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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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„╅ちつかせあし“ - たけしそてせあ なけちすあ たそ 
かうちそたかこつさけ たちそかさて くあ さあおちけてか

╈かそちえけ ╉そいちかう:
╋けうそて つ すけちけつ せあ いあちとて

╉ひしえけみて たひて 
せあ かおせそ たけつすそ

╉-ち ¨えせあてそう: 》そしけてけぬけてか たちかおあ-
おそにあ つそしけおあちせそつててあ せあ にそちあてあ

на стр.4

на стр.5

на стр.7

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》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. 3

╆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

╊』╊〉〉¨【╊ ]¨』【╅
』╅ 〈╅╈¨ぁ╊』[¨

╇ [あくあせしひさ うつかさけ 20-てけ すひき う けさそせそすけねかつさけ あさてけうせあ うひく-
ちあつて か いかく ちあいそてあ, うつみさあ 14-てあ きかせあ つひはそ. ╉かぬあてあ つあ 3 たひてけ 
たそ-すあしさそ そて にそちあてあ せあお 65 えそおけせけ. ╇つかさけ 7-すけ か うけつのけつて.

》ちそかさてひて くあ 4 すしせ. しかうあ いか たそおさちかたかせ そて えちとたあてあ せあ ╊さつたかちてけてか 

′╅』【╅『っ╇╅〉╊【《 - 》『《╆]╊〈 ′╅ 
╆ぇ]╈╅『¨っ, 〉《 〉╊ 』╅〈《 〉╊¨〉

╆]╅╈《╉╅『¨〈 《【 』ぇ『を╊!

 【あこせそ そちひきけか 

╇きっ: ╊ぇかぬけ ╉なさこぇつっゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃ , ╆ぇゃけょ 2/100

╃かなあくけしす: ′ぇしすさけえつうお

╂けょうくう: 32

╆けょうは: ╀かういくぇちう

》けぉう: ╃ぇ しこけさすせゃぇき う ょぇ つっすぇ (〈っさう ‶さぇすつっす)

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“: 9 きっしっちぇ

╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ あうゃけすぇ? ╇かう おぇいぇくけ うくぇつっ - 
くぇ おけゅけ さぇいつうすぇて ゃ すさせょくう きけきっくすう?: ′ぇ つぇさぇ しう.

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

на стр.2

]こけさっょ こさけゅくけいうすっ くぇ きくけゅけ くぇちうけくぇかくう う きっあ-
ょせくぇさけょくう うくしすうすせちうう ょけ 2050 ゅ. しっ けつぇおゃぇす 

ょさぇしすうつくう こさけきっくう ゃなゃ ゃないさぇしすけゃぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ 
くぇしっかっくうっすけ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
〈けゃぇ すゃなさょっくうっ っ くぇ ╄きうかうは ╁けえくけゃぇ けす ょうさっおちうは 

“╅ういくっくけ さぇゃくうとっ う しけちうぇかくぇ しうゅせさくけしす” くぇ ╋うくうし-
すっさしすゃけすけ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ くぇ おさなゅかぇ 
きぇしぇ いぇ ょっきけゅさぇそしおうすっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ う ょけぉさう 
っゃさけこっえしおう こさぇおすうおう ゃ けすゅけゃけさ くぇ いぇしすぇさはゃぇくっすけ くぇ 
くぇしっかっくうっすけ.

¨つぇおゃぇ しっ ょけ 2050 ゅ. けすくけしうすっか-
くうはす ぉさけえ くぇ くぇしっかっくうっすけ ゃ しすさぇ-
くぇすぇ くぇ ゃないさぇしす くぇょ 60 ゅけょうくう ょぇ 
ょけしすうゅくっ くぇょ 30 こさけちっくすぇ けす けぉとうは 
ぉさけえ. ‶け ょぇくくう くぇ っおしこっさすう, おけゅぇすけ 
ょっかなす くぇ くぇしっかっくうっすけ くぇょ 60-ゅけょう-
くう っ くぇょ 30 こさけちっくすぇ ゃ ょぇょっくぇ しすさぇ-
くぇ, しぇ いぇしすさぇてっくう ゃしうつおう しけちうぇかくう 
しうしすっきう, いぇすさせょくっくけ っ そせくおちうけくう-
さぇくっすけ うき う すっ いぇこけつゃぇす ょぇ しっ さぇい-
こぇょぇす, こけしけつう しこっちうぇかうしすなす.
╁けえくけゃぇ けすぉっかはいぇ, つっ ょっきけゅさぇそ-

しおぇすぇ しうすせぇちうは ゃ ╀なかゅぇさうは っ くぇえ-
おさういうしくぇすぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し ゃしうつおう 
けしすぇくぇかう ょなさあぇゃう-つかっくおう くぇ ╄]. 
]さっょ くっゅぇすうゃくうすっ ょっきけゅさぇそしおう 
すっくょっくちうう しぇ くうしおぇすぇ さぇあょぇっきけしす, 
ゃうしけおぇすぇ けぉとぇ しきなさすくけしす, くうしおぇすぇ 
しさっょくぇ こさけょなかあうすっかくけしす くぇ あうゃけ-
すぇ, ゅけかっきうすっ きうゅさぇちうけくくう こけすけちう.
╇きぇきっ くっゅぇすうゃっく っしすっしすゃっく こさう-

さぇしす, おけえすけ しっ いぇょなかぉけつぇゃぇ ゃ こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう いぇさぇょう おさういぇすぇ. 
╉ぇすけ ういおかのつうすっかくけ すっあなお こさけぉかっき 
っおしこっさすなす けこさっょっかう さぇくくぇすぇ しきなさす-
くけしす しさっょ きなあっすっ, おぇすけ こけしけつう, つっ 
すけえ ゃけょう ょけ すけゃぇ, つっ つっしすけ あっくう, 
つううすけ しなこさせいう こけつうくぇす, けしすぇゃぇす 
しぇきう, おけっすけ ゃけょう ょけ こさけぉかっきぇ くぇ 
す.くぇさ. あっくしおぇ ぉっょくけしす ゃ こけ-ゃうしけおう-
すっ ゃないさぇしすけゃう ゅさせこう. 
¨ぉとけ くぇしっかっくうっすけ ゃ ╄] っ くぇょ 500 

きかく. ょせてう, ╀なかゅぇさうは っ し きぇかおけ くぇょ 
7 きうかうけくぇ くぇしっかっくうっ. ╆ぇ しさぇゃくっ-
くうっ, くぇしっかっくうっすけ くぇ しなしっょくぇ [せきな-
くうは っ くぇょ 21 きかく. ょせてう, ぇ くぇ ╂なさ-
ちうは - くぇょ 11 きかく.

╇つみさそ そて てみに すそきか おあ いひおか せあの てあしけつすあせ

╉かっくけゃ かうしす. ぅさおうすっ あなか-
すう う くぇてぇさっくう こっすけゃなさたう 
かうしすぇ くぇ おかっくぇ しぇ しぇきけすけ ゃな-
こかなとっくうっ くぇ いかぇすくぇすぇ っしっく. 
╁ すはた くはきぇ う こけきっく けす せゃはた-
ゃぇくっ - くぇこさけすうゃ, おかっくけゃうすっ 
かうしすぇ しはおぇて すなさあっしすゃせゃぇす 
くぇょ すかっくうっすけ! ]なぉっさっすっ くぇえ-
おさぇしうゃうすっ かうしすぇ, おけうすけ せし-
こっっすっ ょぇ くぇきっさうすっ - ちっかう, 
ぉっい こっすなくちぇ. ╇いしせてっすっ ゅう 
きっあょせ しすさぇくうちうすっ くぇ おくう-
ゅぇ うかう こさけしすけ ゅう ういゅかぇょっ-
すっ し かっおけ すけこかぇ のすうは, おぇすけ 
こさっょゃぇさうすっかくけ ゅう いぇゅなくっすっ ゃ 
こかなすくぇ ぉはかぇ たぇさすうは. 〈ぇかうし-
きぇくなす っ ゅけすけゃ - すけえ けぉっとぇゃぇ 
せしこった ゃ くぇつうくぇくうはすぇ, こけゃう-
てぇゃぇ ぇゃすけさうすっすぇ, こけきぇゅぇ くぇ 
つけゃっお ょぇ ういはゃう しっぉっ しう. ] 
ょゃっ-すさう おぇこおう かっこうかけ こさう-
おさっこっすっ かうしすぇ おなき おぇさすけく う 
しかけあっすっ “きぇゅうつっしおぇすぇ おぇさ-
すうくおぇ” ゃ ういすけつくぇすぇ つぇしす くぇ 
あうかうとっすけ.

╁ しっきっえしすゃけすけ ゃう さぇしすぇす 
ょっちぇ? ′っこさっきっくくけ けおぇつっすっ 
おかっくけゃ すぇかうしきぇく しさっとせ かっゅ-
かけすけ うき - ぇおけ こなさゃけすけ くっとけ, 
おけっすけ ゃうょはす くぇしかっょくうちう-
すっ ゃう, けすゃぇさはえおう けつう, ぉなょっ 
はさなお う ゃっしっか おかっくけゃ かうしす くぇ 
いっかっく うかう ゅなかなぉけゃけしうく そけく, 
ちっかうはす うき ょっく とっ っ たせぉぇゃ. 

╃なぉけゃうはす かうしす けす ょさっゃくう 
ゃさっきっくぇ しうきゃけかういうさぇ しうかぇ-
すぇ, ぉけゅぇすしすゃけすけ, こけょおさっこぇすぇ 
けす しすさぇくぇ くぇ こさっょちうすっ. ┿おけ 
うしおぇすっ ょぇ ょけぉうっすっ せしすけえ-
つうゃけしす ゃ あうすっえしおうすっ ぉせさう, 
ぇおけ しっ しすさっきうすっ ょぇ せおさっこう-
すっ ょせたぇ しう, ぇおけ きっつすぇっすっ ょけ-
きなす ゃう ゃうくぇゅう ょぇ っ こなかっく, 
くぇこさぇゃっすっ しう くぇすのさきけさす けす 
ういしせてっくう ょなぉけゃう かうしすぇ う ゅけ 
しかけあっすっ くぇょ ゃたけょくぇすぇ ゃさぇすぇ. 
〈なきくけあなかすうすっ かうしすぇ とっ こさう-
ゃかっおぇす きぇすっさうぇかくけすけ ぉかぇゅけ-
こけかせつうっ う とっ こさけゅけくはす けす 
あうかうとっすけ いかうすっ ょせたけゃっ. 〈はた 
とっ こさけゅけくうすっ けす ょけきぇ しう, 
ぇおけ ゃ ぇくすさっすけ こけしすぇゃうすっ しなょ 
し あなかなょう.

¨そうおぇ. 〈けゃぇ ょなさゃけ っ しうき-

╊つかせせけてか しけつてあ 
つあ せか つあすそ せかうか
ちそみてせそ さちあつけうけ, 
せそ け たひしせけ つ すあ
えけみ. をみしそ しみてそ 
てか つあ たそえしひはあしけ 
つけしあてあ せあ つしひせ
ぬかてそ, てちとたあしけ 
つあ かせかちえけみ. ¨ つかえあ 
つあ えそてそうけ はかおちそ 
おあ つたそおかしみて つうそけ
てか いそえあてつてうあ. ╅ 
せあこ-ねとおせそてそ か, ねか 
すあえけねかせ てあしけつすあせ 
すそきか おあ つてあせか せか 
つあすそ けくつとのかせけみて 
しけつて, せそ け せあちけつと
うあせけみて. 》そせみさそえあ 
さあちてけせあてあ, けくそ

いちあくみうあはあ さしそせねか, しけつてあ, たしそおそうか, か つたそつそいせあ おあ さそちけえけちあ つひおいあてあ - おあ そてさしそせけ せかたちけみてせそつて, おあ 
おそせかつか とつたかに, おあ おあちけ おそいちそ せあつてちそかせけか. 》ちけ かおせそ とつしそうけか - てあさひう たかこくあき てちみいうあ おあ いひおか せあたちあうかせ そて 
せあてとちあ. 』ひはあてあ つけしあ けすあて つせけすさけてか. 〉あこ-うあきせそてそ か おあ けくいかちかてか つうそみ てあしけつすあせ け おあ せあすかちけてか 
たそおにそおみはそてそ すみつてそ くあ せかえそ う おそすあ つけ.

ゃけか くぇ しっきっえくけすけ とぇしすうっ, し 
おかけくつっすぇ う ゅさけいょけゃっ けす けそう-
おぇ きけあっすっ ょぇ せおさぇしうすっ しこぇか-
くはすぇ しう. ]かけあっすっ くはおけかおけ 
しせたう おかけくつっすぇ ゃなゃ ゃぇいぇ ょけ 
ゃないゅかぇゃくうちぇすぇ くぇ しなこさせあっ-
しおけすけ かっゅかけ, いぇ ょぇ せおさっこうすっ 
ぉさぇつくうすっ ゃさないおう. 〈ぇおなゃ ぉせ-
おっす くぇ おせたくっくしおうは こさけいけさっち 
こなお とっ こさっゃなさくっ けぉうおくけゃっ-
くぇすぇ しっきっえくぇ すさぇこっいぇ ゃ うし-
すうくしおう こさぇいくうお.
¨しゃっく すけゃぇ, けそうおぇすぇ っ ょなさ-

ゃけ くぇ いょさぇゃっすけ -  ぇおけ ょなさあう-
すっ ゃぇいぇ し おかけくつっすぇ けそうおぇ ょけ 
かっゅかけすけ くぇ ぉけかっく, すけえ しおけさけ 
とっ けいょさぇゃっっ.

╀さっいけゃうすっ かうしすぇ, おぇすけ 
きぇかおう しかなくつうちぇ, とっ こさけゅけ-
くはす すなゅぇすぇ う とっ ゃう こけょぇさはす 
くぇょっあょぇ ゃ くぇえ-すっあおうすっ いうき-
くう ゃっつっさう. 〉おさぇしっすっ しすっくぇすぇ 
くぇょ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ, ょっす-
しおぇすぇ しすぇは う ぇくすさっすけ し おけき-
こけいうちうう けす ぉさっいけゃう かうしすぇ, 
こっえいぇあ し ぉさっいけゃぇ ゅけさぇ うかう 
しくうきおぇ くぇ ぉさっいうつおぇ - う ゃ 
ょけきぇ ゃう くはきぇ ょぇ うきぇ きはしすけ 
いぇ  しおせおぇ.

╉かけくつっ たゃけえくぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
せおさぇしはゃぇ しっゃっさくぇすぇ つぇしす くぇ 
ょけきぇ ゃう. ¨す しすぇさう ゃさっきっくぇ 
たゃけえくぇすぇ しうきゃけかういうさぇ ゃっ-
つくうは あうゃけす, ゃ くっは っ ゃなこかな-
すっくぇ うょっはすぇ いぇ こけぉっょぇ くぇょ 
しきなさすすぇ, くぇょ くっこさっけょけかうきうは 
たかぇょ くぇ けすゃなょくけすけ. ╄すけ いぇとけ 
おかけくつっ けす すけゃぇ ょなさゃけ とっ 
しすぇくっ くぇえ-ょけぉさうはす ぇきせかっす 
いぇ あうかうとっすけ くぇ ゃないさぇしすっく 
うかう くっいょさぇゃ つけゃっお. ╁こさけ-
つっき, たゃけえくぇすぇ っ こけかっいくぇ いぇ 
ゃしっおうゅけ - くっえくぇすぇ っくっさゅうは 
いぇとうすぇゃぇ けす いかけょっえしすゃぇ, 
ゅけくう ゃしはおぇおゃう くっつうしすう しうかう. 
╇きぇえすっ こさっょゃうょ, つっ たゃけえくぇ-
すぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しかけあう ゃ くぇえ-
すなきくうすっ なゅかう くぇ あうかうとっすけ う 
しすぇはすぇ, ょぇ しっ こけしすぇゃう ゃ ょなくけ-
すけ くぇ おうかっさぇ - ういけぉとけ すぇき, 
おなょっすけ さはょおけ くぇょくうつぇ しかなく-
ちっ, おなょっすけ しっ しなぉうさぇ ゃしはおぇお-
ゃぇ ぇしすさぇかくぇ きさなしけすうは.

‶ぇこさぇすなす しうきゃけかういうさぇ 

せしこったぇ, おけえすけ つけゃっお っ こけ-
しすうゅくぇか しなし しけぉしすゃっくうすっ しう 
ょっかぇ う こけきうしかう. ┿おけ ゃう しっ 
しすさせゃぇ, つっ しなょぉぇすぇ くっ ぉなさいぇ 
ょぇ ゃう ゃないくぇゅさぇょう しこけさっょ いぇ-
しかせゅうすっ ゃう, くぇこけきくっすっ え いぇ 
しっぉっ しう, せおさぇしはゃぇえおう し こぇこ-
さぇすけゃう かうしすぇ さぇぉけすくけすけ しう 
きはしすけ. ╀せおっす けす こぇこさぇすけゃう 
おかけくつっすぇ, しかけあっく ゃ しこぇかくは-
すぇ くぇ きかぇょぇ あっくぇ, けぉっとぇゃぇ 
しおけさけてくけ とぇしすうっ けす きぇえ-
つうくしすゃけすけ.

ぅぉなかおぇすぇ しなとけ っ ょさっ-
ゃっく しうきゃけか くぇ こかけょけさけょうっ-
すけ. ┿おけ ゃ しっきっえしすゃけすけ くはきぇ 
ょっちぇ, ょさなあすっ ゃ しなこさせあっしおぇ-
すぇ しこぇかくは ゃぇいぇ し はぉなかおけゃう 
おかけくつっすぇ うかう せおさぇしっすっ しすっ-
くぇすぇ しなし しくうきおぇ うかう おぇさすう-
くぇ し ういけぉさぇあっくうっ くぇ とっょさけ 
さぇあょぇとけ はぉなかおけゃけ ょなさゃけ.

╊っしおぇすぇ っ こけおさけゃうすっか 
くぇ きなあっすっ. ╉けきこけいうちうは けす 
かってくうおけゃう おかけくおう とっ せおさっ-
こう ぇゃすけさうすっすぇ くぇ ゅかぇゃぇすぇ くぇ 
しっきっえしすゃけすけ う とっ こさうゃかっつっ 
うきぇくっ おなき ょけきぇ. ′ぇょ さぇぉけす-
くぇすぇ きぇしぇ くぇ しすけこぇくうくぇ くぇ 
おなとぇすぇ っ ょけぉさっ ょぇ しっ けおぇ-
つう ういけぉさぇあっくうっ くぇ かうしすぇ う 
かってくうちう.

╃ぇそうくけゃ かうしす. ′うっ ゅけ 
しかぇゅぇきっ ゃ はしすうは う きぇさうくぇ-
すう, しっとぇえおう しっ さはょおけ, つっ し 
かぇゃさけゃう ゃっくちう くはおけゅぇ けぉ-
ゃっくつぇゃぇかう ゅっさけうすっ う こけぉっ-
ょうすっかうすっ. ╁いっきっすっ くはおけかおけ 
かうしすつっすぇ, いぇかっこっすっ ゅう くぇ 
おぇさすけく ゃなゃ ゃうょ くぇ ゃっくっち う 
ゅう けおぇつっすっ ゃ のあくぇすぇ つぇしす 
くぇ あうかうとっすけ しう, いぇ ょぇ こさう-
ゃかっつっすっ ゃ あうゃけすぇ しう しかぇゃぇ う 
こさけちなそすはゃぇくっ.

╁しうつおけ すけゃぇ くぇ くはおけう きけあっ 
ょぇ ういゅかっあょぇ おぇすけ ぉぇぉうくう 
ょっゃっすうくう, くけ くうおけゅぇ くっ っ 
ういかうてくけ ょぇ けこうすぇきっ: くぇえ-
きぇかおけすけ, いぇとけすけ,  ぇおけ くっ 
こけきけゅくっ, すけ しなし しうゅせさくけしす 
とっ ゃくっしっ くぇしすさけっくうっ う せのす 
ゃ ょけきぇ くう. 

〈┿

』¨〉╉¨[╅【¨【╊ ╇ „╅『』╊〉╅]”: 
『╊‒《『〈╅ - ╉╅, 〉《 〉╊ 【╅[╅╇╅

》ぇ『╇¨っ【 〉╅ ╆╅][╅〉¨【╊ 【╊｠〉《]《╈¨ぁ╊〉 を╊〉【ぇ『 ′╅ 
╆╊′¨′[《》〉  ̈【╊｠〉《]《╈¨  ̈ぅ╊ 』ぇ′╉╅╇╅【 ╇ [╅′╅〉]ぇ[?

‶さっょしすぇゃうすっかう う くぇ ょゃぇすぇ 
しうくょうおぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 

ゃいったぇ せつぇしすうっ ゃ くぇちうけくぇかくうは 
こさけすっしすっく きうすうくゅ ゃ ]けそうは くぇ 
30-すう くけっきゃさう. 〈っ こけょおさっこうたぇ 
おけかっゅうすっ しう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, 
おけうすけ しっ けぉはゃうたぇ しさっとせ こさけ-
きはくぇすぇ くぇ ゃっつっ ょけゅけゃけさっくう 
しさけおけゃっ いぇ こっくしうけくうさぇくっすけ くぇ 
ぉなかゅぇさうくぇ. 
‶さけきはくぇすぇ, こけょっすぇ けす こさぇ-

ゃうすっかしすゃけすけ こさっょう きっしっち, 
ゃょうゅくぇ くぇ おさぇおぇ しうくょうおぇ-
かうしすう けす しすさぇくぇすぇ う しすぇくぇ 
こさうつうくぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
ょゃぇすぇ くぇえ-ゅけかっきう しうくょうおぇすぇ 
– ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ ”, ょぇ 
くぇこせしくぇす ′ぇちうけくぇかくうは すさうし-
すさぇくっく しなゃっす. ╇きっくくけ すけゃぇ 
っ けさゅぇくなす, おけえすけ ゅっくっさうさぇ 
うょっう いぇ さっそけさきう, しゃなさいぇくう 
しなし しけちうぇかくうすっ う こっくしうけくくう 
ゃなこさけしう ゃ しすさぇくぇすぇ. 
′ぇ きうすうくゅぇ ゃ ]けそうは しうくょう-

おぇかうしすうすっ くぇしすけはたぇ こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ ょぇ しこぇいう ゃっつっ こけ-
っすう けぉっとぇくうは う ょぇ くっ こけしはゅぇ 
くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうは. ‶さっ-
ょう しっょきうちぇ ょゃぇきぇ ょっこせすぇすう 

けす ╂╄[╀ ゃくっしけたぇ ゃ  ′ぇさけょくけすけ 
しなぉさぇくうっ こさけっおすけいぇおけく, おけえ-
すけ こさっょゃうあょぇ けとっ けす こなさゃう 
はくせぇさう 2012 ゅけょうくぇ ゃょうゅぇくっ 
くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくう-
さぇくっ う こさう きなあっすっ, う こさう 
あっくうすっ し っょくぇ ゅけょうくぇ. ╉ぇすけ 
けしくけゃくぇ こさうつうくぇ いぇ すけいう 
ょさぇしすうつっく たけょ けす しすさぇくぇ くぇ 
おぇぉうくっすぇ しっ しけつう ょっそうちうすなす 
ゃ  ぉのょあっすぇ くぇ ′¨╇, いぇこなかゃぇく 
っあっきっしっつくけ けす ょぇくなちう, おぇおすけ 
う すゃなさょっ けぉっいこけおけうすっかくうはす  
ょっきけゅさぇそしおう こさけそうか くぇ くぇ-
しっかっくうっすけ う こけしかっょゃぇとうすっ けす 
すけゃぇ すっくょっくちうう.  
¨す しゃけは しすさぇくぇ こさっょしすぇゃう-

すっかうすっ くぇ ょゃぇすぇ しうくょうおぇすぇ  
おぇすっゅけさうつくけ ゃないさけこすぇたぇ う 
しっ けぉはゃうたぇ しさっとせ ゃょうゅぇくっ-
すけ くぇ こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす  
けす ょけゅけょうくぇ う こさっきぇたゃぇくっすけ 
くぇ おかぇしけゃっすっ いぇ こさけしかせあっくけ 
ゃさっきっ, おぇすけ いぇはゃうたぇ, つっ うきぇす  
ぇかすっさくぇすうゃくう こさっょかけあっくうは 
ょけ おぇぉうくっすぇ, おけうすけ ぉうたぇ きけゅ-
かう ょぇ おけきこっくしうさぇす すけゃぇ.

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 

02. 12. 2011 ゅ.
/こっすなお/ けす 18:00 つ.
╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ”-
》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは
¨そうちうぇかくけ けすおさうゃぇくっ くぇ ╋せいうおぇかくう こさぇいくうちう „‶っすおけ 
]すぇえくけゃ” – ╉ぇいぇくかなお, 2011 ゅ.

03. 12. 2011 ゅ. /しなぉけすぇ/ けす 17:30 つ.
╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ”- 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは
„╃ゃっ ゅけょうてくうくう” - 15 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ くぇ ぇおぇょっきうお 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ う けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ‶かけゃょうゃしおけ こっゃつっしおけ 
ょさせあっしすゃけ „┿くゅっか ╀せおけさっとかうっゃ”

05. 12. 2011 ゅ. /こけくっょっかくうお/ けす 18:00 つ.
╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” わ4
]ぉけさくぇ ういかけあぉぇ くぇ たせょけあくうちう けす ]╀》 - ╉ぇいぇくかなお

05., 06. 12. 2011 ゅ. /こけくっょっかくうお/ けす 19:00 つ.
′』 „╇しおさぇ“, ╊っえょう ]すさせき - こさっきうっさぇ

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
╉′]╀ くぇ ちった 141 こさう ╆ぇゃけょ 3 しなさょっつくけ ぉかぇゅけょぇさう くぇ 
ちっかうは おけかっおすうゃ くぇ いぇゃけょぇ う くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ くぇ „┿さ-
しっくぇか” ┿╃ いぇ けおぇいぇくけすけ くぇゃさっきっくくけ しなょっえしすゃうっ いぇ 
しなぉうさぇくっすけ くぇ こぇさう, くっけぉたけょうきう いぇ くっけすかけあくぇ けこっ-
さぇちうは くぇ 38-ゅけょうてくぇすぇ うき おけかっあおぇ ]っゃゅうか ┿たきっょ.                                                                                                                        
¨こっさぇちうはすぇ くぇ きかぇょぇすぇ あっくぇ っ しこけかせつかうゃぇ う おけかっゅうすっ え 
は けつぇおゃぇす しおけさけ ょぇ しっ いぇゃなさくっ こさう すはた.

╁ ╉ぇいぇくかなお ょぇ ぉなょっ しないょぇょっく 〈ったくけかけゅうつっく ちっくすなさ いぇ  
くけゃう さぇいさぇぉけすおう いぇ ぉっいういおけこくう すったくけかけゅうう. 

〈ぇいう うょっは ゃっつっ っ けぉっょうくうかぇ けぉとうすっ せしうかうは くぇ ¨ぉとうくぇ 

╉ぇいぇくかなお, ̈ ぉとうくしおう しなゃっす う 
きっしすくぇ そうさきぇ, ゃ かうちっすけ くぇ 
„]すさけうすっかくぇ きったぇくういぇちうは”.  
╁ こけきけと くぇ  ぉなょっとうは ちっくすなさ 
とっ しぇ う こさっこけょぇゃぇすっかう けす 
〉くうゃっさしうすっすぇ いぇ  ぇさたうすっおすせ-
さぇ, しすさけうすっかしすゃけ う ゅっけょっいうは  
ゃ ]けそうは. ]ないょぇゃぇくっすけ くぇ 
くけゃうは ちっくすなさ とっ っ くぇ ぉぇいぇすぇ 
くぇ こせぉかうつくけ-つぇしすくけすけ こぇさす-
くぬけさしすゃけ う いぇ そうくぇくしうさぇくっ-
すけ きせ ¨ぉとうくぇすぇ ゃっつっ さぇぉけすう 
こけ こさけっおす くぇ こさけゅさぇきぇ „╉けく-
おせさっくすくけしこけしけぉくけしす” くぇ ╄]. 
╇ょっはすぇ っ, ぇおけ しっ こけかせつう そう-

くぇくしうさぇくっすけ こけ こさけゅさぇきぇすぇ, 
くぇ しすけえくけしす 4 きかく. かっゃぇ, ぉな-
ょっとうはす すぇおなゃ 『っくすなさ ょぇ しっ 
こけきっとぇゃぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
‶╂ こけ きぇてうくけしすさけっくっ „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ”. 

』しかおうあはけみて いちそこ せあ 【╅ はか けくしかくか せあ 20 おかさかす-
うちけ (うてそちせけさ). ╇ せかえそ はか せあすかちけてか:
* 2011 .    .   “ ”

*     

*   - 2011

*   2012     “ ”

』╄]〈╇〈¨!
╉けかっおすうゃなす くぇ ちった 140 こさう ╆ぇゃけょ 3 けすこさぇゃは くぇえ-しなさょっつ-

くう, すけこかう う うしおさっくう こけいょさぇゃう おなき しゃけは くぇつぇかくうお ╂ぇゃさぇ-
うか ╂っけさゅうっゃ こけ しかせつぇえ さけあょっくうは きせ ょっく! 
‶さっょう ゃしうつおけ - こけあっかぇゃぇきっ きせ きくけゅけ, きくけゅけ いょさぇゃっ, すなえ 

おぇすけ ゃ すけいう きけきっくす すけえ うきぇ くぇえ-ゅけかはきぇ くせあょぇ けす すけゃぇ. 
′っおぇ ょくうすっ きせ ぉなょぇす ういこなかくっくう し さぇょけしす, とぇしすうっ, おなしきっす 
う せしこったう!
                                      ¨す おけかっおすうゃぇ くぇ ちった 140/3

╃っきけくしすさぇちうは くぇ ぉっいういおけこくう 
すったくけかけゅうう ゃ ╉ぇいぇくかなお
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╉-ち ╉けすけてひち ¨えせあてそう - たそねかてかせ たちかおつかおあてかし せあ ╆]』:

- ╃-さ ╇ゅくぇすけゃ, おけかおけ 
ょっしっすうかっすうは ょっかはす ぉなか
ゅぇさうすっ けす けくぇいう いょさぇゃ
くぇ さっそけさきぇ, おけはすけ うしおぇす 
さぇぉけすっとうすっ う こかぇとぇとう 
ょぇくなちう たけさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは:  
っかっおすさけくくぇ かうつくぇ おぇさすぇ, 
し こっさしけくぇかくう おけょけゃっ, し 
こっさしけくぇかくう ゃくけしおう?

- ┿おけ すぇおぇ ゃなさゃはす くっとぇすぇ, 
こけゃっつっ けす 100 ゅけょうくう くう ょっ
かはす けす すぇいう さっそけさきぇ. ╆ぇとけ
すけ くはきぇ ゃけかは ょぇ しっ くぇこさぇゃう 
すぇいう いょさぇゃくぇ さっそけさきぇ. ]うし
すっきぇすぇ しっゅぇ っ くぇこさぇゃっくぇ いぇ 
ういすけつゃぇくっ, ぇ くっ いぇ  こけきけと 
くぇ たけさぇすぇ. 〈けゃぇ っ けしくけゃくぇ
すぇ うょっは, おけはすけ っ いぇかけあっくぇ 
ゃ しっゅぇてくけすけ う ゃ こさっょうて
くけすけ せこさぇゃかっくうっ, う けすすぇき 
うょゃぇす こさけぉかっきうすっ. ╉けゅぇすけ 
っ しないょぇゃぇくぇ  しうしすっきぇすぇ, すは 
っ しないょぇょっくぇ ゃ くっえくぇすぇ ちは
かけしす. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, けぉぇつっ, 
こけかうすうつっしおけすけ せこさぇゃかっくうっ 
しっ ょっかう くぇ きぇくょぇすう, ぇ くうっ 
くっ せしこはたきっ ょぇ いぇゃなさてうき くぇ
てうは きぇくょぇす. ‶さっい 2001-ゃぇ 
いぇゃなさてうたきっ くぇてうは きぇくょぇす, 
くけ くっ せしこはたきっ ょぇ ゅけ こさけ
ょなかあうき. ┿おけ ぉはたきっ せしこっ
かう, すけ すけゅぇゃぇ さっそけさきぇすぇ ゃ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ いぇ 8 ゅけ
ょうくう とってっ ょぇ ぉなょっ いぇゃなさ
てっくぇ ちはかぇすぇ, ゃおかのつうすっかくけ 
う ゃ すったくうつっしおぇすぇ え つぇしす こけ 
けすくけてっくうっ くぇ うくょうゃうょせ
ぇかくうすっ おぇさすう, いぇとけすけ すっ しぇ 
きくけゅけ ゃぇあくう. 〈っ しぇ ゃぇあくう 
くっ しぇきけ おぇすけ うくそけさきぇちうは , ぇ 
う - いぇ ょぇ せぉっょはす たけさぇすぇ ゃなゃ 
ゃっさくうは きけょっか くぇ さっそけさきぇ. 
‶さっい すっいう おぇさすう, こさっい おけう
すけ ゃしっおう ゃうあょぇ おけかおけ ゃくぇ
しは いぇ けしうゅせさけゃおぇ うかう おけかおけ 
ょなさあぇゃぇすぇ ゃくぇしは いぇ こっくしう
けくっさう, せつっくうちう, ゃけえくうちう 
う こさけつうっ う おけかおけ たぇさつう いぇ 
つけゃっおぇ, とっ ゃうょう さぇいかうおぇ
すぇ う しきうしなかぇ. 】っ ゃうょう, つっ 
ゃしうつおう こけ きぇかおけ  ょぇゃぇす, いぇ 
ょぇ きけゅぇす ょぇ たぇさつぇす こけ きくけゅけ 
いぇ すっいう, おけうすけ しぇ ぉけかくう.〈けゃぇ 
っ ゅっさきぇくしおうはす しけかうょぇさっく 

きけょっか くぇ いょさぇゃくぇ さっそけさきぇ.  
〈けゅぇゃぇ たけさぇすぇ とっ さぇいぉっさぇす, 
つっ し きぇかおうすっ ゃくけしおう, おけうすけ 
ょぇゃぇす, うきぇす ゃないきけあくけしすすぇ, 
おけゅぇすけ しっ さぇいぉけかっはす, ょぇ こけ
かせつぇす きぇおしうきせき.  ╉けゅぇすけ こけ
かうすうつっしおぇすぇ おかぇしぇ くっ  あっかぇっ 
すけいう しけかうょぇさっく きけょっか くぇ さっ
そけさきぇ う ゃくけしおう, おけえすけ おけく
しけかうょうさぇ くぇさけょぇ おぇすけ ちはかけ 
う ゅけ こさぇゃう くっ せこさぇゃかはっき, 
ぇ きうしかっと くぇさけょ, こさけおぇさゃぇ 
しうしすっきぇすぇ. ╉けゅぇすけ くっ うしおぇ, ぇ 
うしおぇ ょぇ ゅけ けしすぇゃう くっしけかうょぇ
さっく  くぇさけょ, すけ すけゅぇゃぇ ゃしはおぇ 
おけいぇ いぇ  しゃけえ おさぇお, ゃしっおう しぇき 
いぇ しっぉっ しう ょぇ しう けこさぇゃは くっ
とぇすぇ, おけえ おぇお きけあっ う おぇお ゅけ 
さぇいぉうさぇ  う しゃぇさう, っすけ ゅけ さっ
いせかすぇすなす こさっょ ゃぇし. ‶けかうすう
つっしおぇすぇ しうしすっきぇ ゃ ╀なかゅぇさうは  
ういゃなさてう こさっょぇすっかしすゃけ しこさは
きけ しけかうょぇさくけしすすぇ くぇ  たけさぇ
すぇ. ╆ぇとけすけ たけさぇすぇ こけおぇいゃぇす 
すっくょっくちうは おなき しけかうょぇさくけしす. 
〈けゃぇ, つっ し っょうく  SMS  きけあって 
ょぇ しなぉっさって こぇさうすっ いぇ かっつっ
くうっ くぇ っょくけ ぉけかくけ ょっすっ, し 
っょうく おけくちっさす きけあって ょぇ しな
ぉっさって こぇさうすっ いぇ っょうく ぉけかっく 
こっゃっち う こさ. う こさ.  こけおぇいゃぇ, 
つっ たけさぇすぇ しぇ しおかけくくう いぇ すぇいう 
しけかうょぇさくけしす. ′け すは っ くぇしけ
つっくぇ おなき けすょっかくう しかせつぇう, ぇ 
くっ おなき ちはかけすけ けぉとっしすゃけ. 〈せお 
っ う くぇえ-ゅけかはきぇすぇ くぇこさぇゃっくぇ 
こけかうすうつっしおぇ ゅさっておぇ: しけかう
ょぇさくけしすすぇ きっあょせ たけさぇすぇ くっ 
っ しすうきせかうさぇくぇ, ぇ けぉさぇすくけすけ: 
しすうきせかうさぇくけ っ さぇいっょうくっくうっ
すけ. ╁しっおう しぇき. 〈けゃぇ こさっつう くぇ 
しうしすっきぇすぇ. ╇ ゃすけさけすけ くっとけ, 
おけっすけ こさっつう くぇ いょさぇゃくぇすぇ 
しうしすっきぇ せ くぇし, っ くっこけょゅけすゃっ
くけしすすぇ くぇ おぇょさうすっ ゃ しそっさぇすぇ 
くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ. ╄すけ し 
すけゃぇ せこさぇゃかっくうっ しっ ょけおぇいゃぇ: 
いぇ ょゃっ ゅけょうくう ゃなゃ ゃかぇしすすぇ しっ 
しきっくうたぇ 3-きぇ きうくうしすさう くぇ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ. 〈けゃぇ っ  
しきってくぇ さぇぉけすぇ!

- ╆ぇとけ ゃうくぇゅう しっ こけかせ
つぇゃぇ すぇおぇ? ╆ょさぇゃっけこぇい
ゃぇくっすけ すさせょくけ しう くぇきうさぇ 

つうすぇゃ きうくうしすなさ. ¨つっゃうょ
くけ かっおぇさうすっ くっ しすぇゃぇす いぇ 
きうくうしすさう.

- ′っ, ょさせゅ っ けすゅけゃけさなす: くっ
おけきこっすっくすくう しぇ すっいう かっおぇさう, 
おけうすけ しぇ ういぉさぇくう いぇ きうくうしす
さう. 〈けゃぇ っ そぇすぇかくぇすぇ うしすう
くぇ. ╋ぇおぇさ つっ しぇ きう おけかっゅう 
う くっ っ せょけぉくけ, くうすけ きくけゅけ 
さっょくけ, ょぇ ゅけ おぇあぇ. ′け すけゃぇ 
っ うしすうくぇすぇ, すは っ こけ-しおなこぇ けす 
ゃしうつおけ. ′っおけきこっすっくすくう しぇ!

- ╇いかういぇ, つっ こけ-ょけぉさうはす 
きうくうしすなさ くぇ いょさぇゃっすけ とっ 
っ くっ-かっおぇさ? 〈ぇおぇ かう? 

- ′っ, しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ たけさぇ, 
おけうすけ とっ しぇ こけかうすうつっしおう 
かけはかくう おなき いょさぇゃくぇすぇ しうし
すっきぇ, ぇ くっ し ゃなあっうゅさぇつう う 
おさぇょちう ょぇ こさぇゃうき いょさぇゃくぇすぇ  
さっそけさきぇ.  ╉けゅぇすけ しっ こさうちっか
ゃぇて ゃ こぇさうすっ くぇ ╆ょさぇゃくぇすぇ 
おぇしぇ, う すけ ゃ けくぇいう つぇしす, ゃ 
おけはすけ しぇ かっおぇさしすゃぇすぇ, う ちっ
かうて ょぇ けゅさぇぉうて すぇいう おぇしぇ, 
おぇお とっ きけあって ょぇ せこさぇゃかは
ゃぇて いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ う しぇ
きぇすぇ おぇしぇ, おけゅぇすけ きうしかうすっ すう 
しぇ いぇょくう?  

- ╇きぇ かう くぇつうく すぇいう こけ
さけつくぇ こさぇおすうおぇ ょぇ しこさっ, 
いぇとけすけ う しっゅぇ しっ すゃなさ
ょう, つっ くぇ こさぇおすうおぇ こけつ
すう くはきぇ ゃはさくぇ っこうおさういぇ, 
きぇしけゃけ かっおぇさうすっ こうてぇす 
っょくう くっとぇ,  ぇ しすぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ ょさせゅけ, いぇ ょぇ „いぇさぇぉけ
すはす” こぇさうすっ しう, ぇ ゃ しなとけすけ 
ゃさっきっ 200 きうかうけくぇ かっゃぇ 
っ ういょさなあおぇすぇ くぇ つうくけゃ
くうちうすっ ゃ ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ. 
╇きぇ かう くぇつうく ょぇ しっおくっ 
すぇいう こけさけつくぇ しうしすっきぇ うかう 
こけくっ おさなゅなす ゃ っょうく きけ
きっくす ょぇ しっ いぇすゃけさう? 

