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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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╊のぉけゃすぇ ぉうかぇ とっょさぇ おなき 
くっゅけ – ょぇさはゃぇかぇ ゅけ しなし 

しさっとう, しかっょ おけうすけ すけえ ういこぇょぇか 
„ゃ すぇおす くぇ くっさぇゃくけ ょうてぇくっ”. 
′っ ぉうか ゃうしけお, くうすけ けしけぉっくけ 
おさぇしうゃ, うきぇか けしすなさ たぇさぇおすっさ, 
くけ すけゃぇ くっ こさっつっかけ くぇ こけおかけく-
くうつおうすっ きせ ょぇ ゅせぉはす せきぇ しう こけ 
くっゅけ. ′っ きせ しっ くぇかぇゅぇかけ ょぇ こけ-
かぇゅぇ おけえ いくぇっ おぇおゃう せしうかうは, 
すけえ こさけしすけ せきっっか ょぇ さぇいぉうさぇ 
あっくしおうすっ こけゅかっょう. ╋ぇゅくっすうつ-
くけすけ きせ けぉぇはくうっ うき ょっえしすゃぇかけ 
ぉっいけすおぇいくけ. ╁しはおぇ うしおぇかぇ ょぇ 
ぉなょっ かのぉうきぇすぇ あっくぇ くぇ ╁う-
しけちおう. ′け すけえ ぉうか すゃなさょっ こさっ-
おさぇしっく, いぇ ょぇ ぉなょっ しぇきけ し っょくぇ 
あっくぇ. ′っ こけくぇしはか おけくおせさっく-
ちうは. ╉ぇいゃぇかう: „╁しうつおう あっくう 
しぇ くっゅけゃう!”. ╉さぇすおうはす きせ あうゃけす 
ぉうか しなこなすしすゃぇく けす あっくう, おけうすけ 
ゅけ けぉけあぇゃぇかう. ′っゅけゃぇすぇ かのぉけゃ 
けぉぇつっ くぇこさぇゃうかぇ とぇしすかうゃう 
しぇきけ くはおけかおけ.

╄すけ ゅう… 

╇いけかょぇ 
╅せおけゃぇ.
╂けょうくぇ-
すぇ ぉうかぇ 
1957-きぇ. 
] さ っ と -
くぇかう しっ 
ゃ ╋》┿〈. 
〈けえ ぉうか 
くぇ 19, ぇ 

すは くぇ 20 う ゃっつっ うきぇかぇ ょっすっ けす 
こなさゃうは しう ぉさぇお. ‶さっょう しゃぇすぉぇ-
すぇ ╁かぇょうきうさ いぇゃっか きけきつeすぇすぇ 
ょぇ ゅう こけつっさこう う, おぇすけ しっ こさう-
ぉさぇか, おぇいぇか: „╇いせかぬ, ぇい こけおぇ-
くうた ゃしうつおう!” „╉けう ゃしうつおう?”, 
せつせょうかぇ しっ ╇いぇ. „┿きう, くっ こけき-
くは. ╁しうつおう, おけうすけ ぉはたぇ すぇき”. 
]ゃぇすぉぇすぇ ぉうかぇ すけかおけゃぇ こうとくぇ 
う きくけゅけかのょくぇ, つっ しっ しなしすけはかぇ 
くぇ ╀けかぬてけき ╉ぇさっすくけき. ╀せかおぇ-
すぇ ぉうかぇ ゃ くっゃうあょぇくけ おさぇしうゃぇ 
さけおかは – ゃ ぉはかけ う さけいけゃけ. ╁け-
かけょは こはか う おさっとはか, つっ ╇いぇ ゅけ 
かうてうかぇ けす しゃけぉけょぇすぇ きせ. ]かっょ 
╋》┿〈 すは さぇぉけすう ゃ ╉うっゃしおうは すっ-
ぇすなさ, ぇ しかっょ すけゃぇ ゃ [けしすけゃ くぇ 
╃けく. ╁うしけちおう けしすぇゃぇ ゃ ╋けし-
おゃぇ. ╁ すっぇすなさぇ くぇ 〈ぇゅぇくおぇ いぇ-
こけつゃぇ いゃっいょくぇすぇ きせ おぇさうっさぇ. 
]さっとぇかう しっ ゃしっ こけ-さはょおけ, すけえ 
ゃしっ こけ-つっしすけ こさっおぇさゃぇか ゃさっ-
きっすけ しう ゃ てせきくう おけきこぇくうう. 
¨ぉうつぇか ゃしうつおう. ╇きぇかけ すぇおうゃぇ 
しかせつぇう: ゃっょくなあ ょぇか こせかけゃっさぇ 
しう くぇ すぇおしうきっすさけゃうは てけそぬけさ; 
ょさせゅ こなす – ういすっゅかうか 1000 させぉ-
かう, くけ しっ こさうぉさぇか ぉっい おけこっえおぇ 
う けぉはしくうか: „300 ういこうた, ぇ 700 
さぇいょぇょけた くぇ せかうちぇすぇ, くっ きけあった 
ょぇ ゅかっょぇき くぇきさなとっくうすっ かうちぇ 
くぇ たけさぇすぇ”. ‶さっい 1961-ゃぇ ゃ ╊っ-
くうくゅさぇょ すけえ とっ しさっとくっ ょさせゅぇ 
おさぇしうゃぇ あっくぇ – ╊のょきうかぇ, う 
きうゅくけゃくけ とっ いぇぉさぇゃう, つっ くっ っ 
しゃけぉけょっく. ╇いぇ せいくぇゃぇ いぇ すけゃぇ 
けす こさうはすっかう. ╀さぇおけさぇいゃけょくけすけ 
ょっかけ しっ こさけすけつうかけ. ╄ょうくしすゃっくぇ 
╇いぇ けす くっゅけゃうすっ あっくう こさうっかぇ 
さぇいょはかぇすぇ しこけおけえくけ, おぇいゃぇかぇ: 
„╇きぇき いぇ おぇおゃけ ょぇ しう しこけき-
くはき... ょぇ しっ あうゃっっ し ╁けかけょは 
ぉってっ しすさぇたけすくけ... うきぇた ゃ あう-
ゃけすぇ しう ゅけかはきけ とぇしすうっ. ╆ぇとけすけ 
すけえ うきぇてっ ょぇさぉぇ ょぇ ょぇさはゃぇ! ̈ す 
ゃしっおうょくっゃうっすけ ょぇ こさぇゃう こさぇい-
くうお. 〈けえ せきっってっ ょぇ こさけとぇゃぇ... 
╃ぇ こさけとぇゃぇ ぉっいけゅかっょくけ“.  ] 
╇いぇ ╅せおけゃぇ ╁うしけちおう こさっあうゃは-
ゃぇ くぇえ-うしすうくしおうすっ しう う しゃっすかう 
つせゃしすゃぇ. ╆ぇ しなゃきっしすくうは うき あう-
ゃけす すは さぇいおぇいゃぇ ゃ おくうゅぇすぇ しう 
„╉さぇすおけ とぇしすうっ いぇ ちはか あうゃけす“.   

╊のょきうかぇ ┿ぉさぇきけゃぇ. ]すせ-
ょっくすおぇすぇ う ぉうゃてぇ ぉぇかっさうくぇ 
ぉうかぇ くっけぉうおくけゃっくけ おさぇしうゃぇ, 
し けゅさけきくう ゅなかなぉけゃけしうくう けつう. 
〈は しさっとくぇかぇ ╁うしけちおう ゃ ╊っ-
くうくゅさぇょ. ̈ おけかけ ゃたけょぇ くぇ たけすっか 
„╄ゃさけこぇ” こうえくぇか きかぇょ きなあ し 
さぇいょなさこぇくぇ さういぇ は こけきけかうか 
ょぇ きせ せしかせあう し こぇさう. ╊のょきうかぇ 
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くはきぇかぇ ゃ 
しっぉっ しう 
くうすけ させぉ-
かぇ. ]こけく-
すぇくくけ きせ 
こさっょかけ-
あうかぇ そぇ-
き う か く う は 
しう いかぇすっく 
こさなしすっく し 
ぇきっすうしす.
] くっゅけ 

╁ か ぇ ょ う -
きうさ しっ 

さぇいこかぇすうか ゃ さっしすけさぇくすぇ いぇ 
しつせこっくうすっ しなょけゃっ. ╇いこさぇとぇえ-
おう は う ゃかういぇえおう ゃ たけすっかしおぇすぇ 
え しすぇは, すけえ ゃっょくぇゅぇ え こさっょかけ-
あうか ょぇ きせ しすぇくっ あっくぇ, ゃなこさっおう 

つっ ゃしっ けとっ くっ ぉうか しっ さぇいゃっか 
し ╇いぇ. ′ぇ ょさせゅぇすぇ しせすさうく けす-
おせこうか こさなしすっくぇ う いぇっょくけ こけ-
すっゅかうかう いぇ おうくけしすせょうけすけ. ぅかう 
ぉさぇおせゃぇくう きっおうちう ゃ しなしっょくけすけ 
おぇそっ, ぉうかう こけ-っゃすうくう. ]おかの-
つうかう ぉさぇお っょゃぇ こさっい 1965 ゅ. ┿ 
しかっょ すけゃぇ しっ こけはゃうかう しうくけゃっすっ 
– ┿さおぇょうえ う ′うおうすぇ. ′っゃっさけはす-
くけ っさせょうさぇくぇ, くっあくぇ う こさっょぇ-
くぇ, ╊のょきうかぇ しきはすぇ ╁うしけちおう いぇ 
„くぇえ-おさぇしうゃうは, ぉっいしすさぇてっく う 
ゃっかうおけょせてっく きなあ”.
╁かぇょうきうさ ぉうか きくけゅけ けぉとうすっ-

かっく. ]さっとぇか しっ し こさうはすっかう くぇ 
つぇておぇ, ういつっいゃぇか いぇ こけ くはおけかおけ 
ょくう. ╊のしは  せきうさぇかぇ けす しすさぇた: 
ょぇ くっ ゅけ っ ぉかなしくぇかぇ おけかぇ, くはおけえ 
ょぇ くっ きせ っ ういゃぇょうか くけあ… ′ぇ-
おさぇは しっ けおぇいぇか ゃ ういすさっいゃうすっかは, 
おなょっすけ しっ けこうすぇか ょぇ しっ しぇきけせ-
ぉうっ. ]っきっえしすゃけすけ, こさけしなとっしす-
ゃせゃぇかけ 7 ゅけょうくう, しっ さぇいこぇょくぇ-
かけ いぇ 5 きうくせすう. [ぇいょっかうかう しっ  
„し ょけぉさけ“. ╇ ゃしっ こぇお – さぇいょっかは 
ゅう くっ ぇかおけたけかなす, ぇ ょさせゅぇ あっくぇ, 
ゃ おけはすけ すけえ しっ ゃかのぉうか - 〈ぇくは.

〈ぇすはくぇ ╇ゃぇくっくおけ. 〈ぇいう 
かのぉけゃ いぇ くっは ぉうかぇ すゃなさょっ ぉけ-
かっいくっくぇ. ╋かぇょぇすぇ ぇおすさうしぇ けす 
〈ぇゅぇくおぇ っ しきはすぇくぇ いぇ くぇえ-おさぇ-
しうゃぇすぇ けす ちはかはすぇ ぇさきうは けぉけ-
あぇすっかおう くぇ ╁うしけちおう. ╊のぉけゃすぇ 

こかぇきゃぇ, ょけおぇすけ すけえ けとっ っ し 
╊のょきうかぇ, きくけゅけ こさっょう ╋ぇ-
さうくぇ ╁かぇょう う こさけょなかあぇゃぇ う 
しかっょ こけはゃぇすぇ え. ]かっょ しきなさ-
すすぇ くぇ ╁けかけょは 〈ぇくは っょゃぇ かう 
くっ っ っょうくしすゃっくぇすぇ, おけはすけ くっ っ 
しこっおせかうさぇかぇ し うきっすけ きせ. [っ-
あうしぬけさなす ぃくゅゃぇかょ-》うかおっゃうつ, 
おけえすけ ょなかゅう ゅけょうくう ぉうか ぉかういけ 

ょけ こっゃっちぇ, しこけょっかは, つっ 〈ぇくは 
っ „くぇえ-ゃぇあくぇすぇ あっくぇ ゃ あうゃけ-
すぇ くぇ ╁うしけちおう”. 〈は っ あっくぇすぇ, 
おけはすけ ゅけ けぉうつぇかぇ くぇえ-ょなかぉけおけ 
う きせ ぉうかぇ „こぇすけかけゅうつくけ こさっ-
ょぇくぇ”. ╁けかけょは こうっか, ぇ 〈ぇくは ゅけ 
„こさうゃっあょぇかぇ ゃ つけゃっておう ゃうょ” 
- ぉっい くうすけ ょせきぇ おぇすけ せこさっお. 
┿おすさうしぇすぇ あうゃっっかぇ ういちはかけ 
つさっい ╁けかけょは. ╆ぇ くっは すけえ ぉうか 
ちっくすなさ くぇ ╁しっかっくぇすぇ, ちはかぇ-
すぇ ╁しっかっくぇ. ╄ょうくしすゃっくけすけ, けす 
おけっすけ くっ しっ けすおぇいぇかぇ いぇさぇょう 
くっゅけ, ぉうかけ すはたくけすけ ょっすっ – ┿くぇ-
しすぇしうは. ╇きっすけ ういぉさぇか ╁けかけょは. 
╃ぇ しっ けすおぇあっ けす ょっすっすけ いぇ くっは 
ぉうかけ ゃしっ っょくけ ょぇ せぉうっ くっゅけ 
しぇきうは. ╆ぇ さっあうしぬけさぇ ぉうかけ いぇ-
ゅぇょおぇ: いぇとけ ╁うしけちおう っ ういぉさぇか 

╋ぇさうくぇ こさう こけかけあっくうっ, つっ っ 
うきぇか かのぉけゃすぇ くぇ 〈ぇくは - きけ-
きうつっ し ぉけあっしすゃっくぇ おさぇしけすぇ, 
おけっすけ ちはかけすけ しっ こさっけぉさぇいはゃぇ-
かけ う こさう くぇえ-きぇかおけすけ くっゅけゃけ 
ょけおけしゃぇくっ. ╋ぇさうくぇ くっ きけあっかぇ 
ょぇ けぉうつぇ すぇおぇ. ╁っょくなあ ╁うしけち-
おう うきぇか おさなゃけういかうゃ う かっあぇか, 
こけ-ぉかっょっく けす しきなさすすぇ, ういすけ-
とっく う しかぇぉ. ╁かぇょう こけゃうおぇかぇ 
こけいくぇすぇ ょぇ しっ ゅさうあう いぇ くっゅけ う 
けすうてかぇ ゃ こさっし-おかせぉぇ „ょぇ こせてう 
う ょぇ しう ぉなぉさう”. „〈けゃぇ っ かのぉけゃ 
こけ そさっくしおう”, おけきっくすうさぇ ぃくゅ-
ゃぇかょ-》うかおっゃうつ, しこけさっょ おけゅけすけ 
ゃ すぇいう しうすせぇちうは 〈ぇくは „こけ-しおけ-
さけ ぉう けすさはいぇかぇ さなおぇすぇ しう う 
ぉう けすうてかぇ し くっゅけ くぇ おさぇは くぇ 
しゃっすぇ”. 〈ぇおぇゃぇ ぉうかぇ かのぉけゃすぇ え 
– しぇきけけすゃっさあっくぇ, させしおぇ. ‶さっょ 
〈ぇくは ╁うしけちおう くっ しおさうゃぇか つせゃ-
しすゃぇすぇ しう, ぇ し ╋ぇさうくぇ しっ ょなさ-
あぇか くはおぇお しょなさあぇくけ, おぇすけ „いぇ-
こぇょっく” つけゃっお. ╀ぇさょなす うしおぇか ょぇ 
しっ さぇいょっかう し ╇ゃぇくっくおけ, くけ くっ 
きけあっか. 】けき こうえくっか きぇかおけ う 
すうつぇか こさう くっは: ”〈ぇくは, けぉうつぇき 
こけゃっつっ すっぉ!” ╉ぇすけ さぇいぉさぇか, つっ 
〈ぇくは とっ さけょう ょっすっすけ, ╁うしけち-
おう は いぇこかぇてうか, つっ とっ ぉなょっ 
„きなさすなゃ” う いぇ くっは, う いぇ ょっすっすけ. 
〈ぇくは けすゅけゃけさうかぇ: „┿い くっ きけゅぇ 
ょぇ せぉうは ょっすっすけ すう う しなき ゅけすけゃぇ 
ょぇ いぇこかぇすは ゃしはおぇおゃぇ ちっくぇ. 】っ 
しう くけしは おさなしすぇ う とっ ういつっいくぇ 
いぇゃうくぇゅう けす あうゃけすぇ すう”. 〈ぇおぇ 
う くぇこさぇゃうかぇ. 〈さなゅくぇかぇ しう う 
けす すっぇすなさぇ, う けす おうくけすけ, う けす 
こさうはすっかうすっ… ] ょっすっすけ きせ. ╇ 
ょけ ょくっし すは くっ っ こけつせゃしすゃぇかぇ  
くっけぉたけょうきけしす ょぇ ぉなょっ し くはおけえ 
ょさせゅ. ╅うゃっっ し きぇえおぇ しう, ょなとっ-
さは しう う ゃくせつおぇすぇ しう.

╊ぇさうしぇ ╊せあうくぇ. ╇きっくくけ 
くぇ くっは, ぇ くっ くぇ ╋ぇさうくぇ ╁かぇ-
ょう, おぇおすけ きくけいうくぇ しきはすぇす, すけえ 
こけしゃっとぇゃぇ いくぇきっくうすぇすぇ しう 
こっしっく „¨くぇ ぉにかぇ ゃ ‶ぇさうあっ“. 
╆ぇこけいくぇゃぇす しっ くぇ しくうきおう こさっい 
1966 ゅ. ╁なゃ そうかきぇ „╁っさすうおぇ-
かぇ” すは っ かっおぇさ, ぇ すけえ - さぇょうしす. 
╇ ゃなゃ そうかきぇ, う ゃ あうゃけすぇ すは 
けすたゃなさかは かのぉけゃすぇ くぇ ╁うしけちおう. 

]きはすぇくぇ っ いぇ 
っょうくしすゃっ-
くぇすぇ あっくぇ, 
おけはすけ くっ 
けすゅけゃけさうかぇ 
くぇ かのぉけゃすぇ 
きせ. ╁ しな-
とけすけ ゃさっきっ 
いぇこけいくぇすう 
すゃなさょはす, つっ 

すは きなつうすっかくけ こさっあうゃはゃぇかぇ そぇ-
おすぇ, つっ けすくけてっくうはすぇ え し ╁うしけち-
おう ゃうくぇゅう しぇ ぉうかう つうしすけ こさうは-
すっかしおう う つっ ょさせあぉぇすぇ うき くっ っ 
こさっさぇしくぇかぇ ゃ くっとけ こけゃっつっ.

╋ぇさうくぇ ╁かぇょう. ╆ぇ くっは しっ 
いくぇっ くぇえ-きくけゅけ. ‶さっい 1967-きぇ 
すは こさうしすうゅくぇかぇ ゃ 〈ぇゅぇくおぇ, ゃうょは-
かぇ ╁うしけちおう う, おぇおすけ おぇいゃぇ きぇえ-
おぇすぇ くぇ 〈ぇくは ╇ゃぇくっくおけ, „ゃかの-
ぉうかぇ ゃ しっぉは” う „すさなゅくぇかけ - すぇ 

いぇきうくぇ-
かけ”. ╁けかけ-
ょは ゃしっ こけ-
さはょおけ しっ 
ゃうあょぇか し 
〈ぇくは, くっ-
いぇゃうしうきけ 
けす すゃなさ-
ょっくうはすぇ 
きせ, つっ すは 
っ くぇえ-ゅけ-
かはきぇすぇ きせ 
かのぉけゃ. ╆ぇ 
さぇいかうおぇ 

けす くっは, ╋ぇさうくぇ ぉうかぇ くっ しぇきけ 
おさぇしうゃぇ う ういゃっしすくぇ, くけ う ぉけゅぇ-
すぇ あっくぇ. 〈は ゅけ ゃなゃっあょぇ ゃ くけゃ 
こさうはすっかしおう おさなゅ. ╁ っょくけ うく-
すっさゃの おぇいゃぇ: „╁かぇょうきうさ ぉってっ 
こけゃっつっ けす しなこさせゅ. 〈けえ ぉってっ 
ょけぉなさ こさうはすっか, し おけゅけすけ ぇい きけ-
あった ょぇ しこけょっかは ゃしうつおけ“.  ╁なゃ 
《さぇくちうは すは うきぇかぇ すさうきぇ しうくけ-
ゃっ けす こさっょうてくう ぉさぇおけゃっ, おけうすけ 
けぉけあぇゃぇかう ╁うしけちおう. ]かっょ ╇いぇ 
う ╊のしは, ╋ぇさうくぇ っ すさっすぇすぇ, こけ-
しかっょくぇすぇ きせ しなこさせゅぇ. ╅うゃっはす ゃ 
ぉさぇお 12 ゅけょうくう, こさっい おけうすけ ╁う-
しけちおう うきぇか う ょさせゅう, こぇさぇかっかくう 
ゃさないおう し あっくう. 〈けえ さぇいぉうさぇか, 
つっ うき こさうつうくはゃぇ ぉけかおぇ, くけ くっ 
きけあっか ょぇ くぇこさぇゃう くうとけ しなし 
しっぉっ しう. „╀はた ぉけかくぇ けす さっゃくけしす, 
- こうてっ ╁かぇょう, - う くっ さぇいぉうさぇた, 
つっ すけゃぇ ぉっ くっゅけゃうはす けすつぇはく 
けこうす ょぇ しっ ゃおけこつう ゃ あうゃけすぇ, ょぇ 
ょけおぇあっ くぇ しっぉっ しう, つっ けとっ しな-
とっしすゃせゃぇ”. ╊のぉけゃすぇ くっ きけあっかぇ 
ょぇ しこぇしう ぉぇさょぇ けす こうはくしすゃけすけ. 
‶さっい 1969 ゅ. あうゃけすなす きせ  ゃうしう 
くぇ おけしなき. ╁ しなしすけはくうっ くぇ ぇそっおす 
しう こさっさはいゃぇ ゃっくうすっ, くけ ゅけ しこぇ-
しはゃぇす. ╋ぇさうくぇ きせ ういょっえしすゃぇ 
くぇえ-きけょっさくけすけ いぇ ゃさっきっすけ うき-
こかぇくすうさぇくっ - くぇ おぇこしせかぇ „╄しこっ-
さぇか”, おけはすけ ょぇ くぇきぇかはゃぇ しすさぇしす-
すぇ きせ おなき ぇかおけたけかぇ. ′け すけえ は 
ゃぇょう し くけあ う けすくけゃけ こけしはゅぇ おなき 
ゃけょおぇすぇ. ╁しっ こけ-つっしすけ え しっ くぇ-
かぇゅぇ ょぇ ゅけ ういょうさゃぇ こけ ぉけかくう-
ちう うかう おゃぇさすうさう くぇ こさうはすっかう, 
おなょっすけ っ くぇ こさぇゅぇ くぇ しきなさすすぇ 
いぇさぇょう いぇくっきぇさっくけすけ しう いょさぇ-
ゃっ. ¨すくけてっくうはすぇ うき し ╋ぇさうくぇ 
しっ ういけしすさはす, すは うしおぇ ょぇ しっ さぇい-
ゃっょっ, くけ くっ え しすうゅぇす しうかうすっ. 
╁かぇょうきうさ しっ ぉけはか けす すけゃぇ う 
おぇいゃぇか: „′っ きけゅぇ ょぇ ぉなょぇ ゃっつっ 
し くっは, くけ う ぉっい くっは しなとけ くっ 
きけゅぇ“. ]かっょ しきなさすすぇ きせ すは くぇ-
こうしゃぇ おくうゅぇすぇ しう „╁かぇょうきうさ - 
こさっおなしくぇすうはす こけかっす“. ′はおけかおけ 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ しっ けきなあゃぇ いぇ 
ういゃっしすっく かっおぇさ-けくおけかけゅ. ‶さっ-
あうゃはゃぇ きくけゅけ くっとぇしすうは: すっあおけ 
おぇすぇしすさけそうさぇ ゅけかっきうはす え しうく, 
いぇゅうゃぇす ょゃっすっ え ゃくせつおう. 

¨おしぇくぇ ┿そぇくぇしうっゃぇ. 40-ゅけ-

′ぇ 25-すう はくせぇさう 2015 ゅ. 
すけえ しすぇくぇ くぇ 77. ╋っしうはすぇ くぇ 
[せしうは, おけえすけ くぇさせてう すうてう-
くぇすぇ. ╆くぇおけゃぇすぇ そうゅせさぇ くぇ 
ちはかぇ っょくぇ っこけたぇ. 〈けえ ょけてなか 
ゃ すけいう しゃはす し けゅさけきくぇ っくっさ-
ゅうは う こさうゃかうつぇか ゃしうつおけ おなき 
しっぉっ しう – ゃっとう, しすうたけゃっ, いさう-
すっかう, あっくう… ]なぉさぇか しはおぇて 
ゃしうつおう ゅさうあう くぇ いっきはすぇ ゃ 
ょせてぇすぇ しう, おぇいゃぇか: „┿おけ きっ 
ゃうょうすっ しこけおけっく, いくぇつう くっとけ 
し きっく くっ っ くぇさっょ!“ ┿おけ くっ ゅけ 
ぉってっ こけおけしうか うくそぇさおすなす, 
ゃっさけはすくけ とってっ けとっ ょぇ こっっ… 
くぇ ╀けかぬてけき おぇさっすくけき. ╇ ょぇ 
ゃょうゅぇ くぇ おさぇおぇ こせぉかうおぇすぇ ゃ 
〈ぇゅぇくおぇ…
‶さっょう ╃っくは くぇ かのぉけゃすぇ, こけ 

あっかぇくうっ くぇ こけつうすぇすっかう くぇ 
╁うしけちおう, „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
さぇいおぇいゃぇ いぇ あっくうすっ, おけうすけ 
ゅっくうぇかくうはす ぉぇさょ う ぉかっしすはと 
ぇおすぬけさ っ けぉうつぇか.                                                                                                        

ょうてくうはす ╁うしけちおう すけかおけゃぇ くっ 
きけあっか ぉっい くっは, つっ うしおぇか ゃ とぇし-
すうっ ょぇ ういあうゃっっ けしすぇすなおぇ けす あう-
ゃけすぇ しう う ょぇ せきさっ ゃ っょうく ょっく し 
くっは. ′ぇさうつぇか は «きけはすぇ こけしかっょ-
くぇ かのぉけゃ». ¨おしぇくぇ - 19-ゅけ-
ょうてくぇ きけしおけゃつぇくおぇ, おさぇしうゃぇ 

しすせょっくすおぇ 
し けゅさけきくう 
けつう, し すなく-
おぇ そうゅせさぇ う 
こけさうゃうしすう 
ょゃうあっくうは. 
╋ぇえおぇ え 
ぉうかぇ こけつう-
くぇかぇ, あうゃは-
かぇ し こうはくうは 
しう  ぉぇとぇ.                                                                                                                   

╁けかけょは う ¨おしぇくぇ しすぇくぇかう ぉかうい-
おう けとっ ゃ こなさゃうすっ きうくせすう けす 
こけいくぇくしすゃけすけ しう. ╆ぇさぇょう くっゅけ 
すは しっ さぇいょっかうかぇ し ゅけょっくうおぇ しう. 
‶さうはすっかおぇ え おぇいぇかぇ: «╁しうつ-
おう あっくう きっつすぇはす ょぇ しぇ くぇ すゃけっ 
きはしすけ, ぇ すう しっ おけかっぉぇって!» ╉しの-
てぇ しこけょっかはかぇ: «‶け-ょけぉさっ っょうく 
ょっく し きなあ おぇすけ ╁うしけちおう, けすおけか-
おけすけ ちはか あうゃけす し くはおけえ こけしさっょ-
しすゃっく. 〈けえ っ ょうゃけ たぇさういきぇすう-
つっく. ′ぇゃはさくけ くはきぇ あっくぇ, おけはすけ 
ょぇ きけあっ ょぇ きせ せしすけう». ╁うしけちおう 
しっ ゃないたうとぇゃぇか くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ 
せきっはす ょぇ さうしせゃぇす, う ぉうか こけさぇ-
いっく けす すけゃぇ, つっ ¨おしぇくぇ きけあっかぇ 
いぇ 5 きうくせすう ょぇ ういけぉさぇいう おぇお-
ゃけすけ う ょぇ っ くぇ かうしす たぇさすうは. 〈は 
こなすせゃぇかぇ し くっゅけ くぇ おけくちっさすうすっ 
きせ. ╇きっくくけ すは きせ こさぇゃうかぇ うい-
おせしすゃっくけ ょうてぇくっ う うきっくくけ くぇ 
くっは しかっょ こなさゃぇすぇ しう おかうくうつくぇ 
しきなさす ╁うしけちおう おぇいぇか: «¨ぉうつぇき 
すっ!» ╇きっくくけ すは ぉうかぇ ょけ くっゅけ くぇ 
そぇすぇかくうは 25 のかう 1980-すぇ…                                              
〈けえ は ゅかっいっか おぇすけ ょっすっ, ゃ けくっ-

いう ゃさっきっくぇ くぇ おさういぇ は けすさせこゃぇか 
しなし しおなこう ゃっとう. ╉せこうか え きぇか-
おけ つっさゃっくけ BMW: „╁しうつおけ きけっ 
すさはぉゃぇ ょぇ っ くぇえ-たせぉぇゃけすけ – う 
おけかうすっ, う あっくうすっ». ‶さうはすっかおう-
すっ え しっ てっゅせゃぇかう: «╆ぇこけいくぇえすっ 
しっ, すけゃぇ っ ¨おしぇくぇ.〈は うきぇ 18 
つうそすぇ ぉけすせてう». ╁っょくなあ, すさなゅ-
ゃぇえおう いぇょ ゅさぇくうちぇ, ╁けかけょは は 
こけこうすぇか おぇおゃけ ょぇ え ょけくっしっ. 〈は 
けぉうつぇかぇ ょぇ てうっ う こけうしおぇかぇ 
おけこさうくっくう おけくちう し きけさおけゃっく 
ちゃはす. «‶け-かっしくけ とっ きう っ ょぇ すう 
ょけくっしぇ あうゃ おさけおけょうか!» - いぇ-
しきはか しっ ╁うしけちおう. ╇ ゃしっ こぇお ょけ-
くっしなか おけくちうすっ. ╁っょくなあ, ぉうかけ 
こさけかっす, きっあょせ ょさせゅけすけ すは おぇ-
いぇかぇ, つっ けぉうつぇ きけきうくう しなかいう. 
╇ くぇ ょさせゅうは ょっく ちはかぇすぇ しすぇは 
ぉうかぇ けぉしうこぇくぇ し きけきうくう しなかいう. 
╁ すけいう こさうおぇいっく あうゃけす ゃしうつおけ 
しっ しきっしゃぇかけ: う しさうゃけゃっすっ きせ, う 
くっあくけしすすぇ きせ. ]こけさっょ ¨おしぇくぇ, 
すけゃぇ ぉうかぇ くはおぇおゃぇ «くっこさぇゃ-
ょけこけょけぉくぇ かのぉけゃ». ╋ぇさうくぇ 
ぉうかぇ ょぇかっつっ. ¨おしぇくぇ は ゃないこさう-
っきぇかぇ くっ おぇすけ しなこさせゅぇ, ぇ おぇすけ 
さけょくうくぇ くぇ ╁けかけょは. 〈けえ うしおぇか 
ょぇ しっ けあっくう いぇ ╉しのてぇ すぇえくけ, 
ぉっい こっつぇす. ╃ぇあっ おせこうかう こさなし-
すっく, くぇきっさうかう しゃっとっくうお, くけ 
くっ せしこっかう… 〈けゃぇ ぉうかけ あっしすけ-
おぇ けぉうょぇ いぇ そさぇくちせいけえおぇすぇ.                                                                                                           
╉ぇお ¨おしぇくぇ しっ っ こさけしすうかぇ し ╁け-
かけょは, くうおけえ くっ いくぇっ. ╇いゃっしすくけ 
っ しぇきけ, つっ, しかっょ おぇすけ しっ しぉけゅせ-
ゃぇかぇ し くっゅけ, すうたけ しすぇくぇかぇ う しう 
すさなゅくぇかぇ. ╀っい くうおぇおゃう ゃっとう, 
ぉっい ょけおせきっくすう. ╇ こけゃっつっ くうおけ-
ゅぇ くっ しっ ゃなさくぇかぇ ゃ すぇいう おゃぇさ-
すうさぇ. ╃くっし ¨おしぇくぇ っ すっぇすさぇかっく 
たせょけあくうお, けきなあっくぇ っ, うきぇ ょな-
とっさは. ╇ ょけしっゅぇ しっ こさっおかぇくは 
こさっょ ╁うしけちおう, しきはすぇえおう ゅけ いぇ 
„ぇぉしけかのすくけ, しなゃなさてっくけ, しすけ-
こさけちっくすけゃ ゅっくうぇかっく つけゃっお“.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╇つかさけ うてそちけ つすみてあ, ねか はか つか たそうけのあて せときおけてか そて つたかぬけあしけつてけ う 
かせかちえかてけさあてあ, てとちけくすあ け すあのけせせそてそ けせきかせかちつてうそ

【そうあ か かおせあ そて くあおひしきけてかしせけてか てそねさけ, たそ さそけてそ つしかおうあ おあ たそつてけえせあて つひえしあつけか
つそいつてうかせけぬけてか せあ たあせかしさけ, さあせおけおあてつてうあはけ くあ いかくたしあてせそ つあせけちあせか せあ きけしけはあてあ

╁ しかっょゃぇとうすっ こっす ゅけょうくう とっ しっ こけゃうてぇす くせあょうすっ くぇ うおけくけきうおぇすぇ けす しこっちうぇかうしすう こけ 
ぉうけすったくけかけゅうう, たさぇくうすっかくう う たうきうつくう すったくけかけゅうう, けす こしうたけかけいう. ╇〈 すったくけかけゅううすっ 

う こさけゅさぇきうさぇくっすけ とっ いぇこぇいはす かうょっさしおうすっ しう こけいうちうう う しこっちうぇかうしすうすっ こけ おけきこのすなさくぇ う 
おけきせくうおぇちうけくくぇ すったくうおぇ とっ ぉなょぇす ゃしっ こけ-すなさしっくう.

〈けゃぇ しぇ けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ, 
ぇくおっすうさぇくう ゃ さぇきおうすっ くぇ くけゃうは さっえすうくゅ くぇ 
ゃうしてうすっ せつうかうとぇ. ╁ くっゅけ いぇ ゃすけさぇ ゅけょうくぇ 
しっ ゃおかのつゃぇ こさけゅくけいぇ くぇ ぉういくっしぇ - おぇおゃぇ 
くせあょぇ けす しこっちうぇかうしすう しっ けつぇおゃぇ ゃ しかっょゃぇ-
とうすっ くはおけかおけ ゅけょうくう.
′ぇえ-すなさしっくうすっ ゃ しかっょゃぇとうすっ こっす ゅけょうくう 

しっ けつぇおゃぇ ょぇ ぉなょぇす ゃうしてうしすうすっ ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ ぉうけすったくけかけゅううすっ. 60% けす ぇくおっすうさぇくう-
すっ さぇぉけすけょぇすっかう けつぇおゃぇす ょぇ しっ せゃっかうつう 
くせあょぇすぇ けす おぇょさう うきっくくけ ゃ すけゃぇ こさけそっ-
しうけくぇかくけ くぇこさぇゃかっくうっ. ╇くすっさっし とっ うきぇ う 
いぇ しこっちうぇかうしすう こけ たさぇくうすっかくう う たうきうつくう 
すったくけかけゅうう. 〈ぇおうゃぇ しぇ けつぇおゃぇくうはすぇ しなけす-
ゃっすくけ くぇ 55.54% う 53.75% けす きっくうょあな-
さうすっ, ぇくおっすうさぇくう いぇ ょゃっすっ こさけそっしうけくぇかくう 
くぇこさぇゃかっくうは.
‶けょっきなす くぇ くぇえ-せしこってくうすっ こさけそっしうけ-

くぇかくう くぇこさぇゃかっくうは くはきぇ ょぇ いぇぉぇゃは すっきこけ, こけおぇいゃぇす けとっ こさけゅくけいうすっ.
52.04% けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ けつぇおゃぇす ょぇ しっ こけゃうてう くせあょぇすぇ けす おぇょさう いぇ おけきこのすなさくぇ う おけ-

きせくうおぇちうけくくぇ すったくうおぇ, ぇ しこけさっょ 51.46 くぇ しすけ とっ しっ せゃっかうつぇゃぇ すなさしっくっすけ う くぇ いぇゃなさてうかう 
きっょうちうくぇ. ╁しっおう ゃすけさう しきはすぇ, つっ とっ しっ こけゃうてぇす くせあょうすっ けす しこっちうぇかうしすう ゃ けぉかぇしすうすっ 
っくっさゅっすうおぇ, すせさういなき う きぇてうくくけ うくあっくっさしすゃけ, こけおぇいゃぇす けとっ ょぇくくうすっ けす さっえすうくゅぇ.
╁ けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ ぉういくっしぇ うきぇ う くはおけう ういくっくぇょう. ]こけさっょ こけゃっつっ けす こけかけゃうくぇすぇ ぇくおっすう-

さぇくう さぇぉけすけょぇすっかう (53.45%) ゃ しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう とっ うきぇ ゅかぇょ いぇ こしうたけかけいう. ╁ しこうしな-
おぇ くぇ こさけそっしううすっ, おけうすけ しぇ ょっそうちうすくう くぇ こぇいぇさぇ, さはょおけ こけこぇょぇす すぇおうゃぇ し たせきぇくうすぇさっく 
こさけそうか. ‶しうたけかけゅうはすぇ ぉってっ う っょくけ けす きぇかおけすけ たせきぇくうすぇさくう くぇこさぇゃかっくうは, おけうすけ ゃ すぇい-
ゅけょうてくうは さっえすうくゅ しっ さぇょゃぇす くぇ こけゃうてっく うくすっさっし けすしすさぇくぇ くぇ しすせょっくすうすっ. ‶け こけしかっょくう 

ぅしくう しぇ ゃっつっ 
せしかけゃうはすぇ いぇ 

せつぇしすうっ ゃ こさぇゃうすっか-
しすゃっくぇすぇ こさけゅさぇきぇ 
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 ゃ 
しすさぇくぇすぇ ゃ さぇきおうすっ 
くぇ しかっょゃぇとうすっ ょゃっ 
ゅけょうくう. ╆ぇ すけいう こっ-
さうけょ しぇ いぇょっかっくう 
1 きさかょ. かっゃぇ, おぇすけ 
くはきぇ けこさっょっかっくう 
おゃけすう いぇ せつぇしすうっ くぇ 
ゃしうつおうすっ 264 けぉとう-
くう ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╁ さぇきおうすっ くぇ ょゃぇ 

ょくう ¨ぉとうくぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお こさけゃっょっ 
さぇいはしくうすっかくう しさっ-

‶さけっおす くぇ てゃっえちぇさしおけすけ こけしけかしすゃけ せ くぇし  いぇ ゃなゃっあょぇくっ 
くぇ てゃっえちぇさしおぇすぇ ょせぇかくぇ けぉさぇいけゃぇすっかくぇ しうしすっきぇ ゃ ╀なか-

ゅぇさうは うきぇ ゃぇさうぇくす ょぇ しっ さっぇかういうさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ しすぇ-
くぇ はしくけ, しかっょ おぇすけ こさけゅさぇきくうはす ょうさっおすけさ くぇ 【ゃっえちぇさしおうは 
けそうし いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ おなき 【ゃっえちぇさしおけすけ こけしけかしすゃけ せ くぇし 

╂っさぇしうき ╂っ-
さぇしうきけゃ しっ 
しさっとくぇ し 
おきっすぇ くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ う 
しっ いぇこけいくぇ し 
ゃないきけあくけしすう-
すっ う こさけそっしう-
うすっ,  てぇくし いぇ 
さっぇかういぇちうは 
いぇ おけうすけ ょぇゃぇ 

‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” ゃ ゅさぇょぇ. 
‶さけっおすなす „【ゃっえちぇさしおぇ こけょおさっこぇ いぇ ゃなゃっあょぇくっ くぇ てゃっえ-

ちぇさしおぇすぇ ょせぇかくぇ けぉさぇいけゃぇすっかくぇ しうしすっきぇ ゃ ╀なかゅぇさうは“ っ さぇい-
さぇぉけすっく けす っおうこ けす てゃっえちぇさしおう う ぉなかゅぇさしおう っおしこっさすう う っ 
こさはおけ けさうっくすうさぇく おなき こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ う きかっおけこさっさぇぉけすゃぇくっすけ.

ょぇくくう すは っ こさうゃかはおかぇ 200 きかぇょっあう こけゃっつっ う 
ぉなょっとうすっ ゃうしてうしすう ゃ すぇいう しこっちうぇかくけしす ゃっつっ 
しぇ こけつすう 4000.

とう し ょけきけせこさぇゃうすっかう う ゅさぇあょぇくう けす ╉ぇいぇくかなお, あうゃっっとう ゃ こぇくっかくう あうかうとぇ, うきぇとう こさぇゃけ 
ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ こさけゅさぇきぇすぇ. ╄ょうくしすゃっくけ せしかけゃうっ  っ あうかうとぇすぇ ゃ すっいう こぇくっかくう ぉかけおけゃっ ょぇ 
しぇ こけゃっつっ けす 36 ぉさけは. ¨す くぇつぇかけすけ くぇ そっゃさせぇさう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇこけつくぇ  こさうっきなす くぇ 
ょけおせきっくすう いぇ さっゅうしすさぇちうは くぇ ]ょさせあっくうっ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ. 】っ しっ ゃけょう う さっゅうしすなさ いぇ すはた, 
おけえすけ とっ っ こせぉかうつっく. 
 ╁しうつおう すぇおうゃぇ しょさせあっくうは くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しないょぇゃぇす ゃ こぇくっかくうすっ 

ぉかけおけゃっ, しっ さっゅうしすさうさぇす こけ さっょぇ くぇ つか. 25, ぇか. 1 けす ╆ぇおけくぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ っすぇあくぇすぇ 
しけぉしすゃっくけしす, とっ うきぇす う しけぉしすゃっく ╀〉╊]〈┿〈.

Тема с продължение

ぃ╅〉』 ′╅ 『╅╆《【╅ ╇

„┿さしっくぇか” ┿╃ すなさしう ょぇ くぇいくぇつう くぇ さぇぉけすぇ ゃ ちった 300 
くぇ ╆ぇゃけょ 1. 
2-きぇ くぇしすさけえつうお-けこっさぇすけさう (きなあっ, しなし しさっょくけ すったくうつっ-
しおけ けぉさぇいけゃぇくうっ) くぇ おけきこのすなさういうさぇくう こさせあうくくう ぇゃすけ-
きぇすう.  ‶さっょうてっく けこうす くぇ すぇおぇゃぇ さぇぉけすぇ っ こさっょうきしすゃけ. 

╆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;
0894 29 15 39 - ╁うけかっすぇ 〈けょけさけゃぇ, く-お ちった 300/1

╆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



2 6 февруари 2015 г. でëñàóがóëó

ぢñÖáÜ とóëíîÜç:

╇っ『╇╅〈 ╇ ｠《『╅【╅ ¨ ╇ 》《-╉《╆『《【《 ╆ぇ╉╊ぅ╊
′ぇ 27 はくせぇさう 2015 ゅ. しっ くぇゃなさ-

てうたぇ 95 ゅけょうくう けす さけあょっ-
くうっすけ くぇ ういすなおくぇすうは ぇくすうそぇてうしす 
う ゃうょっく しすさけうすっか くぇ しけちうぇかうしすう-
つっしおぇ ╀なかゅぇさうは - ‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ. 
】っ しっ けこうすぇき し おさぇすおう とさうたう, 
きぇおぇさ う そさぇゅきっくすぇさくけ, ょぇ けぉさう-
しせゃぇき くっゅけゃぇすぇ きくけゅけ ぇゃすけさうすっす-
くぇ かうつくけしす.
[けょっく っ くぇ 27 はくせぇさう 1920 ゅ. 

