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

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3 け つてち. 4

¨╇╅〉 ╊〉ぁ╊╇ – ╇¨╉ょ
╉ぇいぇくかなお – ]けそうは. [けょっく 

っ くぇ 29 きぇさす 1882 ゅ. ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, さけょなす きせ っ っくうくしおう. 〉つう 
ゃ ‶っょぇゅけゅうつっしおけすけ せつうかうとっ, 
おなょっすけ しっ けそけさきはす うくすっさっ-
しうすっ きせ おなき すっぇすなさぇ, さうしせ-
ゃぇくっすけ う しすぇさうくうすっ. ¨とっ 
おぇすけ せつっくうお っ っょうく けす くぇえ-
ぇおすうゃくうすっ つかっくけゃっ くぇ 〉つっ-
くけかのぉうゃぇ ょさせあうくぇ „╇しおさぇ“, 
しないょぇかう きかぇょっあおう すっぇすなさ, 
おけえすけ ういくぇしはか こさっょしすぇゃかっ-

くうはすぇ しう こけょ くぇゃっしぇ くぇ っょくぇ 
ゅのかこぇくぇ ゃ こけおさぇえくうくうすっ くぇ 
╉せかっくしおぇすぇ きぇたぇかぇ. ′ぇさう-
つぇく っ ╁うょの いぇさぇょう ぉかっしすは-
とけすけ ういこなかくっくうっ くぇ けぉさぇいぇ 
くぇ しかせゅぇすぇ ╁うょの ゃ おけきっょう-
はすぇ くぇ ┿か. ╄ょさっゃ „′ぇ ぉなさいぇ 
さなおぇ”. ¨しゃっく, つっ こうてっか ょさぇ-
きぇすせさゅうつくう すっおしすけゃっ, ぉうか 
さっあうしぬけさ, さっちうすぇすけさ, ゅさう-
きぬけさ, こっっか こさっおさぇしくけ, しゃう-
さっか くぇ すぇきぉせさぇ, ぉうか けすかうつっく 
すぇくちぬけさ.
‶さっい 1901 ゅ. こけしすなこゃぇ ゃ 

╃なさあぇゃくけすけ さうしせゃぇかくけ せつう-
かうとっ こさう こさけそ. ‶っすおけ ╉かう-
しせさけゃ. ¨とっ ゃ しすせょっくすしおうすっ 
ゅけょうくう ういはゃはゃぇ さぇいくけしすさぇく-
くうすっ しう しこけしけぉくけしすう: ぇおすうゃ-
くけ こけきぇゅぇ くぇ ‶っすなさ 〈けこせいけゃ 
– けしくけゃぇすっか くぇ ╉ぇいぇくかなて-
おうは きせいっえ, ゃ けぉけしけぉはゃぇくっ-
すけ くぇ さぇいょっか けす おぇさすうくう う 
しおせかこすせさう /ょく. 》せょけあっしすゃっ-
くぇ ゅぇかっさうは/, おぇすけ しすぇゃぇ こさなゃ 
くっゅけゃ せさっょくうお; しさっょ せつさっ-
ょうすっかうすっ っ くぇ けぉとくけしすすぇ くぇ 
おぇいぇくかなつぇくうすっ, あうゃっっとう ゃ 
]けそうは – „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”; 
こさぇゃう  おぇさうおぇすせさう  う うかのし-
すさぇちうう; こうてっ こせぉかうちうしすうおぇ. 
╁なけょせてっゃっく けす しおぇいおうすっ くぇ 
こさけそ. ┿くすけく ╋うすけゃ こけ うしすけ-
さうは くぇ ういおせしすゃけすけ, こうてっ う 
こせぉかうおせゃぇ ゃなゃ ゃ. „╃っく” しすぇ-
すうう いぇ ょせたけゃくうすっ ぉけゅぇすしすゃぇ 
くぇ こさけつせすう ゅさぇょけゃっ, いぇ たせ-
ょけあくうちう う きせいっう. ╆ぇゃなさてゃぇ 
こさっい 1905 ゅ., くけ くっ しっ はゃはゃぇ 
くぇ こけしかっょくうは しう ういこうす. ]きは-
すぇか, つっ „ょうこかけきぇすぇ くっ こさぇゃう 
たせょけあくうおぇ すゃけさっち“. ¨しすぇゃぇ 
ょぇ あうゃっっ ゃ ]けそうは.
╁ ╂っさきぇくうは. ] そうくぇくしけ-

ゃぇすぇ こけきけと くぇ ぉさぇす しう ╄くの 
こさっい 1906 ゅ. ╇ゃぇく ╄くつっゃ いぇ-
きうくぇゃぇ くぇ しこっちうぇかういぇちうは ゃ 
╋のくたっく. ╀けゅぇすしすゃけすけ くぇ くっき-
しおぇすぇ おせかすせさぇ, ういかけあぉうすっ, 
てっょぬけゃさうすっ ゃ ‶うくぇおけすっおぇすぇ 
けおぇいゃぇす けゅさけきくけ ゃないょっえしす-
ゃうっ ゃなさたせ きかぇょうは たせょけあくうお. 
]うかくけ っ こけゃかうはく けす こさけうい-
ゃっょっくうはすぇ くぇ しうきゃけかうしすうすっ 
う ょっおけさぇすういきぇ くぇ しっちっしうけくぇ 

╇ゃぇく ╄くつっゃ – ╁うょの っ 
ぉなかゅぇさしおう あうゃけこうしっち, 
うかのしすさぇすけさ, ょっおけさぇすけさ 
う おぇさうおぇすせさうしす; ぇさすうしす 
う しちっくけゅさぇそ; ぇさたっけかけゅ, 
っすくけゅさぇそ, そけかおかけさうしす 
う おさぇっゃっょ; たせょけあっしす
ゃっく おさうすうお, こうしぇすっか, 
けぉとっしすゃっくうお, つうすぇかう
とっく ょっっち. [ぇょっすっか いぇ 
ゃないたけょぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇ
すぇ おせかすせさぇ, おけはすけ, しこけ
さっょ くっゅけ, っ ょかなあくぇ ょぇ 
いぇしかせあう „しうきこぇすううすっ う 
こけょょさなあおぇすぇ くぇ ちうゃう
かういけゃぇくうは しゃはす“, おぇすけ 
ょけおぇあっ, つっ „う くうっ しきっ 
くぇさけょ, おけえすけ ゃなさゃう こけ 
こなすは くぇ こさけゅさっしぇ, つっ う 
くうっ しっ しすさっきうき おなき こけ-
ゃうしけおう ちっかう, おなき こけ-
しゃっすかう うょっぇかう“.

[あくあせしひさ せけさそえあ せか か けすあし たそ-おそいちあ うけくけみ け たかちつたかさてけうあ そて つかえあのせあてあ
╂けしこけょうく ╇ぉせてっゃ, こけかせつうたすっ くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ - ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ゅさぇょ 

╉ぇいぇくかなお. ╉ぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ いぇ ╁ぇし しぇきうは すけゃぇ: こさういくぇくうっ いぇ せしうかうはすぇ う けしすぇゃっくぇすぇ 
ょうさは, こけつうす, せゃぇあっくうっ けす しすさぇくぇ くぇ しなゅさぇあょぇくうすっ, こけさっょくぇ すうすかぇ, くっとけ こけゃっつっ けす 
ゃしうつおけ?
- ╀うた おぇいぇか, つっ すけゃぇ っ う こさういくぇくうっ, う こけつうす, う せゃぇあっくうっ, う すうすかぇ. ┿ くっとけすけ ゃ こけゃっつっ しぇ 

しぉなょくぇすうすっ きけう きっつすう けす きくけゅけ ゃさっきっ くぇしぇき. ╉ぇおゃう きっつすう? ╁うくぇゅう しなき うきぇか ゃ あうゃけすぇ しう っょくぇ 
けしくけゃくぇ おぇせいぇ う すは っ „┿さしっくぇか. ] ゃしうつおうすっ え ぇしこっおすう. „┿さしっくぇか” っ くっとけすけ, おけっすけ っ こけゃっつっ けす 

きけえ ょけき. 〈けゃぇ っ くっとけすけ, し おけっすけ っ しゃなさいぇく あうゃけすなす きう. ¨とっ こけゃっつっ, つっ う さけょうすっかうすっ きう しぇ 
さぇぉけすうかう すせお. ╋ぇえおぇ きう っ けしくけゃぇすっか くぇ ╁いぇうきけしこけきぇゅぇすっかくぇすぇ おぇしぇ, ぇ ぉぇとぇ きう っ さぇぉけすくうお 
ゃなゃ そさっいけゃけすけ こさけういゃけょしすゃけ, ぇ こさっょう すけゃぇ っ ぉうか さぇぉけすくうお ゃ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. ┿い 
しなき こけさぇしくぇか すせお, ゃ „┿さしっくぇか”, けす ょっすっ. ¨すすけゅぇゃぇ っ う きけはすぇ ゃさないおぇ し  そうさきぇすぇ. ‶けしかっ しなき 
ぉうか しすうこっくょうぇくす くぇ „┿さしっくぇか” う すせお いぇこけつくぇた すさせょけゃうは しう こなす… う ょけしっゅぇ. ┿い くはきぇき ょさせゅけ 
さぇぉけすくけ きはしすけ, けしゃっく „┿さしっくぇか”, し ういおかのつっくうっ くぇ っょうく いぇょゅさぇくうつっく しすぇあ, おけゅぇすけ ぉはた ういこさぇ-
すっく けす „┿さしっくぇか” いぇ 3 ゅけょうくう. 〈せお くぇ 100% とっ いぇゃなさてう う きけはす すさせょけゃ こなす. 〈けゃぇ っ けしくけゃくぇすぇ 
きう おぇせいぇ. ] くっは しっ ゅけさょっは, いぇとけすけ しなき いぇゃなさてうか すけゃぇ, おけっすけ すさはぉゃぇ う っ くせあくけ くぇ „┿さしっくぇか”. 

う っ っょうく けす きぇかおけすけ うき いぇ-
とうすくうちう せ くぇし. ╆ぇょなかぉけつっ-
くけ ういせつぇゃぇ あうゃけこうしすぇ くぇ 
しすぇさうすっ きぇえしすけさう う こさぇゃう 
ょっしっすおう ゃっかうおけかっこくう おけこうは 
くぇ おぇさすうくう けす ╊っけくぇさょけ ょぇ 
╁うくつう, [ぇそぇっかけ, ╁っさけくっいっ, 
[っきぉさぇくょ, [せぉっくし, ╁ぇく ╃ぇえお. 
╂けかはきぇ つぇしす けす すはた ょけくぇしは ゃ 
╀なかゅぇさうは, ぇ 15 けす すっいう おけこうは 
こけ-おなしくけ こけょぇさはゃぇ くぇ たせょけ-
あっしすゃっくぇすぇ しぉうさおぇ ゃ ╉ぇいぇく-

かなお. ╁ ╋のくたっく しないょぇゃぇ う 
くはおけかおけ しゃけう こかぇすくぇ, きっあょせ 
おけうすけ „′ぇ ゅさけぉぇ“ う „‶っえいぇあ“.
╊のぉけゃすぇ おなき さけいうすっ. 〈は 

そけさきうさぇ けすくけてっくうっすけ きせ 
おなき くぇすのさきけさすぇ う こっえいぇあぇ. 
╄ょくぇ けす くぇえ-いくぇつうきうすっ おぇさ-
すうくう くぇ ╇ゃぇく ╄くつっゃ っ  こさけ-
つせすぇすぇ „[けいけぉっさぇつおぇ“. ╁ くっは 
すけえ っ ゃかけあうか ゃないゅかっょぇ しう いぇ 
きかぇょけしすすぇ う ぉっいこさっょっかくぇすぇ 
しう こさうゃなさいぇくけしす おなき さけょくうは 
おさぇえ. [けいう すけえ とっ さうしせゃぇ う 
こさっい 20-すっ ゅけょうくう - くぇえ-ぇお-
すうゃくうはす きせ こっさうけょ.

[けいけぉっさぇつおぇ, 1908 ゅ.  

′っいぇゃうしうきけ, つっ あうゃっっ ゃ 
しすけかうちぇすぇ, こさっい しかっょゃぇとうすっ 
ゅけょうくう ╁うょの こさけょなかあぇゃぇ し 
ちっかうは しう っくすせしうぇいなき ょぇ こけょ-
こけきぇゅぇ おせかすせさくけ-こさけしゃっすくぇ-
すぇ ょっえくけしす ゃ ╉ぇいぇくかなお.
╇いしかっょけゃぇすっかしおぇ さぇぉけすぇ 

う たせょけあっしすゃっくぇ おさうすうおぇ. 
╁ すっいう ょゃっ ょっえくけしすう ╇ゃぇく ╄く-
つっゃ こさけはゃはゃぇ くぇえ-しうかくけ しゃけは 
すぇかぇくす, すっ しぇ くぇえ-いくぇつうきぇすぇ 
つぇしす けす こさうくけしぇ きせ おなき ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ おせかすせさぇ. ]ゃけうすっ けす-
いうゃう いぇ ゃぇあくう おせかすせさくう しな-
ぉうすうは すけえ こせぉかうおせゃぇ ゃなゃ ゃ. 
„╋うさ“, ゃ おけえすけ こけ-おなしくけ とっ 
こけきっしすゃぇ う こさけせつゃぇくうはすぇ しう 

いぇ しすぇさう ゅさぇょけゃっ, きぇくぇしすう-
さう, ゅさけぉうとぇ, ぇさたっけかけゅうつっ-
しおう う っすくけゅさぇそしおう くぇたけょおう.
╋っあょせゃさっきっくくけ せつぇしすゃぇ 

ゃ ういかけあぉう くぇ ╃させあっしすゃけ-
すけ くぇ たせょけあくうちうすっ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは. ‶けゃっつっすけ きせ すゃけさぉう 
しぇ ぉっかはいぇくう けす くけしすぇかゅうつくけ 
つせゃしすゃけ. ╇いおかのつっくうっ こさぇゃう 
„╉ぇいぇくかなておぇ きけきぇ” /1912/ , 
ゃ おけはすけ ょぇゃぇ ゃけかは くぇ あういくっ-
さぇょけしすくぇすぇ しう っきけちうは. 
‶さっい 1914 ゅ. ╄くつっゃ せつぇしす-

ゃぇ ゃ おけくおせさし いぇ ゅうかけすうくくぇ 
いぇゃっしぇ くぇ くけゃけこけしすさけっく-
うは すっぇすなさ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╉けきこけいうちうはすぇ きせ くっ こっつっかう 
くぇゅさぇょぇすぇ, くけ ゃこっつぇすかはゃぇ 
しすぇさけいぇゅけさちう. ‶さっい 1916 ゅ. 
っ こけおぇくっく けす ╂っけ ╋うかっゃ いぇ 
たせょけあくうお くぇ こけしすぇくけゃおうすっ 
„╄ょうこ ちぇさ” う „╊せょっすうくぇ”. 
╁うょの っ ぇゃすけさ う くぇ ぇそうてぇ 
くぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ けこっさぇ 
„]うさけきぇたおうくは“.
] けしけぉっくぇ しすさぇしす すけえ ういせ-

つぇゃぇ おせかすせさくけ-うしすけさうつっ-
しおけすけ くぇしかっょしすゃけ. ╇くすっさっ-
しうすっ きせ しぇ し ういおかのつうすっかくけ 
ゅけかはき こっさうきっすなさ: ちなさおけゃ-
くぇ ぇさたうすっおすせさぇ, うおけくけこうし 
う ょなさゃけさっいぉぇ, っすくけゅさぇそうは, 
けぉさっょくぇ しうしすっきぇ, こさぇいくうちう, 
こさうかけあくけ ういおせしすゃけ. ¨ぉう-
おぇかは さぇいかうつくう おなすつっすぇ くぇ 
しすさぇくぇすぇ う こさっちういくけ ょけおせ-
きっくすうさぇ ゃしうつおけ ゃうょはくけ. ╁ 
こっさうけょぇ 1918 – 1929 ゅ. うい-
ょぇゃぇ う うかのしすさうさぇ 4 おくうゅう: 
„]すぇさう う くけゃう こぇきっすくうちう ゃ 
╃けぉさせょあぇ”, „[けいけゃぇすぇ ょけかう-
くぇ う ╉ぇいぇくかなお”, „╀なょくう ゃっ-
つっさ” う „╄くぬけゃょっく”.                                                                       
‶さっい 20-すっ ゅけょうくう さぇぉけすう 

ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ くぇさけょ-
くぇすぇ こさけしゃっすぇ, おなょっすけ こけょ-
ゅけすゃは きぇすっさうぇかう ゃ こけきけと くぇ 
せつうかうとくぇすぇ しぇきけょっえくけしす, 
こうてっ しすせょうう いぇ ちなさおゃうすっ ゃ 
[うかしおうは う ╂かけあっくしおうは きぇ-
くぇしすうさう. ‶さっい 1930 ゅ. しない-
ょぇゃぇ こけこせかはさくけすけ さなおけゃけょ-
しすゃけ „╀なかゅぇさしおけすけ ういおせしすゃけ 
ゃ しゃっすかうゃう おぇさすうくう”, こさう-
ょさせあっくけ けす 540 ょうぇこけいうすう-
ゃぇ – すったくうおぇ, いぇさぇょう おけはすけ 
こけしっとぇゃぇ ╇すぇかうは. ╁なこさっ-
おう つっ くっ せつぇしすゃぇ さっょけゃくけ 
ゃ ういかけあぉう, しないょぇゃぇ さっょうちぇ 
こけさすさっすう, しさっょ おけうすけ くぇ ╋. 
╃さうくけゃ, こさけそ. ]す. ╀けぉつっゃ, 
┿.〈っくっゃ. ′っゅけゃぇ きうくうぇすのさぇ 
う ょけ ょくっし しすけう くぇ くけとくけすけ 
ておぇそつっ くぇ ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ, し 
おけゅけすけ ╁うょの つっしすけ しっ しさっ-
とぇか.
‶なさゃうはす ゅっさぉ くぇ ╉ぇいぇく

かなお. 『っくくぇ うくそけさきぇちうは う 
うくすっさっしくう こけょさけぉくけしすう こけ 
すっきぇすぇ しなょなさあぇ ういしかっょゃぇ-
くっすけ くぇ ╇ゃぇく 〈. ‶ぇこせおつうっゃ 
„╇ゃぇく ╄くつっゃ-╁うょの - ぇゃすけさ 
くぇ こなさゃうは ゅっさぉ くぇ ゅさぇょ ╉ぇ-
いぇくかなお“.

╂っさぉなす くぇ ╉ぇいぇくかなお, 1924 ゅ. 

‶ぇこせおつうっゃ けすぉっかはいゃぇ, つっ 
ゃなこさっおう くっこけいくぇゃぇくっすけ くぇ 
こさぇゃうかぇすぇ くぇ たっさぇかょうおぇすぇ, 
„すっいう こさけこせしおう くっ くぇきぇかは-
ゃぇす くう くぇえ-きぇかおけ しすぇさぇくうっすけ 
くぇ ぇゃすけさぇ ょぇ しくぇぉょう くぇてうは 
きぇかなお ゅさぇょ し ゅっさぉ“ う つっ „くっ 
っ ういおかのつっくけ ╉ぇいぇくかなお ょぇ っ 
ゃすけさうはす ゅさぇょ しかっょ ]けそうは しなし 
しゃけえ ゃっかうおけかっこっく う きくけゅけ 
ういさぇいうすっかっく ゅっさぉ“. 
╀なかゅぇさしおう くぇさけょっく 

おさなしす. ′ぇえ-ゃぇあくうはす くぇせつっく 
すさせょ くぇ ╇ゃぇく ╄くつっゃ, こけ こけ-
さなつおぇ くぇ ╀┿′, っ „╋ぇすっさうぇ-
かう いぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょっく 
おさなしす” – 11 けゅさけきくう すけきぇ, し 
すっおしす う うかのしすさぇちうう くぇ ぇゃすけ-
さぇ. 〈けいう すさせょ, しないょぇゃぇく 20 
ゅけょうくう, くけ けしすぇくぇか くっういょぇ-
ょっく, し ょぇすうさけゃおぇ う こさっちうい-
くけ けこうしぇくうっ くぇ おさなしすけゃっ-
すっ, こさうょさせあっくう けす さうしせくおう, 
こさっょしすぇゃかはゃぇ くぇえ-しなとくけしす-
くうはす う しけかうょっく こさうくけし くぇ 
╄くつっゃ おなき すぇいう すっきぇ ゃ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ くぇせおぇ. ╁ くっゅけ すけえ 
っ しなぉさぇか けぉさぇいちう けす しすっくけ-
こうしうすっ, ちなさおけゃくぇすぇ せすゃぇさ, 
さっいぉぇすぇ, てっゃうちうすっ, おけゃぇくけ-
すけ あっかはいけ, きうくうぇすのさうすっ… 
]こけさっょ そけさきぇすぇ くぇ おさなしすぇ っ 
いぇこけつくぇす う けこうす いぇ おかぇしうそう-
おぇちうは.
¨しくけゃくけ きはしすけ ゃ きけぉうかくぇすぇ 

おけかっおちうは こけ こさけっおす くぇ ╇╋ 
„╇しおさぇ” けす 2014 ゅ. っ こさっょゃう-
ょっくけ いぇ ╇ゃぇく ╄くつっゃ – ╁うょの 
う ういょぇょっくうは こさっい 1994 ゅ. くっ-
ゅけゃ すさせょ „╀なかゅぇさしおう くぇさけょっく 
おさなしす”, こけかせつうか ゃうしけおぇすぇ 
けちっくおぇ くぇ たせょけあくうちうすっ ╇ゃ. 
╋なさおゃうつおぇ う ┿. ╋うすけゃ, くぇ 
こさけそっしけさうすっ ╈. ╇ゃぇくけゃ う ╀. 
《うかけゃ.
′っけすしかぇぉゃぇとぇ かのぉけゃ 

おなき ╉ぇいぇくかなお. ¨ぉうつすぇ くぇ 
╇ゃぇく ╄くつっゃ おなき さけょくうは きせ 
ゅさぇょ くっ けすしかぇぉゃぇ こさっい ちっ-
かうは きせ あうゃけす. 〈けえ こけょこけきぇゅぇ 
ょっえくけしすすぇ くぇ つうすぇかうとっ „╇し-
おさぇ“, けしけぉっくけ し せきっくうはすぇ しう 
くぇ しちっくけゅさぇそ. ╉ぇすけ しすせょっくす 
こうてっ: „〈ぇは „╇しおさぇ”! ╉ぇお きう 
すさっこくせゃぇ しなさちっすけ, おぇすけ しう 
こけきうしかは いぇ くっは.” ¨そけさきうすっか 
っ くぇ けぉかけあおぇすぇ くぇ ゅけょうてくう-
ちうすっ „╉ぇいぇくかなお ゃ きうくぇかけすけ う 
ょくっし”, おなょっすけ っ けすこっつぇすぇくぇ 
つぇしす けす こけゃっしすすぇ きせ „》せょけあ-
くうお”. ′っこさっおなしくぇすけ けぉけゅぇ-
すはゃぇ たせょけあっしすゃっくぇすぇ しぉうさおぇ 
おなき きせいっは, さっしすぇゃさうさぇ すっぇ-
すさぇかくう さっかうおゃう けす 19 ゃっお.                                   
╃ぇさぉぇすぇ しう くぇ おさぇっゃっょ こさけ-

はゃはゃぇ ゃ おくうゅぇすぇ しう „[けいけゃぇすぇ 
ょけかうくぇ う ╉ぇいぇくかなお” /1927/ 
- っょうく けす こなさゃうすっ しうしすっきぇ-
すういうさぇくう う くぇえ-ういつっさこぇすっか-
くう ういすけつくうちう いぇ きうくぇかけすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╋くけゅけ ちっくくう 
そぇおすう しなょなさあぇす う ぉうけゅさぇ-
そううすっ, おけうすけ ╁うょの こさぇゃう くぇ 
ういすなおくぇすう おぇいぇくかなておう けぉ-
とっしすゃっくうちう う すゃけさちう, ょけこ-
さうくっしかう いぇ ゅけかっきうは ょせたけ-
ゃっく さぇしすっあ くぇ きぇかおうは ゅさぇょ. 
╉ぇすけ すぇかぇくすかうゃ ういおせしすゃけゃっょ 
しっ ういはゃはゃぇ ゃ ういしかっょゃぇくっすけ 
しう „╇いおせしすゃけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお” 
/1928/. ]すせょうはすぇ こさっょしすぇ-
ゃかはゃぇ ちはかけしすくけ うしすけさうつっしおけ 
ういしかっょゃぇくっ, こなさゃぇすぇ こっさう-
けょういぇちうは くぇ ういおせしすゃけすけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお けす ╁ないさぇあょぇくっすけ 
ょけ けくいう きけきっくす.

‶さっょう しきなさすすぇ しう ╇ゃぇく ╄く-
つっゃ-╁うょの こさぇゃう ょゃっすっ しう ゅけ-
かっきう ょぇさっくうは くぇ ╉ぇいぇくかなお - 
くぇ きせいっは, たせょけあっしすゃっくぇすぇ 

しぉうさおぇ う ぉうぉかうけすっおぇすぇ: 762 
おくうゅう, 159 ゃないさけあょっくしおう くぇ-
おうすぇ, 25 てっゃうちう, 11 きくけゅけ 
さっょおう うおけくう, そけすけゅさぇそうう, 
ういょぇくうは し こっしくうすっ くぇ ╄き. 
╋ぇくけかけゃ, つぇしす けす しゃけは ぉけゅぇす 
かうつっく ぇさたうゃ. ╆ぇさぇょう ゃしうつ-
おけ すけゃぇ っ けぉはゃっく いぇ こけつっすっく 
つかっく くぇ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ“.                                          
„╃くっゃくうおなす くぇ ╇ゃぇく ╄く

つっゃ – ╁うょの“. 〈けゃぇ っ いぇゅかぇ-
ゃうっすけ くぇ おくうゅぇすぇ くぇ ‶っくぬけ 
〈っさいうっゃ, こかけょ くぇ くっゅけゃうは 
17-ゅけょうてっく すさせょ, こさっょしすぇ-
ゃっくぇ こさっい 2012 ゅ. こけ こけゃけょ 
130 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ 
くぇ うきっくうすうは おぇいぇくかなつぇくうく. 
〈は けぉたゃぇとぇとぇ こっさうけょぇ けす 
1899-1905 ゅ., おけゅぇすけ ╁うょの 
っ しぇきけ くぇ 23 ゅけょうくう. 』ぇしすう 
けす ょくっゃくうおぇ くぇ ╁うょの けすおさうか 
しさっょ ういたゃなさかっくう いぇ ゃすけさうつ-
くう しせさけゃうくう おくうあぇ おぇいぇくかな-
つぇくうくなす [せきっく ┿かっおしぇくょさけゃ, 
けすおせこうか ゅう う ゅう いぇくっしなか ゃ 
きせいっは. ‶さう こさっいっくすぇちうはすぇ 
〈っさいうっゃ しこけょっかう: “╀ってっ きう 
すさせょくけ ょぇ ゃかういぇき ゃ しゃっすぇ 
こさっょう 100 ゅけょうくう, くけ しかっょ 
おぇすけ ゅけ くぇこさぇゃうた, きう ぉってっ 
けとっ こけ-すさせょくけ ょぇ ういかはいぇ 
けすすぇき. 〈けいう しゃはす っ ぉうか きくけ-
ゅけ こけ-おさぇしうゃ う ょけしすけっく いぇ 
せゃぇあっくうっ けす ょくってくうは. ]っゅぇ 
っ すさせょくけ くはおけえ ょぇ しっ さぇいょぇ-
ょっ ぉっいこさっおけしかけゃくけ いぇ っょくぇ 
うょっは, ぇ すけゅぇゃぇ たけさぇすぇ しぇ ゅけ 
こさぇゃうかう. ╁うょの っ ょぇさはゃぇか 
しゃけうすっ こけしかっょくう こぇさう, ぇ おけか-
おけ たけさぇ きけゅぇす ょぇ ゅけ くぇこさぇゃはす 
しっゅぇ? ¨すゅけゃけさなす っ: きくけゅけ 
きぇかおけ.“
¨ぉさっつっく ょぇ しっ しっぉっさぇい

ょぇゃぇ. ╆ょさぇゃっすけ くぇ ╇ゃぇく ╄く-
つっゃ くうおけゅぇ くっ ぉうかけ けしけぉっくけ 
ょけぉさけ. ′っはしくう ゃくっいぇこくう う 
けしすさう ぉけかおう ゃ おけさっきぇ ゅけ うい-
きなつゃぇかう けす ょっすっ. ╋ういっさうはすぇ 
う くっこさっしすぇくくぇすぇ すさっゃけゅぇ いぇ 
ゃしうつおけ う ゃしうつおう きせ ょけおぇさゃぇす 
すっあなお うくしせかす. 〈けえ っ くぇこなか-
くけ こぇさぇかういうさぇく. ╇ しぇき. ╀さぇす 
きせ ゅけ こさうぉうさぇ こさう しっぉっ しう ゃ 
╀せさゅぇし. ╁うょの いぇこけつゃぇ けすくぇ-
つぇかけ: せつう しっ ょぇ ゅけゃけさう, ょぇ 
こうてっ, ょけさう ょぇ さうしせゃぇ, けこうす-
ゃぇ しっ ょぇ しなぉっさっ こさなしくぇすけすけ 
しう すゃけさつっしすゃけ.
〉きうさぇ くぇ 54 ゅけょうくう くぇ 27 

ぇゃゅせしす 1936 ゅ. ゃ ╀せさゅぇし.
╇ゃぇく ╄くつっゃ-╁うょの っ しさっょ 

せくうおぇかくうすっ かうつくけしすう ゃ うし-
すけさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけは-
すけ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
ういかういぇ けす くっいぇしかせあっくぇ いぇ-
ぉさぇゃぇ. 〈けえ っ, こけ ょせきうすっ くぇ 
‶. 〈っさいうっゃ, „けぉさっつっく ょぇ しっ 
しっぉっさぇいょぇゃぇ う ょぇ ぉなょっ こけ-
かっいっく”, „ぇ すけゃぇ けぉさっつっくうっ っ 
ういゃけさなす くぇ くっういつっさこぇっきぇすぇ 
きせ っくっさゅうは う ょぇゃぇ しきうしなか くぇ 
くっゅけゃうは あうゃけす”.

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

くぇ ╋. ╃けぉさっゃ, ╇ゃ. 〈. ‶ぇ
こせおつうっゃ, ╋. ╂っけさゅうっゃぇ, ‶. 

〈っさいうっゃ.

╆╊′ 『╅╆《【╅ 〉っ〈╅ 】』》╊｠!

¨〉╇╊』【¨を¨¨ ′╅ 〉╅╉ 50 〈]〉. ]╊╇╅ ╇ 
„╅『』╊〉╅]“ 》『╊′ 2015 ╈《╉¨〉╅ 

╇くゃっしすうちうう いぇ くぇょ 50 きかく. かっゃぇ とっ ぉなょぇす くぇこさぇゃっくう ゃ „┿さしっくぇか” こさっい くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ しなけぉとう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ. ‶かぇくけゃぇすぇ ちうそさぇ くぇ こさっおうすっ うくゃっしすうちうう っ いぇ 45 きかく. かっゃぇ, くけ さっぇかくぇすぇ うき しせきぇ とっ くぇょたゃなさかう 50 きかく. かっゃぇ. ]さっょしすゃぇすぇ とっ しっ ういこけかいゃぇす いぇ 

さぇいてうさはゃぇくっ おぇこぇちうすっすぇ くぇ くはおけう こさけういゃけょしすゃぇ う ちったけゃっ, いぇ さっきけくす くぇ ちったけゃっ, いぇおせこせゃぇくっ くぇ くけゃう きぇてうくう, おぇおすけ う いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃう しおかぇょけゃっ いぇ 
こさけょせおちうはすぇ. ‶け ょせきうすっ くぇ いういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ, うくゃっしすうちううすっ しっ こさぇゃはす いぇさぇょう くけゃうすっ こさけょせおすう, おけうすけ せしゃけはゃぇ そうさきぇすぇ - ゃしうつおう, ぉっい ういおかのつっくうっ, 
けぉっいこっつっくう し ょけゅけゃけさう いぇ さっぇかういぇちうは. ╂けかはきぇ つぇしす けす しせきぇすぇ とっ しっ ゃかけあう ゃ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ きけょっさくう  くけゃう しおかぇょけゃっ いぇ しなたさぇくっくうっ くぇ こさけょせおちうはすぇ. 
′ぇょ 13 たうか. おゃ. きっすさぇ っ しぇきけ くけゃぇすぇ こけおさうゃくぇ こかけと, おけはすけ とっ しっ ういゅさぇょう こさっい くぇしすけはとぇすぇ  ゅけょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ] くけゃう 4 たうかはょう う 300 おゃ. き. とっ しっ さぇいてうさう 

ちったなす いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ さけすぇちうけくくう しうきっすさうつくう きぇてうくう. ‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” こさけょなかあぇゃぇ しっさうけいくうすっ うくゃっしすうちうう いぇ こけょけぉさはゃぇ-
くっ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ う こけつうゃおぇ いぇ しゃけうすっ さぇぉけすくうちう. ‶さけょなかあぇゃぇす う さっきけくすくうすっ ょっえくけしすう ゃ さぇいかうつくう ちったけゃっ う いぇゃけょう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ. 〈けこかけう-
いけかぇちうは, ゅぇいうそうおぇちうは, こけょきはくぇ くぇ ╁う╉-しうしすっきぇすぇ しぇ つぇしす けす すはた. 

                                                                         „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
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′っ ぉうた さぇぉけすうか くぇ ょさせゅけ きはしすけ, ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ. ╇きぇ けぉぇつっ 
う ょさせゅけ:  „┿さしっくぇか” っ くぇえ-ゅけかはきけすけ こさっょこさうはすうっ ゃ さっゅうけくぇ, 
しなけすゃっすくけ う くぇえ-ゅけかっきうはす さぇぉけすけょぇすっか. ¨しゃっく  すけゃぇ っ う くぇえ-
ゅけかっきうはす ょぇくなおけこかぇすっち くぇ すぇいう すっさうすけさうは. ¨すすせお ゃないくうおくぇ 
ょさせゅぇすぇ おぇせいぇ: おぇすけ くぇえ-ゅけかはき ょぇくなおけこかぇすっち う さぇぉけすけょぇすっか, 
くっ きけあっ ょぇ しう こけいゃけかう ょぇ くっ おけくすさけかうさぇ しさっょしすゃぇすぇ ゃ けぉとうく-
しおうは ぉのょあっす う すはたくけすけ こさぇゃうかくけ ういさぇいたけょゃぇくっ . ]すぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ けゅさけきくう しさっょしすゃぇ… けおけかけ 1 きうかうけく かっゃぇ いぇ ゅけょうくぇ. ′け うきぇ 
う ょさせゅけ: けすょっかくけ しぇ こぇさうすっ いぇ そけくょ „[ぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ”, おけうすけ 
こかぇとぇきっ, う こぇさうすっ くぇ そうさきうすっ, ょけしすぇゃつうちう, おけうすけ しなとけ こかぇ-
とぇす ょぇくなちう. 〈ぇおぇ, つっ しせきうすっ しすぇゃぇす けとっ こけゃっつっ. 

… う すけゃぇ しぇ しぇきけ こさっおう ょぇくなちう…

- ╃ぇ, けすょっかくけ しぇ おけしゃっくうすっ ょぇくなちう, おけうすけ しなとけ ゃかういぇす ゃ ぉの-
ょあっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇすけゃぇ こさっょう 10 ゅけょうくう  ゃ きっく 
しっ さけょう うょっはすぇ くぇつうくなす きう いぇ おけくすさけか くぇ すっいう しさっょしすゃぇ ょぇ 
ぉなょっ つさっい ょっえくけしすすぇ きう おぇすけ けぉとうくしおう しなゃっすくうお. ╆ぇとけすけ しなき 
せぉっょっく, つっ きけあっとう, いくぇっとう, おぇょなさくう たけさぇ ゃ けぉとうくぇすぇ, おぇすけ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, ぉうたぇ ぉうかう けす こけかいぇ くぇ けぉとうくしおけすけ さな-
おけゃけょしすゃけ, すぇおぇ つっ ょぇ うきぇ けこさっょっかっくう こけいうすうゃくう さっいせかすぇすう. 
┿ すっ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ しぇ けくけゃぇ, おけっすけ けつぇおゃぇす たけさぇすぇ, おけうすけ 
あうゃっはす すせお, けす きっしすくぇすぇ ゃかぇしす - ぉうかけ すけ いぇおけくけょぇすっかくぇ うかう 
ういこなかくうすっかくぇ. ┿い しなとけ あうゃっは すせお, しっきっえしすゃけすけ きう しなとけ う こけ 
すぇいう こさうつうくぇ あっかぇは ╉ぇいぇくかなお ょぇ っ っょうく こさうゃっすかうゃ ゅさぇょ う し 
こけきけとすぇ くぇ こぇさうすっ, おけうすけ „┿さしっくぇか” こさはおけ うかう おけしゃっくけ くぇ-
しけつゃぇ おなき けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ すぇいう ゃさないおぇ しないょぇょけた ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, すけゃぇ っ ゃすけさぇすぇ きう ゅけかはきぇ おぇせいぇ しかっょ 
ゅけかはきぇすぇ おぇせいぇ – „┿さしっくぇか“.

… ╃させゅぇすぇ ╁う ゅけかはきぇ おぇせいぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ - 
とけ っ すけ?

- 〈せお うしおぇき ゃっょくぇゅぇ ょぇ おぇあぇ しかっょくけすけ: くうっ くはきぇきっ こさっすっく-
ちうう ょぇ しきっ こけかうすうつっしおぇ こぇさすうは, くうっ くっ しきっ こけかうすうつっしおう しせ-
ぉっおす. ′っ しっ いぇくうきぇゃぇきっ し こけかうすうおぇ. ′ぇし くう うくすっさっしせゃぇす しぇきけ 
う っょうくしすゃっくけ ょけぉさうすっ うょっう う さってっくうは いぇ けぉとうくぇすぇ: こさっょかけ-
あっくう けす くぇし, こけょおさっこっくう けす くぇし, ゃ こけかいぇ くぇ たけさぇすぇ すせお. ′はきぇき 
ょさせゅぇ おぇせいぇ. ╉ぇせいぇすぇ くう っ ういおかのつうすっかくけ ぉかぇゅけさけょくぇ. ╆ぇすけゃぇ 
しっ う こけはゃう ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”.
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╇くあっくっさ ╀けさうし ╊うたうくうく っ ゃ 
„┿さしっくぇか“ けす きぇさす 2009-すぇ. ‶け-
かせつぇゃぇ こけおぇくぇ かうつくけ けす ういこなか-
くうすっかくうは ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ 

╇ぉせてっゃ, し おけゅけすけ しっ こけいくぇゃぇす 
こけおさぇえ こさけそっしうけくぇかくうすっ しう 
ぇくゅぇあうきっくすう ゃ しこっちうぇかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ. „╋けあって かう ょぇ 
けさゅぇくういうさぇて こさう くぇし  こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ ゃ ちゃっすくけすけ かっっくっ...?“ 
– „‶け こさうくちうこ, ょぇ!“. 〈けいう かぇおけ-
くうつっく さぇいゅけゃけさ きっあょせ ょゃぇきぇすぇ 
こさけょなかあぇゃぇ しなし しさっとぇ し ょうさっお-
すけさしおうは ぉけさょ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ, ゃ おけはすけ しっ せすけつ-
くはゃぇす こけょさけぉくけしすうすっ う こけしけおう-
すっ くぇ すはしくけすけ ゃいぇうきけょっえしすゃうっ, 
おけっすけ くぇかぇゅぇ いぇょぇつぇすぇ: けさゅぇくう-
いぇちうは くぇ こさけっおすうさぇくっすけ う こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ しすぇさうは 
おけさこせし くぇ ╂ぇかゃぇくうつくけすけ しすけ-
こぇくしすゃけ ゃ ╆ぇゃけょ 2. „╋ぇてうくうすっ, 
おせこっくう  けす ╀なかゅぇさうは, ╋けかょけゃぇ 
う 』ったうは, ぉはたぇ いぇくっきぇさっくう – ぉっい 
こかぇすおう, ぉっい おけくすぇおすけさう..., っかっお-
さけくうおぇすぇ う っかっおすさけすったくうつっしおう-
すっ しうしすっきう - ぉっい けおけきこかっおすけゃおぇ. 
╉ぇすっさうつおう う いきうう しっ てうさったぇ くぇ 
ゃけかは ゃ ういけしすぇゃっくうは おけさこせし... 
‶なかくぇ さぇいさせたぇ...“, せしきうたゃぇ しっ 
うくあ. ╊うたうくうく しっゅぇ, おけゅぇすけ すけゃぇ 
ゃっつっ っ きうくぇかけ. [ってっくうっすけ くぇ 
いぇょぇつぇすぇ, こけしすぇゃっくぇ けす ぇさしっ-
くぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ, きうくぇゃぇ 
こさっい とぇすっかっく けゅかっょ, っおしこっさす-
くけ さってっくうっ, こかぇく いぇ さぇいゃうすうっ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, しこうしなお けす 
きっさけこさうはすうは こけ けさゅぇくういぇちうは う 
さっきけくす くぇ けぉけさせょゃぇくっすけ, すったくう-
つっしおけ いぇょぇくうっ こけ こさけっおすうさぇくっ 
う こさけういゃけょしすゃけ. ╇くあ. ╊うたうくうく 
こうてっ う ょぇゃぇ くぇしけおう. ╇ こけかせつぇ-
ゃぇ こなかくけ しなょっえしすゃうっ けす いぇき.-
ょうさっおすけさぇ こけ すったくうつっしおうすっ ゃな-
こさけしう くぇ „┿さしっくぇか“ うくあ. 》さうしすけ 
]すさっておけゃ, けす   さなおけゃけょうすっかは  くぇ 
うくゃっしすうちうけくくけすけ くぇこさぇゃかっくうっ 
うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ,  けす 〈ぇすはくぇ 
╇かはいけゃぇ – てっそ くぇ ]すさけうすっか-
しすゃけすけ, けす ょうさっおすけさぇ くぇ ╆ぇゃけょ 7 
– ╃うくおけ ╃うきけゃ. ╁ さっぇかういぇちうはすぇ 
しっ ゃおかのつゃぇす う  ょうさっおすけさなす くぇ 
╆ぇゃけょ 5 うくあ. ‶っすなさ 】うさはくけゃ, 
ゅかぇゃくうはす きっすぇかせさゅ ]っさおっょあう-
っゃ, すったくけかけゅなす ]うかゃうは ‶けこけゃぇ, 
ゃけょっとうはす うくあっくっさ-たうょさぇゃかうお  
╃うきけ ╃あせさけゃ, ╋うすおけ ╉ぇさつっゃ.
╁ょうゅぇくっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ 

こけ ちゃっすくけ かっっくっ, し おけっすけ しっ いぇ-
っきぇ ╊うたうくうく, っ しなゃきっしすくけ ょっかけ 
くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ さっきけくすくう ぉさう-

╊╇『《》╅ ╊ ╇]╅[ 』 3 []╅』¨ 
 ╋とちせあしけつてひて ¨うあせ ╈あこてあせおきけかう :

╇きぇ うしすうくしおう あうすっえしおう うしすけさうう, おけうすけ いゃせつぇす しなゃしっき おぇすけ ゃ こさうおぇいおうすっ.  ‶け-
つゃぇす し ゅけかっきう すさぇゅっょうう,  くけ うきぇす くっけつぇおゃぇくけ とぇしすかうゃ おさぇえ. ╉ぇすけ うしすけさうはすぇ 
くぇ っょくけ 15-ゅけょうてくけ きけきつっ, しおけつうかけ けす ゃかぇおぇ, くぇすけゃぇさっく し こけかうすうつっしおう いぇ-
すゃけさくうちう いぇ  ]けかけゃっちおうすっ けしすさけゃう, しすぇくぇかう こっつぇかくけ ういゃっしすくう おぇすけ  „╋ぇえおぇすぇ 
くぇ ╂〉╊┿╂-ぇ“. ╉ぇすけ こけ つせょけ けちっかはゃぇ きけきつっすけ けす さけょぇ  ╊うたうくうくう, しけぉしすゃっくうちう 
くぇ くぇえ-ゅけかっきうすっ させしおう かっはさくう いぇゃけょう くぇ 〉さぇか. ╁しうつおう けしすぇくぇかう せきうさぇす おぇすけ 
„ゃさぇゅけゃっ くぇ くぇさけょぇ“. ]ょけぉうか しっ しなし しこぇしうすっかくうは ょけおせきっくす いぇ ぉっょくはておう こさけうい-
たけょ, 15-ゅけょうてくうはす しこぇしっく しっ いぇしっかゃぇ ゃ 〉おさぇえくぇ. ′け – „おさなゃすぇ ゃけょぇ くっ しすぇゃぇ“ う 
くぇしかっょくうおなす くぇ おさせこくうすっ きっすぇかせさいう しっ いぇたゃぇとぇ くっ し ょさせゅけ, ぇ し かっはさしおぇすぇ さぇぉけ-
すぇ. ]すぇゃぇ そけさきうさけゃつうお. ╃けしすぇすなつくけ ゅけかはき っ, いぇ ょぇ っ こさうたゃぇくぇか ゃっつっ しっきっえくうは 
いぇくぇはす. ‶けしかっ いぇゃなさてゃぇ せくうゃっさしうすっす う さぇぉけすう おぇすけ くぇつぇかくうお ちった ゃ ╄かっおすさけく-
くうは いぇゃけょ くぇ ╆ぇこけさけあうっ. ¨す さけょくうくうすっ ゃ しっきっえくうすっ ぇさたうゃう けしすぇゃぇす しぇきけ くは-
おけかおけ こうしきぇ う そけすけゅさぇそうう. ′け  15-ゅけょうてくうはす ╊うたうくうく くっ こさけしすけ けちっかはゃぇ. 〈けえ 
ゃないさぇあょぇ そぇきうかうはすぇ. ′っゅけゃうはす しうく ょくっし おぇいゃぇ: “╆ぇすけゃぇ きっ うきぇ“.  〈けえ しなとけ っ 
きっすぇかせさゅ. ╇くあっくっさ けす ╆ぇこけさけあしおうは きぇてうくけしすさけうすっかっく うくしすうすせす, しこっちうぇかうしす 
こけ きぇてうくう う すったくけかけゅうう ゃ かっはさくけすけ こさけういゃけょしすゃけ, せつうか ゃ っょくぇ けす くぇえ-ょけぉさうすっ  
させしおう おぇすっょさう, すさっすぇすぇ, しかっょ すっいう  ゃ ╋けしおゃぇ う ]ぇくお ‶っすっさぉせさゅ. ╀けさうし ╊うたうくうく. 
‶けしすぇゃうか くけゃけすけ くぇつぇかけ くぇ ちゃっすくけすけ かっっくっ ゃ „┿さしっくぇか“. 