- ╇きぇ,  さぇいぉうさぇ しっ, ういたけょ.  
〈さはぉゃぇ ょぇ しっ しきっくはす たけさぇ
すぇ, しうしすっきぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは  っ 
すけすぇかくけ しぉなさおぇくぇ. 】っ ゃう 
ょぇき こさうきっさ: ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ かっ

つっぉくうすっ いぇゃっょっくうは, こさうっす 
こさっい 1998 ゅけょうくぇ, っ いぇこう
しぇくぇ ゅかぇゃぇ „‶さうゃぇすういぇちうは”. 
〈ぇいう こさうゃぇすういぇちうは くっ っ しぇ
きけちっかくぇ, くうすけ, いぇ ょぇ ょぇょっ 
うょっぇかくぇすぇ つぇしす くぇ かっおぇさうすっ 
けす すぇいう しゅさぇょぇ. ′け すっ しすぇ
ゃぇす しけぉしすゃっくうちう, うくょうゃうょう, 
すっ くっ しぇ くぇっきくう さぇぉけすくうちう,  
おけっすけ こさけきっくは すはたくぇすぇ そう
かけしけそうは, こさけきっくは しきうしなかぇ 
くぇ すったくうは あうゃけす. ╄ょうく かう
つっく かっおぇさ くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
こけょつうくっく くうすけ くぇ こぇさすうえくうは 
しっおさっすぇさ, くうすけ くぇ しうくょうおぇ
かうしすぇ, くうすけ くぇ さなおけゃけょう
すっかは くぇ いゃっくけすけ. 〈けえ  っ しぇ
きけしすけはすっかくぇ, うくょうゃうょせぇかくぇ 
っょうくうちぇ, おけはすけ くけしう ちはかぇすぇ 
けすゅけゃけさくけしす, きっくぇあうさぇ ょっえ
くけしすすぇ, くぇいくぇつぇゃぇ しっしすさう, 
かっおぇさう おさぇえ しっぉっ しう, けぉっ
ょうくはゃぇ ゃしうつおうすっ うき せしうかうは 
ゃ こけかいぇ くぇ たけさぇすぇ. ╇ こけかせ
つぇゃぇ こぇさうすっ しう けす ╆ょさぇゃくぇすぇ 
おぇしぇ こけつすっくけ う つっしすくけ. 〈っ くっ 
うしおぇす けぉぇつっ すぇおうゃぇ たけさぇ, いぇ
とけすけ すぇおうゃぇ たけさぇ きうしかはす こけ 
ょさせゅ くぇつうく う すぇおうゃぇ たけさぇ けぉ
さなとぇす きうしかっくっすけ くぇ ちはかぇすぇ 
ょなさあぇゃぇ. ╄すけ いぇとけ すぇいう こけ
かうおかうくうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお くっ っ 
こさうゃぇすういうさぇくぇ けす かっおぇさうすっ? 
╆ぇとけ? ╆ぇとけすけ くっ うき ょぇょけたぇ 
すぇいう ゃないきけあくけしす. ‶けかうすうちう
すっ ゃうょはたぇ おなょっ っ すけつおぇすぇ, ゃ  
おけはすけ かっおぇさはす しっ けすおなしゃぇ けす 
くぇっきくうつっしすゃけすけ う しすぇゃぇ くっ
いぇゃうしうき う くっ こけいゃけかうたぇ すけゃぇ 
ょぇ しっ しかせつう. 〈けゃぇ っ しぇきけ 
っょうく こさうきっさ. ′っ きけあっ しぇきけ 
し くぇっきっく すさせょ ょなさあぇゃぇすぇ 
ょぇ ゃなさゃう くぇこさっょ! 〈さはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ はさおぇ しさっょくぇ おかぇしぇ. ╃なさ
あぇゃぇすぇ くっ は けこさっょっかはす くうすけ 
くぇえ-ぉっょくうすっ, くうすけ くぇえ-ぉけゅぇ
すうすっ. ]さっょくぇすぇ おかぇしぇ けこさっ
ょっかは ょなさあぇゃぇすぇ, くうっ くっ しきっ 
は しないょぇかう すぇいう おかぇしぇ. ′うっ は 
せくうとけあぇゃぇきっ すぇいう しさっょくぇ 
おかぇしぇ. ‶けかっおぇ-かっおぇ しなとうすっ 
すっいう たけさぇ, かっおぇさうすっ, しっ こさっ
ゃなさくぇたぇ ゃ きっょうちうくしおう つう
くけゃくうちう, おぇおゃうすけ ぉはたぇ っょくけ 
ゃさっきっ. 〈っ うきぇす っょくう いぇこかぇ
すう, おけえ おけかおけすけ うき ょぇょっ. 
‶ぇお くはおけえ ょさせゅ ょぇゃぇ こぇさう
すっ, ぇ くっ おけかおけすけ すっ しう うい
おぇさぇす. ┿ しうしすっきぇすぇ くぇ そけく
ょけゃけすけ そうくぇくしうさぇくっ ょぇゃぇ 
ゃないきけあくけしす ゃ ぉかぇゅけさけょくけすけ 
しなさっゃくけゃぇくうっ こけきっあょせ うき, 
くぇ ゃしうつおう すっいう, おけうすけ せつぇしす
ゃぇす ゃ こさけちっしぇ, すけいう, おけえすけ っ 
くぇえ-ょけぉなさ ょぇ うきぇ う ょぇ ゃいっきっ 
くぇえ-きくけゅけ. ‶け-しこさぇゃっょかう
ゃけ けす すけゃぇ くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ. 
┿ しこっちうぇかくけ ゃ きっょうちうくぇすぇ 
くぇえ-ょけぉさうはす しすぇゃぇ はしっく かっし
くけ: すけえ うきぇ きくけゅけ こぇちうっくすう, 
おけうすけ ゅけ すなさしはす.  

- ╉ぇいぇたすっ - きくけゅけ こぇ
ちうっくすう. ′け くっ きうしかうすっ 
かう, つっ うきっくくけ きくけゅけすけ 
こぇちうっくすう こさっゃさなとぇす くぇ 
こさぇおすうおぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす 
かうつくうすっ かっおぇさう ゃ くっょけし
すなこくう, くっそせくおちうけくぇかくう 
ょけきぇてくう かっおぇさう. ╃け きくけ
ゅけ けす  すはた しっ しすうゅぇ すさせょくけ, 
すさせょくけ っ しくぇぉょはゃぇくっすけ し 
くぇこさぇゃかっくうは, こさう すっいう 
ょあうこうすぇ ゃうくぇゅう っ こなかくけ 
し たけさぇ. 

- ┿きぇ  すけゃぇ っ ゃなこさけし くぇ けさ
ゅぇくういぇちうは くぇ すさせょぇ くぇ しぇきけ
すけ ょあうこう. ′けさきぇすぇ っ 1500 
こぇちうっくすう くぇ っょくけ ょあうこう う 
すっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす けぉしかせあっ
くう けす っょうく つけゃっお. ]さっょくぇすぇ 
ゅけょうてくぇ いぇぉけかっゃぇっきけしす っ 
30-35%. 〈けゃぇ, つっ ゃ ょぇょっく 

きけきっくす ゃしうつおう ぉけかくう しっ 
しすさせこゃぇす こさっょ おぇぉうくっすぇ, つっ 
くはきぇ さっょ, ぇ うきぇ たぇけし, っ ゃな
こさけし くぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ しぇ
きけすけ ょあうこう. ┿ くっ ゃなこさけし くぇ 
さっぇかくぇ くせあょぇ う こけすさっぉくけしす. 
╁ [ぇきおけゃうは ょけゅけゃけさ っ いぇかけ
あっくけ しなとけ, おけゅぇ すけゃぇ ょあうこう 
すさはぉゃぇ ょぇ くぇいくぇつう こけきけとくう
ちう - そっかょてっさう, しっしすさう, すけえ  
おぇお とっ しう さぇいこさっょっかは さぇ
ぉけすぇすぇ. ╊うつくうすっ かっおぇさう くっ 
こさけせきはゃぇす すけゃぇ, つっ すっ しぇきうすっ 
しぇ きっくうょあなさうすっ, ぇ くっ ょうさっお
すけさなす くぇ くはおぇおゃぇ しう こけかうお
かうくうおぇ, おけはすけ っ ういきうしかっくぇ.  
〈けゅぇゃぇ くはきぇ おぇお ょぇ うき ういかっいっ 
しきっすおぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ - うかう すっ とっ 
しぇ くっょけゃけかくう おぇすけ そうくぇくしう, 
おけうすけ こけかせつぇゃぇす, うかう たけさぇ
すぇ, いぇとけすけ くっ しぇ けぉしかせあっくう 
くぇゃさっきっ. ′ぇ ゃしうつおけすけ けすゅけさっ 
すっいう かうつくう かっおぇさう くぇ ゃしっおう 
6 きっしっちぇ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす しきっ
くはくう けす たけさぇすぇ. 』っ おぇおなゃ こけ-
ょけぉなさ きったぇくういなき ょぇ ょぇょって 
いぇ ういぉけさ, ょぇ しう すさなゅくって けす 
かっおぇさは, ぇおけ くっ しう ょけゃけかっく けす 
くっゅけ, ぉっい ょぇ おぇあって う ょせきぇ? 

- ╋くけゅけ うかう きぇかおけ しぇ 
ぉけかくうちうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは? 

- ╀さけはす くぇ ぉけかくうちうすっ しっ けこ
さっょっかは けす こぇちうっくすうすっ. 】けき 
っょくぇ ぉけかくうちぇ うきぇ こぇちうっくすう, 
いくぇつう すは っ ょけぉさぇ う くはきぇ おけえ 
ょぇ は いぇすゃけさう. ┿おけ けぉしかせあゃぇ 
ょけぉさっ ぉけかくうすっ, ぇおけ っ ぉかうい
おけ ょけ ょけきぇ うき, ぇおけ せょけゃかっす
ゃけさはゃぇ すったくうすっ くせあょう う 
ゃうあょぇくうは いぇ いょさぇゃっ, いくぇつう 
すぇいう ぉけかくうちぇ うきぇ こさぇゃけ くぇ 
しなとっしすゃせゃぇくっ. ′ぇえ-きぇかおけ 
こなお きうくうしすなさなす うきぇ こさぇゃけ 
ょぇ いぇすゃけさう すぇおぇゃぇ ぉけかくうちぇ. 
′せあょうすっ くぇ たけさぇすぇ けこさっょっ
かはす ぉけかくうちうすっ. ┿い くっ ぉうた しっ 
くぇっか ょぇ おぇあぇ おけかおけ ぉけかくうちう 
すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
こさう こけかけあっくうっ, つっ しきっ くぇ 
こなさゃけ きはしすけ ゃ しすさぇくうすっ けす ╄] 
こけ しきなさすくけしす けす うくそぇさおすう う 
うくしせかすう. ′っ ぉうた ょけこせしくぇか 
すぇおけゃぇ くっとけ. 〈けゅぇゃぇ いょさぇ
ゃっけこぇいゃぇくっすけ とっ しすぇくっ ぉっい
ちっかくけ: ゃしっおう かっおせゃぇ ゃしうつおけ, 
くけ すけゃぇ, けす おけっすけ  くぇえ-きくけゅけ 
しすさぇょぇす ぉなかゅぇさうすっ, くはきぇ おけえ 
ょぇ ゅけ ういかっおせゃぇ. ]すうゅくぇかう しきっ 
ょなくけすけ くぇ こぇさぇょけおしぇ: 300-
400 ぉけかくうちう, ゃしっおう かっおせゃぇ 
くっとけ, ぇ ゃ すけゃぇ ゃさっきっ しきっ くぇ 
こなさゃけ きはしすけ こけ うくそぇさおすう う 
うくしせかすう. ╄, おぇおゃぇ っ すけゅぇゃぇ 
すぇいう いょさぇゃくぇ しうしすっきぇ? ╉ぇお
ゃぇ ちっか しう っ こけしすぇゃうかぇ すぇいう 
いょさぇゃくぇ しうしすっきぇ? ╉ぇおゃぇ ちっか 
しう っ こけしすぇゃうかぇ せこさぇゃかはゃぇ
とぇすぇ こぇさすうは  こけ けすくけてっくうっ 
くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ くぇ 
しすさぇくぇすぇ, いぇ ょぇ うきぇ すけかおけゃぇ 
ぉけかくうちう う すけかおけゃぇ そぇすぇかくけ 
ぉけかくう たけさぇ せ くぇし? ╇ すけかおけゃぇ 
こぇさう ょぇゃぇす いぇ ゃしうつおけ すけゃぇ - 
3 きうかうぇさょぇ かっゃぇ ゅけょうてくけ!  
〈けゅぇゃぇ おぇおゃぇ ちっか ゅけくうき? 

- ╁うっ うきぇすっ かう けすゅけゃけさ 
くぇ すけいう ゃなこさけし? 

- ╇きぇき. ¨すゅけゃけさなす っ ゃ こけつ
すっくけしすすぇ う おゃぇかうそうおぇちう
はすぇ くぇ ょけおすけさうすっ. ╁うしけおけ
おゃぇかうそうちうさぇくうはす ょけおすけさ 
っ すなさしっく けす ゃしうつおう. ′うし
おけおゃぇかうそうちうさぇくうすっ かっおぇさう 
う くうしおけおゃぇかうそうちうさぇくうすっ 
いゃっくぇ しなとっしすゃせゃぇす, おぇすけ しぇ 
こけょょなさあぇくう ういおせしすゃっくけ. 〈ぇ, 
すけゃぇ っ しけちうぇかういなき ゃ ょっえしす
ゃうっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

けしけ おうあおかつかてえそおけのせそ そねあさうあせか せあ かおけせ いかくちかくとしてあてかせ そてえそうそち
¨す くぇつぇかけすけ くぇ きうくぇかうは 

ゃっお ょけおなき こっすょっしっすすっ ゅけ-
ょうくう ゃ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは う 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ 
しぇ こけかせつぇゃぇくう さっょうちぇ うしおぇ-
くうは いぇ こさけゃっあょぇくっ くぇ ういこう-
すぇすっかくう しすさっかぉう し こけょけぉさっくけ 

うかう ういけぉさっすっくけ くけゃけ ぉなかゅぇさ-
しおけ けさなあうっ. ╁こっつぇすかはゃぇとけ っ 
くぇきっさっくうっすけ くぇ すけかおけゃぇ ぉなか-
ゅぇさしおう さぇちうけくぇかういぇすけさう う うい-
けぉさっすぇすっかう ょぇ こさっょかけあぇす しゃけう 
おけくしすさせおすうゃくう さってっくうは. ‶け-
おぇいぇすっかくけ っ う あっかぇくうっすけ うき – 
すったくうすっ ういけぉさっすっくうは ょぇ ぉなょぇす 
こさうっすう くぇ ゃなけさなあっくうっ ゃ ぇさきう-
はすぇ. ┿ くぇえ-こけおぇいぇすっかくけすけ っ, つっ 
くうすけ っょくけ けす すはた くっ っ しすうゅくぇ-
かけ こけ-ょぇかっつ けす おけくしすぇすうゃくうすっ 
こさけすけおけかう しかっょ ういこうすぇくうはすぇ, 
くっいぇゃうしうきけ けす こけおぇいぇくうすっ ゃ 
すはた さっいせかすぇすう.
╃うきうすなさ [ぇそぇうかけゃ っ っょうく けす 

すっいう ういけぉさっすぇすっかう. ‶さっい 1916 
ゅ., ういこけかいゃぇえおう いぇ ぉぇいぇ 8 きき 
おぇさぇぉうくぇ „╋ぇくかうたっさ”, けぉさ. 
1888, こけかおけゃくうお [ぇそぇうかけゃ 
しないょぇゃぇ けこうすっく けぉさぇいっち くぇ きけ-
ょっさくけ いぇ ゃさっきっすけ しう ぇゃすけきぇ-
すうつくけ こったけすくけ けさなあうっ.
[ぇそぇうかけゃ いぇゃなさてゃぇ 〈せかしおぇすぇ 

けさなあっえくぇ ておけかぇ う っ くぇいくぇつっく 
おぇすけ けさなあっっく すったくうお ゃ 62-さう 
╋ぇおっょけくしおう こったけすっく こけかお. ] 
さぇこけさす けす 1916 ゅ. すけえ ょけおかぇょゃぇ 
くぇ おけきぇくょゃぇとうは ╁すけさぇ ぇさきうは 
いぇ くぇこさぇゃっくぇすぇ けす くっゅけ „こさっこ-

さぇゃおぇ くぇ こったけすくぇ きぇくかうたっ-
さけゃぇ こせておぇ ゃ ぇゃすけきぇすうつ-
くぇ”. ‶さっせしすさけえしすゃけすけ しっ っ 
ういゃなさてゃぇかけ ゃ こったけすくぇすぇ 
さぇぉけすうかくうちぇ くぇ こけかおぇ. ╄し-
すっしすゃっくけ, つっ っょくぇ こけょゃうあ-
くぇ こったけすくぇ さぇぉけすうかくうちぇ 

くっ しないょぇゃぇ くっけぉたけょうきうすっ 
せょけぉしすゃぇ - かうこしゃぇす きぇてう-
くう, ょけしすぇすなつくけ きぇすっさうぇ-
かう う うくしすさせきっくすう. ‶けさぇょう 
すぇいう こさうつうくぇ ういさぇぉけすおぇすぇ 
っ ゅさせぉぇ, くけ けさなあうっすけ, おぇすけ 
くぇつぇかけ, っ さぇぉけすっかけ いぇょけ-
ゃけかうすっかくけ. ] さってっくうっ くぇ 
╁すけさぇ ぇさきうは う ゃ こさうしなしす-
ゃうっすけ かうつくけ くぇ くぇつぇかくうおぇ 
くぇ ぇさきうはすぇ しっ こさぇゃはす うい-
こうすぇくうは しなし 150 こぇすさけくぇ. 
[っいせかすぇすうすっ しぇ こけゃっつっ けす 
ょけぉさう. ]ぇきうはす [ぇそぇうかけゃ 
けぉはしくはゃぇ, つっ けぉさぇいっちなす っ 
くぇこさぇゃっく しぇきけ し ちっか ょぇ しっ 
ょけおぇあっ, つっ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
ういさぇぉけすっくぇ すぇおぇゃぇ こせて-
おぇ. ╁ さぇこけさすぇ しう すけえ うしおぇ 
さぇいさってっくうっ ょぇ きせ しっ ょぇょっ 
ゃないきけあくけしす ょぇ くぇこさぇゃう 
くけゃ けぉさぇいっち, くけ こさう こけょ-
たけょはとう せしかけゃうは – すぇおぇ, つっ 
ょぇ けすゅけゃぇさは くぇ ゃしうつおう うい-
うしおゃぇくうは いぇ っょくけ こったけすくけ 
けさなあうっ.
] けそうちうぇかくけ こうしきけ くぇ-

つぇかくうおなす くぇ ╁すけさぇ ぇさきうは 
ういこさぇとぇ けさなあっえくうは すった-
くうお ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 

ゃけえくぇすぇ, おぇすけ こさっょかぇゅぇ ょぇ 
しっ くぇいくぇつう おけきうしうは う ょぇ しっ 
くぇこさぇゃはす ういこうすぇくうは くぇ くけ-
ゃうは けぉさぇいっち. 
¨す ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃけえ-

くぇすぇ くぇいくぇつぇゃぇす おけきうしうは いぇ 
ういこうすぇくうは, おけうすけ しっ こさけ-
ゃっあょぇす くぇ しすさっかぉうとっすけ くぇ 
]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. ╇ すけいう こなす さっいせか-
すぇすうすっ しぇ けつぇおゃぇくけ けすかうつくう. 
]かっょ こさけゃっょっくうすっ ういこうすぇ-
すっかくう しすさっかぉう おけきうしうはすぇ 
しっ しなぉうさぇ, いぇ ょぇ こけょゅけすゃう 
こさけすけおけかぇ, ぇ くぇ [ぇそぇうかけゃ 
っ くぇさっょっくけ ょぇ ういつぇおぇ くは-
おけかおけ ょくう いぇ さっいせかすぇすうすっ. 
〈けえ っ ういゃうおぇく ゃ ┿さしっくぇかぇ 
こさう すったくうお [ぇえくけゃ - つかっく 
くぇ おけきうしうはすぇ こけ ゃさっきっ くぇ 
ういこうすぇくうはすぇ. [ぇえくけゃ ょぇゃぇ 
けぉはしくっくうっ, つっ うきぇかけ いぇこけ-
ゃっょ ょぇ くっ しっ ゃいっきぇす たけさぇ けす 
そさけくすぇ /ぇ [ぇそぇうかけゃ っ しかせ-
あうか こけ すけゃぇ ゃさっきっ くぇ そさけく-
すぇ/ う すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ 
つぇしすすぇ しう. 〈ぇおぇ くぇ くっゅけ きせ っ 
けすおぇいぇくけ ょぇ さなおけゃけょう ういさぇ-
ぉけすゃぇくっすけ くぇ こさけぉくぇ しっさうは 
けぉさぇいちう. 〈ったくうお [ぇえくけゃ こけ-
っきぇ くぇさっあょぇくっすけ ょぇ ういゅけすゃう 
ょぇょっくうすっ せしすくう さぇいはしくっくうは 
くぇ ╃. [ぇそぇうかけゃ けす ういこうすぇ-
くうはすぇ う ょぇ しなぉかのょぇゃぇ うい-
ゅけすゃはくっすけ くぇ ういゃっしすくけ おけ-
かうつっしすゃけ こさけぉくう こせておう. ╇ 
きぇおぇさ, つっ [ぇそぇうかけゃ きせ ょぇゃぇ 
しなけすゃっすくうすっ くぇしけおう いぇ ぉなょっ-
とぇすぇ さぇぉけすぇ, こけしすぇゃうか こけょ 
しなきくっくうっ いぇこけゃっょすぇ ょぇ しっ 
ゃなさくっ くぇ そさけくすぇ, すけえ けすうゃぇ 
こさう くぇつぇかくうおぇ くぇ すったくうつっ-
しおうは けすょっか ゃ ╋うくうしすっさしすゃけ-
すけ くぇ ゃけえくぇすぇ. ′け う すぇき きせ 
こけすゃなさあょぇゃぇす しなとけすけ. ¨ぉう-
ょっく, つっ くっ きせ っ けぉなさくぇすけ 
ょけしすぇすなつくけ ゃくうきぇくうっ う くぇえ-
ゃっつっ いぇさぇょう くぇきっさっくうっすけ ょぇ 
しっ ういゅけすゃう っょうく くけゃ こけ-せしな-
ゃなさてっくしすゃぇく こったけすっく きけょっか 
くぇ ぇゃすけきぇすうつくぇ こせておぇ, おけは-
すけ きけあっ ょぇ ぉなょっ ゃ せしかせゅぇ くぇ 
ぇさきうはすぇ, こけかお. [ぇそぇうかけゃ しっ 
ゃさなとぇ ゃ つぇしすすぇ しう.
′はおけかおけ ゅけょうくう こけ-おなしくけ 

/こさっい 1920 ゅ./, つさっい 39-すぇ 
こったけすくぇ ]けかせくしおぇ ょさせあうくぇ, 
おなょっすけ ゃっつっ ぉうか くぇいくぇつっく 
くぇ しかせあぉぇ, くぇ こけかお. [ぇそぇ-
うかけゃ っ こさっゃっょっくぇ しせきぇすぇ 
けす 2000 かゃ. „おぇすけ こさっきうは いぇ 
くぇこさぇゃっくけすけ こけょけぉさっくうっ くぇ 
こせておぇすぇ”.
╇ すけかおけゃぇ.
]かっょ こっす ゅけょうくう, くぇ 

15.10.1925 ゅ., ゃっつっ ゃ つぇ-
しすうすっ くぇ ╁ぇさくっくしおぇすぇ おさぇえ-
ぉさっあくぇ こけかうちうは, ╃. [ぇ-
そぇうかけゃ ういこさぇとぇ こうしきけ ゃ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ, 
し おけっすけ きけかう ょぇ きせ しっ けおぇ-
あっ すったくうつっしおぇ こけきけと いぇ 
こけゃすけさくけ ういゅけすゃはくっ くぇ けこ-
うすっく けぉさぇいっち ぇゃすけきぇすうつくぇ 
こったけすくぇ こせておぇ. ╆ぇ ちっかすぇ しぇ 
きせ くっけぉたけょうきう っょくぇ こせておぇ 
„╋ぇくかうたっさ”, けぉさ. 1888 ゅ., 
っょうく しすさせゅぇさ う さぇいさってっくうっ 
しぇき ょぇ さなおけゃけょう ういさぇぉけす-
ゃぇくっすけ くぇ つぇしすうすっ, おぇおすけ う 
„しぇき ょぇ さぇぉけすう ゃしっおう ょっく 
しかっょ けぉはょ”. ╇しおぇ う さぇいさってっ-
くうっ ょぇ ういこけかいゃぇ きぇてうくうすっ, 
うくしすさせきっくすうすっ う きぇすっさうぇかう-
すっ ゃ さぇぉけすうかくうちぇすぇ くぇ ╋けさ-
しおぇすぇ こけかうちっえしおぇ しかせあぉぇ. 
¨す けぉはしくうすっかくうすっ いぇこうしおう 

すけつくけ ゃ すけゃぇ こうしきけ しすぇゃぇ 
はしくけ, つっ くぇこさぇゃっくうすっ ゃ くっ-
ゅけゃけ けすしなしすゃうっ 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 けこ-
うすくう けぉさぇいちう こさっょう くはおけか-
おけ ゅけょうくう しぇ ぉうかう し ゅさせぉう 

すったくうつっしおう ゅさっておう う いぇすけゃぇ 
くっ しぇ ょぇかう けつぇおゃぇくうすっ さっ-
いせかすぇすう. 〈けゃぇ っ う こさうつうくぇすぇ 
けぉさぇいっちなす ょぇ くっ ぉなょっ こさうっす 
くぇ ゃなけさなあっくうっ ゃ ぇさきうはすぇ. 
„]っゅぇ うきぇき しうかくけすけ あっかぇくうっ 
ょぇ くぇこさぇゃは っょうく けぉさぇいっち, 
– こうてっ ゃ こうしきけすけ しう [ぇそぇ-
うかけゃ, – おけえすけ ょっえしすゃうすっかくけ 
ょぇ いぇょけゃけかう せしかけゃうはすぇ いぇ 
っょくぇ ゃけっくくぇ こせておぇ”… ╇ こけ-
しかっ しかっょゃぇ すっおしす, おけえすけ っ いぇ-
つっさすぇく, くけ ゃしっ こぇお かうつう: „…ゃ 
せしかせゅぇ くぇ ¨すっつっしすゃけすけ”.
]ぇきけ けす すっいう くはおけかおけ こけつ-

すう いぇかうつっくう ょせきう ゃ こうしきけすけ 
こさけいうさぇ くっこけょこさぇゃっく こぇすさう-
けすういなき, くけ う しおさけきくけしす, すうたけ 
あっかぇくうっ ょぇ ぉなょっ こけかっいっく くぇ 
ぇさきうはすぇ う くぇ ¨すっつっしすゃけすけ 
しう.
′け ょぇかう すけゃぇ こうしきけ こけかせつぇ-

ゃぇ けすゅけゃけさ? ′っ! 
╃ぇかう こけさっょくぇ くっおけきこっ-

すっくすくけしす うかう くっしっさうけいくけ 
けすくけてっくうっ おなき さぇぉけすぇすぇ, くけ 
すったくうお [ぇえくけゃ けす ╋うくうしすっさ-
しすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ くっ ょけゃっあ-
ょぇ ょけおさぇえ こけっすうは こさっょう ゅけ-
ょうくう ぇくゅぇあうきっくす おなき こけかお. 
[ぇそぇうかけゃ. ╊うこしぇ くぇ せこけさう-
すけしす うかう こけしかけゃうつくぇすぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇ いぇゃうしす?... ╆ぇ うしすけさう-
つっしおうすっ そぇおすう きけあっ しぇきけ ょぇ 
しっ ゅぇょぇっ.
 
‶うすぇき しっ おなょっ かう しっ っ ゅせ-

ぉうかけ すぇゃぇ こうしきけ, すぇ こけゃっつっ 
けす 20 ゅけょうくう しかっょ くっゅけゃけすけ 
ういこさぇとぇくっ ゃ ╋うくうしすっさしすゃけ-
すけ, しなゃしっき ういくっくぇょゃぇとけ しっ 
ういこさぇとぇ ゃ けすゅけゃけさ ょさせゅけ 
こけゃっさうすっかくけ こうしきけ ょけ とぇぉぇ 

くぇ ╁けっくくけきけさしおうすっ しうかう いぇ 
ういゃなさてゃぇくっ くぇ こさぇおすうつっしおう 
ういこうすぇくうは くぇ こさっょかけあっくぇすぇ 
けす こけかお. [ぇそぇうかけゃ ぇゃすけきぇ-
すうつくぇ おぇさぇぉうくぇ. ‶うしきけすけ っ 
けぉけいくぇつっくけ し わ 915 う っ けす 
15 のくう 1946 ゅ. ╁ない けしくけゃぇ くぇ 
くっゅけ きくけゅけ ぉなさいけ しっ しそけさきう-
さぇ おけきうしうは いぇ こさけゃっあょぇくっ 
くぇ ういこうすぇくうはすぇ. ╉けきうしうはすぇ 
しっ こさっょしっょぇすっかしすゃぇ けす ゅっくっ-
さぇか-きぇえけさ ╇ゃぇく ╋うたぇえかけゃ 
う つかっくけゃっ こけかお. ]すっそぇくけゃ, 
こけかお. 〈けきけゃ う すったくうつっしおう 
こけかおけゃくうお ╇ゃぇく ╃ぇしおぇかけゃ. 
╃っきけくしすさぇちうはすぇ しっ ういゃなさて-
ゃぇ かうつくけ けす こけかお. ╃うきうすなさ 
[ぇそぇうかけゃ. 
╁ こうしきけすけ しう ょけ ╋うくうしすっさ-

しすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ こさっょう 20 
ゅけょうくう [ぇそぇうかけゃ ういこさぇとぇ 
おぇすけ こさうかけあっくうっ しぇきけ おさぇす-
おけ けこうしぇくうっ いぇ こさっこさぇゃおぇすぇ 

くぇ こせておぇ „╋ぇくかうたっさ”, けぉさ. 
1888 ゅ. 』っさすっあなす っ ぉうか ゃ 
っょうくしすゃっく っおいっきこかはさ う ぇゃすけ-
さなす ゅけ いぇょなさあぇ いぇ しっぉっ しう, いぇ 
ょぇ きけあっ ょぇ ういさぇぉけすう つぇしすうすっ 
いぇ けこうすくうは きけょっか, きぇおぇさ, つっ 
ゃ こけしかっょしすゃうっ けしすぇゃぇ いぇぉさぇ-
ゃっく. 『っかう ょゃっ ょっしっすうかっすうは.  
『っかう ょゃっ ょっしっすうかっすうは けさな-
あっえくうはす すったくうお しっ くぇょはゃぇ, 
つっ くっゅけゃけすけ こけょけぉさっくけ こっ-
たけすくけすけ けさなあうっ とっ しなぉせょう 
くっつうえ うくすっさっし, くっつうは いぇしこぇ-
かぇ しなゃっしす, けすゅけゃけさくけしす うかう… 
こさけしすけ くっけぉたけょうきけしす…
╇ すっいう ういこうすぇくうは, しこさっ-

すくぇすう くぇぉなさいけ, しかっょ ょゃぇ-
ょっしっすゅけょうてくけ いぇおなしくっくうっ, 
いぇ しなあぇかっくうっ, けしすぇゃぇす ぉっい 
こけしかっょしすゃうっ. ′はきぇ けすおさうす 
こさけすけおけか. ′うすけ おぇおゃうすけ う 
ょぇ ぉうかけ いぇこうしおう, こさっこけさなおう 
うかう けこうしぇくうは.
╆ぇ しなぉうすうはすぇ くぇこけきくは しぇきけ 

っょくぇ すゃなさょっ きぇかおぇ う くっこさっ-
すっくちうけいくぇ しすぇすうは くぇ ╁けっくくけ 
ういょぇすっかしすゃけ. ╇ すけ しかっょ けとっ 
40 ゅけょうくう.  
 
‶けいゃけかはゃぇき しう ょぇ しっ ゃなさくぇ 

くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ う ょぇ こけすなさ-
しは こけさっょくけすけ ぉなかゅぇさしおけ ょぇ-
さけゃぇくうっ, ういすかぇしおぇくけ おなき こっ-
さうそっさうはすぇ くぇ くぇちうけくぇかくけすけ 
くう しぇきけつせゃしすゃうっ. ╆ぇとけ う おぇお 
– くはきぇ っょくけいくぇつっく けすゅけゃけさ. 
┿おけ しっ こけすなさしはす ゃうくけゃくう - 
しうゅせさくけ う すぇおうゃぇ くはきぇ ょぇ 
うきぇ. 

′け すぇおぇ うかう うくぇつっ, すけゃぇ 
くっ っ っょうくしすゃっくうはす しかせつぇえ, ゃ  
おけえすけ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは っ 

きけあっかぇ ょぇ しっ しょけぉうっ し くけゃけ 
こったけすくけ けさなあうっ う すけ ょけしすぇ-
すなつくけ おぇつっしすゃっくけ いぇ ゃさっきっすけ 
しう. 
╃けぉさっ, つっ こけくっ うしすけさうはすぇ 

ゅう こけきくう.

╁ きせいっは くぇ „┿さしっくぇか” しぇ 
いぇこぇいっくう いぇ こけおけかっくうはすぇ 
しくうきおぇすぇ う こうしきけすけ くぇ こけかお. 
[ぇそぇうかけゃ ょけ ╋うくうしすっさしすゃけ-
すけ けす 1925 ゅ., おぇおすけ う そけ-
すけおけこうっ くぇ „しおけさけしすくけすけ” 
さっぇゅうさぇくっ こさっい 1946 ゅ. いぇ 
こさけゃっあょぇくっすけ くぇ こけしかっょくう-
すっ ういこうすぇくうは, けしすぇくぇかう ぉっい 
さっいせかすぇす. 
╇ ぉっい ょなかゅけけつぇおゃぇくうは けす-

ゅけゃけさ くぇ っょくけ すゃなさょっ ょなかゅけ 
こなすせゃぇかけ  こうしきけ.

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ
╋せいっえ „┿さしっくぇか”

』ぇしす けす こうしきけすけ
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

 ╁なこさっおう さぇいかうおうすっ ゃ ぉさけは 
くぇ くぇしっかっくうっすけ くぇ けすょっかくう
すっ しすさぇくう けす ╄], こさけぉかっきうすっ 
しぇ したけょくう, おけきっくすうさぇ ╄きう
かうは ╁けえくけゃぇ. 
╆ぇ さぇいかうおぇ けす けしすぇくぇかうすっ 

ょなさあぇゃう ゃ ╄], すっきこけゃっすっ くぇ 
いぇしすぇさはゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっすけ 
ゃ ╀なかゅぇさうは しぇ きくけゅけ こけ-ゃう
しけおう. ‶け ょぇくくう くぇ ょけおかぇょ くぇ 

¨¨′, ゃぇかうょくう けす 1 はくせぇさう 
2010 ゅ., ╀なかゅぇさうは っ くぇ こっすけ 
きはしすけ こけ すっきこ くぇ いぇしすぇさはゃぇ
くっ くぇ くぇしっかっくうっすけ ゃ しゃっすぇ. 
]さっょくぇすぇ こさけょなかあうすっかくけしす 
くぇ あうゃけすぇ いぇ くぇしっかっくうっすけ 
くぇ 27-すっ しすさぇくう けす ╄] っ 76,4 
ゅけょうくう こさう きなあっすっ う 82,4 - 
こさう あっくうすっ. ╆ぇ ╀なかゅぇさうは すは 
っ 70,1 ゅけょうくう こさう きなあっすっ う 
77,4 - こさう あっくうすっ. 

╉なょっ しきっ くうっ? 
╁ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こけ 

ょぇくくう くぇ こけしかっょくけすけ こさっ
ぉさけはゃぇくっ けす そっゃさせぇさう すぇいう 
ゅけょうくぇ, あうゃっはす けぉとけ 72 581 
ょせてう. ╅っくうすっ しぇ 37 433, ぇ 
きなあっすっ - 35 147. ╁ しっかぇすぇ ゃ 
けぉとうくぇすぇ あうゃっはす けぉとけ 23 
920 ょせてう, けしすぇくぇかうすっ しぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ¨す けぉとうは ぉさけえ 
あうすっかう かうちぇすぇ くぇ 7 う こけゃっつっ 
ゅけょうくう ゃ けぉとうくぇすぇ しぇ 67 970 
ょせてう, おぇすけ ゃしっおう 7-きう けす すはた 
っ し ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ - うかう 
11 147. ]さっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
うきぇす 34 422 ょせてう, ぇ し こけ-くう
しおけ けす しさっょくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
しぇ 21 589 ゅさぇあょぇくう くぇ けぉ
とうくぇすぇ. 〈っいう, おけうすけ くうおけゅぇ 
くっ しぇ しすなこゃぇかう ゃ せつうかうとっ, 
しぇ 647. 
╃っちぇすぇ こけょ 7-ゅけょうてくぇ ゃない

さぇしす ゃ けぉとうくぇすぇ しぇ こけ-きぇかおけ 
けす 5 たうかはょう - 4 611. ╁ しなとけ
すけ ゃさっきっ  かうちぇすぇ くぇょ 65 ゅけ
ょうくう しぇ すさう こなすう こけゃっつっ - 13 
540 ょせてう.
╁ しなとけすけ ゃさっきっ きなあっすっ 

う あっくうすっ ゃ さっこさけょせおすうゃくぇ 
ゃないさぇしす きっあょせ 15 う 44 ゅけょう
くう しぇ 28 748, くけ くぇ こさぇおすう
おぇ ゃしっおう 16-すう けす すはた っ ぉっい 
さぇぉけすぇ. 
‶さっょう きぇかおけ こけゃっつっ けす ょゃっ 

ゅけょうくう ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
さぇいさぇぉけすう う こさうっ しこっちうぇかくぇ 
おけくちっこちうは いぇ ょっきけゅさぇそしおけ
すけ さぇいゃうすうっ ゃ けぉとうくぇすぇ う 
こけしかっょうちうすっ けす くっゅぇすうゃくうすっ 
すっくょっくちうう, くけ くぇ こさぇおすうおぇ 
くうとけ くっ しっ しかせつう. 《ぇおす っ う 
しこっちうぇかくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ „╅う
ゃけす う さっぇかういぇちうは くぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお”, し 
はしくけ さぇいこうしぇくう ゃ くっは きっさおう 
う しさけおけゃっ, こけゃっつっすけ けす おけうすけ 
けすょぇゃくぇ ういすっおかう, くけ う こけ くっは 
くはきぇ くうおぇおなゃ くぇこさっょなお. 

‶けしさっとぇくっすけ くぇ ょっきけゅさぇそ
しおうすっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ しっ 
くぇさっあょぇ しさっょ すさうすっ けしくけゃ

くう こけかうすうつっしおう こさうけさうすっすぇ 
くぇ ╄]. ╆ぇ しなゃさっきうっすけ くう っ 
たぇさぇおすっさくぇ くうしおぇ さぇあょぇっ
きけしす - しさっょくうはす おけっそうちうっくす 
くぇ こかけょけゃうすけしす いぇ ╄ゃさけこぇ っ 
ょけ 1,6 こさう 2,1 さけょっくう ょっちぇ 
くぇ あっくぇ ゃ さっこさけょせおすうゃくぇ 
ゃないさぇしす, おけうすけ しぇ くっけぉたけ
ょうきう いぇ こさけしすけすけ ょっきけゅさぇそ
しおけ ゃないこさけういゃけょしすゃけ. ╃させゅ 

そぇおすけさ いぇ いぇしすぇさはゃぇくっ くぇ 
くぇしっかっくうっすけ っ けすくけしうすっかくけ 
せゃっかうつぇゃぇとぇすぇ しっ こさけょなか
あうすっかくけしす くぇ あうゃけすぇ, おけっ
すけ っ たせぉぇゃ そぇおす, くけ こけしすぇゃは 
ゃしうつおう しけちうぇかくう こけかうすうおう 
ゃ ょさせゅ おけくすっおしす, おけきっくすうさぇ 
╁けえくけゃぇ. 
]こけさっょ こさけゅくけいうすっ くぇ ╄ゃ

さけしすぇす, くぇしっかっくうっすけ ゃ ╄] くぇ 
ゃないさぇしす 15 - 64 ゅけょうくう ょけ 
2050 ゅ. しっ けつぇおゃぇ ょぇ くぇきぇ
かっっ し 48 きかく. ょせてう, ぇ ょっかなす 
くぇ くぇしっかっくうっすけ くぇょ 80-ゅけ
ょうてくぇ ゃないさぇしす しっ けつぇおゃぇ ょぇ 
しっ せゃっかうつう けす 4,1 こさけちっくすぇ 
こさっい 2005 ゅ. ょけ 6,3 くぇ しすけ 
こさっい 2025 ゅ. う し 11,4 こさけ
ちっくすぇ こさっい 2050 ゅけょうくぇ. 
╉けっそうちうっくすなす くぇ ゃないさぇしすけ
ゃぇ いぇゃうしうきけしす とっ こさうょけぉうっ 
しすけえくけしすう くぇょ 50 こさけちっくすぇ, 
おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ しなけすくけ
てっくうっすけ きっあょせ たけさぇ ゃ すさせ
ょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす う たけさぇ 
ゃ くぇょすさせょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす 
- くぇょ 65 ゅけょうくう, しっ けつぇおゃぇ 
けす 4 おなき 1 ょぇ くぇきぇかっっ ょけ 2 
おなき 1. ╉けくしすぇすぇちうはすぇ くぇ っおし
こっさすうすっ こさう すっいう くっゅぇすうゃくう 
すっくょっくちうう っ, つっ いくぇつうすっか
くうすっ きうゅさぇちうけくくう こさけちっしう, 
おけうすけ しぇ たぇさぇおすっさくう けしけぉっ
くけ いぇ こけ-さぇいゃうすうすっ ょなさあぇゃう-
つかっくおう くぇ ╄], くはきぇ ょぇ ぉなょぇす 
ゃ しなしすけはくうっ ょぇ こけゃかうははす くぇ 
すさぇえくうすっ こさけちっしう くぇ いぇしすぇ
さはゃぇくっすけ くぇ くぇしっかっくうっすけ.
╄《╄╉〈╇ ╁‒[》〉 ‶┿╆┿[┿ 

′┿ 〈[〉╃┿ ╇ ‶╄′]╇¨′′┿〈┿ 
]╇]〈╄╋┿ 〉 ′┿]
╁ きけきっくすぇ こさけそうかなす くぇ こぇ

いぇさぇ くぇ すさせょぇ ゃ ╀なかゅぇさうは っ 
こさけきっくっく う すけゃぇ こさっょしすけう ょぇ 
しっ いぇしうかゃぇ おぇすけ すっくょっくちうは, 
こけしけつう ╄きうかうは ╁けえくけゃぇ. 
‶さっい 1990 ゅ. ょっかなす くぇ くぇしっ
かっくうっすけ こけょ すさせょけしこけしけぉくぇ 
ゃないさぇしす っ 21,6 こさけちっくすぇ, 
こさっい 2010 ゅ. - 14,6 こさけちっくすぇ. 
╁ きけきっくすぇ うきぇきっ いぇしすぇさはゃぇ
とぇ さぇぉけすくぇ しうかぇ う くはきぇきっ 
てぇくし ょぇ は こけょきかぇょうき, さぇい
つうすぇえおう っょうくしすゃっくけ くぇ さぇあ
ょぇっきけしすすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, いぇとけ
すけ きかぇょうすっ たけさぇ, おけうすけ きけゅぇす 
ょぇ さけょはす う けすゅかっょぇす ょっちぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは, くぇきぇかはゃぇす.
‶け おさうすっさうえ けすくけしうすっかっく 

ょはか くぇ くぇしっかっくうっすけ くぇょ すさせ
ょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす (くぇょ 60 
ゅけょうくう) くぇえ-いぇしっゅくぇすう しぇ 
けぉかぇしすうすっ ╁うょうく (30,5 こさけ
ちっくすぇ), ╂ぇぉさけゃけ (28,8 くぇ 

しすけ), ╋けくすぇくぇ (28,5 くぇ しすけ), 
‶っさくうお (27,4 こさけちっくすぇ). 
╃ぇくくうすっ こけおぇいゃぇす, つっ つぇしす

くうはす ぉういくっし っ こけ-けすゃけさっく けす 
ょなさあぇゃくうすっ こさっょこさうはすうは いぇ 
くぇっきぇくっ う いぇ すけかっさうさぇくっ くぇ 
けしすぇゃぇくっすけ くぇ ゃないさぇしすくうすっ 
たけさぇ くぇ さぇぉけすぇ. 
]こけさっょ ぇくぇかういうすっ くはきぇ 

しすなかぉ くぇ こっくしうけくくぇすぇ しうし
すっきぇ, おけえすけ ょぇ くっ っ いぇしっゅくぇす 
けす いぇしすぇさはゃぇくっすけ くぇ くぇしっかっ
くうっすけ.