ゃ し. ╂けさくけ ]かうゃけゃけ, けぉかぇしす ╊け-
ゃっておぇ, ゃ しさっょくけ いっきっょっかしおけ しっ-
きっえしすゃけ. ‶さっい 1939 ゅ. いぇゃなさてゃぇ 
〈ったくうつっしおけ せつうかうとっ ゃ ]けそうは. 
〈せお すけえ っ いぇゃかぇょはく けす うょっうすっ 
いぇ しゃけぉけょぇ う しけちうぇかくぇ しこさぇゃっょ-
かうゃけしす. ]すぇゃぇ ぇおすうゃっく つかっく くぇ 
[ぇぉけすくうつっしおうは きかぇょっあおう しなのい. 
]かっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ しさっょくけすけ しう 
けぉさぇいけゃぇくうっ こけしすなこゃぇ ゃ 【おけかぇ-
すぇ いぇ いぇこぇしくう けそうちっさう - ゃないょせて-
くけ せつっぉっく こけかお, ゅさ.╉ぇいぇくかなお. 
╀なさいけ しっ しこさうはすっかはゃぇ し けそうちっさ-
しおうは おぇくょうょぇす ╅っかぬけ ╋ぇくけかけゃ 
う ぉっい おけかっぉぇくうっ しっ ゃおかのつゃぇ ゃ 
けゅかぇゃはゃぇくぇすぇ けす くっゅけ くっかっゅぇかくぇ 
ぇくすうそぇてうしすおぇ ゅさせこぇ. 〈は さぇいゃうゃぇ 
ぇおすうゃくぇ ょっえくけしす しさっょ ゃけっくけしかせ-
あっとうすっ けす ╉ぇいぇくかなておうは ゅぇさくう-
いけく しさっとせ せつぇしすうっすけ くぇ ╀なかゅぇ-
さうは ゃ 》うすかっさけそぇてうしすおうは ぉかけお.
]かっょ こさっょぇすっかしすゃけすけ ゅさせこぇすぇ っ 

さぇいおさうすぇ, ぇ くっえくうはす さなおけゃけょう-
すっか ╅っかぬけ ╋ぇくけかけゃ う つかっくなす くぇ 
ゅさせこぇすぇ - ゃけえくうおなす ╂っけさゅう 〈うたけ-
かけゃ いぇゅうゃぇす ゃ ぉけえ し そぇてうしすおぇすぇ 
こけかうちうは こさう ぉぇくは し. ¨ゃけとくうお. 
‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ っ ぇさっしすせゃぇく, 
あっしすけおけ うくおゃういうさぇく う けしなょっく くぇ 
ょけあうゃけすっく いぇすゃけさ. ¨しゃけぉけょっく けす 
いぇすゃけさぇ くぇ 9 しっこすっきゃさう 1944 ゅ., 
すけえ しっ いぇゃさなとぇ ゃ さけょくけすけ しう しっかけ 
う しっ ゃおかのつゃぇ ゃ せおさっこゃぇくっすけ くぇ 
けすっつっしすゃっくけそさけくすけゃしおぇすぇ  ゃかぇしす 
おぇすけ おきっす くぇ しっかけすけ. ‶け おなしくけ 
あぇょくうはす いぇ いくぇくうは きかぇょっあ しすぇゃぇ 
しすせょっくす う こさっい 1950 ゅ. いぇゃなさてゃぇ 
ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ しなし しこっ-
ちうぇかくけしす きぇてうくっく うくあっくっさ.

‶なさゃけすけ きう いぇこけいくぇくしすゃけ
し くっゅけ っ いぇょけつくけ. 

╃ぇすうさぇ けす ょぇかっつくぇすぇ 1958 ゅ. おけ-
ゅぇすけ いぇこけつくぇた さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 10, 
ょくってくうはす „┿さしっくぇか”. ╆ぇ すけおせ-とけ 
こさっきうくぇかうは くぇ こけ-けすゅけゃけさくぇ さぇ-
ぉけすぇ ゅかぇゃっく うくあっくっさ くぇ いぇゃけょぇ 
しっ さぇいおぇいゃぇたぇ かっゅっくょう. ╇ ょくっし 
うくあっくっさう, すったくうちう, うおけくけきうしすう 
う さぇぉけすくうちう, すさせょうかう しっ こけょ くっ-
ゅけゃけ さなおけゃけょしすゃけ, し ゅけかはきけ せゃぇ-
あっくうっ しう しこけきくはす いぇ すけこかうは きせ 
こけゅかっょ う くっこけょこさぇゃっくぇ つけゃっつ-
くけしす. ╁こっつぇすかはゃぇたぇ きっ くっゅけゃぇすぇ 
しすさけゅけしす う しこさぇゃっょかうゃけしす, おけうすけ 
こさけはゃはゃぇてっ おなき おぇょさうすっ, おけうすけ 
さなおけゃけょってっ. ′っゅけゃぇすぇ けすいうゃつう-
ゃけしす う ょけぉさけくぇきっさっくけしす おなき ちっ-
かうは すさせょけゃ おけかっおすうゃ.
〈させょけゃうは しう こなす いぇこけつゃぇ ゃ いぇ-

ゃけょ ╆ぇゃけょ 12 – ]けそうは, おぇすけ すった-
くけかけゅ. ′け すぇき こさっしすけはゃぇ いぇ おさぇす-
おけ. ‶さっい 1952 ゅ. しなし いぇこけゃっょ くぇ 
きうくうしすなさぇ くぇ すっあおぇすぇ こさけきうて-
かっくけしす ┿くすけく ぃゅけゃ っ くぇいくぇつっく いぇ 
ゅかぇゃっく うくあっくっさ くぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ 
こさっょこさうはすうっ ゃ しすさぇくぇすぇ - ╆ぇゃけょ 

10 ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╉ぇおすけ しぇきう-
はす すけえ こさういくぇゃぇ, ╆ぇゃけょ 10 
っ こなさゃぇすぇ きせ ゅけかはきぇ ておけ-
かぇ おぇすけ さなおけゃけょうすっか, おけはすけ 
ぉっかっあう こなすは きせ ゃ きけょっさくけ-
すけ きぇてうくけしすさけっくっ. 〈せお すけえ 
さぇいゅさなとぇ けさゅぇくういぇすけさしおうは 
しう すぇかぇくす う こけおぇいゃぇ おぇつっしす-
ゃぇ くぇ っさせょうさぇく しこっちうぇかうしす.
【ぇくしなす ょぇ しっ いぇこけいくぇは し 

くっゅけ きっ しこけたけょう ゃ こけ-おなし-
くうすっ ゅけょうくう くぇ きけはすぇ いさっ-
かけしす. ╉ぇすけ しおさけきっく ょっっち ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ たうょさぇゃかうおぇすぇ う  
けさなあっえくぇすぇ こさけきうてかっくけしす, 
ぇ こけ おなしくけ う ゃ っくっさゅっすうおぇ-
すぇ, うきぇた ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
せつぇしすゃぇき ゃ しかせあっぉくう しさっとう, 
こさけゃっあょぇくう けす くっゅけ おぇすけ 
こなさゃう いぇき.-きうくうしすなさ くぇ きぇ-
てうくけしすさけっくっすけ, ぇ こけ-おなしくけ 
おぇすけ しっおさっすぇさ くぇ 『╉ くぇ ╀╉‶. 
] せょけゃけかしすゃうっ おけくしすぇすうさぇた, 
つっ いぇょけつくうすっ たぇさぇおすっさうし-

すうおう, おけうすけ ぉはた つせゃぇか いぇ 
くっゅけ, くっ ぉはたぇ きうす. 〈っ けぉさう-
しせゃぇたぇ っょうく ょなかぉけおけ くさぇゃ-
しすゃっく つけゃっお う さなおけゃけょうすっか. 
╁ ╉ぇいぇくかなお っ こさっきうくぇかぇ 
つぇしす けす あうゃけすぇ くぇ ‶っくぬけ 
╉うさぇちけゃ. ′っ しかせつぇえくけ いぇ 
すけいう こっさうけょ けす あういくっくうは しう 
こなす すけえ ういこけゃはょゃぇ: „╉ぇいぇく-
かなお しすぇくぇ いぇ きっく おぇすけ ゃすけさけ 
さけょくけ きはしすけ.”  ╃けおぇいぇか しっ 
おぇすけ すぇかぇくすかうゃ しこっちうぇかうしす 
う しすけこぇくしおう さなおけゃけょうすっか, 
すけえ ぉなさいけ こさうしすなこゃぇ おなき 
ゃなさたけゃっすっ くぇ うおけくけきうつっ-
しおけすけ う こけかうすうつっしおけすけ さな-
おけゃけょしすゃけ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 
‶けしかっょけゃぇすっかくけ っ ゅかぇゃっく 
うくあっくっさ くぇ せこさぇゃかっくうっ 
„╋ぇてうくけしすさけっくっ” – ]けそうは, 
いぇきっしすくうお- こさっょしっょぇすっか くぇ 
おけきうすっすぇ こけ こさけきうてかっくけし-
すすぇ, こなさゃう いぇき.-きうくうしすなさ くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ, ゅっくっさぇ-
かっく ょうさっおすけさ くぇ しすけこぇくしおけ 
けぉっょうくっくうっ, しっおさっすぇさ くぇ 『╉ 
くぇ ╀╉‶ – けすゅけゃぇさはと いぇ こさけ-
きうてかっくけしすすぇ, しすさけうすっかしすゃけ-
すけ う すさぇくしこけさすぇ, こけしかぇくうお. 
‶さっい 1986 ゅ. しっ こっくしうけくうさぇ 
おぇすけ ょうさっおすけさ くぇ 『っくすさぇか-
くうは うくしすうすせす いぇ くぇせつくぇ う 
すったくうつっしおぇ うくそけさきぇちうは.
╉ぇすけ さなおけゃけょうすっか, すけえ 

ぉってっ しうかくけ ぇかっさゅうつっく う くっ-

こさうきうさうき おなき おぇさうっさうしすうすっ, 
こけしかせておけゃちうすっ, こけょきぇいゃぇつう-
すっ, ょけくけしくうちうすっ.
╉ぇいぇくかなつぇくう しきっ きせ ぉかぇゅけ-

ょぇさくう, つっ こさっい ちっかうは しう こなす 
くぇ しすけこぇくしおう う ょなさあぇゃっく さな-
おけゃけょうすっか, くぇ こけかうすうつっしおう 
ょっっち, ‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ くっ いぇ-
ぉさぇゃう くぇてうは ゅさぇょ. 
╁ さぇきおうすっ くぇ こさぇゃけきけとうはすぇ, 

し おけうすけ さぇいこけかぇゅぇてっ, すけえ うきぇ 
けゅさけきっく こさうくけし ゃ ういさぇしすゃぇくっ-
すけ くぇ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ きけょっさっく 
う しなゃさっきっくっく ゅさぇょ. 】っ こけしけつぇ 
くはおけう っきぉかっきぇすうつくう うくゃっしすう-
ちうう, いぇ おけうすけ うきぇ さってぇゃぇと 
こさうくけし  う すけえ: ╃けきなす くぇ おせか-
すせさぇすぇ „┿さしっくぇか”, ╂さぇょしおぇすぇ 
たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは う きせいっ-
はす, けぉうおけかくうはす こなす, こなすはす いぇ 
ゃさなた „╀せいかせょあぇ” う きくけゅけ ょさせ-
ゅう. ╂けかはきぇ っ くっゅけゃぇすぇ いぇしかせ-
ゅぇ ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ きけょっさくけすけ 
きぇてうくけしすさけっくっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

‶さっい 2005 ゅ. おぇいぇくかなつぇくう きせ 
しっ けすぉかぇゅけょぇさうたぇ ょけしすけえくけ. ] 
[ってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
ぉっ せょけしすけっく し くぇえ-ゃうしけおけすけ 
いゃぇくうっ ゃ ¨ぉとうくぇすぇ – ‶けつっすっく 
ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお.
]かせつう しう すぇおぇ, つっ しかっょ 10 

くけっきゃさう 1989 ゅ. うょっえくぇすぇ 
ぉかういけしす う けぉとうすっ くう すさっゃけゅう 
けす くぇしすなこうかけすけ こけかうすうつっしおけ 
ぉっいゃさっきうっ う さぇいさせたぇ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは くう くぇこさぇゃうたぇ くっ しぇきけ 
ぉかういおう うょっえくう ょさせゅぇさう, くけ 
うきぇき おせさぇあぇ ょぇ おぇあぇ, こさうはすっ-
かう. ╆ぇしかせゅぇすぇ っ くぇ ‶っくぬけ ╉う-
さぇちけゃ. ╁なこさっおう ゃないさぇしすけゃぇすぇ 
さぇいかうおぇ きっあょせ くぇし, すけえ きっ ょけ-
こせしくぇ ょけ しっぉっ しう おぇすけ さぇゃっく. 
╁ すっいう ぉかういおう ゃいぇうきけけすくけ-
てっくうは けすおさうた ゃ たぇさぇおすっさぇ きせ 
けとっ っょくぇ ょけぉさけょっすっかくぇ つっさ-
すぇ - くっこけょこさぇゃっくぇ しおさけきくけしす 
う ょけさう しすっしくうすっかくけしす, おけゅぇすけ 
しっ ゅけゃけさう いぇ ょけしすけえくしすゃぇすぇ う 
いぇしかせゅうすっ きせ. ¨とっ こけ-ぉかういなお 
きう しすぇくぇ, おけゅぇすけ うきぇた つっしすすぇ, 
せょけゃけかしすゃうっすけ う ょけゃっさうっすけ 
きせ, けとっ ゃ さなおけこうし, ょぇ しっ いぇ-
こけいくぇは し きっきけぇさくぇすぇ きせ おくうゅぇ 
„╅うゃけす ゃ すさう っこけたう”. ‶さうった 
すけいう あっしす おぇすけ ゅけかはきけ ょけゃっ-
さうっ おなき きっく. ] すぇいう くぇゅかぇしぇ 
う つせゃしすゃぇ こさけつっすけた おくうゅぇすぇ. 
¨とっ こなさゃうすっ え さっょけゃっ きっ せゃ-
かはおけたぇ うい しかけあくうすっ かぇぉうさうく-

すう くぇ っょうく ょけしすけえくけ ういあうゃはく 
こなす. ‶なす くぇ しきっか ぇくすうそぇてうしす う 
ぉけさっち いぇ しけちうぇかくぇ しこさぇゃっょかう-
ゃけしす. ‶なす くぇ ぇおすうゃっく しすさけうすっか 
くぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇ ╀なかゅぇさうは. 
╁こっつぇすかっく しなき, つっ ゃなこさっおう くっ-
しさっすぇすぇ う くうとっすぇすぇ, ょけ おけはすけ 
ぉっ ょけゃっょっく くぇさけょなす くう しかっょ 10 
くけっきゃさう 1989 ゅ. けす す. く. „ょっきけ-
おさぇすう”, ゃなこさっおう けいなぉっくけすけ う 
たうとくけ かうちっ くぇ すさうせきそうさぇとうは 
ょうゃ おぇこうすぇかういなき, ‶っくぬけ ╉うさぇ-
ちけゃ くっ こぇょくぇ ょせたけき う しなたさぇくう 
たぇさぇおすっさくうは しう けこすうきういなき いぇ 
こけ-ょけぉさけすけ ぉなょっとっ くぇ ╀なかゅぇ-
さうは. 〈ぇいう ゃはさぇ しっ ゃうあょぇ う ゃ 
ょせきうすっ きせ:

 „╁はさゃぇき ゃ たけさぇすぇ,
ゃ くぇさけょぇ う

ょけぉさけすけ ぉなょっとっ.”

¨とっ ゃ ╉ぇいぇくかなお いょさぇゃけ 
こさうはすっかしすゃけ しゃなさいゃぇ ‶っくぬけ 

╉うさぇちけゃ う くっゅけゃぇすぇ てうさけおけ 
しおさけっくぇ, けぉとうすっかくぇ, ゅけしすけ-
こさうっきくぇ う おけかけさうすくぇ しなこさせゅぇ 
ょけち. ]すけえくぇ ╀ぇくぇかうっゃぇ し こう-
しぇすっかは 』せょけきうさ. ╆ぇ ゅけかはきぇすぇ 
ゃいぇうきくけしす う せゃぇあっくうっ, おけうすけ 
しぇ ういこうすゃぇかう っょうく おなき ょさせゅ, 
ゅけゃけさう う そぇおすなす, つっ おけゅぇすけ 
』せょけきうさ こさっしおぇつぇか ょけ ]けそうは, 
くっけすきっくくけ ゅけしすせゃぇか う くぇ しっ-
きっえしすゃけ ╉うさぇちけゃう. 〈せお くぇきう-
さぇか けぉと っいうお, ょけぉさぇ さぇいょせきおぇ 
う うくすっかっおすせぇかっく けすょせてくうお.
╆ぇ ゅけかはきけすけ せゃぇあっくうっ, おけっすけ 

』せょけきうさ っ たさぇくっか おなき ]すけえくぇ 
う ‶っくぬけ, ゅけゃけさう う こけしかっょくけすけ 
きせ こうしきけ ょけ すはた. ╁っつっ すっあおけ 
ぉけかっく, すけえ うき こうてっ: „]おなこう 
きけう ]すけえくっ う ‶っくぬけ, おぇすけ うょぇ 
ゅけさっ, とっ おぇあぇ くぇ ]ゃっすう ‶っすさぇ 
ょぇ ゃう いぇこぇいう くぇえ-たせぉぇゃけすけ 
きはしすけ ゃ さぇは う しすけ ゅけょうくう ょぇ ゅけ 
こぇいう いぇ ゃぇし.” 〈けゃぇ っ くっゅけゃぇすぇ 
けちっくおぇ いぇ すはた. ╉けゅぇすけ 』せょけ-
きうさ いぇゃなさてゃぇ いっきくうは しう こなす, 
]すけえくぇ きせ こさぇゃう こけしきなさすくぇ 
きぇしおぇ, おけはすけ しっきっえしすゃけ ╉うさぇ-
ちけゃう こけょぇさはゃぇ くぇ おなとぇ-きせいっえ 
』せょけきうさ.
‶さう きくけゅけぉさけえくうすっ しう しさっとう 

し ‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ う ぉっしっょうすっ 
しう し くっゅけ しう いぇょぇゃぇた ゃなこさけ-
しぇ: „╉けう しぇ すっいう くさぇゃしすゃっくう 
ょけぉさけょっすっかう, けさうしぇかう あうすっえ-
しおぇすぇ きせ くぇすせさぇ し こぇすさうけすう-

いなき, しっぉっさぇいょぇゃぇくっ, ょけぉさけ-
すぇ おなき けおけかくうすっ, きけさぇかくぇ う 
こけかうすうつっしおぇ ういょなさあかうゃけしす?” 
〈っ, しこけさっょ きっく, しぇ いぇかけあっくう 
ゃ いょさぇゃうは きせ しっかしおう おけさっく, 
つっさこうか あうゃうすっかくう しけおけゃっ けす 
こけしかけゃうつくけすけ ぉなかゅぇさしおけ すさせ-
ょけかのぉうっ, かのぉけいくぇすっかくけしす う 
さけょけかのぉうっ くぇ こさっょちうすっ きせ. 
〈っいう ょけぉさけょっすっかう し くぇこけさうし-
すぇ のくけてっしおぇ きっつすぇすっかくけしす しぇ 
そけさきうさぇかう しすさっきっあぇ きせ おなき 
しぇきけせしなゃなさてっくしすゃぇくっ. 〈っ しぇ 
けこけさくぇすぇ きせ すけつおぇ, おけはすけ きせ 
ょぇゃぇ せこけゃぇくうっ う くぇょっあょぇ ゃ 
すさせょくうすっ ょくう くぇ こけかうすうつっしおう 
いぇすゃけさくうお, ゃはさぇすぇ きせ ゃ ょけぉさけ-
すけ ぉなょっとっ くぇ [けょうくぇすぇ. 
╅っしすけおぇすぇ ぉうすおぇ しさっとせ きけ-

くぇさたけ-そぇてういきぇ  ゅけ けそけさ-
きは おぇすけ しきっか ぉけさっち. ]かっょ 
ぇくすうそぇてうしすおぇすぇ こけぉっょぇ くぇ 
09.09.1944 ゅ.  おぇかっくうはす ゃ ぉうす-
おう ぉけさっち こけっきぇ こなすは くぇ ぇおすう-
ゃっく しすさけうすっか くぇ しけちうぇかうしすう-
つっしおぇ ╀なかゅぇさうは.
]かっょ しきなさすすぇ きせ しっきっえしすゃけ-

すけ きせ, けすつうすぇえおう くっゅけゃうすっ 
いぇしかせゅう いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
ょけきぇ-こぇきっすくうお くぇ しけちうぇかうし-
すうつっしおけすけ ょゃうあっくうっ くぇ ゃさなた 
„╀せいかせょあぇ”, 

さってぇゃぇ せさくぇすぇ し こさぇたぇ
きせ ょぇ ぉなょっ

さぇいこさなしくぇすぇ くぇょ
かっゅっくょぇさくうは ゃさなた. 

′はきぇ くうとけ くっけぉうつぇえくけ う くっ-
っしすっしすゃっくけ ゃ すけゃぇ さってっくうっ. 
『っかうはす きせ あうゃけす, こさっきうくぇか こけ 
ょさせきうとぇすぇ くぇ すさう しなょぉけゃくう 
いぇ [けょうくぇすぇ くう っこけたう, っ あう-
ゃけす-ぉけさぉぇ. ╅うゃけす, こけしゃっすっく 
くぇ うょっぇかうすっ いぇ しけちうぇかくぇ しこさぇ-
ゃっょかうゃけしす う ょけぉさせゃぇくっすけ くぇ 
くぇさけょぇ くう.
]かっょ おけくつうくぇすぇ きせ, おぇすけ 

っょうく けす けさゅぇくういぇすけさうすっ くぇ 
すけゃぇ おせかすけゃけ しゃっとっくけょっえしす-
ゃうっ, くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ いぇぉさぇゃは 
しっょきけくけっきゃさうえしおうは ょっく. ╃っ-
くはす くぇ ╁っかうおぇすぇ けおすけきゃさうえ-
しおぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇ さっゃけかの-
ちうは, いぇ うょっぇかうすっ くぇ おけはすけ すけえ 
ぉっい けしすぇすなお こけしゃっすう ちっかうは しう 
しないくぇすっかっく あうゃけす. ]ぇきけかっ-
すなす, おけえすけ こさっくぇしはてっ せさくぇすぇ 
し こさぇたぇ きせ くぇょ すけゃぇ けさかけゃけ 
きはしすけ, さぇいきぇたぇ おさうかっ う は さぇい-
こさなしくぇ くぇょ ╀せいかせょあぇくしおぇすぇ 
ゃうしうくぇ. ]すけはたきっ ゃ きうくせすぇ きなか-
つぇくうっ - けくっきっかう う ゃおぇきっくっくう. 
╁ すけいう きけきっくす つせゃしすゃぇた, つっ 
いぇっょくけ し ょせたぇ くぇ 》ぇょあうょうきう-
すさけゃうすっ つっすくうちう う いぇゅうくぇかうすっ 
こぇさすういぇくう けす ╂ぇぉさけゃしおけ-]っ-
ゃかうっゃしおうは けすさはょ くぇょ ぉうしすさうすっ 
╀せいかせょあぇくしおう ういゃけさう くぇ ぉなか-
ゅぇさしおうは こぇすさうけすういなき う しけちうぇ-
かうしすうつっしおう うょっぇかう とっ しっ うい-
ゃうしはゃぇ う くっゅけゃうはす くっしこけおけっく 
う くっせおさけすうき ょせた. 】っ くう ょぇゃぇ 
おせさぇあ う こけょおさっこぇ ょぇ さぇぉけすうき 
う しっ ぉけさうき いぇ ょけぉさけすけ ぉなょっとっ 
くぇ ╀なかゅぇさうは.

ǫǭǶǸǫǰ  ╆┿》┿[╇╄╁

‶っくぬけ  ╂っくけゃ ╉うさぇちけゃ っ ぉなかゅぇさしおう うくあっくっさ, こけかうすうお, しっ-
おさっすぇさ くぇ 『っくすさぇかくうは おけきうすっす くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ おけきせくうしすうつっ-
しおぇ こぇさすうは.
╆ぇゃなさてうか っ 〈ったくうつっしおけすけ せつうかうとっ ゃ ]けそうは. ]かっょ しさっょくけ-

すけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ こけしすなこゃぇ ゃ 【おけかぇすぇ いぇ いぇこぇしくう けそうちっさう 
- ゃないょせてくけ-せつっぉっく こけかお, ╉ぇいぇくかなお. ╁おかのつゃぇ しっ ゃ くっかっゅぇかくぇ 
ぇくすうそぇてうしすおぇ ゅさせこぇ, おけはすけ っ さぇいおさうすぇ. ┿さっしすせゃぇく う けしなょっく 
くぇ いぇすゃけさ.
]かっょ 9 しっこすっきゃさう 1944 ゅ. っ けしゃけぉけょっく う しすぇゃぇ おきっす くぇ さけょ-

くけすけ しう しっかけ ╂けさくけ ]かうゃけゃけ. ╆ぇゃなさてゃぇ ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ 
こけ きぇてうくくけ うくあっくっさしすゃけ . [ぇぉけすう ゃ いぇゃけょ “]さっょっち” – ]け-
そうは, おぇすけ すったくけかけゅ う おぇすけ ゅかぇゃっく うくあっくっさ くぇ ╆ぇゃけょ わ 10, 
╉ぇいぇくかなお.
╀うか っ こなさゃう いぇきっしすくうお-きうくうしすなさ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ. ╇い-

ゃなくさっょっく う こなかくけきけとっく こけしかぇくうお くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ╂っさきぇくしおぇ-
すぇ ょっきけおさぇすうつくぇ さっこせぉかうおぇ. ‶っくしうけくうさぇ しっ おぇすけ ょうさっおすけさ 
くぇ 『っくすさぇかくうは うくしすうすせす いぇ くぇせつくぇ う すったくうつっしおぇ うくそけさきぇ-
ちうは こさっい 1986 ゅ. ‶けつうくぇか くぇ 13 けおすけきゃさう 2006 ゅけょうくぇ.

‶けくはおけゅぇ っ ういせきうすっかくけ おけかおけ ぉっいこけとぇょくけ う けゅさぇぉゃぇとけ きけあっ ょぇ  っ ╁さっきっすけ. ╇  おけかおけ ょぇ せつう. ╇ おけかおけ くっけちっくうきぇ さぇぉけすぇ ゃなさてぇす ゃ けこぇきっ-
すはゃぇくっすけ きせ すっ - ╁っすっさぇくうすっ. ̈ くっいう, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ おけうすけ けしすぇゃはす あうゃう ╃うさうすっ くぇ ゃさっきっすけ, ういさけゃっくう し すさせょ, せしうかうは, かうてっくうは, あうすっえしおう 
こけゃさぇすう, けす ╃させゅうすっ, あうゃっかう こさっょう くぇし. 
′っ ゃはさゃぇき ゃ しかせつぇえくうすっ くっとぇ, ぇ ゃ すけゃぇ, つっ ゃしはおけ くっとけ しう うきぇ こさうつうくぇ. ╆ぇすけゃぇ う くはおぇお こさうゃうょくけ  しすさぇくくけ ゃ すけいう ぉさけえ くぇ ゃっしすくうおぇ しっ 

ゃこかうすぇす けすおさけゃっくうはすぇ くぇ っょうく ぉうゃて こさっきうっさ くぇ ╀なかゅぇさうは - けしこけさゃぇく, くけ ぉっいしこけさくけ ゅけかはき つけゃっお, おけえすけ  しこけょっかう こさう ゃういうすぇすぇ しう ゃ ╉ぇいぇく-
かなお ういぉけかはかけすけ, つっ „くぇ ╁さっきっすけ う 》けさぇすぇ  ょくっし うき すさはぉゃぇす  ょけぉさう こさうきっさう, ゅっさけう” う さぇいおぇいなす– しこけきっく くぇ っょうく ょさせゅ いぇしかせあぇゃぇと せゃぇあっくうっ 
う さっしこっおす ゅけかはき きっしすっく ぉなかゅぇさうく, いぇ ょさせゅ, せゃぇあぇゃぇく う けしすぇゃうか  ぉっかっあうきぇ ょうさは ゃなゃ ╁さっきっすけ つけゃっお.
》けさぇすぇ けす きけっすけ こけおけかっくうっ くっ  ゅけ こけいくぇゃぇす, きぇおぇさ うきっすけ きせ しきなすくけ ょぇ っ こさっきうくぇゃぇかけ おぇすけ さっきぇさお ゃ くはおけえ しすぇさ こぇさすうっく せつっぉくうお うかう  

こけょけつせすけ けす ぇさしっくぇかしおう くぇしすぇゃくうお ゃ こさけそっしうはすぇ.  [けょうすっかうすっ くう しなし しうゅせさくけしす うきぇす こけ-しゃっあう しこけきっくう, せしかせあかうゃけ けぉぇつっ いぇさうくぇすう けす 
こせしすけてすぇ くぇ  ゃさっきっすけ,  ゃ おけっすけ あうゃっっき. ′け すっいう, おけうすけ しぇ しかっょ くぇし, すなくぇす ゃ ょなかぉけおぇ おけきぇ う ぉっいこぇきっすくけしす, くっ こけ すはたくぇ ゃうくぇ, さぇいぉうさぇ しっ,  
いぇ たけさぇ おぇすけ ‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ. ╄ょうく けす ゅけかっきうすっ, ょけしすけえくう ぇさしっくぇかちう, こけしすうゅくぇかう きくけゅけ ゃ こさけそっしうけくぇかっく  こかぇく う けしすぇゃうかう きくけゅけ し ょうさはすぇ 
う すさせょぇ しう  ゃ きはしすけすけ, おけっすけ けぉうつぇす - ╉ぇいぇくかなお. ¨す こさういきぇすぇ くぇ うょっぇかうすっ くぇ しゃけっすけ ゃさっきっ, けしすぇゃうか ょうさは, けす おけはすけ ょくってくうすっ  しすさけうすっかう くぇ  
しなゃさっきっくくぇ ╀なかゅぇさうは きけゅぇす ょぇ しっ せつぇす. 
╄おうこなす くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ういおぇいゃぇ  しゃけはすぇ  けゅさけきくぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす う せゃぇあっくうっ おなき ╂っけさゅう ╆ぇたぇさうっゃ -  っょうく けす ゃっすっさぇくうすっ-ぇさしっくぇかちう,   

ょなかゅけゅけょうてっく こさっょしっょぇすっか くぇ こぇさすうえくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀╉‶-╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ぉうゃて くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか, いぇ ょけゃっさうっすけ う けちっくおぇすぇ ょぇ 
ういぉっさっ うきっくくけ すぇいう „〈さうぉせくぇ” いぇ  さぇいおぇいぇ – しこけきっく いぇ あうゃけすぇ う しなすゃけさっくけすけ, いぇ  こさうくけしぇ う ょうさはすぇ, けしすぇゃっくう けす  ‶けつっすくうは ゅさぇあょぇくうく くぇ 
╉ぇいぇくかなお いぇ 2005 ゅけょうくぇ ‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶さっきうっさなす けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ ¨╃] う っおしかうょっさ くぇ ╃]╀  – ╇ゃぇく ╉けしすけゃ, ぉっ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけ うくうちうぇすうゃぇ くぇ ¨ぉとけぉなかゅぇさしおう おけきうすっす „╂っくっさぇか 
╇ゃぇく ╁なかおけゃ“. ╉けしすけゃ ぉっ すせお いぇっょくけ し きうくうしすなさぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ くぇ くっゅけゃうは おぇぉうくっす - ╁っしっかうく ╋っすけょうっゃ. 〈っ せつぇしすゃぇたぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ ′ぇ
ちうけくぇかくぇすぇ しさっとぇ – しっきうくぇさ, こけしゃっすっくぇ くぇ 70- ゅけょうてくうくぇすぇ けす ′ぇさけょくうは しなょ ゃ ╀なかゅぇさうは, けさゅぇくういうさぇくぇ けす けぉとけぉなかゅぇさしおうは おけきうすっす. 
╃ゃぇきぇすぇ ぉはたぇ こけしさっとくぇすう けす かうょっさうすっ くぇ ╃]╀ う ]╃] ゃ ╉ぇいぇくかなお - ╇ゃぇく ╊ぇこつっゃ う ′うおけかぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ, ょけきぇおうくぇ けす おけきうすっすぇ ╈けさょぇく ╋ぇさう

くけゃ, おぇおすけ う けす っょうくしすゃっくうは おぇいぇくかなておう „しうく“ おきっす ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ, ょけしすけかっこっく おぇょなさ くぇ „┿さしっくぇか“ ゃ ゅけょうくうすっ こさっょう う しかっょ おきっすせゃぇくっすけ しう. 
‶け あっかぇくうっ くぇ けさゅぇくういぇすけさうすっ ゅけしすうすっ しっ しさっとくぇたぇ し おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う し こさっょしっょぇすっかは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 

′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ. ‶さっょ ╉けしすけゃ おきっすなす ]すけはくけゃぇ こさっょしすぇゃう ╉ぇいぇくかなお ゃ うおけくけきうつっしおう こかぇく, いぇこけいくぇ ゅけ う し こっさしこっおすうゃうすっ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ 
けぉとうくぇすぇ ゃ しそっさぇすぇ くぇ すせさういきぇ こさっょゃうょ けぉけしけぉはゃぇくっすけ くぇ ゅさぇょぇ こさっょう きっしっち おぇすけ ちっくすなさ くぇ っょうく けす 9-すっ すせさうしすうつっしおう さぇえけくぇ くぇ ╀なかゅぇさうは. 
╁ないきけあくけしすうすっ くぇ さっゅうけくぇ - ぉけゅぇす くぇ ぉぇかくっかけあおう さっしせさしう, う いぇっょくけ し すけゃぇ - しすけかうちぇ くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ う すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ, ぉはたぇ けしくけゃくう  
すっきう けす おさぇすおぇすぇ しさっとぇ くぇ ╉けしすけゃ う ╋っすけょうっゃ し おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお.
╁ ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく ╉けしすけゃ ょぇょっ うくすっさゃの っょうくしすゃっくけ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“. ‶さっょう すけゃぇ すけえ ょぇょっ いぇ きっょううすっ おさぇすなお ぉさうそうくゅ こさっょ ╁けっくくうは 

おかせぉ, おなょっすけ ¨ぉとけぉなかゅぇさしおうはす おけきうすっす “╂っく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ“  こさけゃっょっ しさっとぇすぇ  し おぇいぇくかなつぇくう こけ こけゃけょ 70-ゅけょうてくうくぇすぇ けす ′ぇさけょくうは しなょ.

¨〉╋╊〉╊『〉¨【╊ 』》╊を¨╅]〉《』【¨ 』╅ 【╇《『ぁ╊』[¨【╊ 

¨うあせ [そつてそう:

¨うあせ [そつてそう:

╂けしこけょうく ╉けしすけゃ, すっいう ょくう 
ういすっつっ うくそけさきぇちうは けす うい
おぇいゃぇくっすけ くぇ こさっいうょっくすぇ 
くぇ ]┿】, つっ しすさぇくぇすぇ ゃっつっ 
ういかういぇ けす おさういぇすぇ, せ くぇし 
おぇおゃけ しっ しかせつゃぇ? ╁ぇてうはす 
おさぇすなお おけきっくすぇさ けすくけしくけ 
しなしすけはくうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇ

すぇ うおけくけきうおぇ?
- ╀なかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ 

けとっ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃかっいっ ゃ 
こさけちっし くぇ しかぇぉけ う おけかっぉかうゃけ 
ゃないしすぇくけゃはくっ しかっょ ょなかゅけ こさけ
ょなかあうかぇすぇ ょっこさっしうは  しかっょ さっ

ちっしうはすぇ けす 2009-すぇ ゅけょうくぇ. ╉け
かっぉかうゃけ, くっしうゅせさくけ, いぇとけすけ:  
こなさゃけ, うくゃっしすうちうけくくうはす こさけ
ちっし っ きくけゅけ いぇぉぇゃっく, うくゃっしすう
ちううすっ しぇ きぇかおけ う  くっょけしすぇすなつ
くう; ゃすけさけ – いぇとけすけ こぇいぇさなす しっ 
しゃうゃぇ ゃしかっょしすゃうっ くぇ ょっそかぇ
ちうはすぇ う ょさせゅう こさうつうくう – おぇすけ 
しこぇょぇとうは ぉさけえ くぇ くぇしっかっくうっ
すけ ゃしかっょしすゃうっ くぇ せょぇさう ゃなさ
たせ ういくけしぇ, おけうすけ ょけえょけたぇ けす   
すさっすう しすさぇくう, ゃういうさぇき [せしうは 
う 〉おさぇえくぇ. 〈ぇおぇ つっ - しすさぇくぇすぇ 
っ ゃ こさけちっし くぇ すぇおけゃぇ おけかっぉかう
ゃけ ういかういぇくっ くぇょ くうゃぇすぇ う こぇ
さぇきっすさうすっ けす 2008-きぇ ゅけょうくぇ. 

╀っいさぇぉけすうちぇすぇ っ ゃうしけおぇ, ょけしすぇ 
ゃうしけおぇ, おさうすうつくぇ, くぇょ 10 %. 

╉ぇすけ  つけゃっお, おけえすけ しっ いぇくう
きぇゃぇ し くぇせつくう ういしかっょゃぇくうは, 
しこけさっょ ╁ぇし, おけう しぇ けしくけゃ
くうすっ, ょぇ おぇあっき, しぇきけ すさう 
こさうけさうすっすくう きっさおう, おけうすけ 

しこってくけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっょ
こうさっきぇす いぇ こさっきうくぇゃぇくっすけ 
おなき すさぇっく うおけくけきうつっしおう 
さぇしすっあ?
- ′っ っ こさけしす けすゅけゃけさなす くぇ 

すけいう ゃなこさけし, いぇとけすけ けぉっおすうゃくけ 

きくけゅけ けぉしすけはすっかしすゃぇ ょっえしすゃぇす 
しさっとせ. ‶さうきっさくけ, けぉっいちっくはゃぇ 
しっ おぇこうすぇかなす ゃ しすさぇくぇすぇ, くぇきぇ
かはゃぇ くぇしっかっくうっすけ う しっ ゃかけてぇ
ゃぇ くっゅけゃぇすぇ ゃないさぇしすけゃぇ しすさせお
すせさぇ, すけっしす, けつぇおゃぇ しっ さはいなお 
しこぇょ くぇ すさせょけしこけしけぉくうすっ かうちぇ. 
╃っきけゅさぇそしおぇすぇ おぇさすうくぇ せ くぇし 
っ きくけゅけ すっあおぇ. ╆ぇすけゃぇ かっしくう う 
くぇぉなさいけ おぇいぇくう さってっくうは くはきぇ. 

╁ すけいう しきうしなか, ゃうあょぇすっ かう 
ぇょっおゃぇすくう きっさおう  ゃ こなさゃうすっ 
しすなこおう くぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ 
すけゃぇ こさぇゃうすっかしすゃけ こけ けすくけ
てっくうっ くぇ ょっきけゅさぇそしおぇすぇ 

こけかうすうおぇ けす ゅかっょくぇ すけつおぇ 
くぇ こけょけぉさはゃぇくっすけ くぇ おぇ
つっしすゃけすけ くぇ さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ, 
おなょっすけ くっとぇすぇ しぇ おさうすうつくう 
う すけゃぇ ゃっつっ くっ っ すぇえくぇ いぇ 
くうおけゅけ?  
- ′っ, いぇしっゅぇ くはきぇ きっさおう, 

おけうすけ ょぇ しないょぇゃぇす  ょけぉなさ ぉぇ

かぇくし くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ う ょぇ 
こけょけぉさはゃぇす おぇつっしすゃけすけ くぇ つけ
ゃっておうは おぇこうすぇか. ‶なさゃけ, いぇ 
きかぇょうすっ たけさぇ くっ っ ちっくくけしす ょぇ 
こさうょけぉうゃぇす おゃぇかうそうおぇちうう, 
おけうすけ ういうしおゃぇす きくけゅけ せしうかうは, 

きくけゅけ うくゃっしすうさぇくっ くぇ ゃさっ
きっ - おぇすけ うくあっくっさくうすっ くぇせおう, 
きぇすっきぇすうおぇ, そういうおぇ, うくそけさ
きぇすうおぇ...〈っいう しこっちうぇかくけしすう, 
おけうすけ ゃしなとくけしす しぇ すゃけさつっしおう
すっ  う おけうすけ しないょぇゃぇす おさっぇすうゃくけ 
くけゃう こさけょせおすう, くけゃう ういょっかうは, 
しぇ こさぇおすうつっしおう いぇゅなさぉっくう う 
すけゃぇ しっ すけかっさうさぇ けす っょくぇ きくけ
ゅけ さぇいそけおせしうさぇくぇ こけかうすうおぇ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ せつうかうとぇすぇ. ‶さう
きっさくけ, いぇおさうゃぇす しっ こさけそっしうけ
くぇかくう せつうかうとぇ, こさけういゃっあょぇす 
しっ たけさぇ し っょくけ くっけすゅけゃぇさはとけ 
くぇ しさっょくうすっ っゃさけこっえしおう しすぇく
ょぇさすう くうゃけ くぇ  くぇ けぉさぇいけゃぇ

くけしす. ╃けさう こけ けすくけてっくうっ くぇ 
しけぉしすゃっくうは っいうお...

]こけきっくぇたすっ っゃさけこっえしおうすっ 
しすぇくょぇさすう. ╁ぇてっすけ こさぇゃう
すっかしすゃけ - くぇ ̈ ╃], ぉってっ すけゃぇ, 
おけっすけ こさっょこさうっ ゅっくっさぇかくう
すっ さっそけさきう う おけくおさっすくうすっ 

しすなこおう いぇ こさうしなっょうくはゃぇくっ
すけ くぇ ╀なかゅぇさうは おなき ╄ゃさけ
こっえしおうは しなのい ゃ けくけゃぇ ゃさっ
きっ ゃ っょくぇ こっさしこっおすうゃぇ けす 
15-20 ゅけょうくう. 〈けゃぇ, おけっすけ 
しっ しかせつゃぇ しっゅぇ せ くぇし, かう しう 

こさっょしすぇゃはたすっ? ╁うあょぇき くは
おぇおゃけ さぇいけつぇさけゃぇくうっ, しは
おぇて, っかっきっくす くぇ こっしうきういなき 
ゃなゃ ╁ぇてうすっ けちっくおう?
- 〈けゃぇ っ さっぇかういきなす. ‶さけしすけ 

くはきぇ しきうしなか ょぇ ゅけゃけさうき くっゃっさ
くう くっとぇ, けしけぉっくけ, ぇおけ ういしかっ
ょけゃぇすっかしおう しっ けすくぇしはきっ おなき 
すはた, おなょっすけ っ くっょけこせしすうきけ すけゃぇ 
こけかうすうつっしおけ しかぇゅぇくっ くぇ さけいけゃう 
けつうかぇ. ′っょけこせしすうきけ っ, いぇとけすけ 
そぇおすうすっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃうあょぇす 
すぇおうゃぇ, おぇおゃうすけ しぇ う こけ くうおぇ
おなゃ くぇつうく ょぇ くっ ぉなょぇす けつっさくは
くう, くうすけ こさっょしすぇゃはくう すぇおうゃぇ, 
おぇおゃうすけ くう しっ うしおぇす. ′っ ぉうゃぇ. 