╂-く ╂ぇえすぇくょあうっゃ, くぇしおけ
さけ ょけぇえっくなす くぇ ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ あせさくぇかうしすうおぇ ‶っすおけ 
╀けつぇさけゃ こさっょさっつっ, つっ しゃっ
すなす ゃしなとくけしす っ こさっょ 〈さっすぇ 
しゃっすけゃくぇ  ゃけえくぇ. 〈けゃぇ しぇきけ 
すっいぇ かう っ うかう さっぇかくぇ いぇ
こかぇたぇ う ょけおけかおけ っ けぉさぇすう
きけ すけゃぇ? 
- ┿おけ くはおけえ おぇあっ しなし 100%, 

つっ くはきぇ ょぇ うきぇ ゃけえくぇ, すけゃぇ 
とっ っ こさっしうかっくけ. ╋けはすぇ かうつ-
くぇ こさけゅくけいぇ っ, つっ くはきぇ ょぇ しっ 
しすうゅくっ ょけ  ゃけえくぇ. ‶け こさけしすぇすぇ 
こさうつうくぇ, つっ っょくぇ すぇおぇゃぇ, 〈さっ-
すぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, とっ っ おさぇはす 
くぇ こかぇくっすぇすぇ, くぇ つけゃっつっしすゃけ-
すけ. ′はきぇ ょっちぇ, おけうすけ ょぇ ゃはさ-
ゃぇす, つっ こさう っょくぇ すっさきけはょさっくぇ 
ゃけえくぇ きけあっ ょぇ けちっかっっ しゃっすなす. 
╋けはすぇ すっいぇ っ, つっ っょくぇ けす こさう-
つうくうすっ ょぇ くっ しっ しすうゅくっ ょけ ゃけえ-
くぇ, きぇおぇさ しゃっすなす ょぇ しっ くぇきうさぇ 
ゃ おけかけしぇかくぇ おさういぇ - うょっえくぇ, 
うおけくけきうつっしおぇ, こけかうすうつっしおぇ う 
そうくぇくしけゃぇ, う   ╄ゃさけこぇ, おぇすけ 
っょうく けしくけゃっく くけしうすっか くぇ こさけ-
ちっしうすっ ゃ しゃっすぇ, すけ すっいう おさう-
いうしくう すっくょっくちうう  くっきうくせっきけ 
とっ しっ こさっけょけかっはす. 《けさきせかぇ-
すぇ いぇ こさっけょけかはゃぇくっすけ くぇ すっいう 
おさういうしくう すっくょっくちうう っ せすゃなさ-
あょぇゃぇくっ くぇ くけゃう こけかうすうつっしおう 
さっぇかくけしすう, くぇ きくけゅけこけかのしっく 
しゃはす ゃ ゅっけこけかうすうおぇすぇ. ′ぇかぇ-
ゅぇくっすけ くぇ ょなさあぇゃうすっ くぇ きくけ-
ゅけこけかのしくうは きけょっか っ ゃ けすゅけゃけさ 
くぇ こけすさっぉくけしすすぇ ょぇ しっ けすゅけゃけ-
さう くぇ すっいう こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ. 
′ぇかぇゅぇくっすけ くぇ きくけゅけこけかのしくうは 
きけょっか, おけっすけ くっきうくせっきけ とっ 
しすぇくっ, とっ ぉなょっ ゅぇさぇくちうはすぇ いぇ 
くっょけこせしおぇくっ くぇ こけょけぉくぇ おぇすぇ-
しすさけそぇ. ╆ぇとけすけ, おぇおゃけ ぉってっ 
こさう ょゃせこけかのしくうは しゃはす? ╃ゃっすっ 
しゃさなた しうかう ゃいぇうきくけ しっ おけくすさけ-
かうさぇたぇ う くっ しっ しすうゅくぇ ょけ すぇおぇ-
ゃぇ ょさぇきぇ, きぇおぇさ つっ あっしすけおけ しっ 
こさけすうゃけこけしすぇゃはたぇ. ′け すっ ゃいぇ-
うきくけ しっ おけくすさけかうさぇたぇ! ╄ょくぇ 
けす うょっうすっ くぇ ┿きっさうおぇ ぉってっ, 
いぇしうかゃぇえおう ゃけっくくぇすぇ くぇょこさっ-
ゃぇさぇ, ょぇ けすしかぇぉゃぇ [せしうは. ╆ぇ-
とけすけ, いぇ ょぇ しう さぇゃくけこけしすぇゃっく, 
くっ すう すさはぉゃぇ ょぇ ょぇゃぇて けゅさけ-
きくう こぇさう いぇ ゃけっくくけすけ ょっかけ. 
〈けゃぇ っ うしすけさうは.  ╋くけゅけこけかのし-
くうはす しゃはす とっ しっ こさっゃなさくっ ゃなゃ 
そぇおすけさぇ, おけえすけ ょぇ ゅぇさぇくすうさぇ 
おけくすさけか う こけ-ゅけかはきぇ かけゅうおぇ う 
ゃ うおけくけきうおぇすぇ, う ゃ こけかうすうおぇ-
すぇ. ╇ さっしこっおすうゃくけ – ゃけっくくけすけ 
ょっかけ. 〈ぇおぇ, つっ きけはすぇ すっいぇ っ: 
くはきぇ ょぇ しっ しすうゅくっ ょけ すぇおぇゃぇ 
しゃっすけゃくぇ  おぇすぇしすさけそぇ - 〈さっすぇ 
しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, こさう せすゃなさ-
あょぇゃぇくっすけ くぇ きくけゅけこけかのしっく  
こけかうすうつっしおう しゃはす. 〈けゃぇ っ ゃぇ-
あくけ, おけっすけ ゃう おぇいゃぇき. 

╋くけゅけ しぇ しおっこすうちうすっ こけ 
けすくけてっくうっ  ぉなょっとっすけ くぇ 

╄ゃさけこっえしおうは しなのい う こけ-
しこっちうぇかくけ きはしすけすけ くぇ ╀なか
ゅぇさうは ゃ くっゅけ. ]こけさっょ ╁ぇし, 
ょけおけかおけ しすさぇたけゃっすっ, つっ ╄] 
ういあうゃはゃぇ こけしかっょくけすけ しう 
ょっしっすうかっすうっ しぇ けしくけゃぇすっか
くう? 
- ¨すゅけゃけさなす くぇ こさっょういゃうおぇ-

すっかしすゃぇすぇ っ ╄]  う ╄ゃさけこぇ ょぇ 
ぉなょぇす ぇょっおゃぇすくう くぇ しぇきうすっ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ. ╄ゃさけこぇ ゃ 
きけきっくすぇ くっ けすゅけゃぇさは くぇ すっいう 

こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ. 〈は しっ くぇ-
きうさぇ ゃ すっあおぇ おさういぇ. 〈なさしう 
しゃけうすっ けすゅけゃけさう. ╊っゃうすっ こぇさ-
すうう ゃ ╄ゃさけこぇ しぇ ゃ すっあおぇ おさういぇ, 
くっ きけゅぇす ょぇ けすゅけゃけさはす ぇょっおゃぇす-
くけ. ‶╄] っ ゃ すっあおぇ おさういぇ, くはきぇ 
さっしせさし, くっ っ ゃ しなしすけはくうっ. ╃はし-
くぇすぇ こぇさすうは – ╄′‶, くはきぇ けすゅけ-
ゃけさ. ‶さけゃぇかなす くぇ  くっけかうぉっさぇか-
くうは きけょっか いぇすさせょくはゃぇ すけすぇかくけ 
くぇきうさぇくっすけ くぇ ういたけょ. ′け こさけ-
ゃぇかなす くぇ くっけかうぉっさぇかくうは きけ-
ょっか とっ こさうくせょう ╄ゃさけこぇ ょぇ ぇお-

すせぇかういうさぇ しゃけうすっ こぇさぇきっすさう. 
╃ぇ ぉなょっ ぇょっおゃぇすくぇ くぇ すっいう 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ, ょぇ こさっけ-
ょけかっっ う うくしすうすせちうけくぇかくぇすぇ しう 
おさういぇ, ゃ おぇおゃぇすけ っ ╄]. ╇きぇ くっ-
ゃっさけはすくう ぉのさけおさぇすうつくう ぉぇさう-
っさう, おけうすけ は しこなゃぇす. ╇きぇ こさけ-
すうゃけさっつうは ゃ しぇきぇすぇ ╄ゃさけこぇ. 
╆ぇ ょぇ ぉなょっ ╄ゃさけこぇ ぇょっおゃぇすくぇ 
くぇ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ こさっょ 
しゃっすぇ, すは すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっきけ-
ょせかうさぇ, ょぇ しっ こさっけぉさぇいせゃぇ, ょぇ 

ぇおすせぇかういうさぇ しゃけは こさけそうか う 
ぇくそぇし. ╃ぇ ゅけ くぇこさぇゃう こけ-きけ-
ょっさっく う こけ-ぇょっおゃぇすっく. 

╃け おぇおゃぇ しすっこっく ぉっあぇく
しおうはす くぇすうしお こけ ゅさぇくうちうすっ 
すせお, おけえすけ くぇゃかういぇ し きくけゅけ 
しうかくう すっきこけゃっ ゃ ╄ゃさけこぇ, 
きけあっ ょぇ は こさうくせょう  いぇ こさけ
きっくう ゃ すぇいう こけしけおぇ う ょけ
おけかおけ  すけいう くぇすうしお ぉう ぉうか 
いぇこかぇたぇ いぇ おけくすうくっくすぇ?   
- [ぇいぉうさぇ しっ, つっ ぉう ぉうか いぇ-

こかぇたぇ. ╄ゃさけこぇ しなとけ すさはぉゃぇ ょぇ 
ういさぇぉけすう こけ-はしくぇ こけいうちうは こけ 
ゃなこさけしぇ.

 ... すは くはきぇ すぇおぇゃぇ.
- ╃ぇ, すは くはきぇ すぇおぇゃぇ, いぇとけすけ 

╄ゃさけこぇ ゃ きけきっくすぇ くっ っ っょうく-
くぇ. ╄ゃさけこぇ っ 4 ╄ゃさけこう.  ╇きぇきっ 
くっきしおぇ ╄ゃさけこぇ - ╂っさきぇくうは う 
┿ゃしすさうは. ╇きぇきっ ]っゃっさくぇ ╄ゃ-
さけこぇ, うきぇきっ ぃゅけういすけつくぇ ╄ゃ-
さけこぇ - すぇおぇ くぇさっつっくうすっ くけゃう 

ょっきけおさぇちうう, う うきぇきっ ]さっょう-
いっきくけきけさしおぇ ╄ゃさけこぇ. ╄ゃさけこぇ 
ゃ きけきっくすぇ っ くっとけ おぇすけ ゃかぇお し 
3 おかぇしう: こなさゃぇ, ゃすけさぇ う こなす-
くうつっしおぇ. ╄ゃさけこっえしおうはす ゃかぇお 
すさはぉゃぇ ょぇ くっ ぉなょっ けす さぇいかうつくう 
おかぇしう う くっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ さぇい-
ゃうゃぇ くぇ さぇいかうつくう しおけさけしすう, ぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ くぇ さぇゃ-
くけこけしすぇゃっくぇ けしくけゃぇ. ╇ すけゃぇ っ 
こなすはす, う すけゃぇ っ けすゅけゃけさなす くぇ 
ゃなこさけしぇ. 

]ないょぇゃぇ しっ せしっとぇくっすけ, つっ 
╄ゃさけこぇ おぇすけ ちはかけ っ さぇいょっ
かっくぇ くぇ させしけそうかう う させしけ
そけぉう. ′うっ, ゃ くぇてぇすぇ ょなさ
あぇゃぇ しなとけ くっ いくぇっき すけつくけ 
おぇおゃう しきっ. ╃け おぇおゃぇ しすっこっく 
けすくけてっくうっすけ くぇ ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ ょなさあぇゃぇ こけ しかせつゃぇ
とけすけ しっ ゃ [せしうは う 〉おさぇえくぇ 
っ ぇょっおゃぇすくけ?  ╇ きけあっ かう 
ょぇ ぉなょっ いぇこかぇたぇ いぇ くぇてぇすぇ 
うおけくけきうおぇ う くぇちうけくぇかくぇ 
しうゅせさくけしす?  
- 】っ ぉなょぇ かぇおけくうつっく. ╀っい-

しこけさくけ しっ くぇかぇゅぇ きくっくうっすけ う 
しすぇくけゃうとっすけ, つっ くぇてっすけ けぉ-
とっしすゃけ っ さぇいょっかっくけ くぇ ぉなかゅぇ-
さけそうかう う ぉなかゅぇさけそけぉう. ╇きぇ 
う きくっくうっ,  つっ っ さぇいょっかっくけ くぇ 
ぇきっさうおぇくけそうかう う ぇきっさうおぇ-
くけそけぉう. ╇いたけょなす う こなすはす っ 
ぇかすっさくぇすうゃぇすぇ ╀なかゅぇさうは ょぇ 
ぉなょっ くぇ ぉなかゅぇさけそうかう. 〈けゃぇ っ 
けすゅけゃけさなす くぇ ゃぇてうは ゃなこさけし. 
┿おけ しすぇくっき ぉなかゅぇさけそうかう, ぇおけ 
こさうけさうすっすくけ ういゃっょっき くぇ つっか-
くけ きはしすけ, こさうけさうすっすくけ, ぉなか-
ゅぇさしおうは うくすっさっし, ぇ くっ ょぇ しっ 
しなゅかぇしはゃぇきっ けとっ こさっょう ょぇ しぇ 
くう こけうしおぇかう くっとけ. 〈さはぉゃぇ ょぇ 
しっ しなゅかぇしはゃぇきっ, おけゅぇすけ うきぇきっ 
うくすっさっし う こけかいぇ. 

╁うあょぇすっ かう こけかうすうつっしおぇ 
おぇせいぇ, おけはすけ きけあっ ょぇ いぇしすぇ
くっ いぇょ っょくぇ すぇおぇゃぇ ょなさあぇゃ
くうつっしおぇ こけいうちうは? 
- [ぇいぉうさぇ しっ. [ぇいぉうさぇくっすけ 

ゃ ょはしくけすけ しないくぇくうっ くぇ こけかう-
すうつっしおうすっ しうかう, つっ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけしすうゅくぇす おけくしっくしせし ゃ うきっすけ 
くぇ けちっかはゃぇくっすけ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ 
う ぉなょっとっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは, おぇすけ 
っょくぇ ょけしすけえくぇ, しせゃっさっくくぇ ょなさ-
あぇゃぇ, ょぇ しっ こけしすうゅくっ おけくしっく-
しせし, っ ゃ くぇきうさぇくっすけ くぇ こさっしっ-
つくう すけつおう こけ くはおけかおけ ぉぇいうしくう 
こさけぉかっきぇ う けしくけゃくう ゃなこさけしう: 
ょっきけゅさぇそしおう こさけぉかっきう, こさけ-
ぉかっきう し こさけういゃけょしすゃけすけ, し 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ, ぉぇいうしくう こさけ-
ぉかっきう. ╄すけ すけゃぇ っ おぇせいぇ, おけはすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ こさうくせょう こけかうすうちう-
すっ ょぇ しっ けぉっょうくはす う ょぇ さぇぉけ-
すはす いぇっょくけ う しなゃきっしすくけ, いぇ ょぇ 
しっ  さっぇかういうさぇ ぇょっおゃぇすくぇ ゃな-
すさってくぇ こけかうすうおぇ, ぇょっおゃぇすくぇ 
うおけくけきうつっしおぇ こけかうすうおぇ う ぉぇ-
かぇくしうさぇくぇ, こさぇゅきぇすうつくぇ, うおけ-
くけきういうさぇくぇ う ょけしすけえくぇ ゃなくて-
くぇ こけかうすうおぇ. 

 ′ぇ おけっ こさうくぇょかっあう しゃっ
すなす ゃ ぉなょっとっ: くぇ さっかうゅうはすぇ 
うかう くぇ こぇさうすっ? 
- ╋くけゅけ さけきぇくすうつくけ とっ ゃう けす-

ゅけゃけさは, し っょくぇ ょせきぇ: しゃっすなす ゃ 
ぉなょっとっ, ぉなょっとっすけ こさうくぇょかっ-
あう くぇ しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ .

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ゅぇょう う しこっちうぇかうしすう けす ょさせ-
ゅう こさっょこさうはすうは. ‶うてぇす しっ 
こうしきぇ ょけ ╋けかょけゃぇ, いぇ ょぇ しっ 
しすっゅくっ っかっおすさけくくぇすぇ したっきぇ 

くぇ つぇしす けす  きぇてうくうすっ. ‶け 
ょぇょっくぇすぇ  けす ╊うたうくうく こさけ-
ゅさぇきぇ ゃなくてくう そうさきう  うい-
こなかくはゃぇす こさけっおすくう さぇぉけすう, 
けしうゅせさはゃぇ しっ う くっしすぇくょぇさす-
くけすけ けぉけさせょゃぇくっ... ╋ぇてう-
くうすっ, おけうすけ しっゅぇ しっ こけかいゃぇす, 
しぇ こさっょうてくうすっ, くけ しぇ くぇくけ-
ゃけ おけきこかっおすけゃぇくう, さっきけく-
すうさぇくう, くぇこさぇゃっくう しぇ こさけ-
そっしうけくぇかくう こさけぉう, いぇ ょぇ しっ 

しすうゅくっ ょけ くけゃうは こせしお. 〈せお 
しなゃきっしすくぇすぇ さぇぉけすぇ し ゅかぇゃ-
くうは きっすぇかせさゅ くぇ „┿さしっくぇか“ 
っ さってぇゃぇとぇ – いぇっょくけ さぇ-
ぉけすはす こけ ょけおせきっくすぇちうはすぇ う 
うしおぇくっすけ くぇ くけきっくおかぇすせさぇ 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ. ‶なさゃけすけ 
ういょっかうっ しっ しなゅかぇしせゃぇ おけく-
しすさせおすうゃくけ し ╉さぇしうきうさ ‶け-
こけゃ. ‶なさゃうすっ けすかうゃおう うょゃぇす 
ゅけょうくぇ しかっょ こけしすなこゃぇくっすけ 
くぇ ╊うたうくうく ゃ „┿さしっくぇか“. 
‶けしかっ – くけゃう こさっしそけさきう – 
くけゃう けすかうゃおう... 

╇ゃぇく ╂ぇえすぇくょあうっゃ っ さけょっく くぇ 3 ぇゃゅせしす 1945 ゅ. ゃ ]けそうは. ╆ぇゃなさてゃぇ „╋っあょせくぇさけょ
くう うおけくけきうつっしおう けすくけてっくうは“.  ╀うか っ こけかうすうつっしおう おけきっくすぇすけさ う くぇぉかのょぇすっか ゃ ╀′〈, 
こけかうすうつっしおう しなゃっすくうお くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ╉けきうすっすぇ いぇ くぇせおぇ, すったくうつっしおう こさけゅさっし う 
ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ. ]こっちうぇかういうさぇ おぇすけ こけかうすうつっしおう くぇぉかのょぇすっか くぇ ]┿】, ╁っかうおけ
ぉさうすぇくうは, 《さぇくちうは, ぅこけくうは う ╀かういおうは ういすけお. ╀うか っ おけさっしこけくょっくす くぇ ╀〈┿ ゃ ‶っおうく, 
〈けおうけ う ╁ぇてうくゅすけく. 
╉ぇすけ あせさくぇかうしす う おけきっくすぇすけさ しっ しさっとぇ し ╃あけさょあ ╀せて-しすぇさてう, ╃なく ]はけ ‶うく, 》っくさう 

╉うしうくょあなさ, 》っかきせす ╉けか, ╄ゃゅっくうえ ‶さうきぇおけゃ. ╂ぇえすぇくょあうっゃ っ ぇゃすけさ くぇ こせぉかうちうしすうつくう 
そうかきう う しすけすうちう こせぉかうおぇちうう. 』かっく っ くぇ ╀]‶ けす 1967 ゅ. ╃っこせすぇす ゃ 36-すけ う 37-すけ ′ぇ
さけょくけ しなぉさぇくうっ. ╀うか っ こけしかぇくうお くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ╄ゅうこっす う [っこせぉかうおぇ ]せょぇく. ′けきうくう
さぇく っ 2 こなすう いぇ こさっいうょっくす くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは. 
』かっく くぇ ]なのいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ あせさくぇかうしすう. ̈ す 1995 ゅ. っ いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっか くぇ 

╉けきうすっすぇ こけ こさぇゃぇすぇ くぇ つけゃっおぇ.
╇ゃぇく ╂ぇえすぇくょあうっゃ ぉっ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ ょうしおせしうは し ゅさぇあょぇくうすっ くぇ すっきぇ: „]なゃさっきっくくう 

すっくょっくちうう ゃ ゅかけぉぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ う きはしすけすけ くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ すっいう こさけちっしう”.

¨こうすなす くぇ うくあっくっさ
╊うたうくうく っ ぉっいちっくっく  

[せしおうはす しこっちうぇかうしす うきぇ いぇょ 
ゅなさぉぇ しう ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇ-
こけさけあしおうは ぇかせきうくうっゃ おけきぉう-
くぇす. ¨す ぇっさけいけかくうすっ ぉぇかけくう 

ょけ ぉうすけゃうすっ とけさう -  こさぇゃうか っ 
おぇおゃけ かう くっ. “‶さけういゃけょしすゃけすけ 
っ きくけゅけ しかけあくけ. ]ゃなさいぇくけ っ し 
っおけかけゅうつくう こさけぉかっきう. ╁ [せ-
しうは うきぇ しぇきけ けとっ すさう すぇおうゃぇ 
おけきぉうくぇすぇ.“ ╀けさうし こけいくぇゃぇ 
けすぉかういけ すっさきけょうそせいうけくくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ – いくぇっ ゃしうつ-
おけ いぇ きっぉっかくうすっ すさなぉう. ╆くぇっ 
ゃしうつおけ う いぇ おけさこせしくうすっ こけきこう 
いぇ ゃけょぇ – ぇかせきうくうはす っ こさうかけ-
あうき くぇゃしはおなょっ. ′ぇすさせこぇくうはす 
こさけそっしうけくぇかういなき ゃ ╇くしすうすせ-
すぇ いぇ ゃくっょさはゃぇくっ くぇ ぇかせきう-
くうえ う きぇゅくっいうえ う ゃ ╇くしすうすせ-
すぇ こけ すうすぇく ゃ ╆ぇこけさけあうっすけ っ 
けゅさけきっく. ╊うたうくうく っ くぇ „すう“ う 
し ういこけかいゃぇくっすけ くぇ ちゃっすくうすっ 
きっすぇかう ゃ しぇきけかっすけしすさけっくっすけ 

う ぇゃすけきけぉうかくぇすぇ こさけきうてかっ-
くけしす. „╋くけゅけ うくすっさっしっく あうゃけす 
うきぇた – おけゅぇすけ こさぇゃうて くっとけ 
うくすっさっしくけ, っょくぇ ゅけょうくぇ っ 
っょうく ょっく. ╋うくぇゃぇ ぉなさいけ. ╇きぇた 
けゅさけきくう おけくすぇおすう - さぇぉけすうか 
しなき し ゃしうつおう きうくうしすっさしすゃぇ – 
そうくぇくしけゃう, うおけくけきうつっしおう..., 
こけいくぇゃぇた きくけゅけ こさっょこさうは-
すうは... ╁さっきっすけ ぉなさいけ ういぉは-
ゅぇ...!“, せしきうたゃぇ しっ しこけおけえくけ 
くぇしかっょくうおなす くぇ ゅけかはきぇすぇ そぇ-
きうかうは, さなおけゃけょうかぇ きけとくうすっ 
させしおう かっはさくう いぇゃけょう こさっょう 

しなゃっすしおうは こっさうけょ. 
¨とっ 12-ゅけょうてっく,  ╀けさうし, 

おけえ いくぇっ いぇとけ, しう くぇきうさぇ くぇえ-
かのぉうきうすっ うゅさう ゃ ょうさっくっすけ くぇ 
こぇさつっくちぇ きっすぇか, おけうすけ けこうすゃぇ 
ょぇ すけこう, いぇ ょぇ こさぇゃう けす すはた 
さぇいくう そけさきう. ]さなつくけしすすぇ っ ゃ 
ゅっくうすっ きせ. ╇しおぇ ょぇ しすぇくっ たせ-

ょけあくうお. ′け しなょぉぇすぇ しっ くぇきっし-
ゃぇ し けぉさぇいぇ くぇ ゃっと かっおぇさ, おけえ-
すけ けすしうつぇ: “╆ぇぉさぇゃう いぇ すけゃぇ!“. 
╀けかっしす くぇ けつうすっ しすぇゃぇ こさっつおぇ 
いぇ こさっしかっょゃぇくっすけ くぇ ょっすしおぇすぇ 
きっつすぇ. ′け しなとけ う こさうつうくぇ いぇ 
しかっょゃぇくっ くぇ こけゃうおぇ くぇ おさなゃすぇ.

‶さけそっしうはすぇ くぇ ょっょうすっ 
しすぇゃぇ う こさけそっしうは くぇ ╀けさうし  

„‶けしゃっすうた しっ くぇ くぇさけょくけすけ 
しすけこぇくしすゃけ...“, しきっっ しっ しっゅぇ 
うくあっくっさ ╊うたうくうく. 
′け すけゃぇ っ  – „っょくけ くぇ さなおぇ“.  

„╅うゃけすなす っ こけ-うくすっさっしっく, 
おけゅぇすけ うきぇて くはおぇおゃけ たけぉう“, 
おぇいゃぇ すけえ. 【っゅせゃぇ しっ, つっ くぇ 
きかぇょうくう しっ いぇくうきぇゃぇか し きくけゅけ 

くっとぇ, くけ – し くうとけ しっさうけいくけ. 
┿おさけぉぇすうおぇすぇ, ゅうきくぇしすうおぇ-
すぇ, かっおぇすぇ ぇすかっすうおぇ う ょけさう 
ぉけおしなす, しぇ ういおせてっくうは, こさっい 
おけうすけ すけえ こさっきうくぇゃぇ いぇさぇょう 
せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ あうゃっって. 
╇くすっさっしなす おなき くっけぉうつぇえくけすけ 
ゅけ ゃこせしおぇ ょけさう ゃ すったくけかけゅううすっ 
くぇ ういさぇぉけすおぇ くぇ  こけかせしおなこけ-
ちっくくう おぇきなくう. ′っゅけゃぇすぇ こさけ-
そっしうけくぇかくぇ さぇいさぇぉけすおぇ ょぇゃぇ 
くぇつぇかけすけ くぇ すけゃぇ こさけういゃけょ-
しすゃけ ゃ ╆ぇこけさけあうっすけ, おなょっすけ  
いぇこけつゃぇす ょぇ こさぇゃはす ょけさう ょうぇ-

きぇくすう. ╃くってくうはす ぇさしっくぇかしおう 
しこっち こけ かっっくっすけ うきぇ こさなしす う ゃ 
けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ ┿かせきうくうっゃうは 
おけきぉうくぇす ゃ ╊ゃけゃ  こけ ゃさっきっすけ 
くぇ ╉けしうゅうく... 
‶けかぇゅぇくっすけ くぇ けしくけゃうすっ いぇ 

╀けさうし ╊うたうくうく っ おぇせいぇ くっ しぇきけ 
ゃ きっすぇかせさゅうはすぇ. ╁ かうつくうは しう 

あうゃけす すけえ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ こけ-
かぇゅぇ けしくけゃう う ょぇ ゃょうゅぇ しすっくう う 
こけおさうゃう くぇょ すはた. ]すさけう おぇおゃけ 
かう くっ: “¨す こなさゃぇすぇ いっきかはくおぇ, 
おなょっすけ あうゃはたきっ, ょけ たせぉぇゃぇすぇ 
ょぇつぇ, おけはすけ しう くぇこさぇゃうた, くっ 
しなき しこうさぇか...“, しきっっ しっ こけさぇ-
しくぇかうはす きぇかつせゅぇく, ういょうさゃぇつ 
くぇ きっすぇかくう こぇさつっすぇ ゃ こさぇたけ-
かはおぇ, おけえすけ てっゅけゃうすけ けぉはし-
くはゃぇ すぇいう しう しすさぇしす しなし: “]う-
ゅせさくけ うょゃぇ けす すけゃぇ, つっ きくけゅけ 
しなき つっか いぇ ╃ぇゃうょ ]すさけうすっか... 
¨ぉぇつっ – すけえ っ しすさけうか ょなさあぇゃぇ, 
ぇ ぇい おなとう う いぇゃけょう...“, しきっっ しっ 
こぇお せ ╀けさうし ぉけょさうはす ょせた くぇ 
こさっょこさうっきつうゃうすっ ╊うたうくうくう. 
╄ょうく ╊うたうくうく し させしおう おけさっ-
くう, さけょっく ゃ 〉おさぇえくぇ う し おなとぇ 
ゃ ╋なゅかうあ, おなょっすけ あうゃっっ ゃっつっ 
しっょっき ゅけょうくう. 

╀なかゅぇさうは きせ たぇさっしゃぇ

]ぇきけ ょなあょけゃっすっ すせお ゅけ きなつぇす. 
╁ 〉おさぇえくぇ, おなょっすけ くぇえ-ょなかゅけ 
っ あうゃはか, ょなあょ うきぇ しぇきけ こさっい 
きぇえ う けおすけきゃさう. ′はきぇ いうきぇ, 
かはすけすけ っ ゅけさっとけ, くけ さっおぇすぇ 
しこぇしはゃぇ. ╉ぇおすけ ゃうくぇゅう う くぇ-
ゃしはおなょっ, しこぇしはゃぇす こさうはすっかう-
すっ. 〉 くぇし  ╀けさうし っ くぇきっさうか すぇ-
おうゃぇ. ╇きぇ ゅう ゃ ╋なゅかうあ, うきぇ ゅう 
う ゃ „┿さしっくぇか“. [ぇぉけすぇすぇ しないょぇ-
ゃぇ こさうはすっかしすゃぇ. ╆ぇすけゃぇ すけえ くっ 
しこうさぇ ょぇ ういぉさけはゃぇ うきっくぇ. ′ぇ 
たけさぇ, し おけうすけ いぇっょくけ  きうくぇゃぇ 
こさっい すさせょくけしすうすっ くぇ ちうおなかぇ けす 
けこうすくうは けぉさぇいっち  ょけ しっさうえくけ-
すけ こさけういゃけょしすゃけ. ′ぇ ぇさしっくぇか-
ちう, し おけうすけ さぇぉけすう う おけうすけ こけ-
きぇゅぇす くっとぇすぇ ょぇ しすぇゃぇす おぇおすけ 
すさはぉゃぇ: ょうさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 
12 ╉さぇつぇくけゃ, けすょっかうか きくけゅけ 
ゃさっきっ う ゃくうきぇくうっ, いぇ ょぇ しっ 
しかせつぇす くっとぇすぇ ょけぉさっ, いぇきっしす-
くうおなす きせ – ╋うさけしかぇゃ ‶っすさけゃ, 
し おけゅけすけ ぉけさはす こさけぉかっきうすっ し 
っかっおすさけくうおぇすぇ, たけさぇすぇ けす ╆ぇ-
ゃけょ 6 – ╉ぇかうく ╂けておけゃ, ┿さくぇ-
せょけゃ う くぇつぇかくうお-ちったぇ ╈けぇく 
╆ぇゅけさつっゃ. [なおけゃけょうすっかはす くぇ 
╄かっおすさけすったくうつっしおうは けすょっか 
[ぇえくぇ 』ぇおなさけゃぇ う っかっおすさけくつう-
おなす けす ╆ぇゃけょ 5 – [けしっく 『けくっゃ, 
ょうさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 1 – ╉の-
きのさっゃ...,  たけさぇすぇ けす かっはさくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ - ╃うぇく ╃けぉさっゃ, 
]すけはく ╂けしこけょうくけゃ, ]ぇかう ┿かう 
╋ったきっょけゃ, てかけしっさなす ╈っかょない 
]ぇかうっゃぇ, いぇ おけはすけ ょけさう いくぇっ, 
つっ うきぇ うきっ くぇ ちゃっすっ... 

] ぇさしっくぇかちう  ╊うたうくうく せしゃけは-
ゃぇ くぇょ 15  ういょっかうは. ‶なさゃけすけ っ 
けとっ こさっい 2010-すぇ. ]ぇきけ ゅけょう-
くぇ しかっょ うょゃぇくっすけ きせ すせお. ┿さしっ-
くぇかちう ゅけ こけいくぇゃぇす ょけぉさっ. ╇ すけえ 
こけいくぇゃぇ きくけゅけ けす すはた – すぇおぇゃぇ 
っ さぇぉけすぇすぇ すせお. ‶さけぉかっきうすっ こけ 
しっぉっしすけえくけしすすぇ う くけゃうすっ うょっう 
いぇ きぇおしうきぇかくけ ういこけかいゃぇくっ くぇ 
けすこぇょなちうすっ しぇ いぇょぇつうすっ, こけ 
おけうすけ けこうすくうはす うくあっくっさ さぇぉけ-
すう しっゅぇ. 
╊うつくうすっ さぇょけしすう しぇ し ゃくせちう-

すっ し ぉなかゅぇさしおうすっ うきっくぇ [けしっく 
う ╀けあうょぇさぇ.  ╁くせおなす ゃっつっ こさっ-
おけしはゃぇ ゅっけゅさぇそしおうすっ  こさけし-

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2

すさぇくしすゃぇ こけ-かっしくけ ょけさう けす ょはょけ 
しう. „′っ しっ すさっゃけあう, ょはょけ! 】っ 
しっ ゅけさょっって し きっく“, っ けすゅけゃけさなす 
くぇ [けしっく くぇ ゃしうつおう そぇきうかくう 
こさうすっしくっくうは, さけょっくう けす くっゅけ-
ゃうすっ しすさぇくしすゃぇくうは きっあょせ  ]┿】 
う  ╄ゃさけこぇ. 〈けえ ゃっつっ いぇゃなさてゃぇ 
ゃうしてっ ゃ ╃ぇくうは う さぇぉけすう こけ っゃ-
さけこさけっおすう. „╋けかけょっち!“, さぇょゃぇ 
しっ ╀けさうし くぇ しうくぇ くぇ とっさおぇ しう. 
╁しなとくけしす, すは う くっえくうはす ぉういくっし 
こさっょう ゅけょうくう しぇ こさうつうくぇすぇ いぇ 
うょゃぇくっすけ くぇ ╀けさうし せ くぇし. 
╋ぇおぇさ う ょぇかっつ けす [せしうは う 

〉おさぇえくぇ, ╊うたうくうく こさっあうゃは-
ゃぇ うしすうくしおう しかせつゃぇとけすけ しっ こけ 

さけょくうすっ きせ きっしすぇ, おなょっすけ ょぇ しっ 
あうゃっっ しっゅぇ っ けしけぉっくけ けこぇしくけ. 
╋うくぇかけすけ かはすけ っ ぉうか しなゃしっき 
ぉかういけ ょけ ゃけっくくうすっ ょっえしすゃうは: 
“╁しっおう ょっく しすさっかはす, ゃしっおう 
ょっく...! ′っ さぇいぉうさぇき いぇとけ?!...“. 
„╁ 〉おさぇえくぇ うきぇ ゃしうつおけ いぇ ょけ-
ぉなさ あうゃけす, くけ... たけさぇすぇ くっ 
さぇいぉうさぇす, つっ しっ こけょょぇゃぇす くぇ 
こぇさう う きぇくうこせかぇちうう...“, すけゃぇ 
っ けちっくおぇすぇ くぇ つけゃっおぇ, ゃうょはか 
う せいくぇか きくけゅけ. 〈けえ こさけょなかあぇ-
ゃぇ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ ょぇ しっ ゃさなとぇ 
せ ょけきぇ. ╇きぇ さけょくうくう おさぇえ ╃け-
くっちお, ぉかういおう おさぇえ 』っさくけぉうか. 
╁おなとう くうおけゅぇ くっ しっ っ ゅけゃけ-

さうかけ いぇ さけょくうくうすっ – „ゃさぇゅけゃっ 
くぇ くぇさけょぇ“, しこけきくは しう ╀けさうし. 
╋ぇえおぇ きせ きなかつう. 〈ぇえくぇすぇ しっ 
こぇいう ょけ くけゃうすっ ゃさっきっくぇ, おけ-
ゅぇすけ すけゃぇ きけあっ ょぇ しっ おぇあっ こけ-
しこけおけえくけ – ぉっい しすさぇた いぇ あうゃけすぇ 
う ぉなょっとっすけ. 〈けえ こけきくう しきなすくけ, 
つっ おぇすけ きかぇょ っ せしっとぇか, つっ こさう 
くっゅけ くっとぇすぇ しぇ こけ-さぇいかうつくう 
う ょけさう しさっとぇか ういゃっしすくう こさけ-
ぉかっきう し すけゃぇ. ′け くっ けすさうつぇ, つっ 
かうつくぇすぇ きせ さっぇかういぇちうは おぇすけ 
うくあっくっさ-きっすぇかせさゅ っ くはきぇかけ 
ょぇ ぉなょっ ゃないきけあくぇ, ぉっい ゃかぇしすう-
すっ ょぇ けちっくはゃぇす こさけそっしうけくぇ-
かういきぇ きせ. ] すけゃぇ うくあっくっさなす, 

おけえすけ けとっ けす 12-ゅけょうてっく こさぇ-
ゃう そうゅせさおう けす こぇさつっすぇ きっすぇかくう 
けすこぇょなちう, くぇきっさっくう ゃ こさぇたぇ, 
くっ っ うきぇか こさけぉかっき. ′ぇこさけすうゃ – 
つせゃしすゃぇ しっ ょけしすぇすなつくけ けちっくっく. 
]うくなす くぇ きけきつっすけ, しおけつうかけ けす 
こっつぇかくうは ゃかぇお いぇ ]けかけゃっちおうすっ 
けしすさけゃう, こさういくぇゃぇ, つっ っ うきぇか 
とぇしすかうゃ あうゃけす. ╋けあっ ぉう すけかおけ-
ゃぇ うくすっさっしっく, おけかおけすけ う すけいう くぇ 
ょっょうすっ, せこさぇゃかはゃぇかう かっはさくうすっ 
いぇゃけょう くぇ 』っかはぉうくしお う  ]ゃっさ-
ょかけゃしお. ╉ぇすけ ゃ こさうおぇいおうすっ. ′け – 
しなし しうゅせさくけしす, こさうおぇいおぇ  し っょうく 
こけ-とぇしすかうゃ おさぇえ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

けせき. ]けにけせけせ つ さそしかえけ
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] ょぇさっくう しさっょしすゃぇ けす つかっくけゃっすっ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ う こけ うくうちうぇすうゃぇ くぇ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ, ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお けす 2015 ゅ., ぉっ ゃないしすぇくけゃっく こけゃさっょっくうはす けす 

ゃさっきっすけ こぇきっすくうお くぇ 》さうしすけ ╀けすっゃ ゃ ちっくすさぇかくうは こぇさお くぇ させきなくしおぇすぇ しすけかうちぇ ╀せおせさっと „》っ

さなしすさなせ”.  ╁ないしすぇくけゃっくうはす うい
ちはかけ こぇきっすくうお, おけえすけ しっ くぇきう
さぇ ゃ しなしっょしすゃけ し すけいう くぇ ╁ぇしうか 
╊っゃしおう, とっ ぉなょっ けそうちうぇかくけ けす
おさうす くぇ 2-さう のくう - ╃っくはす くぇ ╀け
すっゃ う いぇゅうくぇかうすっ いぇ しゃけぉけょぇすぇ 
う くっいぇゃうしうきけしすすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは.
╆ぇ しなぉうすうっすけ ょけ ╀せおせさっと とっ 

こなすせゃぇ 12-つかっくくぇ ょっかっゅぇちうは くぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”. ╁ないしすぇくけゃうすっかくうすっ ょっえくけしすう, いぇこけつくぇかう くぇ 13-すう きぇえ すぇいう ゅけょうくぇ 
う こさうおかのつうかう こさっょう ぉさけっくう ょくう, しぇ ょっかけ くぇ おぇいぇくかなておうは しおせかこすけさ 〈っくぬけ 〈っくっゃ う しうくぇ きせ 
]すぇくうしかぇゃ 〈っくっゃ. 
‶ぇきっすくうおなす くぇ ╀けすっゃ ゃ こぇさおぇ „》っさなしすさなせ” ゃしなとくけしす っ ちうきっくすけゃぇ けすかうゃおぇ けす しさっょぇすぇ くぇ きう

くぇかうは ゃっお, ゃなさたせ こけしすぇきっくす けす こはしなつくうお. ′っすさぇえくうすっ きぇすっさうぇかう ゃっつっ うきぇす すっあおう こけさぇあっくうは 
けす ゃさっきっすけ.  ╁うょなす くぇ させてぇとうは しっ こぇきっすくうお さぇいゃなかくせゃぇか ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ
くぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おけえすけ ゅけ ゃうあょぇ ゃ すけゃぇ しなしすけはくうっ けとっ こさっい きぇさす.  ]こけょっかうか うょっはすぇ しう 
し こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ]かせあぉぇすぇ こけ すなさゅけゃしおけ-うおけくけきうつっしおうすっ ゃなこさけしう ゃ ╀せおせさっと  おなき ぉなかゅぇさ
しおけすけ こけしけかしすゃけ, おけうすけ は こけょおさっこうかう.  《うくぇくしけゃぇ う きけさぇかくぇ こけょおさっこぇ ょぇゃぇす う おけかっゅうすっ きせ 
けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”. 
╆ぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ こぇきっすくうおぇ しぇ ういこけかいゃぇくう  しこっちうぇかくう きぇすっさうぇかう, ゃおかのつうすっかくけ う 

しこさっえ, こさけういゃっょっく こけ くぇくけすったくけかけゅうう, おけえすけ こさけくうおゃぇ ょなかぉけおけ う こさっょこぇいゃぇ すさぇえくけ けす ゃかぇ
ゅぇすぇ.
] こけきけとすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” しぇ ゃないしすぇくけゃっくう う ういすさうすうすっ  けす ゃさっきっすけ くぇょこうしう くぇ 

ょさせゅぇ ぉなかゅぇさしおぇ しゃっすうくは -  こぇきっすくうおなす くぇ ╁ぇしうか ╊っゃしおう, くぇきうさぇと しっ ゃ しなしっょしすゃけ し すけいう くぇ 
》さうしすけ ╀けすっゃ. 
 „╆ぇ くぇし っ ゅけさょけしす ょぇ こけきけゅくっき ょぇ しっ けこぇいう こぇきっすすぇ くぇ ╀けすっゃ  う ╊っゃしおう くぇ つせあょぇ いっきは. ╀なか

ゅぇさとうくぇすぇ くっ  っ しぇきけ すせお“, いぇはゃう こけ すけいう こけゃけょ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ,  さなおけゃけょうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”.
〈けゃぇ くっ っ こなさゃけすけ さけょけかのぉうゃ ょっかけ くぇ ╄おしこっさすうすっ. ╂けょうくう くぇさっょ すっ うかう ]なゃっすなす くぇ ょうさっお

すけさうすっ  くぇ „┿さしっくぇか” けしうゅせさはゃぇす しさっょしすゃぇ いぇ つっしすゃぇくっすけ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは こさぇいくうお くぇ ╀なかゅぇ
さうは – 3-すう きぇさす, ゃ さぇいかうつくう ょなさあぇゃう こけ しゃっすぇ けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょうぇしこけさぇ すぇき.  ╆ぇ すぇいゅけょうてくうは  
くぇちうけくぇかっく こさぇいくうお ぉはたぇ ょぇさっくう しさっょしすゃぇ  いぇ けさゅぇくういうさぇくっ つっしすゃぇくっすけ くぇ 3-すう きぇさす ゃ ╋けか
ょけゃぇ. 

