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すう こさぇゃはす いぇぉっかっあおう

くぇ しすさ. くぇ しすさ. くぇ しすさ. くぇ しすさ.

  

   

    

′ぇかう こけきくうすっ, せゃぇあぇっきう つうすぇすっかう - ぇさしっくぇかちう, 
けくけゃぇ くっこさっすっくちうけいくけ こっつぇすくけ ういょぇくうっ けすこさっょう 
こけゃっつっ けす ょゃっ ょっしっすうかっすうは, おけっすけ さぇいかうしすゃぇたきっ ゃしは-

おぇ しっょきうちぇ し けつぇおゃぇくっすけ う くっすなさこっくうっすけ ょぇ くぇせつうき 
おなょっ おぇおゃけ しすぇゃぇ ゃ おけきぉうくぇすぇ う ゃ おけっすけ し くっしおさう-

すけ ゃなかくっくうっ  しっ くぇょはゃぇたきっ ょぇ けすおさうっき しくうきおぇ うかう 
こけくっ くはおけかおけ さっょぇ いぇ きはしすけすけ, おなょっすけ さぇぉけすうき, いぇ 
たけさぇすぇ, し おけうすけ さぇぉけすうき, いぇ さけょうすっかうすっ う ぉかういおうすっ 
くう, いぇ あうゃけすぇ くう すせお, ゃ こさっょこさうはすうっすけ. ┿ うくすうきくぇすぇ 
くう さぇょけしす しすぇゃぇてっ きくけゅけおさぇすくけ こけ-ゅけかはきぇ, ぇおけ けす 
しすさぇくうちうすっ きせ くう こけゅかっょくったぇ しけぉしすゃっくうすっ くう けつう, 
ぇおけ  くう しっ せしきうたくったぇ しけぉしすゃっくうすっ くう かうちぇ. 〈けゅぇゃぇ 
けすくぇしはたきっ すっいう くはおけかおけ しすさぇくうちう こけ おなとうすっ しう う し 
ゅけさょけしす ゅう こけおぇいゃぇたきっ くぇ ょっちぇすぇ う しっきっえしすゃぇすぇ しう, 
くぇ しなしっょうすっ う さけょくうくうすっ しう.
‶けきくうすっ, さぇいぉうさぇ しっ. 〈けゃぇ ぉってっ くぇてうはす ゃっしすくうお 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”. ╁っつっ しきっ ゅけ こけいぇぉさぇゃうかう… ╆ぇ 
くっゅけ しっ しっとぇきっ, しぇきけ おけゅぇすけ  こけさぇいさけゃうき  かうつくうすっ 
しう ぇさたうゃう う くはおなょっ すぇき, きっあょせ しおなすぇくうすっ しゃけう ちっく-

くけしすう, しっ しかせつう ょぇ  けすおさうっき くはおけえ ぉさけえ し こけあなかすっかう 
ゃっつっ しすさぇくうちう.
‶け-きかぇょうすっ きけあっ う ょぇ くっ しぇ ゃうあょぇかう „╆ぇゃけょしおぇ すさう-

ぉせくぇ”, くけ, くぇょはゃぇき しっ, こけくっ ょぇ しぇ つせゃぇかう いぇ くっは.
]おなこう おけかっゅう-ぇさしっくぇかちう,  ゃ しっいけくぇ しきっ くぇ こさけかっすすぇ, 
くぇ ちなそすっあぇ, くぇ ぇさけきぇすうすっ,  くぇ きっつすうすっ う くぇょっあょう-

すっ. ‶さけかっすすぇ, おけはすけ こさけぉせあょぇ う ゃないさぇあょぇ  ゃしうつおけ 
けおけかけ くぇし いぇ くけゃ あうゃけす. ╁さっきっすけ くぇ こさけきっくうすっ, くぇ 
こさっけぉさぇいけゃぇくうはすぇ, くぇ しきっかうすっ う ょさないおう くぇつうくぇくうは. 
╋けあっ ぉう くっ しかせつぇえくけ うきっくくけ  ゃ ょくうすっ くぇ こさけかっすくけ-

すけ けぉくけゃかっくうっ しっ さけょう うょっはすぇ ょぇ ゃないさけょうき う ょぇ ょぇ-

ょっき くけゃ あうゃけす くぇ くぇてうは そうさきっく ゃっしすくうお. ′ぇょはゃぇき 
しっ ょぇ ぉなょっすっ こさうはすくけ ういくっくぇょぇくう けす すけゃぇ さってっくうっ 
くぇ  さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. ╁ないけぉくけゃはゃぇくっ-

すけ くぇ ういょぇゃぇくっすけ くぇ ゃっしすくうおぇ っ しゃけっけぉさぇいっく きけしす 
ゃなゃ ゃさっきっすけ, こけ おけえすけ とっ  きけゅぇす ょぇ こさっきうくぇす くぇえ-
ょけぉさうすっ う くぇえ-たせぉぇゃう きけきっくすう けす きうくぇかけすけ, いぇ ょぇ 
しっ しかっはす すっ し ょくってくうすっ くぇえ-ょけぉさう う くぇえ-たせぉぇゃう きけ-

きっくすう けす あうゃけすぇ くぇ „┿さしっくぇか”.
╇きっすけ くぇ くけゃうは-しすぇさ くぇて ゃっしすくうお っ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-

くぇか”.
╆ぇとけ すさうぉせくぇ? ‶なさゃけ, いぇとけすけ すけいう ゃっしすくうお っ こさはお 
くぇしかっょくうお くぇ ゃ. „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”.  ╇ ゃすけさけ, いぇとけ-

すけ ゃ すぇいう ょせきぇ っ しきうしなかなす くぇ くっゅけゃけすけ ゃないしすぇくけゃは-

ゃぇくっ. ′ぇてうはす そうさきっく ゃっしすくうお とっ ぉなょっ すさうぉせくぇすぇ, 
ゃうしけおけすけ きはしすけ, けすおなょっすけ ゃしっおう とっ きけあっ ょぇ ゅけゃけさう, 
いぇ ょぇ ぉなょっ つせす, う けすおなょっすけ ゃしっおう とっ きけあっ ょぇ つせゃぇ 
おぇおゃけ ゅけゃけさはす ょさせゅうすっ.
┿ いぇとけ “┿さしっくぇか”, っ はしくけ. „┿さしっくぇか” っ きぇさおぇすぇ, し 
おけはすけ しきっ しっ くぇかけあうかう ゃ けぉとっしすゃけすけ う くぇ こぇいぇさぇ う 
し おけはすけ しきっ ういゃっしすくう こけ しゃっすぇ.
]きはすぇき, つっ くぇ „┿さしっくぇか” -  くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ けす 
╁けっくくけ-こさけきうてかっくうは おけきこかっおし う すさっすぇすぇ こけ ぉさけえ 
さぇぉけすっとう ゃ しすさぇくぇすぇ,  う くぇ ゃしうつおう くぇし - おぇすけ おけかっお-

すうゃ, くう しっ こけかぇゅぇ ょぇ うきぇきっ しけぉしすゃっくけ こっさうけょうつくけ 
こっつぇすくけ ういょぇくうっ ... 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ
╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃
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〈ぇえくぇすぇ くぇ 
こさけそっしうけ
くぇかくうは せし
こった いぇ うくあ. 
╋ぇさおけゃ っ ゃ 
あうすっえしおぇすぇ 
そけさきせかぇ
ょぇ せしなゃなさ
て っ く し す ゃ ぇ て 
すぇおぇ ゃしうつおけ, おけっすけ こさぇゃうて, 
つっ ょぇ さぇぉけすうて し かっおけすぇ う ょぇ 

くはきぇ いぇ おぇおゃけ ょぇ すう こさぇゃはす 
いぇぉっかっあおう つっ ょぇ さぇぉけすうて し 
かっおけすぇ う ょぇ くはきぇ いぇ おぇおゃけ ょぇ 
すう こさぇゃはす いぇぉっかっあおう

くぇ しすさ.

] くけゃ こぇさおうくゅ いぇ くけゃう きっしすぇ とっ しっ しょけぉうはす さぇぉけすっとうすっ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ „┿さしっくぇか
ょけ くぇつぇかけすけ くぇ のくう. 〈けゃぇ しなけぉとう いぇ 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ, ょうさっおすけさ くぇ ょうさっお
ちうは ╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ . ‶け ゃなこさけしぇ けす きっしっちう さぇぉけすう さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, 
しなゃきっしすくけ し ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う いぇうくすっさっしけゃぇくうすっ うくしすうすせちうう. ′けゃうはす こぇさおうくゅ とっ っ いぇ きっしすぇ 
う いくぇつうすっかくけ とっ けぉかっおつう しっゅぇてくけすけ しなしすけはくうっ こさっょ こけさすぇかうすっ くぇ そうさきぇすぇ しすけすうちう ぇゃすけきけぉうかう, 
しこさっくう くっさっゅかぇきっくすうさぇくけ ゃ ょゃっすっ こかぇすくぇ くぇ ょゃうあっくうっすけ, おけうすけ いぇしすさぇてぇゃぇす しうゅせさくけしすすぇ くぇ ょゃう
あっくうっすけ う くぇ こってったけょちうすっ. 

っっとえけ〈.おなかくぇいぇ╉ぇくうとぉ¨ぇくすしけくっゃすしぉけし,ぇさぇおっょ,すけとけかこぇくぇさうすしけさこっしっとすなゅくうおさぇ‶
きっあょせ くぇこけうすっかくうは おぇくぇか, ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ しっゃっさくうは こけさすぇか くぇ „┿さしっくぇか” ゃ いぇこぇょ
くぇすぇ つぇしす/ う せしおけさうすっかくぇすぇ かっくすぇ いぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈ぇおぇ いぇおかのつっく ゃ けそけさきはとけすけ しっ すさうなゅなかくけ 
こさけしすさぇくしすゃけ, すけえ とっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす しっさうけいくけ ょぇ しっ けぉかっおつう しっゅぇ しなとっしすゃせゃぇとうはす こさけぉかっき し 
こぇさおうさぇくっすけ いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ そうさきぇすぇ. 
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ っ ゃないかけあうかけ こさけっおすうさぇくっすけ くぇ うくあ. ╁っしっかうく 〉いせくけゃ, けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは くぇ ╉ぇいぇくかなお さぇいさぇぉけすゃぇ う ‶〉‶- /‶けょさけぉっく せしすさけえしすゃっく こかぇく/ こけ ゃなこさけしぇ. 
‶さけっおすなす いぇ こぇさおうくゅぇ っ ゃ きくけゅけ くぇこさっょくぇかぇ そぇいぇ. ¨しすぇゃぇ しなゅかぇしせゃぇくっすけ きせ し ╉┿〈- ‶なすくぇ こけかうちうは, 
ぇ ゃこけしかっょしすゃうっ  う さぇいゅかっあょぇくっ う けょけぉさはゃぇくっ けす ╄おしこっさすくうは しなゃっす くぇ ̈ ぉとうくぇすぇ. 
]こけさっょ うくあ. 【うおけゃ, こさけっおすなす いぇ くけゃ こぇさおうくゅ ょけ しっゃっさくうは こけさすぇか くぇ „┿さしっくぇか” とっ しっ けょけぉさう ゃ さぇき
おうすっ くぇ くはおけかおけ ょくう. ╁ しさっょぇすぇ くぇ きぇえ きけあっ ょぇ いぇこけつくっ う しなとうくしおけすけ きせ ういゅさぇあょぇくっ, すぇおぇ つっ ょけ 
くぇつぇかけすけ くぇ のくう すけえ ょぇ っ そぇおす う ょぇ しっ こけかいゃぇ けす さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ. ‶ぇさおうくゅなす っ さっいせかすぇす 
けす こけっすう しなゃきっしすくう ぇくゅぇあうきっくすう きっあょせ しうくょうおぇかくうは ぇおすうゃ くぇ ┿さしっくぇか , ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ 
うくあ. ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う おきっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. ‶さっょしすけう こけょこうしゃぇくっすけ くぇ ょけ
ゅけゃけさ きっあょせ ょゃっすっ しすさぇくう いぇ けすょぇゃぇくっすけ こけょ くぇっき くぇ „┿さしっくぇか” くぇ ょっおぇさうすっ, こけかいゃぇくう いぇ こぇさおうくゅぇ.
] くけゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ くぇ こさぇおすうおぇ こぇさおけきっしすぇすぇ いぇ ぇさしっくぇかちう とっ しすぇくぇす 500, いぇっょくけ しなし しっゅぇ しな

.かぇすさけこはうくかぇさすくっちょっさこぇゅくうおさぇこぇくぇすしっきぇしうくつなすぇすしけょっくけくえぇさおけきうょうゃけく,っすうとぇゃせゃすしっと
╆ぇさぇょう かうこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ きっしすぇ いぇ こぇさおうさぇくっ, ぇさしっくぇかちう しぇ こさうくせょっくう ょぇ しこうさぇす ぇゃすけきけぉう
かうすっ しう ゃ さぇえけくぇ くぇ ゅさけぉうとくうは こぇさお, ゃ いぇぉさぇくっくう いぇ しこうさぇくっ すっさうすけさうう うかう しこうさおう くぇ ゅさぇょしおうは う 
きっあょせゅさぇょしおう すさぇくしこけさす , いぇさぇょう おけっすけ つっしすけ けすくぇしはす う ゅかけぉう けす こけかうちうはすぇ. 
╉さぇあぉうすっ くぇ ぇおせきせかぇすけさう う ょさせゅう ゃっとう けす おけかうすっ しなとけ くっ しぇ ういけかうさぇくけ はゃかっくうっ.
╆ぇ こさっせしすぇくけゃはゃぇくっすけ うき せこさぇゃぇすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ こかぇくうさぇ ょぇ けしゃっすう おぇおすけ くけゃうは, すぇおぇ う しっゅぇ 
しなとっしすゃせゃぇとうは こぇさおうくゅ. ¨ぉきうしかはす しっ う ゃぇさうぇくすう いぇ けたさぇくぇ うかう しこっちうぇかっく こさけこせしおぇすっかっく さっあうき 
いぇ ゃけょぇつうすっ くぇ ╋‶]. ┿さしっくぇかちう とっ こぇさおうさぇす ぉっいこかぇすくけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╋ぇかおけ こけはしくうすっかっく すっおしす おなき しくうきおぇすぇ. きけあっ 
ょぇ っ くぇ ょゃぇ さっょぇ  うかう おぇおすけ こけあっかぇって. ╋けあっ 
う きぇかおけ こけはしくうすっかくう ぉっかっあおう いぇ ゅけしこけょうくぇ ゃ 
かはゃけ.

′ぇかう こけきくうすっ, せゃぇあぇっきう つうすぇすっかう ぇさしっくぇかちう, 
けくけゃぇ くっこさっすっくちうけいくけ こっつぇすくけ ういょぇくうっ けすこさっょう 
こけゃっつっ けす ょゃっ ょっしっすうかっすうは, おけっすけ さぇいかうしすゃぇたきっ ゃしは
おぇ しっょきうちぇ し けつぇおゃぇくっすけ う くっすなさこっくうっすけ ょぇ くぇせつうき 
おなょっ おぇおゃけ しすぇゃぇ ゃ おけきぉうくぇすぇ う ゃ おけっすけ し くっしおさう
すけ ゃなかくっくうっ しっ くぇょはゃぇたきっ ょぇ けすおさうっき しくうきおぇ うかう 
こけくっ くはおけかおけ さっょぇ いぇ きはしすけすけ, おなょっすけ さぇぉけすうき, いぇ 
たけさぇすぇ, し おけうすけ さぇぉけすうき, いぇ さけょうすっかうすっ う ぉかういおうすっ 
くう, いぇ あうゃけすぇ くう すせお, ゃ こさっょこさうはすうっすけ. ┿ うくすうきくぇすぇ 
くう さぇょけしす しすぇゃぇてっ きくけゅけおさぇすくけ こけ-ゅけかはきぇ, ぇおけ けす 
しすさぇくうちうすっ きせ くう こけゅかっょくったぇ しけぉしすゃっくうすっ くう けつう, 
ぇおけ くう しっ せしきうたくったぇ しけぉしすゃっくうすっ くう かうちぇ. 〈けゅぇゃぇ 
けすくぇしはたきっ すっいう くはおけかおけ しすさぇくうちう こけ おなとうすっ しう う し 
ゅけさょけしす ゅう こけおぇいゃぇたきっ くぇ ょっちぇすぇ う しっきっえしすゃぇすぇ しう, 
くぇ しなしっょうすっ う さけょくうくうすっ しう.
‶けきくうすっ, さぇいぉうさぇ しっ. 〈けゃぇ ぉってっ くぇてうはす ゃっしすくうお 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ . ╁っつっ しきっ ゅけ こけいぇぉさぇゃうかう… ╆ぇ 
くっゅけ しっ しっとぇきっ, しぇきけ おけゅぇすけ こけさぇいさけゃうき かうつくうすっ 
しう ぇさたうゃう う くはおなょっ すぇき, きっあょせ しおなすぇくうすっ しゃけう ちっく
くけしすう, しっ しかせつう ょぇ けすおさうっき くはおけえ ぉさけえ し こけあなかすっかう 
ゃっつっ しすさぇくうちう.
‶け-きかぇょうすっ きけあっ う ょぇ くっ しぇ ゃうあょぇかう „╆ぇゃけょしおぇ すさう
ぉせくぇ , くけ, くぇょはゃぇき しっ, こけくっ ょぇ しぇ つせゃぇかう いぇ くっは.
]おなこう おけかっゅう-ぇさしっくぇかちう, ゃ しっいけくぇ しきっ くぇ こさけかっすすぇ, 
くぇ ちなそすっあぇ, くぇ ぇさけきぇすうすっ, くぇ きっつすうすっ う くぇょっあょう
すっ. ‶さけかっすすぇ, おけはすけ こさけぉせあょぇ う ゃないさぇあょぇ ゃしうつおけ 
けおけかけ くぇし いぇ くけゃ あうゃけす. ╁さっきっすけ くぇ こさけきっくうすっ, くぇ 
こさっけぉさぇいけゃぇくうはすぇ, くぇ しきっかうすっ う ょさないおう くぇつうくぇくうは. 
╋けあっ ぉう くっ しかせつぇえくけ うきっくくけ ゃ ょくうすっ くぇ こさけかっすくけ
すけ けぉくけゃかっくうっ しっ さけょう うょっはすぇ ょぇ ゃないさけょうき う ょぇ ょぇ
ょっき くけゃ あうゃけす くぇ くぇてうは そうさきっく ゃっしすくうお. ′ぇょはゃぇき 
しっ ょぇ ぉなょっすっ こさうはすくけ ういくっくぇょぇくう けす すけゃぇ さってっくうっ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. ╁ないけぉくけゃはゃぇくっ
すけ くぇ ういょぇゃぇくっすけ くぇ ゃっしすくうおぇ っ しゃけっけぉさぇいっく きけしす 
ゃなゃ ゃさっきっすけ, こけ おけえすけ とっ きけゅぇす ょぇ こさっきうくぇす くぇえ-
ょけぉさうすっ う くぇえ-たせぉぇゃう きけきっくすう けす きうくぇかけすけ, いぇ ょぇ 
しっ しかっはす すっ し ょくってくうすっ くぇえ-ょけぉさう う くぇえ-たせぉぇゃう きけ
きっくすう けす あうゃけすぇ くぇ „┿さしっくぇか .
╇きっすけ くぇ くけゃうは-しすぇさ くぇて ゃっしすくうお っ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか .
╆ぇとけ すさうぉせくぇ? ‶なさゃけ, いぇとけすけ すけいう ゃっしすくうお っ こさはお 
くぇしかっょくうお くぇ ゃ. „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ . ╇ ゃすけさけ, いぇとけ
すけ ゃ すぇいう ょせきぇ っ しきうしなかなす くぇ くっゅけゃけすけ ゃないしすぇくけゃは
ゃぇくっ. ′ぇてうはす そうさきっく ゃっしすくうお とっ ぉなょっ すさうぉせくぇすぇ, 
ゃうしけおけすけ きはしすけ, けすおなょっすけ ゃしっおう とっ きけあっ ょぇ ゅけゃけさう, 
いぇ ょぇ ぉなょっ つせす, う けすおなょっすけ ゃしっおう とっ きけあっ ょぇ つせゃぇ 
おぇおゃけ ゅけゃけさはす ょさせゅうすっ.
┿ いぇとけ “┿さしっくぇか , っ はしくけ. „┿さしっくぇか” っ きぇさおぇすぇ, し 
おけはすけ しきっ しっ くぇかけあうかう ゃ けぉとっしすゃけすけ う くぇ こぇいぇさぇ う 
し おけはすけ しきっ ういゃっしすくう こけ しゃっすぇ.
]きはすぇき, つっ くぇ „┿さしっくぇか” くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ けす 
╁けっくくけ-こさけきうてかっくうは おけきこかっおし う すさっすぇすぇ こけ ぉさけえ 
さぇぉけすっとう ゃ しすさぇくぇすぇ, う くぇ ゃしうつおう くぇし おぇすけ おけかっお
すうゃ, くう しっ こけかぇゅぇ ょぇ うきぇきっ しけぉしすゃっくけ こっさうけょうつくけ 
こっつぇすくけ ういょぇくうっ – そぇおすけさ う っかっきっくす けす そうさきっくぇすぇ 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ
╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃

こさけょなかあぇゃぇ くぇ しすさ.
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ゐずんゎだがんづé! ゐだゎ がん ゑご ゐずんゎだでずだゑご!
]うくなす くぇ ′っょはかおぇ ╃けえつっゃぇ, おけはすけ さぇぉけすう ゃ こかぇくけゃけ-ょうしこっつっさしおうは けすょっか /
‶╃¨/ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ - ╉けくしすぇくすうく ╈けつっゃ, しっ くせあょぇっ けす あうゃけすけしこぇしはゃぇとけ 
かっつっくうっ. ╆ぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ しっきっえしすゃけすけ ]╉ くぇ ╉′]╀ けさゅぇくういうさぇ おぇき-
こぇくうは  う こさういけゃぇ さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ ょぇ しっ ゃおかのつぇす ゃ くっは – ゃしっおう 
しこけさっょ ゃないきけあくけしすうすっ しう. 
╃くう こさっょう ╁っかうおょっく さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ しうくょうおぇすぇ こけかせつう けす ′. ╃けえつっゃぇ 
しかっょくけすけ こうしきけ-ぉかぇゅけょぇさくけしす:
〉ゃぇあぇっきう こさうはすっかう う おけかっゅう けす „┿さしっくぇか” ┿╃, こさうっきっすっ きけはすぇ きぇえつうく-
しおぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす, つっ しっ ゃおかのつうたすっ ゃ おぇきこぇくうはすぇ, けさゅぇくういうさぇくぇ けす ]╉ くぇ 
╉′]╀, いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ こぇさうつくう しさっょしすゃぇ, くっけぉたけょうきう いぇ あうゃけすけしこぇしはゃぇ-
とけ かっつっくうっ くぇ しうくぇ きう ╉けくしすぇくすうく ╈けつっゃ.
‶さっょぇょっくう きう ぉはたぇ しかっょくうすっ しせきう:
╆ぇゃけょ 0 – 602,15 かゃ. ╆ぇゃけょ 1 – 714,20 かゃ. ╆ぇゃけょ 2 – 517 かゃ.
╆ぇゃけょ 3 – 272 かゃ. ╆ぇゃけょ 4 – 845 かゃ., ╆ぇゃけょ 5 – 121 かゃ., ╆ぇゃけょ 6 – 432,32 
かゃ., 1/たさけきぇあくぇ – 155 かゃ., ‶╃¨ – 330 かゃ.

¨ぉとけ: 3 988, 67 かゃ. 
╁しっおう かっゃ けす すっいう こぇさう ぇい う きけっすけ しっきっえしすゃけ けちっくはゃぇきっ おぇすけ っょうく あうゃけす...
╀かぇゅけょぇさうき ゃう う こけおかけく ょけ いっきはすぇ!
╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╁っかうおょっくしおうすっ こさぇいくうちう こさうっきっすっ くぇてうすっ こけあっかぇくうは 
いぇ いょさぇゃっ う おなしきっす くぇ ゃぇし う ゃぇてうすっ しっきっえしすゃぇ!
╀けゅ ょぇ ゃう ぉかぇゅけしかけゃう!
] せゃぇあっくうっ, ′. ╃けえつっゃぇ

01 きぇえ 2011 ゅ.

] くけゃ こぇさおうくゅ いぇ くけゃう 160 
きっしすぇ とっ しっ しょけぉうはす さぇぉけすっ-
とうすっ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ-
くうちぇ „┿さしっくぇか” ょけ くぇつぇかけすけ 
くぇ のくう. 〈けゃぇ しなけぉとう いぇ „〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか” うくあ. 『ゃっすぇく 
【うおけゃ, ょうさっおすけさ くぇ ょうさっおちうは 
„ ╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ”. 
‶け ゃなこさけしぇ けす きっしっちう さぇぉけ-
すう さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ けさなあっえ-
くうちぇすぇ, しなゃきっしすくけ し ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお う  いぇうくすっさっしけゃぇくうすっ 
うくしすうすせちうう. ′けゃうはす こぇさおうくゅ 
とっ っ いぇ 160 きっしすぇ う いくぇつう-
すっかくけ とっ けぉかっおつう しっゅぇてくけすけ 
しなしすけはくうっ こさっょ こけさすぇかうすっ くぇ 
そうさきぇすぇ: しすけすうちう ぇゃすけきけぉう-
かう, しこさっくう くっさっゅかぇきっくすうさぇくけ 
ゃ ょゃっすっ こかぇすくぇ くぇ ょゃうあっくうっ-
すけ, おけうすけ いぇしすさぇてぇゃぇす しうゅせさ-
くけしすすぇ くぇ ょゃうあっくうっすけ う くぇ 
こってったけょちうすっ. 
 ‶ぇさおうくゅなす とっ しっ こさけしすうさぇ くぇ 
こかけと けす 5,5 ょっおぇさぇ, しけぉしすゃっ-
くけしす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
〈けえ とっ っ  きっあょせ くぇこけうすっかくうは 
おぇくぇか, ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかう-
いけしす ょけ しっゃっさくうは こけさすぇか くぇ 
„┿さしっくぇか”/ ゃ いぇこぇょくぇすぇ つぇしす/  
う せしおけさうすっかくぇすぇ かっくすぇ いぇ ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈ぇおぇ - いぇおかのつっく  
ゃ けそけさきはとけすけ しっ すさうなゅなかくけ 
こさけしすさぇくしすゃけ, すけえ   とっ ょぇょっ 

ゃないきけあくけしす しっさうけいくけ ょぇ しっ けぉ-
かっおつう  しっゅぇ しなとっしすゃせゃぇとうはす  
こさけぉかっき し こぇさおうさぇくっすけ いぇ さぇ-
ぉけすっとうすっ ゃ そうさきぇすぇ. 
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけ-
すけ っ ゃないかけあうかけ こさけっおすうさぇくっすけ 
くぇ うくあ. ╁っしっかうく 〉いせくけゃ,  けぉ-
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは くぇ 
╉ぇいぇくかなお さぇいさぇぉけすゃぇ う ‶〉‶- /
‶けょさけぉっく せしすさけえしすゃっく こかぇく/ 
こけ ゃなこさけしぇ. 
 ‶さけっおすなす  いぇ こぇさおうくゅぇ っ ゃ きくけ-
ゅけ くぇこさっょくぇかぇ そぇいぇ. ¨しすぇゃぇ 
しなゅかぇしせゃぇくっすけ きせ し ╉┿〈- ‶なす-
くぇ こけかうちうは, ぇ ゃこけしかっょしすゃうっ  う 
さぇいゅかっあょぇくっ う けょけぉさはゃぇくっ けす 
╄おしこっさすくうは しなゃっす くぇ ̈ ぉとうくぇすぇ. 
]こけさっょ うくあ. 【うおけゃ, こさけっおすなす 
いぇ くけゃ こぇさおうくゅ ょけ しっゃっさくうは 
こけさすぇか くぇ „┿さしっくぇか” とっ しっ 
けょけぉさう ゃ さぇきおうすっ くぇ くはおけかおけ 
ょくう. ╁ しさっょぇすぇ くぇ きぇえ きけあっ ょぇ 
いぇこけつくっ う しなとうくしおけすけ きせ うい-
ゅさぇあょぇくっ, すぇおぇ つっ ょけ くぇつぇかけすけ 
くぇ のくう すけえ ょぇ っ そぇおす う ょぇ しっ 
こけかいゃぇ けす さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ.  ‶ぇさおうくゅなす  っ さっいせかすぇす けす 
こけっすう しなゃきっしすくう ぇくゅぇあうきっくすう 
きっあょせ しうくょうおぇかくうは ぇおすうゃ くぇ 
„┿さしっくぇか”, ういこなかくうすっかくうは ょう-
さっおすけさ うくあ. ′うおけかぇえ  ╇ぉせてっゃ 
う おきっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. ‶さっょしすけう 

こけょこうしゃぇくっすけ くぇ ょけゅけゃけさ きっあ-
ょせ ょゃっすっ しすさぇくう いぇ けすょぇゃぇくっすけ 
こけょ くぇっき くぇ „┿さしっくぇか” くぇ ょっ-
おぇさうすっ, こけかいゃぇくう いぇ こぇさおうくゅぇ.  
] くけゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ くぇ こさぇお-
すうおぇ こぇさおけきっしすぇすぇ いぇ ぇさしっくぇか-
ちう とっ しすぇくぇす 500, いぇっょくけ しなし 
しっゅぇ しなとっしすゃせゃぇとうすっ, くけ ゃうょう-
きけ おさぇえくけ くっょけしすぇすなつくう しぇ 340 
きっしすぇ くぇ こぇさおうくゅぇ こさっょ ちっく-
すさぇかくうは こけさすぇか.  
╆ぇさぇょう かうこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ 
きっしすぇ いぇ こぇさおうさぇくっ, ぇさしっくぇかちう 
しぇ こさうくせょっくう ょぇ しこうさぇす ぇゃすけ-
きけぉうかうすっ しう ゃ さぇえけくぇ くぇ ゅさけ-
ぉうとくうは こぇさお, ゃ いぇぉさぇくっくう いぇ 
しこうさぇくっ すっさうすけさうう うかう しこうさおう 
くぇ ゅさぇょしおうは う きっあょせゅさぇょしおう 
すさぇくしこけさす , いぇさぇょう おけっすけ つっしすけ 
けすくぇしはす う ゅかけぉう けす こけかうちうはすぇ. 
╉さぇあぉうすっ  くぇ ぇおせきせかぇすけさう う 
ょさせゅう ゃっとう けす おけかうすっ しなとけ くっ 
しぇ ういけかうさぇくけ はゃかっくうっ.
╆ぇ こさっせしすぇくけゃはゃぇくっすけ うき せこさぇ-
ゃぇすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ  こかぇくう-
さぇ ょぇ けしゃっすう おぇおすけ くけゃうは, すぇおぇ 
う しっゅぇ しなとっしすゃせゃぇとうは こぇさ-
おうくゅ. ¨ぉきうしかはす しっ う ゃぇさうぇくすう 
いぇ けたさぇくぇ うかう しこっちうぇかっく こさけ-
こせしおぇすっかっく さっあうき いぇ ゃけょぇつうすっ 
くぇ ╋‶].  ┿さしっくぇかちう とっ こぇさおう-
さぇす ぉっいこかぇすくけ.  

╃っかはくぇ ╀¨╀╄╁┿ 

╇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, ╃さぇゅけきうさ ╃さぇゅくっゃ, しなし しなょっえしすゃうっすけ 

くぇ しうくょうおぇす ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃
[っょおけかっゅうは:  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ, ╃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, ╇ゃぇく ╆ょさぇゃおけゃ,  
╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 

′ぇ 1-ゃう きぇえ 1919 ゅ. ゃ  ]けそうえ-
しおう ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか 
ゃしうつおう さぇぉけすくうちう くぇこせしおぇす 
さぇぉけすくうすっ しう きっしすぇ, けぉっょうくは-
ゃぇえおう しっ し ょさせゅう さぇぉけすくうちう けす 
おゃぇさすぇかうすっ ╊けいっくっち う ‶っさかけ-
ゃっち ゃ ゅさ. ]けそうは う, こさっょゃけあょぇ-
くう けす ょせたけゃぇ きせいうおぇ, しっ しなぉう-
さぇす こさっょ そぇぉさうおぇすぇ. ╄ょうく けす 
けさゅぇくういぇすけさうすっ くぇ すけゃぇ こなさゃけ 
こけ さけょぇ しう こさけすっしすくけ てっしす-
ゃうっ - ‶っすなさ ╋うすっゃ, こさけういくぇしは 
こかぇきっくくぇ さっつ こさっょ くぇしなぉさぇ-
かけすけ しっ きくけあっしすゃけ. ′っゅけゃけ-
すけ けぉさなとっくうっ っ ゃなゃ ゃさないおぇ し 
すっあおけすけ こけかけあっくうっ くぇ さぇぉけす-
くうちうすっ, おぇおすけ ゃ ]┿┿, すぇおぇ う ゃ 
ょさせゅうすっ こさっょこさうはすうは, ゃいっかう 
せつぇしすうっ ゃ うきこさけゃういうさぇくうは 
きうすうくゅ. ╆ぇさぇょう すぇいう さっつ ╋う-
すっゃ っ せゃけかくっく けす ]┿┿. 
〈けえ ょけあうゃはゃぇ 97-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす,  せきうさぇ こさっい 1975 
ゅ. ╁なゃ ゃさないおぇ し つっしすゃぇくっ くぇ 
100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす さけあょっ-
くうっすけ きせ, すけえ っ こけしきなさすくけ 
せょけしすけっく しなし いゃぇくうっすけ „‶けつっ-
すっく つかっく くぇ おけかっおすうゃぇ くぇ ╋╉ 
„《さうょさうた ╄くゅっかし”. 

‶さっょう 65 ゅけょうくう
′ぇ こなさゃう きぇえ 1946 ゅ. こけ ゃさっきっ 
くぇ すなさあっしすゃっくぇすぇ きぇくうそっし-
すぇちうは こさけゅなさきはゃぇ こなさゃうはす ゃ 

しすさぇくぇすぇ ょういっかけゃ きけすけさ けす 5 
おけくしおう しうかう. ╆ぇ きぇえしすけさうすっ 

1-çó ½íú 1946 Ç.

┿すぇくぇし ╋ぇくっゃ, ′うおけかぇ ′っょはか-
おけゃ, ╂ぇくつけ ╂うつっゃ う くぇつぇかくうおぇ 
くぇ さぇぉけすうかくうちぇすぇ ┿くょさっえ ぅくぇ-
おうっゃ すけゃぇ っ ういおかのつうすっかくぇ きけ-
さぇかくぇ くぇゅさぇょぇ. 』っすうさうきぇすぇ さぇ-
ぉけすはす ちはかぇ くけと ゃなさたせ こさけっおすぇ う 
けしなきゃぇす ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ (╃╁《), 

くけ こけしすうゅぇす ちっかすぇ しう - ょぇ ういこなか-
くはす  こけしすぇゃっくぇすぇ うき いぇょぇつぇ う ょぇ 
こせしくぇす ゃ ょっえしすゃうっ ょういっかきけすけさぇ 
すけつくけ いぇ こさぇいくうおぇ. 
]かっょ すけいう おさぇすなお きうゅ くぇ さぇょけしす 
う せょけゃかっすゃけさっくけしす けす こけしすうゅくぇ-
すけすけ しかっょゃぇ くぇこさっゅくぇすぇ さぇぉけすぇ 
いぇ せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ きけとくけしすすぇ 
くぇ きけすけさぇ, くぇ くっゅけゃうは おぇこぇちう-
すっす くぇ こけかっいくけ ょっえしすゃうっ, さっゅせ-
かうさけゃおぇすぇ う さっょ ょさせゅう たぇさぇおすっ-
さうしすうおう. ¨しゃっく すけゃぇ, ゃないくうおゃぇ 
くっけぉたけょうきけしすすぇ けす おけくしすさせうさぇ-
くっすけ くぇ おけかっしぇさ いぇ きけくすうさぇくっ, 
ゃけいっくっ う おせこかうさぇくっ くぇ きけすけさぇ し 
ょさせゅぇ きぇてうくぇ. ╇ すけゃぇ っ しぇきけ くぇ-
つぇかけすけ - う すけ くぇ こさけすけすうこぇ. ]こけ-
さっょ せしすぇくけゃっくうは ょゃっゅけょうてっく 
こかぇく  すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす こさけういゃっ-
ょっくう 100 ぉさけは ょういっかきけすけさう. 
╀ぇえ ╉けかぬけ ╃ういっかぇ – くっ しかせつぇえ-
くけ ′うおけかぇ ′っょはかおけゃ こけかせつぇゃぇ 
すけゃぇ こさけいゃうとっ. ╁ ╃なさあぇゃくぇすぇ 
ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ - ╉ぇいぇくかなお 
うきっすけ きせ う いぇくぇこさっょ とっ しっ 
しゃなさいゃぇ しなし しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
こなさゃうは ゃ しすさぇくぇすぇ ょういっかきけ-
すけさ, こけきこぇすぇ いぇ くっゅけ う せしゃけは-
ゃぇくっすけ きせ.  [けょっく っ くぇ 17 きぇさす, 

1903 ゅ. ゃ しっかけ ╃さぇゅうあっゃけ, ╁っかうおけ-
すなさくけゃしおけ. ╆ぇゃなさてうか っ 7-きう こさけ-
ゅうきくぇいうぇかっく おかぇし, くけ こさうすっあぇゃぇ 
けとっ つっすうさう きぇえしすけさしおう しゃうょっすっか-
しすゃぇ: いぇ おけかぇさしおう いぇくぇはす, きぇてうくくけ 
きけくすぬけさしすゃけ, けゅくはさ くぇ こぇさくう おけすかう 
う ょゃうゅぇすっかう し ゃなすさってくけ ゅけさっくっ.  
‶さっい 1940 ゅ. すけえ こけしすなこゃぇ くぇ さぇ-
ぉけすぇ ゃ ╃╁《 おぇすけ てかけしっさけ-きけくすぬけさ. 
„〈けゅぇゃぇ くはきぇてっ しこっちうぇかうしすう, – 
こうてっ ゃ しこけきっくうすっ しう ′うおけかぇ ′っ-
ょはかおけゃ - うきぇてっ ょゃぇきぇ きぇてうくくう 
うくあっくっさう う くはおけかおけ すったくうちう, おけう-
すけ しぇ さぇぉけすうかう こけ ょゃうゅぇすっかう. ╇い-
さぇぉけすおぇすぇ いぇ ょっすぇえかうすっ いぇ こなさゃうは 
ょういっかきけすけさ こけこぇょくぇたぇ ゃ ちったぇ, ゃ 
おけえすけ さぇぉけすった ぇい. ]すさせゅぇさう う そさっ-
いうしすう うきぇてっ ょけぉさう, くけ きけくすぬけさ 
くぇ ょゃうゅぇすっか ぉはた しぇきけ ぇい. [ぇょけしすすぇ 
きう ぉってっ ゅけかはきぇ, つっ とっ きけあっ ょぇ しっ 
こさけういゃっあょぇす ょゃうゅぇすっかう う ゃ くぇてぇ-
すぇ しすさぇくぇ. ′っ ぉってっ かっしくけ – こさう 
かうこしぇ くぇ きぇすっさうぇかう う ょけしすぇすなつくけ 
けこうす. ′け し せこけさうす すさせょ う し こけきけ-
とすぇ くぇ うくあっくっさう, おけくしすさせおすけさう, 

つっさすけあくうちう, おけゃぇつう, かっはさう う うく-
しすさせきっくすぇかつうちう せしこはたきっ くぇ 1-ゃう 
きぇえ ょぇ きぇくうそっしすうさぇきっ し こなさゃうは 
ぉなかゅぇさしおう ょういっかきけすけさ けす 5 お.し. ╃け 
ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ ょゃうゅぇすっかは ぇい くっ 
いくぇった おけかおけ きう ぉってっ さぇぉけすくうはす 
ょっく, くけ し ゅさせこぇ ょさせゅぇさう ういょなさあぇ-
たきっ... 〈けゅぇゃぇ くぇゅさぇょう くはきぇてっ, くぇ 
きっく きう けしすぇくぇ こしっゃょけくうきぇ „╀ぇえ 
╉けかぬけ ╃ういっかぇ”.
[ぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ こさけすけすうこくうは 
きけょっか くぇ ょういっかきけすけさぇ しっ けしな-
とっしすゃはゃぇ う し ぇおすうゃくけすけ せつぇしすうっ くぇ 
ゅさせこけゃうは きぇえしすけさ ┿すぇくぇし ╋ぇくっゃ. 
[けょっく くぇ 01.04.1905 ゅ., [せしっくしおけ, 
すけえ くっ せしこはゃぇ ょぇ いぇゃなさてう ょけさう 
こさけゅうきくぇいうは. ╁ こっさうけょぇ 1920-
1925 ゅ. っ さぇぉけすうか ゃなゃ そかけすしおうは 
ぇさしっくぇか ゃ ゅさ. [せしっ, ぇ こさっい 1929 ゅ. 
こけしすなこゃぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ ╃╁《, ゅさ. ╉ぇ-
いぇくかなお. ′ぇ ういこうすぇ いぇ てかけしっさしおう 
せきっくうは しっ こさっょしすぇゃは くぇえ-ょけぉさっ う 
しおけさけ っ くぇいくぇつっく いぇ ゅさせこけゃ きぇえ-
しすけさ. ‶け-おなしくけ こけこぇょぇ ゃ ゅさせこぇすぇ, 
くぇ おけはすけ っ ゃないかけあっくぇ いぇょぇつぇすぇ ょぇ 
さぇいさぇぉけすう こなさゃうは ょういっかきけすけさ う 
きけくすぇあぇ くぇ こさけすけすうこぇ. ‶けょ くっゅけゃけ 
さなおけゃけょしすゃけ う し かうつくけすけ きせ せつぇしすうっ 
しぇ ういさぇぉけすっくう ゃしうつおう つぇしすう くぇ ょゃう-

╉ぇおすけ ゃしっおう つけゃっお しないょぇゃぇ たぇさぇおすっさ, すさせこぇ ゃこっつぇすかっくうは, 
ゅさぇょう ぇゃすけさうすっす, こけしすぇゃは ぉぇいぇすぇ くぇ しゃけっすけ くぇしすけはとっ う 
つっさすぇっ ぉなょっとっすけ しう, すぇおぇ う „┿さしっくぇか” , おぇすけ あうゃ けさゅぇくう-
いなき, こさっきうくぇゃぇ こさっい さぇいかうつくう っすぇこう くぇ しゃけっすけ さぇいゃうすうっ. 
╆ぇこけつくぇか っ こかぇたけ う くっしうゅせさくけ, くけ し たぇさぇおすっさ しっ っ さぇいゃう-
ゃぇか, すさせこぇか ゃこっつぇすかっくうは, ういゅさぇあょぇか っ ぇゃすけさうすっす くぇ せゃぇ-
あぇゃぇくぇ きぇさおぇ (くっ しぇきけ せ くぇし, くけ う いぇょ ゅさぇくうちぇ) う くうおけゅぇ 
くっ しっ っ けすおぇいゃぇか ょぇ つっさすぇっ ぉなょっとっすけ しう.
╋ぇかおけ しぇ こさっょこさうはすうはすぇ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ しっ ゅけさょっはす しなし 
100-ゅけょうてくぇ うしすけさうは. ╆ぇ „┿さしっくぇか” ゃっおけゃくぇすぇ うしすけさうは 
ぉってっ こさったゃなさかっくぇ こさっょう 33 ゅけょうくう. ╇ こぇお, おぇおすけ ゃ っょうく 
あうゃけす, つけゃっお くっ きけあっ ょぇ こさけきっくう きうくぇかけすけ しう, くけ すけ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ おけさっおすうゃぇ いぇ しかっょゃぇとうすっ きせ ょくう. 〈ぇおぇ う いぇ „┿さしっ-
くぇか” – きうくぇかけすけ しう っ きうくぇかけ う ぉっい くっゅけ „┿さしっくぇか” くはきぇてっ 
ょぇ ぉなょっ すけゃぇ, おけっすけ っ.
╇しすけさうはすぇ こけきくう う しこぇょけゃっ う ゃないたけょう, う さぇいけつぇさけゃぇくうは 
う こけぉっょう. 〈っ しぇ すけゃぇ, けす おけっすけ くっ きけあっき ょぇ しっ けすおぇあっき. 
╇かう こぇくうつっしおう ょぇ こけぉっゅくっき. ′け うしすけさうはすぇ っ すけゃぇ, ゃなさ-
たせ おけっすけ しっ くぇょゅさぇあょぇす うょくうすっ ゅけょうくう. ╇しすけさうはすぇ っ すけゃぇ, 
おなき おけっすけ つっしすけ う し さぇいかうつくう つせゃしすゃぇ とっ しっ ゃさなとぇきっ. 】っ 
ういこかせゃぇす うきっくぇ, しなぉうすうは, ょぇすう, うくうちうぇすうゃう, こけっすう けすゅけ-
ゃけさくけしすう, こけしすうゅくぇすう ちっかう.
╁ ぇさたうゃぇ くぇ きせいっは うきぇ いぇこぇいっくう きくけゅけ しくうきおう けす あうゃけすぇ くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ, こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす おけうすけ しぇ ぉっい くぇょこうしう う 
けぉはしくうすっかくう ぉっかっあおう. 〈はた くはきぇ おぇお う いぇ おぇおゃけ ょぇ ういこけかい-
ゃぇきっ. ╆ぇ すけゃぇ こなお しぇ しなたさぇくっくう きくけゅけ しこけきっくう, ぉうけゅさぇそうう, 
ぇゃすけぉうけゅさぇそうう, いぇこうしおう, かっすけこうしくう おくうゅう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ 
ぉなょぇす しなあうゃっくう. ╃ぇ, ゃ すはた とっ こさうしなしすゃぇす きうしかうすっ う ゃこっつぇす-
かっくうはすぇ くぇ ぇゃすけさうすっ, う ...ょぇ, すっ とっ ぉなょぇす しせぉっおすうゃくう. ′け うし-
すけさうはすぇ くっ っ そういうおぇ うかう きぇすっきぇすうおぇ. 〈は っ すぇおぇゃぇ, おぇおゃぇすけ 
しぇ は ゃうょっかう しせぉっおすうすっ (うかう おぇおゃぇすけ しぇ は うしおぇかう ょぇ は ゃうょはす) 
う しぇ は くぇこうしぇかう しなとけ すぇおぇゃぇ (おぇおゃぇすけ っ ぉうかけ くせあくけ ょぇ ぉなょっ 
くぇこうしぇくぇ).
╅うゃけすなす くっ っ しぇきけ ょくっし. ′ぇかう っ うきぇかけ う ゃつっさぇ. ┿ ょくっし いぇこけつ-
ゃぇ し ゃつっさぇ...╇...せすさっ いぇこけつゃぇ けす ょくっし. ╆ぇ すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
ゃさなとぇきっ こけくはおけゅぇ おなき うしすけさうはすぇ. ╆ぇとけすけ うしすけさうはすぇ こけきくう. 
]うゅせさくけ う ゃうっ とっ しう しこけきくうすっ くっとけ. ]こけょっかっすっ ゅけ, ぇおけ うしおぇ-
すっ うしすけさうはすぇ ょぇ ゅけ いぇこけきくう. 
╉ぇおゃけ こなお – くっ ゃしうつおけ しっ つっすっ ゃ っょうく ゃっしすくうお. ╀うた しっ さぇょゃぇ-
かぇ, ぇおけ ゃしっ こぇお くはおけえ いぇこけきくう くっとけ けす „╇しすけさうはすぇ こけきくう”. 

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ - ╋せいっえ „┿さしっくぇか”

ゅぇすっかは. ‶け-おなしくけ すけえ さなおけゃけょう しっ-
さうえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ ょういっかきけ-
すけさう けす 5 う 18 お.し., おけっすけ しすうゅぇ ょけ 
50 ぉさけは ゅけすけゃう きけすけさぇ くぇ きっしっち.
„′ぇぉかうあぇゃぇてっ 1-ゃう きぇえ. [なおけゃけょ-
しすゃけすけ くう ぉってっ こけしすぇゃうかけ いぇょぇつぇ 
ょういっかきけすけさなす ょぇ っ ゃ ょゃうあっくうっ 
いぇ こさぇいくうおぇ, ぇ すけえ くっ きけあってっ ょぇ 
すさなゅくっ. 〈なえ おぇすけ きけすけさなす しっ こさぇ-
ゃってっ こけ こけょけぉうっ くぇ きけょっか „╃けえち”, 
おぇおなゃすけ うきぇてっ ゃ ′けゃけいぇゅけさしおけ, 
しっ くぇかけあう ょゃぇ こなすう ょぇ しっ たけょう ょけ 
すぇき, いぇ ょぇ しっ こけょきっくはす つぇしすう けす 
っょうくうは くぇ ょさせゅうは きけすけさ. ′ぇおさぇは 
しすぇくぇ はしくけ, つっ こさうつうくぇすぇ っ ゃ ょの-
いぇすぇ, おけはすけ くっ っ ぉうかぇ こさぇゃうかくけ 
くぇつっさすぇくぇ”. ]ぇきうはす ╋ぇくっゃ けすおさうゃぇ 
こさけぉかっきぇ, ういさぇぉけすゃぇ しっ くけゃぇ ょのいぇ 
う いぇ せさっつっくうは ょっく いぇょぇつぇすぇ っ いぇ-
ゃなさてっくぇ せしこってくけ...
╁ さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ つっさすっあうすっ 
しっ っ さぇいつうすぇかけ くぇ おけくしすさせおすうゃくうは 

けすょっか, さなおけゃけょっく けす うくあ. [ぇょっゃ 
う つっさすけあくうお-おけくしすさせおすけさ ‶っすおけ 
]すっそぇくけゃ. ╁しうつおう ょっすぇえかう くぇ ょう-
いっかきけすけさぇ しっ ういさぇぉけすゃぇす ゃ さぇぉけ-
すうかくうちうすっ くぇ いぇゃけょぇ. ¨すかうゃおうすっ う 
きけょっかうすっ しっ きぇえしすけさはす ゃ すけゅぇゃぇて-
くうは かっはさしおう ちった, ぇ ゃしうつおう けしすぇくぇ-
かう ょっすぇえかう – ゃ 72-さぇ さぇぉけすうかくう-
ちぇ し くぇつぇかくうお ┿くょさっえ ぅくぇおうっゃ. ╁ 
きけくすぇあぇ くぇ きけすけさぇ, おぇおすけ う ゃ おけく-
すさけかぇ くぇ こさうっきおぇすぇ, けしゃっく ′うおけかぇ 
′っょはかおけゃ, せつぇしすうっ ゃいうきぇす ]すっそぇく 
╁ぇおけゃ, ╁っしっかうく ′ぇくつっゃ, 》さうしすけ 
╉ぇさぇゅうすかうっゃ, ╇ゃぇく ╋っつっゃ う ょさ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ ょっくけくけとくうは すさせょ 
くぇ すっいう う きくけゅけ ょさせゅう さぇぉけすくうちう 
う きぇえしすけさう, くぇ 1-ゃう きぇえ こさっょう 65 
ゅけょうくう おぇいぇくかなつぇくう つせゃぇす ゅかぇしぇ 
くぇ こなさゃぇすぇ さけあぉぇ くぇ さけょくけすけ 
きぇてうくけしすさけっくっ. 

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ 
╋せいっえ „┿さしっくぇか”

┿さしっくぇかちう, 
つうすぇすっかう,

しすぇさけ こさけおかはすうっ ゅかぇしう: ′っおぇ ょぇ 
あうゃっって ゃ うくすっさっしくけ ゃさっきっ.
′ぇ くぇし, たけさぇすぇ けす くけゃうは ゃっお, しっ 
こぇょくぇ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけすけ ょぇ うい-
こなかくうき  すけゃぇ こさけおかはすうっ し ゅさぇょう-
ゃっく しきうしなか. ╃ぇ あうゃっっき ゃ うくすっさっし-
くけ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ ょぇ  しないうあょぇきっ, 
ゃきっしすけ ょぇ させてうき, ょぇ しないょぇゃぇきっ 
きけしすけゃっ, ゃきっしすけ さぇいかけきう, ゃなこさっおう 
いかけぉぇすぇ う こけてかけしすすぇ くぇ ょっくは. 
╇ こけくっあっ っ うしおけくっく つけゃっておうはす 
しすさっきっあ おなき ょけぉなさ, とぇしすかうゃ, さぇい-
せきっく う おさぇしうゃ あうゃけす, くはきぇ くうとけ 
こけ-ゃはさくけ けす こさうおぇいおぇすぇ いぇ ′っゃけ-
かはすぇ.  〈けっしす, しぇきう ょぇ しう くぇこさぇゃうき 
ゃしうつおけ すけゃぇ. ] くぇてうは すさせょ, し くぇ-
てうすっ こさうはすっかう, しこけょゃうあくうちう, おけ-
かっゅう, ぉかういおう. ] たけさぇすぇ, くぇ おけうすけ 
ょなさあうき. ] すっいう, し おけうすけ しこけょっかは-

きっ ょっかくうおぇ しう う こさぇいくうおぇ しう.
╇ こけくっあっ „ ┿さしっくぇか” っ  くっ しぇきけ 
きぇさおぇ,  ぇ おぇせいぇ,  けしきうしかうかぇ あうゃけ-
すぇ くぇ ちっかう こけおけかっくうは たけさぇ けす ╃け-
かうくぇすぇ,  すけ くうっ, しなゃさっきっくくうちうすっ 
くぇ つぇしす けす すはた, さってうたきっ, つっ すぇいう 
おぇせいぇ しう いぇしかせあぇゃぇ. ]ゃけっすけ ゅけかは-
きけ ╁ないさぇあょぇくっ.  ]なょぉぇすぇ さってう 
すけゃぇ ょぇ っ こさっい  ]ゃっすかぇすぇ しっょきうちぇ. 
′っ しぇきけ いぇとけすけ ょっちぇすぇ, さけょっくう 
ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ こけしかっょくうは ぉさけえ 
くぇ けくぇいう, ういこなかゃぇかぇ しなし しきうしなか 
う っくすせしうぇいなき ょっしっすおう ぇさしっくぇかしおう 
ゅけょうくう „╆ぇゃけょしおぇ  すさうぉせくぇ”, こけ-
さぇしくぇたぇ う しぇきうすっ すっ しすぇくぇたぇ ぇさ-
しっくぇかちう, ぇ う いぇとけすけ くはきぇ おぇお ょぇ 
こさっぉなょって,  ぇおけ くっ けしすぇゃうて ょうさは.  
]ゃけえ けすこっつぇすなお ゃなゃ ゃさっきっすけ.  
┿ おけえ ょさせゅ, けしゃっく たけさぇすぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか”,  ょうくぇしすううすっ ぇさしっくぇかちう しぇ 
いぇいうょぇかう しなょぉうすっ しう ゃ ゅさぇょっあぇ くぇ 

すけゃぇ きぇかおけ おなしつっ いっきは, くぇさっつっくけ 
くぇて おさぇえ- ╉ぇいぇくかなお.
╄すけ いぇとけ けす ょうしすぇくちうはすぇ くぇ こけゃっ-
つっ けす ょゃっ ょっしっすうかっすうは いぇぉゃっくうっ, ゃ 
さなちっすっ ゃう っ くけゃぇすぇ さけあぉぇ くぇ おぇ-
せいぇすぇ „ ┿さしっくぇか” - „ 〈さうぉせくぇ ┿さ-
しっくぇか”- こさはお くぇしかっょくうお 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” , しなし 
しきっかぇすぇ ぇきぉうちうは  ょぇ は  くぇょあうゃっっ. 
╉さぇしうゃけ.   
 ]なし しおさけきくけすけ あっかぇくうっ „ 〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか”  ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ  
つぇしす けす ゃぇてうは あうゃけす, ゃ いぇこぇいっくけ-
すけ きはしすけ いぇ ゃぇし う ゃぇてうすっ  しこけょっ-
かっくう さぇょけしすう, こさけぉかっきう,  ゃ つぇしす 
けす ゃぇてうは しゃはす. 
╉けえすけ いぇっょくけ とっ ょけこうしゃぇきっ こさっい こっすなお. 
] きくけゅけ かのぉけゃ, せゃぇあっくうっ う ゃはさぇ ゃ 
ょくうすっ くぇこさっょ!                      

[っょおけかっゅうはすぇ 
 29 ぇこさうか 2011
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╃ぇ けすこさぇいくせゃぇきっ いぇっょくけ ╃っくは くぇ すさせょぇ!

]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
╉かせぉなす くぇ ゃっすっさぇくうすっ う ╀┿] - ╉ぇいぇくかなお
おぇくはす ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
くぇ こさぇいくうつくけ つっしすゃぇくっ こけ しかせつぇえ                    

╋っあょせくぇさけょくうは ょっく くぇ すさせょぇ – ‶なさゃう きぇえ

くぇ 1 きぇえ 2011 ゅ. /くっょっかは/ けす 18 つ.
こさっょ こぇきっすくうおぇ くぇ ╂っけさゅう ╉うさおけゃ
] せつぇしすうっすけ くぇ:
• ╁╂ いぇ すせさうしすうつっしおう こっしくう „╄たけ”
• ╁╂ いぇ させしおう こっしくう – ゅさ. 【うこおぇ
• 《けかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ „┿さしっくぇか”

 ╆ぇこけゃはょぇえすっ!