¨す すぇいう ゅかっょくぇ すけつおぇ うしすうくぇすぇ 
いゃせつう しせさけゃけ. ╇ すなあくけ. ╀なかゅぇさ
しおけすけ けぉとっしすゃけ くっ っ しゃうおくぇかけ 
くぇ すけゃぇ. 〈け ゃ きけきっくすぇ っ きくけゅけ 
けすつせあょっくけ けす くぇせつくけすけ いょさぇゃけ
きうしかうっ. ╋くけゅけ けすつせあょっくけ... 〉 
くぇし うきぇ こさっょう ゃしうつおけ きうしかっくっ 
– こけあっかぇすっかくけ.

‶けょちっくはゃぇ かう すけゅぇゃぇ せこさぇ
ゃかっくうっすけ うおけくけきうつっしおぇすぇ 
くぇせおぇ おぇすけ そぇおすけさ, おけえすけ ぉう 
きけゅなか ょぇ こけきぇゅぇ いぇ ういかういぇ
くっ けす すぇいう すっあおぇ しうすせぇちうは? 
╉ぇおゃけ っ けすくけてっくうっすけ くぇ せこ
さぇゃかはゃぇとうすっ おなき うおけくけきう
つっしおうすっ ういしかっょゃぇくうは う くぇせ
おぇすぇ? 
- ′っ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ. ′っ きけあっき 

ょぇ おぇあっき, つっ くはきぇ ゃくうきぇくうっ 
おなき すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃうき. ′っ しきっ 
けす すっいう, おけうすけ しぇ いぇゅなさぉっくう, くけ 
くっ っ ゃなこさけしなす いぇ けすくけてっくうっ
すけ おなき くぇせおぇすぇ, いぇとけすけ すけゃぇ っ 
きくけゅけ ぇぉしすさぇおすくけ くっとけ. ╁なこさけ
しなす っ: ゃ おぇおゃぇ しすっこっく うくすっかう
ゅっくすくうすっ たけさぇ ゃ くぇせおぇすぇ うきぇす 
おせさぇあぇ ょぇ おぇあぇす ゅさせぉぇすぇ うしすう
くぇ くぇ こけかうすうちうすっ ゃ けつうすっ? ╆くぇ
っすっ かう, つっ きぇかちうくぇ ゅけ こさぇゃはす. 
┿い とっ ╁う ょぇき こさうきっさ. ╁うっ きっ 
こうすぇたすっ いぇ こけかうすうおぇすぇ こけ けすくけ
てっくうっ くぇ ょっきけゅさぇそうはすぇ. 〈ぇき 
うきぇ っょくぇ ょっきけゅさぇそしおぇ しすさぇ
すっゅうは, おけはすけ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ 
こさっこうしゃぇ けす きくけゅけ ゅけょうくう くぇ
しぇき, ぉせおゃぇかくけ し おけこう-こっえしす, う 
おけはすけ けすょぇゃくぇ くっ けすゅけゃぇさは くぇ 
っかっきっくすぇさくけすけ ういうしおゃぇくっ いぇ 
けそけさきはくっ くぇ しすさぇすっゅうつっしおう 
ういさはょっく ょけおせきっくす. ╁ しきうしなか, 
くはきぇ しっさうけいくう うくすっかうゅっくすくう 
せつっくう, おけうすけ ょぇ おぇあぇす: ゃうあすっ, 
ゃうっ しかけゃけぉかせょしすゃぇすっ, すけゃぇ くっ っ 
しすさぇすっゅうは. ╇ ょぇ うき おぇあぇす おぇおゃけ 
っ しすさぇすっゅうは, おぇおゃけ ゃおかのつゃぇ すは, 
おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ, おぇお しっ ぇくゅぇあう
さぇ う おぇお しっ しゃなさいゃぇ ゃ けしすぇくぇ
かうすっ せこさぇゃかっくしおう ゃないょっえしすゃうは 
う  すぇおぇ くぇすぇすなお... ╃け すぇき しきっ 
しすうゅくぇかう, つっ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ 
っ おさぇえくけ けすおなしくぇすぇ けす くぇせつくう
すっ しすぇくょぇさすう, すは きくけゅけ きぇかおけ 
こけいくぇゃぇ きけょっさくうすっ しすぇくょぇさすう, 
くっ ゅう っ くぇこさぇゃうかぇ しゃけう, くはきぇ 
おけえ ょぇ は くぇおぇさぇ う けすすぇき しっ さぇあ
ょぇ, こさうきっさくけ, こけしすぇくけゃおぇすぇ, つっ 
すぇおぇ うかう うくぇつっ ょっきけゅさぇそしおぇ 
おさういぇ うきぇ – ぇきう, くうっ とっ あう
ゃっっき し くっは. ╉けっすけ っ ぇぉしせさょくけ, 
いぇとけすけ けすゅけゃけさなす くぇ ょっきけゅさぇそ
しおぇすぇ おさういぇ, くぇこさうきっさ, ぇい しなき 
ゅけ おぇいゃぇか, くけ しっゅぇ とっ おぇあぇ こぇお 
う いぇ ╁ぇし,  っ - ぉなかゅぇさしおけすけ いょさぇ
ゃっけこぇいゃぇくっ ょぇ こけしすうゅくっ しさっょ
くうすっ こぇさぇきっすさう くぇ しきなさすくけしす, 
くぇ こさっあょっゃさっきっくくぇ しきなさすくけしす 
う くぇ ょっすしおぇ しきなさすくけしす, おぇおすけ 
しさっょくうすっ っゃさけこっえしおう しすさぇくう. 
╉ぇおすけ しさっょくうすっ, ぇ くっ おぇおすけ 
ゃうしけおけさぇいゃうすうすっ っゃさけこっえしおう 
しすさぇくう. ╇ すけゅぇゃぇ さっいせかすぇすなす 
とっ ぉなょっ くぇかうちっ: しこうさぇきっ ょぇ 
しっ しすけこはゃぇきっ おぇすけ くぇちうは. ┿ くうっ 
ょけさう う すけゃぇ くっ しきっ ぇょさっしうさぇかう 
おぇすけ こさけぉかっき. ╂けゃけさは いぇ くぇうし
すうくぇ すぇおけゃぇ しおなしゃぇくっ くぇ ゃさない
おぇすぇ きっあょせ くぇせおぇすぇ う せこさぇゃかっ
くうっすけ, しこけさっょ きっく, う こけ ゃうくぇ 
くぇ しぇきうすっ せつっくう. ′っ しぇきけ せこさぇ
ゃかっくうっすけ っ ゃうくけゃくけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

《╆ぅ╊』【╇《【《 〉¨ 〉っ〈╅ ¨』【¨〉』[¨ ╈╊『《¨ ¨ ′╅【《╇╅ ¨′《』【╅╇╅
′ぇさけょくうはす しなょ  けす こさっょう 70 

ゅけょうくう ういさはいぇ ういょなかぉけおけ おけ
さっくうすっ う ちっくくけしすうすっ くぇ ぉなか
ゅぇさしおけすけ けぉとっしすゃけ う しっゅぇ, ゃ 
21 ゃっお, すけゃぇ くう うょゃぇ おぇすけ おぇき
てうつっく せょぇさ. ′はきぇきっ くぇゅかぇ
しぇ おぇすけ けぉとっしすゃけ ょぇ ゅかっょぇきっ 
せあぇしぇ くぇ くぇくっしっくぇすぇ ょさぇきぇ う 
いぇすけゃぇ しっ ょっかうき. 
〈けゃぇ おぇいぇ うしすけさうおなす う ぉうゃて 

ゃうちっこさっきうっさ う きうくうしすなさ くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ けす おぇぉうくっすぇ 
╉けしすけゃ - ╁っしっかうく ╋っすけょうっゃ,  
こけ ゃさっきっ くぇ ょうしおせしうは ゃ ╉ぇ
いぇくかなお, こけしゃっすっくぇ くぇ 70-すぇすぇ 
ゅけょうてくうくぇ けす ′ぇさけょくうは しなょ ゃ 
╀なかゅぇさうは.
╋っすけょうっゃ, ぉうゃてうはす きうくうし

すなさ-こさっょしっょぇすっか ╇ゃぇく ╉けしすけゃ 
う うしすけさうおなす ╊なつっいぇさ ]すけは
くけゃ ぉはたぇ ゅけしすう くぇ くぇちうけくぇか
くぇ おさなゅかぇ きぇしぇ, こけしゃっすっくぇ くぇ 
ゅけょうてくうくぇすぇ. ¨さゅぇくういぇすけさ くぇ 
そけさせきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉっ ¨ぉとけ
ぉなかゅぇさしおうはす おけきうすっす „╂っくっさぇか 

╇ゃぇく ╁なかおけゃ” う きっしすくう しすさせお
すせさう くぇ こぇさすううすっ ╃っきけおさぇすう いぇ 
しうかくぇ ╀なかゅぇさうは う ]╃]. 
¨ぉとうはす ぉさけえ くぇ こさけういくっしっ

くうすっ こさっょう 70 ゅけょうくう けす ′ぇ
さけょくうは しなょ ゃ ╀なかゅぇさうは こさう
しなょう っ 2730, せぉうすうすっ しぇ くぇょ 8 
たうかはょう ょせてう.  
]こけさっょ ぉうゃてうは こさけしゃっすっく 

きうくうしすなさ, „こっさうけょなす けす 1923 
ょけ 1944 ゅけょうくぇ っ ょせこおぇ ゃ うしすけ
さうはすぇ, おけはすけ こけつすう くっ しっ いくぇっ 
けす ぉなかゅぇさしおうすっ せつっくうちう う くっ 
しっ こさっこけょぇゃぇ ゃ せつうかうとっ う いぇ 
おけはすけ しっゅぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ  ゃけょう 
すっあおぇ さぇぉけすぇ  いぇ こさけはしくはゃぇくっ 
くぇ すけゃぇ ゃさっきっ. ╇しすけさうはすぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは こさっい 20-すう ゃっお っ せつう
すっか くぇ ゃさっきっすけ くう ょくっし”, おぇいぇ 
けとっ うしすけさうおなす.  
╀うゃてうはす こさっきうっさ くぇ ╀なかゅぇ

さうは けす こっさうけょぇ 1997-2001-ゃぇ 
ゅけょうくぇ ╇ゃぇく ╉けしすけゃ いぇはゃう, つっ 
„ゃさっきっすけ くっ こけおぇいゃぇ ぉなさいけ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ  くぇ しこさぇゃっょ

かうゃけしすすぇ, ぇ けぉとっしすゃけすけ くう 
くはきぇ うしすうくしおう ゅっさけう, おけっすけ っ  
けしくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ すけ ょぇ ういけ
しすぇゃぇ”. ]こけさっょ ぉうゃてうは かうょっさ 
くぇ ╃]╀, „くっ きけあっ けぉとっしすゃけ 
ぉっい きなつっくうちう くぇ ゃはさぇすぇ う くぇ 
こけかうすうつっしおぇすぇ うょっは. ┿おけ けぉ
とっしすゃけすけ くっ いくぇっ おけう しぇ さぇい
かうおうすっ, くっ きけあっ ょぇ ゃなさゃう くぇ
こさっょ, いぇとけすけ くはきぇ くぇ おけゅけ ょぇ 
こけょさぇあぇゃぇ”, いぇはゃう すけえ. 
 ‶さっょ あせさくぇかうしすう ゃ ╉ぇいぇく

かなお ╇ゃぇく ╉けしすけゃ けこさっょっかう 
しかせつゃぇとけすけ しっ ゃ 〉おさぇえくぇ,  [せ
しうは う ╄] おぇすけ „すっあおぇ すっきぇ くぇ 
くぇちうけくぇかくぇすぇ くう しうゅせさくけしす 
う ょっしすぇぉうかういうさぇと そぇおすけさ いぇ 
╀なかゅぇさうは, おさうっと さうしお, おけえすけ 
くっ すさはぉゃぇ ょぇ  しっ こさっくっぉさっゅゃぇ”. 
╁かういぇくっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ っゃ

さけこっえしおぇすぇ こぇさうつくぇ しうしすっきぇ っ   
くぇかけあうすっかくけ, すなえ おぇすけ  ゃぇかせす
くうはす ぉけさょ くっ きけあっ ょぇ そせくお
ちうけくうさぇ ょなかゅけ, いぇはゃう すけえ う うい
さぇいう しなきくっくうっ, つっ っゃさけすけ とっ 

しすぇくっ こぇさうつくぇ っょうくうちぇ しおけさけ 
せ くぇし, いぇさぇょう くっゅぇすうゃくうは きけ
くうすけさうくゅ う ょけおかぇょうすっ  いぇ しすさぇ
くぇすぇ くう. „〈けゃぇ くっ っ こさけぉかっき 
しぇきけ くぇ そうくぇくしけゃうは  きうくうし
すなさ, くうすけ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ, ぇ 
くぇ ゃしうつおう”, おぇいぇ ╇ゃぇく ╉けしすけゃ.  
 ╀うゃてうはす こさっきうっさ こさけゅくけいう

さぇ, つっ いぇさぇょう  ょっそかぇちうけくくうすっ 
すっくょっくちうう ゃ ╄] しすさぇくぇすぇ くう 
きけあっ ょぇ ういこうすぇ いぇすさせょくっくうは 
こけ けすくけてっくうっ くぇ ういこなかくっくうっ
すけ くぇ ぉのょあっすぇ.  
╀うゃてうはす かうょっさ くぇ ╃]╀ けすおぇ

いぇ ょぇ おけきっくすうさぇ ぇすきけしそっさぇすぇ 
う こさけぉかっきうすっ し  う くぇ [っそけさきぇ
すけさしおうは ぉかけお し きけすうゃぇ, つっ しっ 
いぇくうきぇゃぇ し こさっこけょぇゃぇすっかしおぇ 
さぇぉけすぇ う っ ゃなく けす こけかうすうおぇすぇ. 
‶け-おなしくけ ╇ゃぇく ╉けしすけゃ う ╁っ

しっかうく ╋っすけょうっゃ しっ しさっとくぇたぇ 
こけ すはたくけ あっかぇくうっ う し おきっすぇ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけ
はくけゃぇ.
                      ╃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:

╄かつうく
╋せさすぇいぇ
』ぇせて

╂けょうくう:

〉つうかうとっ:

¨〉 “》さうしすけ ╀けすっゃ”

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅ
さぇって ゃ „┿さしっくぇか“?

¨す 3 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?

‶かっえきっえおなさ

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

》さうしすけ ]すけうつおけゃ,
『]╉┿

╉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

ごÑó ó çó¢

╉きっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ  けこさっょっかは ぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2015 ゅ. おぇすけ „ぉぇかぇくしうさぇく, ういこなかくうき, しなけぉさぇいっく し 
こさうけさうすっすうすっ くぇ こさうっすぇすぇ ‶さけゅさぇきぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ う ]すさぇすっゅうは いぇ さぇいゃうすうっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う さぇいさぇぉけすっく こさう てう-

さけおけすけ せつぇしすうっ くぇ しこっちうぇかうしすう, っおしこっさすう, ′‶¨ う ちはかぇすぇ けぉとっしすゃっくけしす くぇ けぉとうくぇすぇ, けしけぉっくけ ゃ つぇしすすぇ いぇ ╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ いぇ すぇいう ゅけょうくぇ“. ¨ぉしすけっく ぇくぇかうい くぇ けつぇおゃぇくうすっ こさうたけょう いぇ 2015 ゅ. う さぇいつっす くぇ さぇいたけょうすっ っ くぇこさぇゃうかぇ けぉとうく-
しおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは こさっょう ゃくぇしはくっ くぇ こさっょかけあっくうっすけ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ‶さうくちうこ くぇ ぉのょあっすぇ, いぇかけあっく けす ¨ぉとうくぇすぇ, 
っ こさけょなかあぇゃぇくっ こけかうすうおぇすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ ょぇ ぉなょっ ぉかういけ ょけ くせあょうすっ くぇ たけさぇすぇ. „╁ すけいう しきうしなか ぉのょあっすなす くぇ 4-すぇすぇ 
ゅけょうくぇ けす すけいう きぇくょぇす とっ しすうゅくっ くぇえ-ぉかういけ ょけ おぇいぇくかなつぇくう“, おぇいぇ おきっすなす ]すけはくけゃぇ こさう こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ きぇおさけさぇきおぇすぇ. 
‶けょけぉさはゃぇくっ くぇ こなすくぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ, くぇ けぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ, しけちうぇかくぇすぇ う いょさぇゃくぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ しぇ けしくけゃくうすっ 
ちっかう くぇ ぉのょあっすぇ, ういすなおくぇ おきっすなす. [っきけくす  う ぇしそぇかすうさぇくっ くぇ ょっしっすおう せかうちう, こさうかっあぇとう おなき すはた ぇかっう う きっあょせぉかけおけゃう 
こさけしすさぇくしすゃぇ ゃ あうかうとくうすっ おゃぇさすぇかう しぇ いぇかけあっくう ゃ ぉのょあっすぇ いぇっょくけ し  ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ いっかっくう こさけしすさぇくしすゃぇ う すさけすけぇさう.
‶さけょなかあぇゃぇ こけかうすうおぇすぇ くぇ こけしすっこっくくけ こなかくけ しぇくうさぇくっ くぇ ょっすしおうすっ いぇゃっょっくうは, とっ しっ ょけゃなさてゃぇ くけゃけすけ おさうかけ くぇ ╃けきぇ いぇ 

しすぇさう たけさぇ し ょっきっくちうは. ]すさけうすっかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ こさっょゃうあょぇ  くけゃぇ こさうしすさけえおぇ くぇ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは いぇ ′ぇちうけくぇかっく 
ちっくすなさ こけ こさうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおう くぇせおう, ちはかけしすっく さっきけくす, しぇくうさぇくっ う けぉけさせょゃぇくっ くぇ ╃っすしおぇすぇ きかっつくぇ おせたくは う こさっゃさな-
とぇくっすけ え ゃ おせたくは-きぇえおぇ. ̈ ぉとうくぇすぇ とっ きっしすう ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ“ ういゃなく つうすぇかうとっ „╇しおさぇ“, いぇょっかっくう しぇ こぇさう いぇ ょけゃなさてゃぇ-
くっ う けぉけさせょゃぇくっ くぇ くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ. ╇いゅけすゃは しっ ̈ ぉと せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇおなゃすけ すは くっ っ うきぇかぇ ょけしっゅぇ. ╁ 
しそっさぇすぇ くぇ っおけかけゅうはすぇ とっ ぉなょぇす ょけゃなさてっくう ょゃぇすぇ こさけっおすぇ – いぇ ゅさぇょしおぇすぇ こさっつうしすゃぇすっかくぇ しすぇくちうは, こさっすけゃぇさくぇすぇ しすぇくちうは 
いぇ けすこぇょなちう う こかけとぇょおぇすぇ いぇ すはたくけすけ おけきこけしすうさぇくっ. ╁ ぉのょあっすぇ いぇ 2015 ゅ. しぇ こさっょゃうょっくう しさっょしすゃぇ いぇ ょけゃなさてゃぇくっ くぇ ゃしうつ-
おう すっおせとう っゃさけこっえしおう こさけっおすう いぇ ぉかういけ 90 きかく. かゃ., いぇこけつくぇすう ゃ すけいう おきっすしおう きぇくょぇす. ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ さぇいさぇぉけすうかぇ 
35 こさけっおすぇ いぇ くけゃうは こさけゅさぇきっく こっさうけょ 2015 - 2020 ゅ. う うきぇ ゅけすけゃくけしす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ し すはた けとっ こさっい きぇえ すぇいう ゅけょうくぇ. 
]せきぇすぇ, おけはすけ ぉう きけゅかぇ ょぇ ぉなょっ せしゃけっくぇ, ぇおけ すっいう こさけっおすう ぉなょぇす けょけぉさっくう, っ  ぉかういけ 170 きかく. かゃ.

41 きかく.  299 たうか.  958 かゃ. っ きぇおさけさぇきおぇすぇ くぇ ぉのょあっすぇ くぇ  ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2015 ゅ., こさうっす くぇ こなさゃけ つっすっくっ けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ 29-すう はくせぇさう. ]さっょ-
しすゃぇすぇ, いぇかけあっくう ゃ こかぇくぇ, しぇ こけゃっつっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ¨しくけゃっく こさうくちうこ っ くっょけこせしおぇくっすけ くぇ こさっおけきっさくう そうくぇくしけゃう さうしおけゃっ, ういすなおゃぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ, 
しなしすぇゃうかぇ きぇおさけさぇきおぇすぇ. ╁ こけしかっょくうすっ 4 ゅけょうくう ぉのょあっすなす しっ っ ょゃうあうか しさっょくけ くぇ しせきぇすぇ けす 35 きかく. 699 たうか. かゃ. 301 かゃ., こけおぇいゃぇす しきっすおうすっ. 
2 きかく. 378 たうか. 699 かゃ. しぇ こさけしさけつっくうすっ いぇょなかあっくうは けす 2014-すぇ, おけうすけ とっ しっ さぇいこかぇすはす こさっい 2015-すぇ. ╁ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ とっ けしすぇくぇす いぇ こかぇとぇくっ けとっ 300 

たうか. かゃ. ¨ぉとうくぇすぇ うきぇ  ゃいっきぇくうは けす 529 たうか. 322 かゃ., けす おけうすけ さっぇかくけ けつぇおゃぇ ょぇ しなぉっさっ 120 たうか. かゃ.
23 きかく. 017 たうか.  324 かゃ. しぇ こぇさうすっ, おけうすけ とっ けしうゅせさう ょなさあぇゃくうはす ぉのょあっす こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, いぇ す. くぇさ. “ょっかっゅうさぇくう ょなさあぇゃくう ょっえくけしすう“, おぇおゃうすけ しぇ, くぇ-

こさうきっさ, いぇこかぇすうすっ くぇ せつうすっかうすっ. ‶けゃっつっ こぇさう ょなさあぇゃぇすぇ ょぇゃぇ いぇ せゃっかうつっくうっすけ くぇ きうくうきぇかくうすっ さぇぉけすくう いぇこかぇすう, いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, しけちうぇかくう 
ょっえくけしすう, いぇ いうきくけ こけょょなさあぇくっ, いぇ さっきけくす くぇ けぉとうくしおうすっ こなすうとぇ う おぇすけ ちはかけ - いぇ うくゃっしすうちうう. 6.01 こさけちっくすぇ こけゃっつっ しぇ ょなさあぇゃくうすっ こぇさう いぇ ╉ぇいぇくかなお しこさは-
きけ 2014-すぇ ゅけょうくぇ. ′ぇょ 567 たうか. かゃ. こけゃっつっ けすうゃぇす ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ う ゅさうあう – し くぇょ 221 たうかはょう かっゃぇ こけゃっつっ, ちっかっゃうすっ ょなさあぇゃくう 
しさっょしすゃぇ いぇ おぇこうすぇかくう ゃかけあっくうは しぇ し くぇょ 46 たうか. かゃ. くぇょ すっいう こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ] 40 こけゃっつっ しぇ きっしすぇすぇ ゃ しけちうぇかくうすっ いぇゃっょっくうは くぇ ╉ぇいぇくかなお, し 40 
こけゃっつっ しぇ ょっちぇすぇ ゃ ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう, し 54 こけゃっつっ – ゃ はしかうすっ, 39 せつっくうちう こけゃっつっ とっ こけかいゃぇす せつうかうとくうすっ いょさぇゃくう おぇぉうくっすう, そうくぇくしうさぇくう けす ¨ぉとうくぇすぇ. 331 
おぇいぇくかなつぇくう こけ-きぇかおけ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ こけおぇいゃぇ しこさぇゃおぇすぇ こけ こけしすけはくっく ぇょさっし. ╀のょあっすなす けすつうすぇ うおけくけきうう ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. 19-すっ おきっすしすゃぇ 
とっ こけかせつぇす いっ すっおせとう さぇいたけょう  270 たうかはょう かっゃぇ, こけゃっつっすけ けす すはた – いぇ いぇこかぇすう う けしうゅせさけゃおう. ′ぇえ-きくけゅけ けす すはた しぇ いぇ ╉さなく – 31 たうか. 247 かゃ., 26 たうか. 784 かゃ. ゃ 
╉けこさうくおぇ, 22 たうか. 417 かゃ. ゃ ╀せいけゃゅさぇょ  う 21 たうか.  230 かゃ. – ゃ ╄くうくぇ.   
¨ぉとうくしおうすっ こさうたけょう, こかぇくうさぇくう ょぇ こけしすなこはす けす きっしすくう ょぇくなちう う すぇおしう, ょぇくなお ゃなさたせ くっょゃうあうきうすっ うきけすう, ゅかけぉう, けぉとうくしおう すぇおしう う こさけつうっ  けぉとうくしおうすっ 

ょっえくけしすう, しぇ こかぇくうさぇくう くぇ 18 きかく. 282 たうか. 634 かゃ.  ¨す ょぇくなつくう こさうたけょう しっ けつぇおゃぇす 3 きかく. 765 たうか. かゃ., けす くっょぇくななつくう – 8 きかく. 083 たうか. かゃ., けぉとぇすぇ ういさぇゃ-
くうすっかくぇ ょなさあぇゃくぇ しせぉしうょうは いぇ きっしすくう ょっえくけしすう っ 3 きかく. 253 たうか. かゃ. ‶けゃっつっ けす ょゃぇ きうかうけくぇ う こけかけゃうくぇ かっゃぇ こさっょゃうあょぇ ¨ぉとうくぇすぇ おぇすけ こさうたけょう けす すぇおしぇすぇ 
いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう. ╋うかうけく う こけかけゃうくぇ かっゃぇ しっ つぇおぇす けす ょぇくなおぇ ゃなさたせ くっょゃうあうきうすっ うきけすう, こけつすう すけかおけゃぇ – けす ょぇくなお いぇ ╋‶], 35 たうかはょう – けす くぇっきう くぇ いっきは, 
くぇょ 450 たうかはょう – けす くぇっきう くぇ うきせとっしすゃけ, 58 たうかはょう かっゃぇ – けす かうたゃう, 150 たうかはょう かっゃぇ けす こぇすっくすっく ょぇくなお, けす ゅかけぉう, しぇくおちうう う くぇおぇいぇすっかくう かうたゃう – 300 たうかはょう 
かっゃぇ, けす くぇっきう けす すなさあうとぇ う こぇいぇさう – 315 たうかはょう かっゃぇ. ‶さうたけょうすっ けす こさけょぇあぉう しぇ こさけゅくけいうさぇくう くぇ 2 きかく. 621 たうか. かゃ., こさっょうきくけ – こさけょぇあぉう くぇ しゅさぇょう う 
いっきは.  
╋ぇおしうきぇかくうはす さぇいきっさ くぇ くけゃうすっ いぇょなかあっくうは こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす こけっすう, しっ せすゃなさあょぇゃぇ くぇ 1 きかく. 784 たうか. 965 かゃ. ′けゃうはす けぉとうくしおう ょなかゅ, 

こけっす こさっい ゅけょうくぇすぇ, くっ きけあっ ょぇ っ こけゃっつっ けす 4 きかく.  612 たうか. かゃ.
65 しぇ ゃすけさけしすっこっくくうすっ さぇいこけさっょうすっかう し ぉのょあっすくう しさっょしすゃぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ – せつうかうとぇ, ょっすしおう ゅさぇょうくう, おせさすせさくう うくしすうすせすう, いゃっくぇ, けぉとうくしおう こさっょこうさはすうは, 

しけちうぇかくう ょけきけゃっ. 428.5 とぇすぇ いぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう しぇ くぇ けぉとうくしおぇ ういょさなあおぇ, ぉっい すっいう ゃ せつうかうとぇ う ょっすしおう ゅさぇょうくう. 

¨しくけゃくぇ たぇさぇおすっさうしすうおぇ くぇ こさけっおすぇ いぇ ぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2015 ゅけょうくぇ っ てうさけおけすけ せつぇしすうっ くぇ しこっ-
ちうぇかうしすう, っおしこっさすう, くっこさぇゃうすっかしすゃっくう けさゅぇくういぇちうう, くぇ ちはかぇすぇ けぉとっしすゃっくけしす, おけはすけ しっ ゃおかのつう ゃ さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ きせ. 
]なとけすけ ゃぇあう う いぇ こさっょかけあっくぇすぇ ╇くゃっしすうちうけくくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ 2015 ゅけょうくぇ, おけはすけ っ しなしすぇゃっくぇ くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ せゃっかうつぇゃぇくっ 
くぇ ちっかっゃうすっ すさぇくしそっさう けす ょなさあぇゃぇすぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっ う けしくけゃっく さっきけくす くぇ けぉとうくしおぇすぇ こなすくぇ きさっあぇ  - し 5.18%, おぇおすけ う 
くぇ  ちっかっゃぇすぇ しせぉしうょうは けす ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす いぇ おぇこうすぇかけゃう さぇいたけょう  - し 10.95%. 】っ ぉなょっ しこぇいっくけ う こさぇゃうかけすけ いぇ うい-
こけかいゃぇくっ くぇ こさうたけょうすっ けす こさけょぇあぉう こけ さっょぇ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ けぉとうくしおぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, おけうすけ とっ しっ ういこけかいゃぇす っょうくしすゃっくけ 
いぇ うくゃっしすうちうけくくう さぇいたけょう, ゃ すけゃぇ つうしかけ – いぇ すっおせとう さっきけくすう う いぇ こけゅぇしはゃぇくっ くぇ こけかいゃぇくう いぇっきう いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ 
こさけっおすう. ╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ とっ ういこけかいゃぇ う ょさせゅう ういすけつくうちう くぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ こさっょゃうょっくうすっ ゃ くっは けぉっおすう, 
おけうすけ しかっょゃぇ ょぇ しっ さっぇかういうさぇす. 〈ぇおぇゃぇ っ ゃないきけあくけしすすぇ いぇ そうくぇくしうさぇくっ けす そけくょ 《╊┿╂ こさう ういこなかくっくうっ くぇ こさけっおすう けす っゃ-
さけこっえしおうすっ そけくょけゃっ. 』ぇしす けす けぉっおすうすっ, おけうすけ うくゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ しなょなさあぇ いぇ ういこなかくっくうっ こさっい 2015-すぇ ゅけょうくぇ, 
しぇ けぉっいこっつっくう そうくぇくしけゃけ けす さっぇかういうさぇくうすっ ゃ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ うおけくけきうう けす しさっょしすゃぇすぇ いぇ ょっかっゅうさぇくうすっ けす ょなさあぇゃぇすぇ 
ょっえくけしすう いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ しなとうすっ ょっえくけしすう, ゃおかのつうすっかくけ う いぇ うくゃっしすうちうけくくう さぇいたけょう. ‶さうきっさ いぇ すけゃぇ っ いぇかけあっくぇすぇ 
さったぇぉうかうすぇちうは くぇ こなすは ╉ぇいぇくかなお -  ╄くうくぇ し ゃっかけ ぇかっは くぇ しすけえくけしす 999 540 かゃ.
╁ こさけっおすぇ いぇ ぉのょあっす 2015 ゅ. しぇ こさっょゃうょっくう しさっょしすゃぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 6 きかく. 145 たうか. 799 かゃ. いぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ うくゃっし-

すうちうけくくう さぇいたけょう, おぇすけ さぇいこさっょっかっくうっすけ こけ ういすけつくうちう くぇ そうくぇくしうさぇくっ っ: けす ちっかっゃう しさっょしすゃぇ くぇ  ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす 
– 726 たうか. かゃ., ゃ すけゃぇ つうしかけ 259 たうか. 600 かゃ. いぇ さっきけくす くぇ けぉとうくしおう こなすうとぇ  けす つっすゃなさすけおかぇしくぇすぇ きさっあぇ. ¨しすぇくぇかぇすぇ 
つぇしす けす そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ けぉっおうすうすっ けす こさけゅさぇきぇすぇ しっ けしうゅせさはゃぇ けす しけぉしすゃっくう ぉのょあっすくう しさっょしすゃぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
ゃ さぇいきっさ くぇ 5 きかく. 419 たうか. 799 かゃ., ゃおか. 764 たうか. 483 かゃ. けす こさったけょくう けしすぇすなちう う しさっょしすゃぇ こけ ╄ょうくくうすっ さぇいたけょくう しすぇく-

ょぇさすう いぇ ょっかっゅうさぇくうすっ けす ょなさあぇゃぇすぇ ょっえくけしすう.
╇くあっくっさ 『ゃっすぇく 【うおけゃ っ つかっく くぇ  ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, こさっょしっょぇすっか くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけ-

さうはすぇ, うくそさぇしすさせおすせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくしこけさす ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. [なおけゃけょうすっか ′ぇこさぇゃかっくうっ ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃.

╀のょあっす 2015 くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお きけゅぇ ょぇ たぇさぇおすっさういうさぇき おぇすけ そうくぇくしけゃけ しすぇぉうかっく. ╉けっすけ けいくぇつぇゃぇ – さっぇかうしすうつくう さぇい-
たけょう こかのし はしくけ けこさっょっかっくう こさうけさうすっすう う おけくしっさゃぇすうゃくぇ こさけゅくけいぇ いぇ こさうたけょうすっ. 2015-すぇ っ こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ, ゃ おけはすけ けぉとうく-
しおうはす ぉのょあっす くぇょたゃなさかは こしうたけかけゅうつっしおぇすぇ さぇきおぇ けす 40 きうかうけくぇ かっゃぇ.   ┿おけ すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇゃうき しさぇゃくっくうっ, きぇおさけさぇきおぇすぇ 
くぇ ぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ けす ゃすけさうは きぇくょぇす くぇ こさっょうてくうは おきっす, ぉってっ 33 きかく. 400 たうか.かゃ. , こさっい 
こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ しっゅぇてくうは きぇくょぇす – 33 きかく. 648 たうか. かゃ., ぇ くけゃうはす ぉのょあっす いぇ 2015 ゅけょうくぇ っ 41 きかく. 299 たうか. 958 かゃ.
╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ っ つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう ╆ぇ ╉ぇいぇくかなお“, いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす う 

こさっょしっょぇすっか くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ ぉのょあっす う そうくぇくしう.
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]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう: ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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′ぇゅかぇしうすっ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ こさっょこけかぇゅぇす しっさうけいくう さぇいきっしすゃぇくうは くぇ こぇいぇさぇ くぇ 
すさせょぇ せ くぇし ゃ しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう, すなえ おぇすけ こっさしこっおすうゃくうすっ しこけさっょ すはた くぇこさぇゃかっ
くうは ゃ きけきっくすぇ くっ しぇ けす くぇえ-しこけかせつかうゃうすっ いぇ さっぇかういぇちうは. ‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
っょゃぇ 14% けす いぇゃなさてうかうすっ ぉうけすったくけかけゅうう, くぇこさうきっさ, しぇ しっ さっぇかういうさぇかう おぇすけ しこっ
ちうぇかうしすう こけ こさうさけょくう う すったくうつっしおう くぇせおう. 12.71 くぇ しすけ さぇぉけすはす おぇすけ こさけょぇゃぇつう. 
]さっょくうはす ょけたけょ くぇ いぇゃなさてうかうすっ っ 816 かゃ., ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ - 3.65%. ╄ょゃぇ 37.43 くぇ 
しすけ けす ぉうけすったくけかけいうすっ しぇ しう くぇきっさうかう さぇぉけすぇ, いぇ おけはすけ しっ ういうしおゃぇ ゃうしてっ けぉさぇいけ
ゃぇくうっ. ╃っかなす くぇ こさけょぇゃぇつうすっ しさっょ しすせょっくすうすっ こけ たさぇくうすっかくう すったくけかけゅうう っ きぇかおけ 
こけ-しおさけきっく - 9.68%. ‶けつすう っょくぇ こっすぇ けす しこっちうぇかうしすうすっ いぇ たさぇくうすっかくけ-ゃおせしけゃぇすぇ 
こさけきうてかっくけしす さぇぉけすはす おぇすけ こさうかけあくう しこっちうぇかうしすう, ぇ 8.74 くぇ しすけ - おぇすけ しこっちうぇかう
しすう. ]さっょくうはす けしうゅせさうすっかっく ょけたけょ くぇ しこっちうぇかうしすうすっ こけ たさぇくうすっかくう すったくけかけゅうう っ 
700 かゃ. - こけ-きぇかおけ けす しさっょくぇすぇ いぇこかぇすぇ いぇ しすさぇくぇすぇ.
] こけ-ょけぉさう いぇこかぇすう しぇ いぇゃなさてうかうすっ たうきうつくう すったくけかけゅうう - 915 かゃ. ╇ すけゃぇ こさけそっ

しうけくぇかくけ くぇこさぇゃかっくうっ けぉぇつっ いぇたさぇくゃぇ し さぇぉけすくぇ さなおぇ きけかけゃっすっ - けおけかけ 10% しっ さっ
ぇかういうさぇす おぇすけ こさけょぇゃぇつう. ‶け 10% けす ゃうしてうしすうすっ ゃ すけゃぇ こさけそっしうけくぇかくけ くぇこさぇゃかっ
くうっ さぇぉけすはす おぇすけ こさうかけあくう しこっちうぇかうしすう うかう しこっちうぇかうしすう. ] こけ-ょけぉさぇ さっぇかういぇちうは 
きけゅぇす ょぇ しっ こけたゃぇかはす こしうたけかけいうすっ. ╋ぇかおけ くぇょ 15% しぇ くぇ こけいうちうう いぇ しこっちうぇかうしすう 
こけ けぉとっしすゃっくう くぇせおう う おせかすせさぇ, こさっこけょぇゃぇすっかうすっ しぇ 13.48 くぇ しすけ. ]こけさっょ ょぇくくうすっ 
けす さっえすうくゅぇ こしうたけかけいうすっ ういけぉとけ くっ さぇぉけすはす おぇすけ こさけょぇゃぇつう. ]さっょくうはす うき ょけたけょ っ 
きぇかおけ くぇょ 819 かゃ.
╁っさけはすくけ ょなさあぇゃぇすぇ とっ すさはぉゃぇ ょぇ こさっょこさうっきっ きっさおう, いぇ ょぇ こけゃうてう うくすっさっしぇ くぇ 

しすせょっくすうすっ おなき すっいう こさけそっしうけくぇかくう くぇこさぇゃかっくうは う ょぇ ゅう くぇこさぇゃう こけ-ぇすさぇおすうゃくう 
いぇ ぉなょっとうすっ ゃうしてうしすう. ¨す こさけしゃっすくけすけ きうくうしすっさしすゃけ こさっょゃうあょぇす ちっかっゃう しすうこっく
ょうう いぇ しすせょっくすう ゃ こさうけさうすっすくう くぇこさぇゃかっくうは, おぇすけ しさっょしすゃぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ょけえょぇす けす 
けこっさぇすうゃくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ くぇせおぇ う けぉさぇいけゃぇくうっ. 〈っいう くぇこさぇゃかっくうは すっこなさゃぇ とっ しっ 
せすけつくはゃぇす う うきぇ てぇくし ゃ すはた ょぇ ぉなょぇす ゃおかのつっくう う すっいう, いぇ おけうすけ しっ けつぇおゃぇ すなさしっくっ 
けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ.
╆ぇ くせあょうすっ くぇ さっえすうくゅぇ っ くぇこさぇゃっくぇ う けぉさぇすくぇすぇ ぇくおっすぇ - おぇおなゃ こさけちっくす けす さぇぉけ

すけょぇすっかうすっ けつぇおゃぇす くぇきぇかはゃぇくっ くぇ くせあょぇすぇ けす おぇょさう ゃ しなけすゃっすくけすけ こさけそっしうけくぇかくけ 
くぇこさぇゃかっくうっ. ′ぇえ-しかぇぉけ, しこけさっょ きっくうょあなさうすっ, とっ っ すなさしっくっすけ くぇ っおしこっさすう こけ すっ
けさうは う せこさぇゃかっくうっ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ (17.48%) う うしすけさうは う ぇさたっけかけゅうは (15.57%). 
¨おけかけ 13 くぇ しすけ しぇ くぇ きくっくうっ, つっ ゃ ぉかういおうすっ ゅけょうくう くはきぇ ょぇ しっ すなさしはす せつうすっかう. 
‶けつすう しなとうはす っ ょっかなす くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ, おけうすけ けつぇおゃぇす, つっ とっ くぇきぇかっっ くせあょぇすぇ けす 
っくっさゅっすうちう. ′っ しっ けつぇおゃぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ くせあょぇすぇ けす おぇょさう ゃ けぉかぇしすうすっ きぇすっきぇすうおぇ, 
きぇすっさうぇかけいくぇくうっ, すせさういなき う ういけぉさぇいうすっかくけ ういおせしすゃけ. ╄ょゃぇ 1.78 くぇ しすけ けす ぇくおっすうさぇ
くうすっ きっくうょあなさう しきはすぇす, つっ とっ くぇきぇかっっ くせあょぇすぇ けす おぇょさう いぇ しけちうぇかくうすっ ょっえくけしすう.