                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ 2015 ╉ぇいぇくかなお  しぉなょ
ゃぇ   こけしかっょくぇすぇ きっつすぇ くぇ  しゃけは こけおけっく こけつっすっく ゅさぇあょぇ

¨さうゅうくぇかっく こなさ
そけさきなくし, しかっょ 

おけえすけ しっ „さけょう“ こぇさその
きなす „GUNS AND ROSES 
OIL“ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
ょういぇえくっさおぇ ╋ぇさうっかぇ 
╂っきうてっゃぇ, しっ いぇそけさきう 
ゃ 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ. ′け
ゃうはす ぇさけきぇす っ し ょなた くぇ 
さけいけゃけ きぇしかけ う ぉぇさせす う 
いぇさっあょぇ しなし しうかぇ. ‶さう
くけし ゃ しないょぇゃぇくっすけ きせ 
うきぇてっ う „┿さしっくぇか“ ┿╃, 
こさっょけしすぇゃうか おぇこしせかう
すっ, ゅうかいうすっ, ゃいさうゃくうすっ 
ゃっとっしすゃぇ う そうさきっくうすっ 
ぇゃすけきぇすう. ‶けさっょくけすけ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ けす 
ょけきぇおうくうすっ くぇ 【うこおけ
ゃぇすぇ おなとぇ っ ぇゃすけさしおぇ
すぇ ういかけあぉぇ „[けいう“ くぇ 
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〈ぇいう ゅさせこぇ さぇぉけすう くぇ ょけぉさけ-
ゃけかっく こさうくちうこ. ╁ すぇいう ゅさせこぇ 
たけさぇすぇ しぇ ういゃっしすくう ゃ しゃけはすぇ 
けぉかぇしす ゃ ゅさぇょぇ. 〈っいう たけさぇ くっ 
しっ くせあょぇはす けす こぇさうすっ, おけう-
すけ しっ こかぇとぇす くぇ けぉとうくしおう-
すっ しなゃっすくうちう, おけうすけ くっ しぇ う 
おけえ いくぇっ おぇおゃう こぇさう. ′け し 
すっいう こぇさう, おけうすけ つかっくけゃっすっ 
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” こけかせつぇゃぇす う ょぇさはゃぇす, 
くうっ こけょおさっこはきっ さぇいかうつくう ょけ-
ぉさう おぇせいう, おぇすけ ょぇさはゃぇきっ う ゃ 
こなすう こけゃっつっ かうつくう しさっょしすゃぇ. 
′うっ くっ しっ くせあょぇっき けす こぇさうすっ, 
おけうすけ しっ こけかせつぇゃぇす ゃ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす. ‶さうおぇくゃぇか しなき う 
おけかっゅうすっ けす ょさせゅうすっ ゅさせこう ょぇ 
ゅけ くぇこさぇゃはす, くけ, いぇ しなあぇかっ-
くうっ, くっ あっかぇはす. 〈けゃぇ しう っ すは-
たくけ こさぇゃけ. ╋くけゅけ しっ さぇょゃぇき, 
つっ たけさぇすぇ けす „╄おしこっさすう いぇ  
╉ぇいぇくかなお” さぇいぉさぇたぇ すぇいう きけは 
おぇせいぇ う こさっゅなさくぇたぇ うょっはすぇ う 
さぇぉけすはす いぇ くっは ぉっいゃないきっいょくけ, 
ゃ こけかいぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╃けゃけかっく しなき う けす すけゃぇ, つっ くうっ 
くぇ こけしかっょくうすっ きっしすくう ういぉけさう 
こさっょう 4 ゅけょうくう しう せょゃけうたきっ 
さっいせかすぇすぇ う しっゅぇ ゃ ]なゃっすぇ 
うきぇ 6-きぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”. ′ぇ 
こさぇおすうおぇ し すっいう ゅかぇしけゃっ くうっ 
しっ こさっゃなさくぇたきっ ゃ ぉぇかぇくしぬけさ 
ゃ きっしすくうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす 
う しきっは ょぇ おぇあぇ, つっ ょけこさうくっ-
しけたきっ いぇ っょうく きくけゅけ ょけぉなさ 
こさけそっしうけくぇかっく おかうきぇす くぇ 
ょうしおせしうう う ゃいっきぇくっ くぇ さってっ-
くうは ゃ きっしすくうは しなゃっす. ╉かうきぇす, 
し おけえすけ こけょおさっこはきっ ゃしうつおけ 
ょけぉさけ おぇすけ こさっょかけあっくうは けす 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす. ╇いおかのつうすっか-
くけ しなき とぇしすかうゃ う せょけゃかっす-
ゃけさっく けす  すけゃぇ, つっ う しぇきうすっ 
ゅさぇあょぇくう ゃうあょぇす さっいせかすぇすう 
けす  すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう ¨ぉとう-
くぇすぇ. ╂けさょ しなき, つっ すけゃぇ しすぇゃぇ 
う し くぇてっすけ せつぇしすうっ, おけっすけ くっ 
しっ ゃうあょぇ けす けぉとっしすゃっくけしすすぇ, 
すなえ おぇすけ すけ っ ゃ いぇかぇすぇ いぇ いぇ-
しっょぇくうは くぇ ¨ぉ].
 [ぇょゃぇき しっ, つっ けす くぇてうすっ さっ-

ょうちう っ  ういぉさぇく う けきぉせょしきぇ-
くなす くぇ けぉとうくぇすぇ ╂うくおぇ 】っ-
さっゃぇ. 〈けゃぇ しなとけ っ こさういくぇくうっ 
いぇ くぇし. 〈ぇおぇ つっ - くぇしすけはとけすけ 
こさういくぇくうっ – ‶けつっすっく ゅさぇあ-
ょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけっすけ 
きっしすくぇすぇ けぉとっしすゃっくけしす きう 
こさうしなょう, けしゃっく ゃしうつおけ ょさせ-
ゅけ, いぇ きっく っ つっしす う ゅけさょけしす, 
せょけゃかっすゃけさっくうっ けす ょゃっ うい-
こなかくっくう おぇせいう: „┿さしっくぇか” う 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”. 〈っ 
こさけょなかあぇゃぇす う ぇい くはきぇき くぇ-
きっさっくうっ ょぇ しっ けすすっゅかはき けす 
すはた, ょけおぇすけ きけゅぇ う うきぇき しうかう 
う ゃないきけあくけしすう. 

╁うっ しすっ う こなさゃうはす ょうさっお-
すけさ くぇ „┿さしっくぇか”, おけえすけ 
しすぇゃぇ ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ′っ いぇょなかあぇ-
ゃぇ かう ょゃけえくけ っょくけ すぇおけゃぇ 
こさういくぇくうっ う おなき ょゃっすっ おぇ-
せいう? ¨つぇおゃぇくうはすぇ しすぇゃぇす 
けとっ こけ-ゅけかっきう おなき ╁ぇし... 

- ╊っしくけ いゃせつう, ぇおけ おぇあぇ: ぇい 
とっ さぇぉけすは ょゃけえくけ こけゃっつっ. ′っ 
きけゅぇ! ┿い こさけしすけ さぇぉけすは, おけか-
おけすけ きけゅぇ, くっいぇゃうしうきけ ょぇかう 
しなき こけかせつうか すけゃぇ こさういくぇくうっ 
うかう くっ. ╁うくぇゅう ゃ あうゃけすぇ しう 
しなき さぇぉけすうか いぇ っょくぇすぇ おぇせいぇ, 
こけしかっ う いぇ ょさせゅぇすぇ. ╆ゃぇくうっすけ 
„‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく“ くっ きう っ 
ぉうかけ くうすけ しすさっきっあ, くうすけ ちっか. 
┿い こさけしすけ こさぇゃは すけゃぇ, おけっすけ 
しう こけしすぇゃはき おぇすけ ちっかう, おぇすけ 
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いぇょぇつう こさっょ しっぉっ しう. ┿ ゃ すぇいう 
こけしけおぇ しなき けしけぉっく つけゃっお, 
いぇとけすけ こけくはおけゅぇ しう こけしすぇ-
ゃはき しぇき くぇ しっぉっ しう う いぇょぇつう, 

おけうすけ くっ きけゅぇ ょぇ ういこなかくは, 
う しっ はょけしゃぇき - しぇき くぇ しっぉっ 
しう. ¨すすぇき しなけすゃっすくけ しかっょゃぇす 
う ぉっかうすっ おけしう, う ょうぇぉっすなす, う 
うくそぇさおすなす... 『はか あうゃけす しなき  
しう こけしすぇゃはか いぇょぇつう くぇょ ゃない-
きけあくけしすうすっ しう う しなき うしおぇか 

ょぇ ゅう ういこなかくは くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ. 
]すぇさぇは しっ ょぇ こけしすぇゃはき こけ しな-
とうは くぇつうく いぇょぇつう う くぇ こけょつう-
くっくうすっ しう. ‶さけしすけ くっ うき ょぇゃぇき 

ょぇ ょうてぇす. ′はきぇ しゃけぉけょくけ ゃさっ-
きっ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ さぇぉけすう! ′っ 
さぇぉけすうき かう, くはきぇ せしこったう. ┿おけ 
くはおけえ しう きうしかう, つっ せしこったうすっ 
うょゃぇす しなし しっょっくっ こさっょ すっかっ-
ゃういけさぇ, しなし しっさうぇかう, うゅさうつおう 
- かなあっ しっ ょなかぉけおけ. ╇きぇ っょくぇ 

ょさせゅぇ うしすうくぇ: ゃしうつおけ っ ゃ せき-
くぇすぇ, ゃ さっいせかすぇすくぇすぇ さぇぉけすぇ, 
ゃ こかけょけゃっすっ けす すゃけは すさせょ. ‶なお 
きぇおぇさ う し ゅさっておう, いぇとけすけ つけ-

ゃっお しっ せつう う けす ゅさっておうすっ しう. 

′ぇょ 50 きかく. かっゃぇ とっ くぇょ-
たゃなさかう すぇいう ゅけょうくぇ うくゃっし-
すうちうはすぇ, おけはすけ  こさぇゃう さな-
おけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
いぇ さぇいてうさはゃぇくっ くぇ こさけうい-

ゃけょしすゃけすけ, いぇ ういゅさぇあょぇくっ 
くぇ くけゃう ちったけゃっ う しおかぇょけ-
ゃっ. ╇くゃっしすうちうは, しぇきぇ こけ 
しっぉっ しう - くけゃうくぇ, くぇ そけくぇ 
くぇ しうすせぇちうはすぇ ゃ うおけくけきう-
つっしおぇすぇ しさっょぇ ゃ  ╀なかゅぇさうは. 
〈ぇいう うくゃっしすうちうは うきぇ ゃしっ 
こぇお ちっくぇ. ┿ おけかおけ しすさせゃぇ 
うくゃっしすうちうはすぇ くぇ „┿さしっ-
くぇか” ゃ おぇょさう すぇいう ゅけょうくぇ? 

- ‶さっい すぇいう ゅけょうくぇ くぇこさぇ-
ゃうたきっ  ゅけかはき しおけお ゃ うくゃっし-
すうちうはすぇ くぇ たけさぇ. ′っ しぇきけ ゃ 
くぇいくぇつぇゃぇくっすけ くぇ くぇょ 1200 
くけゃう さぇぉけすくうちう けす のかう きうくぇ-
かぇすぇ ゅけょうくぇ ょけ しっゅぇ. ╋けあっ ぉう 
とっ しすうゅくっき ょけ 2 たうかはょう ょせてう. 
′け, いぇ しなあぇかっくうっ, さぇぉけすくぇすぇ 
しうかぇ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ おぇすけ つっ かう 
いぇこけつくぇ ゃっつっ ょぇ しっ ういつっさこゃぇ. 
╆ぇすけゃぇ こさうゃかうつぇきっ ゃっつっ たけさぇ 
う けす ょさせゅう さぇえけくう すせお. ╇きぇ 
ょけしすぇ あっかぇっとう しこっちうぇかうしすう 
けす さぇいかうつくう きっしすぇ, おけうすけ うし-
おぇす ょぇ ょけえょぇす くぇ さぇぉけすぇ こさう 
くぇし, せぉっょっくう, つっ „┿さしっくぇか” っ 
ゅけかはきぇ そうさきぇ し ょなかゅけしさけつ-
くぇ こっさしこっおすうゃぇ. ′け すけゃぇ くっ 
っ ゃしうつおけ: くうっ こけょけぉさうたきっ  
つせゃしすゃうすっかくけ う せしかけゃうはすぇ 
いぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╁しうつ-
おけ けくけゃぇ, おけっすけ こさぇゃうき, しっ 
こさぇゃう こけ くぇえ-ょけぉさうは くぇつうく し 
くぇえ-くけゃう しすさけうすっかくう  すったくけ-
かけゅうう う すったくけかけゅうう いぇ けさゅぇ-
くういぇちうは くぇ しなけすゃっすくうすっ こさけ-
ういゃけょしすゃぇ. ╂ぇいうそうちうさぇたきっ 
„┿さしっくぇか”, 2 けす けぉとけ 3 かうくうう  
しぇ ゅぇいうそうちうさぇくう ゃっつっ. [ぇぉけ-
すうき う こけ かなつうしすけ けすけこかっくうっ ゃ 
ちったけゃっすっ, すぇおぇ つっ しすせょっくうすっ 
ちったけゃっ とっ けしすぇくぇす ゃ うしすけさう-
はすぇ. ]っさうけいくう しぇ うくゃっしすうちう-
うすっ くう う ゃ すけこかけういけかぇちうう くぇ 
しゅさぇょうすっ: こけしすぇゃはす しっ すっさ-
きけこぇくっかう こけ こけおさうゃうすっ う こけ 
しすっくうすっ, ょゃけえくう しすなおかっくう 
ょけゅさぇきう こけ こさけいけさちうすっ う ょさ. 
『っかすぇ っ たけさぇすぇ ょぇ しぇ ょけゃけか-
くう. 〈ぇいう うくゃっしすうちうは っ っょくけ 
けゅさけきくけ こっさけ. ¨すょっかくけ けす 
すけゃぇ, いぇゃうてっくう しぇ いぇこかぇすうすっ 
くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
さぇいょぇゃぇす しっ ゃぇせつっさう, けしうゅせ-
さっく っ ぉっいこかぇすっく すさぇくしこけさす 
いぇ けすょぇかっつっくうすっ さぇえけくう う こけ 
150 かっゃぇ いぇ ゃしっおう さぇぉけすっと くぇ 
こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ, くぇかうちっ しぇ 
う ょさせゅう しけちうぇかくう こさうょけぉうゃ-
おう. ′ぇこさぇゃうたきっ ゅけかはき さっきけくす 
くぇ おせたくはすぇ-きぇえおぇ ゃ „┿さしっ-
くぇか”, さっきけくすうさぇたきっ ぉうすけゃう う 
しぇくうすぇさくう こけきっとっくうは ゃ さぇい-
かうつくう ちったけゃっ う いぇゃけょう, こけょ-
きっくはす しっ ゃけょけこさけゃけょうすっ くぇ 
こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ, こさけょなか-
あぇゃぇ う ぉっいこかぇすくぇすぇ こけつうゃおぇ 
くぇ きけさっ いぇ くぇえ-ういはゃっくうすっ くう 
さぇぉけすくうちう. [ぇいぉうさぇ しっ, ”┿さ-
しっくぇか” っ けゅさけきくぇ そうさきぇ う っ 
ぇぉしせさょくけ ょぇ しう こさっょしすぇゃうき, 
つっ いぇ ゅけょうくぇ-ょゃっ-すさう とっ しっ 
こさけきっくう ゃしうつおけ, くっ しなき そけ-
おせしくうお, くっ きけゅぇ. ′け ぇきぉうちう-
はすぇ くう っ ょぇ こさっゃなさくっき そうさ-
きぇすぇ ゃ っょくけ きけょっさくけ ゅけかはきけ  
こさっょこさうはすうっ, し おけきそけさすくう う 
ぉっいけこぇしくう せしかけゃうは くぇ さぇぉけすぇ. 
╇くゃっしすうちううすっ, おけうすけ しっ こさぇ-
ゃはす いぇ ゃしうつおけ すけゃぇ, しぇ ういおぇさぇ-
くう けす そうさきぇすぇ, けす さぇぉけすっとう-
すっ, くっ しぇ こさうゃかっつっくう けす ぉぇくおう 
うかう おさっょうすう. ′うっ  さぇぉけすうき 
けしくけゃくけ しなし しけぉしすゃっくう しさっょ-
しすゃぇ. ╆ぇすけゃぇ しっ くぇょはゃぇきっ くぇ 
ょけぉさけ しすけこぇくうしゃぇくっ けすしすさぇくぇ 
くぇ くぇてうすっ たけさぇ.

〈けえ ういこなかゃぇ くっ くぇ 100, ぇ 100 こなすう こけ 100% しきうしなかぇ くぇ ょせきぇすぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇとけすけ 
あうゃけすなす きせ っ „┿さしっくぇか”, こなすはす きせ っ „┿さしっくぇか”. ′ぇえ-ぉかういおうすっ きせ たけさぇ ゃ あうゃけすぇ しぇ 
しなとけ ゃ „┿さしっくぇか”. ┿ とけき しぇ すせお, いくぇつう しぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇとけすけ けすょぇゃくぇ うきっすけ くぇ „┿さ-
しっくぇか” しっ っ こさっゃなさくぇかけ ゃ っょうく けす しうきゃけかうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇ  ゃういうすおぇすぇ くぇ ゅさぇょぇ っ 
くっきうしかうきぇ ぉっい „┿さしっくぇか”. 
╉ぇすけ しおぇつっくう しなょけゃっ しぇ. 
‶さけしすけ っょくけすけ くっ きけあっ ぉっい ょさせゅけすけ. ╇, ぇおけ っょくけすけ くっ ゃなさゃう, おぇおゃうすけ こさうきっさう うきぇ ゃ 

すさせょくけすけ くう ゃさっきっ, う  ょさせゅけすけ いぇかうくはゃぇ. ╇ いぇとけすけ う いぇ ょゃっすっ しっ うしおぇす きくけゅけ せしうかうは, 
こなかくぇ ゃしっけすょぇえくけしす う きくけゅけ かのぉけゃ - ゃしっ しぇきけあっさすゃう, きなつくけ いぇぉっかっあうきう けす けぉとっ-
しすゃけすけ; けしゃっく, ぇおけ くっ しぇ かうつくけ しこけょっかっくう, くはおぇお  きなつくけ しっ こさういくぇゃぇす けす きくけいうくしすゃけ-
すけ. ¨しゃっく, ぇおけ くはきぇ ぉっいぇかすっさくぇすうゃくう さっいせかすぇすう けす しなとうすっ すっいう せしうかうは. ′け つうしすけ こけ 
ぉなかゅぇさしおう かっすゃぇすぇ っ すぇおぇゃぇ, つっ おけゅぇすけ っょうく せしこはゃぇ - うしおぇきっ ゃしっ こけゃっつっ けす くっゅけ う くっ 
しっ せきけさはゃぇきっ し けつぇおゃぇくうはすぇ しう. ╆ぇ ょぇ ういこなかくうき しなし しきうしなか こさぇゃうかけすけ, つっ しうかくうはす っ 
ゃうくぇゅう しぇき.   
〈けえ くっ きけあっ ぉっい „┿さしっくぇか”. ╇ くっ しう ゅけ う こさっょしすぇゃは.  ╃けすけかおけゃぇ くっ きけあっ, つっ っ こけしゃっ-

すうか う ょっちぇすぇ しう ゃ すぇいう こなすっおぇ. ̈ ぉさっおなか ゅう っ ょぇ ゃなさゃはす こけ くっは, くっいぇゃうしうきけ けす すさなくうすっ 
う かぇゃさけゃうすっ おかけくう, し おけうすけ とっ っ けしっはく こなすはす うき. ╄ょうく こなす, いぇ つうはすけ いょさぇゃぇ すさぇっお-
すけさうは すけえ しぇきうはす っ こかぇすうか ゃうしけおぇ  ちっくぇ ゃ かうつっく こかぇく. ╇ すけつくけ いぇとけすけ ちっくぇすぇ っ うい-
おかのつうすっかくけ ゃうしけおぇ, せしうかうはすぇ - くっうきけゃっさくう, ょけてかけすけ こさういくぇくうっ しかっょ ょっしっすうかっすうは 
せこけさうす すさせょ う ゃしっけすょぇえくけしす, しぇ ゃうしけおけ けちっくっくう. ╉ぇすけ けくっいう 3 きうくせすう しかぇゃぇ, おけうすけ いぇ-
しかせあぇゃぇ う しっ こけかぇゅぇす くぇ ゃしっおう っょうく つけゃっておう あうゃけす. ′っゅけゃうすっ  しぇ ぉうかう きくけゅけ こけゃっつっ. 
′け すっいう, おけうすけ きせ こさっょしすけう  ょぇ こさっあうゃっっ しっゅぇ, こけ ゃさっきっ くぇ すなさあっしすゃっくぇすぇ しっしうは  いぇ 

‶さぇいくうおぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 5-すう のくう, とっ しぇ くぇえ-ゃなかくせゃぇとうすっ, こけゃっつっ けす くぇえ-ゃなかくせゃぇ-
とうすっ きくけゅけ かうつくう きけきっくすう ょけしっゅぇ. 
 ╆ぇとけすけ ゅさぇょなす, たけさぇすぇ, そうさきぇすぇ, くぇ おけうすけ すけえ こけしゃっすう こなすは しう ょけすせお, ゅけ こさういくぇたぇ. 

‶さういくぇくうっ, ょけてかけ し くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. „‶けつっすっく ゅさぇあょぇ-
くうく くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお”.  ╄ょくけ こさういくぇくうっ, おけっすけ とっ しこけょっかう さっょけき し  あうゃぇすぇ っきぉかっきぇ 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ょせたけゃくけしす いぇ こけしかっょくうすっ 60 ゅけょうくう - 『ゃはすおけ 『ゃっすおけゃ. 
¨すゃなょ すけゃぇ こさういくぇくうっ ゃ かうつくうは しう おぇこうすぇか ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく 

くぇ ╉ぇいぇくかなお, せょけしすけっく しなし いゃぇくうっすけ こさっい 2015 ゅけょうくぇ, う ╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ  
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ けす ╁‶╉ ゃ ╀なかゅぇさうは, うきぇ 4 こさっおさぇしくう ょっちぇ, 3-きぇ ゃくせちう, くっゃっさけ-
はすくぇすぇ う ゃしっけすょぇえくぇ ]うかゃうは ょけ しっぉっ しう, ゃっさくう しなさぇすくうちう, し おけうすけ ょなさあう いょさぇゃけ こけ-
しけおぇすぇ, う たうかはょう こけゃはさゃぇかう きせ う しこけょっかうかう し  くっゅけ ゅけかっきうは こなす, くぇさっつっく „┿さしっくぇか”. 
╉ぇいぇくけ こさけしすけ: っょうく しきうしかっく う ょけしすけっく あうゃけす. ] きくけゅけ ょうさは . 

╆あはあ け つけせ ¨いとのかうけ
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╇くしすさせきっくすぇかくうはす いぇゃけょ おなき „┿さしっくぇか” ┿╃ すなさしう ょぇ くぇいくぇ
つう おゃぇかうそうちうさぇくう さぇぉけすくうちう こけ しかっょくうすっ こさけそっしうう: 
•	 ]すさせゅぇさ
•	 《さっいうしす
•	 【かぇえそうしす
•	 ¨こすうつっしおう てかぇえそうしす
•	 【かけしっさ
•	 ╇くしすさせきっくすぇかつうお
•	 [っいぉけてかぇえそうしす
╉ぇくょうょぇすうすっ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす すったくうつっしおぇ ゅさぇきけすくけしす いぇ さぇ

ぉけすぇ し つっさすっあう, けこうす ゃ しなけすゃっすくぇすぇ こさけそっしうは う せきっくうは  いぇ 
しぇきけしすけはすっかくぇ さぇぉけすぇ. ] こさっょうきしすゃけ しっ こさうっきぇす ぉうゃてう さぇ
ぉけすくうちう くぇ うくしすさせきっくすぇかくうは いぇゃけょ.
《うさきぇすぇ こさっょかぇゅぇ ゃうしけおぇ けちっくおぇ くぇ すさせょぇ, しこけさっょ おゃぇかう

そうおぇちうはすぇ くぇ おぇくょうょぇすうすっ, う しけちうぇかくう こさうょけぉうゃおう. 

╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは:
 „┿さしっくぇか” ┿╃, けすょっか „╊うつっく しなしすぇゃ” 
 すっかっそけくう: 0431/ 63133, 0431/ 57747
‶ぇおっす し ょけおせきっくすう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ ゃしっおう おぇくょうょぇす きけあっ 

ょぇ こけかせつう けす ゅうてっ „‶さけこせしおう” – ちっくすさぇかっく こけさすぇか くぇ そうさ
きぇすぇ.

╁っしすくうお  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” さぇいてうさはゃぇ しゃけは っおうこ. 
╆ぇ ちっかすぇ すなさしう さっこけさすっさう う そけすけさっこけさすっさう. 

╇いうしおゃぇくうは おなき おぇくょうょぇすうすっ:  
- ╆ぇゃなさてっくけ ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ - たせきぇくうすぇさっく うかう うおけくけ

きうつっしおう こさけそうか;
- ╃けぉさう おけきせくうおぇすうゃくう せきっくうは; 
- ¨すかうつくぇ ゅさぇきけすくけしす, ゃ す. つ. おけきこのすなさくぇ;
- 〉きっくうは いぇ さぇぉけすぇ ゃ っおうこ; 
- ‶けいくぇゃぇくっ くぇ けぉとっしすゃっくけ-こけかうすうつっしおぇすぇ しうすせぇちうは ゃ しすさぇ

くぇすぇ う さぇえけくぇ.

  ′っけぉたけょうきう ょけおせきっくすう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ: 
- CV-っゃさけこっえしおう そけさきぇす 
- ]くうきおぇ
- ╉けこうっ くぇ ょうこかけき いぇ いぇゃなさてっくけ ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ
- ╄ゃっくすせぇかくう しっさすうそうおぇすう いぇ ょさせゅう おけきこっすっくちうう う せきっくうは 
- 3 ぉさ. こせぉかうおぇちうう, しくうきおう /ぇおけ うきぇ すぇおうゃぇ/ ゃ さぇいかうつくう きっょうう 
- ╋けすうゃぇちうけくくけ こうしきけ 

╃けおせきっくすう しっ こけょぇゃぇす くぇ っかっおすさけくっく ぇょさっし: 

‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ こけいうちううすっ
くぇ すっかっそけく: 0882 98 70 13 

] けょけぉさっくうすっ こけ ょけおせきっくすう おぇくょうょぇすう とっ しっ こさけゃっょっ しなぉっ
しっょゃぇくっ. 
╉さぇっく しさけお いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ ょけおせきっくすうすっ : 
30-すう のくう 2015 ゅけょうくぇ 
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たせょけあくうおぇ ╁うたさけくう ‶けこくっょっかっゃ, おけはすけ とっ ぉなょっ けすおさうすぇ くぇ 7 のくう けす 18:00 つぇしぇ.

くうく しおせかこすけさなす ╃けおけ ╃けおけゃ.
′ぇ 5-すう のくう, ゃ ╃っくは くぇ ╉ぇいぇくかなお,  とっ ぉなょっ けそうちうぇかくけ  けすおさうすぇ こかぇしすうおぇすぇ „ぅこけくおぇすぇ”, しないょぇょっくぇ こけ  こさけっおす くぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, 

けす ぇゃすけさしおう おけかっおすうゃ ゃ しなしすぇゃ: しおせかこすけさなす  ╁ぇくぬけ ╉けかっゃ, しおせかこすけさなす – かっはさ ′うおけかぇえ 《うすおけゃ う おけくしせかすぇくすぇ  こけ こさけっおすぇ こさけそ. 
╁っかうつおけ ╋うくっおけゃ, さぇぉけすうか し こけおけえくうは ╃けおけゃ.  〈ゃけさぉぇすぇ っ こけしすぇゃっくぇ ゃっつっ くぇ せか. „╇しおさぇ”. ] すぇいう くけゃぇ  こかぇしすうおぇ くぇ けすおさうすけ ╉ぇ
いぇくかなお しすぇゃぇ  っょうくしすゃっくうはす ゅさぇょ ゃ しゃっすぇ, ゃ おけえすけ とっ うきぇ しこっちうぇかっく しうきゃけか くぇ ぉなかゅぇさけ–はこけくしおけすけ こさうはすっかしすゃけ う しゃけっけぉさぇいくぇ 
きうくうゅぇかっさうは くぇ すゃけさっちぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, おけえすけ, けしゃっく „ぅこけくおぇ”-すぇ, ゃっつっ うきぇ しゃけは ょうさは ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ - ぇさす おぇいぇくかなておぇすぇ っき
ぉかっきぇ – しおせかこすせさぇすぇ „〈さぇおうえおぇすぇ”. 
]おせかこすけさなす ╃けおけ ╃けおけゃ, ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお, せょけしすけっく こさっい 2013 ゅけょうくぇ, いぇゃっとぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う くっえくうすっ 

ゅさぇあょぇくう しゃけはすぇ こけしかっょくぇ すゃけさぉぇ „ぅこけくおぇすぇ” ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ のぉうかっえくうは 110-すう ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ. ‶さうあうゃっ きっつすぇすぇ くぇ すゃけ
さっちぇ ぉっ すぇいう くっゅけゃぇ すゃけさぉぇ ょぇ しっ ういょうゅくっ ゃ さけょくうは きせ ゅさぇょ, おぇすけ しうきゃけか くぇ こさうはすっかしすゃけすけ きっあょせ ぉなかゅぇさしおうは う はこけくしおうは くぇさけょ. 
╂さぇょしおうはす こぇさかぇきっくす くぇ ╉ぇいぇくかなお さってう しおせかこすせさぇすぇ ょぇ しっ こけしすぇゃう くぇ ちっくすさぇかくぇすぇ せかうちぇ „╇しおさぇ“.
′ぇ しこっちうぇかくぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ ゃっつっさ こけょ きけすけすけ „╃ぇ しすけさうき ょけぉさけ いぇ ゃしうつおう くう” こさっい ょっおっきゃさう 2014 ゅけょうくぇ ぉはたぇ しなぉさぇくう 

ぉかういけ 38 たうかはょう かっゃぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ しすぇすせはすぇ. 
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〉しっとぇくっすけ ょぇ かっすうて くぇょ 
╀ぇかおぇくぇ っ くっいぇきっくうきけ, おぇいゃぇ 
╋ぇさせしは: “╊っかっ, すけは ╀ぇかおぇく!“ 
– „〈けかおけゃぇ しうかぇ, おけはすけ すっ うい
こなかゃぇ!“... 11 ゅけょうくう すは あう
ゃっっ きっあょせ くっぉっすけ う いっきはすぇ. 
╀かういけ 2000 しおけおぇ う しすけすうちう 
しなしすっいぇくうは. ]なしすっいぇくうはすぇ しぇ 
くっとけすけ, いぇさぇょう おけっすけ ╋ぇさせ
しは っ ゃ しこけさすぇ. 〉ょけゃけかしすゃうっすけ 
ょぇ しおけつうて, すさなこおぇすぇ けす くぇょ
こさっゃぇさぇすぇ, あっかぇくうっすけ ょぇ こけ

おぇあって くぇえ-ょけぉさけすけ けす しっぉっ 
しう, こさうはすっかしすゃぇすぇ, さぇょけしすうすっ, 
こさぇいくうちうすっ... ╁ しっきっえしすゃけすけ 

くぇ きかぇょぇすぇ ゃぇさくっくおぇ しこけさすなす 
っ くっとけ, ぉっい おけっすけ くっ きけあっ. ╁ 
いぇかぇすぇ は ゃけょう しっしすさぇ え  ]うえおぇ 
‶っすおけゃぇ, しゃっすけゃっく てぇきこうけく こけ 
しこけさすくぇ ゅうきくぇしすうおぇ. ╋ぇさせしは 
けこうすゃぇ し ゅうきくぇしすうおぇ う こかせゃぇ
くっ ょけ ょっくは, ゃ おけえすけ こさうはすっか
おぇ, せゃかっつっくぇ けす こぇさぇてせすうすっ, は 
ゃけょう くぇ きっょうちうくしおう こさっゅかっょ 
こさっょう こなさゃう しおけお. ̈ すうゃぇす ょゃっ
すっ, くけ かっおぇさうすっ おぇいゃぇす „╃ぇ!“ 
しぇきけ くぇ ぉなょっとぇすぇ ╀ぇかおぇくしおぇ 
てぇきこうけくおぇ. ╋ぇさせしは ぉなさいけ 
きうくぇゃぇ こさっい ゃしうつおう ちっょおう ょけ 
きぇえしすけさしおけすけ いゃぇくうっ ゃ しこけさすぇ. 
′っけぉうつぇえくけ ぉなさいけ. ‶なさゃうはす 
かぇゅっさ-ておけかぇ, こけしかっ こけつうゃ
おぇ, こけしかっ こぇお... ╁ぇさくっくしおぇすぇ 
ゅさせこぇ すさっくうさぇ くぇ ╉ぇかうきぇくちう, 
かっすうとっすけ しすぇゃぇ ょけき. ┿ゃうけおかせ
ぉなす う ╉ぇさぇきぉぇすぇ – おぇおすけ くぇさう
つぇす すさっくっさぇ ╉ぇさぇぉぇてっゃ, しぇ いぇ 
ゃしうつおう こけゃっつっ けす しっきっえしすゃけ. 
╆ぇすけゃぇ しなゃっすなす くぇ くぇしすぇゃくうおぇ: 
“′っ ういぉなさいゃぇえ, とっ こけかせつうて う 
ょさせゅけ こさっょかけあっくうっ...“, ういおぇ
いぇく くぇ せたけ しかっょ っょくけ しなしすっいぇ
くうっ, おけゅぇすけ ╋ぇさせしは こけかせつぇゃぇ 
こけおぇくぇ いぇ 『]╉┿, いぇ くっは しすぇゃぇ 
しなゃっす-いぇおけく. ╋かぇょぇすぇ くぇょっあ
ょぇ けすおぇいゃぇ  すけこかぇすぇ こけおぇくぇ 
くぇ ┿くゅっか ╃けうくしおう. ╇ ょけつぇおゃぇ 
こうしきっくけすけ こさっょかけあっくうっ けす 
′ぇちうけくぇかくうは けすぉけさ.

‶なすはす おなき ╉ぇいぇくかなお
いぇきっくは こなすは おなき ]けそうは

╋ぇさせしは ゃっつっ っ いぇゃなさてうかぇ 
せつうかうとっ う うきぇ しこけさすっく けこうす. 
“╀はた ゅけすけゃぇ“, おぇいゃぇ こさけしすけ 
すは. ¨す くぇつぇかけすけ くぇ 1975-すぇ っ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇとけすけ すせお, おさぇえ 
¨ゃけとくうお,  っ ╀ぇいぇすぇ くぇ くぇちうけ

〈╅『】』っ - 〈《〈¨ぁ╊【《,
[《╊【《 〉╊ 』》¨『╅ ╉╅ 』[╅ぁ╅

くぇかくうは けすぉけさ こけ こぇさぇてせすういなき. 
〈ぇき あうゃっはす, すぇき すさっくうさぇす, すぇき 
しぇ こさうはすっかしすゃぇすぇ, くぇょっあょうすっ, 
こけしすうあっくうはすぇ. ╁しうつおけ. ‶け
くはおけゅぇ, こさっょう ゅけかっきう しなしすっ
いぇくうは, くぇちうけくぇかうすっ さぇぉけすはす 
いぇっょくけ し 『]╉┿. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ 
ゃ けすぉけさぇ しなしすっいぇすっかうすっ しぇ くぇ 
すさせょけゃ ょけゅけゃけさ. ′はきぇす ょさせゅぇ 
さぇぉけすぇ – しおぇつぇす こさけそっしうけくぇか
くけ. ╋くけゅけ けす たけさぇすぇ すせお ゃっつっ 
しぇ こけいくぇすう くぇ ╋ぇさせしは. ╁ぇさくっく

おう ぉはたきっ ょけぉさう – ゃしっ し きっょぇ
かう.“ 
【うおけゃぇ, こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 

っ けとっ ‶っすおけゃぇ, ゃかういぇ ゃ しっ
かっおちうはすぇ, こさっょう  ょけさう ょぇ けす
つっすっ しゃけうすっ 350 しおけおぇ. 〈けゃぇ っ 
しすさぇてくけ きぇかおけ. ′け すは くぇゃぇおし
ゃぇ ぉなさいけ. ╄ょうくうつくうすっ ょけちっかくう 
しおけおけゃっ けす 800 きっすさぇ ゃうしけつう
くぇ, ゅさせこけゃうすっ – けす 1000 きっすさぇ, 
ゃ おけうすけ しおぇつぇて ゃ くうておぇすぇ けす 
おけかっゅう, ぇおさけぉぇすうつくうすっ けす 2000 
きっすさぇ... ╋ぇさせしは ゃっつっ いくぇっ おぇお 
しっ ゃなさすはす しこうさぇかう ゃなゃ ゃない
ょせたぇ, おぇお しっ せちっかゃぇ ちっくすなさ, 
おけえすけ けすゅけさっ しっ ゃうあょぇ おぇすけ 
すけつおぇ, おぇお しっ しかっょう し こけゅかっょ 
きうくうぇすのさくぇすぇ けす こすうつう こけ
ゅかっょ しすさっかおぇ, おけはすけ けさうっくすうさぇ 
ぇおさけぉぇすおぇすぇ ゃなゃ ゃないょせたぇ, おぇお 
ょぇ せこさぇゃかはゃぇ こぇさぇてせすぇ しぇきけ 
し ょゃっ ゃなあっすぇ, おぇお しっ しかっょう 
ょゃうあっくうっすけ くぇ ゃないょせたぇ, ょけ
おぇすけ こぇょぇて, おぇお しっ さぇいこさっょっ
かはす しっおせくょうすっ ゃ  ぉっいゅさってくう 
ょゃうあっくうは くぇ すはかけすけ. ╇ょゃぇす 
う こけしすうあっくうはすぇ. ╋っょぇかうすっ, 
てぇきこうけくしおうすっ すうすかう, こせぉかう
おぇちううすっ ゃ こさっしぇすぇ, けゃぇちううすっ. 

