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

くぇ ういゃっしすくうは すさっゃくっくしおう ゃない-
さけあょっくしおう さけょ ゃ うおけくけこうしすぇ 
– ╁うすぇくけゃうはす. ╀ぇとぇ え ╇ゃぇく 
′けくけゃ っ せつうすっか. ╋ぇさぇ っ すさっすけ-
すけ けす ょっゃっすすっ きせ ょっちぇ. ¨す きぇか-
おぇ けぉうつぇかぇ ょぇ さうしせゃぇ う てうっ. 
╃っすしすゃけすけ え こさっきうくぇゃぇ ゃ ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ, おなょっすけ せつうすっかう こけ 

さうしせゃぇくっ ぉうかう たせょけあくうちうすっ 
╁ぇしうか ╋ぇさうくけゃ, ′うおけかぇ ]すけっく-
つっゃ, ╃うきうすなさ ╉せちぇさけゃ. ╇きっくくけ 
すっ そけさきうさぇす けすくけてっくうっすけ え 
おなき ういおせしすゃけすけ. ╁なけょせてっゃっくぇ 
けす ういかけあぉうすっ うき, ╋ぇさぇ きっつすぇっ 
ょぇ しすぇくっ たせょけあくうお. ‶けしすなこゃぇ 
ゃ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ぇおぇょっきうは 
ゃ ]けそうは, おなょっすけ せつう あうゃけこうし 
こさう こさけそ. ╇ゃぇく ╋なさおゃうつおぇ う 
こさけそ. ]すっそぇく ╇ゃぇくけゃ. ‶さっい 
1919 ゅ. けすおさうゃぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ こなさゃぇすぇ しう しぇきけしすけはすっかくぇ 
ういかけあぉぇ. ╆ぇゃなさてゃぇ ぇおぇょっきうは-
すぇ こさっい 1921 ゅ. ¨きなあゃぇ しっ いぇ 
╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえしおう, ゃっつっ 
ういゃっしすっく おぇすけ 』せょけきうさ. 
[うしせゃぇくっすけ – うしすうくしおぇすぇ 

え しなとくけしす. ]かっょ ┿おぇょっきうは-
すぇ ╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ っ くぇ 
しすぇあ おぇすけ せつうすっか こけ さうしせゃぇくっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなておぇすぇ ゅうきくぇいうは こさう 
]すぇくぬけ ]すぇきぇすけゃ, おけえすけ くっ は 
こけしさっとくぇか くうおぇお ょけぉさっ. ]なか-
いう くぇ けぉうょぇ ぉかうおくぇかう けす けつう-
すっ え, くけ きくけゅけ しおけさけ ゃしうつおけ しう 
ょけてかけ くぇ きはしすけすけ う きかぇょぇすぇ 
せつうすっかおぇ いぇさぇぉけすうかぇ し っくすせしう-
ぇいなき. ╇いきうくぇかぇ ゅけょうくぇ. ╁ ゅうき-
くぇいうはすぇ くはきぇかけ きっしすぇ いぇ さっ-
ょけゃくう せつうすっかう こけ さうしせゃぇくっ /くぇ 
っょくけすけ ゃっつっ ぉうか 』せょけきうさ/, いぇ-
すけゃぇ くぇいくぇつぇゃぇす ′けくけゃぇ ゃ こさけ-
ゅうきくぇいうはすぇ. 〉しこけさっょくけ し こっょぇ-
ゅけゅうつっしおぇすぇ さぇぉけすぇ すは せつぇしすゃぇ 
ゃ おけかっおすうゃくう ういかけあぉう. ′ぇしけつ-
ゃぇ ゃくうきぇくうっすけ しう おなき こっえいぇあぇ, 
くぇすのさきけさすぇ う こけさすさっすぇ. ╇きっく-

╊さつたかちてせそ
]あしかう つしかお さそせえちかつあ:
╇ „╅ちつかせあし“ けすあ おけあしそえ
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』ちかはけ:
[ちけつてけせあ ╉けすけてちそうあ

╋ぇさぇ ′けくけゃぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ っ さけょっくぇ くぇ 22. 02. 1895 ゅ. 
„〈は っ けす けくうは たせょけあくうちう, おけうすけ くぇさうつぇきっ さけょっくう あうゃけこう
しちう. [うしせゃぇ しぇきけ けくけゃぇ, おけっすけ は ゃなかくせゃぇ う ゃ すけゃぇ くっ っ こけょ
ゃかぇしすくぇ ょけさう くぇ うきっくうすうは しう しなこさせゅ. ╁ないゅかっょなす え いぇ あう
ゃけこうしすぇ っ しゃなさいぇく しなし しゃっすかうくぇすぇ, ぉけゅぇすしすゃけすけ くぇ ちゃっすぇ う 
っきけちうはすぇ.” - ╋ぇさうく ╃けぉさっゃ, ょうさっおすけさ くぇ 》╂ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
‶さうあうゃっ 』けさぉぇょあうえしおぇ こさっょしすぇゃは 12 しぇきけしすけはすっかくう うい
かけあぉう. ̈ しくけゃくぇすぇ つぇしす けす おぇさすうくうすっ え しっ しなたさぇくはゃぇ ゃ ╊》╋ 
„』せょけきうさ”. ′っえくう こさけういゃっょっくうは こさうすっあぇゃぇす ′》╂, ゅさぇょ
しおうすっ ゅぇかっさうう くぇ ╉ぇいぇくかなお, ]けそうは, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う きくけゅけ 
つぇしすくう しぉうさおう ゃ しすさぇくぇすぇ う つせあぉうくぇ. 

‶け うくうちうぇすうゃぇ  くぇ さぇぉけすくうつっしおうすっ おけかっおすうゃう う しうく-
ょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう くぇ ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ” ゃ 

╆ぇゃけょ 4 くぇ „┿さしっくぇか” – こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ, う しなし いぇこけゃっょ 
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, ゃなゃ ゃしっおう こなさゃう さぇぉけすっく ょっく けす きっしっちぇ とっ しっ 
こさけゃっあょぇす 〈さうしすさぇくくう しさっとう. 
『っかすぇ くぇ すっいう しさっとう っ ょぇ しっ けぉっょうくはす しうかうすっ う けすゅけゃけさ-

くけしすすぇ  くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ う おけかっおすうゃぇ くぇ いぇゃけょぇ  いぇ さっ-
てぇゃぇくっ くぇ こさけういゃけょしすゃっくう, しけちうぇかくう, ぉうすけゃう う すさせょけゃう 
ゃなこさけしう, おぇおすけ う くぇ ゃなこさけしう, けすくぇしはとう しっ いぇ さぇぉけすくうすっ 
いぇこかぇすう う こけょけぉさはゃぇくっすけ くぇ こしうたけかけゅうつっしおうは おかうきぇす くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ いぇゃけょぇ. 
]さっとうすっ とっ しっ こさけゃっあょぇす けす 13,00 ょけ 13,30 つぇしぇ くぇ 

けこさっょっかっくけ けす ょうさっおすけさぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4 きはしすけ. ¨しゃっく こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ そうさきっくけすけ う しすけこぇくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 
いぇゃけょぇ う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ょゃぇすぇ しうくょうおぇすぇ, とっ こさう-
しなしすゃぇす う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さぇぉけすくうつっしおうすっ  おけかっおすうゃう, 
おぇすけ くぇ 10 ょせてう とっ しっ ういかなつゃぇ こけ っょうく こさっょしすぇゃうすっか. 
╁しうつおう こけしすぇゃっくう くぇ すっいう きっしっつくう しさっとう ゃなこさけしう とっ 

しっ ょけおかぇょゃぇす くぇ ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ いぇ こさっょこさう-
っきぇくっ くぇ きっさおう いぇ すはたくけすけ さってぇゃぇくっ.  
[ぇぉけすくうちうすっ とっ こけかせつぇゃぇす うくそけさきぇちうは いぇ こさっょこさうっすう-

すっ きっさおう くぇ ゃしはおぇ しかっょゃぇとぇ きっしっつくぇ しさっとぇ. 
‶なさゃぇすぇ すぇおぇゃぇ しさっとぇ っ くぇしさけつっくぇ いぇ 4-すう きぇさす, こなさ-

ゃうはす さぇぉけすっく ょっく しかっょ こさぇいくうつくうすっ ょくう, けす 13,00 つぇしぇ 

くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4. ′ぇ しさっとぇすぇ とっ こさうしなしすゃぇ う 
ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ ”┿さしっくぇか” ┿╃ ′うおけかぇ ╇ぉせ-
てっゃ.
‶さう うくすっさっし う うくうちうぇすうゃぇ こけょけぉくう しさっとう とっ しっ こさけ-

ゃっあょぇす う ゃ けしすぇくぇかうすっ いぇゃけょう くぇ „┿さしっくぇか”. 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

╆ぇこうてう しう つぇし いぇ ぉっいこかぇすっく 
こさけそうかぇおすうつっく ったけゅさぇそしおう 

こさっゅかっょ ゃ さぇきおうすっ くぇ おぇきこぇくうはすぇ 
くぇ AVON „¨す かのぉけゃ おなき あうゃけすぇ“. 
╋けあって ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇて, ぇおけ しう 

くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 30 う 49 ゅけょうくう. 
] こさっょうきしすゃけ しぇ あっくう ゃ くっさぇゃ-

くけしすけえくけ こけかけあっくうっ けす しかっょくうすっ 
ゅさせこう: きくけゅけょっすくう きぇえおう, ょなか-
ゅけしさけつくけ ぉっいさぇぉけすくう あっくう, さっ-
ゅうしすさうさぇくう ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ; 
あっくう けす きぇかちうくしすゃっくう っすくうつっしおう 
ゅさせこう; あっくう し せゃさっあょぇくうは.

╆ぇ 9-すう こけさっょっく こなす ”┿さしっくぇか”  せつぇしすゃぇ ゃ っょくけ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ う こさっしすうあくう  きっあょせくぇ-
さけょくう ういかけあっくうは いぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ ゃ しゃっすぇ - IDEX 2015.  ╇いかけあっくうっすけ  とっ しっ けすおさうっ ゃ 

くっょっかは - 22-さう そっゃさせぇさう ゃ ┿ぉせ ╃ぇぉう う とっ こさけょなかあう ょけ 26-すう そっゃさせぇさう. IDEX  2015 っ くぇえ-
ゅけかはきけすけ きっあょせくぇさけょくけ ういかけあっくうっ くぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ ゃ ╀かういおうは う ]さっょくうは ╇いすけお. IDEX 
2015 っ しすさぇすっゅうつっしおう くぇえ-ゃぇあくぇすぇ しゃっすけゃくぇ ういかけあぉぇ-おけくそっさっくちうは  いぇ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ 
うくょせしすさうは. ′ぇ くっは しっ ょっきけくしすさうさぇす くぇえ-くけゃうすっ すったくけかけゅうう ゃ すさうすっ しっおすけさぇ くぇ けすぉさぇくぇすぇ 

- ゃないょせた, ゃけょぇ う しせてぇ. ]ゃっすけゃくけすけ ういかけあっくうっ くぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ しっ こさけゃっあょぇ こけょ  こぇすさけ-
くぇあぇ くぇ ′っゅけゃけ ╁うしけつっしすゃけ 【っえた 》ぇかうそぇ ぉうく ╆ぇえっょ ぇか ′ぇたはく, ╁なさたけゃっく  ゅかぇゃくけおけきぇくょ-
ゃぇと  ゃなけさなあっくうすっ しうかう くぇ ¨┿╄. „┿さしっくぇか” っ すさぇょうちうけくっく せつぇしすくうお ゃ  すけゃぇ ういかけあっくうっ, ぉっい 
こさっおなしゃぇくっ けす 1999 ゅけょうくぇ. ‶なさゃけすけ ういょぇくうっ くぇ ういかけあっくうっすけ っ 1993 ゅけょうくぇ.
IDEX 2015, Aby Dhabi, しっ こさけゃっあょぇ くぇ ゃしっおう ょゃっ ゅけょうくう, し ょけきぇおうくしすゃけすけ くぇ ′ぇちうけくぇか-

くうは ういかけあぉっく ちっくすなさ くぇ ┿ぉせ ╃ぇぉう - しすけかうちぇすぇ くぇ ¨ぉっょうくっくうすっ ┿さぇぉしおう っきうさしすゃぇ. ]かっょ-
ゃぇとけすけ きせ ういょぇくうっ とっ っ こさっい 2017 ゅけょうくぇ.  

╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ-こさけ-
きうてかっくぇ こぇかぇすぇ (╀〈‶‶) 

ういさぇいう ゃ しゃけっ しすぇくけゃうとっ こけょ-
おさっこぇ くぇ ゃくっしっくうは ゃ ′ぇさけょくけ-
すけ しなぉさぇくうっ けす こさっょしっょぇすっかは 
くぇ こぇさかぇきっくすぇさくぇすぇ うおけくけきう-
つっしおぇ おけきうしうは ‶っすなさ ╉なくっゃ う 
ゅさせこぇ ょっこせすぇすう  ╆ぇおけくけこさけっおす 
いぇ ういきっくっくうっ う ょけこなかくっくうっ くぇ 
╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ. ‶さっょかぇゅぇ-
くうすっ こさけきっくう くぇこなかくけ けすさぇいは-
ゃぇす こけいうちううすっ くぇ ‶ぇかぇすぇすぇ う 
けすこさぇゃはくうすっ くっっょくけおさぇすくけ けす 
くっは こさっょかけあっくうは いぇ けぉかっおつぇ-
ゃぇくっ くぇ ょっえくけしすすぇ くぇ きうおさけ- う 
きぇかおうすっ こさっょこさうはすうは. ╀〈‶‶ 
くぇこなかくけ しこけょっかは こさっょかけあっ-
くうっすけ いぇ  „ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ” くぇ 

こさっょうてくぇ くけさきぇすうゃくぇ さぇいこけさっょぉぇ (こさっおさぇすはゃぇくっ し っょくけきっしっつくけ こさっょういゃっしすうっ けす しすさぇくぇ 
くぇ さぇぉけすけょぇすっかは くぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ し かうちっ, こさうょけぉうかけ こさぇゃけ くぇ こっくしうは いぇ けしうゅせさうすっかっく 
しすぇあ う ゃないさぇしす). 
′っゃないきけあくけしすすぇ さぇぉけすけょぇすっかはす ょぇ こさっおさぇすう っょくけしすさぇくくけ, し っょくけきっしっつくけ こさっょういゃっしすうっ 

すさせょけゃ ょけゅけゃけさ し かうちっ, こさうょけぉうかけ こさぇゃけ くぇ こっくしうは, いぇょなかぉけつぇゃぇ こさけぉかっきうすっ し きかぇょっあおぇすぇ 
ぉっいさぇぉけすうちぇ, きかぇょっあおぇすぇ っきうゅさぇちうは, きかぇょっあおぇすぇ こさっしすなこくけしす, ょっきけゅさぇそしおうは しさうゃ う こさ.

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”,
くぇ ぉぇいぇ こぇさすくぬけさしすゃけ し ╀〈‶‶ 

http://www.cci-vratsa.org/bg/btpp-podkrepya-predlaganite-promeni-v-kodeksa-na-truda/ 
くぇ ╀〈‶‶

くけ ゃ すっいう すさう あぇくさぇ とっ すなさしう 
しけぉしすゃっくけ きはしすけ ゃ ういおせしすゃけすけ. 
〈なきくぇすぇ ぇおぇょっきうつくぇ あうゃけこうし 
とっ けすしすなこう きはしすけ くぇ しゃっすかう-
くぇすぇ う ぉぇゅさうすっ. ‶さっい 1928 ゅ. 
╃させあっしすゃけすけ くぇ たせょけあくうちう-
すっ ゃ ╀なかゅぇさうは ゃおかのつゃぇ くっえくう 
すゃけさぉう ゃ ういかけあぉぇ くぇ ょぇきしおうは 
こけさすさっす. 

╁かうはくうっすけ くぇ そさっくしおうは 
うきこさっしうけくういなき. ‶さっい 1929 
ゅ. 』せょけきうさ う ╋ぇさぇ 』けさぉぇ-
ょあうえしおぇ しぇ おけきぇくょうさけゃぇくう 
ゃなゃ 《さぇくちうは, いぇ ょぇ こさけせつぇす 
きっすけょうすっ くぇ けぉせつっくうっ こけ さう-
しせゃぇくっ ゃ こぇさうあおうすっ せつうかうとぇ. 
╋かぇょぇすぇ せつうすっかおぇ とっ こさっくっ-
しっ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇえ-ょけぉさけすけ けす 
くぇせつっくけすけ すぇき. ╁ ╊せゃなさぇ う ゃ 
きくけゅけすけ ういかけあぉう ゃ ‶ぇさうあ すは 
けすおさうゃぇ っょくけ ういおせしすゃけ, おけっすけ 
とっ けしきうしかう こなすは え くぇ すゃけさっち. 
》せょけあくうつおぇすぇ っ いぇゃかぇょはくぇ けす 
くぇしすさけっくうはすぇ う けすゃけさっくぇすぇ 
おけきこけいうちうは ゃ おぇさすうくうすっ くぇ うき-
こさっしうけくうしすうすっ. ‶けさぇいっくぇ っ けす 
さぇいかうつくうすっ しなしすけはくうは, ゃ おけう-
すけ しぇ ういけぉさぇいっくう しゃっすかうくぇすぇ う 
ょゃうあっくうっすけ. ╁ すけいう しすうか しない-
ょぇゃぇ ゃなゃ 《さぇくちうは しっさうは ぇおゃぇ-
さっかう けす ゅさぇょしおうすっ せかうちう, こっえ-
いぇあう う くはおけかおけ こけさすさっすぇ くぇ 
きけきうつっすぇ. ′ぇきっさっくうっすけ うき し 
』せょけきうさ ょぇ けしすぇくぇす いぇ こけ-ょなか-
ゅけ ゃ ‶ぇさうあ  くっ しっ けしなとっしすゃうかけ, 
ゃなこさっおう つっ ょけさう しう くぇきっさうかう 
さぇぉけすぇ - さうしせゃぇかう ゃ っょくけ ぇすっ-
かうっ ょっすしおう かうつうちぇ う おせおかう.
『ゃっすなす う ちゃっすはすぇ. ╅うゃけこう-

しすぇ くぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ しかっょ いぇ-
ゃさなとぇくっすけ え っ ゃっつっ し さぇいかうつくけ 
いゃせつっくっ – さぇょけしすくけ, っきけちうけ-
くぇかくけ, しゃっすかけ, すけこかけ, こなしすさけ. 
〈は さうしせゃぇ くはおけかおけ こっえいぇあぇ 
ゃ けおけかけくけしすうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おけうすけ ういさぇいはゃぇす すけゃぇ くけゃけ 
けすくけてっくうっ おなき ういおせしすゃけすけ. 

[ぇいかうつくう しぇ しなしすけはくうはすぇ くぇ 
こさうさけょぇすぇ, こさけかっすくうはす ぇさけ-
きぇす, かはすくけすけ しかなくちっ. ╁しうつおけ 
っ ちゃっすくけ う あうゃけ. 〉ょうゃうすっかくう 
しぇ くぇすのさきけさすうすっ え し ちゃっすは う 
しかなくけつゅかっょう. ╆ぇ ょぇ いぇこぇいう 
っおしこさっしうはすぇ, すは つっしすけ こさうぉはゅ-
ゃぇかぇ ょけ てこぇおかぇすぇ う ゅけかっきうすっ 
ぇさすうしすうつくう きぇいおう. ‶さっい 1933 
ゅ. さっょう ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇきけしすけは-
すっかくぇ ういかけあぉぇ けす あうゃけこうしくう 
こかぇすくぇ, くはおけかおけ こけさすさっすぇ, 
ぇゃすけこけさすさっす う ぇおゃぇさっかうすっ けす 
‶ぇさうあ. ‶けおぇいゃぇ は う くぇ しすぇさけ-
いぇゅけさしおぇすぇ こせぉかうおぇ. ]かっょゃぇす 
くけゃう こっえいぇあう, くぇすのさきけさすう う 
こけさすさっすう -  くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ え 
たけさぇ う くぇ きぇかつせゅぇくうすっ けす きぇ-
たぇかぇすぇ. ‶さっい 1939 ゅ. せつぇしすゃぇ 
ゃ ういかけあぉぇ くぇ あっくうすっ-たせょけあ-
くうつおう. ]さっょ こさっょしすぇゃっくうすっ 
くっえくう おぇさすうくう っ „]きっっとう しっ 
きけきうつっすぇ”, いぇ おけはすけ ]ゃ. ╉ぇき-
ぉせさけゃ こうてっ, つっ しぇ „ょぇょっくう 
ゃ ういさぇい, ょゃうあっくうっ, いぇきぇた う 
すったくうおぇ – くっこけいくぇすぇ ょけしっゅぇ せ 
くぇし.”
〉つうすっかおぇすぇ こけ さうしせゃぇくっ. ╁ 

こさけゅうきくぇいうはすぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ 
せつうすっかしすゃぇ 14 ゅけょうくう, ぉうかぇ っ 
う おかぇしくぇ. ‶さっい 1936 ゅ. っ ゃっつっ 
くぇいくぇつっくぇ ゃ ゅうきくぇいうはすぇ /』せ-
ょけきうさ ぉうか くぇこせしくぇか/. ¨すかうつ-
くけ しっ しこさぇゃはかぇ し ぉせえくうすっ きかぇ-
ょっあう, うきぇかぇ ぇゃすけさうすっす しさっょ 
せつっくうちうすっ. ╀うかぇ かのぉうきぇすぇ うき 
せつうすっかおぇ - っかっゅぇくすくけ けぉかっつっ-
くぇ あっくぇ し こさうはすくぇ ゃなくてくけしす. 
]こけょっかはかぇ  しゃけう こさっあうゃはゃぇ-
くうは, けぉうおぇかはかぇ ょけきけゃっすっ うき, 
しさっとぇかぇ しっ し さけょうすっかうすっ うき. 
′はおけう  こけしっとぇゃぇかう ょけきぇ うき し 
』せょけきうさ う さぇいおぇいゃぇかう いぇ くっけ-
ぉうつぇえくぇすぇ ぇすきけしそっさぇ ゃ ぇくすさっ-
すけ う しすぇうすっ, こなかくう し おぇさすうくう 
う おくうゅう…                           
‶さっい 1940 ゅ. ゃ 〈さはゃくぇ 』けさぉぇ-

ょあうえしおぇ さうしせゃぇ  くはおけかおけ ゃっ-
かうおけかっこくう こっえいぇあぇ. ╇ けすくけゃけ 
ちゃっすは - そうくうすっ ぉっかう ぉけあせさう, 
かのぉうきうすっ さけいう, ぇさうしすけおさぇ-
すうつくうはす おさっき, ょゃせきっすさけゃうすっ 
はかょないう, さぇいくけちゃっすくうすっ たさう-
いぇくすっきう... 
╁ こっくしうは. 『はかけすけ ゃさっきっ 

くぇ たせょけあくうつおぇすぇ しかっょ 1945 
ゅ. っ いぇ さぇぉけすぇ ゃ ぇすっかうっすけ え, 
くぇきうさぇとけ しっ くぇ すぇゃぇくしおけすけ 
こけきっとっくうっ. ╉なき しのあっすうすっ 
しう すは こさうぉぇゃは う うくすっさうけさぇ ゃ 
しけぉしすゃっくうは え ょけき, こさっゃなさくぇか 
しっ ゃ くっえくぇ „けぉっすけゃぇくぇ いっきは” 
– ぇくすさっすけ, ぇすっかうっすけ, おぇぉうくっ-
すなす くぇ 』せょけきうさ. ╁ くっゅけ, くぇえ-
つっしすけ ゃなさたせ おさなゅかぇすぇ きぇしぇ, すは 
さっょう いぇ さうしせゃぇくっ しそっさうつくぇすぇ 
しすなおかっくぇ ゃぇいぇ し ちゃっすは うかう くう-
おっかうさぇくうは こけょくけし う そさせおすうっ-
さぇすぇ し ゅさけいょっ, はぉなかおう う おさせ-
てう. ‶けさすさっすうすっ え しぇ しゃなさいぇくう 
し ゃしっ こけ-きかぇょう かうちぇ. ]さっょ 
すはた しぇ ┿くおぇ ┿くょさっっゃぇ, ‶っすおけ, 
》さうしすけ… ] 38 けす すっいう おぇさすう-
くう けさゅぇくういうさぇ こさっい 1956 ゅ. 
ういかけあぉぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶さっい 
60-すっ ゅけょうくう すゃけさつっしおぇすぇ え 
ぇおすうゃくけしす くぇきぇかはゃぇ, ぇ しなし いぇ-
ぉけかはゃぇくっすけ くぇ 』せょけきうさ すは ゃしっ 
こけ-さはょおけ こけしはゅぇ おなき つっすおぇすぇ. 
╁なこさっおう すけゃぇ けさゅぇくういうさぇ ゅけ-
かはきぇ しぇきけしすけはすっかくぇ ういかけあぉぇ 
ゃ ]けそうは. 
╉せかうくぇさくう てっょぬけゃさう. ╂の-

ゃっつなす „ぇかぇ 』せょけきうさ”, けぉうお-
くけゃっくけ し ょさっぉけかうう, ぉうか くぇ 
こなさゃけ きはしすけ ゃ おかぇしぇちうはすぇ くぇ 
こうしぇすっかは, しこけきくは しう こかっきっく-
くうちぇすぇ きせ ╊うかうは ╃うきうすさけゃぇ. 
〈せさうえちう うきぇかう すけかおけゃぇ おけいっ 
う けゃつっ きっしけ, つっ うき たぇさういゃぇ-
かう ょさっぉけかううすっ. ┿ ぉぇくうちぇすぇ し 
ういゃぇさぇ ぉうかぇ ゅけかはきけすけ きせ うい-
おせてっくうっ. ╂けしすうすっ しっ さぇょゃぇかう 
くぇ こなしすさぇすぇ すさぇこっいぇ, こけょさっ-
ょっくぇ けす ╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ 

- ゃしっこさういくぇすぇ きぇえしすけさおぇ くぇ 
しかぇょおけ けす しきけおうくう う ょさっくおう. 
┿さうしすけおさぇすおぇ こけ こさけういたけょ, すは 
くっ たぇさっしゃぇかぇ すゃなさょっ こさけしすけ-
くぇさけょくうすっ きぇくょあう, くけ いぇさぇ-
ょう きなあぇ しう ゃうくぇゅう こけょくぇしはかぇ 
すせさてうえおぇ, おけいっ しうさっくちっ, ょけ-
きぇてくけ おさぇゃっ きぇしなかちっ う ょさせゅう 
ゃおせしけすうう, ぉっい おけうすけ こうしぇすっかはす 
くっ きけあっか... 〉 すはた ゃうくぇゅう うきぇ-
かけ ゃ ういけぉうかうっ はぉなかおう, おさせてう, 
すうおゃう. ]ぇきけ ゃうくちっすけ くっ しっ いぇ-
ょなさあぇかけ, すなえ おぇすけ こけつすう くっ きう-
くぇゃぇかぇ ゃっつっさ ぉっい ゅけしすう くぇ せか. 
„〈さぇこっいうちぇ“ 3.
【っゅうすっ くぇ 』せょけきうさ. ╅うゃっは 

くぇ せか. “]けそさうつおぇ” 3, おぇいゃぇか 
すけえ こけ こけゃけょ くっこさっしすぇくくうすっ 
ょけきぇてくうすっ しけそさう. ╉けゅぇすけ ゃっょ-
くなあ ]ぇさぇ, こさうはすっかおぇ くぇ しな-
こさせゅぇすぇ きせ, ゅけ こけこうすぇかぇ おぇお っ 
すは, すけえ けすゃなさくぇか: „ ┿ ぉっ, ]ぇさぇ, 
きけえすぇ ╋ぇさぇ, きぇきぇ え しすぇさぇ, こぇお 
きう しっ おぇさぇ… ╃ぇ きっ ういゃうくうて, 
ぇきぇ くぇこけしかっょなお しなし いょさぇゃっすけ 
くっ っ ょけぉさっ. ╇きぇ っょうく しすさぇてっく 
いぇこっお. ┿ こなお ぇい え ょせきぇき: ╋ぇさけ, 
きぇ, すけいう いぇこっお, ょっすけ ゅけ うきぇて 
けすいぇょ, ょぇ ゅけ うきぇてっ ゃ せしすぇすぇ, 
こっおぇかは きくけゅけ たせぉぇゃけ とはたきっ ょぇ 
しう あうゃっっき”.
╊のぉけゃすぇ くぇ ╋ぇさぇ おなき あうゃけす-

くうすっ しなとけ ぉうかぇ けぉっおす くぇ てっ-
ゅうすっ くぇ 』せょけきうさ. ╉けすおぇすぇ うき 
しっ けおけすうかぇ う ╇ゃぇく ]なぉつっゃ しう 
こけうしおぇか おけすっくちっ. 〈は ゅけ ゃなさ-
くぇかぇ ゃおなとう いぇ おけてくうちぇ, いぇ ょぇ 
こさっくっしっ おけすっすけ ゃ くっは. „╁うあ, 
ぇおけ うきぇすっ ょっすしおぇ おけかうつおぇ, けとっ 
こけ-ょけぉさっ. ′はきぇ ょぇ きせ ょさせしぇ!” 
- ゅけ こけしなゃっすゃぇか 』せょけきうさ. ]なぉ-
つっゃ しっ ゃなさくぇか し おけてくうちぇすぇ, 
くけ ╋ぇさぇ こぇお ぉうかぇ くっょけゃけかくぇ: 
„』っ ょぇ ぉってっ しかけあうか こけくっ っょくけ 
つっさょあっ ゃなすさっ!” „╇ きっょうちうくしおう 
こぇきせお けす ぇこすっおぇすぇ ょぇ きせ こけ-
しすっかって!”, ょけこなかくうか 』せょけきうさ. 
„]せすさうく けぉうつぇ こけこぇさおぇ し きかは-

おけ…” - くぇさっあょぇかぇ ╋ぇさぇ. „┿きぇ 
けす おさぇゃぇ こなさゃっしおうくは ょぇ っ !” – 
くぇきっしうか しっ けすくけゃけ 』せょけきうさ. 
]っきっえしすゃけすけ. ]なこさせゅぇすぇ くぇ 

』せょけきうさ ぉうかぇ ゃかぇしすくぇ う ゃ しな-
とけすけ ゃさっきっ うくすっさっしくぇ う すぇ-
かぇくすかうゃぇ あっくぇ. ′っいぇゃうしうきけ けす 
けしすさうは しう たぇさぇおすっさ, すは っ くっゅけ-
ゃぇ しこなすくうちぇ ょけ しぇきうは きせ おさぇえ. 
╃ゃぇきぇすぇ うきぇかう きくけゅけ けぉとう 
くぇつうくぇくうは, っょくけ けす おけうすけ っ 
せつぇしすうっすけ うき ゃ ういけゅさぇそうしゃぇ-
くっすけ こさっい 1936 ゅ. くぇ たさぇき „]ゃ. 
╈けぇく ‶さっょすっつぇ”. ╁なこさっおう つっ しっ 
ょさぇいくっか けす ぇきぉうちううすっ え, すけえ 
こけきぇゅぇか こさう せさっあょぇくっすけ くぇ うい-
かけあぉうすっ え.
╀かういおう ょけ すはた いくぇっかう, つっ 7 

ゅけょうくう ╋ぇさぇ くぇこけさうしすけ こさっ-
しかっょゃぇかぇ ぉせえくけおけしうは しすせょっくす 
けす ╉ぇいぇくかなお, せしこはゃぇえおう ょぇ ゅけ 
くぇおぇさぇ ょぇ いぇぉさぇゃう しうくっけおぇすぇ 

¨かゅぇ ╉ぇさぇこうさけゃぇ う ょぇ ゅけ けすょっ-
かう けす しおせかこすけさおぇすぇ ′っゃっくぇ ╀ぇ-
ょあぇおけゃぇ. 〈なえ おぇすけ くっ けょけぉさは-
ゃぇかぇ こさうはすっかうすっ きせ – ゃっしっかう う 
ぉっいゅさうあくう たせょけあくうちう, ぇさすうしすう 
う こうしぇすっかう, おけうすけ くぇさうつぇかぇ  
„こうはくうちう う こさけえょけたう”, しっ きっし-
すはす ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶けしすさけはゃぇす しう 
たせぉぇゃぇ う せのすくぇ おなとぇ う くぇ こさなゃ 
こけゅかっょ うょうかうはすぇ っ こなかくぇ. ′け ゃ 
すけいう ょけき つっしすけ しっ ゃけょっかう しっ-
きっえくう ゃけえくう – ゅかぇゃくけ  いぇさぇょう 
しけそうえしおうすっ こさうはすっかう くぇ 』せょけ-
きうさ, おけうすけ きせ ゅけしすせゃぇかう し ょくう.
╇いゃっしすくけ っ, つっ 』せょけきうさ っ 

くぇこさぇゃうか っょうく っょうくしすゃっく こけ-
ょぇさなお くぇ あっくぇ しう – おけおっすくぇ 
ょぇきしおぇ つぇくすうつおぇ いぇ しゃぇすぉっ-
くぇすぇ ちっさっきけくうは. „′ぇ くうとけ くっ 
こさうかうつぇ!”, けすしはおかぇ ぉせかおぇすぇ う は 
たゃなさかうかぇ. ‶けしかっ ゅけょうくう くぇさっょ 
しっ けこかぇおゃぇかぇ, つっ くっ こけかせつぇゃぇ 
こけょぇさなちう けす きなあぇ しう. ╆ぇ こさぇい-
くうちうすっ すけえ こさけしすけ え ょぇゃぇか こぇさう 
– ょぇ しう ゃいっきっ おぇおゃけすけ うしおぇ.
╊うこしぇすぇ くぇ ょっすっ すっゅくっかぇ くぇょ 

すけゃぇ しっきっえしすゃけ. ╁っょくなあ, おけゅぇ-
すけ う ょゃぇきぇすぇ かっあぇかう ぉけかくう けす 
しゃうさっこ ゅさうこ, し ゅけさつうゃぇ うさけくうは 
』せょけきうさ え おぇいぇか: „╉ぇおゃけ とっ 
こさぇゃうき くうっ し すっぉ しかっょ ゃさっきっ, 
し こけしさっょしすゃっくう すぇかぇくすう う ぉっい 
ょっちぇ?” ╉ぇおゃけすけ う ょぇ しっ っ しかせつ-
ゃぇかけ きっあょせ すはた けぉぇつっ, くうおけゅぇ 
くっ けすゃぇさはかう ょせきぇ いぇ さぇいゃけょ. 
╉けゅぇすけ すは ぉうかぇ ゃ ぉけかくうちぇ し 
かぇえきしおぇ ぉけかっしす しかっょ せたぇこゃぇくっ 
けす おなさかっあ, すけえ こうてっ ゃ ょくっゃくう-
おぇ しう: „‶け-ょけぉさっ ょぇ っ いかけぉくぇ 
おなき きっく, くけ ょぇ けしすぇくっ あうゃぇ”.
╁ あうゃけすぇ くぇ 』せょけきうさ しっ こけ-

はゃぇゃぇ う ょさせゅぇ あっくぇ し うきっすけ 
╋ぇさぇ. 〈けゃぇ っ し 20 ゅけょうくう こけ-
きかぇょぇすぇ, けぉさぇいけゃぇくぇ, おさぇしう-
ゃぇ う ういゃっしすくぇ ぇおすさうしぇ けす ′ぇ-
さけょくうは すっぇすなさ ╋ぇさぇ ‶っくおけゃぇ. 
]うかくぇすぇ うき かのぉけゃ しすぇゃぇ うい-
ゃっしすくぇ しぇきけ くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ 

うき こさうはすっかう. ╉けゅぇすけ 
いぇさぇょう さぇおぇ 』せょけ-
きうさ さってぇゃぇ ょぇ しかけ-
あう おさぇえ くぇ あうゃけすぇ 
しう, う ょゃっすっ くっ しぇ ょけ 
くっゅけ. ′ぇ きけかぉぇすぇ きせ 
ょぇ けすうょっ ょぇ ゅけ ゃうょう, 
╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ 
きせ こさぇとぇ たぇぉっさ, つっ 
うきぇ たさっきぇ う くっ きけあっ 
ょぇ こなすせゃぇ. ┿ ╋ぇさぇ 
‶っくおけゃぇ うきぇ ぇくゅぇ-
あうきっくす ゃなゃ ╁ぇさくぇ, 
おけえすけ くっ きけあっ ょぇ けす-
きっくう. ′ぇ そぇすぇかくうは 
26 ょっおっきゃさう 1967 ゅ. 
こさっい しなかいう すは こうてっ 
こさけとぇかくけ こうしきけ ょけ 

』せょけきうさ: ”┿い ぉはた つせあょぇすぇ - 
いぇょくぇすぇ せかうちぇ くぇ すゃけは あうゃけす. 
╀はた しゃうおくぇかぇ ょぇ あうゃっは ゃ きっつ-
すうすっ しう, ゃ きうしかうすっ しう, ゃ しぇきけすぇ-
すぇ しう し すっぉ”. ╊のぉけゃすぇ う きなおぇすぇ 
しう すは ゃゅさぇあょぇ ゃ ぉっいぉさけえ さっちう-
すぇかう し くっゅけゃう こさけういゃっょっくうは うい 
ちはかぇ ╀なかゅぇさうは.
╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ ょぇゃぇ しな-

ゅかぇしうっすけ しう 』せょけきうさ ょぇ ぉなょっ 
こけゅさっぉぇく ゃ ょゃけさぇ くぇ けぉとうは うき 
ょけき う けしすぇゃぇ ょぇ あうゃっっ ゃ くっゅけ. 
¨ゅさぇくうつぇゃぇ おけくすぇおすうすっ しう, 
こさうっきぇえおう こけくはおけゅぇ しぇきけ くぇえ-
ぉかういおうすっ しう こさうはすっかおう. 〉きうさぇ 
くぇ 8 きぇえ 1974 ゅ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
╇いこけかいゃぇくう しぇ こせぉかうおぇちうう くぇ                                                                                                                               

╋. ╃けぉさっゃ, ╇ゃ. ]なぉつっゃ う ょさ.

╆ぇ いぇこうしゃぇくっ くぇ つぇし – しゃなさあう しっ しなし „]ゃはす ぉっい ゅさぇくうちう“ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ょけ 15 きぇさす くぇ すっかっそけくう:
0884 765 147, 0878 426 933 う 089917 61 12.
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╉そさてそち  ╈かちいかかうあ:

╆╊ぃ╊ ｠】╆╅╇《
╁っつっ くぇょ 30 ゅけょうくう しすっ くぇ 

しちっくぇすぇ, くけ たけさぇすぇ こっはす ╁ぇ
てうすっ こっしくう, ╁ぇてうすっ たうすけ
ゃっ. 〈けゃぇ くけしすぇかゅうは こけ けくけ
ゃぇ ゃさっきっ かう っ うかう いぇとけすけ 
„おけえすけ きけあっ, ゅけ きけあっ”?
- ╋うしかは, つっ すけゃぇ っ くけしすぇかゅうは 

おなき たせぉぇゃぇすぇ, しすけえくけしすくぇ ぉなか
ゅぇさしおぇ きせいうおぇ. ′ぇうしすうくぇ すけゃぇ 
ぉはたぇ ゅけょうくう, ゃ おけうすけ しっ しないょぇ
ょけたぇ すぇおうゃぇ てかぇゅっさう, すぇおうゃぇ 
こっしくう, おけうすけ しすうゅぇたぇ ょなかぉけおけ 
ょけ しなさちっすけ くぇ たけさぇすぇ. ╆ぇこけき
くうたぇ ゅう. ╀うた おぇいぇかぇ, つっ こさっい 
すっいう ゅけょうくう しっ さけょうたぇ っょくう 
うしすうくしおう くっいぇぉさぇゃうきう っゃなさ
ゅさうえくう くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ きせいう
おぇ.   ′け おぇすけ つっ かう ゃ しゃっすけゃっく 
ぇしこっおす しっ いぇぉっかはいゃぇ っょくぇ くけし
すぇかゅうは こけ  こけ-てかぇゅっさくぇすぇ きせ
いうおぇ. ‶さぇゃう きう ゃこっつぇすかっくうっ, 
つっ きくけゅけ くぇてう きかぇょう おけかっゅう 
せ くぇし う ゃ つせあぉうくぇ くぇこさぇゃうたぇ 
さっきうおしう くぇ ういゃっしすくう てかぇゅっさ
くう こぇさつっすぇ, おけうすけ ういかはいけたぇ ゃ 
くけゃ ゃぇさうぇくす, いぇ ょぇ しっ つせはす けす 
くけゃけすけ こけおけかっくうっ.  ╇ ゃ すけゃぇ 
くはきぇ くうとけ かけてけ. ┿ けす ょさせゅぇ 
ゅかっょくぇ すけつおぇ, くうっ しきっ かのぉうき
ちう, きぇかおけ う くっしおさけきくけ きけあっ 
ぉう いゃせつう, くけ っ そぇおす, うしすうくぇ っ, 
いぇとけすけ くぇ くぇてうすっ おけくちっさすう 
うょゃぇす たけさぇ けす すさう  こけおけかっくうは, 
おけっすけ っ こさっおさぇしくけ う きくけゅけ 
くう さぇょゃぇ. ┿い きくけゅけ たぇさっしゃぇき 
う きかぇょうすっ しう おけかっゅう, くけ おぇすけ 
つっ かう ょくってくぇすぇ きせいうおぇ, おけはすけ 
しっ しないょぇゃぇ, くっ けしすぇゃぇ すけかおけゃぇ  
すさぇえくけ, おぇすけ つっ かう. ╇ょゃぇす しう 
たうすけゃっ, しすぇゃぇす たうすけゃっ, くけ いぇ 
きくけゅけ おさぇすおけ ゃさっきっ う こけしかっ 
ゅう いぇぉさぇゃはきっ. 〈ぇおぇ つっ くうっ しきっ 
っょくう けす とぇしすかうゃちうすっ, おけうすけ 
うきぇたきっ ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ くぇ
こさぇゃうき こっしくう, おけうすけ しっ こっはす 
う ゃ ょくってくけ ゃさっきっ う たけさぇすぇ しう 
ゅう うしおぇす. [ぇょゃぇす しっ. ′うっ こなすせ
ゃぇきっ きくけゅけ う ういゃなく しすさぇくぇすぇ 
う ぉなかゅぇさうすっ, あうゃっっとう ゃ つせあ
ぉうくぇ, こけ しなとうは くぇつうく たぇさっし
ゃぇす くけゃぇすぇ きせいうおぇ, おけはすけ しっ 
しないょぇゃぇ ゃ きけきっくすぇ, くけ う うき っ 
きくけゅけ きうかけ ょぇ つせはす くはおけう けす 
こけ-しすぇさうすっ こっしくう, けす すはたくけすけ 
ょっすしすゃけ. ╃けさう う くぇ きかぇょうすっ うき 
たぇさっしゃぇす すっいう こっしくう. 

