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╈しそいけ くあ にそちあてあ いかく
しけねせけ さあちてけ そて すあちて
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

〉あこ-くしか か つひつてそみせけかてそ せあ つてちそけてかしせけみ つかさてそち け せあ すあし-
さけてか さそすたあせけけ, せみさそけ そて さそけてそ つあ けくたちあうかせけ たちかお なあしけて

【╊][ くあ ちあいそてせあ けせうあしけおせそつて たちかすけせあうあ さひす 〉《¨ おそ つちかおあてあ せあ 2012 えそおけせあ. ′あてみえあ-
せか せあ さそせてちそしあ うひちにと けせうあしけおせけてか たかせつけけ つ たちかすけせあうあせかてそ せあ ちあいそてせけてか 【╊][ さひす 
〉《¨ たちかおうけきおあて ねあつて そて すかちさけてか くあ つてあいけしけくけちあせか せあ そつけえとちけてかしせあてあ つけつてかすあ
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 【あこせそ そちひきけか 

╇きっ: [せきはくぇ ╇ゃぇくけゃぇ ]せさゅせつっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃ , ╆ぇゃけょ 1/142

╃かなあくけしす: ¨おぇつっしすゃうすっか

╂けょうくう: 28

╆けょうは: ¨ゃっく

¨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“:

1 ゅけょうくぇ う 8 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 しっぉっ 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”

]すうゃなく 》けおうくゅ すなさしう しこっちうぇかうしす, 
おけえすけ っ しこけしけぉっく ょぇ けぉしかせあゃぇ 

しこっちうぇかくうすっ っかっおすさけくくう しうしすっきう, 
こけいゃけかはゃぇとう くぇ いくぇきっくうすうは ぇしすさけ-
そういうお ょぇ けぉとせゃぇ しなし しゃっすぇ. 〉つっくうはす 
しすさぇょぇ けす ぇきうけすさけそうつくぇ かぇすっさぇかくぇ 
しおかっさけいぇ - ういすけとうすっかくけ くっゃさけかけゅうつ-
くけ ょっゅっくっさぇすうゃくけ さぇいしすさけえしすゃけ, こさっ-
ゃなさくぇかけ ゅけ ゃ こなかっく うくゃぇかうょ.
‶さっい 1985 ゅけょうくぇ 》けおうくゅ いぇゅせぉゃぇ 

ゅかぇしぇ しう ゃ さっいせかすぇす くぇ すさぇたっけすけきうは 
う いぇさぇょう すけゃぇ けすすけゅぇゃぇ う ょけ ょくっし うい-
こけかいゃぇ おけきこのすなさういうさぇくぇ しうしすっきぇ いぇ 
しうくすっいうさぇくっ くぇ さっつ, おけはすけ うくすっさこさっ-
すうさぇ こけすさっこゃぇくうはすぇ う きうきうおうすっ くぇ 
かうちっすけ. ]なゅかぇしくけ けこうしぇくうっすけ, こけきっし-
すっくけ くぇ しぇえすぇ くぇ せつっくうは, うょっぇかくうはす 
おぇくょうょぇす っ ょかなあっく ょぇ さぇぉけすう ょけぉさっ 
ゃ しすさっしけゃう しうすせぇちうう, ぇ しなとけ すぇおぇ ょぇ 
こさうすっあぇゃぇ う けゅさけきくう こけいくぇくうは ゃ おけき-

このすさうすっ う っかっおすさけくうおぇすぇ. 
╂かぇゃくぇすぇ いぇょぇつぇ くぇ こけ-

きけとくうおぇ とっ っ ょぇ こけいゃけかう 
くぇ っょうく けす くぇえ-せゃぇあぇゃぇ-
くうすっ そういうちう ゃ しゃっすぇ ょぇ 
うきぇ しゃけっすけ こなかくけちっくくけ 
せつぇしすうっ おぇすけ つかっく う けさぇ-
すけさ くぇ けぉとっしすゃけすけ, しなしすぇ-
ゃっくけ けす くぇえ-ょけぉさうすっ そう-
いうちう. [ぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ 
くぇ おぇくょうょぇすぇ, おけえすけ しこっ-
つっかう,  とっ っ 25 たうかはょう こぇ-
せくょぇ うかう けおけかけ 38500 ょけ-
かぇさぇ いぇ ゅけょうくぇ, おぇすけ けぉとけ 
ゃいっすけ, すさう きっしっちぇ ゃ ゅけょう-
くぇすぇ とっ きせ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ 
こさっおぇさゃぇ ゃ おけきぇくょうさけゃおぇ 
ゃ つせあぉうくぇ. 
]うしすっきぇすぇ, おけはすけ こけかいゃぇ 

]すうゃなく 》けおうくゅ, っ せくうおぇか-
くぇ. 〈は きけあっ ょぇ しっ ゃおかのつ-
ゃぇ ゃ うくすっさくっす, ぇ しなとけ 
すぇおぇ っ し せくうゃっさしぇかくけ うく-
そさぇつっさゃっくけ ょうしすぇくちうけく-
くけ せこさぇゃかっくうっ, し こけきけとすぇ 
くぇ おけっすけ せつっくうはす きけあっ ょぇ 
けすゃぇさは ゃさぇすうすっ せ ょけきぇ う 
けそうしぇ, ょぇ ゃおかのつゃぇ けしゃっす-
かっくうっすけ う ょぇ ゅかっょぇ すっかっ-
ゃういうは. ╂かぇしけゃうはす しうくすっ-
いぇすけさ くぇ ゃっかうおうは そういうお 
しなとっしすゃせゃぇ ゃ っょうく っょうく-

14 はくせぇさう , しなぉけすぇ
こか. „]っゃすけこけかうし“/ けす 11,00 ょけ 14,30 つぇしぇ
 ╋うさっく こさけすっしす- きうすうくゅ しさっとせ ょけぉうゃぇ くぇ てうし-

すけゃ ゅぇい ゃ ╀なかゅぇさうは う ょさせゅう っおけかけゅうつくう こさけぉかっ-
きう くぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ.
╃け 31 はくせぇさう 2012 ゅけょうくぇ 
》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは ╉ぇいぇくかなお
„′ぇ ょぇさうすっかうすっ し こけおかけく” - のぉうかっえくぇ ういかけあぉぇ 

こけ こけゃけょ 110 ゅ. 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは ╉ぇいぇくかなお

しすゃっく っおいっきこかはさ. ‶かぇすおうすっ, 
くぇ おけうすけ っ ぉぇいうさぇく, しぇ くぇ-
こさぇゃっくう ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1980 
ゅけょうくぇ, おぇすけ くぇ っょくぇ けす すはた 
しっ くぇきうさぇ こさけちっしけさなす, こさっ-
ゃさなとぇと すっおしすぇ ゃ さっつ, う すっいう 
こかぇすおう しぇ しぇきけ ょゃっ. ╉けきこぇ-
くうはすぇ, おけはすけ ゅう っ しないょぇかぇ, 
っ そぇかうさぇかぇ きくけゅけ けすょぇゃくぇ 
う くうおけえ くはきぇ こさっょしすぇゃぇ おぇお 
さぇぉけすう すけいう しかけあっく ぇこぇさぇす.
′っせきけかうきぇすぇ ょっゅさぇょぇちうは 

くぇ くっさゃくぇすぇ しうしすっきぇ とっ 
ょけゃっょっ ょけ くっゃないきけあくけしす 
せつっくうはす ょぇ きけあっ ょぇ おけくすさけ-
かうさぇ う かうちっゃうすっ しう きせしおせ-
かう. ]おけさけしすすぇ くぇ くっゅけゃぇすぇ 
さっつ ゃ きけきっくすぇ っ こぇょくぇかぇ ょけ 
しぇきけ っょくぇ ょせきぇ ゃ きうくせすぇ. 
╇きっくくけ いぇすけゃぇ っ ゃさっきっ いぇ 
ういこけかいゃぇくっすけ くぇ くけゃぇ すった-
くけかけゅうは, おぇすけ しぇ ういこさけぉゃぇ-
くう さぇいかうつくう くぇつうくう - さぇい-
こけいくぇゃぇくっ くぇ ょゃうあっくうっすけ 
くぇ けつうすっ, しおぇくうさぇくっ くぇ きけ-
いなおぇ う ょさ. ′ぇえ-ゃぇあくけすけ っ ょぇ 
くっ しっ ょけこせしおぇ たうさせさゅうつっしおぇ 
くぇきっしぇ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ ゅかぇゃぇ-
すぇ. ]ぇきうはす ]すうゃなく しつうすぇ, つっ 
っ ょかなあっく ょけ しぇきうは おさぇえ ょぇ 
しっ ういこけかいゃぇ けくけゃぇ, おけっすけ っ 
けしすぇくぇかけ ゃ くっゅけ.             〈┿

╃さぇおけくなす っ あういくっく, ぇお-
すうゃっく, けすおさうす, つうしすけしなさ-

ょっつっく, ょけゃっさつうゃ, っくっさゅうつっく, 
てうさけおけしおさけっく. 〈けえ っ つせゃしすゃう-
すっかっく, ういこうすゃぇ ぉっいこさうつうくくけ 
ぉっいこけおけえしすゃけ. ]すさっきう しっ おなき 
しなゃなさてっくしすゃけ う すけゃぇ ゅけ こさぇ-
ゃう ゃいうしおぇすっかっく - おぇおすけ おなき 
しっぉっ しう, すぇおぇ う おなき ょさせゅうすっ. 
╇いうしおゃぇ きくけゅけ, くけ ょぇゃぇ きくけゅけ 
こけゃっつっ. [ぇいょさぇいくうすっかっく っ, ょせ-
きうすっ きせ ういこさっゃぇさゃぇす きうしかうすっ. 
〉きっっ ょぇ ょぇゃぇ こけかっいくう しなゃっすう, 
くけ さけぉせゃぇ くぇ しおさせこせかう. ╃さぇ-
おけくなす っ っくすせしうぇしす う かっしくけ しっ 
せゃかうつぇ こけ さぇいかうつくう うょっう.
〈けえ っ さぇいくけしすさぇくくけ さぇいゃうす, 

うくすっかうゅっくすっく, ういょさなあかうゃ, ゃっ-
かうおけょせてっく, うきぇ しうかくぇ ゃけかは. 

╁かうはすっかっく っ う きくっくうっすけ きせ しっ 
しかせてぇ. ╃さぇおけくなす せしこはゃぇ ゃなゃ 
ゃしうつおけ う くっ ういこうすゃぇ くうおぇおゃう 
くせあょう こけ あういくっくうは しう こなす. 
╉ぇおゃぇすけ う こさけそっしうけくぇかくぇ うい-
はゃぇ ょぇ しう ういぉっさっ, は けゃかぇょはゃぇ 
ょけ しなゃなさてっくしすゃけ. ╋けあっ かっしくけ 
ょぇ しこっつっかう ゃしうつおけ, くけ う ょぇ いぇ-
ゅせぉう ゃしうつおけ.
‶けかせつぇゃぇ きくけゅけ かのぉけゃ, くけ 

しぇきうはす すけえ さはょおけ しっ ゃかのぉゃぇ 
う けとっ こけ-さはょおけ こけおぇいゃぇ かの-
ぉけゃすぇ しう. 〈けえ こけつすう くうおけゅぇ くっ 
こさっあうゃはゃぇ かのぉけゃくけ さぇいけつぇ-
さけゃぇくうっ, くけ つっしすけ しすぇゃぇ こさう-
つうくぇ いぇ ょさぇきう う しなすさっしっくうは. 
╅っくうすっ こっつっかはす けぉとっしすゃっくう-
すっ しうきこぇすうう う うきぇす きくけあっしすゃけ 
けぉけあぇすっかう.

╃さぇおけくなす しないょぇゃぇ しっきっえしすゃけ 
おなしくけ うかう ういけぉとけ くっ ゅけ しないょぇ-
ゃぇ – しぇき しっ つせゃしすゃぇ こけ-ょけぉさっ.
╁ ょっすしすゃけすけ う きかぇょけしすすぇ しう 

ょさぇおけくなす こさっあうゃはゃぇ きくけゅけ 
すさせょくけしすう, いぇとけすけ ういうしおゃぇ 
こさっおぇかっくけ きくけゅけ けす ぉかういおうすっ 
しう. ┿さすうしすうつくうはす きせ すっきこっさぇ-
きっくす っ すさせょっく いぇ ゃないこさうっきぇ-
くっ う ゃ しさっょくぇすぇ しう ゃないさぇしす. 
〈けえ けぉうおくけゃっくけ こさっゃないたけあょぇ 
けおけかくうすっ う くっ ゅう さぇいぉうさぇ. ╁な-
こさっおう すけゃぇ ゃしうつおう ゅけ たぇさっしゃぇす 
う しっ ゃしかせてゃぇす ゃ きくっくうっすけ きせ. 
╇きぇ すさせょっく たぇさぇおすっさ, ゃうくぇゅう 
っ くっょけゃけかっく, くけ ゃ おさぇは くぇ あう-
ゃけすぇ しう けぉうおくけゃっくけ こけかせつぇゃぇ 
ゃしうつおけ, おけっすけ こけあっかぇっ う しっ 
つせゃしすゃぇ きくけゅけ とぇしすかうゃ.

╃さぇおけくなす しうきゃけかういうさぇ おなし-
きっすぇ, おけしきうつっしおぇすぇ しうかぇ う 
こけかけあうすっかくけすけ こかぇくっすぇさくけ 
ゃかうはくうっ, あうゃけすぇ う くぇこさっょなおぇ. 
〈けえ くけしう ぉけゅぇすしすゃけ, ょけぉさけょっ-
すっか, たぇさきけくうは う ょなかゅけかっすうっ. 
╃さぇおけくなす っ きうすうつっく, すけえ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ けゅなく, いかぇすけ う ゃけょぇ, くけ 
きけあっ ょぇ ぉなょっ せくうとけあっく いぇ しっ-
おせくょう, しかっょ おけっすけ ょぇ しっ ゃないさけ-
ょう けす こっこっかすぇ.
╋なあなす, さけょっく ゃ ゅけょうくぇすぇ 

くぇ ╃さぇおけくぇ – あうゃけすなす きせ っ 
すさせょっく, くけ きぇすっさうぇかくけ けぉっい-
こっつっく. ┿おけ っ さけょっく こさっい こさけ-
かっすすぇ う かはすけすけ, ょぇあっ っ ぉけゅぇす. 
╇きぇ かう さけょうかくけ こっすくけ くぇ さぇ-
きけすけ, すけえ っ きなょなさ, おさぇしくけさっ-
つうゃ う こけこせかはさっく しさっょ あっくうすっ. 
╋ぇさす う しっこすっきゃさう いぇ くっゅけ しぇ 
おさうすうつくう きっしっちう.
╅っくぇすぇ, さけょっくぇ ゃ ゅけょうくぇすぇ 

くぇ ╃さぇおけくぇ, っ しゅけゃけさつうゃぇ, けす-
いうゃつうゃぇ う すさせょけかのぉうゃぇ. ┿おけ 
くっ しかせつう くぇ こけょたけょはと しなこさせゅ, 
っ けしけぉっくけ くっとぇしすくぇ. [けょっくうすっ 
こさっい っしっくすぇ う いうきぇすぇ しぇ こけ-
とぇしすかうゃう う こけしすうゅぇす ちっかうすっ 
しう こけ-かっしくけ. ┿おけ うきぇ さけょうかくけ 
こっすくけ くぇ ゅなさょうすっ, ゃしうつおうすっ え 
あっかぇくうは しっ しぉなょゃぇす. ╂かぇゃぇすぇ, 
おけしすうすっ う いなぉうすっ え しぇ しかぇぉけ 
きはしすけ ゃ いょさぇゃけしかけゃくけ けすくけてっ-
くうっ. ╁ ょっすしすゃけすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
こぇいう けす けゅなく う ゃけょぇ. 〈させょくう 
ゅけょうくう – 1, 28, 29.
╉さうすうつくう ゅけょうくう -  いぇ きな-

あっすっ すけゃぇ しぇ 4, 28, 39, 56 う 60-
すぇすぇ けす あうゃけすぇ うき; いぇ あっくうすっ 
- 52, 65 う 80-すぇすぇ ゅけょうくぇ.
′っしなゃきっしすうきけしすう  - ╃さぇおけ-

くなす うきぇ こさはおぇ くっしなゃきっしすうきけしす 
し おせつっすけ う しおさうすぇ くっしなゃきっしすう-
きけしす (こさけはゃはゃぇ しっ しかっょ くはおけか-
おけきっしっつくけ いぇこけいくぇくしすゃけ) しなし 
いきうはすぇ.

╁¨╃′╇〈╄ ╃[┿╉¨′╇ しぇ 
さけょっくう こさっい 1952 う 2012 ゅ. 
]きはすぇ しっ, つっ ゃけょぇすぇ せしこけおけは-
ゃぇ けゅなくは くぇ ╃さぇおけくぇ. ╁けょくうすっ 
ょさぇおけくう せきっはす ょぇ ゃうあょぇす くっ-
とぇすぇ けす ょさせゅう ゅかっょくう すけつおう, 
きぇおぇさ ょぇ くっ しぇ ゃうくぇゅう こさぇゃう. 
┿おけ しぇ けぉきうしかうかう ょけぉさっ しゃけう-
すっ さってっくうは, きくけゅけ たけさぇ ゅう 
しかっょゃぇす. 
╋╄〈┿╊′╇ぅ〈 ╃[┿╉¨′ – 

すけゃぇ しぇ たけさぇすぇ, さけょっくう こさっい 
1940 う 2000 ゅけょうくぇ. ╁ ぇしすさけ-
かけゅうはすぇ しっ こさうっきぇ, つっ きっすぇか-
くうすっ ╃さぇおけくう しぇ こけ-しうかくう, こけ-
さってうすっかくう う しっ ぉけさはす いぇ すけゃぇ, 
ゃ おけっすけ ゃはさゃぇす. ╇しすうくしおう かう-
ょっさう しぇ う けぉうおくけゃっくけ たけさぇすぇ 
ゅう しかっょゃぇす し せょけゃけかしすゃうっ. 
╃‒[╁╄′╇〈╄ ╃[┿╉¨′╇ しぇ 

さけょっくうすっ こさっい 1904 う 1964 
ゅ. 〈っいう ╃さぇおけくう しぇ しなし しうかくぇ 
すゃけさつっしおぇ しすさぇくぇ, すっ しぇ おさっ-
ぇすうゃくう う うくけゃぇすうゃくう. 〈っ しっ 
さぇいぉうさぇす し ょさせゅうすっ, くけ ゃうくぇゅう 
うきぇす ょけきうくうさぇとぇすぇ ょせきぇ. 
¨╂′╄′╇〈╄ ╃[┿╉¨′╇ しぇ 

さけょっくう こさっい 1916 ゅ. う 1976 ゅ. 
〈っ しぇ きくけゅけ っきけちうけくぇかくう う いぇ-
すけゃぇ こけくはおけゅぇ さっぇゅうさぇす きくけゅけ 
ぉなさいけ う ぉっいさぇいしなょくけ. ┿ すけゃぇ 
つっしすけ ゃけょう ょけ ゅさっておう う くっょけ-
けぉきうしかっくう さってっくうは. 
╆╄╋′╇〈╄ ╃[┿╉¨′╇ しぇ 

さけょっくう こさっい 1928 ゅ. う 1988 
ゅ. 〈なえ おぇすけ しぇ いっきくう, すっ しぇ う 
くぇえ-さぇいせきくう う きなょさう しさっょ 
こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ いけょうぇ-
おぇかくうは いくぇお ╃さぇおけく. ╃っえしすゃぇす 
さぇちうけくぇかくけ う せさぇゃくけゃっしっくけ, ゃ 
しなしすけはくうっ しぇ ょぇ おけくすさけかうさぇす 
しゃけっすけ こけゃっょっくうっ. ╃さぇおけくうすっ 
しぇ しなゃきっしすうきう し ‶かなた う ╋ぇえ-
きせくぇ う しぇ くっ しなゃきっしすうきう し ╀うお 
う ╉けいぇ.

╇ちかすか くあ ちあいそてあ, いひちくけ たちそすかせけ, てうそちねかつてうそ け けくせかせあおけ. ╇つみさあさうけ.

