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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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╉けせさそ [ますまちかう:

《いけねあす ちかくとしてあてせあてあ ちあいそてあ

〈けすあ ╊うてけすそうあ:
¨すあす すあしさそ, せそ か すそか

′あはそ つけ せみすあすか
いひしえあちつさあ しかさあ さあちてかねせけぬあ?

9-てか せあこ-きかせつさけ うけてあすけせけ け 
すけせかちあしけ
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
╆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
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‶さっょう 50 ゅけょうくう こさっこけ-
さなおうすっ いぇ いょさぇゃけしかけゃくけ 

たさぇくっくっ, おけうすけ ょぇゃぇかう ょうっ-
すけかけいうすっ, ぉうかう っょくぇおゃう う いぇ 
きなあっすっ, う いぇ あっくうすっ. ╄ょゃぇ 
こさっい ゃすけさぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 》》 
ゃっお しこっちうぇかうしすうすっ いぇこけつくぇ-
かう ょぇ ういせつぇゃぇす すぇおぇ くぇさっつっ-
くうすっ ゅっくょっさくう (こけかけゃう) けしけ-
ぉっくけしすう くぇ いょさぇゃうは さぇちうけく. 
╃くっし ゃっつっ しぇ さぇいさぇぉけすっくう 

けしけぉっくう こさっこけさなおう いぇ あっくう-
すっ, おけうすけ うき こけきぇゅぇす ょぇ しなた-
さぇくはす おさぇしけすぇすぇ, ょぇ こさけょなか-
あぇす きかぇょけしすすぇ う ょぇ せおさっこはす 
いょさぇゃっすけ しう.

1. ╁うすぇきうく ┿ っ かうょっさ ゃ しこう-
しなおぇ くぇ くぇえ-くっけぉたけょうきうすっ う 
こけかっいくう いぇ あっくぇすぇ ゃっとっしすゃぇ. 
〈けえ しすうきせかうさぇ ういさぇぉけすゃぇくっ-
すけ くぇ おけかぇゅっく, こさぇゃう おけあぇすぇ 
しすっゅくぇすぇ う っかぇしすうつくぇ, いぇとう-
すぇゃぇ は けす こさっあょっゃさっきっくくけ 
しすぇさっっくっ. ′っくぇこさぇいくけ さっすう-
くけかなす (ょさせゅけすけ くぇいゃぇくうっ くぇ 
すけいう ゃうすぇきうく) ゃかういぇ ゃ しなしすぇ-
ゃぇ くぇ ぇくすうゃないさぇしすけゃうすっ おけい-
きっすうつくう しさっょしすゃぇ. 〈けいう ゃうすぇ-
きうく っ くっけぉたけょうき いぇ ょけぉさけすけ 
いさっくうっ, すなえ おぇすけ せおさっこゃぇ 
けつくうすっ くっさゃう. 〈けえ しっ しなょなさ-
あぇ ゃ きかはおけすけ, つっさくうは ょさけぉ, 
はえつっくうは あなかすなお, いったすうくぇ う 
すゃなさょうすっ しうさっくぇ. ╇いすけつくうお 
くぇ ゃうすぇきうく ┿ しぇ う こかけょけゃっ-
すっ う いっかっくつせちうすっ し つっさゃっく う 
けさぇくあっゃ ちゃはす (きけさおけゃう, つせて-
おう, おぇえしうう, たうこけそぇっ, すうおゃぇ). 
╁ すはた しっ しなょなさあぇ きくけゅけ ぉっすぇ-
おぇさけすうく. ‶けょ ゃないょっえしすうゃっすけ 
くぇ そっさきっくすうすっ すけえ しっ こさっけ-
ぉさぇいせゃぇ ゃ けさゅぇくういきぇ ゃなゃ ゃう-
すぇきうく ┿.

2. ╁うすぇきうくうすっ けす ゅさせこぇ ╁
けしうゅせさはゃぇす くぇ おかっすおうすっ っくっさ-
ゅうは, せおさっこゃぇす くっさゃくぇすぇ しうし-
すっきぇ, こけきぇゅぇす ょぇ しっ ぇょぇこすう-
さぇすっ おなき ゃうしけおうすっ せきしすゃっくう 
う そういうつっしおう くぇすけゃぇさゃぇくうは, 
せつぇしすゃぇす ゃ けぉきっくくうすっ こさけちっ-
しう. 〈っ しっ しなょなさあぇす ゃ ゅけかっきう 
おけかうつっしすゃぇ ゃ さうぉぇすぇ, こなか-
くけいなさくっしすうは たかはぉ, けさったうすっ, 
きかはおけすけ, ぇゃけおぇょけすけ, そせさきう-
すっ. ¨しけぉっくけ ゃぇあっく いぇ あっくぇ-
すぇ っ ゃうすぇきうく ╁9 (そけかうっゃぇすぇ 
おうしっかうくぇ). ‶け ゃさっきっ くぇ ぉさっ-
きっくくけしす すは こけきぇゅぇ くぇ ょっすっすけ 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ こさぇゃうかくけ, ぇ 
くっょけしすうゅなす きせ ゃけょう ょけ ぇくっ-
きうは. ]なょなさあぇ しっ ゃ ぉけぉけゃうすっ 
たさぇくう, つっさくうは ょさけぉ, ぇしこっさ-
あうすっ う しこぇくぇおぇ.

3. ╁うすぇきうく ] しっ ぉけさう ぇお-
すうゃくけ しなし しゃけぉけょくうすっ さぇ-
ょうおぇかう, おけうすけ せしおけさはゃぇす 
しすぇさっっくっすけ, こけきぇゅぇ しさっとせ 
こさけしすせょう, せおさっこゃぇ うきせくうすっ-
すぇ, せょなかあぇゃぇ あうゃけすぇ. ‶さっ-
ょけすゃさぇすはゃぇ いぇぉけかはゃぇくうはすぇ 
くぇ きかっつくぇすぇ あかっいぇ. ╀けゅぇすう 
くぇ ゃうすぇきうく ] しぇ ちうすさせしけゃう-
すっ こかけょけゃっ, おうゃうすけ, おぇしうしなす, 
そせさきうすっ, はゅけょうすっ, はぉなかおうすっ 
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╉うあすあ あちつかせあしぬけ  けえちあにあ せあ てかきさあ つうあていあ てそくけ すか
つかぬ: ¨うあせさあ [そつかうあ そて ′あうそお 1 う „╅ちつかせあし” ╅╉  け ╉ちあ
えあせ [そしかう そて うそおそちそおせけみ ぬかに せあ „╅ちつかせあし” つか つちそおけにあ 
ねちかく おかぬあてあ つけ: 》かてみ け ‶そうねそ.  

ぅあつてしけうそてそ つひいけてけか いか せあ 8-すけ そさてそすうちけ う ちかつてそ
ちあせて „′そちせけぬあ”, あ ぬひちさそうせあてあ うかせねあうさあ う にちあす „』うか
てけ たちそちそさ ¨しけみ”. 

〉あ てひちきかつてうそてそ せあ すしあおそきかせぬけてか 》かてみ /おそつかえあ [そ
つかうあ/ け せあ ‶そうねそ さとすとうあにあ たちけみてかしけてか ╉あせけかしあ [そしかうあ 
け 』てあせけつしあう ╈かせねかう. 

ぁあちそうせあてあ いとしさあ か たそくせあてそ しけぬか くあ さあくあせしひねあせけ, てひこ 
さあてそ ちあいそてけ さあてそ つしときけてかし う [しけかせてつさけみ ぬかせてひち せあ 
„╆け ╆け 』け [かこいひし” う えちあおあ. 

》そくせあて せあ さあくあせしひねあせけ か け つけすたあてけねせけみて すしあおそ
きかせかぬ ‶そうねそ, さそこてそ か つしときけてかし う すあえあくけせ くあ すそいけしかせ 
つそなてとかち.

【あく えそおけせあ いとしさあてあ , つさそちそ はか か しましさあてあ! 
′おちあうか け おひしえあ しまいそう せあ すしあおそてそ つかすかこつてうそ! ¨ そはか 

たそ-くおちあうけ  えひちいそうか せあ はあつてしけうけてか  いあいけ け おみおそうぬけ.
〉あ にあちせそ おあ か! 

 【╅

う きぇゅょぇくけいなす.

4. ╋ぇゅくっいうはす っ くせあっく いぇ 
くけさきぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ くぇ しなさ-
ょっつくけ-しなょけゃぇすぇ しうしすっきぇ, ぇ 
しなとけ う いぇ こさけそうかぇおすうおぇ くぇ 
けしすっけこけさけいぇすぇ. ‶さう ょっそうちうす 
くぇ きぇゅくっいうえ こさう ぉなょっとうすっ 
きぇえおう しっ くぇぉかのょぇゃぇ こさっおぇ-
かっくぇ ゃないぉせょうきけしす, ぉっいしなくうっ, 
こけゃうてっく すけくせし くぇ きぇすおぇすぇ. 

¨しくけゃくう ういすけつくうちう くぇ きぇゅ-
くっいうえ しぇ はょおうすっ, ぉぇくぇくうすっ, 
ぇゃけおぇょけすけ う けさういなす.

5. ╉ぇかちうはす せおさっこゃぇ おけし-
すうすっ, いなぉうすっ, くけおすうすっ,  こさっ-
ょけすゃさぇすはゃぇ けしすっけこけさけいぇすぇ, 
こけょけぉさはゃぇ しなしうさゃぇくっすけ くぇ 
おさなゃすぇ. ‶けきぇゅぇ こさう こけくうあぇ-
ゃぇくっ くぇ すっゅかけすけ う けぉかっおつぇゃぇ 
こさっょきっくしすさせぇかくけすけ しなしすけは-
くうっ. ]なょなさあぇ しっ ゃ きかっつくうすっ 
こさけょせおすう, しうさっくっすけ, さうぉぇすぇ, 
いっかっくつせちうすっ, きっおぇすぇ つぇしす くぇ 
おけおけしぇ.

6. ╁うすぇきうく D. ] くっゅけゃぇ 
こけきけと しすぇゃぇ せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ おぇかちうは ゃ けさゅぇくういきぇ. 〈けえ 
こけきぇゅぇ ゃ ぉけさぉぇすぇ しなし いぇぉけ-
かはゃぇくうはすぇ くぇ おけあぇすぇ, こさっょけ-
すゃさぇすはゃぇ しなさょっつくけ-しなょけゃうすっ 
くっょないう, いぇすかなしすはゃぇくっすけ, けぉ-

かっおつぇゃぇ こさっょきっくしすさせぇかくうは 
しうくょさけき. ]なょなさあぇ しっ ゃ すかなし-
すうすっ ゃうょけゃっ さうぉぇ, さうぉっくけすけ 
きぇしかけ, きけさしおうすっ こさけょせおすう う 
はえつっくうは あなかすなお.

7. ╁うすぇきうく ╄ っ こさっおさぇしっく 
ぇくすうけおしうょぇくす う こけきぇゅぇ いぇ いぇ-
こぇいゃぇくっ ょけぉさけすけ しなしすけはくうっ 
くぇ おけあぇすぇ. ╆ぇぉぇゃは こさけちっしう-
すっ くぇ しすぇさっっくっ ゃ けさゅぇくういきぇ, 
こさっょこぇいゃぇ けす ゃさっょくけすけ ゃない-
ょっえしすゃうっ くぇ せかすさぇゃうけかっすけゃう-
すっ かなつう, しすうきせかうさぇ さぇしすっあぇ 
う けぉくけゃはゃぇくっすけ くぇ おけあくうすっ 
おかっすおう. ‶けかっいっく っ こさう かっ-
つっくうっ くぇ いぇぉけかはゃぇくうはすぇ くぇ 
ゅなさょうすっ, しこけきぇゅぇ いぇ こさっきぇた-
ゃぇくっ くぇ しこぇいきうすっ ゃ おさぇおぇすぇ. 
]なょなさあぇ しっ ゃ さぇしすうすっかくけすけ 
きぇしかけ, こてっくうつくうは いぇさけょうて, 
はょおうすっ う ぇゃけおぇょけすけ.

8. ╅っかはいけすけ っ くっけぉたけょうきけ 
いぇ こさけそうかぇおすうおぇ くぇ ぇくっきうは-
すぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ ぉさっきっくくけしす 

こけすさっぉくけしすすぇ けす くっゅけ くぇさぇ-
しすゃぇ, すなえ おぇすけ しっ せゃっかうつぇゃぇ 
けぉとうはす けぉっき くぇ おさなゃすぇ. ¨し-
くけゃくうすっ こさけょせおすう, ゃ おけうすけ 
しっ しなょなさあぇ, しぇ きっしけ, さうぉぇ, 
ぉけぉけゃう う あうすくう たさぇくう, しせ-
てっくう いぇさいぇかう, しすぇそうょう. ╅っ-
かはいけすけ しっ せしゃけはゃぇ くぇえ-ょけぉさっ 
ゃ しなつっすぇくうっ し ゃうすぇきうく ].

9. 《うすけくせすさうっくすう – こけ-
かっいくう ゃっとっしすゃぇ, しなょなさあぇとう 
しっ ゃ さぇしすうすっかくうすっ こさけょせおすう 
(おぇさけすうくけうょう, こけかうそっくけかう, 
そかぇゃけくけうょう). 〈っ しっ こさけすう-
ゃけこけしすぇゃはす くぇ しゃけぉけょくうすっ 
さぇょうおぇかう, いぇとうすぇゃぇす けす さぇお, 
こさっこはすしすゃぇす けぉさぇいせゃぇくっすけ 
くぇ すさけきぉう う さぇいゃうすうっすけ くぇ 
ぇすっさけしおかっさけいぇ. ′ぇえ-こけかっい-
くうすっ こさけょせおすう, ゃ おけうすけ しっ 
しなょなさあぇす, しぇ ょけきぇすう, ゃう-
てくう, きぇかうくう, おかのおゃぇ, ゅさけい-
ょっ, おうゃう, くはおけう こけょこさぇゃおう, 
くぇこさうきっさ ゃぇくうかうは.

╆ぇ おさぇしけすぇ – ゃうすぇきうく [[

╋くけゅけ ゃぇあっく いぇ あっくうすっ 
っ ゃうすぇきうく [[ (くうおけすうくけゃぇ 
おうしっかうくぇ). 〈けえ けしうゅせさはゃぇ 
っくっさゅうは くぇ おかっすおうすっ, こけょ-
たさぇくゃぇ おけさっくうすっ くぇ おけしぇすぇ, 
せしおけさはゃぇ いぇいょさぇゃはゃぇくっすけ くぇ 
さぇくう う はいゃう, かっおせゃぇ けぉさうゃう, 
こけょけぉさはゃぇ すっくぇ. ┿おけ おけあぇすぇ 
ゃう っ しすぇくぇかぇ ぉかっょぇ う しせたぇ う 
しっ かのとう, けぉけゅぇすっすっ きっくのすけ 
しう し こさけょせおすう, しなょなさあぇとう 
ゃうすぇきうく [[.

╁ぇあくけ! ‶け-つっしすけ はあすっ 
こなかくけいなさくっしす たかはぉ, いなさくっくう 
う ぉけぉけゃう たさぇくう, つっさっく ょさけぉ, 
さうぉぇ, そなしすなちう. 〈っいう こさけ-
ょせおすう しなょなさあぇす ょけしすぇすなつくけ 
おけかうつっしすゃけ くうおけすうくけゃぇ おう-
しっかうくぇ.
¨さゅぇくういきなす うしおぇ ょけぉぇゃ

おう
┿おけ くぇ けさゅぇくういきぇ ゃう くっ 

きせ ょけしすうゅぇす ゃうすぇきうくう, すけえ 
ういこさぇとぇ しうゅくぇか いぇ こけきけと. 

¨ぉなさくっすっ うき ゃくうきぇくうっ! ┿おけ 
つせゃしすゃぇすっ しかぇぉけしす う せきけさぇ, 
しすぇくぇかう しすっ さぇいょさぇいくうすっか-
くう, つっしすけ しっ こさけしすせょはゃぇすっ, 
うきぇすっ けぉうかっく おけしけこぇょ, おけ-
さうゅうさぇえすっ たさぇくっくっすけ しう. ‶け-
つっしすけ おけくしせきうさぇえすっ こかけょけゃっ 
う いっかっくつせちう.

╁ぇあくけ! ╁うすぇきうくくうすっ こさっ-
こぇさぇすう くっ きけゅぇす ょぇ いぇきっくはす 
こなかくけちっくくけすけ たさぇくっくっ.

╁ はぉなかおうすっ うきぇ きくけゅけ ゃう
すぇきうく ], こけかけゃうくぇすぇ けす 
おけえすけ っ ゃ おけさぇすぇ. ╀かぇゅけょぇ-
さっくうっ くぇ しなょなさあぇくうっすけ くぇ 
ちっかせかけいぇ すけいう こかけょ せおさっこゃぇ 
おさなゃけくけしくうすっ しなょけゃっ.

╁うすぇきうくうすっ けす ゅさせこぇ ╁
しぇ くっけぉたけょうきう いぇ いょさぇゃっすけ 
くぇ おけしぇすぇ. ╀っい すはた っ くっゃない-
きけあっく しうくすっいなす くぇ おっさぇすうく, 
けす おけえすけ しっ しなしすけはす おけしきうすっ.

 〈┿

╇きせくういぇちうけくっく こさけすうゃけゅさうこっく おぇぉうくっす さぇぉけすう ゃっつっ 
すさっすぇ しっょきうちぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ っ さぇいおさうす けす [ぇえけくくぇすぇ 

いょさぇゃくぇ うくしこっおちうは /[╆╇/ こけさぇょう こさけはゃっく うくすっさっし けす おぇいぇく-
かなつぇくう おなき  こけしすぇゃはくっすけ くぇ こさけすうゃけゅさうこくう ゃぇおしうくう. 
╇きせくういぇちうけくくうはす おぇぉうくっす しっ くぇきうさぇ くぇ こっすうは っすぇあ ゃ しすぇは 

わ 118 ゃ ╃╉『 «‶けかうおかうくうおぇ» - ╉ぇいぇくかなお う さぇぉけすう しぇきけ ゃなゃ 
ゃすけさくうお う つっすゃなさすなお けす 14 つ. ょけ 17 つ.

36% けす たけさぇすぇ いぇっきぇす ょかなあくけしす, いぇ おけはすけ しっ ういうしおゃぇ 
きくけゅけ こけ-くうしおぇ おゃぇかうそうおぇちうは けす すはたくぇすぇ. 〈けゃぇ しなけぉとう 
〈けきつけ 〈けきけゃ, さなおけゃけょうすっか くぇ ′ぇちうけくぇかくうは ちっくすなさ いぇ けちっく-
おぇ くぇ おけきこっすっくすくけしすうすっ. 
‶さけせつゃぇくっすけ っ くぇこさぇゃっくけ しさっょ 1500 さぇぉけすけょぇすっかう, おけうすけ 

しぇ ぉうかう こけきけかっくう ょぇ けちっくはす おけきこっすっくちううすっ くぇ しかせあうすっかう-
すっ しう しこさはきけ ういゃなさてゃぇくぇすぇ けす すはた さぇぉけすぇ.
“╉ゃぇかうそうおぇちうはすぇ くぇ 30 こさけちっくすぇ けす たけさぇすぇ しなけすゃっすしすゃぇ くぇ 

ょかなあくけしすすぇ う けおけかけ 30 こさけちっくすぇ くっ しなけすゃっすしすゃぇ. ]ぇきけ 30 
こさけちっくすぇ いぇっきぇす ょかなあくけしす, おけはすけ けすゅけゃぇさは くぇ おゃぇかうそうおぇ-
ちうはすぇ うき. ¨しすぇくぇかうすっ うかう くはきぇす せきっくうは, うかう けぉさぇいけゃぇくう-
っすけ っ しないょぇかけ こけ-ゃうしけおけ おゃぇかうそうちうさぇくう おぇょさう ゃ さぇいかうつくう 
ぇおぇょっきうつくう ょうしちうこかうくう, うおけくけきうつっしおう うかう けぉとう ょうしちう-
こかうくう, おけうすけ くはきぇす こさうかけあっくうっ ゃ さっぇかくぇすぇ こさぇおすうおぇ. ╇ 
たけさぇすぇ し ゃうしけおけ けぉさぇいけゃぇくうっ しぇ こさうくせょっくう ょぇ こさうっきぇす くは-
おぇおゃぇ ょかなあくけしす しぇきけ う しぇきけ ょぇ うきぇす さぇぉけすぇ”, おぇいぇ 〈けきけゃ.
『っくすなさなす いぇ けちっくおぇ くぇ おけきこっすっくすくけしすうすっ さぇいさぇぉけすゃぇ 140 

こさけそっしうけくぇかくう しすぇくょぇさすぇ ゃ しっょっき うおけくけきうつっしおう しっおすけ-
さぇ, おけうすけ とっ ぉなょぇす ゅけすけゃう ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ, しなけぉとう 
けとっ 〈けきつけ 〈けきけゃ. ]っおすけさうすっ しぇ きっすぇかせさゅうは, きぇてうくけしすさけ-
っくっ, きっしけこさっさぇぉけすゃぇすっかくぇ こさけきうてかっくけしす, っかっおすさけくうおぇ, 
っかっおすさけすったくうおぇ, きっぉっかくぇ こさけきうてかっくけしす う すせさういなき, おぇすけ 
いぇ 20 けす おかのつけゃうすっ ょっえくけしすう ゃ すはた とっ ぉなょぇす ういさぇぉけすっくう 

╆かく つそぬけそしそえけねかつさけ たちそとねうあせけみ たちかおつさあくうあせかてそ せあ けくいそちけてか か すあ-
せけたとしあぬけみ. 【かくけ たちかおけくいそちせけ おせけ と さあくあせしひねあせけせあ - たそ たかこさけ, さちひねすけ 
け たしそはあおけ, つか くあおあうあ つあすそ かおけせ うひたちそつ, たちけ てそうあ - せかたちあうけしせそ くあおあおかせ:

[╅╋¨ 〈¨, [《‶ ぅ╊ 
』》╊ぁ╊]¨ ¨′╆《『¨【╊?

╆ぇぉっかっあっすっ, すせお くっ しっ 
こうすぇ: ”╉けえ っ くぇえ-しこけしけぉ-

くうはす ょぇ せこさぇゃかはゃぇ けぉとっしす-
ゃっくうすっ くう ょっかぇ おぇすけ ゅさぇあ-
ょぇくう?”, こうすぇ しっ: ”╉けえ とっ 
しこっつっかう?”, し こけょすっおしす: „╉けえ 
っ そぇゃけさうすなす, つっ う ぇい ょぇ しっ 
けさうっくすうさぇき こさぇゃうかくけ”. ╆ぇ-
かけあっくけすけ, おぇすけ けしくけゃくけ こさぇ-
ゃけ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, こさぇゃけすけ 
くぇ ゅかぇし – う, しなゅかぇしくけ しゃっ-
すけゃくうすっ う っゃさけこっえしおう おけく-
ゃっくちうう いぇ ‶さぇゃぇすぇ くぇ つけゃっ-
おぇ, おぇすけ すさぇくしきうしうは けす すはた, 
ゃしっけぉとけ ういぉうさぇすっかくけ こさぇゃけ, 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, こなお う ゃ ╀なかゅぇ-
さうは, しっ ういさぇあょぇ, ぉっい ょぇ しっ 
けしないくぇゃぇ, つっ けすゅけゃけさなす くぇ 
ゃなこさけしぇ: ”╉けえ とっ しこっつっかう”, 
いぇゃうしう けす ゃしっおう っょうく けす くぇし, 
ぇ くっ けす すけゃぇ - おぇおゃけ きうしかはす 
ょさせゅうすっ. ‶さぇゃけすけ くぇ ういぉけさ, 
こけ こさうくちうこ, っ さっぇかういぇちうは 
くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ, おぇすけ ]ゃけぉけ-
ょぇすぇ ょぇ ういぉうさぇて. ¨つっゃうょくけ, 
きくけゅけ ぉなかゅぇさう ゃしっ けとっ つぇおぇす 
ょさせゅ ょぇ うき おぇあっ おぇおゃけ ょぇ うい-
ぉっさぇす, こけ しすぇさ さっそかっおし, けす 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ╀╉‶ くう おぇい-
ゃぇてっ おけゅけ ょぇ ういぉっさっき う くうっ 
ゅけ ういぉうさぇたきっ し 99.9 %. ぅしくけ 
っ, つっ くっ ゃしうつおう しぇ つっかう [せしけ 
う ]ぇさすさ, こなお う くっ っ くせあくけ, 

きぇおぇさ ょぇ しっ せつう ゃ しさっょくけすけ 
せつうかうとっ, くけ けしすぇゃぇ くっはしくけ, 
いぇとけ ぉなかゅぇさうくなす こさけょなかあぇ-
ゃぇ ょぇ しっ けすおぇいゃぇ しぇき ょぇ こさぇ-
ゃう うくそけさきうさぇく ういぉけさ, ぇ つぇおぇ 
くはおけえ ょさせゅ ょぇ きせ おぇあっ - すけいう 
ょさせゅ っ くはおけえ きっしすっく こけかうすうお, 
し おけゅけすけ しう こうって おぇそっすけ うかう 
くはおけえ こぇさすうっく ぇおすうゃうしす けす 
おゃぇさすぇかぇ, おけえすけ うきぇ いぇょぇつぇ 
ょぇ ぇゅうすうさぇ くっいぇぉっかっあうきけ... 
〈けいう くはおけえ, けす おけゅけすけ くぇ こなすは 
しっ けつぇおゃぇ ょぇ っ しこっちうぇかうしす こけ 
しけちうけかけゅうは, けしゃっく くぇさけつ-
くけ すさなゅくぇか こけ こなすは こさうおさうす 
こぇさすうっく ぇおすうゃうしす, し ちっか ょぇ 
ぇゅうすうさぇ, きけあっ ょぇ ぉなょっ う あせさ-
くぇかうしす. ′っ ょぇえ, ╀けあっ, すけいう 
あせさくぇかうしす, ょぇ しっ ういあうゃはゃぇ 
おぇすけ きっしすっく ゃしっいくぇえおけ う すぇおぇ 
すさなゅゃぇす きぇくうこせかぇちううすっ... ′け 
すけゃぇ っ ょさせゅぇ すっきぇ... ╇しすうくぇすぇ 
っ, つっ ゃ ╉ぇいぇくかなお くっ しっ こさぇゃはす 
こさけそっしうけくぇかくう しけちうけかけゅう-
つっしおう こさけせつゃぇくうは, おけうすけ ょぇ 
けさうっくすうさぇす けぉとっしすゃけすけ. ′っ, 
つっ しけちうけかけいうすっ くっ しっ こさけょぇ-
ゃぇす くぇ こぇさすうう, くけ ゃしっ こぇお... 
¨す せたけ くぇ せたけ しっ さぇいくぇしはす 
しぇきけ こさけせつゃぇくうはすぇ くぇ しぇきうすっ 
こぇさすうえくう とぇぉけゃっ, おけうすけ, っし-
すっしすゃっくけ, しぇ こさうしすさぇしすくう, いぇ-
すけゃぇ くっ きけあっ ょぇ うき しっ ゃはさゃぇ 
くぇ 100 こさけちっくすぇ. ╉ぇおすけ う くっ 
きけあっ ょぇ しっ ゃはさゃぇ くぇ „こさっょ-
しおぇいぇくうはすぇ” くぇ おぇおゃうすけ う ょぇ 
ぉうかけ きっしすくう きっょうう, おけうすけ っえ 
すぇおぇ, けす ゃないょせたぇ, こさけゅくけいう-
さぇす ういぉけさくうは さっいせかすぇす.
‶けくっあっ ′ぅ╋┿  さっぇかくう  しけ-

ちうけかけゅうつっしおう こさけせつゃぇくうは, „5 
きうくせすう” しっ けぉなさくぇ おなき さっいせか-
すぇすうすっ, きぇおぇさ う さっいせかすぇすう けす 
きうくぇかう ういぉけさう. 〈っ, ゃしっ こぇお, 
しぇ こけおぇいぇすっかくう いぇ くぇゅかぇしうすっ 
くぇ きっしすくぇすぇ けぉとくけしす, こけゃっつっ 
けす うくそけさきぇちうはすぇ すうこ
„╄ょくぇ あっくぇ きう おぇいぇ”.

ょけこなかくうすっかくう こさけそうかう くぇ 
おけきこっすっくすくけしすうすっ. “╁しうつおう 
すっいう ういうしおゃぇくうは とっ ぉなょぇす 
ゃおかのつっくう ゃ こさけそっしうけくぇか-
くけすけ しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ う 
つぇしす けす ょうしちうこかうくうすっ ゃなゃ 
ゃうしてうすっ せつっぉくう いぇゃっょっくうは”, 
ょけこなかくう っおしこっさすなす.
“╁しっおう さぇぉけすけょぇすっか しぇき しう 

こさっちっくはゃぇ, くうっ ょぇゃぇきっ しすぇく-
ょぇさすうすっ, くけ すっ くっ しぇ いぇょなか-
あうすっかくう. 〈っ, しかっょ おぇすけ ゅう 
さぇいさぇぉけすはす, しぇきうすっ さぇぉけすけ-
ょぇすっかう ゃ しっおすけさぇ いぇっょくけ し 
おけくしせかすぇくすう とっ しう ゅう こさう-
っきぇす いぇ ゃけょっとう う いくぇつうきう 
いぇ すはた. ′け いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ 
くぇ くぇし くう しっ うしおぇ すっいう しすぇく-
ょぇさすう ょぇ ぉなょぇす ゃいっすう こけょ 
ゃくうきぇくうっ, おけゅぇすけ すっ そけさきう-
さぇす しゃけうすっ せつっぉくう こかぇくけゃっ う 
こさけゅさぇきう, すけいう しすぇくょぇさす とっ 
ぉなょっ うくすっゅさうさぇく し っゃさけこっえ-
しおう こさけそっしうけくぇかくう しすぇくょぇさ-
すう, し っゃさけこっえしおう ういうしおゃぇくうは 
いぇ いくぇくうは う せきっくうは ゃ けこさっ-
ょっかっくう ょかなあくけしすう. ╇ くぇ すぇいう 
けしくけゃぇ つけゃっお, こさうょけぉうか う 
ょけおぇいぇか すっいう いくぇくうは う せきっ-
くうは う けちっくっく ゃ ╀なかゅぇさうは, 
とっ きけあっ ょぇ さぇぉけすう う ゃ ょさせゅぇ 
しすさぇくぇ, ぉっい ょぇ きうくぇゃぇ くぇくけ-
ゃけ こさっい ゃしうつおうすっ しうしすっきう いぇ 
ょけおぇいゃぇくっ くぇ いくぇくうは う せきっ-
くうは”, おぇいぇ 〈けきつけ 〈けきけゃ.
‶け ょせきうすっ きせ, こけ すけいう くぇ-

つうく とっ しっ くぇこさぇゃはす しすなこおう 
いぇ さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきぇ し 
さぇいきうくぇゃぇくっすけ くぇ おゃぇかうそう-
おぇちうはすぇ くぇ おぇょさうすっ う くせあょう-
すっ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ.

〈┿,
こけ きぇすっさうぇかう くぇ ╃ぇさうお くのい

╇きせくういぇちううすっ ゃ くっゅけ しっ うい-
ゃなさてゃぇす しなし いぇおせこっくぇ こさっょ-
ゃぇさうすっかくけ ゃぇおしうくぇ けす ゅさぇあ-
ょぇくうすっ, ぇ こけしすぇゃはくっすけ くぇ 
ゃぇおしうくぇすぇ  っ ぉっいこかぇすくけ.
╅っかぇっとうすっ ょぇ こけかいゃぇす せし-

かせゅうすっ くぇ おぇぉうくっすぇ, おぇおすけ う 
いぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは, きけ-
ゅぇす ょぇ しっ けぉぇあょぇす くぇ すっかっ-
そけく 042/ 60-24-68.
╁ くぇつぇかけすけ くぇ っしっくくけ-いうき-

くうは しっいけく すぇいう ゅけょうくぇ っこう-
ょっきうけかけいう う かうつくう かっおぇさう 
ぇかぇさきうさぇたぇ, つっ すさう ゅさうこくう 
とぇきぇ  しっ けつぇおゃぇす すぇいう いうきぇ - 
╀さうしぉっえく, ‶なさす う ╉ぇかうそけさ-
くうは - こぇくょっきうつくうはす ゃうさせし, 
おけえすけ ちうさおせかうさぇ ゃ しゃっすぇ けす 
ょゃっ ゅけょうくう. ╇ すさうすっ とぇきぇ しぇ 
ゃおかのつっくう ゃ こさけすうゃけゅさうこくう-
すっ ゃぇおしうくう すぇいう ゅけょうくぇ. ‶け 
ょせきうすっ くぇ ╋うさぇ ╉けあせたぇさけ-
ゃぇ, くぇちうけくぇかっく おけくしせかすぇくす 
こけ っこうょっきうけかけゅうは, ょけぉさぇすぇ 
たうゅうっくぇ う うきせくういぇちうはすぇ しぇ 
くぇえ-ょけぉさぇすぇ う しうゅせさくぇ こさけ-
そうかぇおすうおぇ くぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ. 

ごÑó ó çó¢
╋せいっえ - ゅぇかっさうは - ╉ぇいぇくかなお
‶けしすけはくくう のぉうかっえくう っおしこけいうちうう:
くせきういきぇすうおぇ, くぇおうすう, うくすっさっしくう ぇさすっそぇおすう

╃╉ „┿さしっくぇか”
27 けおすけきゃさう, つっすゃなさすなお, 19.00 つぇしぇ 
„╀さぇつくぇすぇ うかのいうは”,
ぉかはしおぇゃぇ おけきっょうは けす ╄さうお ┿しせし
ゃ さけかうすっ: ╄かっくぇ ‶っすさけゃぇ,
╋ぇさうせし ╃けくおうく う ╁ぇかっくすうく 〈ぇくっゃ
╀うかっすう: くぇ おぇしぇすぇ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか” 
いぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは:
0888 67 95 76 う 0878 26 36 37

╂さぇょしおぇ たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは - ╉ぇいぇくかなお
╇いかけあぉぇ くぇ ╁かぇょうきうさ ╉けくょぇさっゃ けす 』うさこぇく

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ: 

21-ゃう けおすけきゃさう, こっすなお, 19.00 つぇしぇ

¨こっさっく すっぇすなさ
„[うゅけかっすけ” – しこっおすぇおなか くぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ けこっさぇ
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しかっょ こけしかっょくぇすぇ こせぉかうおぇ-
ちうは いぇ くっは う ぉかういけ ゃっお けす 
いぇさけょうかぇすぇ しっ うょっは くぇ おぇこ. 
′うおけかけゃ う こさけういすっおかうすっ けす 
すけゃぇ しなぉうすうは.
╆ぇゃなさてうか せしこってくけ ╁けっく-

くけすけ せつうかうとっ こさっい 1915 
ゅ., 》さうしすけ ′うおけかけゃ, ゃっつっ 
おぇすけ けそうちっさ けす ╀なかゅぇさ-
しおぇすぇ ぇさきうは, こけあっかぇゃぇ ょぇ 
ぉなょっ くぇいくぇつっく くぇ しかせあぉぇ ゃ 
さけょくうは きせ ゅさぇょ ]ぇきけおけゃ – 

ゃ 22-さう ‶ったけすっく こけかお. 〈ぇき 
ゅけ いぇゃぇさゃぇ きけぉうかういぇちうはすぇ 
くぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-
くぇ う いぇきうくぇゃぇ くぇ そさけくすぇ 
くぇえ-くぇこさっょ おぇすけ ゃいゃけょっく, 
ぇ こけ-おなしくけ う おぇすけ さけすっく 
おけきぇくょうさ, ゃ 54-すう ‶ったけすっく 
こけかお. ╀けえくうすっ ょっえしすゃうは う 
おさぇすおうすっ おせさしけゃっ こけ おぇさ-
すっつくけ ょっかけ きせ ょぇゃぇす ゃない-
きけあくけしすすぇ ょぇ しっ いぇこけいくぇっ 
こけ-けぉしすけえくけ し せしすさけえしすゃけ-
すけ う ょっえしすゃうっすけ くぇ くはおけかおけ 
ゃうょぇ おぇさすっつくうちう – ゅっさきぇく-
しおうすっ „【ゃぇさちかけいっ” う „╋ぇお-
しうき”, そさっくしおうすっ „》けつおうし”, 
„‶のすけ” う „]っくす ╄すうっく”, 
ぇくゅかうえしおうすっ „╁うおっさし” う 
„╉けかす” う ょさ. ′はおけう けす すっいう 
おぇさすっつくうちう しぇ さぇいゅかっあょぇ-
くう こけょさけぉくけ しかっょ こけこぇょぇ-
くっすけ うき ゃ こかっく こけ ゃさっきっ くぇ 
ゃけっくくうすっ ょっえしすゃうは. 〈けゅぇゃぇ 
しっ せしすぇくけゃはゃぇす う こさっょうき-
しすゃぇすぇ う くっょけしすぇすなちうすっ うき 
う せ おぇこ. ′うおけかけゃ くぇいさはゃぇ 
うょっはすぇ ょぇ しないょぇょっ しかっょ 
ゃけえくぇすぇ くけゃぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
おぇさすっつくうちぇ し けこさけしすっくけ 
せしすさけえしすゃけ, くけ う くぇょっあょ-
くぇ, いぇ ょぇ くっ しっ こさっゃさなとぇ ゃ 
„くっこけすさっぉくけ あっかはいけ”. 〈ぇおぇ 
けこさっょっかは きかぇょうはす ぉなかゅぇさ-
しおう けそうちっさ おぇさすっつくうちう-
すっ, おけうすけ ょぇゃぇす いぇしっつおう, 
う さってぇゃぇ, つっ くぇすさせこぇくうはす 
けこうす, こけいくぇくうはすぇ う すったくう-
つっしおぇすぇ きせ こけょゅけすけゃおぇ とっ 
きせ ぉなょぇす ゃ せしかせゅぇ こさう さっ-
ぇかういうさぇくっすけ くぇ すぇいう  うょっは.
¨す 1919 ょけ 1922 ゅ. おぇこ. 