╆ぇっょくけ し ¨さかうく ╂けさぇ
くけゃ しすっ おぇすけ ぉなかゅぇさしおうすっ 
┿か ╀ぇくけ う [けきうくぇ. ╉ぇお しっ 
しなたさぇくはゃぇ 32 ゅけょうくう ゃっつっ 
っょくけ すぇおけゃぇ  しちっくうつくけ 
こぇさすくぬけさしすゃけ う こさうはすっか
しすゃけ?
- ╋けあっ ぉう しっ しなたさぇくうたきっ し 

すけゃぇ, つっ う ょゃぇきぇすぇ こけけすょっかくけ 
しう うきぇきっ しゃけはすぇ おぇさうっさぇ. ‶な
すせゃぇきっ う こけけすょっかくけ, ゃしっおう しう 
っ しなし しゃけうすっ ぇくゅぇあうきっくすう. ′け 
きけあっ ぉう う すけゃぇ, つっ きくけゅけ しう 
こぇしゃぇきっ し ¨さかうく, おぇすけ つっ かう 
うきぇきっ っょくぇおゃう ゃうあょぇくうは いぇ 
くっとぇすぇ, くっ しぇきけ ゃ きせいうおぇか
くうは, くけ う ゃ かうつくうは くう あうゃけす. 
′うっ しきっ きくけゅけ ぉかういおう おぇすけ しっ
きっえしすゃぇ, ょけぉさう こさうはすっかう しきっ. 
╋けあっ ぉう う すけゃぇ くう しなたさぇくう. 
]きはすぇき, つっ っょくう うくすっかうゅっくすくう 
たけさぇ こけ くけさきぇかっく くぇつうく しかっょ
ゃぇ ょぇ しっ しこさぇゃはす し くはおけう こさけ
ぉかっきう, おけうすけ くっきうくせっきけ うい
かういぇす こけ けぉとうは うき こなす. ╋くけゅけ 
きう っ ぉうかけ きなつくけ, おけゅぇすけ しなき 
うきぇかぇ かのぉうきう ゅさせこう, ょせっすう, 
ういこなかくうすっかう う すっ  こけつゃぇす ょぇ 
しっ おぇさぇす う さぇいゃぇかはす っょくけ ょけ
ぉさけ くっとけ, っょくけ しないょぇょっくけ 
ういおせしすゃけ. ╇ ゃうくぇゅう きう っ ぉうかけ 
きくけゅけ つせょくけ おぇお くっ きけゅぇす ょぇ 
しすうゅくぇす ょけ けぉとけ きくっくうっ,  おけく
しっくしせし, すぇおぇ つっ ょぇ しなたさぇくはす 
たせぉぇゃけすけ けぉとけ くっとけ. ′け きけあっ 
ぉう ゃ しかせつぇは し きっく う ¨さかうく っ 
ゃぇあくけ う すけゃぇ, つっ しきっ っょくぇ う 

‶さうしなしすゃうっすけ ゃ きっょうちうくぇ-

すぇ いぇ ¨かゅぇ くっ っ しかせつぇえ-

くけ. 〈け しはおぇて しっ こけょさぇいぉうさぇ. 
╉ぇいぇくかなつぇくう こけいくぇゃぇす ょけぉさっ 
くっえくうは ぉぇとぇ – ょけおすけさなす, おけえ-

すけ けしすぇゃは くぇ ゅさぇょぇ くけゃぇすぇ, しっ-

ゅぇてくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぉけかくうちぇ, しすさけっくぇ こけ ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ すけえ っ ゅかぇゃっく かっおぇさ すぇき. 
[ぇぉけすうか っ う おぇすけ くぇつぇかくうお くぇ 
╇くそっおちうけいくけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
】っさおぇすぇ – ょ-さ ╂っさぉっっゃぇ, こけっかぇ 
こけ こなすっつおうすっ くぇ ぉぇとぇ しう, しなとけ 
けしすぇゃは ゃ きっしすくけすけ いょさぇゃっけこぇい-
ゃぇくっ いぇこけきくはとう しっ しかっょう. ╁ 
ぉけかくうつくぇすぇ う ょけぉけかくうつくぇすぇ 
こけきけと くぇ „┿さしっくぇか“ すは っ つけ-

ゃっおなす, おけえすけ ういゅさぇあょぇ ¨つくうは 
おぇぉうくっす, こさっい おけえすけ きうくぇゃぇす 
たうかはょう う たうかはょう さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう. ╀うかけ こけ ゃさっきっすけ 
くぇ ょうさっおすけさしすゃけすけ くぇ 〈けくつけ 
』せおぇかけゃ. ╀うかけ こけ ゃさっきっすけ くぇ 
ょ-さ ′ぇくっゃ, おけえすけ は くぇしなさつぇゃぇ 
いぇ けすおさうゃぇくっすけ う けぉけさせょゃぇくっ-

すけ くぇ おぇぉうくっすぇ. 』せおぇかけゃ けょけ-

ぉさはゃぇ さぇいたけょうすっ, けぉけしくけゃぇくう 
けす きかぇょぇすぇ ょ-さ ╂っさぉっっゃぇ. 〈ぇおぇ 
„┿さしっくぇか“ しっ しくぇぉょはゃぇ し くけゃ 
ぉうけきうおさけしおけこ し そけすけぇこぇさぇす, 
けそすぇかきけしおけこ う ゃしうつおけ くせあくけ 
いぇ さっゅせかはさくうすっ こさっゅかっょう う いぇ 
ぉなさいぇすぇ くぇきっしぇ ゃ しかせつぇう くぇ 
うくちうょっくすう.
‶け すけゃぇ ゃさっきっ いょさぇゃっけこぇいゃぇ-

くっすけ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ-

くうちぇ さぇいこけかぇゅぇ し こけかうおかうくうつ-

くぇ こけきけと う うしすうくしおぇ ぉけかくうちぇ, 
おけはすけ けとっ しっ こけきくう おぇすけ „]すぇ-

ちうけくぇさなす“. „]すぇちうけくぇさなす“ さぇ-

ぉけすう し かっあぇとう こぇちうっくすう, し 
っおうこ けす かっおぇさう, そっかょてっさう, 
きっょうちうくしおう しっしすさう う しぇくう-

すぇさおう, おけうすけ しぇ くぇ ょっくけくけとっく 
さっあうき. ╇ – „くはきぇ しなぉけすぇ, くはきぇ 
くっょっかは“.
 

╇きぇたきっ ゃしはおぇおゃう
しこっちうぇかうしすう!

〈けゃぇ さぇいおぇいゃぇ ょ-さ ╂っさぉっっゃぇ. 
¨す „′っさゃくう ぉけかっしすう“, „〉てう-
くけし-ゅなさかけ“, 》うさせさゅうつっく おぇぉう-

くっす, ┿おせてっさけ-ゅうくっおけかけゅうつっく 
おぇぉうくっす, 《ういうけすっさぇこうは, ╉かう-

くうつくぇ かぇぉけさぇすけさうは ょけ ╋ぇくう-

こせかぇちうけくくぇ う さっくすゅっく - ゃしうつおけ 
っ くぇかうちっ う おぇすけ けぉけさせょゃぇくっ, う 
おぇすけ きっょうちうくしおう こっさしけくぇか... 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ かっおぇさうすっ こけしっ-

とぇゃぇす こけ さぇぉけすくうすっ うき きっしすぇ 
ょっしっすおうすっ たうかはょう ぇさしっくぇかちう. 
‶さっゅかっょうすっ しっ こさぇゃはす こけ いぇ-

ゃけょしおうすっ おかせぉけゃっ, きっょうちうく-

しおうすっ っおうこう けゅかっあょぇす さぇぉけすくう-

すっ きっしすぇ くぇこさぇゃけ こけ ちったけゃっすっ. 
╇きっくくけ おぇすけ すぇおなゃ かっおぇさ ¨かゅぇ 
ゃかはいかぇ いぇ こさなゃ こなす ゃ かけくけすけ 
くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ いょさぇゃっけこぇい-
ゃぇくっ こさっい 1975-すぇ.  ╇いさぇいなす 
„ちったけゃ かっおぇさ“ ょくっし いゃせつう くぇ-

こさぇゃけ ぇぉしせさょくけ, くけ ゃ けくっいう 
ゅけょうくう ょけおすけさうすっ くぇうしすうくぇ 
たけょっかう こけ ちったけゃっすっ. ╁ „┿さしっ-

くぇか“ すっ う しっゅぇ たけょはす, くけ すけゅぇゃぇ 
う こさけそうかぇおすうつくうすっ こさっゅかっ-

ょう しっ こさぇゃっかう くぇ きはしすけ. ╇い-
きっさゃぇくっ くぇ おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ, 
こさっゅかっょ くぇ ぉっかうすっ ょさけぉけゃっ, 
しなさょっつくぇ ょっえくけしす - しっ こさぇゃはす 
こけ いぇゃけょしおうすっ おかせぉけゃっ. ‶けしかっ 
しっ こせしおぇす う おさなゃくう ういしかっょゃぇ-

くうは. 〈ぇおぇ ぇさしっくぇかしおうすっ ょけお-

すけさう, ぉせおゃぇかくけ こけ ちったけゃっすっ, 
けすおさうゃぇす ょうぇぉっす, たうこっさすけくうう, 
ぉっかけょさけぉくう ぉけかっしすう... ¨さゅぇ-

くういぇちうはすぇ くぇ こさけそうかぇおすうおぇすぇ 
しすぇゃぇ こけ ゅさぇそうお し こけきけとすぇ くぇ 
いぇゃけょしおうすっ さなおけゃけょしすゃぇ, ゃけ-

ょはす しっ さぇいゅけゃけさう しなし しぇきうすっ 
ょうさっおすけさう. ┿おけ しっ くぇかぇゅぇ, しっ 
ょぇゃぇす こさっこけさなおう いぇ こけょけぉさは-

ゃぇくっ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ, くぇ-

しけつゃぇす しっ たけさぇ ょぇ こさっょこさうっ-

]ょ╆《╇【╅ ╊ 〉╅╉ ╇』¨ぁ[《 
[ちけつてけせあ ╉けすけてちそうあ: ╅く つひす ねそうかさ せあ ねとうつてうあてあ. 〉か きけうかみ つひつ つたそすかせけ, あ くあ すけえあ.

しなとぇ いけょうは - かなゃ. ╋くけゅけ ょけぉさっ 
しっ さぇいぉうさぇきっ, はしくう しぇ くっとぇすぇ. 

¨すゃなょ しちっくぇすぇ おぇお あうゃっっ 
╉さうしすうくぇ ╃うきうすさけゃぇ?  ] 
おぇおゃけ しっ いぇくうきぇゃぇすっ, おけゅぇ
すけ くっ こっっすっ ? 
- ╃けしすぇ けす ゃさっきっすけ きう  けすょっ

かはき くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ しう たけさぇ. 
╇きぇき ょゃぇきぇ ゅけかっきう しうくけゃっ - 
くぇ 30 う くぇ 23.  ╇ くぇ きなあぇ, し 

おけゅけすけ しなき しっゅぇ. ╋くけゅけ けぉうつぇき 
くぇ すっいう すさうきぇ きなあっ ょぇ こけしゃっ
とぇゃぇき しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ. 
╋くけゅけ こなすせゃぇきっ: ゃ しすさぇくぇすぇ, 
ういゃなく くっは. ╄ょくけ けす たけぉうすぇすぇ 
きう っ ょぇ こなすせゃぇき. ╋くけゅけ けぉうつぇき 
こなすってっしすゃうはすぇ. ╋くけゅけ きっ いぇ
さっあょぇす っおいけすうつくうすっ ょなさあぇゃう. 
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ うきぇた 
5-6 ういかういぇくうは ういゃなく しすさぇ
くぇすぇ. ╁しはおぇ ゅけょうくぇ こさぇゃは こけ 
1-2 こなすせゃぇくうは, っょくけ  けす おけう
すけ ょぇかっつくう. ′っ しなき けす たけさぇすぇ, 
おけうすけ すさせこぇす ぉぇくおけゃう しきっすおう. 
¨ぉうつぇき ょぇ ういあうゃはゃぇき くっとぇすぇ. 
]すうゅくぇた ょけ ういゃけょぇ, つっ つけゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ あうゃっっ いぇ きうゅぇ. ╇ 
すけゃぇ っ くぇうしすうくぇ おさぇしうゃけすけ. ┿い 
しなき けす たけさぇすぇ, おけうすけ くっ けぉうつぇす 
ょぇ あうゃっはす しなし しこけきっくう. ′うすけ 
しっ たゃぇかは し きうくぇかけすけ しう, くうすけ 
あうゃっは し さぇょけしすうすっ けす きうくぇかけ
すけ. ╇しおぇき きうゅぇ う くぇしすけはとっすけ 
ょぇ きう っ とぇしすかうゃけ. ╇ っゃっくすせぇか

くけ しぇきけ いぇ せすさっ. ╆ぇ こけ ゃ ょさせゅう 
ょっく – くっ.

〈けゃぇ かう っ すぇえくぇすぇ, し おけはすけ 
こけょょなさあぇすっ きけきうつっておけすけ 
ゃ しっぉっ しう? 
- ╋くけゅけ しぇ きう ゅけ いぇょぇゃぇかう 

すけいう ゃなこさけし. ╋けあっ ぉう すぇえくぇ
すぇ っ, つっ せしこはた ょぇ しっ しなたさぇくは う 
ょぇ こさっけょけかっは ゃしはおぇおゃう すぇおう
ゃぇ つけゃっておう くっとぇ おぇすけ いかけぉぇ, 

いぇゃうしす, くっとけ ょぇ ゅかっょぇき ゃっつくけ 
ゃ こぇくうつおぇすぇ くぇ ょさせゅうは, こけ-ょけ
ぉさっ かう っ けす きっく. ╁うくぇゅう しなき しっ 
さぇょゃぇかぇ いぇ せしこったうすっ くぇ ょさせ
ゅうは, くぇ たけさぇすぇ けおけかけ きっく, くぇ 
せしこったうすっ くぇ ぉかういおうすっ しう ゃうくぇ
ゅう しなき しっ さぇょゃぇかぇ けす しなさちっ. ╇ 
すけゃぇ きう っ ぉうかけ くはおぇおなゃ しきうしなか 
ょぇ ゃなさゃは くぇこさっょ. ]なゃしっき つうし
すけしなさょっつくけ しなき ゅけ おぇいゃぇかぇ, つっ 
くっ ういこうすゃぇき くうおぇおゃぇ けきさぇいぇ. 
╃けさう くはおけえ ょぇ きう っ くぇこさぇゃうか 
くっとけ かけてけ, いぇゅなさぉゃぇき すけいう 
つけゃっお, くっ おけくすぇおすせゃぇき し くっゅけ,  
ょけさう ょぇ うきぇ くはおぇおなゃ くっゅぇすう
ゃういなき しこさはきけ きっく. ′はきぇ いかけ
ぉぇ ゃ きっく, くはきぇ いぇゃうしす. ╇ すけゃぇ 
きけあっ ぉう っ くっとけすけ, さっちっこすぇすぇ,  
おけはすけ しなたさぇくはゃぇ. ╆ぇとけすけ っょくう 
すぇおうゃぇ  くっゅぇすうゃくう くっとぇ くっ 
しぇきけ すっ ういはあょぇす けすゃなすさっ, くけ すっ 
すっ  ういはあょぇす う けすゃなく. ╆ぇすけゃぇ, 
ぇおけ きけあっ つけゃっお ょぇ こさっゃないきけゅ
くっ  すっいう くっとぇ, おけうすけ しぇ しなゃ

しっき つけゃっておう う しなゃしっき いっきくう, 
ぉう ぉうかぇ くぇえ-ょけぉさぇすぇ さっちっこすぇ 
いぇ っょくぇ こけ-ょけぉさぇ ゃういうは う っょくけ 
こけ-ょけぉさけ いょさぇゃっ. 

╇きぇすっ ょゃぇ ぉさぇおぇ いぇょ ゅなさ
ぉぇ しう, しっゅぇ しすっ とぇしすかうゃぇ し 
すさっすう つけゃっお ょけ ╁ぇし. ╉ぇおゃけ 
くぇせつうたすっ いぇ かのぉけゃすぇ こさっい 
ゃしうつおうすっ すっいう ゅけょうくう? 
¨つっゃうょくけ ょけしすぇ せさけちう  すぇき 

しすっ すさせこぇかう. 
- ̈ , ょぇ.  ┿い しなき つけゃっお くぇ つせゃ

しすゃぇすぇ . ╉ぇすけ すうこうつっく こさっょしすぇ
ゃうすっか くぇ いけょうは ╊なゃ. ╁うくぇゅう いぇ 
きっく かのぉけゃすぇ っ ぉうかぇ くぇょ ゃしうつ
おけ. ┿い いぇょなかあうすっかくけ すさはぉゃぇ 
ょぇ けぉうつぇき くはおけゅけ う きっく くはおけえ 
ょぇ きっ けぉうつぇ. ′っいぇゃうしうきけ おけえ: 
ょっちぇすぇ  きう, きなあなす ょけ きっく. ′っ 
こさぇゃは くうおぇおゃう おけきこさけきうしう ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ つせゃしすゃぇすぇ. ¨ぉう
つぇき ょぇ ぉなょぇ けぉうつぇくぇ. ╋けゅぇ, 
さぇいぉうさぇ しっ, ょぇ こさぇゃは おけきこさけ
きうしう いぇ くはおけう くっとぇ, おけうすけ しっ 
しかせつゃぇす ゃなゃ ゃさないおぇすぇ きう, くけ, 
ぇおけ つけゃっおなす ょけ きっく くっ ょなさあう 
くぇ きっく, くっ しっ けすょぇゃぇ ういちはかけ 
くぇ きっく う くっ きっ けぉうつぇ, いぇ きっく 
すぇいう ゃさないおぇ っ こさうおかのつうかぇ. ╇ 
くうとけ くはきぇ ょぇ きう こけこさっつう ょぇ 
うきぇき けとっ う 5 ぉさぇおぇ, ぇおけ しっ 
くぇかけあう, う 5 きなあっ ょぇ しきっくは, 
しすうゅぇ すっ ょぇ きっ けぉうつぇす. ╆ぇとけすけ 
ぇい ゃ っょくぇ ゃさないおぇ しっ けすょぇゃぇき 

ういちはかけ. ╇ ぇおけ くっ つせゃしすゃぇき しな
とけすけ ゃなすさっ ゃ しっぉっ しう, くっ こさぇ
ゃは くうおぇおゃう おけきこさけきうしう. 〈けゃぇ 
きけあっ う ょぇ くっ っ  くぇえ-ょけぉさうはす 
ゃぇさうぇくす, くけ ゃうくぇゅう しなき しっ 
せつせょゃぇかぇ くぇ あっくう, おけうすけ ちはか 
あうゃけす しぇ ぉうかう こけ くはおぇおなゃ くぇ
つうく くっ ょけしすぇすなつくけ せゃぇあぇゃぇくう 
けす きなあっすっ ょけ すはた , しないくぇゃぇす ゅけ, 
くけ ゅう すなさこはす. 〈けゃぇ くっ っ  ょけぉさっ. 
╁なけぉとっ くっ っ ょけぉさっ.  

╇きぇすっ かう しう あっくしおう うょけか? 
- ′っ しなき しっ いぇきうしかはかぇ くぇょ 

すけゃぇ. ╁ おぇおなゃ  しきうしなか ? 

… こさうかうつぇすっ くぇ きかぇょぇすぇ 
╀さうょあうす ╀ぇさょけ.
- ̈ , くっ しなき しっ いぇきうしかはかぇ ゃ すぇいう 

こけしけおぇ, くけ… いぇとけ くっ! ╀さうょあうす 
╀ぇさょけ ゃうくぇゅう しなき は たぇさっしゃぇかぇ. 
¨しけぉっくけ おぇすけ こけ-きかぇょぇ, すは きう 
っ ぉうかぇ 100% うょけか. ╋けあっ ぉう 
ゃうくぇゅう しなき たぇさっしゃぇかぇ すけかおけゃぇ 
しかぇょくうおぇゃう かうちぇ う ょぇきう. ]かっょ 
╀ぇさょけ, ╁ぇかっさうは ╋ぇちぇ, おけは
すけ しなとけ こさうかうつぇ くぇ ╀さうょあうす 
╀ぇさょけ. 》ぇさっしゃぇき ゃしっ あっくう ゃ 
すけいう しかぇょくうおぇゃ しすうか う きけあっ 
ぉう う いぇすけゃぇ くっ しっ さぇいょっかはき う 
ぇい し させしぇすぇ しう おけしぇ. ¨こうすゃぇかぇ 
しなき くはおぇおゃう ょさせゅう ちゃっすけゃっ, くけ 
ゃうくぇゅう しっ ゃさなとぇき  おなき させしけすけ. 

┿  おぇお しっ ゃうあょぇすっ ゃ さけかは
すぇ くぇ ぉぇぉぇ? ╉ぇおゃぇ ぉぇぉぇ とっ 
ぉなょっ ╉さうしすうくぇ ╃うきうすさけゃぇ 
っょうく ょっく? 
- ┿きう とっ しう ゅう こさうっきぇき ゃくせ

ちうすっ おぇすけ きけう ょっちぇ. ]うくけゃっすっ 
きう しぇ ゃっつっ ゅけかっきう, うきぇす しう しっ
さうけいくう こさうはすっかおう, くけ… くぇかう 
しっゅぇ ゃしうつおけ しっ しかせつゃぇ こけ-おなし
くけ. ╆ぇとけすけ う ょけ ょっく-ょくってっく, 
おぇすけ ういかはいぇ し きけうすっ しうくけゃっ, きう 
おぇいゃぇす: „〈けゃぇ くけゃけすけ すう ゅぇょあっ 
かう っ? ¨, くっ, くっ!” - おぇいゃぇき. 】っ 
きう ぉなょっ きくけゅけ こさうはすくけ くぇうし
すうくぇ, ょぇえ, ╀けあっ, う しおけさけ ょぇ 
しっ しかせつう. ╆ぇとけすけ ゅけかっきうはす きう 
しうく ゃっつっ っ くぇ 30 ゅけょうくう, すぇおぇ 
つっ とっ ぉなょぇ とぇしすかうゃぇ ぉぇぉぇ. 

╉なょっ うしおぇすっ ょぇ しすっ ょけゅけ
ょうくぇ こけ すけゃぇ ゃさっきっ? ╉ぇい
ゃぇすっ, つっ くっ こさぇゃうすっ ょなか
ゅう こかぇくけゃっ, くぇえ-きくけゅけ いぇ 
せすさっ, くけ おなょっ ╁う しっ とっ ょぇ 
╁う けすゃっょっ しなょぉぇすぇ? 
- ┿い ゃはさゃぇき ゃ くっは, ゃはさゃぇき う 

ゃ しゃさなたっしすっしすゃっくけすけ. ╋くけゅけ 
くっとぇ けす すっいう, おけうすけ こさっょう ゅけ
ょうくう しぇ きう こさけさけおせゃぇかう, しぇ しっ 
しかせつうかう くぇ 80%, つっ う こけゃっつっ. 
╋っつすぇは しう いぇ くはおけは くけゃぇ ょなかゅぇ 
ょっしすうくぇちうは, くぇ おけはすけ ゃしっ けとっ 
くっ しなき ぉうかぇ. ‶さけぉかっきなす きう っ, 
つっ  ゃうくぇゅう きくけゅけ しっ しすさぇたせゃぇき 
けす かっすっくっすけ う こけ すぇいう こさうつうくぇ 
くっ しなき かっすはかぇ ょけ ぅこけくうは, ┿ゃ
しすさぇかうは. 】っ ぉなょぇ きくけゅけ とぇしす
かうゃぇ, ぇおけ こさっけょけかっは  すけいう しう 
しすさぇた う  ゃうょは すっいう ょゃっ こさっょうい
ゃうおぇすっかくう ょなさあぇゃう. ╇しおぇ きう 
しっ くぇっしっく う くぇ たせぉぇゃ おさせうい ょぇ 
けすうょぇ, くけ う すぇき きっ っ しすさぇた. 

╉けゅぇすけ くぇ ╉さうしすうくぇ ╃う
きうすさけゃぇ え っ すさせょくけ, すっあおけ, 
おなしぇ え しっ  ょせてぇすぇ, こかぇつっ え 
しっ… ╉けっ っ くっとけすけ, おけっすけ は 
ょなさこぇ くぇゅけさっ う ゃぇょう? 
- ‶せしおぇき しう きせいうおぇ. ╋せいうおぇすぇ 

っ すけゃぇ くっとけ, おけっすけ きっ ゃぇょう けす 
ょっこさっしうは. ╋せいうおぇすぇ っ すぇいう, し 
おけはすけ ゃうくぇゅう うきぇき たせぉぇゃけ くぇ
しすさけっくうっ. 》ぇさっしゃぇき ゃしはおぇおなゃ 
すうこ きせいうおぇ. ]すうゅぇ ょぇ こけょぉっさぇ 
すけつくけすけ くっとけ いぇ きけきっくすぇ. ′け 
つせは かう たせぉぇゃぇ こっしっく, くっいぇ
ゃうしうきけ ゃ おぇおなゃ しすうか っ, すは きう 
おぇつゃぇ ぇょさっくぇかうくぇ  う しすぇゃぇき 
とぇしすかうゃぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

きぇす こさぇゃうかくけすけ かっつっくうっ.  
„‶さけそうかぇおすうおぇすぇ うきぇ けゅ-
さけきくけ いくぇつっくうっ いぇ いょさぇ-

ゃっすけ くぇ たけさぇすぇ. ¨すおさうすう 
くぇゃさっきっ, きくけゅけ いぇぉけかはゃぇ-

くうは, しっ かっおせゃぇす せしこってくけ. 
〈けゅぇゃぇ こさけそうかぇおすうおぇすぇ 
ぉってっ くぇ くうゃけ, しっゅぇ しっ こさっ-

くっぉさっゅゃぇ“, しなし しなあぇかっくうっ 
おけくしすぇすうさぇ けそすぇかきけかけゅなす. 
¨そすぇかきけかけゅ けぉぇつっ ╂っさぉっっ-

ゃぇ しすぇゃぇ こけ-おなしくけ. ╁ くぇつぇ-

かけすけ, けしゃっく けぉうおけかおうすっ こけ 
ちったけゃっすっ くぇ ╆ぇゃけょ 6 う ╆ぇ-

ゃけょ 7 – いぇ かうつくっく おけくすぇおす 
し ゃしっおう しゃけえ こぇちうっくす, おぇすけ 
けぉとけこさぇおすうおせゃぇと かっおぇさ-
すっさぇこっゃす, ¨かゅぇ ょぇゃぇ う ょっ-

あせさしすゃぇ ゃ ぉけかくうつくうは ]すぇ-

ちうけくぇさ.  [ぇぉけすくうはす ょっく っ 
8 つぇしぇ, こさぇゃはす しっ おけきこっく-

しぇちうう いぇ くけとくうすっ ょっあせさ-

しすゃぇ. ╃ぇ – うきぇ う すぇおうゃぇ. 
′け すけゃぇ ょぇかっつ くっ こさっつう ょぇ 
しっ さぇぉけすう し せょけゃけかしすゃうっ. 
╉けかっゅう おぇすけ ょ-さ ╉せてかっゃぇ, 
ょ-さ ]かぇゃけゃ, ょ-さ ╃っつっゃぇ, 
ょ-さ ╉ぇかぇえょあうっゃぇ, ょ-さ ╄ょ-

さっゃぇ, ょ-さ ╋うすっゃぇ, いぇゃっあ-

ょぇとう おぇすけ ょ-さ 〈ぇておけゃ う 
ょ-さ ]すけえおけゃ, ╂っさぉっっゃぇ う 
しっゅぇ しう しこけきくは し さぇょけしす う 
せゃぇあっくうっ おなき けぉとぇすぇ うき 
さぇぉけすぇ いぇ いょさぇゃっすけ くぇ ぇさ-

しっくぇかちう. [ぇぉけすくうつっしおけすけ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ くっ しこう-

さぇ しぇきけ ょけ こさっゅかっょうすっ  う 
かっつっくうっすけ ゃ ]すぇちうけくぇさぇ 
う しこってくぇすぇ こけきけと  こさう 
すさせょけゃう いかけこけかせおう. ╂さう-

あぇすぇ いぇ ょけういかっおせゃぇくっすけ 
こさけょなかあぇゃぇ. ╀けかくうすっ しっ 
くぇしけつゃぇす おなき しぇくぇすけさう-

せきう う こさけそうかぇおすけさうせきう. 
„┿さしっくぇか“ しう うきぇ う ぉぇいぇ ゃ 
¨ゃけとくうお, おなょっすけ たけさぇすぇ 
しう こけつうゃぇす う ょけういかっおせゃぇす, 
こけかいゃぇす は う し こさけそうかぇお-

すうつくぇ ちっか.     
╃けおぇすけ さぇぉけすう ゃ „┿さしっ-

くぇか“, ょ-さ ╂っさぉっっゃぇ  せつぇしす-
ゃぇ  ゃ ういしかっょけゃぇすっかしおう 
っおうこう, おけうすけ すなさしはす しこっ-

ちうそうつくうすっ いぇ こさけそっしう-

うすっ ぉけかっしすう, くけ くっえくけすけ 
きくっくうっ っ, つっ くはきぇ おぇすっ-

ゅけさうつくけ, はしくけ ういさぇいっくう 
しぇきけ „ぇさしっくぇかしおう“ いぇぉけ-

かはゃぇくうは. 》けさぇすぇ すせお ぉけかっ-

ょせゃぇす おぇすけ ゃしうつおう ょさせゅう. 
[ぇいかうつくけすけ ゃ „┿さしっくぇか“  
っ  くぇかけあうすっかくけすけ ぉなさいけ 
けおぇいゃぇくっ くぇ きっょうちうくしおぇ 
こけきけと こさう すさせょけゃう いかけこけ-

かせおう, ぉなさいけ さぇいぉうさぇ けとっ 
きかぇょうはす „ちったけゃ“ かっおぇさ. ╇ 
すけゅぇゃぇ - かうくっえおぇすぇ ょっあせさう 
ぉっい こさっおなしゃぇくっ. ‶さう くせあ-

ょぇ – こけしすさぇょぇかうはす しっ ゃいう-

きぇ けす さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ 
う きせ しっ けおぇいゃぇ こけきけと ゃっょ-

くぇゅぇ ゃ ╀なさいぇすぇ こけきけと くぇ 
„┿さしっくぇか“, ぇおけ っ くせあくけ – 

しっ おぇさぇ ゃ ゅさぇょしおぇすぇ ぉけかくうちぇ 
し こさうょさせあうすっか けす ]すぇちうけ-

くぇさぇ. ¨かゅぇ しう しこけきくは, つっ っ 
こさうょさせあぇゃぇかぇ ぉけかくう ょけさう 
ょけ ]けそうは. ¨すかうつくぇすぇ こさぇお-

すうおぇ いぇ かっつっくうっ くぇ ぇさしっくぇか-

ちう こけ ょけゅけゃけさ し ╁けっくくけ-きっ-

ょうちうくしおぇ ぇおぇょっきうは しすけう う ゃ 
くっえくうすっ しこけきっくう. ╃-さ ╂っさ-

ぉっっゃぇ こけきくう けとっ, つっ ゃ けさな-

あっえくうちぇすぇ くぇ きはしすけ うょゃぇす 
う おけくしせかすぇくすう けす さぇくゅぇ くぇ 

こさけそ. ╆かぇすっゃぇ/すけゅぇゃぇ – けとっ 
ょけちっくす/, くぇ こさけそ. ╀せおけゃ う 
こさけそ.╋ぇさおけゃ. ‶け すはたくぇ こさっ-

ちっくおぇ くはおけう けす ぉけかくうすっ しっ 
こさうっきぇす くぇ かっつっくうっ ゃ ]け-

そうは, ぇさしっくぇかしおうすっ きっょうちう 
ゅう ゃけょはす くぇ きはしすけ.
╉けかおけすけ ょけ けつくうすっ ぉけかっ-

しすう, ょ-さ ╂っさぉっっゃぇ おけくしすぇすう-

さぇ:

╇きぇ つっしすう しかせつぇう くぇ
つせあょう すっかぇ ゃ けつうすっ

]こっちうそうおぇすぇ くぇ さぇぉけすぇ 
ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ  けぉはしくは-

ゃぇ つせあょうすっ すっかぇ ゃ けつうすっ, 
おけきっくすうさぇ けそすぇかきけかけゅなす. 
╉ぇすけ しこっちうぇかうしす, ╂っさぉっっゃぇ 
せつぇしすゃぇ う ゃ っおうこぇ くぇ ょけち. 
╆かぇすっゃぇ, ういしかっょゃぇか ゃかうは-

くうっすけ ゃなさたせ いょさぇゃっすけ くぇ さぇ-

ぉけすぇすぇ し ゅけかはきけ ゃいうさぇくっ くぇ 
こかけとぇょおぇすぇ ゃ ╋なゅかうあ. 
╃-さ ╂っさぉっっゃぇ こけきくう う しかせ-

つぇう くぇ っゃぇおせぇちうは くぇ さぇぉけ-

すっとう けす こかけとぇょおう し ゅけかっきう 
こさけういゃけょしすゃっくう ぇゃぇさうう, おけ-

ゅぇすけ たけさぇすぇ しっ ういゃっあょぇかう 
けさゅぇくういうさぇくけ こけ こさっこけさな-

おぇ くぇ こさけそっしけさ-すけおしうおけかけゅ, 
ょけてなか くぇ きはしすけ. 
╉けかおけすけ ょけ ょくってくけすけ きぇ-

しけゃけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, ぇさ-

しっくぇかしおうはす かっおぇさ, おぇすけ 
ゃしうつおう くぇし, くっ おさうっ こさけ-

そっしうけくぇかくうすっ しう う つけゃっておう 
さぇいけつぇさけゃぇくうは. ╊うこしぇすぇ くぇ 
けつくけ けすょっかっくうっ ゃ おぇいぇくかなて-

おぇすぇ ぉけかくうちぇ いぇすさせょくはゃぇ 
たけさぇすぇ, しこけょっかは けそすぇかきけかけ-

ゅなす  – ょぇあっ いぇ っかっきっくすぇさくけ 
くっとけ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しっ たけょう 
ょけ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╇ ょぇゃぇ こさう-

きっさ - すせお ゃっつっ くっ きけあっ ょぇ しっ 
ういかっおせゃぇ ょけさう けくけゃぇ, おけっすけ 
くぇさけょなす くぇさうつぇ こさけしすけ „っつっ-

きうお“ くぇ けおけすけ. ╊っつっくうっすけ, 

おけっすけ くぇ ゃさっきっすけ ょぇゃぇ けぉ-

とうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ こけ けすくけ-

てっくうっ くぇ いさっくうっすけ, しっゅぇ しっ 
こさうかぇゅぇ うかう ゃ おなとう, うかう ゃ 
ぉけかくうちう こけ ょさせゅうすっ ゅさぇょけゃっ. 
┿ ぉけかっしすうすっ しぇ しう しなとうすっ, 
ょけさう – ゃ こけゃっつっ. „╉ぇつっしすゃっ-

くけすけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ しっ おけく-

ちっくすさうさぇ こさっょうきくけ ゃ ぉけかくう-

ちうすっ くぇ きっしすぇすぇ, おなょっすけ うきぇ 
きっょうちうくしおう せくうゃっさしうすっすう. 
]かっょ さっそけさきぇすぇ こさっょう こけゃっ-

つっ けす ょっしっすうかっすうっ, おけゅぇすけ しっ 
ゃなゃっょっ こさぇおすうおぇすぇ くぇ かうつ-

くうすっ かっおぇさう, くっとぇすぇ ゃなさゃはす 
ゃしっ くぇょけかせ... ╉ぇおすけ う ゃしうつおけ 
くぇけおけかけ“, けすつうすぇ  う ょ-さ ╂っさ-

ぉっっゃぇ. 
╊うこしぇすぇ くぇ さぇょけしす せ たけさぇ-

すぇ, くぇ しなつせゃしすゃうっ う ゃいぇうきくぇ 
こけょおさっこぇ, くぇ うくすっさっし おなき 
おせかすせさぇすぇ..., ゃしうつおけ すけゃぇ くう-

おぇお くっ え たぇさっしゃぇ, きぇおぇさ つっ 
– ゃ かうつっく こかぇく, すは っ っょうく 
せしこはか つけゃっお し こけさぇしくぇかう う 
しなとけ せしこっかう ょっちぇ. 
╋っょうちうくしおぇすぇ „くうておぇ“ ゃ 

しっきっえしすゃけすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
こかっすっ しうくなす – ょ-さ ╀けあうょぇさ 
╉さなしすっゃ, おぇさょうけかけゅ しなし いぇ-

とうすっくぇ  ょうしっさすぇちうは, ゅかぇゃっく 
ぇしうしすっくす ゃ ╉ぇさょうけかけゅうつくぇすぇ 
おかうくうおぇ くぇ ╇]〉╊ ゃ ]けそうは, 
34-ゅけょうてくうはす かっおぇさ, し くけ-

きうくぇちうは いぇ くぇえ-ょけぉなさ きかぇょ 
しこっちうぇかうしす くぇ 2014-すぇ. ]な-

こさせゅぇすぇ きせ しなとけ っ かっおぇさ – ゃ 
╃っすしおぇすぇ けつくぇ おかうくうおぇ くぇ 
┿かっおしぇくょさけゃしおぇ ぉけかくうちぇ. 
╂けかっきうはす しうく – ╁ぇかっくすうく, 

し ょうこかけき けす ‶かけゃょうゃしおうは 
せくうゃっさしうすっす いぇ たさぇくうすっかくう 
すったくけかけゅうう, さぇぉけすう くぇ けす-
かうつくぇ きっくうょあなさしおぇ こけいうちうは 
ゃ ゅけかはきぇ そうさきぇ, こさけういゃけょう-

すっか くぇ ぉうさぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
]なこさせゅぇすぇ きせ しなとけ さぇぉけすう ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ ぉういくっしぇ. 
]なし しこけおけえしすゃうっすけ くぇ きぇえ-

おぇ, しゃなさてうかぇ ょけぉさっ さぇぉけすぇ-

すぇ しう, ゃないこうすぇかぇ „けすゅけゃけさ-

くう う ぇきぉうちうけいくう ょっちぇ“, ょ-さ 
¨かゅぇ ╂っさぉっっゃぇ しっゅぇ ういこなかゃぇ 
ゃさっきっすけ しう けすくけゃけ し さぇぉけ-

すぇ – ゃ けつくうは おぇぉうくっす くぇ けぉ-

とうくしおけすけ ╃╉『 う ゃ かうつくうは しう 
おぇぉうくっす しなゃきっしすくけ し っょくぇ けす 
おぇいぇくかなておうすっ けこすうおう, ぉかう-

いけ ょけ こぇいぇさぇ. ╇ し きうしなかすぇ: 
“》せぉぇゃう ゃさっきっくぇ ぉはたぇ...“, 
おぇおすけ すは くぇさうつぇ ゃさっきっくぇすぇ 
くぇ きかぇょうすっ う くぇえ-ぇおすうゃくう-

すっ しう こさけそっしうけくぇかくう ゅけょうくう 
ゃ „┿さしっくぇか“. ╉けゅぇすけ うきぇかぇ 
ょけさう ゃさっきっ ょぇ しゃうさう こなさゃぇ 
ちうゅせかおぇ ゃ ゅさぇょしおうは けさおっしすなさ 
おなき „╇しおさぇ“, おけっすけ は こさぇゃう 
ぉっいおさぇえくけ とぇしすかうゃぇ. ¨こっ-

さっすくうはす すっぇすなさ, きぇっしすさけすけ 
╋ぇくつけ ╃けしっゃ, ゅかぇしなす くぇ おぇ-

いぇくかなておぇすぇ こさうきぇ ╋ぇさうは 
]すけはくけゃぇ, ゅぇしすさけかうすっ くぇ ╁う-

ょうく ╃ぇしおぇかけゃ... すけゃぇ くっ しっ 
いぇぉさぇゃは. 
¨かゅぇ ゃなさゃう こさっい あうゃけすぇ し 

かうさうつくぇすぇ くぇゅかぇしぇ くぇ しすさせ-

くうすっ けとっ けす きぇかおぇ, ぇ こけしかっ – 
う ゃ ゅけょうくうすっ くぇ ]すせょっくすしおうは 
しうきそけくうつっく けさおっしすなさ こけょ 
ょうさっゅっくすしすゃけすけ くぇ ┿かうこう 
′ぇえょっくけゃ, おけえすけ ゅう ゃけょっか ゃ 
╇すぇかうは. 〈ぇき うきぇかう おけくちっさすう 
う しゃうさうかう おぇすけ けさおっしすなさ いぇ 
こけょぉけさ くぇ ょうさうゅっくすう. 
╊うさうつくぇすぇ  くぇゅかぇしぇ, すぇおぇ 

すうこうつくぇ いぇ けくけゃぇ こけおけかっ-

くうっ, くぇさうつぇくけ „ゃさなしすくうちう 
くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ“, う しっゅぇ かうつう ゃ 
けつうすっ くぇ けそすぇかきけかけゅぇ – ちう-

ゅせかぇさ. ╃-さ ╂っさぉっっゃぇ こさけょなか-

あぇゃぇ ょぇ すなさしう ゃ こけゅかっょうすっ 
くぇ たけさぇすぇ くっ しぇきけ ぉけかっしすう, 
おけゅぇすけ ゃかはいぇす ゃ おぇぉうくっすぇ, 
くけ う けょせたけすゃけさっくうっすけ, せょけ-

ゃけかしすゃうっすけ けす あうゃけすぇ, ゃょなた-

くけゃっくうっすけ, し おけっすけ こけ-かっおけ 
しっ ゃなさゃう こさっい っあっょくっゃうっ-

すけ... ′け – ゃしっ こけ-すさせょくけ しっ 
けすおさうゃぇす すっいう つけゃっておう くっとぇ 
ゃ つけゃっておうすっ けつう. ╋けあっ ぉう う 
いぇすけゃぇ いぇ ゃさっきっすけ くぇいぇょ ょ-さ 
╂っさぉっっゃぇ すうたけ う すけこかけ おぇい-
ゃぇ: “╀ってっ たせぉぇゃけ!“.     

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〈は っ けす けくけゃぇ こけおけかっくうっ, おけっすけ くぇ ゃさっきっすけ くぇ-
さうつぇたぇ „ゃさなしすくうちう くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ“. ╃くっし さぇいぉう-
さぇくっすけ くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ っ ょさせゅけ. ′け さけょっくうすっ こさっい 
1944-すぇ しう けしすぇゃぇす しなとうすっ. ╁っつっ こさったゃなさかうかう 
70-すっ, こけゃっつっすけ けす すっいう たけさぇ う しっゅぇ しっ せしきうたゃぇす 
こけ きかぇょっあおう, せ すはた しっ つっすっ っくすせしうぇいきなす う ょけさう 
– くぇうゃくけしすすぇ くぇ 50-すっ  う 60-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう 
ゃっお, おけゅぇすけ しっ ゃうたさう きかぇょけしすすぇ うき. 
╃けおすけさ ¨かゅぇ ╂っさぉっっゃぇ っ すけつくけ すぇおけゃぇ „きけ-

きうつっ“ – すは „いぇさぇいはゃぇ“ し こなさゅぇゃけしす う あうゃけしす, し 
けょせたけすゃけさっくけしす ゃ ういかなつゃぇくっすけ, ゃ おけっすけ けすおさう-
ゃぇきっ ゃしうつおけ けくけゃぇ, おけっすけ くう さぇょゃぇ, くけ おけっすけ 
ゃしっ こけ-さはょおけ しさっとぇきっ こけ さけょくうすっ せかうちう ゃ 
けつうすっ くぇ ぉなかゅぇさうすっ. ╁ けつうすっ... ╁ けつうすっ, うきっく-
くけ, ょけおすけさ ╂っさぉっっゃぇ けすおさうゃぇ くっ こさけしすけ けくけゃぇ, 
おけっすけ ゃしうつおう ゃうあょぇす. ┿ きくけゅけ, きくけゅけ こけゃっつっ. 
╆ぇとけすけ ょ-さ ╂っさぉっっゃぇ っ しこっちうぇかうしす – けそすぇかきけ-
かけゅ. ] ょさせゅう ょせきう – けつっく かっおぇさ. ╊っおぇさ, かっおせ-
ゃぇか たうかはょう ぇさしっくぇかちう ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ こけ-
ゃっつっ けす 20 ゅけょうくう.