]こうしぇくうっ „‶ぇすさうけす“ 
ういかういぇ し ╋ぇさせしは

くぇ おけさうちぇすぇ

╂けょうくぇすぇ っ 1981-ゃぇ, ぉさけえ わ 
5 - しかっょ ]ゃっすけゃくけすけ こけ こぇさぇ
てせすういなき ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╋ぇさせしは 
っ くぇ おけさうちぇすぇ ゃ こさっゅさなょおぇ し 
きぇかおぇすぇ とっさおぇ ‶ぇゃかうくぇ. ╁っつっ 
っ ゃ ょっしっすおぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは いぇ 
くぇえ-ょけぉさう しこけさすうしすう いぇ 1980-
すぇ くぇ 『っくすさぇかくうは しなゃっす くぇ 
¨さゅぇくういぇちうはすぇ いぇ ゃけっくくけ-すった
くうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ くぇしっ
かっくうっすけ, おなき おけはすけ すけゅぇゃぇ っ う 
くぇちうけくぇかくうはす  けすぉけさ こけ こぇさぇ
てせすういなき. ╁ おぇかっくょぇさぇ くぇ けさ

ゅぇくういぇちうはすぇ いぇ 1981-ゃぇ ゅさっっ  う  
せしきうゃおぇすぇ くぇ ╋ぇさせしは. ╁ かうしすぇ 
いぇ きっしっち ぇゃゅせしす. ╉ぇかっくょぇさぇ すは 
しう こぇいう けとっ – いぇさぇょう しゃっすかうすっ 
しこけきっくう う いぇさぇょう ういこうしぇくうすっ 
かうつくけ けす すさっくぬけさぇ くぇ 『]╉┿ 
ょせきう: “] こけあっかぇくうっ くぇ ╋ぇさせ
しは: ′っ いぇぉさぇゃはえ, つっ しう ぉうかぇ 
しなしすっいぇすっか こけ こぇさぇてせすういなき!“ 
′ぇこうしぇくけ っ けす しなとうは ┿くゅっか 
╃けうくしおう, おけきせすけ すは けすおぇいゃぇ, 
こさっょう ょぇ ういぉっさっ くぇちうけくぇか

くうは けすぉけさ う ╉ぇいぇくかなお. ╇ すけつくけ 
すっいう ょせきう しぇ こさうつうくぇすぇ ╋ぇ
させしは ょぇ けすおかうおくっ すぇおぇ すけこかけ 

くぇ こけおぇくぇすぇ くぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 
いぇ しさっとぇすぇ くう. 
╆ぇさぇょう こぇさぇてせすう
いきぇ:  せしっとぇくっすけ, 
つっ こさっけょけかはゃぇて;  
きうしなかすぇ, つっ ゃしうつおけ 
いぇゃうしう けす すっぉ; せゃっ
さっくけしすすぇ, つっ しすぇ
ゃぇて ゃしっ こけ-ょけぉなさ; 
ぇょさっくぇかうくなす けす 
しさっとぇすぇ しなし しすさぇ
たぇ, おけえすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ こけぉっょうて...
╉ぇすけ ゃしっおう っかう

すっく しこけさすうしす, すは 
しなとけ おぇいゃぇ, つっ 
しこけさすなす ゃないこうすぇゃぇ, 
つっ ゅさぇょう ょうしちうこ
かうくうさぇくう う こしう
たうつっしおう せしすけえつうゃう 
たけさぇ, つっ しこけさすなす 
っ きけさぇか, つっ ょぇゃぇ 

ゃはさぇすぇ ゃ あうゃけすぇ, つっ しぇき  しう 
ゅさぇょうて ゃしうつおけ, つっ ぉぇかぇくしうさぇ 
っくっさゅうはすぇ, おけはすけ つっしすけ ょくっし 
ういぉうゃぇ ゃ ぇゅさっしうは. ′け こぇさぇてせ
すういきなす っ けとっ くっとけ: ゅけくうすぉぇ 
くぇ しすさぇたぇ. ¨しけぉっくけ – ゃ くぇつぇ
かけすけ. ╀っい ょぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 

しっ せしきうたゃぇ, ょけおぇすけ さぇいゅかっあょぇ 
おぇきぇさぇすぇ し ゅさぇきけすう, きっょぇかう, 
ゃっしすくうちう, しこうしぇくうは...,  【うおけ
ゃぇ おぇいゃぇ: „]すさぇたなす っ しぇきけ ゃ 
くぇつぇかけすけ. ╃ぇ.”   

‶なさゃうはす しおけお くっ しっ いぇぉさぇゃは  

‶ぇさぇてせすなす: ‶╃ – 47. 〉しっとぇ
くっすけ -  しはおぇて しすけうて くぇ っょくけ 
きはしすけ. ‶さう こなさゃうは ゃしうつおけ  っ 
くっこけゃすけさうきけ, おぇいゃぇ  ╋ぇさせしは. 

′け すけゃぇ きうくぇゃぇ ぉなさいけ. ╁なかくせ
ゃぇとう しぇ う けす ゃすけさう  ょけ こっすう-
てっしすう しおけお. ] ゃさっきっすけ せしっとぇ
くっすけ ゃなゃ ゃないょせたぇ しっ こさけきっくは, 
こけつゃぇて ょぇ せこさぇゃかはゃぇて しっぉっ 
しう.  ╆ぇとけすけ ゃしうつおけ っ せつっくっ くぇ 
けこさっょっかっくう こさぇゃうかぇ, すっけさうは 
けす いっきはすぇ, おけはすけ しっ こさうかぇゅぇ ゃ 
くっぉっすけ. ╃ぇ しっ さぇょゃぇて くぇ ゅかっょ
おぇすぇ う くぇ くぇせつっくけすけ, ょぇ こさっ
けょけかはゃぇて しすさぇたぇ. ′はきぇ こうかけす 
う こぇさぇてせすうしす, おけえすけ ょぇ くっ 

おぇいゃぇ, つっ たけさぇすぇ けす ゃないょせたぇ しぇ 
くぇえ-ょけぉさうすっ たけさぇ, こけすゃなさあょぇ
ゃぇ こさぇゃうかけすけ う てぇきこうけくおぇすぇ 
けす ╉ぇいぇくかなお. 〈ぇおうゃぇ ょけぉさう 
たけさぇ すは しさっとぇ きくけゅけ. ╉ぇすけ 
]すけえつけ ]すけっゃ, しかけあうか くぇつぇかけ
すけ くぇ っかっおすさけくくけすけ けすつうすぇくっ ゃ 
ょけちっかくうは しおけお. ╇ しなこさせゅぇすぇ きせ 
╋ぇさうは ]すけっゃぇ, きぇえしすけさ ゃ ぉっい
きけすけさくけすけ かっすっくっ. ┿さしっくぇかっち. 
‶ぇお けす ╁ぇさくぇ. ╁ しっきっえしすゃけすけ 
くぇ ぇゃうぇすけさうすっ たけさぇすぇ しっ けぉう
つぇす. ′っ っ つせょくけ, つっ う しっゅぇ, おけ
ゅぇすけ ゅけゃけさうき しぇきけ いぇ くっは, すは 
くっこさっきっくくけ うしおぇ ょぇ しこけょっかう 
さぇょけしすすぇ しう し ゃしうつおう „たゃなさつぇ
とう たけさぇ“, おけうすけ こけいくぇゃぇ – ょぇ 
ゅう こけいょさぇゃう. ′っこさっきっくくけ! 
╁ くぇつぇかけすけ しおぇつぇす  し 〉‶ – 15, 

こけ-おなしくけ うょゃぇす ょくうすっ くぇ こぇさぇ
そけえか – こぇさぇてせすなす くぇ くけゃけすけ 
ゃさっきっ, おけえすけ ゃっつっ くっ っ ゃ こけ
いくぇすぇすぇ おさなゅかぇ そけさきぇ. 
【うおけゃぇ う ょけ しっゅぇ ういかなつゃぇ 

とぇしすうっ, とけき しすぇくっ ょせきぇ  いぇ 
こぇさぇてせすういきぇ. ┿ しぇ きうくぇかう 
ゅけょうくう. ╃ゃっすっ とっさおう ゃっつっ 
ゃなさゃはす くぇこさっょ. ╋ぇさうは っ  し 
ょうこかけきぇ けす ╁けっくくけきけさしおけすけ 
ゃなゃ ╁ぇさくぇ, きぇゅうしすなさ こけ こさぇゃけ 
う ぉういくっし おせさし けす 》けかぇくょうは, ぇ 
きけきうつっすけ けす しこうしぇくうっ „‶ぇすさう
けす“ – ‶ぇゃかうくぇ, いぇゃなさてうかぇ すせ

さういなき, ゃっつっ こけかせつぇゃぇ くぇゅさぇょう 
けす さぇぉけすけょぇすっかう. ╇ ょゃっすっ しぇ ゃ 
つせあぉうくぇ. ′け ‶かぇきっく, ゃけかっえ
ぉけかうしすなす, しさっとくぇか あっくぇすぇ くぇ 
あうゃけすぇ しう ゃ しかせあっぉくうは ぇゃすけ
ぉせし くぇ „[けいうすっ” おなき ╁ぇさくぇ う 
けぉさぇすくけ う いぇゃっか は こけつすう ゃっょ
くぇゅぇ くぇ ╊なゃけゃぇすぇ つってきぇ, しう っ 
すせお. ╁ ╉ぇいぇくかなお. ╁ „┿さしっくぇか“. 
╉なょっすけ ゃうくぇゅう っ ぉうか. ╁ くぇつぇ
かけすけ - う おぇすけ しなしすっいぇすっか くぇ 
そうさきっくけすけ „〈けさこっょけ“ – つぇしす 

けす はおぇすぇ ゅさせこぇ ゃけかっえぉけかうしすう – 
こけあぇさくうおぇさう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ.
‶かぇきっく っ う すけいう, おけえすけ ゃけょう 

╋ぇさせしは ゃ „┿さしっくぇか“ こさっい おさう
いうしくぇすぇ 1997-きぇ, おけゅぇすけ ぉうい
くっしなす, おけえすけ すは うきぇ, しすぇゃぇ ゃしっ 
こけ-すさせょっく ゃ ╅ぇく-╁うょっくけゃけすけ 
ゃさっきっ. „╇いおかのつうすっかくけ しなき 
ぉかぇゅけょぇさくぇ くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ 
きっ こけしさっとくぇたぇ ゃ „┿さしっくぇか“, 
こさういくぇゃぇ 【うおけゃぇ, さぇぉけすうかぇ 
ょけこさっょう きっしっち おぇすけ すったくうつっ

しおう しなすさせょくうお, ぇ しっゅぇ ゃっつっ – ゃ 
¨すょっか „]すぇくょぇさすういぇちうは“.  〈は 
うきぇ  こさうくけし う おなき ゅかぇしけゃっすっ 
くぇ ぇさしっくぇかしおうは しきっしっく たけさ し 
ょうさうゅっくす ╃うきうすなさ ╉ぇしなさけゃ - 
╋うきけ. ╋けきうつっすけ, おけっすけ くはおけ
ゅぇ しっ たゃなさかは しきっかけ おなき いっきは
すぇ ちっかう  2000 こなすう けす たうかはょう 
きっすさう くっぉっしくぇ ゃうしけつうくぇ, こさけ
ょなかあぇゃぇ ょぇ ちっくう ゃさっきっすけ, ゃ 
おけっすけ すは, こけ-ょけぉさっ けす ゃしうつおう 
いくぇっ, つっ ゃしはおぇ しっおせくょぇ っ ちっく
くぇ. ]かっょ おせさしけゃっ こけ くっきしおう う 
ぇくゅかうえしおう う しこっちうぇかういぇちうは 
こけ こさぇゃけ ゃ ╇‶╉ くぇ 〉′]], けす 
2012-すぇ 【うおけゃぇ っ ょうこかけきうさぇく 
のさうしす, ぇ ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ こけ
かせつぇゃぇ う こさぇゃけしこけしけぉくけしす けす 
こさぇゃけしなょくけすけ きうくうしすっさしすゃけ. 
╇ しっ つせゃしすゃぇ ゅけすけゃぇ. ╃ぇ しおぇつぇ. 
〈けいう こなす ゃ ぇかうくっうすっ くぇ いぇおけ
くぇ. ] せぉっあょっくうっすけ, つっ ゃしっ
おう っ さぇゃくけこけしすぇゃっく し ょさせゅうは. 
』っ つけゃっお くっ ぉうゃぇ ょぇ すなさしう ゃ 
ょさせゅけしすすぇ くっこさっきっくくけ ゃさぇあ
ょっぉくけしす,  つっ ゃかぇしす しなし しうかぇ う 
くっょけゃけかしすゃけ おなき  すっいう, おけうすけ 
は せこさぇあくはゃぇす, っ ぉっいこけかっいくぇ. 
]ゃけぉけょぇすぇ, おけはすけ ╋ぇさせしは くは
おけゅぇ  せしっとぇ ゃ かっすっくっすけ, いぇ くっは 
しっゅぇ っ ういぉけさなす ょぇ ぉなょって しっぉっ 
しう, ぉっい ょぇ こさっつうて くぇ ょさせゅうは ょぇ 
ぉなょっ すぇおなゃ, おぇおなゃすけ あっかぇっ. 〈は 

っ せぉっょっくぇ こけ きかぇょっあおう うしおさっ
くけ, つっ っょうくしすゃっくぇすぇ きはさおぇ いぇ 
すけゃぇ っ こさぇゃけすけ. 
]ゃけぉけょぇすぇ –  けくぇは ゃっょさぇ 

けきぇは, うょゃぇとぇ けす ╀ぇかおぇくぇ くぇょ 
【うこおぇ う こけ-ょぇかっつ. ╀ぇかおぇ
くなす, つううすけ ゅけさう けとっ  てせきはす し 
かっゅっくょうすっ いぇ ′っょぇ ゃけえゃけょぇ. 
╉けきうすぇすぇ, いぇ おけはすけ ぉぇぉうくうすっ 
こさうおぇいおう くぇてっこゃぇす さけょしすゃっくう 
しこけきっくう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╋ぇさせしは 【うおけゃぇ. ╄ょくけ きけきうつっ くぇ 60. ╉けえすけ くっ ゃはさゃぇ ゃ きかぇょっあおうは え ょせた, こさけしすけ くっ は こけいくぇゃぇ. ╋ぇえしすけさ くぇ しこけさすぇ. ‶ぇさぇてせすうしす. ╀ぇか
おぇくしおう てぇきこうけく けす 1977-きぇ – ╉ぇいぇくかなお; [っこせぉかうおぇくしおう てぇきこうけく けす 1977-きぇ – ╉ぇいぇくかなお; こっすけ うくょうゃうょせぇかくけ きはしすけ けす ]ゃっすけゃくうは 
てぇきこうけくぇす 1980-すぇ, ╉ぇいぇくかなお. „╉ぇいぇくかなお! ]すぇくぇ すぇおぇ, つっ ゃしうつおけ ゃぇあくけ ゃ あうゃけすぇ きう しっ しかせつう すせお“, おぇいゃぇ ╋ぇさせしは. 〈は っ けす ╁ぇさくぇ. ′け 
くっ しなゃしっき – さけょけゃうすっ しけおけゃっ すさなゅゃぇす けす ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ ゃ ぉせさくうすっ ゅけょうくう くぇ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ, おけゅぇすけ きくけゅけ てうこつっくちう ぉはゅぇす, いぇ 
ょぇ しこぇしはす あうゃけすぇ しう けす こけゅさけきうすっ くぇ すせさしおうすっ ゃけえしおう. „╁さなとぇて しっ こさう おけさっくうすっ しう“, おぇいゃぇ ぉぇぉぇすぇ くぇ ╋ぇさせしは, おけゅぇすけ せいくぇゃぇ, つっ すは 
けしすぇゃぇ ゃ ゅさぇょぇ, くぇ つうえすけ こかけとぇょ っょうく きかぇょっあ – ‶かぇきっく, は いぇゃっか ょぇ けこうすぇ ゃけょぇすぇ くぇ  『ぇさしおぇすぇ つってきぇ しおけさけ しかっょ こなさゃぇすぇ うき しさっとぇ. 
╁けかっえぉけかうしす. ╋なあ, こけ つううすけ ぇさしっくぇかしおう こなすっおう こけ-おなしくけ すさなゅゃぇ う きけさしおけすけ きけきうつっ, おけっすけ けぉうつぇ ╀ぇかおぇくぇ.   

〈あちとつみ つひつ つかすかこつてうそてそ つけ

〈あちとつみ: つたそすかせけ け おそさとすかせてけ

′ぇょはゃぇきっ しっ しなとけ すっいう ゃかけ-
あっくう しさっょしすゃぇ ょぇ いぇこけつくぇす, 
ょけ 5 ゅけょうくう っ こけしすぇゃっくぇすぇ けす 
くぇし しぇきうすっ いぇょぇつぇ, ょぇ しっ ゃさな-
とぇす う ょけさう ょぇ くけしはす こっつぇかぉぇ. 

╁なこさけし けす す. くぇさ. „いかけぉぇ 
くぇ ょっくは”,  ゅけしこけょうく ╇ぉせ-
てっゃ: くぇ こさっょこけしかっょくけ-
すけ いぇしっょぇくうっ くぇ きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす しっ つせたぇ けぉゃう-
くっくうは う せこさっちう おなき ╁ぇし う 
ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお”, つっ くっ こけょおさっこはすっ 
しこけさすぇ, くはきぇすっ けすくけてっくうっ 
おなき くっゅけ, くっ ょぇゃぇすっ ゃない-
きけあくけしす くぇ きかぇょう くぇょっあ-
ょう ょぇ しこけさすせゃぇす. ‶さけぉかっき-
くうはす おぇいせし ぉっ: ゃなさくぇすけ いぇ 
こさっさぇいゅかっあょぇくっ こさっょかけ-
あっくうっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょ-
きうくうしすさぇちうは いぇ ういこけかいゃぇ-
くっすけ くぇ こけきっとっくうはすぇ くぇ 
ぉうゃてぇすぇ ょうしおけすっおぇ ”]すぇさ” 
いぇ すさっくうさけゃなつくぇ いぇかぇ くぇ 
おかせぉぇ こけ ぉけさぉぇ. ╆ぇとけ ゅさせ-
こぇすぇ ゃう しっ ゃないょなさあぇ う くっ 
こけょおさっこう すけゃぇ こさっょかけあっ-
くうっ? 

- 〈ぇいう すっきぇ っ ういおかのつうすっか-
くけ ょさっぉくぇ いぇ きっく. ′うっ くっ 
しこさはたきっ ういこなかくっくうっすけ くぇ 
すけゃぇ こさっょかけあっくうっ くぇ ¨ぉとう-
くぇすぇ. ′うっ ゃさっきっくくけ ゅけ こさっ-
せしすぇくけゃうたきっ, ょけおぇすけ しっ くぇ-
きっさう こけ-ょけぉさけ さってっくうっ いぇ 
ういこけかいゃぇくっすけ くぇ すぇいう しゅさぇょぇ 
う すっいう こけきっとっくうは. ╃けおけか-
おけすけ しう しこけきくはき, しすぇゃぇてっ 
ょせきぇ いぇ 430 おゃ. きっすさぇ こかけと.  
╁なこさけしなす っ ょぇかう すぇいう こかけと 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ ょぇょっ いぇ こけかい-
ゃぇくっ けす しぇきけ っょうく おかせぉ うかう 
ょぇ しっ くぇきっさう こけ-けこすうきぇかくけ 
う さぇちうけくぇかくけ, こけ-こけかっいくけ う 
さぇぉけすっとけ さってっくうっ. ╇ すけゃぇ 
ぉってっ くぇてぇすぇ ちっか: ょぇ しっ くぇ-
きっさう くぇえ-ょけぉさけすけ さってっくうっ 
いぇ こけかいゃぇくっすけ くぇ すぇいう こかけと, 
くぇえ-けこすうきぇかくけすけ, こけかっいくけ-
すけ いぇ こけゃっつっ たけさぇ. ′ぇかう ゃ 
おさぇえくぇ しきっすおぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
すなさしう くぇえ-ょけぉさけすけ さってっくうっ. 
╆ぇすけゃぇ しきっ ゃ ¨ぉとうくしおうは しな-
ゃっす. ╆ぇとけすけ, しなゅかぇしっすっ しっ, 
つっ すさっくうさぇとうすっ ぉけさぉぇ くはきぇ 
おぇお ょぇ すさっくうさぇす こけ ちはか ょっく. 
〈さっくうさけゃおうすっ しぇ こけ くはおけか-
おけ つぇしぇ くぇ ょっく, こさう すけゃぇ くっ 
ゃしっおう ょっく. ┿ ゅけゃけさうき いぇ こけ-
きっとっくうっ けす 430 おゃ. き. う こさう-
きっさくけ 10 うかう 20 すさっくうさぇとう 
ぉけさぉぇ ょっちぇ. ╁なこさけしなす っ いぇとけ 
こさっい けしすぇくぇかけすけ ゃさっきっ すっいう 
こけきっとっくうは ょぇ くっ きけゅぇす ょぇ しっ 
こけかいゃぇす こけ ゅさぇそうお う けす ょさせゅう 
おかせぉけゃっ, おけうすけ くはきぇす  いぇかう 
ゃ きけきっくすぇ? ╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
すっいう こけきっとっくうは とっ すさはぉゃぇ う 
ょぇ しっ けすけこかはゃぇす. ′せあくけ っ ょぇ 
うきぇ うおけくけきうつっしおぇ かけゅうおぇ ゃなゃ 
ゃしはおけ っょくけ こさっょかけあっくうっ う 
さってっくうっ. ┿ ゃ ゅさぇょぇ うきぇ くぇょ 
30 さぇいかうつくう しこけさすくう おかせぉぇ. 

〉こさっおゃぇす ╁う, つっ くはきぇすっ 
けすくけてっくうっ おなき しこけさすぇ? 

- 〈けゃぇ ういけぉとけ くっ っ ゃはさくけ. 
╁うあすっ, ゃ „┿さしっくぇか” っ くぇえ-ょけ-
ぉさうはす ょっすしおけ-のくけてっしおう しなし-
すぇゃ こけ そせすぉけか ゃ けぉとうくぇすぇ! ╁ 
ょっすしおけ-のくけてっしおぇすぇ そせすぉけか-
くぇ ておけかぇ ゃっつっ うきぇ くぇょ 120 
ょっちぇ. ′うっ こけょゅけすゃはきっ おぇょさうすっ 
いぇ  ゅけかっきうは けすぉけさ くぇ „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ”. ╄かぇすっ う ゃうあすっ しすぇ-
ょうけくぇ くう, っおうこうすっ くぇ くぇてうすっ 
ょっちぇ, しこけさすくうすっ こけしけぉうは. ¨す-
ょっかくけ けす  すけゃぇ, こけょおさっこはき う 
しなき こけつっすっく こさっょしっょぇすっか くぇ 

《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”. ]なゃしっき 
くぇしおけさけ けすくけゃけ ょぇさうたきっ 10 
たうかはょう かっゃぇ いぇ すぇいう おぇせいぇ. 
╀っいこけつゃっくう しぇ すっいう けぉゃうくっ-
くうは. ┿ぉしせさょくう しぇ! ╇ ゃしっおう, 
おけえすけ うきぇ けつう う きっ こけいくぇゃぇ, 
ゃうあょぇ う いくぇっ, つっ すけゃぇ くっ っ 
すぇおぇ. 〈ぇ ぇい しぇきうはす しなき しこけさ-
すっく つけゃっお. ╇きぇき けすくけてっくうっ 
おなき しこけさすぇ. ╃ぇゃぇか しなき う とっ 
ょぇゃぇき. ╀うか しなき しさっょ くぇえ-ょけ-
ぉさうすっ ゃけょけかぇいう う ゅきせさおぇつう 
くぇ ╀なかゅぇさうは. ╆ぇ ょぇ こさうおかの-

つうき こけ ゃなこさけしぇ いぇ いぇかぇすぇ: 
とっ くぇこさぇゃは ゃしうつおけ ゃないきけあ-
くけ すぇいう こかけと ょぇ きけあっ ょぇ しっ 
こけかいゃぇ けす こけくっ 2 おかせぉぇ, いぇ-
とけすけ うきぇ う おかせぉけゃっ, おけうすけ 
くはきぇす う 43 おゃ. きっすさぇ こかけと,  
ょぇ くっ ゅけゃけさうき いぇ 430 おゃ. き. 
〈ゃなさょっ ょさっぉくぇ う いぇはょかうゃぇ 
ぉってっ すぇいう すっきぇ けすしすさぇくぇ くぇ 
くはおけう ゃぇてう おけかっゅう-あせさくぇ-
かうしすう. ′っ きう しっ おけきっくすうさぇ. 

′っ しゃうおくぇたすっ かう し きっしす-
くぇすぇ いかけぉぇ う いぇゃうしす? 

- ╁うあすっ, うきぇ ゃしっ こぇお くは-
おぇおゃぇ っすうおぇ ゃ けすくけてっくうはすぇ 
くう おぇすけ たけさぇ, くぇかう? 〈さはぉ-
ゃぇ ょぇ うきぇ すぇおぇゃぇ っすうおぇ. ′っ 
きけあっ ょぇ こうてって くっゅさぇきけすくけ 
う ょぇ うしおぇて ょぇ すう ゃはさゃぇす. ′っ 
きけあって ょぇ しっ けぉさなとぇて おなき 
おきっすぇ くぇ ゅさぇょぇ おぇすけ おなき 
„おきっすうちぇすぇ” うかう „]すけはくけゃぇ”. 
′っ きけあって ょぇ しっ けぉさなとぇて 
おなき  かうつくけしすうすっ  ぉっい せゃぇ-
あうすっかくけすけ „ゅけしこけょうくっ” うかう 
„ゅけしこけあけ”. ╄すけ ゃう しぇきけ っょうく 
こさけしす こさうきっさ けす ]┿】: すぇき, 
おぇすけ ゃおぇさゃぇす いぇすゃけさくうちうすっ ゃ 
おうかうはすぇ, ょけさう すけゅぇゃぇ しっ けぉ-
さなとぇす おなき すはた し „ゅけしこけょうくっ, 
すけゃぇ っ ゃぇてぇすぇ おうかうは”, ぇ すせお 
おぇおゃけ っ? ′はきぇ  っかっきっくすぇさくけ  
せゃぇあっくうっ  おなき かうつくけしすうすっ, 
おなき うくしすうすせちううすっ, おなき かうつ-
くけしすうすっ, おけうすけ しうきゃけかういう-
さぇす うくしすうすせちううすっ. 〈ぇおぇ くっ 
きけあっ ょぇ しっ ゃなさゃう くぇこさっょ. ′っ 
きけあっ! ╇きぇ しっさうけいっく ょっそう-
ちうす くぇ せゃぇあっくうっ う っかっきっく-
すぇさくぇ っすうおぇ ゃ きっょううすっ, けしけ-
ぉっくけ ゃ きっしすくうすっ. ]なあぇかはゃぇき, 
つっ ゅけ おぇいゃぇき, くけ っ そぇおす. ¨とっ 
っょうく こさうきっさ しゃなさいぇく し きっく. 
╁うあすっ しすぇすうはすぇ ゃ しぇえすぇ www.
kazanlyk.com けす 13 きぇえ 2015 
しなし いぇゅかぇゃうっ „¨ぉとうくしおうはす 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇこさぇゃう 
╇ぉせてっゃ こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく“ 
う ゃうあすっ „おさぇしうゃぇすぇ“ しくうきおぇ.

╁ すけいう ょせた - おぇお ゅかっょぇすっ 
くぇ ゃしうつおけ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇきけ くはおけかおけ 
きっしっちぇ こさっょう こけさっょくうすっ 
きっしすくう ういぉけさう. ′っさゃうすっ 
しぇ けこなくぇすう ゃっつっ, ぇ こさけすう-
ゃけぉけさしすゃけすけ すっこなさゃぇ とっ 
しっ けあっしすけつぇゃぇ. ╉ぇおゃう しぇ 
おけくおさっすくうすっ ぇきぉうちうう くぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” いぇ 
しかっょゃぇとうすっ ういぉけさう? 
- ‶なすせゃぇき きくけゅけ. ╁うあょぇき 

きくけゅけ. 】っ おぇあぇ しぇきけ ょゃっ 

ょせきう: とぇしすかうゃ しなき, つっ くぇ 
こさっょうてくうすっ ういぉけさう いぇかけあうた 
くぇ おぇさすぇすぇ „╂ぇかうくぇ ]すけはくけ-
ゃぇ” いぇ おきっす. 】ぇしすかうゃ しなき, つっ 
う おけかっゅうすっ きう けす „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお” きっ さぇいぉさぇたぇ う 
こけょおさっこうたぇ. ╇ くっ しぉなさおぇたきっ. 
〉ぉっょっくう しきっ ゃ すけゃぇ. ′っとけ 
こけゃっつっ: ゅけしこけあぇ ]すけはくけゃぇ, 
おぇすけ おきっす, ょぇあっ くぇょきうくぇゃぇ 
くはおけう くぇてう けつぇおゃぇくうは. 〈は 
くぇょたゃなさかう  しっぉっ しう う ゃなさゃう 
しきっかけ くぇこさっょ. ╇ ゃうあょぇき, つっ 
たけさぇすぇ しぇ ょけゃけかくう けす すけゃぇ, 
おけっすけ しすぇゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁な-
こさっおう, つっ こけかせつう くっ けしけぉっくけ 
ょけぉさけ くぇしかっょしすゃけ, ゅけしこけあぇ 
]すけはくけゃぇ せしこは し すうこうつくぇすぇ 
くっえくぇ あっくしおぇ くっあくぇ せこけさう-
すけしす /ぇい しなき こけ-しこさうたぇゃ/, くぇ 
おけはすけ しなき ぉうか しゃうょっすっか, ょぇ 
せしこけおけう けぉしすぇくけゃおぇすぇ う ょっ-
かうおぇすくけ, ょうこかけきぇすうつくけ ょぇ しう 
こさけおぇさゃぇ さってっくうはすぇ. ╇ すけ しっ 
ゃうあょぇ. ╁うょはか しなき は ゃ „ぉけは”. ╇ 
しなき きくけゅけ とぇしすかうゃ, つっ すけゃぇ, 
くぇ おけっすけ いぇかけあうたきっ, っ „ょっ-
しはすおぇすぇ“ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお” いぇ こけょおさっこぇ いぇ おきっす.  
[ぇょゃぇき しっ, つっ くうっ せしこはゃぇきっ 
ょぇ え しなょっえしすゃぇきっ すは ょぇ こさぇゃう 
すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう. ╉ぇいぇくかなお 
くうおけゅぇ くっ っ うきぇか こけ-ょけぉさぇ 
ゃういうは う こっさしこっおすうゃぇ けす しっ-
ゅぇてくぇすぇ: せかうちう, こぇさおけゃっ. ╆ぇ 
しなあぇかっくうっ, うきぇ う くっょけしすけえくう 
おぇいぇくかなつぇくう, おけうすけ くぇ ゃしうつ-
おけすけ たせぉぇゃけ - させてぇす, くっ せきっはす 
ょぇ しっ さぇょゃぇす, いかけぉっはす. ‶けおぇい-
ゃぇきっ っょくけ くうしおけ くうゃけ, おけっすけ, 
いぇ あぇかけしす, ょさっきっ ゃ さっょうちぇ 
たけさぇ. ‶さういけゃぇゃぇき おぇいぇくかなつぇ-
くう, おぇすけ ゃうょはす  こけょけぉくう いかけし-
すけさくうちう, ょぇ さっぇゅうさぇす. ╇きぇ 
すっかっそけくう, きけぉうかくう ぇこぇさぇすう 
いぇ すけゃぇ. ┿きう, しくうきぇえすっ ゅう, さっ-
ぇゅうさぇえすっ! ′っ きけあっ ょぇ しっ つせこう 
こさけしすけ いぇ おっそ, ょぇ しっ かのこはす 
しっきおう くぇ つうしすけすけ, ょぇ しっ しおせ-
ぉはす さけいう, ょぇ しっ ゃかういぇ し おけかぇ 
ゃ こぇさおぇ. ╇かう すけいう ゅさぇょ くっ 
いぇしかせあぇゃぇ, うかう こさけしすけ くう っ 

ゃ ょっそうちうす ゅさぇあょぇくしおぇすぇ ぉょう-
すっかくけしす. ╀けかう きっ, おぇすけ ゃうあょぇき 
おぇお くっ くう こせおぇ いぇ ゅさぇょぇ. 〈ぇ すけえ 
っ くぇて すけいう ゅさぇょ! 

╆ぇとけ ╁う  ぉけかう すけかおけゃぇ 
きくけゅけ いぇ ╉ぇいぇくかなお? 

- ╆ぇとけすけ すけゃぇ っ きけっすけ きはしすけ. 
┿い しなき おけさっくはお おぇいぇくかなつぇくうく. 
〈せお しなき さけょっく, すせお しぇ さけょっくう 
しっしすさぇ きう, さけょうすっかうすっ きう, すせお 
しぇ きけうすっ こさうはすっかう, ょっちぇすぇ 

きう. ′ぇてうはす ゅさぇょ うきぇ てぇくし ょぇ 
っ しさっょ すけこ 10 ゃ しすさぇくぇすぇ. ╂け-
ゃけさうか しなき しう し おきっすぇ ゅけしこけあぇ 
]すけはくけゃぇ, つっ うきぇきっ ぇきぉうちう-
はすぇ ょぇ こさっゃなさくっき すけいう ゅさぇょ 
ゃ くっとけ きくけゅけ たせぉぇゃけ. ╇ きけあっ 
ょぇ しすぇくっ, こけゃはさゃぇえすっ きう!  ╉せこ 
くっとぇ ょけぉぇゃう おなき ゃういうすくぇすぇ しう 
おぇさすうつおぇ ╉ぇいぇくかなお ぉかぇゅけょぇさっ-
くうっ せしうかうはすぇ くぇ おきっすぇ ゅけしこけ-
あぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ: ぉういくっしなす 
きけあっ しなとけ きくけゅけ ょぇ こけきぇゅぇ 
いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ けとっ 
きくけゅけ ゅさぇょしおう っきぉかっきう う すせ-
さうしすうつっしおう いぇぉっかっあうすっかくけしすう. 
╇ すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇゃう ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ ょぇ こけきぇゅぇ. ╁ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ - すけゃぇ っ くぇてうはす ょけき. ┿ 
うきぇ かう けすくけてっくうっ, うきぇ う さぇい-
ゃうすうっ. ╆ぇすけゃぇ こさういけゃぇゃぇき きけ-
うすっ しなゅさぇあょぇくう, おぇいぇくかなつぇくう: 
ょぇ こぇいうき すけゃぇ, おけっすけ しっ こさぇゃう. 
╆ぇとけすけ すけ っ くぇてっ, ぇ こぇさうすっ, し 
おけうすけ しっ こさぇゃう, しぇ ういおぇさぇくう けす 
くぇし, くっ しぇ けす くっぉっすけ. 

╇ おなょっ ゃなゃ ゃしうつおけ すけゃぇ しぇ 
ぇきぉうちううすっ くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお” いぇ しかっょゃぇとうすっ 
ういぉけさう? 

- ‶けいゃけかはゃぇき しう ょぇ けすゅけゃけ-
さは けす うきっすけ くぇ きけうすっ おけかっゅう, 
くけ しなき せぉっょっく, つっ とっ きっ こけょ-
おさっこはす. ′ぇえ-ゃっさけはすくけ くうっ けす 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” くはきぇ 
ょぇ ういょうゅぇきっ しゃけえ おぇくょうょぇす いぇ 
おきっす. ╇きぇたきっ すぇおぇゃぇ うょっは くぇ 
こさっょうてくうすっ ういぉけさう, っゃっくすせ-
ぇかくけ いぇ すっいう, ぇおけ しっ けおぇあったきっ 
くっょけゃけかくう けす さぇぉけすぇすぇ くぇ くぇ-
しすけはとうは おきっす. ′け すなえ おぇすけ しきっ 
ょけゃけかくう けす さぇぉけすぇすぇ くぇ おきっすぇ 
ゅけしこけあぇ ]すけはくけゃぇ う くっえくうは 
っおうこ, けす さぇぉけすぇすぇ くぇ こさっょしっ-
ょぇすっかは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
ゅけしこけょうく ╆かぇすぇくけゃ, けす さぇぉけ-
すぇすぇ くぇ しなゃっすぇ おぇすけ ちはかけ, いぇ-
すけゃぇ う とっ こけょおさっこうき  ゅけしこけ-
あぇ ]すけはくけゃぇ けすくけゃけ, ぇおけ すは しっ 
おぇくょうょぇすうさぇ けとっ ゃっょくなあ.  ╆ぇ 
くぇし っ ぉっいさぇいかうつくけ おけは こぇさすうは 

とっ は こけょおさっこう いぇ おきっす. ′うっ 
とっ こけょおさっこうき かうつくけしす, かう-
つくけしすすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. ╆ぇ 
くぇし くはきぇ いくぇつっくうっ おけは こぇさ-
すうは こけょおさっこは おきっすぇ, ぇ おけえ っ 
おきっすなす. ╇ とっ ゅけ こけょおさっこはきっ 
ゃなゃ ゃしうつおうすっ きせ ょけぉさう くぇつう-
くぇくうは. ┿ おけかおけすけ ょけ ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, すけ 
くうっ けすくけゃけ とっ せつぇしすゃぇきっ くぇ 
ういぉけさうすっ いぇ けぉとうくしおう しなゃっす-
くうちう, くぇえ-ゃっさけはすくけ し こけつすう 
しなとぇすぇ かうしすぇ, いぇとけすけ くうおけえ 
けす くぇし くっ しっ っ こさけきっくうか. ′うっ 
しきっ しう しなとうすっ たけさぇ. ┿すぇくぇし 
╀せさけゃ ゅけ っ おぇいぇか きくけゅけ すけつくけ: 
つっ ょっこせすぇすう すさはぉゃぇ ょぇ しぇ ぉけ-
ゅぇすう たけさぇ, おけうすけ, けすうゃぇえおう ゃ 
こぇさかぇきっくすぇ, けすうゃぇす くっ いぇ こぇ-
さうすっ, ぇ ょぇ いぇとうすぇゃぇす おぇせいう う 
うょっう. ┿い こけょおさっこはき すぇいう すっいぇ 
う こさぇゃは すけゃぇ, ょけおけかおけすけ きう っ 
ゃないきけあくけ. ╁しっ けとっ うきぇき しうかう 
う ゃないきけあくけしすう. 

′ぇ そうくぇかぇ: くぇ おけゅけ こけし-
ゃっとぇゃぇすっ すけゃぇ ゃうしけおけ こけ-
つっすくけ けすかうつうっ? 

-  ′ぇ きくけゅけ しおなこう う ゃぇあくう いぇ 
きっく たけさぇ: くぇ ちっかうは すさせょけゃ おけ-
かっおすうゃ くぇ „┿さしっくぇか” くぇつっかけ し 
きっくうょあなさしおうは っおうこ, おけえすけ けす 
18 ゅけょうくう くぇしぇき っ くっういきっくくけ 
ょけ きっく. ′ぇ こかっはょぇすぇ おぇょなさくう 
たけさぇ, おけうすけ きうかっはす いぇ „┿さしっ-
くぇか”, ょけこさうくぇしはす し すさせょぇ しう 
いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ そうさきぇすぇ. 
′ぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” う 
くぇてうすっ しうきこぇすういぇくすう, おけう-
すけ くう こけゃはさゃぇたぇ う さぇいぉさぇたぇ, 
つっ くっ しぇ ゅかぇしせゃぇかう くぇこさぇいくけ, 
いぇとけすけ しすけうき いぇょ こさぇゃょぇすぇ 
う ょけぉさけすけ. ╀っい すはた ぇい くっ ぉうた 
ぉうか くうおけえ. 】はた ょぇ しなき しぇき いぇ 
しっぉっ しう. ′うとけ こけゃっつっ. ┿ ぇい 
うしおぇき ょぇ しなき いぇ ゃしうつおう. ′っ 
しなき ゅけさょっかうゃ つけゃっお, しすさぇて-
くけ しなき しぇきけおさうすうつっく, くけ しう 
ょぇゃぇき ょけぉさぇ けちっくおぇ. ┿ すけゃぇ 
けいくぇつぇゃぇ, つっ さぇぉけすぇすぇ っ しゃなさ-
てっくぇ おぇおすけ すさはぉゃぇ. ╇ しなき しう 
こけしすぇゃうか ょけしすぇすなつくけ きくけゅけ 
くけゃう ちっかう う さぇぉけすぇ, いぇすけゃぇ う 
ういうしおゃぇき けす たけさぇすぇ おさぇえ きっく 
しなとけ ょぇ さぇぉけすはす きくけゅけ. ╇ すせお 
とっ こけきけかは いぇ こさけておぇ, ぇおけ くは-
おけゅぇ ゃ すぇいう ゅけくうすぉぇ くぇ いぇょぇ-
つうすっ しなき ゅう くぇゅさせぉうか, けぉうょうか, 
くけ う きけうすっ くっさゃう くっ ういょなさあぇす 
こけくはおけゅぇ. ′け くっ しなき いかけこぇきっ-
すっく. ╁はさゃぇき けぉぇつっ ゃ す. くぇさ. 
さっかうおすけゃぇ, ╁しっかっくしおぇ こぇきっす, 
ゃ おけはすけ くうとけ くっ しっ いぇぉさぇゃは: 
くうすけ ょけぉさけすけ, くうすけ かけてけすけ. ╇ 
ゃしはおけ ょけぉさけ しかっょ ゃさっきっ ぉうゃぇ 
ゃないくぇゅさぇょっくけ. ╉ぇさきぇ. 

′っ こさけこせしおぇすっ かう くっとけ? 

- ]うかゃうは. ╋くけゅけ え ぉかぇゅけょぇさは 
いぇすけゃぇ, つっ きっ すなさこう う きう ょぇゃぇ 
しうかう いぇ ゃしうつおうすっ いぇょぇつう, おけう-
すけ しなき しう こけしすぇゃうか.

〈せお,  ゃ ╉ぇいぇくかなお かう とっ 
あうゃっはす ょっちぇすぇ ╁う? 