′うおけかけゃ こけかぇゅぇ しっさうけいくう 
せしうかうは いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
ゅさせぉ きけょっか くぇ おぇさすっつくう-
ちぇすぇ, ういさぇぉけすゃぇえおう しぇき 
くはおけう けす ょっすぇえかうすっ え – 
ょっえくけしす, けこさっょっかはくぇ おぇすけ 
せくういうすっかくぇ すけゅぇゃぇ いぇ っょうく 
けそうちっさ. 〈けゃぇ こけさぇあょぇ う 
こけょうゅさぇゃぇすっかくけすけ けすくけ-
てっくうっ おなき くっゅけ, おぇおすけ くぇ 
くはおけう けす おけかっゅうすっ きせ, すぇおぇ 
う ょうさっおすくけ くぇ おけきぇくょうさぇ 
くぇ こけかおぇ. ′っ しすうゅぇ かうこしぇすぇ 
くぇ おぇおゃぇすけ う ょぇ ぉうかけ きけ-
さぇかくぇ こけょおさっこぇ, くけ さぇぉけ-
すぇすぇ ゃなさゃはかぇ くぇ きけきっくすう 

ょけしすぇ すさせょくけ う こさけぉかっきくけ 
– ゃしっ こぇお 》さうしすけ ′うおけかけゃ くっ 
っ うきぇか しこっちうぇかくぇ うくあっくっさ-
くけ-すったくうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ, ぇ 
しぇきけ けくけゃぇ, おけっすけ っ せしゃけうか 
ゃなゃ ╁けっくくけすけ せつうかうとっ う くぇ-
せつうか ゃ おせさしけゃっすっ う くぇ そさけく-
すぇ. ╆ぇすけゃぇ う こけさぇょう かうこしぇ 
くぇ すけつくう つっさすっあう, くはおけう けす 
ょっすぇえかうすっ くっ きけあっかけ ょぇ しっ 
ういさぇぉけすはす ょけしすぇすなつくけ こさっ-
ちういくけ. 〈けゃぇ, けぉぇつっ, くっ しさうゃぇ 
っくすせしうぇいきぇ きせ う こさっい 1923 
ゅ., いぇゃかぇょはく くぇこなかくけ けす うょっ-
はすぇ しう, ′うおけかけゃ ゃいっきぇ くっ-
こかぇすっく けすこせしお う しっ こけしゃっとぇ-
ゃぇ ういちはかけ くぇ ょけさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ きけょっかぇ. ‶けょおさっこっく すけいう 
こなす こけくっ けす すなしすぇ しう, すけえ 
ゃいっきぇ 35 000 かゃ. いぇっき, こけ-
さなつゃぇ ういさぇぉけすおぇすぇ くぇ いぇすゃけさ 
ゃ ]けそうえしおうは ぇさすうかっさうえしおう 
ぇさしっくぇか, ょけさぇぉけすゃぇ けしすぇ-
くぇかうすっ つぇしすう う こさうおかのつゃぇ 
ゅさせぉうは きけょっか くぇ おぇさすっつくう-
ちぇすぇ. ‶け すけいう きけょっか ゃっつっ 
きけあっかけ ょぇ ぉなょっ ういさぇぉけすっくぇ 
ょっえしすゃぇとぇ ぉけえくぇ かっおぇ おぇさ-
すっつくうちぇ. ╆ぇ ょぇ しっ けしなとっしすゃう 
すけゃぇ, ぉうかけ くっけぉたけょうきけ ゃっつっ 
こさっちういくけすけ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ 
ゃしうつおう ょっすぇえかう う すけ けす すけつくけ 
けこさっょっかっくう きぇすっさうぇかう. 〈なえ 
おぇすけ すけゃぇ すけゅぇゃぇ きけあっかけ ょぇ 
しっ くぇこさぇゃう しぇきけ ゃ ]けそうえ-
しおうは ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか, 
′うおけかけゃ こさぇゃう しなけすゃっすくうすっ 
こけしすなこおう. ′ぇいくぇつっくぇすぇ おけ-
きうしうは けす ぇさすうかっさうえしおう うく-
あっくっさう う すったくうちう こさっちっくは-
ゃぇす, つっ くぇうしすうくぇ こけ ゅさせぉうは 
きけょっか きけあっ ょぇ ぉなょっ „ういそぇ-
ぉさうおせゃぇくぇ” くけゃぇ おぇさすっつくうちぇ 
う ゅけ おけきぇくょうさけゃぇす ゃ ]けそうは 

ょぇ しなぉかのょぇゃぇ う おけくすさけかうさぇ 
さぇぉけすぇすぇ. 
╆ぇ こけさっょっく こなす おぇこ. ′うおけ-

かけゃ しっ しぉかなしおゃぇ し つけゃっておぇ-
すぇ いぇゃうしす, くっくぇゃうしす う ょけさう 
こけょきけかくけ こさけすうゃけょっえしすゃうっ. 
╇ おけかおけすけ う こぇさぇょけおしぇかくけ 
ょぇ ういゅかっあょぇ, くぇえ-けすはゃかっく 
くっゅけゃ こさけすうゃくうお ぉうか しぇきう-
はす くぇつぇかくうお すけゅぇゃぇ くぇ ┿さ-
しっくぇかぇ こけかおけゃくうお ]すけっくつっゃ. 
‶けょおさっこっく っょうくしすゃっくけ けす 
けぉうおくけゃっくうすっ さぇぉけすくうちう, 
おけうすけ ういさぇぉけすゃぇかう ょっすぇえ-
かうすっ, う, こさっけょけかはゃぇえおう くっ-

すうつくう けさなあうは. ‶けしかっょゃぇ う 
けとっ っょくけ さってっくうっ – おけく-
しすさせおすうゃくぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは 
う しぇきうはす けぉさぇいっち くぇ おぇさすっつ-
くうちぇすぇ ょぇ ぉなょぇす こさっょぇょっくう ゃ 
╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ. 
‶け-すけつくけ ゃ けしすぇくぇかうは ]けそうえ-
しおう おかけく, しかっょ こさっきっしすゃぇくっ-
すけ くぇ そぇぉさうおぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
′ぇさっあょぇくっすけ いぇ ういこかぇとぇくっ 
くぇ くぇゅさぇょくぇすぇ しせきぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ ょぇょっくけ けす うくしこっおすけさぇ 
くぇ ぇさすうかっさうはすぇ. 〈ぇおけゃぇ くぇ-
さっあょぇくっ くっ こけしかっょゃぇ, ぇ うく-
しこっおすけさなす, おけえすけ っ すさはぉゃぇかけ 
ょぇ ゅけ ょぇょっ, しっ おぇいゃぇ… こけかお. 
]すけっくつっゃ. 〈ぇいう しせきぇ っ すさはぉ-
ゃぇかけ ょぇ こけおさうっ さぇいたけょうすっ けす 
かうつくう しさっょしすゃぇ, くぇこさぇゃっくう 
くぇこなかくけ しないくぇすっかくけ  けす おぇこ. 
′うおけかけゃ, こけ ういさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ けぉさぇいっちぇ, ぇ こけ-おなしくけ う いぇ 
ういこかぇとぇくっすけ くぇ すぇおしう いぇ うい-
ょぇょっくうすっ きせ こぇすっくすう ゃ くはおけか-
おけ っゃさけこっえしおう ょなさあぇゃう.
〈けつくけ ゃ すぇいう ゃさないおぇ, しこけ-

さっょ ぇさたうゃくう ょけおせきっくすう, ちう-
すうさぇくう けす うくあ. 〈ぇくっゃ, かうつくけ 
こさう おぇこうすぇくぇ こさうしすうゅぇ こさっょ-
しすぇゃうすっか くぇ ‶ぇすっくすくけすけ ゃっ-
ょけきしすゃけ ゃ ┿くゅかうは う すけ し おけく-
おさっすくう, きくけゅけ しなぉかぇいくうすっかくう 
こさっょかけあっくうは. ]さっとせ くはおけか-
おけ きうかうけくぇ かっゃぇ う 20% けす 
しすけえくけしすすぇ くぇ こなさゃぇすぇ こさけ-
ういゃっょっくぇ こぇさすうょぇ, おぇさすっつ-
くうちぇすぇ ょぇ ぉなょっ ゃなゃっょっくぇ くぇ 
ゃなけさなあっくうっ ゃ ぇくゅかうえしおぇすぇ 
ぇさきうは. ]ぇきけ いぇ ょっく すけいう つけ-
ゃっお っ きけあっかけ ょぇ しっ こさっゃなさくっ 
ゃ きうかうけくっさ う ょぇ ょけぉうっ しゃっ-
すけゃくぇ ういゃっしすくけしす しなし しゃけっすけ 
ういけぉさっすっくうっ, いぇとけすけ すぇき くは-
おなょっ, ゃ っょくぇ つせあょぇ いぇ くっゅけ 

ょなさあぇゃぇ, しぇ けちっくうかう こさっ-
ょうきしすゃぇすぇ う ゃないきけあくけしすうすっ 
くぇ ういけぉさっすっくうっすけ きせ. ╇しおぇかう 
しぇ ょぇ けちっくはす う ゃないくぇゅさぇょはす 
ょぇさぉぇすぇ う すさせょぇ きせ – おぇおすけ 
ぉう ぉうかけ さっょくけ ょぇ ぉなょっ. ╃なか-
ぉけおけすけ こぇすさうけすうつくけ つせゃしすゃけ 
う うしおさっくぇすぇ くぇょっあょぇ, つっ おぇさ-
すっつくうちぇすぇ きせ とっ ぉなょっ ゃなゃっ-
ょっくぇ くぇ ゃなけさなあっくうっ くっ ょさせ-
ゅぇょっ, ぇ ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは, 
しぇ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ おぇすっゅけさうつ-
くうは けすおぇい くぇ おぇこ. ′うおけかけゃ. 

╉けちかさてそちひて せあ ╉そすあ せあ さとしてとちあてあ „╅ちつかせあし“, にそちかそえちあなひて ｠ちけつてそ 』てそみせそう:
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╃させゅけゅけ さってっくうは くっ ぉにかけ

〈けゃぇ っ いぇゅかぇゃうっ くぇ しすぇすうはすぇ 
くぇ しなゃっすしおうは あせさくぇかうしす ╇ゅけさ 
』せすおけ, こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ しなゃっす-
しおけすけ しこうしぇくうっ „〈ったくうおぇ きけかけ-
ょっあう” こさっい 1978 ゅ.
′はおけかおけ ゅけょうくう こけ-おなしくけ, 

こさっい 1985 ゅ., ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ 
しこうしぇくうっ „╇いけぉさっすぇすっかしすゃけ う 
さぇちうけくぇかういぇすけさしすゃけ” っ こけきっし-
すっくぇ しすぇすうは くぇ うくあ. ╂っけさゅう 〈ぇ-

くっゃ, けいぇゅかぇゃっくぇ „〈させょくうはす こなす 
くぇ っょくけ ういけぉさっすっくうっ”.
╇ ょゃっすっ しすぇすうう しぇ こけしゃっすっ-

くう くぇ ぉなかゅぇさしおうは しないょぇすっか くぇ 
かっおぇ おぇさすっつくうちぇ おぇこ. 》さうしすけ 
′うおけかけゃ, おけはすけ っ ぉうかぇ ぉっい ぇくぇ-
かけゅ, こぇすっくすけゃぇくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
┿くゅかうは, ╂っさきぇくうは, 《さぇくちうは, 
╀っかゅうは, 【ゃっえちぇさうは う 』ったけ-
しかけゃぇおうは し こぇすっくすくう くけきっさぇ 
けす 20.10.1927 ゅ.  う くぇ おぇすっ-
ゅけさうつくうは きせ けすおぇい ょぇ こさうっきっ 
ゅけかはきぇ しせきぇ こぇさう, いぇ ょぇ ょぇょっ 
しなゅかぇしうっすけ しう おぇさすっつくうちぇすぇ ょぇ 
ぉなょっ ゃなゃっょっくぇ くぇ ゃなけさなあっくうっ 
ゃ ぇくゅかうえしおぇすぇ ぇさきうは. ¨とっ こけ-
ゃっつっ, つっ ゃ ょなさあぇゃう おぇすけ ┿くゅかうは 
う ╂っさきぇくうは うしおぇくうはすぇ いぇ すぇおう-
ゃぇ こぇすっくすう しっ こけょかぇゅぇす くぇ こけょ-
さけぉくぇ う こなかくぇ っおしこっさすういぇ. ‶さう 
すぇおうゃぇ っおしこっさすういう しっ しすうゅぇ ょけ  
いぇおかのつっくうっすけ, つっ おぇさすっつくうちぇ-
すぇ, ういけぉさっすっくぇ けす ぉなかゅぇさうくぇ 
おぇこうすぇく 》さうしすけ ′うおけかけゃ, っ し 
せしすさけえしすゃけ う おぇつっしすゃぇ, おけうすけ 
すけゅぇゃぇ くっ しぇ ぉうかう ういゃっしすくう ゃ 
ょさせゅぇ ょなさあぇゃぇ.
╃け しないょぇゃぇくっすけ くぇ すぇいう おぇさ-

すっつくうちぇ くっえくうはす しないょぇすっか うい-
ゃなさゃはゃぇ ょなかなゅ う すさせょっく こなす, くぇ 
きけきっくすう – ょけさう せくういうすっかっく いぇ 
くっゅけ. ┿ いぇ ょなさあぇゃぇすぇ すけゅぇゃぇ う 
けさゅぇくうすっ, けす おけうすけ っ いぇゃうしっかけ 
ぉなょっとっすけ え – ぉっいけつかうゃけ, ぉっい-
しさぇきくけ う ぉっいけすゅけゃけさくけ けすくけてっ-
くうっ. ╋けあっ ぉう いぇ くはおけう おゃぇかう-
そうおぇちうはすぇ とっ こさけいゃせつう すゃなさょっ 
ゅさせぉけ, くけ… こけ-しおけさけ うしすけさうはすぇ 
ゅけ っ こさっちっくうかぇ すぇおぇ.
╁ うしすけさうつっしおぇすぇ っおしこけいうちうは 

くぇ „┿さしっくぇか” うきぇ しくうきおぇ くぇ 
おぇこ. 》さうしすけ ′うおけかけゃ う くぇ うい-
けぉさっすっくぇすぇ けす くっゅけ かっおぇ おぇさ-
すっつくうちぇ. [っょけき し すはた しすけはす 
そけすけおけこうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは, 
つったけしかけゃぇておうは う ぇくゅかうえしおうは 
こぇすっくす. ╆くぇった, つっ うきぇ くっとけ こけ-
けしけぉっくけ ゃ すぇいう うしすけさうは し こぇ-
すっくすけゃぇくけ ういけぉさっすっくうっ, おけっすけ 
ゃこけしかっょしすゃうっ けしすぇゃぇ ぉっい さぇい-
ゃうすうっ, くけ しかっょ おぇすけ しっ こけさけゃうた 
ゃ うしすけさうつっしおうすっ きぇすっさうぇかう, 
けしすぇくぇた きくけゅけ せつせょっくぇ うかう こけ-
しおけさけ ういせきっくぇ. 〈けゃぇ こさけゃけおう-
さぇ さってっくうっすけ きう すぇいう うしすけさうは 
けすくけゃけ ょぇ しすぇくっ こせぉかうつくけ ょけし-
すけはくうっ – こけゃっつっ けす 25 ゅけょうくう 

ゅぇすうゃくけすけ けすくけてっくうっ, こさっい 
1927 ゅ. おぇこ. ′うおけかけゃ せしこはゃぇ 
ょぇ ょけさぇぉけすう っおしこっさうきっくすぇか-
くうは きけょっか くぇ くけゃぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
かっおぇ おぇさすっつくうちぇ. 
╃させゅけ さってっくうっ いぇ くっゅけ 

くはきぇ.
′ぇいくぇつっくぇすぇ おけきうしうは  けす 

╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ, 
しかっょ こさけゃっょっくうすっ ういこうすぇくうは, 
ょぇゃぇ こけかけあうすっかくぇ けちっくおぇ う 
いぇこうしゃぇ ゃ こさけすけおけかうすっ しう くは-
おけう こさっこけさなおう こけ おけくしすさせお-
すうゃくうすっ さってっくうは. ]かっょゃぇ 
こけさっょくうはす しぉかなしなお し こけかおけ-
ゃくうお ]すけっくつっゃ. ]かっょ おぇすけ うい-
さぇぉけすゃぇくっすけ くぇ きけょっかぇ ゃっつっ 
ぉうかけ そぇおす, ょけおせきっくすうさぇく ゃ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ, 
くぇつぇかくうおなす くぇ すけゅぇゃぇてくうは 
┿さしっくぇか こさっょこさうっきぇ しかっょ-
ゃぇとぇすぇ ぇすぇおぇ おなき ういけぉさっすぇ-
すっかは. ╁ こけゃっつっすけ しかせつぇう うい-
けぉさっすっくうはすぇ くけしはす うきっすけ くぇ 
しないょぇすっかは しう. ‶け すぇいう かけゅうおぇ 
おぇさすっつくうちぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
くぇさうつぇ „╉ぇこうすぇく ′うおけかけゃ”. 
′ぇしすけはゃぇくっすけ くぇ こけかお. ]すけ-
っくつっゃ, けぉぇつっ, っ すは ょぇ くけしう 
うくうちうぇかうすっ くっ しぇきけ くぇ ′うおけ-
かけゃ, くけ う くぇ くっゅけ う けとっ っょうく 
けそうちっさ – くっゅけゃけ こさけすっあっ, 
ぉっい ょぇ うきぇす おぇおなゃすけ う ょぇ っ 
こさうくけし. 》さうしすけ ′うおけかけゃ けす-
おぇいゃぇ ょぇ しっ こけょつうくう う… ょさせ-
ゅけ さってっくうっ いぇ くっゅけ けすくけゃけ 
くはきぇ.  
[ぇぉけすぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ. 

]かっょゃぇす くけゃけ さぇいゅかっあょぇくっ 
けす ゃけっくくぇ おけきうしうは, くけゃう うい-
こうすぇくうは, くけゃう こさっこけさなおう う 
けすくけゃけ さぇぉけすぇ.
]かっょ こけしかっょゃぇかうすっ ういこう-

すぇくうは こさっい 1929 ゅ. ┿さすう-

かっさうえしおぇすぇ うくしこっおちうは おなき 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ 
ゃいっきぇ さってっくうっ おぇこ. ′うおけかけゃ 
ょぇ ぉなょっ くぇゅさぇょっく しなし しせきぇすぇ 
けす 500 000 かっゃぇ. [ってっくうっすけ 
こさけういすうつぇ けす くぇこさぇゃっくうすっ 
おけくしすぇすぇちうう けす こけしかっょくうすっ 
ういこうすぇくうは, おけゅぇすけ しこっちう-
ぇかくぇすぇ おけきうしうは こさっちっくはゃぇ 
くけゃけすけ ういょっかうっ ゃ ょっすぇえかう う 
けぉさなとぇ けしけぉっくけ ゃくうきぇくうっ くぇ 
いぇすゃけさくうは きったぇくういなき. ]こっ-
ちうぇかうしすうすっ しぇ くぇ きくっくうっ, 
つっ すぇおなゃ いぇすゃけさ くっ っ こけいくぇす 
ょけさう ゃ くぇえ-くけゃうすっ ぇゃすけきぇ-

‶ぇすっくすう くぇ さぇいかうつくう っいうちう いぇ こさういくぇゃぇくっすけ くぇ おぇさすっつくう-
ちぇすぇ くぇ 》さ. ]こぇしけゃ いぇ ういけぉさっすっくうっ

┿さたうゃ: きせいっえ „┿さしっくぇか“

》さうしすけ ]すけはくけゃ – っょくけ けす いくぇおけゃうすっ うきっくぇ くぇ „┿さしっくぇか”. ̈ す 1974-すぇ すぇ ょけ ょくっし. ‶けっか 
けす ′うおけかぇ [ぇつっゃ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 《けかおかけさっく ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”, 》さうしすけ ]すけはくけゃ 

っ くっゅけゃ ょけしすけっく こさうっきくうお. ′っとけ こけゃっつっ – し ゃっとぇすぇ さなおぇ くぇ うしすうくしおうは こさけそっしうけくぇかうしす, 
し 》さうしすけ ]すけはくけゃ すぇくちぬけさうすっ くぇ „┿さしっくぇか” ゃっつっ しぇ きぇさおぇ くっ しぇきけ いぇ ぉかはしなおぇ, ぉけゅぇすしすゃけ-
すけ けす いゃせちう, ぉぇゅさう う おさぇしけすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ, くけ う いぇ こさうはすっかしすゃけすけ – きっあょせ 
╀なかゅぇさうは う ょぇかっつくぇすぇ ]すさぇくぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ – ぅこけくうは. ╃うさっおすけさ くぇ ╃けきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか” う たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか くぇ ぇくしぇきぉなかぇ, ]すけはくけゃ っ ょけしすぇすなつくけ 
こけこせかはさっく う ゃ ╉ぇいぇくかなお, う くぇ ょさせゅう きっしすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, うきぇ すっしくう かうつくう う こさけそっしうけくぇか-
くう はこけくしおう おけくすぇおすう... ′け くっ けぉうつぇ いぇ すけゃぇ ょぇ しっ ゅけゃけさう こさっおぇかっくけ. 

┿おけ しすっ つせかう, ぇ しうゅせさくけ 
っ すぇおぇ, 》さうしすけ ]すけはくけゃ ょぇ 
おぇいゃぇ, つっ くう っ くせあっく こけゃっ
つっ こさけそっしうけくぇかういなき ゃ おせか
すせさくうすっ しなぉうすうは, おけうすけ しっ 
しかせつゃぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお, すけゃぇ しぇ
きけつせゃしすゃうっ けす くっゅけゃぇ しすさぇ
くぇ っ ぇぉしけかのすくけ けこさぇゃょぇくけ. 
╆ぇゃなさてうか っょうくしすゃっくけすけ 
しこっちうぇかういうさぇくけ せつうかうとっ ゃ 
こさけそっしうはすぇ -  ╃なさあぇゃくけすけ 
たけさっけゅさぇそしおけ せつうかうとっ, こけ
しかっ - ╇くしすうすせすぇ いぇ きせいうおぇか
くう う たけさっけゅさぇそしおう おぇょさう ゃ 
]けそうは, けとっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
おぇさうっさぇすぇ しう, 》さうしすけ ]すけ
はくけゃ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ すさせこぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは ゃ „╇ゅけさ ╋け
うしっっゃ” ゃ ╋けしおゃぇ う こけ-おなし
くけ こさうょけぉうゃぇ しこっちうぇかくけしす 
„╋っくうょあきなくす ゃ おせかすせさぇすぇ”.
╆くぇお いぇ くっゅけゃうは こさけそっしうけ

くぇかういなき っ ょなさあぇゃくけすけ さぇい
こさっょっかっくうっ ゃ っょうく けす くぇえ-
っかうすくうすっ さけょくう ぇくしぇきぉかう.

]すけはくけゃ しっ けすおぇいゃぇ けす 
ぇくしぇきぉなか  „‶うさうく”, いぇ ょぇ 
ょけえょっ ゃ „┿さしっくぇか”  

╁ ╉ぇいぇくかなお ゅけ こさうゃかうつぇ 
┿くゅっか ‶けこけゃ, くけ こなさゃけくぇ
つぇかくぇすぇ うょっは いぇ くっゅけゃぇすぇ 
さぇぉけすぇ くぇ ゅさぇょしおけ くうゃけ けす
こぇょぇ う すぇおぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ 
けすうゃぇ ゃ けしくけゃぇくうは けとっ こさっい 
1947-きぇ ゅけょうくぇ 《けかおかけさっく 
ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さしっくぇか”, すけ
ゅぇゃぇ しぇきけょっえくぇ そけさきぇちうは. 
╀ぇえ ╉けかぬけ こけょぇゃぇ さなおぇ くぇ 
きかぇょうは たけさっけゅさぇそ, おけえすけ ゅけ 
いぇきっしすゃぇ しかっょ けすすっゅかはくっすけ 
きせ. ╃け ょくっし. ]すけすうちう おけく
ちっさすう, そっしすうゃぇかくう せつぇしすうは 
う すぇくちけゃう ういはゃう ぉっかっあぇす 
すゃけさつっしおうは こなす くぇ ぇくしぇき
ぉなかぇ, おけえすけ こさなゃ こさけおぇさぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ こなすっおぇ おなき 
ぅこけくうは, し おけはすけ ╂さぇょなす くぇ 
さけいうすっ ゃっつっ うきぇ すさぇえくう 
おせかすせさくう おけくすぇおすう. ]ぇきけ 
こさっょう ぉさけっくう ょくう ぇくしぇきぉな
かなす しっ いぇゃなさくぇ けす 11-すけすけ 
しう せつぇしすうっ ゃなゃ そっしすうゃぇかぇ ゃ 
╋けくぇおぇすぇ, し けぉかぇしすっく ゅさぇょ 
《せおけけおぇ.  ╆ぇ こさなゃ こなす くぇ
てうすっ すぇくちぬけさう ゅぇしすさけかうさぇす 
すぇき こさっい 2000-すぇ ゅけょうくぇ, 
ぇ ゃさないおうすっ し ぅこけくうは ょぇすう
さぇす ょゃっ ゅけょうくう こさっょう すけゃぇ, 

おけゅぇすけ けそうちうぇかくぇ ょっかっゅぇ
ちうは けす ╉ぇいぇくかなお こけしっすう ょぇ
かっつくぇすぇ しすさぇくぇ. ╁さないおぇすぇ 
きっあょせ ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇ
とけすけ しかなくちっ  し ╉ぇいぇくかなお っ 
せしすぇくけゃっくぇ し おぇすっゅけさうつくぇすぇ 
こけょおさっこぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, さぇいおぇいゃぇ 
》さうしすけ ]すけはくけゃ.

┿くしぇきぉなか „┿さしっくぇか” っ 
しなけさゅぇくういぇすけさ くぇ そっしすう
ゃぇかぇ ゃ ╋けくぇおぇすぇ

╁しはおぇ ゅけょうくぇ 》さうしすけ ]すけは
くけゃ けすくぇしは ょけ ぅこけくうは ぇさしっ

くぇかしおう しすぇすせっすおう う ゅさぇきけすう 
いぇ せつぇしすくうちうすっ. 《っしすうゃぇ
かなす, おなょっすけ おぇいぇくかなておうすっ 
すぇくちぬけさう しぇ かのぉうきちう けす 11 
ゅけょうくう, っ けす ういおかのつうすっかくけ 
くうゃけ, けぉはしくはゃぇ たけさっけゅさぇ
そなす.  ′ぇてうすっ すぇくちぬけさう うゅ
さぇはす こさっょ ゃうしけおけすけ こさっょしすぇ
ゃうすっかしすゃけ くぇ ょゃっすっ ょなさあぇゃう,  
ゅけしす っ しぇきうはす こけしかぇくうお くぇ 
[っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ぅこけ
くうは, うょゃぇす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃなくてくう
すっ さぇぉけすう, はこけくしおう こけしかぇくう
ちう せ くぇし.
╃うこかけきぇすうつっしおけすけ せゃぇあっ

くうっ けぉぇつっ くっ っ っょうくしすゃっ
くうはす いくぇお いぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ 
そっしすうゃぇかぇ. ¨さゅぇくういぇちうはすぇ 
う ういこなかくっくうはすぇ くぇ せつぇし
すくうちうすっ, さぇょけしすくうすっ う こさけ
ょなかあうすっかくう ぇこかけょうしきっくすう 
いぇ すぇくちぬけさうすっ けす „┿さしっくぇか”, 
おけうすけ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ さぇいすなさし
ゃぇす こせぉかうおぇすぇ し せくうおぇかくうすっ 
ぉなかゅぇさしおう さうすきう, しぇ くっ こけ-

きぇかおけ いくぇつうきう しうきゃけかう くぇ 
ゃさないおぇすぇ きっあょせ ょゃぇすぇ くぇ
さけょぇ, きっあょせ ょゃっすっ しすさぇくう. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ 

ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか” 
すさけゅくぇ ぅこけくうは しなし しこっ
ちうぇかくぇ こっしっく いぇ きなおぇすぇ 
くぇ たけさぇすぇ しかっょ おぇすぇしすさけ
そぇかくけすけ いっきっすさっしっくうっ

こっしっくすぇ っ ういこなかくっくぇ くぇ 
はこけくしおう う っ しこっちうぇかくけ くぇ
こうしぇくぇ う おけきこけいうさぇくぇ けす 
つかっくけゃっ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ こさっ
ょう ゅぇしすさけかぇ, こさっゃっょっくぇ っ 

くぇ はこけくしおう けす こさうはすっかう くぇ 
たけさっけゅさぇそぇ う さなおけゃけょうすっか  
》さうしすけ ]すけはくけゃ. ╁ すっおしすぇ 
くぇ こっしっくすぇ しっ ういさぇいはゃぇ  うし
おさっくぇすぇ しなこさうつぇしすくけしす くぇ 
おぇいぇくかなつぇくう おなき すさぇゅっょうは
すぇ, しこけかっすはかぇ ぅこけくうは こさっょう 
くはおけかおけ きっしっちぇ. ╇ すけいう あっしす 
くぇ こさうはすっかしおけ しなつせゃしすゃうっ 
けしすぇゃぇ すさぇえくけ ゃ しなさちぇすぇ くぇ 
たけさぇすぇ けす  こせぉかうおぇすぇ, おけう
すけ しかせてぇす しなし しなかいう くぇ けつう. 
„′ぇうしすうくぇ たうかはょう こけしっとぇ
ゃぇす おけくちっさすうすっ くぇ ぇくしぇきぉなか 
„┿さしっくぇか”, こせぉかうおぇすぇ けしすぇ
ゃぇ けこうはくっくぇ けす くぇてっくしおうすっ 
さうすきう, ちゃっすけゃっ う こかぇしすうおぇ”,  
おぇいゃぇ しかっょ すぇいゅけょうてくけすけ こけ
しっとっくうっ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2011 
– ]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ, こさうょさせ
あうかぇ すぇくちぬけさうすっ ゃ ゅぇしすさけ
かぇ うき. ‶け すさぇょうちうは 『ぇさうちぇ 
[けいぇ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ こなすせゃぇ いぇ 
ぅこけくうは ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ ぇくしぇき
ぉなかぇ.

]すけすうちう おぇいぇくかなておう 
ょっちぇ しぇ ゃっつっ すさぇえくう こさう
はすっかう くぇ ぅこけくうは

′はおけう けす すぇくちぬけさうすっ しぇ 
こなすせゃぇかう ょけ ]すさぇくぇすぇ くぇ 
ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ きくけ
ゅけおさぇすくけ う しっ つせゃしすゃぇす すぇき 
おぇすけ せ ょけきぇ しう.
〉つぇしすうはすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは しなとけ 

くっ しぇ きぇかおけ – ぇくしぇきぉなかなす 
けぉぇつっ うゅさぇっ しぇきけ ゃ くぇえ-
こさっしすうあくうすっ そっしすうゃぇかう 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, ╀せさゅぇし 
う ╁ぇさくぇ, いぇとけすけ  ゃっつっ うきぇ 
きくけゅけ そけかおかけさくう こさけはゃう, くっ 
ゃしうつおう しぇ けす ゃうしけおけ こさけそっ
しうけくぇかくけ くうゃけ, ゃ さっょうちぇ けす 
すはた うきぇ こさけしすけ おけきっさしうぇかう
いなき, けぉはしくはゃぇ 》さうしすけ ]すけは
くけゃ. ]っさうけいっく ぇくゅぇあうきっくす 
ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか” うきぇ おなき 
╋っあょせくぇさけょくうは そっしすうゃぇか ゃ 
‶さうきけさしおけ, おなょっすけ っ しなけさゅぇ
くういぇすけさ けす 2008-きぇ ゅけょうくぇ 
くぇしぇき. 〉つぇしすゃぇす ょっちぇ けす  [せ
しうは, ╋ぇおっょけくうは, ╀なかゅぇさうは う 
╂なさちうは. 〈ぇき „┿さしっくぇか” しなとけ 
ゃさなつゃぇ しゃけう くぇゅさぇょう – しすぇ
すせっすおう けす うきっすけ くぇ ╃けきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ.

》さうしすけ ]すけはくけゃ っ う ょう
さっおすけさ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか”

′っ ゅけ おけきっくすうさぇ, くけ っ うしすう
くぇ, つっ いぇしかせゅぇすぇ いぇ けすかうつくけ
すけ おぇつっしすゃけ う けさゅぇくういぇちうは 
くぇ ゃしうつおう こさけはゃう くぇ しちっくぇ
すぇ う ゃ おぇきっさくぇすぇ いぇかぇ っ くっ
ゅけゃぇ いぇしかせゅぇ. ╁しっおう おぇいぇく
かなつぇくうく いくぇっ ぉっいせこさっつくうは 
さっょ ゃ ょけきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ, 
くぇかけあっく こさけそっしうけくぇかくけ けす 
》さうしすけ ]すけはくけゃ こさう しすさけゅう 
こさぇゃうかぇ, おけうすけ ゃしっおう しこぇい

ゃぇ. ′っ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ う 
いぇすけゃぇ  しちっくうつくう う きせいうおぇか
くう ぇさすうしすう けす ちはかぇ ╀なかゅぇさうは 
こけいくぇゃぇす ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ 
„┿さしっくぇか” おぇすけ くぇえ-ょけぉさぇすぇ 
しちっくぇ しかっょ すぇいう くぇ ′╃╉. ╇ 
すけゃぇ くっ っ ういきうしかうちぇ. ‶けょ
ょさなあおぇすぇ, こさけそっしうけくぇかうい
きなす くぇ しちっくうつくうは う けぉしかせあ
ゃぇと こっさしけくぇか, おぇつっしすゃぇすぇ 
くぇ しなけさなあっくうはすぇ う けすかうつ
くぇすぇ いぇかぇ しぇ こさっょうきしすゃぇ, し 
おけうすけ ゃしっおう ゅさぇょ ぉう しっ ゅけさ
ょはか.
]たっきぇすぇ いぇ そせくおちうけくうさぇ

くっすけ くぇ すけいう ょけき くぇ おせかすせ
さぇすぇ, おなょっすけ くっ しぇきけ ぇさしっ
くぇかちう こけしさっとぇす かのぉうきうすっ 
しう ういこなかくうすっかう, っ うくすっさっし
くけ けさゅぇくういうさぇくぇ こけ うょっは くぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃. ¨しうゅせさはゃぇす しっ けす ょさせ
あっしすゃけすけ しぇきけ いぇこかぇすうすっ 
う くはおけう すっおせとう さぇいたけょう, 
おぇおすけ う ゅけかっきうすっ  うくゃっしすう
ちうう, くけ ちはかけしすくぇすぇ すっおせとぇ 

こけょょさなあおぇ しっ けしうゅせさはゃぇ けす 
しけぉしすゃっくうすっ こさうたけょう こさう 
けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ しなぉうすうは う 
くぇっきう けす しけぉしすゃっくけしすすぇ.
》さうしすけ ]すけはくけゃ ゃないくぇきっ

さはゃぇ いぇくぇこさっょ ╃╉ „┿さしっくぇか” 
ょぇ いぇさぇぉけすう けとっ こけ-きぇとぇぉ
くけ おぇすけ おせかすせさっく ちっくすなさ し 
きくけあっしすゃけ う さぇいくけけぉさぇいくう 
こさけはゃう う ゅぇしすさけかう けす ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ う つせあぉうくぇ.
‶け こけょけぉっく くぇつうく しっ そう

くぇくしうさぇ う しぇきうはす そけかおかけ
さっく ぇくしぇきぉなか, おけえすけ けぉっょう
くはゃぇ ょゃぇ おけくちっさすくう しなしすぇゃぇ 
う ょっすしおぇ  ておけかぇ し さなおけゃけょう
すっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ. 32 ょせてう 
こさっょしすぇゃうすっかっく しなしすぇゃ, 5 
けさおっしすさぇくすう くぇ たけくけさぇさ う 
180 ょっちぇ – すけゃぇ っ こなかくうはす 
しこうしなお くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ すぇく
ちぬけさう う きせいうおぇくすう.
[ぇいゃうすうっすけ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ 

こけょこけきぇゅぇす う くっゅけゃうすっ はこけく
しおう こさうはすっかう – し おけしすのきう, 
こけっすぇ しっきっしすさうぇかくぇ すぇおしぇ いぇ 
けぉせつっくうっ くぇ てっしすうきぇ きかぇょっ
あう う ょさせゅう うくうちうぇすうゃう.

╉せかすせさぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
しっ くせあょぇっ けす こさけそっしうけ
くぇかういなき

╆ぇすけゃぇ ]すけはくけゃ っ おぇすっゅけさう
つっく. ╇きっくくけ ゃ すけゃぇ くぇこさぇゃ
かっくうっ すけえ ぉう きけゅなか ょぇ こけ
きけゅくっ くぇ ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう 
けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, 
ゃ おけはすけ つかっくせゃぇ. ′ぇつうくなす 
くぇ けさゅぇくういぇちうは  ゃ ちはかけすけ 
ぇょきうくうしすさうさぇくっ う そせくおちうけ
くうさぇくっ くぇ おせかすせさくうすっ うく
しすうすせちうう う けさゅぇくういぇちうう うきぇ 
くせあょぇ けす こさけきはくぇ, おぇいゃぇ 
》さうしすけ ]すけはくけゃ. 〈けえ くっょけ
せきはゃぇ いぇとけ ょっしっすおうすっ そけさ
きぇちうう ゃ おせかすせさくう うくしすうすせすう, 
つうすぇかうとぇ う けぉさぇいけゃぇくうっ くっ 
しっ ゃおかのつゃぇす ぇおすうゃくけ う ぉっい
ゃないきっいょくけ  ゃ こさぇいくうちうすっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお こさう せしかけゃうっ, つっ ゃ 
ゅけかはきぇすぇ しう つぇしす しっ そうくぇく
しうさぇす けす ぉのょあっすぇ.
╉けかおけすけ ょけ おぇつっしすゃけすけ くぇ 

おせかすせさくうすっ こさけはゃう ゃ すさうすっ 
ゅけかっきう ゅさぇょしおう こさぇいくうおぇ, 
》さうしすけ ]すけはくけゃ しなとけ っ おぇすっ
ゅけさうつっく – ょせた う ぇすきけしそっさぇ 
うきぇす っょうくしすゃっくけ 』せょけきうさけ
ゃうすっ こさぇいくうちう おぇすけ いくぇお いぇ 
ゃうしけおう こけしすうあっくうは ゃ ういおせ
しすゃけすけ. ¨しすぇくぇかうすっ – ‶さぇい
くうおなす くぇ さけいぇすぇ う 〈さぇおうえ
しおうすっ ょくう しかっょゃぇす こけしけおぇ くぇ 
おけきっさしうぇかういぇちうは. 〉つぇしすくう
ちうすっ ゃ すはた, ょけさう けぉとうくしおう 
そけさきぇちうう, すなさしはす こっつぇかぉぇ 
けす せつぇしすうはすぇ しう, ゃきっしすけ おせか
すせさっく こさうくけし ゃ こさぇいくっくしすゃぇ
すぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう. „〈っいう 
ょゃぇ こさぇいくうおぇ いぇゅせぉうたぇ きくけ
ゅけ”, っ おさぇすおうはす おけきっくすぇさ くぇ 
こさけそっしうけくぇかうしすぇ – っょうく けす 
ゃしうつおう けす ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさ
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, おけえすけ しなとけ 
いくぇっ おぇお う けこさっょっかっくけ しう 
すっあう くぇ きはしすけすけ.
╇ すけゃぇ っ ゃうょくけ いぇ ゃしっおう, 

おけえすけ こけくっ ゃっょくなあ っ こけ
つせゃしすゃぇか さぇょけしすくうは さうすなき 
くぇ しなさちっすけ しう, ゃっょくぇゅぇ けとっ 
ゃ きうゅぇ, とけき いぇすさけこぇす くぇ しちっ
くぇすぇ こかぇきすはとうすっ しすなこおう くぇ 
すぇくちぬけさうすっ けす 《けかおかけさっく 
ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか” – こけゃっ
ょっくう おなき ゃうしけすぇすぇ くぇ ょせたぇ し 
ういおせしすゃけすけ くぇ 》さうしすけ ]すけは
くけゃ.

╃うぇくぇ [ぇきくかうっゃぇ

》さうしすけ ]すけはくけゃ し 『ぇさうちぇ [けいぇ 2011

╋けきっくす けす こけしっとっくうっすけ ゃ ぅこけくうは
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╉けせさそ [ますまちかう - おけちかさてそち せあ さそすたしかさつ 1:

《╆¨ぁ╅〈 『╊′】]【╅【〉╅【╅ 『╅╆《【╅
》『《』╇╊【〉¨っ【 〈¨〉¨』【ぇ『: 75 〈]〉. ]╇.
′╅ 】ぁ¨【╊]』[╅ 》『╊[╇╅]¨‒¨[╅を¨っ

｠『《〉¨[╅

》ちけてかつせけてかしせそ か, ねか つかえあ にそちあてあ てひちつみて たあちけ いかく ちあいそてあ
【そこ か さしあつけねかつさけ たちけすかち くあ あちつかせあしつさけ ちひさそうそおけ-

てかし: 》かちなかさぬけそせけつて. ¨くうひちうみし ぬみしあてあ つてひしいけねさあ せあ 
たそつてそうか け さそすたかてかせぬけけ, つ すあしさけ くあうそけ け けくさしまねかせけみ, 
けくうひせ „╅ちつかせあし”. ╇ひくたけてあせけさ せあ 【としつさあてあ たそしけてか-
にせけさあ, つ てそねせそてそ そいちあくそうあせけか - つてちかしさそうそ そちひきけか. 
╋かせかせ か くあ ちとつさけせみ, さそみてそ つひはそ ちあいそてけ う „╅ちつかせあし”, 
けすあ おうか おかぬあ, かおせそてそ そて てみに たそかしそ たそねてけ たそ おけちけてか 
すと. 》そねけうあ つけ せあ さそすたまてひち, ちあいそてせけみて すと  おかせ か すけ-
せけすとす 12 ねあつあ け けくたそうみおうあ なけしそつそなけみてあ せあ たちあえすあ-
てけぬけてか: 〉か たちあうけ けくしけのせけ おうけきかせけみ, くあはそてそ たそ てそくけ 
せあねけせ てちとたあの けくしけのせけ ちあくにそおけ! [あてそ てけたけねせあ たちあ-
えすあてけねせあ ╉かうあ. 》そくけてけうかせ ねそうかさ, さそこてそ せか そいけねあ おあ 
つか てそうあちけ つ せかえあてけうせけ かすそぬけけ. 

╉そてとさ つ たちあうけしあてあ.

