
14 けおすけきゃさう 2011 ゅ.ɒɚɪɟɧɨ

╇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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Ⱥɤɰɟɧɬɢ
お-ち ╇あせみ ｠ちけつてそうあ:

╋けうそて せあ あすいちあくとちあてあ

╇かてかちあせけ:
╈かちえあせあ 〈そちてかうあ,
[あすひさひて つけ てかきけ せあ すみつてそてそ

╇あとねかちけ たそ 45 しかうあ う „╅ちつかせあし“

╉あ たちかいそちけす ぬかしとしけてあ つ にちあせあ

на стр.3

на стр.4

на стр.8

на стр.2
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

╆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

【あしあせてしけうあてあ さあくあせしひのさあ たかうけぬあ 』うかてしあ ¨うあせそうあ, さそみてそ うかねか 
か けくうかつてせあ け さあてそ たけつあてかしさあ, ねか はか つてあうあ すあこさあ くあ うてそちけ たひて 

╇つみさあ きかせあ うそまうあ つ てそくけ さそのすあち

』╇╊【]╅ ぁ╅[╅ 〈《〈¨ぁ╊〉を╊, 
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 【あこせそ そちひきけか 
╇きっ: ╇かうぇくぇ ╋うくつっゃぇ 
╂っくっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:
„┿さしっくぇか“ ┿╃ , ╆ぇゃけょ 
2/105, けすょっか ╇おけくけきう-
つっしおう

╃かなあくけしす:
╇おけくけきうつっしおう しっぉっ-
しすけえつうお

╂けょうくう:

╆けょうは: ╁っいくう

》けぉう: ‶なすってっしすゃうは

『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

╆ぇ]╈╅『¨【╊ 〉╊ 』》《『【】╇╅【, 
40% 〉っ〈╅【 〉¨[╅[╇╅ ‒¨′¨ぁ╊』[╅ ╅[【¨╇〉《』【 

╈]╅』】╇╅〈╊ ╇ ╉╇╊ 
】『〉¨ ¨ 』 ｠¨[』ぁ╊

]ゃっすかぇ しこけょっかう, つっ きぇえつうくしすゃけすけ え くはきぇ ょぇ え 
こけこさっつう ょぇ こさけょなかあう ょぇ こさぇおすうおせゃぇ えけゅぇ. 

]おけさけ  おさぇしうゃぇすぇ くぇてっくおぇ ぉっ こけおぇくっくぇ う いぇ こけつっ-
すっく こぇすさけく くぇ こなさゃけすけ ╄ゃさけこっえしおけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ 
えけゅぇ せ くぇし. 〈は ぉっ ういぉさぇくぇ いぇさぇょう こさうくけしぇ え ゃ こけこせ-
かはさういうさぇくっすけ くぇ えけゅぇ う くぇょ 15 - ゅけょうてくぇすぇ え こさぇお-
すうおぇ ゃ すっいう いぇくうきぇくうは. ╇いこなかくうすっかおぇすぇ くぇ “C’est la 
vie” う “╊のぉけゃ う おぇそっ” こけょゅけすゃは う しゃけっ ╃╁╃ し かうつ-
くぇすぇ え えけゅぇ こさけゅさぇきぇ, おけはすけ え こけきけゅくぇ ょぇ ゃなさくっ 
ぉなさいけ そけさきぇ しかっょ こなさゃぇすぇ しう ぉさっきっくくけしす. ╁ くぇつぇ-
かけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ つぇおぇ きけきうつっくちっ. 〈けゃぇ 
は けすおぇいゃぇ ょぇ こさっいっくすうさぇ くけゃうは しう ぇかぉせき, おけえすけ っ 
くぇこなかくけ ゅけすけゃ う しなょなさあぇ 12 こっしくう. ╆ぇすけゃぇ こなお うい-
こなかくうすっかおぇすぇ けぉっとぇゃぇ ょぇ こけおぇあっ けす くっゅけ けとっ ょゃっ 
おけきこけいうちうう. ‶さっい けおすけきゃさう ういかういぇ ぉぇかぇょぇすぇ “╆くぇ-
って かう...”, つうえすけ ゃうょっけおかうこ ゃっつっ っ いぇしくっす, ぇ ゃっょくaゅぇ 
しかっょ くっは う こなさゃぇすぇ こっしっく こけ くっえくぇ きせいうおぇ. ╇ ょゃっすっ 
しぇ ゃおかのつっくう ゃ くけゃうは え ぇかぉせき.
╃け おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ とっ ういかっいっ う すさっすぇすぇ おくうゅぇ 

くぇ ]ゃっすかぇ しなし いぇゅかぇゃうっ “╁うたさぇ う ゃけょおぇ” しかっょ “╆ぇぉ-
さぇくっくけ ょけ 18!” う “]ゃっすなす ゃ おさぇおぇすぇ え”. 〈さうすっ おくうゅう 
とっ ぉなょぇす しなぉさぇくう ゃ すさうかけゅうは う いぇこうしぇくう くぇ ょうしお し 
ゅかぇしけゃっすっ くぇ ういゃっしすくう ぇおすぬけさう.
‶けゃっつっ いぇ ]ゃっすかぇ ╇ゃぇくけゃぇ, おぇいぇくかなつぇくう きけゅぇす ょぇ 

くぇせつぇす けす かうつくぇすぇ え しすさぇくうちぇ くぇ ぇょさっし:
http://www.facebook.com/pages/Svetla-

Ivanova/130108090367877
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

′ぇえ-こけょたけょはとけすけ きっくの いぇ すけいう ょっく しぇ しかぇょおうすっ くっとぇ う 
すっしすっくうすっ ういょっかうは. ╅っかぇすっかくけ っ ょぇ しっ こけしすう. 』けゃっおなす, さけょっく 
ゃ ょっくは くぇ ╁っくっさぇ, っ つけゃっお くぇ つせゃしすゃぇすぇ. ′ぇ つせゃしすゃぇすぇ, ぇ くっ 
くぇ っきけちううすっ. 〈っいう たけさぇ しぇ ょけしすぇ くぇょっあょくう う こさぇおすうつくう, いぇ-
すけゃぇ くぇ すはた きけあっ ょぇ しっ さぇいつうすぇ ぉせおゃぇかくけ いぇ ゃしうつおけ. ╁ こっすなお 
くぇえ-つっしすけ しっ さぇあょぇす ぉなょっとう っしすっすう, ぇおすぬけさう, たけさぇ し すゃけさつっ-
しおう いぇかけあぉう, きうさけすゃけさちう - すけゃぇ しぇ くぇえ-ょけぉさうすっ うき おぇつっしす-
ゃぇ. ╁ こけ-かけてうは しかせつぇえ さけょっくうすっ ゃ こっすなお さけぉせゃぇす くぇ しゃけうすっ 
しすさぇしすう, きくけいうくぇ けす すはた くっ けぉうつぇす すさせょぇ う しぇ こさうしこけしけぉかっく-
ちう. ]きはすぇ しっ, つっ こっすなお っ ょっく くぇ きうさぇ う しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ, くぇ 
ういおせしすゃけすけ う しないっさちぇくうっすけ, くぇ っしすっすうおぇすぇ う かのぉけゃすぇ. 〈けゃぇ 
っ くぇえ-ょけぉさけすけ ゃさっきっ いぇ いぇこけいくぇくしすゃぇ, いぇ くぇつぇかけ くぇ ゃさないおぇ, 
ぇ すぇおぇ しなとけ う いぇ しおかのつゃぇくっ くぇ ぉさぇお. ┿しすさけかけいうすっ おぇいゃぇす, つっ 
う つっすゃなさすなおなす っ こけょたけょはと いぇ しおかのつゃぇくっ くぇ ぉさぇお. ╁ こっすなお – 
ょっくはす くぇ ╁っくっさぇ, っ こさっこけさなつうすっかくけ ょぇ しっ ういぉはゅゃぇす ゃしっゃない-
きけあくう ういかうてっしすゃぇ, すなえ おぇすけ すっ きけゅぇす ょぇ ういゃぇょはす つけゃっおぇ けす 
さぇゃくけゃっしうっ う ょぇ しっ けすさぇいはす こぇゅせぉくけ くぇ いょさぇゃっすけ きせ.  

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

『っかせかうすなす っ くぇすさせこゃぇ-
くっ くぇ きぇいくうくう ゃ けこさっょっ-
かっくう けぉかぇしすう くぇ すはかけすけ, 
くぇえ-つっしすけ くぇ ぉっょさぇすぇ, 
たなかぉけちうすっ う たぇくてぇ, し ゃうょ 
くぇ “こけさすけおぇかけゃぇ おけさぇ” 
おけあぇ, ぇ こさけしすうつおけ おぇいぇ-
くけ - あっくしおうはす おけてきぇさ.
╁しっ けとっ くはきぇ っょうくくけ きくっ-

くうっ こけ ゃなこさけしぇ けす おぇおゃけ 
しっ こけかせつぇゃぇ, いぇとけ しっ しさっ-
とぇ こさう たけさぇ, おけうすけ くはきぇす 
しゃさなた すっゅかけ う くぇえ-ゃぇあくうはす 
ゃなこさけし - おぇお きけあっき ょぇ ゅけ 
けすしすさぇくうき いぇゃうくぇゅう? 』っしす-
くうはす けすゅけゃけさ っ - くうおけえ くっ 
いくぇっ しなし しうゅせさくけしす. 

《ぇおすうすっ いぇ ちっかせかうすぇ?
- 85-90% けす あっくうすっ ゃなゃ ゃないさぇしすすぇ けす こせぉっさすっすぇ う しかっょ すけゃぇ しすさぇょぇす けす くはおぇおゃぇ そけさきぇ 

くぇ ちっかせかうす
- 『っかせかうすなす しっ はゃはゃぇ きくけゅけ さはょおけ こさう きなあっすっ
- 『っかせかうすなす くっ っ しゃなさいぇく しなし いぇすかなしすはゃぇくっすけ

╉ぇおゃけ こさっょしすぇゃかはゃぇ ちっかせかうすなす?
‶けょ こけゃなさたくけしすすぇ くぇ おけあぇすぇ しっ くぇきうさぇ すなくなお しかけえ けす こけょおけあくぇ きぇいくうくぇ. 〈けいう しかけえ ょっえしす-

ゃぇ おぇすけ いぇとうすっく きったぇくういなき こさけすうゃ すさぇゃきう, こけょこけきぇゅぇ いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ すっかっしくぇすぇ すっきこっさぇ-
すせさぇ う くけさきぇかくけ くっ っ しゃなさいぇく し せゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ すっゅかけすけ. 
╃させゅ しかけえ きぇいくうくう, こけ-ょなかぉけおけ こけょ おけあぇすぇ, けこさっょっかは おけくすせさうすっ くぇ すはかけすけ くう. 〈けえ っ ゃ 

すぇいう けぉかぇしす, おなょっすけ きぇしすくうすっ おかっすおう しっ せゃっかうつぇゃぇす こさう くぇこなかくはゃぇくっ. 〈けいう こけ-ょなかぉけお しかけえ 
っ さぇいょっかっく くぇ おぇきっさう つさっい ゅなゃおぇゃぇ しなっょうくうすっかくぇ すなおぇく. ]なっょうくうすっかくぇすぇ すなおぇく しゃなさいゃぇ 
ゅけさくうは しかけえ くぇ おけあぇすぇ し こけ-ょけかくうすっ しかけっゃっ くぇ きせしおせかうすっ おぇすけ おけすゃぇ. ╉けゅぇすけ しなっょうくうすっか-
くぇすぇ すなおぇく けすしかぇぉゃぇ う しすぇゃぇ こけ-きぇかおけ ゅなゃおぇゃぇ, すは うきぇ しおかけくくけしすすぇ ょぇ こさうょなさこゃぇ 
こけゃなさたくけしすすぇ くぇ おけあぇすぇ う こさうょぇゃぇ すさぇこつうくおけゃうは ゃうょ, す.っ. こけはゃはゃぇ しっ ちっかせかうす. 
]っゅぇ しっ ょうしおせすうさぇす しかっょくうすっ こさうつうくう いぇ ちっかせかうすぇ: くぇしかっょしすゃっくけしす, こさけちっしうすっ くぇ けし-

すぇさはゃぇくっ (し ゃないさぇしすすぇ ちっかせかうすなす しっ ゃかけてぇゃぇ), かけてぇ ちうさおせかぇちうは, ういかうてなお くぇ っしすさけゅっくう, 
くぇすさせこゃぇくっ くぇ すけおしうくう. ╆ぇ こけゃかうはゃぇくっ くぇ ちっかせかうすぇ しっ こさうかぇゅぇす くぇえ-さぇいかうつくう こけょたけょう, 
けす すはた かうこけしせおちうはすぇ (ういしきせおゃぇくっ くぇ きぇいくうくうすっ) けおぇいゃぇ ゃ きくけゅけ しかせつぇう くぇえ-っそっおすうゃくけ 
う すさぇえくけ ょっえしすゃうっ. 

》さぇくうすっかくう こさっこけさなおう
‶さっこけさなつゃぇ しっ おけくしせきぇちうは くぇ たさぇくう, ぉけゅぇすう くぇ ぇくすうけおしうょぇくすう - ゃうすぇきうく ], ゃうすぇ-

きうく ╄, おぇさけすうくう, そかぇゃけくけうょう, ちうくお う しっかっく, しなとけ すぇおぇ う くぇ さぇしすうすっかくう ゃかぇおくうくう. 〈けゃぇ 
けいくぇつぇゃぇ ょうっすぇ, ぉけゅぇすぇ くぇ さぇいくけけぉさぇいくう いっかっくつせちう う こかけょけゃっ - こけ-ゃないきけあくけしす おけくしせきう-
さぇくう しせさけゃう, こなかくけいなさくっしす たかはぉ, はょおう, さうぉぇ う こけしすくう きっしぇ, いぇきっしすゃぇくっ くぇ あうゃけすうくしおうすっ 
きぇいくうくう し さぇしすうすっかくう (いぇ こさっょこけつうすぇくっ いったすうく). 
╇いゃっしすくけ っ, つっ ぇくすうけおしうょぇくすうすっ いぇとうすぇゃぇす けさゅぇくういきぇ けす けおうしかうすっかくけすけ ょっえしすゃうっ くぇ しゃけ-

ぉけょくうすっ さぇょうおぇかう, おけうすけ しっ けぉさぇいせゃぇす ゃ けさゅぇくういきぇ こさう くけさきぇかくうすっ けぉきっくくう こさけちっしう, こけょ 
ゃかうはくうっ くぇ えけくういうさぇとう かなつっくうは, すけおしうつくう ゃっとっしすゃぇ, かっおぇさしすゃぇ, こさう ゃないこぇかうすっかくう こさけ-
ちっしう. 〈っ せゃさっあょぇす おかっすおうすっ う こさっょういゃうおゃぇす ょっゅっくっさぇすうゃくう こさけきっくう ゃ すなおぇくうすっ. 
╁うすぇきうく ], けしゃっく おぇすけ ぇくすうけおしうょぇくす, うきぇ しこっちうぇかくぇ さけかは こさう しうくすっいぇ くぇ おけかぇゅっくぇ, “ちう-

きっくすうさぇとけすけ” ゃっとっしすゃけ きっあょせ おかっすおうすっ, おけっすけ こさうょぇゃぇ っかぇしすうつくけしすすぇ くぇ おけあぇすぇ う しなっょう-
くうすっかくうすっ すなおぇくう. ‶さっこけさなつゃぇ しっ しなとけ こうっくっすけ くぇ きくけゅけ ゃけょぇ - こけくっ 2 かうすさぇ ょくっゃくけ.
╃うっすぇすぇ くっ きけあっ ょぇ っかうきうくうさぇ こさけぉかっきぇ し ちっかせかうすぇ, くけ きけあっ ょぇ こけょこけきけゅくっ 

くっゅけゃけすけ こけゃかうはゃぇくっ, ょぇ こさっょけすゃさぇすう くっゅけゃけすけ いぇょなかぉけつぇゃぇくっ.
〈┿

¨すきうくぇか っ ょっくはす いぇ けぉとせゃぇくっ – つっすゃなさすなお, ょっくはす くぇ 
ぃこうすっさ. ]かっょゃぇ ょっくはす くぇ かのぉけゃすぇ – しこけさっょ ぇしすさけかけいう-

すっ, すけいう ょっく っ こっすなお.
‶っすうはす ょっく けす しっょきうちぇすぇ っ ょっくはす くぇ ╁っくっさぇ. ╆ぇ くっゅけ しぇ 

たぇさぇおすっさくう ゃうしけおうはす っきけちうけくぇかっく こけょっき う こけゃうてっくぇすぇ 
つせゃしすゃうすっかくけしす. ╋けあっ ぉう いぇさぇょう すけゃぇ たけさぇすぇ しすぇゃぇす こけ-
とっょさう, ょけさう さぇいすけつうすっかくう. ‶っすなお っ ょっくはす, ゃ おけえすけ くぇえ-きくけ-
ゅけ くう すっゅかう おなき きぇゅぇいうくうすっ, しこけしけぉくう しきっ ょけさう ょぇ くぇこさぇゃうき 
ぉっいしきうしかっくう こけおせこおう.

〉かえちあすそてせそつててあ  せか か そつせそうあせけか 
くあ たそしくうあせかてそ せあ たちけおちときけてかし

╆ぇ ゃすけさう こなす ゃ こけしかっょくうすっ 22 ゅけょうくう  
とっ ゅかぇしせゃぇきっ くぇ ういぉけさう 2 ゃ 1 うょ-

くぇすぇ くっょっかは, くぇ 23-すう けおすけきゃさう.  ‶なさ-
ゃうはす こなす ぉっ こさっい 1990 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ 
こさっい のくう ういぉうさぇたきっ っょくけゃさっきっくくけ 
こぇさかぇきっくす う けさゅぇくう くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす. 
╆ぇ こなさゃう こなす けす くぇつぇかけすけ くぇ ょっきけおさぇ-
ちうはすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは くはきぇ くぇいくぇつっくう [ぇ-
えけくくう ういぉうさぇすっかくう おけきうしうう. ╋っしすくうすっ 
¨ぉとうくしおう ういぉうさぇすっかくう おけきうしうう すけいう 
こなす さぇぉけすはす う おぇすけ さぇえけくくう, くぇ こさはおけ 
こけょつうくっくうっ くぇ 『╇╉ - 『っくすさぇかくぇ ういぉう-
さぇすっかくぇ おけきうしうは.

′ぇょ 1/3 けす ぉなかゅぇさう-
すっ きっあょせ 14 う 60 

ゅけょうくう くはきぇす そういう-
つっしおぇ ぇおすうゃくけしす, しけつう 
こさっょしすぇゃうすっかくけ こさけ-
せつゃぇくっ くぇ ╇くしすうすせすぇ 
いぇ しけちうぇかくう ういしかっょ-
ゃぇくうは う きぇさおっすうくゅ 
╋╀╋╃, けこけゃっしすっくけ 
すけいう きっしっち.
 90 くぇ しすけ けす ぇくおっ-

すうさぇくうすっ すゃなさょはす, つっ 
いょさぇゃけしかけゃくけすけ しなし-
すけはくうっ くぇ くぇちうはすぇ っ 
かけてけ う しっ すさっゃけあぇす けす 
すけいう そぇおす, くけ しなとっ-
ゃさっきっくくけ こけかけゃうくぇすぇ 
けす たけさぇすぇ し くぇょくけさきっ-
くけ すっゅかけ くっ しきはすぇす, つっ 

うきぇす こさけぉかっき.
60 くぇ しすけ けす ぉなかゅぇさう-

すっ くっ しこけさすせゃぇす, しけつう 
けとっ ういしかっょゃぇくっすけ, けぉ-
たゃぇとぇとけ けすゅけゃけさうすっ 
くぇ 703 ゅさぇあょぇくう くぇ 
ゃないさぇしす きっあょせ 14 う 60 
ゅけょうくう けす しすけかうちぇすぇ う 
けぉかぇしすくうすっ ゅさぇょけゃっ. 
¨す ぇくおっすうさぇくうすっ こけつ-
すう 40% くはきぇす くうおぇおゃぇ 
そういうつっしおぇ ぇおすうゃくけしす. 
]さっょ こさうつうくうすっ しぇ, つっ 
くっ けぉうつぇす ょぇ しこけさすせ-
ゃぇす, くはきぇす しゃけぉけょくけ 
ゃさっきっ う くはきぇす しさっょ-
しすゃぇ いぇ ょけこなかくうすっかくう 
さぇいたけょう.

[╅]╅ぃ〉¨[《╇ 〉╊ ╊ ╊〉╊『╈¨‶〉╅ 〉╅》¨【[╅
╋うたぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ, おけくしすさせおすけさなす くぇ 

っょくけうきっくくぇすぇ ぇゃすけきぇすうつくぇ こせておぇ, 
けすくっ つさっい しなょぇ こさぇゃけすけ くぇ てゃっえちぇさしおぇ おけき-
こぇくうは ょぇ ういこけかいゃぇ うきっすけ きせ ゃ くぇいゃぇくうっ くぇ 
っくっさゅうえくぇ くぇこうすおぇ, しなけぉとう [╇┿ ′けゃけしすう.
‶さっい 2009 ゅ. おけきこぇくうはすぇ “╁うくうしすぇ” 

(Vinista) こけょゅけすゃはてっ こせしおぇくっすけ ゃなゃ 《さぇく-
ちうは くぇ っくっさゅうえくぇ くぇこうすおぇ Kalaschnikow.
╆ぇ さっおかぇきぇすぇ くぇ くぇこうすおぇすぇ おけきこぇくうはすぇ 

ょけさう さっゅうしすさうさぇ ょけきっえくぇ kalaschnikow-
energy.com, くぇ おけえすけ きっあょせ ょさせゅけすけ ぉはたぇ 
こけきっしすっくう おぇさすうくおう し こぇすさけくう いぇ ぇゃすけきぇす, 
おさなゃ う こさっおう くぇきっちう いぇ ぇさきうは う いくぇおぇ つっさ-
ゃっくぇ いゃっいょぇ.

╆ぇすけゃぇ ╋うたぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ いぇゃっょっ ょっかけ いぇ くっいぇおけくくけ ういこけかいゃぇくっ くぇ うきっすけ きせ.
‶ぇさうあおう しなょ こけしすぇくけゃう, つっ おけきこぇくうはすぇ-こさけういゃけょうすっか う おけきこぇくうはすぇ-さぇいこさけしすさぇくうすっか しぇ うい-

こけかいゃぇかう ぉっい さぇいさってっくうっ うきっすけ くぇ うとっちぇ いぇ すなさゅけゃしおう ちっかう し っょうくしすゃっくけすけ くぇきっさっくうっ ょぇ 
こさっょういゃうおぇす ゃないきけあくけ くぇえ-ゅけかはき うくすっさっし おなき こさけょせおすぇ しう.
〈けえ いぇょなかあう おけきこぇくううすっ ょぇ こさっおさぇすはす さぇいこさけしすさぇくっくうっすけ くぇ くぇこうすおぇすぇ う ょぇ ういこかぇすはす けぉっい-

とっすっくうっ くぇ させしおうは おけくしすさせおすけさ.  ′っ しっ しなけぉとぇゃぇ さぇいきっさぇ くぇ けぉっいとっすっくうっすけ. 
‶け きぇすっさうぇか くぇ Vesti bg

》ぇ『╇╊〉を  ̈ 』〈╊ 》《 』〈ぇ『【 《【 
』ぇ『╉╊ぁ〉《-』ぇ╉《╇  ̈′╅╆《]っ╇╅〉¨っ

╆ぇ]╈╅『¨〉ぇ【 』》『っ ╉╅ ╇′╊〈╅ 
[『╊╉¨【 .̈ ‒¨『〈¨【╊ – 』ぇぅ《. 

]なさょっつくけ-しなょけゃうすっ いぇ-
ぉけかはゃぇくうは しぇ けしくけゃ-

くぇ こさうつうくぇ いぇ しきなさすくけしすすぇ 
こさっい ういきうくぇかぇすぇ 2010 ゅけ-
ょうくぇ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
〈けゃぇ こけおぇいゃぇ しすぇすうしすうおぇすぇ 
くぇ [っゅうけくぇかくぇすぇ いょさぇゃぇ うく-
しこっおちうは. ]なさょっつくけ-しなょけゃうすっ 
いぇぉけかはゃぇくうは しぇ こさうつうくぇすぇ  
いぇ  68,2% けす ゃしうつおう しきなさす-
くう しかせつぇう ゃ けぉかぇしすすぇ, こさう 

╉さっょうすうさぇくっすけ ゃ ╀なかゅぇさうは こさぇおすうつっしおう っ しこさはくけ, すけゃぇ しすぇくぇ 
はしくけ しかっょ いぇしっょぇくうっ くぇ ]なゃっすぇ くぇ ぉさぇくてけゃうすっ けさゅぇくういぇちうう 

こさう ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ- こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ. 
╃ぇくくうすっ しけつぇす, つっ いぇ 〈‶‶  いぇ 9-すっ きっしっちぇ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ しぇ さぇい-

ょぇょっくう っょゃぇ 20 きかく かっゃぇ うくゃっしすうちうけくくう おさっょうすう, おけっすけ いくぇつう, つっ 
こさぇおすうつっしおう おさっょうすうさぇくっすけ ゃ ╀なかゅぇさうは っ しこさはくけ. ′ぇ ぉなかゅぇさしおうは 
うくゃっしすうすけさ しっ くぇかぇゅぇ う ょぇ こかぇとぇ こけ-ゃうしけおぇ ちっくぇ いぇ おさっょうすうすっ, 
おけっすけ しこなゃぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ う こさぇゃう くっゃないきけあくぇ おけ-
きせくうおぇちうはすぇ きっあょせ ぉぇくおう う ぉういくっしぇ. ╉けゅぇすけ きっあょせ すはた くはきぇ こぇさす-
くぬけさしすゃけ, くはきぇ おぇお ょぇ うきぇ さぇいゃうすうっ.
′ぇ こさけゃっょっくぇすぇ ょうしおせしうは ゃ 〈なさゅけゃしおぇすぇ こぇかぇすぇ ぉはたぇ おけきっくすう-

さぇくう う さっいせかすぇすうすっ けす こさけゃっょっくうすっ こさっゅけゃけさう きっあょせ しけちうぇかくう-
すっ こぇさすくぬけさう こけ ょけゅけゃぇさはくっ くぇ きうくうきぇかくう けしうゅせさうすっかくう こさぇゅけゃっ 
いぇ 2012 ゅけょうくぇ こけ うおけくけきうつっしおう ょっえくけしすう. ‶さうっすけ ぉっ さってっくうっ: 
ょぇ しっ ういこさぇすう ゃないさぇあっくうっ ょけ きうくうしすなさぇ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ 
こけかうすうおぇ しさっとせ うおけくけきうつっしおう くっけぉけしくけゃぇくうは きけょっか こさう ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくけすけ けこさっょっかはくっ くぇ きうくうきぇかくうすっ けしうゅせさうすっかくう こさぇゅけゃっ いぇ 
けすさぇしかうすっ/ぉさぇくてけゃっすっ, いぇ おけうすけ くはきぇ こけょこうしぇくう しこけさぇいせきっくうは.
‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ぉさぇくてけゃうすっ けさゅぇくういぇちうう おけきっくすうさぇたぇ さっょう-

ちぇ けす うょっうすっ,  こけさけょっくう けす けさゅぇくういうさぇくうは けす ╀〈‶‶ そけさせき  „╀なかゅぇ-
さうは - ╀さぇいうかうは いぇ せしすけえつうゃけ こぇさすくぬけさしすゃけ”.  ╁ くっゅけ せつぇしすゃぇ っかうすなす 
くぇ7-すぇ うおけくけきうおぇ ゃ しゃっすぇ – ぉさぇいうかしおぇすぇ. 

╁ぇしうか 』けぉぇくけゃ

67,5% - いぇ しすさぇくぇすぇ いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.  ] すけいう こけおぇいぇすっか 
けぉかぇしすすぇ くう しっ くぇさっあょぇ くぇ っょくけ けす  こなさゃうすっ きっしすぇ おぇすけ さうしお. 
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つあ あちつかせあしぬけ

╀ぇとぇ え – 》さうしすけ ╃うきうすさけゃ, 
ぉうか くぇつぇかくうお ‶かぇしきっくす, きぇえ-
おぇ え さぇぉけすっかぇ ゃ こさせあうくくうは 
ちった. ╆ぇすけゃぇ う ╂っさゅぇくぇ うょゃぇ 
すせお しかっょ ゅうきくぇいうはすぇ う 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, 
おけえすけ いぇゃなさてうかぇ こけしかっ. ‶け-
つくぇかぇ ょぇ せつう う ゃうしてっ, くけ しっ 
けすおぇいぇかぇ いぇさぇょう しっきっえしすゃけすけ 
う うょゃぇとぇすぇ ょなとっさは. ╋ぇかおけ 

え っ くっせょけぉくけ けす すけゃぇ, つっ くっ 
せしこはかぇ ょぇ いぇゃなさてう, くけ – くぇ-
うしすうくぇ くはきぇ いぇとけ. ╂っさゅぇくぇ 
╋けさすっゃぇ ちはか あうゃけす さぇぉけすう し 
おぇつっしすゃけすけ くぇ くっょうこかけきうさぇく 
ゃうしてうしす, おぇすけ しすけすうちう ょさせ-
ゅう, ういゅさぇょうかう ぇゃすけさうすっすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” おぇすけ おけゃぇつくうちぇ 
くぇ おぇょさう ゃ さけょくけすけ きぇてう-
くけしすさけっくっ. ┿ こけしかっ – う おぇすけ 
こさけそしなのいっく ょっはすっか – こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ‶さけそおけきうすっすぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 8. 

╉ぇきなおなす しう すっあう くぇ 
きはしすけすけ

〈けゃぇ っ きぇおしうきぇすぇ, いぇょなさ-
あぇかぇ ╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ ちはか 
あうゃけす ゃ „┿さしっくぇか”. „′うおけ-
ゅぇ くっ きう っ きうくぇゃぇかぇ うょっ-
はすぇ ょぇ くぇこせしくぇ”, せしきうたゃぇ 
しっ ╂っさゅぇくぇ, こさっおさぇつうかぇ 
こさぇゅぇ くぇ ╆ぇゃけょ 8 こなさゃけ 
おぇすけ ぉけぉうくぬけさおぇ ゃ ╄かっお-
すさけちったぇ, こけしかっ しすぇくぇかぇ 
すったくうつっしおう ういこなかくうすっか 
ゃ ╉けくしすさせおすうゃくうは けすょっか, 
うくしこっおすけさ こけ おぇつっしすゃけ-
すけ う 7 ゅけょうくう – くぇつぇかくうお 
くぇ ちった 〉つっぉっく. 》けさぇすぇ は 

こけきくはす う おぇすけ ‶さけそこさっょ-
しっょぇすっか くぇ いぇゃけょぇ, おなょっすけ 
けすうてかぇ こけ くぇしすけはゃぇくっ くぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ, きぇおぇさ さぇ-
ぉけすぇすぇ ゃ せつっぉくうは ちった ょぇ え 
こさうかはゅぇかぇ けすかうつくけ.
[ぇぉけすぇすぇ し うょゃぇとうすっ ゃ 

„┿さしっくぇか”, ょぇ せしゃけはゃぇす 
こさけそっしうはすぇ くぇ きぇてうくけ-
しすさけうすっかは, せつっくうちう ぉうかぇ 
うしすうくしおけ せょけゃけかしすゃうっ いぇ 
╂っさゅぇくぇ. ¨しけぉっくけ え ぉうかけ 
こさうはすくけ あっかぇくうっすけ うき 

ょぇ くぇこさっょゃぇす ゃ いぇくぇはすぇ, ょぇ 
しっ せつぇす, ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす. ′け 
しなとけ すぇおぇ ぉうかう う ょけぉさっ きけ-
すうゃうさぇくう. 〈けゃぇ ぉはたぇ ゅけょうくう, 
ゃ おけうすけ ょっちぇすぇ ぉはたぇ きくけゅけ 
ぇおすうゃくう, しこけきくは しう てっそおぇ-
すぇ くぇ 〉つっぉくうは ちった. „‶さけはゃは-
ゃぇたぇ ゅけかはき うくすっさっし, うきぇたぇ 
う いぇこかぇとぇくっ くぇ すさせょぇ しう, 
おけっすけ きくけゅけ ゅう しすうきせかうさぇ-
てっ う さぇぉけすったぇ こさっい かはすけすけ, 
ょぇ しう しこっしすはゃぇす いぇ きけさっ うかう 
くっとけ ょさせゅけ”, さぇいおぇいゃぇ ょくっし 
╋けさすっゃぇ. ¨とっ は しこうさぇす こけ 
せかうちうすっ ょっしっすおうすっ せつっくうちう, 
せしなゃなさてっくしすゃぇかう こさけそっしう-
はすぇ こけょ くっえくけ さなおけゃけょしすゃけ, 
きくけゅけ けす すはた – ょくっし けすかうつくう 
ぇさしっくぇかしおう さぇぉけすくうちう.

240 せつっくうちう こさっきうくぇ-
ゃぇかう こさっい 〉つっぉくうは ちった 
ゅけょうてくけ

]うしすっきぇすぇ くぇ こけょゅけすけゃおぇ 
くぇ きかぇょうすっ きぇてうくけしすさけうすっ-
かう いぇ うしすうくしおぇすぇ さぇぉけすぇ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ ぉうかぇ しすさけゅぇ 
う ぇぉしけかのすくけ せしこってくぇ. 〉つっ-
くうちうすっ こさっおぇさゃぇかう こさぇおすう-
おぇすぇ しう すぇき, ぇ こけしかっ – こさっい 
かはすけすけ, うょゃぇかう こけ しこうしなお. 
[ぇぉけすぇすぇ ゃ ちったぇ おけこうさぇかぇ 
ちっかうは こさけういゃけょしすゃっく こさけ-
ちっし ゃ さっぇかくう せしかけゃうは, うい-
さぇぉけすゃぇかう しっ ょっすぇえかう いぇ 
うしすうくしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ, 
さぇぉけすっかけ しっ こけ こさけういゃけょ-
しすゃっくうすっ こさけゅさぇきう くぇ おけき-
ぉうくぇすぇ, けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
さぇぉけすぇ ぉうかぇ しなとぇすぇ おぇすけ ゃ 
ょさせゅうすっ ちったけゃっ くぇ こさっょこさう-
はすうっすけ う すぇおぇ きかぇょうすっ たけさぇ 
けす せつっくうつっしおぇすぇ しおぇきっえおぇ 
くっ しさっとぇかう くうおぇおゃう すさせょ-
くけしすう こさう こけしすなこゃぇくっすけ しう 
くぇ さぇぉけすぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ こさけ-
そっしうけくぇかくけすけ けぉせつっくうっ. ′ぇ 
くぇえ-ょけぉさうすっ しっ こさっょかぇゅぇ-
かぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” ゃっょ-
くぇゅぇ しかっょ こさうおかのつゃぇくっ くぇ 
けぉせつっくうっすけ. ╂けすゃっかう おぇょさう 
こさっょうきくけ いぇ いぇゃけょうすっ 5, 6, 
7 う 8, くけ う いぇ ゃしはおけ ょさせゅけ 
きはしすけ, おなょっすけ うきぇ くせあょぇ けす 
きぇてうくけしすさけうすっかう. ╂っさゅぇ-
くぇ ╋けさすっゃぇ しっ さぇょゃぇ, つっ う 
ょくってくけすけ ぇさしっくぇかしおけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ うきぇ うょっは ょぇ ゃなゃっょっ 
こけょけぉくぇ しうしすっきぇ くぇ こけょゅけ-
すけゃおぇ くぇ おぇょさうすっ いぇ さっぇか-
くうすっ せしかけゃうは くぇ すさせょ. ]こけ-
さっょ くっは, すけゃぇ っ ぇぉしけかのすくけ 
くっけぉたけょうきけ. ′っ きけあっ ょぇ しっ 
ゃかっいっ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ ぉっい 
くうおぇおゃぇ すったくうつっしおぇ こけょ-
すけゅけゃおぇ, こさう くぇし ょっちぇすぇ しっ 
せつったぇ ょぇ さぇいつうすぇす つっさすっあう 
う ょぇ さぇぉけすはす こけ すはた う こけしかっ 
くはきぇたぇ くうおぇおなゃ こさけぉかっき, 

けぉはしくはゃぇ こけかいぇすぇ けす けくぇいう 
しうしすっきぇ ╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ.  
〉つっぉくうはす ちった ぉうか しないょぇょっく 
こけ さってっくうっ くぇ ╋うくうしすっさ-
しすゃけすけ くぇ こさけしゃっすぇすぇ う うおけ-
くけきうおぇすぇ. ╁ さっぇかくう せしかけゃうは 
せつっくうちうすっ ぉうかう こさうおさっこゃぇ-
くう おなき っょうく けす つっすうさうきぇすぇ 
きぇえしすけさう. ′ぇつうくなす くぇ そけさ-
きうさぇくっ くぇ いぇこかぇすうすっ, しうしすっ-
きぇすぇ くぇ ういさぇしすゃぇくっ, ゃしうつおけ, 
くっ しぇきけ さぇぉけすぇすぇ こけ きぇてう-
くうすっ, しすぇゃぇかけ こさっょゃぇさうすっか-
くけ はしくけ くぇ きかぇょうすっ, けとっ 
こさっょう ょぇ こけしすなこはす し すさせょけゃ 
ょけゅけゃけさ ゃ こさっょこさうはすうっすけ. ╇ 
ょくっし ╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ ゅけゃけ-
さう いぇ けくっいう こけしすうあっくうは し けす-
ゅけゃけさくけしすすぇ くぇ こけょさっょっく つけ-
ゃっお, おけえすけ うしおぇ ゃしうつおけ ょぇ っ 
くぇさっょ. ╇ しなし しなさちっ - くっ きけあっ 
ぉっい ょぇ ょぇゃぇて けす  しなさちっすけ しう, 
おけゅぇすけ さぇぉけすうて し きかぇょうすっ 
たけさぇ.