- ╃ぇ.  „┿さしっくぇか” っ すせお. ┿い 
すっいう ょっちぇ しなき ゅう こけしゃっすうか くぇ 
„┿さしっくぇか”. 〈っ こさうくぇょかっあぇす 
くぇ „┿さしっくぇか”. 〈っ しぇ ぉなょっとう-
すっ さぇぉけすくうちう. ╋けあっ ょぇ たけょはす  
こけ しゃっすぇ, ょぇ せつぇす, くけ すっ とっ しっ 
ゃなさくぇす すせお う とっ しぇ すせお. ╄すけ, 
ゅけかっきうはす -  》さうしすけ, しっ ゃなさくぇ. 
╇ っ すせお. ╇ しなき きくけゅけ とぇしすかうゃ! 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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〉しっとぇくっすけ ょぇ かっすうて くぇょ 
╀ぇかおぇくぇ っ くっいぇきっくうきけ, おぇいゃぇ 
╋ぇさせしは: “╊っかっ, すけは ╀ぇかおぇく!“ 
– „〈けかおけゃぇ しうかぇ, おけはすけ すっ うい-
こなかゃぇ!“... 11 ゅけょうくう すは あう-
ゃっっ きっあょせ くっぉっすけ う いっきはすぇ. 
╀かういけ 2000 しおけおぇ う しすけすうちう 
しなしすっいぇくうは. ]なしすっいぇくうはすぇ しぇ 
くっとけすけ, いぇさぇょう おけっすけ ╋ぇさせ-
しは っ ゃ しこけさすぇ. 〉ょけゃけかしすゃうっすけ 
ょぇ しおけつうて, すさなこおぇすぇ けす くぇょ-
こさっゃぇさぇすぇ, あっかぇくうっすけ ょぇ こけ-

おぇあって くぇえ-ょけぉさけすけ けす しっぉっ 
しう, こさうはすっかしすゃぇすぇ, さぇょけしすうすっ, 
こさぇいくうちうすっ... ╁ しっきっえしすゃけすけ 

くぇ きかぇょぇすぇ ゃぇさくっくおぇ しこけさすなす 
っ くっとけ, ぉっい おけっすけ くっ きけあっ. ╁ 
いぇかぇすぇ は ゃけょう しっしすさぇ え  ]うえおぇ 
‶っすおけゃぇ, しゃっすけゃっく てぇきこうけく こけ 
しこけさすくぇ ゅうきくぇしすうおぇ. ╋ぇさせしは 
けこうすゃぇ し ゅうきくぇしすうおぇ う こかせゃぇ-
くっ ょけ ょっくは, ゃ おけえすけ こさうはすっか-
おぇ, せゃかっつっくぇ けす こぇさぇてせすうすっ, は 
ゃけょう くぇ きっょうちうくしおう こさっゅかっょ 
こさっょう こなさゃう しおけお. ̈ すうゃぇす ょゃっ-
すっ, くけ かっおぇさうすっ おぇいゃぇす „╃ぇ!“ 
しぇきけ くぇ ぉなょっとぇすぇ ╀ぇかおぇくしおぇ 
てぇきこうけくおぇ. ╋ぇさせしは ぉなさいけ 
きうくぇゃぇ こさっい ゃしうつおう ちっょおう ょけ 
きぇえしすけさしおけすけ いゃぇくうっ ゃ しこけさすぇ. 
′っけぉうつぇえくけ ぉなさいけ. ‶なさゃうはす 
かぇゅっさ-ておけかぇ, こけしかっ こけつうゃ-
おぇ, こけしかっ こぇお... ╁ぇさくっくしおぇすぇ 
ゅさせこぇ すさっくうさぇ くぇ ╉ぇかうきぇくちう, 
かっすうとっすけ しすぇゃぇ ょけき. ┿ゃうけおかせ-
ぉなす う ╉ぇさぇきぉぇすぇ – おぇおすけ くぇさう-
つぇす すさっくっさぇ ╉ぇさぇぉぇてっゃ, しぇ いぇ 
ゃしうつおう こけゃっつっ けす しっきっえしすゃけ. 
╆ぇすけゃぇ しなゃっすなす くぇ くぇしすぇゃくうおぇ: 
“′っ ういぉなさいゃぇえ, とっ こけかせつうて う 
ょさせゅけ こさっょかけあっくうっ...“, ういおぇ-
いぇく くぇ せたけ しかっょ っょくけ しなしすっいぇ-
くうっ, おけゅぇすけ ╋ぇさせしは こけかせつぇゃぇ 
こけおぇくぇ いぇ 『]╉┿, いぇ くっは しすぇゃぇ 
しなゃっす-いぇおけく. ╋かぇょぇすぇ くぇょっあ-
ょぇ けすおぇいゃぇ  すけこかぇすぇ こけおぇくぇ 
くぇ ┿くゅっか ╃けうくしおう. ╇ ょけつぇおゃぇ 
こうしきっくけすけ こさっょかけあっくうっ けす 
′ぇちうけくぇかくうは けすぉけさ.

‶なすはす おなき ╉ぇいぇくかなお
いぇきっくは こなすは おなき ]けそうは

╋ぇさせしは ゃっつっ っ いぇゃなさてうかぇ 
せつうかうとっ う うきぇ しこけさすっく けこうす. 
“╀はた ゅけすけゃぇ“, おぇいゃぇ こさけしすけ 
すは. ¨す くぇつぇかけすけ くぇ 1975-すぇ っ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇとけすけ すせお, おさぇえ 
¨ゃけとくうお,  っ ╀ぇいぇすぇ くぇ くぇちうけ-

〈╅『】』っ - 〈《〈¨ぁ╊【《,
[《╊【《 〉╊ 』》¨『╅ ╉╅ 』[╅ぁ╅

くぇかくうは けすぉけさ こけ こぇさぇてせすういなき. 
〈ぇき あうゃっはす, すぇき すさっくうさぇす, すぇき 
しぇ こさうはすっかしすゃぇすぇ, くぇょっあょうすっ, 
こけしすうあっくうはすぇ. ╁しうつおけ. ‶け-
くはおけゅぇ, こさっょう ゅけかっきう しなしすっ-
いぇくうは, くぇちうけくぇかうすっ さぇぉけすはす 
いぇっょくけ し 『]╉┿. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ 
ゃ けすぉけさぇ しなしすっいぇすっかうすっ しぇ くぇ 
すさせょけゃ ょけゅけゃけさ. ′はきぇす ょさせゅぇ 
さぇぉけすぇ – しおぇつぇす こさけそっしうけくぇか-
くけ. ╋くけゅけ けす たけさぇすぇ すせお ゃっつっ 
しぇ こけいくぇすう くぇ ╋ぇさせしは. ╁ぇさくっく-

おう ぉはたきっ ょけぉさう – ゃしっ し きっょぇ-
かう.“ 
【うおけゃぇ, こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 

っ けとっ ‶っすおけゃぇ, ゃかういぇ ゃ しっ-
かっおちうはすぇ, こさっょう  ょけさう ょぇ けす-
つっすっ しゃけうすっ 350 しおけおぇ. 〈けゃぇ っ 
しすさぇてくけ きぇかおけ. ′け すは くぇゃぇおし-
ゃぇ ぉなさいけ. ╄ょうくうつくうすっ ょけちっかくう 
しおけおけゃっ けす 800 きっすさぇ ゃうしけつう-
くぇ, ゅさせこけゃうすっ – けす 1000 きっすさぇ, 
ゃ おけうすけ しおぇつぇて ゃ くうておぇすぇ けす 
おけかっゅう, ぇおさけぉぇすうつくうすっ けす 2000 
きっすさぇ... ╋ぇさせしは ゃっつっ いくぇっ おぇお 
しっ ゃなさすはす しこうさぇかう ゃなゃ ゃない-
ょせたぇ, おぇお しっ せちっかゃぇ ちっくすなさ, 
おけえすけ けすゅけさっ しっ ゃうあょぇ おぇすけ 
すけつおぇ, おぇお しっ しかっょう し こけゅかっょ 
きうくうぇすのさくぇすぇ けす こすうつう こけ-
ゅかっょ しすさっかおぇ, おけはすけ けさうっくすうさぇ 
ぇおさけぉぇすおぇすぇ ゃなゃ ゃないょせたぇ, おぇお 
ょぇ せこさぇゃかはゃぇ こぇさぇてせすぇ しぇきけ 
し ょゃっ ゃなあっすぇ, おぇお しっ しかっょう 
ょゃうあっくうっすけ くぇ ゃないょせたぇ, ょけ-
おぇすけ こぇょぇて, おぇお しっ さぇいこさっょっ-
かはす しっおせくょうすっ ゃ  ぉっいゅさってくう 
ょゃうあっくうは くぇ すはかけすけ. ╇ょゃぇす 
う こけしすうあっくうはすぇ. ╋っょぇかうすっ, 
てぇきこうけくしおうすっ すうすかう, こせぉかう-
おぇちううすっ ゃ こさっしぇすぇ, けゃぇちううすっ. 

]こうしぇくうっ „‶ぇすさうけす“ 
ういかういぇ し ╋ぇさせしは

くぇ おけさうちぇすぇ

╂けょうくぇすぇ っ 1981-ゃぇ, ぉさけえ わ 
5 - しかっょ ]ゃっすけゃくけすけ こけ こぇさぇ-
てせすういなき ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╋ぇさせしは 
っ くぇ おけさうちぇすぇ ゃ こさっゅさなょおぇ し 
きぇかおぇすぇ とっさおぇ ‶ぇゃかうくぇ. ╁っつっ 
っ ゃ ょっしっすおぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは いぇ 
くぇえ-ょけぉさう しこけさすうしすう いぇ 1980-
すぇ くぇ 『っくすさぇかくうは しなゃっす くぇ 
¨さゅぇくういぇちうはすぇ いぇ ゃけっくくけ-すった-
くうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ くぇしっ-
かっくうっすけ, おなき おけはすけ すけゅぇゃぇ っ う 
くぇちうけくぇかくうはす  けすぉけさ こけ こぇさぇ-
てせすういなき. ╁ おぇかっくょぇさぇ くぇ けさ-

ゅぇくういぇちうはすぇ いぇ 1981-ゃぇ ゅさっっ  う  
せしきうゃおぇすぇ くぇ ╋ぇさせしは. ╁ かうしすぇ 
いぇ きっしっち ぇゃゅせしす. ╉ぇかっくょぇさぇ すは 
しう こぇいう けとっ – いぇさぇょう しゃっすかうすっ 
しこけきっくう う いぇさぇょう ういこうしぇくうすっ 
かうつくけ けす すさっくぬけさぇ くぇ 『]╉┿ 
ょせきう: “] こけあっかぇくうっ くぇ ╋ぇさせ-
しは: ′っ いぇぉさぇゃはえ, つっ しう ぉうかぇ 
しなしすっいぇすっか こけ こぇさぇてせすういなき!“ 
′ぇこうしぇくけ っ けす しなとうは ┿くゅっか 
╃けうくしおう, おけきせすけ すは けすおぇいゃぇ, 
こさっょう ょぇ ういぉっさっ くぇちうけくぇか-

くうは けすぉけさ う ╉ぇいぇくかなお. ╇ すけつくけ 
すっいう ょせきう しぇ こさうつうくぇすぇ ╋ぇ-
させしは ょぇ けすおかうおくっ すぇおぇ すけこかけ 

くぇ こけおぇくぇすぇ くぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 
いぇ しさっとぇすぇ くう. 
╆ぇさぇょう こぇさぇてせすう-
いきぇ:  せしっとぇくっすけ, 
つっ こさっけょけかはゃぇて;  
きうしなかすぇ, つっ ゃしうつおけ 
いぇゃうしう けす すっぉ; せゃっ-
さっくけしすすぇ, つっ しすぇ-
ゃぇて ゃしっ こけ-ょけぉなさ; 
ぇょさっくぇかうくなす けす 
しさっとぇすぇ しなし しすさぇ-
たぇ, おけえすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ こけぉっょうて...
╉ぇすけ ゃしっおう っかう-

すっく しこけさすうしす, すは 
しなとけ おぇいゃぇ, つっ 
しこけさすなす ゃないこうすぇゃぇ, 
つっ ゅさぇょう ょうしちうこ-
かうくうさぇくう う こしう-
たうつっしおう せしすけえつうゃう 
たけさぇ, つっ しこけさすなす 
っ きけさぇか, つっ ょぇゃぇ 

ゃはさぇすぇ ゃ あうゃけすぇ, つっ しぇき  しう 
ゅさぇょうて ゃしうつおけ, つっ ぉぇかぇくしうさぇ 
っくっさゅうはすぇ, おけはすけ つっしすけ ょくっし 
ういぉうゃぇ ゃ ぇゅさっしうは. ′け こぇさぇてせ-
すういきなす っ けとっ くっとけ: ゅけくうすぉぇ 
くぇ しすさぇたぇ. ¨しけぉっくけ – ゃ くぇつぇ-
かけすけ. ╀っい ょぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 

しっ せしきうたゃぇ, ょけおぇすけ さぇいゅかっあょぇ 
おぇきぇさぇすぇ し ゅさぇきけすう, きっょぇかう, 
ゃっしすくうちう, しこうしぇくうは...,  【うおけ-
ゃぇ おぇいゃぇ: „]すさぇたなす っ しぇきけ ゃ 
くぇつぇかけすけ. ╃ぇ.”   

‶なさゃうはす しおけお くっ しっ いぇぉさぇゃは  

‶ぇさぇてせすなす: ‶╃ – 47. 〉しっとぇ-
くっすけ -  しはおぇて しすけうて くぇ っょくけ 
きはしすけ. ‶さう こなさゃうは ゃしうつおけ  っ 
くっこけゃすけさうきけ, おぇいゃぇ  ╋ぇさせしは. 

′け すけゃぇ きうくぇゃぇ ぉなさいけ. ╁なかくせ-
ゃぇとう しぇ う けす ゃすけさう  ょけ こっすう-
てっしすう しおけお. ] ゃさっきっすけ せしっとぇ-
くっすけ ゃなゃ ゃないょせたぇ しっ こさけきっくは, 
こけつゃぇて ょぇ せこさぇゃかはゃぇて しっぉっ 
しう.  ╆ぇとけすけ ゃしうつおけ っ せつっくっ くぇ 
けこさっょっかっくう こさぇゃうかぇ, すっけさうは 
けす いっきはすぇ, おけはすけ しっ こさうかぇゅぇ ゃ 
くっぉっすけ. ╃ぇ しっ さぇょゃぇて くぇ ゅかっょ-
おぇすぇ う くぇ くぇせつっくけすけ, ょぇ こさっ-
けょけかはゃぇて しすさぇたぇ. ′はきぇ こうかけす 
う こぇさぇてせすうしす, おけえすけ ょぇ くっ 

おぇいゃぇ, つっ たけさぇすぇ けす ゃないょせたぇ しぇ 
くぇえ-ょけぉさうすっ たけさぇ, こけすゃなさあょぇ-
ゃぇ こさぇゃうかけすけ う てぇきこうけくおぇすぇ 
けす ╉ぇいぇくかなお. 〈ぇおうゃぇ ょけぉさう 
たけさぇ すは しさっとぇ きくけゅけ. ╉ぇすけ 
]すけえつけ ]すけっゃ, しかけあうか くぇつぇかけ-
すけ くぇ っかっおすさけくくけすけ けすつうすぇくっ ゃ 
ょけちっかくうは しおけお. ╇ しなこさせゅぇすぇ きせ 
╋ぇさうは ]すけっゃぇ, きぇえしすけさ ゃ ぉっい-
きけすけさくけすけ かっすっくっ. ┿さしっくぇかっち. 
‶ぇお けす ╁ぇさくぇ. ╁ しっきっえしすゃけすけ 
くぇ ぇゃうぇすけさうすっ たけさぇすぇ しっ けぉう-
つぇす. ′っ っ つせょくけ, つっ う しっゅぇ, おけ-
ゅぇすけ ゅけゃけさうき しぇきけ いぇ くっは, すは 
くっこさっきっくくけ うしおぇ ょぇ しこけょっかう 
さぇょけしすすぇ しう し ゃしうつおう „たゃなさつぇ-
とう たけさぇ“, おけうすけ こけいくぇゃぇ – ょぇ 
ゅう こけいょさぇゃう. ′っこさっきっくくけ! 
╁ くぇつぇかけすけ しおぇつぇす  し 〉‶ – 15, 

こけ-おなしくけ うょゃぇす ょくうすっ くぇ こぇさぇ-
そけえか – こぇさぇてせすなす くぇ くけゃけすけ 
ゃさっきっ, おけえすけ ゃっつっ くっ っ ゃ こけ-
いくぇすぇすぇ おさなゅかぇ そけさきぇ. 
【うおけゃぇ う ょけ しっゅぇ ういかなつゃぇ 

とぇしすうっ, とけき しすぇくっ ょせきぇ  いぇ 
こぇさぇてせすういきぇ. ┿ しぇ きうくぇかう 
ゅけょうくう. ╃ゃっすっ とっさおう ゃっつっ 
ゃなさゃはす くぇこさっょ. ╋ぇさうは っ  し 
ょうこかけきぇ けす ╁けっくくけきけさしおけすけ 
ゃなゃ ╁ぇさくぇ, きぇゅうしすなさ こけ こさぇゃけ 
う ぉういくっし おせさし けす 》けかぇくょうは, ぇ 
きけきうつっすけ けす しこうしぇくうっ „‶ぇすさう-
けす“ – ‶ぇゃかうくぇ, いぇゃなさてうかぇ すせ-

さういなき, ゃっつっ こけかせつぇゃぇ くぇゅさぇょう 
けす さぇぉけすけょぇすっかう. ╇ ょゃっすっ しぇ ゃ 
つせあぉうくぇ. ′け ‶かぇきっく, ゃけかっえ-
ぉけかうしすなす, しさっとくぇか あっくぇすぇ くぇ 
あうゃけすぇ しう ゃ しかせあっぉくうは ぇゃすけ-
ぉせし くぇ „[けいうすっ” おなき ╁ぇさくぇ う 
けぉさぇすくけ う いぇゃっか は こけつすう ゃっょ-
くぇゅぇ くぇ ╊なゃけゃぇすぇ つってきぇ, しう っ 
すせお. ╁ ╉ぇいぇくかなお. ╁ „┿さしっくぇか“. 
╉なょっすけ ゃうくぇゅう っ ぉうか. ╁ くぇつぇ-
かけすけ - う おぇすけ しなしすっいぇすっか くぇ 
そうさきっくけすけ „〈けさこっょけ“ – つぇしす 

けす はおぇすぇ ゅさせこぇ ゃけかっえぉけかうしすう – 
こけあぇさくうおぇさう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ.
‶かぇきっく っ う すけいう, おけえすけ ゃけょう 

╋ぇさせしは ゃ „┿さしっくぇか“ こさっい おさう-
いうしくぇすぇ 1997-きぇ, おけゅぇすけ ぉうい-
くっしなす, おけえすけ すは うきぇ, しすぇゃぇ ゃしっ 
こけ-すさせょっく ゃ ╅ぇく-╁うょっくけゃけすけ 
ゃさっきっ. „╇いおかのつうすっかくけ しなき 
ぉかぇゅけょぇさくぇ くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ 
きっ こけしさっとくぇたぇ ゃ „┿さしっくぇか“, 
こさういくぇゃぇ 【うおけゃぇ, さぇぉけすうかぇ 
ょけこさっょう きっしっち おぇすけ すったくうつっ-

しおう しなすさせょくうお, ぇ しっゅぇ ゃっつっ – ゃ 
¨すょっか „]すぇくょぇさすういぇちうは“.  〈は 
うきぇ  こさうくけし う おなき ゅかぇしけゃっすっ 
くぇ ぇさしっくぇかしおうは しきっしっく たけさ し 
ょうさうゅっくす ╃うきうすなさ ╉ぇしなさけゃ - 
╋うきけ. ╋けきうつっすけ, おけっすけ くはおけ-
ゅぇ しっ たゃなさかは しきっかけ おなき いっきは-
すぇ ちっかう  2000 こなすう けす たうかはょう 
きっすさう くっぉっしくぇ ゃうしけつうくぇ, こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ ちっくう ゃさっきっすけ, ゃ 
おけっすけ すは, こけ-ょけぉさっ けす ゃしうつおう 
いくぇっ, つっ ゃしはおぇ しっおせくょぇ っ ちっく-
くぇ. ]かっょ おせさしけゃっ こけ くっきしおう う 
ぇくゅかうえしおう う しこっちうぇかういぇちうは 
こけ こさぇゃけ ゃ ╇‶╉ くぇ 〉′]], けす 
2012-すぇ 【うおけゃぇ っ ょうこかけきうさぇく 
のさうしす, ぇ ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ こけ-
かせつぇゃぇ う こさぇゃけしこけしけぉくけしす けす 
こさぇゃけしなょくけすけ きうくうしすっさしすゃけ. 
╇ しっ つせゃしすゃぇ ゅけすけゃぇ. ╃ぇ しおぇつぇ. 
〈けいう こなす ゃ ぇかうくっうすっ くぇ いぇおけ-
くぇ. ] せぉっあょっくうっすけ, つっ ゃしっ-
おう っ さぇゃくけこけしすぇゃっく し ょさせゅうは. 
』っ つけゃっお くっ ぉうゃぇ ょぇ すなさしう ゃ 
ょさせゅけしすすぇ くっこさっきっくくけ ゃさぇあ-
ょっぉくけしす,  つっ ゃかぇしす しなし しうかぇ う 
くっょけゃけかしすゃけ おなき  すっいう, おけうすけ 
は せこさぇあくはゃぇす, っ ぉっいこけかっいくぇ. 
]ゃけぉけょぇすぇ, おけはすけ ╋ぇさせしは くは-
おけゅぇ  せしっとぇ ゃ かっすっくっすけ, いぇ くっは 
しっゅぇ っ ういぉけさなす ょぇ ぉなょって しっぉっ 
しう, ぉっい ょぇ こさっつうて くぇ ょさせゅうは ょぇ 
ぉなょっ すぇおなゃ, おぇおなゃすけ あっかぇっ. 〈は 

っ せぉっょっくぇ こけ きかぇょっあおう うしおさっ-
くけ, つっ っょうくしすゃっくぇすぇ きはさおぇ いぇ 
すけゃぇ っ こさぇゃけすけ. 
]ゃけぉけょぇすぇ –  けくぇは ゃっょさぇ 

けきぇは, うょゃぇとぇ けす ╀ぇかおぇくぇ くぇょ 
【うこおぇ う こけ-ょぇかっつ. ╀ぇかおぇ-
くなす, つううすけ ゅけさう けとっ  てせきはす し 
かっゅっくょうすっ いぇ ′っょぇ ゃけえゃけょぇ. 
╉けきうすぇすぇ, いぇ おけはすけ ぉぇぉうくうすっ 
こさうおぇいおう くぇてっこゃぇす さけょしすゃっくう 
しこけきっくう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╋ぇさせしは 【うおけゃぇ. ╄ょくけ きけきうつっ くぇ 60. ╉けえすけ くっ ゃはさゃぇ ゃ きかぇょっあおうは え ょせた, こさけしすけ くっ は こけいくぇゃぇ. ╋ぇえしすけさ くぇ しこけさすぇ. ‶ぇさぇてせすうしす. ╀ぇか-
おぇくしおう てぇきこうけく けす 1977-きぇ – ╉ぇいぇくかなお; [っこせぉかうおぇくしおう てぇきこうけく けす 1977-きぇ – ╉ぇいぇくかなお; こっすけ うくょうゃうょせぇかくけ きはしすけ けす ]ゃっすけゃくうは 
てぇきこうけくぇす 1980-すぇ, ╉ぇいぇくかなお. „╉ぇいぇくかなお! ]すぇくぇ すぇおぇ, つっ ゃしうつおけ ゃぇあくけ ゃ あうゃけすぇ きう しっ しかせつう すせお“, おぇいゃぇ ╋ぇさせしは. 〈は っ けす ╁ぇさくぇ. ′け 
くっ しなゃしっき – さけょけゃうすっ しけおけゃっ すさなゅゃぇす けす ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ ゃ ぉせさくうすっ ゅけょうくう くぇ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ, おけゅぇすけ きくけゅけ てうこつっくちう ぉはゅぇす, いぇ 
ょぇ しこぇしはす あうゃけすぇ しう けす こけゅさけきうすっ くぇ すせさしおうすっ ゃけえしおう. „╁さなとぇて しっ こさう おけさっくうすっ しう“, おぇいゃぇ ぉぇぉぇすぇ くぇ ╋ぇさせしは, おけゅぇすけ せいくぇゃぇ, つっ すは 
けしすぇゃぇ ゃ ゅさぇょぇ, くぇ つうえすけ こかけとぇょ っょうく きかぇょっあ – ‶かぇきっく, は いぇゃっか ょぇ けこうすぇ ゃけょぇすぇ くぇ  『ぇさしおぇすぇ つってきぇ しおけさけ しかっょ こなさゃぇすぇ うき しさっとぇ. 
╁けかっえぉけかうしす. ╋なあ, こけ つううすけ ぇさしっくぇかしおう こなすっおう こけ-おなしくけ すさなゅゃぇ う きけさしおけすけ きけきうつっ, おけっすけ けぉうつぇ ╀ぇかおぇくぇ.   

〈あちとつみ つひつ つかすかこつてうそてそ つけ

〈あちとつみ: つたそすかせけ け おそさとすかせてけ

′ぇょはゃぇきっ しっ しなとけ すっいう ゃかけ
あっくう しさっょしすゃぇ ょぇ いぇこけつくぇす, 
ょけ 5 ゅけょうくう っ こけしすぇゃっくぇすぇ けす 
くぇし しぇきうすっ いぇょぇつぇ, ょぇ しっ ゃさな
とぇす う ょけさう ょぇ くけしはす こっつぇかぉぇ. 

╁なこさけし けす す. くぇさ. „いかけぉぇ 
くぇ ょっくは”,  ゅけしこけょうく ╇ぉせ
てっゃ: くぇ こさっょこけしかっょくけ
すけ いぇしっょぇくうっ くぇ きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす しっ つせたぇ けぉゃう
くっくうは う せこさっちう おなき ╁ぇし う 
ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ
いぇくかなお”, つっ くっ こけょおさっこはすっ 
しこけさすぇ, くはきぇすっ けすくけてっくうっ 
おなき くっゅけ, くっ ょぇゃぇすっ ゃない
きけあくけしす くぇ きかぇょう くぇょっあ
ょう ょぇ しこけさすせゃぇす. ‶さけぉかっき
くうはす おぇいせし ぉっ: ゃなさくぇすけ いぇ 
こさっさぇいゅかっあょぇくっ こさっょかけ
あっくうっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょ
きうくうしすさぇちうは いぇ ういこけかいゃぇ
くっすけ くぇ こけきっとっくうはすぇ くぇ 
ぉうゃてぇすぇ ょうしおけすっおぇ ”]すぇさ” 
いぇ すさっくうさけゃなつくぇ いぇかぇ くぇ 
おかせぉぇ こけ ぉけさぉぇ. ╆ぇとけ ゅさせ
こぇすぇ ゃう しっ ゃないょなさあぇ う くっ 
こけょおさっこう すけゃぇ こさっょかけあっ
くうっ? 

- 〈ぇいう すっきぇ っ ういおかのつうすっか
くけ ょさっぉくぇ いぇ きっく. ′うっ くっ 
しこさはたきっ ういこなかくっくうっすけ くぇ 
すけゃぇ こさっょかけあっくうっ くぇ ¨ぉとう
くぇすぇ. ′うっ ゃさっきっくくけ ゅけ こさっ
せしすぇくけゃうたきっ, ょけおぇすけ しっ くぇ
きっさう こけ-ょけぉさけ さってっくうっ いぇ 
ういこけかいゃぇくっすけ くぇ すぇいう しゅさぇょぇ 
う すっいう こけきっとっくうは. ╃けおけか
おけすけ しう しこけきくはき, しすぇゃぇてっ 
ょせきぇ いぇ 430 おゃ. きっすさぇ こかけと.  
╁なこさけしなす っ ょぇかう すぇいう こかけと 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ ょぇょっ いぇ こけかい
ゃぇくっ けす しぇきけ っょうく おかせぉ うかう 
ょぇ しっ くぇきっさう こけ-けこすうきぇかくけ 
う さぇちうけくぇかくけ, こけ-こけかっいくけ う 
さぇぉけすっとけ さってっくうっ. ╇ すけゃぇ 
ぉってっ くぇてぇすぇ ちっか: ょぇ しっ くぇ
きっさう くぇえ-ょけぉさけすけ さってっくうっ 
いぇ こけかいゃぇくっすけ くぇ すぇいう こかけと, 
くぇえ-けこすうきぇかくけすけ, こけかっいくけ
すけ いぇ こけゃっつっ たけさぇ. ′ぇかう ゃ 
おさぇえくぇ しきっすおぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
すなさしう くぇえ-ょけぉさけすけ さってっくうっ. 
╆ぇすけゃぇ しきっ ゃ ¨ぉとうくしおうは しな
ゃっす. ╆ぇとけすけ, しなゅかぇしっすっ しっ, 
つっ すさっくうさぇとうすっ ぉけさぉぇ くはきぇ 
おぇお ょぇ すさっくうさぇす こけ ちはか ょっく. 
〈さっくうさけゃおうすっ しぇ こけ くはおけか
おけ つぇしぇ くぇ ょっく, こさう すけゃぇ くっ 
ゃしっおう ょっく. ┿ ゅけゃけさうき いぇ こけ
きっとっくうっ けす 430 おゃ. き. う こさう
きっさくけ 10 うかう 20 すさっくうさぇとう 
ぉけさぉぇ ょっちぇ. ╁なこさけしなす っ いぇとけ 
こさっい けしすぇくぇかけすけ ゃさっきっ すっいう 
こけきっとっくうは ょぇ くっ きけゅぇす ょぇ しっ 
こけかいゃぇす こけ ゅさぇそうお う けす ょさせゅう 
おかせぉけゃっ, おけうすけ くはきぇす  いぇかう 
ゃ きけきっくすぇ? ╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
すっいう こけきっとっくうは とっ すさはぉゃぇ う 
ょぇ しっ けすけこかはゃぇす. ′せあくけ っ ょぇ 
うきぇ うおけくけきうつっしおぇ かけゅうおぇ ゃなゃ 
ゃしはおけ っょくけ こさっょかけあっくうっ う 
さってっくうっ. ┿ ゃ ゅさぇょぇ うきぇ くぇょ 
30 さぇいかうつくう しこけさすくう おかせぉぇ. 

〉こさっおゃぇす ╁う, つっ くはきぇすっ 
けすくけてっくうっ おなき しこけさすぇ? 

- 〈けゃぇ ういけぉとけ くっ っ ゃはさくけ. 
╁うあすっ, ゃ „┿さしっくぇか” っ くぇえ-ょけ
ぉさうはす ょっすしおけ-のくけてっしおう しなし
すぇゃ こけ そせすぉけか ゃ けぉとうくぇすぇ! ╁ 
ょっすしおけ-のくけてっしおぇすぇ そせすぉけか
くぇ ておけかぇ ゃっつっ うきぇ くぇょ 120 
ょっちぇ. ′うっ こけょゅけすゃはきっ おぇょさうすっ 
いぇ  ゅけかっきうは けすぉけさ くぇ „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ”. ╄かぇすっ う ゃうあすっ しすぇ
ょうけくぇ くう, っおうこうすっ くぇ くぇてうすっ 
ょっちぇ, しこけさすくうすっ こけしけぉうは. ¨す
ょっかくけ けす  すけゃぇ, こけょおさっこはき う 
しなき こけつっすっく こさっょしっょぇすっか くぇ 

《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”. ]なゃしっき 
くぇしおけさけ けすくけゃけ ょぇさうたきっ 10 
たうかはょう かっゃぇ いぇ すぇいう おぇせいぇ. 
╀っいこけつゃっくう しぇ すっいう けぉゃうくっ
くうは. ┿ぉしせさょくう しぇ! ╇ ゃしっおう, 
おけえすけ うきぇ けつう う きっ こけいくぇゃぇ, 
ゃうあょぇ う いくぇっ, つっ すけゃぇ くっ っ 
すぇおぇ. 〈ぇ ぇい しぇきうはす しなき しこけさ
すっく つけゃっお. ╇きぇき けすくけてっくうっ 
おなき しこけさすぇ. ╃ぇゃぇか しなき う とっ 
ょぇゃぇき. ╀うか しなき しさっょ くぇえ-ょけ
ぉさうすっ ゃけょけかぇいう う ゅきせさおぇつう 
くぇ ╀なかゅぇさうは. ╆ぇ ょぇ こさうおかの

つうき こけ ゃなこさけしぇ いぇ いぇかぇすぇ: 
とっ くぇこさぇゃは ゃしうつおけ ゃないきけあ
くけ すぇいう こかけと ょぇ きけあっ ょぇ しっ 
こけかいゃぇ けす こけくっ 2 おかせぉぇ, いぇ
とけすけ うきぇ う おかせぉけゃっ, おけうすけ 
くはきぇす う 43 おゃ. きっすさぇ こかけと,  
ょぇ くっ ゅけゃけさうき いぇ 430 おゃ. き. 
〈ゃなさょっ ょさっぉくぇ う いぇはょかうゃぇ 
ぉってっ すぇいう すっきぇ けすしすさぇくぇ くぇ 
くはおけう ゃぇてう おけかっゅう-あせさくぇ
かうしすう. ′っ きう しっ おけきっくすうさぇ. 

′っ しゃうおくぇたすっ かう し きっしす
くぇすぇ いかけぉぇ う いぇゃうしす? 

- ╁うあすっ, うきぇ ゃしっ こぇお くは
おぇおゃぇ っすうおぇ ゃ けすくけてっくうはすぇ 
くう おぇすけ たけさぇ, くぇかう? 〈さはぉ
ゃぇ ょぇ うきぇ すぇおぇゃぇ っすうおぇ. ′っ 
きけあっ ょぇ こうてって くっゅさぇきけすくけ 
う ょぇ うしおぇて ょぇ すう ゃはさゃぇす. ′っ 
きけあって ょぇ しっ けぉさなとぇて おなき 
おきっすぇ くぇ ゅさぇょぇ おぇすけ おなき 
„おきっすうちぇすぇ” うかう „]すけはくけゃぇ”. 
′っ きけあって ょぇ しっ けぉさなとぇて 
おなき  かうつくけしすうすっ  ぉっい せゃぇ
あうすっかくけすけ „ゅけしこけょうくっ” うかう 
„ゅけしこけあけ”. ╄すけ ゃう しぇきけ っょうく 
こさけしす こさうきっさ けす ]┿】: すぇき, 
おぇすけ ゃおぇさゃぇす いぇすゃけさくうちうすっ ゃ 
おうかうはすぇ, ょけさう すけゅぇゃぇ しっ けぉ
さなとぇす おなき すはた し „ゅけしこけょうくっ, 
すけゃぇ っ ゃぇてぇすぇ おうかうは”, ぇ すせお 
おぇおゃけ っ? ′はきぇ  っかっきっくすぇさくけ  
せゃぇあっくうっ  おなき かうつくけしすうすっ, 
おなき うくしすうすせちううすっ, おなき かうつ
くけしすうすっ, おけうすけ しうきゃけかういう
さぇす うくしすうすせちううすっ. 〈ぇおぇ くっ 
きけあっ ょぇ しっ ゃなさゃう くぇこさっょ. ′っ 
きけあっ! ╇きぇ しっさうけいっく ょっそう
ちうす くぇ せゃぇあっくうっ う っかっきっく
すぇさくぇ っすうおぇ ゃ きっょううすっ, けしけ
ぉっくけ ゃ きっしすくうすっ. ]なあぇかはゃぇき, 
つっ ゅけ おぇいゃぇき, くけ っ そぇおす. ¨とっ 
っょうく こさうきっさ しゃなさいぇく し きっく. 
╁うあすっ しすぇすうはすぇ ゃ しぇえすぇ www.
kazanlyk.com けす 13 きぇえ 2015 
しなし いぇゅかぇゃうっ „¨ぉとうくしおうはす 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇこさぇゃう 
╇ぉせてっゃ こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく“ 
う ゃうあすっ „おさぇしうゃぇすぇ“ しくうきおぇ.

╁ すけいう ょせた - おぇお ゅかっょぇすっ 
くぇ ゃしうつおけ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇきけ くはおけかおけ 
きっしっちぇ こさっょう こけさっょくうすっ 
きっしすくう ういぉけさう. ′っさゃうすっ 
しぇ けこなくぇすう ゃっつっ, ぇ こさけすう
ゃけぉけさしすゃけすけ すっこなさゃぇ とっ 
しっ けあっしすけつぇゃぇ. ╉ぇおゃう しぇ 
おけくおさっすくうすっ ぇきぉうちうう くぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” いぇ 
しかっょゃぇとうすっ ういぉけさう? 
- ‶なすせゃぇき きくけゅけ. ╁うあょぇき 

きくけゅけ. 】っ おぇあぇ しぇきけ ょゃっ 

ょせきう: とぇしすかうゃ しなき, つっ くぇ 
こさっょうてくうすっ ういぉけさう いぇかけあうた 
くぇ おぇさすぇすぇ „╂ぇかうくぇ ]すけはくけ
ゃぇ” いぇ おきっす. 】ぇしすかうゃ しなき, つっ 
う おけかっゅうすっ きう けす „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお” きっ さぇいぉさぇたぇ う 
こけょおさっこうたぇ. ╇ くっ しぉなさおぇたきっ. 
〉ぉっょっくう しきっ ゃ すけゃぇ. ′っとけ 
こけゃっつっ: ゅけしこけあぇ ]すけはくけゃぇ, 
おぇすけ おきっす, ょぇあっ くぇょきうくぇゃぇ 
くはおけう くぇてう けつぇおゃぇくうは. 〈は 
くぇょたゃなさかう  しっぉっ しう う ゃなさゃう 
しきっかけ くぇこさっょ. ╇ ゃうあょぇき, つっ 
たけさぇすぇ しぇ ょけゃけかくう けす すけゃぇ, 
おけっすけ しすぇゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁な
こさっおう, つっ こけかせつう くっ けしけぉっくけ 
ょけぉさけ くぇしかっょしすゃけ, ゅけしこけあぇ 
]すけはくけゃぇ せしこは し すうこうつくぇすぇ 
くっえくぇ あっくしおぇ くっあくぇ せこけさう
すけしす /ぇい しなき こけ-しこさうたぇゃ/, くぇ 
おけはすけ しなき ぉうか しゃうょっすっか, ょぇ 
せしこけおけう けぉしすぇくけゃおぇすぇ う ょっ
かうおぇすくけ, ょうこかけきぇすうつくけ ょぇ しう 
こさけおぇさゃぇ さってっくうはすぇ. ╇ すけ しっ 
ゃうあょぇ. ╁うょはか しなき は ゃ „ぉけは”. ╇ 
しなき きくけゅけ とぇしすかうゃ, つっ すけゃぇ, 
くぇ おけっすけ いぇかけあうたきっ, っ „ょっ
しはすおぇすぇ“ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ
いぇくかなお” いぇ こけょおさっこぇ いぇ おきっす.  
[ぇょゃぇき しっ, つっ くうっ せしこはゃぇきっ 
ょぇ え しなょっえしすゃぇきっ すは ょぇ こさぇゃう 
すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう. ╉ぇいぇくかなお 
くうおけゅぇ くっ っ うきぇか こけ-ょけぉさぇ 
ゃういうは う こっさしこっおすうゃぇ けす しっ
ゅぇてくぇすぇ: せかうちう, こぇさおけゃっ. ╆ぇ 
しなあぇかっくうっ, うきぇ う くっょけしすけえくう 
おぇいぇくかなつぇくう, おけうすけ くぇ ゃしうつ
おけすけ たせぉぇゃけ - させてぇす, くっ せきっはす 
ょぇ しっ さぇょゃぇす, いかけぉっはす. ‶けおぇい
ゃぇきっ っょくけ くうしおけ くうゃけ, おけっすけ, 
いぇ あぇかけしす, ょさっきっ ゃ さっょうちぇ 
たけさぇ. ‶さういけゃぇゃぇき おぇいぇくかなつぇ
くう, おぇすけ ゃうょはす  こけょけぉくう いかけし
すけさくうちう, ょぇ さっぇゅうさぇす. ╇きぇ 
すっかっそけくう, きけぉうかくう ぇこぇさぇすう 
いぇ すけゃぇ. ┿きう, しくうきぇえすっ ゅう, さっ
ぇゅうさぇえすっ! ′っ きけあっ ょぇ しっ つせこう 
こさけしすけ いぇ おっそ, ょぇ しっ かのこはす 
しっきおう くぇ つうしすけすけ, ょぇ しっ しおせ
ぉはす さけいう, ょぇ しっ ゃかういぇ し おけかぇ 
ゃ こぇさおぇ. ╇かう すけいう ゅさぇょ くっ 
いぇしかせあぇゃぇ, うかう こさけしすけ くう っ 

ゃ ょっそうちうす ゅさぇあょぇくしおぇすぇ ぉょう
すっかくけしす. ╀けかう きっ, おぇすけ ゃうあょぇき 
おぇお くっ くう こせおぇ いぇ ゅさぇょぇ. 〈ぇ すけえ 
っ くぇて すけいう ゅさぇょ! 

╆ぇとけ ╁う  ぉけかう すけかおけゃぇ 
きくけゅけ いぇ ╉ぇいぇくかなお? 

- ╆ぇとけすけ すけゃぇ っ きけっすけ きはしすけ. 
┿い しなき おけさっくはお おぇいぇくかなつぇくうく. 
〈せお しなき さけょっく, すせお しぇ さけょっくう 
しっしすさぇ きう, さけょうすっかうすっ きう, すせお 
しぇ きけうすっ こさうはすっかう, ょっちぇすぇ 

きう. ′ぇてうはす ゅさぇょ うきぇ てぇくし ょぇ 
っ しさっょ すけこ 10 ゃ しすさぇくぇすぇ. ╂け
ゃけさうか しなき しう し おきっすぇ ゅけしこけあぇ 
]すけはくけゃぇ, つっ うきぇきっ ぇきぉうちう
はすぇ ょぇ こさっゃなさくっき すけいう ゅさぇょ 
ゃ くっとけ きくけゅけ たせぉぇゃけ. ╇ きけあっ 
ょぇ しすぇくっ, こけゃはさゃぇえすっ きう!  ╉せこ 
くっとぇ ょけぉぇゃう おなき ゃういうすくぇすぇ しう 
おぇさすうつおぇ ╉ぇいぇくかなお ぉかぇゅけょぇさっ
くうっ せしうかうはすぇ くぇ おきっすぇ ゅけしこけ
あぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ: ぉういくっしなす 
きけあっ しなとけ きくけゅけ ょぇ こけきぇゅぇ 
いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ けとっ 
きくけゅけ ゅさぇょしおう っきぉかっきう う すせ
さうしすうつっしおう いぇぉっかっあうすっかくけしすう. 
╇ すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇゃう ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ ょぇ こけきぇゅぇ. ╁ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ - すけゃぇ っ くぇてうはす ょけき. ┿ 
うきぇ かう けすくけてっくうっ, うきぇ う さぇい
ゃうすうっ. ╆ぇすけゃぇ こさういけゃぇゃぇき きけ
うすっ しなゅさぇあょぇくう, おぇいぇくかなつぇくう: 
ょぇ こぇいうき すけゃぇ, おけっすけ しっ こさぇゃう. 
╆ぇとけすけ すけ っ くぇてっ, ぇ こぇさうすっ, し 
おけうすけ しっ こさぇゃう, しぇ ういおぇさぇくう けす 
くぇし, くっ しぇ けす くっぉっすけ. 