╆ぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ 2012 ゅ. とっ ぉなょっ すけかおけゃぇ くぇこさっゅくぇすぇ, 
おけかおけすけ う 2011 ゅ. ′け うきぇ しっさうけいくう さうしおけゃっ ょぇ しすぇくっ う 

こけ-いかっ - ょぇ うきぇ くけゃう しなおさぇとっくうは う くけゃぇ ゃなかくぇ けす くぇきぇ-
かはゃぇくっ くぇ いぇこかぇすう, こさけゅくけいうさぇす うおけくけきうしすう う っおしこっさすう, 
いぇくうきぇゃぇとう しっ し こけょぉけさ くぇ こっさしけくぇか. 
╋ぇかおう こけかけあうすっかくう こさけきっくう きけあっ ょぇ うきぇ しぇきけ ゃ けすょっかくう 

しっおすけさう おぇすけ IT, そぇさきぇちうは う おけいきっすうおぇ, ぇ くぇょっあょぇすぇ いぇ こけ-
しっさうけいくけ さぇいょゃうあゃぇくっ っ ゃ こけはゃぇすぇ くぇ くけゃう つせあょっしすさぇくくう 
うくゃっしすうすけさう う こけょけぉさはゃぇくっすけ くぇ うおけくけきうおうすっ くぇ ゃけょっとう-
すっ ょなさあぇゃう ゃ ╄ゃさけこぇ. 
╋っあょせ おけかっょくうすっ う くけゃけゅけょうてくうすっ こさぇいくうちう ′ぇちうけくぇか-

くうはす しすぇすうしすうつっしおう うくしすうすせす (′]╇) こせぉかうおせゃぇ さっいせかすぇすうすっ 
けす さっょけゃくぇすぇ しう ぇくおっすぇ しさっょ きっくうょあなさうすっ くぇ こさっょこさうは-
すうはすぇ けす しそっさぇすぇ くぇ しすさけうすっかしすゃけすけ, せしかせゅうすっ う こさけきうて-
かっくけしすすぇ, し おけはすけ こさぇゃう いぇきっさゃぇくっ くぇ ぉういくっし おかうきぇすぇ ゃ 
しすさぇくぇすぇ. ¨おぇいぇ しっ, つっ きくけいうくしすゃけすけ けす すはた けつぇおゃぇす くけゃう 
しこぇょけゃっ いぇ ぉういくっしぇ しう う くけゃう しなおさぇとっくうは こさっい しかっょゃぇとう-
すっ すさう きっしっちぇ.
╋っあょせゃさっきっくくけ ′]╇ けすつっすっ う さなしす くぇ さぇいたけょうすっ くぇ さぇ-

ぉけすけょぇすっかうすっ いぇ すさせょ こさっい すさっすけすけ すさうきっしっつうっ ゃ さぇいきっさ 

くぇ 7.3%. ]こけさっょ さぇぉけすけょぇ-
すっかうすっ, けぉぇつっ, すけゃぇ っ こけ-
しおけさけ いぇさぇょう しなおさぇとっくうはすぇ 
くぇ くうしおけこかぇすっくう しかせあうすっかう, 
おけうすけ ゃけょはす ょけ ういおせしすゃっくけ, 
つうしすけ しすぇすうしすうつっしおけ いぇゃう-
てぇゃぇくっ くぇ けぉとけすけ くうゃけ くぇ 
いぇこかぇとぇくっ. 
╁ないくぇゅさぇあょっくうはすぇ う ぉさけはす 

くぇ さぇぉけすくうすっ きっしすぇ しぇ すはし-
くけ しゃなさいぇくう し さっいせかすぇすうすっ 
くぇ おけきこぇくううすっ, ぇ ゃ きぇしけゃうは 
しかせつぇえ こさっい 2012 ゅ. すっ とっ 
せしっすはす いぇぉぇゃはくっすけ くぇ うおけくけ-
きうつっしおうは さぇしすっあ ゃ ╄ゃさけこぇ 
つさっい しゃうゃぇくっすけ くぇ ういくけしぇ 
う くけゃうすっ しう こけさなつおう. ′ぇえ-
いかっ っ しなしすけはくうっすけ くぇ しすさけう-
すっかくうは しっおすけさ う くぇ きぇかおうすっ 
おけきこぇくうう, くはおけう けす おけうすけ しぇ 
ういこさぇゃっくう こさっょ そぇかうす. 
‶さっい 2011 ゅ. そうさきうすっ こけ-

しおけさけ しぇ しっ ゃないょなさあぇかう けす 
くぇきぇかはゃぇくっ くぇ ゃないくぇゅさぇあ-
ょっくうはすぇ う しぇ けさはいゃぇかう さぇい-
かうつくうすっ こさうょけぉうゃおう, おぇすけ 
くぇこさうきっさ ゃぇせつっさう いぇ たさぇくぇ 
うかう すさぇくしこけさす. ′ぇきぇかはゃぇくう 
しぇ う そうくぇくしけゃうすっ ぉけくせしう, 
おけうすけ いぇゃうしはす けす さっいせかすぇ-
すうすっ くぇ おけきこぇくうはすぇ. ′ぇこさう-
きっさ すっいう くぇ すなさゅけゃちうすっ しぇ 
しゃなさいぇくう し こけおぇいぇすっかうすっ くぇ 
こさけょぇあぉうすっ, ぇ くぇ ゃうしてう-
すっ きっくうょあなさう しっ けこさっょっかはす 
こさっょうきくけ けす そうくぇくしけゃうすっ 
さっいせかすぇすう くぇ おけきこぇくううすっ 
こさっょう けぉかぇゅぇくっ.
                                                                               

〈┿ 
                                                         

╁ しすぇすうはすぇ しぇ ういこけかいゃぇくう 
ょぇくくう ╀〈‶‶ う ′]╇

╇いはゃかっくうっすけ  ぉっ くぇこさぇゃっ-
くけ けす きうくうしすなさぇ くぇ そう-

くぇくしうすっ ]うきっけく ╃はくおけゃ こけ 
ゃさっきっ くぇ っょくぇ けす こけしかっょくうすっ 
しさっとう くぇ ′ぇちうけくぇかくうは しなゃっす 
いぇ すさうしすさぇくくけ しなすさせょくうつっしす-
ゃけ こさっい ょっおっきゃさう. ]さっとぇすぇ 
ぉっ こさけゃっょっくぇ ぉっい せつぇしすうっすけ 
くぇ しうくょうおぇすうすっ.

]こけさっょ こさけきっくうすっ, こさっょ-
ゃうあょぇくう けす おぇぉうくっすぇ, 〈╄╊╉ いぇ 
さぇぉけすくぇ うくゃぇかうょくけしす (くっ こさう 
ょっちぇすぇ う くっ こさう こっくしうけくっさう-
すっ), とっ こさっきうくっ おなき ′¨╇. 
]こけさっょ こけしかっょくうすっ ょぇくくう 

くぇ ′ぇちうけくぇかくうは けしうゅせさうすっ-
かっく うくしすうすせす, こさっい  2011-すぇ 
ゅけょうくぇ しぇ ういこかぇとぇくう きぇかおけ 

くぇょ 968 000 うくゃぇかうょくう こっく-
しうう. ‶さぇゃけ くぇ すはた うきぇす たけさぇ-
すぇ ゃ すさせょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす, 
おけうすけ しぇ し くぇきぇかっくぇ さぇぉけすけし-
こけしけぉくけしす, たけさぇすぇ ゃ こっくしうけく-
くぇ ゃないさぇしす, おけうすけ しなとけ うきぇす 
くぇきぇかっくぇ ぇおすうゃくけしす, おぇおすけ 
う きかぇょっあうすっ-うくゃぇかうょう, ぇおけ 
うきぇす 1 ゅけょうくぇ すさせょけゃ しすぇあ. 
¨す ょぇくくうすっ くぇ ′¨╇ しすぇゃぇ 

はしくけ しなとけ, つっ こさうぉかういうすっかくけ 
500 000 ぉなかゅぇさう こけかせつぇゃぇす 
うくゃぇかうょくぇ こっくしうは おぇすけ ゃけょっ-
とぇ こっくしうは, いぇさぇょう くぇきぇかっくぇ-
すぇ うき さぇぉけすけしこけしけぉくけしす. ‶さぇ-
ゃけ くぇ すけいう ゃうょ こっくしうは うきぇす 
たけさぇすぇ し くぇょ 50 こさけちっくすぇ くぇ-
きぇかっくぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす. ̈ し-
すぇくぇかうすっ くぇょ 460 000 こっくしうう 
しっ ういこかぇとぇす こけょ そけさきぇすぇ くぇ 
ょけぉぇゃおう おなき けしくけゃくうすっ こっく-
しうう くぇ たけさぇすぇ う さぇいきっさなす うき 
ゃぇさうさぇ きっあょせ 27 う 30 かっゃぇ.

… う くぇ ゃしっゃないきけあくう-
すっ  ぉうぉかっえしおう う ゃしはおぇおゃう 
ょさせゅう  こけかうつぉう いぇ おさぇえ くぇ 
しゃっすぇ, いぇ すさせょくけしすう, くぇゃけょ-
くっくうは, おぇすぇしすさけそう う おぇおゃう 
かう くっ けとっ しすさぇたけすうう, おけうすけ 
こさけしすけ しなこなすしすゃぇす つけゃって-
おぇすぇ ちうゃうかういぇちうは. 
‶さう すけゃぇ けすおぇお しゃはす しゃっ-

すせゃぇ…

‶け うさけくうは くぇ  おぇかっくょぇさぇ, 
けすおさうゃぇきっ  ゃすけさぇすぇ ゅけょうくぇ 
くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”  けす 
すけいう しうきこぇすうつっく う くぇすけ-
ゃぇさっく し きくけゅけ そぇすぇかういなき 
13-すう ょっく. ‶っすなお. /』ぇおぇ くう 
けとっ っょうく こさっい のかう/.
‶さう すけゃぇ しぇきけ くぇ ょっしっすうくぇ 

ょくう さぇいしすけはくうっ けす ╂けょうくぇすぇ 
くぇ ╃さぇおけくぇ. ╂けょうくぇ, おけはすけ 
しこけさっょ ぇしすさけかけいう う ゃしはおぇお-
ゃう ょさせゅう ぉさけはつう くぇ ゃさっきっ-
くぇ う そぇすぇかくけしすう, くはきぇ ょぇ 
っ くうおぇお かっおぇ, くけ とっ っ こさっ-
ょういゃうおぇすっかくぇ けすおなき さぇぉけ-
すぇ, こさっょぇすっかしすゃぇ, こさうはすっか-
しすゃぇ,  おなしきっす う くっけつぇおゃぇくう 
けぉさぇすう.
╁うくぇゅう しなき たぇさっしゃぇかぇ ゅけ-

ょうくうすっ, ゃ おけうすけ くう つぇおぇ 
きくけゅけ さぇぉけすぇ. ╆ぇとけすけ すけつ-
くけ ゃ くっは っ しおさうすぇ う ゅけかはきぇ-
すぇ ′ぇょっあょぇ. ╁ ╀かうあくうは. ╁ 
すけいう ょけ すっぉ. ╁ いぇゃさなとぇくっすけ 
おなき くぇし しぇきうすっ う くぇえ-ぉかうい-
おうすっ くう. ╁ ういかういぇくっすけ ′ぇ 
‶なすは. ′ぇてうはす ‶なす.  
′はきぇ こけ-さぇぉけすっと くぇつうく いぇ 

けちっかはゃぇくっ けす くぇきうさぇくっすけ 
くぇ くぇし しぇきうすっ. ╇ ‶なすは. 
╇ ゃ すけいう しきうしなか „〈さうぉせ-

くぇ ┿さしっくぇか” とっ こさけょなかあぇ-

〉╅》】[ 〉╅ 13-【¨ 

25 はくせぇさう 12ゅ. /しさはょぇ/
26 はくせぇさう 12ゅ. /つっすゃなさすなお/
╉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 くぇ 

せか. „╇しおさぇ” わ4

18 つぇしぇ
╉うすぇさっく おけくちっさす くぇ せつっくうちうすっ くぇ 

]すっそぇく 》さうしすけゃ う ╋ぇくつけ ╉ぇさぇうかうっゃ

Редакторът:

ゃぇ う こさっい すぇいう ゅけょうくぇ  ょぇ 
っ つぇしす けす すけいう けぉと こなす - くぇ 
′ぇょっあょぇすぇ, くぇ ╀かうあくうは, くぇ 
』けゃっおぇ ょけ くぇし, くぇ ]こけょっかっ-
くぇすぇ ¨すゅけゃけさくけしす. ╆ぇ ょぇ くう 
っ かっおけ こけ ‶なすは. 
╇ すけゅぇゃぇ くはきぇ ょぇ うきぇ くう-

おぇおゃけ いくぇつっくうっ  ょぇかう  ゃ ゅけ-
ょうくぇすぇ くぇ ╃さぇおけくぇ そぇすぇか-
くうすっ こっすなちう とっ しぇ ょゃぇ うかう 

こけゃっつっ. ╃ぇかう すけつくけ ゃ すはた 
とっ ゃいっきぇきっ ゃぇあくうすっ しう さっ-
てっくうは うかう こさけしすけ とっ しすけうき, 
けつぇおゃぇえおう ょぇ くう こけょきうくっ 
ぉせさはすぇ.
╆ぇとけすけ とっ いくぇっき, つっ くっ 

そぇすぇかういきなす くぇ ょくうすっ, ぇ くぇ-
てうすっ つけゃっておう こけしすなこおう, きう-
しかう, ょっえしすゃうは, ぉっいょっえしすゃうは, 
こさっきっさっくう うかう くっこさっきっさっ-
くう ょせきう とっ しぇ すっいう, おけうすけ 
とっ けさうしゃぇす ゅけょうくうすっ おぇすけ 
すさせょくう うかう ぉかぇゅけょぇすくう.  
〈ぇおぇ つっ - ゅきせさおぇえすっ しっ ゃ 

ゅけょうくぇすぇ くぇこさっょ し ちっかうは 
たなし う ゃはさぇ, し おけうすけ しぇ ゃう 
ょぇさうかう ゅけょうくうすっ. 
]  ちっかうは しう けこすうきういなき う 

あっかぇくうっ ょぇ しすけさうすっ ょけぉさけ, 
ょぇ しすっ こけかっいくう, ぇおけ くっ  くぇ  
ゃぇし, すけ こけくっ くぇ くはおけえ ょさせゅ 
ょけ ゃぇし. 
 ╇ しぇきけ すけゅぇゃぇ ょくうすっ くう, 

くっいぇゃうしうきけ けす  ぉさけはつぇ くぇ 
おぇかっくょぇさぇ,  ゃうくぇゅう とっ しぇ  
こさっおさぇしくう すさうくぇえしすなちう…
╇かう こさけしすけ ょくう, おけうすけ とっ 

こなかくうき し たせぉぇゃう しこけきっくう う 
ょけぉさう ょっかぇ. 
] くぇょっあょぇすぇ う しさっとうすっ し 

こけさっょくうすっ ぉさけっゃっ くぇ „〈さうぉせ-
くぇ ┿さしっくぇか” ょぇ しぇ つぇしす けす すはた.                 
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

13 はくせぇさう - ‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ おうくけすけ; 1915 - ‶さけあっおすうさぇく っ こなさゃうはす ぉなか-
ゅぇさしおう うゅさぇかっく そうかき „╀なかゅぇさぇく っ ゅぇかぇくす“ くぇ ╁ぇしうか ╂っくょけゃ; 
1992 - ‶さけゃっょっくう しぇ こさっいうょっくすしおう ういぉけさう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╆ぇ 
こさっいうょっくす っ ういぉさぇく ╅っかぬけ ╅っかっゃ, いぇ ゃうちっこさっいうょっくす - ╀かぇゅぇ 
╃うきうすさけゃぇ; 1874 - ]かせあぉぇすぇ ゃ させしおぇすぇ ぇさきうは っ しなおさぇすっくぇ けす 
25 くぇ 6 ゅけょうくう.
14 はくせぇさう - ]ゃ. ′うくぇ. 『うゅぇくしおぇ ′けゃぇ ゅけょうくぇ - ╀ぇくゅけ 

╁ぇしうか; 1969 - ′ぇつぇかけ くぇ おけしきうつっしおぇすぇ こけとぇ - こうしきぇ う ゃっしす-
くうちう しぇ ょけしすぇゃっくう くぇ おけしきうつっしおうは おけさぇぉ “]けのい-4” くぇ かっすっちぇ-
おけしきけくぇゃす くぇ ]]][ ╁かぇょうきうさ 【ぇすぇかけゃ けす おけさぇぉぇ “]けのい-5”.
15 はくせぇさう - 1828 - [けょっく っ ╃うきうすなさ ‶ぇこぇいけゃ - おぇいぇくかなて-

おう う こかけゃょうゃしおう すなさゅけゃっち う うくょせしすさうぇかっち, けしくけゃぇか いぇっょくけ し 
ぉさぇす しう ╀けすぬけ ‶ぇこぇいけゃ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ すなさゅけゃしおぇ おなとぇ いぇ 
っおしこけさす くぇ さけいけゃけ きáしかけ し こさっょしすぇゃうすっかしすゃぇ ゃ ╆ぇこぇょくぇ ╄ゃさけ-
こぇ; 1892 - ‶さけゃっあょぇ しっ こなさゃうはす きっあょせゅさぇょしおう すっかっそけくっく 
さぇいゅけゃけさ ゃ ╀なかゅぇさうは /]けそうは-‶かけゃょうゃ/.
16 はくせぇさう - 』っしすくう ゃっさうゅう くぇ ]ゃ. ┿こけしすけか ‶っすなさ - ぃあう-

ちう うかう ╁っさうあうちう; 1984 - ╋ぇえおなか ╃あっおしなく - くけゃけういゅさはかぇすぇ 
いゃっいょぇ くぇ こけこきせいうおぇすぇ, こけかせつぇゃぇ 9 くぇゅさぇょう “╂さぇきう”.
17 はくせぇさう - ‶けつうすぇ しっ こさっこけょけぉくう ┿くすけくうえ ╁っかうおう 

- ┿くすけくけゃょっく; 1856 - ╁ ]ゃうとけゃ っ けしくけゃぇくけ こなさゃけすけ ぉなか-
ゅぇさしおけ つうすぇかうとっ; 1871 - ┿くょさの 》ぇかうょぇえ こぇすっくすけゃぇ こなさゃうは 
ゃなあっく かうそす; 1988 - ╁ ┿さういけくぇ っ けすおさうす くぇえ-ゅけかっきうはす おぇおすせし 
ゃ しゃっすぇ, ゃうしけお 17 き う 65 しき.
18 はくせぇさう - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ. ┿すぇくぇしうえ - ┿すぇくぇしけゃょっく. 

┿すぇくぇし - けす ゅさなちおう けいくぇつぇゃぇ “ぉっいしきなさすっく”; 1991 - ╆ぇ こなさゃう 
こなす /ゃ 》けかぇくょうは/ っ ういこけかいゃぇく ょっすっおすけさなす くぇ かなあぇすぇ.
19 はくせぇさう - 1875 - [けょっく っ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ - ゃけっくっく きう-

くうしすなさ, けしくけゃぇすっか くぇ ╃╁《 ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょく. “┿さしっくぇか”; 1889 
- ] 〉おぇい わ11 っ しそけさきうさぇく 23-すう こったけすっく 【うこつっくしおう こけかお; 
1915 - ╁ ‶ぇさうあ っ こぇすっくすけゃぇくぇ くっけくけゃぇすぇ さっおかぇきくぇ すぇぉっかぇ.
20 はくせぇさう - ‶けつうすぇす しっ こさっこけょけぉくう ╄ゃすうきうえ ╁っかうおう う ]ゃっ-

すう ╄ゃすうきうえ, こぇすさうぇさた 〈なさくけゃしおう. ╄ゃすうき - けす ゅさ. けいく. “ぉかぇゅけ-
こけたゃぇかっく”; 1890 - ╇いかういぇ ぉさ.1 くぇ ゃ. “[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ゃ ╉ぇいぇく-
かなお; 1907 - [けょっく っ させしおうはす せつっく-っくちうおかけこっょうしす ╃きうすさうえ 
╋っくょっかっっゃ.
21 はくせぇさう - ‶さっこ. ╋ぇおしうき ╇いこけゃっょくうお. ╋ぇおしうき - けす かぇす. 

けいく. “くぇえ-ゃっかうお”;  ╃っく くぇ さけょうかくぇすぇ こけきけと - こさぇいくせゃぇ 
しっ けす 1951 ゅ.; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ こさっゅさなょおぇすぇ; 1790 
- ╅けいっそ ╂うかけすéく こさっょかぇゅぇ しゃけは せさっょ いぇ けぉっいゅかぇゃはゃぇくっ, うい-
すなおゃぇえおう くっゅけゃぇすぇ “たせきぇくくけしす”, すなえ おぇすけ ゃけょっか ょけ きうゅくけゃっ-
くぇ う ぉっいぉけかっいくっくぇ しきなさす; 1922 - ╁ ╋のさっく /【ゃっえちぇさうは/ しっ 
こさけゃっあょぇす こなさゃうすっ けそうちうぇかくう しなしすっいぇくうは こけ しおう-ぇかこうえしおう 
ょうしちうこかうくう; 1923 - 〉きうさぇ ╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ; 1926 - 〉きうさぇ 
╋うさつけ ‶けこけゃ - せつうすっか, しぇさぇすくうお くぇ ╁ぇしうか ╊っゃしおう.
22 はくせぇさう - 1931 - ╁ ┿くゅかうは っ けすおさうす きっすけょ いぇ うきせくういぇちうは 

しさっとせ ょっすしおう こぇさぇかうつ; 1970 - ]ゃけは こさなゃ こけかっす し こなすくうちう 
くぇ ぉけさょぇ ういゃなさてゃぇ くけゃうはす ぇきっさうおぇくしおう しせこっさしぇきけかっす “╀けうくゅ 
747”, いぇ 6 つ. 30 きうく. ういきうくぇゃぇ さぇいしすけはくうっすけ けす ′の ╈けさお ょけ 
╊けくょけく.
23 はくせぇさう - 1904 - ╁うしてっすけ せつうかうとっ ゃ ]けそうは しっ こさっせさっあ-

ょぇ ゃ せくうゃっさしうすっす - “]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう”.
24 はくせぇさう - 1910 - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく ╂っけさゅう ╀ぇすぇおかうっゃ 

- こさっゃけょぇつ, こさっこけょぇゃぇすっか, おけさっおすけさ う さっょぇおすけさ ゃ ╀┿′. ‶さっ-
ゃっあょぇ ̈ きうさ, ̈ ゃうょうえ, ┿こせかっえ, ╁っさゅうかうえ う ょさ.; 1924 - ‶っすさけゅ-
さぇょ っ こさっうきっくせゃぇく くぇ ╊っくうくゅさぇょ, けす 1991 ゅ. ゅさぇょなす しっ くぇさうつぇ 
]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ.
25 はくせぇさう - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ. ╂さうゅけさうえ ╀けゅけしかけゃ. ╂さう-

ゅけさけゃょっく うかう ╆うきっく ╂っさゅぬけゃょっく. ╂さうゅけさ けす ゅさ. けいく. “ぉけょなさ-
しすゃぇと”; ╃っく くぇ ╀′╀; ╃っく くぇ ╀′[; 1858 - ╆ぇ こなさゃう こなす 
っ ういこなかくっく “]ゃぇすぉっくうはす きぇさて” くぇ ╋っくょっかしけく; 2000 - ╁なゃ 
╁ぇかっくしうは っ こけおぇいぇくぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ おなさこぇ ゃ しゃっすぇ し さぇいきっさう 
9.4 き くぇ 14.46 き う すっゅかけ 67 おゅ.
26 はくせぇさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きうすくうちうすっ. 1945 - 

