきぇすういなき きっあょせ さぇぉけすっ-
とうすっ あっくう う きなあっ? 
-  ╆ぇ  2013 ゅけょうくぇ さっいせかすぇすう-

すっ こけおぇいゃぇす, つっ てっしす けす っょうくぇ-
ょっしっすすっ こけしすさぇょぇかう しぇ  あっくう. 
‶さっい きうくぇかぇすぇ 2014 ゅけょうくぇ 
しっょっき けす ょっしっすすっ こけしすさぇょぇかう 
しぇ あっくう. ‶さぇゃは  ういさうつくけ  せすけつ-
くっくうっ, つっ すけゃぇ  しぇ  ょぇくくう  いぇ  

ちはかけすけ  ょさせあっしすゃけ. ‶さっい  2013 
ゅけょうくぇ ゃ  いぇゃけょ  3  うきぇ  2  すさせ-
ょけゃう  いかけこけかせおう  こけ  つか. 55, 
ぇか.1  けす  ╉]¨, おぇすけ  う  ょゃっすっ  
しぇ  しすぇくぇかう  こさう  ゅさせぉけ  くぇさせ-
てっくうっ  くぇ  こさぇゃうかぇすぇ  いぇ  ぉっい-
けこぇしくけしす  こさう  さぇぉけすぇ  し  たうきう-
つっしおう  ぇゅっくすう  - ういこさなしおゃぇくうは  
こけ  さなちっすっ  う  かうちっすけ  こけさぇ-
ょう  くっういこけかいゃぇくっ  くぇ  かうつくう 
こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ.  ╁  いぇゃけょ 
4 すさせょけゃうすっ いかけこけかせおう こさっい 
2013-すぇ しぇ しなとけ ょゃっ. ╄ょくぇすぇ  
けす  いかけこけかせおうすっ  っ  こさう  さぇぉけ-
すぇ  くぇ  きったぇくうつくぇ  こさっしぇ う  くっ-
ういこけかいゃぇくっ  くぇ  こさっょゃうょっくけすけ  
こさうしこけしけぉかっくうっ - こうくちっすぇ, 
ゃすけさぇすぇ  っ  こさう  こさっすさうゃぇくっ 
くぇ  こうさけすったくうつっしおけ  しさっょしすゃけ, 
おけっすけ  しっ  いぇこぇかゃぇ  う  けぉゅぇさは  
こけゃなさたくけしすくけ  ょゃぇ けす  こさなしすう-
すっ  くぇ  ょはしくぇすぇ  さなおぇ  くぇ  さぇ-
ぉけすくうつおぇすぇ.  ‶さっい  きうくぇかぇすぇ 
ゃっつっ 2014 ゅけょうくぇ  ゃ  いぇゃけょ 3  
うきぇ  っょくぇ  すさせょけゃぇ  いかけこけかせ-
おぇ - しこなゃぇくっ う  こぇょぇくっ  こさう  
ょゃうあっくうっ  くぇ  さぇぉけすくうつおぇすぇ  

こけさぇょう  くっゃくうきぇくうっ. ╁  いぇゃけょ 
4  しぇ  しすぇくぇかう 4  いかけこけかせおう,  
おぇすけ  3  けす  すはた  しぇ  こさう  さぇぉけすぇ  
くぇ  きったぇくうつくう  こさっしう ゃ  ちったぇ  
いぇ  きったぇくうつくう  ょっすぇえかう, こさう  
ゅさせぉけ  くぇさせてぇゃぇくっ  くぇ  こさぇ-
ゃうかぇすぇ  いぇ  ぉっいけこぇしくけしす - くっ-
ういこけかいゃぇくっ  くぇ  こさっょゃうょっくう-
すっ  こさうしこけしけぉかっくうは.  ╄ょくぇ  けす  
いかけこけかせおうすっ  っ  こさう  さぇぉけすぇ  
し  ゃいさうゃけけこぇしくう きぇすっさうぇかう /
╁╋/.
‶さぇおすうおぇすぇ  こけおぇいゃぇ, つっ  さぇ-

ぉけすっとうすっ  しなし  しすぇあ  ょけ  5  ゅけ-
ょうくう   くぇ  さぇぉけすくけすけ  きはしすけ 
ゅさってぇす  こけ-つっしすけ. ┿  こけ  けすくけ-
てっくうっ  くぇ  ゃないさぇしすすぇ ょぇくくうすっ  
しけつぇす, つっ   くぇえ-きくけゅけ  ゅさって-
おう  しっ  ょけこせしおぇす  けす  こけ-ゃない-
さぇしすくうすっ - くぇょ  45-ゅけょうてくう-
すっ. ‶さうつうくぇすぇ, しこけさっょ  きっく, 
っ  こけ-ゅけかはきぇすぇ  こしうたうつっしおぇ  
けぉさっきっくっくけしす くぇ  たけさぇすぇ  しかっょ  
すぇいう  ゃないさぇしす. ‶けつすう  ゃうくぇゅう  
こさうつうくぇすぇ, ょけゃっかぇ  ょけ  すさぇゃ-
きぇ,  っ  さぇいしっはくけしす  こけさぇょう 
こさけぉかっきう  ゃ  かうつっく  こかぇく,  うい-
ゃなく  こさけういゃけょしすゃけすけ. ╋くけゅけ  
つっしすけ  う  くぇすさせこぇくうはす  けこうす ゃ  
っょうく  きけきっくす  ゃけょう  ょけ  させすう-
くぇ,  しぇきけくぇょっはくけしす,  つせゃしすゃけ  
いぇ  くっこけゅさってうきけしす  う  けす すぇき  
ょけ くぇさせてっくうっ  くぇ  こさぇゃうかぇすぇ  
いぇ  ぉっいけこぇしくけしす. 〈せお うしおぇき ょぇ 
けすぉっかっあぇ, つっ いぇ こさっょけすゃさぇ-
すはゃぇくっ くぇ すぇおうゃぇ こさけぉかっきう, 
しうすせぇちうう う うくちうょっくすう ゃぇあくぇ 
さけかは  うゅさぇっ う けすくけてっくうっすけ 
くぇ こさっおうは さなおけゃけょうすっか おなき 
こけょつうくっくうすっ きせ さぇぉけすくうちう. 
╁ しきうしなか すけえ ょぇ しっ うくすっさっしせ-

ゃぇ いぇ すったくうすっ こさけぉかっきう, すっ けす  
しゃけは しすさぇくぇ ょぇ しこけょっかはす, いぇ ょぇ 
しっ すなさしう さってっくうっ う こけきけと, 
すぇおぇ つっ さぇぉけすくうおなす ゃないきけあ-
くけ くぇえ- ぉなさいけ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ 
こしうたうつっしおぇ おけくょうちうは いぇ さぇ-
ぉけすは. ╇きぇかう しきっ しかせつぇう こさう 
かうつくう こさけぉかっきう さぇぉけすくうちうすっ 
ょぇ ぉなょぇす こせしおぇくう ゃ けすこせしお, 
とけき しっ こさっちっくう すぇおぇゃぇ くせあょぇ 
うかう こさう こさけぉかっき. ╁ „┿さしっくぇか”  
うきぇきっ う しないょぇょっくぇ  しうしすっきぇ いぇ 
こけかいゃぇくっ くぇ けすこせしお こけつぇしけゃけ. 
╁しっおう, おけえすけ しきはすぇ,  つっ うきぇ 
くせあょぇ けす すけゃぇ, きけあっ ょぇ こけかい-
ゃぇ くはおけかおけ つぇしぇ, ょぇ ういかっいっ, 
ょぇ こけすなさしう さってっくうっ くぇ すけゃぇ, 
おけっすけ ゅけ こさうすっしくはゃぇ. ╁ぇさうぇくす  
しなとけ っ う ゃさっきっくくけ こさっきっしす-
ゃぇくっ くぇ ょさせゅぇ さぇぉけすぇ. ╃けぉなさ 
こさうきっさ ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ っ  
いぇき.-くぇつぇかくうおなす くぇ ちった 130 
ゃ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅかうあ - ‶っくおぇ 
╀っかううゃぇくけゃぇ,  おけはすけ かうつくけ 
う こけ くはおけかおけ こなすう くぇ しきはくぇ 
けぉうおぇかは さぇぉけすっとうすっ ゃ ちったぇ, 
いぇ ょぇ しっ うくすっさっしせゃぇ けす すはたくけ-
すけ いょさぇゃけしかけゃくけ う こしうたうつっしおけ 
しなしすけはくうっ: ょぇかう しっ つせゃしすゃぇす 
ょけぉさっ, うきぇ かう くっとけ, おけっすけ ょぇ 
ゅう すさっゃけあう. ¨すょっかくけ けす すけゃぇ, 
こさう っあっょくっゃくうは いぇょなかあう-
すっかっく うくしすさせおすぇあ こさっょう くぇ-
つぇかけすけ くぇ さぇぉけすくぇすぇ  しきはくぇ, 
しこっちうぇかくけ う いぇょなかあうすっかくけ しっ 
こうすぇす さぇぉけすっとうすっ いぇ  っゃっくすせ-
ぇかくう くっさぇいこけかけあっくうは- そういう-
つっしおう う こしうたうつっしおう, すさっゃけゅう, 
こさけぉかっきう, おけうすけ ゅう こさうすっしくは-
ゃぇす う ぉうたぇ ゅう ういゃぇょうかう けす おけく-
ょうちうは う し ゃしうつおう こけしかっょゃぇとう 
さうしおけゃっ けす すけゃぇ.  ╉けかっあおぇすぇ 
╁ぇくは ]すぇさうおけゃぇ, おけはすけ っ けす-
ゅけゃけさくうお いぇ ぉっいけこぇしくけしすすぇ くぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅかうあ, 
しなとけ きくけゅけ ゃくうきぇすっかくけ しかっょう 
いぇ おけくょうちうはすぇ くぇ さぇぉけすっとう-
すっ, ゃうくぇゅう きけあっ ょぇ しっ こけすなさ-
しう う しこけょっかう し くっは. ‶けくはおけゅぇ 
っょくぇ ぉうすけゃぇ すさっゃけゅぇ けす さけょぇ 
くぇ いぇおなしくはかぇ ゃくけしおぇ こけ いぇっき 
う しなけすゃっすくけ こさうすっしくっくうっ けす 
ぉぇくおぇすぇ, きけあっ ょぇ っ こさうつうくぇ 
いぇ しっさうけいっく うくちうょっくす, ぇおけ さぇ-
ぉけすくうおなす くっ しこけょっかう う くっ しっ 
くぇきっさう さってっくうっ, すぇおぇ つっ すけえ 
ょぇ しっ せしこけおけう う ょぇ きけあっ ょぇ さぇ-
ぉけすう しこけおけえくけ. ′ぇ くうおけゅけ くっ っ 
けすおぇいぇくけ さぇいぉうさぇくっ, こけきけと,  
たけさぇ しきっ.  ‶さけぉかっきうすっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ しこけょっかはす, けしけぉっくけ ぇおけ 
けす さぇぉけすぇすぇ すう う ぉっいけこぇしくけしす-
すぇ, し おけはすけ は ゃなさてうて, いぇゃう-
しう  あうゃけすなす う くぇ ょさせゅう たけさぇ. 
〈せお けしけぉっくけ ゃぇあくけ っ しぇきうはす 
おけかっおすうゃ, おけかっゅうすっ しなとけ ょぇ 
しぇ ゃくうきぇすっかくう, ょぇ „ ゃうあょぇす”  
すさっゃけゅぇすぇ ゃ すけいう  ょけ すはた, いぇ ょぇ 
しっ こけきけゅくっ.  』けゃっておうはす そぇお-
すけさ っ けす けしけぉっくけ いくぇつっくうっ いぇ 
ぉっいけこぇしくけしすすぇ こさう  すぇおうゃぇ こけ-
しこっちうぇかくう こさけういゃけょしすゃぇ.  ╆ぇ-
すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しきっ ぉょうすっかくう, 
きくけゅけ けすゅけゃけさくう う ゃくうきぇすっかくけ 
ょぇ こけょたけあょぇきっ おなき さぇぉけすくうは 
こさけちっし. ╇ ょぇ しきっ けすゅけゃけさくう う 
いぇ すっいう おさぇえ くぇし. 

╉けう さぇぉけすくうちう う しかせあう-
すっかう こけょかっあぇす くぇ いぇょなか-
あうすっかくけ いぇしすさぇたけゃぇくっ  う 
おけかおけ けす こっさしけくぇかぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか“ うきぇ すぇおうゃぇ いぇしすさぇ-
たけゃおう, けしうゅせさっくう けす さぇぉけ-
すけょぇすっかは?  
 - ′ぇ  けしくけゃぇくうっ くぇ ′ぇさっょ-

ぉぇすぇ  いぇ  いぇょなかあうすっかくけ  いぇ-
しすさぇたけゃぇくっ  くぇ  さぇぉけすくうちうすっ  
いぇ  さうしお „〈させょけゃぇ  いかけこけかせおぇ” 
/ ╃╁, ぉさ. 15 けす 17.02.2006 ゅ /, 
くぇ 100%  さぇぉけすくうちうすっ  ゃ „┿さ-
しっくぇか” しぇ  いぇしすさぇたけゃぇくう  いぇ  
さうしお  „すさせょけゃぇ  いかけこけかせおぇ” こけ  
つか. 55  ぇか.  1  けす  ╉]¨.
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′╅ [╅╉『¨【╊ ...
╁ くっゅけゃうは しかせつぇえ しぇ 3. ‶けおけえくうはす きせ 

ぉぇとぇ ]すけえくけ 〈けすっゃ けす ╉なくつっゃけ ぉうか そさっ
いうしす ゃ ╆ぇゃけょ 1. ]なこさせゅぇすぇ くぇ  ‶っくおけ - させ
しっくおぇすぇ ╃けつおぇ, さぇぉけすう おぇすけ ういつうしかうすっか くぇ 
すさせょけゃう ゃないくぇゅさぇあょっくうは ゃ ╆ぇゃけょ 1, っょくぇすぇ 
きせ ょなとっさは っ しつっすけゃけょうすっか ゃ しなとうは いぇゃけょ, 
ぇ ょさせゅぇすぇ っ しこっちうぇかうしす ゃ けすょっか „‶さけょぇあ
ぉう” ゃ „╉ぇこさけくう”. 《うさきぇすぇ, ゃ おけはすけ  いぇこけつゃぇ 
すさせょけゃうは しう こなす う しぇきうはす ‶っくおけ. 
╇ょゃぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ こさっい 1994 ゅ., しかっょ こけつ

すう 17 ゅけょうくう ゃ くはおけゅぇてくぇすぇ „》うょさぇゃかうおぇ”, 
おなょっすけ っ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╇いつうしかうすっかくうは 
ちっくすなさ すぇき. 
‶なさゃうすっ きせ せつうすっかう う たけさぇすぇ, くぇ おけうすけ 

ょなかあう くぇえ-きくけゅけ ゃ さぇぉけすぇすぇ すせお, しぇ ぉうゃてう
すっ ぇさしっくぇかしおう おぇょさけゃうちう ]すっそぇく ╁ぇしうかっゃ 
う ╉けかぬけ ]かぇゃけゃ. ‶なさゃうはす くぇいくぇつっく けす くっゅけ 
しぇきうは しかせあうすっか ゃなゃ そうさきぇすぇ う ょけ きけきっくすぇ 
っ つぇしす けす こっさしけくぇかぇ え - うくしこっおすけさなす ゃ „╊う
つっく しなしすぇゃ” ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ. ′ぇしすけはとうはす 
さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „╉ぇょさう” こけきくう う 
こなさゃうは しう さぇぉけすっく ょっく: おせこうとぇ こぇこおう, くぇ
すさせこぇくう ゃ しすぇはすぇ う こけ おけさうょけさぇ, おけうすけ ゅけ 
たゃなさかはす ゃ せあぇし. ╇ けとっ けす こなさゃうは ょっく いぇあう
ゃはゃぇ し うょっはすぇ っょうく ょっく すけゃぇ ょぇ っ ちうそさけゃう
いうさぇくけ う こけょさっょっくけ. ╇ しすぇゃぇ: けくけゃぇ, おけっ
すけ くっ っ くぇ ちうそさけゃ くけしうすっか, っ こけょさっょっくけ ゃ 
ょっぉっかう こぇこおう こけ ぇいぉせつっく さっょ う こけ ゅけょうくう. 
〈ぇおぇ しっ すなさしう かっしくけ, おぇいゃぇ ょくっし くぇつぇかくう
おなす 〈けすっゃ. ] すぇいう しうしすっきぇ くっ しっ いぇすさせょくは
ゃぇす ょけさう う ゃ すなさしっくっすけ くぇ うくそけさきぇちうは ゃ 
ょゃっすっ こさっこなかくっくう こけきっとっくうは し こぇこおう, ゃ 
おけうすけ しっ こぇいはす すさせょけゃうすっ ょけしうっすぇ くぇ ぇさしっ
くぇかちう けす ういきうくぇかうすっ 50 ゅけょうくう. 
‶っくおけ しすぇゃぇ う こさうつうくぇすぇ ゃ けすょっかぇ ょぇ しっ 

こけはゃう う こなさゃうはす  おけきこのすなさ, くぇ ╃¨] しうしすっ
きぇ, し きぇすさうつっく こさうくすっさ, おけえすけ けとっ さぇぉけすう. 
╇ おけえすけ くっ ゅけ こさっょぇゃぇ ょけさう, おけゅぇすけ くけゃう
はす しけそすせっさ けすおぇあっ. ╉ぇすけ ゃ すさせょくう う すっあおう 
きけきっくすう おぇすけ しっゅぇ, おけゅぇすけ ちっかうはす かうつっく 
しなしすぇゃ くぇ „╉ぇょさう” すさはぉゃぇ ょぇ こけょゅけすゃう う ょけ
こなかくうすっかくうすっ 6 たうかはょう しこけさぇいせきっくうは おなき 
すさせょけゃうすっ ょけゅけゃけさう くぇ ゃしうつおう ぇさしっくぇかちう, 
いぇさぇょう  せゃっかうつっくうすっ し 10% けしくけゃくう いぇこかぇ
すう くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ.  
 ╃っくはす くぇ おぇょさけゃうおぇ いぇこけつゃぇ  こさっょう 7,30 

しせすさうく う いぇゃなさてゃぇ…  おけゅぇすけ-すけゅぇゃぇ. ╁ 
けすょっかぇ きせ しっ さぇぉけすう, ょけおぇすけ しっ しゃなさてう 
さぇぉけすぇすぇ. ̈ しすぇゃぇす う くぇ ゅさせこう ゃっつっさ. ]っゅぇ 
こさう すはた っ „こけあぇさ” - いぇさぇょう くぇいくぇつぇゃぇ
くっすけ くぇ きくけゅけ くけゃう さぇぉけすくうちう, いぇさぇょう 
すなさしっくっすけ くぇ しこっちうぇかうしすう う おぇょさう し おけく
おさっすくう しこっちうそうつくう せきっくうは. ′けゃうはす ょっく 
すさはぉゃぇ ょぇ こけつゃぇ くぇ つうしすけ う ぉっい ゅさっておう, 
せぉっょっく っ くぇつぇかくうおなす くぇ „╉ぇょさう”. 〈けえ う 
おけかっゅうすっ きせ はしくけ しう ょぇゃぇす しきっすおぇ, つっ くは
きぇす こさぇゃけ くぇ ゅさっておう.  ╆ぇとけすけ いぇょ ゃしっ
おう っょうく すぇぉっかっく くけきっさ, ゃしなとくけしす, しすけう 
っょうく つけゃっお, っょくぇ しなょぉぇ, おけはすけ きけあっ ょぇ 
こけゃかうはっ くぇ けとっ おせこ しなょぉう. 
╁しっ けとっ つぇおぇ う ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ きっつ

すぇすぇ くぇ おぇょさけゃうおぇ とっ しっ しぉなょくっ. ╆くぇっ, 
つっ くっ っ ょぇかっつ: おせこうとぇすぇ ょけおせきっくすう いぇ 
こけしすなこゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” ょぇ しぇ 
しぇきけ くぇ たけさぇ, おけうすけ うきぇす  くせあくうすっ こさけ
そっしうけくぇかくう おぇつっしすゃぇ う ちっくい いぇ すけゃぇ, 
こさけそっしうけくぇかっく うくすっさっし う きけすうゃぇちうは いぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ. 
╇くぇつっ, っあっょくっゃくけ ぉかぇゅけょぇさう. ′ぇ ╋ぇ

さうは. ╋かぇょぇすぇ しこっちうぇかうしすおぇ こけ つけゃっておう 
さっしせさしう, くぇ おけはすけ きくけゅけ さぇいつうすぇ ゃ さぇぉけ
すぇすぇ. ′っ おさうっ, つっ しっ さぇょゃぇ くぇ おぇょさう おぇすけ 
くっは, おけうすけ うきぇす っいうおけゃう こけいくぇくうは, けこうす 
ゃ つせあぉうくぇ う ょけぉなさ しすぇさす すぇき, くけ しぇ うい
ぉさぇかう ょぇ しかせつゃぇす きっつすうすっ しう すせお. ╂かぇゃ
くうはす おぇょさけゃうお くぇ „┿さしっくぇか” っ せぉっょっく, つっ 
うきぇきっ ょけしすぇ う くっかっお こなす ょけ しかせつゃぇくっすけ 
くぇ ぇきっさうおぇくしおぇすぇ くう きっつすぇ こけ くぇてうすっ 
てうさうくう, くけ うしおさっくけ しっ さぇょゃぇ くぇ こなさゃけこ
さけたけょちうすっ こけ くっは う  くぇ すはたくぇすぇ しきっかけしす. 
╆ぇすけゃぇ ゅう こけけとさはゃぇ う くっ こっしすう ゃさっきっ ょぇ 
ゅう せつう. 
┿ ゅけかっきうはす のぉうかっえ? 
¨こさっょっかっくけ くはきぇ ょぇ っ けす てせきくうすっ, しこけ

ょっかは さけあょっくうおなす. 〉ぉっょっく, つっ っ  ゃぇあくけ し 
おけゅけ しう う おぇお しう, ぇ くっ おなょっ う いぇ おけかおけ 
しう. ╉ぇおすけ う つっ くはきぇ くうとけ こけ-ちっくくけ けす 
さぇょけしすすぇ ょぇ しう し くぇえ-ぉかういおうすっ う すっ ょぇ すっ 
さぇょゃぇす し すはたくけすけ とぇしすうっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

...』╅〉¨『╅〉╊ 〉╅ 》╅〉╊][¨ 《【 ‒╊╇『】╅『¨
 ‶っさうけょなす, ゃ おけえすけ ょなさあぇゃぇすぇ とっ こけょおさっこは 

そうくぇくしけゃけ こさけちっしぇ 100% っ  ょゃっゅけょうてっく, し 
ちっか ょぇ しっ ゃうょう っそっおすなす けす しぇくうさぇくっすけ: おぇすけ 
っそっおすうゃくけしす, そせくおちうけくぇかくけしす, っしすっすうおぇ.  
╄ょうく ぉなさい こさっゅかっょ くぇ おぇさすうくぇすぇ し こぇくっかくう

すっ しゅさぇょう ゃ しすさぇくぇすぇ こけおぇいゃぇ, つっ  しっ しぇくうさぇ 
くぇ こぇさつっ うかう こさっょうきくけ きぇかおう こぇくっかくう ぉかけお
つっすぇ, し こけ-くはおけかおけ ぇこぇさすぇきっくすぇ, おなょっすけ しすけ
こぇくうすっ うき ぉなさいけ しっ けさゅぇくういうさぇす. ╀なさいうくぇすぇ 
う ゅさうあぇすぇ くぇ くはおけう けす すはた うき ょぇょっ う ゃないきけあ
くけしすすぇ しさっとせ こさけちっくす すはたくけ かうつくけ せつぇしすうっ 
ょぇ  おぇくょうょぇすしすゃぇす う こけ ょさせゅぇ っゃさけこっえしおぇ こさけ
ゅさぇきぇ いぇ こけきけと. 〈は けぉぇつっ くっ こさけさぇぉけすう くぇ
ゃしはおなょっ. ¨しくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ ぉっ, つっ ゅけかはきぇすぇ 
つぇしす けす  あうゃっっとうすっ ゃ こぇくっかくう  ぉかけおけゃっ しっ 
せこかぇてうたぇ けす ぉのさけおさぇすうつくぇすぇ こさけちっょせさぇ, けす 
くっけぉたけょうきけしすすぇ けす けぉとけ しなゅかぇしうっ う ゃぇさうぇくすぇ 
いぇ かうつくけ せつぇしすうっ う おさっょうすう.  ╃させゅう こさけしすけ くっ 
せしこはたぇ ょぇ  こけしすうゅくぇす しなゅかぇしうっ こけきっあょせ しう. 
′っ すぇおぇ けぉぇつっ しすけはす くっとぇすぇ こさう あうゃっっとうすっ ゃ 
ゅけかっきうすっ こぇくっかくう ぉかけおけゃっ し こけ 8 っすぇあぇ う し 5 
ょけ 10 ゃたけょぇ, おなょっすけ くぇ こさぇおすうおぇ  あうゃっっ ちはかけ  
っょくけ しっかけ. 〈ぇき しなゅかぇしうっすけ っ すさせょっく こさけちっし, ぇ 
しなぉうさぇくっすけ くぇ こぇさう けす すけかおけゃぇ きくけゅけ たけさぇ - 
こけつすう くっゃないきけあっく. 
 ] くけゃぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ いぇ 

しぇくうさぇくっ くぇ こぇくっかくうすっ あうかうとぇ ちっかすぇ っ すけいう 
こさけちっし ょぇ しっ しかせつゃぇ, くけ くぇ こさうくちうこぇ くぇ  しけ
かうょぇさくけしすすぇ う  しけちうぇかくうは こけょたけょ.   
┿きぉうちうはすぇ くぇ ╋[[╀ っ こさけゅさぇきぇすぇ  ょぇ っ ょなか

ゅけゅけょうてくぇ. ̈ す すぇき しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ すは くはきぇ 
ょぇ しこさっ う しかっょ 2-ゅけょうてくうは しう こっさうけょ, ぇ こさけし
すけ とっ こぇょぇ ぉっいゃないきっいょくぇすぇ こけきけと くぇこさっょ ゃ 
ゅけょうくうすっ. ╉なき きけきっくすぇ ゃ  ╋[[╀ しっ さぇぉけすう こけ 
っゃさけこっえしおう こさけゅさぇきう いぇ っくっさゅうえくぇ っそっおすうゃ
くけしす くぇ あうかうとぇすぇ, し っゃさけこっえしおけ そうくぇくしうさぇ
くっ, こけくっ ょけ 2020 ゅけょうくぇ. ╃させゅ っ ゃなこさけしなす, つっ 

ぉっいしこけさっく そぇおす っ くぇかっあぇとぇすぇ くっけぉたけょうきけしす けす しこってくけ けぉくけゃかっくうっ くぇ しゅさぇょくうは そけくょ う けとっ こけ-しこっちうぇかくけ くぇ こぇくっかくうすっ あうかうとぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. ] すはたくけすけ 
„けしゃっあぇゃぇくっ” いぇ 1 きかさょ. かっゃぇ  しうゃけすぇすぇ けす きくけゅけ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇょけゃっ ぉっいしこけさくけ とっ ういつっいくっ うかう こけくっ とっ しすぇくっ こけ-こけくけしうきぇ. 
¨ぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは くぇ ╉ぇいぇくかなお せしうかっくけ しかっょう こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ すけいう こさけちっし う ぇおすうゃくけ とっ せつぇしすゃぇ ゃ くっゅけ. ╁しうつおう, おけうすけ しっ うくすっさっしせゃぇす けす 

くっゅけ う あっかぇはす ょぇ せつぇしすゃぇす, きけゅぇす ょぇ すなさしはす せおぇいぇくうは う こけょさけぉくけしすう けす しかせあうすっかう けす けすょっかぇ いぇ 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  しかっょ 1-ゃう そっゃさせぇさう. 
 ‶けょさけぉくぇ うくそけさきぇちうは いぇ こさけちっしぇ うきぇ う とっ うきぇ くぇ しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお: http://www.kazanlak.bg/

                                                                            ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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 》かせさそ 【そてかう: 

〈けえ っ けす けくっいう たけさぇ, おけうすけ 
くっ しっ くぇぉうゃぇす くぇ けつう, くっ 

いぇぉっかはいゃぇて けす こさなゃ こけゅかっょ, 
くけ こけきくうて. ′はおぇお すうたけ う くっ
いぇぉっかっあうきけ けしすぇゃはす ょうさう し  
ょっかうおぇすくけ さっしこっおすうさぇとけすけ 
しう こさうしなしすゃうっ. 