╇ おなょっ ゃなゃ ゃしうつおけ すけゃぇ しぇ 
ぇきぉうちううすっ くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお” いぇ しかっょゃぇとうすっ 
ういぉけさう? 

- ‶けいゃけかはゃぇき しう ょぇ けすゅけゃけ
さは けす うきっすけ くぇ きけうすっ おけかっゅう, 
くけ しなき せぉっょっく, つっ とっ きっ こけょ
おさっこはす. ′ぇえ-ゃっさけはすくけ くうっ けす 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” くはきぇ 
ょぇ ういょうゅぇきっ しゃけえ おぇくょうょぇす いぇ 
おきっす. ╇きぇたきっ すぇおぇゃぇ うょっは くぇ 
こさっょうてくうすっ ういぉけさう, っゃっくすせ
ぇかくけ いぇ すっいう, ぇおけ しっ けおぇあったきっ 
くっょけゃけかくう けす さぇぉけすぇすぇ くぇ くぇ
しすけはとうは おきっす. ′け すなえ おぇすけ しきっ 
ょけゃけかくう けす さぇぉけすぇすぇ くぇ おきっすぇ 
ゅけしこけあぇ ]すけはくけゃぇ う くっえくうは 
っおうこ, けす さぇぉけすぇすぇ くぇ こさっょしっ
ょぇすっかは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
ゅけしこけょうく ╆かぇすぇくけゃ, けす さぇぉけ
すぇすぇ くぇ しなゃっすぇ おぇすけ ちはかけ, いぇ
すけゃぇ う とっ こけょおさっこうき  ゅけしこけ
あぇ ]すけはくけゃぇ けすくけゃけ, ぇおけ すは しっ 
おぇくょうょぇすうさぇ けとっ ゃっょくなあ.  ╆ぇ 
くぇし っ ぉっいさぇいかうつくけ おけは こぇさすうは 

とっ は こけょおさっこう いぇ おきっす. ′うっ 
とっ こけょおさっこうき かうつくけしす, かう
つくけしすすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. ╆ぇ 
くぇし くはきぇ いくぇつっくうっ おけは こぇさ
すうは こけょおさっこは おきっすぇ, ぇ おけえ っ 
おきっすなす. ╇ とっ ゅけ こけょおさっこはきっ 
ゃなゃ ゃしうつおうすっ きせ ょけぉさう くぇつう
くぇくうは. ┿ おけかおけすけ ょけ ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, すけ 
くうっ けすくけゃけ とっ せつぇしすゃぇきっ くぇ 
ういぉけさうすっ いぇ けぉとうくしおう しなゃっす
くうちう, くぇえ-ゃっさけはすくけ し こけつすう 
しなとぇすぇ かうしすぇ, いぇとけすけ くうおけえ 
けす くぇし くっ しっ っ こさけきっくうか. ′うっ 
しきっ しう しなとうすっ たけさぇ. ┿すぇくぇし 
╀せさけゃ ゅけ っ おぇいぇか きくけゅけ すけつくけ: 
つっ ょっこせすぇすう すさはぉゃぇ ょぇ しぇ ぉけ
ゅぇすう たけさぇ, おけうすけ, けすうゃぇえおう ゃ 
こぇさかぇきっくすぇ, けすうゃぇす くっ いぇ こぇ
さうすっ, ぇ ょぇ いぇとうすぇゃぇす おぇせいう う 
うょっう. ┿い こけょおさっこはき すぇいう すっいぇ 
う こさぇゃは すけゃぇ, ょけおけかおけすけ きう っ 
ゃないきけあくけ. ╁しっ けとっ うきぇき しうかう 
う ゃないきけあくけしすう. 

′ぇ そうくぇかぇ: くぇ おけゅけ こけし
ゃっとぇゃぇすっ すけゃぇ ゃうしけおけ こけ
つっすくけ けすかうつうっ? 

-  ′ぇ きくけゅけ しおなこう う ゃぇあくう いぇ 
きっく たけさぇ: くぇ ちっかうは すさせょけゃ おけ
かっおすうゃ くぇ „┿さしっくぇか” くぇつっかけ し 
きっくうょあなさしおうは っおうこ, おけえすけ けす 
18 ゅけょうくう くぇしぇき っ くっういきっくくけ 
ょけ きっく. ′ぇ こかっはょぇすぇ おぇょなさくう 
たけさぇ, おけうすけ きうかっはす いぇ „┿さしっ
くぇか”, ょけこさうくぇしはす し すさせょぇ しう 
いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ そうさきぇすぇ. 
′ぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” う 
くぇてうすっ しうきこぇすういぇくすう, おけう
すけ くう こけゃはさゃぇたぇ う さぇいぉさぇたぇ, 
つっ くっ しぇ ゅかぇしせゃぇかう くぇこさぇいくけ, 
いぇとけすけ しすけうき いぇょ こさぇゃょぇすぇ 
う ょけぉさけすけ. ╀っい すはた ぇい くっ ぉうた 
ぉうか くうおけえ. 】はた ょぇ しなき しぇき いぇ 
しっぉっ しう. ′うとけ こけゃっつっ. ┿ ぇい 
うしおぇき ょぇ しなき いぇ ゃしうつおう. ′っ 
しなき ゅけさょっかうゃ つけゃっお, しすさぇて
くけ しなき しぇきけおさうすうつっく, くけ しう 
ょぇゃぇき ょけぉさぇ けちっくおぇ. ┿ すけゃぇ 
けいくぇつぇゃぇ, つっ さぇぉけすぇすぇ っ しゃなさ
てっくぇ おぇおすけ すさはぉゃぇ. ╇ しなき しう 
こけしすぇゃうか ょけしすぇすなつくけ きくけゅけ 
くけゃう ちっかう う さぇぉけすぇ, いぇすけゃぇ う 
ういうしおゃぇき けす たけさぇすぇ おさぇえ きっく 
しなとけ ょぇ さぇぉけすはす きくけゅけ. ╇ すせお 
とっ こけきけかは いぇ こさけておぇ, ぇおけ くは
おけゅぇ ゃ すぇいう ゅけくうすぉぇ くぇ いぇょぇ
つうすっ しなき ゅう くぇゅさせぉうか, けぉうょうか, 
くけ う きけうすっ くっさゃう くっ ういょなさあぇす 
こけくはおけゅぇ. ′け くっ しなき いかけこぇきっ
すっく. ╁はさゃぇき けぉぇつっ ゃ す. くぇさ. 
さっかうおすけゃぇ, ╁しっかっくしおぇ こぇきっす, 
ゃ おけはすけ くうとけ くっ しっ いぇぉさぇゃは: 
くうすけ ょけぉさけすけ, くうすけ かけてけすけ. ╇ 
ゃしはおけ ょけぉさけ しかっょ ゃさっきっ ぉうゃぇ 
ゃないくぇゅさぇょっくけ. ╉ぇさきぇ. 

′っ こさけこせしおぇすっ かう くっとけ? 

- ]うかゃうは. ╋くけゅけ え ぉかぇゅけょぇさは 
いぇすけゃぇ, つっ きっ すなさこう う きう ょぇゃぇ 
しうかう いぇ ゃしうつおうすっ いぇょぇつう, おけう
すけ しなき しう こけしすぇゃうか.

〈せお,  ゃ ╉ぇいぇくかなお かう とっ 
あうゃっはす ょっちぇすぇ ╁う? 

- ╃ぇ.  „┿さしっくぇか” っ すせお. ┿い 
すっいう ょっちぇ しなき ゅう こけしゃっすうか くぇ 
„┿さしっくぇか”. 〈っ こさうくぇょかっあぇす 
くぇ „┿さしっくぇか”. 〈っ しぇ ぉなょっとう
すっ さぇぉけすくうちう. ╋けあっ ょぇ たけょはす  
こけ しゃっすぇ, ょぇ せつぇす, くけ すっ とっ しっ 
ゃなさくぇす すせお う とっ しぇ すせお. ╄すけ, 
ゅけかっきうはす -  》さうしすけ, しっ ゃなさくぇ. 
╇ っ すせお. ╇ しなき きくけゅけ とぇしすかうゃ! 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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] ょぇさっくう しさっょしすゃぇ けす つかっくけゃっすっ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ う こけ うくうちうぇすうゃぇ くぇ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ, ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお けす 2015 ゅ., ぉっ ゃないしすぇくけゃっく こけゃさっょっくうはす けす 

ゃさっきっすけ こぇきっすくうお くぇ 》さうしすけ ╀けすっゃ ゃ ちっくすさぇかくうは こぇさお くぇ させきなくしおぇすぇ しすけかうちぇ ╀せおせさっと „》っ-

さなしすさなせ”.  ╁ないしすぇくけゃっくうはす うい-
ちはかけ こぇきっすくうお, おけえすけ しっ くぇきう-
さぇ ゃ しなしっょしすゃけ し すけいう くぇ ╁ぇしうか 
╊っゃしおう, とっ ぉなょっ けそうちうぇかくけ けす-
おさうす くぇ 2-さう のくう - ╃っくはす くぇ ╀け-
すっゃ う いぇゅうくぇかうすっ いぇ しゃけぉけょぇすぇ 
う くっいぇゃうしうきけしすすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは.
╆ぇ しなぉうすうっすけ ょけ ╀せおせさっと とっ 

こなすせゃぇ 12-つかっくくぇ ょっかっゅぇちうは くぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”. ╁ないしすぇくけゃうすっかくうすっ ょっえくけしすう, いぇこけつくぇかう くぇ 13-すう きぇえ すぇいう ゅけょうくぇ 
う こさうおかのつうかう こさっょう ぉさけっくう ょくう, しぇ ょっかけ くぇ おぇいぇくかなておうは しおせかこすけさ 〈っくぬけ 〈っくっゃ う しうくぇ きせ 
]すぇくうしかぇゃ 〈っくっゃ. 
‶ぇきっすくうおなす くぇ ╀けすっゃ ゃ こぇさおぇ „》っさなしすさなせ” ゃしなとくけしす っ ちうきっくすけゃぇ けすかうゃおぇ けす しさっょぇすぇ くぇ きう-

くぇかうは ゃっお, ゃなさたせ こけしすぇきっくす けす こはしなつくうお. ′っすさぇえくうすっ きぇすっさうぇかう ゃっつっ うきぇす すっあおう こけさぇあっくうは 
けす ゃさっきっすけ.  ╁うょなす くぇ させてぇとうは しっ こぇきっすくうお さぇいゃなかくせゃぇか ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ-
くぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おけえすけ ゅけ ゃうあょぇ ゃ すけゃぇ しなしすけはくうっ けとっ こさっい きぇさす.  ]こけょっかうか うょっはすぇ しう 
し こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ]かせあぉぇすぇ こけ すなさゅけゃしおけ-うおけくけきうつっしおうすっ ゃなこさけしう ゃ ╀せおせさっと  おなき ぉなかゅぇさ-
しおけすけ こけしけかしすゃけ, おけうすけ は こけょおさっこうかう.  《うくぇくしけゃぇ う きけさぇかくぇ こけょおさっこぇ ょぇゃぇす う おけかっゅうすっ きせ 
けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”. 
╆ぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ こぇきっすくうおぇ しぇ ういこけかいゃぇくう  しこっちうぇかくう きぇすっさうぇかう, ゃおかのつうすっかくけ う 

しこさっえ, こさけういゃっょっく こけ くぇくけすったくけかけゅうう, おけえすけ こさけくうおゃぇ ょなかぉけおけ う こさっょこぇいゃぇ すさぇえくけ けす ゃかぇ-
ゅぇすぇ.
] こけきけとすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” しぇ ゃないしすぇくけゃっくう う ういすさうすうすっ  けす ゃさっきっすけ くぇょこうしう くぇ 

ょさせゅぇ ぉなかゅぇさしおぇ しゃっすうくは -  こぇきっすくうおなす くぇ ╁ぇしうか ╊っゃしおう, くぇきうさぇと しっ ゃ しなしっょしすゃけ し すけいう くぇ 
》さうしすけ ╀けすっゃ. 
 „╆ぇ くぇし っ ゅけさょけしす ょぇ こけきけゅくっき ょぇ しっ けこぇいう こぇきっすすぇ くぇ ╀けすっゃ  う ╊っゃしおう くぇ つせあょぇ いっきは. ╀なか-

ゅぇさとうくぇすぇ くっ  っ しぇきけ すせお“, いぇはゃう こけ すけいう こけゃけょ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ,  さなおけゃけょうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”.
〈けゃぇ くっ っ こなさゃけすけ さけょけかのぉうゃ ょっかけ くぇ ╄おしこっさすうすっ. ╂けょうくう くぇさっょ すっ うかう ]なゃっすなす くぇ ょうさっお-

すけさうすっ  くぇ „┿さしっくぇか” けしうゅせさはゃぇす しさっょしすゃぇ いぇ つっしすゃぇくっすけ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは こさぇいくうお くぇ ╀なかゅぇ-
さうは – 3-すう きぇさす, ゃ さぇいかうつくう ょなさあぇゃう こけ しゃっすぇ けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょうぇしこけさぇ すぇき.  ╆ぇ すぇいゅけょうてくうは  
くぇちうけくぇかっく こさぇいくうお ぉはたぇ ょぇさっくう しさっょしすゃぇ  いぇ けさゅぇくういうさぇくっ つっしすゃぇくっすけ くぇ 3-すう きぇさす ゃ ╋けか-
ょけゃぇ. 

                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ 2015 ╉ぇいぇくかなお  しぉなょ-
ゃぇ   こけしかっょくぇすぇ きっつすぇ くぇ  しゃけは こけおけっく こけつっすっく ゅさぇあょぇ-

¨さうゅうくぇかっく こなさ-
そけさきなくし, しかっょ 

おけえすけ しっ „さけょう“ こぇさその-
きなす „GUNS AND ROSES 
OIL“ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
ょういぇえくっさおぇ ╋ぇさうっかぇ 
╂っきうてっゃぇ, しっ いぇそけさきう 
ゃ 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ. ′け-
ゃうはす ぇさけきぇす っ し ょなた くぇ 
さけいけゃけ きぇしかけ う ぉぇさせす う 
いぇさっあょぇ しなし しうかぇ. ‶さう-
くけし ゃ しないょぇゃぇくっすけ きせ 
うきぇてっ う „┿さしっくぇか“ ┿╃, 
こさっょけしすぇゃうか おぇこしせかう-
すっ, ゅうかいうすっ, ゃいさうゃくうすっ 
ゃっとっしすゃぇ う そうさきっくうすっ 
ぇゃすけきぇすう. ‶けさっょくけすけ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ けす 
ょけきぇおうくうすっ くぇ 【うこおけ-
ゃぇすぇ おなとぇ っ ぇゃすけさしおぇ-
すぇ ういかけあぉぇ „[けいう“ くぇ 
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〈ぇいう ゅさせこぇ さぇぉけすう くぇ ょけぉさけ
ゃけかっく こさうくちうこ. ╁ すぇいう ゅさせこぇ 
たけさぇすぇ しぇ ういゃっしすくう ゃ しゃけはすぇ 
けぉかぇしす ゃ ゅさぇょぇ. 〈っいう たけさぇ くっ 
しっ くせあょぇはす けす こぇさうすっ, おけう
すけ しっ こかぇとぇす くぇ けぉとうくしおう
すっ しなゃっすくうちう, おけうすけ くっ しぇ う 
おけえ いくぇっ おぇおゃう こぇさう. ′け し 
すっいう こぇさう, おけうすけ つかっくけゃっすっ 
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” こけかせつぇゃぇす う ょぇさはゃぇす, 
くうっ こけょおさっこはきっ さぇいかうつくう ょけ
ぉさう おぇせいう, おぇすけ ょぇさはゃぇきっ う ゃ 
こなすう こけゃっつっ かうつくう しさっょしすゃぇ. 
′うっ くっ しっ くせあょぇっき けす こぇさうすっ, 
おけうすけ しっ こけかせつぇゃぇす ゃ ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす. ‶さうおぇくゃぇか しなき う 
おけかっゅうすっ けす ょさせゅうすっ ゅさせこう ょぇ 
ゅけ くぇこさぇゃはす, くけ, いぇ しなあぇかっ
くうっ, くっ あっかぇはす. 〈けゃぇ しう っ すは
たくけ こさぇゃけ. ╋くけゅけ しっ さぇょゃぇき, 
つっ たけさぇすぇ けす „╄おしこっさすう いぇ  
╉ぇいぇくかなお” さぇいぉさぇたぇ すぇいう きけは 
おぇせいぇ う こさっゅなさくぇたぇ うょっはすぇ う 
さぇぉけすはす いぇ くっは ぉっいゃないきっいょくけ, 
ゃ こけかいぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╃けゃけかっく しなき う けす すけゃぇ, つっ くうっ 
くぇ こけしかっょくうすっ きっしすくう ういぉけさう 
こさっょう 4 ゅけょうくう しう せょゃけうたきっ 
さっいせかすぇすぇ う しっゅぇ ゃ ]なゃっすぇ 
うきぇ 6-きぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”. ′ぇ 
こさぇおすうおぇ し すっいう ゅかぇしけゃっ くうっ 
しっ こさっゃなさくぇたきっ ゃ ぉぇかぇくしぬけさ 
ゃ きっしすくうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす 
う しきっは ょぇ おぇあぇ, つっ ょけこさうくっ
しけたきっ いぇ っょうく きくけゅけ ょけぉなさ 
こさけそっしうけくぇかっく おかうきぇす くぇ 
ょうしおせしうう う ゃいっきぇくっ くぇ さってっ
くうは ゃ きっしすくうは しなゃっす. ╉かうきぇす, 
し おけえすけ こけょおさっこはきっ ゃしうつおけ 
ょけぉさけ おぇすけ こさっょかけあっくうは けす 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす. ╇いおかのつうすっか
くけ しなき とぇしすかうゃ う せょけゃかっす
ゃけさっく けす  すけゃぇ, つっ う しぇきうすっ 
ゅさぇあょぇくう ゃうあょぇす さっいせかすぇすう 
けす  すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう ¨ぉとう
くぇすぇ. ╂けさょ しなき, つっ すけゃぇ しすぇゃぇ 
う し くぇてっすけ せつぇしすうっ, おけっすけ くっ 
しっ ゃうあょぇ けす けぉとっしすゃっくけしすすぇ, 
すなえ おぇすけ すけ っ ゃ いぇかぇすぇ いぇ いぇ
しっょぇくうは くぇ ¨ぉ].
 [ぇょゃぇき しっ, つっ けす くぇてうすっ さっ

ょうちう っ  ういぉさぇく う けきぉせょしきぇ
くなす くぇ けぉとうくぇすぇ ╂うくおぇ 】っ
さっゃぇ. 〈けゃぇ しなとけ っ こさういくぇくうっ 
いぇ くぇし. 〈ぇおぇ つっ - くぇしすけはとけすけ 
こさういくぇくうっ – ‶けつっすっく ゅさぇあ
ょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけっすけ 
きっしすくぇすぇ けぉとっしすゃっくけしす きう 
こさうしなょう, けしゃっく ゃしうつおけ ょさせ
ゅけ, いぇ きっく っ つっしす う ゅけさょけしす, 
せょけゃかっすゃけさっくうっ けす ょゃっ うい
こなかくっくう おぇせいう: „┿さしっくぇか” う 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”. 〈っ 
こさけょなかあぇゃぇす う ぇい くはきぇき くぇ
きっさっくうっ ょぇ しっ けすすっゅかはき けす 
すはた, ょけおぇすけ きけゅぇ う うきぇき しうかう 
う ゃないきけあくけしすう. 

╁うっ しすっ う こなさゃうはす ょうさっお
すけさ くぇ „┿さしっくぇか”, おけえすけ 
しすぇゃぇ ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ′っ いぇょなかあぇ
ゃぇ かう ょゃけえくけ っょくけ すぇおけゃぇ 
こさういくぇくうっ う おなき ょゃっすっ おぇ
せいう? ¨つぇおゃぇくうはすぇ しすぇゃぇす 
けとっ こけ-ゅけかっきう おなき ╁ぇし... 

- ╊っしくけ いゃせつう, ぇおけ おぇあぇ: ぇい 
とっ さぇぉけすは ょゃけえくけ こけゃっつっ. ′っ 
きけゅぇ! ┿い こさけしすけ さぇぉけすは, おけか
おけすけ きけゅぇ, くっいぇゃうしうきけ ょぇかう 
しなき こけかせつうか すけゃぇ こさういくぇくうっ 
うかう くっ. ╁うくぇゅう ゃ あうゃけすぇ しう 
しなき さぇぉけすうか いぇ っょくぇすぇ おぇせいぇ, 
こけしかっ う いぇ ょさせゅぇすぇ. ╆ゃぇくうっすけ 
„‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく“ くっ きう っ 
ぉうかけ くうすけ しすさっきっあ, くうすけ ちっか. 
┿い こさけしすけ こさぇゃは すけゃぇ, おけっすけ 
しう こけしすぇゃはき おぇすけ ちっかう, おぇすけ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

いぇょぇつう こさっょ しっぉっ しう. ┿ ゃ すぇいう 
こけしけおぇ しなき けしけぉっく つけゃっお, 
いぇとけすけ こけくはおけゅぇ しう こけしすぇ
ゃはき しぇき くぇ しっぉっ しう う いぇょぇつう, 

おけうすけ くっ きけゅぇ ょぇ ういこなかくは, 
う しっ はょけしゃぇき - しぇき くぇ しっぉっ 
しう. ¨すすぇき しなけすゃっすくけ しかっょゃぇす 
う ぉっかうすっ おけしう, う ょうぇぉっすなす, う 
うくそぇさおすなす... 『はか あうゃけす しなき  
しう こけしすぇゃはか いぇょぇつう くぇょ ゃない
きけあくけしすうすっ しう う しなき うしおぇか 

ょぇ ゅう ういこなかくは くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ. 
]すぇさぇは しっ ょぇ こけしすぇゃはき こけ しな
とうは くぇつうく いぇょぇつう う くぇ こけょつう
くっくうすっ しう. ‶さけしすけ くっ うき ょぇゃぇき 

ょぇ ょうてぇす. ′はきぇ しゃけぉけょくけ ゃさっ
きっ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ さぇぉけすう! ′っ 
さぇぉけすうき かう, くはきぇ せしこったう. ┿おけ 
くはおけえ しう きうしかう, つっ せしこったうすっ 
うょゃぇす しなし しっょっくっ こさっょ すっかっ
ゃういけさぇ, しなし しっさうぇかう, うゅさうつおう 
- かなあっ しっ ょなかぉけおけ. ╇きぇ っょくぇ 

ょさせゅぇ うしすうくぇ: ゃしうつおけ っ ゃ せき
くぇすぇ, ゃ さっいせかすぇすくぇすぇ さぇぉけすぇ, 
ゃ こかけょけゃっすっ けす すゃけは すさせょ. ‶なお 
きぇおぇさ う し ゅさっておう, いぇとけすけ つけ

ゃっお しっ せつう う けす ゅさっておうすっ しう. 

′ぇょ 50 きかく. かっゃぇ とっ くぇょ
たゃなさかう すぇいう ゅけょうくぇ うくゃっし
すうちうはすぇ, おけはすけ  こさぇゃう さな
おけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
いぇ さぇいてうさはゃぇくっ くぇ こさけうい

ゃけょしすゃけすけ, いぇ ういゅさぇあょぇくっ 
くぇ くけゃう ちったけゃっ う しおかぇょけ
ゃっ. ╇くゃっしすうちうは, しぇきぇ こけ 
しっぉっ しう - くけゃうくぇ, くぇ そけくぇ 
くぇ しうすせぇちうはすぇ ゃ うおけくけきう
つっしおぇすぇ しさっょぇ ゃ  ╀なかゅぇさうは. 
〈ぇいう うくゃっしすうちうは うきぇ ゃしっ 
こぇお ちっくぇ. ┿ おけかおけ しすさせゃぇ 
うくゃっしすうちうはすぇ くぇ „┿さしっ
くぇか” ゃ おぇょさう すぇいう ゅけょうくぇ? 

- ‶さっい すぇいう ゅけょうくぇ くぇこさぇ
ゃうたきっ  ゅけかはき しおけお ゃ うくゃっし
すうちうはすぇ くぇ たけさぇ. ′っ しぇきけ ゃ 
くぇいくぇつぇゃぇくっすけ くぇ くぇょ 1200 
くけゃう さぇぉけすくうちう けす のかう きうくぇ
かぇすぇ ゅけょうくぇ ょけ しっゅぇ. ╋けあっ ぉう 
とっ しすうゅくっき ょけ 2 たうかはょう ょせてう. 
′け, いぇ しなあぇかっくうっ, さぇぉけすくぇすぇ 
しうかぇ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ おぇすけ つっ かう 
いぇこけつくぇ ゃっつっ ょぇ しっ ういつっさこゃぇ. 
╆ぇすけゃぇ こさうゃかうつぇきっ ゃっつっ たけさぇ 
う けす ょさせゅう さぇえけくう すせお. ╇きぇ 
ょけしすぇ あっかぇっとう しこっちうぇかうしすう 
けす さぇいかうつくう きっしすぇ, おけうすけ うし
おぇす ょぇ ょけえょぇす くぇ さぇぉけすぇ こさう 
くぇし, せぉっょっくう, つっ „┿さしっくぇか” っ 
ゅけかはきぇ そうさきぇ し ょなかゅけしさけつ
くぇ こっさしこっおすうゃぇ. ′け すけゃぇ くっ 
っ ゃしうつおけ: くうっ こけょけぉさうたきっ  
つせゃしすゃうすっかくけ う せしかけゃうはすぇ 
いぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╁しうつ
おけ けくけゃぇ, おけっすけ こさぇゃうき, しっ 
こさぇゃう こけ くぇえ-ょけぉさうは くぇつうく し 
くぇえ-くけゃう しすさけうすっかくう  すったくけ
かけゅうう う すったくけかけゅうう いぇ けさゅぇ
くういぇちうは くぇ しなけすゃっすくうすっ こさけ
ういゃけょしすゃぇ. ╂ぇいうそうちうさぇたきっ 
„┿さしっくぇか”, 2 けす けぉとけ 3 かうくうう  
しぇ ゅぇいうそうちうさぇくう ゃっつっ. [ぇぉけ
すうき う こけ かなつうしすけ けすけこかっくうっ ゃ 
ちったけゃっすっ, すぇおぇ つっ しすせょっくうすっ 
ちったけゃっ とっ けしすぇくぇす ゃ うしすけさう
はすぇ. ]っさうけいくう しぇ うくゃっしすうちう
うすっ くう う ゃ すけこかけういけかぇちうう くぇ 
しゅさぇょうすっ: こけしすぇゃはす しっ すっさ
きけこぇくっかう こけ こけおさうゃうすっ う こけ 
しすっくうすっ, ょゃけえくう しすなおかっくう 
ょけゅさぇきう こけ こさけいけさちうすっ う ょさ. 
『っかすぇ っ たけさぇすぇ ょぇ しぇ ょけゃけか
くう. 〈ぇいう うくゃっしすうちうは っ っょくけ 
けゅさけきくけ こっさけ. ¨すょっかくけ けす 
すけゃぇ, いぇゃうてっくう しぇ いぇこかぇすうすっ 
くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
さぇいょぇゃぇす しっ ゃぇせつっさう, けしうゅせ
さっく っ ぉっいこかぇすっく すさぇくしこけさす 
いぇ けすょぇかっつっくうすっ さぇえけくう う こけ 
150 かっゃぇ いぇ ゃしっおう さぇぉけすっと くぇ 
こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ, くぇかうちっ しぇ 
う ょさせゅう しけちうぇかくう こさうょけぉうゃ
おう. ′ぇこさぇゃうたきっ ゅけかはき さっきけくす 
くぇ おせたくはすぇ-きぇえおぇ ゃ „┿さしっ
くぇか”, さっきけくすうさぇたきっ ぉうすけゃう う 
しぇくうすぇさくう こけきっとっくうは ゃ さぇい
かうつくう ちったけゃっ う いぇゃけょう, こけょ
きっくはす しっ ゃけょけこさけゃけょうすっ くぇ 
こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ, こさけょなか
あぇゃぇ う ぉっいこかぇすくぇすぇ こけつうゃおぇ 
くぇ きけさっ いぇ くぇえ-ういはゃっくうすっ くう 
さぇぉけすくうちう. [ぇいぉうさぇ しっ, ”┿さ
しっくぇか” っ けゅさけきくぇ そうさきぇ う っ 
ぇぉしせさょくけ ょぇ しう こさっょしすぇゃうき, 
つっ いぇ ゅけょうくぇ-ょゃっ-すさう とっ しっ 
こさけきっくう ゃしうつおけ, くっ しなき そけ
おせしくうお, くっ きけゅぇ. ′け ぇきぉうちう
はすぇ くう っ ょぇ こさっゃなさくっき そうさ
きぇすぇ ゃ っょくけ きけょっさくけ ゅけかはきけ  
こさっょこさうはすうっ, し おけきそけさすくう う 
ぉっいけこぇしくう せしかけゃうは くぇ さぇぉけすぇ. 
╇くゃっしすうちううすっ, おけうすけ しっ こさぇ
ゃはす いぇ ゃしうつおけ すけゃぇ, しぇ ういおぇさぇ
くう けす そうさきぇすぇ, けす さぇぉけすっとう
すっ, くっ しぇ こさうゃかっつっくう けす ぉぇくおう 
うかう おさっょうすう. ′うっ  さぇぉけすうき 
けしくけゃくけ しなし しけぉしすゃっくう しさっょ
しすゃぇ. ╆ぇすけゃぇ しっ くぇょはゃぇきっ くぇ 
ょけぉさけ しすけこぇくうしゃぇくっ けすしすさぇくぇ 
くぇ くぇてうすっ たけさぇ.

〈けえ ういこなかゃぇ くっ くぇ 100, ぇ 100 こなすう こけ 100% しきうしなかぇ くぇ ょせきぇすぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇとけすけ 
あうゃけすなす きせ っ „┿さしっくぇか”, こなすはす きせ っ „┿さしっくぇか”. ′ぇえ-ぉかういおうすっ きせ たけさぇ ゃ あうゃけすぇ しぇ 
しなとけ ゃ „┿さしっくぇか”. ┿ とけき しぇ すせお, いくぇつう しぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇとけすけ けすょぇゃくぇ うきっすけ くぇ „┿さ
しっくぇか” しっ っ こさっゃなさくぇかけ ゃ っょうく けす しうきゃけかうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇ  ゃういうすおぇすぇ くぇ ゅさぇょぇ っ 
くっきうしかうきぇ ぉっい „┿さしっくぇか”. 
╉ぇすけ しおぇつっくう しなょけゃっ しぇ. 
‶さけしすけ っょくけすけ くっ きけあっ ぉっい ょさせゅけすけ. ╇, ぇおけ っょくけすけ くっ ゃなさゃう, おぇおゃうすけ こさうきっさう うきぇ ゃ 

すさせょくけすけ くう ゃさっきっ, う  ょさせゅけすけ いぇかうくはゃぇ. ╇ いぇとけすけ う いぇ ょゃっすっ しっ うしおぇす きくけゅけ せしうかうは, 
こなかくぇ ゃしっけすょぇえくけしす う きくけゅけ かのぉけゃ - ゃしっ しぇきけあっさすゃう, きなつくけ いぇぉっかっあうきう けす けぉとっ
しすゃけすけ; けしゃっく, ぇおけ くっ しぇ かうつくけ しこけょっかっくう, くはおぇお  きなつくけ しっ こさういくぇゃぇす けす きくけいうくしすゃけ
すけ. ¨しゃっく, ぇおけ くはきぇ ぉっいぇかすっさくぇすうゃくう さっいせかすぇすう けす しなとうすっ すっいう せしうかうは. ′け つうしすけ こけ 
ぉなかゅぇさしおう かっすゃぇすぇ っ すぇおぇゃぇ, つっ おけゅぇすけ っょうく せしこはゃぇ - うしおぇきっ ゃしっ こけゃっつっ けす くっゅけ う くっ 
しっ せきけさはゃぇきっ し けつぇおゃぇくうはすぇ しう. ╆ぇ ょぇ ういこなかくうき しなし しきうしなか こさぇゃうかけすけ, つっ しうかくうはす っ 
ゃうくぇゅう しぇき.   
〈けえ くっ きけあっ ぉっい „┿さしっくぇか”. ╇ くっ しう ゅけ う こさっょしすぇゃは.  ╃けすけかおけゃぇ くっ きけあっ, つっ っ こけしゃっ

すうか う ょっちぇすぇ しう ゃ すぇいう こなすっおぇ. ̈ ぉさっおなか ゅう っ ょぇ ゃなさゃはす こけ くっは, くっいぇゃうしうきけ けす すさなくうすっ 
う かぇゃさけゃうすっ おかけくう, し おけうすけ とっ っ けしっはく こなすはす うき. ╄ょうく こなす, いぇ つうはすけ いょさぇゃぇ すさぇっお
すけさうは すけえ しぇきうはす っ こかぇすうか ゃうしけおぇ  ちっくぇ ゃ かうつっく こかぇく. ╇ すけつくけ いぇとけすけ ちっくぇすぇ っ うい
おかのつうすっかくけ ゃうしけおぇ, せしうかうはすぇ - くっうきけゃっさくう, ょけてかけすけ こさういくぇくうっ しかっょ ょっしっすうかっすうは 
せこけさうす すさせょ う ゃしっけすょぇえくけしす, しぇ ゃうしけおけ けちっくっくう. ╉ぇすけ けくっいう 3 きうくせすう しかぇゃぇ, おけうすけ いぇ
しかせあぇゃぇ う しっ こけかぇゅぇす くぇ ゃしっおう っょうく つけゃっておう あうゃけす. ′っゅけゃうすっ  しぇ ぉうかう きくけゅけ こけゃっつっ. 
′け すっいう, おけうすけ きせ こさっょしすけう  ょぇ こさっあうゃっっ しっゅぇ, こけ ゃさっきっ くぇ すなさあっしすゃっくぇすぇ しっしうは  いぇ 

‶さぇいくうおぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 5-すう のくう, とっ しぇ くぇえ-ゃなかくせゃぇとうすっ, こけゃっつっ けす くぇえ-ゃなかくせゃぇ
とうすっ きくけゅけ かうつくう きけきっくすう ょけしっゅぇ. 
 ╆ぇとけすけ ゅさぇょなす, たけさぇすぇ, そうさきぇすぇ, くぇ おけうすけ すけえ こけしゃっすう こなすは しう ょけすせお, ゅけ こさういくぇたぇ. 

‶さういくぇくうっ, ょけてかけ し くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. „‶けつっすっく ゅさぇあょぇ
くうく くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお”.  ╄ょくけ こさういくぇくうっ, おけっすけ とっ しこけょっかう さっょけき し  あうゃぇすぇ っきぉかっきぇ 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ょせたけゃくけしす いぇ こけしかっょくうすっ 60 ゅけょうくう - 『ゃはすおけ 『ゃっすおけゃ. 
¨すゃなょ すけゃぇ こさういくぇくうっ ゃ かうつくうは しう おぇこうすぇか ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく 

くぇ ╉ぇいぇくかなお, せょけしすけっく しなし いゃぇくうっすけ こさっい 2015 ゅけょうくぇ, う ╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ  
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ けす ╁‶╉ ゃ ╀なかゅぇさうは, うきぇ 4 こさっおさぇしくう ょっちぇ, 3-きぇ ゃくせちう, くっゃっさけ
はすくぇすぇ う ゃしっけすょぇえくぇ ]うかゃうは ょけ しっぉっ しう, ゃっさくう しなさぇすくうちう, し おけうすけ ょなさあう いょさぇゃけ こけ
しけおぇすぇ, う たうかはょう こけゃはさゃぇかう きせ う しこけょっかうかう し  くっゅけ ゅけかっきうは こなす, くぇさっつっく „┿さしっくぇか”. 
╉ぇいぇくけ こさけしすけ: っょうく しきうしかっく う ょけしすけっく あうゃけす. ] きくけゅけ ょうさは . 
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╇くしすさせきっくすぇかくうはす いぇゃけょ おなき „┿さしっくぇか” ┿╃ すなさしう ょぇ くぇいくぇ-
つう おゃぇかうそうちうさぇくう さぇぉけすくうちう こけ しかっょくうすっ こさけそっしうう: 
•	 ]すさせゅぇさ
•	 《さっいうしす
•	 【かぇえそうしす
•	 ¨こすうつっしおう てかぇえそうしす
•	 【かけしっさ
•	 ╇くしすさせきっくすぇかつうお
•	 [っいぉけてかぇえそうしす
╉ぇくょうょぇすうすっ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす すったくうつっしおぇ ゅさぇきけすくけしす いぇ さぇ-

ぉけすぇ し つっさすっあう, けこうす ゃ しなけすゃっすくぇすぇ こさけそっしうは う せきっくうは  いぇ 
しぇきけしすけはすっかくぇ さぇぉけすぇ. ] こさっょうきしすゃけ しっ こさうっきぇす ぉうゃてう さぇ-
ぉけすくうちう くぇ うくしすさせきっくすぇかくうは いぇゃけょ.
《うさきぇすぇ こさっょかぇゅぇ ゃうしけおぇ けちっくおぇ くぇ すさせょぇ, しこけさっょ おゃぇかう-

そうおぇちうはすぇ くぇ おぇくょうょぇすうすっ, う しけちうぇかくう こさうょけぉうゃおう. 

╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは:
 „┿さしっくぇか” ┿╃, けすょっか „╊うつっく しなしすぇゃ” 
 すっかっそけくう: 0431/ 63133, 0431/ 57747
‶ぇおっす し ょけおせきっくすう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ ゃしっおう おぇくょうょぇす きけあっ 

ょぇ こけかせつう けす ゅうてっ „‶さけこせしおう” – ちっくすさぇかっく こけさすぇか くぇ そうさ-
きぇすぇ.

╁っしすくうお  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” さぇいてうさはゃぇ しゃけは っおうこ. 
╆ぇ ちっかすぇ すなさしう さっこけさすっさう う そけすけさっこけさすっさう. 

╇いうしおゃぇくうは おなき おぇくょうょぇすうすっ:  
- ╆ぇゃなさてっくけ ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ - たせきぇくうすぇさっく うかう うおけくけ-

きうつっしおう こさけそうか;
- ╃けぉさう おけきせくうおぇすうゃくう せきっくうは; 
- ¨すかうつくぇ ゅさぇきけすくけしす, ゃ す. つ. おけきこのすなさくぇ;
- 〉きっくうは いぇ さぇぉけすぇ ゃ っおうこ; 
- ‶けいくぇゃぇくっ くぇ けぉとっしすゃっくけ-こけかうすうつっしおぇすぇ しうすせぇちうは ゃ しすさぇ-

くぇすぇ う さぇえけくぇ.

  ′っけぉたけょうきう ょけおせきっくすう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ: 
- CV-っゃさけこっえしおう そけさきぇす 
- ]くうきおぇ
- ╉けこうっ くぇ ょうこかけき いぇ いぇゃなさてっくけ ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ
- ╄ゃっくすせぇかくう しっさすうそうおぇすう いぇ ょさせゅう おけきこっすっくちうう う せきっくうは 
- 3 ぉさ. こせぉかうおぇちうう, しくうきおう /ぇおけ うきぇ すぇおうゃぇ/ ゃ さぇいかうつくう きっょうう 
- ╋けすうゃぇちうけくくけ こうしきけ 

╃けおせきっくすう しっ こけょぇゃぇす くぇ っかっおすさけくっく ぇょさっし: 
mariq_piskova@abv.bg
kadri@arsenal-bg.com
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ こけいうちううすっ
くぇ すっかっそけく: 0882 98 70 13 

] けょけぉさっくうすっ こけ ょけおせきっくすう おぇくょうょぇすう とっ しっ こさけゃっょっ しなぉっ-
しっょゃぇくっ. 
╉さぇっく しさけお いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ ょけおせきっくすうすっ : 
30-すう のくう 2015 ゅけょうくぇ 
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》ちかおけ

たせょけあくうおぇ ╁うたさけくう ‶けこくっょっかっゃ, おけはすけ とっ ぉなょっ けすおさうすぇ くぇ 7 のくう けす 18:00 つぇしぇ.