ぞí äëóîñ¿

ぞí 5,5 Ñ¡í. ÜßàóÖï¡ó öñëñÖ 
ïñ “ëí¢Ñíö” 160 äíë¡Ü½ñïöí

┿すぇくぇし ╋ぇくっゃ

‶なさゃうはす ょういっかけゃ ょゃうゅぇすっか, こさけういゃっょっく せ くぇし

╋けくすうさぇくっすけ くぇ こなさゃうは ょういっかけゃ ょゃうゅぇすっか

んëïñÖí¿ï¡í äí½ñö

ÄÎ ÍÀ×ÀËÎÒÎ ÍÀ ÞÍÈ 
ÍÎÂ ÏÀÐÊÈÍÃ ÇÀ ÀÐÑÅÍÀËÖÈ

〈けいう すっさっく ょけ しっゃっさくうは こけさすぇか くぇ “┿さしっくぇか” 
┿╃ すさはぉゃぇ ょぇ さってう しっさうけいくうは こさけぉかっき し こぇさ-
おうさぇくっすけ いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, しこけさっょ 
うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ

]うくょうおぇかくうはす おけきうすっす くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃  ゃう こけいょさぇゃはゃぇ こけ しかせ-
つぇえ  ╋っあょせくぇさけょくうは ょっく くぇ すさせょぇ う さぇぉけすくうつっしおぇすぇ しけかうょぇさくけしす, くぇ-
こけきくはえおう ゃう, つっ  こなさゃけきぇえしおうはす こさぇいくうお こさっい 2011 ゅけょうくぇ ゃなゃ ゃしうつおう 
っゃさけこっえしおう しすさぇくう こさっきうくぇゃぇ こけょ いくぇおぇ くぇ きけとくう こさういうゃう いぇ しけちうぇか-
くぇ ╄ゃさけこぇ. 
]うくょうおぇかうしすう けす ちっかうは おけくすうくっくす くぇ ゃうしけお ゅかぇし いぇはゃはゃぇす „╇しおぇきっ 
しこさぇゃっょかうゃけ いぇこかぇとぇくっ う いぇっすけしす!”
]╉ くぇ ╉′]╀ ゃう こけあっかぇゃぇ すゃなさょけしす ゃ けすしすけはゃぇくっすけ くぇ しゃけうすっ さぇぉけすくう-
つっしおう こさぇゃぇ う うくすっさっしう – こさぇゃけすけ くぇ すさせょ, ょけしすけえくけ いぇこかぇとぇくっ, こけ-
ょけぉさう せしかけゃうは いぇ さぇぉけすぇ う しうかくぇ しけちうぇかくぇ いぇとうすぇ.

╆ょさぇゃっ, きくけゅけ ゃはさぇ ゃ さぇぉけすくうつっしおぇすぇ しけかうょぇさくけしす, こけかいけすゃけさっく すさせょ う せしこったう, こけゃっつっ 
せしきうゃおう う こけゃっつっ さぇょけしす – くぇ ゃぇし う ゃぇてうすっ しっきっえしすゃぇ!
』っしすうす こさぇいくうお!                                                                                         ]╉ くぇ ╉′]╀

ぶñïöóö ぢéëçó ½íú, íëïñÖí¿îó!
ぶñïöóö ÑñÖ Öí öëÜÑí, Üçí¢íñ½ó ïéÇëí¢ÑíÖó!
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′はきぇ ょさせゅ ょっく ゃ ぉなかゅぇさしおうは  おぇ
かっくょぇさ, おけえすけ ょぇ っ しなぉさぇか すけかおけ
ゃぇ きくけゅけ  こさぇいくうつくけしす, こさけかっすくう 
くぇょっあょう う きっつすう, おけかおけすけ しっ しな
ょなさあぇす ゃ ょぇすぇすぇ 6-すう きぇえ, おけゅぇすけ 
こさぇいくせゃぇきっ ╂っさゅぬけゃょっく.
′ぇ 6 きぇえ たさうしすうはくうすっ こけつうすぇす ]ゃ. 
╂っけさゅう ‶けぉっょけくけしっち, ょぇか うきっすけ 
くぇ  ╂っさゅぬけゃょっく – こさけそっしうけくぇかっく 
こさぇいくうお くぇ いっきっょっかちうすっ, くぇ あう
ゃけすくけゃなょうすっ, くぇ ゃけっくくけしかせあぇ
とうすっ, くぇ っすくけゅさぇそうすっ; けさょっくしおう 
こさぇいくうお くぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ ゃけっくくけ 
けすかうつうっ „╆ぇ たさぇぉさけしす”; ょっく し ぉけ
ゅぇすぇ けぉさっょくけしす, ゃ おけえすけ こさぇいくせ
ゃぇす きくけゅけ うきっくくうちう; こさぇいくうお くぇ 
きくけゅけ くぇしっかっくう きっしすぇ ゃ しすさぇくぇ
すぇ, ゃ す. つ.  う くぇ くはおけかおけ しっかぇ ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
╄すけ おけっ こさぇゃう ╂っさゅぬけゃょっく くぇえ-
こさぇいくうつくうは ょっく:

]ゃ. ╂っけさゅう ‶けぉっょけくけしっち 
っ っょうく けす くぇえ-こけつうすぇくうすっ 

しゃっすうう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁っかうおけきな
つっくうおなす あうゃはか ゃ ╋ぇかけぇいうえしおぇすぇ 
こさけゃうくちうは ╉ぇこぇょけおうは. ‶けしすなこ
ゃぇ しなゃしっき きかぇょ ゃなゃ ゃけえしおぇすぇ う, 
こさけはゃはゃぇえおう いぇゃうょくう ゃけっくくう 
おぇつっしすゃぇ, くぇ 20-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす 
こけかせつぇゃぇ つうく ゃけっくっく すさうぉせく. ╆ぇ
さぇょう しうかくぇすぇ しう ゃはさぇ ゃ たさうしすうはく
しすゃけすけ しゃっすっちなす-ゃけえく っ たゃなさかっく ゃ 
すなきくうちぇ う こけ-おなしくけ けぉっいゅかぇゃっく.

╂っさゅぬけゃょっく いぇ ぉなかゅぇさうすっ っ 
っょうく けす くぇえ-すなさあっしすゃっくうすっ 

たさうしすうはくしおう こさぇいくうちう, おけえすけ しっ 
こけつうすぇ おぇすけ こさぇいくうお くぇ いっきはすぇ, 
いっきっょっかうっすけ う しおけすけゃなょしすゃけすけ. 
〈けえ ぉっかっあう くぇつぇかけすけ くぇ かはすけすけ 
う くぇ くけゃぇすぇ しすけこぇくしおぇ ゅけょうくぇ. 
╁ くぇさけょくうすっ くう こっしくう ]ゃ.╂っけさゅう 
しっ ゃないたゃぇかはゃぇ おぇすけ „いっかっく”, 
„きうかっく” う „たせぉぇゃ ╂っけさゅう”.
╂っさゅぬけゃょっく っ ょっくはす くぇ いっきっょっか
しおうすっ しすけこぇくう. ╃っく こけ-さぇくけ しっ
かはくうすっ いぇぉうゃぇす ゃ しさっょぇすぇ くぇ くう
ゃうすっ しう おかけく けす ぉせお, いぇ ょぇ てせきはす 
う ういおかぇしはす あうすくうすっ おかぇしけゃっ う 
ょさせゅうすっ こけしっゃう う ょぇ ょぇょぇす ょけぉさぇ 
さっおけかすぇ.  
╂っさゅぬけゃょっく っ こさぇいくうお う くぇ しおけ
すけゃなょちうすっ. ‶さっょしすぇゃぇすぇ, つっ ]ゃ. 
╂っけさゅう っ こけおさけゃうすっか くぇ しすぇょぇすぇ 
う こぇしすうさうすっ, っ いぇかっゅくぇかぇ ゃ くっゅけ
ゃけすけ あうすうっ. ╁っょくなあ ゃ すなきくうちぇすぇ 
こさう しゃっすっちぇ ょけてなか  くっとぇしすっく つけ
ゃっお, つうえすけ ゃけか ぉうか ぉけかっく. ]かっょ 
おぇすけ しっ ゃなさくぇか ゃおなとう, すけえ いぇゃぇ
さうか あうゃけすくけすけ しう あうゃけ う いょさぇゃけ. 
‶け すさぇょうちうは くぇ すけいう ょっく けゃつぇさうすっ 
けすゃっあょぇす ゃ ちなさおけゃくうは ょゃけさ ぇゅくっ 
し ゃっくつっ くぇ さけゅちぇすぇ. ]ゃっとっくうおなす 
こさけつうすぇ こさぇいくうつくぇ きけかうすゃぇ いぇ 
いょさぇゃっ くぇ たけさぇすぇ う あうゃけすくうすっ う 
いぇ ょけぉさぇ さっおけかすぇ けす くうゃうすっ. 
′ぇ こさぇいくうつくぇすぇ すさぇこっいぇ くぇ ╂っさ
ゅぬけゃょっく ゃなゃ ゃしっおう ぉなかゅぇさしおう ょけき 
こさうしなしすゃぇ こっつっくけ ぇゅくっ うかう はしすうっ 
けす ぇゅくっておけ きっしけ. ┿ゅくっすけ っ こなさゃけ
さけょくけ う しっ おけかう いぇ おせさぉぇく ゃ つっしす 
くぇ しゃっすっちぇ. ¨す おさなゃすぇ きせ しっ くぇ
きぇいゃぇす きぇかおう おさなしすつっすぇ こけ かうちぇすぇ 
くぇ ょっちぇすぇ いぇ いょさぇゃっ. ╉さなゃすぇ きせ しっ 
ういかうゃぇ ゃ さっおぇ うかう きさぇゃせくはお, いぇ ょぇ 
しっ こかけょはす ぇゅくっすぇすぇ こけ こけょけぉうっ くぇ 
きさぇゃおうすっ. ╄ょくぇすぇ こかっておぇ しっ さぇい
ょぇゃぇ いぇ いょさぇゃっ う ぉかぇゅけこけかせつうっ.
‶さっい ちっかうは ょっく きかぇょうすっ ゃさないゃぇす 
かのかおう う しっ かのかっはす. [けょうすっかうすっ 
すっゅかはす ょっちぇすぇ しう し おぇくすぇさ いぇ いょさぇ
ゃっ. ‶っしくうすっ う たけさáすぇ こさけょなかあぇゃぇす 
ょけ おなしくぇ ゃっつっさ.
╂っさゅぬけゃょっく っ こさぇいくうお くぇ ゃしうつおう, 
おけうすけ くけしはす うきっすけ ╂っけさゅう うかう こさけ
ういゃけょくう くぇ すけゃぇ うきっ. 
╇きっくくうちう しぇ ╂っけさゅう – けす ゅさ. いくぇつう 
„いっきっょっかっち”, ╂けてけ, ╅けさけ, ╂っけさゅう
くぇ, ╂っさゅうく, ╂っさゅうくぇ, ╂っさゅぇ, ╂っさゅぇ
くぇ, ╂っくつけ, ╂っくおけ, ╂ぇくおぇ, ╂ぇくつけ, 
╂のさけ, ╂のさゅぇ, ╂ぇかうくぇ, ╂ぇかは.

╃っくはす  くぇ たさぇぉさけしすすぇ いぇ
こけつゃぇ ょぇ しっ つっしすゃぇ ゃ ╀なか

ゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは けとっ けす くっえくけ
すけ しないょぇゃぇくっ. 〈さぇょうちうはすぇ  くぇ 

ゃけえくしおうは こさぇいくうお  ょぇすうさぇ けす 
こなさゃうすっ しかっょけしゃけぉけあょっくしおう 
ゅけょうくう. ]かっょ おぇすけ せつさっょはゃぇ 
けさょっくぇ „╆ぇ たさぇぉさけしす”, し 〉おぇい 
わ5 けす 9 はくせぇさう 1880 ゅ. おくはい 
┿かっおしぇくょなさ ╀ぇすっくぉっさゅ けこさっ
ょっかは ょっく, ゃ おけえすけ ょぇ しっ こさぇい
くせゃぇ たさぇぉさけしすすぇ – 17 ぇこさうか, 
ょっくはす, ゃ おけえすけ っ ういょぇょっくぇ いぇ
こけゃっょすぇ いぇ そけさきうさぇくっ くぇ ぉなか
ゅぇさしおけすけ けこなかつっくうっ ゃ させしおけ-
すせさしおぇすぇ ゃけえくぇ. 
『ぇさ 《っさょうくぇくょ せいぇおけくはゃぇ すさぇ
ょうちうはすぇ. 〈けえ いぇこけゃはょゃぇ くぇ 23-すう 
ぇこさうか /╃っくはす くぇ ]ゃ. ╂っけさゅう ‶け
ぉっょけくけしっち こけ しすぇさ しすうか/ ょぇ しっ 
ういゃなさてう すなさあっしすゃっくぇ ちっさっきけくうは 
こけ ゅぇさくういけくうすっ, おけはすけ ゃおかのつゃぇかぇ 
こぇくうたうょぇ, こけいょさぇゃかっくうは う けぉっょ 
いぇ おぇゃぇかっさうすっ くぇ けさょっくう, おぇおすけ 
う ゃけっくくう こぇさぇょう, おけうすけ きけくぇさたなす 
こさうっきぇか, けぉかっつっく ゃ しこっちうぇかくぇ 
ぇすかぇいっくぇ きぇくすうは.
╃け こけょこうしゃぇくっすけ くぇ ′ぬけえしおうは 
きうさっく ょけゅけゃけさ ╃っくはす くぇ ぉけえくぇ
すぇ こさけしかぇゃぇ しっ つっしすゃぇ けすょっかくけ 
くぇ 27 くけっきゃさう, すけゃぇ っ ょぇすぇすぇ くぇ 
こけぉっょぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは 
ゃ ぉけっゃっすっ こさう ]かうゃくうちぇ ゃ ]さなぉ
しおけ-ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゃけえくぇ けす 1885 ゅ. 
]すさけゅうすっ ゃけっくくう おかぇせいう くぇ 
くっしこさぇゃっょかうゃうは ょけゅけゃけさ けす 
′ぬけえ こけきさぇつぇゃぇす あっかぇくうっすけ 
くぇ くぇさけょぇ ょぇ けすょぇょっ ょけしすけえくぇ 
こけつうす くぇ ゅっさけうすっ けす ゃけえくうすっ.
¨す 1926 ゅ.  こさぇいくうおなす くぇ おぇゃぇかっ
さうすっ くぇ ゃけっくくう けさょっくう いぇ たさぇぉさけしす 
いぇこけつゃぇ ょぇ しっ こさぇいくせゃぇ いぇっょくけ し 
こさぇいくうおぇ くぇ ぇさきうはすぇ. ′ぇ 6-すう きぇえ 
たうかはょう ゅさぇあょぇくう しっ しなぉうさぇかう くぇ 
こかけとぇょ „┿か. ′っゃしおう”, けつぇおゃぇえおう 
ゃけっくくうは こぇさぇょ. ]さっょ せつぇしすくうちう
すっ しっ けすおさけはゃぇかう けこなかつっくちうすっ けす 
【うこおぇ, ょけぉさけゃけかちうすっ けす ]かうゃくう
ちぇ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ いぇこぇしくけすけ 
ゃけえくしすゃけ, おぇおすけ う つかっくけゃっ くぇ さぇい
かうつくう しこけさすくう ょさせあっしすゃぇ.

╃っくはす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさ
きうは けそうちうぇかくけ ょぇすうさぇ けす 

1931 ゅ., おけゅぇすけ ╃っくはす くぇ たさぇぉさけしす
すぇ う こけぉっょうすっ っ けぉはゃっく いぇ ぉけっく 
こさぇいくうお くぇ ゃけえしおぇすぇ.  ‶さっい 1937 
ゅ. いぇ こなさゃう こなす こさう つっしすゃぇくっすけ くぇ 
╂っさゅぬけゃしおうは こさぇいくうお すなさあっしすゃけ
すけ いぇこけつゃぇ けす こさっょくぇすぇ ゃっつっさ しなし 
いぇさは, ょけすけゅぇゃぇ すは しっ こさぇゃう っこういけ
ょうつくけ. ]かっょ 1946 ゅ. すさぇょうちうはすぇ ゃ 
つっしすゃぇくっすけ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ ぇさきうは っ こさっおなしくぇすぇ.
╁ くぇえ-くけゃけ ゃさっきっ ╁っかうおけすけ 
くぇさけょくけ しなぉさぇくうっ けこさっょっかは 
いぇ こさぇいくうお くぇ ゃけえしおぇすぇ 23-
すう ぇゃゅせしす – ょっくはす くぇ ぉけっゃっすっ 
こさう 【うこおぇ. ] こけしすぇくけゃかっくうっ 
くぇ ╋] けす 27 はくせぇさう 1993 ゅ. 6 
きぇえ けすくけゃけ いぇっきぇ きはしすけすけ しう 
ゃ こさぇいくうつくうは おぇかっくょぇさ おぇすけ 
╃っく くぇ たさぇぉさけしすすぇ う こさぇいくうお 
くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは – ょけおぇ
いぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ, つっ ぉさぇくくう
すっ こけょゃういう くぇ たうかはょうすっ ぉなか
ゅぇさしおう しうくけゃっ こさっょういゃうおゃぇす 
ゃないすけさゅ う こけさぇあょぇす こさういくぇ
すっかくけしす; いぇ すけゃぇ, つっ くっ ょうこかけ
きぇちうはすぇ, ぇ けさなあうっすけ う こけぉっ
ょうすっ せすゃなさあょぇゃぇす いぇゃうくぇゅう 
╀なかゅぇさうは ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╀ぇか
おぇくしおうは こけかせけしすさけゃ.

¨さょっくなす „╆ぇ たさぇぉさけしす” っ 
ゃうして ゃけっくっく ぉなかゅぇさしおう けさょっく 

ゃ 『ぇさしすゃけ ╀なかゅぇさうは う [っこせぉかうおぇ 
╀なかゅぇさうは, せつさっょっく し 〉おぇい わ1 けす 1 
はくせぇさう 1880 ゅ. くぇ おくはい ┿かっおしぇく
ょなさ ╀ぇすっくぉっさゅ.  ] すけゃぇ けすかうつうっ しっ 
せょけしすけはゃぇす ういゃなさてうかうすっ こけょゃういう 
くぇ ぉけえくけすけ こけかっ. ̈ さょっくなす しっ ょぇゃぇ 
しぇきけ くぇ けそうちっさう, ゃうくぇゅう いぇ おけく
おさっすくぇ こさけはゃぇ くぇ たさぇぉさけしす かうちっ 
ゃ かうちっ し ゃさぇゅぇ. ′けしうすっかうすっ くぇ けさ
ょっくぇ くけしはす いゃぇくうっすけ “╉ぇゃぇかっさう”. 
╃なさあぇゃくうはす ゅかぇゃぇ う こさっしすけかけくぇ
しかっょくうおなす こけ こさぇゃけ しぇ おぇゃぇかっさう 
しなけすゃっすくけ くぇ ╁けっくっく けさょっく „╆ぇ 
たさぇぉさけしす“ I しすっこっく う ╁けっくっく けさ
ょっく „╆ぇ たさぇぉさけしす“ IV しすっこっく. ‶け
さぇょう ゅけかはきけすけ しう せゃぇあっくうっ おなき 
けさょっくぇ, ′.╁. ちぇさ ╀けさうし III くうおけゅぇ 
くっ っ くけしうか けさょっくぇ „╆ぇ たさぇぉさけしす“ 
I しすっこっく う ╂けかっきうは おさなしす, くけしっか っ  
しぇきけ こけかせつっくうすっ けす くっゅけ けさょっくう 
こけ ゃさっきっ くぇ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ う 
‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ.
¨さょっくしおう こさぇいくうお っ 6 きぇえ, ╃っくはす 
くぇ ]ゃ. ゃきつお.╂っけさゅう ‶けぉっょけくけしっち. 
¨さょっくなす うきぇ 4 しすっこっくう, こけ
しかっょくうすっ ょゃっ し こけ ょゃぇ おかぇしぇ. 
╉なき けさょっくぇ うきぇ こさうつうしかっく 
いくぇお, ういゃっしすっく おぇすけ “╁けえくうて
おう おさなしす いぇ たさぇぉさけしす”, おけえすけ 
しっ ょぇゃぇ くぇ ゃけえくうちう う こけょけそう
ちっさう. ‶なさゃけすけ くぇゅさぇあょぇゃぇくっ 
し けさょっくぇ „╆ぇ たさぇぉさけしす“ っ くぇ 
17 ぇこさうか 1880 ゅ., おけゅぇすけ しぇ 
くぇゅさぇょっくう 33-きぇ せつぇしすくうちう ゃ 
[せしおけ-すせさしおぇすぇ ゃけえくぇ (1877-

1878). 
] すけいう けさょっく しっ くぇゅさぇあょぇゃぇす 
ぉなかゅぇさしおう う つせあょう ゅっくっさぇかう, 
おぇおすけ う つせあょう ゃかぇょっすっかう.
╁ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゃけっくくぇ うしすけさうは 
うきぇ しぇきけ すさうきぇ ょせてう, おぇゃぇ
かっさう くぇ けさょっくぇ „╆ぇ たさぇぉさけしす“ 
I しすっこっく: ]すっそぇく ]すぇきぉけかけゃ 
- ぉなかゅぇさしおう ょなさあぇゃくうお, さっ
ゃけかのちうけくっさ, こけかうすうお, こけっす 
う あせさくぇかうしす; ╂っけさゅう ╅うゃおけゃ 
- ぉなかゅぇさしおう さっゃけかのちうけくっさ う 
こけかうすうお, すさう こなすう こさっょしっょぇ
すっか くぇ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ, 
さっゅっくす くぇ ╀なかゅぇさうは しかっょ ぇぉ
ょうおぇちうはすぇ くぇ おくはい ┿かっおしぇく
ょなさ I う きうくうしすなさ くぇ くぇさけょくけすけ 
こさけしゃっとっくうっ; ゅっくっさぇか-きぇえけさ 
]ぇゃぇ ╋せすおせさけゃ - さっゅっくす くぇ 
╉くはあっしすゃけ ╀なかゅぇさうは (1886-
1887) う ゃけっくっく きうくうしすなさ ゃ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ ]すっそぇく 
]すぇきぉけかけゃ. 
╁かぇょっすっかう, おぇゃぇかっさう くぇ けさょっ
くぇ, しぇ: ╉くはい ┿かっおしぇくょなさ I , 『ぇさ 
《っさょうくぇくょ I , 『ぇさ ╀けさうし III, 
させしおうはす うきこっさぇすけさ ┿かっおしぇく
ょなさ III, しさなぉしおうはす ╉さぇか ╋うかぇく 
I, させきなくしおうはす ╉さぇか ╉ぇさけか I.
¨さょっくなす っ こさうしなょっく  う くぇ: ]ぇ
きぇさしおけすけ いくぇきっ, 〈さっすぇ ¨こなか
つっくしおぇ ょさせあうくぇ  う くぇ ╁ないょせて
くうすっ くぇ ′. ╁. ゃけえしおう. 
¨さょっくなす „╆ぇ たさぇぉさけしす” っ ゃない
しすぇくけゃっく こさっい 2003 ゅ. ╁ しなゃさっ
きっくくうは しう ゃぇさうぇくす すけえ うきぇ しうくは 
かっくすぇ, うきぇ しぇきけ すさう しすっこっくう う 

くはきぇ おかぇしけゃっ. ╇きぇ ょゃっ おぇすっゅけ
さうう - し きっつけゃっ, おけえすけ しっ ゃさなつゃぇ 
くぇ ゃけっくくう かうちぇ,  う ぉっい きっつけゃっ, 
ゃさなつゃぇく くぇ ちうゃうかくう かうちぇ.

╂っさゅぬけゃょっくしおうすっ さうすせぇかう 
しっ いぇさぇあょぇす こさう ゃいぇうきけ

ょっえしすゃうっすけ くぇ つけゃっおぇ う こさうさけ
ょぇすぇ. 〈っ しぇ しゃなさいぇくう し さぇいくけ
けぉさぇいくう きぇゅうつっしおう こさぇおすうおう.

]なぉうさぇくっ くぇ ぉうかおう う いっ
かっくうくぇ.〈さっゃうすっ, ちゃっすはすぇ, 

さぇいかうしすっくうすっ おかけくおう いぇっきぇす 
しなとっしすゃっくけ きはしすけ ゃ ゅっさゅぬけゃ
ょっくしおぇすぇ けぉさっょくけしす. 〈けゃぇ っ 
くぇつうく ょぇ しっ こさっくっしっ しうかぇすぇ くぇ 
いっかっくぇすぇ さぇしすうすっかくけしす, あうい
くっくけしすすぇ くぇ こさうさけょぇすぇ ゃなさたせ 
つけゃっおぇ う あうゃけすくうすっ. ╆ぇすけゃぇ 
ゃ せすさけすけ くぇ こさぇいくうおぇ おなとう
すっ, ゅさぇょうくうすっ, しすけこぇくしおうすっ 
こけしすさけえおう けしなきゃぇす けおうつっくう 
し ぉせおけゃう おかけくおう, し おかけくおう けす 
さぇいちなそくぇかぇ はぉなかおぇ うかう ょさせゅけ 
こかけょくけ ょなさゃけ.
]きはすぇ しっ, つっ ぉうかおうすっ, おけうすけ しっ 
ぉっさぇす ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ こさぇい
くうおぇ うかう さぇくけ しせすさうくすぇ くぇ ╂っさ
ゅぬけゃょっく, うきぇす ゅけかはきぇ かっつっぉくぇ 
しうかぇ. ╆ぇすけゃぇ きけきうすっ う っさゅっくう
すっ しっ けおうつゃぇす し ぉうかおう, し ちゃっすは 
う おかけくおう. 
╉なこぇくっ ゃ さけしぇ.]こけさっょ くぇさけょ
くうすっ ゃはさゃぇくうは くぇ ╂っさゅぬけゃょっく 
ゃしうつおけ っ こけおさうすけ し ぉかぇゅぇ さけしぇ. 
╅っくう う ょっゃけえおう こさっい くけとすぇ 
しさっとせ ╂っさゅぬけゃょっく たけょはす うい 
さけしくうすっ かうゃぇょう う しっ すなさおぇかはす 
ゃなさたせ さけしくぇすぇ すさっゃぇ. 〈ぇおぇ すっ 
しっ おなこはす いぇ いょさぇゃっ う ょなかなゅ あう
ゃけす. ′ぇ ゃっつっ さぇいかうしすっくけ ょなさゃけ 
しっ ゃさないゃぇす かのかおう う きかぇょうすっ う 
ょっちぇすぇ しっ かのかっはす くぇ すはた. ╁はさゃぇ 
しっ, つっ すぇおぇ しっ こさっくぇしは さぇしすう
すっかくぇすぇ しうかぇ くぇ ょなさゃけすけ ゃなさたせ 
つけゃっおぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさけかっすくけすけ 
しなぉせあょぇくっ くぇ こさうさけょぇすぇ. ‶っ
しくうすっ う こさうこっゃおうすっ くぇ きかぇょうすっ 
うきぇす こさっょうきくけ かのぉけゃっく う ゃっしっか 
たぇさぇおすっさ.  

‶さなしすっくう. ╁ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ っ 
こけいくぇす けぉうつぇはす くぇょこはゃぇくっ くぇ 

おうすおう うかう こさなしすっくう. ‶さっょうきくけ 
ゅけ しゃなさいゃぇきっ し こさぇいくうおぇ ╄くぬけゃ
ょっく, くけ しっ しさっとぇ う くぇ ╂っさゅぬけゃ
ょっく. ╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ こさぇいくうおぇ 
きけきうつっすぇすぇ ういこなかくはゃぇす さうすせぇかぇ 

“〈けこっくっ くぇ おうすおうすっ”. ‶さぇゃう しっ 
いぇ しぉなょゃぇくっ くぇ くぇえ-しなおさけゃっくうすっ 
あっかぇくうは う きっつすう. 

╂ぇょぇっくっ. ╀なかゅぇさうすっ しぇ しっ けこ
うすゃぇかう ょぇ ゅぇょぇはす こけ ゃさっきっすけ 

くぇ くはおけう さっかうゅうけいくう こさぇいくうちう. 
╂っさゅぬけゃしおうはす ょなあょ っ くぇ ょけぉさけ. 
╁はさゃぇ しっ, つっ ゃしはおぇ おぇこおぇ ょなあょ, 
こぇょくぇかぇ こさっい すけいう ょっく, しすぇゃぇ くぇ 
あなかすうちぇ. ] こさぇいくうおぇ ╂っさゅぬけゃ
ょっく しぇ しゃなさいぇくう う きくけゅけ ょさせゅう 
ゅぇょぇくうは – いぇ いょさぇゃっ, いぇ ぉけゅぇす
しすゃけ, いぇ せいくぇゃぇくっ くぇ かのぉうき.

╂っさゅぬけゃょっくしおう たかはぉ. ′ぇ 
╂っさゅぬけゃょっく けゃつぇさはす しっ はゃは

ゃぇ ぉけあう くぇきっしすくうお くぇ いっきはすぇ. 
╆ぇすけゃぇ くっゅけゃうはす けぉさぇい こさうしなしすゃぇ 
くぇえ–つっしすけ くぇ けぉさっょくうすっ たかはぉけゃっ, 
いぇきっしっくう ゃ す.くぇさ. ちゃっすくぇ ゃけょぇ. 〈ぇおぇ 
すっ しっ こさっゃさなとぇす ゃ きけかうすゃぇ いぇ ぉっ
さっおっす. ╉さなゅかぇすぇ そけさきぇ くっ ゅっさゅぬけゃ
ょっくしおうすっ たかはぉけゃっ っ いぇょなかあうすっかくぇ, 
すなえ おぇすけ しっ ゃはさゃぇ, つっ すは こさっょこぇいゃぇ 
しっきっえしすゃけすけ けす いかう しうかう. 

╉さうかぇすうはす ういさぇい „╃ぇ しっ 
たゃぇくっき いぇ いっかっくけ”, けぉぇ

つっ, くっ e しゃなさいぇく し ╂っさゅぬけゃょっく, ぇ し 
╀かぇゅけゃっち. ′ぇてうはす くぇさけょ しゃなさいゃぇ 
こさぇいくうおぇ ╀かぇゅけゃっとっくうっ  こさっょう 
ゃしうつおけ し くぇしすなこゃぇくっすけ くぇ こさけかっ
すすぇ う いぇすけゃぇ くぇ すけいう ょっく いぇょなか
あうすっかくけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ はょっ “くっとけ 
いっかっくけ” - かぇこぇょ, おけこさうゃぇ, しこぇくぇお. 
¨しゃっく すけゃぇ, しすけこぇくうすっ いぇこけつゃぇかう 
けす すけいう ょっく こさうゅけすけゃかっくうは いぇ さぇ
ぉけすぇすぇ くぇ こけかっすけ う ゃ ゅさぇょうくぇすぇ. 
╆ぇすけゃぇ ういさぇいなす “╃ぇ しっ たゃぇくっき いぇ 
いっかっくけ” っ こけ-こけこせかはさっく けす  “╀かぇ
ゅけゃっしすうすっかはす うょゃぇ”. 
′っいぇゃうしうきけ こけ こけゃけょ くぇ おけえ こさぇい
くうお しっ こさけういくぇしは, いくぇきっくうすぇすぇ 
そさぇいぇ しなょなさあぇ ゃ しっぉっ ぇしけちうぇちうう 
いぇ こさけかっす, いぇ くぇょっあょう, きっつすう, 
ゃおせしけゃっ, ぇさけきぇすう う けつぇおゃぇくうは.

] うきっ ╂っけさゅう. ╇きっすけ ╂っけさ
ゅう うきぇ ゅさなちおう こさけういたけょ う 

けいくぇつぇゃぇ “いっきっょっかっち”, けす geo 
- いっきは, ergon - さぇぉけすは.
′ぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╄ゃさけこぇ 
うきっすけ ╂っけさゅう いぇこけつゃぇ ょぇ ょけ
ぉうゃぇ こけこせかはさくけしす っょゃぇ ゃ おさぇは 
くぇ 14 ゃっお, おけゅぇすけ おさなしすけくけ
しちうすっ ょけくぇしはす けす ‶ぇかっしすうくぇ 
うしすけさうはすぇ いぇ きなつっくうつっしすゃけすけ 
くぇ しゃっすう ╂っけさゅう う いぇ つせょっしぇすぇ, 
おけうすけ ういゃなさてうか.
╁ さぇいかうつくうすっ しすさぇくう うきっすけ 
╂っけさゅう しっ しさっとぇ ゃ 33 さぇいかうつ
くう ゃぇさうぇくすぇ: ╂っけさゅ, ╂っけさゅうせし, 
╂っけさゅうえ, ╃あけさょあ う す.く.
╃け しおけさけ しっ しきはすぇてっ, つっ くぇえ-
つっしすけ しさっとぇくけすけ せ くぇし きなあおけ 
うきっ っ ╇ゃぇく, しかっょゃぇくけ けす ╂っけさゅう. 
‶けしかっょくうすっ ょぇくくう くぇ  ′ぇちうけ
くぇかくうは しすぇすうしすうつっしおう うくしすうすせす 
/′]╇/ しけつぇす, つっ くぇえ-こけこせかはさ
くけすけ きなあおけ うきっ ゃ ╀なかゅぇさうは っ 
╂っけさゅう. ╉なき おさぇは くぇ きうくぇかぇ
すぇ ゅけょうくぇ うきっすけ ╂っけさゅう くけしはす 
176 184 きなあっ うかう 4.79 くぇ しすけ 
けす ゃしうつおう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 

しうかくうは こけか. ‶け こけこせかはさくけしす 
ゅけ しかっょゃぇす ╇ゃぇく, ╃うきうすなさ, ′う
おけかぇえ, ‶っすなさ, 》さうしすけ, ╈けさょぇく, 
]すっそぇく, 〈けょけさ う ╁ぇしうか. 
‶けしかぇくうっすけ, おけっすけ くけしう うきっすけ 
╂っけさゅう, っ – しすさぇょぇと ゃ うきっすけ くぇ 
ゃっかうおぇ うょっは う しうかぇ ょぇ しっ しこさぇ
ゃう し すさせょくけしすうすっ.

╆ぇ  きなあっすっ, おけうすけ くけしはす 
すけゃぇ うきっ, っ ゃぇあくけ ょぇ うきぇす 

つけゃっお ょけ しっぉっ しう, こぇさすくぬけさ, おけえ
すけ ょぇ ゅう こけょおさっこは. ╂っけさゅう すなさしう 
たぇさきけくうはすぇ ゃなゃ ゃいぇうきけけすくけてっ
くうはすぇ う ゃ あうゃけすぇ おぇすけ ちはかけ. ′っ
いぇゃうしうきけ けす すけゃぇ, つっ ょけ くはおなょっ っ 
っゅけうしす ゃ かのぉけゃすぇ, すけえ しっ くせあょぇっ 
けす きくけゅけ しうかくぇ けぉうつ. 』せゃしすゃうすっ
かっく っ, せきっっ ょぇ こけょぉうさぇ たけさぇすぇ, し 
おけうすけ おけくすぇおすせゃぇ. 
]ぇきけしすけはすっかくけしす, しうかぇ , うきこせかし 
う あっかぇくうっ いぇ しぇきけょけおぇいゃぇくっ  しぇ 
ゃけょっとう ゃ すけゃぇ うきっ. ╁なくてくけすけ 
きせ こさけはゃかっくうっ っ しゃなさいぇくけ し ゅけ
かっきう こさけきっくう. ╁うくぇゅう, けぉぇつっ, 
せしこはゃぇ ょぇ しっ ぇょぇこすうさぇ ゃ しさっょぇ
すぇ, ゃ おけはすけ こけこぇょぇ.
╇きっすけ ╂っけさゅう ょぇゃぇ くぇ こさうすっあぇ
すっかは しう ゅけかっきう ぇきぉうちうう う ちっかっ
せしすさっきっくけしす, こけしかっょけゃぇすっかくけしす 
う くっいぇゃうしうきけしす, おけはすけ っ くぇえ-
しうかくぇすぇ きせ つっさすぇ. ╋くけゅけ つっし
すけ くけしう くっせょけゃかっすゃけさっくけしす けす 
しぇきうは しっぉっ しう う けす ょさせゅうすっ, くけ 
こさうすっあぇゃぇ ういおかのつうすっかっく すぇかぇくす 
いぇ けぉとせゃぇくっ う せぉっあょぇゃぇくっ. ╋な
あっすっ し すけゃぇ うきっ きけゅぇす ょぇ こけゃっ
ょぇす きぇしうすっ しかっょ しっぉっ しう, いぇとけすけ 
ゃょなたゃぇす ゃはさぇ. 〈っ しぇ けつぇさけゃぇすっか
くう, たぇさういきぇすうつくう う し きくけゅけ すなく
おけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ. ┿おけ うしおぇす 
こけこせかはさくけしす, ゃうくぇゅう きけゅぇす ょぇ 
は うきぇす. ╇いはゃはゃぇす しっ おぇすけ こぇいう
すっかう くぇ すさぇょうちううすっ: ゃ こけかうすう
おぇすぇ, しこけさすぇ, ぉけえくうすっ ういおせしすゃぇ, 
ぇさきうはすぇ. ╇きぇす けすかうつくぇ こぇきっす. ] 
さぇょけしす ういつぇおゃぇす せょけぉっく きけきっくす, 
いぇ ょぇ こさうこけきくはす くっつうう つせあょう 
ゅさっておう.
╂っけさゅうっゃちうすっ しぇ ゅぇかぇくすくう きなあっ. 
╇きぇす こさっょしすぇゃうすっかくぇ ゃなくてくけしす 
う くっ けしすぇゃぇす くっいぇぉっかはいぇくう. 〈っ 
しぇ しうかくう かうつくけしすう う しぇきけょうし
ちうこかうくうさぇくう. ╆ぇすけゃぇ しぇ さけょっくう 
ょぇ おけきぇくょゃぇす う ょぇ ぉなょぇす てっ
そけゃっ. ¨すゅけゃけさくう う ゃきぇくうぇつっくう 
くぇ すっきぇ こさけそっしうけくぇかういなき, すっ 
しっ ぉけさはす し ゃしうつおう しうかう しさっとせ 
こけしさっょしすゃっくけしすすぇ. 〈っ くっ しぇ おぇ
さうっさうしすう, くけ けぉうつぇす ょぇ こっつっかはす 
すうすかう う さっおけさょう, いゃぇくうは う くぇ
ゅさぇょう. ′っ けぉうつぇす かっおぇすぇ う しこけ
おけえくぇ さぇぉけすぇ. 
〈けゃぇ うきっ っ しきはすぇくけ いぇ っょくけ けす 
くぇえ-きけとくうすっ う しうかくう ゃ すゃけさつっ
しおけ けすくけてっくうっ. ‶かぇくっすくうすっ きせ 
ゅけしこけょぇさう しぇ ]かなくちっすけ う ╁っくっさぇ. 
〈っ きせ ょぇゃぇす ぇさすうしすうつくけしす う きな
あっしすゃっくけしす.
╇きっすけ ╂っけさゅう とっ けしすぇくっ ゃなゃ 
ゃしうつおう っいうちう う くぇさけょう おぇすけ 
しうきゃけか くぇ ゃはさぇすぇ う しきっかけしすすぇ, 
おぇすけ こけぉっょぇすぇ くぇ ╃せたぇ くぇょ すは
かけすけ. 

′ぇょ 2  たうかはょう しぇ うきっくくうちうすっ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ 
とっ こさぇいくせゃぇす いぇ いょさぇゃけ うきっ くぇ ╂っさゅぬけゃょっく. 
‶け すさぇょうちうは くぇえ- きくけゅけぉさけえくぇ っ ゅさせこぇすぇ くぇ くけしっとうすっ 
うきっすけ くぇ しゃっすう ╂っけさゅう- 1 719 つけゃっおぇ. 
]かっょ すはた しっ くぇさっあょぇす ╂っさゅぇくうすっ- 394, しかっょゃぇくう けす さぇい
かうつくうすっ こさけういゃけょくう くぇ うきっすけ. ╂っさゅうくうすっ しぇ 19. 
¨す けぉとうは  ぉさけえ うきっくくうちう 270 しぇ ぇさしっくぇかしおう.  164 しぇ 
しぇきけ  きなあっすっ し うきっ ╂っけさゅう, さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか”.  ╄ょうく 
っ うきっくうおなす ╂っけさゅうえ, ぇ ╂っさゅぇくうすっ しぇ 50. ]こけさっょ しすぇすうしすう
おぇすぇ, ゃしはおけ 8-きぇ あっくぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお し うきっ ╂っさゅぇくぇ 
っ ぇさしっくぇかおぇ.   ‶さぇいくせゃぇとうすっ くぇ ╂っさゅぬけゃょっく  し うきっ ╂っくつけ 
けす „┿さしっくぇか” しぇ 18, ╂うくおうすっ -12,  10 しぇ ╂っくおうすっ,  こけ ょゃぇきぇ 
しぇ ╂っくけ う  ╂うくつけ, ╂けてけゃちうすっ しぇ 3-きぇ, ぇ ╂っくおけ っ  1. 
  ]さっょ  すっいう, おけうすけ とっ つっさこはす いぇ かうつくけ う いょさぇゃけ うきっ くぇ 
╂っさゅぬけゃょっく しぇ う ょうさっおすけさなす くぇ いぇおけきこかっおし 3 うくあ. ╂っ
けさゅう ╃けぉさっゃ, おぇおすけ ういぇき. ╃うさっおすけさなす くぇ いぇゃけょ 4 – ゅさぇょ 
╋なゅかうあ  ╂っけさゅう ′っくつっゃ.
 ╆ぇ ゃしうつおう うきっくくうちう - いょさぇゃっ う ぉっさっおっす!

 〈┿
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... そぇおすけさ う っかっきっくす けす そうさきっくぇすぇ おせかすせさぇ くぇ ゃしはおけ しっ-
ぉっせゃぇあぇゃぇとけ しっ きけょっさくけ こさっょこさうはすうっ. ╆ぇとけすけ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”  こけ くっこけょさぇあぇっき くぇつうく とっ そけさきうさぇ そうさきっくぇ 
こさうくぇょかっあくけしす せ きかぇょうすっ くう おけかっゅう う とっ ゅさぇょう そうさきっくぇ 
ゅけさょけしす せ ゃしっおう けす くぇし. 〈ぇいう しすなこおぇ っ ゃ せくうしけく う し ゃけょっ-
くぇすぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ しけちうぇかくぇ こけかうすう-
おぇ う っ こけさっょくうはす とさうた ゃ くぇてっすけ きけすうゃうさぇくけ さぇぉけすくうつっ-
しおけ う きっくうょあなさしおけ ぇさしっくぇかしおけ しぇきけつせゃしすゃうっ.
„┿さしっくぇか” うきぇ しゃっすけゃっく ぇゃすけさうすっす, うきぇ しゃけうすっ ゅけかっきう せし-
こったう う いぇゃけっゃぇくうは, うきぇ しゃけうすっ ぉっいちっくくう たけさぇ – さぇぉけすくう-
ちう, しこっちうぇかうしすう う っおしこっさすう ゃ さぇいかうつくう しそっさう. ╆ぇ ゃしうつおけ 
すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ いくぇっ – おぇおすけ けす くぇし しぇきうすっ, すぇおぇ う けす 
ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお う [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ, けす くぇちうけ-
くぇかくうすっ うくしすうすせちうう, し おけうすけ „┿さしっくぇか”さぇぉけすう, けす しさけょくう 
こさっょこさうはすうは ゃ  しすさぇくぇすぇ. ╉ぇおゃけ とっ こさっょしすぇゃかはゃぇ  „〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか”, おぇおゃけ とっ つっすっき ゃ くっは? 
╉ぇすけ くぇつぇかけ, とっ しっ こけしすぇさぇっき ゃっしすくうおなす ょぇ ういかういぇ ょゃぇ 
こなすう きっしっつくけ, ゃ こっすなお. ╁ないきけあくけ っ ゃこけしかっょしすゃうっ ょぇ くぇ-
しすなこう こさけきはくぇ ゃ くっゅけゃぇすぇ こっさうけょうつくけしす. ̈ こさっょっかはとう とっ 
ぉなょぇす しなょなさあぇくうっすけ, ゃ おけっすけ とっ ょけきうくうさぇ しかせつゃぇとけすけ 
しっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, う くっゅけゃぇすぇ うくそけさきぇちうけくくぇ こかなすくけしす.
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ しっ さぇいこさけしすさぇくはゃぇ ぉっいこかぇすくけ.
╁ くっゅけ とっ うきぇ こけしすけはくくう う ゃさっきっくくう させぉさうおう, おぇおすけ う 
させぉさうおう くぇ さけすぇすうゃっく こさうくちうこ, しゃなさいぇくう し ぇおすせぇかくうすっ 
こさけぉかっきう ゃ ょさせあっしすゃけすけ, し うおけくけきうおぇすぇ う せこさぇゃかっくうっすけ 
くぇ そうさきぇすぇ う くぇ しなしすぇゃくうすっ おけきこかっおしう, し こさけういゃけょしすゃっ-
くぇすぇ ょっえくけしす, し くけゃけゃなゃっょっくうはすぇ こさう くぇし, しなし しけちうぇか-
くぇすぇ しそっさぇ, し ょっえくけしすすぇ くぇ ょゃぇすぇ そうさきっくう しうくょうおぇすぇ – 
╉′]╀ う ╉〈”‶けょおさっこぇ”, しなし いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ, っしすっすうおぇすぇ 
くぇ すさせょぇ, おせかすせさぇすぇ, しこけさすぇ う きくけゅけ, きくけゅけ けとっ. 
】っ しっ こせぉかうおせゃぇす きぇすっさうぇかう いぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ ぇくゅぇ-
あうさぇくけしす くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか”, いぇ こさうくけしぇ うき ゃ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ, いぇ こけしすうあっくうはすぇ うき 
ゃ こさはおぇすぇ うき さぇぉけすぇ う ゃ ょさせゅう しそっさう ういゃなく そうさきぇすぇ.
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ ぉなょっ  う きはしすけ いぇ かうつくけ すゃけさつっしす-
ゃけ, いぇ ういはゃぇ くぇ かうつくう せきっくうは う いくぇくうは, いぇ うくすっさっしくう 
いぇくうきぇくうは, いぇ こけかっいくぇ うくそけさきぇちうは けす そうさきっくうは きせ-
いっえ, けす ぉうぉかうけすっおうすっ う す.く.  
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ さぇいおぇいゃぇ いぇ  あうゃけすぇ くぇ ょっちぇすぇ 
ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, いぇ きかぇょうすっ くう さぇぉけす-
くうちう, いぇ あうゃけすぇ くぇ ゃしっおう ちった, ぉさうゅぇょぇ うかう けすょっか, いぇ 
くぇてうすっ ゃっすっさぇくう. ‶けさっょうちぇ けす しこっちうぇかくう こせぉかうおぇちうう 
とっ けぉけゅぇすはゃぇ  いくぇくうはすぇ う かうつくぇすぇ くう けぉとぇ おせかすせさぇ. 
¨す くぇてうは ゃっしすくうお とっ くぇせつぇゃぇきっ いぇ こけ-ゃぇあくうすっ しなぉう-
すうは  う こさけぉかっきう ゃ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ. 
』さっい くっゅけ とっ きけあっき ょぇ しう つっしすうすうき たせぉぇゃう かうつくう こさぇい-
くうちう, ょぇ しこけょっかうき いぇ しこけかっすはかぇ くう ぉっょぇ, ょぇ さぇいおぇあっき 
いぇ くはおけゅけ うかう いぇ くっとけ, おけっすけ しこけさっょ くぇし っ ゃぇあくけ.
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ ぉなょっ こさけっおちうはすぇ くぇ ゃしはおけ いぇ-
しかせあぇゃぇとけ ゃくうきぇくうっ そうさきっくけ しなぉうすうっ. 〈は とっ ぉなょっ 
けゅかっょぇかけすけ くぇ くぇてぇすぇ さぇぉけすぇ う くぇ きくけゅけかうおうは くう   あう-
ゃけす ゃなゃ そうさきぇすぇ. ′ぇ しすさぇくうちうすっ くぇ ゃっしすくうおぇ ゃしっおう  とっ 
きけあっ ょぇ くぇきっさう こけ くっとけ いぇ しっぉっ しう う とっ きけあっ つさっい 
ょさせゅうすっ ょぇ ゃうょう つぇしす けす しっぉっ しう.
〈けゃぇ とっ っ っょくけ しゃけぉけょくけ う ょっきけおさぇすうつくけ ういょぇくうっ いぇ 
うくそけさきぇちうは う いくぇくうは, ぉっい ょうさっおすうゃう, ぉっい うょっけかけゅうは, 
ぉっい ちっくいせさぇ – こさう しこぇいゃぇくっ くぇ いぇおけくうすっ くぇ しすさぇくぇすぇ う  
ゃなすさってくうすっ こさぇゃうかぇ くぇ そうさきぇすぇ. 
╀っいしこけさくけ, ゃ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ しっ こさうかぇゅぇす けしくけゃ-
くうすっ こさぇゃうかぇ ゃ あせさくぇかうしすうおぇすぇ – いぇ けぉっおすうゃくけしす う ぉっい-
こさうしすさぇしすくけしす, くけ ぇい けつぇおゃぇき くっとけ こけゃっつっ けす すけゃぇ. ̈ しゃっく 
きくけゅけ こけいうすうゃっく, きう しっ うしおぇ すけゃぇ ょぇ っ っょうく ゃなかくせゃぇと 
ゃっしすくうお. ╃ぇ ぉなょっ くっ こさけしすけ つっすっく, ぇ すなさしっく う つぇおぇく. ′っ-
いぇゃうしうきけ, つっ うきぇ ういゅさぇょっくう ういょぇすっかしおう しなゃっす う さっょぇお-
ちうけくくぇ おけかっゅうは, ゃっしすくうおなす っ くぇ ゃしうつおう くぇし, いぇすけゃぇ くっおぇ 
ゅけ こうてっき ゃしうつおう いぇっょくけ. ╋うしかは, つっ すけゃぇ っ こけしすうあうきけ.
╉ぇいぇくけ くぇおさぇすおけ, „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”  とっ ぉなょっ ゃっしすくうお 
くぇ „┿さしっくぇか” いぇ „┿さしっくぇか”. ′っおぇ こさっょしすけはとうすっ きぇえしおう こさぇい-
くうちう しぇ ょけぉなさ いくぇお いぇ くっゅけゃうは しすぇさす う いぇ くっゅけゃけすけ ぉなょっとっ.
′ぇ さっょぇおちうけくくぇすぇ おけかっゅうは う くぇ ゃしうつおう ぇさしっくぇかちう, おけうすけ 
とっ せつぇしすゃぇす  ゃ しこうしゃぇくっすけ くぇ ゃっしすくうおぇ, けす しなさちっ こけあっかぇ-
ゃぇき しこけさくぇ う せしこってくぇ さぇぉけすぇ. [ぇぉけすぇ, おけはすけ ょぇ ゃなさてぇす し 
せょけゃけかしすゃうっ う おけはすけ ょぇ うき くけしう せょけゃかっすゃけさっくうっ.
′ぇ ゃぇし, つうすぇすっかうすっ, あっかぇは  ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”  
ょぇ っ しさっょ かのぉうきうすっ ゃう つっすうゃぇ. ╅っかぇは ゃう いょさぇゃっ う こさう-
はすくぇ こけつうゃおぇ ゃ こさぇいくうつくうすっ ょくう!
 ¨す うきっすけ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ う ういょぇすっかしおうは 
しなゃっす - くぇ ょけぉなさ つぇし くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”! 
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╃ゃぇきぇ ぇさしっくぇかちう – 《うかつけ 
《うかつっゃ, つかっく くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ 
う いぇき.-こさっょしっょぇすっか 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 くぇ 
いぇゃけょ 5, う ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ – 
こさっょしっょぇすっか 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 くぇ いぇゃけょ 1, 
こさっょしすぇゃうたぇ  []¨ - ╉ぇいぇく-
かなお  う ′]《 „╋っすぇかっかっおすさけ” 
くぇ ょっきけくしすさぇちうはすぇ, けさゅぇくう-
いうさぇくぇ けす ╄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 
くぇ 9 ぇこさうか す.ゅ. ゃ ╀せょぇこっとぇ.
¨ぉとけ 105 ぉなかゅぇさう, つかっくけ-
ゃっ う ぇおすうゃうしすう くぇ ╉′]╀, しっ 
ゃおかのつうたぇ ゃ 45-たうかはょくけすけ  
こさけすっしすくけ てっしすゃうっ, くぇしけつう-
かけ しっ おなき ‶かけとぇょぇ くぇ ゅっさけ-
うすっ ゃ せくゅぇさしおぇすぇ しすけかうちぇ, いぇ 
ょぇ いぇはゃう: „′っ くぇ けゅさぇくうつっ-
くうはすぇ! ╆ぇ しけちうぇかくぇ ╄ゃさけこぇ う 
しこさぇゃっょかうゃけ いぇこかぇとぇくっ!”
╁ っゃさけょっきけくしすさぇちうはすぇ しぇ 
せつぇしすゃぇかう こさぇすっくうちう けす 
ゃしうつおう ょなさあぇゃう – つかっくおう くぇ 
╄]. ′ぇてうすっ こさっょしすぇゃうすっかう – 
《うかつっゃ う ╉ぇしぇぉけゃ, しぇ ぉうかう ゃ 
さっょうちうすっ くぇ くぇえ-きぇとぇぉくうは 
こっすう ぉかけお, いぇっょくけ しなし しうくょう-
おぇかうしすう けす 〉くゅぇさうは, ╃ぇくうは, 
【ゃっえちぇさうは, ╇しこぇくうは, ′けさ-
ゃっゅうは, ‶けさすせゅぇかうは, 』ったうは, 
》なさゃぇすうは う ょさせゅう しすさぇくう.

‶さけすっしすうすっ しなゃこぇょくぇたぇ し せく-
ゅぇさしおけすけ こさっょしっょぇすっかしすゃけ 
くぇ ╄] う しなし いぇしっょぇくうっすけ くぇ 
きうくうしすさうすっ くぇ うおけくけきうおぇすぇ 
う そうくぇくしうすっ う ╄ゃさけこっえしおぇすぇ 
ちっくすさぇかくぇ ぉぇくおぇ, けぉしなあょぇ-
かう さっいせかすぇすうすっ けす うおけくけきう-
つっしおぇすぇ おさういぇ. 
′ぇょ 23 きかく. けす たけさぇすぇ ゃ すさせ-
ょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす ゃ ╄ゃ-
さけこぇ しぇ すさぇえくけ ぉっいさぇぉけすくう 
- そぇおす, おけえすけ こけさぇあょぇ くぇ-
こさっあっくうっ う くっしうゅせさくけしす くっ 
しぇきけ ゃ ぉっょくぇ ょなさあぇゃぇ おぇすけ 
╀なかゅぇさうは, くけ う ゃなゃ ゃしうつおう 
っゃさけこっえしおう しすさぇくう. 〈けゃぇ 

けぉはしくはゃぇ きけすけすけ くぇ ょっきけく-
しすさぇちうはすぇ, こけ ゃさっきっ くぇ おけはすけ 
しうくょうおぇかうしすうすっ くぇしすけはたぇ  ょぇ 
しっ ょぇょっ こけ-ゅけかはき こさうけさうすっす 
くぇ いぇっすけしすすぇ う おぇすっゅけさうつくけ 
いぇはゃうたぇ: „〉こさぇゃかっくうっすけ くぇ 
╄ゃさけこぇ けいくぇつぇゃぇ こけゃっつっ いぇ-
っすけしす, こけゃっつっ しこさぇゃっょかうゃけしす 
う しけかうょぇさくけしす”. 
╁ すはたくけすけ こけしかぇくうっ っ いぇこうしぇくけ:
 - 〉こさぇゃかっくうっすけ くぇ ╄ゃさけこぇ っ 
いぇしうかゃぇくっ くぇ しけちうぇかくうは きけ-
ょっか, ぇ くっ くっゅけゃけすけ ぇすぇおせゃぇくっ.
 - 〈けゃぇ くっ っ くぇてぇすぇ おさういぇ – 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ せょぇさはす しこっおせ-
かぇくすうすっ, ぇ くっ さぇぉけすくうちうすっ!
 - ╃ぇ しっ せこさぇゃかはゃぇ ╄ゃさけこぇ 
けいくぇつぇゃぇ ょぇ しっ さぇぉけすう いぇ 
っょくぇ こけ-しけちうぇかくぇ ╄ゃさけこぇ, 
いぇ っゃさけこっえちうすっ う けしけぉっくけ 
いぇ きかぇょうすっ, こっくしうけくっさうすっ う 
あっくうすっ.
 - ╃ぇ しっ せこさぇゃかはゃぇ ╄ゃさけこぇ けい-
くぇつぇゃぇ ょぇ しっ ょっえしすゃぇ いぇ うし-
すうくしおけ せしすけえつうゃけ さぇいゃうすうっ.
╇いこなかゃぇえおう せかうちうすっ, こけ 
おけうすけ っ こさっきうくぇかけ てっしすゃう-
っすけ, ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╀せょぇ-
こっとぇ, し ちゃっすは う そかぇゅつっすぇ ゃ 
さなちっ, ゃないすけさあっくけ しぇ こけょ-
おさっこうかう うしおぇくうはすぇ くぇ ょっ-
きけくしすさぇくすうすっ.

〈┿
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 ] ゃっかうおょっくしおう  ぉぇいぇさ う おけく-
ちっさす いぇさぇょゃぇたぇ しゃけうすっ さけょう-
すっかう きぇかおうすっ ぇさしっくぇかちう- ょっ-
ちぇすぇ けす ╃っすしおぇ ゅさぇょうくぇ 
„ ╀せさぇすうくけ”. ′ぇゃさなた しゃっすかうは 
たさうしすうはくしおう こさぇいくうお きぇかつせ-
ゅぇくうすっ けさゅぇくういうさぇたぇ しこっちうぇ-
かっく ぉぇいぇさ う おけくちっさす, つうはすけ 
けしくけゃくぇ ちっか ぉっ くぇぉうさぇくっすけ 
こけ すけいう くぇつうく くぇ しさっょしすゃぇ いぇ  
いぇおせこせゃぇくっ くぇ きぇすっさうぇかう う 
せてうゃぇくっ くぇ おけしすのきう いぇ きぇか-
おうすっ すぇかぇくすう. 
╇くうちうぇすうゃぇすぇ こけ すけいう くぇつうく 
ょっちぇ う さけょうすっかう ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ 
けぉとけすけ くぇつうくぇくうっ っ くぇ くぇしすけは-
すっかしすゃけすけ おなき ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ. 
‶けおぇいぇくうすっ っおしこけくぇすう くぇ うい-
かけあぉぇすぇ -ぉぇいぇさ しぇ ういさぇぉけすっ-
くう ゃ つぇしけゃっすっ いぇ すゃけさつっしおう 
いぇくうきぇくうは くぇ ょっちぇすぇ, し こけ-
きけとすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ‶け 
ゃさっきっ くぇ しぇきうは おけくちっさす ぉっ 
こさっょしすぇゃっく きかぇょうはす ょけぉさけ-
ゃけかっち けす [っこせぉかうおぇ ╊うすゃぇ 
╊のょぇし. ╋かぇょっあなす ゃ こさけょなか-

Àðñåíàëñêèòå ìàë÷óãàíè 
çàðàäâàõà ñ Âåëèêäåíñêè áàçàð

あっくうっ くぇ ゅけょうくぇ とっ さぇぉけすう 
しなゃきっしすくけ し ょっちぇすぇ けす いぇぉぇ-
ゃぇつくちぇすぇ,  ゃ けぉと こさけっおす くぇ 
ゅさぇょうくぇすぇ う 『っくすなさなす いぇ ょっちぇ 
し せゃさっあょぇくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╇いかけあぉぇすぇ-ぉぇいぇさ ゃおかのつゃぇ-
てっ ╁っかうおょっくしおう しせゃっくうさう う 
すさぇょうちうけくくう おせかうくぇさくう うい-
ょっかうは, ういさぇぉけすっくう けす ょっちぇすぇ 
くぇ „╀せさぇすうくけ”, しなし しなょっえ-

しすゃうっすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ‶け 
ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ ぉっ こさっょ-
しすぇゃっく う ょけぉさけゃけかっちなす けす 
╊うすゃぇ  - ╊のょぇし, おけえすけ こさっい 
2011-すぇ ゅけょうくぇ, とっ こけしっとぇ-
ゃぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ う とっ 
さぇぉけすう こけ しなゃきっしすっく こさけっおす 
し 『っくすなさぇ いぇ ょっちぇ し せゃさっあ-
ょぇくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお.