‶さっい 2001 ゅ. くぇ ゃしっおう 100 
ょせてう, ういかういぇとう けす すさせょけし
こけしけぉくぇ ゃないさぇしす, ゃ こぇいぇさぇ 
くぇ すさせょぇ しぇ ゃかういぇかう 124 
ょせてう. ]かっょ 2008 ゅ. すけゃぇ しな
けすくけてっくうっ っ けぉさぇすくけ - 100 
ういかういぇとう ぉうゃぇす いぇきっしすっくう 
けす 91 ょせてう; こさっい 2009 ゅ. - 
けす 82; こさっい 2010 ゅ. - けす 74, ぇ 
こけ しおけさけてくうすっ けおけくつぇすっかくう 
ょぇくくう くぇ ′]╇, こさっい 2011 ゅ. 
くぇ 100 ういかういぇとう けす すさせょけし
こけしけぉくぇ ゃないさぇしす ゃかういぇす 70 
きかぇょう たけさぇ. 
‶ぇいぇさなす くぇ すさせょぇ, おけゅぇすけ 

うおけくけきうおぇすぇ しっ ゃないさけょう, とっ 
ういこうすゃぇ くっょけしすうゅ くぇ きかぇょぇ 
さぇぉけすくぇ しうかぇ, おけきっくすうさぇ 
っおしこっさすなす.

¨〈[┿╅╄′╇╄ ╁‒[》〉 ╇╉¨
′¨╋╇╉┿〈┿ ╇ 《╇′┿′]╇〈╄ 
′┿ ╄]
‶け っおしこっさすくう こさけゅくけいう 

すっくょっくちううすっ とっ しっ けすさぇいはす 
くっゅぇすうゃくけ ゃなさたせ さぇしすっあぇ くぇ 
しさっょくうは ╀╁‶ くぇ ╄]. ¨つぇおゃぇ 
しっ くぇきぇかっくうっ けす 2,4 こさけちっく
すぇ いぇ こっさうけょぇ 2004 - 2010 
ゅ. ょけ 1,2 こさけちっくすぇ いぇ こっ
さうけょぇ 2031 - 2050 ゅけょうくぇ. 
′っゅぇすうゃくうすっ ょっきけゅさぇそしおう 
すっくょっくちうう, いぇしすぇさはゃぇくっすけ 
くぇ くぇしっかっくうっすけ うきぇす さっぇか
くう そうくぇくしけゃう ういきっさっくうは, 
おけきっくすうさぇ ╄きうかうは ╁けえくけゃぇ.
¨つぇおゃぇ しっ こせぉかうつくうすっ さぇい

たけょう, しゃなさいぇくう しなし いぇしすぇさは
ゃぇくっすけ くぇ くぇしっかっくうっすけ, ょぇ 
しっ せゃっかうつぇす しさっょくけ し けおけかけ 
4,75 こさけちっくすくう こせくおすぇ けす 
╀╁‶ ょけ 2060 ゅ. ゃ ╄] う し こけ
ゃっつっ けす 5 こさけちっくすくう こせくおすぇ 
ゃ っゃさけいけくぇすぇ - こけ-しこっちうぇか
くけ つさっい さぇいたけょう いぇ こっくしうう, 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ う ょなかゅけ
しさけつくう ゅさうあう.
╃っきけゅさぇそしおうすっ すっくょっくちうう 

とっ ょけゃっょぇす ょけ いくぇつうすっかくけ 
せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ こせぉかうつくう
すっ さぇいたけょう いぇ こっくしうう ゃなゃ 
ゃしうつおう ょなさあぇゃう-つかっくおう くぇ 
╄] - くっけぉたけょうきう しぇ さっそけさ
きう ゃ こっくしうけくくうすっ しうしすっきう, 
おぇおゃうすけ ゃっつっ しぇ こさっょこさうっ
すう ゃ さっょうちぇ ょなさあぇゃう. ‶けつすう 
ゃしうつおう ょなさあぇゃう-つかっくおう おなき 
きけきっくすぇ しぇ ゃなゃっかう こけ-しすさけ
ゅう ういうしおゃぇくうは いぇ こけかせつぇゃぇ
くっ くぇ こせぉかうつくぇ こっくしうは - こけ-
おけくおさっすくけ つさっい こけゃうてぇゃぇくっ 
くぇ こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす う 
けゅさぇくうつぇゃぇくっ くぇ ょけしすなこぇ ょけ 
したっきう いぇ さぇくくけ こっくしうけくうさぇ
くっ. 
╁ きけきっくすぇ ゃしうつおう ょなさあぇ

ゃう-つかっくおう すなさしはす つけゃって
おう さっしせさしう, しぇきけ けおけかけ 50 
こさけちっくすぇ けす くぇしっかっくうっすけ くぇ 
╄] おなき 60-すぇ しう ゅけょうくぇ ゃしっ 
けとっ さぇぉけすう - すせお うきぇ さっぇかっく 
こけすっくちうぇか いぇ ぇくゅぇあうさぇくっ 
くぇ ゃないさぇしすくうすっ たけさぇ う ょけ
こなかくうすっかくけすけ うき けしすぇゃぇくっ 
くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ, こけしけつう 
っおしこっさすなす.
[っそけさきうすっ, こけ ょせきうすっ え, 

ゃけょはす ょけ ゃしっ こけ-きぇかなお ょはか 
くぇ こせぉかうつくうすっ こっくしうう おぇすけ 
つぇしす けす けぉとうすっ. ╁なゃっあょぇす しっ 
う しっ せしなゃなさてっくしすゃぇす ょけこなか
くうすっかくう こっくしうけくくう したっきう, 
いぇょなかあうすっかくう つぇしすくう したっきう 

(くぇこさうきっさ ゃ ╀なかゅぇさうは, ╄しすけ
くうは, ╊ぇすゃうは, 〉くゅぇさうは, ‶けか
てぇ, ]かけゃぇおうは, 【ゃっちうは).
╁ しうしすっきぇすぇ くぇ いょさぇゃっけこぇい

ゃぇくっすけ ゃ ╄] しなとけ しっ けつぇおゃぇす 
こさけきっくう う しっさうけいくう こさっょうい
ゃうおぇすっかしすゃぇ, こけさけょっくう けす 
いぇしすぇさはゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっ
すけ. ╃け 2060 ゅ. しっ こさっょゃうあ
ょぇ こせぉかうつくうすっ さぇいたけょう いぇ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ ょぇ くぇさぇしくぇす 
し 1,5 こさけちっくすくう こせくおすぇ けす 
╀╁‶. ¨つぇおゃぇ しっ ょぇ ぉなょぇす きけ
ぉうかういうさぇくう こけゃっつっ こせぉかうつ
くう さぇいたけょう いぇ ょなかゅけしさけつくう 
ゅさうあう, おけうすけ しっ けつぇおゃぇ ょぇ 
くぇさぇしくぇす し 1,25 こさけちっくすくう 
こせくおすぇ けす ╀╁‶ ょけ 2060 ゅ. 
こけさぇょう そぇおすぇ, つっ たけさぇすぇ くぇ 
ゃないさぇしす くぇょ 80 ゅけょうくう とっ 
こさっょしすぇゃかはゃぇす くぇえ-ぉなさいけ 
さぇしすはとぇすぇ ゃないさぇしすけゃぇ ゅさせこぇ 
ゃ ╄] いぇ ゃ ぉなょっとっ.
╀なょっとっすけ くぇ ゅさうあうすっ いぇ 

ゃないさぇしすくうすっ たけさぇ っ けす こけ-
つっしすうすっ, しっゅぇ くっけそうちうぇかくけ, 
ゅさうあう けす ぉかういおう う さけょくうくう 
おなき こさけそっしうけくぇかういうさぇくっ
すけ うき. ¨つぇおゃぇす しっ う こさけきっ
くう ゃなゃ そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ 
こせぉかうつくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ. 
╁なこさっおう つっ くぇゅかっょ くうしおぇすぇ 
さぇあょぇっきけしす きけあっ ょぇ こさっょこけ
かぇゅぇ, つっ こせぉかうつくうすっ さぇいたけょう 
いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ しかっょゃぇ ょぇ 
くぇきぇかはゃぇす, ゃしなとくけしす こさっょ
ゃうょ いぇしすぇさはゃぇとけすけ くぇしっかっ
くうっ しっ はゃはゃぇ くっけぉたけょうきけしすすぇ 
けす けぉせつっくうっすけ きせ いぇ こけ-ょなか
ゅけすけ きせ けしすぇゃぇくっ くぇ こぇいぇ
さぇ くぇ すさせょぇ. ╀なかゅぇさうは っ くぇ 
こけしかっょくけ きはしすけ ゃ ╄ゃさけこぇ こけ 
せつぇしすうっ くぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ ゃ 
せつっくっ こさっい ちっかうは あうゃけす, けす
ぉっかはいぇ ╄きうかうは ╁けえくけゃぇ.
〈は こけょつっさすぇ, つっ こさけゅくけいう

すっ ゃうくぇゅう すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす 

ゃないこさうっきぇくう ゃ けこさっょっかっくぇ 
しすっこっく せしかけゃくけ, いぇとけすけ, ぇおけ 
しっ くぇこさぇゃう ぇくぇかうい くぇ こさけゅ
くけいうすっ, こさぇゃっくう いぇ くぇてう 
ょくう ゃ こさっょうてくう ゅけょうくう, しっ 
けおぇいゃぇ, つっ すっ しぇ ぉうかう すゃなさ
ょっ けこすうきうしすうつくう う さっぇかくぇすぇ 
おぇさすうくぇ っ きくけゅけ こけ-くっゅぇすうゃ
くぇ, けすおけかおけすけ しっ っ こさっょこけ
かぇゅぇかけ.
╆ぇさぇょう  こけゃっつっ けす すさっゃけあ

くうすっ こさけゅくけいう, しゃなさいぇくう し 
ょっきけゅさぇそしおけすけ しなしすけはくうっ くぇ 
くぇちうはすぇ, う いぇさぇょう くぇ こさぇお
すうおぇ しすさせすっくぇすぇ くう こっくしう
けくくぇ しうしすっきぇ, こさっょう きっしっち 
けとっ きうくうしすなさなす くぇ すさせょぇ う 
しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ 〈けすぬけ 
╋かぇょっくけゃ かぇくしうさぇ うょっはすぇ 
いぇ くけさきぇすうゃくけ いぇょなかあぇゃぇくっ 
くぇ そうさきうすっ ょぇ けしすぇゃはす くぇ 
さぇぉけすぇ こっくしうけくっさうすっ, おけうすけ 
うきぇす あっかぇくうっ. ╀なかゅぇさしおぇ
すぇ すなさゅけゃしおけ –こさけきうてかっくぇ 
こぇかぇすう う さぇぉけすけょぇすっかしおうすっ  
ぉさぇくてけゃう けさゅぇくういぇちうう ゃない
さぇいうたぇ しさっとせ すけゃぇ. 
╉ぇすっゅけさうつくけ さってっくうっ くぇ 

こさけぉかっきぇ ゃしっ けとっ くはきぇ. 
《ぇおす っ, けぉぇつっ, つっ きうくうしすな
さなす くぇ そうくぇくしうすっ ]うきっけく 
╃はくおけゃ こさっょう しっょきうちぇ こさっょ
かけあう こけっすぇこくけすけ ゃなゃっあょぇくっ 
くぇ くけゃうすっ しさけおけゃっ いぇ こっく
しうけくうさぇくっ ょぇ いぇこけつくっ けとっ 
けす 2012 ゅけょうくぇ, ぇ くっ しこけさっょ 
こさうっすうすっ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけ
ょうくぇ こさけきっくう ゃ ╉けょっおしぇ くぇ 
しけちうぇかくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ 
すけゃぇ ょぇ いぇこけつくっ けす 2021 ゅけ
ょうくぇ. ╋けすうゃなす くぇ ╃はくおけゃ いぇ 
すけゃぇ ぉっ, つっ こけ-ゃうしけおうすっ こっく
しうう とっ しぇ ゃないきけあくう, しぇきけ 
ぇおけ たけさぇすぇ さぇぉけすはす ょけ こけ-
おなしくぇ ゃないさぇしす. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
 ╁ しすぇすうはすぇ しぇ ういこけかいゃぇ

くう きぇすっさうぇかう けす ╀〈┿

8 さそすけつけけ ちひさそうそおけ ╈╊『╆, ╆』》 つ たそしけてけねかつさそ ちかのかせけか くあ そてさあく そて ちひさそうそおせけ たそくけぬけけ

╃ゃっ ゃないかけゃう おけきうしうう とっ さなおけゃけょはす ゃ くけゃうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ  „╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” – ╉けきうしうはすぇ こけ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ – つさっい 『ゃっすぇく 【うおけゃ, 

う こけ ぉのょあっす う そうくぇくしう, おけはすけ しっ こけっきぇ けす ╃けぉさけきうさ ‶っすおけゃ.
╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ っ いぇき. こさっょしっょぇすっか くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ っゃ-

さけこっえしおう ゃなこさけしう う ぉういくっししさっょぇ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ っ いぇきっしすくうお – こさっょしっょぇすっか くぇ ╉けきうしうはすぇ 
こけ こさうゃぇすういぇちうは う さぇいこけさっあょぇくっ し けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす.

【っしすうきぇすぇ こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 
しぇ さぇいこさっょっかっくう こけ おけきう-
しううすっ ゃ くけゃうは ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす おぇおすけ しかっょゃぇ: ╃けぉさうく 
╃さぇゅくっゃ っ つかっく くぇ ╉けきうしう-
はすぇ こけ っゃさけこっえしおう ゃなこさけしう 
う ぉういくっし しさっょぇ う くぇ ╉けきう-
しうはすぇ  こけ おけくすさけか ゃなさたせ ぇお-
すけゃっすっ くぇ おきっすぇ, ╉さぇしうきう-
さぇ 》ぇさういぇくけゃぇ っ つかっく う くぇ 
╉けきうしうはすぇ こけ おせかすせさぇ, ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ っ ゃ しなしすぇゃぇ 
くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ ぉのょあっす う 
そうくぇくしう, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ う 
『ゃっすぇく 【うおけゃ しぇ つかっくけゃっ う 
くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ しうゅせさくけしす う 
けぉとっしすゃっく さっょ.     
8 しぇ こさっょしっょぇすっかしおうすっ きっし-

すぇ くぇ ╂╄[╀ けす けぉとけ 11 – すけか-
おけゃぇ しぇ こけしすけはくくうすっ  おけきう-
しうう ゃ くけゃうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶け ゃさっきっ くぇ 
しっしうはすぇ くぇ 21-ゃう くけっきゃさう   
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ゅさせこぇすぇ 
くぇ ╂╄[╀  [ぇょうぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ 
こさっょかけあう こさっょしっょぇすっかしおけすけ 
きはしすけ くぇ おけきうしうはすぇ こけ おせか-
すせさぇ, こさっょゃうょっくけ こなさゃけくぇ-
つぇかくけ いぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, 
ょぇ ぉなょっ いぇっすけ けす 〈っけょけさぇ 
╂っけさゅうっゃぇ. ‶なさゃけすけ さっょけゃくけ 
いぇしっょぇくうっ こさうおかのつう いぇ ぉかう-
いけ  つぇし う こけかけゃうくぇ – さはょおけ 
はゃかっくうっ ゃ こさっょうてくうは しなし-
すぇゃ くぇ きっしすくうは こぇさかぇきっくす.
╂╄[╀ こけっきぇ こさっょしっょぇすっか-

しおうすっ きっしすぇ くぇ おけきうしううすっ: 
こけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ – ょ-さ 

]すっそおぇ ╃うきうすさけゃぇ; こけ こさう-
ゃぇすういぇちうは う けぉとうくしおぇ しけぉ-
しすゃっくけしす – ′っくけ ╁かぇえおけゃ; こけ 
しけちうぇかくう ょっえくけしすう う すさせょけ-
ゃぇ いぇっすけしす – ╋ぇさうは ╂うくっゃぇ; 
こけ けぉさぇいけゃぇくうっ, きかぇょっあおう 
ょっえくけしすう, しこけさす う すせさういなき 
– [ぇょうぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ; こけ 
しうゅせさくけしす う けぉとっしすゃっく さっょ 
– ╃うきうすなさ ╀ぇはしかうっゃ, おけきう-
しうはすぇ こけ おけくすさけか ゃなさたせ ぇお-
すけゃっすっ くぇ おきっすぇ – ]すっそぇく 
‶すうつおけゃ; おけきうしうはすぇ こけ っゃ-
さけこっえしおぇ う ぉっいくっししさっょぇ –  
′っょおぇ [ぇてっゃぇ. 
╃‶] とっ こさっょしっょぇすっかしすゃぇ 

╉けきうしうはすぇ こけ ゅけさしおけ う しっか-
しおけ しすけこぇくしすゃけ – つさっい けぉ-
かぇしすくうは しう かうょっさ 》ぇかうか ╊っ-
すうそけゃ.
╀]‶ うきぇ こけかうすうつっしおけ さっ-

てっくうっ いぇ けすおぇい けす こさっょしっょぇ-
すっかしおう きっしすぇ ゃ くけゃうは ̈ ぉとうく-
しおう しなゃっす, いぇはゃう けとっ こさっょう 
しっしうはすぇ こさっょしっょぇすっかはす くぇ 
こぇさすうはすぇ, おけえすけ くぇこせしくぇ こけ 
しゃけっ あっかぇくうっ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす – ╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ. 
╀]‶ うきぇ ょゃっ いぇきっしすくうお – 
こさっょしっょぇすっかしおう きっしすぇ: くぇ 
╉けきうしうはすぇ こけ いょさぇゃっけこぇい-
ゃぇくっ – ╋けくうおぇ ╃うくっゃぇ, う くぇ 
╉けきうしうはすぇ こけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
– ╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ. ╁ぇしうか 
]ぇきぇさしおう っ つかっく くぇ ╉けきうしう-
はすぇ こけ ぉのょあっす う そうくぇくしう う 
くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ っゃさけこっえしおう 
ゃなこさけしう う ぉういくっししさっょぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお

ȿɤɫɩɟɪɬɧɨ》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

『っくすなさなす とっ うきぇ いぇ ちっか こけこせかはさういう-
さぇくっ くぇ ぉっいういおけこくうすっ すったくけかけゅうう いぇ 
さったぇぉうかうすぇちうは くぇ こけょいっきくぇすぇ うくそさぇ-
しすさせおすせさぇ, しないょぇゃぇくっすけ くぇ くけゃう さぇいさぇ-
ぉけすおう ゃ すぇいう しそっさぇ, こさけっおすうさぇくっすけ う 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ しこっちうぇかういうさぇくう きぇ-
てうくう いぇ ぉっいういおけこくう すったくけかけゅうう う くっ くぇ 
こけしかっょくけ きはしすけ けぉせつっくうっ くぇ おぇょさう いぇ 
さぇぉけすぇ し ぉっいういおけこくう すったくけかけゅうう. 
]こけさっょ うくあ. ‶ぇゃっか ╂させっゃ, けす そうさきぇ 

„]すさけうすっかくぇ きったぇくういぇちうは“, ぇおけ しなゃ-
きっしすくけすけ くぇつうくぇくうっ くぇ ¨ぉとうくぇ, きっし-
すっく こぇさかぇきっくす う きっしすくぇ そうさきぇ ぉなょっ 
けょけぉさっくけ, こさっょゃうょ ういすうつぇとうすっ しさけおけゃっ 
いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こけ こさけゅさぇきぇ „╉けく-
おせさっくすくけしこけしけぉくけしす”, すけ すけいう 〈ったくけかけ-
ゅうつっく ちっくすなさ とっ っ せくうおぇかっく いぇ ちはかぇ 
ぃゅけういすけつくぇ ╄ゃさけこぇ う こなさゃうはす くぇ ╀ぇか-
おぇくしおうは こけかせけしすさけゃ. 
╁なこさけしなす いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ くけゃうは 

ちっくすなさ ぉっ くぇ ょくっゃっく さっょ くぇ こけしかっょくけすけ 
いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ, 
きぇおぇさ う ゃくっしっく こけ しこってくうは さっょ. ╇ょっは-
すぇ いぇ しないょぇゃぇくっすけ きせ ぉっ こけょおさっこっくぇ けす 
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”.
╉ぇすけ きけすうゃう いぇ ょぇょっくぇすぇ こけょおさっこぇ, 

『ゃっすぇく 【うおけゃ, おけえすけ っ けぉとうくしおう しなゃっす-
くうお う さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „‶さけ-
っおすうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う しすさけうすっかしすゃけ” 
ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃, ういすなおくぇ こけかけあうすっかくうは  
けこうす ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. 
¨す くはおけかおけ ゅけょうくう „┿さしっくぇか” ┿╃ う 

》ぇ『╇¨っ【 〉╅ ╆╅][╅〉¨【╊ 【╊｠〉《]《╈¨ぁ╊〉 を╊〉【ぇ『 ′╅ ╆╊′¨′[《》〉¨ 【╊｠〉《]《╈¨¨...
„]すさけうすっかくぇ きったぇくういぇちうは” うきぇす こけゃっつっ けす ょけぉさけ こぇさすくぬけさしすゃけ ゃ 
ぉっいういおけこくうすっ すったくけかけゅうう. ╇きっくくけ こけ すけいう くぇつうく っ ういゅさぇょっくけ  しゃなさい-
ゃぇくっすけ くぇ けしくけゃくぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ こかけとぇょおぇ し こかけとぇょおぇすぇ くぇ ╋うす-
くうちぇ - ╉ぇいぇくかなお, くけゃぇすぇ ゃさないおぇ し こけきこっくぇすぇ しすぇくちうは ょけ し. [けいけゃけ, 
おぇおすけ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ けこすうつっしおぇすぇ きさっあぇ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 

‶け ょせきうすっ くぇ 【うおけゃ, しないょぇゃぇくっすけ くぇ 〈ったくけかけゅうつっく ちっくすなさ いぇ くけゃう 
さぇいさぇぉけすおう いぇ ぉっいうういおけこくう すったくけかけゅうう っ こけゃっつっ けす ょけぉさぇ うょっは, すなえ 
おぇすけ とっ くぇこさぇゃう ゃないきけあくけ う けぉせつっくうっすけ くぇ すなえ くせあくうすっ おぇょさう いぇ 

すけゃぇ. ]ぇきけすけ せつぇしすうっ くぇ こさっこけょぇゃぇ-
すっかう けす ╁╇┿]╂ っ いぇかけゅ, つっ くうゃけすけ くぇ 
くけゃぇすぇ しすさせおすせさぇ とっ しないょぇょっ う こさっょ-
こけしすぇゃおう いぇ ゅっくっさうさぇくっすけ くぇ けとっ こけ-
ょけぉさう うょっう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ ぉっいういおけこくう-
すっ すったくけかけゅうう. ′うっ こけょおさっこうたきっ すけいう 
こさけっおす, おぇいぇ 【うおけゃ, いぇとけすけ, ぇおけ すけゃぇ 
しっ さっぇかういうさぇ, すけ くっきうくせっきけ とっ ょけくっ-
しっ う こけかいう いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.  
╀っいういおけこくうすっ すったくけかけゅうう くぇ きっしす-

くぇすぇ そうさきぇ „]すさけうすっかくぇ きったぇくういぇ-
ちうは” しぇ こけいくぇすう ゃ きくけゅけ ゅさぇょけゃっ せ くぇし 
う ゃ つせあぉうくぇ, くけ くっ しっ こさぇおすうおせゃぇす ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╇いこけかいゃぇくぇすぇ けす そうさきぇ-
すぇ くけゃぇ っおけすったくけかけゅうは くっ くぇさせてぇゃぇ 
ちっかけしすすぇ くぇ せかうつくうすっ くぇしすうかおう.  
]すぇさすうさぇかけすけ くぇ こさぇおすうおぇ こせぉかうつ-

くけ-つぇしすくけ こぇさすくぬけさしすゃけ こけ こさけっおすぇ くぇ 
こさけゅさぇきぇ „╉けくおせさっくすくけしけこけしけぉくけしす”   
っ くぇ こさぇおすうおぇ こなさゃけすけ いぇ けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, おけはすけ ょけ きけきっくすぇ くはきぇ けこうす ゃ  
おぇくょうょぇすしすゃぇくっすけ  こけ すぇいう こさけゅさぇきぇ. 
╃けしっゅぇてくうはす けこうす う こさぇおすうおぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは こけおぇいゃぇす, つっ  しさっょしすゃぇすぇ こけ „╉けく-
おせさっくすくけしこけしけぉくけしす” , こさっょくぇいくぇつっくう 
ゃ けゅさけきくぇすぇ しう つぇしす いぇ ぉういくっしぇ, うきぇす 
くぇえ-くうしなお こさけちっくす くぇ せしゃけはゃぇくっ けす 
っゃさけそけくょけゃっすっ せ くぇし.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╇くあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ

╊╇『《》╊‶』[¨ ′╉『╅╇〉¨ [╅『【¨
 – ╇╊ぁ╊ ̈  ╇ [╅′╅〉]ぇぃ[╅【╅ 》《ぅ╅

¨す くぇつぇかけすけ くぇ 
すけいう きっしっち ゃ 300 

こけとっくしおう しすぇくちうう ゃ 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, ゃ すけゃぇ 
つうしかけ う ゃ おぇいぇくかなておぇ
すぇ, きけあっ ょぇ しっ こけょぇょっ 
いぇはゃかっくうっ う こけかせつう ╄ゃ
さけこっえしおぇ いょさぇゃくけけしう
ゅせさうすっかくぇ おぇさすぇ.
╁しっおう ゅさぇあょぇくうく し 

ɉɨɥɟɡɧɨ

くっこさっおなしくぇすう いょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくう こさぇゃぇ うきぇ こさぇゃけ くぇ 
ういょぇゃぇくっ くぇ ぉっいこかぇすくぇ ╄ゃさけこっえしおぇ いょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくぇ 
おぇさすぇ (╄╆¨╉). 〈けゃぇ っ ょけおせきっくす, ゃない けしくけゃぇ くぇ おけえすけ こさう 
こさっしすけは しう ゃ ょさせゅぇ ょなさあぇゃぇ-つかっくおぇ くぇ ╄], いょさぇゃくけけしうゅせ
さっくうすっ かうちぇ きけゅぇす ょぇ こけかいゃぇす しこってくぇ う くっけすかけあくぇ いょさぇゃ
くぇ (きっょうちうくしおぇ う ょっくすぇかくぇ) こけきけと - しこけさっょ いぇおけくけょぇすっか
しすゃけすけ くぇ しなけすゃっすくぇすぇ ょなさあぇゃぇ.
‶けょぇゃぇくっすけ くぇ いぇはゃかっくうはすぇ いぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ いょさぇゃくけ

けしうゅせさうすっかくぇ おぇさすぇ しっ  こさぇゃう こけ きっしすけあうゃっっくっ. ╂さぇあょぇ
くうすっ うきぇす こさぇゃけ ょぇ こけょぇゃぇす いぇはゃかっくうは かうつくけ うかう つさっい 
くけすぇさうぇかくけ せこなかくけきけとっくけ かうちっ しぇきけ ゃ けぉかぇしすすぇ, ゃ おけはすけ 
しぇ さっゅうしすさうさぇくう くぇ こけしすけはくっく ぇょさっし (しなゅかぇしくけ ょぇくくうすっ 
こけ かうつくぇ おぇさすぇ). ‶けょぇゃぇくっすけ くぇ いぇはゃかっくうっ う こけかせつぇゃぇくっ
すけ くぇ ゅけすけゃぇすぇ おぇさすぇ しっ ういゃなさてゃぇ ゃ っょくぇ う しなとぇ こけとっくしおぇ 
しすぇくちうは, ゃ しかせつぇは ゃ ╉ぇいぇくかなお すけゃぇ っ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ しゅさぇょぇ 
くぇ „╀なかゅぇさしおう こけとう”, くぇ ぉせか. „23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう 
こけかお” わ1 . ‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ くけゃぇすぇ せしかせゅぇ きけあっ ょぇ 
ぉなょっ こけかせつっくぇ う くぇ すっかっそけく 0431/ 633 43.
《けさきせかはさなす いぇ ういょぇゃぇくっすけ くぇ ╄╆¨╉ きけあっ ょぇ ぉなょっ こけ

かせつっく ぉっいこかぇすくけ ゃ こけとっくしおうすっ しすぇくちうう. ‶さう こけょぇゃぇくっすけ 
しっ こさうかぇゅぇ おけこうっ けす かうつくぇすぇ おぇさすぇ くぇ かうちっすけ, いぇ おけっすけ 
しっ ういょぇゃぇ ╄╆¨╉. ╆ぇ ょっちぇ ょけ 14 ゅ. うかう ょけ 16 ゅ, おけうすけ くは
きぇす かうつくう おぇさすう, しっ こさっょしすぇゃは ぇおす いぇ さぇあょぇくっ う かうつくぇすぇ 
おぇさすぇ くぇ っょうくうは けす さけょうすっかうすっ, おぇすけ しっ けしすぇゃはす おけこうは けす 
ょゃぇすぇ ょけおせきっくすぇ.
‶さっょぇゃぇくっすけ くぇ ╄╆¨╉ しっ ういゃなさてゃぇ つさっい かうつっく こけょこうし 

くぇ いぇはゃうすっかは ゃなさたせ そういうつっしおけすけ おけこうっ くぇ いぇはゃかっくうっすけ, 
ゅぇさぇくすうさぇと こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ おぇさすぇすぇ. ╃ぇすぇすぇ いぇ こけかせつぇ
ゃぇくっ くぇ ╄╆¨╉ っ 15 ょくう けす こけょぇゃぇくっ くぇ いぇはゃかっくうっすけ.

〈┿

′╅』【╅『っ╇╅〉╊【《 - 》『《╆]╊〈 ′╅ ╆ぇ]╈╅『¨っ...
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきうあ せあ つてち. 5

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

』うしすぇ しかせつぇえくけしす っ, つっ 
すけいう くぇ こさなゃ こけゅかっょ しせ

さけゃ, くけ し きけきつっておけ ういかなつ
ゃぇくっ, きなあ こけっきぇ こなすは おなき 
„┿さしっくぇか”┿╃, こさっゃなさくぇか しっ 
こけ-おなしくけ いぇ くっゅけ ゃ しなょぉぇ. 
╁っつっ つっすゃなさす ゃっお ゃなさゃう こけ 
くっゅけ, し きぇかなお „っおてなく”, おぇお
すけ すけえ くぇさうつぇ おさぇすおけすけ しう 
ういかういぇくっ ういゃなく こけさすぇかぇ くぇ 
そうさきぇすぇ, ゃ けくっいう しきせすくう 
ゃさっきっくぇ, おけゅぇすけ ょうさっおすけさ っ 
うくあ. ‶っすなさ ╃っきうさっゃ. ╋ぇか
おけ こけ-おなしくけ こけおけえくうはす ╉させき 
》さうしすけゃ ゅけ ゃさなとぇ けすくけゃけ... ゃ 
しなょぉけゃくうは こなす. 』っ こなすはす おなき 
„┿さしっくぇか” いぇ うくあ. ╂っけさゅう  ╃け
ぉさっゃ - ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 3, っ 
すけつくけ すぇおなゃ,  そぇおすなす っ しぇきう
はす きせ あうゃけす. ╁しうつおけ ゃぇあくけ う 
しおなこけ いぇ くっゅけ, し ういおかのつっくうっ 
くぇ しっきっえしすゃけすけ きせ, っ しゃなさいぇ
くけ し „┿さしっくぇか”. ╋ぇおぇさ つっ くっ っ 
こけすけきなお くぇ すぇおぇゃぇ そぇきうかうは, 
ぇ ゃなゃ ゃっくうすっ きせ ょぇ すっつっ つうさ
こぇくしおぇ おさなゃ. ′はおぇお かけゅうつくけ 
こけこぇょぇ ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ しすうこっく
ょうぇくすうすっ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ くぇ
つぇかけすけ くぇ 80-すっ ゅけょうくう. ╋ぇ
おぇさ ゃっつっ  ょぇ こさうっす しすせょっくす ゃ 
]けそうは こけ しゃなさいけつくぇ すったくうおぇ, 
しかっょゃぇえおう しっきっえくぇすぇ すさぇょう
ちうは. ‶さうはすっかう ゅけ くぇしけつゃぇす 
おなき ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ, いぇとけ
すけ ぉうか くっゃっさけはすっく ゅさぇょ. 〈ぇき 
いぇゃなさてうかうはす きぇすっきぇすうつっ
しおぇ ゅうきくぇいうは ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
つうさこぇくかうは  いぇこうしゃぇ „╀ぇさせすう 
う すゃなさょう さぇおっすくう ゅけさうゃぇ”. 
╆ぇゃなさてゃぇ しこっちうぇかくけしすすぇ う 
ゃっつっ 25 ゅけょうくう けす あうゃけすぇ しう 
こけしゃっとぇゃぇ くぇ すはた. ] くぇきうゅぇ
くっ こさういくぇゃぇ, つっ う あうゃけすなす きせ 
っ そけえっさゃっさお, きぇおぇさ う くっ けす 

しうかくけ っおしこかけいうゃくうすっ. 
╁ せくうゃっさしうすっすぇ しさっとぇ くっ

ゃっさけはすくけ つぇさけゃくぇすぇ させしおうくは 
╄かっくぇ, おけはすけ くはおけかおけ ゅけょうくう 
こけ-おなしくけ しすぇゃぇ ╃けぉさっゃぇ う いぇ
っょくけ し きかぇょうは うくあっくっさ こさうし
すうゅぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈せお ╄かっくぇ 
いぇゃなさてゃぇ させしおぇ そうかけかけゅうは う 
ぇくゅかうえしおう う ゃ きけきっくすぇ さぇぉけ
すう おぇすけ こさっこけょぇゃぇすっか ゃ くぇえ-
ゅけかはきけすけ けぉとうくしおけ せつうかうとっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╆ぇ しっぉっ しう くぇしすけはとうはす ょう

さっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 3 くっ けぉうつぇ 
きくけゅけ ょぇ ゅけゃけさう. ╉ぇすけ すうこう
つっく こさっょしすぇゃうすっか くぇ いくぇおぇ くぇ 
]すさっかっちぇ. 
[ぇぉけすけたけかうお っ う すけゃぇ かうつう 

けす くぇつうくぇ, こけ おけえすけ  しっ けすくぇしは 
し おけかっゅうすっ しう う しゃけうすっ ぇくゅぇ
あうきっくすう. ‶さういくぇゃぇ, つっ けぉうつぇ 
ゃしうつおけ ょぇ ゃなさゃう こけ こかぇく う つっ 
すさせょくけ こさけとぇゃぇ ゅさっておうすっ, 
けしけぉっくけ おけゅぇすけ しぇ けす くっぉさっあ
くけしす. [ぇぉけすぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
ゃなさてう くぇゃさっきっ, おぇいゃぇ ょうさっお
すけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 3 う こさういくぇゃぇ, 
つっ っ しすさけゅ し こけょつうくっくうすっ しう. 
╃うさっおすけさ っ こけ ぉのさけ う きけきつっ 
こけ ょせてぇ. ╋けきつっておけすけ しこぇしは
ゃぇ し うゅさぇ くぇ おぇさすう, こさっゃなさ
くぇすぇ ゃ しすさぇしすくけ たけぉう. ╂っけさゅう 
╃けぉさっゃ っ しすさぇしすっく うゅさぇつ  くぇ 
しこけさすっく ぉさうょあ. ¨とっ けす しすせ
ょっくす. ╃けさう ゃ けくっいう ゅけょうくう, ぇ 
う しっゅぇ しっ はゃはゃぇ う くぇ すせさくうさう. 
╁ こけしかっょくけ ゃさっきっ ゅけ しこなゃぇ 
けぉぇつっ かうこしぇすぇ くぇ ょけぉなさ こぇさす
くぬけさ - くっとけ ぉっいおさぇえくけ ゃぇあくけ 
いぇ すぇいう うゅさぇ.  ╃させゅぇすぇ すぇえくぇ 
くぇ こけぉっょぇすぇ ゃ しこけさすくうは ぉさう
あょ っ きぇすっきぇすうつっしおぇすぇ きうしなか. 
] くっは くはきぇき こさけぉかっき, おぇいゃぇ 
ぉさうょあけさなす. 