くうく しおせかこすけさなす ╃けおけ ╃けおけゃ.
′ぇ 5-すう のくう, ゃ ╃っくは くぇ ╉ぇいぇくかなお,  とっ ぉなょっ けそうちうぇかくけ  けすおさうすぇ こかぇしすうおぇすぇ „ぅこけくおぇすぇ”, しないょぇょっくぇ こけ  こさけっおす くぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, 

けす ぇゃすけさしおう おけかっおすうゃ ゃ しなしすぇゃ: しおせかこすけさなす  ╁ぇくぬけ ╉けかっゃ, しおせかこすけさなす – かっはさ ′うおけかぇえ 《うすおけゃ う おけくしせかすぇくすぇ  こけ こさけっおすぇ こさけそ. 
╁っかうつおけ ╋うくっおけゃ, さぇぉけすうか し こけおけえくうは ╃けおけゃ.  〈ゃけさぉぇすぇ っ こけしすぇゃっくぇ ゃっつっ くぇ せか. „╇しおさぇ”. ] すぇいう くけゃぇ  こかぇしすうおぇ くぇ けすおさうすけ ╉ぇ-
いぇくかなお しすぇゃぇ  っょうくしすゃっくうはす ゅさぇょ ゃ しゃっすぇ, ゃ おけえすけ とっ うきぇ しこっちうぇかっく しうきゃけか くぇ ぉなかゅぇさけ–はこけくしおけすけ こさうはすっかしすゃけ う しゃけっけぉさぇいくぇ 
きうくうゅぇかっさうは くぇ すゃけさっちぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, おけえすけ, けしゃっく „ぅこけくおぇ”-すぇ, ゃっつっ うきぇ しゃけは ょうさは ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ - ぇさす おぇいぇくかなておぇすぇ っき-
ぉかっきぇ – しおせかこすせさぇすぇ „〈さぇおうえおぇすぇ”. 
]おせかこすけさなす ╃けおけ ╃けおけゃ, ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお, せょけしすけっく こさっい 2013 ゅけょうくぇ, いぇゃっとぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う くっえくうすっ 

ゅさぇあょぇくう しゃけはすぇ こけしかっょくぇ すゃけさぉぇ „ぅこけくおぇすぇ” ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ のぉうかっえくうは 110-すう ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ. ‶さうあうゃっ きっつすぇすぇ くぇ すゃけ-
さっちぇ ぉっ すぇいう くっゅけゃぇ すゃけさぉぇ ょぇ しっ ういょうゅくっ ゃ さけょくうは きせ ゅさぇょ, おぇすけ しうきゃけか くぇ こさうはすっかしすゃけすけ きっあょせ ぉなかゅぇさしおうは う はこけくしおうは くぇさけょ. 
╂さぇょしおうはす こぇさかぇきっくす くぇ ╉ぇいぇくかなお さってう しおせかこすせさぇすぇ ょぇ しっ こけしすぇゃう くぇ ちっくすさぇかくぇすぇ せかうちぇ „╇しおさぇ“.
′ぇ しこっちうぇかくぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ ゃっつっさ こけょ きけすけすけ „╃ぇ しすけさうき ょけぉさけ いぇ ゃしうつおう くう” こさっい ょっおっきゃさう 2014 ゅけょうくぇ ぉはたぇ しなぉさぇくう 

ぉかういけ 38 たうかはょう かっゃぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ しすぇすせはすぇ. 
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╇くあっくっさ ╀けさうし ╊うたうくうく っ ゃ 
„┿さしっくぇか“ けす きぇさす 2009-すぇ. ‶け-
かせつぇゃぇ こけおぇくぇ かうつくけ けす ういこなか-
くうすっかくうは ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ 

╇ぉせてっゃ, し おけゅけすけ しっ こけいくぇゃぇす 
こけおさぇえ こさけそっしうけくぇかくうすっ しう 
ぇくゅぇあうきっくすう ゃ しこっちうぇかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ. „╋けあって かう ょぇ 
けさゅぇくういうさぇて こさう くぇし  こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ ゃ ちゃっすくけすけ かっっくっ...?“ 
– „‶け こさうくちうこ, ょぇ!“. 〈けいう かぇおけ-
くうつっく さぇいゅけゃけさ きっあょせ ょゃぇきぇすぇ 
こさけょなかあぇゃぇ しなし しさっとぇ し ょうさっお-
すけさしおうは ぉけさょ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ, ゃ おけはすけ しっ せすけつ-
くはゃぇす こけょさけぉくけしすうすっ う こけしけおう-
すっ くぇ すはしくけすけ ゃいぇうきけょっえしすゃうっ, 
おけっすけ くぇかぇゅぇ いぇょぇつぇすぇ: けさゅぇくう-
いぇちうは くぇ こさけっおすうさぇくっすけ う こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ しすぇさうは 
おけさこせし くぇ ╂ぇかゃぇくうつくけすけ しすけ-
こぇくしすゃけ ゃ ╆ぇゃけょ 2. „╋ぇてうくうすっ, 
おせこっくう  けす ╀なかゅぇさうは, ╋けかょけゃぇ 
う 』ったうは, ぉはたぇ いぇくっきぇさっくう – ぉっい 
こかぇすおう, ぉっい おけくすぇおすけさう..., っかっお-
さけくうおぇすぇ う っかっおすさけすったくうつっしおう-
すっ しうしすっきう - ぉっい けおけきこかっおすけゃおぇ. 
╉ぇすっさうつおう う いきうう しっ てうさったぇ くぇ 
ゃけかは ゃ ういけしすぇゃっくうは おけさこせし... 
‶なかくぇ さぇいさせたぇ...“, せしきうたゃぇ しっ 
うくあ. ╊うたうくうく しっゅぇ, おけゅぇすけ すけゃぇ 
ゃっつっ っ きうくぇかけ. [ってっくうっすけ くぇ 
いぇょぇつぇすぇ, こけしすぇゃっくぇ けす ぇさしっ-
くぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ, きうくぇゃぇ 
こさっい とぇすっかっく けゅかっょ, っおしこっさす-
くけ さってっくうっ, こかぇく いぇ さぇいゃうすうっ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, しこうしなお けす 
きっさけこさうはすうは こけ けさゅぇくういぇちうは う 
さっきけくす くぇ けぉけさせょゃぇくっすけ, すったくう-
つっしおけ いぇょぇくうっ こけ こさけっおすうさぇくっ 
う こさけういゃけょしすゃけ. ╇くあ. ╊うたうくうく 
こうてっ う ょぇゃぇ くぇしけおう. ╇ こけかせつぇ-
ゃぇ こなかくけ しなょっえしすゃうっ けす いぇき.-
ょうさっおすけさぇ こけ すったくうつっしおうすっ ゃな-
こさけしう くぇ „┿さしっくぇか“ うくあ. 》さうしすけ 
]すさっておけゃ, けす   さなおけゃけょうすっかは  くぇ 
うくゃっしすうちうけくくけすけ くぇこさぇゃかっくうっ 
うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ,  けす 〈ぇすはくぇ 
╇かはいけゃぇ – てっそ くぇ ]すさけうすっか-
しすゃけすけ, けす ょうさっおすけさぇ くぇ ╆ぇゃけょ 7 
– ╃うくおけ ╃うきけゃ. ╁ さっぇかういぇちうはすぇ 
しっ ゃおかのつゃぇす う  ょうさっおすけさなす くぇ 
╆ぇゃけょ 5 うくあ. ‶っすなさ 】うさはくけゃ, 
ゅかぇゃくうはす きっすぇかせさゅ ]っさおっょあう-
っゃ, すったくけかけゅなす ]うかゃうは ‶けこけゃぇ, 
ゃけょっとうはす うくあっくっさ-たうょさぇゃかうお  
╃うきけ ╃あせさけゃ, ╋うすおけ ╉ぇさつっゃ.
╁ょうゅぇくっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ 

こけ ちゃっすくけ かっっくっ, し おけっすけ しっ いぇ-
っきぇ ╊うたうくうく, っ しなゃきっしすくけ ょっかけ 
くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ さっきけくすくう ぉさう-
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 ╋とちせあしけつてひて ¨うあせ ╈あこてあせおきけかう :

╇きぇ うしすうくしおう あうすっえしおう うしすけさうう, おけうすけ いゃせつぇす しなゃしっき おぇすけ ゃ こさうおぇいおうすっ.  ‶け
つゃぇす し ゅけかっきう すさぇゅっょうう,  くけ うきぇす くっけつぇおゃぇくけ とぇしすかうゃ おさぇえ. ╉ぇすけ うしすけさうはすぇ 
くぇ っょくけ 15-ゅけょうてくけ きけきつっ, しおけつうかけ けす ゃかぇおぇ, くぇすけゃぇさっく し こけかうすうつっしおう いぇ
すゃけさくうちう いぇ  ]けかけゃっちおうすっ けしすさけゃう, しすぇくぇかう こっつぇかくけ ういゃっしすくう おぇすけ  „╋ぇえおぇすぇ 
くぇ ╂〉╊┿╂-ぇ“. ╉ぇすけ こけ つせょけ けちっかはゃぇ きけきつっすけ けす さけょぇ  ╊うたうくうくう, しけぉしすゃっくうちう 
くぇ くぇえ-ゅけかっきうすっ させしおう かっはさくう いぇゃけょう くぇ 〉さぇか. ╁しうつおう けしすぇくぇかう せきうさぇす おぇすけ 
„ゃさぇゅけゃっ くぇ くぇさけょぇ“. ]ょけぉうか しっ しなし しこぇしうすっかくうは ょけおせきっくす いぇ ぉっょくはておう こさけうい
たけょ, 15-ゅけょうてくうはす しこぇしっく しっ いぇしっかゃぇ ゃ 〉おさぇえくぇ. ′け – „おさなゃすぇ ゃけょぇ くっ しすぇゃぇ“ う 
くぇしかっょくうおなす くぇ おさせこくうすっ きっすぇかせさいう しっ いぇたゃぇとぇ くっ し ょさせゅけ, ぇ し かっはさしおぇすぇ さぇぉけ
すぇ. ]すぇゃぇ そけさきうさけゃつうお. ╃けしすぇすなつくけ ゅけかはき っ, いぇ ょぇ っ こさうたゃぇくぇか ゃっつっ しっきっえくうは 
いぇくぇはす. ‶けしかっ いぇゃなさてゃぇ せくうゃっさしうすっす う さぇぉけすう おぇすけ くぇつぇかくうお ちった ゃ ╄かっおすさけく
くうは いぇゃけょ くぇ ╆ぇこけさけあうっ. ¨す さけょくうくうすっ ゃ しっきっえくうすっ ぇさたうゃう けしすぇゃぇす しぇきけ くは
おけかおけ こうしきぇ う そけすけゅさぇそうう. ′け  15-ゅけょうてくうはす ╊うたうくうく くっ こさけしすけ けちっかはゃぇ. 〈けえ 
ゃないさぇあょぇ そぇきうかうはすぇ. ′っゅけゃうはす しうく ょくっし おぇいゃぇ: “╆ぇすけゃぇ きっ うきぇ“.  〈けえ しなとけ っ 
きっすぇかせさゅ. ╇くあっくっさ けす ╆ぇこけさけあしおうは きぇてうくけしすさけうすっかっく うくしすうすせす, しこっちうぇかうしす 
こけ きぇてうくう う すったくけかけゅうう ゃ かっはさくけすけ こさけういゃけょしすゃけ, せつうか ゃ っょくぇ けす くぇえ-ょけぉさうすっ  
させしおう おぇすっょさう, すさっすぇすぇ, しかっょ すっいう  ゃ ╋けしおゃぇ う ]ぇくお ‶っすっさぉせさゅ. ╀けさうし ╊うたうくうく. 
‶けしすぇゃうか くけゃけすけ くぇつぇかけ くぇ ちゃっすくけすけ かっっくっ ゃ „┿さしっくぇか“. 

╂-く ╂ぇえすぇくょあうっゃ, くぇしおけ-
さけ ょけぇえっくなす くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ あせさくぇかうしすうおぇ ‶っすおけ 
╀けつぇさけゃ こさっょさっつっ, つっ しゃっ-
すなす ゃしなとくけしす っ こさっょ 〈さっすぇ 
しゃっすけゃくぇ  ゃけえくぇ. 〈けゃぇ しぇきけ 
すっいぇ かう っ うかう さっぇかくぇ いぇ-
こかぇたぇ う ょけおけかおけ っ けぉさぇすう-
きけ すけゃぇ? 
- ┿おけ くはおけえ おぇあっ しなし 100%, 

つっ くはきぇ ょぇ うきぇ ゃけえくぇ, すけゃぇ 
とっ っ こさっしうかっくけ. ╋けはすぇ かうつ-
くぇ こさけゅくけいぇ っ, つっ くはきぇ ょぇ しっ 
しすうゅくっ ょけ  ゃけえくぇ. ‶け こさけしすぇすぇ 
こさうつうくぇ, つっ っょくぇ すぇおぇゃぇ, 〈さっ-
すぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, とっ っ おさぇはす 
くぇ こかぇくっすぇすぇ, くぇ つけゃっつっしすゃけ-
すけ. ′はきぇ ょっちぇ, おけうすけ ょぇ ゃはさ-
ゃぇす, つっ こさう っょくぇ すっさきけはょさっくぇ 
ゃけえくぇ きけあっ ょぇ けちっかっっ しゃっすなす. 
╋けはすぇ すっいぇ っ, つっ っょくぇ けす こさう-
つうくうすっ ょぇ くっ しっ しすうゅくっ ょけ ゃけえ-
くぇ, きぇおぇさ しゃっすなす ょぇ しっ くぇきうさぇ 
ゃ おけかけしぇかくぇ おさういぇ - うょっえくぇ, 
うおけくけきうつっしおぇ, こけかうすうつっしおぇ う 
そうくぇくしけゃぇ, う   ╄ゃさけこぇ, おぇすけ 
っょうく けしくけゃっく くけしうすっか くぇ こさけ-
ちっしうすっ ゃ しゃっすぇ, すけ すっいう おさう-
いうしくう すっくょっくちうう  くっきうくせっきけ 
とっ しっ こさっけょけかっはす. 《けさきせかぇ-
すぇ いぇ こさっけょけかはゃぇくっすけ くぇ すっいう 
おさういうしくう すっくょっくちうう っ せすゃなさ-
あょぇゃぇくっ くぇ くけゃう こけかうすうつっしおう 
さっぇかくけしすう, くぇ きくけゅけこけかのしっく 
しゃはす ゃ ゅっけこけかうすうおぇすぇ. ′ぇかぇ-
ゅぇくっすけ くぇ ょなさあぇゃうすっ くぇ きくけ-
ゅけこけかのしくうは きけょっか っ ゃ けすゅけゃけさ 
くぇ こけすさっぉくけしすすぇ ょぇ しっ けすゅけゃけ-
さう くぇ すっいう こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ. 
′ぇかぇゅぇくっすけ くぇ きくけゅけこけかのしくうは 
きけょっか, おけっすけ くっきうくせっきけ とっ 
しすぇくっ, とっ ぉなょっ ゅぇさぇくちうはすぇ いぇ 
くっょけこせしおぇくっ くぇ こけょけぉくぇ おぇすぇ-
しすさけそぇ. ╆ぇとけすけ, おぇおゃけ ぉってっ 
こさう ょゃせこけかのしくうは しゃはす? ╃ゃっすっ 
しゃさなた しうかう ゃいぇうきくけ しっ おけくすさけ-
かうさぇたぇ う くっ しっ しすうゅくぇ ょけ すぇおぇ-
ゃぇ ょさぇきぇ, きぇおぇさ つっ あっしすけおけ しっ 
こさけすうゃけこけしすぇゃはたぇ. ′け すっ ゃいぇ-
うきくけ しっ おけくすさけかうさぇたぇ! ╄ょくぇ 
けす うょっうすっ くぇ ┿きっさうおぇ ぉってっ, 
いぇしうかゃぇえおう ゃけっくくぇすぇ くぇょこさっ-
ゃぇさぇ, ょぇ けすしかぇぉゃぇ [せしうは. ╆ぇ-
とけすけ, いぇ ょぇ しう さぇゃくけこけしすぇゃっく, 
くっ すう すさはぉゃぇ ょぇ ょぇゃぇて けゅさけ-
きくう こぇさう いぇ ゃけっくくけすけ ょっかけ. 
〈けゃぇ っ うしすけさうは.  ╋くけゅけこけかのし-
くうはす しゃはす とっ しっ こさっゃなさくっ ゃなゃ 
そぇおすけさぇ, おけえすけ ょぇ ゅぇさぇくすうさぇ 
おけくすさけか う こけ-ゅけかはきぇ かけゅうおぇ う 
ゃ うおけくけきうおぇすぇ, う ゃ こけかうすうおぇ-
すぇ. ╇ さっしこっおすうゃくけ – ゃけっくくけすけ 
ょっかけ. 〈ぇおぇ, つっ きけはすぇ すっいぇ っ: 
くはきぇ ょぇ しっ しすうゅくっ ょけ すぇおぇゃぇ 
しゃっすけゃくぇ  おぇすぇしすさけそぇ - 〈さっすぇ 
しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, こさう せすゃなさ-
あょぇゃぇくっすけ くぇ きくけゅけこけかのしっく  
こけかうすうつっしおう しゃはす. 〈けゃぇ っ ゃぇ-
あくけ, おけっすけ ゃう おぇいゃぇき. 

╋くけゅけ しぇ しおっこすうちうすっ こけ 
けすくけてっくうっ  ぉなょっとっすけ くぇ 

╄ゃさけこっえしおうは しなのい う こけ-
しこっちうぇかくけ きはしすけすけ くぇ ╀なか-
ゅぇさうは ゃ くっゅけ. ]こけさっょ ╁ぇし, 
ょけおけかおけ しすさぇたけゃっすっ, つっ ╄] 
ういあうゃはゃぇ こけしかっょくけすけ しう 
ょっしっすうかっすうっ しぇ けしくけゃぇすっか-
くう? 
- ¨すゅけゃけさなす くぇ こさっょういゃうおぇ-

すっかしすゃぇすぇ っ ╄]  う ╄ゃさけこぇ ょぇ 
ぉなょぇす ぇょっおゃぇすくう くぇ しぇきうすっ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ. ╄ゃさけこぇ ゃ 
きけきっくすぇ くっ けすゅけゃぇさは くぇ すっいう 

こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ. 〈は しっ くぇ-
きうさぇ ゃ すっあおぇ おさういぇ. 〈なさしう 
しゃけうすっ けすゅけゃけさう. ╊っゃうすっ こぇさ-
すうう ゃ ╄ゃさけこぇ しぇ ゃ すっあおぇ おさういぇ, 
くっ きけゅぇす ょぇ けすゅけゃけさはす ぇょっおゃぇす-
くけ. ‶╄] っ ゃ すっあおぇ おさういぇ, くはきぇ 
さっしせさし, くっ っ ゃ しなしすけはくうっ. ╃はし-
くぇすぇ こぇさすうは – ╄′‶, くはきぇ けすゅけ-
ゃけさ. ‶さけゃぇかなす くぇ  くっけかうぉっさぇか-
くうは きけょっか いぇすさせょくはゃぇ すけすぇかくけ 
くぇきうさぇくっすけ くぇ ういたけょ. ′け こさけ-
ゃぇかなす くぇ くっけかうぉっさぇかくうは きけ-
ょっか とっ こさうくせょう ╄ゃさけこぇ ょぇ ぇお-

すせぇかういうさぇ しゃけうすっ こぇさぇきっすさう. 
╃ぇ ぉなょっ ぇょっおゃぇすくぇ くぇ すっいう 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ, ょぇ こさっけ-
ょけかっっ う うくしすうすせちうけくぇかくぇすぇ しう 
おさういぇ, ゃ おぇおゃぇすけ っ ╄]. ╇きぇ くっ-
ゃっさけはすくう ぉのさけおさぇすうつくう ぉぇさう-
っさう, おけうすけ は しこなゃぇす. ╇きぇ こさけ-
すうゃけさっつうは ゃ しぇきぇすぇ ╄ゃさけこぇ. 
╆ぇ ょぇ ぉなょっ ╄ゃさけこぇ ぇょっおゃぇすくぇ 
くぇ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ こさっょ 
しゃっすぇ, すは すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっきけ-
ょせかうさぇ, ょぇ しっ こさっけぉさぇいせゃぇ, ょぇ 

ぇおすせぇかういうさぇ しゃけは こさけそうか う 
ぇくそぇし. ╃ぇ ゅけ くぇこさぇゃう こけ-きけ-
ょっさっく う こけ-ぇょっおゃぇすっく. 

╃け おぇおゃぇ しすっこっく ぉっあぇく-
しおうはす くぇすうしお こけ ゅさぇくうちうすっ 
すせお, おけえすけ くぇゃかういぇ し きくけゅけ 
しうかくう すっきこけゃっ ゃ ╄ゃさけこぇ, 
きけあっ ょぇ は こさうくせょう  いぇ こさけ-
きっくう ゃ すぇいう こけしけおぇ う ょけ-
おけかおけ  すけいう くぇすうしお ぉう ぉうか 
いぇこかぇたぇ いぇ おけくすうくっくすぇ?   
- [ぇいぉうさぇ しっ, つっ ぉう ぉうか いぇ-

こかぇたぇ. ╄ゃさけこぇ しなとけ すさはぉゃぇ ょぇ 
ういさぇぉけすう こけ-はしくぇ こけいうちうは こけ 
ゃなこさけしぇ.

 ... すは くはきぇ すぇおぇゃぇ.
- ╃ぇ, すは くはきぇ すぇおぇゃぇ, いぇとけすけ 

╄ゃさけこぇ ゃ きけきっくすぇ くっ っ っょうく-
くぇ. ╄ゃさけこぇ っ 4 ╄ゃさけこう.  ╇きぇきっ 
くっきしおぇ ╄ゃさけこぇ - ╂っさきぇくうは う 
┿ゃしすさうは. ╇きぇきっ ]っゃっさくぇ ╄ゃ-
さけこぇ, うきぇきっ ぃゅけういすけつくぇ ╄ゃ-
さけこぇ - すぇおぇ くぇさっつっくうすっ くけゃう 

ょっきけおさぇちうう, う うきぇきっ ]さっょう-
いっきくけきけさしおぇ ╄ゃさけこぇ. ╄ゃさけこぇ 
ゃ きけきっくすぇ っ くっとけ おぇすけ ゃかぇお し 
3 おかぇしう: こなさゃぇ, ゃすけさぇ う こなす-
くうつっしおぇ. ╄ゃさけこっえしおうはす ゃかぇお 
すさはぉゃぇ ょぇ くっ ぉなょっ けす さぇいかうつくう 
おかぇしう う くっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ さぇい-
ゃうゃぇ くぇ さぇいかうつくう しおけさけしすう, ぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ くぇ さぇゃ-
くけこけしすぇゃっくぇ けしくけゃぇ. ╇ すけゃぇ っ 
こなすはす, う すけゃぇ っ けすゅけゃけさなす くぇ 
ゃなこさけしぇ. 

]ないょぇゃぇ しっ せしっとぇくっすけ, つっ 
╄ゃさけこぇ おぇすけ ちはかけ っ さぇいょっ-
かっくぇ くぇ させしけそうかう う させしけ-
そけぉう. ′うっ, ゃ くぇてぇすぇ ょなさ-
あぇゃぇ しなとけ くっ いくぇっき すけつくけ 
おぇおゃう しきっ. ╃け おぇおゃぇ しすっこっく 
けすくけてっくうっすけ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ ょなさあぇゃぇ こけ しかせつゃぇ-
とけすけ しっ ゃ [せしうは う 〉おさぇえくぇ 
っ ぇょっおゃぇすくけ?  ╇ きけあっ かう 
ょぇ ぉなょっ いぇこかぇたぇ いぇ くぇてぇすぇ 
うおけくけきうおぇ う くぇちうけくぇかくぇ 
しうゅせさくけしす?  
- 】っ ぉなょぇ かぇおけくうつっく. ╀っい-

しこけさくけ しっ くぇかぇゅぇ きくっくうっすけ う 
しすぇくけゃうとっすけ, つっ くぇてっすけ けぉ-
とっしすゃけ っ さぇいょっかっくけ くぇ ぉなかゅぇ-
さけそうかう う ぉなかゅぇさけそけぉう. ╇きぇ 
う きくっくうっ,  つっ っ さぇいょっかっくけ くぇ 
ぇきっさうおぇくけそうかう う ぇきっさうおぇ-
くけそけぉう. ╇いたけょなす う こなすはす っ 
ぇかすっさくぇすうゃぇすぇ ╀なかゅぇさうは ょぇ 
ぉなょっ くぇ ぉなかゅぇさけそうかう. 〈けゃぇ っ 
けすゅけゃけさなす くぇ ゃぇてうは ゃなこさけし. 
┿おけ しすぇくっき ぉなかゅぇさけそうかう, ぇおけ 
こさうけさうすっすくけ ういゃっょっき くぇ つっか-
くけ きはしすけ, こさうけさうすっすくけ, ぉなか-
ゅぇさしおうは うくすっさっし, ぇ くっ ょぇ しっ 
しなゅかぇしはゃぇきっ けとっ こさっょう ょぇ しぇ 
くう こけうしおぇかう くっとけ. 〈さはぉゃぇ ょぇ 
しっ しなゅかぇしはゃぇきっ, おけゅぇすけ うきぇきっ 
うくすっさっし う こけかいぇ. 

╁うあょぇすっ かう こけかうすうつっしおぇ 
おぇせいぇ, おけはすけ きけあっ ょぇ いぇしすぇ-
くっ いぇょ っょくぇ すぇおぇゃぇ ょなさあぇゃ-
くうつっしおぇ こけいうちうは? 
- [ぇいぉうさぇ しっ. [ぇいぉうさぇくっすけ 

ゃ ょはしくけすけ しないくぇくうっ くぇ こけかう-
すうつっしおうすっ しうかう, つっ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけしすうゅくぇす おけくしっくしせし ゃ うきっすけ 
くぇ けちっかはゃぇくっすけ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ 
う ぉなょっとっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは, おぇすけ 
っょくぇ ょけしすけえくぇ, しせゃっさっくくぇ ょなさ-
あぇゃぇ, ょぇ しっ こけしすうゅくっ おけくしっく-
しせし, っ ゃ くぇきうさぇくっすけ くぇ こさっしっ-
つくう すけつおう こけ くはおけかおけ ぉぇいうしくう 
こさけぉかっきぇ う けしくけゃくう ゃなこさけしう: 
ょっきけゅさぇそしおう こさけぉかっきう, こさけ-
ぉかっきう し こさけういゃけょしすゃけすけ, し 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ, ぉぇいうしくう こさけ-
ぉかっきう. ╄すけ すけゃぇ っ おぇせいぇ, おけはすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ こさうくせょう こけかうすうちう-
すっ ょぇ しっ けぉっょうくはす う ょぇ さぇぉけ-
すはす いぇっょくけ う しなゃきっしすくけ, いぇ ょぇ 
しっ  さっぇかういうさぇ ぇょっおゃぇすくぇ ゃな-
すさってくぇ こけかうすうおぇ, ぇょっおゃぇすくぇ 
うおけくけきうつっしおぇ こけかうすうおぇ う ぉぇ-
かぇくしうさぇくぇ, こさぇゅきぇすうつくぇ, うおけ-
くけきういうさぇくぇ う ょけしすけえくぇ ゃなくて-
くぇ こけかうすうおぇ. 

 ′ぇ おけっ こさうくぇょかっあう しゃっ-
すなす ゃ ぉなょっとっ: くぇ さっかうゅうはすぇ 
うかう くぇ こぇさうすっ? 
- ╋くけゅけ さけきぇくすうつくけ とっ ゃう けす-

ゅけゃけさは, し っょくぇ ょせきぇ: しゃっすなす ゃ 
ぉなょっとっ, ぉなょっとっすけ こさうくぇょかっ-
あう くぇ しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ .

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ゅぇょう う しこっちうぇかうしすう けす ょさせ-
ゅう こさっょこさうはすうは. ‶うてぇす しっ 
こうしきぇ ょけ ╋けかょけゃぇ, いぇ ょぇ しっ 
しすっゅくっ っかっおすさけくくぇすぇ したっきぇ 

くぇ つぇしす けす  きぇてうくうすっ. ‶け 
ょぇょっくぇすぇ  けす ╊うたうくうく こさけ-
ゅさぇきぇ ゃなくてくう そうさきう  うい-
こなかくはゃぇす こさけっおすくう さぇぉけすう, 
けしうゅせさはゃぇ しっ う くっしすぇくょぇさす-
くけすけ けぉけさせょゃぇくっ... ╋ぇてう-
くうすっ, おけうすけ しっゅぇ しっ こけかいゃぇす, 
しぇ こさっょうてくうすっ, くけ しぇ くぇくけ-
ゃけ おけきこかっおすけゃぇくう, さっきけく-
すうさぇくう, くぇこさぇゃっくう しぇ こさけ-
そっしうけくぇかくう こさけぉう, いぇ ょぇ しっ 

しすうゅくっ ょけ くけゃうは こせしお. 〈せお 
しなゃきっしすくぇすぇ さぇぉけすぇ し ゅかぇゃ-
くうは きっすぇかせさゅ くぇ „┿さしっくぇか“ 
っ さってぇゃぇとぇ – いぇっょくけ さぇ-
ぉけすはす こけ ょけおせきっくすぇちうはすぇ う 
うしおぇくっすけ くぇ くけきっくおかぇすせさぇ 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ. ‶なさゃけすけ 
ういょっかうっ しっ しなゅかぇしせゃぇ おけく-
しすさせおすうゃくけ し ╉さぇしうきうさ ‶け-
こけゃ. ‶なさゃうすっ けすかうゃおう うょゃぇす 
ゅけょうくぇ しかっょ こけしすなこゃぇくっすけ 
くぇ ╊うたうくうく ゃ „┿さしっくぇか“. 
‶けしかっ – くけゃう こさっしそけさきう – 
くけゃう けすかうゃおう... 

╇ゃぇく ╂ぇえすぇくょあうっゃ っ さけょっく くぇ 3 ぇゃゅせしす 1945 ゅ. ゃ ]けそうは. ╆ぇゃなさてゃぇ „╋っあょせくぇさけょ-
くう うおけくけきうつっしおう けすくけてっくうは“.  ╀うか っ こけかうすうつっしおう おけきっくすぇすけさ う くぇぉかのょぇすっか ゃ ╀′〈, 
こけかうすうつっしおう しなゃっすくうお くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ╉けきうすっすぇ いぇ くぇせおぇ, すったくうつっしおう こさけゅさっし う 
ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ. ]こっちうぇかういうさぇ おぇすけ こけかうすうつっしおう くぇぉかのょぇすっか くぇ ]┿】, ╁っかうおけ-
ぉさうすぇくうは, 《さぇくちうは, ぅこけくうは う ╀かういおうは ういすけお. ╀うか っ おけさっしこけくょっくす くぇ ╀〈┿ ゃ ‶っおうく, 
〈けおうけ う ╁ぇてうくゅすけく. 
╉ぇすけ あせさくぇかうしす う おけきっくすぇすけさ しっ しさっとぇ し ╃あけさょあ ╀せて-しすぇさてう, ╃なく ]はけ ‶うく, 》っくさう 

╉うしうくょあなさ, 》っかきせす ╉けか, ╄ゃゅっくうえ ‶さうきぇおけゃ. ╂ぇえすぇくょあうっゃ っ ぇゃすけさ くぇ こせぉかうちうしすうつくう 
そうかきう う しすけすうちう こせぉかうおぇちうう. 』かっく っ くぇ ╀]‶ けす 1967 ゅ. ╃っこせすぇす ゃ 36-すけ う 37-すけ ′ぇ-
さけょくけ しなぉさぇくうっ. ╀うか っ こけしかぇくうお くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ╄ゅうこっす う [っこせぉかうおぇ ]せょぇく. ′けきうくう-
さぇく っ 2 こなすう いぇ こさっいうょっくす くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは. 
』かっく くぇ ]なのいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ あせさくぇかうしすう. ̈ す 1995 ゅ. っ いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっか くぇ 

╉けきうすっすぇ こけ こさぇゃぇすぇ くぇ つけゃっおぇ.
╇ゃぇく ╂ぇえすぇくょあうっゃ ぉっ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ ょうしおせしうは し ゅさぇあょぇくうすっ くぇ すっきぇ: „]なゃさっきっくくう 

すっくょっくちうう ゃ ゅかけぉぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ う きはしすけすけ くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ すっいう こさけちっしう”.

¨こうすなす くぇ うくあっくっさ
╊うたうくうく っ ぉっいちっくっく  

[せしおうはす しこっちうぇかうしす うきぇ いぇょ 
ゅなさぉぇ しう ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇ-
こけさけあしおうは ぇかせきうくうっゃ おけきぉう-
くぇす. ¨す ぇっさけいけかくうすっ ぉぇかけくう 

ょけ ぉうすけゃうすっ とけさう -  こさぇゃうか っ 
おぇおゃけ かう くっ. “‶さけういゃけょしすゃけすけ 
っ きくけゅけ しかけあくけ. ]ゃなさいぇくけ っ し 
っおけかけゅうつくう こさけぉかっきう. ╁ [せ-
しうは うきぇ しぇきけ けとっ すさう すぇおうゃぇ 
おけきぉうくぇすぇ.“ ╀けさうし こけいくぇゃぇ 
けすぉかういけ すっさきけょうそせいうけくくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ – いくぇっ ゃしうつ-
おけ いぇ きっぉっかくうすっ すさなぉう. ╆くぇっ 
ゃしうつおけ う いぇ おけさこせしくうすっ こけきこう 
いぇ ゃけょぇ – ぇかせきうくうはす っ こさうかけ-
あうき くぇゃしはおなょっ. ′ぇすさせこぇくうはす 
こさけそっしうけくぇかういなき ゃ ╇くしすうすせ-
すぇ いぇ ゃくっょさはゃぇくっ くぇ ぇかせきう-
くうえ う きぇゅくっいうえ う ゃ ╇くしすうすせ-
すぇ こけ すうすぇく ゃ ╆ぇこけさけあうっすけ っ 
けゅさけきっく. ╊うたうくうく っ くぇ „すう“ う 
し ういこけかいゃぇくっすけ くぇ ちゃっすくうすっ 
きっすぇかう ゃ しぇきけかっすけしすさけっくっすけ 

う ぇゃすけきけぉうかくぇすぇ こさけきうてかっ-
くけしす. „╋くけゅけ うくすっさっしっく あうゃけす 
うきぇた – おけゅぇすけ こさぇゃうて くっとけ 
うくすっさっしくけ, っょくぇ ゅけょうくぇ っ 
っょうく ょっく. ╋うくぇゃぇ ぉなさいけ. ╇きぇた 
けゅさけきくう おけくすぇおすう - さぇぉけすうか 
しなき し ゃしうつおう きうくうしすっさしすゃぇ – 
そうくぇくしけゃう, うおけくけきうつっしおう..., 
こけいくぇゃぇた きくけゅけ こさっょこさうは-
すうは... ╁さっきっすけ ぉなさいけ ういぉは-
ゅぇ...!“, せしきうたゃぇ しっ しこけおけえくけ 
くぇしかっょくうおなす くぇ ゅけかはきぇすぇ そぇ-
きうかうは, さなおけゃけょうかぇ きけとくうすっ 
させしおう かっはさくう いぇゃけょう こさっょう 

しなゃっすしおうは こっさうけょ. 
¨とっ 12-ゅけょうてっく,  ╀けさうし, 

おけえ いくぇっ いぇとけ, しう くぇきうさぇ くぇえ-
かのぉうきうすっ うゅさう ゃ ょうさっくっすけ くぇ 
こぇさつっくちぇ きっすぇか, おけうすけ けこうすゃぇ 
ょぇ すけこう, いぇ ょぇ こさぇゃう けす すはた 
さぇいくう そけさきう. ]さなつくけしすすぇ っ ゃ 
ゅっくうすっ きせ. ╇しおぇ ょぇ しすぇくっ たせ-

ょけあくうお. ′け しなょぉぇすぇ しっ くぇきっし-
ゃぇ し けぉさぇいぇ くぇ ゃっと かっおぇさ, おけえ-
すけ けすしうつぇ: “╆ぇぉさぇゃう いぇ すけゃぇ!“. 
╀けかっしす くぇ けつうすっ しすぇゃぇ こさっつおぇ 
いぇ こさっしかっょゃぇくっすけ くぇ ょっすしおぇすぇ 
きっつすぇ. ′け しなとけ う こさうつうくぇ いぇ 
しかっょゃぇくっ くぇ こけゃうおぇ くぇ おさなゃすぇ.

‶さけそっしうはすぇ くぇ ょっょうすっ 
しすぇゃぇ う こさけそっしうは くぇ ╀けさうし  

„‶けしゃっすうた しっ くぇ くぇさけょくけすけ 
しすけこぇくしすゃけ...“, しきっっ しっ しっゅぇ 
うくあっくっさ ╊うたうくうく. 
′け すけゃぇ っ  – „っょくけ くぇ さなおぇ“.  

„╅うゃけすなす っ こけ-うくすっさっしっく, 
おけゅぇすけ うきぇて くはおぇおゃけ たけぉう“, 
おぇいゃぇ すけえ. 【っゅせゃぇ しっ, つっ くぇ 
きかぇょうくう しっ いぇくうきぇゃぇか し きくけゅけ 

くっとぇ, くけ – し くうとけ しっさうけいくけ. 
┿おさけぉぇすうおぇすぇ, ゅうきくぇしすうおぇ-
すぇ, かっおぇすぇ ぇすかっすうおぇ う ょけさう 
ぉけおしなす, しぇ ういおせてっくうは, こさっい 
おけうすけ すけえ こさっきうくぇゃぇ いぇさぇょう 
せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ あうゃっって. 
╇くすっさっしなす おなき くっけぉうつぇえくけすけ 
ゅけ ゃこせしおぇ ょけさう ゃ すったくけかけゅううすっ 
くぇ ういさぇぉけすおぇ くぇ  こけかせしおなこけ-
ちっくくう おぇきなくう. ′っゅけゃぇすぇ こさけ-
そっしうけくぇかくぇ さぇいさぇぉけすおぇ ょぇゃぇ 
くぇつぇかけすけ くぇ すけゃぇ こさけういゃけょ-
しすゃけ ゃ ╆ぇこけさけあうっすけ, おなょっすけ  
いぇこけつゃぇす ょぇ こさぇゃはす ょけさう ょうぇ-

きぇくすう. ╃くってくうはす ぇさしっくぇかしおう 
しこっち こけ かっっくっすけ うきぇ こさなしす う ゃ 
けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ ┿かせきうくうっゃうは 
おけきぉうくぇす ゃ ╊ゃけゃ  こけ ゃさっきっすけ 
くぇ ╉けしうゅうく... 
‶けかぇゅぇくっすけ くぇ けしくけゃうすっ いぇ 

╀けさうし ╊うたうくうく っ おぇせいぇ くっ しぇきけ 
ゃ きっすぇかせさゅうはすぇ. ╁ かうつくうは しう 

あうゃけす すけえ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ こけ-
かぇゅぇ けしくけゃう う ょぇ ゃょうゅぇ しすっくう う 
こけおさうゃう くぇょ すはた. ]すさけう おぇおゃけ 
かう くっ: “¨す こなさゃぇすぇ いっきかはくおぇ, 
おなょっすけ あうゃはたきっ, ょけ たせぉぇゃぇすぇ 
ょぇつぇ, おけはすけ しう くぇこさぇゃうた, くっ 
しなき しこうさぇか...“, しきっっ しっ こけさぇ-
しくぇかうはす きぇかつせゅぇく, ういょうさゃぇつ 
くぇ きっすぇかくう こぇさつっすぇ ゃ こさぇたけ-
かはおぇ, おけえすけ てっゅけゃうすけ けぉはし-
くはゃぇ すぇいう しう しすさぇしす しなし: “]う-
ゅせさくけ うょゃぇ けす すけゃぇ, つっ きくけゅけ 
しなき つっか いぇ ╃ぇゃうょ ]すさけうすっか... 
¨ぉぇつっ – すけえ っ しすさけうか ょなさあぇゃぇ, 
ぇ ぇい おなとう う いぇゃけょう...“, しきっっ しっ 
こぇお せ ╀けさうし ぉけょさうはす ょせた くぇ 
こさっょこさうっきつうゃうすっ ╊うたうくうくう. 
╄ょうく ╊うたうくうく し させしおう おけさっ-
くう, さけょっく ゃ 〉おさぇえくぇ う し おなとぇ 
ゃ ╋なゅかうあ, おなょっすけ あうゃっっ ゃっつっ 
しっょっき ゅけょうくう. 

╀なかゅぇさうは きせ たぇさっしゃぇ

]ぇきけ ょなあょけゃっすっ すせお ゅけ きなつぇす. 
╁ 〉おさぇえくぇ, おなょっすけ くぇえ-ょなかゅけ 
っ あうゃはか, ょなあょ うきぇ しぇきけ こさっい 
きぇえ う けおすけきゃさう. ′はきぇ いうきぇ, 
かはすけすけ っ ゅけさっとけ, くけ さっおぇすぇ 
しこぇしはゃぇ. ╉ぇおすけ ゃうくぇゅう う くぇ-
ゃしはおなょっ, しこぇしはゃぇす こさうはすっかう-
すっ. 〉 くぇし  ╀けさうし っ くぇきっさうか すぇ-
おうゃぇ. ╇きぇ ゅう ゃ ╋なゅかうあ, うきぇ ゅう 
う ゃ „┿さしっくぇか“. [ぇぉけすぇすぇ しないょぇ-
ゃぇ こさうはすっかしすゃぇ. ╆ぇすけゃぇ すけえ くっ 
しこうさぇ ょぇ ういぉさけはゃぇ うきっくぇ. ′ぇ 
たけさぇ, し おけうすけ いぇっょくけ  きうくぇゃぇ 
こさっい すさせょくけしすうすっ くぇ ちうおなかぇ けす 
けこうすくうは けぉさぇいっち  ょけ しっさうえくけ-
すけ こさけういゃけょしすゃけ. ′ぇ ぇさしっくぇか-
ちう, し おけうすけ さぇぉけすう う おけうすけ こけ-
きぇゅぇす くっとぇすぇ ょぇ しすぇゃぇす おぇおすけ 
すさはぉゃぇ: ょうさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 
12 ╉さぇつぇくけゃ, けすょっかうか きくけゅけ 
ゃさっきっ う ゃくうきぇくうっ, いぇ ょぇ しっ 
しかせつぇす くっとぇすぇ ょけぉさっ, いぇきっしす-
くうおなす きせ – ╋うさけしかぇゃ ‶っすさけゃ, 
し おけゅけすけ ぉけさはす こさけぉかっきうすっ し 
っかっおすさけくうおぇすぇ, たけさぇすぇ けす ╆ぇ-
ゃけょ 6 – ╉ぇかうく ╂けておけゃ, ┿さくぇ-
せょけゃ う くぇつぇかくうお-ちったぇ ╈けぇく 
╆ぇゅけさつっゃ. [なおけゃけょうすっかはす くぇ 
╄かっおすさけすったくうつっしおうは けすょっか 
[ぇえくぇ 』ぇおなさけゃぇ う っかっおすさけくつう-
おなす けす ╆ぇゃけょ 5 – [けしっく 『けくっゃ, 
ょうさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 1 – ╉の-
きのさっゃ...,  たけさぇすぇ けす かっはさくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ - ╃うぇく ╃けぉさっゃ, 
]すけはく ╂けしこけょうくけゃ, ]ぇかう ┿かう 
╋ったきっょけゃ, てかけしっさなす ╈っかょない 
]ぇかうっゃぇ, いぇ おけはすけ ょけさう いくぇっ, 
つっ うきぇ うきっ くぇ ちゃっすっ... 

