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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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╊さつたかちてせそ - ¨うあせ ╉そねかう:

¨すかてそ つてけえあ

╇かてかちあせけ:
¨つてそちけみてあ せあ ′あうそお 5 - ねあつて ┼┼

ぃしそつかちひて ╋けうさそ: 『あいそてあてa せか てかきけ, 
あさそ せあすかちけの つすけつひし う せかみ

〉かのさあ 『そいかうあ:
》そしけてけぬけてか つあ たそくそち くあ ╆ひしえあちけみ
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 8

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 2
╆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: 7 24 55

╅せつあすいひし „╅ちつかせあし” そてせそうそ はか そしけぬかてうそちみうあ ╆ひしえあちけみ う 』てちあせあてあ 
せあ けくえちみうあはそてそ つしひせぬか 

╉きそせけ たそかすあ すしあおけてか あちつかせあしつさけ せあおかきおけ
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 【あこせそ そちひきけか 
╇きっ:
]かぇゃう ′うおけかぇっゃ 《うすおけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ:
„┿さしっくぇか“ ┿╃

╃かなあくけしす:
¨こっさぇすけさ くぇ ╋っすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう ╆ぇゃけょ 5, ちった 106

╂けょうくう: 25

╆けょうは: [ぇお

》けぉう: 《せすぉけか, ╉けきこのすさう

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて 
ゃ „┿さしっくぇか“?  - 10 きっしっちぇ 

『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく
╁すけさくうお, きけあっ ょぇ しっ おぇあっ, っ くっさゃっく ょっく 

– しこけさっょ こしうたけかけいうすっ. ‶しうたうおぇすぇ くう っ 
かっしくけ ゃないぉせょうきぇ, こけ-けしすさけ しっ こさけはゃはゃぇす ぇゅ-
さっしうゃくうすっ しゃけえしすゃぇ くぇ たぇさぇおすっさぇ. ╆ぇすけゃぇ ゃなゃ 
ゃすけさくうお しかっょゃぇ ょぇ しっ こぇいうき けす ゃしっおう ゃないきけ-
あっく おけくそかうおす うかう しこけさ いぇ  ういはしくはゃぇくっ くぇ 
けすくけてっくうはすぇ. ╁なゃ ゃすけさくうお かのぉうすっかうすっ くぇ 
こうおぇくすくう はしすうは きけゅぇす ょぇ くっ しっ けゅさぇくうつぇゃぇす. 
╃っくはす こけいゃけかはゃぇ せこけすさっぉぇすぇ くぇ ゃうしけおけおぇ-
かけさうつくぇ たさぇくぇ, し きくけゅけ こけょこさぇゃおう, かせお, つっ-

しなく, しけしけゃっ う きぇさうくぇすう. ╇いかうてくう しぇ しぇきけ 
しかぇょおうてうすっ う こっつっくうすっ すっしすっくう くっとぇ.                                                                                        
╁すけさくうお っ ょっく くぇ ╋ぇさし. ]きはすぇ しっ いぇ ぇおすうゃっく 
ょっく. [けょっくうすっ ゃ すけいう ょっく しっ けおぇいゃぇかう ょけしすぇ 
っくっさゅうつくう う くぇこけさうしすう たけさぇ, きぇおぇさ こけくはおけ-
ゅぇ う くっせこさぇゃかはっきう. ′ぇえ-ょけぉさうすっ うき おぇつっしす-
ゃぇ しぇ しこけしけぉくけしす いぇ ぉけさぉぇ, しぇきけけすゃっさあっ-
くけしす, くっこさうっきぇくっすけ くぇ しこかっすくう う うくすさうゅう. 
』けゃっおなす くぇ ╋ぇさし ゃうくぇゅう うしおぇ ょぇ うゅさぇっ ゃけ-
ょっとぇ さけかは, さなおけゃけょう しっ こけゃっつっ けす しすさぇしすすぇ, 
けすおけかおけすけ けす さぇいせきぇ. ′っゅけゃぇすぇ ぇおすうゃくけしす 
ゃうくぇゅう っ くぇしけつっくぇ おなき くっとけ おけくおさっすくけ, 
きぇおぇさ つっ うきっくくけ はさおけ ういさぇいっくぇすぇ うきこせか-
しうゃくけしす きせ こさっつう ょぇ ょけゃっょっ くっとぇすぇ ょけおさぇえ.                                                                                                             
╇きっくくけ ゃなゃ ゃすけさくうお しぇ しっ しかせつゃぇかう 
ゃしはおぇおゃう ゃくっいぇこくう こさけはゃう くぇ ょなさあぇゃ-
くぇ ぇおすうゃくけしす - ゃけえくう, さっそけさきう う ょさ.                                                
╇いけぉとけ, ゃすけさくうお っ しゃけっけぉさぇいっく ょっく いぇ 
ぇゃぇくすのさう, いぇ ぇおすうゃくう くぇつうくぇくうは う くっけ-
つぇおゃぇくう ょっえしすゃうは. ╃ぇ しっ しっょう ゃ すけいう ょっく 
しなし しおさなしすっくう さなちっ っ ぇぉしせさょくけ. 〈さはぉゃぇ 
ょぇ しっ こさけはゃはゃぇ きぇおしうきぇかくぇ うくうちうぇすうゃぇ, 
ょけさう ぉっい ょぇ しっ きうしかう いぇ こけしかっょしすゃうはすぇ.                                                                                                      
′っ っ きくけゅけ さっょくけ ゃ すけいう ょっく ょぇ しっ けすょっかは こさっ-
おぇかっくけ ゃくうきぇくうっ くぇ ょけきぇおうくしおうすっ ょっえくけし-
すう, すなえ おぇすけ けす くうとけ きけあっ ょぇ しすぇくっ しおぇくょぇか. 
′っ ぉうゃぇ ょぇ しっ いぇこけつゃぇす う くはおぇおゃう すゃけさつっしおう 
ちうおかう, おぇおすけ う ょぇ しっ こさうおかのつゃぇす くっとぇすぇ.                                                                                                                  
′っ っ くっけぉたけょうきけ ょぇ しっ くぇこけきくは, つっ しさっょ 
たけさぇすぇ, さけょっくう ゃなゃ ゃすけさくうお, しぇ くぇぉうさぇかう 
うしすうくしおうすっ ゃóうくう. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ あうゃけすぇ?
[ぇいつうすぇき くぇ きけっすけ しっきっえしすゃけすけ, こさうはすっかうすっ きう う くぇ せきっ-
くうはすぇ う しこけしけぉくけしすうすっ, おけうすけ しなき こさうょけぉうか し すっつっくうっ くぇ 
ゃさっきっすけ.

╆ぇ 11-すう こけさっょっく こなす ぇく-
しぇきぉなか „┿さしっくぇか” とっ  こさっょ-
しすぇゃは しすさぇくぇすぇ くう  ゃ ぅこけくうは 
こけ ゃさっきっ くぇ  こさっゃなさくぇかうすっ 
しっ ゃ すさぇょうちうは ╃くう くぇ ╀なかゅぇ-
さうは ゃ こさっそっおすせさぇ 《せおせけおぇ. 
 ╂さぇょなす –ょけきぇおうく くぇ ぉなか-

ゅぇさしおうすっ ょくう っ ╋せくぇおぇすぇ, 
おけえすけ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
うきぇ けそうちうぇかくけ こけょこうしぇく 
╋っきけさぇくょせき いぇ しなすさせょくう-
つっしすゃけ し ╉ぇいぇくかなお. ╁ けしくけ-
ゃぇすぇ くぇ こさうはすっかしおうすっ ゃさないおう 
きっあょせ はこけくしおうは ゅさぇょ う ゅさぇ-
ょぇ くぇ さけいうすっ っ ょなかゅけゅけょうて-
くうはす たけさっけゅさぇそ くぇ ぇくしぇきぉなか 
┿さしっくぇか” 》さうしすけ ]すけはくけゃ. 
〈けえ っ つけゃっおなす, おけえすけ  こさっ-
ょう こけゃっつっ けす ょっしっす ゅけょうくう 
こけしすぇゃは くぇつぇかけすけ  くぇ ょけぉさう-
すっ ゃさないおう  きっあょせ ╉ぇいぇくかなお 
う ╋せくぇおぇすぇ, くぇ けしくけゃぇすぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ  くぇさけょくう 
すぇくちう, ういこなかくはゃぇくう ゃうさすせ-
けいくけ けす ぇくしぇきぉなかぇ, つうえすけ 
さなおけゃけょうすっか っ. ¨す ゅけょうくう 
すぇくちぬけさうすっ くぇ ぇさしっくぇか-

しおうは ぇくしぇきぉなか さぇょゃぇす けつう-
すっ う しなさちぇすぇ くぇ はこけくちうすっ し 
おさなてくうすっ ぉなかゅぇさしおう さうすきう. 
]すけすうちう しぇ はこけくちうすっ, けこけい-
くぇかう う いぇけぉうつぇかう ╀なかゅぇさうは 
う ぉなかゅぇさしおぇすぇ さけいぇ うきっくくけ 
いぇさぇょう  ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ 
う かうつくぇすぇ たぇさういきぇ くぇ ぇさしっ-
くぇかしおうすっ すぇくちぬけさう. 
] ゅけょうくうすっ ょけぉさうすっ ゃさないおう, 

いぇこけつくぇかう ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”,  しすぇゃぇす 
けしくけゃぇ いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
ぇしけちうぇちうは いぇ こさうはすっかしすゃけ 
„《せおせけおぇ - ╀なかゅぇさうは”, つうえすけ 
こさっょしっょぇすっか っ ういこなかくうすっか-
くうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか 
2000” 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ.  

╁っつっ ぉう こなさゃうはす いゃなくっち 
いぇ ぇさしっくぇかしおうすっ そせすぉけ-

かうしすう. ]かっょ ぉかういけ 20 ゅけょうて-
くけすけ こさっおなしゃぇくっ こなさゃうはす 
しすぇょうけく ゃ ╉ぇいぇくかなお - しすぇょう-
けく „┿さしっくぇか”, けあうゃは ゃ くぇつぇ-
かけすけ くぇ しっこすっきゃさう. 
‶さうつうくぇすぇ - ゅさうあかうゃけ けす-

ゅかっあょぇくぇすぇ うょっは くぇ そうさきっ-
くけすけ う しうくょうおぇかくけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃっつっ っ 
そぇおす. 
¨す くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう 

けさなあっえくうちぇすぇ ゃっつっ けそう-
ちうぇかくけ うきぇ しゃけえ そせすぉけかっく  
おかせぉ う そせすぉけかくぇ ておけかぇ いぇ 
ょっちぇ. ′ぇ ういちはかけ さっくけゃうさぇ-
くうは そうさきっく しすぇょうけく, おけえすけ 
しおけさけ とっ けすゃけさう ゃさぇすう う いぇ 
こなさゃうすっ しう そせすぉけかくう う ょさせ-
ゅう しこけさすくう しさっとう, しっ しなぉさぇ-
たぇ さけょうすっかう う ぉかういけ 50-すうくぇ 
きぇかおう そせすぉけかうしすう. ]さっょ すはた 
くぇゃはさくけ  う っょうく くけゃ ╀っさぉぇ-
すけゃ, しこけょっかう くぇょっあょうすっ くぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 《╉ ぅくおけ 

╉けしすぇょうくけゃ, ゃ おぇつっしすゃけすけ しう 
う くぇ こさっょしっょぇすっか くぇ 〉] くぇ 
《╉ „┿さしっくぇか”. 
‶さっょ さぇいゃなかくせゃぇくうすっ さけ-

ょうすっかう う そせすぉけかくう きぇかつせ-
ゅぇくう すけえ けぉはゃう, つっ ゃっつっ しぇ 
さぇいさぇぉけすっくう う しこっちうぇかくうすっ 
そせすぉけかくう っおうこう いぇ そせすぉけ-
かうしすうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, おけう-
すけ とっ  くけしはす う しなけすゃっすくうすっ 
っきぉかっきう: くぇ ”┿さしっくぇか 2000” 
う くぇ ╃っすしおぇ ておけかぇ „┿さしっくぇか 
2000”. ]なゃしっき しおけさけ ゃしっおう 
けす きぇかおうすっ そせすぉけかうしすう とっ 
こけかせつう っおうこ, おぇおすけ いぇ けそう-
ちうぇかくう しさっとう, すぇおぇ う いぇ 
すさっくうさけゃおう.
]すぇさすなす くぇ 《╉ „┿さしっくぇか 

2000” ぉっ こさうゃっすしすゃぇく う しこけ-
ょっかっく う けす ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ 
-ょうさっおすけさ „〈ったくけかけゅうつくけ う 
うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ”,  
おぇおすけ う けす ┿すぇくぇし ╀けいけゃ - 
こさっょしっょぇすっか くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀.
‶なさゃうはす くぇしすぇゃくうお くぇ ぇさ-

しっくぇかしおうすっ そせすぉけかくう くぇ-
ょっあょう っ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかう-
ゃぇくけゃ - ╃あけくう, ぉうゃて うゅさぇつ 
くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う ぉうゃて 
すさっくぬけさ くぇ  そせすぉけかくうは おかせぉ  
くぇ „┿さしっくぇか”. 

しくうきおぇ: ╋. ╋ぇょっくょあうはく

〈ぇくちぬけさうすっ けす ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか“ しぇ しさっょ 
かのぉうきちうすっ う くぇ ぉなかゅぇさう, う くぇ はこけくちう

╃あけくう し こなさゃう くぇしすぇゃかっくうは おなき 
きかぇょうすっ そけすぉけかうしすう

╃っくはす くぇ ]なっょうくっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは - 6-すう しっこすっきゃさう しなぉさぇ 
いぇ こけさっょっく こなす ゃっすっさぇくう-きぇてうくけしすさけうすっかう, けしくけゃぇすっかう くぇ 
╆ぇゃけょぇ いぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう 
- ╆ぇゃけょ 5 ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃.

╇ゃぇく ]かぇゃおけゃ, ╀ぇすっすけ:
 ╀かぇゅけょぇさっく しなき, つっ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ けすおさうゃぇきっ かっすくうは しっいけく 
いぇっょくけ. ′ぇ すぇいう きぇしぇ. 〈せお うしおぇき ょぇ おぇあぇ: ╋けはす こさうはすっか ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ ういこさっゃぇさう ゃしうつおう. 〈けえ くぇこさぇゃう すけゃぇ, おけっすけ 
しけちうぇかういきなす くっ きけあぇ ょぇ しすけさう いぇ つけゃっおぇ. ‶けしすさけう いぇ さぇぉけす-
くうちうすっ ぉけゅぇすぇ ぉぇいぇ. ╄ょくぇ けす くぇえ-ょけぉさうすっ. ╆ぇこぇいう „┿さしっくぇか” 
いぇ ╉ぇいぇくかなお. ]ぇきけ すけゃぇ ょぇ ぉってっ しすけさうか, っ ょけしすぇすなつくけ. 〈けえ 
ういこなかくう つけゃっておぇすぇ しう きうしうは.

╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, こけ こけ-
ゃけょ ょっしっすぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
せしすぇくけゃっくうすっ ゃさないおう きっあょせ 
ょゃぇすぇ ゅさぇょぇ う ╃くうすっ くぇ ╀なか-
ゅぇさうは すぇき かうつくけ こさっょしっょぇすっ-
かはす くぇ ぇしけちうぇちうはすぇ 》さうしすけ 
╇ぉせてっゃ こけしっすう 《せおせけおぇ. ‶け 
すさぇょうちうは, けしゃっく すぇくちぬけさうすっ 
けす ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”, いぇ 
はこけくしおうは ゅさぇょ, しゃなさいぇく  しうき-
ゃけかうつくけ し きぇしかけょぇえくぇ さけいぇ, 
こなすせゃぇ けす くはおけかおけ ゅけょうくう 
『ぇさうちぇ [けいぇ. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ つっしすすぇ しっ こぇょぇ 

くぇ しすせょっくすおぇすぇ こけ こさぇゃけ けす 
‶〉 „‶ぇうしうえ 》うかっくょぇさしおう” 
]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ. ]うきけくぇ ぉっ 
ういぉさぇくぇ くぇ ちっさっきけくうは ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお くぇ 27-きう きぇえ すぇいう ゅけ-
ょうくぇ. 〈は とっ っ つぇしす けす こさけゅさぇ-

′っておぇ [けぉっゃぇ:
 〈せお うょゃぇき おぇすけ ゃ さけょっく ょけき. ╁しうつおう しぇ ぉかういおう, ゃしうつおけ きっ さぇょゃぇ. 〈ぇおけゃぇ 
ぉけゅぇすしすゃけ けす ちゃっすけゃっ. ╀ぇゅさう. ¨ぉしすぇくけゃおぇ. ‶けつうゃぇきっ くぇこなかくけ. ╀なょっすっ ぉかぇゅけ-
しかけゃっくう いぇ すけゃぇ, おけっすけ うきぇすっ う こさっしないょぇゃぇすっ.

╆けさぇく ╊うかうつ, こさっいうょっくす くぇ ぃゅけしかぇゃうは:
 ¨ぉうおけかうか しなき しゃっすぇ. ╀うか しなき くぇゃしはおなょっ, おぇおゃけ かう くっ しなき 
ゃうょはか, くけ すぇいう おさぇしけすぇ すせお きっ こけさぇいはゃぇ. 〈うは ぉせたくぇかう さけいう, 
くぇ くはおけかおけ っすぇあぇ... ╃うゃう させあう! 〈ぇいう いっかっくうくぇ くぇ すけこおう, 
いゃなくう!
〈けゃぇ っ っょうく きぇかなお さぇえ. [けいうすっ しぇ いぇしすうくぇかぇ きせいうおぇ.
〈せお ういぉさぇた ょぇ ょけえょぇ いぇ きっょっくうは しう きっしっち し きけはすぇ しなこさせゅぇ, 
ういぉさぇた ょぇ ょけえょぇ しさっょ こさうはすっかう, おなょっすけ とっ ぉなょっき とぇしすかうゃう 

う ょゃぇきぇすぇ. 〈せお とぇしすうっすけ っ ょゃけえくけ. 〈せお こさうはすっかうすっ しぇ ょゃぇ こなすう こさうはすっかう. 
╇ くっ きけゅぇ ょぇ しう すさなゅくぇ. ╇しおぇき ょぇ こけきけかは ゅさぇょぇ: ”′っしっぉなさ, こせしくう きっ ょぇ しう 
すさなゅくぇ!”.

きぇすぇ う ぉなかゅぇさしおぇすぇ しかぇゃぇ ゃ 
ぅこけくうは こけ ゃさっきっ くぇ 17-ょくっゃ-
くぇすぇ ゃういうすぇ すぇき.
╁ さぇきおうすっ くぇ すぇいゅけょうてくうすっ 

ょくう くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ こさっそっお-
すせさぇ 《せおせけおぇ すぇくちぬけさうすっ けす 
ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか” とっ うきぇす 
22 ゅけかっきう おけくちっさすぇ ゃ すさう けす 
くぇえ- ゅけかっきうすっ ゅさぇょけゃっ くぇ 
こさっそっおすせさぇすぇ - ╋せくぇおぇすぇ, 
《せおせけおぇ う ┿は. ╉けくちっさすくうすっ  
ういこなかくっくうは とっ しぇ 90 きうくせす-
くう. ̈ しゃっく すけゃぇ, ぇさしっくぇかしおうすっ 
すぇくちぬけさう とっ ういくっしぇす  けとっ こけ-
さっょうちぇ けす こけ-きぇかおう おけくちっさすう 
し ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ ちっか: ぉなか-
ゅぇさしおう たけさぇ う さなつっくうちう とっ 
しっ ゃうはす ゃ しけちうぇかくう ょけきけゃっ, 
ゃ ょけきけゃっ いぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ 
う ょっちぇ しなし しこっちうそうつくう こけ-

すさっぉくけしすう, せつうかうとぇ, ょっすしおう 
ゅさぇょうくう う ょさせゅう. 
¨すょっかくけ けす すけゃぇ, たけさっけ-

ゅさぇそなす くぇ ぇくしぇきぉなかぇ 》さうし-
すけ ]すけはくけゃ とっ ういこなかくはゃぇ う 
しゃけっけぉさぇいくぇ ょうこかけきぇすうつっ-
しおぇ きうしうは. 〈けえ とっ くけしう しこっ-
ちうぇかくう こうしきぇ う ‶さけすけおけか いぇ 
しなすさせょくうつっしすゃけ きっあょせ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ ‶さうさけょけ-きぇすっ-
きぇすうつっしおぇ ゅうきくぇいうは  „ ′うおけ-
かぇ ¨ぉさっておけゃ” う っょくけ しさっょくけ 
せつうかうとっ けす はこけくしおうは ゅさぇょ 
┿は. ╇ょっはすぇ っ すけいう こさけすけおけか 
ょぇ ぉなょっ こけょこうしぇく けす はこけくしおぇ 
しすさぇくぇ ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ 
うかう くぇえ-おなしくけ こけ ゃさっきっ くぇ 
‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお しかっょゃぇとうは のくう. ‶さけすけ-
おけかなす とっ ょぇゃぇ いっかっくぇ しゃっす-

╇ゃぇく ╃うくおけゃ, こけっす:
 ╉ぇすけ ゃしっおう つけゃっお し きけさぇか, こなさゃけ うしおぇき ょぇ こけい-
ょさぇゃは ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, つっ っ くぇこさぇゃうか ぉぇいぇ いぇ 
たけさぇすぇ. ╀なかゅぇさしおうはす くぇさけょ おぇいゃぇ, つっ くはきぇ くっくぇ-
おぇいぇくけ ょけぉさけ. ╁ すけいう しかせつぇえ ぉなかゅぇさしおうはす くぇさけょ 
とっ ぉなょっ ょけぉさけくぇきっさっく.

かうくぇ くぇ さぇいかうつくう そけさきう くぇ 
しなすさせょくうつっしすゃけ きっあょせ ゃない-
こうすぇくうちうすっ くぇ おぇいぇくかなておぇ-
すぇ ゅうきくぇいうは う っょくけ はこけくしおけ 
せつうかうとっ. ╉ぇすけ つぇしす けす ょけぉさう-
すっ ゃさないおう きっあょせ ╋せくぇおぇすぇ う  
╉ぇいぇくかなお  しぇきけ こさっょう ょゃっ 
しっょきうちう  けぉとうくしおぇすぇ ぉうぉかう-
けすっおぇ  „╇しおさぇ” ょけきぇおうくしすゃぇ 
しなゃきっしすくぇ ういかけあぉぇ くぇ ょっちぇ 
けす はこけくしおうは  ゅさぇょ う ╉ぇいぇく-
かなお. ¨ぉっょうくはゃぇとぇすぇ ょっすしおけ-
すけ すゃけさつっしすゃけ  すっきぇ ぉっ きぇしかけ-
ょぇえくぇすぇ さけいぇ. 
‶ぇさぇかっかくけ し きぇゅうはすぇ くぇ ぉなか-

ゅぇさしおうは そけかおかけさ はこけくしおうすっ 

ょけきぇおうくう, おけうすけ ゃっつっ 11 ゅけ-
ょうくう こけっきぇす ゃしうつおう さぇいたけょう 
くぇ こなすせゃぇとぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 
ょっかっゅぇちうは, とっ うきぇす ゃないきけあ-
くけしすすぇ ょぇ しっ くぇしかぇあょぇゃぇす う 
くぇ すさぇょうちうけくくぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
おせたくは. ╁ さぇきおうすっ くぇ ゃういう-
すぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃしっおう ょっく 
っょうく さっしすけさぇくす  ゃ ╋せくぇおぇすぇ 
とっ こさうゅけすゃは けぉっょくけ う ゃっつっさ-
くけ きっくの しぇきけ けす ぉなかゅぇさしおう 
はしすうは. 』っしすすぇ すぇいう ゅけょうくぇ ょぇ 
ゅけすゃう いぇ はこけくちうすっ しっ こぇょぇ くぇ 
こぇゃっかぉぇくしおうは ゅけすゃぇつ ╂っけさゅう 
╃うくっゃ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ しなさょっつくけ ゃう こけいょさぇゃはゃぇ こけ 
しかせつぇえ 133-すぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ  う ゃう おぇくう くぇ 

すさぇょうちうけくくうは そうさきっく こさぇいくうお - ╃っく くぇ けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう!

 
09:00 - ]こけさすくう すせさくうさう – そうくぇかう: 
 そせすぉけか, ゃけかっえぉけか, くぇさけょくぇ すけこおぇ,
 ょなさこぇくっ くぇ ゃなあっ

12:00 - ¨そうちうぇかくけ けすおさうゃぇくっ くぇ こさぇいくうおぇ 
 - ′ぇゅさぇあょぇゃぇくっ くぇ こけぉっょうすっかうすっ ゃ しこけさすくうすっ
 すせさくうさう う くぇ こなさゃっくちうすっ ゃ すさせょぇ
 - ‶さぇいくうつっく おけくちっさす し せつぇしすうっすけ くぇ:
 ╃さぇゅけきうさ ╃さぇゅぇくけゃ, しすさせくっく おゃぇさすっす „Intro”,
 ╁っしっかうく ╋ぇさうくけゃ
 - ‶さぇいくうつくう たけさá し こっしくうすっ くぇ しっしすさう ╃うくっゃう.

╆ぇこけゃはょぇえすっ! 

╁たけょなす っ しゃけぉけょっく, いぇ くっさぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” – けす 
いぇこぇょくうは こけさすぇか.
¨ぉとっしすゃっくけ たさぇくっくっ – „┿さしっくぇか” けさゅぇくういうさぇ くぇ きはしすけ 

すなさゅけゃしおけ けぉしかせあゃぇくっ し たさぇくう う くぇこうすおう.

′ぇ ゃしうつおう – いょさぇゃっ う こさぇいくうつくけ くぇしすさけっくうっ!

》『╅′〉¨[ 〉╅ „╅『』╊〉╅]” ╅╉
 21 しっこすっきゃさう, しさはょぇ  - しすぇょうけく „┿さしっくぇか”

]おなこう ぇさしっくぇかちう う ゃっすっさぇくう くぇ „┿さしっくぇか”, 
せゃぇあぇっきう しなゅさぇあょぇくう!

╉けくしすぇくすうく ‶ぇゃかけゃ, こけっす:
 ] ぉぇいぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” しきっ しなしっょう けす ょっしっすうかっすうは. ╁つっさぇ きっ こけさぇ-
いう っょうく くぇょこうし ゃなさたせ ちうきっくすけゃぇ すけさぉぇ, いぇおぇつっく けすゃなく, くぇ さけいぇすぇ. 
′ぇこうしぇくけ っ けす さけき: ”╋っくう きな せぉうゃぇ おさぇしけすぇすぇ.”

╊のぉけきうさ ╊っゃつっゃ:
 ╁なゃ ゃぇてうは ょゃけさ ゃうあょぇき くぇてうすっ こけっきう, さぇいゅなさ-
くぇすう ゃ ぇかっう, くぇてうすっ しすうたけゃっ, こさっおさけっくう ゃ ちゃっすは, 
ぇ すけいう ぉぇしっえく っ こなかっく し あうゃぇ ゃけょぇ.

[せきっく ╊っけくうょけゃ, こけっす:
 ╄ょうく しっいけく さぇぉけすうた ゃ たけすっか „┿さしっくぇか”. ╁うょはた たけさぇすぇ さっぇかくけ おぇお 
しっ こさけきっくはす. ╇ょゃぇす くっさゃくう, けすさせょっくう, こけつうゃぇす しう. ′ぇ すさなゅゃぇくっ 
くっ いぇぉさぇゃはす ょぇ おぇあぇす: ”╃けゅけょうくぇ こぇお とっ ょけえょっき”.

′あたけつあし:
【ちそま ╈かそちえけかう
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《たちそつてあねうあせかてそ せあ せあぬけみてあ せけ か きかつてそさそ
╇くあ. ‶っくつけ ╃あせさおけゃ っ しさっょ ゃっすっさぇくうすっ-さなおけゃけょうすっかう くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくうは ╆ぇゃけょ 

5. ╀うか っ ょなかゅう ゅけょうくう くっゅけゃ いぇき. ょうさっおすけさ こけ すったくうつっしおうすっ ゃなこさけしう, ぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
さぇぉけすう 35 ゅけょうくう. ╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ おぇすけ おけくしすさせおすけさ, こけしかっ しすぇゃぇ ゅか. おけくしすさせおすけさ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 5, ぇ ゃこけしかっょしすゃうっ っ う ゅか. おけくしすさせおすけさ くぇ ╀ぇいぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ /╀〈[/. 
[なおけゃけょうか っ おけきこかっおしくぇすぇ こさけゅさぇきぇ こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ かうちっくいぇ くぇ けぉさぇぉけすゃぇとうすっ ちっく-

すさう MAZAK, こさっゃなさくぇかう しっ ゃ っょくぇ けす しなゃさっきっくくうすっ っきぉかっきう くぇ ╆ぇゃけょ 5.
‶っくしうけくうさぇ しっ こさっい 1996 ゅけょうくぇ.
‶さっょけしすぇゃっくうすっ しこけきっくう, こさっゃなさくぇすう ゃ ちっくくぇ うしすけさうは くぇ ╆ぇゃけょ 5, うくあ. ╃あせさおけゃ しなぉう-

さぇ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ ちっかうは しう しすぇあ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. ]くうきおうすっ しぇ けす ぇかぉせきぇ, おけえすけ ういゅけす-
ゃは しぇき ゃ こけしかっょくうは きっしっち こさっょう こっくしうけくうさぇくっすけ しう. ]なぉうさぇ しくうきおうすっ いぇ くっゅけ こけ ゃさっきっ 
くぇ ょなかゅうすっ しう ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ いぇゃけょぇ. ╄おいっきこかはさ けす うしすけさうはすぇ う ぇかぉせきぇ しぇ こさっょぇょっくう う 
くぇ すけゅぇゃぇてくうは ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5 うくあ. ╋かぇょっく ╋うかつっゃ.

[っょけゃくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ くけ-
ゃうすっ きぇてうくう, くぇさっつっくう 《〉 251 う 
《〉 321, いぇこけつくぇ しなけすゃっすくけ こさっい 
1971 う 1973 ゅけょうくぇ. ‶ぇさぇかっかくけ 
し すけゃぇ しっ こさっせしすぇくけゃう  こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ 《〉 250 う 《〉 320.
′けゃぇすぇ そぇきうかうは そさっいけゃう きぇ-

てうくう しっ けすかうつぇゃぇてっ し: 
- きくけゅけ ょけぉさう すったくうつっしおう こけ-

おぇいぇすっかう
- ゃうしけおぇ しすっこっく くぇ せくうそうおぇちうは 

くぇ ょっすぇえかうすっ う ゃないかうすっ
- ゃないきけあくけしすう いぇ ゃぇさうぇくすくけ 

ういこなかくっくうっ 
- くぇきぇかっくぇ きっすぇかけっきおけしす, こさう 

いぇこぇいっくぇ しすぇぉうかくけしす
- しなゃさっきっくっく ょういぇえく
- ょけぉさぇ すったくけかけゅうつくけしす, し ゃない-

きけあくけしすう いぇ きくけゅけしっさうえくけ う こぇ-
さぇかっかくけ こさけういゃけょしすゃけ  くぇ ょゃぇすぇ 
きけょっかぇ
- ういこけかいゃぇくっ くぇ しなゃさっきっくくう-

すっ  っか.きったぇくうつくう っか. っかっきっくすう, 
こさっちういくけ  かぇゅっさせゃぇくっ  くぇ ゃさっすっ-
くぇすぇ う ょさ.
‶なさゃけくぇつぇかくけ こさけういゃけょしすゃけすけ 

ぉっ けさゅぇくういうさぇくけ  くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ 
おけくゃっくちうけくぇかくう すったくけかけゅうう. 
‶けしすっこっくくけ しっ ゃくっょさうたぇ  けす すっ-
たくけかけいうすっ くぇ ╀〈[ / ╇╋╋/ う ╆ぇ-
ゃけょ 5 くけゃう すったくけかけゅうう つさっい: 
しこっちうぇかくう ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう, 
きぇてうくう し 『‶〉. 
‶さっい 1974 ゅけょうくぇ ぉっ けすおさうす 

ちっくすなさ けす ╋ し 『‶〉-ょけしすぇゃおぇ けす 
╂╃[, しうくすっすうつくけ こけおさうすうっ くぇ 
くぇこさぇゃかはゃぇとうすっ, すけつくけ かっっくっ う 
ょさせゅう. 
 ╃け 1986 ゅけょうくぇ  ぉはたぇ こさけうい-

ゃっょっくう  けす 《〉 251 う きけょうそうおぇ-
ちううすっ え, くぇょ  9 850 ぉさけは, ゃ す. つ.  
904 ぉさ. しぇきけ こさっい 1984 ゅけょうくぇ.  
¨す 《〉 321 う きけょうそうおぇちううすっ え 
ょけ 1991 ゅけょうくぇ  しぇ こさけういゃっょっ-
くう くぇょ  8670 ぉさ., ゃ す. つ. 955 ぉさ. 
しぇきけ こさっい 1988 ゅけょうくぇ. 
]かっょ くぇしすなこうかうすっ  こさっい 90- すっ 

ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお  しけちうぇかくけ-
うおけくけきうつっしおう こさけきっくう ゃ しゃっすぇ う 
しすさぇくぇすぇ, こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ きっ-
すぇかけさっあっとうすっ きぇてうくう いぇこけつくぇ  
こけしすっこっくくけ ょぇ しこぇょぇ. ╉けくのおすせ-
さぇすぇ くぇ こぇいぇさうすっ しっ こさけきっくう. 

]こさはたきっ しっ こけ-こけょさけぉくけ 
くぇ すぇいう こなさゃぇ けさゅぇくういぇ-
ちうけくくぇ さぇいさぇぉけすおぇ /《〉 251 
う 《〉 321/,  いぇとけすけ さっいせかすぇ-
すうすっ けす くっは うきぇす いくぇつっくうっ, 
すなえ おぇすけ し くっは: 
 - しっ けぉくけゃう けしくけゃくけすけ しっ-

さうえくけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ いぇ-
ゃけょぇ いぇ ゅけょうくう くぇこさっょ /う ょけ 
しっゅぇ/ 
- しっ しないょぇょけたぇ せゃっさっくけしす, 

いくぇくうっ, けこうす う, ぉうたきっ おぇ-
いぇかう, う しすうか ゃ おぇょさうすっ  こさう 
ぉなょっとうすっ さぇいくけけぉさぇいくう う 
きくけゅけ こけ-しかけあくう こさけっおすう 
くぇ ╀〈[ /╇╋╋/ う いぇゃけょぇ おぇすけ 
ちはかけ. 
╋っあょせゃさっきっくくけ ぉはたぇ せし-

ゃけっくう う こさけういゃっょっくう  そさっ-
いけゃう きぇてうくう し こけゃうてっくぇ 
しすっこっく  くぇ ぇゃすけきぇすういぇちうは 
つさっい ういこけかいゃぇくっすけ くぇ しうし-
すっきう いぇ 『‶〉 おぇすけ: 
- 《╁ 323 – こさけっおすうさぇくぇ  けす 

おけかっおすうゃぇ くぇ いぇゃけょ 5 し さな-
おけゃけょうすっか うくあ. 〈. 』せおぇかけゃ. 
¨す きぇてうくぇすぇ しぇ こさけういゃっょっ-
くう   くぇょ 280 ぉさ. こさっい こっさう-
けょぇ 1975 -1985 ゅけょうくぇ.
- 《╁ 325 – こさけっおすうさぇくぇ けす 

おけかっおすうゃ けす ╇╋╋ し さなおけゃけょう-
すっか うくあ. ╃. 』ぇおけゃ. ‶さけういゃっ-
ょっくう しぇ くぇょ 610 ぉさ. きぇてうくう ゃ 
こっさうけょぇ 1984-1992 ゅ. 《╁ 325 
っ きぇてうくぇ けす そぇきうかうはすぇ 《〉 
255, 《〉 325, 《〉╁ 325.
╉けきこかっおしなす „╋っすぇかけさっあっとう 

きぇてうくう” /╆ぇゃけょ 5 しなゃきっしすくけ 
し ぇゅさっゅぇすくけすけ こさけういゃけょしすゃけ – 
いぇゃけょ 9 /こけしすうゅくぇ きぇおしうきぇか-
くけすけ しう こさけういゃけょしすゃけ, おけゅぇすけ 
ぉはたぇ こさけういゃっょっくう けぉとけ くぇょ 
3 320 ぉさ. さぇいかうつくう きぇてうくう 
しぇきけ いぇ 1 ゅけょうくぇ /1974 ゅ./. 
╇いょっかうはすぇ くぇ いぇゃけょぇ くぇきっ-
さうたぇ ょけぉなさ こさうっき,   おぇおすけ せ 
くぇし, すぇおぇ う いぇ ういくけし - こなさゃけ う 
ゃすけさけ くぇこさぇゃかっくうっ. ¨すょっかくう 
きけょっかう けす ういょっかうはすぇ こけかせつう-
たぇ  けすかうつうは けす きっあょせくぇさけょくう 
ういかけあっくうは. 
‶さっい ゃすけさぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 

きうくぇかうは ゃっお  ぉっ ういゃなさてっくぇ 
ゃうしけおけすったくけかけゅうつくぇ さっおけく-
しすさせおちうは くぇ いぇゃけょぇ. ╇いゅさぇょう-
たぇ しっ くけゃう いぇゃけょしおう たぇかっすぇ, 
くっこけしさっょしすゃっくけ ょけ しすぇさうすっ. 
╃けしすぇゃう しっ けぉけさせょゃぇくっ – きぇ-
てうくう う しなけさなあっくうは /くぇょ 356 
す/ けす ゃけょっとう しゃっすけゃくう そうさきう 
- けしくけゃくけ けす „ぅきぇいぇおう” – ぅこけ-
くうは. 〈けゃぇ ぉはたぇ こさっょう ゃしうつおけ 
けぉさぇぉけすゃぇとう  ちっくすさう いぇ  さけ-
すぇちうけくくぇ う こさういきぇすうつくぇ  きっ-
たぇくうつくぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ ょっすぇえ-
かうすっ. 
╁ くぇしすけはとうは きぇすっさうぇか, おぇお-

すけ ゃっつっ しこけきっくぇたきっ, ぉっ ういかけ-
あっくぇ くぇおさぇすおけ つぇしす けす うしすけ-
さうはすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
そさっいけゃう きぇてうくう: けしくけゃっく 
こさけういゃけょしすゃっく こさけそうか くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 5.
〈けゃぇ くっ こさぇゃう こけ-きぇかおけ ゃぇ-

あくけ ゅけかはきけすけ きくけゅけけぉさぇいうっ う 
くぇ ょさせゅうすっ こさけういゃけょしすゃぇ くぇ 
いぇゃけょぇ. 
】っ けすぉっかっあうき こけ-ゃぇあくうすっ 

けす すはた: 
- ‶さけぉうゃくけ おけかけくくう きぇてう-

くう - ‶╉ 20 う ‶╉ 32 /こけ おけく-
しすさせおちうは くぇ ╆╋╋ – ]けそうは/, 
こさけういゃっあょぇくう ゃ こっさうけょぇ 
1961- 1981 ゅ./. ¨す すはた しぇ こさけ-
ういゃっょっくう けぉとけ くぇょ 34 720 ぉさ.
- ′ぇしすけかくう こさけぉうゃくう きぇてう-

くう ‶12, ‶《 32 - こさけういゃっょっくう 
けぉとけ くぇょ 730 ぉさ. 
- ╆なぉけそさっいけゃぇ きぇてうくぇ ╆《 

051 /こけ けぉさぇいっち くぇ 5╄32-]]-
][/, こさけういゃっあょぇくぇ ゃ こっさうけょぇ 
1963-1964 ゅ. ¨す すけいう すうこ しぇ 
こさけういゃっょっくう くぇょ 30 ぉさ.
- [ぇょうぇかくけ-こさけぉうゃくぇ きぇてう-

くぇ ‶[ 501 /おけくしすさせおちうは  くぇ 
╆╋╋ - ]けそうは/, こさけういゃっあょぇくぇ 
こさっい こっさうけょぇ 1965-1977 ゅ., し 
けぉとけ こさけういゃけょしすゃけ  くぇょ 410 
ぉさ.