¨すゃなょ すぇいう しう たぇいぇさすくぇ 
しすさぇしす, ゃ あうゃけすぇ, ょうさっおすけさなす 
くぇ ╆ぇゃけょ 3 っ しっさうけいっく う こさっ
きっさっく つけゃっお. ╉けえすけ けぉぇつっ くっ 
けしすぇゃぇ さぇゃくけょせてっく おなき きせいう
おぇすぇ くぇ ょけぉさけすけ しすぇさけ ゃさっきっ, 
さけおぇ, させしおぇすぇ おかぇしうおぇ う おさう
きうくぇかくうすっ さけきぇくう. ╉ぇつっしすゃっ
くうすっ こさっこさけつうすぇ. 
′ぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ うきぇか う 

ょさせゅぇ しすさぇしす - さうぉけかけゃなす, くけ 
すは こぇょくぇかぇ ゃ あっさすゃぇ くぇ さぇぉけ
すぇすぇ. 
╉けゅぇすけ ぉはた ょうさっおすけさ くぇ 

╉けきこかっおし 2- けぉっょうくはゃぇと さぇ
ぉけすぇすぇ こさぇおすうつっしおう くぇ ょゃぇ 
いぇゃけょぇ, ぉってっ きくけゅけ すさせょくけ. 
[ぇぉけすったきっ ょけ こけかせくけと, くぇかぇ
ゅぇたぇ しっ くけゃう ういょっかうは, うしおぇてっ 
しっ しぇきけあっさすゃぇ. 〈けゅぇゃぇ くはおな
ょっ ういゅせぉうた ゃさっきっすけ いぇ さうぉけ
かけゃ, こさういくぇゃぇ ╂っけさゅう ╃けぉさっゃ. 
╃うさっおすけさなす くっ おさうっ, つっ せゃぇ

あぇゃぇ う ちっくう たけさぇすぇ, おけうすけ 
いくぇはす ちっくぇすぇ しう, すっあぇす しう 
くぇ きはしすけすけ しう う しぇ ゃっさくう くぇ 
おぇせいうすっ, くぇ おけうすけ しぇ しっ こけし
ゃっすうかう. ╆ぇすけゃぇ う くっ けぉうつぇ 
こぇさぇてせすうしすうすっ う きさぇゃおうすっ けす 
ゃしはおぇおなゃ さけょ ゃ あうゃけすぇ. 
╃なかゅう ゅけょうくう っ こさっょぇく くぇ 

っょくぇ こぇさすうは, けぉうつぇ っょくぇ 
あっくぇ う  とぇしすかうゃ  しっ つせゃしすゃぇ, 
おけゅぇすけ かのぉうきうすっ たけさぇ けおけかけ 
くっゅけ しぇ ょけぉさっ. 
╉けゅぇすけ いぇこけつゃぇ こなさゃぇすぇ しう 

さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, けすくけゃけ 
ゃ ╆ぇゃけょ 3, こさっい 1986 ゅけょうくぇ 
おぇすけ すったくけかけゅ,  くっ しう っ こさっょ
しすぇゃはか, つっ う 50-すぇ しう ゅけょうて
くうくぇ とっ こけしさっとくっ ゃ しなとうは 
いぇゃけょ おぇすけ... くっゅけゃ ょうさっおすけさ,  
きうくぇか こさっょう すけゃぇ  こなかくうは 
ちうおなか くぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ 

‶なさゃけすけ けぉせつっくうっ いぇ 
ぉさぇくて „╋ぇてうくけしすさけっ-

くっ” こけ こさけっおす „[ぇいさぇぉけすゃぇくっ 
う ゃくっょさはゃぇくっ くぇ うくそけさきぇ-
ちうけくくぇ しうしすっきぇ いぇ けちっくおぇ 
くぇ おけきこっすっくちううすっ くぇ さぇぉけす-
くぇすぇ しうかぇ こけ ぉさぇくてけゃっ う 
さっゅうけくう”, おなょっすけ こうかけすくけ 
こさっょこさうはすうっ っ „┿さしっくぇか” 
┿╃, しっ こさけゃっょっ こさっい くけっき-
ゃさう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶さけっおすなす しっ 
けしなとっしすゃはゃぇ けす ╀]╉-/ ╀なか-

ゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ/- 
]なのい くぇ ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし 
し そうくぇくしけゃぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ 
¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇい-
ゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ さっしせさしう” 
2007-2013ゅ., しなそうくぇくしうさぇ-
くぇ けす ╄ゃさけこっえしおうは しけちうぇかっく 
そけくょ  う [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは.  
╂さぇょ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ ゅっ-

けゅさぇそしおう う うくょせしすさうぇかっく 
ちっくすなさ くぇ しすさぇくぇすぇ, ぉっ けこ-
さっょっかっく いぇ ょけきぇおうく くぇ しさっ-
とぇすぇ, しなぉさぇかぇ くぇ 10 う 11 
くけっきゃさう こさっょしすぇゃうすっかう けす 
けすょっかうすっ „』けゃっておう さっしせさしう”, 
せこさぇゃうすっかう う すったくうつっしおう さな-
おけゃけょうすっかう けす きぇてうくけしすさけ-
うすっかくう こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇ-

くぇすぇ, しさっょ おけうすけ:  „]こぇさすぇお” 
┿╃ - ゅさ. ╀せさゅぇし, „┿きっす” - ゅさ. 
]けそうは, „╆╋╋ ]かうゃっく” ┿╃ ゅさ. 
]かうゃっく, „╀っしすすったくうおぇ - 〈╋” 
┿╃ - ゅさ. [ぇょけきうさ, „╀ぇかおぇく-
おぇさ-[っおけさょ”┿╃ - ゅさ.‶かけゃょうゃ, 
„′. ╁ぇこちぇさけゃ”┿╃ - ゅさ. ‶かっ-
ゃっく, „》さぇくうくゃっしす-》╋╉”┿╃ 
- ゅさ. ]す. ╆ぇゅけさぇ, „╋+C 》う-
ょさぇゃかうお” ┿╃ う „┿さしっくぇか” ┿╃ 
- ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, し こさっょしすぇゃう-
すっかう ╋ぇさうは ╃けつおけゃぇ けす ¨す-

ょっか „╉ぇょさう” う ]っさゅっえ ]はさけゃ, 
くぇこさぇゃかっくうっ ¨╄〈.
„¨しくけゃくうすっ きけきっくすう ゃ すけゃぇ 

こなさゃけ けぉせつっくうっ いぇ ぉなょっとう 
けちっくうすっかう くぇ おけきこっすっくちうう 
ぉはたぇ しゃなさいぇくう し ぇくぇかういぇ, 
こさけっおすうさぇくっすけ う けちっくおぇすぇ 
くぇ ょかなあくけしすうすっ ゃ ぉさぇくてぇ, 
おぇおすけ う し けこさっょっかっくうっすけ, 
こさうかけあっくうっすけ う こさうきっさう-
すっ いぇ おけきこっすっくちうう う おけき-
こっすっくすくけしすっく きけょっか /╉╋/. 
╁ こさっょゃぇさうすっかくう さぇぉけすくう 
しさっとう ぉっ けすさぇいっく うくすっさっし 
くぇ こうかけすくうすっ こさっょこさうはすうは 
いぇ さぇいさぇぉけすゃぇくっ う っゃっくすせ-
ぇかくけ ゃくっょさはゃぇくっ くぇ おけき-
こっすっくすくけしすくう きけょっかう いぇ 

おかのつけゃう ょかなあくけしすう おぇすけ うく-
あっくっさ-おけくしすさせおすけさ, うくあっ-
くっさ-すったくけかけゅ, おけくすさけかぬけさ 
こけ おぇつっしすゃけ, くぇしすさけえつうお う 
けこっさぇすけさ くぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう; てかけしっさ, そさっいうしす う 
ょさせゅう, おけきっくすうさぇ いぇ „〈さうぉせ-
くぇ ┿さしっくぇか” ]っさゅっえ ]はさけゃ. 
╉かのつけゃぇ ょかなあくけしす っ すぇいう, 

おけはすけ っ けす いくぇつっくうっ いぇ こけ-
しすうゅぇくっ くぇ しすさぇすっゅうはすぇ くぇ 
おけきこぇくうはすぇ う っ おけくちっく-
すさうさぇかぇ ゃ しっぉっ しう おかのつけゃう 
いくぇくうは, さってっくうは う/うかう いくぇ-
つうすっかくけ ゃかうはくうっ, けぉはしくうたぇ 
せつぇしすくうちうすっ けす けぉせつっくうっすけ 
こさっょ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.  
¨ぉせつっくうっすけ こけおぇいぇ, つっ 

きくけゅけ けす せつぇしすくうちうすっ ゃ くっゅけ 
うきぇす しゃけう うくすっさこさっすぇちうう いぇ 
„おけきこっすっくちうは”, くけ おぇすけ くぇえ-
すけつくぇ ょっそうくうちうは かっおすけさう-
すっ ょぇょけたぇ: „]なゃおせこくけしす けす 
せきっくうは, いくぇくうは, くぇゅかぇしう う 
こけゃっょっくうは くぇ しかせあうすっかうすっ 
いぇ こけしすうゅぇくっ くぇ さっいせかすぇすう 
ゃ ょぇょっくぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
さけかは.” ╉けきこっすっくすくけしすくうはす 
きけょっか っ しぉけさ けす さぇいかうつくう 
おけきこっすっくちうう, けさゅぇくういうさぇくう 
こけ くぇつうく, こけ おけえすけ くぇえ-ょけ-
ぉさっ けすゅけゃぇさはす くぇ こけすさっぉ-
くけしすうすっ くぇ ょぇょっくぇ けさゅぇくう-
いぇちうは, ぉってっ けぉはしくっくけ くぇ 
せつぇしすくうちうすっ ゃ けぉせつっくうっすけ.
╉ぇおすけ しこけょっかう ╋ぇさうは ╃け-

つおけゃぇ, „ぇおけ ゃいっきっき かうょっさ-
しすゃけすけ, おぇすけ っょくぇ きくけゅけ 
ょうしおせすうさぇくぇ う っおしこかけぇすう-
さぇくぇ, ゃ ょけぉさうは しきうしなか くぇ 
ょせきぇすぇ „おけきこっすっくちうは”, いぇ 
すけいう しかせつぇえ, しこっちうぇかうしすう-
すっ こけ つけゃっておう さっしせさう ぉうたぇ 
けこうしぇかう くはおけかおけ  こさうきっさ-
くう さぇぉけすくう いぇょなかあっくうは う 
こさけそっしうけくぇかくう おぇつっしすゃぇ: 
すさはぉゃぇ ょぇ せこさぇゃかはゃぇ っおうこぇ 
う ょぇ こさけゃっあょぇ きっくうょあなさしおう 

けぉせつっくうは, ょぇ さぇいこさっょっかは いぇ-
ょぇつう, ょぇ しなぉうさぇ っおうこぇ しう くぇ 
しさっとう; ょぇ ぉなょっ っおうこっく うゅ-
さぇつ う ょぇ ょぇゃぇ かうつっく こさうきっさ; 
ょぇ うきぇ ょなかゅけゅけょうてっく けこうす 
おぇすけ かうょっさ.” 
„[ぇぉけすくぇすぇ おけきこっすっくちうは くっ 

っ おけさっおすくけ さぇいこうしぇくぇ, いぇ-
とけすけ すは くっ けすゅけゃぇさは くぇ ゃぇ-
あっく ゃなこさけし - ╉┿╉? すさはぉゃぇ 
ょぇ ゃなさてうき さぇぉけすぇすぇ しう すせお. 
]かせあうすっかはす きけあっ ょぇ うきぇ 
くせあくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ う おゃぇ-
かうそうおぇちうは いぇ ょぇょっくぇ ょかなあ-
くけしす, くけ ょぇ くはきぇ こけゃっょっくう-
はすぇ う くぇゅかぇしぇすぇ, つさっい おけうすけ 
ょぇ ゅう こさうかけあう きぇおしうきぇかくけ 
っそっおすうゃくけ くぇ さぇぉけすくけすけ しう 
きはしすけ. ]かっょ さっょぇおちうは くぇ 
おけきこっすっくちうはすぇ, こさうきっさうすっ 
いぇ こけゃっょっくうは とっ ぉなょぇす こけ-
はしくけ そけさきせかうさぇくう: ょっかっ-
ゅうさぇ こさぇゃぇ う けすゅけゃけさくけしすう 
しこけさっょ けこうすぇ う きけすうゃぇちうは-
すぇ くぇ おけかっゅうすっ しう; さっょけゃくけ 
ゃおかのつゃぇ っおうこぇ しう ゃなゃ ゃいう-
きぇくっ くぇ さってっくうは; しこかけすはゃぇ 
っおうこぇ しう ゃ おさういうしくう きけきっく-
すう; ょぇゃぇ かうつっく こさうきっさ, おぇすけ 
こけょおさっこは けさゅぇくういぇちうけくくうすっ 
ちっくくけしすう う こさうくちうこう.”- けす-
ぉっかはいぇ けとっ ╃けつおけゃぇ.
]こけさっょ こさけっおすぇ, ゃなゃ ゃしっ-

おう おけきこっすっくすくけしすっく きけょっか 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす いぇかけあっくう 
うょっうすっ くぇ すさうすっ こけしすせかぇすぇ くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ – きうしうは, ゃういうは う 
しすさぇすっゅうは. „┿さしっくぇか” ┿╃ うきぇ 
けしくけゃくぇ しすさぇすっゅうつっしおぇ ちっか う 
すは っ いぇこうしぇくぇ ゃ ‶けかうすうおぇすぇ 
こけ おぇつっしすゃけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ: 
„╃ぇ ぉなょっ こなさゃう さぇぉけすけょぇすっか 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ うおけくけきうおぇ 
う しすさせおすけさけけこさっょっかはと うくけ-
ゃぇちうけくっく う こさけういゃけょしすゃっく 
ちっくすなさ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ きぇ-
てうくけしすさけうすっかくぇ うくょせしすさうは.” 
╁ „┿さしっくぇか” ┿╃ こさっょしすけう 

せすゃなさあょぇゃぇくっ くぇ おけきこっすっくす-
くけしすっく きけょっか いぇ つぇしす けす うい-
ぉさけっくうすっ こけ-ゅけさっ ょかなあくけしすう 
ゃ ╆ぇゃけょぇ いぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう, こけ-ういゃっしすっく おぇすけ 
╆ぇゃけょ 5, しすぇくぇ はしくけ しかっょ 
けぉせつっくうっすけ. 〉しこってくけすけ さぇい-
ゃうゃぇくっ う ゃくっょさはゃぇくっ くぇ 
きけょっかうすっ ぉう しっ ゃこうしぇかけ ゃ 
こさけちっしうすっ こけ けさゅぇくういうさぇくっ 
う けこうしぇくうっ くぇ ょかなあくけしすう-
すっ, くぇぉうさぇくっ くぇ こっさしけくぇか, 
せこさぇゃかっくうっ くぇ すさせょけゃけすけ 
ういこなかくっくうっ, ゃないくぇゅさぇあょっ-
くうはすぇ う せこさぇゃかっくうっすけ くぇ すぇ-
かぇくすうすっ.
╋けょっかなす ぉう ぉうか せしこってっく, 

ぇおけ しっ ゃないこさうっきっ くぇえ-こなさゃけ 
けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ いぇゃけょぇ, 
ゃ おけえすけ とっ しっ ゃくっょさはゃぇ, けす-
ぉっかはいぇ こけ ゃさっきっ くぇ しっきうくぇさぇ 
けぉせつぇゃぇとうはす ╃けぉさうく ‶ぇょぇか-
しおう. ]ぇきうすっ さなおけゃけょうすっかう 
くぇ けすょっかう, いゃっくぇ う ちったけゃっ っ 
くせあくけ ょぇ しぇ こさうきっさ いぇ しこぇい-
ゃぇくっ う さぇいゃうゃぇくっ くぇ きけょっかぇ 
くぇ さぇぉけすくけ こけゃっょっくうっ. 
╉けきこっすっくすくけしすくうはす きけょっか 

っ くけしうすっか くぇ しすさぇすっゅうはすぇ 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ, すぇおぇ つっ すけえ 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ ういこけかいゃぇく 
おぇすけ うくしすさせきっくす いぇ こけゃうてぇ-
ゃぇくっ くうゃけすけ くぇ すさせょけゃけすけ 
こさっょしすぇゃはくっ う こさけういゃけょう-
すっかくけしす, ぇ くっ ょぇ しっ さぇいゅかっあ-
ょぇ こさけしすけ おぇすけ ぇくっおし おなき  
ょかなあくけしすくぇすぇ たぇさぇおすっさうし-
すうおぇ うかう ょかなあくけしすくうすっ いぇ-
ょなかあっくうは, っ っょくけ けす けしくけゃ-
くうすっ いぇおかのつっくうは けす こなさゃけすけ 
けぉせつっくうっ こけ こさけっおすぇ くぇ ╀]╉, 
おけっすけ しっ こさけゃっょっ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお.

〈┿ 
╋ぇすっさうぇかなす っ こけょゅけすゃっく 
しなし しなょっえしすゃうっすけ くぇ  けす-
ょっか „╉ぇょさう” ゃ „┿さしっくぇか”

╋けきっくす けす けぉせつっくうっすけ

]なし しっきっえしすゃけすけ

ǲǨǳǭǵǬǨǸ
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

02 ょっおっきゃさう - 110 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
ちうゅせかぇさおぇ こさけそ. ′っょはかおぇ ]うきっけくけゃぇ; 1983 - 〉きうさぇ こうしぇすっ
かはす ‶ぇゃっか ╁っあうくけゃ - „╃なた くぇ ぉぇょっきう“, „╀ぇさうっさぇすぇ“, „╁すけさぇ 
さけすぇ“, „′けとっき し ぉっかうすっ おけくっ“, „]かっょうすっ けしすぇゃぇす“, „〈さうきぇすぇ けす 
いぇこぇしぇ“ , „]こっちうぇかうしす こけ ゃしうつおけ“, „′ぇ ゃしっおう おうかけきっすなさ“; 115 
ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ きぇさてぇか ╂っけさゅうえ ╅せおけゃ, さなおけゃけょうか こけ 
ゃさっきっすけ くぇ ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ とせさきぇ くぇ ╀っさかうく.
03 ょっおっきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ たけさぇすぇ し せゃさっあ

ょぇくうは; 1929 - [けょっくぇ っ ぇおすさうしぇすぇ ╊っけくすうくぇ ┿さょうすう, さぇぉけすう
かぇ ゃ さっょうちぇ ぉなかゅぇさしおう すっぇすさう, ゃ す.つ. う ゃ ╉ぇいぇくかなお; 1967 - ╁ 
ぃあくぇ ┿そさうおぇ ╉さうしすうはく ╀っさくぇさょ ういゃなさてゃぇ こなさゃぇすぇ ゃ しゃっすぇ 
すさぇくしこかぇくすぇちうは くぇ つけゃっておけ しなさちっ.
04 ょっおっきゃさう - ╁きつちぇ ╁ぇさゃぇさぇ う こさっこ. ╈けぇく ╃ぇきぇしおうく. ╁ 

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 ╁ぇさゃぇさぇ - けす ゅさ. けいく. つせあ
ょっくおぇ; 1979 - ′ぇ 17-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす しっ しぇきけせぉうゃぇ こけっすっしぇすぇ 
‶っすは ╃せぉぇさけゃぇ /“┿い う きけさっすけ”/.
05 ょっおっきゃさう - ‶さっこ. ]ぇゃぇ ¨しゃっとっくう - ]ぇゃうくょっく. ╋っあ

ょせくぇさけょっく ょっく くぇ ょけぉさけゃけかちうすっ; 220 ゅ. けす しき. くぇ ╋けちぇさす 
- せきうさぇ ゃなゃ ╁うっくぇ くぇ 35 ゅけょうくう; 110 ゅ. けす さけあょ. くぇ ぇくうきぇすけさぇ 
〉けかす ╃うしくっえ, しないょぇすっか けぉさぇいうすっ くぇ ╋うおう ╋ぇせし う ╃けくぇかょ ╃なお; 
1993 - ‶さけゃっょっく っ こなさゃうはす きけぉうそけくっく さぇいゅけゃけさ ゃ ╀なかゅぇさうは.
06 ょっおっきゃさう - ]ゃ.′うおけかぇえ ╋うさかうおうえしおう 』せょけすゃけさっち - ′う

おせかょっく. ′うおけかぇえ - けす ゅさ. けいく. こけぉっょうすっか; ‶さけそっしうけくぇかっく 
こさぇいくうお くぇ ぉぇくおっさうすっ, さうぉぇさうすっ う すなさゅけゃちうすっ; 1945 - ‶ぇすっく
すけゃぇくぇ っ きうおさけゃなかくけゃぇすぇ こっつおぇ; 1998 - ╁ し. ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ 
ぉっ けすおさうすぇ ちなさおゃぇ - “]ゃ.′うおけかぇえ 』せょけすゃけさっち”.
07 ょっおっきゃさう - 1909 - [けょっく っ ′うおけかぇ ╁ぇこちぇさけゃ. ‶ぇすさけくっく 

こさぇいくうお くぇ ]¨〉 “′うおけかぇ ╁ぇこちぇさけゃ” - ╉ぇいぇくかなお; 1989 - ]ない
ょぇょっく っ ]╃].
08 ょっおっきゃさう - ‶さぇいくうお くぇ しすせょっくすうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは; 

1980 - 〉ぉうす っ ╃あけく ╊っくなく. ‶さけしすさっかはく っ ぉかういけ ょけ ょけき しう けす 
╋ぇさお 』ぇこきぇく, くぇ おけゅけすけ こけ-さぇくけ しなとうは ょっく っ ょぇか ぇゃすけゅさぇそ.
09 ょっおっきゃさう - ╆ぇつぇすうっ くぇ ]ゃ. ┿くくぇ. ┿くうくょっく - ╃っく くぇ きぇ

ゅぬけしくうちうすっ. ┿くぇ - けす っゃさ. けいく. ぉかぇゅけょぇす; ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく いぇ ぉけさぉぇ し おけさせこちうはすぇ; 1842 - ╁ ┿くゅかうは しっ こけはゃはゃぇす 
こなさゃうすっ おけかっょくう おぇさすうつおう; 1884 - ‶ぇすっくすけゃぇくう しぇ さけかおけゃうすっ 
おなくおう.
10 ょっおっきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ こさぇゃぇすぇ くぇ つけ

ゃっおぇ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ さぇょうけ- う すっかっゃういけくくうすっ 
こさけゅさぇきう いぇ ょっちぇ; 1998 - ′] けすきっくう しきなさすくけすけ くぇおぇいぇくうっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは う ゅけ いぇきっくう し ょけあうゃけすっく いぇすゃけさ ぉっい こさぇゃけ くぇ こけ
きうかゃぇくっ; 1989 - ‶さっょ しすぇょうけくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ こさけゃっょっく こなさ
ゃうはす ょっきけおさぇすうつっく きうすうくゅ.
11 ょっおっきゃさう - ╃っく くぇ ′ぇちうけくぇかくけすけ しょさせあっくうっ くぇ 

けぉとうくうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ すぇくゅけすけ; 
╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ こかぇくうくぇすぇ; 1843 - [けょっく っ [けぉっさす 
╉けた - くっきしおう せつっく, せょけしすけっく し ′けぉっかけゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ いぇ きっょうちう
くぇ いぇ ういしかっょゃぇくうはすぇ きせ ゃなさたせ すせぉっさおせかけいぇすぇ う けすおさうゃぇくっすけ 
くぇ くっえくうは こさうつうくうすっか; 1946 - ]ないょぇょっくぇ っ きっあょせくぇさけょくぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは 〉′╇『╄《.
12 ょっおっきゃさう - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ ょっえしすゃうっすけ; 

]ゃ.]こうさうょけく, こけおさけゃうすっか くぇ いぇくぇはすつううすっ; 1938 - ╁ ゅさ. ╃せこ
くうちぇ っ さけょっくぇ ′っゃっくぇ ╉けおぇくけゃぇ, し くぇょ 50 さけかう ゃ おうくけすけ; 
1930 - [けょっく っ こうしぇすっかはす 』うくゅうい ┿えすきぇすけゃ /“╃あぇきうかは”, “╃っ
くはす っ こけ-ょなかなゅ けす ゃっお”, “╂けかゅけすぇ”/.
13 ょっおっきゃさう - 1888 - 〉きうさぇ ╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう - こなさゃう

はす ぉなかゅぇさしおう ょせたけゃっく ゅかぇゃぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ しかっょ せつさっ
ょはゃぇくっすけ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ っおいぇさたうは; 1519 - ╄おしこっょうちうはすぇ くぇ 
╋ぇゅっかぇく こさうしすうゅぇ ゃ ╀さぇいうかうは - すけゃぇ っ こなさゃけすけ けおけかけしゃっすしおけ 
こなすってっしすゃうっ, こさけょなかあうかけ 3 ゅけょうくう う 14 ょくう う ょけおぇいぇかけ おなか
ぉけゃうょくぇすぇ そけさきぇ くぇ ╆っきはすぇ.
14 ょっおっきゃさう - ╃っく くぇ ゃっすっさうくぇさくけ-きっょうちうくしおうは おけく

すさけか; 1995 - ╉′]╀ っ こさうっすぇ いぇ つかっく くぇ ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ おけく
そっょっさぇちうは くぇ ]ゃっすけゃくうは こさけそしなのい; 1503 - [けょっく っ ╋うてっか ょぬけ 
′けしすさぇょぇき /′けしすさぇょぇきせし/ - そさっくしおう ぇしすさけかけゅ; 1924 - [けょっく っ 
[ぇょあ ╉ぇこせさ - うくょうえしおう おうくけぇおすぬけさ う こさけょせちっくす /“╀さけょはゅぇ”/.
15 ょっおっきゃさう – 1885 - ╁ ]けそうは っ さけょっく ぇおぇょ. ╇ゃぇく ╀ýさって, 

けしくけゃけこけかけあくうお くぇ いけけかけゅうつっしおぇすぇ くぇせおぇ ゃ ╀なかゅぇさうは; 1970 
- しなゃっすしおうはす おけしきうつっしおう おけさぇぉ “╁っくっさぇ-7” っ こなさゃうはす ぇこぇさぇす, 
おけえすけ おぇちぇ くぇ ょさせゅぇ こかぇくっすぇ - ╁っくっさぇ う こさっょぇゃぇ しうゅくぇか けす 
くっえくぇすぇ こけゃなさたくけしす; 1996 - ′ぇ すなさゅ ゃ ╊けし ┿くょあっかうし いぇ 244 
500 ょけかぇさぇ っ こさけょぇょっく けさうゅうくぇかなす くぇ そうかきぇ “¨すくっしっくう けす 
ゃうたなさぇ” こけ さけきぇくぇ くぇ ╋ぇさゅぇさっす ╋うつなか.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

′ぇえ-けぉとけ しうくょうおぇすうすっ しっ けぉは-
ゃうたぇ いぇ くけゃう ょさぇしすうつくう きっさ-
おう こけ けすくけてっくうっ くぇ しぇくおちうう 
しさっとせ くっこかぇとぇくっ くぇ ょぇくなちう う 
けしうゅせさけゃおう う ゃょうゅぇくっすけ くぇ くは-
おけう こかぇとぇくうは.  ¨す  しゃけは しすさぇくぇ 
さぇぉけすけょぇすっかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう 
くぇしすけはたぇ いぇ こさっきぇたゃぇくっ くぇ  こぇ-
さうすっ, いぇょっかはくう いぇ いぇこかぇとぇくっ 
くぇ おかぇしけゃっ いぇ こさけしかせあっくけ ゃさっ-
きっ う いぇきはくぇすぇ うき  しなし しすうきせかう 
くぇ ぉぇいぇ こさけそっしうけくぇかくぇ おゃぇかう-
そうおぇちうは う せつぇしすうっ ゃ すさせょけゃうは 
こさけちっし.   
]うくょうおぇすうすっ いぇこかぇてうたぇ おぇ-

ぉうくっすぇ, つっ ょけさう ょぇ しっ しすうゅくっ ょけ 
こさうっきぇくっすけ くぇ こさっょかぇゅぇくぇすぇ 
こさけきはくぇ ゃ いぇおけくぇ いぇ こっくしううすっ, 
おぇおゃぇすけ くぇゅかぇしぇ こぇさかぇきっくすぇさくけ-
すけ きくけいうくしすゃけ くぇ ╂╄[╀ ゃっつっ うきぇ,  
すけ すっ とっ くぇしすけはゃぇす けす くけゃうは こさっ-
いうょっくす くぇ ╀なかゅぇさうは [けしっく ‶かっゃ-
くっかうっゃ ょぇ きせ けぉはゃう ゃっすけ. 
╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ こさけすっ-

しすうすっ こさけょなかあぇゃぇす, いぇはゃうたぇ う 
けす ╉′]╀, う けす ╉〈 „‶けょおさっこぇ”. 
‶さっょこさうっきぇくっすけ くぇ  さっそけさきぇ 
ゃ こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ, こさけ-
きはくぇすぇ くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしう-
けくうさぇくっ, おぇおすけ う けすくっきぇくっすけ くぇ 
くはおけう こさうゃうかっゅうう しすぇくぇたぇ っょくぇ 
けす  けしくけゃうすっ すっきう いぇ ょっぉぇすう う 
しさっょ ぇさしっくぇかちう. 
‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ょゃぇすぇ 

そうさきっくう しうくょうおぇすぇ おけきっくすう-

』¨〉╉¨[╅【¨【╊ ╇ „╅『』╊〉╅]”: 『╊‒《『〈╅ - ╉╅, 〉《 〉╊ 【╅[╅╇╅

』¨〉╉¨[╅【¨【╊ ╇ „╅『』╊〉╅]”

さぇたぇ しないょぇかけすけ しっ しうくょうおぇかくけ 
くぇこさっあっくうっ すぇおぇ: 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ - こさっょしっょぇ-

すっか くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ 

¨ょけぉさはゃぇき くぇこなかくけ こけゃっ-
ょっくうっすけ う くぇ ょゃぇすぇ しうくょうおぇすぇ 
ゃ しないょぇかぇすぇ しっ しうすせぇちうは, すなえ 
おぇすけ くぇ こさぇおすうおぇ しっ けすくっきぇす 
ゃしうつおう こさうゃうかっゅうう, ういゃけのゃぇ-
くう ょけしっゅぇ. ‶さけきはくぇすぇ くぇ こっく-
しうけくくぇすぇ ゃないさぇしす とっ ういかなあっ 
う きくけゅけ たけさぇ, おけうすけ しぇ しっ くぇ-
ょはゃぇかう ょぇ こけかせつぇす いぇしかせあっくけ-
すけ くぇ ぉぇいぇ ょなかゅう ゅけょうくう すさせょ  
こさっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ, 
つっ ぉなかゅぇさうくなす こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
さぇぉけすう う しかっょ くぇゃなさてゃぇくっ くぇ 
こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす くっ っ けす たせ-
ぉぇゃけ う けす ゃうしけおう こっくしうう, ぇ くぇ-
こさけすうゃ: いぇとけすけ ゃなこさっおう ゃくけし-

おうすっ, こさぇゃっくう こさっい ゅけょうくうすっ, 
さぇいきっさなす くぇ こっくしううすっ  っ くうしなお.  
】っ こさけょなかあうき ょぇ けすしすけはゃぇきっ 
ゃっつっ こけしすうゅくぇすうすっ くっとぇ. 

╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ - こさっょしっ-
ょぇすっか くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃

‶さっょこさうっすぇすぇ こさけきはくぇ ゃ こっく-
しうけくくぇすぇ ゃないさぇしす くっ しっ こさうっ-
きぇ こけいうすうゃくけ けす さぇぉけすっとうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃, すなえ おぇすけ ゃしっおう 
うしおぇ ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ, ょぇ うきぇ 
ゅぇさぇくすうさぇくう, きぇおぇさ う きうくう-
きぇかくう,  ょけたけょう  う ょぇ こさけょなか-
あう ょぇ さぇぉけすう, ぇおけ っ いょさぇゃ, すなえ 
おぇすけ こっくしううすっ しぇ くうしおう. ′っいぇ-
ゃうしうきけ おけかおけ こさうくけし うきぇて ゃ 
こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ, ゃ  おさぇえ-
くぇ しきっすおぇ こけかせつぇゃぇて しさっょ-
しすゃぇ, ゃ きぇしけゃうは しかせつぇえ, おけうすけ 

くっ すう こけいゃけかはゃぇす ょぇ こけおさうゃぇて 
ょけさう きうくうきぇかくうすっ しう さぇいたけょう. 
 ′っ しっ こさうっきぇ こけいうすうゃくけ う そぇ-

おすぇ, つっ しっ けぉきうしかは こさけきはくぇ  ゃ 
こけしけおぇ けすくっきぇくっ くぇ おかぇしけゃっすっ 
いぇ こさけしかせあっくけ ゃさっきっ, すなえ おぇすけ 
きくけゅけ たけさぇ しなし しけかうょっく すさせょけゃ 
しすぇあ とっ けしすぇくぇす けとっすっくう. ┿い 
かうつくけ くぇきうさぇき いぇ ょけしすぇ さぇいせき-
くぇ う こさぇゅきぇすうつくぇ うょっはすぇ くぇ さぇ-
ぉけすけょぇすっかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう -  
しさっょしすゃぇすぇ いぇ おかぇしけゃっ, おけうすけ しっ 
ういこかぇとぇす おぇすけ おかぇしけゃっ, ょぇ しっ 
いぇきっくはす けす しさっょしすゃぇ いぇ こさけそっ-
しうけくぇかういなき う おぇつっしすゃっくぇ さぇぉけ-
すぇ, おぇすけ すっいう こぇさう しっ ういこかぇとぇす 
しかっょ っあっゅけょくう ぇすっしすぇちうう くぇ 
こっさしけくぇかぇ.  ╋うしかは, つっ っ くぇこなか-
くけ さっょくけ きかぇょう しこっちうぇかうしすう,  
きぇおぇさ う し きうくうきぇかっく しすぇあ, くけ し 
ゃうしけお ちっくい う し あっかぇくうっ いぇ おゃぇ-
かうそうおぇちうは, ょぇ ぉなょぇす しすうきせかう-
さぇくう きぇすっさうぇかくけ. 〈けゃぇ っ  っょうく 
けす くぇつうくうすっ いぇ いぇょなさあぇくっすけ くぇ  
きかぇょう たけさぇ, けしけぉっくけ ゃ  くっこさう-
ゃかっおぇすっかくう こさけういゃけょしすゃぇ う おな-
ょっすけ こけ すさぇょうちうは うきぇ ょっそうちうす 
くぇ きかぇょう たけさぇ う くぇ しこっちうぇかう-
しすう. ╄あっゅけょくうすっ ぇすっしすぇちうう とっ 
しぇ ゃうょ しすうきせか いぇ けくっいう きかぇょう 
たけさぇ, おけうすけ ゃなこさっおう  きぇかおうは 
しう しすぇあ,  きけゅぇす ょぇ しかけあぇす ょけし-
すぇ こけ-ょなかゅけゅけょうてくう さぇぉけすくうちう  
„ゃ ょあけぉぇ しう”, いぇとけすけ くっ ゃないさぇし-

すすぇ っ きっさうかけ いぇ けこうすぇ. 
┿い かうつくけ しこけょっかはき そうかけしけ-

そうはすぇ, つっ いぇ さぇゃっく すさせょ しかっょゃぇ 
ょぇ しっ こけかせつぇゃぇ う さぇゃくけ いぇこかぇ-
とぇくっ.  ]こけさっょ きっく ゃないくうおくぇかけ-
すけ くぇこさっあっくうっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ すせ-
てうさぇ くぇ こさうくちうこぇ くぇ さぇいせきっく 
ょうぇかけゅ, さぇいぉうさぇくっ くぇ こさけぉかっきぇ 
う さぇいせきくう おけきこさけきうしう けす ょゃっ-
すっ しすさぇくう. ′け くっとぇすぇ しぇ ういゃなく 
そうさきぇすぇ う しぇ すゃなさょっ くぇぉけかっかう. 

‶けょゅけすゃう: ぅくぇ 〈さうそけくけゃぇ  

***

 ‶けいうちうは くぇ さっょぇおすけさぇ: 
¨つっゃうょくけ っ, つっ さっそけさきぇすぇ, 

こさっょこさうっすぇ けす おぇぉうくっすぇ, こけ 
けすくけてっくうっ くぇ ゃょうゅぇくっすけ くぇ 
ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうは くはきぇ ょぇ っ 
こけ きはさおぇ くぇ ゃしっおう. ╇ くはきぇ おぇお. 
╆ぇとけすけ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ しすぇゃぇ 
ょせきぇ いぇ たうかはょう しなょぉう. ╇  たうかは-

ょう こさぇゃょう. ╇ ゃしっおう しなし しけぉしす-
ゃっくうすっ しう ょけゃけょう. 
′けさきぇかくけ う さぇいぉうさぇっきけ っ 

しうくょうおぇすうすっ ょぇ さけこすぇはす, くっ-

ょけゃけかくうすっ ょぇ しぇ きくけゅけ,  ぇ ょけ-

ゃけかくう  ょぇ しぇ しぇきけ きぇかちうくぇすぇ 
きぇおさけうおけくけきうしすう う そうくぇくしうし-
すう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ こさけつっすぇす う 
けすゃなょ ちうそさうすっ う  ぉさけは ╄╂′-すぇ, 
けこぇさっくう けす こさけきはくぇすぇ.  

ういさぇしすゃぇくっ. ′っ ぉうかけ かっしくけ, 
けとっ こけゃっつっ, つっ う ゅけょうくうすっ 
ぉうかう  すさせょくう. ╆ぇすけゃぇ しっゅぇ うし
おさっくけ しうきこぇすういうさぇ くぇ しうくけ
ゃっすっ しう, くぇたなしぇくう ょぇ しかっょゃぇす  
きっつすうすっ しう. 
╇くあっくっさ ╃けぉさっゃ くっ おさうっ, つっ 

しっ ゅけさょっっ し ょゃっすっ しう こけさぇしくぇ
かう きけきつっすぇ.  
╉ぇすけ さけょうすっか ゅかっょぇ ゃしっ ょぇ 

うき こけきぇゅぇ, いぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ 
しすうゅくぇす こけ-ょぇかっつ. 
〈けえ しぇきうはす ゃっつっ くっ こけきくう 

ょっすしおぇすぇ しう きっつすぇ, くけ こさう
いくぇゃぇ, つっ しっ つせゃしすゃぇ とぇしすかうゃ 

し こけしすうゅくぇすうすっ しう あうすっえしおう 
たけさういけくすう. 
╇ いぇとけすけ けぉうつぇ さっょぇ, ょけぉさっ 

しゃなさてっくぇすぇ さぇぉけすぇ,  しこけょっ
かうか こさっょう つっすうさう ゅけょうくう おぇ
せいぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく
かなお, きぇおぇさ こけかうすうおぇすぇ ょぇ くっ 
ゅけ ういおせてぇゃぇ う くうおけゅぇ ょぇ くっ 
きせ っ ぉうかぇ ちっか. 
╁なこさっおう ゃしうつおけ っ せぉっょっく, 

つっ きけあっき ょぇ ゃなさゃうき くぇこさっょ, 
しぇきけ, ぇおけ ゃしっおう ょぇゃぇ けす しっぉっ 
しう きぇおしうきせきぇ う しっ しすぇさぇっ ょぇ っ 
こっさそっおちうけくうしす くぇ さぇぉけすくけすけ  
しう きはしすけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╆ぇとけすけ おぇおゃけすけ う ょぇ しっ ゅけゃけ
さう, しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ こぇさう う しう
ゅせさくけしす. ╇ いぇ すはたくぇすぇ かうこしぇ, 
おけはすけ くけしう おせこ くっこさっょゃうょうきう 
こけしかっょうちう. ╇ いぇ くっこさうっきぇ
くうは くぇ こしうたけかけゅうつっしおけ くうゃけ う 
ゃしっ けとっ くっけしないくぇす けす さっょけゃうは 
ぉなかゅぇさうく あっしすけお ょっきけゅさぇそしおう 
こさけぉかっき. ╇ そぇおす, つっ ぇおけ すぇおぇ 
は おぇさぇきっ, くはきぇ おけえ ょぇ こかぇとぇ 
こっくしううすっ くぇ ょくってくうすっ 40-ゅけ
ょうてくう. ′うすけ こなお くぇ せすさってくうすっ 
30-ゅけょうてくう. 
‶さけしすけ くはきぇ ょぇ うきぇ おけえ. 
╆ぇすけゃぇ っ けつっゃうょくけ, つっ すさはぉゃぇす 

おさせすう う きけあっ ぉう ょけさう くっこけこせ
かはさくう きっさおう. ╇ つっ くっこさっきっくくけ 
けくっいう, おけうすけ ょけしっゅぇ せしこはゃぇ
たぇ し すうたけ こせてっくっ うかう こなお しなし 
いぇこかぇたぇ いぇ ぉせくすけゃっ こけょ こぇゅけく, 

ょぇ しっ さぇいょっかはす し つぇしす けす  たせぉぇ
ゃうくうすっ, おけうすけ うきぇたぇ ょけしっゅぇ. ╇ 
つっ おぇぉうくっすなす しかっょゃぇ ょぇ くぇきっさう 
しうかう う おせさぇあ う いぇ すぇいう くっこけこせ
かはさくぇ きはさおぇ. 
╆ぇとけすけ, くぇえ-きぇかおけすけ いゃせつう 

くはおぇお すゃなさょっ さっすさけ, くぇゅかけ  う 
くっせょけぉくけ 22 ゅけょうくう しかっょ ‶さけ
きはくぇすぇ こぇお ょぇ しっ ょっかうき くぇ いぇ
しかせあうかう う くっいぇしかせあうかう. ′ぇ  
ぇおすうゃくう う こけ-きぇかおけ ぇおすうゃくう.   
′はおぇお くっせょけぉくけ っ ょぇ しっ こっく
しうけくうさぇて くぇ 42 うかう くぇ 45, ゃ 
さぇいちゃっすぇ くぇ しうかうすっ しう, う ょぇ 
すなさしうて くけゃう たけさういけくすう いぇ さっ
ぇかういぇちうは.  
╁しうつおう しきっ ゅさぇあょぇくう くぇ ょなさ

あぇゃぇすぇ う こさけぉかっきうすっ しっ くけしはす 
う しこけょっかはす けす ゃしうつおう. ╀かぇゅうくう
すっ しなとけ.