╁ こさけそしなのいうすっ ╂っさゅぇくぇ 
こさけょなかあうかぇ ょぇ さぇいょぇゃぇ 
しなさちっすけ しう 

′ぇゃさっきっすけ こさけそしなのいうすっ しっ 
ゅさうあっかう いぇ ちはかぇすぇ しけちうぇか-
くぇ こけかうすうおぇ いぇ さぇぉけすっとうすっ. 
╂っさゅぇくぇ さぇぉけすっかぇ し けとっ 11 
ょせてう けす いぇゃけょぇ, くけ しぇきけ すは 
ぉうかぇ くぇ とぇす. ╁しうつおう ょさせゅう 
– ういぉさぇくう けす たけさぇすぇ, さぇぉけ-
すっかう くぇ けぉとっしすゃっくう くぇつぇ-
かぇ. ′ぇ けすゅけゃけさくけしすすぇ え おぇすけ 
さなおけゃけょうすっか くぇ すぇいう ょっえ-
くけしす ゃ ╆ぇゃけょ 8, くぇ ╂っさゅぇくぇ, 
しっ こぇょくぇかけ ょぇ しっ ゅさうあう いぇ 
‶さけゅさぇきぇすぇ いぇ こけょこけきぇゅぇくっ 
くぇ きくけゅけょっすくうすっ しっきっえしすゃぇ, 
いぇ ‶さけゅさぇきぇすぇ いぇ あうかうとくけ-
すけ くぇしすぇくはゃぇくっ, いぇ ぉぇかくっ-
けかけあおけすけ かっつっくうっ くぇ さぇぉけす-
くうちうすっ, いぇ こけつうゃくけすけ ょっかけ, 
いぇ こけょこけきぇゅぇくっすけ くぇ たけさぇ ゃ 
くせあょぇ, いぇ かっつっくうっすけ, けしうゅせ-
さっくけ ょけさう ゃ くぇえ-おぇつっしすゃっくぇ-
すぇ せ くぇし - ╁けっくくぇ ぉけかくうちぇ. 
╂っさゅぇくぇ けさゅぇくういうさぇかぇ う おせこ 
ょさせゅう くっとぇ. ‶さけそしなのいうすっ 
さぇいょぇゃぇかう おぇさすうすっ いぇ こけつうゃ-

おぇ, けさゅぇくういうさぇかう おけきうしうう 
いぇ けぉうおけかおぇ こけ おゃぇさすうさうすっ 
くぇ さぇぉけすくうちうすっ - ょぇ こさっちっ-
くはす くせあょぇすぇ うき けす くけゃけ あう-
かうとっ, くぇ おけっすけ うきぇかう こさぇゃけ 
おぇすけ ぇさしっくぇかちう. ‶さけそしなのいう-
すっ けさゅぇくういうさぇかう ょっしっすおうすっ 
こさぇいくっくしすゃぇ: けす ′けゃぇ ゅけょうくぇ 
う 8-きう きぇさす - ょけ ぉぇくおっすうすっ 
う こけょぇさなちうすっ  いぇ こっくしうけくう-
さぇくっすけ くぇ さぇぉけすくうちうすっ う 
ょさせゅうすっ さぇょけしすくう こけゃけょう ゃ 
しっきっえしすゃぇすぇ. ‶さけそしなのいうすっ 
こけきぇゅぇかう う こさう くっとぇしすうはすぇ 
くぇ たけさぇすぇ – こさっょかぇゅぇかう けす-
こせしおぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ かっつっ-
くうっ けす おけきぉうくぇすしおうは そけくょ, 
ういけぉとけ, けぉゅさうあゃぇかう つけゃっおぇ 

ういちはかけ. ‶さう すけゃぇ – くぇえ-つっし-
すけ ぉっいこかぇすくけ.
‶さけそしなのいうすっ しっ いぇくうきぇゃぇ-

かう う し す.くぇさ. „]けちうぇかうしすう-
つっしおけ しなさっゃくけゃぇくうっ” – けす-
つうすぇくっすけ くぇ さっいせかすぇすうすっ けす 
こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ しなしすっいぇくう-
っすけ きっあょせ ぉさうゅぇょう, ちったけゃっ う 
いぇゃけょう... ‶さけそしなのいうすっ ぉうかう 
ゃ ょなくけすけ くぇ うょっうすっ う けさゅぇくう-
いぇちうはすぇ う くぇ たせょけあっしすゃっくぇすぇ 
しぇきけょっえくけしす – すっぇすさぇかくうはす 
しなしすぇゃ, ゅさせこぇすぇ いぇ たせょけあっしす-
ゃっくけ しかけゃけ, ゃけおぇかくぇすぇ ゅさせ-
こぇ... 

]ぇきぇすぇ ╂っさゅぇくぇ っ こっゃうちぇ 
う さなおけゃけょうすっか くぇ ゃけおぇか-
くぇすぇ ゅさせこぇ くぇ ╆ぇゃけょ 8

[ぇぉけすっかう し ╋ぇさうは ╂さうゃけゃぇ – 
おけかおけ しちっくぇさうう いぇ こさぇいくうちう, 
おけかおけ そっしすうゃぇかくう せつぇしすうは, 
おけかおけ っおしおせさいうう, しちっくうつくう 
ういはゃう, くぇゅさぇょう, こけつっさこおう 
しかっょ せしこったうすっ. [っこっすうさぇかう 
こさっい けぉっょくうすっ こけつうゃおう – すけ-
ゅぇゃぇ ちはか つぇし ゃさっきっ. ′うおけえ くっ 
こっしすはか けす かうつくけすけ しう ゃさっきっ 
いぇ しぇきけょっえくけしすすぇ – こさぇゃっかう 
ゅけ いぇ せょけゃけかしすゃうっ. ╆ぇ さぇいすけ-
ゃぇさゃぇくっ. ╇ さぇょけしす... ′はきぇ-
てっ くうおぇおなゃ っゅけういなき, つせょう 
しっ くぇ けゅさけきくぇすぇ こさけきはくぇ ゃ 
こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう ╂っさゅぇ-
くぇ ╋けさすっゃぇ, おけはすけ くっ こけきくう 
くうすけ いぇゃうしす, くうすけ いかけぉぇ きっあ-
ょせ たけさぇすぇ けす けくけゃぇ ゃさっきっ, 
おけうすけ くぇえ-つっしすけ しう こけきぇゅぇかう 
っょうく くぇ ょさせゅ. 〈けゃぇ は ゃなか-
くせゃぇ う ょくっし, いぇとけすけ う しっゅぇ, 
おぇおすけ ゃうくぇゅう, っ けぉとっしすゃっくけ 
ぇおすうゃっく つけゃっお, おけえすけ しかっょう 
くけゃうくうすっ こけ すっかっゃういうはすぇ, つっ 
う ゃ うくすっさくっす,  しかっょう しなぉうすう-
はすぇ う こけかうすうおぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは 
– くぇえ-つっしすけ し ぉけかおぇ. ╆ぇとけすけ: 
”╃くっし しはおぇて ゃしうつおう しすぇくぇたぇ 
こさっおぇかっくう うくょうゃうょせぇかう-
しすう”. ]なあぇかはゃぇき いぇ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ くっとぇ, おけうすけ いぇゅせぉう-
たきっ. ′け くっ しこうさぇき ょぇ うしおぇき 
ょぇ ゃうあょぇき ょぇ しっ しかせつゃぇ こけ 
くっとけ ょけぉさけ”, くっ ゅせぉう くぇょっあ-

ょぇ ╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ – うしすうく-
しおう けこすうきうしす. ╆けょうは 〈っかっち, 
くけ けす けくっいう, おけうすけ くっ こさけしすけ 
ゃなさゃはす し さけゅぇすぇ くぇこさっょ, ぇ し 
けすおさうすけしす, さぇょけしす ゃ けつうすっ う 
とっょさけしす ゃ しなさちっすけ. 
′ぇきうさぇ かう ょくっし ゃさっきっ いぇ 

しっぉっ しう? – ょぇ, ゃっつっさ こさっょ 
おけきこのすなさぇ, おけゅぇすけ っ しこけおけえ-
くぇ, つっ ゃくせつおぇすぇ ゃっつっ しこう. 
〈けつくけ ょくっし こなさゃけおかぇしくうつ-
おぇすぇ っ くぇせつうかぇ し こけきけとすぇ くぇ 
ぉぇぉぇ おぇお しっ こうてっ ゅけかはきぇすぇ 
ゅかぇゃくぇ ぉせおゃぇ ┿. 
¨す ぇいぉせおぇすぇ, ぇ しうゅせさくけ う ゃ 

あうゃけすぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

】っょさぇ せしきうゃおぇ, しゃっすかうくおう ゃ けつうすっ う すけこかけ-
すぇ ゃ けすくけてっくうっすけ – すけゃぇ っ ╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ 

けとっ けす こなさゃぇすぇ きうくせすぇ, ゃ おけはすけ しっ しさっとぇきっ. ╅っくぇ, 
おけはすけ しはおぇて くっ しなあぇかはゃぇ いぇ くうとけ こけ ういきうくぇすうは 
こなす – ょゃっすっ ょなとっさう しぇ ゃっつっ ゅけかっきう, っょくぇすぇ っ うい-
ぉさぇかぇ ょぇ ゅけくう すさせょくぇ おぇさうっさぇ おぇすけ しすけきぇすけかけゅ, ぇ 
しっゅぇ – う しけぉしすゃっくうお くぇ おぇぉうくっす こけ たけきっけこぇすうは. 
╃させゅぇすぇ – おぇすけ しぇきぇすぇ ╂っさゅぇくぇ – し ういぉけさぇ くぇ あう-
ゃけすぇ しう – „┿さしっくぇか”.
╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ, おぇすけ たうかはょう ょさせゅう ぇさしっくぇかちう, 

っ こさっきうくぇかぇ ちっかうは しう すさせょけゃ こなす ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ. ╇ すけ – こなす, おけえすけ しっ こけきくう. ̈ す しぇきぇすぇ 
くっは – し きくけゅけ さぇょけしす. ╇ けす ょさせゅうすっ いぇ くっは – しなとけ. 
] すけこかけすぇ う せゃぇあっくうっ いぇ けしすぇゃっくけすけ すせお.
¨すくけゃけ, おぇおすけ たうかはょう ょさせゅう, ╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ 

こけきくう すけつくけ おけゅぇ っ こけしすなこうかぇ ゃ ゅけかはきけすけ しっきっえ-
しすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” – けおすけきゃさう 1964-すぇ. ╃け 2006-
すぇ. 『っかう 46 ゅけょうくう, こさっい おけうすけ くうすけ いぇ きうゅ くっ っ 
こけきうしかうかぇ ょぇ さぇぉけすう ょさせゅぇょっ. ╉ぇくうかう は ょぇ けしすぇくっ 
う しかっょ こっくしうけくうさぇくっすけ, くけ ういぉさぇかぇ しっきっえしすゃけすけ う 
ゅさうあぇすぇ いぇ きぇかおぇすぇ ゃくせつおぇ, しっゅぇ こなさゃけおかぇしくうつおぇ. 
╆ぇ おけっすけ けすくけゃけ くっ しなあぇかはゃぇ. ′ぇこさけすうゃ.

′ぇょ 1/3 けす ぉなかゅぇさうすっ きっあょせ 
14 う 60 ゅけょうくう くはきぇす そういうつっ
しおぇ ぇおすうゃくけしす, しけつう こさっょしすぇ
ゃうすっかくけ こさけせつゃぇくっ くぇ ╇くしすう
すせすぇ いぇ しけちうぇかくう ういしかっょゃぇくうは 
う きぇさおっすうくゅ ╋╀╋╃, けこけゃっしすっ
くけ すけいう きっしっち.
90 くぇ しすけ けす ぇくおっすうさぇくうすっ 

すゃなさょはす, つっ いょさぇゃけしかけゃくけすけ 
しなしすけはくうっ くぇ くぇちうはすぇ っ かけてけ 
う しっ すさっゃけあぇす けす すけいう そぇおす, くけ 
しなとっゃさっきっくくけ こけかけゃうくぇすぇ けす 
たけさぇすぇ し くぇょくけさきっくけ すっゅかけ くっ 
しきはすぇす, つっ うきぇす こさけぉかっき. 
60 くぇ しすけ けす ぉなかゅぇさうすっ くっ 

しこけさすせゃぇす, しけつう けとっ ういしかっょ
ゃぇくっすけ, けぉたゃぇとぇとけ けすゅけゃけ
さうすっ くぇ 703 ゅさぇあょぇくう くぇ ゃない
さぇしす きっあょせ 14 う 60 ゅけょうくう けす 
しすけかうちぇすぇ う けぉかぇしすくうすっ ゅさぇ
ょけゃっ. ¨す ぇくおっすうさぇくうすっ こけつすう 
40% くはきぇす くうおぇおゃぇ そういうつっ
しおぇ ぇおすうゃくけしす. ]さっょ こさうつうくう
すっ しぇ, つっ くっ けぉうつぇす ょぇ しこけさ
すせゃぇす, くはきぇす しゃけぉけょくけ ゃさっきっ 
う くはきぇす しさっょしすゃぇ いぇ ょけこなかくう
すっかくう さぇいたけょう. 
′ぇょ 95% けす ぇくおっすうさぇくう

すっ こけょおさっこはす うくうちうぇすうゃぇすぇ 
くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ そっょっさぇちうは 
こけ そうすくっし う おせかすせさういなき いぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ぉっいこかぇすくう 
そうすくっし こかけとぇょおう こけ こぇさおけゃっ
すっ う ゅさぇょうくおうすっ. ╄ょゃぇ こけかけゃう

╁ 88 ういぉうさぇすっかくう しっおちうう とっ 
ゅかぇしせゃぇす あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお くぇ ういぉけさうすっ いぇ こさっ
いうょっくす う ゃうちっこさっいうょっくす, いぇ 
おきっすけゃっ くぇ けぉとうくう, いぇ おきっすけ
ゃっ くぇ くぇしっかっくう きっしすぇ う いぇ けぉ
とうくしおう しなゃっすくうちう ゃ ういぉけさうすっ 
くぇ 23-すう けおすけきゃさう. ╄ょくぇ けす 
ういぉうさぇすっかくうすっ しっおちうう っ こけょ
ゃうあくぇ う ゃ くっは とっ せこさぇあくはす 
こさぇゃけすけ しう くぇ ゅかぇし 27 ょせてう, 
おけうすけ くはきぇ おぇお ょぇ しっ こさうょゃう
あぇす ょけ ういぉうさぇすっかくうすっ しっおちうう. 
〈っ とっ ゅかぇしせゃぇす こけ ょけきけゃっすっ 
しう, おぇすけ とっ ぉなょぇす こけしっすっくう けす 
つかっくけゃっすっ くぇ けこさっょっかっくぇすぇ いぇ 
すけゃぇ しっおちうけくくぇ おけきうしうは. ¨ぉ
とうはす ぉさけえ くぇ ういぉうさぇすっかうすっ, 
うきぇとう こさぇゃけ ょぇ ゅかぇしせゃぇす ゃ けぉ

╈]╅』】╇╅〈╊ ╇ ╉╇╊ 】『〉¨ . . .

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ こさっいうょっくす 
う ゃうちっこさっいうょっくす, っ 71 472, ぇ 
いぇ おきっすけゃっ くぇ くぇしっかっくう きっし
すぇ, おきっす くぇ けぉとうくぇ う けぉとうく
しおう しなゃっすくうちう, こけ けそうちうぇかくう 
ょぇくくう くぇ ╂[┿¨, とっ ゅかぇしせゃぇす 68 
426 ょせてう.
′ぇ ういぉけさうすっ うょくぇすぇ くっょっ

かは とっ ういぉうさぇきっ ういきっあょせ 11 
おぇくょうょぇすぇ いぇ けぉとうくしおう おきっす, 
72 - いぇ しっかしおう う ぉかういけ 500 いぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう.  ]ぇきけ 
37 けす すはた とっ こけこなかくはす, けぉぇつっ, 
しなしすぇゃぇ くぇ くけゃうは ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお - きっしすくうはす 
いぇおけくけょぇすっかっく けさゅぇく. ╁ うい
ぉけさくうは ょっく とっ しぇ ぇくゅぇあうさぇくう 
772-きぇ ゅさぇあょぇくう おぇすけ 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 ゃ 

けぉとうくぇすぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ ちっかうは 
ういぉけさっく ょっく ゅさぇあょぇくうすっ とっ 
きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす しうゅくぇかう いぇ 
くぇさせてっくうは くぇ ういぉけさくうは こさけ
ちっし うかう ょさせゅう いぇぉっかはいぇくう けす 
すはた くっさっょくけしすう くぇ すっかっそけくぇ 
くぇ ¨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 ゃ ╉ぇいぇくかなお  - 9 82 32. 
╇いぉけさくうはす ょっく とっ いぇこけつくっ ゃ 

06.00 つぇしぇ う とっ こさけょなかあう ょけ 
19.00 つぇしぇ. ┿おけ う ゃ すけいう つぇし 
こさっょ しっおちううすっ うきぇ あっかぇっとう 
ょぇ ゅかぇしせゃぇす, すけ  ういぉけさくうはす ょっく 
とっ こさけょなかあう. 
′ぇ すっいう ういぉけさう とっ ゅかぇしせゃぇ

きっ ゃ ょゃっ さぇいかうつくう せさくう し 4 
さぇいかうつくう ぉのかっすうくう – いぇ  うきぇ
とうすっ こさぇゃけ くぇ ゅかぇし ゃ しっかぇすぇ, 
う し こけ 3 – いぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお. ╀のかっすうくうすっ とっ しっ 
こけかせつぇゃぇす  けす つかっく くぇ しなけすゃっす
くぇすぇ しっおちうけくくぇ ういぉうさぇすっかくぇ 
おけきうしうは ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ しぇ
きうは ゅさぇあょぇくうく, しかっょ しこさぇゃおぇ 
ゃ ういぉうさぇすっかくうは しこうしなお. ‶さっょ 
ういぉうさぇすっかは とっ しっ こけしすぇゃはす う  
しなけすゃっすくうすっ こっつぇすう くぇ ういぉう
さぇすっかくぇすぇ おけきうしうは ゃなさたせ ぉの
かっすうくうすっ. ]なとけ けす しっおちうけく
くぇすぇ おけきうしうは とっ しっ こけかせつぇゃぇ 
う しなけすゃっすくうは しうく たうきうおぇか, し 
おけえすけ とっ しっ けすぉっかはいゃぇ ゃ こけ
かっすけ いぇ ゅかぇしせゃぇくっ. ╆ぇ さっょけゃ
くけ こけょぇょっくう ぉのかっすうくう とっ しっ 
しつうすぇす しぇきけ すっいう, おけうすけ しぇ けす
ぉっかはいぇくう し たうおし /》/ ゃなさたせ おゃぇ
ょさぇすつっすけ くぇ ういぉさぇくうは けす くぇし 
くけきっさ くぇ おぇくょうょぇすぇ, ぉっい ょぇ しっ 

くぇこせしおぇ しなけすゃっすくけすけ こけかっ. 
 ‶さっょ しっおちうけくくうすっ おけきうしうう  

とっ しっ かっゅうすうきうさぇきっ し かうつくう 
おぇさすう, ぇ ぇおけ すぇおうゃぇ おなき きけ
きっくすぇ くはきぇきっ ういょぇょっくう, くっ
いぇゃうしうきけ, つっ しきっ こけょぇかう ょけ
おせきっくすうすっ しう いぇ すけゃぇ ゃ しさけお, 
とっ しっ ゅかぇしせゃぇ しなし しこっちうぇかくけ 
ういょぇょっくけ けす [‶〉 せょけしすけゃっさっ
くうっ, くけ いぇょなかあうすっかくけ こさうょさせ
あっくう しなし しくうきおぇ, おぇすっゅけさうつくぇ 
っ ╇ゃぇくおぇ [せしうくけゃぇ, こさっょしっょぇ
すっか くぇ ¨╇╉ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╂さぇあ
ょぇくうすっ,  さってうかう ょぇ ゅかぇしせゃぇす し 
きっあょせくぇさけょくうすっ しう こぇしこけさすう, 
くはきぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ くぇこさぇゃはす 
すけゃぇ. ╆ぇ ゅかぇしせゃぇくっすけ いぇ きっしすくう 
けさゅぇくう くぇ ゃかぇしすすぇ くっ しっ ういょぇ
ゃぇす せょけしすけゃっさっくうは いぇ ゅかぇしせゃぇ
くっ くぇ ょさせゅけ きはしすけ, けしゃっく ぇおけ 
しなけすゃっすくけすけ かうちっ くっ っ しかせあっぉ
くけ ぇくゅぇあうさぇくけ くぇ ょさせゅけ きはしすけ 
し ういぉけさうすっ. 
╃け 15-すう けおすけきゃさう  きけあっき ょぇ 

こけょぇょっき う いぇはゃかっくうっ ょけ おきっすぇ 
くぇ けぉとうくぇすぇ うかう くぇ しなけすゃっすくけ
すけ くぇしっかっくけ きはしすけ し きけかぉぇ いぇ 
けすしすさぇくはゃぇくっ  くぇ くっさっょくけしすう ゃ 
ういぉうさぇすっかくうすっ しこうしなちう. ╉なょっ 
とっ ゅかぇしせゃぇきっ - きけあっき ょぇ こさけ
ゃっさうき くぇ しぇえすぇ くぇ ╂[┿ ,̈ おぇすけ 
ゃなゃっょっき かうつくけすけ しう ╄╂′ うかう 
つさっい  ぉっいこかぇすっく すっかっそけく 088 
14 726, うかう おぇすけ ういこさぇすうき SMS 
くぇ くけきっさ 14 726. ‶けょさけぉくぇ うく
そけさきぇちうは いぇ くぇつうくぇ くぇ ゅかぇしせ
ゃぇくっ っ こせぉかうおせゃぇくぇ こけょ そけさきぇ
すぇ くぇ うくそけさきぇちうけくくう おかうこけゃっ  

う ゃ しぇえすぇ くぇ 『╇╉, ゃ しっおちうは „[ぇい
はしくうすっかくぇ おぇきこぇくうは.  
′ぇ ういぉけさうすっ くぇ 23-すう けおすけき

ゃさう ゅさぇあょぇくうすっ し さぇいかうつくう 
そういうつっしおう せゃさっあょぇくうは, おけうすけ 
くっ  うき こけいゃけかはゃぇす ょぇ ゅかぇしせゃぇす 
ゃ すはたくぇすぇ しっおちうは こけさぇょう かうこしぇ 
くぇ さぇきこう う こけきけとくう せしすさけえ
しすゃぇ いぇ こさうょゃうあゃぇくっ, きけゅぇす ょぇ 
ゅかぇしせゃぇす ゃ ょさせゅぇ しっおちうは し こけょ
たけょはとぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ. ′っ
いさはとうすっ うきぇす こさぇゃけ くぇ こさうょさせ
あうすっか, おぇすけ すけえ けぉぇつっ くっ ぉうゃぇ 
ょぇ っ いぇしすなこくうお, くぇぉかのょぇすっか 
うかう  おぇくょうょぇす ゃ おぇおゃぇすけ う ょぇ っ 
かうしすぇ. ╇きっすけ くぇ こさうょさせあうすっかは  
しなとけ とっ しっ いぇこうしゃぇ ゃ ういぉうさぇ
すっかくうは しこうしなお. ′っゅさぇきけすくけしすすぇ 
くっ っ けしくけゃぇくうっ いぇ こけかいゃぇくっすけ  
くぇ こさうょさせあうすっか, こさうこけきくはす 
けす 『╇╉.  ╁ぇあくぇ こけょさけぉくけしす いぇ 
ゃしうつおう ゅかぇしせゃぇとう っ, つっ ぉのかっ
すうくうすっ, おけうすけ こせしおぇきっ ゃ せさくう
すっ,  すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす しゅなくぇすう 
こけ すぇおなゃ くぇつうく, おけえすけ ょぇ くっ 
ういょぇゃぇ ゃけすぇ くう /しゅなくぇすう し くぇ
こっつぇすぇくぇすぇ しすさぇくぇ くぇゃなすさっ/. ╁ 
こさけすうゃっく しかせつぇえ とっ しっ しつうすぇす 
いぇ くっょっえしすゃうすっかくう. 
‶さっい ちっかは ういぉけさっく ょっく ゃ ̈ ╇╉ 

╉ぇいぇくかなお, くぇきうさぇとぇ しっ くぇ 
すさっすうは っすぇあ ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ けぉ
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, とっ 
うきぇ ょっあせさくう くっえくう つかっくけゃっ. 
¨しゃっく くぇ すっかっそけく, しうゅくぇかう 

いぇ くぇさせてっくうは とっ きけゅぇす ょぇ しっ 
こけょぇゃぇす う くぇ きけぉうかっく くけきっさ: 
0889 58 22 33.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╆ぇ]╈╅『¨【╊ 〉╊ 』》《『【】╇╅【...  

′ぇ ぉさうゅぇょぇ いぇ しかうゃう

′ぇ ぉさうゅぇょぇ いぇ はぉなかおう

9 300 しぇ ぉうかう たけしこうすぇかういうさぇくうすっ こぇちうっくすう し ぉけかっしすう 
くぇ けさゅぇくうすっ くぇ おさなゃけけぉさぇとっくうっすけ ゃ かっつっぉくう いぇゃっょっ
くうは ゃ けぉかぇしすすぇ こさっい 2010 ゅ.  ¨す すはた 144 しかせつぇう しぇ ゃなゃ 
ゃないさぇしすけゃぇすぇ ゅさせこぇ ょけ 17 ゅ., 3 599 しぇ くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 
18 - 65 ゅ. う 5 557 - くぇょ 65-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. ¨すくけしう
すっかくうはす ょはか くぇ さっゅうしすさうさぇくうすっ ぉけかっしすう くぇ けさゅぇくうすっ 
くぇ おさなゃけけぉさぇとっくうっすけ っ 23,1 くぇ しすけ /205 607 しかせつぇう/, 
けす おけうすけ 49 004 しぇ くけゃけさっゅうしすさうさぇくう こさっい ゅけょうくぇすぇ. 
╁なさたせ くはおけう けす こさうつうくうすっ いぇ しなさょっつくけ-しなょけゃう いぇぉけかは
ゃぇくうは くっ きけあっ ょぇ しっ ゃかうはっ: すけゃぇ しぇ ゃないさぇしすすぇ, こけかなす 
う そぇきうかくぇすぇ けぉさっきっくっくけしす. ]なゃっすう いぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
さうしおぇ けす しなさょっつくけ-しなょけゃう いぇぉけかはゃぇくうは: 
- 》さぇくっすっ しっ いょさぇゃけしかけゃくけ
- ‶けょょなさあぇえすっ いょさぇゃけしかけゃくけ すっかっしくけ すっゅかけ
- ¨すおぇあっすっ ちうゅぇさうすっ
- ╃ゃうあっすっ しっ こけくっ っょうく つぇし ょくっゃくけ
- ¨ゅさぇくうつっすっ おけくしせきぇちうはすぇ くぇ ぇかおけたけか う ゅけすゃぇさしおぇ 

しけか
- ′ぇきぇかっすっ こしうたけっきけちうけくぇかくうは しすさっし
- ‶けょょなさあぇえすっ くけさきぇかくけ おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ
- ╉けくすさけかうさぇえすっ しすけえくけしすうすっ くぇ おさなゃくぇすぇ いぇたぇさ こさう 

くぇかうつうっ くぇ ょうぇぉっす
- ╊っおせゃぇえすっ しゃけっゃさっきっくくけ こけゃうてっくうすっ くうゃぇ くぇ たけ

かっしすっさけか ゃ おさなゃすぇ 
                                              〈┿

》ぇ『╇╊〉を¨ 』〈╊ 》《 』〈ぇ『【 《【 
』ぇ『╉╊ぁ〉《-』ぇ╉《╇¨ ′╅╆《]っ╇╅〉¨っ

くぇすぇ けす すっいう たけさぇ けぉぇつっ ゅぇさぇく
すうさぇす, つっ ぉうたぇ ゅう こけしっとぇゃぇかう 
こけくっ ゃっょくなあ しっょきうつくけ. 
]なゃしっき くぇしおけさけ ょさせゅけ くぇ

ちうけくぇかくけ ういしかっょゃぇくっ せしすぇ
くけゃう, つっ しっゅぇてくうはす こなさゃけかぇお 
っ し 3 おうかけゅさぇき こけ-すっあなお けす  
しゃけは ゃさなしすくうお こさっょう 20 ゅけ
ょうくう. ╇いゃけょうすっ しぇ しすさはしおぇとう 
くっ しぇきけ いぇ きっょうちう う ぇくすさけこけ
かけいう, すっ しっ くせあょぇはす けす くぇちうけ
くぇかくけ けすゅけゃけさくぇ こけかうすうおぇ こけ 
けすくけてっくうっ いょさぇゃっすけ くぇ こけょ
さぇしすゃぇとうすっ.  

〈さっゃけゅぇ! 
20% けす ょっちぇすぇ ゃ ╄ゃさけこぇ しぇ し 

くぇょくけさきっくけ すっゅかけ.
〈ぇいう ちうそさぇ しっ せゃっかうつぇゃぇ し 

400 000 ょっちぇ ゅけょうてくけ.
′ぇょくけさきっくけすけ すっゅかけ う いぇす

かなしすはゃぇくっすけ しぇ くぇえ-てうさけおけ 
さぇいこさけしすさぇくっくう ゃ しさっょういっき
くけきけさしおうは さっゅうけく, おなょっすけ っ 
こけこせかはさくぇ しなょなさあぇとぇすぇ こけ
ゃっつっ きぇいくうくう しさっょういっきくけきけさ
しおぇ ょうっすぇ.
╃ぇくくう くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ いょさぇゃ

くぇ けさゅぇくういぇちうは こけおぇいゃぇす, つっ 
ゃ ╇しこぇくうは, ╇すぇかうは, ‶けさすせゅぇ
かうは う ╋ぇかすぇ くぇょ 30 こさけちっくすぇ 
けす ょっちぇすぇ くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 7 
う 11 ゅけょうくう しぇ し くぇょくけさきっくけ 
すっゅかけ.

╁ ╀なかゅぇさうは ゃしっおう こっすう ぉなか
ゅぇさしおう せつっくうお っ し くぇょくけさきっくけ 
すっゅかけ.
′ぇえ-ょっぉっかうすっ しさっょ っゃさけこっえ

ちうすっ しぇ ぉさうすぇくちうすっ, ぇ くぇえ-いぇ
しっょくぇか くぇつうく くぇ あうゃけす ゃけょはす 
ゅなさちうすっ.  

╋っょうちうくしおう つせょっしぇ:
′ぇえ-ょっぉっかうすっ たけさぇ くぇ こかぇ

くっすぇすぇ: 
╃あけく ╀さけせっさ ╋うくけお 

(1941-1983), ぇきっさうおぇくっち. 〈っ
あぇか っ  630 おうかけゅさぇきぇ, おけゅぇすけ 
っ こさうっす ゃ ぉけかくうちぇ こさっい 1978 
ゅけょうくぇ しなし しなさょっつくう う ょうたぇ
すっかくう こさけぉかっきう.
¨ゅさけきくけすけ きせ すっゅかけ しっ ょなか

あぇかけ くぇ くっゃっさけはすくけすけ くうゃけ 
くぇ いぇょなさあぇくっ くぇ ゃけょぇ ゃ すはかけ
すけ きせ.
]かっょ ょゃっ ゅけょうくう ぉけかくうつくぇ 

ょうっすぇ すけえ けすしかぇぉくぇか し 216 おう
かけゅさぇきぇ.
]かっょ おぇすけ ぉうか ういこうしぇく けす 

ぉけかくうちぇすぇ, くぇえ-ょっぉっかうはす つけ
ゃっお くぇ こかぇくっすぇすぇ おぇつうか 87 
おうかけゅさぇきぇ しぇきけ いぇ っょくぇ しっょ
きうちぇう  う しっ くぇかけあうかけ ょぇ ぉなょっ 
ゃなさくぇす ゃ ぉけかくうちぇすぇ.
╉ぇさけか ぅゅっさ っ くぇえ-ょっぉっかぇすぇ 

あっくぇ, あうゃはかぇ くはおけゅぇ.
〈は, しなとけ おぇすけ くぇえ-ょっぉっかうは 

きなあ, っ きっょうちうくしおけ つせょけ.
╉けゅぇすけ こけつうくぇかぇ こさっい 1994 

ゅけょうくぇ, すっあぇかぇ いぇてっきっすはゃぇ
とうすっ 544 おうかけゅさぇきぇ, こさう  ゃう
しけつうくぇ 170 しき.
╉けゅぇすけ ぉうかぇ こさうっすぇ ゃ ぉけかくう

ちぇ いぇさぇょう くけさきぇかくうすっ いょさぇゃ
くう こさけぉかっきう, しなこなすしすゃぇとう 
たけさぇすぇ しなし しゃさなた すっゅかけ, いぇ すさう 
きっしっちぇ すは ぉうかぇ くぇ ょうっすぇ しぇきけ 
し 1200 おぇかけさうう ょくっゃくけ, こさう 
おけっすけ けすしかぇぉくぇかぇ 236 おうかけ
ゅさぇきぇ.
]すさぇくくけすけ っ, つっ あうゃっっとぇすぇ ゃ 

╀うえてなさ, とぇすぇ ╋うつうゅぇく, あっくぇ 
っ こけかせつうかぇ こさけぉかっき し すっゅかけすけ 
ゃしかっょしすゃうっ くぇ しっおしせぇかくぇ ぇすぇ
おぇ ゃ ょっすしおぇ ゃないさぇしす けす ぉかういなお 
つかっく くぇ しっきっえしすゃけすけ え.
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╋¨╇《【 〉╅ ╅〈╆『╅′】『╅【╅｠『《〉¨[╅

〈は っ けす すっいう, おけうすけ たぇさっし-
ゃぇて ゃっょくぇゅぇ. ‶け くっけぉはし-

くうき, しすさぇくっく くぇつうく. ‶さけしすけ 
くはおぇお すっゅかはす おなき しっぉっ しう. 
╆ぇさぇょう くっこけょこさぇゃっくぇすぇ しう 
うしおさっくけしす う ょっすうくしおう うしおさっち 
ゃ けつうすっ. ╇いょぇゃぇと かのぉけこうす-
しすゃけすけ う さぇょけしすすぇ けす あうゃけすぇ. 
╇ おなき ゃしうつおけ あうゃけ.
¨こうしゃぇ しっぉっ しう おぇすけ つけゃっお, 

おけえすけ ゃうくぇゅう っ くぇくはおなょっ. ╇ 
ゃしっ いぇっす. ′っ しっ さっっ ゃ けぉかぇ-
ちうすっ, くけ ゃうくぇゅう ゅけくう ゃぇあくう  
ちっかう. ¨こうすゃぇ しっ ょぇ しかっょゃぇ  
こさうくちうこぇ: „╃ぇ うきぇ こけかいぇ けす 
けぉうちうすっ くぇ あうゃけすぇ こけ せてうすっ 
くう”, くけ こさういくぇゃぇ, つっ ゃなこさっ-
おう 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”, ゃしっ けとっ すぇいう きはさおぇ 
すさせょくけ え しっ せょぇゃぇ. ╇ょっぇかうしす. 
╋ぇおぇさ すなきくけけおぇすぇ え そぇすぇかくぇ 

ゃなくてくけしす ょぇ さっしこっおすうさぇ こけ ょさせゅ くぇつうく. ┿きぉうちうけいくぇ. ╇いょぇゃぇ ゅけ おぇすっゅけさうつくうはす ぉかはしなお ゃ 
けつうすっ. ¨す おけえすけ さぇいぉうさぇて, つっ くっ こけいゃけかはゃぇ ょぇ ゅせぉう ちっかうすっ しう.  
╃っすうくしおぇすぇ え きっつすぇ っ ぉうかぇ ょぇ しすぇくっ のさうしす, くけ こけっきぇ ゃ きっょうちうくぇすぇ. ╆ぇゃなさてゃぇ は ゃ ‶かけゃ-

ょうゃ, こけしかっ しこっちうぇかういうさぇ ゃなゃ ╁╋┿ - ]けそうは, こさう こさけそ. ╂さうゅけさけゃ. ‶さっょ ぇかすっさくぇすうゃぇすぇ: 
ゅけかっきうはす ゅさぇょ うかう しっきこかうはす ╉ぇいぇくかなお, ういぉうさぇ ゃすけさけすけ. ╇ ょけ ょくっし くっ しなあぇかはゃぇ いぇ すけゃぇ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ きはしすけすけ え くっ っ ゃ ゅけかっきうは ゅさぇょ, いぇとけすけ けぉうつぇ すうてうくぇすぇ. ′ぇえ-ょけぉさっ さっかぇお-
しうさぇ ゃ ]さっょくけゅけさけゃけ, こさう さけょうすっかうすっ. ╇かう くぇ おぇそっ, ゃ おけきこぇくうはすぇ くぇ こけさぇしくぇかうは しう しうく 
╉ぇきっく, ゃっつっ こさけゅさぇきうしす ゃ ]けそうは. ╊っおけ けすおさったゃぇ, つっ ゃ あうゃけすぇ え うきぇ けとっ っょくけ ゃぇあくけ ╉ 
- ╉けしすぇょうく. ╇ ょゃぇきぇすぇ きなあっ - すゃなさょっ いくぇつうきう いぇ くっは.  
‶け うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ, すは っ けす す.く. „╉けしきうつっしおう くぇぉけさ”. [けょっくぇ っ ゃ ゅけょうくぇすぇ くぇ ╂ぇゅぇ-

さうく. ′け っ いょさぇゃけ しすなこうかぇ くぇ いっきはすぇ - こけ けすくけてっくうっ くぇ ゃぇあくうすっ う こさうくちうこくう くっとぇ. ╇ 
さぇぉけすぇすぇ. ‶さうくちうこくぇ っ う くっ こけくぇしは くっおぇつっしすゃっくぇ う くっしゃなさてっくぇ さぇぉけすぇ. 』けゃっおなす-けさ-
おっしすなさ. ╇しおぇ けす たけさぇすぇ すけかおけゃぇ, おけかおけすけ うしおぇ う けす しっぉっ しう. ╇ しっ ょさぇいくう けす くっおけさっおすくけ 
けすくけてっくうっ, うくすさうゅう うかう こさっすせこぇくぇ さぇぉけすぇ. ‶さういくぇゃぇ, つっ ゃ きぇかおけすけ しかせつぇう, ゃ おけうすけ ゅせぉう 
ぉぇかぇくしぇ しう, くぇ こけゃなさたくけしすすぇ は ょなさあう しなゃっす くぇ こさけそ. ′ぇつっゃ: „]ゃはすおぇえ つっさゃっくぇすぇ かぇきこぇ 
いぇ しぇきけしなたさぇくっくうっ!”.  
╉けゅぇすけ くっ しさぇぉけすう すけいう さっそかっおし, こせしおぇ ゃ ょっえしすゃうっ ょさせゅうは - くっゃっさけはすくけすけ しう つせゃしすゃけ 

いぇ たせきけさ う しぇきけうさけくうは. ╇ こさういくぇゃぇ, つっ すなさしう おけくすぇおす し ゃっょさう たけさぇ, し こけょけぉくけ せしっとぇくっ.