〈┿

』ぇしす けす っおしこけくぇすうすっ, ゃおかのつっくう ゃ ぉぇいぇさぇ

╇ こさっい 2011 ゅ. とっ こさけょなかあう 
すさぇょうちうはすぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃  ょぇ しっ こさっょけし-
すぇゃは ゃないきけあくけしす いぇ ぉっいこかぇす-

くぇ っょくけしっょきうつくぇ こけつうゃおぇ くぇ 
きけさっ. 
]っいけくなす ゃ こけつうゃくぇすぇ しすぇく-
ちうは ゃ ゅさ. ′っしっぉなさ しっ けすおさう-

Àðñåíàëöè îòêðèâàò ìîðñêèÿ ñåçîí
ゃぇ くぇ 9 きぇえ. ╆ぇ ちはかけすけ かはすけ 
とっ ぉなょぇす けさゅぇくういうさぇくう けす 8 
ょけ 10 しきっくう. ‶なさゃうすっ つっすう-
さう しきっくう とっ ぉなょぇす けす こけ 220 
ょせてう.
╆ぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” 
そうさきぇすぇ  けしうゅせさはゃぇ てっし-
すょくっゃくけ こさっぉうゃぇゃぇくっ ゃ しすぇく-
ちうはすぇ, ゃおかのつゃぇとけ ぉっいこかぇす-
くう いぇおせしおぇ, けぉっょ う ゃっつっさは う 
こっす ぉっいこかぇすくう くけとせゃおう.
]っきっえしすゃぇすぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃ ょさせあっしすゃけすけ きけゅぇす ょぇ こけ-
つうゃぇす くぇ きうくうきぇかくう ちっくう – 
こけ 20 かゃ. くぇ ょっく いぇ くけとせゃ-
おぇ う たさぇくぇ. ╆ぇ ょっちぇ ょけ 12 ゅ. 
ちっくぇすぇ っ 6 かゃ. , ぇ いぇ ょっちぇ ょけ 
2-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす くっ しっ いぇ-
こかぇとぇ.  
╆ぇこうしゃぇくっすけ くぇ こなさゃうすっ かっ-
すけゃくうちう  ゃっつっ いぇこけつくぇ.

〈┿

╇ すけゃぇ かはすけ ′っしっぉなさ とっ しすぇくっ きぇかおうはす ╉ぇいぇくかなお
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╂-く ╆ぇこさはくけゃ, ゃ „┿さしっくぇか” 
┿╃  ╁うっ けゅかぇゃはゃぇすっ  ょうさっお-
ちうは いぇ すったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇ-
ちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ.  ╃けおけかおけ 
おけくおせさっくすくぇ っ そうさきぇすぇ くぇ 
しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう う おぇおゃう 
うくけゃぇちうう こかぇくうさぇすっ?
╁ “┿さしっくぇか “ ┿╃ こさっい こけしかっょくうすっ 

ゅけょうくう しっ こさけゃっあょぇ こけかうすうおぇ  くぇ 
けぉくけゃはゃぇくっ くぇ こさけょせおすけゃぇすぇ ゅぇきぇ 
くぇ しこっちうぇかくうすっ ういょっかうは. [っいせか-
すぇすうすっ しぇ ういゃっしすくう くぇ たけさぇすぇ けす 
そうさきぇすぇ. ] くっ きぇかおけ けす くけゃうすっ うい-
ょっかうは しぇ ういこなかくはゃぇくう ょけゅけゃけさう う 
し こけしすなこかっくうはすぇ 
けす すはた しぇ ういこかぇ-
とぇくう さぇぉけすくう 
いぇこかぇすう, さっぇかう-
いうさぇくう ょけしすぇゃおう 
う うくゃっしすうちうう. 
[なおけゃけょしすゃけすけ  
くぇ そうさきぇすぇ こけっ 
おせさし いぇ こけゃうてぇゃぇくっ くぇ おぇつっしすゃけ-
すけ  くぇ こさけういゃっあょぇくぇすぇ こさけょせおちうは 
つさっい ゃくっょさはゃぇくっすけ くぇ くけゃう すったくけ-
かけゅうう – きぇてうくくう しなけさなあっくうは う 
うくしすさせきっくすう. [っおけくしすさけうさぇたぇ しっ 
う しっ ういゅさぇょうたぇ こさけういゃけょしすゃっくう 
きけとくけしすう しなし いくぇつうすっかくう うくゃっし-
すうちうう. ‶け-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす すっいう 
きけとくけしすう うきぇす しっさうけいくぇ うくけゃぇ-
すうゃくぇ しすけえくけしす. 〈けゃぇ ぉはたぇ ゅけかっきう 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ こさっょ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ. ╃けおぇいぇすっか-
しすゃけ いぇ せしこってくけすけ せこさぇゃかっくうっ 
しぇ くけゃうすっ くぇょ 2 たうかはょう さぇぉけすくう 
きっしすぇ. 
‶さっょしすけはす ょぇ しっ さっぇかういうさぇす 

きくけゅけ うょっう しゃなさいぇくう し うくけゃぇすうゃ-
くぇすぇ こけかうすうおぇ. ╁しうつおけ すけゃぇ しすぇゃぇ 
し ぇおすうゃくけすけ せつぇしすうっ くぇ さなおけゃけょ-
しすゃぇすぇ くぇ いぇゃけょうすっ, しこっちうぇかうしすう-
すっ う さぇぉけすくうちうすっ. ╇くけゃぇちううすっ とっ 
くう ういゃっょぇす くぇ くけゃけ おけくおせさっくすくけ 
くうゃけ う しぇ あういくっくけ ゃぇあくう いぇ ぉなょっ-
とっすけ くぇ ゃしうつおう ぇさしっくぇかちう.

╁っつっ すさっすぇ ゅけょうくぇ しすっ けぉとうく-
しおう しなゃっすくうお けす  ゅさせこぇすぇ くぇ 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡”, おけはすけ 
ぉっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ いぇ おぇ-
いぇくかなつぇくう いぇさぇょう っおしこっさすくうは 
しなしすぇゃ. ╉ぇお けちっくはゃぇすっ ゃぇてっすけ 
こさうしなしすゃうっ ゃ きっしすくうは いぇおけ-
くけょぇすっかっく けさゅぇくう う  ょけおけかおけ 
っそっおすうゃくけ っ すけ? 』せゃぇっき かう っ 
ゅかぇしなす くぇ っおしこっさすうすっ?
╂かぇしなす くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ 

しっ つせゃぇ. ′っ ゃうくぇゅう すけゃぇ ゃけょう ょけ 
こさけきはくぇ くぇ こけいうちうはすぇ くぇ ちっかうは 
¨ぉとうくしおう しなゃっす, くけ ゅけしすうすっ くぇ 
くぇてうすっ いぇしっょぇくうは, あせさくぇかうしすうすっ 
う ゅけかはきぇ つぇしす けす けぉとっしすゃっくけしすすぇ 
ゃうあょぇす, つっ くうっ ゃうくぇゅう いぇっきぇきっ 
こさうくちうこくぇ こけいうちうは. 〈ぇおぇ ぉってっ し 
こさけぉかっきうすっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぉけか-
くうちぇ, いぇ こさけっおすぇ いぇ おゃ.”》さ.╀けすっゃ”, 
いぇ こさけっおすぇ いぇ ╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ う 
きくけゅけ ょさせゅう. ′うっ う ゃ こさっょういぉけさ-
くぇすぇ おぇきこぇくうは いぇはゃうたきっ,  つっ とっ 
ぉなょっき けす ゃしはおけ きくけいうくしすゃけ, おけっすけ 
けぉしかせあゃぇ うくすっさっしうすっ くぇ ゅさぇあょぇ-
くうすっ. ╀うた おぇいぇか, くうっ つっしすけ しきっ う 
おけさっおすうゃ こさう ゃいっきぇくっ くぇ さってっくう-
はすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす.

′っいぇゃうしうきけ けす ょなかゅうは ょくっ-
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╇くあ. ぅくおけ 〈けくっゃ ╆ぇこさはくけゃ

60 ゅけょうてっく. [けょっく っ くぇ 
27 けおすけきゃさう 1950 ゅけょうくぇ 
ゃ し. ╀はかけ こけかっ, けぉか. ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ. ╁ないこうすぇくうお っ 
くぇ  ぉうゃてっすけ ╁╋╄╇ “╁. ╇. 
╊っくうく” – しっゅぇ 〈ったくうつっ-
しおう せくうゃっさしうすっす,  ゅさ. ]け-
そうは. ╆ぇゃなさてうか っ しこっちう-
ぇかくけしすすぇ “》うょさぇゃかうつくう 
きぇてうくう う しなけさなあっくうは”.
[ぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
けす 1974 ゅけょうくぇ. ╆ぇこけつゃぇ 
おぇすけ すったくけかけゅ. ╁ こっさうけょぇ 
1983 - 1988 ゅけょうくぇ っ ょう-
さっおすけさ くぇ いぇゃけょ 5.  
¨す 1989 ょけ 1992 ゅけょう-
くぇ っ いぇき.-ょうさっおすけさ くぇ 
′╇〈╇. ]かっょゃぇす 5 ゅけょうくう 
ゃ つぇしすくうは しっおすけさ, おなょっ-
すけ っ せこさぇゃうすっか くぇ そうさきぇ 
╁╇┿ „]くっあぇくおぇ”. ╁さなとぇ 
しっ けすくけゃけ ゃ „┿さしっくぇか” 
こさっい 1998 ゅけょうくぇ. ╃け 
2007 ゅけょうくぇ っ ょうさっおすけさ 
くぇ おけきこかっおし 5. ¨す 2007-
きぇ ょけ くぇしすけはとうは きけきっくす 
っ ょうさっおすけさ  くぇ ょうさっおちうは 
„〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇ-
ちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ”  ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃. 
 ¨ぉとうくしおう しなゃっすくうお  けす 
ゅさせこぇすぇ „ぎ¡ïäñëöó £í 
とí£íÖ¿é¡” . 』かっく くぇ ょゃっ 
おけきうしうう ゃ ]なゃっすぇ:  こけ 
しうゅせさくけしす う けぉとっしすゃっく 
さっょ う  こけ こさうゃぇすういぇちうは う 
さぇいこけさっあょぇくっ し けぉとうく-
しおけ うきせとっしすゃけ.  
 ╅っくっく, し ょゃっ ょっちぇ 
-  こけさぇしくぇかう しうく う ょな-
とっさは. ╉ぇくょうょぇす-ょはょけ. 
╁うょっく こさっょしすぇゃうすっか くぇ 
いけょうは ]おけさこうけく.  ╆ぇ-
こぇかっく かけゃっち し ゃしっ こけ-
きぇかおけ ゃさっきっ いぇ すけゃぇ. 
‶なすってっしすゃっくうお こけ ょせた. 
╋っつすぇっ ょぇ こけしっすう ╉せぉぇ 
- いぇさぇょう っおいけすうおぇ-
すぇ  う すぇえくうすっ, おけうすけ 
おさうっ しすさぇくぇすぇ.  [ぇ-
ぉけすけたけかうお. 
』けゃっお くぇ ょっかぇすぇ, くっ くぇ 
こさうおぇいおうすっ. 

ゃっく さっょ くぇ いぇしっょぇくうはすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす, くはおぇお せしっ-
とぇくっすけ しさっょ たけさぇすぇ っ いぇ いぇ-
ちうおかはくっ ゃ けぉとうくぇすぇ, いぇ かうこしぇ 
くぇ さぇいゃうすうっ う  ぉっいこっさしこっおすうゃ-
くけしす. ]ないょぇゃぇ  しっ せしっとぇくっすけ, 
つっ けぉとうくしおうはす  しなゃっす こさっつう 
くぇ おきっすぇ ょぇ しう ゃなさてう さぇぉけすぇ-
すぇ. 〈けゃぇ すぇおぇ かう っ? ╇  くっ こさっ-
おぇかはゃぇす かう し  おけくすさけかぇ しう しな-
ゃっすくうちうすっ?
¨おけかけ おきっすぇ くはきぇ けそけさきっくけ 

きくけいうくしすゃけ う さってっくうはすぇ いぇゃう-
しはす けす しなゅかぇしうっすけ くぇ きくけゅけ ゅさせこう 

しなゃっすくうちう. 》けさぇすぇ きけゅぇす ょぇ うきぇす 
せしっとぇくっすけ いぇ けしけぉっくう けすくけてっくうは 
きっあょせ おきっすぇ う ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
くけ ょぇ くっ いぇぉさぇゃはきっ, つっ こさう ゃしうつ-
おう けすくけてっくうは うきぇ ょゃっ しすさぇくう. ̈ ぉ-

とうくしおうはす しなゃっす っ ょけしすぇ ぇおすうゃっく 
くぇ いぇしっょぇくうは う こけ おけきうしうう. ╆ぇ 
しなあぇかっくうっ ╆ぇおけくなす いぇ きっしすくぇすぇ 
ゃかぇしす う きっしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは  
すぇおぇ っ こけしすぇゃうか けすくけてっくうはすぇ ぇょ-
きうくうしすさぇちうは-しなゃっす, つっ ゃ しかせつぇう-
すっ, おけゅぇすけ しぇ くぇ さぇいかうつくけ きくっくうっ, 
くっとぇすぇ しっ せしかけあくはゃぇす. ]なゅかぇしっく 
しなき, つっ ゃ すけいう きぇくょぇす さっぇかういぇちう-
はすぇ くぇ こけすっくちうぇかくうすっ ゃないきけあくけし-
すう ゃ けぉとうくぇすぇ くっ っ こなかくぇ. 】け しっ 
けすくぇしは ょけ おけくすさけかぇ, すけえ しなとけ っ 
けすくけてっくうっ う すけ うきぇ ょゃっ しすさぇくう.....

╃けおけかおけ けしくけゃぇすっかくう しぇ 
けこぇしっくうはすぇ くぇ ゃぇてう おけかっゅう, 
つっ くぇ こさぇおすうおぇ  けぉとうくぇすぇ しっ 
ょっおぇこうすぇかういうさぇ し ょっしっすおうすっ 
こさっょかけあっくうは いぇ こさけょぇあぉう くぇ 
けぉとうくしおけ うきせとっしすゃけ? ╇ うきぇ 
かう ょさせゅ こけょたけょ いぇ こなかくっくっ くぇ 
きっしすくぇすぇ たぇいくぇ? 
¨ぉとうくしおう ぇおすうゃう とっ しっ こさけょぇ-

ゃぇす う ゃ ぉなょっとっ. 〈けゃぇ しぇ こさうたけょう, 
おけうすけ っあっゅけょくけ しっ いぇかぇゅぇす ゃ ‶さけ-
ゅさぇきぇすぇ  いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ けぉとうく-
しおぇすぇ しけぉしすゃっくけしす う ゃ ぉのょあっすぇ. 
′っ きうしかは, つっ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ けぉ-
とうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす きけあっ ょぇ くぇ-
こなかくう きっしすくぇすぇ たぇいくぇ. ̈ ぉとうくしおぇ-
すぇ しけぉしすゃっくけしす くっ っ ゅけかはきぇ う ゃっつっ 
くっ っ すけかおけゃぇ ぇすさぇおすうゃくぇ いぇ うく-
ゃっしすうすけさうすっ. ]すぇすうしすうおぇすぇ こけおぇい-

ゃぇ, つっ しかっょ 2007 ゅけょ. こさけょぇあぉうすっ 
さはいおけ しぇ こぇょくぇかう う くっ こけこなかゃぇす 
しなとっしすゃっくけ こさうたけょくぇすぇ つぇしす くぇ 
ぉのょあっすぇ いぇ おぇこうすぇかけゃう さぇいたけょう. 
〈っいう こさうたけょう くっ しぇ いぇ こさっくっぉさっゅ-
ゃぇくっ, くけ すっ しぇ ゃしっ こけ っこういけょうつくう 
う くっ ょぇゃぇす すさぇっく こけすけお くぇ こけしすな-
こかっくうは. 〈っ しぇ ゃさっきっくっく ういすけつくうお, 
おけえすけ っ うきぇか しっさうけいくけ いくぇつっくうっ 
ゃ こっさうけょぇ くぇ こさったけょ う こさっしすさせお-
すせさうさぇくっ くぇ しけぉしすゃっくけしすすぇ ゃ しすさぇ-
くぇすぇ. ╇しすうくぇすぇ っ つっ けす おぇおすけ くうっ 
しきっ ゃ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす おけくすさけかなす 

ゃなさたせ こさうたけょうすっ けす けぉとうくしおぇ 
しけぉしすゃっくけしす いくぇつうすっかくけ しっ こけゃう-
てう う くぇきぇかぇたぇ いかけせこけすさっぉうすっ. 
‶け-ゅけかっきう こさうたけょう きけゅぇす ょぇ しっ 

けつぇおゃぇす けす ╉けたっいうけくくうすっ こけかう-

すうおう くぇ ╄] う ゃ つぇしすくけしす けこっさぇ-
すうゃくうすっ こさけゅさぇきう いぇ  ╀なかゅぇさうは, 
くぇえ-ゃっつっ „[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ” 
う „¨おけかくぇ しさっょぇ”. ╇きぇ ょけぉさう さっ-
いせかすぇすう ゃ けぉとうくぇすぇ こけ っくっさゅうえくぇ 
っそっおすうゃくけしす ゃ せつうかうとぇすぇ.  ╁ぇあくけ 
っ けぉぇつっ, つっ いぇ せしこってくけすけ せつぇしすうっ 
いぇ そうくぇくしうさぇくっ こけ ¨こっさぇすうゃくう-
すっ こさけゅさぇきう ¨ぉとうくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しないょぇょっ ぉぇくおぇ けす ゅけすけゃう こさけっおすう, 
し おけうすけ ょぇ せつぇしすゃぇ. [ぇいさぇぉけすおぇ-
すぇ くぇ こさけっおすうすっ しすさせゃぇ こぇさう う すっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しぇ けすさぇいっくう ゃ ぉのょあっすぇ. 
′け う すぇいう ゅけょうくぇ すけゃぇ くっ しっ しかせ-
つう. ╄ょうく けす ゅけかっきうすっ こさけぉかっきう っ 
かうこしぇすぇ くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃっく おぇ-
こぇちうすっす う ょけぉさっ こけょゅけすゃっくう おぇょさう 
いぇ ういゅけすゃはくっ くぇ こさけっおすう. ′ぇさっょ し 
すけゃぇ っ くっけぉたけょうきけ ゃ ぉのょあっすぇ ょぇ 
しっ こさっょゃうあょぇす う しさっょしすゃぇ いぇ しな-
そうくぇくしうさぇくっ くぇ せつぇしすうっすけ ゃ こさけ-
ゅさぇきうすっ. 】っ しっ ういうしおゃぇ う こけ-ょけぉさけ 
ゃいぇうきけょっえしすゃうっ う しなゅかぇしうっ くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす う ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ.

『はかぇすぇ ゅさせこぇ ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ 
っ けす   さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか”.  ╁ くぇつぇかけすけ  くぇ きぇくょぇ-
すぇ ゃう おぇすけ しなゃっすくうちう  うきぇてっ 
けこぇしっくうは, つっ っょゃぇ かう くっ しすっ ゃ 
]なゃっすぇ, いぇ ょぇ ぉさぇくうすっ しゃけう うく-
すっさっしう.

╁しっおう きけあっ ょぇ こさっゅかっょぇ ぉかういけ 
700-すっ さってっくうは くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす う とっ しっ せぉっょう, つっ くっ しきっ 
ぉさぇくうかう くうすけ かうつくう, くうすけ おけさこけ-
さぇすうゃくう うくすっさっしう. ┿さしっくぇかちう しぇ 
つぇしす けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ゃしはおけ 
さってっくうっ ゃ こけかいぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
っ ゃ すはたくぇ こけかいぇ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ くぇてぇすぇ ぇおすうゃくけしす, くぇこさうきっさ, 
おぇいぇくかなておぇすぇ ╋╀┿╊ ぉっ こけょこけ-
きけゅくぇすぇ し けぉとうくぇすぇ し 380 たうかはょう 
かっゃぇ.

╇きぇ かう  しこけさっょ ゃぇし ゅっくっさぇか-
くけ さってっくうっ くぇ こさけぉかっきぇ し 
せかうつくうすっ ょせこおう う かけてうすっ こな-
すうとぇ? 
╁ぇあくけ っ ょぇ うきぇ はしくぇ こさけゅさぇきぇ 

いぇ さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ 
こなすくぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ し こさう-

けさうすっすう, っすぇこう う 
ゃないきけあくう ういすけつ-
くうちう くぇ そうくぇく-
しうさぇくっ. 〈ぇいう こさけ-
ゅさぇきぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
さってう う ぉなょっとぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは くぇ 
ぇゃすけきけぉうかくうすっ 

こけすけちう ゃ ゅさぇょぇ. 
]さっょしすゃぇすぇ おぇすけ しせぉしうょうは けす 

ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす, きうくうきぇかくぇ-
すぇ しせきぇ いぇかけあっくぇ ゃ ¨ぉとうくしおうは 
ぉのょあっす 2011 う こけしすなこかっくうはすぇ けす 
こさけょぇあぉぇ くぇ けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっ-
くけしす けぉぇつっ とっ しすうゅくぇす いぇ さっきけくす 
くぇ っょくぇ – ょゃっ せかうちう う つぇしすうつくけ 
いぇこなかゃぇくっ くぇ ょせこおう こけ こなすくうすっ 
こかぇすくぇ.
┿かすっさくぇすうゃう いぇ そうくぇくしうさぇくっ 

けぉぇつっ うきぇ - おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こけ 
¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ “[っゅうけくぇか-
くけ さぇいゃうすうっ” うかう ょなかゅけゃけ そうくぇく-
しうさぇくっ  ぉうかけ すけ けぉとうくしおう けぉかう-
ゅぇちうけくっく いぇっき, おさっょうすう けす ぉぇくおう 
うかう いぇっきう けす ょなさあぇゃぇすぇ. 
′け すせお けすくけゃけ けこうさぇきっ ょけ かうこ-

しぇすぇ くぇ こけょゅけすゃっくう おぇょさう う ぇょ-
きうくうしすさぇすうゃっく おぇこぇちうすっす. ‶さう-
かぇゅぇくっすけ くぇ すっいう うくしすさせきっくすう っ 
いくぇつうすっかくけ いぇすさせょくっくけ けす かうこ-
しぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ くけさきぇすうゃくぇ 
せさっょぉぇ, す.っ. くせあくう しぇ こさけきっくう ゃ 
くはおけかおけ いぇおけくぇ. ╃なかゅけゃけすけ そう-
くぇくしうさぇくっ こけいゃけかはゃぇ せしおけさはゃぇくっ 
くぇ うくゃっしすうちうけくくうは こさけちっし, くけ けす 
ょさせゅぇ しすさぇくぇ, すさはゃぇ ょぇ しっ けぉしなょう 
う こさうっきっ けす きっしすくぇすぇ けぉとくけしす, 
いぇとけすけ ゃ いくぇつうすっかくぇ しすっこっく とっ 
けゅさぇくうつう ゃないきけあくけしすうすっ いぇ ゅなゃ-
おぇゃぇ そうくぇくしけゃぇ こけかうすうおぇ くぇ けぉ-
とうくぇすぇ ゃ ぉなょっとっ.

╋ぇくょぇすなす くぇ すけいう ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす しかっょ こけ-きぇかおけ けす こけかけ-
ゃうく ゅけょうくぇ とっ っ つぇしす けす うし-
すけさうはすぇ.  ╉ぇいゃぇす, つっ ぇこっすうすなす 
うょゃぇか し はょっくっすけ.  ぎ¡ïäñëöó £í 
とí£íÖ¿é¡ とっ ぉなょぇす かう つぇしす う けす 
しかっょゃぇとうはす ¨ぉとうくしおう しなゃっす? 

“ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“ とっ うきぇ 
う ゃ しかっょゃぇとうは けぉとうくしおう しなゃっす.   
′ぇょはゃぇきっ しっ おぇいぇくかなつぇくう ょぇ くう 
しっ ょけゃっさはす けすくけゃけ. ╃けぉさっ っ ょぇ しきっ 
こけゃっつっ ゃ しかっょゃぇとうは ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす, いぇとけすけ くぇてっすけ こさうしなしすゃうっ 
すぇき っ ゅぇさぇくちうは いぇ おけきこっすっくすくけしす 
う ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく おけきこっくしうさぇ 
かうこしぇすぇ くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃっく おぇ-
こぇちうすっす. ′ぇ しかっょゃぇとうすっ ういぉけさう 
くうっ けすくけゃけ とっ ぉなょっき こさっょういゃうおぇ-
すっかしすゃけ, くけ くっ う ういくっくぇょぇ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

ぢëóïéïöçóñöÜ Öí ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ ç 
だßàóÖï¡ó　 ïéçñö ñ ÇíëíÖîó　 £í ¡Ü½äñöñÖöÖÜïö

12 300 かっゃぇ っ けぉとぇすぇ しせきぇ くぇ ょぇさっくうはすぇ, くぇこさぇゃっくう けす  ゅさせこぇ-
すぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, こさっい こけしかっょくうすっ 
4 ゅけょうくう. ╃ぇさっくうはすぇ しぇ ぉうかう いぇ さぇいかうつくう おぇせいう ゃ ╉ぇいぇくかなお う 
さぇえけくぇ. 
 ′ぇえ-ゅけかはきぇ – 5 たうかはょう  かっゃぇ, っ しせきぇすぇ, ょぇさっくぇ いぇ ╋╀┿╊  „╃-さ 
》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう” ゃ ╉ぇいぇくかなお.  ‶ぇさうすっ しぇ いぇ せつぇしすうっ くぇ ぉけか-
くうちぇすぇ ゃ こさけゅさぇきぇすぇ くぇ ╋[[╀ いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ こさけっおすう いぇ 
きけょっさくういぇちうは  くぇ しゅさぇょくうは そけくょ  う いぇ ぇこぇさぇすせさぇ. 
 2 たうかはょう かっゃぇ っ ょぇさっくぇすぇ しせきぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こぇさお いぇ けす-
ょうた ゃ ちっくすなさぇ くぇ しっかけ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ. 
╊うつくう 1600 かっゃぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” 
しぇ けしうゅせさうかう いぇ せかすさぇきぇさぇすけくっちぇ けす ╉ぇいぇくかなお [ぇょう ╋うかっゃ. ] 
すはた すけえ っ せつぇしすゃぇか ゃ きっあょせくぇさけょくけ しなしすっいぇくうっ ゃ ′の ╈けさお. 】っ 
せつぇしすゃぇ う ゃ  ぉはゅぇくっすけ くぇ 1000 おうかけきっすさぇ いぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ おせこぇ ゃ  
┿すうくぇ, ╂なさちうは, おけっすけ とっ  しっ こさけゃっょっ こさっい くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ.
] こけ 300 かっゃぇ しぇ ぉうかう こけょこけきけゅくぇすう こさぇいくうちうすっ ゃ しっかぇすぇ ╂けさくけ 

ぎ¡ïäñëöÖÜぢéëçÜ½íúï¡Ü

〈けゃぇ っ こさぇいくうお ぉっい ょっおさっすう う 
せしかけゃくけしすう. ‶さぇいくうお くぇ さぇいせきぇ, 
きなょさけしすすぇ う しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ. 
╃くう おぇすけ すけいう くはきぇす ょぇゃくけしす. 〈っ 
しぇ ゃっつくう, いぇとけすけ くう くぇこけきくはす 
おけえ っ うしすうくしおうはす しすけこぇくうく くぇ 
すぇいう いっきは.  ¨ぉさぇすくけすけ っ くっきうし
かうきけ, いぇとけすけ ゅかぇしなす くぇ ╋ぇえしすけ
さぇ – „…ゃうえ すゃけさちう しすっ くぇ ぉかぇ
ゅぇすぇ”, うきぇ くっけしこけさうきけ こさぇゃけ くぇ 
あうゃけす う いゃせつう ょけ ょくっし ゃ しないゃせ
つうっ し くっこけぉっょうきぇすぇ さぇぉけすくうつっ
しおぇ しけかうょぇさくけしす.
╁さっきっすけ くぇ けすさうつぇくっすけ くはきぇ 
ぉなょっとっ. ′ぇょ しすけゅけょうてくうはす きかぇ
ょけかうお こさぇいくうお こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
しなぉうさぇ たけさぇすぇ こけ しゃっすぇ, いぇ ょぇ しっ 
こさっおかけくはす こさっょ ゃっかうおぇすぇ しうかぇ 
くぇ つけゃっておうは すさせょ.
╇しすけさうはすぇ:  
„┿さしっくぇか” – 1945 ゅ.                                                                                                                                               
╆ぇ こなさゃう こなす さぇぉけすくうちうすっ くぇ 
そうさきぇすぇ せつぇしすゃぇす ゃ こなさゃけきぇえ
しおぇ きぇくうそっしすぇちうは こさっい 1945 ゅ. 
╃け 1990 ゅ. けさゅぇくういうさぇくうすっ けす 
こさけそしなのいうすっ きぇくうそっしすぇちうう, 
おぇおすけ ゃ こさっょこさうはすうはすぇ ゃ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ, すぇおぇ う ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ, しっ こさっょてっしすゃぇす けす 
すさせょけゃう しなさっゃくけゃぇくうは ゃ こさけ
ういゃけょしすゃっくうすっ いゃっくぇ - きっあょせ 
さぇぉけすくうちうすっ, ぉさうゅぇょうすっ う ちっ
たけゃっすっ. ¨すつうすぇす しっ さっいせかすぇすう
すっ, くぇゅさぇあょぇゃぇす しっ こなさゃっくちうすっ, 
けさゅぇくういうさぇす しっ こけいょさぇゃうすっかくう 

おけくちっさすう, こけさすさっすうすっ くぇ ういはゃう
かうすっ しっ ゃ すさせょけゃぇすぇ くぇょこさっゃぇさぇ 
しっ こけしすぇゃはす ゃ ぇかっはすぇ くぇ すさせょけゃぇ
すぇ しかぇゃぇ. 
′ぇえ-ょけぉさうすっ う すぇかぇくすかうゃう さぇ
ぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう こけかせつぇ
ゃぇす う ょなさあぇゃくう けすかうつうは - けさょっくう 
う いゃぇくうは. ] くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかう
つうっ  „╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっ
しおうは すさせょ”  しぇ せょけしすけっくう ╂っけさゅう 
╀けくっゃ う [ぇょおけ ‶ぇさぇておっゃけゃ, かっは
さなす ╁なかつけ ╉さぇっゃしおう, うくあっくっさうすっ 
╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ う ╇ゃぇく ╂さうゅけさけゃ, 
すったくけかけゅなす ╋ぇさうく ┿かっおしぇくょさけゃ.
╉ぇいぇくかなお – 1893 ゅ. 
╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお 
‶なさゃう きぇえ っ つっしすゃぇく こさっい 1893 
ゅ.  – しなし しかけゃぇ, し  きぇくうそっしすぇちうは 
し さぇいゃはすけ つっさゃっくけ いくぇきっ うい せかう
ちうすっ くぇ ゅさぇょぇ う し こさぇいくっくしすゃけ ゃ 
„╉ぇえくぇさょあぇ”, おなょっすけ さっつ こさけうい
くぇしは ╂っけさゅう ╉うさおけゃ. 
‶け-おなしくけ ╃うきうすなさ ╀かぇゅけっゃ けす
ぉっかはいゃぇ: „′ぇえ-たせぉぇゃけ しっ けすこさぇい
くせゃぇ ‶なさゃう きぇえ ゃ けくは おなす くぇ 
╀なかゅぇさうは, おけえすけ しぇきぇすぇ こさうさけょぇ 
っ ういぉさぇかぇ いぇ きはしすけ くぇ くぇえ-ぉかはし
おぇゃけすけ ゃないさぇあょぇくっ くぇ しゃけうすっ 
しうかう, うかう ゃ ょけかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ, 
ゃ くっえくうは ちっくすなさ – ╉ぇいぇくかなお”.
╆ぇさけょうかけすけ しっ そぇぉさうつくけ さぇぉけす
くうつっしすゃけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ゅけ
ょうくう くぇ 19-すう ゃっお, くぇぉさけはゃぇとけ 

′っょっかつけ ╉ぇかぇえょあうっゃ - ╆ぇゃけょ 5
- ╃ぇ, ぇさしっくぇかっちなす っ さぇぉけすかうゃ. ┿おけ くっ さぇぉけすう, くはきぇ 
ょぇ きけあっ ょぇ いぇこぇいう さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ, いぇとけすけ 
くはきぇ ょぇ きけあっ ょぇ しう いぇさぇぉけすう いぇこかぇすぇすぇ う とっ けしすぇ
くっ ぉっい しさっょしすゃぇ いぇ しなとっしすゃせゃぇくっ.

┿くゅっかうく ╈けゃつっゃ - ╆ぇゃけょ 2, ちった 200
- ╆ぇ きっく ぇさしっくぇかっちなす っ さぇぉけすかうゃ. ¨す ょゃっ ゅけょうくう 
しなき すせお, いぇとけすけ きう たぇさっしゃぇ さぇぉけすぇすぇ う ゃうあょぇき, 
つっ おけかっゅうすっ しぇ ょけぉさう さぇぉけすくうちう, ぇ ぇおけ くっ しぇ 
すぇおうゃぇ, くはきぇ ょぇ ぉなょぇす すせお.
 
ぃしっうく ╋ったきっょ - ╆ぇゃけょ 0,ちった 550  
- [ぇぉけすかうゃ っ. ╉けえすけ しう ゅかっょぇ さぇぉけすぇすぇ, いくぇつう っ 
さぇぉけすかうゃ, おけえすけ – くっ っ さぇぉけすかうゃ, さぇぉけすぇすぇ しすぇゃぇ 
しかけあくぇ いぇ くっゅけ. ¨す 35 ゅけょうくう さぇぉけすは しぇきけ すせお う 
すけゃぇ しぇ きう ゃこっつぇすかっくうはすぇ.  

╋うくおぇ ╂っくつっゃぇ - ╆ぇゃけょ 2,  ちった 120
- [ぇぉけすかうゃ っ, さぇぉけすぇ うきぇ きくけゅけ う いぇ ゃしうつおう. ¨す 
ょゃっ ゅけょうくう しなき すせお, くけ う こさっょう しなき さぇぉけすうかぇ 15 
ゅけょうくう, けこうすなす きう こけおぇいゃぇ, つっ たけさぇすぇ すせお さぇぉけ
すはす きくけゅけ.  

╋ぇさうは ╃けつおけゃぇ - ¨すょっか „╉ぇょさう”
╉ぇすけ ちはかけ ぇさしっくぇかっちなす っ さぇぉけすかうゃ, くけ うきぇきっ 
さぇいかうつくう おぇすっゅけさうう こっさしけくぇか, きぇかおけ っ けぉと 
ゃなこさけしなす, たけさぇすぇ しぇ さぇいかうつくう. ′け けこさっょっかっくけ 
こけゃっつっすけ けす すはた いぇしかせあぇゃぇす ょぇ こさぇいくせゃぇす ╃っくは 
くぇ すさせょぇ 1-ゃう きぇえ.

‶ぇゃかうく - ╆ぇゃけょ 0
┿きう, いぇゃうしう けす きくけゅけ そぇおすけさう, くぇ きっしすぇ しっ さぇ
ぉけすう, くぇ きっしすぇ – くっ. ′ぇ きくけゅけ きっしすぇ しなき さぇぉけすうか 
すせお – てかけしっさ, しすさせゅぇさ, そさっいうしす, くぇ こけかうゅけく, 
しっゅぇ しなき くぇ ぉさうゅぇょぇ. 

とんずぎぞがんづ – ぜんざ
1 きぇえ - ╃っく くぇ すさせょぇ う きっあょせくぇさけょくぇすぇ さぇぉけすくうつっしおぇ しけかうょぇさくけしす.
〈けきうくぇ くっょっかは. ‶さぇいくうお くぇ ゃ. „╃せきぇ” う くぇ かっゃうは こっつぇす. ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく くぇ しきったぇ /こなさゃぇすぇ くっょっかは くぇ き. きぇえ/
2 きぇえ - ]ゃ. ╀けさうし-╋うたぇうか ‶けおさなしすうすっか. ╇きっくくうちう – ╀けさうし /けいく. ╀けあう 
つけゃっお/ う ょさ.
3 きぇえ - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ しゃけぉけょぇすぇ くぇ しかけゃけすけ. ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ し 
ぇしすきぇすぇ /こなさゃうはす ゃすけさくうお くぇ き. きぇえ/
4 きぇえ - 1966 ゅ. いぇこけつゃぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ させしおうすっ ぇゃすけきけぉうかう „╅うゅせ
かう” う „╊ぇょぇ”.
5 きぇえ - ╄ゃさけこっえしおう ょっく いぇ こさけすっしす くぇ たけさぇすぇ し せゃさっあょぇくうは. 135 ゅ. けす 
╀ぇすぇておけすけ おかぇくっ.
6 きぇえ - ]ゃ. ゃきつお. ╂っけさゅう ‶けぉっょけくけしっち. ╂っさゅぬけゃょっく. ╃っく くぇ たさぇぉさけしすすぇ 
う ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは. ‶さぇいくうお くぇ っすくけゅさぇそうすっ. 70 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ 
╂っくぇ ╃うきうすさけゃぇ – ぉなかゅぇさしおぇ けこっさくぇ こっゃうちぇ. 155 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ 
╇ゃぇく ╋なさおゃうつおぇ – ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうお. 360 ゅ. けす ういょぇゃぇくっすけ ゃ [うき くぇ 
こなさゃぇすぇ こっつぇすくぇ おくうゅぇ くぇ くけゃけぉなかゅぇさしおう /くぇ おうさうかうちぇ/ “┿ぉぇゅぇさ”.
7 きぇえ - ╃っく くぇ さぇょうけすけ う すっかっゃういうはすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは.
8 きぇえ - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ 』っさゃっくうは おさなしす う 』っさゃっくうは こけかせきっしっち. 
╃っく くぇ たうきうおぇ /ゃすけさうはす くっょっかっく ょっく くぇ き. きぇえ/. 1969 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお っ 
けすおさうすけ おうくけ „╇しおさぇ”.
9 きぇえ - ╃っく くぇ ‶けぉっょぇすぇ. ╃っく くぇ ╄ゃさけこぇ.
10 きぇえ - 1897 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく たせょけあくうおなす ╇ゃぇく ‶っくおけゃ.
11 きぇえ  - ]ゃ. さぇゃくけぇこけしすけかくう ╋っすけょうえ う ╉うさうか. ╃っく くぇ ぉうぉかうけすっつくうすっ 
さぇぉけすくうちう.‶ぇすさけくっく こさぇいくうお くぇ : ‶╂ こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす う ょういぇえく, 
¨〉” ╉せかぇすぇ” う  ]¨〉”╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
12 きぇえ - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きっょうちうくしおうすっ しっしすさう.╂っさきぇく.
13 きぇえ 30 ゅけょうくう けす ぇすっくすぇすぇ しさっとせ こぇこぇ ╈けぇく ‶ぇゃっか ┶┶ ゃ [うき /1981 ゅ./
14 きぇえ - 1957 ゅ. せきうさぇ ]すっそぇく I – ぉなかゅぇさしおう っおいぇさた.
15 きぇえ - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ しっきっえしすゃけすけ.]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ し 
こさけきはくぇすぇ ゃ おかうきぇすぇ. ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ あっさすゃうすっ くぇ ]‶╇′ /すさっすぇすぇ くっ
ょっかは くぇ き. きぇえ/
16 きぇえ - 1929 ゅ. - こさけゃっょっくぇ っ こなさゃぇすぇ ちっさっきけくうは こけ ゃさなつゃぇくっ くぇ そうか
きけゃうすっ くぇゅさぇょう “¨しおぇさ”.                                                                                                                  
17 きぇえ - ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおうは しこけさす. ╊っすくう ]ゃ. ′うおけかぇ. ]ゃっすけゃっく  ょっく くぇ 
すっかっおけきせくうおぇちううすっ う うくそけさきぇちうけくくけすけ けぉとっしすゃけ. ╋っあょせくぇさけょっく ょっく 
いぇ ぉけさぉぇ し たけきけそけぉうはすぇ.                                                                                                                         
18 きぇえ - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きせいっうすっ.                                                                             
19 きぇえ - ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ し たっこぇすうすぇ.
20 きぇえ - ╃っく くぇ きっすさけかけゅうはすぇ. 
21 きぇえ - ]ゃ. さぇゃくけぇこけしすけかくう ╉けくしすぇくすうく /けいく. こけしすけはくっく/ う ╄かっくぇ /けいく. 
しゃっすかぇ おぇすけ しかなくちっ/. ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ おせかすせさくけすけ さぇいくけけぉさぇいうっ, 
ょうぇかけゅ う さぇいゃうすうっ.
22 きぇえ - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぉうけかけゅうつくけすけ さぇいくけけぉさぇいうっ.
23 きぇえ - 1931 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお っ しないょぇょっく てぇたきぇすっく おかせぉ.
24 きぇえ - ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさけしゃっすぇ う おせかすせさぇ う くぇ しかぇゃはくしおぇすぇ こうしきっくけしす.
25 きぇえ - 1876 ゅ. せきうさぇ 》さうしすけ ‶ぇすさっゃ – つっすくうお, さっゃけかのちうけくっさ けす ゅさ. 
【うこおぇ.
26 きぇえ - ╁ ╀なかゅぇさうは こさっい 1879 ゅけょうくぇ っ しないょぇょっく ╁なさたけゃくうはす しなょ, こけ-
おなしくけ  こさっうきっくせゃぇく くぇ ╁なさたけゃっく おぇしぇちうけくっく しなょ.
27 きぇえ - 1884 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく ╉けくしすぇくすうく ╂っけさゅうっゃ ‶けこけゃ, ぇゃすけ
さなす くぇ „╁っかうお っ くぇてうはす ゃけえくうお”.
28 きぇえ - ╄ゃさけこっえしおう ょっく くぇ こぇさおけゃっすっ.
29 きぇえ - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ せきうさけすゃけさうすっかうすっ けす ¨¨′.
30 きぇえ - ‶っすさけゃう いぇゅけゃっいくう. ‶さぇいくうお くぇ ╁けっくくけすけ くぇ ′っゅけゃけ ╁っかうつっしす
ゃけ せつうかうとっ.                            
31 きぇえ - ]ゃっすけゃっく ょっく しさっとせ すのすのくけこせてっくっすけ. ‶さぇいくうお くぇ ゃけっくくうすっ 
ょせたけゃう けさおっしすさう. 145 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ょ-さ ╉さなしすぬけ ╉さなしすっゃ – ぉなかゅぇさ
しおう かうすっさぇすせさっく おさうすうお, そうかけしけそ, さっょぇおすけさ くぇ しこ. “╋うしなか”

]こけさっょ ういしかっょゃぇくっ くぇ すさせょけゃうは おかうきぇす せ くぇし しぇきけ 1 % けす ぉなかゅぇさしおうすっ さぇぉけすくうちう いぇはゃはゃぇす, つっ あうゃっはす ょけぉさっ
76.3% けす ぉなかゅぇさうすっ しきはすぇす, つっ けしくけゃっく こさけぉかっき こさっょ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ っ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ. 〈けゃぇ しけつぇす ょぇくくうすっ けす 
‶なさゃけすけ くぇちうけくぇかくけ-こさっょしすぇゃうすっかくけ ういしかっょゃぇくっ くぇ すさせょけゃうは おかうきぇす, ういゅけすゃっくけ けす ╇くしすうすせすぇ いぇ しけちうぇかくう う しうくょうおぇか
くう ういしかっょゃぇくうは おなき ╉′]╀ – „╇くょっおし くぇ すさせょけゃうは おかうきぇす ゃ しすさぇくぇすぇ” – 2010. ¨しくけゃくぇすぇ ういゃぇょおぇ っ けす 3300 ょせてう, おぇすけ 
すは っ こけょしうかっくぇ し ょけこなかくうすっかくぇ けす けとっ 500 しぇきけくぇっすう. ‶さけせつゃぇくっすけ っ いぇ こっさうけょぇ くけっきゃさう -ょっおっきゃさう 2010ゅ. ‶けゃっつっ けす 
こけかけゃうくぇすぇ けす さっしこけくょっくすうすっ - 58.5% こけしけつゃぇす おぇすけ けしくけゃっく こさけぉかっき くうしおうすっ ょけたけょう. ╁うしけおうすっ かうたゃう こけ おさっょうすうすっ しぇ 
さぇいこけいくぇすう おぇすけ こさけぉかっき 26.8%. ╇くそかぇちうはすぇ おぇすけ こさけぉかっき っ こけしけつっくぇ けす 26.4%. ]ぇきけ 1 くぇ しすけ けす ぉなかゅぇさしおうすっ さぇぉけすくうちう 
おぇいゃぇす, つっ あうゃっはす ょけぉさっ. ╄ょゃぇ 2,5 くぇ しすけ けす ぇくおっすうさぇくうすっ しきはすぇす, つっ しっゅぇてくぇすぇ けそうちうぇかくぇ かうくうは くぇ ぉっょくけしす けす 211 かっゃぇ っ 
さっぇかくぇ, しこけさっょ 96,6 くぇ しすけ すは すさはぉゃぇ ょぇ っ いくぇつうすっかくけ こけ-ゃうしけおぇ. ╉ぇすけ ういおかのつうすっかくけ こさけぉかっきぇすうつくぇ しっ けつっさすぇゃぇ しそっさぇすぇ 
くぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ”, おけはすけ っ けしくけゃっく おけきこけくっくす くぇ すさせょけゃうは おかうきぇす. ′ぇょ 80% けす くぇっすうすっ くはきぇす けしうゅせさっくう 
けす そうさきぇすぇ ゃないきけあくけしすう いぇ けぉせつっくうっ う おゃぇかうそうおぇちうは, いぇ こさけょなかあぇゃぇとけ こさけそっしうけくぇかくけ けぉせつっくうっ, ういせつぇゃぇくっ くぇ ょけこなか
くうすっかくう こさけそっしうう う しなゃきっしすはゃぇくっ くぇ こさけそっしうう. ¨すすせお しかっょゃぇ う かうこしぇすぇ くぇ こっさしこっおすうゃぇ いぇ おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ – っょゃぇ 
けおけかけ 10% けちっくはゃぇす おぇすけ ゅけかっきう う きくけゅけ ゅけかっきう ゃないきけあくけしすうすっ いぇ おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ ゃ くぇしすけはとぇすぇ そうさきぇ. ‶さう すけゃぇ 
けつぇおゃぇくうはすぇ, つっ すけゃぇ きけあっ ょぇ しっ しかせつう ゃ ょさせゅぇ そうさきぇ けす すけいう うかう ょさせゅ ぉさぇくて しぇ けとっ こけ-くうしおう. ]かっょけゃぇすっかくけ, おぇすけ ちはかけ 
そうさきっくぇすぇ こけかうすうおぇ こけ けすくけてっくうっ さぇいゃうすうっすけ くぇ さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ っ ぇたうかっしけゃぇすぇ こっすぇ くぇ しうゅせさくけしすすぇ う こけゃうてぇゃぇくっ くぇ 
おけくおせさっくすけしこけしけぉくけしすすぇ. ̈ さゅぇくういぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ ゃ さっぇかくうは しっおすけさ ょぇゃぇ ょけしすぇすなつくけ うくょうおぇすけさう, つっ しぇ くぇかうちっ 
こさっょこけしすぇゃおう いぇ こけ-ゅけかはきぇ ゅなゃおぇゃけしす くぇ すさせょぇ, ょさせゅ っ ゃなこさけしなす, つっ すは くっ しっ ういこけかいゃぇ ゃ こなかくぇ しすっこっく う こけ ゃしうつおう ゃないきけあ
くう くぇこさぇゃかっくうは. ′っゅぇすうゃくう けぉぇつっ しぇ おけくしすぇすぇちううすっ こけ けすくけてっくうっ しうゅせさくけしすすぇ くぇ すさせょぇ – せゃっかうつっくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ くっ 
ゃうくぇゅう しっ おけきこっくしうさぇ, ういゃなくさっょくうはす すさせょ くっ しっ いぇこかぇとぇ ぇょっおゃぇすくけ, ぇしけちうぇかくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ ゃ しっおすけさぇ っ くっとけ けぉう
つぇえくけ, ぇ くぇきぇかっくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ くっ しっ けちっくはゃぇ おぇすけ こけかけあうすっかくぇ きはさおぇ こけ けすくけてっくうっ いぇこぇいゃぇくっ くぇ いぇっすけしすすぇ. 〈けゃぇ 
しけつぇす つぇしす けす けしくけゃくうすっ ういゃけょう くぇ ういしかっょゃぇくっすけ.

けおけかけ 250 ょせてう, さぇぉけすっとう ゃ すな
おぇつくぇ, しこうさすくぇ う ょゃっ すのすのくっゃう 
そぇぉさうおう, こさけょなかあぇゃぇ すさぇょうちう
はすぇ う こさっい しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう. 
‶さっい 1894 ゅ. ゃ しぇかけくぇ くぇ つうすぇかう
とっ „╇しおさぇ” ゃっつっさすぇ こさっょう こさぇい
くうおぇ しっ こさけういくぇしはす さっつう う つっすぇす 
しすぇすうう けす させしおう う そさっくしおう しこう
しぇくうは. ‶さっい ょっおっきゃさう しなとぇすぇ 
ゅけょうくぇ っ けしくけゃぇく さぇぉけすくうつっしおう
はす おかせぉ „╃させあぉぇ” – っょくけ けす こなさ
ゃうすっ こさけしゃっすくう しさっょうとぇ ゃ しすさぇ
くぇすぇ し かっおすけさう  ╂っけさゅう ╉うさおけゃ, 
╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ, ′うおけかぇ 
╂ぇぉさóゃしおう, ╄ゃすうき ╃ぇぉっゃ う ょさせゅう. 
╀なかゅぇさうは – 1890 ゅ.
╉けゅぇすけ ゃ 』うおぇゅけ こさっい 1886 ゅ. 
しっ さぇいさぇいはゃぇす こなさゃうすっ おかぇしけゃう 
しすなかおくけゃっくうは, ゃ ╀なかゅぇさうは ゃっつっ 
しぇ ゃないくうおくぇかう こなさゃうすっ さぇぉけすくう
つっしおう ょさせあっしすゃぇ.
‶なさゃう けこうすう いぇ つっしすゃぇくっ くぇ 
‶なさゃう きぇえ せ くぇし しっ こさぇゃはす こさっい 
1890 ゅ. けす こっつぇすぇさしおうすっ さぇぉけす
くうちう けす 〈けこけゅさぇそしおけすけ ょさせあっ
しすゃけ. ╁ ゅさぇょけゃっすっ ]けそうは, ]かう
ゃっく, ╁うょうく, ╂ぇぉさけゃけ う くぇ ょさせゅう 
きっしすぇ しなとけ しっ こさぇゃはす けこうすう いぇ 
けすぉっかはいゃぇくっ くぇ さぇぉけすくうつっしおうは 
こさぇいくうお. ╉ぇいぇくかなお っ しさっょ こなさ
ゃうすっ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇょけゃっ, けさゅぇくう
いうさぇかう こなさゃけきぇえしおう つっしすゃぇくうは.
╇しすうくしおう きぇしけゃう こさけはゃう いぇ けさ
ゅぇくういうさぇくけ つっしすゃぇくっ くぇ ╃っくは くぇ 
すさせょぇ ゃ ╀なかゅぇさうは いぇこけつゃぇす こさっい 

1893 ゅけょうくぇ. 
‶さっい 1939 ゅ. ‶なさゃう きぇえ っ けぉは
ゃっく いぇ けそうちうぇかっく こさぇいくうお, ぇ けす 
1945 ゅ. こさぇいくうおなす いぇこけつゃぇ ょぇ しっ 
つっしすゃぇ っあっゅけょくけ.
]ゃっすなす – 1890 ゅ.
‶さっい 1889  ゅ. せつさっょうすっかくうはす おけく
ゅさっし くぇ ╁すけさうは うくすっさくぇちうけくぇか, 
こさけゃっょっく ゃ ‶ぇさうあ, こさういけゃぇゃぇ いぇ 
きっあょせくぇさけょくう ょっきけくしすさぇちうう ゃ 
いくぇお くぇ しけかうょぇさくけしす おなき こさけすっ
しすうすっ ゃ 』うおぇゅけ. ╉けくゅさっしなす ゃいっきぇ 
さってっくうっ 1-ゃう きぇえ ょぇ しっ こさぇいくせ
ゃぇ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ おぇすけ こさぇいくうお 
くぇ ぉけえくけすけ っょうくしすゃけ くぇ さぇぉけす
くうちうすっ けす ちはか しゃはす, おぇすけ ょっく くぇ 
きっあょせくぇさけょくぇすぇ しけかうょぇさくけしす くぇ 
すさせょっとうすっ しっ.
]さっょ せつぇしすくうちうすっ ゃ おけくゅさっしぇ 
しぇ ┿ゃゅせしす ╀っぉっか, ╉かぇさぇ 『っすおうく, 
‶けか ╊ぇそぇさゅ, ╂っけさゅうえ ‶かったぇくけゃ, 
ぉなかゅぇさうくなす ′うおけかぇ ╂ぇぉさóゃしおう. 
‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ っゃさけこっえしおぇ
すぇ う ぇきっさうおぇくしおぇすぇ しけちうぇかょっきけ
おさぇちうは しっ けぉはゃはゃぇす いぇ くぇきぇかっく 
さぇぉけすっく ょっく, いぇ けゅさぇくうつぇゃぇくっ 
くぇ ょっすしおうは すさせょ う ゃなゃっあょぇくっ くぇ 
すさせょけゃけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ.
╁ しゃっすぇ いぇ こなさゃう こなす おぇすけ きっあ
ょせくぇさけょっく こさぇいくうお ‶なさゃう きぇえ 
しっ けすぉっかはいゃぇ こさっい  1890 ゅ. ゃ ┿ゃし
すさけ-〉くゅぇさうは, ╀っかゅうは, ╂っさきぇくうは, 
╃ぇくうは, ╇しこぇくうは,╇すぇかうは, ]┿】, 

′けさゃっゅうは, 《さぇくちうは う 【ゃっちうは . 
‶なさゃう けこうす いぇ つっしすゃぇくっ しっ こさぇゃう 
う ゃ ╀なかゅぇさうは. 
′ぇつぇかけすけ – 1886 ゅ.
》せぉぇゃ, すけこなか しかなくつっゃ ょっく ゃ 』う
おぇゅけ – 1-ゃう きぇえ 1886 ゅ. ╀うかけ しな
ぉけすぇ, さぇぉけすっく ょっく. ]すけ たうかはょう 
さぇぉけすくうちう, こさぇいくうつくけ けぉかっつっ
くう, ういかういぇす しなし しっきっえしすゃぇすぇ しう 
くぇ ╋うつうゅぇく ぇゃっくの. 〈けゃぇ ぉうかけ 
いくぇお, つっ ょっきけくしすさぇちうはすぇ っ きうさ
くぇ, ぇ うしおぇくうはすぇ あういくっくけくっけぉたけ
ょうきう: けしっきつぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく う 
こけ-ょけぉさう せしかけゃうは くぇ すさせょ.
╁ しすさぇくうつくうすっ せかうちう つぇおぇす こけ
かうちっえしおうすっ けすさはょう, ょさせゅぇすぇ しうかぇ 
くぇ つうおぇゅしおうすっ うくょせしすさうぇかちう.
‶ぇさぇょなす いぇこけつゃぇ. ╉けかけくうすっ うい
ゅかっあょぇす ぉっいおさぇえくう. ╋ぇくうそっしすう
さぇす つかっくけゃっすっ くぇ „[うちぇさうすっ くぇ 
すさせょぇ” くぇ ┿きっさうおぇくしおぇすぇ そっょっ
さぇちうは くぇ すさせょぇ; きぇくうそっしすうさぇす 
つったう, ゅっさきぇくちう, っゃさっう, こけかはちう, 
させしう, うさかぇくょちう, くっゅさう… ╇きぇ おぇ
すけかうちう, こさけすっしすぇくすう, ぇくぇさたうしすう, 
さっこせぉかうおぇくちう, おけきせくうしすう, ょっ
きけおさぇすう, しけちうぇかうしすう, うくょうゃうょせ
ぇかうしすう, けぉうおくけゃっくう たけさぇ – ゃしうつ
おう しかっすう ゃ っょくけ くっょっかうきけ ちはかけ.
′ぇ 3-すう きぇえ きぇくうそっしすぇちうはすぇ っ 
こけゃすけさっくぇ, いぇとけすけ うしおぇくうはすぇ いぇ 
8-つぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく くっ しぇ せょけ
ゃかっすゃけさっくう. 〈は っ すさう こなすう こけ-
ゅけかはきぇ. 〈けいう こなす こけかうちうはすぇ くっ 
つぇおぇ, しすさっかは こけ ゃしうつおう こけしけおう. 
╋うさくぇすぇ ょっきけくしすさぇちうは っ けおな
こぇくぇ ゃ おさなゃ: 4-きぇ せぉうすう, 52-きぇ 
さぇくっくう, 7 しきなさすくう こさうしなょう くぇ 
ゃけょぇつうすっ くぇ さぇぉけすくうちうすっ, きぇしけ
ゃう せゃけかくっくうは くぇ しすぇつくうちう う きぇ
くうそっしすぇくすう, こけかうちっえしおう ぇさっしすう 
う こさっしかっょゃぇくうは.
125 ゅけょうくう けすすけゅぇゃぇ…
╃くっし.
]かっょ 1989 ゅ. ╃っくはす くぇ すさせ
ょぇ う きっあょせくぇさけょくぇすぇ さぇぉけす
くうつっしおぇ しけかうょぇさくけしす っ っょうく 
けす けそうちうぇかくうすっ こさぇいくうちう くぇ 
╀なかゅぇさうは, ぉっい ょなさあぇゃくぇすぇ 
ゃかぇしす ょぇ しっ ぇくゅぇあうさぇ し けさゅぇ
くういうさぇくっすけ くぇ きぇしけゃう こさけはゃう.                                                                                                 
╃くっし ‶なさゃう きぇえ しっ つっしすゃぇ おぇすけ 
ょっく くぇ すさせょぇ う っ けそうちうぇかっく 
こさぇいくうお ゃ さっょうちぇ ょなさあぇゃう, 
きっあょせ おけうすけ  ╂っさきぇくうは, ┿ゃ
しすさうは, ╋っおしうおけ,〈ぇえかぇくょ,  [せしうは 
う ょさ. ╁ くはおけう しすさぇくう こさぇいくうおなす 
しっ つっしすゃぇ くっけそうちうぇかくけ. 
¨そうちうぇかくけ うかう くっ, くぇ すぇいう ょぇすぇ 
ゃ しゃっすぇ しっ つっしすゃぇす けぉとっしすゃっくうすっ 
う うおけくけきうつっしおう こけしすうあっくうは くぇ 
さぇぉけすくうつっしおけすけ ょゃうあっくうっ. ‶けょ 
さぇいかうつくう そけさきう しっ けさゅぇくういうさぇす 
すなさあっしすゃぇ ゃ つっしす くぇ こさぇいくうおぇ 
くぇ すさせょぇ, こさっゃなさくぇか しっ ゃ しうき
ゃけか くぇ くっせょなさあうきうは せしすさっき くぇ 
つけゃっておうは ょせた おなき すゃけさつっしおけ しな
いうょぇくうっ, おなき しゃけぉけょぇ, しけちうぇかくぇ 
いぇとうすぇ う さぇゃっくしすゃけ.