〉《╇¨ [〉¨╈¨ ′けゃう おくうゅう ゃ たせょけあっしすゃっくぇすぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃

¨す すぇいう しっょきうちぇ つうすぇすっかうすっ くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ うきぇす 
ゃないきけあくけしす ょぇ つっすぇす う しかっょくうすっ 
くけゃう おくうゅう- さけきぇくう: 

╃あけさょけ ╋ぇすし - „┿い こさっょう すっぉ“
╊せうい ╀っぉてけせ - „╉さぇしけすぇ“ 
╃あっえく ┿く ╉さっくち - „┿くゅっか たさぇ-

くうすっか“
╃ぇくうっか ]すうえか - „ ╇ゅさぇ くぇ ゃかぇしす“ 
]のいなく ╊せうし - „′うおけゅぇ くっ おぇい-

ゃぇえ „ しぉけゅけき“
╃っえゃうょ ╀ぇかょぇつう - „╉うくす う ╋ぇお-

しせっか“ 
╊うえょ 』ぇえかょ - „′うとけ かうつくけ“ 
╋ぇえおなか ╉けくなかう - „╂けさはとぇすぇ 

しすぇは“ 
╉ぇさなく [けぉなさすし - „‶さぇゃけしなょうっ“ 

╃けぉさっ ょけてかう しすっ! 
 ╀うぉかうけすっおぇさ ╇くぇ ╆ぇさけゃぇ  

〈は っ けす あっくうすっ, いぇきさぇいうかう ゃさっきっすけ. 
╇いゅかっあょぇ  すぇおぇ, おぇおすけ っ ういゅかっあょぇかぇ 
う こさっょう 30 ゅけょうくう. ╇ せしきうゃおぇすぇ っ 
しなとぇすぇ, う こぇかぇゃうすっ こかぇきなつっすぇ ゃ けつう
すっ, う くっゃうょうきうすっ けす しちっくぇすぇ, っょゃぇき 
いぇぉっかっあうきう, かせくうつおう. ¨す おうかけきっすなさ 
かうつう あうゃけすけ, しなたさぇくっくけ きけきうつっ ゃ 
くっは. ╇ ゃっょさぇすぇ, かなつっいぇさくぇ せしきうゃおぇ. 
╆ぇしすぇくぇか くぇ っょくう けつう さぇいしすけはくうっ けす 

くっは, うきぇて つせゃしすゃけすけ, つっ すぇいう あっくぇ 
くはきぇ ょさせゅう しなしすけはくうは, けしゃっく っょくけ: 
あういくっさぇょけしす, ゃっょさうくぇ う  ゃないたうすぇ けす 
あうゃけすぇ. ]なとけすけ せしっとぇくっ しすさせう う けす 
こっしくうすっ え. ╂けかはきぇ つぇしす けす すはた, ういこっすう 
いぇっょくけ し くっえくうは くっういきっくっく しちっくうつっく  
ょせっすっく こぇさすくぬけさ けす 32 ゅけょうくう ¨さかうく 
╂けさぇくけゃ.  
╃けおぇすけ ぉなさおぇきっ おぇそっ ゃ くぇえかけくけ

ゃう つぇてう, きう こけいゃけかはゃぇ ょぇ くぇょくうおくぇ 
ゃ ╉さうしすうくぇ. 〈ぇいう けす あうゃけすぇ, くっ けす 
しちっくぇすぇ, し はしくけすけ しないくぇくうっ, つっ ょゃっ
すっ ゃしなとくけしす しぇ っょくけ ちはかけ. ╉けはすけ いぇ 
くうとけ くぇ しゃっすぇ くっ きけあっ ょぇ あうゃっっ ぉっい 
かのぉけゃ う くっ ぉう こさぇゃうかぇ おけきこさけきうしう ゃ 
すけゃぇ けすくけてっくうっ. 
╉さうしすうくぇ, おけはすけ けぉうつぇ こけかしおう ちゃっ

すは う おけはすけ  すぇいう ゅけょうくぇ とっ うきぇ けゅかっ
ょぇかっく のぉうかっえ. 《ぇおす, おけえすけ  は こさぇゃう 
けとっ こけ-つぇさけゃくぇ ゃ けつうすっ くぇ きなあおぇすぇ 
つぇしす けす しゃっすぇ. ╇ くっ しぇきけ すは.
╉さうしすうくぇ, こさけしすうかぇ しっ しなし しすさぇしすすぇ 

しう こけ たぇいぇさすぇ, くけ ゃしっ すぇおぇ こけ ょっすしおう 
„けぉうつぇとぇ かなしおぇゃけすけ, おけっすけ きう っ けす 
いけょうはすぇ, きぇえ”. ╉さうしすうくぇ, おけはすけ ぉはゅぇ 
けす かせおしぇ, けぉうつぇ こさうさけょぇすぇ う すうたうは 
せのす. ╉けはすけ たぇさっしゃぇ ╇すぇかうは う くぇこけ
しかっょなお うきぇ くけゃぇ しすさぇしす - ぇしすさけかけゅうは
すぇ う くせきっさけかけゅうはすぇ, えけゅぇすぇ う せきくうすっ 

さぇいゅけゃけさう. 
‶さういくぇゃぇ, つっ けぉけあぇゃぇ かはすけすけ, おけっすけ いぇこけつゃぇ けとっ けす ぇこさうか. ¨こさっょっかは しっ おぇすけ „こけさぇしくぇかけ 

ょっすっ” う „すせさうしすうつっしおう ぇゃぇくすのさうしす”, いぇとけすけ くはきぇ ょぇ しこさっ ょぇ けぉうつぇ こなすってっしすゃうはすぇ. ╁ こけしかっょ
くうすっ ゅけょうくう っ そっく くぇ しっきこかうすっ, くけ うしすうくしおう くっとぇ けす あうゃけすぇ. ╇ きぇかおうすっ おうすくう しっかちぇ, ゃ おけうすけ 
きけあっ ょぇ しう こけつうゃぇ こなかくけちっくくけ. [っかぇおしうさぇ し さうぉけかけゃ う し たけょっくっ こってぇ, おけっすけ つっしすけ っ し きくけゅけ 
おうかけきっすさう, ゃなこさっおう おけかぇすぇ. ‶さけしすけ は けしすぇゃは くはおなょっ う すさなゅゃぇ. 〈ぇおぇ こけょょなさあぇ そけさきぇ. 
′っ おさうっ, つっ うきぇ う おせこ こけさけちう: おぇすけ すけゃぇ ょぇ ょなゃつっ ょなゃおぇ う ょぇ っ さっゃくうゃぇ. ╉なき かのぉうきうすっ 

きなあっ. ╆ぇ すけいう しう こけさけお こかぇとぇかぇ. ]おなこけ. ] ちっくぇすぇ くぇ かのぉけゃすぇ. 
 ‶けつすう っ けすおぇいぇかぇ きっしけすけ. ′け しっ っ こさっょぇかぇ くぇ かのぉけゃすぇ しう おなき ぉぇくうつおうすっ う こぇかぇつうくおうすっ.  

╉けきこっくしうさぇ すけいう しう こけさけお し ょけぉさけ しすぇさぇくうっ うくぇつっ ゃ おせたくはすぇ, おなょっすけ ぉうかぇ „ょけぉさぇ ゅけすゃぇつおぇ”. 
╇きぇ ょゃぇきぇ こけさぇしくぇかう しうくけゃっ - ╃うきうすなさ う ╋ぇさすうく. 
¨す あっくうすっ っ, おけうすけ こさうゃかうつぇす しこっちうぇかくう. 〈ぇおうゃぇ しぇ ぉうかう う ょゃぇきぇすぇ え こさっょうてくう きなあっ ゃ あう

ゃけすぇ - しゃっすしおうはす たさけくうおぬけさ う すっおしすけこうしっち ぇゅっくす ╇ゃぇく 〈っくっゃ う そせすぉけかうしすなす ╂っけさゅう ╃うきうすさけゃ 
- ╃あっおう. ╇ くぇ ょゃぇきぇすぇ さぇあょぇ こけ っょうく しうく. ] こなさゃうは しなたさぇくはゃぇ ょけぉさけすけ しう こさうはすっかしすゃけ う ょけ 
ょくっし, し ゃすけさうは  くっとぇすぇ くっ しっ こけかせつぇゃぇす. ′っ こかぇとぇ ょぇくなお „けぉとっしすゃっくけ きくっくうっ”, くうすけ しすさぇょぇ 
けす ういかうてくぇ しせっすぇ. ] ょゃぇ さぇいゃけょぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう う っょくけ ういゅせぉっくけ, くっさけょっくけ  ょっすっ, こさういくぇゃぇ, つっ 
ょくっし っ とぇしすかうゃぇ し くけゃうは きなあ ょけ くっは ゃ あうゃけすぇ え. 』っ しっ さぇょゃぇ くぇ きぇかおうすっ くっとぇ う ういあうゃはゃぇ 
こなかくけちっくくけ ゃしうつおうすっ しう きうゅけゃっ. 
╄ょうく あっくしおう さぇいゅけゃけさ ゃ かのぉけゃくうは きっしっち, さぇいかはす きっあょせ きせいうおぇすぇ, ょっちぇすぇ, しなたさぇくっくぇすぇ 

あっくしすゃっくけしす, っあっょくっゃうっすけ う こけせおうすっ けす あうゃけすぇ う かのぉけゃすぇ.
[ぇいゅけゃけさ, いぇゅなくぇす ゃ っきけちうはすぇ う すさっこっすぇ くぇ けつぇおゃぇくっすけ くぇ こけさっょくぇすぇ え くけゃぇ こっしっく - ょせっす, 

おけえすけ とっ ゃうょう ぉはか しゃはす こさっい きぇさす. ╅っくしおけ う しちっくうつくけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ し ‶ぇけかぇ.
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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:

╋ぇさうはく
]すぇくうきうさけゃ
╋うたけゃ

╂けょうくう:

〉つうかうとっ:

‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅさぇって ゃ 
„┿さしっくぇか“?

¨す 3 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?

╉さうかけ うかう
ちっくすさぇかっく
くぇこぇょぇすっか

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

╉さうしすうぇくけ [けくぇかょけ, 
[っぇか ╋ぇょさうょ

╉ぇおなゃ うしおぇて ょぇ しすぇくって?

《せすぉけかうしすびëÜÖó¡í

ごÑó ó çó¢

《けくょぇちうは „╇しおぇき ぉっぉっ“ けすかうつう ̈ ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ けおぇいぇくぇすぇ こけょ

おさっこぇ う ういさぇいっくぇ しなこさうつぇしすくけしす おなき 
おぇせいぇすぇ „╃ぇ しっ さぇあょぇす こけゃっつっ あぇょせ
ゃぇくう ょっちぇ ゃ ╀なかゅぇさうは“. ╂さぇきけすぇすぇ ぉっ 
ゃさなつっくぇ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ¨ぉとうく
しおう しなゃっす-╉ぇいぇくかなお ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ 
ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ しっおさっすぇさは くぇ ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╁ぇくは ╇ゃぇくけゃぇ けす ╁っさぇ 
╁せかょあっゃぇ, つかっく くぇ 〉こさぇゃうすっかくうは しな
ゃっす くぇ そけくょぇちうはすぇ.
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ っょくぇ けす きぇかおけすけ 

ぉなかゅぇさしおう けぉとうくう, おけはすけ こけょこけきぇゅぇ 
しっきっえしすゃぇ し さっこさけょせおすうゃくう こさけぉかっきう 
う けすょっかは そけくょ けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす 

╀うゃてうはす いぇきっしすくうお - きう
くうしすなさ くぇ ゃなくてくうすっ さぇぉけ

すう ゃ おぇぉうくっすぇ ]すぇくうてっゃ こけかお. 
けす さっいっさゃぇ [ぇょうけく ‶けこけゃ, とっ 
っ こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう すなさゅけゃ
しおう こさっょしすぇゃうすっか ゃ ╉ぇすぇさ
しおぇすぇ しすけかうちぇ ╃けたぇ. ╂けかはきぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ そうさきぇ ゃ しそっさぇすぇ 
くぇ  こなすくけすけ しすさけうすっかしすゃけ とっ 
こかぇとぇ いぇこかぇすぇすぇ くぇ すなさゅけゃ
しおうは こさっょしすぇゃうすっか, おけえすけ とっ 
っ し ょうこかけきぇすうつっしおう しすぇすせす. 
[ぇょうけく ‶けこけゃ とっ っ っょうく けす 4-きぇすぇ ぉなかゅぇさしおう すなさゅけゃしおう こさっょしすぇ

ゃうすっかう, おけうすけ さぇぉけすはす いぇ うくすっさっしうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし ゃ つせあぉう
くぇ, こけ すけいう くぇつうく. ╋ぇくょぇすなす, し おけえすけ ぉうゃてうはす いぇきっしすくうお - きうくうしすなさ 
くぇ ゃなくてくうすっ さぇぉけすう いぇきうくぇゃぇ いぇ ╉ぇすぇさ っ っょくけゅけょうてっく, し けこちうは ょぇ 
しっ せょなかあう. ╁ こけしけかしすゃけすけ くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ╉ぇすぇさ [ぇょうけく ‶けこけゃ とっ 
いぇゃっあょぇ しかせあぉぇすぇ いぇ すなさゅけゃしおけ-おけくけきうつっしおう ゃさないおう. 
]さっょ こさうけさうすっすうすっ ゃ さぇぉけすぇすぇ きせ ゃ ╉ぇすぇさ っ かけぉうさぇくっすけ う しないょぇゃぇ

くっすけ くぇ ゃないきけあくけしすう いぇ ょゃせしすさぇくくけ ぉういくっし こぇさすくぬけさしすゃけ う せつぇしすうっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおう そうさきう ゃ おぇすぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ う ゃ つぇしすくけしす ゃ きぇとぇぉ
くけすけ しすさけうすっかしすゃけ くぇ さぇいかうつくう うくそさぇしすさせおすせさくう けぉっおすう, こけ こけゃけょ 
こさっょしすけはとけすけ ょけきぇおうくしすゃけ くぇ ]ゃっすけゃくけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか 
こさっい 2022 ゅけょうくぇ くぇ ╉ぇすぇさ. ]さっょ こさうけさうすっすうすっ くぇ ‶けこけゃ っ すなさしっ
くっすけ くぇ くけゃう ゃないきけあくけしすう いぇ こぇさすくぬけさしすゃけ 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, うくけゃぇちううすっ ゃ こっすさけかくぇすぇ うくょせしすさうは, しっかしおけすけ 
しすけこぇくしすゃけ.

-ゅけょうてくうはす おぇいぇくかなつぇくうく 
┿くすけくうけ ╀せのおかうっゃ うゅさぇっ さけかはすぇ 
くぇ きかぇょうは ╊っゃしおう ゃ くぇてせきっかうは 
そうかき „╃はおけく ╊っゃしおう“, おけえすけ しっ いぇ
ゃなさすは こけ っおさぇくうすっ. 
┿くすけくうけ っ っょうくしすゃっくうはす おぇいぇくかな

つぇくうく, おけえすけ しっ いぇくうきぇゃぇ し おけくっく 
しこけさす う うきぇ けすかうつうは けす きっあょせくぇ
さけょくう う くぇちうけくぇかくう しなしすっいぇくうは 
いぇ こさっけょけかはゃぇくっ くぇ こさっこはすしすゃうは し 
おけく. 

┿くすけくうけ っ つぇしす けす こさぇぉなかゅぇさしおぇすぇ ておけかぇ „╀ぇゅぇすせさ“, つううすけ こさっょ
しすぇゃうすっかう せつぇしすゃぇす ゃ いぇしくっきぇくっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさけょせおちうは „╃は
おけく ╊っゃしおう“. 〈うえくっえょあなさなす, おけえすけ っ しうく くぇ ぉういくっしきっくぇ 》さうしすけ 
╀せのおかうっゃ, けこさっょっかは せつぇしすうっすけ しう おぇすけ ういおかのつうすっかくけ ゃなかくせゃぇとけ 
ゃなゃ そうかきけゃぇすぇ こさけょせおちうは „╃はおけく ╊っゃしおう“.

╇いゃっしすくうはす くぇ こけおけかっくうは おぇいぇくかなつぇくう 
きっしすっく ぇょゃけおぇす ╉させき ╉さぇつぇくけゃ しう すさなゅくぇ 

けす あうゃけすぇ くぇ 83 ゅけょうくう. 
╁ こけしかっょくうはす きせ こなす ゅけ ういこさぇすうたぇ くぇえ- 

ぉかういおうすっ きせ, こさうはすっかう う くっゅけゃう しなさぇすくうちう.
‶さうあうゃっ すけえ ぉっ っょくけ けす っきぉかっきぇすうつくう

すっ うきっくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃうょっく けぉとっしすゃっくうお,  
おさぇっゃっょ, しこけさすっく ょっはすっか, おけかっおちうけくっさ. 
]なゅさぇあょぇくうすっ きせ とっ ゅけ こけきくはす し くっういきっく

くけすけ きせ おけかっかけ う ぇさすうしすうつくけ ぉけきぉっ, し おけっ
すけ くっ しっ さぇいょっかはてっ, し こうこっさかうゃけすけ きせ しゃっあけ 
つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ う し  くっゅけゃぇすぇ ぉせょくぇ しなゃっしす, 
おけはすけ くっ すなさこってっ くっしこさぇゃっょかうゃけしすう. 
‶け うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ, さけょっくうはす くぇ 9-すう 

しっこすっきゃさう ぇょゃけおぇす, ぉっ っょうく けす くぇえ-はさおうすっ 
ぇくすうおけきせくうしすう ゃ ゅさぇょぇ, おけえすけ くっ しっ こさうすっしくはゃぇてっ ょぇ ういさぇいう こけいうちううすっ しう. 
‶けおけえくうはす ぇょゃけおぇす ぉっ っょうく けす はさおうすっ そせすぉけかくう しなょうう こさっい 70-すっ ゅけょうくう ゃ ╀なかゅぇさうは, 

おぇおすけ う くぇえ-ゅけかっきうはす おけかっおちうけくっさ  くぇ しなょうえしおう しゃうさおう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁しはおぇ けす しゃうさおうすっ 
きせ ぉっ こけょさっょっくぇ ゅさうあかうゃけ ゃ しすぇさう おせすうう けす てけおけかぇょけゃう ぉけくぉけくう. ╁ しぉうさおぇすぇ きせ うきぇ
てっ きぇさおけゃう う けぉうおくけゃっくう しゃうさおう けす ちはか しゃはす: ゅかうくっくう, こかぇしすきぇしけゃう きっすぇかくう, しゃうさおう 
けす あうゃけすうくしおう おけしすう う さぇいかうつくう きっすぇかう, くぇ おけうすけ ぇょゃけおぇす ╉さぇつぇくけゃ いくぇってっ う し けたけすぇ 
さぇいおぇいゃぇてっ うしすけさううすっ うき. ‶さうあうゃっ うきぇてっ う うょっは し おけかっおちうはすぇ しう ょぇ  せつぇしすゃぇ いぇ さっ
おけさょ くぇ ╂うくっし. ′っさっぇかういうさぇくぇ けしすぇくぇ きっつすぇすぇ きせ ょぇ こさうすっあぇゃぇ しゃうさおぇ けす しゃっすけゃくけ 
こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか.
‶けつすう ょけ こけしかっょくうすっ しう ょくう ╉させき ╉さぇつぇくけゃ さっゃくうゃけ くぇょゅさぇあょぇてっ う こけこなかゃぇてっ おけ

かっおちうはすぇ しう, ゃ おけはすけ うきぇてっ くぇょ 1000 さぇいかうつくう っおいっきこかはさぇ けす ちはか しゃはす.  
╋ぇかおけ ういゃっしすっく そぇおす っ, つっ こけおけえくうはす ぇょゃけおぇす う くっゅけゃぇすぇ しなとけ こけおけえくぇ しなこさせゅぇ- っす

くけゅさぇそおぇすぇ ]すっそおぇ ╃けくつっゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお, しぇ ぉうかう しさっょ かのぉうきちうすっ う こさうはすっかうすっ くぇ こう
しぇすっかは – たせきけさうしす 』せょけきうさ. ╁ないたうすっく けす すぇかぇくすぇ くぇ っすくけゅさぇそおぇすぇ, こさうあうゃっ 』せょけきうさ 
え いぇゃっとぇゃぇ しゃけは ぇさたうゃ, し うょっはすぇ すは ょぇ ゅけ けこうてっ う こせぉかうおせゃぇ. ┿さたうゃなす けぉぇつっ すぇおぇ う くっ 
しすうゅぇ ょけ っすくけゅさぇそおぇすぇ. 

╇ „╅『』╊〉╅]“ ¨〈╅ ╉¨╅]《╈
]あしかう つしかお さそせえちかつあ:

》さけくうおぇすぇ こけょゅけすゃう: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

′ぇ 50 あっくぇすぇ っ ちぇさうちぇ -
くっ ぉう しう こけいゃけかうかぇ ゅさってっく たけょ.
′っ しっ こけぉうさぇ きっあょせ ょゃっ おけさうちう
くぇ おくうゅぇすぇ, くぇさっつっくぇ „╅うゃけす‘‘.
′ぇ 50 あっくぇすぇ っ しすさぇたけすくぇ,
いぇとけすけ いくぇっ しゃけはすぇ ちっくぇ -
こけきうしかうて かう いぇ すっぉ ょぇ は いぇおけすゃうて,
すは とっ すっ こけきっすっ おぇすけ ゃなかくぇ.
′ぇ 50 あっくぇすぇ っ せぉうっち! -
くぇこさっおけ こさっい あうすっえしおけすけ こさけしけ,
すは ちっこう おなき こけさっょくぇすぇ こせしうは
う ぉっい ょぇ きうゅくっ, しすさっかは くぇ きっしけ.
′ぇ 50 あっくぇすぇ っ せきくうちぇ -
くっ ょぇゃぇ ょぇ は ゃいうきぇす いぇ きっいっ.
¨すゅかっょぇかぇ っ おなとぇ, きなあ, ょっつうちぇ...
╆ぇ くうとけ しなゃっしすすぇ くっ は ゅさういっ.
′ぇ 50 あっくぇすぇ っ せょけぉくぇ-
こさけとぇゃぇ すは かなあうすっ こぇお う こぇお...
′け おぇすけ くうとけ きけあっ きうきけたけょけき
ょぇ たゃなさかう ゃ すなつぇ くっ っょうく ゅかせこぇお!

                                           ╋ぇさゅぇさうすぇ ‶っすおけゃぇ

》せょけあっしすゃっくぇ
ゅぇかっさうは – ╉ぇいぇくかなお
 

╇╆╊¨╅╀┿
╂[┿《╇╉┿

„╉¨′《╄[┿′]“ 

╇いかけあぉぇすぇ „╉けくそっさぇくし“ 
こさっょしすぇゃは しっょっき きかぇ

ょう ぇゃすけさう し 53 ゅさぇそうつくう 
すゃけさぉう, けぉっょうくっくう くっ しぇきけ 
けす すったくうおぇすぇ, くけ う けす うょっう
すっ う おけくちっこちううすっ, おけうすけ すっ 
さぇいゅかっあょぇす ゃ すゃけさぉうすっ しう. 

╇くうちうぇすけさ くぇ ういかけあぉぇすぇ 
っ たせょけあくうおなす う こさっこけょぇ
ゃぇすっか こけ ゅさぇそうおぇ う うしすけ
さうは くぇ ういおせしすゃけすけ ゃ ′╂‶╇╃ 
„┿おぇょ.╃っつおけ 〉いせくけゃ” – ゅさ. 
╉ぇいぇくかなお  ╄かっけくけさぇ ┿すぇ
くぇしけゃぇ. 〈は しなぉうさぇ しゃけうすっ 
こさうはすっかう けす しすせょっくすしおうすっ 
ゅけょうくう  ゃなゃ 《ぇおせかすっすぇ こけ 
ういけぉさぇいうすっかくう ういおせしすゃぇ 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ う さっ
いせかすぇすなす っ っょくぇ きけょっさくぇ 
こけ ゃういうは, ういおかのつうすっかくけ 
さぇいくけけぉさぇいくぇ おぇすけ すったくう
おう, しけちうぇかくけ ぇくゅぇあうさぇくぇ 
こけ すっきぇすうおぇ う ういしすさぇょぇくぇ 
おぇすけ けすくけてっくうっ おなき ういおせ
しすゃけすけ ういかけあぉぇ.

‶ぇきっすっく いぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ“ おけくゅさっし, おけえすけ しかけあう すけつ-
おぇ くぇ こさっょしっょぇすっかしすゃけすけ くぇ けしくけゃぇすっかは ょ-さ ╉けくしすぇくすうく 
〈さっくつっゃ, しっ こさけゃっょっ けす 8-きう  ょけ 10-すう  そっゃさせぇさう すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃ  ′╃╉ – ]けそうは. IX-はす おけくゅさっし くぇ ╉けくそっょっさぇちうは-
すぇ くぇ すさせょぇ „‶けょおさっこぇ“ ぉっかはいぇ う ぇさしっくぇかしおけ こさうしなしすゃうっ 
ゃ かうちっすけ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ  – ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ. 【っしすうきぇ けす „┿さ-
しっくぇか” ┿╃   せつぇしすゃぇたぇ ゃ おけくゅさっしぇ. ]ゃっすかぇくぇ ]すぇくつっゃぇ, 
╃うきうすさうくぇ ╃うきけゃぇ, ╇ゃぇく ╉けしすぇょうくけゃ, ╇ゃぇく ┿すぇくぇしけゃ 
う 『ゃっすぇくぇ ╉ぇさぇゅぬけいけゃぇ しぇ けしすぇくぇかうすっ しうくょうおぇかうしすう けす 
„┿さしっくぇか“ ┿╃, そけさきうさぇかう くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ゅさせこぇ ゃ おぇいぇく-
かなておけすけ こさうしなしすゃうっ くぇ そけさせきぇ, おけえすけ けしすぇゃう いぇしかせあっ-
くけ ゃ うしすけさうはすぇ ょけぇえっくぇ ょ-さ 〈さっくつっゃ, くぇこせしくぇか こけ しゃけっ 
あっかぇくうっ こさっょしっょぇすっかしおけすけ きはしすけ う けぉはゃっく くぇ おけくゅさっしぇ 
いぇ こけつっすっく こさっょしっょぇすっか くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ“.

¨ぉとけ 13 ょっかっゅぇすう けす ╉ぇいぇくかなお, ゃけょっくう けす きっしすくうは かうょっさ – こさっょしっょぇすっかはす くぇ ][] くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” 『ゃっすぇくおぇ ‶うしおけゃぇ,  せつぇしすゃぇたぇ ゃ くぇちうけくぇかくうは 
そけさせき. ¨しゃっく ぇさしっくぇかちう, くぇ おけくゅさっしぇ うきぇてっ う っょうく ょっかっゅぇす けす „╋+] 》うょさぇゃかうお“, すさうきぇ  けす 〉つうすっかしおうは しうくょうおぇす う ょゃぇきぇ けす ╋っょうちうくしおうは しうくょうおぇす.  
15 さっいけかのちうう, おけうすけ けつっさすぇゃぇす ぉなょっとっすけ くぇ しうくょうおぇすぇ こさっい しかっょゃぇとうは きぇくょぇす, ぉはたぇ こさうっすう くぇ 9-すう そっゃさせぇさう. ╃っかっゅぇすうすっ くぇ IX-うは おけくゅさっし くぇ 

╉けくそっょっさぇちうはすぇ くぇ すさせょぇ „‶けょおさっこぇ“ ういぉさぇたぇ くけゃ さなおけゃけょっく っおうこ くぇ しうくょうおぇすぇ し こさっいうょっくす うくあ. ╃うきうすなさ ╋ぇくけかけゃ う ゃうちっこさっいうょっくす うくあ. ╈けぇくうし 
‶ぇさすっくうけすうし. 
╉けくゅさっしなす っ ゃなさたけゃっく けさゅぇく くぇ ╉けくそっょっさぇちうはすぇ, おけえすけ しっ しゃうおゃぇ ゃっょくなあ くぇ つっすうさう ゅけょうくう. ╁ くっゅけ  せつぇしすゃぇたぇ くぇょ 800 ょっかっゅぇすう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ - 

こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さっゅうけくぇかくうすっ う ぉさぇくてけゃう しすさせおすせさう くぇ しうくょうおぇすぇ.
╁うしけおけすけ くうゃけ くぇ そけさせきぇ ぉっ ぉっかはいぇくけ けす こさうしなしすゃうっすけ くぇ ゃうょくう  ぉなかゅぇさしおう こけかうすうちう, さぇぉけすけょぇすっかう う しうくょうおぇかうしすう, つせあょっしすさぇくくう ゅけしすう けす こさうは-

すっかしおう しうくょうおぇかくう けさゅぇくういぇちうう, おぇすけ: ぅぇこ ╁うっくっく - いぇき.-ゅっくっさぇかっく しっおさっすぇさ くぇ ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ おけくそっょっさぇちうは くぇ こさけそしなのいうすっ /ゃすけさうはす つけゃっお ゃ 
しゃっすけゃくぇすぇ しうくょうおぇかくぇ えっさぇさたうは/; ╅けいっそ ′うっきっち - いぇき.-ゅっくっさぇかっく しっおさっすぇさ くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ おけくそっょっさぇちうは くぇ こさけそしなのいうすっ, ╈けさゅけ ╃ぇしうし - こさっいう-
ょっくす くぇ ╂させこぇすぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ ╄ゃさけこっえしおうは うおけくけきうつっしおう う しけちうぇかっく おけきうすっす ゃ ╀さのおしっか, ╃ぇくうっか ╀けぇえっ - こさっいうょっくす くぇ おぇくぇょしおぇすぇ おけくそっょっさぇちうは 
FTQ, ゃうちっこさっいうょっくすうすっ くぇ こけかうすうつっしおう くぇえ-ぉかういおうすっ ょけ „‶けょおさっこぇ“ しうくょうおぇすう けす ╇いすけつくぇ ╄ゃさけこぇ - こけかしおぇすぇ „]けかうょぇさくけしす“ う せくゅぇさしおぇすぇ „╊うゅぇ“, くぇ 
そさっくしおぇすぇ CFTC, おぇおすけ う しうくょうおぇかくう かうょっさう くぇ ゃうしけおけ さぇゃくうとっ けす ╂っさきぇくうは, ╀っかゅうは, 《さぇくちうは, ╇すぇかうは, ╂なさちうは, ╇しこぇくうは, ╉うこなさ う ょさ. 
]こっちうぇかくう ゅけしすう くぇ おけくゅさっしぇ ぉはたぇ こさっいうょっくすなす くぇ くぇえ-ゅけかっきうは [ぇぉけすくうつっしおう こっくしうけくっく そけくょ ゃ ]っゃっさくぇ ┿きっさうおぇ Fonds de Solidarite  ╃っくう ╊っおかっさ 

う ゃうちっこさっいうょっくすなす くぇ くぇえ-きくけゅけぉさけえくうは しうくょうおぇす ゃ しゃっすぇ, くぇぉさけはゃぇと くぇょ 278 きうかうけくぇ つかっくぇ - おうすぇえしおうはす ACFTU.
╁ こけしかっょくうは しう さぇぉけすっく ょっく – 10-すう そっゃさせぇさう,  ょっかっゅぇすうすっ  ういぉさぇたぇ  おけくそっょっさぇかくう しっおさっすぇさう, つかっくけゃっ くぇ ╇いこなかくうすっかくうは しなゃっす くぇ ╉けくそっょっさぇちう-

はすぇ - うくあ. ┿かっおしぇくょなさ ╆ぇゅけさけゃ /いぇゃっあょぇと けすょっか ]けちうぇかくぇ こけかうすうおぇ/, ′っかう 》さうしすけゃぇ /いぇゃっあょぇと けすょっか ¨さゅぇくういぇちうけくくぇ こけかうすうおぇ/, ╊のぉおぇ ╂っけさゅうっゃぇ 
/いぇゃっあょぇと けすょっか ╉けかっおすうゃくう すさせょけゃう ょけゅけゃけさう う しこけさけゃっ/ う ╁っしっかうく ╋うすけゃ /いぇゃっあょぇと けすょっか ╋っあょせくぇさけょくぇ こけかうすうおぇ/. 
╉けくゅさっしなす ぉっ いぇおさうす けす ‶けつっすくうは こさっいうょっくす ょ-さ ╉けくしすぇくすうく 〈さっくつっゃ, おけえすけ しこけょっかう しゃけはすぇ さぇょけしす, つっ すさせょくうはす あうゃけす, おけえすけ っ ゃけょうか こさっい こけしかっょ-

くうすっ 26 ゅけょうくう, くっ っ ういきうくぇか くぇこさぇいくけ, ぇ  ういさぇしかけすけ ょなさゃけ „‶けょおさっこぇ“ ゃ けすさぇゃはくぇすぇ 45 ゅけょうくう こけつゃぇ ょけおぇいゃぇ, つっ う ゃ ╀なかゅぇさうは きけあっ ょぇ うきぇ ょっきけ-
おさぇちうは, しこけょっかう しかっょ いぇゃさなとぇくっすけ しう ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっょしっょぇすっかはす くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ ゃ „┿さしっくぇか“  ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ. ] くっゅけ すなさしうき いくぇつうきけしすすぇ くぇ すけいう, 
けこさっょっかっくけ うしすけさうつっしおう, そけさせき, てうさけおけ けすさぇいっく う ゃ くぇちうけくぇかくうすっ きっょうう.

╂-く ╊ぇかっゃ, おぇお しうくょう-
おぇかうしすうすっ けす „‶けょおさっこぇ“ 
こさうったぇ けすすっゅかはくっすけ くぇ 
╉けくしすぇくすうく 〈さっくつっゃ けす 
こけしすぇ? 
- ¨すすっゅかはくっすけ くぇ ょけおすけさ 

〈さっくつっゃ けす こけしすぇ ‶さっいうょっくす 
くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” ぉってっ こけ-
しさっとくぇすけ けす ゃしうつおう, おけうすけ 
ぉはたきっ ょっかっゅぇすう くぇ おけくゅさっしぇ, 
しなし しなあぇかっくうっ う すなゅぇ, いぇとけ-
すけ かうょっさう けす すぇおなゃ きぇとぇぉ しっ 
しさっとぇす  ゃしっ こけ-さはょおけ - ょけしすけ-
かっこっく, きなょなさ, たぇさういきぇすうつっく, 
ういゅさぇょっく ゃ ぉうすおうすっ しうくょうおぇ-
かうしす. ╁なこさっおう すけゃぇ, こけゅかっあ-
ょぇえおう ゃ つうしすけ つけゃっておう こかぇく, 
っょゃぇ かう うきぇてっ ょっかっゅぇす, おけえ-
すけ ょぇ くっ こさうっきっ きけすうゃうすっ くぇ 

╃けおすけさぇ う ょぇ くっ しっ しなゅかぇしう 
し くっゅけ. ╃くう こさっょう おけくゅさっしぇ 
ょけおすけさ 〈さっくつっゃ くぇこさぇゃう ょけし-
すぇ ういはゃかっくうは ゃ きっょううすっ う けす-
ゅけゃけさう くぇ ゃしうつおう ゃなこさけしう こけ 
こけゃけょ けすおぇいぇ しう ょぇ しっ おぇくょう-
ょぇすうさぇ いぇ けとっ っょうく きぇくょぇす. 
‶さっょ くぇし – ょっかっゅぇすうすっ, くっ 
ぉってっ おぇいぇくけ くうとけ こけ-さぇい-
かうつくけ, けしゃっく きけあっ ぉう, つっ しっ 
つせゃしすゃぇ くぇ こさっょっかぇ くぇ っきけ-
ちうけくぇかくぇすぇ う そういうつっしおぇすぇ しう 
ういょなさあかうゃけしす う うきぇ くせあょぇ けす 
こけ-しこけおけっく あうゃけす, つっ ょけしっゅぇ 
っ ゃなさてうか さぇぉけすぇすぇ しう, くっ いぇ-
とけすけ きせ っ ぉうかぇ „くぇ しなさちっ”, ぇ 
し きくけゅけ すさせょ う うくすっかっおす. ′っ 
くぇ こけしかっょくけ きはしすけ っ う あっかぇ-
くうっすけ きせ けすくけゃけ ょぇ しっ いぇくう-
きぇゃぇ し くぇせつくぇ さぇぉけすぇ.

╇ ゃしっ こぇお, し おぇおゃけ すけいう 
おけくゅさっし う しうくょうおぇかっく そけ-
させき ぉってっ こけ-さぇいかうつっく けす 
ゃしっおう ょさせゅ? 
- ′っ ぉうた おぇいぇか, つっ うきぇ くは-

おぇおゃぇ ょさぇしすうつくぇ さぇいかうおぇ 
きっあょせ すけいう う こさっょたけょくうすっ 
おけくゅさっしう. 〈けゃぇ, おけっすけ ぉってっ 
くぇつっさすぇくけ ゃ ょくっゃくうは さっょ くぇ 
おけくゅさっしぇ ょぇ しっ ういさぇぉけすう, しっ 
しかせつう. ╋けあっ ぉう っょうくしすゃっくぇすぇ 
さぇいかうおぇ っ ゃしっ こぇお こさけきはくぇすぇ 
ゃ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ しうくょうおぇ-
すぇ.

╉けう しぇ けしくけゃくうすっ すっきう, 
おけうすけ おけくゅさっしなす けぉしなょう, 
おぇおゃぇ こけかうすうおぇ けつっさすぇ いぇ 

しかっょゃぇとうは けすつっすっく こっさう-
けょ?
- ╉けくゅさっしなす けぉしなあょぇ う こさうっ 

けぉとけ 15 さっいけかのちうう – すけゃぇ しぇ 
けしくけゃくうすっ くぇしけおう, けこけさくうすっ 
すけつおう, おけうすけ しうくょうおぇすなす  とっ 
しかっょゃぇ こさっい しかっょゃぇとうは こさけ-
ゅさぇきっく こっさうけょ. ‶さけゅさぇきぇすぇ 
いぇ しかっょゃぇとうは きぇくょぇす けす 4 
ゅけょうくう しっ しなしすけう けす きくけあっ-
しすゃけ こかぇくけゃっ いぇ ょっえしすゃうっ ゃ 
けすょっかくうすっ けぉかぇしすう くぇ しうくょう-
おぇかくぇ さぇぉけすぇ う しうくょうおぇかくけ 
こさうしなしすゃうっ. 】っ けすぉっかっあぇ 
くはおけう けす すはた:  „‶けかうすうおぇすぇ 
こけ いぇっすけしす おぇすけ ょゃうゅぇすっか いぇ 
さぇしすっあぇ“ - [っいけかのちうは わ2; 
„‶けかうすうおぇ くぇ ょけたけょうすっ けす 
さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ” – [っいけかの-

ちうは わ3; „╆ぇ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ 
いょさぇゃけしかけゃくう う ぉっいけこぇしくう 
せしかけゃうは くぇ すさせょ くぇ さぇぉけすくけ-
すけ きはしすけ” – [っいけかのちうは わ6, 
„╉〈 „‶けょおさっこぇ” う きかぇょうすっ 
たけさぇ” – さっいけかのちうは わ10 う 
ょさせゅう.

╃-さ 〈さっくつっゃ ゃ さっょうちぇ 
しゃけう ういはゃかっくうは こけ きっょう-
うすっ けつっさすぇ ょけしすぇ すなあくう 
さっいせかすぇすう けす 25-ゅけょうて-
くうは こさったけょ せ くぇし, こけょつっさ-
すぇ かうこしぇすぇ くぇ ゃしはおぇおゃぇ 
くぇょっあょぇ う けぉとぇ おぇせいぇ くぇ 
ぉなかゅぇさうすっ. ╀ってっ かう すけいう 
おけくゅさっし - おけくゅさっし くぇ ぉっい-
くぇょっあょくけしす?
- 〈けゃぇ, おけっすけ ょけおすけさ 〈さっく-

つっゃ おぇいぇ ゃ ょけおかぇょぇ しう いぇ 
ういきうくぇかうは こっさうけょ くぇ こさったけ-
ょぇ, くぇうしすうくぇ くっ ぉってっ くうおぇお 
ょけぉさけ, おぇおすけ う ょせきうすっ きせ いぇ 
くぇしすけはとっすけ う ぉなょっとっすけ くぇ 
くぇちうはすぇ くう. ]こけさっょ きっく, っ 
くけさきぇかくけ つけゃっお, おけえすけ うきぇ 
こさはお おけくすぇおす う っ ゃなすさっ ゃ  こけ-
かうすうおぇすぇ, ょぇ  うきぇ くっゅぇすうゃくけ 
きくっくうっ, くけ くっ しなき しなゅかぇしっく, 
つっ すけいう おけくゅさっし っ „╉けくゅさっし 
くぇ ぉっいくぇょっあくけしす”! ╁しっ こぇお, 
けす ゃしうつおう くぇし いぇゃうしう くっとぇ-
すぇ ょぇ いぇこけつくぇす ょぇ しっ しかせつ-
ゃぇす ゃ こけかけあうすっかくぇ こけしけおぇ 
, ょけしすぇすなつくけ っ ょぇ いぇこけつくっき 
ょぇ しう ょぇゃぇきっ しきっすおぇ, つっ う けす 
くぇし  いぇゃうしう すぇいう こさけきはくぇ. 
╋けあっ ぉう すさはぉゃぇ ょぇ いぇこけつくっき 
けす くぇえ-ょさっぉくうすっ う っあっょくっゃ-

くう くっとぇ, おぇすけ ょうぇかけゅ こけきっあ-
ょせ くう, せゃぇあっくうっ, しなこさうつぇしす-
くけしす...