‶なさゃけすけ くっとけ, おけっすけ いぇぉっ-
かはいゃぇて ゃ おぇぉうくっすぇ え, っ てぇ-
さっくぇすぇ すゃけさつっしおぇ けぉしすぇくけゃ-
おぇ. ′はおぇお くっすうこうつくけ ゃっょさぇ 
いぇ かっおぇさしおぇ おぇぉうくっす. ‶さっょ-
さぇいこけかぇゅぇ. ‶けしかっ いぇぉっかはい-
ゃぇて う おせつっすけ. ╂けかはきけ う しうき-
こぇすうつくけ. 〉かぇゃは しゃっすおぇゃうつくけ 

こけゅかっょぇ きう う こさういくぇゃぇ: ╋くけ-
ゅけ けぉうつぇき あうゃけすくうすっ.
╊けゅうつくけ さぇいゅけゃけさなす すさなゅゃぇ 

ゃ くっきっょうちうくしおぇ こけしけおぇ. ╊っおけ 
う ゃっょさけ. 〈っきうすっ しぇ きくけゅけ う 
ゃしっ けす ょなかぉけおけすけ くぇ あうゃけ-
すぇ. ′っ っ くせあくけ ょぇ こうすぇて - けす 
ょぇかっつ え かうつう, つっ くけしう ╋っさ-
おせさうえ ゃ ょせてぇすぇ しう. 〈うこうつっく 
╁けょけかっえ, ゅけすけゃ ょぇ しっ さぇいょぇゃぇ 
ょけ おさぇえ. ] せしきうゃおぇ せすけつくは-
ゃぇ: „』っしすけ ょけ ゅかせこけしす”. ]すぇゃぇ 
すう しうきこぇすうつくぇ けす こさなゃ こけ-
ゅかっょ. ╁なこさっおう こさうゃうょくぇすぇ 
しすさけゅけしす ゃ ういかなつゃぇくっすけ え. 
╆ぇ すっいう, おけうすけ こけいくぇゃぇす 

ょ-さ ╁ぇくは ╀けくつっゃぇ-》さうしすけゃぇ, 
すけゃぇ っ しぇきぇすぇ すは. ╇い ょなかぉけ-

おけすけ くぇ しなとくけしすすぇ え. ╁かのぉっ-
くぇ ゃ あうゃけすぇ, ゃ おさぇしうゃけすけ う ゃ 
たけさぇすぇ, ゃ こさけそっしうはすぇ しう う ゃ 
おぇせいう, おけうすけ しなゅさぇあょぇす. ′っ-
いぇゃうしうきけ けす こさうゃうょくぇすぇ うき 
けぉさっつっくけしす. ╁はさくぇ くぇ しっぉっ う  
こさうくちうこうすっ しう. ′ぇ くっとぇすぇ, 
おけうすけ けぉうつぇ. 〈けゅぇゃぇ さぇいぉう-

さぇて おぇお っ ゃないきけあくけ かっおぇさ, 
こさう すけゃぇ し ょけぉさぇ しこっちうぇか-
くけしす, ゃしっ けとっ ょぇ あうゃっっ ゃ きぇ-
かなお しっきこなか ぇこぇさすぇきっくす, ょぇ 
くっ っ しきっくうか こさけそっしうけくぇかくうは 
しう たけさういけくす, ょぇ くはきぇ ょせいうくぇ 
くっょゃうあうきう ちっくくけしすう う... てけ-
そぬけさしおぇ おくうあおぇ. ‶けしかっょくけすけ 
こぇょぇ ゃ あっさすゃぇ くぇ ゃさっきっすけ, 
しかっょゃぇくっ, ょっすっ う... さぇぉけすぇすぇ. 
¨すおさぇょくぇすうすっ しゃけぉけょくう つぇ-
しけゃっ しぇ いぇこぇいっくぇ すっさうすけさうは 
いぇ さけょうすっかうすっ, いぇ くぇえ-ぉかうい-
おうすっ, おくうゅうすっ くぇ あうすっえしおぇ 
すっきぇすうおぇ う おせつっすけ ╆ぇお - こさっ-
ょぇくぇ すさうゅけょうてくぇ くっきしおぇ けゃ-
つぇさおぇ. 
╇しすうくしおぇすぇ こけつうゃおぇ いぇ きっく 

っ しさっょ こさうさけょぇすぇ, くぇ さぇいたけょ-
おぇ し おせつっすけ. 〈けゃぇ しぇ くっとぇすぇ, 
おけうすけ きっ いぇさっあょぇす, こさういくぇゃぇ 
ょ-さ ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ, ゅかぇゃっく 
かっおぇさ けす 17 ゅけょうくう くぇ ╋っょう-
ちうくしおうは ちっくすなさ ゃ „┿さしっくぇか” 
┿╃. 
╆ぇ たうかはょうすっ ぇさしっくぇかちう すは っ 

こけいくぇすぇ おぇすけ てっそおぇすぇ, おけは-
すけ しぇ しゃうおくぇかう ょぇ ゃうあょぇす くぇ 
さぇいかうつくう きっしすぇ ゃ こけかうおかう-
くうおぇすぇ: ょぇ こけきぇゅぇ くぇ きっょう-
ちうくしおうすっ しっしすさう う おけかっゅうすっ, 
ょぇ ゃなさてう ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇ 
さぇぉけすぇ, ょぇ ういしかせてゃぇ つけゃっお 
し こさけぉかっき. [ぇいょぇゃぇき しっ, ゃしっ 
しっ ゃすせさおぇき ゃしすさぇくう. ╋けあっ 
ょぇ ういゅかっあょぇ ゅかせこぇゃけ, くけ くっ 
きけゅぇ うくぇつっ, おぇいゃぇ ょけおすけさおぇ-
すぇ いぇ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ こさっ-
きうくぇゃぇ ょっくはす え. ╇ ぉなさいぇ ょぇ 
ょけぉぇゃう, つっ こけ すぇいう こさうつうくぇ 
ゃしっ けとっ くっ しぉなょゃぇ きっつすぇすぇ 
しう: ょぇ うきぇ ゃさっきっ いぇ しっぉっ しう. 
]っゅぇ くはきぇ, こけくっあっ ゃしうつおけ, 

し きくけゅけ きぇかおう ういおかのつっくうは, 

っ こけしゃっすうかぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ しう.  
╆ぇ さぇぉけすぇすぇ くっ っ くせあくけ ょぇ 
しっ すなさしはす  ょけゃけょう. ¨こぇておぇ-
すぇ けす つぇおぇとう こさっょ おぇぉうくっすぇ 
え, こさっかうゃぇとうはす え すっそすっさ けす 
いぇょぇつう, ゅけかはきぇすぇ つぇくすぇ ぉっい-
きなかゃくけ ういょぇゃぇす  しおけさけしすすぇ, し 
おけはすけ あうゃっっ. ╁しっ くぇ こっょぇか.  
╇ ゃしっ くぇ ぇきぉさぇいせさぇすぇ. ╀け-
さっち. ¨す けくっいう, ぉっいきっょぇかくう-
すっ, おけうすけ くっゃうょうきけ ょゃうあぇす 
くっとぇすぇ くぇこさっょ. ╁なこさっおう  つけ-
ゃっておぇすぇ くう しなこさけすうゃぇ. 

╁ „┿さしっくぇか” っ けす 27 ゅけょう-
くう. ‶けしすなこゃぇ すせお こけ さぇいこさっ-
ょっかっくうっ う けしすぇゃぇ. ╁なこさっおう 
くはおけかおけすけ ゃぇさうぇちうう くぇ すっきぇ 
„ういぉけさ”, こさっょかぇゅぇくう ょけしっゅぇ ゃ 
こなすは え. ┿さしっくぇかしおけ ょっすっ っ. ╇ 
ょゃぇきぇすぇ え さけょうすっかう いぇゃなさて-
ゃぇす こさけそっしうけくぇかくうは しう こなす ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ. ╀ぇとぇ え - おぇすけ 
くぇつぇかくうお くぇ こさけすうゃけこけあぇさ-
くけすけ いゃっくけ, きぇえおぇ え - ゃ  けす-
ょっか „╄くっさゅっすうちう”. 
‶さけすうゃくけ くぇ ういすけとうすっか-

くけしすすぇ くぇ ゃっつくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
いょさぇゃくぇ さっそけさきぇ, ゃしっ けとっ  
くぇきうさぇ しうかう: ょぇ こさっぉけさゃぇ  
ぉのさけおさぇすとうくぇすぇ ゃ くっは. ╇ ょぇ 
は こけくぇしは. ′はおぇお しう. ‶けつすう 
おぇすけ ╃けく ╉うたけす, こさけょなかあぇ-
ゃぇ ょぇ ゃはさゃぇ, つっ し おけさっおすくう, 
うくうちうぇすうゃくう う すゃけさつっしおう, 
おさっぇすうゃくう う きけあっとう かうつ-
くけしすう ゃしうつおけ ゃなさゃう くぇこさっょ. 
╆ぇすけゃぇ っ さってうかぇ ょぇ しすぇくっ う 
つぇしす けす おぇせいぇすぇ くぇ „ぎ¡ïäñëöó 
£í とí£íÖ¿é¡”. ╆ぇ こなさゃう こなす っ 
ゃおかのつっくぇ ゃ かうしすぇ し おぇくょうょぇ-
すう いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. 
‶さうっきぇ すけゃぇ おぇすけ くぇょっあょぇ, 
つっ „しなし しぇさぇすくうちう ゃ ¨ぉとうく-
しおうは くう しなゃっす とっ せしこっっき ょぇ 
こさっけぉさぇいうき, おぇおすけ しさっょぇすぇ 
ゃ おけはすけ あうゃっっき, すぇおぇ う ゃない-
きけあくけしすうすっ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ 
ぉういくっしぇ, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ, 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ, おせかすせさぇすぇ, 
しこけさすぇ う ゃしうつおう ょさせゅう しそっ-
さう, けすくぇしはとう しっ いぇ きぇすっさう-
ぇかくうは う ょせたけゃっく しゃはす くぇ ゃしっ-
おう けす くぇし”. 
╁ こぇかうすさぇすぇ けす かうつくけしすうすっ 

ゃ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“ けす-
おさうゃぇ う しゃけはすぇ くうてぇ: „╉ぇすけ 
かっおぇさ う せこさぇゃうすっか くぇ ╋っ-
ょうちうくしおう ちっくすなさ, こけいくぇゃぇき 
いょさぇゃくけすけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ, 
しなしすけはくうっすけ くぇ いょさぇゃっけ-
こぇいゃぇくっすけ ゃ くぇてぇすぇ けぉとう-
くぇ, こさけぉかっきうすっ - おぇおすけ くぇ 
いょさぇゃくうすっ さぇぉけすくうちう, すぇおぇ う 
くぇ こぇちうっくすうすっ. ╉ぇすけ つかっく くぇ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╄╉ とっ せつぇしすゃぇき 
う さぇぉけすは いぇ さぇいさぇぉけすゃぇくっ ゃ 
けこすうきぇかっく ゃぇさうぇくす う ういこなか-
くっくうっ くぇ こさうけさうすっすうすっ くぇ ╄╉ 
ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇ-
くっすけ, けぉたゃぇとぇとう ゃしうつおうすっ 
きせ いゃっくぇ - ういゃなくぉけかくうつくぇ, 
しこってくぇ う くっけすかけあくぇ う ぉけか-
くうつくぇ こけきけと.”

╁ けゅかっょぇかけすけ:
ょ-さ ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ 

》けさぇすぇ しぇ ゃしっ こけ-ぉけかくう. 
╋なあっすっ こけ-つっしすけ くっゅかうあうさぇす 
いょさぇゃっすけ しう, けすおけかおけすけ あっ-
くうすっ. 〈なあくけ う ぉけかくけ っ ょぇ ゃう-
ょうて きかぇょ つけゃっお し こけゃっつっ ぉけ-
かっしすう, けすおけかおけすけ こっくしうけくっさ. 
╆ょさぇゃくうはす しすぇすせし くぇ ぉなかゅぇ-
さうすっ しっ ゃかけてぇゃぇ. ] ゅけょうくうすっ 
しすぇゃぇきっ ゃしっ こけ-ぉけかくう. ╇ すけ 
けす ぉけかっしすう, おけうすけ けすおかのつゃぇ 
しすさっしなす: とうすけゃうょくぇ あかっ-
いぇ, ょうぇぉっす, はいゃぇ. ¨こうすゃぇきっ 
しっ ょぇ こけきぇゅぇきっ う けぉかっおつうき 
しすさぇょぇくうはすぇ, し おぇおゃけすけ きけ-
あっき. ╆ぇ 27-ゅけょうてくぇすぇ しう 
かっおぇさしおぇ こさぇおすうおぇ ゃ „┿さしっ-
くぇか” しなき ゃうょはかぇ きくけゅけ. ′け し 
ぉけかおぇすぇ くっ しっ しゃうおゃぇ. 〈せお っ 
くっゃっさけはすくぇ ておけかぇ. 

¨すゃなょ けゅかっょぇかけすけ:
╁ぇくは, いけょうは ╁けょけかっえ

′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. 
╁さっきっすけ きうくぇゃぇ きくけゅけ ぉなさ-

いけ. ′っ さぇいぉさぇた おぇお しすうゅくぇた 
ょけ すせお. 『っかうはす きう あうゃけす っ 
ゃしっ ゃ くはおぇおゃう ぉけさぉう. ╇ さっ-
そけさきう. ‶さけそっしうけくぇかくう う 
かうつくう.  
′ぇえ-たせぉぇゃけすけ っ, つっ ゃっつっさ, 

おぇすけ かっゅくぇ きう っ しこけおけえくけ う 
くうとけ くっ ゅさういっ しなゃっしすすぇ きう. 
] ゅけょうくうすっ くぇすさせこぇた きくけゅけ: 
せさけちう, こさうはすっかう, ゃさぇゅけゃっ, 
かうこしう くぇ ゃさっきっ. ′け くっ せし-
こはた ょぇ くぇすさせこぇき... うきぇくっ. ¨す 
けくけゃぇ, おけっすけ しっゅぇ ゃこっつぇすかは-
ゃぇ.   
╇きぇき こけさけお: こせてぇ. ‶けくは-

おけゅぇ. ′はきぇき ゃさっきっ いぇ たけぉう. 
′っ こけくぇしはき さぇこぇ う すったくけすけ.  
¨ぉけあぇゃぇき ゃさっきっすけ, こさっおぇ-
さぇくけ し くっきしおぇすぇ けゃつぇさおぇ 
╆ぇお. ′っゃっさけはすくけ せしっとぇくっ っ.  
¨ぉうつぇき ょぇ しかせてぇき いゃせおなす くぇ 
こさうさけょぇすぇ. ′ぇえ-しおなこけ きう っ 
ゃさっきっすけ しなし しうくぇ きう ╉ぇきっく 
- ゃっつっ こけさぇしくぇか きなあ. ╉けゅぇすけ 
ゅけ くはきぇ, しっ いぇくうきぇゃぇき し  ゅさぇ-
ょうくぇすぇ. ╆ぇさっあょぇ きっ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╆ぇ きっく ゅさせこぇすぇ „ぎ¡ïäñëöó 
£í とí£íÖ¿é¡“ e っょくけ くけゃけ くぇ-
つぇかけ う てぇくし いぇ くぇてぇすぇ けぉ-
とっしすゃっくけしす, こけしすぇゃっくけ こさっ-
ょう すさう ゅけょうくう. ╄ょくぇ さっぇかくぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ ゃしうつおう くぇし, 
さぇいゃうすうっすけ う こさけぉかっきうすっ くぇ 
けぉとうくぇすぇ ょぇ しっ こかぇくうさぇす う 
さってぇゃぇす ぉっい こぇさすうえくう うかう 
ょさせゅう こさっつおう う いぇゃうしうきけしす,  
う すけ けす たけさぇ, おけうすけ しぇ しっ ょけ-
おぇいぇかう おぇすけ こさけそっしうけくぇかう-
しすう う きっくうょあなさう”.

╁くっいぇこくけ くぇ 6-すう けおすけきゃさう こけつうくぇ さけおかっ
ゅっくょぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお - 47-ゅけょうてくうはす さけお

きせいうおぇくす けす ╉ぇいぇくかなお - ╁ぇかっくすうく ╁せつおけゃ. 〈けえ  
ういょなたくぇ ゃなゃ ╁ぇさくぇ, おなょっすけ あうゃっってっ ゃ こけしかっょ
くうすっ ゅけょうくう. [けょっくうはす ゃ ゅさぇょぇ  くぇ さけいうすっ ╁ぇかぬけ 
っ けしくけゃぇすっか くぇ っょくぇ けす こなさゃうすっ さけおぉぇくょう ゃ ╉ぇ
いぇくかなお - Joker‘s band. ╇いおかのつうすっかくうはす きせいうおぇくす 
ょなかゅう ゅけょうくう しなぉうさぇてっ けゃぇちううすっ くぇ こけつうすぇすっ
かうすっ くぇ ょけぉさぇすぇ きせいうおぇ せ くぇし う ゃ つせあぉうくぇ. 
‶さっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ╁ぇかっくすうく ╁せつおけゃ ぉっ 

ういゃっしすっく おぇすけ しけぉしすゃっくうお くぇ っょうく けす くぇえ-こけこせ
かはさくうすっ さけおおかせぉけゃっ ゃ しすさぇくぇすぇ, おなょっすけ くぇきう
さぇたぇ ういはゃぇ きくけゅけ すぇかぇくすかうゃう きかぇょう ぉなかゅぇさしおう 
きせいうおぇくすう. 

╁ぇさくっくしおうはす きせ っょくけうきっくっく おかせぉ, くけしっと うきっすけ くぇ こなさゃぇすぇ きせ さけお ぉぇくょぇ, しっ こさっゃなさくぇ ゃ 
しちっくぇ いぇ すはた.  
╆ぇ きくけゅけ けす こさけたけあょぇとうすっ きかぇょう さけおきせいうおぇくすう ╁ぇかっくすうく ぉっ きくけゅけ こけゃっつっ けす すったっく せつうすっか 

う くぇしすぇゃくうお, ぉっ こさけしすけ ゅけかはき こさうはすっか, いぇとけすけ ょせてぇすぇ きせ ぉっ きせいうおぇ. 
╁ぇかぬけ っ ゃないこうすぇくうお くぇ おぇいぇくかなておけすけ せつうかうとっ ¨〉 „╂っけさゅう ╉うさおけゃ”, ぇ こけしかっ いぇゃなさてゃぇ う 

きっしすくうは きったぇくけすったくうおせき „『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ”, しっゅぇ ‶╂„ ╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”. ╁うしてっすけ しう けぉさぇいけ
ゃぇくうっ こけかせつぇゃぇ ゃ ╋せいうおぇかくぇすぇ ぇおぇょっきうは  ゃ ‶かけゃょうゃ. 
╁ぇかぬけ こけつうゃぇ ゃ きうさ ゃ おぇいぇくかなておうすっ ゅさけぉうとぇ.
] きせいうおぇ ょぇ かっすう ょせてぇすぇ きせ!

╆ぇぉぇゃっくう ゃないくぇゅさぇあょっくうは くぇ さぇぉけすくうちう ゃ さぇいきっさ くぇ 345 
788 かっゃぇ しぇ いぇしっおかう こさっい しっこすっきゃさう ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ 

うくしこっおすけさうすっ けす ╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ′っ
こかぇすっくうすっ いぇこかぇすう いぇしはゅぇす さぇぉけすくうちう けす さぇいかうつくう そうさきう. 
]かっょ くぇきっしぇすぇ くぇ うくしこっおすけさうすっ ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ しぇ ぉうかう 
こかぇすっくう, きぇおぇさ う しなし しっさうけいくけ いぇおなしくっくうっ, すゃなさょはす けす うく
しこっおちうはすぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ ういゃなさてっくうすっ こさけゃっさおう けす うくしすうすせちうはすぇ こさっい 

しっこすっきゃさう いぇ さぇいかうつくう くぇさせてっくうは くぇ ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ しぇ 
ういょぇょっくう 54 くぇおぇいぇすっかくう こけしすぇくけゃかっくうは くぇ しすけえくけしす 30 
600 かっゃぇ. ‶さう こさけゃっさおうすっ しぇ せしすぇくけゃっくう けぉとけ 463 くぇさせてっくうは, けす おけうすけ 268 - いぇ せしかけ
ゃうはすぇ くぇ ぉっいけこぇしくうすっ う いょさぇゃけしかけゃくう せしかけゃうは くぇ すさせょぇ う ょさせゅう 195 - こけ すさせょけゃう こさぇゃけ
けすくけてっくうは. ′ぇ すぇいう ぉぇいぇ すさせょけゃうすっ うくしこっおすけさう しなしすぇゃうかう う 39 ぇおすぇ いぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう 
くぇさせてっくうは. ¨ぉとけ こさっい しっこすっきゃさう ╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ういゃなさてうかぇ 91 
こさけゃっさおう, けす おけうすけ 28 しぇ ぉうかう こけ しうゅくぇかう くぇ ゅさぇあょぇくう. ╁ たけょぇ くぇ すっいう こさけゃっさおう しぇ ょぇょっくう  
101 おけくしせかすぇちうう くぇ さぇぉけすくうちう う さぇぉけすけょぇすっかう. ‶け ゃさっきっ くぇ こさけゃっさおうすっ うくしこっおすけさうすっ しぇ 
せしすぇくけゃうかう こけさっょうちぇ けす こけさけつくう こさぇおすうおう - さぇぉけすぇすぇ くぇ 4-つぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく こけ すさせょけゃ 
ょけゅけゃけさ う ゃくぇしはくっ くぇ けしうゅせさけゃおぇ いぇ すけかおけゃぇ こさう さっぇかくけ さぇぉけすくう 8 つぇしぇ っ しさっょ くぇえ-きぇしけ
ゃうすっ くぇさせてっくうは. 

‶さう すさせょけゃぇ ぇゃぇさうは, ゃないくうおくぇかぇ ゃ ちった 130 くぇ いぇゃけょ 4 - 
╋なゅかうあ, こけしすさぇょぇ さぇぉけすくうつおぇ. ╇くちうょっくすなす っ しすぇくぇか くぇ 

7-きう けおすけきゃさう きぇかおけ こさっょう けぉっょ. ‶さけういてっしすゃうっすけ っ しすぇくぇかけ 
ゃ ういけかうさぇくぇ おぇぉうくぇ, おなょっすけ しっ さぇぉけすう しなし しうかくけ いぇこぇかうき 
しなしすぇゃ. ‶けしすさぇょぇかぇすぇ っ し くぇさぇくっくぇ さなおぇ. ╆ぇ しかせつぇは っ しそけさ
きうさぇくぇ おけきうしうは, おけはすけ ょぇ せしすぇくけゃう こさうつうくうすっ.  

 おうかけゅさぇきぇ けす ょっおぇさ 
っ しさっょくうはす ょけぉうゃ くぇ こてっくうちぇ
すぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ. ′ぇえ-ゃうしけお っ ょけぉうゃなす 
ゃ けぉとうくぇ ╂なかなぉけゃけ - 400 おゅ 
けす ょっおぇさ, ぇ くぇえ-くうしなお ゃ ╋なゅ
かうあ - 217 おゅ けす ょっおぇさ. ]さっょ
くうはす ょけぉうゃ こさう こてっくうちぇすぇ ゃ 
]すぇさけいぇゅけさしおけ こさっい きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ っ ぉうか 300 おゅ けす ょっおぇさ. 
〈ぇいゅけょうてくうはす しさっょっく ょけぉうゃ 
こさう っつっきうおぇ っ 349 おゅ けす ょっ
おぇさ, おぇすけ こなさゃっくっち ゃ ょけぉうゃう
すっ  っ けぉとうくぇ ╀さぇすは ╃ぇしおぇかけゃう 
- 372 おゅ けす ょっおぇさ. ] くぇえ-くうしなお 
ょけぉうゃ けすくけゃけ っ けぉとうくぇ ╋なゅ
かうあ - 188 おゅ けす ょっおぇさ. ¨ぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお っ くぇ けこぇておぇすぇ こけ 
しさっょっく ょけぉうゃ けす さなあ - しぇきけ 
138 おゅ けす ょっおぇさ. ‶なさゃっくっち っ 
‶ぇゃっか ぉぇくは し ょゃけえくけ こけゃっつっ  
ょけぉうゃ けす ょっおぇさ.  

〈ぇいゅけょうてくうはす くけしうすっか くぇ 
かうすっさぇすせさくぇすぇ くぇゅさぇょぇ 

„]すっそぇく 《せさくぇょあうっゃ” っ おぇいぇく
かなておうはす こうしぇすっか ╁っしっかうく ]すけ
はくけゃ. 〈けえ こけかせつう くぇゅさぇょぇすぇ  いぇ 
くけゃぇすぇ しう おくうゅぇ „╋けょっかなす う くっ
ゅけゃうは たせょけあくうお”. 『っさっきけくうはすぇ 
こけ ゃさなつゃぇくっすけ くぇ くぇゅさぇょぇすぇ しっ 
こさけゃっょっ ゃ ╃あぇくぇくけゃぇすぇ おなとぇ 
ゃ ╂ぇぉぇさっゃけ. ‶けぉっょうすっか ゃ しな
こなすしすゃぇとうは かうすっさぇすせさっく おけく
おせさし いぇ 2011 ゅ. っ 〈けすおぇ ╃うくっゃぇ 
けす ゅさ. ‶ぇゃっか ぉぇくは. 

] こさけあっおちうは くぇ そうかきぇ „‶ぇきっすくうちう くぇ こさういくぇすっか
くけしすすぇ” ぉっ けすぉっかはいぇくぇ  55-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす しない

ょぇゃぇくっすけ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは きせいっえ „【うこおぇ”. そうかきなす っ 
いぇしくっす けす けこっさぇすけさぇ 〈けょけさ ╉けゃぇつっゃ, ぇ しちっくぇさうはす っ くぇ 
きせいっえくうすっ しこっちうぇかうしすう. 15- きうくせすくぇすぇ かっくすぇ っ こさっょ
くぇいくぇつっくぇ いぇ こけしっすうすっかうすっ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけ
ょぇすぇ. 
《うかきなす さぇいおぇいゃぇ いぇ ゃしうつおう こぇきっすくうちう – させしおう う 

ぉなかゅぇさしおう, くぇきうさぇとう しっ ゃ 【うこつっくしおうは こさけたけょ, しさっょ 
おけうすけ っ う ‶ぇきっすくうおなす くぇ しゃけぉけょぇすぇ. ╊っくすぇすぇ ゃおかのつゃぇ  
かのぉけこうすくう そぇおすう けおけかけ ういゅさぇあょぇくっすけ うき. 
‶ぇきっすくうおなす くぇ しゃけぉけょぇすぇ くぇ ゃさなた 【うこおぇ っ こけしすさけ

っく し ゃけかくうすっ こけあっさすゃけゃぇくうは くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ こけ 
こさけっおす くぇ ぇさたうすっおす ┿すぇくぇし ╃けくおけあ う しおせかこすけさぇ ┿かっお
しぇくょなさ ┿くょさっっゃ. 〈なさあっしすゃっくけ っ けすおさうす こさっい 1934 ゅ. 

] かのぉうきうは ╆ぇお

]なし しっきっえしすゃけすけ

》さぇきけゃうは こさぇい
くうお くぇ ちなさお

ゃぇすぇ „]ゃっすぇ ‶っすおぇ 
‶ぇさぇしおっゃぇ” っくうくちう 
こけしさっとくぇたぇ し けぉくけ
ゃっく こけおさうゃ くぇ ちなさお
ゃぇすぇ. ╆ぇさぇょう こさっょ
しすけはとぇすぇ ういぉけさくぇ 
おぇきこぇくうは こさぇいくうおなす 
くぇ しっかけすけ, しなゃこぇょぇと 
し たさぇきけゃうは こさぇいくうお, 
しっ こさけゃっょっ しっょきうちぇ 

╁うしけお っ 31,5 きっすさぇ, ょけ くっゅけ ゃけょはす 894 しすなこぇかぇ. ′ぇょ ちっくすさぇかくうは ゃたけょ ゅけさょけ しすけう ぉさけくいけゃ かなゃ. 
′ぇ けしすぇくぇかうすっ 3 しすさぇくう しぇ ういこうしぇくう うきっくぇすぇ くぇ 【うこおぇ, 【っえくけゃけ う ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ - ぉけえくうすっ  こけ
かっすぇ くぇ させしおぇすぇ ぇさきうは. ╁ こさういっきくうは っすぇあ くぇ こぇきっすくうおぇ, こけょ きさぇきけさっく しぇさおけそぇゅ, しっ しなたさぇくは
ゃぇす おけしすうすっ くぇ いぇゅうくぇかうすっ ゃ ぉうすおぇすぇ ゅっさけう. ╁ けしすぇくぇかうすっ 7 っすぇあぇ っ ういかけあっくぇ っおしこけいうちうは, おけはすけ 
さぇいおぇいゃぇ いぇ ゅっさけういきぇ くぇ させしおうすっ ゃけえくう う ぉなかゅぇさしおうすっ けこなかつっくちう こけ ゃさっきっ くぇ こっすきっしっつくぇすぇ 
けすぉさぇくぇ くぇ 【うこおぇ. 〈は ゃおかのつゃぇ ぉけゅぇすぇ おけかっおちうは けす けさょっくう う きっょぇかう, しくうきおけゃ う ょけおせきっくすぇかっく 
きぇすっさうぇか, けさなあうっ. 〈ぇき しっ くぇきうさぇ おけこうっ くぇ ]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ.
‶さっい っしっくくけ-いうきくうは こっさうけょ こぇきっすくうおなす う っおしこけいうちうはすぇ しぇ けすおさうすう いぇ こけしっとっくうは ょけ 18 つぇしぇ. 
╃うさっおすけさなす くぇ ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ ╇しおさぇ - ╉ぇいぇくかなお, ┿くくぇ ╉けあせたぇさけゃぇ, こけょこうしぇ しこけさぇいせ

きっくうっ いぇ ゃおかのつゃぇくっすけ くぇ おせかすせさくぇすぇ うくしすうすせちうは ゃなゃ ゃすけさうは っすぇこ けす さぇいゃうすうっ くぇ ‶さけゅさぇきぇすぇ 
╂かけぉぇかくう ぉうぉかうけすっおう う こさっゃさなとぇくっすけ う ゃなゃ ゃすけさう けぉさぇいけゃぇすっかっく う けぉせつうすっかっく ちっくすなさ ゃ ]すぇ
さけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす, しかっょ [╀ ╆ぇたぇさう ╉くはあっしおう.
‶さけっおすなす こさっょゃうあょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ ぉなょぇす けぉせつぇゃぇくう ぉうぉかうけすっおぇさう けす けぉとうくうすっ ‶ぇゃっか ぉぇくは, 

╉ぇいぇくかなお, ╋なゅかうあ, ′うおけかぇっゃけ う ╂せさおけゃけ ゃ けぉかぇしすうすっ くぇ しなゃさっきっくくうすっ うくそけさきぇちうけくくう すったくけ
かけゅうう う ぉうぉかうけすっつっく きぇさおっすうくゅ, こけ ゃなこさけしうすっ いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ しなゃさっきっくくぇ ゃういうは くぇ ぉうぉかうけ
すっおうすっ う くっえくけすけ しなけすゃっすしすゃうっ し けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ う こけすさっぉうすっかうすっ くぇ うくそけさきぇちうは.
╆ぇとうすっくうはす う しこっつっかっく こさけっおす っ つぇしす けす きぇとぇぉくぇすぇ ょっえくけしす, おけはすけ しすぇさすうさぇ せ くぇし ゃ こけょおさっこぇ 

くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ぉうぉかうけすっおう, 《けくょぇちうは ╀うか う ╋っかうくょぇ ╂っえすし, そぇおす , おけえすけ ょけゃっょっ ょけ おぇつっしすゃっ
くけ けしなゃさっきっくはゃぇくっ くぇ ぉうぉかうけすっおうすっ. 
′ぇ 15 そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ ゃ ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ ╇しおさぇ ぉってっ けすおさうす ¨ぉとっしすゃっく うくそけさ

きぇちうけくっく おけきこのすなさっく ちっくすなさ いぇ ゅさぇあょぇくうすっ し ょぇさっくうすっ けす 《けくょぇちうはすぇ 12 おけきこのすなさぇ, きせかすう
きっょうは う っょうく かぇこすけこ. ]ぇきけ くはおけかおけ きっしっちぇ こけ-おなしくけ ゃ すけいう ちっくすなさ とっ ぉなょぇす けぉせつぇゃぇくう, けしゃっく 
ゅさぇあょぇくう, う ぉうぉかうけすっおぇさう - し こなかくぇすぇ そうくぇくしけゃぇ こけょおさっこぇ くぇ ‶さけゅさぇきぇすぇ.

こけ-さぇくけ. ‶さぇいくうおなす しなぉさぇ しすけすうちう ゅけしすう けす ぉかういけ う ょぇかっつ 
ゃ ╄くうくぇ. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ こけょきはくぇすぇ くぇ こけおさうゃぇ くぇ ちなさお
ゃぇすぇ, おなょっすけ こさっい 12-すう ゃっお しぇ くけとせゃぇかう きけとうすっ くぇ しゃっすう
ちぇすぇ, ゃないくうおゃぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ゃ ょゃけさぇ くぇ „]ゃっすぇ 
‶っすおぇ ‶ぇさぇしおっゃぇ” ぉっ こけしすぇゃっく こぇきっすっく いくぇお くぇ きはしすけすけ, おな
ょっすけ こさっょう 50 ゅけょうくう しっ けすおさうゃぇ ╄くうくしおうはす ぇこけしすけか - くぇえ-
しすぇさうはす こうしきっく こぇきっすくうお くぇ おせかすせさぇすぇ, しなたさぇくはゃぇく ゃ ′ぇ
ちうけくぇかくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ くぇ ╀なかゅぇさうは. [っきけくすなす くぇ こけおさうゃぇ 
しすぇゃぇ ゃないきけあっく ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ きぇかおう ょぇさっくうは う しけぉしす
ゃっくう しさっょしすゃぇ. ]こさはく っ すっつなす けす すぇゃぇくぇ, くけ けしすぇゃぇ ょぇ しすけう 
こさけぉかっきなす し さっきけくすぇ くぇ けゅさぇょぇすぇ くぇ こさぇゃけしかぇゃくうは たさぇき, 
しなけぉとうたぇ けす ちなさおけゃくけすけ くぇしすけはすっかしすゃけ.
》さぇきなす „]ゃっすぇ ‶っすおぇ ‶ぇさぇしおっゃぇ” ぉっ ういちはかけ さっきけくすうさぇく 

こさっょう 11 ゅけょうくう けす ぉういくっしきっくぇ し っくうくしおう おけさっくう ╃けぉさけ
きうさ ╂せとっさけゃ. ╇おけくけこうしっち くぇくけゃけ ういけゅさぇそうしぇ ちなさおゃぇすぇ う 
すは ゃないしすぇくけゃう こなさゃけくぇつぇかくうは しう ぉかはしなお. 11 ゅけょうくう こけ-おなし
くけたさぇきなす しっ くせあょぇっ けす くけゃ さっきけくす, いぇ おけえすけ っくうくちう けつぇおゃぇす 
とっょさう しこけきけとっしすゃけゃぇすっかう.

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

1 271 ょせてう けす こっすすっ 
けぉとうくう, けぉしかせあゃぇくう けす 
╃うさっおちうは “╀のさけ こけ すさせょぇ” 
- ╉ぇいぇくかなお, しぇ こさけはゃうかう 
うくすっさっし おなき したっきぇすぇ „┿い 
きけゅぇ こけゃっつっ”. ‶さけゅさぇきぇ
すぇ っ し ぉのょあっす けす 50 きかく. 
かゃ., おぇすけ いぇかけあっくうすっ ちっかう 
こさっょゃうあょぇす 55 たうか. かうちぇ 
ょぇ ぉなょぇす ゃおかのつっくう ゃ けぉせ
つっくうっ こけ こさけそっしうけくぇかくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは, ょうゅうすぇかくう 
おけきこっすっくすくけしすう う けぉせつっ
くうは こけ つせあょ っいうお.
852 いぇはゃかっくうは しぇ こけょぇょっくう ょけ きけきっくすぇ ゃ ╀のさけすけ こけ すさせ

ょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ ゃおかのつゃぇくっ ゃ したっきぇすぇ „┿い きけゅぇ こけゃっつっ”. 
‶さけはゃうかうすっ うくすっさっし けぉぇつっ おなき けぉせつっくうっすけ, こさっょかぇゅぇくけ こけ 
すぇいう こさけゅさぇきぇ ゃ さぇえけくぇ, しぇ こけゃっつっ - 1271 ょせてう. ¨す けぉとうは 
ぉさけえ くぇ こけょぇょっくうすっ いぇはゃかっくうは くぇえ-きくけゅけ しぇ すっいう いぇ こさけそっ
しうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは - 390. ╆ぇ けぉせつっくうっ こけ つせあょ っいうお 
しぇ こけょぇょっくう 310 いぇはゃかっくうは, ぇ いぇ おせさしけゃっ こけ おけきこのすなさくぇ 
ゅさぇきけすくけしす - 152. “┿い きけゅぇ こけゃっつっ” っ こさけょなかあっくうっ くぇ せし
こってくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ けぉせつっくうっ くぇ いぇっすう „┿い きけゅぇ”. 〈は っ し 
くぇちうけくぇかっく ぉのょあっす けす 50 きうかうけくぇ かっゃぇ, おぇすけ しさっとせ すっいう 
こぇさう しっ けつぇおゃぇ 55 たうかはょう ょせてう ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ ょぇ こけかせつぇす 
くけゃう せきっくうは う こさっおゃぇかうそうおぇちうう. ╁ こさけゅさぇきぇすぇ „┿い きけゅぇ 
こけゃっつっ” ゃしはおけ かうちっ, おけっすけ さぇぉけすう くぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ うかう 
っ しぇきけくぇっすけ, うきぇ こさぇゃけ ょぇ こけょぇょっ いぇはゃかっくうっ ゃ ぉのさけすけ こけ 
すさせょぇ こけ きっしすけあうゃっっくっ うかう こけ きっしすけさぇぉけすぇ いぇ っょくぇ けす ょゃっすっ 
おかのつけゃう おけきこっすっくすくけしすう.
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《てくうとさ そて たちあくせけさあ せあ „╅ちつかせあし” ╅╉, „【ちけいとせあ ╅ちつかせあし” うけ くあたそくせあうあ つ  すあしさあ ねあつて そて てみに:

╀っいしこけさっく っ こさけそっしうけくぇかういきなす くぇ ゃしっおう っょうく しかせあうすっか う さぇぉけすくうお けす ゃぇてうは っおうこ - 
そぇおす, おけえすけ せすゃなさあょぇゃぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ おぇすけ かうょっさ ゃ さぇきおうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ けすぉさぇくう-

すっかくぇ うくょせしすさうは う くぇ ╄ゃさけこっえしおうは きっあょせくぇさけょっく こぇいぇさ.
つか.おけさ. ]すっそぇく ╁けょっくうつぇさけゃ, ょ.す. く

╇くしすうすせす こけ きっすぇかけいくぇくうっ, しなけさなあっくうは う すったくけかけゅうう „┿おぇょ. ┿. ╀ぇかっゃしおう” 
    
╆ぇ こさぇいくうおぇ しう „┿さしっくぇか” ┿╃ こけかせつう こけいょさぇゃう しなとけ けす: 
 „╃せくぇさうす” ゅさ. [せしっ, „¨こすうおし” ┿╃ - ゅさ. ‶ぇくぇゅのさうとっ,  ′╇〈╇ ╄┿╃ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, ╁╋╆ – ゅさ. 

]けこけす, ‶っくしうけくくけ けしうゅせさうすっかくぇ おけきこぇくうは „╃けゃっさうっ”- ゅさ. ]けそうは, 『╃╂ „╀せさぇすうくけ” - ゅさ. 
╉ぇいぇくかなお う ¨ぉとうくしおう こっくしうけくっさしおう おかせぉ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお.

》『╅′〉¨ぁ〉¨ ╅╉『╊』¨

》『╅′〉¨ぁ〉¨ ╅╉『╊』¨

╉かつかてさけ たそくおちあうけてかしせけ あおちかつけ そて おひちきあうせけ けせつてけてとぬけけ け なけちすけ - たあちてせへそちけ  せあ „╅ちつかせあし” ╅╉, たそしと-
ねけ ちひさそうそおつてうそてそ せあ なけちすあてあ う せあうかねかちけかてそ せあ つうそみ たちあくせけさ.  ╇つけねさけ てか つあ つうけおかてかしつてうそ くあ くせあねけすそつててあ 
せあ なけちすあてあ くあ いひしえあちつさあてあ けさそせそすけさあ け すみつてそてそ こ くあ ちあくうけてけかてそ せあ つひうちかすかせせあ  けせおとつてちけあしせあ  ╆ひしえあちけみ.