╇いおかのつっくうはすぇ: 

‶さけすうゃくけ くぇ こけしすぇ, おけえすけ 
いぇっきぇ, すっかっそけくなす きせ いゃなくう 
くぇ „╁けえくうおなす くぇ しなょぉぇすぇ”. 
╉けかおけすけ う ょぇ っ くぇこさっゅくぇすぇ 
さぇぉけすぇすぇ きせ, くっ こせてう. ‶さけし-
すけ, いぇとけすけ くっ こせてう. ╁な-
こさっおう つっ さなおけゃけょう いぇゃけょ, ゃ 

おけえすけ しっ こさけういゃっあょぇ ゅけかはきぇ 
つぇしす けす ゃけっくくうは ぇさすうおせか くぇ 
„┿さしっくぇか”, すけえ しぇきうはす くっ っ 
くうすけ さうぉけかけゃっち, くうすけ さうぉぇさ. 
╃けさう くはきぇ かうつくけ けさなあうっ, っえ 
すぇおぇ, いぇ こさっしすうあ. ′っ こかぇとぇ 
ょぇくなお „けぉとっしすゃっくけ きくっくうっ”. 
╉けかおけすけ う ょぇ いゃせつう ぉぇくぇかくけ 
- さけきぇくすうお. 》ぇさっしゃぇ さけきぇく-
すうつくぇ かうすっさぇすせさぇ, ]すっくょぇか 
う そぇくすぇしすうおぇすぇ. ╇いつっか っ 
ゃしうつおけ くぇ ┿さすなさ 》っえかう, くけ 
こさういくぇゃぇ, つっ ゃっつっ くはきぇ ゃさっ-
きっ いぇ すけゃぇ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ ぉぇかぇくしうさぇくうは しう たぇさぇお-
すっさ, しこけょっかは あうゃけす し すっきこっ-
さぇきっくすっく こさっょしすぇゃうすっか くぇ 
]おけさこうけくぇ. ′っいぇゃうしうきけ けす 
ゃうしけおうは しう こけしす, くはきぇ かうつ-
くぇ おけかぇ. ╉ぇさぇ しかせあっぉくぇ. ′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 っ けしないくぇか, つっ すさせょくけ 
とっ しぉなょくっ きけきつっておぇすぇ しう 
きっつすぇ - ょぇ おぇさぇ おけかぇ けす 《けさ-
きせかぇ 1. ‶さうつうくぇすぇ - こけさぇし-
くぇか っ こけゃっつおけ けす ょういぇえくぇ くぇ 
おけかぇすぇ. 
[けょっく っ くぇ こぇきっすくぇ ょぇすぇ - う 

こさっょう, う しっゅぇ - 9-すう しっこすっき-
ゃさう 1961 ゅけょうくぇ. ′っ っ おけさっ-
くはお-おぇいぇくかなつぇくうく. [けょっく っ 
ゃ しすぇさけいぇゅけさしおけすけ しっかけ ¨ぉ-
させつうとっ. ′っ っ せつうか ゃ きったぇくけ-
すったくうおせき, ぇ ゃ きぇすっきぇすうつっしおぇ 
ゅうきくぇいうは - ]すぇさけいぇゅけさしおぇすぇ. 
‶けしかっ いぇこうしぇか ゃ 〈ったくうつっ-
しおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]けそうは – 
ょゃうゅぇすっかう し ゃなすさってくけ ゅけさっ-
くっ. ╃けさう おぇいぇさきぇ くっ っ おぇさぇか 
すせお, ぇ ゃ ╉ぇさかけゃけ.  ′ぇ そうくぇかぇ 

え  ゅけ  くぇしすうゅくぇかぇ う こけおぇくぇすぇ 
けす すけゅぇゃぇてくうは ╋╉ „《さうょさうた 
╄くゅっかし” ょぇ しっ けぉせつぇゃぇ ゃ [せ-
しうは. ╇きぇか すさう こさっょかけあっくうは 
- いぇ 》ぇさおけゃ, いぇ ╊っくうくゅさぇょ う 
いぇ 〈せかぇ. ╇いぉさぇか 〈せかぇ. ╆ぇさぇ-
ょう ぉかういけしすすぇ ょけ しなさちっすけ. 
‶さけすうゃくけ くぇ けつぇおゃぇくっすけ いぇ 

ょうさっおすけさ, おけえすけ さっしこっおすうさぇ 
し けしぇくおぇ う きぇくうっさ, すけえ  っ けす 
けくっいう, おけうすけ いくぇはす ゃうちけゃっ 
いぇ ゃしはおぇ しうすせぇちうは う こけゃけょ. 
╇きぇ さっこせすぇちうはすぇ くぇ ょうさっお-
すけさ, けさゅぇくういうさぇか くぇえ-きくけゅけ 
すうえきぉうかょうくゅう いぇ おけかっゅうすっ 
しう - ゅぇさくうさぇくう し こけつっさこおう, 
ゃ おけうすけ しっ ゅけゃけさう きくけゅけ いぇ... 
さぇぉけすぇ.  
¨ぉうつぇす ゅけ. ′っいぇゃうしうきけ けす 

すっあおうは きせ こけくはおけゅぇ くさぇゃ, 
いぇとけすけ っ ぉけかっいくっくけ しこさぇ-
ゃっょかうゃ. ¨ぉはしくはゃぇ すけゃぇ しなし 
いけょうぇおぇかくうは しう いくぇお - ╃っゃぇ, 
おぇおすけ う し たぇさぇおすっさぇ しう: こさぇ-
ゃけ おせきっ, すぇ ゃ けつう. 〈けえ っ けす 
ょうさっおすけさうすっ, おけうすけ くっ しっ 
しさっとぇす し ゃしうつおう くけゃけこけしすなこ-
ゃぇとう くぇ さぇぉけすぇ ゃ おけきこかっおしぇ, 
おけえすけ さなおけゃけょう, くけ いぇょなか-
あうすっかくけ さぇいゅけゃぇさは し ゃしっおう, 
さってうか ょぇ くぇこせしくっ. ‶さうくちうこ, 
おぇいゃぇ うくあっくっさ ╃うくおけ ╉のきの-
さっゃ - ょうさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 
1 う っょくけ けす くけゃうすっ かうちぇ ゃ 
かうしすぇすぇ くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí-
£íÖ¿é¡“. 
‶さういくぇゃぇ, つっ こさうしなしすゃうっすけ 

きせ ゃ すぇいう かうしすぇ う ぇくゅぇあう-
きっくすなす きせ こけ こけかうすうつっしおぇ  
かうくうは しぇ すけかおけゃぇ はゃくう いぇ 
こなさゃう こなす. ′け うきぇ あっかっいくう 
ょけゃけょう ょぇ っ つぇしす けす ゅさせこぇ-
すぇ くぇ たけさぇすぇ し ぉうけゅさぇそうう 
う けこうす. ‶さう すけゃぇ さっしこっおすう-
さぇと: すけえ しぇきうはす こさうすっあぇゃぇ 
う ょゃっすっ, ぇ けす おぇきぉぇくぇさうはすぇ 
くぇ しゃけうすっ しおけさけ くぇゃなさてっくう 
50 ゅけょうくう うきぇ こさっすっくちうはすぇ 

ょぇ きけあっ ょぇ こさっすっゅかは すけつくけ 
くっとぇすぇ. ]つうすぇ, つっ うきっくくけ 
くっゅけゃけすけ こけおけかっくうっ う すけゃぇ 
こさっょう くっゅけ しぇ こけおけかっくうはすぇ, 
おけうすけ しかっょゃぇ ょぇ ょゃうあぇす くっ-
とぇすぇ. ′っ ぉっい いくぇつっくうっ ぉうかぇ 
う こけおぇくぇすぇ ょぇ しっ こさうしなっょう-
くう おなき ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお, ょけてかぇ かうつくけ 
けす ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ. 
„╇きぇた こさっこけょぇゃぇすっか こけ そう-

いうおぇ ゃ せくうゃっさしうすっすぇ, おけえすけ 
おぇいゃぇてっ: くっ っ くぇつうくなす すけいう, 
ぇ うきぇ しう くぇつうく, こけ おけえすけ”. 
〈けゃぇ  ぉっ ゃけょっとうはす きう きけすうゃ 
ょぇ こさうっきぇ こけおぇくぇすぇ, おぇいゃぇ 
しっゅぇ うくあ. ╉のきのさっゃ. 
[ってぇゃぇ ょぇ っ しなこさうつぇしすっく 

おなき しすぇゃぇとけすけ ゃ ゅさぇょぇ, いぇ-
とけすけ くっ きせ っ ゃしっ っょくけ おなょっ 
あうゃっっ う おなょっ とっ あうゃっはす ょっ-
ちぇすぇ きせ. ┿ う いぇとけすけ しっゅぇ しすぇ-
ゃぇ くっとけ, ういゅけょくけ くはおけきせ, くけ 
くっ う ゃ こけかいぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. 
╇ しすぇゃぇ こけ くぇつうく, おけえすけ くっ 
っ こさけそっしうけくぇかっく. ]うゅせさっく 
しなき, つっ うきぇ ょさせゅ くぇつうく, しこけ-
ょっかは ╃うくおけ ╉のきのさっゃ, おけえすけ 
ょけしっゅぇ ゃうくぇゅう っ ぉうか こけ-ょぇ-
かっつ けす こけかうすうおぇすぇ. 

]ぇきうはす すけえ くっ っ けす うくっさす-
くうすっ すうこけゃっ. ]つうすぇ, つっ っ  
すけつくけ すぇき, おなょっすけ すさはぉゃぇ.  
╅うゃっっ すせお う しっゅぇ. ¨ぉうつぇ ょぇ 
こさっきうしかは う こさっすっゅかは ゃしうつ-
おけ. ╇ っ ゃっさっく くぇ かうつくうすっ しう 
しせすさってくう こかぇくぬけさおう. ‶けしかっ 

ゅけ いぇゃなさすぇ ゅけかはきぇすぇ きっか-
くうちぇ, ゃ おけはすけ っあっょくっゃくけ 
しっ ゃなさすう ゃしっおう ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” – けす 7 しせすさうく ょけ 
こけくっ 7 ゃっつっさ: けこっさぇすうゃおう, 
けぉうおけかおう, こかぇくうさぇくっ, さってぇ-
ゃぇくっ くぇ くっけすかけあくう こさけぉかっ-
きう, しさっとう, おけさっしこけくょっくちうは.

‶さけそっしうけくぇかくぇ ゃういうすおぇ: 
 
╆ぇ こなさゃう こなす こさっおさぇつゃぇ 

こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか” ゃっょ-
くぇゅぇ しかっょ ょうこかけきうさぇくっすけ しう 
ゃ 〈せかぇ - こさっい 1987 ゅけょうくぇ. 
╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 

1 おぇすけ おけくしすさせおすけさ ゃ けす-
ょっか „╉けくしすさせおすうゃっく”. ‶けしかっ 
しすぇゃぇ さなおけゃけょうすっか くぇ ╉けく-
しすさせおすうゃくけ-すったくけかけゅうつくうは 
けすょっか. ‶さっい 1992 ゅけょうくぇ 
ゃっつっ っ いぇきっしすくうお-ょうさっおすけさ 
こけ こさけういゃけょしすゃっくうすっ ゃなこさけ-
しう くぇ ╆ぇゃけょ 1, おなょっすけ けしすぇ-
ゃぇ くぇ こけしすぇ ょけ 1999 ゅけょうくぇ. 
′ぇこせしおぇ „┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ さぇ-
ぉけすう ゃ „]せこっさぇぉさぇいうゃ” おぇすけ 
さなおけゃけょうすっか しっおすけさ. 
¨す 2003 ょけ 2009 ゅけょうくぇ っ 

いぇきっしすくうお-ょうさっおすけさ くぇ いぇ-
ゃけょ „╀なかゅぇさうは-╉”. ‶けしかっ, こけ 
こけおぇくぇ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか, いぇ ょぇ こけ-
っきっ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 
1. ]っゅぇ あうゃっっ いぇ さぇぉけすぇ-
すぇ しう. ╇ うきぇ ういおかのつうすっかくけ 
きぇかおけ ゃさっきっ いぇ しっきっえしすゃけ-
すけ しう. ]なこさせゅぇすぇ きせ ╄かっくぇ  
しなとけ っ ぇさしっくぇかおぇ, さぇぉけすう 
おぇすけ おけくしすさせおすけさ ゃ ╀╁[ くぇ 
„┿さしっくぇか”┿╃. 

]っきっえしすゃけすけ: 

╃ゃっ こけさぇしくぇかう ゃっつっ ょっちぇ - 
しうく, しすせょっくす ゃ すさっすう おせさし ゃ 
〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ 
]けそうは, う ょなとっさは, せつっくうつおぇ 
ゃ ‶╋╂ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〉 ょけきぇ しう 
うきぇす ょけきぇてっく かのぉうきっち - いぇ-
っおなす ╀なくう. 

╃うさっおすけさなす ╉のきのさっゃ: 

[ぇぉけすけたけかうお. ╅うゃっっ  ゃ こさけ-
そっしうはすぇ う しっ しすぇさぇっ ょぇ さぇい-
ぉっさっ たけさぇすぇ けおけかけ しっぉっ しう.  
╀けかくけ きせ っ, つっ おぇょさうすっ, おけう-
すけ しっゅぇ こけしすなこゃぇす くぇ さぇぉけすぇ, 

くはきぇす くうとけ けぉとけ し こけょゅけす-
ゃっくうすっ おぇょさう けす こさっょう 15 
ゅけょうくう. ]っさうけいくぇ っ かうこしぇすぇ 
くぇ おぇつっしすゃっくけ こさけそっしうけくぇか-
くけ けぉさぇいけゃぇくうっ う すぇいう かうこしぇ  
ゃしっ こけゃっつっ しっ いぇょなかぉけつぇゃぇ, 
おぇいゃぇ ょうさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 
1 ゃ „┿さしっくぇか”. ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
ぉっょぇ っ, つっ しっゅぇ たけさぇすぇ すなさしはす 
こぇさう ぉっい さぇぉけすぇ う けすおぇいゃぇす 
ょぇ うきぇす すなさこっくうっすけ ょぇ しっ 
くぇせつぇす. ‶さうすっしくはゃぇ きっ そぇ-
おすなす, つっ くぇつぇかくうお-ちったけゃっ-
すっ くう ゃっつっ しぇ ゃ こっくしうけくくぇ 
うかう こさっょこっくしうけくくぇ ゃないさぇしす 
う かうこしゃぇす ちっかう こけおけかっくうは, 
おけうすけ ょぇ ゅう いぇきっしすはす.  ′ぇえ- 
ゅけかっきうはす こさけぉかっき いぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ しぇ おぇょさうすっ. ╁ くっゅけ 
しっゅぇ かうこしゃぇ くぇえ-っそっおすうゃくけ-
すけ  こけおけかっくうっ - くぇ 30- 40 ゅけ-
ょうてくうすっ. 

』けゃっおなす ╃うくおけ: 

┿おけ すさはぉゃぇ ょぇ しう くっとけ, すけ 
すさはぉゃぇ ょぇ っ おぇおゃけすけ すさはぉゃぇ. 
╋ぇくうぇお くぇ すっきぇ „つうしすけすぇ”. 

╁いうしおぇすっかっく おなき たさぇくぇすぇ. 
′うおけゅぇ くっ きせ しすうゅぇ ゃさっきっすけ 
しなし しっきっえしすゃけすけ, いぇとけすけ ゃしっ 
っ きぇかおけ. ¨ぉうつぇ ょぇ こなすせゃぇ. 
′ぇえ-ゅけかはきけすけ きせ あっかぇくうっ っ 
しゃなさいぇくけ し ょっちぇすぇ: ょぇ しっ さっ-
ぇかういうさぇす こけ くぇつうく, こけ おけえ-
すけ すっ うしおぇす. ╇, ぇおけ きけあっ, ょぇ 
くっ くぇこせしおぇす しすさぇくぇすぇ. ╋くけゅけ 
とっ きせ かうこしゃぇす. ]ないくぇゃぇ, つっ 
うしおぇ こけゃっつっ けす すはた, くけ くっ 
きけあっ ょさせゅけはつっ. 〉さけおなす, おけえ-
すけ っ くぇせつうか けす しゃけは ぉぇとぇ: 
╋なかつう しう う くはきぇ ょぇ いぇゅせぉうて! 
¨す  さぇいしすけはくうっすけ くぇ ゅけょうくう-
すっ すゃなさょう, つっ すけゃぇ ゃしっ こぇお 
こけきぇゅぇ...
╀う うしおぇか ゅさぇょなす, ゃ おけえすけ 

あうゃっっ, くぇ すっいう ういぉけさう ょぇ しっ 
しょけぉうっ し おきっす, おけえすけ っ こさっょう 
ゃしうつおけ つっしすっく つけゃっお, おけえすけ 
とっ けぉうつぇ うしおさっくけ ゅさぇょぇ しう. 
╇ ぉう さぇぉけすうか いぇ たけさぇすぇ, ぉっい 
かうつくぇ けぉかぇゅぇ. ¨す こけいうちうはすぇ 

くぇ しゃけうすっ 50 ゅけょうくう っ さぇい-
ぉさぇか, つっ ゃしうつおけ きけあっ ょぇ しっ 
くぇこさぇゃう, いぇとけすけ ゃしうつおけ っ 
つけゃっておぇ くぇこさぇゃぇ. 
╁なこさけしなす っ  ゃ きはさおぇすぇ う あっ-

かぇくうっすけ.
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉┿╊╄′╃┿[
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

21 けおすけきゃさう - ╃っく いぇ しうくょうおぇかくぇ いぇとうすぇ くぇ さぇぉけすくけ
すけ きはしすけ, つっしすゃぇく っ いぇ こなさゃう こなす こさっい 1998 ゅ.
22 けおすけきゃさう -  - ゃ し. ╀さっいけゃけ, ‶かけゃょうゃしおけ, っ さけょっく 

たせょけあくうおなす ╆かぇすの ╀けはょあうっゃ.
23 けおすけきゃさう - ]ゃ. ぇこ. ぅおけゃ, ぉさぇす ╂けしこけょっく. ]こけさっょ くぇ

さけょくけすけ こけゃっさうっ, ぇおけ かうしすぇすぇ くぇ ょなさゃっすぇすぇ こけあなかすはゃぇす くぇえ-
くぇこさっょ けすょけかせ, いうきぇすぇ とっ ょけえょっ さぇくけ, ぇ おけゅぇすけ こけあなかすはゃぇす 
こなさゃけ くぇ ゃなさたぇ - いうきぇすぇ とっ ぉなょっ きっおぇ.
24 けおすけきゃさう - ]ゃ.╀けゅけさけょうちぇ – ╁しった しおけさぉはとうた さぇ

ょけしす; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ¨¨′, けしくけゃぇくぇ こさっい 1945 
ゅ.;  - ╁ 【っそうかょ, ┿くゅかうは, っ しないょぇょっく こなさゃうはす そせすぉけかっく 
おかせぉ;  - 》っくさう 《けさょ ゃなゃっあょぇ ゃ しゃけはすぇ そぇぉさうおぇ さぇゃくけ 
いぇこかぇとぇくっ くぇ すさせょぇ くぇ きなあっすっ う あっくうすっ.
25 けおすけきゃさう -  - ¨す うきっすけ ′ぇさけょくぇ さっこせぉかうおぇ ╀なか

ゅぇさうは っ こさっきぇたくぇすけ „くぇさけょくぇ” う けしすぇゃぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは.
26 けおすけきゃさう - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ.ゃっかうおけきなつっくうお ╃うきうすなさ ╋う

さけすけつっち. ╃うきうすさけゃょっく. ╇きっくくうちう: ╃うきうすなさ - けす ゅさなちおう 
けいくぇつぇゃぇ “こかけょけさけょっく”, ╃うきうすさうくぇ, ╃うきおぇ, ╃うきぇ, ╃さぇゅぇく, 
╃うきけ, ╃うつけ, ╋うすおけ, ╋うすさぇ; ‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ 
しすさけうすっかうすっ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ せつうかうとくうすっ ぉうぉ
かうけすっおう;  – ‶けつうくぇ ういゃっしすくうはす そけすけゅさぇそ-たせょけあくうお けす 
╉ぇいぇくかなお ┿さすうく ┿いうくはく.
27 けおすけきゃさう - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ.きなつっくうお ′っしすけさ. ╁ くぇさけょくぇすぇ 

すさぇょうちうは こさぇいくうおなす っ ]ゃっすう ′うしすけさ うかう ╋うてうくょっく. ′っしすけさ 
けす ゅさなちおう けいくぇつぇゃぇ „きかぇょっあおう”; 1938 - 《うさきぇすぇ “╃のこけく” 
けぉはゃはゃぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ くけゃ しうくすっすうつっく きぇすっさうぇか, おけえすけ こけ
かせつぇゃぇ うきっすけ くぇえかけく.
28 けおすけきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぇくうきぇちうはすぇ; 

 -  ╁ ‶かけゃょうゃ こさけそしなのい “‶けょおさっこぇ” っ けぉはゃっく いぇ ′ぇちうけ
くぇかくぇ そっょっさぇちうは くぇ すさせょぇ;  - 〉きうさぇ けそうちっさしおう おぇく
ょうょぇす ╇ゃぇく ‶ぇすっゃ - せつぇしすくうお ゃ 23 【うこつっくしおう こったけすっく こけかお, 
しおせかこすけさ.
29 けおすけきゃさう - ╃っく くぇ ぉっしぇさぇぉしおうすっ ぉなかゅぇさう;  - 

]ぇきけせぉうゃぇ しっ ‶っえけ ぅゃけさけゃ. ]なょっぉくうすっ さぇいしかっょゃぇくうは う しかせ
たけゃっすっ, つっ すけえ っ せぉうか ╊けさぇ, しかけきはゃぇす ょせたぇ くぇ こけっすぇ う すけえ しっ 
けすさぇゃは しきなさすけくけしくけ.
30 けおすけきゃさう -  - 【けすかぇくょしおうはす うくあっくっさ う ういけぉさっ

すぇすっか ╃あけく ╀っぇさょ ょっきけくしすさうさぇ いぇ こなさゃう こなす すっかっゃういうけくくけ 
こさっょぇゃぇくっ くぇ ょゃうあっとぇ しっ おぇさすうくぇ;  - [けょっく っ ]すぇくつけ 
╉けっゃ, おきっすなす くぇ しすけかっすうっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお.
31 けおすけきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ 』っさくけ きけさっ; 

]ゃっすけゃっく ょっく くぇ しこっしすけゃくけしすすぇ;  - ‶さけそっしけさなす こけ 
すっけかけゅうは ゃなゃ ╁うすっくぉっさゅ ╋ぇさすうく ╊せすっさ いぇおぇつぇ しゃけうすっ 95 すっいう
しぇ しさっとせ こぇこしおうすっ うくょせかゅっくちうう くぇ ゃさぇすぇすぇ くぇ きっしすくぇすぇ ちなさお
ゃぇ - しかけあっくけ っ くぇつぇかけすけ くぇ [っそけさきぇちうはすぇ ゃ ╄ゃさけこぇ;  
- ╃あけく ╃なくかけこ こぇすっくすけゃぇ くぇょせゃぇっきぇすぇ ゅせきぇ いぇ ゃっかけしうこっょ, 
おけはすけ こけ-おなしくけ ゃかういぇ ゃ てうさけおぇ せこけすさっぉぇ ゃ ぇゃすけきけぉうかけしすさけ
っくっすけ.
01 くけっきゃさう - ╃っく くぇ くぇさけょくうすっ ぉせょうすっかう - こさぇいくうお 

くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゃないさけあょっくちう, ょけこさうくっしかう いぇ こさけぉせあょぇくっすけ 
う いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ くぇちうけくぇかくけすけ くう しぇきけしないくぇくうっ; ╃っく くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ あせさくぇかうしすうおぇ; ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ くぇせおぇ 
- こさぇいくせゃぇす ぉなかゅぇさしおうすっ せつっくう.
02 くけっきゃさう -  - ╉けかせきぉ けすおさうゃぇ ‶ぇくぇきぇ. ¨すおさうゃぇ う 

おぇせつせおぇ. ╇しこぇくちうすっ しぇ こけさぇいっくう けす つっさくぇすぇ こけょしおぇつぇとぇ すけこ
おぇ, おけはすけ すせいっきちうすっ ういこけかいゃぇかう いぇ うゅさぇ;  - ¨しくけゃぇく っ 
]なのいなす くぇ ぇさすうしすうすっ, きせいうおぇくすうすっ う すっぇすさぇかくうすっ しかせあっとう ゃ 
╀なかゅぇさうは;  - ‶けかけあっくけ っ くぇつぇかけすけ くぇ けさゅぇくういうさぇく ぉぇし
おっすぉけか ゃ ╉ぇいぇくかなお.
03 くけっきゃさう - ‶さぇいくうお くぇ ╂かぇゃくぇ うくしこっおちうは こけ すさせょぇ. 

‶さっい 1907 ゅ., し せおぇい くぇ おくはい 《っさょうくぇくょ, っ けぉくぇさけょゃぇく ╆ぇおけく 
いぇ うくしこっおすけさぇすぇ こけ すさせょぇ;  - ]なゃっすしおうはす しなのい ういしすさっかゃぇ 
おけしきうつっしおうは おけさぇぉ “]こせすくうお-2” くぇ ぉけさょぇ, くぇ おけえすけ しっ くぇきうさぇ 
おせつっすけ ╊ぇえおぇ – こなさゃけすけ あうゃけ しなとっしすゃけ, ういかっすはかけ ゃ ╉けしきけしぇ.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╁しうつおう すぇおしう, こぇさうつくう こけきけとう, くぇゅさぇょう, こさっきうう う ちっかっゃう しさっょしすゃぇ いぇ さぇぉけすくけ けぉかっお
かけ, けぉゃなさいぇくう し きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, とっ ぉなょぇす けすゃなさいぇくう けす くっは - すけゃぇ さってう 

こさぇゃうすっかしすゃけすけ, おぇすけ けこさっょっかう ゃ しさけお ょけ 1-ゃう くけっきゃさう きうくうしすさうすっ う さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ 
ゃっょけきしすゃぇ う ぉのょあっすくう けさゅぇくういぇちうう ょぇ こけょゅけすゃはす おけくおさっすくうすっ こさっょかけあっくうは いぇ こさけきっくう ゃ 
いぇおけくう, くぇさっょぉう う こさぇゃうかくうちう.
〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ ぉっい いぇゃうしうきけしす けす きうくうきぇかくぇすぇ いぇこかぇすぇ とっ ぉなょぇす こけすさっぉうすっかしおぇすぇ 

すぇおしぇ いぇ こさっゅかっょ こさう かっおぇさ, いぇこかぇとぇくっすけ くぇ つかっくけゃっすっ くぇ さぇいかうつくう おけきうしうう, ょけぉぇゃおぇすぇ 
いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは. ¨ぉゃなさいぇくけしすすぇ し きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ しっ いぇこぇいゃぇ いぇ くはおけう 
こかぇとぇくうは, おけうすけ うきぇす たぇさぇおすっさ くぇ すさせょけゃけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, おぇすけ いぇこかぇすうすっ くぇ つうさぇおせゃぇ
とうすっ かうちぇ こけ こさけゅさぇきうすっ いぇ いぇっすけしす う いぇこかぇすうすっ くぇ こさうっきくうすっ さけょうすっかう.

6 きうかうけくぇ う 400 たうかはょう かっゃぇ いぇ いぇょなかあっくうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお おなき 30-すう のくう すぇいう 
ゅけょうくぇ.

〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす こうしきっくうは けすゅけゃけさ くぇ ゃうちっこさっきうっさぇ う きうくうしすなさ くぇ そうくぇくしうすっ ]うきっけく 
╃はくおけゃ ょけ くぇさけょくうは こさっょしすぇゃうすっか けす ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ.
¨すゅけゃけさなす くぇ きうくうしすなさぇ っ ゃしかっょしすゃうっ くぇ こうすぇくっ くぇ くぇさけょくうは こさっょしすぇゃうすっか. ¨す けそうちうぇか

くうは けすゅけゃけさ くぇ ょっこせすぇすしおけすけ こうすぇくっ しすぇゃぇ はしくけ, つっ けす けぉとうは さぇいきっさ くぇ いぇょなかあっくうはすぇ, 1 
きかく. う 700 たうかはょう かっゃぇ しぇ こさけしさけつっくうすっ, すけっしす ょなかあうきう こけゃっつっ けす 1 ゅけょうくぇ. ¨しすぇくぇかうすっ 
6 きかく. う 100 たうかはょう しっ さぇいこさっょっかはす  すぇおぇ: 300 たうかはょう かっゃぇ しぇ ょなかゅけしさけつくうすっ いぇょなかあっくうは 
う 6 きかく. う 100 たうかはょう かっゃぇ しぇ おさぇすおけしさけつくうすっ いぇょなかあっくうは.

╉ぇいぇくかなておけすけ しっかけ ╉さなく しすぇくぇ ゅさぇょ. 〈けゃぇ しすぇくぇ そぇおす し 
[ってっくうっ くぇ ╋] けす 13-すう けおすけきゃさう. ‶けゃけょ いぇ さってっくうっ

すけ ぉっ いぇはゃっくけすけ あっかぇくうっ くぇ あうすっかうすっ くぇ ╉さなく, ゃくっしっくけ けす 
おきっすぇ くぇ しっかけすけ 〈っきっくせあおぇ ╊のちおぇくけゃぇ, ゃ ¨ぉとうくしおう しなゃっす 
- ╉ぇいぇくかなお. 〈け ぉっ こさうょさせあせくけ う し こけょこうしおぇ けす 783 あうすっかう 
くぇ しっかけすけ. ╃け のくう すぇいう ゅけょうくぇ ぉさけはす くぇ くぇしっかっくうっすけ し こけ
しすけはくっく ぇょさっし ゃ ╉さなく っ ぉうかけ 3561 ょせてう, おけっすけ くぇょゃうてぇゃぇ 
ういうしおゃぇくうは きうくうきせき けす 3500 ょせてう. ╉さなく ぉっ くぇえ-ゅけかはきけすけ 
しっかけ こけ ぉさけえ くぇ あうすっかう ゃ ちはかぇすぇ けぉかぇしす. ╇いゅさぇょっくぇ っ しけ
ちうぇかくぇ う すったくうつっしおぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ - うきぇ せつうかうとっ, ¨╃╆, 

′ぇ こけつうゃおぇ ゃ ╂なさちうは

]なし しっきっえしすゃけすけ - くぇ ちっかう 50

╃け おさぇは くぇ ょっおっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ いぇ けぉしなあょぇくっ ゃ ′ぇさけょ
くけすけ しなぉさぇくうっ とっ ゃかっいっ くけゃ ╆ぇおけく いぇ こさっょせつうかうとくけすけ う 
せつうかうとくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ, おけえすけ ゃっつっ しっ こけょゅけすゃは けす  こさけ
しゃっすくう っおしこっさすう. 〈けゃぇ しなけぉとう ゃ ╉ぇいぇくかなお  ]っさゅっえ ╇ゅくぇすけゃ 

╉そ 2020 えそおけせあ うつけねさけ とちそぬけ そせしあこせ, 100 すけしけそせあ しかうあ くあ けくうひせさしあつせけ おかこせそつてけ
- きうくうしすなさ くぇ けぉさぇいけゃぇくう
っすけ, くぇせおぇすぇ う きかぇょっあすぇ. 
〈けえ ょけえょっ ゃ ゅさぇょぇ いぇ しさっとぇ 
し ょうさっおすけさう う せつうすっかう けす 
けぉとうくしおうすっ せつうかうとぇ.
‶け ゃさっきっ くぇ ょうしおせしうはすぇ 

„╀なかゅぇさしおけすけ せつうかうとっ こさっい 
21 ゃっお”  ゃ ╉ぇいぇくかなお ]っさ
ゅっえ ╇ゅくぇすけゃ うくそけさきうさぇ, つっ 
しすさっきっあなす くぇ っおしこっさすうすっ 
けす ゃっょけきしすゃけすけ っ けぉさぇいけゃぇ
くうっすけ ょぇ ぉなょっ けさうっくすうさぇくけ 
おなき ょっすっすけ, せつっくうおぇ うかう 
しすせょっくすぇ, おぇおすけ う ょぇ しっ しない
ょぇょっ しさっょぇ, ゃ おけはすけ すっ とっ 
うゅさぇはす ぇおすうゃくぇ さけかは. ╃させゅぇ 
こさけきはくぇ, おけはすけ しっ こけょゅけす
ゃは, っ さぇいょっかはくっすけ くぇ ゅうき
くぇいうぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ くぇ 
ょゃぇ っすぇこぇ - こさっょう う しかっょ 10 

おかぇし. 『っかう しっ ゃうしてっすけ せつう
かうとっ ょぇ ぇおさっょうすうさぇ つぇしす けす 
ゅうきくぇいうぇかくうは こっさうけょ, おけっすけ 
とっ せおさっこう ゃさないおぇすぇ きっあ
ょせ しさっょくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ う 
せくうゃっさしうすっすぇ, こけはしくう きう
くうしすなさなす. ╉なき ぉなかゅぇさしおうすっ 
せつうかうとぇ とっ ぉなょっ しないょぇょっく 
けぉとっしすゃっく しなゃっす, おけえすけ とっ 
ぉなょっ くけゃぇ そけさきぇ くぇ けぉとっしす
ゃっく ょけゅけゃけさ, おけはすけ, しこけさっょ 
╇ゅくぇすけゃ, „とっ ゃこさっゅくっ” っくっさ
ゅうはすぇ くぇ さけょうすっかうすっ.
‶け ょせきうすっ きせ, しすさっきっあなす っ 

おなき 2020 ゅけょうくぇ ゃしうつおう せさけ
ちう ゃ せつうかうとっ ょぇ しっ ういかなつゃぇす 
けくかぇえく ゃ さっぇかくけ ゃさっきっ. ‶け 
すけいう くぇつうく, おぇおすけ けすしなしすゃぇ
とうすっ せつっくうちう, すぇおぇ う さけょう
すっかうすっ とっ きけゅぇす ょぇ しぇ ゃ すっつっ

くうっ おぇおゃけ すけつくけ せつぇす  ょっちぇすぇ 
うき, せすけつくう ╇ゅくぇすけゃ. ╆ぇ ちっかすぇ 
しぇ けしうゅせさっくう 75 きかく. かゃ. いぇ 
こけゃうてぇゃぇくっ くぇ おゃぇかうそうおぇ
ちうはすぇ う こさっおゃぇかうそうおぇちうは くぇ 
42 たうかはょう せつうすっかう けす ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ. ╆ぇ しすぇあけゃっ くぇ せつっ
くうちう けす こさけそっしうけくぇかくうすっ 
せつうかうとぇ う しすせょっくすうすっ けす ぉの
ょあっすぇ しぇ いぇょっかっくう 90 きかく. 
かゃ., ぇ ょさせゅう 100 きかく. かゃ. しぇ 
いぇ ういゃなくおかぇしくう ょっえくけしすう.
╋うくうしすなさなす くぇ けぉさぇいけゃぇくう

っすけ, きかぇょっあすぇ う くぇせおぇすぇ くぇ
ゅさぇょう し こさっくけしうき おけきこのすなさ 
〈っけょけしうえ 〈っけょけしうっゃ, ょなか
ゅけゅけょうてっく こさっこけょぇゃぇすっか こけ 
そういうおぇ ゃ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉ
さっておけゃ”, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお. 

           〈┿ 

〈. 〈っけょけしうっゃ こけかせつう かぇこすけこ けす きうくうしすなさ ╇ゅくぇすけゃ

つうすぇかうとっ, こっくしうけくっさしおう おかせぉ.
╆ょさぇゃくけすけ けぉしかせあゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっすけ しっ けしなとっしすゃはゃぇ けす ょゃっ きっょうちうくしおう こさぇおすうおう しなし 

しゃけう っおうこう う しすけきぇすけかけゅ. ′ぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╉さなく そせくおちうけくうさぇす う ょゃぇ ゅけかっきう いぇゃけょぇ - いぇ 
こさけういゃけょしすゃけ う こさけょぇあぉぇ くぇ こさせあうくう う とぇくちけゃう ういょっかうは う いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ しうくすっすう
つっく ょうぇきぇくすっく こさぇた う ょうぇきぇくすっくう うくしすさせきっくすう う けこすうつっしおけ しすなおかけ.

‶け おさぇしうゃ う くっすさぇょうちうけくっく くぇつうく こさっょしすぇゃう くっゃう
ょはかぇすぇ ゃしっ けとっ ぉはか しゃはす しゃけは すさっすぇ しすうたけしぉうさおぇ 

くっゃっさけはすくぇすぇ おぇいぇくかなておぇ こけっすっしぇ ╂っさゅぇくぇ ]せかっゃぇ. 
╋かぇょぇすぇ あっくぇ, おけはすけ けす ゅけょうくう っ ゃ うくゃぇかうょくぇ おけ

かうつおぇ, っ はさなお こさうきっさ いぇ すけゃぇ -  おぇお つけゃっお きけあっ ょぇ 
あうゃっっ こなかくけちっくくけ う ょぇ こさうすっあぇゃぇ ょせた, くっいぇゃうしうきけ 
けす おぇこぇくうすっ くぇ しなょぉぇすぇ. 
]さっょ せゃぇあうかうすっ こさっょこさっきうっさぇすぇ くぇ こけさっょくぇすぇ しすう

たけしぉうさおぇ くぇ ╂っさゅぇくぇ ぉっ う ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか 2000” ┿╃ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ. 〈けえ ょけえょっ くぇ 
ぇさす しなぉうすうっすけ しなし しゃけはすぇ ゅけょっくうちぇ う くっ おさうってっ ゃない
たうとっくうっすけ しう けす しうかくうは ょせた くぇ こけっすっしぇすぇ. 
╂っさゅぇくぇ ]せかっゃぇ っ こさっこけょぇゃぇすっか こけ ぇくゅかうえしおう っいうお 

くぇ つぇしすくぇ こさぇおすうおぇ. ╃けしっゅぇ っ ういょぇかぇ ょゃっ しすうたけしぉうさおう う うきぇ あっかぇくうっ ょぇ ういょぇょっ すさっすぇ. 
╁しっおう, おけえすけ うしおぇ ょぇ こけょおさっこう あっかぇくうっすけ え う ょぇ しぉなょくっ くぇょっあょぇすぇ え, きけあっ ょぇ しすけさう すけゃぇ, 
おぇすけ しっ けぉなさくっ おなき しぇきぇすぇ くっは. 
′けゃぇすぇ しすうたけしぉうさおぇ とっ っ しなし いぇゅかぇゃうっ „‶ぇしこけさす”. ╁しっおう, おけえすけ さってう ょぇ こけょこけきけゅくっ こけは

ゃぇすぇ くぇ „‶ぇしこけさす”, きけあっ ょぇ こけすなさしう ╂っさゅぇくぇ くぇ すっかっそけく 0876 41 15 12 .

13 おぇいぇくかなておう すぇかぇくすかうゃう ょっちぇ しぇ つぇしす けす すぇいゅけょうてくうは おぇすぇかけゅ, ういょぇゃぇく けす そけくょぇ
ちうはすぇ くぇ そせすぉけかうしすぇ ╃うきうすなさ ╀っさぉぇすけゃ.  ╊せおしけいくけすけ ういょぇくうっ  いぇ すさっすぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ 
こさっょしすぇゃは しくうきおう う うくそけさきぇちうは いぇ けょけぉさっくうすっ ょっちぇ, ゃおかのつっくう ゃ こさけっおすぇ „′ぇゅさぇょう いぇ 
せしこっかうすっ ょっちぇ くぇ ╀なかゅぇさうは”.
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‶けさすさっすなす くぇ すぇいう あっくぇ 
くっ ぉうゃぇ ょぇ しかういぇ けす 

┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ ゃ „┿さ
しっくぇか”. ′っ しぇきけ いぇとけすけ っ  
こさっょしすぇゃうすっか くぇ けくぇいう おぇ
すっゅけさうは さぇぉけすくうちう う ぇさしっ
くぇかちう, ぉっい おけうすけ そうさきぇすぇ 
くっ ぉう しなとっしすゃせゃぇかぇ ょけしっゅぇ, 
ぇ いぇとけすけ っ けす けしけぉっくぇすぇ  こけ
さけょぇ うょっぇかうしすう. 〈っいう, ょっすけ 
いぇかせょけ さぇぉけすはす, くけ いぇかせょけ 
くっ しすけはす. ╇ くぇ おけうすけ ゃうくぇゅう 
きけあって ょぇ さぇいつうすぇて. 〈っいう, 
おけうすけ しぇ ゅけすけゃう ゃうくぇゅう ょぇ しぇ 
くぇえ-さうしおけゃけすけ きはしすけ, いぇとけ
すけ „くぇかう ゃしっ こぇお くはおけえ すさはぉ
ゃぇ ょぇ しゃなさてう すぇいう さぇぉけすぇ”.
〈けつくけ し すぇいう そうかけしけそうは う 

し せぉっあょっくうっすけ, つっ っ くせあくぇ 
すぇき, おなょっすけ しぇ は しかけあうかう:  
きなゅかうあぇくおぇすぇ ╋うきぇ ╄ゃすうきけ
ゃぇ こさっおぇさゃぇ こけつすう 19 ゅけょう

くう ゃ っょくけ けす くぇえ-さうしおけゃうすっ 
きっしすぇ いぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”-  
ちった 130 くぇ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅ
かうあ.  [ぇぉけすう っょくぇ けす くぇえ-けす
ゅけゃけさくうすっ さぇぉけすう - きぇてうくっく 
けこっさぇすけさ  こさけういゃけょしすゃけ っおし
こかけいうゃくう ゃっとっしすゃぇ. 
‶さっょう ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ, 

し きっょぇか けす こさけういゃけょしすゃっく 
しすぇくうけか, ╋うきぇ „くぇゃなさすぇ” いぇょ 
ゅなさぉぇ しう けとっ 15 ゅけょうくう さぇ
ぉけすぇ くぇ しなとけすけ きはしすけ - 8 けす 
すはた くぇ ぇこぇさぇすぇ, ょけしぇきう おぇ
ぉうくぇすぇ, ゃ おけはすけ しぇ けこぇしくうすっ 
ゃっとっしすゃぇ う ゃ おけはすけ いぇょなかあう
すっかくけ しっ ゃかういぇ しぇきけ こけ っょうく. 
╋うきぇ いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ ちったぇ 
くぇ 1-ゃう ぇゃゅせしす 1983 ゅけょう
くぇ. ¨す すけゅぇゃぇ ょけしっゅぇ いくぇっ, 
つっ すけゃぇ っ きはしすけすけ, „おなょっすけ っ 
くせあくけ ょぇ しこぇいゃぇて  あっかはいくぇ
すぇ すったくけかけゅうつくぇ ょうしちうこかう
くぇ, こさっょこうしぇくぇ ゃ うくしすさせお
ちううすっ う ょぇ くけしうて ゅかぇゃぇすぇ くぇ 
さぇきっくっすっ しう ゃなゃ ゃしっおう っょうく 
きけきっくす”. ‶けしすなこゃぇ ゃ ちったぇ くぇ 
32 ゅけょうくぇ う しっ こっくしうけくうさぇ 
くぇ 47, いぇ ょぇ しっ ゃなさくっ けすくけ
ゃけ すぇき しかっょ 10 ゅけょうくう. ]っゅぇ, 
けす さぇいしすけはくうっすけ くぇ ゃさっきっすけ 

っ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ ぇおけ っ きけ
あっかぇ ょぇ ういぉうさぇ さぇぉけすぇ しう, 
こぇお すぇき っ とはかぇ ょぇ ぉなょっ, いぇ
とけすけ けす きぇかおぇ けぉうつぇ けさなあう
っすけ. ‶けしかっょくけすけ くはおぇお くっ しっ 
ゃさないゃぇ し  おさったおぇすぇ え そうゅせさぇ, 
くけ ゅけ さぇいぉうさぇて こけ おぇすっゅけ
さうつくけしすすぇ, し おけはすけ ゅけ ういさう

つぇ, こけ くっこけおけかっぉうきけしすすぇ う 
きなあおうは こかぇき ゃ けつうすっ え, とけき 
いぇゅけゃけさう いぇ さぇぉけすぇ. ╊うつう え , 
つっ っ けす ょはかぇく おぇきなお う あうゃけ
すなす え くっ っ ぉうか くうおぇお かっしっく. 
╆ぇ ゃさっきっすけ ゃ ちったぇ しなし しこっ

ちうぇかくけ こさけういゃけょしすゃけ っ ゃう
ょはかぇ う くぇせつうかぇ きくけゅけ. ╇ 
くぇえ-ゃぇあくけすけ: つっ すさはぉゃぇ ょぇ 
さぇぉけすうて, けすょぇょっく くぇ さぇぉけ
すぇ しう, しこけおけっく う けしすぇゃはえおう 
ゅさうあうすっ しう う こさけぉかっきうすっ 
いぇょ こけさすぇかぇ. ╆ぇ こけしかっょくうは 
うくちうょっくす, しすぇくぇか ゃ ちったぇ,  
╋うきぇ こさういくぇゃぇ し ぉけかおぇ, つっ 
ゃしうつおけ っ ぉうかけ くっけつぇおゃぇくけ 
う すゃなさょっ くっかっこけ. „′はきぇき 
かけてけ つせゃしすゃけ いぇ きけきうつっすけ”, 
おぇすっゅけさうつくぇ っ う しこけょっかは, つっ 
し おけかっゅうすっ え しっ きけかはす ゃしっおう 
ょっく ╄かっくぇ ょぇ しっ ゃなさくっ しおけさけ 
こさう しっきっえしすゃけすけ しう う ょぇえ, 
╀けあっ, っょうく ょっく う こさう すはた.  
╁ すぇおうゃぇ  すさせょくう  う すっあおう 

きけきっくすう, くぇ くうおけゅけ くっ っ かっし
くけ, ゃしうつおけ ゅけ こさっあうゃはゃぇきっ,  
ぇ くぇえ-きくけゅけ う しぇきうすっ くう くぇ
つぇかくうちう, おぇいゃぇ ゃっすっさぇくおぇ
すぇ,  ういぉさぇかぇ  しぇきぇ, こけ けぉはゃぇ, 
こさっい 1990 ゅけょうくぇ  さぇぉけすぇすぇ  
くぇ ぇこぇさぇす. ‶けしかっ ぉなさいぇ ょぇ 
ょけぉぇゃう, つっ ょけしっゅぇ ゃ あうゃけすぇ 
っ しかせつゃぇかぇ くぇ くぇつぇかくうちう. ] 
っょくけ くはおけゅぇてくけ ういおかのつっくうっ 
けす てうゃぇておうは え こっさうけょ. 
╁ „┿さしっくぇか” こけきくう こなさゃぇ

すぇ しう くぇしすぇゃくうつおぇ ゃ ╆ぇゃけょ 4 
╃けくおぇ ╋うすっゃぇ けす ′うおけかぇっゃけ. 
╀かぇゅけょぇさくぇ っ いぇ こけょおさっこぇ
すぇ, ょけゃっさうっすけ う おせさぇあぇ くぇ 
しっゅぇてくうすっ しう てっそけゃっ - ╁うけ
かっすぇ ]すぇくっゃぇ う くぇ けすつっすくうつ
おぇすぇ くぇ ちったぇ ╋ぇさうは ╋ぇいくっ
ゃぇ, おけうすけ は おぇくょぇさょうしゃぇす ょぇ 
しっ ゃなさくっ しかっょ 10-ゅけょうてくけ 
こっくしうけくっさしすゃぇくっ. ╉けゅぇすけ え 
おぇいゃぇす: „╁なさくう しっ ょぇ こけきけゅ
くって, うきぇきっ くせあょぇ けす すっぉ.”, 
╋うきぇ いゃなくう くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 4 ′うおけかけゃ う ゅけ こうすぇ 

ょぇかう こさうっきぇ こっくしうけくっさう. 
¨すゅけゃけさなす けすしさっとぇ っ: „′っ 
きっ こうすぇえ, ぇ おぇあう とっ ょけえょって 
かう?” 
╇ ゃっつっ 3 ゅけょうくう う こけかけゃう

くぇ  しすぇゃぇ しせすさうく ゃ 5,30 つぇしぇ, 
いぇ ょぇ きうくっ こけさすぇかぇ くぇ ╆ぇゃけ
ょぇ ゃ 7 つ. 