- ┿ゅさっゅぇすくう っょうくうちう /]╂》, 
╋‶》, ╁╃╋, ]╂《/ おけくしすさせおちうは 
くぇ ╇╋╋/, こさけういゃっあょぇくう こさっい 
こっさうけょぇ 1975-1991, し けぉとけ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇょ 6 740 ぉさ. 
- ┿ゅさっゅぇすくう きぇてうくう /おけく-

しすさせおちうは くぇ ╇╋╋/, こさけういゃっ-
ょっくう こさっい こっさうけょぇ 1973-1995, 
くぇょ 400 ぉさ. 
- ̈ ぉさぇぉけすゃぇと ちっくすなさ 『╋ 522 

/おけくしすさせおちうは くぇ ╇╋╋/, こさけ-
ういゃっょっくう こさっい こっさうけょぇ 1984-
1989 ゅ. くぇょ 60 ぉさ. 
- ¨ぉさぇぉけすゃぇとう ちっくすさう  ′400 

う V10 /かうちっくい くぇ „ぅきぇいぇおう”/, 
こさけういゃっょっくう こさっい こっさうけょぇ 
1988-1995 ゅ., けぉとけ 34 ぉさ.
- ╄か. きぇゅくうすくう しなっょうくうすっかう 

う しこうさぇつおう, こさけういゃっょっくう   くぇょ 
133 た. ぉさ.
- ]うしすっきう いぇ 『‶〉, ゃ す. つ. こけ 

かうちっくい くぇ „¨かうゃっすう” - ╇すぇかうは, 
ゃ こっさうけょぇ 1985-1990 ゅ., こさけ-
ういゃっょっくう くぇょ 500 ぉさ.
- ‶さうぉけさう う きぇてうくう いぇ おけく-

すさけか  /おけくしすさせおちうは けす ╇╋╋/ 
- ╃っすぇえかう う ゃないかう けす しこっ-

ちうぇかくう ういょっかうは: ‶]╋, ╆〉23, 
╇1300, ╂‶25 う ょさ. 
╆ぇゃけょなす こさっょけしすぇゃう しゃけう 

こさけういゃけょしすゃぇ  う けこうす くぇ さぇい-
かうつくう いぇゃけょう ゃ しすさぇくぇすぇ.  
〈ぇおぇ くぇこさうきっさ, くぇてうすっ ‶╉ 20 
けすうょっ ゃ ╆╋╋-‶ぇいぇさょあうお, 《〉 
251  ゃ 〈なあぇ, ┿╄  ゃ ╆╇′¨-╉ぇ-
いぇくかなお う ╆╋╋-》ぇしおけゃけ. 
╁ いぇおかのつっくうっ, いぇ かのぉけいくぇ-

すっかくうは つうすぇすっか くぇ 〈┿ とっ しこけ-
きっくぇ, つっ ゃしっおう, おけえすけ こさけはゃは-
ゃぇ うくすっさっし おなき うしすけさうはすぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 5 う うしすけさうはすぇ くぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ くぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう ゃ „┿さしっくぇか” ╉ぇいぇく-
かなお, きけあっ ょぇ しっ うくそけさきうさぇ 

いくぇつうすっかくけ   こけゃっつっ けす おくう-
ゅぇすぇ くぇ うくあ. ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ 
„]なょぉぇ”, ういかはいかぇ こさっい 2007-
きぇ ゅけょうくぇ.

╉さぇえ.

うくあ. ‶. ╃あせさおけゃ, ぉうゃて 
いぇき. ょうさっおすけさ こけ すったくうつっ-
しおうすっ ゃなこさけしう くぇ ╆ぇゃけょ 5

しっこすっきゃさう 2011 ゅけょうくぇ
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお 

》ちそけくうそおつてうそてそ せあ なちかくそうけ すあのけせけ - そつせそうかせ たちそなけし せあ くあうそおあ

《さっいけゃぇ きぇてうくぇ し 『‶〉 - 《╁ 323.01

《さっいけゃぇ きぇてうくぇ し 『‶〉 - 《╁ 325.02

[けょっくぇ っ くぇ 26-すう きぇえ 1946 ゅけょうくぇ ゃ [せしっ. ╆ぇゃなさてゃぇ たけさっけゅさぇそしおけ せつうかうとっ, ぇ こけしかっ ╁╇《. 
]なしすっいぇゃぇ しっ ゃ くぇちうけくぇかくうは けすぉけさ こけ たせょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇしすうおぇ しなし しすぇさてう すさっくぬけさ ╅せかう-
っすぇ 【うてきぇくけゃぇ. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ ょなかゅう ゅけょうくう っ おけくおせさっくすおぇ くぇ ╋ぇさうは ╂うゅけゃぇ. ╇いゃっしすくう 
おけきこけいうちうう くぇ [けぉっゃぇ しぇ „╊はすくけ ゃさっきっ“, „╅ぇさ こすうちぇ“, „〈けおぇすぇ う そせゅぇ ゃ さっ きうくけさ“, ╀けかっさけ“. 
╁しかっょしすゃうっ くぇ せしこってくぇすぇ さぇぉけすぇ くぇ [けぉっゃぇ しっ こけはゃはゃぇ さっそさっくなす „′っておぇ くはきぇ ゅさっておぇ! “╆ぇ 
ういおかのつうすっかくうすっ しう こけしすうあっくうは っ くけしうすっか くぇ こけつすう ゃしうつおう ょなさあぇゃくう けすかうつうは, おぇおすけ う くぇ 
ゅさぇきけすぇ いぇ こさうくけし おなき しゃっすけゃくうは あっくしおう けかうきこうえしおう しこけさす. 
[けぉっゃぇ っ ういゃっしすくぇ し ょっしっすおうすっ しう こけしすうあっくうは くぇ しこけさすくぇすぇ ぇさっくぇ. ¨とっ こさっい 1969 ゅけょうくぇ 

しすぇゃぇ ゃうちっしゃっすけゃくぇ てぇきこうけくおぇ. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ 22 ゅけょうくう っ すさっくぬけさ くぇ ぉなかゅぇさしおうは 
くぇちうけくぇかっく けすぉけさ こけ たせょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇしすうおぇ. ′っうく っ すさっくぬけさしおうはす こさうくけし いぇ いかぇすくうすっ 
きけきうつっすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ たせょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇしすうおぇ ゃ こっさうけょぇ 1983 - 1995 ゅけょうくぇ. ‶さっい 
2000-すぇ ゅけょうくぇ [けぉっゃぇ しないょぇゃぇ すさせこぇ けす 35 きけきうつっすぇ う きけきつっすぇ („′ってぇくなか ぇさす“), し おけはすけ 
ょぇ こさっょしすぇゃは しなゃさっきっくくぇ うくすっさこさっすぇちうは くぇ ぉなかゅぇさしおうは う ぉぇかおぇくしおう そけかおかけさ.
╆ぇ こけつすう 25 ゅけょうくう すさっくぬけさしおぇ さぇぉけすぇ くっえくうすっ ゃないこうすぇくうつおう いぇゃけのゃぇす 294 きっょぇかぇ, 7 

ぇぉしけかのすくう しゃっすけゃくう, 10 っゃさけこっえしおう すうすかう う 2 ゃうちっけかうきこうえしおう すうすかう. ‶けくぇしすけはとっき っ こさっ-
いうょっくす くぇ くぇえ-せしこっかうは おかせぉ ゃ しゃっすぇ „╊っゃしおう“ いぇ 50 ゅけょうくう しなとっしすゃせゃぇくっ. ╉かせぉなす っ くけしうすっか 
けぉとけ くぇ 306 きっょぇかぇ.
]こっおすぇおかうすっ „╃ゃぇ しゃはすぇ“, „¨さうしうは“ /こけ きせいうおぇ くぇ ╇しうたうは/, „╂けすけゃう かう しすっ“ ょけぉうゃぇす うい-

おかのつうすっかくぇ こけこせかはさくけしす. 〈させこぇすぇ え うきぇ くぇょ 400 せつぇしすうは ゃ しすさぇくぇすぇ う つせあぉうくぇ - ╀さけょせっえ, 
]うくゅぇこせさ „┿さす そっしすうゃぇか“, ╂なさちうは, 〈せさちうは, ╀っかゅうは, ╇いさぇっか, ╇すぇかうは う ╋ぇおっょけくうは.
′ぇしおけさけ ′っておぇ [けぉっゃぇ ゅけしすせゃぇ しなし しゃけはすぇ すさせこぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお う ぉっ かのぉっいくぇ ょぇ さぇいゅけゃぇさは し 

こさっょしすぇゃうすっか くぇ 〈┿.

- ╂-あけ [けぉっゃぇ, おぇおゃけ ╁う 
ょぇゃぇ しうかう ょぇ こさけょなかあぇ
ゃぇすっ ょぇ くけしうすっ さぇょけしす くぇ 
たけさぇすぇ し ╁ぇてうすっ すぇおぇ すなさ
しっくう  う けぉうつぇくう けす こせぉかう
おぇすぇ しこっおすぇおかう?  
┿おけ うきぇすっ こさっょゃうょ „╆ぇぉ-

さぇゃっくう” こけ きせいうおぇ くぇ ╇しう-
たうは う し せつぇしすうっすけ くぇ ╃あせくう 
┿かっおしぇくょさけゃぇ, おけえすけ こけおぇ-
いぇたきっ くぇしおけさけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
くっ きうしかは, つっ すけゃぇ っ しこっおすぇ-
おなか, おけえすけ きけあっ ょぇ さぇょゃぇ. 
‶け-しおけさけ っ しこっおすぇおなか, おけえすけ 
くう ゃけょう おなき さぇいきうしなか, ゃ こけ-
ゃっつっすけ しかせつぇう くぇすなあぇゃぇ, ぇ – 
おぇお しっ こけかせつう しこっおすぇおなかぇなす 
う おぇお すぇおぇ しすぇくぇ, ぇい すさはぉゃぇ 
ょぇ ぉなょぇ ぇぉしけかのすくけ けすおさけゃっ-
くぇ – おぇすけ つっ かう すけえ ょけえょっ うい-
くっゃうょっかうちぇ う いぇこけつくぇ っょうく 
しゃけえ こなす. ′うっ くっ しきっ うきぇかう 
しこっおすぇおなか, おけえすけ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ ょぇ っ うしおぇく けす たけさぇすぇ 
う すけかおけゃぇ きくけゅけ ょぇ けぉうおぇかは 
╀なかゅぇさうは.
- ╉けゅぇすけ こけこうすぇた いぇ せきっ

くうっすけ ょぇ しないょぇゃぇすっ さぇ
ょけしす いぇ たけさぇすぇ しなし ゃしっおう 
しこっおすぇおなか,  うきぇた こさっょ

ゃうょ けくぇは さぇょけしす くぇ ょせ
てぇすぇ, せょけゃかっすゃけさっくうっすけ 
けす ゃないょっえしすゃうっすけ くぇ うい
おせしすゃけすけ, おけっすけ くう けぉ
さなとぇ おなき うしすうくしおうすっ 
しすけえくけしすう ゃ あうゃけすぇ, おなき 
ゃっつくうすっ ちっくくけしすう くぇ ぉなか
ゅぇさうくぇ... ]こっおすぇおかう, けす 
おけうすけ たけさぇすぇ しう すさなゅゃぇす 
せょけゃかっすゃけさっくう, ゃなこさっおう 
すさせょくけすけ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ 
あうゃっっき. 〈けゃぇ, さぇいぉうさぇ 
しっ, くっ っ けくぇは さぇょけしす, おけは
すけ くう おぇさぇ ょぇ しっ しきっっき, 
ょぇ こっっき うかう すぇくちせゃぇきっ し 
せしきうゃおぇ... 
┿おけ っ すぇおぇ, ╁う ぉかぇゅけょぇ-

さは, くぇうしすうくぇ! ′ぇてぇすぇ ちっか 
し ╃あせくう ぉってっ ょぇ こけょぉっさっき 
すっおしすけゃっ う ょぇ ゅう こけょくっしっき 
すぇおぇ くぇ たけさぇすぇ, つっ すっ ょぇ 
しすうゅくぇす ょけ すはた こさはおけ, ぉっい 
すけかおけゃぇ っきけちうは, きぇおぇさ ╃あせ-
くう ょくっし ょぇ ぉっ きぇかおけ こけゃっつっ 
さぇいゃなかくせゃぇくぇ. ┿い すけつくけ すけゃぇ 
うしおぇた, すっおしすなす ょぇ しすうゅくっ ょけ 
たけさぇすぇ, ぉっい くうっ ょぇ うき ゃくせ-
てぇゃぇきっ ょけこなかくうすっかくけ っきけ-
ちうう いぇ すけゃぇ. ]すぇさぇったきっ しっ ょぇ 
ぉぇかぇくしうさぇきっ - くうすけ ょぇ こさっ-

おぇかはゃぇきっ し すっおしすけゃっすっ, くうすけ 
ょぇ こさっおぇかはゃぇきっ し すぇくちうすっ: 
すぇき, おなょっすけ すっおしすなす しゃなさて-
ゃぇ, ょぇ いぇこけつくっ すぇくちなす... 
くぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ くぇし ぉってっ ょぇ 
くぇおぇさぇきっ たけさぇすぇ ょぇ しっ いぇ-
きうしかはす おぇおゃけ しすぇゃぇ し くぇてぇすぇ 
さけょけゃぇ こぇきっす. ╇きぇきっ かう くぇ-
うしすうくぇ こぇきっす いぇ すっいう きなあっ, 
おけうすけ ╁うっ つせたすっ ょぇ おぇいゃぇす: 
”╃ぇょけたきっ しう あうゃけすぇ う くうとけ 
こけゃっつっ”. ╉けうすけ しぇ ぉうかう ゅけ-
すけゃう, ゅけすけゃう ょぇ せきさぇす う しぇ 
せきうさぇかう いぇ しゃけぉけょぇすぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは. ′っ くう かう いゃせつう 
すけゃぇ こさっおぇかっくけ けすゃかっつっ-
くけ, こぇすっすうつくけ? ╇, ぇおけ すけ くっ 
ぉってっ うしすうくぇ, くはおけえ とってっ 
ょぇ おぇあっ: ”》ぇえょっ, しすうゅぇ!”. ′け 
すけ っ うしすうくぇ! ╀なかゅぇさうは, すぇおぇ-
ゃぇ, おぇおゃぇすけ っ しっゅぇ – すなあくぇ, 
けぉさせかっくぇ, たけさぇすぇ – ぇこぇすうつ-
くう, けぉっいゃっさっくう, すは っ きうくぇかぇ 
ゃっつっ こけ すけいう こなす, きうくぇゃぇかぇ 
っ ょぇあっ くっゃっょくなあ. ╇ ゃなこさっ-
おう すけゃぇ, ぇい しなき せぉっょっくぇ, つっ 
すけゃぇ っ いっきは, おけはすけ さぇあょぇ 
たけさぇ, すぇかぇくすう; いっきは, おけはすけ 
くっ けしすぇゃは くぇさけょぇ しう ょぇ こけゅう-
くっ う くうっ しきっ え ょかなあくうちう. ┿ 

たけさぇすぇ – きけゅぇす う ょぇ しっ しきっはす 
くはおけう... ′け ぇい しなき ぇぉしけかのす-
くけ せぉっょっくぇ ゃ すけゃぇ, つっ すっいう, 
ょけ おけうすけ しこっおすぇおなかなす っ ょけし-
すうゅくぇか, おけうすけ しぇ せしこっかう ょぇ 
ゅけ ゃうょはす, ゃしっ くっとけ とっ けしすぇ-
ゃう ゃ すったくうすっ ょせてう う きけあっ 
ぉう けす ゃさっきっ くぇゃさっきっ とっ しっ 
けぉさなとぇす くぇいぇょ し っょくぇ うい-
おかのつうすっかくぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす, 
おぇおゃぇすけ いぇしかせあぇゃぇす くぇてうすっ 
ゅけかっきう きなあっ. 
- ′ぇこけしかっょなお しう きうしかは, 

ょけさう けす くはおけかおけ ゅけょうくう, 
おなょっ ょぇ こけすなさしうき くうっ, 
ぉなかゅぇさうすっ, いぇとけすけ けとっ 
くっ しきっ ゅけ くぇきっさうかう, けくいう 
うしすうくしおう きなあ, すぇおなゃ, いぇ 
おぇおゃうすけ きなあっ ╁うっ ゅけゃけ
さうすっ, おけえすけ ょぇ くう ういゃっょっ 
くぇえ-こけしかっ けす こせしすうくはすぇ? 
╉なょっ ょぇ すなさしうき すっいう たけさぇ, 
おけうすけ しぇ ゅけすけゃう くぇ かうつくぇ 
しぇきけあっさすゃぇ, さってっくう ょぇ 
しかけあぇす ゃ さっょ ぉけかくけすけ くう 
けぉとっしすゃけ? 

╋うしかは, つっ おけかおけすけ う ょぇ けぉう-
つぇきっ くぇさけょぇ しう, ぇ ぇい ゃはさゃぇき 
ゃ くっゅけ, ぉっい ゃけょぇつ, ぉっい おくはい, 
おぇすけ こさけさけお ╇しぇえは, すけいう くぇ-
さけょ くぇくうおなょっ くはきぇ ょぇ すさなゅ-
くっ. 〈けえ とっ しっ かせすぇ う, おぇおすけ 
おぇいゃぇ ╀けすっゃ, とっ つぇおぇ ゃすけさう 
こなす きっしうは, 

いぇ こけさっょっく こなす, とっ おぇあぇ: 
ょぇ, つぇおぇ きっしうは. ╆ぇとけすけ いぇ 
こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう ぇい 
くっ いくぇは おけかおけ ゃっつっ „きっしうう” 
こけしさっとくぇ くぇさけょなす, ぇ くっ けつ-
ぇおゃぇてっ, くっ ういぉうさぇてっ, くっ しっ 
さぇいけつぇさけゃぇてっ... ╇ おぇすけ つっ 
かう ゃしっ けとっ くぇてうはす くぇさけょ っ 
いぇゃかぇょはく けす っきけちうはすぇ. ‶け-
くはおけゅぇ しかせてぇき, つっしすくけ おぇ-
いぇくけ – けすおぇいゃぇき しっ ょぇ つっすぇ, 
こけかうすうつっしおう さっつう. ¨すおぇいゃぇき 
しっ ょぇ しかせてぇき こけかうすうちうすっ. 〈っ 
しぇ くぇうしすうくぇ こけいけさ いぇ ╀なかゅぇ-
さうは! ╉ぇいゃぇす, つっ ゃしっおう くぇさけょ 
しう いぇしかせあぇゃぇ せこさぇゃかっくうっすけ, 
くけ くぇてうはす くぇさけょ つぇお すぇおけゃぇ 
くっとけ くっ いぇしかせあぇゃぇ! 〈けゅぇゃぇ, 
おけゅぇすけ つせは ういおぇいゃぇくうは くぇ 
こけかうすうちう, ぇい しう きうしかは: ょけ-
ぉさっ, くっ ゅう しかせてぇき しぇきけ ぇい, 
くぇさけょなす くう しなとけ ゅう しかせてぇ! 
╆ぇとけ すけゅぇゃぇ すけいう くぇさけょ くっ 
ゃおかのつう うくしすうくおすぇ しう, くっ 
ゃおかのつう さぇいせきぇ – おぇおゃけ ゅけ-
ゃけさはす すっいう たけさぇ?! – ╇ おぇお-
ゃけ ゃなさてぇす?! ′ぇうしすうくぇ かう くっ 
ゃうあょぇす?! ′ぇうしすうくぇ かう っょうく 
くぇさけょ きけあっ ょぇ すなさこう くは-
おけえ ょぇ きせ おぇあっ, おけゅぇすけ ゅけ 
けぉゃうくうて ょうさっおすくけ ゃ かけぉう-
いなき うかう てせさけぉぇょあぇくぇとうくぇ, 
おぇおすけ ぉなかゅぇさうすっ おぇいゃぇきっ, う 
ょぇ おぇあっ: „╃ぇ, ぇきぇ ゃうっ ぉうっ-
すっ くっゅさうすっ!”, し ょさせゅう ょせきう – 
おけゅぇ くぇてうはす くぇさけょ とっ ゃおかの-
つう うくすっかっおすぇ しう, しっ こうすぇき, 
さぇいせきぇ しう, きうしなかすぇ しう? ╇ 
ょぇ こけすなさしう つけゃっお, ぇ くっ ゃしっ-
おう ぉぇぉぇうす, おけえすけ しっ ういこさぇゃう 
くぇしさっとぇ きせ う ぉっいけつかうゃけ ゅけ 
かなあっ, ゃ けつうすっ くぇ くぇさけょぇ, ょぇ 
ぉなょっ くけゃうはす きっしうは? 〈けいう, 
おけえすけ うしおぇ ょぇ こけきけゅくっ くぇ 
くぇさけょぇ しう, くぇうしすうくぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ うきぇ しないくぇくうっ いぇ きっしうは, 
くけ くっ っ かう こけ-ょけぉさっ すけいう, 
おけえすけ うしおぇ ょぇ こけきけゅくっ, ょぇ 
ういかっいっ う ょぇ おぇあっ くぇ くぇさけ-
ょぇ しう: ”′ぇてっすけ こけかけあっくうっ 
っ すぇおけゃぇ – くうっ しきっ いぇすなくぇかう 
ょけすぇき, つっ けす すせお くぇすぇすなお ぇい 

ゃう けぉっとぇゃぇき すさせょ, すさせょ, こけす, 
おなさゃぇゃう しなかいう...”. 〈ぇおぇ, おぇお-
すけ っ きけゅなか ょぇ ゅけ おぇあっ はこけく-
しおうはす きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっか 
しかっょ いっきっすさっしっくうっすけ こさっょう 
くはおけかおけ きっしっちぇ う こさっょう すけゃぇ 
しかっょ ╁すけさぇすぇ ]ゃっすけゃくぇ ゃけえ-
くぇ. 
- ¨つっゃうょくけ, ╁うっ しすっ くぇ

きっさっかう かうつくけすけ しう しこぇしっ
くうっ ゃ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃうすっ.  
              〈ぇおぇ っ! /こさっい しきはた/

- ┿ おなょっ っ しこぇしっくうっすけ いぇ 
ゃしうつおう くぇし, いぇ ╀なかゅぇさうは?
〈けつくけ いぇ すけゃぇ ゅけゃけさうたきっ 

こさっょう きぇかおけ. ′ぇ こなさゃけ きはしすけ 

くうっ すさはぉゃぇ ょぇ こさけすっしすうさぇ-
きっ しさっとせ すけゃぇ あっしすけおけ けこ-
さけしすぇつゃぇくっ くぇ くぇちうはすぇ. ╃ぇ 
こさけすっしすうさぇきっ しうかくけ う ゃしうつおう 
いぇっょくけ しさっとせ せくうとけあぇゃぇくっ-
すけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, しさっとせ 
こさけういゃっあょぇくっすけ くぇ ‶¨╊〉うく-
すっかうゅっくすう し ょうこかけきう. 

╆ぇ ゃしうつおけ すけゃぇ しぇ こうしぇかう 
う ╀けすっゃ, う ╁ぇいけゃ... ╆くぇつう 
う すけゅぇゃぇ っ ぉうかけ すぇおぇ. ╆ぇとけ 
すぇおぇ しっ こさっこけゃすぇさは くぇてぇ-
すぇ うしすけさうは, ぉっい ょぇ うしおぇきっ, 
けぉさなとぇえおう しっ くぇいぇょ, くっ ょぇ 
すなさしうき けすきなとっくうっ, ぇ ょぇ こけ-
すなさしうき こけせおぇすぇ. ╋けあっ ぉう, 
ぇおけ しっ けぉなさくっき くぇうしすうくぇ おなき 
しかけゃけすけ くぇ すっいう ゅうゅぇくすう, ぇおけ 
しっ ゃなさくっき くぇいぇょ ゃ うしすけさうはすぇ 
しう, ぇおけ さってうき ょぇ は こけさぇいゅかっ-
ょぇきっ, きけあっ ぉう こけ-しこけかせつ-
かうゃけ とっ ういぉっさっき う せこさぇゃ-
くうちうすっ しう. ‶けゅかっょくっすっ いぇ 
おぇおゃけ しすぇゃぇ ゃなこさけし! 〈せお くう 
くぇょせゃぇす ゅかぇゃうすっ くっこさっおなし-
くぇすけ し すけゃぇ: ”╃っきけおさぇちうは! 
╃っきけおさぇちうは!...”. ╃くっし ょぇあっ 
しかせてぇた おけかおけ ょけぉさっ あうゃっっ 
くぇさけょなす! – けす っょくぇ ゃけょっとぇ ゃ 
っょくけ さぇょうけ, おけっすけ くっ え こさぇゃう 
つっしす. ′っ きけあって すう すぇき ょぇ いぇ-
しすぇくって, しうゅせさくけ ょけぉさっ こかぇ-
すっくぇ, くぇ せのすくけすけ しう きっしすっく-
ちっ ゃ さぇょうけすけ う ょぇ けぉはしくはゃぇて 
くぇ すけは くぇさけょ おけかおけ ょけぉさっ 
すけえ あうゃっっ... ╇ おけかおけ きせ っ 
ょけぉさっ しっゅぇ! – ╆ぇ おぇおゃぇ ょっ-
きけおさぇちうは しすぇゃぇ ゃなこさけし? ╇きぇ 
かう っょうく – っょうくしすゃっく, おけえすけ 
ょぇ くっ っ たゃぇくぇか っょくぇ こぇさすうは 
う ょぇ くっ は っ こさうゃぇすういうさぇか? ╇ 
ょぇ くっ っ せぉっょうか しゃけうすっ こさう-
ゃなさあっくうちう, つっ ゃうょうすっ かう, 
ぉっい くっゅけ くっ きけあっ! ╆ぇ おぇおゃぇ 
ょっきけおさぇちうは しすぇゃぇ ゃなこさけし? 
′っ しっ かう っ ゃなさくぇか つかっく わ 
1 けす ╉けくしすうすせちうはすぇ くぇ ′[╀, 
おなょっすけ うきぇてっ っょうく こぇさすうっく 
しっおさっすぇさ, すけえ さってぇゃぇ ゃしうつ-
おけ, すけえ おぇいゃぇ: „┿い! ┿い! ┿い!”. 
′ぇゃさっきっすけ こけくっ うきぇてっ 

すけゃぇ, おけっすけ しっ くぇさうつぇてっ 
”ゅさぇょうゃくぇ おさうすうおぇ”....?  
′っ! 

′ぇゃさっきっすけ うきぇてっ けくけゃぇ 
くっとけ, おけっすけ しっ くぇさうつぇてっ 
„]さぇき”! ╆ぇとけすけ けくっいう たけさぇ 
こさっょう 10-すう くけっきゃさう 1989-
すぇ ぉはたぇ すさなゅくぇかう くぇうしすうくぇ 
けす くういうくうすっ, きうくぇかう こさっい 
っょくう ういこうすぇくうは う おけかおけすけ う 
ゃかぇしすすぇ ょぇ ゅう ぉってっ けきぇはかぇ, 
ぇ う ちはかぇすぇ けぉしすぇくけゃおぇ ゃ しゃっ-
すぇ ぉってっ すぇおぇゃぇ, すっ ゃしっ こぇお, 
うきぇたぇ くはおぇおなゃ しゃはく.  〈ったくう-
すっ ょっちぇ う ゃくせちう くはきぇす しさぇき!

 ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 
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〈けつくけ こさっょう 51 ゅけょうくう, 
こさっい しっこすっきゃさう 1960 ゅけょうくぇ, 
しっ けしくけゃぇゃぇ ╆ぇゃけょなす いぇ きっすぇ-
かけさっあっとう きぇてうくう.
]さっょ こさうしなしすゃぇとうすっ ぉはたぇ 

ゃしうつおう けくっいう, ょぇゃぇかう しゃけは 
こさうくけし ゃ こなさゃうすっ う くぇえ- 
すさせょくう ゅけょうくう こけ しないょぇゃぇくっ-
すけ くぇ いぇゃけょぇ, こさっゃなさくぇか しっ いぇ 
こけかけゃうく ゃっお ゃ しすさぇすっゅうつっしおけ 
いゃっくけ いぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ. 
]さっょ こさうしなしすゃぇとうすっ ぉはたぇ  

ぉうゃてう ょうさっおすけさう くぇ ╆╋╋, 
ゅかぇゃくう おけくしすさせおすけさう, ゃうょくう 
きぇてうくけしすさけうすっかう, さぇぉけすくう-
ちう, くぇつぇかくうちう くぇ ちったけゃっ う 
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けすょっかう, さぇぉけすうかう ゃ こけしかっょ-
くうすっ こっす ょっしっすうかっすうは ゃ ╆ぇゃけょ 
5, くぇしかっょくうお くぇ くはおけゅぇてくけすけ 
╆╋╋.
╁っすっさぇくうすっ ぉはたぇ せゃぇあっくう けす 

こさっょしすぇゃうすっかう くぇ そうさきっくけすけ 
う しうくょうおぇかくけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 
„┿さしっくぇか” う けす おきっすぇ くぇ けぉとう-
くぇすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ.
╋くけゅけ っきけちうう, きくけゅけ しこけきっくう 

いぇ すさせょくうすっ ゅけょうくう う ぉっいしなく-
くうすっ くけとう ゃ うきっすけ くぇ くけゃけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ う けぉとぇ しくうきおぇ 
いぇ しこけきっく いぇこっつぇすぇたぇ こけさっょ-
くぇすぇ しさっとぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ-きぇ-
てうくけしすさけうすっかう  けす ╆ぇゃけょ 5.
                                                                    〈┿

╇╊【╊『╅〉¨【╊ 《【 ′╅╇《╉ 5
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

〉すけつくっくうっ けす さっょぇおちうはすぇ: 
 ╁ きうくぇかうは ぉさけえ くぇ こせぉ-
かうおぇちうはすぇ - つぇしす 1-ゃぇ, ゃ 
こぇしぇあぇ „ゃ おけかっおすうゃぇ けす 
おけくしすさせおすけさう, こさけっおすうさぇ-
かう ゅぇきぇすぇ そさっいけゃう きぇてうくう  
《〉 251 う 《〉 321”, しぇ こさけ-
こせしくぇすう うきっくぇすぇ くぇ けしくけゃ-
くうすっ ゃけょっとう しこっちうぇかうしすう 
- うくあ. ╇ゃ. ]うさぇおけゃ う うくあ. 
]すさ. ぅくつっゃ. 
 [っょぇおすけさなす くぇ しすさぇくうちぇすぇ 
こけょくぇしは しゃけうすっ ういゃうくっくうは.



おけくそっさっくちうう. ╇ きくけゅけ, きくけゅけ 
ょさせゅう.
„╁っつっ くはきぇきっ すぇおうゃぇ たけさぇ...”, 
おぇいゃぇ ╇ゃぇく ╃けつっゃ, おけえすけ し ぉけか-
おぇ こさっい こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう 
くぇぉかのょぇゃぇ おぇお ゃ ╀なかゅぇさうは  
„ういつっいゃぇす けぉうおくけゃっくうすっ つけ-
ゃっておう ちっくくけしすう – しこけしけぉくけし-
すすぇ ょぇ しっ せしきうたゃぇて, ょぇ しさっと-
くって くはおけゅけ う こさけしすけ ょぇ きせ 
おぇあって: ”╆ょさぇしすう!”. 
‶さっょ ゃしはおぇ おなとぇ うきぇてっ こっえ-
おぇ – しこけきくは しう すなあくけ ╃けつっゃ いぇ 
けくけゃぇ ゃさっきっ, おけゅぇすけ たけさぇすぇ しう 
ぉなぉさはす こけ つけゃっておう しかっょ さぇぉけ-
すぇ,  っえ すぇおぇ, ょけおぇすけ こけしさっとぇす 
ゃっつっさ あうゃけすくうすっ  こさっょ こけさすう-
すっ. ‶け すけいう こけゃけょ しう しこけきくは 
けとっ, つっ かうつくけすけ きせ こさうはすっか-
しすゃけ し ゅけかっきうは こうしぇすっか ┿くすけく 
╃けくつっゃ, きせ けしすぇゃは っょくぇ ぉっかっ-

あうすぇ そさぇいぇ いぇ きはさおぇすぇ おなき 
つけゃっおぇ: ╉けかぇくなす くぇ おさなしすぇ. 
〈けゃぇ ょっかう, しこけさっょ ╃けくつっゃ,  せ 
たけきけ しぇこうっくしぇ,  ょせたけゃくけすけ 
けす すかっくくけすけ, ゃないゃうてっくけすけ けす 
こさうきうすうゃういきぇ. „╋くけゅけ ゃうしけおけ 
しっ ょうゅくぇ ╉けかぇくなす! 〈さはぉゃぇ ょぇ 
しっ こけしゃぇかう!”, こさうっきぇ すけいう おけ-
きっくすぇさ う  ╇ゃぇく ╃けつっゃ いぇ しかせつ-
ゃぇとけすけ しっ し ちっくくけしすくぇすぇ しうし-
すっきぇ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ ゃ ゅけょうくうすっ 
くぇ す.くぇさ. „こさったけょ”, こさう おけえすけ 
くはきぇ おぇお ょぇ くっ こさういくぇっき, こなさ-
ゃうつくうすっ しすさぇしすう こけしすっこっくくけ 
こさっゃいっきぇす ょせたけゃくうすっ すなさしっ-
くうは. ]なとうすっ こさけちっしう, しこけさっょ 
ょっこせすぇすぇ けす ╁っかうおけすけ しなぉさぇ-
くうっ, しっ くぇぉかのょぇゃぇす う ゃ さけょくぇ-
すぇ こけかうすうおぇ.

〉 くぇし くはきぇ おけえ ょぇ こさぇゃう 
こけかうすうおぇ

╃けつっゃ っ おぇすっゅけさうつっく. ╁ しなしすぇ-
ゃぇ くぇ こぇさかぇきっくすぇ ゃ こけしかっょくう-
すっ ゅけょうくう すけえ ゃうあょぇ たけさぇ, おけう-
すけ くうすけ しっ ういおぇいゃぇす, くうすけ ょけさう 
きうしかはす. „╁ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇ-
くうっ しっゅぇ しっ ゃうあょぇ すけつくけ けくけ-
ゃぇ, おけっすけ ゃっつっ ゅけ くはきぇ” – すけいう 
こけつすう ぇぉしせさょっく ういおぇい ╃けつっゃ 
ぇさゅせきっくすうさぇ すぇおぇ: „╁ ょっぉぇすう-
すっ しっ つせゃぇす しぇきけ おかうてっすぇ. ╇い-
おぇいゃぇす しっ しぇきけ ょゃぇきぇ – すさうきぇ 
ぇょゃけおぇすう.” – くはきぇ こけかうすうおぇ, 

くはきぇ はしくけすぇ, くはきぇ こさうくちうこう. 
‶けはゃはゃぇす しっ しゃさなたぇきぉうちうけいくう 
たけさぇ – ぇ くはきぇ しうかぇ う しさっょぇ, 
おけはすけ ょぇ こさっょこぇいう けす しゃさな-
たぇきぉうちうはすぇ, さぇいぉさぇか っ し ゅけょう-
くうすっ ╇ゃぇく ╃けつっゃ. ╇ しっゅぇ すけえ 
ゃはさゃぇ, つっ こぇさすうはすぇ っ こぇさすうは, 
いぇ ょぇ いぇとうすぇゃぇ こぇさすうえくうすっ 
しう つかっくけゃっ, たけさぇすぇ, おけうすけ っ 
けぉっょうくうかぇ. ┿ とけき すけゃぇ くっ しっ 
しかせつゃぇ – とっ しっ しかせつう ょさせゅけ, 
ぇくぇかういうさぇ けこうすくうはす せこさぇゃかっ-
くっち う ょけおすけさ くぇ くぇせおうすっ: すぇ-
おぇゃぇ こぇさすうは – ういつっいゃぇ. ╉ぇすけ 
うおけくけきうしす し けこうす ゃ すっけさうはすぇ 
う こさぇおすうおぇすぇ, すけえ ゃうあょぇ はしくけ 
う けとっ くっとけ: こさうおぇいおうすっ いぇ 
こけしかけゃうつくけすけ すさせょけかのぉうっ くぇ 
ぉなかゅぇさうくぇ しすぇゃぇす ゃしっ こけ-こさぇい-
くう.” ‶け-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす くぇ-
てっすけ すさせょけしこけしけぉくけ くぇしっかっ-
くうっ こさけしすけ くっ きけあっ ょぇ さぇぉけすう 

こけ 8 つぇしぇ くぇ ょっく”, おぇいゃぇ ╃けつっゃ 
し せぉっょっくけしすすぇ くぇ けゃかぇょはくけすけ 
いくぇくうっ. 〈させょくけ っ ょぇ くっ きせ しっ 
こけゃはさゃぇ, いぇとけすけ う ゃ けぉうおくけ-
ゃっくうは さぇいゅけゃけさ すけえ しこけおけえくけ 
ぉけさぇゃう くっ し かけいせくゅう, ぇ し こけくは-
すうは, おけうすけ こけおぇいゃぇす, つっ うくすっ-
さっしなす  きせ おなき うおけくけきうつっしおうすっ 
くぇせおう, そうかけしけそうはすぇ う こしうたけ-
かけゅうはすぇ, っ くっ しせっすくぇ ょっおかぇさぇ-
ちうは, ぇ  っ ういおさうしすぇかういうさぇか   ゃ 
„いぇょなかぉけつっくけ いくぇくうっ” – っょうく 
ういさぇい, おけえすけ  ╃けつっゃ くっゃけかくけ 
きう こけょしおぇいゃぇ, ょけおぇすけ  しぇきぇ 
こけつすう しなき ゅけ くぇきっさうかぇ くぇせき. 
„╆くぇき くぇういせしす ょっそうくうちううすっ 
くぇ きくけゅけ こけくはすうは けす そうかけしけ-
そうはすぇ, うおけくけきうおぇすぇ う こしうたけ-
かけゅうはすぇ. ╆ぇとけすけ, いぇ ょぇ せこけすさっ-
ぉはゃぇて っょくけ こけくはすうっ, すさはぉゃぇ 
ょぇ ゅけ こけいくぇゃぇて いぇょなかぉけつっくけ 
- ういちはかけ う すけつくけ”, せつせょゃぇ きっ 
うしすうくしおう „ぇおすうゃくうはす こっくしうけ-
くっさ けす さぇくつけすけ ゃ しっかけ ╉さなく”. 
〉つせょゃぇ きっ, くっ いぇとけすけ っ ╇ゃぇく 
╃けつっゃ, ぇ いぇとけすけ すぇおうゃぇ たけさぇ, 
くぇうしすうくぇ きくけゅけ さはょおけ しさっとぇき 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╉けゅぇすけ ゅけ せゃけかくはゃぇす こさっい はくせ-
ぇさう 1992-さぇ,  すけえ っ てけおうさぇく 
けす きうしなかすぇ, つっ せすさっ くはきぇ ょぇ 
うょっ くぇ さぇぉけすぇ. ‶けさぇぉけすうか 
すせお-すぇき う こけしかっ, いぇっょくけ し こさう-
はすっかう, し おけうすけ さぇぉけすう う ょけ 
ょくっし, しないょぇゃぇ  ういゃっしすくぇすぇ くぇ 

316 септември 2011 г. ぎ¡ïäñëöÖÜとí£íÖ¿é¡ ó ëñÇóÜÖí

おけ
か
ぇ 

2
 か

う
ち
っ

¨うあせ ╉そねかう:

¨〈╊【《 』【¨╈╅

｠『《〉¨[╅

¨′╆《『¨ 2011 e-mail: experti.kazanlak@gmail.com

〈けえ っ ╇ゃぇく ╃けつっゃ. ╇ すけゃぇ 
しすうゅぇ. ╉けゅぇすけ しかっょ 65 ゅけ-
ょうくう あうゃけす つけゃっお っ せしこはか 
ょぇ くぇこさぇゃう うきっ, しこけおけえくけ 
しっ さぇょゃぇ くぇ あうゃけすぇ う つうし-
すけしなさょっつくけ, ぉっい ゃしはおぇおゃう 
こさうすっしくっくうは, けこさっょっかは 
しっぉっ しう おぇすけ „ぇおすうゃっく こっく-
しうけくっさ けす しっかしおう すうこ”.  
„]っゅぇ しっ いぇくうきぇゃぇき ぇお-

すうゃくけ しなし しっかしおけ しすけこぇく-
しすゃけ. ]ないくぇすっかくけ しっ けす-
おなしゃぇき けす こさっょうてくうすっ 
しう しすけこぇくしおう ょっえくけしすう 
う こさったゃなさかはき ちはかけすけ しう 
あっかぇくうっ ょぇ こけかせつぇゃぇき 
せょけゃけかしすゃうっすけ けす あうゃけすぇ 
けす くっとけ  ょさせゅけ”, しこけょっかは 
ょっこせすぇすなす けす ╁っかうおけすけ ′ぇ-
さけょくけ しなぉさぇくうっ.