╆ぇ こけしすぇ, くぇ おけえすけ っ, う けす
ゅけゃけさくけしすすぇ, おけはすけ くけしう, うい
ゅかっあょぇ こけゃっつっ けす しおさけきっく. 
′っ せゃぇあぇゃぇ おけしすのきうすっ う くっ 
さけぉせゃぇ くぇ おかうてっすぇ けす すけいう 
すうこ. 【うさけおけ しおさけっく っ. ¨す 
けくっいう たけさぇ, いぇ おけうすけ  たけさう
いけくすなす ゃうくぇゅう きけあっ ょぇ っ う 
けとっ. ╇ ゃしっおう つけゃっお っ っょくぇ 
きぇかおぇ こかぇくっすぇ, おけはすけ いぇ
しかせあぇゃぇ くせあくけすけ ゃくうきぇくうっ, 
てぇくし う ゃさっきっ いぇ けこけいくぇゃぇくっ. 
╇きぇ うくすっさっしくぇ こさけそっしうは, 

おけはすけ しぇきぇ ゅけ ういぉさぇかぇ. 〈けえ 
うきぇか ょさせゅう おさけっあう いぇ しっぉっ 
しう. ¨す すぇいう おぇきぉぇくぇさうは しっ 
っ くぇせつうか ょぇ さぇいこけいくぇゃぇ たけ
さぇすぇ, こぇさぇかっかくけ し すっあおぇすぇ 
„こさうゃうかっゅうは” ょぇ  いくぇっ すさせ
ょけゃうすっ うしすけさうう くぇ たうかはょう 
たけさぇ, こさっきうくぇかう こさっい あうゃけ
すぇ きせ. ╁ きけきっくすぇ ょなさあう おかの
つぇ, こさっくけしくけ う ぉせおゃぇかくけ, いぇ 
こさけそっしうけくぇかくうすっ  うしすけさうう 
くぇ ぉかういけ 6 たうかはょうすっ さぇぉけすっ
とう ゃ „┿さしっくぇか”. ╇ けすゅけゃけさ
くけしすすぇ ょぇ けこぇいう ょけおせきっくすぇか
くけ ゃしうつおう っかっきっくすう くぇ すっいう 
うしすけさうう, すぇおぇ つっ っょうく ょっく 
すっ ょぇ しぇ とぇしすかうゃう こっくしうけ
くっさう. [なおけゃけょう っおうこ, おけえ
すけ っあっょくっゃくけ こさうっきぇ こけくっ 
こけ 20-30 くけゃう さぇぉけすくうちう, 
こっくしうけくうさぇ  こけくっ 10-うくぇ, ぇ 
くぇこけしかっょなお う こけつすう くっ けしゃけ
ぉけあょぇゃぇ. 
[ぇぉけすう, ょけおぇすけ うきぇ さぇぉけすぇ, 

いぇとけすけ っ さぇぉけすけたけかうお. ¨す 
けくっいう, くっこけこさぇゃうきうすっ. ╉け
ゅぇすけ う ょぇ ゅけ こけすなさしうて, っ くぇ 
さぇぉけすくけ しう きはしすけ. 
 〈ぇおぇ... きくけゅけ ゅけょうくう. 〉すさっ 

けぉぇつっ こぇお とっ っ すぇき, くけ... とっ 
つっさこう. ╆ぇとけすけ うきぇ こけゃっつっ けす 
いぇぉっかっあうすっかっく こけゃけょ - のぉう
かっえ. ‶さう すけゃぇ けす けくっいう, ょけ
しすけえくうすっ, こけくっ いぇ こっしっく うかう 
しすうた. 〈けえ ゅう せきっっ う ょゃっすっ さぇ
ぉけすう, いぇさぇょう ょっすしおけ-のくけてっ
しおぇすぇ しう  うしすけさうは ゃ おなくつっゃ
しおぇすぇ しぇきけょっえくけしす. 
〉てうか っ 8 ゅけぉかっくぇ, しさっょ 

おけうすけ „╋ぇょけくぇすぇ し きかぇょっくっ
ちぇ” う „╁けょっくうちぇすぇ くぇ ╀けてっ”.  
]こけさすくぇ くぇすせさぇ っ, し きっょぇか 
ょけさう けす [っこせぉかうおぇくしおけすけ 
こなさゃっくしすゃけ こけ ぇおさけぉぇすうおぇ 
けす 1976 ゅけょうくぇ. ¨こうす うきぇ う 
ゃ きっしすくうは そせすぉけかっく けすぉけさ, 
くけ...  いぇ おさぇすおけ. ╃なかゅぇすぇ きせ 
かのぉけゃ っ „ぇさしっくぇかしおぇ” – ゃっつっ 
20 ゅけょうくう っ こさっょぇく  くぇ っょくぇ 
さぇぉけすぇ う くぇ っょうく っおうこ. 
 ╆くぇっ うきっくぇすぇ くぇ ゃしうつおう 

ぇさしっくぇかちう, ぇ くぇ けくっいう, おけうすけ 
こけ くはおけかおけ  こなすう しぇ いぇこけつ
ゃぇかう う くぇこせしおぇかう そうさきぇすぇ, 
こけきくう ょけさう すさせょけゃうすっ うき 
うしすけさうう.  ] くけゃうは こけつうく いぇ 
さけあょっくうちうすっ っ くぇ こなす ょぇ くぇ
せつう う さけあょっくうすっ うき ょくう. ╆ぇ
とけすけ うきっくくけ すけえ っ つけゃっおなす, 
おけえすけ うきぇ ょけしすなこ ょけ すぇいう うく
そけさきぇちうは. 
‶さうすっあぇゃぇ すなくおけ う そうくけ 

つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ う ぉっいおけき
こさけきうしくけしす いぇ さっょ.  ‶さっょ
しすぇゃはか しう っ あうゃけすぇ うくぇつっ, ぇ 
きけきつっておぇすぇ きせ こっさしこっおすうゃぇ 
いぇ ぉなょっとっすけ しすうゅぇかぇ くぇえ-
きくけゅけ ょけ しすさせゅぇさ うかう そさっ
いうしす… ゃ „┿さしっくぇか”.  ]すうゅくぇか 
けぉぇつっ すゃなさょっ ょぇかっつ けす すけゃぇ 
いぇさぇょう ゃさけょっくけすけ しう かのぉけ
こうすしすゃけ おなき くけゃうすっ くっとぇ: 
ゃないこうすぇくうお っ くぇ こなさゃうは 
ゃうこせしお くぇ しこっちうぇかくけしすすぇ 
„ういつうしかうすっかくぇ すったくうおぇ” ゃ 

′╅ [╅╉『¨【╊ ¨ ╋¨╇《【╅

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

‶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:

•	 きけくすぇあくうお ういょっかうは けす きっすぇか /ぉけっこさうこぇしう/;
•	 けこっさぇすけさ くぇ こさっしぇ きっすぇか;
•	 てかけしっさ;
•	 しすさせゅぇさ;
•	 そさっいうしす;
•	 てかぇえそうしす;
•	 けこっさぇすけさ 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お;
•	 けおぇつっしすゃうすっか;
•	 うくしすさせきっくすぇかつうお;
•	 かっはさ;
•	 ょさせゅう.

¨しうゅせさっく っ ぉっいこかぇすっく すさぇくしこけさす いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 4 
– こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ けす くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ さぇえけくぇ: ╉ぇいぇく-
かなお, ¨ゃけとくうお, 』っさゅぇくけゃけ, ╉さなく, ╄くうくぇ, ╃せくぇゃちう, ╉けこさうくおぇ 
う ╋なゅかうあ. 
[ぇぉけすぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ う くぇ しきっくっく さっあうき.

╆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”. 
╁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 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 
いぇ ゃたけょはとけ うくすっさゃの – ゃ „‶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” ┿╃ (ゃしっおう 
さぇぉけすっく ょっく けす 14.00 ょけ 15:00 つぇしぇ) うかう こけ っかっおすさけ-
くっく こなす
Email: kadri@arsenal-bg.com
www.arsenal.bg

‶ぇおっす ょけおせきっくすう きけあっ ょぇ しっ こけかせつう 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 

だß　çí
〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす 
„┿くゅっか ╉なくつっゃ” ゃ [せしっ. 
】ぇしすかうゃっち っ. ¨ぉうつぇす ゅけ しなし 

しうゅせさくけしす こけくっ 6 あっくう - う 
ゃしうつおうすっ くっゅけゃう. 
╋ぇえ くはきぇ くせあょぇ けす  ょさせゅう 

あけおっさう. 
〈さうすっ きうくせすう しかぇゃぇ, こけかぇ

ゅぇっきう いぇ ゃしっおう っょうく つけゃっておう 
あうゃけす, すけいう こなす しぇ いぇ ‶っくおけ 
〈けすっゃ - さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃ
かっくうっ „╉ぇょさう” ゃ „┿さしっくぇか”. 
ぃぉうかはさなす, いぇ おけゅけすけ くぇ 24-
すう はくせぇさう とっ っ っょくぇ けす 19-すっ 
こさぇいくうつくう ぇさしっくぇかしおう すけさすう 
いぇ さけあょっくうちう. 

′ぇゃなさてゃぇ 60. 

╂けょうくうすっ, おけうすけ ょっかはす あう
ゃけすぇ くう くぇ ょゃぇすぇ ゃぇあくう っすぇこぇ 
ゃ くっゅけ. ′ぇ さぇぉけすぇ いぇ さぇょけしす
すぇ う くぇ さぇょけしす けす こかけょけゃっすっ 
けす すぇいう さぇぉけすぇ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ くぇこけしかっょなお  

こけおさぇえ  せしうかっくぇすぇ ょうしおせしうは 
いぇ こっくしうけくくぇすぇ  さっそけさきぇ う 
しかせあっぉくけすけ くう けぉとせゃぇくっ こけ 
すけいう こけゃけょ  こけ けすくけてっくうっ くぇ  
こけさっょうちぇ けす しすぇすうう こけ ゃな
こさけしぇ ゃ „ 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
ゃしっ こけ-つっしすけ しっ いぇきうしかは いぇ 
すけいう っすぇこ けす あうゃけすぇ しう. 』ぇおぇ 
ゅけ おぇすけ ゃないきけあくけしす ょぇ くぇきっ
さう こけゃっつっ ゃさっきっ う いぇ せっょう
くっくうっ, う いぇ さぇょけしす し すさうすっ しう 
ゃくせつおう う し くぇえ-くぇえ-ぉかういおうすっ 
しう たけさぇ. ′っ しっ こさうすっしくはゃぇ 
けす しすぇすせしぇ „こっくしうけくっさ” しかっょ 
ゃさっきっ う けす くっゅぇすうゃういきぇ, おけえ
すけ くぇこけしかっょなお ょせきぇすぇ つっしすけ 
くけしう しなし しっぉっ しう, けしけぉっくけ ゃ 
おさういうしくう いぇ そうさきうすっ ゃさっ
きっくぇ, おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しっ 
さっあっ あうゃけ きっしけ う つっしすけ すけ 
っ いぇ しきっすおぇ くぇ こけ-けこうすくうすっ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ くっ きうしかう ょぇ 
けしすぇゃぇ, けしゃっく ぇおけ くっ しっ くぇ
かけあう けすゅけさっ, う すけ いぇ きぇかおけ. 
╉ぇすけ  すうこうつっく こさっょしすぇゃうすっか 
くぇ いくぇおぇ ╁けょけかっえ いくぇっ, つっ ゃ 
あうゃけすぇ ゃしっおう きっょぇか うきぇ ょゃっ 
しすさぇくう. ╁なこさけしなす っ ゃ きはさおぇ
すぇ う せしっすぇ. ╁ せしっとぇくっすけ いぇ 
ゃはさくけすけ ゃさっきっ おけゅぇ すけつくけ 
すさはぉゃぇ „ょぇ しかっいって けす ゃかぇおぇ” 
う ょぇ こさっょぇょって とぇそっすぇすぇ くぇ 
くはおけゅけ しかっょ すっぉ: こけ-きかぇょ, 
きぇおぇさ う こけ-くっけこうすっく, くけ し 
こけゃっつっ っくっさゅうは, いくぇくうは, たなし 

いぇ さぇぉけすぇ. 

【っそなす くぇ „おぇょさうすっ” ゃ
„┿さしっくぇか” ゃっつっ しっ けゅかっあょぇ

いぇ すぇおなゃ つけゃっお う しう けすゅかっあ
ょぇ すぇおうゃぇ こけしかっょけゃぇすっかう. ╇ 
うしおさっくけ うき しっ さぇょゃぇ, いぇとけ

すけ ゃうあょぇ ゃ すはた きけすうゃぇちうは う 
あっかぇくうっ いぇ さぇぉけすぇ. ′ぇょはゃぇ 
しっ ゃさっきっすけ う こさっこはすしすゃうは
すぇ, おけうすけ しかっょゃぇす ゃしはおけ っょくけ 
さぇいゃうすうっ, ょぇ くっ こさっおなさてう 
せしすさっきぇ う ぇきぉうちううすっ うき. ╇ 
ょぇ けしすぇくぇす すせお.  
′っ おさうっ, つっ さぇぉけすぇすぇ くう

おぇお くっ っ かっおぇ. ′うとけ, つっ っ くぇ 
ぉのさけ. ′ぇえ-すさせょくけ ゃ ぇさしっくぇか
しおうは きせ こっさうけょ くぇ ぉうゃてうは 
ゃないこうすぇくうお くぇ おぇいぇくかなておうは  
きったぇくけすったくうおせき  ぉうかけ ゃ こっ
さうけょうすっ くぇ ゅけかっきう, きぇしけゃう 
しなおさぇとっくうは けす おさぇは くぇ 90-
すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお. 
〈けゅぇゃぇ いぇ おさぇすなお こっさうけょ けす 
けさなあっえくうちぇすぇ ぉはたぇ しなおさぇすっ
くう くぇょ 3 たうかはょう ょせてう. „′ぇ
かぇゅぇてっ しっ くぇ ょっく ょぇ しっ けしゃけ
ぉけあょぇゃぇす こけ 200-300 ょせてう. 
╀はたぇ すっあおう, すさせょくう ゃさっきっくぇ, 
ぉっいくぇょっあょくう. ╊はすけ, たけさぇすぇ 
こさうこぇょぇたぇ こけ けこぇておうすっ, ょけ
おぇすけ つぇおぇたぇ ょぇ しう こけかせつぇす 
ょけおせきっくすうすっ いぇ けしゃけぉけあょぇ
ゃぇくっ. ╁しっおう ういこかぇおゃぇてっ ぉけか
おぇすぇ しう, しすさぇたぇ けす ぉなょっとっすけ, 
けすつぇはくうっすけ, ぇ すう しう ょかなあっく 
ょぇ ゅう ういしかせてぇて, くうとけ, つっ すっ 
つぇおぇす けとっ 100 ょせてう くぇゃなく”, 
し ぉけかおぇ ゃさなとぇ かっくすぇすぇ くぇいぇょ 
‶っくおけ 〈けすっゃ.  
¨す こけいうちうはすぇ くぇ こけしすぇ, くぇ 

おけえすけ っ, っあっょくっゃくけ しっ しさっ
とぇ し おぇくょうょぇす- ぇさしっくぇかちう
すっ, こさっゅかっあょぇ し おけかっゅうすっ 
しう おせこうとぇ きけかぉう いぇ さぇぉけすぇ, 
きけすうゃぇちうけくくう こうしきぇ, すさせょけ
ゃう ょけしうっすぇ. 『っかすぇ っ っょくぇ: ょぇ 
しぇ くぇえ-ょけぉさうすっ う こけょたけょはとう 
おぇょさう いぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. 
╃ぇ くっ しぉなさおぇ, ょぇ くっ こさけこう
かっっ つけゃっておぇ しなょぉぇ, こさぇゃうか
くけ ょぇ けすしっっ いなさくけすけ けす こかは
ゃぇすぇ う けぉさぇすくけ. ]すさっきうき しっ 
し おけかっゅうすっ ょぇ くっ ょけこせしおぇきっ 
しせぉっおすうゃういなき, いぇとけすけ すけえ っ 
かけて しなゃっすくうお, くけ ゃ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ... ゃしうつおけ っ つけゃっておぇ 
くぇこさぇゃぇ, しこけょっかは ゅかぇゃくうはす 
ぇさしっくぇかしおう おぇょさけゃうお. 

34-きぇ  ぇさしっくぇかちう うきぇす かうつくう こさぇいくうちう ょくっし う せすさっ – 23-すう う 24 はくせぇさう. 〈っ しぇ つぇしす 
けす ぉかういけ 500-すっ さけあょっくうちう くぇ そうさきぇすぇ こさっい はくせぇさう う とっ ぉなょぇす いぇさぇょゃぇくう し そうさ-
きっくう すけさすう. 

]さっょ こさぇいくせゃぇとうすっ ょくっし しぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう けす:

╆しあえそおあちけす せあ うつけねさけ あちつかせあしぬけ つ おそいちけ 
つひちぬあ, さそけてそ いみにあ つひたちけねあつてせけ け たそすそえ-

せあにあ う てちとおかせ すそすかせて せあ つかすかつこてうそ [あつあ-
おきけさそうけ.
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╆ぇ 20-すっ ゅけょうくう, ゃ おけうすけ っ 
くぇつっかけ くぇ „╊うつっく しなしすぇゃ”

ゃ „┿さしっくぇか”,

こさっょ けつうすっ きせ しっ っ こさけ
きっくはか こさけそうかなす くぇ おぇくょう
ょぇすしすゃぇとうは  いぇ さぇぉけすぇ ゃ ゅけ
かはきぇすぇ そうさきぇ. ╅うゃけすなす くぇ 

おけくすさぇしすう, おぇおすけ すけえ くぇさうつぇ 
ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ あうゃっっき, 
っ ぉっかはいぇか う すけいう こさけちっし. ╇ 
ぇおけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ すさせょけゃうは 
きせ こなす こさっい 1994 ゅけょうくぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” しぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ
かう ゃうしてうしすう うかう たけさぇ しなし 
しさっょくけ, こさっょうきくけ しこっちうぇかくけ 
う こさけそっしうけくぇかくけ, けぉさぇいけゃぇ
くうっ, ゃ くぇえ-かけてうは しかせつぇえ し 
ゅうきくぇいうぇかくけ けぉとけ, すけ ょくっし 
ゃなゃ そうさきぇすぇ さぇぉけすぇ すなさしはす 
けしくけゃくけ たけさぇ し ょさせゅう こさけそっ
しうう: しっさゃうすぬけさう, ぉぇさきぇくう, 
こさけょぇゃぇつおう. 〉くうとけあっくけすけ 
ゃしかっょしすゃうっ う くぇ ょなさあぇゃくぇ 
くっょぇかくけゃうょくけしす こさけそっしうけ
くぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ すせお っ し 
けゅさけきくぇ いぇしかせゅぇ, おぇいゃぇ くぇ
つぇかくうおなす くぇ „╉ぇょさう”. ╇ うきっく
くけ ゃ すけいう  おぇょさけゃう ょっそうちうす 
っ ゅけかっきうはす  こさけそっしうけくぇかう
いなき. ╃ぇ せしこっって ょぇ ゃうょうて けす 
„おけっ ょなさゃけ とっ しすぇくっ しゃうさおぇ”  
う けす おけっ くっ. ╆ぇとけすけ, おけゅぇすけ 
つけゃっお っ きけすうゃうさぇく, おけゅぇすけ 
うきぇ あっかぇくうっ  ょぇ さぇぉけすう, ぇ くっ 
こさけしすけ ょぇ すさせこぇ しすぇあ うかう ょぇ 
うきぇ くはおぇおゃう ょけたけょう, くっとぇすぇ 
ゃうくぇゅう しっ こけかせつぇゃぇす. ╉ぇすけ ゃ 
こけつすう おけきうつくうは しかせつぇえ くぇ 
おぇくょうょぇす-ぇさしっくぇかっち, けこうしぇか 
ゃ かうつくぇすぇ しう „┿そすけ  ぉうけゅさぇ
そうは”  すさせょけゃうは しう こなす すぇおぇ: 
”[ぇぉけすうか しなき すのすのく う ょさせゅぇ 
おなさしおぇ さぇぉけすぇ”. 
′っ おさうっ う くっ ぉはゅぇ けす そぇおすぇ, 

つっ しすうゅきぇすぇ こけ けすくけてっくうっ 
くぇ しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょ
しすゃけ う しすさぇたけゃっすっ, しゃなさいぇくう 
し すけゃぇ, すさせょくけ しっ こさっけょけかは
ゃぇす う こさっつせこゃぇす ゃ きぇかおうは  くう 
ゅさぇょ. ╉かうてうさぇくうすっ しすさぇたけゃっ 
こけ けすきうくぇかう おさういう うかう しかせつ
おう ゃなゃ そうさきぇすぇ しなとけ ょぇゃぇす 
しゃけっすけ くっゅぇすうゃくけ けすさぇあっくうっ 
くぇ すなさしっとうすっ さぇぉけすぇ ゃ „┿さ
しっくぇか”. [ぇぉけすうき いぇ こさっけょけ
かはゃぇくっすけ くぇ  すけゃぇ, すなさしうき 
ゃぇさうぇくすう, きくけあうき しけちうぇかくう 
こさうょけぉうゃおう う ょさせゅう ぉけくせしう, 
くけ こさけちっしなす っ ょなかなゅ, すさせょっく 

う ういうしおゃぇ  きくけゅけ しすさぇくう ょぇ 
しっ ぇくゅぇあうさぇす, おぇすっゅけさうつっく 
っ くぇつぇかくうおなす くぇ  くぇこさぇゃかっ
くうっ „╉ぇょさう”. ′っ きせ せぉはゅゃぇす 
う かうつくうすっ つけゃっておう うしすけさうう, 
きぇかおうすっ くう あうすっえしおう ょさぇきう. 
] ゅけょうくうすっ すけえ う おけかっゅうすっ きせ 
しぇ さぇいゃうかう う せしっす う さっそかっおし 

いぇ すはた. ╃せてぇ う けつう. 
‶さけそっしうけくぇかくうすっ こさっょうい

ゃうおぇすっかしすゃぇ しぇ しさっとぇかう ‶っく
おけ 〈けすっゃ う し ょさせゅう うくすっさっしくう 
おぇくょうょぇす-ぇさしっくぇかちう. [ぇぉけすぇ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ ょぇ すなさしはす  たけさぇ 
し こけ ょゃっ ゃうしてう けぉさぇいけゃぇ
くうは, し おけうすけ くっ きけゅぇす ょぇ しう 
くぇきっさはす さっぇかういぇちうは う こさっょ
こけつうすぇす ょぇ しすぇくぇす そさっいうしすう, 
しすさせゅぇさう, いぇ ょぇ ういたさぇくゃぇす 
しっきっえしすゃぇすぇ しう. [ぇぉけすぇすぇ きせ 
ういうしおゃぇ ょぇ っ けぉっおすうゃっく, ぉっい
こさうしすさぇしすっく, ょぇ きけあっ ょぇ くぇ
こさぇゃう くぇえ-ょけぉさぇすぇ こさっちっくおぇ 
いぇ ゃしっおう っょうく おぇくょうょぇす-さぇ
ぉけすくうお くぇ „┿さしっくぇか”う すけえ ょぇ 
こけこぇょくっ くぇ くぇえ-こけょたけょはとけ
すけ いぇ くっゅけ きはしすけ, くぇ おけっすけ とっ 
しっ つせゃしすゃぇ こけかっいっく, おぇおすけ いぇ 
しっぉっ しう, すぇおぇ う いぇ そうさきぇすぇ. 
] けしけぉっくぇ ゅさうあぇ う ぇそうくう
すっす  しっ けすくぇしは  おなき きかぇょうすっ, 
おけうすけ うしおぇす ょぇ さぇぉけすはす いぇ 
そうさきぇすぇ, いぇとけすけ しないくぇゃぇ, つっ 
こけおけかっくつっしおぇすぇ おさういぇ きくけ
ゅけ しおけさけ とっ ういうしおゃぇ ぉなさいう, 
っそっおすうゃくう う すっあおう さってっくうは. 
] くけしすぇかゅうは しう しこけきくは いぇ  

しさっょぇすぇ くぇ 90-すっ ゅけょうくう, おけ
ゅぇすけ ゃ „┿さしっくぇか” こけつすう くぇおせこ 
しっ ういしうこぇかう くぇょ 20-すっ いぇゃなさ
てうかう ゃ ぉうゃてうすっ しなゃっすしおう さっ
こせぉかうおう ぇさしっくぇかしおう しすうこっく
ょうぇくすう. ╆ぇすけゃぇ しっ う くぇょはゃぇ 
いぇこけつくぇすけすけ けす 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 „┿さ
しっくぇか” こけ けすくけてっくうっ くぇ しすう
こっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ 
しすせょっくすう くぇ „┿さしっくぇか” しおけさけ 
ょぇ ょぇょっ  う こなさゃうすっ しう ょけぉさう 
さっいせかすぇすう. 
 

〈けえ しなとけ っ けす すうこうつくうすっ 
ぇさしっくぇかちう:

けす すっいう, ゃ つううすけ しっきっえくう 
うしすけさうう うきぇ こけくっ こけ 2-3 こけ
おけかっくうは, さぇぉけすうかう ゃなゃ そうさ
きぇすぇ. 
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5 しぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ おぇかっくょぇさくぇすぇ 2015 ゅけょうくぇ しおかのつっくう-
すっ ゅさぇあょぇくしおう ぉさぇおけゃっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶なさゃぇすぇ いぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
しゃぇすぉぇ ぉっ くぇ 10-すう はくせぇさう. ]かっょゃぇとうすっ しゃぇすぉう しぇ くぇ 31-ゃう 
すけいう きっしっち. ╄ょくぇ けす すはた とっ っ っおいけすうつくぇ, すなえ おぇすけ きかぇょけあっく-
ちうすっ こさうしすうゅぇす いぇ くっは けす ╉せゃっえす う とっ しっ ぉさぇおけしなつっすぇはす こけょ 
いゃせちうすっ くぇ おぇきっさっく けさおっしすなさ, おけえすけ とっ いぇぉぇゃかはゃぇ ゅけしすうすっ 
こさっい ちっかうは ょっく くぇ すなさあっしすゃけすけ. ]ゃぇすぉぇさしおう しっ けつっさすぇゃぇ ょぇ 
っ そっゃさせぇさう, おぇすけ いぇはゃおうすっ ょけ きけきっくすぇ いぇ しゃぇすぉう しぇ けおけかけ 
10-すうくぇ いぇ きっしっちぇ.
╇いきうくぇかぇすぇ 2014 ゅけょうくぇ ぉっ けす „ぉさぇつくうすっ“ いぇ ╉ぇいぇくかなお しなし 

しおかのつっくうすっ 224 ゅさぇあょぇくしおう ぉさぇおぇ. ]さっょ くけゃけぉさぇつくうすっ うきぇ 
ょせいうくぇ しきっしっくう ぉさぇおけゃっ, けしくけゃくけ きっあょせ ぉなかゅぇさおう う すせさちう, 
おぇおすけ う きっあょせ ぉなかゅぇさう, こさったゃなさかうかう 30-すっ ゅけょうくう う ゅさぇあ-
ょぇくおう くぇ さぇいかうつくう っゃさけこっえしおう しすさぇくう. ]さっょ くぇえ-っおいけすうつくう-
すっ しっきっえしすゃぇ しぇ う ょゃっ くけゃう けす ゅけょうくぇすぇ, きっあょせ おぇいぇくかなておう 
たせぉぇゃうちう う うくょうえちう.
′っ すけかおけゃぇ っおいけすうつくぇ っ おぇさすうくぇすぇ くぇ 685-すっ くけゃけさけょっくう, 

おけうすけ こさっうきせとっしすゃっくけ しぇ きけきうつっすぇ けす ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.
]さっょ くけゃけさけょっくうすっ こさっい 2014 ゅけょうくぇ ゃ おぇいぇくかなておけすけ ┿╂¨ 

くはきぇ ょゃけえおう ぉかういくぇちう, くけ いぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ うきぇ おぇすけ こけさっ-
ょくけしす 6-すけ う 7-きけ ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ.
‶なさゃけすけ ぉっぉっ いぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ ぉっ きぇかおうはす 

ぃぉっうょ, おけえすけ しっ けおぇいぇ つっすゃなさすけ ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ, くけ くっ ぉっ 
こさうこけいくぇす けす しゃけは ぉぇとぇ う ぉっ いぇこうしぇく し うきっすけ くぇ きぇえおぇ しう. 
ぃぉっうょ しっ さけょう くぇ 2-さう はくせぇさう, ぇ けすすけゅぇゃぇ ょけ しっゅぇ しっ さけょうたぇ 
けぉとけ 24 ぉっぉっすぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨ぉとけ 16 しぇ  ょけこなかくうすっか-
くうすっ こけつうゃくう ょくう, おけうすけ 
とっ うきぇきっ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
いぇさぇょう けそうちうぇかくうすっ こさぇい-
くうちう, けぉはゃっくう いぇ くっさぇぉけす-
くう ょくう う しなこなすしすゃぇとう ゅう.  
]かっょ ょゃせしっょきうつくぇすぇ こけ-
つうゃおぇ けおけかけ ╉けかっょぇ う ′けゃぇ 
ゅけょうくぇ くう つぇおぇ こけさっょくぇ 
すぇおぇゃぇ, くけ こけ-きぇかおぇ, っょゃぇ 
こさっい きぇさす, おけゅぇすけ とっ うきぇきっ 
けぉとけ 4 こけつうゃくう ょくう けおけかけ 
3 きぇさす - けす 28 そっゃさせぇさう ょけ 
3 きぇさす, おぇすけ 2 きぇさす – こけくっ-
ょっかくうお, とっ しっ けすさぇぉけすゃぇ くぇ 
21 きぇさす - しなぉけすぇ.
¨おけかけ ╁っかうおょっく しなとけ くう 

しっ しなぉうさぇす 4 こけつうゃくう ょくう. 
‶けつうゃくう とっ しぇ ょくうすっ けす 10 

╆ぇゃけょ 0 - ┿くおぇ ]すぇえおけゃぇ, ┿かぇ ‶っすさけゃぇ, 
〈ぇておぇ ‶ぇこぇいけゃぇ; 
╆ぇゃけょ 1 - ╋うきう ╀けいっゃぇ, ╆ょさぇゃおけ 〈っくっゃ, 

‶っくつけ ╁なかっゃ, ╋うかっく ‶っすさけゃ, ╉さぇしうきうさぇ 
‶っっゃぇ;
╆ぇゃけょ 3 - さけあょっくうつおぇ っ ╃うぇくぇ ′っょっゃぇ;
ょゃぇきぇ しぇ こさぇいくせゃぇとうすっ けす ╆ぇゃけょ 4 - ╀っ-

ょさうっ ╋せすおぇ う ╁っくっすぇ ╊っつっゃぇ; 
╆ぇゃけょ 5 - ╇ゃぇく ̈ ゃつぇさけゃ, ╉けかつけ ╋うくつっゃ う 

┿こけしすけか ╀ぇおなさょあうっゃ; 
╆ぇゃけょ 12 - 〈けくおぇ ╃うきうすけさゃぇ.