》ぇさっしゃぇき さぇぉけすぇすぇ しう, いぇ
とけすけ きっ おぇさぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇき 
くせあくぇ, こけかっいくぇ, けすゅけゃけさっく 
つけゃっお, こさういくぇゃぇ ╋うきぇ ╄ゃ
すうきけゃぇ う けぉはしくはゃぇ すけゃぇ し 
かっゃうすっ しう せぉっあょっくうは, ゃない
こうすぇくうっすけ ゃ しっきっえしすゃけすけ, 
くぇせつうかけ は ょぇ ぉなょっ こさっょう 
ゃしうつおけ しけちうぇかっく つけゃっお う し 
けすゅけゃけさくけしすすぇ しう う ょけぉさけすけ 
つせゃしすゃけ おなき おけかっゅうすっ. ′っ 
おさうっ, けぉぇつっ, つっ え っ ぉけかくけ, 
いぇょっすけ ゃ すさせょくうすっ ゃさっきっくぇ 
たけさぇすぇ くはおぇお しすぇくぇかう ょさせ

ゅう, いぇすゃけさうかう しっ, しきなかつぇかう 
しっ ゃ しっぉっ しう. ¨す けくけゃぇ ゃさっきっ 
え かうこしゃぇす しこけさすくうすっ すせさくう
さう, こさぇいくっくしすゃぇすぇ し おけかっゅう.  
„′はおぇお ょさせゅう ぉはたきっ ゃしうつおう”, 
けすしうつぇ ╄ゃすうきけゃぇ.
╃ぇ おぇあぇ, つっ くっ しなき うきぇ

かぇ こさうすっしくっくうは ゃ さぇぉけすぇすぇ 
しう, くはきぇ ょぇ っ ゃはさくけ, さっょう 
きぇえおぇすぇ くぇ ょゃぇきぇ こけさぇしくぇ
かう ゃっつっ きなあっ う っょくぇ ょなとっ
さは. ′け すけつくけ すけゃぇ っ ぉうかけ う 
こさうつうくぇすぇ ょぇ くけしは ゃうくぇゅう 
ゅかぇゃぇ くぇ さぇきっくっすっ しう, ょぇ しっ 
けすくぇしはき し ゃくうきぇくうっ う けすゅけ
ゃけさくけしす おなき いぇょぇつうすっ しう, ょぇ 
さぇぉけすは しこけおけえくけ, ょぇ しこぇい
ゃぇき あっかはいくぇすぇ ょうしちうこかうくぇ 
いぇ さぇぉけすぇ, うくしすさせおちううすっ くぇ 
くぇつぇかくうちうすっ, ょぇ くっ しっ こけょ
ょぇゃぇき くぇ こぇくうおぇ う ゃ すさせょくう
すっ きけきっくすう ょぇ ょぇゃぇき おせさぇあ 
くぇ きかぇょうすっ しう おけかっゅう, ういこけ
ゃはょゃぇ ╋うきぇ けす ちった 130 くぇ 
╆ぇゃけょ 4. 
╆ぇ おさぇすおけ ょっかうかぇ ょけさう 

っょうく ちった し ょなとっさは しう う しな
こさせゅぇ しう, くけ う ょゃぇきぇすぇ うい
ぉさぇかう ょさせゅう こなすうとぇ. ]っゅぇ 
っょうくうはす ゃっつっ っ こっくしうけくっさ,  
ぇ ょなとっさは え さぇぉけすう ゃ ょさせゅぇ 
そうさきぇ. ′っ おさうっ, つっ っ うきぇかけ  
う すっあなお きけきっくす ゃ あうゃけすぇ え, 
おけゅぇすけ しっ っ いぇきうしかはかぇ ょぇかう 
ょぇ けしすぇくっ ゃ すけいう ちった: おけゅぇすけ 
しなこさせゅなす え こけかせつぇゃぇ うくしせかす. 
′け… けしすぇゃぇ. ]こさぇゃは しっ くは

おぇお し さぇぉけすぇすぇ う し ゅさうあうすっ ゃ 
おなとう. ╇ しっゅぇ くっ しなあぇかはゃぇ う 
っ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ とっ さぇぉけ
すう, ょけおぇすけ きけあっ. 〈ゃなさょう, つっ 
うきぇ ゃはさくぇ きはさおぇ いぇ しっぉっ しう 
う たけさぇすぇ けおけかけ しっぉっ しう. ╇ しっ 
くぇょはゃぇ ょぇ くっ は こけょゃっょっ.  

¨すゃなょ さぇぉけすぇすぇ しう, ╋うきぇ, 
おけはすけ うくぇつっ っ せこけさうすぇ う きなあ
おぇ あっくぇ, しこけょっかは, つっ あうゃけ
すなす え  っ けぉうおくけゃっく. ′ぇ あっくぇ 
けす きぇかなお ゅさぇょ. ╇きぇ ゅさうあう こけ 
こさっおぇさぇかうは  うくしせかす しなこさせゅ, 
さぇょけしすう こけ ょっちぇ う 14-ゅけょうて
くぇすぇ ゃくせつおぇ ╋うゅかっくぇ, ぉぇ
ぉうくぇ ゅけさょけしす. ╋うゅかっくぇ せつう 
ゃ しなとけすけ せつうかうとっ, くけ ゃっつっ 
こさけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは, 
おけっすけ ぉぇぉぇ え ╋うきぇ いぇゃなさてゃぇ 
おぇすけ ‶〉『 う しすぇゃぇ てうゃぇつおぇ. /
‶けしかっ こさけょなかあぇゃぇ う ゃ ]‶〈〉-

すけ くぇ „┿さしっくぇか”/. ¨すゃなょ すけゃぇ 
くぇきうさぇ ゃさっきっ いぇ ゅさぇょうくぇすぇ, 
おせたくはすぇ, いぇ おけすぇさぇおぇ ╋うてけ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ え かうこしゃぇす 

さぇいたけょおうすっ しさっょ こかぇくうくぇ, くけ 
しう くはきぇ ょさせゅぇさ. ‶さっょう ゃさっきっ 
こけつうくぇかけ おせつっすけ - こすうつぇさ, し 
おけっすけ いぇっょくけ きっさっかう こかぇくう
くぇすぇ. ]っゅぇ しっ せすってぇゃぇ し きう
しなかすぇ, つっ しうくなす え とっ え ょけ
くっしっ くけゃけ こぇかっ. ¨とっ こけゃっつっ, 
つっ しなゃしっき しおけさけ – くぇ 22-さう 
けおすけきゃさう, うきぇ かうつっく, ゅけかはき 
のぉうかっえ.  
¨ぉなさくぇすぇ くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ, 

╋うきぇ ╄ゃすうきけゃぇ こさういくぇゃぇ, 
つっ くっ しなあぇかはゃぇ いぇ くうとけ. ] 
っょくけ ういおかのつっくうっ:  つっ くぇゃさっ
きっすけ くっ っ いぇゃなさてうかぇ [ぇぉそぇお 
– ╇くしすうすせすぇ こけ きぇてうくけしすさけ
っくっ ゃ ╂ぇぉさけゃけ, おなょっすけ けす 
„┿さしっくぇか” は こさぇとぇかう. ‶ぇお 
けす…  うょっぇかういなき. [ってうかぇ, つっ 
きくけゅけ きぇかおけ ゃさっきっ, しぇきけ 5 
ゅけょうくう ょけ こっくしうは, しかっょ いぇ
ゃなさてゃぇくっすけ とっ っ こけかっいくぇ くぇ 
そうさきぇすぇ う… けすおぇいぇかぇ. 
〉しすぇくけゃうかぇ, つっ くっ っ すさはぉ

ゃぇかけ, おけゅぇすけ くぇ 47 ゅけょうくう は 
こっくしうけくうさぇかう し 52 たうかはょう 
かっゃぇ しすぇさう こぇさう. 
]っゅぇ けぉぇつっ っ とぇしすかうゃぇ: 

う くっ うしおぇ くうとけ けす あうゃけすぇ. 
╆ぇとけすけ „ょけさう っ けぉうおけかうかぇ 
ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, ぇ いぇ つせあぉうくぇ 
くはきぇき ぇこっすうす”. 
〈せえ, おけっすけ しなき うしおぇかぇ, しなき 

ゅけ こけかせつうかぇ! ′っ っ きくけゅけ, くけ 
っ きけっ. ╇ しこは しこけおけえくけ, すゃなさ
ょう し ょくってくぇ ょぇすぇ ╋うきぇ. ¨す 
せさっょぇ, ゃ ちった 130 くぇ ╆ぇゃけょ 4 
ゃ ╋なゅかうあ. 
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]こけさっょ しすぇすうしすうおぇすぇ, 72% けす たけさぇすぇ, おけうすけ ぉけかっょせゃぇす けす 

ゅさうこ, しぇ くぇ くぇょ 60-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ たけさぇすぇ 
くぇょ すっいう ゅけょうくう くっ しっ ゃぇおしうくうさぇす, ぇ っょゃぇ 4% けす くぇしっかっくう-
っすけ しう こさぇゃはす うきせくういぇちうう.
╊っおぇさうすっ しなゃっすゃぇす たけさぇすぇ, おけうすけ しすさぇょぇす けす ぇしすきぇ, ょうぇぉっす, 

しなさょっつくけしなょけゃう う ょさせゅう すっあおう いぇぉけかはゃぇくうは, ょぇ こけきうしかはす 
いぇ うきせくういぇちうは こさっょう ょぇ いぇこけつくっ さぇいこさけしすさぇくっくうっすけ くぇ 
ゅさうこくうすっ ゃうさせしう.
╄ょくぇ けす くぇえ-つっしすけ しさっとぇくうすっ いぇぉかせょう こけ けすくけてっくうっ くぇ 

こさけすうゃけゅさうこくうすっ ゃぇおしうくう っ, つっ こさっょこぇいゃぇす けす ゃしうつおう ゃうさせ-
しう. ]こっちうぇかうしすうすっ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ ゃぇおしうくうすっ こぇいはす しぇきけ 
けす すっいう ゃうさせしう, つううすけ とぇきけゃっ しっ しなょなさあぇす ゃ しぇきぇすぇ ゃぇおしう-
くぇ. ╆ぇすけゃぇ すっ しっ さぇいさぇぉけすゃぇす くぇ ぉぇいぇ こさけゅくけいう う けつぇおゃぇくうは 
いぇ しなけすゃっすくうすっ ゅさうこくう とぇきけゃっ.  
′っいぇゃうしうきけ けす しっいけくくうは うくすっさっし, ゃおか. う くぇ おぇいぇくかなつぇくう, 

おなき こさけすうゃけゅさうこくうすっ ゃぇおしうくう, しすさぇくぇすぇ くう っ くぇ こけしかっょくけ 
きはしすけ こけ ういこけかいゃぇくっ くぇ こさけすうゃけゅさうこくうすっ ゃぇおしうくう いぇ こさけ-
そうかぇおすうおぇ ゃ ╄ゃさけこぇ. 
]こけさっょ くぇちうけくぇかくうは おけくしせかすぇくす こけ っこうょっきうけかけゅうは ょけち. 

╉けあせたぇさけゃぇ, こさうつうくぇすぇ いぇ くっういこけかいゃぇくっすけ くぇ こさけすうゃけゅさう-
こくう ゃぇおしうくう けす ぉなかゅぇさうすっ くっ っ しぇきけ ゃ こぇさうすっ, ぇ けしくけゃくけ 
ゃ くっさぇいぉうさぇくっすけ くぇ うしすうくしおけすけ しなとっしすゃけ くぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ, 
おけっすけ きけあっ う ょぇ っ きくけゅけ けこぇしくけ. ]こけさっょ ょけちっくす ╉けあせたぇ-
さけゃぇ, うきぇ たけさぇ, おけうすけ くっ しう こけしすぇゃはす ゃぇおしうくう, ぇ ゃ しなとけ-
すけ ゃさっきっ たぇさつぇす こけゃっつっ こぇさう いぇ かっつっくうっ う たけきっけこぇすうつくう 
こさっこぇさぇすう, くぇこさうきっさ, こさう おけうすけ くぇこけしかっょなお しっ しかぇゅぇ さぇ-

ゃっくしすゃけ し ゃぇおしうくうすっ. 〈は ういさぇいう きくっくうっ, つっ っ さっょくけ ょぇ うきぇ 
′ぇちうけくぇかくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ ぉけさぉぇ し ゅさうこぇ う たけさぇすぇ ょぇ ぉなょぇす 
こけ-うくそけさきうさぇくう いぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ, いぇ こけしかっょうちうすっ けす くっゅけ 
う いぇ こさけそうかぇおすうおぇすぇ.
]こけさっょ こさっこけさなおうすっ くぇ ]なゃっすぇ くぇ ╄ゃさけこぇ, ぉぇいうさぇくう くぇ こけ-

さぇくくう こさっこけさなおう 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, ょけ 
2014 - 2015 ゅけょうくぇ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす ゃぇおしうくうさぇくう 75 こさけ-
ちっくすぇ けす たけさぇすぇ ゃ さうしおけゃうすっ ゅさせこう. 〈っ ゃおかのつゃぇす ゃないさぇしすくう-
すっ くぇょ 65 ゅけょうくう, しすさぇょぇとうすっ けす たさけくうつくう いぇぉけかはゃぇくうは う 
きっょうちうくしおうは こっさしけくぇか.
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68 426 ょせてう しぇ ゃ ういぉう-
さぇすっかくうすっ しこうしなちう くぇ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ きっしすくう 
ういぉけさう おなき おさぇは くぇ きっしっち 
ぇゃゅせしす 
]こうしなちうすっ しっ こさけきっくはす ょけ 

こけしかっょくうは きけきっくす いぇさぇょう いぇ-
はゃかっくうはすぇ いぇ ゅかぇしせゃぇくっ こけ くぇ-
しすけはと ぇょさっし, おけうすけ きけゅぇす おぇおすけ 
ょぇ こさうぉぇゃはす, すぇおぇ う ょぇ けすくっきぇす 
うきっくぇ けす しこうしなおぇ.
53.87 % けす うきぇとうすっ こさぇゃけ くぇ 

ゅかぇし しぇ ゅかぇしせゃぇかう いぇ おきっす こさっい 
1999 –すぇ, おけゅぇすけ ぉっ ういぉさぇく  
]すっそぇく ╃っさゃうてっゃ – 38 556 
ょせてう; 35.01 % しぇ ゅかぇしせゃぇかうすっ 
けす ゃしうつおう うきぇとう こさぇゃけ くぇ ゅかぇし 
こさっい 2003-すぇ, おけゅぇすけ っ ういぉさぇく  
いぇ こなさゃう きぇくょぇす ]すっそぇく ╃ぇ-
きはくけゃ. 〈けゅぇゃぇ しぇ ゅかぇしせゃぇかう 25 
585 ゅさぇあょぇくう. ‶さっい 2007-きぇ, 
くぇ こけしかっょくうすっ ういぉけさう いぇ おきっす, 
しぇ ゅかぇしせゃぇかう 32 738  ょせてう, 
44.63 % けす うきぇとうすっ こさぇゃけ くぇ 
ゅかぇし.
┿おけ こさうっきっき ういぉうさぇすっかくぇ-

すぇ ぇおすうゃくけしす こさっい こけしかっょくうすっ 
12 ゅけょうくう, しさっょくけ すは っ 44. 5 
%. 〈けゃぇ ょぇゃぇ けしくけゃぇくうっ ょぇ しっ 
こさっょこけかけあう こさうぉかういうすっかくけ, 
つっ
くぇ 23-すう けおすけきゃさう ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお いぇ おきっす とっ ゅかぇしせゃぇす 
30 500 ょせてう   
╇いぉけさくぇすぇ こけぉっょぇ くぇ ]すっそぇく 

╃っさゃうてっゃ っ せゃっくつぇくぇ し 22 967 
ゅかぇしぇ くぇ ゃすけさう すせさ, おけゅぇすけ っ 
„ょさなこくぇか” けとっ 5 106 ゅかぇしぇ 
おなき しこっつっかっくうすっ くぇ こなさゃう すせさ 
17 867, おけっすけ こさぇゃう 49 % けす 
ゅかぇしせゃぇかうすっ. ′ぇ おけくおせさっくすぇ, 
こけおけえくうはす ゃっつっ ╃ぇくううか ┿いきぇ-
くけゃ, くっ ょけしすうゅくぇたぇ くぇ こなさゃう 
すせさ 2 689 ゅかぇしぇ, いぇ ょぇ ういさぇゃくう 
さっいせかすぇすぇ し ╃っさゃうてっゃ, おけっ-
すけ こさぇゃう すけかおけゃぇ, おけかおけすけ しぇ 
さぇいこうかっくう こけ おぇくょうょぇすせさうすっ 
– „しおさうすう かうきけくおう” – ]すけはく 
╁っかつっゃ し 2 296 ゅかぇしぇ, つうっすけ 
こせしおぇくっ ゃ ういぉけさうすっ ぉっ し ちっか 
さぇいしっえゃぇくっ くぇ ゅかぇしけゃっ けす ┿い-
きぇくけゃ, おぇすけ ゃぇさうぇくす „こけ-きっおぇ 
おぇくょうょぇすせさぇ” う ょさせゅう, こせしくぇかう 
しっ しぇきけ „いぇ しこけさすぇ” – ╂っけさゅう 
╀けあおけゃ, ╉さぇしうきうさ ╉ぇさぇゅっくしおう 
う ╁っしっかうく ╁ぇくけゃしおう – し こけ 350 
– 400 ゅかぇしぇ ゃしっおう. ╉さぇえくうはす 
さっいせかすぇす: 56.04 % いぇ ゅっくっさぇか 
╃っさゃうてっゃ し こけょおさっこぇすぇ くぇ 
╀]‶, しさっとせ 43.96 % いぇ しうくうは 
┿いきぇくけゃ.   

]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ っ しこっつっ-
かうか こさっい 2003-すぇ し 14 091 
ゅかぇしぇ
′ぇ ゃすけさうは すせさ すけえ ぉうっ ╃っさ-

ゃうてっゃ し 4 604 ゅかぇしぇ, おけゅぇすけ しっ 
ゃょうゅぇ ういぉうさぇすっかくぇすぇ ぇおすうゃくけしす 
し けとっ 3 363 ゅかぇしせゃぇかう. 〈けゅぇゃぇ 
くぇ こなさゃうは すせさ しっさうけいくぇ こけょ-
おさっこぇ こけかせつぇゃぇす しうくうはす ′うおけ-
かぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ, ゃいっか 3 658 
ゅかぇしぇ, う  し 2 051 いぇ くっいぇゃうしう-
きうは  ╇ゃぇく ╃けつっゃ, おけえすけ しっ はゃう ゃ 
いくぇお くぇ くっしなゅかぇしうっ くぇ こけょおさっ-
こぇすぇ, おけはすけ ╀]‶ ょぇょっ いぇ ╃ぇきは-
くけゃ, ゃきっしすけ ょぇ ういょうゅくっ しけぉしす-
ゃっく おぇくょうょぇす, おぇおなゃすけ うきぇてっ 
ゃ かうちっすけ くぇ ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ, 
いぇゅせぉうかぇ しぇきけ し 1 ゅかぇし くぇ こぇさ-
すうえくぇすぇ おけくそっさっくちうは けす ╃ぇきは-
くけゃ う すけ, いぇとけすけ しぇきぇ くっ ぉってっ 
ゅかぇしせゃぇかぇ いぇ しっぉっ しう.
5-きぇ ょさせゅう おぇくょうょぇすう ゃいったぇ 

こけ-きぇかおけ けす 1000 ゅかぇしぇ - 『ゃっ-
すぇくおぇ ‶うしおけゃぇ し 964, ]すけはくおぇ 
╉ぇこうすぇくけゃぇ – し 252 ゅかぇしぇ, 〈. 
╉ぇさぇつけきぇおけゃ, せかすさぇつっさゃっくうはす 
╋っすけょう 〈ぇてっゃ – 169 う しっゅぇ けす-
くけゃけ おぇくょうょぇすうさぇかうはす しっ ]すけえ-
つけ 』うつっおけゃ, いぇ おけゅけすけ しぇ ゅかぇしせ-
ゃぇかう 685 ょせてう.
25 187 こけぉっょくう ゅかぇしぇ ょけ-

くっしけたぇ くぇ ╃ぇきはくけゃ 83.77 % 
けす  ゃけすぇ  こさっい 2007-きぇ   
╇いぉうさぇすっかくぇすぇ ぇおすうゃくけしす っ 

すけつくけ すけかおけゃぇ, おけかおけすけ しっ けつ-
ぇおゃぇ こさうぉかういうすっかくけ ょぇ ぉなょっ う 
しっゅぇ – 44.63 %. ′ぇ こさっいうょっくす-
しおうすっ ういぉけさう こさっい 2006-すぇ ぇお-
すうゃくけしすすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ 41.59% 
くぇ こなさゃう すせさ う 39.07 % くぇ ゃすけ-
さうは, おけゅぇすけ こっつっかう ╂っけさゅう ‶なさ-
ゃぇくけゃ.
]すけえつけ 』うつっおけゃ こぇょぇ けす 685 

こさっい 2003-すぇ くぇ 271 ゅかぇしぇ 4 ゅけ-
ょうくう こけ-おなしくけ, 7 ゅかぇしぇ こけゃっつっ 
うきぇ [せきはくぇ ╉さぇつっゃぇ けす „╆っかっくぇ 
╀なかゅぇさうは”, ╉ぇきっかうは 〈さっくっゃぇ けす 
′けゃけすけ ゃさっきっ っ し 325 ゅかぇしぇ, ╂っ-
けさゅう ╉ぇかうつおけゃ けす [╆]  ゃぇょう 961 
ゅかぇしぇ, しうくうはす おぇくょうょぇす ╇ゃぇく 
╊ぇこつっゃ こっつっかう 1 528 ゅかぇしぇ, 
1517 うきぇ ぇすぇおうしすなす ╃さぇゅけきうか 
╇ゃぇくけゃ.
] 4 500 ょせてう こぇょぇ ぉさけはす 

くぇ たけさぇすぇ ゃ ういぉうさぇすっかくうすっ 
しこうしなちう いぇ きっしすくう ういぉけさう 
いぇ すさう ゅけょうくう, 
すけゃぇ こけおぇいゃぇす こけしかっょくうすっ 

ょぇくくう けす おさぇは くぇ きっしっち ぇゃゅせしす, 
おけうすけ ょけ ういぉけさうすっ きけゅぇす ょぇ 

こさっすなさこはす くっいくぇつうすっかくう こさけ-
きっくう. ]すさぇてくけすけ っ, つっ すけゃぇ っ 
ぉさけはす くぇ たけさぇすぇ ゃ ぇおすうゃくぇ ゃない-
さぇしす – ゃしはおぇ ゅけょうくぇ けす 2008-
きぇ ょけ 2011-すぇ ぇおすうゃくけすけ くぇ-
しっかっくうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお こぇょぇ し こけ 
1 500 ょせてう, こけおぇいゃぇ こさけしすぇすぇ 
しきっすおぇ. ┿おけ こさうっきっき, つっ 1 000 
ょせてう くぇ ゅけょうくぇ しぇ こけつうくぇかうすっ, 
おぇおゃうすけ ょぇくくう うきぇ, けしすぇくぇかうすっ 
はゃくけ くぇこせしおぇす ゅさぇょぇ, いぇとけすけ 
╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ ゃしっ こけ-きぇかおけ 
こさうゃかっおぇすっかっく いぇ たけさぇすぇ. ′っ 
すけかおけゃぇ いぇさぇょう ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, 
ぇ いぇさぇょう くうしおうすっ ょけたけょう, おけう-
すけ きっしすくうはす ぉういくっし ゅぇさぇくすうさぇ. 
┿ くうしおうすっ ょけたけょう ゃ ╉ぇいぇくかなお 
しぇ くぇえ-しっさうけいくぇすぇ こさうつうくぇ いぇ 
ぉっいゃっさうっすけ くぇ たけさぇすぇ, おけっすけ 
こなお きけあっ ょぇ ょけゃっょっ う ょけ くうしおぇ 
きけすうゃぇちうは いぇ ゅかぇしせゃぇくっ, すうこ: 
” ╆ぇ おけゅけすけ う ょぇ ゅかぇしせゃぇき, ゃしっ 
すぇは.”.
╀さけはす くぇ くっゃぇかうょくうすっ ぉの-

かっすうくう しなとけ きけあっ ょぇ さってう 
ゃけすぇ, こけおぇいゃぇ おぇしうさぇくっ-
すけ くぇ ういぉけさうすっ いぇ ¨ぉとうく-
しおう しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 
2007-きぇ.
‶さっい 1999-すぇ ゃ ゅかぇしせゃぇくっすけ 

いぇ おきっす しぇきけ 5.56 % しぇ くっゃぇ-
かうょくう, くけ すけゅぇゃぇ しっ ゅかぇしせゃぇてっ 
し ちゃっすくう ぉのかっすうくう. ╀さけはす くぇ 
くっゃぇかうょくうすっ ぉのかっすうくう さぇしすっ 
こさっい 2007-きぇ くぇ 8.16 % こさう 
ゃけすぇ いぇ おきっす, ぇ こさっい 2008-きぇ 
くぇ ういぉけさうすっ いぇ けぉとうくしおう しな-
ゃっすくうちう, おけゅぇすけ ゃっつっ っ せこさぇあ-
くっくけ ゅかぇしせゃぇくっすけ し うくすっゅさぇかくぇ 
ぉのかっすうくぇ, こさけちっくすなす っ 4.13 %.    
‶さっい 2003-すぇ ゅけょうくぇ ちっかう 

29.99 % けす こけょぇょっくうすっ ゃ けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお ぉのかっすうくう しぇ くっゃぇ-
かうょくう. ′ぇょ 5 たうかはょう けす ゅかぇしせ-
ゃぇかうすっ いぇ おきっす こさっい 2003-すぇ しぇ 
こけょぇかう くっゃぇかうょくう ぉのかっすうくう.
¨とっ っょうく くっきぇかけゃぇあっく そぇお-

すけさ とっ しっ くぇきっしう ゃ ういぉけさうすっ 
すぇいう ゅけょうくぇ – いぇ こさなゃ こなす ゃ 
╀なかゅぇさうは しっ ゅかぇしせゃぇ いぇ きっしす-
くう ういぉけさう う ういぉけさう いぇ こさっいう-
ょっくす っょくけゃさっきっくくけ. ╆ぇ こさなゃ 
こなす しっ こさういくぇゃぇ しぇきけ いくぇおなす X 
ゃ おゃぇょさぇすつっすけ いぇ けすぉっかはいゃぇくっ 
くぇ ゃけすぇ う ょけさう しっ ういうしおゃぇ すけえ 
ょぇ くっ ういかういぇ けす けつっさすぇくうはすぇ, 
おけっすけ とっ いぇすさせょくう ういぉうさぇすっ-
かうすっ う きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう つぇしす 
けす ぉのかっすうくうすっ くっゃぇかうょくう. ╆ぇ 
こさなゃ こなす ゃ ╉ぇいぇくかなお うきぇ すけか-
おけゃぇ おぇくょうょぇすう いぇ おきっす – 11, 
すけかおけゃぇ きくけゅけ かうしすう いぇ けぉとうく-
しおう しなゃっすくうちう – 31 くぇ ぉさけえ. 
╉けっすけ けいくぇつぇゃぇ – ょなかゅう ぉのかっ-
すうくう う すさせょくぇ けさうっくすぇちうは いぇ 
ういぉうさぇすっかは. ╉けっすけ こなお こさぇゃう 
しっゅぇてくうすっ ういぉけさう けとっ こけ-くっ-
こさっょしおぇいせっきう, けしけぉっくけ こさう ぉぇ-
いうさぇくっ くぇ せかうつくう おけきっくすぇさう, 
こさう かうこしぇ くぇ しぇきけしすけはすっかくけ 
う くっいぇゃうしうきけ しけちうけかけゅうつっしおけ 
ういしかっょゃぇくっ, おけっすけ ょぇ ぉなょっ けぉは-
ゃっくけ う ゃ きっしすくうすっ きっょうう. 
〈ぇおぇ つっ: ういぉうさぇすっかうすっ ぉう 

しかっょゃぇかけ ょぇ いくぇはす: ′はきぇ おけえ 
くぇ せかうちぇすぇ, ゃ おさなつきぇすぇ うかう 
くぇ こっえおぇすぇ こさっょ ぉかけおぇ ょぇ うき 
けすゅけゃけさう くぇ ゃなこさけしぇ: ”╉けえ とっ 
しこっつっかう ういぉけさうすっ”. ┿おけ くはおけう, 
ぇ うきぇ すぇおうゃぇ, ゃしっ こぇお ゅけ こさぇゃはす 
- すけゃぇ っ つうしすぇ こさけぉぇ きぇくうこせかぇ-
ちうは. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

すう しさっょしすゃぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ いぇ 
いぇおせこせゃぇくっ う ゃなけさなあぇゃぇくっ 
し つせあょけ けさなあうっ, けしすぇゃぇ くっ-
ういこなかくっくけ. ‶けさぇょう さっょうちぇ /
しせぉっおすうゃくう/ こさうつうくう. ╆ぇすけゃぇ 
すけえ ゃいっきぇ さってっくうっ ょぇ こけょぇさう 
こさけすけすうこぇ くぇ おぇさすっつくうちぇすぇ 
しう う ちはかぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは こけ 
おけくしすさせうさぇくっすけ え  くぇ ]]][. 
‶さっい き. そっゃさせぇさう 1939 ゅ. 
くぇきっさっくうっすけ きせ しっ けしなとっしす-
ゃはゃぇ. ╁しうつおけ っ こさっょぇょっくけ 
くぇ ゃけっくくうは ぇすぇてっ くぇ ]]][ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ╁ こけしかっょしすゃうっ けす 
くぇこさぇゃっくうすっ ょけおせきっくすぇかくう 
しこさぇゃおう しすぇゃぇ ういゃっしすくけ, つっ 
おぇさすっつくうちぇすぇ „╉ぇこ. 》さうしすけ 
′うおけかけゃ” しっ っ しなたさぇくはゃぇかぇ 
ゃ ┿さすうかっさうえしおうは きせいっえ ゃ ╊っ-
くうくゅさぇょ /]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ/. 
¨とっ っょくぇ すぇおぇゃぇ おぇさすっつくうちぇ 
うきぇ ゃ ′ぇちうけくぇかくうは ゃけっくくけ-
うしすけさうつっしおう きせいっえ ゃ ]けそうは. 
〈は っ ょせぉかうおぇす くぇ すぇいう, おけは-
すけ 》さうしすけ ′うおけかけゃ こけょぇさは-
ゃぇ くぇ させしおうは ゃけっくっく ぇすぇてっ. 
╇いさぇぉけすゃぇ は, おけゅぇすけ くぇこせしおぇ 
さぇぉけすぇ こけさぇょう いょさぇゃけしかけゃくう 
こさけぉかっきう こさっい 1952 ゅ., しかっょ 
おぇすけ ゃっつっ っ こさっきうくぇか う こさっい 
╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, う 
こさっい ╃っゃっすけしっこすっきゃさうえしおうすっ 
こさけきっくう, う こさっい こけしかっょゃぇかぇ-

すぇ くぇちうけくぇかういぇちうは, う こさっい 
ゃけっくくうすっ いぇょなかあっくうは, ゃっつっ 
おぇすけ こけかおけゃくうお ゃ ]っょきぇ 
ょうゃういうけくくぇ けぉかぇしす, う こさっい 
けぉとっしすゃっくぇすぇ ょっえくけしす ゃ ¨《.
》さうしすけ ′うおけかけゃ ]こぇしけゃ – 

けぉうおくけゃっく けそうちっさ けす しすぇ-
さぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ぇさきうは, ぉっい 
しこっちうぇかくけ すったくうつっしおけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ, くけ し ゃさけょっくぇ ういけ-
ぉさっすぇすっかしおぇ ょぇさぉぇ う すったくう-
つっしおう せしっす. ╁ おけきぉうくぇちうは し 
おぇつっしすゃぇ おぇすけ ゃしっけすょぇえくけしす, 

せこけさうすけしす う きくけゅけ, きくけゅけ 
ょなかぉけおけ つせゃしすゃけ いぇ つっしすけかの-
ぉうっ, しないょぇゃぇす けくぇいう せくうおぇか-
くぇ しこかぇゃ, おけはすけ ゅけ こさっゃさなとぇ 
っょくけゃさっきっくくけ ゃ ゅっさけえ う くっ-
せょぇつくうお, くぇ おけゅけすけ, おぇおすけ しぇ 
しっ ゃないたうとぇゃぇかう っょくう, すぇおぇ 
- ょさせゅう しぇ ゅかっょぇかう し うさけくうは, 
いかけぉぇ う いぇゃうしす. ¨ちっかはか けす 
おせさてせきうすっ くぇ ょゃっ しゃっすけゃくう 
ゃけえくう, こさっきうくぇか こさっい ゃうたなさ 
けす こけょきけかくう こさけすうゃけょっえ-
しすゃうは, くっいぇつうすぇくっ う くっせゃぇ-

╊╉〉╅ 〉╊《』ぇぅ╊』【╇╊〉╅ 〈╊ぁ【╅...

あっくうっ けす しゃけう, くけ けちっくっく こけ 
ょけしすけえくしすゃけ けす つせあょう, いぇさぇ-
いっく くっういかっつうきけ けす こぇすさうけ-
すういなき,  おぇこ. ′うおけかけゃ けしすぇゃぇ 
ゃっさっく くぇ くっけしなとっしすゃっくぇすぇ 
しう きっつすぇ.
╆ぇとけすけ いぇ くっゅけ ょさせゅけ さってっ-

くうっ くっ っ うきぇかけ…

╇ すけゃぇ こけきくう うしすけさうはすぇ.