╇ゃぇく ╃けつっゃ さぇぉけすう 5 ゅけょう-
くう ゃ „┿さしっくぇか”

¨す おさぇは くぇ 60-すっ ょけ くぇつぇかけすけ 
くぇ 70-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお っ 
っかっおすさけすったくうお, こけしかっ こさっきう-
くぇゃぇ くぇ けさゅぇくういぇちうけくくぇ さぇぉけ-
すぇ  ょけ くぇつぇかけすけ くぇ 80- すっ.
╆ぇゃなさてうか っ こなさゃけ おぇいぇくかなて-
おうは きったぇくけすったくうおせき, こけしかっ 
„╇おけくけきうおぇ くぇ こさけきうてかっくけし-
すすぇ ” ゃ ┿¨′]〉, ぇ しかっょ おけくおせさし 
いぇこけつゃぇ  う ぇしこうさぇくすせさぇ すぇき 
う しすぇゃぇ おぇくょうょぇす くぇ うおけくけ-
きうつっしおうすっ くぇせおう. 『っかうはす しう 
しすけこぇくしおう う すさせょけゃ しすぇあ こけし-
ゃっとぇゃぇ くぇ うおけくけきうつっしおうは 
しっおすけさ, けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ すさせ-
ょぇ う こさけういゃけょしすゃけすけ う せこさぇ-
ゃかっくうっすけ.

╁なゃ ╁っかうおけすけ くぇさけょくけ しな-
ぉさぇくうっ こけこぇょぇ しかせつぇえくけ

„くっ しなき うきぇか くうすけ こけすさっぉくけしす, 
くうすけ うくすっさっし おなき こけかうすうおぇすぇ, 
くけ ╀]‶ さってう う ぇい くっ きけあった ょぇ 
くっ しっ しなけぉさぇいは し こさっょかけあっくう-
っすけ くぇ ╇ゃぇく ╉さなしすっゃ, けす おけゅけすけ 
ょけえょっ うょっはすぇ  ょぇ しっ おぇくょうょぇ-
すうさぇき ”, けぉはしくはゃぇ ょっこせすぇすしおう-
すっ しう ゅけょうくう ╃けつっゃ, おぇすけ ぇく-
ゅぇあうきっくす, おけえすけ っ すさはぉゃぇかけ 
ょぇ  こけっきっ. ]こっつっかゃぇくっすけ くぇ 
ういぉけさうすっ すけゅぇゃぇ ょっこせすぇすなす 
けす こぇさかぇきっくすぇ, おけえすけ くぇこさぇ-
ゃう こけしかっょくぇすぇ ょっえしすゃぇとぇ う 
しっゅぇ ╉けくしすうすせちうは くぇ [っこせぉかう-
おぇ ╀なかゅぇさうは, けぉはしくはゃぇ すぇおぇ: 
”╀ってっ しゃなさいぇくけ し けゅさけきくけすけ 
あっかぇくうっ くぇ ╀]‶ ょぇ ういこさぇすう 
ゃ すけいう こぇさかぇきっくす たけさぇ, おけうすけ 
すぇおぇ ょぇ は こさっょしすぇゃかはゃぇす, つっ 
ょぇ しっ けこさぇゃょぇっ くぇょっあょぇすぇ - 
くっとぇすぇ せ くぇし ょぇ しっ しかせつぇす こけ-
ょけぉさっ.” ′け ょけこなかゃぇ: ”╃くっし きう 
っ すさせょくけ ょぇ こさっちっくは くぇしすさけえ-
おぇすぇ くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ きっ こさぇ-
すうたぇ すぇき, くけ しなき ぉうか すぇき こけ 
あっかぇくうっ くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ きっ 
ういぉさぇたぇ.”
′ぇ きくけゅけ っおしすさっきういなき けす けこ-
さっょっかっくう かうつくけしすう しっ くぇ-
ゅかっょぇか ╃けつっゃ ゃなゃ ╁っかうおけすけ 
′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ. ╃けさう こけ-
くはおけゅぇ しっ しすさぇたせゃぇか, つっ とっ 
こぇょくっ すぇゃぇくなす けす ぉせさくうすっ ょっ-
ぉぇすう. ′け, しなし しうゅせさくけしす, ょっこせ-
すぇすうすっ けす すけいう しなしすぇゃ, しこけさっょ 
くっゅけ, „ゃ ゅけかはきぇすぇ しう つぇしす しぇ 
ゃっかうおう たけさぇ” -  „╁っかうおけすけ くぇ-
さけょくけ しなぉさぇくうっ ういかなつう くぇえ-
ょけぉさけすけ けす ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ, 
うきぇてっ ういおかのつうすっかくけ くうゃけ う 
こさけそっしうけくぇかうしすう けす ゃしうつおう 
けぉとっしすゃっくう しそっさう, しこけきくは しう 
╃けつっゃ – かっおぇさう, そうかけしけそう, 
うしすけさうちう, こけかうすうちう. ”╇いおかの-
つうすっかくけ ちっくくう いぇこけいくぇくしすゃぇ! 
– こけきくうき しっ, くけ くはきぇきっ こけしすけ-
はくくう おけくすぇおすう.” 〈ぇき ╃けつっゃ しっ 
いぇこけいくぇか し ぇぉしけかのすくう しゃっすうかぇ 
ゃ こさけそっしうはすぇ しう – こさけそ. 〈けきぇ 
〈けきけゃ,  ょうさっおすけさ くぇ ╇くしすう-
すせすぇ こけ ちぇさっゃうちぇすぇ ゃ ╉くっあぇ, 
せつっく しなし しけぉしすゃっくぇ しっかっおちうは, 
くけ けしすぇくぇか ゃ ╀なかゅぇさうは くっこけ-
いくぇす, きぇおぇさ う おぇくっく ょゃぇ こなすう 
ゅけょうてくけ  ゃ ]┿】 くぇ くぇせつくう 

おぇいぇくかなつぇくう 《うくぇくしけゃぇ おなとぇ 
„【うこおぇ”.
╉ぇいぇくかなつぇくう こけきくはす ╇ゃぇく ╃け-
つっゃ  う し けとっ くっとけ – おけゅぇすけ 
„しっ けこなくぇ” くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ こぇさすうはすぇ, おけはすけ ゅけ こさぇすう 
ゃなゃ ╁っかうおけすけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇ-
くうっ う ゃなこさっおう さってっくうっすけ くぇ 
╀]‶, ょぇ ぉなょっ ういょうゅくぇす ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ いぇ おきっす, すけえ – ╇ゃぇく 
╃けつっゃ しっ はゃう おぇすけ くっゅけゃぇ ぇか-
すっさくぇすうゃぇ. ╇ しこっつっかう くっきぇかおけ 
ゅかぇしけゃっ – 2051.  

′うおけゅぇ くっ しなき うしおぇか ょぇ 
しすぇゃぇき おきっす

╃けつっゃ おぇいゃぇ すけゃぇ しこけおけえくけ. 
‶さっい 2003-すぇ, おけゅぇすけ しっ はゃは-
ゃぇ おぇすけ おぇくょうょぇすせさぇ けす かはゃけ-
すけ こさけしすさぇくしすゃけ  せしこけさっょくけ し 
ょくってくうは ゅさぇょけくぇつぇかくうお, こさぇ-
ゃう すけゃぇ, いぇとけすけ さってっくうっすけ くぇ 
‶ぇさすうはすぇ ょぇ ういかなつう ╃ぇきはくけゃ 
うょゃぇ こさう くぇかうつうっすけ くぇ きかぇ-
ょう う ゃっつっ ょけしすぇすなつくけ けこうすくう 
おぇょさう, おけうすけ けしすぇゃぇす ゃしすさぇくう. 
„〉つぇしすゃぇた  けすぉかういけ 2 ゅけょうくう  
ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しな-
ゃっす, うきぇてっ うょっは ょぇ しっ ういゃぇょはす 
きかぇょう う こけょゅけすゃっくう たけさぇ おぇすけ 
╃けさけすっは 》さうしすけゃぇ, ╉ぇすは ╉う-
かうおつうっゃぇ, ╆ょさぇゃおけ ‶なさゃぇくけゃ, 
くぇこさうきっさ... ╇いゃっょくなあ しっ こけ-
はゃはゃぇ っょくけ さってっくうっ: ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ?!...” – けとっ くっょけせきはゃぇ 
╃けつっゃ. 〈けゃぇ ゅけ こさけゃけおうさぇかけ 
ょぇ いぇしすぇくっ しさっとせ けそうちうぇか-
くうは ういぉけさ くぇ ゅさぇょしおけすけ さな-
おけゃけょしすゃけ くぇ ╀]‶. ╃ぇ いぇはゃう 
こけいうちうは, ょぇ こけおぇあっ, つっ うきぇ 
ょさせゅけきうしかっとう, ょぇ こけおぇあっ, つっ: 
„〈けゃぇ, おけっすけ くぇこさぇゃうたきっ, くっ っ 
こけかうすうおぇ, ぇ こさけおぇさゃぇくっ くぇ うく-
すっさっしぇ くぇ くはおけえ ょさせゅ”.  ”¨くけ-
ゃぇ, おけっすけ しなき うしおぇか, っ さぇいかうつ-
くけ けす すけゃぇ, おけっすけ つせゃぇき しっゅぇ いぇ 
しなぉうすうはすぇ こさっい 2003-すぇ”, おぇい-
ゃぇ ╃けつっゃ, くけ う しっゅぇ っ せぉっょっく 
ゃ こさぇゃうかくけしすすぇ くぇ ょっえしすゃうはすぇ 
しう: ”〈けゃぇ っ きけはす くぇつうく ょぇ さっ-
ぇゅうさぇき. ′っ しなき うしおぇか う くうおけゅぇ 
くっ しなき しう こさっょしすぇゃはか, つっ とっ 
しすぇくぇ おきっす.” 
¨す こけいうちうはすぇ くぇ ゃさっきっすけ しなき 
しうゅせさくぇ, つっ ょくっし, ょっえしすゃうは-
すぇ くぇ ╇ゃぇく ╃けつっゃ ゃ っしっくすぇ くぇ 
2003-すぇ しっ さぇいぉうさぇす きくけゅけ こけ-
ょけぉさっ けす こけゃっつっすけ おぇいぇくかなつぇ-
くう. ╆ぇ くっゅけ, けぉぇつっ, おぇすけ つっ かう 
すけゃぇ っ ぉっい ゃしはおぇおゃけ いくぇつっくうっ. 
╁ぇあくけすけ っ ょさせゅけ:

』うそかうおなす くぇょ ╉さなく

〈ぇおぇ ╇ゃぇく ╃けつっゃ くぇさうつぇ いっ-
かっくつせおけゃぇすぇ う けゃけとくぇすぇ ゅさぇ-
ょうくぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ しう, おけっすけ 
こさけういゃっあょぇ くぇ 90 % けす たさぇ-
くぇすぇ しう しぇきけしすけはすっかくけ. „¨す-
ゅかっあょぇきっ こかけょけゃっすっ う いっかっく-
つせちうすっ いぇ せょけゃけかしすゃうっ, こけつすう 
くうとけ くっ おせこせゃぇきっ おぇすけ たさぇ-
くぇ”, こさけょなかあぇゃぇ ょぇ きっ せつせょ-
ゃぇ ゃっかうおうはす くぇさけょっく ょっこせすぇす, 
そうくぇくしうしすなす, こさっょこさうっきぇつなす, 
おぇくょうょぇすなす いぇ おきっす けす 2003-
すぇ... ╉ぇすけ つけゃっお, けすすっゅかうか しっ けす 
ぇおすうゃくぇすぇ さぇぉけすぇ, すけえ くぇきうさぇ 
いぇ しなゃしっき っしすっしすゃっくけ ょぇ しっ いぇ-
くうきぇゃぇ しなし いっきっょっかうっ. „┿い しなき 
こっくしうけくっさ. ′けさきぇかくけ っ つけゃっお 
ょぇ くぇこさぇゃう おさぇつおぇ ゃしすさぇくう くぇ 
すっいう ゅけょうくう, くっ っ くけさきぇかくけ 
つけゃっお ょぇ しっ きうしかう いぇ ゃっかうお, 
おけえすけ きけあっ ょぇ こけしすうゅくっ おけえ 
いくぇっ おぇおゃけ, おけゅぇすけ っ くぇ くぇょ 

65 ゅけょうくう”, すけゃぇ っ くっゅけゃぇすぇ 
うしすうくぇ, ういおぇいぇくぇ すけつくけ ゃ ょせ-
きうすっ: ”╁うくぇゅう っ ゃないきけあくけ ょぇ 
しすぇくって いぇ さっいうか, おけゅぇすけ しう くぇょ 
60 ゅけょうくう”. ╉けゅぇすけ しう くぇょ 65, 
けぉぇつっ, おぇおすけ いぇ ╃けつっゃ, すぇおぇ っ 
ぉうかけ ゃうくぇゅう, きけあっ ょぇ こさっゃなさ-
くって しゃけは ょけき ゃ 

╉なとぇすぇ – たぇく

„′うっ しきっ けしけぉっくぇ おなとぇ, ょゃぇ-
きぇすぇ し きけはすぇ しなこさせゅぇ しう くぇ-
こさぇゃうたきっ こけつすう たぇく”, おぇいゃぇ 
ょけきぇおうくなす. ╉せこ こさうはすっかう 
こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しっ しなぉうさぇす ゃ 
おなとぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ╃けつっゃ ゃ さけょ-
くけすけ きせ しっかけ ╉さなく. 〈けえ しっ さぇょ-
ゃぇ うしすうくしおう くぇ すけゃぇ, くっ しぇきけ 
いぇとけすけ すせお しなし しうゅせさくけしす っ 
けくは ょけき ゃ おぇいぇくかなておけ, おけえすけ 
っ こけしさっとぇか くぇえ-ゃうょくうすっ かうつ-
くけしすう – けす こうしぇすっかうすっ ╈けさょぇく 
[ぇょうつおけゃ う ┿くすけく ╃けくつっゃ, こけ-
っすぇ – ういょぇすっか ╇ゃぇく ╂さぇくうすしおう, 
さっあうしぬけさぇ くぇ „》ぇく ┿しこぇさせた” 
- ┿くあっか ╁ぇゅっくとぇえく, ]すっそぇく 
‶さけょっゃ, すぇ こさっい ′けさぇ ┿くぇくう-
っゃぇ, ╇ゃぇく ╂ぇえすぇくょあうっゃ, 〈けょけさ 
╉けさせっゃ, ぃさう ╀けさうしけゃ  う ょけさう 
┿かっおしぇくょなさ ╊うかけゃ う ┿くょさっえ 
╊せおぇくけゃ...
╃けつっゃ しっ さぇょゃぇ, つっ すせお うょゃぇす 
こさけしすけ – こさうはすっかう.
╃ぇあっ ╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ っ うょ-
ゃぇか ゃ おなとぇすぇ – たぇく くぇ ╃けつっゃ ゃ 
╉さなく – つせか つっ すせお しすぇゃぇ うくすっ-
さっしくけ. ”′ぇきっさうたきっ っょくぇ おなとぇ 
ゃ さぇえけくぇ, おなょっすけ さぇおうはすぇ/きせし-
おぇすけゃぇ!/, くうおけゅぇ くっ きけあっ ょぇ 
しゃなさてう, てっゅせゃぇか しっ ‶さけょっゃ. ╁ 
おなとぇすぇ – たぇく こさうはすっかうすっ ゅけゃけ-
さはす いぇ ゃしうつおけ - けす こけかうすうおぇすぇ 
ょけ ういおせしすゃけすけ, けしけぉっくけ – いぇ 
かうすっさぇすせさぇすぇ.  ┿ おなき おくうゅぇすぇ 
╃けつっゃ うきぇ しこっちうぇかくけ けすくけてっ-
くうっ – ]ゃっすうくは: „‶けしすけはくくうはす 
きう うくすっさっし っ しぇきけ っょうく – おなき 
おくうゅぇすぇ!”. ╇ ぇおけ いぇ くっとけ きう っ 
ぉけかくけ うしすうくしおう, すけ っ いぇ おくうゅぇ-
すぇ, こさういくぇゃぇ すけえ. ╋かぇょうすっ くっ 
つっすぇす, こさっあうゃはゃぇ ╇ゃぇく ╃けつっゃ, 
おけえすけ ょけさう こさっい しすせょっくすしおうすっ 
しっしうう こさけつうすぇか, けしゃっく せつっぉ-
くうちうすっ う くぇせつくうすっ しすせょうう, 
けとっ ょゃぇ こなすう こけゃっつっ おくうゅう 
-  たせょけあっしすゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ. 
〈ぇおぇ, うきっくくけ つさっい おくうゅうすっ,  
けこけいくぇゃぇ しゃっすけゃくぇすぇ おせかすせさぇ. 
╆くぇっ きくけゅけ いぇ ╋うおっかぇくょあっかけ, 
ぉっい ょぇ っ しすなこゃぇか ゃ ╇すぇかうは – けす 
おくうゅうすっ. ′っ けぉうつぇ ょぇ こなすせゃぇ, 
けぉうつぇ ょぇ しう しすけう せ ょけきぇ, おなょっ-
すけ つさっい おくうゅぇすぇ せしっとぇ くっとぇすぇ, 
/くっゃうょうきうすっ いぇ けおけすけ, こけしすう-
あうきう しぇきけ し せきぇ う しなさちっすけ... 
/. ╃ぇ しう しすけう ゃおなとう う ょぇ すさせこぇ 
いくぇくうは. ‶さけょなかあうすっかくけ. /╆ぇ 
こさなゃ こなす しさっとぇき つけゃっお し すぇおけ-
ゃぇ „たけぉう”.../. 
′け ゃ おさぇは くぇ しさっとぇすぇ くう いくぇき, 
つっ くはきぇ くせあょぇ ょぇ ゅけ こうすぇき いぇ 
かのぉうきうは きせ けぉさぇい ゃ かうすっさぇすせ-
さぇすぇ. ¨しゃっく ょさせゅうすっ こかぇしすうおう 
う こかぇすくぇすぇ あうゃけこうし ゃ けそうしぇ 
くぇ ╇ゃぇく ╃けつっゃ, ゃうあょぇき くぇ しすっ-
くぇすぇ いぇょ さぇぉけすくけすけ きせ ぉのさけ 
ゅさぇそうおぇ くぇ ‶うおぇしけ - ╃けく ╉う-
たけす!?...
¨とっ っょうく ╃けく ╉うたけす – ういはとくぇ 
ぉさけくいけゃぇ こかぇしすうおぇ くぇ しぇきけすけ 
ぉのさけ...
╁なこさけしなす きう っ ぇぉしけかのすくけ うい-
かうてっく - こさう ょゃぇ すけかおけゃぇ おぇすっ-
ゅけさうつくう, ゃ しなとけすけ ゃさっきっ ょっかう-
おぇすくう, けすゅけゃけさぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╉┿╊╄′╃┿[
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

16 しっこすっきゃさう -  85 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ /1926 ゅ./ こうしぇ
すっかは う けぉとっしすゃっくうお けす ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく ]なぉつっゃ /ゃっつっ こけおけえ
くうお/, ぇゃすけさ くぇ くはおけかおけ おくうゅう, しさっょ おけうすけ „』ってうす こぇさぇょ けす 
しすぇさうは ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお”.
17 しっこすっきゃさう – ]ゃ. きつちう ]けそうは, ╁はさぇ, ′ぇょっあょぇ, ╊のぉけゃ.
╇きっくくうちう: ]けそうは – けす ゅさなちおう けいくぇつぇゃぇ „きなょさけしす”; ╁はさぇ, 
╁っさぇ, ╁っさけくうおぇ; ′ぇょっあょぇ, ′ぇょは;  ╊のぉけゃ, ╊のぉけきうさ, ╊のぉっく, 
╊のぉぇ, ╊のぉけしかぇゃ,]っゃょぇ; ╃さぇゅぇく – けいくぇつぇゃぇ „きうか, けぉうつぇく”, 
╃さぇゅけ; ╃っく くぇ ゅさぇょ ]けそうは; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ かけおけきけ
すうゃくうは きぇてうくうしす.
18 しっこすっきゃさう - 1995 – ╁ ╉ぇいぇくかなお っ せつさっょっくけ ╃させあっ
しすゃけすけ くぇ おさぇっゃっょうすっ „╇ゃぇく ╄くつっゃ-╁うょの”. 106 ゅけょうくう けす 
さけあょっくうっすけ /ゃ ]すけおたけかき/ くぇ ╂さっすぇ ╂ぇさぉけ う 21 ゅけょうくう けす 
しきなさすすぇ え. ╆ぇ くっは おぇいゃぇす, つっ っ せくうおぇかくぇ し ぉっいさぇいかうつうっすけ 
しう おなき けぉとっしすゃっくけすけ きくっくうっ. 《うかきなす “]なぉかぇいくうすっかおぇすぇ” 
しかぇゅぇ くぇつぇかけすけ くぇ ゅけかはきぇすぇ え おぇさうっさぇ. ‶けおけさはゃぇ いさうすっかう
すっ しなし いぇぉっかっあうすっかくうは しう こけゅかっょ, しょなさあぇくけしす う くっこけゅさっ
てうき ぇおすぬけさしおう うくしすうくおす. ] ╃あけく ╂うかぉなさす しう こぇさすくうさぇす  ゃ 
“╃はゃけかなす う こかなすすぇ” う “╊のぉけゃ”. ╇きぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう 13 くっきう 
そうかきぇ /けす けぉとけ 27/. ╁なこさっおう ぇおちっくすぇ しう, し くぇゃかういぇくっすけ 
くぇ いゃせおけゃけすけ おうくけ, こっつっかう けゅさけきっく せしこった ゃ “┿くぇ ╉さうしすう”, 
„′うくけつおぇ” う ょさ. う しすぇゃぇ くぇえ-ゃうしけおけ こかぇすっくぇすぇ あっくぇ ゃ ]┿】. 
]ぇきけ っょうく くっうく たけくけさぇさ ゃないかういぇ くぇ 275 たうかはょう ょけかぇさぇ. 
′ぇ 36 ゅ. しっ しおさうゃぇ けす けぉとっしすゃけすけ. ¨すてっかくうつっしおうはす え あうゃけす 
こさけょなかあぇゃぇ ょけ 1990 ゅ., おけゅぇすけ せきうさぇ - くぇ 85 ゅ. ゃ ′の ╈けさお.
19 しっこすっきゃさう - 1904 – [けょっく っ ╊のぉけきうさ ‶うこおけゃ - ぉなかゅぇさしおう 
おけきこけいうすけさ, きせいうおぇかっく こっょぇゅけゅ う けぉとっしすゃっくうお, こさけそっしけさ. 
]うく くぇ ‶ぇくぇえけす ‶うこおけゃ. 〈ゃけさつっしすゃけすけ きせ っ しさっょ くぇえ-はさおう
すっ こけしすうあっくうは くぇ しなゃさっきっくくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ きせいうおぇ. ′ぇこうしぇか 
っ けこっさうすっ „ぅくうくうすっ ょっゃっす ぉさぇすは“, „╋けきつうか“, „┿くすうゅけくぇ‘43“, 
„¨さぇすけさうは くぇ くぇてっすけ ゃさっきっ“, しうきそけくうう, うくしすさせきっくすぇかくう 
おけくちっさすう, おぇきっさくぇ きせいうおぇ, たけさけゃう, しけかけゃう う きぇしけゃう こっしくう う 
ょさ.; 1977 – 〉きうさぇ ゃうょくうはす ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうお けす ╉ぇいぇくかなお 
′っくおけ ╀ぇかおぇくしおう, さけょっく っ くぇ 20. 09. 1907 ゅ. [けょくぇすぇ おなとぇ 
くぇ たせょけあくうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ きせいっえ し っおしこけいうちうは, そうかうぇか くぇ 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは ゃ ╉ぇいぇくかなお.
20 しっこすっきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きうさぇ, けぉはゃっく けす ̈ ぉ
とけすけ しなぉさぇくうっ  くぇ ¨¨′. ¨すぉっかはいゃぇ しっ けす 2001 ゅ. おぇすけ ょっく 
いぇ しこうさぇくっ くぇ ゃけっくくうすっ ょっえしすゃうは う くぇしうかうっすけ; 126 ゅけょう
くう けす けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ ╀なかゅぇさしおうは つっさゃっく おさなしす. ‶なさゃう
すっ しすさせおすせさう くぇ つっさゃっくけおさなしすおけすけ ょゃうあっくうっ しぇ しないょぇょっくう 
ゃっょくぇゅぇ しかっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ; 356 ゅ. こさ. く.っ. – [けょっく っ 
┿かっおしぇくょなさ ╁っかうおう, ╋ぇおっょけくしおう – こなかおけゃけょっち, うきこっさぇすけさ, 
いぇゃけっゃぇすっか. 〉きうさぇ けす すさっしおぇ ゃなゃ ╁ぇゃうかけく. ‶さっょう ょぇ しすぇくっ 
くぇ 30 ゅけょうくう いぇゃかぇょはゃぇ こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす こけいくぇすうは しゃはす. 
]こけさっょ かっゅっくょぇすぇ すけえ しっ さぇいこかぇおぇか, しかっょ おぇすけ さぇいぉさぇか, つっ 
くはきぇ おぇおゃけ こけゃっつっ ょぇ いぇゃかぇょはゃぇ. ╀うか っ せつっくうお くぇ ┿さうしすけ
すっか う けす ゃしはおけ きはしすけ, おなょっすけ っ ぉうか, くけしっか くぇ せつうすっかは しう 
さぇしすっくうっ うかう あうゃけすくけ.
21 しっこすっきゃさう - 1922 – ╁ 『ぇさうゅさぇょ っ さけょっく ╆ぇおけ 》っしおうは 
- さっあうしぬけさ くぇ そうかきうすっ „╂けさっとけ こかぇょくっ”, „〈さうきぇすぇ けす いぇ
こぇしぇ”, „′けとっき し ぉっかうすっ おけくっ”, „]ぇきう しさっょ ゃなかちう”, „╈け-たけ-
たけ” う ょさ.; ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ し ぉけかっしすすぇ くぇ ┿かちたぇえきっさ. 
╋っあょせ 50 う 70% けす たけさぇすぇ, うきぇとう ょっきっくちうは,  しすさぇょぇす う 
けす ┿かちたぇえきっさ - ぉけかっしす, おけはすけ ぉぇゃくけ う こさけゅさっしうゃくけ せくうとけ
あぇゃぇ きけいなつくうすっ おかっすおう. ╇きっくせゃぇくぇ っ くぇ ┿かけうし ┿かちたぇえきっさ 
– くっきしおう くっゃさけかけゅ, おけえすけ こさっい 1907 ゅ. いぇ こなさゃう こなす けこうしゃぇ 
くっえくうすっ しうきこすけきう.
22 しっこすっきゃさう - ╃っく くぇ くっいぇゃうしうきけしすすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは. ‶さっい 
1908 ゅ. ╀なかゅぇさうは こさけゃないゅかぇしはゃぇ くっいぇゃうしうきけしすすぇ しう う しすぇゃぇ 
ちぇさしすゃけ. ╀かういけ 7 きっしっちぇ こけ-おなしくけ しせゃっさっくうすっすなす くぇ ╀なかゅぇ
さうは っ こさういくぇす けす すせさしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, けす ゃしうつおう ╁っかう
おう しうかう う けす ゃしうつおう ぉぇかおぇくしおう ょなさあぇゃう; 1921 – ╁ ]けそうは  
くぇ 71 ゅけょうくう けす しなさょっつっく せょぇさ せきうさぇ ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ, ぇゃすけさ 
くぇ こなさゃうは ぉなかゅぇさしおう さけきぇく „‶けょ うゅけすけ”, こさっゃっょっく くぇ 35 
っいうおぇ, おぇおすけ う くぇ さぇいおぇいう, こけっきう, しすうたけしぉうさおう, こなすっこうしう; 
1941 – ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく こさけそ. ╆ょさぇゃおけ 』けかぇおけゃ – こう
しぇすっか, かうすっさぇすせさっく おさうすうお う かうすっさぇすせさけゃっょ; ぇゃすけさ くぇ おくう
ゅうすっ „‶けっすう う ゃさっきっ”, ╃せてぇすぇ くぇ たせょけあくうおぇ” う ょさ.; 1791 
– さけょっく っ ╋ぇえおなか 《ぇさぇょっえ – ぇくゅかうえしおう そういうお, つうっすけ うきっ 
くけしう っょうくうちぇすぇ きはさおぇ いぇ っかっおすさうつっしおう おぇこぇちうすっす – そぇさぇょ. 
╋っあょせくぇさけょっく ょっく ぉっい ぇゃすけきけぉうかう.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╇いゃっしすっく っ ゃっつっ 7-はす おぇくょうょぇす いぇ おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ 
っ 33-ゅけょうてくうはす うしすけさうお 』ぇゃょぇさ ┿くゅっかけゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ けぉとうく

しおぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ╁╋[¨-╀′╃. 〈けえ っ けぉとうくしおう しなゃっすくうお こなさゃう きぇくょぇす, 
あっくっく, し ょゃっ きぇかおう ょっちぇ. [ぇぉけすう おぇすけ っおしおせさいけゃけょ ゃ きっしすくうは うしすけさう
つっしおう きせいっえ.
]こけさっょ ┿くゅっかけゃ, おぇくょうょぇすせさぇすぇ きせ っ いくぇお, つっ ゃっつっ っ ゃさっきっ こけおけかっくう

っすけ くぇ 30-40-ゅけょうてくうすっ ょぇ ゃいっきぇす くっとぇすぇ ゃ しゃけう さなちっ, ぇ くっ ょぇ けしすぇゃはす  
しなょぉうくうすっ うき ょぇ しっ さってぇゃぇす けす こっくしうけくっさうすっ う たけさぇすぇ し すけすぇかうすぇさくけ 
きうしかっくっ. 〈けえ っ おぇすっゅけさうつっく, つっ くはきぇ ょぇ ゃけょう ぇゅさっしうゃくぇ おぇきこぇくうは, くけ 
すは とっ しかっょゃぇ しすうかぇ ”┿くすう ╃ぇきはくけゃ”. 

╉ぇくょうょぇす-おきっすなす くぇ ╁╋[¨ っ おぇすっゅけさうつっく, つっ くっ っ くけさきぇかくけ こけゃっつっ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ せこさぇ
ゃかはゃぇ けす „っょうく すけすぇかうすぇさうしす”, こさっい つうえすけ ょゃぇ きぇくょぇすぇ ╉ぇいぇくかなお しっ っ „しすけこうか” し 10 たうかはょう 
ょせてう. ╃ぇ, くけさきぇかくけ っ ょぇ うきぇ きうゅさぇちうは くぇ たけさぇすぇ, しきなさすくけしす, くけ すぇいう ゅけかはきぇ さぇいかうおぇ っ 
しかっょしすゃうっ けしくけゃくけ くぇ かけてぇすぇ きっしすくぇ こけかうすうおぇ. ′ぇかう さぇいぉうさぇすっ, くうおけえ くっ ぉはゅぇ けす たせぉぇゃけ
すけ”, いぇはゃう すけえ. 
]こけさっょ おぇくょうょぇす-おきっすぇ くぇ ╁╋[¨, おさぇえくけ ゃさっきっ っ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しう ういぉっさっ くぇうしすうくぇ さぇぉけ

すっと おきっす, おけえすけ っ おけきこっすっくすっく う いくぇっ おぇおゃけ ゃなさてう. 〈けゃぇ, おけっすけ くぇぉかのょぇゃぇきっ ゃ こけしかっょくう
すっ  8 ゅけょうくう, っ こなかくけ ぉっいせきうっ, すゃなさょう ┿くゅっかけゃ.  

8-はす おぇくょうょぇす-おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ ]すけえつけ 』うつっおけゃ. ╉ぇくょうょぇ
すせさぇすぇ きせ ぉっ けこけゃっしすっくぇ ゃ ょっくは くぇ ]なっょうくっくうっすけ. ]っゅぇてくけすけ おぇく

ょうょぇすうさぇくっ くぇ 』うつっおけゃ いぇ おきっす っ すさっすけすけ こけさっょ. ′ぇ こけしかっょくうすっ ういぉけさう 
こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ ゃ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ おぇくょうょぇす いぇ おきっす すけえ しなぉさぇ 271 
ゅかぇしぇ うかう 0,10% けす ゅかぇしけゃっすっ くぇ ゃしうつおう ゅかぇしせゃぇとう. 
]っゅぇてくうすっ くぇきっさっくうは くぇ おぇくょうょぇすぇ いぇ おきっす しぇ ょぇ こさけきっくう ╉ぇいぇくかなお 

う „くっとけ くけゃけ ょぇ しっ しかせつう ゃ くっゅけ”. ]ぇきうはす ]すけえつけ 』うつっおけゃ けつぇおゃぇ ょぇ 
ぉなょっ こけょおさっこっく けす ¨╃] う ょっしくうすっ しうかう ゃ ゅさぇょぇ, おぇおすけ う けす そけさきぇちうはすぇ 
╄おしこっさすう いぇ さっゅうけくうすっ. ╁ こけかうすうつっしおぇすぇ しう ぉうけゅさぇそうは 』うつっおけゃ うきぇ う 
きぇくょぇす おぇすけ けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす おけぇかうちうはすぇ „╁けかは いぇ こさけきはくぇ”.

775 ょせてう とっ くぇいくぇつう ¨ぉとうくしおぇすぇ ういぉうさぇすっかくぇ おけきうしうは いぇ つかっくけゃっ くぇ しっおちうけくくうすっ おけ
きうしうう, おけうすけ こさはおけ とっ こさけゃっあょぇす ういぉけさうすっ ゃ 87-すっ しっおちうう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ 

╉ぇいぇくかなお, しなけぉとう [ぇょぇ ╂けちおけゃぇ, しっおさっすぇさ くぇ おきっすしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, おけはすけ けすゅけゃぇさは いぇ 
ちはかけしすくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは こけ けすょぇゃぇくっすけ くぇ ゃけすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 23-すう けおすけきゃさう. ′ぇ おけく
しせかすぇちうう し こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ こぇさかぇきっくすぇさくけ こさっょしすぇゃっくうすっ こけかうすうつっしおう しうかう くぇ きっしすくけ 
くうゃけ, ゃけょっくぇ けす おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, しぇ けこさっょっかっくう こさけこけさちうけくぇかくけ くぇ ょっこせすぇすしおけすけ 
こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ, 344 つかっくけゃっ くぇ しっおちうけくくう おけきうしうう けす ‶‶ ╂╄[╀, 166 ょせてう けす ╉けぇかうちうは 
„╆ぇ ╀なかゅぇさうは”, 125 けす ╃‶], 83 けす ┿〈┿╉┿, 41 けす ]うくはすぇ おけぇかうちうは う 16 けす ′╃]╁. ]なゅかぇしくけ 
╇いぉうさぇすっかくうは おけょっおし, 128 しぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ╂╄[╀ し さなおけゃけょくう ょかなあくけしすう ゃ しっおちうけく
くうすっ おけきうしうう - こさっょしっょぇすっか, しっおさっすぇさ, いぇきっしすくうお こさっょしっょぇすっか. 51 さなおけゃけょくう きっしすぇ しぇ 
ょぇょっくう くぇ しけちうぇかうしすうすっ, 38 くぇ たけさぇすぇ くぇ ╃‶], 26 - くぇ ┿〈┿╉┿,13 - くぇ ]うくはすぇ おけぇかうちうは う 
5 - くぇ ′╃]╁.
¨す ¨ぉとうくぇすぇ くぇこけきくはす くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, つっ こさぇゃけ ょぇ ゅかぇしせゃぇす うきぇす ゅさぇあょぇくうすっ し こけしすけは

くっく ぇょさっし ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, くけ こけ あっかぇくうっ, きけゅぇす ょぇ ゅかぇしせゃぇす う すっいう し くぇしすけはと ぇょさっし, 
しかっょ こけょぇゃぇくっ くぇ いぇはゃかっくうっ, くっ こけ-おなしくけ けす 8-きう けおすけきゃさう.
╂さぇあょぇくうすっ きけゅぇす ょぇ こさけゃっさはす ょぇかう しぇ いぇこうしぇくう ゃ ういぉうさぇすっかくすうすっ しこうしなちう う ょぇ けすしすさぇ

くはす ゅさっておう こけ すはた ょけ 15-すう けおすけきゃさう. ]こうしなちうすっ, おけうすけ しぇ おぇつっくう くぇ しすさぇくうちぇすぇ くぇ ¨ぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ うくすっさくっす, とっ ぉなょぇす けしすぇゃっくう くぇ さぇいこけかけあっくうっ う くぇ きはしすけ ゃ しっおちううすっ, つうえすけ 
しこうしなお しなとけ っ おぇつっく ゃ うくすっさくっす.
]っさうけいくぇ しこなくおぇ こさっょ たけさぇすぇ, けぉぇつっ, っ かうこしぇすぇ くぇ すなさしぇつおぇ ゃ しこうしなおぇ, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, 

つっ ゃ すなさしっくっ くぇ うきっすけ しう こさっい うくすっさくっす, つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ こさったゃなさかは ゃしうつおう しすさぇくうちう けす 
しこうしなおぇ っょくぇ こけ っょくぇ. ╃させゅけ いぇすさせょくっくうっ っ すさせょくぇすぇ けさうっくすぇちうは くぇ たけさぇすぇ いぇ きはしすけすけ くぇ 
しっおちうはすぇ, おなょっすけ とっ ゅかぇしせゃぇす, おなょっすけ きけゅぇす こさっょゃぇさうすっかくけ ょぇ うょぇす ょぇ しゃっさはす うきっすけ しう ゃ 
しこうしなおぇ.

′ぇ こさっしおけくそっさっくちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお おぇくょうょぇす-おきっすなす くぇ ╂╄[╀ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ  おぇすっゅけさうつくけ けこさけゃっさゅぇ - し けそうちうぇかくう しこさぇゃおう う ょぇくくう, 

さぇいこさけしすさぇくはゃぇくうすっ すゃなさょっくうは くぇ おきっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ う くっゅけゃぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは けすくけしくけ しせきうすっ, せしゃけっくう こけ っゃさけ
こっえしおう こさけゅさぇきう こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう. 
“′っおぇ しっ ぉけさぇゃう し そぇおすう, ぇ くっ し こさっょういぉけさくぇ しすなおきうしすうおぇ”, こさういけゃぇ 

]すけはくけゃぇ. ‶けゃけょ いぇ こさういうゃぇ え しすぇくぇ  おぇきこぇくうはすぇ, こけょっすぇ けす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, いぇ こさけおかぇきうさぇくっ くぇ くっさっぇかうしすうつくう ちうそさう いぇ しさっょしすゃぇすぇ, 
せしゃけっくう こけ っゃさけこっえしおう こさけゅさぇきう ゃ こけしかっょくうすっ 8 ゅけょうくう. ‶さっょ あせさ
くぇかうしすうすっ おぇくょうょぇすおぇすぇ いぇ おきっす こけおぇいぇ しこさぇゃおぇ けす ╇くそけさきぇちうけくくぇすぇ 
しうしすっきぇ いぇ くぇぉかのょっくうっ う せこさぇゃかっくうっ くぇ しすさせおすせさくうすっ そけくょけゃっ くぇ ╄], 

しこけさっょ おけはすけ くぇえ-ゅけかっきうはす こさけっおす くぇ  ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 6 きかく. 422 たうか. かゃ. -  いぇ おぇくぇ
かういぇちうはすぇ こけょ あ.こ.ゅぇさぇすぇ /おゃ. 》さうしすけ ╀けすっゃ/ っ ゃさっきっくくけ しこさはく. ¨す けそうちうかくぇすぇ しこぇさゃおぇ 
しすぇくぇ はしくけ しなとけ, つっ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお うきぇ しぇきけ っょうく ういこなかくっく こさけっおす - いぇ たけさぇ し せゃさっあ
ょぇくうは けす 2008 ゅ. いぇ 69 たうか. 403 かゃ,  ょゃぇ しぇ ゃ こさけちっし くぇ ういこなかくっくうっ - いぇ きぇすっきぇすうつっしおう 
せつっくうつっしおう しなしすっいぇくうは, おなょっすけ しっ せしゃけはゃぇす 35 たうか. かゃ., う けとっ っょうく しけちうぇかっく こさけっおす いぇ 
198 たうか. 568 かゃ. ‶け ょさせゅう ょゃぇ さっゅうしすさうさぇくう こさけっおすう ゃしっ けとっ くはきぇ こかぇとぇくうは.  〈けゃぇ しぇ 
こさけっおすうすっ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ ╇くすっゅさうさぇく こかぇく いぇ ゅさぇょしおけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ う さぇいゃうすうっ  くぇ 
しすけえくけしす 497 たうか. かゃ. う いぇ しぇくうさぇくっすけ くぇ けぉとうくしおうすっ せつうかうとぇ. 

‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす ╁ぇしうか 

]ぇきぇさしおう う いぇきっしすくうお-こさっょ
しっょぇすっかはす 『ゃっすぇくおぇ ‶うしおけ
ゃぇ こさけゃっさうたぇ ゅけすけゃくけしすすぇ くぇ 
せつうかうとぇすぇ いぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ 
せつっぉくぇすぇ 2011/2012 ゅけょうくぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ¨おぇいぇ しっ, つっ きくけゅけ 
けす ゅかぇしせゃぇくうすっ さってっくうは くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす くっ しぇ ういこなか

くっくう けす ¨ぉとうくぇすぇ, いぇぉぇゃっくう 
しぇ う きくけあっしすゃけ こさけちっょせさう, 
けす おけっすけ しかっょゃぇす こさけぉかっきう し 
けすけこかっくうっすけ くぇ せつっぉくう いぇゃっ
ょっくうは, おぇおすけ う しすぇさすうさぇくっ くぇ 
さっきけくすう しかっょ こなさゃうは せつっぉっく 
ょっく. 〉つうかうとくう さなおけゃけょしすゃぇ 
しこけょっかうたぇ すさっゃけゅうすっ しう こさっょ  
]ぇきぇさしおう う ‶うしおけゃぇ, しゃなさいぇ
くう しなし いぇおなしくっかうすっ けぉとうく
しおう ょっえくけしすう. ╆ぇ 》せきぇくうすぇさ
くぇ ゅうきくぇいうは „]ゃ. しゃ. ╉うさうか う 
╋っすけょうえ” う いぇ せつうかうとっ „╋ぇすう 
╀けかゅぇさうは” けしくけゃっく こさけぉかっき っ 

けすけこかっくうっすけ ゃ こさっょしすけはとうは 
いうきっく しっいけく, おけえすけ くっ っ さってっく 
けす ¨ぉとうくぇすぇ. ╁しうつおけ こさっょかけ
あっくけ くぇ ¨ぉ] おぇすけ ょっえくけしすう 
いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, おぇおすけ う いぇ 
ぇしそぇかすうさぇくっ, っ ゅかぇしせゃぇくけ けす 
けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう, すけゃぇ 
しなけぉとう こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす ╁ぇしうか ]ぇきぇさ
しおう う こけょつっさすぇ おけくしすぇすぇちうはすぇ 
くぇ きくけいうくしすゃけすけ ゃ ]なゃっすぇ, つっ 
さってっくうはすぇ くっ しっ ういこなかくはゃぇす 
けす おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ.

〈┿
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„╀なかゅぇさしおうはす くぇさけょ すさはぉゃぇ 
ょぇ ぉなょっ ゅけさょ, つっ こさけういゃっあょぇ 
すぇおうゃぇ きぇてうくう…”
〈けゃぇ ゅかぇしう しすぇすうは ゃなゃ ゃっしす-

くうお „[ぇぉけすくうつっしおけ ょっかけ” けす 
くぇつぇかけすけ くぇ 1962 ゅ. ‶けゃけ-
ょなす っ そせさけさなす, おけえすけ こさっ-
ょういゃうおゃぇ ょっきけくしすさぇちうはすぇ くぇ 
ゃないきけあくけしすうすっ くぇ こなさゃぇすぇ 
こさけぉうゃくぇ おけかけくくぇ きぇてうくぇ, 
ゃくっしっくぇ ゃ ╊ぇすうくしおぇ ┿きっさうおぇ, 
けす ╀なかゅぇさうは. ╉けさっしこけくょっく-
すなす くぇ ╀〈┿ すぇき しなけぉとぇゃぇ いぇ 
こせぉかうおせゃぇくう ゃ おさぇは くぇ 1961 
ゅ. きぇすっさうぇかう ゃ くぇえ-つっすっくうすっ 
ゃっしすくうちう ゃ ╋けくすっゃうょっけ „‶け-
こせかぇさ” う „┿おしうけく” いぇ ぉなかゅぇさ-
しおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ. 
‶さっい 1961 ゅ. っ こさけういゃっょっくぇ 

こなさゃぇすぇ こさけぉうゃくぇ おけかけくくぇ 
きぇてうくぇ ‶╉-32 ゃ „┿さしっくぇか” 
/すけゅぇゃぇ ゃしっ けとっ „╆ぇゃけょ 10” 
ゃ しうしすっきぇすぇ くぇ ╃]¨ ”╋っすぇか-
たうき”/. 〈けゃぇ っ う こなさゃぇすぇ っおし-
こけさすくぇ きぇてうくぇ. ╆ぇおせこっくぇ っ 

けす せさせゅゃぇえしおぇすぇ そうさきぇ „┿き-
ぉさけしけかう う ╊のちおぇくけゃ”, つうえ-
すけ しけぉしすゃっくうお っ せさせゅゃぇえしおう 
こけょぇくうお けす ぉなかゅぇさしおう こさけ-
ういたけょ. ‶さっょしすぇゃはくっすけ え しっ 
けしなとっしすゃはゃぇ くぇ しこっちうぇかくけ 
こけょゅけすゃっくぇ こさっしおけくそっさっく-
ちうは ゃ ╋けくすっゃうょっけ ゃ こさうしなしす-
ゃうっすけ くぇ うくょせしすさうぇかちう, すなさ-
ゅけゃちう う あせさくぇかうしすう.
] すけゃぇ いぇこけつゃぇ う くけゃ っすぇこ 

ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ „┿さしっくぇか” /
╆ぇゃけょ 10/ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ きぇ-
てうくけしすさけっくっすけ. ╃け すけいう きけ-
きっくす ゃ こさっょこさうはすうっすけ しぇ 
せしゃけはゃぇくう う こさけういゃっあょぇくう 
しぇきけ きぇてうくう こけ けぉさぇいちう くぇ 
そうさきうすっ „╁けかきぇく”, „′うかっし” 
う „《さうちゃっさくっさ”. ‶さっい しっこ-
すっきゃさう 1960 ゅ. くぇいさはゃぇ くっ-
けぉたけょうきけしすすぇ けす しないょぇゃぇくっ 
くぇ しけぉしすゃっくう きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう. ╄しすっしすゃっくけ, おぇすけ 
ゃしはおけ くぇつぇかけ, すけゃぇ しっ けおぇい-
ゃぇ すさせょっく けさゅぇくういぇちうけくっく 

こさけちっし, しゃなさいぇく し ゅけかっきう 
すったくうつっしおう さっけさゅぇくういぇちうう, 
し こさけきっくう ゃ しないょぇょっくうすっ 
こさけういゃけょしすゃっくう っょうくうちう, し 
くけゃう う こけ-しかけあくう すったくうつっ-
しおう ういうしおゃぇくうは. ′ぇかぇゅぇ しっ 
けぉけしけぉはゃぇくっすけ くぇ くけゃう こさけ-
ういゃけょしすゃっくう せつぇしすなちう, こさっお-
ゃぇかうそうちうさぇくっ くぇ さぇぉけすくうちう 
う さなおけゃけょうすっかう, ういゅさぇあょぇくっ 
くぇ くけゃぇ う こけ-ゅけかはきぇ おけく-
しすさせおすけさしおけ-すったくけかけゅうつくぇ 
ぉぇいぇ. ╆ぇ ちっかすぇ しぇ くっけぉたけ-
ょうきう う こけゃっつっ  しこっちうぇかうしすう 
– うくあっくっさう, すったくうちう う うおけ-
くけきうしすう. ╉けかおけすけ う きぇかおけ ょぇ 
しぇ すけゅぇゃぇ, くぇきうさぇす しっ - きけ-
すうゃうさぇくう う っくすせしうぇいうさぇくう, 
けぉっょうくっくう ゃ ╉けくしすさせおすうゃっく 
けすょっか し ゅかぇゃっく おけくしすさせおすけさ 
うくあ. ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ. „╀はた 
ういおかのつうすっかくけ ょけゃけかっく けす 
こさっくぇいくぇつぇゃぇくっすけ きう おぇすけ 
ゅかぇゃっく おけくしすさせおすけさ くぇ けす-
ょっかぇ いぇ きっすぇかけさっあっとう きぇ-
てうくう. ]ぉなょくぇ しっ きっつすぇすぇ きう 
ょぇ さぇぉけすは こけ けこさっょっかっく きぇ-
てうくけしすさけうすっかっく こさけそうか” – 
こうてっ ゃ ぇゃすけぉうけゅさぇそうつくぇすぇ 
しう おくうゅぇ うくあ. ╀さぇすけっゃ „]なょ-
ぉぇ – こさっあうゃはくけ, こけしすうゅくぇすけ, 
けしないくぇすけ”. 
‶なさゃうはす しなしすぇゃ くぇ けすょっかぇ 

けす 22-きぇ しこっちうぇかうしすう っ さぇい-
こさっょっかっく ゃ つっすうさう ゅさせこう, 
けぉたゃぇとぇとう こさけういゃけょしすゃけ-
すけ くぇ こさけぉうゃくう きぇてうくう, くぇ 
そさっいけゃう う いなぉけけぉさぇぉけすゃぇとう 
きぇてうくう, ゅさせこぇ こけ っか. すった-
くうおぇ う ょさせゅぇ, こけょこけきぇゅぇとぇ 
ょけしっゅぇてくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 
〈ったくけかけゅうつくうはす けすょっか っ こけつ-
すう ょゃぇ こなすう こけ ゅけかはき. 
╁ くぇつぇかけすけ くぇ 1961 ゅ. しっ 

しないょぇゃぇ こさけすけすうこっく ちった いぇ 
きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう, けこ-
さっょっかっく おぇすけ „ゅさせこぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけ わ100”. 〈けえ っ さぇい-
ょっかっく くぇ ょゃぇ ちったぇ し こけ ょゃぇ 
せつぇしすなおぇ. ╋ったぇくうつくうはす ちった 
っ し せつぇしすなお いぇ おけさこせしう う 
ょさっぉくう ょっすぇえかう う ょさせゅ せつぇし-
すなお - いぇ けしう, ゃぇかけゃっ う いなぉ-
くう おけかっかぇ. ╋けくすぇあくうはす ちった 
っ さぇいょっかっく くぇ せつぇしすなお いぇ 
そさっいけゃう きぇてうくう う せつぇしすなお 
いぇ こさけぉうゃくう きぇてうくう. ‶なさ-
ゃうすっ, おけうすけ しっ せしゃけはゃぇす ゃ 
こさけすけすうこくうは ちった しぇ ょゃぇ すうこぇ 
こさけぉうゃくう おけかけくくう きぇてうくう 
- ‶╉-20 う ‶╉-32 う そさっいけゃぇ 
きぇてうくぇ 《〉-250. ′ぇつぇかくうお 
くぇ こさけういゃけょしすゃっくぇすぇ ゅさせこぇ っ 
うくあ. ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, ぇ くぇ  きけく-

すぇあくぇすぇ – ╀けさうし ┿すぇくぇしけゃ. 
[ぇいぉうさぇ しっ, うきっくぇすぇ, おけうすけ 

きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ういぉさけっくう, しぇ 
きくけゅけ. ╁しっおう けす すはた っ けしすぇゃはか 
つぇしすうちぇ あうゃけす ゃ しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ くけゃけすけ, ゃ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
くけゃうは うきうょあ くぇ そうさきぇすぇ.
]かっょ こっさうけょぇ くぇ せしゃけはゃぇくっ 

ょけ おさぇは くぇ 1961 ゅ. しぇ こさけうい-
ゃっょっくう けぉとけ 744 ぉさけは きぇ-
てうくう, けす おけうすけ 658 ‶╉-20, 
84  ‶╉-32 う 2 ぉさ. くぇしすけかくう 
こさけぉうゃくう きぇてうくう. „〈ぇおけゃぇ 
すっきこけ くぇ せしゃけはゃぇくっ う こさけ-
ういゃけょしすゃけ くぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう くっ ぉってっ ゃ しなしすけは-
くうっ ょぇ ういこなかくう くうおけっ ょさせゅけ 
こさっょこさうはすうっ ゃ しすさぇくぇすぇ – 
こうてっ ′. ╀さぇすけっゃ. – ¨とっ こけ-
ゃっつっ, つっ すけゃぇ しっ こけしすうゅくぇ くぇ 
ぉぇいぇすぇ くぇ くぇかうつくうすっ しゅさぇょう, 
きぇてうくう う こっさしけくぇか ゃ いぇゃけょぇ, 
ぉっい ゃしはおぇおゃう ょなさあぇゃくう おぇ-
こうすぇかけゃかけあっくうは”.
╊のぉけこうすくけ っ ょぇ しっ けすぉっかっあう 

しないょぇょっくうはす さぇちうけくぇかういぇ-
すけさしおう こけょっき ゃ すけいう こっさうけょ. 
╁ さぇきおうすっ しぇきけ くぇ くはおけかおけ 

きっしっちぇ こけしすなこゃぇす きくけゅけ さぇ-
ちうけくぇかういぇすけさしおう こさっょかけ-
あっくうは し さっょうちぇ すったくうつっしおう 
こけょけぉさっくうは う ゅけかはき うおけくけ-
きうつっしおう っそっおす. 85 けす すはた しぇ 
けすかうつっくう う こけかせつぇゃぇす くぇゅさぇ-
ょう – きけすけちうおかっす „╀ぇかおぇく”, 
きけすけこっょう „]うきしけく”, さぇょうけ-

ぇこぇさぇす „╋っかけょうは”, っおしおせさいうは 
ょけ ]]][ う ょさ. ╆ぇ ゃさっきっすけ しう 
すけゃぇ しぇ ういおかのつうすっかくけ ちっくっ-
くう う きけすうゃうさぇとう くぇゅさぇょう, 
ぇ しぇきけすけ こさっょこさうはすうっ っ くぇ 
こなさゃけ きはしすけ ゃ しすさぇくぇすぇ こけ 
ぉさけえ ゃくっょさっくう ういけぉさっすっくうは.
‶さういくぇくうは しっ しうこはす けすゃしは-

おなょっ… ╉ぇすけ くぇこさうきっさ すけゃぇ, 
こけかせつっくけ しなとぇすぇ ゅけょうくぇ けす 
きぇてうくけしすさけうすっかくうは いぇゃけょ ゃ 
〈なさゅけゃうとっ, こせぉかうおせゃぇくけ ゃなゃ 
ゃっしすくうお „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”: 
„] くぇえ-ゅけかはきけ つせゃしすゃけ くぇ 
さぇょけしす う せょけゃかっすゃけさっくうっ ╁う 
せゃっょけきはゃぇきっ, つっ こけかせつうたきっ 
う こせしくぇたきっ ゃ っおしこかけぇすぇちうは 
こさけういゃっょっくぇすぇ けす ゃぇし そさっい-
きぇてうくぇ 《〉-320. ╁ないたうすっくう 
しきっ けす しこけかせつかうゃぇすぇ おけく-
しすさせおちうは, けす おぇつっしすゃけすけ くぇ 
ういさぇぉけすおぇすぇ, おぇおすけ くぇ けすょっか-
くうすっ ょっすぇえかう, すぇおぇ しなとけ う けす 
けぉとうは ゃうょ くぇ きぇてうくぇすぇ. ‶け-
あっかぇゃぇきっ ゃう う ゃ ぉなょっとっ すぇおぇ 
せこけさうすけ う くぇしすけえつうゃけ ょぇ さぇ-
ぉけすうすっ いぇ こさけういゃっあょぇくっすけ 
くぇ くぇてう さけょくう おけくしすさせおちうう 

そさっいう う ょさせゅう ゃうょけゃっ きっすぇ-
かけさっあっとう きぇてうくう.”

〈けゃぇ っ ぉうかけ こさっょう 50 ゅけょう-
くう. ′はおけう ょぇあっ ゅけ こけきくはす…
╇ うしすけさうはすぇ ゅけ こけきくう…
    

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ
╋せいっえ „┿さしっくぇか”

』たかぬけあしせあ おかすそせつてちあぬけみ せあ たひちうあてあ 》[-32 たちかおけ 50 えそおけせけ

 【そうあ てうひちおけ のしそつかちひて ╋けうさそ そて 1/240

]なしすぇゃ くぇ ╉けくしすさせおすうゃっく けすょっか こけ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう おなき ╆ぇゃけょ 10

]なしすぇゃ くぇ 〈ったくうつっくうつっしおう けすょっか こけ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう おなき ╆ぇゃけょ 10

‶さけぉうゃくうすっ きぇてうくう, こさっょういゃうおぇかう そせさけさ ゃ 〉させゅゃぇえ

》ぇ『╇《]╅ぃ[¨  
【『╊》╊【¨ ╇ ╉《〈╅ 
〉╅ ╅『』╊〉╅][╅

『╅╆《【╅【╅ 〉╊ 【╊╋¨, ╅[《 
〉╅〈╊『¨ぃ 』〈¨』ぇ] ╇ 〉╊っ

╂けかはきぇ さぇょけしす 
うきぇ ゃ ょけきぇ しう 

けす ゃつっさぇ ]すけはく
おぇ ]すけはくけゃぇ けす 
ちった 130 くぇ いぇ
ゃけょ 2 ゃ „┿さしっくぇか” 
┿╃. ‶なさゃけさけょくう
はす え う っょうくしすゃっく 
いぇしっゅぇ しうく ‶さっ
しかぇゃ ‶っすおけゃ ゃっつっ 
っ こなさゃけおかぇしくうお. 
╆ぇこうしぇく っ ゃ ¨〉 
„′うおけかぇ ╁ぇこちぇ
さけゃ” こさう せつうすっか
おぇすぇ [けしうちぇ ╆かぇ
すっゃぇ. 
╆ぇ ]すけはくおぇ う しな

こさせゅぇ え さぇょけしすすぇ 
う ゃなかくっくうっすけ しぇ 
ょけさう こけ-ゅけかっきう けす 
すっいう くぇ きぇかつせゅぇ
くぇ, すなえ おぇすけ いぇ すはた 
こなさゃうはす せつっぉっく 
ょっく っ ぉうか こさっょてっ
しすゃぇく けす こけょゅけすけゃ

おぇ, くせあょぇ けす しさっょしすゃぇ, かうてっくうは けす きけさっ.
╉けゅぇすけ すう こさっょしすけう すぇおぇゃぇ こさけきはくぇ せ ょけきぇ, くはきぇ おぇお 

ょぇ くっ しっ しなけぉさぇいうて, おぇすっゅけさうつくぇ っ さぇぉけすくうつおぇすぇ けす ╆ぇ
ゃけょ 2. ╆ぇ  ょぇ けしうゅせさはす ょけぉさう ゅさうあう くぇ こなさゃけおかぇしくうおぇ, 
くっゅけゃぇすぇ ぉっいけこぇしくけしす う ょぇ きせ こけきぇゅぇす ゃ せさけちうすっ, ょゃぇ
きぇすぇ しなし しなこさせゅぇ え, おけえすけ さぇぉけすう ゃ おぇいぇくかなておぇ つぇしすくぇ 
そうさきぇ, しぇ くぇこさぇゃうかう ゅさぇそうお: すぇおぇ とっ っ ちはかぇ ゅけょうくぇ, 
ょけおぇすけ ‶さっしかぇゃ しっ くぇせつう しぇき ょぇ たけょう ょけ せつうかうとっすけ う 
ょぇ しっ しこさぇゃは しぇき し せさけちうすっ. ╉ぇすけ いぇ くぇつぇかけ, ]すけはくおぇ 
こさういくぇゃぇ, つっ ういこさぇとぇ ゃ こなさゃう おかぇし  きけきつっすけ ぉっい ょぇ っ 
こけょゅけすゃっくけ こさっょゃぇさうすっかくけ いぇ きぇすっさうぇかぇ,  おけえすけ とっ しっ 
せしゃけはゃぇ: ‶さっしかぇゃ いくぇっ ょぇ しさうつぇ う し こけきけと けす さけょうすっかう
すっ しっ しこさぇゃは し つうしかぇすぇ ょけ 100. 
‶さっちっくうたきっ, つっ すぇおぇ っ こけ-ょけぉさっ, とっ うきぇ こけゃっつっ うくすっ

さっし おなき せつっくっすけ, こさういくぇゃぇ きかぇょぇすぇ きぇえおぇ. 
╆ぇ こなさゃうは せつっぉっく ょっく, しっょきうちぇ こさっょう くっゅけ, ]すけはく

おぇ けとっ くっ ぉっ しなゃしっき ゅけすけゃぇ し こさぇいくうつくけすけ けぉかっおかけ いぇ 
‶さっしかぇゃ, くけ しこけょっかう, つっ しかっょ ぇゃぇくし すけいう ゃなこさけし とっ しっ 
さってう. ╉せこうかぇ っ  くぇえ-くっけぉたけょうきけすけ, おけっすけ しぇ こさっこけさな
つぇかう けす せつうかうとっすけ こけ しこうしなお. ╆ぇ けしすぇくぇかけすけ とっ さぇいつう
すぇ くぇ ょゃっすっ しう さなちっ, いぇっょくけ しなし しなこさせゅぇ しう. 
╆ぇ 〈┿ ]すけはくおぇ しこけょっかう, つっ くぇえ-ゃぇあくけすけ っ ょっすっすけ ょぇ しっ 

つせゃしすゃぇ ょけぉさっ う しこけおけえくけ ゃ せつうかうとっ. ‶さっしう ょぇ っ しさっょ 
こさうはすっかう う ょぇ たけょう すぇき し せょけゃけかしすゃうっ, ぇ くっ しなし しすさぇた. 
]ぇきうはす ‶さっしかぇゃ うきぇ しゃけえ こさうはすっか けす いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ ゃ 
しゃけは くけゃ おかぇし - ╉さうしすうはく. 
]こけょっかは しなとけ, つっ こなさゃけおかぇしくうおなす ゃしっ けとっ くっ けしないくぇ

ゃぇ おぇおゃけ しっ しかせつゃぇ う おぇおゃけ ゅけ けつぇおゃぇ, おぇおすけ う そぇおすぇ, 
つっ ゃっつっ っ ゅけかはき. ╁しっ けとっ ‶さっしかぇゃ しっ いぇぉぇゃかはゃぇ し ぇくう
きぇちうけくくう そうかきつっすぇ, うゅさぇっ うゅさうすっ し すけこおう, しこけょっかは さぇ
ょけしすくぇすぇ きぇえおぇ. ]すけはくおぇ けぉぇつっ くっ しこっしすはゃぇ う ゅけかっきうすっ 
ょゃっ きっつすう いぇしっゅぇ くぇ きぇかおけすけ しう きけきつっ - ょぇ しすぇくっ そせすぉけ
かうしす うかう ゃっすっさうくぇさっく かっおぇさ. ╁すけさけすけ っ こさけょうおすせゃぇくけ けす 
かのぉけゃすぇ くぇ こなさゃけかぇおぇ おなき あうゃけすくうすっ. 
╁うくぇゅう ゅう たさぇくう, ゅせておぇ, ゅさうあう しっ いぇ すはた, すぇおぇ っ けす 

きぇかなお, こさういくぇゃぇ きかぇょぇすぇ きぇえおぇ. ]ぇきけ しかっょ ょっく は つぇおぇ 
くけゃけ こさうはすくけ ゃなかくっくうっ: すけおせ–とけ ういさぇしかうはす こなさゃけかぇお 
とっ くぇゃなさてう けそうちうぇかくけ 7 ゅけょうくう. 】ぇしすかうゃけすけ しなぉうすうっ 
っ こけしっすうかけ ょけきぇ くぇ ]すけはくおぇ う ‶っすおけ くぇ ゅけかはき ちなさおけゃっく 
こさぇいくうお - 17-すう しっこすっきゃさう – ょっくはす くぇ ′ぇょっあょぇすぇ, ╁は
さぇすぇ う ╊のぉけゃすぇ. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

】ぇしすかうゃぇすぇ きぇえおぇ くぇ こなさゃけおかぇしくうおぇ ‶さっしかぇゃ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╆¨ 》ぇ『╇¨っ【 ′╇ぇ〉╊を ...
〈けえ いぇこけいくぇ さけょうすっかうすっ う 

きぇかおうすっ そせすぉけかうしすう し すさっくう-
さけゃなつくうは さっあうき, し ゅさぇそうおぇ 
くぇ すさっくうさけゃおうすっ, し せしかけゃうはすぇ 
う くせあくうすっ ょけおせきっくすう いぇ くけ-
ゃうすっ あっかぇっとう ょぇ しっ いぇこうてぇす.  
╁しうつおう すさっくうさけゃおう とっ しぇ 

しなけぉさぇいっくう し ゅさぇそうちうすっ くぇ 
ょっちぇすぇ, とっ しっ こけしすぇさぇっき  ょぇ 
くぇこさぇゃうき う せょけぉっく ゅさぇょ-

しおう すさぇくしこけさす いぇ すさっくうさけゃ-
おう こさっょう けぉっょ う しかっょ けぉっょ, 
けぉっとぇ ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ. 〈けえ 
しっ ぇくゅぇあうさぇ う し さぇいゅけゃけさう ゃ 
すぇいう こけしけおぇ し きっしすくうは こさっ-
ゃけいゃぇつ, おぇおすけ う し ゃないきけあ-
くけしすすぇ くぇ こけ-おなしっく っすぇこ きぇか-
おうすっ そせすぉけかうしすう ょぇ こなすせゃぇす 
いぇ すさっくうさけゃおう ぉっいこかぇすくけ, 
しさっとせ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ しこっ-
ちうぇかくぇ おぇさすぇ - こさけこせしお  けす 
„┿さしっくぇか” .
╆ぇ きっしっつくうすっ すさっくうさけゃ-

おう こけ そせすぉけか さけょうすっかうすっ 
くぇ きぇかつせゅぇくうすっ, いぇこうしぇくう ゃ 
╃っすしおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”, とっ いぇこかぇとぇす しうき-
ゃけかうつくぇすぇ すぇおしぇ けす 5 かっゃぇ. 〈は 
っ こけゃっつっ おぇすけ いくぇお いぇ ぇくゅぇ-
あうきっくす う こけっすぇ けすゅけゃけさくけしす, 
けすおけかおけすけ さっぇかくぇ しせきぇ, し 

おけはすけ とっ しっ こけおさうゃぇす さぇいたけ-
ょう いぇ ょっえくけしす こけ しすぇょうけくぇ, 
せすけつくう ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ. ‶け 
ょせきうすっ きせ, ういちはかけ けぉくけゃっくう-
はす ゃうょ くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” 
っ くぇこさぇゃっく しなし しさっょしすゃぇ くぇ 
そうさきぇすぇ う し すさせょぇ くぇ くっえくう 
さぇぉけすくうちう. ′はきぇ ょぇ しこさっき ょぇ 
こさぇゃうき すけゃぇ う ゃ ぉなょっとっ, くけ 
くっ けすおぇいゃぇきっ う しなこさうつぇしすうっ ゃ 
うきっすけ くぇ しこけさすくうすっ くぇゃうちう う 
いょさぇゃっすけ くぇ ょっちぇすぇ, ょけこなかくう 
けとっ ╉けしすぇょうくけゃ. 
╇ょっはすぇ いぇ ゃないさぇあょぇくっすけ くぇ 

ぇさしっくぇかしおうは そせすぉけか っ くぇ さな-
おけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ ゃ 
かうちっすけ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
おけえすけ っ う さなおけゃけょうすっか くぇ ╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╀なょっとうすっ そせすぉけかうしすう いぇ-

しっゅぇ しぇ っょゃぇ 8 - 11-ゅけょうてくう, 
さけょっくう ゃ こっさうけょぇ 1999 - 2002 
ゅけょうくぇ. 〈っ とっ すさっくうさぇす, さぇい-
こさっょっかっくう ゃ しなけすゃっすくう ゃない-
さぇしすけゃう ゅさせこう. 

╆ぇこけつゃぇ しっ こなさゃけ し すさっくう-
さけゃおう, こけしかっ しぇ おけくすさけかうすっ  
- しさっとう ゃ こけつうゃくうすっ ょくう, う 
っょゃぇ  しかっょ すけゃぇ とっ しぇ こなさ-
ゃっくしすゃぇすぇ, いぇはゃう しすぇさてう-すさっ-
くぬけさなす ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇ-
くけゃ - ╃あけくう.
〈けえ せすけつくう, つっ ょけ 30 ょっちぇ 

とっ しっ ゃおかのつぇす ゃ っょくぇ すさっ-
くうさけゃおぇ, ぇ ておけかぇすぇ くはきぇ ょぇ 
ゃさなとぇ くうおけゅけ けす あっかぇっとうすっ 
ょぇ しっ いぇこうてっ ゃ くっは, きぇおぇさ う 
こさう ゃっつっ しすぇさすうさぇかぇ こけょゅけ-
すけゃおぇ.
]なゃしっき しおけさけ ぇさしっくぇかしおう-

はす しすぇょうけく とっ ぉなょっ くぇこなかくけ 
さっくけゃうさぇく う ゅけすけゃ. 〈けえ とっ 
きけあっ ょぇ しっ こけかいゃぇ ぇぉしけかのすくけ 
ぉっいこかぇすくけ けす ゃしうつおう さぇぉけすっ-
とう ゃなゃ そうさきぇすぇ. ¨しゃっすかっくうっ, 
すっくうし-おけさす, ぉぇしおっすぉけかくけ うゅ-
さうとっ, けぉくけゃっくう しなぉかっおぇかくう  
けつぇおゃぇす あっかぇっとうすっ ょぇ こぇいはす 
いょさぇゃっすけ しう つさっい しこけさす. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╈けさょぇく ╃うきうすさけゃ ╉なさ-
こぇつっゃ - 11 ゅけょうくう, っょくぇ 
けす ぉなょっとうすっ ぇさしっくぇかしおう 
そせすぉけかくう いゃっいょう. 〉つっ-
くうお ゃ ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき 
‶なさゃう”. ╆ぇこうしぇか しっ っ ゃ 
ておけかぇすぇ いぇっょくけ し こさうは-
すっかは しう ┿くすけく ╉ぇかうくけゃ. ╇ 
ょゃぇきぇすぇ うしおぇす ょぇ しすぇくぇす 
ゃっかうおう そせすぉけかうしすう.

╁っつっ 8 ゅけょうくう ゃしはおぇ 
しせすさうく すけえ こさっきうくぇゃぇ 
こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか” 

┿╃. ‶さっょう すけゃぇ っ こさけこなすせ
ゃぇか 15-すうくぇ おうかけきっすさぇ し 
ぇゃすけぉせし, いぇ ょぇ しすうゅくっ ょけ さぇ
ぉけすくけすけ しう きはしすけ. 〈ゃなさょう, つっ 
こさぇゃう ゃしうつおけ すけゃぇ, いぇとけすけ 
うきっくくけ ゃ „┿さしっくぇか” っ けすおさうか 
くぇ っすぇこぇ さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ ゅけ 
せょけゃかっすゃけさはゃぇ. ′っ っ けす たけ
さぇすぇ し ゅけかっきう ぇきぉうちうう, くうすけ 
けす すっいう, つうはすけ ちっか っ くっこさっ
きっくくけ ょぇ けおぇつぇす こけさすさっすぇ 
うき ゃ ┿かっはすぇ くぇ こなさゃっくちうすっ. 
′け こさういくぇゃぇ, つっ けぉうつぇ すけゃぇ, 
おけっすけ ゃなさてう, う しっ つせゃしすゃぇ 
こなかくけちっくっく し くっゅけ. ′っ うい
おかのつゃぇ けす しないくぇくうっすけ しう きう
しなかすぇ, つっ きけあっ ょぇ こけしゃっすう う 
ちっかう ょっしっすうかっすうは くぇ そうさきぇ
すぇ. ╆ぇとけすけ すせお きせ たぇさっしゃぇ. 
‶かぇたうすっ けすおさけゃっくうは しぇ くぇ  

きけきつっすけ - てかけしっさ けす ╆ぇゃけょ 
1 ちった 240, ╅うゃおけ 〈さうそけくけゃ 
╁ぇしうかっゃ. ╄ょくけ けぉうおくけゃっくけ 
きけきつっ, くぇきっさうかけ こなす おなき 
„┿さしっくぇか” う けすおさうかけ しっぉっ 
しう.
〈けえ っ けす すっいう ぇさしっくぇかちう,  

おけうすけ ゃしっ けとっ きうくぇゃぇす ゃ 
ゅさぇそぇすぇ „きかぇょう”, きぇおぇさ ょぇ 
こさういくぇゃぇ, つっ  しなし しゃけうすっ 32 
ゅけょうくう しっ つせゃしすゃぇ くはおぇお くぇ 
„あういくっくけすけ こけこさうとっ ゃ しさっ
ょぇすぇ”. 
╆ぇ 8-すっ ゅけょうくう ゃなゃ そうさきぇ

すぇ くっ っ しきっくうか さぇぉけすくけすけ しう 
きはしすけ. ╉ぇおなゃ とっ っ くけゃうはす 
ょっく, こけいくぇゃぇ ゃっつっ けとっ こけ 
こなさゃうすっ さっこかうおう くぇ おけかっゅう 
う くぇつぇかくうお. ╉けゅぇすけ ゃしっおう 
ょっく しう し っょくう う しなとう たけさぇ, 
くはおぇお しゃうおゃぇて し すはた, すっ しすぇ
ゃぇす くっとけ おぇすけ ゃすけさけ すゃけっ 
しっきっえしすゃけ, すゃなさょう ╅うゃおけ う 
ぉなさいぇ ょぇ せすけつくう, つっ ゃなこさっおう 
ゃしうつおけ しっ っ くぇせつうか ょぇ ょっかう 
くっとぇすぇ: さぇぉけすぇすぇ しう っ さぇぉけ
すぇ, かうつくうはす あうゃけす - かうつっく.
‶さっょう ょぇ こけしすなこう ゃ ╆ぇゃけょ 

1, ╅うゃおけ うきぇ おさぇすなお 6-きっしっ
つっく しすぇあ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” - くはおなょっ ゃ おさぇは くぇ 
90-すっ, ょけおぇすけ つぇおぇ ょぇ くぇゃなさ
てう こなかくけかっすうっ う こけしすなこう ゃ 
おぇいぇさきぇすぇ. ╁ すけいう おさぇすなお けす
さはいなお けす ゃさっきっ ゃないこうすぇくう
おなす くぇ しさっょくけすけ せつうかうとっ こけ 
さっしすけさぇくすぬけさしすゃけ ゃ ‶ぇゃっか 
╀ぇくは すさせこぇ  しすぇあ ゃ ぇさしっくぇか
しおぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ おぇすけ 
こけきけとくうお-ゅけすゃぇつ. 
]かっょ おぇいぇさきぇすぇ ゃ 』うさこぇく 

くぇしすけはとうはす てかけしっさ しっ こさっお
ゃぇかうそうちうさぇ ゃ さぇぉけすくうお こけ 
こけょょさなあおぇすぇ くぇ しすぇょうけく 
„]っゃすけこけかうし”. ¨す すけいう きせ 
4-ゅけょうてっく こっさうけょ しぇ う ょけ
ぉさうすっ きせ しこけさすくう いくぇくうは,  
しすさぇしすすぇ おなき そせすぉけかぇ, こけ
いくぇくしすゃけすけ し かうつくう うきっくぇ けす 
きっしすくうは う くぇちうけくぇかっく しこけさ
すっく しゃはす. 
]なし しきはくぇすぇ くぇ おぇさぇせかぇ ゃ 

けぉとうくぇすぇ  きかぇょけおなす さってぇゃぇ 
ょぇ しきっくう う かうつくぇすぇ しう けさ
ぉうすぇ. ]っきっえくぇすぇ すさぇょうちうは 
ゅけ くぇさっあょぇ しさっょ おぇくょうょぇすう
すっ いぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╁ 
くぇえ-くっぇすさぇおすうゃくうは きせ こっさう
けょ: おけゅぇすけ いぇこかぇすうすっ いぇおなし
くはゃぇす し きっしっちう. 
′っ おさうっ, つっ ゃ くぇつぇかけすけ 

ぉうかけ すさせょくけ う ょぇあっ しすなこうし
ゃぇとけ. ′け し ゃさっきっすけ しっ くぇせ
つぇゃぇて, くはおぇお しゃうおゃぇて し さぇ
ぉけすぇすぇ, し さうすなきぇ, ぇ う ゃうくぇゅう 
うきぇ おけえ ょぇ すう こけょぇょっ さなおぇ, 
しこけょっかは ょくっし ╅うゃおけ.
╁ すさせょっく いぇ くっゅけ きけきっくす, 

おけゅぇすけ っ こけつすう くぇ こなす ょぇ  
すなさしう ょさせゅぇ さぇぉけすぇ, しきうしなか 
ょぇ けしすぇくっ きせ ょぇゃぇ さぇいゅけゃけさ し 
すけゅぇゃぇてくうは ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇ

ゃけょ 1 』せつせきうてっゃ. ╇ ょけ ょくっし 
しなき きせ こさういくぇすっかっく いぇ おせさぇ
あぇ, いぇとけすけ くぇきっさうた しきうしなか 
ゃ すけゃぇ, おけっすけ ゃなさてぇ, こさう

いくぇゃぇ てかけしっさなす ╅うゃおけ. 
] くぇつぇかくうおぇ しう ]すけはく ╇ゃぇ

くけゃ しなとけ くぇきっさうか けぉと っいうお 
う ょくっし っ ょけゃけかっく う けす すけゃぇ, 
おけっすけ こけかせつぇゃぇ. [ぇいぉさぇた, 
つっ ぇおけ さぇぉけすうて, きけあって ょぇ 
うきぇて, ぇおけ くっ - くはきぇ おぇお ょぇ 
しすぇくっ. ┿ つっ う こぇさうすっ しすうゅぇす 
しぇきけ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ うき こさぇ
ゃうて しきっすおぇすぇ, おぇいゃぇ きかぇょう
はす きなあ. 
¨すゃなょ さぇぉけすぇすぇ, し おけかっゅう 

こさぇいくせゃぇす さっょけゃくけ ゅけかっきう
すっ こさぇいくうちう: ╉けかっょぇ, 8-きう 
きぇさす, こさぇいくうおなす くぇ „┿さしっ
くぇか”. ‶さぇいくうお うきぇ, くけ くうおけ
ゅぇ ゃ ちったぇ, けすおさけゃっくうつう てかけ
しっさなす. 
『ったけゃうすっ ゃなかくっくうは う すさっ

ゃけゅう しぇ つぇしす う けす くっゅけゃうすっ: 
いぇ っゃっくすせぇかくぇ けこすうきういぇちうは 
くぇ しなしすぇゃぇ, いぇ さっょけゃくけすけ 
しくぇぉょはゃぇくっ し きぇすっさうぇかう, いぇ 
いぇこけつくぇかうは  ゃっつっ さっきけくす くぇ 
こけおさうゃぇ, いぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ  
ょぇゃぇくぇ けす ゃしうつおう こさけょせお
ちうは. 
╇いゃなく ゃさっきっすけ ゃ ちったぇ きかぇ

ょっあなす, おけえすけ  ゃっつっさ しっ こさう
ぉうさぇ ゃ しっかけ [なあっくぇ, うきぇ  
しゃけっ たけぉう: ゃしはおぇ しゃけぉけょくぇ 
きうくせすぇ こけしゃっとぇゃぇ くぇ さうぉけ
かけゃぇ, おくうゅうすっ う きけきつっておぇすぇ 
きせ しすさぇしす - そけすけゅさぇそうはすぇ. ] 
ゅけさょけしす こさういくぇゃぇ, つっ こさっ
ょう ょゃっ かっすぇ くっゅけゃぇ きけさしおぇ 
しくうきおぇ っ しさっょ そぇゃけさうすうすっ 
いぇ くぇゅさぇょぇ くぇ きっしすくけ そけすけし
すせょうけ. 
╁なこさけしなす いぇ かうつっく ょけき う 

しっきっえしすゃけ いぇしっゅぇ こけくっ っ 
ういすかぇしおぇか くぇ いぇょっく こかぇく.  
‶さうつうくぇすぇ: うきぇ おせこ きっつすう 
けとっ いぇ しぉなょゃぇくっ, ぇ う  ゃはさゃぇ 
ゃ きぇおしうきぇすぇ, つっ ゃしはおけ くっとけ  
しう うしおぇ ゃさっきっすけ う ゃしっおう 
ゃかぇお しゃけうすっ こなすくうちう. 
′っすうこうつくけ いぇ いくぇおぇ, こけょ 

おけえすけ っ さけょっく - ¨ゃっく, くっ 
こさうてこけさゃぇ かうつくうすっ しう たけ
さういけくすう. ╁はさゃぇ, つっ っ ゃぇあくぇ 
こけしけおぇすぇ おなき ちっかすぇ, ぇ くっ 
しおけさけしすすぇ, し おけはすけ すうつぇて  
おなき くっは. ╆ぇとけすけ けす ゃうしけおぇすぇ 
しおけさけしす きけあっ う ょぇ しっ こさっこな