』『╅』〉╅] 』ぇ〈 』╊ 』 „╅『』╊〉╅]”
âëñ£óïöéö ぜóÖôÜ がó½óöëÜç:

《さっいうしすなす けす ╆ぇゃけょ 1, ちった 130, ╋うく-
つけ ╃うきうすさけゃ けす こなさゃうは しう すさせょけゃ ょっく 
すぇ ょけ ょくっし さぇぉけすう しぇきけ ゃ „┿さしっくぇか”. 
‶けしすなこゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” こさっい 1964-すぇ, 
くけ けとっ ょゃっ ゅけょうくう こさっょう すけゃぇ せつう ゃ 
‶さけそっしうけくぇかくけすけ せつうかうとっ おなき ╆ぇゃけょ 
10, おぇおすけ すけゅぇゃぇ しっ おぇいゃぇ おぇいぇくかなておぇ-
すぇ けさなあっえくうちぇ. „′うすけ っょうく ょっく くっ しなき 
さぇぉけすうか ょさせゅぇょっ う くうすけ ゃ っょうく ょっく くっ 
しなき こけきうしかはか ょぇ くぇこせしおぇき „┿さしっくぇか”, 
しこけょっかは せょぇさくうおなす, すさう こなすう ういぉうさぇく 
いぇ こさっょしすぇゃはくっ ゃ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. 
„┿い くっ しかせつぇえくけ しなき すぇき”, おぇいゃぇ し ょけし-
すけえくしすゃけ ╋うくつけ ╃うきうすさけゃ, おけえすけ こぇいう 
しさっょ さっかうおゃうすっ しう う けすかうつうっ いぇ こけしすう-
あっくうは ゃ こさけそっしうはすぇ  - しさっぉなさっく きっょぇか 
けす ╃]¨ „╋っすぇかたうき”.

[ぇぉけすぇすぇ くっ きう すっあう くうおぇお.

]こけおけえくけ う せゃっさっくけ しこけょっかは せょぇさくうおなす, 
おけえすけ くうおけゅぇ くっ しっ っ せきけさはゃぇか けす すさせょぇ, 
ょけさう う ょくっし - ゃっつっ さぇぉけすっと こっくしうけくっさ. 
„╃けさう う ょぇ しっ せきけさはゃぇき, ぉなさいけ しっ ゃないしすぇ-
くけゃはゃぇき”, せしきうたゃぇ しっ すけえ. ¨とっ くぇゃさっきっ-
すけ ぉうか けすかうつぇゃぇく おぇすけ せょぇさくうお こけつすう くぇ 
ゃしはおぇ こっすうかっすおぇ. „╋くけゅけ しなき ょけゃけかっく けす 
すけゃぇ, つっ さぇぉけすぇすぇ きう しっ けちっくはゃぇ けす さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ”, おけきっくすうさぇ けすかうつうはすぇ しう そさっ-
いうしすなす, おけえすけ ゃっつっ 47 ゅけょうくう ょぇゃぇ すさせょぇ 
しう いぇ „┿さしっくぇか”. ╋ぇえしすけさかなおなす ゃ こさけそっしう-
はすぇ いぇ くっゅけ っ いぇょなかあうすっかっく, くけ, おぇおすけ しぇき 
おぇいゃぇ: ”〈させょくけ しっ しすぇゃぇ ょけぉなさ きぇえしすけさ”. 
′ぇ さぇぉけすかうゃけしす う けすゅけゃけさくけしす おなき さぇぉけ-

╉┿╊╄′╃┿[
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

14 けおすけきゃさう - ‶さっこけょけぉくぇ ‶ぇさぇしおっゃぇ - ‶っすおぇ 〈なさくけゃしおぇ. 
‶っすおけゃょっく. ╇きっくくうちう: ‶ぇさぇしおっゃぇ - けす ゅさなちおう けいくぇつぇゃぇ 
‶っすおぇ, ‶っすおぇ, ‶っすおけ, ‶っすおぇくぇ, ‶っすおぇく, おぇおすけ う ‶っくつけ, ‶っくの; 
‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ きっすっけさけかけいうすっ; 1894 - ╁ 
しっしうはすぇ くぇ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ せつぇしすゃぇ う ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ, おけえすけ 
っ ういぉさぇく ゃ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ おぇくょうょぇす くぇ ′ぇさけょくぇすぇ こぇさすうは; 
1846 - [けょっく っ ]すぇくぬけ ╂なょっゃ - こけぉけさくうお う けこなかつっくっち けす 
╉ぇいぇくかなておけ; 1915 - 〉きうさぇ ]すっそぇく ╇かうっゃ - こけょこけさせつうお けす 
23 【うこつっくしおう こったけすっく こけかお.
15 けおすけきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ くっいさはとうすっ たけさぇ, 

╃っく くぇ ぉっかうは ぉぇしすせく; ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ しっかしおうすっ あっくう; 
1582 - ╁かういぇ ゃ しうかぇ ╂さっゅけさうぇくしおうはす おぇかっくょぇさ, しかっょ おぇすけ 
こけ いぇこけゃっょ くぇ こぇこぇ ╂さうゅけさうえ 》┶┶┶ しぇ “こさっしおけつっくう” ょくうすっ けす 
5 ょけ 14 けおすけきゃさう. ′けゃうはす しすうか くぇ かっすけぉさけっくっ っ ゃなゃっょっく けす 
しなとぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ╇すぇかうは, 《さぇくちうは, ╇しこぇくうは う ‶けさすせゅぇかうは.
16 けおすけきゃさう - ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゃけっくくけ-ゃないょせてくう 

しうかう; ╃っく くぇ くぇさけょくけすけ すゃけさつっしすゃけ - けすぉっかはいゃぇ しっ ゃ すさっ-
すぇすぇ くっょっかは くぇ き. けおすけきゃさう; 1946 - ╁ ′のさくぉっさゅ しぇ ういこなか-
くっくう しきなさすくうすっ こさうしなょう しさっとせ ょっしっす かうょっさう くぇ くぇちういきぇ ゃ 
╂っさきぇくうは /きっあょせ すはた そっかょきぇさてぇか ╉ぇえすっか, ╉ぇかすっくぉさせくっさ う 
[うぉっくすさけこ/. ╄ょうくぇょっしっすうはす けしなょっく くぇ しきなさす 》っさきぇく ╂ぬけさうくゅ 
しっ しぇきけせぉうゃぇ くはおけかおけ つぇしぇ こさっょう ういこなかくっくうっすけ くぇ こさうしなょぇ-
すぇ; 1959 - 〉きうさぇ ぇきっさうおぇくしおうはす ゅっくっさぇか ╃あけさょあ ╋áさてぇか, 
こさっょかけあうか こさっい 1947 ゅ. こさけゅさぇきぇすぇ いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ 
しかっょゃけっくくぇ ╄ゃさけこぇ, ういゃっしすくぇ おぇすけ “こかぇくぇ ╋ぇさてぇか”. ╆ぇ くっは 
こさっい 1953 ゅ. こけかせつぇゃぇ ′けぉっかけゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ いぇ きうさ.
17 けおすけきゃさう  - 1932 - ┿かぉっさす ┿えくとぇえく っ こさうくせょっく けす くぇ-

さぇしすゃぇとうは ゃ ╂っさきぇくうは ぇくすうしっきうすういなき ょぇ くぇこせしくっ しすさぇくぇすぇ 
う ょぇ っきうゅさうさぇ ゃ ]┿】, おなょっすけ こさっおぇさゃぇ けしすぇすなおぇ けす あうゃけすぇ 
しう; 1994 - ′ぇしさけつっくう しぇ こさっょしさけつくう こぇさかぇきっくすぇさくう ういぉけさう 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ′ぇいくぇつっく っ しかせあっぉっく おぇぉうくっす くぇ [っくっすぇ ╇くょあけ-
ゃぇ. 〈けゃぇ っ すさっすうはす しかせあっぉっく おぇぉうくっす ゃ しすさぇくぇすぇ しかっょ すけいう 
くぇ ╉けくしすぇくすうく ]すけうかけゃ こさっい 1894 ゅ. う くぇ [ぇつけ ‶っすさけゃ こさっい 
1900ゅ.
18 けおすけきゃさう - ‶さぇいくうお くぇ たせょけあくうちうすっ. ]ゃ. ぇこけしすけか う 

っゃぇくゅっかうしす ╊せおぇ - しきはすぇく っ いぇ こなさゃうは たさうしすうはくしおう たせょけあ-
くうお; ╁きつちぇ ╆かぇすぇ ╋なゅかっくしおぇ. ╇きっくくうちう: ╆かぇすぇ, ╆かぇすおぇ, 
╆かぇすう, ╆かぇすおけ, ╆かぇすぇく, ╆かぇすけきうさ, ╊せおぇ, ╊せおぇく; ]ゃっすけゃっく 
ょっく いぇ きけくうすけさうくゅ くぇ ゃけょぇすぇ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ 
そうかけしけそうはすぇ; 1867 - ]┿】 おせこせゃぇす けす [せしうは ┿かはしおぇ いぇ 7 
きかく.200 たうかはょう ょけかぇさぇ ゃなこさっおう こさけすっしすぇ くぇ きくけゅけ おさうすうちう, 
おけうすけ しきはすぇす, つっ すけゃぇ っ ういおかのつうすっかくけ ゃうしけおぇ ちっくぇ いぇ っょくけ 
“ゅけかはきけ おけかうつっしすゃけ かっょ”; 1967 - [せしおうはす おけしきうつっしおう おけさぇぉ 
“╁っくっさぇ-4” こさぇゃう こなさゃけすけ ゃ つけゃっておぇすぇ うしすけさうは せしこってくけ 
きっおけ おぇちぇくっ くぇ こかぇくっすぇすぇ “╁っくっさぇ”.
19 けおすけきゃさう - ‶さっこけょけぉくう ╈けぇく [うかしおう 』せょけすゃけさっち, 

くぇえ-ゅけかっきうはす ぉなかゅぇさしおう しゃっすっち, けしくけゃぇすっか くぇ [うかしおうは きぇ-
くぇしすうさ, こけおさけゃうすっか くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ, くぇ きうくくうすっ う ゅっ-
けかけあおう さぇぉけすくうちう; ′ぇちうけくぇかっく ょっく いぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっか-
くけしす ゃ ╀なかゅぇさうは; ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおうは かっおぇさ - こさぇいくせゃぇ 
しっ けす 1995 ゅ.; ‶ぇすさけくっく こさぇいくうお くぇ ¨ぉっょうくっくうは ょっすしおう 
おけきこかっおし ゃ ╉ぇいぇくかなお.
20 けおすけきゃさう - ]ゃっとっくけきなつっくうお ┿さすっきうえ - しなとっしすゃせゃぇ 

くぇさけょくけ こけゃっさうっ, つっ ゃ すけいう ょっく ゃなさたせ おけはすけ しすっくぇ ょさぇとう 
おけすおぇすぇ, けすすぇき とっ ょけえょっ ゃはすなさなす; ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ 
し けしすっけこけさけいぇすぇ; 1838 - ╁ ‶ぇくぇゅのさうとっ っ さけょっく ╋ぇさうく 
╃さうくけゃ – せつっく, うしすけさうお , ょなさあぇゃっく, けぉとっしすゃっく う こさけしゃっすっく 
ょっっち. 』かっく くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ う きくけゅけ ょさせゅう ぇおぇょっきうう くぇ くぇせ-
おぇすぇ. 〉つぇしすゃぇ ゃ ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ 〈なさくけゃしおぇすぇ おけくしすうすせちうは. 
‶け くっゅけゃけ こさっょかけあっくうっ ]けそうは しすぇゃぇ しすけかうちぇ くぇ ╉くはあっしすゃけ 
╀なかゅぇさうは. ┿ゃすけさ っ くぇ けおけかけ 100 くぇせつくう ういょぇくうは; ╃っく くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ. ╃っくはす っ けこさっょっかっく  こけ こけゃけょ つっしす-
ゃぇくっすけ こさっい 1981 ゅ. くぇ 1300-ゅけょうてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ. ╇きっくくうちう しぇ ゃしうつおう, おけうすけ くけ-
しはす うきっくぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう ゃかぇょっすっかう: ┿しっく - けいくぇつぇゃぇ „たせぉぇゃ”, 
╉ぇかけはく - けいくぇつぇゃぇ „ょけぉなさ う おさぇしうゃ ╇ゃぇく”, ╉させき, ¨きせさすぇゅ, 
‶さっしうはく う ょさ.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

すぇすぇ しう そさっいうしすなす しっ くぇせつうか けす さけょうすっかうすっ しう 
ゃ ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ, おなょっすけ ╋うくつけ ╃うきうすさけゃ う  
ょけしっゅぇ あうゃっっ. ╀ぇとぇ きせ しなとけ ぉうか さぇぉけすくうお ゃ 
„┿さしっくぇか”.
]ぇきけ 4 けす ゃしうつおうすっ ゅけょうくう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ 

╋うくつけ ╃うきうすさけゃ っ くぇ さなおけゃけょくぇ ょかなあくけしす ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ – くぇつぇかくうお しきはくぇ, こけしかっ こぇお 
しっ ゃさなとぇ おなき そさっいぇすぇ. 〉ょけゃけかしすゃうっ いぇ くっゅけ っ 
ょぇ さぇぉけすう し きかぇょうすっ, くぇ おけうすけ こさっょぇゃぇ いぇくぇ-
はすぇ. ╋かぇょうすっ けぉぇつっ しさっとぇす こさけぉかっきう, いぇとけすけ 
かうこしゃぇ しうしすっきぇすぇ いぇ けぉせつっくうっ う ういさぇしすゃぇくっ 
くぇ おぇょさうすっ – きぇてうくけしすさけうすっかう, きうしかう ╋うくつけ 
╃うきうすさけゃ: „╋くけゅけ けす くけゃけこけしすなこゃぇとうすっ さぇ-
ぉけすくうちう ょくっし うょゃぇす ぉっい くうおぇおゃぇ ぉぇいけゃぇ こけょ-
ゅけすけゃおぇ  ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ う しゃうおゃぇす こけ-ぉぇゃ-
くけ”, ゃうあょぇ っあっょくっゃくけ きぇえしすけさなす – そさっいうしす. 
′はおけう けす すはた ゃっょくぇゅぇ こうすぇす いぇ こぇさうすっ, おけうすけ 
とっ ゃいうきぇす, けとっ こさっょう ょぇ しぇ せしゃけうかう いぇくぇ-
はすぇ おぇおすけ すさはぉゃぇ, つせょう しっ ╋うくつけ ╃うきうすさけゃ けす 
┿かっはすぇ くぇ ]かぇゃぇすぇ. 〈けゃぇ っ っょくぇ けす こさうつうくうすっ 
いぇ すっおせつっしすゃけすけ, くはきぇす すなさこっくうっ ょぇ しっ くぇせつぇす, 
さぇいきうてかはゃぇ きぇえしすけさなす, くけ せすけつくはゃぇ, つっ おけえすけ 
うしおぇ, しっ せつう: ”′っ っ つぇお すけかおけゃぇ しかけあくけ!” ┿ 
うきぇ おぇおゃけ ょぇ しっ くぇせつう けす きぇえしすけさう おぇすけ くっゅけ: 

′ぇえ-ゃぇあくけすけ っ あっかぇくうっすけ いぇ さぇぉけすぇ.

〈けゃぇ っ さぇいぉさぇか せょぇさくうおなす そさっいうしす. ]すぇゃぇ 
すさせょくけ, おけゅぇすけ くはきぇ あっかぇくうっ. ╇ すけゃぇ ╋うくつけ 
╃うきうすさけゃ くぇせつぇゃぇ けす ぉぇとぇ しう – ぇさしっくぇかしおう 
さぇぉけすくうお けす 1942-さぇ ょけ しきなさすすぇ しう. 
„[ぇいぉうさぇき しう けす さぇぉけすぇすぇ!”, しこけおけえくけ う せゃっ-

さっくけ しこけょっかは きぇえしすけさなす. ╆ぇすけゃぇ 29-すっ ゅけょうくう 
くぇ そさっいぇすぇ, 4-すっ おぇすけ くぇつぇかくうお ちった う こけしかっ – 
けとっ 15 くぇ そさっいぇすぇ いぇ くっゅけ きうくぇゃぇす くっせしっすくけ 
う こさうはすくけ. 〉しゃけうか っ ゃしうつおう すなくおけしすう ゃ こさけ-
そっしうはすぇ. ′ぇつぇかくうちうすっ ゅけ せゃぇあぇゃぇす, うきぇ おぇお-
ゃけ ょぇ ょぇょっ う くぇ きかぇょうすっ... ”′ぇえ-たせぉぇゃけすけ きう 
っ さぇぉけすぇすぇ...!”, し かのぉけゃ しこけょっかは そさっいうしすなす けす 
ちった 130 くぇ ╆ぇゃけょ 1 – „┿おけ くはきぇ さぇぉけすぇ, きう っ 
すさせょくけ”.
〉ょけゃけかしすゃうっすけ けす しゃなさてっくけすけ こさっい ょっくは きせ 

ょぇゃぇ う しこけおけえしすゃうっすけ ゃっつっさ, ゃおなとう. ]なし しな-
こさせゅぇすぇ – こっくしうけくっさおぇ, しう うきぇす しゃけえ さうすなき 
くぇ あうゃけす. ′ぇえ-ゅけかはきけすけ きせ あっかぇくうっ っ ょぇ うきぇ 
こけゃっつっ しゃけぉけょくけ ゃさっきっ, くけ すけ ゃしっ くっ ょけしすうゅぇ. 
]ゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ っ いぇっすけ けす さぇぉけすぇすぇ ゃ かうつ-
くけすけ しすけこぇくしすゃけ ゃ ょゃけさぇ くぇ おなとぇすぇ ゃ ╂けさくけ 
╇いゃけさけゃけ. 〈うは ょくう ╋うくつけ ぉっさっ ぇしきぇすぇ う くぇ-
かうゃぇ ゃうくけすけ いぇ いうきぇすぇ, すけつくけ おぇおすけ こさっょう ゅけ-
ょうくぇ, こさっょう ょゃっ... ]こけおけえしすゃうっすけ くぇ あうゃけすぇ: 
”¨す „┿さしっくぇか” – ょけ ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ” きせ たぇさっし-
ゃぇ, ょぇゃぇ しうゅせさくけしす. ′け すけゃぇ ょぇかっつ くっ いくぇつう, 
つっ いぇ ぇさしっくぇかしおうは さぇぉけすくうお けくけゃぇ, おけっすけ しっ 
しかせつゃぇ けおけかけ くぇし, う くぇつうくなす, こけ おけえすけ あうゃっ-
っき, くっ ゅけ うくすっさっしせゃぇ. 〈けつくけ けぉさぇすくけすけ.

╁なかくせゃぇ きっ けくけゃぇ, おけっすけ しすぇゃぇ くぇけおけかけ.
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¨す すけいう きっしっち さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ う „┿さしっくぇか 2000” ┿╃ こけかせつぇゃぇす しこっちうぇかくう ゃぇせつっさう いぇ 
たさぇくぇ. 》さぇくうすっかくうすっ おせこけくう とっ しぇ くぇ しすけえくけしす 45 かっゃぇ う 
とっ きけゅぇす ょぇ しっ ういこけかいゃぇす ゃ すなさゅけゃしおぇすぇ きさっあぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╉けう すけつくけ とっ しぇ けぉっおすうすっ, ゃ おけうすけ とっ しっ こぇいぇさせゃぇ し すぇかけくう-
すっ, とっ しすぇくっ はしくけ ゃ しかっょゃぇとうすっ くはおけかおけ ょくう. 
╁ぇせつっさうすっ とっ ょぇゃぇす ゃないきけあくけしす くぇ さぇぉけすっとうすっ ょぇ いぇおせ-

60 しぇ ょっちぇすぇ, おけう-
すけ ゃっつっ きっしっち すさっ-
くうさぇす ゃなゃ そせすぉけか-
くぇすぇ ょっすしおぇ ておけかぇ 
くぇ „┿さしっくぇか”, しな-
けぉとう いぇ 〈┿ すさっ-
くぬけさなす くぇ きかぇょうすっ 
ぇさしっくぇかしおう くぇょっあ-
ょう ]すぇくうしかぇゃ ‶った-
かうゃぇくけゃ - ╃あけくう. 
‶なさゃぇすぇ すさっくうさけゃ-
おぇ ぉっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
しっこすっきゃさう. 
╆ぇくうきぇくうはすぇ しっ 

ゃけょはす ょゃぇ こなすう 
しっょきうつくけ, しせすさうく 
うかう こさっょうけぉっょ, ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす ゃない-
きけあくけしすうすっ う しゃけ-
ぉけょくけすけ ゃさっきっ くぇ 
ょっちぇすぇ. 『っくぇすぇ いぇ 

   ╇つか たそ-ねかつてそ すしあおけてか たそつてひたうあはけ
ちあいそてせけぬけ つあ たそ-いそしせけ そて たかせつけそせかちけてか

[っょけゃくう ゅけょうてくう こさけそうかぇおすうつくう こさっゅかっょう こけ ′ぇさっょぉぇ くぇ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ しっ こさけゃっあょぇす  こさっい 
すけいう きっしっち ゃ ╋っょうちうくしおうは ちっくすなさ „┿さしっくぇか”. 

‶さっい けおすけきゃさう こさっゅかっょうすっ 
しぇ いぇ さぇぉけすっとうすっ けす いぇゃけょ 
3, しなけぉとう ゅかぇゃくうはす かっおぇさ 
くぇ さぇぉけすくうつっしおぇすぇ こけかうお-
かうくうおぇ ょ-さ ╁ぇくは ╀けくつっゃぇ - 
》さうしすけゃぇ. ‶さけそうかぇおすうつくうすっ 
こさっゅかっょう しっ こさけゃっあょぇす  しなし 
しなすさせょくうつっしすゃけすけ くぇ しかせあ-
ぉぇすぇ こけ 〈させょけゃぇ きっょうちうくぇ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ. ‶さっゅかっょうすっ, 
くぇ おけうすけ こけょかっあぇす さぇぉけすっ-
とうすっ う しかせあうすっかうすっ, しぇ  こけ 
おぇすっゅけさうう こさけそっしうう う しなけす-
ゃっすくうすっ ゃさっょくけしすう いぇ すはた.  
¨しゃっく すけゃぇ, ゃしうつおう さぇぉけすっ-
とう ゃなゃ そうさきぇすぇ, ゃ さぇきおうすっ 
くぇ ゅけょうてくうすっ こさけそうかぇおすうつ-
くう こさっゅかっょう, こさっきうくぇゃぇす う 
こさっい  いぇょなかあうすっかくう ういしかっょ-
ゃぇくうは くぇ おさなゃくぇ おぇさすうくぇ, 
おさなゃくぇ いぇたぇさ, たけかっしすっさけか う 
すっさぇこっゃす. ‶さう こけかけあっくうっ, 
つっ こけ ゃさっきっ くぇ すっいう さっゅせ-
かはさくう こさっゅかっょう しっ けすおさうっ 
くっとけ けぉっいこけおけうすっかくけ ゃ 
いょさぇゃくうは しすぇすせし くぇ さぇぉけす-
くうおぇ, すけ すけえ  しっ くぇしけつゃぇ おなき  
かうつくうは かっおぇさ う しこっちうぇかうしす 
いぇ こけしかっょゃぇとう おけくしせかすぇ-
ちうう う かっつっくうっ. ╃ぇゃぇす きせ 

きっしっち すさっくうさけゃおう っ 5 かっゃぇ. ╁っつっ しっ けそけさきはす う しなけすゃっすくう-
すっ ゅさせこう, おぇすけ しなゃしっき しおけさけ こさっょしすけはす  ょぇ ぉなょぇす ういうゅさぇくう 
こなさゃうすっ おけくすさけかくう しさっとう, ょけこなかくう けとっ ‶ったかうゃぇくけゃ. 
╋ぇかつせゅぇくうすっ ゃしっ けとっ うょゃぇす くぇ すさっくうさけゃおう ぉっい しこっちうぇか-

くうすっ こさけこせしおう, おけうすけ こけ うょっは くぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ, 
くぇ こけ-おなしっく っすぇこ しかっょゃぇ ょぇ うき けしうゅせさはす, おぇおすけ う ぉっいこかぇす-
くけ  こなすせゃぇくっ ゃ ゅさぇょしおうは  すさぇくしこけさす. ╂けすけゃう しぇ ゃっつっ う きけし-
すさうすっ くぇ ょゃぇすぇ すさっくうさけゃなつくう っおうこぇ, し おけうすけ とっ うゅさぇはす 
きかぇょうすっ そせすぉけかうしすう くぇ 《╉ „┿さしっくぇか”. ╄おうこうすっ しぇ  ゃ ょゃぇ 
ちゃはすぇ - いっかっく う つっさゃっく. 
‶け うくそけさきぇちうは くぇ 〈┿ すさっくうさけゃなつくうすっ っおうこう とっ けしうゅせ-

さう しこけくしけさ,  ういゃっしすっく こっくしうけくっく そけくょ.
                                                                     〈┿

╉ぇいゃぇ ╋うくつけ ╃うきうすさけゃ. 〈けえ っ けす けくけゃぇ こけおけかっくうっ ぉなかゅぇさう, 
おけうすけ こさっあうゃはゃぇす う こけかうすうおぇすぇ, う けぉとっしすゃっくうすっ こさけぉかっきう 
おぇすけ かうつくう. 〈さっゃけあう ゅけ きくけゅけ, つっ きかぇょうすっ あうゃっはす すさせょくけ, 
つっ さぇぉけすぇ くはきぇ, つっ すさせょくけ ょくっし しっ ゅかっょぇす ょっちぇ. ╆ぇすけゃぇ う し 
けぉうつ こけきぇゅぇ くぇ しうくぇ しう う けしけぉっくけ しっ さぇょゃぇ くぇ 14-ゅけょうてくうは 
しう ゃくせお, いぇ おけゅけすけ ゃしっ いぇょっかは こけ くっとけ. „╋かぇょうすっ すさはぉゃぇ ょぇ 
さぇぉけすはす きくけゅけ, くはきぇす ゃさっきっ いぇ ょっちぇすぇ しう う くぇこさぇゃけ きけゅぇす 
ょぇ ゅう けすなさゃぇす...”, けぉはしくはゃぇ こさけしすけ ぇゅさっしうはすぇ しさっょ ょっちぇすぇ 
う きかぇょっあうすっ ょくっし ╋うくつけ ╃うきうすさけゃ. ╇ ゅけ おぇいゃぇ し すさっゃけゅぇ. 
′っゅけ, おぇすけ きくけゅけ ょさせゅう けす すけゃぇ こけおけかっくうっ, ゅけ ぉけかう, つっ ょくっし 
たけさぇすぇ しぇ ょさせゅう – くっしなこさうつぇしすくう っょくう おなき ょさせゅう, くっ しう こけ-
きぇゅぇす: ”′っ しぇ ゃっつっ すうは たけさぇ, ぉなかゅぇさうすっ, おぇおゃうすけ ぉはたぇ こさっょう 
20 ゅけょうくう! ]っゅぇ ゃしうつおう しぇ ういくっさゃっくう, きくけゅけ っょゃぇ しゃなさいゃぇす 
ょゃぇすぇ おさぇは, ぇ けす すぇき うょゃぇす う おけくそかうおすうすっ, いぇとけすけ おけゅぇすけ 
くはきぇ ょけしすぇすなつくけ, すけゅぇゃぇ うょゃぇす う しおぇくょぇかうすっ ゃ しっきっえしすゃけ-
すけ”, くぇせつうか っ けす あうゃけすぇ しすぇさうはす ぇさしっくぇかっち.
╋うくつけ ╃うきうすさけゃ くうおけゅぇ くっ っ うきぇか こけょけぉっく こさけぉかっき. [っ-

てっくうっすけ っ くぇきっさっくけ けすょぇゃくぇ – さぇぉけすぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. „]さぇ-
しくぇか しなき しっ し „┿さしっくぇか”, おぇいゃぇ すけえ. ╇ けとっ くっとけ, おけっすけ ういけぉ-
とけ くっ っ きぇかけゃぇあくけ: „] たけさぇすぇ すせお ゃいぇうきくけ しっ せゃぇあぇゃぇきっ.” 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

こせゃぇす し すはた しぇきけ う っょうくしすゃっ-
くけ たさぇくうすっかくう こさけょせおすう. 
‶ぇいぇさせゃぇくっすけ くぇ ちうゅぇさう, 
ぇかおけたけか う ょけきぇてくう こけす-
さっぉう し ゃぇせつっさうすっ  くはきぇ ょぇ 
っ ゃないきけあくけ. ╁ぇせつっさうすっ しぇ 
しけちうぇかくぇ こさうょけぉうゃおぇ いぇ 
ぇさしっくぇかちう, いぇかけあっくぇ ゃ こけ-
ょこうしぇくうは すけゃぇ かはすけ くけゃ ╉〈╃ 
きっあょせ しうくょうおぇすう う さぇぉけすけ-
ょぇすっかう ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. ╁ 
╉〈╃-すけ っ いぇこうしぇくけ, つっ  ゃぇ-
せつっさうすっ とっ しっ こけかせつぇゃぇす 
けす おけかっおすうゃぇ くぇ „┿さしっくぇか“ 
しぇきけ こさう くぇかうつうっすけ くぇ そう-
くぇくしけゃ さっしせさし. ╋っしっつくぇすぇ 
しせきぇ, おけはすけ さなおけゃけょしすゃけすけ 
いぇょっかは ゃぇさうさぇ けす 300 - 320 
たうか. かゃ. ╁ぇせつっさうすっ とっ しっ 
さぇいょぇゃぇす こけ ちったけゃっ. ╁ぇせつっ-
さうすっ とっ しっ さぇいょぇゃぇす いぇ こさっ-
ょたけょっく きっしっち. 
╆ぇ くぇこせしおぇとうすっ ゃ おぇかっく-

ょぇさくうは きっしっち ゃぇせつっさう くはきぇ 
ょぇ しっ こけかぇゅぇす, しなけぉとう ┿すぇ-
くぇし ╀けいけゃ, こさっょしっょぇすっか くぇ 
]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

しっ う くせあくうすっ  こさっこけさなおう いぇ 
しなけすゃっすくぇすぇ こさけそうかぇおすうおぇ, 
けぉはしくはゃぇす  きせ しっ さうしおけゃっすっ, 
おけうすけ おさうっ くっかっつっくうっすけ う 
くっゅかうあうさぇくっすけ くぇ けすおさうすうは 
しうきこすけき, おぇすっゅけさうつくぇ っ ょ-さ 
╁ぇくは 》さうしすけゃぇ. 
╁しうつおう くけゃけけすおさうすう いぇぉけ-

かはゃぇくうは う ょぇくくう いぇ いょさぇゃ-
くうは しすぇすせし くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” しっ いぇこうしゃぇす ゃ しこっ-
ちうぇかくけ っかっおすさけくくけ いょさぇゃくけ 
ょけしうっ くぇ ゃしっおう っょうく,  ょけこなか-
くう ょ-さ 》さうしすけゃぇ う こけょつっさすぇ, 
つっ うきぇ う さぇぉけすくうちう, おけうすけ 
けすおぇいゃぇす ょぇ  しっ はゃはす くぇ すぇおう-
ゃぇ こさっゅかっょう.  
╁うしけおけ おさなゃくけ, ぇさうすきうう, 

ょうぇぉっす, こさけぉかっきう し とうすけ-
ゃうょくぇすぇ あかっいぇ, おかぇこくう せゃ-
さっあょぇくうは くぇ しなさちっすけ, ょう-
ぇぉっす, ゃうしけお たけかっしすっさけか, 
たさけくうつくう ぉさけくたうすう, くっゃさけ-
かけゅうつくう いぇぉけかはゃぇくうは しぇ 
しさっょ くぇえ-つっしすうすっ こさけぉかっきう 
くぇ ぇさしっくぇかちう. ╁しっ こけ-つっしすけ 
しっ しさっとぇす う いかけおぇつっしすゃっくう 
いぇぉけかはゃぇくうは.  
]すけえくけしすすぇ くぇ ゃしうつおう くぇ-

こさぇゃっくう こさけそうかぇおすうつくう 
こさっゅかっょう う しこけきぇゅぇすっかくう  
こさけちっょせさう おなき すはた くぇ すっ-
さうすけさうはすぇ くぇ ╋っょうちうくしおうは 
ちっくすなさ „┿さしっくぇか” しっ こけっきぇ 
けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ.
╁こっつぇすかっくうはすぇ くぇ ゅかぇゃくうは  

かっおぇさ くぇ ╋っょうちうくしおうは ちっく-
すなさ っ, つっ きなあっすっ しっ けすくぇしはす 
こけ-くっしっさうけいくけ おなき しゃけっすけ 
いょさぇゃっ, こけ-つっしすけ くっ しこぇいゃぇす 
かっおぇさしおうすっ こさっこけさなおう. ╉ぇすけ 

すなあくけ う あぇかおけ ょ-さ 》さうしすけ-
ゃぇ けこさっょっかは ゃしっ こけ-つっしすうすっ 
しかせつぇう くぇこけしかっょなお くぇ くけ-
ゃけこけしすなこゃぇとう くぇ さぇぉけすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” きかぇょう たけさぇ, おけう-
すけ くぇ こさなゃ こけゅかっょ ういゅかっあょぇす 
くぇこなかくけ いょさぇゃう, ぇ こさう っょうく 
させすうくっく こさっゅかっょ しっ けすおさう-
ゃぇす すゃなさょっ けぉっいこけおけうすっかくう 
すっくょっくちうう: せしおけさっく こせかし, 
てせき くぇ しなさちっすけ, ぉさけくたうぇか-
くう ぇしすきう, すぇたうおぇさょうう, ゃうしけ-
おけ おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ. ╆ぇくう-
あっくぇすぇ いょさぇゃくぇ おせかすせさぇ くぇ 
ぉなかゅぇさうくぇ, くっいょさぇゃけしかけゃくけ-
すけ たさぇくっくっ, くっこさっしすぇくくうすっ 
いょさぇゃくう さっそけさきう かうてぇゃぇかう 
ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく たけさぇすぇ けす 
ぇょっおゃぇすくぇ こさけそうかぇおすうおぇ う 
ょけしすなこ ょけ かっおぇさしおぇ こけきけと, 
すけゃぇ しぇ つぇしす けす こさうつうくうすっ いぇ 
こけゃっつっ けす すさっゃけあくぇすぇ すっく-
ょっくちうは. 
╂かっょぇて ゅけ いょさぇゃ, きかぇょ つけ-

ゃっお, ぇ すけえ せゃさっょっく, ぉけかっく, 
おぇいゃぇ ょ-さ 》さうしすけゃぇ. ╁こっつぇす-
かっくうはすぇ う くぇ くっえくうすっ おけかっゅう 
しぇ, つっ ゃしっ こけ-さはょおけ きうくぇゃぇ 
いょさぇゃ きかぇょ つけゃっお こさっい ╋っ-
ょうちうくしおうは ちっくすなさ. 
‶けゃっつっ けす 500 さぇぉけすくうちう う 

しかせあうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
こさっきうくぇゃぇす きっしっつくけ こさっい 
おぇぉうくっすうすっ くぇ さぇぉけすくうつっ-
しおぇすぇ こけかうおかうくうおぇ. ╋っあょせ 
120 う 150 ょせてう っあっきっしっつくけ 
しっ けしゃうょっすっかしすゃぇす  けす ╊╉╉ いぇ 
ぉけかくうつくう, すさせょけせしすさけはゃぇくっ, 
〈╄╊╉ う ょさせゅう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

′ぇえ-しなさょっつくう こけいょさぇゃう う こけあっかぇくうは いぇ ゃしうつおう しなこさうつぇしすくう おなき せすゃなさあょぇゃぇくっすけ う 
せしこったうすっ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃!
                                                           ╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ „〈╄[╄╋” ╄┿╃

                                                                         ょ-さ うくあ. ]すぇくつけ ‶ぇきせおけゃ

‶さっい ういきうくぇかうすっ ゅけょうくう „┿さしっくぇか” ┿╃ しっ せすゃなさょう おぇすけ 
けしくけゃっく こさけういゃけょうすっか う くぇえ-ゅけかはきけすけ こさっょこさうはすうっ けす 

けすぉさぇくうすっかくぇすぇ こさけきうてかっくけしす くぇ しすさぇくぇすぇ. 
„┿さしっくぇか” ┿╃ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお くっこさっおなしくぇすけ っ こさうすっあぇゃぇか  

こなかくう かうちっくいう いぇ ゃなくてくけすなさゅけゃしおぇ ょっえくけしす し けさなあうは, うい-
ょぇょっくう けす ╋っあょせゃっょけきしすゃっくうは しなゃっす こけ ゃなこさけしうすっ くぇ ╁‶╉ 
う きけぉうかういぇちうけくくぇすぇ ゅけすけゃくけしす くぇ しすさぇくぇすぇ おなき ╋うくうしすっさ-
しおうは しなゃっす. ╅っかぇっき ╁う いょさぇゃっ う せしこったう ゃなゃ ゃぇてうすっ うくゃっし-
すうちうけくくう くぇきっさっくうは!

]ゃっすけしかぇゃ ]こぇしけゃ
]っおさっすぇさ くぇ ╋っあょせゃっょけきしすゃっくうは しなゃっす こけ ゃなこさけしうすっ くぇ 

╁‶╉ う ╋╂ くぇ [╀

‶さっきうくぇかぇ こさっい ゃしうつおう っすぇこう くぇ ういゅさぇあょぇくっ  
くぇ 〈さっすぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょなさあぇゃぇ, そうさきぇ „┿さしっ-

くぇか” こけしかっょけゃぇすっかくけ せすゃなさあょぇゃぇてっ しゃけは ぇゃすけさう-
すっす くぇ こなさゃぇ けすっつっしすゃっくぇ けさなあっえくうちぇ… ] こさうしな-
とぇすぇ ゃいうしおぇすっかくけしす う けすゅけゃけさくけしす くぇ ゃしうつおう しゃけう 
さなおけゃけょうすっかう, し ちっかっくぇしけつっくうすっ せしうかうは くぇ しゃけうすっ 
うくあっくっさう-おけくしすさせおすけさう う し こけしかけゃうつくけすけ しう すさせ-
ょけかのぉうっ う っくすせしうぇいなき くぇ しゃけうすっ さぇぉけすくうちう, そうさきぇ 
„┿さしっくぇか” しっ せすゃなさょう くぇ きっあょせくぇさけょくうすっ こぇいぇさう くぇ  
ゃなけさなあっくうっ う ぉけっこさうこぇしう おぇすけ こなさゃけおかぇしっく こさけうい-
ゃけょうすっか, ぇ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう う おぇすけ くぇょっあ-
ょっく ょけしすぇゃつうお くぇ ゃけっくくぇ こさけょせおちうは, けすゅけゃぇさはとぇ くぇ 
くぇえ- ゃうしけおうすっ きっあょせくぇさけょくう しすぇくょぇさすう.

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╉╇′〈╄╉] ╄┿╃ , ]けそうは

‶さっい ういきうくぇかうすっ ゅけょうくう ぇきぉうちううすっ う せこけさうすけしすすぇ ╁う, ゅけしこけょうく ╇ぉせてっゃ, う すぇいう - くぇ ╁ぇ-
てうすっ しかせあうすっかう, ういゅさぇょうたぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ くっ しぇきけ おぇすけ けしくけゃくぇすぇ こさけきうてかっくぇ ゃういうは ゃ 

くぇてうは ぉさぇくて, くけ ょけこさうくぇしはす し こさっしすうあぇ しう う いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは.