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ
╋せいっえ „┿さしっくぇか”

╁なこさっおう すさせょくけしすうすっ, こけ-
ょうゅさぇゃおうすっ, せくうあっくうっすけ, うい-
くせょゃぇくうはすぇ, ぉっいけすゅけゃけさくけすけ 
けすくけてっくうっ くぇ ょなさあぇゃくうすっ 
うくしすうすせちうう う くはおけう すったくう 
こさっょしすぇゃうすっかう, いぇゅなさぉう-
かう くぇちうけくぇかくうすっ うくすっさっ-
しう,  ゃなこさっおう, つっ っ けしすぇくぇか 
ぉっい しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ, いぇ 
》さうしすけ ′うおけかけゃ ょさせゅけ さっ-
てっくうっ くっ こけしかっょゃぇ.
╆ぇ すぇいう くっこけしうかくぇ ぉうすおぇ し 

ぉっいたぇぉっさうっすけ おぇこ. ′うおけかけゃ 
っ „ゃないくぇゅさぇょっく” しなし しなさょっつ-
くけ いぇぉけかはゃぇくっ. ¨すつぇはく う ぉっい 
ゃしはおぇおゃぇ くぇょっあょぇ ょぇ けしな-
とっしすゃう きっつすぇすぇ しう, くぇきうさぇ 
しうかう ょぇ くぇこさぇゃう けとっ っょうく 
けこうす. ‶けかせつうか こぇさう おぇすけ 
けぉっいとっすっくうっ こさう せゃけかくっ-
くうっ けす ぇさきうはすぇ こさっい 1935 ゅ., 
しぇきけおけゃっちなす いぇこけつゃぇ ういさぇ-
ぉけすゃぇくっ くぇ くけゃぇ おぇさすっつくうちぇ 
ゃ しけそうえしおぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ 
„╃ういっか”. ╆ぇ ょゃっ ゅけょうくう うきぇ 
ゅけすけゃ くけゃ きけょっか. 『っくぇすぇ きせ 
っ… こさけょぇょっくぇすぇ おなとぇ ゃ ]け-
そうは. 〈っいう あっさすゃう くっ ゃけょはす ょけ 
くうとけ ょさせゅけ, けしゃっく ょけ  こけいくぇ-
すぇすぇ „いぇょなくっくぇ せかうちぇ”. 
╅っかぇくうっすけ くぇ 》さうしすけ ′うおけ-

かけゃ ょぇ ぉなょっ こけかっいっく くぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ ぇさすうかっさうは, ょぇ しこっし-

ぢí½ñö

╁ぇおしうくぇすぇ ゃしっ こぇお っ さってっくうっ

╃けさう う つぇてぇすぇ し ゃけょぇ ╋うきぇ たゃぇとぇ し こさけそっしうけ
くぇかっく さっそかっおし - こさうょなさあぇえおう は いぇ ょなくけすけ

╋うきぇ し きっょぇか けす しすぇくうけか いぇ こっくしうけくうさぇくっすけ しう

] おけかっゅう くぇ た. „╉ぇゃぇおかうえおぇ“ (ゃ しさっょぇすぇ)
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‶けさすさっすなす くぇ すぇいう あっくぇ 
くっ ぉうゃぇ ょぇ しかういぇ けす 

┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか”. ′っ しぇきけ いぇとけすけ っ  
こさっょしすぇゃうすっか くぇ けくぇいう おぇ-
すっゅけさうは さぇぉけすくうちう う ぇさしっ-
くぇかちう, ぉっい おけうすけ そうさきぇすぇ 
くっ ぉう しなとっしすゃせゃぇかぇ ょけしっゅぇ, 
ぇ いぇとけすけ っ けす けしけぉっくぇすぇ  こけ-
さけょぇ うょっぇかうしすう. 〈っいう, ょっすけ 
いぇかせょけ さぇぉけすはす, くけ いぇかせょけ 
くっ しすけはす. ╇ くぇ おけうすけ ゃうくぇゅう 
きけあって ょぇ さぇいつうすぇて. 〈っいう, 
おけうすけ しぇ ゅけすけゃう ゃうくぇゅう ょぇ しぇ 
くぇえ-さうしおけゃけすけ きはしすけ, いぇとけ-
すけ „くぇかう ゃしっ こぇお くはおけえ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しゃなさてう すぇいう さぇぉけすぇ”.
〈けつくけ し すぇいう そうかけしけそうは う 

し せぉっあょっくうっすけ, つっ っ くせあくぇ 
すぇき, おなょっすけ しぇ は しかけあうかう:  
きなゅかうあぇくおぇすぇ ╋うきぇ ╄ゃすうきけ-
ゃぇ こさっおぇさゃぇ こけつすう 19 ゅけょう-

くう ゃ っょくけ けす くぇえ-さうしおけゃうすっ 
きっしすぇ いぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”-  
ちった 130 くぇ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅ-
かうあ.  [ぇぉけすう っょくぇ けす くぇえ-けす-
ゅけゃけさくうすっ さぇぉけすう - きぇてうくっく 
けこっさぇすけさ  こさけういゃけょしすゃけ っおし-
こかけいうゃくう ゃっとっしすゃぇ. 
‶さっょう ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ, 

し きっょぇか けす こさけういゃけょしすゃっく 
しすぇくうけか, ╋うきぇ „くぇゃなさすぇ” いぇょ 
ゅなさぉぇ しう けとっ 15 ゅけょうくう さぇ-
ぉけすぇ くぇ しなとけすけ きはしすけ - 8 けす 
すはた くぇ ぇこぇさぇすぇ, ょけしぇきう おぇ-
ぉうくぇすぇ, ゃ おけはすけ しぇ けこぇしくうすっ 
ゃっとっしすゃぇ う ゃ おけはすけ いぇょなかあう-
すっかくけ しっ ゃかういぇ しぇきけ こけ っょうく. 
╋うきぇ いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ ちったぇ 
くぇ 1-ゃう ぇゃゅせしす 1983 ゅけょう-
くぇ. ¨す すけゅぇゃぇ ょけしっゅぇ いくぇっ, 
つっ すけゃぇ っ きはしすけすけ, „おなょっすけ っ 
くせあくけ ょぇ しこぇいゃぇて  あっかはいくぇ-
すぇ すったくけかけゅうつくぇ ょうしちうこかう-
くぇ, こさっょこうしぇくぇ ゃ うくしすさせお-
ちううすっ う ょぇ くけしうて ゅかぇゃぇすぇ くぇ 
さぇきっくっすっ しう ゃなゃ ゃしっおう っょうく 
きけきっくす”. ‶けしすなこゃぇ ゃ ちったぇ くぇ 
32 ゅけょうくぇ う しっ こっくしうけくうさぇ 
くぇ 47, いぇ ょぇ しっ ゃなさくっ けすくけ-
ゃけ すぇき しかっょ 10 ゅけょうくう. ]っゅぇ, 
けす さぇいしすけはくうっすけ くぇ ゃさっきっすけ 

っ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ ぇおけ っ きけ-
あっかぇ ょぇ ういぉうさぇ さぇぉけすぇ しう, 
こぇお すぇき っ とはかぇ ょぇ ぉなょっ, いぇ-
とけすけ けす きぇかおぇ けぉうつぇ けさなあう-
っすけ. ‶けしかっょくけすけ くはおぇお くっ しっ 
ゃさないゃぇ し  おさったおぇすぇ え そうゅせさぇ, 
くけ ゅけ さぇいぉうさぇて こけ おぇすっゅけ-
さうつくけしすすぇ, し おけはすけ ゅけ ういさう-

つぇ, こけ くっこけおけかっぉうきけしすすぇ う 
きなあおうは こかぇき ゃ けつうすっ え, とけき 
いぇゅけゃけさう いぇ さぇぉけすぇ. ╊うつう え , 
つっ っ けす ょはかぇく おぇきなお う あうゃけ-
すなす え くっ っ ぉうか くうおぇお かっしっく. 
╆ぇ ゃさっきっすけ ゃ ちったぇ しなし しこっ-

ちうぇかくけ こさけういゃけょしすゃけ っ ゃう-
ょはかぇ う くぇせつうかぇ きくけゅけ. ╇ 
くぇえ-ゃぇあくけすけ: つっ すさはぉゃぇ ょぇ 
さぇぉけすうて, けすょぇょっく くぇ さぇぉけ-
すぇ しう, しこけおけっく う けしすぇゃはえおう 
ゅさうあうすっ しう う こさけぉかっきうすっ 
いぇょ こけさすぇかぇ. ╆ぇ こけしかっょくうは 
うくちうょっくす, しすぇくぇか ゃ ちったぇ,  
╋うきぇ こさういくぇゃぇ し ぉけかおぇ, つっ 
ゃしうつおけ っ ぉうかけ くっけつぇおゃぇくけ 
う すゃなさょっ くっかっこけ. „′はきぇき 
かけてけ つせゃしすゃけ いぇ きけきうつっすけ”, 
おぇすっゅけさうつくぇ っ う しこけょっかは, つっ 
し おけかっゅうすっ え しっ きけかはす ゃしっおう 
ょっく ╄かっくぇ ょぇ しっ ゃなさくっ しおけさけ 
こさう しっきっえしすゃけすけ しう う ょぇえ, 
╀けあっ, っょうく ょっく う こさう すはた.  
╁ すぇおうゃぇ  すさせょくう  う すっあおう 

きけきっくすう, くぇ くうおけゅけ くっ っ かっし-
くけ, ゃしうつおけ ゅけ こさっあうゃはゃぇきっ,  
ぇ くぇえ-きくけゅけ う しぇきうすっ くう くぇ-
つぇかくうちう, おぇいゃぇ ゃっすっさぇくおぇ-
すぇ,  ういぉさぇかぇ  しぇきぇ, こけ けぉはゃぇ, 
こさっい 1990 ゅけょうくぇ  さぇぉけすぇすぇ  
くぇ ぇこぇさぇす. ‶けしかっ ぉなさいぇ ょぇ 
ょけぉぇゃう, つっ ょけしっゅぇ ゃ あうゃけすぇ 
っ しかせつゃぇかぇ くぇ くぇつぇかくうちう. ] 
っょくけ くはおけゅぇてくけ ういおかのつっくうっ 
けす てうゃぇておうは え こっさうけょ. 
╁ „┿さしっくぇか” こけきくう こなさゃぇ-

すぇ しう くぇしすぇゃくうつおぇ ゃ ╆ぇゃけょ 4 
╃けくおぇ ╋うすっゃぇ けす ′うおけかぇっゃけ. 
╀かぇゅけょぇさくぇ っ いぇ こけょおさっこぇ-
すぇ, ょけゃっさうっすけ う おせさぇあぇ くぇ 
しっゅぇてくうすっ しう てっそけゃっ - ╁うけ-
かっすぇ ]すぇくっゃぇ う くぇ けすつっすくうつ-
おぇすぇ くぇ ちったぇ ╋ぇさうは ╋ぇいくっ-
ゃぇ, おけうすけ は おぇくょぇさょうしゃぇす ょぇ 
しっ ゃなさくっ しかっょ 10-ゅけょうてくけ 
こっくしうけくっさしすゃぇくっ. ╉けゅぇすけ え 
おぇいゃぇす: „╁なさくう しっ ょぇ こけきけゅ-
くって, うきぇきっ くせあょぇ けす すっぉ.”, 
╋うきぇ いゃなくう くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 4 ′うおけかけゃ う ゅけ こうすぇ 

ょぇかう こさうっきぇ こっくしうけくっさう. 
¨すゅけゃけさなす けすしさっとぇ っ: „′っ 
きっ こうすぇえ, ぇ おぇあう とっ ょけえょって 
かう?” 
╇ ゃっつっ 3 ゅけょうくう う こけかけゃう-

くぇ  しすぇゃぇ しせすさうく ゃ 5,30 つぇしぇ, 
いぇ ょぇ きうくっ こけさすぇかぇ くぇ ╆ぇゃけ-
ょぇ ゃ 7 つ. 

》ぇさっしゃぇき さぇぉけすぇすぇ しう, いぇ-
とけすけ きっ おぇさぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇき 
くせあくぇ, こけかっいくぇ, けすゅけゃけさっく 
つけゃっお, こさういくぇゃぇ ╋うきぇ ╄ゃ-
すうきけゃぇ う けぉはしくはゃぇ すけゃぇ し 
かっゃうすっ しう せぉっあょっくうは, ゃない-
こうすぇくうっすけ ゃ しっきっえしすゃけすけ, 
くぇせつうかけ は ょぇ ぉなょっ こさっょう 
ゃしうつおけ しけちうぇかっく つけゃっお う し 
けすゅけゃけさくけしすすぇ しう う ょけぉさけすけ 
つせゃしすゃけ おなき おけかっゅうすっ. ′っ 
おさうっ, けぉぇつっ, つっ え っ ぉけかくけ, 
いぇょっすけ ゃ すさせょくうすっ ゃさっきっくぇ 
たけさぇすぇ くはおぇお しすぇくぇかう ょさせ-

ゅう, いぇすゃけさうかう しっ, しきなかつぇかう 
しっ ゃ しっぉっ しう. ¨す けくけゃぇ ゃさっきっ 
え かうこしゃぇす しこけさすくうすっ すせさくう-
さう, こさぇいくっくしすゃぇすぇ し おけかっゅう.  
„′はおぇお ょさせゅう ぉはたきっ ゃしうつおう”, 
けすしうつぇ ╄ゃすうきけゃぇ.
╃ぇ おぇあぇ, つっ くっ しなき うきぇ-

かぇ こさうすっしくっくうは ゃ さぇぉけすぇすぇ 
しう, くはきぇ ょぇ っ ゃはさくけ, さっょう 
きぇえおぇすぇ くぇ ょゃぇきぇ こけさぇしくぇ-
かう ゃっつっ きなあっ う っょくぇ ょなとっ-
さは. ′け すけつくけ すけゃぇ っ ぉうかけ う 
こさうつうくぇすぇ ょぇ くけしは ゃうくぇゅう 
ゅかぇゃぇ くぇ さぇきっくっすっ しう, ょぇ しっ 
けすくぇしはき し ゃくうきぇくうっ う けすゅけ-
ゃけさくけしす おなき いぇょぇつうすっ しう, ょぇ 
さぇぉけすは しこけおけえくけ, ょぇ しこぇい-
ゃぇき あっかはいくぇすぇ ょうしちうこかうくぇ 
いぇ さぇぉけすぇ, うくしすさせおちううすっ くぇ 
くぇつぇかくうちうすっ, ょぇ くっ しっ こけょ-
ょぇゃぇき くぇ こぇくうおぇ う ゃ すさせょくう-
すっ きけきっくすう ょぇ ょぇゃぇき おせさぇあ 
くぇ きかぇょうすっ しう おけかっゅう, ういこけ-
ゃはょゃぇ ╋うきぇ けす ちった 130 くぇ 
╆ぇゃけょ 4. 
╆ぇ おさぇすおけ ょっかうかぇ ょけさう 

っょうく ちった し ょなとっさは しう う しな-
こさせゅぇ しう, くけ う ょゃぇきぇすぇ うい-
ぉさぇかう ょさせゅう こなすうとぇ. ]っゅぇ 
っょうくうはす ゃっつっ っ こっくしうけくっさ,  
ぇ ょなとっさは え さぇぉけすう ゃ ょさせゅぇ 
そうさきぇ. ′っ おさうっ, つっ っ うきぇかけ  
う すっあなお きけきっくす ゃ あうゃけすぇ え, 
おけゅぇすけ しっ っ いぇきうしかはかぇ ょぇかう 
ょぇ けしすぇくっ ゃ すけいう ちった: おけゅぇすけ 
しなこさせゅなす え こけかせつぇゃぇ うくしせかす. 
′け… けしすぇゃぇ. ]こさぇゃは しっ くは-

おぇお し さぇぉけすぇすぇ う し ゅさうあうすっ ゃ 
おなとう. ╇ しっゅぇ くっ しなあぇかはゃぇ う 
っ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ とっ さぇぉけ-
すう, ょけおぇすけ きけあっ. 〈ゃなさょう, つっ 
うきぇ ゃはさくぇ きはさおぇ いぇ しっぉっ しう 
う たけさぇすぇ けおけかけ しっぉっ しう. ╇ しっ 
くぇょはゃぇ ょぇ くっ は こけょゃっょっ.  

¨すゃなょ さぇぉけすぇすぇ しう, ╋うきぇ, 
おけはすけ うくぇつっ っ せこけさうすぇ う きなあ-
おぇ あっくぇ, しこけょっかは, つっ あうゃけ-
すなす え  っ けぉうおくけゃっく. ′ぇ あっくぇ 
けす きぇかなお ゅさぇょ. ╇きぇ ゅさうあう こけ 
こさっおぇさぇかうは  うくしせかす しなこさせゅ, 
さぇょけしすう こけ ょっちぇ う 14-ゅけょうて-
くぇすぇ ゃくせつおぇ ╋うゅかっくぇ, ぉぇ-
ぉうくぇ ゅけさょけしす. ╋うゅかっくぇ せつう 
ゃ しなとけすけ せつうかうとっ, くけ ゃっつっ 
こさけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは, 
おけっすけ ぉぇぉぇ え ╋うきぇ いぇゃなさてゃぇ 
おぇすけ ‶〉『 う しすぇゃぇ てうゃぇつおぇ. /
‶けしかっ こさけょなかあぇゃぇ う ゃ ]‶〈〉-

すけ くぇ „┿さしっくぇか”/. ¨すゃなょ すけゃぇ 
くぇきうさぇ ゃさっきっ いぇ ゅさぇょうくぇすぇ, 
おせたくはすぇ, いぇ おけすぇさぇおぇ ╋うてけ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ え かうこしゃぇす 

さぇいたけょおうすっ しさっょ こかぇくうくぇ, くけ 
しう くはきぇ ょさせゅぇさ. ‶さっょう ゃさっきっ 
こけつうくぇかけ おせつっすけ - こすうつぇさ, し 
おけっすけ いぇっょくけ きっさっかう こかぇくう-
くぇすぇ. ]っゅぇ しっ せすってぇゃぇ し きう-
しなかすぇ, つっ しうくなす え とっ え ょけ-
くっしっ くけゃけ こぇかっ. ¨とっ こけゃっつっ, 
つっ しなゃしっき しおけさけ – くぇ 22-さう 
けおすけきゃさう, うきぇ かうつっく, ゅけかはき 
のぉうかっえ.  
¨ぉなさくぇすぇ くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ, 

╋うきぇ ╄ゃすうきけゃぇ こさういくぇゃぇ, 
つっ くっ しなあぇかはゃぇ いぇ くうとけ. ] 
っょくけ ういおかのつっくうっ:  つっ くぇゃさっ-
きっすけ くっ っ いぇゃなさてうかぇ [ぇぉそぇお 
– ╇くしすうすせすぇ こけ きぇてうくけしすさけ-
っくっ ゃ ╂ぇぉさけゃけ, おなょっすけ けす 
„┿さしっくぇか” は こさぇとぇかう. ‶ぇお 
けす…  うょっぇかういなき. [ってうかぇ, つっ 
きくけゅけ きぇかおけ ゃさっきっ, しぇきけ 5 
ゅけょうくう ょけ こっくしうは, しかっょ いぇ-
ゃなさてゃぇくっすけ とっ っ こけかっいくぇ くぇ 
そうさきぇすぇ う… けすおぇいぇかぇ. 
〉しすぇくけゃうかぇ, つっ くっ っ すさはぉ-

ゃぇかけ, おけゅぇすけ くぇ 47 ゅけょうくう は 
こっくしうけくうさぇかう し 52 たうかはょう 
かっゃぇ しすぇさう こぇさう. 
]っゅぇ けぉぇつっ っ とぇしすかうゃぇ: 

う くっ うしおぇ くうとけ けす あうゃけすぇ. 
╆ぇとけすけ „ょけさう っ けぉうおけかうかぇ 
ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, ぇ いぇ つせあぉうくぇ 
くはきぇき ぇこっすうす”. 
〈せえ, おけっすけ しなき うしおぇかぇ, しなき 

ゅけ こけかせつうかぇ! ′っ っ きくけゅけ, くけ 
っ きけっ. ╇ しこは しこけおけえくけ, すゃなさ-
ょう し ょくってくぇ ょぇすぇ ╋うきぇ. ¨す 
せさっょぇ, ゃ ちった 130 くぇ ╆ぇゃけょ 4 
ゃ ╋なゅかうあ. 

 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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【『¨ ╈『¨》〉¨ ぅ╅〈╅ 
ぅ╊ 〉¨ 【《『〈《′っ【...
]こけさっょ しすぇすうしすうおぇすぇ, 72% けす たけさぇすぇ, おけうすけ ぉけかっょせゃぇす けす 

ゅさうこ, しぇ くぇ くぇょ 60-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ たけさぇすぇ 
くぇょ すっいう ゅけょうくう くっ しっ ゃぇおしうくうさぇす, ぇ っょゃぇ 4% けす くぇしっかっくう
っすけ しう こさぇゃはす うきせくういぇちうう.
╊っおぇさうすっ しなゃっすゃぇす たけさぇすぇ, おけうすけ しすさぇょぇす けす ぇしすきぇ, ょうぇぉっす, 

しなさょっつくけしなょけゃう う ょさせゅう すっあおう いぇぉけかはゃぇくうは, ょぇ こけきうしかはす 
いぇ うきせくういぇちうは こさっょう ょぇ いぇこけつくっ さぇいこさけしすさぇくっくうっすけ くぇ 
ゅさうこくうすっ ゃうさせしう.
╄ょくぇ けす くぇえ-つっしすけ しさっとぇくうすっ いぇぉかせょう こけ けすくけてっくうっ くぇ 

こさけすうゃけゅさうこくうすっ ゃぇおしうくう っ, つっ こさっょこぇいゃぇす けす ゃしうつおう ゃうさせ
しう. ]こっちうぇかうしすうすっ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ ゃぇおしうくうすっ こぇいはす しぇきけ 
けす すっいう ゃうさせしう, つううすけ とぇきけゃっ しっ しなょなさあぇす ゃ しぇきぇすぇ ゃぇおしう
くぇ. ╆ぇすけゃぇ すっ しっ さぇいさぇぉけすゃぇす くぇ ぉぇいぇ こさけゅくけいう う けつぇおゃぇくうは 
いぇ しなけすゃっすくうすっ ゅさうこくう とぇきけゃっ.  
′っいぇゃうしうきけ けす しっいけくくうは うくすっさっし, ゃおか. う くぇ おぇいぇくかなつぇくう, 

おなき こさけすうゃけゅさうこくうすっ ゃぇおしうくう, しすさぇくぇすぇ くう っ くぇ こけしかっょくけ 
きはしすけ こけ ういこけかいゃぇくっ くぇ こさけすうゃけゅさうこくうすっ ゃぇおしうくう いぇ こさけ
そうかぇおすうおぇ ゃ ╄ゃさけこぇ. 
]こけさっょ くぇちうけくぇかくうは おけくしせかすぇくす こけ っこうょっきうけかけゅうは ょけち. 

╉けあせたぇさけゃぇ, こさうつうくぇすぇ いぇ くっういこけかいゃぇくっすけ くぇ こさけすうゃけゅさう
こくう ゃぇおしうくう けす ぉなかゅぇさうすっ くっ っ しぇきけ ゃ こぇさうすっ, ぇ けしくけゃくけ 
ゃ くっさぇいぉうさぇくっすけ くぇ うしすうくしおけすけ しなとっしすゃけ くぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ, 
おけっすけ きけあっ う ょぇ っ きくけゅけ けこぇしくけ. ]こけさっょ ょけちっくす ╉けあせたぇ
さけゃぇ, うきぇ たけさぇ, おけうすけ くっ しう こけしすぇゃはす ゃぇおしうくう, ぇ ゃ しなとけ
すけ ゃさっきっ たぇさつぇす こけゃっつっ こぇさう いぇ かっつっくうっ う たけきっけこぇすうつくう 
こさっこぇさぇすう, くぇこさうきっさ, こさう おけうすけ くぇこけしかっょなお しっ しかぇゅぇ さぇ

ゃっくしすゃけ し ゃぇおしうくうすっ. 〈は ういさぇいう きくっくうっ, つっ っ さっょくけ ょぇ うきぇ 
′ぇちうけくぇかくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ ぉけさぉぇ し ゅさうこぇ う たけさぇすぇ ょぇ ぉなょぇす 
こけ-うくそけさきうさぇくう いぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ, いぇ こけしかっょうちうすっ けす くっゅけ 
う いぇ こさけそうかぇおすうおぇすぇ.
]こけさっょ こさっこけさなおうすっ くぇ ]なゃっすぇ くぇ ╄ゃさけこぇ, ぉぇいうさぇくう くぇ こけ-

さぇくくう こさっこけさなおう 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, ょけ 
2014 - 2015 ゅけょうくぇ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす ゃぇおしうくうさぇくう 75 こさけ
ちっくすぇ けす たけさぇすぇ ゃ さうしおけゃうすっ ゅさせこう. 〈っ ゃおかのつゃぇす ゃないさぇしすくう
すっ くぇょ 65 ゅけょうくう, しすさぇょぇとうすっ けす たさけくうつくう いぇぉけかはゃぇくうは う 
きっょうちうくしおうは こっさしけくぇか.

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

[╅╋¨ 〈¨, [《‶ ぅ╊ 』》╊ぁ╊]¨ ...?

68 426 ょせてう しぇ ゃ ういぉう
さぇすっかくうすっ しこうしなちう くぇ ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ きっしすくう 
ういぉけさう おなき おさぇは くぇ きっしっち 
ぇゃゅせしす 
]こうしなちうすっ しっ こさけきっくはす ょけ 

こけしかっょくうは きけきっくす いぇさぇょう いぇ
はゃかっくうはすぇ いぇ ゅかぇしせゃぇくっ こけ くぇ
しすけはと ぇょさっし, おけうすけ きけゅぇす おぇおすけ 
ょぇ こさうぉぇゃはす, すぇおぇ う ょぇ けすくっきぇす 
うきっくぇ けす しこうしなおぇ.
53.87 % けす うきぇとうすっ こさぇゃけ くぇ 

ゅかぇし しぇ ゅかぇしせゃぇかう いぇ おきっす こさっい 
1999 –すぇ, おけゅぇすけ ぉっ ういぉさぇく  
]すっそぇく ╃っさゃうてっゃ – 38 556 
ょせてう; 35.01 % しぇ ゅかぇしせゃぇかうすっ 
けす ゃしうつおう うきぇとう こさぇゃけ くぇ ゅかぇし 
こさっい 2003-すぇ, おけゅぇすけ っ ういぉさぇく  
いぇ こなさゃう きぇくょぇす ]すっそぇく ╃ぇ
きはくけゃ. 〈けゅぇゃぇ しぇ ゅかぇしせゃぇかう 25 
585 ゅさぇあょぇくう. ‶さっい 2007-きぇ, 
くぇ こけしかっょくうすっ ういぉけさう いぇ おきっす, 
しぇ ゅかぇしせゃぇかう 32 738  ょせてう, 
44.63 % けす うきぇとうすっ こさぇゃけ くぇ 
ゅかぇし.
┿おけ こさうっきっき ういぉうさぇすっかくぇ

すぇ ぇおすうゃくけしす こさっい こけしかっょくうすっ 
12 ゅけょうくう, しさっょくけ すは っ 44. 5 
%. 〈けゃぇ ょぇゃぇ けしくけゃぇくうっ ょぇ しっ 
こさっょこけかけあう こさうぉかういうすっかくけ, 
つっ
くぇ 23-すう けおすけきゃさう ゃ ╉ぇ

いぇくかなお いぇ おきっす とっ ゅかぇしせゃぇす 
30 500 ょせてう   
╇いぉけさくぇすぇ こけぉっょぇ くぇ ]すっそぇく 

╃っさゃうてっゃ っ せゃっくつぇくぇ し 22 967 
ゅかぇしぇ くぇ ゃすけさう すせさ, おけゅぇすけ っ 
„ょさなこくぇか” けとっ 5 106 ゅかぇしぇ 
おなき しこっつっかっくうすっ くぇ こなさゃう すせさ 
17 867, おけっすけ こさぇゃう 49 % けす 
ゅかぇしせゃぇかうすっ. ′ぇ おけくおせさっくすぇ, 
こけおけえくうはす ゃっつっ ╃ぇくううか ┿いきぇ
くけゃ, くっ ょけしすうゅくぇたぇ くぇ こなさゃう 
すせさ 2 689 ゅかぇしぇ, いぇ ょぇ ういさぇゃくう 
さっいせかすぇすぇ し ╃っさゃうてっゃ, おけっ
すけ こさぇゃう すけかおけゃぇ, おけかおけすけ しぇ 
さぇいこうかっくう こけ おぇくょうょぇすせさうすっ 
– „しおさうすう かうきけくおう” – ]すけはく 
╁っかつっゃ し 2 296 ゅかぇしぇ, つうっすけ 
こせしおぇくっ ゃ ういぉけさうすっ ぉっ し ちっか 
さぇいしっえゃぇくっ くぇ ゅかぇしけゃっ けす ┿い
きぇくけゃ, おぇすけ ゃぇさうぇくす „こけ-きっおぇ 
おぇくょうょぇすせさぇ” う ょさせゅう, こせしくぇかう 
しっ しぇきけ „いぇ しこけさすぇ” – ╂っけさゅう 
╀けあおけゃ, ╉さぇしうきうさ ╉ぇさぇゅっくしおう 
う ╁っしっかうく ╁ぇくけゃしおう – し こけ 350 
– 400 ゅかぇしぇ ゃしっおう. ╉さぇえくうはす 
さっいせかすぇす: 56.04 % いぇ ゅっくっさぇか 
╃っさゃうてっゃ し こけょおさっこぇすぇ くぇ 
╀]‶, しさっとせ 43.96 % いぇ しうくうは 
┿いきぇくけゃ.   

]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ っ しこっつっ
かうか こさっい 2003-すぇ し 14 091 
ゅかぇしぇ
′ぇ ゃすけさうは すせさ すけえ ぉうっ ╃っさ

ゃうてっゃ し 4 604 ゅかぇしぇ, おけゅぇすけ しっ 
ゃょうゅぇ ういぉうさぇすっかくぇすぇ ぇおすうゃくけしす 
し けとっ 3 363 ゅかぇしせゃぇかう. 〈けゅぇゃぇ 
くぇ こなさゃうは すせさ しっさうけいくぇ こけょ
おさっこぇ こけかせつぇゃぇす しうくうはす ′うおけ
かぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ, ゃいっか 3 658 
ゅかぇしぇ, う  し 2 051 いぇ くっいぇゃうしう
きうは  ╇ゃぇく ╃けつっゃ, おけえすけ しっ はゃう ゃ 
いくぇお くぇ くっしなゅかぇしうっ くぇ こけょおさっ
こぇすぇ, おけはすけ ╀]‶ ょぇょっ いぇ ╃ぇきは
くけゃ, ゃきっしすけ ょぇ ういょうゅくっ しけぉしす
ゃっく おぇくょうょぇす, おぇおなゃすけ うきぇてっ 
ゃ かうちっすけ くぇ ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ, 
いぇゅせぉうかぇ しぇきけ し 1 ゅかぇし くぇ こぇさ
すうえくぇすぇ おけくそっさっくちうは けす ╃ぇきは
くけゃ う すけ, いぇとけすけ しぇきぇ くっ ぉってっ 
ゅかぇしせゃぇかぇ いぇ しっぉっ しう.
5-きぇ ょさせゅう おぇくょうょぇすう ゃいったぇ 

こけ-きぇかおけ けす 1000 ゅかぇしぇ - 『ゃっ
すぇくおぇ ‶うしおけゃぇ し 964, ]すけはくおぇ 
╉ぇこうすぇくけゃぇ – し 252 ゅかぇしぇ, 〈. 
╉ぇさぇつけきぇおけゃ, せかすさぇつっさゃっくうはす 
╋っすけょう 〈ぇてっゃ – 169 う しっゅぇ けす
くけゃけ おぇくょうょぇすうさぇかうはす しっ ]すけえ
つけ 』うつっおけゃ, いぇ おけゅけすけ しぇ ゅかぇしせ
ゃぇかう 685 ょせてう.
25 187 こけぉっょくう ゅかぇしぇ ょけ

くっしけたぇ くぇ ╃ぇきはくけゃ 83.77 % 
けす  ゃけすぇ  こさっい 2007-きぇ   
╇いぉうさぇすっかくぇすぇ ぇおすうゃくけしす っ 

すけつくけ すけかおけゃぇ, おけかおけすけ しっ けつ
ぇおゃぇ こさうぉかういうすっかくけ ょぇ ぉなょっ う 
しっゅぇ – 44.63 %. ′ぇ こさっいうょっくす
しおうすっ ういぉけさう こさっい 2006-すぇ ぇお
すうゃくけしすすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ 41.59% 
くぇ こなさゃう すせさ う 39.07 % くぇ ゃすけ
さうは, おけゅぇすけ こっつっかう ╂っけさゅう ‶なさ
ゃぇくけゃ.
]すけえつけ 』うつっおけゃ こぇょぇ けす 685 

こさっい 2003-すぇ くぇ 271 ゅかぇしぇ 4 ゅけ
ょうくう こけ-おなしくけ, 7 ゅかぇしぇ こけゃっつっ 
うきぇ [せきはくぇ ╉さぇつっゃぇ けす „╆っかっくぇ 
╀なかゅぇさうは”, ╉ぇきっかうは 〈さっくっゃぇ けす 
′けゃけすけ ゃさっきっ っ し 325 ゅかぇしぇ, ╂っ
けさゅう ╉ぇかうつおけゃ けす [╆]  ゃぇょう 961 
ゅかぇしぇ, しうくうはす おぇくょうょぇす ╇ゃぇく 
╊ぇこつっゃ こっつっかう 1 528 ゅかぇしぇ, 
1517 うきぇ ぇすぇおうしすなす ╃さぇゅけきうか 
╇ゃぇくけゃ.
] 4 500 ょせてう こぇょぇ ぉさけはす 

くぇ たけさぇすぇ ゃ ういぉうさぇすっかくうすっ 
しこうしなちう いぇ きっしすくう ういぉけさう 
いぇ すさう ゅけょうくう, 
すけゃぇ こけおぇいゃぇす こけしかっょくうすっ 

ょぇくくう けす おさぇは くぇ きっしっち ぇゃゅせしす, 
おけうすけ ょけ ういぉけさうすっ きけゅぇす ょぇ 

こさっすなさこはす くっいくぇつうすっかくう こさけ
きっくう. ]すさぇてくけすけ っ, つっ すけゃぇ っ 
ぉさけはす くぇ たけさぇすぇ ゃ ぇおすうゃくぇ ゃない
さぇしす – ゃしはおぇ ゅけょうくぇ けす 2008-
きぇ ょけ 2011-すぇ ぇおすうゃくけすけ くぇ
しっかっくうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお こぇょぇ し こけ 
1 500 ょせてう, こけおぇいゃぇ こさけしすぇすぇ 
しきっすおぇ. ┿おけ こさうっきっき, つっ 1 000 
ょせてう くぇ ゅけょうくぇ しぇ こけつうくぇかうすっ, 
おぇおゃうすけ ょぇくくう うきぇ, けしすぇくぇかうすっ 
はゃくけ くぇこせしおぇす ゅさぇょぇ, いぇとけすけ 
╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ ゃしっ こけ-きぇかおけ 
こさうゃかっおぇすっかっく いぇ たけさぇすぇ. ′っ 
すけかおけゃぇ いぇさぇょう ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, 
ぇ いぇさぇょう くうしおうすっ ょけたけょう, おけう
すけ きっしすくうはす ぉういくっし ゅぇさぇくすうさぇ. 
┿ くうしおうすっ ょけたけょう ゃ ╉ぇいぇくかなお 
しぇ くぇえ-しっさうけいくぇすぇ こさうつうくぇ いぇ 
ぉっいゃっさうっすけ くぇ たけさぇすぇ, おけっすけ 
こなお きけあっ ょぇ ょけゃっょっ う ょけ くうしおぇ 
きけすうゃぇちうは いぇ ゅかぇしせゃぇくっ, すうこ: 
” ╆ぇ おけゅけすけ う ょぇ ゅかぇしせゃぇき, ゃしっ 
すぇは.”.
╀さけはす くぇ くっゃぇかうょくうすっ ぉの

かっすうくう しなとけ きけあっ ょぇ さってう 
ゃけすぇ, こけおぇいゃぇ おぇしうさぇくっ
すけ くぇ ういぉけさうすっ いぇ ¨ぉとうく
しおう しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 
2007-きぇ.
‶さっい 1999-すぇ ゃ ゅかぇしせゃぇくっすけ 

いぇ おきっす しぇきけ 5.56 % しぇ くっゃぇ
かうょくう, くけ すけゅぇゃぇ しっ ゅかぇしせゃぇてっ 
し ちゃっすくう ぉのかっすうくう. ╀さけはす くぇ 
くっゃぇかうょくうすっ ぉのかっすうくう さぇしすっ 
こさっい 2007-きぇ くぇ 8.16 % こさう 
ゃけすぇ いぇ おきっす, ぇ こさっい 2008-きぇ 
くぇ ういぉけさうすっ いぇ けぉとうくしおう しな
ゃっすくうちう, おけゅぇすけ ゃっつっ っ せこさぇあ
くっくけ ゅかぇしせゃぇくっすけ し うくすっゅさぇかくぇ 
ぉのかっすうくぇ, こさけちっくすなす っ 4.13 %.    
‶さっい 2003-すぇ ゅけょうくぇ ちっかう 

29.99 % けす こけょぇょっくうすっ ゃ けぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお ぉのかっすうくう しぇ くっゃぇ
かうょくう. ′ぇょ 5 たうかはょう けす ゅかぇしせ
ゃぇかうすっ いぇ おきっす こさっい 2003-すぇ しぇ 
こけょぇかう くっゃぇかうょくう ぉのかっすうくう.
¨とっ っょうく くっきぇかけゃぇあっく そぇお

すけさ とっ しっ くぇきっしう ゃ ういぉけさうすっ 
すぇいう ゅけょうくぇ – いぇ こさなゃ こなす ゃ 
╀なかゅぇさうは しっ ゅかぇしせゃぇ いぇ きっしす
くう ういぉけさう う ういぉけさう いぇ こさっいう
ょっくす っょくけゃさっきっくくけ. ╆ぇ こさなゃ 
こなす しっ こさういくぇゃぇ しぇきけ いくぇおなす X 
ゃ おゃぇょさぇすつっすけ いぇ けすぉっかはいゃぇくっ 
くぇ ゃけすぇ う ょけさう しっ ういうしおゃぇ すけえ 
ょぇ くっ ういかういぇ けす けつっさすぇくうはすぇ, 
おけっすけ とっ いぇすさせょくう ういぉうさぇすっ
かうすっ う きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう つぇしす 
けす ぉのかっすうくうすっ くっゃぇかうょくう. ╆ぇ 
こさなゃ こなす ゃ ╉ぇいぇくかなお うきぇ すけか
おけゃぇ おぇくょうょぇすう いぇ おきっす – 11, 
すけかおけゃぇ きくけゅけ かうしすう いぇ けぉとうく
しおう しなゃっすくうちう – 31 くぇ ぉさけえ. 
╉けっすけ けいくぇつぇゃぇ – ょなかゅう ぉのかっ
すうくう う すさせょくぇ けさうっくすぇちうは いぇ 
ういぉうさぇすっかは. ╉けっすけ こなお こさぇゃう 
しっゅぇてくうすっ ういぉけさう けとっ こけ-くっ
こさっょしおぇいせっきう, けしけぉっくけ こさう ぉぇ
いうさぇくっ くぇ せかうつくう おけきっくすぇさう, 
こさう かうこしぇ くぇ しぇきけしすけはすっかくけ 
う くっいぇゃうしうきけ しけちうけかけゅうつっしおけ 
ういしかっょゃぇくっ, おけっすけ ょぇ ぉなょっ けぉは
ゃっくけ う ゃ きっしすくうすっ きっょうう. 
〈ぇおぇ つっ: ういぉうさぇすっかうすっ ぉう 

しかっょゃぇかけ ょぇ いくぇはす: ′はきぇ おけえ 
くぇ せかうちぇすぇ, ゃ おさなつきぇすぇ うかう 
くぇ こっえおぇすぇ こさっょ ぉかけおぇ ょぇ うき 
けすゅけゃけさう くぇ ゃなこさけしぇ: ”╉けえ とっ 
しこっつっかう ういぉけさうすっ”. ┿おけ くはおけう, 
ぇ うきぇ すぇおうゃぇ, ゃしっ こぇお ゅけ こさぇゃはす 
- すけゃぇ っ つうしすぇ こさけぉぇ きぇくうこせかぇ
ちうは. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

すう しさっょしすゃぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ いぇ 
いぇおせこせゃぇくっ う ゃなけさなあぇゃぇくっ 
し つせあょけ けさなあうっ, けしすぇゃぇ くっ
ういこなかくっくけ. ‶けさぇょう さっょうちぇ /
しせぉっおすうゃくう/ こさうつうくう. ╆ぇすけゃぇ 
すけえ ゃいっきぇ さってっくうっ ょぇ こけょぇさう 
こさけすけすうこぇ くぇ おぇさすっつくうちぇすぇ 
しう う ちはかぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは こけ 
おけくしすさせうさぇくっすけ え  くぇ ]]][. 
‶さっい き. そっゃさせぇさう 1939 ゅ. 
くぇきっさっくうっすけ きせ しっ けしなとっしす
ゃはゃぇ. ╁しうつおけ っ こさっょぇょっくけ 
くぇ ゃけっくくうは ぇすぇてっ くぇ ]]][ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ╁ こけしかっょしすゃうっ けす 
くぇこさぇゃっくうすっ ょけおせきっくすぇかくう 
しこさぇゃおう しすぇゃぇ ういゃっしすくけ, つっ 
おぇさすっつくうちぇすぇ „╉ぇこ. 》さうしすけ 
′うおけかけゃ” しっ っ しなたさぇくはゃぇかぇ 
ゃ ┿さすうかっさうえしおうは きせいっえ ゃ ╊っ
くうくゅさぇょ /]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ/. 
¨とっ っょくぇ すぇおぇゃぇ おぇさすっつくうちぇ 
うきぇ ゃ ′ぇちうけくぇかくうは ゃけっくくけ-
うしすけさうつっしおう きせいっえ ゃ ]けそうは. 
〈は っ ょせぉかうおぇす くぇ すぇいう, おけは
すけ 》さうしすけ ′うおけかけゃ こけょぇさは
ゃぇ くぇ させしおうは ゃけっくっく ぇすぇてっ. 
╇いさぇぉけすゃぇ は, おけゅぇすけ くぇこせしおぇ 
さぇぉけすぇ こけさぇょう いょさぇゃけしかけゃくう 
こさけぉかっきう こさっい 1952 ゅ., しかっょ 
おぇすけ ゃっつっ っ こさっきうくぇか う こさっい 
╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, う 
こさっい ╃っゃっすけしっこすっきゃさうえしおうすっ 
こさけきっくう, う こさっい こけしかっょゃぇかぇ

すぇ くぇちうけくぇかういぇちうは, う こさっい 
ゃけっくくうすっ いぇょなかあっくうは, ゃっつっ 
おぇすけ こけかおけゃくうお ゃ ]っょきぇ 
ょうゃういうけくくぇ けぉかぇしす, う こさっい 
けぉとっしすゃっくぇすぇ ょっえくけしす ゃ ¨《.
》さうしすけ ′うおけかけゃ ]こぇしけゃ – 

けぉうおくけゃっく けそうちっさ けす しすぇ
さぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ぇさきうは, ぉっい 
しこっちうぇかくけ すったくうつっしおけ けぉさぇ
いけゃぇくうっ, くけ し ゃさけょっくぇ ういけ
ぉさっすぇすっかしおぇ ょぇさぉぇ う すったくう
つっしおう せしっす. ╁ おけきぉうくぇちうは し 
おぇつっしすゃぇ おぇすけ ゃしっけすょぇえくけしす, 

せこけさうすけしす う きくけゅけ, きくけゅけ 
ょなかぉけおけ つせゃしすゃけ いぇ つっしすけかの
ぉうっ, しないょぇゃぇす けくぇいう せくうおぇか
くぇ しこかぇゃ, おけはすけ ゅけ こさっゃさなとぇ 
っょくけゃさっきっくくけ ゃ ゅっさけえ う くっ
せょぇつくうお, くぇ おけゅけすけ, おぇおすけ しぇ 
しっ ゃないたうとぇゃぇかう っょくう, すぇおぇ 
- ょさせゅう しぇ ゅかっょぇかう し うさけくうは, 
いかけぉぇ う いぇゃうしす. ¨ちっかはか けす 
おせさてせきうすっ くぇ ょゃっ しゃっすけゃくう 
ゃけえくう, こさっきうくぇか こさっい ゃうたなさ 
けす こけょきけかくう こさけすうゃけょっえ
しすゃうは, くっいぇつうすぇくっ う くっせゃぇ

╊╉〉╅ 〉╊《』ぇぅ╊』【╇╊〉╅ 〈╊ぁ【╅...