〉すさっ – くぇ 24-すう はくせぇさう, こさぇいくせゃぇす: 

¨す ╆ぇゃけょ 0 - ╇ゃぇく ╋うたけゃ, ╋ぇさうえおぇ ]すけう-
かけゃぇ, ╋うかっくぇ ╋ぇさっゃぇ, ‶っくおけ 〈けすっゃ, ╂っくつけ 
┿ぉさぇてっゃ; 
¨す ╆ぇゃけょ 1 - 『ゃっすぇくぇ ]なぉっゃぇ, ╄ゃゅっくう ╂ぇ-

ゃさうかけゃ, ╊のぉけきうさ ╁なかつっゃ, ‶っすは 〈けくっゃぇ, ‶っすは 
‶っすさけゃぇ, [けいぇ ╉のこけゃぇ.
[けあょっくうおなす くぇ ╆ぇゃけょ 3 っ ╇ゃぇく 〈けちおけゃ. 
╃させゅう 3-きぇ こさぇいくせゃぇす ゃ ╆ぇゃけょ 4: ╃っかおぇ 

╇ゃぇくけゃぇ, ┿かぉっくぇ 【ぇこけゃぇか, ╃うきけ ′うおけかけゃ.
¨す ╆ぇゃけょ 5 - ╃うきけ ′うおけかけゃ う ╂っけさゅう ╉ぇ-

さぇゅぬけいけゃ; 
╆ぇゃけょ 6 - ]すけはくおぇ ╉けかっゃぇ う けす ╆ぇゃけょ 12 - 

》さうしすけ ‶ぇゃかけゃ.

╆ぇ ゃしうつおう こさぇいくせゃぇとう ぇさしっくぇかちう: ╆ょさぇゃっ, 
いぇ ょぇ しっ さぇょゃぇす くぇ ゃしうつおう ぉかぇゅうくう う さぇょけしすう 
ゃ あうゃけすぇ, おなしきっす ゃ ょっかぇすぇ う せしこった ゃ きっつすうすっ! 
‶さっい そっゃさせぇさう さけあょっくうちうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ 

しぇ 482-きぇ. ‶うおなす くぇ こさぇいくせゃぇとうすっ とっ っ こさっい 
しっこすっきゃさう.
                                      

  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

	19	 	 	8- 	   
ИМ „Искра” – Мултимедийна зала 
Изложба „Величието на българските ханове - Съкровището на хан Кубрат”. 
Експозицията събира под един покрив две уникални съкровища от времето на 
Велика България - част от съкровището на хан Кубрат, открито край село Малая 
Перешчепина, днешна Украйна, и старобългарското съкровище, открито край 
банатското село Надсент Миклош, днешна Румъния. Експонатите са от фондовете 
на Националния исторически музей.  

	 .
Цялото съкровище на хан Кубрат е съставено от над 700 златни и сребърни предмета 
с общо тегло 75 кг. Включва предмети с различна културна принадлежност - с 
византийски произход, с ирански произход и предмети от  т. нар. „степна култура“. 
Съкровището е случайно открито от две пастирчета през 1912 г. край с. Малая 
Перешчепина. То е най-голямото ранно-средновековно съкровище от стотици 
златни и сребърни предмети. 
Съкровището от село Надсент Миклош е открито през 1799 г. в банатското село 
Надсент Миклош. Състои се от 23 съда с общо тегло близо 10 кг. Датира се към 
VII – IX век. 
24- 	 	31- 	

11.00 часа, Информационен  център 
 ул. „Искра” 4  - Казанлък 
 Детски утра на Театър „Любомир 
Кабакчиев”

26- 	
19.00 часа, Военен клуб
Спектакъл „Госпожа Стихийно 
бедствие” – с участието на Стоянка  
Мутафова по повод нейната  93-та 
годишнина.

ょけ 13 ぇこさうか, ぇ ╁っかうおょっく こさっい 
2015 ゅ. っ くぇ 12 ぇこさうか.
]かっょゃぇとぇすぇ ゅけかはきぇ こけつうゃおぇ 

とっ っ つぇお こさっい しっこすっきゃさう 2015 
ゅ., おけゅぇすけ けすくけゃけ くはきぇ ょぇ さぇ-
ぉけすうき 4 ょくう - けす 19 ょけ 22 しっこ-
すっきゃさう. ‶けくっょっかくうお - 21 しっこ-
すっきゃさう, とっ っ こけつうゃっく, くけ いぇ 
しきっすおぇ くぇ すけゃぇ とっ しっ さぇぉけすう 
くぇ 12 しっこすっきゃさう - しなぉけすぇ.
╁ おさぇは くぇ 2015 ゅ. とっ こけ-

つうゃぇきっ けす 31 ょっおっきゃさう ょけ 3 
はくせぇさう, くけ とっ さぇぉけすうき くぇ 12 
ょっおっきゃさう - しなぉけすぇ.
′ぇおさぇすおけ, しかっょくうすっ ょくう しぇ 

けそうちうぇかくう こさぇいくうちう う くっさぇ-
ぉけすくう こさっい 2015 ゅ.:
1 はくせぇさう – ′けゃぇ ゅけょうくぇ; 
2, 3 きぇさす – ╃っく くぇ ¨しゃけぉけあ-

ょっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは けす 
けしきぇくしおけ さけぉしすゃけ; 
10, 11, 12, 13 ぇこさうか – 

╁っかうおょっく – たさうしすうはくしおぇすぇ 
さっかうゅうは けすぉっかはいゃぇ ╁ない-
おさっしっくうっ 》さうしすけゃけ; 
1 きぇえ – ╃っく くぇ すさせょぇ う くぇ 

きっあょせくぇさけょくぇすぇ さぇぉけすくう-
つっしおぇ しけかうょぇさくけしす; 
6 きぇえ – ╂っさゅぬけゃょっく, ╃っく 

くぇ たさぇぉさけしすすぇ う ╀なかゅぇさ-
しおぇすぇ ぇさきうは; 
21 う 22 しっこすっきゃさう – ╃っく 

くぇ くっいぇゃうしうきけしすすぇ くぇ ╀なか-
ゅぇさうは; 
24, 25, 26 ょっおっきゃさう – ╉け-

かっょぇ;
31 ょっおっきゃさう う 1 はくせぇさう 

2016 ゅ. - ′けゃぇ ゅけょうくぇ.
            ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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 》かせさそ 【そてかう: 

〈けえ っ けす けくっいう たけさぇ, おけうすけ 
くっ しっ くぇぉうゃぇす くぇ けつう, くっ 

いぇぉっかはいゃぇて けす こさなゃ こけゅかっょ, 
くけ こけきくうて. ′はおぇお すうたけ う くっ-
いぇぉっかっあうきけ けしすぇゃはす ょうさう し  
ょっかうおぇすくけ さっしこっおすうさぇとけすけ 
しう こさうしなしすゃうっ. 

╆ぇ こけしすぇ, くぇ おけえすけ っ, う けす-
ゅけゃけさくけしすすぇ, おけはすけ くけしう, うい-
ゅかっあょぇ こけゃっつっ けす しおさけきっく. 
′っ せゃぇあぇゃぇ おけしすのきうすっ う くっ 
さけぉせゃぇ くぇ おかうてっすぇ けす すけいう 
すうこ. 【うさけおけ しおさけっく っ. ¨す 
けくっいう たけさぇ, いぇ おけうすけ  たけさう-
いけくすなす ゃうくぇゅう きけあっ ょぇ っ う 
けとっ. ╇ ゃしっおう つけゃっお っ っょくぇ 
きぇかおぇ こかぇくっすぇ, おけはすけ いぇ-
しかせあぇゃぇ くせあくけすけ ゃくうきぇくうっ, 
てぇくし う ゃさっきっ いぇ けこけいくぇゃぇくっ. 
╇きぇ うくすっさっしくぇ こさけそっしうは, 

おけはすけ しぇきぇ ゅけ ういぉさぇかぇ. 〈けえ 
うきぇか ょさせゅう おさけっあう いぇ しっぉっ 
しう. ¨す すぇいう おぇきぉぇくぇさうは しっ 
っ くぇせつうか ょぇ さぇいこけいくぇゃぇ たけ-
さぇすぇ, こぇさぇかっかくけ し すっあおぇすぇ 
„こさうゃうかっゅうは” ょぇ  いくぇっ すさせ-
ょけゃうすっ うしすけさうう くぇ たうかはょう 
たけさぇ, こさっきうくぇかう こさっい あうゃけ-
すぇ きせ. ╁ きけきっくすぇ ょなさあう おかの-
つぇ, こさっくけしくけ う ぉせおゃぇかくけ, いぇ 
こさけそっしうけくぇかくうすっ  うしすけさうう 
くぇ ぉかういけ 6 たうかはょうすっ さぇぉけすっ-
とう ゃ „┿さしっくぇか”. ╇ けすゅけゃけさ-
くけしすすぇ ょぇ けこぇいう ょけおせきっくすぇか-
くけ ゃしうつおう っかっきっくすう くぇ すっいう 
うしすけさうう, すぇおぇ つっ っょうく ょっく 
すっ ょぇ しぇ とぇしすかうゃう こっくしうけ-
くっさう. [なおけゃけょう っおうこ, おけえ-
すけ っあっょくっゃくけ こさうっきぇ こけくっ 
こけ 20-30 くけゃう さぇぉけすくうちう, 
こっくしうけくうさぇ  こけくっ 10-うくぇ, ぇ 
くぇこけしかっょなお う こけつすう くっ けしゃけ-
ぉけあょぇゃぇ. 
[ぇぉけすう, ょけおぇすけ うきぇ さぇぉけすぇ, 

いぇとけすけ っ さぇぉけすけたけかうお. ¨す 
けくっいう, くっこけこさぇゃうきうすっ. ╉け-
ゅぇすけ う ょぇ ゅけ こけすなさしうて, っ くぇ 
さぇぉけすくけ しう きはしすけ. 
 〈ぇおぇ... きくけゅけ ゅけょうくう. 〉すさっ 

けぉぇつっ こぇお とっ っ すぇき, くけ... とっ 
つっさこう. ╆ぇとけすけ うきぇ こけゃっつっ けす 
いぇぉっかっあうすっかっく こけゃけょ - のぉう-
かっえ. ‶さう すけゃぇ けす けくっいう, ょけ-
しすけえくうすっ, こけくっ いぇ こっしっく うかう 
しすうた. 〈けえ ゅう せきっっ う ょゃっすっ さぇ-
ぉけすう, いぇさぇょう ょっすしおけ-のくけてっ-
しおぇすぇ しう  うしすけさうは ゃ おなくつっゃ-
しおぇすぇ しぇきけょっえくけしす. 
〉てうか っ 8 ゅけぉかっくぇ, しさっょ 

おけうすけ „╋ぇょけくぇすぇ し きかぇょっくっ-
ちぇ” う „╁けょっくうちぇすぇ くぇ ╀けてっ”.  
]こけさすくぇ くぇすせさぇ っ, し きっょぇか 
ょけさう けす [っこせぉかうおぇくしおけすけ 
こなさゃっくしすゃけ こけ ぇおさけぉぇすうおぇ 
けす 1976 ゅけょうくぇ. ¨こうす うきぇ う 
ゃ きっしすくうは そせすぉけかっく けすぉけさ, 
くけ...  いぇ おさぇすおけ. ╃なかゅぇすぇ きせ 
かのぉけゃ っ „ぇさしっくぇかしおぇ” – ゃっつっ 
20 ゅけょうくう っ こさっょぇく  くぇ っょくぇ 
さぇぉけすぇ う くぇ っょうく っおうこ. 
 ╆くぇっ うきっくぇすぇ くぇ ゃしうつおう 

ぇさしっくぇかちう, ぇ くぇ けくっいう, おけうすけ 
こけ くはおけかおけ  こなすう しぇ いぇこけつ-
ゃぇかう う くぇこせしおぇかう そうさきぇすぇ, 
こけきくう ょけさう すさせょけゃうすっ うき 
うしすけさうう.  ] くけゃうは こけつうく いぇ 
さけあょっくうちうすっ っ くぇ こなす ょぇ くぇ-
せつう う さけあょっくうすっ うき ょくう. ╆ぇ-
とけすけ うきっくくけ すけえ っ つけゃっおなす, 
おけえすけ うきぇ ょけしすなこ ょけ すぇいう うく-
そけさきぇちうは. 
‶さうすっあぇゃぇ すなくおけ う そうくけ 

つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ う ぉっいおけき-
こさけきうしくけしす いぇ さっょ.  ‶さっょ-
しすぇゃはか しう っ あうゃけすぇ うくぇつっ, ぇ 
きけきつっておぇすぇ きせ こっさしこっおすうゃぇ 
いぇ ぉなょっとっすけ しすうゅぇかぇ くぇえ-
きくけゅけ ょけ しすさせゅぇさ うかう そさっ-
いうしす… ゃ „┿さしっくぇか”.  ]すうゅくぇか 
けぉぇつっ すゃなさょっ ょぇかっつ けす すけゃぇ 
いぇさぇょう ゃさけょっくけすけ しう かのぉけ-
こうすしすゃけ おなき くけゃうすっ くっとぇ: 
ゃないこうすぇくうお っ くぇ こなさゃうは 
ゃうこせしお くぇ しこっちうぇかくけしすすぇ 
„ういつうしかうすっかくぇ すったくうおぇ” ゃ 

′╅ [╅╉『¨【╊ ¨ ╋¨╇《【╅

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

‶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:

•	 きけくすぇあくうお ういょっかうは けす きっすぇか /ぉけっこさうこぇしう/;
•	 けこっさぇすけさ くぇ こさっしぇ きっすぇか;
•	 てかけしっさ;
•	 しすさせゅぇさ;
•	 そさっいうしす;
•	 てかぇえそうしす;
•	 けこっさぇすけさ 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お;
•	 けおぇつっしすゃうすっか;
•	 うくしすさせきっくすぇかつうお;
•	 かっはさ;
•	 ょさせゅう.

¨しうゅせさっく っ ぉっいこかぇすっく すさぇくしこけさす いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 4 
– こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ けす くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ さぇえけくぇ: ╉ぇいぇく
かなお, ¨ゃけとくうお, 』っさゅぇくけゃけ, ╉さなく, ╄くうくぇ, ╃せくぇゃちう, ╉けこさうくおぇ 
う ╋なゅかうあ. 
[ぇぉけすぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ う くぇ しきっくっく さっあうき.

╆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”. 
╁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 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 
いぇ ゃたけょはとけ うくすっさゃの – ゃ „‶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” ┿╃ (ゃしっおう 
さぇぉけすっく ょっく けす 14.00 ょけ 15:00 つぇしぇ) うかう こけ っかっおすさけ
くっく こなす
Email: kadri@arsenal-bg.com
www.arsenal.bg

‶ぇおっす ょけおせきっくすう きけあっ ょぇ しっ こけかせつう 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 

だß　çí
〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす 
„┿くゅっか ╉なくつっゃ” ゃ [せしっ. 
】ぇしすかうゃっち っ. ¨ぉうつぇす ゅけ しなし 

しうゅせさくけしす こけくっ 6 あっくう - う 
ゃしうつおうすっ くっゅけゃう. 
╋ぇえ くはきぇ くせあょぇ けす  ょさせゅう 

あけおっさう. 
〈さうすっ きうくせすう しかぇゃぇ, こけかぇ-

ゅぇっきう いぇ ゃしっおう っょうく つけゃっておう 
あうゃけす, すけいう こなす しぇ いぇ ‶っくおけ 
〈けすっゃ - さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃ-
かっくうっ „╉ぇょさう” ゃ „┿さしっくぇか”. 
ぃぉうかはさなす, いぇ おけゅけすけ くぇ 24-
すう はくせぇさう とっ っ っょくぇ けす 19-すっ 
こさぇいくうつくう ぇさしっくぇかしおう すけさすう 
いぇ さけあょっくうちう. 

′ぇゃなさてゃぇ 60. 

╂けょうくうすっ, おけうすけ ょっかはす あう-
ゃけすぇ くう くぇ ょゃぇすぇ ゃぇあくう っすぇこぇ 
ゃ くっゅけ. ′ぇ さぇぉけすぇ いぇ さぇょけしす-
すぇ う くぇ さぇょけしす けす こかけょけゃっすっ 
けす すぇいう さぇぉけすぇ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ くぇこけしかっょなお  

こけおさぇえ  せしうかっくぇすぇ ょうしおせしうは 
いぇ こっくしうけくくぇすぇ  さっそけさきぇ う 
しかせあっぉくけすけ くう けぉとせゃぇくっ こけ 
すけいう こけゃけょ  こけ けすくけてっくうっ くぇ  
こけさっょうちぇ けす しすぇすうう こけ ゃな-
こさけしぇ ゃ „ 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
ゃしっ こけ-つっしすけ しっ いぇきうしかは いぇ 
すけいう っすぇこ けす あうゃけすぇ しう. 』ぇおぇ 
ゅけ おぇすけ ゃないきけあくけしす ょぇ くぇきっ-
さう こけゃっつっ ゃさっきっ う いぇ せっょう-
くっくうっ, う いぇ さぇょけしす し すさうすっ しう 
ゃくせつおう う し くぇえ-くぇえ-ぉかういおうすっ 
しう たけさぇ. ′っ しっ こさうすっしくはゃぇ 
けす しすぇすせしぇ „こっくしうけくっさ” しかっょ 
ゃさっきっ う けす くっゅぇすうゃういきぇ, おけえ-
すけ くぇこけしかっょなお ょせきぇすぇ つっしすけ 
くけしう しなし しっぉっ しう, けしけぉっくけ ゃ 
おさういうしくう いぇ そうさきうすっ ゃさっ-
きっくぇ, おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しっ 
さっあっ あうゃけ きっしけ う つっしすけ すけ 
っ いぇ しきっすおぇ くぇ こけ-けこうすくうすっ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ くっ きうしかう ょぇ 
けしすぇゃぇ, けしゃっく ぇおけ くっ しっ くぇ-
かけあう けすゅけさっ, う すけ いぇ きぇかおけ. 
╉ぇすけ  すうこうつっく こさっょしすぇゃうすっか 
くぇ いくぇおぇ ╁けょけかっえ いくぇっ, つっ ゃ 
あうゃけすぇ ゃしっおう きっょぇか うきぇ ょゃっ 
しすさぇくう. ╁なこさけしなす っ ゃ きはさおぇ-
すぇ う せしっすぇ. ╁ せしっとぇくっすけ いぇ 
ゃはさくけすけ ゃさっきっ おけゅぇ すけつくけ 
すさはぉゃぇ „ょぇ しかっいって けす ゃかぇおぇ” 
う ょぇ こさっょぇょって とぇそっすぇすぇ くぇ 
くはおけゅけ しかっょ すっぉ: こけ-きかぇょ, 
きぇおぇさ う こけ-くっけこうすっく, くけ し 
こけゃっつっ っくっさゅうは, いくぇくうは, たなし 

いぇ さぇぉけすぇ. 

【っそなす くぇ „おぇょさうすっ” ゃ
„┿さしっくぇか” ゃっつっ しっ けゅかっあょぇ

いぇ すぇおなゃ つけゃっお う しう けすゅかっあ-
ょぇ すぇおうゃぇ こけしかっょけゃぇすっかう. ╇ 
うしおさっくけ うき しっ さぇょゃぇ, いぇとけ-

すけ ゃうあょぇ ゃ すはた きけすうゃぇちうは う 
あっかぇくうっ いぇ さぇぉけすぇ. ′ぇょはゃぇ 
しっ ゃさっきっすけ う こさっこはすしすゃうは-
すぇ, おけうすけ しかっょゃぇす ゃしはおけ っょくけ 
さぇいゃうすうっ, ょぇ くっ こさっおなさてう 
せしすさっきぇ う ぇきぉうちううすっ うき. ╇ 
ょぇ けしすぇくぇす すせお.  
′っ おさうっ, つっ さぇぉけすぇすぇ くう-

おぇお くっ っ かっおぇ. ′うとけ, つっ っ くぇ 
ぉのさけ. ′ぇえ-すさせょくけ ゃ ぇさしっくぇか-
しおうは きせ こっさうけょ くぇ ぉうゃてうは 
ゃないこうすぇくうお くぇ おぇいぇくかなておうは  
きったぇくけすったくうおせき  ぉうかけ ゃ こっ-
さうけょうすっ くぇ ゅけかっきう, きぇしけゃう 
しなおさぇとっくうは けす おさぇは くぇ 90-
すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお. 
〈けゅぇゃぇ いぇ おさぇすなお こっさうけょ けす 
けさなあっえくうちぇすぇ ぉはたぇ しなおさぇすっ-
くう くぇょ 3 たうかはょう ょせてう. „′ぇ-
かぇゅぇてっ しっ くぇ ょっく ょぇ しっ けしゃけ-
ぉけあょぇゃぇす こけ 200-300 ょせてう. 
╀はたぇ すっあおう, すさせょくう ゃさっきっくぇ, 
ぉっいくぇょっあょくう. ╊はすけ, たけさぇすぇ 
こさうこぇょぇたぇ こけ けこぇておうすっ, ょけ-
おぇすけ つぇおぇたぇ ょぇ しう こけかせつぇす 
ょけおせきっくすうすっ いぇ けしゃけぉけあょぇ-
ゃぇくっ. ╁しっおう ういこかぇおゃぇてっ ぉけか-
おぇすぇ しう, しすさぇたぇ けす ぉなょっとっすけ, 
けすつぇはくうっすけ, ぇ すう しう ょかなあっく 
ょぇ ゅう ういしかせてぇて, くうとけ, つっ すっ 
つぇおぇす けとっ 100 ょせてう くぇゃなく”, 
し ぉけかおぇ ゃさなとぇ かっくすぇすぇ くぇいぇょ 
‶っくおけ 〈けすっゃ.  
¨す こけいうちうはすぇ くぇ こけしすぇ, くぇ 

おけえすけ っ, っあっょくっゃくけ しっ しさっ-
とぇ し おぇくょうょぇす- ぇさしっくぇかちう-
すっ, こさっゅかっあょぇ し おけかっゅうすっ 
しう おせこうとぇ きけかぉう いぇ さぇぉけすぇ, 
きけすうゃぇちうけくくう こうしきぇ, すさせょけ-
ゃう ょけしうっすぇ. 『っかすぇ っ っょくぇ: ょぇ 
しぇ くぇえ-ょけぉさうすっ う こけょたけょはとう 
おぇょさう いぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. 
╃ぇ くっ しぉなさおぇ, ょぇ くっ こさけこう-
かっっ つけゃっておぇ しなょぉぇ, こさぇゃうか-
くけ ょぇ けすしっっ いなさくけすけ けす こかは-
ゃぇすぇ う けぉさぇすくけ. ]すさっきうき しっ 
し おけかっゅうすっ ょぇ くっ ょけこせしおぇきっ 
しせぉっおすうゃういなき, いぇとけすけ すけえ っ 
かけて しなゃっすくうお, くけ ゃ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ... ゃしうつおけ っ つけゃっておぇ 
くぇこさぇゃぇ, しこけょっかは ゅかぇゃくうはす 
ぇさしっくぇかしおう おぇょさけゃうお. 

34-きぇ  ぇさしっくぇかちう うきぇす かうつくう こさぇいくうちう ょくっし う せすさっ – 23-すう う 24 はくせぇさう. 〈っ しぇ つぇしす 
けす ぉかういけ 500-すっ さけあょっくうちう くぇ そうさきぇすぇ こさっい はくせぇさう う とっ ぉなょぇす いぇさぇょゃぇくう し そうさ
きっくう すけさすう. 

]さっょ こさぇいくせゃぇとうすっ ょくっし しぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう けす:

╆しあえそおあちけす せあ うつけねさけ あちつかせあしぬけ つ おそいちけ 
つひちぬあ, さそけてそ いみにあ つひたちけねあつてせけ け たそすそえ

せあにあ う てちとおかせ すそすかせて せあ つかすかつこてうそ [あつあ
おきけさそうけ.
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╆ぇ 20-すっ ゅけょうくう, ゃ おけうすけ っ 
くぇつっかけ くぇ „╊うつっく しなしすぇゃ”

ゃ „┿さしっくぇか”,

こさっょ けつうすっ きせ しっ っ こさけ-
きっくはか こさけそうかなす くぇ おぇくょう-
ょぇすしすゃぇとうは  いぇ さぇぉけすぇ ゃ ゅけ-
かはきぇすぇ そうさきぇ. ╅うゃけすなす くぇ 

おけくすさぇしすう, おぇおすけ すけえ くぇさうつぇ 
ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ あうゃっっき, 
っ ぉっかはいぇか う すけいう こさけちっし. ╇ 
ぇおけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ すさせょけゃうは 
きせ こなす こさっい 1994 ゅけょうくぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” しぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ-
かう ゃうしてうしすう うかう たけさぇ しなし 
しさっょくけ, こさっょうきくけ しこっちうぇかくけ 
う こさけそっしうけくぇかくけ, けぉさぇいけゃぇ-
くうっ, ゃ くぇえ-かけてうは しかせつぇえ し 
ゅうきくぇいうぇかくけ けぉとけ, すけ ょくっし 
ゃなゃ そうさきぇすぇ さぇぉけすぇ すなさしはす 
けしくけゃくけ たけさぇ し ょさせゅう こさけそっ-
しうう: しっさゃうすぬけさう, ぉぇさきぇくう, 
こさけょぇゃぇつおう. 〉くうとけあっくけすけ 
ゃしかっょしすゃうっ う くぇ ょなさあぇゃくぇ 
くっょぇかくけゃうょくけしす こさけそっしうけ-
くぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ すせお っ し 
けゅさけきくぇ いぇしかせゅぇ, おぇいゃぇ くぇ-
つぇかくうおなす くぇ „╉ぇょさう”. ╇ うきっく-
くけ ゃ すけいう  おぇょさけゃう ょっそうちうす 
っ ゅけかっきうはす  こさけそっしうけくぇかう-
いなき. ╃ぇ せしこっって ょぇ ゃうょうて けす 
„おけっ ょなさゃけ とっ しすぇくっ しゃうさおぇ”  
う けす おけっ くっ. ╆ぇとけすけ, おけゅぇすけ 
つけゃっお っ きけすうゃうさぇく, おけゅぇすけ 
うきぇ あっかぇくうっ  ょぇ さぇぉけすう, ぇ くっ 
こさけしすけ ょぇ すさせこぇ しすぇあ うかう ょぇ 
うきぇ くはおぇおゃう ょけたけょう, くっとぇすぇ 
ゃうくぇゅう しっ こけかせつぇゃぇす. ╉ぇすけ ゃ 
こけつすう おけきうつくうは しかせつぇえ くぇ 
おぇくょうょぇす-ぇさしっくぇかっち, けこうしぇか 
ゃ かうつくぇすぇ しう „┿そすけ  ぉうけゅさぇ-
そうは”  すさせょけゃうは しう こなす すぇおぇ: 
”[ぇぉけすうか しなき すのすのく う ょさせゅぇ 
おなさしおぇ さぇぉけすぇ”. 
′っ おさうっ う くっ ぉはゅぇ けす そぇおすぇ, 

つっ しすうゅきぇすぇ こけ けすくけてっくうっ 
くぇ しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ う しすさぇたけゃっすっ, しゃなさいぇくう 
し すけゃぇ, すさせょくけ しっ こさっけょけかは-
ゃぇす う こさっつせこゃぇす ゃ きぇかおうは  くう 
ゅさぇょ. ╉かうてうさぇくうすっ しすさぇたけゃっ 
こけ けすきうくぇかう おさういう うかう しかせつ-
おう ゃなゃ そうさきぇすぇ しなとけ ょぇゃぇす 
しゃけっすけ くっゅぇすうゃくけ けすさぇあっくうっ 
くぇ すなさしっとうすっ さぇぉけすぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか”. [ぇぉけすうき いぇ こさっけょけ-
かはゃぇくっすけ くぇ  すけゃぇ, すなさしうき 
ゃぇさうぇくすう, きくけあうき しけちうぇかくう 
こさうょけぉうゃおう う ょさせゅう ぉけくせしう, 
くけ こさけちっしなす っ ょなかなゅ, すさせょっく 

う ういうしおゃぇ  きくけゅけ しすさぇくう ょぇ 
しっ ぇくゅぇあうさぇす, おぇすっゅけさうつっく 
っ くぇつぇかくうおなす くぇ  くぇこさぇゃかっ-
くうっ „╉ぇょさう”. ′っ きせ せぉはゅゃぇす 
う かうつくうすっ つけゃっておう うしすけさうう, 
きぇかおうすっ くう あうすっえしおう ょさぇきう. 
] ゅけょうくうすっ すけえ う おけかっゅうすっ きせ 
しぇ さぇいゃうかう う せしっす う さっそかっおし 

いぇ すはた. ╃せてぇ う けつう. 
‶さけそっしうけくぇかくうすっ こさっょうい-

ゃうおぇすっかしすゃぇ しぇ しさっとぇかう ‶っく-
おけ 〈けすっゃ う し ょさせゅう うくすっさっしくう 
おぇくょうょぇす-ぇさしっくぇかちう. [ぇぉけすぇ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ ょぇ すなさしはす  たけさぇ 
し こけ ょゃっ ゃうしてう けぉさぇいけゃぇ-
くうは, し おけうすけ くっ きけゅぇす ょぇ しう 
くぇきっさはす さっぇかういぇちうは う こさっょ-
こけつうすぇす ょぇ しすぇくぇす そさっいうしすう, 
しすさせゅぇさう, いぇ ょぇ ういたさぇくゃぇす 
しっきっえしすゃぇすぇ しう. [ぇぉけすぇすぇ きせ 
ういうしおゃぇ ょぇ っ けぉっおすうゃっく, ぉっい-
こさうしすさぇしすっく, ょぇ きけあっ ょぇ くぇ-
こさぇゃう くぇえ-ょけぉさぇすぇ こさっちっくおぇ 
いぇ ゃしっおう っょうく おぇくょうょぇす-さぇ-
ぉけすくうお くぇ „┿さしっくぇか”う すけえ ょぇ 
こけこぇょくっ くぇ くぇえ-こけょたけょはとけ-
すけ いぇ くっゅけ きはしすけ, くぇ おけっすけ とっ 
しっ つせゃしすゃぇ こけかっいっく, おぇおすけ いぇ 
しっぉっ しう, すぇおぇ う いぇ そうさきぇすぇ. 
] けしけぉっくぇ ゅさうあぇ う ぇそうくう-
すっす  しっ けすくぇしは  おなき きかぇょうすっ, 
おけうすけ うしおぇす ょぇ さぇぉけすはす いぇ 
そうさきぇすぇ, いぇとけすけ しないくぇゃぇ, つっ 
こけおけかっくつっしおぇすぇ おさういぇ きくけ-
ゅけ しおけさけ とっ ういうしおゃぇ ぉなさいう, 
っそっおすうゃくう う すっあおう さってっくうは. 
] くけしすぇかゅうは しう しこけきくは いぇ  

しさっょぇすぇ くぇ 90-すっ ゅけょうくう, おけ-
ゅぇすけ ゃ „┿さしっくぇか” こけつすう くぇおせこ 
しっ ういしうこぇかう くぇょ 20-すっ いぇゃなさ-
てうかう ゃ ぉうゃてうすっ しなゃっすしおう さっ-
こせぉかうおう ぇさしっくぇかしおう しすうこっく-
ょうぇくすう. ╆ぇすけゃぇ しっ う くぇょはゃぇ 
いぇこけつくぇすけすけ けす 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 „┿さ-
しっくぇか” こけ けすくけてっくうっ くぇ しすう-
こっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ 
しすせょっくすう くぇ „┿さしっくぇか” しおけさけ 
ょぇ ょぇょっ  う こなさゃうすっ しう ょけぉさう 
さっいせかすぇすう. 
 