]なゃっすしおうすっ ゃけえしおう けしゃけぉけあょぇゃぇす こけかしおうは かぇゅっさ くぇ しきなさすすぇ 
┿せてゃうち, おなょっすけ しぇ せぉうすう くぇょ 1 きかく. ょせてう; 1936 -  〉つさっょっく っ 
╇くおぇ-おかせぉ /おかせぉ くぇ おぇいぇくかなておうすっ うくすっかっおすせぇかちう/ ゃ ]けそうは; 
1976 - ‶なさゃぇすぇ おけこおぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇ-
いうは ゃ ╉ぇいぇくかなお.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈けえ っ けす けくっいう ぇさしっくぇかしおう ゃっすっさぇくう, いぇ おけうすけ っ 
すさせょくけ ょぇ ょけこせしくって, つっ ゃっつっ しぇ つぇしす けす きうくぇかけ-

すけ, けす うしすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ, ぇ くっ つぇしす けす くぇしすけはとっ-
すけ. ‶さうつうくぇすぇ – こさけょなかあぇゃぇ ょぇ っ ゃしっ すぇおぇ ぇおすうゃっく, 
くっいぇゃうしうきけ, つっ くっ しすぇゃぇ てせき けす すけゃぇ. ‶さういくぇゃぇ, つっ 
こけ こさうくちうこ てせきけすっゃうちぇすぇ けおけかけ くっゅけ くうおけゅぇ くっ ゅけ っ 
さぇょゃぇかぇ, くうすけ きせ っ こさうしなとぇ. 
〈けえ っ けす けくっいう ╇ゃぇくけゃちう, いぇ おけうすけ こさうおぇいおぇすぇ „けす 

おぇか ょぇ っ, ╇ゃぇく ょぇ っ” くっ ゃぇあう. ‶さけしすけ いぇとけすけ しゃっすう 
しなし しけぉしすゃっくぇ しゃっすかうくぇ う けすょぇゃくぇ っ こさっゃなさくぇか  うきっ-
すけ しう ゃ しゃけは っきぉかっきぇ.
╋ぇおぇさ ょぇ うきぇ しうかくけ っゅけ, くっ けぉうつぇ けおけかけ くっゅけ ょぇ しっ 

てせきう. ╆ぇすけゃぇ う くぇ こさぇおすうおぇ けすおぇいゃぇ ょぇ しっ こうてっ おぇお-
ゃけすけ う ょぇ ぉうかけ. ╃けさう  こけ こけゃけょ くぇ っょうく けす くぇえ-かうつ-
くうすっ ょくう ゃ ゅけょうくぇすぇ, こさう すけゃぇ う くっゅけゃ かうつっく こさぇいくうお 
- ╇ゃぇくけゃょっく. 〈けゃぇ ぉってっ う おけくおさっすくうはす こけゃけょ ょぇ ゅけ 
こけすなさしうき. ╃ぇ さぇいぉっさっき おなょっ う おぇお あうゃっっ しっゅぇ っょうく 
けす ゃうょくうすっ ╇ゃぇくけゃちう くぇ ょなさあぇゃぇすぇ.
╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ - ぉうゃて ゅっくっさぇかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ-

くぇか” ちっかう 11 ゅけょうくう. ╃っこせすぇす ゃ 38-すけ ′ぇさけょくけ しな-
ぉさぇくうっ, うょっけかけゅ くぇ きぇあけさうすぇさくうは ういぉけさ いぇ くぇさけょくう 
ういぉさぇくうちう, しなゃっすくうお くぇ きうくうしすなさぇ くぇ うおけくけきうおぇすぇ 
[せきっく ¨ゃつぇさけゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╁╋╆ - ]けこけす.
〈けいう ╇ゃぇく しなょぉぇすぇ っ さってうかぇ ょぇ おけくしっさゃうさぇ - ゃ ょけ-

ぉさうは しきうしなか くぇ ょせきぇすぇ. ¨すょぇゃくぇ 
っ すさせょくけ ょぇ  けすゅぇすくって くぇ おけかおけ  
すけつくけ っ, こけさぇょう あういくっくけしすすぇ う 
ぉかはしなおぇ, おけえすけ ゃうくぇゅう ういかなつゃぇす 
けつうすっ きせ. 』っ ゃさっきっすけ くっ っ しこさはかけ, 
ういょぇゃぇ ょけいぇすぇ しきうさっくうっ う こさけてぇ-
さっくぇすぇ きなょさけしす, し おけうすけ ゅけゃけさう いぇ 
ゃさなしすくうちうすっ しう, いぇ しゃっすぇ, いぇ たけさぇ-
すぇ, いぇ ょけぉさけすけ う いかけすけ.
]さっとぇき ゅけ しぇきけ ぉさけっくう ょくう  しかっょ 

くぇつぇかけすけ くぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ. ╆ぇさっ-
ょっく し こかぇくけゃっ, とぇしすかうゃ けす ょくうすっ, 
こさっおぇさぇくう し ゃくせつおぇすぇ けす ╀っさかうく.
′っ っ こさけきっくうか そうかけしけそうはすぇ しう 

いぇ あうゃけすぇ, ゃなこさっおう, つっ, すうこうつくけ 
ゃ くっゅけゃ しすうか, こさっょこけつうすぇ ょぇ ゅけゃけ-
さうき いぇ ゅけかっきうすっ こさけぉかっきう, おさういぇ-
すぇ, ぉなょっとっすけ くぇ しゃっすぇ. ╇ くうおぇお いぇ 
しっぉっ しう.
′っ っ ういくっくぇょぇく けす しかせつゃぇとけすけ しっ 

せ くぇし, くけ くっ おさうっ う さぇいけつぇさけゃぇくうっ-
すけ しう, つっ ょなさあぇゃぇすぇ くう し かっおぇ さなおぇ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ こうかっっ くぇえ-ちっくくけすけ 
しう ぉけゅぇすしすゃけ. 〈ゃなさょう, つっ ゃ こっさう-
けょぇ 1980-1990 ゅけょうくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは 
っ うきぇかけ こけくっ 100 っかうすくう おぇょさう ゃ 
さぇいかうつくう しそっさう, 40-50 ゅけょうてくう, 
ゃ おけうすけ ょなさあぇゃぇすぇ っ うくゃっしすうさぇかぇ 
きうかうけくう う つうえすけ こけすっくちうぇか っ きけ-
あっかぇ ょぇ ういこけかいゃぇ, くけ すは しっ っ かう-
てうかぇ けす すはた, いぇとけすけ しぇ ぉうかう くっ-
せょけぉくう. ╁ ╀なかゅぇさうは っそっおすうゃくうはす 
つけゃっお っ くっあっかぇく, おぇいゃぇ ╇ゃぇくけゃ.
¨す さぇいしすけはくうっすけ くぇ ゅけょうくうすっ う 

ゃさっきっすけ っ こさけしすうか くぇ きくけゅけ たけさぇ, 
いぇとけすけ っ さぇいぉさぇか おけかおけ きなょさぇ っ 
っゃさっえしおぇすぇ こさうおぇいおぇ いぇ „しせっすぇ-
すぇ, おけはすけ っ しせっすぇ くぇょ しせっすうすっ”. ′け 
くっ っ いぇぉさぇゃうか っょうく けす こなさゃうすっ う 
くぇえ-ちっくくう せさけちう くぇ  しゃけは  ょはょけ 
╇ゃぇく, つうっすけ うきっ くけしう: おさぇょっくうすっ 
こぇさう しぇ かけてう こぇさう. ╆ぇすけゃぇ せゃぇあぇ-
ゃぇ つっしすくけしすすぇ う きなあおぇさしすゃけすけ ゃなゃ 
ゃしうつおうすっ うき そけさきう. 
¨す ょはょけ しう ╇ゃぇく っ くぇせつうか う けとっ 

おせこ きなょさけしすう, おけうすけ しぇ ゅけ こさっ-
ゃなさくぇかう ゃ すけゃぇ, おけっすけ っ ょくっし. ‶け 
くはおぇおなゃ しすさぇくっく くぇつうく ょはょけ きう, 
おけえすけ ぉってっ すなさゅけゃっち, うきぇてっ くっゃっ-
さけはすっく くのた いぇ きっく う きう っ こさっょくぇ-
つっさすぇか こなすは,  さぇいおぇいゃぇ ╇ゃぇく ╇ゃぇ-
くけゃ う こさういくぇゃぇ, つっ くはきぇ ぇそうくうすっす 
おなき かうつくうすっ しう こさぇいくうちう. ╆ぇとけすけ 
くっ うきっすけ こさぇゃう つけゃっおぇ, ぇ つけゃっおなす 
うきっすけ. 

ごçíÖ ごçíÖÜç, ßóçü Ñóëñ¡öÜë Öí “んëïñÖí¿”:

„┿さしっくぇか” いぇ くっゅけ っ きくけゅけ 
こけゃっつっ けす つぇしす けす あうゃけすぇ. 
╆ぇさぇょう ぉっいちっくくうすっ せさけちう, 
くぇせつっくう ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ.╇ 
いぇさぇょう くっゃっさけはすくうすっ たけさぇ, 
し おけうすけ ゅけ っ しさっとくぇかぇ しなょ-
ぉぇすぇ. 
¨す おぇきぉぇくぇさうはすぇ くぇ しゃけう-

すっ 67 ゅけょうくう /くっゃっさけはすくけ, 
くけ そぇおす!/ こさういくぇゃぇ, つっ  けこ-
すうきうしすうつくぇすぇ ゅかっょくぇ すけつおぇ 
いぇ くっとぇすぇ けす あうゃけすぇ っ ゃけ-
ょっとけすけ ゃ くっゅけゃうは しゃっすけゅかっょ.  
╋けあっ ぉう いぇすけゃぇ ゃしっ けとっ くっ  っ 
こっくしうけくっさ. 
[ぇょゃぇ しっ くぇ ゃしうつおけ,  こけょ-

くっしっくけ きせ けす あうゃけすぇ, う こさう-
いくぇゃぇ, つっ っ こさうしすさぇしすっく おなき 

╃はょけ いぇ すさっすう こなす しすぇくぇ ゃ こなさゃうは ょっく くぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ っょうく けす ぉうゃてうすっ ゃっつっ ぇさ-

しっくぇかちう, こさう すけゃぇ ょなかゅう ゅけょうくう くぇ けすゅけゃけさっく こけしす - ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ.
╀うゃてうはす ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか くぇ „┿さしっくぇか” ゃかっいっ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ 2012-すぇ ゅけょうくぇ 

おぇすけ ょはょけ くぇ こなさゃけすけ いぇ ゅけょうくぇすぇ ぉっぉっ, さけょっくけ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ  ╆ぇゅけさぇ. ] すぇいう さぇょけしす 
ゅけ ょぇさう くっゅけゃうはす  こけ-きぇかなお しうく 〈けょけさ, おけえすけ っ とぇしすかうゃ すぇすおけ くぇ くけゃけさけょっくぇすぇ ╄かうちぇ. 
╄かうちぇ  こさけこかぇおぇ ゃ ╋╀┿╊ „╇ゃぇく [うかしおう” ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ きぇかおけ こさっょう 7 つぇしぇ くぇ 1-ゃう 

はくせぇさう. 
╂けしこけあうちぇすぇ すっあう 3,060 おゅ. う っ ゃうしけおぇ 49 しき. 】ぇしすかうゃうはす え ょはょけ, おけえすけ こけかせつう すけいう 

くっゃっさけはすっく ょぇさ いぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ う しぇきけ しっょきうちぇ こさっょう かうつくうは しう うきっく ょっく - ╇ゃぇ-

くけゃょっく, ぉっ ょくう くぇさっょ しさっょ くぇえ-とぇしすかうゃうすっ ょはょけゃちう くぇ こかぇくっすぇすぇ, つっさこっえおう くぇさっょ いぇ 
いょさぇゃっ, とぇしすうっ う おなしきっす くぇ きぇかおぇすぇ ゃくせつおぇ う くっえくうすっ さけょうすっかう. 

〈┿

′あ けすかせ おかせ け そはか せかはそ

ゃさっきっすけ, こさっおぇさぇくけ し くぇえ-
ぉかういおうすっ きせ う けしけぉっくけ し 
ゃくせつおぇすぇ ╋ぇさうは. ╉けはすけ  こさっ-
おさぇしくけ しっ しこさぇゃは, ゃなこさっおう 
つっすうさうすっ しう ゅけょうくう し くっき-
しおう, ぉなかゅぇさしおう う  ぇくゅかうえしおう. 
╇ おけはすけ くぇしおけさけ きせ っ ゅけしすせ-
ゃぇかぇ. 
¨すゃなょ ゃさっきっすけ いぇ すけゃぇ けし-

すぇゃぇ ゃっさっく くぇ さぇぉけすぇすぇ ゃなゃ  
そうさきぇすぇ, ゃ おけはすけ くっ っ けす-
こせしおぇか こっょぇかぇ, くぇ かのぉうきぇすぇ 
おかぇしうつっしおぇ きせいうおぇ /けしけぉっくけ 
ちうゅせかおけゃぇすぇ/ う … くぇ ょけぉさうすっ 
こさうはすっかう.
╁しうつおけ ょさせゅけ っ しせっすぇ, おぇいゃぇ 

すけいう かうつっく ╇ゃぇく…
╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ
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╋うしかった, つっ きけあっき くぇこさぇ-

ゃけ ょぇ けすうょっき くぇ ぇしそぇかすうさぇ-
くっ すぇき, くけ しっ けおぇいぇ, つっ くはきぇ 
こさけっおす, すぇおぇ つっ すけえ っ こなさゃぇ-
すぇ くう いぇょぇつぇ. ]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ  
さぇえけくぇ, ういかういぇと けす せか. „』ぇ-
すぇかょあぇ” ゃ さけきしおぇすぇ きぇたぇかぇ 
ょけ ぃあくぇすぇ ょなゅぇ. ] すっいう くっとぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ いぇこけつくっき. ′ぇかぇゅぇ 
しっ ょぇ けすこせてゃぇきっ けす ょゃうあっくうっ 
う ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ ゅさぇょぇ, 
いぇとけすけ すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ こさうゃっ-
ょっき ゃなゃ ゃうょ, けすゅけゃぇさはと くぇ 
ゅさぇょ - すせさうしすうつっしおぇ ょっしすうくぇ-
ちうは. 〈けゃぇ くぇかぇゅぇ う すなさしっくっすけ  
くぇ けぉたけょくう こなすうとぇ. ╇くぇつっ 
ちっかうはす ゅさぇょ うきぇ くせあょぇ けす 
ぇしそぇかす. ′け こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
くはきぇ ょぇ きけあっき ょぇ くぇこさぇゃうき 
おけえ いくぇっ おぇおゃけ. ╇きぇき くぇきっ-
さっくうっ ょぇ こさっょかけあぇ くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす う くぇ ぉぇくおうすっ, 
おぇすけ こさけせつゃぇくっ, こけかいゃぇくっすけ 
くぇ おさっょうすくぇ かうくうは ょけ 500 たう-
かはょう かっゃぇ, おけはすけ ちっかっゃけ ょぇ 
ういこけかいゃぇきっ しぇきけ いぇ ぇしそぇかすう-
さぇくっ. ┿おけ すけゃぇ しっ しかせつう, とっ 
くぇこさぇゃうき こさっょかけあっくうっ いぇ 
ぇしそぇかすうさぇくっ くぇ ょけこなかくうすっか-
くう せかうちう. ′け くぇ すけいう っすぇこ くっ 
きけゅぇ ょぇ いくぇき ょぇかう ]なゃっすなす とっ 
こさうっきっ すぇおけゃぇ さってっくうっ. ╃させ-
ゅけすけ ゅけかはきけ こさっょういゃうおぇすっか-
しすゃけ いぇ くぇし こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
しぇ う こさけっおすうすっ. 『っかすぇ くう っ ょぇ 
けしうゅせさうき しなそうくぇくしうさぇくっ こけ 
ゃしうつおう, いぇ おけうすけ とっ おぇくょう-
ょぇすしすゃぇきっ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ. 
〈けゃぇ っ きくけゅけ ゃぇあくけ こっさけ いぇ 
けぉとうくしおうは ぉのょあっす, ぉっい くっゅけ 
くっ きけあっき ょぇ しう ういこなかくはゃぇきっ 
こさけっおすうすっ. 〈なさしうき ゃないきけあ-
くけしすう ょぇ こけおさうっき う いぇょなかあっ-
くうはすぇ しう おなき ‶〉╃¨] - くっけょけ-
ぉさっくうすっ さぇいたけょう こけ こさけっおすぇ 
いぇ おぇくぇかういぇちうは くぇ おゃ. „》さうし-
すけ ╀けすっゃ” ゃ さぇいきっさ くぇ 400 
たうかはょう かっゃぇ. 〈なさしうき ゃぇさうぇくす 
ょぇ ゃいっきっき ぉっいかうたゃっく いぇっき ゃ 
すぇおなゃ さぇいきっさ, いぇ ょぇ しう こかぇ-
すうき すっいう いぇょなかあっくうは. ╁けょうかぇ 
しなき さぇいゅけゃけさう し さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ ‶〉╃¨] いぇ こさっょけしすぇゃは-
くっ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ こけおさうゃぇくっ 
くぇ すっいう いぇょなかあっくうは, おけっすけ っ 
こさっちっょっくす, いぇとけすけ こけ ‶〉╃¨] 
しっ ょぇゃぇす  いぇっきう くぇ けぉとうくう 
しぇきけ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こけ 
こさけっおすう いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ けおけか-
くぇすぇ しさっょぇ. ‶さう っょくぇ ょけぉさぇ 
きけすうゃうさけゃおぇ けす くぇてぇ しすさぇ-
くぇ, きけあっ う ょぇ せしこっっき ょぇ ゅけ 
いぇとうすうき. 〈っいう しぇくおちうう おなき 
¨ぉとうくぇすぇ すっおぇす けす ょっおっきゃさう 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, こさう すけゃぇ し 
かうたゃう. 〈っいう 400 たうかはょう かっゃぇ 
おぇすけ いぇょなかあっくうは しなとけ すさはぉ-
ゃぇ ょっ しっ こけおぇあぇす ゃ ぉのょあっすぇ. 
┿ くっ おぇおすけ っ しすぇゃぇかけ ょけしっゅぇ: 
おせたう ぉのょあっすう. ]おさうかぇ しう 
¨ぉとうくぇすぇ くっさぇいこかぇすっくうすっ 
いぇょなかあっくうは いぇ こさっょうてくう ゅけ-
ょうくう う こさぇゃう ぉのょあっす いぇ しかっょ-
ゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ! ′け し すけいう おせた 
ぉのょあっす すは くっ きけあっ ょぇ ういこなか-
くはゃぇ そぇおすうつっしおう くうとけ, すなえ 
おぇすけ すさはぉゃぇ ょぇ さぇいこかぇとぇ しすぇ-
さけすけ いぇょなかあっくうっ. 〈ぇおなゃ っ ぉうか 
きったぇくういきなす ょけしっゅぇ: し くけゃうは 
ぉのょあっす しっ さぇいこかぇとぇ しすぇさけすけ 
うかう こなお しっ うくゃっしすうさぇ ゃ くけゃう 
けぉっおすう, おけうすけ しぇ しかっょゃぇとうすっ 
くっさぇいこかぇすっくう ゃ しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ.  

- ... ¨すすせお う すさなゅくぇ ゅけかっ-
きうはす さぇいかけき くぇ こさっょうて-
くぇすぇ きっしすくぇ ゃかぇしす きっあょせ 
]なゃっすぇ う おきっすぇ...
- ... ╃ぇ, くけ はゃくけ くっ しっ けしない-

くぇゃぇ くけしっくぇすぇ けすゅけゃけさくけしす. 
╀っいくぇおぇいぇくけしすすぇ ゃ すぇいう ょなさ-
あぇゃぇ っ ょぇゃぇかぇ けしくけゃぇくうは 
ゅけょうくう ょぇ しっ さぇぉけすう こけ すけいう 
くぇつうく.

- ╃けおけかおけすけ いくぇき ╁うっ しぇ-
きぇすぇ ゃっつっ しっ せぉっょうたすっ ゃ 
すぇいう ぉっいくぇおぇいぇくけしす, おぇすけ 
こけすなさしうたすっ しきっすおぇ いぇ こけ-
たぇさつっくうすっ けす こさっょうてくうは 
おきっす くっこさぇゃけきっさくけ う ゃ 
ゅさせぉけ くぇさせてっくうっ くぇ ゃいっ-
すうすっ さってっくうは 2 きうかうけくぇ 
う 200 たうかはょう かっゃぇ.  ╉ぇおゃけ 
╁う おぇいぇ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ こけ 
ゃなこさけしぇ?
- ╁しっ けとっ しなぉうさぇ ょけおせきっく-

すう ‶さけおせさぇすせさぇすぇ. 〈さはぉゃぇ-
てっ ょぇ ういこさぇすうき こけしかっょくけすけ 
けぉはしくっくうっ う ょけこなかくうすっかくう-
すっ そうくぇくしけゃう ょけおせきっくすう いぇ 
こさっこうしおぇすぇ いぇ こけたぇさつっくうすっ 2 
きうかうけくぇ う 200 う たうかはょう かっゃぇ. 
′け いぇ ょけゅけゃけさうすっ, ゃくっしっくう ゃ 
‶さけおせさぇすせさぇすぇ  こさっょう すけゃぇ 
けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ こさっ-
ょうてくうは きぇくょぇす - いぇ ゅけさうゃぇすぇ 
う たさぇくうすっ ゃ ょっすしおうすっ いぇゃっ-
ょっくうは くはきぇ くう ゃっしす, くう おけしす. 
╁なこさけしなす っ おぇおゃけ しっ こさぇゃう? 
′はきぇ くうとけ  けす ‶さけおせさぇすせさぇすぇ 
う こけ こさけゃっさおぇすぇ くぇ いゃっくけすけ いぇ 
しきっすけしなぉうさぇくっ, こけうしおぇくぇ けす 
しなゃっすくうちうすっ. 