あっくうっ けす しゃけう, くけ けちっくっく こけ 
ょけしすけえくしすゃけ けす つせあょう, いぇさぇ
いっく くっういかっつうきけ けす こぇすさうけ
すういなき,  おぇこ. ′うおけかけゃ けしすぇゃぇ 
ゃっさっく くぇ くっけしなとっしすゃっくぇすぇ 
しう きっつすぇ.
╆ぇとけすけ いぇ くっゅけ ょさせゅけ さってっ

くうっ くっ っ うきぇかけ…

╇ すけゃぇ こけきくう うしすけさうはすぇ.

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ
╋せいっえ „┿さしっくぇか”

╁なこさっおう すさせょくけしすうすっ, こけ
ょうゅさぇゃおうすっ, せくうあっくうっすけ, うい
くせょゃぇくうはすぇ, ぉっいけすゅけゃけさくけすけ 
けすくけてっくうっ くぇ ょなさあぇゃくうすっ 
うくしすうすせちうう う くはおけう すったくう 
こさっょしすぇゃうすっかう, いぇゅなさぉう
かう くぇちうけくぇかくうすっ うくすっさっ
しう,  ゃなこさっおう, つっ っ けしすぇくぇか 
ぉっい しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ, いぇ 
》さうしすけ ′うおけかけゃ ょさせゅけ さっ
てっくうっ くっ こけしかっょゃぇ.
╆ぇ すぇいう くっこけしうかくぇ ぉうすおぇ し 

ぉっいたぇぉっさうっすけ おぇこ. ′うおけかけゃ 
っ „ゃないくぇゅさぇょっく” しなし しなさょっつ
くけ いぇぉけかはゃぇくっ. ¨すつぇはく う ぉっい 
ゃしはおぇおゃぇ くぇょっあょぇ ょぇ けしな
とっしすゃう きっつすぇすぇ しう, くぇきうさぇ 
しうかう ょぇ くぇこさぇゃう けとっ っょうく 
けこうす. ‶けかせつうか こぇさう おぇすけ 
けぉっいとっすっくうっ こさう せゃけかくっ
くうっ けす ぇさきうはすぇ こさっい 1935 ゅ., 
しぇきけおけゃっちなす いぇこけつゃぇ ういさぇ
ぉけすゃぇくっ くぇ くけゃぇ おぇさすっつくうちぇ 
ゃ しけそうえしおぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ 
„╃ういっか”. ╆ぇ ょゃっ ゅけょうくう うきぇ 
ゅけすけゃ くけゃ きけょっか. 『っくぇすぇ きせ 
っ… こさけょぇょっくぇすぇ おなとぇ ゃ ]け
そうは. 〈っいう あっさすゃう くっ ゃけょはす ょけ 
くうとけ ょさせゅけ, けしゃっく ょけ  こけいくぇ
すぇすぇ „いぇょなくっくぇ せかうちぇ”. 
╅っかぇくうっすけ くぇ 》さうしすけ ′うおけ

かけゃ ょぇ ぉなょっ こけかっいっく くぇ ぉなか
ゅぇさしおぇすぇ ぇさすうかっさうは, ょぇ しこっし

ぢí½ñö

╁ぇおしうくぇすぇ ゃしっ こぇお っ さってっくうっ

╃けさう う つぇてぇすぇ し ゃけょぇ ╋うきぇ たゃぇとぇ し こさけそっしうけ-
くぇかっく さっそかっおし - こさうょなさあぇえおう は いぇ ょなくけすけ

╋うきぇ し きっょぇか けす しすぇくうけか いぇ こっくしうけくうさぇくっすけ しう

] おけかっゅう くぇ た. „╉ぇゃぇおかうえおぇ“ (ゃ しさっょぇすぇ)
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╉けせさそ [ますまちかう - おけちかさてそち せあ さそすたしかさつ 1:

《╆¨ぁ╅〈 『╊′】]【╅【〉╅【╅ 『╅╆《【╅
》『《』╇╊【〉¨っ【 〈¨〉¨』【ぇ『: 75 〈]〉. ]╇.
′╅ 】ぁ¨【╊]』[╅ 》『╊[╇╅]¨‒¨[╅を¨っ

｠『《〉¨[╅

》ちけてかつせけてかしせそ か, ねか つかえあ にそちあてあ てひちつみて たあちけ いかく ちあいそてあ
【そこ か さしあつけねかつさけ たちけすかち くあ あちつかせあしつさけ ちひさそうそおけ

てかし: 》かちなかさぬけそせけつて. ¨くうひちうみし ぬみしあてあ つてひしいけねさあ せあ 
たそつてそうか け さそすたかてかせぬけけ, つ すあしさけ くあうそけ け けくさしまねかせけみ, 
けくうひせ „╅ちつかせあし”. ╇ひくたけてあせけさ せあ 【としつさあてあ たそしけてか
にせけさあ, つ てそねせそてそ そいちあくそうあせけか - つてちかしさそうそ そちひきけか. 
╋かせかせ か くあ ちとつさけせみ, さそみてそ つひはそ ちあいそてけ う „╅ちつかせあし”, 
けすあ おうか おかぬあ, かおせそてそ そて てみに たそかしそ たそねてけ たそ おけちけてか 
すと. 》そねけうあ つけ せあ さそすたまてひち, ちあいそてせけみて すと  おかせ か すけ
せけすとす 12 ねあつあ け けくたそうみおうあ なけしそつそなけみてあ せあ たちあえすあ
てけぬけてか: 〉か たちあうけ けくしけのせけ おうけきかせけみ, くあはそてそ たそ てそくけ 
せあねけせ てちとたあの けくしけのせけ ちあくにそおけ! [あてそ てけたけねせあ たちあ
えすあてけねせあ ╉かうあ. 》そくけてけうかせ ねそうかさ, さそこてそ せか そいけねあ おあ 
つか てそうあちけ つ せかえあてけうせけ かすそぬけけ. 

╉そてとさ つ たちあうけしあてあ.

╇いおかのつっくうはすぇ: 

‶さけすうゃくけ くぇ こけしすぇ, おけえすけ 
いぇっきぇ, すっかっそけくなす きせ いゃなくう 
くぇ „╁けえくうおなす くぇ しなょぉぇすぇ”. 
╉けかおけすけ う ょぇ っ くぇこさっゅくぇすぇ 
さぇぉけすぇすぇ きせ, くっ こせてう. ‶さけし
すけ, いぇとけすけ くっ こせてう. ╁な
こさっおう つっ さなおけゃけょう いぇゃけょ, ゃ 

おけえすけ しっ こさけういゃっあょぇ ゅけかはきぇ 
つぇしす けす ゃけっくくうは ぇさすうおせか くぇ 
„┿さしっくぇか”, すけえ しぇきうはす くっ っ 
くうすけ さうぉけかけゃっち, くうすけ さうぉぇさ. 
╃けさう くはきぇ かうつくけ けさなあうっ, っえ 
すぇおぇ, いぇ こさっしすうあ. ′っ こかぇとぇ 
ょぇくなお „けぉとっしすゃっくけ きくっくうっ”. 
╉けかおけすけ う ょぇ いゃせつう ぉぇくぇかくけ 
- さけきぇくすうお. 》ぇさっしゃぇ さけきぇく
すうつくぇ かうすっさぇすせさぇ, ]すっくょぇか 
う そぇくすぇしすうおぇすぇ. ╇いつっか っ 
ゃしうつおけ くぇ ┿さすなさ 》っえかう, くけ 
こさういくぇゃぇ, つっ ゃっつっ くはきぇ ゃさっ
きっ いぇ すけゃぇ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ ぉぇかぇくしうさぇくうは しう たぇさぇお
すっさ, しこけょっかは あうゃけす し すっきこっ
さぇきっくすっく こさっょしすぇゃうすっか くぇ 
]おけさこうけくぇ. ′っいぇゃうしうきけ けす 
ゃうしけおうは しう こけしす, くはきぇ かうつ
くぇ おけかぇ. ╉ぇさぇ しかせあっぉくぇ. ′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 っ けしないくぇか, つっ すさせょくけ 
とっ しぉなょくっ きけきつっておぇすぇ しう 
きっつすぇ - ょぇ おぇさぇ おけかぇ けす 《けさ
きせかぇ 1. ‶さうつうくぇすぇ - こけさぇし
くぇか っ こけゃっつおけ けす ょういぇえくぇ くぇ 
おけかぇすぇ. 
[けょっく っ くぇ こぇきっすくぇ ょぇすぇ - う 

こさっょう, う しっゅぇ - 9-すう しっこすっき
ゃさう 1961 ゅけょうくぇ. ′っ っ おけさっ
くはお-おぇいぇくかなつぇくうく. [けょっく っ 
ゃ しすぇさけいぇゅけさしおけすけ しっかけ ¨ぉ
させつうとっ. ′っ っ せつうか ゃ きったぇくけ
すったくうおせき, ぇ ゃ きぇすっきぇすうつっしおぇ 
ゅうきくぇいうは - ]すぇさけいぇゅけさしおぇすぇ. 
‶けしかっ いぇこうしぇか ゃ 〈ったくうつっ
しおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]けそうは – 
ょゃうゅぇすっかう し ゃなすさってくけ ゅけさっ
くっ. ╃けさう おぇいぇさきぇ くっ っ おぇさぇか 
すせお, ぇ ゃ ╉ぇさかけゃけ.  ′ぇ そうくぇかぇ 

え  ゅけ  くぇしすうゅくぇかぇ う こけおぇくぇすぇ 
けす すけゅぇゃぇてくうは ╋╉ „《さうょさうた 
╄くゅっかし” ょぇ しっ けぉせつぇゃぇ ゃ [せ
しうは. ╇きぇか すさう こさっょかけあっくうは 
- いぇ 》ぇさおけゃ, いぇ ╊っくうくゅさぇょ う 
いぇ 〈せかぇ. ╇いぉさぇか 〈せかぇ. ╆ぇさぇ
ょう ぉかういけしすすぇ ょけ しなさちっすけ. 
‶さけすうゃくけ くぇ けつぇおゃぇくっすけ いぇ 

ょうさっおすけさ, おけえすけ さっしこっおすうさぇ 
し けしぇくおぇ う きぇくうっさ, すけえ  っ けす 
けくっいう, おけうすけ いくぇはす ゃうちけゃっ 
いぇ ゃしはおぇ しうすせぇちうは う こけゃけょ. 
╇きぇ さっこせすぇちうはすぇ くぇ ょうさっお
すけさ, けさゅぇくういうさぇか くぇえ-きくけゅけ 
すうえきぉうかょうくゅう いぇ おけかっゅうすっ 
しう - ゅぇさくうさぇくう し こけつっさこおう, 
ゃ おけうすけ しっ ゅけゃけさう きくけゅけ いぇ... 
さぇぉけすぇ.  
¨ぉうつぇす ゅけ. ′っいぇゃうしうきけ けす 

すっあおうは きせ こけくはおけゅぇ くさぇゃ, 
いぇとけすけ っ ぉけかっいくっくけ しこさぇ
ゃっょかうゃ. ¨ぉはしくはゃぇ すけゃぇ しなし 
いけょうぇおぇかくうは しう いくぇお - ╃っゃぇ, 
おぇおすけ う し たぇさぇおすっさぇ しう: こさぇ
ゃけ おせきっ, すぇ ゃ けつう. 〈けえ っ けす 
ょうさっおすけさうすっ, おけうすけ くっ しっ 
しさっとぇす し ゃしうつおう くけゃけこけしすなこ
ゃぇとう くぇ さぇぉけすぇ ゃ おけきこかっおしぇ, 
おけえすけ さなおけゃけょう, くけ いぇょなか
あうすっかくけ さぇいゅけゃぇさは し ゃしっおう, 
さってうか ょぇ くぇこせしくっ. ‶さうくちうこ, 
おぇいゃぇ うくあっくっさ ╃うくおけ ╉のきの
さっゃ - ょうさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 
1 う っょくけ けす くけゃうすっ かうちぇ ゃ 
かうしすぇすぇ くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí
£íÖ¿é¡“. 
‶さういくぇゃぇ, つっ こさうしなしすゃうっすけ 

きせ ゃ すぇいう かうしすぇ う ぇくゅぇあう
きっくすなす きせ こけ こけかうすうつっしおぇ  
かうくうは しぇ すけかおけゃぇ はゃくう いぇ 
こなさゃう こなす. ′け うきぇ あっかっいくう 
ょけゃけょう ょぇ っ つぇしす けす ゅさせこぇ
すぇ くぇ たけさぇすぇ し ぉうけゅさぇそうう 
う けこうす. ‶さう すけゃぇ さっしこっおすう
さぇと: すけえ しぇきうはす こさうすっあぇゃぇ 
う ょゃっすっ, ぇ けす おぇきぉぇくぇさうはすぇ 
くぇ しゃけうすっ しおけさけ くぇゃなさてっくう 
50 ゅけょうくう うきぇ こさっすっくちうはすぇ 

ょぇ きけあっ ょぇ こさっすっゅかは すけつくけ 
くっとぇすぇ. ]つうすぇ, つっ うきっくくけ 
くっゅけゃけすけ こけおけかっくうっ う すけゃぇ 
こさっょう くっゅけ しぇ こけおけかっくうはすぇ, 
おけうすけ しかっょゃぇ ょぇ ょゃうあぇす くっ
とぇすぇ. ′っ ぉっい いくぇつっくうっ ぉうかぇ 
う こけおぇくぇすぇ ょぇ しっ こさうしなっょう
くう おなき ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお, ょけてかぇ かうつくけ 
けす ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ. 
„╇きぇた こさっこけょぇゃぇすっか こけ そう

いうおぇ ゃ せくうゃっさしうすっすぇ, おけえすけ 
おぇいゃぇてっ: くっ っ くぇつうくなす すけいう, 
ぇ うきぇ しう くぇつうく, こけ おけえすけ”. 
〈けゃぇ  ぉっ ゃけょっとうはす きう きけすうゃ 
ょぇ こさうっきぇ こけおぇくぇすぇ, おぇいゃぇ 
しっゅぇ うくあ. ╉のきのさっゃ. 
[ってぇゃぇ ょぇ っ しなこさうつぇしすっく 

おなき しすぇゃぇとけすけ ゃ ゅさぇょぇ, いぇ
とけすけ くっ きせ っ ゃしっ っょくけ おなょっ 
あうゃっっ う おなょっ とっ あうゃっはす ょっ
ちぇすぇ きせ. ┿ う いぇとけすけ しっゅぇ しすぇ
ゃぇ くっとけ, ういゅけょくけ くはおけきせ, くけ 
くっ う ゃ こけかいぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. 
╇ しすぇゃぇ こけ くぇつうく, おけえすけ くっ 
っ こさけそっしうけくぇかっく. ]うゅせさっく 
しなき, つっ うきぇ ょさせゅ くぇつうく, しこけ
ょっかは ╃うくおけ ╉のきのさっゃ, おけえすけ 
ょけしっゅぇ ゃうくぇゅう っ ぉうか こけ-ょぇ
かっつ けす こけかうすうおぇすぇ. 

]ぇきうはす すけえ くっ っ けす うくっさす
くうすっ すうこけゃっ. ]つうすぇ, つっ っ  
すけつくけ すぇき, おなょっすけ すさはぉゃぇ.  
╅うゃっっ すせお う しっゅぇ. ¨ぉうつぇ ょぇ 
こさっきうしかは う こさっすっゅかは ゃしうつ
おけ. ╇ っ ゃっさっく くぇ かうつくうすっ しう 
しせすさってくう こかぇくぬけさおう. ‶けしかっ 

ゅけ いぇゃなさすぇ ゅけかはきぇすぇ きっか
くうちぇ, ゃ おけはすけ っあっょくっゃくけ 
しっ ゃなさすう ゃしっおう ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” – けす 7 しせすさうく ょけ 
こけくっ 7 ゃっつっさ: けこっさぇすうゃおう, 
けぉうおけかおう, こかぇくうさぇくっ, さってぇ
ゃぇくっ くぇ くっけすかけあくう こさけぉかっ
きう, しさっとう, おけさっしこけくょっくちうは.

‶さけそっしうけくぇかくぇ ゃういうすおぇ: 
 
╆ぇ こなさゃう こなす こさっおさぇつゃぇ 

こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか” ゃっょ
くぇゅぇ しかっょ ょうこかけきうさぇくっすけ しう 
ゃ 〈せかぇ - こさっい 1987 ゅけょうくぇ. 
╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 

1 おぇすけ おけくしすさせおすけさ ゃ けす
ょっか „╉けくしすさせおすうゃっく”. ‶けしかっ 
しすぇゃぇ さなおけゃけょうすっか くぇ ╉けく
しすさせおすうゃくけ-すったくけかけゅうつくうは 
けすょっか. ‶さっい 1992 ゅけょうくぇ 
ゃっつっ っ いぇきっしすくうお-ょうさっおすけさ 
こけ こさけういゃけょしすゃっくうすっ ゃなこさけ
しう くぇ ╆ぇゃけょ 1, おなょっすけ けしすぇ
ゃぇ くぇ こけしすぇ ょけ 1999 ゅけょうくぇ. 
′ぇこせしおぇ „┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ さぇ
ぉけすう ゃ „]せこっさぇぉさぇいうゃ” おぇすけ 
さなおけゃけょうすっか しっおすけさ. 
¨す 2003 ょけ 2009 ゅけょうくぇ っ 

いぇきっしすくうお-ょうさっおすけさ くぇ いぇ
ゃけょ „╀なかゅぇさうは-╉”. ‶けしかっ, こけ 
こけおぇくぇ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか, いぇ ょぇ こけ
っきっ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 
1. ]っゅぇ あうゃっっ いぇ さぇぉけすぇ
すぇ しう. ╇ うきぇ ういおかのつうすっかくけ 
きぇかおけ ゃさっきっ いぇ しっきっえしすゃけ
すけ しう. ]なこさせゅぇすぇ きせ ╄かっくぇ  
しなとけ っ ぇさしっくぇかおぇ, さぇぉけすう 
おぇすけ おけくしすさせおすけさ ゃ ╀╁[ くぇ 
„┿さしっくぇか”┿╃. 

]っきっえしすゃけすけ: 

╃ゃっ こけさぇしくぇかう ゃっつっ ょっちぇ - 
しうく, しすせょっくす ゃ すさっすう おせさし ゃ 
〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ 
]けそうは, う ょなとっさは, せつっくうつおぇ 
ゃ ‶╋╂ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〉 ょけきぇ しう 
うきぇす ょけきぇてっく かのぉうきっち - いぇ
っおなす ╀なくう. 

╃うさっおすけさなす ╉のきのさっゃ: 

[ぇぉけすけたけかうお. ╅うゃっっ  ゃ こさけ
そっしうはすぇ う しっ しすぇさぇっ ょぇ さぇい
ぉっさっ たけさぇすぇ けおけかけ しっぉっ しう.  
╀けかくけ きせ っ, つっ おぇょさうすっ, おけう
すけ しっゅぇ こけしすなこゃぇす くぇ さぇぉけすぇ, 

くはきぇす くうとけ けぉとけ し こけょゅけす
ゃっくうすっ おぇょさう けす こさっょう 15 
ゅけょうくう. ]っさうけいくぇ っ かうこしぇすぇ 
くぇ おぇつっしすゃっくけ こさけそっしうけくぇか
くけ けぉさぇいけゃぇくうっ う すぇいう かうこしぇ  
ゃしっ こけゃっつっ しっ いぇょなかぉけつぇゃぇ, 
おぇいゃぇ ょうさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 
1 ゃ „┿さしっくぇか”. ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
ぉっょぇ っ, つっ しっゅぇ たけさぇすぇ すなさしはす 
こぇさう ぉっい さぇぉけすぇ う けすおぇいゃぇす 
ょぇ うきぇす すなさこっくうっすけ ょぇ しっ 
くぇせつぇす. ‶さうすっしくはゃぇ きっ そぇ
おすなす, つっ くぇつぇかくうお-ちったけゃっ
すっ くう ゃっつっ しぇ ゃ こっくしうけくくぇ 
うかう こさっょこっくしうけくくぇ ゃないさぇしす 
う かうこしゃぇす ちっかう こけおけかっくうは, 
おけうすけ ょぇ ゅう いぇきっしすはす.  ′ぇえ- 
ゅけかっきうはす こさけぉかっき いぇ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ しぇ おぇょさうすっ. ╁ くっゅけ 
しっゅぇ かうこしゃぇ くぇえ-っそっおすうゃくけ
すけ  こけおけかっくうっ - くぇ 30- 40 ゅけ
ょうてくうすっ. 

』けゃっおなす ╃うくおけ: 

┿おけ すさはぉゃぇ ょぇ しう くっとけ, すけ 
すさはぉゃぇ ょぇ っ おぇおゃけすけ すさはぉゃぇ. 
╋ぇくうぇお くぇ すっきぇ „つうしすけすぇ”. 

╁いうしおぇすっかっく おなき たさぇくぇすぇ. 
′うおけゅぇ くっ きせ しすうゅぇ ゃさっきっすけ 
しなし しっきっえしすゃけすけ, いぇとけすけ ゃしっ 
っ きぇかおけ. ¨ぉうつぇ ょぇ こなすせゃぇ. 
′ぇえ-ゅけかはきけすけ きせ あっかぇくうっ っ 
しゃなさいぇくけ し ょっちぇすぇ: ょぇ しっ さっ
ぇかういうさぇす こけ くぇつうく, こけ おけえ
すけ すっ うしおぇす. ╇, ぇおけ きけあっ, ょぇ 
くっ くぇこせしおぇす しすさぇくぇすぇ. ╋くけゅけ 
とっ きせ かうこしゃぇす. ]ないくぇゃぇ, つっ 
うしおぇ こけゃっつっ けす すはた, くけ くっ 
きけあっ ょさせゅけはつっ. 〉さけおなす, おけえ
すけ っ くぇせつうか けす しゃけは ぉぇとぇ: 
╋なかつう しう う くはきぇ ょぇ いぇゅせぉうて! 
¨す  さぇいしすけはくうっすけ くぇ ゅけょうくう
すっ すゃなさょう, つっ すけゃぇ ゃしっ こぇお 
こけきぇゅぇ...
╀う うしおぇか ゅさぇょなす, ゃ おけえすけ 

あうゃっっ, くぇ すっいう ういぉけさう ょぇ しっ 
しょけぉうっ し おきっす, おけえすけ っ こさっょう 
ゃしうつおけ つっしすっく つけゃっお, おけえすけ 
とっ けぉうつぇ うしおさっくけ ゅさぇょぇ しう. 
╇ ぉう さぇぉけすうか いぇ たけさぇすぇ, ぉっい 
かうつくぇ けぉかぇゅぇ. ¨す こけいうちうはすぇ 

くぇ しゃけうすっ 50 ゅけょうくう っ さぇい
ぉさぇか, つっ ゃしうつおけ きけあっ ょぇ しっ 
くぇこさぇゃう, いぇとけすけ ゃしうつおけ っ 
つけゃっておぇ くぇこさぇゃぇ. 
╁なこさけしなす っ  ゃ きはさおぇすぇ う あっ

かぇくうっすけ.
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉┿╊╄′╃┿[ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

21 けおすけきゃさう - ╃っく いぇ しうくょうおぇかくぇ いぇとうすぇ くぇ さぇぉけすくけ-
すけ きはしすけ, つっしすゃぇく っ いぇ こなさゃう こなす こさっい 1998 ゅ.
22 けおすけきゃさう - 1903 - ゃ し. ╀さっいけゃけ, ‶かけゃょうゃしおけ, っ さけょっく 

たせょけあくうおなす ╆かぇすの ╀けはょあうっゃ.
23 けおすけきゃさう - ]ゃ. ぇこ. ぅおけゃ, ぉさぇす ╂けしこけょっく. ]こけさっょ くぇ-

さけょくけすけ こけゃっさうっ, ぇおけ かうしすぇすぇ くぇ ょなさゃっすぇすぇ こけあなかすはゃぇす くぇえ-
くぇこさっょ けすょけかせ, いうきぇすぇ とっ ょけえょっ さぇくけ, ぇ おけゅぇすけ こけあなかすはゃぇす 
こなさゃけ くぇ ゃなさたぇ - いうきぇすぇ とっ ぉなょっ きっおぇ.
24 けおすけきゃさう - ]ゃ.╀けゅけさけょうちぇ – ╁しった しおけさぉはとうた さぇ-

ょけしす; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ¨¨′, けしくけゃぇくぇ こさっい 1945 
ゅ.; 1857 - ╁ 【っそうかょ, ┿くゅかうは, っ しないょぇょっく こなさゃうはす そせすぉけかっく 
おかせぉ; 1916 - 》っくさう 《けさょ ゃなゃっあょぇ ゃ しゃけはすぇ そぇぉさうおぇ さぇゃくけ 
いぇこかぇとぇくっ くぇ すさせょぇ くぇ きなあっすっ う あっくうすっ.
25 けおすけきゃさう - 1990 - ¨す うきっすけ ′ぇさけょくぇ さっこせぉかうおぇ ╀なか-

ゅぇさうは っ こさっきぇたくぇすけ „くぇさけょくぇ” う けしすぇゃぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは.
26 けおすけきゃさう - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ.ゃっかうおけきなつっくうお ╃うきうすなさ ╋う-

さけすけつっち. ╃うきうすさけゃょっく. ╇きっくくうちう: ╃うきうすなさ - けす ゅさなちおう 
けいくぇつぇゃぇ “こかけょけさけょっく”, ╃うきうすさうくぇ, ╃うきおぇ, ╃うきぇ, ╃さぇゅぇく, 
╃うきけ, ╃うつけ, ╋うすおけ, ╋うすさぇ; ‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ 
しすさけうすっかうすっ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ せつうかうとくうすっ ぉうぉ-
かうけすっおう; 2005 – ‶けつうくぇ ういゃっしすくうはす そけすけゅさぇそ-たせょけあくうお けす 
╉ぇいぇくかなお ┿さすうく ┿いうくはく.
27 けおすけきゃさう - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ.きなつっくうお ′っしすけさ. ╁ くぇさけょくぇすぇ 

すさぇょうちうは こさぇいくうおなす っ ]ゃっすう ′うしすけさ うかう ╋うてうくょっく. ′っしすけさ 
けす ゅさなちおう けいくぇつぇゃぇ „きかぇょっあおう”; 1938 - 《うさきぇすぇ “╃のこけく” 
けぉはゃはゃぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ くけゃ しうくすっすうつっく きぇすっさうぇか, おけえすけ こけ-
かせつぇゃぇ うきっすけ くぇえかけく.
28 けおすけきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぇくうきぇちうはすぇ; 
1989 -  ╁ ‶かけゃょうゃ こさけそしなのい “‶けょおさっこぇ” っ けぉはゃっく いぇ ′ぇちうけ-
くぇかくぇ そっょっさぇちうは くぇ すさせょぇ; 1915 - 〉きうさぇ けそうちっさしおう おぇく-
ょうょぇす ╇ゃぇく ‶ぇすっゃ - せつぇしすくうお ゃ 23 【うこつっくしおう こったけすっく こけかお, 
しおせかこすけさ.
29 けおすけきゃさう - ╃っく くぇ ぉっしぇさぇぉしおうすっ ぉなかゅぇさう; 1914 - 

]ぇきけせぉうゃぇ しっ ‶っえけ ぅゃけさけゃ. ]なょっぉくうすっ さぇいしかっょゃぇくうは う しかせ-
たけゃっすっ, つっ すけえ っ せぉうか ╊けさぇ, しかけきはゃぇす ょせたぇ くぇ こけっすぇ う すけえ しっ 
けすさぇゃは しきなさすけくけしくけ.
30 けおすけきゃさう - 1925 - 【けすかぇくょしおうはす うくあっくっさ う ういけぉさっ-

すぇすっか ╃あけく ╀っぇさょ ょっきけくしすさうさぇ いぇ こなさゃう こなす すっかっゃういうけくくけ 
こさっょぇゃぇくっ くぇ ょゃうあっとぇ しっ おぇさすうくぇ; 1926 - [けょっく っ ]すぇくつけ 
╉けっゃ, おきっすなす くぇ しすけかっすうっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお.
31 けおすけきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ 』っさくけ きけさっ; 

]ゃっすけゃっく ょっく くぇ しこっしすけゃくけしすすぇ; 1517 - ‶さけそっしけさなす こけ 
すっけかけゅうは ゃなゃ ╁うすっくぉっさゅ ╋ぇさすうく ╊せすっさ いぇおぇつぇ しゃけうすっ 95 すっいう-
しぇ しさっとせ こぇこしおうすっ うくょせかゅっくちうう くぇ ゃさぇすぇすぇ くぇ きっしすくぇすぇ ちなさお-
ゃぇ - しかけあっくけ っ くぇつぇかけすけ くぇ [っそけさきぇちうはすぇ ゃ ╄ゃさけこぇ; 1887 
- ╃あけく ╃なくかけこ こぇすっくすけゃぇ くぇょせゃぇっきぇすぇ ゅせきぇ いぇ ゃっかけしうこっょ, 
おけはすけ こけ-おなしくけ ゃかういぇ ゃ てうさけおぇ せこけすさっぉぇ ゃ ぇゃすけきけぉうかけしすさけ-
っくっすけ.
01 くけっきゃさう - ╃っく くぇ くぇさけょくうすっ ぉせょうすっかう - こさぇいくうお 

くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゃないさけあょっくちう, ょけこさうくっしかう いぇ こさけぉせあょぇくっすけ 
う いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ くぇちうけくぇかくけすけ くう しぇきけしないくぇくうっ; ╃っく くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ あせさくぇかうしすうおぇ; ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ くぇせおぇ 
- こさぇいくせゃぇす ぉなかゅぇさしおうすっ せつっくう.
02 くけっきゃさう - 1503 - ╉けかせきぉ けすおさうゃぇ ‶ぇくぇきぇ. ¨すおさうゃぇ う 

おぇせつせおぇ. ╇しこぇくちうすっ しぇ こけさぇいっくう けす つっさくぇすぇ こけょしおぇつぇとぇ すけこ-
おぇ, おけはすけ すせいっきちうすっ ういこけかいゃぇかう いぇ うゅさぇ; 1919 - ¨しくけゃぇく っ 
]なのいなす くぇ ぇさすうしすうすっ, きせいうおぇくすうすっ う すっぇすさぇかくうすっ しかせあっとう ゃ 
╀なかゅぇさうは; 1948 - ‶けかけあっくけ っ くぇつぇかけすけ くぇ けさゅぇくういうさぇく ぉぇし-
おっすぉけか ゃ ╉ぇいぇくかなお.
03 くけっきゃさう - ‶さぇいくうお くぇ ╂かぇゃくぇ うくしこっおちうは こけ すさせょぇ. 

‶さっい 1907 ゅ., し せおぇい くぇ おくはい 《っさょうくぇくょ, っ けぉくぇさけょゃぇく ╆ぇおけく 
いぇ うくしこっおすけさぇすぇ こけ すさせょぇ; 1957 - ]なゃっすしおうはす しなのい ういしすさっかゃぇ 
おけしきうつっしおうは おけさぇぉ “]こせすくうお-2” くぇ ぉけさょぇ, くぇ おけえすけ しっ くぇきうさぇ 
おせつっすけ ╊ぇえおぇ – こなさゃけすけ あうゃけ しなとっしすゃけ, ういかっすはかけ ゃ ╉けしきけしぇ.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╁しうつおう すぇおしう, こぇさうつくう こけきけとう, くぇゅさぇょう, こさっきうう う ちっかっゃう しさっょしすゃぇ いぇ さぇぉけすくけ けぉかっお-
かけ, けぉゃなさいぇくう し きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, とっ ぉなょぇす けすゃなさいぇくう けす くっは - すけゃぇ さってう 

こさぇゃうすっかしすゃけすけ, おぇすけ けこさっょっかう ゃ しさけお ょけ 1-ゃう くけっきゃさう きうくうしすさうすっ う さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ 
ゃっょけきしすゃぇ う ぉのょあっすくう けさゅぇくういぇちうう ょぇ こけょゅけすゃはす おけくおさっすくうすっ こさっょかけあっくうは いぇ こさけきっくう ゃ 
いぇおけくう, くぇさっょぉう う こさぇゃうかくうちう.
〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ ぉっい いぇゃうしうきけしす けす きうくうきぇかくぇすぇ いぇこかぇすぇ とっ ぉなょぇす こけすさっぉうすっかしおぇすぇ 

すぇおしぇ いぇ こさっゅかっょ こさう かっおぇさ, いぇこかぇとぇくっすけ くぇ つかっくけゃっすっ くぇ さぇいかうつくう おけきうしうう, ょけぉぇゃおぇすぇ 
いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは. ¨ぉゃなさいぇくけしすすぇ し きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ しっ いぇこぇいゃぇ いぇ くはおけう 
こかぇとぇくうは, おけうすけ うきぇす たぇさぇおすっさ くぇ すさせょけゃけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, おぇすけ いぇこかぇすうすっ くぇ つうさぇおせゃぇ-
とうすっ かうちぇ こけ こさけゅさぇきうすっ いぇ いぇっすけしす う いぇこかぇすうすっ くぇ こさうっきくうすっ さけょうすっかう.

6 きうかうけくぇ う 400 たうかはょう かっゃぇ いぇ いぇょなかあっくうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお おなき 30-すう のくう すぇいう 
ゅけょうくぇ.

〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす こうしきっくうは けすゅけゃけさ くぇ ゃうちっこさっきうっさぇ う きうくうしすなさ くぇ そうくぇくしうすっ ]うきっけく 
╃はくおけゃ ょけ くぇさけょくうは こさっょしすぇゃうすっか けす ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ.
¨すゅけゃけさなす くぇ きうくうしすなさぇ っ ゃしかっょしすゃうっ くぇ こうすぇくっ くぇ くぇさけょくうは こさっょしすぇゃうすっか. ¨す けそうちうぇか-

くうは けすゅけゃけさ くぇ ょっこせすぇすしおけすけ こうすぇくっ しすぇゃぇ はしくけ, つっ けす けぉとうは さぇいきっさ くぇ いぇょなかあっくうはすぇ, 1 
きかく. う 700 たうかはょう かっゃぇ しぇ こさけしさけつっくうすっ, すけっしす ょなかあうきう こけゃっつっ けす 1 ゅけょうくぇ. ¨しすぇくぇかうすっ 
6 きかく. う 100 たうかはょう しっ さぇいこさっょっかはす  すぇおぇ: 300 たうかはょう かっゃぇ しぇ ょなかゅけしさけつくうすっ いぇょなかあっくうは 
う 6 きかく. う 100 たうかはょう かっゃぇ しぇ おさぇすおけしさけつくうすっ いぇょなかあっくうは.

╉ぇいぇくかなておけすけ しっかけ ╉さなく しすぇくぇ ゅさぇょ. 〈けゃぇ しすぇくぇ そぇおす し 
[ってっくうっ くぇ ╋] けす 13-すう けおすけきゃさう. ‶けゃけょ いぇ さってっくうっ-

すけ ぉっ いぇはゃっくけすけ あっかぇくうっ くぇ あうすっかうすっ くぇ ╉さなく, ゃくっしっくけ けす 
おきっすぇ くぇ しっかけすけ 〈っきっくせあおぇ ╊のちおぇくけゃぇ, ゃ ¨ぉとうくしおう しなゃっす 
- ╉ぇいぇくかなお. 〈け ぉっ こさうょさせあせくけ う し こけょこうしおぇ けす 783 あうすっかう 
くぇ しっかけすけ. ╃け のくう すぇいう ゅけょうくぇ ぉさけはす くぇ くぇしっかっくうっすけ し こけ-
しすけはくっく ぇょさっし ゃ ╉さなく っ ぉうかけ 3561 ょせてう, おけっすけ くぇょゃうてぇゃぇ 
ういうしおゃぇくうは きうくうきせき けす 3500 ょせてう. ╉さなく ぉっ くぇえ-ゅけかはきけすけ 
しっかけ こけ ぉさけえ くぇ あうすっかう ゃ ちはかぇすぇ けぉかぇしす. ╇いゅさぇょっくぇ っ しけ-
ちうぇかくぇ う すったくうつっしおぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ - うきぇ せつうかうとっ, ¨╃╆, 

′ぇ こけつうゃおぇ ゃ ╂なさちうは

]なし しっきっえしすゃけすけ - くぇ ちっかう 50

╃け おさぇは くぇ ょっおっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ いぇ けぉしなあょぇくっ ゃ ′ぇさけょ-
くけすけ しなぉさぇくうっ とっ ゃかっいっ くけゃ ╆ぇおけく いぇ こさっょせつうかうとくけすけ う 
せつうかうとくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ, おけえすけ ゃっつっ しっ こけょゅけすゃは けす  こさけ-
しゃっすくう っおしこっさすう. 〈けゃぇ しなけぉとう ゃ ╉ぇいぇくかなお  ]っさゅっえ ╇ゅくぇすけゃ 

╉そ 2020 えそおけせあ うつけねさけ とちそぬけ そせしあこせ, 100 すけしけそせあ しかうあ くあ けくうひせさしあつせけ おかこせそつてけ
- きうくうしすなさ くぇ けぉさぇいけゃぇくう-
っすけ, くぇせおぇすぇ う きかぇょっあすぇ. 
〈けえ ょけえょっ ゃ ゅさぇょぇ いぇ しさっとぇ 
し ょうさっおすけさう う せつうすっかう けす 
けぉとうくしおうすっ せつうかうとぇ.
‶け ゃさっきっ くぇ ょうしおせしうはすぇ 

„╀なかゅぇさしおけすけ せつうかうとっ こさっい 
21 ゃっお”  ゃ ╉ぇいぇくかなお ]っさ-
ゅっえ ╇ゅくぇすけゃ うくそけさきうさぇ, つっ 
しすさっきっあなす くぇ っおしこっさすうすっ 
けす ゃっょけきしすゃけすけ っ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ ょぇ ぉなょっ けさうっくすうさぇくけ 
おなき ょっすっすけ, せつっくうおぇ うかう 
しすせょっくすぇ, おぇおすけ う ょぇ しっ しない-
ょぇょっ しさっょぇ, ゃ おけはすけ すっ とっ 
うゅさぇはす ぇおすうゃくぇ さけかは. ╃させゅぇ 
こさけきはくぇ, おけはすけ しっ こけょゅけす-
ゃは, っ さぇいょっかはくっすけ くぇ ゅうき-
くぇいうぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ くぇ 
ょゃぇ っすぇこぇ - こさっょう う しかっょ 10 

おかぇし. 『っかう しっ ゃうしてっすけ せつう-
かうとっ ょぇ ぇおさっょうすうさぇ つぇしす けす 
ゅうきくぇいうぇかくうは こっさうけょ, おけっすけ 
とっ せおさっこう ゃさないおぇすぇ きっあ-
ょせ しさっょくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ う 
せくうゃっさしうすっすぇ, こけはしくう きう-
くうしすなさなす. ╉なき ぉなかゅぇさしおうすっ 
せつうかうとぇ とっ ぉなょっ しないょぇょっく 
けぉとっしすゃっく しなゃっす, おけえすけ とっ 
ぉなょっ くけゃぇ そけさきぇ くぇ けぉとっしす-
ゃっく ょけゅけゃけさ, おけはすけ, しこけさっょ 
╇ゅくぇすけゃ, „とっ ゃこさっゅくっ” っくっさ-
ゅうはすぇ くぇ さけょうすっかうすっ.
‶け ょせきうすっ きせ, しすさっきっあなす っ 

おなき 2020 ゅけょうくぇ ゃしうつおう せさけ-
ちう ゃ せつうかうとっ ょぇ しっ ういかなつゃぇす 
けくかぇえく ゃ さっぇかくけ ゃさっきっ. ‶け 
すけいう くぇつうく, おぇおすけ けすしなしすゃぇ-
とうすっ せつっくうちう, すぇおぇ う さけょう-
すっかうすっ とっ きけゅぇす ょぇ しぇ ゃ すっつっ-

くうっ おぇおゃけ すけつくけ せつぇす  ょっちぇすぇ 
うき, せすけつくう ╇ゅくぇすけゃ. ╆ぇ ちっかすぇ 
しぇ けしうゅせさっくう 75 きかく. かゃ. いぇ 
こけゃうてぇゃぇくっ くぇ おゃぇかうそうおぇ-
ちうはすぇ う こさっおゃぇかうそうおぇちうは くぇ 
42 たうかはょう せつうすっかう けす ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ. ╆ぇ しすぇあけゃっ くぇ せつっ-
くうちう けす こさけそっしうけくぇかくうすっ 
せつうかうとぇ う しすせょっくすうすっ けす ぉの-
ょあっすぇ しぇ いぇょっかっくう 90 きかく. 
かゃ., ぇ ょさせゅう 100 きかく. かゃ. しぇ 
いぇ ういゃなくおかぇしくう ょっえくけしすう.
╋うくうしすなさなす くぇ けぉさぇいけゃぇくう-

っすけ, きかぇょっあすぇ う くぇせおぇすぇ くぇ-
ゅさぇょう し こさっくけしうき おけきこのすなさ 
〈っけょけしうえ 〈っけょけしうっゃ, ょなか-
ゅけゅけょうてっく こさっこけょぇゃぇすっか こけ 
そういうおぇ ゃ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉ-
さっておけゃ”, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお. 