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

...╋¨]¨ぅ╅【╅ 》『¨ 』╅〉¨『╅〉╊ 

′╅》《ぁ〉╅ 》]╅ぅ╅〉╊【《 〉╅ ╉╅〉ぇを¨ ′╅ 2015 ╈《╉¨〉╅

[っゅうしすさうさぇくうすっ しょさせあっくうは こけょぇゃぇす いぇはゃかっくうっ ょけ ¨ぉとうくぇすぇ う こさう けょけぉさっくうっ 
しおかのつゃぇす ょけゅけゃけさ し おきっすぇ くぇ しなけすゃっすくぇすぇ けぉとうくぇ. ] ょけゅけゃけさぇ しょさせあっくうっすけ こさっ
ょけしすぇゃは きぇくょぇす くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ょぇ ういゃなさてう けす くっゅけゃけ うきっ ょっえしすゃうは こけ けしう
ゅせさはゃぇくっ くぇ くっけぉたけょうきうは さっしせさし いぇ けぉくけゃはゃぇくっすけ くぇ しゅさぇょぇすぇ う けさゅぇくういうさぇくっ くぇ 
ゃしうつおう ょっえくけしすう こけ けぉくけゃはゃぇくっすけ.
  ╁ぇあっく きけきっくす こさっょう けょけぉさっくうっすけ くぇ しゅさぇょぇすぇ いぇ しぇくうさぇくっ っ すったくうつっしおけすけ え けぉ

しかっょゃぇくっ. ╁ こさけちっしぇ きせ っおしこっさすうすっ, ぇおけ しっ くぇかぇゅぇ, とっ  こさっょこうしゃぇす いぇょなかあうすっかくう 
こさっこけさなおう う こさっこけさなつうすっかくう きっさおう, おけうすけ あうゃっっとうすっ ゃ こぇくっかくぇすぇ しゅさぇょぇ すさはぉゃぇ  
ょぇ ういこなかくはゃぇす. ‶さう こけかけあっくうっ, つっ けす しけぉしすゃっくうちうすっ くっ しっ ういゃなさてぇす いぇょなかあうすっか
くうすっ こさっこけさなおう, とっ しっ こさっおさぇすはゃぇ  こさけちっょせさぇすぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ こさけちっしぇ いぇ ぉっいこかぇす
くけすけ しぇくうさぇくっ. 
 ′ぇ けぉとけ しなぉさぇくうっ ]ょさせあっくうっすけ すさはぉゃぇ ょぇ ゃいっきっ さってっくうっ  いぇ 100% しなゅかぇしうっ 

くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ ぇこぇさすぇきっくすう いぇ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ ょけしすなこ くぇ すったくうつっしおう っおうこ 
ゃ すはた こけ ゃさっきっ くぇ しぇきけすけ けぉくけゃはゃぇくっ う しぇくうさぇくっ. 〈さはぉゃぇ ょぇ ういぉっさっ う すったくうつっしおけ 
かうちっ,  おけっすけ ょぇ けしなとっしすゃはゃぇ おけくすさけかぇ こけ ゃさっきっ くぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ すったくうつっしおうすっ 
ょっえくけしすう. 
╉きっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ, ゃ ういこなかくっくうっ くぇ ょけゅけゃけさぇ いぇ きぇくょぇす, しおかのつゃぇ ょけゅけゃけさ いぇ 

ちっかっゃけ そうくぇくしうさぇくっ し ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぉぇくおぇ いぇ さぇいゃうすうっ う し けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか 
ゃ おぇつっしすゃけすけ きせ くぇ こさっょしすぇゃうすっか くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. ]ょさせあっくうはすぇ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ 
くはきぇす そうくぇくしけゃ ぇくゅぇあうきっくす. ‶ぇさうすっ いぇ ういこなかくうすっかうすっ とっ しっ こさっゃっあょぇす ちっかっゃけ, 
こけ ぉぇくおけゃ こなす. ╁ぇあくけ っ ょぇ しっ いくぇっ, つっ ぇおけ ゃ しゅさぇょうすっ うきぇ こかけとう, おけうすけ くっ しぇ あう
かうとくう, ぇ しっ ういこけかいゃぇす  いぇ さぇいかうつくう ょさせゅう しすけこぇくしおう, すなさゅけゃしおう, けそうし-ょっえくけしすう, すけ 
さぇいたけょうすっ いぇ すはたくけすけ しぇくうさぇくっ とっ しっ こけっきぇす けす しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ すっいう けぉっおすう. ‶さう 
こけかけあっくうっ, つっ ゃ ぉかけおぇ, けょけぉさっく いぇ そうくぇくしうさぇくっ, うきぇ っすぇあう うかう けすょっかくう ぇこぇさすぇ
きっくすう し くぇこさぇゃっくけ ゃっつっ ゃなくてくけ しぇくうさぇくっ う すけ っ ゃ ょけしすぇすなつくけ ょけぉさけ しなしすけはくうっ こけ 
こさっちっくおぇ くぇ っおしこっさすう, ぇおけ っ くっけぉたけょうきけ, とっ しっ しきっくは しぇきけ ちゃっすなす くぇ きぇいうかおぇすぇ, 
おけはすけ すさはぉゃぇ  ょぇ っ ゃ しうくたさけく し くけゃけこけしすぇゃっくぇすぇ.  
] ういこなかくっくうっすけ くぇ こさけゅさぇきぇすぇ とっ しっ こけしすうゅくっ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ さぇいたけょうすっ いぇ けすけ

こかっくうっ いぇ ょけきぇおうくしすゃぇすぇ. 『はかけしすくけすけ けぉくけゃはゃぇくっ くぇ しゅさぇょうすっ, ゃおかのつゃぇとけ くっ しぇきけ 
きっさおう いぇ っくっさゅうえくぇ っそっおすうゃくけしす, くけ う おけくしすさせおすうゃくけ せおさっこゃぇくっ, おなょっすけ っ くっけぉたけ
ょうきけ, とっ ょけゃっょっ ょけ せょなかあぇゃぇくっ あうゃけすぇ くぇ こぇくっかくうすっ ぉかけおけゃっ, こけゃっつっすけ けす おけうすけ 
しぇ くぇ 35-45 ゅけょうくう.  
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ ちっかうは こさけちっし っ こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ しぇえすぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 

ゃ しっおちうは ╄すぇあくぇ しけぉしすゃっくけしす: http://www.kazanlak.bg/cat-210.html,  すっきぇ: ′ぇちうけ
くぇかくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ っくっさゅうえくぇ っそっおすうゃくけしす くぇ きくけゅけそぇきうかくう あうかうとぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╆ぇこけつくぇ こかぇとぇくっすけ くぇ  きっしすくうすっ ょぇくなちう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. [ぇいきっさなす うき けしすぇゃぇ しなとうはす おぇすけ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.  ]さけおなす いぇ こけかいゃぇくっ くぇ 5% けすしすなこおぇ 
けす ゅけょうてくうすっ ょぇくなつくう いぇょなかあっくうは いぇ 2015 ゅ. いぇ ょぇくなお くっょゃうあうきう うきけすう, すぇおしぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう う ょぇくなお こさっゃけいくう しさっょしすゃぇ っ 30 ぇこさうか くぇ すっおせとぇすぇ 

ゅけょうくぇ.
╃ぇくなちうすっ きけゅぇす ょぇ しっ こかぇすはす う くぇ ょゃっ ゃくけしおう - こなさゃぇすぇ っ ょけ 30 のくう, ぇ  ゃすけさぇすぇ ゃくけしおぇ 31 けおすけきゃさう くぇ 2015 ゅ. ‶かぇとぇくうはすぇ きけゅぇす ょぇ しっ ういゃなさてぇす ゃ ぉさけえ 

くぇ おぇしうすっ くぇ ょうさっおちうは „╋っしすくう ょぇくなちう う すぇおしう“ くぇ ぇょさっし: ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. “┿か.╀ぇすっくぉっさゅ“ わ4, こぇさすっさっく っすぇあ, おぇしぇ わ 2 う おぇしぇ わ 3 けす 8,30 - 17,30 つ.
╁ しすぇは わ10 けす 8,30 - 12,30 つ. う けす 13,30 - 17,30 つ. しっ ういゃなさてゃぇす こかぇとぇくうは ゃ ぉさけえ う つさっい ‶¨]-せしすさけえしすゃけ. ╀っいおぇしけゃう こかぇとぇくうは きけゅぇす  ょぇ しっ ういゃなさてぇす 

う こけ ぉぇくおけゃ こなす つさっい こけとっくしおう いぇこうし うかう くぇ おぇしうすっ くぇ ╇いうこっえ う ╇こっえ  こけ ぉぇくおけゃうすっ しきっすおう くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.  
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

╇くそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ- せか. 
„うしおさぇ” -4
╃け 17-すう そっゃさせぇさう 
╇いかけあぉぇ „ ′っいぇかうつうきけ”- 〉くう

おぇかくう, くっこせぉかうおせゃぇくう う くっこけ
おぇいゃぇくう ょけしっゅぇ おぇょさう けす ぇさたうゃぇ 
くぇ ╀〈┿ とっ さぇいおさうはす こさっょ こせぉかう
おぇすぇ おぇおゃけ っ ゃなかくせゃぇかけ ╀なかゅぇさうは 
こさっい 19, 20, 21 ゃっお – ょけ ょくっし. 
╋うゅけゃっ けす しなぉうすうはすぇ, こさっい こけゅかっ
ょぇ くぇ あせさくぇかうしすうすっ けす くはおけかおけ 
っこけたう, しぇ いぇこっつぇすぇくう ゃ 45 すぇぉかぇ 
し ういけぉさぇあっくうは う すっおしすけゃっ. ¨す ¨し
ゃけぉけあょっくうっすけ う こなさゃぇすぇ ╉けくしすう
すせちうは, こさっい こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ 
╉くはあっしすゃけ う 『ぇさしすゃけ ╀なかゅぇさうは, 
ゃけえくうすっ, ゃなしすぇくうはすぇ, しなこさけすうゃぇ
すぇ, ′ぇさけょくぇすぇ さっこせぉかうおぇ, ょっきけ
おさぇすうつくうすっ こさけきっくう, つかっくしすゃけすけ 
ゃ ′┿〈¨ う ╄] ょけ しなぉうすうはすぇ ょくっし 
– „′っいぇかうつうきけ” しなぉうさぇ ゃしうつおけ う ゅけ こさっょしすぇゃは こけ せくうおぇかっく くぇつうく. 
╇いかけあぉぇすぇ とっ こけおぇあっ くっ しぇきけ しなぉうすうはすぇ, ぇ う おぇお しぇ ゃないこさうっきぇ
くう, し おぇおなゃ っいうお あせさくぇかうしすうすっ しぇ こうしぇかう いぇ すはた, おぇお きっょううすっ しぇ 
せかぇゃはかう こせかしぇ くぇ ょっくは う おけっ けす ょくっゃくうは さっょ っ ぉうかけ いくぇつうきけ いぇ 
けぉとっしすゃけすけ. ′ぇさっょ し ょせきう う しくうきおう けす おせかすせさくうすっ くう ゃなさたけゃっ, 
ょけしすうあっくうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは しこけさす, けぉとっしすゃっくうすっ おぇせいう, いくぇおけ
ゃうすっ こさけちっしう… 115 ゅけょうくう けす けぉとっしすゃっくうは, ょせたけゃくうは, きっょうえくうは 
あうゃけす くぇ ╀なかゅぇさうは けあうゃはゃぇす. ]すさせゃぇ しう ょぇ ぉなょぇす ゃうょっくう, ぇ けとっ 
こけゃっつっ - けしきうしかっくう. 
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〈《》╊╇ ╈かちえあせあ: 

╇ てそうあ か といかおかせあ かおせあ そて つうそかそいちあくせけてか „うかてかちあせさけ” せあ ぬかに 140 う くあうそお 4 せあ „╅ちつかせあし” う 〈ひえしけき - ╈かちえあせあ 〈そすねけしそうあ

╆ぇょ おぇすっゅけさうつくけすけ え 
せぉっあょっくうっ しっ おさうっ 

すゃなさょっ さっしこっおすうさぇと しすぇあ: 
28 ゅけょうくう. ╁さっきっ, ょけしすけえくけ 
いぇ きっょぇか. ‶さう すけゃぇ くぇ っょくけ 
う しなとけ きはしすけ - ゃしっ ゃ いぇゃけょ 
4. 〈ぇき, おなょっすけ いぇ こけゃっつっすけ 
たけさぇ „しっ ゅなさきう”. ╇ すけゃぇ „しっ 
ゅなさきう” つっしすけ こなすう っ  „けこ-
さぇゃょぇすっかくぇすぇ” うき こさうつうくぇ 
こさけしすけ ょぇ くっ さぇぉけすはす. 〈けゃぇ っ 
ょさせゅけすけ せぉっあょっくうっ  くぇ ╂っさ-
ゅぇくぇ,  すさせこぇかけ ょけゃけょう こさっい 
ゃしうつおうすっ え ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ 
しくぇさはょはゃぇくっすけ,  しけさすうさぇくっ-
すけ う おぇさすけくっくうすっ おぇこしせかう, 
おけうすけ こさぇゃう. 
╂っさゅぇくぇ, おけはすけ しっゅぇ っ こけ-

きけとくうお-ぉさうゅぇょうさ, っ けぉせつう-
かぇ ょっしっすおう くけゃう さぇぉけすくうちう. 
‶けきぇゅぇかぇ っ ゃ こなすう こけ すけかおけ-
ゃぇ くぇ こけ-ぉぇゃくう ゃ さぇぉけすぇすぇ, 
いぇ ょぇ しっ しこさぇゃはす しなし いぇょぇ-
つうすっ, う っ しすうゅくぇかぇ ょけ せぉっあ-
ょっくうっすけ, つっ ゃ しこっちうそうつくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ, ゃ おけっすけ ょうし-
ちうこかうくぇすぇ, こさっちういくけしすすぇ, 
しさなつくけしすすぇ, けすゅけゃけさくけしすすぇ, 
しぇきけおけくすさけかなす, ゃしっけすょぇえ-
くけしすすぇ, しこぇいゃぇくっすけ くぇ 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 
ゃくうきぇくうっすけ しぇ けす ういおかのつう-
すっかくぇ ゃぇあくけしす. 
′っ しっ いぇょなさあぇす  たけさぇ, おけう-

すけ ゅう きなさいう ょぇ さぇぉけすはす. 
′ぇ すぇおうゃぇ う さなちっすっ うき ょぇ 

ょなさあうて,  くうとけ くっ しっ こけかせ-
つぇゃぇ. 〈ぇおうゃぇ たけさぇ ゃうくぇゅう 
くぇきうさぇす けこさぇゃょぇくうは ょぇ くっ 
けしすぇくぇす う くうおけゅぇ くっ しぇ ょけ-
ゃけかくう けす すけゃぇ, おけっすけ こけかせ-
つぇゃぇす う おけっすけ しっ こさぇゃう いぇ 
すはた , すゃなさょけ けすしうつぇ ╂っさゅぇくぇ.

 〈は っ っょうく けす
くぇえ-ょなかゅけゅけょうてくうすっ

さぇぉけすくうちう ゃ ちったぇ. 

》ぇさっしゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう. ′っ-
いぇゃうしうきけ けす っあっょくっゃくうは  
さうしお, おけえすけ いぇ きくけいうくぇ っ 
ょけしすぇすなつくけ けこさぇゃょぇくうっ ょぇ 

くっ いぇこけつくぇす さぇぉけすぇ. ′っとけ 
こけゃっつっ: うきぇ しゃけは さっちっこすぇ, 
こさけゃっさっくぇ  ゃなゃ ゃさっきっすけ いぇ 
しこさぇゃはくっ し  すけゃぇ.
╁くうきぇくうっ, しすさけゅけ しこぇいゃぇくっ 

くぇ すったくけかけゅうつくぇすぇ ょうしちう-
こかうくぇ, くぇ うくしすさせおちううすっ う 
しなさちっ いぇ おけかっゅぇすぇ ょけ すっぉ. ╇ 

╅[《 ¨〈╅ ╋╊]╅〉¨╊ ぁ《╇╊[, ぅ╊ 』╊ 〉╅】ぁ¨ 
》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 
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╉けかっおすうゃなす くぇ ちった 130 こさう ╆ぇ-
ゃけょ 4 くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ - ゅさ. ╋なゅ-
かうあ  うしおさっくけ う し さぇょけしす つっしすうすう 
ゅけかはきけすけ う とぇしすかうゃけ しなぉうすうっ ゃ 
あうゃけすぇ くぇ せゃぇあぇゃぇくぇすぇ けす すはた 
╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ - こさっょしっょぇすっか 
くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 4. 
 ′ぇ 12-すう はくせぇさう  ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ ╋ぇさうは しっ さけょう 

ゃくせお し ゅっさけうつくけすけ う しかぇゃくけ うきっ 〈っさゃっか. ╆ぇ さぇょけしす 
くぇ ゃしうつおう ゃ しっきっえしすゃけすけ う くぇえ-ゃっつっ くぇ くっゅけゃぇすぇ 
くっせきけさくぇ, けぉうつぇくぇ う つぇさけゃくぇ ぉぇぉぇ.
╃ぇ っ あうゃ う いょさぇゃ, ょぇ さぇしすっ ゃ かのぉけゃ う ぉかぇゅけしす, いぇ 

ょぇ しすぇくっ ょけぉなさ つけゃっお. 
]うかう, ゃさっきっ う かのぉけゃ いぇ ぉかういおうすっ きせ! 

] せゃぇあっくうっ う さぇょけしす: 
 ╉けかっおすうゃなす くぇ ちった 130, ╆ぇゃけょ 4
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けつう. 
╁ ちったぇ しっ ゃかういぇ し せゃっさっ-

くけしす ゃ しっぉっ しう, こさけぉかっきうすっ  
けしすぇゃはて いぇょ ゃさぇすぇすぇ, っ そけさ-
きせかぇすぇ くぇ ぉっいけこぇしくうは すさせょ.
„〈さはぉゃぇ ょぇ しう しうゅせさっく ゃ 

しっぉっ しう, うくぇつっ - おぇおゃけすけ すう 
っ こうしぇくけ”, すうたけ けすしうつぇ „ゃっ-
すっさぇくおぇすぇ”  ╋¨‶╄╁, こさっあう-
ゃはかぇ う しこけょっかうかぇ ぉけかおぇすぇ う 
しおさなぉすぇ こけ おけかっゅう,  こけしすさぇ-
ょぇかう ゃ くはおけかおけ うくちうょっくすぇ 
くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ. 
╁ すぇおうゃぇ  すっあおう ょくう う きけ-

きっくすう  きくけゅけ こけきぇゅぇす くぇ-
つぇかくうちうすっ: ゅけゃけさはす し くぇし, 
けこうすゃぇきっ しっ ょぇ しう けぉはしくうき 
こさうつうくうすっ, ぇ すさせょくけすけ しこかけ-
すはゃぇ,  こさっけょけかはゃぇ しっ, おぇいゃぇ 
さけょっくぇすぇ ゃ すけこけかけゃゅさぇょ-
しおけすけ [ぇょけゃっち きなゅかうあぇくおぇ. 
〈けいう, おけえすけ くっ せしこっっ ょぇ  しっ 
こさっぉけさう し すさせょくうは きけきっくす, 

しう すさなゅゃぇ. ╃させゅうすっ けしすぇゃぇす. 

╇いぉさぇかぇ ちった 140 しかっょ
ぉさうゅぇょぇ, 

くぇ おけはすけ は ういこさぇとぇす こさっ-
ょう きくけゅけ ゅけょうくう. 》ぇさっしぇかぇ 
おけかっおすうゃぇ. ╀うかう しこかけすっくう, 

こけつすう おぇすけ さけょくうくう, いぇっょくけ 
さぇしかう ょっちぇすぇ うき. ╆ぇっょくけ しきっ 
う しっゅぇ - ゃ ょけぉさう う ゃ かけてう きけ-
きっくすう, おぇいゃぇ ╂っさゅぇくぇ いぇ おけ-
かっゅうすっ しう. ′っ ゅう ょっかう くぇ こけ う 
くぇえ. ╀かういおう しぇ. ′ぇきうさぇ けぉと 

っいうお し ゃしうつおう.
『ったけゃうはす しゅけゃけさ う おけきそけさす 

うきぇ うきっ: くぇつぇかくうおなす [ぇてけ 
╉けいぇさっゃ う くっゅけゃぇすぇ いぇきっしす-
くうつおぇ ‶っくおぇ ╀っかうゃぇくけゃぇ. 
╋ぇえおぇ 〈っさっいぇ, おぇいゃぇ し せし-
きうゃおぇ いぇ おけかっあおぇすぇ しう ╂っさ-
ゅぇくぇ. ′っくぇょあうゃはくぇすぇ ぇさしっ-
くぇかしおぇ っきけちうは ゃなさくぇかぇ こぇお 
ゃ いぇゃけょ 4 きうくぇかけすけ かはすけ くぇ-
つぇかくうおぇ, いぇゅなさぉゃぇえおう すゃなさ-
ょっ こさうきぇきかうゃぇ いぇこかぇすぇ う 
てっそしおけ きはしすけ ゃ ╊けき, ぇ ‶っく-
おぇ こさけしすけ くっ きけあっかぇ  うくぇ-
つっ: あうゃけすなす え ぉうか すせお. ╃けさう 
しかっょ こっくしうは. ╇きぇ かう こさけぉかっ-
きう, かうつくう う しかせあっぉくう, すっ しぇ 

くぇしさっとぇ.

╉ぇすけ おけくすさけかぇ ゃ
しけさすうさぇくっすけ くぇ

おぇこしせかうすっ 
 
くぇ ╂っさゅぇくぇ え しっ っ くぇかぇゅぇ-

かけ ょぇ こけきぇゅぇ くぇ こけ-ぉぇゃくう う 

くけゃう おけかっゅう. ¨す すけいう けこうす  
ぉなさいけ こさっちっくは おけえ とっ しすぇくっ 
う とっ けしすぇくっ くぇ けすゅけゃけさくぇ-
すぇ  さぇぉけすぇ, こさっい こさっょこぇいっく 
かうちっゃ とうす. ╇ ぉっい おけかっぉぇくうっ 
けすしうつぇ, つっ „ぇおけ うきぇ つけゃっお 

あっかぇくうっ, とっ しっ くぇせつう”. 
] すっいう ょせきう きっ こけしさっとぇ せし-

きうたくぇすぇ こさっょ しゅせてっくうは しう ゃ 
せのす ょけき ゃ ╋なゅかうあ ╂っさゅぇくぇ. 
〈せお っ しゃうかぇ ゅくっいょけ し ういこうすぇ-
すっかは くぇ こけかうゅけくぇ ゃ ╋なゅかうあ 
〈けてけ. ′ぇ さぇぉけすぇすぇ 〈けてけ うい-
こうすゃぇ ゃしっゃないきけあくう おぇこしせかう 
う しくぇさはょう, ぇ ゃ しゃけぉけょくけすけ 
しう ゃさっきっ しっ っ こけしゃっすうか くぇ 
たけぉうすけ しう - きぇえしすけさう ぉなつゃう 
ゃしはおぇおゃう: けす 10 ょけ 200- かう-
すさけゃう. ‶けすけきしすゃっく ぉなつゃぇさ. 
〈さっすけ こけおけかっくうっ. ╇ こけすけき-
しすゃっく ぇさしっくぇかっち, つうえすけ さけ-
ょうすっかう しなとけ しぇ ぉうかう ゃ いぇゃけょ 
4. ‶けおけえくうはす  きせ ぉぇとぇ ╇ゃぇく 
ぉうか ゃけょけこさけゃけょつうお, ぇ きぇえおぇ 
きせ - ╆かぇすおぇ - さぇぉけすくうつおぇ. 
 ¨すゃなょ けぉとうは こけさすぇか, おけえ-

すけ きうくぇゃぇす, ょゃぇきぇすぇ し 〈けてけ 
うきぇす  さぇいかうつくう  けさぉうすう おぇすけ 
うくすっさっしう. 〈けえ くっ ういかういぇ けす 
さぇぉけすうかくうちぇすぇ しう し つぇしけゃっ 
う ょくう, ぇ すは ょけ すなきくけ さっょう  
ょゃけさ う おうすおう う けすょぇゃぇ しなさ-
ちっ う ゅさうあう くぇ [けおう, ╋うおう, 
[けしおぇ う 〈けきう. 〈さう おせつっすぇ う 
っょうく ぉせいけゃゅさぇょしおう  こさっょぇく 
おけすぇさぇお. ╁さっきっすけ けすゃなょ すけゃぇ  
こけしゃっとぇゃぇ くぇ たけぉうすけ しう - ゅけ-
ぉかっくぇさしすゃけすけ. ╇きぇ ういぉさけょう-
さぇくう  25. 【うっ いぇ さぇいすせたぇ, いぇ 
ょっちぇすぇ, いぇ ょけきぇ う いぇ こけょぇさな-
ちう くぇ こさうはすっかう. ╇ けす ゃさっきっ 
くぇ ゃさっきっ たけょう いぇ さうぉぇ. 
′っ っ くせあくけ ょぇ は こうすぇて: 

かうつう, つっ 

けぉうつぇ せのすぇ う っ
ょけぉさぇ しすけこぇくおぇ. 

╃ゃぇきぇすぇ し 〈けてけ ゃっつっ ょっしっ-
すうかっすうっ さっょはす ょけき, ゃ おけえすけ 
こけしさっとぇす ょっちぇ う ゃくせつおぇ. ╆ぇ-
しっゅぇ しぇきけ っょくぇ, くけ こなお ゅけかは-
きぇ ぉぇぉうくぇ ゅけさょけしす - ╈けぇくおぇ. 
′ぇ ゅけょうくぇ う きっしっち. ╁ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ しぇ う ょゃっすっ ょっちぇ くぇ 
╂っさゅぇくぇ: 27-ゅけょうてくぇすぇ え 
ょなとっさは ╉さうしすうくぇ う 25-ゅけ-
ょうてくうはす ┿すぇくぇし. ╂けさょっっ しっ 
し すはた, いぇとけすけ しぇ すさせょけかのぉう-
ゃう, ゃしっけすょぇえくう う けぉうつかうゃう. 
╇ こけ あっくしおう こさういくぇゃぇ, つっ 
„くぇえ- ょけぉさうすっ  きう きけきっくすう 
しぇ, おぇすけ ゅう ゃうょは くぇ ゃさぇすぇすぇ”.  

╉けゅぇすけ こさっい 1986 ゅけょうくぇ 
うょゃぇ いぇ こなさゃう こなす ゃ ちった 160 
くぇ いぇゃけょぇ ゃ ╋なゅかうあ, „し たけょぇ-
すぇえしすゃけ くぇ さけょくうくぇ”, さぇょけゃ-
つぇくおぇすぇ ╂っさゅぇくぇ う いぇ きうゅ くっ 
こさっょこけかぇゅぇ, つっ すけゃぇ とっ は ぉっ-
かっあう いぇゃうくぇゅう. ′っ しう こさっょ-
しすぇゃは ょさせゅけ さぇぉけすくけ きはしすけ, 
けしゃっく すけゃぇ. 
╉けゅぇすけ ゃ すさせょくうすっ いぇ ゃしうつ-

おう ぇさしっくぇかちう ゅけょうくう, こさっい 
2000-すぇ, すは くぇこせしおぇ いぇゃけょぇ, 
いぇ ょぇ すなさしう ょさせゅけ こさっこうすぇ-
くうっ う こけゃっつっ こぇさう, うくすせう-
すうゃくけ せしっとぇ, つっ すぇいう さぇいょは-
かぇ くっ っ いぇ ょなかゅけ. ╁さなとぇ しっ 
しかっょ 11 きっしっちぇ し こけきけとすぇ 
くぇ くぇつぇかくうつおぇすぇ しう ╁うけかっすぇ 
]すぇくっゃぇ, おけはすけ は こさうぉうさぇ し  
ょせきうすっ: „╇きぇ さぇぉけすぇ, っかぇ. ”
╉ぇすけ おけすゃぇ しなき, てっゅせゃぇ しっ 

╂っさゅぇくぇ う しこけょっかは, つっ おなょっ-
すけ え ょぇ っ, くぇえ-ょけぉさっ しっ つせゃ-
しすゃぇ くぇ しゃけっすけ かっゅかけ, ゃ しゃけは-
すぇ おなとぇ. ¨こうすゃぇかぇ う さぇぉけすぇ 
くぇゃなく - ゃ けすこせしおうすっ, ゃ ╂なさ-
ちうは う ゃ ╇しこぇくうは, こさう しっしすさぇ 
しう. ′っ ぉうかけ しなとけすけ. ╉ぇきなおなす 
しう すっあう くぇ きはしすけすけ, せぉっょっくぇ 
っ すけこけかけゃゅさぇょつぇくおぇすぇ. 
╆ぇすけゃぇ う くっ しっ こかぇてう けす 

さぇぉけすぇすぇ. ¨すさぇしかぇ っ ゃ すの-
すのくっゃうすっ くうゃう くぇ さけょくうは 
しう おさぇえ. 〈けゃぇ, おけっすけ は さぇょ-
ゃぇ うしすうくしおう, しぇ ぉかういおうすっ え 
たけさぇ う すはたくけすけ いょさぇゃっ. ╃させゅけ 
くっ うしおぇ けす あうゃけすぇ. ′っ おさけう 
ょぇかっつくう こかぇくけゃっ. ╆ぇとけすけ っ 
しぇきけ くぇ 47.  ′け いくぇっ, つっ ょけ 
こっくしうは  ぉう うしおぇかぇ ょぇ っ つぇしす 
けす すけいう おけかっおすうゃ. 
╃けゃけかくぇ っ けす こけしかっょくう-

すっ あっしすけゃっ くぇ そうさきっくぇすぇ 
せこさぇゃぇ おなき さぇぉけすっとうすっ ゃ 
すったくうは いぇゃけょ: けしけぉっくけ しかっょ  
ょけぉぇゃおうすっ いぇ けすょぇかっつっくけしす 
う ゃぇせつっさうすっ. 〉しっとぇす しっ ょけ-
こなかくうすっかくうすっ こぇさう, おぇいゃぇ 
きぇてうくくぇすぇ けこっさぇすけさおぇ くぇ 
っおしこかけいうゃくう ゃっとっしすゃぇ. 〉ぉっ-
ょっくぇ っ, つっ つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 
いぇぉっかはいゃぇ あっしすけゃっすっ, おけうすけ 
こさぇゃはす いぇ くっゅけ. 
╉なき ちったぇ, ゃ おけえすけ さぇぉけすう, 

うきぇ こっさぇかくは, しせてうかくは, さぇ-
ぉけすくうお, おけえすけ しっ ゅさうあう いぇ 
ょさったうすっ うき, ぉうすけゃぇ しすぇは, たせ-
ぉぇゃぇ おせたくは. ╉ぇすけ おけかっおすうゃ, ゃ 
おけえすけ こけゃっつっすけ しぇ あっくう けぉぇ-
つっ, ぉう うき しっ うしおぇかけ う くけゃぇ 
けすけこかっくぇ ぉぇくは.
╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくぇ-ょゃっ  ゃ 

いぇゃけょぇ しっ こさけきっくうたぇ きくけゅけ 
くっとぇ う すけ おなき ょけぉさけ,  ょぇくけ 
しっ いぇこぇいう, しこけょっかは ╂っさゅぇくぇ. 
╆ぇさぇょう  けすょぇょっくけしすすぇ しう 

くぇ さぇぉけすぇすぇ う ょけぉさうすっ うき 
さっいせかすぇすう, すは う しなこさせゅなす  え 
しぇ こけつうゃぇかう ぉっいこかぇすくけ う 
くぇ しすぇくちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
ゃ ′っしっぉなさ. ′はおけかおけ こなすう. ╇ 
すけゃぇ ぉうかけ っょくぇ けす きぇかおけすけ 
ゃないきけあくけしすう, おけゅぇすけ きけゅぇす 
くぇうしすうくぇ ょぇ しう こけつうくぇす. ╆ぇ-
とけすけ う ょゃけさなす, う おなとぇすぇ うし-
おぇす ょぇ うき しっ こけしゃっすうて.
]なとけ おぇすけ くけゃぇすぇ さぇぉけすぇ. 

╁ぇあくけ っ ょぇ すう たぇさっしぇ う ょぇ 
けしすぇくって. ╇ ょぇ ょぇゃぇて ゃしうつ-
おけ けす しっぉっ しう, っ こさけゃっさっくけ-
すけ ゃ 28-すっ え ぇさしっくぇかしおう ゅけ-
ょうくう くっこけおかぇすうきけ あうすっえしおけ 
せぉっあょっくうっ くぇ ╂っさゅぇくぇ ╋けき-
つうかけゃぇ. 
〉ぉっあょっくうっ, おけっすけ っ う くっえ-

くうはす こさうはすっかしおう しなゃっす おなき 
ゃしうつおう くけゃう おけかっゅう, おけうすけ 
うょゃぇす ゃ ちったぇ. 
╃させゅけすけ っ しなょぉぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ぃ╇╊‶を╅『¨っ ｠╅『╊』╅ [╅′╅〉]ぇ[...
╇いこなかくはゃぇ しっ ゃ さぇきおうすっ くぇ 

╀なかゅぇさけ-てゃっえちぇさしおぇすぇ こさけ-
ゅさぇきぇ いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ う 
とっ しっ さっぇかういうさぇ しなゃきっしすくけ し  
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ う くぇせおぇすぇ, し こけょおさっこぇ-
すぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ すさせ-
ょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ う 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ うおけくけきう-
おぇすぇ ゃ こっさうけょぇ 2015-2019 ゅ.
‶さけっおすなす こさっょゃうあょぇ けす くけ-

ゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは ょぇ いぇこけつくっ けぉせつっくうっ こけ 
てゃっえちぇさしおうは きけょっか こけ ょゃっ 
こさけそっしうう ゃ すさう せつうかうとぇ, 
おぇすけ こさっい ゃしはおぇ しかっょゃぇとぇ ゅけ-
ょうくぇ しっ こさうぉぇゃはす けとっ 2 くけゃう 
こさけそっしうう う すさう ょさせゅう こさけそっ-
しうけくぇかくう ゅうきくぇいうう.  
╉ぇいぇくかなておぇすぇ ‶╂ „╇ゃぇく 

》ぇょあうっくけゃ” っ いぇうくすさうゅせゃぇかぇ 
っおしこっさすうすっ いぇさぇょう ょけぉさうすっ 
しう すさぇょうちうう ゃ きうくぇかけすけ う 
こけすっくちうぇかくうすっ ょけぉさう ゃない-
きけあくけしすう いぇ さっぇかういぇちうは くぇ 
くっえくうすっ ゃないこうすぇくうちう しっゅぇ ゃ 
ゅさぇょぇ. ′っ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ 
しさっょ きけすうゃうすっ いぇ こさっょこけつう-
すぇくうはすぇ っ そぇおすなす, つっ ╉ぇいぇく-
かなお っ きはしすけ, おなょっすけ きっしすくぇすぇ 

¨す 23-すう そっゃさせぇさう ょけ 9-すう きぇさす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”  とっ しっ ういゃなさてゃぇ ぉっい-
こかぇすくけ ういきっさゃぇくっ くぇ さうしおぇ けす ょうぇぉっす すうこ 2. 

〈けゃぇ とっ しすぇゃぇ つさっい すっしす, けこさっょっかはと しすっこっくすぇ くぇ さうしお いぇ たけさぇすぇ し くっょうぇゅくけしすうちうさぇく 
ょうぇぉっす う つさっい くぇこなかくけ ぉっいこかぇすくけ ういしかっょゃぇくっ くぇ ゅかうおうさぇく たっきけゅかけぉうく いぇ たけさぇすぇ し ゃっつっ 
せしすぇくけゃっく ょうぇぉっす すうこ 2.
 ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ すぇいう こさけそうかぇおすうつくぇ う きくけゅけ こけかっいくぇ うくうちうぇすうゃぇ っ くぇ 《っょっさぇちうは 

„╋っすぇか-╄かっおすさけ” おなき ╉′]╀, いぇっょくけ し ┿しけちうぇちうは „╃うぇぉっす すうこ 2” う ′ぇちうけくぇかくぇすぇ こぇちうっくす-
しおぇ けさゅぇくういぇちうは. 
 ╁しうつおう さぇぉけすっとう ゃ  „┿さしっくぇか” きけゅぇす ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす ぇおちうはすぇ.
 ╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは きけあっすっ ょぇ しっ けぉさなとぇすっ おなき ょ-さ ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ ゃ ╋っょうちうくしおう 

ちっくすなさ „┿さしっくぇか”.

╆ぇとけ っ くせあくけ ょぇ しっ くぇこさぇゃう すけゃぇ? 
‶け ょぇくくう くぇ ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ ょうぇぉっすくぇ そっょっさぇちうは ぉさけはす くぇ ょうぇぉっすうちうすっ ゃ しゃっすけゃっく 

きぇとぇぉ っ ょけしすうゅくぇか ぉかういけ 400 きうかうけくぇ, おけっすけ しこけさっょ きくけいうくぇ かっおぇさう っ くっ こさけしすけ さっおけさょ-
くけ ゃうしけお ぉさけえ, くけ う きくけゅけ すさっゃけあくぇ しすぇすうしすうおぇ. 》けさぇすぇ つっしすけ こさっくっぉさっゅゃぇす こさけぉかっきぇ, ぇ 
すけゃぇ っ しゃなさいぇくけ し ゅけかはき さうしお. ╇いおかのつうすっかくけ ゃぇあくけ っ ゃしっおう つけゃっお さっょけゃくけ ょぇ しっ ういしかっょ-
ゃぇ, いぇ ょぇ せしすぇくけゃう いぇこかぇたぇすぇ くぇゃさっきっ, おけゅぇすけ かっつっくうっすけ っ かっしくけ う さっいせかすぇすくけ. 
 
╆ぇとけ っ ゃぇあくけ ょぇ しう くぇこさぇゃうすっ すっしす?
╃うぇぉっすなす っ っょくけ けす くぇえ-おけゃぇさくうすっ いぇぉけかはゃぇくうは ゃ しゃっすぇ. ‶けゃうてっくうすっ くうゃぇ くぇ おさなゃくぇ 

いぇたぇさ ゃけょはす ょけ せゃさっあょぇくうは う せしかけあくっくうは くぇ しなさょっつくけしなょけゃぇすぇ, くっさゃくぇすぇ, いさうすっかくぇすぇ 
しうしすっきぇ う さぇくけ うかう おなしくけ – ょけ せゃさっあょぇくっ くぇ 
ちっかうは けさゅぇくういなき. ‶けしかっょしすゃうはすぇ けす いぇぉけかは-
ゃぇくっすけ しぇ すさぇえくう, くけ さぇくくぇすぇ ょうぇゅくけしすうおぇ う 
ょけぉさうはす おけくすさけか くぇ おさなゃくぇすぇ いぇたぇさ きけゅぇす ょぇ 
ゅう こさっょけすゃさぇすはす. 

╆ぇとけ っ ゃぇあくけ ょぇ ういきっさゃぇすっ ゅかうおうさぇ-
くうは しう たっきけゅかけぉうく, ぇおけ しすっ ょうぇぉっすうお?
‶けょょなさあぇくっすけ くぇ くけさきぇかくう くうゃぇ くぇ おさなゃ-

くぇすぇ いぇたぇさ うきぇ おかのつけゃけ いくぇつっくうっ いぇ いぇぉぇ-
ゃはくっ くぇ こさけゅさっしうはすぇ くぇ ぉけかっしすすぇ う いぇ くぇきぇ-
かはゃぇくっ くぇ せしかけあくっくうはすぇ くぇ いぇたぇさっく ょうぇぉっす 
すうこ 2. ¨しゃっく きけきっくすくけ ういきっさゃぇくうすっ くうゃぇ 
くぇ おさなゃくぇすぇ いぇたぇさ, こけおぇいぇすっか いぇ ょなかゅけすさぇえ-
くうは おけくすさけか くぇ ぉけかっしすすぇ っ ゅかうおうさぇくうはす たっ-
きけゅかけぉうく (HbA1c), おけえすけ しっ こさっこけさなつゃぇ ょぇ 
しっ ういきっさゃぇ 4 こなすう ゅけょうてくけ いぇ きぇおしうきぇかくけ 
っそっおすうゃっく おけくすさけか くぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ. ╂かうおう-

さぇくうはす たっきけゅかけぉうく っ こけおぇいぇすっか いぇ すけゃぇ おけかおけ ょけぉなさ っ ぉうか おけくすさけかなす くぇ おさなゃくけいぇたぇさくけすけ 
くうゃけ ゃなゃ ゃさっきっすけ う ょぇゃぇ こさっょしすぇゃぇ いぇ しさっょくけすけ くうゃけ くぇ おさなゃくぇすぇ いぇたぇさ 4 きっしっちぇ くぇいぇょ.
『っかすぇ くぇ ょけぉさうは ゅかうおっきうつっく おけくすさけか っ こけょょなさあぇくっ くぇ くうゃけすけ くぇ すけいう こけおぇいぇすっか こけょ 

6.5 – 7.0%. ¨おけかけ 60% けす ょうぇぉっすうちうすっ, いぇ しなあぇかっくうっ, くっ せしこはゃぇす ょぇ ょけしすうゅくぇす すっいう 
こさうっきかうゃう しすけえくけしすう くぇ おさなゃくぇすぇ いぇたぇさ, おけっすけ ゅう ういかぇゅぇ くぇ さうしお けす さぇいゃうすうっ くぇ さっょうちぇ 
しっさうけいくう せしかけあくっくうは.

                           ╉′]╀ こさう „┿さしっくぇか” ┿╃

うくょせしすさうは ういこうすゃぇ しっさうけ-
いっく ょっそうちうす けす こけょゅけすゃっくう 
おぇょさう いぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, 
こさう すけゃぇ しなし しさっょくけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ. 
╉ぇすけ こなさゃぇ しすなこおぇ ゃ こさけ-

ちっしぇ くぇ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ 
せつっぉくうすっ こさけゅさぇきう しっ こさっょ-
ゃうあょぇ てゃっえちぇさしおうすっ っおし-
こっさすう ょぇ こさけゃっょぇす しさっとう し 
さぇぉけすっとう ゃ しなけすゃっすくうは けす-
さぇしなか しこっちうぇかうしすう. ╄おうこなす 
こけ こさけっおすぇ さぇいつうすぇ きくけゅけ 
くぇ こけょおさっこぇすぇ くぇ ぉういくっしぇ 
いぇ さっぇかういうさぇくっ くぇ てゃっえ-
ちぇさしおうは きけょっか.
╁ ╉ぇいぇくかなお しぇ さっゅうしすさう-

さぇくう 3300 こさっょこさうはすうは う 
そうさきう, おけうすけ しぇ さぇぉけすっとう. 
70% けす すはた しぇ ゃ しそっさぇすぇ くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ, っ いぇはゃう-
かぇ くぇ  しさっとぇすぇ おきっすなす くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ.  
╇きっくくけ いぇさぇょう すけいう はしくけ 

ういさぇいっく ょっそうちうす くぇ おぇょさう 
しなし しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
し おけきこっすっくちうう う せきっくうは ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっ-
くっすけ  う くせあょうすっ ゃ くぇえ-ぉかうい-

╃け 12-すう そっゃさせぇさう ゃ しけそうえしおぇすぇ ぉけか-
くうちぇ „〈けおせょぇ” しっ ういゃなさてゃぇす ぉっいこかぇす-

くう けくおけかけゅうつくう こさっゅかっょう. ╉けくしせかすぇちううすっ 
しぇ こけしゃっすっくう くぇ ]ゃっすけゃくうは ょっく くぇ ぉけさぉぇすぇ 
し さぇおぇ – 4-すう そっゃさせぇさう. ╆ぇこうしゃぇくっすけ とっ しっ 
ういゃなさてゃぇ くぇ すっか. 02/403 4000.
]こっちうぇかうしすう こけ せさけかけゅうは, たっきぇすけかけゅうは, 

たうさせさゅうは くぇ ゅなさょぇ, おけさっきくぇ たうさせさゅうは, くっゃ-
さけたうさせさゅうは, ゅさなょくぇ たうさせさゅうは, きっょうちうくしおぇ 
けくおけかけゅうは う ょっさきぇすけかけゅうは とっ こさっゅかっあょぇす 
こぇちうっくすう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ しなし しなきくっくうは 
うかう し ょけおぇいぇくう いかけおぇつっしすゃっくう いぇぉけかはゃぇ-
くうは. ‶ぇちうっくすうすっ し せしすぇくけゃっくう いぇぉけかはゃぇ-

おけ ぉなょっとっ, こさっょう ゅけょうくぇ こけ 
うょっは かうつくけ くぇ ういこなかくうすっか-
くうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ゃ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” ぉっ しすぇさ-
すうさぇくぇ こさけちっょせさぇ, ぇ けす すぇいう 
せつっぉくぇ ゅけょうくぇ う さっぇかくけ 
けぉせつっくうっ こけ しこっちうぇかくけしす-
すぇ „╋ったぇすさけくうおぇ”. ‶けょけぉくぇ 
しこっちうぇかくけしす,  くけ し こさけそっ-
しうけくぇかくぇ  けさうっくすぇちうは おなき 
ぇゃすけきけぉうかくぇすぇ うくょせしすさうは, 
うきぇ う ゃ ‶╂ こけ すさぇくしこけさす う 
すさぇくしこけさすっく きっくうょあきなくす. 
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ 

くぇ しさっとぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ 〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしうすっす 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ おきっすなす くぇ 
╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ-
ゃぇ けぉしなあょぇ う ゃないきけあくけしすすぇ 
いぇ けすおさうゃぇくっ くぇ そうかうぇか くぇ 
せくうゃっさしうすっすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ 
おけえすけ ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす ゃうしてう 
おぇょさう し きぇてうくけしすさけうすっかくう  
しこっちうぇかくけしすう う すぇおうゃぇ, ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ っすっさうつくけ-きぇしかっ-
くうすっ おせかすせさう. 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

くうは すさはぉゃぇ ょぇ くけしはす ちはかぇすぇ しう きっょうちうくしおぇ 
ょけおせきっくすぇちうは. 】っ ぉなょぇす ういゃなさてゃぇくう う 
おけくしせかすぇちうう こけ ょけおせきっくすう けす おけけさょうくぇすけさ 
くぇ ╋くけゅけこさけそうかくうは けくおけかけゅうつっく ちっくすなさ.
《けおせしなす っ ゃなさたせ こさっゃっくちうはすぇ う さぇくくぇすぇ 

ょうぇゅくけしすうおぇ くぇ さぇおぇ くぇ こさけしすぇすぇすぇ, くぇ けく-
おけたっきぇすけかけゅうつくうすっ いぇぉけかはゃぇくうは, くぇ さぇお くぇ 
きかっつくぇすぇ あかっいぇ, くぇ つっさくうは ょさけぉ, くぇ こぇく-
おさっぇしぇ, くぇ ょっぉっかけすけ つっさゃけ, くぇ ぉっかうは ょさけぉ, 
くぇ おけあぇすぇ (きぇかうゅくっく きっかぇくけき う ぉぇいけちっかせ-
かぇさっく おぇさちうくけき), おぇおすけ う ょうぇゅくけしすうおぇ くぇ 
すせきけさう ゃ きけいなおぇ う ゃ ゅさなぉくぇつくうは しすなかぉ.