くって… 
╇かう ょぇ こさけこせしくって おせこ おさぇ

しけすう ゃ かっすっあぇ しう.  
ぅくぇ 〈さうそけくけゃぇ 

【かけしっさなす ╅うゃおけ
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„╀なかゅぇさしおうはす くぇさけょ すさはぉゃぇ 
ょぇ ぉなょっ ゅけさょ, つっ こさけういゃっあょぇ 
すぇおうゃぇ きぇてうくう…”
〈けゃぇ ゅかぇしう しすぇすうは ゃなゃ ゃっしす

くうお „[ぇぉけすくうつっしおけ ょっかけ” けす 
くぇつぇかけすけ くぇ 1962 ゅ. ‶けゃけ
ょなす っ そせさけさなす, おけえすけ こさっ
ょういゃうおゃぇ ょっきけくしすさぇちうはすぇ くぇ 
ゃないきけあくけしすうすっ くぇ こなさゃぇすぇ 
こさけぉうゃくぇ おけかけくくぇ きぇてうくぇ, 
ゃくっしっくぇ ゃ ╊ぇすうくしおぇ ┿きっさうおぇ, 
けす ╀なかゅぇさうは. ╉けさっしこけくょっく
すなす くぇ ╀〈┿ すぇき しなけぉとぇゃぇ いぇ 
こせぉかうおせゃぇくう ゃ おさぇは くぇ 1961 
ゅ. きぇすっさうぇかう ゃ くぇえ-つっすっくうすっ 
ゃっしすくうちう ゃ ╋けくすっゃうょっけ „‶け
こせかぇさ” う „┿おしうけく” いぇ ぉなかゅぇさ
しおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ. 
‶さっい 1961 ゅ. っ こさけういゃっょっくぇ 

こなさゃぇすぇ こさけぉうゃくぇ おけかけくくぇ 
きぇてうくぇ ‶╉-32 ゃ „┿さしっくぇか” 
/すけゅぇゃぇ ゃしっ けとっ „╆ぇゃけょ 10” 
ゃ しうしすっきぇすぇ くぇ ╃]¨ ”╋っすぇか
たうき”/. 〈けゃぇ っ う こなさゃぇすぇ っおし
こけさすくぇ きぇてうくぇ. ╆ぇおせこっくぇ っ 

けす せさせゅゃぇえしおぇすぇ そうさきぇ „┿き
ぉさけしけかう う ╊のちおぇくけゃ”, つうえ
すけ しけぉしすゃっくうお っ せさせゅゃぇえしおう 
こけょぇくうお けす ぉなかゅぇさしおう こさけ
ういたけょ. ‶さっょしすぇゃはくっすけ え しっ 
けしなとっしすゃはゃぇ くぇ しこっちうぇかくけ 
こけょゅけすゃっくぇ こさっしおけくそっさっく
ちうは ゃ ╋けくすっゃうょっけ ゃ こさうしなしす
ゃうっすけ くぇ うくょせしすさうぇかちう, すなさ
ゅけゃちう う あせさくぇかうしすう.
] すけゃぇ いぇこけつゃぇ う くけゃ っすぇこ 

ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ „┿さしっくぇか” /
╆ぇゃけょ 10/ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ きぇ
てうくけしすさけっくっすけ. ╃け すけいう きけ
きっくす ゃ こさっょこさうはすうっすけ しぇ 
せしゃけはゃぇくう う こさけういゃっあょぇくう 
しぇきけ きぇてうくう こけ けぉさぇいちう くぇ 
そうさきうすっ „╁けかきぇく”, „′うかっし” 
う „《さうちゃっさくっさ”. ‶さっい しっこ
すっきゃさう 1960 ゅ. くぇいさはゃぇ くっ
けぉたけょうきけしすすぇ けす しないょぇゃぇくっ 
くぇ しけぉしすゃっくう きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう. ╄しすっしすゃっくけ, おぇすけ 
ゃしはおけ くぇつぇかけ, すけゃぇ しっ けおぇい
ゃぇ すさせょっく けさゅぇくういぇちうけくっく 

こさけちっし, しゃなさいぇく し ゅけかっきう 
すったくうつっしおう さっけさゅぇくういぇちうう, 
し こさけきっくう ゃ しないょぇょっくうすっ 
こさけういゃけょしすゃっくう っょうくうちう, し 
くけゃう う こけ-しかけあくう すったくうつっ
しおう ういうしおゃぇくうは. ′ぇかぇゅぇ しっ 
けぉけしけぉはゃぇくっすけ くぇ くけゃう こさけ
ういゃけょしすゃっくう せつぇしすなちう, こさっお
ゃぇかうそうちうさぇくっ くぇ さぇぉけすくうちう 
う さなおけゃけょうすっかう, ういゅさぇあょぇくっ 
くぇ くけゃぇ う こけ-ゅけかはきぇ おけく
しすさせおすけさしおけ-すったくけかけゅうつくぇ 
ぉぇいぇ. ╆ぇ ちっかすぇ しぇ くっけぉたけ
ょうきう う こけゃっつっ  しこっちうぇかうしすう 
– うくあっくっさう, すったくうちう う うおけ
くけきうしすう. ╉けかおけすけ う きぇかおけ ょぇ 
しぇ すけゅぇゃぇ, くぇきうさぇす しっ - きけ
すうゃうさぇくう う っくすせしうぇいうさぇくう, 
けぉっょうくっくう ゃ ╉けくしすさせおすうゃっく 
けすょっか し ゅかぇゃっく おけくしすさせおすけさ 
うくあ. ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ. „╀はた 
ういおかのつうすっかくけ ょけゃけかっく けす 
こさっくぇいくぇつぇゃぇくっすけ きう おぇすけ 
ゅかぇゃっく おけくしすさせおすけさ くぇ けす
ょっかぇ いぇ きっすぇかけさっあっとう きぇ
てうくう. ]ぉなょくぇ しっ きっつすぇすぇ きう 
ょぇ さぇぉけすは こけ けこさっょっかっく きぇ
てうくけしすさけうすっかっく こさけそうか” – 
こうてっ ゃ ぇゃすけぉうけゅさぇそうつくぇすぇ 
しう おくうゅぇ うくあ. ╀さぇすけっゃ „]なょ
ぉぇ – こさっあうゃはくけ, こけしすうゅくぇすけ, 
けしないくぇすけ”. 
‶なさゃうはす しなしすぇゃ くぇ けすょっかぇ 

けす 22-きぇ しこっちうぇかうしすう っ さぇい
こさっょっかっく ゃ つっすうさう ゅさせこう, 
けぉたゃぇとぇとう こさけういゃけょしすゃけ
すけ くぇ こさけぉうゃくう きぇてうくう, くぇ 
そさっいけゃう う いなぉけけぉさぇぉけすゃぇとう 
きぇてうくう, ゅさせこぇ こけ っか. すった
くうおぇ う ょさせゅぇ, こけょこけきぇゅぇとぇ 
ょけしっゅぇてくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 
〈ったくけかけゅうつくうはす けすょっか っ こけつ
すう ょゃぇ こなすう こけ ゅけかはき. 
╁ くぇつぇかけすけ くぇ 1961 ゅ. しっ 

しないょぇゃぇ こさけすけすうこっく ちった いぇ 
きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう, けこ
さっょっかっく おぇすけ „ゅさせこぇ こさけうい
ゃけょしすゃけ わ100”. 〈けえ っ さぇい
ょっかっく くぇ ょゃぇ ちったぇ し こけ ょゃぇ 
せつぇしすなおぇ. ╋ったぇくうつくうはす ちった 
っ し せつぇしすなお いぇ おけさこせしう う 
ょさっぉくう ょっすぇえかう う ょさせゅ せつぇし
すなお - いぇ けしう, ゃぇかけゃっ う いなぉ
くう おけかっかぇ. ╋けくすぇあくうはす ちった 
っ さぇいょっかっく くぇ せつぇしすなお いぇ 
そさっいけゃう きぇてうくう う せつぇしすなお 
いぇ こさけぉうゃくう きぇてうくう. ‶なさ
ゃうすっ, おけうすけ しっ せしゃけはゃぇす ゃ 
こさけすけすうこくうは ちった しぇ ょゃぇ すうこぇ 
こさけぉうゃくう おけかけくくう きぇてうくう 
- ‶╉-20 う ‶╉-32 う そさっいけゃぇ 
きぇてうくぇ 《〉-250. ′ぇつぇかくうお 
くぇ こさけういゃけょしすゃっくぇすぇ ゅさせこぇ っ 
うくあ. ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, ぇ くぇ  きけく

すぇあくぇすぇ – ╀けさうし ┿すぇくぇしけゃ. 
[ぇいぉうさぇ しっ, うきっくぇすぇ, おけうすけ 

きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ういぉさけっくう, しぇ 
きくけゅけ. ╁しっおう けす すはた っ けしすぇゃはか 
つぇしすうちぇ あうゃけす ゃ しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ くけゃけすけ, ゃ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
くけゃうは うきうょあ くぇ そうさきぇすぇ.
]かっょ こっさうけょぇ くぇ せしゃけはゃぇくっ 

ょけ おさぇは くぇ 1961 ゅ. しぇ こさけうい
ゃっょっくう けぉとけ 744 ぉさけは きぇ
てうくう, けす おけうすけ 658 ‶╉-20, 
84  ‶╉-32 う 2 ぉさ. くぇしすけかくう 
こさけぉうゃくう きぇてうくう. „〈ぇおけゃぇ 
すっきこけ くぇ せしゃけはゃぇくっ う こさけ
ういゃけょしすゃけ くぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう くっ ぉってっ ゃ しなしすけは
くうっ ょぇ ういこなかくう くうおけっ ょさせゅけ 
こさっょこさうはすうっ ゃ しすさぇくぇすぇ – 
こうてっ ′. ╀さぇすけっゃ. – ¨とっ こけ
ゃっつっ, つっ すけゃぇ しっ こけしすうゅくぇ くぇ 
ぉぇいぇすぇ くぇ くぇかうつくうすっ しゅさぇょう, 
きぇてうくう う こっさしけくぇか ゃ いぇゃけょぇ, 
ぉっい ゃしはおぇおゃう ょなさあぇゃくう おぇ
こうすぇかけゃかけあっくうは”.
╊のぉけこうすくけ っ ょぇ しっ けすぉっかっあう 

しないょぇょっくうはす さぇちうけくぇかういぇ
すけさしおう こけょっき ゃ すけいう こっさうけょ. 
╁ さぇきおうすっ しぇきけ くぇ くはおけかおけ 

きっしっちぇ こけしすなこゃぇす きくけゅけ さぇ
ちうけくぇかういぇすけさしおう こさっょかけ
あっくうは し さっょうちぇ すったくうつっしおう 
こけょけぉさっくうは う ゅけかはき うおけくけ
きうつっしおう っそっおす. 85 けす すはた しぇ 
けすかうつっくう う こけかせつぇゃぇす くぇゅさぇ
ょう – きけすけちうおかっす „╀ぇかおぇく”, 
きけすけこっょう „]うきしけく”, さぇょうけ

ぇこぇさぇす „╋っかけょうは”, っおしおせさいうは 
ょけ ]]][ う ょさ. ╆ぇ ゃさっきっすけ しう 
すけゃぇ しぇ ういおかのつうすっかくけ ちっくっ
くう う きけすうゃうさぇとう くぇゅさぇょう, 
ぇ しぇきけすけ こさっょこさうはすうっ っ くぇ 
こなさゃけ きはしすけ ゃ しすさぇくぇすぇ こけ 
ぉさけえ ゃくっょさっくう ういけぉさっすっくうは.
‶さういくぇくうは しっ しうこはす けすゃしは

おなょっ… ╉ぇすけ くぇこさうきっさ すけゃぇ, 
こけかせつっくけ しなとぇすぇ ゅけょうくぇ けす 
きぇてうくけしすさけうすっかくうは いぇゃけょ ゃ 
〈なさゅけゃうとっ, こせぉかうおせゃぇくけ ゃなゃ 
ゃっしすくうお „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”: 
„] くぇえ-ゅけかはきけ つせゃしすゃけ くぇ 
さぇょけしす う せょけゃかっすゃけさっくうっ ╁う 
せゃっょけきはゃぇきっ, つっ こけかせつうたきっ 
う こせしくぇたきっ ゃ っおしこかけぇすぇちうは 
こさけういゃっょっくぇすぇ けす ゃぇし そさっい
きぇてうくぇ 《〉-320. ╁ないたうすっくう 
しきっ けす しこけかせつかうゃぇすぇ おけく
しすさせおちうは, けす おぇつっしすゃけすけ くぇ 
ういさぇぉけすおぇすぇ, おぇおすけ くぇ けすょっか
くうすっ ょっすぇえかう, すぇおぇ しなとけ う けす 
けぉとうは ゃうょ くぇ きぇてうくぇすぇ. ‶け
あっかぇゃぇきっ ゃう う ゃ ぉなょっとっ すぇおぇ 
せこけさうすけ う くぇしすけえつうゃけ ょぇ さぇ
ぉけすうすっ いぇ こさけういゃっあょぇくっすけ 
くぇ くぇてう さけょくう おけくしすさせおちうう 

そさっいう う ょさせゅう ゃうょけゃっ きっすぇ
かけさっあっとう きぇてうくう.”

〈けゃぇ っ ぉうかけ こさっょう 50 ゅけょう
くう. ′はおけう ょぇあっ ゅけ こけきくはす…
╇ うしすけさうはすぇ ゅけ こけきくう…
    

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ
╋せいっえ „┿さしっくぇか”

』たかぬけあしせあ おかすそせつてちあぬけみ せあ たひちうあてあ 》[-32 たちかおけ 50 えそおけせけ

 【そうあ てうひちおけ のしそつかちひて ╋けうさそ そて 1/240

]なしすぇゃ くぇ ╉けくしすさせおすうゃっく けすょっか こけ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう おなき ╆ぇゃけょ 10

]なしすぇゃ くぇ 〈ったくうつっくうつっしおう けすょっか こけ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう おなき ╆ぇゃけょ 10

‶さけぉうゃくうすっ きぇてうくう, こさっょういゃうおぇかう そせさけさ ゃ 〉させゅゃぇえ

》ぇ『╇《]╅ぃ[¨  
【『╊》╊【¨ ╇ ╉《〈╅ 
〉╅ ╅『』╊〉╅][╅

『╅╆《【╅【╅ 〉╊ 【╊╋¨, ╅[《 
〉╅〈╊『¨ぃ 』〈¨』ぇ] ╇ 〉╊っ

╂けかはきぇ さぇょけしす 
うきぇ ゃ ょけきぇ しう 

けす ゃつっさぇ ]すけはく-
おぇ ]すけはくけゃぇ けす 
ちった 130 くぇ いぇ-
ゃけょ 2 ゃ „┿さしっくぇか” 
┿╃. ‶なさゃけさけょくう-
はす え う っょうくしすゃっく 
いぇしっゅぇ しうく ‶さっ-
しかぇゃ ‶っすおけゃ ゃっつっ 
っ こなさゃけおかぇしくうお. 
╆ぇこうしぇく っ ゃ ¨〉 
„′うおけかぇ ╁ぇこちぇ-
さけゃ” こさう せつうすっか-
おぇすぇ [けしうちぇ ╆かぇ-
すっゃぇ. 
╆ぇ ]すけはくおぇ う しな-

こさせゅぇ え さぇょけしすすぇ 
う ゃなかくっくうっすけ しぇ 
ょけさう こけ-ゅけかっきう けす 
すっいう くぇ きぇかつせゅぇ-
くぇ, すなえ おぇすけ いぇ すはた 
こなさゃうはす せつっぉっく 
ょっく っ ぉうか こさっょてっ-
しすゃぇく けす こけょゅけすけゃ-

おぇ, くせあょぇ けす しさっょしすゃぇ, かうてっくうは けす きけさっ.
╉けゅぇすけ すう こさっょしすけう すぇおぇゃぇ こさけきはくぇ せ ょけきぇ, くはきぇ おぇお 

ょぇ くっ しっ しなけぉさぇいうて, おぇすっゅけさうつくぇ っ さぇぉけすくうつおぇすぇ けす ╆ぇ-
ゃけょ 2. ╆ぇ  ょぇ けしうゅせさはす ょけぉさう ゅさうあう くぇ こなさゃけおかぇしくうおぇ, 
くっゅけゃぇすぇ ぉっいけこぇしくけしす う ょぇ きせ こけきぇゅぇす ゃ せさけちうすっ, ょゃぇ-
きぇすぇ しなし しなこさせゅぇ え, おけえすけ さぇぉけすう ゃ おぇいぇくかなておぇ つぇしすくぇ 
そうさきぇ, しぇ くぇこさぇゃうかう ゅさぇそうお: すぇおぇ とっ っ ちはかぇ ゅけょうくぇ, 
ょけおぇすけ ‶さっしかぇゃ しっ くぇせつう しぇき ょぇ たけょう ょけ せつうかうとっすけ う 
ょぇ しっ しこさぇゃは しぇき し せさけちうすっ. ╉ぇすけ いぇ くぇつぇかけ, ]すけはくおぇ 
こさういくぇゃぇ, つっ ういこさぇとぇ ゃ こなさゃう おかぇし  きけきつっすけ ぉっい ょぇ っ 
こけょゅけすゃっくけ こさっょゃぇさうすっかくけ いぇ きぇすっさうぇかぇ,  おけえすけ とっ しっ 
せしゃけはゃぇ: ‶さっしかぇゃ いくぇっ ょぇ しさうつぇ う し こけきけと けす さけょうすっかう-
すっ しっ しこさぇゃは し つうしかぇすぇ ょけ 100. 
‶さっちっくうたきっ, つっ すぇおぇ っ こけ-ょけぉさっ, とっ うきぇ こけゃっつっ うくすっ-

さっし おなき せつっくっすけ, こさういくぇゃぇ きかぇょぇすぇ きぇえおぇ. 
╆ぇ こなさゃうは せつっぉっく ょっく, しっょきうちぇ こさっょう くっゅけ, ]すけはく-

おぇ けとっ くっ ぉっ しなゃしっき ゅけすけゃぇ し こさぇいくうつくけすけ けぉかっおかけ いぇ 
‶さっしかぇゃ, くけ しこけょっかう, つっ しかっょ ぇゃぇくし すけいう ゃなこさけし とっ しっ 
さってう. ╉せこうかぇ っ  くぇえ-くっけぉたけょうきけすけ, おけっすけ しぇ こさっこけさな-
つぇかう けす せつうかうとっすけ こけ しこうしなお. ╆ぇ けしすぇくぇかけすけ とっ さぇいつう-
すぇ くぇ ょゃっすっ しう さなちっ, いぇっょくけ しなし しなこさせゅぇ しう. 
╆ぇ 〈┿ ]すけはくおぇ しこけょっかう, つっ くぇえ-ゃぇあくけすけ っ ょっすっすけ ょぇ しっ 

つせゃしすゃぇ ょけぉさっ う しこけおけえくけ ゃ せつうかうとっ. ‶さっしう ょぇ っ しさっょ 
こさうはすっかう う ょぇ たけょう すぇき し せょけゃけかしすゃうっ, ぇ くっ しなし しすさぇた. 
]ぇきうはす ‶さっしかぇゃ うきぇ しゃけえ こさうはすっか けす いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ ゃ 
しゃけは くけゃ おかぇし - ╉さうしすうはく. 
]こけょっかは しなとけ, つっ こなさゃけおかぇしくうおなす ゃしっ けとっ くっ けしないくぇ-

ゃぇ おぇおゃけ しっ しかせつゃぇ う おぇおゃけ ゅけ けつぇおゃぇ, おぇおすけ う そぇおすぇ, 
つっ ゃっつっ っ ゅけかはき. ╁しっ けとっ ‶さっしかぇゃ しっ いぇぉぇゃかはゃぇ し ぇくう-
きぇちうけくくう そうかきつっすぇ, うゅさぇっ うゅさうすっ し すけこおう, しこけょっかは さぇ-
ょけしすくぇすぇ きぇえおぇ. ]すけはくおぇ けぉぇつっ くっ しこっしすはゃぇ う ゅけかっきうすっ 
ょゃっ きっつすう いぇしっゅぇ くぇ きぇかおけすけ しう きけきつっ - ょぇ しすぇくっ そせすぉけ-
かうしす うかう ゃっすっさうくぇさっく かっおぇさ. ╁すけさけすけ っ こさけょうおすせゃぇくけ けす 
かのぉけゃすぇ くぇ こなさゃけかぇおぇ おなき あうゃけすくうすっ. 
╁うくぇゅう ゅう たさぇくう, ゅせておぇ, ゅさうあう しっ いぇ すはた, すぇおぇ っ けす 

きぇかなお, こさういくぇゃぇ きかぇょぇすぇ きぇえおぇ. ]ぇきけ しかっょ ょっく は つぇおぇ 
くけゃけ こさうはすくけ ゃなかくっくうっ: すけおせ–とけ ういさぇしかうはす こなさゃけかぇお 
とっ くぇゃなさてう けそうちうぇかくけ 7 ゅけょうくう. 】ぇしすかうゃけすけ しなぉうすうっ 
っ こけしっすうかけ ょけきぇ くぇ ]すけはくおぇ う ‶っすおけ くぇ ゅけかはき ちなさおけゃっく 
こさぇいくうお - 17-すう しっこすっきゃさう – ょっくはす くぇ ′ぇょっあょぇすぇ, ╁は-
さぇすぇ う ╊のぉけゃすぇ. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

】ぇしすかうゃぇすぇ きぇえおぇ くぇ こなさゃけおかぇしくうおぇ ‶さっしかぇゃ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╆¨ 》ぇ『╇¨っ【 ′╇ぇ〉╊を ...
〈けえ いぇこけいくぇ さけょうすっかうすっ う 

きぇかおうすっ そせすぉけかうしすう し すさっくう
さけゃなつくうは さっあうき, し ゅさぇそうおぇ 
くぇ すさっくうさけゃおうすっ, し せしかけゃうはすぇ 
う くせあくうすっ ょけおせきっくすう いぇ くけ
ゃうすっ あっかぇっとう ょぇ しっ いぇこうてぇす.  
╁しうつおう すさっくうさけゃおう とっ しぇ 

しなけぉさぇいっくう し ゅさぇそうちうすっ くぇ 
ょっちぇすぇ, とっ しっ こけしすぇさぇっき  ょぇ 
くぇこさぇゃうき う せょけぉっく ゅさぇょ

しおう すさぇくしこけさす いぇ すさっくうさけゃ
おう こさっょう けぉっょ う しかっょ けぉっょ, 
けぉっとぇ ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ. 〈けえ 
しっ ぇくゅぇあうさぇ う し さぇいゅけゃけさう ゃ 
すぇいう こけしけおぇ し きっしすくうは こさっ
ゃけいゃぇつ, おぇおすけ う し ゃないきけあ
くけしすすぇ くぇ こけ-おなしっく っすぇこ きぇか
おうすっ そせすぉけかうしすう ょぇ こなすせゃぇす 
いぇ すさっくうさけゃおう ぉっいこかぇすくけ, 
しさっとせ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ しこっ
ちうぇかくぇ おぇさすぇ - こさけこせしお  けす 
„┿さしっくぇか” .
╆ぇ きっしっつくうすっ すさっくうさけゃ

おう こけ そせすぉけか さけょうすっかうすっ 
くぇ きぇかつせゅぇくうすっ, いぇこうしぇくう ゃ 
╃っすしおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”, とっ いぇこかぇとぇす しうき
ゃけかうつくぇすぇ すぇおしぇ けす 5 かっゃぇ. 〈は 
っ こけゃっつっ おぇすけ いくぇお いぇ ぇくゅぇ
あうきっくす う こけっすぇ けすゅけゃけさくけしす, 
けすおけかおけすけ さっぇかくぇ しせきぇ, し 

おけはすけ とっ しっ こけおさうゃぇす さぇいたけ
ょう いぇ ょっえくけしす こけ しすぇょうけくぇ, 
せすけつくう ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ. ‶け 
ょせきうすっ きせ, ういちはかけ けぉくけゃっくう
はす ゃうょ くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” 
っ くぇこさぇゃっく しなし しさっょしすゃぇ くぇ 
そうさきぇすぇ う し すさせょぇ くぇ くっえくう 
さぇぉけすくうちう. ′はきぇ ょぇ しこさっき ょぇ 
こさぇゃうき すけゃぇ う ゃ ぉなょっとっ, くけ 
くっ けすおぇいゃぇきっ う しなこさうつぇしすうっ ゃ 
うきっすけ くぇ しこけさすくうすっ くぇゃうちう う 
いょさぇゃっすけ くぇ ょっちぇすぇ, ょけこなかくう 
けとっ ╉けしすぇょうくけゃ. 
╇ょっはすぇ いぇ ゃないさぇあょぇくっすけ くぇ 

ぇさしっくぇかしおうは そせすぉけか っ くぇ さな
おけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ ゃ 
かうちっすけ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
おけえすけ っ う さなおけゃけょうすっか くぇ ╄おし
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╀なょっとうすっ そせすぉけかうしすう いぇ

しっゅぇ しぇ っょゃぇ 8 - 11-ゅけょうてくう, 
さけょっくう ゃ こっさうけょぇ 1999 - 2002 
ゅけょうくぇ. 〈っ とっ すさっくうさぇす, さぇい
こさっょっかっくう ゃ しなけすゃっすくう ゃない
さぇしすけゃう ゅさせこう. 

╆ぇこけつゃぇ しっ こなさゃけ し すさっくう
さけゃおう, こけしかっ しぇ おけくすさけかうすっ  
- しさっとう ゃ こけつうゃくうすっ ょくう, う 
っょゃぇ  しかっょ すけゃぇ とっ しぇ こなさ
ゃっくしすゃぇすぇ, いぇはゃう しすぇさてう-すさっ
くぬけさなす ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇ
くけゃ - ╃あけくう.
〈けえ せすけつくう, つっ ょけ 30 ょっちぇ 

とっ しっ ゃおかのつぇす ゃ っょくぇ すさっ
くうさけゃおぇ, ぇ ておけかぇすぇ くはきぇ ょぇ 
ゃさなとぇ くうおけゅけ けす あっかぇっとうすっ 
ょぇ しっ いぇこうてっ ゃ くっは, きぇおぇさ う 
こさう ゃっつっ しすぇさすうさぇかぇ こけょゅけ
すけゃおぇ.
]なゃしっき しおけさけ ぇさしっくぇかしおう

はす しすぇょうけく とっ ぉなょっ くぇこなかくけ 
さっくけゃうさぇく う ゅけすけゃ. 〈けえ とっ 
きけあっ ょぇ しっ こけかいゃぇ ぇぉしけかのすくけ 
ぉっいこかぇすくけ けす ゃしうつおう さぇぉけすっ
とう ゃなゃ そうさきぇすぇ. ¨しゃっすかっくうっ, 
すっくうし-おけさす, ぉぇしおっすぉけかくけ うゅ
さうとっ, けぉくけゃっくう しなぉかっおぇかくう  
けつぇおゃぇす あっかぇっとうすっ ょぇ こぇいはす 
いょさぇゃっすけ しう つさっい しこけさす. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╈けさょぇく ╃うきうすさけゃ ╉なさ
こぇつっゃ - 11 ゅけょうくう, っょくぇ 
けす ぉなょっとうすっ ぇさしっくぇかしおう 
そせすぉけかくう いゃっいょう. 〉つっ
くうお ゃ ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき 
‶なさゃう”. ╆ぇこうしぇか しっ っ ゃ 
ておけかぇすぇ いぇっょくけ し こさうは
すっかは しう ┿くすけく ╉ぇかうくけゃ. ╇ 
ょゃぇきぇすぇ うしおぇす ょぇ しすぇくぇす 
ゃっかうおう そせすぉけかうしすう.

╁っつっ 8 ゅけょうくう ゃしはおぇ 
しせすさうく すけえ こさっきうくぇゃぇ 
こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか” 

┿╃. ‶さっょう すけゃぇ っ こさけこなすせ-
ゃぇか 15-すうくぇ おうかけきっすさぇ し 
ぇゃすけぉせし, いぇ ょぇ しすうゅくっ ょけ さぇ-
ぉけすくけすけ しう きはしすけ. 〈ゃなさょう, つっ 
こさぇゃう ゃしうつおけ すけゃぇ, いぇとけすけ 
うきっくくけ ゃ „┿さしっくぇか” っ けすおさうか 
くぇ っすぇこぇ さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ ゅけ 
せょけゃかっすゃけさはゃぇ. ′っ っ けす たけ-
さぇすぇ し ゅけかっきう ぇきぉうちうう, くうすけ 
けす すっいう, つうはすけ ちっか っ くっこさっ-
きっくくけ ょぇ けおぇつぇす こけさすさっすぇ 
うき ゃ ┿かっはすぇ くぇ こなさゃっくちうすっ. 
′け こさういくぇゃぇ, つっ けぉうつぇ すけゃぇ, 
おけっすけ ゃなさてう, う しっ つせゃしすゃぇ 
こなかくけちっくっく し くっゅけ. ′っ うい-
おかのつゃぇ けす しないくぇくうっすけ しう きう-
しなかすぇ, つっ きけあっ ょぇ こけしゃっすう う 
ちっかう ょっしっすうかっすうは くぇ そうさきぇ-
すぇ. ╆ぇとけすけ すせお きせ たぇさっしゃぇ. 
‶かぇたうすっ けすおさけゃっくうは しぇ くぇ  

きけきつっすけ - てかけしっさ けす ╆ぇゃけょ 
1 ちった 240, ╅うゃおけ 〈さうそけくけゃ 
╁ぇしうかっゃ. ╄ょくけ けぉうおくけゃっくけ 
きけきつっ, くぇきっさうかけ こなす おなき 
„┿さしっくぇか” う けすおさうかけ しっぉっ 
しう.
〈けえ っ けす すっいう ぇさしっくぇかちう,  

おけうすけ ゃしっ けとっ きうくぇゃぇす ゃ 
ゅさぇそぇすぇ „きかぇょう”, きぇおぇさ ょぇ 
こさういくぇゃぇ, つっ  しなし しゃけうすっ 32 
ゅけょうくう しっ つせゃしすゃぇ くはおぇお くぇ 
„あういくっくけすけ こけこさうとっ ゃ しさっ-
ょぇすぇ”. 
╆ぇ 8-すっ ゅけょうくう ゃなゃ そうさきぇ-

すぇ くっ っ しきっくうか さぇぉけすくけすけ しう 
きはしすけ. ╉ぇおなゃ とっ っ くけゃうはす 
ょっく, こけいくぇゃぇ ゃっつっ けとっ こけ 
こなさゃうすっ さっこかうおう くぇ おけかっゅう 
う くぇつぇかくうお. ╉けゅぇすけ ゃしっおう 
ょっく しう し っょくう う しなとう たけさぇ, 
くはおぇお しゃうおゃぇて し すはた, すっ しすぇ-
ゃぇす くっとけ おぇすけ ゃすけさけ すゃけっ 
しっきっえしすゃけ, すゃなさょう ╅うゃおけ う 
ぉなさいぇ ょぇ せすけつくう, つっ ゃなこさっおう 
ゃしうつおけ しっ っ くぇせつうか ょぇ ょっかう 
くっとぇすぇ: さぇぉけすぇすぇ しう っ さぇぉけ-
すぇ, かうつくうはす あうゃけす - かうつっく.
‶さっょう ょぇ こけしすなこう ゃ ╆ぇゃけょ 

1, ╅うゃおけ うきぇ おさぇすなお 6-きっしっ-
つっく しすぇあ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” - くはおなょっ ゃ おさぇは くぇ 
90-すっ, ょけおぇすけ つぇおぇ ょぇ くぇゃなさ-
てう こなかくけかっすうっ う こけしすなこう ゃ 
おぇいぇさきぇすぇ. ╁ すけいう おさぇすなお けす-
さはいなお けす ゃさっきっ ゃないこうすぇくう-
おなす くぇ しさっょくけすけ せつうかうとっ こけ 
さっしすけさぇくすぬけさしすゃけ ゃ ‶ぇゃっか 
╀ぇくは すさせこぇ  しすぇあ ゃ ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ おぇすけ 
こけきけとくうお-ゅけすゃぇつ. 
]かっょ おぇいぇさきぇすぇ ゃ 』うさこぇく 

くぇしすけはとうはす てかけしっさ しっ こさっお-
ゃぇかうそうちうさぇ ゃ さぇぉけすくうお こけ 
こけょょさなあおぇすぇ くぇ しすぇょうけく 
„]っゃすけこけかうし”. ¨す すけいう きせ 
4-ゅけょうてっく こっさうけょ しぇ う ょけ-
ぉさうすっ きせ しこけさすくう いくぇくうは,  
しすさぇしすすぇ おなき そせすぉけかぇ, こけ-
いくぇくしすゃけすけ し かうつくう うきっくぇ けす 
きっしすくうは う くぇちうけくぇかっく しこけさ-
すっく しゃはす. 
]なし しきはくぇすぇ くぇ おぇさぇせかぇ ゃ 

けぉとうくぇすぇ  きかぇょけおなす さってぇゃぇ 
ょぇ しきっくう う かうつくぇすぇ しう けさ-
ぉうすぇ. ]っきっえくぇすぇ すさぇょうちうは 
ゅけ くぇさっあょぇ しさっょ おぇくょうょぇすう-
すっ いぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╁ 
くぇえ-くっぇすさぇおすうゃくうは きせ こっさう-
けょ: おけゅぇすけ いぇこかぇすうすっ いぇおなし-
くはゃぇす し きっしっちう. 
′っ おさうっ, つっ ゃ くぇつぇかけすけ 

ぉうかけ すさせょくけ う ょぇあっ しすなこうし-
ゃぇとけ. ′け し ゃさっきっすけ しっ くぇせ-
つぇゃぇて, くはおぇお しゃうおゃぇて し さぇ-
ぉけすぇすぇ, し さうすなきぇ, ぇ う ゃうくぇゅう 
うきぇ おけえ ょぇ すう こけょぇょっ さなおぇ, 
しこけょっかは ょくっし ╅うゃおけ.
╁ すさせょっく いぇ くっゅけ きけきっくす, 

おけゅぇすけ っ こけつすう くぇ こなす ょぇ  
すなさしう ょさせゅぇ さぇぉけすぇ, しきうしなか 
ょぇ けしすぇくっ きせ ょぇゃぇ さぇいゅけゃけさ し 
すけゅぇゃぇてくうは ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇ-

ゃけょ 1 』せつせきうてっゃ. ╇ ょけ ょくっし 
しなき きせ こさういくぇすっかっく いぇ おせさぇ-
あぇ, いぇとけすけ くぇきっさうた しきうしなか 
ゃ すけゃぇ, おけっすけ ゃなさてぇ, こさう-

いくぇゃぇ てかけしっさなす ╅うゃおけ. 
] くぇつぇかくうおぇ しう ]すけはく ╇ゃぇ-

くけゃ しなとけ くぇきっさうか けぉと っいうお 
う ょくっし っ ょけゃけかっく う けす すけゃぇ, 
おけっすけ こけかせつぇゃぇ. [ぇいぉさぇた, 
つっ ぇおけ さぇぉけすうて, きけあって ょぇ 
うきぇて, ぇおけ くっ - くはきぇ おぇお ょぇ 
しすぇくっ. ┿ つっ う こぇさうすっ しすうゅぇす 
しぇきけ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ うき こさぇ-
ゃうて しきっすおぇすぇ, おぇいゃぇ きかぇょう-
はす きなあ. 
¨すゃなょ さぇぉけすぇすぇ, し おけかっゅう 

こさぇいくせゃぇす さっょけゃくけ ゅけかっきう-
すっ こさぇいくうちう: ╉けかっょぇ, 8-きう 
きぇさす, こさぇいくうおなす くぇ „┿さしっ-
くぇか”. ‶さぇいくうお うきぇ, くけ くうおけ-
ゅぇ ゃ ちったぇ, けすおさけゃっくうつう てかけ-
しっさなす. 
『ったけゃうすっ ゃなかくっくうは う すさっ-

ゃけゅう しぇ つぇしす う けす くっゅけゃうすっ: 
いぇ っゃっくすせぇかくぇ けこすうきういぇちうは 
くぇ しなしすぇゃぇ, いぇ さっょけゃくけすけ 
しくぇぉょはゃぇくっ し きぇすっさうぇかう, いぇ 
いぇこけつくぇかうは  ゃっつっ さっきけくす くぇ 
こけおさうゃぇ, いぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ  
ょぇゃぇくぇ けす ゃしうつおう こさけょせお-
ちうは. 
╇いゃなく ゃさっきっすけ ゃ ちったぇ きかぇ-

ょっあなす, おけえすけ  ゃっつっさ しっ こさう-
ぉうさぇ ゃ しっかけ [なあっくぇ, うきぇ  
しゃけっ たけぉう: ゃしはおぇ しゃけぉけょくぇ 
きうくせすぇ こけしゃっとぇゃぇ くぇ さうぉけ-
かけゃぇ, おくうゅうすっ う きけきつっておぇすぇ 
きせ しすさぇしす - そけすけゅさぇそうはすぇ. ] 
ゅけさょけしす こさういくぇゃぇ, つっ こさっ-
ょう ょゃっ かっすぇ くっゅけゃぇ きけさしおぇ 
しくうきおぇ っ しさっょ そぇゃけさうすうすっ 
いぇ くぇゅさぇょぇ くぇ きっしすくけ そけすけし-
すせょうけ. 
╁なこさけしなす いぇ かうつっく ょけき う 

しっきっえしすゃけ いぇしっゅぇ こけくっ っ 
ういすかぇしおぇか くぇ いぇょっく こかぇく.  
‶さうつうくぇすぇ: うきぇ おせこ きっつすう 
けとっ いぇ しぉなょゃぇくっ, ぇ う  ゃはさゃぇ 
ゃ きぇおしうきぇすぇ, つっ ゃしはおけ くっとけ  
しう うしおぇ ゃさっきっすけ う ゃしっおう 
ゃかぇお しゃけうすっ こなすくうちう. 
′っすうこうつくけ いぇ いくぇおぇ, こけょ 

おけえすけ っ さけょっく - ¨ゃっく, くっ 
こさうてこけさゃぇ かうつくうすっ しう たけ-
さういけくすう. ╁はさゃぇ, つっ っ ゃぇあくぇ 
こけしけおぇすぇ おなき ちっかすぇ, ぇ くっ 
しおけさけしすすぇ, し おけはすけ すうつぇて  
おなき くっは. ╆ぇとけすけ けす ゃうしけおぇすぇ 
しおけさけしす きけあっ う ょぇ しっ こさっこな-

くって… 
╇かう ょぇ こさけこせしくって おせこ おさぇ-

しけすう ゃ かっすっあぇ しう.  
ぅくぇ 〈さうそけくけゃぇ 
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【かけしっさなす ╅うゃおけ



おけくそっさっくちうう. ╇ きくけゅけ, きくけゅけ 
ょさせゅう.
„╁っつっ くはきぇきっ すぇおうゃぇ たけさぇ...”, 
おぇいゃぇ ╇ゃぇく ╃けつっゃ, おけえすけ し ぉけか
おぇ こさっい こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう 
くぇぉかのょぇゃぇ おぇお ゃ ╀なかゅぇさうは  
„ういつっいゃぇす けぉうおくけゃっくうすっ つけ
ゃっておう ちっくくけしすう – しこけしけぉくけし
すすぇ ょぇ しっ せしきうたゃぇて, ょぇ しさっと
くって くはおけゅけ う こさけしすけ ょぇ きせ 
おぇあって: ”╆ょさぇしすう!”. 
‶さっょ ゃしはおぇ おなとぇ うきぇてっ こっえ
おぇ – しこけきくは しう すなあくけ ╃けつっゃ いぇ 
けくけゃぇ ゃさっきっ, おけゅぇすけ たけさぇすぇ しう 
ぉなぉさはす こけ つけゃっておう しかっょ さぇぉけ
すぇ,  っえ すぇおぇ, ょけおぇすけ こけしさっとぇす 
ゃっつっさ あうゃけすくうすっ  こさっょ こけさすう
すっ. ‶け すけいう こけゃけょ しう しこけきくは 
けとっ, つっ かうつくけすけ きせ こさうはすっか
しすゃけ し ゅけかっきうは こうしぇすっか ┿くすけく 
╃けくつっゃ, きせ けしすぇゃは っょくぇ ぉっかっ

あうすぇ そさぇいぇ いぇ きはさおぇすぇ おなき 
つけゃっおぇ: ╉けかぇくなす くぇ おさなしすぇ. 
〈けゃぇ ょっかう, しこけさっょ ╃けくつっゃ,  せ 
たけきけ しぇこうっくしぇ,  ょせたけゃくけすけ 
けす すかっくくけすけ, ゃないゃうてっくけすけ けす 
こさうきうすうゃういきぇ. „╋くけゅけ ゃうしけおけ 
しっ ょうゅくぇ ╉けかぇくなす! 〈さはぉゃぇ ょぇ 
しっ こけしゃぇかう!”, こさうっきぇ すけいう おけ
きっくすぇさ う  ╇ゃぇく ╃けつっゃ いぇ しかせつ
ゃぇとけすけ しっ し ちっくくけしすくぇすぇ しうし
すっきぇ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ ゃ ゅけょうくうすっ 
くぇ す.くぇさ. „こさったけょ”, こさう おけえすけ 
くはきぇ おぇお ょぇ くっ こさういくぇっき, こなさ
ゃうつくうすっ しすさぇしすう こけしすっこっくくけ 
こさっゃいっきぇす ょせたけゃくうすっ すなさしっ
くうは. ]なとうすっ こさけちっしう, しこけさっょ 
ょっこせすぇすぇ けす ╁っかうおけすけ しなぉさぇ
くうっ, しっ くぇぉかのょぇゃぇす う ゃ さけょくぇ
すぇ こけかうすうおぇ.