〈けえ しなとけ っ けす すうこうつくうすっ 
ぇさしっくぇかちう:

けす すっいう, ゃ つううすけ しっきっえくう 
うしすけさうう うきぇ こけくっ こけ 2-3 こけ-
おけかっくうは, さぇぉけすうかう ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ. 
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5 しぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ おぇかっくょぇさくぇすぇ 2015 ゅけょうくぇ しおかのつっくう
すっ ゅさぇあょぇくしおう ぉさぇおけゃっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶なさゃぇすぇ いぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
しゃぇすぉぇ ぉっ くぇ 10-すう はくせぇさう. ]かっょゃぇとうすっ しゃぇすぉう しぇ くぇ 31-ゃう 
すけいう きっしっち. ╄ょくぇ けす すはた とっ っ っおいけすうつくぇ, すなえ おぇすけ きかぇょけあっく
ちうすっ こさうしすうゅぇす いぇ くっは けす ╉せゃっえす う とっ しっ ぉさぇおけしなつっすぇはす こけょ 
いゃせちうすっ くぇ おぇきっさっく けさおっしすなさ, おけえすけ とっ いぇぉぇゃかはゃぇ ゅけしすうすっ 
こさっい ちっかうは ょっく くぇ すなさあっしすゃけすけ. ]ゃぇすぉぇさしおう しっ けつっさすぇゃぇ ょぇ 
っ そっゃさせぇさう, おぇすけ いぇはゃおうすっ ょけ きけきっくすぇ いぇ しゃぇすぉう しぇ けおけかけ 
10-すうくぇ いぇ きっしっちぇ.
╇いきうくぇかぇすぇ 2014 ゅけょうくぇ ぉっ けす „ぉさぇつくうすっ“ いぇ ╉ぇいぇくかなお しなし 

しおかのつっくうすっ 224 ゅさぇあょぇくしおう ぉさぇおぇ. ]さっょ くけゃけぉさぇつくうすっ うきぇ 
ょせいうくぇ しきっしっくう ぉさぇおけゃっ, けしくけゃくけ きっあょせ ぉなかゅぇさおう う すせさちう, 
おぇおすけ う きっあょせ ぉなかゅぇさう, こさったゃなさかうかう 30-すっ ゅけょうくう う ゅさぇあ
ょぇくおう くぇ さぇいかうつくう っゃさけこっえしおう しすさぇくう. ]さっょ くぇえ-っおいけすうつくう
すっ しっきっえしすゃぇ しぇ う ょゃっ くけゃう けす ゅけょうくぇすぇ, きっあょせ おぇいぇくかなておう 
たせぉぇゃうちう う うくょうえちう.
′っ すけかおけゃぇ っおいけすうつくぇ っ おぇさすうくぇすぇ くぇ 685-すっ くけゃけさけょっくう, 

おけうすけ こさっうきせとっしすゃっくけ しぇ きけきうつっすぇ けす ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.
]さっょ くけゃけさけょっくうすっ こさっい 2014 ゅけょうくぇ ゃ おぇいぇくかなておけすけ ┿╂¨ 

くはきぇ ょゃけえおう ぉかういくぇちう, くけ いぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ うきぇ おぇすけ こけさっ
ょくけしす 6-すけ う 7-きけ ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ.
‶なさゃけすけ ぉっぉっ いぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ ぉっ きぇかおうはす 

ぃぉっうょ, おけえすけ しっ けおぇいぇ つっすゃなさすけ ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ, くけ くっ ぉっ 
こさうこけいくぇす けす しゃけは ぉぇとぇ う ぉっ いぇこうしぇく し うきっすけ くぇ きぇえおぇ しう. 
ぃぉっうょ しっ さけょう くぇ 2-さう はくせぇさう, ぇ けすすけゅぇゃぇ ょけ しっゅぇ しっ さけょうたぇ 
けぉとけ 24 ぉっぉっすぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨ぉとけ 16 しぇ  ょけこなかくうすっか
くうすっ こけつうゃくう ょくう, おけうすけ 
とっ うきぇきっ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
いぇさぇょう けそうちうぇかくうすっ こさぇい
くうちう, けぉはゃっくう いぇ くっさぇぉけす
くう ょくう う しなこなすしすゃぇとう ゅう.  
]かっょ ょゃせしっょきうつくぇすぇ こけ
つうゃおぇ けおけかけ ╉けかっょぇ う ′けゃぇ 
ゅけょうくぇ くう つぇおぇ こけさっょくぇ 
すぇおぇゃぇ, くけ こけ-きぇかおぇ, っょゃぇ 
こさっい きぇさす, おけゅぇすけ とっ うきぇきっ 
けぉとけ 4 こけつうゃくう ょくう けおけかけ 
3 きぇさす - けす 28 そっゃさせぇさう ょけ 
3 きぇさす, おぇすけ 2 きぇさす – こけくっ
ょっかくうお, とっ しっ けすさぇぉけすゃぇ くぇ 
21 きぇさす - しなぉけすぇ.
¨おけかけ ╁っかうおょっく しなとけ くう 

しっ しなぉうさぇす 4 こけつうゃくう ょくう. 
‶けつうゃくう とっ しぇ ょくうすっ けす 10 

╆ぇゃけょ 0 - ┿くおぇ ]すぇえおけゃぇ, ┿かぇ ‶っすさけゃぇ, 
〈ぇておぇ ‶ぇこぇいけゃぇ; 
╆ぇゃけょ 1 - ╋うきう ╀けいっゃぇ, ╆ょさぇゃおけ 〈っくっゃ, 

‶っくつけ ╁なかっゃ, ╋うかっく ‶っすさけゃ, ╉さぇしうきうさぇ 
‶っっゃぇ;
╆ぇゃけょ 3 - さけあょっくうつおぇ っ ╃うぇくぇ ′っょっゃぇ;
ょゃぇきぇ しぇ こさぇいくせゃぇとうすっ けす ╆ぇゃけょ 4 - ╀っ

ょさうっ ╋せすおぇ う ╁っくっすぇ ╊っつっゃぇ; 
╆ぇゃけょ 5 - ╇ゃぇく ̈ ゃつぇさけゃ, ╉けかつけ ╋うくつっゃ う 

┿こけしすけか ╀ぇおなさょあうっゃ; 
╆ぇゃけょ 12 - 〈けくおぇ ╃うきうすけさゃぇ.

〉すさっ – くぇ 24-すう はくせぇさう, こさぇいくせゃぇす: 

¨す ╆ぇゃけょ 0 - ╇ゃぇく ╋うたけゃ, ╋ぇさうえおぇ ]すけう
かけゃぇ, ╋うかっくぇ ╋ぇさっゃぇ, ‶っくおけ 〈けすっゃ, ╂っくつけ 
┿ぉさぇてっゃ; 
¨す ╆ぇゃけょ 1 - 『ゃっすぇくぇ ]なぉっゃぇ, ╄ゃゅっくう ╂ぇ

ゃさうかけゃ, ╊のぉけきうさ ╁なかつっゃ, ‶っすは 〈けくっゃぇ, ‶っすは 
‶っすさけゃぇ, [けいぇ ╉のこけゃぇ.
[けあょっくうおなす くぇ ╆ぇゃけょ 3 っ ╇ゃぇく 〈けちおけゃ. 
╃させゅう 3-きぇ こさぇいくせゃぇす ゃ ╆ぇゃけょ 4: ╃っかおぇ 

╇ゃぇくけゃぇ, ┿かぉっくぇ 【ぇこけゃぇか, ╃うきけ ′うおけかけゃ.
¨す ╆ぇゃけょ 5 - ╃うきけ ′うおけかけゃ う ╂っけさゅう ╉ぇ

さぇゅぬけいけゃ; 
╆ぇゃけょ 6 - ]すけはくおぇ ╉けかっゃぇ う けす ╆ぇゃけょ 12 - 

》さうしすけ ‶ぇゃかけゃ.

╆ぇ ゃしうつおう こさぇいくせゃぇとう ぇさしっくぇかちう: ╆ょさぇゃっ, 
いぇ ょぇ しっ さぇょゃぇす くぇ ゃしうつおう ぉかぇゅうくう う さぇょけしすう 
ゃ あうゃけすぇ, おなしきっす ゃ ょっかぇすぇ う せしこった ゃ きっつすうすっ! 
‶さっい そっゃさせぇさう さけあょっくうちうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ 

しぇ 482-きぇ. ‶うおなす くぇ こさぇいくせゃぇとうすっ とっ っ こさっい 
しっこすっきゃさう.
                                      

  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

	19	 	 	8- 	
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24- 	 	31- 	

26- 	

ょけ 13 ぇこさうか, ぇ ╁っかうおょっく こさっい 
2015 ゅ. っ くぇ 12 ぇこさうか.
]かっょゃぇとぇすぇ ゅけかはきぇ こけつうゃおぇ 

とっ っ つぇお こさっい しっこすっきゃさう 2015 
ゅ., おけゅぇすけ けすくけゃけ くはきぇ ょぇ さぇ
ぉけすうき 4 ょくう - けす 19 ょけ 22 しっこ
すっきゃさう. ‶けくっょっかくうお - 21 しっこ
すっきゃさう, とっ っ こけつうゃっく, くけ いぇ 
しきっすおぇ くぇ すけゃぇ とっ しっ さぇぉけすう 
くぇ 12 しっこすっきゃさう - しなぉけすぇ.
╁ おさぇは くぇ 2015 ゅ. とっ こけ

つうゃぇきっ けす 31 ょっおっきゃさう ょけ 3 
はくせぇさう, くけ とっ さぇぉけすうき くぇ 12 
ょっおっきゃさう - しなぉけすぇ.
′ぇおさぇすおけ, しかっょくうすっ ょくう しぇ 

けそうちうぇかくう こさぇいくうちう う くっさぇ
ぉけすくう こさっい 2015 ゅ.:
1 はくせぇさう – ′けゃぇ ゅけょうくぇ; 
2, 3 きぇさす – ╃っく くぇ ¨しゃけぉけあ

ょっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは けす 
けしきぇくしおけ さけぉしすゃけ; 
10, 11, 12, 13 ぇこさうか – 

╁っかうおょっく – たさうしすうはくしおぇすぇ 
さっかうゅうは けすぉっかはいゃぇ ╁ない
おさっしっくうっ 》さうしすけゃけ; 
1 きぇえ – ╃っく くぇ すさせょぇ う くぇ 

きっあょせくぇさけょくぇすぇ さぇぉけすくう
つっしおぇ しけかうょぇさくけしす; 
6 きぇえ – ╂っさゅぬけゃょっく, ╃っく 

くぇ たさぇぉさけしすすぇ う ╀なかゅぇさ
しおぇすぇ ぇさきうは; 
21 う 22 しっこすっきゃさう – ╃っく 

くぇ くっいぇゃうしうきけしすすぇ くぇ ╀なか
ゅぇさうは; 
24, 25, 26 ょっおっきゃさう – ╉け

かっょぇ;
31 ょっおっきゃさう う 1 はくせぇさう 

2016 ゅ. - ′けゃぇ ゅけょうくぇ.
            ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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╀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 こけさっょっく 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 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:

╀けさうしかぇゃ
╋うかっくけゃ
╉ぇさぇゅぬけいけゃ

╂けょうくう:

12

〉つうかうとっ:

¨〉 “]ゃ. ‶ぇうしうえ
》うかっくょぇさしおう”

¨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?

『っくすさぇかっく
いぇとうすくうお

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

′っえきぇさ,
╀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

╂-く ‶ぇこぇいけゃ, さぇいてうさはゃぇ-
くっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ 
„┿さしっくぇか“ こさっい こけしかっょくうすっ 
きっしっちう ょけゃっょっ ょけ すなさしっくっ-
すけ う くぇいくぇつぇゃぇくっすけ くぇ くけゃう 
さぇぉけすくうちう, こさっょうきくけ ゃ いぇ-
ゃけょうすっ 3 う 4. ╁ないくうおゃぇす かう 
こけ すけいう こけゃけょ せゃっかうつっくう 
さうしおけゃっ ゃなゃ ゃさないおぇ し かうこ-
しぇすぇ くぇ すさせょけゃう くぇゃうちう  せ 
くけゃけくぇいくぇつっくうすっ, おぇおすけ う 
くぇ せきっくうは いぇ さぇぉけすぇ ゃ せし-
かけゃうはすぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ すっいう 
いぇゃけょう? 
- ╋ぇおぇさ,  つっ ゅけかはきぇ  つぇしす  けす  

くけゃけこけしすなこゃぇとうすっ  しぇ  ぉうゃてう  
しかせあうすっかう けす ょさせあっしすゃけすけ, くぇ
こせしくぇかう  こけ  さぇいかうつくう  こさうつう
くう  う  さってうかう  ょぇ  しっ  いぇゃなさくぇす, 
ょぇ, くぇうしすうくぇ さうしおなす けす  いかけ
こけかせおう しさっょ すはた っ  こけ-ゅけかはき. 
〈けつくけ  こけ-すぇいう  こさうつうくぇ しうしすっ
きぇすぇ  いぇ  こけょぉけさ こさっすなさこは  うい
ゃっしすくう  こさけきっくう. ╁なゃっあょぇくっすけ  
くぇ ょけこなかくうすっかくけすけ いぇこかぇとぇくっ  
いぇ けすょぇかっつっくけしす ゃ  すっいう いぇゃけょう 
こけょけぉさう ゃ ういゃっしすくぇ  しすっこっく  う  
おぇつっしすゃけすけ くぇ  あっかぇっとうすっ  ょぇ  
さぇぉけすはす すぇき. ‶さっょう  ょぇ  ぉなょっ  
ょけこせしくぇす ょけ しぇきけしすけはすっかくぇ  
さぇぉけすぇ, ゃしっおう くけゃ さぇぉけすくうお  
こさっきうくぇゃぇ /けしゃっく くぇつぇかっく  
うくしすさせおすぇあ う うくしすさせおすぇあ  くぇ  
さぇぉけすくけすけ きはしすけ/ こさっい いぇょなか
あうすっかくけ けぉせつっくうっ  くぇ  さぇ
ぉけすくけすけ きはしすけ こけ ぉっいけこぇしくう  
きっすけょう  くぇ  さぇぉけすぇ. ╆ぇ  ゃいさうゃけ
けこぇしくうすっ  こさけういゃけょしすゃぇ  すけいう  
こっさうけょ  っ  くぇえ-きぇかおけ 6  さぇぉけす
くう  ょくう, くけ  くぇ  こさぇおすうおぇ  こさう  
くぇし  ょけしすうゅぇ  ょけ 15-20  ょくう. 
╄ょゃぇ  しかっょ  おぇすけ  けぉせつぇゃぇとう
はす  けこうすっく  さぇぉけすくうお う こさっおう
はす さなおけゃけょうすっか  しっ せぉっょはす, つっ  
くけゃけこけしすなこうかうはす  っ  けゃかぇょはか  ゃ  
ょけしすぇすなつくぇ  しすっこっく  こさぇゃうかぇすぇ  
いぇ  ぉっいけこぇしくけしす  こさう  ういこなかくっ
くうっ  くぇ  いぇょなかあっくうはすぇ  しう, すけえ  
しっ  ょけこせしおぇ  ょけ  しぇきけしすけはすっかくぇ  
さぇぉけすぇ けす  おけきうしうは し  せつぇしすうっ
すけ  くぇ  うくしこっおすけさぇ  こけ  ╀╆[ くぇ  
しなけすゃっすくうは  いぇゃけょ , いぇ  おけっすけ  
しっ  しなしすぇゃは  こさけすけおけか. ╋ぇおぇさ  う  
さはょおけ, くけ  うきぇ  しかせつぇう,  ゃ  おけう
すけ  おけきうしうはすぇ  ょぇゃぇ  けすさうちぇ
すっかくけ  しすぇくけゃうとっ  う  しっ  くぇかぇゅぇ  
かうちっすけ  ょぇ  ぉなょっ  こさっきっしすっくけ  ゃ  
ょさせゅけ  こさけういゃけょしすゃけ.

╉ぇおゃけ くっ すさはぉゃぇ ょぇ いぇ-
ぉさぇゃは くうすけ いぇ きうゅ つけゃっおなす, 
さぇぉけすっと こさう すぇおうゃぇ せしかけ-
ゃうは くぇ すさせょ, おぇおゃうすけ うきぇ 
ゃ いぇゃけょうすっ 3 う 4, いぇ ょぇ しっ 
ういぉっゅくぇす うくちうょっくすう くぇ さぇ-
ぉけすくけすけ きはしすけ, おけうすけ きけゅぇす 
ょぇ ょけゃっょぇす ょけ しっさうけいくう いぇ 
いょさぇゃっすけ こけしかっょうちう? 
-  ╉ぇいぇくけ  くぇえ-おさぇすおけ  う  っかっ

きっくすぇさくけ, くぇえ-ゃぇあくけすけ  っ  ゃしっ
おう  くぇ  さぇぉけすくけすけ  しう  きはしすけ, 
ゃなゃ  ゃしっおう  っすぇこ  くぇ  すったくけ
かけゅうつくうは  こさけちっし, ょぇ  しこぇいゃぇ  
しすさうおすくけ  きっさおうすっ  いぇ  ぉっい
けこぇしくけしす,  せすゃなさょっくう  ゃ  うく
しすさせおちううすっ  いぇ  ぉっいけこぇしくけしす  う 
いょさぇゃっ  こさう  さぇぉけすぇ う  ょぇ  うい
こなかくはゃぇ  しすさうおすくけ  せおぇいぇくうはすぇ  

╉さぇしうきうさ ‶ぇこぇいけゃ っ さなおけゃけょうすっか くぇ ̈ すょっか „╀っい-
けこぇしくう せしかけゃうは くぇ すさせょ” ゃ „┿さしっくぇか”. ╁ けすょっかぇ, 
おけえすけ けぉっょうくはゃぇ うくしこっおすけさう こけ ぉっいけこぇしくけしす う 
いょさぇゃっ こさう さぇぉけすぇ, ╆ゃっくけ いぇ ぉなさいぇ きっょうちうくしおぇ 
こけきけと う ]かせあぉぇ いぇ すさせょけゃぇ きっょうちうくぇ, さぇぉけすはす 
けぉとけ 14 ょせてう. ‶ぇこぇいけゃ っ ういゃなさゃはか こなすは ょけ さなおけ-
ゃけょうすっか くぇ けすょっか, おぇおすけ きくけゅけ ょさせゅう ゃ „┿さしっくぇか”, 
しすぇさすうさぇえおう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, こさっい さぇぉけすぇ おぇすけ 
すったくけかけゅ う しかせあうすっか ゃ ╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ. 
‶け-おなしくけ しすぇゃぇ ′ぇつぇかくうお とぇぉ „╂さぇあょぇくしおぇ いぇ-
とうすぇ” ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う うくしこっおすけさ „╂さぇあょぇくしおぇ 
いぇとうすぇ”. ‶さっょう こっす ゅけょうくう, こさっい 2010-すぇ, こけっきぇ 
けすょっかぇ, おけえすけ う しっゅぇ さなおけゃけょう. ‶さっい 2011-すぇ ゅけょう-
くぇ ╉さぇしうきうさ ‶ぇこぇいけゃ ゃかういぇ ゃ しなしすぇゃぇ くぇ かうしすぇすぇ 
くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” おぇすけ おぇくょうょぇす いぇ けぉ-
とうくしおう しなゃっすくうお.      

くぇ  こさっおうは しう さなおけゃけょうすっか こけ  
ゃさっきっ  くぇ  っあっょくっゃくうは  うく
しすさせおすぇあ  う  ゃ  こさけちっしぇ  くぇ  
さぇぉけすぇ. ┿くぇかういうすっ  くぇ  しすぇ
くぇかうすっ  いかけこけかせおう  ゃ  すけゃぇ  
こさけういゃけょしすゃけ  し  こけしすさぇょぇか  
さぇぉけすっと  おぇすっゅけさうつくけ  ょけおぇい
ゃぇす  すけゃぇ. ╁しはおぇ  こさけはゃぇ  くぇ  
„すゃけさつっしすゃけ”, し  ちっか  こけ-ぉなさいけ  
いぇゃなさてゃぇくっ  くぇ  けこっさぇちうは

すぇ,  こさっくっぉさっゅゃぇくっ  くぇ   こさなゃ  
こけゅかっょ  くぇ  すゃなさょっ くっいくぇつう
すっかくう  う  けゅさぇくうつうすっかくう  ういう
しおゃぇくうは  ゃ  こさぇゃうかぇすぇ いぇ  さぇ
ぉけすぇ,  せゃっかうつぇゃぇ  いくぇつうすっかくけ  
さうしおぇ  う  ゃけょう  ょけ  うくちうょっくす. 

 ╂-く ‶ぇこぇいけゃ, おぇおゃけ こけ-
おぇいゃぇ こさぇおすうおぇすぇ - きかぇょう-
すっ う くっけぉさっきっくっくう たけさぇ 
うかう けこうすくうすっ さぇぉけすくうちう, 
ょけさう - こっくしうけくっさう, しない-
ょぇゃぇす こけゃっつっ おさうすうつくう 
しうすせぇちうう, しゃなさいぇくう し さうしお 
けす うくちうょっくす くぇ さぇぉけすくけすけ 
きはしすけ うかう すさせょけゃぇ いかけこけ-
かせおぇ? ╋けあっ かう ういけぉとけ ょぇ 
しっ すなさしう すぇおぇゃぇ いぇゃうしう-
きけしす ゃ たけょぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ? 
- ┿おけ  こけゅかっょくっき  ぇくぇかういうすっ 

くぇ  すさせょけゃうは  すさぇゃきぇすういなき  いぇ  
2013 ゅ.  う  2014 ゅ., そぇおすうすっ  
しぇ  しかっょくうすっ:  こさっい  2013 ゅ.  ゃ  
„┿さしっくぇか”  ┿╃  しぇ  しすぇくぇかう 11  
すさせょけゃう  いかけこけかせおう  こけ  つか. 55 
ぇか.1  けす  ╉けょっおしぇ いぇ しけちうぇかくけ 
けしうゅせさはゃぇくっ / ╉]¨/  ( す. っ.  くぇ  
さぇぉけすくけすけ  きはしすけ  こけ  こけゃけょ  う  
ゃなゃ  ゃさないおぇ  し  ういこなかくはゃぇくぇ
すぇ  けす  さぇぉけすくうおぇ  ょっえくけしす,  いぇ  
おけはすけ  っ  くぇいくぇつっく).  ╃ゃぇきぇ けす 
こけしすさぇょぇかうすっ しぇ くぇ ゃないさぇしす 
ょけ 30  ゅけょうくう, ゃ しかっょゃぇとぇすぇ 
ゃないさぇしすけゃぇ ゅさせこぇ - けす 30 ょけ 
40 ゅけょうくう, こけしすさぇょぇかうはす っ 
っょうく. ‶っすうきぇ けす こけしすさぇょぇかう
すっ しぇ くぇ ゃないさぇしす けす 40 ょけ 50 
ゅけょうくう, すさうきぇ しぇ ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ 
50-60-ゅけょうてくうすっ. ‶さっい  2014 
ゅけょうくぇ いかけこけかせおうすっ  しぇ  けぉとけ 
10.  ╃け  40-ゅけょうてくぇ  ゃないさぇしす  

くはきぇ  こけしすさぇょぇかう, けす ゅさせこぇすぇ 
くぇ  40-50-ゅけょうてくうすっ しぇ すさう
きぇ. ╋っあょせ 51-60-ゅけょうてくうすっ しぇ 
こけしすさぇょぇかう こっすうきぇ う  くぇょ 60 
ゅけょうくう - っょうく. ┿おけ  さぇいゅかっょぇ
きっ  いかけこけかせおうすっ  こけ  しすぇあ  くぇ  
さぇぉけすくけすけ  きはしすけ, くっとぇすぇ  うい
ゅかっあょぇす  すぇおぇ -  いぇ  2013 ゅけょうくぇ 
-  けす たけさぇすぇ し すさせょけゃ しすぇあ ょけ  1  
ゅけょうくぇ しぇ こけしすさぇょぇかう ょゃぇきぇ; けす  

さぇぉけすうかうすっ  きっあょせ 1 う 5 ゅけょうくう 
– てっしすうきぇ; ういきっあょせ たけさぇすぇ しなし 
しすぇあ けす  5 ょけ 10 ゅけょうくう – ょゃぇきぇ  
う  くぇょ  10 ゅけょうくう - 1  つけゃっお.  ╆ぇ  
2014 ゅ. しすぇすうしすうおぇすぇ こけおぇいゃぇ: 
さぇぉけすうかうすっ ょけ っょくぇ ゅけょうくぇ ょぇ
ゃぇす ょゃぇきぇ こけしすさぇょぇかう ;  けす  1 ょけ 
5 ゅけょうくう – こっすうきぇ こけしすさぇょぇかう;  
こさう たけさぇすぇ しなし しすぇあ きっあょせ 5 う 
10 ゅけょうくう – ょゃぇきぇ しぇ こけしすさぇょぇ
かうすっ  う  こさう さぇぉけすうかうすっ こけゃっつっ 
けす 10 ゅけょうくう  うきぇ しぇきけ っょうく こけ
しすさぇょぇか.  

╉ぇおゃけ っ けぉはしくっくうっすけ いぇ 
すけゃぇ, つっ くぇえ- きくけゅけ けす こけ-
しすさぇょぇかうすっ くっ しぇ くけゃぇちう ゃ 
さぇぉけすぇすぇ,  ぇ たけさぇ しなし しすぇあ 
ょけ 5 ゅけょうくう? 
- ╋けっすけ かうつくけ けぉはしくっくうっ, ぉっい 

ょぇ  ぇくゅぇあうさぇき ょさせゅう おけかっゅう 
っ, つっ すっいう たけさぇ, ゃ すぇいう おぇすっ
ゅけさうは,  ゃしっ けとっ うきぇす おさったおう 
すさせょけゃう くぇゃうちう いぇ しなけすゃっすくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ,  くっ しぇ ょけしすぇすなつ
くけ ゃくうきぇすっかくう ゃ ういゃなさてゃぇくう
すっ こさけちっょせさう う ゃしっ けとっ くっ しぇ 
ょけしすうゅくぇかう ょけ けくいう しすぇょうえ くぇ 
おけきこっすっくすくけしす, おけえすけ うき ょぇゃぇ う 
しなけすゃっすくうは  こさけそっしうけくぇかういなき.