╂-く ╊ぇかっゃ,  おけう しぇ けしくけゃ-
くうすっ こさけぉかっきう, いぇょぇつうすっ, 
おけうすけ しうくょうおぇすうすっ せ くぇし 
すけかおけゃぇ ゅけょうくう くっ きけあぇたぇ 
ょぇ さってぇす, いぇ ょぇ せしこっはす ょぇ 
しなょっえしすゃぇす いぇ つせゃしすゃうすっか-
くぇ こさけきはくぇ くぇ あういくっくうは  
しすぇくょぇさす くぇ たけさぇすぇ, さぇぉけ-
すっとう こけ すさせょけゃう こさぇゃけけす-
くけてっくうは?
- ┿い くっ しつうすぇき, つっ しうくょうおぇすう-

すっ しきっ けすゅけゃけさくう いぇ こさけきっくうすっ 
ゃ いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ, おけうすけ しっ 
こさぇゃはす う おけうすけ くっ ょぇゃぇす ょけぉさう 

さっいせかすぇすう いぇ こけゃうてぇゃぇくっすけ くぇ  
あういくっくうはす しすぇくょぇさす くぇ たけさぇ-
すぇ. 】っ ╁う ょぇき っょうく けぉうおくけゃっく 
こさうきっさ いぇ すけゃぇ: うきぇ 〈さうしすさぇ-
くっく しなゃっす, くぇ おけえすけ さってっくうはすぇ 
しっ ゃいっきぇす し おけくしっくしせし, くけ くはきぇ  
いぇおけく,  おけえすけ ょぇ いぇょなかあぇゃぇ 
ょっこせすぇすうすっ ょぇ こさうっきぇす さってっ-
くうはすぇ  くぇ 〈さうしすさぇくくうは しなゃっす. 
‶けかうすうちうすっ こさうっきぇす かけてう いぇ-
おけくう, くっしなけぉさぇいはゃぇえおう しっ しなし 
しうくょうおぇすうすっ. ╃ぇ, うきぇ こさうっすう 
こさっょかけあっくうは う けす くぇし, くけ すけゃぇ 
しっ っ しかせつゃぇかけ しぇきけ しかっょ こさけ-
すっしすう う きうすうくゅう – くぇこさうきっさ, 
いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ „おかぇしぇ” おぇすけ 
ょけぉぇゃおぇ „いぇ すさせょけゃ しすぇあ う 
こさけそっしうけくぇかっく けこうす” ゃ ょさせゅぇ 
くぇさっょぉぇ.

╉けう しぇ すっきうすっ, おけうすけ おぇ-
いぇくかなておうすっ ょっかっゅぇすう こけゃ-
ょうゅくぇたぇ ゃ ういおぇいゃぇくうはすぇ しう?
- ¨す ╉ぇいぇくかなお ょっかっゅぇすうすっ ぉは-

たきっ けぉとけ 13 ょせてう, ゃけょっくう けす  
こさっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ ][] くぇ ╉〈 
„‶けょおさっこぇ” – ╉ぇいぇくかなお – ゅ-あぇ  
『ゃっすぇくおぇ ‶うしおけゃぇ. ╇いおぇい-
ゃぇくうは うきぇてっ – こけ しなとっしすゃけ 
ぉってっ ういおぇいゃぇくっすけ いぇ おけくすさけか 
くぇ しさっょしすゃぇすぇ いぇ さっきけくすう こけ 
っゃさけこっえしおう こさけっおすう, ょさせゅうすっ 
ぉはたぇ こさっょうきくけ こけ こさけちっょせさぇ う 
っょゃぇ かう とっ こさっょしすぇゃかはゃぇす うく-
すっさっし, いぇ ょぇ ゅう おけきっくすうさぇきっ. 

╉ぇお しすけう くぇ そけくぇ くぇ けしすぇ-
くぇかうすっ しすさせおすせさう くぇ „‶けょ-
おさっこぇ“ ゃ しすさぇくぇすぇ しうくょう-
おぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉〈 

„‶けょおさっこぇ“ ゃ „┿さしっくぇか“ 
- おぇすけ ぉさけえ つかっくけゃっ, おぇすけ 
ゃかうはくうっ, おぇすけ こさけぉかっきう, 
おけうすけ っ さってうかぇ う こっさし-
こっおすうゃう いぇ さってぇゃぇくっすけ くぇ 
ゃっつっ くぇぉっかはいぇくう くけゃう すぇ-
おうゃぇ.
- 《うさきっくぇすぇ しうくょうおぇかくぇ けさ-

ゅぇくういぇちうは くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” 
ゃ „┿さしっくぇか“ っ っょくぇ けす ゅけかっ-
きうすっ しすさせおすせさう くぇ ╉けくそっょっ-
さぇちうはすぇ – ゃ けすさぇしかけゃうはす しうく-
ょうおぇす – ]《╋╋, くぇてぇすぇ 《]¨ 
っ ゃすけさぇすぇ こけ ゅけかっきうくぇ しかっょ 
すぇいう くぇ ╁╋╆ – ]けこけす, ぇ ゃ さっ-
ゅうけくぇかくぇすぇ しすさせおすせさぇ しきっ し 
くぇえ-ゅけかはきぇ つうしかっくけしす. 
‶さっい ゅけょうくうすっ くうっ おぇすけ 

しうくょうおぇす こさっすなさこはたきっ ょけし-
すぇ ゅけかはきぇ こさけきはくぇ – くっ しぇきけ 
けすおなき さなおけゃけょしすゃけ, ぇ う おぇすけ 
しすうか くぇ さぇぉけすぇ. ╁さっきっすけ 
くぇ „おぇょさけゃぇすぇ こけかうすうおぇ” う 
„っそっおすうゃくうすっ しすぇつおう” ゃっつっ 
けすきうくぇ. ]っゅぇ こさけぉかっきうすっ しっ 
さぇいさってぇゃぇす こさっょうきくけ ゃ ょうぇ-
かけゅ う けすゅけゃけさくけ きけゅぇ ょぇ いぇ-
はゃは, つっ すせお, ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃, 
ょうぇかけゅなす ゅけ うきぇ. ]なゃきっしすくけ し 
おけかっゅうすっ けす ╉′]╀ ょけゅけゃぇさはきっ 
う こけょこうしゃぇきっ ╉〈╃ けす  ゅけょうくう, 
ぇ すけゃぇ っ っょくけ けす くぇえ-ょけぉさう-
すっ ょけおぇいぇすっかしすゃぇ いぇ ょうぇかけゅぇ 
きっあょせ しうくょうおぇすうすっ  う さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ, けしけ-
ぉっくけ おぇすけ しっ うきぇ こさっょゃうょ, つっ 

┿さしっくぇか ┿╃ っ 100% つぇしすくぇ 
しけぉしすゃっくけしす. ╉けかおけすけ ょけ こさけ-
ぉかっきう – うきぇ, さぇいぉうさぇ しっ! 〈け, 
ぇおけ くはきぇてっ こさけぉかっきう いぇ さぇい-
さってぇゃぇくっ, くはきぇてっ ょぇ うきぇ う 
くっけぉたけょうきけしす けす しうくょうおぇすう. 
╄しすっしすゃっくけ, しすぇさぇっき しっ ょぇ ぉな-
ょっき しなこさうつぇしすくう う ょぇ さっぇゅう-
さぇきっ くぇゃさっきっ こさう こさけぉかっきう. 
╁っさけはすくけ う くうっ おぇすけ さなおけゃけょ-
しすゃけ くっ しきっ せしこっかう ょぇ しすうゅ-
くっき う ょぇ こけきけゅくっき くぇ ゃしうつおう 
くせあょぇっとう しっ, くけ ゃうくぇゅう しきっ 
ゅけすけゃう ょぇ ういしかせてぇきっ つけゃっおぇ 
けすしさっとぇ う ょぇ ゃいっきっき けすくけ-
てっくうっ, おぇすけ しなけぉさぇいはゃぇきっ 
ょっえしすゃうはすぇ しう すぇおぇ, つっ こさっょう 
ゃしうつおけ ょぇ ぉなょぇす けす こけかいぇ くぇ 
つかっくけゃっすっ くう.  
‶け こけゃけょ こっさしこっおすうゃうすっ 

こさっょ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくう-
いぇちうは すせお うしおぇき ょぇ しこけょっかは 
っょくぇ ょけぉさぇ こさぇおすうおぇ – けす ょゃっ 
ゅけょうくう ]《╋╋ くぇ ╉〈 „‶けょおさっ-
こぇ” おぇくょうょぇすしすゃぇ いぇ せつぇしすうっ 
ゃ っゃさけこっえしおう こさけっおすう う ぉってっ 
けょけぉさっくぇ こけ つっすうさう すぇおう-
ゃぇ, おけうすけ こさうおかのつうたぇ こさっい 
2014-すぇ ゅけょうくぇ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ 
ゃっつっ しきっ けょけぉさっくう こけ ょゃぇ 
こさけっおすぇ /こさっょしすけはす けとっ つっ-
すうさう!/, おけうすけ しすぇさすうさぇす けす 18 
そっゃさせぇさう ゃ ‶けかてぇ – ╉さぇおけゃ 
う ╁ぇさてぇゃぇ. ‶さけっおすうすっ しぇ くぇ 
きくけゅけ ゃうしけおけ くうゃけ. ¨す 《]¨ 
せつぇしすくうちうすっ しきっ ょゃぇきぇ – ぇい う 
いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっかはす, ぇ 
けしすぇくぇかうすっ こさっょしすぇゃうすっかう しぇ 
けす ‶けかてぇ, ╇しこぇくうは, [せきなくうは, 
』っさくぇ ゅけさぇ, ]なさぉうは, ╋ぇおっょけ-

くうは う 〈せさちうは. ‶さけっおすうすっ しぇ 
くぇ さぇいかうつくう すっきう, おぇしぇっとう 
すさせょけゃけすけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ 
くぇ さぇいかうつくうすっ ょなさあぇゃう, っゃ-
さけこっえしおうすっ さぇぉけすくうつっしおう 
しなゃっすう ゃ きせかすうくぇちうけくぇかくう-
すっ おけきこぇくうう, ゃないきけあくけしすう 
いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ う ょさせゅう, 
くけ くぇえ-うくすっさっしくけすけ っ しこけょっ-
かはくっすけ くぇ けこうすぇ し おけかっゅうすっ-
しうくょうおぇかうしすう けす さぇいかうつくうすっ 
ょなさあぇゃう う くぇつうくうすっ うき ょぇ 
さぇいさってぇゃぇす おけくそかうおすう. 〈けゃぇ 
けぉぇつっ っ ょけしすぇ ょなかゅぇ すっきぇ くぇ 
さぇいゅけゃけさ う こさう うくすっさっし けす 
╁ぇてぇ しすさぇくぇ きけあっき ょぇ は こさけ-
ょなかあうき ゃ くはおけえ けす しかっょゃぇとう-
すっ ぉさけっゃっ くぇ ゃっしすくうおぇ.

╂-く ╊ぇかっゃ, けす こけいうちうは-
すぇ くぇ ╁ぇてうは けこうす, おぇお うい-
ゅかっあょぇす くっとぇすぇ けすくけしくけ 
しうくょうおぇかくぇすぇ こっさしこっおすう-
ゃぇ ゃ つぇしすくうは しっおすけさ? ╇きぇ 
かう ういけぉとけ てぇくし ゃ ぉかうい-
おけ ぉなょっとっ ょぇ しっ ういゅさぇょはす 
しうくょうおぇかくう けさゅぇくういぇちうう 
すぇき? ╁ すけゃぇ けすくけてっくうっ, ゃ 
おけかおけ う おけう こけょけぉくう くぇ 
„┿さしっくぇか“ ゅけかっきう つぇしすくう 
おけきこぇくうう うきぇ ょっえしすゃぇとう 
しうくょうおぇかくう けさゅぇくういぇちうう 
くぇ „‶けょおさっこぇ“? 
- ╁ ぉなょっとっ しうくょうおぇかういなき 

すさはぉゃぇ う とっ うきぇ くぇえ-ゃっつっ 
ゃ つぇしすくうは しっおすけさ, いぇとけすけ ゃ 

ょなさあぇゃくうは くはきぇ くけゃう こさっょ-
こさうはすうは. 〈せお とっ さぇいょっかは けす-
ゅけゃけさぇ しう くぇ ょゃっ つぇしすう - ゅけかっ-
きう しうくょうおぇかくう けさゅぇくういぇちうう 
くぇ „‶けょおさっこぇ“  ゃ さっゅうけくぇ う くぇ 
ぉさぇくてけゃけ くぇちうけくぇかくけ くうゃけ. 
╁ ╉ぇいぇくかなておうは さっゅうけく, けし-
ゃっく ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃, うきぇきっ 
けさゅぇくういぇちうう ゃ  „╋+] 》うょさぇ-
ゃかうお“, „╉ぇこさけくう“, „╉ぇすっおし“, 
„╂ぇぉさけゃくうちぇ“ ... ′ぇ ぉさぇくてけゃけ 
くうゃけ, おぇすけ つぇしす けす すはた  う  ゃ 
きせかすうくぇちうけくぇかくう おけきこぇくうう,  
しぇ けさゅぇくういぇちううすっ ゃ „》のくょぇえ 
– ]けそうは“, „┿╀╀-╀なかゅぇさうは“, 
„SKF – ]けこけす“, „╀っさゅ ╋けく-
すぇくぇ 《うすうくゅう“, „『っさぇすうちうす“ 
– ╂ぇぉさけゃけ,  „╇ょっぇか ]すぇくょぇさす 
╁うょうきぇ“ – ]っゃかうっゃけ, おぇすけ 
ゃ すぇいう そうさきぇ, ょけさう こさっょしっ-
ょぇすっかはす くぇ ╄ゃさけこっえしおうは さぇ-
ぉけすくうつっしおう しなゃっす っ おけかっゅぇすぇ 
くう, おけえすけ っ う こさっょしっょぇすっか くぇ 
《]¨ くぇ „‶けょおさっこぇ“. 《うさきうすっ, 
ゃ おけうすけ うきぇ しうくょうおぇすう う ょうぇ-
かけゅなす しうくょうおぇす – さぇぉけすけょぇすっか 
しっ っ しさぇぉけすうか せしこってくけ, うきぇす 
きくけゅけ こけ-ょけぉさう さっいせかすぇすう, 
すなえ おぇすけ しけちうぇかくけすけ  くぇこさっ-
あっくうっ っ こけ-しかぇぉけ う ゃくうきぇ-
くうっすけ っ くぇしけつっくけ けしくけゃくけ 
おなき しこさぇゃはくっ しなし いぇょぇつうすっ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ. ′ぇかうつうっすけ 
くぇ こけ-こかなすくぇ しうくょうおぇかういぇ-
ちうは ゃ こさっょこさうはすうはすぇ ょぇゃぇ こけ-
ょけぉさう こっさしこっおすうゃう こさう けすしすけ-
はゃぇくっ う いぇとうすぇ うくすっさっしうすっ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ. 

   ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ こさけちっょせさう うく ゃうすさけ くぇ けょけぉさっくう けす しこっちうぇかくけ しそけさきうさぇくぇすぇ おけ
きうしうは おぇくょうょぇすう. ╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ そけくょなす ぉっ ゃ さぇいきっさ くぇ 7500 かっゃぇ, ぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
– 8000 かっゃぇ.

′ぇ おけゅけ うしおぇて ょぇ こさうかうつぇて?

′ぇ くうおけゅけ, うしおぇき ょぇ しなき しっぉっ しう.
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╊せかちえかてけさひて ╉けすそ: 

‶さっおさぇしっく のぉうかっえ こけしさっとくぇ くぇ 10-すう そっゃさせぇさう 
╉ぇこおぇ ╉けかっゃぇ けす ちった 300 くぇ ╆ぇゃけょ 1.  
] こけあっかぇくうっ いぇ けとっ こけ-ゃょなたくけゃっくう ょっしっすうかっすうは, 

こさっかうゃぇとう けす かのぉけゃ, いょさぇゃっ, とぇしすうっ う おなしきっす. 
╃ぇ うかはょうて!
╁しっ すぇおぇ つぇさけゃくぇ! 

¨す おけかっゅうすっ う ゃしうつおう ぇさしっくぇかしおう こさうはすっかう

《【╈《╇《『〉《』【 〉╅ 1 000 ╇《]【╅ 〉╅》『╊╋╊〉¨╊ 
》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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〈けえ っ けす けくっいう ぉせさきうつおう, 
ぉっい おけうすけ ゅけかはきぇすぇ きぇ-

てうくぇ „┿さしっくぇか” くはきぇ おぇお ょぇ 
さぇぉけすう. 〈ぇおうゃぇ, おぇすけ くっゅけ, 
しぇ しすけすうちう. ′っ しぇきけ いぇさぇょう 
さっしこっおすうさぇとぇすぇ こさっょぇくけしす 
けす 41 ゅけょうくう くぇ っょくけ う しなとけ 
さぇぉけすくけ きはしすけ, おけっすけ, けし-
ゃっく おけくしっさゃぇすういなき, ういょぇゃぇ 
う  いぇしかせあぇゃぇとぇ せゃぇあっくうっ 
ゃはさくけしす, ぇ う いぇさぇょう すけゃぇ, 
つっ ぉけかっあおうすっ くぇ そうさきぇすぇ 
こさっきうくぇゃぇす こさっい ょせてぇすぇ う 
しなさちっすけ きせ. ╇ くはきぇ おぇお ょぇ 
っ うくぇつっ, とけき すけかおけゃぇ ゃさっきっ 
しう けしすぇくぇか すせお. 

′はきぇき うくすっさっしっく あうゃけす. 

] すけゃぇ こなさゃけ ういさっつっくうっ 
きっ こけしさっとぇ う こけしうつぇ ╃うきけ  
╉なくっゃ 『けくっゃ - ゅかぇゃくうはす 
っくっさゅっすうお くぇ うくしすさせきっくすぇか-
くうは いぇゃけょ 6. ‶さう すけゃぇ きう ゅけ 
おぇいゃぇ おぇすけ ぉうゃて ぇさしっくぇかしおう 
ゃけかっえぉけかうしす う いぇこぇかっく ぉさう-
ょあぬけさ, おけえすけ しっゅぇ しっ  っ けすょぇか 
くぇ ょゃっすっ しう ゃくせつおう, ぇ こけつうゃ-
くうすっ ょくう  ょっかう きっあょせ こけきけと 
くぇ しすぇさうすっ しう さけょうすっかう ゃ 
╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ う さぇいたけょおう 
う うゅさう し ょゃっすっ きぇかつせゅぇくおう-
ょっちぇ  くぇ こけ-ゅけかっきうは きせ しうく.
╁しなとくけしす, ゃっょさうはす う しうき-

こぇすうつっく きなあ し つっさゃっくけ はおっ 
けす しさっとぇすぇ くはきぇ こけつすう くうとけ 
しなし しっさうけいくうは う ゅかっょぇと 
しすさけゅけ せかっゅくぇか きなあ けす ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ  ぇかっは. 

〈けえ っ けす すっいう,
ぉっい おけうすけ ╆ぇゃけょ 6
ゃ きけきっくすぇ すさせょくけ

とっ きけあっ. 

′っ しぇきけ いぇとけすけ くけしう くぇ 
ゅなさぉぇ しう ちはかぇすぇ  けすゅけゃけさくけしす 
いぇ さぇいこさっょっかうすっかくう せさっょう 
くぇ 1000 ゃけかすぇ くぇこさっあっくうっ, 
しぇきぇ こけ しっぉっ しう しきぇいゃぇとぇ 
けすゅけゃけさくけしす う こさぇおすうつっしおう 
くぇ しなゃっしすすぇ きせ かっあう あうゃけ-
すなす  くぇ ゃしうつおう さぇぉけすっとう, ぇ 
う いぇとけすけ こけいくぇゃぇ さぇぉけすぇすぇ 
しう けす こなさゃぇすぇ ょけ こけしかっょくぇ-
すぇ ぉさなくおぇ. ╇ょゃぇ すせお くぇ 21 
ゅけょうくう う すせお こけしさっとぇ ょっ-
おっきゃさうえしおうは しう 60-ゅけょうてっく 
のぉうかっえ . 
╇しおぇ ょぇ さぇぉけすう すけゃぇ. ╇ こさっい 

1975 ゅけょうくぇ ゃないこうすぇくうおなす 
くぇ しすぇさけいぇゅけさしおうは っかっおすさけ-
すったくうおせき  しぉなょくぇか ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ しう きっつすぇ. ‶なさゃけ きうくぇか 
こさっい  しすさけうすっかくけ-きけくすぇあくけ-
すけ けすょっかっくうっ くぇ おぇいぇさきぇすぇ, 
こけしかっ こけ さぇいこさっょっかっくうっ ゃ 
╆ぇゃけょぇ いぇ ぇくすうぉうけすうちう ゃ 
‶っとっさぇ, くけ けすおぇいぇか さぇぉけ-
すぇすぇ. ╇しおぇか ゃ „┿さしっくぇか”. 
〈ぇおぇ しっ けいけゃぇか ゃ いぇゃけょ  6, 
おぇすけ さっょけゃう っかっおすさけすったくうお. 
╀うかう 14 ょせてう すけゅぇゃぇ ゃ けすょっ-
かぇ, しっゅぇ しぇ 3-きぇ. ╀けゅけすゃけさう 
すけゅぇゃぇてくうは しう くぇつぇかくうお - 
ゅかぇゃくうはす っくっさゅっすうお, こけおけえ-
くうお けすこさっょう ぉかういけ 2 ゅけょうくう, 
うくあ. ‶っすなさ ]すぇくっゃ. ╆ぇ くっゅけ 
おぇいゃぇ, つっ っ くぇえ-ょけぉさうはす ぇさ-
しっくぇかっち, し おけゅけすけ っ さぇぉけすうか.   
╆ぇ こけしすぇ, くぇ おけえすけ っ しっゅぇ 

- ゅかぇゃっく っくっさゅっすうお くぇ いぇ-
ゃけょ 6, くっ しっ っ ぉせすぇか. ′ぇこさけ-
すうゃ: ぉうかけ けす けくっいう しかせつぇえ-
くう くっとぇ う ゃさっきっくくう, おけうすけ 
ゃしなとくけしす しすぇゃぇす こけしすけはくくう. 
‶なさゃけ  しすぇくぇか っくっさゅっすうお 
くぇ いぇゃけょぇ, こさっい 93-すぇ ゅけ-
ょうくぇ, ぇ こけしかっ こさっい 2009-すぇ 
う ゅかぇゃっく っくっさゅっすうお. 〈けゃぇ 
っ ういおかのつうすっかくけ けすゅけゃけさくぇ 
さぇぉけすぇ, しゃなさいぇくぇ し きくけゅけ 
ょけおせきっくすぇちうは, くけしっくっ くぇ 
けすゅけゃけさくけしす いぇ ゃしっおう っょうく 
さぇぉけすくうお う しかせあうすっか けす いぇ-
ゃけょぇ. ¨ぉせつっくうは, うくしすさせおすぇ-

あう, こさっゅかっょう う こさけそうかぇお-
すうおぇ くぇ しうしすっきぇすぇ, いぇ ょぇ っ ゃ 
ういこさぇゃくけしす. 〈けゃぇ ういこなかゃぇ ゃ 
ゅけかはきぇすぇ しう しすっこっく ょっかけゃけすけ 
きせ っあっょくっゃうっ. 

¨ぉうつぇ さぇぉけすぇすぇ しう, 

くっ きせ すっあう う くぇすけゃぇさゃぇくっ-
すけ, くうとけ, つっ しっゅぇ  けす 14-すっ 
ょせてう くはおけゅぇ しぇ しぇきけ 3-きぇ. 

]うすせぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすっと くぇ-
つぇかくうお ょけさう ゅけ せしすさけえゃぇ, 
いぇとけすけ  すぇおぇ  こけょょなさあぇ こさけ-
そっしうけくぇかくぇ そけさきぇ. ‶けしかっょ-
くけすけ くぇきうさぇ いぇ ゃぇあくけ う くっ 
さぇいぉうさぇ いぇとけ うくぇつっ おぇょなさ-
くう きかぇょう たけさぇ, し こさけそっしうは 
う せきっくうは, こさっょこけつうすぇす ょぇ 
おけゃぇす とぇえゅう, ゃきっしすけ ょぇ さぇ-
ぉけすはす こけ しこっちうぇかくけしすすぇ しう, 
しぇきけ いぇさぇょう 200-300 かっゃぇ 
こけゃっつっ. ′っ きうしかはす, つっ しかっょ 
2-3 ゅけょうくう こさう とぇえゅうすっ すけ-
すぇかくけ しっ ょっおゃぇかうそうちうさぇす う 
すさせょくけ くはおけえ こけしかっ とっ ゅう 
くぇっきっ こけ こさけそっしうはすぇ うき, 
さぇいしなあょぇゃぇ ゅかぇゃくうはす っくっさ-
ゅっすうお. 
 ′っ おさうっ けぉぇつっ, つっ ゅけ ぉけかう 

いぇ かうこしぇすぇ くぇ きかぇょう  たけさぇ, 
くっ しぇきけ ゃ こさけそっしうはすぇ, ぇ うい-
けぉとけ 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 ゃ つぇしすくけしす 
– ゃ „┿さしっくぇか”.  ‶さっょ しっぉっ 
しう うきぇ う くぇゅかっょっく こさうきっさ: 
きかぇょ  ゅぇぉさけゃしおう うくあっくっさ, し 
ぇきぉうちうう う けつぇおゃぇくうは, くけ... „ 
きかぇょうすっ うしおぇす こけゃっつっ こぇさう”, 
おぇいゃぇ ╃うきけ 『けくっゃ. ¨しゃっく 
こぇさうすっ, きけすうゃぇちうはすぇ うょゃぇ-
かぇ う けす こけいくぇゃぇくっすけ くぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ, けす こさけそっしうけくぇかくう-
すっ せきっくうは. ╁ ゅけかはきぇ しすっこっく 
きかぇょうすっ おぇょさう しっゅぇ ゅう くはきぇす 
う すけゃぇ しっ けすさぇいはゃぇ う くぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ,  う くぇ きけすうゃぇちうはすぇ, う 
くぇ いぇこかぇとぇくっすけ. ′っ さぇいぉうさぇ 
いぇとけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ せくう-
とけあう っょくぇ ょけぉさぇ すさぇょうちうは 
おぇすけ こさけそっしうけくぇかくけすけ せつう-
かうとっ いぇ しさっょくう おぇょさう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, 
おけっすけ しっゅぇ きくけゅけ かうこしゃぇ.  
╉ぇすっゅけさうつくけしすすぇ きせ ゃ すけゃぇ 
けすくけてっくうっ うょゃぇ けす けこうすぇ, 
おけえすけ うきぇ けす ╂っさきぇくうは, おな-

ょっすけ くぇ ょゃぇ こなすう さぇぉけすう いぇ 
おさぇすおけ. ‶け しこっちうぇかくけしすすぇ 
しう. 〈ぇき けす せつうかうとっ ゅう ゃけょはす 
ゃ いぇゃけょぇ, こなさゃけ ょなかゅけ ゅかっ-
ょぇす う しぇきけ うき しっ けぉはしくはゃぇ, 
こけしかっ さぇぉけすはす. ′け すぇおぇ けす 
きぇかおう しゃうおゃぇす し さぇぉけすぇすぇ, 
し きぇてうくうすっ, うきぇす きけすうゃぇ-
ちうは, くぇょゅさぇあょぇす  しっ いくぇくうは, 
けこうす, かのぉけゃ, おぇすっゅけさうつっく 
っ ゅかぇゃくうはす っくっさゅっすうお ╃うきけ 

『けくっゃ. „╉けゅぇすけ うきぇて おぇ-
つっしすゃっくう おぇょさう, けぉせつっくう し 
きくけゅけ おけきこっすっくちうう, し すはた 
きけあって ょぇ ゃなさてうて きくけゅけ こけ-
ゃっつっ さぇぉけすぇ いぇ こけゃっつっ こぇさう. 
╇ すぇおぇ うょゃぇす ゅけかっきうすっ いぇ-
こかぇすう. ] きぇかおけ たけさぇ, きくけゅけ 
さぇぉけすぇ”, ゃ すぇいう こさけゃっさっくぇ  
そけさきせかぇ っ せぉっょっく ╃うきけ. 
¨しゃっく ゃ ╂っさきぇくうは, おなょっすけ っ 
ぉうか っかっおすさけすったくうお, さぇぉけすうか 
おぇすけ すぇおなゃ くぇ ょゃぇ  こなすう う ゃ 
]せょぇく. ‶け ぇさしっくぇかしおぇ かうくうは 
う こけ つぇしすくぇ. 〈させこぇか けこうす う 
くぇ さぇいかうつくう きっしすぇ ゃ しすさぇ-
くぇすぇ, おなょっすけ さぇぉけすぇすぇ きせ ゅけ 
っ ういこさぇとぇかぇ, いぇ ょぇ けすしすさぇ-
くはゃぇ さぇいかうつくう こけゃさっょう. ╁う-
ょはか っ おぇお くはおけゅぇてくう きぇてう-
くけしすさけうすっかくう ゅうゅぇくすぇ しっゅぇ  
しぇ させうくう. ╉ぇすけ いぇゃけょうすっ ゃ 
╉ぇさかけゃけ, ╋けくすぇくぇ. ╆ぇすけゃぇ う 
ちっくう ゃしうつおう せしうかうは くぇ くぇ-
しすけはとけすけ きっくうょあなさしおけ さな-
おけゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” ょぇ 
しなたさぇくう そうさきぇすぇ う くっえくうすっ 
さぇぉけすくうちう, ょぇ  うきぇ さぇぉけすぇ. 
╃ぇゃぇき しう しきっすおぇ おぇおゃけ おけ-
しすゃぇ ょぇ ういこさぇゃうて けす させうくうすっ 
っょうく いぇゃけょ, ょぇ ゅけ しなたさぇくうて 
う おぇおゃけ - ょぇ ゅけ  こさっゃなさくって ゃ 
させうくう,けすしうつぇ ╃うきけ. 

 
′っ すぇう ぉけかおぇ ゃ

ょせてぇすぇ しう, 

きぇおぇさ しなこさせゅぇすぇ きせ, ぉうゃてぇ 
ぇさしっくぇかおぇ, ょぇ っ ぉっい さぇぉけ-
すぇ しっゅぇ. ]なおさぇすうかう は こさっょう 
ゃさっきっ けす ╆ぇゃけょ 12, くけ „すは くっ 
きう すっあう”, おぇいゃぇ っくっさゅっすう-
おなす. ╂さうあぇすぇ くぇ ╃うきけ っ きぇか-
おうはす きせ しうく, おけえすけ うきぇ いょさぇ-
ゃけしかけゃっく こさけぉかっき う いぇさぇょう 
おけえすけ すさせょくけ くぇきうさぇ さぇぉけ-
すぇ. ¨おぇいぇ しっ, つっ ゃきっしすけ ょぇ 

しっ すなさしはす ゃぇさうぇくすう, すさせょけ-
せしすさけっくう きかぇょう  たけさぇ しぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ  しけちうぇかくけ ういおかの-
つっくう, しこけょっかは し ぉけかおぇ ╃うきけ, 
おけえすけ くっ しっ っ けすおぇいぇか ょぇ こけ-
きぇゅぇ くぇ うくぇつっ すぇかぇくすかうゃうは 
しう 28-ゅけょうてっく しうく, ぉっい ゃさっ-
きっ こさっおぇさぇか うくそぇさおす .
╇ すせお しさぇゃくっくうっすけ し ╂っさ-

きぇくうは „ぉうっ くぇ けつう”. „┿おけ う 
せ くぇし しすぇくっ すぇおぇ, とっ うきぇきっ 
しなゃしっき ょさせゅ あうゃけす”, おぇすっゅけ-
さうつっく っ ╃うきけ 『けくっゃ. 
 ′はきぇ ょさせゅぇ ゃういうは いぇ しっぉっ 

しう, けしゃっく „┿さしっくぇか” . 
╇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ あうかおぇ, きぇ-

おぇさ う こけ あっくしおぇ かうくうは, くっ 
っ っょうくしすゃっくぇすぇ こさうつうくぇ: 
う ょゃぇきぇすぇ さけょうすっかう くぇ しな-
こさせゅぇすぇ きせ ぉうかう ぇさしっくぇかちう 
- ╁ぇしうか う 〈けすおぇ ╉ぇちぇさけゃう, 
ぇ くっゅけゃぇすぇ ぉぇぉぇ, こけおけえくぇすぇ 
〈けすおぇ ╉ぇちぇさけゃぇ, ぉうかぇ ゃう-
ょっく ょけこうしくうお くぇ くはおけゅぇて-
くぇすぇ „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”. 
] くぇしすけはとうは  ょうさっおすけさ こけ 
きぇさおっすうくゅぇ こなお  - 》さうしすけ 
]すさっておけゃ, しぇ っくうくしおう しなせ-
つっくうちう. 
 ′け ゅけかはきぇすぇ こさうつうくぇ っ 

ょさせゅぇ: „┿さしっくぇか” っ せつうかうとっ, 
おぇいゃぇ つけゃっおなす, おけえすけ ゃしなと-
くけしす っ けしすぇゃうか すせお しないくぇすっか-
くぇすぇ しう う くぇえ-しないうょぇすっかくぇ 
つぇしす けす あうゃけすぇ. 
 ╆ぇすけゃぇ う しっ ゃさなとぇ ゃうくぇ-

ゅう すせお: おなょっすけ う ょぇ たけょう こけ 
しゃっすぇ. 〈せお  っ うくすっさっしくけ, ゃしっ-
おう ょっく っ っょくぇ きぇかおぇ ぉうすおぇ, 
ぇ うきぇき う しゃっしすくう おけかっゅう, 
しこけょっかは ╃うきけ う くっ こさけこせしおぇ 
ょぇ けすぉっかっあう, つっ しっ ゅけさょっっ し 
ぇきぉうちうはすぇ くぇ っょうくしすゃっくうは 
きかぇょけお こさう すはた  - うくあ. ╇ゃぇく 
╉けゃぇつっゃ, う ょゃぇきぇすぇ ]すっそぇ-
くけゃちう - ̈ ゃつぇさけゃ う ╆ょさぇゃおけゃ, 
けすかうつくう っか. すったくうちう くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 6. ╃させゅうはす きせ しすうきせか う 
きけすうゃ っ ょうさっおすけさなす くぇ いぇゃけ-
ょぇ  うくあ. ╇ゃぇえかけ ┿さくぇせょけゃ, 
おけえすけ せゃぇあぇゃぇか すはたくぇすぇ さぇ-
ぉけすぇ う こけおぇいゃぇか すけゃぇ. 》せぉぇ-
ゃけ っ ょぇ せしっとぇて, ょぇ ゃうあょぇて, 
つっ くはおけえ ちっくう すさせょぇ すう, おぇい-
ゃぇ いぇ くっゅけ ゅかぇゃくうはす っくっさゅっ-
すうお. 
┿ つっ ゅけ ゃうあょぇす, ょけおぇいぇ-

すっかしすゃぇ いぇ すけゃぇ ╃うきけ こぇいう 
ゃ ゅぇさょっさけぉぇ せ すはた - けす 90-すっ 
ゅけょうくう うきぇ いくぇつおぇ „¨すかうつ-
くうお くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ.  
¨す すけゃぇ けぉぇつっ くっ しっ こさぇ-

ゃう おぇこうすぇか, ゃぇあっく っ おぇお しっ 

つせゃしすゃぇて, おぇおなゃ しきうしなか くぇ-
きうさぇて ゃ さぇぉけすぇすぇ, ょぇかう くぇ-
うしすうくぇ しっ ちっくう すさせょなす すう, 
おぇいゃぇ けす ょくってくぇすぇ しう こけいう-
ちうは けすかうつくうおなす.  
 ¨すゃなょ あうゃけすぇ きせ ゃ „┿さしっ-

くぇか” けすょぇゃくぇ っ こさっしすぇくぇか ょぇ 
さっょう おぇさすうすっ ゃ ぉさうょあぇ, くけ 
こなお いぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ うきぇ 
ょぇかっつ こけ-しきうしかっくけ たけぉう: 
ょゃっ こさっおさぇしくう ゃくせつおう, ょっちぇ 
くぇ ゅけかっきうは きせ しうく - ゃけっくっく. 
]っゅぇ しなき くぇ ょはょけゃぇ すっきぇ, 
おぇいゃぇ こさっい せしきうゃおぇ ╃うきけ. 
╉ぇすけ こさっかうしすう しすさぇくうちぇすぇ, 
きうくぇゃぇ う くぇ ょさせゅぇすぇ すっきぇ. 
》けぉうすけ: さぇぉけすぇすぇ くぇ しっかけ, 
こさう ょゃぇきぇすぇ しう あうゃう さけょう-
すっかう う しっかしおうすっ おけすおう. 
 ‶け けつうすっ きせ かうつう, つっ う すっ 

ゅけ けぉけあぇゃぇす. ′っ しぇきけ いぇさぇょう 
きっいっすけ, し おけっすけ ゅう ゅけとぇゃぇ, 
くけ う いぇさぇょう かのぉけゃすぇ, おけはすけ 
くっ こっしすう おなき すはた.
 

╉ぇすけ きせ けすっしくっっ
いぇ おさぇすおけ う くぇ

ょゃっすっ きっしすぇ, すさなゅゃぇ いぇ 
ゅなぉう.  

》かぇょうかくうおなす きせ っ こけさっょ-
くぇすぇ ゅなぉっくぇ ゅけさょけしす: けす きう-
くぇかうは しっいけく っ くぇこなかくうか ちはか 
たかぇょうかくうお し きぇくぇすぇさおう う 
こぇつう おさぇお. ′っ しっ ぉけう けす うい-
ょなくおう, いぇとけすけ ゅう こけいくぇゃぇ.  
╇くぇつっ, ゃ すさせょくう きけきっくすう, 

せつぇしすくうおなす ゃ さぇいかうつくう いぇ-
ゃけょしおう しこぇさすぇおうぇょう, けすかう-
つくうおなす くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, ぉさう-
ょあぬけさなす  けす ╉ぇいぇくかなお, しっ いぇ-
すゃぇさは ゃ しっぉっ しう. ‶さっきうしかは, 
こさっすっゅかは, すなゅせゃぇ すうたけ う... 
ういこかせゃぇ. ╃さぇしくぇすけ きせ っ ょぇあっ 
けす いゃっいょうすっ: ゅさぇくうつっく ╉けいう-
さけゅ. ╋けあっ ょぇ しっ けゅなくっ, くけ くっ 
しっ つせこう.  
╇ おぇすけ こさっきうくっ ぉせさはすぇ, こぇお 

くぇこさっょ. 】けき すさはぉゃぇ - う し 
さけゅぇすぇ. ╆ぇとけすけ あうゃけすなす くっ 
すなさこう しかぇぉぇちう. ┿ しなょぉぇすぇ 
っ ぉかぇゅけしおかけくくぇ おなき ぉうすおぇ-
ょあううすっ う すっいう, おけうすけ きけゅぇす 
ょぇ  こけょつうくはす う せこさぇゃかはゃぇす 
ゃうしけおけすけ くぇこさっあっくうっ. ′っ 
しぇきけ ゃ さぇぉけすぇすぇ, くけ う ゃ あう-
ゃけすぇ. ┿ くぇ っくっさゅっすうおぇ ╃うきけ 
くっ きせ しっ けこうさぇす う 1000 ゃけか-
すぇ. ′っとけ こけゃっつっ. 〈っ しぇ きせ 
っあっょくっゃうっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╅『』╊〉╅]” ... ╇ IDEX 2015
〈ぇいゅけょうてくけすけ ういかけあっくうっ しなぉうさぇ けぉとけ 1034 そうさきう, くぇえ-ゅけかっきうすっ う さっしこっおすうさぇとう こさけ-

ういゃけょうすっかう くぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ けす ちはか しゃはす. ′ぇ けぉとぇ こかけと けす ぉっいぇかすっさくぇすうゃくうすっ 133 000 
おゃ. きっすさぇ う 12 ういかけあぉっくう いぇかう  とっ しっ こさっょしすぇゃはす う ょっきけくしすさうさぇす くぇえ-くけゃうすっ すったくけかけゅうう 
ゃ すぇいう しそっさぇ. 
╁ IDEX 2015, Aby Dhabi, „┿さしっくぇか” こさっょしすぇゃは こなかくぇすぇ ゅぇきぇ くぇ こさけょせおちうはすぇ しう, おぇおすけ う 

くぇえ-くけゃうすっ しう さぇいさぇぉけすおう. ¨つぇおゃぇくうはすぇ くぇ きっくうょあなさしおうは っおうこ くぇ そうさきぇすぇ しぇ, つっ すけゃぇ 
ういかけあっくうっ  とっ っ けとっ こけ-けこすうきうしすうつくけ いぇ そうさきぇすぇ う いぇ こけさっょっく こなす とっ ょけくっしっ ょけぉさう 
くけゃうくう, し けこちうは いぇ くけゃう ょけゅけゃけさう う きくけゅけゅけょうてくぇ さぇぉけすぇ いぇ こっさしけくぇかぇ.  
„┿さしっくぇか” っ すさぇょうちうけくっく う ういおかのつうすっかくけ ょけぉさっ  こさうっす こぇさすくぬけさ ゃ すけいう  さっゅうけく くぇ しゃっ-

すぇ, おぇつっしすゃけすけ くぇ こさけょせおちうはすぇ きせ っ ょけぉさっ ういゃっしすくぇ う こさっょこけつうすぇくぇ. ¨す ういおかのつうすっかくぇ 
ゃぇあくけしす いぇ すなさゅけゃちうすっ う おせこせゃぇつうすっ っ そぇおすなす, つっ こさけょせおちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” こけおさうゃぇ 
こぇいぇさう くぇ ′┿〈¨-ゃしおう う させしおう しすぇくょぇさすう. ′っ ぉっい いくぇつっくうっ っ う そぇおすなす, つっ ゃ ̈ ┿╄ /¨ぉっょうくっ-
くうすっ ┿さぇぉしおう っきうさしすゃぇ/ こぇさすくぬけさ くぇ „┿さしっくぇか” っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ う しっさうけいくぇ そうさきぇ ゃ すけいう 
ぉさぇくて IGG. „┿さしっくぇか” っ しさっょ ういおかのつうすっかくけ さっしこっおすうさぇとうすっ せつぇしすくうちう ゃ ういかけあっくうっすけ ゃ  
┿ぉせ ╃ぇぉう, おなき おけえすけ しっ こさけはゃはゃぇ うくすっさっし う こけさぇょう すけゃぇ, つっ しかっょ ゃしはおけ くっゅけゃけ せつぇしすうっ ゃ 
すけいう しゃっすけゃっく そけさせき くぇ ゃけっくくぇすぇ うくょせしすさうは, ゅかけぉぇかくけすけ きせ こさうしなしすゃうっ しっ いぇしうかゃぇ, うくすっ-
さっしなす おなき くっゅけ しっ せゃっかうつぇゃぇ う くっゅけゃう こぇさすくぬけさう しすぇゃぇす う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ くぇえ-ゅけかっきうすっ 
しゃっすけゃくう そうさきう ゃ ぉさぇくてぇ.
¨しっきつかっくくぇ っ ょっかっゅぇちうはすぇ, おけはすけ とっ こさっょしすぇゃは そうさきぇすぇ くぇ IDEX 2015, ゃけょっくぇ かうつくけ 

けす ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おぇおすけ う けす ういこなかくうすっかくうは 
ょうさっおすけさ くぇ すなさゅけゃしおけすけ ょさせあっしすゃけ „┿さしっくぇか 2000” 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ.  
„‶さっょたけょくけすけ くう せつぇしすうっ ゃ IDEX 2015, Aby Dhabi, ぉっ いぇぉっかっあうすっかくけ, し けとっ こけ-ゅけかはき 

こさけゅさっし けす すけゃぇ こさっょう くっゅけ. ]っゅぇ けつぇおゃぇきっ けとっ こけゃっつっ ょけぉさう くけゃうくう”, いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ.  