                                                            „¨こすうおけっかっおさけく ゅさせこ” ゅさ. ‶ぇくぇゅのさうとっ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ - ╃あけくう

〈ぇおぇ ういゅかっあょぇす ゃぇせつっさうすっ
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《てくうとさ そて たちあくせけさあ せあ „╅ちつかせあし” ╅╉, „【ちけいとせあ ╅ちつかせあし” うけ くあたそくせあうあ つ  すあしさあ ねあつて そて てみに:

╀っいしこけさっく っ こさけそっしうけくぇかういきなす くぇ ゃしっおう っょうく しかせあうすっか う さぇぉけすくうお けす ゃぇてうは っおうこ - 
そぇおす, おけえすけ せすゃなさあょぇゃぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ おぇすけ かうょっさ ゃ さぇきおうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ けすぉさぇくう-

すっかくぇ うくょせしすさうは う くぇ ╄ゃさけこっえしおうは きっあょせくぇさけょっく こぇいぇさ.
つか.おけさ. ]すっそぇく ╁けょっくうつぇさけゃ, ょ.す. く

╇くしすうすせす こけ きっすぇかけいくぇくうっ, しなけさなあっくうは う すったくけかけゅうう „┿おぇょ. ┿. ╀ぇかっゃしおう” 
    
╆ぇ こさぇいくうおぇ しう „┿さしっくぇか” ┿╃ こけかせつう こけいょさぇゃう しなとけ けす: 
 „╃せくぇさうす” ゅさ. [せしっ, „¨こすうおし” ┿╃ - ゅさ. ‶ぇくぇゅのさうとっ,  ′╇〈╇ ╄┿╃ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, ╁╋╆ – ゅさ. 

]けこけす, ‶っくしうけくくけ けしうゅせさうすっかくぇ おけきこぇくうは „╃けゃっさうっ”- ゅさ. ]けそうは, 『╃╂ „╀せさぇすうくけ” - ゅさ. 
╉ぇいぇくかなお う ¨ぉとうくしおう こっくしうけくっさしおう おかせぉ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお.

》『╅′〉¨ぁ〉¨ ╅╉『╊』¨

》『╅′〉¨ぁ〉¨ ╅╉『╊』¨

╉かつかてさけ たそくおちあうけてかしせけ あおちかつけ そて おひちきあうせけ けせつてけてとぬけけ け なけちすけ - たあちてせへそちけ  せあ „╅ちつかせあし” ╅╉, たそしと-
ねけ ちひさそうそおつてうそてそ せあ なけちすあてあ う せあうかねかちけかてそ せあ つうそみ たちあくせけさ.  ╇つけねさけ てか つあ つうけおかてかしつてうそ くあ くせあねけすそつててあ 
せあ なけちすあてあ くあ いひしえあちつさあてあ けさそせそすけさあ け すみつてそてそ こ くあ ちあくうけてけかてそ せあ つひうちかすかせせあ  けせおとつてちけあしせあ  ╆ひしえあちけみ.

』『╅』〉╅] 』ぇ〈 』╊ 』 „╅『』╊〉╅]”
âëñ£óïöéö ぜóÖôÜ がó½óöëÜç:

《さっいうしすなす けす ╆ぇゃけょ 1, ちった 130, ╋うく-
つけ ╃うきうすさけゃ けす こなさゃうは しう すさせょけゃ ょっく 
すぇ ょけ ょくっし さぇぉけすう しぇきけ ゃ „┿さしっくぇか”. 
‶けしすなこゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” こさっい 1964-すぇ, 
くけ けとっ ょゃっ ゅけょうくう こさっょう すけゃぇ せつう ゃ 
‶さけそっしうけくぇかくけすけ せつうかうとっ おなき ╆ぇゃけょ 
10, おぇおすけ すけゅぇゃぇ しっ おぇいゃぇ おぇいぇくかなておぇ-
すぇ けさなあっえくうちぇ. „′うすけ っょうく ょっく くっ しなき 
さぇぉけすうか ょさせゅぇょっ う くうすけ ゃ っょうく ょっく くっ 
しなき こけきうしかはか ょぇ くぇこせしおぇき „┿さしっくぇか”, 
しこけょっかは せょぇさくうおなす, すさう こなすう ういぉうさぇく 
いぇ こさっょしすぇゃはくっ ゃ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. 
„┿い くっ しかせつぇえくけ しなき すぇき”, おぇいゃぇ し ょけし-
すけえくしすゃけ ╋うくつけ ╃うきうすさけゃ, おけえすけ こぇいう 
しさっょ さっかうおゃうすっ しう う けすかうつうっ いぇ こけしすう-
あっくうは ゃ こさけそっしうはすぇ  - しさっぉなさっく きっょぇか 
けす ╃]¨ „╋っすぇかたうき”.

[ぇぉけすぇすぇ くっ きう すっあう くうおぇお.

]こけおけえくけ う せゃっさっくけ しこけょっかは せょぇさくうおなす, 
おけえすけ くうおけゅぇ くっ しっ っ せきけさはゃぇか けす すさせょぇ, 
ょけさう う ょくっし - ゃっつっ さぇぉけすっと こっくしうけくっさ. 
„╃けさう う ょぇ しっ せきけさはゃぇき, ぉなさいけ しっ ゃないしすぇ-
くけゃはゃぇき”, せしきうたゃぇ しっ すけえ. ¨とっ くぇゃさっきっ-
すけ ぉうか けすかうつぇゃぇく おぇすけ せょぇさくうお こけつすう くぇ 
ゃしはおぇ こっすうかっすおぇ. „╋くけゅけ しなき ょけゃけかっく けす 
すけゃぇ, つっ さぇぉけすぇすぇ きう しっ けちっくはゃぇ けす さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ”, おけきっくすうさぇ けすかうつうはすぇ しう そさっ-
いうしすなす, おけえすけ ゃっつっ 47 ゅけょうくう ょぇゃぇ すさせょぇ 
しう いぇ „┿さしっくぇか”. ╋ぇえしすけさかなおなす ゃ こさけそっしう-
はすぇ いぇ くっゅけ っ いぇょなかあうすっかっく, くけ, おぇおすけ しぇき 
おぇいゃぇ: ”〈させょくけ しっ しすぇゃぇ ょけぉなさ きぇえしすけさ”. 
′ぇ さぇぉけすかうゃけしす う けすゅけゃけさくけしす おなき さぇぉけ-

╉┿╊╄′╃┿[ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

14 けおすけきゃさう - ‶さっこけょけぉくぇ ‶ぇさぇしおっゃぇ - ‶っすおぇ 〈なさくけゃしおぇ. 
‶っすおけゃょっく. ╇きっくくうちう: ‶ぇさぇしおっゃぇ - けす ゅさなちおう けいくぇつぇゃぇ 
‶っすおぇ, ‶っすおぇ, ‶っすおけ, ‶っすおぇくぇ, ‶っすおぇく, おぇおすけ う ‶っくつけ, ‶っくの; 
‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ きっすっけさけかけいうすっ; 1894 - ╁ 
しっしうはすぇ くぇ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ せつぇしすゃぇ う ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ, おけえすけ 
っ ういぉさぇく ゃ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ おぇくょうょぇす くぇ ′ぇさけょくぇすぇ こぇさすうは; 
1846 - [けょっく っ ]すぇくぬけ ╂なょっゃ - こけぉけさくうお う けこなかつっくっち けす 
╉ぇいぇくかなておけ; 1915 - 〉きうさぇ ]すっそぇく ╇かうっゃ - こけょこけさせつうお けす 
23 【うこつっくしおう こったけすっく こけかお.
15 けおすけきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ くっいさはとうすっ たけさぇ, 

╃っく くぇ ぉっかうは ぉぇしすせく; ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ しっかしおうすっ あっくう; 
1582 - ╁かういぇ ゃ しうかぇ ╂さっゅけさうぇくしおうはす おぇかっくょぇさ, しかっょ おぇすけ 
こけ いぇこけゃっょ くぇ こぇこぇ ╂さうゅけさうえ 》┶┶┶ しぇ “こさっしおけつっくう” ょくうすっ けす 
5 ょけ 14 けおすけきゃさう. ′けゃうはす しすうか くぇ かっすけぉさけっくっ っ ゃなゃっょっく けす 
しなとぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ╇すぇかうは, 《さぇくちうは, ╇しこぇくうは う ‶けさすせゅぇかうは.
16 けおすけきゃさう - ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゃけっくくけ-ゃないょせてくう 

しうかう; ╃っく くぇ くぇさけょくけすけ すゃけさつっしすゃけ - けすぉっかはいゃぇ しっ ゃ すさっ-
すぇすぇ くっょっかは くぇ き. けおすけきゃさう; 1946 - ╁ ′のさくぉっさゅ しぇ ういこなか-
くっくう しきなさすくうすっ こさうしなょう しさっとせ ょっしっす かうょっさう くぇ くぇちういきぇ ゃ 
╂っさきぇくうは /きっあょせ すはた そっかょきぇさてぇか ╉ぇえすっか, ╉ぇかすっくぉさせくっさ う 
[うぉっくすさけこ/. ╄ょうくぇょっしっすうはす けしなょっく くぇ しきなさす 》っさきぇく ╂ぬけさうくゅ 
しっ しぇきけせぉうゃぇ くはおけかおけ つぇしぇ こさっょう ういこなかくっくうっすけ くぇ こさうしなょぇ-
すぇ; 1959 - 〉きうさぇ ぇきっさうおぇくしおうはす ゅっくっさぇか ╃あけさょあ ╋áさてぇか, 
こさっょかけあうか こさっい 1947 ゅ. こさけゅさぇきぇすぇ いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ 
しかっょゃけっくくぇ ╄ゃさけこぇ, ういゃっしすくぇ おぇすけ “こかぇくぇ ╋ぇさてぇか”. ╆ぇ くっは 
こさっい 1953 ゅ. こけかせつぇゃぇ ′けぉっかけゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ いぇ きうさ.
17 けおすけきゃさう  - 1932 - ┿かぉっさす ┿えくとぇえく っ こさうくせょっく けす くぇ-

さぇしすゃぇとうは ゃ ╂っさきぇくうは ぇくすうしっきうすういなき ょぇ くぇこせしくっ しすさぇくぇすぇ 
う ょぇ っきうゅさうさぇ ゃ ]┿】, おなょっすけ こさっおぇさゃぇ けしすぇすなおぇ けす あうゃけすぇ 
しう; 1994 - ′ぇしさけつっくう しぇ こさっょしさけつくう こぇさかぇきっくすぇさくう ういぉけさう 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ′ぇいくぇつっく っ しかせあっぉっく おぇぉうくっす くぇ [っくっすぇ ╇くょあけ-
ゃぇ. 〈けゃぇ っ すさっすうはす しかせあっぉっく おぇぉうくっす ゃ しすさぇくぇすぇ しかっょ すけいう 
くぇ ╉けくしすぇくすうく ]すけうかけゃ こさっい 1894 ゅ. う くぇ [ぇつけ ‶っすさけゃ こさっい 
1900ゅ.
18 けおすけきゃさう - ‶さぇいくうお くぇ たせょけあくうちうすっ. ]ゃ. ぇこけしすけか う 

っゃぇくゅっかうしす ╊せおぇ - しきはすぇく っ いぇ こなさゃうは たさうしすうはくしおう たせょけあ-
くうお; ╁きつちぇ ╆かぇすぇ ╋なゅかっくしおぇ. ╇きっくくうちう: ╆かぇすぇ, ╆かぇすおぇ, 
╆かぇすう, ╆かぇすおけ, ╆かぇすぇく, ╆かぇすけきうさ, ╊せおぇ, ╊せおぇく; ]ゃっすけゃっく 
ょっく いぇ きけくうすけさうくゅ くぇ ゃけょぇすぇ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ 
そうかけしけそうはすぇ; 1867 - ]┿】 おせこせゃぇす けす [せしうは ┿かはしおぇ いぇ 7 
きかく.200 たうかはょう ょけかぇさぇ ゃなこさっおう こさけすっしすぇ くぇ きくけゅけ おさうすうちう, 
おけうすけ しきはすぇす, つっ すけゃぇ っ ういおかのつうすっかくけ ゃうしけおぇ ちっくぇ いぇ っょくけ 
“ゅけかはきけ おけかうつっしすゃけ かっょ”; 1967 - [せしおうはす おけしきうつっしおう おけさぇぉ 
“╁っくっさぇ-4” こさぇゃう こなさゃけすけ ゃ つけゃっておぇすぇ うしすけさうは せしこってくけ 
きっおけ おぇちぇくっ くぇ こかぇくっすぇすぇ “╁っくっさぇ”.
19 けおすけきゃさう - ‶さっこけょけぉくう ╈けぇく [うかしおう 』せょけすゃけさっち, 

くぇえ-ゅけかっきうはす ぉなかゅぇさしおう しゃっすっち, けしくけゃぇすっか くぇ [うかしおうは きぇ-
くぇしすうさ, こけおさけゃうすっか くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ, くぇ きうくくうすっ う ゅっ-
けかけあおう さぇぉけすくうちう; ′ぇちうけくぇかっく ょっく いぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっか-
くけしす ゃ ╀なかゅぇさうは; ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおうは かっおぇさ - こさぇいくせゃぇ 
しっ けす 1995 ゅ.; ‶ぇすさけくっく こさぇいくうお くぇ ¨ぉっょうくっくうは ょっすしおう 
おけきこかっおし ゃ ╉ぇいぇくかなお.
20 けおすけきゃさう - ]ゃっとっくけきなつっくうお ┿さすっきうえ - しなとっしすゃせゃぇ 

くぇさけょくけ こけゃっさうっ, つっ ゃ すけいう ょっく ゃなさたせ おけはすけ しすっくぇ ょさぇとう 
おけすおぇすぇ, けすすぇき とっ ょけえょっ ゃはすなさなす; ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ 
し けしすっけこけさけいぇすぇ; 1838 - ╁ ‶ぇくぇゅのさうとっ っ さけょっく ╋ぇさうく 
╃さうくけゃ – せつっく, うしすけさうお , ょなさあぇゃっく, けぉとっしすゃっく う こさけしゃっすっく 
ょっっち. 』かっく くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ う きくけゅけ ょさせゅう ぇおぇょっきうう くぇ くぇせ-
おぇすぇ. 〉つぇしすゃぇ ゃ ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ 〈なさくけゃしおぇすぇ おけくしすうすせちうは. 
‶け くっゅけゃけ こさっょかけあっくうっ ]けそうは しすぇゃぇ しすけかうちぇ くぇ ╉くはあっしすゃけ 
╀なかゅぇさうは. ┿ゃすけさ っ くぇ けおけかけ 100 くぇせつくう ういょぇくうは; ╃っく くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ. ╃っくはす っ けこさっょっかっく  こけ こけゃけょ つっしす-
ゃぇくっすけ こさっい 1981 ゅ. くぇ 1300-ゅけょうてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ. ╇きっくくうちう しぇ ゃしうつおう, おけうすけ くけ-
しはす うきっくぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう ゃかぇょっすっかう: ┿しっく - けいくぇつぇゃぇ „たせぉぇゃ”, 
╉ぇかけはく - けいくぇつぇゃぇ „ょけぉなさ う おさぇしうゃ ╇ゃぇく”, ╉させき, ¨きせさすぇゅ, 
‶さっしうはく う ょさ.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

すぇすぇ しう そさっいうしすなす しっ くぇせつうか けす さけょうすっかうすっ しう 
ゃ ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ, おなょっすけ ╋うくつけ ╃うきうすさけゃ う  
ょけしっゅぇ あうゃっっ. ╀ぇとぇ きせ しなとけ ぉうか さぇぉけすくうお ゃ 
„┿さしっくぇか”.
]ぇきけ 4 けす ゃしうつおうすっ ゅけょうくう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ 

╋うくつけ ╃うきうすさけゃ っ くぇ さなおけゃけょくぇ ょかなあくけしす ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ – くぇつぇかくうお しきはくぇ, こけしかっ こぇお 
しっ ゃさなとぇ おなき そさっいぇすぇ. 〉ょけゃけかしすゃうっ いぇ くっゅけ っ 
ょぇ さぇぉけすう し きかぇょうすっ, くぇ おけうすけ こさっょぇゃぇ いぇくぇ-
はすぇ. ╋かぇょうすっ けぉぇつっ しさっとぇす こさけぉかっきう, いぇとけすけ 
かうこしゃぇ しうしすっきぇすぇ いぇ けぉせつっくうっ う ういさぇしすゃぇくっ 
くぇ おぇょさうすっ – きぇてうくけしすさけうすっかう, きうしかう ╋うくつけ 
╃うきうすさけゃ: „╋くけゅけ けす くけゃけこけしすなこゃぇとうすっ さぇ-
ぉけすくうちう ょくっし うょゃぇす ぉっい くうおぇおゃぇ ぉぇいけゃぇ こけょ-
ゅけすけゃおぇ  ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ う しゃうおゃぇす こけ-ぉぇゃ-
くけ”, ゃうあょぇ っあっょくっゃくけ きぇえしすけさなす – そさっいうしす. 
′はおけう けす すはた ゃっょくぇゅぇ こうすぇす いぇ こぇさうすっ, おけうすけ 
とっ ゃいうきぇす, けとっ こさっょう ょぇ しぇ せしゃけうかう いぇくぇ-
はすぇ おぇおすけ すさはぉゃぇ, つせょう しっ ╋うくつけ ╃うきうすさけゃ けす 
┿かっはすぇ くぇ ]かぇゃぇすぇ. 〈けゃぇ っ っょくぇ けす こさうつうくうすっ 
いぇ すっおせつっしすゃけすけ, くはきぇす すなさこっくうっ ょぇ しっ くぇせつぇす, 
さぇいきうてかはゃぇ きぇえしすけさなす, くけ せすけつくはゃぇ, つっ おけえすけ 
うしおぇ, しっ せつう: ”′っ っ つぇお すけかおけゃぇ しかけあくけ!” ┿ 
うきぇ おぇおゃけ ょぇ しっ くぇせつう けす きぇえしすけさう おぇすけ くっゅけ: 

′ぇえ-ゃぇあくけすけ っ あっかぇくうっすけ いぇ さぇぉけすぇ.

〈けゃぇ っ さぇいぉさぇか せょぇさくうおなす そさっいうしす. ]すぇゃぇ 
すさせょくけ, おけゅぇすけ くはきぇ あっかぇくうっ. ╇ すけゃぇ ╋うくつけ 
╃うきうすさけゃ くぇせつぇゃぇ けす ぉぇとぇ しう – ぇさしっくぇかしおう 
さぇぉけすくうお けす 1942-さぇ ょけ しきなさすすぇ しう. 
„[ぇいぉうさぇき しう けす さぇぉけすぇすぇ!”, しこけおけえくけ う せゃっ-

さっくけ しこけょっかは きぇえしすけさなす. ╆ぇすけゃぇ 29-すっ ゅけょうくう 
くぇ そさっいぇすぇ, 4-すっ おぇすけ くぇつぇかくうお ちった う こけしかっ – 
けとっ 15 くぇ そさっいぇすぇ いぇ くっゅけ きうくぇゃぇす くっせしっすくけ 
う こさうはすくけ. 〉しゃけうか っ ゃしうつおう すなくおけしすう ゃ こさけ-
そっしうはすぇ. ′ぇつぇかくうちうすっ ゅけ せゃぇあぇゃぇす, うきぇ おぇお-
ゃけ ょぇ ょぇょっ う くぇ きかぇょうすっ... ”′ぇえ-たせぉぇゃけすけ きう 
っ さぇぉけすぇすぇ...!”, し かのぉけゃ しこけょっかは そさっいうしすなす けす 
ちった 130 くぇ ╆ぇゃけょ 1 – „┿おけ くはきぇ さぇぉけすぇ, きう っ 
すさせょくけ”.
〉ょけゃけかしすゃうっすけ けす しゃなさてっくけすけ こさっい ょっくは きせ 

ょぇゃぇ う しこけおけえしすゃうっすけ ゃっつっさ, ゃおなとう. ]なし しな-
こさせゅぇすぇ – こっくしうけくっさおぇ, しう うきぇす しゃけえ さうすなき 
くぇ あうゃけす. ′ぇえ-ゅけかはきけすけ きせ あっかぇくうっ っ ょぇ うきぇ 
こけゃっつっ しゃけぉけょくけ ゃさっきっ, くけ すけ ゃしっ くっ ょけしすうゅぇ. 
]ゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ っ いぇっすけ けす さぇぉけすぇすぇ ゃ かうつ-
くけすけ しすけこぇくしすゃけ ゃ ょゃけさぇ くぇ おなとぇすぇ ゃ ╂けさくけ 
╇いゃけさけゃけ. 〈うは ょくう ╋うくつけ ぉっさっ ぇしきぇすぇ う くぇ-
かうゃぇ ゃうくけすけ いぇ いうきぇすぇ, すけつくけ おぇおすけ こさっょう ゅけ-
ょうくぇ, こさっょう ょゃっ... ]こけおけえしすゃうっすけ くぇ あうゃけすぇ: 
”¨す „┿さしっくぇか” – ょけ ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ” きせ たぇさっし-
ゃぇ, ょぇゃぇ しうゅせさくけしす. ′け すけゃぇ ょぇかっつ くっ いくぇつう, 
つっ いぇ ぇさしっくぇかしおうは さぇぉけすくうお けくけゃぇ, おけっすけ しっ 
しかせつゃぇ けおけかけ くぇし, う くぇつうくなす, こけ おけえすけ あうゃっ-
っき, くっ ゅけ うくすっさっしせゃぇ. 〈けつくけ けぉさぇすくけすけ.

╁なかくせゃぇ きっ けくけゃぇ, おけっすけ しすぇゃぇ くぇけおけかけ.
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¨す すけいう きっしっち さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ う „┿さしっくぇか 2000” ┿╃ こけかせつぇゃぇす しこっちうぇかくう ゃぇせつっさう いぇ 
たさぇくぇ. 》さぇくうすっかくうすっ おせこけくう とっ しぇ くぇ しすけえくけしす 45 かっゃぇ う 
とっ きけゅぇす ょぇ しっ ういこけかいゃぇす ゃ すなさゅけゃしおぇすぇ きさっあぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╉けう すけつくけ とっ しぇ けぉっおすうすっ, ゃ おけうすけ とっ しっ こぇいぇさせゃぇ し すぇかけくう-
すっ, とっ しすぇくっ はしくけ ゃ しかっょゃぇとうすっ くはおけかおけ ょくう. 
╁ぇせつっさうすっ とっ ょぇゃぇす ゃないきけあくけしす くぇ さぇぉけすっとうすっ ょぇ いぇおせ-

60 しぇ ょっちぇすぇ, おけう-
すけ ゃっつっ きっしっち すさっ-
くうさぇす ゃなゃ そせすぉけか-
くぇすぇ ょっすしおぇ ておけかぇ 
くぇ „┿さしっくぇか”, しな-
けぉとう いぇ 〈┿ すさっ-
くぬけさなす くぇ きかぇょうすっ 
ぇさしっくぇかしおう くぇょっあ-
ょう ]すぇくうしかぇゃ ‶った-
かうゃぇくけゃ - ╃あけくう. 
‶なさゃぇすぇ すさっくうさけゃ-
おぇ ぉっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
しっこすっきゃさう. 
╆ぇくうきぇくうはすぇ しっ 

ゃけょはす ょゃぇ こなすう 
しっょきうつくけ, しせすさうく 
うかう こさっょうけぉっょ, ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす ゃない-
きけあくけしすうすっ う しゃけ-
ぉけょくけすけ ゃさっきっ くぇ 
ょっちぇすぇ. 『っくぇすぇ いぇ 

   ╇つか たそ-ねかつてそ すしあおけてか たそつてひたうあはけ
ちあいそてせけぬけ つあ たそ-いそしせけ そて たかせつけそせかちけてか

[っょけゃくう ゅけょうてくう こさけそうかぇおすうつくう こさっゅかっょう こけ ′ぇさっょぉぇ くぇ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ しっ こさけゃっあょぇす  こさっい 
すけいう きっしっち ゃ ╋っょうちうくしおうは ちっくすなさ „┿さしっくぇか”. 

‶さっい けおすけきゃさう こさっゅかっょうすっ 
しぇ いぇ さぇぉけすっとうすっ けす いぇゃけょ 
3, しなけぉとう ゅかぇゃくうはす かっおぇさ 
くぇ さぇぉけすくうつっしおぇすぇ こけかうお-
かうくうおぇ ょ-さ ╁ぇくは ╀けくつっゃぇ - 
》さうしすけゃぇ. ‶さけそうかぇおすうつくうすっ 
こさっゅかっょう しっ こさけゃっあょぇす  しなし 
しなすさせょくうつっしすゃけすけ くぇ しかせあ-
ぉぇすぇ こけ 〈させょけゃぇ きっょうちうくぇ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ. ‶さっゅかっょうすっ, 
くぇ おけうすけ こけょかっあぇす さぇぉけすっ-
とうすっ う しかせあうすっかうすっ, しぇ  こけ 
おぇすっゅけさうう こさけそっしうう う しなけす-
ゃっすくうすっ ゃさっょくけしすう いぇ すはた.  
¨しゃっく すけゃぇ, ゃしうつおう さぇぉけすっ-
とう ゃなゃ そうさきぇすぇ, ゃ さぇきおうすっ 
くぇ ゅけょうてくうすっ こさけそうかぇおすうつ-
くう こさっゅかっょう, こさっきうくぇゃぇす う 
こさっい  いぇょなかあうすっかくう ういしかっょ-
ゃぇくうは くぇ おさなゃくぇ おぇさすうくぇ, 
おさなゃくぇ いぇたぇさ, たけかっしすっさけか う 
すっさぇこっゃす. ‶さう こけかけあっくうっ, 
つっ こけ ゃさっきっ くぇ すっいう さっゅせ-
かはさくう こさっゅかっょう しっ けすおさうっ 
くっとけ けぉっいこけおけうすっかくけ ゃ 
いょさぇゃくうは しすぇすせし くぇ さぇぉけす-
くうおぇ, すけ すけえ  しっ くぇしけつゃぇ おなき  
かうつくうは かっおぇさ う しこっちうぇかうしす 
いぇ こけしかっょゃぇとう おけくしせかすぇ-
ちうう う かっつっくうっ. ╃ぇゃぇす きせ 

きっしっち すさっくうさけゃおう っ 5 かっゃぇ. ╁っつっ しっ けそけさきはす う しなけすゃっすくう-
すっ ゅさせこう, おぇすけ しなゃしっき しおけさけ こさっょしすけはす  ょぇ ぉなょぇす ういうゅさぇくう 
こなさゃうすっ おけくすさけかくう しさっとう, ょけこなかくう けとっ ‶ったかうゃぇくけゃ. 
╋ぇかつせゅぇくうすっ ゃしっ けとっ うょゃぇす くぇ すさっくうさけゃおう ぉっい しこっちうぇか-

くうすっ こさけこせしおう, おけうすけ こけ うょっは くぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ, 
くぇ こけ-おなしっく っすぇこ しかっょゃぇ ょぇ うき けしうゅせさはす, おぇおすけ う ぉっいこかぇす-
くけ  こなすせゃぇくっ ゃ ゅさぇょしおうは  すさぇくしこけさす. ╂けすけゃう しぇ ゃっつっ う きけし-
すさうすっ くぇ ょゃぇすぇ すさっくうさけゃなつくう っおうこぇ, し おけうすけ とっ うゅさぇはす 
きかぇょうすっ そせすぉけかうしすう くぇ 《╉ „┿さしっくぇか”. ╄おうこうすっ しぇ  ゃ ょゃぇ 
ちゃはすぇ - いっかっく う つっさゃっく. 
‶け うくそけさきぇちうは くぇ 〈┿ すさっくうさけゃなつくうすっ っおうこう とっ けしうゅせ-

さう しこけくしけさ,  ういゃっしすっく こっくしうけくっく そけくょ.
                                                                     〈┿

╉ぇいゃぇ ╋うくつけ ╃うきうすさけゃ. 〈けえ っ けす けくけゃぇ こけおけかっくうっ ぉなかゅぇさう, 
おけうすけ こさっあうゃはゃぇす う こけかうすうおぇすぇ, う けぉとっしすゃっくうすっ こさけぉかっきう 
おぇすけ かうつくう. 〈さっゃけあう ゅけ きくけゅけ, つっ きかぇょうすっ あうゃっはす すさせょくけ, 
つっ さぇぉけすぇ くはきぇ, つっ すさせょくけ ょくっし しっ ゅかっょぇす ょっちぇ. ╆ぇすけゃぇ う し 
けぉうつ こけきぇゅぇ くぇ しうくぇ しう う けしけぉっくけ しっ さぇょゃぇ くぇ 14-ゅけょうてくうは 
しう ゃくせお, いぇ おけゅけすけ ゃしっ いぇょっかは こけ くっとけ. „╋かぇょうすっ すさはぉゃぇ ょぇ 
さぇぉけすはす きくけゅけ, くはきぇす ゃさっきっ いぇ ょっちぇすぇ しう う くぇこさぇゃけ きけゅぇす 
ょぇ ゅう けすなさゃぇす...”, けぉはしくはゃぇ こさけしすけ ぇゅさっしうはすぇ しさっょ ょっちぇすぇ 
う きかぇょっあうすっ ょくっし ╋うくつけ ╃うきうすさけゃ. ╇ ゅけ おぇいゃぇ し すさっゃけゅぇ. 
′っゅけ, おぇすけ きくけゅけ ょさせゅう けす すけゃぇ こけおけかっくうっ, ゅけ ぉけかう, つっ ょくっし 
たけさぇすぇ しぇ ょさせゅう – くっしなこさうつぇしすくう っょくう おなき ょさせゅう, くっ しう こけ-
きぇゅぇす: ”′っ しぇ ゃっつっ すうは たけさぇ, ぉなかゅぇさうすっ, おぇおゃうすけ ぉはたぇ こさっょう 
20 ゅけょうくう! ]っゅぇ ゃしうつおう しぇ ういくっさゃっくう, きくけゅけ っょゃぇ しゃなさいゃぇす 
ょゃぇすぇ おさぇは, ぇ けす すぇき うょゃぇす う おけくそかうおすうすっ, いぇとけすけ おけゅぇすけ 
くはきぇ ょけしすぇすなつくけ, すけゅぇゃぇ うょゃぇす う しおぇくょぇかうすっ ゃ しっきっえしすゃけ-
すけ”, くぇせつうか っ けす あうゃけすぇ しすぇさうはす ぇさしっくぇかっち.
╋うくつけ ╃うきうすさけゃ くうおけゅぇ くっ っ うきぇか こけょけぉっく こさけぉかっき. [っ-

てっくうっすけ っ くぇきっさっくけ けすょぇゃくぇ – さぇぉけすぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. „]さぇ-
しくぇか しなき しっ し „┿さしっくぇか”, おぇいゃぇ すけえ. ╇ けとっ くっとけ, おけっすけ ういけぉ-
とけ くっ っ きぇかけゃぇあくけ: „] たけさぇすぇ すせお ゃいぇうきくけ しっ せゃぇあぇゃぇきっ.” 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

こせゃぇす し すはた しぇきけ う っょうくしすゃっ-
くけ たさぇくうすっかくう こさけょせおすう. 
‶ぇいぇさせゃぇくっすけ くぇ ちうゅぇさう, 
ぇかおけたけか う ょけきぇてくう こけす-
さっぉう し ゃぇせつっさうすっ  くはきぇ ょぇ 
っ ゃないきけあくけ. ╁ぇせつっさうすっ しぇ 
しけちうぇかくぇ こさうょけぉうゃおぇ いぇ 
ぇさしっくぇかちう, いぇかけあっくぇ ゃ こけ-
ょこうしぇくうは すけゃぇ かはすけ くけゃ ╉〈╃ 
きっあょせ しうくょうおぇすう う さぇぉけすけ-
ょぇすっかう ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. ╁ 
╉〈╃-すけ っ いぇこうしぇくけ, つっ  ゃぇ-
せつっさうすっ とっ しっ こけかせつぇゃぇす 
けす おけかっおすうゃぇ くぇ „┿さしっくぇか“ 
しぇきけ こさう くぇかうつうっすけ くぇ そう-
くぇくしけゃ さっしせさし. ╋っしっつくぇすぇ 
しせきぇ, おけはすけ さなおけゃけょしすゃけすけ 
いぇょっかは ゃぇさうさぇ けす 300 - 320 
たうか. かゃ. ╁ぇせつっさうすっ とっ しっ 
さぇいょぇゃぇす こけ ちったけゃっ. ╁ぇせつっ-
さうすっ とっ しっ さぇいょぇゃぇす いぇ こさっ-
ょたけょっく きっしっち. 
╆ぇ くぇこせしおぇとうすっ ゃ おぇかっく-

ょぇさくうは きっしっち ゃぇせつっさう くはきぇ 
ょぇ しっ こけかぇゅぇす, しなけぉとう ┿すぇ-
くぇし ╀けいけゃ, こさっょしっょぇすっか くぇ 
]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

しっ う くせあくうすっ  こさっこけさなおう いぇ 
しなけすゃっすくぇすぇ こさけそうかぇおすうおぇ, 
けぉはしくはゃぇす  きせ しっ さうしおけゃっすっ, 
おけうすけ おさうっ くっかっつっくうっすけ う 
くっゅかうあうさぇくっすけ くぇ けすおさうすうは 
しうきこすけき, おぇすっゅけさうつくぇ っ ょ-さ 
╁ぇくは 》さうしすけゃぇ. 
╁しうつおう くけゃけけすおさうすう いぇぉけ-

かはゃぇくうは う ょぇくくう いぇ いょさぇゃ-
くうは しすぇすせし くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” しっ いぇこうしゃぇす ゃ しこっ-
ちうぇかくけ っかっおすさけくくけ いょさぇゃくけ 
ょけしうっ くぇ ゃしっおう っょうく,  ょけこなか-
くう ょ-さ 》さうしすけゃぇ う こけょつっさすぇ, 
つっ うきぇ う さぇぉけすくうちう, おけうすけ 
けすおぇいゃぇす ょぇ  しっ はゃはす くぇ すぇおう-
ゃぇ こさっゅかっょう.  
╁うしけおけ おさなゃくけ, ぇさうすきうう, 

ょうぇぉっす, こさけぉかっきう し とうすけ-
ゃうょくぇすぇ あかっいぇ, おかぇこくう せゃ-
さっあょぇくうは くぇ しなさちっすけ, ょう-
ぇぉっす, ゃうしけお たけかっしすっさけか, 
たさけくうつくう ぉさけくたうすう, くっゃさけ-
かけゅうつくう いぇぉけかはゃぇくうは しぇ 
しさっょ くぇえ-つっしすうすっ こさけぉかっきう 
くぇ ぇさしっくぇかちう. ╁しっ こけ-つっしすけ 
しっ しさっとぇす う いかけおぇつっしすゃっくう 
いぇぉけかはゃぇくうは.  
]すけえくけしすすぇ くぇ ゃしうつおう くぇ-

こさぇゃっくう こさけそうかぇおすうつくう 
こさっゅかっょう う しこけきぇゅぇすっかくう  
こさけちっょせさう おなき すはた くぇ すっ-
さうすけさうはすぇ くぇ ╋っょうちうくしおうは 
ちっくすなさ „┿さしっくぇか” しっ こけっきぇ 
けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ.
╁こっつぇすかっくうはすぇ くぇ ゅかぇゃくうは  

かっおぇさ くぇ ╋っょうちうくしおうは ちっく-
すなさ っ, つっ きなあっすっ しっ けすくぇしはす 
こけ-くっしっさうけいくけ おなき しゃけっすけ 
いょさぇゃっ, こけ-つっしすけ くっ しこぇいゃぇす 
かっおぇさしおうすっ こさっこけさなおう. ╉ぇすけ 

すなあくけ う あぇかおけ ょ-さ 》さうしすけ-
ゃぇ けこさっょっかは ゃしっ こけ-つっしすうすっ 
しかせつぇう くぇこけしかっょなお くぇ くけ-
ゃけこけしすなこゃぇとう くぇ さぇぉけすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” きかぇょう たけさぇ, おけう-
すけ くぇ こさなゃ こけゅかっょ ういゅかっあょぇす 
くぇこなかくけ いょさぇゃう, ぇ こさう っょうく 
させすうくっく こさっゅかっょ しっ けすおさう-
ゃぇす すゃなさょっ けぉっいこけおけうすっかくう 
すっくょっくちうう: せしおけさっく こせかし, 
てせき くぇ しなさちっすけ, ぉさけくたうぇか-
くう ぇしすきう, すぇたうおぇさょうう, ゃうしけ-
おけ おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ. ╆ぇくう-
あっくぇすぇ いょさぇゃくぇ おせかすせさぇ くぇ 
ぉなかゅぇさうくぇ, くっいょさぇゃけしかけゃくけ-
すけ たさぇくっくっ, くっこさっしすぇくくうすっ 
いょさぇゃくう さっそけさきう かうてぇゃぇかう 
ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく たけさぇすぇ けす 
ぇょっおゃぇすくぇ こさけそうかぇおすうおぇ う 
ょけしすなこ ょけ かっおぇさしおぇ こけきけと, 
すけゃぇ しぇ つぇしす けす こさうつうくうすっ いぇ 
こけゃっつっ けす すさっゃけあくぇすぇ すっく-
ょっくちうは. 
╂かっょぇて ゅけ いょさぇゃ, きかぇょ つけ-

ゃっお, ぇ すけえ せゃさっょっく, ぉけかっく, 
おぇいゃぇ ょ-さ 》さうしすけゃぇ. ╁こっつぇす-
かっくうはすぇ う くぇ くっえくうすっ おけかっゅう 
しぇ, つっ ゃしっ こけ-さはょおけ きうくぇゃぇ 
いょさぇゃ きかぇょ つけゃっお こさっい ╋っ-
ょうちうくしおうは ちっくすなさ. 
‶けゃっつっ けす 500 さぇぉけすくうちう う 

しかせあうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
こさっきうくぇゃぇす きっしっつくけ こさっい 
おぇぉうくっすうすっ くぇ さぇぉけすくうつっ-
しおぇすぇ こけかうおかうくうおぇ. ╋っあょせ 
120 う 150 ょせてう っあっきっしっつくけ 
しっ けしゃうょっすっかしすゃぇす  けす ╊╉╉ いぇ 
ぉけかくうつくう, すさせょけせしすさけはゃぇくっ, 
〈╄╊╉ う ょさせゅう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

′ぇえ-しなさょっつくう こけいょさぇゃう う こけあっかぇくうは いぇ ゃしうつおう しなこさうつぇしすくう おなき せすゃなさあょぇゃぇくっすけ う 
せしこったうすっ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃!
                                                           ╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ „〈╄[╄╋” ╄┿╃

                                                                         ょ-さ うくあ. ]すぇくつけ ‶ぇきせおけゃ

‶さっい ういきうくぇかうすっ ゅけょうくう „┿さしっくぇか” ┿╃ しっ せすゃなさょう おぇすけ 
けしくけゃっく こさけういゃけょうすっか う くぇえ-ゅけかはきけすけ こさっょこさうはすうっ けす 

けすぉさぇくうすっかくぇすぇ こさけきうてかっくけしす くぇ しすさぇくぇすぇ. 
„┿さしっくぇか” ┿╃ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお くっこさっおなしくぇすけ っ こさうすっあぇゃぇか  

こなかくう かうちっくいう いぇ ゃなくてくけすなさゅけゃしおぇ ょっえくけしす し けさなあうは, うい-
ょぇょっくう けす ╋っあょせゃっょけきしすゃっくうは しなゃっす こけ ゃなこさけしうすっ くぇ ╁‶╉ 
う きけぉうかういぇちうけくくぇすぇ ゅけすけゃくけしす くぇ しすさぇくぇすぇ おなき ╋うくうしすっさ-
しおうは しなゃっす. ╅っかぇっき ╁う いょさぇゃっ う せしこったう ゃなゃ ゃぇてうすっ うくゃっし-
すうちうけくくう くぇきっさっくうは!