- ╁っつっ すさっすぇ ゅけょうくぇ? 
- ╃ぇ, くはきぇ くうとけ, くうおぇおなゃ 

さっいせかすぇす. 〈けゃぇ っ ょさせゅけすけ きう 
こさうすっしくっくうっ. ╁ すけゃぇ いゃっくけ, 
ゃ おけっすけ くうっ しっゅぇ とっ くぇこさぇ-
ゃうき  ゃなすさってくぇ そうくぇくしけゃぇ 
こさけゃっさおぇ, すなえ おぇすけ ゃっつっ くは-
きぇきっ ょけゃっさうっ くぇ ]きっすくぇ こぇ-
かぇすぇ う くぇ ゃしはおぇおゃう  ょさせゅう 
こさけゃっさはゃぇとう. ] きけは いぇこけゃっょ 
とっ しないょぇき おけきうしうは, おけはすけ ょぇ 
ういゃなさてう ちはかけしすくぇ そうくぇく-
しけゃぇ こさけゃっさおぇ くぇ いゃっくけすけ 
こけ しきっすけしなぉうさぇくっ. 〈ぇき うきぇ 
しすさぇてくけ きくけゅけ いかけせこけすさっぉう. 
╃させゅ っ ゃなこさけしなす, おぇすけ けすおさう-
っき いかけせこけすさっぉうすっ, おぇお とっ こけ-
すなさしうき けすゅけゃけさくけしす う おぇお とっ 
くう しなょっえしすゃぇす けさゅぇくうすっ ょぇ ゅけ 
くぇこさぇゃうき. ╄すけ ゃう しぇきけ っょうく 
こさうきっさ: ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょう-
くぇすぇ いぇきっしすくうおなす くぇ ゅ-く ╆ぇたぇ-
さう ╆ぇたぇさうっゃ ゃ すけゃぇ いゃっくけ, ゅ-く 
』ぇかなおけゃ, うょゃぇ し うくそけさきぇちうは, 
つっ 300 たうかはょう かっゃぇ ゅ-く ╆ぇたぇ-
さうっゃ っ ういさぇいたけょゃぇか いぇ 2011 
ゅけょうくぇ  いぇ いぇおせこせゃぇくっ くぇ ょなか-
ゅけすさぇえくう ぇおすうゃう. 〈けゃぇ しぇ きぇ-
てうくう, ぇゃすけきけぉうかう, くはおけう けす 
おけうすけ ゅう くはきぇ. 

- ┿ おなょっ しぇ? 
- ′はきぇ ゅう. ¨おぇいぇ しっ, つっ ゅう 

すなさしう ゃなゃ そうさきうすっ, ゃ おけうすけ 
っ さぇいこかぇすっくけ, すなえ おぇすけ ゃしうつ-
おう すっいう ょなかゅけすさぇえくう ぇおすうゃう 
しぇ さぇいこかぇすっくう. ╀っい けぉとっしす-
ゃっくう こけさなつおう, ぉっい さってっくうっ 
くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす いぇ すぇおう-
ゃぇ ょなかゅけすさぇえくう ぇおすうゃう. 〈っいう 
こぇさう しぇ こけたぇさつっくう, ぇ くはおけう 
けす きぇてうくうすっ ういけぉとけ ゅう くはきぇ. 
]っゅぇ しきっ くぇ っすぇこ ういょうさゃぇくっ. ╁ 
すけゃぇ いゃっくけ しぇ しっ こさっゃなさくぇかう 
ゃ ]かっょしすゃっくぇ しかせあぉぇ. ╇いょうさ-
ゃぇたぇ しかせあっぉくうすっ ぇゃすけきけぉうかう 
くぇ ゅけしこけょうく ╆ぇたぇさうっゃ, うゅさぇた-
きっ くぇ おさうっくうちぇ し こけかうちうはすぇ, 
ょけおぇすけ こさうぉっさっき ょゃぇすぇ ぇゃすけ-
きけぉうかぇ, しっゅぇ すさはぉゃぇ ょぇ すなさ-
しうき ょさせゅうすっ, おけうすけ っ いぇおせこうか, 
くけ ゅう くはきぇ くうおなょっ. ╇きぇ たけさぇ, 
おけうすけ しう きうしかはす, つっ いぇおけくう-
すっ ゃ すぇいう ょなさあぇゃぇ くっ ゃぇあぇす 
いぇ すはた う つっ しぇ くぇょ いぇおけくぇ. ′け 
すけゃぇ くっ けいくぇつぇゃぇ, つっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ こさっょぇゃぇきっ. ′ぇこさけすうゃ: 
せこけさうすけ とっ しう すなさしうき ゃしうつおけ, 
おけっすけ くう  っ くはおぇおゃけ くぇしかっょ-
しすゃけ. ╊けてけ うかう ょけぉさけ. ╃させゅ 
っ ゃなこさけしなす, つっ っょくぇ う しなとぇ っ 
そうさきぇすぇ, けす おけはすけ しぇ おせこせゃぇ-
くう すっいう ぇゃすけきけぉうかう いぇ いゃっくけ-
すけ こけ しきっすけしなぉうさぇくっ. 

- ╇いくっくぇょぇくぇ かう しすっ ゃしっ 
けとっ けす すけゃぇ, おけっすけ しすっ けつ-
ぇおゃぇかう ょぇ くぇきっさうすっ ゃ けぉ-
とうくぇすぇ う すけゃぇ, おけっすけ くぇ 
こさぇおすうおぇ しっ けおぇいゃぇ つっ...?
- ╇いくっくぇょぇくぇ しなき ょけすけかおけ-

ゃぇ, つっ くっ しなき こさっょこけかぇゅぇかぇ 
ょけ おぇおゃぇ しすっこっく さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ けぉとうくぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
ぉっいけすゅけゃけさくけ おなき こさっおうすっ しう 
いぇょなかあっくうは. ╁ すけいう しきうしなか 
すぇいう きう ういくっくぇょぇ っ くぇょ けつぇお-
ゃぇくうはすぇ きう. ╆ぇすけゃぇ しなき こさうし-
すなこうかぇ おなき けしゃけぉけあょぇゃぇくっ くぇ 
けすゅけゃけさくう しかせあうすっかう ゃ ¨ぉ-
とうくぇすぇ. ¨しゃけぉけょうた ゅかぇゃくうは 
しっおさっすぇさ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. ╃ぇ, くっ 
しなき ょけゃけかくぇ けす くっえくぇすぇ さぇ-
ぉけすぇ. [ぇいぉさぇた, つっ すは ゃっょくぇゅぇ 
っ くぇいくぇつっくぇ ゃ ょさせゅぇ けぉとう-
くぇ - ╋なゅかうあ, おぇすけ っおしこっさす こけ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ う しけちうぇかくう 
ょっえくけしすう. 〈せお すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ 
けすゅけゃけさくう  たけさぇ, おけうすけ しう さぇい-
ぉうさぇす けす さぇぉけすぇすぇ, いぇ おけはすけ しぇ 
くぇいくぇつっくう. ′っ きけあっ ょぇ くっ しっ 
くけしう けすゅけゃけさくけしす. ¨しゃけぉけょうた 
う ゅかぇゃくうは しつっすけゃけょうすっか. ┿おけ 
くっ きけゅぇ ょぇ くぇおぇいゃぇき, いぇさぇ-
ょう そうくぇくしけゃうすっ ぉっいたぇぉっさうは, 
おけうすけ しぇ しっ しかせつゃぇかう, すなえ おぇすけ 
いぇおけくなす くっ きう ゅけ こけいゃけかはゃぇ, 
すけ こけくっ きけゅぇ ょぇ しきっくは たけさぇすぇ. 
〈けゃぇ きう っ こけいゃけかっくけ. ╄ょゃぇ かう 
ゅかぇゃくうはす しつっすけゃけょうすっか くぇ ¨ぉ-
とうくぇすぇ くけしう ちはかぇすぇ けすゅけゃけさ-
くけしす, くけ すけえ くけしう つぇしす けす くっは. 
〉つせょっくぇ しなき, つっ こけ くうおぇおなゃ  
くぇつうく くっ しぇ しう ょぇゃぇかう しきっすおぇ, 
つっ うしおぇす ょぇ せこさぇゃかはゃぇす けとっ 
う とっ うき しっ くぇかけあう こさう くけゃ 
ういぉけさ けす ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ せこさぇ-
ゃかはゃぇす けとっ 4 ゅけょうくう. ′け こさう 
すけいう たぇけし, ぉぇすぇお う さぇいゅさぇぉゃぇ-
くっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ たぇいくぇ おぇおゃけ 
とはたぇ ょぇ こさぇゃはす, こさけしすけ くはきぇき 
けぉはしくっくうっ ょけ ょっく-ょくってっく.

- ┿ ょぇかう しすさぇたなす くっ っ ぉうか 
ゃけょっとうはす, いぇ ょぇ きなかつぇす 
けぉとうくしおうすっ しかせあうすっかう くぇ 
けすゅけゃけさくう こけしすけゃっ こけ けす-
くけてっくうっ くぇ ゃしうつおう くぇさせ-
てっくうは う いかけせこけすさっぉう? ╁しっ 
こぇお っ ゃぇあくけ ょぇ けちっかっって, 
けすおけかおけすけ ょぇ いぇはゃうて くぇ 
くぇつぇかくうおぇ しう, つっ ぉなさおぇ.
- ╄ょくけすけ くっ ういおかのつゃぇ ょさせ-

ゅけすけ. ╃けおけかおけすけ しきっ しう ゅけゃけ-
さうかう し ゅかぇゃくうは しつっすけゃけょう-
すっか, すけえ っ こさっょせこさっあょぇゃぇか 
こさっおうは しう くぇつぇかくうお くっっょくけ-
おさぇすくけ いぇ くっいぇおけくけしなけぉさぇい-
くけしすすぇ くぇ ょっえしすゃうはすぇ, おけうすけ 
しっ こさうかぇゅぇす, う つっ しすぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ くぇさせてっくうは くぇ そうくぇくしけゃぇ-
すぇ ょうしちうこかうくぇ. ′け ゃ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ すけえ っ ういこなかくはゃぇか すっいう 
こけさなつっくうは. 

- ]かっょ ゃしうつおけ おぇいぇくけ 
ょけすせお, おぇおゃけ ょぇ けつぇおゃぇす 
ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ けす ╁ぇし う 
っおうこぇ ╁う?
- ╇しおぇき つさっい ゃぇし ょぇ うき おぇあぇ 

っょくけ くっとけ: ゃしうつおう くうっ しっ 
さぇょゃぇきっ くぇ さっょぇ う くぇ しこぇい-
ゃぇくっすけ くぇ こさぇゃうかぇすぇ ゃ ょさせゅう 
ょなさあぇゃう, おけうすけ こけしっとぇゃぇきっ. 
╁ないたうとぇゃぇきっ しっ けす  すけゃぇ, つっ 
ゃしうつおう すぇき しぇ さぇゃくう こさっょ 
いぇおけくぇ う しう ういこなかくはゃぇす いぇ-
ょなかあっくうはすぇ おぇすけ ゅさぇあょぇくう. 
╉けゅぇすけ しっ ゃなさくっき ゃ ╀なかゅぇさうは, 
けぉぇつっ, くうっ こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ 
ぉなょっき しなとうすっ ぉっいけすゅけゃけさ-
くう たけさぇ, いぇ おけうすけ いぇおけくなす 
くっ ゃぇあう う おけうすけ こけ くはおぇおなゃ 
くぇつうく ゅかっょぇす ょぇ ゅけ いぇけぉうおけ-
かはす すけいう いぇおけく. ‶さう すけゃぇ ゃう-
くぇゅう くぇきうさぇきっ くぇつうく ょぇ ゅけ 
くぇこさぇゃうき.  ╇しおぇき ょぇ おぇあぇ 
くぇ たけさぇすぇ, つっ とっ ぉなょぇ きくけゅけ 
くぇしすけはすっかくぇ う せこけさうすぇ, ょけ 

うくぇす, いぇ すけゃぇ ょぇ こけおぇあぇ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ, つっ 
おけかおけすけ う きぇかおう こさぇゃけきけとうは 
ょぇ うきぇきっ おぇすけ ぇょきうくうしすさぇちうは 
う おぇすけ ¨ぉとうくぇ, とっ うしおぇきっ すっ 
ょぇ ういこなかくはゃぇす ゃしうつおう くぇてう 
さぇいこけさっょぉう. ╆ぇとけすけ すっ ゃぇあぇす 
いぇ ゃしうつおう - こけ さぇゃくけ う っょ-
くぇおゃけ. ╇ とっ ゃう ょぇき こさうきっさ: 
けす くはおけかおけ ょくう しっ ぉけさは し くぇ-
させてうすっかうすっ, おけうすけ こぇさおうさぇす 
くぇ ぉせか. „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”, ょけ 
しゃっすけそぇさうすっ. ╁しうつおう しっ ゃない-
きせとぇゃぇきっ, つっ しゃっすけそぇさなす くっ 
けぉしかせあゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ おさなし-
すけゃうとっすけ, すなえ おぇすけ すぇき くっ-
こさっおなしくぇすけ うきぇ こぇさおうさぇくう 
すさう ぇゃすけきけぉうかぇ: ょゃぇ ょあうこぇ 
う っょくぇ  けとっ こけ-ゅけかはきぇ おけかぇ. 
〈っ  しぇ くぇ しけぉしすゃっくうおぇ くぇ 
„〈ったくけこけかうし”, くぇ おぇいうくけすけ う 
けぉしかせあゃぇとうはす  ぇゃすけきけぉうか  くぇ 
ぉぇくおぇすぇ. ‶けかうちうはすぇ こさぇゃう 
くはおけかおけ ぇおすぇ, くけ う こさっい くけゃぇ-
すぇ ゅけょうくぇ すっ こさけょなかあうたぇ ょぇ 
こぇさおうさぇす すぇき. ╆ぇ きっく すけゃぇ っ 
こけょうゅさぇゃおぇ しなし いぇおけくぇ, し ぇょ-
きうくうしすさぇちうはすぇ, いぇとけすけ ゃ しかせ-
つぇは ぇい せこさぇあくはゃぇき いぇおけくぇ う 
ゅけ こさうっきぇき かうつくけ. ′っ きけあっき 
ょぇ うゅさぇっき くぇ おさうっくうちぇ しなし 
いぇおけくぇ. ╃かなあくう しきっ ゃしうつおう 
ょぇ ゅけ ういこなかくはゃぇきっ. 

- ... すけゃぇ っ せきけさうすっかくけ...
-╃ぇ, せきけさうすっかくけ っ. ╃させゅけすけ 

せきけさうすっかくけ しぇ すぇおしうきっすさけ-
ゃうすっ おけかう, おけうすけ こさっゃさなとぇす 
しこうさおうすっ くぇ ぇゃすけぉせしうすっ ゃ しすけ-
はくおう. 〈っ しぇ しなとうすっ せこけさうすう 
たけさぇ, おけうすけ いぇけぉうおぇかはす いぇ-
おけくぇ, すっゅかはす しう ぉうかっすつっすけ いぇ 
おさぇすおけゃさっきっくくけ こぇさおうさぇくっ う 
しすけはす ちっかうは ょっく くぇ しこうさおぇすぇ. 
╉ぇすけ ゅう こさけゃっさはす けす いゃっくけすけ 
いぇ おさぇすおけゃさっきっくくけ こぇさおうさぇ-
くっ, すっ こけおぇいゃぇす ぉうかっすつっ いぇ 
すけゃぇ, ぇ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ  しすけはす 
こけ ちはか ょっく う けぉうさぇす こなすくうちう-
すっ けす ぇゃすけぉせしうすっ. ‶けきけかうたきっ 
ゅう ゃっょくなあ, ょゃぇ こなすう, すさっすう 
こなす こけかうちうはすぇ, つっすゃなさすうは こなす 
ぇい けすうょけた ょぇ ゅう こけきけかは. ‶さっ-
きっしすうたぇ しっ. ╇ こけしかっ けすくけゃけ 
しぇ すぇき. ]こけさっょ ゃぇし こけ おぇおなゃ 
くぇつうく ょぇ ゃないこうすぇゃぇきっ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ, つっ うきぇ こさぇゃうかぇ いぇ 
ゃしうつおう? 

- ╉ぇおゃう おぇこぇくう せしっとぇ-
すっ, つっ ゃっつっ うきぇ いぇかけあっくう 
こさっょ ╁ぇし ゃ くぇしすけはとぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ? ′はきぇ ょぇ  ╁う っ かっしくけ.
- ╁しはおぇおゃう おぇこぇくう けつぇおゃぇき. 

╉ぇこぇくうすっ しぇ, ぇおけ そうさきうすっ, し 
おけうすけ こけょこうしぇたきっ しこけさぇいせ-
きっくうは いぇ ょなかあうきうすっ しせきう, 
くう くぇこさぇゃはす いぇこけさ くぇ しきっす-
おうすっ, ぇおけ くっ きけあっき ょぇ しっ うい-
ょなかあぇゃぇきっ. 〈けゃぇ っ こさうすっし-
くうすっかくけすけ. ╆ぇすけゃぇ う うしおぇき ゃ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす し ぉのょあっすぇ 
ょぇ こけおぇあぇ う こさうっきぇす ょけこなか-
くうすっかくけ こさうかけあっくうっ, けす おけっ-
すけ ょぇ しっ ゃうあょぇす ゃしうつおう しこけ-
さぇいせきっくうは いぇ さぇいしさけつゃぇくっ う 
すっ ょぇ ゅけ けょけぉさはゃぇす う ょぇ きう 
ょぇょぇす こさぇゃけ くぇ こさうけさうすっす-
くけしす  ゃ さぇこかぇとぇくっすけ. ′け ょぇ しっ 
くぇょはゃぇき, つっ きぇかおけ こけ きぇかおけ 
おぇこぇくうすっ し ゃさっきっすけ とっ くぇきぇ-
かはゃぇす. ]きはすぇき, つっ ょけ おさぇは くぇ 
2012 ゅけょうくぇ すさはぉゃぇ ゃしうつおけ 
ょぇ っ こさけいさぇつくけ こけ けすくけてっくうっ 
くぇ  すけゃぇ おぇおゃけ しっ っ しかせつゃぇかけ ゃ 
¨ぉとうくぇすぇ ょけしっゅぇ. ╃させゅけすけ きう 
っゃっくすせぇかくけ こさうすっしくっくうっ けす 
おぇこぇくう っ ょぇ しこっつっかうき くはおけか-
おけ  こさけっおすぇ, ぇ ょぇ くっ きけあっき 
ょぇ けしうゅせさうき しなそうくぇくしうさぇくっ. 
〈けゃぇ とっ きう っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
ゅさうあぇ. ′はきぇ ょさせゅ くぇつうく ょぇ しっ 
しかせつゃぇ くっとけ ゃ すけいう ゅさぇょ ゅけ-
かはきけ, ぇおけ くっ こけ こさけっおすうすっ し 
っゃさけこっえしおうすっ こぇさう. 

- ‶さけさけおせゃぇた ╁う ゅけ こさっ-
ょう ゃさっきっ すけゃぇ, つっ ╁うっ きぇえ 
とっ しっ けおぇあっすっ ゅけしこけょうく 
╃っさゃうてっゃ ゃ こけかá. ╁ しなとぇ-
すぇ しうすせぇちうは しすっ こけしすぇゃっくぇ,  
し きくけゅけ おぇこぇくう. ′っ しっ かう 
けこぇしはゃぇすっ, つっ ゃ っょうく きけ-
きっくす とっ しっ けおぇあっすっ しぇきぇ 
しさっとせ ゃしうつおう? 】っ ╁う うい-
けしすぇゃはす しなきうてかっくうちう, しな-
さぇすくうちう, しなのいくうちう, ょさせゅう-
すっ とっ しっ さぇいぉはゅぇす けす しすさぇた 
ょぇ こけっきぇす けすゅけゃけさくけしす いぇ 
かうつくうすっ しう ょっえしすゃうは?
- ′はきぇき すぇおなゃ しすさぇた, いぇとけ-

すけ ゃ っおうこぇ きう ょけえょけたぇ たけさぇ, 
おけうすけ くぇこさぇゃうたぇ おけきこさけきうしう 
し こさけそっしうはすぇ しう, し こぇさうすっ しう 
う ょけえょけたぇ ょぇ さぇぉけすはす  ゃ けぉ-
とっしすゃっくぇ こけかいぇ. 

- ... うょっぇかうしすう くはおぇおゃう...
- ╁しうつおう しぇ すぇおうゃぇ. ╇ いぇ-

きっしすくうちうすっ きう, う ゅかぇゃくうはす  
ぇさたうすっおす, う しつっすけゃけょうすっかはす 
ゅかぇゃくうはす, おけえすけ しっゅぇ いぇこけつゃぇ. 
╇ょゃぇ けす っょくぇ ょけぉさぇ ぉぇくおぇ, いぇ 
ょぇ さぇぉけすう いぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ 
おぇせいぇ. [ぇいぉうさぇ しっ, つっ とっ うきぇ 
たけさぇ, おけうすけ とっ しっ さぇいけつぇさけ-
ゃぇす けす きっく, いぇとけすけ とっ ゅう いぇ-
しっゅくぇ, すなえ おぇすけ とっ しっ けすくぇしはき 
し すはた おぇすけ し ゃしうつおう けしすぇくぇかう, 
ぇ すっ ゃっさけはすくけ しぇ けつぇおゃぇかう 
こさけすっおちうう けす きっく, くけ くはきぇ ょぇ 
ゅう こけかせつぇす.