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╊せかちえかてけさひて ╉けすそ: 

‶さっおさぇしっく のぉうかっえ こけしさっとくぇ くぇ 10-すう そっゃさせぇさう 
╉ぇこおぇ ╉けかっゃぇ けす ちった 300 くぇ ╆ぇゃけょ 1.  
] こけあっかぇくうっ いぇ けとっ こけ-ゃょなたくけゃっくう ょっしっすうかっすうは, 

こさっかうゃぇとう けす かのぉけゃ, いょさぇゃっ, とぇしすうっ う おなしきっす. 
╃ぇ うかはょうて!
╁しっ すぇおぇ つぇさけゃくぇ! 

¨す おけかっゅうすっ う ゃしうつおう ぇさしっくぇかしおう こさうはすっかう

《【╈《╇《『〉《』【 〉╅ 1 000 ╇《]【╅ 〉╅》『╊╋╊〉¨╊ 
》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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〈けえ っ けす けくっいう ぉせさきうつおう, 
ぉっい おけうすけ ゅけかはきぇすぇ きぇ-

てうくぇ „┿さしっくぇか” くはきぇ おぇお ょぇ 
さぇぉけすう. 〈ぇおうゃぇ, おぇすけ くっゅけ, 
しぇ しすけすうちう. ′っ しぇきけ いぇさぇょう 
さっしこっおすうさぇとぇすぇ こさっょぇくけしす 
けす 41 ゅけょうくう くぇ っょくけ う しなとけ 
さぇぉけすくけ きはしすけ, おけっすけ, けし-
ゃっく おけくしっさゃぇすういなき, ういょぇゃぇ 
う  いぇしかせあぇゃぇとぇ せゃぇあっくうっ 
ゃはさくけしす, ぇ う いぇさぇょう すけゃぇ, 
つっ ぉけかっあおうすっ くぇ そうさきぇすぇ 
こさっきうくぇゃぇす こさっい ょせてぇすぇ う 
しなさちっすけ きせ. ╇ くはきぇ おぇお ょぇ 
っ うくぇつっ, とけき すけかおけゃぇ ゃさっきっ 
しう けしすぇくぇか すせお. 

′はきぇき うくすっさっしっく あうゃけす. 

] すけゃぇ こなさゃけ ういさっつっくうっ 
きっ こけしさっとぇ う こけしうつぇ ╃うきけ  
╉なくっゃ 『けくっゃ - ゅかぇゃくうはす 
っくっさゅっすうお くぇ うくしすさせきっくすぇか-
くうは いぇゃけょ 6. ‶さう すけゃぇ きう ゅけ 
おぇいゃぇ おぇすけ ぉうゃて ぇさしっくぇかしおう 
ゃけかっえぉけかうしす う いぇこぇかっく ぉさう-
ょあぬけさ, おけえすけ しっゅぇ しっ  っ けすょぇか 
くぇ ょゃっすっ しう ゃくせつおう, ぇ こけつうゃ-
くうすっ ょくう  ょっかう きっあょせ こけきけと 
くぇ しすぇさうすっ しう さけょうすっかう ゃ 
╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ う さぇいたけょおう 
う うゅさう し ょゃっすっ きぇかつせゅぇくおう-
ょっちぇ  くぇ こけ-ゅけかっきうは きせ しうく.
╁しなとくけしす, ゃっょさうはす う しうき-

こぇすうつっく きなあ し つっさゃっくけ はおっ 
けす しさっとぇすぇ くはきぇ こけつすう くうとけ 
しなし しっさうけいくうは う ゅかっょぇと 
しすさけゅけ せかっゅくぇか きなあ けす ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ  ぇかっは. 

〈けえ っ けす すっいう,
ぉっい おけうすけ ╆ぇゃけょ 6
ゃ きけきっくすぇ すさせょくけ

とっ きけあっ. 

′っ しぇきけ いぇとけすけ くけしう くぇ 
ゅなさぉぇ しう ちはかぇすぇ  けすゅけゃけさくけしす 
いぇ さぇいこさっょっかうすっかくう せさっょう 
くぇ 1000 ゃけかすぇ くぇこさっあっくうっ, 
しぇきぇ こけ しっぉっ しう しきぇいゃぇとぇ 
けすゅけゃけさくけしす う こさぇおすうつっしおう 
くぇ しなゃっしすすぇ きせ かっあう あうゃけ-
すなす  くぇ ゃしうつおう さぇぉけすっとう, ぇ 
う いぇとけすけ こけいくぇゃぇ さぇぉけすぇすぇ 
しう けす こなさゃぇすぇ ょけ こけしかっょくぇ-
すぇ ぉさなくおぇ. ╇ょゃぇ すせお くぇ 21 
ゅけょうくう う すせお こけしさっとぇ ょっ-
おっきゃさうえしおうは しう 60-ゅけょうてっく 
のぉうかっえ . 
╇しおぇ ょぇ さぇぉけすう すけゃぇ. ╇ こさっい 

1975 ゅけょうくぇ ゃないこうすぇくうおなす 
くぇ しすぇさけいぇゅけさしおうは っかっおすさけ-
すったくうおせき  しぉなょくぇか ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ しう きっつすぇ. ‶なさゃけ きうくぇか 
こさっい  しすさけうすっかくけ-きけくすぇあくけ-
すけ けすょっかっくうっ くぇ おぇいぇさきぇすぇ, 
こけしかっ こけ さぇいこさっょっかっくうっ ゃ 
╆ぇゃけょぇ いぇ ぇくすうぉうけすうちう ゃ 
‶っとっさぇ, くけ けすおぇいぇか さぇぉけ-
すぇすぇ. ╇しおぇか ゃ „┿さしっくぇか”. 
〈ぇおぇ しっ けいけゃぇか ゃ いぇゃけょ  6, 
おぇすけ さっょけゃう っかっおすさけすったくうお. 
╀うかう 14 ょせてう すけゅぇゃぇ ゃ けすょっ-
かぇ, しっゅぇ しぇ 3-きぇ. ╀けゅけすゃけさう 
すけゅぇゃぇてくうは しう くぇつぇかくうお - 
ゅかぇゃくうはす っくっさゅっすうお, こけおけえ-
くうお けすこさっょう ぉかういけ 2 ゅけょうくう, 
うくあ. ‶っすなさ ]すぇくっゃ. ╆ぇ くっゅけ 
おぇいゃぇ, つっ っ くぇえ-ょけぉさうはす ぇさ-
しっくぇかっち, し おけゅけすけ っ さぇぉけすうか.   
╆ぇ こけしすぇ, くぇ おけえすけ っ しっゅぇ 

- ゅかぇゃっく っくっさゅっすうお くぇ いぇ-
ゃけょ 6, くっ しっ っ ぉせすぇか. ′ぇこさけ-
すうゃ: ぉうかけ けす けくっいう しかせつぇえ-
くう くっとぇ う ゃさっきっくくう, おけうすけ 
ゃしなとくけしす しすぇゃぇす こけしすけはくくう. 
‶なさゃけ  しすぇくぇか っくっさゅっすうお 
くぇ いぇゃけょぇ, こさっい 93-すぇ ゅけ-
ょうくぇ, ぇ こけしかっ こさっい 2009-すぇ 
う ゅかぇゃっく っくっさゅっすうお. 〈けゃぇ 
っ ういおかのつうすっかくけ けすゅけゃけさくぇ 
さぇぉけすぇ, しゃなさいぇくぇ し きくけゅけ 
ょけおせきっくすぇちうは, くけしっくっ くぇ 
けすゅけゃけさくけしす いぇ ゃしっおう っょうく 
さぇぉけすくうお う しかせあうすっか けす いぇ-
ゃけょぇ. ¨ぉせつっくうは, うくしすさせおすぇ-

あう, こさっゅかっょう う こさけそうかぇお-
すうおぇ くぇ しうしすっきぇすぇ, いぇ ょぇ っ ゃ 
ういこさぇゃくけしす. 〈けゃぇ ういこなかゃぇ ゃ 
ゅけかはきぇすぇ しう しすっこっく ょっかけゃけすけ 
きせ っあっょくっゃうっ. 

¨ぉうつぇ さぇぉけすぇすぇ しう, 

くっ きせ すっあう う くぇすけゃぇさゃぇくっ-
すけ, くうとけ, つっ しっゅぇ  けす 14-すっ 
ょせてう くはおけゅぇ しぇ しぇきけ 3-きぇ. 

]うすせぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすっと くぇ-
つぇかくうお ょけさう ゅけ せしすさけえゃぇ, 
いぇとけすけ  すぇおぇ  こけょょなさあぇ こさけ-
そっしうけくぇかくぇ そけさきぇ. ‶けしかっょ-
くけすけ くぇきうさぇ いぇ ゃぇあくけ う くっ 
さぇいぉうさぇ いぇとけ うくぇつっ おぇょなさ-
くう きかぇょう たけさぇ, し こさけそっしうは 
う せきっくうは, こさっょこけつうすぇす ょぇ 
おけゃぇす とぇえゅう, ゃきっしすけ ょぇ さぇ-
ぉけすはす こけ しこっちうぇかくけしすすぇ しう, 
しぇきけ いぇさぇょう 200-300 かっゃぇ 
こけゃっつっ. ′っ きうしかはす, つっ しかっょ 
2-3 ゅけょうくう こさう とぇえゅうすっ すけ-
すぇかくけ しっ ょっおゃぇかうそうちうさぇす う 
すさせょくけ くはおけえ こけしかっ とっ ゅう 
くぇっきっ こけ こさけそっしうはすぇ うき, 
さぇいしなあょぇゃぇ ゅかぇゃくうはす っくっさ-
ゅっすうお. 
 ′っ おさうっ けぉぇつっ, つっ ゅけ ぉけかう 

いぇ かうこしぇすぇ くぇ きかぇょう  たけさぇ, 
くっ しぇきけ ゃ こさけそっしうはすぇ, ぇ うい-
けぉとけ 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 ゃ つぇしすくけしす 
– ゃ „┿さしっくぇか”.  ‶さっょ しっぉっ 
しう うきぇ う くぇゅかっょっく こさうきっさ: 
きかぇょ  ゅぇぉさけゃしおう うくあっくっさ, し 
ぇきぉうちうう う けつぇおゃぇくうは, くけ... „ 
きかぇょうすっ うしおぇす こけゃっつっ こぇさう”, 
おぇいゃぇ ╃うきけ 『けくっゃ. ¨しゃっく 
こぇさうすっ, きけすうゃぇちうはすぇ うょゃぇ-
かぇ う けす こけいくぇゃぇくっすけ くぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ, けす こさけそっしうけくぇかくう-
すっ せきっくうは. ╁ ゅけかはきぇ しすっこっく 
きかぇょうすっ おぇょさう しっゅぇ ゅう くはきぇす 
う すけゃぇ しっ けすさぇいはゃぇ う くぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ,  う くぇ きけすうゃぇちうはすぇ, う 
くぇ いぇこかぇとぇくっすけ. ′っ さぇいぉうさぇ 
いぇとけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ せくう-
とけあう っょくぇ ょけぉさぇ すさぇょうちうは 
おぇすけ こさけそっしうけくぇかくけすけ せつう-
かうとっ いぇ しさっょくう おぇょさう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, 
おけっすけ しっゅぇ きくけゅけ かうこしゃぇ.  
╉ぇすっゅけさうつくけしすすぇ きせ ゃ すけゃぇ 
けすくけてっくうっ うょゃぇ けす けこうすぇ, 
おけえすけ うきぇ けす ╂っさきぇくうは, おな-

ょっすけ くぇ ょゃぇ こなすう さぇぉけすう いぇ 
おさぇすおけ. ‶け しこっちうぇかくけしすすぇ 
しう. 〈ぇき けす せつうかうとっ ゅう ゃけょはす 
ゃ いぇゃけょぇ, こなさゃけ ょなかゅけ ゅかっ-
ょぇす う しぇきけ うき しっ けぉはしくはゃぇ, 
こけしかっ さぇぉけすはす. ′け すぇおぇ けす 
きぇかおう しゃうおゃぇす し さぇぉけすぇすぇ, 
し きぇてうくうすっ, うきぇす きけすうゃぇ-
ちうは, くぇょゅさぇあょぇす  しっ いくぇくうは, 
けこうす, かのぉけゃ, おぇすっゅけさうつっく 
っ ゅかぇゃくうはす っくっさゅっすうお ╃うきけ 

『けくっゃ. „╉けゅぇすけ うきぇて おぇ-
つっしすゃっくう おぇょさう, けぉせつっくう し 
きくけゅけ おけきこっすっくちうう, し すはた 
きけあって ょぇ ゃなさてうて きくけゅけ こけ-
ゃっつっ さぇぉけすぇ いぇ こけゃっつっ こぇさう. 
╇ すぇおぇ うょゃぇす ゅけかっきうすっ いぇ-
こかぇすう. ] きぇかおけ たけさぇ, きくけゅけ 
さぇぉけすぇ”, ゃ すぇいう こさけゃっさっくぇ  
そけさきせかぇ っ せぉっょっく ╃うきけ. 
¨しゃっく ゃ ╂っさきぇくうは, おなょっすけ っ 
ぉうか っかっおすさけすったくうお, さぇぉけすうか 
おぇすけ すぇおなゃ くぇ ょゃぇ  こなすう う ゃ 
]せょぇく. ‶け ぇさしっくぇかしおぇ かうくうは 
う こけ つぇしすくぇ. 〈させこぇか けこうす う 
くぇ さぇいかうつくう きっしすぇ ゃ しすさぇ-
くぇすぇ, おなょっすけ さぇぉけすぇすぇ きせ ゅけ 
っ ういこさぇとぇかぇ, いぇ ょぇ けすしすさぇ-
くはゃぇ さぇいかうつくう こけゃさっょう. ╁う-
ょはか っ おぇお くはおけゅぇてくう きぇてう-
くけしすさけうすっかくう ゅうゅぇくすぇ しっゅぇ  
しぇ させうくう. ╉ぇすけ いぇゃけょうすっ ゃ 
╉ぇさかけゃけ, ╋けくすぇくぇ. ╆ぇすけゃぇ う 
ちっくう ゃしうつおう せしうかうは くぇ くぇ-
しすけはとけすけ きっくうょあなさしおけ さな-
おけゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” ょぇ 
しなたさぇくう そうさきぇすぇ う くっえくうすっ 
さぇぉけすくうちう, ょぇ  うきぇ さぇぉけすぇ. 
╃ぇゃぇき しう しきっすおぇ おぇおゃけ おけ-
しすゃぇ ょぇ ういこさぇゃうて けす させうくうすっ 
っょうく いぇゃけょ, ょぇ ゅけ しなたさぇくうて 
う おぇおゃけ - ょぇ ゅけ  こさっゃなさくって ゃ 
させうくう,けすしうつぇ ╃うきけ. 

 
′っ すぇう ぉけかおぇ ゃ

ょせてぇすぇ しう, 

きぇおぇさ しなこさせゅぇすぇ きせ, ぉうゃてぇ 
ぇさしっくぇかおぇ, ょぇ っ ぉっい さぇぉけ-
すぇ しっゅぇ. ]なおさぇすうかう は こさっょう 
ゃさっきっ けす ╆ぇゃけょ 12, くけ „すは くっ 
きう すっあう”, おぇいゃぇ っくっさゅっすう-
おなす. ╂さうあぇすぇ くぇ ╃うきけ っ きぇか-
おうはす きせ しうく, おけえすけ うきぇ いょさぇ-
ゃけしかけゃっく こさけぉかっき う いぇさぇょう 
おけえすけ すさせょくけ くぇきうさぇ さぇぉけ-
すぇ. ¨おぇいぇ しっ, つっ ゃきっしすけ ょぇ 

しっ すなさしはす ゃぇさうぇくすう, すさせょけ-
せしすさけっくう きかぇょう  たけさぇ しぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ  しけちうぇかくけ ういおかの-
つっくう, しこけょっかは し ぉけかおぇ ╃うきけ, 
おけえすけ くっ しっ っ けすおぇいぇか ょぇ こけ-
きぇゅぇ くぇ うくぇつっ すぇかぇくすかうゃうは 
しう 28-ゅけょうてっく しうく, ぉっい ゃさっ-
きっ こさっおぇさぇか うくそぇさおす .
╇ すせお しさぇゃくっくうっすけ し ╂っさ-

きぇくうは „ぉうっ くぇ けつう”. „┿おけ う 
せ くぇし しすぇくっ すぇおぇ, とっ うきぇきっ 
しなゃしっき ょさせゅ あうゃけす”, おぇすっゅけ-
さうつっく っ ╃うきけ 『けくっゃ. 
 ′はきぇ ょさせゅぇ ゃういうは いぇ しっぉっ 

しう, けしゃっく „┿さしっくぇか” . 
╇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ あうかおぇ, きぇ-

おぇさ う こけ あっくしおぇ かうくうは, くっ 
っ っょうくしすゃっくぇすぇ こさうつうくぇ: 
う ょゃぇきぇすぇ さけょうすっかう くぇ しな-
こさせゅぇすぇ きせ ぉうかう ぇさしっくぇかちう 
- ╁ぇしうか う 〈けすおぇ ╉ぇちぇさけゃう, 
ぇ くっゅけゃぇすぇ ぉぇぉぇ, こけおけえくぇすぇ 
〈けすおぇ ╉ぇちぇさけゃぇ, ぉうかぇ ゃう-
ょっく ょけこうしくうお くぇ くはおけゅぇて-
くぇすぇ „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”. 
] くぇしすけはとうは  ょうさっおすけさ こけ 
きぇさおっすうくゅぇ こなお  - 》さうしすけ 
]すさっておけゃ, しぇ っくうくしおう しなせ-
つっくうちう. 
 ′け ゅけかはきぇすぇ こさうつうくぇ っ 

ょさせゅぇ: „┿さしっくぇか” っ せつうかうとっ, 
おぇいゃぇ つけゃっおなす, おけえすけ ゃしなと-
くけしす っ けしすぇゃうか すせお しないくぇすっか-
くぇすぇ しう う くぇえ-しないうょぇすっかくぇ 
つぇしす けす あうゃけすぇ. 
 ╆ぇすけゃぇ う しっ ゃさなとぇ ゃうくぇ-

ゅう すせお: おなょっすけ う ょぇ たけょう こけ 
しゃっすぇ. 〈せお  っ うくすっさっしくけ, ゃしっ-
おう ょっく っ っょくぇ きぇかおぇ ぉうすおぇ, 
ぇ うきぇき う しゃっしすくう おけかっゅう, 
しこけょっかは ╃うきけ う くっ こさけこせしおぇ 
ょぇ けすぉっかっあう, つっ しっ ゅけさょっっ し 
ぇきぉうちうはすぇ くぇ っょうくしすゃっくうは 
きかぇょけお こさう すはた  - うくあ. ╇ゃぇく 
╉けゃぇつっゃ, う ょゃぇきぇすぇ ]すっそぇ-
くけゃちう - ̈ ゃつぇさけゃ う ╆ょさぇゃおけゃ, 
けすかうつくう っか. すったくうちう くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 6. ╃させゅうはす きせ しすうきせか う 
きけすうゃ っ ょうさっおすけさなす くぇ いぇゃけ-
ょぇ  うくあ. ╇ゃぇえかけ ┿さくぇせょけゃ, 
おけえすけ せゃぇあぇゃぇか すはたくぇすぇ さぇ-
ぉけすぇ う こけおぇいゃぇか すけゃぇ. 》せぉぇ-
ゃけ っ ょぇ せしっとぇて, ょぇ ゃうあょぇて, 
つっ くはおけえ ちっくう すさせょぇ すう, おぇい-
ゃぇ いぇ くっゅけ ゅかぇゃくうはす っくっさゅっ-
すうお. 
┿ つっ ゅけ ゃうあょぇす, ょけおぇいぇ-

すっかしすゃぇ いぇ すけゃぇ ╃うきけ こぇいう 
ゃ ゅぇさょっさけぉぇ せ すはた - けす 90-すっ 
ゅけょうくう うきぇ いくぇつおぇ „¨すかうつ-
くうお くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ.  
¨す すけゃぇ けぉぇつっ くっ しっ こさぇ-

ゃう おぇこうすぇか, ゃぇあっく っ おぇお しっ 

つせゃしすゃぇて, おぇおなゃ しきうしなか くぇ-
きうさぇて ゃ さぇぉけすぇすぇ, ょぇかう くぇ-
うしすうくぇ しっ ちっくう すさせょなす すう, 
おぇいゃぇ けす ょくってくぇすぇ しう こけいう-
ちうは けすかうつくうおなす.  
 ¨すゃなょ あうゃけすぇ きせ ゃ „┿さしっ-

くぇか” けすょぇゃくぇ っ こさっしすぇくぇか ょぇ 
さっょう おぇさすうすっ ゃ ぉさうょあぇ, くけ 
こなお いぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ うきぇ 
ょぇかっつ こけ-しきうしかっくけ たけぉう: 
ょゃっ こさっおさぇしくう ゃくせつおう, ょっちぇ 
くぇ ゅけかっきうは きせ しうく - ゃけっくっく. 
]っゅぇ しなき くぇ ょはょけゃぇ すっきぇ, 
おぇいゃぇ こさっい せしきうゃおぇ ╃うきけ. 
╉ぇすけ こさっかうしすう しすさぇくうちぇすぇ, 
きうくぇゃぇ う くぇ ょさせゅぇすぇ すっきぇ. 
》けぉうすけ: さぇぉけすぇすぇ くぇ しっかけ, 
こさう ょゃぇきぇすぇ しう あうゃう さけょう-
すっかう う しっかしおうすっ おけすおう. 
 ‶け けつうすっ きせ かうつう, つっ う すっ 

ゅけ けぉけあぇゃぇす. ′っ しぇきけ いぇさぇょう 
きっいっすけ, し おけっすけ ゅう ゅけとぇゃぇ, 
くけ う いぇさぇょう かのぉけゃすぇ, おけはすけ 
くっ こっしすう おなき すはた.
 

╉ぇすけ きせ けすっしくっっ
いぇ おさぇすおけ う くぇ

ょゃっすっ きっしすぇ, すさなゅゃぇ いぇ 
ゅなぉう.  

》かぇょうかくうおなす きせ っ こけさっょ-
くぇすぇ ゅなぉっくぇ ゅけさょけしす: けす きう-
くぇかうは しっいけく っ くぇこなかくうか ちはか 
たかぇょうかくうお し きぇくぇすぇさおう う 
こぇつう おさぇお. ′っ しっ ぉけう けす うい-
ょなくおう, いぇとけすけ ゅう こけいくぇゃぇ.  
╇くぇつっ, ゃ すさせょくう きけきっくすう, 

せつぇしすくうおなす ゃ さぇいかうつくう いぇ-
ゃけょしおう しこぇさすぇおうぇょう, けすかう-
つくうおなす くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, ぉさう-
ょあぬけさなす  けす ╉ぇいぇくかなお, しっ いぇ-
すゃぇさは ゃ しっぉっ しう. ‶さっきうしかは, 
こさっすっゅかは, すなゅせゃぇ すうたけ う... 
ういこかせゃぇ. ╃さぇしくぇすけ きせ っ ょぇあっ 
けす いゃっいょうすっ: ゅさぇくうつっく ╉けいう-
さけゅ. ╋けあっ ょぇ しっ けゅなくっ, くけ くっ 
しっ つせこう.  
╇ おぇすけ こさっきうくっ ぉせさはすぇ, こぇお 

くぇこさっょ. 】けき すさはぉゃぇ - う し 
さけゅぇすぇ. ╆ぇとけすけ あうゃけすなす くっ 
すなさこう しかぇぉぇちう. ┿ しなょぉぇすぇ 
っ ぉかぇゅけしおかけくくぇ おなき ぉうすおぇ-
ょあううすっ う すっいう, おけうすけ きけゅぇす 
ょぇ  こけょつうくはす う せこさぇゃかはゃぇす 
ゃうしけおけすけ くぇこさっあっくうっ. ′っ 
しぇきけ ゃ さぇぉけすぇすぇ, くけ う ゃ あう-
ゃけすぇ. ┿ くぇ っくっさゅっすうおぇ ╃うきけ 
くっ きせ しっ けこうさぇす う 1000 ゃけか-
すぇ. ′っとけ こけゃっつっ. 〈っ しぇ きせ 
っあっょくっゃうっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╅『』╊〉╅]” ... ╇ IDEX 2015
〈ぇいゅけょうてくけすけ ういかけあっくうっ しなぉうさぇ けぉとけ 1034 そうさきう, くぇえ-ゅけかっきうすっ う さっしこっおすうさぇとう こさけ-

ういゃけょうすっかう くぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ けす ちはか しゃはす. ′ぇ けぉとぇ こかけと けす ぉっいぇかすっさくぇすうゃくうすっ 133 000 
おゃ. きっすさぇ う 12 ういかけあぉっくう いぇかう  とっ しっ こさっょしすぇゃはす う ょっきけくしすさうさぇす くぇえ-くけゃうすっ すったくけかけゅうう 
ゃ すぇいう しそっさぇ. 
╁ IDEX 2015, Aby Dhabi, „┿さしっくぇか” こさっょしすぇゃは こなかくぇすぇ ゅぇきぇ くぇ こさけょせおちうはすぇ しう, おぇおすけ う 

くぇえ-くけゃうすっ しう さぇいさぇぉけすおう. ¨つぇおゃぇくうはすぇ くぇ きっくうょあなさしおうは っおうこ くぇ そうさきぇすぇ しぇ, つっ すけゃぇ 
ういかけあっくうっ  とっ っ けとっ こけ-けこすうきうしすうつくけ いぇ そうさきぇすぇ う いぇ こけさっょっく こなす とっ ょけくっしっ ょけぉさう 
くけゃうくう, し けこちうは いぇ くけゃう ょけゅけゃけさう う きくけゅけゅけょうてくぇ さぇぉけすぇ いぇ こっさしけくぇかぇ.  
„┿さしっくぇか” っ すさぇょうちうけくっく う ういおかのつうすっかくけ ょけぉさっ  こさうっす こぇさすくぬけさ ゃ すけいう  さっゅうけく くぇ しゃっ-

すぇ, おぇつっしすゃけすけ くぇ こさけょせおちうはすぇ きせ っ ょけぉさっ ういゃっしすくぇ う こさっょこけつうすぇくぇ. ¨す ういおかのつうすっかくぇ 
ゃぇあくけしす いぇ すなさゅけゃちうすっ う おせこせゃぇつうすっ っ そぇおすなす, つっ こさけょせおちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” こけおさうゃぇ 
こぇいぇさう くぇ ′┿〈¨-ゃしおう う させしおう しすぇくょぇさすう. ′っ ぉっい いくぇつっくうっ っ う そぇおすなす, つっ ゃ ̈ ┿╄ /¨ぉっょうくっ-
くうすっ ┿さぇぉしおう っきうさしすゃぇ/ こぇさすくぬけさ くぇ „┿さしっくぇか” っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ う しっさうけいくぇ そうさきぇ ゃ すけいう 
ぉさぇくて IGG. „┿さしっくぇか” っ しさっょ ういおかのつうすっかくけ さっしこっおすうさぇとうすっ せつぇしすくうちう ゃ ういかけあっくうっすけ ゃ  
┿ぉせ ╃ぇぉう, おなき おけえすけ しっ こさけはゃはゃぇ うくすっさっし う こけさぇょう すけゃぇ, つっ しかっょ ゃしはおけ くっゅけゃけ せつぇしすうっ ゃ 
すけいう しゃっすけゃっく そけさせき くぇ ゃけっくくぇすぇ うくょせしすさうは, ゅかけぉぇかくけすけ きせ こさうしなしすゃうっ しっ いぇしうかゃぇ, うくすっ-
さっしなす おなき くっゅけ しっ せゃっかうつぇゃぇ う くっゅけゃう こぇさすくぬけさう しすぇゃぇす う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ くぇえ-ゅけかっきうすっ 
しゃっすけゃくう そうさきう ゃ ぉさぇくてぇ.
¨しっきつかっくくぇ っ ょっかっゅぇちうはすぇ, おけはすけ とっ こさっょしすぇゃは そうさきぇすぇ くぇ IDEX 2015, ゃけょっくぇ かうつくけ 

けす ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おぇおすけ う けす ういこなかくうすっかくうは 
ょうさっおすけさ くぇ すなさゅけゃしおけすけ ょさせあっしすゃけ „┿さしっくぇか 2000” 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ.  
„‶さっょたけょくけすけ くう せつぇしすうっ ゃ IDEX 2015, Aby Dhabi, ぉっ いぇぉっかっあうすっかくけ, し けとっ こけ-ゅけかはき 

こさけゅさっし けす すけゃぇ こさっょう くっゅけ. ]っゅぇ けつぇおゃぇきっ けとっ こけゃっつっ ょけぉさう くけゃうくう”, いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ.  

 ╃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:

╋ぇさうはく
]すぇくうきうさけゃ
╋うたけゃ

╂けょうくう:

15

〉つうかうとっ:

‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅさぇって ゃ 
„┿さしっくぇか“?

¨す 3 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?

╉さうかけ うかう
ちっくすさぇかっく
くぇこぇょぇすっか

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

╉さうしすうぇくけ [けくぇかょけ, 
[っぇか ╋ぇょさうょ

╉ぇおなゃ うしおぇて ょぇ しすぇくって?

《せすぉけかうしすびëÜÖó¡í

ごÑó ó çó¢

《けくょぇちうは „╇しおぇき ぉっぉっ“ けすかうつう ̈ ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ けおぇいぇくぇすぇ こけょ-

おさっこぇ う ういさぇいっくぇ しなこさうつぇしすくけしす おなき 
おぇせいぇすぇ „╃ぇ しっ さぇあょぇす こけゃっつっ あぇょせ-
ゃぇくう ょっちぇ ゃ ╀なかゅぇさうは“. ╂さぇきけすぇすぇ ぉっ 
ゃさなつっくぇ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ¨ぉとうく-
しおう しなゃっす-╉ぇいぇくかなお ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ 
ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ しっおさっすぇさは くぇ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╁ぇくは ╇ゃぇくけゃぇ けす ╁っさぇ 
╁せかょあっゃぇ, つかっく くぇ 〉こさぇゃうすっかくうは しな-
ゃっす くぇ そけくょぇちうはすぇ.
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ っょくぇ けす きぇかおけすけ 

ぉなかゅぇさしおう けぉとうくう, おけはすけ こけょこけきぇゅぇ 
しっきっえしすゃぇ し さっこさけょせおすうゃくう こさけぉかっきう 
う けすょっかは そけくょ けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす 

╀うゃてうはす いぇきっしすくうお - きう-
くうしすなさ くぇ ゃなくてくうすっ さぇぉけ-

すう ゃ おぇぉうくっすぇ ]すぇくうてっゃ こけかお. 
けす さっいっさゃぇ [ぇょうけく ‶けこけゃ, とっ 
っ こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう すなさゅけゃ-
しおう こさっょしすぇゃうすっか ゃ ╉ぇすぇさ-
しおぇすぇ しすけかうちぇ ╃けたぇ. ╂けかはきぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ そうさきぇ ゃ しそっさぇすぇ 
くぇ  こなすくけすけ しすさけうすっかしすゃけ とっ 
こかぇとぇ いぇこかぇすぇすぇ くぇ すなさゅけゃ-
しおうは こさっょしすぇゃうすっか, おけえすけ とっ 
っ し ょうこかけきぇすうつっしおう しすぇすせす. 
[ぇょうけく ‶けこけゃ とっ っ っょうく けす 4-きぇすぇ ぉなかゅぇさしおう すなさゅけゃしおう こさっょしすぇ-

ゃうすっかう, おけうすけ さぇぉけすはす いぇ うくすっさっしうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし ゃ つせあぉう-
くぇ, こけ すけいう くぇつうく. ╋ぇくょぇすなす, し おけえすけ ぉうゃてうはす いぇきっしすくうお - きうくうしすなさ 
くぇ ゃなくてくうすっ さぇぉけすう いぇきうくぇゃぇ いぇ ╉ぇすぇさ っ っょくけゅけょうてっく, し けこちうは ょぇ 
しっ せょなかあう. ╁ こけしけかしすゃけすけ くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ╉ぇすぇさ [ぇょうけく ‶けこけゃ とっ 
いぇゃっあょぇ しかせあぉぇすぇ いぇ すなさゅけゃしおけ-おけくけきうつっしおう ゃさないおう. 
]さっょ こさうけさうすっすうすっ ゃ さぇぉけすぇすぇ きせ ゃ ╉ぇすぇさ っ かけぉうさぇくっすけ う しないょぇゃぇ-

くっすけ くぇ ゃないきけあくけしすう いぇ ょゃせしすさぇくくけ ぉういくっし こぇさすくぬけさしすゃけ う せつぇしすうっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおう そうさきう ゃ おぇすぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ う ゃ つぇしすくけしす ゃ きぇとぇぉ-
くけすけ しすさけうすっかしすゃけ くぇ さぇいかうつくう うくそさぇしすさせおすせさくう けぉっおすう, こけ こけゃけょ 
こさっょしすけはとけすけ ょけきぇおうくしすゃけ くぇ ]ゃっすけゃくけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか 
こさっい 2022 ゅけょうくぇ くぇ ╉ぇすぇさ. ]さっょ こさうけさうすっすうすっ くぇ ‶けこけゃ っ すなさしっ-
くっすけ くぇ くけゃう ゃないきけあくけしすう いぇ こぇさすくぬけさしすゃけ 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, うくけゃぇちううすっ ゃ こっすさけかくぇすぇ うくょせしすさうは, しっかしおけすけ 
しすけこぇくしすゃけ.

15-ゅけょうてくうはす おぇいぇくかなつぇくうく 
┿くすけくうけ ╀せのおかうっゃ うゅさぇっ さけかはすぇ 
くぇ きかぇょうは ╊っゃしおう ゃ くぇてせきっかうは 
そうかき „╃はおけく ╊っゃしおう“, おけえすけ しっ いぇ-
ゃなさすは こけ っおさぇくうすっ. 
┿くすけくうけ っ っょうくしすゃっくうはす おぇいぇくかな-

つぇくうく, おけえすけ しっ いぇくうきぇゃぇ し おけくっく 
しこけさす う うきぇ けすかうつうは けす きっあょせくぇ-
さけょくう う くぇちうけくぇかくう しなしすっいぇくうは 
いぇ こさっけょけかはゃぇくっ くぇ こさっこはすしすゃうは し 
おけく. 

┿くすけくうけ っ つぇしす けす こさぇぉなかゅぇさしおぇすぇ ておけかぇ „╀ぇゅぇすせさ“, つううすけ こさっょ-
しすぇゃうすっかう せつぇしすゃぇす ゃ いぇしくっきぇくっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさけょせおちうは „╃は-
おけく ╊っゃしおう“. 〈うえくっえょあなさなす, おけえすけ っ しうく くぇ ぉういくっしきっくぇ 》さうしすけ 
╀せのおかうっゃ, けこさっょっかは せつぇしすうっすけ しう おぇすけ ういおかのつうすっかくけ ゃなかくせゃぇとけ 
ゃなゃ そうかきけゃぇすぇ こさけょせおちうは „╃はおけく ╊っゃしおう“.

╇いゃっしすくうはす くぇ こけおけかっくうは おぇいぇくかなつぇくう 
きっしすっく ぇょゃけおぇす ╉させき ╉さぇつぇくけゃ しう すさなゅくぇ 

けす あうゃけすぇ くぇ 83 ゅけょうくう. 
╁ こけしかっょくうはす きせ こなす ゅけ ういこさぇすうたぇ くぇえ- 

ぉかういおうすっ きせ, こさうはすっかう う くっゅけゃう しなさぇすくうちう.
‶さうあうゃっ すけえ ぉっ っょくけ けす っきぉかっきぇすうつくう-

すっ うきっくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃうょっく けぉとっしすゃっくうお,  
おさぇっゃっょ, しこけさすっく ょっはすっか, おけかっおちうけくっさ. 
]なゅさぇあょぇくうすっ きせ とっ ゅけ こけきくはす し くっういきっく-

くけすけ きせ おけかっかけ う ぇさすうしすうつくけ ぉけきぉっ, し おけっ-
すけ くっ しっ さぇいょっかはてっ, し こうこっさかうゃけすけ きせ しゃっあけ 
つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ う し  くっゅけゃぇすぇ ぉせょくぇ しなゃっしす, 
おけはすけ くっ すなさこってっ くっしこさぇゃっょかうゃけしすう. 
‶け うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ, さけょっくうはす くぇ 9-すう 

しっこすっきゃさう ぇょゃけおぇす, ぉっ っょうく けす くぇえ-はさおうすっ 
ぇくすうおけきせくうしすう ゃ ゅさぇょぇ, おけえすけ くっ しっ こさうすっしくはゃぇてっ ょぇ ういさぇいう こけいうちううすっ しう. 
‶けおけえくうはす ぇょゃけおぇす ぉっ っょうく けす はさおうすっ そせすぉけかくう しなょうう こさっい 70-すっ ゅけょうくう ゃ ╀なかゅぇさうは, 

おぇおすけ う くぇえ-ゅけかっきうはす おけかっおちうけくっさ  くぇ しなょうえしおう しゃうさおう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁しはおぇ けす しゃうさおうすっ 
きせ ぉっ こけょさっょっくぇ ゅさうあかうゃけ ゃ しすぇさう おせすうう けす てけおけかぇょけゃう ぉけくぉけくう. ╁ しぉうさおぇすぇ きせ うきぇ-
てっ きぇさおけゃう う けぉうおくけゃっくう しゃうさおう けす ちはか しゃはす: ゅかうくっくう, こかぇしすきぇしけゃう きっすぇかくう, しゃうさおう 
けす あうゃけすうくしおう おけしすう う さぇいかうつくう きっすぇかう, くぇ おけうすけ ぇょゃけおぇす ╉さぇつぇくけゃ いくぇってっ う し けたけすぇ 
さぇいおぇいゃぇてっ うしすけさううすっ うき. ‶さうあうゃっ うきぇてっ う うょっは し おけかっおちうはすぇ しう ょぇ  せつぇしすゃぇ いぇ さっ-
おけさょ くぇ ╂うくっし. ′っさっぇかういうさぇくぇ けしすぇくぇ きっつすぇすぇ きせ ょぇ こさうすっあぇゃぇ しゃうさおぇ けす しゃっすけゃくけ 
こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか.
‶けつすう ょけ こけしかっょくうすっ しう ょくう ╉させき ╉さぇつぇくけゃ さっゃくうゃけ くぇょゅさぇあょぇてっ う こけこなかゃぇてっ おけ-

かっおちうはすぇ しう, ゃ おけはすけ うきぇてっ くぇょ 1000 さぇいかうつくう っおいっきこかはさぇ けす ちはか しゃはす.  
╋ぇかおけ ういゃっしすっく そぇおす っ, つっ こけおけえくうはす ぇょゃけおぇす う くっゅけゃぇすぇ しなとけ こけおけえくぇ しなこさせゅぇ- っす-

くけゅさぇそおぇすぇ ]すっそおぇ ╃けくつっゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお, しぇ ぉうかう しさっょ かのぉうきちうすっ う こさうはすっかうすっ くぇ こう-
しぇすっかは – たせきけさうしす 』せょけきうさ. ╁ないたうすっく けす すぇかぇくすぇ くぇ っすくけゅさぇそおぇすぇ, こさうあうゃっ 』せょけきうさ 
え いぇゃっとぇゃぇ しゃけは ぇさたうゃ, し うょっはすぇ すは ょぇ ゅけ けこうてっ う こせぉかうおせゃぇ. ┿さたうゃなす けぉぇつっ すぇおぇ う くっ 
しすうゅぇ ょけ っすくけゅさぇそおぇすぇ. 

╇ „╅『』╊〉╅]“ ¨〈╅ ╉¨╅]《╈
]あしかう つしかお さそせえちかつあ:

》さけくうおぇすぇ こけょゅけすゃう: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

′ぇ 50 あっくぇすぇ っ ちぇさうちぇ -
くっ ぉう しう こけいゃけかうかぇ ゅさってっく たけょ.
′っ しっ こけぉうさぇ きっあょせ ょゃっ おけさうちう
くぇ おくうゅぇすぇ, くぇさっつっくぇ „╅うゃけす‘‘.
′ぇ 50 あっくぇすぇ っ しすさぇたけすくぇ,
いぇとけすけ いくぇっ しゃけはすぇ ちっくぇ -
こけきうしかうて かう いぇ すっぉ ょぇ は いぇおけすゃうて,
すは とっ すっ こけきっすっ おぇすけ ゃなかくぇ.
′ぇ 50 あっくぇすぇ っ せぉうっち! -
くぇこさっおけ こさっい あうすっえしおけすけ こさけしけ,
すは ちっこう おなき こけさっょくぇすぇ こせしうは
う ぉっい ょぇ きうゅくっ, しすさっかは くぇ きっしけ.
′ぇ 50 あっくぇすぇ っ せきくうちぇ -
くっ ょぇゃぇ ょぇ は ゃいうきぇす いぇ きっいっ.
¨すゅかっょぇかぇ っ おなとぇ, きなあ, ょっつうちぇ...
╆ぇ くうとけ しなゃっしすすぇ くっ は ゅさういっ.
′ぇ 50 あっくぇすぇ っ せょけぉくぇ-
こさけとぇゃぇ すは かなあうすっ こぇお う こぇお...
′け おぇすけ くうとけ きけあっ きうきけたけょけき
ょぇ たゃなさかう ゃ すなつぇ くっ っょうく ゅかせこぇお!

                                           ╋ぇさゅぇさうすぇ ‶っすおけゃぇ

》せょけあっしすゃっくぇ
ゅぇかっさうは – ╉ぇいぇくかなお
 

╇╆╊¨╅╀┿
╂[┿《╇╉┿

„╉¨′《╄[┿′]“ 

╇いかけあぉぇすぇ „╉けくそっさぇくし“ 
こさっょしすぇゃは しっょっき きかぇ-

ょう ぇゃすけさう し 53 ゅさぇそうつくう 
すゃけさぉう, けぉっょうくっくう くっ しぇきけ 
けす すったくうおぇすぇ, くけ う けす うょっう-
すっ う おけくちっこちううすっ, おけうすけ すっ 
さぇいゅかっあょぇす ゃ すゃけさぉうすっ しう. 

╇くうちうぇすけさ くぇ ういかけあぉぇすぇ 
っ たせょけあくうおなす う こさっこけょぇ-
ゃぇすっか こけ ゅさぇそうおぇ う うしすけ-
さうは くぇ ういおせしすゃけすけ ゃ ′╂‶╇╃ 
„┿おぇょ.╃っつおけ 〉いせくけゃ” – ゅさ. 
╉ぇいぇくかなお  ╄かっけくけさぇ ┿すぇ-
くぇしけゃぇ. 〈は しなぉうさぇ しゃけうすっ 
こさうはすっかう けす しすせょっくすしおうすっ 
ゅけょうくう  ゃなゃ 《ぇおせかすっすぇ こけ 
ういけぉさぇいうすっかくう ういおせしすゃぇ 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ う さっ-
いせかすぇすなす っ っょくぇ きけょっさくぇ 
こけ ゃういうは, ういおかのつうすっかくけ 
さぇいくけけぉさぇいくぇ おぇすけ すったくう-
おう, しけちうぇかくけ ぇくゅぇあうさぇくぇ 
こけ すっきぇすうおぇ う ういしすさぇょぇくぇ 
おぇすけ けすくけてっくうっ おなき ういおせ-
しすゃけすけ ういかけあぉぇ.