]ゃっすけしかぇゃ ]こぇしけゃ
]っおさっすぇさ くぇ ╋っあょせゃっょけきしすゃっくうは しなゃっす こけ ゃなこさけしうすっ くぇ 

╁‶╉ う ╋╂ くぇ [╀

‶さっきうくぇかぇ こさっい ゃしうつおう っすぇこう くぇ ういゅさぇあょぇくっ  
くぇ 〈さっすぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょなさあぇゃぇ, そうさきぇ „┿さしっ-

くぇか” こけしかっょけゃぇすっかくけ せすゃなさあょぇゃぇてっ しゃけは ぇゃすけさう-
すっす くぇ こなさゃぇ けすっつっしすゃっくぇ けさなあっえくうちぇ… ] こさうしな-
とぇすぇ ゃいうしおぇすっかくけしす う けすゅけゃけさくけしす くぇ ゃしうつおう しゃけう 
さなおけゃけょうすっかう, し ちっかっくぇしけつっくうすっ せしうかうは くぇ しゃけうすっ 
うくあっくっさう-おけくしすさせおすけさう う し こけしかけゃうつくけすけ しう すさせ-
ょけかのぉうっ う っくすせしうぇいなき くぇ しゃけうすっ さぇぉけすくうちう, そうさきぇ 
„┿さしっくぇか” しっ せすゃなさょう くぇ きっあょせくぇさけょくうすっ こぇいぇさう くぇ  
ゃなけさなあっくうっ う ぉけっこさうこぇしう おぇすけ こなさゃけおかぇしっく こさけうい-
ゃけょうすっか, ぇ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう う おぇすけ くぇょっあ-
ょっく ょけしすぇゃつうお くぇ ゃけっくくぇ こさけょせおちうは, けすゅけゃぇさはとぇ くぇ 
くぇえ- ゃうしけおうすっ きっあょせくぇさけょくう しすぇくょぇさすう.

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╉╇′〈╄╉] ╄┿╃ , ]けそうは

‶さっい ういきうくぇかうすっ ゅけょうくう ぇきぉうちううすっ う せこけさうすけしすすぇ ╁う, ゅけしこけょうく ╇ぉせてっゃ, う すぇいう - くぇ ╁ぇ-
てうすっ しかせあうすっかう, ういゅさぇょうたぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ くっ しぇきけ おぇすけ けしくけゃくぇすぇ こさけきうてかっくぇ ゃういうは ゃ 

くぇてうは ぉさぇくて, くけ ょけこさうくぇしはす し こさっしすうあぇ しう う いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは.

                                                            „¨こすうおけっかっおさけく ゅさせこ” ゅさ. ‶ぇくぇゅのさうとっ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ - ╃あけくう

〈ぇおぇ ういゅかっあょぇす ゃぇせつっさうすっ



6 14 октомври 2011 г. ぢÜëöëñöóとí£íÖ¿é¡ ó ëñÇóÜÖí

おけ
か
ぇ 

2
 か

う
ち
っ

お-ち ╇あせみ ｠ちけつてそうあ:

╋¨╇《【 〉╅ ╅〈╆『╅′】『╅【╅｠『《〉¨[╅

〈は っ けす すっいう, おけうすけ たぇさっし
ゃぇて ゃっょくぇゅぇ. ‶け くっけぉはし

くうき, しすさぇくっく くぇつうく. ‶さけしすけ 
くはおぇお すっゅかはす おなき しっぉっ しう. 
╆ぇさぇょう くっこけょこさぇゃっくぇすぇ しう 
うしおさっくけしす う ょっすうくしおう うしおさっち 
ゃ けつうすっ. ╇いょぇゃぇと かのぉけこうす
しすゃけすけ う さぇょけしすすぇ けす あうゃけすぇ. 
╇ おなき ゃしうつおけ あうゃけ.
¨こうしゃぇ しっぉっ しう おぇすけ つけゃっお, 

おけえすけ ゃうくぇゅう っ くぇくはおなょっ. ╇ 
ゃしっ いぇっす. ′っ しっ さっっ ゃ けぉかぇ
ちうすっ, くけ ゃうくぇゅう ゅけくう ゃぇあくう  
ちっかう. ¨こうすゃぇ しっ ょぇ しかっょゃぇ  
こさうくちうこぇ: „╃ぇ うきぇ こけかいぇ けす 
けぉうちうすっ くぇ あうゃけすぇ こけ せてうすっ 
くう”, くけ こさういくぇゃぇ, つっ ゃなこさっ
おう 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”, ゃしっ けとっ すぇいう きはさおぇ 
すさせょくけ え しっ せょぇゃぇ. ╇ょっぇかうしす. 
╋ぇおぇさ すなきくけけおぇすぇ え そぇすぇかくぇ 

ゃなくてくけしす ょぇ さっしこっおすうさぇ こけ ょさせゅ くぇつうく. ┿きぉうちうけいくぇ. ╇いょぇゃぇ ゅけ おぇすっゅけさうつくうはす ぉかはしなお ゃ 
けつうすっ. ¨す おけえすけ さぇいぉうさぇて, つっ くっ こけいゃけかはゃぇ ょぇ ゅせぉう ちっかうすっ しう.  
╃っすうくしおぇすぇ え きっつすぇ っ ぉうかぇ ょぇ しすぇくっ のさうしす, くけ こけっきぇ ゃ きっょうちうくぇすぇ. ╆ぇゃなさてゃぇ は ゃ ‶かけゃ

ょうゃ, こけしかっ しこっちうぇかういうさぇ ゃなゃ ╁╋┿ - ]けそうは, こさう こさけそ. ╂さうゅけさけゃ. ‶さっょ ぇかすっさくぇすうゃぇすぇ: 
ゅけかっきうはす ゅさぇょ うかう しっきこかうはす ╉ぇいぇくかなお, ういぉうさぇ ゃすけさけすけ. ╇ ょけ ょくっし くっ しなあぇかはゃぇ いぇ すけゃぇ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ きはしすけすけ え くっ っ ゃ ゅけかっきうは ゅさぇょ, いぇとけすけ けぉうつぇ すうてうくぇすぇ. ′ぇえ-ょけぉさっ さっかぇお
しうさぇ ゃ ]さっょくけゅけさけゃけ, こさう さけょうすっかうすっ. ╇かう くぇ おぇそっ, ゃ おけきこぇくうはすぇ くぇ こけさぇしくぇかうは しう しうく 
╉ぇきっく, ゃっつっ こさけゅさぇきうしす ゃ ]けそうは. ╊っおけ けすおさったゃぇ, つっ ゃ あうゃけすぇ え うきぇ けとっ っょくけ ゃぇあくけ ╉ 
- ╉けしすぇょうく. ╇ ょゃぇきぇすぇ きなあっ - すゃなさょっ いくぇつうきう いぇ くっは.  
‶け うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ, すは っ けす す.く. „╉けしきうつっしおう くぇぉけさ”. [けょっくぇ っ ゃ ゅけょうくぇすぇ くぇ ╂ぇゅぇ

さうく. ′け っ いょさぇゃけ しすなこうかぇ くぇ いっきはすぇ - こけ けすくけてっくうっ くぇ ゃぇあくうすっ う こさうくちうこくう くっとぇ. ╇ 
さぇぉけすぇすぇ. ‶さうくちうこくぇ っ う くっ こけくぇしは くっおぇつっしすゃっくぇ う くっしゃなさてっくぇ さぇぉけすぇ. 』けゃっおなす-けさ
おっしすなさ. ╇しおぇ けす たけさぇすぇ すけかおけゃぇ, おけかおけすけ うしおぇ う けす しっぉっ しう. ╇ しっ ょさぇいくう けす くっおけさっおすくけ 
けすくけてっくうっ, うくすさうゅう うかう こさっすせこぇくぇ さぇぉけすぇ. ‶さういくぇゃぇ, つっ ゃ きぇかおけすけ しかせつぇう, ゃ おけうすけ ゅせぉう 
ぉぇかぇくしぇ しう, くぇ こけゃなさたくけしすすぇ は ょなさあう しなゃっす くぇ こさけそ. ′ぇつっゃ: „]ゃはすおぇえ つっさゃっくぇすぇ かぇきこぇ 
いぇ しぇきけしなたさぇくっくうっ!”.  
╉けゅぇすけ くっ しさぇぉけすう すけいう さっそかっおし, こせしおぇ ゃ ょっえしすゃうっ ょさせゅうは - くっゃっさけはすくけすけ しう つせゃしすゃけ 

いぇ たせきけさ う しぇきけうさけくうは. ╇ こさういくぇゃぇ, つっ すなさしう おけくすぇおす し ゃっょさう たけさぇ, し こけょけぉくけ せしっとぇくっ.

‶なさゃけすけ くっとけ, おけっすけ いぇぉっ
かはいゃぇて ゃ おぇぉうくっすぇ え, っ てぇ
さっくぇすぇ すゃけさつっしおぇ けぉしすぇくけゃ
おぇ. ′はおぇお くっすうこうつくけ ゃっょさぇ 
いぇ かっおぇさしおぇ おぇぉうくっす. ‶さっょ
さぇいこけかぇゅぇ. ‶けしかっ いぇぉっかはい
ゃぇて う おせつっすけ. ╂けかはきけ う しうき
こぇすうつくけ. 〉かぇゃは しゃっすおぇゃうつくけ 

こけゅかっょぇ きう う こさういくぇゃぇ: ╋くけ
ゅけ けぉうつぇき あうゃけすくうすっ.
╊けゅうつくけ さぇいゅけゃけさなす すさなゅゃぇ 

ゃ くっきっょうちうくしおぇ こけしけおぇ. ╊っおけ 
う ゃっょさけ. 〈っきうすっ しぇ きくけゅけ う 
ゃしっ けす ょなかぉけおけすけ くぇ あうゃけ
すぇ. ′っ っ くせあくけ ょぇ こうすぇて - けす 
ょぇかっつ え かうつう, つっ くけしう ╋っさ
おせさうえ ゃ ょせてぇすぇ しう. 〈うこうつっく 
╁けょけかっえ, ゅけすけゃ ょぇ しっ さぇいょぇゃぇ 
ょけ おさぇえ. ] せしきうゃおぇ せすけつくは
ゃぇ: „』っしすけ ょけ ゅかせこけしす”. ]すぇゃぇ 
すう しうきこぇすうつくぇ けす こさなゃ こけ
ゅかっょ. ╁なこさっおう こさうゃうょくぇすぇ 
しすさけゅけしす ゃ ういかなつゃぇくっすけ え. 
╆ぇ すっいう, おけうすけ こけいくぇゃぇす 

ょ-さ ╁ぇくは ╀けくつっゃぇ-》さうしすけゃぇ, 
すけゃぇ っ しぇきぇすぇ すは. ╇い ょなかぉけ

おけすけ くぇ しなとくけしすすぇ え. ╁かのぉっ
くぇ ゃ あうゃけすぇ, ゃ おさぇしうゃけすけ う ゃ 
たけさぇすぇ, ゃ こさけそっしうはすぇ しう う ゃ 
おぇせいう, おけうすけ しなゅさぇあょぇす. ′っ
いぇゃうしうきけ けす こさうゃうょくぇすぇ うき 
けぉさっつっくけしす. ╁はさくぇ くぇ しっぉっ う  
こさうくちうこうすっ しう. ′ぇ くっとぇすぇ, 
おけうすけ けぉうつぇ. 〈けゅぇゃぇ さぇいぉう

さぇて おぇお っ ゃないきけあくけ かっおぇさ, 
こさう すけゃぇ し ょけぉさぇ しこっちうぇか
くけしす, ゃしっ けとっ ょぇ あうゃっっ ゃ きぇ
かなお しっきこなか ぇこぇさすぇきっくす, ょぇ 
くっ っ しきっくうか こさけそっしうけくぇかくうは 
しう たけさういけくす, ょぇ くはきぇ ょせいうくぇ 
くっょゃうあうきう ちっくくけしすう う... てけ
そぬけさしおぇ おくうあおぇ. ‶けしかっょくけすけ 
こぇょぇ ゃ あっさすゃぇ くぇ ゃさっきっすけ, 
しかっょゃぇくっ, ょっすっ う... さぇぉけすぇすぇ. 
¨すおさぇょくぇすうすっ しゃけぉけょくう つぇ
しけゃっ しぇ いぇこぇいっくぇ すっさうすけさうは 
いぇ さけょうすっかうすっ, いぇ くぇえ-ぉかうい
おうすっ, おくうゅうすっ くぇ あうすっえしおぇ 
すっきぇすうおぇ う おせつっすけ ╆ぇお - こさっ
ょぇくぇ すさうゅけょうてくぇ くっきしおぇ けゃ
つぇさおぇ. 
╇しすうくしおぇすぇ こけつうゃおぇ いぇ きっく 

っ しさっょ こさうさけょぇすぇ, くぇ さぇいたけょ
おぇ し おせつっすけ. 〈けゃぇ しぇ くっとぇすぇ, 
おけうすけ きっ いぇさっあょぇす, こさういくぇゃぇ 
ょ-さ ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ, ゅかぇゃっく 
かっおぇさ けす 17 ゅけょうくう くぇ ╋っょう
ちうくしおうは ちっくすなさ ゃ „┿さしっくぇか” 
┿╃. 
╆ぇ たうかはょうすっ ぇさしっくぇかちう すは っ 

こけいくぇすぇ おぇすけ てっそおぇすぇ, おけは
すけ しぇ しゃうおくぇかう ょぇ ゃうあょぇす くぇ 
さぇいかうつくう きっしすぇ ゃ こけかうおかう
くうおぇすぇ: ょぇ こけきぇゅぇ くぇ きっょう
ちうくしおうすっ しっしすさう う おけかっゅうすっ, 
ょぇ ゃなさてう ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇ 
さぇぉけすぇ, ょぇ ういしかせてゃぇ つけゃっお 
し こさけぉかっき. [ぇいょぇゃぇき しっ, ゃしっ 
しっ ゃすせさおぇき ゃしすさぇくう. ╋けあっ 
ょぇ ういゅかっあょぇ ゅかせこぇゃけ, くけ くっ 
きけゅぇ うくぇつっ, おぇいゃぇ ょけおすけさおぇ
すぇ いぇ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ こさっ
きうくぇゃぇ ょっくはす え. ╇ ぉなさいぇ ょぇ 
ょけぉぇゃう, つっ こけ すぇいう こさうつうくぇ 
ゃしっ けとっ くっ しぉなょゃぇ きっつすぇすぇ 
しう: ょぇ うきぇ ゃさっきっ いぇ しっぉっ しう. 
]っゅぇ くはきぇ, こけくっあっ ゃしうつおけ, 

し きくけゅけ きぇかおう ういおかのつっくうは, 

っ こけしゃっすうかぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ しう.  
╆ぇ さぇぉけすぇすぇ くっ っ くせあくけ ょぇ 
しっ すなさしはす  ょけゃけょう. ¨こぇておぇ
すぇ けす つぇおぇとう こさっょ おぇぉうくっすぇ 
え, こさっかうゃぇとうはす え すっそすっさ けす 
いぇょぇつう, ゅけかはきぇすぇ つぇくすぇ ぉっい
きなかゃくけ ういょぇゃぇす  しおけさけしすすぇ, し 
おけはすけ あうゃっっ. ╁しっ くぇ こっょぇか.  
╇ ゃしっ くぇ ぇきぉさぇいせさぇすぇ. ╀け
さっち. ¨す けくっいう, ぉっいきっょぇかくう
すっ, おけうすけ くっゃうょうきけ ょゃうあぇす 
くっとぇすぇ くぇこさっょ. ╁なこさっおう  つけ
ゃっておぇすぇ くう しなこさけすうゃぇ. 

╁ „┿さしっくぇか” っ けす 27 ゅけょう
くう. ‶けしすなこゃぇ すせお こけ さぇいこさっ
ょっかっくうっ う けしすぇゃぇ. ╁なこさっおう 
くはおけかおけすけ ゃぇさうぇちうう くぇ すっきぇ 
„ういぉけさ”, こさっょかぇゅぇくう ょけしっゅぇ ゃ 
こなすは え. ┿さしっくぇかしおけ ょっすっ っ. ╇ 
ょゃぇきぇすぇ え さけょうすっかう いぇゃなさて
ゃぇす こさけそっしうけくぇかくうは しう こなす ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ. ╀ぇとぇ え - おぇすけ 
くぇつぇかくうお くぇ こさけすうゃけこけあぇさ
くけすけ いゃっくけ, きぇえおぇ え - ゃ  けす
ょっか „╄くっさゅっすうちう”. 
‶さけすうゃくけ くぇ ういすけとうすっか

くけしすすぇ くぇ ゃっつくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
いょさぇゃくぇ さっそけさきぇ, ゃしっ けとっ  
くぇきうさぇ しうかう: ょぇ こさっぉけさゃぇ  
ぉのさけおさぇすとうくぇすぇ ゃ くっは. ╇ ょぇ 
は こけくぇしは. ′はおぇお しう. ‶けつすう 
おぇすけ ╃けく ╉うたけす, こさけょなかあぇ
ゃぇ ょぇ ゃはさゃぇ, つっ し おけさっおすくう, 
うくうちうぇすうゃくう う すゃけさつっしおう, 
おさっぇすうゃくう う きけあっとう かうつ
くけしすう ゃしうつおけ ゃなさゃう くぇこさっょ. 
╆ぇすけゃぇ っ さってうかぇ ょぇ しすぇくっ う 
つぇしす けす おぇせいぇすぇ くぇ „ぎ¡ïäñëöó 
£í とí£íÖ¿é¡”. ╆ぇ こなさゃう こなす っ 
ゃおかのつっくぇ ゃ かうしすぇ し おぇくょうょぇ
すう いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. 
‶さうっきぇ すけゃぇ おぇすけ くぇょっあょぇ, 
つっ „しなし しぇさぇすくうちう ゃ ¨ぉとうく
しおうは くう しなゃっす とっ せしこっっき ょぇ 
こさっけぉさぇいうき, おぇおすけ しさっょぇすぇ 
ゃ おけはすけ あうゃっっき, すぇおぇ う ゃない
きけあくけしすうすっ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ 
ぉういくっしぇ, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ, 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ, おせかすせさぇすぇ, 
しこけさすぇ う ゃしうつおう ょさせゅう しそっ
さう, けすくぇしはとう しっ いぇ きぇすっさう
ぇかくうは う ょせたけゃっく しゃはす くぇ ゃしっ
おう けす くぇし”. 
╁ こぇかうすさぇすぇ けす かうつくけしすうすっ 

ゃ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“ けす
おさうゃぇ う しゃけはすぇ くうてぇ: „╉ぇすけ 
かっおぇさ う せこさぇゃうすっか くぇ ╋っ
ょうちうくしおう ちっくすなさ, こけいくぇゃぇき 
いょさぇゃくけすけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ, 
しなしすけはくうっすけ くぇ いょさぇゃっけ
こぇいゃぇくっすけ ゃ くぇてぇすぇ けぉとう
くぇ, こさけぉかっきうすっ - おぇおすけ くぇ 
いょさぇゃくうすっ さぇぉけすくうちう, すぇおぇ う 
くぇ こぇちうっくすうすっ. ╉ぇすけ つかっく くぇ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╄╉ とっ せつぇしすゃぇき 
う さぇぉけすは いぇ さぇいさぇぉけすゃぇくっ ゃ 
けこすうきぇかっく ゃぇさうぇくす う ういこなか
くっくうっ くぇ こさうけさうすっすうすっ くぇ ╄╉ 
ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇ
くっすけ, けぉたゃぇとぇとう ゃしうつおうすっ 
きせ いゃっくぇ - ういゃなくぉけかくうつくぇ, 
しこってくぇ う くっけすかけあくぇ う ぉけか
くうつくぇ こけきけと.”

╁ けゅかっょぇかけすけ:
ょ-さ ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ 

》けさぇすぇ しぇ ゃしっ こけ-ぉけかくう. 
╋なあっすっ こけ-つっしすけ くっゅかうあうさぇす 
いょさぇゃっすけ しう, けすおけかおけすけ あっ
くうすっ. 〈なあくけ う ぉけかくけ っ ょぇ ゃう
ょうて きかぇょ つけゃっお し こけゃっつっ ぉけ
かっしすう, けすおけかおけすけ こっくしうけくっさ. 
╆ょさぇゃくうはす しすぇすせし くぇ ぉなかゅぇ
さうすっ しっ ゃかけてぇゃぇ. ] ゅけょうくうすっ 
しすぇゃぇきっ ゃしっ こけ-ぉけかくう. ╇ すけ 
けす ぉけかっしすう, おけうすけ けすおかのつゃぇ 
しすさっしなす: とうすけゃうょくぇ あかっ
いぇ, ょうぇぉっす, はいゃぇ. ¨こうすゃぇきっ 
しっ ょぇ こけきぇゅぇきっ う けぉかっおつうき 
しすさぇょぇくうはすぇ, し おぇおゃけすけ きけ
あっき. ╆ぇ 27-ゅけょうてくぇすぇ しう 
かっおぇさしおぇ こさぇおすうおぇ ゃ „┿さしっ
くぇか” しなき ゃうょはかぇ きくけゅけ. ′け し 
ぉけかおぇすぇ くっ しっ しゃうおゃぇ. 〈せお っ 
くっゃっさけはすくぇ ておけかぇ. 

¨すゃなょ けゅかっょぇかけすけ:
╁ぇくは, いけょうは ╁けょけかっえ

′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. 
╁さっきっすけ きうくぇゃぇ きくけゅけ ぉなさ

いけ. ′っ さぇいぉさぇた おぇお しすうゅくぇた 
ょけ すせお. 『っかうはす きう あうゃけす っ 
ゃしっ ゃ くはおぇおゃう ぉけさぉう. ╇ さっ
そけさきう. ‶さけそっしうけくぇかくう う 
かうつくう.  
′ぇえ-たせぉぇゃけすけ っ, つっ ゃっつっさ, 

おぇすけ かっゅくぇ きう っ しこけおけえくけ う 
くうとけ くっ ゅさういっ しなゃっしすすぇ きう. 
] ゅけょうくうすっ くぇすさせこぇた きくけゅけ: 
せさけちう, こさうはすっかう, ゃさぇゅけゃっ, 
かうこしう くぇ ゃさっきっ. ′け くっ せし
こはた ょぇ くぇすさせこぇき... うきぇくっ. ¨す 
けくけゃぇ, おけっすけ しっゅぇ ゃこっつぇすかは
ゃぇ.   
╇きぇき こけさけお: こせてぇ. ‶けくは

おけゅぇ. ′はきぇき ゃさっきっ いぇ たけぉう. 
′っ こけくぇしはき さぇこぇ う すったくけすけ.  
¨ぉけあぇゃぇき ゃさっきっすけ, こさっおぇ
さぇくけ し くっきしおぇすぇ けゃつぇさおぇ 
╆ぇお. ′っゃっさけはすくけ せしっとぇくっ っ.  
¨ぉうつぇき ょぇ しかせてぇき いゃせおなす くぇ 
こさうさけょぇすぇ. ′ぇえ-しおなこけ きう っ 
ゃさっきっすけ しなし しうくぇ きう ╉ぇきっく 
- ゃっつっ こけさぇしくぇか きなあ. ╉けゅぇすけ 
ゅけ くはきぇ, しっ いぇくうきぇゃぇき し  ゅさぇ
ょうくぇすぇ. ╆ぇさっあょぇ きっ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╆ぇ きっく ゅさせこぇすぇ „ぎ¡ïäñëöó 
£í とí£íÖ¿é¡“ e っょくけ くけゃけ くぇ
つぇかけ う てぇくし いぇ くぇてぇすぇ けぉ
とっしすゃっくけしす, こけしすぇゃっくけ こさっ
ょう すさう ゅけょうくう. ╄ょくぇ さっぇかくぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ ゃしうつおう くぇし, 
さぇいゃうすうっすけ う こさけぉかっきうすっ くぇ 
けぉとうくぇすぇ ょぇ しっ こかぇくうさぇす う 
さってぇゃぇす ぉっい こぇさすうえくう うかう 
ょさせゅう こさっつおう う いぇゃうしうきけしす,  
う すけ けす たけさぇ, おけうすけ しぇ しっ ょけ
おぇいぇかう おぇすけ こさけそっしうけくぇかう
しすう う きっくうょあなさう”.

╁くっいぇこくけ くぇ 6-すう けおすけきゃさう こけつうくぇ さけおかっ-
ゅっくょぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお - 47-ゅけょうてくうはす さけお-

きせいうおぇくす けす ╉ぇいぇくかなお - ╁ぇかっくすうく ╁せつおけゃ. 〈けえ  
ういょなたくぇ ゃなゃ ╁ぇさくぇ, おなょっすけ あうゃっってっ ゃ こけしかっょ-
くうすっ ゅけょうくう. [けょっくうはす ゃ ゅさぇょぇ  くぇ さけいうすっ ╁ぇかぬけ 
っ けしくけゃぇすっか くぇ っょくぇ けす こなさゃうすっ さけおぉぇくょう ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお - Joker‘s band. ╇いおかのつうすっかくうはす きせいうおぇくす 
ょなかゅう ゅけょうくう しなぉうさぇてっ けゃぇちううすっ くぇ こけつうすぇすっ-
かうすっ くぇ ょけぉさぇすぇ きせいうおぇ せ くぇし う ゃ つせあぉうくぇ. 
‶さっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ╁ぇかっくすうく ╁せつおけゃ ぉっ 

ういゃっしすっく おぇすけ しけぉしすゃっくうお くぇ っょうく けす くぇえ-こけこせ-
かはさくうすっ さけおおかせぉけゃっ ゃ しすさぇくぇすぇ, おなょっすけ くぇきう-
さぇたぇ ういはゃぇ きくけゅけ すぇかぇくすかうゃう きかぇょう ぉなかゅぇさしおう 
きせいうおぇくすう. 

╁ぇさくっくしおうはす きせ っょくけうきっくっく おかせぉ, くけしっと うきっすけ くぇ こなさゃぇすぇ きせ さけお ぉぇくょぇ, しっ こさっゃなさくぇ ゃ 
しちっくぇ いぇ すはた.  
╆ぇ きくけゅけ けす こさけたけあょぇとうすっ きかぇょう さけおきせいうおぇくすう ╁ぇかっくすうく ぉっ きくけゅけ こけゃっつっ けす すったっく せつうすっか 

う くぇしすぇゃくうお, ぉっ こさけしすけ ゅけかはき こさうはすっか, いぇとけすけ ょせてぇすぇ きせ ぉっ きせいうおぇ. 
╁ぇかぬけ っ ゃないこうすぇくうお くぇ おぇいぇくかなておけすけ せつうかうとっ ¨〉 „╂っけさゅう ╉うさおけゃ”, ぇ こけしかっ いぇゃなさてゃぇ う 

きっしすくうは きったぇくけすったくうおせき „『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ”, しっゅぇ ‶╂„ ╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”. ╁うしてっすけ しう けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ こけかせつぇゃぇ ゃ ╋せいうおぇかくぇすぇ ぇおぇょっきうは  ゃ ‶かけゃょうゃ. 
╁ぇかぬけ こけつうゃぇ ゃ きうさ ゃ おぇいぇくかなておうすっ ゅさけぉうとぇ.
] きせいうおぇ ょぇ かっすう ょせてぇすぇ きせ!

╆ぇぉぇゃっくう ゃないくぇゅさぇあょっくうは くぇ さぇぉけすくうちう ゃ さぇいきっさ くぇ 345 
788 かっゃぇ しぇ いぇしっおかう こさっい しっこすっきゃさう ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ 

うくしこっおすけさうすっ けす ╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ′っ-
こかぇすっくうすっ いぇこかぇすう いぇしはゅぇす さぇぉけすくうちう けす さぇいかうつくう そうさきう. 
]かっょ くぇきっしぇすぇ くぇ うくしこっおすけさうすっ ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ しぇ ぉうかう 
こかぇすっくう, きぇおぇさ う しなし しっさうけいくけ いぇおなしくっくうっ, すゃなさょはす けす うく-
しこっおちうはすぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ ういゃなさてっくうすっ こさけゃっさおう けす うくしすうすせちうはすぇ こさっい 

しっこすっきゃさう いぇ さぇいかうつくう くぇさせてっくうは くぇ ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ しぇ 
ういょぇょっくう 54 くぇおぇいぇすっかくう こけしすぇくけゃかっくうは くぇ しすけえくけしす 30 
600 かっゃぇ. ‶さう こさけゃっさおうすっ しぇ せしすぇくけゃっくう けぉとけ 463 くぇさせてっくうは, けす おけうすけ 268 - いぇ せしかけ-
ゃうはすぇ くぇ ぉっいけこぇしくうすっ う いょさぇゃけしかけゃくう せしかけゃうは くぇ すさせょぇ う ょさせゅう 195 - こけ すさせょけゃう こさぇゃけ-
けすくけてっくうは. ′ぇ すぇいう ぉぇいぇ すさせょけゃうすっ うくしこっおすけさう しなしすぇゃうかう う 39 ぇおすぇ いぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう 
くぇさせてっくうは. ¨ぉとけ こさっい しっこすっきゃさう ╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ういゃなさてうかぇ 91 
こさけゃっさおう, けす おけうすけ 28 しぇ ぉうかう こけ しうゅくぇかう くぇ ゅさぇあょぇくう. ╁ たけょぇ くぇ すっいう こさけゃっさおう しぇ ょぇょっくう  
101 おけくしせかすぇちうう くぇ さぇぉけすくうちう う さぇぉけすけょぇすっかう. ‶け ゃさっきっ くぇ こさけゃっさおうすっ うくしこっおすけさうすっ しぇ 
せしすぇくけゃうかう こけさっょうちぇ けす こけさけつくう こさぇおすうおう - さぇぉけすぇすぇ くぇ 4-つぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく こけ すさせょけゃ 
ょけゅけゃけさ う ゃくぇしはくっ くぇ けしうゅせさけゃおぇ いぇ すけかおけゃぇ こさう さっぇかくけ さぇぉけすくう 8 つぇしぇ っ しさっょ くぇえ-きぇしけ-
ゃうすっ くぇさせてっくうは. 

‶さう すさせょけゃぇ ぇゃぇさうは, ゃないくうおくぇかぇ ゃ ちった 130 くぇ いぇゃけょ 4 - 
╋なゅかうあ, こけしすさぇょぇ さぇぉけすくうつおぇ. ╇くちうょっくすなす っ しすぇくぇか くぇ 

7-きう けおすけきゃさう きぇかおけ こさっょう けぉっょ. ‶さけういてっしすゃうっすけ っ しすぇくぇかけ 
ゃ ういけかうさぇくぇ おぇぉうくぇ, おなょっすけ しっ さぇぉけすう しなし しうかくけ いぇこぇかうき 
しなしすぇゃ. ‶けしすさぇょぇかぇすぇ っ し くぇさぇくっくぇ さなおぇ. ╆ぇ しかせつぇは っ しそけさ-
きうさぇくぇ おけきうしうは, おけはすけ ょぇ せしすぇくけゃう こさうつうくうすっ.  

349 おうかけゅさぇきぇ けす ょっおぇさ 
っ しさっょくうはす ょけぉうゃ くぇ こてっくうちぇ-
すぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ. ′ぇえ-ゃうしけお っ ょけぉうゃなす 
ゃ けぉとうくぇ ╂なかなぉけゃけ - 400 おゅ 
けす ょっおぇさ, ぇ くぇえ-くうしなお ゃ ╋なゅ-
かうあ - 217 おゅ けす ょっおぇさ. ]さっょ-
くうはす ょけぉうゃ こさう こてっくうちぇすぇ ゃ 
]すぇさけいぇゅけさしおけ こさっい きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ っ ぉうか 300 おゅ けす ょっおぇさ. 
〈ぇいゅけょうてくうはす しさっょっく ょけぉうゃ 
こさう っつっきうおぇ っ 349 おゅ けす ょっ-
おぇさ, おぇすけ こなさゃっくっち ゃ ょけぉうゃう-
すっ  っ けぉとうくぇ ╀さぇすは ╃ぇしおぇかけゃう 
- 372 おゅ けす ょっおぇさ. ] くぇえ-くうしなお 
ょけぉうゃ けすくけゃけ っ けぉとうくぇ ╋なゅ-
かうあ - 188 おゅ けす ょっおぇさ. ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお っ くぇ けこぇておぇすぇ こけ 
しさっょっく ょけぉうゃ けす さなあ - しぇきけ 
138 おゅ けす ょっおぇさ. ‶なさゃっくっち っ 
‶ぇゃっか ぉぇくは し ょゃけえくけ こけゃっつっ  
ょけぉうゃ けす ょっおぇさ.  

〈ぇいゅけょうてくうはす くけしうすっか くぇ 
かうすっさぇすせさくぇすぇ くぇゅさぇょぇ 

„]すっそぇく 《せさくぇょあうっゃ” っ おぇいぇく-
かなておうはす こうしぇすっか ╁っしっかうく ]すけ-
はくけゃ. 〈けえ こけかせつう くぇゅさぇょぇすぇ  いぇ 
くけゃぇすぇ しう おくうゅぇ „╋けょっかなす う くっ-
ゅけゃうは たせょけあくうお”. 『っさっきけくうはすぇ 
こけ ゃさなつゃぇくっすけ くぇ くぇゅさぇょぇすぇ しっ 
こさけゃっょっ ゃ ╃あぇくぇくけゃぇすぇ おなとぇ 
ゃ ╂ぇぉぇさっゃけ. ‶けぉっょうすっか ゃ しな-
こなすしすゃぇとうは かうすっさぇすせさっく おけく-
おせさし いぇ 2011 ゅ. っ 〈けすおぇ ╃うくっゃぇ 
けす ゅさ. ‶ぇゃっか ぉぇくは. 

] こさけあっおちうは くぇ そうかきぇ „‶ぇきっすくうちう くぇ こさういくぇすっか-
くけしすすぇ” ぉっ けすぉっかはいぇくぇ  55-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす しない-

ょぇゃぇくっすけ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは きせいっえ „【うこおぇ”. そうかきなす っ 
いぇしくっす けす けこっさぇすけさぇ 〈けょけさ ╉けゃぇつっゃ, ぇ しちっくぇさうはす っ くぇ 
きせいっえくうすっ しこっちうぇかうしすう. 15- きうくせすくぇすぇ かっくすぇ っ こさっょ-
くぇいくぇつっくぇ いぇ こけしっすうすっかうすっ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけ-
ょぇすぇ. 
《うかきなす さぇいおぇいゃぇ いぇ ゃしうつおう こぇきっすくうちう – させしおう う 

ぉなかゅぇさしおう, くぇきうさぇとう しっ ゃ 【うこつっくしおうは こさけたけょ, しさっょ 
おけうすけ っ う ‶ぇきっすくうおなす くぇ しゃけぉけょぇすぇ. ╊っくすぇすぇ ゃおかのつゃぇ  
かのぉけこうすくう そぇおすう けおけかけ ういゅさぇあょぇくっすけ うき. 
‶ぇきっすくうおなす くぇ しゃけぉけょぇすぇ くぇ ゃさなた 【うこおぇ っ こけしすさけ-

っく し ゃけかくうすっ こけあっさすゃけゃぇくうは くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ こけ 
こさけっおす くぇ ぇさたうすっおす ┿すぇくぇし ╃けくおけあ う しおせかこすけさぇ ┿かっお-
しぇくょなさ ┿くょさっっゃ. 〈なさあっしすゃっくけ っ けすおさうす こさっい 1934 ゅ. 

] かのぉうきうは ╆ぇお

]なし しっきっえしすゃけすけ

》さぇきけゃうは こさぇい-
くうお くぇ ちなさお-

ゃぇすぇ „]ゃっすぇ ‶っすおぇ 
‶ぇさぇしおっゃぇ” っくうくちう 
こけしさっとくぇたぇ し けぉくけ-
ゃっく こけおさうゃ くぇ ちなさお-
ゃぇすぇ. ╆ぇさぇょう こさっょ-
しすけはとぇすぇ ういぉけさくぇ 
おぇきこぇくうは こさぇいくうおなす 
くぇ しっかけすけ, しなゃこぇょぇと 
し たさぇきけゃうは こさぇいくうお, 
しっ こさけゃっょっ しっょきうちぇ 

╁うしけお っ 31,5 きっすさぇ, ょけ くっゅけ ゃけょはす 894 しすなこぇかぇ. ′ぇょ ちっくすさぇかくうは ゃたけょ ゅけさょけ しすけう ぉさけくいけゃ かなゃ. 
′ぇ けしすぇくぇかうすっ 3 しすさぇくう しぇ ういこうしぇくう うきっくぇすぇ くぇ 【うこおぇ, 【っえくけゃけ う ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ - ぉけえくうすっ  こけ-
かっすぇ くぇ させしおぇすぇ ぇさきうは. ╁ こさういっきくうは っすぇあ くぇ こぇきっすくうおぇ, こけょ きさぇきけさっく しぇさおけそぇゅ, しっ しなたさぇくは-
ゃぇす おけしすうすっ くぇ いぇゅうくぇかうすっ ゃ ぉうすおぇすぇ ゅっさけう. ╁ けしすぇくぇかうすっ 7 っすぇあぇ っ ういかけあっくぇ っおしこけいうちうは, おけはすけ 
さぇいおぇいゃぇ いぇ ゅっさけういきぇ くぇ させしおうすっ ゃけえくう う ぉなかゅぇさしおうすっ けこなかつっくちう こけ ゃさっきっ くぇ こっすきっしっつくぇすぇ 
けすぉさぇくぇ くぇ 【うこおぇ. 〈は ゃおかのつゃぇ ぉけゅぇすぇ おけかっおちうは けす けさょっくう う きっょぇかう, しくうきおけゃ う ょけおせきっくすぇかっく 
きぇすっさうぇか, けさなあうっ. 〈ぇき しっ くぇきうさぇ おけこうっ くぇ ]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ.
‶さっい っしっくくけ-いうきくうは こっさうけょ こぇきっすくうおなす う っおしこけいうちうはすぇ しぇ けすおさうすう いぇ こけしっとっくうは ょけ 18 つぇしぇ. 
╃うさっおすけさなす くぇ ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ ╇しおさぇ - ╉ぇいぇくかなお, ┿くくぇ ╉けあせたぇさけゃぇ, こけょこうしぇ しこけさぇいせ-

きっくうっ いぇ ゃおかのつゃぇくっすけ くぇ おせかすせさくぇすぇ うくしすうすせちうは ゃなゃ ゃすけさうは っすぇこ けす さぇいゃうすうっ くぇ ‶さけゅさぇきぇすぇ 
╂かけぉぇかくう ぉうぉかうけすっおう う こさっゃさなとぇくっすけ う ゃなゃ ゃすけさう けぉさぇいけゃぇすっかっく う けぉせつうすっかっく ちっくすなさ ゃ ]すぇ-
さけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす, しかっょ [╀ ╆ぇたぇさう ╉くはあっしおう.
‶さけっおすなす こさっょゃうあょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ ぉなょぇす けぉせつぇゃぇくう ぉうぉかうけすっおぇさう けす けぉとうくうすっ ‶ぇゃっか ぉぇくは, 

╉ぇいぇくかなお, ╋なゅかうあ, ′うおけかぇっゃけ う ╂せさおけゃけ ゃ けぉかぇしすうすっ くぇ しなゃさっきっくくうすっ うくそけさきぇちうけくくう すったくけ-
かけゅうう う ぉうぉかうけすっつっく きぇさおっすうくゅ, こけ ゃなこさけしうすっ いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ しなゃさっきっくくぇ ゃういうは くぇ ぉうぉかうけ-
すっおうすっ う くっえくけすけ しなけすゃっすしすゃうっ し けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ う こけすさっぉうすっかうすっ くぇ うくそけさきぇちうは.
╆ぇとうすっくうはす う しこっつっかっく こさけっおす っ つぇしす けす きぇとぇぉくぇすぇ ょっえくけしす, おけはすけ しすぇさすうさぇ せ くぇし ゃ こけょおさっこぇ 

くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ぉうぉかうけすっおう, 《けくょぇちうは ╀うか う ╋っかうくょぇ ╂っえすし, そぇおす , おけえすけ ょけゃっょっ ょけ おぇつっしすゃっ-
くけ けしなゃさっきっくはゃぇくっ くぇ ぉうぉかうけすっおうすっ. 
′ぇ 15 そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ ゃ ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ ╇しおさぇ ぉってっ けすおさうす ¨ぉとっしすゃっく うくそけさ-

きぇちうけくっく おけきこのすなさっく ちっくすなさ いぇ ゅさぇあょぇくうすっ し ょぇさっくうすっ けす 《けくょぇちうはすぇ 12 おけきこのすなさぇ, きせかすう-
きっょうは う っょうく かぇこすけこ. ]ぇきけ くはおけかおけ きっしっちぇ こけ-おなしくけ ゃ すけいう ちっくすなさ とっ ぉなょぇす けぉせつぇゃぇくう, けしゃっく 
ゅさぇあょぇくう, う ぉうぉかうけすっおぇさう - し こなかくぇすぇ そうくぇくしけゃぇ こけょおさっこぇ くぇ ‶さけゅさぇきぇすぇ.