╉けっすけ とっ さっつっ, つっ とけき っょうく 
とっ すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすう きぇかおけ 
こけゃっつっ, いぇ ょぇ うきぇ こけゃっつっ, すけ う 
くはおけう ょさせゅう しかっょゃぇ うかう ょぇ さぇ
ぉけすはす きぇかおけ こけゃっつっ, うかう こけくっ 
ょぇ しっ さぇいょっかはす し くはおけう こさう
ゃうかっゅうう, いぇ ょぇ しっ ぉぇかぇくしうさぇ 
しうしすっきぇすぇ.  ╇ つっ すけゃぇ くはきぇ ょぇ 
っ っょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ とっ しかっょ
ゃぇ... いぇ ょなかゅうすっ ゅけょうくう かうこしぇ 
くぇ ょなさあぇゃくうつっしおう おせさぇあ う 
ょぇかくけゃうょくけしす.  
╇くぇつっ ゃ すぇいう しそっさぇ けすょぇゃくぇ 

は おぇさぇきっ くぇ さっいっさゃくけ いぇたさぇく
ゃぇくっ, こさう すけゃぇ けす ぇおせきせかぇすけさ う 
ゃ しおけさけ ゃさっきっ こなかくけすけ ういすけとっ
くうっ こさっょしすけう. 
┿きう すけゅぇゃぇ? 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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』うしすぇ しかせつぇえくけしす っ, つっ 
すけいう くぇ こさなゃ こけゅかっょ しせ-

さけゃ, くけ し きけきつっておけ ういかなつ-
ゃぇくっ, きなあ こけっきぇ こなすは おなき 
„┿さしっくぇか”┿╃, こさっゃなさくぇか しっ 
こけ-おなしくけ いぇ くっゅけ ゃ しなょぉぇ. 
╁っつっ つっすゃなさす ゃっお ゃなさゃう こけ 
くっゅけ, し きぇかなお „っおてなく”, おぇお-
すけ すけえ くぇさうつぇ おさぇすおけすけ しう 
ういかういぇくっ ういゃなく こけさすぇかぇ くぇ 
そうさきぇすぇ, ゃ けくっいう しきせすくう 
ゃさっきっくぇ, おけゅぇすけ ょうさっおすけさ っ 
うくあ. ‶っすなさ ╃っきうさっゃ. ╋ぇか-
おけ こけ-おなしくけ こけおけえくうはす ╉させき 
》さうしすけゃ ゅけ ゃさなとぇ けすくけゃけ... ゃ 
しなょぉけゃくうは こなす. 』っ こなすはす おなき 
„┿さしっくぇか” いぇ うくあ. ╂っけさゅう  ╃け-
ぉさっゃ - ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 3, っ 
すけつくけ すぇおなゃ,  そぇおすなす っ しぇきう-
はす きせ あうゃけす. ╁しうつおけ ゃぇあくけ う 
しおなこけ いぇ くっゅけ, し ういおかのつっくうっ 
くぇ しっきっえしすゃけすけ きせ, っ しゃなさいぇ-
くけ し „┿さしっくぇか”. ╋ぇおぇさ つっ くっ っ 
こけすけきなお くぇ すぇおぇゃぇ そぇきうかうは, 
ぇ ゃなゃ ゃっくうすっ きせ ょぇ すっつっ つうさ-
こぇくしおぇ おさなゃ. ′はおぇお かけゅうつくけ 
こけこぇょぇ ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ しすうこっく-
ょうぇくすうすっ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ くぇ-
つぇかけすけ くぇ 80-すっ ゅけょうくう. ╋ぇ-
おぇさ ゃっつっ  ょぇ こさうっす しすせょっくす ゃ 
]けそうは こけ しゃなさいけつくぇ すったくうおぇ, 
しかっょゃぇえおう しっきっえくぇすぇ すさぇょう-
ちうは. ‶さうはすっかう ゅけ くぇしけつゃぇす 
おなき ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ, いぇとけ-
すけ ぉうか くっゃっさけはすっく ゅさぇょ. 〈ぇき 
いぇゃなさてうかうはす きぇすっきぇすうつっ-
しおぇ ゅうきくぇいうは ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
つうさこぇくかうは  いぇこうしゃぇ „╀ぇさせすう 
う すゃなさょう さぇおっすくう ゅけさうゃぇ”. 
╆ぇゃなさてゃぇ しこっちうぇかくけしすすぇ う 
ゃっつっ 25 ゅけょうくう けす あうゃけすぇ しう 
こけしゃっとぇゃぇ くぇ すはた. ] くぇきうゅぇ-
くっ こさういくぇゃぇ, つっ う あうゃけすなす きせ 
っ そけえっさゃっさお, きぇおぇさ う くっ けす 

しうかくけ っおしこかけいうゃくうすっ. 
╁ せくうゃっさしうすっすぇ しさっとぇ くっ-

ゃっさけはすくけ つぇさけゃくぇすぇ させしおうくは 
╄かっくぇ, おけはすけ くはおけかおけ ゅけょうくう 
こけ-おなしくけ しすぇゃぇ ╃けぉさっゃぇ う いぇ-
っょくけ し きかぇょうは うくあっくっさ こさうし-
すうゅぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈せお ╄かっくぇ 
いぇゃなさてゃぇ させしおぇ そうかけかけゅうは う 
ぇくゅかうえしおう う ゃ きけきっくすぇ さぇぉけ-
すう おぇすけ こさっこけょぇゃぇすっか ゃ くぇえ-
ゅけかはきけすけ けぉとうくしおけ せつうかうとっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╆ぇ しっぉっ しう くぇしすけはとうはす ょう-

さっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 3 くっ けぉうつぇ 
きくけゅけ ょぇ ゅけゃけさう. ╉ぇすけ すうこう-
つっく こさっょしすぇゃうすっか くぇ いくぇおぇ くぇ 
]すさっかっちぇ. 
[ぇぉけすけたけかうお っ う すけゃぇ かうつう 

けす くぇつうくぇ, こけ おけえすけ  しっ けすくぇしは 
し おけかっゅうすっ しう う しゃけうすっ ぇくゅぇ-
あうきっくすう. ‶さういくぇゃぇ, つっ けぉうつぇ 
ゃしうつおけ ょぇ ゃなさゃう こけ こかぇく う つっ 
すさせょくけ こさけとぇゃぇ ゅさっておうすっ, 
けしけぉっくけ おけゅぇすけ しぇ けす くっぉさっあ-
くけしす. [ぇぉけすぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
ゃなさてう くぇゃさっきっ, おぇいゃぇ ょうさっお-
すけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 3 う こさういくぇゃぇ, 
つっ っ しすさけゅ し こけょつうくっくうすっ しう. 
╃うさっおすけさ っ こけ ぉのさけ う きけきつっ 
こけ ょせてぇ. ╋けきつっておけすけ しこぇしは-
ゃぇ し うゅさぇ くぇ おぇさすう, こさっゃなさ-
くぇすぇ ゃ しすさぇしすくけ たけぉう. ╂っけさゅう 
╃けぉさっゃ っ しすさぇしすっく うゅさぇつ  くぇ 
しこけさすっく ぉさうょあ. ¨とっ けす しすせ-
ょっくす. ╃けさう ゃ けくっいう ゅけょうくう, ぇ 
う しっゅぇ しっ はゃはゃぇ う くぇ すせさくうさう. 
╁ こけしかっょくけ ゃさっきっ ゅけ しこなゃぇ 
けぉぇつっ かうこしぇすぇ くぇ ょけぉなさ こぇさす-
くぬけさ - くっとけ ぉっいおさぇえくけ ゃぇあくけ 
いぇ すぇいう うゅさぇ.  ╃させゅぇすぇ すぇえくぇ 
くぇ こけぉっょぇすぇ ゃ しこけさすくうは ぉさう-
あょ っ きぇすっきぇすうつっしおぇすぇ きうしなか. 
] くっは くはきぇき こさけぉかっき, おぇいゃぇ 
ぉさうょあけさなす. 

¨すゃなょ すぇいう しう たぇいぇさすくぇ 
しすさぇしす, ゃ あうゃけすぇ, ょうさっおすけさなす 
くぇ ╆ぇゃけょ 3 っ しっさうけいっく う こさっ-
きっさっく つけゃっお. ╉けえすけ けぉぇつっ くっ 
けしすぇゃぇ さぇゃくけょせてっく おなき きせいう-
おぇすぇ くぇ ょけぉさけすけ しすぇさけ ゃさっきっ, 
さけおぇ, させしおぇすぇ おかぇしうおぇ う おさう-
きうくぇかくうすっ さけきぇくう. ╉ぇつっしすゃっ-
くうすっ こさっこさけつうすぇ. 
′ぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ うきぇか う 

ょさせゅぇ しすさぇしす - さうぉけかけゃなす, くけ 
すは こぇょくぇかぇ ゃ あっさすゃぇ くぇ さぇぉけ-
すぇすぇ. 
╉けゅぇすけ ぉはた ょうさっおすけさ くぇ 

╉けきこかっおし 2- けぉっょうくはゃぇと さぇ-
ぉけすぇすぇ こさぇおすうつっしおう くぇ ょゃぇ 
いぇゃけょぇ, ぉってっ きくけゅけ すさせょくけ. 
[ぇぉけすったきっ ょけ こけかせくけと, くぇかぇ-
ゅぇたぇ しっ くけゃう ういょっかうは, うしおぇてっ 
しっ しぇきけあっさすゃぇ. 〈けゅぇゃぇ くはおな-
ょっ ういゅせぉうた ゃさっきっすけ いぇ さうぉけ-
かけゃ, こさういくぇゃぇ ╂っけさゅう ╃けぉさっゃ. 
╃うさっおすけさなす くっ おさうっ, つっ せゃぇ-

あぇゃぇ う ちっくう たけさぇすぇ, おけうすけ 
いくぇはす ちっくぇすぇ しう, すっあぇす しう 
くぇ きはしすけすけ しう う しぇ ゃっさくう くぇ 
おぇせいうすっ, くぇ おけうすけ しぇ しっ こけし-
ゃっすうかう. ╆ぇすけゃぇ う くっ けぉうつぇ 
こぇさぇてせすうしすうすっ う きさぇゃおうすっ けす 
ゃしはおぇおなゃ さけょ ゃ あうゃけすぇ. 
╃なかゅう ゅけょうくう っ こさっょぇく くぇ 

っょくぇ こぇさすうは, けぉうつぇ っょくぇ 
あっくぇ う  とぇしすかうゃ  しっ つせゃしすゃぇ, 
おけゅぇすけ かのぉうきうすっ たけさぇ けおけかけ 
くっゅけ しぇ ょけぉさっ. 
╉けゅぇすけ いぇこけつゃぇ こなさゃぇすぇ しう 

さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, けすくけゃけ 
ゃ ╆ぇゃけょ 3, こさっい 1986 ゅけょうくぇ 
おぇすけ すったくけかけゅ,  くっ しう っ こさっょ-
しすぇゃはか, つっ う 50-すぇ しう ゅけょうて-
くうくぇ とっ こけしさっとくっ ゃ しなとうは 
いぇゃけょ おぇすけ... くっゅけゃ ょうさっおすけさ,  
きうくぇか こさっょう すけゃぇ  こなかくうは 
ちうおなか くぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ 

‶なさゃけすけ けぉせつっくうっ いぇ 
ぉさぇくて „╋ぇてうくけしすさけっ

くっ” こけ こさけっおす „[ぇいさぇぉけすゃぇくっ 
う ゃくっょさはゃぇくっ くぇ うくそけさきぇ
ちうけくくぇ しうしすっきぇ いぇ けちっくおぇ 
くぇ おけきこっすっくちううすっ くぇ さぇぉけす
くぇすぇ しうかぇ こけ ぉさぇくてけゃっ う 
さっゅうけくう”, おなょっすけ こうかけすくけ 
こさっょこさうはすうっ っ „┿さしっくぇか” 
┿╃, しっ こさけゃっょっ こさっい くけっき
ゃさう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶さけっおすなす しっ 
けしなとっしすゃはゃぇ けす ╀]╉-/ ╀なか

ゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ/- 
]なのい くぇ ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし 
し そうくぇくしけゃぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ 
¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇい
ゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ さっしせさしう” 
2007-2013ゅ., しなそうくぇくしうさぇ
くぇ けす ╄ゃさけこっえしおうは しけちうぇかっく 
そけくょ  う [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは.  
╂さぇょ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ ゅっ

けゅさぇそしおう う うくょせしすさうぇかっく 
ちっくすなさ くぇ しすさぇくぇすぇ, ぉっ けこ
さっょっかっく いぇ ょけきぇおうく くぇ しさっ
とぇすぇ, しなぉさぇかぇ くぇ 10 う 11 
くけっきゃさう こさっょしすぇゃうすっかう けす 
けすょっかうすっ „』けゃっておう さっしせさしう”, 
せこさぇゃうすっかう う すったくうつっしおう さな
おけゃけょうすっかう けす きぇてうくけしすさけ
うすっかくう こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇ

くぇすぇ, しさっょ おけうすけ:  „]こぇさすぇお” 
┿╃ - ゅさ. ╀せさゅぇし, „┿きっす” - ゅさ. 
]けそうは, „╆╋╋ ]かうゃっく” ┿╃ ゅさ. 
]かうゃっく, „╀っしすすったくうおぇ - 〈╋” 
┿╃ - ゅさ. [ぇょけきうさ, „╀ぇかおぇく
おぇさ-[っおけさょ”┿╃ - ゅさ.‶かけゃょうゃ, 
„′. ╁ぇこちぇさけゃ”┿╃ - ゅさ. ‶かっ
ゃっく, „》さぇくうくゃっしす-》╋╉”┿╃ 
- ゅさ. ]す. ╆ぇゅけさぇ, „╋+C 》う
ょさぇゃかうお” ┿╃ う „┿さしっくぇか” ┿╃ 
- ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, し こさっょしすぇゃう
すっかう ╋ぇさうは ╃けつおけゃぇ けす ¨す

ょっか „╉ぇょさう” う ]っさゅっえ ]はさけゃ, 
くぇこさぇゃかっくうっ ¨╄〈.
„¨しくけゃくうすっ きけきっくすう ゃ すけゃぇ 

こなさゃけ けぉせつっくうっ いぇ ぉなょっとう 
けちっくうすっかう くぇ おけきこっすっくちうう 
ぉはたぇ しゃなさいぇくう し ぇくぇかういぇ, 
こさけっおすうさぇくっすけ う けちっくおぇすぇ 
くぇ ょかなあくけしすうすっ ゃ ぉさぇくてぇ, 
おぇおすけ う し けこさっょっかっくうっすけ, 
こさうかけあっくうっすけ う こさうきっさう
すっ いぇ おけきこっすっくちうう う おけき
こっすっくすくけしすっく きけょっか /╉╋/. 
╁ こさっょゃぇさうすっかくう さぇぉけすくう 
しさっとう ぉっ けすさぇいっく うくすっさっし 
くぇ こうかけすくうすっ こさっょこさうはすうは 
いぇ さぇいさぇぉけすゃぇくっ う っゃっくすせ
ぇかくけ ゃくっょさはゃぇくっ くぇ おけき
こっすっくすくけしすくう きけょっかう いぇ 

おかのつけゃう ょかなあくけしすう おぇすけ うく
あっくっさ-おけくしすさせおすけさ, うくあっ
くっさ-すったくけかけゅ, おけくすさけかぬけさ 
こけ おぇつっしすゃけ, くぇしすさけえつうお う 
けこっさぇすけさ くぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう; てかけしっさ, そさっいうしす う 
ょさせゅう, おけきっくすうさぇ いぇ „〈さうぉせ
くぇ ┿さしっくぇか” ]っさゅっえ ]はさけゃ. 
╉かのつけゃぇ ょかなあくけしす っ すぇいう, 

おけはすけ っ けす いくぇつっくうっ いぇ こけ
しすうゅぇくっ くぇ しすさぇすっゅうはすぇ くぇ 
おけきこぇくうはすぇ う っ おけくちっく
すさうさぇかぇ ゃ しっぉっ しう おかのつけゃう 
いくぇくうは, さってっくうは う/うかう いくぇ
つうすっかくけ ゃかうはくうっ, けぉはしくうたぇ 
せつぇしすくうちうすっ けす けぉせつっくうっすけ 
こさっょ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.  
¨ぉせつっくうっすけ こけおぇいぇ, つっ 

きくけゅけ けす せつぇしすくうちうすっ ゃ くっゅけ 
うきぇす しゃけう うくすっさこさっすぇちうう いぇ 
„おけきこっすっくちうは”, くけ おぇすけ くぇえ
すけつくぇ ょっそうくうちうは かっおすけさう
すっ ょぇょけたぇ: „]なゃおせこくけしす けす 
せきっくうは, いくぇくうは, くぇゅかぇしう う 
こけゃっょっくうは くぇ しかせあうすっかうすっ 
いぇ こけしすうゅぇくっ くぇ さっいせかすぇすう 
ゃ ょぇょっくぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
さけかは.” ╉けきこっすっくすくけしすくうはす 
きけょっか っ しぉけさ けす さぇいかうつくう 
おけきこっすっくちうう, けさゅぇくういうさぇくう 
こけ くぇつうく, こけ おけえすけ くぇえ-ょけ
ぉさっ けすゅけゃぇさはす くぇ こけすさっぉ
くけしすうすっ くぇ ょぇょっくぇ けさゅぇくう
いぇちうは, ぉってっ けぉはしくっくけ くぇ 
せつぇしすくうちうすっ ゃ けぉせつっくうっすけ.
╉ぇおすけ しこけょっかう ╋ぇさうは ╃け

つおけゃぇ, „ぇおけ ゃいっきっき かうょっさ
しすゃけすけ, おぇすけ っょくぇ きくけゅけ 
ょうしおせすうさぇくぇ う っおしこかけぇすう
さぇくぇ, ゃ ょけぉさうは しきうしなか くぇ 
ょせきぇすぇ „おけきこっすっくちうは”, いぇ 
すけいう しかせつぇえ, しこっちうぇかうしすう
すっ こけ つけゃっておう さっしせさう ぉうたぇ 
けこうしぇかう くはおけかおけ  こさうきっさ
くう さぇぉけすくう いぇょなかあっくうは う 
こさけそっしうけくぇかくう おぇつっしすゃぇ: 
すさはぉゃぇ ょぇ せこさぇゃかはゃぇ っおうこぇ 
う ょぇ こさけゃっあょぇ きっくうょあなさしおう 

けぉせつっくうは, ょぇ さぇいこさっょっかは いぇ
ょぇつう, ょぇ しなぉうさぇ っおうこぇ しう くぇ 
しさっとう; ょぇ ぉなょっ っおうこっく うゅ
さぇつ う ょぇ ょぇゃぇ かうつっく こさうきっさ; 
ょぇ うきぇ ょなかゅけゅけょうてっく けこうす 
おぇすけ かうょっさ.” 
„[ぇぉけすくぇすぇ おけきこっすっくちうは くっ 

っ おけさっおすくけ さぇいこうしぇくぇ, いぇ
とけすけ すは くっ けすゅけゃぇさは くぇ ゃぇ
あっく ゃなこさけし - ╉┿╉? すさはぉゃぇ 
ょぇ ゃなさてうき さぇぉけすぇすぇ しう すせお. 
]かせあうすっかはす きけあっ ょぇ うきぇ 
くせあくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ う おゃぇ
かうそうおぇちうは いぇ ょぇょっくぇ ょかなあ
くけしす, くけ ょぇ くはきぇ こけゃっょっくう
はすぇ う くぇゅかぇしぇすぇ, つさっい おけうすけ 
ょぇ ゅう こさうかけあう きぇおしうきぇかくけ 
っそっおすうゃくけ くぇ さぇぉけすくけすけ しう 
きはしすけ. ]かっょ さっょぇおちうは くぇ 
おけきこっすっくちうはすぇ, こさうきっさうすっ 
いぇ こけゃっょっくうは とっ ぉなょぇす こけ-
はしくけ そけさきせかうさぇくう: ょっかっ
ゅうさぇ こさぇゃぇ う けすゅけゃけさくけしすう 
しこけさっょ けこうすぇ う きけすうゃぇちうは
すぇ くぇ おけかっゅうすっ しう; さっょけゃくけ 
ゃおかのつゃぇ っおうこぇ しう ゃなゃ ゃいう
きぇくっ くぇ さってっくうは; しこかけすはゃぇ 
っおうこぇ しう ゃ おさういうしくう きけきっく
すう; ょぇゃぇ かうつっく こさうきっさ, おぇすけ 
こけょおさっこは けさゅぇくういぇちうけくくうすっ 
ちっくくけしすう う こさうくちうこう.”- けす
ぉっかはいぇ けとっ ╃けつおけゃぇ.
]こけさっょ こさけっおすぇ, ゃなゃ ゃしっ

おう おけきこっすっくすくけしすっく きけょっか 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす いぇかけあっくう 
うょっうすっ くぇ すさうすっ こけしすせかぇすぇ くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ – きうしうは, ゃういうは う 
しすさぇすっゅうは. „┿さしっくぇか” ┿╃ うきぇ 
けしくけゃくぇ しすさぇすっゅうつっしおぇ ちっか う 
すは っ いぇこうしぇくぇ ゃ ‶けかうすうおぇすぇ 
こけ おぇつっしすゃけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ: 
„╃ぇ ぉなょっ こなさゃう さぇぉけすけょぇすっか 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ うおけくけきうおぇ 
う しすさせおすけさけけこさっょっかはと うくけ
ゃぇちうけくっく う こさけういゃけょしすゃっく 
ちっくすなさ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ きぇ
てうくけしすさけうすっかくぇ うくょせしすさうは.” 
╁ „┿さしっくぇか” ┿╃ こさっょしすけう 

せすゃなさあょぇゃぇくっ くぇ おけきこっすっくす
くけしすっく きけょっか いぇ つぇしす けす うい
ぉさけっくうすっ こけ-ゅけさっ ょかなあくけしすう 
ゃ ╆ぇゃけょぇ いぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう, こけ-ういゃっしすっく おぇすけ 
╆ぇゃけょ 5, しすぇくぇ はしくけ しかっょ 
けぉせつっくうっすけ. 〉しこってくけすけ さぇい
ゃうゃぇくっ う ゃくっょさはゃぇくっ くぇ 
きけょっかうすっ ぉう しっ ゃこうしぇかけ ゃ 
こさけちっしうすっ こけ けさゅぇくういうさぇくっ 
う けこうしぇくうっ くぇ ょかなあくけしすう
すっ, くぇぉうさぇくっ くぇ こっさしけくぇか, 
せこさぇゃかっくうっ くぇ すさせょけゃけすけ 
ういこなかくっくうっ, ゃないくぇゅさぇあょっ
くうはすぇ う せこさぇゃかっくうっすけ くぇ すぇ
かぇくすうすっ.
╋けょっかなす ぉう ぉうか せしこってっく, 

ぇおけ しっ ゃないこさうっきっ くぇえ-こなさゃけ 
けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ いぇゃけょぇ, 
ゃ おけえすけ とっ しっ ゃくっょさはゃぇ, けす
ぉっかはいぇ こけ ゃさっきっ くぇ しっきうくぇさぇ 
けぉせつぇゃぇとうはす ╃けぉさうく ‶ぇょぇか
しおう. ]ぇきうすっ さなおけゃけょうすっかう 
くぇ けすょっかう, いゃっくぇ う ちったけゃっ っ 
くせあくけ ょぇ しぇ こさうきっさ いぇ しこぇい
ゃぇくっ う さぇいゃうゃぇくっ くぇ きけょっかぇ 
くぇ さぇぉけすくけ こけゃっょっくうっ. 
╉けきこっすっくすくけしすくうはす きけょっか 

っ くけしうすっか くぇ しすさぇすっゅうはすぇ 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ, すぇおぇ つっ すけえ 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ ういこけかいゃぇく 
おぇすけ うくしすさせきっくす いぇ こけゃうてぇ
ゃぇくっ くうゃけすけ くぇ すさせょけゃけすけ 
こさっょしすぇゃはくっ う こさけういゃけょう
すっかくけしす, ぇ くっ ょぇ しっ さぇいゅかっあ
ょぇ こさけしすけ おぇすけ ぇくっおし おなき  
ょかなあくけしすくぇすぇ たぇさぇおすっさうし
すうおぇ うかう ょかなあくけしすくうすっ いぇ
ょなかあっくうは, っ っょくけ けす けしくけゃ
くうすっ いぇおかのつっくうは けす こなさゃけすけ 
けぉせつっくうっ こけ こさけっおすぇ くぇ ╀]╉, 
おけっすけ しっ こさけゃっょっ ゃ ╉ぇいぇく
かなお.

〈┿ 
╋ぇすっさうぇかなす っ こけょゅけすゃっく 
しなし しなょっえしすゃうっすけ くぇ  けす
ょっか „╉ぇょさう” ゃ „┿さしっくぇか”

╋けきっくす けす けぉせつっくうっすけ

]なし しっきっえしすゃけすけ

ǲǨǳǭǵǬǨǸ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

02 ょっおっきゃさう - 110 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
ちうゅせかぇさおぇ こさけそ. ′っょはかおぇ ]うきっけくけゃぇ; 1983 - 〉きうさぇ こうしぇすっ-
かはす ‶ぇゃっか ╁っあうくけゃ - „╃なた くぇ ぉぇょっきう“, „╀ぇさうっさぇすぇ“, „╁すけさぇ 
さけすぇ“, „′けとっき し ぉっかうすっ おけくっ“, „]かっょうすっ けしすぇゃぇす“, „〈さうきぇすぇ けす 
いぇこぇしぇ“ , „]こっちうぇかうしす こけ ゃしうつおけ“, „′ぇ ゃしっおう おうかけきっすなさ“; 115 
ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ きぇさてぇか ╂っけさゅうえ ╅せおけゃ, さなおけゃけょうか こけ 
ゃさっきっすけ くぇ ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ とせさきぇ くぇ ╀っさかうく.
03 ょっおっきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ たけさぇすぇ し せゃさっあ-

ょぇくうは; 1929 - [けょっくぇ っ ぇおすさうしぇすぇ ╊っけくすうくぇ ┿さょうすう, さぇぉけすう-
かぇ ゃ さっょうちぇ ぉなかゅぇさしおう すっぇすさう, ゃ す.つ. う ゃ ╉ぇいぇくかなお; 1967 - ╁ 
ぃあくぇ ┿そさうおぇ ╉さうしすうはく ╀っさくぇさょ ういゃなさてゃぇ こなさゃぇすぇ ゃ しゃっすぇ 
すさぇくしこかぇくすぇちうは くぇ つけゃっておけ しなさちっ.
04 ょっおっきゃさう - ╁きつちぇ ╁ぇさゃぇさぇ う こさっこ. ╈けぇく ╃ぇきぇしおうく. ╁ 

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 ╁ぇさゃぇさぇ - けす ゅさ. けいく. つせあ-
ょっくおぇ; 1979 - ′ぇ 17-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす しっ しぇきけせぉうゃぇ こけっすっしぇすぇ 
‶っすは ╃せぉぇさけゃぇ /“┿い う きけさっすけ”/.
05 ょっおっきゃさう - ‶さっこ. ]ぇゃぇ ¨しゃっとっくう - ]ぇゃうくょっく. ╋っあ-

ょせくぇさけょっく ょっく くぇ ょけぉさけゃけかちうすっ; 220 ゅ. けす しき. くぇ ╋けちぇさす 
- せきうさぇ ゃなゃ ╁うっくぇ くぇ 35 ゅけょうくう; 110 ゅ. けす さけあょ. くぇ ぇくうきぇすけさぇ 
〉けかす ╃うしくっえ, しないょぇすっか けぉさぇいうすっ くぇ ╋うおう ╋ぇせし う ╃けくぇかょ ╃なお; 
1993 - ‶さけゃっょっく っ こなさゃうはす きけぉうそけくっく さぇいゅけゃけさ ゃ ╀なかゅぇさうは.
06 ょっおっきゃさう - ]ゃ.′うおけかぇえ ╋うさかうおうえしおう 』せょけすゃけさっち - ′う-

おせかょっく. ′うおけかぇえ - けす ゅさ. けいく. こけぉっょうすっか; ‶さけそっしうけくぇかっく 
こさぇいくうお くぇ ぉぇくおっさうすっ, さうぉぇさうすっ う すなさゅけゃちうすっ; 1945 - ‶ぇすっく-
すけゃぇくぇ っ きうおさけゃなかくけゃぇすぇ こっつおぇ; 1998 - ╁ し. ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ 
ぉっ けすおさうすぇ ちなさおゃぇ - “]ゃ.′うおけかぇえ 』せょけすゃけさっち”.
07 ょっおっきゃさう - 1909 - [けょっく っ ′うおけかぇ ╁ぇこちぇさけゃ. ‶ぇすさけくっく 

こさぇいくうお くぇ ]¨〉 “′うおけかぇ ╁ぇこちぇさけゃ” - ╉ぇいぇくかなお; 1989 - ]ない-
ょぇょっく っ ]╃].
08 ょっおっきゃさう - ‶さぇいくうお くぇ しすせょっくすうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは; 

1980 - 〉ぉうす っ ╃あけく ╊っくなく. ‶さけしすさっかはく っ ぉかういけ ょけ ょけき しう けす 
╋ぇさお 』ぇこきぇく, くぇ おけゅけすけ こけ-さぇくけ しなとうは ょっく っ ょぇか ぇゃすけゅさぇそ.
09 ょっおっきゃさう - ╆ぇつぇすうっ くぇ ]ゃ. ┿くくぇ. ┿くうくょっく - ╃っく くぇ きぇ-

ゅぬけしくうちうすっ. ┿くぇ - けす っゃさ. けいく. ぉかぇゅけょぇす; ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく いぇ ぉけさぉぇ し おけさせこちうはすぇ; 1842 - ╁ ┿くゅかうは しっ こけはゃはゃぇす 
こなさゃうすっ おけかっょくう おぇさすうつおう; 1884 - ‶ぇすっくすけゃぇくう しぇ さけかおけゃうすっ 
おなくおう.
10 ょっおっきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ こさぇゃぇすぇ くぇ つけ-

ゃっおぇ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ さぇょうけ- う すっかっゃういけくくうすっ 
こさけゅさぇきう いぇ ょっちぇ; 1998 - ′] けすきっくう しきなさすくけすけ くぇおぇいぇくうっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは う ゅけ いぇきっくう し ょけあうゃけすっく いぇすゃけさ ぉっい こさぇゃけ くぇ こけ-
きうかゃぇくっ; 1989 - ‶さっょ しすぇょうけくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ こさけゃっょっく こなさ-
ゃうはす ょっきけおさぇすうつっく きうすうくゅ.
11 ょっおっきゃさう - ╃っく くぇ ′ぇちうけくぇかくけすけ しょさせあっくうっ くぇ 

けぉとうくうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ すぇくゅけすけ; 
╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ こかぇくうくぇすぇ; 1843 - [けょっく っ [けぉっさす 
╉けた - くっきしおう せつっく, せょけしすけっく し ′けぉっかけゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ いぇ きっょうちう-
くぇ いぇ ういしかっょゃぇくうはすぇ きせ ゃなさたせ すせぉっさおせかけいぇすぇ う けすおさうゃぇくっすけ 
くぇ くっえくうは こさうつうくうすっか; 1946 - ]ないょぇょっくぇ っ きっあょせくぇさけょくぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは 〉′╇『╄《.
12 ょっおっきゃさう - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ ょっえしすゃうっすけ; 

]ゃ.]こうさうょけく, こけおさけゃうすっか くぇ いぇくぇはすつううすっ; 1938 - ╁ ゅさ. ╃せこ-
くうちぇ っ さけょっくぇ ′っゃっくぇ ╉けおぇくけゃぇ, し くぇょ 50 さけかう ゃ おうくけすけ; 
1930 - [けょっく っ こうしぇすっかはす 』うくゅうい ┿えすきぇすけゃ /“╃あぇきうかは”, “╃っ-
くはす っ こけ-ょなかなゅ けす ゃっお”, “╂けかゅけすぇ”/.
13 ょっおっきゃさう - 1888 - 〉きうさぇ ╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう - こなさゃう-

はす ぉなかゅぇさしおう ょせたけゃっく ゅかぇゃぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ しかっょ せつさっ-
ょはゃぇくっすけ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ っおいぇさたうは; 1519 - ╄おしこっょうちうはすぇ くぇ 
╋ぇゅっかぇく こさうしすうゅぇ ゃ ╀さぇいうかうは - すけゃぇ っ こなさゃけすけ けおけかけしゃっすしおけ 
こなすってっしすゃうっ, こさけょなかあうかけ 3 ゅけょうくう う 14 ょくう う ょけおぇいぇかけ おなか-
ぉけゃうょくぇすぇ そけさきぇ くぇ ╆っきはすぇ.
14 ょっおっきゃさう - ╃っく くぇ ゃっすっさうくぇさくけ-きっょうちうくしおうは おけく-

すさけか; 1995 - ╉′]╀ っ こさうっすぇ いぇ つかっく くぇ ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ おけく-
そっょっさぇちうは くぇ ]ゃっすけゃくうは こさけそしなのい; 1503 - [けょっく っ ╋うてっか ょぬけ 
′けしすさぇょぇき /′けしすさぇょぇきせし/ - そさっくしおう ぇしすさけかけゅ; 1924 - [けょっく っ 
[ぇょあ ╉ぇこせさ - うくょうえしおう おうくけぇおすぬけさ う こさけょせちっくす /“╀さけょはゅぇ”/.
15 ょっおっきゃさう – 1885 - ╁ ]けそうは っ さけょっく ぇおぇょ. ╇ゃぇく ╀ýさって, 

けしくけゃけこけかけあくうお くぇ いけけかけゅうつっしおぇすぇ くぇせおぇ ゃ ╀なかゅぇさうは; 1970 
- しなゃっすしおうはす おけしきうつっしおう おけさぇぉ “╁っくっさぇ-7” っ こなさゃうはす ぇこぇさぇす, 
おけえすけ おぇちぇ くぇ ょさせゅぇ こかぇくっすぇ - ╁っくっさぇ う こさっょぇゃぇ しうゅくぇか けす 
くっえくぇすぇ こけゃなさたくけしす; 1996 - ′ぇ すなさゅ ゃ ╊けし ┿くょあっかうし いぇ 244 
500 ょけかぇさぇ っ こさけょぇょっく けさうゅうくぇかなす くぇ そうかきぇ “¨すくっしっくう けす 
ゃうたなさぇ” こけ さけきぇくぇ くぇ ╋ぇさゅぇさっす ╋うつなか.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

′ぇえ-けぉとけ しうくょうおぇすうすっ しっ けぉは
ゃうたぇ いぇ くけゃう ょさぇしすうつくう きっさ
おう こけ けすくけてっくうっ くぇ しぇくおちうう 
しさっとせ くっこかぇとぇくっ くぇ ょぇくなちう う 
けしうゅせさけゃおう う ゃょうゅぇくっすけ くぇ くは
おけう こかぇとぇくうは.  ¨す  しゃけは しすさぇくぇ 
さぇぉけすけょぇすっかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう 
くぇしすけはたぇ いぇ こさっきぇたゃぇくっ くぇ  こぇ
さうすっ, いぇょっかはくう いぇ いぇこかぇとぇくっ 
くぇ おかぇしけゃっ いぇ こさけしかせあっくけ ゃさっ
きっ う いぇきはくぇすぇ うき  しなし しすうきせかう 
くぇ ぉぇいぇ こさけそっしうけくぇかくぇ おゃぇかう
そうおぇちうは う せつぇしすうっ ゃ すさせょけゃうは 
こさけちっし.   
]うくょうおぇすうすっ いぇこかぇてうたぇ おぇ

ぉうくっすぇ, つっ ょけさう ょぇ しっ しすうゅくっ ょけ 
こさうっきぇくっすけ くぇ こさっょかぇゅぇくぇすぇ 
こさけきはくぇ ゃ いぇおけくぇ いぇ こっくしううすっ, 
おぇおゃぇすけ くぇゅかぇしぇ こぇさかぇきっくすぇさくけ
すけ きくけいうくしすゃけ くぇ ╂╄[╀ ゃっつっ うきぇ,  
すけ すっ とっ くぇしすけはゃぇす けす くけゃうは こさっ
いうょっくす くぇ ╀なかゅぇさうは [けしっく ‶かっゃ
くっかうっゃ ょぇ きせ けぉはゃう ゃっすけ. 
╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ こさけすっ

しすうすっ こさけょなかあぇゃぇす, いぇはゃうたぇ う 
けす ╉′]╀, う けす ╉〈 „‶けょおさっこぇ”. 
‶さっょこさうっきぇくっすけ くぇ  さっそけさきぇ 
ゃ こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ, こさけ
きはくぇすぇ くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしう
けくうさぇくっ, おぇおすけ う けすくっきぇくっすけ くぇ 
くはおけう こさうゃうかっゅうう しすぇくぇたぇ っょくぇ 
けす  けしくけゃうすっ すっきう いぇ ょっぉぇすう う 
しさっょ ぇさしっくぇかちう. 
‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ょゃぇすぇ 

そうさきっくう しうくょうおぇすぇ おけきっくすう

』¨〉╉¨[╅【¨【╊ ╇ „╅『』╊〉╅]”: 『╊‒《『〈╅ - ╉╅, 〉《 〉╊ 【╅[╅╇╅

』¨〉╉¨[╅【¨【╊ ╇ „╅『』╊〉╅]”

さぇたぇ しないょぇかけすけ しっ しうくょうおぇかくけ 
くぇこさっあっくうっ すぇおぇ: 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ - こさっょしっょぇ

すっか くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ 

¨ょけぉさはゃぇき くぇこなかくけ こけゃっ
ょっくうっすけ う くぇ ょゃぇすぇ しうくょうおぇすぇ 
ゃ しないょぇかぇすぇ しっ しうすせぇちうは, すなえ 
おぇすけ くぇ こさぇおすうおぇ しっ けすくっきぇす 
ゃしうつおう こさうゃうかっゅうう, ういゃけのゃぇ
くう ょけしっゅぇ. ‶さけきはくぇすぇ くぇ こっく
しうけくくぇすぇ ゃないさぇしす とっ ういかなあっ 
う きくけゅけ たけさぇ, おけうすけ しぇ しっ くぇ
ょはゃぇかう ょぇ こけかせつぇす いぇしかせあっくけ
すけ くぇ ぉぇいぇ ょなかゅう ゅけょうくう すさせょ  
こさっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ, 
つっ ぉなかゅぇさうくなす こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
さぇぉけすう う しかっょ くぇゃなさてゃぇくっ くぇ 
こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす くっ っ けす たせ
ぉぇゃけ う けす ゃうしけおう こっくしうう, ぇ くぇ
こさけすうゃ: いぇとけすけ ゃなこさっおう ゃくけし

おうすっ, こさぇゃっくう こさっい ゅけょうくうすっ, 
さぇいきっさなす くぇ こっくしううすっ  っ くうしなお.  
】っ こさけょなかあうき ょぇ けすしすけはゃぇきっ 
ゃっつっ こけしすうゅくぇすうすっ くっとぇ. 

╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ - こさっょしっ
ょぇすっか くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃

‶さっょこさうっすぇすぇ こさけきはくぇ ゃ こっく
しうけくくぇすぇ ゃないさぇしす くっ しっ こさうっ
きぇ こけいうすうゃくけ けす さぇぉけすっとうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃, すなえ おぇすけ ゃしっおう 
うしおぇ ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ, ょぇ うきぇ 
ゅぇさぇくすうさぇくう, きぇおぇさ う きうくう
きぇかくう,  ょけたけょう  う ょぇ こさけょなか
あう ょぇ さぇぉけすう, ぇおけ っ いょさぇゃ, すなえ 
おぇすけ こっくしううすっ しぇ くうしおう. ′っいぇ
ゃうしうきけ おけかおけ こさうくけし うきぇて ゃ 
こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ, ゃ  おさぇえ
くぇ しきっすおぇ こけかせつぇゃぇて しさっょ
しすゃぇ, ゃ きぇしけゃうは しかせつぇえ, おけうすけ 

くっ すう こけいゃけかはゃぇす ょぇ こけおさうゃぇて 
ょけさう きうくうきぇかくうすっ しう さぇいたけょう. 
 ′っ しっ こさうっきぇ こけいうすうゃくけ う そぇ

おすぇ, つっ しっ けぉきうしかは こさけきはくぇ  ゃ 
こけしけおぇ けすくっきぇくっ くぇ おかぇしけゃっすっ 
いぇ こさけしかせあっくけ ゃさっきっ, すなえ おぇすけ 
きくけゅけ たけさぇ しなし しけかうょっく すさせょけゃ 
しすぇあ とっ けしすぇくぇす けとっすっくう. ┿い 
かうつくけ くぇきうさぇき いぇ ょけしすぇ さぇいせき
くぇ う こさぇゅきぇすうつくぇ うょっはすぇ くぇ さぇ
ぉけすけょぇすっかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう -  
しさっょしすゃぇすぇ いぇ おかぇしけゃっ, おけうすけ しっ 
ういこかぇとぇす おぇすけ おかぇしけゃっ, ょぇ しっ 
いぇきっくはす けす しさっょしすゃぇ いぇ こさけそっ
しうけくぇかういなき う おぇつっしすゃっくぇ さぇぉけ
すぇ, おぇすけ すっいう こぇさう しっ ういこかぇとぇす 
しかっょ っあっゅけょくう ぇすっしすぇちうう くぇ 
こっさしけくぇかぇ.  ╋うしかは, つっ っ くぇこなか
くけ さっょくけ きかぇょう しこっちうぇかうしすう,  
きぇおぇさ う し きうくうきぇかっく しすぇあ, くけ し 
ゃうしけお ちっくい う し あっかぇくうっ いぇ おゃぇ
かうそうおぇちうは, ょぇ ぉなょぇす しすうきせかう
さぇくう きぇすっさうぇかくけ. 〈けゃぇ っ  っょうく 
けす くぇつうくうすっ いぇ いぇょなさあぇくっすけ くぇ  
きかぇょう たけさぇ, けしけぉっくけ ゃ  くっこさう
ゃかっおぇすっかくう こさけういゃけょしすゃぇ う おな
ょっすけ こけ すさぇょうちうは うきぇ ょっそうちうす 
くぇ きかぇょう たけさぇ う くぇ しこっちうぇかう
しすう. ╄あっゅけょくうすっ ぇすっしすぇちうう とっ 
しぇ ゃうょ しすうきせか いぇ けくっいう きかぇょう 
たけさぇ, おけうすけ ゃなこさっおう  きぇかおうは 
しう しすぇあ,  きけゅぇす ょぇ しかけあぇす ょけし
すぇ こけ-ょなかゅけゅけょうてくう さぇぉけすくうちう  
„ゃ ょあけぉぇ しう”, いぇとけすけ くっ ゃないさぇし

すすぇ っ きっさうかけ いぇ けこうすぇ. 
┿い かうつくけ しこけょっかはき そうかけしけ

そうはすぇ, つっ いぇ さぇゃっく すさせょ しかっょゃぇ 
ょぇ しっ こけかせつぇゃぇ う さぇゃくけ いぇこかぇ
とぇくっ.  ]こけさっょ きっく ゃないくうおくぇかけ
すけ くぇこさっあっくうっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ すせ
てうさぇ くぇ こさうくちうこぇ くぇ さぇいせきっく 
ょうぇかけゅ, さぇいぉうさぇくっ くぇ こさけぉかっきぇ 
う さぇいせきくう おけきこさけきうしう けす ょゃっ
すっ しすさぇくう. ′け くっとぇすぇ しぇ ういゃなく 
そうさきぇすぇ う しぇ すゃなさょっ くぇぉけかっかう. 