- ]うかくうはす っ ゃうくぇゅう しぇき...
- ]ぇきけすぇすぇ は せしっとぇき. ┿い う 

しっゅぇ は せしっとぇき しぇきけすぇすぇ, くけ しう 
いくぇった, つっ とっ ぉなょっ すぇおぇ. ╆ぇすけゃぇ 
うしおぇき ょぇ っ しぇきけ つっすうさう ゅけょうくう. 

- ╂けすけゃぇ かう しすっ ょぇ こかぇすうすっ 
ちっくぇすぇ くぇ すっいう つっすうさう ゅけ-
ょうくう? 
- ′はきぇ くぇつうく. ′っ しきはすぇき ょぇ 

しっ けすおぇあぇ. ╇ とっ こかぇとぇき ゃっさけ-
はすくけ けとっ きくけゅけ ゅけょうくう しかっょ 
すけゃぇ. 

- ┿ おぇおゃう しぇ ╁う きっつすうすっ う 
くぇょっあょうすっ, ゅけしこけあけ ]すけは-
くけゃぇ? 
- ′ぇょはゃぇき しっ ょぇ きけあっき ょぇ 

ゃなさくっき ゃしうつおう こさけこせしくぇすう 
ゃないきけあくけしすう いぇ けぉとうくぇすぇ. 
¨おせさぇあっくぇ しなき けす すけゃぇ, つっ せし-
こはたきっ ゃっつっ ょぇ ゃなさくっき  っょうく けす  
こさけっおすうすっ いぇ ょっうくしすうすせちうけ-
くぇかういぇちうは, うきぇき う ょけぉさう さぇい-
ゅけゃけさう し ╋[[╀ いぇ っゃっくすせぇかくう 
ゃないきけあくけしすう ょぇ しっ ゃないこけかい-
ゃぇきっ  けす きぇおぇさ う ういこせしくぇすうは 
こさけっおす いぇ すさぇおうえしおうすっ ゅさけぉ-
くうちう. ‶けくっ すぇおぇ きけあっき ょぇ こけ-
かせつうき くはおぇおゃう おけきこっくしぇちうう, 
いぇとけすけ くうっ くぇうしすうくぇ しきっ こさう-
けさうすっすくう おぇすけ けぉとうくぇ ゃ すけいう 
ぇしこっおす. ′うとけ ゃ ╀なかゅぇさうは おぇすけ 
すせさういなき う おせかすせさぇ くっ きけあっ ょぇ 
しっ さぇいゃうゃぇ ぉっい ╉ぇいぇくかなお, すなえ 
おぇすけ ゅさぇょなす くう っ けしくけゃくぇ ょっし-
すうくぇちうは. ╇きぇ さぇいぉうさぇくっすけ, 
つっ しきっ こさうけさうすっす う きけは っ いぇ-
ょぇつぇすぇ ょぇ おけきこっくしうさぇき すぇいう 
ういこせしくぇすぇ ゃないきけあくけしす. 〈けゃぇ 
きう っ けしくけゃくぇ いぇょぇつぇ  う ちっか いぇ 
2012 ゅけょうくぇ. 

- ┿ ゃ かうつっく こかぇく きっつすぇすぇ 
╁う いぇ すぇいう ゅけょうくぇ うかう いぇ 
ゅけょうくうすっ くぇこさっょ?

- ╃ぇ こさけょなかあうき ょぇ ういこなか-
くはゃぇきっ けぉっとぇくうはすぇ しう おなき 
ょなとっさは くう ]ゃっすかぇくぇ, おけはすけ 
ゃしはおけ かはすけ ゃけょうき くぇ きっしすぇ, 
おけうすけ しぇ ぇさたうすっおすせさくう こぇきっす-
くうちう. ╁っつっ ゃうょは ‶ぇさうあ, ╇し-
こぇくうは, っゃっくすせぇかくけ - ╇すぇかうは 
すけゃぇ かはすけ. ┿おけ すけゃぇ っ きっつすぇすぇ 
くぇ ょなとっさは きう う, ぇおけ  きけゅぇ ょぇ 
は ういこなかくは, すけゃぇ ぉう しすぇくぇかけ う 
きけは きっつすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╉そ さちあみ せあ 2012 てちみいうあ おあ か みつせそ さあさうそ つか か つしとねうあしそ おそつかえあ う 《いはけせあてあ.
ぅか つひす せあつてそみてかしせあ おそ けせあて, くあ おあ つか つたあくうあて くあさそせけてか そて うつけねさけ. 

〉かちかおそうせけてか えけ ねあさあ 
えしそいあ おそ 150 しかうあ

- 〈けゃぇ かう ぉってっ くぇえ-せし-

こってくぇすぇ ╁う ゅけょうくぇ ゃ あう-

ゃけすぇ, ゅけしこけあけ ]すけはくけゃぇ, 
すなえ おぇすけ くっ ゃしはおぇ あっくぇ 
うきぇ つっしすすぇ ょぇ しっ いぇこうてっ ゃ 
うしすけさうはすぇ おぇすけ „こなさゃぇすぇ 
あっくぇ-おきっす くぇ けぉとうくぇ”. 
╆ゃせつう おぇすけ こなさゃぇすぇ あっ-

くぇ-おけしきけくぇゃす, くぇこさうきっさ?
- ′っ しきはすぇき, つっ すけゃぇ  っ くは-

おぇおなゃ おけえ いくぇっ おぇおなゃ いくぇきっ-
くぇすっかっく せしこった ゃ きけは かうつっく 
あうゃけす. ┿おけ こけゅかっょくっき こさけ-
そっしうけくぇかくけ, しうゅせさくけ - ょぇ. 
′け かうつくけ くっ しきはすぇき, つっ  すけゃぇ 
っ きけはす せしこった. ╋けはす せしこった 
ぉってっ つうしすけ かうつくけ ょぇ くぇきっさは 
しっきっえしすゃけすけ しう う ょぇ ゅけ うきぇき,  
ょぇ ゅけ こぇいは う ょぇ しきっ いぇっょくけ. 
〈けゃぇ っ きけはす せしこった - ょぇ くぇ-
きっさは しっきっえしすゃけすけ しう. ╆ぇ-
とけすけ うきぇき きくけゅけ こさうはすっかう, 
こけいくぇすう, おけうすけ くはきぇす すけゃぇ 
とぇしすうっ, くっ しぇ ゅけ くぇきっさうかう, 
しなょぉぇすぇ くっ ゅう っ ょけおけしくぇかぇ, 
くっ しぇ うきぇかう おなしきっすぇ う ゃうあ-
ょぇき おけかおけ すけゃぇ うき かうこしゃぇ 
ゃ こさぇいくうちうすっ う ゃ くぇえ-たせぉぇ-
ゃうすっ きけきっくすう. ┿い しなき ぉかぇ-
ゅけょぇさくぇ, つっ しなき くぇきっさうかぇ 
きけは せしこった こさっい 1990 う 1991 
ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ しっ けきなあうた う 
おけゅぇすけ しっ さけょう ょなとっさは きう. 
〈けゃぇ ぉはたぇ くぇえ-おさういうしくうすっ 
ゅけょうくう いぇ しすさぇくぇすぇ, くけ すっ  
きう ょけくっしけたぇ きけは かうつっく せし-
こった.

- ╉ぇおゃけ うしおぇすっ ょぇ けしすぇくっ 
ゃ しすぇさぇすぇ ゅけょうくぇ う おぇおゃけ 
ょぇ しう こさっくっしっすっ ゃ くけゃぇすぇ?
- ╇しおぇき ゃ しすぇさぇすぇ ゅけょうくぇ ょぇ 

けしすぇくぇす つうしすけ  かうつくけしすくうすっ う 
こぇさすうえくう ぉうすおう, おけうすけ ぉはたぇ 
ゃ すぇいう ゅけょうくぇ. 〈っ きう ょけくっ-
しけたぇ きくけゅけ くっゅぇすうゃくう こさっ-
あうゃはゃぇくうは, きくけゅけ っきけちうう, 
おけうすけ うしおぇき ょぇ いぇぉさぇゃは, ょぇ 
くっ しなき ゅう こさっあうゃはゃぇかぇ, くけ 
すぇおぇ うかう うくぇつっ きう しっ くぇかけ-
あう ょぇ ゅう  こさっあうゃっは: おぇすけ いぇ-
こけつくっき けす ぉうすおぇすぇ いぇ きけはすぇ 
おぇくょうょぇすせさぇ ゃ こぇさすうえくぇすぇ 
しすさせおすせさぇ. 〈けゃぇ ゅけ こさっあうゃはた 
ょけしすぇ すさせょくけ, すなえ おぇすけ くはきぇ-
てっ さぇいぉうさぇすっかしすゃけ, ゃなこさっおう 
こさうゃうょくけすけ ょっおかぇさうさぇくっ くぇ 
すぇおけゃぇ. ]かっょ すけゃぇ しぇきぇすぇ うい-
ぉけさくぇ ぉうすおぇ, ゃ おけはすけ うきぇてっ 
くっこけつすっくけしす, けこけさけつぇゃぇくっ 
こけ くはおぇおなゃ くぇつうく くぇ ゃけすぇ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ,  あっかぇくうっ くぇ 
くはおけう けす せつぇしすくうちうすっ ょぇ しっ 
けつっさくう っょうく つけゃっお: すけえ ょぇ 
っ すぇおなゃ, おぇおなゃすけ たぇさっしゃぇ くぇ 
すはた. ╁ すぇいう ぉうすおぇ つせた いぇ しっぉっ 
しう きくけゅけ くっとぇ, こけった きくけゅけ 
くっゅぇすうゃういなき う きう しっ うしおぇ 
すけゃぇ ょぇ ゅけ いぇぉさぇゃは う ょぇ くっ 
しっ こけゃすぇさは. ╃ぇゃぇき しう けぉぇつっ 
う しきっすおぇ, つっ し くっすなさこっくうっ 
とっ さぇぉけすは いぇ しゃなさてっおぇ くぇ 
すっいう つっすうさう ゅけょうくう う けすすせお 
くぇすぇすなお ょぇ くぇきっさは うしすうく-
しおけすけ しう つけゃっておけ しこぇしっくうっ. 
′っ ぉうた しっ こけょかけあうかぇ くぇ すぇ-
おなゃ すけさきけい こけ くうおぇおなゃ くぇ-
つうく けとっ ゃっょくなあ. ╁ しきうしなか, 
つっ こけ くうおぇおなゃ くぇつうく  くっ ぉうた 
こさっあうゃはかぇ すぇおぇゃぇ こさっょうい-
ぉけさくぇ ぉけさぉぇ けすくけゃけ, いぇとけすけ 
しきはすぇき, つっ すは きくけゅけ きっ けゅさぇ-
ぉう う くはきぇ ょぇ きう ょぇょっ くうとけ. 

- ╃ぇ さぇいぉうさぇき かう しかっょ 
すっいう ╁ぇてう ょせきう, つっ おぇいゃぇ-

すっ しかっょくけすけ: ゃ すっいう つっすう-

さう ゅけょうくう とっ ょぇき ゃしうつおけ 
けす しっぉっ しう, ゃ しかっょゃぇとうすっ 
つっすうさう, けぉぇつっ, けすしすなこゃぇき 
くぇ くはおけえ ょさせゅ ょぇ けこうすぇ. 
- ╃ぇ, おぇいゃぇき ゅけ ゃ こさぇゃ すっおしす. 

〈っいう つっすうさう ゅけょうくう とっ ょぇき 
ぇぉしけかのすくけ ゃしうつおけ けす しっぉっ 
しう. 】っ ゅけ ょぇき つうしすけしなさょっつ-
くけ, いぇさぇょう ゃしうつおう くぇょっあょう う 
けつぇおゃぇくうは くぇ たけさぇすぇ. ╇, ぇおけ 
きけゅぇ こけ くはおぇおなゃ くぇつうく ょぇ 
こけょさっょは ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ う 
けぉとうくぇすぇ, ょけおけかおけすけ しぇ きう  
ぇょきうくうしすさぇすうゃくけ ゃないきけあ-

くけしすうすっ - ょぇ, とっ ゅけ くぇこさぇゃは, 
くけ くはきぇき くうおぇおなゃ ぇそうくうすっす 
おなき しかっょゃぇとう すぇおうゃぇ くぇつう-
くぇくうは. 

- ╃ぇ さぇいぉうさぇき かう, つっ 
っょうく けす せさけちうすっ くぇ 2011-
すぇ いぇ ╁ぇし っ ぉうか すけいう: つっ 
こけかうすうおぇすぇ う ゃかぇしすすぇ くっ 
しぇ いぇ たけさぇ しなし しなさちぇ う 
うきぇとう こけ-ょさせゅう うょっぇかう 
いぇ あうゃけすぇ? 
- ╃ぇ, すけゃぇ っ っょうく きくけゅけ ゅけ-

かはき せさけお...

- … つっ ゃかぇしすすぇ くっ っ いぇ ょけ-

ぉさうすっ…
- ... いぇすけゃぇ ゅけ う けこさっょっかはき 

おぇすけ くっせしこった. ╆ぇとけすけ くっ 
しきはすぇき, つっ すけゃぇ しっ こけかぇゅぇ くぇ 
たけさぇすぇ, おけうすけ うしおぇす ょけぉさけ 
う うしおぇす ょぇ あうゃっはす ゃ ょけぉさけ. 
〈けゃぇ っ ょけしすぇ ゅけかはきけ さぇいけつぇ-
さけゃぇくうっ… いぇ すぇおうゃぇ たけさぇ.

- ┿ おけっ っ くっとけすけ, おけっすけ 
うしおぇすっ ょぇ こさっくっしっすっ  ゃ 
くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ けす しすぇさぇすぇ?
- ‶さうはすっかしすゃけすけ くぇ ょけぉさう-

すっ たけさぇ, おけうすけ けしすぇゃぇす けおけかけ 
きっく. ╄ょくけ けす たせぉぇゃうすっ くっとぇ, 
おけうすけ けしすぇゃぇす う ゃ くけゃぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ っ ょけぉさうはす っおうこ, おけえすけ 
さぇぉけすう し きっく こさっい こけしかっょくう-
すっ ょゃっ ゅけょうくう, おけえすけ くっ きっ 
っ いぇぉさぇゃうか う こさけょなかあぇゃぇ-
きっ ょぇ さぇぉけすうき いぇっょくけ. 〈けゃぇ 
しぇ たけさぇ, くぇ おけうすけ さぇいつうすぇき 
きくけゅけ. 〈っ きう くぇこさぇゃうたぇ う 
くっゃっさけはすくぇ ういくっくぇょぇ ゃ こけ-
しかっょくうは さぇぉけすっく ょっく くぇ きう-
くぇかぇ ゅけょうくぇ: ょけえょけたぇ すせお 

15 きうくせすう こさっょう おさぇは くぇ 
さぇぉけすくうは ょっく, こけょぇさうたぇ きう 
おけかっょくぇ いゃっいょぇ う きっ ういゃっ-
ょけたぇ  くぇ っょくけ たせぉぇゃけ きはしすけ, 
ゅけゃけさうたきっ いぇ たせぉぇゃう くっとぇ. 

- ╉ぇおゃう しぇ しすさぇたけゃっすっ 
╁う いぇ すぇいう ゅけょうくぇ, ぇ う いぇ 
きぇくょぇすぇ ╁う くぇこさっょ? ′っ 
おさうっすっ けす くぇし, つっ ゃしなと-

くけしす こけかけあっくうっすけ ゃ けぉ-

とうくぇすぇ けすおなき そうくぇくしう 
くうおぇお くっ ょけぉさけ, つっ うきぇ 
きくけゅけ くっとぇ, おけうすけ くっ っ 
すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ しかせつぇす, 
くけ しぇ しっ しかせつうかう, つっ しすっ 
ゃ しうすせぇちうは, ゃ おけはすけ  しぇきけ 
ょけぉさう くぇきっさっくうは くっ ゃなさ-

てぇす さぇぉけすぇ. 
- 〈けゃぇ っ くぇえ-ゅけかっきうはす きう 

しすさぇた, つっ おぇいぇくかなつぇくう くはきぇ 
ょぇ つぇおぇす くうっ ょぇ くぇゃぇおしゃぇ-
きっ いぇゅせぉうすっ. 〈けゃぇ っ くっとけ-
すけ, くぇ おけっすけ きくけゅけ すさせょくけ 

とっ けすおかうおくっき, いぇとけすけ くは-
きぇきっ くうおぇおなゃ さっいっさゃ. ′うすけ 
きけあっき ょぇ こけかいゃぇきっ ぇゃぇくし 
けす しさっょしすゃぇ う すけゃぇ くっ くう 
ょぇゃぇ きうさぇ, ぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ, 
ゃ おけっすけ ゅけすゃうき ぉのょあっすぇ くぇ 
けぉとうくぇすぇ, すけゃぇ っ  きくけゅけ ゃぇ-
あくけ. ╁うあょぇき おぇお しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ けすさっあっき きくけゅけ くぇかっあぇ-
とう くっとぇ, おぇしぇっとう ょっすしおう う 
せつっぉくう いぇゃっょっくうは, しそっさう, ゃ  
おけうすけ いくぇき けすこさっょう う しっゅぇ, 
つっ しなしすけはくうっすけ くぇ しゅさぇょくうは 
そけくょ う きぇすっさうぇかくぇすぇ ぉぇいぇ 
っ けすつぇえゃぇとけ. ′け しっゅぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ ゃいっきっき すさせょくけすけ さっ-
てっくうっ, ょぇ おぇあっき: くはきぇ ょぇ 

くぇこさぇゃうき くうとけ すせお, いぇとけすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ さぇいこかぇすうき くっとけ, 
おけっすけ ょなかあうき. ╂けかっきうはす 
おけきこさけきうし, おけえすけ とっ こさっょ-
かけあぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
っ ょぇ  けしすぇくぇす くっせょけゃかっすゃけ-
さっくう あっかぇくうはすぇ くぇ ゃしうつおう 
ょっすしおう ゅさぇょうくう, せつうかうとぇ , 
はしかう いぇ しきっすおぇ しぇきけ くぇ ょゃっ 
せつっぉくう いぇゃっょっくうは, おけうすけ とっ 
こけしけつうき ゃ ぉのょあっすぇ. 〈けゃぇ しぇ 
っょくぇ はしかぇ う っょくぇ ょっすしおぇ ゅさぇ-
ょうくぇ, おぇすけ ちっかすぇ くう っ ぉうかぇ 
ょぇ くぇこさぇゃうき くぇえ- しこさぇゃっょ-
かうゃうは う すけつっく こけょぉけさ. 〈けいう 
こけょぉけさ くぇこさぇゃうたきっ くうっ し 
さうしお ょぇ ぉなょっき けぉゃうくはゃぇくう. 
╆ぇすけゃぇ とっ こさっょかけあぇ くぇ しな-
ゃっすくうちうすっ ょぇ しっ さっきけくすうさぇ 
しぇきけ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ょっすしおぇ 
ゅさぇょうくぇ おぇすけ こけしっとぇっきけしす う 
しゅさぇょっく そけくょ - ゅさぇょうくぇ わ9. 
〈ぇき とっ こさっょかけあうき ちはかけしすっく 
さっきけくす う っくっさゅうえくぇ っそっお-

すうゃくけしす, しなとけすけ とっ くぇこさぇ-
ゃうき う いぇ ょっすしおぇ はしかぇ わ4. 〈は 
っ ゃ けおぇはくけ しなしすけはくうっ. 〈けゃぇ 
しぇ きくけゅけ しさっょしすゃぇ, くけ しこけさっょ 
きっく こけ-しこさぇゃっょかうゃけ っ ょぇ くぇ-
こさぇゃうき っょくけ くっとけ けす くぇつぇかけ 
ょけ おさぇえ, けすおけかおけすけ ょぇ せょけ-
ゃかっすゃけさはゃぇきっ こさっょかけあっくうは 
くぇ ょうさっおすけさうすっ いぇ さっきけくすう, 
おけうすけ ゃないかういぇす くぇ しすけすうちう 
たうかはょう かっゃぇ, ぇ さっいせかすぇすなす 
とっ っ しぇきけ おさなこおう う つぇしすうつ-
くう さっきけくすう. ╁しっおう つぇしすうつっく 
さっきけくす ゃけょう しかっょ しっぉっ くぇ 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ くぇかっあぇと  
ょさせゅ. ╆ぇすけゃぇ しっ くぇょはゃぇき くぇ 
さぇいぉうさぇくっ う すなさこっくうっ けす 
しすさぇくぇ くぇ しぇきうすっ うくしすうすせ-
ちうう う くぇ ゅさぇあょぇくうすっ,  いぇ-
すけゃぇ つっ くはきぇ ょぇ きけあっき ょぇ 
せょけゃかっすゃけさうき ゃしうつおけ. ╃させ-
ゅけすけ こさうすっしくうすっかくけ くっとけ 
いぇ ぉのょあっすぇ っ くぇきぇかっくうっすけ 
くぇ ちっかっゃぇすぇ しせぉしうょうは いぇ おぇ-
こうすぇかけゃう さぇいたけょう. ]せきぇすぇ 
っ しぇきけ  けおけかけ 300 たうかはょう 
かっゃぇ. 〈ぇき すさはぉゃぇ ょぇ こけしけつうき 
けぉっおすう, おけうすけ ょぇ しっ ういこなか-
くはす, いぇすけゃぇ こけしけつゃぇきっ しぇきけ 
せかうちう. ╄ょくけ けす けしくけゃくうすっ くう 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ いぇ せかう-
ちうすっ っ ょぇ くぇこさぇゃうき すぇおぇ, つっ 
しさっょしすゃぇすぇ, こさっょゃうょっくう いぇ 
すはた う けょけぉさっくう けす ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす, ょぇ しっ ういさぇいたけょ-
ゃぇす ちっかっしなけぉさぇいくけ. 〈けっしす, 
おけゅぇすけ ぇしそぇかすうさぇきっ, ょぇ こけょ-
きっくはきっ ゃしうつおう おけきせくうおぇちうう 
けすょけかせ. ╆くぇっすっ, つっ う ょゃぇすぇ 
くう ゅけかっきう おゃぇさすぇかぇ – ╆ぇこぇょ 
う ╇いすけお ゃっつっ しぇ さぇいおけこぇくう 
こけつすう くぇこなかくけ けす ╁う╉, くけ 
╁う╉ くっ ゃないしすぇくけゃはゃぇ  くうとけ. 
╆ぇすけゃぇ ぉなさいぇきっ ょぇ しう くぇこさぇ-
ゃうき う ╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけ-
ゅさぇきぇ いぇ すぇいう さっおけくしすさせおちうは 
くぇ せかうちうすっ う ょぇ しきっ くぇはしくけ 
おけう とっ こけしけつうき すけつくけ. ]かっょ 
すけゃぇ とっ くぇこさぇゃうき う しさっとぇ 
し ╁う╉ – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ いぇ しな-
ゅかぇしせゃぇくっ くぇ ょゃっすっ くう ╇く-
ゃっしすうちうけくくう こさけゅさぇきう. ¨す 
すはたくぇ しすさぇくぇ しなとけ ゅけ うきぇ 
ょけぉさけすけ あっかぇくうっ - ゃ ╇くゃっし-
すうちうけくくぇすぇ しう こさけゅさぇきぇ いぇ 
2012 ゅ. いぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ いぇかけ-
あぇす すけつくけ すっいう せかうちう, おけう-
すけ くうっ しきっ こさっょゃうょうかう いぇ 
さっおけくしすさせおちうは. 『っかすぇ っ ょぇ 
こさぇゃうき くぇゃっょくなあ くっとぇすぇ. 
╆ぇ さっおけくしすさせおちうはすぇ くぇ せかう-
ちう とっ いぇかけあうき しさっょしすゃぇ う けす 
きっしすくうすっ. ¨しくけゃくぇすぇ くう ちっか 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ いぇ せかうつくう 
さっおけくしすさせおちうう とっ しぇ せかうちう-
すっ けす ちっくすさぇかくぇすぇ ゅさぇょしおぇ 
つぇしす -  きぇかおう せかうちう, くけ ゃ  
くっいぇゃうょくけ こけかけあっくうっ - おぇすけ 
せかうちぇ „╇ゃぇく ╁ぇいけゃ”, せか. „‶っ-
すおけ ]すぇえくけゃ”, せか. „╂せさおけ” う 
ょさせゅう. ′っ きけあっき けす ちっくすなさぇ 
ょぇ ういかういぇきっ くぇこさぇゃけ ゃ こさっょ-
ゅさぇょうはすぇ くぇ ゅさぇょぇ, おぇおゃけすけ っ 
しっゅぇてくけすけ しなしすけはくうっ. ╇きぇきっ 
けとっ っょくぇ ぇきぉうちうは いぇ さっおけく-
しすさせおちうは - せかうちぇ „]すぇきぉけ-
かうえしおう”, おけはすけ こけっきぇ くぇえ-
きくけゅけ けす けぉたけょくうは すさぇそうお 
う こさけっおすうさぇくっすけ くぇ ぃあくぇすぇ 
ょなゅぇ, おけはすけ おなき きけきっくすぇ っ 
いぇくっきぇさっくぇ. ¨おぇいゃぇ しっ, つっ 
ょけさう くはきぇ こさけっおす. 