こけ-さぇくけ. ‶さぇいくうおなす しなぉさぇ しすけすうちう ゅけしすう けす ぉかういけ う ょぇかっつ 
ゃ ╄くうくぇ. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ こけょきはくぇすぇ くぇ こけおさうゃぇ くぇ ちなさお-
ゃぇすぇ, おなょっすけ こさっい 12-すう ゃっお しぇ くけとせゃぇかう きけとうすっ くぇ しゃっすう-
ちぇすぇ, ゃないくうおゃぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ゃ ょゃけさぇ くぇ „]ゃっすぇ 
‶っすおぇ ‶ぇさぇしおっゃぇ” ぉっ こけしすぇゃっく こぇきっすっく いくぇお くぇ きはしすけすけ, おな-
ょっすけ こさっょう 50 ゅけょうくう しっ けすおさうゃぇ ╄くうくしおうはす ぇこけしすけか - くぇえ-
しすぇさうはす こうしきっく こぇきっすくうお くぇ おせかすせさぇすぇ, しなたさぇくはゃぇく ゃ ′ぇ-
ちうけくぇかくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ くぇ ╀なかゅぇさうは. [っきけくすなす くぇ こけおさうゃぇ 
しすぇゃぇ ゃないきけあっく ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ きぇかおう ょぇさっくうは う しけぉしす-
ゃっくう しさっょしすゃぇ. ]こさはく っ すっつなす けす すぇゃぇくぇ, くけ けしすぇゃぇ ょぇ しすけう 
こさけぉかっきなす し さっきけくすぇ くぇ けゅさぇょぇすぇ くぇ こさぇゃけしかぇゃくうは たさぇき, 
しなけぉとうたぇ けす ちなさおけゃくけすけ くぇしすけはすっかしすゃけ.
》さぇきなす „]ゃっすぇ ‶っすおぇ ‶ぇさぇしおっゃぇ” ぉっ ういちはかけ さっきけくすうさぇく 

こさっょう 11 ゅけょうくう けす ぉういくっしきっくぇ し っくうくしおう おけさっくう ╃けぉさけ-
きうさ ╂せとっさけゃ. ╇おけくけこうしっち くぇくけゃけ ういけゅさぇそうしぇ ちなさおゃぇすぇ う 
すは ゃないしすぇくけゃう こなさゃけくぇつぇかくうは しう ぉかはしなお. 11 ゅけょうくう こけ-おなし-
くけたさぇきなす しっ くせあょぇっ けす くけゃ さっきけくす, いぇ おけえすけ っくうくちう けつぇおゃぇす 
とっょさう しこけきけとっしすゃけゃぇすっかう.

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

1 271 ょせてう けす こっすすっ 
けぉとうくう, けぉしかせあゃぇくう けす 
╃うさっおちうは “╀のさけ こけ すさせょぇ” 
- ╉ぇいぇくかなお, しぇ こさけはゃうかう 
うくすっさっし おなき したっきぇすぇ „┿い 
きけゅぇ こけゃっつっ”. ‶さけゅさぇきぇ-
すぇ っ し ぉのょあっす けす 50 きかく. 
かゃ., おぇすけ いぇかけあっくうすっ ちっかう 
こさっょゃうあょぇす 55 たうか. かうちぇ 
ょぇ ぉなょぇす ゃおかのつっくう ゃ けぉせ-
つっくうっ こけ こさけそっしうけくぇかくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは, ょうゅうすぇかくう 
おけきこっすっくすくけしすう う けぉせつっ-
くうは こけ つせあょ っいうお.
852 いぇはゃかっくうは しぇ こけょぇょっくう ょけ きけきっくすぇ ゃ ╀のさけすけ こけ すさせ-

ょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ ゃおかのつゃぇくっ ゃ したっきぇすぇ „┿い きけゅぇ こけゃっつっ”. 
‶さけはゃうかうすっ うくすっさっし けぉぇつっ おなき けぉせつっくうっすけ, こさっょかぇゅぇくけ こけ 
すぇいう こさけゅさぇきぇ ゃ さぇえけくぇ, しぇ こけゃっつっ - 1271 ょせてう. ¨す けぉとうは 
ぉさけえ くぇ こけょぇょっくうすっ いぇはゃかっくうは くぇえ-きくけゅけ しぇ すっいう いぇ こさけそっ-
しうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは - 390. ╆ぇ けぉせつっくうっ こけ つせあょ っいうお 
しぇ こけょぇょっくう 310 いぇはゃかっくうは, ぇ いぇ おせさしけゃっ こけ おけきこのすなさくぇ 
ゅさぇきけすくけしす - 152. “┿い きけゅぇ こけゃっつっ” っ こさけょなかあっくうっ くぇ せし-
こってくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ けぉせつっくうっ くぇ いぇっすう „┿い きけゅぇ”. 〈は っ し 
くぇちうけくぇかっく ぉのょあっす けす 50 きうかうけくぇ かっゃぇ, おぇすけ しさっとせ すっいう 
こぇさう しっ けつぇおゃぇ 55 たうかはょう ょせてう ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ ょぇ こけかせつぇす 
くけゃう せきっくうは う こさっおゃぇかうそうおぇちうう. ╁ こさけゅさぇきぇすぇ „┿い きけゅぇ 
こけゃっつっ” ゃしはおけ かうちっ, おけっすけ さぇぉけすう くぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ うかう 
っ しぇきけくぇっすけ, うきぇ こさぇゃけ ょぇ こけょぇょっ いぇはゃかっくうっ ゃ ぉのさけすけ こけ 
すさせょぇ こけ きっしすけあうゃっっくっ うかう こけ きっしすけさぇぉけすぇ いぇ っょくぇ けす ょゃっすっ 
おかのつけゃう おけきこっすっくすくけしすう.
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╀ぇとぇ え – 》さうしすけ ╃うきうすさけゃ, 
ぉうか くぇつぇかくうお ‶かぇしきっくす, きぇえ
おぇ え さぇぉけすっかぇ ゃ こさせあうくくうは 
ちった. ╆ぇすけゃぇ う ╂っさゅぇくぇ うょゃぇ 
すせお しかっょ ゅうきくぇいうはすぇ う 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, 
おけえすけ いぇゃなさてうかぇ こけしかっ. ‶け
つくぇかぇ ょぇ せつう う ゃうしてっ, くけ しっ 
けすおぇいぇかぇ いぇさぇょう しっきっえしすゃけすけ 
う うょゃぇとぇすぇ ょなとっさは. ╋ぇかおけ 

え っ くっせょけぉくけ けす すけゃぇ, つっ くっ 
せしこはかぇ ょぇ いぇゃなさてう, くけ – くぇ
うしすうくぇ くはきぇ いぇとけ. ╂っさゅぇくぇ 
╋けさすっゃぇ ちはか あうゃけす さぇぉけすう し 
おぇつっしすゃけすけ くぇ くっょうこかけきうさぇく 
ゃうしてうしす, おぇすけ しすけすうちう ょさせ
ゅう, ういゅさぇょうかう ぇゃすけさうすっすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” おぇすけ おけゃぇつくうちぇ 
くぇ おぇょさう ゃ さけょくけすけ きぇてう
くけしすさけっくっ. ┿ こけしかっ – う おぇすけ 
こさけそしなのいっく ょっはすっか – こさっょ
しっょぇすっか くぇ ‶さけそおけきうすっすぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 8. 

╉ぇきなおなす しう すっあう くぇ 
きはしすけすけ

〈けゃぇ っ きぇおしうきぇすぇ, いぇょなさ
あぇかぇ ╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ ちはか 
あうゃけす ゃ „┿さしっくぇか”. „′うおけ
ゅぇ くっ きう っ きうくぇゃぇかぇ うょっ
はすぇ ょぇ くぇこせしくぇ”, せしきうたゃぇ 
しっ ╂っさゅぇくぇ, こさっおさぇつうかぇ 
こさぇゅぇ くぇ ╆ぇゃけょ 8 こなさゃけ 
おぇすけ ぉけぉうくぬけさおぇ ゃ ╄かっお
すさけちったぇ, こけしかっ しすぇくぇかぇ 
すったくうつっしおう ういこなかくうすっか 
ゃ ╉けくしすさせおすうゃくうは けすょっか, 
うくしこっおすけさ こけ おぇつっしすゃけ
すけ う 7 ゅけょうくう – くぇつぇかくうお 
くぇ ちった 〉つっぉっく. 》けさぇすぇ は 

こけきくはす う おぇすけ ‶さけそこさっょ
しっょぇすっか くぇ いぇゃけょぇ, おなょっすけ 
けすうてかぇ こけ くぇしすけはゃぇくっ くぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ, きぇおぇさ さぇ
ぉけすぇすぇ ゃ せつっぉくうは ちった ょぇ え 
こさうかはゅぇかぇ けすかうつくけ.
[ぇぉけすぇすぇ し うょゃぇとうすっ ゃ 

„┿さしっくぇか”, ょぇ せしゃけはゃぇす 
こさけそっしうはすぇ くぇ きぇてうくけ
しすさけうすっかは, せつっくうちう ぉうかぇ 
うしすうくしおけ せょけゃけかしすゃうっ いぇ 
╂っさゅぇくぇ. ¨しけぉっくけ え ぉうかけ 
こさうはすくけ あっかぇくうっすけ うき 

ょぇ くぇこさっょゃぇす ゃ いぇくぇはすぇ, ょぇ 
しっ せつぇす, ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす. ′け 
しなとけ すぇおぇ ぉうかう う ょけぉさっ きけ
すうゃうさぇくう. 〈けゃぇ ぉはたぇ ゅけょうくう, 
ゃ おけうすけ ょっちぇすぇ ぉはたぇ きくけゅけ 
ぇおすうゃくう, しこけきくは しう てっそおぇ
すぇ くぇ 〉つっぉくうは ちった. „‶さけはゃは
ゃぇたぇ ゅけかはき うくすっさっし, うきぇたぇ 
う いぇこかぇとぇくっ くぇ すさせょぇ しう, 
おけっすけ きくけゅけ ゅう しすうきせかうさぇ
てっ う さぇぉけすったぇ こさっい かはすけすけ, 
ょぇ しう しこっしすはゃぇす いぇ きけさっ うかう 
くっとけ ょさせゅけ”, さぇいおぇいゃぇ ょくっし 
╋けさすっゃぇ. ¨とっ は しこうさぇす こけ 
せかうちうすっ ょっしっすおうすっ せつっくうちう, 
せしなゃなさてっくしすゃぇかう こさけそっしう
はすぇ こけょ くっえくけ さなおけゃけょしすゃけ, 
きくけゅけ けす すはた – ょくっし けすかうつくう 
ぇさしっくぇかしおう さぇぉけすくうちう.

240 せつっくうちう こさっきうくぇ
ゃぇかう こさっい 〉つっぉくうは ちった 
ゅけょうてくけ

]うしすっきぇすぇ くぇ こけょゅけすけゃおぇ 
くぇ きかぇょうすっ きぇてうくけしすさけうすっ
かう いぇ うしすうくしおぇすぇ さぇぉけすぇ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ ぉうかぇ しすさけゅぇ 
う ぇぉしけかのすくけ せしこってくぇ. 〉つっ
くうちうすっ こさっおぇさゃぇかう こさぇおすう
おぇすぇ しう すぇき, ぇ こけしかっ – こさっい 
かはすけすけ, うょゃぇかう こけ しこうしなお. 
[ぇぉけすぇすぇ ゃ ちったぇ おけこうさぇかぇ 
ちっかうは こさけういゃけょしすゃっく こさけ
ちっし ゃ さっぇかくう せしかけゃうは, うい
さぇぉけすゃぇかう しっ ょっすぇえかう いぇ 
うしすうくしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ, 
さぇぉけすっかけ しっ こけ こさけういゃけょ
しすゃっくうすっ こさけゅさぇきう くぇ おけき
ぉうくぇすぇ, けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
さぇぉけすぇ ぉうかぇ しなとぇすぇ おぇすけ ゃ 
ょさせゅうすっ ちったけゃっ くぇ こさっょこさう
はすうっすけ う すぇおぇ きかぇょうすっ たけさぇ 
けす せつっくうつっしおぇすぇ しおぇきっえおぇ 
くっ しさっとぇかう くうおぇおゃう すさせょ
くけしすう こさう こけしすなこゃぇくっすけ しう 
くぇ さぇぉけすぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ こさけ
そっしうけくぇかくけすけ けぉせつっくうっ. ′ぇ 
くぇえ-ょけぉさうすっ しっ こさっょかぇゅぇ
かぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” ゃっょ
くぇゅぇ しかっょ こさうおかのつゃぇくっ くぇ 
けぉせつっくうっすけ. ╂けすゃっかう おぇょさう 
こさっょうきくけ いぇ いぇゃけょうすっ 5, 6, 
7 う 8, くけ う いぇ ゃしはおけ ょさせゅけ 
きはしすけ, おなょっすけ うきぇ くせあょぇ けす 
きぇてうくけしすさけうすっかう. ╂っさゅぇ
くぇ ╋けさすっゃぇ しっ さぇょゃぇ, つっ う 
ょくってくけすけ ぇさしっくぇかしおけ さなおけ
ゃけょしすゃけ うきぇ うょっは ょぇ ゃなゃっょっ 
こけょけぉくぇ しうしすっきぇ くぇ こけょゅけ
すけゃおぇ くぇ おぇょさうすっ いぇ さっぇか
くうすっ せしかけゃうは くぇ すさせょ. ]こけ
さっょ くっは, すけゃぇ っ ぇぉしけかのすくけ 
くっけぉたけょうきけ. ′っ きけあっ ょぇ しっ 
ゃかっいっ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ ぉっい 
くうおぇおゃぇ すったくうつっしおぇ こけょ
すけゅけゃおぇ, こさう くぇし ょっちぇすぇ しっ 
せつったぇ ょぇ さぇいつうすぇす つっさすっあう 
う ょぇ さぇぉけすはす こけ すはた う こけしかっ 
くはきぇたぇ くうおぇおなゃ こさけぉかっき, 

けぉはしくはゃぇ こけかいぇすぇ けす けくぇいう 
しうしすっきぇ ╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ.  
〉つっぉくうはす ちった ぉうか しないょぇょっく 
こけ さってっくうっ くぇ ╋うくうしすっさ
しすゃけすけ くぇ こさけしゃっすぇすぇ う うおけ
くけきうおぇすぇ. ╁ さっぇかくう せしかけゃうは 
せつっくうちうすっ ぉうかう こさうおさっこゃぇ
くう おなき っょうく けす つっすうさうきぇすぇ 
きぇえしすけさう. ′ぇつうくなす くぇ そけさ
きうさぇくっ くぇ いぇこかぇすうすっ, しうしすっ
きぇすぇ くぇ ういさぇしすゃぇくっ, ゃしうつおけ, 
くっ しぇきけ さぇぉけすぇすぇ こけ きぇてう
くうすっ, しすぇゃぇかけ こさっょゃぇさうすっか
くけ はしくけ くぇ きかぇょうすっ, けとっ 
こさっょう ょぇ こけしすなこはす し すさせょけゃ 
ょけゅけゃけさ ゃ こさっょこさうはすうっすけ. ╇ 
ょくっし ╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ ゅけゃけ
さう いぇ けくっいう こけしすうあっくうは し けす
ゅけゃけさくけしすすぇ くぇ こけょさっょっく つけ
ゃっお, おけえすけ うしおぇ ゃしうつおけ ょぇ っ 
くぇさっょ. ╇ しなし しなさちっ - くっ きけあっ 
ぉっい ょぇ ょぇゃぇて けす  しなさちっすけ しう, 
おけゅぇすけ さぇぉけすうて し きかぇょうすっ 
たけさぇ.

╁ こさけそしなのいうすっ ╂っさゅぇくぇ 
こさけょなかあうかぇ ょぇ さぇいょぇゃぇ 
しなさちっすけ しう 

′ぇゃさっきっすけ こさけそしなのいうすっ しっ 
ゅさうあっかう いぇ ちはかぇすぇ しけちうぇか
くぇ こけかうすうおぇ いぇ さぇぉけすっとうすっ. 
╂っさゅぇくぇ さぇぉけすっかぇ し けとっ 11 
ょせてう けす いぇゃけょぇ, くけ しぇきけ すは 
ぉうかぇ くぇ とぇす. ╁しうつおう ょさせゅう 
– ういぉさぇくう けす たけさぇすぇ, さぇぉけ
すっかう くぇ けぉとっしすゃっくう くぇつぇ
かぇ. ′ぇ けすゅけゃけさくけしすすぇ え おぇすけ 
さなおけゃけょうすっか くぇ すぇいう ょっえ
くけしす ゃ ╆ぇゃけょ 8, くぇ ╂っさゅぇくぇ, 
しっ こぇょくぇかけ ょぇ しっ ゅさうあう いぇ 
‶さけゅさぇきぇすぇ いぇ こけょこけきぇゅぇくっ 
くぇ きくけゅけょっすくうすっ しっきっえしすゃぇ, 
いぇ ‶さけゅさぇきぇすぇ いぇ あうかうとくけ
すけ くぇしすぇくはゃぇくっ, いぇ ぉぇかくっ
けかけあおけすけ かっつっくうっ くぇ さぇぉけす
くうちうすっ, いぇ こけつうゃくけすけ ょっかけ, 
いぇ こけょこけきぇゅぇくっすけ くぇ たけさぇ ゃ 
くせあょぇ, いぇ かっつっくうっすけ, けしうゅせ
さっくけ ょけさう ゃ くぇえ-おぇつっしすゃっくぇ
すぇ せ くぇし - ╁けっくくぇ ぉけかくうちぇ. 
╂っさゅぇくぇ けさゅぇくういうさぇかぇ う おせこ 
ょさせゅう くっとぇ. ‶さけそしなのいうすっ 
さぇいょぇゃぇかう おぇさすうすっ いぇ こけつうゃ

おぇ, けさゅぇくういうさぇかう おけきうしうう 
いぇ けぉうおけかおぇ こけ おゃぇさすうさうすっ 
くぇ さぇぉけすくうちうすっ - ょぇ こさっちっ
くはす くせあょぇすぇ うき けす くけゃけ あう
かうとっ, くぇ おけっすけ うきぇかう こさぇゃけ 
おぇすけ ぇさしっくぇかちう. ‶さけそしなのいう
すっ けさゅぇくういうさぇかう ょっしっすおうすっ 
こさぇいくっくしすゃぇ: けす ′けゃぇ ゅけょうくぇ 
う 8-きう きぇさす - ょけ ぉぇくおっすうすっ 
う こけょぇさなちうすっ  いぇ こっくしうけくう
さぇくっすけ くぇ さぇぉけすくうちうすっ う 
ょさせゅうすっ さぇょけしすくう こけゃけょう ゃ 
しっきっえしすゃぇすぇ. ‶さけそしなのいうすっ 
こけきぇゅぇかう う こさう くっとぇしすうはすぇ 
くぇ たけさぇすぇ – こさっょかぇゅぇかう けす
こせしおぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ かっつっ
くうっ けす おけきぉうくぇすしおうは そけくょ, 
ういけぉとけ, けぉゅさうあゃぇかう つけゃっおぇ 

ういちはかけ. ‶さう すけゃぇ – くぇえ-つっし
すけ ぉっいこかぇすくけ.
‶さけそしなのいうすっ しっ いぇくうきぇゃぇ

かう う し す.くぇさ. „]けちうぇかうしすう
つっしおけ しなさっゃくけゃぇくうっ” – けす
つうすぇくっすけ くぇ さっいせかすぇすうすっ けす 
こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ しなしすっいぇくう
っすけ きっあょせ ぉさうゅぇょう, ちったけゃっ う 
いぇゃけょう... ‶さけそしなのいうすっ ぉうかう 
ゃ ょなくけすけ くぇ うょっうすっ う けさゅぇくう
いぇちうはすぇ う くぇ たせょけあっしすゃっくぇすぇ 
しぇきけょっえくけしす – すっぇすさぇかくうはす 
しなしすぇゃ, ゅさせこぇすぇ いぇ たせょけあっしす
ゃっくけ しかけゃけ, ゃけおぇかくぇすぇ ゅさせ
こぇ... 

]ぇきぇすぇ ╂っさゅぇくぇ っ こっゃうちぇ 
う さなおけゃけょうすっか くぇ ゃけおぇか
くぇすぇ ゅさせこぇ くぇ ╆ぇゃけょ 8

[ぇぉけすっかう し ╋ぇさうは ╂さうゃけゃぇ – 
おけかおけ しちっくぇさうう いぇ こさぇいくうちう, 
おけかおけ そっしすうゃぇかくう せつぇしすうは, 
おけかおけ っおしおせさいうう, しちっくうつくう 
ういはゃう, くぇゅさぇょう, こけつっさこおう 
しかっょ せしこったうすっ. [っこっすうさぇかう 
こさっい けぉっょくうすっ こけつうゃおう – すけ
ゅぇゃぇ ちはか つぇし ゃさっきっ. ′うおけえ くっ 
こっしすはか けす かうつくけすけ しう ゃさっきっ 
いぇ しぇきけょっえくけしすすぇ – こさぇゃっかう 
ゅけ いぇ せょけゃけかしすゃうっ. ╆ぇ さぇいすけ
ゃぇさゃぇくっ. ╇ さぇょけしす... ′はきぇ
てっ くうおぇおなゃ っゅけういなき, つせょう 
しっ くぇ けゅさけきくぇすぇ こさけきはくぇ ゃ 
こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう ╂っさゅぇ
くぇ ╋けさすっゃぇ, おけはすけ くっ こけきくう 
くうすけ いぇゃうしす, くうすけ いかけぉぇ きっあ
ょせ たけさぇすぇ けす けくけゃぇ ゃさっきっ, 
おけうすけ くぇえ-つっしすけ しう こけきぇゅぇかう 
っょうく くぇ ょさせゅ. 〈けゃぇ は ゃなか
くせゃぇ う ょくっし, いぇとけすけ う しっゅぇ, 
おぇおすけ ゃうくぇゅう, っ けぉとっしすゃっくけ 
ぇおすうゃっく つけゃっお, おけえすけ しかっょう 
くけゃうくうすっ こけ すっかっゃういうはすぇ, つっ 
う ゃ うくすっさくっす,  しかっょう しなぉうすう
はすぇ う こけかうすうおぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは 
– くぇえ-つっしすけ し ぉけかおぇ. ╆ぇとけすけ: 
”╃くっし しはおぇて ゃしうつおう しすぇくぇたぇ 
こさっおぇかっくう うくょうゃうょせぇかう
しすう”. ]なあぇかはゃぇき いぇ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ くっとぇ, おけうすけ いぇゅせぉう
たきっ. ′け くっ しこうさぇき ょぇ うしおぇき 
ょぇ ゃうあょぇき ょぇ しっ しかせつゃぇ こけ 
くっとけ ょけぉさけ”, くっ ゅせぉう くぇょっあ

ょぇ ╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ – うしすうく
しおう けこすうきうしす. ╆けょうは 〈っかっち, 
くけ けす けくっいう, おけうすけ くっ こさけしすけ 
ゃなさゃはす し さけゅぇすぇ くぇこさっょ, ぇ し 
けすおさうすけしす, さぇょけしす ゃ けつうすっ う 
とっょさけしす ゃ しなさちっすけ. 
′ぇきうさぇ かう ょくっし ゃさっきっ いぇ 

しっぉっ しう? – ょぇ, ゃっつっさ こさっょ 
おけきこのすなさぇ, おけゅぇすけ っ しこけおけえ
くぇ, つっ ゃくせつおぇすぇ ゃっつっ しこう. 
〈けつくけ ょくっし こなさゃけおかぇしくうつ
おぇすぇ っ くぇせつうかぇ し こけきけとすぇ くぇ 
ぉぇぉぇ おぇお しっ こうてっ ゅけかはきぇすぇ 
ゅかぇゃくぇ ぉせおゃぇ ┿. 
¨す ぇいぉせおぇすぇ, ぇ しうゅせさくけ う ゃ 

あうゃけすぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

】っょさぇ せしきうゃおぇ, しゃっすかうくおう ゃ けつうすっ う すけこかけ
すぇ ゃ けすくけてっくうっすけ – すけゃぇ っ ╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ 

けとっ けす こなさゃぇすぇ きうくせすぇ, ゃ おけはすけ しっ しさっとぇきっ. ╅っくぇ, 
おけはすけ しはおぇて くっ しなあぇかはゃぇ いぇ くうとけ こけ ういきうくぇすうは 
こなす – ょゃっすっ ょなとっさう しぇ ゃっつっ ゅけかっきう, っょくぇすぇ っ うい
ぉさぇかぇ ょぇ ゅけくう すさせょくぇ おぇさうっさぇ おぇすけ しすけきぇすけかけゅ, ぇ 
しっゅぇ – う しけぉしすゃっくうお くぇ おぇぉうくっす こけ たけきっけこぇすうは. 
╃させゅぇすぇ – おぇすけ しぇきぇすぇ ╂っさゅぇくぇ – し ういぉけさぇ くぇ あう
ゃけすぇ しう – „┿さしっくぇか”.
╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ, おぇすけ たうかはょう ょさせゅう ぇさしっくぇかちう, 

っ こさっきうくぇかぇ ちっかうは しう すさせょけゃ こなす ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ. ╇ すけ – こなす, おけえすけ しっ こけきくう. ̈ す しぇきぇすぇ 
くっは – し きくけゅけ さぇょけしす. ╇ けす ょさせゅうすっ いぇ くっは – しなとけ. 
] すけこかけすぇ う せゃぇあっくうっ いぇ けしすぇゃっくけすけ すせお.
¨すくけゃけ, おぇおすけ たうかはょう ょさせゅう, ╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ 

こけきくう すけつくけ おけゅぇ っ こけしすなこうかぇ ゃ ゅけかはきけすけ しっきっえ
しすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” – けおすけきゃさう 1964-すぇ. ╃け 2006-
すぇ. 『っかう 46 ゅけょうくう, こさっい おけうすけ くうすけ いぇ きうゅ くっ っ 
こけきうしかうかぇ ょぇ さぇぉけすう ょさせゅぇょっ. ╉ぇくうかう は ょぇ けしすぇくっ 
う しかっょ こっくしうけくうさぇくっすけ, くけ ういぉさぇかぇ しっきっえしすゃけすけ う 
ゅさうあぇすぇ いぇ きぇかおぇすぇ ゃくせつおぇ, しっゅぇ こなさゃけおかぇしくうつおぇ. 
╆ぇ おけっすけ けすくけゃけ くっ しなあぇかはゃぇ. ′ぇこさけすうゃ.

′ぇょ 1/3 けす ぉなかゅぇさうすっ きっあょせ 
14 う 60 ゅけょうくう くはきぇす そういうつっ-
しおぇ ぇおすうゃくけしす, しけつう こさっょしすぇ-
ゃうすっかくけ こさけせつゃぇくっ くぇ ╇くしすう-
すせすぇ いぇ しけちうぇかくう ういしかっょゃぇくうは 
う きぇさおっすうくゅ ╋╀╋╃, けこけゃっしすっ-
くけ すけいう きっしっち.
90 くぇ しすけ けす ぇくおっすうさぇくうすっ 

すゃなさょはす, つっ いょさぇゃけしかけゃくけすけ 
しなしすけはくうっ くぇ くぇちうはすぇ っ かけてけ 
う しっ すさっゃけあぇす けす すけいう そぇおす, くけ 
しなとっゃさっきっくくけ こけかけゃうくぇすぇ けす 
たけさぇすぇ し くぇょくけさきっくけ すっゅかけ くっ 
しきはすぇす, つっ うきぇす こさけぉかっき. 
60 くぇ しすけ けす ぉなかゅぇさうすっ くっ 

しこけさすせゃぇす, しけつう けとっ ういしかっょ-
ゃぇくっすけ, けぉたゃぇとぇとけ けすゅけゃけ-
さうすっ くぇ 703 ゅさぇあょぇくう くぇ ゃない-
さぇしす きっあょせ 14 う 60 ゅけょうくう けす 
しすけかうちぇすぇ う けぉかぇしすくうすっ ゅさぇ-
ょけゃっ. ¨す ぇくおっすうさぇくうすっ こけつすう 
40% くはきぇす くうおぇおゃぇ そういうつっ-
しおぇ ぇおすうゃくけしす. ]さっょ こさうつうくう-
すっ しぇ, つっ くっ けぉうつぇす ょぇ しこけさ-
すせゃぇす, くはきぇす しゃけぉけょくけ ゃさっきっ 
う くはきぇす しさっょしすゃぇ いぇ ょけこなかくう-
すっかくう さぇいたけょう. 
′ぇょ 95% けす ぇくおっすうさぇくう-

すっ こけょおさっこはす うくうちうぇすうゃぇすぇ 
くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ そっょっさぇちうは 
こけ そうすくっし う おせかすせさういなき いぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ぉっいこかぇすくう 
そうすくっし こかけとぇょおう こけ こぇさおけゃっ-
すっ う ゅさぇょうくおうすっ. ╄ょゃぇ こけかけゃう-

╁ 88 ういぉうさぇすっかくう しっおちうう とっ 
ゅかぇしせゃぇす あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお くぇ ういぉけさうすっ いぇ こさっ-
いうょっくす う ゃうちっこさっいうょっくす, いぇ 
おきっすけゃっ くぇ けぉとうくう, いぇ おきっすけ-
ゃっ くぇ くぇしっかっくう きっしすぇ う いぇ けぉ-
とうくしおう しなゃっすくうちう ゃ ういぉけさうすっ 
くぇ 23-すう けおすけきゃさう. ╄ょくぇ けす 
ういぉうさぇすっかくうすっ しっおちうう っ こけょ-
ゃうあくぇ う ゃ くっは とっ せこさぇあくはす 
こさぇゃけすけ しう くぇ ゅかぇし 27 ょせてう, 
おけうすけ くはきぇ おぇお ょぇ しっ こさうょゃう-
あぇす ょけ ういぉうさぇすっかくうすっ しっおちうう. 
〈っ とっ ゅかぇしせゃぇす こけ ょけきけゃっすっ 
しう, おぇすけ とっ ぉなょぇす こけしっすっくう けす 
つかっくけゃっすっ くぇ けこさっょっかっくぇすぇ いぇ 
すけゃぇ しっおちうけくくぇ おけきうしうは. ¨ぉ-
とうはす ぉさけえ くぇ ういぉうさぇすっかうすっ, 
うきぇとう こさぇゃけ ょぇ ゅかぇしせゃぇす ゃ けぉ-

╈]╅』】╇╅〈╊ ╇ ╉╇╊ 】『〉¨ . . .

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ こさっいうょっくす 
う ゃうちっこさっいうょっくす, っ 71 472, ぇ 
いぇ おきっすけゃっ くぇ くぇしっかっくう きっし-
すぇ, おきっす くぇ けぉとうくぇ う けぉとうく-
しおう しなゃっすくうちう, こけ けそうちうぇかくう 
ょぇくくう くぇ ╂[┿¨, とっ ゅかぇしせゃぇす 68 
426 ょせてう.
′ぇ ういぉけさうすっ うょくぇすぇ くっょっ-

かは とっ ういぉうさぇきっ ういきっあょせ 11 
おぇくょうょぇすぇ いぇ けぉとうくしおう おきっす, 
72 - いぇ しっかしおう う ぉかういけ 500 いぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう.  ]ぇきけ 
37 けす すはた とっ こけこなかくはす, けぉぇつっ, 
しなしすぇゃぇ くぇ くけゃうは ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお - きっしすくうはす 
いぇおけくけょぇすっかっく けさゅぇく. ╁ うい-
ぉけさくうは ょっく とっ しぇ ぇくゅぇあうさぇくう 
772-きぇ ゅさぇあょぇくう おぇすけ 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 ゃ 

けぉとうくぇすぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ ちっかうは 
ういぉけさっく ょっく ゅさぇあょぇくうすっ とっ 
きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす しうゅくぇかう いぇ 
くぇさせてっくうは くぇ ういぉけさくうは こさけ-
ちっし うかう ょさせゅう いぇぉっかはいぇくう けす 
すはた くっさっょくけしすう くぇ すっかっそけくぇ 
くぇ ¨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 ゃ ╉ぇいぇくかなお  - 9 82 32. 
╇いぉけさくうはす ょっく とっ いぇこけつくっ ゃ 

06.00 つぇしぇ う とっ こさけょなかあう ょけ 
19.00 つぇしぇ. ┿おけ う ゃ すけいう つぇし 
こさっょ しっおちううすっ うきぇ あっかぇっとう 
ょぇ ゅかぇしせゃぇす, すけ  ういぉけさくうはす ょっく 
とっ こさけょなかあう. 
′ぇ すっいう ういぉけさう とっ ゅかぇしせゃぇ-

きっ ゃ ょゃっ さぇいかうつくう せさくう し 4 
さぇいかうつくう ぉのかっすうくう – いぇ  うきぇ-
とうすっ こさぇゃけ くぇ ゅかぇし ゃ しっかぇすぇ, 
う し こけ 3 – いぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお. ╀のかっすうくうすっ とっ しっ 
こけかせつぇゃぇす  けす つかっく くぇ しなけすゃっす-
くぇすぇ しっおちうけくくぇ ういぉうさぇすっかくぇ 
おけきうしうは ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ しぇ-
きうは ゅさぇあょぇくうく, しかっょ しこさぇゃおぇ 
ゃ ういぉうさぇすっかくうは しこうしなお. ‶さっょ 
ういぉうさぇすっかは とっ しっ こけしすぇゃはす う  
しなけすゃっすくうすっ こっつぇすう くぇ ういぉう-
さぇすっかくぇすぇ おけきうしうは ゃなさたせ ぉの-
かっすうくうすっ. ]なとけ けす しっおちうけく-
くぇすぇ おけきうしうは とっ しっ こけかせつぇゃぇ 
う しなけすゃっすくうは しうく たうきうおぇか, し 
おけえすけ とっ しっ けすぉっかはいゃぇ ゃ こけ-
かっすけ いぇ ゅかぇしせゃぇくっ. ╆ぇ さっょけゃ-
くけ こけょぇょっくう ぉのかっすうくう とっ しっ 
しつうすぇす しぇきけ すっいう, おけうすけ しぇ けす-
ぉっかはいぇくう し たうおし /》/ ゃなさたせ おゃぇ-
ょさぇすつっすけ くぇ ういぉさぇくうは けす くぇし 
くけきっさ くぇ おぇくょうょぇすぇ, ぉっい ょぇ しっ 

くぇこせしおぇ しなけすゃっすくけすけ こけかっ. 
 ‶さっょ しっおちうけくくうすっ おけきうしうう  

とっ しっ かっゅうすうきうさぇきっ し かうつくう 
おぇさすう, ぇ ぇおけ すぇおうゃぇ おなき きけ-
きっくすぇ くはきぇきっ ういょぇょっくう, くっ-
いぇゃうしうきけ, つっ しきっ こけょぇかう ょけ-
おせきっくすうすっ しう いぇ すけゃぇ ゃ しさけお, 
とっ しっ ゅかぇしせゃぇ しなし しこっちうぇかくけ 
ういょぇょっくけ けす [‶〉 せょけしすけゃっさっ-
くうっ, くけ いぇょなかあうすっかくけ こさうょさせ-
あっくう しなし しくうきおぇ, おぇすっゅけさうつくぇ 
っ ╇ゃぇくおぇ [せしうくけゃぇ, こさっょしっょぇ-
すっか くぇ ¨╇╉ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╂さぇあ-
ょぇくうすっ,  さってうかう ょぇ ゅかぇしせゃぇす し 
きっあょせくぇさけょくうすっ しう こぇしこけさすう, 
くはきぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ くぇこさぇゃはす 
すけゃぇ. ╆ぇ ゅかぇしせゃぇくっすけ いぇ きっしすくう 
けさゅぇくう くぇ ゃかぇしすすぇ くっ しっ ういょぇ-
ゃぇす せょけしすけゃっさっくうは いぇ ゅかぇしせゃぇ-
くっ くぇ ょさせゅけ きはしすけ, けしゃっく ぇおけ 
しなけすゃっすくけすけ かうちっ くっ っ しかせあっぉ-
くけ ぇくゅぇあうさぇくけ くぇ ょさせゅけ きはしすけ 
し ういぉけさうすっ. 
╃け 15-すう けおすけきゃさう  きけあっき ょぇ 

こけょぇょっき う いぇはゃかっくうっ ょけ おきっすぇ 
くぇ けぉとうくぇすぇ うかう くぇ しなけすゃっすくけ-
すけ くぇしっかっくけ きはしすけ し きけかぉぇ いぇ 
けすしすさぇくはゃぇくっ  くぇ くっさっょくけしすう ゃ 
ういぉうさぇすっかくうすっ しこうしなちう. ╉なょっ 
とっ ゅかぇしせゃぇきっ - きけあっき ょぇ こさけ-
ゃっさうき くぇ しぇえすぇ くぇ ╂[┿ ,̈ おぇすけ 
ゃなゃっょっき かうつくけすけ しう ╄╂′ うかう 
つさっい  ぉっいこかぇすっく すっかっそけく 088 
14 726, うかう おぇすけ ういこさぇすうき SMS 
くぇ くけきっさ 14 726. ‶けょさけぉくぇ うく-
そけさきぇちうは いぇ くぇつうくぇ くぇ ゅかぇしせ-
ゃぇくっ っ こせぉかうおせゃぇくぇ こけょ そけさきぇ-
すぇ くぇ うくそけさきぇちうけくくう おかうこけゃっ  

う ゃ しぇえすぇ くぇ 『╇╉, ゃ しっおちうは „[ぇい-
はしくうすっかくぇ おぇきこぇくうは.  
′ぇ ういぉけさうすっ くぇ 23-すう けおすけき-

ゃさう ゅさぇあょぇくうすっ し さぇいかうつくう 
そういうつっしおう せゃさっあょぇくうは, おけうすけ 
くっ  うき こけいゃけかはゃぇす ょぇ ゅかぇしせゃぇす 
ゃ すはたくぇすぇ しっおちうは こけさぇょう かうこしぇ 
くぇ さぇきこう う こけきけとくう せしすさけえ-
しすゃぇ いぇ こさうょゃうあゃぇくっ, きけゅぇす ょぇ 
ゅかぇしせゃぇす ゃ ょさせゅぇ しっおちうは し こけょ-
たけょはとぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ. ′っ-
いさはとうすっ うきぇす こさぇゃけ くぇ こさうょさせ-
あうすっか, おぇすけ すけえ けぉぇつっ くっ ぉうゃぇ 
ょぇ っ いぇしすなこくうお, くぇぉかのょぇすっか 
うかう  おぇくょうょぇす ゃ おぇおゃぇすけ う ょぇ っ 
かうしすぇ. ╇きっすけ くぇ こさうょさせあうすっかは  
しなとけ とっ しっ いぇこうしゃぇ ゃ ういぉうさぇ-
すっかくうは しこうしなお. ′っゅさぇきけすくけしすすぇ 
くっ っ けしくけゃぇくうっ いぇ こけかいゃぇくっすけ  
くぇ こさうょさせあうすっか, こさうこけきくはす 
けす 『╇╉.  ╁ぇあくぇ こけょさけぉくけしす いぇ 
ゃしうつおう ゅかぇしせゃぇとう っ, つっ ぉのかっ-
すうくうすっ, おけうすけ こせしおぇきっ ゃ せさくう-
すっ,  すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす しゅなくぇすう 
こけ すぇおなゃ くぇつうく, おけえすけ ょぇ くっ 
ういょぇゃぇ ゃけすぇ くう /しゅなくぇすう し くぇ-
こっつぇすぇくぇすぇ しすさぇくぇ くぇゃなすさっ/. ╁ 
こさけすうゃっく しかせつぇえ とっ しっ しつうすぇす 
いぇ くっょっえしすゃうすっかくう. 
‶さっい ちっかは ういぉけさっく ょっく ゃ ̈ ╇╉ 

╉ぇいぇくかなお, くぇきうさぇとぇ しっ くぇ 
すさっすうは っすぇあ ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ けぉ-
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, とっ 
うきぇ ょっあせさくう くっえくう つかっくけゃっ. 
¨しゃっく くぇ すっかっそけく, しうゅくぇかう 

いぇ くぇさせてっくうは とっ きけゅぇす ょぇ しっ 
こけょぇゃぇす う くぇ きけぉうかっく くけきっさ: 
0889 58 22 33.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╆ぇ]╈╅『¨【╊ 〉╊ 』》《『【】╇╅【...  