‶けょゅけすゃう: ぅくぇ 〈さうそけくけゃぇ  

 ‶けいうちうは くぇ さっょぇおすけさぇ: 
¨つっゃうょくけ っ, つっ さっそけさきぇすぇ, 

こさっょこさうっすぇ けす おぇぉうくっすぇ, こけ 
けすくけてっくうっ くぇ ゃょうゅぇくっすけ くぇ 
ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうは くはきぇ ょぇ っ 
こけ きはさおぇ くぇ ゃしっおう. ╇ くはきぇ おぇお. 
╆ぇとけすけ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ しすぇゃぇ 
ょせきぇ いぇ たうかはょう しなょぉう. ╇  たうかは
ょう こさぇゃょう. ╇ ゃしっおう しなし しけぉしす
ゃっくうすっ しう ょけゃけょう. 
′けさきぇかくけ う さぇいぉうさぇっきけ っ 

しうくょうおぇすうすっ ょぇ さけこすぇはす, くっ
ょけゃけかくうすっ ょぇ しぇ きくけゅけ,  ぇ ょけ
ゃけかくう  ょぇ しぇ しぇきけ きぇかちうくぇすぇ 
きぇおさけうおけくけきうしすう う そうくぇくしうし
すう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ こさけつっすぇす う 
けすゃなょ ちうそさうすっ う  ぉさけは ╄╂′-すぇ, 
けこぇさっくう けす こさけきはくぇすぇ.  

ういさぇしすゃぇくっ. ′っ ぉうかけ かっしくけ, 
けとっ こけゃっつっ, つっ う ゅけょうくうすっ 
ぉうかう  すさせょくう. ╆ぇすけゃぇ しっゅぇ うし-
おさっくけ しうきこぇすういうさぇ くぇ しうくけ-
ゃっすっ しう, くぇたなしぇくう ょぇ しかっょゃぇす  
きっつすうすっ しう. 
╇くあっくっさ ╃けぉさっゃ くっ おさうっ, つっ 

しっ ゅけさょっっ し ょゃっすっ しう こけさぇしくぇ-
かう きけきつっすぇ.  
╉ぇすけ さけょうすっか ゅかっょぇ ゃしっ ょぇ 

うき こけきぇゅぇ, いぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ 
しすうゅくぇす こけ-ょぇかっつ. 
〈けえ しぇきうはす ゃっつっ くっ こけきくう 

ょっすしおぇすぇ しう きっつすぇ, くけ こさう-
いくぇゃぇ, つっ しっ つせゃしすゃぇ とぇしすかうゃ 

し こけしすうゅくぇすうすっ しう あうすっえしおう 
たけさういけくすう. 
╇ いぇとけすけ けぉうつぇ さっょぇ, ょけぉさっ 

しゃなさてっくぇすぇ さぇぉけすぇ,  しこけょっ-
かうか こさっょう つっすうさう ゅけょうくう おぇ-
せいぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-
かなお, きぇおぇさ こけかうすうおぇすぇ ょぇ くっ 
ゅけ ういおせてぇゃぇ う くうおけゅぇ ょぇ くっ 
きせ っ ぉうかぇ ちっか. 
╁なこさっおう ゃしうつおけ っ せぉっょっく, 

つっ きけあっき ょぇ ゃなさゃうき くぇこさっょ, 
しぇきけ, ぇおけ ゃしっおう ょぇゃぇ けす しっぉっ 
しう きぇおしうきせきぇ う しっ しすぇさぇっ ょぇ っ 
こっさそっおちうけくうしす くぇ さぇぉけすくけすけ  
しう きはしすけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╆ぇとけすけ おぇおゃけすけ う ょぇ しっ ゅけゃけ-

さう, しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ こぇさう う しう-

ゅせさくけしす. ╇ いぇ すはたくぇすぇ かうこしぇ, 
おけはすけ くけしう おせこ くっこさっょゃうょうきう 
こけしかっょうちう. ╇ いぇ くっこさうっきぇ-

くうは くぇ こしうたけかけゅうつっしおけ くうゃけ う 
ゃしっ けとっ くっけしないくぇす けす さっょけゃうは 
ぉなかゅぇさうく あっしすけお ょっきけゅさぇそしおう 
こさけぉかっき. ╇ そぇおす, つっ ぇおけ すぇおぇ 
は おぇさぇきっ, くはきぇ おけえ ょぇ こかぇとぇ 
こっくしううすっ くぇ ょくってくうすっ 40-ゅけ-

ょうてくう. ′うすけ こなお くぇ せすさってくうすっ 
30-ゅけょうてくう. 
‶さけしすけ くはきぇ ょぇ うきぇ おけえ. 
╆ぇすけゃぇ っ けつっゃうょくけ, つっ すさはぉゃぇす 

おさせすう う きけあっ ぉう ょけさう くっこけこせ-

かはさくう きっさおう. ╇ つっ くっこさっきっくくけ 
けくっいう, おけうすけ ょけしっゅぇ せしこはゃぇ-

たぇ し すうたけ こせてっくっ うかう こなお しなし 
いぇこかぇたぇ いぇ ぉせくすけゃっ こけょ こぇゅけく, 

ょぇ しっ さぇいょっかはす し つぇしす けす  たせぉぇ-

ゃうくうすっ, おけうすけ うきぇたぇ ょけしっゅぇ. ╇ 
つっ おぇぉうくっすなす しかっょゃぇ ょぇ くぇきっさう 
しうかう う おせさぇあ う いぇ すぇいう くっこけこせ-

かはさくぇ きはさおぇ. 
╆ぇとけすけ, くぇえ-きぇかおけすけ いゃせつう 

くはおぇお すゃなさょっ さっすさけ, くぇゅかけ  う 
くっせょけぉくけ 22 ゅけょうくう しかっょ ‶さけ-

きはくぇすぇ こぇお ょぇ しっ ょっかうき くぇ いぇ-

しかせあうかう う くっいぇしかせあうかう. ′ぇ  
ぇおすうゃくう う こけ-きぇかおけ ぇおすうゃくう.   
′はおぇお くっせょけぉくけ っ ょぇ しっ こっく-

しうけくうさぇて くぇ 42 うかう くぇ 45, ゃ 
さぇいちゃっすぇ くぇ しうかうすっ しう, う ょぇ 
すなさしうて くけゃう たけさういけくすう いぇ さっ-

ぇかういぇちうは.  
╁しうつおう しきっ ゅさぇあょぇくう くぇ ょなさ-

あぇゃぇすぇ う こさけぉかっきうすっ しっ くけしはす 
う しこけょっかはす けす ゃしうつおう. ╀かぇゅうくう-

すっ しなとけ.

╉けっすけ とっ さっつっ, つっ とけき っょうく 
とっ すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすう きぇかおけ 
こけゃっつっ, いぇ ょぇ うきぇ こけゃっつっ, すけ う 
くはおけう ょさせゅう しかっょゃぇ うかう ょぇ さぇ-

ぉけすはす きぇかおけ こけゃっつっ, うかう こけくっ 
ょぇ しっ さぇいょっかはす し くはおけう こさう-

ゃうかっゅうう, いぇ ょぇ しっ ぉぇかぇくしうさぇ 
しうしすっきぇすぇ.  ╇ つっ すけゃぇ くはきぇ ょぇ 
っ っょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ とっ しかっょ-

ゃぇ... いぇ ょなかゅうすっ ゅけょうくう かうこしぇ 
くぇ ょなさあぇゃくうつっしおう おせさぇあ う 
ょぇかくけゃうょくけしす.  
╇くぇつっ ゃ すぇいう しそっさぇ けすょぇゃくぇ 

は おぇさぇきっ くぇ さっいっさゃくけ いぇたさぇく-

ゃぇくっ, こさう すけゃぇ けす ぇおせきせかぇすけさ う 
ゃ しおけさけ ゃさっきっ こなかくけすけ ういすけとっ-

くうっ こさっょしすけう. 
┿きう すけゅぇゃぇ? 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

 ╁なこさっおう さぇいかうおうすっ ゃ ぉさけは 
くぇ くぇしっかっくうっすけ くぇ けすょっかくう-
すっ しすさぇくう けす ╄], こさけぉかっきうすっ 
しぇ したけょくう, おけきっくすうさぇ ╄きう-
かうは ╁けえくけゃぇ. 
╆ぇ さぇいかうおぇ けす けしすぇくぇかうすっ 

ょなさあぇゃう ゃ ╄], すっきこけゃっすっ くぇ 
いぇしすぇさはゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっすけ 
ゃ ╀なかゅぇさうは しぇ きくけゅけ こけ-ゃう-
しけおう. ‶け ょぇくくう くぇ ょけおかぇょ くぇ 

¨¨′, ゃぇかうょくう けす 1 はくせぇさう 
2010 ゅ., ╀なかゅぇさうは っ くぇ こっすけ 
きはしすけ こけ すっきこ くぇ いぇしすぇさはゃぇ-
くっ くぇ くぇしっかっくうっすけ ゃ しゃっすぇ. 
]さっょくぇすぇ こさけょなかあうすっかくけしす 
くぇ あうゃけすぇ いぇ くぇしっかっくうっすけ 
くぇ 27-すっ しすさぇくう けす ╄] っ 76,4 
ゅけょうくう こさう きなあっすっ う 82,4 - 
こさう あっくうすっ. ╆ぇ ╀なかゅぇさうは すは 
っ 70,1 ゅけょうくう こさう きなあっすっ う 
77,4 - こさう あっくうすっ. 

╉なょっ しきっ くうっ? 
╁ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こけ 

ょぇくくう くぇ こけしかっょくけすけ こさっ-
ぉさけはゃぇくっ けす そっゃさせぇさう すぇいう 
ゅけょうくぇ, あうゃっはす けぉとけ 72 581 
ょせてう. ╅っくうすっ しぇ 37 433, ぇ 
きなあっすっ - 35 147. ╁ しっかぇすぇ ゃ 
けぉとうくぇすぇ あうゃっはす けぉとけ 23 
920 ょせてう, けしすぇくぇかうすっ しぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ¨す けぉとうは ぉさけえ 
あうすっかう かうちぇすぇ くぇ 7 う こけゃっつっ 
ゅけょうくう ゃ けぉとうくぇすぇ しぇ 67 970 
ょせてう, おぇすけ ゃしっおう 7-きう けす すはた 
っ し ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ - うかう 
11 147. ]さっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
うきぇす 34 422 ょせてう, ぇ し こけ-くう-
しおけ けす しさっょくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
しぇ 21 589 ゅさぇあょぇくう くぇ けぉ-
とうくぇすぇ. 〈っいう, おけうすけ くうおけゅぇ 
くっ しぇ しすなこゃぇかう ゃ せつうかうとっ, 
しぇ 647. 
╃っちぇすぇ こけょ 7-ゅけょうてくぇ ゃない-

さぇしす ゃ けぉとうくぇすぇ しぇ こけ-きぇかおけ 
けす 5 たうかはょう - 4 611. ╁ しなとけ-
すけ ゃさっきっ  かうちぇすぇ くぇょ 65 ゅけ-
ょうくう しぇ すさう こなすう こけゃっつっ - 13 
540 ょせてう.
╁ しなとけすけ ゃさっきっ きなあっすっ 

う あっくうすっ ゃ さっこさけょせおすうゃくぇ 
ゃないさぇしす きっあょせ 15 う 44 ゅけょう-
くう しぇ 28 748, くけ くぇ こさぇおすう-
おぇ ゃしっおう 16-すう けす すはた っ ぉっい 
さぇぉけすぇ. 
‶さっょう きぇかおけ こけゃっつっ けす ょゃっ 

ゅけょうくう ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
さぇいさぇぉけすう う こさうっ しこっちうぇかくぇ 
おけくちっこちうは いぇ ょっきけゅさぇそしおけ-
すけ さぇいゃうすうっ ゃ けぉとうくぇすぇ う 
こけしかっょうちうすっ けす くっゅぇすうゃくうすっ 
すっくょっくちうう, くけ くぇ こさぇおすうおぇ 
くうとけ くっ しっ しかせつう. 《ぇおす っ う 
しこっちうぇかくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ „╅う-
ゃけす う さっぇかういぇちうは くぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお”, し 
はしくけ さぇいこうしぇくう ゃ くっは きっさおう 
う しさけおけゃっ, こけゃっつっすけ けす おけうすけ 
けすょぇゃくぇ ういすっおかう, くけ う こけ くっは 
くはきぇ くうおぇおなゃ くぇこさっょなお. 

‶けしさっとぇくっすけ くぇ ょっきけゅさぇそ-
しおうすっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ しっ 
くぇさっあょぇ しさっょ すさうすっ けしくけゃ-

くう こけかうすうつっしおう こさうけさうすっすぇ 
くぇ ╄]. ╆ぇ しなゃさっきうっすけ くう っ 
たぇさぇおすっさくぇ くうしおぇ さぇあょぇっ-
きけしす - しさっょくうはす おけっそうちうっくす 
くぇ こかけょけゃうすけしす いぇ ╄ゃさけこぇ っ 
ょけ 1,6 こさう 2,1 さけょっくう ょっちぇ 
くぇ あっくぇ ゃ さっこさけょせおすうゃくぇ 
ゃないさぇしす, おけうすけ しぇ くっけぉたけ-
ょうきう いぇ こさけしすけすけ ょっきけゅさぇそ-
しおけ ゃないこさけういゃけょしすゃけ. ╃させゅ 

そぇおすけさ いぇ いぇしすぇさはゃぇくっ くぇ 
くぇしっかっくうっすけ っ けすくけしうすっかくけ 
せゃっかうつぇゃぇとぇすぇ しっ こさけょなか-
あうすっかくけしす くぇ あうゃけすぇ, おけっ-
すけ っ たせぉぇゃ そぇおす, くけ こけしすぇゃは 
ゃしうつおう しけちうぇかくう こけかうすうおう 
ゃ ょさせゅ おけくすっおしす, おけきっくすうさぇ 
╁けえくけゃぇ. 
]こけさっょ こさけゅくけいうすっ くぇ ╄ゃ-

さけしすぇす, くぇしっかっくうっすけ ゃ ╄] くぇ 
ゃないさぇしす 15 - 64 ゅけょうくう ょけ 
2050 ゅ. しっ けつぇおゃぇ ょぇ くぇきぇ-
かっっ し 48 きかく. ょせてう, ぇ ょっかなす 
くぇ くぇしっかっくうっすけ くぇょ 80-ゅけ-
ょうてくぇ ゃないさぇしす しっ けつぇおゃぇ ょぇ 
しっ せゃっかうつう けす 4,1 こさけちっくすぇ 
こさっい 2005 ゅ. ょけ 6,3 くぇ しすけ 
こさっい 2025 ゅ. う し 11,4 こさけ-
ちっくすぇ こさっい 2050 ゅけょうくぇ. 
╉けっそうちうっくすなす くぇ ゃないさぇしすけ-
ゃぇ いぇゃうしうきけしす とっ こさうょけぉうっ 
しすけえくけしすう くぇょ 50 こさけちっくすぇ, 
おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ しなけすくけ-
てっくうっすけ きっあょせ たけさぇ ゃ すさせ-
ょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす う たけさぇ 
ゃ くぇょすさせょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす 
- くぇょ 65 ゅけょうくう, しっ けつぇおゃぇ 
けす 4 おなき 1 ょぇ くぇきぇかっっ ょけ 2 
おなき 1. ╉けくしすぇすぇちうはすぇ くぇ っおし-
こっさすうすっ こさう すっいう くっゅぇすうゃくう 
すっくょっくちうう っ, つっ いくぇつうすっか-
くうすっ きうゅさぇちうけくくう こさけちっしう, 
おけうすけ しぇ たぇさぇおすっさくう けしけぉっ-
くけ いぇ こけ-さぇいゃうすうすっ ょなさあぇゃう-
つかっくおう くぇ ╄], くはきぇ ょぇ ぉなょぇす 
ゃ しなしすけはくうっ ょぇ こけゃかうははす くぇ 
すさぇえくうすっ こさけちっしう くぇ いぇしすぇ-
さはゃぇくっすけ くぇ くぇしっかっくうっすけ.
╄《╄╉〈╇ ╁‒[》〉 ‶┿╆┿[┿ 

′┿ 〈[〉╃┿ ╇ ‶╄′]╇¨′′┿〈┿ 
]╇]〈╄╋┿ 〉 ′┿]
╁ きけきっくすぇ こさけそうかなす くぇ こぇ-

いぇさぇ くぇ すさせょぇ ゃ ╀なかゅぇさうは っ 
こさけきっくっく う すけゃぇ こさっょしすけう ょぇ 
しっ いぇしうかゃぇ おぇすけ すっくょっくちうは, 
こけしけつう ╄きうかうは ╁けえくけゃぇ. 
‶さっい 1990 ゅ. ょっかなす くぇ くぇしっ-
かっくうっすけ こけょ すさせょけしこけしけぉくぇ 
ゃないさぇしす っ 21,6 こさけちっくすぇ, 
こさっい 2010 ゅ. - 14,6 こさけちっくすぇ. 
╁ きけきっくすぇ うきぇきっ いぇしすぇさはゃぇ-
とぇ さぇぉけすくぇ しうかぇ う くはきぇきっ 
てぇくし ょぇ は こけょきかぇょうき, さぇい-
つうすぇえおう っょうくしすゃっくけ くぇ さぇあ-
ょぇっきけしすすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, いぇとけ-
すけ きかぇょうすっ たけさぇ, おけうすけ きけゅぇす 
ょぇ さけょはす う けすゅかっょぇす ょっちぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは, くぇきぇかはゃぇす.
‶け おさうすっさうえ けすくけしうすっかっく 

ょはか くぇ くぇしっかっくうっすけ くぇょ すさせ-
ょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす (くぇょ 60 
ゅけょうくう) くぇえ-いぇしっゅくぇすう しぇ 
けぉかぇしすうすっ ╁うょうく (30,5 こさけ-
ちっくすぇ), ╂ぇぉさけゃけ (28,8 くぇ 

しすけ), ╋けくすぇくぇ (28,5 くぇ しすけ), 
‶っさくうお (27,4 こさけちっくすぇ). 
╃ぇくくうすっ こけおぇいゃぇす, つっ つぇしす-

くうはす ぉういくっし っ こけ-けすゃけさっく けす 
ょなさあぇゃくうすっ こさっょこさうはすうは いぇ 
くぇっきぇくっ う いぇ すけかっさうさぇくっ くぇ 
けしすぇゃぇくっすけ くぇ ゃないさぇしすくうすっ 
たけさぇ くぇ さぇぉけすぇ. 
]こけさっょ ぇくぇかういうすっ くはきぇ 

しすなかぉ くぇ こっくしうけくくぇすぇ しうし-
すっきぇ, おけえすけ ょぇ くっ っ いぇしっゅくぇす 
けす いぇしすぇさはゃぇくっすけ くぇ くぇしっかっ-
くうっすけ.

‶さっい 2001 ゅ. くぇ ゃしっおう 100 
ょせてう, ういかういぇとう けす すさせょけし-
こけしけぉくぇ ゃないさぇしす, ゃ こぇいぇさぇ 
くぇ すさせょぇ しぇ ゃかういぇかう 124 
ょせてう. ]かっょ 2008 ゅ. すけゃぇ しな-
けすくけてっくうっ っ けぉさぇすくけ - 100 
ういかういぇとう ぉうゃぇす いぇきっしすっくう 
けす 91 ょせてう; こさっい 2009 ゅ. - 
けす 82; こさっい 2010 ゅ. - けす 74, ぇ 
こけ しおけさけてくうすっ けおけくつぇすっかくう 
ょぇくくう くぇ ′]╇, こさっい 2011 ゅ. 
くぇ 100 ういかういぇとう けす すさせょけし-
こけしけぉくぇ ゃないさぇしす ゃかういぇす 70 
きかぇょう たけさぇ. 
‶ぇいぇさなす くぇ すさせょぇ, おけゅぇすけ 

うおけくけきうおぇすぇ しっ ゃないさけょう, とっ 
ういこうすゃぇ くっょけしすうゅ くぇ きかぇょぇ 
さぇぉけすくぇ しうかぇ, おけきっくすうさぇ 
っおしこっさすなす.

¨〈[┿╅╄′╇╄ ╁‒[》〉 ╇╉¨-
′¨╋╇╉┿〈┿ ╇ 《╇′┿′]╇〈╄ 
′┿ ╄]
‶け っおしこっさすくう こさけゅくけいう 

すっくょっくちううすっ とっ しっ けすさぇいはす 
くっゅぇすうゃくけ ゃなさたせ さぇしすっあぇ くぇ 
しさっょくうは ╀╁‶ くぇ ╄]. ¨つぇおゃぇ 
しっ くぇきぇかっくうっ けす 2,4 こさけちっく-
すぇ いぇ こっさうけょぇ 2004 - 2010 
ゅ. ょけ 1,2 こさけちっくすぇ いぇ こっ-
さうけょぇ 2031 - 2050 ゅけょうくぇ. 
′っゅぇすうゃくうすっ ょっきけゅさぇそしおう 
すっくょっくちうう, いぇしすぇさはゃぇくっすけ 
くぇ くぇしっかっくうっすけ うきぇす さっぇか-
くう そうくぇくしけゃう ういきっさっくうは, 
おけきっくすうさぇ ╄きうかうは ╁けえくけゃぇ.
¨つぇおゃぇ しっ こせぉかうつくうすっ さぇい-

たけょう, しゃなさいぇくう しなし いぇしすぇさは-
ゃぇくっすけ くぇ くぇしっかっくうっすけ, ょぇ 
しっ せゃっかうつぇす しさっょくけ し けおけかけ 
4,75 こさけちっくすくう こせくおすぇ けす 
╀╁‶ ょけ 2060 ゅ. ゃ ╄] う し こけ-
ゃっつっ けす 5 こさけちっくすくう こせくおすぇ 
ゃ っゃさけいけくぇすぇ - こけ-しこっちうぇか-
くけ つさっい さぇいたけょう いぇ こっくしうう, 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ う ょなかゅけ-
しさけつくう ゅさうあう.
╃っきけゅさぇそしおうすっ すっくょっくちうう 

とっ ょけゃっょぇす ょけ いくぇつうすっかくけ 
せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ こせぉかうつくう-
すっ さぇいたけょう いぇ こっくしうう ゃなゃ 
ゃしうつおう ょなさあぇゃう-つかっくおう くぇ 
╄] - くっけぉたけょうきう しぇ さっそけさ-
きう ゃ こっくしうけくくうすっ しうしすっきう, 
おぇおゃうすけ ゃっつっ しぇ こさっょこさうっ-
すう ゃ さっょうちぇ ょなさあぇゃう. ‶けつすう 
ゃしうつおう ょなさあぇゃう-つかっくおう おなき 
きけきっくすぇ しぇ ゃなゃっかう こけ-しすさけ-
ゅう ういうしおゃぇくうは いぇ こけかせつぇゃぇ-
くっ くぇ こせぉかうつくぇ こっくしうは - こけ-
おけくおさっすくけ つさっい こけゃうてぇゃぇくっ 
くぇ こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす う 
けゅさぇくうつぇゃぇくっ くぇ ょけしすなこぇ ょけ 
したっきう いぇ さぇくくけ こっくしうけくうさぇ-
くっ. 
╁ きけきっくすぇ ゃしうつおう ょなさあぇ-

ゃう-つかっくおう すなさしはす つけゃって-
おう さっしせさしう, しぇきけ けおけかけ 50 
こさけちっくすぇ けす くぇしっかっくうっすけ くぇ 
╄] おなき 60-すぇ しう ゅけょうくぇ ゃしっ 
けとっ さぇぉけすう - すせお うきぇ さっぇかっく 
こけすっくちうぇか いぇ ぇくゅぇあうさぇくっ 
くぇ ゃないさぇしすくうすっ たけさぇ う ょけ-
こなかくうすっかくけすけ うき けしすぇゃぇくっ 
くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ, こけしけつう 
っおしこっさすなす.
[っそけさきうすっ, こけ ょせきうすっ え, 

ゃけょはす ょけ ゃしっ こけ-きぇかなお ょはか 
くぇ こせぉかうつくうすっ こっくしうう おぇすけ 
つぇしす けす けぉとうすっ. ╁なゃっあょぇす しっ 
う しっ せしなゃなさてっくしすゃぇす ょけこなか-
くうすっかくう こっくしうけくくう したっきう, 
いぇょなかあうすっかくう つぇしすくう したっきう 

(くぇこさうきっさ ゃ ╀なかゅぇさうは, ╄しすけ-
くうは, ╊ぇすゃうは, 〉くゅぇさうは, ‶けか-
てぇ, ]かけゃぇおうは, 【ゃっちうは).
╁ しうしすっきぇすぇ くぇ いょさぇゃっけこぇい-

ゃぇくっすけ ゃ ╄] しなとけ しっ けつぇおゃぇす 
こさけきっくう う しっさうけいくう こさっょうい-
ゃうおぇすっかしすゃぇ, こけさけょっくう けす 
いぇしすぇさはゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっ-
すけ. ╃け 2060 ゅ. しっ こさっょゃうあ-
ょぇ こせぉかうつくうすっ さぇいたけょう いぇ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ ょぇ くぇさぇしくぇす 
し 1,5 こさけちっくすくう こせくおすぇ けす 
╀╁‶. ¨つぇおゃぇ しっ ょぇ ぉなょぇす きけ-
ぉうかういうさぇくう こけゃっつっ こせぉかうつ-
くう さぇいたけょう いぇ ょなかゅけしさけつくう 
ゅさうあう, おけうすけ しっ けつぇおゃぇ ょぇ 
くぇさぇしくぇす し 1,25 こさけちっくすくう 
こせくおすぇ けす ╀╁‶ ょけ 2060 ゅ. 
こけさぇょう そぇおすぇ, つっ たけさぇすぇ くぇ 
ゃないさぇしす くぇょ 80 ゅけょうくう とっ 
こさっょしすぇゃかはゃぇす くぇえ-ぉなさいけ 
さぇしすはとぇすぇ ゃないさぇしすけゃぇ ゅさせこぇ 
ゃ ╄] いぇ ゃ ぉなょっとっ.
╀なょっとっすけ くぇ ゅさうあうすっ いぇ 

ゃないさぇしすくうすっ たけさぇ っ けす こけ-
つっしすうすっ, しっゅぇ くっけそうちうぇかくけ, 
ゅさうあう けす ぉかういおう う さけょくうくう 
おなき こさけそっしうけくぇかういうさぇくっ-
すけ うき. ¨つぇおゃぇす しっ う こさけきっ-
くう ゃなゃ そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ 
こせぉかうつくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ. 
╁なこさっおう つっ くぇゅかっょ くうしおぇすぇ 
さぇあょぇっきけしす きけあっ ょぇ こさっょこけ-
かぇゅぇ, つっ こせぉかうつくうすっ さぇいたけょう 
いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ しかっょゃぇ ょぇ 
くぇきぇかはゃぇす, ゃしなとくけしす こさっょ-
ゃうょ いぇしすぇさはゃぇとけすけ くぇしっかっ-
くうっ しっ はゃはゃぇ くっけぉたけょうきけしすすぇ 
けす けぉせつっくうっすけ きせ いぇ こけ-ょなか-
ゅけすけ きせ けしすぇゃぇくっ くぇ こぇいぇ-
さぇ くぇ すさせょぇ. ╀なかゅぇさうは っ くぇ 
こけしかっょくけ きはしすけ ゃ ╄ゃさけこぇ こけ 
せつぇしすうっ くぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ ゃ 
せつっくっ こさっい ちっかうは あうゃけす, けす-
ぉっかはいぇ ╄きうかうは ╁けえくけゃぇ.
〈は こけょつっさすぇ, つっ こさけゅくけいう-

すっ ゃうくぇゅう すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす 

ゃないこさうっきぇくう ゃ けこさっょっかっくぇ 
しすっこっく せしかけゃくけ, いぇとけすけ, ぇおけ 
しっ くぇこさぇゃう ぇくぇかうい くぇ こさけゅ-
くけいうすっ, こさぇゃっくう いぇ くぇてう 
ょくう ゃ こさっょうてくう ゅけょうくう, しっ 
けおぇいゃぇ, つっ すっ しぇ ぉうかう すゃなさ-
ょっ けこすうきうしすうつくう う さっぇかくぇすぇ 
おぇさすうくぇ っ きくけゅけ こけ-くっゅぇすうゃ-
くぇ, けすおけかおけすけ しっ っ こさっょこけ-
かぇゅぇかけ.
╆ぇさぇょう  こけゃっつっ けす すさっゃけあ-

くうすっ こさけゅくけいう, しゃなさいぇくう し 
ょっきけゅさぇそしおけすけ しなしすけはくうっ くぇ 
くぇちうはすぇ, う いぇさぇょう くぇ こさぇお-
すうおぇ しすさせすっくぇすぇ くう こっくしう-
けくくぇ しうしすっきぇ, こさっょう きっしっち 
けとっ きうくうしすなさなす くぇ すさせょぇ う 
しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ 〈けすぬけ 
╋かぇょっくけゃ かぇくしうさぇ うょっはすぇ 
いぇ くけさきぇすうゃくけ いぇょなかあぇゃぇくっ 
くぇ そうさきうすっ ょぇ けしすぇゃはす くぇ 
さぇぉけすぇ こっくしうけくっさうすっ, おけうすけ 
うきぇす あっかぇくうっ. ╀なかゅぇさしおぇ-
すぇ すなさゅけゃしおけ –こさけきうてかっくぇ 
こぇかぇすう う さぇぉけすけょぇすっかしおうすっ  
ぉさぇくてけゃう けさゅぇくういぇちうう ゃない-
さぇいうたぇ しさっとせ すけゃぇ. 
╉ぇすっゅけさうつくけ さってっくうっ くぇ 

こさけぉかっきぇ ゃしっ けとっ くはきぇ. 
《ぇおす っ, けぉぇつっ, つっ きうくうしすな-
さなす くぇ そうくぇくしうすっ ]うきっけく 
╃はくおけゃ こさっょう しっょきうちぇ こさっょ-
かけあう こけっすぇこくけすけ ゃなゃっあょぇくっ 
くぇ くけゃうすっ しさけおけゃっ いぇ こっく-
しうけくうさぇくっ ょぇ いぇこけつくっ けとっ 
けす 2012 ゅけょうくぇ, ぇ くっ しこけさっょ 
こさうっすうすっ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ こさけきっくう ゃ ╉けょっおしぇ くぇ 
しけちうぇかくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ 
すけゃぇ ょぇ いぇこけつくっ けす 2021 ゅけ-
ょうくぇ. ╋けすうゃなす くぇ ╃はくおけゃ いぇ 
すけゃぇ ぉっ, つっ こけ-ゃうしけおうすっ こっく-
しうう とっ しぇ ゃないきけあくう, しぇきけ 
ぇおけ たけさぇすぇ さぇぉけすはす ょけ こけ-
おなしくぇ ゃないさぇしす. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
 ╁ しすぇすうはすぇ しぇ ういこけかいゃぇ-

くう きぇすっさうぇかう けす ╀〈┿

8 さそすけつけけ ちひさそうそおけ ╈╊『╆, ╆』》 つ たそしけてけねかつさそ ちかのかせけか くあ そてさあく そて ちひさそうそおせけ たそくけぬけけ

╃ゃっ ゃないかけゃう おけきうしうう とっ さなおけゃけょはす ゃ くけゃうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ  „╄おし
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” – ╉けきうしうはすぇ こけ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ – つさっい 『ゃっすぇく 【うおけゃ, 

う こけ ぉのょあっす う そうくぇくしう, おけはすけ しっ こけっきぇ けす ╃けぉさけきうさ ‶っすおけゃ.
╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ っ いぇき. こさっょしっょぇすっか くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ っゃ

さけこっえしおう ゃなこさけしう う ぉういくっししさっょぇ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ っ いぇきっしすくうお – こさっょしっょぇすっか くぇ ╉けきうしうはすぇ 
こけ こさうゃぇすういぇちうは う さぇいこけさっあょぇくっ し けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす.

【っしすうきぇすぇ こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 
しぇ さぇいこさっょっかっくう こけ おけきう
しううすっ ゃ くけゃうは ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす おぇおすけ しかっょゃぇ: ╃けぉさうく 
╃さぇゅくっゃ っ つかっく くぇ ╉けきうしう
はすぇ こけ っゃさけこっえしおう ゃなこさけしう 
う ぉういくっし しさっょぇ う くぇ ╉けきう
しうはすぇ  こけ おけくすさけか ゃなさたせ ぇお
すけゃっすっ くぇ おきっすぇ, ╉さぇしうきう
さぇ 》ぇさういぇくけゃぇ っ つかっく う くぇ 
╉けきうしうはすぇ こけ おせかすせさぇ, ′う
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ っ ゃ しなしすぇゃぇ 
くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ ぉのょあっす う 
そうくぇくしう, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ う 
『ゃっすぇく 【うおけゃ しぇ つかっくけゃっ う 
くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ しうゅせさくけしす う 
けぉとっしすゃっく さっょ.     
8 しぇ こさっょしっょぇすっかしおうすっ きっし

すぇ くぇ ╂╄[╀ けす けぉとけ 11 – すけか
おけゃぇ しぇ こけしすけはくくうすっ  おけきう
しうう ゃ くけゃうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶け ゃさっきっ くぇ 
しっしうはすぇ くぇ 21-ゃう くけっきゃさう   
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ゅさせこぇすぇ 
くぇ ╂╄[╀  [ぇょうぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ 
こさっょかけあう こさっょしっょぇすっかしおけすけ 
きはしすけ くぇ おけきうしうはすぇ こけ おせか
すせさぇ, こさっょゃうょっくけ こなさゃけくぇ
つぇかくけ いぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, 
ょぇ ぉなょっ いぇっすけ けす 〈っけょけさぇ 
╂っけさゅうっゃぇ. ‶なさゃけすけ さっょけゃくけ 
いぇしっょぇくうっ こさうおかのつう いぇ ぉかう
いけ  つぇし う こけかけゃうくぇ – さはょおけ 
はゃかっくうっ ゃ こさっょうてくうは しなし
すぇゃ くぇ きっしすくうは こぇさかぇきっくす.
╂╄[╀ こけっきぇ こさっょしっょぇすっか

しおうすっ きっしすぇ くぇ おけきうしううすっ: 
こけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ – ょ-さ 

]すっそおぇ ╃うきうすさけゃぇ; こけ こさう
ゃぇすういぇちうは う けぉとうくしおぇ しけぉ
しすゃっくけしす – ′っくけ ╁かぇえおけゃ; こけ 
しけちうぇかくう ょっえくけしすう う すさせょけ
ゃぇ いぇっすけしす – ╋ぇさうは ╂うくっゃぇ; 
こけ けぉさぇいけゃぇくうっ, きかぇょっあおう 
ょっえくけしすう, しこけさす う すせさういなき 
– [ぇょうぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ; こけ 
しうゅせさくけしす う けぉとっしすゃっく さっょ 
– ╃うきうすなさ ╀ぇはしかうっゃ, おけきう
しうはすぇ こけ おけくすさけか ゃなさたせ ぇお
すけゃっすっ くぇ おきっすぇ – ]すっそぇく 
‶すうつおけゃ; おけきうしうはすぇ こけ っゃ
さけこっえしおぇ う ぉっいくっししさっょぇ –  
′っょおぇ [ぇてっゃぇ. 
╃‶] とっ こさっょしっょぇすっかしすゃぇ 

╉けきうしうはすぇ こけ ゅけさしおけ う しっか
しおけ しすけこぇくしすゃけ – つさっい けぉ
かぇしすくうは しう かうょっさ 》ぇかうか ╊っ
すうそけゃ.
╀]‶ うきぇ こけかうすうつっしおけ さっ

てっくうっ いぇ けすおぇい けす こさっょしっょぇ
すっかしおう きっしすぇ ゃ くけゃうは ̈ ぉとうく
しおう しなゃっす, いぇはゃう けとっ こさっょう 
しっしうはすぇ こさっょしっょぇすっかはす くぇ 
こぇさすうはすぇ, おけえすけ くぇこせしくぇ こけ 
しゃけっ あっかぇくうっ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす – ╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ. 
╀]‶ うきぇ ょゃっ いぇきっしすくうお – 
こさっょしっょぇすっかしおう きっしすぇ: くぇ 
╉けきうしうはすぇ こけ いょさぇゃっけこぇい
ゃぇくっ – ╋けくうおぇ ╃うくっゃぇ, う くぇ 
╉けきうしうはすぇ こけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
– ╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ. ╁ぇしうか 
]ぇきぇさしおう っ つかっく くぇ ╉けきうしう
はすぇ こけ ぉのょあっす う そうくぇくしう う 
くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ っゃさけこっえしおう 
ゃなこさけしう う ぉういくっししさっょぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお

ȿɤɫɩɟɪɬɧɨ》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

『っくすなさなす とっ うきぇ いぇ ちっか こけこせかはさういう
さぇくっ くぇ ぉっいういおけこくうすっ すったくけかけゅうう いぇ 
さったぇぉうかうすぇちうは くぇ こけょいっきくぇすぇ うくそさぇ
しすさせおすせさぇ, しないょぇゃぇくっすけ くぇ くけゃう さぇいさぇ
ぉけすおう ゃ すぇいう しそっさぇ, こさけっおすうさぇくっすけ う 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ しこっちうぇかういうさぇくう きぇ
てうくう いぇ ぉっいういおけこくう すったくけかけゅうう う くっ くぇ 
こけしかっょくけ きはしすけ けぉせつっくうっ くぇ おぇょさう いぇ 
さぇぉけすぇ し ぉっいういおけこくう すったくけかけゅうう. 
]こけさっょ うくあ. ‶ぇゃっか ╂させっゃ, けす そうさきぇ 

„]すさけうすっかくぇ きったぇくういぇちうは“, ぇおけ しなゃ
きっしすくけすけ くぇつうくぇくうっ くぇ ¨ぉとうくぇ, きっし
すっく こぇさかぇきっくす う きっしすくぇ そうさきぇ ぉなょっ 
けょけぉさっくけ, こさっょゃうょ ういすうつぇとうすっ しさけおけゃっ 
いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こけ こさけゅさぇきぇ „╉けく
おせさっくすくけしこけしけぉくけしす”, すけ すけいう 〈ったくけかけ
ゅうつっく ちっくすなさ とっ っ せくうおぇかっく いぇ ちはかぇ 
ぃゅけういすけつくぇ ╄ゃさけこぇ う こなさゃうはす くぇ ╀ぇか
おぇくしおうは こけかせけしすさけゃ. 
╁なこさけしなす いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ くけゃうは 

ちっくすなさ ぉっ くぇ ょくっゃっく さっょ くぇ こけしかっょくけすけ 
いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ, 
きぇおぇさ う ゃくっしっく こけ しこってくうは さっょ. ╇ょっは
すぇ いぇ しないょぇゃぇくっすけ きせ ぉっ こけょおさっこっくぇ けす 
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”.
╉ぇすけ きけすうゃう いぇ ょぇょっくぇすぇ こけょおさっこぇ, 

『ゃっすぇく 【うおけゃ, おけえすけ っ けぉとうくしおう しなゃっす
くうお う さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „‶さけ
っおすうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う しすさけうすっかしすゃけ” 
ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃, ういすなおくぇ こけかけあうすっかくうは  
けこうす ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. 
¨す くはおけかおけ ゅけょうくう „┿さしっくぇか” ┿╃ う 

》ぇ『╇¨っ【 〉╅ ╆╅][╅〉¨【╊ 【╊｠〉《]《╈¨ぁ╊〉 を╊〉【ぇ『 ′╅ ╆╊′¨′[《》〉¨ 【╊｠〉《]《╈¨¨...
„]すさけうすっかくぇ きったぇくういぇちうは” うきぇす こけゃっつっ けす ょけぉさけ こぇさすくぬけさしすゃけ ゃ 
ぉっいういおけこくうすっ すったくけかけゅうう. ╇きっくくけ こけ すけいう くぇつうく っ ういゅさぇょっくけ  しゃなさい
ゃぇくっすけ くぇ けしくけゃくぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ こかけとぇょおぇ し こかけとぇょおぇすぇ くぇ ╋うす
くうちぇ - ╉ぇいぇくかなお, くけゃぇすぇ ゃさないおぇ し こけきこっくぇすぇ しすぇくちうは ょけ し. [けいけゃけ, 
おぇおすけ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ けこすうつっしおぇすぇ きさっあぇ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 

‶け ょせきうすっ くぇ 【うおけゃ, しないょぇゃぇくっすけ くぇ 〈ったくけかけゅうつっく ちっくすなさ いぇ くけゃう 
さぇいさぇぉけすおう いぇ ぉっいうういおけこくう すったくけかけゅうう っ こけゃっつっ けす ょけぉさぇ うょっは, すなえ 
おぇすけ とっ くぇこさぇゃう ゃないきけあくけ う けぉせつっくうっすけ くぇ すなえ くせあくうすっ おぇょさう いぇ 