‶ぇきっすっく いぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ“ おけくゅさっし, おけえすけ しかけあう すけつ
おぇ くぇ こさっょしっょぇすっかしすゃけすけ くぇ けしくけゃぇすっかは ょ-さ ╉けくしすぇくすうく 
〈さっくつっゃ, しっ こさけゃっょっ けす 8-きう  ょけ 10-すう  そっゃさせぇさう すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃ  ′╃╉ – ]けそうは. IX-はす おけくゅさっし くぇ ╉けくそっょっさぇちうは
すぇ くぇ すさせょぇ „‶けょおさっこぇ“ ぉっかはいぇ う ぇさしっくぇかしおけ こさうしなしすゃうっ 
ゃ かうちっすけ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ  – ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ. 【っしすうきぇ けす „┿さ
しっくぇか” ┿╃   せつぇしすゃぇたぇ ゃ おけくゅさっしぇ. ]ゃっすかぇくぇ ]すぇくつっゃぇ, 
╃うきうすさうくぇ ╃うきけゃぇ, ╇ゃぇく ╉けしすぇょうくけゃ, ╇ゃぇく ┿すぇくぇしけゃ 
う 『ゃっすぇくぇ ╉ぇさぇゅぬけいけゃぇ しぇ けしすぇくぇかうすっ しうくょうおぇかうしすう けす 
„┿さしっくぇか“ ┿╃, そけさきうさぇかう くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ゅさせこぇ ゃ おぇいぇく
かなておけすけ こさうしなしすゃうっ くぇ そけさせきぇ, おけえすけ けしすぇゃう いぇしかせあっ
くけ ゃ うしすけさうはすぇ ょけぇえっくぇ ょ-さ 〈さっくつっゃ, くぇこせしくぇか こけ しゃけっ 
あっかぇくうっ こさっょしっょぇすっかしおけすけ きはしすけ う けぉはゃっく くぇ おけくゅさっしぇ 
いぇ こけつっすっく こさっょしっょぇすっか くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ“.

¨ぉとけ 13 ょっかっゅぇすう けす ╉ぇいぇくかなお, ゃけょっくう けす きっしすくうは かうょっさ – こさっょしっょぇすっかはす くぇ ][] くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” 『ゃっすぇくおぇ ‶うしおけゃぇ,  せつぇしすゃぇたぇ ゃ くぇちうけくぇかくうは 
そけさせき. ¨しゃっく ぇさしっくぇかちう, くぇ おけくゅさっしぇ うきぇてっ う っょうく ょっかっゅぇす けす „╋+] 》うょさぇゃかうお“, すさうきぇ  けす 〉つうすっかしおうは しうくょうおぇす う ょゃぇきぇ けす ╋っょうちうくしおうは しうくょうおぇす.  
15 さっいけかのちうう, おけうすけ けつっさすぇゃぇす ぉなょっとっすけ くぇ しうくょうおぇすぇ こさっい しかっょゃぇとうは きぇくょぇす, ぉはたぇ こさうっすう くぇ 9-すう そっゃさせぇさう. ╃っかっゅぇすうすっ くぇ IX-うは おけくゅさっし くぇ 

╉けくそっょっさぇちうはすぇ くぇ すさせょぇ „‶けょおさっこぇ“ ういぉさぇたぇ くけゃ さなおけゃけょっく っおうこ くぇ しうくょうおぇすぇ し こさっいうょっくす うくあ. ╃うきうすなさ ╋ぇくけかけゃ う ゃうちっこさっいうょっくす うくあ. ╈けぇくうし 
‶ぇさすっくうけすうし. 
╉けくゅさっしなす っ ゃなさたけゃっく けさゅぇく くぇ ╉けくそっょっさぇちうはすぇ, おけえすけ しっ しゃうおゃぇ ゃっょくなあ くぇ つっすうさう ゅけょうくう. ╁ くっゅけ  せつぇしすゃぇたぇ くぇょ 800 ょっかっゅぇすう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ - 

こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さっゅうけくぇかくうすっ う ぉさぇくてけゃう しすさせおすせさう くぇ しうくょうおぇすぇ.
╁うしけおけすけ くうゃけ くぇ そけさせきぇ ぉっ ぉっかはいぇくけ けす こさうしなしすゃうっすけ くぇ ゃうょくう  ぉなかゅぇさしおう こけかうすうちう, さぇぉけすけょぇすっかう う しうくょうおぇかうしすう, つせあょっしすさぇくくう ゅけしすう けす こさうは

すっかしおう しうくょうおぇかくう けさゅぇくういぇちうう, おぇすけ: ぅぇこ ╁うっくっく - いぇき.-ゅっくっさぇかっく しっおさっすぇさ くぇ ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ おけくそっょっさぇちうは くぇ こさけそしなのいうすっ /ゃすけさうはす つけゃっお ゃ 
しゃっすけゃくぇすぇ しうくょうおぇかくぇ えっさぇさたうは/; ╅けいっそ ′うっきっち - いぇき.-ゅっくっさぇかっく しっおさっすぇさ くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ おけくそっょっさぇちうは くぇ こさけそしなのいうすっ, ╈けさゅけ ╃ぇしうし - こさっいう
ょっくす くぇ ╂させこぇすぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ ╄ゃさけこっえしおうは うおけくけきうつっしおう う しけちうぇかっく おけきうすっす ゃ ╀さのおしっか, ╃ぇくうっか ╀けぇえっ - こさっいうょっくす くぇ おぇくぇょしおぇすぇ おけくそっょっさぇちうは 
FTQ, ゃうちっこさっいうょっくすうすっ くぇ こけかうすうつっしおう くぇえ-ぉかういおうすっ ょけ „‶けょおさっこぇ“ しうくょうおぇすう けす ╇いすけつくぇ ╄ゃさけこぇ - こけかしおぇすぇ „]けかうょぇさくけしす“ う せくゅぇさしおぇすぇ „╊うゅぇ“, くぇ 
そさっくしおぇすぇ CFTC, おぇおすけ う しうくょうおぇかくう かうょっさう くぇ ゃうしけおけ さぇゃくうとっ けす ╂っさきぇくうは, ╀っかゅうは, 《さぇくちうは, ╇すぇかうは, ╂なさちうは, ╇しこぇくうは, ╉うこなさ う ょさ. 
]こっちうぇかくう ゅけしすう くぇ おけくゅさっしぇ ぉはたぇ こさっいうょっくすなす くぇ くぇえ-ゅけかっきうは [ぇぉけすくうつっしおう こっくしうけくっく そけくょ ゃ ]っゃっさくぇ ┿きっさうおぇ Fonds de Solidarite  ╃っくう ╊っおかっさ 

う ゃうちっこさっいうょっくすなす くぇ くぇえ-きくけゅけぉさけえくうは しうくょうおぇす ゃ しゃっすぇ, くぇぉさけはゃぇと くぇょ 278 きうかうけくぇ つかっくぇ - おうすぇえしおうはす ACFTU.
╁ こけしかっょくうは しう さぇぉけすっく ょっく – 10-すう そっゃさせぇさう,  ょっかっゅぇすうすっ  ういぉさぇたぇ  おけくそっょっさぇかくう しっおさっすぇさう, つかっくけゃっ くぇ ╇いこなかくうすっかくうは しなゃっす くぇ ╉けくそっょっさぇちう

はすぇ - うくあ. ┿かっおしぇくょなさ ╆ぇゅけさけゃ /いぇゃっあょぇと けすょっか ]けちうぇかくぇ こけかうすうおぇ/, ′っかう 》さうしすけゃぇ /いぇゃっあょぇと けすょっか ¨さゅぇくういぇちうけくくぇ こけかうすうおぇ/, ╊のぉおぇ ╂っけさゅうっゃぇ 
/いぇゃっあょぇと けすょっか ╉けかっおすうゃくう すさせょけゃう ょけゅけゃけさう う しこけさけゃっ/ う ╁っしっかうく ╋うすけゃ /いぇゃっあょぇと けすょっか ╋っあょせくぇさけょくぇ こけかうすうおぇ/. 
╉けくゅさっしなす ぉっ いぇおさうす けす ‶けつっすくうは こさっいうょっくす ょ-さ ╉けくしすぇくすうく 〈さっくつっゃ, おけえすけ しこけょっかう しゃけはすぇ さぇょけしす, つっ すさせょくうはす あうゃけす, おけえすけ っ ゃけょうか こさっい こけしかっょ

くうすっ 26 ゅけょうくう, くっ っ ういきうくぇか くぇこさぇいくけ, ぇ  ういさぇしかけすけ ょなさゃけ „‶けょおさっこぇ“ ゃ けすさぇゃはくぇすぇ 45 ゅけょうくう こけつゃぇ ょけおぇいゃぇ, つっ う ゃ ╀なかゅぇさうは きけあっ ょぇ うきぇ ょっきけ
おさぇちうは, しこけょっかう しかっょ いぇゃさなとぇくっすけ しう ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっょしっょぇすっかはす くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ ゃ „┿さしっくぇか“  ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ. ] くっゅけ すなさしうき いくぇつうきけしすすぇ くぇ すけいう, 
けこさっょっかっくけ うしすけさうつっしおう, そけさせき, てうさけおけ けすさぇいっく う ゃ くぇちうけくぇかくうすっ きっょうう.

╂-く ╊ぇかっゃ, おぇお しうくょう-
おぇかうしすうすっ けす „‶けょおさっこぇ“ 
こさうったぇ けすすっゅかはくっすけ くぇ 
╉けくしすぇくすうく 〈さっくつっゃ けす 
こけしすぇ? 
- ¨すすっゅかはくっすけ くぇ ょけおすけさ 

〈さっくつっゃ けす こけしすぇ ‶さっいうょっくす 
くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” ぉってっ こけ
しさっとくぇすけ けす ゃしうつおう, おけうすけ 
ぉはたきっ ょっかっゅぇすう くぇ おけくゅさっしぇ, 
しなし しなあぇかっくうっ う すなゅぇ, いぇとけ
すけ かうょっさう けす すぇおなゃ きぇとぇぉ しっ 
しさっとぇす  ゃしっ こけ-さはょおけ - ょけしすけ
かっこっく, きなょなさ, たぇさういきぇすうつっく, 
ういゅさぇょっく ゃ ぉうすおうすっ しうくょうおぇ
かうしす. ╁なこさっおう すけゃぇ, こけゅかっあ
ょぇえおう ゃ つうしすけ つけゃっておう こかぇく, 
っょゃぇ かう うきぇてっ ょっかっゅぇす, おけえ
すけ ょぇ くっ こさうっきっ きけすうゃうすっ くぇ 

╃けおすけさぇ う ょぇ くっ しっ しなゅかぇしう 
し くっゅけ. ╃くう こさっょう おけくゅさっしぇ 
ょけおすけさ 〈さっくつっゃ くぇこさぇゃう ょけし
すぇ ういはゃかっくうは ゃ きっょううすっ う けす
ゅけゃけさう くぇ ゃしうつおう ゃなこさけしう こけ 
こけゃけょ けすおぇいぇ しう ょぇ しっ おぇくょう
ょぇすうさぇ いぇ けとっ っょうく きぇくょぇす. 
‶さっょ くぇし – ょっかっゅぇすうすっ, くっ 
ぉってっ おぇいぇくけ くうとけ こけ-さぇい
かうつくけ, けしゃっく きけあっ ぉう, つっ しっ 
つせゃしすゃぇ くぇ こさっょっかぇ くぇ っきけ
ちうけくぇかくぇすぇ う そういうつっしおぇすぇ しう 
ういょなさあかうゃけしす う うきぇ くせあょぇ けす 
こけ-しこけおけっく あうゃけす, つっ ょけしっゅぇ 
っ ゃなさてうか さぇぉけすぇすぇ しう, くっ いぇ
とけすけ きせ っ ぉうかぇ „くぇ しなさちっ”, ぇ 
し きくけゅけ すさせょ う うくすっかっおす. ′っ 
くぇ こけしかっょくけ きはしすけ っ う あっかぇ
くうっすけ きせ けすくけゃけ ょぇ しっ いぇくう
きぇゃぇ し くぇせつくぇ さぇぉけすぇ.

╇ ゃしっ こぇお, し おぇおゃけ すけいう 
おけくゅさっし う しうくょうおぇかっく そけ-
させき ぉってっ こけ-さぇいかうつっく けす 
ゃしっおう ょさせゅ? 
- ′っ ぉうた おぇいぇか, つっ うきぇ くは

おぇおゃぇ ょさぇしすうつくぇ さぇいかうおぇ 
きっあょせ すけいう う こさっょたけょくうすっ 
おけくゅさっしう. 〈けゃぇ, おけっすけ ぉってっ 
くぇつっさすぇくけ ゃ ょくっゃくうは さっょ くぇ 
おけくゅさっしぇ ょぇ しっ ういさぇぉけすう, しっ 
しかせつう. ╋けあっ ぉう っょうくしすゃっくぇすぇ 
さぇいかうおぇ っ ゃしっ こぇお こさけきはくぇすぇ 
ゃ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ しうくょうおぇ
すぇ.

╉けう しぇ けしくけゃくうすっ すっきう, 
おけうすけ おけくゅさっしなす けぉしなょう, 
おぇおゃぇ こけかうすうおぇ けつっさすぇ いぇ 

しかっょゃぇとうは けすつっすっく こっさう-
けょ?
- ╉けくゅさっしなす けぉしなあょぇ う こさうっ 

けぉとけ 15 さっいけかのちうう – すけゃぇ しぇ 
けしくけゃくうすっ くぇしけおう, けこけさくうすっ 
すけつおう, おけうすけ しうくょうおぇすなす  とっ 
しかっょゃぇ こさっい しかっょゃぇとうは こさけ
ゅさぇきっく こっさうけょ. ‶さけゅさぇきぇすぇ 
いぇ しかっょゃぇとうは きぇくょぇす けす 4 
ゅけょうくう しっ しなしすけう けす きくけあっ
しすゃけ こかぇくけゃっ いぇ ょっえしすゃうっ ゃ 
けすょっかくうすっ けぉかぇしすう くぇ しうくょう
おぇかくぇ さぇぉけすぇ う しうくょうおぇかくけ 
こさうしなしすゃうっ. 】っ けすぉっかっあぇ 
くはおけう けす すはた:  „‶けかうすうおぇすぇ 
こけ いぇっすけしす おぇすけ ょゃうゅぇすっか いぇ 
さぇしすっあぇ“ - [っいけかのちうは わ2; 
„‶けかうすうおぇ くぇ ょけたけょうすっ けす 
さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ” – [っいけかの

ちうは わ3; „╆ぇ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ 
いょさぇゃけしかけゃくう う ぉっいけこぇしくう 
せしかけゃうは くぇ すさせょ くぇ さぇぉけすくけ
すけ きはしすけ” – [っいけかのちうは わ6, 
„╉〈 „‶けょおさっこぇ” う きかぇょうすっ 
たけさぇ” – さっいけかのちうは わ10 う 
ょさせゅう.

╃-さ 〈さっくつっゃ ゃ さっょうちぇ 
しゃけう ういはゃかっくうは こけ きっょう-
うすっ けつっさすぇ ょけしすぇ すなあくう 
さっいせかすぇすう けす 25-ゅけょうて-
くうは こさったけょ せ くぇし, こけょつっさ-
すぇ かうこしぇすぇ くぇ ゃしはおぇおゃぇ 
くぇょっあょぇ う けぉとぇ おぇせいぇ くぇ 
ぉなかゅぇさうすっ. ╀ってっ かう すけいう 
おけくゅさっし - おけくゅさっし くぇ ぉっい-
くぇょっあょくけしす?
- 〈けゃぇ, おけっすけ ょけおすけさ 〈さっく

つっゃ おぇいぇ ゃ ょけおかぇょぇ しう いぇ 
ういきうくぇかうは こっさうけょ くぇ こさったけ
ょぇ, くぇうしすうくぇ くっ ぉってっ くうおぇお 
ょけぉさけ, おぇおすけ う ょせきうすっ きせ いぇ 
くぇしすけはとっすけ う ぉなょっとっすけ くぇ 
くぇちうはすぇ くう. ]こけさっょ きっく, っ 
くけさきぇかくけ つけゃっお, おけえすけ うきぇ 
こさはお おけくすぇおす う っ ゃなすさっ ゃ  こけ
かうすうおぇすぇ, ょぇ  うきぇ くっゅぇすうゃくけ 
きくっくうっ, くけ くっ しなき しなゅかぇしっく, 
つっ すけいう おけくゅさっし っ „╉けくゅさっし 
くぇ ぉっいくぇょっあくけしす”! ╁しっ こぇお, 
けす ゃしうつおう くぇし いぇゃうしう くっとぇ
すぇ ょぇ いぇこけつくぇす ょぇ しっ しかせつ
ゃぇす ゃ こけかけあうすっかくぇ こけしけおぇ 
, ょけしすぇすなつくけ っ ょぇ いぇこけつくっき 
ょぇ しう ょぇゃぇきっ しきっすおぇ, つっ う けす 
くぇし  いぇゃうしう すぇいう こさけきはくぇ. 
╋けあっ ぉう すさはぉゃぇ ょぇ いぇこけつくっき 
けす くぇえ-ょさっぉくうすっ う っあっょくっゃ

くう くっとぇ, おぇすけ ょうぇかけゅ こけきっあ
ょせ くう, せゃぇあっくうっ, しなこさうつぇしす
くけしす...

╂-く ╊ぇかっゃ,  おけう しぇ けしくけゃ-
くうすっ こさけぉかっきう, いぇょぇつうすっ, 
おけうすけ しうくょうおぇすうすっ せ くぇし 
すけかおけゃぇ ゅけょうくう くっ きけあぇたぇ 
ょぇ さってぇす, いぇ ょぇ せしこっはす ょぇ 
しなょっえしすゃぇす いぇ つせゃしすゃうすっか-
くぇ こさけきはくぇ くぇ あういくっくうは  
しすぇくょぇさす くぇ たけさぇすぇ, さぇぉけ-
すっとう こけ すさせょけゃう こさぇゃけけす-
くけてっくうは?
- ┿い くっ しつうすぇき, つっ しうくょうおぇすう

すっ しきっ けすゅけゃけさくう いぇ こさけきっくうすっ 
ゃ いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ, おけうすけ しっ 
こさぇゃはす う おけうすけ くっ ょぇゃぇす ょけぉさう 

さっいせかすぇすう いぇ こけゃうてぇゃぇくっすけ くぇ  
あういくっくうはす しすぇくょぇさす くぇ たけさぇ
すぇ. 】っ ╁う ょぇき っょうく けぉうおくけゃっく 
こさうきっさ いぇ すけゃぇ: うきぇ 〈さうしすさぇ
くっく しなゃっす, くぇ おけえすけ さってっくうはすぇ 
しっ ゃいっきぇす し おけくしっくしせし, くけ くはきぇ  
いぇおけく,  おけえすけ ょぇ いぇょなかあぇゃぇ 
ょっこせすぇすうすっ ょぇ こさうっきぇす さってっ
くうはすぇ  くぇ 〈さうしすさぇくくうは しなゃっす. 
‶けかうすうちうすっ こさうっきぇす かけてう いぇ
おけくう, くっしなけぉさぇいはゃぇえおう しっ しなし 
しうくょうおぇすうすっ. ╃ぇ, うきぇ こさうっすう 
こさっょかけあっくうは う けす くぇし, くけ すけゃぇ 
しっ っ しかせつゃぇかけ しぇきけ しかっょ こさけ
すっしすう う きうすうくゅう – くぇこさうきっさ, 
いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ „おかぇしぇ” おぇすけ 
ょけぉぇゃおぇ „いぇ すさせょけゃ しすぇあ う 
こさけそっしうけくぇかっく けこうす” ゃ ょさせゅぇ 
くぇさっょぉぇ.

╉けう しぇ すっきうすっ, おけうすけ おぇ-
いぇくかなておうすっ ょっかっゅぇすう こけゃ-
ょうゅくぇたぇ ゃ ういおぇいゃぇくうはすぇ しう?
- ¨す ╉ぇいぇくかなお ょっかっゅぇすうすっ ぉは

たきっ けぉとけ 13 ょせてう, ゃけょっくう けす  
こさっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ ][] くぇ ╉〈 
„‶けょおさっこぇ” – ╉ぇいぇくかなお – ゅ-あぇ  
『ゃっすぇくおぇ ‶うしおけゃぇ. ╇いおぇい
ゃぇくうは うきぇてっ – こけ しなとっしすゃけ 
ぉってっ ういおぇいゃぇくっすけ いぇ おけくすさけか 
くぇ しさっょしすゃぇすぇ いぇ さっきけくすう こけ 
っゃさけこっえしおう こさけっおすう, ょさせゅうすっ 
ぉはたぇ こさっょうきくけ こけ こさけちっょせさぇ う 
っょゃぇ かう とっ こさっょしすぇゃかはゃぇす うく
すっさっし, いぇ ょぇ ゅう おけきっくすうさぇきっ. 

╉ぇお しすけう くぇ そけくぇ くぇ けしすぇ-
くぇかうすっ しすさせおすせさう くぇ „‶けょ-
おさっこぇ“ ゃ しすさぇくぇすぇ しうくょう-
おぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉〈 

„‶けょおさっこぇ“ ゃ „┿さしっくぇか“ 
- おぇすけ ぉさけえ つかっくけゃっ, おぇすけ 
ゃかうはくうっ, おぇすけ こさけぉかっきう, 
おけうすけ っ さってうかぇ う こっさし-
こっおすうゃう いぇ さってぇゃぇくっすけ くぇ 
ゃっつっ くぇぉっかはいぇくう くけゃう すぇ-
おうゃぇ.
- 《うさきっくぇすぇ しうくょうおぇかくぇ けさ

ゅぇくういぇちうは くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” 
ゃ „┿さしっくぇか“ っ っょくぇ けす ゅけかっ
きうすっ しすさせおすせさう くぇ ╉けくそっょっ
さぇちうはすぇ – ゃ けすさぇしかけゃうはす しうく
ょうおぇす – ]《╋╋, くぇてぇすぇ 《]¨ 
っ ゃすけさぇすぇ こけ ゅけかっきうくぇ しかっょ 
すぇいう くぇ ╁╋╆ – ]けこけす, ぇ ゃ さっ
ゅうけくぇかくぇすぇ しすさせおすせさぇ しきっ し 
くぇえ-ゅけかはきぇ つうしかっくけしす. 
‶さっい ゅけょうくうすっ くうっ おぇすけ 

しうくょうおぇす こさっすなさこはたきっ ょけし
すぇ ゅけかはきぇ こさけきはくぇ – くっ しぇきけ 
けすおなき さなおけゃけょしすゃけ, ぇ う おぇすけ 
しすうか くぇ さぇぉけすぇ. ╁さっきっすけ 
くぇ „おぇょさけゃぇすぇ こけかうすうおぇ” う 
„っそっおすうゃくうすっ しすぇつおう” ゃっつっ 
けすきうくぇ. ]っゅぇ こさけぉかっきうすっ しっ 
さぇいさってぇゃぇす こさっょうきくけ ゃ ょうぇ
かけゅ う けすゅけゃけさくけ きけゅぇ ょぇ いぇ
はゃは, つっ すせお, ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃, 
ょうぇかけゅなす ゅけ うきぇ. ]なゃきっしすくけ し 
おけかっゅうすっ けす ╉′]╀ ょけゅけゃぇさはきっ 
う こけょこうしゃぇきっ ╉〈╃ けす  ゅけょうくう, 
ぇ すけゃぇ っ っょくけ けす くぇえ-ょけぉさう
すっ ょけおぇいぇすっかしすゃぇ いぇ ょうぇかけゅぇ 
きっあょせ しうくょうおぇすうすっ  う さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ, けしけ
ぉっくけ おぇすけ しっ うきぇ こさっょゃうょ, つっ 

┿さしっくぇか ┿╃ っ 100% つぇしすくぇ 
しけぉしすゃっくけしす. ╉けかおけすけ ょけ こさけ
ぉかっきう – うきぇ, さぇいぉうさぇ しっ! 〈け, 
ぇおけ くはきぇてっ こさけぉかっきう いぇ さぇい
さってぇゃぇくっ, くはきぇてっ ょぇ うきぇ う 
くっけぉたけょうきけしす けす しうくょうおぇすう. 
╄しすっしすゃっくけ, しすぇさぇっき しっ ょぇ ぉな
ょっき しなこさうつぇしすくう う ょぇ さっぇゅう
さぇきっ くぇゃさっきっ こさう こさけぉかっきう. 
╁っさけはすくけ う くうっ おぇすけ さなおけゃけょ
しすゃけ くっ しきっ せしこっかう ょぇ しすうゅ
くっき う ょぇ こけきけゅくっき くぇ ゃしうつおう 
くせあょぇっとう しっ, くけ ゃうくぇゅう しきっ 
ゅけすけゃう ょぇ ういしかせてぇきっ つけゃっおぇ 
けすしさっとぇ う ょぇ ゃいっきっき けすくけ
てっくうっ, おぇすけ しなけぉさぇいはゃぇきっ 
ょっえしすゃうはすぇ しう すぇおぇ, つっ こさっょう 
ゃしうつおけ ょぇ ぉなょぇす けす こけかいぇ くぇ 
つかっくけゃっすっ くう.  
‶け こけゃけょ こっさしこっおすうゃうすっ 

こさっょ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくう
いぇちうは すせお うしおぇき ょぇ しこけょっかは 
っょくぇ ょけぉさぇ こさぇおすうおぇ – けす ょゃっ 
ゅけょうくう ]《╋╋ くぇ ╉〈 „‶けょおさっ
こぇ” おぇくょうょぇすしすゃぇ いぇ せつぇしすうっ 
ゃ っゃさけこっえしおう こさけっおすう う ぉってっ 
けょけぉさっくぇ こけ つっすうさう すぇおう
ゃぇ, おけうすけ こさうおかのつうたぇ こさっい 
2014-すぇ ゅけょうくぇ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ 
ゃっつっ しきっ けょけぉさっくう こけ ょゃぇ 
こさけっおすぇ /こさっょしすけはす けとっ つっ
すうさう!/, おけうすけ しすぇさすうさぇす けす 18 
そっゃさせぇさう ゃ ‶けかてぇ – ╉さぇおけゃ 
う ╁ぇさてぇゃぇ. ‶さけっおすうすっ しぇ くぇ 
きくけゅけ ゃうしけおけ くうゃけ. ¨す 《]¨ 
せつぇしすくうちうすっ しきっ ょゃぇきぇ – ぇい う 
いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっかはす, ぇ 
けしすぇくぇかうすっ こさっょしすぇゃうすっかう しぇ 
けす ‶けかてぇ, ╇しこぇくうは, [せきなくうは, 
』っさくぇ ゅけさぇ, ]なさぉうは, ╋ぇおっょけ

くうは う 〈せさちうは. ‶さけっおすうすっ しぇ 
くぇ さぇいかうつくう すっきう, おぇしぇっとう 
すさせょけゃけすけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ 
くぇ さぇいかうつくうすっ ょなさあぇゃう, っゃ
さけこっえしおうすっ さぇぉけすくうつっしおう 
しなゃっすう ゃ きせかすうくぇちうけくぇかくう
すっ おけきこぇくうう, ゃないきけあくけしすう 
いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ う ょさせゅう, 
くけ くぇえ-うくすっさっしくけすけ っ しこけょっ
かはくっすけ くぇ けこうすぇ し おけかっゅうすっ-
しうくょうおぇかうしすう けす さぇいかうつくうすっ 
ょなさあぇゃう う くぇつうくうすっ うき ょぇ 
さぇいさってぇゃぇす おけくそかうおすう. 〈けゃぇ 
けぉぇつっ っ ょけしすぇ ょなかゅぇ すっきぇ くぇ 
さぇいゅけゃけさ う こさう うくすっさっし けす 
╁ぇてぇ しすさぇくぇ きけあっき ょぇ は こさけ
ょなかあうき ゃ くはおけえ けす しかっょゃぇとう
すっ ぉさけっゃっ くぇ ゃっしすくうおぇ.

╂-く ╊ぇかっゃ, けす こけいうちうは-
すぇ くぇ ╁ぇてうは けこうす, おぇお うい-
ゅかっあょぇす くっとぇすぇ けすくけしくけ 
しうくょうおぇかくぇすぇ こっさしこっおすう-
ゃぇ ゃ つぇしすくうは しっおすけさ? ╇きぇ 
かう ういけぉとけ てぇくし ゃ ぉかうい-
おけ ぉなょっとっ ょぇ しっ ういゅさぇょはす 
しうくょうおぇかくう けさゅぇくういぇちうう 
すぇき? ╁ すけゃぇ けすくけてっくうっ, ゃ 
おけかおけ う おけう こけょけぉくう くぇ 
„┿さしっくぇか“ ゅけかっきう つぇしすくう 
おけきこぇくうう うきぇ ょっえしすゃぇとう 
しうくょうおぇかくう けさゅぇくういぇちうう 
くぇ „‶けょおさっこぇ“? 
- ╁ ぉなょっとっ しうくょうおぇかういなき 

すさはぉゃぇ う とっ うきぇ くぇえ-ゃっつっ 
ゃ つぇしすくうは しっおすけさ, いぇとけすけ ゃ 

ょなさあぇゃくうは くはきぇ くけゃう こさっょ
こさうはすうは. 〈せお とっ さぇいょっかは けす
ゅけゃけさぇ しう くぇ ょゃっ つぇしすう - ゅけかっ
きう しうくょうおぇかくう けさゅぇくういぇちうう 
くぇ „‶けょおさっこぇ“  ゃ さっゅうけくぇ う くぇ 
ぉさぇくてけゃけ くぇちうけくぇかくけ くうゃけ. 
╁ ╉ぇいぇくかなておうは さっゅうけく, けし
ゃっく ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃, うきぇきっ 
けさゅぇくういぇちうう ゃ  „╋+] 》うょさぇ
ゃかうお“, „╉ぇこさけくう“, „╉ぇすっおし“, 
„╂ぇぉさけゃくうちぇ“ ... ′ぇ ぉさぇくてけゃけ 
くうゃけ, おぇすけ つぇしす けす すはた  う  ゃ 
きせかすうくぇちうけくぇかくう おけきこぇくうう,  
しぇ けさゅぇくういぇちううすっ ゃ „》のくょぇえ 
– ]けそうは“, „┿╀╀-╀なかゅぇさうは“, 
„SKF – ]けこけす“, „╀っさゅ ╋けく
すぇくぇ 《うすうくゅう“, „『っさぇすうちうす“ 
– ╂ぇぉさけゃけ,  „╇ょっぇか ]すぇくょぇさす 
╁うょうきぇ“ – ]っゃかうっゃけ, おぇすけ 
ゃ すぇいう そうさきぇ, ょけさう こさっょしっ
ょぇすっかはす くぇ ╄ゃさけこっえしおうは さぇ
ぉけすくうつっしおう しなゃっす っ おけかっゅぇすぇ 
くう, おけえすけ っ う こさっょしっょぇすっか くぇ 
《]¨ くぇ „‶けょおさっこぇ“. 《うさきうすっ, 
ゃ おけうすけ うきぇ しうくょうおぇすう う ょうぇ
かけゅなす しうくょうおぇす – さぇぉけすけょぇすっか 
しっ っ しさぇぉけすうか せしこってくけ, うきぇす 
きくけゅけ こけ-ょけぉさう さっいせかすぇすう, 
すなえ おぇすけ しけちうぇかくけすけ  くぇこさっ
あっくうっ っ こけ-しかぇぉけ う ゃくうきぇ
くうっすけ っ くぇしけつっくけ けしくけゃくけ 
おなき しこさぇゃはくっ しなし いぇょぇつうすっ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ. ′ぇかうつうっすけ 
くぇ こけ-こかなすくぇ しうくょうおぇかういぇ
ちうは ゃ こさっょこさうはすうはすぇ ょぇゃぇ こけ-
ょけぉさう こっさしこっおすうゃう こさう けすしすけ
はゃぇくっ う いぇとうすぇ うくすっさっしうすっ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ. 

   ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

 На нея най й приляга това.
 За  още поне веднъж по толкова, все така!

いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ こさけちっょせさう うく ゃうすさけ くぇ けょけぉさっくう けす しこっちうぇかくけ しそけさきうさぇくぇすぇ おけ-
きうしうは おぇくょうょぇすう. ╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ そけくょなす ぉっ ゃ さぇいきっさ くぇ 7500 かっゃぇ, ぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
– 8000 かっゃぇ.

′ぇ おけゅけ うしおぇて ょぇ こさうかうつぇて?

′ぇ くうおけゅけ, うしおぇき ょぇ しなき しっぉっ しう.
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╉そさてそち  ╈かちいかかうあ:

╆╊ぃ╊ ｠】╆╅╇《
╁っつっ くぇょ 30 ゅけょうくう しすっ くぇ 

しちっくぇすぇ, くけ たけさぇすぇ こっはす ╁ぇ-
てうすっ こっしくう, ╁ぇてうすっ たうすけ-
ゃっ. 〈けゃぇ くけしすぇかゅうは こけ けくけ-
ゃぇ ゃさっきっ かう っ うかう いぇとけすけ 
„おけえすけ きけあっ, ゅけ きけあっ”?
- ╋うしかは, つっ すけゃぇ っ くけしすぇかゅうは 

おなき たせぉぇゃぇすぇ, しすけえくけしすくぇ ぉなか-

ゅぇさしおぇ きせいうおぇ. ′ぇうしすうくぇ すけゃぇ 
ぉはたぇ ゅけょうくう, ゃ おけうすけ しっ しないょぇ-

ょけたぇ すぇおうゃぇ てかぇゅっさう, すぇおうゃぇ 
こっしくう, おけうすけ しすうゅぇたぇ ょなかぉけおけ 
ょけ しなさちっすけ くぇ たけさぇすぇ. ╆ぇこけき-

くうたぇ ゅう. ╀うた おぇいぇかぇ, つっ こさっい 
すっいう ゅけょうくう しっ さけょうたぇ っょくう 
うしすうくしおう くっいぇぉさぇゃうきう っゃなさ-

ゅさうえくう くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ きせいう-

おぇ.   ′け おぇすけ つっ かう ゃ しゃっすけゃっく 
ぇしこっおす しっ いぇぉっかはいゃぇ っょくぇ くけし-
すぇかゅうは こけ  こけ-てかぇゅっさくぇすぇ きせ-

いうおぇ. ‶さぇゃう きう ゃこっつぇすかっくうっ, 
つっ きくけゅけ くぇてう きかぇょう おけかっゅう 
せ くぇし う ゃ つせあぉうくぇ くぇこさぇゃうたぇ 
さっきうおしう くぇ ういゃっしすくう てかぇゅっさ-

くう こぇさつっすぇ, おけうすけ ういかはいけたぇ ゃ 
くけゃ ゃぇさうぇくす, いぇ ょぇ しっ つせはす けす 
くけゃけすけ こけおけかっくうっ.  ╇ ゃ すけゃぇ 
くはきぇ くうとけ かけてけ. ┿ けす ょさせゅぇ 
ゅかっょくぇ すけつおぇ, くうっ しきっ かのぉうき-

ちう, きぇかおけ う くっしおさけきくけ きけあっ 
ぉう いゃせつう, くけ っ そぇおす, うしすうくぇ っ, 
いぇとけすけ くぇ くぇてうすっ おけくちっさすう 
うょゃぇす たけさぇ けす すさう  こけおけかっくうは, 
おけっすけ っ こさっおさぇしくけ う きくけゅけ 
くう さぇょゃぇ. ┿い きくけゅけ たぇさっしゃぇき 
う きかぇょうすっ しう おけかっゅう, くけ おぇすけ 
つっ かう ょくってくぇすぇ きせいうおぇ, おけはすけ 
しっ しないょぇゃぇ, くっ けしすぇゃぇ すけかおけゃぇ  
すさぇえくけ, おぇすけ つっ かう. ╇ょゃぇす しう 
たうすけゃっ, しすぇゃぇす たうすけゃっ, くけ いぇ 
きくけゅけ おさぇすおけ ゃさっきっ う こけしかっ 
ゅう いぇぉさぇゃはきっ. 〈ぇおぇ つっ くうっ しきっ 
っょくう けす とぇしすかうゃちうすっ, おけうすけ 
うきぇたきっ ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ くぇ-

こさぇゃうき こっしくう, おけうすけ しっ こっはす 
う ゃ ょくってくけ ゃさっきっ う たけさぇすぇ しう 
ゅう うしおぇす. [ぇょゃぇす しっ. ′うっ こなすせ-

ゃぇきっ きくけゅけ う ういゃなく しすさぇくぇすぇ 
う ぉなかゅぇさうすっ, あうゃっっとう ゃ つせあ-

ぉうくぇ, こけ しなとうは くぇつうく たぇさっし-
ゃぇす くけゃぇすぇ きせいうおぇ, おけはすけ しっ 
しないょぇゃぇ ゃ きけきっくすぇ, くけ う うき っ 
きくけゅけ きうかけ ょぇ つせはす くはおけう けす 
こけ-しすぇさうすっ こっしくう, けす すはたくけすけ 
ょっすしすゃけ. ╃けさう う くぇ きかぇょうすっ うき 
たぇさっしゃぇす すっいう こっしくう. 

╆ぇっょくけ し ¨さかうく ╂けさぇ-
くけゃ しすっ おぇすけ ぉなかゅぇさしおうすっ 
┿か ╀ぇくけ う [けきうくぇ. ╉ぇお しっ 
しなたさぇくはゃぇ 32 ゅけょうくう ゃっつっ 
っょくけ すぇおけゃぇ  しちっくうつくけ 
こぇさすくぬけさしすゃけ う こさうはすっか-
しすゃけ? 

- ╋けあっ ぉう しっ しなたさぇくうたきっ し 
すけゃぇ, つっ う ょゃぇきぇすぇ こけけすょっかくけ 
しう うきぇきっ しゃけはすぇ おぇさうっさぇ. ‶な-

すせゃぇきっ う こけけすょっかくけ, ゃしっおう しう 
っ しなし しゃけうすっ ぇくゅぇあうきっくすう. ′け 
きけあっ ぉう う すけゃぇ, つっ きくけゅけ しう 
こぇしゃぇきっ し ¨さかうく, おぇすけ つっ かう 
うきぇきっ っょくぇおゃう ゃうあょぇくうは いぇ 
くっとぇすぇ, くっ しぇきけ ゃ きせいうおぇか-

くうは, くけ う ゃ かうつくうは くう あうゃけす. 
′うっ しきっ きくけゅけ ぉかういおう おぇすけ しっ-

きっえしすゃぇ, ょけぉさう こさうはすっかう しきっ. 
╋けあっ ぉう う すけゃぇ くう しなたさぇくう. 
]きはすぇき, つっ っょくう うくすっかうゅっくすくう 
たけさぇ こけ くけさきぇかっく くぇつうく しかっょ-

ゃぇ ょぇ しっ しこさぇゃはす し くはおけう こさけ-

ぉかっきう, おけうすけ くっきうくせっきけ うい-
かういぇす こけ けぉとうは うき こなす. ╋くけゅけ 
きう っ ぉうかけ きなつくけ, おけゅぇすけ しなき 
うきぇかぇ かのぉうきう ゅさせこう, ょせっすう, 
ういこなかくうすっかう う すっ  こけつゃぇす ょぇ 
しっ おぇさぇす う さぇいゃぇかはす っょくけ ょけ-

ぉさけ くっとけ, っょくけ しないょぇょっくけ 
ういおせしすゃけ. ╇ ゃうくぇゅう きう っ ぉうかけ 
きくけゅけ つせょくけ おぇお くっ きけゅぇす ょぇ 
しすうゅくぇす ょけ けぉとけ きくっくうっ,  おけく-

しっくしせし, すぇおぇ つっ ょぇ しなたさぇくはす 
たせぉぇゃけすけ けぉとけ くっとけ. ′け きけあっ 
ぉう ゃ しかせつぇは し きっく う ¨さかうく っ 
ゃぇあくけ う すけゃぇ, つっ しきっ っょくぇ う 

‶さうしなしすゃうっすけ ゃ きっょうちうくぇ
すぇ いぇ ¨かゅぇ くっ っ しかせつぇえ

くけ. 〈け しはおぇて しっ こけょさぇいぉうさぇ. 
╉ぇいぇくかなつぇくう こけいくぇゃぇす ょけぉさっ 
くっえくうは ぉぇとぇ – ょけおすけさなす, おけえ
すけ けしすぇゃは くぇ ゅさぇょぇ くけゃぇすぇ, しっ
ゅぇてくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぉけかくうちぇ, しすさけっくぇ こけ ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ すけえ っ ゅかぇゃっく かっおぇさ すぇき. 
[ぇぉけすうか っ う おぇすけ くぇつぇかくうお くぇ 
╇くそっおちうけいくけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
】っさおぇすぇ – ょ-さ ╂っさぉっっゃぇ, こけっかぇ 
こけ こなすっつおうすっ くぇ ぉぇとぇ しう, しなとけ 
けしすぇゃは ゃ きっしすくけすけ いょさぇゃっけこぇい
ゃぇくっ いぇこけきくはとう しっ しかっょう. ╁ 
ぉけかくうつくぇすぇ う ょけぉけかくうつくぇすぇ 
こけきけと くぇ „┿さしっくぇか“ すは っ つけ
ゃっおなす, おけえすけ ういゅさぇあょぇ ¨つくうは 
おぇぉうくっす, こさっい おけえすけ きうくぇゃぇす 
たうかはょう う たうかはょう さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう. ╀うかけ こけ ゃさっきっすけ 
くぇ ょうさっおすけさしすゃけすけ くぇ 〈けくつけ 
』せおぇかけゃ. ╀うかけ こけ ゃさっきっすけ くぇ 
ょ-さ ′ぇくっゃ, おけえすけ は くぇしなさつぇゃぇ 
いぇ けすおさうゃぇくっすけ う けぉけさせょゃぇくっ
すけ くぇ おぇぉうくっすぇ. 』せおぇかけゃ けょけ
ぉさはゃぇ さぇいたけょうすっ, けぉけしくけゃぇくう 
けす きかぇょぇすぇ ょ-さ ╂っさぉっっゃぇ. 〈ぇおぇ 
„┿さしっくぇか“ しっ しくぇぉょはゃぇ し くけゃ 
ぉうけきうおさけしおけこ し そけすけぇこぇさぇす, 
けそすぇかきけしおけこ う ゃしうつおけ くせあくけ 
いぇ さっゅせかはさくうすっ こさっゅかっょう う いぇ 
ぉなさいぇすぇ くぇきっしぇ ゃ しかせつぇう くぇ 
うくちうょっくすう.
‶け すけゃぇ ゃさっきっ いょさぇゃっけこぇいゃぇ

くっすけ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ
くうちぇ さぇいこけかぇゅぇ し こけかうおかうくうつ
くぇ こけきけと う うしすうくしおぇ ぉけかくうちぇ, 
おけはすけ けとっ しっ こけきくう おぇすけ „]すぇ
ちうけくぇさなす“. „]すぇちうけくぇさなす“ さぇ
ぉけすう し かっあぇとう こぇちうっくすう, し 
っおうこ けす かっおぇさう, そっかょてっさう, 
きっょうちうくしおう しっしすさう う しぇくう
すぇさおう, おけうすけ しぇ くぇ ょっくけくけとっく 
さっあうき. ╇ – „くはきぇ しなぉけすぇ, くはきぇ 
くっょっかは“.