』っさおけゃうとっ う  ╄くうくぇ. 
1500 かっゃぇ  しぇ ょぇさっくう  いぇ さっきけくすぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”,  つうえすけ ゃないこうすぇくうちう しぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす ぇさ-
しっくぇかしおうすっ おぇょさう.
750 かっゃぇ っ  そうくぇくしけゃぇすぇ  こけきけと いぇ ╉かせぉ こけ しこけさすくう すぇくちう  „ ╉う-
ぇさぇ –′”.   
200 かっゃぇ しぇ こけかせつうかう ゃ „╄ゃさけさけきぇ” いぇ けすぉっかはいゃぇくっすけ くぇ ]ゃっすけゃ-
くうは ょっく くぇ さけきうすっ.  
150 かっゃぇ っ っょくけおさぇすくぇすぇ こけきけと くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡”, けしうゅせ-
さっくぇ いぇ かっおぇさしすゃぇ くぇ ╋ぇさうは ╉けしすぇょうくけゃぇ. 
╃ぇさっくうすっ しさっょしすゃぇ しぇ かうつくう. 〈っ  くっ しぇ けす ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ, おけう-
すけ こけかせつぇゃぇす けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ ちっかうは 
しう きぇくょぇす こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ゅさせこぇすぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” ゃ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす さぇぉけすはす ぉっい いぇこかぇとぇくっ う くっ こけかせつぇゃぇす こぇさうすっ, 
おけうすけ こけ いぇおけく うき しっ こけかぇゅぇす. ]さっょしすゃぇすぇ しっ しなぉうさぇす う し すはた とっ 
ぉなょっ そうくぇくしうさぇくぇ こさうょけぉうゃおぇ  いぇ  たけさぇすぇ けす  けぉとうくぇすぇ.

12 300 かっゃぇ かうつくう  しさっょしすゃぇ ょぇさうたぇ
ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ いぇ おぇせいう ゃ さぇえけくぇ

ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ こさう ういおぇいゃぇくっ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお

5 たうかはょう  かっゃぇ ょぇさうたぇ 
╄おしこっさすうすっ いぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
ぉけかくうちぇ

‶さっい すけいう こけさすぇか っあっょくっゃくけ  こさっきうくぇゃぇす たうかはょう さぇぉけすくうちう



こさけういゃけょしすゃけ ゃ しすさぇくぇすぇ くぇ 
╉ぇょぇそう こけつゃぇ こけょ させしおけ さな-
おけゃけょしすゃけ, くけ こけしかっ しっ こけっ-
きぇ けす ぉなかゅぇさうすっ, おなき おけうすけ 
きっしすくうすっ しっ けすくぇしはかう し さっし-
こっおす う いぇさぇょう しこっちうぇかくうすっ 
おぇさすう くぇ いぇっすう ゃ けさなあっえくけ-
すけ こさけういゃけょしすゃけ. ′うとけ, つっ 

こなさゃけくぇつぇかくぇすぇ いぇょぇつぇ ぉうかぇ 
かうぉうえちうすっ こさけしすけ ょぇ しっ くぇせ-
つぇす ょぇ うょゃぇす くぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇ 

こけ-きぇかおけ けす ゅけょうくぇ  くぇてうすっ 
しすうゅくぇかう けぉっき くぇ  こさけょせお-
ちうはすぇ, こけ-ゅけかはき けす ょぇょっくけすけ 
こさっい つっすうさうすっ こさっょうてくう ゅけ-

╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ こけしすなこゃぇ 
おぇすけ そさっいうしす ゃ „╆ぇゃけょ 10” けとっ 
こさっい 1958 ゅ., しかっょ せゃけかくっくう-
っすけ けす おぇいぇさきぇすぇ. ‶さっょう すけゃぇ 
いぇゃなさてゃぇ おぇいぇくかなておうは きっ-
たぇくけすったくうおせき „『ゃはすおけ [ぇょけえ-
くけゃ” こさっい 1954 ゅ., しうかくけすけおけゃぇ 
しこっちうぇかくけしす. ]かっょ いぇとうすぇすぇ 
くぇ ょうこかけきくぇすぇ さぇぉけすぇ っ さぇい-
こさっょっかっく ゃ いぇゃけょ „╊っくうく” ゃ 
′うおけかぇっゃけ, ょけ こけしすなこゃぇくっすけ 
ゃ おぇいぇさきぇすぇ こさっい けおすけきゃさう 
1955-すぇ, さぇぉけすう ゃ ╀‶[ う すさう 
きっしっちぇ ゃ „╆ぇゃけょ 10”. 

╂かぇゃっく おけくしすさせおすけさ こさっい 
1968-きぇ – ゃっつっ おぇすけ うくあっくっさ 
–きったぇくうお しこっちうぇかくけしす „‶けかう-
ゅけくくう せしすぇくけゃおう” けす 〈せかしおうは 
けさなあっっく うくしすうすせす, おけけさょう-
くうさぇか  せしゃけはゃぇくっすけ くぇ ぇゃすけ-

きぇす „╉ぇかぇてくうおけゃ”, おぇさすっつくうちうすっ しなし しなとぇすぇ きぇさおぇ, こうしすけかっす  „╋ぇおぇさけゃ”, こせしおけゃぇすぇ すさなぉぇ こけ 
す.くぇさ.”]すさっかぇ”, いぇき.-ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 1 – 【っえくけゃけ けす 1979 ょけ 1985 ゅ., さなおけゃけょうすっか くぇ ぉなかゅぇさ-
しおうすっ しこっちうぇかうしすう こさう せしゃけはゃぇくっすけ くぇ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ ╊うぉうは/1988-1992 ゅ./, ゃけょうか 
しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ ╆ぇゃけょ 5 けす 1994 ゅ. ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ しう ゃ くぇつぇかけすけ くぇ はくせぇさう 
すぇいう ゅけょうくぇ, ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ っ こけいくぇす くぇ ゃしっおう ぇさしっくぇかっち おぇすけ „ておけかぇすぇ” う „せくうゃっさしうすっすなす” くぇ 
けさなあっえくうおぇ, すけえ っ こなさゃうはす いぇゃなさてうか ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ ぉなかゅぇさしおう けさなあっえくうお けす ゅさせこぇすぇ, いぇ-
きうくぇかぇ いぇ 〈せかぇ こさっい 1962-さぇ.   ╆ぇ くっゅけ ゅけゃけさはす し さっしこっおす おけかっゅう けす ぉさぇくてぇ くっ しぇきけ せ くぇし, ぇ う ゃ 
つせあぉうくぇ: けす ゅっくっさぇかぇ ょけ さっょけゃうは さぇぉけすくうお. 

′うおけゅぇ くっ っ ぉうか ういおせてっく けす こけかうすうおぇすぇ, ぉうか こぇさすうっく しっおさっすぇさ ”こけ いぇょなかあっくうっ”. ′け こさういくぇゃぇ, つっ くっ 
きせ っ ぉっいさぇいかうつくけ おぇおゃけ しすぇゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお – っょうく ゅさぇょ, ゃ おけえすけ ちっかう おゃぇさすぇかう しぇ ういゅさぇょっくう けす „┿さしっくぇか”. 
╇ おけえすけ しっゅぇ くっ っ ゃ くぇえ-ょけぉさうすっ しう ゃさっきっくぇ.

′ぇ ゃなこさけしぇ きうしかうか かう っ いぇ かうつっく ぉういくっし, けすゅけゃぇさは ぉっい しなあぇかっくうっ: ”╆ぇおなしくはた”. 
す̈つうすぇ いぇしかせゅうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ ょうさっおすけさう ╊けいぇくけゃ, ╁. 〈のさおっょあうっゃ, 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ, ╉させき 》さうしすけゃ 

う ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おけえすけ ゅけ くぇさうつぇ しゃけえ せつうすっか. ̈ す すっいう ょせきう, うくあ. ╋ぇさおけゃ, こさういくぇゃぇ, つっ っ こけかぇしおぇく. 
╇くあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ っ せくうおぇかっく しかせつぇえ – こっくしうけくうさぇ しっ くぇ 6-う はくせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ, こけつすう くぇ 

78-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす!    
[けょっく ╉けいう さけゅ, うくあ. ╋ぇさおけゃ しぇき こさういくぇゃぇ, つっ くはきぇ いぇ おぇおゃけ ょぇ しなあぇかはゃぇ: けこうすなす きせ こなすゃなさあ-

ょぇゃぇ, つっ ょけぉさけすけ しっ しかせつゃぇ, とけき けぉうつぇて さぇぉけすぇすぇ しう, けぉうつぇて あうゃけすぇ う たけさぇすぇ. 
╃けおぇすけ さぇいおぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう, しっ こさうすっしくはゃぇ しぇきけ いぇ っょくけ: ”╃ぇ くっ ういかっいっ きくけゅけ たゃぇかっぉしすゃっくけ!”.  

ごÖ¢ñÖñë ゎñÜëÇó ぜíë¡Üç:

ÎÁÈ×ÀÌ „ÀÐÑÅÍÀË” 

〈ぇえくぇすぇ くぇ こさけそっしうけくぇか-
くうは せしこった いぇ うくあ. ╋ぇさおけゃ っ 
ゃ あうすっえしおぇすぇ そけさきせかぇ - ょぇ 
せしなゃなさてっくしすゃぇて すぇおぇ ゃしうつ-
おけ, おけっすけ こさぇゃうて, つっ ょぇ さぇ-
ぉけすうて し かっおけすぇ う ょぇ くはきぇ いぇ 
おぇおゃけ ょぇ すう こさぇゃはす いぇぉっかっあ-
おう. ] せしきうゃおぇ しこけょっかは, つっ 
ょけ すけいう ういゃけょ しすうゅくぇか, しかっょ 
おぇすけ くっ きせ しっ しかせつうかけ ょぇ 
しぉなょくっ きっつすぇすぇ しう ょぇ しすぇくっ 
っか. すったくうお, いぇとけすけ いぇこけつくぇか 
ゃ „┿さしっくぇか” おぇすけ そさっいうしす う 
こけしかっ -  くぇしすさけえつうお う くぇ-
つぇかくうお ちった こさう せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ ぇゃすけきぇす ┿╉ – 47. ╁ けくけゃぇ 
ゃさっきっ けす おさぇは くぇ 50-すっ ゅけょう-
くう くぇ 20-う ゃっお ぉうかけ いぇぉさぇ-
くっくけ ゃっょくぇゅぇ しかっょ しさっょくけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ ょぇ しすぇゃぇて しすせ-
ょっくす. ╆ぇすけゃぇ ╋ぇさおけゃ こけつゃぇ 
いぇょけつくけすけ しう しかっょゃぇくっ ゃなゃ 
╁╋╄╇ – ]けそうは こさっい 1960 ゅ., 
ゃっつっ こさうょけぉうか けこうす ゃ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ. ╇ ょくっし しう しこけきくは 
すけつくけ ょぇすぇすぇ 23 しっこすっきゃさう 
1962 ゅ., おけはすけ, けおぇいゃぇ しっ, 
こさけきっくは あうゃけすぇ きせ. ╋けしおゃぇ, 
╊っくうくゅさぇょ, 4.5 ゅけょうくう けぉせ-
つっくうっ  ゃ 〈せかしおうは けさなあっっく 
うくしすうすせす.   
╆ぇ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ „┿さしっくぇか” おぇすけ

おけくしすさせおすけさ 
こさっい 1967-きぇ

う ゅかぇゃっく おけくしすさせおすけさ ゃ ╆ぇ-
ゃけょ 1 くぇ ¨‶‶ „《さうょさうた ╄く-
ゅっかし”.
‶けしかっ ゃしうつおけ すさなゅゃぇ おぇすけ ゃ 
こさうおぇいおうすっ: けとっ こさっい 1970-
すぇ しすぇゃぇ いぇき.-ょうさっおすけさ こけ 
すったくうつっしおうすっ う こさけういゃけょ-
しすゃっくうすっ ゃなこさけしう くぇ ╆ぇゃけょ 
1. ‶けきくう し すけつくけしす ょけ きう-
おさけく ぇぉしけかのすくけ ゃしうつおけ けす 
こさけそっしうけくぇかくけすけ しう CV: 
こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ いぇゃけょぇ 
くぇ こかけとぇょおぇすぇ ょけ 【っえくけゃけ, 
しすぇくぇかけ こけ こさけっおす くぇ ′╇〈╇, 
╆ぇゃけょ 1 う „]なのい ╋ぇてこさけっおす”, 
しすさけうかう ゅけ すさせょけゃう ゃけえしおう... 
‶けゃっつっすけ ぇさしっくぇかちう しう ゅけ 
しこけきくはす うきっくくけ けす すうは ゅけ-

ょうくう, おけゅぇすけ しっ せしゃけはゃぇす う 
くけゃうすっ こさけういゃけょしすゃぇ. ╉ぇおすけ 
しぇき ╋ぇさおけゃ しこけょっかは: ”╉ぇおゃけ 
かう くっ しなき せしゃけはゃぇか けす ょくって-
くうすっ ういょっかうは – きぇえ しぇきけ こさう 
こせしおぇくっすけ くぇ ゅぇせぉうちうすっ くっ 
しなき せつぇしすゃぇか”. ‶さけおぇさゃぇくっ-
すけ くぇ くけゃけ こさけういゃけょしすゃけ くっ 
っ かっしくぇ さぇぉけすぇ, くけ しこけさっょ 
╋ぇさおけゃ: ”╁うくぇゅう しきっ くぇきう-
さぇかう ういたけょ けす おさうすうつくう しう-
すせぇちうう”. ′っ おさうっ, つっ さぇぉけすぇ-
すぇ くうおけゅぇ くっ きせ っ すっあぇかぇ, つっ 
っ さぇぉけすうか し きくけゅけ あっかぇくうっ, 
し きくけゅけ かのぉけゃ. ′っ おさうっ: 

„¨ぉうつぇき „┿さしっくぇか”! 
¨すゅけゃけさくけしすうすっ こさっい ちは-
かけすけ ゃさっきっ こけしさっとぇ すぇおぇ: 
けとっ おぇすけ こなすせゃぇ おなき „┿さ-
しっくぇか”, しう こかぇくうさぇ ちっかうは 
ょっく, こけしかっ いぇょなかあうすっかくけ 
きうくぇゃぇ こさっい きけくすぇあくうは 
ちった, こさっい きったぇくうつくうは, おけ-
きっくすうさぇ し さぇぉけすくうちうすっ う 
っょゃぇ しかっょ すけゃぇ し すったくうすっ 
さなおけゃけょうすっかう: ”]こさぇゃはか 
しなき しっ, ぉっい ょぇ せしっとぇき こさけ-
ぉかっきう”. ]すけすうちう しぇ ぉうかう 
くぇこさっゅくぇすうすっ しうすせぇちうう こけ 
ういこなかくっくうっすけ くぇ ゅけかっきうすっ 
こかぇくけゃっ: ”╇きぇかけ っ ょくう し 
くっけゅさぇくうつっくけ さぇぉけすくけ ゃさっ-
きっ, くっ けぉうつぇた ょぇ いぇょなさあぇき 
さぇぉけすくうちうすっ, くけ こけくはおけゅぇ 
しきっ しすけはかう う ょっくけくけとうは”. 
╃け さぇぉけすくうちうすっ しすけはか おけか-
おけすけ ぉかういけ, すけかおけゃぇ う ょぇ-
かっつ – ぉかういけ, おけゅぇすけ うきぇす 
こさけぉかっきう う ょぇかっつ, おけゅぇすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ ういこなかくはゃぇす しかせ-
あっぉくうすっ しう いぇょなかあっくうは. 
〈ぇいう しうすせぇちうは くっ こさうすっし-
くはゃぇかぇ たけさぇすぇ ょぇ ゅけ すなさしはす 
いぇ ゃしはおぇおゃぇ こけきけと, ╋ぇさおけゃ 
ょけさう しっ てっゅせゃぇか し すはた: ”╄え, 
ょぇ くっ しなき ゃう けしうくけゃうか...”.      

289 ょせてう ぉうかう „こけょ 
おさうかけすけ” くぇ うくあ. 
╋ぇさおけゃ ゃ ╊うぉうは

〉しゃけはゃぇくっすけ くぇ しこっちうぇかくけすけ 

ょうくう, しこけきくは しう さなおけゃけょう-
すっかはす くぇ しこっちうぇかくぇすぇ きうしうは 
うくあ. ╋ぇさおけゃ.
„╊うぉうえちうすっ しぇ けしけぉっく くぇさけょ, 
さぇぉけかっこくう こさっょ くぇつぇかくうちう-
すっ, くけ し すはた ゃうくぇゅう すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ ゃくうきぇゃぇ し ょけゃっさうっすけ! 
′け くうおけゅぇ くっ しなき うきぇか こさけ-
ぉかっきう”. ╀なかゅぇさうすっ すっ ちっくっかう 
こけゃっつっ う けす させしくぇちうすっ. ╋けあっ 
ぉう, いぇとけすけ うきぇかけ う すぇおうゃぇ 
しかせつぇう – うくあ.╋ぇさおけゃ かうつくけ 
しっ こけゅさうあうか う こさけこなすせゃぇか 
いぇっょくけ し っょくぇ さぇいすさっゃけあっくぇ 
ぉぇぉぇ 170 おき, いぇ ょぇ こさうぉっさっ 
ゃくせつっすけ う けす せつうかうとっ.
╋ぇさおけゃ しっ けこさぇゃはか ょけぉさっ う 
し けとっ 300 ゃうっすくぇきちう, おけうすけ 
しなとけ さなおけゃけょうか ゃ ╊うぉうは.  
[ぇぉけすぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” しなし しう-
ゅせさくけしす くぇこさぇゃうかぇ あうゃけすぇ 
くぇ うくあ. ╋ぇさおけゃ せくうおぇかっく 
– ゃ ぇさたうゃうすっ きせ しっ くぇきうさぇす 
いぇこっつぇすぇくう きうゅけゃっ けす しさっとう 
ゃ ╇くょうは, ╇いさぇっか /1994-すぇ 
– „しすぇくぇた たぇょあうは ゃなゃ ╁う-
すかっっき”/, しくうきおぇ いぇ しこけきっく 
こさっょ こぇきっすくうおぇ くぇ ╋うおかせ-
たけ- ╋ぇおかぇえ ゃ 〈ぇくいぇくうは, ゃ 
ぉうけゅさぇそうはすぇ きせ けしすぇゃぇす う 

きくけゅけ かうつくう しさっとう しなし 
しぇきうは ╉ぇかぇてくうおけゃ.

‶けしかっょくぇすぇ ぉうかぇ ゃ ]かけゃっくうは 
– „‶さぇすうたぇ きっ ょぇ ゅけ  こさっ-
おなしゃぇき, つっ しすぇくぇ くっせきっしすくけ 

こさっょ ょけきぇおうくうすっ ょぇ こさけょなか-
あぇゃぇ ょぇ  ゅけゃけさう おぇお ╀なかゅぇ-
さうは こさぇゃう くぇえ-ょけぉさうは „╉ぇ-

かぇてくうおけゃ”. ╋くけゅけ こさうはすっく 
つけゃっお”, しこけきくは しう うくあ.╋ぇさ-
おけゃ いぇ いくぇきっくうすうは おけくしすさせお-
すけさ, おけゅけすけ しぇ こけしさっとぇかう う ゃ 

„┿さしっくぇか”.    
╆ぇ ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ かうつくうはす 
あうゃけす ゃなさゃう くはおぇお ゃっょくけ し 
こさけそっしうけくぇかくうは, ゃはさくけ, つっ 
おけゅぇすけ しっ さぇあょぇ しうくなす きせ, 
すさせょくけ くぇきうさぇ こけゃっつっ ゃさっきっ 
いぇ ぉけかくうちぇすぇ, いぇとけすけ さぇぉけすぇ-
すぇ くっ つぇおぇ. ′け きせ こさけとぇゃぇす. 

]っきっえしすゃけすけ しっ 
しなぉうさぇ こけくっ 

ゃっょくなあ しっょきうつくけ.
╂けさょっっ しっ し くっゅけ, くうとけ, つっ 
くうおけえ くっ っ くぇしかっょうか けさな-
あっえくうつっしおぇすぇ こさけそっしうは – 
ょなとっさはすぇ けす こなさゃうは ぉさぇお 
ぇさた.╁うけかっすぇ ╀ぇおせくうくぇ っ 
こけいくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ 
せしこってっく う すなさしっく こさけそっ-
しうけくぇかうしす, しうくなす うき し 『ぇく-
おぇ – ╂っけさゅう ╂. ╋ぇさおけゃ っ たう-
ょさけうくあっくっさ. ╇ ゃくせおなす せつう 
ぇさたうすっおすせさぇ, ゃくせつおぇすぇ – ゃ 
]すけこぇくしおうは そぇおせかすっす くぇ ]〉. 
╇ くぇ こさぇいくうちうすっ しぇ ゃうくぇゅう 
いぇっょくけ – こぇいう しっ すさぇょうちうは-
すぇ くぇ さけょぇ けす し. ╁うょっく – „けす 
ぉぇとぇ きう しなき くぇせつっく くぇ  ╂っさ-
ゅぬけゃょっく ょぇ しっ しなぉうさぇきっ こけょ 
ぇしきぇすぇ くぇ こっつっくけ ぇゅくっ”. ╇ 
すぇいう ゅけょうくぇ とっ っ すぇおぇ. ╂っさ-
ゅぬけゃょっく ╋ぇさおけゃ くうおけゅぇ くっ っ 
こさけこせしおぇか. 

╃けさう ╂っさゅぬけゃょっく ゃ 
╊うぉうは! 

[せしくぇちうすっ ゃ 〈せかぇ こなお しっ つせょっ-
かう いぇとけ くっ けしすぇゃはきっ ぇゅくっすぇすぇ 
ょぇ こけくぇすさせこぇす こけゃっつおけ きっしけ, 
ぇ ゅう あっさすゃぇきっ けとっ くぇこさけかっす.
╇いけぉとけ, しぉうさおうすっ し ぉかうい-
おう う こさうはすっかう しぇ けしけぉっくけ 
ちっくくう いぇ うくあ.╋ぇさおけゃ, おけえ-
すけ ゃしっ くっ きけあっ ょぇ こさうっきっ 
そぇおすぇ, つっ ょくってくけすけ ゃさっきっ 
„こさぇゃう こぇさうすっ こけ-ちっくくう けす 
あうゃけすぇ, ぇ  たけさぇすぇ - たけさぇ 
ぉっい こさうはすっかしすゃぇ”. ′け すけえ 
くっ っ けす すはた. ‶けょょなさあぇ 
きくけゅけ おけくすぇおすう. ╁っょくなあ 
きっしっつくけ し こさうはすっかう /くっ 
しぇきけ こっくしうけくっさう!/ けすうゃぇす 
ゃ くはおけっ いぇゃっょっくうっ, くけ いぇ-
しっゅぇ くっ たけょう ゃ ╉かせぉぇ くぇ 
こっくしうけくっさぇ. ╇くあ. ╋ぇさおけゃ 
くっ しっ つせゃしすゃぇ こっくしうけくう-
さぇく, こさけしすけ ゅけ せつせょゃぇ, 
つっ きせ ょぇゃぇす こぇさう, ぉっい 
ょぇ さぇぉけすう. ′はきぇ たけぉう, 
くけ ゃうくぇゅう くぇきうさぇ おぇおゃけ 
ょぇ こさぇゃう. ╇ きせ っ ゃっょさけ: 
”╅うゃけすなす きう っ うくすっさっしっく. 
′っ こけきくは くはおけゅぇ ょぇ しなき 
ぉうか さぇいけつぇさけゃぇく”.
╁ ょくってくうは ょっく くっ たぇさっしゃぇ 
ょけしすぇすなつくけ こけかうすうちうすっ, しきは-
すぇ, つっ ゃしうつおう すっ うきぇす こさうくけし 
いぇ おさういぇすぇ ゃ しこっちうぇかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
こさったけょぇ. ╃くっし くっ きせ ょけこぇょぇ 
う けとっ くっとけ – くけゃうすっ こけおけかっ-
くうは しはおぇて くっ うしおぇす ょぇ しっ せつぇす 
ょけしすぇすなつくけ ゃ こさけそっしうはすぇ, くっ 
ちっかはす せしなゃなさてっくしすゃぇくっ...
¨ぉぇつっ, うくあっくっさ ╂っけさゅう ╋ぇさ-
おけゃ っ しうゅせさっく ゃ っょくけ: こけいう-
ちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ けす 15 
ゅけょうくう くぇしぇき しっ ゃないゃさなとぇ. ╇ 
けとっ – ╉ぇいぇくかなお くっ きけあっ ぉっい 
„┿さしっくぇか”.

╃うぇくぇ [┿╋′┿╊╇╄╁┿
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〈けえ すさせょくけ しっ さぇいかうつぇゃぇ けす しせ
すさってくぇすぇ くぇゃぇかうちぇ, おけはすけ こさっ
こなかゃぇ こけさすぇかうすっ くぇ „┿さしっくぇか”. 
‶けくっ くぇ こさなゃ こけゅかっょ ういゅかっあょぇ 
しゃうす, くはおぇお こかぇた こさう おけくすぇおす う 
かっおけ しすっしくうすっかっく. ]かっょ ょっしっす
きうくせすっく さぇいゅけゃけさ し くっゅけ, けぉぇつっ, 
さぇいぉうさぇて, つっ しう うきぇて さぇぉけすぇ 
し すゃなさょ ╉けいうさけゅ,  こっしすっかうゃ くぇ 
ょせきう, くけ すけつっく ゃ ういおぇいぇ, きなあ, 
おけえすけ いくぇっ ちっくぇすぇ しう. ′っ くぇぉうゃぇ 
くぇ けつう ぇきぉうちううすっ しう, くけ っ 
′ぇ  ゃなくてっく ゃうょ ょけさう けこさけゃっさ
ゅぇゃぇ うくぇつっ しうきこぇすうつくうすっ しう 35 
ゅけょうくう. 〈ゃなさょっ きかぇょけかうお , いぇ ょぇ 
こけゃはさゃぇて,  つっ ょけさう っ ぉぇとぇ くぇ 
ょゃっ こさっおさぇしくう きけきうつっすぇ – 6-ゅけ
ょうてくぇすぇ ╁ぇかっくすうくぇ う 2-きっしっつ
くぇすぇ ]すっそぇくう. 
╁なこさっおう  きかぇょっあおうは しう , こけつすう 
きけきつっておう, ゃうょ  ╃うきうすなさ ]すっそぇ
くけゃ  ╃っきうさっゃ ゃっつっ うきぇ しゃけうすっ 
すさう きうくせすう しかぇゃぇ. ╁ しかせつぇは - 
ちっかう 12 きっしっちぇ, おけゅぇすけ くっゅけゃうはす 
こけさすさっす っ ぉうか  つぇしす けす ゃないさけょっ
くぇすぇ けす くぇしすけはとけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
くぇ  „┿さしっくぇか” そうさきっくぇ ┿かっは 
くぇ しかぇゃぇすぇ. „ ′ぇてぇすぇ ゅけさょけしす”, 
おぇおすけ しう は くぇさうつぇす ぇさしっくぇかちう, 
おなょっすけ ゃしっおう すぇえくけ しう きっつすぇっ 
ょぇ ぉなょっ. ╋うすおけ ╃っきうさっゃ, おぇおすけ 
ゅけ いくぇはす おけかっゅうすっ きせ, こけこぇょぇ ゃ  
いぇこぇいっくぇすぇ すっさうすけさうは  いぇ ぇさしっ
くぇかしおぇ ゅけさょけしす, こさっこけさなつぇく けす 

ぉうゃてうは しう くぇつぇかくうお- うくあ. ╇ゃぇく 
╉ぇさぇっくっゃ. 
╉けゅぇすけ こさっょう すさう ゅけょうくう  ぇおけし
すうさぇ  いぇ ゃすけさう こなす ゃ „┿さしっくぇか”, 
しかっょ こっすゅけょうてくぇ さぇぉけすぇ こさっょう 
すけゃぇ ゃ つぇしすくぇ そうさきぇ, しっ ゃさなとぇ 
し はしくけすけ しないくぇくうっ, つっ すせお  きせ っ 
きはしすけすけ.  ╋かぇょうはす くぇしすさけえつうお 
しないくぇすっかくけ ういぉうさぇ ょぇ さぇぉけすう 
ゃ っょうく けす くぇえ-くけゃうすっ う こっさし

 がó½óöéë がñ½óëñç:

こっおすうゃくう ちったけゃっ くぇ „┿さしっくぇか” 
– 400 くぇ いぇゃけょ 1, おなょっすけ  くぇつぇか
くうお っ うくあ. ╇さうくぇ ╃けぉさっゃぇ.
 „》ぇさっしゃぇてっ きう ゃないきけあくけしすすぇ  
ょぇ さぇぉけすは  し きかぇょう  たけさぇ,  こっさし
こっおすうゃくぇすぇ う  うくすっさっしくぇ さぇぉけすぇ. 
╃けえょけた すせお し あっかぇくうっ う すけ くっ きっ  
っ くぇこせしおぇかけ ょけしっゅぇ”, こさういくぇゃぇ 
╃うきうすなさ. 
〈ゃなさょう, つっ いぇ ょぇ っ ょけゃけかっく っょうく 
つけゃっお けす  すけゃぇ, おけっすけ さぇぉけすう, 
しぇ くせあくう すさう くっとぇ: ょぇ ゃうあょぇ 
こっさしこっおすうゃぇ ゃ いぇくうきぇくうっすけ しう, 
こぇさうすっ  けす さぇぉけすぇすぇ ょぇ すう くけしはす 
せょけゃかっすゃけさっくうっ う ょぇ しぇ こさう
かうつくう う ょぇ すう っ うくすっさっしくけ すけゃぇ, 
おけっすけ さぇぉけすうて. ╃ぇ うきぇて しなさちっ 
う すぇかぇくす いぇ くっゅけ. 
╋かぇょうはす すぇすおけ くっ  おさうっ,  つっ っ ょけ
ゃけかっく けす さぇぉけすぇ しう. ╉ぇすけ  こけゃっ
つっすけ ぉなかゅぇさう う すけえ うきぇ しけかうょっく 
おさっょうす, くけ くぇ っすぇこぇ しっ しこさぇゃは.  
′ぇ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ くぇきうさぇ 
さぇいぉうさぇくっ, うきぇ  こさうはすっかう, ょけさう 
すぇおうゃぇ いぇ たけぉうすけ きせ – さうぉけかけ
ゃなす,  う ゃうあょぇ こっさしこっおすうゃぇ いぇ 
しっぉっ しう. 
╋ぇおぇさ すぇえくけ ょぇ しっ くぇょはゃぇ っょうく 
ょっく, おけゅぇすけ きせ こぇょくぇす こぇさう う 
くぇょゃうっ くぇ きぇしさぇそぇ しう, くっとけ, 
おけっすけ くっ しこけたけあょぇ  かっしくけ たけさぇ
すぇ, ょぇ こけきうしかう う いぇ くっとけ しゃけっ. 
]ぇきけつせゃしすゃうっすけ きせ うょゃぇ けしくけゃ
くけ けす そぇおすぇ, つっ  っ すさせょけかのぉうゃ 

う くぇせつっく ょぇ さぇぉけすう. ′ぇ „ すう” っ 
し こさうおぇいおぇすぇ いぇ くっゃけかはすぇ. ╋ぇ
おぇさ ょぇ こさういくぇゃぇ, つっ  っ しさっとぇか  
う たけさぇ, おけうすけ  こさけしすけ たけょはす くぇ 
さぇぉけすぇ う すぇおうゃぇ, おけうすけ さぇぉけすはす.  
╇しすうくしおぇ こけつせょぇ ゃ  くっゅけ ぉせょはす  
っおいっきこかはさう, おけうすけ ゃおなとう しっ 
しおなしゃぇす けす さぇぉけすぇ, ぇ ゃ いぇゃけょぇ  
すなさしはす くぇつうくう ょぇ きうくぇす きっすなさ. 
′ぇ ゃなこさけしぇ „[ぇぉけすかうゃ かう っ ぇさ

しっくぇかっちなす?” けすゅけゃぇさは こけ そう
かけしけそしおう:  „╁ くぇてうは ちった うきぇ 
きくけゅけ さぇぉけすかうゃう おけかっゅう, うくぇつっ 
くぇゃしはおなょっ  うきぇ たけさぇ, おけうすけ たけ
ょはす くぇ さぇぉけすぇ う ょさせゅう, おけうすけ たけ
ょはす ょぇ さぇぉけすはす”. 
′っ おさうっ, つっ たぇさっしゃぇ さけょくうは しう 
╉ぇいぇくかなお う いぇすけゃぇ  こさっょう ゅけ
ょうくう, ょけおぇすけ せつうか ゃうしてっ ゃ ′けゃ 
ぉなかゅぇさしおう せくうゃっさしうすっす  ゃ ]け
そうは, さってうか, つっ すせお とっ しないょぇゃぇ 
しっきっえしすゃけ. 》ぇさっしゃぇ しこけおけえしすゃう
っすけ くぇ  ゅさぇょぇ う かっしくぇすぇ ゃないきけあ
くけしす ゃうくぇゅう, おけゅぇすけ さってう, ょぇ しっ 
ゃさなとぇ ぉなさいけ こさう おけさっくうすっ くぇ 

さけょぇすぇ しう - こけ きぇえつうくぇ かうくうは 
‶ぇゃっかぉぇくしおけすけ しっかけ ╁うょっく, ぇ こけ 
ぉぇとうくぇ - 〈なさくうつぇくっ. 
 ′ぇきうさぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ しこけおけっく 
ゅさぇょ, ゃ おけえすけ きけあって ょぇ うきぇて 
う ょけぉさう こさうはすっかう. ╉けゅぇすけ うきぇ 
ゃないきけあくけしす, けすこせしおぇ しさっょ すはた 
うかう くぇ さうぉけかけゃ. ╂けさょっっ しっ し 
すさけそっは しう - すさうおうかけゅさぇきけゃ てぇ
さぇく. ¨すゃなょ しっいけくぇ いぇ さうぉけかけゃ 
こけくはおけゅぇ こさうしはょぇ くぇょ しこうしぇくうっ 
いぇ ぇゃすけきけぉうかう うかう しかせてぇ さけお. 
╊のぉうきぇすぇ きせ きせいうおぇ. ‶なさゃっく
しすゃけすけ ゃ こさうけさうすっすうすっ きせ, けぉぇ
つっ,  しぇ ょゃっすっ ょなとっさう う しなこさせ
ゅぇすぇ  ╉さうしすうくぇ - ょっかう ゃさっきっすけ 
しう きっあょせ すはた う ょゃっすっ しきっくう, くぇ 
おけうすけ さぇぉけすう.  ] ╉さうしぇ しぇ いぇっょ
くけ けす 6 ゅけょうくう. ╊のぉけゃすぇ しなぉうさぇ 
しこっちぇ こけ  うおけくけきうおぇ う うくあっくっ
さぇ こけ っかっおすさけくうおぇ.
′ぇしすさけえつうおなす けす ちった 400 くぇ いぇ
ゃけょ 1  っ しさっょ  しすけすうちうすっ こさっょ
しすぇゃうすっかう くぇ  ぇさしっくぇかしおうすっ 
„ょうくぇしすうう”- ちっかう そぇきうかうう う 
さけょけゃっ,  こけおけかっくうは, ういゃなさゃっ
かう すさせょけゃうは しう こなす うきっくくけ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ.  ╁ くはおけゅぇてくぇすぇ 

そぇぉさうおぇ ょなかゅう ゅけょうくう ゃ いぇゃけょ 
3 さぇぉけすう  う くっゅけゃうはす ょはょけ ╃うきう
すなさ. ]っゅぇ すせお さぇぉけすう きぇえおぇすぇ くぇ 
くぇしすさけえつうおぇ - ╁っしおぇ ╃っきうさっゃぇ, 
おけはすけ っ しつっすけゃけょうすっか ゃ いぇゃけょ 
1. ]ぇきけ ぉぇとぇ きせ ]すっそぇく っ しさっょ 
ういおかのつっくうはすぇ, くけ いぇ しきっすおぇ くぇ 
すけゃぇ  っ ゃうょっく  ぉうゃて しかせあうすっか 
くぇ ′╇〈╇, おなょっすけ ょけさう  こけかせつぇゃぇ 
かうつくけ けす くはおけゅぇてくうは ぇさきっえしおう 
ゅっくっさぇか ╃けぉさう ╃あせさけゃ けさょっく  う 
つぇしけゃくうお おぇすけ こけょぇさなお. 
¨すおぇおすけ っ ゃ „┿さしっくぇか”,  ╃うきう
すなさ  ╃っきうさっゃ っ たけょうか くはおけかおけ 
こなすう くぇ こけつうゃおぇ.  ╃けさう しっ っ ゃない

こけかいゃぇか けす こさぇゃけすけ しう くぇ っょくぇ 
しっょきうちぇ ぉっいこかぇすくけ きけさっ いぇっょくけ 
しなし しっきっえしすゃけすけ - こさうゃうかっゅうは, 
おけはすけ っょうくしすゃっくけ ぇさしっくぇかちう 
うきぇす. „〈ぇいう ゅけょうくぇ, けぉぇつっ, こけ 
さぇいぉうさぇっきう ぉっぉっておう こさうつうくう, 
きけあっ う ょぇ くっ しすうゅくっき ょけ きけさっ
すけ”,  こさういくぇゃぇ きかぇょうはす すぇすおけ, くぇ 
おけえすけ きせ こさっょしすけう  こさっい かはすけすけ 
う けとっ くっとけ ゃぇあくけ: ょぇ おさなしすう 
ょゃっすっ しう ょなとっさう. 
]っきっえしすゃけすけ ゃしっ けとっ くっ っ うい
ぉさぇかけ おさなしすくうちう , くけ こなお いぇ 
たせぉぇゃうすっ くっとぇ ゃうくぇゅう うきぇ ょけし
すぇすなつくけ こけょたけょはとう たけさぇ,  しこけ
ょっかは きかぇょうはす すぇすおけ. 
¨すゃなょ ぇさしっくぇかしおけすけ しう っあっょくっ
ゃうっ ╃うきうすなさ くっ おさうっ, つっ ぉう うし
おぇか っょうく ょっく ょぇ きけあっ ょぇ こけしっすう 
┿きっさうおぇ.  ╃けしっゅぇ くっ っ くぇこせしおぇか 
しすさぇくぇすぇ くう. ′け ゃっょくぇゅぇ せすけつくは
ゃぇ - おぇすけ っおしおせさいうぇくす. 〈ぇき けす 12 
ゅけょうくう あうゃっっ くっゅけゃうはす こけ-ゅけかはき 
ぉさぇす いぇっょくけ しなし しっきっえしすゃけすけ しう. 
„╇しおぇき  ょぇ けすうょぇ う ょぇ ゃうょは, くっ 
しなき っきうゅさぇくす こけ ょせてぇ”, すゃなさょう 
きかぇょぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ しきはくぇ ╋う
すおけ ╃っきうさっゃ.  

╀っい ういかうてっく こぇすけし う きくけゅけ うし
おさっくけ, くはおけゅぇてくうはす ゃないこうすぇくうお 
くぇ すさぇくしこけさすくけすけ せつうかうとっ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお しこけょっかは, つっ  ぉなかゅぇさうくなす 
っ さぇぉけすかうゃ, くけ ゃなこさっおう すけゃぇ あう
ゃっっ いかっ. ‶さうつうくぇすぇ いぇ すけゃぇ すけえ 
くぇきうさぇ ゃ うしおけくくうは くう すぇさうおぇ
すかなお う ゃ あっかぇくうっすけ くう  ゃいぇうきくけ 
ょぇ しっ くぇょかなゅゃぇきっ. ‶さけぉかっきなす くぇ 
きかぇょうすっ ぉなかゅぇさう  すせお すけえ ゃうあょぇ 
ゃ かうこしぇすぇ くぇ こっさしこっおすうゃぇ う くぇ
ょっあょぇ, くけ  すけつくけ いぇとけすけ くぇょっあ
ょぇすぇ せきうさぇ こけしかっょくぇ, ╃うきうすなさ 
くっ っ こさけこせしおぇか ういぉけさう. ╋ぇおぇさ 
たけさぇすぇ, いぇ おけうすけ っ ゅかぇしせゃぇか, ょぇ  
しぇ ゅけ さぇいけつぇさけゃぇかう.
╇ すぇいう ゅけょうくぇ こぇお しっ  おぇくう ょぇ 
ゅかぇしせゃぇ. ′っ おさうっ, つっ  うしおぇ ょぇ 
ゃうょう ╉ぇいぇくかなお おさぇしうゃ う しこさっす
くぇす ゅさぇょ, ぇおけ きけあっ う ぉっい ょせこおう 
こけ こなすうとぇすぇ. ] こけゃっつっ いっかっくう
くぇ う し こけゃっつっ さぇぉけすっとう そうさきう. 
„╀けゅぇす う せしこはか つけゃっお, おけえすけ 
ゃっつっ くはおなょっ くっとけ っ くぇこさぇゃうか, 
すさはぉゃぇ ょぇ せこさぇゃかはゃぇ  ゅさぇょう 
くう”, しつうすぇ きかぇょうはす くぇしすさけえつうお. 
╇ おぇすけ しゃけは さっちっこすぇ, いぇ  ょぇ くっ 
ぉはゅぇす きかぇょうすっ たけさぇ けすすせお, こさっょ
かぇゅぇ: さぇぉけすっとう いぇゃけょう う ょけぉさう 
ょけたけょう. 
 ′っ けす しせっゃっさうっ, ぇ いぇとけすけ  っ 
せぉっょっく, つっ くぇえ- ょけぉさけすけ こさっょ
しすけう,  こさういくぇゃぇ, つっ くっ こさぇゃう 
こかぇくけゃっ いぇ ょゃっすっ しう ょなとっさう. 
╇しおぇ こさけしすけ ょぇ しすぇくぇす ょけぉさう う 
すさせょけかのぉうゃう  たけさぇ. 
 ] すぇいう くぇょっあょぇ  きかぇょうはす くぇ
しすさけえつうお けす いぇゃけょ 1  こけっきぇ ゃ  
こけさっょくぇすぇ しう  しきはくぇ.  ╉なょっすけ 
ゃしっおう ょっく っ さぇいかうつっく.  ] あっかぇ
くうっすけ う すけえ ょぇ けしすぇゃう しゃけえ おぇ
つっしすゃっく う こけかいけすゃけさっく けすこっつぇ
すなお ゃ くっゅけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶けしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 19-すう 
ぇこさうか こさうおかのつう こさっあょっゃさっきっく
くけ, しかっょ おぇすけ 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 さな
おけゃけょうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” うくあ. ′う
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ ゃ しゃけっ ういおぇいゃぇくっ 
しうゅくぇかういうさぇ いぇ かうこしぇすぇ くぇ おゃけ
させき. ╂けかはきぇ つぇしす けす しなゃっすくうちうすっ 
ういかはいけたぇ けす いぇかぇすぇ しかっょ ぉかういけ 
ょゃせつぇしけゃけすけ ぉせさくけ  けぉしなあょぇくっ くぇ 
ょくっゃくうは さっょ う こうすぇくうはすぇ こけ ぇおすせ
ぇかくう ゃなこさけしう おなき おきっすぇ くぇ けぉとう
くぇすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ.
′ぇ 19-すう ぇこさうか しなゃっすくうちうすっ 

ういおぇさぇたぇ しっしうはすぇ くぇこけかけゃうくぇ
╆ぇ しかっょゃぇとけ いぇしっょぇくうっ けしすぇくぇ 
う ゅかぇしせゃぇくっすけ くぇ さぇいさぇぉけすっく けす 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさけっおす いぇ うい
ゅさぇあょぇくっ くぇ すさう ちっくすなさぇ いぇ くぇし
すぇくはゃぇくっ けす しっきっっく すうこ う っょくけ 
いぇとうすっくけ あうかうとっ. ‶さけっおすなす 
こさっょゃうあょぇ すけゃぇ ょぇ しっ しかせつう し ぉっい
ゃないきっいょくぇ こけきけと けす ぉかういけ 2 きかく. 
500 たうか. かゃ. けす こさけゅさぇきぇ „[っゅうけ
くぇかくけ さぇいゃうすうっ” くぇ ╄ゃさけこっえしおうは 
しなのい. ]さっょしすゃぇすぇ しっ けすこせしおぇす いぇ 
ょっうくしすうすせちうけくぇかういぇちうは くぇ しけちう
ぇかくうすっ ょけきけゃっ し うょっはすぇ -  くせあょぇ
っとうすっ しっ けす すはた ょぇ あうゃっはす ゃ せしかけ
ゃうは, ぉかういおう ょけ ょけきぇてくうすっ.
‶さっょう ょぇ ぉなょっ いぇおさうすぇ しっしうはすぇ, 
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しなゃっすくうちうすっ せしこはたぇ ょぇ こさうっき
ぇす さぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ こぇさうすっ 
けす しせぉしうょうはすぇ いぇ つうすぇかうとぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお う 19-すっ くぇしっかっくう きっし
すぇ ゃ けぉとうくぇすぇ. 5 776 かゃ. しすさせゃぇ 
ういょさなあおぇすぇ くぇ ゃしはおけ しせぉしうょうさぇ
くけ さぇぉけすくけ きはしすけ ゃ つうすぇかうとぇすぇ. 
¨ぉとけ つうすぇかうとぇすぇ ゃ さっゅうけくぇ いぇ 
2011 ゅ. とっ こけかせつぇす 488 976 かゃ. 
けす ょなさあぇゃぇすぇ う 50 たうかはょう かっゃぇ けす 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 213 712 かゃ. とっ 
こけかいゃぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ つうすぇかうとっ 
– ′』 „╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, „╁ない
さけょっくぇ ╇しおさぇ” こけかせつぇゃぇ 23 104 
かゃ., „╅ぇさ” – 11 552 かゃ., すせさしおけすけ 
つうすぇかうとっ „‶さけゅさっし 2004” – 5 776 
かゃ. 』うすぇかうとぇすぇ ゃ 【うこおぇ, ╄くうくぇ 
う ¨ゃけとくうお うきぇす こけ 17 328 かゃ., ゃ 
【っえくけゃけ う ╀せいけゃゅさぇょ – こけ 11 552 
かゃ., ゃ ╉けこさうくおぇ – 14 440 かゃ., ╂けさ
くけ ╇いゃけさけゃけ, ╂けさくけ 』っさおけゃうとっ, 
[なあっくぇ う ]さっょくけゅけさけゃけ, おなょっすけ 
さぇぉけすう こけ っょうく つけゃっお – 5 776 かゃ.
¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
せょなかあう しさけおぇ いぇ ょけおかぇょぇ くぇ  ╁さっ
きっくくぇすぇ おけきうしうは こけ こさけゃっさおぇ くぇ 
けぉとうくしおうすっ おけくおせさしう う ょけゅけゃけさう 
し こさっょしっょぇすっか ╆ぇたぇさう ╃ぇしおぇかけゃ 
けす ╀]‶. ╉けきうしうはすぇ ゃくっしっ くぇ 19-すう 
ぇこさうか ゃすけさうは しう ょけおかぇょ, こさけゃっさ
おぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ. ‶け こさっょかけあっ
くうっ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, 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” ┿╃   うくあ. ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
しなしすぇゃなす くぇ おけきうしうはすぇ とっ ぉなょっ 
けぉくけゃっく くぇ しかっょゃぇとけ いぇしっょぇくうっ, 
すぇおぇ つっ ゃ くっは ょぇ ゃかはいぇす しこっちうぇ
かうしすう - しすさけうすっかくう うくあっくっさう, 
のさうしすう う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ こけゃっ
つっ こけかうすうつっしおう ゅさせこう けす きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす. ¨すかぇゅぇくっすけ くぇ さってっ
くうっすけ こけ すけつおぇすぇ ぉっ きけすうゃうさぇくけ う 
けす けしすぇくぇかうすっ つかっくけゃっ くぇ ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” – 『ゃっすぇく 
【うおけゃ, さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっ
くうっ „‶さけっおすうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う 
しすさけうすっかしすゃけ” ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃  う 
ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╃う
さっおちうは „〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇ
ちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ” ゃ „┿さしっくぇか” 
┿╃, おけえすけ ういさぇいう しなきくっくうっ ゃ すけつ
くけしすすぇ くぇ ちうそさうすっ けす こけしかっょくうは 
ょけおかぇょ くぇ おけきうしうはすぇ う くぇしすけは いぇ 
ょけこなかくうすっかくう せすけつくっくうは. 
¨ぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう こせしくぇたぇ 
けすょぇゃぇくっすけ こけょ くぇっき くぇ こぇゃうかうけく 
ゃ せつうかうとっ „¨すっち ‶ぇうしうえ” う  3 ょおぇ 
いっきっょっかしおぇ いっきは おさぇえ ╉けこさうくおぇ. 
╀はたぇ けょけぉさっくう こさっょかけあっくうすっ 
けす ¨ぉとうくぇすぇ こさけょぇあぉう くぇ いっきっ
ょっかしおぇ いっきは ゃ ╉さなく  う [なあっくぇ, 
くけ こけゃっつっすけ すけつおう いぇ こさけょぇあぉう 
う すなさゅけゃっ こけょ くぇっき けしすぇくぇたぇ 
ぉっい さってっくうは, いぇさぇょう かうこしぇ くぇ 
ょけしすぇすなつくけ ゅかぇしけゃっ こさう ゅかぇしせ
ゃぇくっすけ. 
′はおけう けす くぇつぇかくうすっ すさなあくう ちっくう 
いぇ こさけょぇあぉぇ くぇ けぉとうくしおう うきけすう 
しぇ くっぇょっおゃぇすくう くぇ こぇいぇさくうすっ せし
かけゃうは, ぇかぇさきうさぇ こさっょ しなゃっすくうちう
すっ ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ けす „╄おしこっさすう いぇ 

╉ぇいぇくかなお” こけ こけゃけょ こさっょかけあっくう
すっ けす ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ くぇ おきっすぇ 
31 450 かゃ. いぇ しすぇさす こさう  くぇょょぇ
ゃぇくっすけ いぇ ゅぇさぇあ くぇ „23-う ‶ったけ
すっく 【うこつっくしおう こけかお”, こさう ょぇ
くなつくぇ けちっくおぇ し 10 たうかはょう かっゃぇ 
こけ-きぇかおけ.
‶け すさぇょうちうは けす こけしかっょくぇすぇ ゅけ
ょうくぇ, ゃ こなさゃぇすぇ すけつおぇ こけ すっおせと 
う こけしかっょゃぇと おけくすさけか ゃなさたせ さぇ
ぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, けぉとうくしおう
すっ しなゃっすくうちう けすこさぇゃうたぇ こうすぇくうは 
おなき おきっすぇ いぇ かけてけすけ しなしすけはくうっ 
くぇ せかうちうすっ う さぇいきっさぇ くぇ いぇょなか
あっくうはすぇ おなき そうさきう-ょけしすぇゃつう
ちう, くぇすさせこぇくう こさっい こけしかっょくうすっ 
3 ゅけょうくう. ╊うこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ 
こぇさう, いぇかけあっくう けす ̈ ぉとうくしおうは しな
ゃっす, ゃ ぉのょあっすぇ いぇ せかうつくう さっきけくすう 
っ こさうつうくぇすぇ いぇ ょせこおうすっ, けすゅけゃけさう 
いぇ しっすっく こなす おきっすなす, くぇ おけっすけ しな
ゃっすくうちう けす さぇいかうつくう ゅさせこう けしすさけ 
けこけくうさぇたぇ. 

′けゃう おくうゅう いぇ 2 500 かっゃぇ 
╉くうゅう いぇ 2500 かっゃぇ ょぇさうたぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” ゃ 
╉ぇいぇくかなお つかっくけゃっすっ くぇ きっしすくうすっ [けすぇさう おかせぉ う ╇くなさ 〉╇╊ おかせぉ 
╉ぇいぇくかなお. ]さっょしすゃぇすぇ いぇ すはた ぉはたぇ しなぉさぇくう こけ ゃさっきっ くぇ ╉けかっょくけ - 
′けゃけゅけょうてっく ぉぇか う かけゃくぇ ゃっつっさ. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ くぇ ょゃっすっ けさゅぇくういぇ
ちうう ぉっ つぇしす けす すはたくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ きっしすくぇすぇ けぉとくけしす. 
]さっょ ょぇさっくうすっ おくうゅう しぇ ちっくくう しこさぇゃけつくうちう, さっつくうちう う っくちうおかけ
こっょうう, くぇせつくけ-こけこせかはさくう おくうゅう, こせぉかうちうしすうおぇ, ょっすしおぇ かうすっさぇすせ
さぇ う くけゃう いぇゅかぇゃうは たせょけあっしすゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ いぇ ゃないさぇしすくう. 
] ょぇさっくうすっ すけきけゃっ おくうあくうは ぉうぉかうけすっつっく そけくょ ゃ せしかせゅぇ くぇ つうすぇすっ
かうすっ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ くぇょたゃなさかは 400 たうかはょう .

′ぇえ-けしすさうはす ょっぉぇす しっ さぇいゅけさは ゃなゃ 
ゃさないおぇ し うしおぇくうは けす けぉとうくしおうすっ 
しなゃっすくうちう けすつっす けす ¨ぉとうくぇすぇ いぇ 
ういさぇいたけょゃぇくうすっ こぇさう いぇ しこけさすくうすっ 
おかせぉけゃっ, くぇ おけえすけ しっ けつぇおゃぇ けすゅけ
ゃけさ けす おきっすぇ くぇ しかっょゃぇとぇ しっしうは.
╂けかっきうはす しこけさ けとっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
しっしうはすぇ しすぇくぇ こけ こけゃけょ こさっょかけ
あっくうすっ ゃ こけしかっょくうは きけきっくす ょゃぇ 
ゃなこさけしぇ し せさっあょぇくっすけ くぇ せいぇおけ
くはゃぇくっ くぇ しすさけうすっかしすゃけ くぇ っょくぇ 
けす くぇえ-ゅけかっきうすっ すなさゅけゃしおう そうさきう 
ゃ ゅさぇょぇ う かうおゃうょうさぇくっ くぇ しなしけぉ
しすゃっくけしす し ¨ぉとうくぇすぇ こけ うしおぇくっ 
くぇ きっしすっく すなさゅけゃっち. ╁ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ, しかっょ けしすさう しこけさけゃっ, すっいう 
ょゃぇ ゃなこさけしぇ けしすぇくぇたぇ ういゃなく ょくっゃ
くうは さっょ, しかっょ おぇすけ しすぇくぇ はしくけ, 
つっ ‶さっょしっょぇすっかしおうはす しなゃっす  くっ っ 
こけかせつうか うしおぇくうすっ けす けぉとうくしおうすっ 
しなゃっすくうちう しすぇくけゃうとぇ くぇ ぇょきうくう
しすさぇちうはすぇ くぇ おきっすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ  

‶さぇいくうちう ...

╆ぇ こっくしうけくうさぇくっすけ しう こさっい はくせぇさう 2011 ゅ. うくあ. ╂. ╋ぇさおけゃ こけかせつぇゃぇ 
けす ういこ. ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ けしけぉっくけ ちっくっく いぇ くっゅけ こけょぇさなお: 
せくうおぇかくけ しせゃっくうさくけ ういょっかうっ くぇ  ぇゃすけきぇすうつくけすけ けさなあうっ ┿╉ - 47, ゃ 
つうっすけ ゃくっょさはゃぇくっ せつぇしすゃぇ けとっ こさっい 1958 ゅ. おぇすけ くぇつぇかくうお ちった.  

]っきっえしすゃけ ╃っきうさっゃう おぇすけ きかぇょけあっくちう

]っきっえしすゃけすけ くぇ ╃うきうすなさ

╃うきうすなさ ╃っきうさっゃ



こさけういゃけょしすゃけ ゃ しすさぇくぇすぇ くぇ 
╉ぇょぇそう こけつゃぇ こけょ させしおけ さな
おけゃけょしすゃけ, くけ こけしかっ しっ こけっ
きぇ けす ぉなかゅぇさうすっ, おなき おけうすけ 
きっしすくうすっ しっ けすくぇしはかう し さっし
こっおす う いぇさぇょう しこっちうぇかくうすっ 
おぇさすう くぇ いぇっすう ゃ けさなあっえくけ
すけ こさけういゃけょしすゃけ. ′うとけ, つっ 

こなさゃけくぇつぇかくぇすぇ いぇょぇつぇ ぉうかぇ 
かうぉうえちうすっ こさけしすけ ょぇ しっ くぇせ
つぇす ょぇ うょゃぇす くぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇ 

こけ-きぇかおけ けす ゅけょうくぇ  くぇてうすっ 
しすうゅくぇかう けぉっき くぇ  こさけょせお
ちうはすぇ, こけ-ゅけかはき けす ょぇょっくけすけ 
こさっい つっすうさうすっ こさっょうてくう ゅけ

╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ こけしすなこゃぇ 
おぇすけ そさっいうしす ゃ „╆ぇゃけょ 10” けとっ 
こさっい 1958 ゅ., しかっょ せゃけかくっくう
っすけ けす おぇいぇさきぇすぇ. ‶さっょう すけゃぇ 
いぇゃなさてゃぇ おぇいぇくかなておうは きっ
たぇくけすったくうおせき „『ゃはすおけ [ぇょけえ
くけゃ” こさっい 1954 ゅ., しうかくけすけおけゃぇ 
しこっちうぇかくけしす. ]かっょ いぇとうすぇすぇ 
くぇ ょうこかけきくぇすぇ さぇぉけすぇ っ さぇい
こさっょっかっく ゃ いぇゃけょ „╊っくうく” ゃ 
′うおけかぇっゃけ, ょけ こけしすなこゃぇくっすけ 
ゃ おぇいぇさきぇすぇ こさっい けおすけきゃさう 
1955-すぇ, さぇぉけすう ゃ ╀‶[ う すさう 
きっしっちぇ ゃ „╆ぇゃけょ 10”. 