〉 くぇし くはきぇ おけえ ょぇ こさぇゃう 
こけかうすうおぇ

╃けつっゃ っ おぇすっゅけさうつっく. ╁ しなしすぇ
ゃぇ くぇ こぇさかぇきっくすぇ ゃ こけしかっょくう
すっ ゅけょうくう すけえ ゃうあょぇ たけさぇ, おけう
すけ くうすけ しっ ういおぇいゃぇす, くうすけ ょけさう 
きうしかはす. „╁ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇ
くうっ しっゅぇ しっ ゃうあょぇ すけつくけ けくけ
ゃぇ, おけっすけ ゃっつっ ゅけ くはきぇ” – すけいう 
こけつすう ぇぉしせさょっく ういおぇい ╃けつっゃ 
ぇさゅせきっくすうさぇ すぇおぇ: „╁ ょっぉぇすう
すっ しっ つせゃぇす しぇきけ おかうてっすぇ. ╇い
おぇいゃぇす しっ しぇきけ ょゃぇきぇ – すさうきぇ 
ぇょゃけおぇすう.” – くはきぇ こけかうすうおぇ, 

くはきぇ はしくけすぇ, くはきぇ こさうくちうこう. 
‶けはゃはゃぇす しっ しゃさなたぇきぉうちうけいくう 
たけさぇ – ぇ くはきぇ しうかぇ う しさっょぇ, 
おけはすけ ょぇ こさっょこぇいう けす しゃさな
たぇきぉうちうはすぇ, さぇいぉさぇか っ し ゅけょう
くうすっ ╇ゃぇく ╃けつっゃ. ╇ しっゅぇ すけえ 
ゃはさゃぇ, つっ こぇさすうはすぇ っ こぇさすうは, 
いぇ ょぇ いぇとうすぇゃぇ こぇさすうえくうすっ 
しう つかっくけゃっ, たけさぇすぇ, おけうすけ っ 
けぉっょうくうかぇ. ┿ とけき すけゃぇ くっ しっ 
しかせつゃぇ – とっ しっ しかせつう ょさせゅけ, 
ぇくぇかういうさぇ けこうすくうはす せこさぇゃかっ
くっち う ょけおすけさ くぇ くぇせおうすっ: すぇ
おぇゃぇ こぇさすうは – ういつっいゃぇ. ╉ぇすけ 
うおけくけきうしす し けこうす ゃ すっけさうはすぇ 
う こさぇおすうおぇすぇ, すけえ ゃうあょぇ はしくけ 
う けとっ くっとけ: こさうおぇいおうすっ いぇ 
こけしかけゃうつくけすけ すさせょけかのぉうっ くぇ 
ぉなかゅぇさうくぇ しすぇゃぇす ゃしっ こけ-こさぇい
くう.” ‶け-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす くぇ
てっすけ すさせょけしこけしけぉくけ くぇしっかっ
くうっ こさけしすけ くっ きけあっ ょぇ さぇぉけすう 

こけ 8 つぇしぇ くぇ ょっく”, おぇいゃぇ ╃けつっゃ 
し せぉっょっくけしすすぇ くぇ けゃかぇょはくけすけ 
いくぇくうっ. 〈させょくけ っ ょぇ くっ きせ しっ 
こけゃはさゃぇ, いぇとけすけ う ゃ けぉうおくけ
ゃっくうは さぇいゅけゃけさ すけえ しこけおけえくけ 
ぉけさぇゃう くっ し かけいせくゅう, ぇ し こけくは
すうは, おけうすけ こけおぇいゃぇす, つっ うくすっ
さっしなす  きせ おなき うおけくけきうつっしおうすっ 
くぇせおう, そうかけしけそうはすぇ う こしうたけ
かけゅうはすぇ, っ くっ しせっすくぇ ょっおかぇさぇ
ちうは, ぇ  っ ういおさうしすぇかういうさぇか   ゃ 
„いぇょなかぉけつっくけ いくぇくうっ” – っょうく 
ういさぇい, おけえすけ  ╃けつっゃ くっゃけかくけ 
きう こけょしおぇいゃぇ, ょけおぇすけ  しぇきぇ 
こけつすう しなき ゅけ くぇきっさうかぇ くぇせき. 
„╆くぇき くぇういせしす ょっそうくうちううすっ 
くぇ きくけゅけ こけくはすうは けす そうかけしけ
そうはすぇ, うおけくけきうおぇすぇ う こしうたけ
かけゅうはすぇ. ╆ぇとけすけ, いぇ ょぇ せこけすさっ
ぉはゃぇて っょくけ こけくはすうっ, すさはぉゃぇ 
ょぇ ゅけ こけいくぇゃぇて いぇょなかぉけつっくけ 
- ういちはかけ う すけつくけ”, せつせょゃぇ きっ 
うしすうくしおう „ぇおすうゃくうはす こっくしうけ
くっさ けす さぇくつけすけ ゃ しっかけ ╉さなく”. 
〉つせょゃぇ きっ, くっ いぇとけすけ っ ╇ゃぇく 
╃けつっゃ, ぇ いぇとけすけ すぇおうゃぇ たけさぇ, 
くぇうしすうくぇ きくけゅけ さはょおけ しさっとぇき 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╉けゅぇすけ ゅけ せゃけかくはゃぇす こさっい はくせ
ぇさう 1992-さぇ,  すけえ っ てけおうさぇく 
けす きうしなかすぇ, つっ せすさっ くはきぇ ょぇ 
うょっ くぇ さぇぉけすぇ. ‶けさぇぉけすうか 
すせお-すぇき う こけしかっ, いぇっょくけ し こさう
はすっかう, し おけうすけ さぇぉけすう う ょけ 
ょくっし, しないょぇゃぇ  ういゃっしすくぇすぇ くぇ 
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〈けえ っ ╇ゃぇく ╃けつっゃ. ╇ すけゃぇ 
しすうゅぇ. ╉けゅぇすけ しかっょ 65 ゅけ
ょうくう あうゃけす つけゃっお っ せしこはか 
ょぇ くぇこさぇゃう うきっ, しこけおけえくけ 
しっ さぇょゃぇ くぇ あうゃけすぇ う つうし
すけしなさょっつくけ, ぉっい ゃしはおぇおゃう 
こさうすっしくっくうは, けこさっょっかは 
しっぉっ しう おぇすけ „ぇおすうゃっく こっく
しうけくっさ けす しっかしおう すうこ”.  
„]っゅぇ しっ いぇくうきぇゃぇき ぇお

すうゃくけ しなし しっかしおけ しすけこぇく
しすゃけ. ]ないくぇすっかくけ しっ けす
おなしゃぇき けす こさっょうてくうすっ 
しう しすけこぇくしおう ょっえくけしすう 
う こさったゃなさかはき ちはかけすけ しう 
あっかぇくうっ ょぇ こけかせつぇゃぇき 
せょけゃけかしすゃうっすけ けす あうゃけすぇ 
けす くっとけ  ょさせゅけ”, しこけょっかは 
ょっこせすぇすなす けす ╁っかうおけすけ ′ぇ
さけょくけ しなぉさぇくうっ.

╇ゃぇく ╃けつっゃ さぇぉけすう 5 ゅけょう
くう ゃ „┿さしっくぇか”

¨す おさぇは くぇ 60-すっ ょけ くぇつぇかけすけ 
くぇ 70-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお っ 
っかっおすさけすったくうお, こけしかっ こさっきう
くぇゃぇ くぇ けさゅぇくういぇちうけくくぇ さぇぉけ
すぇ  ょけ くぇつぇかけすけ くぇ 80- すっ.
╆ぇゃなさてうか っ こなさゃけ おぇいぇくかなて
おうは きったぇくけすったくうおせき, こけしかっ 
„╇おけくけきうおぇ くぇ こさけきうてかっくけし
すすぇ ” ゃ ┿¨′]〉, ぇ しかっょ おけくおせさし 
いぇこけつゃぇ  う ぇしこうさぇくすせさぇ すぇき 
う しすぇゃぇ おぇくょうょぇす くぇ うおけくけ
きうつっしおうすっ くぇせおう. 『っかうはす しう 
しすけこぇくしおう う すさせょけゃ しすぇあ こけし
ゃっとぇゃぇ くぇ うおけくけきうつっしおうは 
しっおすけさ, けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ すさせ
ょぇ う こさけういゃけょしすゃけすけ う せこさぇ
ゃかっくうっすけ.

╁なゃ ╁っかうおけすけ くぇさけょくけ しな
ぉさぇくうっ こけこぇょぇ しかせつぇえくけ

„くっ しなき うきぇか くうすけ こけすさっぉくけしす, 
くうすけ うくすっさっし おなき こけかうすうおぇすぇ, 
くけ ╀]‶ さってう う ぇい くっ きけあった ょぇ 
くっ しっ しなけぉさぇいは し こさっょかけあっくう
っすけ くぇ ╇ゃぇく ╉さなしすっゃ, けす おけゅけすけ 
ょけえょっ うょっはすぇ  ょぇ しっ おぇくょうょぇ
すうさぇき ”, けぉはしくはゃぇ ょっこせすぇすしおう
すっ しう ゅけょうくう ╃けつっゃ, おぇすけ ぇく
ゅぇあうきっくす, おけえすけ っ すさはぉゃぇかけ 
ょぇ  こけっきっ. ]こっつっかゃぇくっすけ くぇ 
ういぉけさうすっ すけゅぇゃぇ ょっこせすぇすなす 
けす こぇさかぇきっくすぇ, おけえすけ くぇこさぇ
ゃう こけしかっょくぇすぇ ょっえしすゃぇとぇ う 
しっゅぇ ╉けくしすうすせちうは くぇ [っこせぉかう
おぇ ╀なかゅぇさうは, けぉはしくはゃぇ すぇおぇ: 
”╀ってっ しゃなさいぇくけ し けゅさけきくけすけ 
あっかぇくうっ くぇ ╀]‶ ょぇ ういこさぇすう 
ゃ すけいう こぇさかぇきっくす たけさぇ, おけうすけ 
すぇおぇ ょぇ は こさっょしすぇゃかはゃぇす, つっ 
ょぇ しっ けこさぇゃょぇっ くぇょっあょぇすぇ - 
くっとぇすぇ せ くぇし ょぇ しっ しかせつぇす こけ-
ょけぉさっ.” ′け ょけこなかゃぇ: ”╃くっし きう 
っ すさせょくけ ょぇ こさっちっくは くぇしすさけえ
おぇすぇ くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ きっ こさぇ
すうたぇ すぇき, くけ しなき ぉうか すぇき こけ 
あっかぇくうっ くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ きっ 
ういぉさぇたぇ.”
′ぇ きくけゅけ っおしすさっきういなき けす けこ
さっょっかっくう かうつくけしすう しっ くぇ
ゅかっょぇか ╃けつっゃ ゃなゃ ╁っかうおけすけ 
′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ. ╃けさう こけ
くはおけゅぇ しっ しすさぇたせゃぇか, つっ とっ 
こぇょくっ すぇゃぇくなす けす ぉせさくうすっ ょっ
ぉぇすう. ′け, しなし しうゅせさくけしす, ょっこせ
すぇすうすっ けす すけいう しなしすぇゃ, しこけさっょ 
くっゅけ, „ゃ ゅけかはきぇすぇ しう つぇしす しぇ 
ゃっかうおう たけさぇ” -  „╁っかうおけすけ くぇ
さけょくけ しなぉさぇくうっ ういかなつう くぇえ-
ょけぉさけすけ けす ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ, 
うきぇてっ ういおかのつうすっかくけ くうゃけ う 
こさけそっしうけくぇかうしすう けす ゃしうつおう 
けぉとっしすゃっくう しそっさう, しこけきくは しう 
╃けつっゃ – かっおぇさう, そうかけしけそう, 
うしすけさうちう, こけかうすうちう. ”╇いおかの
つうすっかくけ ちっくくう いぇこけいくぇくしすゃぇ! 
– こけきくうき しっ, くけ くはきぇきっ こけしすけ
はくくう おけくすぇおすう.” 〈ぇき ╃けつっゃ しっ 
いぇこけいくぇか し ぇぉしけかのすくう しゃっすうかぇ 
ゃ こさけそっしうはすぇ しう – こさけそ. 〈けきぇ 
〈けきけゃ,  ょうさっおすけさ くぇ ╇くしすう
すせすぇ こけ ちぇさっゃうちぇすぇ ゃ ╉くっあぇ, 
せつっく しなし しけぉしすゃっくぇ しっかっおちうは, 
くけ けしすぇくぇか ゃ ╀なかゅぇさうは くっこけ
いくぇす, きぇおぇさ う おぇくっく ょゃぇ こなすう 
ゅけょうてくけ  ゃ ]┿】 くぇ くぇせつくう 

おぇいぇくかなつぇくう 《うくぇくしけゃぇ おなとぇ 
„【うこおぇ”.
╉ぇいぇくかなつぇくう こけきくはす ╇ゃぇく ╃け
つっゃ  う し けとっ くっとけ – おけゅぇすけ 
„しっ けこなくぇ” くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ こぇさすうはすぇ, おけはすけ ゅけ こさぇすう 
ゃなゃ ╁っかうおけすけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇ
くうっ う ゃなこさっおう さってっくうっすけ くぇ 
╀]‶, ょぇ ぉなょっ ういょうゅくぇす ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ いぇ おきっす, すけえ – ╇ゃぇく 
╃けつっゃ しっ はゃう おぇすけ くっゅけゃぇ ぇか
すっさくぇすうゃぇ. ╇ しこっつっかう くっきぇかおけ 
ゅかぇしけゃっ – 2051.  

′うおけゅぇ くっ しなき うしおぇか ょぇ 
しすぇゃぇき おきっす

╃けつっゃ おぇいゃぇ すけゃぇ しこけおけえくけ. 
‶さっい 2003-すぇ, おけゅぇすけ しっ はゃは
ゃぇ おぇすけ おぇくょうょぇすせさぇ けす かはゃけ
すけ こさけしすさぇくしすゃけ  せしこけさっょくけ し 
ょくってくうは ゅさぇょけくぇつぇかくうお, こさぇ
ゃう すけゃぇ, いぇとけすけ さってっくうっすけ くぇ 
‶ぇさすうはすぇ ょぇ ういかなつう ╃ぇきはくけゃ 
うょゃぇ こさう くぇかうつうっすけ くぇ きかぇ
ょう う ゃっつっ ょけしすぇすなつくけ けこうすくう 
おぇょさう, おけうすけ けしすぇゃぇす ゃしすさぇくう. 
„〉つぇしすゃぇた  けすぉかういけ 2 ゅけょうくう  
ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しな
ゃっす, うきぇてっ うょっは ょぇ しっ ういゃぇょはす 
きかぇょう う こけょゅけすゃっくう たけさぇ おぇすけ 
╃けさけすっは 》さうしすけゃぇ, ╉ぇすは ╉う
かうおつうっゃぇ, ╆ょさぇゃおけ ‶なさゃぇくけゃ, 
くぇこさうきっさ... ╇いゃっょくなあ しっ こけ
はゃはゃぇ っょくけ さってっくうっ: ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ?!...” – けとっ くっょけせきはゃぇ 
╃けつっゃ. 〈けゃぇ ゅけ こさけゃけおうさぇかけ 
ょぇ いぇしすぇくっ しさっとせ けそうちうぇか
くうは ういぉけさ くぇ ゅさぇょしおけすけ さな
おけゃけょしすゃけ くぇ ╀]‶. ╃ぇ いぇはゃう 
こけいうちうは, ょぇ こけおぇあっ, つっ うきぇ 
ょさせゅけきうしかっとう, ょぇ こけおぇあっ, つっ: 
„〈けゃぇ, おけっすけ くぇこさぇゃうたきっ, くっ っ 
こけかうすうおぇ, ぇ こさけおぇさゃぇくっ くぇ うく
すっさっしぇ くぇ くはおけえ ょさせゅ”.  ”¨くけ
ゃぇ, おけっすけ しなき うしおぇか, っ さぇいかうつ
くけ けす すけゃぇ, おけっすけ つせゃぇき しっゅぇ いぇ 
しなぉうすうはすぇ こさっい 2003-すぇ”, おぇい
ゃぇ ╃けつっゃ, くけ う しっゅぇ っ せぉっょっく 
ゃ こさぇゃうかくけしすすぇ くぇ ょっえしすゃうはすぇ 
しう: ”〈けゃぇ っ きけはす くぇつうく ょぇ さっ
ぇゅうさぇき. ′っ しなき うしおぇか う くうおけゅぇ 
くっ しなき しう こさっょしすぇゃはか, つっ とっ 
しすぇくぇ おきっす.” 
¨す こけいうちうはすぇ くぇ ゃさっきっすけ しなき 
しうゅせさくぇ, つっ ょくっし, ょっえしすゃうは
すぇ くぇ ╇ゃぇく ╃けつっゃ ゃ っしっくすぇ くぇ 
2003-すぇ しっ さぇいぉうさぇす きくけゅけ こけ-
ょけぉさっ けす こけゃっつっすけ おぇいぇくかなつぇ
くう. ╆ぇ くっゅけ, けぉぇつっ, おぇすけ つっ かう 
すけゃぇ っ ぉっい ゃしはおぇおゃけ いくぇつっくうっ. 
╁ぇあくけすけ っ ょさせゅけ:

』うそかうおなす くぇょ ╉さなく

〈ぇおぇ ╇ゃぇく ╃けつっゃ くぇさうつぇ いっ
かっくつせおけゃぇすぇ う けゃけとくぇすぇ ゅさぇ
ょうくぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ しう, おけっすけ 
こさけういゃっあょぇ くぇ 90 % けす たさぇ
くぇすぇ しう しぇきけしすけはすっかくけ. „¨す
ゅかっあょぇきっ こかけょけゃっすっ う いっかっく
つせちうすっ いぇ せょけゃけかしすゃうっ, こけつすう 
くうとけ くっ おせこせゃぇきっ おぇすけ たさぇ
くぇ”, こさけょなかあぇゃぇ ょぇ きっ せつせょ
ゃぇ ゃっかうおうはす くぇさけょっく ょっこせすぇす, 
そうくぇくしうしすなす, こさっょこさうっきぇつなす, 
おぇくょうょぇすなす いぇ おきっす けす 2003-
すぇ... ╉ぇすけ つけゃっお, けすすっゅかうか しっ けす 
ぇおすうゃくぇすぇ さぇぉけすぇ, すけえ くぇきうさぇ 
いぇ しなゃしっき っしすっしすゃっくけ ょぇ しっ いぇ
くうきぇゃぇ しなし いっきっょっかうっ. „┿い しなき 
こっくしうけくっさ. ′けさきぇかくけ っ つけゃっお 
ょぇ くぇこさぇゃう おさぇつおぇ ゃしすさぇくう くぇ 
すっいう ゅけょうくう, くっ っ くけさきぇかくけ 
つけゃっお ょぇ しっ きうしかう いぇ ゃっかうお, 
おけえすけ きけあっ ょぇ こけしすうゅくっ おけえ 
いくぇっ おぇおゃけ, おけゅぇすけ っ くぇ くぇょ 

65 ゅけょうくう”, すけゃぇ っ くっゅけゃぇすぇ 
うしすうくぇ, ういおぇいぇくぇ すけつくけ ゃ ょせ
きうすっ: ”╁うくぇゅう っ ゃないきけあくけ ょぇ 
しすぇくって いぇ さっいうか, おけゅぇすけ しう くぇょ 
60 ゅけょうくう”. ╉けゅぇすけ しう くぇょ 65, 
けぉぇつっ, おぇおすけ いぇ ╃けつっゃ, すぇおぇ っ 
ぉうかけ ゃうくぇゅう, きけあっ ょぇ こさっゃなさ
くって しゃけは ょけき ゃ 

╉なとぇすぇ – たぇく

„′うっ しきっ けしけぉっくぇ おなとぇ, ょゃぇ
きぇすぇ し きけはすぇ しなこさせゅぇ しう くぇ
こさぇゃうたきっ こけつすう たぇく”, おぇいゃぇ 
ょけきぇおうくなす. ╉せこ こさうはすっかう 
こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しっ しなぉうさぇす ゃ 
おなとぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ╃けつっゃ ゃ さけょ
くけすけ きせ しっかけ ╉さなく. 〈けえ しっ さぇょ
ゃぇ うしすうくしおう くぇ すけゃぇ, くっ しぇきけ 
いぇとけすけ すせお しなし しうゅせさくけしす っ 
けくは ょけき ゃ おぇいぇくかなておけ, おけえすけ 
っ こけしさっとぇか くぇえ-ゃうょくうすっ かうつ
くけしすう – けす こうしぇすっかうすっ ╈けさょぇく 
[ぇょうつおけゃ う ┿くすけく ╃けくつっゃ, こけ
っすぇ – ういょぇすっか ╇ゃぇく ╂さぇくうすしおう, 
さっあうしぬけさぇ くぇ „》ぇく ┿しこぇさせた” 
- ┿くあっか ╁ぇゅっくとぇえく, ]すっそぇく 
‶さけょっゃ, すぇ こさっい ′けさぇ ┿くぇくう
っゃぇ, ╇ゃぇく ╂ぇえすぇくょあうっゃ, 〈けょけさ 
╉けさせっゃ, ぃさう ╀けさうしけゃ  う ょけさう 
┿かっおしぇくょなさ ╊うかけゃ う ┿くょさっえ 
╊せおぇくけゃ...
╃けつっゃ しっ さぇょゃぇ, つっ すせお うょゃぇす 
こさけしすけ – こさうはすっかう.
╃ぇあっ ╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ っ うょ
ゃぇか ゃ おなとぇすぇ – たぇく くぇ ╃けつっゃ ゃ 
╉さなく – つせか つっ すせお しすぇゃぇ うくすっ
さっしくけ. ”′ぇきっさうたきっ っょくぇ おなとぇ 
ゃ さぇえけくぇ, おなょっすけ さぇおうはすぇ/きせし
おぇすけゃぇ!/, くうおけゅぇ くっ きけあっ ょぇ 
しゃなさてう, てっゅせゃぇか しっ ‶さけょっゃ. ╁ 
おなとぇすぇ – たぇく こさうはすっかうすっ ゅけゃけ
さはす いぇ ゃしうつおけ - けす こけかうすうおぇすぇ 
ょけ ういおせしすゃけすけ, けしけぉっくけ – いぇ 
かうすっさぇすせさぇすぇ.  ┿ おなき おくうゅぇすぇ 
╃けつっゃ うきぇ しこっちうぇかくけ けすくけてっ
くうっ – ]ゃっすうくは: „‶けしすけはくくうはす 
きう うくすっさっし っ しぇきけ っょうく – おなき 
おくうゅぇすぇ!”. ╇ ぇおけ いぇ くっとけ きう っ 
ぉけかくけ うしすうくしおう, すけ っ いぇ おくうゅぇ
すぇ, こさういくぇゃぇ すけえ. ╋かぇょうすっ くっ 
つっすぇす, こさっあうゃはゃぇ ╇ゃぇく ╃けつっゃ, 
おけえすけ ょけさう こさっい しすせょっくすしおうすっ 
しっしうう こさけつうすぇか, けしゃっく せつっぉ
くうちうすっ う くぇせつくうすっ しすせょうう, 
けとっ ょゃぇ こなすう こけゃっつっ おくうゅう 
-  たせょけあっしすゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ. 
〈ぇおぇ, うきっくくけ つさっい おくうゅうすっ,  
けこけいくぇゃぇ しゃっすけゃくぇすぇ おせかすせさぇ. 
╆くぇっ きくけゅけ いぇ ╋うおっかぇくょあっかけ, 
ぉっい ょぇ っ しすなこゃぇか ゃ ╇すぇかうは – けす 
おくうゅうすっ. ′っ けぉうつぇ ょぇ こなすせゃぇ, 
けぉうつぇ ょぇ しう しすけう せ ょけきぇ, おなょっ
すけ つさっい おくうゅぇすぇ せしっとぇ くっとぇすぇ, 
/くっゃうょうきうすっ いぇ けおけすけ, こけしすう
あうきう しぇきけ し せきぇ う しなさちっすけ... 
/. ╃ぇ しう しすけう ゃおなとう う ょぇ すさせこぇ 
いくぇくうは. ‶さけょなかあうすっかくけ. /╆ぇ 
こさなゃ こなす しさっとぇき つけゃっお し すぇおけ
ゃぇ „たけぉう”.../. 
′け ゃ おさぇは くぇ しさっとぇすぇ くう いくぇき, 
つっ くはきぇ くせあょぇ ょぇ ゅけ こうすぇき いぇ 
かのぉうきうは きせ けぉさぇい ゃ かうすっさぇすせ
さぇすぇ. ¨しゃっく ょさせゅうすっ こかぇしすうおう 
う こかぇすくぇすぇ あうゃけこうし ゃ けそうしぇ 
くぇ ╇ゃぇく ╃けつっゃ, ゃうあょぇき くぇ しすっ
くぇすぇ いぇょ さぇぉけすくけすけ きせ ぉのさけ 
ゅさぇそうおぇ くぇ ‶うおぇしけ - ╃けく ╉う
たけす!?...
¨とっ っょうく ╃けく ╉うたけす – ういはとくぇ 
ぉさけくいけゃぇ こかぇしすうおぇ くぇ しぇきけすけ 
ぉのさけ...
╁なこさけしなす きう っ ぇぉしけかのすくけ うい
かうてっく - こさう ょゃぇ すけかおけゃぇ おぇすっ
ゅけさうつくう, ゃ しなとけすけ ゃさっきっ ょっかう
おぇすくう, けすゅけゃけさぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╉┿╊╄′╃┿[ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

16 しっこすっきゃさう -  85 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ /1926 ゅ./ こうしぇ-
すっかは う けぉとっしすゃっくうお けす ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく ]なぉつっゃ /ゃっつっ こけおけえ-
くうお/, ぇゃすけさ くぇ くはおけかおけ おくうゅう, しさっょ おけうすけ „』ってうす こぇさぇょ けす 
しすぇさうは ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお”.
17 しっこすっきゃさう – ]ゃ. きつちう ]けそうは, ╁はさぇ, ′ぇょっあょぇ, ╊のぉけゃ.
╇きっくくうちう: ]けそうは – けす ゅさなちおう けいくぇつぇゃぇ „きなょさけしす”; ╁はさぇ, 
╁っさぇ, ╁っさけくうおぇ; ′ぇょっあょぇ, ′ぇょは;  ╊のぉけゃ, ╊のぉけきうさ, ╊のぉっく, 
╊のぉぇ, ╊のぉけしかぇゃ,]っゃょぇ; ╃さぇゅぇく – けいくぇつぇゃぇ „きうか, けぉうつぇく”, 
╃さぇゅけ; ╃っく くぇ ゅさぇょ ]けそうは; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ かけおけきけ-
すうゃくうは きぇてうくうしす.
18 しっこすっきゃさう - 1995 – ╁ ╉ぇいぇくかなお っ せつさっょっくけ ╃させあっ-
しすゃけすけ くぇ おさぇっゃっょうすっ „╇ゃぇく ╄くつっゃ-╁うょの”. 106 ゅけょうくう けす 
さけあょっくうっすけ /ゃ ]すけおたけかき/ くぇ ╂さっすぇ ╂ぇさぉけ う 21 ゅけょうくう けす 
しきなさすすぇ え. ╆ぇ くっは おぇいゃぇす, つっ っ せくうおぇかくぇ し ぉっいさぇいかうつうっすけ 
しう おなき けぉとっしすゃっくけすけ きくっくうっ. 《うかきなす “]なぉかぇいくうすっかおぇすぇ” 
しかぇゅぇ くぇつぇかけすけ くぇ ゅけかはきぇすぇ え おぇさうっさぇ. ‶けおけさはゃぇ いさうすっかう-
すっ しなし いぇぉっかっあうすっかくうは しう こけゅかっょ, しょなさあぇくけしす う くっこけゅさっ-
てうき ぇおすぬけさしおう うくしすうくおす. ] ╃あけく ╂うかぉなさす しう こぇさすくうさぇす  ゃ 
“╃はゃけかなす う こかなすすぇ” う “╊のぉけゃ”. ╇きぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう 13 くっきう 
そうかきぇ /けす けぉとけ 27/. ╁なこさっおう ぇおちっくすぇ しう, し くぇゃかういぇくっすけ 
くぇ いゃせおけゃけすけ おうくけ, こっつっかう けゅさけきっく せしこった ゃ “┿くぇ ╉さうしすう”, 
„′うくけつおぇ” う ょさ. う しすぇゃぇ くぇえ-ゃうしけおけ こかぇすっくぇすぇ あっくぇ ゃ ]┿】. 
]ぇきけ っょうく くっうく たけくけさぇさ ゃないかういぇ くぇ 275 たうかはょう ょけかぇさぇ. 
′ぇ 36 ゅ. しっ しおさうゃぇ けす けぉとっしすゃけすけ. ¨すてっかくうつっしおうはす え あうゃけす 
こさけょなかあぇゃぇ ょけ 1990 ゅ., おけゅぇすけ せきうさぇ - くぇ 85 ゅ. ゃ ′の ╈けさお.
19 しっこすっきゃさう - 1904 – [けょっく っ ╊のぉけきうさ ‶うこおけゃ - ぉなかゅぇさしおう 
おけきこけいうすけさ, きせいうおぇかっく こっょぇゅけゅ う けぉとっしすゃっくうお, こさけそっしけさ. 
]うく くぇ ‶ぇくぇえけす ‶うこおけゃ. 〈ゃけさつっしすゃけすけ きせ っ しさっょ くぇえ-はさおう-
すっ こけしすうあっくうは くぇ しなゃさっきっくくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ きせいうおぇ. ′ぇこうしぇか 
っ けこっさうすっ „ぅくうくうすっ ょっゃっす ぉさぇすは“, „╋けきつうか“, „┿くすうゅけくぇ‘43“, 
„¨さぇすけさうは くぇ くぇてっすけ ゃさっきっ“, しうきそけくうう, うくしすさせきっくすぇかくう 
おけくちっさすう, おぇきっさくぇ きせいうおぇ, たけさけゃう, しけかけゃう う きぇしけゃう こっしくう う 
ょさ.; 1977 – 〉きうさぇ ゃうょくうはす ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうお けす ╉ぇいぇくかなお 
′っくおけ ╀ぇかおぇくしおう, さけょっく っ くぇ 20. 09. 1907 ゅ. [けょくぇすぇ おなとぇ 
くぇ たせょけあくうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ きせいっえ し っおしこけいうちうは, そうかうぇか くぇ 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは ゃ ╉ぇいぇくかなお.
20 しっこすっきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きうさぇ, けぉはゃっく けす ̈ ぉ-
とけすけ しなぉさぇくうっ  くぇ ¨¨′. ¨すぉっかはいゃぇ しっ けす 2001 ゅ. おぇすけ ょっく 
いぇ しこうさぇくっ くぇ ゃけっくくうすっ ょっえしすゃうは う くぇしうかうっすけ; 126 ゅけょう-
くう けす けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ ╀なかゅぇさしおうは つっさゃっく おさなしす. ‶なさゃう-
すっ しすさせおすせさう くぇ つっさゃっくけおさなしすおけすけ ょゃうあっくうっ しぇ しないょぇょっくう 
ゃっょくぇゅぇ しかっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ; 356 ゅ. こさ. く.っ. – [けょっく っ 
┿かっおしぇくょなさ ╁っかうおう, ╋ぇおっょけくしおう – こなかおけゃけょっち, うきこっさぇすけさ, 
いぇゃけっゃぇすっか. 〉きうさぇ けす すさっしおぇ ゃなゃ ╁ぇゃうかけく. ‶さっょう ょぇ しすぇくっ 
くぇ 30 ゅけょうくう いぇゃかぇょはゃぇ こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす こけいくぇすうは しゃはす. 
]こけさっょ かっゅっくょぇすぇ すけえ しっ さぇいこかぇおぇか, しかっょ おぇすけ さぇいぉさぇか, つっ 
くはきぇ おぇおゃけ こけゃっつっ ょぇ いぇゃかぇょはゃぇ. ╀うか っ せつっくうお くぇ ┿さうしすけ-
すっか う けす ゃしはおけ きはしすけ, おなょっすけ っ ぉうか, くけしっか くぇ せつうすっかは しう 
さぇしすっくうっ うかう あうゃけすくけ.
21 しっこすっきゃさう - 1922 – ╁ 『ぇさうゅさぇょ っ さけょっく ╆ぇおけ 》っしおうは 
- さっあうしぬけさ くぇ そうかきうすっ „╂けさっとけ こかぇょくっ”, „〈さうきぇすぇ けす いぇ-
こぇしぇ”, „′けとっき し ぉっかうすっ おけくっ”, „]ぇきう しさっょ ゃなかちう”, „╈け-たけ-
たけ” う ょさ.; ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ し ぉけかっしすすぇ くぇ ┿かちたぇえきっさ. 
╋っあょせ 50 う 70% けす たけさぇすぇ, うきぇとう ょっきっくちうは,  しすさぇょぇす う 
けす ┿かちたぇえきっさ - ぉけかっしす, おけはすけ ぉぇゃくけ う こさけゅさっしうゃくけ せくうとけ-
あぇゃぇ きけいなつくうすっ おかっすおう. ╇きっくせゃぇくぇ っ くぇ ┿かけうし ┿かちたぇえきっさ 
– くっきしおう くっゃさけかけゅ, おけえすけ こさっい 1907 ゅ. いぇ こなさゃう こなす けこうしゃぇ 
くっえくうすっ しうきこすけきう.
22 しっこすっきゃさう - ╃っく くぇ くっいぇゃうしうきけしすすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは. ‶さっい 
1908 ゅ. ╀なかゅぇさうは こさけゃないゅかぇしはゃぇ くっいぇゃうしうきけしすすぇ しう う しすぇゃぇ 
ちぇさしすゃけ. ╀かういけ 7 きっしっちぇ こけ-おなしくけ しせゃっさっくうすっすなす くぇ ╀なかゅぇ-
さうは っ こさういくぇす けす すせさしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, けす ゃしうつおう ╁っかう-
おう しうかう う けす ゃしうつおう ぉぇかおぇくしおう ょなさあぇゃう; 1921 – ╁ ]けそうは  
くぇ 71 ゅけょうくう けす しなさょっつっく せょぇさ せきうさぇ ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ, ぇゃすけさ 
くぇ こなさゃうは ぉなかゅぇさしおう さけきぇく „‶けょ うゅけすけ”, こさっゃっょっく くぇ 35 
っいうおぇ, おぇおすけ う くぇ さぇいおぇいう, こけっきう, しすうたけしぉうさおう, こなすっこうしう; 
1941 – ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく こさけそ. ╆ょさぇゃおけ 』けかぇおけゃ – こう-
しぇすっか, かうすっさぇすせさっく おさうすうお う かうすっさぇすせさけゃっょ; ぇゃすけさ くぇ おくう-
ゅうすっ „‶けっすう う ゃさっきっ”, ╃せてぇすぇ くぇ たせょけあくうおぇ” う ょさ.; 1791 
– さけょっく っ ╋ぇえおなか 《ぇさぇょっえ – ぇくゅかうえしおう そういうお, つうっすけ うきっ 
くけしう っょうくうちぇすぇ きはさおぇ いぇ っかっおすさうつっしおう おぇこぇちうすっす – そぇさぇょ. 
╋っあょせくぇさけょっく ょっく ぉっい ぇゃすけきけぉうかう.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╇いゃっしすっく っ ゃっつっ 7-はす おぇくょうょぇす いぇ おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ 
っ 33-ゅけょうてくうはす うしすけさうお 』ぇゃょぇさ ┿くゅっかけゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ けぉとうく-

しおぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ╁╋[¨-╀′╃. 〈けえ っ けぉとうくしおう しなゃっすくうお こなさゃう きぇくょぇす, 
あっくっく, し ょゃっ きぇかおう ょっちぇ. [ぇぉけすう おぇすけ っおしおせさいけゃけょ ゃ きっしすくうは うしすけさう-
つっしおう きせいっえ.
]こけさっょ ┿くゅっかけゃ, おぇくょうょぇすせさぇすぇ きせ っ いくぇお, つっ ゃっつっ っ ゃさっきっ こけおけかっくう-

っすけ くぇ 30-40-ゅけょうてくうすっ ょぇ ゃいっきぇす くっとぇすぇ ゃ しゃけう さなちっ, ぇ くっ ょぇ けしすぇゃはす  
しなょぉうくうすっ うき ょぇ しっ さってぇゃぇす けす こっくしうけくっさうすっ う たけさぇすぇ し すけすぇかうすぇさくけ 
きうしかっくっ. 〈けえ っ おぇすっゅけさうつっく, つっ くはきぇ ょぇ ゃけょう ぇゅさっしうゃくぇ おぇきこぇくうは, くけ 
すは とっ しかっょゃぇ しすうかぇ ”┿くすう ╃ぇきはくけゃ”. 

╉ぇくょうょぇす-おきっすなす くぇ ╁╋[¨ っ おぇすっゅけさうつっく, つっ くっ っ くけさきぇかくけ こけゃっつっ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ せこさぇ-
ゃかはゃぇ けす „っょうく すけすぇかうすぇさうしす”, こさっい つうえすけ ょゃぇ きぇくょぇすぇ ╉ぇいぇくかなお しっ っ „しすけこうか” し 10 たうかはょう 
ょせてう. ╃ぇ, くけさきぇかくけ っ ょぇ うきぇ きうゅさぇちうは くぇ たけさぇすぇ, しきなさすくけしす, くけ すぇいう ゅけかはきぇ さぇいかうおぇ っ 
しかっょしすゃうっ けしくけゃくけ くぇ かけてぇすぇ きっしすくぇ こけかうすうおぇ. ′ぇかう さぇいぉうさぇすっ, くうおけえ くっ ぉはゅぇ けす たせぉぇゃけ-
すけ”, いぇはゃう すけえ. 
]こけさっょ おぇくょうょぇす-おきっすぇ くぇ ╁╋[¨, おさぇえくけ ゃさっきっ っ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しう ういぉっさっ くぇうしすうくぇ さぇぉけ-

すっと おきっす, おけえすけ っ おけきこっすっくすっく う いくぇっ おぇおゃけ ゃなさてう. 〈けゃぇ, おけっすけ くぇぉかのょぇゃぇきっ ゃ こけしかっょくう-
すっ  8 ゅけょうくう, っ こなかくけ ぉっいせきうっ, すゃなさょう ┿くゅっかけゃ.  

8-はす おぇくょうょぇす-おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ ]すけえつけ 』うつっおけゃ. ╉ぇくょうょぇ-
すせさぇすぇ きせ ぉっ けこけゃっしすっくぇ ゃ ょっくは くぇ ]なっょうくっくうっすけ. ]っゅぇてくけすけ おぇく-

ょうょぇすうさぇくっ くぇ 』うつっおけゃ いぇ おきっす っ すさっすけすけ こけさっょ. ′ぇ こけしかっょくうすっ ういぉけさう 
こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ ゃ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ おぇくょうょぇす いぇ おきっす すけえ しなぉさぇ 271 
ゅかぇしぇ うかう 0,10% けす ゅかぇしけゃっすっ くぇ ゃしうつおう ゅかぇしせゃぇとう. 
]っゅぇてくうすっ くぇきっさっくうは くぇ おぇくょうょぇすぇ いぇ おきっす しぇ ょぇ こさけきっくう ╉ぇいぇくかなお 

う „くっとけ くけゃけ ょぇ しっ しかせつう ゃ くっゅけ”. ]ぇきうはす ]すけえつけ 』うつっおけゃ けつぇおゃぇ ょぇ 
ぉなょっ こけょおさっこっく けす ¨╃] う ょっしくうすっ しうかう ゃ ゅさぇょぇ, おぇおすけ う けす そけさきぇちうはすぇ 
╄おしこっさすう いぇ さっゅうけくうすっ. ╁ こけかうすうつっしおぇすぇ しう ぉうけゅさぇそうは 』うつっおけゃ うきぇ う 
きぇくょぇす おぇすけ けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす おけぇかうちうはすぇ „╁けかは いぇ こさけきはくぇ”.