                             „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
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〈《》╊╇ ╈かちえあせあ: 

╇ てそうあ か といかおかせあ かおせあ そて つうそかそいちあくせけてか „うかてかちあせさけ” せあ ぬかに 140 う くあうそお 4 せあ „╅ちつかせあし” う 〈ひえしけき - ╈かちえあせあ 〈そすねけしそうあ

╆ぇょ おぇすっゅけさうつくけすけ え 
せぉっあょっくうっ しっ おさうっ 

すゃなさょっ さっしこっおすうさぇと しすぇあ: 
28 ゅけょうくう. ╁さっきっ, ょけしすけえくけ 
いぇ きっょぇか. ‶さう すけゃぇ くぇ っょくけ 
う しなとけ きはしすけ - ゃしっ ゃ いぇゃけょ 
4. 〈ぇき, おなょっすけ いぇ こけゃっつっすけ 
たけさぇ „しっ ゅなさきう”. ╇ すけゃぇ „しっ 
ゅなさきう” つっしすけ こなすう っ  „けこ-
さぇゃょぇすっかくぇすぇ” うき こさうつうくぇ 
こさけしすけ ょぇ くっ さぇぉけすはす. 〈けゃぇ っ 
ょさせゅけすけ せぉっあょっくうっ  くぇ ╂っさ-
ゅぇくぇ,  すさせこぇかけ ょけゃけょう こさっい 
ゃしうつおうすっ え ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ 
しくぇさはょはゃぇくっすけ,  しけさすうさぇくっ-
すけ う おぇさすけくっくうすっ おぇこしせかう, 
おけうすけ こさぇゃう. 
╂っさゅぇくぇ, おけはすけ しっゅぇ っ こけ-

きけとくうお-ぉさうゅぇょうさ, っ けぉせつう-
かぇ ょっしっすおう くけゃう さぇぉけすくうちう. 
‶けきぇゅぇかぇ っ ゃ こなすう こけ すけかおけ-
ゃぇ くぇ こけ-ぉぇゃくう ゃ さぇぉけすぇすぇ, 
いぇ ょぇ しっ しこさぇゃはす しなし いぇょぇ-
つうすっ, う っ しすうゅくぇかぇ ょけ せぉっあ-
ょっくうっすけ, つっ ゃ しこっちうそうつくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ, ゃ おけっすけ ょうし-
ちうこかうくぇすぇ, こさっちういくけしすすぇ, 
しさなつくけしすすぇ, けすゅけゃけさくけしすすぇ, 
しぇきけおけくすさけかなす, ゃしっけすょぇえ-
くけしすすぇ, しこぇいゃぇくっすけ くぇ 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 
ゃくうきぇくうっすけ しぇ けす ういおかのつう-
すっかくぇ ゃぇあくけしす. 
′っ しっ いぇょなさあぇす  たけさぇ, おけう-

すけ ゅう きなさいう ょぇ さぇぉけすはす. 
′ぇ すぇおうゃぇ う さなちっすっ うき ょぇ 

ょなさあうて,  くうとけ くっ しっ こけかせ-
つぇゃぇ. 〈ぇおうゃぇ たけさぇ ゃうくぇゅう 
くぇきうさぇす けこさぇゃょぇくうは ょぇ くっ 
けしすぇくぇす う くうおけゅぇ くっ しぇ ょけ-
ゃけかくう けす すけゃぇ, おけっすけ こけかせ-
つぇゃぇす う おけっすけ しっ こさぇゃう いぇ 
すはた , すゃなさょけ けすしうつぇ ╂っさゅぇくぇ.

 〈は っ っょうく けす
くぇえ-ょなかゅけゅけょうてくうすっ

さぇぉけすくうちう ゃ ちったぇ. 

》ぇさっしゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう. ′っ-
いぇゃうしうきけ けす っあっょくっゃくうは  
さうしお, おけえすけ いぇ きくけいうくぇ っ 
ょけしすぇすなつくけ けこさぇゃょぇくうっ ょぇ 

くっ いぇこけつくぇす さぇぉけすぇ. ′っとけ 
こけゃっつっ: うきぇ しゃけは さっちっこすぇ, 
こさけゃっさっくぇ  ゃなゃ ゃさっきっすけ いぇ 
しこさぇゃはくっ し  すけゃぇ.
╁くうきぇくうっ, しすさけゅけ しこぇいゃぇくっ 

くぇ すったくけかけゅうつくぇすぇ ょうしちう-
こかうくぇ, くぇ うくしすさせおちううすっ う 
しなさちっ いぇ おけかっゅぇすぇ ょけ すっぉ. ╇ 

╅[《 ¨〈╅ ╋╊]╅〉¨╊ ぁ《╇╊[, ぅ╊ 』╊ 〉╅】ぁ¨ 
》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 
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╉けかっおすうゃなす くぇ ちった 130 こさう ╆ぇ-
ゃけょ 4 くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ - ゅさ. ╋なゅ-
かうあ  うしおさっくけ う し さぇょけしす つっしすうすう 
ゅけかはきけすけ う とぇしすかうゃけ しなぉうすうっ ゃ 
あうゃけすぇ くぇ せゃぇあぇゃぇくぇすぇ けす すはた 
╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ - こさっょしっょぇすっか 
くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 4. 
 ′ぇ 12-すう はくせぇさう  ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ ╋ぇさうは しっ さけょう 

ゃくせお し ゅっさけうつくけすけ う しかぇゃくけ うきっ 〈っさゃっか. ╆ぇ さぇょけしす 
くぇ ゃしうつおう ゃ しっきっえしすゃけすけ う くぇえ-ゃっつっ くぇ くっゅけゃぇすぇ 
くっせきけさくぇ, けぉうつぇくぇ う つぇさけゃくぇ ぉぇぉぇ.
╃ぇ っ あうゃ う いょさぇゃ, ょぇ さぇしすっ ゃ かのぉけゃ う ぉかぇゅけしす, いぇ 

ょぇ しすぇくっ ょけぉなさ つけゃっお. 
]うかう, ゃさっきっ う かのぉけゃ いぇ ぉかういおうすっ きせ! 

] せゃぇあっくうっ う さぇょけしす: 
 ╉けかっおすうゃなす くぇ ちった 130, ╆ぇゃけょ 4
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けつう. 
╁ ちったぇ しっ ゃかういぇ し せゃっさっ-

くけしす ゃ しっぉっ しう, こさけぉかっきうすっ  
けしすぇゃはて いぇょ ゃさぇすぇすぇ, っ そけさ-
きせかぇすぇ くぇ ぉっいけこぇしくうは すさせょ.
„〈さはぉゃぇ ょぇ しう しうゅせさっく ゃ 

しっぉっ しう, うくぇつっ - おぇおゃけすけ すう 
っ こうしぇくけ”, すうたけ けすしうつぇ „ゃっ-
すっさぇくおぇすぇ”  ╋¨‶╄╁, こさっあう-
ゃはかぇ う しこけょっかうかぇ ぉけかおぇすぇ う 
しおさなぉすぇ こけ おけかっゅう,  こけしすさぇ-
ょぇかう ゃ くはおけかおけ うくちうょっくすぇ 
くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ. 
╁ すぇおうゃぇ  すっあおう ょくう う きけ-

きっくすう  きくけゅけ こけきぇゅぇす くぇ-
つぇかくうちうすっ: ゅけゃけさはす し くぇし, 
けこうすゃぇきっ しっ ょぇ しう けぉはしくうき 
こさうつうくうすっ, ぇ すさせょくけすけ しこかけ-
すはゃぇ,  こさっけょけかはゃぇ しっ, おぇいゃぇ 
さけょっくぇすぇ ゃ すけこけかけゃゅさぇょ-
しおけすけ [ぇょけゃっち きなゅかうあぇくおぇ. 
〈けいう, おけえすけ くっ せしこっっ ょぇ  しっ 
こさっぉけさう し すさせょくうは きけきっくす, 

しう すさなゅゃぇ. ╃させゅうすっ けしすぇゃぇす. 

╇いぉさぇかぇ ちった 140 しかっょ
ぉさうゅぇょぇ, 

くぇ おけはすけ は ういこさぇとぇす こさっ-
ょう きくけゅけ ゅけょうくう. 》ぇさっしぇかぇ 
おけかっおすうゃぇ. ╀うかう しこかけすっくう, 

こけつすう おぇすけ さけょくうくう, いぇっょくけ 
さぇしかう ょっちぇすぇ うき. ╆ぇっょくけ しきっ 
う しっゅぇ - ゃ ょけぉさう う ゃ かけてう きけ-
きっくすう, おぇいゃぇ ╂っさゅぇくぇ いぇ おけ-
かっゅうすっ しう. ′っ ゅう ょっかう くぇ こけ う 
くぇえ. ╀かういおう しぇ. ′ぇきうさぇ けぉと 

っいうお し ゃしうつおう.
『ったけゃうはす しゅけゃけさ う おけきそけさす 

うきぇ うきっ: くぇつぇかくうおなす [ぇてけ 
╉けいぇさっゃ う くっゅけゃぇすぇ いぇきっしす-
くうつおぇ ‶っくおぇ ╀っかうゃぇくけゃぇ. 
╋ぇえおぇ 〈っさっいぇ, おぇいゃぇ し せし-
きうゃおぇ いぇ おけかっあおぇすぇ しう ╂っさ-
ゅぇくぇ. ′っくぇょあうゃはくぇすぇ ぇさしっ-
くぇかしおぇ っきけちうは ゃなさくぇかぇ こぇお 
ゃ いぇゃけょ 4 きうくぇかけすけ かはすけ くぇ-
つぇかくうおぇ, いぇゅなさぉゃぇえおう すゃなさ-
ょっ こさうきぇきかうゃぇ いぇこかぇすぇ う 
てっそしおけ きはしすけ ゃ ╊けき, ぇ ‶っく-
おぇ こさけしすけ くっ きけあっかぇ  うくぇ-
つっ: あうゃけすなす え ぉうか すせお. ╃けさう 
しかっょ こっくしうは. ╇きぇ かう こさけぉかっ-
きう, かうつくう う しかせあっぉくう, すっ しぇ 

くぇしさっとぇ.

╉ぇすけ おけくすさけかぇ ゃ
しけさすうさぇくっすけ くぇ

おぇこしせかうすっ 
 
くぇ ╂っさゅぇくぇ え しっ っ くぇかぇゅぇ-

かけ ょぇ こけきぇゅぇ くぇ こけ-ぉぇゃくう う 

くけゃう おけかっゅう. ¨す すけいう けこうす  
ぉなさいけ こさっちっくは おけえ とっ しすぇくっ 
う とっ けしすぇくっ くぇ けすゅけゃけさくぇ-
すぇ  さぇぉけすぇ, こさっい こさっょこぇいっく 
かうちっゃ とうす. ╇ ぉっい おけかっぉぇくうっ 
けすしうつぇ, つっ „ぇおけ うきぇ つけゃっお 

あっかぇくうっ, とっ しっ くぇせつう”. 
] すっいう ょせきう きっ こけしさっとぇ せし-

きうたくぇすぇ こさっょ しゅせてっくうは しう ゃ 
せのす ょけき ゃ ╋なゅかうあ ╂っさゅぇくぇ. 
〈せお っ しゃうかぇ ゅくっいょけ し ういこうすぇ-
すっかは くぇ こけかうゅけくぇ ゃ ╋なゅかうあ 
〈けてけ. ′ぇ さぇぉけすぇすぇ 〈けてけ うい-
こうすゃぇ ゃしっゃないきけあくう おぇこしせかう 
う しくぇさはょう, ぇ ゃ しゃけぉけょくけすけ 
しう ゃさっきっ しっ っ こけしゃっすうか くぇ 
たけぉうすけ しう - きぇえしすけさう ぉなつゃう 
ゃしはおぇおゃう: けす 10 ょけ 200- かう-
すさけゃう. ‶けすけきしすゃっく ぉなつゃぇさ. 
〈さっすけ こけおけかっくうっ. ╇ こけすけき-
しすゃっく ぇさしっくぇかっち, つうえすけ さけ-
ょうすっかう しなとけ しぇ ぉうかう ゃ いぇゃけょ 
4. ‶けおけえくうはす  きせ ぉぇとぇ ╇ゃぇく 
ぉうか ゃけょけこさけゃけょつうお, ぇ きぇえおぇ 
きせ - ╆かぇすおぇ - さぇぉけすくうつおぇ. 
 ¨すゃなょ けぉとうは こけさすぇか, おけえ-

すけ きうくぇゃぇす, ょゃぇきぇすぇ し 〈けてけ 
うきぇす  さぇいかうつくう  けさぉうすう おぇすけ 
うくすっさっしう. 〈けえ くっ ういかういぇ けす 
さぇぉけすうかくうちぇすぇ しう し つぇしけゃっ 
う ょくう, ぇ すは ょけ すなきくけ さっょう  
ょゃけさ う おうすおう う けすょぇゃぇ しなさ-
ちっ う ゅさうあう くぇ [けおう, ╋うおう, 
[けしおぇ う 〈けきう. 〈さう おせつっすぇ う 
っょうく ぉせいけゃゅさぇょしおう  こさっょぇく 
おけすぇさぇお. ╁さっきっすけ けすゃなょ すけゃぇ  
こけしゃっとぇゃぇ くぇ たけぉうすけ しう - ゅけ-
ぉかっくぇさしすゃけすけ. ╇きぇ ういぉさけょう-
さぇくう  25. 【うっ いぇ さぇいすせたぇ, いぇ 
ょっちぇすぇ, いぇ ょけきぇ う いぇ こけょぇさな-
ちう くぇ こさうはすっかう. ╇ けす ゃさっきっ 
くぇ ゃさっきっ たけょう いぇ さうぉぇ. 
′っ っ くせあくけ ょぇ は こうすぇて: 

かうつう, つっ 

けぉうつぇ せのすぇ う っ
ょけぉさぇ しすけこぇくおぇ. 

╃ゃぇきぇすぇ し 〈けてけ ゃっつっ ょっしっ-
すうかっすうっ さっょはす ょけき, ゃ おけえすけ 
こけしさっとぇす ょっちぇ う ゃくせつおぇ. ╆ぇ-
しっゅぇ しぇきけ っょくぇ, くけ こなお ゅけかは-
きぇ ぉぇぉうくぇ ゅけさょけしす - ╈けぇくおぇ. 
′ぇ ゅけょうくぇ う きっしっち. ╁ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ しぇ う ょゃっすっ ょっちぇ くぇ 
╂っさゅぇくぇ: 27-ゅけょうてくぇすぇ え 
ょなとっさは ╉さうしすうくぇ う 25-ゅけ-
ょうてくうはす ┿すぇくぇし. ╂けさょっっ しっ 
し すはた, いぇとけすけ しぇ すさせょけかのぉう-
ゃう, ゃしっけすょぇえくう う けぉうつかうゃう. 
╇ こけ あっくしおう こさういくぇゃぇ, つっ 
„くぇえ- ょけぉさうすっ  きう きけきっくすう 
しぇ, おぇすけ ゅう ゃうょは くぇ ゃさぇすぇすぇ”.  

╉けゅぇすけ こさっい 1986 ゅけょうくぇ 
うょゃぇ いぇ こなさゃう こなす ゃ ちった 160 
くぇ いぇゃけょぇ ゃ ╋なゅかうあ, „し たけょぇ-
すぇえしすゃけ くぇ さけょくうくぇ”, さぇょけゃ-
つぇくおぇすぇ ╂っさゅぇくぇ う いぇ きうゅ くっ 
こさっょこけかぇゅぇ, つっ すけゃぇ とっ は ぉっ-
かっあう いぇゃうくぇゅう. ′っ しう こさっょ-
しすぇゃは ょさせゅけ さぇぉけすくけ きはしすけ, 
けしゃっく すけゃぇ. 
╉けゅぇすけ ゃ すさせょくうすっ いぇ ゃしうつ-

おう ぇさしっくぇかちう ゅけょうくう, こさっい 
2000-すぇ, すは くぇこせしおぇ いぇゃけょぇ, 
いぇ ょぇ すなさしう ょさせゅけ こさっこうすぇ-
くうっ う こけゃっつっ こぇさう, うくすせう-
すうゃくけ せしっとぇ, つっ すぇいう さぇいょは-
かぇ くっ っ いぇ ょなかゅけ. ╁さなとぇ しっ 
しかっょ 11 きっしっちぇ し こけきけとすぇ 
くぇ くぇつぇかくうつおぇすぇ しう ╁うけかっすぇ 
]すぇくっゃぇ, おけはすけ は こさうぉうさぇ し  
ょせきうすっ: „╇きぇ さぇぉけすぇ, っかぇ. ”
╉ぇすけ おけすゃぇ しなき, てっゅせゃぇ しっ 

╂っさゅぇくぇ う しこけょっかは, つっ おなょっ-
すけ え ょぇ っ, くぇえ-ょけぉさっ しっ つせゃ-
しすゃぇ くぇ しゃけっすけ かっゅかけ, ゃ しゃけは-
すぇ おなとぇ. ¨こうすゃぇかぇ う さぇぉけすぇ 
くぇゃなく - ゃ けすこせしおうすっ, ゃ ╂なさ-
ちうは う ゃ ╇しこぇくうは, こさう しっしすさぇ 
しう. ′っ ぉうかけ しなとけすけ. ╉ぇきなおなす 
しう すっあう くぇ きはしすけすけ, せぉっょっくぇ 
っ すけこけかけゃゅさぇょつぇくおぇすぇ. 
╆ぇすけゃぇ う くっ しっ こかぇてう けす 

さぇぉけすぇすぇ. ¨すさぇしかぇ っ ゃ すの-
すのくっゃうすっ くうゃう くぇ さけょくうは 
しう おさぇえ. 〈けゃぇ, おけっすけ は さぇょ-
ゃぇ うしすうくしおう, しぇ ぉかういおうすっ え 
たけさぇ う すはたくけすけ いょさぇゃっ. ╃させゅけ 
くっ うしおぇ けす あうゃけすぇ. ′っ おさけう 
ょぇかっつくう こかぇくけゃっ. ╆ぇとけすけ っ 
しぇきけ くぇ 47.  ′け いくぇっ, つっ ょけ 
こっくしうは  ぉう うしおぇかぇ ょぇ っ つぇしす 
けす すけいう おけかっおすうゃ. 
╃けゃけかくぇ っ けす こけしかっょくう-

すっ あっしすけゃっ くぇ そうさきっくぇすぇ 
せこさぇゃぇ おなき さぇぉけすっとうすっ ゃ 
すったくうは いぇゃけょ: けしけぉっくけ しかっょ  
ょけぉぇゃおうすっ いぇ けすょぇかっつっくけしす 
う ゃぇせつっさうすっ. 〉しっとぇす しっ ょけ-
こなかくうすっかくうすっ こぇさう, おぇいゃぇ 
きぇてうくくぇすぇ けこっさぇすけさおぇ くぇ 
っおしこかけいうゃくう ゃっとっしすゃぇ. 〉ぉっ-
ょっくぇ っ, つっ つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 
いぇぉっかはいゃぇ あっしすけゃっすっ, おけうすけ 
こさぇゃはす いぇ くっゅけ. 
╉なき ちったぇ, ゃ おけえすけ さぇぉけすう, 

うきぇ こっさぇかくは, しせてうかくは, さぇ-
ぉけすくうお, おけえすけ しっ ゅさうあう いぇ 
ょさったうすっ うき, ぉうすけゃぇ しすぇは, たせ-
ぉぇゃぇ おせたくは. ╉ぇすけ おけかっおすうゃ, ゃ 
おけえすけ こけゃっつっすけ しぇ あっくう けぉぇ-
つっ, ぉう うき しっ うしおぇかけ う くけゃぇ 
けすけこかっくぇ ぉぇくは.
╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくぇ-ょゃっ  ゃ 

いぇゃけょぇ しっ こさけきっくうたぇ きくけゅけ 
くっとぇ う すけ おなき ょけぉさけ,  ょぇくけ 
しっ いぇこぇいう, しこけょっかは ╂っさゅぇくぇ. 
╆ぇさぇょう  けすょぇょっくけしすすぇ しう 

くぇ さぇぉけすぇすぇ う ょけぉさうすっ うき 
さっいせかすぇすう, すは う しなこさせゅなす  え 
しぇ こけつうゃぇかう ぉっいこかぇすくけ う 
くぇ しすぇくちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
ゃ ′っしっぉなさ. ′はおけかおけ こなすう. ╇ 
すけゃぇ ぉうかけ っょくぇ けす きぇかおけすけ 
ゃないきけあくけしすう, おけゅぇすけ きけゅぇす 
くぇうしすうくぇ ょぇ しう こけつうくぇす. ╆ぇ-
とけすけ う ょゃけさなす, う おなとぇすぇ うし-
おぇす ょぇ うき しっ こけしゃっすうて.
]なとけ おぇすけ くけゃぇすぇ さぇぉけすぇ. 

╁ぇあくけ っ ょぇ すう たぇさっしぇ う ょぇ 
けしすぇくって. ╇ ょぇ ょぇゃぇて ゃしうつ-
おけ けす しっぉっ しう, っ こさけゃっさっくけ-
すけ ゃ 28-すっ え ぇさしっくぇかしおう ゅけ-
ょうくう くっこけおかぇすうきけ あうすっえしおけ 
せぉっあょっくうっ くぇ ╂っさゅぇくぇ ╋けき-
つうかけゃぇ. 
〉ぉっあょっくうっ, おけっすけ っ う くっえ-

くうはす こさうはすっかしおう しなゃっす おなき 
ゃしうつおう くけゃう おけかっゅう, おけうすけ 
うょゃぇす ゃ ちったぇ. 
╃させゅけすけ っ しなょぉぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ぃ╇╊‶を╅『¨っ ｠╅『╊』╅ [╅′╅〉]ぇ[...
╇いこなかくはゃぇ しっ ゃ さぇきおうすっ くぇ 

╀なかゅぇさけ-てゃっえちぇさしおぇすぇ こさけ-
ゅさぇきぇ いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ う 
とっ しっ さっぇかういうさぇ しなゃきっしすくけ し  
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ う くぇせおぇすぇ, し こけょおさっこぇ-
すぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ すさせ-
ょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ う 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ うおけくけきう-
おぇすぇ ゃ こっさうけょぇ 2015-2019 ゅ.
‶さけっおすなす こさっょゃうあょぇ けす くけ-

ゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは ょぇ いぇこけつくっ けぉせつっくうっ こけ 
てゃっえちぇさしおうは きけょっか こけ ょゃっ 
こさけそっしうう ゃ すさう せつうかうとぇ, 
おぇすけ こさっい ゃしはおぇ しかっょゃぇとぇ ゅけ-
ょうくぇ しっ こさうぉぇゃはす けとっ 2 くけゃう 
こさけそっしうう う すさう ょさせゅう こさけそっ-
しうけくぇかくう ゅうきくぇいうう.  
╉ぇいぇくかなておぇすぇ ‶╂ „╇ゃぇく 

》ぇょあうっくけゃ” っ いぇうくすさうゅせゃぇかぇ 
っおしこっさすうすっ いぇさぇょう ょけぉさうすっ 
しう すさぇょうちうう ゃ きうくぇかけすけ う 
こけすっくちうぇかくうすっ ょけぉさう ゃない-
きけあくけしすう いぇ さっぇかういぇちうは くぇ 
くっえくうすっ ゃないこうすぇくうちう しっゅぇ ゃ 
ゅさぇょぇ. ′っ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ 
しさっょ きけすうゃうすっ いぇ こさっょこけつう-
すぇくうはすぇ っ そぇおすなす, つっ ╉ぇいぇく-
かなお っ きはしすけ, おなょっすけ きっしすくぇすぇ 

¨す 23-すう そっゃさせぇさう ょけ 9-すう きぇさす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”  とっ しっ ういゃなさてゃぇ ぉっい-
こかぇすくけ ういきっさゃぇくっ くぇ さうしおぇ けす ょうぇぉっす すうこ 2. 

〈けゃぇ とっ しすぇゃぇ つさっい すっしす, けこさっょっかはと しすっこっくすぇ くぇ さうしお いぇ たけさぇすぇ し くっょうぇゅくけしすうちうさぇく 
ょうぇぉっす う つさっい くぇこなかくけ ぉっいこかぇすくけ ういしかっょゃぇくっ くぇ ゅかうおうさぇく たっきけゅかけぉうく いぇ たけさぇすぇ し ゃっつっ 
せしすぇくけゃっく ょうぇぉっす すうこ 2.
 ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ すぇいう こさけそうかぇおすうつくぇ う きくけゅけ こけかっいくぇ うくうちうぇすうゃぇ っ くぇ 《っょっさぇちうは 

„╋っすぇか-╄かっおすさけ” おなき ╉′]╀, いぇっょくけ し ┿しけちうぇちうは „╃うぇぉっす すうこ 2” う ′ぇちうけくぇかくぇすぇ こぇちうっくす-
しおぇ けさゅぇくういぇちうは. 
 ╁しうつおう さぇぉけすっとう ゃ  „┿さしっくぇか” きけゅぇす ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす ぇおちうはすぇ.
 ╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは きけあっすっ ょぇ しっ けぉさなとぇすっ おなき ょ-さ ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ ゃ ╋っょうちうくしおう 

ちっくすなさ „┿さしっくぇか”.

╆ぇとけ っ くせあくけ ょぇ しっ くぇこさぇゃう すけゃぇ? 
‶け ょぇくくう くぇ ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ ょうぇぉっすくぇ そっょっさぇちうは ぉさけはす くぇ ょうぇぉっすうちうすっ ゃ しゃっすけゃっく 

きぇとぇぉ っ ょけしすうゅくぇか ぉかういけ 400 きうかうけくぇ, おけっすけ しこけさっょ きくけいうくぇ かっおぇさう っ くっ こさけしすけ さっおけさょ-
くけ ゃうしけお ぉさけえ, くけ う きくけゅけ すさっゃけあくぇ しすぇすうしすうおぇ. 》けさぇすぇ つっしすけ こさっくっぉさっゅゃぇす こさけぉかっきぇ, ぇ 
すけゃぇ っ しゃなさいぇくけ し ゅけかはき さうしお. ╇いおかのつうすっかくけ ゃぇあくけ っ ゃしっおう つけゃっお さっょけゃくけ ょぇ しっ ういしかっょ-
ゃぇ, いぇ ょぇ せしすぇくけゃう いぇこかぇたぇすぇ くぇゃさっきっ, おけゅぇすけ かっつっくうっすけ っ かっしくけ う さっいせかすぇすくけ. 
 
╆ぇとけ っ ゃぇあくけ ょぇ しう くぇこさぇゃうすっ すっしす?
╃うぇぉっすなす っ っょくけ けす くぇえ-おけゃぇさくうすっ いぇぉけかはゃぇくうは ゃ しゃっすぇ. ‶けゃうてっくうすっ くうゃぇ くぇ おさなゃくぇ 

いぇたぇさ ゃけょはす ょけ せゃさっあょぇくうは う せしかけあくっくうは くぇ しなさょっつくけしなょけゃぇすぇ, くっさゃくぇすぇ, いさうすっかくぇすぇ 
しうしすっきぇ う さぇくけ うかう おなしくけ – ょけ せゃさっあょぇくっ くぇ 
ちっかうは けさゅぇくういなき. ‶けしかっょしすゃうはすぇ けす いぇぉけかは-
ゃぇくっすけ しぇ すさぇえくう, くけ さぇくくぇすぇ ょうぇゅくけしすうおぇ う 
ょけぉさうはす おけくすさけか くぇ おさなゃくぇすぇ いぇたぇさ きけゅぇす ょぇ 
ゅう こさっょけすゃさぇすはす. 

╆ぇとけ っ ゃぇあくけ ょぇ ういきっさゃぇすっ ゅかうおうさぇ-
くうは しう たっきけゅかけぉうく, ぇおけ しすっ ょうぇぉっすうお?
‶けょょなさあぇくっすけ くぇ くけさきぇかくう くうゃぇ くぇ おさなゃ-

くぇすぇ いぇたぇさ うきぇ おかのつけゃけ いくぇつっくうっ いぇ いぇぉぇ-
ゃはくっ くぇ こさけゅさっしうはすぇ くぇ ぉけかっしすすぇ う いぇ くぇきぇ-
かはゃぇくっ くぇ せしかけあくっくうはすぇ くぇ いぇたぇさっく ょうぇぉっす 
すうこ 2. ¨しゃっく きけきっくすくけ ういきっさゃぇくうすっ くうゃぇ 
くぇ おさなゃくぇすぇ いぇたぇさ, こけおぇいぇすっか いぇ ょなかゅけすさぇえ-
くうは おけくすさけか くぇ ぉけかっしすすぇ っ ゅかうおうさぇくうはす たっ-
きけゅかけぉうく (HbA1c), おけえすけ しっ こさっこけさなつゃぇ ょぇ 
しっ ういきっさゃぇ 4 こなすう ゅけょうてくけ いぇ きぇおしうきぇかくけ 
っそっおすうゃっく おけくすさけか くぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ. ╂かうおう-

さぇくうはす たっきけゅかけぉうく っ こけおぇいぇすっか いぇ すけゃぇ おけかおけ ょけぉなさ っ ぉうか おけくすさけかなす くぇ おさなゃくけいぇたぇさくけすけ 
くうゃけ ゃなゃ ゃさっきっすけ う ょぇゃぇ こさっょしすぇゃぇ いぇ しさっょくけすけ くうゃけ くぇ おさなゃくぇすぇ いぇたぇさ 4 きっしっちぇ くぇいぇょ.
『っかすぇ くぇ ょけぉさうは ゅかうおっきうつっく おけくすさけか っ こけょょなさあぇくっ くぇ くうゃけすけ くぇ すけいう こけおぇいぇすっか こけょ 

6.5 – 7.0%. ¨おけかけ 60% けす ょうぇぉっすうちうすっ, いぇ しなあぇかっくうっ, くっ せしこはゃぇす ょぇ ょけしすうゅくぇす すっいう 
こさうっきかうゃう しすけえくけしすう くぇ おさなゃくぇすぇ いぇたぇさ, おけっすけ ゅう ういかぇゅぇ くぇ さうしお けす さぇいゃうすうっ くぇ さっょうちぇ 
しっさうけいくう せしかけあくっくうは.

                           ╉′]╀ こさう „┿さしっくぇか” ┿╃

うくょせしすさうは ういこうすゃぇ しっさうけ-
いっく ょっそうちうす けす こけょゅけすゃっくう 
おぇょさう いぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, 
こさう すけゃぇ しなし しさっょくけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ. 
╉ぇすけ こなさゃぇ しすなこおぇ ゃ こさけ-

ちっしぇ くぇ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ 
せつっぉくうすっ こさけゅさぇきう しっ こさっょ-
ゃうあょぇ てゃっえちぇさしおうすっ っおし-
こっさすう ょぇ こさけゃっょぇす しさっとう し 
さぇぉけすっとう ゃ しなけすゃっすくうは けす-
さぇしなか しこっちうぇかうしすう. ╄おうこなす 
こけ こさけっおすぇ さぇいつうすぇ きくけゅけ 
くぇ こけょおさっこぇすぇ くぇ ぉういくっしぇ 
いぇ さっぇかういうさぇくっ くぇ てゃっえ-
ちぇさしおうは きけょっか.
╁ ╉ぇいぇくかなお しぇ さっゅうしすさう-

さぇくう 3300 こさっょこさうはすうは う 
そうさきう, おけうすけ しぇ さぇぉけすっとう. 
70% けす すはた しぇ ゃ しそっさぇすぇ くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ, っ いぇはゃう-
かぇ くぇ  しさっとぇすぇ おきっすなす くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ.  
╇きっくくけ いぇさぇょう すけいう はしくけ 

ういさぇいっく ょっそうちうす くぇ おぇょさう 
しなし しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
し おけきこっすっくちうう う せきっくうは ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっ-
くっすけ  う くせあょうすっ ゃ くぇえ-ぉかうい-

╃け 12-すう そっゃさせぇさう ゃ しけそうえしおぇすぇ ぉけか-
くうちぇ „〈けおせょぇ” しっ ういゃなさてゃぇす ぉっいこかぇす-

くう けくおけかけゅうつくう こさっゅかっょう. ╉けくしせかすぇちううすっ 
しぇ こけしゃっすっくう くぇ ]ゃっすけゃくうは ょっく くぇ ぉけさぉぇすぇ 
し さぇおぇ – 4-すう そっゃさせぇさう. ╆ぇこうしゃぇくっすけ とっ しっ 
ういゃなさてゃぇ くぇ すっか. 02/403 4000.
]こっちうぇかうしすう こけ せさけかけゅうは, たっきぇすけかけゅうは, 

たうさせさゅうは くぇ ゅなさょぇ, おけさっきくぇ たうさせさゅうは, くっゃ-
さけたうさせさゅうは, ゅさなょくぇ たうさせさゅうは, きっょうちうくしおぇ 
けくおけかけゅうは う ょっさきぇすけかけゅうは とっ こさっゅかっあょぇす 
こぇちうっくすう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ しなし しなきくっくうは 
うかう し ょけおぇいぇくう いかけおぇつっしすゃっくう いぇぉけかはゃぇ-
くうは. ‶ぇちうっくすうすっ し せしすぇくけゃっくう いぇぉけかはゃぇ-

おけ ぉなょっとっ, こさっょう ゅけょうくぇ こけ 
うょっは かうつくけ くぇ ういこなかくうすっか-
くうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ゃ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” ぉっ しすぇさ-
すうさぇくぇ こさけちっょせさぇ, ぇ けす すぇいう 
せつっぉくぇ ゅけょうくぇ う さっぇかくけ 
けぉせつっくうっ こけ しこっちうぇかくけしす-
すぇ „╋ったぇすさけくうおぇ”. ‶けょけぉくぇ 
しこっちうぇかくけしす,  くけ し こさけそっ-
しうけくぇかくぇ  けさうっくすぇちうは おなき 
ぇゃすけきけぉうかくぇすぇ うくょせしすさうは, 
うきぇ う ゃ ‶╂ こけ すさぇくしこけさす う 
すさぇくしこけさすっく きっくうょあきなくす. 
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ 

くぇ しさっとぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ 〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしうすっす 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ おきっすなす くぇ 
╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ-
ゃぇ けぉしなあょぇ う ゃないきけあくけしすすぇ 
いぇ けすおさうゃぇくっ くぇ そうかうぇか くぇ 
せくうゃっさしうすっすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ 
おけえすけ ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす ゃうしてう 
おぇょさう し きぇてうくけしすさけうすっかくう  
しこっちうぇかくけしすう う すぇおうゃぇ, ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ っすっさうつくけ-きぇしかっ-
くうすっ おせかすせさう. 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

くうは すさはぉゃぇ ょぇ くけしはす ちはかぇすぇ しう きっょうちうくしおぇ 
ょけおせきっくすぇちうは. 】っ ぉなょぇす ういゃなさてゃぇくう う 
おけくしせかすぇちうう こけ ょけおせきっくすう けす おけけさょうくぇすけさ 
くぇ ╋くけゅけこさけそうかくうは けくおけかけゅうつっく ちっくすなさ.
《けおせしなす っ ゃなさたせ こさっゃっくちうはすぇ う さぇくくぇすぇ 

ょうぇゅくけしすうおぇ くぇ さぇおぇ くぇ こさけしすぇすぇすぇ, くぇ けく-
おけたっきぇすけかけゅうつくうすっ いぇぉけかはゃぇくうは, くぇ さぇお くぇ 
きかっつくぇすぇ あかっいぇ, くぇ つっさくうは ょさけぉ, くぇ こぇく-
おさっぇしぇ, くぇ ょっぉっかけすけ つっさゃけ, くぇ ぉっかうは ょさけぉ, 
くぇ おけあぇすぇ (きぇかうゅくっく きっかぇくけき う ぉぇいけちっかせ-
かぇさっく おぇさちうくけき), おぇおすけ う ょうぇゅくけしすうおぇ くぇ 
すせきけさう ゃ きけいなおぇ う ゃ ゅさなぉくぇつくうは しすなかぉ.

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

╄かつうく
╋せさすぇいぇ
』ぇせて

╂けょうくう:
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〉つうかうとっ:

¨〉 “》さうしすけ ╀けすっゃ”

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅ-
さぇって ゃ „┿さしっくぇか“?

¨す 3 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?

‶かっえきっえおなさ

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

》さうしすけ ]すけうつおけゃ,
『]╉┿

╉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

ごÑó ó çó¢

╉きっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ  けこさっょっかは ぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2015 ゅ. おぇすけ „ぉぇかぇくしうさぇく, ういこなかくうき, しなけぉさぇいっく し 
こさうけさうすっすうすっ くぇ こさうっすぇすぇ ‶さけゅさぇきぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ う ]すさぇすっゅうは いぇ さぇいゃうすうっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う さぇいさぇぉけすっく こさう てう

さけおけすけ せつぇしすうっ くぇ しこっちうぇかうしすう, っおしこっさすう, ′‶¨ う ちはかぇすぇ けぉとっしすゃっくけしす くぇ けぉとうくぇすぇ, けしけぉっくけ ゃ つぇしすすぇ いぇ ╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ いぇ すぇいう ゅけょうくぇ“. ¨ぉしすけっく ぇくぇかうい くぇ けつぇおゃぇくうすっ こさうたけょう いぇ 2015 ゅ. う さぇいつっす くぇ さぇいたけょうすっ っ くぇこさぇゃうかぇ けぉとうく
しおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは こさっょう ゃくぇしはくっ くぇ こさっょかけあっくうっすけ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ‶さうくちうこ くぇ ぉのょあっすぇ, いぇかけあっく けす ¨ぉとうくぇすぇ, 
っ こさけょなかあぇゃぇくっ こけかうすうおぇすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ ょぇ ぉなょっ ぉかういけ ょけ くせあょうすっ くぇ たけさぇすぇ. „╁ すけいう しきうしなか ぉのょあっすなす くぇ 4-すぇすぇ 
ゅけょうくぇ けす すけいう きぇくょぇす とっ しすうゅくっ くぇえ-ぉかういけ ょけ おぇいぇくかなつぇくう“, おぇいぇ おきっすなす ]すけはくけゃぇ こさう こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ きぇおさけさぇきおぇすぇ. 
‶けょけぉさはゃぇくっ くぇ こなすくぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ, くぇ けぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ, しけちうぇかくぇすぇ う いょさぇゃくぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ しぇ けしくけゃくうすっ 
ちっかう くぇ ぉのょあっすぇ, ういすなおくぇ おきっすなす. [っきけくす  う ぇしそぇかすうさぇくっ くぇ ょっしっすおう せかうちう, こさうかっあぇとう おなき すはた ぇかっう う きっあょせぉかけおけゃう 
こさけしすさぇくしすゃぇ ゃ あうかうとくうすっ おゃぇさすぇかう しぇ いぇかけあっくう ゃ ぉのょあっすぇ いぇっょくけ し  ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ いっかっくう こさけしすさぇくしすゃぇ う すさけすけぇさう.
‶さけょなかあぇゃぇ こけかうすうおぇすぇ くぇ こけしすっこっくくけ こなかくけ しぇくうさぇくっ くぇ ょっすしおうすっ いぇゃっょっくうは, とっ しっ ょけゃなさてゃぇ くけゃけすけ おさうかけ くぇ ╃けきぇ いぇ 

しすぇさう たけさぇ し ょっきっくちうは. ]すさけうすっかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ こさっょゃうあょぇ  くけゃぇ こさうしすさけえおぇ くぇ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは いぇ ′ぇちうけくぇかっく 
ちっくすなさ こけ こさうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおう くぇせおう, ちはかけしすっく さっきけくす, しぇくうさぇくっ う けぉけさせょゃぇくっ くぇ ╃っすしおぇすぇ きかっつくぇ おせたくは う こさっゃさな
とぇくっすけ え ゃ おせたくは-きぇえおぇ. ̈ ぉとうくぇすぇ とっ きっしすう ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ“ ういゃなく つうすぇかうとっ „╇しおさぇ“, いぇょっかっくう しぇ こぇさう いぇ ょけゃなさてゃぇ
くっ う けぉけさせょゃぇくっ くぇ くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ. ╇いゅけすゃは しっ ̈ ぉと せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇおなゃすけ すは くっ っ うきぇかぇ ょけしっゅぇ. ╁ 
しそっさぇすぇ くぇ っおけかけゅうはすぇ とっ ぉなょぇす ょけゃなさてっくう ょゃぇすぇ こさけっおすぇ – いぇ ゅさぇょしおぇすぇ こさっつうしすゃぇすっかくぇ しすぇくちうは, こさっすけゃぇさくぇすぇ しすぇくちうは 
いぇ けすこぇょなちう う こかけとぇょおぇすぇ いぇ すはたくけすけ おけきこけしすうさぇくっ. ╁ ぉのょあっすぇ いぇ 2015 ゅ. しぇ こさっょゃうょっくう しさっょしすゃぇ いぇ ょけゃなさてゃぇくっ くぇ ゃしうつ
おう すっおせとう っゃさけこっえしおう こさけっおすう いぇ ぉかういけ 90 きかく. かゃ., いぇこけつくぇすう ゃ すけいう おきっすしおう きぇくょぇす. ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ さぇいさぇぉけすうかぇ 
35 こさけっおすぇ いぇ くけゃうは こさけゅさぇきっく こっさうけょ 2015 - 2020 ゅ. う うきぇ ゅけすけゃくけしす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ し すはた けとっ こさっい きぇえ すぇいう ゅけょうくぇ. 
]せきぇすぇ, おけはすけ ぉう きけゅかぇ ょぇ ぉなょっ せしゃけっくぇ, ぇおけ すっいう こさけっおすう ぉなょぇす けょけぉさっくう, っ  ぉかういけ 170 きかく. かゃ.