すけゃぇ. ]ぇきけすけ せつぇしすうっ くぇ こさっこけょぇゃぇ
すっかう けす ╁╇┿]╂ っ いぇかけゅ, つっ くうゃけすけ くぇ 
くけゃぇすぇ しすさせおすせさぇ とっ しないょぇょっ う こさっょ
こけしすぇゃおう いぇ ゅっくっさうさぇくっすけ くぇ けとっ こけ-
ょけぉさう うょっう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ ぉっいういおけこくう
すっ すったくけかけゅうう. ′うっ こけょおさっこうたきっ すけいう 
こさけっおす, おぇいぇ 【うおけゃ, いぇとけすけ, ぇおけ すけゃぇ 
しっ さっぇかういうさぇ, すけ くっきうくせっきけ とっ ょけくっ
しっ う こけかいう いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.  
╀っいういおけこくうすっ すったくけかけゅうう くぇ きっしす

くぇすぇ そうさきぇ „]すさけうすっかくぇ きったぇくういぇ
ちうは” しぇ こけいくぇすう ゃ きくけゅけ ゅさぇょけゃっ せ くぇし 
う ゃ つせあぉうくぇ, くけ くっ しっ こさぇおすうおせゃぇす ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╇いこけかいゃぇくぇすぇ けす そうさきぇ
すぇ くけゃぇ っおけすったくけかけゅうは くっ くぇさせてぇゃぇ 
ちっかけしすすぇ くぇ せかうつくうすっ くぇしすうかおう.  
]すぇさすうさぇかけすけ くぇ こさぇおすうおぇ こせぉかうつ

くけ-つぇしすくけ こぇさすくぬけさしすゃけ こけ こさけっおすぇ くぇ 
こさけゅさぇきぇ „╉けくおせさっくすくけしけこけしけぉくけしす”   
っ くぇ こさぇおすうおぇ こなさゃけすけ いぇ けぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお, おけはすけ ょけ きけきっくすぇ くはきぇ けこうす ゃ  
おぇくょうょぇすしすゃぇくっすけ  こけ すぇいう こさけゅさぇきぇ. 
╃けしっゅぇてくうはす けこうす う こさぇおすうおぇ ゃ ╀なかゅぇ
さうは こけおぇいゃぇす, つっ  しさっょしすゃぇすぇ こけ „╉けく
おせさっくすくけしこけしけぉくけしす” , こさっょくぇいくぇつっくう 
ゃ けゅさけきくぇすぇ しう つぇしす いぇ ぉういくっしぇ, うきぇす 
くぇえ-くうしなお こさけちっくす くぇ せしゃけはゃぇくっ けす 
っゃさけそけくょけゃっすっ せ くぇし.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╇くあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ

╊╇『《》╊‶』[¨ ′╉『╅╇〉¨ [╅『【¨
 – ╇╊ぁ╊ ̈  ╇ [╅′╅〉]ぇぃ[╅【╅ 》《ぅ╅

¨す くぇつぇかけすけ くぇ 
すけいう きっしっち ゃ 300 

こけとっくしおう しすぇくちうう ゃ 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, ゃ すけゃぇ 
つうしかけ う ゃ おぇいぇくかなておぇ-
すぇ, きけあっ ょぇ しっ こけょぇょっ 
いぇはゃかっくうっ う こけかせつう ╄ゃ-
さけこっえしおぇ いょさぇゃくけけしう-
ゅせさうすっかくぇ おぇさすぇ.
╁しっおう ゅさぇあょぇくうく し 

ɉɨɥɟɡɧɨ

くっこさっおなしくぇすう いょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくう こさぇゃぇ うきぇ こさぇゃけ くぇ 
ういょぇゃぇくっ くぇ ぉっいこかぇすくぇ ╄ゃさけこっえしおぇ いょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくぇ 
おぇさすぇ (╄╆¨╉). 〈けゃぇ っ ょけおせきっくす, ゃない けしくけゃぇ くぇ おけえすけ こさう 
こさっしすけは しう ゃ ょさせゅぇ ょなさあぇゃぇ-つかっくおぇ くぇ ╄], いょさぇゃくけけしうゅせ-
さっくうすっ かうちぇ きけゅぇす ょぇ こけかいゃぇす しこってくぇ う くっけすかけあくぇ いょさぇゃ-
くぇ (きっょうちうくしおぇ う ょっくすぇかくぇ) こけきけと - しこけさっょ いぇおけくけょぇすっか-
しすゃけすけ くぇ しなけすゃっすくぇすぇ ょなさあぇゃぇ.
‶けょぇゃぇくっすけ くぇ いぇはゃかっくうはすぇ いぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ いょさぇゃくけ-

けしうゅせさうすっかくぇ おぇさすぇ しっ  こさぇゃう こけ きっしすけあうゃっっくっ. ╂さぇあょぇ-
くうすっ うきぇす こさぇゃけ ょぇ こけょぇゃぇす いぇはゃかっくうは かうつくけ うかう つさっい 
くけすぇさうぇかくけ せこなかくけきけとっくけ かうちっ しぇきけ ゃ けぉかぇしすすぇ, ゃ おけはすけ 
しぇ さっゅうしすさうさぇくう くぇ こけしすけはくっく ぇょさっし (しなゅかぇしくけ ょぇくくうすっ 
こけ かうつくぇ おぇさすぇ). ‶けょぇゃぇくっすけ くぇ いぇはゃかっくうっ う こけかせつぇゃぇくっ-
すけ くぇ ゅけすけゃぇすぇ おぇさすぇ しっ ういゃなさてゃぇ ゃ っょくぇ う しなとぇ こけとっくしおぇ 
しすぇくちうは, ゃ しかせつぇは ゃ ╉ぇいぇくかなお すけゃぇ っ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ しゅさぇょぇ 
くぇ „╀なかゅぇさしおう こけとう”, くぇ ぉせか. „23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう 
こけかお” わ1 . ‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ くけゃぇすぇ せしかせゅぇ きけあっ ょぇ 
ぉなょっ こけかせつっくぇ う くぇ すっかっそけく 0431/ 633 43.
《けさきせかはさなす いぇ ういょぇゃぇくっすけ くぇ ╄╆¨╉ きけあっ ょぇ ぉなょっ こけ-

かせつっく ぉっいこかぇすくけ ゃ こけとっくしおうすっ しすぇくちうう. ‶さう こけょぇゃぇくっすけ 
しっ こさうかぇゅぇ おけこうっ けす かうつくぇすぇ おぇさすぇ くぇ かうちっすけ, いぇ おけっすけ 
しっ ういょぇゃぇ ╄╆¨╉. ╆ぇ ょっちぇ ょけ 14 ゅ. うかう ょけ 16 ゅ, おけうすけ くは-
きぇす かうつくう おぇさすう, しっ こさっょしすぇゃは ぇおす いぇ さぇあょぇくっ う かうつくぇすぇ 
おぇさすぇ くぇ っょうくうは けす さけょうすっかうすっ, おぇすけ しっ けしすぇゃはす おけこうは けす 
ょゃぇすぇ ょけおせきっくすぇ.
‶さっょぇゃぇくっすけ くぇ ╄╆¨╉ しっ ういゃなさてゃぇ つさっい かうつっく こけょこうし 

くぇ いぇはゃうすっかは ゃなさたせ そういうつっしおけすけ おけこうっ くぇ いぇはゃかっくうっすけ, 
ゅぇさぇくすうさぇと こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ おぇさすぇすぇ. ╃ぇすぇすぇ いぇ こけかせつぇ-
ゃぇくっ くぇ ╄╆¨╉ っ 15 ょくう けす こけょぇゃぇくっ くぇ いぇはゃかっくうっすけ.

〈┿

′╅』【╅『っ╇╅〉╊【《 - 》『《╆]╊〈 ′╅ ╆ぇ]╈╅『¨っ...
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》《]¨【¨ぁ╊』[╅【╅ 』¨』【╊〈╅ ╇ ╆ぇ]╈╅『¨っ ¨′╇ぇ『ぃ¨ 
》『╊╉╅【╊]』【╇《 』》『っ〈《  』《]¨╉╅『〉《』【【╅ 〉╅ ｠《『╅【╅ 

╉-ち ╉けすけてひち ¨えせあてそう - たそねかてかせ たちかおつかおあてかし せあ ╆]』:

- ╃-さ ╇ゅくぇすけゃ, おけかおけ 
ょっしっすうかっすうは ょっかはす ぉなか-
ゅぇさうすっ けす けくぇいう いょさぇゃ-
くぇ さっそけさきぇ, おけはすけ うしおぇす 
さぇぉけすっとうすっ う こかぇとぇとう 
ょぇくなちう たけさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは:  
っかっおすさけくくぇ かうつくぇ おぇさすぇ, 
し こっさしけくぇかくう おけょけゃっ, し 
こっさしけくぇかくう ゃくけしおう?

- ┿おけ すぇおぇ ゃなさゃはす くっとぇすぇ, 
こけゃっつっ けす 100 ゅけょうくう くう ょっ-
かはす けす すぇいう さっそけさきぇ. ╆ぇとけ-
すけ くはきぇ ゃけかは ょぇ しっ くぇこさぇゃう 
すぇいう いょさぇゃくぇ さっそけさきぇ. ]うし-
すっきぇすぇ しっゅぇ っ くぇこさぇゃっくぇ いぇ 
ういすけつゃぇくっ, ぇ くっ いぇ  こけきけと 
くぇ たけさぇすぇ. 〈けゃぇ っ けしくけゃくぇ-
すぇ うょっは, おけはすけ っ いぇかけあっくぇ 
ゃ しっゅぇてくけすけ う ゃ こさっょうて-
くけすけ せこさぇゃかっくうっ, う けすすぇき 
うょゃぇす こさけぉかっきうすっ. ╉けゅぇすけ 
っ しないょぇゃぇくぇ  しうしすっきぇすぇ, すは 
っ しないょぇょっくぇ ゃ くっえくぇすぇ ちは-
かけしす. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, けぉぇつっ, 
こけかうすうつっしおけすけ せこさぇゃかっくうっ 
しっ ょっかう くぇ きぇくょぇすう, ぇ くうっ 
くっ せしこはたきっ ょぇ いぇゃなさてうき くぇ-
てうは きぇくょぇす. ‶さっい 2001-ゃぇ 
いぇゃなさてうたきっ くぇてうは きぇくょぇす, 
くけ くっ せしこはたきっ ょぇ ゅけ こさけ-
ょなかあうき. ┿おけ ぉはたきっ せしこっ-
かう, すけ すけゅぇゃぇ さっそけさきぇすぇ ゃ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ いぇ 8 ゅけ-
ょうくう とってっ ょぇ ぉなょっ いぇゃなさ-
てっくぇ ちはかぇすぇ, ゃおかのつうすっかくけ 
う ゃ すったくうつっしおぇすぇ え つぇしす こけ 
けすくけてっくうっ くぇ うくょうゃうょせ-
ぇかくうすっ おぇさすう, いぇとけすけ すっ しぇ 
きくけゅけ ゃぇあくう. 〈っ しぇ ゃぇあくう 
くっ しぇきけ おぇすけ うくそけさきぇちうは , ぇ 
う - いぇ ょぇ せぉっょはす たけさぇすぇ ゃなゃ 
ゃっさくうは きけょっか くぇ さっそけさきぇ. 
‶さっい すっいう おぇさすう, こさっい おけう-
すけ ゃしっおう ゃうあょぇ おけかおけ ゃくぇ-
しは いぇ けしうゅせさけゃおぇ うかう おけかおけ 
ょなさあぇゃぇすぇ ゃくぇしは いぇ こっくしう-
けくっさう, せつっくうちう, ゃけえくうちう 
う こさけつうっ う おけかおけ たぇさつう いぇ 
つけゃっおぇ, とっ ゃうょう さぇいかうおぇ-
すぇ う しきうしなかぇ. 】っ ゃうょう, つっ 
ゃしうつおう こけ きぇかおけ  ょぇゃぇす, いぇ 
ょぇ きけゅぇす ょぇ たぇさつぇす こけ きくけゅけ 
いぇ すっいう, おけうすけ しぇ ぉけかくう.〈けゃぇ 
っ ゅっさきぇくしおうはす しけかうょぇさっく 

きけょっか くぇ いょさぇゃくぇ さっそけさきぇ.  
〈けゅぇゃぇ たけさぇすぇ とっ さぇいぉっさぇす, 
つっ し きぇかおうすっ ゃくけしおう, おけうすけ 
ょぇゃぇす, うきぇす ゃないきけあくけしすすぇ, 
おけゅぇすけ しっ さぇいぉけかっはす, ょぇ こけ-
かせつぇす きぇおしうきせき.  ╉けゅぇすけ こけ-
かうすうつっしおぇすぇ おかぇしぇ くっ  あっかぇっ 
すけいう しけかうょぇさっく きけょっか くぇ さっ-
そけさきぇ う ゃくけしおう, おけえすけ おけく-
しけかうょうさぇ くぇさけょぇ おぇすけ ちはかけ 
う ゅけ こさぇゃう くっ せこさぇゃかはっき, 
ぇ きうしかっと くぇさけょ, こさけおぇさゃぇ 
しうしすっきぇすぇ. ╉けゅぇすけ くっ うしおぇ, ぇ 
うしおぇ ょぇ ゅけ けしすぇゃう くっしけかうょぇ-
さっく  くぇさけょ, すけ すけゅぇゃぇ ゃしはおぇ 
おけいぇ いぇ  しゃけえ おさぇお, ゃしっおう しぇき 
いぇ しっぉっ しう ょぇ しう けこさぇゃは くっ-
とぇすぇ, おけえ おぇお きけあっ う おぇお ゅけ 
さぇいぉうさぇ  う しゃぇさう, っすけ ゅけ さっ-
いせかすぇすなす こさっょ ゃぇし. ‶けかうすう-
つっしおぇすぇ しうしすっきぇ ゃ ╀なかゅぇさうは  
ういゃなさてう こさっょぇすっかしすゃけ しこさは-
きけ しけかうょぇさくけしすすぇ くぇ  たけさぇ-
すぇ. ╆ぇとけすけ たけさぇすぇ こけおぇいゃぇす 
すっくょっくちうは おなき しけかうょぇさくけしす. 
〈けゃぇ, つっ し っょうく  SMS  きけあって 
ょぇ しなぉっさって こぇさうすっ いぇ かっつっ-
くうっ くぇ っょくけ ぉけかくけ ょっすっ, し 
っょうく おけくちっさす きけあって ょぇ しな-
ぉっさって こぇさうすっ いぇ っょうく ぉけかっく 
こっゃっち う こさ. う こさ.  こけおぇいゃぇ, 
つっ たけさぇすぇ しぇ しおかけくくう いぇ すぇいう 
しけかうょぇさくけしす. ′け すは っ くぇしけ-
つっくぇ おなき けすょっかくう しかせつぇう, ぇ 
くっ おなき ちはかけすけ けぉとっしすゃけ. 〈せお 
っ う くぇえ-ゅけかはきぇすぇ くぇこさぇゃっくぇ 
こけかうすうつっしおぇ ゅさっておぇ: しけかう-
ょぇさくけしすすぇ きっあょせ たけさぇすぇ くっ 
っ しすうきせかうさぇくぇ, ぇ けぉさぇすくけすけ: 
しすうきせかうさぇくけ っ さぇいっょうくっくうっ-
すけ. ╁しっおう しぇき. 〈けゃぇ こさっつう くぇ 
しうしすっきぇすぇ. ╇ ゃすけさけすけ くっとけ, 
おけっすけ こさっつう くぇ いょさぇゃくぇすぇ 
しうしすっきぇ せ くぇし, っ くっこけょゅけすゃっ-
くけしすすぇ くぇ おぇょさうすっ ゃ しそっさぇすぇ 
くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ. ╄すけ し 
すけゃぇ せこさぇゃかっくうっ しっ ょけおぇいゃぇ: 
いぇ ょゃっ ゅけょうくう ゃなゃ ゃかぇしすすぇ しっ 
しきっくうたぇ 3-きぇ きうくうしすさう くぇ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ. 〈けゃぇ っ  
しきってくぇ さぇぉけすぇ!

- ╆ぇとけ ゃうくぇゅう しっ こけかせ-
つぇゃぇ すぇおぇ? ╆ょさぇゃっけこぇい-
ゃぇくっすけ すさせょくけ しう くぇきうさぇ 

つうすぇゃ きうくうしすなさ. ¨つっゃうょ-
くけ かっおぇさうすっ くっ しすぇゃぇす いぇ 
きうくうしすさう.

- ′っ, ょさせゅ っ けすゅけゃけさなす: くっ-
おけきこっすっくすくう しぇ すっいう かっおぇさう, 
おけうすけ しぇ ういぉさぇくう いぇ きうくうしす-
さう. 〈けゃぇ っ そぇすぇかくぇすぇ うしすう-
くぇ. ╋ぇおぇさ つっ しぇ きう おけかっゅう 
う くっ っ せょけぉくけ, くうすけ きくけゅけ 
さっょくけ, ょぇ ゅけ おぇあぇ. ′け すけゃぇ 
っ うしすうくぇすぇ, すは っ こけ-しおなこぇ けす 
ゃしうつおけ. ′っおけきこっすっくすくう しぇ!

- ╇いかういぇ, つっ こけ-ょけぉさうはす 
きうくうしすなさ くぇ いょさぇゃっすけ とっ 
っ くっ-かっおぇさ? 〈ぇおぇ かう? 

- ′っ, しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ たけさぇ, 
おけうすけ とっ しぇ こけかうすうつっしおう 
かけはかくう おなき いょさぇゃくぇすぇ しうし-
すっきぇ, ぇ くっ し ゃなあっうゅさぇつう う 
おさぇょちう ょぇ こさぇゃうき いょさぇゃくぇすぇ  
さっそけさきぇ.  ╉けゅぇすけ しっ こさうちっか-
ゃぇて ゃ こぇさうすっ くぇ ╆ょさぇゃくぇすぇ 
おぇしぇ, う すけ ゃ けくぇいう つぇしす, ゃ 
おけはすけ しぇ かっおぇさしすゃぇすぇ, う ちっ-
かうて ょぇ けゅさぇぉうて すぇいう おぇしぇ, 
おぇお とっ きけあって ょぇ せこさぇゃかは-
ゃぇて いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ う しぇ-
きぇすぇ おぇしぇ, おけゅぇすけ きうしかうすっ すう 
しぇ いぇょくう?  

- ╇きぇ かう くぇつうく すぇいう こけ-
さけつくぇ こさぇおすうおぇ ょぇ しこさっ, 
いぇとけすけ う しっゅぇ しっ すゃなさ-
ょう, つっ くぇ こさぇおすうおぇ こけつ-
すう くはきぇ ゃはさくぇ っこうおさういぇ, 
きぇしけゃけ かっおぇさうすっ こうてぇす 
っょくう くっとぇ,  ぇ しすぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ ょさせゅけ, いぇ ょぇ „いぇさぇぉけ-
すはす” こぇさうすっ しう, ぇ ゃ しなとけすけ 
ゃさっきっ 200 きうかうけくぇ かっゃぇ 
っ ういょさなあおぇすぇ くぇ つうくけゃ-
くうちうすっ ゃ ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ. 
╇きぇ かう くぇつうく ょぇ しっおくっ 
すぇいう こけさけつくぇ しうしすっきぇ うかう 
こけくっ おさなゅなす ゃ っょうく きけ-
きっくす ょぇ しっ いぇすゃけさう? 

- ╇きぇ,  さぇいぉうさぇ しっ, ういたけょ.  
〈さはぉゃぇ ょぇ しっ しきっくはす たけさぇ-
すぇ, しうしすっきぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは  っ 
すけすぇかくけ しぉなさおぇくぇ. 】っ ゃう 
ょぇき こさうきっさ: ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ かっ-

つっぉくうすっ いぇゃっょっくうは, こさうっす 
こさっい 1998 ゅけょうくぇ, っ いぇこう-
しぇくぇ ゅかぇゃぇ „‶さうゃぇすういぇちうは”. 
〈ぇいう こさうゃぇすういぇちうは くっ っ しぇ-
きけちっかくぇ, くうすけ, いぇ ょぇ ょぇょっ 
うょっぇかくぇすぇ つぇしす くぇ かっおぇさうすっ 
けす すぇいう しゅさぇょぇ. ′け すっ しすぇ-
ゃぇす しけぉしすゃっくうちう, うくょうゃうょう, 
すっ くっ しぇ くぇっきくう さぇぉけすくうちう,  
おけっすけ こさけきっくは すはたくぇすぇ そう-
かけしけそうは, こさけきっくは しきうしなかぇ 
くぇ すったくうは あうゃけす. ╄ょうく かう-
つっく かっおぇさ くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
こけょつうくっく くうすけ くぇ こぇさすうえくうは 
しっおさっすぇさ, くうすけ くぇ しうくょうおぇ-
かうしすぇ, くうすけ くぇ さなおけゃけょう-
すっかは くぇ いゃっくけすけ. 〈けえ  っ しぇ-
きけしすけはすっかくぇ, うくょうゃうょせぇかくぇ 
っょうくうちぇ, おけはすけ くけしう ちはかぇすぇ 
けすゅけゃけさくけしす, きっくぇあうさぇ ょっえ-
くけしすすぇ, くぇいくぇつぇゃぇ しっしすさう, 
かっおぇさう おさぇえ しっぉっ しう, けぉっ-
ょうくはゃぇ ゃしうつおうすっ うき せしうかうは 
ゃ こけかいぇ くぇ たけさぇすぇ. ╇ こけかせ-
つぇゃぇ こぇさうすっ しう けす ╆ょさぇゃくぇすぇ 
おぇしぇ こけつすっくけ う つっしすくけ. 〈っ くっ 
うしおぇす けぉぇつっ すぇおうゃぇ たけさぇ, いぇ-
とけすけ すぇおうゃぇ たけさぇ きうしかはす こけ 
ょさせゅ くぇつうく う すぇおうゃぇ たけさぇ けぉ-
さなとぇす きうしかっくっすけ くぇ ちはかぇすぇ 
ょなさあぇゃぇ. ╄すけ いぇとけ すぇいう こけ-
かうおかうくうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお くっ っ 
こさうゃぇすういうさぇくぇ けす かっおぇさうすっ? 
╆ぇとけ? ╆ぇとけすけ くっ うき ょぇょけたぇ 
すぇいう ゃないきけあくけしす. ‶けかうすうちう-
すっ ゃうょはたぇ おなょっ っ すけつおぇすぇ, ゃ  
おけはすけ かっおぇさはす しっ けすおなしゃぇ けす 
くぇっきくうつっしすゃけすけ う しすぇゃぇ くっ-
いぇゃうしうき う くっ こけいゃけかうたぇ すけゃぇ 
ょぇ しっ しかせつう. 〈けゃぇ っ しぇきけ 
っょうく こさうきっさ. ′っ きけあっ しぇきけ 
し くぇっきっく すさせょ ょなさあぇゃぇすぇ 
ょぇ ゃなさゃう くぇこさっょ! 〈さはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ はさおぇ しさっょくぇ おかぇしぇ. ╃なさ-
あぇゃぇすぇ くっ は けこさっょっかはす くうすけ 
くぇえ-ぉっょくうすっ, くうすけ くぇえ-ぉけゅぇ-
すうすっ. ]さっょくぇすぇ おかぇしぇ けこさっ-
ょっかは ょなさあぇゃぇすぇ, くうっ くっ しきっ 
は しないょぇかう すぇいう おかぇしぇ. ′うっ は 
せくうとけあぇゃぇきっ すぇいう しさっょくぇ 
おかぇしぇ. ‶けかっおぇ-かっおぇ しなとうすっ 
すっいう たけさぇ, かっおぇさうすっ, しっ こさっ-
ゃなさくぇたぇ ゃ きっょうちうくしおう つう-
くけゃくうちう, おぇおゃうすけ ぉはたぇ っょくけ 
ゃさっきっ. 〈っ うきぇす っょくう いぇこかぇ-
すう, おけえ おけかおけすけ うき ょぇょっ. 
‶ぇお くはおけえ ょさせゅ ょぇゃぇ こぇさう-
すっ, ぇ くっ おけかおけすけ すっ しう うい-
おぇさぇす. ┿ しうしすっきぇすぇ くぇ そけく-
ょけゃけすけ そうくぇくしうさぇくっ ょぇゃぇ 
ゃないきけあくけしす ゃ ぉかぇゅけさけょくけすけ 
しなさっゃくけゃぇくうっ こけきっあょせ うき, 
くぇ ゃしうつおう すっいう, おけうすけ せつぇしす-
ゃぇす ゃ こさけちっしぇ, すけいう, おけえすけ っ 
くぇえ-ょけぉなさ ょぇ うきぇ う ょぇ ゃいっきっ 
くぇえ-きくけゅけ. ‶け-しこさぇゃっょかう-
ゃけ けす すけゃぇ くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ. 
┿ しこっちうぇかくけ ゃ きっょうちうくぇすぇ 
くぇえ-ょけぉさうはす しすぇゃぇ はしっく かっし-
くけ: すけえ うきぇ きくけゅけ こぇちうっくすう, 
おけうすけ ゅけ すなさしはす.  

- ╉ぇいぇたすっ - きくけゅけ こぇ-
ちうっくすう. ′け くっ きうしかうすっ 
かう, つっ うきっくくけ きくけゅけすけ 
こぇちうっくすう こさっゃさなとぇす くぇ 
こさぇおすうおぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす 
かうつくうすっ かっおぇさう ゃ くっょけし-
すなこくう, くっそせくおちうけくぇかくう 
ょけきぇてくう かっおぇさう. ╃け きくけ-
ゅけ けす  すはた しっ しすうゅぇ すさせょくけ, 
すさせょくけ っ しくぇぉょはゃぇくっすけ し 
くぇこさぇゃかっくうは, こさう すっいう 
ょあうこうすぇ ゃうくぇゅう っ こなかくけ 
し たけさぇ. 

- ┿きぇ  すけゃぇ っ ゃなこさけし くぇ けさ-
ゅぇくういぇちうは くぇ すさせょぇ くぇ しぇきけ-
すけ ょあうこう. ′けさきぇすぇ っ 1500 
こぇちうっくすう くぇ っょくけ ょあうこう う 
すっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす けぉしかせあっ-
くう けす っょうく つけゃっお. ]さっょくぇすぇ 
ゅけょうてくぇ いぇぉけかっゃぇっきけしす っ 
30-35%. 〈けゃぇ, つっ ゃ ょぇょっく 

きけきっくす ゃしうつおう ぉけかくう しっ 
しすさせこゃぇす こさっょ おぇぉうくっすぇ, つっ 
くはきぇ さっょ, ぇ うきぇ たぇけし, っ ゃな-
こさけし くぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ しぇ-
きけすけ ょあうこう. ┿ くっ ゃなこさけし くぇ 
さっぇかくぇ くせあょぇ う こけすさっぉくけしす. 
╁ [ぇきおけゃうは ょけゅけゃけさ っ いぇかけ-
あっくけ しなとけ, おけゅぇ すけゃぇ ょあうこう 
すさはぉゃぇ ょぇ くぇいくぇつう こけきけとくう-
ちう - そっかょてっさう, しっしすさう, すけえ  
おぇお とっ しう さぇいこさっょっかは さぇ-
ぉけすぇすぇ. ╊うつくうすっ かっおぇさう くっ 
こさけせきはゃぇす すけゃぇ, つっ すっ しぇきうすっ 
しぇ きっくうょあなさうすっ, ぇ くっ ょうさっお-
すけさなす くぇ くはおぇおゃぇ しう こけかうお-
かうくうおぇ, おけはすけ っ ういきうしかっくぇ.  
〈けゅぇゃぇ くはきぇ おぇお ょぇ うき ういかっいっ 
しきっすおぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ - うかう すっ とっ 
しぇ くっょけゃけかくう おぇすけ そうくぇくしう, 
おけうすけ こけかせつぇゃぇす, うかう たけさぇ-
すぇ, いぇとけすけ くっ しぇ けぉしかせあっくう 
くぇゃさっきっ. ′ぇ ゃしうつおけすけ けすゅけさっ 
すっいう かうつくう かっおぇさう くぇ ゃしっおう 
6 きっしっちぇ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす しきっ-
くはくう けす たけさぇすぇ. 』っ おぇおなゃ こけ-
ょけぉなさ きったぇくういなき ょぇ ょぇょって 
いぇ ういぉけさ, ょぇ しう すさなゅくって けす 
かっおぇさは, ぇおけ くっ しう ょけゃけかっく けす 
くっゅけ, ぉっい ょぇ おぇあって う ょせきぇ? 

- ╋くけゅけ うかう きぇかおけ しぇ 
ぉけかくうちうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは? 

- ╀さけはす くぇ ぉけかくうちうすっ しっ けこ-
さっょっかは けす こぇちうっくすうすっ. 】けき 
っょくぇ ぉけかくうちぇ うきぇ こぇちうっくすう, 
いくぇつう すは っ ょけぉさぇ う くはきぇ おけえ 
ょぇ は いぇすゃけさう. ┿おけ けぉしかせあゃぇ 
ょけぉさっ ぉけかくうすっ, ぇおけ っ ぉかうい-
おけ ょけ ょけきぇ うき, ぇおけ せょけゃかっす-
ゃけさはゃぇ すったくうすっ くせあょう う 
ゃうあょぇくうは いぇ いょさぇゃっ, いくぇつう 
すぇいう ぉけかくうちぇ うきぇ こさぇゃけ くぇ 
しなとっしすゃせゃぇくっ. ′ぇえ-きぇかおけ 
こなお きうくうしすなさなす うきぇ こさぇゃけ 
ょぇ いぇすゃけさう すぇおぇゃぇ ぉけかくうちぇ. 
′せあょうすっ くぇ たけさぇすぇ けこさっょっ-
かはす ぉけかくうちうすっ. ┿い くっ ぉうた しっ 
くぇっか ょぇ おぇあぇ おけかおけ ぉけかくうちう 
すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
こさう こけかけあっくうっ, つっ しきっ くぇ 
こなさゃけ きはしすけ ゃ しすさぇくうすっ けす ╄] 
こけ しきなさすくけしす けす うくそぇさおすう う 
うくしせかすう. ′っ ぉうた ょけこせしくぇか 
すぇおけゃぇ くっとけ. 〈けゅぇゃぇ いょさぇ-
ゃっけこぇいゃぇくっすけ とっ しすぇくっ ぉっい-
ちっかくけ: ゃしっおう かっおせゃぇ ゃしうつおけ, 
くけ すけゃぇ, けす おけっすけ  くぇえ-きくけゅけ 
しすさぇょぇす ぉなかゅぇさうすっ, くはきぇ おけえ 
ょぇ ゅけ ういかっおせゃぇ. ]すうゅくぇかう しきっ 
ょなくけすけ くぇ こぇさぇょけおしぇ: 300-
400 ぉけかくうちう, ゃしっおう かっおせゃぇ 
くっとけ, ぇ ゃ すけゃぇ ゃさっきっ しきっ くぇ 
こなさゃけ きはしすけ こけ うくそぇさおすう う 
うくしせかすう. ╄, おぇおゃぇ っ すけゅぇゃぇ 
すぇいう いょさぇゃくぇ しうしすっきぇ? ╉ぇお-
ゃぇ ちっか しう っ こけしすぇゃうかぇ すぇいう 
いょさぇゃくぇ しうしすっきぇ? ╉ぇおゃぇ ちっか 
しう っ こけしすぇゃうかぇ せこさぇゃかはゃぇ-
とぇすぇ こぇさすうは  こけ けすくけてっくうっ 
くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ くぇ 
しすさぇくぇすぇ, いぇ ょぇ うきぇ すけかおけゃぇ 
ぉけかくうちう う すけかおけゃぇ そぇすぇかくけ 
ぉけかくう たけさぇ せ くぇし? ╇ すけかおけゃぇ 
こぇさう ょぇゃぇす いぇ ゃしうつおけ すけゃぇ - 
3 きうかうぇさょぇ かっゃぇ ゅけょうてくけ!  
〈けゅぇゃぇ おぇおゃぇ ちっか ゅけくうき? 

- ╁うっ うきぇすっ かう けすゅけゃけさ 
くぇ すけいう ゃなこさけし? 

- ╇きぇき. ¨すゅけゃけさなす っ ゃ こけつ-
すっくけしすすぇ う おゃぇかうそうおぇちう-
はすぇ くぇ ょけおすけさうすっ. ╁うしけおけ-
おゃぇかうそうちうさぇくうはす ょけおすけさ 
っ すなさしっく けす ゃしうつおう. ′うし-
おけおゃぇかうそうちうさぇくうすっ かっおぇさう 
う くうしおけおゃぇかうそうちうさぇくうすっ 
いゃっくぇ しなとっしすゃせゃぇす, おぇすけ しぇ 
こけょょなさあぇくう ういおせしすゃっくけ. 〈ぇ, 
すけゃぇ っ しけちうぇかういなき ゃ ょっえしす-
ゃうっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

けしけ おうあおかつかてえそおけのせそ そねあさうあせか せあ かおけせ いかくちかくとしてあてかせ そてえそうそち
¨す くぇつぇかけすけ くぇ きうくぇかうは 

ゃっお ょけおなき こっすょっしっすすっ ゅけ
ょうくう ゃ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは う 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ 
しぇ こけかせつぇゃぇくう さっょうちぇ うしおぇ
くうは いぇ こさけゃっあょぇくっ くぇ ういこう
すぇすっかくう しすさっかぉう し こけょけぉさっくけ 

うかう ういけぉさっすっくけ くけゃけ ぉなかゅぇさ
しおけ けさなあうっ. ╁こっつぇすかはゃぇとけ っ 
くぇきっさっくうっすけ くぇ すけかおけゃぇ ぉなか
ゅぇさしおう さぇちうけくぇかういぇすけさう う うい
けぉさっすぇすっかう ょぇ こさっょかけあぇす しゃけう 
おけくしすさせおすうゃくう さってっくうは. ‶け
おぇいぇすっかくけ っ う あっかぇくうっすけ うき – 
すったくうすっ ういけぉさっすっくうは ょぇ ぉなょぇす 
こさうっすう くぇ ゃなけさなあっくうっ ゃ ぇさきう
はすぇ. ┿ くぇえ-こけおぇいぇすっかくけすけ っ, つっ 
くうすけ っょくけ けす すはた くっ っ しすうゅくぇ
かけ こけ-ょぇかっつ けす おけくしすぇすうゃくうすっ 
こさけすけおけかう しかっょ ういこうすぇくうはすぇ, 
くっいぇゃうしうきけ けす こけおぇいぇくうすっ ゃ 
すはた さっいせかすぇすう.
╃うきうすなさ [ぇそぇうかけゃ っ っょうく けす 

すっいう ういけぉさっすぇすっかう. ‶さっい 1916 
ゅ., ういこけかいゃぇえおう いぇ ぉぇいぇ 8 きき 
おぇさぇぉうくぇ „╋ぇくかうたっさ”, けぉさ. 
1888, こけかおけゃくうお [ぇそぇうかけゃ 
しないょぇゃぇ けこうすっく けぉさぇいっち くぇ きけ
ょっさくけ いぇ ゃさっきっすけ しう ぇゃすけきぇ
すうつくけ こったけすくけ けさなあうっ.
[ぇそぇうかけゃ いぇゃなさてゃぇ 〈せかしおぇすぇ 

けさなあっえくぇ ておけかぇ う っ くぇいくぇつっく 
おぇすけ けさなあっっく すったくうお ゃ 62-さう 
╋ぇおっょけくしおう こったけすっく こけかお. ] 
さぇこけさす けす 1916 ゅ. すけえ ょけおかぇょゃぇ 
くぇ おけきぇくょゃぇとうは ╁すけさぇ ぇさきうは 
いぇ くぇこさぇゃっくぇすぇ けす くっゅけ „こさっこ

さぇゃおぇ くぇ こったけすくぇ きぇくかうたっ
さけゃぇ こせておぇ ゃ ぇゃすけきぇすうつ
くぇ”. ‶さっせしすさけえしすゃけすけ しっ っ 
ういゃなさてゃぇかけ ゃ こったけすくぇすぇ 
さぇぉけすうかくうちぇ くぇ こけかおぇ. ╄し
すっしすゃっくけ, つっ っょくぇ こけょゃうあ
くぇ こったけすくぇ さぇぉけすうかくうちぇ 

くっ しないょぇゃぇ くっけぉたけょうきうすっ 
せょけぉしすゃぇ - かうこしゃぇす きぇてう
くう, ょけしすぇすなつくけ きぇすっさうぇ
かう う うくしすさせきっくすう. ‶けさぇょう 
すぇいう こさうつうくぇ ういさぇぉけすおぇすぇ 
っ ゅさせぉぇ, くけ けさなあうっすけ, おぇすけ 
くぇつぇかけ, っ さぇぉけすっかけ いぇょけ
ゃけかうすっかくけ. ] さってっくうっ くぇ 
╁すけさぇ ぇさきうは う ゃ こさうしなしす
ゃうっすけ かうつくけ くぇ くぇつぇかくうおぇ 
くぇ ぇさきうはすぇ しっ こさぇゃはす うい
こうすぇくうは しなし 150 こぇすさけくぇ. 
[っいせかすぇすうすっ しぇ こけゃっつっ けす 
ょけぉさう. ]ぇきうはす [ぇそぇうかけゃ 
けぉはしくはゃぇ, つっ けぉさぇいっちなす っ 
くぇこさぇゃっく しぇきけ し ちっか ょぇ しっ 
ょけおぇあっ, つっ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
ういさぇぉけすっくぇ すぇおぇゃぇ こせて
おぇ. ╁ さぇこけさすぇ しう すけえ うしおぇ 
さぇいさってっくうっ ょぇ きせ しっ ょぇょっ 
ゃないきけあくけしす ょぇ くぇこさぇゃう 
くけゃ けぉさぇいっち, くけ こさう こけょ
たけょはとう せしかけゃうは – すぇおぇ, つっ 
ょぇ けすゅけゃぇさは くぇ ゃしうつおう うい
うしおゃぇくうは いぇ っょくけ こったけすくけ 
けさなあうっ.
] けそうちうぇかくけ こうしきけ くぇ

つぇかくうおなす くぇ ╁すけさぇ ぇさきうは 
ういこさぇとぇ けさなあっえくうは すった
くうお ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 

ゃけえくぇすぇ, おぇすけ こさっょかぇゅぇ ょぇ 
しっ くぇいくぇつう おけきうしうは う ょぇ しっ 
くぇこさぇゃはす ういこうすぇくうは くぇ くけ
ゃうは けぉさぇいっち. 
¨す ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃけえ

くぇすぇ くぇいくぇつぇゃぇす おけきうしうは いぇ 
ういこうすぇくうは, おけうすけ しっ こさけ
ゃっあょぇす くぇ しすさっかぉうとっすけ くぇ 
]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. ╇ すけいう こなす さっいせか
すぇすうすっ しぇ けつぇおゃぇくけ けすかうつくう. 
]かっょ こさけゃっょっくうすっ ういこうすぇ
すっかくう しすさっかぉう おけきうしうはすぇ 
しっ しなぉうさぇ, いぇ ょぇ こけょゅけすゃう 
こさけすけおけかぇ, ぇ くぇ [ぇそぇうかけゃ 
っ くぇさっょっくけ ょぇ ういつぇおぇ くは
おけかおけ ょくう いぇ さっいせかすぇすうすっ. 
〈けえ っ ういゃうおぇく ゃ ┿さしっくぇかぇ 
こさう すったくうお [ぇえくけゃ - つかっく 
くぇ おけきうしうはすぇ こけ ゃさっきっ くぇ 
ういこうすぇくうはすぇ. [ぇえくけゃ ょぇゃぇ 
けぉはしくっくうっ, つっ うきぇかけ いぇこけ
ゃっょ ょぇ くっ しっ ゃいっきぇす たけさぇ けす 
そさけくすぇ /ぇ [ぇそぇうかけゃ っ しかせ
あうか こけ すけゃぇ ゃさっきっ くぇ そさけく
すぇ/ う すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ 
つぇしすすぇ しう. 〈ぇおぇ くぇ くっゅけ きせ っ 
けすおぇいぇくけ ょぇ さなおけゃけょう ういさぇ
ぉけすゃぇくっすけ くぇ こさけぉくぇ しっさうは 
けぉさぇいちう. 〈ったくうお [ぇえくけゃ こけ
っきぇ くぇさっあょぇくっすけ ょぇ ういゅけすゃう 
ょぇょっくうすっ せしすくう さぇいはしくっくうは 
くぇ ╃. [ぇそぇうかけゃ けす ういこうすぇ
くうはすぇ う ょぇ しなぉかのょぇゃぇ うい
ゅけすゃはくっすけ くぇ ういゃっしすくけ おけ
かうつっしすゃけ こさけぉくう こせておう. ╇ 
きぇおぇさ, つっ [ぇそぇうかけゃ きせ ょぇゃぇ 
しなけすゃっすくうすっ くぇしけおう いぇ ぉなょっ
とぇすぇ さぇぉけすぇ, こけしすぇゃうか こけょ 
しなきくっくうっ いぇこけゃっょすぇ ょぇ しっ 
ゃなさくっ くぇ そさけくすぇ, すけえ けすうゃぇ 
こさう くぇつぇかくうおぇ くぇ すったくうつっ
しおうは けすょっか ゃ ╋うくうしすっさしすゃけ
すけ くぇ ゃけえくぇすぇ. ′け う すぇき きせ 
こけすゃなさあょぇゃぇす しなとけすけ. ¨ぉう
ょっく, つっ くっ きせ っ けぉなさくぇすけ 
ょけしすぇすなつくけ ゃくうきぇくうっ う くぇえ-
ゃっつっ いぇさぇょう くぇきっさっくうっすけ ょぇ 
しっ ういゅけすゃう っょうく くけゃ こけ-せしな
ゃなさてっくしすゃぇく こったけすっく きけょっか 
くぇ ぇゃすけきぇすうつくぇ こせておぇ, おけは
すけ きけあっ ょぇ ぉなょっ ゃ せしかせゅぇ くぇ 
ぇさきうはすぇ, こけかお. [ぇそぇうかけゃ しっ 
ゃさなとぇ ゃ つぇしすすぇ しう.
′はおけかおけ ゅけょうくう こけ-おなしくけ 

/こさっい 1920 ゅ./, つさっい 39-すぇ 
こったけすくぇ ]けかせくしおぇ ょさせあうくぇ, 
おなょっすけ ゃっつっ ぉうか くぇいくぇつっく 
くぇ しかせあぉぇ, くぇ こけかお. [ぇそぇ
うかけゃ っ こさっゃっょっくぇ しせきぇすぇ 
けす 2000 かゃ. „おぇすけ こさっきうは いぇ 
くぇこさぇゃっくけすけ こけょけぉさっくうっ くぇ 
こせておぇすぇ”.
╇ すけかおけゃぇ.
]かっょ こっす ゅけょうくう, くぇ 

15.10.1925 ゅ., ゃっつっ ゃ つぇ
しすうすっ くぇ ╁ぇさくっくしおぇすぇ おさぇえ
ぉさっあくぇ こけかうちうは, ╃. [ぇ
そぇうかけゃ ういこさぇとぇ こうしきけ ゃ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ, 
し おけっすけ きけかう ょぇ きせ しっ けおぇ
あっ すったくうつっしおぇ こけきけと いぇ 
こけゃすけさくけ ういゅけすゃはくっ くぇ けこ
うすっく けぉさぇいっち ぇゃすけきぇすうつくぇ 
こったけすくぇ こせておぇ. ╆ぇ ちっかすぇ しぇ 
きせ くっけぉたけょうきう っょくぇ こせておぇ 
„╋ぇくかうたっさ”, けぉさ. 1888 ゅ., 
っょうく しすさせゅぇさ う さぇいさってっくうっ 
しぇき ょぇ さなおけゃけょう ういさぇぉけす
ゃぇくっすけ くぇ つぇしすうすっ, おぇおすけ う 
„しぇき ょぇ さぇぉけすう ゃしっおう ょっく 
しかっょ けぉはょ”. ╇しおぇ う さぇいさってっ
くうっ ょぇ ういこけかいゃぇ きぇてうくうすっ, 
うくしすさせきっくすうすっ う きぇすっさうぇかう
すっ ゃ さぇぉけすうかくうちぇすぇ くぇ ╋けさ
しおぇすぇ こけかうちっえしおぇ しかせあぉぇ. 
¨す けぉはしくうすっかくうすっ いぇこうしおう 

すけつくけ ゃ すけゃぇ こうしきけ しすぇゃぇ 
はしくけ, つっ くぇこさぇゃっくうすっ ゃ くっ
ゅけゃけ けすしなしすゃうっ 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 けこ
うすくう けぉさぇいちう こさっょう くはおけか
おけ ゅけょうくう しぇ ぉうかう し ゅさせぉう 

すったくうつっしおう ゅさっておう う いぇすけゃぇ 
くっ しぇ ょぇかう けつぇおゃぇくうすっ さっ
いせかすぇすう. 〈けゃぇ っ う こさうつうくぇすぇ 
けぉさぇいっちなす ょぇ くっ ぉなょっ こさうっす 
くぇ ゃなけさなあっくうっ ゃ ぇさきうはすぇ. 
„]っゅぇ うきぇき しうかくけすけ あっかぇくうっ 
ょぇ くぇこさぇゃは っょうく けぉさぇいっち, 
– こうてっ ゃ こうしきけすけ しう [ぇそぇ
うかけゃ, – おけえすけ ょっえしすゃうすっかくけ 
ょぇ いぇょけゃけかう せしかけゃうはすぇ いぇ 
っょくぇ ゃけっくくぇ こせておぇ”… ╇ こけ
しかっ しかっょゃぇ すっおしす, おけえすけ っ いぇ
つっさすぇく, くけ ゃしっ こぇお かうつう: „…ゃ 
せしかせゅぇ くぇ ¨すっつっしすゃけすけ”.
]ぇきけ けす すっいう くはおけかおけ こけつ

すう いぇかうつっくう ょせきう ゃ こうしきけすけ 
こさけいうさぇ くっこけょこさぇゃっく こぇすさう
けすういなき, くけ う しおさけきくけしす, すうたけ 
あっかぇくうっ ょぇ ぉなょっ こけかっいっく くぇ 
ぇさきうはすぇ う くぇ ¨すっつっしすゃけすけ 
しう.
′け ょぇかう すけゃぇ こうしきけ こけかせつぇ

ゃぇ けすゅけゃけさ? ′っ! 
╃ぇかう こけさっょくぇ くっおけきこっ

すっくすくけしす うかう くっしっさうけいくけ 
けすくけてっくうっ おなき さぇぉけすぇすぇ, くけ 
すったくうお [ぇえくけゃ けす ╋うくうしすっさ
しすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ くっ ょけゃっあ
ょぇ ょけおさぇえ こけっすうは こさっょう ゅけ
ょうくう ぇくゅぇあうきっくす おなき こけかお. 
[ぇそぇうかけゃ. ╊うこしぇ くぇ せこけさう
すけしす うかう こけしかけゃうつくぇすぇ ぉなか
ゅぇさしおぇ いぇゃうしす?... ╆ぇ うしすけさう
つっしおうすっ そぇおすう きけあっ しぇきけ ょぇ 
しっ ゅぇょぇっ.
 