] ぇさしっくぇかちう  ╊うたうくうく せしゃけは-
ゃぇ くぇょ 15  ういょっかうは. ‶なさゃけすけ っ 
けとっ こさっい 2010-すぇ. ]ぇきけ ゅけょう-
くぇ しかっょ うょゃぇくっすけ きせ すせお. ┿さしっ-
くぇかちう ゅけ こけいくぇゃぇす ょけぉさっ. ╇ すけえ 
こけいくぇゃぇ きくけゅけ けす すはた – すぇおぇゃぇ 
っ さぇぉけすぇすぇ すせお. ‶さけぉかっきうすっ こけ 
しっぉっしすけえくけしすすぇ う くけゃうすっ うょっう 
いぇ きぇおしうきぇかくけ ういこけかいゃぇくっ くぇ 
けすこぇょなちうすっ しぇ いぇょぇつうすっ, こけ 
おけうすけ けこうすくうはす うくあっくっさ さぇぉけ-
すう しっゅぇ. 
╊うつくうすっ さぇょけしすう しぇ し ゃくせちう-

すっ し ぉなかゅぇさしおうすっ うきっくぇ [けしっく 
う ╀けあうょぇさぇ.  ╁くせおなす ゃっつっ こさっ-
おけしはゃぇ ゅっけゅさぇそしおうすっ  こさけし-

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7
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すさぇくしすゃぇ こけ-かっしくけ ょけさう けす ょはょけ 
しう. „′っ しっ すさっゃけあう, ょはょけ! 】っ 
しっ ゅけさょっって し きっく“, っ けすゅけゃけさなす 
くぇ [けしっく くぇ ゃしうつおう そぇきうかくう 
こさうすっしくっくうは, さけょっくう けす くっゅけ-
ゃうすっ しすさぇくしすゃぇくうは きっあょせ  ]┿】 
う  ╄ゃさけこぇ. 〈けえ ゃっつっ いぇゃなさてゃぇ 
ゃうしてっ ゃ ╃ぇくうは う さぇぉけすう こけ っゃ-
さけこさけっおすう. „╋けかけょっち!“, さぇょゃぇ 
しっ ╀けさうし くぇ しうくぇ くぇ とっさおぇ しう. 
╁しなとくけしす, すは う くっえくうはす ぉういくっし 
こさっょう ゅけょうくう しぇ こさうつうくぇすぇ いぇ 
うょゃぇくっすけ くぇ ╀けさうし せ くぇし. 
╋ぇおぇさ う ょぇかっつ けす [せしうは う 

〉おさぇえくぇ, ╊うたうくうく こさっあうゃは-
ゃぇ うしすうくしおう しかせつゃぇとけすけ しっ こけ 

さけょくうすっ きせ きっしすぇ, おなょっすけ ょぇ しっ 
あうゃっっ しっゅぇ っ けしけぉっくけ けこぇしくけ. 
╋うくぇかけすけ かはすけ っ ぉうか しなゃしっき 
ぉかういけ ょけ ゃけっくくうすっ ょっえしすゃうは: 
“╁しっおう ょっく しすさっかはす, ゃしっおう 
ょっく...! ′っ さぇいぉうさぇき いぇとけ?!...“. 
„╁ 〉おさぇえくぇ うきぇ ゃしうつおけ いぇ ょけ-
ぉなさ あうゃけす, くけ... たけさぇすぇ くっ 
さぇいぉうさぇす, つっ しっ こけょょぇゃぇす くぇ 
こぇさう う きぇくうこせかぇちうう...“, すけゃぇ 
っ けちっくおぇすぇ くぇ つけゃっおぇ, ゃうょはか 
う せいくぇか きくけゅけ. 〈けえ こさけょなかあぇ-
ゃぇ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ ょぇ しっ ゃさなとぇ 
せ ょけきぇ. ╇きぇ さけょくうくう おさぇえ ╃け-
くっちお, ぉかういおう おさぇえ 』っさくけぉうか. 
╁おなとう くうおけゅぇ くっ しっ っ ゅけゃけ-

さうかけ いぇ さけょくうくうすっ – „ゃさぇゅけゃっ 
くぇ くぇさけょぇ“, しこけきくは しう ╀けさうし. 
╋ぇえおぇ きせ きなかつう. 〈ぇえくぇすぇ しっ 
こぇいう ょけ くけゃうすっ ゃさっきっくぇ, おけ-
ゅぇすけ すけゃぇ きけあっ ょぇ しっ おぇあっ こけ-
しこけおけえくけ – ぉっい しすさぇた いぇ あうゃけすぇ 
う ぉなょっとっすけ. 〈けえ こけきくう しきなすくけ, 
つっ おぇすけ きかぇょ っ せしっとぇか, つっ こさう 
くっゅけ くっとぇすぇ しぇ こけ-さぇいかうつくう 
う ょけさう しさっとぇか ういゃっしすくう こさけ-
ぉかっきう し すけゃぇ. ′け くっ けすさうつぇ, つっ 
かうつくぇすぇ きせ さっぇかういぇちうは おぇすけ 
うくあっくっさ-きっすぇかせさゅ っ くはきぇかけ 
ょぇ ぉなょっ ゃないきけあくぇ, ぉっい ゃかぇしすう-
すっ ょぇ けちっくはゃぇす こさけそっしうけくぇ-
かういきぇ きせ. ] すけゃぇ うくあっくっさなす, 

おけえすけ けとっ けす 12-ゅけょうてっく こさぇ-
ゃう そうゅせさおう けす こぇさつっすぇ きっすぇかくう 
けすこぇょなちう, くぇきっさっくう ゃ こさぇたぇ, 
くっ っ うきぇか こさけぉかっき. ′ぇこさけすうゃ – 
つせゃしすゃぇ しっ ょけしすぇすなつくけ けちっくっく. 
]うくなす くぇ きけきつっすけ, しおけつうかけ けす 
こっつぇかくうは ゃかぇお いぇ ]けかけゃっちおうすっ 
けしすさけゃう, こさういくぇゃぇ, つっ っ うきぇか 
とぇしすかうゃ あうゃけす. ╋けあっ ぉう すけかおけ-
ゃぇ うくすっさっしっく, おけかおけすけ う すけいう くぇ 
ょっょうすっ, せこさぇゃかはゃぇかう かっはさくうすっ 
いぇゃけょう くぇ 』っかはぉうくしお う  ]ゃっさ-
ょかけゃしお. ╉ぇすけ ゃ こさうおぇいおうすっ. ′け – 
しなし しうゅせさくけしす, こさうおぇいおぇ  し っょうく 
こけ-とぇしすかうゃ おさぇえ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

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

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3 け つてち. 4

¨╇╅〉 ╊〉ぁ╊╇ – ╇¨╉ょ
╉ぇいぇくかなお – ]けそうは. [けょっく 

っ くぇ 29 きぇさす 1882 ゅ. ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, さけょなす きせ っ っくうくしおう. 〉つう 
ゃ ‶っょぇゅけゅうつっしおけすけ せつうかうとっ, 
おなょっすけ しっ けそけさきはす うくすっさっ-
しうすっ きせ おなき すっぇすなさぇ, さうしせ-
ゃぇくっすけ う しすぇさうくうすっ. ¨とっ 
おぇすけ せつっくうお っ っょうく けす くぇえ-
ぇおすうゃくうすっ つかっくけゃっ くぇ 〉つっ-
くけかのぉうゃぇ ょさせあうくぇ „╇しおさぇ“, 
しないょぇかう きかぇょっあおう すっぇすなさ, 
おけえすけ ういくぇしはか こさっょしすぇゃかっ-

くうはすぇ しう こけょ くぇゃっしぇ くぇ っょくぇ 
ゅのかこぇくぇ ゃ こけおさぇえくうくうすっ くぇ 
╉せかっくしおぇすぇ きぇたぇかぇ. ′ぇさう-
つぇく っ ╁うょの いぇさぇょう ぉかっしすは-
とけすけ ういこなかくっくうっ くぇ けぉさぇいぇ 
くぇ しかせゅぇすぇ ╁うょの ゃ おけきっょう-
はすぇ くぇ ┿か. ╄ょさっゃ „′ぇ ぉなさいぇ 
さなおぇ”. ¨しゃっく, つっ こうてっか ょさぇ-
きぇすせさゅうつくう すっおしすけゃっ, ぉうか 
さっあうしぬけさ, さっちうすぇすけさ, ゅさう-
きぬけさ, こっっか こさっおさぇしくけ, しゃう-
さっか くぇ すぇきぉせさぇ, ぉうか けすかうつっく 
すぇくちぬけさ.
‶さっい 1901 ゅ. こけしすなこゃぇ ゃ 

╃なさあぇゃくけすけ さうしせゃぇかくけ せつう-
かうとっ こさう こさけそ. ‶っすおけ ╉かう-
しせさけゃ. ¨とっ ゃ しすせょっくすしおうすっ 
ゅけょうくう ういはゃはゃぇ さぇいくけしすさぇく-
くうすっ しう しこけしけぉくけしすう: ぇおすうゃ-
くけ こけきぇゅぇ くぇ ‶っすなさ 〈けこせいけゃ 
– けしくけゃぇすっか くぇ ╉ぇいぇくかなて-
おうは きせいっえ, ゃ けぉけしけぉはゃぇくっ-
すけ くぇ さぇいょっか けす おぇさすうくう う 
しおせかこすせさう /ょく. 》せょけあっしすゃっ-
くぇ ゅぇかっさうは/, おぇすけ しすぇゃぇ こさなゃ 
くっゅけゃ せさっょくうお; しさっょ せつさっ-
ょうすっかうすっ っ くぇ けぉとくけしすすぇ くぇ 
おぇいぇくかなつぇくうすっ, あうゃっっとう ゃ 
]けそうは – „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”; 
こさぇゃう  おぇさうおぇすせさう  う うかのし-
すさぇちうう; こうてっ こせぉかうちうしすうおぇ. 
╁なけょせてっゃっく けす しおぇいおうすっ くぇ 
こさけそ. ┿くすけく ╋うすけゃ こけ うしすけ-
さうは くぇ ういおせしすゃけすけ, こうてっ う 
こせぉかうおせゃぇ ゃなゃ ゃ. „╃っく” しすぇ-
すうう いぇ ょせたけゃくうすっ ぉけゅぇすしすゃぇ 
くぇ こさけつせすう ゅさぇょけゃっ, いぇ たせ-
ょけあくうちう う きせいっう. ╆ぇゃなさてゃぇ 
こさっい 1905 ゅ., くけ くっ しっ はゃはゃぇ 
くぇ こけしかっょくうは しう ういこうす. ]きは-
すぇか, つっ „ょうこかけきぇすぇ くっ こさぇゃう 
たせょけあくうおぇ すゃけさっち“. ¨しすぇゃぇ 
ょぇ あうゃっっ ゃ ]けそうは.
╁ ╂っさきぇくうは. ] そうくぇくしけ-

ゃぇすぇ こけきけと くぇ ぉさぇす しう ╄くの 
こさっい 1906 ゅ. ╇ゃぇく ╄くつっゃ いぇ-
きうくぇゃぇ くぇ しこっちうぇかういぇちうは ゃ 
╋のくたっく. ╀けゅぇすしすゃけすけ くぇ くっき-
しおぇすぇ おせかすせさぇ, ういかけあぉうすっ, 
てっょぬけゃさうすっ ゃ ‶うくぇおけすっおぇすぇ 
けおぇいゃぇす けゅさけきくけ ゃないょっえしす-
ゃうっ ゃなさたせ きかぇょうは たせょけあくうお. 
]うかくけ っ こけゃかうはく けす こさけうい-
ゃっょっくうはすぇ くぇ しうきゃけかうしすうすっ 
う ょっおけさぇすういきぇ くぇ しっちっしうけくぇ 

╇ゃぇく ╄くつっゃ – ╁うょの っ 
ぉなかゅぇさしおう あうゃけこうしっち, 
うかのしすさぇすけさ, ょっおけさぇすけさ 
う おぇさうおぇすせさうしす; ぇさすうしす 
う しちっくけゅさぇそ; ぇさたっけかけゅ, 
っすくけゅさぇそ, そけかおかけさうしす 
う おさぇっゃっょ; たせょけあっしす-
ゃっく おさうすうお, こうしぇすっか, 
けぉとっしすゃっくうお, つうすぇかう-
とっく ょっっち. [ぇょっすっか いぇ 
ゃないたけょぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇ-
すぇ おせかすせさぇ, おけはすけ, しこけ-
さっょ くっゅけ, っ ょかなあくぇ ょぇ 
いぇしかせあう „しうきこぇすううすっ う 
こけょょさなあおぇすぇ くぇ ちうゃう-
かういけゃぇくうは しゃはす“, おぇすけ 
ょけおぇあっ, つっ „う くうっ しきっ 
くぇさけょ, おけえすけ ゃなさゃう こけ 
こなすは くぇ こさけゅさっしぇ, つっ う 
くうっ しっ しすさっきうき おなき こけ-
ゃうしけおう ちっかう, おなき こけ-
しゃっすかう うょっぇかう“.

[あくあせしひさ せけさそえあ せか か けすあし たそ-おそいちあ うけくけみ け たかちつたかさてけうあ そて つかえあのせあてあ
╂けしこけょうく ╇ぉせてっゃ, こけかせつうたすっ くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ - ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ゅさぇょ 

╉ぇいぇくかなお. ╉ぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ いぇ ╁ぇし しぇきうは すけゃぇ: こさういくぇくうっ いぇ せしうかうはすぇ う けしすぇゃっくぇすぇ 
ょうさは, こけつうす, せゃぇあっくうっ けす しすさぇくぇ くぇ しなゅさぇあょぇくうすっ, こけさっょくぇ すうすかぇ, くっとけ こけゃっつっ けす 
ゃしうつおけ?
- ╀うた おぇいぇか, つっ すけゃぇ っ う こさういくぇくうっ, う こけつうす, う せゃぇあっくうっ, う すうすかぇ. ┿ くっとけすけ ゃ こけゃっつっ しぇ 

しぉなょくぇすうすっ きけう きっつすう けす きくけゅけ ゃさっきっ くぇしぇき. ╉ぇおゃう きっつすう? ╁うくぇゅう しなき うきぇか ゃ あうゃけすぇ しう っょくぇ 
けしくけゃくぇ おぇせいぇ う すは っ „┿さしっくぇか. ] ゃしうつおうすっ え ぇしこっおすう. „┿さしっくぇか” っ くっとけすけ, おけっすけ っ こけゃっつっ けす 

きけえ ょけき. 〈けゃぇ っ くっとけすけ, し おけっすけ っ しゃなさいぇく あうゃけすなす きう. ¨とっ こけゃっつっ, つっ う さけょうすっかうすっ きう しぇ 
さぇぉけすうかう すせお. ╋ぇえおぇ きう っ けしくけゃぇすっか くぇ ╁いぇうきけしこけきぇゅぇすっかくぇすぇ おぇしぇ, ぇ ぉぇとぇ きう っ さぇぉけすくうお 
ゃなゃ そさっいけゃけすけ こさけういゃけょしすゃけ, ぇ こさっょう すけゃぇ っ ぉうか さぇぉけすくうお ゃ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. ┿い 
しなき こけさぇしくぇか すせお, ゃ „┿さしっくぇか”, けす ょっすっ. ¨すすけゅぇゃぇ っ う きけはすぇ ゃさないおぇ し  そうさきぇすぇ. ‶けしかっ しなき 
ぉうか しすうこっくょうぇくす くぇ „┿さしっくぇか” う すせお いぇこけつくぇた すさせょけゃうは しう こなす… う ょけしっゅぇ. ┿い くはきぇき ょさせゅけ 
さぇぉけすくけ きはしすけ, けしゃっく „┿さしっくぇか”, し ういおかのつっくうっ くぇ っょうく いぇょゅさぇくうつっく しすぇあ, おけゅぇすけ ぉはた ういこさぇ-
すっく けす „┿さしっくぇか” いぇ 3 ゅけょうくう. 〈せお くぇ 100% とっ いぇゃなさてう う きけはす すさせょけゃ こなす. 〈けゃぇ っ けしくけゃくぇすぇ 
きう おぇせいぇ. ] くっは しっ ゅけさょっは, いぇとけすけ しなき いぇゃなさてうか すけゃぇ, おけっすけ すさはぉゃぇ う っ くせあくけ くぇ „┿さしっくぇか”. 
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う っ っょうく けす きぇかおけすけ うき いぇ-
とうすくうちう せ くぇし. ╆ぇょなかぉけつっ-
くけ ういせつぇゃぇ あうゃけこうしすぇ くぇ 
しすぇさうすっ きぇえしすけさう う こさぇゃう 
ょっしっすおう ゃっかうおけかっこくう おけこうは 
くぇ おぇさすうくう けす ╊っけくぇさょけ ょぇ 
╁うくつう, [ぇそぇっかけ, ╁っさけくっいっ, 
[っきぉさぇくょ, [せぉっくし, ╁ぇく ╃ぇえお. 
╂けかはきぇ つぇしす けす すはた ょけくぇしは ゃ 
╀なかゅぇさうは, ぇ 15 けす すっいう おけこうは 
こけ-おなしくけ こけょぇさはゃぇ くぇ たせょけ-
あっしすゃっくぇすぇ しぉうさおぇ ゃ ╉ぇいぇく-

かなお. ╁ ╋のくたっく しないょぇゃぇ う 
くはおけかおけ しゃけう こかぇすくぇ, きっあょせ 
おけうすけ „′ぇ ゅさけぉぇ“ う „‶っえいぇあ“.
╊のぉけゃすぇ おなき さけいうすっ. 〈は 

そけさきうさぇ けすくけてっくうっすけ きせ 
おなき くぇすのさきけさすぇ う こっえいぇあぇ. 
╄ょくぇ けす くぇえ-いくぇつうきうすっ おぇさ-
すうくう くぇ ╇ゃぇく ╄くつっゃ っ  こさけ-
つせすぇすぇ „[けいけぉっさぇつおぇ“. ╁ くっは 
すけえ っ ゃかけあうか ゃないゅかっょぇ しう いぇ 
きかぇょけしすすぇ う ぉっいこさっょっかくぇすぇ 
しう こさうゃなさいぇくけしす おなき さけょくうは 
おさぇえ. [けいう すけえ とっ さうしせゃぇ う 
こさっい 20-すっ ゅけょうくう - くぇえ-ぇお-
すうゃくうはす きせ こっさうけょ.

[けいけぉっさぇつおぇ, 1908 ゅ.  

′っいぇゃうしうきけ, つっ あうゃっっ ゃ 
しすけかうちぇすぇ, こさっい しかっょゃぇとうすっ 
ゅけょうくう ╁うょの こさけょなかあぇゃぇ し 
ちっかうは しう っくすせしうぇいなき ょぇ こけょ-
こけきぇゅぇ おせかすせさくけ-こさけしゃっすくぇ-
すぇ ょっえくけしす ゃ ╉ぇいぇくかなお.
╇いしかっょけゃぇすっかしおぇ さぇぉけすぇ 

う たせょけあっしすゃっくぇ おさうすうおぇ. 
╁ すっいう ょゃっ ょっえくけしすう ╇ゃぇく ╄く-
つっゃ こさけはゃはゃぇ くぇえ-しうかくけ しゃけは 
すぇかぇくす, すっ しぇ くぇえ-いくぇつうきぇすぇ 
つぇしす けす こさうくけしぇ きせ おなき ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ おせかすせさぇ. ]ゃけうすっ けす-
いうゃう いぇ ゃぇあくう おせかすせさくう しな-
ぉうすうは すけえ こせぉかうおせゃぇ ゃなゃ ゃ. 
„╋うさ“, ゃ おけえすけ こけ-おなしくけ とっ 
こけきっしすゃぇ う こさけせつゃぇくうはすぇ しう 

いぇ しすぇさう ゅさぇょけゃっ, きぇくぇしすう-
さう, ゅさけぉうとぇ, ぇさたっけかけゅうつっ-
しおう う っすくけゅさぇそしおう くぇたけょおう.
╋っあょせゃさっきっくくけ せつぇしすゃぇ 

ゃ ういかけあぉう くぇ ╃させあっしすゃけ-
すけ くぇ たせょけあくうちうすっ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは. ‶けゃっつっすけ きせ すゃけさぉう 
しぇ ぉっかはいぇくう けす くけしすぇかゅうつくけ 
つせゃしすゃけ. ╇いおかのつっくうっ こさぇゃう 
„╉ぇいぇくかなておぇ きけきぇ” /1912/ , 
ゃ おけはすけ ょぇゃぇ ゃけかは くぇ あういくっ-
さぇょけしすくぇすぇ しう っきけちうは. 
‶さっい 1914 ゅ. ╄くつっゃ せつぇしす-

ゃぇ ゃ おけくおせさし いぇ ゅうかけすうくくぇ 
いぇゃっしぇ くぇ くけゃけこけしすさけっく-
うは すっぇすなさ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╉けきこけいうちうはすぇ きせ くっ こっつっかう 
くぇゅさぇょぇすぇ, くけ ゃこっつぇすかはゃぇ 
しすぇさけいぇゅけさちう. ‶さっい 1916 ゅ. 
っ こけおぇくっく けす ╂っけ ╋うかっゃ いぇ 
たせょけあくうお くぇ こけしすぇくけゃおうすっ 
„╄ょうこ ちぇさ” う „╊せょっすうくぇ”. 
╁うょの っ ぇゃすけさ う くぇ ぇそうてぇ 
くぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ けこっさぇ 
„]うさけきぇたおうくは“.
] けしけぉっくぇ しすさぇしす すけえ ういせ-

つぇゃぇ おせかすせさくけ-うしすけさうつっ-
しおけすけ くぇしかっょしすゃけ. ╇くすっさっ-
しうすっ きせ しぇ し ういおかのつうすっかくけ 
ゅけかはき こっさうきっすなさ: ちなさおけゃ-
くぇ ぇさたうすっおすせさぇ, うおけくけこうし 
う ょなさゃけさっいぉぇ, っすくけゅさぇそうは, 
けぉさっょくぇ しうしすっきぇ, こさぇいくうちう, 
こさうかけあくけ ういおせしすゃけ. ¨ぉう-
おぇかは さぇいかうつくう おなすつっすぇ くぇ 
しすさぇくぇすぇ う こさっちういくけ ょけおせ-
きっくすうさぇ ゃしうつおけ ゃうょはくけ. ╁ 
こっさうけょぇ 1918 – 1929 ゅ. うい-
ょぇゃぇ う うかのしすさうさぇ 4 おくうゅう: 
„]すぇさう う くけゃう こぇきっすくうちう ゃ 
╃けぉさせょあぇ”, „[けいけゃぇすぇ ょけかう-
くぇ う ╉ぇいぇくかなお”, „╀なょくう ゃっ-
つっさ” う „╄くぬけゃょっく”.                                                                       
‶さっい 20-すっ ゅけょうくう さぇぉけすう 

ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ くぇさけょ-
くぇすぇ こさけしゃっすぇ, おなょっすけ こけょ-
ゅけすゃは きぇすっさうぇかう ゃ こけきけと くぇ 
せつうかうとくぇすぇ しぇきけょっえくけしす, 
こうてっ しすせょうう いぇ ちなさおゃうすっ ゃ 
[うかしおうは う ╂かけあっくしおうは きぇ-
くぇしすうさう. ‶さっい 1930 ゅ. しない-
ょぇゃぇ こけこせかはさくけすけ さなおけゃけょ-
しすゃけ „╀なかゅぇさしおけすけ ういおせしすゃけ 
ゃ しゃっすかうゃう おぇさすうくう”, こさう-
ょさせあっくけ けす 540 ょうぇこけいうすう-
ゃぇ – すったくうおぇ, いぇさぇょう おけはすけ 
こけしっとぇゃぇ ╇すぇかうは. ╁なこさっ-
おう つっ くっ せつぇしすゃぇ さっょけゃくけ 
ゃ ういかけあぉう, しないょぇゃぇ さっょうちぇ 
こけさすさっすう, しさっょ おけうすけ くぇ ╋. 
╃さうくけゃ, こさけそ. ]す. ╀けぉつっゃ, 
┿.〈っくっゃ. ′っゅけゃぇ きうくうぇすのさぇ 
う ょけ ょくっし しすけう くぇ くけとくけすけ 
ておぇそつっ くぇ ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ, し 
おけゅけすけ ╁うょの つっしすけ しっ しさっ-
とぇか.
‶なさゃうはす ゅっさぉ くぇ ╉ぇいぇく-

かなお. 『っくくぇ うくそけさきぇちうは う 
うくすっさっしくう こけょさけぉくけしすう こけ 
すっきぇすぇ しなょなさあぇ ういしかっょゃぇ-
くっすけ くぇ ╇ゃぇく 〈. ‶ぇこせおつうっゃ 
„╇ゃぇく ╄くつっゃ-╁うょの - ぇゃすけさ 
くぇ こなさゃうは ゅっさぉ くぇ ゅさぇょ ╉ぇ-
いぇくかなお“.

╂っさぉなす くぇ ╉ぇいぇくかなお, 1924 ゅ. 

‶ぇこせおつうっゃ けすぉっかはいゃぇ, つっ 
ゃなこさっおう くっこけいくぇゃぇくっすけ くぇ 
こさぇゃうかぇすぇ くぇ たっさぇかょうおぇすぇ, 
„すっいう こさけこせしおう くっ くぇきぇかは-
ゃぇす くう くぇえ-きぇかおけ しすぇさぇくうっすけ 
くぇ ぇゃすけさぇ ょぇ しくぇぉょう くぇてうは 
きぇかなお ゅさぇょ し ゅっさぉ“ う つっ „くっ 
っ ういおかのつっくけ ╉ぇいぇくかなお ょぇ っ 
ゃすけさうはす ゅさぇょ しかっょ ]けそうは しなし 
しゃけえ ゃっかうおけかっこっく う きくけゅけ 
ういさぇいうすっかっく ゅっさぉ“. 
╀なかゅぇさしおう くぇさけょっく 

おさなしす. ′ぇえ-ゃぇあくうはす くぇせつっく 
すさせょ くぇ ╇ゃぇく ╄くつっゃ, こけ こけ-
さなつおぇ くぇ ╀┿′, っ „╋ぇすっさうぇ-
かう いぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょっく 
おさなしす” – 11 けゅさけきくう すけきぇ, し 
すっおしす う うかのしすさぇちうう くぇ ぇゃすけ-
さぇ. 〈けいう すさせょ, しないょぇゃぇく 20 
ゅけょうくう, くけ けしすぇくぇか くっういょぇ-
ょっく, し ょぇすうさけゃおぇ う こさっちうい-
くけ けこうしぇくうっ くぇ おさなしすけゃっ-
すっ, こさうょさせあっくう けす さうしせくおう, 
こさっょしすぇゃかはゃぇ くぇえ-しなとくけしす-
くうはす う しけかうょっく こさうくけし くぇ 
╄くつっゃ おなき すぇいう すっきぇ ゃ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ くぇせおぇ. ╁ くっゅけ すけえ 
っ しなぉさぇか けぉさぇいちう けす しすっくけ-
こうしうすっ, ちなさおけゃくぇすぇ せすゃぇさ, 
さっいぉぇすぇ, てっゃうちうすっ, おけゃぇくけ-
すけ あっかはいけ, きうくうぇすのさうすっ… 
]こけさっょ そけさきぇすぇ くぇ おさなしすぇ っ 
いぇこけつくぇす う けこうす いぇ おかぇしうそう-
おぇちうは.
¨しくけゃくけ きはしすけ ゃ きけぉうかくぇすぇ 

おけかっおちうは こけ こさけっおす くぇ ╇╋ 
„╇しおさぇ” けす 2014 ゅ. っ こさっょゃう-
ょっくけ いぇ ╇ゃぇく ╄くつっゃ – ╁うょの 
う ういょぇょっくうは こさっい 1994 ゅ. くっ-
ゅけゃ すさせょ „╀なかゅぇさしおう くぇさけょっく 
おさなしす”, こけかせつうか ゃうしけおぇすぇ 
けちっくおぇ くぇ たせょけあくうちうすっ ╇ゃ. 
╋なさおゃうつおぇ う ┿. ╋うすけゃ, くぇ 
こさけそっしけさうすっ ╈. ╇ゃぇくけゃ う ╀. 
《うかけゃ.
′っけすしかぇぉゃぇとぇ かのぉけゃ 

おなき ╉ぇいぇくかなお. ¨ぉうつすぇ くぇ 
╇ゃぇく ╄くつっゃ おなき さけょくうは きせ 
ゅさぇょ くっ けすしかぇぉゃぇ こさっい ちっ-
かうは きせ あうゃけす. 〈けえ こけょこけきぇゅぇ 
ょっえくけしすすぇ くぇ つうすぇかうとっ „╇し-
おさぇ“, けしけぉっくけ し せきっくうはすぇ しう 
くぇ しちっくけゅさぇそ. ╉ぇすけ しすせょっくす 
こうてっ: „〈ぇは „╇しおさぇ”! ╉ぇお きう 
すさっこくせゃぇ しなさちっすけ, おぇすけ しう 
こけきうしかは いぇ くっは.” ¨そけさきうすっか 
っ くぇ けぉかけあおぇすぇ くぇ ゅけょうてくう-
ちうすっ „╉ぇいぇくかなお ゃ きうくぇかけすけ う 
ょくっし”, おなょっすけ っ けすこっつぇすぇくぇ 
つぇしす けす こけゃっしすすぇ きせ „》せょけあ-
くうお”. ′っこさっおなしくぇすけ けぉけゅぇ-
すはゃぇ たせょけあっしすゃっくぇすぇ しぉうさおぇ 
おなき きせいっは, さっしすぇゃさうさぇ すっぇ-
すさぇかくう さっかうおゃう けす 19 ゃっお.                                   
╃ぇさぉぇすぇ しう くぇ おさぇっゃっょ こさけ-

はゃはゃぇ ゃ おくうゅぇすぇ しう „[けいけゃぇすぇ 
ょけかうくぇ う ╉ぇいぇくかなお” /1927/ 
- っょうく けす こなさゃうすっ しうしすっきぇ-
すういうさぇくう う くぇえ-ういつっさこぇすっか-
くう ういすけつくうちう いぇ きうくぇかけすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╋くけゅけ ちっくくう 
そぇおすう しなょなさあぇす う ぉうけゅさぇ-
そううすっ, おけうすけ ╁うょの こさぇゃう くぇ 
ういすなおくぇすう おぇいぇくかなておう けぉ-
とっしすゃっくうちう う すゃけさちう, ょけこ-
さうくっしかう いぇ ゅけかっきうは ょせたけ-
ゃっく さぇしすっあ くぇ きぇかおうは ゅさぇょ. 
╉ぇすけ すぇかぇくすかうゃ ういおせしすゃけゃっょ 
しっ ういはゃはゃぇ ゃ ういしかっょゃぇくっすけ 
しう „╇いおせしすゃけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお” 
/1928/. ]すせょうはすぇ こさっょしすぇ-
ゃかはゃぇ ちはかけしすくけ うしすけさうつっしおけ 
ういしかっょゃぇくっ, こなさゃぇすぇ こっさう-
けょういぇちうは くぇ ういおせしすゃけすけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお けす ╁ないさぇあょぇくっすけ 
ょけ けくいう きけきっくす.

‶さっょう しきなさすすぇ しう ╇ゃぇく ╄く-
つっゃ-╁うょの こさぇゃう ょゃっすっ しう ゅけ-
かっきう ょぇさっくうは くぇ ╉ぇいぇくかなお - 
くぇ きせいっは, たせょけあっしすゃっくぇすぇ 

しぉうさおぇ う ぉうぉかうけすっおぇすぇ: 762 
おくうゅう, 159 ゃないさけあょっくしおう くぇ-
おうすぇ, 25 てっゃうちう, 11 きくけゅけ 
さっょおう うおけくう, そけすけゅさぇそうう, 
ういょぇくうは し こっしくうすっ くぇ ╄き. 
╋ぇくけかけゃ, つぇしす けす しゃけは ぉけゅぇす 
かうつっく ぇさたうゃ. ╆ぇさぇょう ゃしうつ-
おけ すけゃぇ っ けぉはゃっく いぇ こけつっすっく 
つかっく くぇ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ“.                                          
„╃くっゃくうおなす くぇ ╇ゃぇく ╄く-

つっゃ – ╁うょの“. 〈けゃぇ っ いぇゅかぇ-
ゃうっすけ くぇ おくうゅぇすぇ くぇ ‶っくぬけ 
〈っさいうっゃ, こかけょ くぇ くっゅけゃうは 
17-ゅけょうてっく すさせょ, こさっょしすぇ-
ゃっくぇ こさっい 2012 ゅ. こけ こけゃけょ 
130 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ 
くぇ うきっくうすうは おぇいぇくかなつぇくうく. 
〈は けぉたゃぇとぇとぇ こっさうけょぇ けす 
1899-1905 ゅ., おけゅぇすけ ╁うょの 
っ しぇきけ くぇ 23 ゅけょうくう. 』ぇしすう 
けす ょくっゃくうおぇ くぇ ╁うょの けすおさうか 
しさっょ ういたゃなさかっくう いぇ ゃすけさうつ-
くう しせさけゃうくう おくうあぇ おぇいぇくかな-
つぇくうくなす [せきっく ┿かっおしぇくょさけゃ, 
けすおせこうか ゅう う ゅう いぇくっしなか ゃ 
きせいっは. ‶さう こさっいっくすぇちうはすぇ 
〈っさいうっゃ しこけょっかう: “╀ってっ きう 
すさせょくけ ょぇ ゃかういぇき ゃ しゃっすぇ 
こさっょう 100 ゅけょうくう, くけ しかっょ 
おぇすけ ゅけ くぇこさぇゃうた, きう ぉってっ 
けとっ こけ-すさせょくけ ょぇ ういかはいぇ 
けすすぇき. 〈けいう しゃはす っ ぉうか きくけ-
ゅけ こけ-おさぇしうゃ う ょけしすけっく いぇ 
せゃぇあっくうっ けす ょくってくうは. ]っゅぇ 
っ すさせょくけ くはおけえ ょぇ しっ さぇいょぇ-
ょっ ぉっいこさっおけしかけゃくけ いぇ っょくぇ 
うょっは, ぇ すけゅぇゃぇ たけさぇすぇ しぇ ゅけ 
こさぇゃうかう. ╁うょの っ ょぇさはゃぇか 
しゃけうすっ こけしかっょくう こぇさう, ぇ おけか-
おけ たけさぇ きけゅぇす ょぇ ゅけ くぇこさぇゃはす 
しっゅぇ? ¨すゅけゃけさなす っ: きくけゅけ 
きぇかおけ.“
¨ぉさっつっく ょぇ しっ しっぉっさぇい-

ょぇゃぇ. ╆ょさぇゃっすけ くぇ ╇ゃぇく ╄く-
つっゃ くうおけゅぇ くっ ぉうかけ けしけぉっくけ 
ょけぉさけ. ′っはしくう ゃくっいぇこくう う 
けしすさう ぉけかおう ゃ おけさっきぇ ゅけ うい-
きなつゃぇかう けす ょっすっ. ╋ういっさうはすぇ 
う くっこさっしすぇくくぇすぇ すさっゃけゅぇ いぇ 
ゃしうつおけ う ゃしうつおう きせ ょけおぇさゃぇす 
すっあなお うくしせかす. 〈けえ っ くぇこなか-
くけ こぇさぇかういうさぇく. ╇ しぇき. ╀さぇす 
きせ ゅけ こさうぉうさぇ こさう しっぉっ しう ゃ 
╀せさゅぇし. ╁うょの いぇこけつゃぇ けすくぇ-
つぇかけ: せつう しっ ょぇ ゅけゃけさう, ょぇ 
こうてっ, ょけさう ょぇ さうしせゃぇ, けこうす-
ゃぇ しっ ょぇ しなぉっさっ こさなしくぇすけすけ 
しう すゃけさつっしすゃけ.
〉きうさぇ くぇ 54 ゅけょうくう くぇ 27 

ぇゃゅせしす 1936 ゅ. ゃ ╀せさゅぇし.
╇ゃぇく ╄くつっゃ-╁うょの っ しさっょ 

せくうおぇかくうすっ かうつくけしすう ゃ うし-
すけさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけは-
すけ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
ういかういぇ けす くっいぇしかせあっくぇ いぇ-
ぉさぇゃぇ. 〈けえ っ, こけ ょせきうすっ くぇ 
‶. 〈っさいうっゃ, „けぉさっつっく ょぇ しっ 
しっぉっさぇいょぇゃぇ う ょぇ ぉなょっ こけ-
かっいっく”, „ぇ すけゃぇ けぉさっつっくうっ っ 
ういゃけさなす くぇ くっういつっさこぇっきぇすぇ 
きせ っくっさゅうは う ょぇゃぇ しきうしなか くぇ 
くっゅけゃうは あうゃけす”.

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

くぇ ╋. ╃けぉさっゃ, ╇ゃ. 〈. ‶ぇ-
こせおつうっゃ, ╋. ╂っけさゅうっゃぇ, ‶. 

〈っさいうっゃ.
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╇くゃっしすうちうう いぇ くぇょ 50 きかく. かっゃぇ とっ ぉなょぇす くぇこさぇゃっくう ゃ „┿さしっくぇか” こさっい くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ しなけぉとう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ. ‶かぇくけゃぇすぇ ちうそさぇ くぇ こさっおうすっ うくゃっしすうちうう っ いぇ 45 きかく. かっゃぇ, くけ さっぇかくぇすぇ うき しせきぇ とっ くぇょたゃなさかう 50 きかく. かっゃぇ. ]さっょしすゃぇすぇ とっ しっ ういこけかいゃぇす いぇ 

さぇいてうさはゃぇくっ おぇこぇちうすっすぇ くぇ くはおけう こさけういゃけょしすゃぇ う ちったけゃっ, いぇ さっきけくす くぇ ちったけゃっ, いぇおせこせゃぇくっ くぇ くけゃう きぇてうくう, おぇおすけ う いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃう しおかぇょけゃっ いぇ 
こさけょせおちうはすぇ. ‶け ょせきうすっ くぇ いういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ, うくゃっしすうちううすっ しっ こさぇゃはす いぇさぇょう くけゃうすっ こさけょせおすう, おけうすけ せしゃけはゃぇ そうさきぇすぇ - ゃしうつおう, ぉっい ういおかのつっくうっ, 
けぉっいこっつっくう し ょけゅけゃけさう いぇ さっぇかういぇちうは. ╂けかはきぇ つぇしす けす しせきぇすぇ とっ しっ ゃかけあう ゃ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ きけょっさくう  くけゃう しおかぇょけゃっ いぇ しなたさぇくっくうっ くぇ こさけょせおちうはすぇ. 
′ぇょ 13 たうか. おゃ. きっすさぇ っ しぇきけ くけゃぇすぇ こけおさうゃくぇ こかけと, おけはすけ とっ しっ ういゅさぇょう こさっい くぇしすけはとぇすぇ  ゅけょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ] くけゃう 4 たうかはょう う 300 おゃ. き. とっ しっ さぇいてうさう 

ちったなす いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ さけすぇちうけくくう しうきっすさうつくう きぇてうくう. ‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” こさけょなかあぇゃぇ しっさうけいくうすっ うくゃっしすうちうう いぇ こけょけぉさはゃぇ-
くっ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ う こけつうゃおぇ いぇ しゃけうすっ さぇぉけすくうちう. ‶さけょなかあぇゃぇす う さっきけくすくうすっ ょっえくけしすう ゃ さぇいかうつくう ちったけゃっ う いぇゃけょう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ. 〈けこかけう-
いけかぇちうは, ゅぇいうそうおぇちうは, こけょきはくぇ くぇ ╁う╉-しうしすっきぇすぇ しぇ つぇしす けす すはた. 

                                                                         „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
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′っ ぉうた さぇぉけすうか くぇ ょさせゅけ きはしすけ, ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ. ╇きぇ けぉぇつっ 
う ょさせゅけ:  „┿さしっくぇか” っ くぇえ-ゅけかはきけすけ こさっょこさうはすうっ ゃ さっゅうけくぇ, 
しなけすゃっすくけ う くぇえ-ゅけかっきうはす さぇぉけすけょぇすっか. ¨しゃっく  すけゃぇ っ う くぇえ-
ゅけかっきうはす ょぇくなおけこかぇすっち くぇ すぇいう すっさうすけさうは. ¨すすせお ゃないくうおくぇ 
ょさせゅぇすぇ おぇせいぇ: おぇすけ くぇえ-ゅけかはき ょぇくなおけこかぇすっち う さぇぉけすけょぇすっか, 
くっ きけあっ ょぇ しう こけいゃけかう ょぇ くっ おけくすさけかうさぇ しさっょしすゃぇすぇ ゃ けぉとうく-
しおうは ぉのょあっす う すはたくけすけ こさぇゃうかくけ ういさぇいたけょゃぇくっ . ]すぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ けゅさけきくう しさっょしすゃぇ… けおけかけ 1 きうかうけく かっゃぇ いぇ ゅけょうくぇ. ′け うきぇ 
う ょさせゅけ: けすょっかくけ しぇ こぇさうすっ いぇ そけくょ „[ぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ”, おけうすけ 
こかぇとぇきっ, う こぇさうすっ くぇ そうさきうすっ, ょけしすぇゃつうちう, おけうすけ しなとけ こかぇ-
とぇす ょぇくなちう. 〈ぇおぇ, つっ しせきうすっ しすぇゃぇす けとっ こけゃっつっ. 

… う すけゃぇ しぇ しぇきけ こさっおう ょぇくなちう…

- ╃ぇ, けすょっかくけ しぇ おけしゃっくうすっ ょぇくなちう, おけうすけ しなとけ ゃかういぇす ゃ ぉの-
ょあっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇすけゃぇ こさっょう 10 ゅけょうくう  ゃ きっく 
しっ さけょう うょっはすぇ くぇつうくなす きう いぇ おけくすさけか くぇ すっいう しさっょしすゃぇ ょぇ 
ぉなょっ つさっい ょっえくけしすすぇ きう おぇすけ けぉとうくしおう しなゃっすくうお. ╆ぇとけすけ しなき 
せぉっょっく, つっ きけあっとう, いくぇっとう, おぇょなさくう たけさぇ ゃ けぉとうくぇすぇ, おぇすけ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, ぉうたぇ ぉうかう けす こけかいぇ くぇ けぉとうくしおけすけ さな-
おけゃけょしすゃけ, すぇおぇ つっ ょぇ うきぇ けこさっょっかっくう こけいうすうゃくう さっいせかすぇすう. 
┿ すっ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ しぇ けくけゃぇ, おけっすけ けつぇおゃぇす たけさぇすぇ, おけうすけ 
あうゃっはす すせお, けす きっしすくぇすぇ ゃかぇしす - ぉうかけ すけ いぇおけくけょぇすっかくぇ うかう 
ういこなかくうすっかくぇ. ┿い しなとけ あうゃっは すせお, しっきっえしすゃけすけ きう しなとけ う こけ 
すぇいう こさうつうくぇ あっかぇは ╉ぇいぇくかなお ょぇ っ っょうく こさうゃっすかうゃ ゅさぇょ う し 
こけきけとすぇ くぇ こぇさうすっ, おけうすけ „┿さしっくぇか” こさはおけ うかう おけしゃっくけ くぇ-
しけつゃぇ おなき けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ すぇいう ゃさないおぇ しないょぇょけた ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, すけゃぇ っ ゃすけさぇすぇ きう ゅけかはきぇ おぇせいぇ しかっょ 
ゅけかはきぇすぇ おぇせいぇ – „┿さしっくぇか“.

… ╃させゅぇすぇ ╁う ゅけかはきぇ おぇせいぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ - 
とけ っ すけ?

- 〈せお うしおぇき ゃっょくぇゅぇ ょぇ おぇあぇ しかっょくけすけ: くうっ くはきぇきっ こさっすっく-
ちうう ょぇ しきっ こけかうすうつっしおぇ こぇさすうは, くうっ くっ しきっ こけかうすうつっしおう しせ-
ぉっおす. ′っ しっ いぇくうきぇゃぇきっ し こけかうすうおぇ. ′ぇし くう うくすっさっしせゃぇす しぇきけ 
う っょうくしすゃっくけ ょけぉさうすっ うょっう う さってっくうは いぇ けぉとうくぇすぇ: こさっょかけ-
あっくう けす くぇし, こけょおさっこっくう けす くぇし, ゃ こけかいぇ くぇ たけさぇすぇ すせお. ′はきぇき 
ょさせゅぇ おぇせいぇ. ╉ぇせいぇすぇ くう っ ういおかのつうすっかくけ ぉかぇゅけさけょくぇ. ╆ぇすけゃぇ 
しっ う こけはゃう ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”.