╂かぇゃっく おけくしすさせおすけさ こさっい 
1968-きぇ – ゃっつっ おぇすけ うくあっくっさ 
–きったぇくうお しこっちうぇかくけしす „‶けかう
ゅけくくう せしすぇくけゃおう” けす 〈せかしおうは 
けさなあっっく うくしすうすせす, おけけさょう
くうさぇか  せしゃけはゃぇくっすけ くぇ ぇゃすけ

きぇす „╉ぇかぇてくうおけゃ”, おぇさすっつくうちうすっ しなし しなとぇすぇ きぇさおぇ, こうしすけかっす  „╋ぇおぇさけゃ”, こせしおけゃぇすぇ すさなぉぇ こけ 
す.くぇさ.”]すさっかぇ”, いぇき.-ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 1 – 【っえくけゃけ けす 1979 ょけ 1985 ゅ., さなおけゃけょうすっか くぇ ぉなかゅぇさ
しおうすっ しこっちうぇかうしすう こさう せしゃけはゃぇくっすけ くぇ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ ╊うぉうは/1988-1992 ゅ./, ゃけょうか 
しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ ╆ぇゃけょ 5 けす 1994 ゅ. ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ しう ゃ くぇつぇかけすけ くぇ はくせぇさう 
すぇいう ゅけょうくぇ, ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ っ こけいくぇす くぇ ゃしっおう ぇさしっくぇかっち おぇすけ „ておけかぇすぇ” う „せくうゃっさしうすっすなす” くぇ 
けさなあっえくうおぇ, すけえ っ こなさゃうはす いぇゃなさてうか ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ ぉなかゅぇさしおう けさなあっえくうお けす ゅさせこぇすぇ, いぇ
きうくぇかぇ いぇ 〈せかぇ こさっい 1962-さぇ.   ╆ぇ くっゅけ ゅけゃけさはす し さっしこっおす おけかっゅう けす ぉさぇくてぇ くっ しぇきけ せ くぇし, ぇ う ゃ 
つせあぉうくぇ: けす ゅっくっさぇかぇ ょけ さっょけゃうは さぇぉけすくうお. 

′うおけゅぇ くっ っ ぉうか ういおせてっく けす こけかうすうおぇすぇ, ぉうか こぇさすうっく しっおさっすぇさ ”こけ いぇょなかあっくうっ”. ′け こさういくぇゃぇ, つっ くっ 
きせ っ ぉっいさぇいかうつくけ おぇおゃけ しすぇゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお – っょうく ゅさぇょ, ゃ おけえすけ ちっかう おゃぇさすぇかう しぇ ういゅさぇょっくう けす „┿さしっくぇか”. 
╇ おけえすけ しっゅぇ くっ っ ゃ くぇえ-ょけぉさうすっ しう ゃさっきっくぇ.

′ぇ ゃなこさけしぇ きうしかうか かう っ いぇ かうつっく ぉういくっし, けすゅけゃぇさは ぉっい しなあぇかっくうっ: ”╆ぇおなしくはた”. 
す̈つうすぇ いぇしかせゅうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ ょうさっおすけさう ╊けいぇくけゃ, ╁. 〈のさおっょあうっゃ, 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ, ╉させき 》さうしすけゃ 

う ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おけえすけ ゅけ くぇさうつぇ しゃけえ せつうすっか. ̈ す すっいう ょせきう, うくあ. ╋ぇさおけゃ, こさういくぇゃぇ, つっ っ こけかぇしおぇく. 
╇くあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ っ せくうおぇかっく しかせつぇえ – こっくしうけくうさぇ しっ くぇ 6-う はくせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ, こけつすう くぇ 

78-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす!    
[けょっく ╉けいう さけゅ, うくあ. ╋ぇさおけゃ しぇき こさういくぇゃぇ, つっ くはきぇ いぇ おぇおゃけ ょぇ しなあぇかはゃぇ: けこうすなす きせ こなすゃなさあ

ょぇゃぇ, つっ ょけぉさけすけ しっ しかせつゃぇ, とけき けぉうつぇて さぇぉけすぇすぇ しう, けぉうつぇて あうゃけすぇ う たけさぇすぇ. 
╃けおぇすけ さぇいおぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう, しっ こさうすっしくはゃぇ しぇきけ いぇ っょくけ: ”╃ぇ くっ ういかっいっ きくけゅけ たゃぇかっぉしすゃっくけ!”.  

ごÖ¢ñÖñë ゎñÜëÇó ぜíë¡Üç:

〈ぇえくぇすぇ くぇ こさけそっしうけくぇか
くうは せしこった いぇ うくあ. ╋ぇさおけゃ っ 
ゃ あうすっえしおぇすぇ そけさきせかぇ - ょぇ 
せしなゃなさてっくしすゃぇて すぇおぇ ゃしうつ
おけ, おけっすけ こさぇゃうて, つっ ょぇ さぇ
ぉけすうて し かっおけすぇ う ょぇ くはきぇ いぇ 
おぇおゃけ ょぇ すう こさぇゃはす いぇぉっかっあ
おう. ] せしきうゃおぇ しこけょっかは, つっ 
ょけ すけいう ういゃけょ しすうゅくぇか, しかっょ 
おぇすけ くっ きせ しっ しかせつうかけ ょぇ 
しぉなょくっ きっつすぇすぇ しう ょぇ しすぇくっ 
っか. すったくうお, いぇとけすけ いぇこけつくぇか 
ゃ „┿さしっくぇか” おぇすけ そさっいうしす う 
こけしかっ -  くぇしすさけえつうお う くぇ
つぇかくうお ちった こさう せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ ぇゃすけきぇす ┿╉ – 47. ╁ けくけゃぇ 
ゃさっきっ けす おさぇは くぇ 50-すっ ゅけょう
くう くぇ 20-う ゃっお ぉうかけ いぇぉさぇ
くっくけ ゃっょくぇゅぇ しかっょ しさっょくけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ ょぇ しすぇゃぇて しすせ
ょっくす. ╆ぇすけゃぇ ╋ぇさおけゃ こけつゃぇ 
いぇょけつくけすけ しう しかっょゃぇくっ ゃなゃ 
╁╋╄╇ – ]けそうは こさっい 1960 ゅ., 
ゃっつっ こさうょけぉうか けこうす ゃ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ. ╇ ょくっし しう しこけきくは 
すけつくけ ょぇすぇすぇ 23 しっこすっきゃさう 
1962 ゅ., おけはすけ, けおぇいゃぇ しっ, 
こさけきっくは あうゃけすぇ きせ. ╋けしおゃぇ, 
╊っくうくゅさぇょ, 4.5 ゅけょうくう けぉせ
つっくうっ  ゃ 〈せかしおうは けさなあっっく 
うくしすうすせす.   
╆ぇ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ „┿さしっくぇか” おぇすけ

おけくしすさせおすけさ 
こさっい 1967-きぇ

う ゅかぇゃっく おけくしすさせおすけさ ゃ ╆ぇ
ゃけょ 1 くぇ ¨‶‶ „《さうょさうた ╄く
ゅっかし”.
‶けしかっ ゃしうつおけ すさなゅゃぇ おぇすけ ゃ 
こさうおぇいおうすっ: けとっ こさっい 1970-
すぇ しすぇゃぇ いぇき.-ょうさっおすけさ こけ 
すったくうつっしおうすっ う こさけういゃけょ
しすゃっくうすっ ゃなこさけしう くぇ ╆ぇゃけょ 
1. ‶けきくう し すけつくけしす ょけ きう
おさけく ぇぉしけかのすくけ ゃしうつおけ けす 
こさけそっしうけくぇかくけすけ しう CV: 
こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ いぇゃけょぇ 
くぇ こかけとぇょおぇすぇ ょけ 【っえくけゃけ, 
しすぇくぇかけ こけ こさけっおす くぇ ′╇〈╇, 
╆ぇゃけょ 1 う „]なのい ╋ぇてこさけっおす”, 
しすさけうかう ゅけ すさせょけゃう ゃけえしおう... 
‶けゃっつっすけ ぇさしっくぇかちう しう ゅけ 
しこけきくはす うきっくくけ けす すうは ゅけ

ょうくう, おけゅぇすけ しっ せしゃけはゃぇす う 
くけゃうすっ こさけういゃけょしすゃぇ. ╉ぇおすけ 
しぇき ╋ぇさおけゃ しこけょっかは: ”╉ぇおゃけ 
かう くっ しなき せしゃけはゃぇか けす ょくって
くうすっ ういょっかうは – きぇえ しぇきけ こさう 
こせしおぇくっすけ くぇ ゅぇせぉうちうすっ くっ 
しなき せつぇしすゃぇか”. ‶さけおぇさゃぇくっ
すけ くぇ くけゃけ こさけういゃけょしすゃけ くっ 
っ かっしくぇ さぇぉけすぇ, くけ しこけさっょ 
╋ぇさおけゃ: ”╁うくぇゅう しきっ くぇきう
さぇかう ういたけょ けす おさうすうつくう しう
すせぇちうう”. ′っ おさうっ, つっ さぇぉけすぇ
すぇ くうおけゅぇ くっ きせ っ すっあぇかぇ, つっ 
っ さぇぉけすうか し きくけゅけ あっかぇくうっ, 
し きくけゅけ かのぉけゃ. ′っ おさうっ: 

„¨ぉうつぇき „┿さしっくぇか”! 
¨すゅけゃけさくけしすうすっ こさっい ちは
かけすけ ゃさっきっ こけしさっとぇ すぇおぇ: 
けとっ おぇすけ こなすせゃぇ おなき „┿さ
しっくぇか”, しう こかぇくうさぇ ちっかうは 
ょっく, こけしかっ いぇょなかあうすっかくけ 
きうくぇゃぇ こさっい きけくすぇあくうは 
ちった, こさっい きったぇくうつくうは, おけ
きっくすうさぇ し さぇぉけすくうちうすっ う 
っょゃぇ しかっょ すけゃぇ し すったくうすっ 
さなおけゃけょうすっかう: ”]こさぇゃはか 
しなき しっ, ぉっい ょぇ せしっとぇき こさけ
ぉかっきう”. ]すけすうちう しぇ ぉうかう 
くぇこさっゅくぇすうすっ しうすせぇちうう こけ 
ういこなかくっくうっすけ くぇ ゅけかっきうすっ 
こかぇくけゃっ: ”╇きぇかけ っ ょくう し 
くっけゅさぇくうつっくけ さぇぉけすくけ ゃさっ
きっ, くっ けぉうつぇた ょぇ いぇょなさあぇき 
さぇぉけすくうちうすっ, くけ こけくはおけゅぇ 
しきっ しすけはかう う ょっくけくけとうは”. 
╃け さぇぉけすくうちうすっ しすけはか おけか
おけすけ ぉかういけ, すけかおけゃぇ う ょぇ
かっつ – ぉかういけ, おけゅぇすけ うきぇす 
こさけぉかっきう う ょぇかっつ, おけゅぇすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ ういこなかくはゃぇす しかせ
あっぉくうすっ しう いぇょなかあっくうは. 
〈ぇいう しうすせぇちうは くっ こさうすっし
くはゃぇかぇ たけさぇすぇ ょぇ ゅけ すなさしはす 
いぇ ゃしはおぇおゃぇ こけきけと, ╋ぇさおけゃ 
ょけさう しっ てっゅせゃぇか し すはた: ”╄え, 
ょぇ くっ しなき ゃう けしうくけゃうか...”.      

289 ょせてう ぉうかう „こけょ 
おさうかけすけ” くぇ うくあ. 
╋ぇさおけゃ ゃ ╊うぉうは

〉しゃけはゃぇくっすけ くぇ しこっちうぇかくけすけ 

ょうくう, しこけきくは しう さなおけゃけょう
すっかはす くぇ しこっちうぇかくぇすぇ きうしうは 
うくあ. ╋ぇさおけゃ.
„╊うぉうえちうすっ しぇ けしけぉっく くぇさけょ, 
さぇぉけかっこくう こさっょ くぇつぇかくうちう
すっ, くけ し すはた ゃうくぇゅう すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ ゃくうきぇゃぇ し ょけゃっさうっすけ! 
′け くうおけゅぇ くっ しなき うきぇか こさけ
ぉかっきう”. ╀なかゅぇさうすっ すっ ちっくっかう 
こけゃっつっ う けす させしくぇちうすっ. ╋けあっ 
ぉう, いぇとけすけ うきぇかけ う すぇおうゃぇ 
しかせつぇう – うくあ.╋ぇさおけゃ かうつくけ 
しっ こけゅさうあうか う こさけこなすせゃぇか 
いぇっょくけ し っょくぇ さぇいすさっゃけあっくぇ 
ぉぇぉぇ 170 おき, いぇ ょぇ こさうぉっさっ 
ゃくせつっすけ う けす せつうかうとっ.
╋ぇさおけゃ しっ けこさぇゃはか ょけぉさっ う 
し けとっ 300 ゃうっすくぇきちう, おけうすけ 
しなとけ さなおけゃけょうか ゃ ╊うぉうは.  
[ぇぉけすぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” しなし しう
ゅせさくけしす くぇこさぇゃうかぇ あうゃけすぇ 
くぇ うくあ. ╋ぇさおけゃ せくうおぇかっく 
– ゃ ぇさたうゃうすっ きせ しっ くぇきうさぇす 
いぇこっつぇすぇくう きうゅけゃっ けす しさっとう 
ゃ ╇くょうは, ╇いさぇっか /1994-すぇ 
– „しすぇくぇた たぇょあうは ゃなゃ ╁う
すかっっき”/, しくうきおぇ いぇ しこけきっく 
こさっょ こぇきっすくうおぇ くぇ ╋うおかせ
たけ- ╋ぇおかぇえ ゃ 〈ぇくいぇくうは, ゃ 
ぉうけゅさぇそうはすぇ きせ けしすぇゃぇす う 

きくけゅけ かうつくう しさっとう しなし 
しぇきうは ╉ぇかぇてくうおけゃ.

‶けしかっょくぇすぇ ぉうかぇ ゃ ]かけゃっくうは 
– „‶さぇすうたぇ きっ ょぇ ゅけ  こさっ
おなしゃぇき, つっ しすぇくぇ くっせきっしすくけ 

こさっょ ょけきぇおうくうすっ ょぇ こさけょなか
あぇゃぇ ょぇ  ゅけゃけさう おぇお ╀なかゅぇ
さうは こさぇゃう くぇえ-ょけぉさうは „╉ぇ

かぇてくうおけゃ”. ╋くけゅけ こさうはすっく 
つけゃっお”, しこけきくは しう うくあ.╋ぇさ
おけゃ いぇ いくぇきっくうすうは おけくしすさせお
すけさ, おけゅけすけ しぇ こけしさっとぇかう う ゃ 

„┿さしっくぇか”.    
╆ぇ ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ かうつくうはす 
あうゃけす ゃなさゃう くはおぇお ゃっょくけ し 
こさけそっしうけくぇかくうは, ゃはさくけ, つっ 
おけゅぇすけ しっ さぇあょぇ しうくなす きせ, 
すさせょくけ くぇきうさぇ こけゃっつっ ゃさっきっ 
いぇ ぉけかくうちぇすぇ, いぇとけすけ さぇぉけすぇ
すぇ くっ つぇおぇ. ′け きせ こさけとぇゃぇす. 

]っきっえしすゃけすけ しっ 
しなぉうさぇ こけくっ 

ゃっょくなあ しっょきうつくけ.
╂けさょっっ しっ し くっゅけ, くうとけ, つっ 
くうおけえ くっ っ くぇしかっょうか けさな
あっえくうつっしおぇすぇ こさけそっしうは – 
ょなとっさはすぇ けす こなさゃうは ぉさぇお 
ぇさた.╁うけかっすぇ ╀ぇおせくうくぇ っ 
こけいくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ 
せしこってっく う すなさしっく こさけそっ
しうけくぇかうしす, しうくなす うき し 『ぇく
おぇ – ╂っけさゅう ╂. ╋ぇさおけゃ っ たう
ょさけうくあっくっさ. ╇ ゃくせおなす せつう 
ぇさたうすっおすせさぇ, ゃくせつおぇすぇ – ゃ 
]すけこぇくしおうは そぇおせかすっす くぇ ]〉. 
╇ くぇ こさぇいくうちうすっ しぇ ゃうくぇゅう 
いぇっょくけ – こぇいう しっ すさぇょうちうは
すぇ くぇ さけょぇ けす し. ╁うょっく – „けす 
ぉぇとぇ きう しなき くぇせつっく くぇ  ╂っさ
ゅぬけゃょっく ょぇ しっ しなぉうさぇきっ こけょ 
ぇしきぇすぇ くぇ こっつっくけ ぇゅくっ”. ╇ 
すぇいう ゅけょうくぇ とっ っ すぇおぇ. ╂っさ
ゅぬけゃょっく ╋ぇさおけゃ くうおけゅぇ くっ っ 
こさけこせしおぇか. 

╃けさう ╂っさゅぬけゃょっく ゃ 
╊うぉうは! 

[せしくぇちうすっ ゃ 〈せかぇ こなお しっ つせょっ
かう いぇとけ くっ けしすぇゃはきっ ぇゅくっすぇすぇ 
ょぇ こけくぇすさせこぇす こけゃっつおけ きっしけ, 
ぇ ゅう あっさすゃぇきっ けとっ くぇこさけかっす.
╇いけぉとけ, しぉうさおうすっ し ぉかうい
おう う こさうはすっかう しぇ けしけぉっくけ 
ちっくくう いぇ うくあ.╋ぇさおけゃ, おけえ
すけ ゃしっ くっ きけあっ ょぇ こさうっきっ 
そぇおすぇ, つっ ょくってくけすけ ゃさっきっ 
„こさぇゃう こぇさうすっ こけ-ちっくくう けす 
あうゃけすぇ, ぇ  たけさぇすぇ - たけさぇ 
ぉっい こさうはすっかしすゃぇ”. ′け すけえ 
くっ っ けす すはた. ‶けょょなさあぇ 
きくけゅけ おけくすぇおすう. ╁っょくなあ 
きっしっつくけ し こさうはすっかう /くっ 
しぇきけ こっくしうけくっさう!/ けすうゃぇす 
ゃ くはおけっ いぇゃっょっくうっ, くけ いぇ
しっゅぇ くっ たけょう ゃ ╉かせぉぇ くぇ 
こっくしうけくっさぇ. ╇くあ. ╋ぇさおけゃ 
くっ しっ つせゃしすゃぇ こっくしうけくう
さぇく, こさけしすけ ゅけ せつせょゃぇ, 
つっ きせ ょぇゃぇす こぇさう, ぉっい 
ょぇ さぇぉけすう. ′はきぇ たけぉう, 
くけ ゃうくぇゅう くぇきうさぇ おぇおゃけ 
ょぇ こさぇゃう. ╇ きせ っ ゃっょさけ: 
”╅うゃけすなす きう っ うくすっさっしっく. 
′っ こけきくは くはおけゅぇ ょぇ しなき 
ぉうか さぇいけつぇさけゃぇく”.
╁ ょくってくうは ょっく くっ たぇさっしゃぇ 
ょけしすぇすなつくけ こけかうすうちうすっ, しきは
すぇ, つっ ゃしうつおう すっ うきぇす こさうくけし 
いぇ おさういぇすぇ ゃ しこっちうぇかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
こさったけょぇ. ╃くっし くっ きせ ょけこぇょぇ 
う けとっ くっとけ – くけゃうすっ こけおけかっ
くうは しはおぇて くっ うしおぇす ょぇ しっ せつぇす 
ょけしすぇすなつくけ ゃ こさけそっしうはすぇ, くっ 
ちっかはす せしなゃなさてっくしすゃぇくっ...
¨ぉぇつっ, うくあっくっさ ╂っけさゅう ╋ぇさ
おけゃ っ しうゅせさっく ゃ っょくけ: こけいう
ちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ けす 15 
ゅけょうくう くぇしぇき しっ ゃないゃさなとぇ. ╇ 
けとっ – ╉ぇいぇくかなお くっ きけあっ ぉっい 
„┿さしっくぇか”.

╃うぇくぇ [┿╋′┿╊╇╄╁┿
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〈けえ すさせょくけ しっ さぇいかうつぇゃぇ けす しせ-
すさってくぇすぇ くぇゃぇかうちぇ, おけはすけ こさっ-
こなかゃぇ こけさすぇかうすっ くぇ „┿さしっくぇか”. 
‶けくっ くぇ こさなゃ こけゅかっょ ういゅかっあょぇ 
しゃうす, くはおぇお こかぇた こさう おけくすぇおす う 
かっおけ しすっしくうすっかっく. ]かっょ ょっしっす-
きうくせすっく さぇいゅけゃけさ し くっゅけ, けぉぇつっ, 
さぇいぉうさぇて, つっ しう うきぇて さぇぉけすぇ 
し すゃなさょ ╉けいうさけゅ,  こっしすっかうゃ くぇ 
ょせきう, くけ すけつっく ゃ ういおぇいぇ, きなあ, 
おけえすけ いくぇっ ちっくぇすぇ しう. ′っ くぇぉうゃぇ 
くぇ けつう ぇきぉうちううすっ しう, くけ っ 
′ぇ  ゃなくてっく ゃうょ ょけさう けこさけゃっさ-
ゅぇゃぇ うくぇつっ しうきこぇすうつくうすっ しう 35 
ゅけょうくう. 〈ゃなさょっ きかぇょけかうお , いぇ ょぇ 
こけゃはさゃぇて,  つっ ょけさう っ ぉぇとぇ くぇ 
ょゃっ こさっおさぇしくう きけきうつっすぇ – 6-ゅけ-
ょうてくぇすぇ ╁ぇかっくすうくぇ う 2-きっしっつ-
くぇすぇ ]すっそぇくう. 
╁なこさっおう  きかぇょっあおうは しう , こけつすう 
きけきつっておう, ゃうょ  ╃うきうすなさ ]すっそぇ-
くけゃ  ╃っきうさっゃ ゃっつっ うきぇ しゃけうすっ 
すさう きうくせすう しかぇゃぇ. ╁ しかせつぇは - 
ちっかう 12 きっしっちぇ, おけゅぇすけ くっゅけゃうはす 
こけさすさっす っ ぉうか  つぇしす けす ゃないさけょっ-
くぇすぇ けす くぇしすけはとけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
くぇ  „┿さしっくぇか” そうさきっくぇ ┿かっは 
くぇ しかぇゃぇすぇ. „ ′ぇてぇすぇ ゅけさょけしす”, 
おぇおすけ しう は くぇさうつぇす ぇさしっくぇかちう, 
おなょっすけ ゃしっおう すぇえくけ しう きっつすぇっ 
ょぇ ぉなょっ. ╋うすおけ ╃っきうさっゃ, おぇおすけ 
ゅけ いくぇはす おけかっゅうすっ きせ, こけこぇょぇ ゃ  
いぇこぇいっくぇすぇ すっさうすけさうは  いぇ ぇさしっ-
くぇかしおぇ ゅけさょけしす, こさっこけさなつぇく けす 

ぉうゃてうは しう くぇつぇかくうお- うくあ. ╇ゃぇく 
╉ぇさぇっくっゃ. 
╉けゅぇすけ こさっょう すさう ゅけょうくう  ぇおけし-
すうさぇ  いぇ ゃすけさう こなす ゃ „┿さしっくぇか”, 
しかっょ こっすゅけょうてくぇ さぇぉけすぇ こさっょう 
すけゃぇ ゃ つぇしすくぇ そうさきぇ, しっ ゃさなとぇ 
し はしくけすけ しないくぇくうっ, つっ すせお  きせ っ 
きはしすけすけ.  ╋かぇょうはす くぇしすさけえつうお 
しないくぇすっかくけ ういぉうさぇ ょぇ さぇぉけすう 
ゃ っょうく けす くぇえ-くけゃうすっ う こっさし-

 Ðàáîòëèâè ñìå, íî æèâååì çëå, çàùîòî ñìå òàðèêàòè
 がó½óöéë がñ½óëñç:

こっおすうゃくう ちったけゃっ くぇ „┿さしっくぇか” 
– 400 くぇ いぇゃけょ 1, おなょっすけ  くぇつぇか-
くうお っ うくあ. ╇さうくぇ ╃けぉさっゃぇ.
 „》ぇさっしゃぇてっ きう ゃないきけあくけしすすぇ  
ょぇ さぇぉけすは  し きかぇょう  たけさぇ,  こっさし-
こっおすうゃくぇすぇ う  うくすっさっしくぇ さぇぉけすぇ. 
╃けえょけた すせお し あっかぇくうっ う すけ くっ きっ  
っ くぇこせしおぇかけ ょけしっゅぇ”, こさういくぇゃぇ 
╃うきうすなさ. 
〈ゃなさょう, つっ いぇ ょぇ っ ょけゃけかっく っょうく 
つけゃっお けす  すけゃぇ, おけっすけ さぇぉけすう, 
しぇ くせあくう すさう くっとぇ: ょぇ ゃうあょぇ 
こっさしこっおすうゃぇ ゃ いぇくうきぇくうっすけ しう, 
こぇさうすっ  けす さぇぉけすぇすぇ ょぇ すう くけしはす 
せょけゃかっすゃけさっくうっ う ょぇ しぇ こさう-
かうつくう う ょぇ すう っ うくすっさっしくけ すけゃぇ, 
おけっすけ さぇぉけすうて. ╃ぇ うきぇて しなさちっ 
う すぇかぇくす いぇ くっゅけ. 
╋かぇょうはす すぇすおけ くっ  おさうっ,  つっ っ ょけ-
ゃけかっく けす さぇぉけすぇ しう. ╉ぇすけ  こけゃっ-
つっすけ ぉなかゅぇさう う すけえ うきぇ しけかうょっく 
おさっょうす, くけ くぇ っすぇこぇ しっ しこさぇゃは.  
′ぇ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ くぇきうさぇ 
さぇいぉうさぇくっ, うきぇ  こさうはすっかう, ょけさう 
すぇおうゃぇ いぇ たけぉうすけ きせ – さうぉけかけ-
ゃなす,  う ゃうあょぇ こっさしこっおすうゃぇ いぇ 
しっぉっ しう. 
╋ぇおぇさ すぇえくけ ょぇ しっ くぇょはゃぇ っょうく 
ょっく, おけゅぇすけ きせ こぇょくぇす こぇさう う 
くぇょゃうっ くぇ きぇしさぇそぇ しう, くっとけ, 
おけっすけ くっ しこけたけあょぇ  かっしくけ たけさぇ-
すぇ, ょぇ こけきうしかう う いぇ くっとけ しゃけっ. 
]ぇきけつせゃしすゃうっすけ きせ うょゃぇ けしくけゃ-
くけ けす そぇおすぇ, つっ  っ すさせょけかのぉうゃ 

う くぇせつっく ょぇ さぇぉけすう. ′ぇ „ すう” っ 
し こさうおぇいおぇすぇ いぇ くっゃけかはすぇ. ╋ぇ-
おぇさ ょぇ こさういくぇゃぇ, つっ  っ しさっとぇか  
う たけさぇ, おけうすけ  こさけしすけ たけょはす くぇ 
さぇぉけすぇ う すぇおうゃぇ, おけうすけ さぇぉけすはす.  
╇しすうくしおぇ こけつせょぇ ゃ  くっゅけ ぉせょはす  
っおいっきこかはさう, おけうすけ ゃおなとう しっ 
しおなしゃぇす けす さぇぉけすぇ, ぇ ゃ いぇゃけょぇ  
すなさしはす くぇつうくう ょぇ きうくぇす きっすなさ. 
′ぇ ゃなこさけしぇ „[ぇぉけすかうゃ かう っ ぇさ-

しっくぇかっちなす?” けすゅけゃぇさは こけ そう-
かけしけそしおう:  „╁ くぇてうは ちった うきぇ 
きくけゅけ さぇぉけすかうゃう おけかっゅう, うくぇつっ 
くぇゃしはおなょっ  うきぇ たけさぇ, おけうすけ たけ-
ょはす くぇ さぇぉけすぇ う ょさせゅう, おけうすけ たけ-
ょはす ょぇ さぇぉけすはす”. 
′っ おさうっ, つっ たぇさっしゃぇ さけょくうは しう 
╉ぇいぇくかなお う いぇすけゃぇ  こさっょう ゅけ-
ょうくう, ょけおぇすけ せつうか ゃうしてっ ゃ ′けゃ 
ぉなかゅぇさしおう せくうゃっさしうすっす  ゃ ]け-
そうは, さってうか, つっ すせお とっ しないょぇゃぇ 
しっきっえしすゃけ. 》ぇさっしゃぇ しこけおけえしすゃう-
っすけ くぇ  ゅさぇょぇ う かっしくぇすぇ ゃないきけあ-
くけしす ゃうくぇゅう, おけゅぇすけ さってう, ょぇ しっ 
ゃさなとぇ ぉなさいけ こさう おけさっくうすっ くぇ 

さけょぇすぇ しう - こけ きぇえつうくぇ かうくうは 
‶ぇゃっかぉぇくしおけすけ しっかけ ╁うょっく, ぇ こけ 
ぉぇとうくぇ - 〈なさくうつぇくっ. 
 ′ぇきうさぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ しこけおけっく 
ゅさぇょ, ゃ おけえすけ きけあって ょぇ うきぇて 
う ょけぉさう こさうはすっかう. ╉けゅぇすけ うきぇ 
ゃないきけあくけしす, けすこせしおぇ しさっょ すはた 
うかう くぇ さうぉけかけゃ. ╂けさょっっ しっ し 
すさけそっは しう - すさうおうかけゅさぇきけゃ てぇ-
さぇく. ¨すゃなょ しっいけくぇ いぇ さうぉけかけゃ 
こけくはおけゅぇ こさうしはょぇ くぇょ しこうしぇくうっ 
いぇ ぇゃすけきけぉうかう うかう しかせてぇ さけお. 
╊のぉうきぇすぇ きせ きせいうおぇ. ‶なさゃっく-
しすゃけすけ ゃ こさうけさうすっすうすっ きせ, けぉぇ-
つっ,  しぇ ょゃっすっ ょなとっさう う しなこさせ-
ゅぇすぇ  ╉さうしすうくぇ - ょっかう ゃさっきっすけ 
しう きっあょせ すはた う ょゃっすっ しきっくう, くぇ 
おけうすけ さぇぉけすう.  ] ╉さうしぇ しぇ いぇっょ-
くけ けす 6 ゅけょうくう. ╊のぉけゃすぇ しなぉうさぇ 
しこっちぇ こけ  うおけくけきうおぇ う うくあっくっ-
さぇ こけ っかっおすさけくうおぇ.
′ぇしすさけえつうおなす けす ちった 400 くぇ いぇ-
ゃけょ 1  っ しさっょ  しすけすうちうすっ こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ  ぇさしっくぇかしおうすっ 
„ょうくぇしすうう”- ちっかう そぇきうかうう う 
さけょけゃっ,  こけおけかっくうは, ういゃなさゃっ-
かう すさせょけゃうは しう こなす うきっくくけ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ.  ╁ くはおけゅぇてくぇすぇ 

そぇぉさうおぇ ょなかゅう ゅけょうくう ゃ いぇゃけょ 
3 さぇぉけすう  う くっゅけゃうはす ょはょけ ╃うきう-
すなさ. ]っゅぇ すせお さぇぉけすう きぇえおぇすぇ くぇ 
くぇしすさけえつうおぇ - ╁っしおぇ ╃っきうさっゃぇ, 
おけはすけ っ しつっすけゃけょうすっか ゃ いぇゃけょ 
1. ]ぇきけ ぉぇとぇ きせ ]すっそぇく っ しさっょ 
ういおかのつっくうはすぇ, くけ いぇ しきっすおぇ くぇ 
すけゃぇ  っ ゃうょっく  ぉうゃて しかせあうすっか 
くぇ ′╇〈╇, おなょっすけ ょけさう  こけかせつぇゃぇ 
かうつくけ けす くはおけゅぇてくうは ぇさきっえしおう 
ゅっくっさぇか ╃けぉさう ╃あせさけゃ けさょっく  う 
つぇしけゃくうお おぇすけ こけょぇさなお. 
¨すおぇおすけ っ ゃ „┿さしっくぇか”,  ╃うきう-
すなさ  ╃っきうさっゃ っ たけょうか くはおけかおけ 
こなすう くぇ こけつうゃおぇ.  ╃けさう しっ っ ゃない-

こけかいゃぇか けす こさぇゃけすけ しう くぇ っょくぇ 
しっょきうちぇ ぉっいこかぇすくけ きけさっ いぇっょくけ 
しなし しっきっえしすゃけすけ - こさうゃうかっゅうは, 
おけはすけ っょうくしすゃっくけ ぇさしっくぇかちう 
うきぇす. „〈ぇいう ゅけょうくぇ, けぉぇつっ, こけ 
さぇいぉうさぇっきう ぉっぉっておう こさうつうくう, 
きけあっ う ょぇ くっ しすうゅくっき ょけ きけさっ-
すけ”,  こさういくぇゃぇ きかぇょうはす すぇすおけ, くぇ 
おけえすけ きせ こさっょしすけう  こさっい かはすけすけ 
う けとっ くっとけ ゃぇあくけ: ょぇ おさなしすう 
ょゃっすっ しう ょなとっさう. 
]っきっえしすゃけすけ ゃしっ けとっ くっ っ うい-
ぉさぇかけ おさなしすくうちう , くけ こなお いぇ 
たせぉぇゃうすっ くっとぇ ゃうくぇゅう うきぇ ょけし-
すぇすなつくけ こけょたけょはとう たけさぇ,  しこけ-
ょっかは きかぇょうはす すぇすおけ. 
¨すゃなょ ぇさしっくぇかしおけすけ しう っあっょくっ-
ゃうっ ╃うきうすなさ くっ おさうっ, つっ ぉう うし-
おぇか っょうく ょっく ょぇ きけあっ ょぇ こけしっすう 
┿きっさうおぇ.  ╃けしっゅぇ くっ っ くぇこせしおぇか 
しすさぇくぇすぇ くう. ′け ゃっょくぇゅぇ せすけつくは-
ゃぇ - おぇすけ っおしおせさいうぇくす. 〈ぇき けす 12 
ゅけょうくう あうゃっっ くっゅけゃうはす こけ-ゅけかはき 
ぉさぇす いぇっょくけ しなし しっきっえしすゃけすけ しう. 
„╇しおぇき  ょぇ けすうょぇ う ょぇ ゃうょは, くっ 
しなき っきうゅさぇくす こけ ょせてぇ”, すゃなさょう 
きかぇょぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ しきはくぇ ╋う-
すおけ ╃っきうさっゃ.  

╀っい ういかうてっく こぇすけし う きくけゅけ うし-
おさっくけ, くはおけゅぇてくうはす ゃないこうすぇくうお 
くぇ すさぇくしこけさすくけすけ せつうかうとっ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお しこけょっかは, つっ  ぉなかゅぇさうくなす 
っ さぇぉけすかうゃ, くけ ゃなこさっおう すけゃぇ あう-
ゃっっ いかっ. ‶さうつうくぇすぇ いぇ すけゃぇ すけえ 
くぇきうさぇ ゃ うしおけくくうは くう すぇさうおぇ-
すかなお う ゃ あっかぇくうっすけ くう  ゃいぇうきくけ 
ょぇ しっ くぇょかなゅゃぇきっ. ‶さけぉかっきなす くぇ 
きかぇょうすっ ぉなかゅぇさう  すせお すけえ ゃうあょぇ 
ゃ かうこしぇすぇ くぇ こっさしこっおすうゃぇ う くぇ-
ょっあょぇ, くけ  すけつくけ いぇとけすけ くぇょっあ-
ょぇすぇ せきうさぇ こけしかっょくぇ, ╃うきうすなさ 
くっ っ こさけこせしおぇか ういぉけさう. ╋ぇおぇさ 
たけさぇすぇ, いぇ おけうすけ っ ゅかぇしせゃぇか, ょぇ  
しぇ ゅけ さぇいけつぇさけゃぇかう.
╇ すぇいう ゅけょうくぇ こぇお しっ  おぇくう ょぇ 
ゅかぇしせゃぇ. ′っ おさうっ, つっ  うしおぇ ょぇ 
ゃうょう ╉ぇいぇくかなお おさぇしうゃ う しこさっす-
くぇす ゅさぇょ, ぇおけ きけあっ う ぉっい ょせこおう 
こけ こなすうとぇすぇ. ] こけゃっつっ いっかっくう-
くぇ う し こけゃっつっ さぇぉけすっとう そうさきう. 
„╀けゅぇす う せしこはか つけゃっお, おけえすけ 
ゃっつっ くはおなょっ くっとけ っ くぇこさぇゃうか, 
すさはぉゃぇ ょぇ せこさぇゃかはゃぇ  ゅさぇょう 
くう”, しつうすぇ きかぇょうはす くぇしすさけえつうお. 
╇ おぇすけ しゃけは さっちっこすぇ, いぇ  ょぇ くっ 
ぉはゅぇす きかぇょうすっ たけさぇ けすすせお, こさっょ-
かぇゅぇ: さぇぉけすっとう いぇゃけょう う ょけぉさう 
ょけたけょう. 
 ′っ けす しせっゃっさうっ, ぇ いぇとけすけ  っ 
せぉっょっく, つっ くぇえ- ょけぉさけすけ こさっょ-
しすけう,  こさういくぇゃぇ, つっ くっ こさぇゃう 
こかぇくけゃっ いぇ ょゃっすっ しう ょなとっさう. 
╇しおぇ こさけしすけ ょぇ しすぇくぇす ょけぉさう う 
すさせょけかのぉうゃう  たけさぇ. 
 ] すぇいう くぇょっあょぇ  きかぇょうはす くぇ-
しすさけえつうお けす いぇゃけょ 1  こけっきぇ ゃ  
こけさっょくぇすぇ しう  しきはくぇ.  ╉なょっすけ 
ゃしっおう ょっく っ さぇいかうつっく.  ] あっかぇ-
くうっすけ う すけえ ょぇ けしすぇゃう しゃけえ おぇ-
つっしすゃっく う こけかいけすゃけさっく けすこっつぇ-
すなお ゃ くっゅけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶けしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 19-すう 
ぇこさうか こさうおかのつう こさっあょっゃさっきっく-
くけ, しかっょ おぇすけ 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 さな-
おけゃけょうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” うくあ. ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ ゃ しゃけっ ういおぇいゃぇくっ 
しうゅくぇかういうさぇ いぇ かうこしぇすぇ くぇ おゃけ-
させき. ╂けかはきぇ つぇしす けす しなゃっすくうちうすっ 
ういかはいけたぇ けす いぇかぇすぇ しかっょ ぉかういけ 
ょゃせつぇしけゃけすけ ぉせさくけ  けぉしなあょぇくっ くぇ 
ょくっゃくうは さっょ う こうすぇくうはすぇ こけ ぇおすせ-
ぇかくう ゃなこさけしう おなき おきっすぇ くぇ けぉとう-
くぇすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ.
′ぇ 19-すう ぇこさうか しなゃっすくうちうすっ 

ういおぇさぇたぇ しっしうはすぇ くぇこけかけゃうくぇ
╆ぇ しかっょゃぇとけ いぇしっょぇくうっ けしすぇくぇ 
う ゅかぇしせゃぇくっすけ くぇ さぇいさぇぉけすっく けす 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさけっおす いぇ うい-
ゅさぇあょぇくっ くぇ すさう ちっくすなさぇ いぇ くぇし-
すぇくはゃぇくっ けす しっきっっく すうこ う っょくけ 
いぇとうすっくけ あうかうとっ. ‶さけっおすなす 
こさっょゃうあょぇ すけゃぇ ょぇ しっ しかせつう し ぉっい-
ゃないきっいょくぇ こけきけと けす ぉかういけ 2 きかく. 
500 たうか. かゃ. けす こさけゅさぇきぇ „[っゅうけ-
くぇかくけ さぇいゃうすうっ” くぇ ╄ゃさけこっえしおうは 
しなのい. ]さっょしすゃぇすぇ しっ けすこせしおぇす いぇ 
ょっうくしすうすせちうけくぇかういぇちうは くぇ しけちう-
ぇかくうすっ ょけきけゃっ し うょっはすぇ -  くせあょぇ-
っとうすっ しっ けす すはた ょぇ あうゃっはす ゃ せしかけ-
ゃうは, ぉかういおう ょけ ょけきぇてくうすっ.
‶さっょう ょぇ ぉなょっ いぇおさうすぇ しっしうはすぇ, 
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しなゃっすくうちうすっ せしこはたぇ ょぇ こさうっき-
ぇす さぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ こぇさうすっ 
けす しせぉしうょうはすぇ いぇ つうすぇかうとぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお う 19-すっ くぇしっかっくう きっし-
すぇ ゃ けぉとうくぇすぇ. 5 776 かゃ. しすさせゃぇ 
ういょさなあおぇすぇ くぇ ゃしはおけ しせぉしうょうさぇ-
くけ さぇぉけすくけ きはしすけ ゃ つうすぇかうとぇすぇ. 
¨ぉとけ つうすぇかうとぇすぇ ゃ さっゅうけくぇ いぇ 
2011 ゅ. とっ こけかせつぇす 488 976 かゃ. 
けす ょなさあぇゃぇすぇ う 50 たうかはょう かっゃぇ けす 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 213 712 かゃ. とっ 
こけかいゃぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ つうすぇかうとっ 
– ′』 „╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, „╁ない-
さけょっくぇ ╇しおさぇ” こけかせつぇゃぇ 23 104 
かゃ., „╅ぇさ” – 11 552 かゃ., すせさしおけすけ 
つうすぇかうとっ „‶さけゅさっし 2004” – 5 776 
かゃ. 』うすぇかうとぇすぇ ゃ 【うこおぇ, ╄くうくぇ 
う ¨ゃけとくうお うきぇす こけ 17 328 かゃ., ゃ 
【っえくけゃけ う ╀せいけゃゅさぇょ – こけ 11 552 
かゃ., ゃ ╉けこさうくおぇ – 14 440 かゃ., ╂けさ-
くけ ╇いゃけさけゃけ, ╂けさくけ 』っさおけゃうとっ, 
[なあっくぇ う ]さっょくけゅけさけゃけ, おなょっすけ 
さぇぉけすう こけ っょうく つけゃっお – 5 776 かゃ.
¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
せょなかあう しさけおぇ いぇ ょけおかぇょぇ くぇ  ╁さっ-
きっくくぇすぇ おけきうしうは こけ こさけゃっさおぇ くぇ 
けぉとうくしおうすっ おけくおせさしう う ょけゅけゃけさう 
し こさっょしっょぇすっか ╆ぇたぇさう ╃ぇしおぇかけゃ 
けす ╀]‶. ╉けきうしうはすぇ ゃくっしっ くぇ 19-すう 
ぇこさうか ゃすけさうは しう ょけおかぇょ, こさけゃっさ-
おぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ. ‶け こさっょかけあっ-
くうっ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, 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” ┿╃   うくあ. ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
しなしすぇゃなす くぇ おけきうしうはすぇ とっ ぉなょっ 
けぉくけゃっく くぇ しかっょゃぇとけ いぇしっょぇくうっ, 
すぇおぇ つっ ゃ くっは ょぇ ゃかはいぇす しこっちうぇ-
かうしすう - しすさけうすっかくう うくあっくっさう, 
のさうしすう う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ こけゃっ-
つっ こけかうすうつっしおう ゅさせこう けす きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす. ¨すかぇゅぇくっすけ くぇ さってっ-
くうっすけ こけ すけつおぇすぇ ぉっ きけすうゃうさぇくけ う 
けす けしすぇくぇかうすっ つかっくけゃっ くぇ ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” – 『ゃっすぇく 
【うおけゃ, さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっ-
くうっ „‶さけっおすうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う 
しすさけうすっかしすゃけ” ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃  う 
ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╃う-
さっおちうは „〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇ-
ちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ” ゃ „┿さしっくぇか” 
┿╃, おけえすけ ういさぇいう しなきくっくうっ ゃ すけつ-
くけしすすぇ くぇ ちうそさうすっ けす こけしかっょくうは 
ょけおかぇょ くぇ おけきうしうはすぇ う くぇしすけは いぇ 
ょけこなかくうすっかくう せすけつくっくうは. 
¨ぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう こせしくぇたぇ 
けすょぇゃぇくっすけ こけょ くぇっき くぇ こぇゃうかうけく 
ゃ せつうかうとっ „¨すっち ‶ぇうしうえ” う  3 ょおぇ 
いっきっょっかしおぇ いっきは おさぇえ ╉けこさうくおぇ. 
╀はたぇ けょけぉさっくう こさっょかけあっくうすっ 
けす ¨ぉとうくぇすぇ こさけょぇあぉう くぇ いっきっ-
ょっかしおぇ いっきは ゃ ╉さなく  う [なあっくぇ, 
くけ こけゃっつっすけ すけつおう いぇ こさけょぇあぉう 
う すなさゅけゃっ こけょ くぇっき けしすぇくぇたぇ 
ぉっい さってっくうは, いぇさぇょう かうこしぇ くぇ 
ょけしすぇすなつくけ ゅかぇしけゃっ こさう ゅかぇしせ-
ゃぇくっすけ. 
′はおけう けす くぇつぇかくうすっ すさなあくう ちっくう 
いぇ こさけょぇあぉぇ くぇ けぉとうくしおう うきけすう 
しぇ くっぇょっおゃぇすくう くぇ こぇいぇさくうすっ せし-
かけゃうは, ぇかぇさきうさぇ こさっょ しなゃっすくうちう-
すっ ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ けす „╄おしこっさすう いぇ 

╉ぇいぇくかなお” こけ こけゃけょ こさっょかけあっくう-
すっ けす ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ くぇ おきっすぇ 
31 450 かゃ. いぇ しすぇさす こさう  くぇょょぇ-
ゃぇくっすけ いぇ ゅぇさぇあ くぇ „23-う ‶ったけ-
すっく 【うこつっくしおう こけかお”, こさう ょぇ-
くなつくぇ けちっくおぇ し 10 たうかはょう かっゃぇ 
こけ-きぇかおけ.
‶け すさぇょうちうは けす こけしかっょくぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ, ゃ こなさゃぇすぇ すけつおぇ こけ すっおせと 
う こけしかっょゃぇと おけくすさけか ゃなさたせ さぇ-
ぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, けぉとうくしおう-
すっ しなゃっすくうちう けすこさぇゃうたぇ こうすぇくうは 
おなき おきっすぇ いぇ かけてけすけ しなしすけはくうっ 
くぇ せかうちうすっ う さぇいきっさぇ くぇ いぇょなか-
あっくうはすぇ おなき そうさきう-ょけしすぇゃつう-
ちう, くぇすさせこぇくう こさっい こけしかっょくうすっ 
3 ゅけょうくう. ╊うこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ 
こぇさう, いぇかけあっくう けす ̈ ぉとうくしおうは しな-
ゃっす, ゃ ぉのょあっすぇ いぇ せかうつくう さっきけくすう 
っ こさうつうくぇすぇ いぇ ょせこおうすっ, けすゅけゃけさう 
いぇ しっすっく こなす おきっすなす, くぇ おけっすけ しな-
ゃっすくうちう けす さぇいかうつくう ゅさせこう けしすさけ 
けこけくうさぇたぇ. 

′けゃう おくうゅう いぇ 2 500 かっゃぇ 
╉くうゅう いぇ 2500 かっゃぇ ょぇさうたぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” ゃ 
╉ぇいぇくかなお つかっくけゃっすっ くぇ きっしすくうすっ [けすぇさう おかせぉ う ╇くなさ 〉╇╊ おかせぉ 
╉ぇいぇくかなお. ]さっょしすゃぇすぇ いぇ すはた ぉはたぇ しなぉさぇくう こけ ゃさっきっ くぇ ╉けかっょくけ - 
′けゃけゅけょうてっく ぉぇか う かけゃくぇ ゃっつっさ. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ くぇ ょゃっすっ けさゅぇくういぇ-
ちうう ぉっ つぇしす けす すはたくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ きっしすくぇすぇ けぉとくけしす. 
]さっょ ょぇさっくうすっ おくうゅう しぇ ちっくくう しこさぇゃけつくうちう, さっつくうちう う っくちうおかけ-
こっょうう, くぇせつくけ-こけこせかはさくう おくうゅう, こせぉかうちうしすうおぇ, ょっすしおぇ かうすっさぇすせ-
さぇ う くけゃう いぇゅかぇゃうは たせょけあっしすゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ いぇ ゃないさぇしすくう. 
] ょぇさっくうすっ すけきけゃっ おくうあくうは ぉうぉかうけすっつっく そけくょ ゃ せしかせゅぇ くぇ つうすぇすっ-
かうすっ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ くぇょたゃなさかは 400 たうかはょう .

′ぇえ-けしすさうはす ょっぉぇす しっ さぇいゅけさは ゃなゃ 
ゃさないおぇ し うしおぇくうは けす けぉとうくしおうすっ 
しなゃっすくうちう けすつっす けす ¨ぉとうくぇすぇ いぇ 
ういさぇいたけょゃぇくうすっ こぇさう いぇ しこけさすくうすっ 
おかせぉけゃっ, くぇ おけえすけ しっ けつぇおゃぇ けすゅけ-
ゃけさ けす おきっすぇ くぇ しかっょゃぇとぇ しっしうは.
╂けかっきうはす しこけさ けとっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
しっしうはすぇ しすぇくぇ こけ こけゃけょ こさっょかけ-
あっくうすっ ゃ こけしかっょくうは きけきっくす ょゃぇ 
ゃなこさけしぇ し せさっあょぇくっすけ くぇ せいぇおけ-
くはゃぇくっ くぇ しすさけうすっかしすゃけ くぇ っょくぇ 
けす くぇえ-ゅけかっきうすっ すなさゅけゃしおう そうさきう 
ゃ ゅさぇょぇ う かうおゃうょうさぇくっ くぇ しなしけぉ-
しすゃっくけしす し ¨ぉとうくぇすぇ こけ うしおぇくっ 
くぇ きっしすっく すなさゅけゃっち. ╁ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ, しかっょ けしすさう しこけさけゃっ, すっいう 
ょゃぇ ゃなこさけしぇ けしすぇくぇたぇ ういゃなく ょくっゃ-
くうは さっょ, しかっょ おぇすけ しすぇくぇ はしくけ, 
つっ ‶さっょしっょぇすっかしおうはす しなゃっす  くっ っ 
こけかせつうか うしおぇくうすっ けす けぉとうくしおうすっ 
しなゃっすくうちう しすぇくけゃうとぇ くぇ ぇょきうくう-
しすさぇちうはすぇ くぇ おきっすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ  

‶さぇいくうちう ...

╆ぇ こっくしうけくうさぇくっすけ しう こさっい はくせぇさう 2011 ゅ. うくあ. ╂. ╋ぇさおけゃ こけかせつぇゃぇ 
けす ういこ. ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ けしけぉっくけ ちっくっく いぇ くっゅけ こけょぇさなお: 
せくうおぇかくけ しせゃっくうさくけ ういょっかうっ くぇ  ぇゃすけきぇすうつくけすけ けさなあうっ ┿╉ - 47, ゃ 
つうっすけ ゃくっょさはゃぇくっ せつぇしすゃぇ けとっ こさっい 1958 ゅ. おぇすけ くぇつぇかくうお ちった.  

]っきっえしすゃけ ╃っきうさっゃう おぇすけ きかぇょけあっくちう

]っきっえしすゃけすけ くぇ ╃うきうすなさ

╃うきうすなさ ╃っきうさっゃ



╂-く ╆ぇこさはくけゃ, ゃ „┿さしっくぇか” 
┿╃  ╁うっ けゅかぇゃはゃぇすっ  ょうさっお-
ちうは いぇ すったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇ-
ちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ.  ╃けおけかおけ 
おけくおせさっくすくぇ っ そうさきぇすぇ くぇ 
しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう う おぇおゃう 
うくけゃぇちうう こかぇくうさぇすっ?
╁ “┿さしっくぇか “ ┿╃ こさっい こけしかっょくうすっ 

ゅけょうくう しっ こさけゃっあょぇ こけかうすうおぇ  くぇ 
けぉくけゃはゃぇくっ くぇ こさけょせおすけゃぇすぇ ゅぇきぇ 
くぇ しこっちうぇかくうすっ ういょっかうは. [っいせか
すぇすうすっ しぇ ういゃっしすくう くぇ たけさぇすぇ けす 
そうさきぇすぇ. ] くっ きぇかおけ けす くけゃうすっ うい
ょっかうは しぇ ういこなかくはゃぇくう ょけゅけゃけさう う 
し こけしすなこかっくうはすぇ 
けす すはた しぇ ういこかぇ
とぇくう さぇぉけすくう 
いぇこかぇすう, さっぇかう
いうさぇくう ょけしすぇゃおう 
う うくゃっしすうちうう. 
[なおけゃけょしすゃけすけ  
くぇ そうさきぇすぇ こけっ 
おせさし いぇ こけゃうてぇゃぇくっ くぇ おぇつっしすゃけ
すけ  くぇ こさけういゃっあょぇくぇすぇ こさけょせおちうは 
つさっい ゃくっょさはゃぇくっすけ くぇ くけゃう すったくけ
かけゅうう – きぇてうくくう しなけさなあっくうは う 
うくしすさせきっくすう. [っおけくしすさけうさぇたぇ しっ 
う しっ ういゅさぇょうたぇ こさけういゃけょしすゃっくう 
きけとくけしすう しなし いくぇつうすっかくう うくゃっし
すうちうう. ‶け-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす すっいう 
きけとくけしすう うきぇす しっさうけいくぇ うくけゃぇ
すうゃくぇ しすけえくけしす. 〈けゃぇ ぉはたぇ ゅけかっきう 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ こさっょ さなおけゃけょ
しすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ. ╃けおぇいぇすっか
しすゃけ いぇ せしこってくけすけ せこさぇゃかっくうっ 
しぇ くけゃうすっ くぇょ 2 たうかはょう さぇぉけすくう 
きっしすぇ. 
‶さっょしすけはす ょぇ しっ さっぇかういうさぇす 

きくけゅけ うょっう しゃなさいぇくう し うくけゃぇすうゃ
くぇすぇ こけかうすうおぇ. ╁しうつおけ すけゃぇ しすぇゃぇ 
し ぇおすうゃくけすけ せつぇしすうっ くぇ さなおけゃけょ
しすゃぇすぇ くぇ いぇゃけょうすっ, しこっちうぇかうしすう
すっ う さぇぉけすくうちうすっ. ╇くけゃぇちううすっ とっ 
くう ういゃっょぇす くぇ くけゃけ おけくおせさっくすくけ 
くうゃけ う しぇ あういくっくけ ゃぇあくう いぇ ぉなょっ
とっすけ くぇ ゃしうつおう ぇさしっくぇかちう.

╁っつっ すさっすぇ ゅけょうくぇ しすっ けぉとうく-
しおう しなゃっすくうお けす  ゅさせこぇすぇ くぇ 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡”, おけはすけ 
ぉっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ いぇ おぇ-
いぇくかなつぇくう いぇさぇょう っおしこっさすくうは 
しなしすぇゃ. ╉ぇお けちっくはゃぇすっ ゃぇてっすけ 
こさうしなしすゃうっ ゃ きっしすくうは いぇおけ-
くけょぇすっかっく けさゅぇくう う  ょけおけかおけ 
っそっおすうゃくけ っ すけ? 』せゃぇっき かう っ 
ゅかぇしなす くぇ っおしこっさすうすっ?
╂かぇしなす くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ 

しっ つせゃぇ. ′っ ゃうくぇゅう すけゃぇ ゃけょう ょけ 
こさけきはくぇ くぇ こけいうちうはすぇ くぇ ちっかうは 
¨ぉとうくしおう しなゃっす, くけ ゅけしすうすっ くぇ 
くぇてうすっ いぇしっょぇくうは, あせさくぇかうしすうすっ 
う ゅけかはきぇ つぇしす けす けぉとっしすゃっくけしすすぇ 
ゃうあょぇす, つっ くうっ ゃうくぇゅう いぇっきぇきっ 
こさうくちうこくぇ こけいうちうは. 〈ぇおぇ ぉってっ し 
こさけぉかっきうすっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぉけか
くうちぇ, いぇ こさけっおすぇ いぇ おゃ.”》さ.╀けすっゃ”, 
いぇ こさけっおすぇ いぇ ╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ う 
きくけゅけ ょさせゅう. ′うっ う ゃ こさっょういぉけさ
くぇすぇ おぇきこぇくうは いぇはゃうたきっ,  つっ とっ 
ぉなょっき けす ゃしはおけ きくけいうくしすゃけ, おけっすけ 
けぉしかせあゃぇ うくすっさっしうすっ くぇ ゅさぇあょぇ
くうすっ. ╀うた おぇいぇか, くうっ つっしすけ しきっ う 
おけさっおすうゃ こさう ゃいっきぇくっ くぇ さってっくう
はすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす.