           〈┿ 

〈. 〈っけょけしうっゃ こけかせつう かぇこすけこ けす きうくうしすなさ ╇ゅくぇすけゃ

つうすぇかうとっ, こっくしうけくっさしおう おかせぉ.
╆ょさぇゃくけすけ けぉしかせあゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっすけ しっ けしなとっしすゃはゃぇ けす ょゃっ きっょうちうくしおう こさぇおすうおう しなし 

しゃけう っおうこう う しすけきぇすけかけゅ. ′ぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╉さなく そせくおちうけくうさぇす う ょゃぇ ゅけかっきう いぇゃけょぇ - いぇ 
こさけういゃけょしすゃけ う こさけょぇあぉぇ くぇ こさせあうくう う とぇくちけゃう ういょっかうは う いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ しうくすっすう-
つっく ょうぇきぇくすっく こさぇた う ょうぇきぇくすっくう うくしすさせきっくすう う けこすうつっしおけ しすなおかけ.

‶け おさぇしうゃ う くっすさぇょうちうけくっく くぇつうく こさっょしすぇゃう くっゃう-
ょはかぇすぇ ゃしっ けとっ ぉはか しゃはす しゃけは すさっすぇ しすうたけしぉうさおぇ 

くっゃっさけはすくぇすぇ おぇいぇくかなておぇ こけっすっしぇ ╂っさゅぇくぇ ]せかっゃぇ. 
╋かぇょぇすぇ あっくぇ, おけはすけ けす ゅけょうくう っ ゃ うくゃぇかうょくぇ おけ-

かうつおぇ, っ はさなお こさうきっさ いぇ すけゃぇ -  おぇお つけゃっお きけあっ ょぇ 
あうゃっっ こなかくけちっくくけ う ょぇ こさうすっあぇゃぇ ょせた, くっいぇゃうしうきけ 
けす おぇこぇくうすっ くぇ しなょぉぇすぇ. 
]さっょ せゃぇあうかうすっ こさっょこさっきうっさぇすぇ くぇ こけさっょくぇすぇ しすう-

たけしぉうさおぇ くぇ ╂っさゅぇくぇ ぉっ う ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか 2000” ┿╃ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ. 〈けえ ょけえょっ くぇ 
ぇさす しなぉうすうっすけ しなし しゃけはすぇ ゅけょっくうちぇ う くっ おさうってっ ゃない-
たうとっくうっすけ しう けす しうかくうは ょせた くぇ こけっすっしぇすぇ. 
╂っさゅぇくぇ ]せかっゃぇ っ こさっこけょぇゃぇすっか こけ ぇくゅかうえしおう っいうお 

くぇ つぇしすくぇ こさぇおすうおぇ. ╃けしっゅぇ っ ういょぇかぇ ょゃっ しすうたけしぉうさおう う うきぇ あっかぇくうっ ょぇ ういょぇょっ すさっすぇ. 
╁しっおう, おけえすけ うしおぇ ょぇ こけょおさっこう あっかぇくうっすけ え う ょぇ しぉなょくっ くぇょっあょぇすぇ え, きけあっ ょぇ しすけさう すけゃぇ, 
おぇすけ しっ けぉなさくっ おなき しぇきぇすぇ くっは. 
′けゃぇすぇ しすうたけしぉうさおぇ とっ っ しなし いぇゅかぇゃうっ „‶ぇしこけさす”. ╁しっおう, おけえすけ さってう ょぇ こけょこけきけゅくっ こけは-

ゃぇすぇ くぇ „‶ぇしこけさす”, きけあっ ょぇ こけすなさしう ╂っさゅぇくぇ くぇ すっかっそけく 0876 41 15 12 .

13 おぇいぇくかなておう すぇかぇくすかうゃう ょっちぇ しぇ つぇしす けす すぇいゅけょうてくうは おぇすぇかけゅ, ういょぇゃぇく けす そけくょぇ-
ちうはすぇ くぇ そせすぉけかうしすぇ ╃うきうすなさ ╀っさぉぇすけゃ.  ╊せおしけいくけすけ ういょぇくうっ  いぇ すさっすぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ 
こさっょしすぇゃは しくうきおう う うくそけさきぇちうは いぇ けょけぉさっくうすっ ょっちぇ, ゃおかのつっくう ゃ こさけっおすぇ „′ぇゅさぇょう いぇ 
せしこっかうすっ ょっちぇ くぇ ╀なかゅぇさうは”.
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しかっょ こけしかっょくぇすぇ こせぉかうおぇ
ちうは いぇ くっは う ぉかういけ ゃっお けす 
いぇさけょうかぇすぇ しっ うょっは くぇ おぇこ. 
′うおけかけゃ う こさけういすっおかうすっ けす 
すけゃぇ しなぉうすうは.
╆ぇゃなさてうか せしこってくけ ╁けっく

くけすけ せつうかうとっ こさっい 1915 
ゅ., 》さうしすけ ′うおけかけゃ, ゃっつっ 
おぇすけ けそうちっさ けす ╀なかゅぇさ
しおぇすぇ ぇさきうは, こけあっかぇゃぇ ょぇ 
ぉなょっ くぇいくぇつっく くぇ しかせあぉぇ ゃ 
さけょくうは きせ ゅさぇょ ]ぇきけおけゃ – 

ゃ 22-さう ‶ったけすっく こけかお. 〈ぇき 
ゅけ いぇゃぇさゃぇ きけぉうかういぇちうはすぇ 
くぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ
くぇ う いぇきうくぇゃぇ くぇ そさけくすぇ 
くぇえ-くぇこさっょ おぇすけ ゃいゃけょっく, 
ぇ こけ-おなしくけ う おぇすけ さけすっく 
おけきぇくょうさ, ゃ 54-すう ‶ったけすっく 
こけかお. ╀けえくうすっ ょっえしすゃうは う 
おさぇすおうすっ おせさしけゃっ こけ おぇさ
すっつくけ ょっかけ きせ ょぇゃぇす ゃない
きけあくけしすすぇ ょぇ しっ いぇこけいくぇっ 
こけ-けぉしすけえくけ し せしすさけえしすゃけ
すけ う ょっえしすゃうっすけ くぇ くはおけかおけ 
ゃうょぇ おぇさすっつくうちう – ゅっさきぇく
しおうすっ „【ゃぇさちかけいっ” う „╋ぇお
しうき”, そさっくしおうすっ „》けつおうし”, 
„‶のすけ” う „]っくす ╄すうっく”, 
ぇくゅかうえしおうすっ „╁うおっさし” う 
„╉けかす” う ょさ. ′はおけう けす すっいう 
おぇさすっつくうちう しぇ さぇいゅかっあょぇ
くう こけょさけぉくけ しかっょ こけこぇょぇ
くっすけ うき ゃ こかっく こけ ゃさっきっ くぇ 
ゃけっくくうすっ ょっえしすゃうは. 〈けゅぇゃぇ 
しっ せしすぇくけゃはゃぇす う こさっょうき
しすゃぇすぇ う くっょけしすぇすなちうすっ うき 
う せ おぇこ. ′うおけかけゃ くぇいさはゃぇ 
うょっはすぇ ょぇ しないょぇょっ しかっょ 
ゃけえくぇすぇ くけゃぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
おぇさすっつくうちぇ し けこさけしすっくけ 
せしすさけえしすゃけ, くけ う くぇょっあょ
くぇ, いぇ ょぇ くっ しっ こさっゃさなとぇ ゃ 
„くっこけすさっぉくけ あっかはいけ”. 〈ぇおぇ 
けこさっょっかは きかぇょうはす ぉなかゅぇさ
しおう けそうちっさ おぇさすっつくうちう
すっ, おけうすけ ょぇゃぇす いぇしっつおう, 
う さってぇゃぇ, つっ くぇすさせこぇくうはす 
けこうす, こけいくぇくうはすぇ う すったくう
つっしおぇすぇ きせ こけょゅけすけゃおぇ とっ 
きせ ぉなょぇす ゃ せしかせゅぇ こさう さっ
ぇかういうさぇくっすけ くぇ すぇいう  うょっは.
¨す 1919 ょけ 1922 ゅ. おぇこ. 

′うおけかけゃ こけかぇゅぇ しっさうけいくう 
せしうかうは いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
ゅさせぉ きけょっか くぇ おぇさすっつくう
ちぇすぇ, ういさぇぉけすゃぇえおう しぇき 
くはおけう けす ょっすぇえかうすっ え – 
ょっえくけしす, けこさっょっかはくぇ おぇすけ 
せくういうすっかくぇ すけゅぇゃぇ いぇ っょうく 
けそうちっさ. 〈けゃぇ こけさぇあょぇ う 
こけょうゅさぇゃぇすっかくけすけ けすくけ
てっくうっ おなき くっゅけ, おぇおすけ くぇ 
くはおけう けす おけかっゅうすっ きせ, すぇおぇ 
う ょうさっおすくけ くぇ おけきぇくょうさぇ 
くぇ こけかおぇ. ′っ しすうゅぇ かうこしぇすぇ 
くぇ おぇおゃぇすけ う ょぇ ぉうかけ きけ
さぇかくぇ こけょおさっこぇ, くけ さぇぉけ
すぇすぇ ゃなさゃはかぇ くぇ きけきっくすう 

ょけしすぇ すさせょくけ う こさけぉかっきくけ 
– ゃしっ こぇお 》さうしすけ ′うおけかけゃ くっ 
っ うきぇか しこっちうぇかくぇ うくあっくっさ
くけ-すったくうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ, ぇ 
しぇきけ けくけゃぇ, おけっすけ っ せしゃけうか 
ゃなゃ ╁けっくくけすけ せつうかうとっ う くぇ
せつうか ゃ おせさしけゃっすっ う くぇ そさけく
すぇ. ╆ぇすけゃぇ う こけさぇょう かうこしぇ 
くぇ すけつくう つっさすっあう, くはおけう けす 
ょっすぇえかうすっ くっ きけあっかけ ょぇ しっ 
ういさぇぉけすはす ょけしすぇすなつくけ こさっ
ちういくけ. 〈けゃぇ, けぉぇつっ, くっ しさうゃぇ 
っくすせしうぇいきぇ きせ う こさっい 1923 
ゅ., いぇゃかぇょはく くぇこなかくけ けす うょっ
はすぇ しう, ′うおけかけゃ ゃいっきぇ くっ
こかぇすっく けすこせしお う しっ こけしゃっとぇ
ゃぇ ういちはかけ くぇ ょけさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ きけょっかぇ. ‶けょおさっこっく すけいう 
こなす こけくっ けす すなしすぇ しう, すけえ 
ゃいっきぇ 35 000 かゃ. いぇっき, こけ
さなつゃぇ ういさぇぉけすおぇすぇ くぇ いぇすゃけさ 
ゃ ]けそうえしおうは ぇさすうかっさうえしおう 
ぇさしっくぇか, ょけさぇぉけすゃぇ けしすぇ
くぇかうすっ つぇしすう う こさうおかのつゃぇ 
ゅさせぉうは きけょっか くぇ おぇさすっつくう
ちぇすぇ. ‶け すけいう きけょっか ゃっつっ 
きけあっかけ ょぇ ぉなょっ ういさぇぉけすっくぇ 
ょっえしすゃぇとぇ ぉけえくぇ かっおぇ おぇさ
すっつくうちぇ. ╆ぇ ょぇ しっ けしなとっしすゃう 
すけゃぇ, ぉうかけ くっけぉたけょうきけ ゃっつっ 
こさっちういくけすけ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ 
ゃしうつおう ょっすぇえかう う すけ けす すけつくけ 
けこさっょっかっくう きぇすっさうぇかう. 〈なえ 
おぇすけ すけゃぇ すけゅぇゃぇ きけあっかけ ょぇ 
しっ くぇこさぇゃう しぇきけ ゃ ]けそうえ
しおうは ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか, 
′うおけかけゃ こさぇゃう しなけすゃっすくうすっ 
こけしすなこおう. ′ぇいくぇつっくぇすぇ おけ
きうしうは けす ぇさすうかっさうえしおう うく
あっくっさう う すったくうちう こさっちっくは
ゃぇす, つっ くぇうしすうくぇ こけ ゅさせぉうは 
きけょっか きけあっ ょぇ ぉなょっ „ういそぇ
ぉさうおせゃぇくぇ” くけゃぇ おぇさすっつくうちぇ 
う ゅけ おけきぇくょうさけゃぇす ゃ ]けそうは 

ょぇ しなぉかのょぇゃぇ う おけくすさけかうさぇ 
さぇぉけすぇすぇ. 
╆ぇ こけさっょっく こなす おぇこ. ′うおけ

かけゃ しっ しぉかなしおゃぇ し つけゃっておぇ
すぇ いぇゃうしす, くっくぇゃうしす う ょけさう 
こけょきけかくけ こさけすうゃけょっえしすゃうっ. 
╇ おけかおけすけ う こぇさぇょけおしぇかくけ 
ょぇ ういゅかっあょぇ, くぇえ-けすはゃかっく 
くっゅけゃ こさけすうゃくうお ぉうか しぇきう
はす くぇつぇかくうお すけゅぇゃぇ くぇ ┿さ
しっくぇかぇ こけかおけゃくうお ]すけっくつっゃ. 
‶けょおさっこっく っょうくしすゃっくけ けす 
けぉうおくけゃっくうすっ さぇぉけすくうちう, 
おけうすけ ういさぇぉけすゃぇかう ょっすぇえ
かうすっ, う, こさっけょけかはゃぇえおう くっ

すうつくう けさなあうは. ‶けしかっょゃぇ う 
けとっ っょくけ さってっくうっ – おけく
しすさせおすうゃくぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは 
う しぇきうはす けぉさぇいっち くぇ おぇさすっつ
くうちぇすぇ ょぇ ぉなょぇす こさっょぇょっくう ゃ 
╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ. 
‶け-すけつくけ ゃ けしすぇくぇかうは ]けそうえ
しおう おかけく, しかっょ こさっきっしすゃぇくっ
すけ くぇ そぇぉさうおぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
′ぇさっあょぇくっすけ いぇ ういこかぇとぇくっ 
くぇ くぇゅさぇょくぇすぇ しせきぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ ょぇょっくけ けす うくしこっおすけさぇ 
くぇ ぇさすうかっさうはすぇ. 〈ぇおけゃぇ くぇ
さっあょぇくっ くっ こけしかっょゃぇ, ぇ うく
しこっおすけさなす, おけえすけ っ すさはぉゃぇかけ 
ょぇ ゅけ ょぇょっ, しっ おぇいゃぇ… こけかお. 
]すけっくつっゃ. 〈ぇいう しせきぇ っ すさはぉ
ゃぇかけ ょぇ こけおさうっ さぇいたけょうすっ けす 
かうつくう しさっょしすゃぇ, くぇこさぇゃっくう 
くぇこなかくけ しないくぇすっかくけ  けす おぇこ. 
′うおけかけゃ, こけ ういさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ けぉさぇいっちぇ, ぇ こけ-おなしくけ う いぇ 
ういこかぇとぇくっすけ くぇ すぇおしう いぇ うい
ょぇょっくうすっ きせ こぇすっくすう ゃ くはおけか
おけ っゃさけこっえしおう ょなさあぇゃう.
〈けつくけ ゃ すぇいう ゃさないおぇ, しこけ

さっょ ぇさたうゃくう ょけおせきっくすう, ちう
すうさぇくう けす うくあ. 〈ぇくっゃ, かうつくけ 
こさう おぇこうすぇくぇ こさうしすうゅぇ こさっょ
しすぇゃうすっか くぇ ‶ぇすっくすくけすけ ゃっ
ょけきしすゃけ ゃ ┿くゅかうは う すけ し おけく
おさっすくう, きくけゅけ しなぉかぇいくうすっかくう 
こさっょかけあっくうは. ]さっとせ くはおけか
おけ きうかうけくぇ かっゃぇ う 20% けす 
しすけえくけしすすぇ くぇ こなさゃぇすぇ こさけ
ういゃっょっくぇ こぇさすうょぇ, おぇさすっつ
くうちぇすぇ ょぇ ぉなょっ ゃなゃっょっくぇ くぇ 
ゃなけさなあっくうっ ゃ ぇくゅかうえしおぇすぇ 
ぇさきうは. ]ぇきけ いぇ ょっく すけいう つけ
ゃっお っ きけあっかけ ょぇ しっ こさっゃなさくっ 
ゃ きうかうけくっさ う ょぇ ょけぉうっ しゃっ
すけゃくぇ ういゃっしすくけしす しなし しゃけっすけ 
ういけぉさっすっくうっ, いぇとけすけ すぇき くは
おなょっ, ゃ っょくぇ つせあょぇ いぇ くっゅけ 

ょなさあぇゃぇ, しぇ けちっくうかう こさっ
ょうきしすゃぇすぇ う ゃないきけあくけしすうすっ 
くぇ ういけぉさっすっくうっすけ きせ. ╇しおぇかう 
しぇ ょぇ けちっくはす う ゃないくぇゅさぇょはす 
ょぇさぉぇすぇ う すさせょぇ きせ – おぇおすけ 
ぉう ぉうかけ さっょくけ ょぇ ぉなょっ. ╃なか
ぉけおけすけ こぇすさうけすうつくけ つせゃしすゃけ 
う うしおさっくぇすぇ くぇょっあょぇ, つっ おぇさ
すっつくうちぇすぇ きせ とっ ぉなょっ ゃなゃっ
ょっくぇ くぇ ゃなけさなあっくうっ くっ ょさせ
ゅぇょっ, ぇ ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは, 
しぇ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ おぇすっゅけさうつ
くうは けすおぇい くぇ おぇこ. ′うおけかけゃ. 

╉けちかさてそちひて せあ ╉そすあ せあ さとしてとちあてあ „╅ちつかせあし“, にそちかそえちあなひて ｠ちけつてそ 』てそみせそう:

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

╃させゅけゅけ さってっくうは くっ ぉにかけ

〈けゃぇ っ いぇゅかぇゃうっ くぇ しすぇすうはすぇ 
くぇ しなゃっすしおうは あせさくぇかうしす ╇ゅけさ 
』せすおけ, こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ しなゃっす
しおけすけ しこうしぇくうっ „〈ったくうおぇ きけかけ
ょっあう” こさっい 1978 ゅ.
′はおけかおけ ゅけょうくう こけ-おなしくけ, 

こさっい 1985 ゅ., ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ 
しこうしぇくうっ „╇いけぉさっすぇすっかしすゃけ う 
さぇちうけくぇかういぇすけさしすゃけ” っ こけきっし
すっくぇ しすぇすうは くぇ うくあ. ╂っけさゅう 〈ぇ

くっゃ, けいぇゅかぇゃっくぇ „〈させょくうはす こなす 
くぇ っょくけ ういけぉさっすっくうっ”.
╇ ょゃっすっ しすぇすうう しぇ こけしゃっすっ

くう くぇ ぉなかゅぇさしおうは しないょぇすっか くぇ 
かっおぇ おぇさすっつくうちぇ おぇこ. 》さうしすけ 
′うおけかけゃ, おけはすけ っ ぉうかぇ ぉっい ぇくぇ
かけゅ, こぇすっくすけゃぇくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
┿くゅかうは, ╂っさきぇくうは, 《さぇくちうは, 
╀っかゅうは, 【ゃっえちぇさうは う 』ったけ
しかけゃぇおうは し こぇすっくすくう くけきっさぇ 
けす 20.10.1927 ゅ.  う くぇ おぇすっ
ゅけさうつくうは きせ けすおぇい ょぇ こさうっきっ 
ゅけかはきぇ しせきぇ こぇさう, いぇ ょぇ ょぇょっ 
しなゅかぇしうっすけ しう おぇさすっつくうちぇすぇ ょぇ 
ぉなょっ ゃなゃっょっくぇ くぇ ゃなけさなあっくうっ 
ゃ ぇくゅかうえしおぇすぇ ぇさきうは. ¨とっ こけ
ゃっつっ, つっ ゃ ょなさあぇゃう おぇすけ ┿くゅかうは 
う ╂っさきぇくうは うしおぇくうはすぇ いぇ すぇおう
ゃぇ こぇすっくすう しっ こけょかぇゅぇす くぇ こけょ
さけぉくぇ う こなかくぇ っおしこっさすういぇ. ‶さう 
すぇおうゃぇ っおしこっさすういう しっ しすうゅぇ ょけ  
いぇおかのつっくうっすけ, つっ おぇさすっつくうちぇ
すぇ, ういけぉさっすっくぇ けす ぉなかゅぇさうくぇ 
おぇこうすぇく 》さうしすけ ′うおけかけゃ, っ し 
せしすさけえしすゃけ う おぇつっしすゃぇ, おけうすけ 
すけゅぇゃぇ くっ しぇ ぉうかう ういゃっしすくう ゃ 
ょさせゅぇ ょなさあぇゃぇ.
╃け しないょぇゃぇくっすけ くぇ すぇいう おぇさ

すっつくうちぇ くっえくうはす しないょぇすっか うい
ゃなさゃはゃぇ ょなかなゅ う すさせょっく こなす, くぇ 
きけきっくすう – ょけさう せくういうすっかっく いぇ 
くっゅけ. ┿ いぇ ょなさあぇゃぇすぇ すけゅぇゃぇ う 
けさゅぇくうすっ, けす おけうすけ っ いぇゃうしっかけ 
ぉなょっとっすけ え – ぉっいけつかうゃけ, ぉっい
しさぇきくけ う ぉっいけすゅけゃけさくけ けすくけてっ
くうっ. ╋けあっ ぉう いぇ くはおけう おゃぇかう
そうおぇちうはすぇ とっ こさけいゃせつう すゃなさょっ 
ゅさせぉけ, くけ… こけ-しおけさけ うしすけさうはすぇ 
ゅけ っ こさっちっくうかぇ すぇおぇ.
╁ うしすけさうつっしおぇすぇ っおしこけいうちうは 

くぇ „┿さしっくぇか” うきぇ しくうきおぇ くぇ 
おぇこ. 》さうしすけ ′うおけかけゃ う くぇ うい
けぉさっすっくぇすぇ けす くっゅけ かっおぇ おぇさ
すっつくうちぇ. [っょけき し すはた しすけはす 
そけすけおけこうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは, 
つったけしかけゃぇておうは う ぇくゅかうえしおうは 
こぇすっくす. ╆くぇった, つっ うきぇ くっとけ こけ-
けしけぉっくけ ゃ すぇいう うしすけさうは し こぇ
すっくすけゃぇくけ ういけぉさっすっくうっ, おけっすけ 
ゃこけしかっょしすゃうっ けしすぇゃぇ ぉっい さぇい
ゃうすうっ, くけ しかっょ おぇすけ しっ こけさけゃうた 
ゃ うしすけさうつっしおうすっ きぇすっさうぇかう, 
けしすぇくぇた きくけゅけ せつせょっくぇ うかう こけ-
しおけさけ ういせきっくぇ. 〈けゃぇ こさけゃけおう
さぇ さってっくうっすけ きう すぇいう うしすけさうは 
けすくけゃけ ょぇ しすぇくっ こせぉかうつくけ ょけし
すけはくうっ – こけゃっつっ けす 25 ゅけょうくう 

ゅぇすうゃくけすけ けすくけてっくうっ, こさっい 
1927 ゅ. おぇこ. ′うおけかけゃ せしこはゃぇ 
ょぇ ょけさぇぉけすう っおしこっさうきっくすぇか
くうは きけょっか くぇ くけゃぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
かっおぇ おぇさすっつくうちぇ. 
╃させゅけ さってっくうっ いぇ くっゅけ 

くはきぇ.
′ぇいくぇつっくぇすぇ おけきうしうは  けす 

╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ, 
しかっょ こさけゃっょっくうすっ ういこうすぇくうは, 
ょぇゃぇ こけかけあうすっかくぇ けちっくおぇ う 
いぇこうしゃぇ ゃ こさけすけおけかうすっ しう くは
おけう こさっこけさなおう こけ おけくしすさせお
すうゃくうすっ さってっくうは. ]かっょゃぇ 
こけさっょくうはす しぉかなしなお し こけかおけ
ゃくうお ]すけっくつっゃ. ]かっょ おぇすけ うい
さぇぉけすゃぇくっすけ くぇ きけょっかぇ ゃっつっ 
ぉうかけ そぇおす, ょけおせきっくすうさぇく ゃ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ, 
くぇつぇかくうおなす くぇ すけゅぇゃぇてくうは 
┿さしっくぇか こさっょこさうっきぇ しかっょ
ゃぇとぇすぇ ぇすぇおぇ おなき ういけぉさっすぇ
すっかは. ╁ こけゃっつっすけ しかせつぇう うい
けぉさっすっくうはすぇ くけしはす うきっすけ くぇ 
しないょぇすっかは しう. ‶け すぇいう かけゅうおぇ 
おぇさすっつくうちぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
くぇさうつぇ „╉ぇこうすぇく ′うおけかけゃ”. 
′ぇしすけはゃぇくっすけ くぇ こけかお. ]すけ
っくつっゃ, けぉぇつっ, っ すは ょぇ くけしう 
うくうちうぇかうすっ くっ しぇきけ くぇ ′うおけ
かけゃ, くけ う くぇ くっゅけ う けとっ っょうく 
けそうちっさ – くっゅけゃけ こさけすっあっ, 
ぉっい ょぇ うきぇす おぇおなゃすけ う ょぇ っ 
こさうくけし. 》さうしすけ ′うおけかけゃ けす
おぇいゃぇ ょぇ しっ こけょつうくう う… ょさせ
ゅけ さってっくうっ いぇ くっゅけ けすくけゃけ 
くはきぇ.  
[ぇぉけすぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ. 

]かっょゃぇす くけゃけ さぇいゅかっあょぇくっ 
けす ゃけっくくぇ おけきうしうは, くけゃう うい
こうすぇくうは, くけゃう こさっこけさなおう う 
けすくけゃけ さぇぉけすぇ.
]かっょ こけしかっょゃぇかうすっ ういこう

すぇくうは こさっい 1929 ゅ. ┿さすう

かっさうえしおぇすぇ うくしこっおちうは おなき 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ 
ゃいっきぇ さってっくうっ おぇこ. ′うおけかけゃ 
ょぇ ぉなょっ くぇゅさぇょっく しなし しせきぇすぇ 
けす 500 000 かっゃぇ. [ってっくうっすけ 
こさけういすうつぇ けす くぇこさぇゃっくうすっ 
おけくしすぇすぇちうう けす こけしかっょくうすっ 
ういこうすぇくうは, おけゅぇすけ しこっちう
ぇかくぇすぇ おけきうしうは こさっちっくはゃぇ 
くけゃけすけ ういょっかうっ ゃ ょっすぇえかう う 
けぉさなとぇ けしけぉっくけ ゃくうきぇくうっ くぇ 
いぇすゃけさくうは きったぇくういなき. ]こっ
ちうぇかうしすうすっ しぇ くぇ きくっくうっ, 
つっ すぇおなゃ いぇすゃけさ くっ っ こけいくぇす 
ょけさう ゃ くぇえ-くけゃうすっ ぇゃすけきぇ

‶ぇすっくすう くぇ さぇいかうつくう っいうちう いぇ こさういくぇゃぇくっすけ くぇ おぇさすっつくう
ちぇすぇ くぇ 》さ. ]こぇしけゃ いぇ ういけぉさっすっくうっ

┿さたうゃ: きせいっえ „┿さしっくぇか“

》さうしすけ ]すけはくけゃ – っょくけ けす いくぇおけゃうすっ うきっくぇ くぇ „┿さしっくぇか”. ̈ す 1974-すぇ すぇ ょけ ょくっし. ‶けっか 
けす ′うおけかぇ [ぇつっゃ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 《けかおかけさっく ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”, 》さうしすけ ]すけはくけゃ 

っ くっゅけゃ ょけしすけっく こさうっきくうお. ′っとけ こけゃっつっ – し ゃっとぇすぇ さなおぇ くぇ うしすうくしおうは こさけそっしうけくぇかうしす, 
し 》さうしすけ ]すけはくけゃ すぇくちぬけさうすっ くぇ „┿さしっくぇか” ゃっつっ しぇ きぇさおぇ くっ しぇきけ いぇ ぉかはしなおぇ, ぉけゅぇすしすゃけ-
すけ けす いゃせちう, ぉぇゅさう う おさぇしけすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ, くけ う いぇ こさうはすっかしすゃけすけ – きっあょせ 
╀なかゅぇさうは う ょぇかっつくぇすぇ ]すさぇくぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ – ぅこけくうは. ╃うさっおすけさ くぇ ╃けきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか” う たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか くぇ ぇくしぇきぉなかぇ, ]すけはくけゃ っ ょけしすぇすなつくけ 
こけこせかはさっく う ゃ ╉ぇいぇくかなお, う くぇ ょさせゅう きっしすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, うきぇ すっしくう かうつくう う こさけそっしうけくぇか-
くう はこけくしおう おけくすぇおすう... ′け くっ けぉうつぇ いぇ すけゃぇ ょぇ しっ ゅけゃけさう こさっおぇかっくけ. 

┿おけ しすっ つせかう, ぇ しうゅせさくけ 
っ すぇおぇ, 》さうしすけ ]すけはくけゃ ょぇ 
おぇいゃぇ, つっ くう っ くせあっく こけゃっ-
つっ こさけそっしうけくぇかういなき ゃ おせか-
すせさくうすっ しなぉうすうは, おけうすけ しっ 
しかせつゃぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお, すけゃぇ しぇ-
きけつせゃしすゃうっ けす くっゅけゃぇ しすさぇ-
くぇ っ ぇぉしけかのすくけ けこさぇゃょぇくけ. 
╆ぇゃなさてうか っょうくしすゃっくけすけ 
しこっちうぇかういうさぇくけ せつうかうとっ ゃ 
こさけそっしうはすぇ -  ╃なさあぇゃくけすけ 
たけさっけゅさぇそしおけ せつうかうとっ, こけ-
しかっ - ╇くしすうすせすぇ いぇ きせいうおぇか-
くう う たけさっけゅさぇそしおう おぇょさう ゃ 
]けそうは, けとっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
おぇさうっさぇすぇ しう, 》さうしすけ ]すけ-
はくけゃ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ すさせこぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは ゃ „╇ゅけさ ╋け-
うしっっゃ” ゃ ╋けしおゃぇ う こけ-おなし-
くけ こさうょけぉうゃぇ しこっちうぇかくけしす 
„╋っくうょあきなくす ゃ おせかすせさぇすぇ”.
╆くぇお いぇ くっゅけゃうは こさけそっしうけ-

くぇかういなき っ ょなさあぇゃくけすけ さぇい-
こさっょっかっくうっ ゃ っょうく けす くぇえ-
っかうすくうすっ さけょくう ぇくしぇきぉかう.

]すけはくけゃ しっ けすおぇいゃぇ けす 
ぇくしぇきぉなか  „‶うさうく”, いぇ ょぇ 
ょけえょっ ゃ „┿さしっくぇか”  

╁ ╉ぇいぇくかなお ゅけ こさうゃかうつぇ 
┿くゅっか ‶けこけゃ, くけ こなさゃけくぇ-
つぇかくぇすぇ うょっは いぇ くっゅけゃぇすぇ 
さぇぉけすぇ くぇ ゅさぇょしおけ くうゃけ けす-
こぇょぇ う すぇおぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ 
けすうゃぇ ゃ けしくけゃぇくうは けとっ こさっい 
1947-きぇ ゅけょうくぇ 《けかおかけさっく 
ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さしっくぇか”, すけ-
ゅぇゃぇ しぇきけょっえくぇ そけさきぇちうは. 
╀ぇえ ╉けかぬけ こけょぇゃぇ さなおぇ くぇ 
きかぇょうは たけさっけゅさぇそ, おけえすけ ゅけ 
いぇきっしすゃぇ しかっょ けすすっゅかはくっすけ 
きせ. ╃け ょくっし. ]すけすうちう おけく-
ちっさすう, そっしすうゃぇかくう せつぇしすうは 
う すぇくちけゃう ういはゃう ぉっかっあぇす 
すゃけさつっしおうは こなす くぇ ぇくしぇき-
ぉなかぇ, おけえすけ こさなゃ こさけおぇさぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ こなすっおぇ おなき 
ぅこけくうは, し おけはすけ ╂さぇょなす くぇ 
さけいうすっ ゃっつっ うきぇ すさぇえくう 
おせかすせさくう おけくすぇおすう. ]ぇきけ 
こさっょう ぉさけっくう ょくう ぇくしぇきぉな-
かなす しっ いぇゃなさくぇ けす 11-すけすけ 
しう せつぇしすうっ ゃなゃ そっしすうゃぇかぇ ゃ 
╋けくぇおぇすぇ, し けぉかぇしすっく ゅさぇょ 
《せおけけおぇ.  ╆ぇ こさなゃ こなす くぇ-
てうすっ すぇくちぬけさう ゅぇしすさけかうさぇす 
すぇき こさっい 2000-すぇ ゅけょうくぇ, 
ぇ ゃさないおうすっ し ぅこけくうは ょぇすう-
さぇす ょゃっ ゅけょうくう こさっょう すけゃぇ, 

おけゅぇすけ けそうちうぇかくぇ ょっかっゅぇ-
ちうは けす ╉ぇいぇくかなお こけしっすう ょぇ-
かっつくぇすぇ しすさぇくぇ. ╁さないおぇすぇ 
きっあょせ ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇ-
とけすけ しかなくちっ  し ╉ぇいぇくかなお っ 
せしすぇくけゃっくぇ し おぇすっゅけさうつくぇすぇ 
こけょおさっこぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, さぇいおぇいゃぇ 
》さうしすけ ]すけはくけゃ.

┿くしぇきぉなか „┿さしっくぇか” っ 
しなけさゅぇくういぇすけさ くぇ そっしすう-
ゃぇかぇ ゃ ╋けくぇおぇすぇ

╁しはおぇ ゅけょうくぇ 》さうしすけ ]すけは-
くけゃ けすくぇしは ょけ ぅこけくうは ぇさしっ-

くぇかしおう しすぇすせっすおう う ゅさぇきけすう 
いぇ せつぇしすくうちうすっ. 《っしすうゃぇ-
かなす, おなょっすけ おぇいぇくかなておうすっ 
すぇくちぬけさう しぇ かのぉうきちう けす 11 
ゅけょうくう, っ けす ういおかのつうすっかくけ 
くうゃけ, けぉはしくはゃぇ たけさっけゅさぇ-
そなす.  ′ぇてうすっ すぇくちぬけさう うゅ-
さぇはす こさっょ ゃうしけおけすけ こさっょしすぇ-
ゃうすっかしすゃけ くぇ ょゃっすっ ょなさあぇゃう,  
ゅけしす っ しぇきうはす こけしかぇくうお くぇ 
[っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ぅこけ-
くうは, うょゃぇす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃなくてくう-
すっ さぇぉけすう, はこけくしおう こけしかぇくう-
ちう せ くぇし.
╃うこかけきぇすうつっしおけすけ せゃぇあっ-

くうっ けぉぇつっ くっ っ っょうくしすゃっ-
くうはす いくぇお いぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ 
そっしすうゃぇかぇ. ¨さゅぇくういぇちうはすぇ 
う ういこなかくっくうはすぇ くぇ せつぇし-
すくうちうすっ, さぇょけしすくうすっ う こさけ-
ょなかあうすっかくう ぇこかけょうしきっくすう 
いぇ すぇくちぬけさうすっ けす „┿さしっくぇか”, 
おけうすけ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ さぇいすなさし-
ゃぇす こせぉかうおぇすぇ し せくうおぇかくうすっ 
ぉなかゅぇさしおう さうすきう, しぇ くっ こけ-

きぇかおけ いくぇつうきう しうきゃけかう くぇ 
ゃさないおぇすぇ きっあょせ ょゃぇすぇ くぇ-
さけょぇ, きっあょせ ょゃっすっ しすさぇくう. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ 

ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか” 
すさけゅくぇ ぅこけくうは しなし しこっ-
ちうぇかくぇ こっしっく いぇ きなおぇすぇ 
くぇ たけさぇすぇ しかっょ おぇすぇしすさけ-
そぇかくけすけ いっきっすさっしっくうっ

こっしっくすぇ っ ういこなかくっくぇ くぇ 
はこけくしおう う っ しこっちうぇかくけ くぇ-
こうしぇくぇ う おけきこけいうさぇくぇ けす 
つかっくけゃっ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ こさっ-
ょう ゅぇしすさけかぇ, こさっゃっょっくぇ っ 

くぇ はこけくしおう けす こさうはすっかう くぇ 
たけさっけゅさぇそぇ う さなおけゃけょうすっか  
》さうしすけ ]すけはくけゃ. ╁ すっおしすぇ 
くぇ こっしっくすぇ しっ ういさぇいはゃぇ  うし-
おさっくぇすぇ しなこさうつぇしすくけしす くぇ 
おぇいぇくかなつぇくう おなき すさぇゅっょうは-
すぇ, しこけかっすはかぇ ぅこけくうは こさっょう 
くはおけかおけ きっしっちぇ. ╇ すけいう あっしす 
くぇ こさうはすっかしおけ しなつせゃしすゃうっ 
けしすぇゃぇ すさぇえくけ ゃ しなさちぇすぇ くぇ 
たけさぇすぇ けす  こせぉかうおぇすぇ, おけう-
すけ しかせてぇす しなし しなかいう くぇ けつう. 
„′ぇうしすうくぇ たうかはょう こけしっとぇ-
ゃぇす おけくちっさすうすっ くぇ ぇくしぇきぉなか 
„┿さしっくぇか”, こせぉかうおぇすぇ けしすぇ-
ゃぇ けこうはくっくぇ けす くぇてっくしおうすっ 
さうすきう, ちゃっすけゃっ う こかぇしすうおぇ”,  
おぇいゃぇ しかっょ すぇいゅけょうてくけすけ こけ-
しっとっくうっ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2011 
– ]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ, こさうょさせ-
あうかぇ すぇくちぬけさうすっ ゃ ゅぇしすさけ-
かぇ うき. ‶け すさぇょうちうは 『ぇさうちぇ 
[けいぇ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ こなすせゃぇ いぇ 
ぅこけくうは ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ ぇくしぇき-
ぉなかぇ.

]すけすうちう おぇいぇくかなておう 
ょっちぇ しぇ ゃっつっ すさぇえくう こさう-
はすっかう くぇ ぅこけくうは

′はおけう けす すぇくちぬけさうすっ しぇ 
こなすせゃぇかう ょけ ]すさぇくぇすぇ くぇ 
ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ きくけ-
ゅけおさぇすくけ う しっ つせゃしすゃぇす すぇき 
おぇすけ せ ょけきぇ しう.
〉つぇしすうはすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは しなとけ 

くっ しぇ きぇかおけ – ぇくしぇきぉなかなす 
けぉぇつっ うゅさぇっ しぇきけ ゃ くぇえ-
こさっしすうあくうすっ そっしすうゃぇかう 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, ╀せさゅぇし 
う ╁ぇさくぇ, いぇとけすけ  ゃっつっ うきぇ 
きくけゅけ そけかおかけさくう こさけはゃう, くっ 
ゃしうつおう しぇ けす ゃうしけおけ こさけそっ-
しうけくぇかくけ くうゃけ, ゃ さっょうちぇ けす 
すはた うきぇ こさけしすけ おけきっさしうぇかう-
いなき, けぉはしくはゃぇ 》さうしすけ ]すけは-
くけゃ. ]っさうけいっく ぇくゅぇあうきっくす 
ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか” うきぇ おなき 
╋っあょせくぇさけょくうは そっしすうゃぇか ゃ 
‶さうきけさしおけ, おなょっすけ っ しなけさゅぇ-
くういぇすけさ けす 2008-きぇ ゅけょうくぇ 
くぇしぇき. 〉つぇしすゃぇす ょっちぇ けす  [せ-
しうは, ╋ぇおっょけくうは, ╀なかゅぇさうは う 
╂なさちうは. 〈ぇき „┿さしっくぇか” しなとけ 
ゃさなつゃぇ しゃけう くぇゅさぇょう – しすぇ-
すせっすおう けす うきっすけ くぇ ╃けきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ.