775 ょせてう とっ くぇいくぇつう ¨ぉとうくしおぇすぇ ういぉうさぇすっかくぇ おけきうしうは いぇ つかっくけゃっ くぇ しっおちうけくくうすっ おけ-
きうしうう, おけうすけ こさはおけ とっ こさけゃっあょぇす ういぉけさうすっ ゃ 87-すっ しっおちうう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ 

╉ぇいぇくかなお, しなけぉとう [ぇょぇ ╂けちおけゃぇ, しっおさっすぇさ くぇ おきっすしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, おけはすけ けすゅけゃぇさは いぇ 
ちはかけしすくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは こけ けすょぇゃぇくっすけ くぇ ゃけすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 23-すう けおすけきゃさう. ′ぇ おけく-
しせかすぇちうう し こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ こぇさかぇきっくすぇさくけ こさっょしすぇゃっくうすっ こけかうすうつっしおう しうかう くぇ きっしすくけ 
くうゃけ, ゃけょっくぇ けす おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, しぇ けこさっょっかっくう こさけこけさちうけくぇかくけ くぇ ょっこせすぇすしおけすけ 
こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ, 344 つかっくけゃっ くぇ しっおちうけくくう おけきうしうう けす ‶‶ ╂╄[╀, 166 ょせてう けす ╉けぇかうちうは 
„╆ぇ ╀なかゅぇさうは”, 125 けす ╃‶], 83 けす ┿〈┿╉┿, 41 けす ]うくはすぇ おけぇかうちうは う 16 けす ′╃]╁. ]なゅかぇしくけ 
╇いぉうさぇすっかくうは おけょっおし, 128 しぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ╂╄[╀ し さなおけゃけょくう ょかなあくけしすう ゃ しっおちうけく-
くうすっ おけきうしうう - こさっょしっょぇすっか, しっおさっすぇさ, いぇきっしすくうお こさっょしっょぇすっか. 51 さなおけゃけょくう きっしすぇ しぇ 
ょぇょっくう くぇ しけちうぇかうしすうすっ, 38 くぇ たけさぇすぇ くぇ ╃‶], 26 - くぇ ┿〈┿╉┿,13 - くぇ ]うくはすぇ おけぇかうちうは う 
5 - くぇ ′╃]╁.
¨す ¨ぉとうくぇすぇ くぇこけきくはす くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, つっ こさぇゃけ ょぇ ゅかぇしせゃぇす うきぇす ゅさぇあょぇくうすっ し こけしすけは-

くっく ぇょさっし ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, くけ こけ あっかぇくうっ, きけゅぇす ょぇ ゅかぇしせゃぇす う すっいう し くぇしすけはと ぇょさっし, 
しかっょ こけょぇゃぇくっ くぇ いぇはゃかっくうっ, くっ こけ-おなしくけ けす 8-きう けおすけきゃさう.
╂さぇあょぇくうすっ きけゅぇす ょぇ こさけゃっさはす ょぇかう しぇ いぇこうしぇくう ゃ ういぉうさぇすっかくすうすっ しこうしなちう う ょぇ けすしすさぇ-

くはす ゅさっておう こけ すはた ょけ 15-すう けおすけきゃさう. ]こうしなちうすっ, おけうすけ しぇ おぇつっくう くぇ しすさぇくうちぇすぇ くぇ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ うくすっさくっす, とっ ぉなょぇす けしすぇゃっくう くぇ さぇいこけかけあっくうっ う くぇ きはしすけ ゃ しっおちううすっ, つうえすけ 
しこうしなお しなとけ っ おぇつっく ゃ うくすっさくっす.
]っさうけいくぇ しこなくおぇ こさっょ たけさぇすぇ, けぉぇつっ, っ かうこしぇすぇ くぇ すなさしぇつおぇ ゃ しこうしなおぇ, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, 

つっ ゃ すなさしっくっ くぇ うきっすけ しう こさっい うくすっさくっす, つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ こさったゃなさかは ゃしうつおう しすさぇくうちう けす 
しこうしなおぇ っょくぇ こけ っょくぇ. ╃させゅけ いぇすさせょくっくうっ っ すさせょくぇすぇ けさうっくすぇちうは くぇ たけさぇすぇ いぇ きはしすけすけ くぇ 
しっおちうはすぇ, おなょっすけ とっ ゅかぇしせゃぇす, おなょっすけ きけゅぇす こさっょゃぇさうすっかくけ ょぇ うょぇす ょぇ しゃっさはす うきっすけ しう ゃ 
しこうしなおぇ.

′ぇ こさっしおけくそっさっくちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお おぇくょうょぇす-おきっすなす くぇ ╂╄[╀ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ  おぇすっゅけさうつくけ けこさけゃっさゅぇ - し けそうちうぇかくう しこさぇゃおう う ょぇくくう, 

さぇいこさけしすさぇくはゃぇくうすっ すゃなさょっくうは くぇ おきっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ う くっゅけゃぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは けすくけしくけ しせきうすっ, せしゃけっくう こけ っゃさけ-
こっえしおう こさけゅさぇきう こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう. 
“′っおぇ しっ ぉけさぇゃう し そぇおすう, ぇ くっ し こさっょういぉけさくぇ しすなおきうしすうおぇ”, こさういけゃぇ 

]すけはくけゃぇ. ‶けゃけょ いぇ こさういうゃぇ え しすぇくぇ  おぇきこぇくうはすぇ, こけょっすぇ けす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, いぇ こさけおかぇきうさぇくっ くぇ くっさっぇかうしすうつくう ちうそさう いぇ しさっょしすゃぇすぇ, 
せしゃけっくう こけ っゃさけこっえしおう こさけゅさぇきう ゃ こけしかっょくうすっ 8 ゅけょうくう. ‶さっょ あせさ-
くぇかうしすうすっ おぇくょうょぇすおぇすぇ いぇ おきっす こけおぇいぇ しこさぇゃおぇ けす ╇くそけさきぇちうけくくぇすぇ 
しうしすっきぇ いぇ くぇぉかのょっくうっ う せこさぇゃかっくうっ くぇ しすさせおすせさくうすっ そけくょけゃっ くぇ ╄], 

しこけさっょ おけはすけ くぇえ-ゅけかっきうはす こさけっおす くぇ  ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 6 きかく. 422 たうか. かゃ. -  いぇ おぇくぇ-
かういぇちうはすぇ こけょ あ.こ.ゅぇさぇすぇ /おゃ. 》さうしすけ ╀けすっゃ/ っ ゃさっきっくくけ しこさはく. ¨す けそうちうかくぇすぇ しこぇさゃおぇ 
しすぇくぇ はしくけ しなとけ, つっ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお うきぇ しぇきけ っょうく ういこなかくっく こさけっおす - いぇ たけさぇ し せゃさっあ-
ょぇくうは けす 2008 ゅ. いぇ 69 たうか. 403 かゃ,  ょゃぇ しぇ ゃ こさけちっし くぇ ういこなかくっくうっ - いぇ きぇすっきぇすうつっしおう 
せつっくうつっしおう しなしすっいぇくうは, おなょっすけ しっ せしゃけはゃぇす 35 たうか. かゃ., う けとっ っょうく しけちうぇかっく こさけっおす いぇ 
198 たうか. 568 かゃ. ‶け ょさせゅう ょゃぇ さっゅうしすさうさぇくう こさけっおすう ゃしっ けとっ くはきぇ こかぇとぇくうは.  〈けゃぇ しぇ 
こさけっおすうすっ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ ╇くすっゅさうさぇく こかぇく いぇ ゅさぇょしおけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ う さぇいゃうすうっ  くぇ 
しすけえくけしす 497 たうか. かゃ. う いぇ しぇくうさぇくっすけ くぇ けぉとうくしおうすっ せつうかうとぇ. 

‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす ╁ぇしうか 

]ぇきぇさしおう う いぇきっしすくうお-こさっょ-
しっょぇすっかはす 『ゃっすぇくおぇ ‶うしおけ-
ゃぇ こさけゃっさうたぇ ゅけすけゃくけしすすぇ くぇ 
せつうかうとぇすぇ いぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ 
せつっぉくぇすぇ 2011/2012 ゅけょうくぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ¨おぇいぇ しっ, つっ きくけゅけ 
けす ゅかぇしせゃぇくうすっ さってっくうは くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす くっ しぇ ういこなか-

くっくう けす ¨ぉとうくぇすぇ, いぇぉぇゃっくう 
しぇ う きくけあっしすゃけ こさけちっょせさう, 
けす おけっすけ しかっょゃぇす こさけぉかっきう し 
けすけこかっくうっすけ くぇ せつっぉくう いぇゃっ-
ょっくうは, おぇおすけ う しすぇさすうさぇくっ くぇ 
さっきけくすう しかっょ こなさゃうは せつっぉっく 
ょっく. 〉つうかうとくう さなおけゃけょしすゃぇ 
しこけょっかうたぇ すさっゃけゅうすっ しう こさっょ  
]ぇきぇさしおう う ‶うしおけゃぇ, しゃなさいぇ-
くう しなし いぇおなしくっかうすっ けぉとうく-
しおう ょっえくけしすう. ╆ぇ 》せきぇくうすぇさ-
くぇ ゅうきくぇいうは „]ゃ. しゃ. ╉うさうか う 
╋っすけょうえ” う いぇ せつうかうとっ „╋ぇすう 
╀けかゅぇさうは” けしくけゃっく こさけぉかっき っ 

けすけこかっくうっすけ ゃ こさっょしすけはとうは 
いうきっく しっいけく, おけえすけ くっ っ さってっく 
けす ¨ぉとうくぇすぇ. ╁しうつおけ こさっょかけ-
あっくけ くぇ ¨ぉ] おぇすけ ょっえくけしすう 
いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, おぇおすけ う いぇ 
ぇしそぇかすうさぇくっ, っ ゅかぇしせゃぇくけ けす 
けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう, すけゃぇ 
しなけぉとう こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす ╁ぇしうか ]ぇきぇさ-
しおう う こけょつっさすぇ おけくしすぇすぇちうはすぇ 
くぇ きくけいうくしすゃけすけ ゃ ]なゃっすぇ, つっ 
さってっくうはすぇ くっ しっ ういこなかくはゃぇす 
けす おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ.

〈┿
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《たちそつてあねうあせかてそ せあ せあぬけみてあ せけ か きかつてそさそ
╇くあ. ‶っくつけ ╃あせさおけゃ っ しさっょ ゃっすっさぇくうすっ-さなおけゃけょうすっかう くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくうは ╆ぇゃけょ 

5. ╀うか っ ょなかゅう ゅけょうくう くっゅけゃ いぇき. ょうさっおすけさ こけ すったくうつっしおうすっ ゃなこさけしう, ぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
さぇぉけすう 35 ゅけょうくう. ╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ おぇすけ おけくしすさせおすけさ, こけしかっ しすぇゃぇ ゅか. おけくしすさせおすけさ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 5, ぇ ゃこけしかっょしすゃうっ っ う ゅか. おけくしすさせおすけさ くぇ ╀ぇいぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ /╀〈[/. 
[なおけゃけょうか っ おけきこかっおしくぇすぇ こさけゅさぇきぇ こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ かうちっくいぇ くぇ けぉさぇぉけすゃぇとうすっ ちっく-

すさう MAZAK, こさっゃなさくぇかう しっ ゃ っょくぇ けす しなゃさっきっくくうすっ っきぉかっきう くぇ ╆ぇゃけょ 5.
‶っくしうけくうさぇ しっ こさっい 1996 ゅけょうくぇ.
‶さっょけしすぇゃっくうすっ しこけきっくう, こさっゃなさくぇすう ゃ ちっくくぇ うしすけさうは くぇ ╆ぇゃけょ 5, うくあ. ╃あせさおけゃ しなぉう-

さぇ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ ちっかうは しう しすぇあ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. ]くうきおうすっ しぇ けす ぇかぉせきぇ, おけえすけ ういゅけす-
ゃは しぇき ゃ こけしかっょくうは きっしっち こさっょう こっくしうけくうさぇくっすけ しう. ]なぉうさぇ しくうきおうすっ いぇ くっゅけ こけ ゃさっきっ 
くぇ ょなかゅうすっ しう ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ いぇゃけょぇ. ╄おいっきこかはさ けす うしすけさうはすぇ う ぇかぉせきぇ しぇ こさっょぇょっくう う 
くぇ すけゅぇゃぇてくうは ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5 うくあ. ╋かぇょっく ╋うかつっゃ.

[っょけゃくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ くけ-
ゃうすっ きぇてうくう, くぇさっつっくう 《〉 251 う 
《〉 321, いぇこけつくぇ しなけすゃっすくけ こさっい 
1971 う 1973 ゅけょうくぇ. ‶ぇさぇかっかくけ 
し すけゃぇ しっ こさっせしすぇくけゃう  こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ 《〉 250 う 《〉 320.
′けゃぇすぇ そぇきうかうは そさっいけゃう きぇ-

てうくう しっ けすかうつぇゃぇてっ し: 
- きくけゅけ ょけぉさう すったくうつっしおう こけ-

おぇいぇすっかう
- ゃうしけおぇ しすっこっく くぇ せくうそうおぇちうは 

くぇ ょっすぇえかうすっ う ゃないかうすっ
- ゃないきけあくけしすう いぇ ゃぇさうぇくすくけ 

ういこなかくっくうっ 
- くぇきぇかっくぇ きっすぇかけっきおけしす, こさう 

いぇこぇいっくぇ しすぇぉうかくけしす
- しなゃさっきっくっく ょういぇえく
- ょけぉさぇ すったくけかけゅうつくけしす, し ゃない-

きけあくけしすう いぇ きくけゅけしっさうえくけ う こぇ-
さぇかっかくけ こさけういゃけょしすゃけ  くぇ ょゃぇすぇ 
きけょっかぇ
- ういこけかいゃぇくっ くぇ しなゃさっきっくくう-

すっ  っか.きったぇくうつくう っか. っかっきっくすう, 
こさっちういくけ  かぇゅっさせゃぇくっ  くぇ ゃさっすっ-
くぇすぇ う ょさ.
‶なさゃけくぇつぇかくけ こさけういゃけょしすゃけすけ 

ぉっ けさゅぇくういうさぇくけ  くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ 
おけくゃっくちうけくぇかくう すったくけかけゅうう. 
‶けしすっこっくくけ しっ ゃくっょさうたぇ  けす すっ-
たくけかけいうすっ くぇ ╀〈[ / ╇╋╋/ う ╆ぇ-
ゃけょ 5 くけゃう すったくけかけゅうう つさっい: 
しこっちうぇかくう ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう, 
きぇてうくう し 『‶〉. 
‶さっい 1974 ゅけょうくぇ ぉっ けすおさうす 

ちっくすなさ けす ╋ し 『‶〉-ょけしすぇゃおぇ けす 
╂╃[, しうくすっすうつくけ こけおさうすうっ くぇ 
くぇこさぇゃかはゃぇとうすっ, すけつくけ かっっくっ う 
ょさせゅう. 
 ╃け 1986 ゅけょうくぇ  ぉはたぇ こさけうい-

ゃっょっくう  けす 《〉 251 う きけょうそうおぇ-
ちううすっ え, くぇょ  9 850 ぉさけは, ゃ す. つ.  
904 ぉさ. しぇきけ こさっい 1984 ゅけょうくぇ.  
¨す 《〉 321 う きけょうそうおぇちううすっ え 
ょけ 1991 ゅけょうくぇ  しぇ こさけういゃっょっ-
くう くぇょ  8670 ぉさ., ゃ す. つ. 955 ぉさ. 
しぇきけ こさっい 1988 ゅけょうくぇ. 
]かっょ くぇしすなこうかうすっ  こさっい 90- すっ 

ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお  しけちうぇかくけ-
うおけくけきうつっしおう こさけきっくう ゃ しゃっすぇ う 
しすさぇくぇすぇ, こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ きっ-
すぇかけさっあっとうすっ きぇてうくう いぇこけつくぇ  
こけしすっこっくくけ ょぇ しこぇょぇ. ╉けくのおすせ-
さぇすぇ くぇ こぇいぇさうすっ しっ こさけきっくう. 

]こさはたきっ しっ こけ-こけょさけぉくけ 
くぇ すぇいう こなさゃぇ けさゅぇくういぇ-
ちうけくくぇ さぇいさぇぉけすおぇ /《〉 251 
う 《〉 321/,  いぇとけすけ さっいせかすぇ-
すうすっ けす くっは うきぇす いくぇつっくうっ, 
すなえ おぇすけ し くっは: 
 - しっ けぉくけゃう けしくけゃくけすけ しっ-

さうえくけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ いぇ-
ゃけょぇ いぇ ゅけょうくう くぇこさっょ /う ょけ 
しっゅぇ/ 
- しっ しないょぇょけたぇ せゃっさっくけしす, 

いくぇくうっ, けこうす う, ぉうたきっ おぇ-
いぇかう, う しすうか ゃ おぇょさうすっ  こさう 
ぉなょっとうすっ さぇいくけけぉさぇいくう う 
きくけゅけ こけ-しかけあくう こさけっおすう 
くぇ ╀〈[ /╇╋╋/ う いぇゃけょぇ おぇすけ 
ちはかけ. 
╋っあょせゃさっきっくくけ ぉはたぇ せし-

ゃけっくう う こさけういゃっょっくう  そさっ-
いけゃう きぇてうくう し こけゃうてっくぇ 
しすっこっく  くぇ ぇゃすけきぇすういぇちうは 
つさっい ういこけかいゃぇくっすけ くぇ しうし-
すっきう いぇ 『‶〉 おぇすけ: 
- 《╁ 323 – こさけっおすうさぇくぇ  けす 

おけかっおすうゃぇ くぇ いぇゃけょ 5 し さな-
おけゃけょうすっか うくあ. 〈. 』せおぇかけゃ. 
¨す きぇてうくぇすぇ しぇ こさけういゃっょっ-
くう   くぇょ 280 ぉさ. こさっい こっさう-
けょぇ 1975 -1985 ゅけょうくぇ.
- 《╁ 325 – こさけっおすうさぇくぇ けす 

おけかっおすうゃ けす ╇╋╋ し さなおけゃけょう-
すっか うくあ. ╃. 』ぇおけゃ. ‶さけういゃっ-
ょっくう しぇ くぇょ 610 ぉさ. きぇてうくう ゃ 
こっさうけょぇ 1984-1992 ゅ. 《╁ 325 
っ きぇてうくぇ けす そぇきうかうはすぇ 《〉 
255, 《〉 325, 《〉╁ 325.
╉けきこかっおしなす „╋っすぇかけさっあっとう 

きぇてうくう” /╆ぇゃけょ 5 しなゃきっしすくけ 
し ぇゅさっゅぇすくけすけ こさけういゃけょしすゃけ – 
いぇゃけょ 9 /こけしすうゅくぇ きぇおしうきぇか-
くけすけ しう こさけういゃけょしすゃけ, おけゅぇすけ 
ぉはたぇ こさけういゃっょっくう けぉとけ くぇょ 
3 320 ぉさ. さぇいかうつくう きぇてうくう 
しぇきけ いぇ 1 ゅけょうくぇ /1974 ゅ./. 
╇いょっかうはすぇ くぇ いぇゃけょぇ くぇきっ-
さうたぇ ょけぉなさ こさうっき,   おぇおすけ せ 
くぇし, すぇおぇ う いぇ ういくけし - こなさゃけ う 
ゃすけさけ くぇこさぇゃかっくうっ. ¨すょっかくう 
きけょっかう けす ういょっかうはすぇ こけかせつう-
たぇ  けすかうつうは けす きっあょせくぇさけょくう 
ういかけあっくうは. 
‶さっい ゃすけさぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 

きうくぇかうは ゃっお  ぉっ ういゃなさてっくぇ 
ゃうしけおけすったくけかけゅうつくぇ さっおけく-
しすさせおちうは くぇ いぇゃけょぇ. ╇いゅさぇょう-
たぇ しっ くけゃう いぇゃけょしおう たぇかっすぇ, 
くっこけしさっょしすゃっくけ ょけ しすぇさうすっ. 
╃けしすぇゃう しっ けぉけさせょゃぇくっ – きぇ-
てうくう う しなけさなあっくうは /くぇょ 356 
す/ けす ゃけょっとう しゃっすけゃくう そうさきう 
- けしくけゃくけ けす „ぅきぇいぇおう” – ぅこけ-
くうは. 〈けゃぇ ぉはたぇ こさっょう ゃしうつおけ 
けぉさぇぉけすゃぇとう  ちっくすさう いぇ  さけ-
すぇちうけくくぇ う こさういきぇすうつくぇ  きっ-
たぇくうつくぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ ょっすぇえ-
かうすっ. 
╁ くぇしすけはとうは きぇすっさうぇか, おぇお-

すけ ゃっつっ しこけきっくぇたきっ, ぉっ ういかけ-
あっくぇ くぇおさぇすおけ つぇしす けす うしすけ-
さうはすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
そさっいけゃう きぇてうくう: けしくけゃっく 
こさけういゃけょしすゃっく こさけそうか くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 5.
〈けゃぇ くっ こさぇゃう こけ-きぇかおけ ゃぇ-

あくけ ゅけかはきけすけ きくけゅけけぉさぇいうっ う 
くぇ ょさせゅうすっ こさけういゃけょしすゃぇ くぇ 
いぇゃけょぇ. 
】っ けすぉっかっあうき こけ-ゃぇあくうすっ 

けす すはた: 
- ‶さけぉうゃくけ おけかけくくう きぇてう-

くう - ‶╉ 20 う ‶╉ 32 /こけ おけく-
しすさせおちうは くぇ ╆╋╋ – ]けそうは/, 
こさけういゃっあょぇくう ゃ こっさうけょぇ 
1961- 1981 ゅ./. ¨す すはた しぇ こさけ-
ういゃっょっくう けぉとけ くぇょ 34 720 ぉさ.
- ′ぇしすけかくう こさけぉうゃくう きぇてう-

くう ‶12, ‶《 32 - こさけういゃっょっくう 
けぉとけ くぇょ 730 ぉさ. 
- ╆なぉけそさっいけゃぇ きぇてうくぇ ╆《 

051 /こけ けぉさぇいっち くぇ 5╄32-]]-
][/, こさけういゃっあょぇくぇ ゃ こっさうけょぇ 
1963-1964 ゅ. ¨す すけいう すうこ しぇ 
こさけういゃっょっくう くぇょ 30 ぉさ.
- [ぇょうぇかくけ-こさけぉうゃくぇ きぇてう-

くぇ ‶[ 501 /おけくしすさせおちうは  くぇ 
╆╋╋ - ]けそうは/, こさけういゃっあょぇくぇ 
こさっい こっさうけょぇ 1965-1977 ゅ., し 
けぉとけ こさけういゃけょしすゃけ  くぇょ 410 
ぉさ.

- ┿ゅさっゅぇすくう っょうくうちう /]╂》, 
╋‶》, ╁╃╋, ]╂《/ おけくしすさせおちうは 
くぇ ╇╋╋/, こさけういゃっあょぇくう こさっい 
こっさうけょぇ 1975-1991, し けぉとけ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇょ 6 740 ぉさ. 
- ┿ゅさっゅぇすくう きぇてうくう /おけく-

しすさせおちうは くぇ ╇╋╋/, こさけういゃっ-
ょっくう こさっい こっさうけょぇ 1973-1995, 
くぇょ 400 ぉさ. 
- ̈ ぉさぇぉけすゃぇと ちっくすなさ 『╋ 522 

/おけくしすさせおちうは くぇ ╇╋╋/, こさけ-
ういゃっょっくう こさっい こっさうけょぇ 1984-
1989 ゅ. くぇょ 60 ぉさ. 
- ¨ぉさぇぉけすゃぇとう ちっくすさう  ′400 

う V10 /かうちっくい くぇ „ぅきぇいぇおう”/, 
こさけういゃっょっくう こさっい こっさうけょぇ 
1988-1995 ゅ., けぉとけ 34 ぉさ.
- ╄か. きぇゅくうすくう しなっょうくうすっかう 

う しこうさぇつおう, こさけういゃっょっくう   くぇょ 
133 た. ぉさ.
- ]うしすっきう いぇ 『‶〉, ゃ す. つ. こけ 

かうちっくい くぇ „¨かうゃっすう” - ╇すぇかうは, 
ゃ こっさうけょぇ 1985-1990 ゅ., こさけ-
ういゃっょっくう くぇょ 500 ぉさ.
- ‶さうぉけさう う きぇてうくう いぇ おけく-

すさけか  /おけくしすさせおちうは けす ╇╋╋/ 
- ╃っすぇえかう う ゃないかう けす しこっ-

ちうぇかくう ういょっかうは: ‶]╋, ╆〉23, 
╇1300, ╂‶25 う ょさ. 
╆ぇゃけょなす こさっょけしすぇゃう しゃけう 

こさけういゃけょしすゃぇ  う けこうす くぇ さぇい-
かうつくう いぇゃけょう ゃ しすさぇくぇすぇ.  
〈ぇおぇ くぇこさうきっさ, くぇてうすっ ‶╉ 20 
けすうょっ ゃ ╆╋╋-‶ぇいぇさょあうお, 《〉 
251  ゃ 〈なあぇ, ┿╄  ゃ ╆╇′¨-╉ぇ-
いぇくかなお う ╆╋╋-》ぇしおけゃけ. 
╁ いぇおかのつっくうっ, いぇ かのぉけいくぇ-

すっかくうは つうすぇすっか くぇ 〈┿ とっ しこけ-
きっくぇ, つっ ゃしっおう, おけえすけ こさけはゃは-
ゃぇ うくすっさっし おなき うしすけさうはすぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 5 う うしすけさうはすぇ くぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ くぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう ゃ „┿さしっくぇか” ╉ぇいぇく-
かなお, きけあっ ょぇ しっ うくそけさきうさぇ 

いくぇつうすっかくけ   こけゃっつっ けす おくう-
ゅぇすぇ くぇ うくあ. ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ 
„]なょぉぇ”, ういかはいかぇ こさっい 2007-
きぇ ゅけょうくぇ.

╉さぇえ.

うくあ. ‶. ╃あせさおけゃ, ぉうゃて 
いぇき. ょうさっおすけさ こけ すったくうつっ
しおうすっ ゃなこさけしう くぇ ╆ぇゃけょ 5

しっこすっきゃさう 2011 ゅけょうくぇ
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお 

》ちそけくうそおつてうそてそ せあ なちかくそうけ すあのけせけ - そつせそうかせ たちそなけし せあ くあうそおあ

《さっいけゃぇ きぇてうくぇ し 『‶〉 - 《╁ 323.01

《さっいけゃぇ きぇてうくぇ し 『‶〉 - 《╁ 325.02

[けょっくぇ っ くぇ 26-すう きぇえ 1946 ゅけょうくぇ ゃ [せしっ. ╆ぇゃなさてゃぇ たけさっけゅさぇそしおけ せつうかうとっ, ぇ こけしかっ ╁╇《. 
]なしすっいぇゃぇ しっ ゃ くぇちうけくぇかくうは けすぉけさ こけ たせょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇしすうおぇ しなし しすぇさてう すさっくぬけさ ╅せかう-
っすぇ 【うてきぇくけゃぇ. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ ょなかゅう ゅけょうくう っ おけくおせさっくすおぇ くぇ ╋ぇさうは ╂うゅけゃぇ. ╇いゃっしすくう 
おけきこけいうちうう くぇ [けぉっゃぇ しぇ „╊はすくけ ゃさっきっ“, „╅ぇさ こすうちぇ“, „〈けおぇすぇ う そせゅぇ ゃ さっ きうくけさ“, ╀けかっさけ“. 
╁しかっょしすゃうっ くぇ せしこってくぇすぇ さぇぉけすぇ くぇ [けぉっゃぇ しっ こけはゃはゃぇ さっそさっくなす „′っておぇ くはきぇ ゅさっておぇ! “╆ぇ 
ういおかのつうすっかくうすっ しう こけしすうあっくうは っ くけしうすっか くぇ こけつすう ゃしうつおう ょなさあぇゃくう けすかうつうは, おぇおすけ う くぇ 
ゅさぇきけすぇ いぇ こさうくけし おなき しゃっすけゃくうは あっくしおう けかうきこうえしおう しこけさす. 
[けぉっゃぇ っ ういゃっしすくぇ し ょっしっすおうすっ しう こけしすうあっくうは くぇ しこけさすくぇすぇ ぇさっくぇ. ¨とっ こさっい 1969 ゅけょうくぇ 

しすぇゃぇ ゃうちっしゃっすけゃくぇ てぇきこうけくおぇ. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ 22 ゅけょうくう っ すさっくぬけさ くぇ ぉなかゅぇさしおうは 
くぇちうけくぇかっく けすぉけさ こけ たせょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇしすうおぇ. ′っうく っ すさっくぬけさしおうはす こさうくけし いぇ いかぇすくうすっ 
きけきうつっすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ たせょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇしすうおぇ ゃ こっさうけょぇ 1983 - 1995 ゅけょうくぇ. ‶さっい 
2000-すぇ ゅけょうくぇ [けぉっゃぇ しないょぇゃぇ すさせこぇ けす 35 きけきうつっすぇ う きけきつっすぇ („′ってぇくなか ぇさす“), し おけはすけ 
ょぇ こさっょしすぇゃは しなゃさっきっくくぇ うくすっさこさっすぇちうは くぇ ぉなかゅぇさしおうは う ぉぇかおぇくしおう そけかおかけさ.
╆ぇ こけつすう 25 ゅけょうくう すさっくぬけさしおぇ さぇぉけすぇ くっえくうすっ ゃないこうすぇくうつおう いぇゃけのゃぇす 294 きっょぇかぇ, 7 

ぇぉしけかのすくう しゃっすけゃくう, 10 っゃさけこっえしおう すうすかう う 2 ゃうちっけかうきこうえしおう すうすかう. ‶けくぇしすけはとっき っ こさっ-
いうょっくす くぇ くぇえ-せしこっかうは おかせぉ ゃ しゃっすぇ „╊っゃしおう“ いぇ 50 ゅけょうくう しなとっしすゃせゃぇくっ. ╉かせぉなす っ くけしうすっか 
けぉとけ くぇ 306 きっょぇかぇ.
]こっおすぇおかうすっ „╃ゃぇ しゃはすぇ“, „¨さうしうは“ /こけ きせいうおぇ くぇ ╇しうたうは/, „╂けすけゃう かう しすっ“ ょけぉうゃぇす うい-

おかのつうすっかくぇ こけこせかはさくけしす. 〈させこぇすぇ え うきぇ くぇょ 400 せつぇしすうは ゃ しすさぇくぇすぇ う つせあぉうくぇ - ╀さけょせっえ, 
]うくゅぇこせさ „┿さす そっしすうゃぇか“, ╂なさちうは, 〈せさちうは, ╀っかゅうは, ╇いさぇっか, ╇すぇかうは う ╋ぇおっょけくうは.
′ぇしおけさけ ′っておぇ [けぉっゃぇ ゅけしすせゃぇ しなし しゃけはすぇ すさせこぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお う ぉっ かのぉっいくぇ ょぇ さぇいゅけゃぇさは し 

こさっょしすぇゃうすっか くぇ 〈┿.

- ╂-あけ [けぉっゃぇ, おぇおゃけ ╁う 
ょぇゃぇ しうかう ょぇ こさけょなかあぇ-
ゃぇすっ ょぇ くけしうすっ さぇょけしす くぇ 
たけさぇすぇ し ╁ぇてうすっ すぇおぇ すなさ-
しっくう  う けぉうつぇくう けす こせぉかう-
おぇすぇ しこっおすぇおかう?  
┿おけ うきぇすっ こさっょゃうょ „╆ぇぉ-

さぇゃっくう” こけ きせいうおぇ くぇ ╇しう-
たうは う し せつぇしすうっすけ くぇ ╃あせくう 
┿かっおしぇくょさけゃぇ, おけえすけ こけおぇ-
いぇたきっ くぇしおけさけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
くっ きうしかは, つっ すけゃぇ っ しこっおすぇ-
おなか, おけえすけ きけあっ ょぇ さぇょゃぇ. 
‶け-しおけさけ っ しこっおすぇおなか, おけえすけ 
くう ゃけょう おなき さぇいきうしなか, ゃ こけ-
ゃっつっすけ しかせつぇう くぇすなあぇゃぇ, ぇ – 
おぇお しっ こけかせつう しこっおすぇおなかぇなす 
う おぇお すぇおぇ しすぇくぇ, ぇい すさはぉゃぇ 
ょぇ ぉなょぇ ぇぉしけかのすくけ けすおさけゃっ-
くぇ – おぇすけ つっ かう すけえ ょけえょっ うい-
くっゃうょっかうちぇ う いぇこけつくぇ っょうく 
しゃけえ こなす. ′うっ くっ しきっ うきぇかう 
しこっおすぇおなか, おけえすけ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ ょぇ っ うしおぇく けす たけさぇすぇ 
う すけかおけゃぇ きくけゅけ ょぇ けぉうおぇかは 
╀なかゅぇさうは.
- ╉けゅぇすけ こけこうすぇた いぇ せきっ-

くうっすけ ょぇ しないょぇゃぇすっ さぇ-
ょけしす いぇ たけさぇすぇ しなし ゃしっおう 
しこっおすぇおなか,  うきぇた こさっょ-

ゃうょ けくぇは さぇょけしす くぇ ょせ-
てぇすぇ, せょけゃかっすゃけさっくうっすけ 
けす ゃないょっえしすゃうっすけ くぇ うい-
おせしすゃけすけ, おけっすけ くう けぉ-
さなとぇ おなき うしすうくしおうすっ 
しすけえくけしすう ゃ あうゃけすぇ, おなき 
ゃっつくうすっ ちっくくけしすう くぇ ぉなか-
ゅぇさうくぇ... ]こっおすぇおかう, けす 
おけうすけ たけさぇすぇ しう すさなゅゃぇす 
せょけゃかっすゃけさっくう, ゃなこさっおう 
すさせょくけすけ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ 
あうゃっっき. 〈けゃぇ, さぇいぉうさぇ 
しっ, くっ っ けくぇは さぇょけしす, おけは-
すけ くう おぇさぇ ょぇ しっ しきっっき, 
ょぇ こっっき うかう すぇくちせゃぇきっ し 
せしきうゃおぇ... 
┿おけ っ すぇおぇ, ╁う ぉかぇゅけょぇ-

さは, くぇうしすうくぇ! ′ぇてぇすぇ ちっか 
し ╃あせくう ぉってっ ょぇ こけょぉっさっき 
すっおしすけゃっ う ょぇ ゅう こけょくっしっき 
すぇおぇ くぇ たけさぇすぇ, つっ すっ ょぇ 
しすうゅくぇす ょけ すはた こさはおけ, ぉっい 
すけかおけゃぇ っきけちうは, きぇおぇさ ╃あせ-
くう ょくっし ょぇ ぉっ きぇかおけ こけゃっつっ 
さぇいゃなかくせゃぇくぇ. ┿い すけつくけ すけゃぇ 
うしおぇた, すっおしすなす ょぇ しすうゅくっ ょけ 
たけさぇすぇ, ぉっい くうっ ょぇ うき ゃくせ-
てぇゃぇきっ ょけこなかくうすっかくけ っきけ-
ちうう いぇ すけゃぇ. ]すぇさぇったきっ しっ ょぇ 
ぉぇかぇくしうさぇきっ - くうすけ ょぇ こさっ-

おぇかはゃぇきっ し すっおしすけゃっすっ, くうすけ 
ょぇ こさっおぇかはゃぇきっ し すぇくちうすっ: 
すぇき, おなょっすけ すっおしすなす しゃなさて-
ゃぇ, ょぇ いぇこけつくっ すぇくちなす... 
くぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ くぇし ぉってっ ょぇ 
くぇおぇさぇきっ たけさぇすぇ ょぇ しっ いぇ-
きうしかはす おぇおゃけ しすぇゃぇ し くぇてぇすぇ 
さけょけゃぇ こぇきっす. ╇きぇきっ かう くぇ-
うしすうくぇ こぇきっす いぇ すっいう きなあっ, 
おけうすけ ╁うっ つせたすっ ょぇ おぇいゃぇす: 
”╃ぇょけたきっ しう あうゃけすぇ う くうとけ 
こけゃっつっ”. ╉けうすけ しぇ ぉうかう ゅけ-
すけゃう, ゅけすけゃう ょぇ せきさぇす う しぇ 
せきうさぇかう いぇ しゃけぉけょぇすぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは. ′っ くう かう いゃせつう 
すけゃぇ こさっおぇかっくけ けすゃかっつっ-
くけ, こぇすっすうつくけ? ╇, ぇおけ すけ くっ 
ぉってっ うしすうくぇ, くはおけえ とってっ 
ょぇ おぇあっ: ”》ぇえょっ, しすうゅぇ!”. ′け 
すけ っ うしすうくぇ! ╀なかゅぇさうは, すぇおぇ-
ゃぇ, おぇおゃぇすけ っ しっゅぇ – すなあくぇ, 
けぉさせかっくぇ, たけさぇすぇ – ぇこぇすうつ-
くう, けぉっいゃっさっくう, すは っ きうくぇかぇ 
ゃっつっ こけ すけいう こなす, きうくぇゃぇかぇ 
っ ょぇあっ くっゃっょくなあ. ╇ ゃなこさっ-
おう すけゃぇ, ぇい しなき せぉっょっくぇ, つっ 
すけゃぇ っ いっきは, おけはすけ さぇあょぇ 
たけさぇ, すぇかぇくすう; いっきは, おけはすけ 
くっ けしすぇゃは くぇさけょぇ しう ょぇ こけゅう-
くっ う くうっ しきっ え ょかなあくうちう. ┿ 

たけさぇすぇ – きけゅぇす う ょぇ しっ しきっはす 
くはおけう... ′け ぇい しなき ぇぉしけかのす-
くけ せぉっょっくぇ ゃ すけゃぇ, つっ すっいう, 
ょけ おけうすけ しこっおすぇおなかなす っ ょけし-
すうゅくぇか, おけうすけ しぇ せしこっかう ょぇ 
ゅけ ゃうょはす, ゃしっ くっとけ とっ けしすぇ-
ゃう ゃ すったくうすっ ょせてう う きけあっ 
ぉう けす ゃさっきっ くぇゃさっきっ とっ しっ 
けぉさなとぇす くぇいぇょ し っょくぇ うい-
おかのつうすっかくぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす, 
おぇおゃぇすけ いぇしかせあぇゃぇす くぇてうすっ 
ゅけかっきう きなあっ. 
- ′ぇこけしかっょなお しう きうしかは, 

ょけさう けす くはおけかおけ ゅけょうくう, 
おなょっ ょぇ こけすなさしうき くうっ, 
ぉなかゅぇさうすっ, いぇとけすけ けとっ 
くっ しきっ ゅけ くぇきっさうかう, けくいう 
うしすうくしおう きなあ, すぇおなゃ, いぇ 
おぇおゃうすけ きなあっ ╁うっ ゅけゃけ-
さうすっ, おけえすけ ょぇ くう ういゃっょっ 
くぇえ-こけしかっ けす こせしすうくはすぇ? 
╉なょっ ょぇ すなさしうき すっいう たけさぇ, 
おけうすけ しぇ ゅけすけゃう くぇ かうつくぇ 
しぇきけあっさすゃぇ, さってっくう ょぇ 
しかけあぇす ゃ さっょ ぉけかくけすけ くう 
けぉとっしすゃけ? 