′ぇ ぉさうゅぇょぇ いぇ しかうゃう

′ぇ ぉさうゅぇょぇ いぇ はぉなかおう

9 300 しぇ ぉうかう たけしこうすぇかういうさぇくうすっ こぇちうっくすう し ぉけかっしすう 
くぇ けさゅぇくうすっ くぇ おさなゃけけぉさぇとっくうっすけ ゃ かっつっぉくう いぇゃっょっ-
くうは ゃ けぉかぇしすすぇ こさっい 2010 ゅ.  ¨す すはた 144 しかせつぇう しぇ ゃなゃ 
ゃないさぇしすけゃぇすぇ ゅさせこぇ ょけ 17 ゅ., 3 599 しぇ くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 
18 - 65 ゅ. う 5 557 - くぇょ 65-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. ¨すくけしう-
すっかくうはす ょはか くぇ さっゅうしすさうさぇくうすっ ぉけかっしすう くぇ けさゅぇくうすっ 
くぇ おさなゃけけぉさぇとっくうっすけ っ 23,1 くぇ しすけ /205 607 しかせつぇう/, 
けす おけうすけ 49 004 しぇ くけゃけさっゅうしすさうさぇくう こさっい ゅけょうくぇすぇ. 
╁なさたせ くはおけう けす こさうつうくうすっ いぇ しなさょっつくけ-しなょけゃう いぇぉけかは-
ゃぇくうは くっ きけあっ ょぇ しっ ゃかうはっ: すけゃぇ しぇ ゃないさぇしすすぇ, こけかなす 
う そぇきうかくぇすぇ けぉさっきっくっくけしす. ]なゃっすう いぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
さうしおぇ けす しなさょっつくけ-しなょけゃう いぇぉけかはゃぇくうは: 
- 》さぇくっすっ しっ いょさぇゃけしかけゃくけ
- ‶けょょなさあぇえすっ いょさぇゃけしかけゃくけ すっかっしくけ すっゅかけ
- ¨すおぇあっすっ ちうゅぇさうすっ
- ╃ゃうあっすっ しっ こけくっ っょうく つぇし ょくっゃくけ
- ¨ゅさぇくうつっすっ おけくしせきぇちうはすぇ くぇ ぇかおけたけか う ゅけすゃぇさしおぇ 

しけか
- ′ぇきぇかっすっ こしうたけっきけちうけくぇかくうは しすさっし
- ‶けょょなさあぇえすっ くけさきぇかくけ おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ
- ╉けくすさけかうさぇえすっ しすけえくけしすうすっ くぇ おさなゃくぇすぇ いぇたぇさ こさう 

くぇかうつうっ くぇ ょうぇぉっす
- ╊っおせゃぇえすっ しゃけっゃさっきっくくけ こけゃうてっくうすっ くうゃぇ くぇ たけ-

かっしすっさけか ゃ おさなゃすぇ 
                                              〈┿

》ぇ『╇╊〉を¨ 』〈╊ 》《 』〈ぇ『【 《【 
』ぇ『╉╊ぁ〉《-』ぇ╉《╇¨ ′╅╆《]っ╇╅〉¨っ

くぇすぇ けす すっいう たけさぇ けぉぇつっ ゅぇさぇく-
すうさぇす, つっ ぉうたぇ ゅう こけしっとぇゃぇかう 
こけくっ ゃっょくなあ しっょきうつくけ. 
]なゃしっき くぇしおけさけ ょさせゅけ くぇ-

ちうけくぇかくけ ういしかっょゃぇくっ せしすぇ-
くけゃう, つっ しっゅぇてくうはす こなさゃけかぇお 
っ し 3 おうかけゅさぇき こけ-すっあなお けす  
しゃけは ゃさなしすくうお こさっょう 20 ゅけ-
ょうくう. ╇いゃけょうすっ しぇ しすさはしおぇとう 
くっ しぇきけ いぇ きっょうちう う ぇくすさけこけ-
かけいう, すっ しっ くせあょぇはす けす くぇちうけ-
くぇかくけ けすゅけゃけさくぇ こけかうすうおぇ こけ 
けすくけてっくうっ いょさぇゃっすけ くぇ こけょ-
さぇしすゃぇとうすっ.  

〈さっゃけゅぇ! 
20% けす ょっちぇすぇ ゃ ╄ゃさけこぇ しぇ し 

くぇょくけさきっくけ すっゅかけ.
〈ぇいう ちうそさぇ しっ せゃっかうつぇゃぇ し 

400 000 ょっちぇ ゅけょうてくけ.
′ぇょくけさきっくけすけ すっゅかけ う いぇす-

かなしすはゃぇくっすけ しぇ くぇえ-てうさけおけ 
さぇいこさけしすさぇくっくう ゃ しさっょういっき-
くけきけさしおうは さっゅうけく, おなょっすけ っ 
こけこせかはさくぇ しなょなさあぇとぇすぇ こけ-
ゃっつっ きぇいくうくう しさっょういっきくけきけさ-
しおぇ ょうっすぇ.
╃ぇくくう くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ いょさぇゃ-

くぇ けさゅぇくういぇちうは こけおぇいゃぇす, つっ 
ゃ ╇しこぇくうは, ╇すぇかうは, ‶けさすせゅぇ-
かうは う ╋ぇかすぇ くぇょ 30 こさけちっくすぇ 
けす ょっちぇすぇ くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 7 
う 11 ゅけょうくう しぇ し くぇょくけさきっくけ 
すっゅかけ.

╁ ╀なかゅぇさうは ゃしっおう こっすう ぉなか-
ゅぇさしおう せつっくうお っ し くぇょくけさきっくけ 
すっゅかけ.
′ぇえ-ょっぉっかうすっ しさっょ っゃさけこっえ-

ちうすっ しぇ ぉさうすぇくちうすっ, ぇ くぇえ-いぇ-
しっょくぇか くぇつうく くぇ あうゃけす ゃけょはす 
ゅなさちうすっ.  

╋っょうちうくしおう つせょっしぇ:
′ぇえ-ょっぉっかうすっ たけさぇ くぇ こかぇ-

くっすぇすぇ: 
╃あけく ╀さけせっさ ╋うくけお 

(1941-1983), ぇきっさうおぇくっち. 〈っ-
あぇか っ  630 おうかけゅさぇきぇ, おけゅぇすけ 
っ こさうっす ゃ ぉけかくうちぇ こさっい 1978 
ゅけょうくぇ しなし しなさょっつくう う ょうたぇ-
すっかくう こさけぉかっきう.
¨ゅさけきくけすけ きせ すっゅかけ しっ ょなか-

あぇかけ くぇ くっゃっさけはすくけすけ くうゃけ 
くぇ いぇょなさあぇくっ くぇ ゃけょぇ ゃ すはかけ-
すけ きせ.
]かっょ ょゃっ ゅけょうくう ぉけかくうつくぇ 

ょうっすぇ すけえ けすしかぇぉくぇか し 216 おう-
かけゅさぇきぇ.
]かっょ おぇすけ ぉうか ういこうしぇく けす 

ぉけかくうちぇすぇ, くぇえ-ょっぉっかうはす つけ-
ゃっお くぇ こかぇくっすぇすぇ おぇつうか 87 
おうかけゅさぇきぇ しぇきけ いぇ っょくぇ しっょ-
きうちぇう  う しっ くぇかけあうかけ ょぇ ぉなょっ 
ゃなさくぇす ゃ ぉけかくうちぇすぇ.
╉ぇさけか ぅゅっさ っ くぇえ-ょっぉっかぇすぇ 

あっくぇ, あうゃはかぇ くはおけゅぇ.
〈は, しなとけ おぇすけ くぇえ-ょっぉっかうは 

きなあ, っ きっょうちうくしおけ つせょけ.
╉けゅぇすけ こけつうくぇかぇ こさっい 1994 

ゅけょうくぇ, すっあぇかぇ いぇてっきっすはゃぇ-
とうすっ 544 おうかけゅさぇきぇ, こさう  ゃう-
しけつうくぇ 170 しき.
╉けゅぇすけ ぉうかぇ こさうっすぇ ゃ ぉけかくう-

ちぇ いぇさぇょう くけさきぇかくうすっ いょさぇゃ-
くう こさけぉかっきう, しなこなすしすゃぇとう 
たけさぇすぇ しなし しゃさなた すっゅかけ, いぇ すさう 
きっしっちぇ すは ぉうかぇ くぇ ょうっすぇ しぇきけ 
し 1200 おぇかけさうう ょくっゃくけ, こさう 
おけっすけ けすしかぇぉくぇかぇ 236 おうかけ-
ゅさぇきぇ.
]すさぇくくけすけ っ, つっ あうゃっっとぇすぇ ゃ 

╀うえてなさ, とぇすぇ ╋うつうゅぇく, あっくぇ 
っ こけかせつうかぇ こさけぉかっき し すっゅかけすけ 
ゃしかっょしすゃうっ くぇ しっおしせぇかくぇ ぇすぇ-
おぇ ゃ ょっすしおぇ ゃないさぇしす けす ぉかういなお 
つかっく くぇ しっきっえしすゃけすけ え.

TA
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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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Ⱥɤɰɟɧɬɢ
お-ち ╇あせみ ｠ちけつてそうあ:

╋けうそて せあ あすいちあくとちあてあ

╇かてかちあせけ:
╈かちえあせあ 〈そちてかうあ
[あすひさひて つけ てかきけ せあ すみつてそてそ

╇あとねかちけ たそ 45 しかうあ う „╅ちつかせあし“

╉あ たちかいそちけす ぬかしとしけてあ つ にちあせあ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

╆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

【あしあせてしけうあてあ さあくあせしひのさあ たかうけぬあ 』うかてしあ ¨うあせそうあ, さそみてそ うかねか 
か けくうかつてせあ け さあてそ たけつあてかしさあ, ねか はか つてあうあ すあこさあ くあ うてそちけ たひて 

╇つみさあ きかせあ うそまうあ つ てそくけ さそのすあち

』╇╊【]╅ ぁ╅[╅ 〈《〈¨ぁ╊〉を╊, 
〉《╇ ╅]╆】〈 ¨ 【『╊【╅ [〉¨╈╅

》╊【ぇ[ – ╉╊〉 〉╅ ]ょ╆《╇【╅

╉╅ 》『╊╆《『¨〈 を╊]】]¨【╅ 』 ｠『╅〉╅

 【あこせそ そちひきけか 
╇きっ: ╇かうぇくぇ ╋うくつっゃぇ 
╂っくっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:
„┿さしっくぇか“ ┿╃ , ╆ぇゃけょ 
2/105, けすょっか ╇おけくけきう-
つっしおう

╃かなあくけしす:
╇おけくけきうつっしおう しっぉっ-
しすけえつうお

╂けょうくう: 33

╆けょうは: ╁っいくう

》けぉう: ‶なすってっしすゃうは

『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

╆ぇ]╈╅『¨【╊ 〉╊ 』》《『【】╇╅【, 
40% 〉っ〈╅【 〉¨[╅[╇╅ ‒¨′¨ぁ╊』[╅ ╅[【¨╇〉《』【 

╈]╅』】╇╅〈╊ ╇ ╉╇╊ 
】『〉¨ ¨ 』 ｠¨[』ぁ╊

]ゃっすかぇ しこけょっかう, つっ きぇえつうくしすゃけすけ え くはきぇ ょぇ え 
こけこさっつう ょぇ こさけょなかあう ょぇ こさぇおすうおせゃぇ えけゅぇ. 

]おけさけ  おさぇしうゃぇすぇ くぇてっくおぇ ぉっ こけおぇくっくぇ う いぇ こけつっ-
すっく こぇすさけく くぇ こなさゃけすけ ╄ゃさけこっえしおけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ 
えけゅぇ せ くぇし. 〈は ぉっ ういぉさぇくぇ いぇさぇょう こさうくけしぇ え ゃ こけこせ-
かはさういうさぇくっすけ くぇ えけゅぇ う くぇょ 15 - ゅけょうてくぇすぇ え こさぇお-
すうおぇ ゃ すっいう いぇくうきぇくうは. ╇いこなかくうすっかおぇすぇ くぇ “C’est la 
vie” う “╊のぉけゃ う おぇそっ” こけょゅけすゃは う しゃけっ ╃╁╃ し かうつ-
くぇすぇ え えけゅぇ こさけゅさぇきぇ, おけはすけ え こけきけゅくぇ ょぇ ゃなさくっ 
ぉなさいけ そけさきぇ しかっょ こなさゃぇすぇ しう ぉさっきっくくけしす. ╁ くぇつぇ-
かけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ つぇおぇ きけきうつっくちっ. 〈けゃぇ 
は けすおぇいゃぇ ょぇ こさっいっくすうさぇ くけゃうは しう ぇかぉせき, おけえすけ っ 
くぇこなかくけ ゅけすけゃ う しなょなさあぇ 12 こっしくう. ╆ぇすけゃぇ こなお うい-
こなかくうすっかおぇすぇ けぉっとぇゃぇ ょぇ こけおぇあっ けす くっゅけ けとっ ょゃっ 
おけきこけいうちうう. ‶さっい けおすけきゃさう ういかういぇ ぉぇかぇょぇすぇ “╆くぇ-
って かう...”, つうえすけ ゃうょっけおかうこ ゃっつっ っ いぇしくっす, ぇ ゃっょくaゅぇ 
しかっょ くっは う こなさゃぇすぇ こっしっく こけ くっえくぇ きせいうおぇ. ╇ ょゃっすっ 
しぇ ゃおかのつっくう ゃ くけゃうは え ぇかぉせき.
╃け おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ とっ ういかっいっ う すさっすぇすぇ おくうゅぇ 

くぇ ]ゃっすかぇ しなし いぇゅかぇゃうっ “╁うたさぇ う ゃけょおぇ” しかっょ “╆ぇぉ-
さぇくっくけ ょけ 18!” う “]ゃっすなす ゃ おさぇおぇすぇ え”. 〈さうすっ おくうゅう 
とっ ぉなょぇす しなぉさぇくう ゃ すさうかけゅうは う いぇこうしぇくう くぇ ょうしお し 
ゅかぇしけゃっすっ くぇ ういゃっしすくう ぇおすぬけさう.
‶けゃっつっ いぇ ]ゃっすかぇ ╇ゃぇくけゃぇ, おぇいぇくかなつぇくう きけゅぇす ょぇ 

くぇせつぇす けす かうつくぇすぇ え しすさぇくうちぇ くぇ ぇょさっし:
http://www.facebook.com/pages/Svetla-

Ivanova/130108090367877
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

′ぇえ-こけょたけょはとけすけ きっくの いぇ すけいう ょっく しぇ しかぇょおうすっ くっとぇ う 
すっしすっくうすっ ういょっかうは. ╅っかぇすっかくけ っ ょぇ しっ こけしすう. 』けゃっおなす, さけょっく 
ゃ ょっくは くぇ ╁っくっさぇ, っ つけゃっお くぇ つせゃしすゃぇすぇ. ′ぇ つせゃしすゃぇすぇ, ぇ くっ 
くぇ っきけちううすっ. 〈っいう たけさぇ しぇ ょけしすぇ くぇょっあょくう う こさぇおすうつくう, いぇ-
すけゃぇ くぇ すはた きけあっ ょぇ しっ さぇいつうすぇ ぉせおゃぇかくけ いぇ ゃしうつおけ. ╁ こっすなお 
くぇえ-つっしすけ しっ さぇあょぇす ぉなょっとう っしすっすう, ぇおすぬけさう, たけさぇ し すゃけさつっ-
しおう いぇかけあぉう, きうさけすゃけさちう - すけゃぇ しぇ くぇえ-ょけぉさうすっ うき おぇつっしす-
ゃぇ. ╁ こけ-かけてうは しかせつぇえ さけょっくうすっ ゃ こっすなお さけぉせゃぇす くぇ しゃけうすっ 
しすさぇしすう, きくけいうくぇ けす すはた くっ けぉうつぇす すさせょぇ う しぇ こさうしこけしけぉかっく-
ちう. ]きはすぇ しっ, つっ こっすなお っ ょっく くぇ きうさぇ う しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ, くぇ 
ういおせしすゃけすけ う しないっさちぇくうっすけ, くぇ っしすっすうおぇすぇ う かのぉけゃすぇ. 〈けゃぇ 
っ くぇえ-ょけぉさけすけ ゃさっきっ いぇ いぇこけいくぇくしすゃぇ, いぇ くぇつぇかけ くぇ ゃさないおぇ, 
ぇ すぇおぇ しなとけ う いぇ しおかのつゃぇくっ くぇ ぉさぇお. ┿しすさけかけいうすっ おぇいゃぇす, つっ 
う つっすゃなさすなおなす っ こけょたけょはと いぇ しおかのつゃぇくっ くぇ ぉさぇお. ╁ こっすなお – 
ょっくはす くぇ ╁っくっさぇ, っ こさっこけさなつうすっかくけ ょぇ しっ ういぉはゅゃぇす ゃしっゃない-
きけあくう ういかうてっしすゃぇ, すなえ おぇすけ すっ きけゅぇす ょぇ ういゃぇょはす つけゃっおぇ けす 
さぇゃくけゃっしうっ う ょぇ しっ けすさぇいはす こぇゅせぉくけ くぇ いょさぇゃっすけ きせ.  

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

『っかせかうすなす っ くぇすさせこゃぇ-
くっ くぇ きぇいくうくう ゃ けこさっょっ-
かっくう けぉかぇしすう くぇ すはかけすけ, 
くぇえ-つっしすけ くぇ ぉっょさぇすぇ, 
たなかぉけちうすっ う たぇくてぇ, し ゃうょ 
くぇ “こけさすけおぇかけゃぇ おけさぇ” 
おけあぇ, ぇ こさけしすうつおけ おぇいぇ-
くけ - あっくしおうはす おけてきぇさ. 
╁しっ けとっ くはきぇ っょうくくけ きくっ-

くうっ こけ ゃなこさけしぇ けす おぇおゃけ 
しっ こけかせつぇゃぇ, いぇとけ しっ しさっ-
とぇ こさう たけさぇ, おけうすけ くはきぇす 
しゃさなた すっゅかけ う くぇえ-ゃぇあくうはす 
ゃなこさけし - おぇお きけあっき ょぇ ゅけ 
けすしすさぇくうき いぇゃうくぇゅう? 』っしす-
くうはす けすゅけゃけさ っ - くうおけえ くっ 
いくぇっ しなし しうゅせさくけしす. 

《ぇおすうすっ いぇ ちっかせかうすぇ?
- 85-90% けす あっくうすっ ゃなゃ ゃないさぇしすすぇ けす こせぉっさすっすぇ う しかっょ すけゃぇ しすさぇょぇす けす くはおぇおゃぇ そけさきぇ 

くぇ ちっかせかうす
- 『っかせかうすなす しっ はゃはゃぇ きくけゅけ さはょおけ こさう きなあっすっ
- 『っかせかうすなす くっ っ しゃなさいぇく しなし いぇすかなしすはゃぇくっすけ

╉ぇおゃけ こさっょしすぇゃかはゃぇ ちっかせかうすなす? 

‶けょ こけゃなさたくけしすすぇ くぇ おけあぇすぇ しっ くぇきうさぇ すなくなお しかけえ けす こけょおけあくぇ きぇいくうくぇ. 〈けいう しかけえ ょっえしす-
ゃぇ おぇすけ いぇとうすっく きったぇくういなき こさけすうゃ すさぇゃきう, こけょこけきぇゅぇ いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ すっかっしくぇすぇ すっきこっさぇ-
すせさぇ う くけさきぇかくけ くっ っ しゃなさいぇく し せゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ すっゅかけすけ. 
╃させゅ しかけえ きぇいくうくう, こけ-ょなかぉけおけ こけょ おけあぇすぇ, けこさっょっかは おけくすせさうすっ くぇ すはかけすけ くう. 〈けえ っ ゃ 

すぇいう けぉかぇしす, おなょっすけ きぇしすくうすっ おかっすおう しっ せゃっかうつぇゃぇす こさう くぇこなかくはゃぇくっ. 〈けいう こけ-ょなかぉけお しかけえ 
っ さぇいょっかっく くぇ おぇきっさう つさっい ゅなゃおぇゃぇ しなっょうくうすっかくぇ すなおぇく. ]なっょうくうすっかくぇすぇ すなおぇく しゃなさいゃぇ 
ゅけさくうは しかけえ くぇ おけあぇすぇ し こけ-ょけかくうすっ しかけっゃっ くぇ きせしおせかうすっ おぇすけ おけすゃぇ. ╉けゅぇすけ しなっょうくうすっか-
くぇすぇ すなおぇく けすしかぇぉゃぇ う しすぇゃぇ こけ-きぇかおけ ゅなゃおぇゃぇ, すは うきぇ しおかけくくけしすすぇ ょぇ こさうょなさこゃぇ 
こけゃなさたくけしすすぇ くぇ おけあぇすぇ う こさうょぇゃぇ すさぇこつうくおけゃうは ゃうょ, す.っ. こけはゃはゃぇ しっ ちっかせかうす. 
]っゅぇ しっ ょうしおせすうさぇす しかっょくうすっ こさうつうくう いぇ ちっかせかうすぇ: くぇしかっょしすゃっくけしす, こさけちっしうすっ くぇ けし-

すぇさはゃぇくっ (し ゃないさぇしすすぇ ちっかせかうすなす しっ ゃかけてぇゃぇ), かけてぇ ちうさおせかぇちうは, ういかうてなお くぇ っしすさけゅっくう, 
くぇすさせこゃぇくっ くぇ すけおしうくう. ╆ぇ こけゃかうはゃぇくっ くぇ ちっかせかうすぇ しっ こさうかぇゅぇす くぇえ-さぇいかうつくう こけょたけょう, 
けす すはた かうこけしせおちうはすぇ (ういしきせおゃぇくっ くぇ きぇいくうくうすっ) けおぇいゃぇ ゃ きくけゅけ しかせつぇう くぇえ-っそっおすうゃくけ 
う すさぇえくけ ょっえしすゃうっ. 

》さぇくうすっかくう こさっこけさなおう
‶さっこけさなつゃぇ しっ おけくしせきぇちうは くぇ たさぇくう, ぉけゅぇすう くぇ ぇくすうけおしうょぇくすう - ゃうすぇきうく ], ゃうすぇ-

きうく ╄, おぇさけすうくう, そかぇゃけくけうょう, ちうくお う しっかっく, しなとけ すぇおぇ う くぇ さぇしすうすっかくう ゃかぇおくうくう. 〈けゃぇ 
けいくぇつぇゃぇ ょうっすぇ, ぉけゅぇすぇ くぇ さぇいくけけぉさぇいくう いっかっくつせちう う こかけょけゃっ - こけ-ゃないきけあくけしす おけくしせきう-
さぇくう しせさけゃう, こなかくけいなさくっしす たかはぉ, はょおう, さうぉぇ う こけしすくう きっしぇ, いぇきっしすゃぇくっ くぇ あうゃけすうくしおうすっ 
きぇいくうくう し さぇしすうすっかくう (いぇ こさっょこけつうすぇくっ いったすうく). 
╇いゃっしすくけ っ, つっ ぇくすうけおしうょぇくすうすっ いぇとうすぇゃぇす けさゅぇくういきぇ けす けおうしかうすっかくけすけ ょっえしすゃうっ くぇ しゃけ-

ぉけょくうすっ さぇょうおぇかう, おけうすけ しっ けぉさぇいせゃぇす ゃ けさゅぇくういきぇ こさう くけさきぇかくうすっ けぉきっくくう こさけちっしう, こけょ 
ゃかうはくうっ くぇ えけくういうさぇとう かなつっくうは, すけおしうつくう ゃっとっしすゃぇ, かっおぇさしすゃぇ, こさう ゃないこぇかうすっかくう こさけ-
ちっしう. 〈っ せゃさっあょぇす おかっすおうすっ う こさっょういゃうおゃぇす ょっゅっくっさぇすうゃくう こさけきっくう ゃ すなおぇくうすっ. 
╁うすぇきうく ], けしゃっく おぇすけ ぇくすうけおしうょぇくす, うきぇ しこっちうぇかくぇ さけかは こさう しうくすっいぇ くぇ おけかぇゅっくぇ, “ちう-

きっくすうさぇとけすけ” ゃっとっしすゃけ きっあょせ おかっすおうすっ, おけっすけ こさうょぇゃぇ っかぇしすうつくけしすすぇ くぇ おけあぇすぇ う しなっょう-
くうすっかくうすっ すなおぇくう. ‶さっこけさなつゃぇ しっ しなとけ こうっくっすけ くぇ きくけゅけ ゃけょぇ - こけくっ 2 かうすさぇ ょくっゃくけ.
╃うっすぇすぇ くっ きけあっ ょぇ っかうきうくうさぇ こさけぉかっきぇ し ちっかせかうすぇ, くけ きけあっ ょぇ こけょこけきけゅくっ 

くっゅけゃけすけ こけゃかうはゃぇくっ, ょぇ こさっょけすゃさぇすう くっゅけゃけすけ いぇょなかぉけつぇゃぇくっ.
〈┿

¨すきうくぇか っ ょっくはす いぇ けぉとせゃぇくっ – つっすゃなさすなお, ょっくはす くぇ 
ぃこうすっさ. ]かっょゃぇ ょっくはす くぇ かのぉけゃすぇ – しこけさっょ ぇしすさけかけいう-

すっ, すけいう ょっく っ こっすなお.
‶っすうはす ょっく けす しっょきうちぇすぇ っ ょっくはす くぇ ╁っくっさぇ. ╆ぇ くっゅけ しぇ 

たぇさぇおすっさくう ゃうしけおうはす っきけちうけくぇかっく こけょっき う こけゃうてっくぇすぇ 
つせゃしすゃうすっかくけしす. ╋けあっ ぉう いぇさぇょう すけゃぇ たけさぇすぇ しすぇゃぇす こけ-
とっょさう, ょけさう さぇいすけつうすっかくう. ‶っすなお っ ょっくはす, ゃ おけえすけ くぇえ-きくけ-
ゅけ くう すっゅかう おなき きぇゅぇいうくうすっ, しこけしけぉくう しきっ ょけさう ょぇ くぇこさぇゃうき 
ぉっいしきうしかっくう こけおせこおう.

〉かえちあすそてせそつててあ  せか か そつせそうあせけか 
くあ たそしくうあせかてそ せあ たちけおちときけてかし

╆ぇ ゃすけさう こなす ゃ こけしかっょくうすっ 22 ゅけょうくう  
とっ ゅかぇしせゃぇきっ くぇ ういぉけさう 2 ゃ 1 うょ-

くぇすぇ くっょっかは, くぇ 23-すう けおすけきゃさう.  ‶なさ-
ゃうはす こなす ぉっ こさっい 1990 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ 
こさっい のくう ういぉうさぇたきっ っょくけゃさっきっくくけ 
こぇさかぇきっくす う けさゅぇくう くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす. 
╆ぇ こなさゃう こなす けす くぇつぇかけすけ くぇ ょっきけおさぇ-
ちうはすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは くはきぇ くぇいくぇつっくう [ぇ-
えけくくう ういぉうさぇすっかくう おけきうしうう. ╋っしすくうすっ 
¨ぉとうくしおう ういぉうさぇすっかくう おけきうしうう すけいう 
こなす さぇぉけすはす う おぇすけ さぇえけくくう, くぇ こさはおけ 
こけょつうくっくうっ くぇ 『╇╉ - 『っくすさぇかくぇ ういぉう-
さぇすっかくぇ おけきうしうは.

′ぇょ 1/3 けす ぉなかゅぇさう-
すっ きっあょせ 14 う 60 

ゅけょうくう くはきぇす そういう-
つっしおぇ ぇおすうゃくけしす, しけつう 
こさっょしすぇゃうすっかくけ こさけ-
せつゃぇくっ くぇ ╇くしすうすせすぇ 
いぇ しけちうぇかくう ういしかっょ-
ゃぇくうは う きぇさおっすうくゅ 
╋╀╋╃, けこけゃっしすっくけ 
すけいう きっしっち.
 90 くぇ しすけ けす ぇくおっ-

すうさぇくうすっ すゃなさょはす, つっ 
いょさぇゃけしかけゃくけすけ しなし-
すけはくうっ くぇ くぇちうはすぇ っ 
かけてけ う しっ すさっゃけあぇす けす 
すけいう そぇおす, くけ しなとっ-
ゃさっきっくくけ こけかけゃうくぇすぇ 
けす たけさぇすぇ し くぇょくけさきっ-
くけ すっゅかけ くっ しきはすぇす, つっ 

うきぇす こさけぉかっき.
60 くぇ しすけ けす ぉなかゅぇさう-

すっ くっ しこけさすせゃぇす, しけつう 
けとっ ういしかっょゃぇくっすけ, けぉ-
たゃぇとぇとけ けすゅけゃけさうすっ 
くぇ 703 ゅさぇあょぇくう くぇ 
ゃないさぇしす きっあょせ 14 う 60 
ゅけょうくう けす しすけかうちぇすぇ う 
けぉかぇしすくうすっ ゅさぇょけゃっ. 
¨す ぇくおっすうさぇくうすっ こけつ-
すう 40% くはきぇす くうおぇおゃぇ 
そういうつっしおぇ ぇおすうゃくけしす. 
]さっょ こさうつうくうすっ しぇ, つっ 
くっ けぉうつぇす ょぇ しこけさすせ-
ゃぇす, くはきぇす しゃけぉけょくけ 
ゃさっきっ う くはきぇす しさっょ-
しすゃぇ いぇ ょけこなかくうすっかくう 
さぇいたけょう.

[╅]╅ぃ〉¨[《╇ 〉╊ ╊ ╊〉╊『╈¨‶〉╅ 〉╅》¨【[╅
╋うたぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ, おけくしすさせおすけさなす くぇ 

っょくけうきっくくぇすぇ ぇゃすけきぇすうつくぇ こせておぇ, 
けすくっ つさっい しなょぇ こさぇゃけすけ くぇ てゃっえちぇさしおぇ おけき-
こぇくうは ょぇ ういこけかいゃぇ うきっすけ きせ ゃ くぇいゃぇくうっ くぇ 
っくっさゅうえくぇ くぇこうすおぇ, しなけぉとう [╇┿ ′けゃけしすう.
‶さっい 2009 ゅ. おけきこぇくうはすぇ “╁うくうしすぇ” 

(Vinista) こけょゅけすゃはてっ こせしおぇくっすけ ゃなゃ 《さぇく-
ちうは くぇ っくっさゅうえくぇ くぇこうすおぇ Kalaschnikow.
╆ぇ さっおかぇきぇすぇ くぇ くぇこうすおぇすぇ おけきこぇくうはすぇ 

ょけさう さっゅうしすさうさぇ ょけきっえくぇ kalaschnikow-
energy.com, くぇ おけえすけ きっあょせ ょさせゅけすけ ぉはたぇ 
こけきっしすっくう おぇさすうくおう し こぇすさけくう いぇ ぇゃすけきぇす, 
おさなゃ う こさっおう くぇきっちう いぇ ぇさきうは う いくぇおぇ つっさ-
ゃっくぇ いゃっいょぇ.

╆ぇすけゃぇ ╋うたぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ いぇゃっょっ ょっかけ いぇ くっいぇおけくくけ ういこけかいゃぇくっ くぇ うきっすけ きせ.
‶ぇさうあおう しなょ こけしすぇくけゃう, つっ おけきこぇくうはすぇ-こさけういゃけょうすっか う おけきこぇくうはすぇ-さぇいこさけしすさぇくうすっか しぇ うい-

こけかいゃぇかう ぉっい さぇいさってっくうっ うきっすけ くぇ うとっちぇ いぇ すなさゅけゃしおう ちっかう し っょうくしすゃっくけすけ くぇきっさっくうっ ょぇ 
こさっょういゃうおぇす ゃないきけあくけ くぇえ-ゅけかはき うくすっさっし おなき こさけょせおすぇ しう.
〈けえ いぇょなかあう おけきこぇくううすっ ょぇ こさっおさぇすはす さぇいこさけしすさぇくっくうっすけ くぇ くぇこうすおぇすぇ う ょぇ ういこかぇすはす けぉっい-

とっすっくうっ くぇ させしおうは おけくしすさせおすけさ.  ′っ しっ しなけぉとぇゃぇ さぇいきっさぇ くぇ けぉっいとっすっくうっすけ. 
‶け きぇすっさうぇか くぇ Vesti bg

》ぇ『╇╊〉を  ̈ 』〈╊ 》《 』〈ぇ『【 《【 
』ぇ『╉╊ぁ〉《-』ぇ╉《╇  ̈′╅╆《]っ╇╅〉¨っ

╆ぇ]╈╅『¨〉ぇ【 』》『っ ╉╅ ╇′╊〈╅ 
[『╊╉¨【 .̈ ‒¨『〈¨【╊ – 』ぇぅ《. 

]なさょっつくけ-しなょけゃうすっ いぇ-
ぉけかはゃぇくうは しぇ けしくけゃ-

くぇ こさうつうくぇ いぇ しきなさすくけしすすぇ 
こさっい ういきうくぇかぇすぇ 2010 ゅけ-
ょうくぇ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
〈けゃぇ こけおぇいゃぇ しすぇすうしすうおぇすぇ 
くぇ [っゅうけくぇかくぇすぇ いょさぇゃぇ うく-
しこっおちうは. ]なさょっつくけ-しなょけゃうすっ 
いぇぉけかはゃぇくうは しぇ こさうつうくぇすぇ  
いぇ  68,2% けす ゃしうつおう しきなさす-
くう しかせつぇう ゃ けぉかぇしすすぇ, こさう 

╉さっょうすうさぇくっすけ ゃ ╀なかゅぇさうは こさぇおすうつっしおう っ しこさはくけ, すけゃぇ しすぇくぇ 
はしくけ しかっょ いぇしっょぇくうっ くぇ ]なゃっすぇ くぇ ぉさぇくてけゃうすっ けさゅぇくういぇちうう 

こさう ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ- こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ. 
╃ぇくくうすっ しけつぇす, つっ いぇ 〈‶‶  いぇ 9-すっ きっしっちぇ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ しぇ さぇい-

ょぇょっくう っょゃぇ 20 きかく かっゃぇ うくゃっしすうちうけくくう おさっょうすう, おけっすけ いくぇつう, つっ 
こさぇおすうつっしおう おさっょうすうさぇくっすけ ゃ ╀なかゅぇさうは っ しこさはくけ. ′ぇ ぉなかゅぇさしおうは 
うくゃっしすうすけさ しっ くぇかぇゅぇ う ょぇ こかぇとぇ こけ-ゃうしけおぇ ちっくぇ いぇ おさっょうすうすっ, 
おけっすけ しこなゃぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ う こさぇゃう くっゃないきけあくぇ おけ-
きせくうおぇちうはすぇ きっあょせ ぉぇくおう う ぉういくっしぇ. ╉けゅぇすけ きっあょせ すはた くはきぇ こぇさす-
くぬけさしすゃけ, くはきぇ おぇお ょぇ うきぇ さぇいゃうすうっ.
′ぇ こさけゃっょっくぇすぇ ょうしおせしうは ゃ 〈なさゅけゃしおぇすぇ こぇかぇすぇ ぉはたぇ おけきっくすう-

さぇくう う さっいせかすぇすうすっ けす こさけゃっょっくうすっ こさっゅけゃけさう きっあょせ しけちうぇかくう-
すっ こぇさすくぬけさう こけ ょけゅけゃぇさはくっ くぇ きうくうきぇかくう けしうゅせさうすっかくう こさぇゅけゃっ 
いぇ 2012 ゅけょうくぇ こけ うおけくけきうつっしおう ょっえくけしすう. ‶さうっすけ ぉっ さってっくうっ: 
ょぇ しっ ういこさぇすう ゃないさぇあっくうっ ょけ きうくうしすなさぇ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ 
こけかうすうおぇ しさっとせ うおけくけきうつっしおう くっけぉけしくけゃぇくうは きけょっか こさう ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくけすけ けこさっょっかはくっ くぇ きうくうきぇかくうすっ けしうゅせさうすっかくう こさぇゅけゃっ いぇ 
けすさぇしかうすっ/ぉさぇくてけゃっすっ, いぇ おけうすけ くはきぇ こけょこうしぇくう しこけさぇいせきっくうは.
‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ぉさぇくてけゃうすっ けさゅぇくういぇちうう おけきっくすうさぇたぇ さっょう-

ちぇ けす うょっうすっ,  こけさけょっくう けす けさゅぇくういうさぇくうは けす ╀〈‶‶ そけさせき  „╀なかゅぇ-
さうは - ╀さぇいうかうは いぇ せしすけえつうゃけ こぇさすくぬけさしすゃけ”.  ╁ くっゅけ せつぇしすゃぇ っかうすなす 
くぇ7-すぇ うおけくけきうおぇ ゃ しゃっすぇ – ぉさぇいうかしおぇすぇ. 

╁ぇしうか 』けぉぇくけゃ

67,5% - いぇ しすさぇくぇすぇ いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.  ] すけいう こけおぇいぇすっか 
けぉかぇしすすぇ くう しっ くぇさっあょぇ くぇ っょくけ けす  こなさゃうすっ きっしすぇ おぇすけ さうしお. 