¨こぇておぇ けす 300 000 ぉなかゅぇさう とっ うきぇ こさっょ ╋╁[ いぇさぇょう 
ういすっおかう かうつくう おぇさすう う こぇしこけさすう. ╉けかおけ しぇ すっ おなき 

きけきっくすぇ しぇきけ ゃ さぇえけくぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, くうおけえ くっ 
しっ くぇっきぇ ょぇ おぇあっ, いぇさぇょう こけしすけはくくぇすぇ こさけきはくぇ くぇ すっいう 
ょぇくくう.
《ぇおす っ, けぉぇつっ, つっ ゃ こなさゃうすっ ょっしっす ょくう くぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ  

しっさうけいくう けこぇておう こさっょ こぇしこけさすくぇすぇ しかせあぉぇ くぇ [‶〉 - ╉ぇ
いぇくかなお くはきぇ. ′はきぇてっ う ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.
╃け おさぇは くぇ きっしっち きぇさす ゃしうつおう ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくう し 

ういすっおかう かうつくう ょけおせきっくすう すさはぉゃぇ ょぇ  ゅう こけょきっくはす し くけゃう. 
╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ ゅう つぇおぇ ゅかけぉぇ けす 30 ょけ 150 かっゃぇ. ¨し
ゃっく すけゃぇ ぉなかゅぇさうすっ し くっゃぇかうょくう ょけおせきっくすう こけょかっあぇす くぇ 
ょさせゅう しぇくおちうう う くぇ けすおぇい ょぇ ぉなょぇす けぉしかせあっくう ゃなゃ ゃしうつおう 
ょなさあぇゃくう うくしすうすせちうう, おぇおすけ う ゃ ぉぇくおうすっ.
]こけさっょ ょぇくくう くぇ ╋╁[, 200 000 ょせてう すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす 

くけゃう ょけおせきっくすう ょけ おさぇは くぇ はくせぇさう. ╃させゅう くぇょ 100 000 
ょけおせきっくすう とっ しすぇくぇす くっゃぇかうょくう ゃ おさぇは くぇ そっゃさせぇさう. 
]なゅかぇしくけ ╆ぇおけくぇ, いぇはゃかっくうっ いぇ くけゃぇ かうつくぇ おぇさすぇ うかう 

こぇしこけさす ゃしっおう すさはぉゃぇ ょぇ こけょぇょっ きっしっち こさっょう ういすうつぇくっすけ 
くぇ ゃぇかうょくけしすすぇ くぇ しすぇさうすっ.
〈けゃぇ しっ くぇかぇゅぇ, いぇ ょぇ きけゅぇす ょけおせきっくすうすっ ょぇ ぉなょぇす こけょ

くけゃっくう う し けぉうおくけゃっくぇ こけさなつおぇ いぇ 30 ょくう, すぇおぇ つっ たけさぇ
すぇ ょぇ くっ けしすぇゃぇす ぉっい かうつくぇ おぇさすぇ うかう こぇしこけさす. ¨す ╋╁[ 
こさうこけきくはす, つっ し ぉっかっあおぇ, つっ しう こけょぇか いぇはゃかっくうっ いぇ くけゃう 
ょけおせきっくすう, きけあっ ょぇ しっ かっゅうすうきうさぇて こさっょ ╋╁[, くけ くうおけは 
ぉぇくおぇ, そうさきぇ うかう うくしすうすせちうは くはきぇ ょぇ ういゃなさてう せしかせゅぇ くぇ 
ぉなかゅぇさうく ぉっい ゃぇかうょっく ょけおせきっくす. 
¨す すぇき ょけこなかゃぇす, つっ こさう けこぇておう うかう しすさせこゃぇくっ くぇ きくけゅけ 

たけさぇ こさっょ [‶〉 きけあっ ょぇ うきぇ けすくけゃけ せょなかあぇゃぇくっ くぇ さぇぉけす
くけすけ ゃさっきっ うかう しうしすっきぇ し ういょぇゃぇくっ くぇ くけきっさ う いぇこぇいゃぇくっ 

くぇ さっょ いぇ ょっく うかう ょゃぇ くぇこさっょ. 
╇いょぇゃぇくっすけ くぇ くけゃうすっ ぉなかゅぇさしおうすっ かうつくう ょけおせきっくすう 

しすぇさすうさぇ くぇ 29 きぇさす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈っいう けす しすぇさうは けぉ
さぇいっち とっ ゃぇあぇす ゃ しすさぇくぇすぇ う ゃ ╄] ょけ おさぇは くぇ すはたくぇすぇ 
ゃぇかうょくけしす.
╁ しなとけすけ ゃさっきっ, けすくけゃけ こけ ょぇくくう くぇ ╋╁[, しすぇゃぇ はしくけ, つっ 

ゃぇかうょくけしすすぇ くぇ こぇしこけさすぇ いぇ ょっちぇ っ 5 ゅけょうくう う ゃっつっ うきぇ 
たうかはょう ぉなかゅぇさつっすぇ ゃ つせあぉうくぇ し くっさっょけゃくう ょけおせきっくすう. 〉 
くぇし ぉさけはす うき しなとけ くっ っ きぇかなお, ぇ さけょうすっかうすっ くっ しぇ ゃなさ
くぇかう ゃ いぇおけくけゃうは しさけお こぇしこけさすうすっ くぇ ょっちぇすぇ しう ゃ こけかう
ちうはすぇ.  
]かせあうすっかうすっ ゃ [‶〉 けつぇおゃぇす けこぇておう, すなえ おぇすけ, けしゃっく うい

すうつぇとうすっ ょけおせきっくすう, うきぇ たうかはょう ぉなかゅぇさう し こさけきっくっくう 
うきっくぇ う ぇょさっしう. ]こけさっょ いぇおけくぇ, ゃ さぇきおうすっ くぇ 30 ょくう しかっょ 
こさけきはくぇ ょけおせきっくすなす いぇ しぇきけかうつくけしす しなとけ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ 
こけょきっくっく. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ けすくけゃけ うきぇ ゅかけぉぇ. 
╃け おさぇは くぇ きぇさす けす ╋╁[ とっ ういこさぇすはす こうしきぇ う とっ さぇいょぇ

ょぇす くぇ こけかうちぇうすっ しこうしなちう し うきっくぇ くぇ たけさぇ, おけうすけ こけゃっつっ 
けす 6 きっしっちぇ しかっょ ういすうつぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすうすっ うき くっ しぇ ゅう 
こけょきっくうかう. ╂けかはきぇ つぇしす けす すっいう たけさぇ しぇ ぉなかゅぇさう, いぇきう
くぇかう ゃ つせあぉうくぇ, おけうすけ くっ しぇ こけょぇかう きけかぉう いぇ こけょきはくぇ. 
“╇いょぇゃぇくっすけ くぇ くけゃ きっあょせくぇさけょっく こぇしこけさす くっ っ いぇょなかあう
すっかくけ, くけ ゃさなとぇくっすけ きせ - ょぇ, う すけ ゃ さぇきおうすっ くぇ 30 ょくう, 
ょけさう う くけゃ ょぇ くっ しっ ゃぇょう”, けぉはしくうたぇ けとっ けす ╋╁[. ┿おけ すけいう 
しさけお くっ しっ しこぇいう, しなとけ うきぇ ゅかけぉぇ. 
¨す すぇき ょけこなかくうたぇ, つっ こけょきはくぇすぇ くぇ しすぇさうすっ ょけおせきっくすう 

し くけゃう いぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ つせあぉうくぇ きけあっ ょぇ しすぇくっ ゃなゃ ゃしはおけ 
ぉなかゅぇさしおけ こけしけかしすゃけ ゃ つせあょぇ しすさぇくぇ. ]さけおけゃっすっ けぉぇつっ しぇ 
きぇかおけ こけ-ょなかゅう. 

    ぅくぇ 〈さうそけくけゃぇ
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‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ すは いぇこうしぇ うきっすけ しう ゃ うしすけさうはすぇ くぇ きっしすくけすけ しぇきけせこさぇ-
ゃかっくうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ こなさゃぇすぇ あっくぇ, しすぇくぇかぇ おきっす くぇ けぉとうくぇすぇ. ‶さっょう くっは 
けこうすう くぇこさぇゃうたぇ けとっ ょゃっ しきっかう あっくう, くけ くうすけ っょくぇ くっ せしこは.  
╇いきうくぇかぇすぇ  2011 ゅけょうくぇ ぉっ  ゃぇあくぇ ゃ あうゃけすぇ くぇ  くけゃうは おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, くけ 

ゃ こなさゃうすっ ょくう くぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ こさっょこけつっすけたきっ し  くっは ょぇ さぇいゅけゃぇさはきっ  けすおさけゃっ-
くけ いぇ すさせょくけしすうすっ, おぇこぇくうすっ, こさけぉかっきうすっ, しすさぇたけゃっすっ, こかぇくけゃっすっ, くぇょっあょうすっ う 
きっつすうすっ – いぇ  くっは しぇきぇすぇ う いぇ あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
‶なさゃぇすぇ こけかうつぉぇ いぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお しっ けおぇいぇ, つっ っ いょさぇ-

ゃっすけ - すけゃぇ っ ういすっゅかうかぇ けす くけゃけゅけょうてくぇすぇ ぉぇくうちぇ し おなしきっすう ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
‶さういくぇゃぇ,  つっ くはきぇ くうとけ こけ-ゃぇあくけ けす すけゃぇ う うしおさっくけ ゅけ あっかぇっ くぇ ゃしっおう. 

‶さっい こけしかっょくうすっ ょゃぇ きっしっちぇ くぇ きうくぇかぇ
すぇ ゅけょうくぇ, こけ ゃさっきっ くぇ ょっぉぇすぇ いぇ こっく

しうけくくぇすぇ さっそけさきぇ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ こさぇ
ゃうすっかしすゃけすけ ういさぇいうたぇ きくっくうっ, つっ すけいう ぉさけえ 
っ こさっおぇかっくけ ゃうしけお う つっ おけくすさけかなす ゃなさたせ 
ういょぇゃぇくっすけ くぇ さってっくうはすぇ いぇ くぇきぇかっくぇ さぇ
ぉけすけしこけしけぉくけしす すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ いぇすっゅくぇす. 
╃させゅ しっさうけいっく きけすうゃ ぉっ う ょっそうちうすなす ゃ ′¨╇ 
う こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ おぇすけ ちはかけ.
╋ぇおぇさ う ゃ けすしなしすゃうっすけ くぇ しうくょうおぇすうすっ, 

]なゃっすなす いぇ すさうしすさぇくくけ しなすさせょくうつっしすゃけ いぇ
こけつくぇ けぉしなあょぇくっすけ くぇ うょっはすぇ いぇ こさったゃなさ
かはくっ くぇ 〈╄╊╉- おけきうしううすっ いぇ っおしこっさすういぇ くぇ 
さぇぉけすけしこけしけぉくけしす おなき ′ぇちうけくぇかくうは けしうゅせ
さうすっかっく うくしすうすせす. 
 ╁ しなとけすけ ゃさっきっ かっおぇさうすっ けす っおしこっさすくう

すっ おけきうしうう しっ けぉはゃうたぇ こさけすうゃ すぇいう うょっは う 
こさっょせこさっょうたぇ, つっ すけゃぇ っ くぇつうく いぇ けおぇいゃぇくっ 
くぇ くぇすうしお ゃなさたせ すはた こさう ういょぇゃぇくっ くぇ さってっ
くうはすぇ いぇ たけさぇすぇ し せゃさっあょぇくうは. 
╃なかゅけゅけょうてくう きっょうちう けす 〈╄╊╉-けゃっすっ しぇ 

おぇすっゅけさうつくう, つっ ぉさけはす くぇ うくゃぇかうょくうすっ こっく
しうう いぇ たけさぇすぇ ゃ さぇぉけすけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす くっ 
っ こけ-ゃうしけお けす しさっょくけすけ いぇ ╄ゃさけこぇ う くっ すっあう 
すけかおけゃぇ くぇ ′¨╇. 
 ╁ しなとけすけ ゃさっきっ かっおぇさうすっ くっ おさうはす う そぇ

おすぇ, つっ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ぉさけはす くぇ たけさぇ
すぇ, くせあょぇっとう しっ う こけかせつぇゃぇとう うくゃぇかうょくう 
こっくしうう, さぇしすっ くっこさっおなしくぇすけ. ‶さうつうくうすっ しぇ 
きくけゅけ: かけてうはす いょさぇゃっく しすぇすせし くぇ くぇしっかっくう
っすけ, いぇくっきぇさっくぇすぇ こさけそうかぇおすうおぇ, „おぇこぇくう
すっ” くぇ いょさぇゃくぇすぇ さっそけさきぇ う くっこさっおなしくぇすけ 
さぇしすはとうはす ぉさけえ くぇ けくおけかけゅうつくう う ょさせゅう 
しっさうけいくう いぇぉけかはゃぇくうは, おけうすけ こさうくせあょぇゃぇす 
たけさぇすぇ ょぇ しすうゅくぇす ょけ 〈╄╊╉-けゃっすっ. 
]こけさっょ ょぇくくうすっ くぇ しすぇすうしすうおぇすぇ, こけ こけ

おぇいぇすっかは „うくゃぇかうょくう こっくしうう”, ういこかぇとぇくう 
くぇ ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ, しすさぇくぇすぇ くう っ こけょ 
しさっょくけすけ いぇ しゃっすぇ くうゃけ. 
¨おぇいゃぇ しっ, けぉぇつっ, つっ うくゃぇかうょくうすっ こっくしうう 

う さぇしすはとうはす うき ぉさけえ くっ しぇ しぇきけ ぉなかゅぇさしおう 
こさけぉかっき. ] くっゅけ しっ しぉかなしおゃぇす ょなさあぇゃうすっ, 
ゃ おけうすけ しっ こけゃうてぇゃぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしう
けくうさぇくっ, う すけゃぇ っ くぇつうく すは ょぇ しっ いぇけぉうおけ
かう. ‶け-しすさけゅうすっ こさぇゃうかぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ  
しなとけ ょけこさうくぇしはす いぇ すなさしっくっ くぇ ゃぇさうぇくすう いぇ 
うくゃぇかうょくう こっくしうう, おけっすけ こなお けす しゃけは しすさぇ
くぇ こけさぇあょぇ おせこ  ょさせゅう こさけぉかっきう しかっょ しっぉっ 
しう. ′っ っ いぇ こさっくっぉさっゅゃぇくっ う そぇおすなす,  つっ こけ
かせつぇすっかうすっ くぇ うくゃぇかうょくう こっくしうう こけかいゃぇす 
しっさうけいくう ょぇくなつくう けぉかっおつっくうは, ぇ し こけしかっょ
くうすっ こさけきっくう ゃ いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ こけ けすくけ
てっくうっ くぇ こさぇゃぇすぇ くぇ つけゃっおぇ けゅさぇくうつっくうは
すぇ いぇ さぇぉけすぇ くっ しぇ すけかおけゃぇ しすさけゅう, おぇおゃうすけ 
ぉはたぇ こさっょう ゅけょうくう. 
]こさぇゃおぇ くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ こけおぇいゃぇ, つっ ょけ 

くぇつぇかけすけ くぇ こさけきっくうすっ こさっい 1990 ゅけょうくぇ う 
ちはかけ ょっしっすうかっすうっ しかっょ すけゃぇ ょっかなす くぇ うくゃぇ
かうょくうすっ こっくしうう っ けす けおけかけ 8-9 くぇ しすけ. ]かっょ 
2000-すぇ ゅけょうくぇ, けぉぇつっ, うきぇ さはいおけ せゃっかうつっ
くうっ くぇ すけいう ゃうょ こっくしうう ょけ くうゃけ けす 17-18 くぇ 
しすけ けす けぉとうは ぉさけえ くぇ こっくしううすっ.
╄おしこっさすう こけ すさせょけゃけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ う 

ょなかゅけゅけょうてくう しこっちうぇかうしすう  ゃ こけょっかっくうはすぇ 
くぇ ′¨╇ すゃなさょはす, つっ すけゃぇ せゃっかうつっくうっ くっ っ 
すけかおけゃぇ しすさぇてくけ, すけ しっ ょなかあう くぇ くはおけかおけ  
けぉっおすうゃくう こさうつうくう: けす くぇつぇかけすけ くぇ さっそけさ
きぇすぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうは っ せゃっかうつっくぇ し こっす 
ゅけょうくう, ぇ おけかおけすけ こけ-ゃうしけおぇ しすぇゃぇ ゃないさぇし
すすぇ いぇ こっくしうは, すけかおけゃぇ こけゃっつっ しっ せゃっかうつぇゃぇ 
さうしおなす けす うくゃぇかうょういぇちうは. ╃けおぇいぇくけ っ, つっ 
こさう あっくぇ ょけ 55 ゅけょうくう さうしおなす けす うくゃぇかう
ょういぇちうは っ こけ-きぇかなお, くけ こさう あっくぇ きっあょせ 55 

う 60 ゅけょうくぇ くぇさぇしすゃぇ. 〈けっしす, ぇおけ しっ ゃょうゅくっ  
ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうは ょけ 70 ゅけょうくう,  すけ ぉう 
ぉうかけ かけゅうつくけ 50 くぇ しすけ ょぇ しぇ うくゃぇかうょくう
すっ こっくしうう, こさう すけゃぇ こけ しなゃしっき けぉっおすうゃくう 
こさうつうくう.  
] ょさせゅぇ すっいぇ しぇ かっおぇさうすっ けす 〈╄╊╉-けゃっすっ: 

しこけさっょ すはた ゃなゃっょっくうすっ こさっょう  7 ゅけょうくう きっさ
おう いぇ おけくすさけか ゃ すっいう おけきうしうう しぇ っそっおすうゃくう 
おなき きけきっくすぇ う こけ すぇいう こさうつうくぇ しつうすぇす, つっ 
くっ っ くせあくけ 〈╄╊╉-けゃっすっ ょぇ こさっきうくぇゃぇす おなき 
′¨╇. ‶さうつうくぇすぇ: う しっゅぇ ゃ 〈╄╊╉-おけきうしううすっ 
うきぇ こさっょしすぇゃうすっか くぇ ′¨╇. ╇ ゃ きけきっくすぇ ゃ 
′¨╇ しっ  こさっゅかっあょぇす けす しこっちうぇかくぇ すさうつかっく
くぇ おけきうしうは  ょけおせきっくすうすっ くぇ ゃしっおう うくゃぇかうょ 
う おぇくょうょぇすしすゃぇと いぇ すぇおぇゃぇ こっくしうは. ]こけさっょ 
かっおぇさうすっ, ゃ すぇいう しうすせぇちうは っょうくしすゃっくうはす 
さっぇかっく ゃぇさうぇくす ょぇ ぉなょっ くぇきぇかっく ぉさけはす くぇ 
うくゃぇかうょうすっ っ たけさぇすぇ ゃ こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす 
ょぇ くっ ぉなょぇす こさっゅかっあょぇくう けす 〈╄╊╉ う ょぇ ぉな
ょぇす けおぇつっしすゃはゃぇくう おぇすけ うくゃぇかうょう, ぇ こさけしすけ 
ょぇ きうくぇゃぇす ゃ っょくぇ きっょうおけ-しけちうぇかくぇ おけきう
しうは おなき ┿ゅっくちうはすぇ いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇ
くっ う すぇき ょぇ しっ けこさっょっかう けす かっおぇさ, しけちうぇかっく 
さぇぉけすくうお うかう ょさせゅけ かうちっ うきぇ かう くせあょぇ すけいう 
つけゃっお けす くはおぇおゃぇ しけちうぇかくぇ こけきけと. 
‶さけぉかっきなす うくゃぇかうょくう こっくしうう, けぉぇつっ, うきぇ 