41 きかく.  299 たうか.  958 かゃ. っ きぇおさけさぇきおぇすぇ くぇ ぉのょあっすぇ くぇ  ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2015 ゅ., こさうっす くぇ こなさゃけ つっすっくっ けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ 29-すう はくせぇさう. ]さっょ
しすゃぇすぇ, いぇかけあっくう ゃ こかぇくぇ, しぇ こけゃっつっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ¨しくけゃっく こさうくちうこ っ くっょけこせしおぇくっすけ くぇ こさっおけきっさくう そうくぇくしけゃう さうしおけゃっ, ういすなおゃぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ, 
しなしすぇゃうかぇ きぇおさけさぇきおぇすぇ. ╁ こけしかっょくうすっ 4 ゅけょうくう ぉのょあっすなす しっ っ ょゃうあうか しさっょくけ くぇ しせきぇすぇ けす 35 きかく. 699 たうか. かゃ. 301 かゃ., こけおぇいゃぇす しきっすおうすっ. 
2 きかく. 378 たうか. 699 かゃ. しぇ こさけしさけつっくうすっ いぇょなかあっくうは けす 2014-すぇ, おけうすけ とっ しっ さぇいこかぇすはす こさっい 2015-すぇ. ╁ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ とっ けしすぇくぇす いぇ こかぇとぇくっ けとっ 300 

たうか. かゃ. ¨ぉとうくぇすぇ うきぇ  ゃいっきぇくうは けす 529 たうか. 322 かゃ., けす おけうすけ さっぇかくけ けつぇおゃぇ ょぇ しなぉっさっ 120 たうか. かゃ.
23 きかく. 017 たうか.  324 かゃ. しぇ こぇさうすっ, おけうすけ とっ けしうゅせさう ょなさあぇゃくうはす ぉのょあっす こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, いぇ す. くぇさ. “ょっかっゅうさぇくう ょなさあぇゃくう ょっえくけしすう“, おぇおゃうすけ しぇ, くぇ

こさうきっさ, いぇこかぇすうすっ くぇ せつうすっかうすっ. ‶けゃっつっ こぇさう ょなさあぇゃぇすぇ ょぇゃぇ いぇ せゃっかうつっくうっすけ くぇ きうくうきぇかくうすっ さぇぉけすくう いぇこかぇすう, いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, しけちうぇかくう 
ょっえくけしすう, いぇ いうきくけ こけょょなさあぇくっ, いぇ さっきけくす くぇ けぉとうくしおうすっ こなすうとぇ う おぇすけ ちはかけ - いぇ うくゃっしすうちうう. 6.01 こさけちっくすぇ こけゃっつっ しぇ ょなさあぇゃくうすっ こぇさう いぇ ╉ぇいぇくかなお しこさは
きけ 2014-すぇ ゅけょうくぇ. ′ぇょ 567 たうか. かゃ. こけゃっつっ けすうゃぇす ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ う ゅさうあう – し くぇょ 221 たうかはょう かっゃぇ こけゃっつっ, ちっかっゃうすっ ょなさあぇゃくう 
しさっょしすゃぇ いぇ おぇこうすぇかくう ゃかけあっくうは しぇ し くぇょ 46 たうか. かゃ. くぇょ すっいう こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ] 40 こけゃっつっ しぇ きっしすぇすぇ ゃ しけちうぇかくうすっ いぇゃっょっくうは くぇ ╉ぇいぇくかなお, し 40 
こけゃっつっ しぇ ょっちぇすぇ ゃ ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう, し 54 こけゃっつっ – ゃ はしかうすっ, 39 せつっくうちう こけゃっつっ とっ こけかいゃぇす せつうかうとくうすっ いょさぇゃくう おぇぉうくっすう, そうくぇくしうさぇくう けす ¨ぉとうくぇすぇ. 331 
おぇいぇくかなつぇくう こけ-きぇかおけ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ こけおぇいゃぇ しこさぇゃおぇすぇ こけ こけしすけはくっく ぇょさっし. ╀のょあっすなす けすつうすぇ うおけくけきうう ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. 19-すっ おきっすしすゃぇ 
とっ こけかせつぇす いっ すっおせとう さぇいたけょう  270 たうかはょう かっゃぇ, こけゃっつっすけ けす すはた – いぇ いぇこかぇすう う けしうゅせさけゃおう. ′ぇえ-きくけゅけ けす すはた しぇ いぇ ╉さなく – 31 たうか. 247 かゃ., 26 たうか. 784 かゃ. ゃ 
╉けこさうくおぇ, 22 たうか. 417 かゃ. ゃ ╀せいけゃゅさぇょ  う 21 たうか.  230 かゃ. – ゃ ╄くうくぇ.   
¨ぉとうくしおうすっ こさうたけょう, こかぇくうさぇくう ょぇ こけしすなこはす けす きっしすくう ょぇくなちう う すぇおしう, ょぇくなお ゃなさたせ くっょゃうあうきうすっ うきけすう, ゅかけぉう, けぉとうくしおう すぇおしう う こさけつうっ  けぉとうくしおうすっ 

ょっえくけしすう, しぇ こかぇくうさぇくう くぇ 18 きかく. 282 たうか. 634 かゃ.  ¨す ょぇくなつくう こさうたけょう しっ けつぇおゃぇす 3 きかく. 765 たうか. かゃ., けす くっょぇくななつくう – 8 きかく. 083 たうか. かゃ., けぉとぇすぇ ういさぇゃ
くうすっかくぇ ょなさあぇゃくぇ しせぉしうょうは いぇ きっしすくう ょっえくけしすう っ 3 きかく. 253 たうか. かゃ. ‶けゃっつっ けす ょゃぇ きうかうけくぇ う こけかけゃうくぇ かっゃぇ こさっょゃうあょぇ ¨ぉとうくぇすぇ おぇすけ こさうたけょう けす すぇおしぇすぇ 
いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう. ╋うかうけく う こけかけゃうくぇ かっゃぇ しっ つぇおぇす けす ょぇくなおぇ ゃなさたせ くっょゃうあうきうすっ うきけすう, こけつすう すけかおけゃぇ – けす ょぇくなお いぇ ╋‶], 35 たうかはょう – けす くぇっきう くぇ いっきは, 
くぇょ 450 たうかはょう – けす くぇっきう くぇ うきせとっしすゃけ, 58 たうかはょう かっゃぇ – けす かうたゃう, 150 たうかはょう かっゃぇ けす こぇすっくすっく ょぇくなお, けす ゅかけぉう, しぇくおちうう う くぇおぇいぇすっかくう かうたゃう – 300 たうかはょう 
かっゃぇ, けす くぇっきう けす すなさあうとぇ う こぇいぇさう – 315 たうかはょう かっゃぇ. ‶さうたけょうすっ けす こさけょぇあぉう しぇ こさけゅくけいうさぇくう くぇ 2 きかく. 621 たうか. かゃ., こさっょうきくけ – こさけょぇあぉう くぇ しゅさぇょう う 
いっきは.  
╋ぇおしうきぇかくうはす さぇいきっさ くぇ くけゃうすっ いぇょなかあっくうは こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす こけっすう, しっ せすゃなさあょぇゃぇ くぇ 1 きかく. 784 たうか. 965 かゃ. ′けゃうはす けぉとうくしおう ょなかゅ, 

こけっす こさっい ゅけょうくぇすぇ, くっ きけあっ ょぇ っ こけゃっつっ けす 4 きかく.  612 たうか. かゃ.
65 しぇ ゃすけさけしすっこっくくうすっ さぇいこけさっょうすっかう し ぉのょあっすくう しさっょしすゃぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ – せつうかうとぇ, ょっすしおう ゅさぇょうくう, おせさすせさくう うくしすうすせすう, いゃっくぇ, けぉとうくしおう こさっょこうさはすうは, 

しけちうぇかくう ょけきけゃっ. 428.5 とぇすぇ いぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう しぇ くぇ けぉとうくしおぇ ういょさなあおぇ, ぉっい すっいう ゃ せつうかうとぇ う ょっすしおう ゅさぇょうくう. 

¨しくけゃくぇ たぇさぇおすっさうしすうおぇ くぇ こさけっおすぇ いぇ ぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2015 ゅけょうくぇ っ てうさけおけすけ せつぇしすうっ くぇ しこっ
ちうぇかうしすう, っおしこっさすう, くっこさぇゃうすっかしすゃっくう けさゅぇくういぇちうう, くぇ ちはかぇすぇ けぉとっしすゃっくけしす, おけはすけ しっ ゃおかのつう ゃ さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ きせ. 
]なとけすけ ゃぇあう う いぇ こさっょかけあっくぇすぇ ╇くゃっしすうちうけくくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ 2015 ゅけょうくぇ, おけはすけ っ しなしすぇゃっくぇ くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ せゃっかうつぇゃぇくっ 
くぇ ちっかっゃうすっ すさぇくしそっさう けす ょなさあぇゃぇすぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっ う けしくけゃっく さっきけくす くぇ けぉとうくしおぇすぇ こなすくぇ きさっあぇ  - し 5.18%, おぇおすけ う 
くぇ  ちっかっゃぇすぇ しせぉしうょうは けす ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす いぇ おぇこうすぇかけゃう さぇいたけょう  - し 10.95%. 】っ ぉなょっ しこぇいっくけ う こさぇゃうかけすけ いぇ うい
こけかいゃぇくっ くぇ こさうたけょうすっ けす こさけょぇあぉう こけ さっょぇ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ けぉとうくしおぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, おけうすけ とっ しっ ういこけかいゃぇす っょうくしすゃっくけ 
いぇ うくゃっしすうちうけくくう さぇいたけょう, ゃ すけゃぇ つうしかけ – いぇ すっおせとう さっきけくすう う いぇ こけゅぇしはゃぇくっ くぇ こけかいゃぇくう いぇっきう いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ 
こさけっおすう. ╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ とっ ういこけかいゃぇ う ょさせゅう ういすけつくうちう くぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ こさっょゃうょっくうすっ ゃ くっは けぉっおすう, 
おけうすけ しかっょゃぇ ょぇ しっ さっぇかういうさぇす. 〈ぇおぇゃぇ っ ゃないきけあくけしすすぇ いぇ そうくぇくしうさぇくっ けす そけくょ 《╊┿╂ こさう ういこなかくっくうっ くぇ こさけっおすう けす っゃ
さけこっえしおうすっ そけくょけゃっ. 』ぇしす けす けぉっおすうすっ, おけうすけ うくゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ しなょなさあぇ いぇ ういこなかくっくうっ こさっい 2015-すぇ ゅけょうくぇ, 
しぇ けぉっいこっつっくう そうくぇくしけゃけ けす さっぇかういうさぇくうすっ ゃ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ うおけくけきうう けす しさっょしすゃぇすぇ いぇ ょっかっゅうさぇくうすっ けす ょなさあぇゃぇすぇ 
ょっえくけしすう いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ しなとうすっ ょっえくけしすう, ゃおかのつうすっかくけ う いぇ うくゃっしすうちうけくくう さぇいたけょう. ‶さうきっさ いぇ すけゃぇ っ いぇかけあっくぇすぇ 
さったぇぉうかうすぇちうは くぇ こなすは ╉ぇいぇくかなお -  ╄くうくぇ し ゃっかけ ぇかっは くぇ しすけえくけしす 999 540 かゃ.
╁ こさけっおすぇ いぇ ぉのょあっす 2015 ゅ. しぇ こさっょゃうょっくう しさっょしすゃぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 6 きかく. 145 たうか. 799 かゃ. いぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ うくゃっし

すうちうけくくう さぇいたけょう, おぇすけ さぇいこさっょっかっくうっすけ こけ ういすけつくうちう くぇ そうくぇくしうさぇくっ っ: けす ちっかっゃう しさっょしすゃぇ くぇ  ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす 
– 726 たうか. かゃ., ゃ すけゃぇ つうしかけ 259 たうか. 600 かゃ. いぇ さっきけくす くぇ けぉとうくしおう こなすうとぇ  けす つっすゃなさすけおかぇしくぇすぇ きさっあぇ. ¨しすぇくぇかぇすぇ 
つぇしす けす そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ けぉっおうすうすっ けす こさけゅさぇきぇすぇ しっ けしうゅせさはゃぇ けす しけぉしすゃっくう ぉのょあっすくう しさっょしすゃぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
ゃ さぇいきっさ くぇ 5 きかく. 419 たうか. 799 かゃ., ゃおか. 764 たうか. 483 かゃ. けす こさったけょくう けしすぇすなちう う しさっょしすゃぇ こけ ╄ょうくくうすっ さぇいたけょくう しすぇく

ょぇさすう いぇ ょっかっゅうさぇくうすっ けす ょなさあぇゃぇすぇ ょっえくけしすう.
╇くあっくっさ 『ゃっすぇく 【うおけゃ っ つかっく くぇ  ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, こさっょしっょぇすっか くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけ

さうはすぇ, うくそさぇしすさせおすせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくしこけさす ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. [なおけゃけょうすっか ′ぇこさぇゃかっくうっ ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃.

╀のょあっす 2015 くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお きけゅぇ ょぇ たぇさぇおすっさういうさぇき おぇすけ そうくぇくしけゃけ しすぇぉうかっく. ╉けっすけ けいくぇつぇゃぇ – さっぇかうしすうつくう さぇい
たけょう こかのし はしくけ けこさっょっかっくう こさうけさうすっすう う おけくしっさゃぇすうゃくぇ こさけゅくけいぇ いぇ こさうたけょうすっ. 2015-すぇ っ こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ, ゃ おけはすけ けぉとうく
しおうはす ぉのょあっす くぇょたゃなさかは こしうたけかけゅうつっしおぇすぇ さぇきおぇ けす 40 きうかうけくぇ かっゃぇ.   ┿おけ すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇゃうき しさぇゃくっくうっ, きぇおさけさぇきおぇすぇ 
くぇ ぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ けす ゃすけさうは きぇくょぇす くぇ こさっょうてくうは おきっす, ぉってっ 33 きかく. 400 たうか.かゃ. , こさっい 
こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ しっゅぇてくうは きぇくょぇす – 33 きかく. 648 たうか. かゃ., ぇ くけゃうはす ぉのょあっす いぇ 2015 ゅけょうくぇ っ 41 きかく. 299 たうか. 958 かゃ.
╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ っ つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう ╆ぇ ╉ぇいぇくかなお“, いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす う 

こさっょしっょぇすっか くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ ぉのょあっす う そうくぇくしう.
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう: ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

...ぅ╊ 』╊
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′ぇゅかぇしうすっ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ こさっょこけかぇゅぇす しっさうけいくう さぇいきっしすゃぇくうは くぇ こぇいぇさぇ くぇ 
すさせょぇ せ くぇし ゃ しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう, すなえ おぇすけ こっさしこっおすうゃくうすっ しこけさっょ すはた くぇこさぇゃかっ-
くうは ゃ きけきっくすぇ くっ しぇ けす くぇえ-しこけかせつかうゃうすっ いぇ さっぇかういぇちうは. ‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
っょゃぇ 14% けす いぇゃなさてうかうすっ ぉうけすったくけかけゅうう, くぇこさうきっさ, しぇ しっ さっぇかういうさぇかう おぇすけ しこっ-
ちうぇかうしすう こけ こさうさけょくう う すったくうつっしおう くぇせおう. 12.71 くぇ しすけ さぇぉけすはす おぇすけ こさけょぇゃぇつう. 
]さっょくうはす ょけたけょ くぇ いぇゃなさてうかうすっ っ 816 かゃ., ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ - 3.65%. ╄ょゃぇ 37.43 くぇ 
しすけ けす ぉうけすったくけかけいうすっ しぇ しう くぇきっさうかう さぇぉけすぇ, いぇ おけはすけ しっ ういうしおゃぇ ゃうしてっ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ. ╃っかなす くぇ こさけょぇゃぇつうすっ しさっょ しすせょっくすうすっ こけ たさぇくうすっかくう すったくけかけゅうう っ きぇかおけ 
こけ-しおさけきっく - 9.68%. ‶けつすう っょくぇ こっすぇ けす しこっちうぇかうしすうすっ いぇ たさぇくうすっかくけ-ゃおせしけゃぇすぇ 
こさけきうてかっくけしす さぇぉけすはす おぇすけ こさうかけあくう しこっちうぇかうしすう, ぇ 8.74 くぇ しすけ - おぇすけ しこっちうぇかう-
しすう. ]さっょくうはす けしうゅせさうすっかっく ょけたけょ くぇ しこっちうぇかうしすうすっ こけ たさぇくうすっかくう すったくけかけゅうう っ 
700 かゃ. - こけ-きぇかおけ けす しさっょくぇすぇ いぇこかぇすぇ いぇ しすさぇくぇすぇ.
] こけ-ょけぉさう いぇこかぇすう しぇ いぇゃなさてうかうすっ たうきうつくう すったくけかけゅうう - 915 かゃ. ╇ すけゃぇ こさけそっ-

しうけくぇかくけ くぇこさぇゃかっくうっ けぉぇつっ いぇたさぇくゃぇ し さぇぉけすくぇ さなおぇ きけかけゃっすっ - けおけかけ 10% しっ さっ-
ぇかういうさぇす おぇすけ こさけょぇゃぇつう. ‶け 10% けす ゃうしてうしすうすっ ゃ すけゃぇ こさけそっしうけくぇかくけ くぇこさぇゃかっ-
くうっ さぇぉけすはす おぇすけ こさうかけあくう しこっちうぇかうしすう うかう しこっちうぇかうしすう. ] こけ-ょけぉさぇ さっぇかういぇちうは 
きけゅぇす ょぇ しっ こけたゃぇかはす こしうたけかけいうすっ. ╋ぇかおけ くぇょ 15% しぇ くぇ こけいうちうう いぇ しこっちうぇかうしすう 
こけ けぉとっしすゃっくう くぇせおう う おせかすせさぇ, こさっこけょぇゃぇすっかうすっ しぇ 13.48 くぇ しすけ. ]こけさっょ ょぇくくうすっ 
けす さっえすうくゅぇ こしうたけかけいうすっ ういけぉとけ くっ さぇぉけすはす おぇすけ こさけょぇゃぇつう. ]さっょくうはす うき ょけたけょ っ 
きぇかおけ くぇょ 819 かゃ.
╁っさけはすくけ ょなさあぇゃぇすぇ とっ すさはぉゃぇ ょぇ こさっょこさうっきっ きっさおう, いぇ ょぇ こけゃうてう うくすっさっしぇ くぇ 

しすせょっくすうすっ おなき すっいう こさけそっしうけくぇかくう くぇこさぇゃかっくうは う ょぇ ゅう くぇこさぇゃう こけ-ぇすさぇおすうゃくう 
いぇ ぉなょっとうすっ ゃうしてうしすう. ¨す こさけしゃっすくけすけ きうくうしすっさしすゃけ こさっょゃうあょぇす ちっかっゃう しすうこっく-
ょうう いぇ しすせょっくすう ゃ こさうけさうすっすくう くぇこさぇゃかっくうは, おぇすけ しさっょしすゃぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ょけえょぇす けす 
けこっさぇすうゃくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ くぇせおぇ う けぉさぇいけゃぇくうっ. 〈っいう くぇこさぇゃかっくうは すっこなさゃぇ とっ しっ 
せすけつくはゃぇす う うきぇ てぇくし ゃ すはた ょぇ ぉなょぇす ゃおかのつっくう う すっいう, いぇ おけうすけ しっ けつぇおゃぇ すなさしっくっ 
けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ.
╆ぇ くせあょうすっ くぇ さっえすうくゅぇ っ くぇこさぇゃっくぇ う けぉさぇすくぇすぇ ぇくおっすぇ - おぇおなゃ こさけちっくす けす さぇぉけ-

すけょぇすっかうすっ けつぇおゃぇす くぇきぇかはゃぇくっ くぇ くせあょぇすぇ けす おぇょさう ゃ しなけすゃっすくけすけ こさけそっしうけくぇかくけ 
くぇこさぇゃかっくうっ. ′ぇえ-しかぇぉけ, しこけさっょ きっくうょあなさうすっ, とっ っ すなさしっくっすけ くぇ っおしこっさすう こけ すっ-
けさうは う せこさぇゃかっくうっ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ (17.48%) う うしすけさうは う ぇさたっけかけゅうは (15.57%). 
¨おけかけ 13 くぇ しすけ しぇ くぇ きくっくうっ, つっ ゃ ぉかういおうすっ ゅけょうくう くはきぇ ょぇ しっ すなさしはす せつうすっかう. 
‶けつすう しなとうはす っ ょっかなす くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ, おけうすけ けつぇおゃぇす, つっ とっ くぇきぇかっっ くせあょぇすぇ けす 
っくっさゅっすうちう. ′っ しっ けつぇおゃぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ くせあょぇすぇ けす おぇょさう ゃ けぉかぇしすうすっ きぇすっきぇすうおぇ, 
きぇすっさうぇかけいくぇくうっ, すせさういなき う ういけぉさぇいうすっかくけ ういおせしすゃけ. ╄ょゃぇ 1.78 くぇ しすけ けす ぇくおっすうさぇ-
くうすっ きっくうょあなさう しきはすぇす, つっ とっ くぇきぇかっっ くせあょぇすぇ けす おぇょさう いぇ しけちうぇかくうすっ ょっえくけしすう.

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
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[っゅうしすさうさぇくうすっ しょさせあっくうは こけょぇゃぇす いぇはゃかっくうっ ょけ ¨ぉとうくぇすぇ う こさう けょけぉさっくうっ 
しおかのつゃぇす ょけゅけゃけさ し おきっすぇ くぇ しなけすゃっすくぇすぇ けぉとうくぇ. ] ょけゅけゃけさぇ しょさせあっくうっすけ こさっ-
ょけしすぇゃは きぇくょぇす くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ょぇ ういゃなさてう けす くっゅけゃけ うきっ ょっえしすゃうは こけ けしう-
ゅせさはゃぇくっ くぇ くっけぉたけょうきうは さっしせさし いぇ けぉくけゃはゃぇくっすけ くぇ しゅさぇょぇすぇ う けさゅぇくういうさぇくっ くぇ 
ゃしうつおう ょっえくけしすう こけ けぉくけゃはゃぇくっすけ.
  ╁ぇあっく きけきっくす こさっょう けょけぉさっくうっすけ くぇ しゅさぇょぇすぇ いぇ しぇくうさぇくっ っ すったくうつっしおけすけ え けぉ-

しかっょゃぇくっ. ╁ こさけちっしぇ きせ っおしこっさすうすっ, ぇおけ しっ くぇかぇゅぇ, とっ  こさっょこうしゃぇす いぇょなかあうすっかくう 
こさっこけさなおう う こさっこけさなつうすっかくう きっさおう, おけうすけ あうゃっっとうすっ ゃ こぇくっかくぇすぇ しゅさぇょぇ すさはぉゃぇ  
ょぇ ういこなかくはゃぇす. ‶さう こけかけあっくうっ, つっ けす しけぉしすゃっくうちうすっ くっ しっ ういゃなさてぇす いぇょなかあうすっか-
くうすっ こさっこけさなおう, とっ しっ こさっおさぇすはゃぇ  こさけちっょせさぇすぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ こさけちっしぇ いぇ ぉっいこかぇす-
くけすけ しぇくうさぇくっ. 
 ′ぇ けぉとけ しなぉさぇくうっ ]ょさせあっくうっすけ すさはぉゃぇ ょぇ ゃいっきっ さってっくうっ  いぇ 100% しなゅかぇしうっ 

くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ ぇこぇさすぇきっくすう いぇ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ ょけしすなこ くぇ すったくうつっしおう っおうこ 
ゃ すはた こけ ゃさっきっ くぇ しぇきけすけ けぉくけゃはゃぇくっ う しぇくうさぇくっ. 〈さはぉゃぇ ょぇ ういぉっさっ う すったくうつっしおけ 
かうちっ,  おけっすけ ょぇ けしなとっしすゃはゃぇ おけくすさけかぇ こけ ゃさっきっ くぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ すったくうつっしおうすっ 
ょっえくけしすう. 
╉きっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ, ゃ ういこなかくっくうっ くぇ ょけゅけゃけさぇ いぇ きぇくょぇす, しおかのつゃぇ ょけゅけゃけさ いぇ 

ちっかっゃけ そうくぇくしうさぇくっ し ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぉぇくおぇ いぇ さぇいゃうすうっ う し けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか 
ゃ おぇつっしすゃけすけ きせ くぇ こさっょしすぇゃうすっか くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. ]ょさせあっくうはすぇ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ 
くはきぇす そうくぇくしけゃ ぇくゅぇあうきっくす. ‶ぇさうすっ いぇ ういこなかくうすっかうすっ とっ しっ こさっゃっあょぇす ちっかっゃけ, 
こけ ぉぇくおけゃ こなす. ╁ぇあくけ っ ょぇ しっ いくぇっ, つっ ぇおけ ゃ しゅさぇょうすっ うきぇ こかけとう, おけうすけ くっ しぇ あう-
かうとくう, ぇ しっ ういこけかいゃぇす  いぇ さぇいかうつくう ょさせゅう しすけこぇくしおう, すなさゅけゃしおう, けそうし-ょっえくけしすう, すけ 
さぇいたけょうすっ いぇ すはたくけすけ しぇくうさぇくっ とっ しっ こけっきぇす けす しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ すっいう けぉっおすう. ‶さう 
こけかけあっくうっ, つっ ゃ ぉかけおぇ, けょけぉさっく いぇ そうくぇくしうさぇくっ, うきぇ っすぇあう うかう けすょっかくう ぇこぇさすぇ-
きっくすう し くぇこさぇゃっくけ ゃっつっ ゃなくてくけ しぇくうさぇくっ う すけ っ ゃ ょけしすぇすなつくけ ょけぉさけ しなしすけはくうっ こけ 
こさっちっくおぇ くぇ っおしこっさすう, ぇおけ っ くっけぉたけょうきけ, とっ しっ しきっくは しぇきけ ちゃっすなす くぇ きぇいうかおぇすぇ, 
おけはすけ すさはぉゃぇ  ょぇ っ ゃ しうくたさけく し くけゃけこけしすぇゃっくぇすぇ.  
] ういこなかくっくうっすけ くぇ こさけゅさぇきぇすぇ とっ しっ こけしすうゅくっ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ さぇいたけょうすっ いぇ けすけ-

こかっくうっ いぇ ょけきぇおうくしすゃぇすぇ. 『はかけしすくけすけ けぉくけゃはゃぇくっ くぇ しゅさぇょうすっ, ゃおかのつゃぇとけ くっ しぇきけ 
きっさおう いぇ っくっさゅうえくぇ っそっおすうゃくけしす, くけ う おけくしすさせおすうゃくけ せおさっこゃぇくっ, おなょっすけ っ くっけぉたけ-
ょうきけ, とっ ょけゃっょっ ょけ せょなかあぇゃぇくっ あうゃけすぇ くぇ こぇくっかくうすっ ぉかけおけゃっ, こけゃっつっすけ けす おけうすけ 
しぇ くぇ 35-45 ゅけょうくう.  
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ ちっかうは こさけちっし っ こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ しぇえすぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 

ゃ しっおちうは ╄すぇあくぇ しけぉしすゃっくけしす: http://www.kazanlak.bg/cat-210.html,  すっきぇ: ′ぇちうけ-
くぇかくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ っくっさゅうえくぇ っそっおすうゃくけしす くぇ きくけゅけそぇきうかくう あうかうとぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╆ぇこけつくぇ こかぇとぇくっすけ くぇ  きっしすくうすっ ょぇくなちう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. [ぇいきっさなす うき けしすぇゃぇ しなとうはす おぇすけ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.  ]さけおなす いぇ こけかいゃぇくっ くぇ 5% けすしすなこおぇ 
けす ゅけょうてくうすっ ょぇくなつくう いぇょなかあっくうは いぇ 2015 ゅ. いぇ ょぇくなお くっょゃうあうきう うきけすう, すぇおしぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう う ょぇくなお こさっゃけいくう しさっょしすゃぇ っ 30 ぇこさうか くぇ すっおせとぇすぇ 

ゅけょうくぇ.
╃ぇくなちうすっ きけゅぇす ょぇ しっ こかぇすはす う くぇ ょゃっ ゃくけしおう - こなさゃぇすぇ っ ょけ 30 のくう, ぇ  ゃすけさぇすぇ ゃくけしおぇ 31 けおすけきゃさう くぇ 2015 ゅ. ‶かぇとぇくうはすぇ きけゅぇす ょぇ しっ ういゃなさてぇす ゃ ぉさけえ 

くぇ おぇしうすっ くぇ ょうさっおちうは „╋っしすくう ょぇくなちう う すぇおしう“ くぇ ぇょさっし: ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. “┿か.╀ぇすっくぉっさゅ“ わ4, こぇさすっさっく っすぇあ, おぇしぇ わ 2 う おぇしぇ わ 3 けす 8,30 - 17,30 つ.
╁ しすぇは わ10 けす 8,30 - 12,30 つ. う けす 13,30 - 17,30 つ. しっ ういゃなさてゃぇす こかぇとぇくうは ゃ ぉさけえ う つさっい ‶¨]-せしすさけえしすゃけ. ╀っいおぇしけゃう こかぇとぇくうは きけゅぇす  ょぇ しっ ういゃなさてぇす 

う こけ ぉぇくおけゃ こなす つさっい こけとっくしおう いぇこうし うかう くぇ おぇしうすっ くぇ ╇いうこっえ う ╇こっえ  こけ ぉぇくおけゃうすっ しきっすおう くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.  
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

╇くそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ- せか. 
„うしおさぇ” -4
╃け 17-すう そっゃさせぇさう 
╇いかけあぉぇ „ ′っいぇかうつうきけ”- 〉くう-

おぇかくう, くっこせぉかうおせゃぇくう う くっこけ-
おぇいゃぇくう ょけしっゅぇ おぇょさう けす ぇさたうゃぇ 
くぇ ╀〈┿ とっ さぇいおさうはす こさっょ こせぉかう-
おぇすぇ おぇおゃけ っ ゃなかくせゃぇかけ ╀なかゅぇさうは 
こさっい 19, 20, 21 ゃっお – ょけ ょくっし. 
╋うゅけゃっ けす しなぉうすうはすぇ, こさっい こけゅかっ-
ょぇ くぇ あせさくぇかうしすうすっ けす くはおけかおけ 
っこけたう, しぇ いぇこっつぇすぇくう ゃ 45 すぇぉかぇ 
し ういけぉさぇあっくうは う すっおしすけゃっ. ¨す ¨し-
ゃけぉけあょっくうっすけ う こなさゃぇすぇ ╉けくしすう-
すせちうは, こさっい こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ 
╉くはあっしすゃけ う 『ぇさしすゃけ ╀なかゅぇさうは, 
ゃけえくうすっ, ゃなしすぇくうはすぇ, しなこさけすうゃぇ-
すぇ, ′ぇさけょくぇすぇ さっこせぉかうおぇ, ょっきけ-
おさぇすうつくうすっ こさけきっくう, つかっくしすゃけすけ 
ゃ ′┿〈¨ う ╄] ょけ しなぉうすうはすぇ ょくっし 
– „′っいぇかうつうきけ” しなぉうさぇ ゃしうつおけ う ゅけ こさっょしすぇゃは こけ せくうおぇかっく くぇつうく. 
╇いかけあぉぇすぇ とっ こけおぇあっ くっ しぇきけ しなぉうすうはすぇ, ぇ う おぇお しぇ ゃないこさうっきぇ-
くう, し おぇおなゃ っいうお あせさくぇかうしすうすっ しぇ こうしぇかう いぇ すはた, おぇお きっょううすっ しぇ 
せかぇゃはかう こせかしぇ くぇ ょっくは う おけっ けす ょくっゃくうは さっょ っ ぉうかけ いくぇつうきけ いぇ 
けぉとっしすゃけすけ. ′ぇさっょ し ょせきう う しくうきおう けす おせかすせさくうすっ くう ゃなさたけゃっ, 
ょけしすうあっくうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは しこけさす, けぉとっしすゃっくうすっ おぇせいう, いくぇおけ-
ゃうすっ こさけちっしう… 115 ゅけょうくう けす けぉとっしすゃっくうは, ょせたけゃくうは, きっょうえくうは 
あうゃけす くぇ ╀なかゅぇさうは けあうゃはゃぇす. ]すさせゃぇ しう ょぇ ぉなょぇす ゃうょっくう, ぇ けとっ 
こけゃっつっ - けしきうしかっくう. 
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′ぇ 27 はくせぇさう 2015 ゅ. しっ くぇゃなさ

てうたぇ 95 ゅけょうくう けす さけあょっ
くうっすけ くぇ ういすなおくぇすうは ぇくすうそぇてうしす 
う ゃうょっく しすさけうすっか くぇ しけちうぇかうしすう
つっしおぇ ╀なかゅぇさうは - ‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ. 
】っ しっ けこうすぇき し おさぇすおう とさうたう, 
きぇおぇさ う そさぇゅきっくすぇさくけ, ょぇ けぉさう
しせゃぇき くっゅけゃぇすぇ きくけゅけ ぇゃすけさうすっす
くぇ かうつくけしす.
[けょっく っ くぇ 27 はくせぇさう 1920 ゅ. 

ゃ し. ╂けさくけ ]かうゃけゃけ, けぉかぇしす ╊け
ゃっておぇ, ゃ しさっょくけ いっきっょっかしおけ しっ
きっえしすゃけ. ‶さっい 1939 ゅ. いぇゃなさてゃぇ 
〈ったくうつっしおけ せつうかうとっ ゃ ]けそうは. 
〈せお すけえ っ いぇゃかぇょはく けす うょっうすっ 
いぇ しゃけぉけょぇ う しけちうぇかくぇ しこさぇゃっょ
かうゃけしす. ]すぇゃぇ ぇおすうゃっく つかっく くぇ 
[ぇぉけすくうつっしおうは きかぇょっあおう しなのい. 
]かっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ しさっょくけすけ しう 
けぉさぇいけゃぇくうっ こけしすなこゃぇ ゃ 【おけかぇ
すぇ いぇ いぇこぇしくう けそうちっさう - ゃないょせて
くけ せつっぉっく こけかお, ゅさ.╉ぇいぇくかなお. 
╀なさいけ しっ しこさうはすっかはゃぇ し けそうちっさ
しおうは おぇくょうょぇす ╅っかぬけ ╋ぇくけかけゃ 
う ぉっい おけかっぉぇくうっ しっ ゃおかのつゃぇ ゃ 
けゅかぇゃはゃぇくぇすぇ けす くっゅけ くっかっゅぇかくぇ 
ぇくすうそぇてうしすおぇ ゅさせこぇ. 〈は さぇいゃうゃぇ 
ぇおすうゃくぇ ょっえくけしす しさっょ ゃけっくけしかせ
あっとうすっ けす ╉ぇいぇくかなておうは ゅぇさくう
いけく しさっとせ せつぇしすうっすけ くぇ ╀なかゅぇ
さうは ゃ 》うすかっさけそぇてうしすおうは ぉかけお.
]かっょ こさっょぇすっかしすゃけすけ ゅさせこぇすぇ っ 

さぇいおさうすぇ, ぇ くっえくうはす さなおけゃけょう
すっか ╅っかぬけ ╋ぇくけかけゃ う つかっくなす くぇ 
ゅさせこぇすぇ - ゃけえくうおなす ╂っけさゅう 〈うたけ
かけゃ いぇゅうゃぇす ゃ ぉけえ し そぇてうしすおぇすぇ 
こけかうちうは こさう ぉぇくは し. ¨ゃけとくうお. 
‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ っ ぇさっしすせゃぇく, 
あっしすけおけ うくおゃういうさぇく う けしなょっく くぇ 
ょけあうゃけすっく いぇすゃけさ. ¨しゃけぉけょっく けす 
いぇすゃけさぇ くぇ 9 しっこすっきゃさう 1944 ゅ., 
すけえ しっ いぇゃさなとぇ ゃ さけょくけすけ しう しっかけ 
う しっ ゃおかのつゃぇ ゃ せおさっこゃぇくっすけ くぇ 
けすっつっしすゃっくけそさけくすけゃしおぇすぇ  ゃかぇしす 
おぇすけ おきっす くぇ しっかけすけ. ‶け おなしくけ 
あぇょくうはす いぇ いくぇくうは きかぇょっあ しすぇゃぇ 
しすせょっくす う こさっい 1950 ゅ. いぇゃなさてゃぇ 
ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ しなし しこっ
ちうぇかくけしす きぇてうくっく うくあっくっさ.

‶なさゃけすけ きう いぇこけいくぇくしすゃけ
し くっゅけ っ いぇょけつくけ. 

╃ぇすうさぇ けす ょぇかっつくぇすぇ 1958 ゅ. おけ
ゅぇすけ いぇこけつくぇた さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 10, 
ょくってくうはす „┿さしっくぇか”. ╆ぇ すけおせ-とけ 
こさっきうくぇかうは くぇ こけ-けすゅけゃけさくぇ さぇ
ぉけすぇ ゅかぇゃっく うくあっくっさ くぇ いぇゃけょぇ 
しっ さぇいおぇいゃぇたぇ かっゅっくょう. ╇ ょくっし 
うくあっくっさう, すったくうちう, うおけくけきうしすう 
う さぇぉけすくうちう, すさせょうかう しっ こけょ くっ
ゅけゃけ さなおけゃけょしすゃけ, し ゅけかはきけ せゃぇ
あっくうっ しう しこけきくはす いぇ すけこかうは きせ 
こけゅかっょ う くっこけょこさぇゃっくぇ つけゃっつ
くけしす. ╁こっつぇすかはゃぇたぇ きっ くっゅけゃぇすぇ 
しすさけゅけしす う しこさぇゃっょかうゃけしす, おけうすけ 
こさけはゃはゃぇてっ おなき おぇょさうすっ, おけうすけ 
さなおけゃけょってっ. ′っゅけゃぇすぇ けすいうゃつう
ゃけしす う ょけぉさけくぇきっさっくけしす おなき ちっ
かうは すさせょけゃ おけかっおすうゃ.
〈させょけゃうは しう こなす いぇこけつゃぇ ゃ いぇ

ゃけょ ╆ぇゃけょ 12 – ]けそうは, おぇすけ すった
くけかけゅ. ′け すぇき こさっしすけはゃぇ いぇ おさぇす
おけ. ‶さっい 1952 ゅ. しなし いぇこけゃっょ くぇ 
きうくうしすなさぇ くぇ すっあおぇすぇ こさけきうて
かっくけしす ┿くすけく ぃゅけゃ っ くぇいくぇつっく いぇ 
ゅかぇゃっく うくあっくっさ くぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ 
こさっょこさうはすうっ ゃ しすさぇくぇすぇ - ╆ぇゃけょ 

10 ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╉ぇおすけ しぇきう
はす すけえ こさういくぇゃぇ, ╆ぇゃけょ 10 
っ こなさゃぇすぇ きせ ゅけかはきぇ ておけ
かぇ おぇすけ さなおけゃけょうすっか, おけはすけ 
ぉっかっあう こなすは きせ ゃ きけょっさくけ
すけ きぇてうくけしすさけっくっ. 〈せお すけえ 
さぇいゅさなとぇ けさゅぇくういぇすけさしおうは 
しう すぇかぇくす う こけおぇいゃぇ おぇつっしす
ゃぇ くぇ っさせょうさぇく しこっちうぇかうしす.
【ぇくしなす ょぇ しっ いぇこけいくぇは し 

くっゅけ きっ しこけたけょう ゃ こけ-おなし
くうすっ ゅけょうくう くぇ きけはすぇ いさっ
かけしす. ╉ぇすけ しおさけきっく ょっっち ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ たうょさぇゃかうおぇすぇ う  
けさなあっえくぇすぇ こさけきうてかっくけしす, 
ぇ こけ おなしくけ う ゃ っくっさゅっすうおぇ
すぇ, うきぇた ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
せつぇしすゃぇき ゃ しかせあっぉくう しさっとう, 
こさけゃっあょぇくう けす くっゅけ おぇすけ 
こなさゃう いぇき.-きうくうしすなさ くぇ きぇ
てうくけしすさけっくっすけ, ぇ こけ-おなしくけ 
おぇすけ しっおさっすぇさ くぇ 『╉ くぇ ╀╉‶. 
] せょけゃけかしすゃうっ おけくしすぇすうさぇた, 
つっ いぇょけつくうすっ たぇさぇおすっさうし

すうおう, おけうすけ ぉはた つせゃぇか いぇ 
くっゅけ, くっ ぉはたぇ きうす. 〈っ けぉさう
しせゃぇたぇ っょうく ょなかぉけおけ くさぇゃ
しすゃっく つけゃっお う さなおけゃけょうすっか. 
╁ ╉ぇいぇくかなお っ こさっきうくぇかぇ 
つぇしす けす あうゃけすぇ くぇ ‶っくぬけ 
╉うさぇちけゃ. ′っ しかせつぇえくけ いぇ 
すけいう こっさうけょ けす あういくっくうは しう 
こなす すけえ ういこけゃはょゃぇ: „╉ぇいぇく
かなお しすぇくぇ いぇ きっく おぇすけ ゃすけさけ 
さけょくけ きはしすけ.”  ╃けおぇいぇか しっ 
おぇすけ すぇかぇくすかうゃ しこっちうぇかうしす 
う しすけこぇくしおう さなおけゃけょうすっか, 
すけえ ぉなさいけ こさうしすなこゃぇ おなき 
ゃなさたけゃっすっ くぇ うおけくけきうつっ
しおけすけ う こけかうすうつっしおけすけ さな
おけゃけょしすゃけ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 
‶けしかっょけゃぇすっかくけ っ ゅかぇゃっく 
うくあっくっさ くぇ せこさぇゃかっくうっ 
„╋ぇてうくけしすさけっくっ” – ]けそうは, 
いぇきっしすくうお- こさっょしっょぇすっか くぇ 
おけきうすっすぇ こけ こさけきうてかっくけし
すすぇ, こなさゃう いぇき.-きうくうしすなさ くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ, ゅっくっさぇ
かっく ょうさっおすけさ くぇ しすけこぇくしおけ 
けぉっょうくっくうっ, しっおさっすぇさ くぇ 『╉ 
くぇ ╀╉‶ – けすゅけゃぇさはと いぇ こさけ
きうてかっくけしすすぇ, しすさけうすっかしすゃけ
すけ う すさぇくしこけさすぇ, こけしかぇくうお. 
‶さっい 1986 ゅ. しっ こっくしうけくうさぇ 
おぇすけ ょうさっおすけさ くぇ 『っくすさぇか
くうは うくしすうすせす いぇ くぇせつくぇ う 
すったくうつっしおぇ うくそけさきぇちうは.
╉ぇすけ さなおけゃけょうすっか, すけえ 

ぉってっ しうかくけ ぇかっさゅうつっく う くっ

こさうきうさうき おなき おぇさうっさうしすうすっ, 
こけしかせておけゃちうすっ, こけょきぇいゃぇつう
すっ, ょけくけしくうちうすっ.
╉ぇいぇくかなつぇくう しきっ きせ ぉかぇゅけ

ょぇさくう, つっ こさっい ちっかうは しう こなす 
くぇ しすけこぇくしおう う ょなさあぇゃっく さな
おけゃけょうすっか, くぇ こけかうすうつっしおう 
ょっっち, ‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ くっ いぇ
ぉさぇゃう くぇてうは ゅさぇょ. 
╁ さぇきおうすっ くぇ こさぇゃけきけとうはすぇ, 

し おけうすけ さぇいこけかぇゅぇてっ, すけえ うきぇ 
けゅさけきっく こさうくけし ゃ ういさぇしすゃぇくっ
すけ くぇ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ きけょっさっく 
う しなゃさっきっくっく ゅさぇょ. 】っ こけしけつぇ 
くはおけう っきぉかっきぇすうつくう うくゃっしすう
ちうう, いぇ おけうすけ うきぇ さってぇゃぇと 
こさうくけし  う すけえ: ╃けきなす くぇ おせか
すせさぇすぇ „┿さしっくぇか”, ╂さぇょしおぇすぇ 
たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは う きせいっ
はす, けぉうおけかくうはす こなす, こなすはす いぇ 
ゃさなた „╀せいかせょあぇ” う きくけゅけ ょさせ
ゅう. ╂けかはきぇ っ くっゅけゃぇすぇ いぇしかせ
ゅぇ ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ きけょっさくけすけ 
きぇてうくけしすさけっくっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

‶さっい 2005 ゅ. おぇいぇくかなつぇくう きせ 
しっ けすぉかぇゅけょぇさうたぇ ょけしすけえくけ. ] 
[ってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
ぉっ せょけしすけっく し くぇえ-ゃうしけおけすけ 
いゃぇくうっ ゃ ¨ぉとうくぇすぇ – ‶けつっすっく 
ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお.
]かせつう しう すぇおぇ, つっ しかっょ 10 

くけっきゃさう 1989 ゅ. うょっえくぇすぇ 
ぉかういけしす う けぉとうすっ くう すさっゃけゅう 
けす くぇしすなこうかけすけ こけかうすうつっしおけ 
ぉっいゃさっきうっ う さぇいさせたぇ ゃ ╀なか
ゅぇさうは くう くぇこさぇゃうたぇ くっ しぇきけ 
ぉかういおう うょっえくう ょさせゅぇさう, くけ 
うきぇき おせさぇあぇ ょぇ おぇあぇ, こさうはすっ
かう. ╆ぇしかせゅぇすぇ っ くぇ ‶っくぬけ ╉う
さぇちけゃ. ╁なこさっおう ゃないさぇしすけゃぇすぇ 
さぇいかうおぇ きっあょせ くぇし, すけえ きっ ょけ
こせしくぇ ょけ しっぉっ しう おぇすけ さぇゃっく. 
╁ すっいう ぉかういおう ゃいぇうきけけすくけ
てっくうは けすおさうた ゃ たぇさぇおすっさぇ きせ 
けとっ っょくぇ ょけぉさけょっすっかくぇ つっさ
すぇ - くっこけょこさぇゃっくぇ しおさけきくけしす 
う ょけさう しすっしくうすっかくけしす, おけゅぇすけ 
しっ ゅけゃけさう いぇ ょけしすけえくしすゃぇすぇ う 
いぇしかせゅうすっ きせ. ¨とっ こけ-ぉかういなお 
きう しすぇくぇ, おけゅぇすけ うきぇた つっしすすぇ, 
せょけゃけかしすゃうっすけ う ょけゃっさうっすけ 
きせ, けとっ ゃ さなおけこうし, ょぇ しっ いぇ
こけいくぇは し きっきけぇさくぇすぇ きせ おくうゅぇ 
„╅うゃけす ゃ すさう っこけたう”. ‶さうった 
すけいう あっしす おぇすけ ゅけかはきけ ょけゃっ
さうっ おなき きっく. ] すぇいう くぇゅかぇしぇ 
う つせゃしすゃぇ こさけつっすけた おくうゅぇすぇ. 
¨とっ こなさゃうすっ え さっょけゃっ きっ せゃ
かはおけたぇ うい しかけあくうすっ かぇぉうさうく

すう くぇ っょうく ょけしすけえくけ ういあうゃはく 
こなす. ‶なす くぇ しきっか ぇくすうそぇてうしす う 
ぉけさっち いぇ しけちうぇかくぇ しこさぇゃっょかう
ゃけしす. ‶なす くぇ ぇおすうゃっく しすさけうすっか 
くぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇ ╀なかゅぇさうは. 
╁こっつぇすかっく しなき, つっ ゃなこさっおう くっ
しさっすぇすぇ う くうとっすぇすぇ, ょけ おけはすけ 
ぉっ ょけゃっょっく くぇさけょなす くう しかっょ 10 
くけっきゃさう 1989 ゅ. けす す. く. „ょっきけ
おさぇすう”, ゃなこさっおう けいなぉっくけすけ う 
たうとくけ かうちっ くぇ すさうせきそうさぇとうは 
ょうゃ おぇこうすぇかういなき, ‶っくぬけ ╉うさぇ
ちけゃ くっ こぇょくぇ ょせたけき う しなたさぇくう 
たぇさぇおすっさくうは しう けこすうきういなき いぇ 
こけ-ょけぉさけすけ ぉなょっとっ くぇ ╀なかゅぇ
さうは. 〈ぇいう ゃはさぇ しっ ゃうあょぇ う ゃ 
ょせきうすっ きせ:

 „╁はさゃぇき ゃ たけさぇすぇ,
ゃ くぇさけょぇ う

ょけぉさけすけ ぉなょっとっ.”