》さうしすけ ]すけはくけゃ っ う ょう-
さっおすけさ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか”

′っ ゅけ おけきっくすうさぇ, くけ っ うしすう-
くぇ, つっ いぇしかせゅぇすぇ いぇ けすかうつくけ-
すけ おぇつっしすゃけ う けさゅぇくういぇちうは 
くぇ ゃしうつおう こさけはゃう くぇ しちっくぇ-
すぇ う ゃ おぇきっさくぇすぇ いぇかぇ っ くっ-
ゅけゃぇ いぇしかせゅぇ. ╁しっおう おぇいぇく-
かなつぇくうく いくぇっ ぉっいせこさっつくうは 
さっょ ゃ ょけきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ, 
くぇかけあっく こさけそっしうけくぇかくけ けす 
》さうしすけ ]すけはくけゃ こさう しすさけゅう 
こさぇゃうかぇ, おけうすけ ゃしっおう しこぇい-

ゃぇ. ′っ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ う 
いぇすけゃぇ  しちっくうつくう う きせいうおぇか-
くう ぇさすうしすう けす ちはかぇ ╀なかゅぇさうは 
こけいくぇゃぇす ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ 
„┿さしっくぇか” おぇすけ くぇえ-ょけぉさぇすぇ 
しちっくぇ しかっょ すぇいう くぇ ′╃╉. ╇ 
すけゃぇ くっ っ ういきうしかうちぇ. ‶けょ-
ょさなあおぇすぇ, こさけそっしうけくぇかうい-
きなす くぇ しちっくうつくうは う けぉしかせあ-
ゃぇと こっさしけくぇか, おぇつっしすゃぇすぇ 
くぇ しなけさなあっくうはすぇ う けすかうつ-
くぇすぇ いぇかぇ しぇ こさっょうきしすゃぇ, し 
おけうすけ ゃしっおう ゅさぇょ ぉう しっ ゅけさ-
ょはか.
]たっきぇすぇ いぇ そせくおちうけくうさぇ-

くっすけ くぇ すけいう ょけき くぇ おせかすせ-
さぇすぇ, おなょっすけ くっ しぇきけ ぇさしっ-
くぇかちう こけしさっとぇす かのぉうきうすっ 
しう ういこなかくうすっかう, っ うくすっさっし-
くけ けさゅぇくういうさぇくぇ こけ うょっは くぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃. ¨しうゅせさはゃぇす しっ けす ょさせ-
あっしすゃけすけ しぇきけ いぇこかぇすうすっ 
う くはおけう すっおせとう さぇいたけょう, 
おぇおすけ う ゅけかっきうすっ  うくゃっしすう-
ちうう, くけ ちはかけしすくぇすぇ すっおせとぇ 

こけょょさなあおぇ しっ けしうゅせさはゃぇ けす 
しけぉしすゃっくうすっ こさうたけょう こさう 
けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ しなぉうすうは う 
くぇっきう けす しけぉしすゃっくけしすすぇ.
》さうしすけ ]すけはくけゃ ゃないくぇきっ-

さはゃぇ いぇくぇこさっょ ╃╉ „┿さしっくぇか” 
ょぇ いぇさぇぉけすう けとっ こけ-きぇとぇぉ-
くけ おぇすけ おせかすせさっく ちっくすなさ し 
きくけあっしすゃけ う さぇいくけけぉさぇいくう 
こさけはゃう う ゅぇしすさけかう けす ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ う つせあぉうくぇ.
‶け こけょけぉっく くぇつうく しっ そう-

くぇくしうさぇ う しぇきうはす そけかおかけ-
さっく ぇくしぇきぉなか, おけえすけ けぉっょう-
くはゃぇ ょゃぇ おけくちっさすくう しなしすぇゃぇ 
う ょっすしおぇ  ておけかぇ し さなおけゃけょう-
すっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ. 32 ょせてう 
こさっょしすぇゃうすっかっく しなしすぇゃ, 5 
けさおっしすさぇくすう くぇ たけくけさぇさ う 
180 ょっちぇ – すけゃぇ っ こなかくうはす 
しこうしなお くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ すぇく-
ちぬけさう う きせいうおぇくすう.
[ぇいゃうすうっすけ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ 

こけょこけきぇゅぇす う くっゅけゃうすっ はこけく-
しおう こさうはすっかう – し おけしすのきう, 
こけっすぇ しっきっしすさうぇかくぇ すぇおしぇ いぇ 
けぉせつっくうっ くぇ てっしすうきぇ きかぇょっ-
あう う ょさせゅう うくうちうぇすうゃう.

╉せかすせさぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
しっ くせあょぇっ けす こさけそっしうけ-
くぇかういなき

╆ぇすけゃぇ ]すけはくけゃ っ おぇすっゅけさう-
つっく. ╇きっくくけ ゃ すけゃぇ くぇこさぇゃ-
かっくうっ すけえ ぉう きけゅなか ょぇ こけ-
きけゅくっ くぇ ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう 
けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, 
ゃ おけはすけ つかっくせゃぇ. ′ぇつうくなす 
くぇ けさゅぇくういぇちうは  ゃ ちはかけすけ 
ぇょきうくうしすさうさぇくっ う そせくおちうけ-
くうさぇくっ くぇ おせかすせさくうすっ うく-
しすうすせちうう う けさゅぇくういぇちうう うきぇ 
くせあょぇ けす こさけきはくぇ, おぇいゃぇ 
》さうしすけ ]すけはくけゃ. 〈けえ くっょけ-
せきはゃぇ いぇとけ ょっしっすおうすっ そけさ-
きぇちうう ゃ おせかすせさくう うくしすうすせすう, 
つうすぇかうとぇ う けぉさぇいけゃぇくうっ くっ 
しっ ゃおかのつゃぇす ぇおすうゃくけ う ぉっい-
ゃないきっいょくけ  ゃ こさぇいくうちうすっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお こさう せしかけゃうっ, つっ ゃ 
ゅけかはきぇすぇ しう つぇしす しっ そうくぇく-
しうさぇす けす ぉのょあっすぇ.
╉けかおけすけ ょけ おぇつっしすゃけすけ くぇ 

おせかすせさくうすっ こさけはゃう ゃ すさうすっ 
ゅけかっきう ゅさぇょしおう こさぇいくうおぇ, 
》さうしすけ ]すけはくけゃ しなとけ っ おぇすっ-
ゅけさうつっく – ょせた う ぇすきけしそっさぇ 
うきぇす っょうくしすゃっくけ 』せょけきうさけ-
ゃうすっ こさぇいくうちう おぇすけ いくぇお いぇ 
ゃうしけおう こけしすうあっくうは ゃ ういおせ-
しすゃけすけ. ¨しすぇくぇかうすっ – ‶さぇい-
くうおなす くぇ さけいぇすぇ う 〈さぇおうえ-
しおうすっ ょくう しかっょゃぇす こけしけおぇ くぇ 
おけきっさしうぇかういぇちうは. 〉つぇしすくう-
ちうすっ ゃ すはた, ょけさう けぉとうくしおう 
そけさきぇちうう, すなさしはす こっつぇかぉぇ 
けす せつぇしすうはすぇ しう, ゃきっしすけ おせか-
すせさっく こさうくけし ゃ こさぇいくっくしすゃぇ-
すぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう. „〈っいう 
ょゃぇ こさぇいくうおぇ いぇゅせぉうたぇ きくけ-
ゅけ”, っ おさぇすおうはす おけきっくすぇさ くぇ 
こさけそっしうけくぇかうしすぇ – っょうく けす 
ゃしうつおう けす ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさ-
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, おけえすけ しなとけ 
いくぇっ おぇお う けこさっょっかっくけ しう 
すっあう くぇ きはしすけすけ.
╇ すけゃぇ っ ゃうょくけ いぇ ゃしっおう, 

おけえすけ こけくっ ゃっょくなあ っ こけ-
つせゃしすゃぇか さぇょけしすくうは さうすなき 
くぇ しなさちっすけ しう, ゃっょくぇゅぇ けとっ 
ゃ きうゅぇ, とけき いぇすさけこぇす くぇ しちっ-
くぇすぇ こかぇきすはとうすっ しすなこおう くぇ 
すぇくちぬけさうすっ けす 《けかおかけさっく 
ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか” – こけゃっ-
ょっくう おなき ゃうしけすぇすぇ くぇ ょせたぇ し 
ういおせしすゃけすけ くぇ 》さうしすけ ]すけは-
くけゃ.

╃うぇくぇ [ぇきくかうっゃぇ

》さうしすけ ]すけはくけゃ し 『ぇさうちぇ [けいぇ 2011

╋けきっくす けす こけしっとっくうっすけ ゃ ぅこけくうは
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╉けせさそ [ますまちかう:

《いけねあす ちかくとしてあてせあてあ ちあいそてあ

〈けすあ ╊うてけすそうあ:
¨すあす すあしさそ, せそ か すそか

′あはそ つけ せみすあすか
いひしえあちつさあ しかさあ さあちてかねせけぬあ?

9-てか せあこ-きかせつさけ うけてあすけせけ け 
すけせかちあしけ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
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う
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っ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
╆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

【か つひにちあせみうあて すしあおそつててあ, くおちあうかてそ け さちあつそてあてあ せけ
9 〉╅‶-╋╊〉』[¨ ╇¨【╅〈¨〉¨ ¨ 〈¨〉╊『╅]¨

【『¨ ╈『¨》〉¨ ぅ╅〈╅ ぅ╊ 
〉¨ 【《『〈《′っ【 【╅′¨ ′¨〈╅

』╅〈《 30% 《【 ｠《『╅【╅ ′╅╊〈╅【 ╉]ぇ╋〉《』【, 
《【╈《╇╅『っぅ╅ 〉╅ [╇╅]¨‒¨[╅を¨っ【╅ ¨〈

‶さっょう 50 ゅけょうくう こさっこけ-
さなおうすっ いぇ いょさぇゃけしかけゃくけ 

たさぇくっくっ, おけうすけ ょぇゃぇかう ょうっ-
すけかけいうすっ, ぉうかう っょくぇおゃう う いぇ 
きなあっすっ, う いぇ あっくうすっ. ╄ょゃぇ 
こさっい ゃすけさぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 》》 
ゃっお しこっちうぇかうしすうすっ いぇこけつくぇ-
かう ょぇ ういせつぇゃぇす すぇおぇ くぇさっつっ-
くうすっ ゅっくょっさくう (こけかけゃう) けしけ-
ぉっくけしすう くぇ いょさぇゃうは さぇちうけく. 
╃くっし ゃっつっ しぇ さぇいさぇぉけすっくう 

けしけぉっくう こさっこけさなおう いぇ あっくう-
すっ, おけうすけ うき こけきぇゅぇす ょぇ しなた-
さぇくはす おさぇしけすぇすぇ, ょぇ こさけょなか-
あぇす きかぇょけしすすぇ う ょぇ せおさっこはす 
いょさぇゃっすけ しう.

1. ╁うすぇきうく ┿ っ かうょっさ ゃ しこう-
しなおぇ くぇ くぇえ-くっけぉたけょうきうすっ う 
こけかっいくう いぇ あっくぇすぇ ゃっとっしすゃぇ. 
〈けえ しすうきせかうさぇ ういさぇぉけすゃぇくっ-
すけ くぇ おけかぇゅっく, こさぇゃう おけあぇすぇ 
しすっゅくぇすぇ う っかぇしすうつくぇ, いぇとう-
すぇゃぇ は けす こさっあょっゃさっきっくくけ 
しすぇさっっくっ. ′っくぇこさぇいくけ さっすう-
くけかなす (ょさせゅけすけ くぇいゃぇくうっ くぇ 
すけいう ゃうすぇきうく) ゃかういぇ ゃ しなしすぇ-
ゃぇ くぇ ぇくすうゃないさぇしすけゃうすっ おけい-
きっすうつくう しさっょしすゃぇ. 〈けいう ゃうすぇ-
きうく っ くっけぉたけょうき いぇ ょけぉさけすけ 
いさっくうっ, すなえ おぇすけ せおさっこゃぇ 
けつくうすっ くっさゃう. 〈けえ しっ しなょなさ-
あぇ ゃ きかはおけすけ, つっさくうは ょさけぉ, 
はえつっくうは あなかすなお, いったすうくぇ う 
すゃなさょうすっ しうさっくぇ. ╇いすけつくうお 
くぇ ゃうすぇきうく ┿ しぇ う こかけょけゃっ-
すっ う いっかっくつせちうすっ し つっさゃっく う 
けさぇくあっゃ ちゃはす (きけさおけゃう, つせて-
おう, おぇえしうう, たうこけそぇっ, すうおゃぇ). 
╁ すはた しっ しなょなさあぇ きくけゅけ ぉっすぇ-
おぇさけすうく. ‶けょ ゃないょっえしすうゃっすけ 
くぇ そっさきっくすうすっ すけえ しっ こさっけ-
ぉさぇいせゃぇ ゃ けさゅぇくういきぇ ゃなゃ ゃう-
すぇきうく ┿.

2. ╁うすぇきうくうすっ けす ゅさせこぇ ╁ 

けしうゅせさはゃぇす くぇ おかっすおうすっ っくっさ-
ゅうは, せおさっこゃぇす くっさゃくぇすぇ しうし-
すっきぇ, こけきぇゅぇす ょぇ しっ ぇょぇこすう-
さぇすっ おなき ゃうしけおうすっ せきしすゃっくう 
う そういうつっしおう くぇすけゃぇさゃぇくうは, 
せつぇしすゃぇす ゃ けぉきっくくうすっ こさけちっ-
しう. 〈っ しっ しなょなさあぇす ゃ ゅけかっきう 
おけかうつっしすゃぇ ゃ さうぉぇすぇ, こなか-
くけいなさくっしすうは たかはぉ, けさったうすっ, 
きかはおけすけ, ぇゃけおぇょけすけ, そせさきう-
すっ. ¨しけぉっくけ ゃぇあっく いぇ あっくぇ-
すぇ っ ゃうすぇきうく ╁9 (そけかうっゃぇすぇ 
おうしっかうくぇ). ‶け ゃさっきっ くぇ ぉさっ-
きっくくけしす すは こけきぇゅぇ くぇ ょっすっすけ 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ こさぇゃうかくけ, ぇ 
くっょけしすうゅなす きせ ゃけょう ょけ ぇくっ-
きうは. ]なょなさあぇ しっ ゃ ぉけぉけゃうすっ 
たさぇくう, つっさくうは ょさけぉ, ぇしこっさ-
あうすっ う しこぇくぇおぇ.

3. ╁うすぇきうく ] しっ ぉけさう ぇお-
すうゃくけ しなし しゃけぉけょくうすっ さぇ-
ょうおぇかう, おけうすけ せしおけさはゃぇす 
しすぇさっっくっすけ, こけきぇゅぇ しさっとせ 
こさけしすせょう, せおさっこゃぇ うきせくうすっ-
すぇ, せょなかあぇゃぇ あうゃけすぇ. ‶さっ-
ょけすゃさぇすはゃぇ いぇぉけかはゃぇくうはすぇ 
くぇ きかっつくぇすぇ あかっいぇ. ╀けゅぇすう 
くぇ ゃうすぇきうく ] しぇ ちうすさせしけゃう-
すっ こかけょけゃっ, おうゃうすけ, おぇしうしなす, 
そせさきうすっ, はゅけょうすっ, はぉなかおうすっ 

ぜñÖÑñ¿ïÜÖ

╉うあすあ あちつかせあしぬけ  けえちあにあ せあ てかきさあ つうあていあ てそくけ すか-
つかぬ: ¨うあせさあ [そつかうあ そて ′あうそお 1 う „╅ちつかせあし” ╅╉  け ╉ちあ-
えあせ [そしかう そて うそおそちそおせけみ ぬかに せあ „╅ちつかせあし” つか つちそおけにあ 
ねちかく おかぬあてあ つけ: 》かてみ け ‶そうねそ.  

ぅあつてしけうそてそ つひいけてけか いか せあ 8-すけ そさてそすうちけ う ちかつてそ-
ちあせて „′そちせけぬあ”, あ ぬひちさそうせあてあ うかせねあうさあ う にちあす „』うか-
てけ たちそちそさ ¨しけみ”. 

〉あ てひちきかつてうそてそ せあ すしあおそきかせぬけてか 》かてみ /おそつかえあ [そ-
つかうあ/ け せあ ‶そうねそ さとすとうあにあ たちけみてかしけてか ╉あせけかしあ [そしかうあ 
け 』てあせけつしあう ╈かせねかう. 

ぁあちそうせあてあ いとしさあ か たそくせあてそ しけぬか くあ さあくあせしひねあせけ, てひこ 
さあてそ ちあいそてけ さあてそ つしときけてかし う [しけかせてつさけみ ぬかせてひち せあ 
„╆け ╆け 』け [かこいひし” う えちあおあ. 

》そくせあて せあ さあくあせしひねあせけ か け つけすたあてけねせけみて すしあおそ-
きかせかぬ ‶そうねそ, さそこてそ か つしときけてかし う すあえあくけせ くあ すそいけしかせ 
つそなてとかち.

【あく えそおけせあ いとしさあてあ , つさそちそ はか か しましさあてあ! 
′おちあうか け おひしえあ しまいそう せあ すしあおそてそ つかすかこつてうそ! ¨ そはか 

たそ-くおちあうけ  えひちいそうか せあ はあつてしけうけてか  いあいけ け おみおそうぬけ.
〉あ にあちせそ おあ か! 

 【╅

う きぇゅょぇくけいなす.

4. ╋ぇゅくっいうはす っ くせあっく いぇ 
くけさきぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ くぇ しなさ-
ょっつくけ-しなょけゃぇすぇ しうしすっきぇ, ぇ 
しなとけ う いぇ こさけそうかぇおすうおぇ くぇ 
けしすっけこけさけいぇすぇ. ‶さう ょっそうちうす 
くぇ きぇゅくっいうえ こさう ぉなょっとうすっ 
きぇえおう しっ くぇぉかのょぇゃぇ こさっおぇ-
かっくぇ ゃないぉせょうきけしす, ぉっいしなくうっ, 
こけゃうてっく すけくせし くぇ きぇすおぇすぇ. 

¨しくけゃくう ういすけつくうちう くぇ きぇゅ-
くっいうえ しぇ はょおうすっ, ぉぇくぇくうすっ, 
ぇゃけおぇょけすけ う けさういなす.

5. ╉ぇかちうはす せおさっこゃぇ おけし-
すうすっ, いなぉうすっ, くけおすうすっ,  こさっ-
ょけすゃさぇすはゃぇ けしすっけこけさけいぇすぇ, 
こけょけぉさはゃぇ しなしうさゃぇくっすけ くぇ 
おさなゃすぇ. ‶けきぇゅぇ こさう こけくうあぇ-
ゃぇくっ くぇ すっゅかけすけ う けぉかっおつぇゃぇ 
こさっょきっくしすさせぇかくけすけ しなしすけは-
くうっ. ]なょなさあぇ しっ ゃ きかっつくうすっ 
こさけょせおすう, しうさっくっすけ, さうぉぇすぇ, 
いっかっくつせちうすっ, きっおぇすぇ つぇしす くぇ 
おけおけしぇ.

6. ╁うすぇきうく D. ] くっゅけゃぇ 
こけきけと しすぇゃぇ せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ おぇかちうは ゃ けさゅぇくういきぇ. 〈けえ 
こけきぇゅぇ ゃ ぉけさぉぇすぇ しなし いぇぉけ-
かはゃぇくうはすぇ くぇ おけあぇすぇ, こさっょけ-
すゃさぇすはゃぇ しなさょっつくけ-しなょけゃうすっ 
くっょないう, いぇすかなしすはゃぇくっすけ, けぉ-

かっおつぇゃぇ こさっょきっくしすさせぇかくうは 
しうくょさけき. ]なょなさあぇ しっ ゃ すかなし-
すうすっ ゃうょけゃっ さうぉぇ, さうぉっくけすけ 
きぇしかけ, きけさしおうすっ こさけょせおすう う 
はえつっくうは あなかすなお.

7. ╁うすぇきうく ╄ っ こさっおさぇしっく 
ぇくすうけおしうょぇくす う こけきぇゅぇ いぇ いぇ-
こぇいゃぇくっ ょけぉさけすけ しなしすけはくうっ 
くぇ おけあぇすぇ. ╆ぇぉぇゃは こさけちっしう-
すっ くぇ しすぇさっっくっ ゃ けさゅぇくういきぇ, 
こさっょこぇいゃぇ けす ゃさっょくけすけ ゃない-
ょっえしすゃうっ くぇ せかすさぇゃうけかっすけゃう-
すっ かなつう, しすうきせかうさぇ さぇしすっあぇ 
う けぉくけゃはゃぇくっすけ くぇ おけあくうすっ 
おかっすおう. ‶けかっいっく っ こさう かっ-
つっくうっ くぇ いぇぉけかはゃぇくうはすぇ くぇ 
ゅなさょうすっ, しこけきぇゅぇ いぇ こさっきぇた-
ゃぇくっ くぇ しこぇいきうすっ ゃ おさぇおぇすぇ. 
]なょなさあぇ しっ ゃ さぇしすうすっかくけすけ 
きぇしかけ, こてっくうつくうは いぇさけょうて, 
はょおうすっ う ぇゃけおぇょけすけ.

8. ╅っかはいけすけ っ くっけぉたけょうきけ 
いぇ こさけそうかぇおすうおぇ くぇ ぇくっきうは-
すぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ ぉさっきっくくけしす 

こけすさっぉくけしすすぇ けす くっゅけ くぇさぇ-
しすゃぇ, すなえ おぇすけ しっ せゃっかうつぇゃぇ 
けぉとうはす けぉっき くぇ おさなゃすぇ. ¨し-
くけゃくうすっ こさけょせおすう, ゃ おけうすけ 
しっ しなょなさあぇ, しぇ きっしけ, さうぉぇ, 
ぉけぉけゃう う あうすくう たさぇくう, しせ-
てっくう いぇさいぇかう, しすぇそうょう. ╅っ-
かはいけすけ しっ せしゃけはゃぇ くぇえ-ょけぉさっ 
ゃ しなつっすぇくうっ し ゃうすぇきうく ].

9. 《うすけくせすさうっくすう – こけ-
かっいくう ゃっとっしすゃぇ, しなょなさあぇとう 
しっ ゃ さぇしすうすっかくうすっ こさけょせおすう 
(おぇさけすうくけうょう, こけかうそっくけかう, 
そかぇゃけくけうょう). 〈っ しっ こさけすう-
ゃけこけしすぇゃはす くぇ しゃけぉけょくうすっ 
さぇょうおぇかう, いぇとうすぇゃぇす けす さぇお, 
こさっこはすしすゃぇす けぉさぇいせゃぇくっすけ 
くぇ すさけきぉう う さぇいゃうすうっすけ くぇ 
ぇすっさけしおかっさけいぇ. ′ぇえ-こけかっい-
くうすっ こさけょせおすう, ゃ おけうすけ しっ 
しなょなさあぇす, しぇ ょけきぇすう, ゃう-
てくう, きぇかうくう, おかのおゃぇ, ゅさけい-
ょっ, おうゃう, くはおけう こけょこさぇゃおう, 
くぇこさうきっさ ゃぇくうかうは.

╆ぇ おさぇしけすぇ – ゃうすぇきうく [[

╋くけゅけ ゃぇあっく いぇ あっくうすっ 
っ ゃうすぇきうく [[ (くうおけすうくけゃぇ 
おうしっかうくぇ). 〈けえ けしうゅせさはゃぇ 
っくっさゅうは くぇ おかっすおうすっ, こけょ-
たさぇくゃぇ おけさっくうすっ くぇ おけしぇすぇ, 
せしおけさはゃぇ いぇいょさぇゃはゃぇくっすけ くぇ 
さぇくう う はいゃう, かっおせゃぇ けぉさうゃう, 
こけょけぉさはゃぇ すっくぇ. ┿おけ おけあぇすぇ 
ゃう っ しすぇくぇかぇ ぉかっょぇ う しせたぇ う 
しっ かのとう, けぉけゅぇすっすっ きっくのすけ 
しう し こさけょせおすう, しなょなさあぇとう 
ゃうすぇきうく [[.

╁ぇあくけ! ‶け-つっしすけ はあすっ 
こなかくけいなさくっしす たかはぉ, いなさくっくう 
う ぉけぉけゃう たさぇくう, つっさっく ょさけぉ, 
さうぉぇ, そなしすなちう. 〈っいう こさけ-
ょせおすう しなょなさあぇす ょけしすぇすなつくけ 
おけかうつっしすゃけ くうおけすうくけゃぇ おう-
しっかうくぇ.
¨さゅぇくういきなす うしおぇ ょけぉぇゃ-

おう
┿おけ くぇ けさゅぇくういきぇ ゃう くっ 

きせ ょけしすうゅぇす ゃうすぇきうくう, すけえ 
ういこさぇとぇ しうゅくぇか いぇ こけきけと. 

¨ぉなさくっすっ うき ゃくうきぇくうっ! ┿おけ 
つせゃしすゃぇすっ しかぇぉけしす う せきけさぇ, 
しすぇくぇかう しすっ さぇいょさぇいくうすっか-
くう, つっしすけ しっ こさけしすせょはゃぇすっ, 
うきぇすっ けぉうかっく おけしけこぇょ, おけ-
さうゅうさぇえすっ たさぇくっくっすけ しう. ‶け-
つっしすけ おけくしせきうさぇえすっ こかけょけゃっ 
う いっかっくつせちう.

╁ぇあくけ! ╁うすぇきうくくうすっ こさっ-
こぇさぇすう くっ きけゅぇす ょぇ いぇきっくはす 
こなかくけちっくくけすけ たさぇくっくっ.

╁ はぉなかおうすっ うきぇ きくけゅけ ゃう-
すぇきうく ], こけかけゃうくぇすぇ けす 
おけえすけ っ ゃ おけさぇすぇ. ╀かぇゅけょぇ-
さっくうっ くぇ しなょなさあぇくうっすけ くぇ 
ちっかせかけいぇ すけいう こかけょ せおさっこゃぇ 
おさなゃけくけしくうすっ しなょけゃっ.

╁うすぇきうくうすっ けす ゅさせこぇ ╁ 

しぇ くっけぉたけょうきう いぇ いょさぇゃっすけ 
くぇ おけしぇすぇ. ╀っい すはた っ くっゃない-
きけあっく しうくすっいなす くぇ おっさぇすうく, 
けす おけえすけ しっ しなしすけはす おけしきうすっ.

                                  〈┿

╇きせくういぇちうけくっく こさけすうゃけゅさうこっく おぇぉうくっす さぇぉけすう ゃっつっ 
すさっすぇ しっょきうちぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ っ さぇいおさうす けす [ぇえけくくぇすぇ 

いょさぇゃくぇ うくしこっおちうは /[╆╇/ こけさぇょう こさけはゃっく うくすっさっし けす おぇいぇく-
かなつぇくう おなき  こけしすぇゃはくっすけ くぇ こさけすうゃけゅさうこくう ゃぇおしうくう. 
╇きせくういぇちうけくくうはす おぇぉうくっす しっ くぇきうさぇ くぇ こっすうは っすぇあ ゃ しすぇは 

わ 118 ゃ ╃╉『 «‶けかうおかうくうおぇ» - ╉ぇいぇくかなお う さぇぉけすう しぇきけ ゃなゃ 
ゃすけさくうお う つっすゃなさすなお けす 14 つ. ょけ 17 つ.

36% けす たけさぇすぇ いぇっきぇす ょかなあくけしす, いぇ おけはすけ しっ ういうしおゃぇ 
きくけゅけ こけ-くうしおぇ おゃぇかうそうおぇちうは けす すはたくぇすぇ. 〈けゃぇ しなけぉとう 
〈けきつけ 〈けきけゃ, さなおけゃけょうすっか くぇ ′ぇちうけくぇかくうは ちっくすなさ いぇ けちっく-
おぇ くぇ おけきこっすっくすくけしすうすっ. 
‶さけせつゃぇくっすけ っ くぇこさぇゃっくけ しさっょ 1500 さぇぉけすけょぇすっかう, おけうすけ 

しぇ ぉうかう こけきけかっくう ょぇ けちっくはす おけきこっすっくちううすっ くぇ しかせあうすっかう-
すっ しう しこさはきけ ういゃなさてゃぇくぇすぇ けす すはた さぇぉけすぇ.
“╉ゃぇかうそうおぇちうはすぇ くぇ 30 こさけちっくすぇ けす たけさぇすぇ しなけすゃっすしすゃぇ くぇ 

ょかなあくけしすすぇ う けおけかけ 30 こさけちっくすぇ くっ しなけすゃっすしすゃぇ. ]ぇきけ 30 
こさけちっくすぇ いぇっきぇす ょかなあくけしす, おけはすけ けすゅけゃぇさは くぇ おゃぇかうそうおぇ-
ちうはすぇ うき. ¨しすぇくぇかうすっ うかう くはきぇす せきっくうは, うかう けぉさぇいけゃぇくう-
っすけ っ しないょぇかけ こけ-ゃうしけおけ おゃぇかうそうちうさぇくう おぇょさう ゃ さぇいかうつくう 
ぇおぇょっきうつくう ょうしちうこかうくう, うおけくけきうつっしおう うかう けぉとう ょうしちう-
こかうくう, おけうすけ くはきぇす こさうかけあっくうっ ゃ さっぇかくぇすぇ こさぇおすうおぇ. ╇ 
たけさぇすぇ し ゃうしけおけ けぉさぇいけゃぇくうっ しぇ こさうくせょっくう ょぇ こさうっきぇす くは-
おぇおゃぇ ょかなあくけしす しぇきけ う しぇきけ ょぇ うきぇす さぇぉけすぇ”, おぇいぇ 〈けきけゃ.
『っくすなさなす いぇ けちっくおぇ くぇ おけきこっすっくすくけしすうすっ さぇいさぇぉけすゃぇ 140 

こさけそっしうけくぇかくう しすぇくょぇさすぇ ゃ しっょっき うおけくけきうつっしおう しっおすけ-
さぇ, おけうすけ とっ ぉなょぇす ゅけすけゃう ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ, しなけぉとう 
けとっ 〈けきつけ 〈けきけゃ. ]っおすけさうすっ しぇ きっすぇかせさゅうは, きぇてうくけしすさけ-
っくっ, きっしけこさっさぇぉけすゃぇすっかくぇ こさけきうてかっくけしす, っかっおすさけくうおぇ, 
っかっおすさけすったくうおぇ, きっぉっかくぇ こさけきうてかっくけしす う すせさういなき, おぇすけ 
いぇ 20 けす おかのつけゃうすっ ょっえくけしすう ゃ すはた とっ ぉなょぇす ういさぇぉけすっくう 

╆かく つそぬけそしそえけねかつさけ たちそとねうあせけみ たちかおつさあくうあせかてそ せあ けくいそちけてか か すあ
せけたとしあぬけみ. 【かくけ たちかおけくいそちせけ おせけ と さあくあせしひねあせけせあ - たそ たかこさけ, さちひねすけ 
け たしそはあおけ, つか くあおあうあ つあすそ かおけせ うひたちそつ, たちけ てそうあ - せかたちあうけしせそ くあおあおかせ:

[╅╋¨ 〈¨, [《‶ ぅ╊ 
』》╊ぁ╊]¨ ¨′╆《『¨【╊?

╆ぇぉっかっあっすっ, すせお くっ しっ 
こうすぇ: ”╉けえ っ くぇえ-しこけしけぉ-

くうはす ょぇ せこさぇゃかはゃぇ けぉとっしす-
ゃっくうすっ くう ょっかぇ おぇすけ ゅさぇあ-
ょぇくう?”, こうすぇ しっ: ”╉けえ とっ 
しこっつっかう?”, し こけょすっおしす: „╉けえ 
っ そぇゃけさうすなす, つっ う ぇい ょぇ しっ 
けさうっくすうさぇき こさぇゃうかくけ”. ╆ぇ-
かけあっくけすけ, おぇすけ けしくけゃくけ こさぇ-
ゃけ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, こさぇゃけすけ 
くぇ ゅかぇし – う, しなゅかぇしくけ しゃっ-
すけゃくうすっ う っゃさけこっえしおう おけく-
ゃっくちうう いぇ ‶さぇゃぇすぇ くぇ つけゃっ-
おぇ, おぇすけ すさぇくしきうしうは けす すはた, 
ゃしっけぉとけ ういぉうさぇすっかくけ こさぇゃけ, 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, こなお う ゃ ╀なかゅぇ-
さうは, しっ ういさぇあょぇ, ぉっい ょぇ しっ 
けしないくぇゃぇ, つっ けすゅけゃけさなす くぇ 
ゃなこさけしぇ: ”╉けえ とっ しこっつっかう”, 
いぇゃうしう けす ゃしっおう っょうく けす くぇし, 
ぇ くっ けす すけゃぇ - おぇおゃけ きうしかはす 
ょさせゅうすっ. ‶さぇゃけすけ くぇ ういぉけさ, 
こけ こさうくちうこ, っ さっぇかういぇちうは 
くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ, おぇすけ ]ゃけぉけ-
ょぇすぇ ょぇ ういぉうさぇて. ¨つっゃうょくけ, 
きくけゅけ ぉなかゅぇさう ゃしっ けとっ つぇおぇす 
ょさせゅ ょぇ うき おぇあっ おぇおゃけ ょぇ うい-
ぉっさぇす, こけ しすぇさ さっそかっおし, けす 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ╀╉‶ くう おぇい-
ゃぇてっ おけゅけ ょぇ ういぉっさっき う くうっ 
ゅけ ういぉうさぇたきっ し 99.9 %. ぅしくけ 
っ, つっ くっ ゃしうつおう しぇ つっかう [せしけ 
う ]ぇさすさ, こなお う くっ っ くせあくけ, 

きぇおぇさ ょぇ しっ せつう ゃ しさっょくけすけ 
せつうかうとっ, くけ けしすぇゃぇ くっはしくけ, 
いぇとけ ぉなかゅぇさうくなす こさけょなかあぇ-
ゃぇ ょぇ しっ けすおぇいゃぇ しぇき ょぇ こさぇ-
ゃう うくそけさきうさぇく ういぉけさ, ぇ つぇおぇ 
くはおけえ ょさせゅ ょぇ きせ おぇあっ - すけいう 
ょさせゅ っ くはおけえ きっしすっく こけかうすうお, 
し おけゅけすけ しう こうって おぇそっすけ うかう 
くはおけえ こぇさすうっく ぇおすうゃうしす けす 
おゃぇさすぇかぇ, おけえすけ うきぇ いぇょぇつぇ 
ょぇ ぇゅうすうさぇ くっいぇぉっかっあうきけ... 
〈けいう くはおけえ, けす おけゅけすけ くぇ こなすは 
しっ けつぇおゃぇ ょぇ っ しこっちうぇかうしす こけ 
しけちうけかけゅうは, けしゃっく くぇさけつ-
くけ すさなゅくぇか こけ こなすは こさうおさうす 
こぇさすうっく ぇおすうゃうしす, し ちっか ょぇ 
ぇゅうすうさぇ, きけあっ ょぇ ぉなょっ う あせさ-
くぇかうしす. ′っ ょぇえ, ╀けあっ, すけいう 
あせさくぇかうしす, ょぇ しっ ういあうゃはゃぇ 
おぇすけ きっしすっく ゃしっいくぇえおけ う すぇおぇ 
すさなゅゃぇす きぇくうこせかぇちううすっ... ′け 
すけゃぇ っ ょさせゅぇ すっきぇ... ╇しすうくぇすぇ 
っ, つっ ゃ ╉ぇいぇくかなお くっ しっ こさぇゃはす 
こさけそっしうけくぇかくう しけちうけかけゅう-
つっしおう こさけせつゃぇくうは, おけうすけ ょぇ 
けさうっくすうさぇす けぉとっしすゃけすけ. ′っ, 
つっ しけちうけかけいうすっ くっ しっ こさけょぇ-
ゃぇす くぇ こぇさすうう, くけ ゃしっ こぇお... 
¨す せたけ くぇ せたけ しっ さぇいくぇしはす 
しぇきけ こさけせつゃぇくうはすぇ くぇ しぇきうすっ 
こぇさすうえくう とぇぉけゃっ, おけうすけ, っし-
すっしすゃっくけ, しぇ こさうしすさぇしすくう, いぇ-
すけゃぇ くっ きけあっ ょぇ うき しっ ゃはさゃぇ 
くぇ 100 こさけちっくすぇ. ╉ぇおすけ う くっ 
きけあっ ょぇ しっ ゃはさゃぇ くぇ „こさっょ-
しおぇいぇくうはすぇ” くぇ おぇおゃうすけ う ょぇ 
ぉうかけ きっしすくう きっょうう, おけうすけ っえ 
すぇおぇ, けす ゃないょせたぇ, こさけゅくけいう-
さぇす ういぉけさくうは さっいせかすぇす.
‶けくっあっ ′ぅ╋┿  さっぇかくう  しけ-

ちうけかけゅうつっしおう こさけせつゃぇくうは, „5 
きうくせすう” しっ けぉなさくぇ おなき さっいせか-
すぇすうすっ, きぇおぇさ う さっいせかすぇすう けす 
きうくぇかう ういぉけさう. 〈っ, ゃしっ こぇお, 
しぇ こけおぇいぇすっかくう いぇ くぇゅかぇしうすっ 
くぇ きっしすくぇすぇ けぉとくけしす, こけゃっつっ 
けす うくそけさきぇちうはすぇ すうこ
„╄ょくぇ あっくぇ きう おぇいぇ”.

ょけこなかくうすっかくう こさけそうかう くぇ 
おけきこっすっくすくけしすうすっ. “╁しうつおう 
すっいう ういうしおゃぇくうは とっ ぉなょぇす 
ゃおかのつっくう ゃ こさけそっしうけくぇか-
くけすけ しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ う 
つぇしす けす ょうしちうこかうくうすっ ゃなゃ 
ゃうしてうすっ せつっぉくう いぇゃっょっくうは”, 
ょけこなかくう っおしこっさすなす.
“╁しっおう さぇぉけすけょぇすっか しぇき しう 

こさっちっくはゃぇ, くうっ ょぇゃぇきっ しすぇく-
ょぇさすうすっ, くけ すっ くっ しぇ いぇょなか-
あうすっかくう. 〈っ, しかっょ おぇすけ ゅう 
さぇいさぇぉけすはす, しぇきうすっ さぇぉけすけ-
ょぇすっかう ゃ しっおすけさぇ いぇっょくけ し 
おけくしせかすぇくすう とっ しう ゅう こさう-
っきぇす いぇ ゃけょっとう う いくぇつうきう 
いぇ すはた. ′け いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ 
くぇ くぇし くう しっ うしおぇ すっいう しすぇく-
ょぇさすう ょぇ ぉなょぇす ゃいっすう こけょ 
ゃくうきぇくうっ, おけゅぇすけ すっ そけさきう-
さぇす しゃけうすっ せつっぉくう こかぇくけゃっ う 
こさけゅさぇきう, すけいう しすぇくょぇさす とっ 
ぉなょっ うくすっゅさうさぇく し っゃさけこっえ-
しおう こさけそっしうけくぇかくう しすぇくょぇさ-
すう, し っゃさけこっえしおう ういうしおゃぇくうは 
いぇ いくぇくうは う せきっくうは ゃ けこさっ-
ょっかっくう ょかなあくけしすう. ╇ くぇ すぇいう 
けしくけゃぇ つけゃっお, こさうょけぉうか う 
ょけおぇいぇか すっいう いくぇくうは う せきっ-
くうは う けちっくっく ゃ ╀なかゅぇさうは, 
とっ きけあっ ょぇ さぇぉけすう う ゃ ょさせゅぇ 
しすさぇくぇ, ぉっい ょぇ きうくぇゃぇ くぇくけ-
ゃけ こさっい ゃしうつおうすっ しうしすっきう いぇ 
ょけおぇいゃぇくっ くぇ いくぇくうは う せきっ-
くうは”, おぇいぇ 〈けきつけ 〈けきけゃ.
‶け ょせきうすっ きせ, こけ すけいう くぇ-

つうく とっ しっ くぇこさぇゃはす しすなこおう 
いぇ さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきぇ し 
さぇいきうくぇゃぇくっすけ くぇ おゃぇかうそう-
おぇちうはすぇ くぇ おぇょさうすっ う くせあょう-
すっ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ.

〈┿,
こけ きぇすっさうぇかう くぇ ╃ぇさうお くのい

╇きせくういぇちううすっ ゃ くっゅけ しっ うい-
ゃなさてゃぇす しなし いぇおせこっくぇ こさっょ-
ゃぇさうすっかくけ ゃぇおしうくぇ けす ゅさぇあ-
ょぇくうすっ, ぇ こけしすぇゃはくっすけ くぇ 
ゃぇおしうくぇすぇ  っ ぉっいこかぇすくけ.
╅っかぇっとうすっ ょぇ こけかいゃぇす せし-

かせゅうすっ くぇ おぇぉうくっすぇ, おぇおすけ う 
いぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは, きけ-
ゅぇす ょぇ しっ けぉぇあょぇす くぇ すっかっ-
そけく 042/ 60-24-68.
╁ くぇつぇかけすけ くぇ っしっくくけ-いうき-

くうは しっいけく すぇいう ゅけょうくぇ っこう-
ょっきうけかけいう う かうつくう かっおぇさう 
ぇかぇさきうさぇたぇ, つっ すさう ゅさうこくう 
とぇきぇ  しっ けつぇおゃぇす すぇいう いうきぇ - 
╀さうしぉっえく, ‶なさす う ╉ぇかうそけさ-
くうは - こぇくょっきうつくうはす ゃうさせし, 
おけえすけ ちうさおせかうさぇ ゃ しゃっすぇ けす 
ょゃっ ゅけょうくう. ╇ すさうすっ とぇきぇ しぇ 
ゃおかのつっくう ゃ こさけすうゃけゅさうこくう-
すっ ゃぇおしうくう すぇいう ゅけょうくぇ. ‶け 
ょせきうすっ くぇ ╋うさぇ ╉けあせたぇさけ-
ゃぇ, くぇちうけくぇかっく おけくしせかすぇくす 
こけ っこうょっきうけかけゅうは, ょけぉさぇすぇ 
たうゅうっくぇ う うきせくういぇちうはすぇ しぇ 
くぇえ-ょけぉさぇすぇ う しうゅせさくぇ こさけ-
そうかぇおすうおぇ くぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ. 

ごÑó ó çó¢
╋せいっえ - ゅぇかっさうは - ╉ぇいぇくかなお
‶けしすけはくくう のぉうかっえくう っおしこけいうちうう:
くせきういきぇすうおぇ, くぇおうすう, うくすっさっしくう ぇさすっそぇおすう

╃╉ „┿さしっくぇか” 

27 けおすけきゃさう, つっすゃなさすなお, 19.00 つぇしぇ 
„╀さぇつくぇすぇ うかのいうは”,
ぉかはしおぇゃぇ おけきっょうは けす ╄さうお ┿しせし
ゃ さけかうすっ: ╄かっくぇ ‶っすさけゃぇ,
╋ぇさうせし ╃けくおうく う ╁ぇかっくすうく 〈ぇくっゃ
╀うかっすう: くぇ おぇしぇすぇ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか” 
いぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは:
0888 67 95 76 う 0878 26 36 37

╂さぇょしおぇ たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは - ╉ぇいぇくかなお
╇いかけあぉぇ くぇ ╁かぇょうきうさ ╉けくょぇさっゃ けす 』うさこぇく

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ: 

21-ゃう けおすけきゃさう, こっすなお, 19.00 つぇしぇ

¨こっさっく すっぇすなさ
„[うゅけかっすけ” – しこっおすぇおなか くぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ けこっさぇ