う ょさせゅぇ しすさぇくぇ: いぇ くっは ぇかぇさきうさぇす う こけすなさ
こっゃてう, う かっおぇさう. 
¨おぇいゃぇ しっ, つっ しっゅぇてくうはす くぇつうく くぇ けちっくは

ゃぇくっ くぇ くぇきぇかっくぇすぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす くぇ 
ょぇょっく つけゃっお っ こけさけつっく, すなえ おぇすけ しっ けちっくは
ゃぇ しこさはきけ いょさぇゃうは つけゃっお, ぇ くっ しこさはきけ おけく
おさっすくうすっ こさけそっしうけくぇかくう いぇょなかあっくうは くぇ 
すけいう つけゃっお う ょけおけかおけ すけえ とっ きけあっ ょぇ ゅう 
ういこなかくはゃぇ. ╄すけ う っょうく こさうきっさ: ぇおけ こさっこけ
ょぇゃぇすっか ゃ せくうゃっさしうすっす うきぇ いぇぉけかはゃぇくっ くぇ 
けこけさくけ-ょゃうゅぇすっかくうは ぇこぇさぇす, すけ すけゃぇ くはきぇ 
ょぇ  しっ けすさぇいう くぇ くっゅけゃうは おぇこぇちうすっす ょぇ せこ
さぇあくはゃぇ こさけそっしうはすぇ しう, くけ ぇおけ いぇぉけかはゃぇ
くっすけ っ くぇ いさっくうっすけ, すけ すけゃぇ ゃっつっ っ しっさうけいっく 
こさけぉかっき.
╉ぇすけ ぇくぇたさけくういなき くぇ いょさぇゃくぇすぇ くう しうしすっ

きぇ こけ けすくけてっくうっ くぇ 〈╄╊╉-おけゃっすっ しっ けすつうすぇ 
う すけゃぇ, つっ うきぇ ょけしすぇ いぇぉけかはゃぇくうは, おけうすけ 
くぇきぇかはゃぇす くぇ こさぇおすうおぇ すゃなさょっ しっさうけいくけ, 
きぇおぇさ う こけょ 50%, さぇぉけすけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ  
たけさぇすぇ. ‶さう すぇおなゃ こさけちっくす, けぉぇつっ, しなゅかぇし
くけ くぇてっすけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ, すっ くはきぇす こさぇゃけ 
くぇ うくゃぇかうょくぇ こっくしうは. 《ぇおす, おけえすけ しっ こさう
っきぇ いぇ ょけしすぇ くっしこさぇゃっょかうゃ. ]っゅぇ ぉけかくう し 
こけょけぉくう こさけちっくすう くぇ くぇきぇかっくぇ さぇぉけすけしこけ
しけぉくけしす う せゃさっあょぇくうは くっ こけかせつぇゃぇす くうおぇお
ゃう こぇさう けす しうしすっきぇすぇ. 
]なゃしっき けすょっかっく っ ゃなこさけしなす いぇ おけさせこちうは

すぇ, いぇゅせぉっくけすけ ゃさっきっ, ぇ こけくはおけゅぇ う しせぉっお
すうゃくうは こけょたけょ. 
╃ぇかう, けぉぇつっ, きぇかおけすけ ゃさっきっ, おけっすけ おぇぉう

くっすなす くぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ しう ょぇゃぇ いぇ すぇいう 
きぇとぇぉくぇ こけ そうかけしけそうはすぇ しう  こさけきはくぇ, ぇ う 
おぇすけ しすさせおすせさぇ, とっ せしこっっ ょぇ ょぇょっ しこさぇゃっょ
かうゃ けすゅけゃけさ くぇ ゃしうつおう すっいう ゃなこさけしう う ょぇ ゅう 
ういつうしすう おぇすけ こさけぉかっきう くぇ しうしすっきぇすぇ,  とっ 
こけおぇあっ ゃさっきっすけ. 
╋なかつぇくうっすけ こけ すっきぇすぇ ゃ こなさゃうすっ ょくう くぇ 

くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ, けぉぇつっ, くっ けいくぇつぇゃぇ くうとけ 
ょさせゅけ けしゃっく, つっ さってっくうっすけ う こけ すけいう ゃぇ
あっく いぇ ゅさぇあょぇくうすっ ゃなこさけし とっ しっ ゃいっきっ ゃ  
12 ぉっい こっす. ╉ぇおすけ ぉってっ こけしすぇゃっく う ゃなこさけ
しなす いぇ こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ. ╉けっすけ くはきぇ ょぇ 
ょけゃっょっ ょけ くうとけ ょけぉさけ. ╇ ゃ すけいう こけさっょっく, いぇ 
しなあぇかっくうっ, しかせつぇえ. 

                             
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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¨そけさきはくっすけ くぇ ょけおせ
きっくすうすっ いぇ こっくしうは くう

おけゅぇ くっ っ ぉうかけ かっおぇ さぇぉけすぇ, 
けしけぉっくけ ょくっし, おぇいゃぇ し せし
きうゃおぇ ‶っくおぇ ╉けえつっゃぇ. ′け ゃ 
さぇぉけすぇすぇ しう すは くぇきうさぇ くっとけ 
こけゃっつっ けす ぉさけっくっすけ くぇ ゅけ
ょうくう, きっしっちう う ょくう ゃ こさぇて
くうすっ ょっかぇ くぇ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう う ゃ すぇぉかうちうすっ けす 
おけきこのすなさくぇすぇ こさけゅさぇきぇ. ╃ぇ 
しっ こさうゅけすゃはす ょけおせきっくすうすっ 
いぇ こっくしうけくうさぇくっ くぇ つけゃっお, 
さぇぉけすうか ちはか あうゃけす ゃ „┿さしっ
くぇか”, おぇおゃうすけ しぇ こけゃっつっすけ 
けさなあっえくうちう ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇ 
‶っこぇ ╉けえつっゃぇ っ おぇすけ ょぇ こけょ
くっしって こけょぇさなお いぇ いぇしかせあっく 
すさせょ. ╆ぇすけゃぇ すは こさぇゃう う くっ
ゃないきけあくけすけ,  ぉなさいけ う すけつくけ 
ょぇ けそけさきう くっとぇすぇ, すぇおぇ つっ, 
けすうゃぇとうはす ゃ こっくしうは ょぇ くっ 
いぇゅせぉう くうすけ ょっく けす すさせょけゃうは 
しう しすぇあ う くうすけ きっしっち けす さぇ
ぉけすぇすぇ こさう すっあおうすっ せしかけゃうは 
くぇ すさせょぇ „こけ おぇすっゅけさうは”. ╁ 
くぇつぇかけすけ, こさっょう 1989-すぇ, 

ぉうかけ こけ-かっおけ – いぇとけすけ しなし 
しうゅせさくけしす こっくしうけくっさなす こけ
かせつぇゃぇか ょけあうゃけす 70 % けす 
すさせょけゃけすけ しう ゃないくぇゅさぇあ
ょっくうっ しかっょ くぇこせしおぇくっすけ くぇ 
さぇぉけすぇ. „〈けゃぇ ょぇゃぇてっ しこけ
おけえしすゃうっ う こけ-ょけぉなさ あうゃけす 
くぇ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ 
たけさぇすぇ”, しこけょっかは ‶っこぇ. ′け 
ぉうかけ う こけ-すさせょくけ – くはきぇかけ 
おけきこのすなさくう こさけゅさぇきう, さけ
ゃっくっすけ ゃ ぇさたうゃうすっ くぇ かうつ
くうすっ ょっかぇ けすくっきぇかけ こけゃっ
つっ ゃさっきっ う すさせょ. ′け ‶っくおぇ 
╉けえつっゃぇ ゃうくぇゅう, こさっい ちっかうは 
しう こなす ゃ „┿さしっくぇか” さぇぉけすう 
し こけしかぇくうっすけ くぇ ‶ぇくけ ╉け
いぇさけゃ – ょうさっおすけさ けす けくけゃぇ 
ゃさっきっ:

„╁うっ しすっ しかせゅう くぇ くぇさけょぇ.”

╇ いぇすけゃぇ いぇ たけさぇすぇ ‶っこぇ 
こさぇゃう ゃしうつおけ, おぇおゃけすけ すさはぉ
ゃぇ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ たうかはょう 
ぇさしっくぇかちう しっ こっくしうけくうさぇかう 
さぇくけ – すっいう けす たうきうつっしおうすっ 
こさけういゃけょしすゃぇ ゃ けしくけゃくうすっ 
ょっえくけしすう くぇ いぇゃけょうすっ  3 う 4 
– けとっ くぇ 45 ゅけょうくう いぇ あっくう
すっ う 50  いぇ きなあっすっ. ]こけきぇ
ゅぇすっかくうすっ すぇき しう すさなゅゃぇかう 
けす „┿さしっくぇか” くぇ 50 う 55 ゅけ
ょうくう. ╋ぇしけゃぇすぇ こっくしうけくくぇ 
ゃないさぇしす ぉうかぇ 55 いぇ あっくうすっ う 
60 いぇ きなあっすっ, くっとけ, いぇ おけっすけ 
しっゅぇ くっ きけあっ ょけさう ょぇ しっ きっつ
すぇっ. ╆ぇすけゃぇ ょくっし ‶っこぇ しすさぇ
ょぇ うしすうくしおう, おけゅぇすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ けぉはしくう くぇ くはおけゅけ おぇお う 
いぇとけ くっ っ ゃこうしぇく くぇゃさっきっすけ 
ゃ くはおけは おぇすっゅけさうは, こけくっあっ っ 
ぉうか ょなかゅけ ゃさっきっ くぇ ぉさうゅぇょぇ 
うかう いぇとけすけ うきぇかけ ゃなすさってくう 
こさけきっくう ゃ こさけそっしううすっ, けす 
おけっすけ つけゃっおなす ゅせぉう. „╋くけゅけ 
たけさぇ うょゃぇす, ぉっい ょぇ しう いくぇはす 
こさぇゃぇすぇ. ′うっ うき こけきぇゅぇきっ 
う っ きくけゅけ さぇょけしすくけ, おけゅぇ

すけ くはおけえ せしすぇくけゃう, つっ うきぇ 
こけゃっつっ しすぇあ, けすおけかおけすけ っ 
こさっょこけかぇゅぇか, おけっすけ いくぇつう – 
こけ-ょけぉさぇ こっくしうは”, けぉはしくはゃぇ 
‶っこぇ. ¨ぉさぇすくけすけ しなとけ しっ 
しかせつゃぇ – すけゅぇゃぇ ‶っこぇ こさっ
あうゃはゃぇ いぇっょくけ し こけすなさこっゃ
てうは. ‶さけぉかっき ゃ さぇぉけすぇすぇ っ 
こさっういつうしかはゃぇくっすけ くぇ しすぇあぇ 
けす おぇすっゅけさうは ゃ おぇすっゅけさうは, ぇ 
こさけきっくう くぇゃさっきっすけ しすぇゃぇかう 
つっしすけ し こけしすけはくくけすけ きっしすっ
くっ くぇ たけさぇすぇ こけ ぉさうゅぇょう ゃ 
しっかしおけすけ しすけこぇくしすゃけ, ゃ 〈╄『-
けゃっすっ „╋ぇさうちぇ ╇いすけお”, ╉けい
かけょせえ う おなょっ かう くっ. ╇きぇかけ 
っ こさっきっしすゃぇくうは くぇ ちったけゃっ, 
けすょっかう, こさけきっくう ゃ こさけそっしう
うすっ, つっしすう けさゅぇくういぇちうけくくう 
こさっしすさせおすせさうさぇくうは, おけうすけ 
ういうしおゃぇす こさっういつうしかっくうっ くぇ 
しすぇあぇ しこけさっょ ょかなあくけしすすぇ 

う おぇすっゅけさうはすぇ. ‶っこぇ こさっ
あうゃはゃぇ かうつくけ ゃしうつおけ すけゃぇ, 
いぇっょくけ し ゃしっおう, すさなゅくぇか ょぇ 
しっ こっくしうけくうさぇ. ¨しけぉっくけ 
すっあおけ ぉうかけ こさう しなおさぇとっくう
はすぇ こけ ゃさっきっ くぇ ょゃっすっ ゅけかっ
きう ゃなかくう ゃ „┿さしっくぇか” しかっょ 
1989-すぇ. ”′っ いくぇったきっ おぇおゃけ 
いくぇつう ”しなおさぇとっくうっ”, ぉってっ 
しすさっし いぇ ゃしうつおう”, くっ うしおぇ 
ょぇ しう しこけきくは うくしこっおすけさなす 
こけ こっくしうけくうさぇくっ.  ‶っこぇ 
╉けえつっゃぇ こさっあうゃはゃぇ う ゃしうつ
おう こさけきっくう ゃ こっくしうけくくぇすぇ 
くう しうしすっきぇ – けす しさっょぇすぇ くぇ 
90-すっ くぇ きうくぇかうは ゃっお, こさっい 
すっいう けす 2000-すぇ ゅけょうくぇ, とっ 
しゃうおくっ う し くけゃけしすうすっ, おけう
すけ しっ いぇょぇゃぇす, くけ し ぉけかおぇ いぇ 
たけさぇすぇ, おけうすけ とっ しっ こっくしう
けくうさぇす ゃっつっ こけ-おなしくけ. ]かっょ 
こさけきっくうすっ ゃ しうしすっきぇすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” ゃっつっ くはきぇ こなさゃぇ 
おぇすっゅけさうは すさせょ, くけ しすけすうちう 
あっくう しっ こっくしうけくうさぇす こけ-さぇ
くけ - くぇ 52, ぇ きなあっすっ – くぇ 
57, いぇさぇょう ゃさっょくけしすうすっ ゃ 

たうきうつっしおうすっ こさけういゃけょしすゃぇ.
′ぇゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ちっかうはす 

しなしすぇゃ くぇ „┿さしっくぇか” し ういくっ
しっくうすっ こさけういゃけょしすゃぇ しすうゅぇか 
22 たうかはょう ょせてう, くぇ きっしっち 
しっ こっくしうけくうさぇかう こけ 50 - 60 
ょせてう. ]っゅぇ ょけおせきっくすう きっ
しっつくけ けそけさきはす 35 - 40 ぇさ
しっくぇかちう. ╆ぇさぇょう ゃしうつおう すはた 

‶っくおぇ  こけいくぇゃぇ おぇすけ 
こさなしすうすっ しう こさぇてくうすっ 
すけくけゃっ ぇさたうゃう

‶ぇこおぇ こけ こぇこおぇ, さぇそす こけ 
さぇそす... - すせお しっ つせょはす おぇお
ゃけ とっ こさぇゃはす おけゅぇすけ ‶っこぇ 
くぇこせしくっ. ╆ぇすけゃぇ, きぇおぇさ う 
こっくしうけくっさおぇ, すは けとっ さぇぉけ
すう – こさっょぇゃぇ けこうすぇ しう くぇ 
きかぇょ つけゃっお, おけえすけ ょぇ は くぇ
しかっょう. ′っ っ かっしくけ, いぇとけすけ 

ゃ „┿さしっくぇか” しっ こぇいはす ょぇくくう 
けす すさせょけゃう ょけしうっすぇ けとっ けす 
1948-きぇ ゅけょうくぇ, ぇさたうゃうすっ 
こけしすけはくくけ さぇしすぇす, ゃしっ こけ-
すさせょくけ しっ けぉさぇぉけすゃぇす, せしかけ
ゃうはすぇ くぇ しなたさぇくっくうっ くっ しぇ 
こさうゃかっおぇすっかくう いぇ きかぇょうすっ – 
しすせょっくけ う ゃかぇあくけ. ╇きぇ すなく
おう, くけ うきぇ ょっぉっかう こぇこおう し 
すさせょけゃう ょけゅけゃけさう う つっしすうすっ 
こさけきっくう おなき すはた, くぇ たけさぇ, 
おけうすけ こさっょしすけう ょぇ ういかはいぇす 
ゃ こっくしうは. ╆ぇすけゃぇ ゃ けすょっかぇ 
しっ さぇょゃぇす くぇ っかっおすさけくくぇ
すぇ  しうしすっきぇ. 〈は ょけてかぇ すせお し 
ゅけかはきぇすぇ こさけきはくぇ ゃ くぇつうくぇ 
くぇ さぇぉけすぇ ゃ けすょっか „╉ぇょさう”, 
くぇしすなこうかぇ し うょゃぇくっすけ くぇ 
くけゃうは さなおけゃけょうすっか – ‶っくおけ 
〈けすっゃ, おけえすけ しかけあうか ゃしうつおけ 
ゃ さっょ う しすぇさすうさぇか ゃ しさっょぇすぇ 
くぇ 90-すっ ゅけょうくう っかっおすさけく
くけすけ けすつうすぇくっ くぇ ょぇくくうすっ 
いぇ たうかはょうすっ ぇさしっくぇかちう こけ 
しすぇあ う さぇいきっさ くぇ ゃないくぇ
ゅさぇあょっくうはすぇ. ╇ くぇえ-ゃぇあくけ
すけ – けしうゅせさうか ゃしうつおけ すけゃぇ 
しなし しこけおけえしすゃうっ ゃ さぇぉけすぇすぇ, 

おけっすけ たけさぇすぇ ゃ けすょっかぇ たぇ
さっしゃぇす. „╁うくぇゅう しなき こけこぇ
ょぇかぇ くぇ ょけぉさう くぇつぇかくうちう”,  
さぇょゃぇ しっ ‶っこぇ. 】っ え しっ しぇきけ 
ぇさたうゃうすっ ょぇ しっ こぇいはす こさう 
こけ-ょけぉさう せしかけゃうは, ょぇ くっ ゅう 
はょっ ゃかぇゅぇすぇ, いぇとけすけ ゃ すはた っ 
あうゃけすなす くぇ こけおけかっくうは ぇさ
しっくぇかちう. ╇ すはたくぇすぇ くぇょっあ
ょぇ いぇ ょけぉさう しすぇさうくう. 〈ぇおぇゃぇ 
くぇょっあょぇ うきぇ, いぇとけすけ:

‶けゃっつっすけ ぇさしっくぇかちう 
しう すさなゅゃぇす いぇ こっくしうは し 6 
ぉさせすくう いぇこかぇすう 

〈ぇおぇ っ, いぇとけすけ ぉけかてうく
しすゃけすけ けす さぇぉけすくうちうすっ う 
しかせあうすっかうすっ うきぇす こけゃっつっ けす 
10 ゅけょうくう しすぇあ こさっょう こっく
しうは ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. ╇きぇ 
ょけさう たけさぇ し 46 ゅけょうくう ゃ 
„┿さしっくぇか”, しなけぉとぇゃぇ さっおけさ
ょぇ  ‶っくおぇ ╉けえつっゃぇ – あうゃぇすぇ 
うしすけさうは くぇ こっくしうけくうさぇくっすけ 
ゃ  ょさせあっしすゃけすけ. ′っ くぇ こけ
しかっょくけ きはしすけ, すっおせつっしすゃけすけ  
すせお っ こけ-きぇかおけ, いぇとけすけ ゃ 
„┿さしっくぇか” しっ こかぇとぇす けしうゅせ
さけゃおう, ぇ くっ – おぇおすけ ゃ きぇかおう
すっ つぇしすくう そうさきう, けすおなょっすけ 
すせお うょゃぇす たけさぇ, くっこさうはすくけ 
ういくっくぇょぇくう, つっ うきぇす くぇくっ
しっく すさせょけゃ しすぇあ こけ おくうあおぇ, 
ぇ ゃしなとくけしす さぇぉけすけょぇすっかう
すっ うき くっ しぇ こかぇすうかう けしうゅせ
さけゃおうすっ, おけっすけ いくぇつう - こけ-
きぇかおぇ こっくしうは. ]けちうぇかっく 
っかっきっくす ゃ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ 
ょけおせきっくすうすっ いぇ こっくしうは くぇ 
ぇさしっくぇかちう っ いぇこぇいっくぇすぇ けす 
きうくぇかけすけ こさぇおすうおぇ すせお ょけ
おせきっくすうすっ ょぇ しっ けそけさきはす 
ういちはかけ. ╃ぇあっ しっ こさぇゃはす う 
こさけゅくけいう いぇ ういつうしかっくうっすけ 
くぇ さぇいきっさぇ, おけえすけ こけ こさぇゃう
かけ っ さぇぉけすぇ くぇ  ′¨╇. ]さっょ

„【そうあ か すそみて おそす, てそうあ 
か すそみて きけうそて!”, さあくうあ くあ 
„╅ちつかせあし” けせつたかさてそちひて たそ 
たかせつけそせけちあせか 》かせさあ [そこ
ねかうあ そて そておかし “[あおちけ”. ¨ 
さあさ  けせあねか – たそつてひたけしあ う 
そちひきかこせけぬあてあ そはか 17-えそ
おけのせあ, きかせあてあ, けくたちあてけしあ 
つ とつすけうさあ にけしみおけ あちつかせあし
ぬけ う くあつしときかせけみ  そておけに せあ 
たかせつけそせせけみ きけうそて, たちそおひし
きあうあ おあ ちあいそてけ てとさ – つかえあ 
– せあうひちのけしあ 62...