╇きぇ かう さぇいかうおぇ ゃ すさせょけゃうは 
すさぇゃきぇすういなき きっあょせ さぇぉけすっ-
とうすっ あっくう う きなあっ? 
-  ╆ぇ  2013 ゅけょうくぇ さっいせかすぇすう

すっ こけおぇいゃぇす, つっ てっしす けす っょうくぇ
ょっしっすすっ こけしすさぇょぇかう しぇ  あっくう. 
‶さっい きうくぇかぇすぇ 2014 ゅけょうくぇ 
しっょっき けす ょっしっすすっ こけしすさぇょぇかう 
しぇ あっくう. ‶さぇゃは  ういさうつくけ  せすけつ
くっくうっ, つっ すけゃぇ  しぇ  ょぇくくう  いぇ  

ちはかけすけ  ょさせあっしすゃけ. ‶さっい  2013 
ゅけょうくぇ ゃ  いぇゃけょ  3  うきぇ  2  すさせ
ょけゃう  いかけこけかせおう  こけ  つか. 55, 
ぇか.1  けす  ╉]¨, おぇすけ  う  ょゃっすっ  
しぇ  しすぇくぇかう  こさう  ゅさせぉけ  くぇさせ
てっくうっ  くぇ  こさぇゃうかぇすぇ  いぇ  ぉっい
けこぇしくけしす  こさう  さぇぉけすぇ  し  たうきう
つっしおう  ぇゅっくすう  - ういこさなしおゃぇくうは  
こけ  さなちっすっ  う  かうちっすけ  こけさぇ
ょう  くっういこけかいゃぇくっ  くぇ  かうつくう 
こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ.  ╁  いぇゃけょ 
4 すさせょけゃうすっ いかけこけかせおう こさっい 
2013-すぇ しぇ しなとけ ょゃっ. ╄ょくぇすぇ  
けす  いかけこけかせおうすっ  っ  こさう  さぇぉけ
すぇ  くぇ  きったぇくうつくぇ  こさっしぇ う  くっ
ういこけかいゃぇくっ  くぇ  こさっょゃうょっくけすけ  
こさうしこけしけぉかっくうっ - こうくちっすぇ, 
ゃすけさぇすぇ  っ  こさう  こさっすさうゃぇくっ 
くぇ  こうさけすったくうつっしおけ  しさっょしすゃけ, 
おけっすけ  しっ  いぇこぇかゃぇ  う  けぉゅぇさは  
こけゃなさたくけしすくけ  ょゃぇ けす  こさなしすう
すっ  くぇ  ょはしくぇすぇ  さなおぇ  くぇ  さぇ
ぉけすくうつおぇすぇ.  ‶さっい  きうくぇかぇすぇ 
ゃっつっ 2014 ゅけょうくぇ  ゃ  いぇゃけょ 3  
うきぇ  っょくぇ  すさせょけゃぇ  いかけこけかせ
おぇ - しこなゃぇくっ う  こぇょぇくっ  こさう  
ょゃうあっくうっ  くぇ  さぇぉけすくうつおぇすぇ  

こけさぇょう  くっゃくうきぇくうっ. ╁  いぇゃけょ 
4  しぇ  しすぇくぇかう 4  いかけこけかせおう,  
おぇすけ  3  けす  すはた  しぇ  こさう  さぇぉけすぇ  
くぇ  きったぇくうつくう  こさっしう ゃ  ちったぇ  
いぇ  きったぇくうつくう  ょっすぇえかう, こさう  
ゅさせぉけ  くぇさせてぇゃぇくっ  くぇ  こさぇ
ゃうかぇすぇ  いぇ  ぉっいけこぇしくけしす - くっ
ういこけかいゃぇくっ  くぇ  こさっょゃうょっくう
すっ  こさうしこけしけぉかっくうは.  ╄ょくぇ  けす  
いかけこけかせおうすっ  っ  こさう  さぇぉけすぇ  
し  ゃいさうゃけけこぇしくう きぇすっさうぇかう /
╁╋/.
‶さぇおすうおぇすぇ  こけおぇいゃぇ, つっ  さぇ

ぉけすっとうすっ  しなし  しすぇあ  ょけ  5  ゅけ
ょうくう   くぇ  さぇぉけすくけすけ  きはしすけ 
ゅさってぇす  こけ-つっしすけ. ┿  こけ  けすくけ
てっくうっ  くぇ  ゃないさぇしすすぇ ょぇくくうすっ  
しけつぇす, つっ   くぇえ-きくけゅけ  ゅさって
おう  しっ  ょけこせしおぇす  けす  こけ-ゃない
さぇしすくうすっ - くぇょ  45-ゅけょうてくう
すっ. ‶さうつうくぇすぇ, しこけさっょ  きっく, 
っ  こけ-ゅけかはきぇすぇ  こしうたうつっしおぇ  
けぉさっきっくっくけしす くぇ  たけさぇすぇ  しかっょ  
すぇいう  ゃないさぇしす. ‶けつすう  ゃうくぇゅう  
こさうつうくぇすぇ, ょけゃっかぇ  ょけ  すさぇゃ
きぇ,  っ  さぇいしっはくけしす  こけさぇょう 
こさけぉかっきう  ゃ  かうつっく  こかぇく,  うい
ゃなく  こさけういゃけょしすゃけすけ. ╋くけゅけ  
つっしすけ  う  くぇすさせこぇくうはす  けこうす ゃ  
っょうく  きけきっくす  ゃけょう  ょけ  させすう
くぇ,  しぇきけくぇょっはくけしす,  つせゃしすゃけ  
いぇ  くっこけゅさってうきけしす  う  けす すぇき  
ょけ くぇさせてっくうっ  くぇ  こさぇゃうかぇすぇ  
いぇ  ぉっいけこぇしくけしす. 〈せお うしおぇき ょぇ 
けすぉっかっあぇ, つっ いぇ こさっょけすゃさぇ
すはゃぇくっ くぇ すぇおうゃぇ こさけぉかっきう, 
しうすせぇちうう う うくちうょっくすう ゃぇあくぇ 
さけかは  うゅさぇっ う けすくけてっくうっすけ 
くぇ こさっおうは さなおけゃけょうすっか おなき 
こけょつうくっくうすっ きせ さぇぉけすくうちう. 
╁ しきうしなか すけえ ょぇ しっ うくすっさっしせ

ゃぇ いぇ すったくうすっ こさけぉかっきう, すっ けす  
しゃけは しすさぇくぇ ょぇ しこけょっかはす, いぇ ょぇ 
しっ すなさしう さってっくうっ う こけきけと, 
すぇおぇ つっ さぇぉけすくうおなす ゃないきけあ
くけ くぇえ- ぉなさいけ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ 
こしうたうつっしおぇ おけくょうちうは いぇ さぇ
ぉけすは. ╇きぇかう しきっ しかせつぇう こさう 
かうつくう こさけぉかっきう さぇぉけすくうちうすっ 
ょぇ ぉなょぇす こせしおぇくう ゃ けすこせしお, 
とけき しっ こさっちっくう すぇおぇゃぇ くせあょぇ 
うかう こさう こさけぉかっき. ╁ „┿さしっくぇか”  
うきぇきっ う しないょぇょっくぇ  しうしすっきぇ いぇ 
こけかいゃぇくっ くぇ けすこせしお こけつぇしけゃけ. 
╁しっおう, おけえすけ しきはすぇ,  つっ うきぇ 
くせあょぇ けす すけゃぇ, きけあっ ょぇ こけかい
ゃぇ くはおけかおけ つぇしぇ, ょぇ ういかっいっ, 
ょぇ こけすなさしう さってっくうっ くぇ すけゃぇ, 
おけっすけ ゅけ こさうすっしくはゃぇ. ╁ぇさうぇくす  
しなとけ っ う ゃさっきっくくけ こさっきっしす
ゃぇくっ くぇ ょさせゅぇ さぇぉけすぇ. ╃けぉなさ 
こさうきっさ ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ っ  
いぇき.-くぇつぇかくうおなす くぇ ちった 130 
ゃ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅかうあ - ‶っくおぇ 
╀っかううゃぇくけゃぇ,  おけはすけ かうつくけ 
う こけ くはおけかおけ こなすう くぇ しきはくぇ 
けぉうおぇかは さぇぉけすっとうすっ ゃ ちったぇ, 
いぇ ょぇ しっ うくすっさっしせゃぇ けす すはたくけ
すけ いょさぇゃけしかけゃくけ う こしうたうつっしおけ 
しなしすけはくうっ: ょぇかう しっ つせゃしすゃぇす 
ょけぉさっ, うきぇ かう くっとけ, おけっすけ ょぇ 
ゅう すさっゃけあう. ¨すょっかくけ けす すけゃぇ, 
こさう っあっょくっゃくうは いぇょなかあう
すっかっく うくしすさせおすぇあ こさっょう くぇ
つぇかけすけ くぇ さぇぉけすくぇすぇ  しきはくぇ, 
しこっちうぇかくけ う いぇょなかあうすっかくけ しっ 
こうすぇす さぇぉけすっとうすっ いぇ  っゃっくすせ
ぇかくう くっさぇいこけかけあっくうは- そういう
つっしおう う こしうたうつっしおう, すさっゃけゅう, 
こさけぉかっきう, おけうすけ ゅう こさうすっしくは
ゃぇす う ぉうたぇ ゅう ういゃぇょうかう けす おけく
ょうちうは う し ゃしうつおう こけしかっょゃぇとう 
さうしおけゃっ けす すけゃぇ.  ╉けかっあおぇすぇ 
╁ぇくは ]すぇさうおけゃぇ, おけはすけ っ けす
ゅけゃけさくうお いぇ ぉっいけこぇしくけしすすぇ くぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅかうあ, 
しなとけ きくけゅけ ゃくうきぇすっかくけ しかっょう 
いぇ おけくょうちうはすぇ くぇ さぇぉけすっとう
すっ, ゃうくぇゅう きけあっ ょぇ しっ こけすなさ
しう う しこけょっかう し くっは. ‶けくはおけゅぇ 
っょくぇ ぉうすけゃぇ すさっゃけゅぇ けす さけょぇ 
くぇ いぇおなしくはかぇ ゃくけしおぇ こけ いぇっき 
う しなけすゃっすくけ こさうすっしくっくうっ けす 
ぉぇくおぇすぇ, きけあっ ょぇ っ こさうつうくぇ 
いぇ しっさうけいっく うくちうょっくす, ぇおけ さぇ
ぉけすくうおなす くっ しこけょっかう う くっ しっ 
くぇきっさう さってっくうっ, すぇおぇ つっ すけえ 
ょぇ しっ せしこけおけう う ょぇ きけあっ ょぇ さぇ
ぉけすう しこけおけえくけ. ′ぇ くうおけゅけ くっ っ 
けすおぇいぇくけ さぇいぉうさぇくっ, こけきけと,  
たけさぇ しきっ.  ‶さけぉかっきうすっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ しこけょっかはす, けしけぉっくけ ぇおけ 
けす さぇぉけすぇすぇ すう う ぉっいけこぇしくけしす
すぇ, し おけはすけ は ゃなさてうて, いぇゃう
しう  あうゃけすなす う くぇ ょさせゅう たけさぇ. 
〈せお けしけぉっくけ ゃぇあくけ っ しぇきうはす 
おけかっおすうゃ, おけかっゅうすっ しなとけ ょぇ 
しぇ ゃくうきぇすっかくう, ょぇ „ ゃうあょぇす”  
すさっゃけゅぇすぇ ゃ すけいう  ょけ すはた, いぇ ょぇ 
しっ こけきけゅくっ.  』けゃっておうはす そぇお
すけさ っ けす けしけぉっくけ いくぇつっくうっ いぇ 
ぉっいけこぇしくけしすすぇ こさう  すぇおうゃぇ こけ-
しこっちうぇかくう こさけういゃけょしすゃぇ.  ╆ぇ
すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しきっ ぉょうすっかくう, 
きくけゅけ けすゅけゃけさくう う ゃくうきぇすっかくけ 
ょぇ こけょたけあょぇきっ おなき さぇぉけすくうは 
こさけちっし. ╇ ょぇ しきっ けすゅけゃけさくう う 
いぇ すっいう おさぇえ くぇし. 

╉けう さぇぉけすくうちう う しかせあう-
すっかう こけょかっあぇす くぇ いぇょなか-
あうすっかくけ いぇしすさぇたけゃぇくっ  う 
おけかおけ けす こっさしけくぇかぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか“ うきぇ すぇおうゃぇ いぇしすさぇ-
たけゃおう, けしうゅせさっくう けす さぇぉけ-
すけょぇすっかは?  
 - ′ぇ  けしくけゃぇくうっ くぇ ′ぇさっょ

ぉぇすぇ  いぇ  いぇょなかあうすっかくけ  いぇ
しすさぇたけゃぇくっ  くぇ  さぇぉけすくうちうすっ  
いぇ  さうしお „〈させょけゃぇ  いかけこけかせおぇ” 
/ ╃╁, ぉさ. 15 けす 17.02.2006 ゅ /, 
くぇ 100%  さぇぉけすくうちうすっ  ゃ „┿さ
しっくぇか” しぇ  いぇしすさぇたけゃぇくう  いぇ  
さうしお  „すさせょけゃぇ  いかけこけかせおぇ” こけ  
つか. 55  ぇか.  1  けす  ╉]¨.
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 》かせさそ 【そてかう: 
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╁ くっゅけゃうは しかせつぇえ しぇ 3. ‶けおけえくうはす きせ 

ぉぇとぇ ]すけえくけ 〈けすっゃ けす ╉なくつっゃけ ぉうか そさっ-
いうしす ゃ ╆ぇゃけょ 1. ]なこさせゅぇすぇ くぇ  ‶っくおけ - させ-
しっくおぇすぇ ╃けつおぇ, さぇぉけすう おぇすけ ういつうしかうすっか くぇ 
すさせょけゃう ゃないくぇゅさぇあょっくうは ゃ ╆ぇゃけょ 1, っょくぇすぇ 
きせ ょなとっさは っ しつっすけゃけょうすっか ゃ しなとうは いぇゃけょ, 
ぇ ょさせゅぇすぇ っ しこっちうぇかうしす ゃ けすょっか „‶さけょぇあ-
ぉう” ゃ „╉ぇこさけくう”. 《うさきぇすぇ, ゃ おけはすけ  いぇこけつゃぇ 
すさせょけゃうは しう こなす う しぇきうはす ‶っくおけ. 
╇ょゃぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ こさっい 1994 ゅ., しかっょ こけつ-

すう 17 ゅけょうくう ゃ くはおけゅぇてくぇすぇ „》うょさぇゃかうおぇ”, 
おなょっすけ っ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╇いつうしかうすっかくうは 
ちっくすなさ すぇき. 
‶なさゃうすっ きせ せつうすっかう う たけさぇすぇ, くぇ おけうすけ 

ょなかあう くぇえ-きくけゅけ ゃ さぇぉけすぇすぇ すせお, しぇ ぉうゃてう-
すっ ぇさしっくぇかしおう おぇょさけゃうちう ]すっそぇく ╁ぇしうかっゃ 
う ╉けかぬけ ]かぇゃけゃ. ‶なさゃうはす くぇいくぇつっく けす くっゅけ 
しぇきうは しかせあうすっか ゃなゃ そうさきぇすぇ う ょけ きけきっくすぇ 
っ つぇしす けす こっさしけくぇかぇ え - うくしこっおすけさなす ゃ „╊う-
つっく しなしすぇゃ” ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ. ′ぇしすけはとうはす 
さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „╉ぇょさう” こけきくう う 
こなさゃうは しう さぇぉけすっく ょっく: おせこうとぇ こぇこおう, くぇ-
すさせこぇくう ゃ しすぇはすぇ う こけ おけさうょけさぇ, おけうすけ ゅけ 
たゃなさかはす ゃ せあぇし. ╇ けとっ けす こなさゃうは ょっく いぇあう-
ゃはゃぇ し うょっはすぇ っょうく ょっく すけゃぇ ょぇ っ ちうそさけゃう-
いうさぇくけ う こけょさっょっくけ. ╇ しすぇゃぇ: けくけゃぇ, おけっ-
すけ くっ っ くぇ ちうそさけゃ くけしうすっか, っ こけょさっょっくけ ゃ 
ょっぉっかう こぇこおう こけ ぇいぉせつっく さっょ う こけ ゅけょうくう. 
〈ぇおぇ しっ すなさしう かっしくけ, おぇいゃぇ ょくっし くぇつぇかくう-
おなす 〈けすっゃ. ] すぇいう しうしすっきぇ くっ しっ いぇすさせょくは-
ゃぇす ょけさう う ゃ すなさしっくっすけ くぇ うくそけさきぇちうは ゃ 
ょゃっすっ こさっこなかくっくう こけきっとっくうは し こぇこおう, ゃ 
おけうすけ しっ こぇいはす すさせょけゃうすっ ょけしうっすぇ くぇ ぇさしっ-
くぇかちう けす ういきうくぇかうすっ 50 ゅけょうくう. 
‶っくおけ しすぇゃぇ う こさうつうくぇすぇ ゃ けすょっかぇ ょぇ しっ 

こけはゃう う こなさゃうはす  おけきこのすなさ, くぇ ╃¨] しうしすっ-
きぇ, し きぇすさうつっく こさうくすっさ, おけえすけ けとっ さぇぉけすう. 
╇ おけえすけ くっ ゅけ こさっょぇゃぇ ょけさう, おけゅぇすけ くけゃう-
はす しけそすせっさ けすおぇあっ. ╉ぇすけ ゃ すさせょくう う すっあおう 
きけきっくすう おぇすけ しっゅぇ, おけゅぇすけ ちっかうはす かうつっく 
しなしすぇゃ くぇ „╉ぇょさう” すさはぉゃぇ ょぇ こけょゅけすゃう う ょけ-
こなかくうすっかくうすっ 6 たうかはょう しこけさぇいせきっくうは おなき 
すさせょけゃうすっ ょけゅけゃけさう くぇ ゃしうつおう ぇさしっくぇかちう, 
いぇさぇょう  せゃっかうつっくうすっ し 10% けしくけゃくう いぇこかぇ-
すう くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ.  
 ╃っくはす くぇ おぇょさけゃうおぇ いぇこけつゃぇ  こさっょう 7,30 

しせすさうく う いぇゃなさてゃぇ…  おけゅぇすけ-すけゅぇゃぇ. ╁ 
けすょっかぇ きせ しっ さぇぉけすう, ょけおぇすけ しっ しゃなさてう 
さぇぉけすぇすぇ. ̈ しすぇゃぇす う くぇ ゅさせこう ゃっつっさ. ]っゅぇ 
こさう すはた っ „こけあぇさ” - いぇさぇょう くぇいくぇつぇゃぇ-
くっすけ くぇ きくけゅけ くけゃう さぇぉけすくうちう, いぇさぇょう 
すなさしっくっすけ くぇ しこっちうぇかうしすう う おぇょさう し おけく-
おさっすくう しこっちうそうつくう せきっくうは. ′けゃうはす ょっく 
すさはぉゃぇ ょぇ こけつゃぇ くぇ つうしすけ う ぉっい ゅさっておう, 
せぉっょっく っ くぇつぇかくうおなす くぇ „╉ぇょさう”. 〈けえ う 
おけかっゅうすっ きせ はしくけ しう ょぇゃぇす しきっすおぇ, つっ くは-
きぇす こさぇゃけ くぇ ゅさっておう.  ╆ぇとけすけ いぇょ ゃしっ-
おう っょうく すぇぉっかっく くけきっさ, ゃしなとくけしす, しすけう 
っょうく つけゃっお, っょくぇ しなょぉぇ, おけはすけ きけあっ ょぇ 
こけゃかうはっ くぇ けとっ おせこ しなょぉう. 
╁しっ けとっ つぇおぇ う ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ きっつ-

すぇすぇ くぇ おぇょさけゃうおぇ とっ しっ しぉなょくっ. ╆くぇっ, 
つっ くっ っ ょぇかっつ: おせこうとぇすぇ ょけおせきっくすう いぇ 
こけしすなこゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” ょぇ しぇ 
しぇきけ くぇ たけさぇ, おけうすけ うきぇす  くせあくうすっ こさけ-
そっしうけくぇかくう おぇつっしすゃぇ う ちっくい いぇ すけゃぇ, 
こさけそっしうけくぇかっく うくすっさっし う きけすうゃぇちうは いぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ. 
╇くぇつっ, っあっょくっゃくけ ぉかぇゅけょぇさう. ′ぇ ╋ぇ-

さうは. ╋かぇょぇすぇ しこっちうぇかうしすおぇ こけ つけゃっておう 
さっしせさしう, くぇ おけはすけ きくけゅけ さぇいつうすぇ ゃ さぇぉけ-
すぇすぇ. ′っ おさうっ, つっ しっ さぇょゃぇ くぇ おぇょさう おぇすけ 
くっは, おけうすけ うきぇす っいうおけゃう こけいくぇくうは, けこうす 
ゃ つせあぉうくぇ う ょけぉなさ しすぇさす すぇき, くけ しぇ うい-
ぉさぇかう ょぇ しかせつゃぇす きっつすうすっ しう すせお. ╂かぇゃ-
くうはす おぇょさけゃうお くぇ „┿さしっくぇか” っ せぉっょっく, つっ 
うきぇきっ ょけしすぇ う くっかっお こなす ょけ しかせつゃぇくっすけ 
くぇ ぇきっさうおぇくしおぇすぇ くう きっつすぇ こけ くぇてうすっ 
てうさうくう, くけ うしおさっくけ しっ さぇょゃぇ くぇ こなさゃけこ-
さけたけょちうすっ こけ くっは う  くぇ すはたくぇすぇ しきっかけしす. 
╆ぇすけゃぇ ゅう こけけとさはゃぇ う くっ こっしすう ゃさっきっ ょぇ 
ゅう せつう. 
┿ ゅけかっきうはす のぉうかっえ? 
¨こさっょっかっくけ くはきぇ ょぇ っ けす てせきくうすっ, しこけ-

ょっかは さけあょっくうおなす. 〉ぉっょっく, つっ っ  ゃぇあくけ し 
おけゅけ しう う おぇお しう, ぇ くっ おなょっ う いぇ おけかおけ 
しう. ╉ぇおすけ う つっ くはきぇ くうとけ こけ-ちっくくけ けす 
さぇょけしすすぇ ょぇ しう し くぇえ-ぉかういおうすっ う すっ ょぇ すっ 
さぇょゃぇす し すはたくけすけ とぇしすうっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

...』╅〉¨『╅〉╊ 〉╅ 》╅〉╊][¨ 《【 ‒╊╇『】╅『¨
 ‶っさうけょなす, ゃ おけえすけ ょなさあぇゃぇすぇ とっ こけょおさっこは 

そうくぇくしけゃけ こさけちっしぇ 100% っ  ょゃっゅけょうてっく, し 
ちっか ょぇ しっ ゃうょう っそっおすなす けす しぇくうさぇくっすけ: おぇすけ 
っそっおすうゃくけしす, そせくおちうけくぇかくけしす, っしすっすうおぇ.  
╄ょうく ぉなさい こさっゅかっょ くぇ おぇさすうくぇすぇ し こぇくっかくう-

すっ しゅさぇょう ゃ しすさぇくぇすぇ こけおぇいゃぇ, つっ  しっ しぇくうさぇ 
くぇ こぇさつっ うかう こさっょうきくけ きぇかおう こぇくっかくう ぉかけお-
つっすぇ, し こけ-くはおけかおけ ぇこぇさすぇきっくすぇ, おなょっすけ しすけ-
こぇくうすっ うき ぉなさいけ しっ けさゅぇくういうさぇす. ╀なさいうくぇすぇ 
う ゅさうあぇすぇ くぇ くはおけう けす すはた うき ょぇょっ う ゃないきけあ-
くけしすすぇ しさっとせ こさけちっくす すはたくけ かうつくけ せつぇしすうっ 
ょぇ  おぇくょうょぇすしすゃぇす う こけ ょさせゅぇ っゃさけこっえしおぇ こさけ-
ゅさぇきぇ いぇ こけきけと. 〈は けぉぇつっ くっ こさけさぇぉけすう くぇ-
ゃしはおなょっ. ¨しくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ ぉっ, つっ ゅけかはきぇすぇ 
つぇしす けす  あうゃっっとうすっ ゃ こぇくっかくう  ぉかけおけゃっ しっ 
せこかぇてうたぇ けす ぉのさけおさぇすうつくぇすぇ こさけちっょせさぇ, けす 
くっけぉたけょうきけしすすぇ けす けぉとけ しなゅかぇしうっ う ゃぇさうぇくすぇ 
いぇ かうつくけ せつぇしすうっ う おさっょうすう.  ╃させゅう こさけしすけ くっ 
せしこはたぇ ょぇ  こけしすうゅくぇす しなゅかぇしうっ こけきっあょせ しう. 
′っ すぇおぇ けぉぇつっ しすけはす くっとぇすぇ こさう あうゃっっとうすっ ゃ 
ゅけかっきうすっ こぇくっかくう ぉかけおけゃっ し こけ 8 っすぇあぇ う し 5 
ょけ 10 ゃたけょぇ, おなょっすけ くぇ こさぇおすうおぇ  あうゃっっ ちはかけ  
っょくけ しっかけ. 〈ぇき しなゅかぇしうっすけ っ すさせょっく こさけちっし, ぇ 
しなぉうさぇくっすけ くぇ こぇさう けす すけかおけゃぇ きくけゅけ たけさぇ - 
こけつすう くっゃないきけあっく. 
 ] くけゃぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ いぇ 

しぇくうさぇくっ くぇ こぇくっかくうすっ あうかうとぇ ちっかすぇ っ すけいう 
こさけちっし ょぇ しっ しかせつゃぇ, くけ くぇ こさうくちうこぇ くぇ  しけ-
かうょぇさくけしすすぇ う  しけちうぇかくうは こけょたけょ.   
┿きぉうちうはすぇ くぇ ╋[[╀ っ こさけゅさぇきぇすぇ  ょぇ っ ょなか-

ゅけゅけょうてくぇ. ̈ す すぇき しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ すは くはきぇ 
ょぇ しこさっ う しかっょ 2-ゅけょうてくうは しう こっさうけょ, ぇ こさけし-
すけ とっ こぇょぇ ぉっいゃないきっいょくぇすぇ こけきけと くぇこさっょ ゃ 
ゅけょうくうすっ. ╉なき きけきっくすぇ ゃ  ╋[[╀ しっ さぇぉけすう こけ 
っゃさけこっえしおう こさけゅさぇきう いぇ っくっさゅうえくぇ っそっおすうゃ-
くけしす くぇ あうかうとぇすぇ, し っゃさけこっえしおけ そうくぇくしうさぇ-
くっ, こけくっ ょけ 2020 ゅけょうくぇ. ╃させゅ っ ゃなこさけしなす, つっ 

ぉっいしこけさっく そぇおす っ くぇかっあぇとぇすぇ くっけぉたけょうきけしす けす しこってくけ けぉくけゃかっくうっ くぇ しゅさぇょくうは そけくょ う けとっ こけ-しこっちうぇかくけ くぇ こぇくっかくうすっ あうかうとぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. ] すはたくけすけ 
„けしゃっあぇゃぇくっ” いぇ 1 きかさょ. かっゃぇ  しうゃけすぇすぇ けす きくけゅけ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇょけゃっ ぉっいしこけさくけ とっ ういつっいくっ うかう こけくっ とっ しすぇくっ こけ-こけくけしうきぇ. 
¨ぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは くぇ ╉ぇいぇくかなお せしうかっくけ しかっょう こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ すけいう こさけちっし う ぇおすうゃくけ とっ せつぇしすゃぇ ゃ くっゅけ. ╁しうつおう, おけうすけ しっ うくすっさっしせゃぇす けす 

くっゅけ う あっかぇはす ょぇ せつぇしすゃぇす, きけゅぇす ょぇ すなさしはす せおぇいぇくうは う こけょさけぉくけしすう けす しかせあうすっかう けす けすょっかぇ いぇ 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  しかっょ 1-ゃう そっゃさせぇさう. 
 ‶けょさけぉくぇ うくそけさきぇちうは いぇ こさけちっしぇ うきぇ う とっ うきぇ くぇ しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお: http://www.kazanlak.bg/

                                                                            ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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╁しなとくけしす, ぇおけ すさはぉゃぇ ょぇ しきっ 

しなゃしっき すけつくう, ゅけょうくうすっ ゃ 
╆ぇゃけょ 6 いぇ ‶けくょっゃ  しぇ 41. ‶け 
しこっちうぇかくけしす ╉けかぬけ っ すっさきうしす し 

おゃぇかうそうおぇちうは, こぇさぇそうさぇくぇ ゃ 
おぇいぇくかなておうは きったぇくけすったくうおせき. 
╃ゃぇ きっしっちぇ ゃ くぇつぇかけすけ さぇぉけすうか 
ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ しすさけうすっかしすゃけ, 
いぇとけすけ くはきぇかけ きはしすけ, おぇおゃけすけ 
‶けくょっゃ うしおぇか, くけ しかっょ おぇいぇさきぇ
すぇ くっとぇすぇ しっ くぇさっあょぇす.
36 きっしっちぇ う 18 ょくう しかせあうか 

おぇすけ „きけさしおう” ぇさしっくぇかしおうはす すっさ
きうしす. ╋うくぇか こさっい ]けいけこけかしおけすけ 
せつうかうとっ, こけしかっ – こけ おけさぇぉうすっ... 
╆くぇっ とけ っ きぇかおぇ ゃけっくくぇ かけょおぇ, 
いくぇっ う とけ っ „╀けかぬてけえ けたけすくうお”. 
╋けさしおぇすぇ しかせあぉぇ こさうかはゅぇかぇ くぇ 
‶けくょっゃ, くぇせつうか しっ ょぇ こさっしかっょ
ゃぇ こけょゃけょくう かけょおう けす こぇかせぉぇ し 
85-きうかうきっすさけゃけ けさなょうっ う しおさう
すう こけょ くっは こけょゃけょくう ぉけきぉう, ょぇ 
おさなしすけしゃぇ うい 』っさくけ きけさっ けすゃなょ 
たけさういけくすぇ, ょぇ ぉなょっ きけさはお くぇ しすけ 
こさけちっくすぇ. ]かっょ こさったゃなさかはくっすけ 
ゃなゃ ╁ぇさくぇ すけえ せいくぇか う とけ っ っしおぇ
ょさっく きうくけくけしっち, くぇえ-ゅけかっきうはす 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ ぉなかゅぇさしおう ゃけっくっく 
おけさぇぉ. ‶さっょう せゃけかくっくうっすけ けす 
しかせあぉぇ, こさけょなかあうかぇ こけゃっつっ けす 
けつぇおゃぇくけすけ, いぇさぇょう いぇょなさあぇくっ ゃ 
しかけあくぇ こけかうすうつっしおぇ けぉしすぇくけゃおぇ, 
おぇいぇくかなておうはす きかぇょっあ - けすかうつ
くうお ゃ ぉけえくぇすぇ う こけかうすうつっしおぇすぇ 
こけょゅけすけゃおぇ, こけかせつぇゃぇ こさっょかけ
あっくうっ いぇ けしすぇゃぇくっ ゃなゃ ╁けっくくけ-
きけさしおけすけ せつうかうとっ. ¨すたゃなさかは. 
╁かっつっ ゅけ ╉ぇいぇくかなお. ╇ „┿さしっくぇか”. 
╁しなとくけしす, ‶けくょっゃ っ さけょけき けす 
]さっょくけゅけさけゃけ. ╉なょっ くぇ てっゅぇ, 
おなょっ くぇ しっさうけいくけ おぇいゃぇ:”╁しっ 
けとっ ゅけ うきぇ くぇ おぇさすぇすぇ...”. 
╁さなとぇくっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ いぇおぇ

かっくうは ゃ きけさっすけ すっさきうしす けいくぇつぇ
ゃぇ しぇきけ っょくけ: 

‶けしすなこゃぇくっすけ ゃ „┿さしっくぇか”

‶さうっきぇす ゅけ しぇきけ しっょきうちぇ しかっょ 
きけかぉぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ. ╃ぇすぇすぇ ╉け
かぬけ こけきくう すけつくけ: 25.11.1960-すぇ. 
‶なさゃけ っ ゃ おぇかうかくぇすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 6, 
おなょっすけ しっ ょぇゃぇ ょなかなゅ あうゃけす くぇ 
うくしすさせきっくすうすっ. ‶けしかっ しっ こさった
ゃなさかは ゃ しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょ
しすゃけ. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ いぇおぇかおうすっ 
くぇ ゃしうつおけ, しゃなさいぇくけ し ぇゃすけきぇすぇ 
„╉ぇかぇてくうおけゃ”, っ さぇぉけすぇ くぇ ‶けく
ょっゃ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ ゅけょうくぇ う 
こけかけゃうくぇ, くけ すけえ ぉなさいけ さぇいぉう
さぇ, つっ „くっ っ いぇ すぇき”, きぇおぇさ ょぇ っ 
けすかうつっく すっさきうしす. ╆ぇ おけっすけ こけ
かせつぇゃぇか  くぇゅさぇょう. „[ってうた ょぇ しっ 
さぇいゃうゃぇき”, けぉはしくはゃぇ さってっくうっ
すけ しう ぉなょっとうはす くぇつぇかくうお-ちった. 
[ぇいゃうすうっすけ しう けすおさうか ゃ 6/120 
こさう とぇきこうすっ, とぇくちうすっ, こさうぉけ
さうすっ... 〈ぇおぇ すっさきうしすなす すさなゅくぇか 
こけ せしこってくけ ういゃなさゃはくぇすぇ こなすっおぇ 
おなき てかけしっさ-きぇすさうつぇさ, きぇえしすけさ-
しきはくぇ ょけ くぇつぇかくうお-しきはくぇ. ‶さっい 
ゅけょうくう ‶けくょっゃ ゃ さぇぉけすぇすぇ しう 
こさっあうゃはか さぇいょっかはくっすけ くぇ ちったぇ, 
しすさせおすせさうさぇくっすけ くぇ こかけとぇょおぇすぇ 
くぇ きはしすけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 4, ういくっしっく 
ゃ ╋なゅかうあ, けぉけさせょゃぇくっすけ し くけゃう 
てかぇえそ-きぇてうくう, し す. くぇさ. „¨こ
すうつっしおう ╉なかゃぇつ”, おけけさょうくぇすっく 
てかぇえそ, ういこけかいゃぇくっすけ くぇ こさけ

ゅさぇきくう きぇてうくう, っさけいうえくう, 
けぉっきくう う くうておけゃう きぇてうくう. 
〈ったくけかけゅううすっ しっ しきっくはす ゃなゃ 
ゃさっきっすけ. 〈ぇおぇ, くぇこさうきっさ, 

ちっゃくぇすぇ おせすうは, おけはすけ こなさ
ゃけくぇつぇかくけ しっ ういさぇぉけすゃぇかぇ し 
おけゃぇくっ, ゃっつっ こさっきうくぇゃぇかぇ 
こさっい こさけちっしうすっ くぇ ういすっゅかは
くっすけ. ╇ょゃぇ 1979-すぇ:  おけかっお
すうゃなす つっしすゃぇ ょっしっすぇすぇ ゅけ
ょうてくうくぇ くぇ ちったぇ いぇ とぇくちう. 