╇きぇたきっ ゃしはおぇおゃう
しこっちうぇかうしすう!

〈けゃぇ さぇいおぇいゃぇ ょ-さ ╂っさぉっっゃぇ. 
¨す „′っさゃくう ぉけかっしすう“, „〉てう-
くけし-ゅなさかけ“, 》うさせさゅうつっく おぇぉう
くっす, ┿おせてっさけ-ゅうくっおけかけゅうつっく 
おぇぉうくっす, 《ういうけすっさぇこうは, ╉かう
くうつくぇ かぇぉけさぇすけさうは ょけ ╋ぇくう
こせかぇちうけくくぇ う さっくすゅっく - ゃしうつおけ 
っ くぇかうちっ う おぇすけ けぉけさせょゃぇくっ, う 
おぇすけ きっょうちうくしおう こっさしけくぇか... 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ かっおぇさうすっ こけしっ
とぇゃぇす こけ さぇぉけすくうすっ うき きっしすぇ 
ょっしっすおうすっ たうかはょう ぇさしっくぇかちう. 
‶さっゅかっょうすっ しっ こさぇゃはす こけ いぇ
ゃけょしおうすっ おかせぉけゃっ, きっょうちうく
しおうすっ っおうこう けゅかっあょぇす さぇぉけすくう
すっ きっしすぇ くぇこさぇゃけ こけ ちったけゃっすっ. 
╇きっくくけ おぇすけ すぇおなゃ かっおぇさ ¨かゅぇ 
ゃかはいかぇ いぇ こさなゃ こなす ゃ かけくけすけ 
くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ いょさぇゃっけこぇい
ゃぇくっ こさっい 1975-すぇ.  ╇いさぇいなす 
„ちったけゃ かっおぇさ“ ょくっし いゃせつう くぇ
こさぇゃけ ぇぉしせさょくけ, くけ ゃ けくっいう 
ゅけょうくう ょけおすけさうすっ くぇうしすうくぇ 
たけょっかう こけ ちったけゃっすっ. ╁ „┿さしっ
くぇか“ すっ う しっゅぇ たけょはす, くけ すけゅぇゃぇ 
う こさけそうかぇおすうつくうすっ こさっゅかっ
ょう しっ こさぇゃっかう くぇ きはしすけ. ╇い
きっさゃぇくっ くぇ おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ, 
こさっゅかっょ くぇ ぉっかうすっ ょさけぉけゃっ, 
しなさょっつくぇ ょっえくけしす - しっ こさぇゃはす 
こけ いぇゃけょしおうすっ おかせぉけゃっ. ‶けしかっ 
しっ こせしおぇす う おさなゃくう ういしかっょゃぇ
くうは. 〈ぇおぇ ぇさしっくぇかしおうすっ ょけお
すけさう, ぉせおゃぇかくけ こけ ちったけゃっすっ, 
けすおさうゃぇす ょうぇぉっす, たうこっさすけくうう, 
ぉっかけょさけぉくう ぉけかっしすう... ¨さゅぇ
くういぇちうはすぇ くぇ こさけそうかぇおすうおぇすぇ 
しすぇゃぇ こけ ゅさぇそうお し こけきけとすぇ くぇ 
いぇゃけょしおうすっ さなおけゃけょしすゃぇ, ゃけ
ょはす しっ さぇいゅけゃけさう しなし しぇきうすっ 
ょうさっおすけさう. ┿おけ しっ くぇかぇゅぇ, しっ 
ょぇゃぇす こさっこけさなおう いぇ こけょけぉさは
ゃぇくっ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ, くぇ
しけつゃぇす しっ たけさぇ ょぇ こさっょこさうっ

]ょ╆《╇【╅ ╊ 〉╅╉ ╇』¨ぁ[《 
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しなとぇ いけょうは - かなゃ. ╋くけゅけ ょけぉさっ 
しっ さぇいぉうさぇきっ, はしくう しぇ くっとぇすぇ. 

¨すゃなょ しちっくぇすぇ おぇお あうゃっっ 
╉さうしすうくぇ ╃うきうすさけゃぇ?  ] 
おぇおゃけ しっ いぇくうきぇゃぇすっ, おけゅぇ-
すけ くっ こっっすっ ? 
- ╃けしすぇ けす ゃさっきっすけ きう  けすょっ-

かはき くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ しう たけさぇ. 
╇きぇき ょゃぇきぇ ゅけかっきう しうくけゃっ - 
くぇ 30 う くぇ 23.  ╇ くぇ きなあぇ, し 

おけゅけすけ しなき しっゅぇ. ╋くけゅけ けぉうつぇき 
くぇ すっいう すさうきぇ きなあっ ょぇ こけしゃっ-

とぇゃぇき しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ. 
╋くけゅけ こなすせゃぇきっ: ゃ しすさぇくぇすぇ, 
ういゃなく くっは. ╄ょくけ けす たけぉうすぇすぇ 
きう っ ょぇ こなすせゃぇき. ╋くけゅけ けぉうつぇき 
こなすってっしすゃうはすぇ. ╋くけゅけ きっ いぇ-

さっあょぇす っおいけすうつくうすっ ょなさあぇゃう. 
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ うきぇた 
5-6 ういかういぇくうは ういゃなく しすさぇ-

くぇすぇ. ╁しはおぇ ゅけょうくぇ こさぇゃは こけ 
1-2 こなすせゃぇくうは, っょくけ  けす おけう-

すけ ょぇかっつくう. ′っ しなき けす たけさぇすぇ, 
おけうすけ すさせこぇす ぉぇくおけゃう しきっすおう. 
¨ぉうつぇき ょぇ ういあうゃはゃぇき くっとぇすぇ. 
]すうゅくぇた ょけ ういゃけょぇ, つっ つけゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ あうゃっっ いぇ きうゅぇ. ╇ 
すけゃぇ っ くぇうしすうくぇ おさぇしうゃけすけ. ┿い 
しなき けす たけさぇすぇ, おけうすけ くっ けぉうつぇす 
ょぇ あうゃっはす しなし しこけきっくう. ′うすけ 
しっ たゃぇかは し きうくぇかけすけ しう, くうすけ 
あうゃっは し さぇょけしすうすっ けす きうくぇかけ-

すけ. ╇しおぇき きうゅぇ う くぇしすけはとっすけ 
ょぇ きう っ とぇしすかうゃけ. ╇ っゃっくすせぇか-

くけ しぇきけ いぇ せすさっ. ╆ぇ こけ ゃ ょさせゅう 
ょっく – くっ.

〈けゃぇ かう っ すぇえくぇすぇ, し おけはすけ 
こけょょなさあぇすっ きけきうつっておけすけ 
ゃ しっぉっ しう? 
- ╋くけゅけ しぇ きう ゅけ いぇょぇゃぇかう 

すけいう ゃなこさけし. ╋けあっ ぉう すぇえくぇ-

すぇ っ, つっ せしこはた ょぇ しっ しなたさぇくは う 
ょぇ こさっけょけかっは ゃしはおぇおゃう すぇおう-

ゃぇ つけゃっておう くっとぇ おぇすけ いかけぉぇ, 

いぇゃうしす, くっとけ ょぇ ゅかっょぇき ゃっつくけ 
ゃ こぇくうつおぇすぇ くぇ ょさせゅうは, こけ-ょけ-

ぉさっ かう っ けす きっく. ╁うくぇゅう しなき しっ 
さぇょゃぇかぇ いぇ せしこったうすっ くぇ ょさせ-

ゅうは, くぇ たけさぇすぇ けおけかけ きっく, くぇ 
せしこったうすっ くぇ ぉかういおうすっ しう ゃうくぇ-

ゅう しなき しっ さぇょゃぇかぇ けす しなさちっ. ╇ 
すけゃぇ きう っ ぉうかけ くはおぇおなゃ しきうしなか 
ょぇ ゃなさゃは くぇこさっょ. ]なゃしっき つうし-
すけしなさょっつくけ しなき ゅけ おぇいゃぇかぇ, つっ 
くっ ういこうすゃぇき くうおぇおゃぇ けきさぇいぇ. 
╃けさう くはおけえ ょぇ きう っ くぇこさぇゃうか 
くっとけ かけてけ, いぇゅなさぉゃぇき すけいう 
つけゃっお, くっ おけくすぇおすせゃぇき し くっゅけ,  
ょけさう ょぇ うきぇ くはおぇおなゃ くっゅぇすう-

ゃういなき しこさはきけ きっく. ′はきぇ いかけ-

ぉぇ ゃ きっく, くはきぇ いぇゃうしす. ╇ すけゃぇ 
きけあっ ぉう っ くっとけすけ, さっちっこすぇすぇ,  
おけはすけ しなたさぇくはゃぇ. ╆ぇとけすけ っょくう 
すぇおうゃぇ  くっゅぇすうゃくう くっとぇ くっ 
しぇきけ すっ ういはあょぇす けすゃなすさっ, くけ すっ 
すっ  ういはあょぇす う けすゃなく. ╆ぇすけゃぇ, 
ぇおけ きけあっ つけゃっお ょぇ こさっゃないきけゅ-
くっ  すっいう くっとぇ, おけうすけ しぇ しなゃ-

しっき つけゃっておう う しなゃしっき いっきくう, 
ぉう ぉうかぇ くぇえ-ょけぉさぇすぇ さっちっこすぇ 
いぇ っょくぇ こけ-ょけぉさぇ ゃういうは う っょくけ 
こけ-ょけぉさけ いょさぇゃっ. 

╇きぇすっ ょゃぇ ぉさぇおぇ いぇょ ゅなさ-
ぉぇ しう, しっゅぇ しすっ とぇしすかうゃぇ し 
すさっすう つけゃっお ょけ ╁ぇし. ╉ぇおゃけ 
くぇせつうたすっ いぇ かのぉけゃすぇ こさっい 
ゃしうつおうすっ すっいう ゅけょうくう? 
¨つっゃうょくけ ょけしすぇ せさけちう  すぇき 

しすっ すさせこぇかう. 
- ̈ , ょぇ.  ┿い しなき つけゃっお くぇ つせゃ-

しすゃぇすぇ . ╉ぇすけ すうこうつっく こさっょしすぇ-

ゃうすっか くぇ いけょうは ╊なゃ. ╁うくぇゅう いぇ 
きっく かのぉけゃすぇ っ ぉうかぇ くぇょ ゃしうつ-

おけ. ┿い いぇょなかあうすっかくけ すさはぉゃぇ 
ょぇ けぉうつぇき くはおけゅけ う きっく くはおけえ 
ょぇ きっ けぉうつぇ. ′っいぇゃうしうきけ おけえ: 
ょっちぇすぇ  きう, きなあなす ょけ きっく. ′っ 
こさぇゃは くうおぇおゃう おけきこさけきうしう ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ つせゃしすゃぇすぇ. ¨ぉう-

つぇき ょぇ ぉなょぇ けぉうつぇくぇ. ╋けゅぇ, 
さぇいぉうさぇ しっ, ょぇ こさぇゃは おけきこさけ-

きうしう いぇ くはおけう くっとぇ, おけうすけ しっ 
しかせつゃぇす ゃなゃ ゃさないおぇすぇ きう, くけ, 
ぇおけ つけゃっおなす ょけ きっく くっ ょなさあう 
くぇ きっく, くっ しっ けすょぇゃぇ ういちはかけ 
くぇ きっく う くっ きっ けぉうつぇ, いぇ きっく 
すぇいう ゃさないおぇ っ こさうおかのつうかぇ. ╇ 
くうとけ くはきぇ ょぇ きう こけこさっつう ょぇ 
うきぇき けとっ う 5 ぉさぇおぇ, ぇおけ しっ 
くぇかけあう, う 5 きなあっ ょぇ しきっくは, 
しすうゅぇ すっ ょぇ きっ けぉうつぇす. ╆ぇとけすけ 
ぇい ゃ っょくぇ ゃさないおぇ しっ けすょぇゃぇき 

ういちはかけ. ╇ ぇおけ くっ つせゃしすゃぇき しな-

とけすけ ゃなすさっ ゃ しっぉっ しう, くっ こさぇ-

ゃは くうおぇおゃう おけきこさけきうしう. 〈けゃぇ 
きけあっ う ょぇ くっ っ  くぇえ-ょけぉさうはす 
ゃぇさうぇくす, くけ ゃうくぇゅう しなき しっ 
せつせょゃぇかぇ くぇ あっくう, おけうすけ ちはか 
あうゃけす しぇ ぉうかう こけ くはおぇおなゃ くぇ-

つうく くっ ょけしすぇすなつくけ せゃぇあぇゃぇくう 
けす きなあっすっ ょけ すはた , しないくぇゃぇす ゅけ, 
くけ ゅう すなさこはす. 〈けゃぇ くっ っ  ょけぉさっ. 
╁なけぉとっ くっ っ ょけぉさっ.  

╇きぇすっ かう しう あっくしおう うょけか? 
- ′っ しなき しっ いぇきうしかはかぇ くぇょ 

すけゃぇ. ╁ おぇおなゃ  しきうしなか ? 

… こさうかうつぇすっ くぇ きかぇょぇすぇ 
╀さうょあうす ╀ぇさょけ.
- ̈ , くっ しなき しっ いぇきうしかはかぇ ゃ すぇいう 

こけしけおぇ, くけ… いぇとけ くっ! ╀さうょあうす 
╀ぇさょけ ゃうくぇゅう しなき は たぇさっしゃぇかぇ. 
¨しけぉっくけ おぇすけ こけ-きかぇょぇ, すは きう 
っ ぉうかぇ 100% うょけか. ╋けあっ ぉう 
ゃうくぇゅう しなき たぇさっしゃぇかぇ すけかおけゃぇ 
しかぇょくうおぇゃう かうちぇ う ょぇきう. ]かっょ 
╀ぇさょけ, ╁ぇかっさうは ╋ぇちぇ, おけは-

すけ しなとけ こさうかうつぇ くぇ ╀さうょあうす 
╀ぇさょけ. 》ぇさっしゃぇき ゃしっ あっくう ゃ 
すけいう しかぇょくうおぇゃ しすうか う きけあっ 
ぉう う いぇすけゃぇ くっ しっ さぇいょっかはき う 
ぇい し させしぇすぇ しう おけしぇ. ¨こうすゃぇかぇ 
しなき くはおぇおゃう ょさせゅう ちゃっすけゃっ, くけ 
ゃうくぇゅう しっ ゃさなとぇき  おなき させしけすけ. 

┿  おぇお しっ ゃうあょぇすっ ゃ さけかは-
すぇ くぇ ぉぇぉぇ? ╉ぇおゃぇ ぉぇぉぇ とっ 
ぉなょっ ╉さうしすうくぇ ╃うきうすさけゃぇ 
っょうく ょっく? 
- ┿きう とっ しう ゅう こさうっきぇき ゃくせ-

ちうすっ おぇすけ きけう ょっちぇ. ]うくけゃっすっ 
きう しぇ ゃっつっ ゅけかっきう, うきぇす しう しっ-

さうけいくう こさうはすっかおう, くけ… くぇかう 
しっゅぇ ゃしうつおけ しっ しかせつゃぇ こけ-おなし-
くけ. ╆ぇとけすけ う ょけ ょっく-ょくってっく, 
おぇすけ ういかはいぇ し きけうすっ しうくけゃっ, きう 
おぇいゃぇす: „〈けゃぇ くけゃけすけ すう ゅぇょあっ 
かう っ? ¨, くっ, くっ!” - おぇいゃぇき. 】っ 
きう ぉなょっ きくけゅけ こさうはすくけ くぇうし-
すうくぇ, ょぇえ, ╀けあっ, う しおけさけ ょぇ 
しっ しかせつう. ╆ぇとけすけ ゅけかっきうはす きう 
しうく ゃっつっ っ くぇ 30 ゅけょうくう, すぇおぇ 
つっ とっ ぉなょぇ とぇしすかうゃぇ ぉぇぉぇ. 

╉なょっ うしおぇすっ ょぇ しすっ ょけゅけ-
ょうくぇ こけ すけゃぇ ゃさっきっ? ╉ぇい-
ゃぇすっ, つっ くっ こさぇゃうすっ ょなか-
ゅう こかぇくけゃっ, くぇえ-きくけゅけ いぇ 
せすさっ, くけ おなょっ ╁う しっ とっ ょぇ 
╁う けすゃっょっ しなょぉぇすぇ?  
- ┿い ゃはさゃぇき ゃ くっは, ゃはさゃぇき う 

ゃ しゃさなたっしすっしすゃっくけすけ. ╋くけゅけ 
くっとぇ けす すっいう, おけうすけ こさっょう ゅけ-

ょうくう しぇ きう こさけさけおせゃぇかう, しぇ しっ 
しかせつうかう くぇ 80%, つっ う こけゃっつっ. 
╋っつすぇは しう いぇ くはおけは くけゃぇ ょなかゅぇ 
ょっしすうくぇちうは, くぇ おけはすけ ゃしっ けとっ 
くっ しなき ぉうかぇ. ‶さけぉかっきなす きう っ, 
つっ  ゃうくぇゅう きくけゅけ しっ しすさぇたせゃぇき 
けす かっすっくっすけ う こけ すぇいう こさうつうくぇ 
くっ しなき かっすはかぇ ょけ ぅこけくうは, ┿ゃ-

しすさぇかうは. 】っ ぉなょぇ きくけゅけ とぇしす-
かうゃぇ, ぇおけ こさっけょけかっは  すけいう しう 
しすさぇた う  ゃうょは すっいう ょゃっ こさっょうい-
ゃうおぇすっかくう ょなさあぇゃう. ╇しおぇ きう 
しっ くぇっしっく う くぇ たせぉぇゃ おさせうい ょぇ 
けすうょぇ, くけ う すぇき きっ っ しすさぇた. 

╉けゅぇすけ くぇ ╉さうしすうくぇ ╃う-
きうすさけゃぇ え っ すさせょくけ, すっあおけ, 
おなしぇ え しっ  ょせてぇすぇ, こかぇつっ え 
しっ… ╉けっ っ くっとけすけ, おけっすけ は 
ょなさこぇ くぇゅけさっ う ゃぇょう? 
- ‶せしおぇき しう きせいうおぇ. ╋せいうおぇすぇ 

っ すけゃぇ くっとけ, おけっすけ きっ ゃぇょう けす 
ょっこさっしうは. ╋せいうおぇすぇ っ すぇいう, し 
おけはすけ ゃうくぇゅう うきぇき たせぉぇゃけ くぇ-

しすさけっくうっ. 》ぇさっしゃぇき ゃしはおぇおなゃ 
すうこ きせいうおぇ. ]すうゅぇ ょぇ こけょぉっさぇ 
すけつくけすけ くっとけ いぇ きけきっくすぇ. ′け 
つせは かう たせぉぇゃぇ こっしっく, くっいぇ-

ゃうしうきけ ゃ おぇおなゃ しすうか っ, すは きう 
おぇつゃぇ ぇょさっくぇかうくぇ  う しすぇゃぇき 
とぇしすかうゃぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

きぇす こさぇゃうかくけすけ かっつっくうっ.  
„‶さけそうかぇおすうおぇすぇ うきぇ けゅ
さけきくけ いくぇつっくうっ いぇ いょさぇ
ゃっすけ くぇ たけさぇすぇ. ¨すおさうすう 
くぇゃさっきっ, きくけゅけ いぇぉけかはゃぇ
くうは, しっ かっおせゃぇす せしこってくけ. 
〈けゅぇゃぇ こさけそうかぇおすうおぇすぇ 
ぉってっ くぇ くうゃけ, しっゅぇ しっ こさっ
くっぉさっゅゃぇ“, しなし しなあぇかっくうっ 
おけくしすぇすうさぇ けそすぇかきけかけゅなす. 
¨そすぇかきけかけゅ けぉぇつっ ╂っさぉっっ
ゃぇ しすぇゃぇ こけ-おなしくけ. ╁ くぇつぇ

かけすけ, けしゃっく けぉうおけかおうすっ こけ 
ちったけゃっすっ くぇ ╆ぇゃけょ 6 う ╆ぇ
ゃけょ 7 – いぇ かうつくっく おけくすぇおす 
し ゃしっおう しゃけえ こぇちうっくす, おぇすけ 
けぉとけこさぇおすうおせゃぇと かっおぇさ-
すっさぇこっゃす, ¨かゅぇ ょぇゃぇ う ょっ
あせさしすゃぇ ゃ ぉけかくうつくうは ]すぇ
ちうけくぇさ.  [ぇぉけすくうはす ょっく っ 
8 つぇしぇ, こさぇゃはす しっ おけきこっく
しぇちうう いぇ くけとくうすっ ょっあせさ
しすゃぇ. ╃ぇ – うきぇ う すぇおうゃぇ. 
′け すけゃぇ ょぇかっつ くっ こさっつう ょぇ 
しっ さぇぉけすう し せょけゃけかしすゃうっ. 
╉けかっゅう おぇすけ ょ-さ ╉せてかっゃぇ, 
ょ-さ ]かぇゃけゃ, ょ-さ ╃っつっゃぇ, 
ょ-さ ╉ぇかぇえょあうっゃぇ, ょ-さ ╄ょ
さっゃぇ, ょ-さ ╋うすっゃぇ, いぇゃっあ
ょぇとう おぇすけ ょ-さ 〈ぇておけゃ う 
ょ-さ ]すけえおけゃ, ╂っさぉっっゃぇ う 
しっゅぇ しう しこけきくは し さぇょけしす う 
せゃぇあっくうっ おなき けぉとぇすぇ うき 
さぇぉけすぇ いぇ いょさぇゃっすけ くぇ ぇさ
しっくぇかちう. [ぇぉけすくうつっしおけすけ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ くっ しこう
さぇ しぇきけ ょけ こさっゅかっょうすっ  う 
かっつっくうっすけ ゃ ]すぇちうけくぇさぇ 
う しこってくぇすぇ こけきけと  こさう 
すさせょけゃう いかけこけかせおう. ╂さう
あぇすぇ いぇ ょけういかっおせゃぇくっすけ 
こさけょなかあぇゃぇ. ╀けかくうすっ しっ 
くぇしけつゃぇす おなき しぇくぇすけさう
せきう う こさけそうかぇおすけさうせきう. 
„┿さしっくぇか“ しう うきぇ う ぉぇいぇ ゃ 
¨ゃけとくうお, おなょっすけ たけさぇすぇ 
しう こけつうゃぇす う ょけういかっおせゃぇす, 
こけかいゃぇす は う し こさけそうかぇお
すうつくぇ ちっか.     
╃けおぇすけ さぇぉけすう ゃ „┿さしっ

くぇか“, ょ-さ ╂っさぉっっゃぇ  せつぇしす
ゃぇ  ゃ ういしかっょけゃぇすっかしおう 
っおうこう, おけうすけ すなさしはす しこっ
ちうそうつくうすっ いぇ こさけそっしう
うすっ ぉけかっしすう, くけ くっえくけすけ 
きくっくうっ っ, つっ くはきぇ おぇすっ
ゅけさうつくけ, はしくけ ういさぇいっくう 
しぇきけ „ぇさしっくぇかしおう“ いぇぉけ
かはゃぇくうは. 》けさぇすぇ すせお ぉけかっ
ょせゃぇす おぇすけ ゃしうつおう ょさせゅう. 
[ぇいかうつくけすけ ゃ „┿さしっくぇか“  
っ  くぇかけあうすっかくけすけ ぉなさいけ 
けおぇいゃぇくっ くぇ きっょうちうくしおぇ 
こけきけと こさう すさせょけゃう いかけこけ
かせおう, ぉなさいけ さぇいぉうさぇ けとっ 
きかぇょうはす „ちったけゃ“ かっおぇさ. ╇ 
すけゅぇゃぇ - かうくっえおぇすぇ ょっあせさう 
ぉっい こさっおなしゃぇくっ. ‶さう くせあ
ょぇ – こけしすさぇょぇかうはす しっ ゃいう
きぇ けす さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ 
う きせ しっ けおぇいゃぇ こけきけと ゃっょ
くぇゅぇ ゃ ╀なさいぇすぇ こけきけと くぇ 
„┿さしっくぇか“, ぇおけ っ くせあくけ – 

しっ おぇさぇ ゃ ゅさぇょしおぇすぇ ぉけかくうちぇ 
し こさうょさせあうすっか けす ]すぇちうけ
くぇさぇ. ¨かゅぇ しう しこけきくは, つっ っ 
こさうょさせあぇゃぇかぇ ぉけかくう ょけさう 
ょけ ]けそうは. ¨すかうつくぇすぇ こさぇお
すうおぇ いぇ かっつっくうっ くぇ ぇさしっくぇか
ちう こけ ょけゅけゃけさ し ╁けっくくけ-きっ
ょうちうくしおぇ ぇおぇょっきうは しすけう う ゃ 
くっえくうすっ しこけきっくう. ╃-さ ╂っさ
ぉっっゃぇ こけきくう けとっ, つっ ゃ けさな
あっえくうちぇすぇ くぇ きはしすけ うょゃぇす 
う おけくしせかすぇくすう けす さぇくゅぇ くぇ 

こさけそ. ╆かぇすっゃぇ/すけゅぇゃぇ – けとっ 
ょけちっくす/, くぇ こさけそ. ╀せおけゃ う 
こさけそ.╋ぇさおけゃ. ‶け すはたくぇ こさっ
ちっくおぇ くはおけう けす ぉけかくうすっ しっ 
こさうっきぇす くぇ かっつっくうっ ゃ ]け
そうは, ぇさしっくぇかしおうすっ きっょうちう 
ゅう ゃけょはす くぇ きはしすけ.
╉けかおけすけ ょけ けつくうすっ ぉけかっ

しすう, ょ-さ ╂っさぉっっゃぇ おけくしすぇすう
さぇ:

╇きぇ つっしすう しかせつぇう くぇ
つせあょう すっかぇ ゃ けつうすっ

]こっちうそうおぇすぇ くぇ さぇぉけすぇ 
ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ  けぉはしくは
ゃぇ つせあょうすっ すっかぇ ゃ けつうすっ, 
おけきっくすうさぇ けそすぇかきけかけゅなす. 
╉ぇすけ しこっちうぇかうしす, ╂っさぉっっゃぇ 
せつぇしすゃぇ う ゃ っおうこぇ くぇ ょけち. 
╆かぇすっゃぇ, ういしかっょゃぇか ゃかうは
くうっすけ ゃなさたせ いょさぇゃっすけ くぇ さぇ
ぉけすぇすぇ し ゅけかはきけ ゃいうさぇくっ くぇ 
こかけとぇょおぇすぇ ゃ ╋なゅかうあ. 
╃-さ ╂っさぉっっゃぇ こけきくう う しかせ

つぇう くぇ っゃぇおせぇちうは くぇ さぇぉけ
すっとう けす こかけとぇょおう し ゅけかっきう 
こさけういゃけょしすゃっくう ぇゃぇさうう, おけ
ゅぇすけ たけさぇすぇ しっ ういゃっあょぇかう 
けさゅぇくういうさぇくけ こけ こさっこけさな
おぇ くぇ こさけそっしけさ-すけおしうおけかけゅ, 
ょけてなか くぇ きはしすけ. 
╉けかおけすけ ょけ ょくってくけすけ きぇ

しけゃけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, ぇさ
しっくぇかしおうはす かっおぇさ, おぇすけ 
ゃしうつおう くぇし, くっ おさうっ こさけ

そっしうけくぇかくうすっ しう う つけゃっておう 
さぇいけつぇさけゃぇくうは. ╊うこしぇすぇ くぇ 
けつくけ けすょっかっくうっ ゃ おぇいぇくかなて
おぇすぇ ぉけかくうちぇ いぇすさせょくはゃぇ 
たけさぇすぇ, しこけょっかは けそすぇかきけかけ
ゅなす  – ょぇあっ いぇ っかっきっくすぇさくけ 
くっとけ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しっ たけょう 
ょけ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╇ ょぇゃぇ こさう
きっさ - すせお ゃっつっ くっ きけあっ ょぇ しっ 
ういかっおせゃぇ ょけさう けくけゃぇ, おけっすけ 
くぇさけょなす くぇさうつぇ こさけしすけ „っつっ
きうお“ くぇ けおけすけ. ╊っつっくうっすけ, 

おけっすけ くぇ ゃさっきっすけ ょぇゃぇ けぉ
とうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ こけ けすくけ
てっくうっ くぇ いさっくうっすけ, しっゅぇ しっ 
こさうかぇゅぇ うかう ゃ おなとう, うかう ゃ 
ぉけかくうちう こけ ょさせゅうすっ ゅさぇょけゃっ. 
┿ ぉけかっしすうすっ しぇ しう しなとうすっ, 
ょけさう – ゃ こけゃっつっ. „╉ぇつっしすゃっ
くけすけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ しっ おけく
ちっくすさうさぇ こさっょうきくけ ゃ ぉけかくう
ちうすっ くぇ きっしすぇすぇ, おなょっすけ うきぇ 
きっょうちうくしおう せくうゃっさしうすっすう. 
]かっょ さっそけさきぇすぇ こさっょう こけゃっ
つっ けす ょっしっすうかっすうっ, おけゅぇすけ しっ 
ゃなゃっょっ こさぇおすうおぇすぇ くぇ かうつ
くうすっ かっおぇさう, くっとぇすぇ ゃなさゃはす 
ゃしっ くぇょけかせ... ╉ぇおすけ う ゃしうつおけ 
くぇけおけかけ“, けすつうすぇ  う ょ-さ ╂っさ
ぉっっゃぇ. 
╊うこしぇすぇ くぇ さぇょけしす せ たけさぇ

すぇ, くぇ しなつせゃしすゃうっ う ゃいぇうきくぇ 
こけょおさっこぇ, くぇ うくすっさっし おなき 
おせかすせさぇすぇ..., ゃしうつおけ すけゃぇ くう
おぇお くっ え たぇさっしゃぇ, きぇおぇさ つっ 
– ゃ かうつっく こかぇく, すは っ っょうく 
せしこはか つけゃっお し こけさぇしくぇかう う 
しなとけ せしこっかう ょっちぇ. 
╋っょうちうくしおぇすぇ „くうておぇ“ ゃ 

しっきっえしすゃけすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
こかっすっ しうくなす – ょ-さ ╀けあうょぇさ 
╉さなしすっゃ, おぇさょうけかけゅ しなし いぇ
とうすっくぇ  ょうしっさすぇちうは, ゅかぇゃっく 
ぇしうしすっくす ゃ ╉ぇさょうけかけゅうつくぇすぇ 
おかうくうおぇ くぇ ╇]〉╊ ゃ ]けそうは, 
34-ゅけょうてくうはす かっおぇさ, し くけ
きうくぇちうは いぇ くぇえ-ょけぉなさ きかぇょ 
しこっちうぇかうしす くぇ 2014-すぇ. ]な

こさせゅぇすぇ きせ しなとけ っ かっおぇさ – ゃ 
╃っすしおぇすぇ けつくぇ おかうくうおぇ くぇ 
┿かっおしぇくょさけゃしおぇ ぉけかくうちぇ. 
╂けかっきうはす しうく – ╁ぇかっくすうく, 

し ょうこかけき けす ‶かけゃょうゃしおうは 
せくうゃっさしうすっす いぇ たさぇくうすっかくう 
すったくけかけゅうう, さぇぉけすう くぇ けす
かうつくぇ きっくうょあなさしおぇ こけいうちうは 
ゃ ゅけかはきぇ そうさきぇ, こさけういゃけょう
すっか くぇ ぉうさぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
]なこさせゅぇすぇ きせ しなとけ さぇぉけすう ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ ぉういくっしぇ. 
]なし しこけおけえしすゃうっすけ くぇ きぇえ

おぇ, しゃなさてうかぇ ょけぉさっ さぇぉけすぇ
すぇ しう, ゃないこうすぇかぇ „けすゅけゃけさ
くう う ぇきぉうちうけいくう ょっちぇ“, ょ-さ 
¨かゅぇ ╂っさぉっっゃぇ しっゅぇ ういこなかゃぇ 
ゃさっきっすけ しう けすくけゃけ し さぇぉけ
すぇ – ゃ けつくうは おぇぉうくっす くぇ けぉ
とうくしおけすけ ╃╉『 う ゃ かうつくうは しう 
おぇぉうくっす しなゃきっしすくけ し っょくぇ けす 
おぇいぇくかなておうすっ けこすうおう, ぉかう
いけ ょけ こぇいぇさぇ. ╇ し きうしなかすぇ: 
“》せぉぇゃう ゃさっきっくぇ ぉはたぇ...“, 
おぇおすけ すは くぇさうつぇ ゃさっきっくぇすぇ 
くぇ きかぇょうすっ う くぇえ-ぇおすうゃくう
すっ しう こさけそっしうけくぇかくう ゅけょうくう 
ゃ „┿さしっくぇか“. ╉けゅぇすけ うきぇかぇ 
ょけさう ゃさっきっ ょぇ しゃうさう こなさゃぇ 
ちうゅせかおぇ ゃ ゅさぇょしおうは けさおっしすなさ 
おなき „╇しおさぇ“, おけっすけ は こさぇゃう 
ぉっいおさぇえくけ とぇしすかうゃぇ. ¨こっ
さっすくうはす すっぇすなさ, きぇっしすさけすけ 
╋ぇくつけ ╃けしっゃ, ゅかぇしなす くぇ おぇ
いぇくかなておぇすぇ こさうきぇ ╋ぇさうは 
]すけはくけゃぇ, ゅぇしすさけかうすっ くぇ ╁う
ょうく ╃ぇしおぇかけゃ... すけゃぇ くっ しっ 
いぇぉさぇゃは. 
¨かゅぇ ゃなさゃう こさっい あうゃけすぇ し 

かうさうつくぇすぇ くぇゅかぇしぇ くぇ しすさせ
くうすっ けとっ けす きぇかおぇ, ぇ こけしかっ – 
う ゃ ゅけょうくうすっ くぇ ]すせょっくすしおうは 
しうきそけくうつっく けさおっしすなさ こけょ 
ょうさっゅっくすしすゃけすけ くぇ ┿かうこう 
′ぇえょっくけゃ, おけえすけ ゅう ゃけょっか ゃ 
╇すぇかうは. 〈ぇき うきぇかう おけくちっさすう 
う しゃうさうかう おぇすけ けさおっしすなさ いぇ 
こけょぉけさ くぇ ょうさうゅっくすう. 
╊うさうつくぇすぇ  くぇゅかぇしぇ, すぇおぇ 

すうこうつくぇ いぇ けくけゃぇ こけおけかっ
くうっ, くぇさうつぇくけ „ゃさなしすくうちう 
くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ“, う しっゅぇ かうつう ゃ 
けつうすっ くぇ けそすぇかきけかけゅぇ – ちう
ゅせかぇさ. ╃-さ ╂っさぉっっゃぇ こさけょなか
あぇゃぇ ょぇ すなさしう ゃ こけゅかっょうすっ 
くぇ たけさぇすぇ くっ しぇきけ ぉけかっしすう, 
おけゅぇすけ ゃかはいぇす ゃ おぇぉうくっすぇ, 
くけ う けょせたけすゃけさっくうっすけ, せょけ
ゃけかしすゃうっすけ けす あうゃけすぇ, ゃょなた
くけゃっくうっすけ, し おけっすけ こけ-かっおけ 
しっ ゃなさゃう こさっい っあっょくっゃうっ
すけ... ′け – ゃしっ こけ-すさせょくけ しっ 
けすおさうゃぇす すっいう つけゃっておう くっとぇ 
ゃ つけゃっておうすっ けつう. ╋けあっ ぉう う 
いぇすけゃぇ いぇ ゃさっきっすけ くぇいぇょ ょ-さ 
╂っさぉっっゃぇ すうたけ う すけこかけ おぇい
ゃぇ: “╀ってっ たせぉぇゃけ!“.     

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〈は っ けす けくけゃぇ こけおけかっくうっ, おけっすけ くぇ ゃさっきっすけ くぇ
さうつぇたぇ „ゃさなしすくうちう くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ“. ╃くっし さぇいぉう
さぇくっすけ くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ っ ょさせゅけ. ′け さけょっくうすっ こさっい 
1944-すぇ しう けしすぇゃぇす しなとうすっ. ╁っつっ こさったゃなさかうかう 
70-すっ, こけゃっつっすけ けす すっいう たけさぇ う しっゅぇ しっ せしきうたゃぇす 
こけ きかぇょっあおう, せ すはた しっ つっすっ っくすせしうぇいきなす う ょけさう 
– くぇうゃくけしすすぇ くぇ 50-すっ  う 60-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう 
ゃっお, おけゅぇすけ しっ ゃうたさう きかぇょけしすすぇ うき. 
╃けおすけさ ¨かゅぇ ╂っさぉっっゃぇ っ すけつくけ すぇおけゃぇ „きけ

きうつっ“ – すは „いぇさぇいはゃぇ“ し こなさゅぇゃけしす う あうゃけしす, し 
けょせたけすゃけさっくけしす ゃ ういかなつゃぇくっすけ, ゃ おけっすけ けすおさう
ゃぇきっ ゃしうつおけ けくけゃぇ, おけっすけ くう さぇょゃぇ, くけ おけっすけ 
ゃしっ こけ-さはょおけ しさっとぇきっ こけ さけょくうすっ せかうちう ゃ 
けつうすっ くぇ ぉなかゅぇさうすっ. ╁ けつうすっ... ╁ けつうすっ, うきっく
くけ, ょけおすけさ ╂っさぉっっゃぇ けすおさうゃぇ くっ こさけしすけ けくけゃぇ, 
おけっすけ ゃしうつおう ゃうあょぇす. ┿ きくけゅけ, きくけゅけ こけゃっつっ. 
╆ぇとけすけ ょ-さ ╂っさぉっっゃぇ っ しこっちうぇかうしす – けそすぇかきけ
かけゅ. ] ょさせゅう ょせきう – けつっく かっおぇさ. ╊っおぇさ, かっおせ
ゃぇか たうかはょう ぇさしっくぇかちう ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ こけ
ゃっつっ けす 20 ゅけょうくう.

〉《╇¨ [〉¨╈¨ ′けゃう おくうゅう ゃ たせょけあっしすゃっくぇすぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃

¨す すぇいう しっょきうちぇ つうすぇすっかうすっ くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ うきぇす 
ゃないきけあくけしす ょぇ つっすぇす う しかっょくうすっ 
くけゃう おくうゅう- さけきぇくう: 

╃あけさょけ ╋ぇすし - „┿い こさっょう すっぉ“
╊せうい ╀っぉてけせ - „╉さぇしけすぇ“ 
╃あっえく ┿く ╉さっくち - „┿くゅっか たさぇ

くうすっか“
╃ぇくうっか ]すうえか - „ ╇ゅさぇ くぇ ゃかぇしす“ 
]のいなく ╊せうし - „′うおけゅぇ くっ おぇい

ゃぇえ „ しぉけゅけき“
╃っえゃうょ ╀ぇかょぇつう - „╉うくす う ╋ぇお

しせっか“ 
╊うえょ 』ぇえかょ - „′うとけ かうつくけ“ 
╋ぇえおなか ╉けくなかう - „╂けさはとぇすぇ 

しすぇは“ 
╉ぇさなく [けぉなさすし - „‶さぇゃけしなょうっ“ 

╃けぉさっ ょけてかう しすっ! 
 ╀うぉかうけすっおぇさ ╇くぇ ╆ぇさけゃぇ

〈は っ けす あっくうすっ, いぇきさぇいうかう ゃさっきっすけ. 
╇いゅかっあょぇ  すぇおぇ, おぇおすけ っ ういゅかっあょぇかぇ 
う こさっょう 30 ゅけょうくう. ╇ せしきうゃおぇすぇ っ 
しなとぇすぇ, う こぇかぇゃうすっ こかぇきなつっすぇ ゃ けつう-
すっ, う くっゃうょうきうすっ けす しちっくぇすぇ, っょゃぇき 
いぇぉっかっあうきう, かせくうつおう. ¨す おうかけきっすなさ 
かうつう あうゃけすけ, しなたさぇくっくけ きけきうつっ ゃ 
くっは. ╇ ゃっょさぇすぇ, かなつっいぇさくぇ せしきうゃおぇ. 
╆ぇしすぇくぇか くぇ っょくう けつう さぇいしすけはくうっ けす 

くっは, うきぇて つせゃしすゃけすけ, つっ すぇいう あっくぇ 
くはきぇ ょさせゅう しなしすけはくうは, けしゃっく っょくけ: 
あういくっさぇょけしす, ゃっょさうくぇ う  ゃないたうすぇ けす 
あうゃけすぇ. ]なとけすけ せしっとぇくっ しすさせう う けす 
こっしくうすっ え. ╂けかはきぇ つぇしす けす すはた, ういこっすう 
いぇっょくけ し くっえくうは くっういきっくっく しちっくうつっく  
ょせっすっく こぇさすくぬけさ けす 32 ゅけょうくう ¨さかうく 
╂けさぇくけゃ.  
╃けおぇすけ ぉなさおぇきっ おぇそっ ゃ くぇえかけくけ-

ゃう つぇてう, きう こけいゃけかはゃぇ ょぇ くぇょくうおくぇ 
ゃ ╉さうしすうくぇ. 〈ぇいう けす あうゃけすぇ, くっ けす 
しちっくぇすぇ, し はしくけすけ しないくぇくうっ, つっ ょゃっ-
すっ ゃしなとくけしす しぇ っょくけ ちはかけ. ╉けはすけ いぇ 
くうとけ くぇ しゃっすぇ くっ きけあっ ょぇ あうゃっっ ぉっい 
かのぉけゃ う くっ ぉう こさぇゃうかぇ おけきこさけきうしう ゃ 
すけゃぇ けすくけてっくうっ. 
╉さうしすうくぇ, おけはすけ けぉうつぇ こけかしおう ちゃっ-

すは う おけはすけ  すぇいう ゅけょうくぇ とっ うきぇ けゅかっ-
ょぇかっく のぉうかっえ. 《ぇおす, おけえすけ  は こさぇゃう 
けとっ こけ-つぇさけゃくぇ ゃ けつうすっ くぇ きなあおぇすぇ 
つぇしす けす しゃっすぇ. ╇ くっ しぇきけ すは.
╉さうしすうくぇ, こさけしすうかぇ しっ しなし しすさぇしすすぇ 

しう こけ たぇいぇさすぇ, くけ ゃしっ すぇおぇ こけ ょっすしおう 
„けぉうつぇとぇ かなしおぇゃけすけ, おけっすけ きう っ けす 
いけょうはすぇ, きぇえ”. ╉さうしすうくぇ, おけはすけ ぉはゅぇ 
けす かせおしぇ, けぉうつぇ こさうさけょぇすぇ う すうたうは 
せのす. ╉けはすけ たぇさっしゃぇ ╇すぇかうは う くぇこけ-
しかっょなお うきぇ くけゃぇ しすさぇしす - ぇしすさけかけゅうは-
すぇ う くせきっさけかけゅうはすぇ, えけゅぇすぇ う せきくうすっ 

さぇいゅけゃけさう. 
‶さういくぇゃぇ, つっ けぉけあぇゃぇ かはすけすけ, おけっすけ いぇこけつゃぇ けとっ けす ぇこさうか. ¨こさっょっかは しっ おぇすけ „こけさぇしくぇかけ 

ょっすっ” う „すせさうしすうつっしおう ぇゃぇくすのさうしす”, いぇとけすけ くはきぇ ょぇ しこさっ ょぇ けぉうつぇ こなすってっしすゃうはすぇ. ╁ こけしかっょ-
くうすっ ゅけょうくう っ そっく くぇ しっきこかうすっ, くけ うしすうくしおう くっとぇ けす あうゃけすぇ. ╇ きぇかおうすっ おうすくう しっかちぇ, ゃ おけうすけ 
きけあっ ょぇ しう こけつうゃぇ こなかくけちっくくけ. [っかぇおしうさぇ し さうぉけかけゃ う し たけょっくっ こってぇ, おけっすけ つっしすけ っ し きくけゅけ 
おうかけきっすさう, ゃなこさっおう おけかぇすぇ. ‶さけしすけ は けしすぇゃは くはおなょっ う すさなゅゃぇ. 〈ぇおぇ こけょょなさあぇ そけさきぇ. 
′っ おさうっ, つっ うきぇ う おせこ こけさけちう: おぇすけ すけゃぇ ょぇ ょなゃつっ ょなゃおぇ う ょぇ っ さっゃくうゃぇ. ╉なき かのぉうきうすっ 

きなあっ. ╆ぇ すけいう しう こけさけお こかぇとぇかぇ. ]おなこけ. ] ちっくぇすぇ くぇ かのぉけゃすぇ. 
 ‶けつすう っ けすおぇいぇかぇ きっしけすけ. ′け しっ っ こさっょぇかぇ くぇ かのぉけゃすぇ しう おなき ぉぇくうつおうすっ う こぇかぇつうくおうすっ.  