′っいぇゃうしうきけ けす ょなかゅうは ょくっ-
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╇くあ. ぅくおけ 〈けくっゃ ╆ぇこさはくけゃ

60 ゅけょうてっく. [けょっく っ くぇ 
27 けおすけきゃさう 1950 ゅけょうくぇ 
ゃ し. ╀はかけ こけかっ, けぉか. ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ. ╁ないこうすぇくうお っ 
くぇ  ぉうゃてっすけ ╁╋╄╇ “╁. ╇. 
╊っくうく” – しっゅぇ 〈ったくうつっ
しおう せくうゃっさしうすっす,  ゅさ. ]け
そうは. ╆ぇゃなさてうか っ しこっちう
ぇかくけしすすぇ “》うょさぇゃかうつくう 
きぇてうくう う しなけさなあっくうは”.
[ぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
けす 1974 ゅけょうくぇ. ╆ぇこけつゃぇ 
おぇすけ すったくけかけゅ. ╁ こっさうけょぇ 
1983 - 1988 ゅけょうくぇ っ ょう
さっおすけさ くぇ いぇゃけょ 5.  
¨す 1989 ょけ 1992 ゅけょう
くぇ っ いぇき.-ょうさっおすけさ くぇ 
′╇〈╇. ]かっょゃぇす 5 ゅけょうくう 
ゃ つぇしすくうは しっおすけさ, おなょっ
すけ っ せこさぇゃうすっか くぇ そうさきぇ 
╁╇┿ „]くっあぇくおぇ”. ╁さなとぇ 
しっ けすくけゃけ ゃ „┿さしっくぇか” 
こさっい 1998 ゅけょうくぇ. ╃け 
2007 ゅけょうくぇ っ ょうさっおすけさ 
くぇ おけきこかっおし 5. ¨す 2007-
きぇ ょけ くぇしすけはとうは きけきっくす 
っ ょうさっおすけさ  くぇ ょうさっおちうは 
„〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇ
ちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ”  ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃. 
 ¨ぉとうくしおう しなゃっすくうお  けす 
ゅさせこぇすぇ „ぎ¡ïäñëöó £í 
とí£íÖ¿é¡” . 』かっく くぇ ょゃっ 
おけきうしうう ゃ ]なゃっすぇ:  こけ 
しうゅせさくけしす う けぉとっしすゃっく 
さっょ う  こけ こさうゃぇすういぇちうは う 
さぇいこけさっあょぇくっ し けぉとうく
しおけ うきせとっしすゃけ.  
 ╅っくっく, し ょゃっ ょっちぇ 
-  こけさぇしくぇかう しうく う ょな
とっさは. ╉ぇくょうょぇす-ょはょけ. 
╁うょっく こさっょしすぇゃうすっか くぇ 
いけょうは ]おけさこうけく.  ╆ぇ
こぇかっく かけゃっち し ゃしっ こけ-
きぇかおけ ゃさっきっ いぇ すけゃぇ. 
‶なすってっしすゃっくうお こけ ょせた. 
╋っつすぇっ ょぇ こけしっすう ╉せぉぇ 
- いぇさぇょう っおいけすうおぇ
すぇ  う すぇえくうすっ, おけうすけ 
おさうっ しすさぇくぇすぇ.  [ぇ
ぉけすけたけかうお. 
』けゃっお くぇ ょっかぇすぇ, くっ くぇ 
こさうおぇいおうすっ. 

ゃっく さっょ くぇ いぇしっょぇくうはすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす, くはおぇお せしっ-
とぇくっすけ しさっょ たけさぇすぇ っ いぇ いぇ-
ちうおかはくっ ゃ けぉとうくぇすぇ, いぇ かうこしぇ 
くぇ さぇいゃうすうっ う  ぉっいこっさしこっおすうゃ-
くけしす. ]ないょぇゃぇ  しっ せしっとぇくっすけ, 
つっ けぉとうくしおうはす  しなゃっす こさっつう 
くぇ おきっすぇ ょぇ しう ゃなさてう さぇぉけすぇ-
すぇ. 〈けゃぇ すぇおぇ かう っ? ╇  くっ こさっ-
おぇかはゃぇす かう し  おけくすさけかぇ しう しな-
ゃっすくうちうすっ?
¨おけかけ おきっすぇ くはきぇ けそけさきっくけ 

きくけいうくしすゃけ う さってっくうはすぇ いぇゃう
しはす けす しなゅかぇしうっすけ くぇ きくけゅけ ゅさせこう 

しなゃっすくうちう. 》けさぇすぇ きけゅぇす ょぇ うきぇす 
せしっとぇくっすけ いぇ けしけぉっくう けすくけてっくうは 
きっあょせ おきっすぇ う ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
くけ ょぇ くっ いぇぉさぇゃはきっ, つっ こさう ゃしうつ
おう けすくけてっくうは うきぇ ょゃっ しすさぇくう. ̈ ぉ

とうくしおうはす しなゃっす っ ょけしすぇ ぇおすうゃっく 
くぇ いぇしっょぇくうは う こけ おけきうしうう. ╆ぇ 
しなあぇかっくうっ ╆ぇおけくなす いぇ きっしすくぇすぇ 
ゃかぇしす う きっしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは  
すぇおぇ っ こけしすぇゃうか けすくけてっくうはすぇ ぇょ
きうくうしすさぇちうは-しなゃっす, つっ ゃ しかせつぇう
すっ, おけゅぇすけ しぇ くぇ さぇいかうつくけ きくっくうっ, 
くっとぇすぇ しっ せしかけあくはゃぇす. ]なゅかぇしっく 
しなき, つっ ゃ すけいう きぇくょぇす さっぇかういぇちう
はすぇ くぇ こけすっくちうぇかくうすっ ゃないきけあくけし
すう ゃ けぉとうくぇすぇ くっ っ こなかくぇ. 】け しっ 
けすくぇしは ょけ おけくすさけかぇ, すけえ しなとけ っ 
けすくけてっくうっ う すけ うきぇ ょゃっ しすさぇくう.....

╃けおけかおけ けしくけゃぇすっかくう しぇ 
けこぇしっくうはすぇ くぇ ゃぇてう おけかっゅう, 
つっ くぇ こさぇおすうおぇ  けぉとうくぇすぇ しっ 
ょっおぇこうすぇかういうさぇ し ょっしっすおうすっ 
こさっょかけあっくうは いぇ こさけょぇあぉう くぇ 
けぉとうくしおけ うきせとっしすゃけ? ╇ うきぇ 
かう ょさせゅ こけょたけょ いぇ こなかくっくっ くぇ 
きっしすくぇすぇ たぇいくぇ? 
¨ぉとうくしおう ぇおすうゃう とっ しっ こさけょぇ

ゃぇす う ゃ ぉなょっとっ. 〈けゃぇ しぇ こさうたけょう, 
おけうすけ っあっゅけょくけ しっ いぇかぇゅぇす ゃ ‶さけ
ゅさぇきぇすぇ  いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ けぉとうく
しおぇすぇ しけぉしすゃっくけしす う ゃ ぉのょあっすぇ. 
′っ きうしかは, つっ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ けぉ
とうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす きけあっ ょぇ くぇ
こなかくう きっしすくぇすぇ たぇいくぇ. ̈ ぉとうくしおぇ
すぇ しけぉしすゃっくけしす くっ っ ゅけかはきぇ う ゃっつっ 
くっ っ すけかおけゃぇ ぇすさぇおすうゃくぇ いぇ うく
ゃっしすうすけさうすっ. ]すぇすうしすうおぇすぇ こけおぇい

ゃぇ, つっ しかっょ 2007 ゅけょ. こさけょぇあぉうすっ 
さはいおけ しぇ こぇょくぇかう う くっ こけこなかゃぇす 
しなとっしすゃっくけ こさうたけょくぇすぇ つぇしす くぇ 
ぉのょあっすぇ いぇ おぇこうすぇかけゃう さぇいたけょう. 
〈っいう こさうたけょう くっ しぇ いぇ こさっくっぉさっゅ
ゃぇくっ, くけ すっ しぇ ゃしっ こけ っこういけょうつくう 
う くっ ょぇゃぇす すさぇっく こけすけお くぇ こけしすな
こかっくうは. 〈っ しぇ ゃさっきっくっく ういすけつくうお, 
おけえすけ っ うきぇか しっさうけいくけ いくぇつっくうっ 
ゃ こっさうけょぇ くぇ こさったけょ う こさっしすさせお
すせさうさぇくっ くぇ しけぉしすゃっくけしすすぇ ゃ しすさぇ
くぇすぇ. ╇しすうくぇすぇ っ つっ けす おぇおすけ くうっ 
しきっ ゃ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす おけくすさけかなす 

ゃなさたせ こさうたけょうすっ けす けぉとうくしおぇ 
しけぉしすゃっくけしす いくぇつうすっかくけ しっ こけゃう
てう う くぇきぇかぇたぇ いかけせこけすさっぉうすっ. 
‶け-ゅけかっきう こさうたけょう きけゅぇす ょぇ しっ 

けつぇおゃぇす けす ╉けたっいうけくくうすっ こけかう

すうおう くぇ ╄] う ゃ つぇしすくけしす けこっさぇ
すうゃくうすっ こさけゅさぇきう いぇ  ╀なかゅぇさうは, 
くぇえ-ゃっつっ „[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ” 
う „¨おけかくぇ しさっょぇ”. ╇きぇ ょけぉさう さっ
いせかすぇすう ゃ けぉとうくぇすぇ こけ っくっさゅうえくぇ 
っそっおすうゃくけしす ゃ せつうかうとぇすぇ.  ╁ぇあくけ 
っ けぉぇつっ, つっ いぇ せしこってくけすけ せつぇしすうっ 
いぇ そうくぇくしうさぇくっ こけ ¨こっさぇすうゃくう
すっ こさけゅさぇきう ¨ぉとうくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しないょぇょっ ぉぇくおぇ けす ゅけすけゃう こさけっおすう, 
し おけうすけ ょぇ せつぇしすゃぇ. [ぇいさぇぉけすおぇ
すぇ くぇ こさけっおすうすっ しすさせゃぇ こぇさう う すっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しぇ けすさぇいっくう ゃ ぉのょあっすぇ. 
′け う すぇいう ゅけょうくぇ すけゃぇ くっ しっ しかせ
つう. ╄ょうく けす ゅけかっきうすっ こさけぉかっきう っ 
かうこしぇすぇ くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃっく おぇ
こぇちうすっす う ょけぉさっ こけょゅけすゃっくう おぇょさう 
いぇ ういゅけすゃはくっ くぇ こさけっおすう. ′ぇさっょ し 
すけゃぇ っ くっけぉたけょうきけ ゃ ぉのょあっすぇ ょぇ 
しっ こさっょゃうあょぇす う しさっょしすゃぇ いぇ しな
そうくぇくしうさぇくっ くぇ せつぇしすうっすけ ゃ こさけ
ゅさぇきうすっ. 】っ しっ ういうしおゃぇ う こけ-ょけぉさけ 
ゃいぇうきけょっえしすゃうっ う しなゅかぇしうっ くぇ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす う ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ.

『はかぇすぇ ゅさせこぇ ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ 
っ けす   さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか”.  ╁ くぇつぇかけすけ  くぇ きぇくょぇ-
すぇ ゃう おぇすけ しなゃっすくうちう  うきぇてっ 
けこぇしっくうは, つっ っょゃぇ かう くっ しすっ ゃ 
]なゃっすぇ, いぇ ょぇ ぉさぇくうすっ しゃけう うく-
すっさっしう.

╁しっおう きけあっ ょぇ こさっゅかっょぇ ぉかういけ 
700-すっ さってっくうは くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす う とっ しっ せぉっょう, つっ くっ しきっ 
ぉさぇくうかう くうすけ かうつくう, くうすけ おけさこけ
さぇすうゃくう うくすっさっしう. ┿さしっくぇかちう しぇ 
つぇしす けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ゃしはおけ 
さってっくうっ ゃ こけかいぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
っ ゃ すはたくぇ こけかいぇ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ くぇてぇすぇ ぇおすうゃくけしす, くぇこさうきっさ, 
おぇいぇくかなておぇすぇ ╋╀┿╊ ぉっ こけょこけ
きけゅくぇすぇ し けぉとうくぇすぇ し 380 たうかはょう 
かっゃぇ.

╇きぇ かう  しこけさっょ ゃぇし ゅっくっさぇか-
くけ さってっくうっ くぇ こさけぉかっきぇ し 
せかうつくうすっ ょせこおう う かけてうすっ こな-
すうとぇ? 
╁ぇあくけ っ ょぇ うきぇ はしくぇ こさけゅさぇきぇ 

いぇ さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ 
こなすくぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ し こさう

けさうすっすう, っすぇこう う 
ゃないきけあくう ういすけつ
くうちう くぇ そうくぇく
しうさぇくっ. 〈ぇいう こさけ
ゅさぇきぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
さってう う ぉなょっとぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは くぇ 
ぇゃすけきけぉうかくうすっ 

こけすけちう ゃ ゅさぇょぇ. 
]さっょしすゃぇすぇ おぇすけ しせぉしうょうは けす 

ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす, きうくうきぇかくぇ
すぇ しせきぇ いぇかけあっくぇ ゃ ¨ぉとうくしおうは 
ぉのょあっす 2011 う こけしすなこかっくうはすぇ けす 
こさけょぇあぉぇ くぇ けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっ
くけしす けぉぇつっ とっ しすうゅくぇす いぇ さっきけくす 
くぇ っょくぇ – ょゃっ せかうちう う つぇしすうつくけ 
いぇこなかゃぇくっ くぇ ょせこおう こけ こなすくうすっ 
こかぇすくぇ.
┿かすっさくぇすうゃう いぇ そうくぇくしうさぇくっ 

けぉぇつっ うきぇ - おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こけ 
¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ “[っゅうけくぇか
くけ さぇいゃうすうっ” うかう ょなかゅけゃけ そうくぇく
しうさぇくっ  ぉうかけ すけ けぉとうくしおう けぉかう
ゅぇちうけくっく いぇっき, おさっょうすう けす ぉぇくおう 
うかう いぇっきう けす ょなさあぇゃぇすぇ. 
′け すせお けすくけゃけ けこうさぇきっ ょけ かうこ

しぇすぇ くぇ こけょゅけすゃっくう おぇょさう う ぇょ
きうくうしすさぇすうゃっく おぇこぇちうすっす. ‶さう
かぇゅぇくっすけ くぇ すっいう うくしすさせきっくすう っ 
いくぇつうすっかくけ いぇすさせょくっくけ けす かうこ
しぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ くけさきぇすうゃくぇ 
せさっょぉぇ, す.っ. くせあくう しぇ こさけきっくう ゃ 
くはおけかおけ いぇおけくぇ. ╃なかゅけゃけすけ そう
くぇくしうさぇくっ こけいゃけかはゃぇ せしおけさはゃぇくっ 
くぇ うくゃっしすうちうけくくうは こさけちっし, くけ けす 
ょさせゅぇ しすさぇくぇ, すさはゃぇ ょぇ しっ けぉしなょう 
う こさうっきっ けす きっしすくぇすぇ けぉとくけしす, 
いぇとけすけ ゃ いくぇつうすっかくぇ しすっこっく とっ 
けゅさぇくうつう ゃないきけあくけしすうすっ いぇ ゅなゃ
おぇゃぇ そうくぇくしけゃぇ こけかうすうおぇ くぇ けぉ
とうくぇすぇ ゃ ぉなょっとっ.

╋ぇくょぇすなす くぇ すけいう ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす しかっょ こけ-きぇかおけ けす こけかけ-
ゃうく ゅけょうくぇ とっ っ つぇしす けす うし-
すけさうはすぇ.  ╉ぇいゃぇす, つっ ぇこっすうすなす 
うょゃぇか し はょっくっすけ.  ぎ¡ïäñëöó £í 
とí£íÖ¿é¡ とっ ぉなょぇす かう つぇしす う けす 
しかっょゃぇとうはす ¨ぉとうくしおう しなゃっす? 

“ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“ とっ うきぇ 
う ゃ しかっょゃぇとうは けぉとうくしおう しなゃっす.   
′ぇょはゃぇきっ しっ おぇいぇくかなつぇくう ょぇ くう 
しっ ょけゃっさはす けすくけゃけ. ╃けぉさっ っ ょぇ しきっ 
こけゃっつっ ゃ しかっょゃぇとうは ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす, いぇとけすけ くぇてっすけ こさうしなしすゃうっ 
すぇき っ ゅぇさぇくちうは いぇ おけきこっすっくすくけしす 
う ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく おけきこっくしうさぇ 
かうこしぇすぇ くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃっく おぇ
こぇちうすっす. ′ぇ しかっょゃぇとうすっ ういぉけさう 
くうっ けすくけゃけ とっ ぉなょっき こさっょういゃうおぇ
すっかしすゃけ, くけ くっ う ういくっくぇょぇ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

ぢëóïéïöçóñöÜ Öí ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ ç 
だßàóÖï¡ó　 ïéçñö ñ ÇíëíÖîó　 £í ¡Ü½äñöñÖöÖÜïö

12 300 かっゃぇ っ けぉとぇすぇ しせきぇ くぇ ょぇさっくうはすぇ, くぇこさぇゃっくう けす  ゅさせこぇ
すぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, こさっい こけしかっょくうすっ 
4 ゅけょうくう. ╃ぇさっくうはすぇ しぇ ぉうかう いぇ さぇいかうつくう おぇせいう ゃ ╉ぇいぇくかなお う 
さぇえけくぇ. 
 ′ぇえ-ゅけかはきぇ – 5 たうかはょう  かっゃぇ, っ しせきぇすぇ, ょぇさっくぇ いぇ ╋╀┿╊  „╃-さ 
》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう” ゃ ╉ぇいぇくかなお.  ‶ぇさうすっ しぇ いぇ せつぇしすうっ くぇ ぉけか
くうちぇすぇ ゃ こさけゅさぇきぇすぇ くぇ ╋[[╀ いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ こさけっおすう いぇ 
きけょっさくういぇちうは  くぇ しゅさぇょくうは そけくょ  う いぇ ぇこぇさぇすせさぇ. 
 2 たうかはょう かっゃぇ っ ょぇさっくぇすぇ しせきぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こぇさお いぇ けす
ょうた ゃ ちっくすなさぇ くぇ しっかけ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ. 
╊うつくう 1600 かっゃぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” 
しぇ けしうゅせさうかう いぇ せかすさぇきぇさぇすけくっちぇ けす ╉ぇいぇくかなお [ぇょう ╋うかっゃ. ] 
すはた すけえ っ せつぇしすゃぇか ゃ きっあょせくぇさけょくけ しなしすっいぇくうっ ゃ ′の ╈けさお. 】っ 
せつぇしすゃぇ う ゃ  ぉはゅぇくっすけ くぇ 1000 おうかけきっすさぇ いぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ おせこぇ ゃ  
┿すうくぇ, ╂なさちうは, おけっすけ とっ  しっ こさけゃっょっ こさっい くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ.
] こけ 300 かっゃぇ しぇ ぉうかう こけょこけきけゅくぇすう こさぇいくうちうすっ ゃ しっかぇすぇ ╂けさくけ 

ぎ¡ïäñëöÖÜぢéëçÜ½íúï¡Ü

〈けゃぇ っ こさぇいくうお ぉっい ょっおさっすう う 
せしかけゃくけしすう. ‶さぇいくうお くぇ さぇいせきぇ, 
きなょさけしすすぇ う しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ. 
╃くう おぇすけ すけいう くはきぇす ょぇゃくけしす. 〈っ 
しぇ ゃっつくう, いぇとけすけ くう くぇこけきくはす 
おけえ っ うしすうくしおうはす しすけこぇくうく くぇ 
すぇいう いっきは.  ¨ぉさぇすくけすけ っ くっきうし-
かうきけ, いぇとけすけ ゅかぇしなす くぇ ╋ぇえしすけ-
さぇ – „…ゃうえ すゃけさちう しすっ くぇ ぉかぇ-
ゅぇすぇ”, うきぇ くっけしこけさうきけ こさぇゃけ くぇ 
あうゃけす う いゃせつう ょけ ょくっし ゃ しないゃせ-
つうっ し くっこけぉっょうきぇすぇ さぇぉけすくうつっ-
しおぇ しけかうょぇさくけしす.
╁さっきっすけ くぇ けすさうつぇくっすけ くはきぇ 
ぉなょっとっ. ′ぇょ しすけゅけょうてくうはす きかぇ-
ょけかうお こさぇいくうお こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
しなぉうさぇ たけさぇすぇ こけ しゃっすぇ, いぇ ょぇ しっ 
こさっおかけくはす こさっょ ゃっかうおぇすぇ しうかぇ 
くぇ つけゃっておうは すさせょ.
╇しすけさうはすぇ:  
„┿さしっくぇか” – 1945 ゅ.                                                                                                                                               
╆ぇ こなさゃう こなす さぇぉけすくうちうすっ くぇ 
そうさきぇすぇ せつぇしすゃぇす ゃ こなさゃけきぇえ-
しおぇ きぇくうそっしすぇちうは こさっい 1945 ゅ. 
╃け 1990 ゅ. けさゅぇくういうさぇくうすっ けす 
こさけそしなのいうすっ きぇくうそっしすぇちうう, 
おぇおすけ ゃ こさっょこさうはすうはすぇ ゃ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ, すぇおぇ う ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ, しっ こさっょてっしすゃぇす けす 
すさせょけゃう しなさっゃくけゃぇくうは ゃ こさけ-
ういゃけょしすゃっくうすっ いゃっくぇ - きっあょせ 
さぇぉけすくうちうすっ, ぉさうゅぇょうすっ う ちっ-
たけゃっすっ. ¨すつうすぇす しっ さっいせかすぇすう-
すっ, くぇゅさぇあょぇゃぇす しっ こなさゃっくちうすっ, 
けさゅぇくういうさぇす しっ こけいょさぇゃうすっかくう 

おけくちっさすう, こけさすさっすうすっ くぇ ういはゃう-
かうすっ しっ ゃ すさせょけゃぇすぇ くぇょこさっゃぇさぇ 
しっ こけしすぇゃはす ゃ ぇかっはすぇ くぇ すさせょけゃぇ-
すぇ しかぇゃぇ. 
′ぇえ-ょけぉさうすっ う すぇかぇくすかうゃう さぇ-
ぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう こけかせつぇ-
ゃぇす う ょなさあぇゃくう けすかうつうは - けさょっくう 
う いゃぇくうは. ] くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかう-
つうっ  „╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっ-
しおうは すさせょ”  しぇ せょけしすけっくう ╂っけさゅう 
╀けくっゃ う [ぇょおけ ‶ぇさぇておっゃけゃ, かっは-
さなす ╁なかつけ ╉さぇっゃしおう, うくあっくっさうすっ 
╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ う ╇ゃぇく ╂さうゅけさけゃ, 
すったくけかけゅなす ╋ぇさうく ┿かっおしぇくょさけゃ.
╉ぇいぇくかなお – 1893 ゅ. 
╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお 
‶なさゃう きぇえ っ つっしすゃぇく こさっい 1893 
ゅ.  – しなし しかけゃぇ, し  きぇくうそっしすぇちうは 
し さぇいゃはすけ つっさゃっくけ いくぇきっ うい せかう-
ちうすっ くぇ ゅさぇょぇ う し こさぇいくっくしすゃけ ゃ 
„╉ぇえくぇさょあぇ”, おなょっすけ さっつ こさけうい-
くぇしは ╂っけさゅう ╉うさおけゃ. 
‶け-おなしくけ ╃うきうすなさ ╀かぇゅけっゃ けす-
ぉっかはいゃぇ: „′ぇえ-たせぉぇゃけ しっ けすこさぇい-
くせゃぇ ‶なさゃう きぇえ ゃ けくは おなす くぇ 
╀なかゅぇさうは, おけえすけ しぇきぇすぇ こさうさけょぇ 
っ ういぉさぇかぇ いぇ きはしすけ くぇ くぇえ-ぉかはし-
おぇゃけすけ ゃないさぇあょぇくっ くぇ しゃけうすっ 
しうかう, うかう ゃ ょけかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ, 
ゃ くっえくうは ちっくすなさ – ╉ぇいぇくかなお”.
╆ぇさけょうかけすけ しっ そぇぉさうつくけ さぇぉけす-
くうつっしすゃけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ゅけ-
ょうくう くぇ 19-すう ゃっお, くぇぉさけはゃぇとけ 
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- ╃ぇ, ぇさしっくぇかっちなす っ さぇぉけすかうゃ. ┿おけ くっ さぇぉけすう, くはきぇ 
ょぇ きけあっ ょぇ いぇこぇいう さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ, いぇとけすけ 
くはきぇ ょぇ きけあっ ょぇ しう いぇさぇぉけすう いぇこかぇすぇすぇ う とっ けしすぇ-
くっ ぉっい しさっょしすゃぇ いぇ しなとっしすゃせゃぇくっ.

┿くゅっかうく ╈けゃつっゃ - ╆ぇゃけょ 2, ちった 200
- ╆ぇ きっく ぇさしっくぇかっちなす っ さぇぉけすかうゃ. ¨す ょゃっ ゅけょうくう 
しなき すせお, いぇとけすけ きう たぇさっしゃぇ さぇぉけすぇすぇ う ゃうあょぇき, 
つっ おけかっゅうすっ しぇ ょけぉさう さぇぉけすくうちう, ぇ ぇおけ くっ しぇ 
すぇおうゃぇ, くはきぇ ょぇ ぉなょぇす すせお.
 
ぃしっうく ╋ったきっょ - ╆ぇゃけょ 0,ちった 550  
- [ぇぉけすかうゃ っ. ╉けえすけ しう ゅかっょぇ さぇぉけすぇすぇ, いくぇつう っ 
さぇぉけすかうゃ, おけえすけ – くっ っ さぇぉけすかうゃ, さぇぉけすぇすぇ しすぇゃぇ 
しかけあくぇ いぇ くっゅけ. ¨す 35 ゅけょうくう さぇぉけすは しぇきけ すせお う 
すけゃぇ しぇ きう ゃこっつぇすかっくうはすぇ.  

╋うくおぇ ╂っくつっゃぇ - ╆ぇゃけょ 2,  ちった 120
- [ぇぉけすかうゃ っ, さぇぉけすぇ うきぇ きくけゅけ う いぇ ゃしうつおう. ¨す 
ょゃっ ゅけょうくう しなき すせお, くけ う こさっょう しなき さぇぉけすうかぇ 15 
ゅけょうくう, けこうすなす きう こけおぇいゃぇ, つっ たけさぇすぇ すせお さぇぉけ-
すはす きくけゅけ.  

╋ぇさうは ╃けつおけゃぇ - ¨すょっか „╉ぇょさう”
╉ぇすけ ちはかけ ぇさしっくぇかっちなす っ さぇぉけすかうゃ, くけ うきぇきっ 
さぇいかうつくう おぇすっゅけさうう こっさしけくぇか, きぇかおけ っ けぉと 
ゃなこさけしなす, たけさぇすぇ しぇ さぇいかうつくう. ′け けこさっょっかっくけ 
こけゃっつっすけ けす すはた いぇしかせあぇゃぇす ょぇ こさぇいくせゃぇす ╃っくは 
くぇ すさせょぇ 1-ゃう きぇえ.

‶ぇゃかうく - ╆ぇゃけょ 0
┿きう, いぇゃうしう けす きくけゅけ そぇおすけさう, くぇ きっしすぇ しっ さぇ-
ぉけすう, くぇ きっしすぇ – くっ. ′ぇ きくけゅけ きっしすぇ しなき さぇぉけすうか 
すせお – てかけしっさ, しすさせゅぇさ, そさっいうしす, くぇ こけかうゅけく, 
しっゅぇ しなき くぇ ぉさうゅぇょぇ. 

とんずぎぞがんづ – ぜんざ
1 きぇえ - ╃っく くぇ すさせょぇ う きっあょせくぇさけょくぇすぇ さぇぉけすくうつっしおぇ しけかうょぇさくけしす.
〈けきうくぇ くっょっかは. ‶さぇいくうお くぇ ゃ. „╃せきぇ” う くぇ かっゃうは こっつぇす. ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく くぇ しきったぇ /こなさゃぇすぇ くっょっかは くぇ き. きぇえ/
2 きぇえ - ]ゃ. ╀けさうし-╋うたぇうか ‶けおさなしすうすっか. ╇きっくくうちう – ╀けさうし /けいく. ╀けあう 
つけゃっお/ う ょさ.
3 きぇえ - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ しゃけぉけょぇすぇ くぇ しかけゃけすけ. ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ し 
ぇしすきぇすぇ /こなさゃうはす ゃすけさくうお くぇ き. きぇえ/
4 きぇえ - 1966 ゅ. いぇこけつゃぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ させしおうすっ ぇゃすけきけぉうかう „╅うゅせ-

かう” う „╊ぇょぇ”.
5 きぇえ - ╄ゃさけこっえしおう ょっく いぇ こさけすっしす くぇ たけさぇすぇ し せゃさっあょぇくうは. 135 ゅ. けす 
╀ぇすぇておけすけ おかぇくっ.
6 きぇえ - ]ゃ. ゃきつお. ╂っけさゅう ‶けぉっょけくけしっち. ╂っさゅぬけゃょっく. ╃っく くぇ たさぇぉさけしすすぇ 
う ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは. ‶さぇいくうお くぇ っすくけゅさぇそうすっ. 70 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ 
╂っくぇ ╃うきうすさけゃぇ – ぉなかゅぇさしおぇ けこっさくぇ こっゃうちぇ. 155 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ 
╇ゃぇく ╋なさおゃうつおぇ – ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうお. 360 ゅ. けす ういょぇゃぇくっすけ ゃ [うき くぇ 
こなさゃぇすぇ こっつぇすくぇ おくうゅぇ くぇ くけゃけぉなかゅぇさしおう /くぇ おうさうかうちぇ/ “┿ぉぇゅぇさ”.
7 きぇえ - ╃っく くぇ さぇょうけすけ う すっかっゃういうはすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは.
8 きぇえ - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ 』っさゃっくうは おさなしす う 』っさゃっくうは こけかせきっしっち. 
╃っく くぇ たうきうおぇ /ゃすけさうはす くっょっかっく ょっく くぇ き. きぇえ/. 1969 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお っ 
けすおさうすけ おうくけ „╇しおさぇ”.
9 きぇえ - ╃っく くぇ ‶けぉっょぇすぇ. ╃っく くぇ ╄ゃさけこぇ.
10 きぇえ - 1897 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく たせょけあくうおなす ╇ゃぇく ‶っくおけゃ.
11 きぇえ  - ]ゃ. さぇゃくけぇこけしすけかくう ╋っすけょうえ う ╉うさうか. ╃っく くぇ ぉうぉかうけすっつくうすっ 
さぇぉけすくうちう.‶ぇすさけくっく こさぇいくうお くぇ : ‶╂ こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす う ょういぇえく, 
¨〉” ╉せかぇすぇ” う  ]¨〉”╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
12 きぇえ - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きっょうちうくしおうすっ しっしすさう.╂っさきぇく.
13 きぇえ - 30 ゅけょうくう けす ぇすっくすぇすぇ しさっとせ こぇこぇ ╈けぇく ‶ぇゃっか ┶┶ ゃ [うき /1981 ゅ./
14 きぇえ - 1957 ゅ. せきうさぇ ]すっそぇく I – ぉなかゅぇさしおう っおいぇさた.
15 きぇえ - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ しっきっえしすゃけすけ.]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ し 
こさけきはくぇすぇ ゃ おかうきぇすぇ. ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ あっさすゃうすっ くぇ ]‶╇′ /すさっすぇすぇ くっ-

ょっかは くぇ き. きぇえ/
16 きぇえ - 1929 ゅ. - こさけゃっょっくぇ っ こなさゃぇすぇ ちっさっきけくうは こけ ゃさなつゃぇくっ くぇ そうか-

きけゃうすっ くぇゅさぇょう “¨しおぇさ”.                                                                                                                  
17 きぇえ - ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおうは しこけさす. ╊っすくう ]ゃ. ′うおけかぇ. ]ゃっすけゃっく  ょっく くぇ 
すっかっおけきせくうおぇちううすっ う うくそけさきぇちうけくくけすけ けぉとっしすゃけ. ╋っあょせくぇさけょっく ょっく 
いぇ ぉけさぉぇ し たけきけそけぉうはすぇ.                                                                                                                         
18 きぇえ - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きせいっうすっ.                                                                             
19 きぇえ - ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ し たっこぇすうすぇ.
20 きぇえ - ╃っく くぇ きっすさけかけゅうはすぇ. 
21 きぇえ - ]ゃ. さぇゃくけぇこけしすけかくう ╉けくしすぇくすうく /けいく. こけしすけはくっく/ う ╄かっくぇ /けいく. 
しゃっすかぇ おぇすけ しかなくちっ/. ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ おせかすせさくけすけ さぇいくけけぉさぇいうっ, 
ょうぇかけゅ う さぇいゃうすうっ.
22 きぇえ - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぉうけかけゅうつくけすけ さぇいくけけぉさぇいうっ.
23 きぇえ - 1931 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお っ しないょぇょっく てぇたきぇすっく おかせぉ.
24 きぇえ - ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさけしゃっすぇ う おせかすせさぇ う くぇ しかぇゃはくしおぇすぇ こうしきっくけしす.
25 きぇえ - 1876 ゅ. せきうさぇ 》さうしすけ ‶ぇすさっゃ – つっすくうお, さっゃけかのちうけくっさ けす ゅさ. 
【うこおぇ.
26 きぇえ - ╁ ╀なかゅぇさうは こさっい 1879 ゅけょうくぇ っ しないょぇょっく ╁なさたけゃくうはす しなょ, こけ-
おなしくけ  こさっうきっくせゃぇく くぇ ╁なさたけゃっく おぇしぇちうけくっく しなょ.
27 きぇえ - 1884 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく ╉けくしすぇくすうく ╂っけさゅうっゃ ‶けこけゃ, ぇゃすけ-

さなす くぇ „╁っかうお っ くぇてうはす ゃけえくうお”.
28 きぇえ - ╄ゃさけこっえしおう ょっく くぇ こぇさおけゃっすっ.
29 きぇえ - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ せきうさけすゃけさうすっかうすっ けす ¨¨′.
30 きぇえ - ‶っすさけゃう いぇゅけゃっいくう. ‶さぇいくうお くぇ ╁けっくくけすけ くぇ ′っゅけゃけ ╁っかうつっしす-
ゃけ せつうかうとっ.                            
31 きぇえ - ]ゃっすけゃっく ょっく しさっとせ すのすのくけこせてっくっすけ. ‶さぇいくうお くぇ ゃけっくくうすっ 
ょせたけゃう けさおっしすさう. 145 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ょ-さ ╉さなしすぬけ ╉さなしすっゃ – ぉなかゅぇさ-

しおう かうすっさぇすせさっく おさうすうお, そうかけしけそ, さっょぇおすけさ くぇ しこ. “╋うしなか”

]こけさっょ ういしかっょゃぇくっ くぇ すさせょけゃうは おかうきぇす せ くぇし しぇきけ 1 % けす ぉなかゅぇさしおうすっ さぇぉけすくうちう いぇはゃはゃぇす, つっ あうゃっはす ょけぉさっ
76.3% けす ぉなかゅぇさうすっ しきはすぇす, つっ けしくけゃっく こさけぉかっき こさっょ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ っ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ. 〈けゃぇ しけつぇす ょぇくくうすっ けす 
‶なさゃけすけ くぇちうけくぇかくけ-こさっょしすぇゃうすっかくけ ういしかっょゃぇくっ くぇ すさせょけゃうは おかうきぇす, ういゅけすゃっくけ けす ╇くしすうすせすぇ いぇ しけちうぇかくう う しうくょうおぇか-

くう ういしかっょゃぇくうは おなき ╉′]╀ – „╇くょっおし くぇ すさせょけゃうは おかうきぇす ゃ しすさぇくぇすぇ” – 2010. ¨しくけゃくぇすぇ ういゃぇょおぇ っ けす 3300 ょせてう, おぇすけ 
すは っ こけょしうかっくぇ し ょけこなかくうすっかくぇ けす けとっ 500 しぇきけくぇっすう. ‶さけせつゃぇくっすけ っ いぇ こっさうけょぇ くけっきゃさう -ょっおっきゃさう 2010ゅ. ‶けゃっつっ けす 
こけかけゃうくぇすぇ けす さっしこけくょっくすうすっ - 58.5% こけしけつゃぇす おぇすけ けしくけゃっく こさけぉかっき くうしおうすっ ょけたけょう. ╁うしけおうすっ かうたゃう こけ おさっょうすうすっ しぇ 
さぇいこけいくぇすう おぇすけ こさけぉかっき 26.8%. ╇くそかぇちうはすぇ おぇすけ こさけぉかっき っ こけしけつっくぇ けす 26.4%. ]ぇきけ 1 くぇ しすけ けす ぉなかゅぇさしおうすっ さぇぉけすくうちう 
おぇいゃぇす, つっ あうゃっはす ょけぉさっ. ╄ょゃぇ 2,5 くぇ しすけ けす ぇくおっすうさぇくうすっ しきはすぇす, つっ しっゅぇてくぇすぇ けそうちうぇかくぇ かうくうは くぇ ぉっょくけしす けす 211 かっゃぇ っ 
さっぇかくぇ, しこけさっょ 96,6 くぇ しすけ すは すさはぉゃぇ ょぇ っ いくぇつうすっかくけ こけ-ゃうしけおぇ. ╉ぇすけ ういおかのつうすっかくけ こさけぉかっきぇすうつくぇ しっ けつっさすぇゃぇ しそっさぇすぇ 
くぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ”, おけはすけ っ けしくけゃっく おけきこけくっくす くぇ すさせょけゃうは おかうきぇす. ′ぇょ 80% けす くぇっすうすっ くはきぇす けしうゅせさっくう 
けす そうさきぇすぇ ゃないきけあくけしすう いぇ けぉせつっくうっ う おゃぇかうそうおぇちうは, いぇ こさけょなかあぇゃぇとけ こさけそっしうけくぇかくけ けぉせつっくうっ, ういせつぇゃぇくっ くぇ ょけこなか-

くうすっかくう こさけそっしうう う しなゃきっしすはゃぇくっ くぇ こさけそっしうう. ¨すすせお しかっょゃぇ う かうこしぇすぇ くぇ こっさしこっおすうゃぇ いぇ おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ – っょゃぇ 
けおけかけ 10% けちっくはゃぇす おぇすけ ゅけかっきう う きくけゅけ ゅけかっきう ゃないきけあくけしすうすっ いぇ おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ ゃ くぇしすけはとぇすぇ そうさきぇ. ‶さう すけゃぇ 
けつぇおゃぇくうはすぇ, つっ すけゃぇ きけあっ ょぇ しっ しかせつう ゃ ょさせゅぇ そうさきぇ けす すけいう うかう ょさせゅ ぉさぇくて しぇ けとっ こけ-くうしおう. ]かっょけゃぇすっかくけ, おぇすけ ちはかけ 
そうさきっくぇすぇ こけかうすうおぇ こけ けすくけてっくうっ さぇいゃうすうっすけ くぇ さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ っ ぇたうかっしけゃぇすぇ こっすぇ くぇ しうゅせさくけしすすぇ う こけゃうてぇゃぇくっ くぇ 
おけくおせさっくすけしこけしけぉくけしすすぇ. ̈ さゅぇくういぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ ゃ さっぇかくうは しっおすけさ ょぇゃぇ ょけしすぇすなつくけ うくょうおぇすけさう, つっ しぇ くぇかうちっ 
こさっょこけしすぇゃおう いぇ こけ-ゅけかはきぇ ゅなゃおぇゃけしす くぇ すさせょぇ, ょさせゅ っ ゃなこさけしなす, つっ すは くっ しっ ういこけかいゃぇ ゃ こなかくぇ しすっこっく う こけ ゃしうつおう ゃないきけあ-

くう くぇこさぇゃかっくうは. ′っゅぇすうゃくう けぉぇつっ しぇ おけくしすぇすぇちううすっ こけ けすくけてっくうっ しうゅせさくけしすすぇ くぇ すさせょぇ – せゃっかうつっくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ くっ 
ゃうくぇゅう しっ おけきこっくしうさぇ, ういゃなくさっょくうはす すさせょ くっ しっ いぇこかぇとぇ ぇょっおゃぇすくけ, ぇしけちうぇかくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ ゃ しっおすけさぇ っ くっとけ けぉう-

つぇえくけ, ぇ くぇきぇかっくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ くっ しっ けちっくはゃぇ おぇすけ こけかけあうすっかくぇ きはさおぇ こけ けすくけてっくうっ いぇこぇいゃぇくっ くぇ いぇっすけしすすぇ. 〈けゃぇ 
しけつぇす つぇしす けす けしくけゃくうすっ ういゃけょう くぇ ういしかっょゃぇくっすけ.

けおけかけ 250 ょせてう, さぇぉけすっとう ゃ すな-
おぇつくぇ, しこうさすくぇ う ょゃっ すのすのくっゃう 
そぇぉさうおう, こさけょなかあぇゃぇ すさぇょうちう-
はすぇ う こさっい しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう. 
‶さっい 1894 ゅ. ゃ しぇかけくぇ くぇ つうすぇかう-
とっ „╇しおさぇ” ゃっつっさすぇ こさっょう こさぇい-
くうおぇ しっ こさけういくぇしはす さっつう う つっすぇす 
しすぇすうう けす させしおう う そさっくしおう しこう-
しぇくうは. ‶さっい ょっおっきゃさう しなとぇすぇ 
ゅけょうくぇ っ けしくけゃぇく さぇぉけすくうつっしおう-
はす おかせぉ „╃させあぉぇ” – っょくけ けす こなさ-
ゃうすっ こさけしゃっすくう しさっょうとぇ ゃ しすさぇ-
くぇすぇ し かっおすけさう  ╂っけさゅう ╉うさおけゃ, 
╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ, ′うおけかぇ 
╂ぇぉさóゃしおう, ╄ゃすうき ╃ぇぉっゃ う ょさせゅう. 
╀なかゅぇさうは – 1890 ゅ.
╉けゅぇすけ ゃ 』うおぇゅけ こさっい 1886 ゅ. 
しっ さぇいさぇいはゃぇす こなさゃうすっ おかぇしけゃう 
しすなかおくけゃっくうは, ゃ ╀なかゅぇさうは ゃっつっ 
しぇ ゃないくうおくぇかう こなさゃうすっ さぇぉけすくう-
つっしおう ょさせあっしすゃぇ.
‶なさゃう けこうすう いぇ つっしすゃぇくっ くぇ 
‶なさゃう きぇえ せ くぇし しっ こさぇゃはす こさっい 
1890 ゅ. けす こっつぇすぇさしおうすっ さぇぉけす-
くうちう けす 〈けこけゅさぇそしおけすけ ょさせあっ-
しすゃけ. ╁ ゅさぇょけゃっすっ ]けそうは, ]かう-
ゃっく, ╁うょうく, ╂ぇぉさけゃけ う くぇ ょさせゅう 
きっしすぇ しなとけ しっ こさぇゃはす けこうすう いぇ 
けすぉっかはいゃぇくっ くぇ さぇぉけすくうつっしおうは 
こさぇいくうお. ╉ぇいぇくかなお っ しさっょ こなさ-
ゃうすっ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇょけゃっ, けさゅぇくう-
いうさぇかう こなさゃけきぇえしおう つっしすゃぇくうは.
╇しすうくしおう きぇしけゃう こさけはゃう いぇ けさ-
ゅぇくういうさぇくけ つっしすゃぇくっ くぇ ╃っくは くぇ 
すさせょぇ ゃ ╀なかゅぇさうは いぇこけつゃぇす こさっい 

1893 ゅけょうくぇ. 
‶さっい 1939 ゅ. ‶なさゃう きぇえ っ けぉは-
ゃっく いぇ けそうちうぇかっく こさぇいくうお, ぇ けす 
1945 ゅ. こさぇいくうおなす いぇこけつゃぇ ょぇ しっ 
つっしすゃぇ っあっゅけょくけ.
]ゃっすなす – 1890 ゅ.
‶さっい 1889  ゅ. せつさっょうすっかくうはす おけく-
ゅさっし くぇ ╁すけさうは うくすっさくぇちうけくぇか, 
こさけゃっょっく ゃ ‶ぇさうあ, こさういけゃぇゃぇ いぇ 
きっあょせくぇさけょくう ょっきけくしすさぇちうう ゃ 
いくぇお くぇ しけかうょぇさくけしす おなき こさけすっ-
しすうすっ ゃ 』うおぇゅけ. ╉けくゅさっしなす ゃいっきぇ 
さってっくうっ 1-ゃう きぇえ ょぇ しっ こさぇいくせ-
ゃぇ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ おぇすけ こさぇいくうお 
くぇ ぉけえくけすけ っょうくしすゃけ くぇ さぇぉけす-
くうちうすっ けす ちはか しゃはす, おぇすけ ょっく くぇ 
きっあょせくぇさけょくぇすぇ しけかうょぇさくけしす くぇ 
すさせょっとうすっ しっ.
]さっょ せつぇしすくうちうすっ ゃ おけくゅさっしぇ 
しぇ ┿ゃゅせしす ╀っぉっか, ╉かぇさぇ 『っすおうく, 
‶けか ╊ぇそぇさゅ, ╂っけさゅうえ ‶かったぇくけゃ, 
ぉなかゅぇさうくなす ′うおけかぇ ╂ぇぉさóゃしおう. 
‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ っゃさけこっえしおぇ-
すぇ う ぇきっさうおぇくしおぇすぇ しけちうぇかょっきけ-
おさぇちうは しっ けぉはゃはゃぇす いぇ くぇきぇかっく 
さぇぉけすっく ょっく, いぇ けゅさぇくうつぇゃぇくっ 
くぇ ょっすしおうは すさせょ う ゃなゃっあょぇくっ くぇ 
すさせょけゃけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ.
╁ しゃっすぇ いぇ こなさゃう こなす おぇすけ きっあ-
ょせくぇさけょっく こさぇいくうお ‶なさゃう きぇえ 
しっ けすぉっかはいゃぇ こさっい  1890 ゅ. ゃ ┿ゃし-
すさけ-〉くゅぇさうは, ╀っかゅうは, ╂っさきぇくうは, 
╃ぇくうは, ╇しこぇくうは,╇すぇかうは, ]┿】, 

′けさゃっゅうは, 《さぇくちうは う 【ゃっちうは . 
‶なさゃう けこうす いぇ つっしすゃぇくっ しっ こさぇゃう 
う ゃ ╀なかゅぇさうは. 
′ぇつぇかけすけ – 1886 ゅ.
》せぉぇゃ, すけこなか しかなくつっゃ ょっく ゃ 』う-
おぇゅけ – 1-ゃう きぇえ 1886 ゅ. ╀うかけ しな-
ぉけすぇ, さぇぉけすっく ょっく. ]すけ たうかはょう 
さぇぉけすくうちう, こさぇいくうつくけ けぉかっつっ-
くう, ういかういぇす しなし しっきっえしすゃぇすぇ しう 
くぇ ╋うつうゅぇく ぇゃっくの. 〈けゃぇ ぉうかけ 
いくぇお, つっ ょっきけくしすさぇちうはすぇ っ きうさ-
くぇ, ぇ うしおぇくうはすぇ あういくっくけくっけぉたけ-
ょうきう: けしっきつぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく う 
こけ-ょけぉさう せしかけゃうは くぇ すさせょ.
╁ しすさぇくうつくうすっ せかうちう つぇおぇす こけ-
かうちっえしおうすっ けすさはょう, ょさせゅぇすぇ しうかぇ 
くぇ つうおぇゅしおうすっ うくょせしすさうぇかちう.
‶ぇさぇょなす いぇこけつゃぇ. ╉けかけくうすっ うい-
ゅかっあょぇす ぉっいおさぇえくう. ╋ぇくうそっしすう-
さぇす つかっくけゃっすっ くぇ „[うちぇさうすっ くぇ 
すさせょぇ” くぇ ┿きっさうおぇくしおぇすぇ そっょっ-
さぇちうは くぇ すさせょぇ; きぇくうそっしすうさぇす 
つったう, ゅっさきぇくちう, っゃさっう, こけかはちう, 
させしう, うさかぇくょちう, くっゅさう… ╇きぇ おぇ-
すけかうちう, こさけすっしすぇくすう, ぇくぇさたうしすう, 
さっこせぉかうおぇくちう, おけきせくうしすう, ょっ-
きけおさぇすう, しけちうぇかうしすう, うくょうゃうょせ-
ぇかうしすう, けぉうおくけゃっくう たけさぇ – ゃしうつ-
おう しかっすう ゃ っょくけ くっょっかうきけ ちはかけ.
′ぇ 3-すう きぇえ きぇくうそっしすぇちうはすぇ っ 
こけゃすけさっくぇ, いぇとけすけ うしおぇくうはすぇ いぇ 
8-つぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく くっ しぇ せょけ-
ゃかっすゃけさっくう. 〈は っ すさう こなすう こけ-
ゅけかはきぇ. 〈けいう こなす こけかうちうはすぇ くっ 
つぇおぇ, しすさっかは こけ ゃしうつおう こけしけおう. 
╋うさくぇすぇ ょっきけくしすさぇちうは っ けおな-
こぇくぇ ゃ おさなゃ: 4-きぇ せぉうすう, 52-きぇ 
さぇくっくう, 7 しきなさすくう こさうしなょう くぇ 
ゃけょぇつうすっ くぇ さぇぉけすくうちうすっ, きぇしけ-
ゃう せゃけかくっくうは くぇ しすぇつくうちう う きぇ-
くうそっしすぇくすう, こけかうちっえしおう ぇさっしすう 
う こさっしかっょゃぇくうは.
125 ゅけょうくう けすすけゅぇゃぇ…
╃くっし.
]かっょ 1989 ゅ. ╃っくはす くぇ すさせ-
ょぇ う きっあょせくぇさけょくぇすぇ さぇぉけす-
くうつっしおぇ しけかうょぇさくけしす っ っょうく 
けす けそうちうぇかくうすっ こさぇいくうちう くぇ 
╀なかゅぇさうは, ぉっい ょなさあぇゃくぇすぇ 
ゃかぇしす ょぇ しっ ぇくゅぇあうさぇ し けさゅぇ-
くういうさぇくっすけ くぇ きぇしけゃう こさけはゃう.                                                                                                 
╃くっし ‶なさゃう きぇえ しっ つっしすゃぇ おぇすけ 
ょっく くぇ すさせょぇ う っ けそうちうぇかっく 
こさぇいくうお ゃ さっょうちぇ ょなさあぇゃう, 
きっあょせ おけうすけ  ╂っさきぇくうは, ┿ゃ-
しすさうは, ╋っおしうおけ,〈ぇえかぇくょ,  [せしうは 
う ょさ. ╁ くはおけう しすさぇくう こさぇいくうおなす 
しっ つっしすゃぇ くっけそうちうぇかくけ. 
¨そうちうぇかくけ うかう くっ, くぇ すぇいう ょぇすぇ 
ゃ しゃっすぇ しっ つっしすゃぇす けぉとっしすゃっくうすっ 
う うおけくけきうつっしおう こけしすうあっくうは くぇ 
さぇぉけすくうつっしおけすけ ょゃうあっくうっ. ‶けょ 
さぇいかうつくう そけさきう しっ けさゅぇくういうさぇす 
すなさあっしすゃぇ ゃ つっしす くぇ こさぇいくうおぇ 
くぇ すさせょぇ, こさっゃなさくぇか しっ ゃ しうき-
ゃけか くぇ くっせょなさあうきうは せしすさっき くぇ 
つけゃっておうは ょせた おなき すゃけさつっしおけ しな-
いうょぇくうっ, おなき しゃけぉけょぇ, しけちうぇかくぇ 
いぇとうすぇ う さぇゃっくしすゃけ.

Ïðåäïðàçíè÷íà àíêåòà
Ðàáîòëèâ ëè å àðñåíàëåöúò?

』っさおけゃうとっ う  ╄くうくぇ. 
1500 かっゃぇ  しぇ ょぇさっくう  いぇ さっきけくすぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”,  つうえすけ ゃないこうすぇくうちう しぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす ぇさ
しっくぇかしおうすっ おぇょさう.
750 かっゃぇ っ  そうくぇくしけゃぇすぇ  こけきけと いぇ ╉かせぉ こけ しこけさすくう すぇくちう  „ ╉う
ぇさぇ –′”.   
200 かっゃぇ しぇ こけかせつうかう ゃ „╄ゃさけさけきぇ” いぇ けすぉっかはいゃぇくっすけ くぇ ]ゃっすけゃ
くうは ょっく くぇ さけきうすっ.  
150 かっゃぇ っ っょくけおさぇすくぇすぇ こけきけと くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡”, けしうゅせ
さっくぇ いぇ かっおぇさしすゃぇ くぇ ╋ぇさうは ╉けしすぇょうくけゃぇ. 
╃ぇさっくうすっ しさっょしすゃぇ しぇ かうつくう. 〈っ  くっ しぇ けす ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ, おけう
すけ こけかせつぇゃぇす けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ ちっかうは 
しう きぇくょぇす こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ゅさせこぇすぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” ゃ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす さぇぉけすはす ぉっい いぇこかぇとぇくっ う くっ こけかせつぇゃぇす こぇさうすっ, 
おけうすけ こけ いぇおけく うき しっ こけかぇゅぇす. ]さっょしすゃぇすぇ しっ しなぉうさぇす う し すはた とっ 
ぉなょっ そうくぇくしうさぇくぇ こさうょけぉうゃおぇ  いぇ  たけさぇすぇ けす  けぉとうくぇすぇ.

12 300 かっゃぇ かうつくう  しさっょしすゃぇ ょぇさうたぇ
ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ いぇ おぇせいう ゃ さぇえけくぇ

ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ こさう ういおぇいゃぇくっ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお

5 たうかはょう  かっゃぇ ょぇさうたぇ 
╄おしこっさすうすっ いぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
ぉけかくうちぇ

‶さっい すけいう こけさすぇか っあっょくっゃくけ  こさっきうくぇゃぇす たうかはょう さぇぉけすくうちう
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′はきぇ ょさせゅ ょっく ゃ ぉなかゅぇさしおうは  おぇ-
かっくょぇさ, おけえすけ ょぇ っ しなぉさぇか すけかおけ-
ゃぇ きくけゅけ  こさぇいくうつくけしす, こさけかっすくう 
くぇょっあょう う きっつすう, おけかおけすけ しっ しな-
ょなさあぇす ゃ ょぇすぇすぇ 6-すう きぇえ, おけゅぇすけ 
こさぇいくせゃぇきっ ╂っさゅぬけゃょっく.
′ぇ 6 きぇえ たさうしすうはくうすっ こけつうすぇす ]ゃ. 
╂っけさゅう ‶けぉっょけくけしっち, ょぇか うきっすけ 
くぇ  ╂っさゅぬけゃょっく – こさけそっしうけくぇかっく 
こさぇいくうお くぇ いっきっょっかちうすっ, くぇ あう-
ゃけすくけゃなょうすっ, くぇ ゃけっくくけしかせあぇ-
とうすっ, くぇ っすくけゅさぇそうすっ; けさょっくしおう 
こさぇいくうお くぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ ゃけっくくけ 
けすかうつうっ „╆ぇ たさぇぉさけしす”; ょっく し ぉけ-
ゅぇすぇ けぉさっょくけしす, ゃ おけえすけ こさぇいくせ-
ゃぇす きくけゅけ うきっくくうちう; こさぇいくうお くぇ 
きくけゅけ くぇしっかっくう きっしすぇ ゃ しすさぇくぇ-
すぇ, ゃ す. つ.  う くぇ くはおけかおけ しっかぇ ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
╄すけ おけっ こさぇゃう ╂っさゅぬけゃょっく くぇえ-
こさぇいくうつくうは ょっく:

]ゃ. ╂っけさゅう ‶けぉっょけくけしっち 
っ っょうく けす くぇえ-こけつうすぇくうすっ 

しゃっすうう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁っかうおけきな-
つっくうおなす あうゃはか ゃ ╋ぇかけぇいうえしおぇすぇ 
こさけゃうくちうは ╉ぇこぇょけおうは. ‶けしすなこ-
ゃぇ しなゃしっき きかぇょ ゃなゃ ゃけえしおぇすぇ う, 
こさけはゃはゃぇえおう いぇゃうょくう ゃけっくくう 
おぇつっしすゃぇ, くぇ 20-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす 
こけかせつぇゃぇ つうく ゃけっくっく すさうぉせく. ╆ぇ-
さぇょう しうかくぇすぇ しう ゃはさぇ ゃ たさうしすうはく-
しすゃけすけ しゃっすっちなす-ゃけえく っ たゃなさかっく ゃ 
すなきくうちぇ う こけ-おなしくけ けぉっいゅかぇゃっく.

╂っさゅぬけゃょっく いぇ ぉなかゅぇさうすっ っ 
っょうく けす くぇえ-すなさあっしすゃっくうすっ 

たさうしすうはくしおう こさぇいくうちう, おけえすけ しっ 
こけつうすぇ おぇすけ こさぇいくうお くぇ いっきはすぇ, 
いっきっょっかうっすけ う しおけすけゃなょしすゃけすけ. 
〈けえ ぉっかっあう くぇつぇかけすけ くぇ かはすけすけ 
う くぇ くけゃぇすぇ しすけこぇくしおぇ ゅけょうくぇ. 
╁ くぇさけょくうすっ くう こっしくう ]ゃ.╂っけさゅう 
しっ ゃないたゃぇかはゃぇ おぇすけ „いっかっく”, 
„きうかっく” う „たせぉぇゃ ╂っけさゅう”.
╂っさゅぬけゃょっく っ ょっくはす くぇ いっきっょっか-
しおうすっ しすけこぇくう. ╃っく こけ-さぇくけ しっ-
かはくうすっ いぇぉうゃぇす ゃ しさっょぇすぇ くぇ くう-
ゃうすっ しう おかけく けす ぉせお, いぇ ょぇ てせきはす 
う ういおかぇしはす あうすくうすっ おかぇしけゃっ う 
ょさせゅうすっ こけしっゃう う ょぇ ょぇょぇす ょけぉさぇ 
さっおけかすぇ.  
╂っさゅぬけゃょっく っ こさぇいくうお う くぇ しおけ-
すけゃなょちうすっ. ‶さっょしすぇゃぇすぇ, つっ ]ゃ. 
╂っけさゅう っ こけおさけゃうすっか くぇ しすぇょぇすぇ 
う こぇしすうさうすっ, っ いぇかっゅくぇかぇ ゃ くっゅけ-
ゃけすけ あうすうっ. ╁っょくなあ ゃ すなきくうちぇすぇ 
こさう しゃっすっちぇ ょけてなか  くっとぇしすっく つけ-
ゃっお, つうえすけ ゃけか ぉうか ぉけかっく. ]かっょ 
おぇすけ しっ ゃなさくぇか ゃおなとう, すけえ いぇゃぇ-
さうか あうゃけすくけすけ しう あうゃけ う いょさぇゃけ. 
‶け すさぇょうちうは くぇ すけいう ょっく けゃつぇさうすっ 
けすゃっあょぇす ゃ ちなさおけゃくうは ょゃけさ ぇゅくっ 
し ゃっくつっ くぇ さけゅちぇすぇ. ]ゃっとっくうおなす 
こさけつうすぇ こさぇいくうつくぇ きけかうすゃぇ いぇ 
いょさぇゃっ くぇ たけさぇすぇ う あうゃけすくうすっ う 
いぇ ょけぉさぇ さっおけかすぇ けす くうゃうすっ. 
′ぇ こさぇいくうつくぇすぇ すさぇこっいぇ くぇ ╂っさ-
ゅぬけゃょっく ゃなゃ ゃしっおう ぉなかゅぇさしおう ょけき 
こさうしなしすゃぇ こっつっくけ ぇゅくっ うかう はしすうっ 
けす ぇゅくっておけ きっしけ. ┿ゅくっすけ っ こなさゃけ-
さけょくけ う しっ おけかう いぇ おせさぉぇく ゃ つっしす 
くぇ しゃっすっちぇ. ¨す おさなゃすぇ きせ しっ くぇ-
きぇいゃぇす きぇかおう おさなしすつっすぇ こけ かうちぇすぇ 
くぇ ょっちぇすぇ いぇ いょさぇゃっ. ╉さなゃすぇ きせ しっ 
ういかうゃぇ ゃ さっおぇ うかう きさぇゃせくはお, いぇ ょぇ 
しっ こかけょはす ぇゅくっすぇすぇ こけ こけょけぉうっ くぇ 
きさぇゃおうすっ. ╄ょくぇすぇ こかっておぇ しっ さぇい-
ょぇゃぇ いぇ いょさぇゃっ う ぉかぇゅけこけかせつうっ.
‶さっい ちっかうは ょっく きかぇょうすっ ゃさないゃぇす 
かのかおう う しっ かのかっはす. [けょうすっかうすっ 
すっゅかはす ょっちぇすぇ しう し おぇくすぇさ いぇ いょさぇ-
ゃっ. ‶っしくうすっ う たけさáすぇ こさけょなかあぇゃぇす 
ょけ おなしくぇ ゃっつっさ.
╂っさゅぬけゃょっく っ こさぇいくうお くぇ ゃしうつおう, 
おけうすけ くけしはす うきっすけ ╂っけさゅう うかう こさけ-
ういゃけょくう くぇ すけゃぇ うきっ. 
╇きっくくうちう しぇ ╂っけさゅう – けす ゅさ. いくぇつう 
„いっきっょっかっち”, ╂けてけ, ╅けさけ, ╂っけさゅう-
くぇ, ╂っさゅうく, ╂っさゅうくぇ, ╂っさゅぇ, ╂っさゅぇ-
くぇ, ╂っくつけ, ╂っくおけ, ╂ぇくおぇ, ╂ぇくつけ, 
╂のさけ, ╂のさゅぇ, ╂ぇかうくぇ, ╂ぇかは.