╋うしかは, つっ おけかおけすけ う ょぇ けぉう-
つぇきっ くぇさけょぇ しう, ぇ ぇい ゃはさゃぇき 
ゃ くっゅけ, ぉっい ゃけょぇつ, ぉっい おくはい, 
おぇすけ こさけさけお ╇しぇえは, すけいう くぇ-
さけょ くぇくうおなょっ くはきぇ ょぇ すさなゅ-
くっ. 〈けえ とっ しっ かせすぇ う, おぇおすけ 
おぇいゃぇ ╀けすっゃ, とっ つぇおぇ ゃすけさう 
こなす きっしうは, 

いぇ こけさっょっく こなす, とっ おぇあぇ: 
ょぇ, つぇおぇ きっしうは. ╆ぇとけすけ いぇ 
こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう ぇい 
くっ いくぇは おけかおけ ゃっつっ „きっしうう” 
こけしさっとくぇ くぇさけょなす, ぇ くっ けつ-
ぇおゃぇてっ, くっ ういぉうさぇてっ, くっ しっ 
さぇいけつぇさけゃぇてっ... ╇ おぇすけ つっ 
かう ゃしっ けとっ くぇてうはす くぇさけょ っ 
いぇゃかぇょはく けす っきけちうはすぇ. ‶け-
くはおけゅぇ しかせてぇき, つっしすくけ おぇ-
いぇくけ – けすおぇいゃぇき しっ ょぇ つっすぇ, 
こけかうすうつっしおう さっつう. ¨すおぇいゃぇき 
しっ ょぇ しかせてぇき こけかうすうちうすっ. 〈っ 
しぇ くぇうしすうくぇ こけいけさ いぇ ╀なかゅぇ-
さうは! ╉ぇいゃぇす, つっ ゃしっおう くぇさけょ 
しう いぇしかせあぇゃぇ せこさぇゃかっくうっすけ, 
くけ くぇてうはす くぇさけょ つぇお すぇおけゃぇ 
くっとけ くっ いぇしかせあぇゃぇ! 〈けゅぇゃぇ, 
おけゅぇすけ つせは ういおぇいゃぇくうは くぇ 
こけかうすうちう, ぇい しう きうしかは: ょけ-
ぉさっ, くっ ゅう しかせてぇき しぇきけ ぇい, 
くぇさけょなす くう しなとけ ゅう しかせてぇ! 
╆ぇとけ すけゅぇゃぇ すけいう くぇさけょ くっ 
ゃおかのつう うくしすうくおすぇ しう, くっ 
ゃおかのつう さぇいせきぇ – おぇおゃけ ゅけ-
ゃけさはす すっいう たけさぇ?! – ╇ おぇお-
ゃけ ゃなさてぇす?! ′ぇうしすうくぇ かう くっ 
ゃうあょぇす?! ′ぇうしすうくぇ かう っょうく 
くぇさけょ きけあっ ょぇ すなさこう くは-
おけえ ょぇ きせ おぇあっ, おけゅぇすけ ゅけ 
けぉゃうくうて ょうさっおすくけ ゃ かけぉう-
いなき うかう てせさけぉぇょあぇくぇとうくぇ, 
おぇおすけ ぉなかゅぇさうすっ おぇいゃぇきっ, う 
ょぇ おぇあっ: „╃ぇ, ぇきぇ ゃうっ ぉうっ-
すっ くっゅさうすっ!”, し ょさせゅう ょせきう – 
おけゅぇ くぇてうはす くぇさけょ とっ ゃおかの-
つう うくすっかっおすぇ しう, しっ こうすぇき, 
さぇいせきぇ しう, きうしなかすぇ しう? ╇ 
ょぇ こけすなさしう つけゃっお, ぇ くっ ゃしっ-
おう ぉぇぉぇうす, おけえすけ しっ ういこさぇゃう 
くぇしさっとぇ きせ う ぉっいけつかうゃけ ゅけ 
かなあっ, ゃ けつうすっ くぇ くぇさけょぇ, ょぇ 
ぉなょっ くけゃうはす きっしうは? 〈けいう, 
おけえすけ うしおぇ ょぇ こけきけゅくっ くぇ 
くぇさけょぇ しう, くぇうしすうくぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ うきぇ しないくぇくうっ いぇ きっしうは, 
くけ くっ っ かう こけ-ょけぉさっ すけいう, 
おけえすけ うしおぇ ょぇ こけきけゅくっ, ょぇ 
ういかっいっ う ょぇ おぇあっ くぇ くぇさけ-
ょぇ しう: ”′ぇてっすけ こけかけあっくうっ 
っ すぇおけゃぇ – くうっ しきっ いぇすなくぇかう 
ょけすぇき, つっ けす すせお くぇすぇすなお ぇい 

ゃう けぉっとぇゃぇき すさせょ, すさせょ, こけす, 
おなさゃぇゃう しなかいう...”. 〈ぇおぇ, おぇお-
すけ っ きけゅなか ょぇ ゅけ おぇあっ はこけく-
しおうはす きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっか 
しかっょ いっきっすさっしっくうっすけ こさっょう 
くはおけかおけ きっしっちぇ う こさっょう すけゃぇ 
しかっょ ╁すけさぇすぇ ]ゃっすけゃくぇ ゃけえ-
くぇ. 
- ¨つっゃうょくけ, ╁うっ しすっ くぇ-

きっさっかう かうつくけすけ しう しこぇしっ-
くうっ ゃ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃうすっ.  
              〈ぇおぇ っ! /こさっい しきはた/

- ┿ おなょっ っ しこぇしっくうっすけ いぇ 
ゃしうつおう くぇし, いぇ ╀なかゅぇさうは?
〈けつくけ いぇ すけゃぇ ゅけゃけさうたきっ 

こさっょう きぇかおけ. ′ぇ こなさゃけ きはしすけ 

くうっ すさはぉゃぇ ょぇ こさけすっしすうさぇ-
きっ しさっとせ すけゃぇ あっしすけおけ けこ-
さけしすぇつゃぇくっ くぇ くぇちうはすぇ. ╃ぇ 
こさけすっしすうさぇきっ しうかくけ う ゃしうつおう 
いぇっょくけ しさっとせ せくうとけあぇゃぇくっ-
すけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, しさっとせ 
こさけういゃっあょぇくっすけ くぇ ‶¨╊〉うく-
すっかうゅっくすう し ょうこかけきう. 

╆ぇ ゃしうつおけ すけゃぇ しぇ こうしぇかう 
う ╀けすっゃ, う ╁ぇいけゃ... ╆くぇつう 
う すけゅぇゃぇ っ ぉうかけ すぇおぇ. ╆ぇとけ 
すぇおぇ しっ こさっこけゃすぇさは くぇてぇ-
すぇ うしすけさうは, ぉっい ょぇ うしおぇきっ, 
けぉさなとぇえおう しっ くぇいぇょ, くっ ょぇ 
すなさしうき けすきなとっくうっ, ぇ ょぇ こけ-
すなさしうき こけせおぇすぇ. ╋けあっ ぉう, 
ぇおけ しっ けぉなさくっき くぇうしすうくぇ おなき 
しかけゃけすけ くぇ すっいう ゅうゅぇくすう, ぇおけ 
しっ ゃなさくっき くぇいぇょ ゃ うしすけさうはすぇ 
しう, ぇおけ さってうき ょぇ は こけさぇいゅかっ-
ょぇきっ, きけあっ ぉう こけ-しこけかせつ-
かうゃけ とっ ういぉっさっき う せこさぇゃ-
くうちうすっ しう. ‶けゅかっょくっすっ いぇ 
おぇおゃけ しすぇゃぇ ゃなこさけし! 〈せお くう 
くぇょせゃぇす ゅかぇゃうすっ くっこさっおなし-
くぇすけ し すけゃぇ: ”╃っきけおさぇちうは! 
╃っきけおさぇちうは!...”. ╃くっし ょぇあっ 
しかせてぇた おけかおけ ょけぉさっ あうゃっっ 
くぇさけょなす! – けす っょくぇ ゃけょっとぇ ゃ 
っょくけ さぇょうけ, おけっすけ くっ え こさぇゃう 
つっしす. ′っ きけあって すう すぇき ょぇ いぇ-
しすぇくって, しうゅせさくけ ょけぉさっ こかぇ-
すっくぇ, くぇ せのすくけすけ しう きっしすっく-
ちっ ゃ さぇょうけすけ う ょぇ けぉはしくはゃぇて 
くぇ すけは くぇさけょ おけかおけ ょけぉさっ 
すけえ あうゃっっ... ╇ おけかおけ きせ っ 
ょけぉさっ しっゅぇ! – ╆ぇ おぇおゃぇ ょっ-
きけおさぇちうは しすぇゃぇ ゃなこさけし? ╇きぇ 
かう っょうく – っょうくしすゃっく, おけえすけ 
ょぇ くっ っ たゃぇくぇか っょくぇ こぇさすうは 
う ょぇ くっ は っ こさうゃぇすういうさぇか? ╇ 
ょぇ くっ っ せぉっょうか しゃけうすっ こさう-
ゃなさあっくうちう, つっ ゃうょうすっ かう, 
ぉっい くっゅけ くっ きけあっ! ╆ぇ おぇおゃぇ 
ょっきけおさぇちうは しすぇゃぇ ゃなこさけし? 
′っ しっ かう っ ゃなさくぇか つかっく わ 
1 けす ╉けくしすうすせちうはすぇ くぇ ′[╀, 
おなょっすけ うきぇてっ っょうく こぇさすうっく 
しっおさっすぇさ, すけえ さってぇゃぇ ゃしうつ-
おけ, すけえ おぇいゃぇ: „┿い! ┿い! ┿い!”. 
′ぇゃさっきっすけ こけくっ うきぇてっ 

すけゃぇ, おけっすけ しっ くぇさうつぇてっ 
”ゅさぇょうゃくぇ おさうすうおぇ”....?  
′っ! 

′ぇゃさっきっすけ うきぇてっ けくけゃぇ 
くっとけ, おけっすけ しっ くぇさうつぇてっ 
„]さぇき”! ╆ぇとけすけ けくっいう たけさぇ 
こさっょう 10-すう くけっきゃさう 1989-
すぇ ぉはたぇ すさなゅくぇかう くぇうしすうくぇ 
けす くういうくうすっ, きうくぇかう こさっい 
っょくう ういこうすぇくうは う おけかおけすけ う 
ゃかぇしすすぇ ょぇ ゅう ぉってっ けきぇはかぇ, 
ぇ う ちはかぇすぇ けぉしすぇくけゃおぇ ゃ しゃっ-
すぇ ぉってっ すぇおぇゃぇ, すっ ゃしっ こぇお, 
うきぇたぇ くはおぇおなゃ しゃはく.  〈ったくう-
すっ ょっちぇ う ゃくせちう くはきぇす しさぇき!

 ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

》ちそおひしきかせけか そて いち.10

〈けつくけ こさっょう 51 ゅけょうくう, 
こさっい しっこすっきゃさう 1960 ゅけょうくぇ, 
しっ けしくけゃぇゃぇ ╆ぇゃけょなす いぇ きっすぇ-
かけさっあっとう きぇてうくう.
]さっょ こさうしなしすゃぇとうすっ ぉはたぇ 

ゃしうつおう けくっいう, ょぇゃぇかう しゃけは 
こさうくけし ゃ こなさゃうすっ う くぇえ- 
すさせょくう ゅけょうくう こけ しないょぇゃぇくっ-
すけ くぇ いぇゃけょぇ, こさっゃなさくぇか しっ いぇ 
こけかけゃうく ゃっお ゃ しすさぇすっゅうつっしおけ 
いゃっくけ いぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ. 
]さっょ こさうしなしすゃぇとうすっ ぉはたぇ  

ぉうゃてう ょうさっおすけさう くぇ ╆╋╋, 
ゅかぇゃくう おけくしすさせおすけさう, ゃうょくう 
きぇてうくけしすさけうすっかう, さぇぉけすくう-
ちう, くぇつぇかくうちう くぇ ちったけゃっ う 

《〉 251 う 《〉 321

けすょっかう, さぇぉけすうかう ゃ こけしかっょ-
くうすっ こっす ょっしっすうかっすうは ゃ ╆ぇゃけょ 
5, くぇしかっょくうお くぇ くはおけゅぇてくけすけ 
╆╋╋.
╁っすっさぇくうすっ ぉはたぇ せゃぇあっくう けす 

こさっょしすぇゃうすっかう くぇ そうさきっくけすけ 
う しうくょうおぇかくけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 
„┿さしっくぇか” う けす おきっすぇ くぇ けぉとう-
くぇすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ.
╋くけゅけ っきけちうう, きくけゅけ しこけきっくう 

いぇ すさせょくうすっ ゅけょうくう う ぉっいしなく-
くうすっ くけとう ゃ うきっすけ くぇ くけゃけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ う けぉとぇ しくうきおぇ 
いぇ しこけきっく いぇこっつぇすぇたぇ こけさっょ-
くぇすぇ しさっとぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ-きぇ-
てうくけしすさけうすっかう  けす ╆ぇゃけょ 5.
                                                                    〈┿

╇╊【╊『╅〉¨【╊ 《【 ′╅╇《╉ 5
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〉すけつくっくうっ けす さっょぇおちうはすぇ: 
 ╁ きうくぇかうは ぉさけえ くぇ こせぉ-
かうおぇちうはすぇ - つぇしす 1-ゃぇ, ゃ 
こぇしぇあぇ „ゃ おけかっおすうゃぇ けす 
おけくしすさせおすけさう, こさけっおすうさぇ-
かう ゅぇきぇすぇ そさっいけゃう きぇてうくう  
《〉 251 う 《〉 321”, しぇ こさけ-
こせしくぇすう うきっくぇすぇ くぇ けしくけゃ-
くうすっ ゃけょっとう しこっちうぇかうしすう 
- うくあ. ╇ゃ. ]うさぇおけゃ う うくあ. 
]すさ. ぅくつっゃ. 
 [っょぇおすけさなす くぇ しすさぇくうちぇすぇ 
こけょくぇしは しゃけうすっ ういゃうくっくうは.
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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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╅せつあすいひし „╅ちつかせあし” そてせそうそ はか そしけぬかてうそちみうあ ╆ひしえあちけみ う 』てちあせあてあ 
せあ けくえちみうあはそてそ つしひせぬか 

╉きそせけ たそかすあ すしあおけてか あちつかせあしつさけ せあおかきおけ

╇【《『〉¨[ – 〉╊『╇╊〉, 〉《 ╅[【¨╇╊〉 ╉╊〉

《【′¨╇¨ ′╅ 》『╊╋¨╇っ〉《【《 》『╊′ ╈《╉¨〉¨【╊ 
╇ ｠《【╊] „╅『』╊〉╅]” ╇ 〉╊』╊╆ぇ『

 【あこせそ そちひきけか 
╇きっ:
]かぇゃう ′うおけかぇっゃ 《うすおけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ:
„┿さしっくぇか“ ┿╃

╃かなあくけしす:
¨こっさぇすけさ くぇ ╋っすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう ╆ぇゃけょ 5, ちった 106

╂けょうくう: 25

╆けょうは: [ぇお

》けぉう: 《せすぉけか, ╉けきこのすさう

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて 
ゃ „┿さしっくぇか“?  - 10 きっしっちぇ 

『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく
╁すけさくうお, きけあっ ょぇ しっ おぇあっ, っ くっさゃっく ょっく 

– しこけさっょ こしうたけかけいうすっ. ‶しうたうおぇすぇ くう っ 
かっしくけ ゃないぉせょうきぇ, こけ-けしすさけ しっ こさけはゃはゃぇす ぇゅ-
さっしうゃくうすっ しゃけえしすゃぇ くぇ たぇさぇおすっさぇ. ╆ぇすけゃぇ ゃなゃ 
ゃすけさくうお しかっょゃぇ ょぇ しっ こぇいうき けす ゃしっおう ゃないきけ-
あっく おけくそかうおす うかう しこけさ いぇ  ういはしくはゃぇくっ くぇ 
けすくけてっくうはすぇ. ╁なゃ ゃすけさくうお かのぉうすっかうすっ くぇ 
こうおぇくすくう はしすうは きけゅぇす ょぇ くっ しっ けゅさぇくうつぇゃぇす. 
╃っくはす こけいゃけかはゃぇ せこけすさっぉぇすぇ くぇ ゃうしけおけおぇ-
かけさうつくぇ たさぇくぇ, し きくけゅけ こけょこさぇゃおう, かせお, つっ-

しなく, しけしけゃっ う きぇさうくぇすう. ╇いかうてくう しぇ しぇきけ 
しかぇょおうてうすっ う こっつっくうすっ すっしすっくう くっとぇ.                                                                                        
╁すけさくうお っ ょっく くぇ ╋ぇさし. ]きはすぇ しっ いぇ ぇおすうゃっく 
ょっく. [けょっくうすっ ゃ すけいう ょっく しっ けおぇいゃぇかう ょけしすぇ 
っくっさゅうつくう う くぇこけさうしすう たけさぇ, きぇおぇさ こけくはおけ-
ゅぇ う くっせこさぇゃかはっきう. ′ぇえ-ょけぉさうすっ うき おぇつっしす-
ゃぇ しぇ しこけしけぉくけしす いぇ ぉけさぉぇ, しぇきけけすゃっさあっ-
くけしす, くっこさうっきぇくっすけ くぇ しこかっすくう う うくすさうゅう. 
』けゃっおなす くぇ ╋ぇさし ゃうくぇゅう うしおぇ ょぇ うゅさぇっ ゃけ-
ょっとぇ さけかは, さなおけゃけょう しっ こけゃっつっ けす しすさぇしすすぇ, 
けすおけかおけすけ けす さぇいせきぇ. ′っゅけゃぇすぇ ぇおすうゃくけしす 
ゃうくぇゅう っ くぇしけつっくぇ おなき くっとけ おけくおさっすくけ, 
きぇおぇさ つっ うきっくくけ はさおけ ういさぇいっくぇすぇ うきこせか-
しうゃくけしす きせ こさっつう ょぇ ょけゃっょっ くっとぇすぇ ょけおさぇえ.                                                                                                             
╇きっくくけ ゃなゃ ゃすけさくうお しぇ しっ しかせつゃぇかう 
ゃしはおぇおゃう ゃくっいぇこくう こさけはゃう くぇ ょなさあぇゃ-
くぇ ぇおすうゃくけしす - ゃけえくう, さっそけさきう う ょさ.                                                
╇いけぉとけ, ゃすけさくうお っ しゃけっけぉさぇいっく ょっく いぇ 
ぇゃぇくすのさう, いぇ ぇおすうゃくう くぇつうくぇくうは う くっけ-
つぇおゃぇくう ょっえしすゃうは. ╃ぇ しっ しっょう ゃ すけいう ょっく 
しなし しおさなしすっくう さなちっ っ ぇぉしせさょくけ. 〈さはぉゃぇ 
ょぇ しっ こさけはゃはゃぇ きぇおしうきぇかくぇ うくうちうぇすうゃぇ, 
ょけさう ぉっい ょぇ しっ きうしかう いぇ こけしかっょしすゃうはすぇ.                                                                                                      
′っ っ きくけゅけ さっょくけ ゃ すけいう ょっく ょぇ しっ けすょっかは こさっ-
おぇかっくけ ゃくうきぇくうっ くぇ ょけきぇおうくしおうすっ ょっえくけし-
すう, すなえ おぇすけ けす くうとけ きけあっ ょぇ しすぇくっ しおぇくょぇか. 
′っ ぉうゃぇ ょぇ しっ いぇこけつゃぇす う くはおぇおゃう すゃけさつっしおう 
ちうおかう, おぇおすけ う ょぇ しっ こさうおかのつゃぇす くっとぇすぇ.                                                                                                                  
′っ っ くっけぉたけょうきけ ょぇ しっ くぇこけきくは, つっ しさっょ 
たけさぇすぇ, さけょっくう ゃなゃ ゃすけさくうお, しぇ くぇぉうさぇかう 
うしすうくしおうすっ ゃóうくう. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ あうゃけすぇ?
[ぇいつうすぇき くぇ きけっすけ しっきっえしすゃけすけ, こさうはすっかうすっ きう う くぇ せきっ-
くうはすぇ う しこけしけぉくけしすうすっ, おけうすけ しなき こさうょけぉうか し すっつっくうっ くぇ 
ゃさっきっすけ.

╆ぇ 11-すう こけさっょっく こなす ぇく-
しぇきぉなか „┿さしっくぇか” とっ  こさっょ-
しすぇゃは しすさぇくぇすぇ くう  ゃ ぅこけくうは 
こけ ゃさっきっ くぇ  こさっゃなさくぇかうすっ 
しっ ゃ すさぇょうちうは ╃くう くぇ ╀なかゅぇ-
さうは ゃ こさっそっおすせさぇ 《せおせけおぇ. 
 ╂さぇょなす –ょけきぇおうく くぇ ぉなか-

ゅぇさしおうすっ ょくう っ ╋せくぇおぇすぇ, 
おけえすけ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
うきぇ けそうちうぇかくけ こけょこうしぇく 
╋っきけさぇくょせき いぇ しなすさせょくう-
つっしすゃけ し ╉ぇいぇくかなお. ╁ けしくけ-
ゃぇすぇ くぇ こさうはすっかしおうすっ ゃさないおう 
きっあょせ はこけくしおうは ゅさぇょ う ゅさぇ-
ょぇ くぇ さけいうすっ っ ょなかゅけゅけょうて-
くうはす たけさっけゅさぇそ くぇ ぇくしぇきぉなか 
┿さしっくぇか” 》さうしすけ ]すけはくけゃ. 
〈けえ っ つけゃっおなす, おけえすけ  こさっ-
ょう こけゃっつっ けす ょっしっす ゅけょうくう 
こけしすぇゃは くぇつぇかけすけ  くぇ ょけぉさう-
すっ ゃさないおう  きっあょせ ╉ぇいぇくかなお 
う ╋せくぇおぇすぇ, くぇ けしくけゃぇすぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ  くぇさけょくう 
すぇくちう, ういこなかくはゃぇくう ゃうさすせ-
けいくけ けす ぇくしぇきぉなかぇ, つうえすけ 
さなおけゃけょうすっか っ. ¨す ゅけょうくう 
すぇくちぬけさうすっ くぇ ぇさしっくぇか-

しおうは ぇくしぇきぉなか さぇょゃぇす けつう-
すっ う しなさちぇすぇ くぇ はこけくちうすっ し 
おさなてくうすっ ぉなかゅぇさしおう さうすきう. 
]すけすうちう しぇ はこけくちうすっ, けこけい-
くぇかう う いぇけぉうつぇかう ╀なかゅぇさうは 
う ぉなかゅぇさしおぇすぇ さけいぇ うきっくくけ 
いぇさぇょう  ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ 
う かうつくぇすぇ たぇさういきぇ くぇ ぇさしっ-
くぇかしおうすっ すぇくちぬけさう. 
] ゅけょうくうすっ ょけぉさうすっ ゃさないおう, 

いぇこけつくぇかう ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”,  しすぇゃぇす 
けしくけゃぇ いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
ぇしけちうぇちうは いぇ こさうはすっかしすゃけ 
„《せおせけおぇ - ╀なかゅぇさうは”, つうえすけ 
こさっょしっょぇすっか っ ういこなかくうすっか-
くうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか 
2000” 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ.  

╁っつっ ぉう こなさゃうはす いゃなくっち 
いぇ ぇさしっくぇかしおうすっ そせすぉけ-

かうしすう. ]かっょ ぉかういけ 20 ゅけょうて-
くけすけ こさっおなしゃぇくっ こなさゃうはす 
しすぇょうけく ゃ ╉ぇいぇくかなお - しすぇょう-
けく „┿さしっくぇか”, けあうゃは ゃ くぇつぇ-
かけすけ くぇ しっこすっきゃさう. 
‶さうつうくぇすぇ - ゅさうあかうゃけ けす-

ゅかっあょぇくぇすぇ うょっは くぇ そうさきっ-
くけすけ う しうくょうおぇかくけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃっつっ っ 
そぇおす. 
¨す くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう 

けさなあっえくうちぇすぇ ゃっつっ けそう-
ちうぇかくけ うきぇ しゃけえ そせすぉけかっく  
おかせぉ う そせすぉけかくぇ ておけかぇ いぇ 
ょっちぇ. ′ぇ ういちはかけ さっくけゃうさぇ-
くうは そうさきっく しすぇょうけく, おけえすけ 
しおけさけ とっ けすゃけさう ゃさぇすう う いぇ 
こなさゃうすっ しう そせすぉけかくう う ょさせ-
ゅう しこけさすくう しさっとう, しっ しなぉさぇ-
たぇ さけょうすっかう う ぉかういけ 50-すうくぇ 
きぇかおう そせすぉけかうしすう. ]さっょ すはた 
くぇゃはさくけ  う っょうく くけゃ ╀っさぉぇ-
すけゃ, しこけょっかう くぇょっあょうすっ くぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 《╉ ぅくおけ 

╉けしすぇょうくけゃ, ゃ おぇつっしすゃけすけ しう 
う くぇ こさっょしっょぇすっか くぇ 〉] くぇ 
《╉ „┿さしっくぇか”. 
‶さっょ さぇいゃなかくせゃぇくうすっ さけ-

ょうすっかう う そせすぉけかくう きぇかつせ-
ゅぇくう すけえ けぉはゃう, つっ ゃっつっ しぇ 
さぇいさぇぉけすっくう う しこっちうぇかくうすっ 
そせすぉけかくう っおうこう いぇ そせすぉけ-
かうしすうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, おけう-
すけ とっ  くけしはす う しなけすゃっすくうすっ 
っきぉかっきう: くぇ ”┿さしっくぇか 2000” 
う くぇ ╃っすしおぇ ておけかぇ „┿さしっくぇか 
2000”. ]なゃしっき しおけさけ ゃしっおう 
けす きぇかおうすっ そせすぉけかうしすう とっ 
こけかせつう っおうこ, おぇおすけ いぇ けそう-
ちうぇかくう しさっとう, すぇおぇ う いぇ 
すさっくうさけゃおう.
]すぇさすなす くぇ 《╉ „┿さしっくぇか 

2000” ぉっ こさうゃっすしすゃぇく う しこけ-
ょっかっく う けす ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ 
-ょうさっおすけさ „〈ったくけかけゅうつくけ う 
うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ”,  
おぇおすけ う けす ┿すぇくぇし ╀けいけゃ - 
こさっょしっょぇすっか くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀.
‶なさゃうはす くぇしすぇゃくうお くぇ ぇさ-

しっくぇかしおうすっ そせすぉけかくう くぇ-
ょっあょう っ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかう-
ゃぇくけゃ - ╃あけくう, ぉうゃて うゅさぇつ 
くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う ぉうゃて 
すさっくぬけさ くぇ  そせすぉけかくうは おかせぉ  
くぇ „┿さしっくぇか”. 

しくうきおぇ: ╋. ╋ぇょっくょあうはく

〈ぇくちぬけさうすっ けす ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか“ しぇ しさっょ 
かのぉうきちうすっ う くぇ ぉなかゅぇさう, う くぇ はこけくちう

╃あけくう し こなさゃう くぇしすぇゃかっくうは おなき 
きかぇょうすっ そけすぉけかうしすう

╃っくはす くぇ ]なっょうくっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは - 6-すう しっこすっきゃさう しなぉさぇ 
いぇ こけさっょっく こなす ゃっすっさぇくう-きぇてうくけしすさけうすっかう, けしくけゃぇすっかう くぇ 
╆ぇゃけょぇ いぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう 
- ╆ぇゃけょ 5 ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃.

╇ゃぇく ]かぇゃおけゃ, ╀ぇすっすけ:
 ╀かぇゅけょぇさっく しなき, つっ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ けすおさうゃぇきっ かっすくうは しっいけく 
いぇっょくけ. ′ぇ すぇいう きぇしぇ. 〈せお うしおぇき ょぇ おぇあぇ: ╋けはす こさうはすっか ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ ういこさっゃぇさう ゃしうつおう. 〈けえ くぇこさぇゃう すけゃぇ, おけっすけ 
しけちうぇかういきなす くっ きけあぇ ょぇ しすけさう いぇ つけゃっおぇ. ‶けしすさけう いぇ さぇぉけす-
くうちうすっ ぉけゅぇすぇ ぉぇいぇ. ╄ょくぇ けす くぇえ-ょけぉさうすっ. ╆ぇこぇいう „┿さしっくぇか” 
いぇ ╉ぇいぇくかなお. ]ぇきけ すけゃぇ ょぇ ぉってっ しすけさうか, っ ょけしすぇすなつくけ. 〈けえ 
ういこなかくう つけゃっておぇすぇ しう きうしうは.

╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, こけ こけ-
ゃけょ ょっしっすぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
せしすぇくけゃっくうすっ ゃさないおう きっあょせ 
ょゃぇすぇ ゅさぇょぇ う ╃くうすっ くぇ ╀なか-
ゅぇさうは すぇき かうつくけ こさっょしっょぇすっ-
かはす くぇ ぇしけちうぇちうはすぇ 》さうしすけ 
╇ぉせてっゃ こけしっすう 《せおせけおぇ. ‶け 
すさぇょうちうは, けしゃっく すぇくちぬけさうすっ 
けす ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”, いぇ 
はこけくしおうは ゅさぇょ, しゃなさいぇく  しうき-
ゃけかうつくけ し きぇしかけょぇえくぇ さけいぇ, 
こなすせゃぇ けす くはおけかおけ ゅけょうくう 
『ぇさうちぇ [けいぇ. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ つっしすすぇ しっ こぇょぇ 

くぇ しすせょっくすおぇすぇ こけ こさぇゃけ けす 
‶〉 „‶ぇうしうえ 》うかっくょぇさしおう” 
]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ. ]うきけくぇ ぉっ 
ういぉさぇくぇ くぇ ちっさっきけくうは ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお くぇ 27-きう きぇえ すぇいう ゅけ-
ょうくぇ. 〈は とっ っ つぇしす けす こさけゅさぇ-

′っておぇ [けぉっゃぇ:
 〈せお うょゃぇき おぇすけ ゃ さけょっく ょけき. ╁しうつおう しぇ ぉかういおう, ゃしうつおけ きっ さぇょゃぇ. 〈ぇおけゃぇ 
ぉけゅぇすしすゃけ けす ちゃっすけゃっ. ╀ぇゅさう. ¨ぉしすぇくけゃおぇ. ‶けつうゃぇきっ くぇこなかくけ. ╀なょっすっ ぉかぇゅけ-
しかけゃっくう いぇ すけゃぇ, おけっすけ うきぇすっ う こさっしないょぇゃぇすっ.

╆けさぇく ╊うかうつ, こさっいうょっくす くぇ ぃゅけしかぇゃうは:
 ¨ぉうおけかうか しなき しゃっすぇ. ╀うか しなき くぇゃしはおなょっ, おぇおゃけ かう くっ しなき 
ゃうょはか, くけ すぇいう おさぇしけすぇ すせお きっ こけさぇいはゃぇ. 〈うは ぉせたくぇかう さけいう, 
くぇ くはおけかおけ っすぇあぇ... ╃うゃう させあう! 〈ぇいう いっかっくうくぇ くぇ すけこおう, 
いゃなくう!
〈けゃぇ っ っょうく きぇかなお さぇえ. [けいうすっ しぇ いぇしすうくぇかぇ きせいうおぇ.
〈せお ういぉさぇた ょぇ ょけえょぇ いぇ きっょっくうは しう きっしっち し きけはすぇ しなこさせゅぇ, 
ういぉさぇた ょぇ ょけえょぇ しさっょ こさうはすっかう, おなょっすけ とっ ぉなょっき とぇしすかうゃう 

う ょゃぇきぇすぇ. 〈せお とぇしすうっすけ っ ょゃけえくけ. 〈せお こさうはすっかうすっ しぇ ょゃぇ こなすう こさうはすっかう. 
╇ くっ きけゅぇ ょぇ しう すさなゅくぇ. ╇しおぇき ょぇ こけきけかは ゅさぇょぇ: ”′っしっぉなさ, こせしくう きっ ょぇ しう 
すさなゅくぇ!”.

きぇすぇ う ぉなかゅぇさしおぇすぇ しかぇゃぇ ゃ 
ぅこけくうは こけ ゃさっきっ くぇ 17-ょくっゃ-
くぇすぇ ゃういうすぇ すぇき.
╁ さぇきおうすっ くぇ すぇいゅけょうてくうすっ 

ょくう くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ こさっそっお-
すせさぇ 《せおせけおぇ すぇくちぬけさうすっ けす 
ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか” とっ うきぇす 
22 ゅけかっきう おけくちっさすぇ ゃ すさう けす 
くぇえ- ゅけかっきうすっ ゅさぇょけゃっ くぇ 
こさっそっおすせさぇすぇ - ╋せくぇおぇすぇ, 
《せおせけおぇ う ┿は. ╉けくちっさすくうすっ  
ういこなかくっくうは とっ しぇ 90 きうくせす-
くう. ̈ しゃっく すけゃぇ, ぇさしっくぇかしおうすっ 
すぇくちぬけさう とっ ういくっしぇす  けとっ こけ-
さっょうちぇ けす こけ-きぇかおう おけくちっさすう 
し ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ ちっか: ぉなか-
ゅぇさしおう たけさぇ う さなつっくうちう とっ 
しっ ゃうはす ゃ しけちうぇかくう ょけきけゃっ, 
ゃ ょけきけゃっ いぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ 
う ょっちぇ しなし しこっちうそうつくう こけ-

すさっぉくけしすう, せつうかうとぇ, ょっすしおう 
ゅさぇょうくう う ょさせゅう. 
¨すょっかくけ けす すけゃぇ, たけさっけ-

ゅさぇそなす くぇ ぇくしぇきぉなかぇ 》さうし-
すけ ]すけはくけゃ とっ ういこなかくはゃぇ う 
しゃけっけぉさぇいくぇ ょうこかけきぇすうつっ-
しおぇ きうしうは. 〈けえ とっ くけしう しこっ-
ちうぇかくう こうしきぇ う ‶さけすけおけか いぇ 
しなすさせょくうつっしすゃけ きっあょせ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ ‶さうさけょけ-きぇすっ-
きぇすうつっしおぇ ゅうきくぇいうは  „ ′うおけ-
かぇ ¨ぉさっておけゃ” う っょくけ しさっょくけ 
せつうかうとっ けす はこけくしおうは ゅさぇょ 
┿は. ╇ょっはすぇ っ すけいう こさけすけおけか 
ょぇ ぉなょっ こけょこうしぇく けす はこけくしおぇ 
しすさぇくぇ ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ 
うかう くぇえ-おなしくけ こけ ゃさっきっ くぇ 
‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお しかっょゃぇとうは のくう. ‶さけすけ-
おけかなす とっ ょぇゃぇ いっかっくぇ しゃっす-

╇ゃぇく ╃うくおけゃ, こけっす:
 ╉ぇすけ ゃしっおう つけゃっお し きけさぇか, こなさゃけ うしおぇき ょぇ こけい-
ょさぇゃは ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, つっ っ くぇこさぇゃうか ぉぇいぇ いぇ 
たけさぇすぇ. ╀なかゅぇさしおうはす くぇさけょ おぇいゃぇ, つっ くはきぇ くっくぇ-
おぇいぇくけ ょけぉさけ. ╁ すけいう しかせつぇえ ぉなかゅぇさしおうはす くぇさけょ 
とっ ぉなょっ ょけぉさけくぇきっさっく.

かうくぇ くぇ さぇいかうつくう そけさきう くぇ 
しなすさせょくうつっしすゃけ きっあょせ ゃない-
こうすぇくうちうすっ くぇ おぇいぇくかなておぇ-
すぇ ゅうきくぇいうは う っょくけ はこけくしおけ 
せつうかうとっ. ╉ぇすけ つぇしす けす ょけぉさう-
すっ ゃさないおう きっあょせ ╋せくぇおぇすぇ う  
╉ぇいぇくかなお  しぇきけ こさっょう ょゃっ 
しっょきうちう  けぉとうくしおぇすぇ ぉうぉかう-
けすっおぇ  „╇しおさぇ” ょけきぇおうくしすゃぇ 
しなゃきっしすくぇ ういかけあぉぇ くぇ ょっちぇ 
けす はこけくしおうは  ゅさぇょ う ╉ぇいぇく-
かなお. ¨ぉっょうくはゃぇとぇすぇ ょっすしおけ-
すけ すゃけさつっしすゃけ  すっきぇ ぉっ きぇしかけ-
ょぇえくぇすぇ さけいぇ. 
‶ぇさぇかっかくけ し きぇゅうはすぇ くぇ ぉなか-

ゅぇさしおうは そけかおかけさ はこけくしおうすっ 

ょけきぇおうくう, おけうすけ ゃっつっ 11 ゅけ-
ょうくう こけっきぇす ゃしうつおう さぇいたけょう 
くぇ こなすせゃぇとぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 
ょっかっゅぇちうは, とっ うきぇす ゃないきけあ-
くけしすすぇ ょぇ しっ くぇしかぇあょぇゃぇす う 
くぇ すさぇょうちうけくくぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
おせたくは. ╁ さぇきおうすっ くぇ ゃういう-
すぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃしっおう ょっく 
っょうく さっしすけさぇくす  ゃ ╋せくぇおぇすぇ 
とっ こさうゅけすゃは けぉっょくけ う ゃっつっさ-
くけ きっくの しぇきけ けす ぉなかゅぇさしおう 
はしすうは. 』っしすすぇ すぇいう ゅけょうくぇ ょぇ 
ゅけすゃう いぇ はこけくちうすっ しっ こぇょぇ くぇ 
こぇゃっかぉぇくしおうは ゅけすゃぇつ ╂っけさゅう 
╃うくっゃ.  

  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ しなさょっつくけ ゃう こけいょさぇゃはゃぇ こけ 
しかせつぇえ 133-すぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ  う ゃう おぇくう くぇ 

すさぇょうちうけくくうは そうさきっく こさぇいくうお - ╃っく くぇ けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう!

09:00 - ]こけさすくう すせさくうさう – そうくぇかう: 
 そせすぉけか, ゃけかっえぉけか, くぇさけょくぇ すけこおぇ,
 ょなさこぇくっ くぇ ゃなあっ

12:00 - ¨そうちうぇかくけ けすおさうゃぇくっ くぇ こさぇいくうおぇ 
 - ′ぇゅさぇあょぇゃぇくっ くぇ こけぉっょうすっかうすっ ゃ しこけさすくうすっ
 すせさくうさう う くぇ こなさゃっくちうすっ ゃ すさせょぇ
 - ‶さぇいくうつっく おけくちっさす し せつぇしすうっすけ くぇ:
 ╃さぇゅけきうさ ╃さぇゅぇくけゃ, しすさせくっく おゃぇさすっす „Intro”,
 ╁っしっかうく ╋ぇさうくけゃ
 - ‶さぇいくうつくう たけさá し こっしくうすっ くぇ しっしすさう ╃うくっゃう.

╆ぇこけゃはょぇえすっ!

╁たけょなす っ しゃけぉけょっく, いぇ くっさぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” – けす 
いぇこぇょくうは こけさすぇか.
¨ぉとっしすゃっくけ たさぇくっくっ – „┿さしっくぇか” けさゅぇくういうさぇ くぇ きはしすけ 

すなさゅけゃしおけ けぉしかせあゃぇくっ し たさぇくう う くぇこうすおう.

′ぇ ゃしうつおう – いょさぇゃっ う こさぇいくうつくけ くぇしすさけっくうっ!

》『╅′〉¨[ 〉╅ „╅『』╊〉╅]” ╅╉
21 しっこすっきゃさう, しさはょぇ  - しすぇょうけく „┿さしっくぇか”

]おなこう ぇさしっくぇかちう う ゃっすっさぇくう くぇ „┿さしっくぇか”, 
せゃぇあぇっきう しなゅさぇあょぇくう!

╉けくしすぇくすうく ‶ぇゃかけゃ, こけっす:
 ] ぉぇいぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” しきっ しなしっょう けす ょっしっすうかっすうは. ╁つっさぇ きっ こけさぇ-
いう っょうく くぇょこうし ゃなさたせ ちうきっくすけゃぇ すけさぉぇ, いぇおぇつっく けすゃなく, くぇ さけいぇすぇ. 
′ぇこうしぇくけ っ けす さけき: ”╋っくう きな せぉうゃぇ おさぇしけすぇすぇ.”

╊のぉけきうさ ╊っゃつっゃ:
 ╁なゃ ゃぇてうは ょゃけさ ゃうあょぇき くぇてうすっ こけっきう, さぇいゅなさ-
くぇすう ゃ ぇかっう, くぇてうすっ しすうたけゃっ, こさっおさけっくう ゃ ちゃっすは, 
ぇ すけいう ぉぇしっえく っ こなかっく し あうゃぇ ゃけょぇ.

[せきっく ╊っけくうょけゃ, こけっす:
 ╄ょうく しっいけく さぇぉけすうた ゃ たけすっか „┿さしっくぇか”. ╁うょはた たけさぇすぇ さっぇかくけ おぇお 
しっ こさけきっくはす. ╇ょゃぇす くっさゃくう, けすさせょっくう, こけつうゃぇす しう. ′ぇ すさなゅゃぇくっ 
くっ いぇぉさぇゃはす ょぇ おぇあぇす: ”╃けゅけょうくぇ こぇお とっ ょけえょっき”.

′あたけつあし:
【ちそま ╈かそちえけかう