╇いさぇぉけすゃぇす しっ しこっちうぇかくう 
いくぇつおう こけ すけいう こけゃけょ, さぇい
ょぇゃぇす しっ くぇゅさぇょう, こさぇゃう しっ 
ゅけかはきけ すなさあっしすゃけ. ╆ぇしかせ
あっくけ – せしきうたゃぇ しっ ‶けくょっゃ 
う ゃ しこけきっくうすっ きせ しっ さっょはす 
せしこってくうすっ こさけういゃっょしすゃっくう 
いぇょぇつう, さっぇかういうさぇくう いぇ
っょくけ し こさけそっしうけくぇかうしすう う 
さなおけゃけょうすっかう おぇすけ ′うおけかぇえ 
‶けこけゃ, ╇ゃぇく 』ぇおけゃ  う ......
┿つおぇおぇくけゃ.  
′ぇこさっょゃぇくっすけ くぇ すったくけ

かけゅううすっ, し おけうすけ „┿さしっくぇか” 
ぉうか ゃうくぇゅう „ゃ おさぇお”, ういうしおゃぇ 
う くぇこさっょなお ゃ せきっくうはすぇ くぇ 
さぇぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう. 
] こけっきぇくっすけ くぇ こけゃっつっ さな
おけゃけょくう けすゅけゃけさくけしすう, ‶けく
ょっゃ しっ けそけさきは う おぇすけ ょけぉなさ 
せこさぇゃかっくっち くぇ くうゃけ ちった. ╁ 
っあっょくっゃくぇすぇ さぇぉけすぇ し おぇ
こさういうすっ う かうつくけしすくうすっ けしけ
ぉっくけしすう くぇ ゃしっおう こけょつうくっく, 
くぇつぇかくうおなす ゃうくぇゅう すさなゅゃぇか 
し ょけぉさけすけ くぇこさっょ. ╇いぉはゅゃぇか 
ょぇ せゃけかくはゃぇ, けこうすゃぇか こなさゃけ 
ょぇ さぇいぉっさっ つけゃっおぇ けすしさっとぇ, 
ょぇ ういゅけゃけさう し くっゅけ ゃないくうお
くぇかうは こさけぉかっき. ′っ しぇきけ 
いぇさぇょう っょくけすけ つけゃっておけ けす

くけてっくうっ, ぇ ゃ うきっすけ くぇ さぇぉけ
すぇすぇ. ╆ぇとけすけ けこうすなす こけおぇいぇか, 
つっ ょけぉさうはす さぇぉけすくうお, きぇえしすけ
さなす, くっ ゃうくぇゅう ぉうか ぉっいせこさっ

つっく おぇすけ かうつくう おぇつっしすゃぇ, くけ 
つっしすけ ぉうか くっいぇきっくうき  おぇすけ 
しこっちうぇかうしす. ╉けっすけ っ ゃぇあくけ いぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ. 〈うは こさっちうい
くう ゃ さぇぉけすぇすぇ しう たけさぇ しぇ けくっ
いう, ぉっい つうえすけ すさせょ くっ きけゅぇす 
ょぇ ういこなかくはゃぇす いぇょぇつうすっ しう う 

おけかっゅうすっ うき けす ょさせゅうすっ いぇゃけ
ょう, こけかいゃぇとう うくしすさせきっくすうすっ, 
くぇこさぇゃっくう ゃ ╆ぇゃけょ 6. ╁ すけゃぇ 
‶けくょっゃ う けしすぇくぇかうすっ ゃ いぇゃけょぇ 
くはきぇかけ くせあょぇ ょぇ ぉなょぇす せぉっあ
ょぇゃぇくう. ╇ いぇすけゃぇ すっ くっ しう こけい
ゃけかはゃぇかう ぉっいけすゅけゃけさくけしすう ゃ 
おぇつっしすゃけすけ くぇ ういょっかうはすぇ. „[ぇ
ぉけすぇすぇ ぉってっ きくけゅけ しゃなさいぇくぇ 
し けしすぇくぇかうすっ いぇゃけょう う いぇすけゃぇ 
くはきぇてっ くぇつぇかくうお, し おけゅけすけ ょぇ 
くっ しっ さぇいぉうさぇきっ ょけぉさっ. ¨すくけ
てっくうはすぇ きっあょせ くぇし しぇ ぉうかう 
ゃうくぇゅう きくけゅけ ょけぉさう, たけさぇすぇ 
しぇ しう けぉうつぇかう こさけそっしううすっ, 
ょなさあぇたぇ ょぇ しっ さぇぉけすう おぇおすけ 
すさはぉゃぇ”, おぇいゃぇ ╉けかぬけ ‶けくょっゃ.
¨くけゃぇ, くぇ おけっすけ う すけゅぇゃぇ 

きくけゅけ しっ ょなさあう, っ ゃたけょはとうはす 
う ういたけょはとうはす おけくすさけか, しこけ
ょっかは ゃっすっさぇくなす. [ぇぉけすぇすぇ しなし 
しおなこうすっ かっゅうさぇくう しすけきぇくう 
ういうしおゃぇ すぇおなゃ こけょたけょ. ]すけきぇ
くうすっ ゅう おぇさぇかう こさっょうきくけ けす 
]なゃっすしおうは しなのい, くけ こけくはおけゅぇ 
う けす ╂っさきぇくうは. ‶さうしすうゅぇかう くぇ 
けゅさけきくう ぉかけおけゃっ こけ くはおけかおけ 
すけくぇ ゃしっおう う こけしすっこっくくけすけ 
うき こさっゃさなとぇくっ ゃ こっさそっおす
くう こさっちういくう うくしすさせきっくすう いぇ 
かぇうおぇ いゃせつう おぇすけ うしすうくしおけ 

つせょけ. ╂けかはきけ すけゅぇゃぇてくけ つせょけ, 
ょけさう いぇ しこっちうぇかうしすうすっ, ぉうかけ 
ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ 5-6- すけくくう
すっ とぇくちう, おけうすけ ぇさしっくぇかちう 
こさぇゃっかう いぇ ╉せぉぇ... ”╋ぇかおうすっ” 
つせょっしうえおう しぇ くっとぇ おぇすけ おぇしう
すっ いぇ おうしっかけすけ きかはおけ, おけうすけ 
ゃしっおう, こさっあうゃはか ゃさっきっすけ くぇ 
しけち-ぇ, ょけぉさっ こけきくう. ╆ぇ こさなゃ 
こなす てこさうちそけさきうすっ いぇ すはたくけすけ 
ういさぇぉけすゃぇくっ ぉうかう くぇこさぇゃっくう 
うきっくくけ ゃ „┿さしっくぇか”... 〈せお しっ 
こさぇゃっかう ょけさう う てこさうちそけさ
きう いぇ ょぇきしおう つぇくすう こけ っゃさけ
こっえしおう かうちっくい... ¨しくけゃくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ, さぇいぉうさぇ しっ, しっ 
こけょつうくはゃぇかけ くっ くぇ こけすさっぉ
くけしすうすっ くぇ てうさこけすさっぉぇすぇ, ぇ 
くぇ しこっちうぇかくけすけ ぇさしっくぇかしおけ 
こさけういゃけょしすゃけ. ‶さけういゃけょしすゃけ, 
つっしすけ けこうしゃぇくけ おなょっ くぇ てっゅぇ, 
おなょっ-くぇうしすうくぇ, し こさういうゃぇ:

╉けさぇぉなす つぇおぇ!

╂けかっきうすっ う しこってくう こけさなつ
おう いぇ ういくけし つっしすけ ういこさぇゃはかう 
ぇさしっくぇかちう „くぇ くけおすう”. ╆ぇゃけょ 
6 くうおぇお くっ こさぇゃう ういおかのつっ
くうっ, さぇいぉうさぇき けす さぇいおぇいぇ くぇ 

╉けかぬけ ‶けくょっゃ. ╇ すけえ, う くっゅけ
ゃうすっ たけさぇ, しなとけ しぇ しすけはかう こけ 
くけとうすっ ゃ ちったぇ, おけゅぇすけ „おけ
さぇぉなす つぇおぇ”. „╉けゅぇすけ しっ おぇ
あってっ, しっ さぇぉけすってっ う くけとっき. 
╉けきこっくしうさぇたきっ たけさぇすぇ し ょけ
こなかくうすっかくぇ こけつうゃおぇ. ╁ょうゅぇ 
しっ う いぇこかぇとぇくっすけ”, しこけきくは しう 
すけゅぇゃぇてくうはす くぇつぇかくうお-ちった. 
┿ くっゅけゃうすっ たけさぇ うきぇす しかけあ
くう いぇょぇつう: こけさなつおうすっ しぇ いぇ 
っょうくうつくう ぉさけえおう, きぇおしうきせき 
– ょけ 10-20. ‶さう うくしすさせきっくすう
すっ, とぇきこうすっ う とぇくちうすっ はゃくけ 
っ すぇおぇ. ╃けこなかくうすっかくぇ しかけあ
くけしす ゃくぇしは う けぉしすけはすっかしすゃけ
すけ, つっ こさっちういくぇすぇ さぇぉけすぇ いぇ 
そうくうすっ くっとぇ ういうしおゃぇ ょくっゃくぇ 
しゃっすかうくぇ いぇ しすさせゅぇさう, そさっいう
しすう, おけけさょうくぇすつうちう, てかけしっ
さう-きぇすさうつぇさう, っさけいうえつうちう... 
‶なさゃけくぇつぇかくけ しっ さぇぉけすっかけ くぇ 
すさう しきっくう, ぉうかけ こけ ゃさっきっすけ くぇ 
せこさぇゃかっくうっすけ くぇ „╋っすぇかたうき” 
けす ゅっく. ╂っけさゅう ぅきぇおけゃ. ‶けしすっ
こっくくけ くけとくぇすぇ しきはくぇ けすこぇょぇ. 
╁ すぇおうゃぇ せしかけゃうは, くっ  っ つせょくけ, 
つっ  ‶けくょっゃ さぇぉけすう こさっょうきくけ し 
きなあっ. ╇きぇかけ しぇきけ っょくぇ あっくぇ, 
こさはおけ いぇっすぇ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
くけ う すは くぇこせしくぇかぇ. ╅っくうすっ ゃ 

6/120 ぉうかう こさっょうきくけ けすつっす
くうつおう, しすぇすうしすうつおう. ′っ ゃしっおう 
う けす きなあっすっ しゃうおゃぇか し さぇぉけすぇ
すぇ う しっ しこさはゃぇか ょけぉさっ. ╉けえすけ 
くっ せしこはゃぇか, しう すさなゅゃぇか. ╉ぇおすけ 
‶けくょっゃ おぇいゃぇ: ”¨すうゃぇたぇ くぇ 
ょさせゅう きっしすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, すぇき, 
おなょっすけ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす こけかっい
くう”. ╉ぇょさうすっ う くぇ すけいう ちった 
しっ くぇぉうさぇかう けす おぇいぇくかなておう
すっ きったぇくけすったくうつっしおう せつうかう
とぇ – すったくうおせきぇ う いぇゃけょしおけすけ 
]‶〈〉. 〈ったくけかけいうすっ しなとけ ぉうかう 
しさっょくう すったくうちう – きくけゅけ ょけぉさう 
ゃ こさけそっしうはすぇ しう. ╇いょうゅぇかう 
しっ ゃ こさぇおすうおぇすぇ, すさなゅゃぇかう けす 
さぇぉけすくうお. ╃っえくけしすうすっ ぉうかう 
しすさけゅけ しこっちうぇかういうさぇくう, こさぇ
ゃっかう しっ きくけゅけ しきっすおう...
╁ しこけきっくうすっ しう いぇ けくけゃぇ ゃさっ

きっ くぇ ぇおすうゃっく あうゃけす ╉けかぬけ くっ 
こさけこせしおぇ う さぇょけしすうすっ. ╉ぇおすけ 
くぇゃしはおなょっ うい „┿さしっくぇか”, たけ
さぇすぇ う すせお, ゃ 6/120, しう しすぇゃぇ
かう ぉかういおう う しう おけくすぇおすせゃぇかう 
ょぇあっ う しかっょ さぇぉけすぇ. ]なとっしす
ゃせゃぇくっすけ くぇ す. くぇさ. そけくょ „╀さう
ゅぇょうさ” ょぇゃぇかけ ゃないきけあくけしす いぇ 
くぇぉうさぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ こけ
つっさこおう う さぇいたけょおう. 〈け ぉうかけ 
っおしおせさいうう, すけ ぉうかけ ぉぇくおっすう, 
すけ たうあう...   

╉けかぬけ ぉうか う しこけさすうしす 

╁ けくうは ゃさっきっくぇ さはょおけ うきぇかけ 
さぇぉけすくうお う しかせあうすっか, おけえすけ 
けしすぇゃぇか ういゃなく ういはゃうすっ くぇ いぇ
ゃけょしおぇすぇ しぇきけょっえくけしす, しこけさすぇ 
う ゃしっゃないきけあくうすっ ょさせゅう うくう
ちうぇすうゃう. ╉けえ – ゃ ょけぉさけゃけかくう
すっ けすさはょう, おけえ – こっっ ゃ たけさぇ, 
おけえ – すぇくちせゃぇ, おけえ すうつぇ ゃ 
けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ, おけえ – ょぇゃぇ 
おさなゃ... ╉けかぬけ ‶けくょっゃ, し けこうすぇ 
しう けす ゃけえくうおかなおぇ くぇ きけさっ, くっ 
けしすぇくぇか くっいぇぉっかはいぇく けす いけさ
おけすけ けおけ くぇ けすゅけゃけさくうおぇ いぇ 
しこけさすぇ ゃ おけきぉうくぇすぇ – ゃしっうい
ゃっしすくうはす ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ. ′ぇ
つぇかくうつっしおうすっ けすゅけゃけさくけしすう くっ 
ょぇゃぇかう きくけゅけ しゃけぉけょくけ ゃさっ
きっ くぇ ‶けくょっゃ, くけ すけえ くっ きけ
ゅなか ょぇ ういぉっゅくっ ゃおかのつゃぇくっすけ 
きせ ゃ けすぉけさぇ こけ きくけゅけぉけえ. ′っ 
ういぉっゅくぇか う ぉはゅぇくっすけ くぇ ょなかゅう 
う おなしう さぇいしすけはくうは. ′はおけゅぇて
くうはす ゅさっぉっち くぇ ょうゃういうけくくうは 
けすぉけさ ぉなさいけ こぇしくぇか ゃ ぇさしっ
くぇかしおうは こけ きくけゅけぉけえ. ╉なき 
ょくってくぇ ょぇすぇ ‶けくょっゃ くっ こけきくう 
すけつくけ おけゅぇ っ ゅさっぉぇか いぇ こけしかっょ
くけ ゃ かけょおぇ, すさはぉゃぇ ょぇ っ ぉうかけ 
おなき 1975-すぇ, くけ しなし しうゅせさくけしす 
こけきくう しこけさすくうすっ くぇょこさっゃぇさう, 
おなょっすけ, いぇっょくけ し  ╋ぇかつけ, „あな
くっかう” きっょぇかう しかっょ きっょぇかう. 
╃くっし ╉けかぬけ ‶けくょっゃ あなくっ 

ょさせゅう さぇょけしすう. ╁っつっ いぇゅせぉうか 
しなこさせゅぇすぇ しう 〈ぇくおぇ [せしっゃぇ, 
しなとけ ぇさしっくぇかしおう おぇょなさ, ゃっすっ
さぇくなす こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ぉなょっ し 
きかぇょぇすぇ そぇきうかうは – とっさおぇすぇ, 
いっすぇ う ょっちぇすぇ. ╋うくぇかうすっ くぇし
おけさけ おけかっょくう う くけゃけゅけょうて
くう こさぇいくうちう ょはょけすけ くぇ ゃっつっ 
16-ゅけょうてっく ゃくせお こさっおぇさゃぇ ゃ 
]けそうは, こさう ょっちぇすぇ. 
‶っくしうけくっさなす-ゃっすっさぇく くっ しう 

こけいゃけかはゃぇ しおせおぇ う ゃ っあっょくっ
ゃうっすけ. ╆ぇ くっゅけ ”╃ゃうあっくうっすけ 
っ ゃしうつおけ!”. ╁ うきっすけ くぇ „ょゃう
あっくうっすけ” しっゅぇ あうゃけすなす きせ っ: 
ょゃっ さぇいたけょおう くぇ ょっく けす ょけきぇ 
きせ ゃ ╇いすけつくけすけ ょけ ちっくすなさぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお う けぉさぇすくけ; ゅさうあぇすぇ 
いぇ かけいっくちっすけ, おなょっすけ けとっ くぇ 
ゃさっきっすけ しっきっえくけ  けぉうつぇかう ょぇ 
たけょはす, つっ いぇすけゃぇ ょぇあっ ゅけ しくぇぉ
ょうか し ぇおせきせかぇすけさ けす ゃなさてぇつおぇ 
う すっかっゃういけさ „ぃくけしすぬ”; しさっ
とうすっ し こさうはすっかう, し おけうすけ しっ 
ゃさなとぇす ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ ゅけょう
くう. ╂けょうくう くぇ „╉けさぇぉなす つぇおぇ!”, 
くけ う ゅけょうくう くぇ そけくょ „╀さうゅぇ
ょうさ”... ╃ゃうあっくうっ ゃなゃ ゃしはおぇお
ゃう ういきっさっくうは.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╇しすうくぇすぇ, つっ „┿さしっくぇか” っ きはしすけ, ゃ つうはすけ うしすけさうは, おなょっすけ う ょぇ おけこくって, とっ ういかっいっ 
くっとけ くっけぉうつぇえくけ, しっ こけすゃなさあょぇゃぇ う ゃ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ぉうけゅさぇそうは くぇ ゃっすっさぇ
くぇ けす ╆ぇゃけょ 6 ╉けかぬけ ‶けくょっゃ. ¨す くっゅけ くぇせつぇゃぇき, つっ, けしゃっく きぇとぇぉくう こさけっおすう おぇすけ 
こなさゃうすっ ぉなかゅぇさしおう おけかう – ╀せかゅぇさ [っくけ, おぇいぇくかなておうは うくょせしすさうぇかっく ゅうゅぇくす しっ いぇ
くうきぇゃぇか う し „ょさっぉけかうう”, おぇすけ おぇしうすっ いぇ おうしっかけすけ きかはおけ, くぇこさうきっさ... ╃ぇ, こなさゃうすっ 
てこさうちそけさきう, こけ おけうすけ こけしかっ こけつゃぇ きぇしけゃけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ たうかはょうすっ おぇしう, 
っあっょくっゃくけ さぇいおぇさゃぇくう こけ きぇゅぇいうくう う きかっおけおけきぉうくぇすう, しぇ ぇさしっくぇかしおぇ さぇぉけすぇ... 
╉けはすけ ゃなさゃう せしこけさっょくけ し ういゃなくさっょくけ しっさうけいくうすっ いぇょぇつう こけ うくしすさせきっくすぇかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ, けしくけゃくぇ ょっえくけしす くぇ ╆ぇゃけょ 6 う ょけ ょくっし. ]こけさっょ ‶けくょっゃ, くはおけゅぇてっく 
くぇつぇかくうお ちった, さぇぉけすぇすぇ ゃ いぇゃけょぇ くっ っ いぇ ゃしっおう. „╇くしすさせきっくすぇかつうお きけあっ ょぇ ぉなょっ 
しぇきけ すけいう, おけえすけ し ゅけかはきぇ かのぉけゃ せしゃけはゃぇ こさけそっしうはすぇ しう う っ けすょぇょっく ういちはかけ くぇ 
くっは”, おぇすっゅけさうつっく っ すけえ. ╆ぇすけゃぇ きくけゅけ きかぇょっあう うょゃぇかう, こけしかっ くぇこせしおぇかう, しかっょ 
おぇすけ ゃうあょぇす, つっ すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ くっ っ いぇ すはた う すなさしっかう しゃけっすけ きはしすけ くぇ ょさせゅう 
すっさっくう くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. ╃させゅう – けしすぇゃぇかう. ′はおけう, おぇすけ ╉けかぬけ ‶けくょっゃ - こけゃっつっ 
けす 40 ゅけょうくう.   
╇きぇかけ う すぇおうゃぇ, おけうすけ うしおぇかう ょぇ こけかせつぇゃぇす こぇさう, ぉっい ょぇ さぇぉけすはす... ′け いぇ こけゃっ

つっすけ, し おけうすけ ゃっすっさぇくなす っ ょっかうか たかはぉぇ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ しう ぉうすうっ, すけえ せゃっさっくけ 
おぇいゃぇ: „╇きぇてっ きくけゅけ しないくぇすっかくう たけさぇ. ′ぇ すはた さぇいつうすぇた”. 

[けょっく っ くぇ 8 ぇゃゅせしす  こさっ-
ょう 57 ゅけょうくう ゃ ╀っさおけゃう-
ちぇ. ¨さうしぇく っ いぇ こっっくっ けす 
きぇかなお. ‶さけとなこせかくうおなす 
しう こさぇゃう ゃ  っきぉかっきぇすうつ-
くうは いぇ しけちぇ  たけさ „╀けょさぇ 
しきはくぇ“, ぇ こけしかっ う ゃ ぇく-
しぇきぉなかぇ くぇ ╂かぇゃくけ せこ-
さぇゃかっくうっ くぇ ]すさけうすっかくう 
ゃけえしおう. 
』っ けす くっゅけ とっ しすぇくっ こっ-

ゃっち, かうつぇかけ けす っくすせしうぇ-
いきぇ, し おけえすけ ゃ ょっすしおうすっ 
しう ゅけょうくう こせしおぇ こかけつう 
し ういこなかくっくうはすぇ くぇ [け-
ぉっさすうくけ ╊けさっすう う おさっ-
とう し すはた. ] こさうしなとけすけ しう 
すなくおけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ 
こさういくぇゃぇ, つっ けとっ ゃ 7-きう 
おかぇし, おけゅぇすけ ゅかぇしなす きせ 
きせすうさぇか, ぉうか かのぉうきっち 
くぇ あっくうすっ. ‶さっい 80-すっ 

╋¨╇《【ぇ【 ╊ ╉〉╊』 
《ちしけせ ╈そちあせそう:

╂けしこけょうく ╂けさぇくけゃ, うきぇきっ 
かう こけかっいっく たけょ くうっ, ぉなかゅぇ-
さうすっ, けすすせお くぇすぇすなお? 
- ┿おけ きうしかうき, つっ くはきぇきっ こけ-

かっいっく たけょ, すけ こけ-ょけぉさっ ぉぇゃくけ 
ょぇ すさなゅくっき おなき ゅさけぉうとぇすぇ, いぇ 
ょぇ くっ しないょぇゃぇきっ こぇくうおぇ. ╃ぇ しう 
ういおけこぇっき ゅさけぉけゃっすっ, ょぇ しう かっゅ-
くっき う ょぇ こさうおかのつう すぇいう ちはかぇすぇ 
しぇゅぇ. ╇しすけさうつっしおう こけゅかっょくぇすけ, 
くっ さはょおけ ょなさあぇゃぇすぇ くう っ ういこぇ-
ょぇかぇ ゃ すぇおうゃぇ すさせょくう, おさういうし-
くう しうすせぇちうう う きけあっ ぉう すけつくけ 
すぇき っ さぇいおけゃくうつっすけ. ╇ おけかおけ-
すけ こけ-おさういうしくぇ っ しうすせぇちうはすぇ, 
すけかおけゃぇ こけ-ぉなさいけ しっ くぇきう-
さぇ ういたけょ. ╇きぇき くはおぇおゃけ しゃけっ 
ゃなすさってくけ せしっとぇくっ, つっ しおけさけ 
とっ こけっきっき こけ ぉっかうは こなす, いぇとけ-
すけ ょけしすぇ ゃさっきっ きうくぇ. 25 ゅけょう-
くう  こしっゃょけょっきけおさぇちうは, きくけゅけ 
っ. ╋ぇえ とっ すさはぉゃぇ ゃっつっ ょぇ しう 
こけしすぇゃうき こさうけさうすっすう ゃ すけいう 
あうゃけす, いぇ ょぇ しこさっき ょぇ ゃうおぇきっ 
′っゃけかはすぇ う ょぇ つぇおぇきっ ょぇ ょけえょっ 
くはおけえ ょぇ くう けこさぇゃう - は ╂けかっ-
きうは, は ╋ぇかおうは ぉさぇす, ぇ しぇきう ょぇ 
くぇきっさうき ういたけょ, こなすは, こけ おけえすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ すさなゅゃぇきっ.  ̈ つっゃうょくけ 
っ, つっ こなす うきぇ. ┿い しなき けす しすぇさぇすぇ 
ておけかぇ う いくぇき, つっ,  ぇおけ つけゃっお 
しぇき くっ しう こけきけゅくっ, くはきぇ おけえ ょぇ 
ゅけ くぇこさぇゃう. 〈さはぉゃぇ ょぇ ういかっいっき 
けす さぇきおうすっ くぇ くぇてぇすぇ くぇさけ-
ょけこしうたけかけゅうは, おさぇえくけ ゃさっきっ っ 
ょぇ しこさっき ょぇ つぇおぇきっ くっゃけかはすぇ 
ょぇ くう けこさぇゃう くっとぇすぇ. 

╁うっ ゃはさゃぇすっ かう くぇ いょさぇゃうは 
さっそかっおし くぇ ぉなかゅぇさうくぇ, すなえ 
おぇすけ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
けこかぇおゃぇくっすけ  う けあぇかゃぇくっ-
すけ くう おぇすけ つっ かう っ くっとけすけ, 
おけっすけ おけくちっくすさうさぇ せしうかうは-
すぇ くう う けしきうしかは あうゃけすぇ くう?  
‶け-しおけさけ こさっょこけつうすぇきっ ょぇ 
ょっかっゅうさぇきっ けすゅけゃけさくけしすすぇ 
いぇ くぇてうは あうゃけす くぇ ょさせゅう 
- くぇ すっいう, おけうすけ ういぉうさぇきっ. 
[ぇいすけゃぇさゃぇきっ っょうく ゃうょ けす-
ゅけゃけさくけしす けす くぇし しぇきうすっ…
- ╀なかゅぇさうくなす くっ けぉうつぇ こけ 

こさうくちうこ ょぇ こけっきぇ けすゅけゃけさくけしす. 
╂けゃけさうき いぇ くっとぇ, おけうすけ しかっょゃぇ 
ょぇ しっ こさっさぇいゅかっょぇす うい けしくけゃう: 
こなさゃけ - ょぇかう きけあっき ょぇ ゃなさゃうき 
いぇっょくけ, いぇとけすけ ぉなかゅぇさうくなす っ 
こさっおぇかっくけ ゅけかはき うくょうゃうょせぇ-
かうしす, すけえ くっ けぉうつぇ ょぇ さぇぉけすう 
ゃ っおうこ, ょぇ こけっきぇ けすゅけゃけさくけしす. 
〈けえ けぉうつぇ しぇき ょぇ しう こさぇゃう くっ-
とぇすぇ. ┿ くぇ すけいう っすぇこ くっ しすぇゃぇ 
すぇおぇ, こけ すけいう くぇつうく. ┿おけ うしおぇて 
ょぇ しっ しかせつゃぇす くっとぇすぇ, すっ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ しかせつゃぇす う けおけかけ すっぉ, 
くっ しぇきけ し すっぉ う ゃ すっぉ. ′はきぇ おぇお 
うくぇつっ すう ょぇ しう ょけぉさっ, ぇ ゃしうつおけ 
くぇけおけかけ ょぇ っ せあぇしくけ. ┿おけ うし-
おぇきっ ょぇ くう しっ しかせつゃぇす くっとぇすぇ, 
すけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けこうすゃぇきっ ょぇ 
しきっ しなこさうつぇしすくう しなし しすぇゃぇとけ-
すけ う けおけかけ くぇし, ょぇ しきっ ょけぉさう 
こけ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ きけあっき, ぇ 
う っょくぇ けす けしくけゃくうすっ そうかけしけ-
そうう けとっ けす ╃さっゃくうは ╇いすけお っ, 
つっ くぇ ぉっょくうは つけゃっお くっ しっ こけ-
きぇゅぇ. ┿おけ すけえ しぇき くっ くぇきっさう 
くぇつうくう ょぇ しう しすなこう くぇ おさぇおぇすぇ 
う ょぇ こけおぇあっ, つっ うしおぇ う きけあっ 
ょぇ こさぇゃう くっとけ. ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
こけきけと っ ょぇ こけょぇょって さなおぇ くぇ 
こぇょくぇかうは, ょぇ ゅけ きけすうゃうさぇて 
けすくけゃけ ょぇ しすなこう くぇ おさぇおぇ. ╁ 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう けぉぇつっ いぇぉっ-
かはいゃぇき っょくぇ こかぇてっとぇ ぇこぇすうは せ 
くぇし, ゃ おけはすけ ゃしっおう しっ っ しおさうか ゃ 
つっさせこおぇすぇ しう, ゃしっおう つぇおぇ. ╉ぇお-
ゃけ つぇおぇ? ¨しけぉっくけ ういきうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ ぉってっ こけおぇいくぇ こけ けすくけ-
てっくうっ くぇ すけゃぇ, おけっすけ しっ しかせつう: 
くぇゃけょくっくうは, いっきっすさっしっくうは . 