¨とっ ゃ ╉ぇいぇくかなお いょさぇゃけ 
こさうはすっかしすゃけ しゃなさいゃぇ ‶っくぬけ 

╉うさぇちけゃ う くっゅけゃぇすぇ てうさけおけ 
しおさけっくぇ, けぉとうすっかくぇ, ゅけしすけ
こさうっきくぇ う おけかけさうすくぇ しなこさせゅぇ 
ょけち. ]すけえくぇ ╀ぇくぇかうっゃぇ し こう
しぇすっかは 』せょけきうさ. ╆ぇ ゅけかはきぇすぇ 
ゃいぇうきくけしす う せゃぇあっくうっ, おけうすけ 
しぇ ういこうすゃぇかう っょうく おなき ょさせゅ, 
ゅけゃけさう う そぇおすなす, つっ おけゅぇすけ 
』せょけきうさ こさっしおぇつぇか ょけ ]けそうは, 
くっけすきっくくけ ゅけしすせゃぇか う くぇ しっ
きっえしすゃけ ╉うさぇちけゃう. 〈せお くぇきう
さぇか けぉと っいうお, ょけぉさぇ さぇいょせきおぇ 
う うくすっかっおすせぇかっく けすょせてくうお.
╆ぇ ゅけかはきけすけ せゃぇあっくうっ, おけっすけ 

』せょけきうさ っ たさぇくっか おなき ]すけえくぇ 
う ‶っくぬけ, ゅけゃけさう う こけしかっょくけすけ 
きせ こうしきけ ょけ すはた. ╁っつっ すっあおけ 
ぉけかっく, すけえ うき こうてっ: „]おなこう 
きけう ]すけえくっ う ‶っくぬけ, おぇすけ うょぇ 
ゅけさっ, とっ おぇあぇ くぇ ]ゃっすう ‶っすさぇ 
ょぇ ゃう いぇこぇいう くぇえ-たせぉぇゃけすけ 
きはしすけ ゃ さぇは う しすけ ゅけょうくう ょぇ ゅけ 
こぇいう いぇ ゃぇし.” 〈けゃぇ っ くっゅけゃぇすぇ 
けちっくおぇ いぇ すはた. ╉けゅぇすけ 』せょけ
きうさ いぇゃなさてゃぇ いっきくうは しう こなす, 
]すけえくぇ きせ こさぇゃう こけしきなさすくぇ 
きぇしおぇ, おけはすけ しっきっえしすゃけ ╉うさぇ
ちけゃう こけょぇさはゃぇ くぇ おなとぇ-きせいっえ 
』せょけきうさ.
‶さう きくけゅけぉさけえくうすっ しう しさっとう 

し ‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ う ぉっしっょうすっ 
しう し くっゅけ しう いぇょぇゃぇた ゃなこさけ
しぇ: „╉けう しぇ すっいう くさぇゃしすゃっくう 
ょけぉさけょっすっかう, けさうしぇかう あうすっえ
しおぇすぇ きせ くぇすせさぇ し こぇすさうけすう

いなき, しっぉっさぇいょぇゃぇくっ, ょけぉさけ
すぇ おなき けおけかくうすっ, きけさぇかくぇ う 
こけかうすうつっしおぇ ういょなさあかうゃけしす?” 
〈っ, しこけさっょ きっく, しぇ いぇかけあっくう 
ゃ いょさぇゃうは きせ しっかしおう おけさっく, 
つっさこうか あうゃうすっかくう しけおけゃっ けす 
こけしかけゃうつくけすけ ぉなかゅぇさしおけ すさせ
ょけかのぉうっ, かのぉけいくぇすっかくけしす う 
さけょけかのぉうっ くぇ こさっょちうすっ きせ. 
〈っいう ょけぉさけょっすっかう し くぇこけさうし
すぇ のくけてっしおぇ きっつすぇすっかくけしす しぇ 
そけさきうさぇかう しすさっきっあぇ きせ おなき 
しぇきけせしなゃなさてっくしすゃぇくっ. 〈っ しぇ 
けこけさくぇすぇ きせ すけつおぇ, おけはすけ きせ 
ょぇゃぇ せこけゃぇくうっ う くぇょっあょぇ ゃ 
すさせょくうすっ ょくう くぇ こけかうすうつっしおう 
いぇすゃけさくうお, ゃはさぇすぇ きせ ゃ ょけぉさけ
すけ ぉなょっとっ くぇ [けょうくぇすぇ. 
╅っしすけおぇすぇ ぉうすおぇ しさっとせ きけ

くぇさたけ-そぇてういきぇ  ゅけ けそけさ
きは おぇすけ しきっか ぉけさっち. ]かっょ 
ぇくすうそぇてうしすおぇすぇ こけぉっょぇ くぇ 
09.09.1944 ゅ.  おぇかっくうはす ゃ ぉうす
おう ぉけさっち こけっきぇ こなすは くぇ ぇおすう
ゃっく しすさけうすっか くぇ しけちうぇかうしすう
つっしおぇ ╀なかゅぇさうは.
]かっょ しきなさすすぇ きせ しっきっえしすゃけ

すけ きせ, けすつうすぇえおう くっゅけゃうすっ 
いぇしかせゅう いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
ょけきぇ-こぇきっすくうお くぇ しけちうぇかうし
すうつっしおけすけ ょゃうあっくうっ くぇ ゃさなた 
„╀せいかせょあぇ”, 

さってぇゃぇ せさくぇすぇ し こさぇたぇ
きせ ょぇ ぉなょっ

さぇいこさなしくぇすぇ くぇょ
かっゅっくょぇさくうは ゃさなた. 

′はきぇ くうとけ くっけぉうつぇえくけ う くっ
っしすっしすゃっくけ ゃ すけゃぇ さってっくうっ. 
『っかうはす きせ あうゃけす, こさっきうくぇか こけ 
ょさせきうとぇすぇ くぇ すさう しなょぉけゃくう 
いぇ [けょうくぇすぇ くう っこけたう, っ あう
ゃけす-ぉけさぉぇ. ╅うゃけす, こけしゃっすっく 
くぇ うょっぇかうすっ いぇ しけちうぇかくぇ しこさぇ
ゃっょかうゃけしす う ょけぉさせゃぇくっすけ くぇ 
くぇさけょぇ くう.
]かっょ おけくつうくぇすぇ きせ, おぇすけ 

っょうく けす けさゅぇくういぇすけさうすっ くぇ 
すけゃぇ おせかすけゃけ しゃっとっくけょっえしす
ゃうっ, くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ いぇぉさぇゃは 
しっょきけくけっきゃさうえしおうは ょっく. ╃っ
くはす くぇ ╁っかうおぇすぇ けおすけきゃさうえ
しおぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇ さっゃけかの
ちうは, いぇ うょっぇかうすっ くぇ おけはすけ すけえ 
ぉっい けしすぇすなお こけしゃっすう ちっかうは しう 
しないくぇすっかっく あうゃけす. ]ぇきけかっ
すなす, おけえすけ こさっくぇしはてっ せさくぇすぇ 
し こさぇたぇ きせ くぇょ すけゃぇ けさかけゃけ 
きはしすけ, さぇいきぇたぇ おさうかっ う は さぇい
こさなしくぇ くぇょ ╀せいかせょあぇくしおぇすぇ 
ゃうしうくぇ. ]すけはたきっ ゃ きうくせすぇ きなか
つぇくうっ - けくっきっかう う ゃおぇきっくっくう. 
╁ すけいう きけきっくす つせゃしすゃぇた, つっ 
いぇっょくけ し ょせたぇ くぇ 》ぇょあうょうきう
すさけゃうすっ つっすくうちう う いぇゅうくぇかうすっ 
こぇさすういぇくう けす ╂ぇぉさけゃしおけ-]っ
ゃかうっゃしおうは けすさはょ くぇょ ぉうしすさうすっ 
╀せいかせょあぇくしおう ういゃけさう くぇ ぉなか
ゅぇさしおうは こぇすさうけすういなき う しけちうぇ
かうしすうつっしおう うょっぇかう とっ しっ うい
ゃうしはゃぇ う くっゅけゃうはす くっしこけおけっく 
う くっせおさけすうき ょせた. 】っ くう ょぇゃぇ 
おせさぇあ う こけょおさっこぇ ょぇ さぇぉけすうき 
う しっ ぉけさうき いぇ ょけぉさけすけ ぉなょっとっ 
くぇ ╀なかゅぇさうは.

ǫǭǶǸǫǰ  ╆┿》┿[╇╄╁

‶っくぬけ  ╂っくけゃ ╉うさぇちけゃ っ ぉなかゅぇさしおう うくあっくっさ, こけかうすうお, しっ
おさっすぇさ くぇ 『っくすさぇかくうは おけきうすっす くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ おけきせくうしすうつっ
しおぇ こぇさすうは.
╆ぇゃなさてうか っ 〈ったくうつっしおけすけ せつうかうとっ ゃ ]けそうは. ]かっょ しさっょくけ

すけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ こけしすなこゃぇ ゃ 【おけかぇすぇ いぇ いぇこぇしくう けそうちっさう 
- ゃないょせてくけ-せつっぉっく こけかお, ╉ぇいぇくかなお. ╁おかのつゃぇ しっ ゃ くっかっゅぇかくぇ 
ぇくすうそぇてうしすおぇ ゅさせこぇ, おけはすけ っ さぇいおさうすぇ. ┿さっしすせゃぇく う けしなょっく 
くぇ いぇすゃけさ.
]かっょ 9 しっこすっきゃさう 1944 ゅ. っ けしゃけぉけょっく う しすぇゃぇ おきっす くぇ さけょ

くけすけ しう しっかけ ╂けさくけ ]かうゃけゃけ. ╆ぇゃなさてゃぇ ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ 
こけ きぇてうくくけ うくあっくっさしすゃけ . [ぇぉけすう ゃ いぇゃけょ “]さっょっち” – ]け
そうは, おぇすけ すったくけかけゅ う おぇすけ ゅかぇゃっく うくあっくっさ くぇ ╆ぇゃけょ わ 10, 
╉ぇいぇくかなお.
╀うか っ こなさゃう いぇきっしすくうお-きうくうしすなさ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ. ╇い

ゃなくさっょっく う こなかくけきけとっく こけしかぇくうお くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ╂っさきぇくしおぇ
すぇ ょっきけおさぇすうつくぇ さっこせぉかうおぇ. ‶っくしうけくうさぇ しっ おぇすけ ょうさっおすけさ 
くぇ 『っくすさぇかくうは うくしすうすせす いぇ くぇせつくぇ う すったくうつっしおぇ うくそけさきぇ
ちうは こさっい 1986 ゅ. ‶けつうくぇか くぇ 13 けおすけきゃさう 2006 ゅけょうくぇ.

‶けくはおけゅぇ っ ういせきうすっかくけ おけかおけ ぉっいこけとぇょくけ う けゅさぇぉゃぇとけ きけあっ ょぇ  っ ╁さっきっすけ. ╇  おけかおけ ょぇ せつう. ╇ おけかおけ くっけちっくうきぇ さぇぉけすぇ ゃなさてぇす ゃ けこぇきっ
すはゃぇくっすけ きせ すっ - ╁っすっさぇくうすっ. ̈ くっいう, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ おけうすけ けしすぇゃはす あうゃう ╃うさうすっ くぇ ゃさっきっすけ, ういさけゃっくう し すさせょ, せしうかうは, かうてっくうは, あうすっえしおう 
こけゃさぇすう, けす ╃させゅうすっ, あうゃっかう こさっょう くぇし. 
′っ ゃはさゃぇき ゃ しかせつぇえくうすっ くっとぇ, ぇ ゃ すけゃぇ, つっ ゃしはおけ くっとけ しう うきぇ こさうつうくぇ. ╆ぇすけゃぇ う くはおぇお こさうゃうょくけ  しすさぇくくけ ゃ すけいう ぉさけえ くぇ ゃっしすくうおぇ しっ 

ゃこかうすぇす けすおさけゃっくうはすぇ くぇ っょうく ぉうゃて こさっきうっさ くぇ ╀なかゅぇさうは - けしこけさゃぇく, くけ ぉっいしこけさくけ ゅけかはき つけゃっお, おけえすけ  しこけょっかう こさう ゃういうすぇすぇ しう ゃ ╉ぇいぇく
かなお ういぉけかはかけすけ, つっ „くぇ ╁さっきっすけ う 》けさぇすぇ  ょくっし うき すさはぉゃぇす  ょけぉさう こさうきっさう, ゅっさけう” う さぇいおぇいなす– しこけきっく くぇ っょうく ょさせゅ いぇしかせあぇゃぇと せゃぇあっくうっ 
う さっしこっおす ゅけかはき きっしすっく ぉなかゅぇさうく, いぇ ょさせゅ, せゃぇあぇゃぇく う けしすぇゃうか  ぉっかっあうきぇ ょうさは ゃなゃ ╁さっきっすけ つけゃっお.
》けさぇすぇ けす きけっすけ こけおけかっくうっ くっ  ゅけ こけいくぇゃぇす, きぇおぇさ うきっすけ きせ しきなすくけ ょぇ っ こさっきうくぇゃぇかけ おぇすけ さっきぇさお ゃ くはおけえ しすぇさ こぇさすうっく せつっぉくうお うかう  

こけょけつせすけ けす ぇさしっくぇかしおう くぇしすぇゃくうお ゃ こさけそっしうはすぇ.  [けょうすっかうすっ くう しなし しうゅせさくけしす うきぇす こけ-しゃっあう しこけきっくう, せしかせあかうゃけ けぉぇつっ いぇさうくぇすう けす 
こせしすけてすぇ くぇ  ゃさっきっすけ,  ゃ おけっすけ あうゃっっき. ′け すっいう, おけうすけ しぇ しかっょ くぇし, すなくぇす ゃ ょなかぉけおぇ おけきぇ う ぉっいこぇきっすくけしす, くっ こけ すはたくぇ ゃうくぇ, さぇいぉうさぇ しっ,  
いぇ たけさぇ おぇすけ ‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ. ╄ょうく けす ゅけかっきうすっ, ょけしすけえくう ぇさしっくぇかちう, こけしすうゅくぇかう きくけゅけ ゃ こさけそっしうけくぇかっく  こかぇく う けしすぇゃうかう きくけゅけ し ょうさはすぇ 
う すさせょぇ しう  ゃ きはしすけすけ, おけっすけ けぉうつぇす - ╉ぇいぇくかなお. ¨す こさういきぇすぇ くぇ うょっぇかうすっ くぇ しゃけっすけ ゃさっきっ, けしすぇゃうか ょうさは, けす おけはすけ ょくってくうすっ  しすさけうすっかう くぇ  
しなゃさっきっくくぇ ╀なかゅぇさうは きけゅぇす ょぇ しっ せつぇす. 
╄おうこなす くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ういおぇいゃぇ  しゃけはすぇ  けゅさけきくぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす う せゃぇあっくうっ おなき ╂っけさゅう ╆ぇたぇさうっゃ -  っょうく けす ゃっすっさぇくうすっ-ぇさしっくぇかちう,   

ょなかゅけゅけょうてっく こさっょしっょぇすっか くぇ こぇさすうえくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀╉‶-╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ぉうゃて くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか, いぇ ょけゃっさうっすけ う けちっくおぇすぇ ょぇ 
ういぉっさっ うきっくくけ すぇいう „〈さうぉせくぇ” いぇ  さぇいおぇいぇ – しこけきっく いぇ あうゃけすぇ う しなすゃけさっくけすけ, いぇ  こさうくけしぇ う ょうさはすぇ, けしすぇゃっくう けす  ‶けつっすくうは ゅさぇあょぇくうく くぇ 
╉ぇいぇくかなお いぇ 2005 ゅけょうくぇ ‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶さっきうっさなす けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ ¨╃] う っおしかうょっさ くぇ ╃]╀  – ╇ゃぇく ╉けしすけゃ, ぉっ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけ うくうちうぇすうゃぇ くぇ ¨ぉとけぉなかゅぇさしおう おけきうすっす „╂っくっさぇか 
╇ゃぇく ╁なかおけゃ“. ╉けしすけゃ ぉっ すせお いぇっょくけ し きうくうしすなさぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ くぇ くっゅけゃうは おぇぉうくっす - ╁っしっかうく ╋っすけょうっゃ. 〈っ せつぇしすゃぇたぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ ′ぇ-
ちうけくぇかくぇすぇ しさっとぇ – しっきうくぇさ, こけしゃっすっくぇ くぇ 70- ゅけょうてくうくぇすぇ けす ′ぇさけょくうは しなょ ゃ ╀なかゅぇさうは, けさゅぇくういうさぇくぇ けす けぉとけぉなかゅぇさしおうは おけきうすっす. 
╃ゃぇきぇすぇ ぉはたぇ こけしさっとくぇすう けす かうょっさうすっ くぇ ╃]╀ う ]╃] ゃ ╉ぇいぇくかなお - ╇ゃぇく ╊ぇこつっゃ う ′うおけかぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ, ょけきぇおうくぇ けす おけきうすっすぇ ╈けさょぇく ╋ぇさう-

くけゃ, おぇおすけ う けす っょうくしすゃっくうは おぇいぇくかなておう „しうく“ おきっす ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ, ょけしすけかっこっく おぇょなさ くぇ „┿さしっくぇか“ ゃ ゅけょうくうすっ こさっょう う しかっょ おきっすせゃぇくっすけ しう. 
‶け あっかぇくうっ くぇ けさゅぇくういぇすけさうすっ ゅけしすうすっ しっ しさっとくぇたぇ し おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う し こさっょしっょぇすっかは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 

′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ. ‶さっょ ╉けしすけゃ おきっすなす ]すけはくけゃぇ こさっょしすぇゃう ╉ぇいぇくかなお ゃ うおけくけきうつっしおう こかぇく, いぇこけいくぇ ゅけ う し こっさしこっおすうゃうすっ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ 
けぉとうくぇすぇ ゃ しそっさぇすぇ くぇ すせさういきぇ こさっょゃうょ けぉけしけぉはゃぇくっすけ くぇ ゅさぇょぇ こさっょう きっしっち おぇすけ ちっくすなさ くぇ っょうく けす 9-すっ すせさうしすうつっしおう さぇえけくぇ くぇ ╀なかゅぇさうは. 
╁ないきけあくけしすうすっ くぇ さっゅうけくぇ - ぉけゅぇす くぇ ぉぇかくっかけあおう さっしせさしう, う いぇっょくけ し すけゃぇ - しすけかうちぇ くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ う すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ, ぉはたぇ けしくけゃくう  
すっきう けす おさぇすおぇすぇ しさっとぇ くぇ ╉けしすけゃ う ╋っすけょうっゃ し おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお.
╁ ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく ╉けしすけゃ ょぇょっ うくすっさゃの っょうくしすゃっくけ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“. ‶さっょう すけゃぇ すけえ ょぇょっ いぇ きっょううすっ おさぇすなお ぉさうそうくゅ こさっょ ╁けっくくうは 

おかせぉ, おなょっすけ ¨ぉとけぉなかゅぇさしおうはす おけきうすっす “╂っく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ“  こさけゃっょっ しさっとぇすぇ  し おぇいぇくかなつぇくう こけ こけゃけょ 70-ゅけょうてくうくぇすぇ けす ′ぇさけょくうは しなょ.
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¨うあせ [そつてそう:

¨うあせ [そつてそう:

╂けしこけょうく ╉けしすけゃ, すっいう ょくう 
ういすっつっ うくそけさきぇちうは けす うい-
おぇいゃぇくっすけ くぇ こさっいうょっくすぇ 
くぇ ]┿】, つっ しすさぇくぇすぇ ゃっつっ 
ういかういぇ けす おさういぇすぇ, せ くぇし 
おぇおゃけ しっ しかせつゃぇ? ╁ぇてうはす 
おさぇすなお おけきっくすぇさ けすくけしくけ 
しなしすけはくうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇ-

すぇ うおけくけきうおぇ?
- ╀なかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ 

けとっ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃかっいっ ゃ 
こさけちっし くぇ しかぇぉけ う おけかっぉかうゃけ 
ゃないしすぇくけゃはくっ しかっょ ょなかゅけ こさけ-
ょなかあうかぇすぇ ょっこさっしうは  しかっょ さっ-

ちっしうはすぇ けす 2009-すぇ ゅけょうくぇ. ╉け-
かっぉかうゃけ, くっしうゅせさくけ, いぇとけすけ:  
こなさゃけ, うくゃっしすうちうけくくうはす こさけ-
ちっし っ きくけゅけ いぇぉぇゃっく, うくゃっしすう-
ちううすっ しぇ きぇかおけ う  くっょけしすぇすなつ-
くう; ゃすけさけ – いぇとけすけ こぇいぇさなす しっ 
しゃうゃぇ ゃしかっょしすゃうっ くぇ ょっそかぇ-
ちうはすぇ う ょさせゅう こさうつうくう – おぇすけ 
しこぇょぇとうは ぉさけえ くぇ くぇしっかっくうっ-
すけ ゃしかっょしすゃうっ くぇ せょぇさう ゃなさ-
たせ ういくけしぇ, おけうすけ ょけえょけたぇ けす   
すさっすう しすさぇくう, ゃういうさぇき [せしうは 
う 〉おさぇえくぇ. 〈ぇおぇ つっ - しすさぇくぇすぇ 
っ ゃ こさけちっし くぇ すぇおけゃぇ おけかっぉかう-
ゃけ ういかういぇくっ くぇょ くうゃぇすぇ う こぇ-
さぇきっすさうすっ けす 2008-きぇ ゅけょうくぇ. 

╀っいさぇぉけすうちぇすぇ っ ゃうしけおぇ, ょけしすぇ 
ゃうしけおぇ, おさうすうつくぇ, くぇょ 10 %. 

╉ぇすけ  つけゃっお, おけえすけ しっ いぇくう-
きぇゃぇ し くぇせつくう ういしかっょゃぇくうは, 
しこけさっょ ╁ぇし, おけう しぇ けしくけゃ-
くうすっ, ょぇ おぇあっき, しぇきけ すさう 
こさうけさうすっすくう きっさおう, おけうすけ 

しこってくけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっょ-
こうさっきぇす いぇ こさっきうくぇゃぇくっすけ 
おなき すさぇっく うおけくけきうつっしおう 
さぇしすっあ?
- ′っ っ こさけしす けすゅけゃけさなす くぇ 

すけいう ゃなこさけし, いぇとけすけ けぉっおすうゃくけ 

きくけゅけ けぉしすけはすっかしすゃぇ ょっえしすゃぇす 
しさっとせ. ‶さうきっさくけ, けぉっいちっくはゃぇ 
しっ おぇこうすぇかなす ゃ しすさぇくぇすぇ, くぇきぇ-
かはゃぇ くぇしっかっくうっすけ う しっ ゃかけてぇ-
ゃぇ くっゅけゃぇすぇ ゃないさぇしすけゃぇ しすさせお-
すせさぇ, すけっしす, けつぇおゃぇ しっ さはいなお 
しこぇょ くぇ すさせょけしこけしけぉくうすっ かうちぇ. 
╃っきけゅさぇそしおぇすぇ おぇさすうくぇ せ くぇし 
っ きくけゅけ すっあおぇ. ╆ぇすけゃぇ かっしくう う 
くぇぉなさいけ おぇいぇくう さってっくうは くはきぇ. 

╁ すけいう しきうしなか, ゃうあょぇすっ かう 
ぇょっおゃぇすくう きっさおう  ゃ こなさゃうすっ 
しすなこおう くぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ 
すけゃぇ こさぇゃうすっかしすゃけ こけ けすくけ-
てっくうっ くぇ ょっきけゅさぇそしおぇすぇ 

こけかうすうおぇ けす ゅかっょくぇ すけつおぇ 
くぇ こけょけぉさはゃぇくっすけ くぇ おぇ-
つっしすゃけすけ くぇ さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ, 
おなょっすけ くっとぇすぇ しぇ おさうすうつくう 
う すけゃぇ ゃっつっ くっ っ すぇえくぇ いぇ 
くうおけゅけ?  
- ′っ, いぇしっゅぇ くはきぇ きっさおう, 

おけうすけ ょぇ しないょぇゃぇす  ょけぉなさ ぉぇ-

かぇくし くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ う ょぇ 
こけょけぉさはゃぇす おぇつっしすゃけすけ くぇ つけ-
ゃっておうは おぇこうすぇか. ‶なさゃけ, いぇ 
きかぇょうすっ たけさぇ くっ っ ちっくくけしす ょぇ 
こさうょけぉうゃぇす おゃぇかうそうおぇちうう, 
おけうすけ ういうしおゃぇす きくけゅけ せしうかうは, 

きくけゅけ うくゃっしすうさぇくっ くぇ ゃさっ-
きっ - おぇすけ うくあっくっさくうすっ くぇせおう, 
きぇすっきぇすうおぇ, そういうおぇ, うくそけさ-
きぇすうおぇ...〈っいう しこっちうぇかくけしすう, 
おけうすけ ゃしなとくけしす しぇ すゃけさつっしおう-
すっ  う おけうすけ しないょぇゃぇす おさっぇすうゃくけ 
くけゃう こさけょせおすう, くけゃう ういょっかうは, 
しぇ こさぇおすうつっしおう いぇゅなさぉっくう う 
すけゃぇ しっ すけかっさうさぇ けす っょくぇ きくけ-
ゅけ さぇいそけおせしうさぇくぇ こけかうすうおぇ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ せつうかうとぇすぇ. ‶さう-
きっさくけ, いぇおさうゃぇす しっ こさけそっしうけ-
くぇかくう せつうかうとぇ, こさけういゃっあょぇす 
しっ たけさぇ し っょくけ くっけすゅけゃぇさはとけ 
くぇ しさっょくうすっ っゃさけこっえしおう しすぇく-
ょぇさすう くうゃけ くぇ  くぇ けぉさぇいけゃぇ-

くけしす. ╃けさう こけ けすくけてっくうっ くぇ 
しけぉしすゃっくうは っいうお...

]こけきっくぇたすっ っゃさけこっえしおうすっ 
しすぇくょぇさすう. ╁ぇてっすけ こさぇゃう-
すっかしすゃけ - くぇ ̈ ╃], ぉってっ すけゃぇ, 
おけっすけ こさっょこさうっ ゅっくっさぇかくう-
すっ さっそけさきう う おけくおさっすくうすっ 

しすなこおう いぇ こさうしなっょうくはゃぇくっ-
すけ くぇ ╀なかゅぇさうは おなき ╄ゃさけ-
こっえしおうは しなのい ゃ けくけゃぇ ゃさっ-
きっ ゃ っょくぇ こっさしこっおすうゃぇ けす 
15-20 ゅけょうくう. 〈けゃぇ, おけっすけ 
しっ しかせつゃぇ しっゅぇ せ くぇし, かう しう 

こさっょしすぇゃはたすっ? ╁うあょぇき くは-
おぇおゃけ さぇいけつぇさけゃぇくうっ, しは-
おぇて, っかっきっくす くぇ こっしうきういなき 
ゃなゃ ╁ぇてうすっ けちっくおう?
- 〈けゃぇ っ さっぇかういきなす. ‶さけしすけ 

くはきぇ しきうしなか ょぇ ゅけゃけさうき くっゃっさ-
くう くっとぇ, けしけぉっくけ, ぇおけ ういしかっ-
ょけゃぇすっかしおう しっ けすくぇしはきっ おなき 
すはた, おなょっすけ っ くっょけこせしすうきけ すけゃぇ 
こけかうすうつっしおけ しかぇゅぇくっ くぇ さけいけゃう 
けつうかぇ. ′っょけこせしすうきけ っ, いぇとけすけ 
そぇおすうすっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃうあょぇす 
すぇおうゃぇ, おぇおゃうすけ しぇ う こけ くうおぇ-
おなゃ くぇつうく ょぇ くっ ぉなょぇす けつっさくは-
くう, くうすけ こさっょしすぇゃはくう すぇおうゃぇ, 
おぇおゃうすけ くう しっ うしおぇす. ′っ ぉうゃぇ. 

¨す すぇいう ゅかっょくぇ すけつおぇ うしすうくぇすぇ 
いゃせつう しせさけゃけ. ╇ すなあくけ. ╀なかゅぇさ-
しおけすけ けぉとっしすゃけ くっ っ しゃうおくぇかけ 
くぇ すけゃぇ. 〈け ゃ きけきっくすぇ っ きくけゅけ 
けすつせあょっくけ けす くぇせつくけすけ いょさぇゃけ-
きうしかうっ. ╋くけゅけ けすつせあょっくけ... 〉 
くぇし うきぇ こさっょう ゃしうつおけ きうしかっくっ 
– こけあっかぇすっかくけ.

‶けょちっくはゃぇ かう すけゅぇゃぇ せこさぇ-
ゃかっくうっすけ うおけくけきうつっしおぇすぇ 
くぇせおぇ おぇすけ そぇおすけさ, おけえすけ ぉう 
きけゅなか ょぇ こけきぇゅぇ いぇ ういかういぇ-
くっ けす すぇいう すっあおぇ しうすせぇちうは? 
╉ぇおゃけ っ けすくけてっくうっすけ くぇ せこ-
さぇゃかはゃぇとうすっ おなき うおけくけきう-
つっしおうすっ ういしかっょゃぇくうは う くぇせ-
おぇすぇ? 
- ′っ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ. ′っ きけあっき 

ょぇ おぇあっき, つっ くはきぇ ゃくうきぇくうっ 
おなき すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃうき. ′っ しきっ 
けす すっいう, おけうすけ しぇ いぇゅなさぉっくう, くけ 
くっ っ ゃなこさけしなす いぇ けすくけてっくうっ-
すけ おなき くぇせおぇすぇ, いぇとけすけ すけゃぇ っ 
きくけゅけ ぇぉしすさぇおすくけ くっとけ. ╁なこさけ-
しなす っ: ゃ おぇおゃぇ しすっこっく うくすっかう-
ゅっくすくうすっ たけさぇ ゃ くぇせおぇすぇ うきぇす 
おせさぇあぇ ょぇ おぇあぇす ゅさせぉぇすぇ うしすう-
くぇ くぇ こけかうすうちうすっ ゃ けつうすっ? ╆くぇ-
っすっ かう, つっ きぇかちうくぇ ゅけ こさぇゃはす. 
┿い とっ ╁う ょぇき こさうきっさ. ╁うっ きっ 
こうすぇたすっ いぇ こけかうすうおぇすぇ こけ けすくけ-
てっくうっ くぇ ょっきけゅさぇそうはすぇ. 〈ぇき 
うきぇ っょくぇ ょっきけゅさぇそしおぇ しすさぇ-
すっゅうは, おけはすけ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ 
こさっこうしゃぇ けす きくけゅけ ゅけょうくう くぇ-
しぇき, ぉせおゃぇかくけ し おけこう-こっえしす, う 
おけはすけ けすょぇゃくぇ くっ けすゅけゃぇさは くぇ 
っかっきっくすぇさくけすけ ういうしおゃぇくっ いぇ 
けそけさきはくっ くぇ しすさぇすっゅうつっしおう 
ういさはょっく ょけおせきっくす. ╁ しきうしなか, 
くはきぇ しっさうけいくう うくすっかうゅっくすくう 
せつっくう, おけうすけ ょぇ おぇあぇす: ゃうあすっ, 
ゃうっ しかけゃけぉかせょしすゃぇすっ, すけゃぇ くっ っ 
しすさぇすっゅうは. ╇ ょぇ うき おぇあぇす おぇおゃけ 
っ しすさぇすっゅうは, おぇおゃけ ゃおかのつゃぇ すは, 
おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ, おぇお しっ ぇくゅぇあう-
さぇ う おぇお しっ しゃなさいゃぇ ゃ けしすぇくぇ-
かうすっ せこさぇゃかっくしおう ゃないょっえしすゃうは 
う  すぇおぇ くぇすぇすなお... ╃け すぇき しきっ 
しすうゅくぇかう, つっ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ 
っ おさぇえくけ けすおなしくぇすぇ けす くぇせつくう-
すっ しすぇくょぇさすう, すは きくけゅけ きぇかおけ 
こけいくぇゃぇ きけょっさくうすっ しすぇくょぇさすう, 
くっ ゅう っ くぇこさぇゃうかぇ しゃけう, くはきぇ 
おけえ ょぇ は くぇおぇさぇ う けすすぇき しっ さぇあ-
ょぇ, こさうきっさくけ, こけしすぇくけゃおぇすぇ, つっ 
すぇおぇ うかう うくぇつっ ょっきけゅさぇそしおぇ 
おさういぇ うきぇ – ぇきう, くうっ とっ あう-
ゃっっき し くっは. ╉けっすけ っ ぇぉしせさょくけ, 
いぇとけすけ けすゅけゃけさなす くぇ ょっきけゅさぇそ-
しおぇすぇ おさういぇ, くぇこさうきっさ, ぇい しなき 
ゅけ おぇいゃぇか, くけ しっゅぇ とっ おぇあぇ こぇお 
う いぇ ╁ぇし,  っ - ぉなかゅぇさしおけすけ いょさぇ-
ゃっけこぇいゃぇくっ ょぇ こけしすうゅくっ しさっょ-
くうすっ こぇさぇきっすさう くぇ しきなさすくけしす, 
くぇ こさっあょっゃさっきっくくぇ しきなさすくけしす 
う くぇ ょっすしおぇ しきなさすくけしす, おぇおすけ 
しさっょくうすっ っゃさけこっえしおう しすさぇくう. 
╉ぇおすけ しさっょくうすっ, ぇ くっ おぇおすけ 
ゃうしけおけさぇいゃうすうすっ っゃさけこっえしおう 
しすさぇくう. ╇ すけゅぇゃぇ さっいせかすぇすなす 
とっ ぉなょっ くぇかうちっ: しこうさぇきっ ょぇ 
しっ しすけこはゃぇきっ おぇすけ くぇちうは. ┿ くうっ 
ょけさう う すけゃぇ くっ しきっ ぇょさっしうさぇかう 
おぇすけ こさけぉかっき. ╂けゃけさは いぇ くぇうし-
すうくぇ すぇおけゃぇ しおなしゃぇくっ くぇ ゃさない-
おぇすぇ きっあょせ くぇせおぇすぇ う せこさぇゃかっ-
くうっすけ, しこけさっょ きっく, う こけ ゃうくぇ 
くぇ しぇきうすっ せつっくう. ′っ しぇきけ せこさぇ-
ゃかっくうっすけ っ ゃうくけゃくけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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′ぇさけょくうはす しなょ  けす こさっょう 70 

ゅけょうくう ういさはいぇ ういょなかぉけおけ おけ-
さっくうすっ う ちっくくけしすうすっ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ けぉとっしすゃけ う しっゅぇ, ゃ 
21 ゃっお, すけゃぇ くう うょゃぇ おぇすけ おぇき-
てうつっく せょぇさ. ′はきぇきっ くぇゅかぇ-
しぇ おぇすけ けぉとっしすゃけ ょぇ ゅかっょぇきっ 
せあぇしぇ くぇ くぇくっしっくぇすぇ ょさぇきぇ う 
いぇすけゃぇ しっ ょっかうき. 
〈けゃぇ おぇいぇ うしすけさうおなす う ぉうゃて 

ゃうちっこさっきうっさ う きうくうしすなさ くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ けす おぇぉうくっすぇ 
╉けしすけゃ - ╁っしっかうく ╋っすけょうっゃ,  
こけ ゃさっきっ くぇ ょうしおせしうは ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, こけしゃっすっくぇ くぇ 70-すぇすぇ 
ゅけょうてくうくぇ けす ′ぇさけょくうは しなょ ゃ 
╀なかゅぇさうは.
╋っすけょうっゃ, ぉうゃてうはす きうくうし-

すなさ-こさっょしっょぇすっか ╇ゃぇく ╉けしすけゃ 
う うしすけさうおなす ╊なつっいぇさ ]すけは-
くけゃ ぉはたぇ ゅけしすう くぇ くぇちうけくぇか-
くぇ おさなゅかぇ きぇしぇ, こけしゃっすっくぇ くぇ 
ゅけょうてくうくぇすぇ. ¨さゅぇくういぇすけさ くぇ 
そけさせきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉっ ¨ぉとけ-
ぉなかゅぇさしおうはす おけきうすっす „╂っくっさぇか 

╇ゃぇく ╁なかおけゃ” う きっしすくう しすさせお-
すせさう くぇ こぇさすううすっ ╃っきけおさぇすう いぇ 
しうかくぇ ╀なかゅぇさうは う ]╃]. 
¨ぉとうはす ぉさけえ くぇ こさけういくっしっ-

くうすっ こさっょう 70 ゅけょうくう けす ′ぇ-
さけょくうは しなょ ゃ ╀なかゅぇさうは こさう-
しなょう っ 2730, せぉうすうすっ しぇ くぇょ 8 
たうかはょう ょせてう.  
]こけさっょ ぉうゃてうは こさけしゃっすっく 

きうくうしすなさ, „こっさうけょなす けす 1923 
ょけ 1944 ゅけょうくぇ っ ょせこおぇ ゃ うしすけ-
さうはすぇ, おけはすけ こけつすう くっ しっ いくぇっ 
けす ぉなかゅぇさしおうすっ せつっくうちう う くっ 
しっ こさっこけょぇゃぇ ゃ せつうかうとっ う いぇ 
おけはすけ しっゅぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ  ゃけょう 
すっあおぇ さぇぉけすぇ  いぇ こさけはしくはゃぇくっ 
くぇ すけゃぇ ゃさっきっ. ╇しすけさうはすぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは こさっい 20-すう ゃっお っ せつう-
すっか くぇ ゃさっきっすけ くう ょくっし”, おぇいぇ 
けとっ うしすけさうおなす.  
╀うゃてうはす こさっきうっさ くぇ ╀なかゅぇ-

さうは けす こっさうけょぇ 1997-2001-ゃぇ 
ゅけょうくぇ ╇ゃぇく ╉けしすけゃ いぇはゃう, つっ 
„ゃさっきっすけ くっ こけおぇいゃぇ ぉなさいけ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ  くぇ しこさぇゃっょ-

かうゃけしすすぇ, ぇ けぉとっしすゃけすけ くう 
くはきぇ うしすうくしおう ゅっさけう, おけっすけ っ  
けしくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ すけ ょぇ ういけ-
しすぇゃぇ”. ]こけさっょ ぉうゃてうは かうょっさ 
くぇ ╃]╀, „くっ きけあっ けぉとっしすゃけ 
ぉっい きなつっくうちう くぇ ゃはさぇすぇ う くぇ 
こけかうすうつっしおぇすぇ うょっは. ┿おけ けぉ-
とっしすゃけすけ くっ いくぇっ おけう しぇ さぇい-
かうおうすっ, くっ きけあっ ょぇ ゃなさゃう くぇ-
こさっょ, いぇとけすけ くはきぇ くぇ おけゅけ ょぇ 
こけょさぇあぇゃぇ”, いぇはゃう すけえ. 
 ‶さっょ あせさくぇかうしすう ゃ ╉ぇいぇく-

かなお ╇ゃぇく ╉けしすけゃ けこさっょっかう 
しかせつゃぇとけすけ しっ ゃ 〉おさぇえくぇ,  [せ-
しうは う ╄] おぇすけ „すっあおぇ すっきぇ くぇ 
くぇちうけくぇかくぇすぇ くう しうゅせさくけしす 
う ょっしすぇぉうかういうさぇと そぇおすけさ いぇ 
╀なかゅぇさうは, おさうっと さうしお, おけえすけ 
くっ すさはぉゃぇ ょぇ  しっ こさっくっぉさっゅゃぇ”. 
╁かういぇくっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ っゃ-

さけこっえしおぇすぇ こぇさうつくぇ しうしすっきぇ っ   
くぇかけあうすっかくけ, すなえ おぇすけ  ゃぇかせす-
くうはす ぉけさょ くっ きけあっ ょぇ そせくお-
ちうけくうさぇ ょなかゅけ, いぇはゃう すけえ う うい-
さぇいう しなきくっくうっ, つっ っゃさけすけ とっ 

しすぇくっ こぇさうつくぇ っょうくうちぇ しおけさけ 
せ くぇし, いぇさぇょう くっゅぇすうゃくうは きけ-
くうすけさうくゅ う ょけおかぇょうすっ  いぇ しすさぇ-
くぇすぇ くう. „〈けゃぇ くっ っ こさけぉかっき 
しぇきけ くぇ そうくぇくしけゃうは  きうくうし-
すなさ, くうすけ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ, ぇ 
くぇ ゃしうつおう”, おぇいぇ ╇ゃぇく ╉けしすけゃ.  
 ╀うゃてうはす こさっきうっさ こさけゅくけいう-

さぇ, つっ いぇさぇょう  ょっそかぇちうけくくうすっ 
すっくょっくちうう ゃ ╄] しすさぇくぇすぇ くう 
きけあっ ょぇ ういこうすぇ いぇすさせょくっくうは 
こけ けすくけてっくうっ くぇ ういこなかくっくうっ-
すけ くぇ ぉのょあっすぇ.  
╀うゃてうはす かうょっさ くぇ ╃]╀ けすおぇ-

いぇ ょぇ おけきっくすうさぇ ぇすきけしそっさぇすぇ 
う こさけぉかっきうすっ し  う くぇ [っそけさきぇ-
すけさしおうは ぉかけお し きけすうゃぇ, つっ しっ 
いぇくうきぇゃぇ し こさっこけょぇゃぇすっかしおぇ 
さぇぉけすぇ う っ ゃなく けす こけかうすうおぇすぇ. 
‶け-おなしくけ ╇ゃぇく ╉けしすけゃ う ╁っ-

しっかうく ╋っすけょうっゃ しっ しさっとくぇたぇ 
こけ すはたくけ あっかぇくうっ う し おきっすぇ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけ-
はくけゃぇ.
                      ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

Иван Костов и историкът Веселин Методиев по време на срещата с кмета и председателя 

на Общинския съвет



8 6 февруари 2015 г.