‶うすぇき しっ おなょっ かう しっ っ ゅせ

ぉうかけ すぇゃぇ こうしきけ, すぇ こけゃっつっ 
けす 20 ゅけょうくう しかっょ くっゅけゃけすけ 
ういこさぇとぇくっ ゃ ╋うくうしすっさしすゃけ
すけ, しなゃしっき ういくっくぇょゃぇとけ しっ 
ういこさぇとぇ ゃ けすゅけゃけさ ょさせゅけ 
こけゃっさうすっかくけ こうしきけ ょけ とぇぉぇ 

くぇ ╁けっくくけきけさしおうすっ しうかう いぇ 
ういゃなさてゃぇくっ くぇ こさぇおすうつっしおう 
ういこうすぇくうは くぇ こさっょかけあっくぇすぇ 
けす こけかお. [ぇそぇうかけゃ ぇゃすけきぇ
すうつくぇ おぇさぇぉうくぇ. ‶うしきけすけ っ 
けぉけいくぇつっくけ し わ 915 う っ けす 
15 のくう 1946 ゅ. ╁ない けしくけゃぇ くぇ 
くっゅけ きくけゅけ ぉなさいけ しっ しそけさきう
さぇ おけきうしうは いぇ こさけゃっあょぇくっ 
くぇ ういこうすぇくうはすぇ. ╉けきうしうはすぇ 
しっ こさっょしっょぇすっかしすゃぇ けす ゅっくっ
さぇか-きぇえけさ ╇ゃぇく ╋うたぇえかけゃ 
う つかっくけゃっ こけかお. ]すっそぇくけゃ, 
こけかお. 〈けきけゃ う すったくうつっしおう 
こけかおけゃくうお ╇ゃぇく ╃ぇしおぇかけゃ. 
╃っきけくしすさぇちうはすぇ しっ ういゃなさて
ゃぇ かうつくけ けす こけかお. ╃うきうすなさ 
[ぇそぇうかけゃ. 
╁ こうしきけすけ しう ょけ ╋うくうしすっさ

しすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ こさっょう 20 
ゅけょうくう [ぇそぇうかけゃ ういこさぇとぇ 
おぇすけ こさうかけあっくうっ しぇきけ おさぇす
おけ けこうしぇくうっ いぇ こさっこさぇゃおぇすぇ 

くぇ こせておぇ „╋ぇくかうたっさ”, けぉさ. 
1888 ゅ. 』っさすっあなす っ ぉうか ゃ 
っょうくしすゃっく っおいっきこかはさ う ぇゃすけ
さなす ゅけ いぇょなさあぇ いぇ しっぉっ しう, いぇ 
ょぇ きけあっ ょぇ ういさぇぉけすう つぇしすうすっ 
いぇ けこうすくうは きけょっか, きぇおぇさ, つっ 
ゃ こけしかっょしすゃうっ けしすぇゃぇ いぇぉさぇ
ゃっく. 『っかう ょゃっ ょっしっすうかっすうは.  
『っかう ょゃっ ょっしっすうかっすうは けさな
あっえくうはす すったくうお しっ くぇょはゃぇ, 
つっ くっゅけゃけすけ こけょけぉさっくけ こっ
たけすくけすけ けさなあうっ とっ しなぉせょう 
くっつうえ うくすっさっし, くっつうは いぇしこぇ
かぇ しなゃっしす, けすゅけゃけさくけしす うかう… 
こさけしすけ くっけぉたけょうきけしす…
╇ すっいう ういこうすぇくうは, しこさっ

すくぇすう くぇぉなさいけ, しかっょ ょゃぇ
ょっしっすゅけょうてくけ いぇおなしくっくうっ, 
いぇ しなあぇかっくうっ, けしすぇゃぇす ぉっい 
こけしかっょしすゃうっ. ′はきぇ けすおさうす 
こさけすけおけか. ′うすけ おぇおゃうすけ う 
ょぇ ぉうかけ いぇこうしおう, こさっこけさなおう 
うかう けこうしぇくうは.
╆ぇ しなぉうすうはすぇ くぇこけきくは しぇきけ 

っょくぇ すゃなさょっ きぇかおぇ う くっこさっ
すっくちうけいくぇ しすぇすうは くぇ ╁けっくくけ 
ういょぇすっかしすゃけ. ╇ すけ しかっょ けとっ 
40 ゅけょうくう.  
 
‶けいゃけかはゃぇき しう ょぇ しっ ゃなさくぇ 

くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ う ょぇ こけすなさ
しは こけさっょくけすけ ぉなかゅぇさしおけ ょぇ
さけゃぇくうっ, ういすかぇしおぇくけ おなき こっ
さうそっさうはすぇ くぇ くぇちうけくぇかくけすけ 
くう しぇきけつせゃしすゃうっ. ╆ぇとけ う おぇお 
– くはきぇ っょくけいくぇつっく けすゅけゃけさ. 
┿おけ しっ こけすなさしはす ゃうくけゃくう - 
しうゅせさくけ う すぇおうゃぇ くはきぇ ょぇ 
うきぇ. 

′け すぇおぇ うかう うくぇつっ, すけゃぇ 
くっ っ っょうくしすゃっくうはす しかせつぇえ, ゃ  
おけえすけ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは っ 

きけあっかぇ ょぇ しっ しょけぉうっ し くけゃけ 
こったけすくけ けさなあうっ う すけ ょけしすぇ
すなつくけ おぇつっしすゃっくけ いぇ ゃさっきっすけ 
しう. 
╃けぉさっ, つっ こけくっ うしすけさうはすぇ 

ゅう こけきくう.

╁ きせいっは くぇ „┿さしっくぇか” しぇ 
いぇこぇいっくう いぇ こけおけかっくうはすぇ 
しくうきおぇすぇ う こうしきけすけ くぇ こけかお. 
[ぇそぇうかけゃ ょけ ╋うくうしすっさしすゃけ
すけ けす 1925 ゅ., おぇおすけ う そけ
すけおけこうっ くぇ „しおけさけしすくけすけ” 
さっぇゅうさぇくっ こさっい 1946 ゅ. いぇ 
こさけゃっあょぇくっすけ くぇ こけしかっょくう
すっ ういこうすぇくうは, けしすぇくぇかう ぉっい 
さっいせかすぇす. 
╇ ぉっい ょなかゅけけつぇおゃぇくうは けす

ゅけゃけさ くぇ っょくけ すゃなさょっ ょなかゅけ 
こなすせゃぇかけ  こうしきけ.

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ
╋せいっえ „┿さしっくぇか”

』ぇしす けす こうしきけすけ

Визитка:

Дългогодишен председател на БЛС (Български лекарски съюз), бивш 
депутат от СДС в два мандата, инициатор на поредица промени в Закона за 
здравеопазването. Д-р Игнатов посети Казанлък за среща с представители на 
здравеопазването.
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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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„╅ちつかせあし“ - たけしそてせあ なけちすあ たそ 
かうちそたかこつさけ たちそかさて くあ さあおちけてか

╈かそちえけ ╉そいちかう:
╋けうそて つ すけちけつ せあ いあちとて

╉ひしえけみて たひて 
せあ かおせそ たけつすそ

╉-ち ¨えせあてそう: 》そしけてけぬけてか たちかおあ-
おそにあ つそしけおあちせそつててあ せあ にそちあてあ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》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. 3

╆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

╊』╊〉〉¨【╊ ]¨』【╅
』╅ 〈╅╈¨ぁ╊』[¨

╇ [あくあせしひさ うつかさけ 20-てけ すひき う けさそせそすけねかつさけ あさてけうせあ うひく-
ちあつて か いかく ちあいそてあ, うつみさあ 14-てあ きかせあ つひはそ. ╉かぬあてあ つあ 3 たひてけ 
たそ-すあしさそ そて にそちあてあ せあお 65 えそおけせけ. ╇つかさけ 7-すけ か うけつのけつて.

》ちそかさてひて くあ 4 すしせ. しかうあ いか たそおさちかたかせ そて えちとたあてあ せあ ╊さつたかちてけてか 

′╅』【╅『っ╇╅〉╊【《 - 》『《╆]╊〈 ′╅ 
╆ぇ]╈╅『¨っ, 〉《 〉╊ 』╅〈《 〉╊¨〉

╆]╅╈《╉╅『¨〈 《【 』ぇ『を╊!

 【あこせそ そちひきけか 

╇きっ: ╊ぇかぬけ ╉なさこぇつっゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃ , ╆ぇゃけょ 2/100

╃かなあくけしす: ′ぇしすさけえつうお

╂けょうくう: 32

╆けょうは: ╀かういくぇちう

》けぉう: ╃ぇ しこけさすせゃぇき う ょぇ つっすぇ (〈っさう ‶さぇすつっす)

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“: 9 きっしっちぇ

╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ あうゃけすぇ? ╇かう おぇいぇくけ うくぇつっ - 
くぇ おけゅけ さぇいつうすぇて ゃ すさせょくう きけきっくすう?: ′ぇ つぇさぇ しう.

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

]こけさっょ こさけゅくけいうすっ くぇ きくけゅけ くぇちうけくぇかくう う きっあ-
ょせくぇさけょくう うくしすうすせちうう ょけ 2050 ゅ. しっ けつぇおゃぇす 

ょさぇしすうつくう こさけきっくう ゃなゃ ゃないさぇしすけゃぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ 
くぇしっかっくうっすけ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
〈けゃぇ すゃなさょっくうっ っ くぇ ╄きうかうは ╁けえくけゃぇ けす ょうさっおちうは 

“╅ういくっくけ さぇゃくうとっ う しけちうぇかくぇ しうゅせさくけしす” くぇ ╋うくうし-
すっさしすゃけすけ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ くぇ おさなゅかぇ 
きぇしぇ いぇ ょっきけゅさぇそしおうすっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ う ょけぉさう 
っゃさけこっえしおう こさぇおすうおう ゃ けすゅけゃけさ くぇ いぇしすぇさはゃぇくっすけ くぇ 
くぇしっかっくうっすけ.

¨つぇおゃぇ しっ ょけ 2050 ゅ. けすくけしうすっか-
くうはす ぉさけえ くぇ くぇしっかっくうっすけ ゃ しすさぇ-
くぇすぇ くぇ ゃないさぇしす くぇょ 60 ゅけょうくう ょぇ 
ょけしすうゅくっ くぇょ 30 こさけちっくすぇ けす けぉとうは 
ぉさけえ. ‶け ょぇくくう くぇ っおしこっさすう, おけゅぇすけ 
ょっかなす くぇ くぇしっかっくうっすけ くぇょ 60-ゅけょう-
くう っ くぇょ 30 こさけちっくすぇ ゃ ょぇょっくぇ しすさぇ-
くぇ, しぇ いぇしすさぇてっくう ゃしうつおう しけちうぇかくう 
しうしすっきう, いぇすさせょくっくけ っ そせくおちうけくう-
さぇくっすけ うき う すっ いぇこけつゃぇす ょぇ しっ さぇい-
こぇょぇす, こけしけつう しこっちうぇかうしすなす.
╁けえくけゃぇ けすぉっかはいぇ, つっ ょっきけゅさぇそ-

しおぇすぇ しうすせぇちうは ゃ ╀なかゅぇさうは っ くぇえ-
おさういうしくぇすぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し ゃしうつおう 
けしすぇくぇかう ょなさあぇゃう-つかっくおう くぇ ╄]. 
]さっょ くっゅぇすうゃくうすっ ょっきけゅさぇそしおう 
すっくょっくちうう しぇ くうしおぇすぇ さぇあょぇっきけしす, 
ゃうしけおぇすぇ けぉとぇ しきなさすくけしす, くうしおぇすぇ 
しさっょくぇ こさけょなかあうすっかくけしす くぇ あうゃけ-
すぇ, ゅけかっきうすっ きうゅさぇちうけくくう こけすけちう.
╇きぇきっ くっゅぇすうゃっく っしすっしすゃっく こさう-

さぇしす, おけえすけ しっ いぇょなかぉけつぇゃぇ ゃ こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう いぇさぇょう おさういぇすぇ. 
╉ぇすけ ういおかのつうすっかくけ すっあなお こさけぉかっき 
っおしこっさすなす けこさっょっかう さぇくくぇすぇ しきなさす-
くけしす しさっょ きなあっすっ, おぇすけ こけしけつう, つっ 
すけえ ゃけょう ょけ すけゃぇ, つっ つっしすけ あっくう, 
つううすけ しなこさせいう こけつうくぇす, けしすぇゃぇす 
しぇきう, おけっすけ ゃけょう ょけ こさけぉかっきぇ くぇ 
す.くぇさ. あっくしおぇ ぉっょくけしす ゃ こけ-ゃうしけおう-
すっ ゃないさぇしすけゃう ゅさせこう. 
¨ぉとけ くぇしっかっくうっすけ ゃ ╄] っ くぇょ 500 

きかく. ょせてう, ╀なかゅぇさうは っ し きぇかおけ くぇょ 
7 きうかうけくぇ くぇしっかっくうっ. ╆ぇ しさぇゃくっ-
くうっ, くぇしっかっくうっすけ くぇ しなしっょくぇ [せきな-
くうは っ くぇょ 21 きかく. ょせてう, ぇ くぇ ╂なさ-
ちうは - くぇょ 11 きかく.

╇つみさそ そて てみに すそきか おあ いひおか せあの てあしけつすあせ

╉かっくけゃ かうしす. ぅさおうすっ あなか-
すう う くぇてぇさっくう こっすけゃなさたう 
かうしすぇ くぇ おかっくぇ しぇ しぇきけすけ ゃな-
こかなとっくうっ くぇ いかぇすくぇすぇ っしっく. 
╁ すはた くはきぇ う こけきっく けす せゃはた-
ゃぇくっ - くぇこさけすうゃ, おかっくけゃうすっ 
かうしすぇ しはおぇて すなさあっしすゃせゃぇす 
くぇょ すかっくうっすけ! ]なぉっさっすっ くぇえ-
おさぇしうゃうすっ かうしすぇ, おけうすけ せし-
こっっすっ ょぇ くぇきっさうすっ - ちっかう, 
ぉっい こっすなくちぇ. ╇いしせてっすっ ゅう 
きっあょせ しすさぇくうちうすっ くぇ おくう-
ゅぇ うかう こさけしすけ ゅう ういゅかぇょっ-
すっ し かっおけ すけこかぇ のすうは, おぇすけ 
こさっょゃぇさうすっかくけ ゅう いぇゅなくっすっ ゃ 
こかなすくぇ ぉはかぇ たぇさすうは. 〈ぇかうし-
きぇくなす っ ゅけすけゃ - すけえ けぉっとぇゃぇ 
せしこった ゃ くぇつうくぇくうはすぇ, こけゃう-
てぇゃぇ ぇゃすけさうすっすぇ, こけきぇゅぇ くぇ 
つけゃっお ょぇ ういはゃう しっぉっ しう. ] 
ょゃっ-すさう おぇこおう かっこうかけ こさう-
おさっこっすっ かうしすぇ おなき おぇさすけく う 
しかけあっすっ “きぇゅうつっしおぇすぇ おぇさ-
すうくおぇ” ゃ ういすけつくぇすぇ つぇしす くぇ 
あうかうとっすけ.

╁ しっきっえしすゃけすけ ゃう さぇしすぇす 
ょっちぇ? ′っこさっきっくくけ けおぇつっすっ 
おかっくけゃ すぇかうしきぇく しさっとせ かっゅ-
かけすけ うき - ぇおけ こなさゃけすけ くっとけ, 
おけっすけ ゃうょはす くぇしかっょくうちう-
すっ ゃう, けすゃぇさはえおう けつう, ぉなょっ 
はさなお う ゃっしっか おかっくけゃ かうしす くぇ 
いっかっく うかう ゅなかなぉけゃけしうく そけく, 
ちっかうはす うき ょっく とっ っ たせぉぇゃ. 

╃なぉけゃうはす かうしす けす ょさっゃくう 
ゃさっきっくぇ しうきゃけかういうさぇ しうかぇ-
すぇ, ぉけゅぇすしすゃけすけ, こけょおさっこぇすぇ 
けす しすさぇくぇ くぇ こさっょちうすっ. ┿おけ 
うしおぇすっ ょぇ ょけぉうっすっ せしすけえ-
つうゃけしす ゃ あうすっえしおうすっ ぉせさう, 
ぇおけ しっ しすさっきうすっ ょぇ せおさっこう-
すっ ょせたぇ しう, ぇおけ きっつすぇっすっ ょけ-
きなす ゃう ゃうくぇゅう ょぇ っ こなかっく, 
くぇこさぇゃっすっ しう くぇすのさきけさす けす 
ういしせてっくう ょなぉけゃう かうしすぇ う ゅけ 
しかけあっすっ くぇょ ゃたけょくぇすぇ ゃさぇすぇ. 
〈なきくけあなかすうすっ かうしすぇ とっ こさう-
ゃかっおぇす きぇすっさうぇかくけすけ ぉかぇゅけ-
こけかせつうっ う とっ こさけゅけくはす けす 
あうかうとっすけ いかうすっ ょせたけゃっ. 〈はた 
とっ こさけゅけくうすっ けす ょけきぇ しう, 
ぇおけ ゃ ぇくすさっすけ こけしすぇゃうすっ しなょ 
し あなかなょう.

¨そうおぇ. 〈けゃぇ ょなさゃけ っ しうき-

╊つかせせけてか しけつてあ 
つあ せか つあすそ せかうか-
ちそみてせそ さちあつけうけ, 
せそ け たひしせけ つ すあ-
えけみ. をみしそ しみてそ 
てか つあ たそえしひはあしけ 
つけしあてあ せあ つしひせ-
ぬかてそ, てちとたあしけ 
つあ かせかちえけみ. ¨ つかえあ 
つあ えそてそうけ はかおちそ 
おあ つたそおかしみて つうそけ-
てか いそえあてつてうあ. ╅ 
せあこ-ねとおせそてそ か, ねか 
すあえけねかせ てあしけつすあせ 
すそきか おあ つてあせか せか 
つあすそ けくつとのかせけみて 
しけつて, せそ け せあちけつと-
うあせけみて. 》そせみさそえあ 
さあちてけせあてあ, けくそ-

いちあくみうあはあ さしそせねか, しけつてあ, たしそおそうか, か つたそつそいせあ おあ さそちけえけちあ つひおいあてあ - おあ そてさしそせけ せかたちけみてせそつて, おあ 
おそせかつか とつたかに, おあ おあちけ おそいちそ せあつてちそかせけか. 》ちけ かおせそ とつしそうけか - てあさひう たかこくあき てちみいうあ おあ いひおか せあたちあうかせ そて 
せあてとちあ. 』ひはあてあ つけしあ けすあて つせけすさけてか. 〉あこ-うあきせそてそ か おあ けくいかちかてか つうそみ てあしけつすあせ け おあ せあすかちけてか 
たそおにそおみはそてそ すみつてそ くあ せかえそ う おそすあ つけ.

ゃけか くぇ しっきっえくけすけ とぇしすうっ, し 
おかけくつっすぇ う ゅさけいょけゃっ けす けそう-
おぇ きけあっすっ ょぇ せおさぇしうすっ しこぇか-
くはすぇ しう. ]かけあっすっ くはおけかおけ 
しせたう おかけくつっすぇ ゃなゃ ゃぇいぇ ょけ 
ゃないゅかぇゃくうちぇすぇ くぇ しなこさせあっ-
しおけすけ かっゅかけ, いぇ ょぇ せおさっこうすっ 
ぉさぇつくうすっ ゃさないおう. 〈ぇおなゃ ぉせ-
おっす くぇ おせたくっくしおうは こさけいけさっち 
こなお とっ こさっゃなさくっ けぉうおくけゃっ-
くぇすぇ しっきっえくぇ すさぇこっいぇ ゃ うし-
すうくしおう こさぇいくうお.
¨しゃっく すけゃぇ, けそうおぇすぇ っ ょなさ-

ゃけ くぇ いょさぇゃっすけ -  ぇおけ ょなさあう-
すっ ゃぇいぇ し おかけくつっすぇ けそうおぇ ょけ 
かっゅかけすけ くぇ ぉけかっく, すけえ しおけさけ 
とっ けいょさぇゃっっ.

╀さっいけゃうすっ かうしすぇ, おぇすけ 
きぇかおう しかなくつうちぇ, とっ こさけゅけ-
くはす すなゅぇすぇ う とっ ゃう こけょぇさはす 
くぇょっあょぇ ゃ くぇえ-すっあおうすっ いうき-
くう ゃっつっさう. 〉おさぇしっすっ しすっくぇすぇ 
くぇょ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ, ょっす-
しおぇすぇ しすぇは う ぇくすさっすけ し おけき-
こけいうちうう けす ぉさっいけゃう かうしすぇ, 
こっえいぇあ し ぉさっいけゃぇ ゅけさぇ うかう 
しくうきおぇ くぇ ぉさっいうつおぇ - う ゃ 
ょけきぇ ゃう くはきぇ ょぇ うきぇ きはしすけ 
いぇ  しおせおぇ.

╉かけくつっ たゃけえくぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
せおさぇしはゃぇ しっゃっさくぇすぇ つぇしす くぇ 
ょけきぇ ゃう. ¨す しすぇさう ゃさっきっくぇ 
たゃけえくぇすぇ しうきゃけかういうさぇ ゃっ-
つくうは あうゃけす, ゃ くっは っ ゃなこかな-
すっくぇ うょっはすぇ いぇ こけぉっょぇ くぇょ 
しきなさすすぇ, くぇょ くっこさっけょけかうきうは 
たかぇょ くぇ けすゃなょくけすけ. ╄すけ いぇとけ 
おかけくつっ けす すけゃぇ ょなさゃけ とっ 
しすぇくっ くぇえ-ょけぉさうはす ぇきせかっす 
いぇ あうかうとっすけ くぇ ゃないさぇしすっく 
うかう くっいょさぇゃ つけゃっお. ╁こさけ-
つっき, たゃけえくぇすぇ っ こけかっいくぇ いぇ 
ゃしっおうゅけ - くっえくぇすぇ っくっさゅうは 
いぇとうすぇゃぇ けす いかけょっえしすゃぇ, 
ゅけくう ゃしはおぇおゃう くっつうしすう しうかう. 
╇きぇえすっ こさっょゃうょ, つっ たゃけえくぇ-
すぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しかけあう ゃ くぇえ-
すなきくうすっ なゅかう くぇ あうかうとっすけ う 
しすぇはすぇ, ょぇ しっ こけしすぇゃう ゃ ょなくけ-
すけ くぇ おうかっさぇ - ういけぉとけ すぇき, 
おなょっすけ さはょおけ くぇょくうつぇ しかなく-
ちっ, おなょっすけ しっ しなぉうさぇ ゃしはおぇお-
ゃぇ ぇしすさぇかくぇ きさなしけすうは.

‶ぇこさぇすなす しうきゃけかういうさぇ 

せしこったぇ, おけえすけ つけゃっお っ こけ-
しすうゅくぇか しなし しけぉしすゃっくうすっ しう 
ょっかぇ う こけきうしかう. ┿おけ ゃう しっ 
しすさせゃぇ, つっ しなょぉぇすぇ くっ ぉなさいぇ 
ょぇ ゃう ゃないくぇゅさぇょう しこけさっょ いぇ-
しかせゅうすっ ゃう, くぇこけきくっすっ え いぇ 
しっぉっ しう, せおさぇしはゃぇえおう し こぇこ-
さぇすけゃう かうしすぇ さぇぉけすくけすけ しう 
きはしすけ. ╀せおっす けす こぇこさぇすけゃう 
おかけくつっすぇ, しかけあっく ゃ しこぇかくは-
すぇ くぇ きかぇょぇ あっくぇ, けぉっとぇゃぇ 
しおけさけてくけ とぇしすうっ けす きぇえ-
つうくしすゃけすけ.

ぅぉなかおぇすぇ しなとけ っ ょさっ-
ゃっく しうきゃけか くぇ こかけょけさけょうっ-
すけ. ┿おけ ゃ しっきっえしすゃけすけ くはきぇ 
ょっちぇ, ょさなあすっ ゃ しなこさせあっしおぇ-
すぇ しこぇかくは ゃぇいぇ し はぉなかおけゃう 
おかけくつっすぇ うかう せおさぇしっすっ しすっ-
くぇすぇ しなし しくうきおぇ うかう おぇさすう-
くぇ し ういけぉさぇあっくうっ くぇ とっょさけ 
さぇあょぇとけ はぉなかおけゃけ ょなさゃけ.

╊っしおぇすぇ っ こけおさけゃうすっか 
くぇ きなあっすっ. ╉けきこけいうちうは けす 
かってくうおけゃう おかけくおう とっ せおさっ-
こう ぇゃすけさうすっすぇ くぇ ゅかぇゃぇすぇ くぇ 
しっきっえしすゃけすけ う とっ こさうゃかっつっ 
うきぇくっ おなき ょけきぇ. ′ぇょ さぇぉけす-
くぇすぇ きぇしぇ くぇ しすけこぇくうくぇ くぇ 
おなとぇすぇ っ ょけぉさっ ょぇ しっ けおぇ-
つう ういけぉさぇあっくうっ くぇ かうしすぇ う 
かってくうちう.

╃ぇそうくけゃ かうしす. ′うっ ゅけ 
しかぇゅぇきっ ゃ はしすうは う きぇさうくぇ-
すう, しっとぇえおう しっ さはょおけ, つっ し 
かぇゃさけゃう ゃっくちう くはおけゅぇ けぉ-
ゃっくつぇゃぇかう ゅっさけうすっ う こけぉっ-
ょうすっかうすっ. ╁いっきっすっ くはおけかおけ 
かうしすつっすぇ, いぇかっこっすっ ゅう くぇ 
おぇさすけく ゃなゃ ゃうょ くぇ ゃっくっち う 
ゅう けおぇつっすっ ゃ のあくぇすぇ つぇしす 
くぇ あうかうとっすけ しう, いぇ ょぇ こさう-
ゃかっつっすっ ゃ あうゃけすぇ しう しかぇゃぇ う 
こさけちなそすはゃぇくっ.

╁しうつおけ すけゃぇ くぇ くはおけう きけあっ 
ょぇ ういゅかっあょぇ おぇすけ ぉぇぉうくう 
ょっゃっすうくう, くけ くうおけゅぇ くっ っ 
ういかうてくけ ょぇ けこうすぇきっ: くぇえ-
きぇかおけすけ, いぇとけすけ,  ぇおけ くっ 
こけきけゅくっ, すけ しなし しうゅせさくけしす 
とっ ゃくっしっ くぇしすさけっくうっ う せのす 
ゃ ょけきぇ くう. 
                                                                 〈┿
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‶さっょしすぇゃうすっかう う くぇ ょゃぇすぇ 
しうくょうおぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 

ゃいったぇ せつぇしすうっ ゃ くぇちうけくぇかくうは 
こさけすっしすっく きうすうくゅ ゃ ]けそうは くぇ 
30-すう くけっきゃさう. 〈っ こけょおさっこうたぇ 
おけかっゅうすっ しう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, 
おけうすけ しっ けぉはゃうたぇ しさっとせ こさけ-
きはくぇすぇ くぇ ゃっつっ ょけゅけゃけさっくう 
しさけおけゃっ いぇ こっくしうけくうさぇくっすけ くぇ 
ぉなかゅぇさうくぇ. 
‶さけきはくぇすぇ, こけょっすぇ けす こさぇ-

ゃうすっかしすゃけすけ こさっょう きっしっち, 
ゃょうゅくぇ くぇ おさぇおぇ しうくょうおぇ-
かうしすう けす しすさぇくぇすぇ う しすぇくぇ 
こさうつうくぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
ょゃぇすぇ くぇえ-ゅけかっきう しうくょうおぇすぇ 
– ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ ”, ょぇ 
くぇこせしくぇす ′ぇちうけくぇかくうは すさうし-
すさぇくっく しなゃっす. ╇きっくくけ すけゃぇ 
っ けさゅぇくなす, おけえすけ ゅっくっさうさぇ 
うょっう いぇ さっそけさきう, しゃなさいぇくう 
しなし しけちうぇかくうすっ う こっくしうけくくう 
ゃなこさけしう ゃ しすさぇくぇすぇ. 
′ぇ きうすうくゅぇ ゃ ]けそうは しうくょう-

おぇかうしすうすっ くぇしすけはたぇ こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ ょぇ しこぇいう ゃっつっ こけ-
っすう けぉっとぇくうは う ょぇ くっ こけしはゅぇ 
くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうは. ‶さっ-
ょう しっょきうちぇ ょゃぇきぇ ょっこせすぇすう 

けす ╂╄[╀ ゃくっしけたぇ ゃ  ′ぇさけょくけすけ 
しなぉさぇくうっ こさけっおすけいぇおけく, おけえ-
すけ こさっょゃうあょぇ けとっ けす こなさゃう 
はくせぇさう 2012 ゅけょうくぇ ゃょうゅぇくっ 
くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくう-
さぇくっ う こさう きなあっすっ, う こさう 
あっくうすっ し っょくぇ ゅけょうくぇ. ╉ぇすけ 
けしくけゃくぇ こさうつうくぇ いぇ すけいう 
ょさぇしすうつっく たけょ けす しすさぇくぇ くぇ 
おぇぉうくっすぇ しっ しけつう ょっそうちうすなす 
ゃ  ぉのょあっすぇ くぇ ′¨╇, いぇこなかゃぇく 
っあっきっしっつくけ けす ょぇくなちう, おぇおすけ 
う すゃなさょっ けぉっいこけおけうすっかくうはす  
ょっきけゅさぇそしおう こさけそうか くぇ くぇ-
しっかっくうっすけ う こけしかっょゃぇとうすっ けす 
すけゃぇ すっくょっくちうう.  
¨す しゃけは しすさぇくぇ こさっょしすぇゃう-

すっかうすっ くぇ ょゃぇすぇ しうくょうおぇすぇ  
おぇすっゅけさうつくけ ゃないさけこすぇたぇ う 
しっ けぉはゃうたぇ しさっとせ ゃょうゅぇくっ-
すけ くぇ こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす  
けす ょけゅけょうくぇ う こさっきぇたゃぇくっすけ 
くぇ おかぇしけゃっすっ いぇ こさけしかせあっくけ 
ゃさっきっ, おぇすけ いぇはゃうたぇ, つっ うきぇす  
ぇかすっさくぇすうゃくう こさっょかけあっくうは 
ょけ おぇぉうくっすぇ, おけうすけ ぉうたぇ きけゅ-
かう ょぇ おけきこっくしうさぇす すけゃぇ.

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 

02. 12. 2011 ゅ.
/こっすなお/ けす 18:00 つ.
╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ”-
》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは
¨そうちうぇかくけ けすおさうゃぇくっ くぇ ╋せいうおぇかくう こさぇいくうちう „‶っすおけ 
]すぇえくけゃ” – ╉ぇいぇくかなお, 2011 ゅ.

03. 12. 2011 ゅ. /しなぉけすぇ/ けす 17:30 つ.
╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ”- 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは
„╃ゃっ ゅけょうてくうくう” - 15 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ くぇ ぇおぇょっきうお 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ う けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ‶かけゃょうゃしおけ こっゃつっしおけ 
ょさせあっしすゃけ „┿くゅっか ╀せおけさっとかうっゃ”

05. 12. 2011 ゅ. /こけくっょっかくうお/ けす 18:00 つ.
╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” わ4
]ぉけさくぇ ういかけあぉぇ くぇ たせょけあくうちう けす ]╀》 - ╉ぇいぇくかなお

05., 06. 12. 2011 ゅ. /こけくっょっかくうお/ けす 19:00 つ.
′』 „╇しおさぇ“, ╊っえょう ]すさせき - こさっきうっさぇ

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
╉′]╀ くぇ ちった 141 こさう ╆ぇゃけょ 3 しなさょっつくけ ぉかぇゅけょぇさう くぇ 
ちっかうは おけかっおすうゃ くぇ いぇゃけょぇ う くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ くぇ „┿さ
しっくぇか” ┿╃ いぇ けおぇいぇくけすけ くぇゃさっきっくくけ しなょっえしすゃうっ いぇ 
しなぉうさぇくっすけ くぇ こぇさう, くっけぉたけょうきう いぇ くっけすかけあくぇ けこっ
さぇちうは くぇ 38-ゅけょうてくぇすぇ うき おけかっあおぇ ]っゃゅうか ┿たきっょ.                                                                                                                        
¨こっさぇちうはすぇ くぇ きかぇょぇすぇ あっくぇ っ しこけかせつかうゃぇ う おけかっゅうすっ え 
は けつぇおゃぇす しおけさけ ょぇ しっ いぇゃなさくっ こさう すはた.

╁ ╉ぇいぇくかなお ょぇ ぉなょっ しないょぇょっく 〈ったくけかけゅうつっく ちっくすなさ いぇ  
くけゃう さぇいさぇぉけすおう いぇ ぉっいういおけこくう すったくけかけゅうう. 

〈ぇいう うょっは ゃっつっ っ けぉっょうくうかぇ けぉとうすっ せしうかうは くぇ ¨ぉとうくぇ 

╉ぇいぇくかなお, ̈ ぉとうくしおう しなゃっす う 
きっしすくぇ そうさきぇ, ゃ かうちっすけ くぇ 
„]すさけうすっかくぇ きったぇくういぇちうは”.  
╁ こけきけと くぇ  ぉなょっとうは ちっくすなさ 
とっ しぇ う こさっこけょぇゃぇすっかう けす 
〉くうゃっさしうすっすぇ いぇ  ぇさたうすっおすせ-
さぇ, しすさけうすっかしすゃけ う ゅっけょっいうは  
ゃ ]けそうは. ]ないょぇゃぇくっすけ くぇ 
くけゃうは ちっくすなさ とっ っ くぇ ぉぇいぇすぇ 
くぇ こせぉかうつくけ-つぇしすくけすけ こぇさす-
くぬけさしすゃけ う いぇ そうくぇくしうさぇくっ-
すけ きせ ¨ぉとうくぇすぇ ゃっつっ さぇぉけすう 
こけ こさけっおす くぇ こさけゅさぇきぇ „╉けく-
おせさっくすくけしこけしけぉくけしす” くぇ ╄]. 
╇ょっはすぇ っ, ぇおけ しっ こけかせつう そう-

くぇくしうさぇくっすけ こけ こさけゅさぇきぇすぇ, 
くぇ しすけえくけしす 4 きかく. かっゃぇ, ぉな-
ょっとうはす すぇおなゃ 『っくすなさ ょぇ しっ 
こけきっとぇゃぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
‶╂ こけ きぇてうくけしすさけっくっ „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ”. 

』しかおうあはけみて いちそこ せあ 【╅ はか けくしかくか せあ 20 おかさかす-
うちけ (うてそちせけさ). ╇ せかえそ はか せあすかちけてか:
* 2011 .    .   “ ”

*     

*   - 2011

*   2012     “ ”

』╄]〈╇〈¨!
╉けかっおすうゃなす くぇ ちった 140 こさう ╆ぇゃけょ 3 けすこさぇゃは くぇえ-しなさょっつ

くう, すけこかう う うしおさっくう こけいょさぇゃう おなき しゃけは くぇつぇかくうお ╂ぇゃさぇ
うか ╂っけさゅうっゃ こけ しかせつぇえ さけあょっくうは きせ ょっく! 
‶さっょう ゃしうつおけ - こけあっかぇゃぇきっ きせ きくけゅけ, きくけゅけ いょさぇゃっ, すなえ 

おぇすけ ゃ すけいう きけきっくす すけえ うきぇ くぇえ-ゅけかはきぇ くせあょぇ けす すけゃぇ. 
′っおぇ ょくうすっ きせ ぉなょぇす ういこなかくっくう し さぇょけしす, とぇしすうっ, おなしきっす 
う せしこったう!
                                      ¨す おけかっおすうゃぇ くぇ ちった 140/3

╃っきけくしすさぇちうは くぇ ぉっいういおけこくう 
すったくけかけゅうう ゃ ╉ぇいぇくかなお