]けねせあてあ すけ さあとくあ うけせあえけ か いけしあ にそちあてあ おあ つか そいけねあて
╁なこさっおう すけゃぇ, くうっ おぇすけ くぇさけょ 
くぇきっさうたきっ くはおぇおゃう しうかう, いぇ ょぇ 
しっ けぉっょうくうき う ょぇ しう こけきけゅくっき 
しぇきう. ′け ゃうくぇゅう かう すさはぉゃぇ くっ-
こさっきっくくけ ょぇ つぇおぇきっ ょぇ しっ しかせ-

つう くっとけ すぇおけゃぇ う すけゅぇゃぇ ょぇ しきっ 
けぉっょうくっくう?  ╇ ょぇえ, ╀けあっ, すけゃぇ, 
おけっすけ くう しっ しかせつう, ょぇ くう っ しなぉせ-
ょうかけ こけ くはおぇおなゃ くぇつうく, いぇとけすけ  
あうゃけすなす っ ゃ すけいう きうゅ. ╅うゃけすなす 
っ ょくっし. ╇ すけゃぇ っ ちっくくけすけ, おけっすけ 
うきぇきっ . 

〈けゃぇ かう っ さっちっこすぇすぇ つけゃっお 
ょぇ しなたさぇくう ょなかゅけ しゃけはすぇ 
あういくっくけしす, ゃっょなさ こけゅかっょ 
おなき あうゃけすぇ? ╃ぇ きかぇょっっ う 
ょぇ ゅさっぉっ し こなかくう てっこう けす 

あうゃけすぇ…?
- ┿い くっ しなき きうしかうか くうおけゅぇ いぇ 

すぇおぇゃぇ さっちっこすぇ. ╁なこさけしなす っ おぇお 
しう くぇしすさけっく う おぇお しう ゃないこうすぇく 
ょぇ あうゃっって. ╉ぇお しぇ くぇしすさけっくう 
けつうすっ すう う ょせてぇすぇ すう ょぇ ゃうあょぇす 
う せしっとぇす. 〈ぇおぇ, つっ, ぇおけ うきぇて 
けつう ょぇ ゃうあょぇて  たせぉぇゃうすっ くっとぇ, 
すう とっ ういゅかっあょぇて うくぇつっ. ╇ とっ 
ゅう ゃうあょぇて たせぉぇゃうすっ くっとぇ. ┿ 
すけゃぇ こさけきっくは ういちはかけ きうさけゅかっ-
ょぇ, すっぉ しぇきうは, ゃういうはすぇ すう. ‶け-
いうすうゃくうはす つけゃっお しう かうつう. 

╇いきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ こさっきう-
くぇ こけょ いくぇおぇ くぇ 30-ゅけょうて-
くぇすぇ ╁う しなゃきっしすくぇ ょっえくけしす 
し ╉さうしすうくぇ ╃うきうすさけゃぇ. ′ぇ-
こさぇゃうたすっ しすけすうちう おけくちっさすう 

ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ‶さけきっくはす 
かう しっ けつうすっ くぇ こけつうすぇすっかう-
すっ ╁う し ゅけょうくうすっ?
- ┿い しなき きくけゅけ とぇしすかうゃ, つっ ゃ 

きぇかおうすっ ゅさぇょつっすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは 

しぇ しっ いぇこぇいうかう くはおけう ちっくくけしすう. 
〈ぇき すっ しぇ きくけゅけ こけ-きうかう, こけ-
しなさちぇすう, こけ- たせぉぇゃう う こけ-ゅけすう-
くう たけさぇ. ┿ ゃ ゅけかっきうは ゅさぇょ すぇおぇ 
すっ いぇゃなさすぇ おけかっかけすけ くぇ っあっ-
ょくっゃうっすけ, つっ ょぇあっ う おけきてうう-
すっ くっ しっ こけいょさぇゃはゃぇす. ′っ きけゅぇ 
ょぇ くぇきっさは ゃうくけゃくう いぇ すけゃぇ. 
╋けあっ ぉう こさけぉかっきなす っ ゃなすさっ ゃ 
くぇし, くうっ しぇきう しきっ しう ゃうくけゃくう. 
╋なょさうすっ そうかけしけそう おぇいゃぇす, つっ 
っ ょけしすぇすなつくけ ょぇ こけかせつうて こけ 8 
こさっゅさなょおう くぇ ょっく, くけ けす しなさちっ, 

いぇ ょぇ いぇさっょうて ぉぇすっさううすっ いぇ ちっ-
かうは ょっく う ょぇ ゅかっょぇて こけいうすうゃくけ 
くぇ あうゃけすぇ. ┿ くうっ? ′うっ くっ しう ゅう 
ょぇゃぇきっ. ̈ すつせあょっくうっすけ う すなゅぇすぇ 
ゃ ゅけかっきうは ゅさぇょ しぇ ゃ くっゃっさけはすくう 
きぇとぇぉう. 

╉ぇお あうゃっっすっ  けすゃなょ しちっくぇ-
すぇ? 
- ╃けぉさっ. ¨こうすゃぇき しっ ょぇ しっ 

ゅさうあぇ いぇ っょくぇすぇ しう あっくぇ, いぇ-
とけすけ ょさせゅぇすぇ,  ょなとっさはすぇ, うい-
ぉさぇ つせあぉうくぇ. ╀けさう しっ ょっすっすけ, 
しぇきけ ょぇ っ あうゃけ う いょさぇゃけ, ょぇ ょぇ 
うきぇ おなしきっす. ╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
っょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ せしこはた ょぇ 
え けしうゅせさは ゃ けくっいう ゃさっきっくぇ, ぉっ 
ういぉけさなす. ┿ ゃ すっあおうは しけち くうっ 
くはきぇたきっ すけゃぇ こさぇゃけ, くぇ ういぉけさ. 

]っゅぇ, ょぇ っ あうゃぇ う いょさぇゃぇ, ょぇ 
けこうすぇ おなしきっすぇ しう.

╁うっ しすっ  さうちぇさ すぇきこかうっさ. 
′っ ゃしっおう きけあっ ょぇ しっ こけしゃっ-

すう くぇ すけゃぇ, くぇかう?
- ╃ぇ, すぇおぇ っ, つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 

ょぇょっ. 』けゃっお すさはぉゃぇ ょぇ あうゃっっ 
すぇおぇ, つっ ょぇ けしすぇゃう くっとけ しかっょ 
しっぉっ しう. ╇くぇつっ しっ こさっゃさなとぇ-
きっ ゃ っょくう きぇてうくう いぇ そっおぇかうう, 
こさけしすけ っ けぉうょくけ ょぇ しっ あうゃっっ 
すぇおぇ. ╊うつくぇすぇ きう おぇせいぇ ゃうくぇゅう 
っ ぉうかぇ たけさぇすぇ ょぇ しっ けぉうつぇす. ┿ 
くぇてぇすぇ しおさけきくぇ ちっか ゃ けさょっくぇ っ 
うおせきっくうつっしおけすけ こさぇゃけ - けぉっょう-
くっくうっすけ くぇ ゃしうつおう さっかうゅうう, いぇ-
とけすけ ╀けゅ っ っょうく, くけ し さぇいかうつくう 

うきっくぇ. 』けゃっお すさはぉゃぇ ょぇ ゃはさゃぇ 
ゃ しっぉっ しう う ゃ くっとけ きぇかおけ こけ-
しなゃなさてっくけ けす くぇし - ゃ かのぉけゃすぇ, 
おぇおすけ っ ゃはさゃぇか 》さうしすけし. ╁はさ-
ゃぇとうすっ ゅかっょぇす こけ しなゃしっき ょさせゅ 
くぇつうく くぇ あうゃけすぇ しう, くぇ くっとぇすぇ 
けおけかけ しっぉっ しう. ╇きぇす けつう いぇ たせ-
ぉぇゃうすっ くっとぇ, ぇ すっ しぇ くぇゃしはおなょっ 
けおけかけ くぇし! ╉ぇおすけ おぇいゃぇ ╉けくそせ-
ちうえ - ぇおけ せしこっって ょぇ こけしすうゅくって 
くはおぇおなゃ こぇさうすっす きっあょせ ぉはかけすけ 
う つっさくけすけ, きっあょせ ょけぉさけすけ う かけ-
てけすけ, いくぇつう しう こけしすうゅくぇか こなか-
くぇすぇ たぇさきけくうは.

′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ こけせおぇ ゃ あう-
ゃけすぇ ╁う ょけすせお? 
- ┿, こけせおう おけかおけすけ うしおぇて. 

╄ょくぇ けす ゃぇあくうすっ っ, つっ すさはぉ-

ゃぇてっ ょぇ ぉなょぇ こけ-けさゅぇくういうさぇく 
けすおなき ゃさっきっすけ しう, いぇ ょぇ うきぇき 
こけゃっつっ ゃさっきっ いぇ くぇえ- ぉかういおう-
すっ しう: しっきっえしすゃけ う こさうはすっかう. 
╇ いぇ しっぉっ しう ょけくはおなょっ. ╀はた しっ 
けすょぇか こけゃっつっ くぇ きせいうおぇすぇ, こっっ-
くっすけ, くぇ すけゃぇ ょぇ しっ しかせつゃぇす くっ-
とぇすぇ, ぇおけ きけあっ ╃′╄]. ′け こなお 
くっ しなあぇかはゃぇき いぇ  すけゃぇ, おけっすけ 
しっ っ しかせつうかけ. ╋けあっ ぉう すぇおぇ っ 
ぉうかけ こうしぇくけ. ′け しなき とぇしすかうゃ, 
いぇとけすけ くはきぇ くうとけ こけ-こさうはすくけ 
けす こけしかっょくうは ぇおけさょ くぇ っょうく 
おけくちっさす. ╃ぇ ゃうょうて っょくう せしきうた-
くぇすう たけさぇ,  おけうすけ しう すさなゅゃぇす し 
くはおぇおゃぇ くぇょっあょぇ. 

╁うっ しう けしすぇくぇたすっ しっおししうき-
ゃけか いぇ きくけゅけ あっくう, こさう すけゃぇ 
けす さぇいかうつくう こけおけかっくうは, ぇ ゃ 
しなとけすけ ゃさっきっ いぇ ╁ぇし くっ しっ っ 
つせかけ くうとけ おけきこさけきっすうさぇ-
とけ.
- ╋うしかは, つっ くはきぇ くうとけ しさぇきくけ 

ゃ すけゃぇ つけゃっお ょぇ けしすぇくっ ゃっさっく 
くぇ しなこさせゅぇすぇ しう, ょぇ しう は けぉうつぇ. 
╄すけ, う こさう ]すうくゅ っ すぇおぇ. ╁なこけさし 
くぇ こさうくちうこう, ちっくくけしすう.

╉ぇお しっ こけょょなさあぇ すぇおけゃぇ 
いょさぇゃけ しっきっえしすゃけ?
- ‶なさゃけ, すさはぉゃぇ ょぇ しう こさうはすっか 

し つけゃっおぇ, し おけゅけすけ あうゃっって, う ょぇ 
くっ しっ けこうすゃぇすっ ょぇ しっ ょけおぇいゃぇすっ 
っょうく くぇ ょさせゅ, ぇ ょぇ しっ こさうっきぇすっ 
すぇおうゃぇ, おぇおゃうすけ しすっ, ょぇ ゅかっょぇすっ 
ゃ っょくぇ こけしけおぇ. ┿い しうゅせさくけ うきぇき 
きくけゅけ すさっしおう いぇ ょはかぇくっ. 

¨とっ かう しゃっすなす っ いぇ ょゃぇきぇ?  
╇かう っ くぇおさけっく いぇ きくけゅけ こけ-
ゃっつっ.
- ¨, いぇ ょゃぇきぇ っ しゃっすなす. ╋うくう-

きせき いぇ ょゃぇきぇ. ╆ぇとけすけ くうおけえ 
つけゃっお くっ っ しぇきけすっく けしすさけゃ. 
′うっ, たけさぇすぇ, しきっ しけちうぇかくう あう-
ゃけすくう. ′うっ こさぇゃうき くっとぇすぇ くっ 
しぇきけ いぇ しっぉっ しう, ぇ ゅう こさぇゃうき う 
いぇさぇょう けおけかくうすっ, たけさぇすぇ, おけうすけ 
くう けぉうつぇす. ╇ くぇえ-うくすっさっしくけすけ 
っ, つっ おけゅぇすけ つけゃっお けぉうつぇ, すけえ 
こさぇゃう ゃしうつおけ けす くせあょぇ ょぇ ゃうょう 
ょさせゅうは ょけ しっぉっ しう とぇしすかうゃ. 〈けえ 
くっ すなさしう くうとけ すけゅぇゃぇ. ′け, おけ-
ゅぇすけ うきぇ こなお くはおぇおなゃ おけくすぇおす う 
ゃいぇうきくけしす ゃ すっいう くっとぇ, しっ こけ-
かせつぇゃぇす ぉけあっしすゃっくうすっ きけきっく-
すう. 〈ぇおぇ, つっ くっおぇ ょぇ うきぇ ょけ すっぉ 
つけゃっお う すけ すけいう, おけえすけ ょせてぇすぇ う 
しなさちっすけ すう うしおぇ. 

〈けゃぇ かう っ ╁ぇてぇすぇ こっしっく? 
- ╋けあっ ぉう  すけゃぇ っ ぉうかけ きけはすぇ 

こっしっく. ╀はた くぇ くっゃさなしすくぇ ゃない-
さぇしす, くぇ 24-25 ゅけょうくう, おけゅぇすけ は 
ういこはた. 

╇ すぇいう こっしっく くっ けしすぇさは? 
- ╃ぇ. ╁さっきっすけ っ っょうくしすゃっくうはす 

しなょくうお くぇ ゃしうつおけ, おけっすけ こさぇ-
ゃうき. 

╇いこっかう しすっ  そけさきせかぇすぇ くぇ 
かのぉけゃすぇ…
- ′はきぇ そけさきせかう こさう くぇし, おけっ-

すけ しすぇくっ たうす, けしすぇゃぇ ゃなゃ ゃさっ-
きっすけ, ぇおけ くっ- くっ. 〈けゃぇ きけあっ ょぇ 
おぇあっ しぇきけ ′っえくけ ゃっかうつっしすゃけ 
こせぉかうおぇすぇ. 

╉ぇおゃけ っ かのぉけゃすぇ? ‶けゅかっ-
ょぇくけすけ けす ╁ぇてうは けこうす, あう-
ゃけす, ゅけょうくうすっ…
- ╊のぉけゃすぇ っ… ╁いぇうきくけしす…
 ′っとけすけ, いぇさぇょう おけっすけ あうゃっ-

っき くうっ, たけさぇすぇ. ╆ぇさぇょう おけっすけ 
こさぇゃうき こかぇくけゃっ, いぇさぇょう おけっすけ 
きっつすぇっき. 〈けゃぇ っ かのぉけゃすぇ. ′っ しっ 
けこうしゃぇ し っょくぇ ょせきぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╀はた くぇ きぇかつせゅぇくしおうすっ 12 , おけゅぇすけ ゃ しないくぇくうっすけ きう しっ いぇぉう さっそさっくなす: „]ゃっすなす っ 
いぇ ょゃぇきぇ”. ╀っい ょぇ しないくぇゃぇき, つっ ゃしなとくけしす すけゃぇ っ ╁っかうおぇすぇ そけさきせかぇ くぇ ╅うゃけすぇ.  
 〉つうすっかはす きう こけ すさせょけゃけ けぉせつっくうっ ゃ くぇつぇかくけすけ せつうかうとっ ╇かうは ╇かうっゃ くう こさう-

ぉうさぇてっ けす きっあょせつぇしうっ, こさうこはゃぇえおう くう こさっい こさけいけさっちぇ こっしっくすぇ し すけいう さっそさっく. 
〉しきうたくぇす, ょけぉさけくぇきっさっく, し こけゅかっょ, おけえすけ くぇしなさつぇゃぇてっ, ゃかうゃぇてっ ゃ くっは あうゃけす う 
ぉかはしなお. ̈ す くっゃさなしすくうすっ しう う くぇうゃくう 12-ゅけょうてくう けつう, し おけうすけ  すけゅぇゃぇ しなき ゅかっょぇかぇ 
くぇ あうゃけすぇ, くっ しなき しないくぇゃぇかぇ しうかぇすぇ くぇ すぇいう そけさきせかぇ, くうすけ ういちはかけ くっえくけすけ いくぇ-
つっくうっ, ゃ つうっすけ うしおさっくけ うかう そぇかてうゃけ こさっこけゃすぇさはくっ きうくぇゃぇ, ゃしなとくけしす, あうゃけすなす 
くう おぇすけ いさっかう たけさぇ, くけ くはおぇお せしっとぇた  こけ かなつっいぇさうっすけ ゃ けつうすっ くぇ せつうすっかは ╇かうっゃ, 
つっ こっしっくすぇ くけしう こけしかぇくうっ いぇ ょけぉさけ. ╇ っ きくけゅけ ゃょなたくけゃはゃぇとぇ. 
 ╇ょっは しう くはきぇた くうすけ おけえ は ういこなかくはゃぇ, くうすけ おぇお ういゅかっあょぇ すけえ. ′け さっそさっくなす 

„しゃっすなす っ いぇ ょゃぇきぇ” こせしくぇ おけすゃぇ いぇゃうくぇゅう ゃ しないくぇくうっすけ きう.  ╇ しっ こさっゃなさくぇ ゃ おけょ, 
し おけえすけ う きけっすけ こけおけかっくうっ さぇいこけいくぇ っょうく けす くぇえ- ゃなかくせゃぇとうすっ う すけこかう ゅかぇしけゃっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ っしすさぇょぇ - ¨さかうく ╂けさぇくけゃ. 

ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお しすぇゃぇ こけこせかはさっく し ょせっすぇ しう し ╉さうしすうくぇ ╃うきうすさけゃぇ. ′け-
しうすっか っ くぇ ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ  „╆かぇすくうはす ¨さそっえ“ う くぇ きくけゅけ ょさせゅう こさっしすうあくう くぇ-
ゅさぇょう. ┿おぇょっきうお けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇおぇょっきうは くぇ くぇせおうすっ う ういおせしすゃぇすぇ. ‶さっい 1990 ゅ. 
いぇゃなさてゃぇ けこっさくけ こっっくっ う ょけ ょくっし せつぇしすゃぇ ゃ けこっさくう こけしすぇくけゃおう. ‶さっい 2010 ゅ. しっ 
しくうきぇ ゃなゃ そうかきぇ „╋うしうは ╊けくょけく“ 1, おなょっすけ きせ こけゃっさはゃぇす さけかはすぇ くぇ ‶さっいうょっくすぇ. 
¨す 2009 ゅ. っ つかっく くぇ ¨さょっくぇ くぇ さうちぇさうすっ すぇきこかうっさう.  ╅せさうさぇか っ さぇいかうつくう きせいう-
おぇかくう すゃ そけさきぇすう う おけくおせさしう. ╊のぉうきっち くぇ くはおけかおけ こけおけかっくうは ぉなかゅぇさう. ╅っくっく, 
し っょくぇ ょなとっさは - ╅ぇおかうく, おけはすけ っ くぇ 26 ゅけょうくう.   
 ╁ きかぇょっあおうすっ しう ゅけょうくう すさっくうさぇ そせすぉけか, おけえすけ しっ こさっゃさなとぇ ゃ くっゅけゃけ たけぉう ゃ 

ゅけょうくうすっ. ╁ しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ っ いぇおかっす さうぉぇさ, おけえすけ こさういくぇゃぇ, つっ くはきぇ ゅけかっきう 
すさけそっう. 
 ╆ぇこけつゃぇきっ さぇいゅけゃけさぇ し くっゅけ くっ けす きせいうおぇすぇ, ぇ けす とっおけすかうゃうすっ ゃなこさけしう いぇ ぉなょっ-

とっすけ くう, こさけゃけおうさぇくう けす しすぇゃぇとけすけ くぇこけしかっょなお ゃ ょなさあぇゃぇすぇ くう. ╄きけちうう, „ういぉせ-
はかう” くぇ っょくけ おぇそっ ゃさっきっ. 〈けかおけゃぇ, つっ ょぇ こさっこけすゃなさょは こなさゃけくぇつぇかくけすけ ゃこっつぇすかっ-
くうっ いぇ っょうく ういおかのつうすっかくけ こけいうすうゃっく, けすゃけさっく いぇ しゃっすぇ つけゃっお. 
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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ИЗКУСИТЕЛНАТА ТАНЦЬОРКА - СИМВОЛ НА ШПИОНАЖА

[ぇいかうつくぇすぇ ╋ぇさゅぇさっすぇ. 
¨とっ けす きぇかおぇ すは しっ けすかうつぇゃぇ-
かぇ けす けしすぇくぇかうすっ しゃっすかけおけしう う 
しうくっけおう ょっちぇ. ╀うかぇ ゃうしけおぇ くぇ 
さなしす, し つっさくぇ おけしぇ う ゅけかっきう 
すなきくう けつう. ]おけさけ しっ こさっゃなさ-
くぇかぇ ゃ うしすうくしおぇ おさぇしぇゃうちぇ 
- し こさっおさぇしくぇ そうゅせさぇ, ぇさすうし-
すうつっく すぇかぇくす う しうかっく たぇさぇお-
すっさ. ╉けゅぇすけ きけきうつっすけ っ くぇ 13, 
ぉぇとぇ え ぉぇくおさせすうさぇ う いぇきうくぇ-
ゃぇ ょぇ すなさしう さぇぉけすぇ ゃ ┿きしすっさ-
ょぇき. ╋ぇえおぇすぇ, けしすぇくぇかぇ しぇきぇ 
ょぇ しっ ゅさうあう いぇ 4-すっ しう ょっちぇ, 
しっ さぇいぉけかはゃぇ う せきうさぇ, おけゅぇすけ 
╋ぇさゅぇさっすぇ っ くぇ 15. 〈は しないょぇゃぇ 
きくけゅけ こさけぉかっきう くぇ ぉぇとぇ しう 
う すけえ は ういこさぇとぇ ょぇ あうゃっっ し 
ょはょけ しう ゃ 》ぇゅぇ.                                                                                                                        
‶なすはす おなき しゃけぉけょぇすぇ. ‶け 

けくけゃぇ ゃさっきっ すけえ ゃけょっか おなき 
ぉさぇおぇ. ‶さっゅかっあょぇえおう けぉはゃう-
すっ ゃ こさっしぇすぇ, 18-ゅけょうてくぇすぇ 
╋ぇさゅぇさっすぇ しこうさぇ ゃくうきぇくうっすけ 
しう くぇ 38-ゅけょうてくうは けそうちっさ けす 
しすぇさ てけすかぇくょしおう さけょ [せょけかそ 
╋ぇおかっけょ, し 20 ゅけょうくう こけ-ゃない-
さぇしすっく けす くっは. ]おけさけ ょゃぇきぇすぇ 
しっ あっくはす う いぇきうくぇゃぇす いぇ けし-
すさけゃ ぅゃぇ. 〈ぇき ╋ぇさゅぇさっすぇ くぇせ-
つぇゃぇ きぇかぇえしおう, ういせつぇゃぇ ╁っょう-
すっ, つっすっ けさうっくすぇかしおう おくうゅう, 
せしゃけはゃぇ さうすせぇかくうすっ すぇくちう くぇ 
きっしすくうすっ あうすっかう. ¨おけかけ おさぇ-
しうゃぇすぇ しなこさせゅぇ いぇこけつくぇかう ょぇ 
しっ くぇゃなさすぇす きかぇょう かっえすっくぇく-
すう, おけっすけ こさっょういゃうおゃぇかけ せ [せ-
ょけかそ しうかくぇ さっゃくけしす. 〈けえ うきぇか 
ぉさせすぇかっく たぇさぇおすっさ. ¨す しすさぇた, 
つっ  あっくぇ きせ とっ ういゅかっあょぇ ょけ-
ぉさっ, ょけさう くっ え おせこせゃぇか さけおかう. 
╇きぇす ょゃっ ょっちぇ - ゃこけしかっょしすゃうっ 
くぇすさけゃっくう. ╇ ょけしっゅぇ っ いぇゅぇょ-
おぇ けす おけゅけ. ]うくなす  ′けさきぇく 
╃あけく せきうさぇ, ぇ ょなとっさはすぇ ╅ぇく 
╊せうい せしこはゃぇ ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃう. 
╋ぇさゅぇさっすぇ いぇ ょなかゅけ ういこぇょぇ ゃ 
ょっこさっしうは.
╋っつすぇくうはす ‶ぇさうあ. ′けゃう-

くぇすぇ いぇ ]ゃっすけゃくけすけ ういかけあっ-
くうっ ゃ ‶ぇさうあ ょけしすうゅぇ ょけ ぅゃぇ. 
] ょなとっさうつおぇすぇ しう くぇ さなちっ う 
ぉっい くうおぇおゃう しさっょしすゃぇ きかぇょぇすぇ 
あっくぇ いぇきうくぇゃぇ いぇ そさっくしおぇすぇ 
しすけかうちぇ. 〈ぇき けこうすゃぇ ょぇ しっ うい-
たさぇくゃぇ おぇすけ きけょっか くぇ たせょけあ-
くうちう, くけ くっ っ すなさしっくぇ, いぇとけすけ 
え おぇいゃぇす, つっ ゅなさょうすっ え ぉうかう 
きぇかおう. ╋ぇさゅぇさっすぇ しっ ゃさなとぇ 
ゃ 》けかぇくょうは, くけ いぇ おさぇすおけ.                    
]かっょ 9 ゅけょうくう くっせしこってっく 
ぉさぇお しっ さぇいゃっあょぇ し [せょけかそ, 
ょなとっさは え けしすぇゃぇ ょぇ あうゃっっ 
し ぉぇとぇ しう. ╂けょうくぇ こけ-おなしくけ 
しっ けきなあゃぇ いぇ 〈っけょけさ 〉けすしけく 
う うきぇ ょなとっさは 《かけさぇ, おけはすけ 
せきうさぇ けす くっこけいくぇすぇ ぉけかっしす. ╇ 
すけいう ぉさぇお いぇゃなさてゃぇ し さぇいゃけょ.                                                 
╋ぇさゅぇさっすぇ こさぇゃう ゃすけさう けこうす 
ょぇ しっ いぇょなさあう ゃ ‶ぇさうあ う くっけ-
つぇおゃぇくけ せしこはゃぇ.
¨おけ くぇ せすさうくくぇすぇ いけさぇ. 

╄ょうく こけいくぇす え ょぇゃぇ うょっはすぇ ょぇ 
しっ ゃないこけかいゃぇ けす おさぇしけすぇすぇ しう 
う ょぇ けこうすぇ おぇすけ ういこなかくうすっかおぇ 
くぇ ういすけつくう すぇくちう. ╃っぉのすなす え 
っ こさっい 1905 ゅ. くぇ ぉかぇゅけすゃけさう-
すっかくぇ ゃっつっさは ゃ つぇしすっく しぇかけく. 
╂けしすうすっ こさうっきぇす し ゃないすけさゅ うい-
こなかくっくうっすけ え. ╀けゅぇすうはす そぇ-
ぉさうおぇくす う こけいくぇゃぇつ くぇ ういおせ-
しすゃぇすぇ ╄きうか ╂うきっ え こさっょかぇゅぇ 
ぇさすうしすうつくうは こしっゃょけくうき ╋ぇすぇ 
》ぇさう. ╁ こさっゃけょ けす はゃぇくしおう - 
„けおけ くぇ せすさうくくぇすぇ いけさぇ”. ′ぇ 
╂うきっ きせ たさせきゃぇ う っおしすさぇゃぇ-
ゅぇくすくぇすぇ うょっは ╋ぇさゅぇさっすぇ ょぇ 
すぇくちせゃぇ しさっょ っおしこけくぇすうすっ ゃ 
きせいっは きせ う こなさゃぇすぇ え こけはゃぇ 
すぇき っ いぇてっきっすはゃぇとぇ. ╁っしす-
くうちうすっ ゅさなきくぇかう: すっ こうてっかう 
おぇお きぇょぇき 》ぇさう しすけう ゅけさょけ 
こさっょ 【うゃぇ, ぉっい くうとけ ょぇ こさう-
おさうゃぇ ゅけかけすぇすぇ え... ╁しなとくけしす, 

¨こうしぇくうっ う ╇いうしおゃぇくうは:

¨こうしぇくうっ くぇ ょかなあくけしすすぇ:
- ¨すゅけゃぇさは いぇ ゃなくてくう ょけしすぇゃおう くぇ きぇすっさうぇかうすっ, けしうゅせさは-

ゃぇとう こさけういゃけょしすゃっくうは こさけちっし くぇ そうさきぇすぇ;
- ╇いゃなさてゃぇ ちはかけしすくけ ゃしはおぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ きぇすっさうぇかぇ けす いぇは-

ゃはゃぇくっすけ きせ ょけ いぇこさうたけあょぇゃぇくっ ゃ しおかぇょけゃけすけ しすけこぇくしすゃけ;
- ╉けけさょうくうさぇ ょけしすぇゃおうすっ くぇ きぇすっさうぇかう し けゅかっょ しさけおぇ くぇ 

こさけういゃけょしすゃけ;
- ]かっょう いぇ しこぇいゃぇくっ くぇ おけかうつっしすゃっくうすっ う おぇつっしすゃっくうすっ 

こけおぇいぇすっかう くぇ しせさけゃうくうすっ う きぇすっさうぇかう う ういゃなさてゃぇ さっおかぇ-
きぇちうう こさう けすおかけくっくうは けす せしすぇくけゃっくうすっ しすぇくょぇさすう;
- ]なしすぇゃは くっけぉたけょうきうすっ ょけおせきっくすう いぇ ういょぇゃぇくっ くぇ さぇいさっ-

てっくうは いぇ ゃくけし くぇ しこっちうぇかくぇ こさけょせおちうは;
- ‶さぇゃう こさけせつゃぇくっ くぇ こぇいぇさぇ し ちっか ういこけかいゃぇくっ くぇ くぇえ-

ぉかぇゅけこさうはすくうすっ ちっくけゃう さぇゃくうとぇ いぇ いぇおせこせゃぇくうすっ しすけおけゃけ-
きぇすっさうぇかくう ちっくくけしすう.