╃っくはす  くぇ たさぇぉさけしすすぇ いぇ-
こけつゃぇ ょぇ しっ つっしすゃぇ ゃ ╀なか-

ゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは けとっ けす くっえくけ-
すけ しないょぇゃぇくっ. 〈さぇょうちうはすぇ  くぇ 

Ãåðãüîâäåíñêè ùðèõè
ゃけえくしおうは こさぇいくうお  ょぇすうさぇ けす 
こなさゃうすっ しかっょけしゃけぉけあょっくしおう 
ゅけょうくう. ]かっょ おぇすけ せつさっょはゃぇ 
けさょっくぇ „╆ぇ たさぇぉさけしす”, し 〉おぇい 
わ5 けす 9 はくせぇさう 1880 ゅ. おくはい 
┿かっおしぇくょなさ ╀ぇすっくぉっさゅ けこさっ-
ょっかは ょっく, ゃ おけえすけ ょぇ しっ こさぇい-
くせゃぇ たさぇぉさけしすすぇ – 17 ぇこさうか, 
ょっくはす, ゃ おけえすけ っ ういょぇょっくぇ いぇ-
こけゃっょすぇ いぇ そけさきうさぇくっ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ けこなかつっくうっ ゃ させしおけ-
すせさしおぇすぇ ゃけえくぇ. 
『ぇさ 《っさょうくぇくょ せいぇおけくはゃぇ すさぇ-
ょうちうはすぇ. 〈けえ いぇこけゃはょゃぇ くぇ 23-すう 
ぇこさうか /╃っくはす くぇ ]ゃ. ╂っけさゅう ‶け-
ぉっょけくけしっち こけ しすぇさ しすうか/ ょぇ しっ 
ういゃなさてう すなさあっしすゃっくぇ ちっさっきけくうは 
こけ ゅぇさくういけくうすっ, おけはすけ ゃおかのつゃぇかぇ 
こぇくうたうょぇ, こけいょさぇゃかっくうは う けぉっょ 
いぇ おぇゃぇかっさうすっ くぇ けさょっくう, おぇおすけ 
う ゃけっくくう こぇさぇょう, おけうすけ きけくぇさたなす 
こさうっきぇか, けぉかっつっく ゃ しこっちうぇかくぇ 
ぇすかぇいっくぇ きぇくすうは.
╃け こけょこうしゃぇくっすけ くぇ ′ぬけえしおうは 
きうさっく ょけゅけゃけさ ╃っくはす くぇ ぉけえくぇ-
すぇ こさけしかぇゃぇ しっ つっしすゃぇ けすょっかくけ 
くぇ 27 くけっきゃさう, すけゃぇ っ ょぇすぇすぇ くぇ 
こけぉっょぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは 
ゃ ぉけっゃっすっ こさう ]かうゃくうちぇ ゃ ]さなぉ-
しおけ-ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゃけえくぇ けす 1885 ゅ. 
]すさけゅうすっ ゃけっくくう おかぇせいう くぇ 
くっしこさぇゃっょかうゃうは ょけゅけゃけさ けす 
′ぬけえ こけきさぇつぇゃぇす あっかぇくうっすけ 
くぇ くぇさけょぇ ょぇ けすょぇょっ ょけしすけえくぇ 
こけつうす くぇ ゅっさけうすっ けす ゃけえくうすっ.
¨す 1926 ゅ.  こさぇいくうおなす くぇ おぇゃぇかっ-
さうすっ くぇ ゃけっくくう けさょっくう いぇ たさぇぉさけしす 
いぇこけつゃぇ ょぇ しっ こさぇいくせゃぇ いぇっょくけ し 
こさぇいくうおぇ くぇ ぇさきうはすぇ. ′ぇ 6-すう きぇえ 
たうかはょう ゅさぇあょぇくう しっ しなぉうさぇかう くぇ 
こかけとぇょ „┿か. ′っゃしおう”, けつぇおゃぇえおう 
ゃけっくくうは こぇさぇょ. ]さっょ せつぇしすくうちう-
すっ しっ けすおさけはゃぇかう けこなかつっくちうすっ けす 
【うこおぇ, ょけぉさけゃけかちうすっ けす ]かうゃくう-
ちぇ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ いぇこぇしくけすけ 
ゃけえくしすゃけ, おぇおすけ う つかっくけゃっ くぇ さぇい-
かうつくう しこけさすくう ょさせあっしすゃぇ.

╃っくはす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさ-
きうは けそうちうぇかくけ ょぇすうさぇ けす 

1931 ゅ., おけゅぇすけ ╃っくはす くぇ たさぇぉさけしす-
すぇ う こけぉっょうすっ っ けぉはゃっく いぇ ぉけっく 
こさぇいくうお くぇ ゃけえしおぇすぇ.  ‶さっい 1937 
ゅ. いぇ こなさゃう こなす こさう つっしすゃぇくっすけ くぇ 
╂っさゅぬけゃしおうは こさぇいくうお すなさあっしすゃけ-
すけ いぇこけつゃぇ けす こさっょくぇすぇ ゃっつっさ しなし 
いぇさは, ょけすけゅぇゃぇ すは しっ こさぇゃう っこういけ-
ょうつくけ. ]かっょ 1946 ゅ. すさぇょうちうはすぇ ゃ 
つっしすゃぇくっすけ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ ぇさきうは っ こさっおなしくぇすぇ.
╁ くぇえ-くけゃけ ゃさっきっ ╁っかうおけすけ 
くぇさけょくけ しなぉさぇくうっ けこさっょっかは 
いぇ こさぇいくうお くぇ ゃけえしおぇすぇ 23-
すう ぇゃゅせしす – ょっくはす くぇ ぉけっゃっすっ 
こさう 【うこおぇ. ] こけしすぇくけゃかっくうっ 
くぇ ╋] けす 27 はくせぇさう 1993 ゅ. 6 
きぇえ けすくけゃけ いぇっきぇ きはしすけすけ しう 
ゃ こさぇいくうつくうは おぇかっくょぇさ おぇすけ 
╃っく くぇ たさぇぉさけしすすぇ う こさぇいくうお 
くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは – ょけおぇ-
いぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ, つっ ぉさぇくくう-
すっ こけょゃういう くぇ たうかはょうすっ ぉなか-
ゅぇさしおう しうくけゃっ こさっょういゃうおゃぇす 
ゃないすけさゅ う こけさぇあょぇす こさういくぇ-
すっかくけしす; いぇ すけゃぇ, つっ くっ ょうこかけ-
きぇちうはすぇ, ぇ けさなあうっすけ う こけぉっ-
ょうすっ せすゃなさあょぇゃぇす いぇゃうくぇゅう 
╀なかゅぇさうは ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╀ぇか-
おぇくしおうは こけかせけしすさけゃ.

¨さょっくなす „╆ぇ たさぇぉさけしす” っ 
ゃうして ゃけっくっく ぉなかゅぇさしおう けさょっく 

ゃ 『ぇさしすゃけ ╀なかゅぇさうは う [っこせぉかうおぇ 
╀なかゅぇさうは, せつさっょっく し 〉おぇい わ1 けす 1 
はくせぇさう 1880 ゅ. くぇ おくはい ┿かっおしぇく-
ょなさ ╀ぇすっくぉっさゅ.  ] すけゃぇ けすかうつうっ しっ 
せょけしすけはゃぇす ういゃなさてうかうすっ こけょゃういう 
くぇ ぉけえくけすけ こけかっ. ̈ さょっくなす しっ ょぇゃぇ 
しぇきけ くぇ けそうちっさう, ゃうくぇゅう いぇ おけく-
おさっすくぇ こさけはゃぇ くぇ たさぇぉさけしす かうちっ 
ゃ かうちっ し ゃさぇゅぇ. ′けしうすっかうすっ くぇ けさ-
ょっくぇ くけしはす いゃぇくうっすけ “╉ぇゃぇかっさう”. 
╃なさあぇゃくうはす ゅかぇゃぇ う こさっしすけかけくぇ-
しかっょくうおなす こけ こさぇゃけ しぇ おぇゃぇかっさう 
しなけすゃっすくけ くぇ ╁けっくっく けさょっく „╆ぇ 
たさぇぉさけしす“ I しすっこっく う ╁けっくっく けさ-
ょっく „╆ぇ たさぇぉさけしす“ IV しすっこっく. ‶け-
さぇょう ゅけかはきけすけ しう せゃぇあっくうっ おなき 
けさょっくぇ, ′.╁. ちぇさ ╀けさうし III くうおけゅぇ 
くっ っ くけしうか けさょっくぇ „╆ぇ たさぇぉさけしす“ 
I しすっこっく う ╂けかっきうは おさなしす, くけしっか っ  
しぇきけ こけかせつっくうすっ けす くっゅけ けさょっくう 
こけ ゃさっきっ くぇ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ う 
‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ.
¨さょっくしおう こさぇいくうお っ 6 きぇえ, ╃っくはす 
くぇ ]ゃ. ゃきつお.╂っけさゅう ‶けぉっょけくけしっち. 
¨さょっくなす うきぇ 4 しすっこっくう, こけ-
しかっょくうすっ ょゃっ し こけ ょゃぇ おかぇしぇ. 
╉なき けさょっくぇ うきぇ こさうつうしかっく 
いくぇお, ういゃっしすっく おぇすけ “╁けえくうて-
おう おさなしす いぇ たさぇぉさけしす”, おけえすけ 
しっ ょぇゃぇ くぇ ゃけえくうちう う こけょけそう-
ちっさう. ‶なさゃけすけ くぇゅさぇあょぇゃぇくっ 
し けさょっくぇ „╆ぇ たさぇぉさけしす“ っ くぇ 
17 ぇこさうか 1880 ゅ., おけゅぇすけ しぇ 
くぇゅさぇょっくう 33-きぇ せつぇしすくうちう ゃ 
[せしおけ-すせさしおぇすぇ ゃけえくぇ (1877-

1878). 
] すけいう けさょっく しっ くぇゅさぇあょぇゃぇす 
ぉなかゅぇさしおう う つせあょう ゅっくっさぇかう, 
おぇおすけ う つせあょう ゃかぇょっすっかう.
╁ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゃけっくくぇ うしすけさうは 
うきぇ しぇきけ すさうきぇ ょせてう, おぇゃぇ-
かっさう くぇ けさょっくぇ „╆ぇ たさぇぉさけしす“ 
I しすっこっく: ]すっそぇく ]すぇきぉけかけゃ 
- ぉなかゅぇさしおう ょなさあぇゃくうお, さっ-
ゃけかのちうけくっさ, こけかうすうお, こけっす 
う あせさくぇかうしす; ╂っけさゅう ╅うゃおけゃ 
- ぉなかゅぇさしおう さっゃけかのちうけくっさ う 
こけかうすうお, すさう こなすう こさっょしっょぇ-
すっか くぇ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ, 
さっゅっくす くぇ ╀なかゅぇさうは しかっょ ぇぉ-
ょうおぇちうはすぇ くぇ おくはい ┿かっおしぇく-
ょなさ I う きうくうしすなさ くぇ くぇさけょくけすけ 
こさけしゃっとっくうっ; ゅっくっさぇか-きぇえけさ 
]ぇゃぇ ╋せすおせさけゃ - さっゅっくす くぇ 
╉くはあっしすゃけ ╀なかゅぇさうは (1886-
1887) う ゃけっくっく きうくうしすなさ ゃ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ ]すっそぇく 
]すぇきぉけかけゃ. 
╁かぇょっすっかう, おぇゃぇかっさう くぇ けさょっ-
くぇ, しぇ: ╉くはい ┿かっおしぇくょなさ I , 『ぇさ 
《っさょうくぇくょ I , 『ぇさ ╀けさうし III, 
させしおうはす うきこっさぇすけさ ┿かっおしぇく-
ょなさ III, しさなぉしおうはす ╉さぇか ╋うかぇく 
I, させきなくしおうはす ╉さぇか ╉ぇさけか I.
¨さょっくなす っ こさうしなょっく  う くぇ: ]ぇ-
きぇさしおけすけ いくぇきっ, 〈さっすぇ ¨こなか-
つっくしおぇ ょさせあうくぇ  う くぇ ╁ないょせて-
くうすっ くぇ ′. ╁. ゃけえしおう. 
¨さょっくなす „╆ぇ たさぇぉさけしす” っ ゃない-
しすぇくけゃっく こさっい 2003 ゅ. ╁ しなゃさっ-
きっくくうは しう ゃぇさうぇくす すけえ うきぇ しうくは 
かっくすぇ, うきぇ しぇきけ すさう しすっこっくう う 

くはきぇ おかぇしけゃっ. ╇きぇ ょゃっ おぇすっゅけ-
さうう - し きっつけゃっ, おけえすけ しっ ゃさなつゃぇ 
くぇ ゃけっくくう かうちぇ,  う ぉっい きっつけゃっ, 
ゃさなつゃぇく くぇ ちうゃうかくう かうちぇ.

╂っさゅぬけゃょっくしおうすっ さうすせぇかう 
しっ いぇさぇあょぇす こさう ゃいぇうきけ-

ょっえしすゃうっすけ くぇ つけゃっおぇ う こさうさけ-
ょぇすぇ. 〈っ しぇ しゃなさいぇくう し さぇいくけ-
けぉさぇいくう きぇゅうつっしおう こさぇおすうおう.

]なぉうさぇくっ くぇ ぉうかおう う いっ-
かっくうくぇ.〈さっゃうすっ, ちゃっすはすぇ, 

さぇいかうしすっくうすっ おかけくおう いぇっきぇす 
しなとっしすゃっくけ きはしすけ ゃ ゅっさゅぬけゃ-
ょっくしおぇすぇ けぉさっょくけしす. 〈けゃぇ っ 
くぇつうく ょぇ しっ こさっくっしっ しうかぇすぇ くぇ 
いっかっくぇすぇ さぇしすうすっかくけしす, あうい-
くっくけしすすぇ くぇ こさうさけょぇすぇ ゃなさたせ 
つけゃっおぇ う あうゃけすくうすっ. ╆ぇすけゃぇ 
ゃ せすさけすけ くぇ こさぇいくうおぇ おなとう-
すっ, ゅさぇょうくうすっ, しすけこぇくしおうすっ 
こけしすさけえおう けしなきゃぇす けおうつっくう 
し ぉせおけゃう おかけくおう, し おかけくおう けす 
さぇいちなそくぇかぇ はぉなかおぇ うかう ょさせゅけ 
こかけょくけ ょなさゃけ.
]きはすぇ しっ, つっ ぉうかおうすっ, おけうすけ しっ 
ぉっさぇす ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ こさぇい-
くうおぇ うかう さぇくけ しせすさうくすぇ くぇ ╂っさ-
ゅぬけゃょっく, うきぇす ゅけかはきぇ かっつっぉくぇ 
しうかぇ. ╆ぇすけゃぇ きけきうすっ う っさゅっくう-
すっ しっ けおうつゃぇす し ぉうかおう, し ちゃっすは 
う おかけくおう. 
╉なこぇくっ ゃ さけしぇ.]こけさっょ くぇさけょ-
くうすっ ゃはさゃぇくうは くぇ ╂っさゅぬけゃょっく 
ゃしうつおけ っ こけおさうすけ し ぉかぇゅぇ さけしぇ. 
╅っくう う ょっゃけえおう こさっい くけとすぇ 
しさっとせ ╂っさゅぬけゃょっく たけょはす うい 
さけしくうすっ かうゃぇょう う しっ すなさおぇかはす 
ゃなさたせ さけしくぇすぇ すさっゃぇ. 〈ぇおぇ すっ 
しっ おなこはす いぇ いょさぇゃっ う ょなかなゅ あう-
ゃけす. ′ぇ ゃっつっ さぇいかうしすっくけ ょなさゃけ 
しっ ゃさないゃぇす かのかおう う きかぇょうすっ う 
ょっちぇすぇ しっ かのかっはす くぇ すはた. ╁はさゃぇ 
しっ, つっ すぇおぇ しっ こさっくぇしは さぇしすう-
すっかくぇすぇ しうかぇ くぇ ょなさゃけすけ ゃなさたせ 
つけゃっおぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさけかっすくけすけ 
しなぉせあょぇくっ くぇ こさうさけょぇすぇ. ‶っ-
しくうすっ う こさうこっゃおうすっ くぇ きかぇょうすっ 
うきぇす こさっょうきくけ かのぉけゃっく う ゃっしっか 
たぇさぇおすっさ.  

‶さなしすっくう. ╁ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ っ 
こけいくぇす けぉうつぇはす くぇょこはゃぇくっ くぇ 

おうすおう うかう こさなしすっくう. ‶さっょうきくけ 
ゅけ しゃなさいゃぇきっ し こさぇいくうおぇ ╄くぬけゃ-
ょっく, くけ しっ しさっとぇ う くぇ ╂っさゅぬけゃ-
ょっく. ╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ こさぇいくうおぇ 
きけきうつっすぇすぇ ういこなかくはゃぇす さうすせぇかぇ 

“〈けこっくっ くぇ おうすおうすっ”. ‶さぇゃう しっ 
いぇ しぉなょゃぇくっ くぇ くぇえ-しなおさけゃっくうすっ 
あっかぇくうは う きっつすう. 

╂ぇょぇっくっ. ╀なかゅぇさうすっ しぇ しっ けこ-
うすゃぇかう ょぇ ゅぇょぇはす こけ ゃさっきっすけ 

くぇ くはおけう さっかうゅうけいくう こさぇいくうちう. 
╂っさゅぬけゃしおうはす ょなあょ っ くぇ ょけぉさけ. 
╁はさゃぇ しっ, つっ ゃしはおぇ おぇこおぇ ょなあょ, 
こぇょくぇかぇ こさっい すけいう ょっく, しすぇゃぇ くぇ 
あなかすうちぇ. ] こさぇいくうおぇ ╂っさゅぬけゃ-
ょっく しぇ しゃなさいぇくう う きくけゅけ ょさせゅう 
ゅぇょぇくうは – いぇ いょさぇゃっ, いぇ ぉけゅぇす-
しすゃけ, いぇ せいくぇゃぇくっ くぇ かのぉうき.

╂っさゅぬけゃょっくしおう たかはぉ. ′ぇ 
╂っさゅぬけゃょっく けゃつぇさはす しっ はゃは-

ゃぇ ぉけあう くぇきっしすくうお くぇ いっきはすぇ. 
╆ぇすけゃぇ くっゅけゃうはす けぉさぇい こさうしなしすゃぇ 
くぇえ–つっしすけ くぇ けぉさっょくうすっ たかはぉけゃっ, 
いぇきっしっくう ゃ す.くぇさ. ちゃっすくぇ ゃけょぇ. 〈ぇおぇ 
すっ しっ こさっゃさなとぇす ゃ きけかうすゃぇ いぇ ぉっ-
さっおっす. ╉さなゅかぇすぇ そけさきぇ くっ ゅっさゅぬけゃ-
ょっくしおうすっ たかはぉけゃっ っ いぇょなかあうすっかくぇ, 
すなえ おぇすけ しっ ゃはさゃぇ, つっ すは こさっょこぇいゃぇ 
しっきっえしすゃけすけ けす いかう しうかう. 

╉さうかぇすうはす ういさぇい „╃ぇ しっ 
たゃぇくっき いぇ いっかっくけ”, けぉぇ-

つっ, くっ e しゃなさいぇく し ╂っさゅぬけゃょっく, ぇ し 
╀かぇゅけゃっち. ′ぇてうはす くぇさけょ しゃなさいゃぇ 
こさぇいくうおぇ ╀かぇゅけゃっとっくうっ  こさっょう 
ゃしうつおけ し くぇしすなこゃぇくっすけ くぇ こさけかっ-
すすぇ う いぇすけゃぇ くぇ すけいう ょっく いぇょなか-
あうすっかくけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ はょっ “くっとけ 
いっかっくけ” - かぇこぇょ, おけこさうゃぇ, しこぇくぇお. 
¨しゃっく すけゃぇ, しすけこぇくうすっ いぇこけつゃぇかう 
けす すけいう ょっく こさうゅけすけゃかっくうは いぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ くぇ こけかっすけ う ゃ ゅさぇょうくぇすぇ. 
╆ぇすけゃぇ ういさぇいなす “╃ぇ しっ たゃぇくっき いぇ 
いっかっくけ” っ こけ-こけこせかはさっく けす  “╀かぇ-
ゅけゃっしすうすっかはす うょゃぇ”. 
′っいぇゃうしうきけ こけ こけゃけょ くぇ おけえ こさぇい-
くうお しっ こさけういくぇしは, いくぇきっくうすぇすぇ 
そさぇいぇ しなょなさあぇ ゃ しっぉっ ぇしけちうぇちうう 
いぇ こさけかっす, いぇ くぇょっあょう, きっつすう, 
ゃおせしけゃっ, ぇさけきぇすう う けつぇおゃぇくうは.

] うきっ ╂っけさゅう. ╇きっすけ ╂っけさ-
ゅう うきぇ ゅさなちおう こさけういたけょ う 

けいくぇつぇゃぇ “いっきっょっかっち”, けす geo 
- いっきは, ergon - さぇぉけすは.
′ぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╄ゃさけこぇ 
うきっすけ ╂っけさゅう いぇこけつゃぇ ょぇ ょけ-
ぉうゃぇ こけこせかはさくけしす っょゃぇ ゃ おさぇは 
くぇ 14 ゃっお, おけゅぇすけ おさなしすけくけ-
しちうすっ ょけくぇしはす けす ‶ぇかっしすうくぇ 
うしすけさうはすぇ いぇ きなつっくうつっしすゃけすけ 
くぇ しゃっすう ╂っけさゅう う いぇ つせょっしぇすぇ, 
おけうすけ ういゃなさてうか.
╁ さぇいかうつくうすっ しすさぇくう うきっすけ 
╂っけさゅう しっ しさっとぇ ゃ 33 さぇいかうつ-
くう ゃぇさうぇくすぇ: ╂っけさゅ, ╂っけさゅうせし, 
╂っけさゅうえ, ╃あけさょあ う す.く.
╃け しおけさけ しっ しきはすぇてっ, つっ くぇえ-
つっしすけ しさっとぇくけすけ せ くぇし きなあおけ 
うきっ っ ╇ゃぇく, しかっょゃぇくけ けす ╂っけさゅう. 
‶けしかっょくうすっ ょぇくくう くぇ  ′ぇちうけ-
くぇかくうは しすぇすうしすうつっしおう うくしすうすせす 
/′]╇/ しけつぇす, つっ くぇえ-こけこせかはさ-
くけすけ きなあおけ うきっ ゃ ╀なかゅぇさうは っ 
╂っけさゅう. ╉なき おさぇは くぇ きうくぇかぇ-
すぇ ゅけょうくぇ うきっすけ ╂っけさゅう くけしはす 
176 184 きなあっ うかう 4.79 くぇ しすけ 
けす ゃしうつおう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 

しうかくうは こけか. ‶け こけこせかはさくけしす 
ゅけ しかっょゃぇす ╇ゃぇく, ╃うきうすなさ, ′う-
おけかぇえ, ‶っすなさ, 》さうしすけ, ╈けさょぇく, 
]すっそぇく, 〈けょけさ う ╁ぇしうか. 
‶けしかぇくうっすけ, おけっすけ くけしう うきっすけ 
╂っけさゅう, っ – しすさぇょぇと ゃ うきっすけ くぇ 
ゃっかうおぇ うょっは う しうかぇ ょぇ しっ しこさぇ-
ゃう し すさせょくけしすうすっ.

╆ぇ  きなあっすっ, おけうすけ くけしはす 
すけゃぇ うきっ, っ ゃぇあくけ ょぇ うきぇす 

つけゃっお ょけ しっぉっ しう, こぇさすくぬけさ, おけえ-
すけ ょぇ ゅう こけょおさっこは. ╂っけさゅう すなさしう 
たぇさきけくうはすぇ ゃなゃ ゃいぇうきけけすくけてっ-
くうはすぇ う ゃ あうゃけすぇ おぇすけ ちはかけ. ′っ-
いぇゃうしうきけ けす すけゃぇ, つっ ょけ くはおなょっ っ 
っゅけうしす ゃ かのぉけゃすぇ, すけえ しっ くせあょぇっ 
けす きくけゅけ しうかくぇ けぉうつ. 』せゃしすゃうすっ-
かっく っ, せきっっ ょぇ こけょぉうさぇ たけさぇすぇ, し 
おけうすけ おけくすぇおすせゃぇ. 
]ぇきけしすけはすっかくけしす, しうかぇ , うきこせかし 
う あっかぇくうっ いぇ しぇきけょけおぇいゃぇくっ  しぇ 
ゃけょっとう ゃ すけゃぇ うきっ. ╁なくてくけすけ 
きせ こさけはゃかっくうっ っ しゃなさいぇくけ し ゅけ-
かっきう こさけきっくう. ╁うくぇゅう, けぉぇつっ, 
せしこはゃぇ ょぇ しっ ぇょぇこすうさぇ ゃ しさっょぇ-
すぇ, ゃ おけはすけ こけこぇょぇ.
╇きっすけ ╂っけさゅう ょぇゃぇ くぇ こさうすっあぇ-
すっかは しう ゅけかっきう ぇきぉうちうう う ちっかっ-
せしすさっきっくけしす, こけしかっょけゃぇすっかくけしす 
う くっいぇゃうしうきけしす, おけはすけ っ くぇえ-
しうかくぇすぇ きせ つっさすぇ. ╋くけゅけ つっし-
すけ くけしう くっせょけゃかっすゃけさっくけしす けす 
しぇきうは しっぉっ しう う けす ょさせゅうすっ, くけ 
こさうすっあぇゃぇ ういおかのつうすっかっく すぇかぇくす 
いぇ けぉとせゃぇくっ う せぉっあょぇゃぇくっ. ╋な-
あっすっ し すけゃぇ うきっ きけゅぇす ょぇ こけゃっ-
ょぇす きぇしうすっ しかっょ しっぉっ しう, いぇとけすけ 
ゃょなたゃぇす ゃはさぇ. 〈っ しぇ けつぇさけゃぇすっか-
くう, たぇさういきぇすうつくう う し きくけゅけ すなく-
おけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ. ┿おけ うしおぇす 
こけこせかはさくけしす, ゃうくぇゅう きけゅぇす ょぇ 
は うきぇす. ╇いはゃはゃぇす しっ おぇすけ こぇいう-
すっかう くぇ すさぇょうちううすっ: ゃ こけかうすう-
おぇすぇ, しこけさすぇ, ぉけえくうすっ ういおせしすゃぇ, 
ぇさきうはすぇ. ╇きぇす けすかうつくぇ こぇきっす. ] 
さぇょけしす ういつぇおゃぇす せょけぉっく きけきっくす, 
いぇ ょぇ こさうこけきくはす くっつうう つせあょう 
ゅさっておう.
╂っけさゅうっゃちうすっ しぇ ゅぇかぇくすくう きなあっ. 
╇きぇす こさっょしすぇゃうすっかくぇ ゃなくてくけしす 
う くっ けしすぇゃぇす くっいぇぉっかはいぇくう. 〈っ 
しぇ しうかくう かうつくけしすう う しぇきけょうし-
ちうこかうくうさぇくう. ╆ぇすけゃぇ しぇ さけょっくう 
ょぇ おけきぇくょゃぇす う ょぇ ぉなょぇす てっ-
そけゃっ. ¨すゅけゃけさくう う ゃきぇくうぇつっくう 
くぇ すっきぇ こさけそっしうけくぇかういなき, すっ 
しっ ぉけさはす し ゃしうつおう しうかう しさっとせ 
こけしさっょしすゃっくけしすすぇ. 〈っ くっ しぇ おぇ-
さうっさうしすう, くけ けぉうつぇす ょぇ こっつっかはす 
すうすかう う さっおけさょう, いゃぇくうは う くぇ-
ゅさぇょう. ′っ けぉうつぇす かっおぇすぇ う しこけ-
おけえくぇ さぇぉけすぇ. 
〈けゃぇ うきっ っ しきはすぇくけ いぇ っょくけ けす 
くぇえ-きけとくうすっ う しうかくう ゃ すゃけさつっ-
しおけ けすくけてっくうっ. ‶かぇくっすくうすっ きせ 
ゅけしこけょぇさう しぇ ]かなくちっすけ う ╁っくっさぇ. 
〈っ きせ ょぇゃぇす ぇさすうしすうつくけしす う きな-
あっしすゃっくけしす.
╇きっすけ ╂っけさゅう とっ けしすぇくっ ゃなゃ 
ゃしうつおう っいうちう う くぇさけょう おぇすけ 
しうきゃけか くぇ ゃはさぇすぇ う しきっかけしすすぇ, 
おぇすけ こけぉっょぇすぇ くぇ ╃せたぇ くぇょ すは-
かけすけ. 

′ぇょ 2  たうかはょう しぇ うきっくくうちうすっ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ 
とっ こさぇいくせゃぇす いぇ いょさぇゃけ うきっ くぇ ╂っさゅぬけゃょっく. 
‶け すさぇょうちうは くぇえ- きくけゅけぉさけえくぇ っ ゅさせこぇすぇ くぇ くけしっとうすっ 
うきっすけ くぇ しゃっすう ╂っけさゅう- 1 719 つけゃっおぇ. 
]かっょ すはた しっ くぇさっあょぇす ╂っさゅぇくうすっ- 394, しかっょゃぇくう けす さぇい-
かうつくうすっ こさけういゃけょくう くぇ うきっすけ. ╂っさゅうくうすっ しぇ 19. 
¨す けぉとうは  ぉさけえ うきっくくうちう 270 しぇ ぇさしっくぇかしおう.  164 しぇ 
しぇきけ  きなあっすっ し うきっ ╂っけさゅう, さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか”.  ╄ょうく 
っ うきっくうおなす ╂っけさゅうえ, ぇ ╂っさゅぇくうすっ しぇ 50. ]こけさっょ しすぇすうしすう-
おぇすぇ, ゃしはおけ 8-きぇ あっくぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお し うきっ ╂っさゅぇくぇ 
っ ぇさしっくぇかおぇ.   ‶さぇいくせゃぇとうすっ くぇ ╂っさゅぬけゃょっく  し うきっ ╂っくつけ 
けす „┿さしっくぇか” しぇ 18, ╂うくおうすっ -12,  10 しぇ ╂っくおうすっ,  こけ ょゃぇきぇ 
しぇ ╂っくけ う  ╂うくつけ, ╂けてけゃちうすっ しぇ 3-きぇ, ぇ ╂っくおけ っ  1. 
  ]さっょ  すっいう, おけうすけ とっ つっさこはす いぇ かうつくけ う いょさぇゃけ うきっ くぇ 
╂っさゅぬけゃょっく しぇ う ょうさっおすけさなす くぇ いぇおけきこかっおし 3 うくあ. ╂っ-
けさゅう ╃けぉさっゃ, おぇおすけ ういぇき. ╃うさっおすけさなす くぇ いぇゃけょ 4 – ゅさぇょ 
╋なゅかうあ  ╂っけさゅう ′っくつっゃ.
 ╆ぇ ゃしうつおう うきっくくうちう - いょさぇゃっ う ぉっさっおっす!

 〈┿
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... そぇおすけさ う っかっきっくす けす そうさきっくぇすぇ おせかすせさぇ くぇ ゃしはおけ しっ
ぉっせゃぇあぇゃぇとけ しっ きけょっさくけ こさっょこさうはすうっ. ╆ぇとけすけ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”  こけ くっこけょさぇあぇっき くぇつうく とっ そけさきうさぇ そうさきっくぇ 
こさうくぇょかっあくけしす せ きかぇょうすっ くう おけかっゅう う とっ ゅさぇょう そうさきっくぇ 
ゅけさょけしす せ ゃしっおう けす くぇし. 〈ぇいう しすなこおぇ っ ゃ せくうしけく う し ゃけょっ
くぇすぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ しけちうぇかくぇ こけかうすう
おぇ う っ こけさっょくうはす とさうた ゃ くぇてっすけ きけすうゃうさぇくけ さぇぉけすくうつっ
しおけ う きっくうょあなさしおけ ぇさしっくぇかしおけ しぇきけつせゃしすゃうっ.
„┿さしっくぇか” うきぇ しゃっすけゃっく ぇゃすけさうすっす, うきぇ しゃけうすっ ゅけかっきう せし
こったう う いぇゃけっゃぇくうは, うきぇ しゃけうすっ ぉっいちっくくう たけさぇ – さぇぉけすくう
ちう, しこっちうぇかうしすう う っおしこっさすう ゃ さぇいかうつくう しそっさう. ╆ぇ ゃしうつおけ 
すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ いくぇっ – おぇおすけ けす くぇし しぇきうすっ, すぇおぇ う けす 
ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお う [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ, けす くぇちうけ
くぇかくうすっ うくしすうすせちうう, し おけうすけ „┿さしっくぇか”さぇぉけすう, けす しさけょくう 
こさっょこさうはすうは ゃ  しすさぇくぇすぇ. ╉ぇおゃけ とっ こさっょしすぇゃかはゃぇ  „〈さう
ぉせくぇ ┿さしっくぇか”, おぇおゃけ とっ つっすっき ゃ くっは? 
╉ぇすけ くぇつぇかけ, とっ しっ こけしすぇさぇっき ゃっしすくうおなす ょぇ ういかういぇ ょゃぇ 
こなすう きっしっつくけ, ゃ こっすなお. ╁ないきけあくけ っ ゃこけしかっょしすゃうっ ょぇ くぇ
しすなこう こさけきはくぇ ゃ くっゅけゃぇすぇ こっさうけょうつくけしす. ̈ こさっょっかはとう とっ 
ぉなょぇす しなょなさあぇくうっすけ, ゃ おけっすけ とっ ょけきうくうさぇ しかせつゃぇとけすけ 
しっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, う くっゅけゃぇすぇ うくそけさきぇちうけくくぇ こかなすくけしす.
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ しっ さぇいこさけしすさぇくはゃぇ ぉっいこかぇすくけ.
╁ くっゅけ とっ うきぇ こけしすけはくくう う ゃさっきっくくう させぉさうおう, おぇおすけ う 
させぉさうおう くぇ さけすぇすうゃっく こさうくちうこ, しゃなさいぇくう し ぇおすせぇかくうすっ 
こさけぉかっきう ゃ ょさせあっしすゃけすけ, し うおけくけきうおぇすぇ う せこさぇゃかっくうっすけ 
くぇ そうさきぇすぇ う くぇ しなしすぇゃくうすっ おけきこかっおしう, し こさけういゃけょしすゃっ
くぇすぇ ょっえくけしす, し くけゃけゃなゃっょっくうはすぇ こさう くぇし, しなし しけちうぇか
くぇすぇ しそっさぇ, し ょっえくけしすすぇ くぇ ょゃぇすぇ そうさきっくう しうくょうおぇすぇ – 
╉′]╀ う ╉〈”‶けょおさっこぇ”, しなし いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ, っしすっすうおぇすぇ 
くぇ すさせょぇ, おせかすせさぇすぇ, しこけさすぇ う きくけゅけ, きくけゅけ けとっ. 
】っ しっ こせぉかうおせゃぇす きぇすっさうぇかう いぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ ぇくゅぇ
あうさぇくけしす くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか”, いぇ こさうくけしぇ うき ゃ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ, いぇ こけしすうあっくうはすぇ うき 
ゃ こさはおぇすぇ うき さぇぉけすぇ う ゃ ょさせゅう しそっさう ういゃなく そうさきぇすぇ.
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ ぉなょっ  う きはしすけ いぇ かうつくけ すゃけさつっしす
ゃけ, いぇ ういはゃぇ くぇ かうつくう せきっくうは う いくぇくうは, いぇ うくすっさっしくう 
いぇくうきぇくうは, いぇ こけかっいくぇ うくそけさきぇちうは けす そうさきっくうは きせ
いっえ, けす ぉうぉかうけすっおうすっ う す.く.  
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ さぇいおぇいゃぇ いぇ  あうゃけすぇ くぇ ょっちぇすぇ 
ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, いぇ きかぇょうすっ くう さぇぉけす
くうちう, いぇ あうゃけすぇ くぇ ゃしっおう ちった, ぉさうゅぇょぇ うかう けすょっか, いぇ 
くぇてうすっ ゃっすっさぇくう. ‶けさっょうちぇ けす しこっちうぇかくう こせぉかうおぇちうう 
とっ けぉけゅぇすはゃぇ  いくぇくうはすぇ う かうつくぇすぇ くう けぉとぇ おせかすせさぇ. 
¨す くぇてうは ゃっしすくうお とっ くぇせつぇゃぇきっ いぇ こけ-ゃぇあくうすっ しなぉう
すうは  う こさけぉかっきう ゃ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ. 
』さっい くっゅけ とっ きけあっき ょぇ しう つっしすうすうき たせぉぇゃう かうつくう こさぇい
くうちう, ょぇ しこけょっかうき いぇ しこけかっすはかぇ くう ぉっょぇ, ょぇ さぇいおぇあっき 
いぇ くはおけゅけ うかう いぇ くっとけ, おけっすけ しこけさっょ くぇし っ ゃぇあくけ.
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ ぉなょっ こさけっおちうはすぇ くぇ ゃしはおけ いぇ
しかせあぇゃぇとけ ゃくうきぇくうっ そうさきっくけ しなぉうすうっ. 〈は とっ ぉなょっ 
けゅかっょぇかけすけ くぇ くぇてぇすぇ さぇぉけすぇ う くぇ きくけゅけかうおうは くう   あう
ゃけす ゃなゃ そうさきぇすぇ. ′ぇ しすさぇくうちうすっ くぇ ゃっしすくうおぇ ゃしっおう  とっ 
きけあっ ょぇ くぇきっさう こけ くっとけ いぇ しっぉっ しう う とっ きけあっ つさっい 
ょさせゅうすっ ょぇ ゃうょう つぇしす けす しっぉっ しう.
〈けゃぇ とっ っ っょくけ しゃけぉけょくけ う ょっきけおさぇすうつくけ ういょぇくうっ いぇ 
うくそけさきぇちうは う いくぇくうは, ぉっい ょうさっおすうゃう, ぉっい うょっけかけゅうは, 
ぉっい ちっくいせさぇ – こさう しこぇいゃぇくっ くぇ いぇおけくうすっ くぇ しすさぇくぇすぇ う  
ゃなすさってくうすっ こさぇゃうかぇ くぇ そうさきぇすぇ. 
╀っいしこけさくけ, ゃ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ しっ こさうかぇゅぇす けしくけゃ
くうすっ こさぇゃうかぇ ゃ あせさくぇかうしすうおぇすぇ – いぇ けぉっおすうゃくけしす う ぉっい
こさうしすさぇしすくけしす, くけ ぇい けつぇおゃぇき くっとけ こけゃっつっ けす すけゃぇ. ̈ しゃっく 
きくけゅけ こけいうすうゃっく, きう しっ うしおぇ すけゃぇ ょぇ っ っょうく ゃなかくせゃぇと 
ゃっしすくうお. ╃ぇ ぉなょっ くっ こさけしすけ つっすっく, ぇ すなさしっく う つぇおぇく. ′っ
いぇゃうしうきけ, つっ うきぇ ういゅさぇょっくう ういょぇすっかしおう しなゃっす う さっょぇお
ちうけくくぇ おけかっゅうは, ゃっしすくうおなす っ くぇ ゃしうつおう くぇし, いぇすけゃぇ くっおぇ 
ゅけ こうてっき ゃしうつおう いぇっょくけ. ╋うしかは, つっ すけゃぇ っ こけしすうあうきけ.
╉ぇいぇくけ くぇおさぇすおけ, „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”  とっ ぉなょっ ゃっしすくうお 
くぇ „┿さしっくぇか” いぇ „┿さしっくぇか”. ′っおぇ こさっょしすけはとうすっ きぇえしおう こさぇい
くうちう しぇ ょけぉなさ いくぇお いぇ くっゅけゃうは しすぇさす う いぇ くっゅけゃけすけ ぉなょっとっ.
′ぇ さっょぇおちうけくくぇすぇ おけかっゅうは う くぇ ゃしうつおう ぇさしっくぇかちう, おけうすけ 
とっ せつぇしすゃぇす  ゃ しこうしゃぇくっすけ くぇ ゃっしすくうおぇ, けす しなさちっ こけあっかぇ
ゃぇき しこけさくぇ う せしこってくぇ さぇぉけすぇ. [ぇぉけすぇ, おけはすけ ょぇ ゃなさてぇす し 
せょけゃけかしすゃうっ う おけはすけ ょぇ うき くけしう せょけゃかっすゃけさっくうっ.
′ぇ ゃぇし, つうすぇすっかうすっ, あっかぇは  ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”  
ょぇ っ しさっょ かのぉうきうすっ ゃう つっすうゃぇ. ╅っかぇは ゃう いょさぇゃっ う こさう
はすくぇ こけつうゃおぇ ゃ こさぇいくうつくうすっ ょくう!
 ¨す うきっすけ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ う ういょぇすっかしおうは 
しなゃっす - くぇ ょけぉなさ つぇし くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”! 
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╃ゃぇきぇ ぇさしっくぇかちう – 《うかつけ 
《うかつっゃ, つかっく くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ 
う いぇき.-こさっょしっょぇすっか 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 くぇ 
いぇゃけょ 5, う ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ – 
こさっょしっょぇすっか 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 くぇ いぇゃけょ 1, 
こさっょしすぇゃうたぇ  []¨ - ╉ぇいぇく
かなお  う ′]《 „╋っすぇかっかっおすさけ” 
くぇ ょっきけくしすさぇちうはすぇ, けさゅぇくう
いうさぇくぇ けす ╄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 
くぇ 9 ぇこさうか す.ゅ. ゃ ╀せょぇこっとぇ.
¨ぉとけ 105 ぉなかゅぇさう, つかっくけ
ゃっ う ぇおすうゃうしすう くぇ ╉′]╀, しっ 
ゃおかのつうたぇ ゃ 45-たうかはょくけすけ  
こさけすっしすくけ てっしすゃうっ, くぇしけつう
かけ しっ おなき ‶かけとぇょぇ くぇ ゅっさけ
うすっ ゃ せくゅぇさしおぇすぇ しすけかうちぇ, いぇ 
ょぇ いぇはゃう: „′っ くぇ けゅさぇくうつっ
くうはすぇ! ╆ぇ しけちうぇかくぇ ╄ゃさけこぇ う 
しこさぇゃっょかうゃけ いぇこかぇとぇくっ!”
╁ っゃさけょっきけくしすさぇちうはすぇ しぇ 
せつぇしすゃぇかう こさぇすっくうちう けす 
ゃしうつおう ょなさあぇゃう – つかっくおう くぇ 
╄]. ′ぇてうすっ こさっょしすぇゃうすっかう – 
《うかつっゃ う ╉ぇしぇぉけゃ, しぇ ぉうかう ゃ 
さっょうちうすっ くぇ くぇえ-きぇとぇぉくうは 
こっすう ぉかけお, いぇっょくけ しなし しうくょう
おぇかうしすう けす 〉くゅぇさうは, ╃ぇくうは, 
【ゃっえちぇさうは, ╇しこぇくうは, ′けさ
ゃっゅうは, ‶けさすせゅぇかうは, 』ったうは, 
》なさゃぇすうは う ょさせゅう しすさぇくう.

‶さけすっしすうすっ しなゃこぇょくぇたぇ し せく
ゅぇさしおけすけ こさっょしっょぇすっかしすゃけ 
くぇ ╄] う しなし いぇしっょぇくうっすけ くぇ 
きうくうしすさうすっ くぇ うおけくけきうおぇすぇ 
う そうくぇくしうすっ う ╄ゃさけこっえしおぇすぇ 
ちっくすさぇかくぇ ぉぇくおぇ, けぉしなあょぇ
かう さっいせかすぇすうすっ けす うおけくけきう
つっしおぇすぇ おさういぇ. 
′ぇょ 23 きかく. けす たけさぇすぇ ゃ すさせ
ょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす ゃ ╄ゃ
さけこぇ しぇ すさぇえくけ ぉっいさぇぉけすくう 
- そぇおす, おけえすけ こけさぇあょぇ くぇ
こさっあっくうっ う くっしうゅせさくけしす くっ 
しぇきけ ゃ ぉっょくぇ ょなさあぇゃぇ おぇすけ 
╀なかゅぇさうは, くけ う ゃなゃ ゃしうつおう 
っゃさけこっえしおう しすさぇくう. 〈けゃぇ 

けぉはしくはゃぇ きけすけすけ くぇ ょっきけく
しすさぇちうはすぇ, こけ ゃさっきっ くぇ おけはすけ 
しうくょうおぇかうしすうすっ くぇしすけはたぇ  ょぇ 
しっ ょぇょっ こけ-ゅけかはき こさうけさうすっす 
くぇ いぇっすけしすすぇ う おぇすっゅけさうつくけ 
いぇはゃうたぇ: „〉こさぇゃかっくうっすけ くぇ 
╄ゃさけこぇ けいくぇつぇゃぇ こけゃっつっ いぇ
っすけしす, こけゃっつっ しこさぇゃっょかうゃけしす 
う しけかうょぇさくけしす”. 
╁ すはたくけすけ こけしかぇくうっ っ いぇこうしぇくけ:
 - 〉こさぇゃかっくうっすけ くぇ ╄ゃさけこぇ っ 
いぇしうかゃぇくっ くぇ しけちうぇかくうは きけ
ょっか, ぇ くっ くっゅけゃけすけ ぇすぇおせゃぇくっ.
 - 〈けゃぇ くっ っ くぇてぇすぇ おさういぇ – 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ せょぇさはす しこっおせ
かぇくすうすっ, ぇ くっ さぇぉけすくうちうすっ!
 - ╃ぇ しっ せこさぇゃかはゃぇ ╄ゃさけこぇ 
けいくぇつぇゃぇ ょぇ しっ さぇぉけすう いぇ 
っょくぇ こけ-しけちうぇかくぇ ╄ゃさけこぇ, 
いぇ っゃさけこっえちうすっ う けしけぉっくけ 
いぇ きかぇょうすっ, こっくしうけくっさうすっ う 
あっくうすっ.
 - ╃ぇ しっ せこさぇゃかはゃぇ ╄ゃさけこぇ けい
くぇつぇゃぇ ょぇ しっ ょっえしすゃぇ いぇ うし
すうくしおけ せしすけえつうゃけ さぇいゃうすうっ.
╇いこなかゃぇえおう せかうちうすっ, こけ 
おけうすけ っ こさっきうくぇかけ てっしすゃう
っすけ, ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╀せょぇ
こっとぇ, し ちゃっすは う そかぇゅつっすぇ ゃ 
さなちっ, ゃないすけさあっくけ しぇ こけょ
おさっこうかう うしおぇくうはすぇ くぇ ょっ
きけくしすさぇくすうすっ.

〈┿

 ] ゃっかうおょっくしおう  ぉぇいぇさ う おけく
ちっさす いぇさぇょゃぇたぇ しゃけうすっ さけょう
すっかう きぇかおうすっ ぇさしっくぇかちう- ょっ
ちぇすぇ けす ╃っすしおぇ ゅさぇょうくぇ 
„ ╀せさぇすうくけ”. ′ぇゃさなた しゃっすかうは 
たさうしすうはくしおう こさぇいくうお きぇかつせ
ゅぇくうすっ けさゅぇくういうさぇたぇ しこっちうぇ
かっく ぉぇいぇさ う おけくちっさす, つうはすけ 
けしくけゃくぇ ちっか ぉっ くぇぉうさぇくっすけ 
こけ すけいう くぇつうく くぇ しさっょしすゃぇ いぇ  
いぇおせこせゃぇくっ くぇ きぇすっさうぇかう う 
せてうゃぇくっ くぇ おけしすのきう いぇ きぇか
おうすっ すぇかぇくすう. 
╇くうちうぇすうゃぇすぇ こけ すけいう くぇつうく 
ょっちぇ う さけょうすっかう ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ 
けぉとけすけ くぇつうくぇくうっ っ くぇ くぇしすけは
すっかしすゃけすけ おなき ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ. 
‶けおぇいぇくうすっ っおしこけくぇすう くぇ うい
かけあぉぇすぇ -ぉぇいぇさ しぇ ういさぇぉけすっ
くう ゃ つぇしけゃっすっ いぇ すゃけさつっしおう 
いぇくうきぇくうは くぇ ょっちぇすぇ, し こけ
きけとすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ‶け 
ゃさっきっ くぇ しぇきうは おけくちっさす ぉっ 
こさっょしすぇゃっく きかぇょうはす ょけぉさけ
ゃけかっち けす [っこせぉかうおぇ ╊うすゃぇ 
╊のょぇし. ╋かぇょっあなす ゃ こさけょなか

あっくうっ くぇ ゅけょうくぇ とっ さぇぉけすう 
しなゃきっしすくけ し ょっちぇすぇ けす いぇぉぇ
ゃぇつくちぇすぇ,  ゃ けぉと こさけっおす くぇ 
ゅさぇょうくぇすぇ う 『っくすなさなす いぇ ょっちぇ 
し せゃさっあょぇくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╇いかけあぉぇすぇ-ぉぇいぇさ ゃおかのつゃぇ
てっ ╁っかうおょっくしおう しせゃっくうさう う 
すさぇょうちうけくくう おせかうくぇさくう うい
ょっかうは, ういさぇぉけすっくう けす ょっちぇすぇ 
くぇ „╀せさぇすうくけ”, しなし しなょっえ

しすゃうっすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ‶け 
ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ ぉっ こさっょ
しすぇゃっく う ょけぉさけゃけかっちなす けす 
╊うすゃぇ  - ╊のょぇし, おけえすけ こさっい 
2011-すぇ ゅけょうくぇ, とっ こけしっとぇ
ゃぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ う とっ 
さぇぉけすう こけ しなゃきっしすっく こさけっおす 
し 『っくすなさぇ いぇ ょっちぇ し せゃさっあ
ょぇくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお.

〈┿

』ぇしす けす っおしこけくぇすうすっ, ゃおかのつっくう ゃ ぉぇいぇさぇ

╇ こさっい 2011 ゅ. とっ こさけょなかあう 
すさぇょうちうはすぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃  ょぇ しっ こさっょけし
すぇゃは ゃないきけあくけしす いぇ ぉっいこかぇす

くぇ っょくけしっょきうつくぇ こけつうゃおぇ くぇ 
きけさっ. 
]っいけくなす ゃ こけつうゃくぇすぇ しすぇく
ちうは ゃ ゅさ. ′っしっぉなさ しっ けすおさう

ゃぇ くぇ 9 きぇえ. ╆ぇ ちはかけすけ かはすけ 
とっ ぉなょぇす けさゅぇくういうさぇくう けす 8 
ょけ 10 しきっくう. ‶なさゃうすっ つっすう
さう しきっくう とっ ぉなょぇす けす こけ 220 
ょせてう.
╆ぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” 
そうさきぇすぇ  けしうゅせさはゃぇ てっし
すょくっゃくけ こさっぉうゃぇゃぇくっ ゃ しすぇく
ちうはすぇ, ゃおかのつゃぇとけ ぉっいこかぇす
くう いぇおせしおぇ, けぉっょ う ゃっつっさは う 
こっす ぉっいこかぇすくう くけとせゃおう.
]っきっえしすゃぇすぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃ ょさせあっしすゃけすけ きけゅぇす ょぇ こけ
つうゃぇす くぇ きうくうきぇかくう ちっくう – 
こけ 20 かゃ. くぇ ょっく いぇ くけとせゃ
おぇ う たさぇくぇ. ╆ぇ ょっちぇ ょけ 12 ゅ. 
ちっくぇすぇ っ 6 かゃ. , ぇ いぇ ょっちぇ ょけ 
2-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす くっ しっ いぇ
こかぇとぇ.  
╆ぇこうしゃぇくっすけ くぇ こなさゃうすっ かっ
すけゃくうちう  ゃっつっ いぇこけつくぇ.

〈┿

╇ すけゃぇ かはすけ ′っしっぉなさ とっ しすぇくっ きぇかおうはす ╉ぇいぇくかなお

けす しすさ.



つっ ょぇ さぇぉけ
すうて し かっおけすぇ 
う ょぇ くはきぇ いぇ 
おぇおゃけ ょぇ すう 
こさぇゃはす いぇ

ょぇ さぇぉけすうて 
し かっおけすぇ う 
ょぇ くはきぇ いぇ 
おぇおゃけ ょぇ すう こさぇゃはす いぇぉっかっあ
おう つっ ょぇ さぇぉけすうて し かっおけすぇ う 
ょぇ くはきぇ いぇ おぇおゃけ ょぇ すう こさぇ
ゃはす いぇぉっかっあおう つっ ょぇ さぇぉけすうて 
し かっおけすぇ う ょぇ くはきぇ いぇ おぇおゃけ 
ょぇ すう こさぇゃはす いぇぉっかっあおう つっ 

ょぇ さぇぉけすうて 
し かっおけすぇ う 
ょぇ くはきぇ いぇ 
おぇおゃけ ょぇ すう 
こさぇゃはす いぇ
ぉっかっあおう つっ 

し かっおけすぇ う 
ょぇ くはきぇ いぇ 
おぇおゃけ ょぇ すう こさぇゃはす いぇぉっかっあ
おう つっ ょぇ さぇぉけすうて し かっおけすぇ う 
ょぇ くはきぇ いぇ おぇおゃけ ょぇ すう こさぇ
ゃはす いぇぉっかっあおう つっ ょぇ さぇぉけすうて 
し かっおけすぇ う ょぇ くはきぇ いぇ おぇおゃけ 
ょぇ すう こさぇゃはす いぇぉっかっあおう つっ 

ょぇ さぇぉけすうて 
し かっおけすぇ う 
ょぇ くはきぇ いぇ 
おぇおゃけ ょぇ すう 
こさぇゃはす いぇ
ぉっかっあおう つっ 
ょぇ さぇぉけすうて 
し かっおけすぇ う 
ょぇ くはきぇ いぇ 
おぇおゃけ ょぇ すう こさぇゃはす いぇぉっかっあ
おう つっ ょぇ さぇぉけすうて し かっおけすぇ う 
ょぇ くはきぇ いぇ おぇおゃけ ょぇ すう こさぇ
ゃはす いぇぉっかっあおう つっ ょぇ さぇぉけすうて 
し かっおけすぇ う ょぇ くはきぇ いぇ おぇおゃけ 
ょぇ すう こさぇゃはす いぇぉっかっあおう つっ 

ょぇ さぇぉけすうて 
し かっおけすぇ う 
ょぇ くはきぇ いぇ 
おぇおゃけ ょぇ すう 
こさぇゃはす いぇ
ぉっかっあおう つっ 
ょぇ さぇぉけすうて 
し かっおけすぇ つっ 
ょぇ さぇぉけすうて 
し かっおけすぇ う ょぇ くはきぇ いぇ おぇおゃけ 
ょぇ すう こさぇゃはす いぇぉっかっあおう つっ ょぇ 
さぇぉけすうて し かっおけすぇ う ょぇ くはきぇ 
いぇ おぇおゃけ ょぇ すう こさぇゃはす いぇぉっ
かっあおう う ょぇ くはきぇ いぇ おぇおゃけ ょぇ 
すう こさぇゃはす いぇぉっかっあおう

くぇ しすさ. くぇ しすさ. くぇ しすさ. くぇ しすさ.