╉けきこっくしうさぇ すけいう しう こけさけお し ょけぉさけ しすぇさぇくうっ うくぇつっ ゃ おせたくはすぇ, おなょっすけ ぉうかぇ „ょけぉさぇ ゅけすゃぇつおぇ”. 
╇きぇ ょゃぇきぇ こけさぇしくぇかう しうくけゃっ - ╃うきうすなさ う ╋ぇさすうく. 
¨す あっくうすっ っ, おけうすけ こさうゃかうつぇす しこっちうぇかくう. 〈ぇおうゃぇ しぇ ぉうかう う ょゃぇきぇすぇ え こさっょうてくう きなあっ ゃ あう-

ゃけすぇ - しゃっすしおうはす たさけくうおぬけさ う すっおしすけこうしっち ぇゅっくす ╇ゃぇく 〈っくっゃ う そせすぉけかうしすなす ╂っけさゅう ╃うきうすさけゃ 
- ╃あっおう. ╇ くぇ ょゃぇきぇすぇ さぇあょぇ こけ っょうく しうく. ] こなさゃうは しなたさぇくはゃぇ ょけぉさけすけ しう こさうはすっかしすゃけ う ょけ 
ょくっし, し ゃすけさうは  くっとぇすぇ くっ しっ こけかせつぇゃぇす. ′っ こかぇとぇ ょぇくなお „けぉとっしすゃっくけ きくっくうっ”, くうすけ しすさぇょぇ 
けす ういかうてくぇ しせっすぇ. ] ょゃぇ さぇいゃけょぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう う っょくけ ういゅせぉっくけ, くっさけょっくけ  ょっすっ, こさういくぇゃぇ, つっ 
ょくっし っ とぇしすかうゃぇ し くけゃうは きなあ ょけ くっは ゃ あうゃけすぇ え. 』っ しっ さぇょゃぇ くぇ きぇかおうすっ くっとぇ う ういあうゃはゃぇ 
こなかくけちっくくけ ゃしうつおうすっ しう きうゅけゃっ. 
╄ょうく あっくしおう さぇいゅけゃけさ ゃ かのぉけゃくうは きっしっち, さぇいかはす きっあょせ きせいうおぇすぇ, ょっちぇすぇ, しなたさぇくっくぇすぇ 

あっくしすゃっくけしす, っあっょくっゃうっすけ う こけせおうすっ けす あうゃけすぇ う かのぉけゃすぇ.
[ぇいゅけゃけさ, いぇゅなくぇす ゃ っきけちうはすぇ う すさっこっすぇ くぇ けつぇおゃぇくっすけ くぇ こけさっょくぇすぇ え くけゃぇ こっしっく - ょせっす, 

おけえすけ とっ ゃうょう ぉはか しゃはす こさっい きぇさす. ╅っくしおけ う しちっくうつくけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ し ‶ぇけかぇ.
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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120 години от рождението на художничката

╋ぇさぇ ′けくけゃぇ. 〈は っ こけすけきおぇ 
くぇ ういゃっしすくうは すさっゃくっくしおう ゃない-
さけあょっくしおう さけょ ゃ うおけくけこうしすぇ 
– ╁うすぇくけゃうはす. ╀ぇとぇ え ╇ゃぇく 
′けくけゃ っ せつうすっか. ╋ぇさぇ っ すさっすけ-
すけ けす ょっゃっすすっ きせ ょっちぇ. ¨す きぇか-
おぇ けぉうつぇかぇ ょぇ さうしせゃぇ う てうっ. 
╃っすしすゃけすけ え こさっきうくぇゃぇ ゃ ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ, おなょっすけ せつうすっかう こけ 

さうしせゃぇくっ ぉうかう たせょけあくうちうすっ 
╁ぇしうか ╋ぇさうくけゃ, ′うおけかぇ ]すけっく-
つっゃ, ╃うきうすなさ ╉せちぇさけゃ. ╇きっくくけ 
すっ そけさきうさぇす けすくけてっくうっすけ え 
おなき ういおせしすゃけすけ. ╁なけょせてっゃっくぇ 
けす ういかけあぉうすっ うき, ╋ぇさぇ きっつすぇっ 
ょぇ しすぇくっ たせょけあくうお. ‶けしすなこゃぇ 
ゃ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ぇおぇょっきうは 
ゃ ]けそうは, おなょっすけ せつう あうゃけこうし 
こさう こさけそ. ╇ゃぇく ╋なさおゃうつおぇ う 
こさけそ. ]すっそぇく ╇ゃぇくけゃ. ‶さっい 
1919 ゅ. けすおさうゃぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ こなさゃぇすぇ しう しぇきけしすけはすっかくぇ 
ういかけあぉぇ. ╆ぇゃなさてゃぇ ぇおぇょっきうは-
すぇ こさっい 1921 ゅ. ¨きなあゃぇ しっ いぇ 
╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえしおう, ゃっつっ 
ういゃっしすっく おぇすけ 』せょけきうさ. 
[うしせゃぇくっすけ – うしすうくしおぇすぇ 

え しなとくけしす. ]かっょ ┿おぇょっきうは-
すぇ ╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ っ くぇ 
しすぇあ おぇすけ せつうすっか こけ さうしせゃぇくっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなておぇすぇ ゅうきくぇいうは こさう 
]すぇくぬけ ]すぇきぇすけゃ, おけえすけ くっ は 
こけしさっとくぇか くうおぇお ょけぉさっ. ]なか-
いう くぇ けぉうょぇ ぉかうおくぇかう けす けつう-
すっ え, くけ きくけゅけ しおけさけ ゃしうつおけ しう 
ょけてかけ くぇ きはしすけすけ う きかぇょぇすぇ 
せつうすっかおぇ いぇさぇぉけすうかぇ し っくすせしう-
ぇいなき. ╇いきうくぇかぇ ゅけょうくぇ. ╁ ゅうき-
くぇいうはすぇ くはきぇかけ きっしすぇ いぇ さっ-
ょけゃくう せつうすっかう こけ さうしせゃぇくっ /くぇ 
っょくけすけ ゃっつっ ぉうか 』せょけきうさ/, いぇ-
すけゃぇ くぇいくぇつぇゃぇす ′けくけゃぇ ゃ こさけ-
ゅうきくぇいうはすぇ. 〉しこけさっょくけ し こっょぇ-
ゅけゅうつっしおぇすぇ さぇぉけすぇ すは せつぇしすゃぇ 
ゃ おけかっおすうゃくう ういかけあぉう. ′ぇしけつ-
ゃぇ ゃくうきぇくうっすけ しう おなき こっえいぇあぇ, 
くぇすのさきけさすぇ う こけさすさっすぇ. ╇きっく-

╊さつたかちてせそ
]あしかう つしかお さそせえちかつあ:
╇ „╅ちつかせあし“ けすあ おけあしそえ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ:
[ちけつてけせあ ╉けすけてちそうあ

╋ぇさぇ ′けくけゃぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ っ さけょっくぇ くぇ 22. 02. 1895 ゅ. 
„〈は っ けす けくうは たせょけあくうちう, おけうすけ くぇさうつぇきっ さけょっくう あうゃけこう-
しちう. [うしせゃぇ しぇきけ けくけゃぇ, おけっすけ は ゃなかくせゃぇ う ゃ すけゃぇ くっ っ こけょ-
ゃかぇしすくぇ ょけさう くぇ うきっくうすうは しう しなこさせゅ. ╁ないゅかっょなす え いぇ あう-
ゃけこうしすぇ っ しゃなさいぇく しなし しゃっすかうくぇすぇ, ぉけゅぇすしすゃけすけ くぇ ちゃっすぇ う 
っきけちうはすぇ.” - ╋ぇさうく ╃けぉさっゃ, ょうさっおすけさ くぇ 》╂ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
‶さうあうゃっ 』けさぉぇょあうえしおぇ こさっょしすぇゃは 12 しぇきけしすけはすっかくう うい-
かけあぉう. ̈ しくけゃくぇすぇ つぇしす けす おぇさすうくうすっ え しっ しなたさぇくはゃぇ ゃ ╊》╋ 
„』せょけきうさ”. ′っえくう こさけういゃっょっくうは こさうすっあぇゃぇす ′》╂, ゅさぇょ-
しおうすっ ゅぇかっさうう くぇ ╉ぇいぇくかなお, ]けそうは, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う きくけゅけ 
つぇしすくう しぉうさおう ゃ しすさぇくぇすぇ う つせあぉうくぇ. 

‶け うくうちうぇすうゃぇ  くぇ さぇぉけすくうつっしおうすっ おけかっおすうゃう う しうく-
ょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう くぇ ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ” ゃ 

╆ぇゃけょ 4 くぇ „┿さしっくぇか” – こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ, う しなし いぇこけゃっょ 
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, ゃなゃ ゃしっおう こなさゃう さぇぉけすっく ょっく けす きっしっちぇ とっ しっ 
こさけゃっあょぇす 〈さうしすさぇくくう しさっとう. 
『っかすぇ くぇ すっいう しさっとう っ ょぇ しっ けぉっょうくはす しうかうすっ う けすゅけゃけさ-

くけしすすぇ  くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ う おけかっおすうゃぇ くぇ いぇゃけょぇ  いぇ さっ-
てぇゃぇくっ くぇ こさけういゃけょしすゃっくう, しけちうぇかくう, ぉうすけゃう う すさせょけゃう 
ゃなこさけしう, おぇおすけ う くぇ ゃなこさけしう, けすくぇしはとう しっ いぇ さぇぉけすくうすっ 
いぇこかぇすう う こけょけぉさはゃぇくっすけ くぇ こしうたけかけゅうつっしおうは おかうきぇす くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ いぇゃけょぇ. 
]さっとうすっ とっ しっ こさけゃっあょぇす けす 13,00 ょけ 13,30 つぇしぇ くぇ 

けこさっょっかっくけ けす ょうさっおすけさぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4 きはしすけ. ¨しゃっく こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ そうさきっくけすけ う しすけこぇくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 
いぇゃけょぇ う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ょゃぇすぇ しうくょうおぇすぇ, とっ こさう-
しなしすゃぇす う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さぇぉけすくうつっしおうすっ  おけかっおすうゃう, 
おぇすけ くぇ 10 ょせてう とっ しっ ういかなつゃぇ こけ っょうく こさっょしすぇゃうすっか. 
╁しうつおう こけしすぇゃっくう くぇ すっいう きっしっつくう しさっとう ゃなこさけしう とっ 

しっ ょけおかぇょゃぇす くぇ ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ いぇ こさっょこさう-
っきぇくっ くぇ きっさおう いぇ すはたくけすけ さってぇゃぇくっ.  
[ぇぉけすくうちうすっ とっ こけかせつぇゃぇす うくそけさきぇちうは いぇ こさっょこさうっすう-

すっ きっさおう くぇ ゃしはおぇ しかっょゃぇとぇ きっしっつくぇ しさっとぇ. 
‶なさゃぇすぇ すぇおぇゃぇ しさっとぇ っ くぇしさけつっくぇ いぇ 4-すう きぇさす, こなさ-

ゃうはす さぇぉけすっく ょっく しかっょ こさぇいくうつくうすっ ょくう, けす 13,00 つぇしぇ
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4. ′ぇ しさっとぇすぇ とっ こさうしなしすゃぇ う 
ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ ”┿さしっくぇか” ┿╃ ′うおけかぇ ╇ぉせ-
てっゃ.
‶さう うくすっさっし う うくうちうぇすうゃぇ こけょけぉくう しさっとう とっ しっ こさけ-

ゃっあょぇす う ゃ けしすぇくぇかうすっ いぇゃけょう くぇ „┿さしっくぇか”. 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

╆ぇこうてう しう つぇし いぇ ぉっいこかぇすっく 
こさけそうかぇおすうつっく ったけゅさぇそしおう 

こさっゅかっょ ゃ さぇきおうすっ くぇ おぇきこぇくうはすぇ 
くぇ AVON „¨す かのぉけゃ おなき あうゃけすぇ“. 
╋けあって ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇて, ぇおけ しう 

くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 30 う 49 ゅけょうくう. 
] こさっょうきしすゃけ しぇ あっくう ゃ くっさぇゃ-

くけしすけえくけ こけかけあっくうっ けす しかっょくうすっ 
ゅさせこう: きくけゅけょっすくう きぇえおう, ょなか-
ゅけしさけつくけ ぉっいさぇぉけすくう あっくう, さっ-
ゅうしすさうさぇくう ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ; 
あっくう けす きぇかちうくしすゃっくう っすくうつっしおう 
ゅさせこう; あっくう し せゃさっあょぇくうは.

╆ぇ 9-すう こけさっょっく こなす ”┿さしっくぇか”  せつぇしすゃぇ ゃ っょくけ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ う こさっしすうあくう  きっあょせくぇ-
さけょくう ういかけあっくうは いぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ ゃ しゃっすぇ - IDEX 2015.  ╇いかけあっくうっすけ  とっ しっ けすおさうっ ゃ 

くっょっかは - 22-さう そっゃさせぇさう ゃ ┿ぉせ ╃ぇぉう う とっ こさけょなかあう ょけ 26-すう そっゃさせぇさう. IDEX  2015 っ くぇえ-
ゅけかはきけすけ きっあょせくぇさけょくけ ういかけあっくうっ くぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ ゃ ╀かういおうは う ]さっょくうは ╇いすけお. IDEX 
2015 っ しすさぇすっゅうつっしおう くぇえ-ゃぇあくぇすぇ しゃっすけゃくぇ ういかけあぉぇ-おけくそっさっくちうは  いぇ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ 
うくょせしすさうは. ′ぇ くっは しっ ょっきけくしすさうさぇす くぇえ-くけゃうすっ すったくけかけゅうう ゃ すさうすっ しっおすけさぇ くぇ けすぉさぇくぇすぇ 

- ゃないょせた, ゃけょぇ う しせてぇ. ]ゃっすけゃくけすけ ういかけあっくうっ くぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ しっ こさけゃっあょぇ こけょ  こぇすさけ-
くぇあぇ くぇ ′っゅけゃけ ╁うしけつっしすゃけ 【っえた 》ぇかうそぇ ぉうく ╆ぇえっょ ぇか ′ぇたはく, ╁なさたけゃっく  ゅかぇゃくけおけきぇくょ-
ゃぇと  ゃなけさなあっくうすっ しうかう くぇ ¨┿╄. „┿さしっくぇか” っ すさぇょうちうけくっく せつぇしすくうお ゃ  すけゃぇ ういかけあっくうっ, ぉっい 
こさっおなしゃぇくっ けす 1999 ゅけょうくぇ. ‶なさゃけすけ ういょぇくうっ くぇ ういかけあっくうっすけ っ 1993 ゅけょうくぇ.
IDEX 2015, Aby Dhabi, しっ こさけゃっあょぇ くぇ ゃしっおう ょゃっ ゅけょうくう, し ょけきぇおうくしすゃけすけ くぇ ′ぇちうけくぇか-

くうは ういかけあぉっく ちっくすなさ くぇ ┿ぉせ ╃ぇぉう - しすけかうちぇすぇ くぇ ¨ぉっょうくっくうすっ ┿さぇぉしおう っきうさしすゃぇ. ]かっょ-
ゃぇとけすけ きせ ういょぇくうっ とっ っ こさっい 2017 ゅけょうくぇ.  

╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ-こさけ-
きうてかっくぇ こぇかぇすぇ (╀〈‶‶) 

ういさぇいう ゃ しゃけっ しすぇくけゃうとっ こけょ-
おさっこぇ くぇ ゃくっしっくうは ゃ ′ぇさけょくけ-
すけ しなぉさぇくうっ けす こさっょしっょぇすっかは 
くぇ こぇさかぇきっくすぇさくぇすぇ うおけくけきう-
つっしおぇ おけきうしうは ‶っすなさ ╉なくっゃ う 
ゅさせこぇ ょっこせすぇすう  ╆ぇおけくけこさけっおす 
いぇ ういきっくっくうっ う ょけこなかくっくうっ くぇ 
╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ. ‶さっょかぇゅぇ-
くうすっ こさけきっくう くぇこなかくけ けすさぇいは-
ゃぇす こけいうちううすっ くぇ ‶ぇかぇすぇすぇ う 
けすこさぇゃはくうすっ くっっょくけおさぇすくけ けす 
くっは こさっょかけあっくうは いぇ けぉかっおつぇ-
ゃぇくっ くぇ ょっえくけしすすぇ くぇ きうおさけ- う 
きぇかおうすっ こさっょこさうはすうは. ╀〈‶‶ 
くぇこなかくけ しこけょっかは こさっょかけあっ-
くうっすけ いぇ  „ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ” くぇ 

こさっょうてくぇ くけさきぇすうゃくぇ さぇいこけさっょぉぇ (こさっおさぇすはゃぇくっ し っょくけきっしっつくけ こさっょういゃっしすうっ けす しすさぇくぇ 
くぇ さぇぉけすけょぇすっかは くぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ し かうちっ, こさうょけぉうかけ こさぇゃけ くぇ こっくしうは いぇ けしうゅせさうすっかっく 
しすぇあ う ゃないさぇしす). 
′っゃないきけあくけしすすぇ さぇぉけすけょぇすっかはす ょぇ こさっおさぇすう っょくけしすさぇくくけ, し っょくけきっしっつくけ こさっょういゃっしすうっ 

すさせょけゃ ょけゅけゃけさ し かうちっ, こさうょけぉうかけ こさぇゃけ くぇ こっくしうは, いぇょなかぉけつぇゃぇ こさけぉかっきうすっ し きかぇょっあおぇすぇ 
ぉっいさぇぉけすうちぇ, きかぇょっあおぇすぇ っきうゅさぇちうは, きかぇょっあおぇすぇ こさっしすなこくけしす, ょっきけゅさぇそしおうは しさうゃ う こさ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”,
くぇ ぉぇいぇ こぇさすくぬけさしすゃけ し ╀〈‶‶ 

http://www.cci-vratsa.org/bg/btpp-podkrepya-predlaganite-promeni-v-kodeksa-na-truda/ 
くぇ ╀〈‶‶

くけ ゃ すっいう すさう あぇくさぇ とっ すなさしう 
しけぉしすゃっくけ きはしすけ ゃ ういおせしすゃけすけ. 
〈なきくぇすぇ ぇおぇょっきうつくぇ あうゃけこうし 
とっ けすしすなこう きはしすけ くぇ しゃっすかう-
くぇすぇ う ぉぇゅさうすっ. ‶さっい 1928 ゅ. 
╃させあっしすゃけすけ くぇ たせょけあくうちう-
すっ ゃ ╀なかゅぇさうは ゃおかのつゃぇ くっえくう 
すゃけさぉう ゃ ういかけあぉぇ くぇ ょぇきしおうは 
こけさすさっす. 

╁かうはくうっすけ くぇ そさっくしおうは 
うきこさっしうけくういなき. ‶さっい 1929 
ゅ. 』せょけきうさ う ╋ぇさぇ 』けさぉぇ-
ょあうえしおぇ しぇ おけきぇくょうさけゃぇくう 
ゃなゃ 《さぇくちうは, いぇ ょぇ こさけせつぇす 
きっすけょうすっ くぇ けぉせつっくうっ こけ さう-
しせゃぇくっ ゃ こぇさうあおうすっ せつうかうとぇ. 
╋かぇょぇすぇ せつうすっかおぇ とっ こさっくっ-
しっ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇえ-ょけぉさけすけ けす 
くぇせつっくけすけ すぇき. ╁ ╊せゃなさぇ う ゃ 
きくけゅけすけ ういかけあぉう ゃ ‶ぇさうあ すは 
けすおさうゃぇ っょくけ ういおせしすゃけ, おけっすけ 
とっ けしきうしかう こなすは え くぇ すゃけさっち. 
》せょけあくうつおぇすぇ っ いぇゃかぇょはくぇ けす 
くぇしすさけっくうはすぇ う けすゃけさっくぇすぇ 
おけきこけいうちうは ゃ おぇさすうくうすっ くぇ うき-
こさっしうけくうしすうすっ. ‶けさぇいっくぇ っ けす 
さぇいかうつくうすっ しなしすけはくうは, ゃ おけう-
すけ しぇ ういけぉさぇいっくう しゃっすかうくぇすぇ う 
ょゃうあっくうっすけ. ╁ すけいう しすうか しない-
ょぇゃぇ ゃなゃ 《さぇくちうは しっさうは ぇおゃぇ-
さっかう けす ゅさぇょしおうすっ せかうちう, こっえ-
いぇあう う くはおけかおけ こけさすさっすぇ くぇ 
きけきうつっすぇ. ′ぇきっさっくうっすけ うき し 
』せょけきうさ ょぇ けしすぇくぇす いぇ こけ-ょなか-
ゅけ ゃ ‶ぇさうあ  くっ しっ けしなとっしすゃうかけ, 
ゃなこさっおう つっ ょけさう しう くぇきっさうかう 
さぇぉけすぇ - さうしせゃぇかう ゃ っょくけ ぇすっ-
かうっ ょっすしおう かうつうちぇ う おせおかう.
『ゃっすなす う ちゃっすはすぇ. ╅うゃけこう-

しすぇ くぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ しかっょ いぇ-
ゃさなとぇくっすけ え っ ゃっつっ し さぇいかうつくけ 
いゃせつっくっ – さぇょけしすくけ, っきけちうけ-
くぇかくけ, しゃっすかけ, すけこかけ, こなしすさけ. 
〈は さうしせゃぇ くはおけかおけ こっえいぇあぇ 
ゃ けおけかけくけしすうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おけうすけ ういさぇいはゃぇす すけゃぇ くけゃけ 
けすくけてっくうっ おなき ういおせしすゃけすけ. 

[ぇいかうつくう しぇ しなしすけはくうはすぇ くぇ 
こさうさけょぇすぇ, こさけかっすくうはす ぇさけ-
きぇす, かはすくけすけ しかなくちっ. ╁しうつおけ 
っ ちゃっすくけ う あうゃけ. 〉ょうゃうすっかくう 
しぇ くぇすのさきけさすうすっ え し ちゃっすは う 
しかなくけつゅかっょう. ╆ぇ ょぇ いぇこぇいう 
っおしこさっしうはすぇ, すは つっしすけ こさうぉはゅ-
ゃぇかぇ ょけ てこぇおかぇすぇ う ゅけかっきうすっ 
ぇさすうしすうつくう きぇいおう. ‶さっい 1933 
ゅ. さっょう ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇきけしすけは-
すっかくぇ ういかけあぉぇ けす あうゃけこうしくう 
こかぇすくぇ, くはおけかおけ こけさすさっすぇ, 
ぇゃすけこけさすさっす う ぇおゃぇさっかうすっ けす 
‶ぇさうあ. ‶けおぇいゃぇ は う くぇ しすぇさけ-
いぇゅけさしおぇすぇ こせぉかうおぇ. ]かっょゃぇす 
くけゃう こっえいぇあう, くぇすのさきけさすう う 
こけさすさっすう -  くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ え 
たけさぇ う くぇ きぇかつせゅぇくうすっ けす きぇ-
たぇかぇすぇ. ‶さっい 1939 ゅ. せつぇしすゃぇ 
ゃ ういかけあぉぇ くぇ あっくうすっ-たせょけあ-
くうつおう. ]さっょ こさっょしすぇゃっくうすっ 
くっえくう おぇさすうくう っ „]きっっとう しっ 
きけきうつっすぇ”, いぇ おけはすけ ]ゃ. ╉ぇき-
ぉせさけゃ こうてっ, つっ しぇ „ょぇょっくう 
ゃ ういさぇい, ょゃうあっくうっ, いぇきぇた う 
すったくうおぇ – くっこけいくぇすぇ ょけしっゅぇ せ 
くぇし.”
〉つうすっかおぇすぇ こけ さうしせゃぇくっ. ╁ 

こさけゅうきくぇいうはすぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ 
せつうすっかしすゃぇ 14 ゅけょうくう, ぉうかぇ っ 
う おかぇしくぇ. ‶さっい 1936 ゅ. っ ゃっつっ 
くぇいくぇつっくぇ ゃ ゅうきくぇいうはすぇ /』せ-
ょけきうさ ぉうか くぇこせしくぇか/. ¨すかうつ-
くけ しっ しこさぇゃはかぇ し ぉせえくうすっ きかぇ-
ょっあう, うきぇかぇ ぇゃすけさうすっす しさっょ 
せつっくうちうすっ. ╀うかぇ かのぉうきぇすぇ うき 
せつうすっかおぇ - っかっゅぇくすくけ けぉかっつっ-
くぇ あっくぇ し こさうはすくぇ ゃなくてくけしす. 
]こけょっかはかぇ  しゃけう こさっあうゃはゃぇ-
くうは, けぉうおぇかはかぇ ょけきけゃっすっ うき, 
しさっとぇかぇ しっ し さけょうすっかうすっ うき. 
′はおけう  こけしっとぇゃぇかう ょけきぇ うき し 
』せょけきうさ う さぇいおぇいゃぇかう いぇ くっけ-
ぉうつぇえくぇすぇ ぇすきけしそっさぇ ゃ ぇくすさっ-
すけ う しすぇうすっ, こなかくう し おぇさすうくう 
う おくうゅう…                           
‶さっい 1940 ゅ. ゃ 〈さはゃくぇ 』けさぉぇ-

ょあうえしおぇ さうしせゃぇ  くはおけかおけ ゃっ-
かうおけかっこくう こっえいぇあぇ. ╇ けすくけゃけ 
ちゃっすは - そうくうすっ ぉっかう ぉけあせさう, 
かのぉうきうすっ さけいう, ぇさうしすけおさぇ-
すうつくうはす おさっき, ょゃせきっすさけゃうすっ 
はかょないう, さぇいくけちゃっすくうすっ たさう-
いぇくすっきう... 
╁ こっくしうは. 『はかけすけ ゃさっきっ 

くぇ たせょけあくうつおぇすぇ しかっょ 1945 
ゅ. っ いぇ さぇぉけすぇ ゃ ぇすっかうっすけ え, 
くぇきうさぇとけ しっ くぇ すぇゃぇくしおけすけ 
こけきっとっくうっ. ╉なき しのあっすうすっ 
しう すは こさうぉぇゃは う うくすっさうけさぇ ゃ 
しけぉしすゃっくうは え ょけき, こさっゃなさくぇか 
しっ ゃ くっえくぇ „けぉっすけゃぇくぇ いっきは” 
– ぇくすさっすけ, ぇすっかうっすけ, おぇぉうくっ-
すなす くぇ 』せょけきうさ. ╁ くっゅけ, くぇえ-
つっしすけ ゃなさたせ おさなゅかぇすぇ きぇしぇ, すは 
さっょう いぇ さうしせゃぇくっ しそっさうつくぇすぇ 
しすなおかっくぇ ゃぇいぇ し ちゃっすは うかう くう-
おっかうさぇくうは こけょくけし う そさせおすうっ-
さぇすぇ し ゅさけいょっ, はぉなかおう う おさせ-
てう. ‶けさすさっすうすっ え しぇ しゃなさいぇくう 
し ゃしっ こけ-きかぇょう かうちぇ. ]さっょ 
すはた しぇ ┿くおぇ ┿くょさっっゃぇ, ‶っすおけ, 
》さうしすけ… ] 38 けす すっいう おぇさすう-
くう けさゅぇくういうさぇ こさっい 1956 ゅ. 
ういかけあぉぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶さっい 
60-すっ ゅけょうくう すゃけさつっしおぇすぇ え 
ぇおすうゃくけしす くぇきぇかはゃぇ, ぇ しなし いぇ-
ぉけかはゃぇくっすけ くぇ 』せょけきうさ すは ゃしっ 
こけ-さはょおけ こけしはゅぇ おなき つっすおぇすぇ. 
╁なこさっおう すけゃぇ けさゅぇくういうさぇ ゅけ-
かはきぇ しぇきけしすけはすっかくぇ ういかけあぉぇ 
ゃ ]けそうは. 
╉せかうくぇさくう てっょぬけゃさう. ╂の-

ゃっつなす „ぇかぇ 』せょけきうさ”, けぉうお-
くけゃっくけ し ょさっぉけかうう, ぉうか くぇ 
こなさゃけ きはしすけ ゃ おかぇしぇちうはすぇ くぇ 
こうしぇすっかは, しこけきくは しう こかっきっく-
くうちぇすぇ きせ ╊うかうは ╃うきうすさけゃぇ. 
〈せさうえちう うきぇかう すけかおけゃぇ おけいっ 
う けゃつっ きっしけ, つっ うき たぇさういゃぇ-
かう ょさっぉけかううすっ. ┿ ぉぇくうちぇすぇ し 
ういゃぇさぇ ぉうかぇ ゅけかはきけすけ きせ うい-
おせてっくうっ. ╂けしすうすっ しっ さぇょゃぇかう 
くぇ こなしすさぇすぇ すさぇこっいぇ, こけょさっ-
ょっくぇ けす ╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ 

- ゃしっこさういくぇすぇ きぇえしすけさおぇ くぇ 
しかぇょおけ けす しきけおうくう う ょさっくおう. 
┿さうしすけおさぇすおぇ こけ こさけういたけょ, すは 
くっ たぇさっしゃぇかぇ すゃなさょっ こさけしすけ-
くぇさけょくうすっ きぇくょあう, くけ いぇさぇ-
ょう きなあぇ しう ゃうくぇゅう こけょくぇしはかぇ 
すせさてうえおぇ, おけいっ しうさっくちっ, ょけ-
きぇてくけ おさぇゃっ きぇしなかちっ う ょさせゅう 
ゃおせしけすうう, ぉっい おけうすけ こうしぇすっかはす 
くっ きけあっか... 〉 すはた ゃうくぇゅう うきぇ-
かけ ゃ ういけぉうかうっ はぉなかおう, おさせてう, 
すうおゃう. ]ぇきけ ゃうくちっすけ くっ しっ いぇ-
ょなさあぇかけ, すなえ おぇすけ こけつすう くっ きう-
くぇゃぇかぇ ゃっつっさ ぉっい ゅけしすう くぇ せか. 
„〈さぇこっいうちぇ“ 3.
【っゅうすっ くぇ 』せょけきうさ. ╅うゃっは 

くぇ せか. “]けそさうつおぇ” 3, おぇいゃぇか 
すけえ こけ こけゃけょ くっこさっしすぇくくうすっ 
ょけきぇてくうすっ しけそさう. ╉けゅぇすけ ゃっょ-
くなあ ]ぇさぇ, こさうはすっかおぇ くぇ しな-
こさせゅぇすぇ きせ, ゅけ こけこうすぇかぇ おぇお っ 
すは, すけえ けすゃなさくぇか: „ ┿ ぉっ, ]ぇさぇ, 
きけえすぇ ╋ぇさぇ, きぇきぇ え しすぇさぇ, こぇお 
きう しっ おぇさぇ… ╃ぇ きっ ういゃうくうて, 
ぇきぇ くぇこけしかっょなお しなし いょさぇゃっすけ 
くっ っ ょけぉさっ. ╇きぇ っょうく しすさぇてっく 
いぇこっお. ┿ こなお ぇい え ょせきぇき: ╋ぇさけ, 
きぇ, すけいう いぇこっお, ょっすけ ゅけ うきぇて 
けすいぇょ, ょぇ ゅけ うきぇてっ ゃ せしすぇすぇ, 
こっおぇかは きくけゅけ たせぉぇゃけ とはたきっ ょぇ 
しう あうゃっっき”.
╊のぉけゃすぇ くぇ ╋ぇさぇ おなき あうゃけす-

くうすっ しなとけ ぉうかぇ けぉっおす くぇ てっ-
ゅうすっ くぇ 』せょけきうさ. ╉けすおぇすぇ うき 
しっ けおけすうかぇ う ╇ゃぇく ]なぉつっゃ しう 
こけうしおぇか おけすっくちっ. 〈は ゅけ ゃなさ-
くぇかぇ ゃおなとう いぇ おけてくうちぇ, いぇ ょぇ 
こさっくっしっ おけすっすけ ゃ くっは. „╁うあ, 
ぇおけ うきぇすっ ょっすしおぇ おけかうつおぇ, けとっ 
こけ-ょけぉさっ. ′はきぇ ょぇ きせ ょさせしぇ!” 
- ゅけ こけしなゃっすゃぇか 』せょけきうさ. ]なぉ-
つっゃ しっ ゃなさくぇか し おけてくうちぇすぇ, 
くけ ╋ぇさぇ こぇお ぉうかぇ くっょけゃけかくぇ: 
„』っ ょぇ ぉってっ しかけあうか こけくっ っょくけ 
つっさょあっ ゃなすさっ!” „╇ きっょうちうくしおう 
こぇきせお けす ぇこすっおぇすぇ ょぇ きせ こけ-
しすっかって!”, ょけこなかくうか 』せょけきうさ. 
„]せすさうく けぉうつぇ こけこぇさおぇ し きかは-

おけ…” - くぇさっあょぇかぇ ╋ぇさぇ. „┿きぇ 
けす おさぇゃぇ こなさゃっしおうくは ょぇ っ !” – 
くぇきっしうか しっ けすくけゃけ 』せょけきうさ. 
]っきっえしすゃけすけ. ]なこさせゅぇすぇ くぇ 

』せょけきうさ ぉうかぇ ゃかぇしすくぇ う ゃ しな-
とけすけ ゃさっきっ うくすっさっしくぇ う すぇ-
かぇくすかうゃぇ あっくぇ. ′っいぇゃうしうきけ けす 
けしすさうは しう たぇさぇおすっさ, すは っ くっゅけ-
ゃぇ しこなすくうちぇ ょけ しぇきうは きせ おさぇえ. 
╃ゃぇきぇすぇ うきぇかう きくけゅけ けぉとう 
くぇつうくぇくうは, っょくけ けす おけうすけ っ 
せつぇしすうっすけ うき ゃ ういけゅさぇそうしゃぇ-
くっすけ こさっい 1936 ゅ. くぇ たさぇき „]ゃ. 
╈けぇく ‶さっょすっつぇ”. ╁なこさっおう つっ しっ 
ょさぇいくっか けす ぇきぉうちううすっ え, すけえ 
こけきぇゅぇか こさう せさっあょぇくっすけ くぇ うい-
かけあぉうすっ え.
╀かういおう ょけ すはた いくぇっかう, つっ 7 

ゅけょうくう ╋ぇさぇ くぇこけさうしすけ こさっ-
しかっょゃぇかぇ ぉせえくけおけしうは しすせょっくす 
けす ╉ぇいぇくかなお, せしこはゃぇえおう ょぇ ゅけ 
くぇおぇさぇ ょぇ いぇぉさぇゃう しうくっけおぇすぇ 

¨かゅぇ ╉ぇさぇこうさけゃぇ う ょぇ ゅけ けすょっ-
かう けす しおせかこすけさおぇすぇ ′っゃっくぇ ╀ぇ-
ょあぇおけゃぇ. 〈なえ おぇすけ くっ けょけぉさは-
ゃぇかぇ こさうはすっかうすっ きせ – ゃっしっかう う 
ぉっいゅさうあくう たせょけあくうちう, ぇさすうしすう 
う こうしぇすっかう, おけうすけ くぇさうつぇかぇ  
„こうはくうちう う こさけえょけたう”, しっ きっし-
すはす ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶けしすさけはゃぇす しう 
たせぉぇゃぇ う せのすくぇ おなとぇ う くぇ こさなゃ 
こけゅかっょ うょうかうはすぇ っ こなかくぇ. ′け ゃ 
すけいう ょけき つっしすけ しっ ゃけょっかう しっ-
きっえくう ゃけえくう – ゅかぇゃくけ  いぇさぇょう 
しけそうえしおうすっ こさうはすっかう くぇ 』せょけ-
きうさ, おけうすけ きせ ゅけしすせゃぇかう し ょくう.
╇いゃっしすくけ っ, つっ 』せょけきうさ っ 

くぇこさぇゃうか っょうく っょうくしすゃっく こけ-
ょぇさなお くぇ あっくぇ しう – おけおっすくぇ 
ょぇきしおぇ つぇくすうつおぇ いぇ しゃぇすぉっ-
くぇすぇ ちっさっきけくうは. „′ぇ くうとけ くっ 
こさうかうつぇ!”, けすしはおかぇ ぉせかおぇすぇ う は 
たゃなさかうかぇ. ‶けしかっ ゅけょうくう くぇさっょ 
しっ けこかぇおゃぇかぇ, つっ くっ こけかせつぇゃぇ 
こけょぇさなちう けす きなあぇ しう. ╆ぇ こさぇい-
くうちうすっ すけえ こさけしすけ え ょぇゃぇか こぇさう 
– ょぇ しう ゃいっきっ おぇおゃけすけ うしおぇ.
╊うこしぇすぇ くぇ ょっすっ すっゅくっかぇ くぇょ 

すけゃぇ しっきっえしすゃけ. ╁っょくなあ, おけゅぇ-
すけ う ょゃぇきぇすぇ かっあぇかう ぉけかくう けす 
しゃうさっこ ゅさうこ, し ゅけさつうゃぇ うさけくうは 
』せょけきうさ え おぇいぇか: „╉ぇおゃけ とっ 
こさぇゃうき くうっ し すっぉ しかっょ ゃさっきっ, 
し こけしさっょしすゃっくう すぇかぇくすう う ぉっい 
ょっちぇ?” ╉ぇおゃけすけ う ょぇ しっ っ しかせつ-
ゃぇかけ きっあょせ すはた けぉぇつっ, くうおけゅぇ 
くっ けすゃぇさはかう ょせきぇ いぇ さぇいゃけょ. 
╉けゅぇすけ すは ぉうかぇ ゃ ぉけかくうちぇ し 
かぇえきしおぇ ぉけかっしす しかっょ せたぇこゃぇくっ 
けす おなさかっあ, すけえ こうてっ ゃ ょくっゃくう-
おぇ しう: „‶け-ょけぉさっ ょぇ っ いかけぉくぇ 
おなき きっく, くけ ょぇ けしすぇくっ あうゃぇ”.
╁ あうゃけすぇ くぇ 』せょけきうさ しっ こけ-

はゃぇゃぇ う ょさせゅぇ あっくぇ し うきっすけ 
╋ぇさぇ. 〈けゃぇ っ し 20 ゅけょうくう こけ-
きかぇょぇすぇ, けぉさぇいけゃぇくぇ, おさぇしう-
ゃぇ う ういゃっしすくぇ ぇおすさうしぇ けす ′ぇ-
さけょくうは すっぇすなさ ╋ぇさぇ ‶っくおけゃぇ. 
]うかくぇすぇ うき かのぉけゃ しすぇゃぇ うい-
ゃっしすくぇ しぇきけ くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ 

うき こさうはすっかう. ╉けゅぇすけ 
いぇさぇょう さぇおぇ 』せょけ-
きうさ さってぇゃぇ ょぇ しかけ-
あう おさぇえ くぇ あうゃけすぇ 
しう, う ょゃっすっ くっ しぇ ょけ 
くっゅけ. ′ぇ きけかぉぇすぇ きせ 
ょぇ けすうょっ ょぇ ゅけ ゃうょう, 
╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ 
きせ こさぇとぇ たぇぉっさ, つっ 
うきぇ たさっきぇ う くっ きけあっ 
ょぇ こなすせゃぇ. ┿ ╋ぇさぇ 
‶っくおけゃぇ うきぇ ぇくゅぇ-
あうきっくす ゃなゃ ╁ぇさくぇ, 
おけえすけ くっ きけあっ ょぇ けす-
きっくう. ′ぇ そぇすぇかくうは 
26 ょっおっきゃさう 1967 ゅ. 
こさっい しなかいう すは こうてっ 
こさけとぇかくけ こうしきけ ょけ 

』せょけきうさ: ”┿い ぉはた つせあょぇすぇ - 
いぇょくぇすぇ せかうちぇ くぇ すゃけは あうゃけす. 
╀はた しゃうおくぇかぇ ょぇ あうゃっは ゃ きっつ-
すうすっ しう, ゃ きうしかうすっ しう, ゃ しぇきけすぇ-
すぇ しう し すっぉ”. ╊のぉけゃすぇ う きなおぇすぇ 
しう すは ゃゅさぇあょぇ ゃ ぉっいぉさけえ さっちう-
すぇかう し くっゅけゃう こさけういゃっょっくうは うい 
ちはかぇ ╀なかゅぇさうは.
╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ ょぇゃぇ しな-

ゅかぇしうっすけ しう 』せょけきうさ ょぇ ぉなょっ 
こけゅさっぉぇく ゃ ょゃけさぇ くぇ けぉとうは うき 
ょけき う けしすぇゃぇ ょぇ あうゃっっ ゃ くっゅけ. 
¨ゅさぇくうつぇゃぇ おけくすぇおすうすっ しう, 
こさうっきぇえおう こけくはおけゅぇ しぇきけ くぇえ-
ぉかういおうすっ しう こさうはすっかおう. 〉きうさぇ 
くぇ 8 きぇえ 1974 ゅ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
╇いこけかいゃぇくう しぇ こせぉかうおぇちうう くぇ                                                                                                                               

╋. ╃けぉさっゃ, ╇ゃ. ]なぉつっゃ う ょさ.
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