╇いうしおゃぇくうは おなき おぇくょうょぇすうすっ:
- ¨すかうつくけ ゃかぇょっっくっ くぇ ぇくゅかうえしおう っいうお (せしすくぇ う こうしきっくぇ 

おけきせくうおぇちうは);
- ╁うしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ (うおけくけきうつっしおう, すったくうつっしおう, ょさせゅ 

こさけそうか);
- ╁かぇょっっくっ くぇ ゃすけさう っいうお っ こさっょうきしすゃけ;
- 〉きっくうっ いぇ さぇぉけすぇ し おけきこのすなさ (Word, Excel, Internet);
- ╊うつくう おぇつっしすゃぇ: うくうちうぇすうゃくけしす, おけきせくうおぇすうゃくけしす, けす-

ゅけゃけさくけしす う せきっくうっ いぇ さぇぉけすぇ ゃ っおうこ.

《うさきぇすぇ こさっょかぇゅぇ ょけぉさけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, おぇさうっさくけ さぇい-
ゃうすうっ う しけちうぇかくう こさうょけぉうゃおう.

╆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

╆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 くぇ
email: kadri@arsenal-bg.com

╊さつたかちてせそ:
〉あちとのかせけみてあ せあ
たちあうけしあてあ うそおみて おそ くしそたそしとさけ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて
[あおちそうけさひて 【そてかう:

′あ さあおちけてか け きけうそてあ

いぇ ょくってくうすっ さぇいぉうさぇくうは, すは 
ぉうかぇ ょけさう ょけしすぇ けぉかっつっくぇ, くけ 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ きうくぇかうは ゃっお  
ゅけかぇすぇ う ぉかっしすはとぇ おけあぇ, けぉ-
しうこぇくぇ し ぉさけおぇすう う くぇおうすう, 
ゃかせょはゃぇかぇ こせぉかうおぇすぇ.
╊っゅっくょぇすぇ ╋ぇすぇ 》ぇさう. 〈は 

しっ さぇあょぇ, おけゅぇすけ おさぇしうゃぇすぇ 
すぇくちぬけさおぇ ういょうゅぇ しすさうこすうえいぇ 

ょけ さぇくゅぇ くぇ ういおせしすゃけ, いぇゃかぇ-
ょはゃぇ いさうすっかうすっ し くっけぉうおくけ-
ゃっくうは しう しすうか う しすぇゃぇ っょくぇ 
けす くぇえ-ういゃっしすくうすっ あっくう くぇ 
„╀っか っこけお”. ‶けおぇくうすっ おなき くっは 
いぇこけつゃぇす ょぇ ゃぇかはす う すは ゅぇし-
すさけかうさぇ ゃ ╋けくすっ ╉ぇさかけ, ╋け-
くぇおけ, ゃ ╇しこぇくうは, ╂っさきぇくうは. 
]ぉなょゃぇ しっ きっつすぇすぇ え ょぇ すぇく-
ちせゃぇ ゃ ╊ぇ ]おぇかぇ. ╄おいけすうつくう-
はす つぇさ くぇ ╋ぇすぇ 》ぇさう こかっくはゃぇ 
ちはかぇ ╄ゃさけこぇ. ¨ぉっょくっかうはす え 
ぉぇとぇ くぇこうしゃぇ おくうゅぇ いぇ くっは. 
〈は しっ こさけょぇゃぇ すけかおけゃぇ ょけ-
ぉさっ, つっ ┿ょぇき ╆っかっ いぇぉけゅぇすは-
ゃぇ, ぇ しかぇゃぇすぇ くぇ ょなとっさは きせ 
しっ せゃっかうつぇゃぇ くっうきけゃっさくけ.                                                                                                                              
╉ぇさうっさぇすぇ え くぇ すぇくちぬけさ-
おぇ こさけょなかあぇゃぇ 7 ゅけょうくう, ょけ 
1912 ゅ. ‶さっい すけゃぇ ゃさっきっ すは 
うきぇ ゃさないおう し きくけゅけ ゃうしけおけ-
こけしすぇゃっくう う ゃかうはすっかくう  かうつ-
くけしすう う こけかせつぇゃぇ きくけあっしすゃけ 
しおなこう こけょぇさなちう. ]さっょ きくけ-
ゅけぉさけえくうすっ え こけおかけくくうちう しぇ 
╅せか ╉ぇきぉさけく, くぇつぇかくうお けす 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃなくてくうすっ 
さぇぉけすう くぇ 《さぇくちうは, そさっくしおう-
はす ゃけっくっく きうくうしすなさ ╋っしうきう, 
こさうくちなす くぇ ╂っさきぇくうは, たけ-
かぇくょしおうはす こさっきうっさ-きうくうしすなさ 
╁ぇく ょっさ ╊うくょっく う ょさ. 〈は しゃうお-
くぇかぇ し かせおしぇ: こぇさう, さぇいおけてくう 
ぉうあせすぇ, かせおしけいくう ぇこぇさすぇきっく-
すう くぇ 【ぇくい-╄かういっ...
‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ. ╁けえ-

くぇすぇ いぇゃぇさゃぇ 39-ゅけょうてくぇすぇ 
╋ぇさゅぇさっすぇ ゃ ╀っさかうく. ╄おしすさぇ-
ゃぇゅぇくすくうはす え しすうか くぇ あうゃけす 
けすかうすぇ ゃ きうくぇかけすけ - ぉかはしおぇ-
ゃうすっ こさっょしすぇゃかっくうは, しおなこうすっ 
たけすっかう, きくけゅけぉさけえくうすっ こけ-
つうすぇすっかう う かのぉけゃくうちう. ¨こ-
うすゃぇえおう しっ ょぇ しっ こさうぉっさっ けす 
╀っさかうく ゃ ‶ぇさうあ, すは しっ けいけ-
ゃぇゃぇ ゃ ┿きしすっさょぇき ぉっい こぇさう う 
こけつすう ぉっい ぉぇゅぇあ. ╄ょうく ょっく, 
くぇ ういかういぇくっ けす ちなさおゃぇ, は いぇ-
ゅけゃぇさは くっこけいくぇす きなあ - すけゃぇ 
っ ぉぇくおっさなす 》っくさうた ゃぇく ょっさ 
【っかお. 〈けえ こかぇとぇ たけすっかぇ え う 
すは こさっおぇさゃぇ し くっゅけ くはおけかおけ 
ぉっいけぉかぇつくう しっょきうちう. ‶けおさぇえ 
くっゅけ しっ いぇこけいくぇゃぇ う し たけさぇすぇ, 
おけうすけ とっ ういうゅさぇはす ゃぇあくぇ さけかは 
ゃ こけ-くぇすぇすなてくうは え あうゃけす.                                                                                                                       
╂けょうくぇすぇ っ 1915-ぇ. ╋ぇさゅぇさっ-
すぇ っ ゃしっ けとっ おさぇしうゃぇ あっくぇ, 
くけ し そうくぇくしけゃう いぇすさせょくっくうは.  

╄ょうく きなあ, つけゃっお くぇ ゅっさきぇく-
しおうすっ すぇえくう しかせあぉう - ╁っさくっさ 
そけく ╋うさぉぇた, さってぇゃぇ ょぇ え こけ-
きけゅくっ…
┿ゅっくす ′-21. ′ぇつうくなす くぇ 

ゃっさぉせゃぇくっすけ くぇ ╋ぇすぇ 》ぇさう う 
ょけ ょくっし けしすぇゃぇ いぇゅぇょおぇ. ′は-
おけう うしすけさうちう しつうすぇす, つっ すは 
いぇゃなさてゃぇ ゅっさきぇくしおぇ さぇいせい-

くぇゃぇすっかくぇ ておけかぇ ゃ ┿くすゃっさ-
こっく, くけ くはきぇ うしすけさうつっしおう 
ょけおせきっくすう, おけうすけ ょぇ ゅけ こけ-
すゃなさょはす. ╃させゅう しきはすぇす, つっ 
ゃうくぇすぇ くぇ ╋ぇすぇ 》ぇさう っ しうかくけ 
こさっせゃっかうつっくぇ う つっ 《さぇくちうは, 
ゅせぉっえおう ゃけえくぇすぇ, しっ くせあ-
ょぇっ けす ういおせこうすっかくぇ あっさすゃぇ.                                                                                                      
〈なえ おぇすけ 》けかぇくょうは けしすぇゃぇ くっ-
せすさぇかくぇ こけ ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇすぇ, 
╋ぇすぇ 》ぇさう きけあっ しゃけぉけょくけ ょぇ 
しっ こさうょゃうあゃぇ きっあょせ 《さぇく-
ちうは う 》けかぇくょうは, おぇすけ きうくぇゃぇ 
こさっい ╇しこぇくうは う ┿くゅかうは. 〈ゃなさ-
ょう しっ, つっ すは しっ っ いぇくうきぇゃぇかぇ 
し てこうけくしおぇ ょっえくけしす  けす きくけゅけ 
こけ-さぇくけ. ╉けょけゃうはす え くけきっさ 
′-21 っ けす しっさうは, ういょぇゃぇくぇ 
っょうくしすゃっくけ くぇ ぇゅっくすうすっ けす-
こさっょう ゃけえくぇすぇ. 〈けゃぇ せぉっょう-
すっかくけ ょけおぇいゃぇ, つっ すは っ ぉうかぇ 
ゃっさぉせゃぇくぇ こさっょう ゃけえくぇすぇ, 
ぇ くっ しっ っ こさうしなっょうくうかぇ おなき 
ゅっさきぇくしおけすけ さぇいせいくぇゃぇくっ 
こけ-おなしくけ おぇすけ ょゃけっく ぇゅっくす.                                                               
《さっくしおけすけ さぇいせいくぇゃぇくっ こけ-
ょけいうさぇかけ いぇ くっえくうすっ いぇくうきぇ-
くうは けす しぇきけすけ くぇつぇかけ, ょけさう は 
ょけこせしくぇかけ ょぇ しっ こさうしなっょうくう 
おなき すはた. 《さぇくちせいうすっ は しかっょはす 
ういゃっしすくけ ゃさっきっ う, いぇ ょぇ こけ-
すゃなさょはす けこぇしっくうはすぇ しう, は うい-
こさぇとぇす くぇ きうしうは ゃ ╋ぇょさうょ, 
おぇすけ こけ ゃさっきっ くぇ こさっしすけは え 
こさうたゃぇとぇす ゃけっくくけ しなけぉとっ-
くうっ けす ゅっさきぇくしおけすけ こけしけか-
しすゃけ ゃ ╋ぇょさうょ ょけ ╀っさかうく. ‶け 
けくけゃぇ ゃさっきっ くっとぇすぇ しっ ょけ-
おぇいゃぇかう すさせょくけ. ]っゅぇ しっ いくぇっ 
しなし しうゅせさくけしす, つっ ╋ぇすぇ 》ぇさう 
っ うくそけさきうさぇかぇ ゅっさきぇくちう-
すっ いぇ せしなゃなさてっくしすゃぇくっすけ くぇ 
ぉさうすぇくしおうは „くぇいっきっく おけさぇぉ“ 
う つっ くっえくうすっ ょけおかぇょう いぇ こかぇ-
くけゃっすっ くぇ ]なのいくうちうすっ いぇ けそ-
ぇくいうゃぇすぇ こさう 【っきうく ょっ ╃ぇき 
しぇ こけょゅけすゃうかう ゅっさきぇくちうすっ. 
′ぇ そさぇくちせいうすっ すは こさっょけしすぇ-
ゃはかぇ っょうくしすゃっくけ ぉっいこけかっいくぇ 
うくそけさきぇちうは. 〈は ぉうかぇ てこうけ-
くうく, おけえすけ くっ けしすぇゃはか しかっょう, 
きぇおぇさ ょぇ すぇくちせゃぇかぇ いぇ たうかは-
ょう う ょぇ しこけょっかはかぇ かっゅかけすけ くぇ 
ょっしっすおう. 
‶さうしなょぇすぇ: さぇいしすさっか. 

′ぇ 13 そっゃさせぇさう 1917 ゅ. 
てっしすうきぇ きなあっ ゃ せくうそけさきう 
けす そさっくしおけすけ さぇいせいくぇゃぇ-
くっ こさっすなさしゃぇす たけすっかしおぇすぇ 

え しすぇは ゃ ‶ぇさうあ う, きぇおぇさ ょぇ 
くっ くぇきうさぇす ょけおぇいぇすっかしすゃぇ, 
え ゃさなつゃぇす いぇこけゃっょ いぇ ぇさっしす. 
¨ぉゃうくっくぇ っ ゃ てこうけくぇあ - つっ 
さぇぉけすう いぇ くっきちうすっ. ¨すゃっあょぇす 
は ゃ いぇすゃけさぇ 《けぉせさ ]っく ╃っくう.                                                          
‶さけちっしなす しさっとせ くっは っ おさぇ-
すなお. 〈けえ いぇこけつゃぇ くぇ 24 のかう 
1917 ゅ., くけ けとっ くぇ しかっょ-
ゃぇとうは ょっく ゃけっくくうはす しなょ は 
こさういくぇゃぇ いぇ ゃうくけゃくぇ  う は 
けしなあょぇ くぇ しきなさす. 』せゃぇえおう 
こさうしなょぇすぇ, すは ゃないおかうおゃぇ: 
“〈けゃぇ っ くっゃないきけあくけ!”  ‶さっい 
ちはかけすけ ゃさっきっ ╋ぇすぇ 》ぇさう すゃなさ-
ょう, つっ っ ういこなかくはゃぇかぇ っょうく-
しすゃっくけ いぇこけゃっょうすっ くぇ そさっく-
しおけすけ おけくすさぇさぇいせいくぇゃぇくっ.                                                                                       
[ぇいこうすうすっ こさけょなかあぇゃぇす  つっすう-
さう きっしっちぇ. ┿ょゃけおぇすなす え っ ょけ-
こせしくぇす しぇきけ くぇ こなさゃうは う こけ-
しかっょくうは けす すはた. ╁ きぇすっさうぇかうすっ 
こけ ょっかけすけ しぇ こさうかけあっくう さぇょう-
けゅさぇきう, ういゃかっつっくうは けす ぉぇくおう, 
おぇおすけ う そかぇおけく し きぇしすうかけ いぇ 
すぇえくけこうし.                                                                               
╇ょっうすっ いぇ しこぇしはゃぇくっすけ え. 

╋くけゅけ たけさぇ しっ ぉけさっかう いぇ しこぇ-
しはゃぇくっすけ くぇ ╋ぇすぇ 》ぇさう. ┿ょゃけ-
おぇすなす え ╋っすさ ╉かのくっ せきけかはゃぇか 
ょけさう こさっいうょっくすぇ くぇ 《さぇくちうは 
ょぇ は こけきうかゃぇ, くけ ぉっいせしこってくけ. 
]さっょ うょっうすっ いぇ けしせっすはゃぇくっ くぇ 
さぇいしすさっかぇ うきぇかけ う ぇぉしせさょくう: 

くぇ っおいっおせちうはすぇ すは ょぇ ぉなょっ 
しぇきけ し っょくけ おけあっくけ こぇかすけ う 
ゃ こけしかっょくぇすぇ きうくせすぇ, おけゅぇすけ 
ゃけえくうちうすっ ゃょうゅくっかう こせておう-
すっ しう, ╋ぇすぇ 》ぇさう ょぇ さぇいすゃけさう 
こぇかすけすけ - すぇおぇ くうすけ っょうく きなあ 
くはきぇかけ ょぇ きけあっ ょぇ しすさっかは こけ 
ゃっかうおけかっこくけすけ え すはかけ; っょうく 
こかっえぉけえ-ぇゃうぇすけさ こさっょかけあうか 
ょぇ こさっかっすう くぇょ いぇすゃけさぇ う ょぇ 
けぉしすさっかは ゃけえくうちうすっ けす ゃない-
ょせたぇ; ぉさうかはくすくうはす え ぇょゃけ-
おぇす ういきうしかうか ういくっくぇょぇ いぇ ゃ 
こけしかっょくうは きけきっくす - しこけさっょ 
そさっくしおうすっ いぇおけくう っょくぇ あっくぇ 
くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ っおいっおせすうさぇ-
くぇ, ぇおけ っ ぉさっきっくくぇ, うきぇかけ う 
こけつうすぇすっか, おけえすけ ょぇ こけすゃなさ-

╋ぇすぇ 》ぇさう, こしっゃょけ-
くうき くぇ ╋ぇさゅぇさっすぇ ╂っさ-
すさせょぇ ╆っかっ, っ さけょっくぇ 
こさっい 1876 ゅ. ゃ ╊っせゃぇさ-
ょっく, ′うょっさかぇくょうは. 
〈ぇくちぬけさおぇ, しすさうこすう-

いぬけさおぇ, おせさすういぇくおぇ, すは 
っ っょくぇ けす くぇえ-ういゃっしす-
くうすっ てこうけくおう こけ ゃさっ-
きっ くぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃ-
くぇ ゃけえくぇ.
╆ぇさぇょう ういおかのつうすっか-

くぇすぇ しう おさぇしけすぇ, っくっさ-
ゅうは, っおいけすうつくけしす, すぇ-
かぇくす う ぉっいしすさぇてうっ しっ 
こさっゃさなとぇ ゃ かっゅっくょぇ 
しなし しゃっすけゃくぇ ういゃっしす-
くけしす. 
╀かはしおぇゃぇすぇ え おぇさうっさぇ 

こさけょなかあぇゃぇ 7 ゅけょうくう.                                                                                                                     
〈さぇゅうつくぇすぇ え ゅうぉっか くぇ-
しすなこゃぇ, おけゅぇすけ っ くぇ 41 
ゅけょうくう - こさっい 1917 ゅ. 

ょう, つっ すは くけしう くっゅけゃけすけ ょっすっ; 
ゃかのぉっくうはす ゃ ╋ぇすぇ 》ぇさう ぉかぇ-
ゅけさけょくうお ‶うっさ ょっ ╋けさすうしぇお 
ゃないくぇきっさはゃぇか ょぇ こけょおせこう 
さぇいしすさっかゃぇとうは けすさはょ ょぇ うい-
こけかいゃぇ たぇかけしくう こぇすさけくう. ′っ-
ゅけゃぇすぇ かのぉうきぇ とはかぇ ょぇ こぇょくっ 
„きなさすゃぇ“ こさう こなさゃうは そぇかてうゃ 
ういしすさっか. ‶け-おなしくけ こさっい くけ-
とすぇ とっかう ょぇ ういさけゃはす あうゃけすけ 
え すはかけ けす ゅさけぉぇ, おけえすけ とはか ょぇ 
ぉなょっ ういおけこぇく くぇさけつくけ こかうすなお.                                                                          
╋ぇさゅぇさっすぇ いくぇっかぇ いぇ すっいう う いぇ 
ょさせゅう こけょけぉくう こかぇくけゃっ う おぇすけ 
つっ かう うき ゃはさゃぇかぇ…                          
╁ さぇくくぇすぇ せすさうく くぇ 15-すう 

けおすけきゃさう ╋ぇすぇ 》ぇさう っ いぇ-
おぇさぇくぇ ょけ おぇいぇさきぇすぇ, おなょっすけ 
しすさっかおけゃぇすぇ さけすぇ ゃっつっ ぉうかぇ 
しすさけっくぇ. ╃けおぇすけ けすこうゃぇかぇ けす 
すさぇょうちうけくくぇすぇ つぇてぇ し さけき, 
おけはすけ こけ いぇおけく しっ こさっょかぇゅぇかぇ 
くぇ ゃしっおう けしなょっく くぇ しきなさす, すは 
ゃしっ けとっ しっ くぇょはゃぇかぇ. ]すぇさうはす 
╋っすさ ╉かのくっ ういこさけぉゃぇか くけきっ-
さぇ し ぉさっきっくくけしすすぇ, くけ ╋ぇすぇ 
》ぇさう, けしないくぇかぇ ぉっいしきうしかっ-
くけしすすぇ きせ, けすおぇいぇかぇ こさっゅかっ-
ょぇ. ╇ょっはすぇ いぇ おけあっくけすけ こぇかすけ 
こさうっきぇかぇ いぇ ぇぉしせさょくぇ. 〈は こけ-
うしおぇかぇ こけいゃけかっくうっ ょぇ くぇこうてっ 
すさう こうしきぇ. ╄ょくけすけ ぉうかけ いぇ ょな-
とっさは え, きけかっかぇ は いぇ こさけておぇ. 
╁こけしかっょしすゃうっ ょなとっさはすぇ うきぇ 

しなとぇすぇ しなょぉぇ 
おぇすけ きぇえおぇ しう.                                                                                                                                              
    ╋ぇすぇ 》ぇさう 
ぉうかぇ ゃなさいぇくぇ 
いぇ っょくけ きかぇょけ 
ょさなゃつっ. ╉ぇい-
ゃぇす, つっ けすおぇ-
いぇかぇ ょぇ しかけあう 
こさっゃさないおぇすぇ 
いぇ けつう. 〈は ゅかっ-
ょぇかぇ ゃ ょせかぇすぇ 
くぇ こせておうすっ, 
ょけさう しっ せし-
きうたくぇかぇ くぇ 
っおいっおせすけさうすっ 
しう. ‶け かうちっ-
すけ え くはきぇかけ 
う しかっょぇ けす 
しすさぇた. ╋けあっ 
ぉう っ ゃはさゃぇかぇ, 
つっ ゃ けさなあう-
はすぇ うきぇ しぇきけ 
たぇかけしくう こぇ-
すさけくう…′っ うい-
ゃうおぇかぇ, おけゅぇすけ 
こせておうすっ ゅさなき-
くぇかう. ′っえくうはす 
こかっえぉけえ-かっ-
すっち くぇうしすうくぇ 
こさっかっすはか くぇょ 
いぇすゃけさぇ, くけ 
すけゃぇ ぉうか くぇ-
こさぇいっく けこうす, 
おけえすけ いぇおなし-
くはか し くはおけかおけ 

しっおせくょう.
〈なえ おぇすけ くうおけえ けす さけょくうくうすっ 

くっ ょけてなか ょぇ こさうぉっさっ すはかけすけ 
え, すけ っ けしすぇゃっくけ いぇ きっょうちうく-
しおう ういしかっょゃぇくうは, おぇすけ ゅかぇゃぇ-
すぇ っ ぉぇかしぇきうさぇくぇ う こぇいっくぇ ゃ 
╋せいっは こけ ぇくぇすけきうは ゃ ‶ぇさうあ. 
‶さっい 2000 ゅ. けぉぇつっ けすおさうゃぇす, 
つっ ゅかぇゃぇすぇ かうこしゃぇ う つっ っ ゃない-
きけあくけ ょぇ っ ういつっいくぇかぇ けとっ 
こさっい 1954 ゅ., おけゅぇすけ きせいっはす しっ 
こさっきっしすうか くぇ くけゃけ きはしすけ. ╃け-
おせきっくすう けす 1918 ゅ. しけつぇす, つっ 
きせいっはす っ こけかせつうか う くっえくうすっ 
けしすぇくおう, くけ すっ しなとけ くっ しぇ けす-
おさうすう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╅さそ 67% そて つそいつてうかせけぬけてか せあ けおかあしせけ ねあつてけ う つえちあおあてあ けつさあて 
てみ おあ つか つあせけちあ, うつけねさけ そつてあせあしけ はか つあ おしひきせけ おあ とねあつてうあて

╋けかぉうすっ いぇ しぇくうさぇくっ とっ しっ こさうっきぇす けす くぇつぇかけすけ くぇ きっしっち そっゃさせぇさう. 〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ 
けす ういはゃかっくうっ 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 こさっょ  きっょううすっ けす すぇいう しっょきうちぇ.
╆ぇ  すゃなさょけすけ くぇきっさっくうっ くぇ おぇぉうくっすぇ ╀けさうしけゃ ょぇ しっ  ゃかけあぇす くぇょ 1 きかさょ. かっゃぇ ゃ しぇくうさぇ-

くっすけ くぇ こぇくっかくう しゅさぇょう ゃ しすさぇくぇすぇ ゃう うくそけさきうさぇたきっ ゃ こさっょくうは ぉさけえ くぇ ゃっしすくうおぇ. 
╁っつっ しぇ せすゃなさょっくう けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ う  おけくおさっすくうすっ きっすけょうつっしおう せおぇいぇくうは  いぇ すけゃぇ おぇお 

こけっすぇこくけ とっ しっ しかせつゃぇ こさけちっしなす /ゃあ. したっきぇすぇ くぇ しすさ. 6/. ‶さっょしすけはす けぉせつっくうは し けぉかぇしすくう-
すっ せこさぇゃうすっかう う おきっすけゃっ, おぇすけ ちっかすぇ っ けす 1 そっゃさせぇさう ょぇ きけあっ ょぇ しすぇさすうさぇ ぇおすうゃくけ ちっかうはす 
すけいう こさけちっし. 
‶け ょせきうすっ くぇ きうくうしすなさ ╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ, ぇおけ 67% けす しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ うょっぇかくう つぇしすう ゃ 

しゅさぇょぇすぇ  うしおぇす すは ょぇ ぉなょっ しぇくうさぇくぇ, ゃしうつおう けしすぇくぇかう とっ しぇ ょかなあくう ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ こさけ-
ちっしぇ.  ¨す こけさっょうちぇすぇ ういはゃう ゃ さぇいかうつくう きっょうう 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, しゃなさいぇくう しなし しぇくうさぇくっすけ くぇ ゃしうつおう こぇくっかくう う しすけきぇくけぉっすけくくう しゅさぇょう 
ゃ けしすぇくぇかうすっ しすさぇくう, おなょっすけ うきぇ こけょけぉくけ すうこうつくけ しすさけうすっかしすゃけ けす ゃさっきっすけ くぇ しけちうぇかう-
いきぇ, しすぇゃぇ はしくけ, つっ しっ っ こさけきっくうか う しぇきうはす けぉかうお くぇ ゅさぇょけゃっすっ う おぇつっしすゃけすけ くぇ あうゃけす ゃ 
すはた. 《ぇおす, おけえすけ しっ けつぇおゃぇ おぇすけ さっいせかすぇす う せ くぇし しかっょ おさぇは くぇ こさけちっしぇ.  
╄ょうく けす きけすうゃうすっ こさぇゃうすっかしすゃけすけ ょぇ こけょおさっこう しなし しさっょしすゃぇ こさけちっしぇ こけ しぇくうさぇくっすけ くぇ 

こぇくっかくうすっ しゅさぇょう ゃ ╀なかゅぇさうは っ  くっ しぇきけ そぇおすなす, つっ ゅけかはきぇ つぇしす けす すはた しぇ ゃっつっ けしすぇさっかう う 
しっ くせあょぇはす けす しっさうけいくう ゃかけあっくうは, ぇ すけゃぇ, つっ すっいう しゅさぇょう ぉうたぇ ぉうかう くぇえ-すさせょくけ しぇくうさぇくう 
ういちはかけ, ぇおけ ょなさあぇゃぇすぇ くっ こけょおさっこう すけいう こさけちっし. ‶さうつうくぇすぇ: くっ ゃしうつおう あうゃっっとう ゃ すはた 

〈けゃぇ っ くぇえ- 
こさっょこけつうすぇくう-

はす いぇ しゃぇすぉう ょっく けす 
おぇいぇくかなておうすっ きかぇ-
ょけあっくちう こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ, しなけぉとう いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 
‶かぇきっくぇ 〈っさいうっ-
ゃぇ, しこっちうぇかうしす こけ 
さぇょけしすくう けぉさっょう ゃ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う 
ょかなあくけしすくけ かうちっ いぇ 
ゅさぇあょぇくしおうすっ ぉさぇ-
おけしなつっすぇくうは.
╃ぇ しう おぇあぇす いぇゃっす-

くけすけ „ょぇ“ くぇ 6-すう 
のくう, ゃっつっ しぇ しっ いぇ-
こうしぇかう 4 ょゃけえおう 
おぇくょうょぇす-きかぇょけ-
あっくちう, ぇ ょけ くぇつぇかけ-

さぇいこけかぇゅぇす し くせあくうすっ しさっょしすゃぇ, いぇ ょぇ しぇくう-
さぇす ぇこぇさすぇきっくすうすっ しう. 

すけ くぇ のくう すったくうはす ぉさけえ くぇえ- きぇかおけ とっ しっ せょゃけう.
‶さうつうくぇすぇ きかぇょうすっ ょぇ ういぉっさぇす すけいう ょっく っ くっ しぇきけ しすさせこゃぇくっすけ くぇ 6-うちう ゃ くっゅけ, くけ う すけゃぇ, 

つっ っ しなぉけすぇ, 6-すうはす ょっく くぇ しっょきうちぇすぇ. ]すぇすうしすうおぇすぇ くぇ ゅさぇあょぇくしおうすっ ぉさぇおけゃっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こけきくう う ょさせゅう こけょけぉくう しゃぇすぉっくう たうす ょくう, おぇすけ くぇこさうきっさ 12.12.2012 ゅけょうくぇ うかう 11.11. 
2011 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお しゃぇすぉうすっ しすうゅくぇたぇ ょけ 10-12 くぇ ょっく, おぇおすけ ょくっゃくう, すぇおぇ う 
ゃっつっさくう しゃぇすぉう.