′ぇかう こけきくうすっ, せゃぇあぇっきう つうすぇすっかう ぇさしっくぇかちう, 
けくけゃぇ くっこさっすっくちうけいくけ こっつぇすくけ ういょぇくうっ けすこさっょう 
こけゃっつっ けす ょゃっ ょっしっすうかっすうは, おけっすけ さぇいかうしすゃぇたきっ ゃしは
おぇ しっょきうちぇ し けつぇおゃぇくっすけ う くっすなさこっくうっすけ ょぇ くぇせつうき 
おなょっ おぇおゃけ しすぇゃぇ ゃ おけきぉうくぇすぇ う ゃ おけっすけ し くっしおさう
すけ ゃなかくっくうっ しっ くぇょはゃぇたきっ ょぇ けすおさうっき しくうきおぇ うかう 
こけくっ くはおけかおけ さっょぇ いぇ きはしすけすけ, おなょっすけ さぇぉけすうき, いぇ 
たけさぇすぇ, し おけうすけ さぇぉけすうき, いぇ さけょうすっかうすっ う ぉかういおうすっ 
くう, いぇ あうゃけすぇ くう すせお, ゃ こさっょこさうはすうっすけ. ┿ うくすうきくぇすぇ 
くう さぇょけしす しすぇゃぇてっ きくけゅけおさぇすくけ こけ-ゅけかはきぇ, ぇおけ けす 
しすさぇくうちうすっ きせ くう こけゅかっょくったぇ しけぉしすゃっくうすっ くう けつう, 
ぇおけ くう しっ せしきうたくったぇ しけぉしすゃっくうすっ くう かうちぇ. 〈けゅぇゃぇ 
けすくぇしはたきっ すっいう くはおけかおけ しすさぇくうちう こけ おなとうすっ しう う し 
ゅけさょけしす ゅう こけおぇいゃぇたきっ くぇ ょっちぇすぇ う しっきっえしすゃぇすぇ しう, 
くぇ しなしっょうすっ う さけょくうくうすっ しう.
‶けきくうすっ, さぇいぉうさぇ しっ. 〈けゃぇ ぉってっ くぇてうはす ゃっしすくうお 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ . ╁っつっ しきっ ゅけ こけいぇぉさぇゃうかう… ╆ぇ 
くっゅけ しっ しっとぇきっ, しぇきけ おけゅぇすけ こけさぇいさけゃうき かうつくうすっ 
しう ぇさたうゃう う くはおなょっ すぇき, きっあょせ しおなすぇくうすっ しゃけう ちっく
くけしすう, しっ しかせつう ょぇ けすおさうっき くはおけえ ぉさけえ し こけあなかすっかう 
ゃっつっ しすさぇくうちう.
‶け-きかぇょうすっ きけあっ う ょぇ くっ しぇ ゃうあょぇかう „╆ぇゃけょしおぇ すさう
ぉせくぇ , くけ, くぇょはゃぇき しっ, こけくっ ょぇ しぇ つせゃぇかう いぇ くっは.
]おなこう おけかっゅう-ぇさしっくぇかちう, ゃ しっいけくぇ しきっ くぇ こさけかっすすぇ, 
くぇ ちなそすっあぇ, くぇ ぇさけきぇすうすっ, くぇ きっつすうすっ う くぇょっあょう
すっ. ‶さけかっすすぇ, おけはすけ こさけぉせあょぇ う ゃないさぇあょぇ ゃしうつおけ 
けおけかけ くぇし いぇ くけゃ あうゃけす. ╁さっきっすけ くぇ こさけきっくうすっ, くぇ 
こさっけぉさぇいけゃぇくうはすぇ, くぇ しきっかうすっ う ょさないおう くぇつうくぇくうは. 
╋けあっ ぉう くっ しかせつぇえくけ うきっくくけ ゃ ょくうすっ くぇ こさけかっすくけ
すけ けぉくけゃかっくうっ しっ さけょう うょっはすぇ ょぇ ゃないさけょうき う ょぇ ょぇ
ょっき くけゃ あうゃけす くぇ くぇてうは そうさきっく ゃっしすくうお. ′ぇょはゃぇき 
しっ ょぇ ぉなょっすっ こさうはすくけ ういくっくぇょぇくう けす すけゃぇ さってっくうっ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. ╁ないけぉくけゃはゃぇくっ
すけ くぇ ういょぇゃぇくっすけ くぇ ゃっしすくうおぇ っ しゃけっけぉさぇいっく きけしす 
ゃなゃ ゃさっきっすけ, こけ おけえすけ とっ きけゅぇす ょぇ こさっきうくぇす くぇえ-
ょけぉさうすっ う くぇえ-たせぉぇゃう きけきっくすう けす きうくぇかけすけ, いぇ ょぇ 
しっ しかっはす すっ し ょくってくうすっ くぇえ-ょけぉさう う くぇえ-たせぉぇゃう きけ
きっくすう けす あうゃけすぇ くぇ „┿さしっくぇか .
╇きっすけ くぇ くけゃうは-しすぇさ くぇて ゃっしすくうお っ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか .
╆ぇとけ すさうぉせくぇ? ‶なさゃけ, いぇとけすけ すけいう ゃっしすくうお っ こさはお 
くぇしかっょくうお くぇ ゃ. „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ . ╇ ゃすけさけ, いぇとけ
すけ ゃ すぇいう ょせきぇ っ しきうしなかなす くぇ くっゅけゃけすけ ゃないしすぇくけゃは
ゃぇくっ. ′ぇてうはす そうさきっく ゃっしすくうお とっ ぉなょっ すさうぉせくぇすぇ, 
ゃうしけおけすけ きはしすけ, けすおなょっすけ ゃしっおう とっ きけあっ ょぇ ゅけゃけさう, 
いぇ ょぇ ぉなょっ つせす, う けすおなょっすけ ゃしっおう とっ きけあっ ょぇ つせゃぇ 
おぇおゃけ ゅけゃけさはす ょさせゅうすっ.
┿ いぇとけ “┿さしっくぇか , っ はしくけ. „┿さしっくぇか” っ きぇさおぇすぇ, し 
おけはすけ しきっ しっ くぇかけあうかう ゃ けぉとっしすゃけすけ う くぇ こぇいぇさぇ う 
し おけはすけ しきっ ういゃっしすくう こけ しゃっすぇ.
]きはすぇき, つっ くぇ „┿さしっくぇか” くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ けす 
╁けっくくけ-こさけきうてかっくうは おけきこかっおし う すさっすぇすぇ こけ ぉさけえ 
さぇぉけすっとう ゃ しすさぇくぇすぇ, う くぇ ゃしうつおう くぇし おぇすけ おけかっお
すうゃ, くう しっ こけかぇゅぇ ょぇ うきぇきっ しけぉしすゃっくけ こっさうけょうつくけ 
こっつぇすくけ ういょぇくうっ ... 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ
╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃

こさけょなかあぇゃぇ くぇ しすさ.

‶さうっきくうお くぇ ゃ.“╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ . ╇いょぇくうっ くぇ ┿さしっくぇか“ ┿╃ 
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〈ぇえくぇすぇ くぇ 
こさけそっしうけ
くぇかくうは せし
こった いぇ うくあ. 
╋ぇさおけゃ っ ゃ 
あうすっえしおぇすぇ 
そけさきせかぇ
ょぇ せしなゃなさ
て っ く し す ゃ ぇ て 
すぇおぇ ゃしうつおけ, おけっすけ こさぇゃうて, 
つっ ょぇ さぇぉけすうて し かっおけすぇ う ょぇ 

くはきぇ いぇ おぇおゃけ ょぇ すう こさぇゃはす 
いぇぉっかっあおう つっ ょぇ さぇぉけすうて し 
かっおけすぇ う ょぇ くはきぇ いぇ おぇおゃけ ょぇ 
すう こさぇゃはす いぇぉっかっあおう

くぇ しすさ.

] くけゃ こぇさおうくゅ いぇ くけゃう きっしすぇ とっ しっ しょけぉうはす さぇぉけすっとうすっ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ „┿さしっくぇか
ょけ くぇつぇかけすけ くぇ のくう. 〈けゃぇ しなけぉとう いぇ 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ, ょうさっおすけさ くぇ ょうさっお
ちうは ╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ . ‶け ゃなこさけしぇ けす きっしっちう さぇぉけすう さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, 
しなゃきっしすくけ し ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う いぇうくすっさっしけゃぇくうすっ うくしすうすせちうう. ′けゃうはす こぇさおうくゅ とっ っ いぇ きっしすぇ 
う いくぇつうすっかくけ とっ けぉかっおつう しっゅぇてくけすけ しなしすけはくうっ こさっょ こけさすぇかうすっ くぇ そうさきぇすぇ しすけすうちう ぇゃすけきけぉうかう, 
しこさっくう くっさっゅかぇきっくすうさぇくけ ゃ ょゃっすっ こかぇすくぇ くぇ ょゃうあっくうっすけ, おけうすけ いぇしすさぇてぇゃぇす しうゅせさくけしすすぇ くぇ ょゃう
あっくうっすけ う くぇ こってったけょちうすっ. 

っっとえけ〈.おなかくぇいぇ╉ぇくうとぉ¨ぇくすしけくっゃすしぉけし,ぇさぇおっょ,すけとけかこぇくぇさうすしけさこっしっとすなゅくうおさぇ‶
きっあょせ くぇこけうすっかくうは おぇくぇか, ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ しっゃっさくうは こけさすぇか くぇ „┿さしっくぇか” ゃ いぇこぇょ
くぇすぇ つぇしす/ う せしおけさうすっかくぇすぇ かっくすぇ いぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈ぇおぇ いぇおかのつっく ゃ けそけさきはとけすけ しっ すさうなゅなかくけ 
こさけしすさぇくしすゃけ, すけえ とっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす しっさうけいくけ ょぇ しっ けぉかっおつう しっゅぇ しなとっしすゃせゃぇとうはす こさけぉかっき し 
こぇさおうさぇくっすけ いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ そうさきぇすぇ. 
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ っ ゃないかけあうかけ こさけっおすうさぇくっすけ くぇ うくあ. ╁っしっかうく 〉いせくけゃ, けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは くぇ ╉ぇいぇくかなお さぇいさぇぉけすゃぇ う ‶〉‶- /‶けょさけぉっく せしすさけえしすゃっく こかぇく/ こけ ゃなこさけしぇ. 
‶さけっおすなす いぇ こぇさおうくゅぇ っ ゃ きくけゅけ くぇこさっょくぇかぇ そぇいぇ. ¨しすぇゃぇ しなゅかぇしせゃぇくっすけ きせ し ╉┿〈- ‶なすくぇ こけかうちうは, 
ぇ ゃこけしかっょしすゃうっ  う さぇいゅかっあょぇくっ う けょけぉさはゃぇくっ けす ╄おしこっさすくうは しなゃっす くぇ ̈ ぉとうくぇすぇ. 
]こけさっょ うくあ. 【うおけゃ, こさけっおすなす いぇ くけゃ こぇさおうくゅ ょけ しっゃっさくうは こけさすぇか くぇ „┿さしっくぇか” とっ しっ けょけぉさう ゃ さぇき
おうすっ くぇ くはおけかおけ ょくう. ╁ しさっょぇすぇ くぇ きぇえ きけあっ ょぇ いぇこけつくっ う しなとうくしおけすけ きせ ういゅさぇあょぇくっ, すぇおぇ つっ ょけ 
くぇつぇかけすけ くぇ のくう すけえ ょぇ っ そぇおす う ょぇ しっ こけかいゃぇ けす さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ. ‶ぇさおうくゅなす っ さっいせかすぇす 
けす こけっすう しなゃきっしすくう ぇくゅぇあうきっくすう きっあょせ しうくょうおぇかくうは ぇおすうゃ くぇ ┿さしっくぇか , ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ 
うくあ. ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う おきっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. ‶さっょしすけう こけょこうしゃぇくっすけ くぇ ょけ
ゅけゃけさ きっあょせ ょゃっすっ しすさぇくう いぇ けすょぇゃぇくっすけ こけょ くぇっき くぇ „┿さしっくぇか” くぇ ょっおぇさうすっ, こけかいゃぇくう いぇ こぇさおうくゅぇ.
] くけゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ くぇ こさぇおすうおぇ こぇさおけきっしすぇすぇ いぇ ぇさしっくぇかちう とっ しすぇくぇす 500, いぇっょくけ しなし しっゅぇ しな

.かぇすさけこはうくかぇさすくっちょっさこぇゅくうおさぇこぇくぇすしっきぇしうくつなすぇすしけょっくけくえぇさおけきうょうゃけく,っすうとぇゃせゃすしっと
╆ぇさぇょう かうこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ きっしすぇ いぇ こぇさおうさぇくっ, ぇさしっくぇかちう しぇ こさうくせょっくう ょぇ しこうさぇす ぇゃすけきけぉう
かうすっ しう ゃ さぇえけくぇ くぇ ゅさけぉうとくうは こぇさお, ゃ いぇぉさぇくっくう いぇ しこうさぇくっ すっさうすけさうう うかう しこうさおう くぇ ゅさぇょしおうは う 
きっあょせゅさぇょしおう すさぇくしこけさす , いぇさぇょう おけっすけ つっしすけ けすくぇしはす う ゅかけぉう けす こけかうちうはすぇ. 
╉さぇあぉうすっ くぇ ぇおせきせかぇすけさう う ょさせゅう ゃっとう けす おけかうすっ しなとけ くっ しぇ ういけかうさぇくけ はゃかっくうっ.
╆ぇ こさっせしすぇくけゃはゃぇくっすけ うき せこさぇゃぇすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ こかぇくうさぇ ょぇ けしゃっすう おぇおすけ くけゃうは, すぇおぇ う しっゅぇ 
しなとっしすゃせゃぇとうは こぇさおうくゅ. ¨ぉきうしかはす しっ う ゃぇさうぇくすう いぇ けたさぇくぇ うかう しこっちうぇかっく こさけこせしおぇすっかっく さっあうき 
いぇ ゃけょぇつうすっ くぇ ╋‶]. ┿さしっくぇかちう とっ こぇさおうさぇす ぉっいこかぇすくけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╋ぇかおけ こけはしくうすっかっく すっおしす おなき しくうきおぇすぇ. きけあっ 
ょぇ っ くぇ ょゃぇ さっょぇ  うかう おぇおすけ こけあっかぇって. ╋けあっ 
う きぇかおけ こけはしくうすっかくう ぉっかっあおう いぇ ゅけしこけょうくぇ ゃ 
かはゃけ.

′ぇかう こけきくうすっ, せゃぇあぇっきう つうすぇすっかう ぇさしっくぇかちう, 
けくけゃぇ くっこさっすっくちうけいくけ こっつぇすくけ ういょぇくうっ けすこさっょう 
こけゃっつっ けす ょゃっ ょっしっすうかっすうは, おけっすけ さぇいかうしすゃぇたきっ ゃしは
おぇ しっょきうちぇ し けつぇおゃぇくっすけ う くっすなさこっくうっすけ ょぇ くぇせつうき 
おなょっ おぇおゃけ しすぇゃぇ ゃ おけきぉうくぇすぇ う ゃ おけっすけ し くっしおさう
すけ ゃなかくっくうっ しっ くぇょはゃぇたきっ ょぇ けすおさうっき しくうきおぇ うかう 
こけくっ くはおけかおけ さっょぇ いぇ きはしすけすけ, おなょっすけ さぇぉけすうき, いぇ 
たけさぇすぇ, し おけうすけ さぇぉけすうき, いぇ さけょうすっかうすっ う ぉかういおうすっ 
くう, いぇ あうゃけすぇ くう すせお, ゃ こさっょこさうはすうっすけ. ┿ うくすうきくぇすぇ 
くう さぇょけしす しすぇゃぇてっ きくけゅけおさぇすくけ こけ-ゅけかはきぇ, ぇおけ けす 
しすさぇくうちうすっ きせ くう こけゅかっょくったぇ しけぉしすゃっくうすっ くう けつう, 
ぇおけ くう しっ せしきうたくったぇ しけぉしすゃっくうすっ くう かうちぇ. 〈けゅぇゃぇ 
けすくぇしはたきっ すっいう くはおけかおけ しすさぇくうちう こけ おなとうすっ しう う し 
ゅけさょけしす ゅう こけおぇいゃぇたきっ くぇ ょっちぇすぇ う しっきっえしすゃぇすぇ しう, 
くぇ しなしっょうすっ う さけょくうくうすっ しう.
‶けきくうすっ, さぇいぉうさぇ しっ. 〈けゃぇ ぉってっ くぇてうはす ゃっしすくうお 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ . ╁っつっ しきっ ゅけ こけいぇぉさぇゃうかう… ╆ぇ 
くっゅけ しっ しっとぇきっ, しぇきけ おけゅぇすけ こけさぇいさけゃうき かうつくうすっ 
しう ぇさたうゃう う くはおなょっ すぇき, きっあょせ しおなすぇくうすっ しゃけう ちっく
くけしすう, しっ しかせつう ょぇ けすおさうっき くはおけえ ぉさけえ し こけあなかすっかう 
ゃっつっ しすさぇくうちう.
‶け-きかぇょうすっ きけあっ う ょぇ くっ しぇ ゃうあょぇかう „╆ぇゃけょしおぇ すさう
ぉせくぇ , くけ, くぇょはゃぇき しっ, こけくっ ょぇ しぇ つせゃぇかう いぇ くっは.
]おなこう おけかっゅう-ぇさしっくぇかちう, ゃ しっいけくぇ しきっ くぇ こさけかっすすぇ, 
くぇ ちなそすっあぇ, くぇ ぇさけきぇすうすっ, くぇ きっつすうすっ う くぇょっあょう
すっ. ‶さけかっすすぇ, おけはすけ こさけぉせあょぇ う ゃないさぇあょぇ ゃしうつおけ 
けおけかけ くぇし いぇ くけゃ あうゃけす. ╁さっきっすけ くぇ こさけきっくうすっ, くぇ 
こさっけぉさぇいけゃぇくうはすぇ, くぇ しきっかうすっ う ょさないおう くぇつうくぇくうは. 
╋けあっ ぉう くっ しかせつぇえくけ うきっくくけ ゃ ょくうすっ くぇ こさけかっすくけ
すけ けぉくけゃかっくうっ しっ さけょう うょっはすぇ ょぇ ゃないさけょうき う ょぇ ょぇ
ょっき くけゃ あうゃけす くぇ くぇてうは そうさきっく ゃっしすくうお. ′ぇょはゃぇき 
しっ ょぇ ぉなょっすっ こさうはすくけ ういくっくぇょぇくう けす すけゃぇ さってっくうっ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. ╁ないけぉくけゃはゃぇくっ
すけ くぇ ういょぇゃぇくっすけ くぇ ゃっしすくうおぇ っ しゃけっけぉさぇいっく きけしす 
ゃなゃ ゃさっきっすけ, こけ おけえすけ とっ きけゅぇす ょぇ こさっきうくぇす くぇえ-
ょけぉさうすっ う くぇえ-たせぉぇゃう きけきっくすう けす きうくぇかけすけ, いぇ ょぇ 
しっ しかっはす すっ し ょくってくうすっ くぇえ-ょけぉさう う くぇえ-たせぉぇゃう きけ
きっくすう けす あうゃけすぇ くぇ „┿さしっくぇか .
╇きっすけ くぇ くけゃうは-しすぇさ くぇて ゃっしすくうお っ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか .
╆ぇとけ すさうぉせくぇ? ‶なさゃけ, いぇとけすけ すけいう ゃっしすくうお っ こさはお 
くぇしかっょくうお くぇ ゃ. „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ . ╇ ゃすけさけ, いぇとけ
すけ ゃ すぇいう ょせきぇ っ しきうしなかなす くぇ くっゅけゃけすけ ゃないしすぇくけゃは
ゃぇくっ. ′ぇてうはす そうさきっく ゃっしすくうお とっ ぉなょっ すさうぉせくぇすぇ, 
ゃうしけおけすけ きはしすけ, けすおなょっすけ ゃしっおう とっ きけあっ ょぇ ゅけゃけさう, 
いぇ ょぇ ぉなょっ つせす, う けすおなょっすけ ゃしっおう とっ きけあっ ょぇ つせゃぇ 
おぇおゃけ ゅけゃけさはす ょさせゅうすっ.
┿ いぇとけ “┿さしっくぇか , っ はしくけ. „┿さしっくぇか” っ きぇさおぇすぇ, し 
おけはすけ しきっ しっ くぇかけあうかう ゃ けぉとっしすゃけすけ う くぇ こぇいぇさぇ う 
し おけはすけ しきっ ういゃっしすくう こけ しゃっすぇ.
]きはすぇき, つっ くぇ „┿さしっくぇか” くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ けす 
╁けっくくけ-こさけきうてかっくうは おけきこかっおし う すさっすぇすぇ こけ ぉさけえ 
さぇぉけすっとう ゃ しすさぇくぇすぇ, う くぇ ゃしうつおう くぇし おぇすけ おけかっお
すうゃ, くう しっ こけかぇゅぇ ょぇ うきぇきっ しけぉしすゃっくけ こっさうけょうつくけ 
こっつぇすくけ ういょぇくうっ – そぇおすけさ う っかっきっくす けす そうさきっくぇすぇ 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ
╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃

こさけょなかあぇゃぇ くぇ しすさ.

. •  I • 

 

ゐずんゎだがんづé! ゐだゎ がん ゑご ゐずんゎだでずだゑご!
]うくなす くぇ ′っょはかおぇ ╃けえつっゃぇ, おけはすけ さぇぉけすう ゃ こかぇくけゃけ-ょうしこっつっさしおうは けすょっか /
‶╃¨/ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ - ╉けくしすぇくすうく ╈けつっゃ, しっ くせあょぇっ けす あうゃけすけしこぇしはゃぇとけ 
かっつっくうっ. ╆ぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ しっきっえしすゃけすけ ]╉ くぇ ╉′]╀ けさゅぇくういうさぇ おぇき-
こぇくうは  う こさういけゃぇ さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ ょぇ しっ ゃおかのつぇす ゃ くっは – ゃしっおう 
しこけさっょ ゃないきけあくけしすうすっ しう. 
╃くう こさっょう ╁っかうおょっく さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ しうくょうおぇすぇ こけかせつう けす ′. ╃けえつっゃぇ 
しかっょくけすけ こうしきけ-ぉかぇゅけょぇさくけしす:
〉ゃぇあぇっきう こさうはすっかう う おけかっゅう けす „┿さしっくぇか” ┿╃, こさうっきっすっ きけはすぇ きぇえつうく-
しおぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす, つっ しっ ゃおかのつうたすっ ゃ おぇきこぇくうはすぇ, けさゅぇくういうさぇくぇ けす ]╉ くぇ 
╉′]╀, いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ こぇさうつくう しさっょしすゃぇ, くっけぉたけょうきう いぇ あうゃけすけしこぇしはゃぇ-
とけ かっつっくうっ くぇ しうくぇ きう ╉けくしすぇくすうく ╈けつっゃ.
‶さっょぇょっくう きう ぉはたぇ しかっょくうすっ しせきう:
╆ぇゃけょ 0 – 602,15 かゃ. ╆ぇゃけょ 1 – 714,20 かゃ. ╆ぇゃけょ 2 – 517 かゃ.
╆ぇゃけょ 3 – 272 かゃ. ╆ぇゃけょ 4 – 845 かゃ., ╆ぇゃけょ 5 – 121 かゃ., ╆ぇゃけょ 6 – 432,32 
かゃ., 1/たさけきぇあくぇ – 155 かゃ., ‶╃¨ – 330 かゃ.

¨ぉとけ: 3 988, 67 かゃ. 
╁しっおう かっゃ けす すっいう こぇさう ぇい う きけっすけ しっきっえしすゃけ けちっくはゃぇきっ おぇすけ っょうく あうゃけす...
╀かぇゅけょぇさうき ゃう う こけおかけく ょけ いっきはすぇ!
╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╁っかうおょっくしおうすっ こさぇいくうちう こさうっきっすっ くぇてうすっ こけあっかぇくうは 
いぇ いょさぇゃっ う おなしきっす くぇ ゃぇし う ゃぇてうすっ しっきっえしすゃぇ!
╀けゅ ょぇ ゃう ぉかぇゅけしかけゃう!
] せゃぇあっくうっ, ′. ╃けえつっゃぇ

8 01 きぇえ 2011 ゅ.

] くけゃ こぇさおうくゅ いぇ くけゃう 160 
きっしすぇ とっ しっ しょけぉうはす さぇぉけすっ-
とうすっ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ-
くうちぇ „┿さしっくぇか” ょけ くぇつぇかけすけ 
くぇ のくう. 〈けゃぇ しなけぉとう いぇ „〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか” うくあ. 『ゃっすぇく 
【うおけゃ, ょうさっおすけさ くぇ ょうさっおちうは 
„ ╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ”. 
‶け ゃなこさけしぇ けす きっしっちう さぇぉけ-
すう さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ けさなあっえ-
くうちぇすぇ, しなゃきっしすくけ し ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお う  いぇうくすっさっしけゃぇくうすっ 
うくしすうすせちうう. ′けゃうはす こぇさおうくゅ 
とっ っ いぇ 160 きっしすぇ う いくぇつう-
すっかくけ とっ けぉかっおつう しっゅぇてくけすけ 
しなしすけはくうっ こさっょ こけさすぇかうすっ くぇ 
そうさきぇすぇ: しすけすうちう ぇゃすけきけぉう-
かう, しこさっくう くっさっゅかぇきっくすうさぇくけ 
ゃ ょゃっすっ こかぇすくぇ くぇ ょゃうあっくうっ-
すけ, おけうすけ いぇしすさぇてぇゃぇす しうゅせさ-
くけしすすぇ くぇ ょゃうあっくうっすけ う くぇ 
こってったけょちうすっ. 
 ‶ぇさおうくゅなす とっ しっ こさけしすうさぇ くぇ 
こかけと けす 5,5 ょっおぇさぇ, しけぉしすゃっ-
くけしす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
〈けえ とっ っ  きっあょせ くぇこけうすっかくうは 
おぇくぇか, ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかう-
いけしす ょけ しっゃっさくうは こけさすぇか くぇ 
„┿さしっくぇか”/ ゃ いぇこぇょくぇすぇ つぇしす/  
う せしおけさうすっかくぇすぇ かっくすぇ いぇ ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈ぇおぇ - いぇおかのつっく  
ゃ けそけさきはとけすけ しっ すさうなゅなかくけ 
こさけしすさぇくしすゃけ, すけえ   とっ ょぇょっ 

ゃないきけあくけしす しっさうけいくけ ょぇ しっ けぉ-
かっおつう  しっゅぇ しなとっしすゃせゃぇとうはす  
こさけぉかっき し こぇさおうさぇくっすけ いぇ さぇ-
ぉけすっとうすっ ゃ そうさきぇすぇ. 
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけ-
すけ っ ゃないかけあうかけ こさけっおすうさぇくっすけ 
くぇ うくあ. ╁っしっかうく 〉いせくけゃ,  けぉ-
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは くぇ 
╉ぇいぇくかなお さぇいさぇぉけすゃぇ う ‶〉‶- /
‶けょさけぉっく せしすさけえしすゃっく こかぇく/ 
こけ ゃなこさけしぇ. 
 ‶さけっおすなす  いぇ こぇさおうくゅぇ っ ゃ きくけ-
ゅけ くぇこさっょくぇかぇ そぇいぇ. ¨しすぇゃぇ 
しなゅかぇしせゃぇくっすけ きせ し ╉┿〈- ‶なす-
くぇ こけかうちうは, ぇ ゃこけしかっょしすゃうっ  う 
さぇいゅかっあょぇくっ う けょけぉさはゃぇくっ けす 
╄おしこっさすくうは しなゃっす くぇ ̈ ぉとうくぇすぇ. 
]こけさっょ うくあ. 【うおけゃ, こさけっおすなす 
いぇ くけゃ こぇさおうくゅ ょけ しっゃっさくうは 
こけさすぇか くぇ „┿さしっくぇか” とっ しっ 
けょけぉさう ゃ さぇきおうすっ くぇ くはおけかおけ 
ょくう. ╁ しさっょぇすぇ くぇ きぇえ きけあっ ょぇ 
いぇこけつくっ う しなとうくしおけすけ きせ うい-
ゅさぇあょぇくっ, すぇおぇ つっ ょけ くぇつぇかけすけ 
くぇ のくう すけえ ょぇ っ そぇおす う ょぇ しっ 
こけかいゃぇ けす さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ.  ‶ぇさおうくゅなす  っ さっいせかすぇす けす 
こけっすう しなゃきっしすくう ぇくゅぇあうきっくすう 
きっあょせ しうくょうおぇかくうは ぇおすうゃ くぇ 
„┿さしっくぇか”, ういこなかくうすっかくうは ょう-
さっおすけさ うくあ. ′うおけかぇえ  ╇ぉせてっゃ 
う おきっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. ‶さっょしすけう 

こけょこうしゃぇくっすけ くぇ ょけゅけゃけさ きっあ-
ょせ ょゃっすっ しすさぇくう いぇ けすょぇゃぇくっすけ 
こけょ くぇっき くぇ „┿さしっくぇか” くぇ ょっ-
おぇさうすっ, こけかいゃぇくう いぇ こぇさおうくゅぇ.  
] くけゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ くぇ こさぇお-
すうおぇ こぇさおけきっしすぇすぇ いぇ ぇさしっくぇか-
ちう とっ しすぇくぇす 500, いぇっょくけ しなし 
しっゅぇ しなとっしすゃせゃぇとうすっ, くけ ゃうょう-
きけ おさぇえくけ くっょけしすぇすなつくう しぇ 340 
きっしすぇ くぇ こぇさおうくゅぇ こさっょ ちっく-
すさぇかくうは こけさすぇか.  
╆ぇさぇょう かうこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ 
きっしすぇ いぇ こぇさおうさぇくっ, ぇさしっくぇかちう 
しぇ こさうくせょっくう ょぇ しこうさぇす ぇゃすけ-
きけぉうかうすっ しう ゃ さぇえけくぇ くぇ ゅさけ-
ぉうとくうは こぇさお, ゃ いぇぉさぇくっくう いぇ 
しこうさぇくっ すっさうすけさうう うかう しこうさおう 
くぇ ゅさぇょしおうは う きっあょせゅさぇょしおう 
すさぇくしこけさす , いぇさぇょう おけっすけ つっしすけ 
けすくぇしはす う ゅかけぉう けす こけかうちうはすぇ. 
╉さぇあぉうすっ  くぇ ぇおせきせかぇすけさう う 
ょさせゅう ゃっとう けす おけかうすっ しなとけ くっ 
しぇ ういけかうさぇくけ はゃかっくうっ.
╆ぇ こさっせしすぇくけゃはゃぇくっすけ うき せこさぇ-
ゃぇすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ  こかぇくう-
さぇ ょぇ けしゃっすう おぇおすけ くけゃうは, すぇおぇ 
う しっゅぇ しなとっしすゃせゃぇとうは こぇさ-
おうくゅ. ¨ぉきうしかはす しっ う ゃぇさうぇくすう 
いぇ けたさぇくぇ うかう しこっちうぇかっく こさけ-
こせしおぇすっかっく さっあうき いぇ ゃけょぇつうすっ 
くぇ ╋‶].  ┿さしっくぇかちう とっ こぇさおう-
さぇす ぉっいこかぇすくけ.  

╃っかはくぇ ╀¨╀╄╁┿ 

╇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, ╃さぇゅけきうさ ╃さぇゅくっゃ, しなし しなょっえしすゃうっすけ 

くぇ しうくょうおぇす ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃
[っょおけかっゅうは:  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ, ╃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, ╇ゃぇく ╆ょさぇゃおけゃ,  
╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 

′ぇ 1-ゃう きぇえ 1919 ゅ. ゃ  ]けそうえ-
しおう ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか 
ゃしうつおう さぇぉけすくうちう くぇこせしおぇす 
さぇぉけすくうすっ しう きっしすぇ, けぉっょうくは-
ゃぇえおう しっ し ょさせゅう さぇぉけすくうちう けす 
おゃぇさすぇかうすっ ╊けいっくっち う ‶っさかけ-
ゃっち ゃ ゅさ. ]けそうは う, こさっょゃけあょぇ-
くう けす ょせたけゃぇ きせいうおぇ, しっ しなぉう-
さぇす こさっょ そぇぉさうおぇすぇ. ╄ょうく けす 
けさゅぇくういぇすけさうすっ くぇ すけゃぇ こなさゃけ 
こけ さけょぇ しう こさけすっしすくけ てっしす-
ゃうっ - ‶っすなさ ╋うすっゃ, こさけういくぇしは 
こかぇきっくくぇ さっつ こさっょ くぇしなぉさぇ-
かけすけ しっ きくけあっしすゃけ. ′っゅけゃけ-
すけ けぉさなとっくうっ っ ゃなゃ ゃさないおぇ し 
すっあおけすけ こけかけあっくうっ くぇ さぇぉけす-
くうちうすっ, おぇおすけ ゃ ]┿┿, すぇおぇ う ゃ 
ょさせゅうすっ こさっょこさうはすうは, ゃいっかう 
せつぇしすうっ ゃ うきこさけゃういうさぇくうは 
きうすうくゅ. ╆ぇさぇょう すぇいう さっつ ╋う-
すっゃ っ せゃけかくっく けす ]┿┿. 
〈けえ ょけあうゃはゃぇ 97-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす,  せきうさぇ こさっい 1975 
ゅ. ╁なゃ ゃさないおぇ し つっしすゃぇくっ くぇ 
100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす さけあょっ-
くうっすけ きせ, すけえ っ こけしきなさすくけ 
せょけしすけっく しなし いゃぇくうっすけ „‶けつっ-
すっく つかっく くぇ おけかっおすうゃぇ くぇ ╋╉ 
„《さうょさうた ╄くゅっかし”. 

‶さっょう 65 ゅけょうくう
′ぇ こなさゃう きぇえ 1946 ゅ. こけ ゃさっきっ 
くぇ すなさあっしすゃっくぇすぇ きぇくうそっし-
すぇちうは こさけゅなさきはゃぇ こなさゃうはす ゃ 

しすさぇくぇすぇ ょういっかけゃ きけすけさ けす 5 
おけくしおう しうかう. ╆ぇ きぇえしすけさうすっ 
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┿すぇくぇし ╋ぇくっゃ, ′うおけかぇ ′っょはか-
おけゃ, ╂ぇくつけ ╂うつっゃ う くぇつぇかくうおぇ 
くぇ さぇぉけすうかくうちぇすぇ ┿くょさっえ ぅくぇ-
おうっゃ すけゃぇ っ ういおかのつうすっかくぇ きけ-
さぇかくぇ くぇゅさぇょぇ. 』っすうさうきぇすぇ さぇ-
ぉけすはす ちはかぇ くけと ゃなさたせ こさけっおすぇ う 
けしなきゃぇす ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ (╃╁《), 

くけ こけしすうゅぇす ちっかすぇ しう - ょぇ ういこなか-
くはす  こけしすぇゃっくぇすぇ うき いぇょぇつぇ う ょぇ 
こせしくぇす ゃ ょっえしすゃうっ ょういっかきけすけさぇ 
すけつくけ いぇ こさぇいくうおぇ. 
]かっょ すけいう おさぇすなお きうゅ くぇ さぇょけしす 
う せょけゃかっすゃけさっくけしす けす こけしすうゅくぇ-
すけすけ しかっょゃぇ くぇこさっゅくぇすぇ さぇぉけすぇ 
いぇ せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ きけとくけしすすぇ 
くぇ きけすけさぇ, くぇ くっゅけゃうは おぇこぇちう-
すっす くぇ こけかっいくけ ょっえしすゃうっ, さっゅせ-
かうさけゃおぇすぇ う さっょ ょさせゅう たぇさぇおすっ-
さうしすうおう. ¨しゃっく すけゃぇ, ゃないくうおゃぇ 
くっけぉたけょうきけしすすぇ けす おけくしすさせうさぇ-
くっすけ くぇ おけかっしぇさ いぇ きけくすうさぇくっ, 
ゃけいっくっ う おせこかうさぇくっ くぇ きけすけさぇ し 
ょさせゅぇ きぇてうくぇ. ╇ すけゃぇ っ しぇきけ くぇ-
つぇかけすけ - う すけ くぇ こさけすけすうこぇ. ]こけ-
さっょ せしすぇくけゃっくうは ょゃっゅけょうてっく 
こかぇく  すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす こさけういゃっ-
ょっくう 100 ぉさけは ょういっかきけすけさう. 
╀ぇえ ╉けかぬけ ╃ういっかぇ – くっ しかせつぇえ-
くけ ′うおけかぇ ′っょはかおけゃ こけかせつぇゃぇ 
すけゃぇ こさけいゃうとっ. ╁ ╃なさあぇゃくぇすぇ 
ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ - ╉ぇいぇくかなお 
うきっすけ きせ う いぇくぇこさっょ とっ しっ 
しゃなさいゃぇ しなし しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
こなさゃうは ゃ しすさぇくぇすぇ ょういっかきけ-
すけさ, こけきこぇすぇ いぇ くっゅけ う せしゃけは-
ゃぇくっすけ きせ.  [けょっく っ くぇ 17 きぇさす, 

1903 ゅ. ゃ しっかけ ╃さぇゅうあっゃけ, ╁っかうおけ-
すなさくけゃしおけ. ╆ぇゃなさてうか っ 7-きう こさけ-
ゅうきくぇいうぇかっく おかぇし, くけ こさうすっあぇゃぇ 
けとっ つっすうさう きぇえしすけさしおう しゃうょっすっか-
しすゃぇ: いぇ おけかぇさしおう いぇくぇはす, きぇてうくくけ 
きけくすぬけさしすゃけ, けゅくはさ くぇ こぇさくう おけすかう 
う ょゃうゅぇすっかう し ゃなすさってくけ ゅけさっくっ.  
‶さっい 1940 ゅ. すけえ こけしすなこゃぇ くぇ さぇ-
ぉけすぇ ゃ ╃╁《 おぇすけ てかけしっさけ-きけくすぬけさ. 
„〈けゅぇゃぇ くはきぇてっ しこっちうぇかうしすう, – 
こうてっ ゃ しこけきっくうすっ しう ′うおけかぇ ′っ-
ょはかおけゃ - うきぇてっ ょゃぇきぇ きぇてうくくう 
うくあっくっさう う くはおけかおけ すったくうちう, おけう-
すけ しぇ さぇぉけすうかう こけ ょゃうゅぇすっかう. ╇い-
さぇぉけすおぇすぇ いぇ ょっすぇえかうすっ いぇ こなさゃうは 
ょういっかきけすけさ こけこぇょくぇたぇ ゃ ちったぇ, ゃ 
おけえすけ さぇぉけすった ぇい. ]すさせゅぇさう う そさっ-
いうしすう うきぇてっ ょけぉさう, くけ きけくすぬけさ 
くぇ ょゃうゅぇすっか ぉはた しぇきけ ぇい. [ぇょけしすすぇ 
きう ぉってっ ゅけかはきぇ, つっ とっ きけあっ ょぇ しっ 
こさけういゃっあょぇす ょゃうゅぇすっかう う ゃ くぇてぇ-
すぇ しすさぇくぇ. ′っ ぉってっ かっしくけ – こさう 
かうこしぇ くぇ きぇすっさうぇかう う ょけしすぇすなつくけ 
けこうす. ′け し せこけさうす すさせょ う し こけきけ-
とすぇ くぇ うくあっくっさう, おけくしすさせおすけさう, 

つっさすけあくうちう, おけゃぇつう, かっはさう う うく-
しすさせきっくすぇかつうちう せしこはたきっ くぇ 1-ゃう 
きぇえ ょぇ きぇくうそっしすうさぇきっ し こなさゃうは 
ぉなかゅぇさしおう ょういっかきけすけさ けす 5 お.し. ╃け 
ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ ょゃうゅぇすっかは ぇい くっ 
いくぇった おけかおけ きう ぉってっ さぇぉけすくうはす 
ょっく, くけ し ゅさせこぇ ょさせゅぇさう ういょなさあぇ-
たきっ... 〈けゅぇゃぇ くぇゅさぇょう くはきぇてっ, くぇ 
きっく きう けしすぇくぇ こしっゃょけくうきぇ „╀ぇえ 
╉けかぬけ ╃ういっかぇ”.
[ぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ こさけすけすうこくうは 
きけょっか くぇ ょういっかきけすけさぇ しっ けしな-
とっしすゃはゃぇ う し ぇおすうゃくけすけ せつぇしすうっ くぇ 
ゅさせこけゃうは きぇえしすけさ ┿すぇくぇし ╋ぇくっゃ. 
[けょっく くぇ 01.04.1905 ゅ., [せしっくしおけ, 
すけえ くっ せしこはゃぇ ょぇ いぇゃなさてう ょけさう 
こさけゅうきくぇいうは. ╁ こっさうけょぇ 1920-
1925 ゅ. っ さぇぉけすうか ゃなゃ そかけすしおうは 
ぇさしっくぇか ゃ ゅさ. [せしっ, ぇ こさっい 1929 ゅ. 
こけしすなこゃぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ ╃╁《, ゅさ. ╉ぇ-
いぇくかなお. ′ぇ ういこうすぇ いぇ てかけしっさしおう 
せきっくうは しっ こさっょしすぇゃは くぇえ-ょけぉさっ う 
しおけさけ っ くぇいくぇつっく いぇ ゅさせこけゃ きぇえ-
しすけさ. ‶け-おなしくけ こけこぇょぇ ゃ ゅさせこぇすぇ, 
くぇ おけはすけ っ ゃないかけあっくぇ いぇょぇつぇすぇ ょぇ 
さぇいさぇぉけすう こなさゃうは ょういっかきけすけさ う 
きけくすぇあぇ くぇ こさけすけすうこぇ. ‶けょ くっゅけゃけ 
さなおけゃけょしすゃけ う し かうつくけすけ きせ せつぇしすうっ 
しぇ ういさぇぉけすっくう ゃしうつおう つぇしすう くぇ ょゃう-
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╉ぇおすけ ゃしっおう つけゃっお しないょぇゃぇ たぇさぇおすっさ, すさせこぇ ゃこっつぇすかっくうは, 
ゅさぇょう ぇゃすけさうすっす, こけしすぇゃは ぉぇいぇすぇ くぇ しゃけっすけ くぇしすけはとっ う 
つっさすぇっ ぉなょっとっすけ しう, すぇおぇ う „┿さしっくぇか” , おぇすけ あうゃ けさゅぇくう-
いなき, こさっきうくぇゃぇ こさっい さぇいかうつくう っすぇこう くぇ しゃけっすけ さぇいゃうすうっ. 
╆ぇこけつくぇか っ こかぇたけ う くっしうゅせさくけ, くけ し たぇさぇおすっさ しっ っ さぇいゃう-
ゃぇか, すさせこぇか ゃこっつぇすかっくうは, ういゅさぇあょぇか っ ぇゃすけさうすっす くぇ せゃぇ-
あぇゃぇくぇ きぇさおぇ (くっ しぇきけ せ くぇし, くけ う いぇょ ゅさぇくうちぇ) う くうおけゅぇ 
くっ しっ っ けすおぇいゃぇか ょぇ つっさすぇっ ぉなょっとっすけ しう.
╋ぇかおけ しぇ こさっょこさうはすうはすぇ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ しっ ゅけさょっはす しなし 
100-ゅけょうてくぇ うしすけさうは. ╆ぇ „┿さしっくぇか” ゃっおけゃくぇすぇ うしすけさうは 
ぉってっ こさったゃなさかっくぇ こさっょう 33 ゅけょうくう. ╇ こぇお, おぇおすけ ゃ っょうく 
あうゃけす, つけゃっお くっ きけあっ ょぇ こさけきっくう きうくぇかけすけ しう, くけ すけ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ おけさっおすうゃぇ いぇ しかっょゃぇとうすっ きせ ょくう. 〈ぇおぇ う いぇ „┿さしっ-
くぇか” – きうくぇかけすけ しう っ きうくぇかけ う ぉっい くっゅけ „┿さしっくぇか” くはきぇてっ 
ょぇ ぉなょっ すけゃぇ, おけっすけ っ.
╇しすけさうはすぇ こけきくう う しこぇょけゃっ う ゃないたけょう, う さぇいけつぇさけゃぇくうは 
う こけぉっょう. 〈っ しぇ すけゃぇ, けす おけっすけ くっ きけあっき ょぇ しっ けすおぇあっき. 
╇かう こぇくうつっしおう ょぇ こけぉっゅくっき. ′け うしすけさうはすぇ っ すけゃぇ, ゃなさ-
たせ おけっすけ しっ くぇょゅさぇあょぇす うょくうすっ ゅけょうくう. ╇しすけさうはすぇ っ すけゃぇ, 
おなき おけっすけ つっしすけ う し さぇいかうつくう つせゃしすゃぇ とっ しっ ゃさなとぇきっ. 】っ 
ういこかせゃぇす うきっくぇ, しなぉうすうは, ょぇすう, うくうちうぇすうゃう, こけっすう けすゅけ-
ゃけさくけしすう, こけしすうゅくぇすう ちっかう.
╁ ぇさたうゃぇ くぇ きせいっは うきぇ いぇこぇいっくう きくけゅけ しくうきおう けす あうゃけすぇ くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ, こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす おけうすけ しぇ ぉっい くぇょこうしう う 
けぉはしくうすっかくう ぉっかっあおう. 〈はた くはきぇ おぇお う いぇ おぇおゃけ ょぇ ういこけかい-
ゃぇきっ. ╆ぇ すけゃぇ こなお しぇ しなたさぇくっくう きくけゅけ しこけきっくう, ぉうけゅさぇそうう, 
ぇゃすけぉうけゅさぇそうう, いぇこうしおう, かっすけこうしくう おくうゅう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ 
ぉなょぇす しなあうゃっくう. ╃ぇ, ゃ すはた とっ こさうしなしすゃぇす きうしかうすっ う ゃこっつぇす-
かっくうはすぇ くぇ ぇゃすけさうすっ, う ...ょぇ, すっ とっ ぉなょぇす しせぉっおすうゃくう. ′け うし-
すけさうはすぇ くっ っ そういうおぇ うかう きぇすっきぇすうおぇ. 〈は っ すぇおぇゃぇ, おぇおゃぇすけ 
しぇ は ゃうょっかう しせぉっおすうすっ (うかう おぇおゃぇすけ しぇ は うしおぇかう ょぇ は ゃうょはす) 
う しぇ は くぇこうしぇかう しなとけ すぇおぇゃぇ (おぇおゃぇすけ っ ぉうかけ くせあくけ ょぇ ぉなょっ 
くぇこうしぇくぇ).
╅うゃけすなす くっ っ しぇきけ ょくっし. ′ぇかう っ うきぇかけ う ゃつっさぇ. ┿ ょくっし いぇこけつ-
ゃぇ し ゃつっさぇ...╇...せすさっ いぇこけつゃぇ けす ょくっし. ╆ぇ すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
ゃさなとぇきっ こけくはおけゅぇ おなき うしすけさうはすぇ. ╆ぇとけすけ うしすけさうはすぇ こけきくう. 
]うゅせさくけ う ゃうっ とっ しう しこけきくうすっ くっとけ. ]こけょっかっすっ ゅけ, ぇおけ うしおぇ-
すっ うしすけさうはすぇ ょぇ ゅけ いぇこけきくう. 
╉ぇおゃけ こなお – くっ ゃしうつおけ しっ つっすっ ゃ っょうく ゃっしすくうお. ╀うた しっ さぇょゃぇ-
かぇ, ぇおけ ゃしっ こぇお くはおけえ いぇこけきくう くっとけ けす „╇しすけさうはすぇ こけきくう”. 

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ - ╋せいっえ „┿さしっくぇか”

ゅぇすっかは. ‶け-おなしくけ すけえ さなおけゃけょう しっ-
さうえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ ょういっかきけ-
すけさう けす 5 う 18 お.し., おけっすけ しすうゅぇ ょけ 
50 ぉさけは ゅけすけゃう きけすけさぇ くぇ きっしっち.
„′ぇぉかうあぇゃぇてっ 1-ゃう きぇえ. [なおけゃけょ-
しすゃけすけ くう ぉってっ こけしすぇゃうかけ いぇょぇつぇ 
ょういっかきけすけさなす ょぇ っ ゃ ょゃうあっくうっ 
いぇ こさぇいくうおぇ, ぇ すけえ くっ きけあってっ ょぇ 
すさなゅくっ. 〈なえ おぇすけ きけすけさなす しっ こさぇ-
ゃってっ こけ こけょけぉうっ くぇ きけょっか „╃けえち”, 
おぇおなゃすけ うきぇてっ ゃ ′けゃけいぇゅけさしおけ, 
しっ くぇかけあう ょゃぇ こなすう ょぇ しっ たけょう ょけ 
すぇき, いぇ ょぇ しっ こけょきっくはす つぇしすう けす 
っょうくうは くぇ ょさせゅうは きけすけさ. ′ぇおさぇは 
しすぇくぇ はしくけ, つっ こさうつうくぇすぇ っ ゃ ょの-
いぇすぇ, おけはすけ くっ っ ぉうかぇ こさぇゃうかくけ 
くぇつっさすぇくぇ”. ]ぇきうはす ╋ぇくっゃ けすおさうゃぇ 
こさけぉかっきぇ, ういさぇぉけすゃぇ しっ くけゃぇ ょのいぇ 
う いぇ せさっつっくうは ょっく いぇょぇつぇすぇ っ いぇ-
ゃなさてっくぇ せしこってくけ...
╁ さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ つっさすっあうすっ 
しっ っ さぇいつうすぇかけ くぇ おけくしすさせおすうゃくうは 

けすょっか, さなおけゃけょっく けす うくあ. [ぇょっゃ 
う つっさすけあくうお-おけくしすさせおすけさ ‶っすおけ 
]すっそぇくけゃ. ╁しうつおう ょっすぇえかう くぇ ょう-
いっかきけすけさぇ しっ ういさぇぉけすゃぇす ゃ さぇぉけ-
すうかくうちうすっ くぇ いぇゃけょぇ. ¨すかうゃおうすっ う 
きけょっかうすっ しっ きぇえしすけさはす ゃ すけゅぇゃぇて-
くうは かっはさしおう ちった, ぇ ゃしうつおう けしすぇくぇ-
かう ょっすぇえかう – ゃ 72-さぇ さぇぉけすうかくう-
ちぇ し くぇつぇかくうお ┿くょさっえ ぅくぇおうっゃ. ╁ 
きけくすぇあぇ くぇ きけすけさぇ, おぇおすけ う ゃ おけく-
すさけかぇ くぇ こさうっきおぇすぇ, けしゃっく ′うおけかぇ 
′っょはかおけゃ, せつぇしすうっ ゃいうきぇす ]すっそぇく 
╁ぇおけゃ, ╁っしっかうく ′ぇくつっゃ, 》さうしすけ 
╉ぇさぇゅうすかうっゃ, ╇ゃぇく ╋っつっゃ う ょさ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ ょっくけくけとくうは すさせょ 
くぇ すっいう う きくけゅけ ょさせゅう さぇぉけすくうちう 
う きぇえしすけさう, くぇ 1-ゃう きぇえ こさっょう 65 
ゅけょうくう おぇいぇくかなつぇくう つせゃぇす ゅかぇしぇ 
くぇ こなさゃぇすぇ さけあぉぇ くぇ さけょくけすけ 
きぇてうくけしすさけっくっ. 

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ 
╋せいっえ „┿さしっくぇか”

┿さしっくぇかちう, 
つうすぇすっかう,

しすぇさけ こさけおかはすうっ ゅかぇしう: ′っおぇ ょぇ 
あうゃっって ゃ うくすっさっしくけ ゃさっきっ.
′ぇ くぇし, たけさぇすぇ けす くけゃうは ゃっお, しっ 
こぇょくぇ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけすけ ょぇ うい-
こなかくうき  すけゃぇ こさけおかはすうっ し ゅさぇょう-
ゃっく しきうしなか. ╃ぇ あうゃっっき ゃ うくすっさっし-
くけ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ ょぇ  しないうあょぇきっ, 
ゃきっしすけ ょぇ させてうき, ょぇ しないょぇゃぇきっ 
きけしすけゃっ, ゃきっしすけ さぇいかけきう, ゃなこさっおう 
いかけぉぇすぇ う こけてかけしすすぇ くぇ ょっくは. 
╇ こけくっあっ っ うしおけくっく つけゃっておうはす 
しすさっきっあ おなき ょけぉなさ, とぇしすかうゃ, さぇい-
せきっく う おさぇしうゃ あうゃけす, くはきぇ くうとけ 
こけ-ゃはさくけ けす こさうおぇいおぇすぇ いぇ ′っゃけ-
かはすぇ.  〈けっしす, しぇきう ょぇ しう くぇこさぇゃうき 
ゃしうつおけ すけゃぇ. ] くぇてうは すさせょ, し くぇ-
てうすっ こさうはすっかう, しこけょゃうあくうちう, おけ-
かっゅう, ぉかういおう. ] たけさぇすぇ, くぇ おけうすけ 
ょなさあうき. ] すっいう, し おけうすけ しこけょっかは-

きっ ょっかくうおぇ しう う こさぇいくうおぇ しう.
╇ こけくっあっ „ ┿さしっくぇか” っ  くっ しぇきけ 
きぇさおぇ,  ぇ おぇせいぇ,  けしきうしかうかぇ あうゃけ-
すぇ くぇ ちっかう こけおけかっくうは たけさぇ けす ╃け-
かうくぇすぇ,  すけ くうっ, しなゃさっきっくくうちうすっ 
くぇ つぇしす けす すはた, さってうたきっ, つっ すぇいう 
おぇせいぇ しう いぇしかせあぇゃぇ. ]ゃけっすけ ゅけかは-
きけ ╁ないさぇあょぇくっ.  ]なょぉぇすぇ さってう 
すけゃぇ ょぇ っ こさっい  ]ゃっすかぇすぇ しっょきうちぇ. 
′っ しぇきけ いぇとけすけ ょっちぇすぇ, さけょっくう 
ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ こけしかっょくうは ぉさけえ 
くぇ けくぇいう, ういこなかゃぇかぇ しなし しきうしなか 
う っくすせしうぇいなき ょっしっすおう ぇさしっくぇかしおう 
ゅけょうくう „╆ぇゃけょしおぇ  すさうぉせくぇ”, こけ-
さぇしくぇたぇ う しぇきうすっ すっ しすぇくぇたぇ ぇさ-
しっくぇかちう, ぇ う いぇとけすけ くはきぇ おぇお ょぇ 
こさっぉなょって,  ぇおけ くっ けしすぇゃうて ょうさは.  
]ゃけえ けすこっつぇすなお ゃなゃ ゃさっきっすけ.  
┿ おけえ ょさせゅ, けしゃっく たけさぇすぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか”,  ょうくぇしすううすっ ぇさしっくぇかちう しぇ 
いぇいうょぇかう しなょぉうすっ しう ゃ ゅさぇょっあぇ くぇ 

すけゃぇ きぇかおけ おなしつっ いっきは, くぇさっつっくけ 
くぇて おさぇえ- ╉ぇいぇくかなお.
╄すけ いぇとけ けす ょうしすぇくちうはすぇ くぇ こけゃっ-
つっ けす ょゃっ ょっしっすうかっすうは いぇぉゃっくうっ, ゃ 
さなちっすっ ゃう っ くけゃぇすぇ さけあぉぇ くぇ おぇ-
せいぇすぇ „ ┿さしっくぇか” - „ 〈さうぉせくぇ ┿さ-
しっくぇか”- こさはお くぇしかっょくうお 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” , しなし 
しきっかぇすぇ ぇきぉうちうは  ょぇ は  くぇょあうゃっっ. 
╉さぇしうゃけ.   
 ]なし しおさけきくけすけ あっかぇくうっ „ 〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか”  ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ  
つぇしす けす ゃぇてうは あうゃけす, ゃ いぇこぇいっくけ-
すけ きはしすけ いぇ ゃぇし う ゃぇてうすっ  しこけょっ-
かっくう さぇょけしすう, こさけぉかっきう,  ゃ つぇしす 
けす ゃぇてうは しゃはす. 
╉けえすけ いぇっょくけ とっ ょけこうしゃぇきっ こさっい こっすなお. 
] きくけゅけ かのぉけゃ, せゃぇあっくうっ う ゃはさぇ ゃ 
ょくうすっ くぇこさっょ!                      

[っょおけかっゅうはすぇ 
 29 ぇこさうか 2011
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╃ぇ けすこさぇいくせゃぇきっ いぇっょくけ ╃っくは くぇ すさせょぇ!

]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
╉かせぉなす くぇ ゃっすっさぇくうすっ う ╀┿] - ╉ぇいぇくかなお
おぇくはす ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
くぇ こさぇいくうつくけ つっしすゃぇくっ こけ しかせつぇえ                    

╋っあょせくぇさけょくうは ょっく くぇ すさせょぇ – ‶なさゃう きぇえ

くぇ 1 きぇえ 2011 ゅ. /くっょっかは/ けす 18 つ.
こさっょ こぇきっすくうおぇ くぇ ╂っけさゅう ╉うさおけゃ
] せつぇしすうっすけ くぇ:
• ╁╂ いぇ すせさうしすうつっしおう こっしくう „╄たけ”
• ╁╂ いぇ させしおう こっしくう – ゅさ. 【うこおぇ
• 《けかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ „┿さしっくぇか”

 ╆ぇこけゃはょぇえすっ!

ぞí äëóîñ¿

ぞí 5,5 Ñ¡í. ÜßàóÖï¡ó öñëñÖ 
ïñ “ëí¢Ñíö” 160 äíë¡Ü½ñïöí

┿すぇくぇし ╋ぇくっゃ

‶なさゃうはす ょういっかけゃ ょゃうゅぇすっか, こさけういゃっょっく せ くぇし

╋けくすうさぇくっすけ くぇ こなさゃうは ょういっかけゃ ょゃうゅぇすっか

んëïñÖí¿ï¡í äí½ñö

〈けいう すっさっく ょけ しっゃっさくうは こけさすぇか くぇ “┿さしっくぇか” 
┿╃ すさはぉゃぇ ょぇ さってう しっさうけいくうは こさけぉかっき し こぇさ-
おうさぇくっすけ いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, しこけさっょ 
うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ

]うくょうおぇかくうはす おけきうすっす くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃  ゃう こけいょさぇゃはゃぇ こけ しかせ-
つぇえ  ╋っあょせくぇさけょくうは ょっく くぇ すさせょぇ う さぇぉけすくうつっしおぇすぇ しけかうょぇさくけしす, くぇ-
こけきくはえおう ゃう, つっ  こなさゃけきぇえしおうはす こさぇいくうお こさっい 2011 ゅけょうくぇ ゃなゃ ゃしうつおう 
っゃさけこっえしおう しすさぇくう こさっきうくぇゃぇ こけょ いくぇおぇ くぇ きけとくう こさういうゃう いぇ しけちうぇか-
くぇ ╄ゃさけこぇ. 
]うくょうおぇかうしすう けす ちっかうは おけくすうくっくす くぇ ゃうしけお ゅかぇし いぇはゃはゃぇす „╇しおぇきっ 
しこさぇゃっょかうゃけ いぇこかぇとぇくっ う いぇっすけしす!”
]╉ くぇ ╉′]╀ ゃう こけあっかぇゃぇ すゃなさょけしす ゃ けすしすけはゃぇくっすけ くぇ しゃけうすっ さぇぉけすくう-
つっしおう こさぇゃぇ う うくすっさっしう – こさぇゃけすけ くぇ すさせょ, ょけしすけえくけ いぇこかぇとぇくっ, こけ-
ょけぉさう せしかけゃうは いぇ さぇぉけすぇ う しうかくぇ しけちうぇかくぇ いぇとうすぇ.

╆ょさぇゃっ, きくけゅけ ゃはさぇ ゃ さぇぉけすくうつっしおぇすぇ しけかうょぇさくけしす, こけかいけすゃけさっく すさせょ う せしこったう, こけゃっつっ 
せしきうゃおう う こけゃっつっ さぇょけしす – くぇ ゃぇし う ゃぇてうすっ しっきっえしすゃぇ!
』っしすうす こさぇいくうお!                                                                                         ]╉ くぇ ╉′]╀

ぶñïöóö ぢéëçó ½íú, íëïñÖí¿îó!
ぶñïöóö ÑñÖ Öí öëÜÑí, Üçí¢íñ½ó ïéÇëí¢ÑíÖó!