╇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

¨ ╇ 』]╊╉╇╅ぅ¨【╊ 5 ╈《╉¨〉¨
ぅ╊ 』╊ 【ぇ『』っ【 【╊｠〉《]《′¨

100% 』ぇ╈]╅』¨╊ ′╅ ╉《』【ぇ》 ╉《 
╋¨]¨ぅ╅【╅ 》『¨ 』╅〉¨『╅〉╊ 

ぃ╇╊‶を╅『¨っ ｠╅『╊』╅ 
[╅′╅〉]ぇ[ ′╅

《╆『╅′《╇╅【╊]╊〉 》『《╊[【
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Жените, влюбени в него, били милиони. Но онези,  които той обичал, били малко.

╊のぉけゃすぇ ぉうかぇ とっょさぇ おなき 
くっゅけ – ょぇさはゃぇかぇ ゅけ しなし 

しさっとう, しかっょ おけうすけ すけえ ういこぇょぇか 
„ゃ すぇおす くぇ くっさぇゃくけ ょうてぇくっ”. 
′っ ぉうか ゃうしけお, くうすけ けしけぉっくけ 
おさぇしうゃ, うきぇか けしすなさ たぇさぇおすっさ, 
くけ すけゃぇ くっ こさっつっかけ くぇ こけおかけく-
くうつおうすっ きせ ょぇ ゅせぉはす せきぇ しう こけ 
くっゅけ. ′っ きせ しっ くぇかぇゅぇかけ ょぇ こけ-
かぇゅぇ おけえ いくぇっ おぇおゃう せしうかうは, 
すけえ こさけしすけ せきっっか ょぇ さぇいぉうさぇ 
あっくしおうすっ こけゅかっょう. ╋ぇゅくっすうつ-
くけすけ きせ けぉぇはくうっ うき ょっえしすゃぇかけ 
ぉっいけすおぇいくけ. ╁しはおぇ うしおぇかぇ ょぇ 
ぉなょっ かのぉうきぇすぇ あっくぇ くぇ ╁う-
しけちおう. ′け すけえ ぉうか すゃなさょっ こさっ-
おさぇしっく, いぇ ょぇ ぉなょっ しぇきけ し っょくぇ 
あっくぇ. ′っ こけくぇしはか おけくおせさっく-
ちうは. ╉ぇいゃぇかう: „╁しうつおう あっくう 
しぇ くっゅけゃう!”. ╉さぇすおうはす きせ あうゃけす 
ぉうか しなこなすしすゃぇく けす あっくう, おけうすけ 
ゅけ けぉけあぇゃぇかう. ′っゅけゃぇすぇ かのぉけゃ 
けぉぇつっ くぇこさぇゃうかぇ とぇしすかうゃう 
しぇきけ くはおけかおけ.

╄すけ ゅう… 

╇いけかょぇ 
╅せおけゃぇ. 
╂けょうくぇ-
すぇ ぉうかぇ 
1957-きぇ. 
] さ っ と -
くぇかう しっ 
ゃ ╋》┿〈. 
〈けえ ぉうか 
くぇ 19, ぇ 

すは くぇ 20 う ゃっつっ うきぇかぇ ょっすっ けす 
こなさゃうは しう ぉさぇお. ‶さっょう しゃぇすぉぇ-
すぇ ╁かぇょうきうさ いぇゃっか きけきつeすぇすぇ 
ょぇ ゅう こけつっさこう う, おぇすけ しっ こさう-
ぉさぇか, おぇいぇか: „╇いせかぬ, ぇい こけおぇ-
くうた ゃしうつおう!” „╉けう ゃしうつおう?”, 
せつせょうかぇ しっ ╇いぇ. „┿きう, くっ こけき-
くは. ╁しうつおう, おけうすけ ぉはたぇ すぇき”. 
]ゃぇすぉぇすぇ ぉうかぇ すけかおけゃぇ こうとくぇ 
う きくけゅけかのょくぇ, つっ しっ しなしすけはかぇ 
くぇ ╀けかぬてけき ╉ぇさっすくけき. ╀せかおぇ-
すぇ ぉうかぇ ゃ くっゃうあょぇくけ おさぇしうゃぇ 
さけおかは – ゃ ぉはかけ う さけいけゃけ. ╁け-
かけょは こはか う おさっとはか, つっ ╇いぇ ゅけ 
かうてうかぇ けす しゃけぉけょぇすぇ きせ. ]かっょ 
╋》┿〈 すは さぇぉけすう ゃ ╉うっゃしおうは すっ-
ぇすなさ, ぇ しかっょ すけゃぇ ゃ [けしすけゃ くぇ 
╃けく. ╁うしけちおう けしすぇゃぇ ゃ ╋けし-
おゃぇ. ╁ すっぇすなさぇ くぇ 〈ぇゅぇくおぇ いぇ-
こけつゃぇ いゃっいょくぇすぇ きせ おぇさうっさぇ. 
]さっとぇかう しっ ゃしっ こけ-さはょおけ, すけえ 
ゃしっ こけ-つっしすけ こさっおぇさゃぇか ゃさっ-
きっすけ しう ゃ てせきくう おけきこぇくうう. 
¨ぉうつぇか ゃしうつおう. ╇きぇかけ すぇおうゃぇ 
しかせつぇう: ゃっょくなあ ょぇか こせかけゃっさぇ 
しう くぇ すぇおしうきっすさけゃうは てけそぬけさ; 
ょさせゅ こなす – ういすっゅかうか 1000 させぉ-
かう, くけ しっ こさうぉさぇか ぉっい おけこっえおぇ 
う けぉはしくうか: „300 ういこうた, ぇ 700 
さぇいょぇょけた くぇ せかうちぇすぇ, くっ きけあった 
ょぇ ゅかっょぇき くぇきさなとっくうすっ かうちぇ 
くぇ たけさぇすぇ”. ‶さっい 1961-ゃぇ ゃ ╊っ-
くうくゅさぇょ すけえ とっ しさっとくっ ょさせゅぇ 
おさぇしうゃぇ あっくぇ – ╊のょきうかぇ, う 
きうゅくけゃくけ とっ いぇぉさぇゃう, つっ くっ っ 
しゃけぉけょっく. ╇いぇ せいくぇゃぇ いぇ すけゃぇ 
けす こさうはすっかう. ╀さぇおけさぇいゃけょくけすけ 
ょっかけ しっ こさけすけつうかけ. ╄ょうくしすゃっくぇ 
╇いぇ けす くっゅけゃうすっ あっくう こさうっかぇ 
さぇいょはかぇすぇ しこけおけえくけ, おぇいゃぇかぇ: 
„╇きぇき いぇ おぇおゃけ ょぇ しう しこけき-
くはき... ょぇ しっ あうゃっっ し ╁けかけょは 
ぉってっ しすさぇたけすくけ... うきぇた ゃ あう-
ゃけすぇ しう ゅけかはきけ とぇしすうっ. ╆ぇとけすけ 
すけえ うきぇてっ ょぇさぉぇ ょぇ ょぇさはゃぇ! ̈ す 
ゃしっおうょくっゃうっすけ ょぇ こさぇゃう こさぇい-
くうお. 〈けえ せきっってっ ょぇ こさけとぇゃぇ... 
╃ぇ こさけとぇゃぇ ぉっいけゅかっょくけ“.  ] 
╇いぇ ╅せおけゃぇ ╁うしけちおう こさっあうゃは-
ゃぇ くぇえ-うしすうくしおうすっ しう う しゃっすかう 
つせゃしすゃぇ. ╆ぇ しなゃきっしすくうは うき あう-
ゃけす すは さぇいおぇいゃぇ ゃ おくうゅぇすぇ しう 
„╉さぇすおけ とぇしすうっ いぇ ちはか あうゃけす“.   

╊のょきうかぇ ┿ぉさぇきけゃぇ. ]すせ-
ょっくすおぇすぇ う ぉうゃてぇ ぉぇかっさうくぇ 
ぉうかぇ くっけぉうおくけゃっくけ おさぇしうゃぇ, 
し けゅさけきくう ゅなかなぉけゃけしうくう けつう. 
〈は しさっとくぇかぇ ╁うしけちおう ゃ ╊っ-
くうくゅさぇょ. ̈ おけかけ ゃたけょぇ くぇ たけすっか 
„╄ゃさけこぇ” こうえくぇか きかぇょ きなあ し 
さぇいょなさこぇくぇ さういぇ は こけきけかうか 
ょぇ きせ せしかせあう し こぇさう. ╊のょきうかぇ 

╊さつたかちてせそ
╆まおきかて 2015: ′あ えちあきおあせけてか け たあちけてか

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ:
¨うあせ [そつてそう

くはきぇかぇ ゃ 
しっぉっ しう 
くうすけ させぉ-
かぇ. ]こけく-
すぇくくけ きせ 
こさっょかけ-
あうかぇ そぇ-
き う か く う は 
しう いかぇすっく 
こさなしすっく し 
ぇきっすうしす.
] くっゅけ 

╁ か ぇ ょ う -
きうさ しっ 

さぇいこかぇすうか ゃ さっしすけさぇくすぇ いぇ 
しつせこっくうすっ しなょけゃっ. ╇いこさぇとぇえ-
おう は う ゃかういぇえおう ゃ たけすっかしおぇすぇ 
え しすぇは, すけえ ゃっょくぇゅぇ え こさっょかけ-
あうか ょぇ きせ しすぇくっ あっくぇ, ゃなこさっおう 

つっ ゃしっ けとっ くっ ぉうか しっ さぇいゃっか 
し ╇いぇ. ′ぇ ょさせゅぇすぇ しせすさうく けす-
おせこうか こさなしすっくぇ う いぇっょくけ こけ-
すっゅかうかう いぇ おうくけしすせょうけすけ. ぅかう 
ぉさぇおせゃぇくう きっおうちう ゃ しなしっょくけすけ 
おぇそっ, ぉうかう こけ-っゃすうくう. ]おかの-
つうかう ぉさぇお っょゃぇ こさっい 1965 ゅ. ┿ 
しかっょ すけゃぇ しっ こけはゃうかう しうくけゃっすっ 
– ┿さおぇょうえ う ′うおうすぇ. ′っゃっさけはす-
くけ っさせょうさぇくぇ, くっあくぇ う こさっょぇ-
くぇ, ╊のょきうかぇ しきはすぇ ╁うしけちおう いぇ 
„くぇえ-おさぇしうゃうは, ぉっいしすさぇてっく う 
ゃっかうおけょせてっく きなあ”.
╁かぇょうきうさ ぉうか きくけゅけ けぉとうすっ-

かっく. ]さっとぇか しっ し こさうはすっかう くぇ 
つぇておぇ, ういつっいゃぇか いぇ こけ くはおけかおけ 
ょくう. ╊のしは  せきうさぇかぇ けす しすさぇた: 
ょぇ くっ ゅけ っ ぉかなしくぇかぇ おけかぇ, くはおけえ 
ょぇ くっ きせ っ ういゃぇょうか くけあ… ′ぇ-
おさぇは しっ けおぇいぇか ゃ ういすさっいゃうすっかは, 
おなょっすけ しっ けこうすぇか ょぇ しっ しぇきけせ-
ぉうっ. ]っきっえしすゃけすけ, こさけしなとっしす-
ゃせゃぇかけ 7 ゅけょうくう, しっ さぇいこぇょくぇ-
かけ いぇ 5 きうくせすう. [ぇいょっかうかう しっ  
„し ょけぉさけ“. ╇ ゃしっ こぇお – さぇいょっかは 
ゅう くっ ぇかおけたけかなす, ぇ ょさせゅぇ あっくぇ, 
ゃ おけはすけ すけえ しっ ゃかのぉうか - 〈ぇくは.

〈ぇすはくぇ ╇ゃぇくっくおけ. 〈ぇいう 
かのぉけゃ いぇ くっは ぉうかぇ すゃなさょっ ぉけ-
かっいくっくぇ. ╋かぇょぇすぇ ぇおすさうしぇ けす 
〈ぇゅぇくおぇ っ しきはすぇくぇ いぇ くぇえ-おさぇ-
しうゃぇすぇ けす ちはかはすぇ ぇさきうは けぉけ-
あぇすっかおう くぇ ╁うしけちおう. ╊のぉけゃすぇ 

こかぇきゃぇ, ょけおぇすけ すけえ けとっ っ し 
╊のょきうかぇ, きくけゅけ こさっょう ╋ぇ-
さうくぇ ╁かぇょう う こさけょなかあぇゃぇ う 
しかっょ こけはゃぇすぇ え. ]かっょ しきなさ-
すすぇ くぇ ╁けかけょは 〈ぇくは っょゃぇ かう 
くっ っ っょうくしすゃっくぇすぇ, おけはすけ くっ っ 
しこっおせかうさぇかぇ し うきっすけ きせ. [っ-
あうしぬけさなす ぃくゅゃぇかょ-》うかおっゃうつ, 
おけえすけ ょなかゅう ゅけょうくう ぉうか ぉかういけ 

ょけ こっゃっちぇ, しこけょっかは, つっ 〈ぇくは 
っ „くぇえ-ゃぇあくぇすぇ あっくぇ ゃ あうゃけ-
すぇ くぇ ╁うしけちおう”. 〈は っ あっくぇすぇ, 
おけはすけ ゅけ けぉうつぇかぇ くぇえ-ょなかぉけおけ 
う きせ ぉうかぇ „こぇすけかけゅうつくけ こさっ-
ょぇくぇ”. ╁けかけょは こうっか, ぇ 〈ぇくは ゅけ 
„こさうゃっあょぇかぇ ゃ つけゃっておう ゃうょ” 
- ぉっい くうすけ ょせきぇ おぇすけ せこさっお. 
┿おすさうしぇすぇ あうゃっっかぇ ういちはかけ 
つさっい ╁けかけょは. ╆ぇ くっは すけえ ぉうか 
ちっくすなさ くぇ ╁しっかっくぇすぇ, ちはかぇ-
すぇ ╁しっかっくぇ. ╄ょうくしすゃっくけすけ, けす 
おけっすけ くっ しっ けすおぇいぇかぇ いぇさぇょう 
くっゅけ, ぉうかけ すはたくけすけ ょっすっ – ┿くぇ-
しすぇしうは. ╇きっすけ ういぉさぇか ╁けかけょは. 
╃ぇ しっ けすおぇあっ けす ょっすっすけ いぇ くっは 
ぉうかけ ゃしっ っょくけ ょぇ せぉうっ くっゅけ 
しぇきうは. ╆ぇ さっあうしぬけさぇ ぉうかけ いぇ-
ゅぇょおぇ: いぇとけ ╁うしけちおう っ ういぉさぇか 

╋ぇさうくぇ こさう こけかけあっくうっ, つっ っ 
うきぇか かのぉけゃすぇ くぇ 〈ぇくは - きけ-
きうつっ し ぉけあっしすゃっくぇ おさぇしけすぇ, 
おけっすけ ちはかけすけ しっ こさっけぉさぇいはゃぇ-
かけ う こさう くぇえ-きぇかおけすけ くっゅけゃけ 
ょけおけしゃぇくっ. ╋ぇさうくぇ くっ きけあっかぇ 
ょぇ けぉうつぇ すぇおぇ. ╁っょくなあ ╁うしけち-
おう うきぇか おさなゃけういかうゃ う かっあぇか, 
こけ-ぉかっょっく けす しきなさすすぇ, ういすけ-
とっく う しかぇぉ. ╁かぇょう こけゃうおぇかぇ 
こけいくぇすぇ ょぇ しっ ゅさうあう いぇ くっゅけ う 
けすうてかぇ ゃ こさっし-おかせぉぇ „ょぇ こせてう 
う ょぇ しう ぉなぉさう”. „〈けゃぇ っ かのぉけゃ 
こけ そさっくしおう”, おけきっくすうさぇ ぃくゅ-
ゃぇかょ-》うかおっゃうつ, しこけさっょ おけゅけすけ 
ゃ すぇいう しうすせぇちうは 〈ぇくは „こけ-しおけ-
さけ ぉう けすさはいぇかぇ さなおぇすぇ しう う 
ぉう けすうてかぇ し くっゅけ くぇ おさぇは くぇ 
しゃっすぇ”. 〈ぇおぇゃぇ ぉうかぇ かのぉけゃすぇ え 
– しぇきけけすゃっさあっくぇ, させしおぇ. ‶さっょ 
〈ぇくは ╁うしけちおう くっ しおさうゃぇか つせゃ-
しすゃぇすぇ しう, ぇ し ╋ぇさうくぇ しっ ょなさ-
あぇか くはおぇお しょなさあぇくけ, おぇすけ „いぇ-
こぇょっく” つけゃっお. ╀ぇさょなす うしおぇか ょぇ 
しっ さぇいょっかう し ╇ゃぇくっくおけ, くけ くっ 
きけあっか. 】けき こうえくっか きぇかおけ う 
すうつぇか こさう くっは: ”〈ぇくは, けぉうつぇき 
こけゃっつっ すっぉ!” ╉ぇすけ さぇいぉさぇか, つっ 
〈ぇくは とっ さけょう ょっすっすけ, ╁うしけち-
おう は いぇこかぇてうか, つっ とっ ぉなょっ 
„きなさすなゃ” う いぇ くっは, う いぇ ょっすっすけ. 
〈ぇくは けすゅけゃけさうかぇ: „┿い くっ きけゅぇ 
ょぇ せぉうは ょっすっすけ すう う しなき ゅけすけゃぇ 
ょぇ いぇこかぇすは ゃしはおぇおゃぇ ちっくぇ. 】っ 
しう くけしは おさなしすぇ う とっ ういつっいくぇ 
いぇゃうくぇゅう けす あうゃけすぇ すう”. 〈ぇおぇ 
う くぇこさぇゃうかぇ. 〈さなゅくぇかぇ しう う 
けす すっぇすなさぇ, う けす おうくけすけ, う けす 
こさうはすっかうすっ… ] ょっすっすけ きせ. ╇ 
ょけ ょくっし すは くっ っ こけつせゃしすゃぇかぇ  
くっけぉたけょうきけしす ょぇ ぉなょっ し くはおけえ 
ょさせゅ. ╅うゃっっ し きぇえおぇ しう, ょなとっ-
さは しう う ゃくせつおぇすぇ しう.
                                                                                                                                                     

╊ぇさうしぇ ╊せあうくぇ. ╇きっくくけ 
くぇ くっは, ぇ くっ くぇ ╋ぇさうくぇ ╁かぇ-
ょう, おぇおすけ きくけいうくぇ しきはすぇす, すけえ 
こけしゃっとぇゃぇ いくぇきっくうすぇすぇ しう 
こっしっく „¨くぇ ぉにかぇ ゃ ‶ぇさうあっ“. 
╆ぇこけいくぇゃぇす しっ くぇ しくうきおう こさっい 
1966 ゅ. ╁なゃ そうかきぇ „╁っさすうおぇ-
かぇ” すは っ かっおぇさ, ぇ すけえ - さぇょうしす. 
╇ ゃなゃ そうかきぇ, う ゃ あうゃけすぇ すは 
けすたゃなさかは かのぉけゃすぇ くぇ ╁うしけちおう. 

]きはすぇくぇ っ いぇ 
っょうくしすゃっ-
くぇすぇ あっくぇ, 
おけはすけ くっ 
けすゅけゃけさうかぇ 
くぇ かのぉけゃすぇ 
きせ. ╁ しな-
とけすけ ゃさっきっ 
いぇこけいくぇすう 
すゃなさょはす, つっ 

すは きなつうすっかくけ こさっあうゃはゃぇかぇ そぇ-
おすぇ, つっ けすくけてっくうはすぇ え し ╁うしけち-
おう ゃうくぇゅう しぇ ぉうかう つうしすけ こさうは-
すっかしおう う つっ ょさせあぉぇすぇ うき くっ っ 
こさっさぇしくぇかぇ ゃ くっとけ こけゃっつっ.
   

╋ぇさうくぇ ╁かぇょう. ╆ぇ くっは しっ 
いくぇっ くぇえ-きくけゅけ. ‶さっい 1967-きぇ 
すは こさうしすうゅくぇかぇ ゃ 〈ぇゅぇくおぇ, ゃうょは-
かぇ ╁うしけちおう う, おぇおすけ おぇいゃぇ きぇえ-
おぇすぇ くぇ 〈ぇくは ╇ゃぇくっくおけ, „ゃかの-
ぉうかぇ ゃ しっぉは” う „すさなゅくぇかけ - すぇ 

いぇきうくぇ-
かけ”. ╁けかけ-
ょは ゃしっ こけ-
さはょおけ しっ 
ゃうあょぇか し 
〈ぇくは, くっ-
いぇゃうしうきけ 
けす すゃなさ-
ょっくうはすぇ 
きせ, つっ すは 
っ くぇえ-ゅけ-
かはきぇすぇ きせ 
かのぉけゃ. ╆ぇ 
さぇいかうおぇ 

けす くっは, ╋ぇさうくぇ ぉうかぇ くっ しぇきけ 
おさぇしうゃぇ う ういゃっしすくぇ, くけ う ぉけゅぇ-
すぇ あっくぇ. 〈は ゅけ ゃなゃっあょぇ ゃ くけゃ 
こさうはすっかしおう おさなゅ. ╁ っょくけ うく-
すっさゃの おぇいゃぇ: „╁かぇょうきうさ ぉってっ 
こけゃっつっ けす しなこさせゅ. 〈けえ ぉってっ 
ょけぉなさ こさうはすっか, し おけゅけすけ ぇい きけ-
あった ょぇ しこけょっかは ゃしうつおけ“.  ╁なゃ 
《さぇくちうは すは うきぇかぇ すさうきぇ しうくけ-
ゃっ けす こさっょうてくう ぉさぇおけゃっ, おけうすけ 
けぉけあぇゃぇかう ╁うしけちおう. ]かっょ ╇いぇ 
う ╊のしは, ╋ぇさうくぇ っ すさっすぇすぇ, こけ-
しかっょくぇすぇ きせ しなこさせゅぇ. ╅うゃっはす ゃ 
ぉさぇお 12 ゅけょうくう, こさっい おけうすけ ╁う-
しけちおう うきぇか う ょさせゅう, こぇさぇかっかくう 
ゃさないおう し あっくう. 〈けえ さぇいぉうさぇか, 
つっ うき こさうつうくはゃぇ ぉけかおぇ, くけ くっ 
きけあっか ょぇ くぇこさぇゃう くうとけ しなし 
しっぉっ しう. „╀はた ぉけかくぇ けす さっゃくけしす, 
- こうてっ ╁かぇょう, - う くっ さぇいぉうさぇた, 
つっ すけゃぇ ぉっ くっゅけゃうはす けすつぇはく 
けこうす ょぇ しっ ゃおけこつう ゃ あうゃけすぇ, ょぇ 
ょけおぇあっ くぇ しっぉっ しう, つっ けとっ しな-
とっしすゃせゃぇ”. ╊のぉけゃすぇ くっ きけあっかぇ 
ょぇ しこぇしう ぉぇさょぇ けす こうはくしすゃけすけ. 
‶さっい 1969 ゅ. あうゃけすなす きせ  ゃうしう 
くぇ おけしなき. ╁ しなしすけはくうっ くぇ ぇそっおす 
しう こさっさはいゃぇ ゃっくうすっ, くけ ゅけ しこぇ-
しはゃぇす. ╋ぇさうくぇ きせ ういょっえしすゃぇ 
くぇえ-きけょっさくけすけ いぇ ゃさっきっすけ うき-
こかぇくすうさぇくっ - くぇ おぇこしせかぇ „╄しこっ-
さぇか”, おけはすけ ょぇ くぇきぇかはゃぇ しすさぇしす-
すぇ きせ おなき ぇかおけたけかぇ. ′け すけえ は 
ゃぇょう し くけあ う けすくけゃけ こけしはゅぇ おなき 
ゃけょおぇすぇ. ╁しっ こけ-つっしすけ え しっ くぇ-
かぇゅぇ ょぇ ゅけ ういょうさゃぇ こけ ぉけかくう-
ちう うかう おゃぇさすうさう くぇ こさうはすっかう, 
おなょっすけ っ くぇ こさぇゅぇ くぇ しきなさすすぇ 
いぇさぇょう いぇくっきぇさっくけすけ しう いょさぇ-
ゃっ. ¨すくけてっくうはすぇ うき し ╋ぇさうくぇ 
しっ ういけしすさはす, すは うしおぇ ょぇ しっ さぇい-
ゃっょっ, くけ くっ え しすうゅぇす しうかうすっ. 
╁かぇょうきうさ しっ ぉけはか けす すけゃぇ う 
おぇいゃぇか: „′っ きけゅぇ ょぇ ぉなょぇ ゃっつっ 
し くっは, くけ う ぉっい くっは しなとけ くっ 
きけゅぇ“. ]かっょ しきなさすすぇ きせ すは くぇ-
こうしゃぇ おくうゅぇすぇ しう „╁かぇょうきうさ - 
こさっおなしくぇすうはす こけかっす“. ′はおけかおけ 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ しっ けきなあゃぇ いぇ 
ういゃっしすっく かっおぇさ-けくおけかけゅ. ‶さっ-
あうゃはゃぇ きくけゅけ くっとぇしすうは: すっあおけ 
おぇすぇしすさけそうさぇ ゅけかっきうはす え しうく, 
いぇゅうゃぇす ょゃっすっ え ゃくせつおう. 
    

¨おしぇくぇ ┿そぇくぇしうっゃぇ. 40-ゅけ-

′ぇ 25-すう はくせぇさう 2015 ゅ. 
すけえ しすぇくぇ くぇ 77. ╋っしうはすぇ くぇ 
[せしうは, おけえすけ くぇさせてう すうてう-
くぇすぇ. ╆くぇおけゃぇすぇ そうゅせさぇ くぇ 
ちはかぇ っょくぇ っこけたぇ. 〈けえ ょけてなか 
ゃ すけいう しゃはす し けゅさけきくぇ っくっさ-
ゅうは う こさうゃかうつぇか ゃしうつおけ おなき 
しっぉっ しう – ゃっとう, しすうたけゃっ, いさう-
すっかう, あっくう… ]なぉさぇか しはおぇて 
ゃしうつおう ゅさうあう くぇ いっきはすぇ ゃ 
ょせてぇすぇ しう, おぇいゃぇか: „┿おけ きっ 
ゃうょうすっ しこけおけっく, いくぇつう くっとけ 
し きっく くっ っ くぇさっょ!“ ┿おけ くっ ゅけ 
ぉってっ こけおけしうか うくそぇさおすなす, 
ゃっさけはすくけ とってっ けとっ ょぇ こっっ… 
くぇ ╀けかぬてけき おぇさっすくけき. ╇ ょぇ 
ゃょうゅぇ くぇ おさぇおぇ こせぉかうおぇすぇ ゃ 
〈ぇゅぇくおぇ…
‶さっょう ╃っくは くぇ かのぉけゃすぇ, こけ 

あっかぇくうっ くぇ こけつうすぇすっかう くぇ 
╁うしけちおう, „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
さぇいおぇいゃぇ いぇ あっくうすっ, おけうすけ 
ゅっくうぇかくうはす ぉぇさょ う ぉかっしすはと 
ぇおすぬけさ っ けぉうつぇか.                                                                                                        

ょうてくうはす ╁うしけちおう すけかおけゃぇ くっ 
きけあっか ぉっい くっは, つっ うしおぇか ゃ とぇし-
すうっ ょぇ ういあうゃっっ けしすぇすなおぇ けす あう-
ゃけすぇ しう う ょぇ せきさっ ゃ っょうく ょっく し 
くっは. ′ぇさうつぇか は «きけはすぇ こけしかっょ-
くぇ かのぉけゃ». ¨おしぇくぇ - 19-ゅけ-
ょうてくぇ きけしおけゃつぇくおぇ, おさぇしうゃぇ 

しすせょっくすおぇ 
し けゅさけきくう 
けつう, し すなく-
おぇ そうゅせさぇ う 
こけさうゃうしすう 
ょゃうあっくうは. 
╋ぇえおぇ え 
ぉうかぇ こけつう-
くぇかぇ, あうゃは-
かぇ し こうはくうは 
しう  ぉぇとぇ.                                                                                                                   

╁けかけょは う ¨おしぇくぇ しすぇくぇかう ぉかうい-
おう けとっ ゃ こなさゃうすっ きうくせすう けす 
こけいくぇくしすゃけすけ しう. ╆ぇさぇょう くっゅけ 
すは しっ さぇいょっかうかぇ し ゅけょっくうおぇ しう. 
‶さうはすっかおぇ え おぇいぇかぇ: «╁しうつ-
おう あっくう きっつすぇはす ょぇ しぇ くぇ すゃけっ 
きはしすけ, ぇ すう しっ おけかっぉぇって!» ╉しの-
てぇ しこけょっかはかぇ: «‶け-ょけぉさっ っょうく 
ょっく し きなあ おぇすけ ╁うしけちおう, けすおけか-
おけすけ ちはか あうゃけす し くはおけえ こけしさっょ-
しすゃっく. 〈けえ っ ょうゃけ たぇさういきぇすう-
つっく. ′ぇゃはさくけ くはきぇ あっくぇ, おけはすけ 
ょぇ きけあっ ょぇ きせ せしすけう». ╁うしけちおう 
しっ ゃないたうとぇゃぇか くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ 
せきっはす ょぇ さうしせゃぇす, う ぉうか こけさぇ-
いっく けす すけゃぇ, つっ ¨おしぇくぇ きけあっかぇ 
いぇ 5 きうくせすう ょぇ ういけぉさぇいう おぇお-
ゃけすけ う ょぇ っ くぇ かうしす たぇさすうは. 〈は 
こなすせゃぇかぇ し くっゅけ くぇ おけくちっさすうすっ 
きせ. ╇きっくくけ すは きせ こさぇゃうかぇ うい-
おせしすゃっくけ ょうてぇくっ う うきっくくけ くぇ 
くっは しかっょ こなさゃぇすぇ しう おかうくうつくぇ 
しきなさす ╁うしけちおう おぇいぇか: «¨ぉうつぇき 
すっ!» ╇きっくくけ すは ぉうかぇ ょけ くっゅけ くぇ 
そぇすぇかくうは 25 のかう 1980-すぇ…                                              
〈けえ は ゅかっいっか おぇすけ ょっすっ, ゃ けくっ-

いう ゃさっきっくぇ くぇ おさういぇ は けすさせこゃぇか 
しなし しおなこう ゃっとう. ╉せこうか え きぇか-
おけ つっさゃっくけ BMW: „╁しうつおけ きけっ 
すさはぉゃぇ ょぇ っ くぇえ-たせぉぇゃけすけ – う 
おけかうすっ, う あっくうすっ». ‶さうはすっかおう-
すっ え しっ てっゅせゃぇかう: «╆ぇこけいくぇえすっ 
しっ, すけゃぇ っ ¨おしぇくぇ.〈は うきぇ 18 
つうそすぇ ぉけすせてう». ╁っょくなあ, すさなゅ-
ゃぇえおう いぇょ ゅさぇくうちぇ, ╁けかけょは は 
こけこうすぇか おぇおゃけ ょぇ え ょけくっしっ. 〈は 
けぉうつぇかぇ ょぇ てうっ う こけうしおぇかぇ 
おけこさうくっくう おけくちう し きけさおけゃっく 
ちゃはす. «‶け-かっしくけ とっ きう っ ょぇ すう 
ょけくっしぇ あうゃ おさけおけょうか!» - いぇ-
しきはか しっ ╁うしけちおう. ╇ ゃしっ こぇお ょけ-
くっしなか おけくちうすっ. ╁っょくなあ, ぉうかけ 
こさけかっす, きっあょせ ょさせゅけすけ すは おぇ-
いぇかぇ, つっ けぉうつぇ きけきうくう しなかいう. 
╇ くぇ ょさせゅうは ょっく ちはかぇすぇ しすぇは 
ぉうかぇ けぉしうこぇくぇ し きけきうくう しなかいう. 
╁ すけいう こさうおぇいっく あうゃけす ゃしうつおけ 
しっ しきっしゃぇかけ: う しさうゃけゃっすっ きせ, う 
くっあくけしすすぇ きせ. ]こけさっょ ¨おしぇくぇ, 
すけゃぇ ぉうかぇ くはおぇおゃぇ «くっこさぇゃ-
ょけこけょけぉくぇ かのぉけゃ». ╋ぇさうくぇ 
ぉうかぇ ょぇかっつっ. ¨おしぇくぇ は ゃないこさう-
っきぇかぇ くっ おぇすけ しなこさせゅぇ, ぇ おぇすけ 
さけょくうくぇ くぇ ╁けかけょは. 〈けえ うしおぇか 
ょぇ しっ けあっくう いぇ ╉しのてぇ すぇえくけ, 
ぉっい こっつぇす. ╃ぇあっ おせこうかう こさなし-
すっく, くぇきっさうかう しゃっとっくうお, くけ 
くっ せしこっかう… 〈けゃぇ ぉうかけ あっしすけ-
おぇ けぉうょぇ いぇ そさぇくちせいけえおぇすぇ.                                                                                                           
╉ぇお ¨おしぇくぇ しっ っ こさけしすうかぇ し ╁け-
かけょは, くうおけえ くっ いくぇっ. ╇いゃっしすくけ 
っ しぇきけ, つっ, しかっょ おぇすけ しっ しぉけゅせ-
ゃぇかぇ し くっゅけ, すうたけ しすぇくぇかぇ う しう 
すさなゅくぇかぇ. ╀っい くうおぇおゃう ゃっとう, 
ぉっい ょけおせきっくすう. ╇ こけゃっつっ くうおけ-
ゅぇ くっ しっ ゃなさくぇかぇ ゃ すぇいう おゃぇさ-
すうさぇ. ╃くっし ¨おしぇくぇ っ すっぇすさぇかっく 
たせょけあくうお, けきなあっくぇ っ, うきぇ ょな-
とっさは. ╇ ょけしっゅぇ しっ こさっおかぇくは 
こさっょ ╁うしけちおう, しきはすぇえおう ゅけ いぇ 
„ぇぉしけかのすくけ, しなゃなさてっくけ, しすけ-
こさけちっくすけゃ ゅっくうぇかっく つけゃっお“.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╇つかさけ うてそちけ つすみてあ, ねか はか つか たそうけのあて せときおけてか そて つたかぬけあしけつてけ う 
かせかちえかてけさあてあ, てとちけくすあ け すあのけせせそてそ けせきかせかちつてうそ

【そうあ か かおせあ そて くあおひしきけてかしせけてか てそねさけ, たそ さそけてそ つしかおうあ おあ たそつてけえせあて つひえしあつけか
つそいつてうかせけぬけてか せあ たあせかしさけ, さあせおけおあてつてうあはけ くあ いかくたしあてせそ つあせけちあせか せあ きけしけはあてあ

╁ しかっょゃぇとうすっ こっす ゅけょうくう とっ しっ こけゃうてぇす くせあょうすっ くぇ うおけくけきうおぇすぇ けす しこっちうぇかうしすう こけ 
ぉうけすったくけかけゅうう, たさぇくうすっかくう う たうきうつくう すったくけかけゅうう, けす こしうたけかけいう. ╇〈 すったくけかけゅううすっ 

う こさけゅさぇきうさぇくっすけ とっ いぇこぇいはす かうょっさしおうすっ しう こけいうちうう う しこっちうぇかうしすうすっ こけ おけきこのすなさくぇ う 
おけきせくうおぇちうけくくぇ すったくうおぇ とっ ぉなょぇす ゃしっ こけ-すなさしっくう.

〈けゃぇ しぇ けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ, 
ぇくおっすうさぇくう ゃ さぇきおうすっ くぇ くけゃうは さっえすうくゅ くぇ 
ゃうしてうすっ せつうかうとぇ. ╁ くっゅけ いぇ ゃすけさぇ ゅけょうくぇ 
しっ ゃおかのつゃぇ こさけゅくけいぇ くぇ ぉういくっしぇ - おぇおゃぇ 
くせあょぇ けす しこっちうぇかうしすう しっ けつぇおゃぇ ゃ しかっょゃぇ-
とうすっ くはおけかおけ ゅけょうくう.
′ぇえ-すなさしっくうすっ ゃ しかっょゃぇとうすっ こっす ゅけょうくう 

しっ けつぇおゃぇ ょぇ ぉなょぇす ゃうしてうしすうすっ ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ ぉうけすったくけかけゅううすっ. 60% けす ぇくおっすうさぇくう-
すっ さぇぉけすけょぇすっかう けつぇおゃぇす ょぇ しっ せゃっかうつう 
くせあょぇすぇ けす おぇょさう うきっくくけ ゃ すけゃぇ こさけそっ-
しうけくぇかくけ くぇこさぇゃかっくうっ. ╇くすっさっし とっ うきぇ う 
いぇ しこっちうぇかうしすう こけ たさぇくうすっかくう う たうきうつくう 
すったくけかけゅうう. 〈ぇおうゃぇ しぇ けつぇおゃぇくうはすぇ しなけす-
ゃっすくけ くぇ 55.54% う 53.75% けす きっくうょあな-
さうすっ, ぇくおっすうさぇくう いぇ ょゃっすっ こさけそっしうけくぇかくう 
くぇこさぇゃかっくうは.
‶けょっきなす くぇ くぇえ-せしこってくうすっ こさけそっしうけ-

くぇかくう くぇこさぇゃかっくうは くはきぇ ょぇ いぇぉぇゃは すっきこけ, こけおぇいゃぇす けとっ こさけゅくけいうすっ.
52.04% けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ けつぇおゃぇす ょぇ しっ こけゃうてう くせあょぇすぇ けす おぇょさう いぇ おけきこのすなさくぇ う おけ-

きせくうおぇちうけくくぇ すったくうおぇ, ぇ しこけさっょ 51.46 くぇ しすけ とっ しっ せゃっかうつぇゃぇ すなさしっくっすけ う くぇ いぇゃなさてうかう 
きっょうちうくぇ. ╁しっおう ゃすけさう しきはすぇ, つっ とっ しっ こけゃうてぇす くせあょうすっ けす しこっちうぇかうしすう ゃ けぉかぇしすうすっ 
っくっさゅっすうおぇ, すせさういなき う きぇてうくくけ うくあっくっさしすゃけ, こけおぇいゃぇす けとっ ょぇくくうすっ けす さっえすうくゅぇ.
╁ けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ ぉういくっしぇ うきぇ う くはおけう ういくっくぇょう. ]こけさっょ こけゃっつっ けす こけかけゃうくぇすぇ ぇくおっすう-

さぇくう さぇぉけすけょぇすっかう (53.45%) ゃ しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう とっ うきぇ ゅかぇょ いぇ こしうたけかけいう. ╁ しこうしな-
おぇ くぇ こさけそっしううすっ, おけうすけ しぇ ょっそうちうすくう くぇ こぇいぇさぇ, さはょおけ こけこぇょぇす すぇおうゃぇ し たせきぇくうすぇさっく 
こさけそうか. ‶しうたけかけゅうはすぇ ぉってっ う っょくけ けす きぇかおけすけ たせきぇくうすぇさくう くぇこさぇゃかっくうは, おけうすけ ゃ すぇい-
ゅけょうてくうは さっえすうくゅ しっ さぇょゃぇす くぇ こけゃうてっく うくすっさっし けすしすさぇくぇ くぇ しすせょっくすうすっ. ‶け こけしかっょくう 

ぅしくう しぇ ゃっつっ 
せしかけゃうはすぇ いぇ 

せつぇしすうっ ゃ こさぇゃうすっか-
しすゃっくぇすぇ こさけゅさぇきぇ 
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 ゃ 
しすさぇくぇすぇ ゃ さぇきおうすっ 
くぇ しかっょゃぇとうすっ ょゃっ 
ゅけょうくう. ╆ぇ すけいう こっ-
さうけょ しぇ いぇょっかっくう 
1 きさかょ. かっゃぇ, おぇすけ 
くはきぇ けこさっょっかっくう 
おゃけすう いぇ せつぇしすうっ くぇ 
ゃしうつおうすっ 264 けぉとう-
くう ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╁ さぇきおうすっ くぇ ょゃぇ 

ょくう ¨ぉとうくぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお こさけゃっょっ 
さぇいはしくうすっかくう しさっ-

‶さけっおす くぇ てゃっえちぇさしおけすけ こけしけかしすゃけ せ くぇし  いぇ ゃなゃっあょぇくっ 
くぇ てゃっえちぇさしおぇすぇ ょせぇかくぇ けぉさぇいけゃぇすっかくぇ しうしすっきぇ ゃ ╀なか-

ゅぇさうは うきぇ ゃぇさうぇくす ょぇ しっ さっぇかういうさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ しすぇ-
くぇ はしくけ, しかっょ おぇすけ こさけゅさぇきくうはす ょうさっおすけさ くぇ 【ゃっえちぇさしおうは 
けそうし いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ おなき 【ゃっえちぇさしおけすけ こけしけかしすゃけ せ くぇし 

╂っさぇしうき ╂っ-
さぇしうきけゃ しっ 
しさっとくぇ し 
おきっすぇ くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ う 
しっ いぇこけいくぇ し 
ゃないきけあくけしすう-
すっ う こさけそっしう-
うすっ,  てぇくし いぇ 
さっぇかういぇちうは 
いぇ おけうすけ ょぇゃぇ 

‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” ゃ ゅさぇょぇ. 
‶さけっおすなす „【ゃっえちぇさしおぇ こけょおさっこぇ いぇ ゃなゃっあょぇくっ くぇ てゃっえ-

ちぇさしおぇすぇ ょせぇかくぇ けぉさぇいけゃぇすっかくぇ しうしすっきぇ ゃ ╀なかゅぇさうは“ っ さぇい-
さぇぉけすっく けす っおうこ けす てゃっえちぇさしおう う ぉなかゅぇさしおう っおしこっさすう う っ 
こさはおけ けさうっくすうさぇく おなき こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ う きかっおけこさっさぇぉけすゃぇくっすけ.

ょぇくくう すは っ こさうゃかはおかぇ 200 きかぇょっあう こけゃっつっ う 
ぉなょっとうすっ ゃうしてうしすう ゃ すぇいう しこっちうぇかくけしす ゃっつっ 
しぇ こけつすう 4000.

とう し ょけきけせこさぇゃうすっかう う ゅさぇあょぇくう けす ╉ぇいぇくかなお, あうゃっっとう ゃ こぇくっかくう あうかうとぇ, うきぇとう こさぇゃけ 
ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ こさけゅさぇきぇすぇ. ╄ょうくしすゃっくけ せしかけゃうっ  っ あうかうとぇすぇ ゃ すっいう こぇくっかくう ぉかけおけゃっ ょぇ 
しぇ こけゃっつっ けす 36 ぉさけは. ¨す くぇつぇかけすけ くぇ そっゃさせぇさう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇこけつくぇ  こさうっきなす くぇ 
ょけおせきっくすう いぇ さっゅうしすさぇちうは くぇ ]ょさせあっくうっ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ. 】っ しっ ゃけょう う さっゅうしすなさ いぇ すはた, 
おけえすけ とっ っ こせぉかうつっく. 
 ╁しうつおう すぇおうゃぇ しょさせあっくうは くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しないょぇゃぇす ゃ こぇくっかくうすっ 

ぉかけおけゃっ, しっ さっゅうしすさうさぇす こけ さっょぇ くぇ つか. 25, ぇか. 1 けす ╆ぇおけくぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ っすぇあくぇすぇ 
しけぉしすゃっくけしす, とっ うきぇす う しけぉしすゃっく ╀〉╊]〈┿〈.

ぃ╅〉』 ′╅ 『╅╆《【╅ ╇

„┿さしっくぇか” ┿╃ すなさしう ょぇ くぇいくぇつう くぇ さぇぉけすぇ ゃ ちった 300 
くぇ ╆ぇゃけょ 1. 
2-きぇ くぇしすさけえつうお-けこっさぇすけさう (きなあっ, しなし しさっょくけ すったくうつっ-
しおけ けぉさぇいけゃぇくうっ) くぇ おけきこのすなさういうさぇくう こさせあうくくう ぇゃすけ-
きぇすう.  ‶さっょうてっく けこうす くぇ すぇおぇゃぇ さぇぉけすぇ っ こさっょうきしすゃけ. 

╆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;
0894 29 15 39 - ╁うけかっすぇ 〈けょけさけゃぇ, く-お ちった 300/1

╆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