くけ っょうく ぇさしっくぇかっち けすうゃぇ ゃ 
こっくしうは し こけ 250 – 300 かっゃぇ, 
くけ うきぇ う こけ-ゃうしけおう. ′うしおう
すっ こっくしうう ょくっし しぇ こさうつうくぇ 
ぇさしっくぇかちうすっ ょぇ こさけょなかあぇ
ゃぇす ょぇ さぇぉけすはす. 』っしすけ ょけさう 
ゅう こさっょこけつうすぇす, いぇとけすけ しぇ 
けすかうつくう こさけそっしうけくぇかうしすう 
う うきぇす こけゃっつっ すなさこっくうっ けす 
きかぇょうすっ, おけうすけ うしおぇす ぉなさ
いけ ょぇ くぇせつぇす ゃしうつおけ, おけっ
すけ っ くっゃないきけあくけ, けぉはしくはゃぇ 
‶っこぇ. ╁ しこけきっくうすっ え しっ さっ
ょはす しすけすうちう こっくしうけくっさしおう 
ういこさぇとぇくうは, ぉっいぉさけえくうすっ 
こけょぇさなちう けす おけかっゅう, こさけそ
しなのいう う くぇつぇかくうちう... ╆ぇとけ
すけ, おぇおすけ しこけょっかはす う ょさせゅう 
ぇさしっくぇかしおう ゃっすっさぇくう – すさぇ
ょうちうはすぇ すせお っ ょぇ しっ さぇぉけ
すう ょけぉさっ, くけ う ょけぉさっ ょぇ しっ 
こさぇいくせゃぇ. ╋っあょせ こさうはすっかう. 

╁しっ こけゃっつっ たけさぇ しっ こっく
しうけくうさぇす し 〈╄╊╉

〈けゃぇ せしすぇくけゃはゃぇ うくしこっお
すけさなす ‶っくおぇ ╉けえつっゃぇ. 〉しすぇ

くけゃはゃぇ ゅけ し ぉけかおぇ, いぇとけすけ 
しかせつぇうすっ くぇ さぇくくけ こっくしう
けくうさぇくっ こけさぇょう ぉけかっしす くぇ
さぇしすゃぇす, けしけぉっくけ こさう あっ
くうすっ. ′ぇえ-つっしすうすっ ぉけかっしすう, 
こさうつうくぇ いぇ さぇくくぇすぇ こっくしうは, 
しぇ しなさょっつくけ-しなょけゃうすっ う けく
おけかけゅうつくうすっ いぇぉけかはゃぇくうは. 
〈ぇおけゃぇ いぇぉけかはゃぇくっ こけさぇいうかけ 
う しなこさせゅぇ う – くぇしおけさけ しかっょ 
こっくしうけくうさぇくっすけ. ╆ぇすけゃぇ 
‶っこぇ っ うしすうくしおう さぇょけしすくぇ, 
つっ ゃ „┿さしっくぇか” は こさうっきぇす ょぇ 
さぇぉけすう う しかっょ こっくしうは - しかっょ 
すっあおぇすぇ いぇゅせぉぇ すけゃぇ は ゃさな
とぇ けすくけゃけ おなき あうゃけすぇ. ╉なき 
さぇょけしすうすっ くぇ あうゃけすぇ は ゃさな
とぇす う ょっちぇすぇ. ]うくなす ╉けえつけ 
う しくぇたぇすぇ ╋ぇかうくぇ しなとけ しぇ 
ぇさしっくぇかちう, ょなとっさはすぇ ╂っさゅぇ
くぇ あうゃっっ ゃ 』うさこぇく. [ぇょけしす 
ゃ あうゃけすぇ くぇ ‶っこぇ ╉けえつっゃぇ 
っ う っしすっしすゃけすけ くぇ あうゃけすぇ 
くぇ しっかけ - ぉかういけ ょけ こさうさけ
ょぇすぇ. ╆っきはすぇ, こさけしすけさなす う 
ちゃっすはすぇ くぇ ╂ぇぉぇさっゃけ, おけっすけ 
しなこさせゅなす え くうおけゅぇ くっ うしおぇか 
ょぇ くぇこせしおぇ, おぇおすけ う こさうは
すっかうすっ けす おけかっおすうゃぇ ゃ „┿さ
しっくぇか”, おぇさぇす ‶っこぇ ╉けえつっゃぇ 
ょぇ こさけょなかあう ょぇ しっ せしきうたゃぇ. 
‶さぇゃう ゅけ しなさょっつくけ, こけ つけ
ゃっておう うしおさっくけ う こさけしすけ. ╇ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ うょゃぇ くぇ さぇ
ぉけすぇ し ったけすけ こさっい ゅけょうくうすっ 
けす ゅかぇしぇ くぇ ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ けす 
いぇゃけょしおけすけ さぇょうけ, おけえすけ ゃしっ 
すぇおぇ おぇいゃぇ „╃けぉさけ せすさけ!” ゃ 
しこけきっくうすっ くぇ  たうかはょう ぇさしっ
くぇかちう, さぇぉけすうかう けす こなさゃうは 
ょけ こけしかっょくうは しう すさせょけゃ ょっく 
しぇきけ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな
あっえくうちぇ. ‶っくおぇ ╉けえつっゃぇ っ 
っょくぇ けす すはた. ╇ くっ ぉう いぇきっくう
かぇ すけゃぇ し くうとけ ょさせゅけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╃けおすけさ ╆けさゅっ けす „┿さしっくぇか”. ] ぇゅっくすせさくうは こしっゃょけくうき 
くぇ すけいう くぇえ-ういゃっしすっく しなゃっすしおう てこうけくうく こさっい ╁すけさぇすぇ 
しゃっすけゃくぇ, そっかょてっさなす けす ]こってくぇすぇ こけきけと くぇ けさなあっえくう-
ちぇすぇ ╀っかつけ ╆ぇたぇさうっゃ けす ょっしっすうかっすうは っ ういゃっしすっく くっ しぇきけ 
ゃ „┿さしっくぇか”, くけ う ゃ ちはかぇすぇ けおけかうは.
┿さしっくぇかしおうはす ょけおすけさ ╆けさゅっ しなし しうゅせさくけしす くっ っ けす てこう-

けくぇあぇ, くけ しなとけ すぇおぇ – しなし しうゅせさくけしす くぇ くっゅけ きけあっ ょぇ しっ 
さぇいつうすぇ, おぇすけ くぇ うしすうくしおう ょけおすけさ. 40 ゅけょうくう くぇ さぇぉけすぇ ゃ 
╀なさいぇ こけきけと くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, ╀っかつけ ╆ぇたぇさうっゃ っ こさう-
ょけぉうか けこうすぇ ぉっいこけゅさってくけ ょぇ さぇいこけいくぇゃぇ しこってくぇすぇ くせあ-
ょぇ けす しこっちうぇかういうさぇくぇすぇ かっおぇさしおぇ くぇきっしぇ. ‶さっい さなちっすっ, 
せきぇ う しなさちっすけ きせ しぇ きうくぇかう しすけすうちう おさうすうつくう しうすせぇ-
ちうう しなし いょさぇゃっすけ くぇ ぇさしっくぇかちう – ういゅぇさはくうは, そさぇおすせさう, 
すさぇゃきう こさう すさせょけゃう いかけこけかせおう, くけ しなとけ う うくそぇさおすう, 
うくしせかすう, ゃないこぇかっくう ぇこっくょうおしう, ぉなぉさっつくう う しなさょっつくう 
おさういう, こっさそけさうさぇくう はいゃう, さぇいおなしくう さぇくう, しつせこゃぇくうは, 
ゃしうつおけ... ′ぇせつうか しっ っ ょぇ ょっえしすゃぇ ぉなさいけ う あうゃけすけしこぇ-
しはゃぇとけ. ′け しこけおけえくけ う おぇつっしすゃっくけ. ‶さけそっしうけくぇかくけ, 
おぇおすけ こけ こさぇゃうかけ しっ ょっえしすゃぇ くぇ ゃしうつおう „そさけくすけゃっ” くぇ 
しかけあくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか”.

′はおけゅぇ いぇ けこぇいゃぇくっすけ くぇ 
いょさぇゃっすけ くぇ ぇさしっくぇかちう 
さぇぉけすっかう 130 ょせてう

╇きっくくけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ ╀っか-
つけ ╆ぇたぇさうっゃ うょゃぇ ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ, おけはすけ こけょょなさあぇ 
すけゅぇゃぇ ぉけかくうつっく しすぇちうけくぇさ 
し かっゅかぇ, こさうっきくう う おけくしせか-
すぇすうゃくう かっおぇさしおう おぇぉうくっすう, 
いなぉけかっつっくうっ, いょさぇゃくう しかせあ-
ぉう ゃ いぇゃけょうすっ ゃ しっかぇすぇ 〈なあぇ 
う ╂ぇぉぇさっゃけ う ゃ ゅさぇょ ╋なゅかうあ, 
ぉぇかくっけしぇくぇすけさうせき くぇ ぉぇくうすっ 
ゃ ¨ゃけとくうお. ]かっょ こさけきっくうすっ 
ゃ こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう うし-
すうくしおう せしこった っ いぇこぇいゃぇくっすけ 
くぇ ょっえくけしすすぇ, おけはすけ しっ さぇい-
ゃうゃぇ ゃ ょうぇゅくけしすうつくけ-おけくしせか-
すぇすうゃくうは ちっくすなさ う ちっくすなさ いぇ 
ぉなさいぇ う くっけすかけあくぇ こけきけと, 
おけえすけ ╆ぇたぇさうっゃ さなおけゃけょう.  
„┿さしっくぇか” うきぇ すさう かうくっえおう, 
こけいうちうけくうさぇくう くぇ けしくけゃくぇすぇ 
こさけういゃけょしすゃっくぇ こかけとぇょおぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, こけかうゅけくぇ ゃ ╃せくぇゃ-
ちう う ╆ぇゃけょ 4 – ゃ ╋なゅかうあ. ╃ゃっ 
けす かうくっえおうすっ しぇ しおけさけ おせこっ-
くう けす ╇すぇかうは, けぉはしくはゃぇ ╀っか-
つけ ╆ぇたぇさうっゃ. ╆ぇこぇいゃぇくっすけ くぇ 
いょさぇゃくぇすぇ こけきけと くぇ すっさう-
すけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” くうおぇお 
くっ っ ぉうかぇ かっしくぇ さぇぉけすぇ こさう 
くけゃうすっ せしかけゃうは う ういうしおゃぇくうは 
けす ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ, くぇせつぇゃぇ-
きっ けす ╆ぇたぇさうっゃ, くけ せしうかうはすぇ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっ-
しすゃけすけ しう しすさせゃぇす, いぇとけすけ 
いぇ たうかはょうすっ, さぇぉけすっとう すせお, 
しこってくぇすぇ くぇきっしぇ う こけきけと しっ 
けおぇいゃぇす あうゃけすけしこぇしはゃぇとう ゃ 
おさうすうつくう しうすせぇちうう. ╉ぇおゃう-
すけ こさっい こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ 
うきぇてっ くはおけかおけ, しかっょ こさけうい-
ゃけょしすゃっくう うくちうょっくすう. 〈ぇおぇ, 
こさっい かはすけすけ, こけしすさぇょぇか さぇ-
ぉけすくうお っ ゃっょくぇゅぇ けすおぇさぇく 
しかっょ くっけすかけあくぇ こけきけと ゃ ぇさ-
しっくぇかしおぇすぇ かっつっぉくうちぇ ゃ ]こっ-

ちうぇかういうさぇくぇすぇ おかうくうおぇ こけ 
ういゅぇさはくうは ゃ ‶かけゃょうゃ, さぇぉけす-
くうつおぇ けす ╆ぇゃけょ 4 っ けすおぇさぇくぇ 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ いぇ かっつっくうっ...

╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ ]こって-
くうは ちっくすなさ ゃ „┿さしっくぇか” 
すせお くっ しっ ゅせぉう ゃさっきっ, さっ-
てぇゃぇとけ いぇ あうゃけすぇ

]なしすけはくうっすけ くぇ ぉけかくうすっ う 
こけしすさぇょぇかうすっ しっ こさっちっくは-
ゃぇ ぉなさいけ う おけきこっすっくすくけ, ぇ, 
おぇおすけ おぇいゃぇ ょけおすけさ ╆けさゅっ: 
”[ぇいゅさぇくうつぇゃぇくっすけ くぇ しなし-
すけはくうっすけ, すけつくぇすぇ う ぉなさいぇ 
こさっちっくおぇ っ きくけゅけ ゃぇあくぇ”. 
┿おけ しっ くぇかけあう, しっ こさぇゃう くぇ 
きはしすけ おけくしせかすぇちうは し たうさせさゅぇ 
ょ-さ ╀けはく ‶けこけゃ, こさう しなさょっつ-
くう こさけぉかっきう, さなおけゃけょうすっかはす 
くぇ ╃╉『 ゃ „┿さしっくぇか” ょ-さ ╁ぇくは 
》さうしすけゃぇ  さぇいつうすぇ ゃっょくぇゅぇ 
おぇさょうけゅさぇきぇすぇ. ╉けきせくうおぇ-
ちうはすぇ し かっおぇさうすっ けす ]こってくぇ 
こけきけと ゃ ╉ぇいぇくかなお う けすょっかっ-
くうはすぇ くぇ ╋╀┿╊ „╃-さ 》さうしすけ 
]すぇきぉけかしおう” – 》うさせさゅうつくけすけ 
う ╇くすっくいうゃくけすけ おぇさょうけかけ-
ゅうつくけ, っ けすかうつくぇ. ╁ こけかいぇ 
くぇ たけさぇすぇ. ╄おうこなす くぇ ╀′╋‶ 
– „┿さしっくぇか”, こさう うくちうょっく-
すう う おさういう しなし いょさぇゃっすけ くぇ 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう, 
たけょう くぇ きはしすけ こけ ちったけゃっすっ 
う いゃっくぇすぇ.  ╉けゅぇすけ しっ くぇかぇ-
ゅぇ しかっょ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ くぇ 
さっょけゃくぇすぇ しきはくぇ, ゃ おけはすけ 
]こってくうはす ぇさしっくぇかしおう ちっく-
すなさ そせくおちうけくうさぇ, しっ いゃなくう 
くぇ すっかっそけく 112. ] すけゃぇ っ 
ぇくゅぇあうさぇく ょっあせさくうはす こけ いぇ-
ゃけょ, こけしすさぇょぇかうはす しっ すさぇく-
しこけさすうさぇ, しこけさっょ しなしすけはくう-
っすけ, し そうさきっくうは ょあうこ うかう し 
かうくっえおぇ けす ]こってくうは ちっくすなさ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ょゃぇくっすけ くぇ たけ-
さぇすぇ くぇ ]こってくぇ こけきけと – ╉ぇ-
いぇくかなお っ くぇかけあうすっかくけ こさう 

すっあおう そさぇおすせさう, きぇしうゃっく 
おさなゃけういかうゃ, けしすさう しなさょっつくう 
こさけぉかっきう. ‶けくはおけゅぇ, けしけぉっ-
くけ ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ さっょけゃくぇ-
すぇ しきはくぇ,  こけしすさぇょぇかうすっ しっ 
けすおぇさゃぇす, しこけさっょ しなしすけは-
くうっすけ うき – し かうくっえおぇすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”. 〈せお ╆ぇたぇさうっゃ くっ 
きけあっ ょぇ くっ しこけきっくっ けこうすぇ 
う おぇつっしすゃっくぇすぇ くぇきっしぇ くぇ 
てけそぬけさうすっ 》さうしすけ 》さうしすけゃ 
う ╂っけさゅう ╋うすっゃ, おぇおすけ う くぇ 
おけかっゅうすっ しう – ╃うきうすなさ ╋ぇ-
すっっゃ, おけかっゅぇ ゃ  ╉ぇいぇくかなお, 
]すけうか ╇ゃぇくけゃ, けしうゅせさはゃぇと 
きっょうちうくしおぇすぇ こけきけと くぇ こけ-
かうゅけくぇ ゃ ╃せくぇゃちう, ╄きぇくせうか 
]すぇくつっゃ う ╈けさょぇく ╈けさょぇ-
くけゃ - っおうこなす いぇ ╆ぇゃけょ 4 ゃ 
╋なゅかうあ. ╉けゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ, 
くぇえ-つっしすけ こさう すさぇくしこけさすう-
さぇくっすけ, こけしすさぇょぇかうはす っ し 
こさうょさせあうすっか けす ぇさしっくぇか-
しおうは ちっくすなさ. ╉けくしせかすぇちううすっ 
し さなおけゃけょうすっかは くぇ 『]╋‶ – 
╉ぇいぇくかなお, ょ-さ ┿こけしすけか 〈っさ-
いうっゃ, う し さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ 
たうさせさゅうはすぇ – ょ-さ [せきっく [ぇっゃ 
う うくすっくいうゃくけすけ けすょっかっくうっ – 
ょ-さ ╀けえつけ ╀けえつっゃ, しぇ けしうゅせ-
さっくう, けぉはしくはゃぇ ╀っかつけ ╆ぇたぇ-
さうっゃ. ‶なさゃうすっ ういしかっょゃぇくうは 
しっ こさぇゃはす ゃっょくぇゅぇ ゃ かぇぉけ-
さぇすけさうはすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
かっつっぉくうちぇ, いぇ ょぇ しっ ょっえしすゃぇ 
しゃけっゃさっきっくくけ う くぇ ぉぇいぇ さっ-
ぇかくけすけ しなしすけはくうっ くぇ ぉけかくうは 

うかう こけしすさぇょぇかうは. ╆ぇとけすけ 
„くぇ こさっょくうは そさけくす”, おぇおすけ 
おぇいゃぇ そっかょてっさ ╆ぇたぇさうっゃ, 
っ きくけゅけ ゃぇあくけ ゃ ぉけかくうちぇすぇ 
ゃっつっ ょぇ こけしさっとくぇす つけゃっおぇ 
し すけつくぇ ょうぇゅくけいぇ. ┿ ょけおすけさ 
╆けさゅっ つっしすけ は さぇいこけいくぇゃぇ 
けとっ こけ しうきこすけきうすっ う こなさ-
ゃうすっ しこってくう  ういしかっょゃぇくうは, 
こせしくぇすう ゃっょくぇゅぇ すせお, ゃ かぇ-
ぉけさぇすけさうはすぇ  ゃ „┿さしっくぇか”. 
╉ぇおすけ っ さっょくけ う おぇおすけ ゃしっ 
こけ-さはょおけ ょさせゅぇょっ しっ こさぇゃう 
– いぇさぇょう くけゃうすっ せしかけゃうは くぇ 
╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ うかう いぇさぇょう 
ょさせゅけ...  ┿ う – „こさぇおすうおぇすぇ 
せつう”, おぇすっゅけさうつっく っ ╆ぇたぇさう-
っゃ, おけえすけ しこけおけえくけ う し せし-
きうゃおぇ おけきっくすうさぇ:”╉ぇいぇくかなお 
くっ っ ]ゃけゅっ. 〈せお, けしけぉっくけ ゃ 
„┿さしっくぇか”, こさけういゃけょしすゃけすけ っ 
さうしおけゃけ, しかせつゃぇ しっ ゃしうつおけ, 
くはきぇ おぇお ょぇ くっ しっ しかせつゃぇ.” 
╆ぇすけゃぇ ぇさしっくぇかちう きせ うきぇす 

ょけゃっさうっ う すけえ ゅけ いくぇっ – „いぇ 
ょぇ けすうょっ こさう かっおぇさは, つけゃっ-
おなす すさはぉゃぇ ょぇ きせ うきぇ ょけゃっ-
さうっ.” 

┿さしっくぇかしおうはす ょけおすけさ 

╆けさゅっ ゃょなたゃぇ しこけおけえ-
しすゃうっ う しうゅせさくけしす.

〈けつくけ おぇすけ うしすうくしおう さぇいせい-
くぇゃぇつ. [ぇいせいくぇゃぇつ こけ いょさぇ-
ゃっすけ. ╃けおぇすけ すっつっ しさっとぇすぇ 
くう, ゃ ちっくすなさぇ うょゃぇ さぇぉけす-
くうお し けこかぇおゃぇくうは, おけうすけ 
こさっょこけかぇゅぇす ゃうしけおけ おさなゃ-
くけ. 《っかょてっさ ╆ぇたぇさうっゃ きっさう 
おさなゃくけすけ, こけさぇいこうすゃぇ いぇ 
しっきっえしすゃけすけ, いぇ さぇぉけすぇすぇ, 
ゃょなたゃぇ しこけおけえしすゃうっ, し おけっ-
すけ かっつっくうっすけ っ くぇこけかけゃうくぇ 
しゃなさてっくけ. ‶けしかっ ょぇゃぇ こけょ-
たけょはとけすけ かっおぇさしすゃけ, しなゃっすう 
う こさっこけさなつゃぇ こけゃっつっ しこけ-
おけえしすゃうっ, いぇとけすけ しっ けおぇい-
ゃぇ, つっ こさけぉかっきなす し おさなゃくけ-
すけ うょゃぇ けす こさけぉかっきう ゃおなとう 
– すさせょくうはす あうゃけす, そうくぇくしけ-
ゃうすっ ょっさすけゃっ, しうくなす – しくぇ-
たぇすぇ..., しすさっしなす くぇ ょくってくけすけ 
ぉけかくけ ゃさっきっ. ╇ し すけゃぇ しっ いぇ-
くうきぇゃぇす ゃ ]こってくうは ちっくすなさ 
くぇ „┿さしっくぇか” – こけっきぇす けす 
ぉけかおうすっ くぇ たけさぇすぇ - し さぇい-
ぉうさぇくっ, しなつせゃしすゃうっ う ゃくうきぇ-
くうっ. ╉けっすけ ゃ ょくってくけ ゃさっきっ 
くっ しっ くぇきうさぇ かっしくけ. 
╋っょうちうすっ けす „┿さしっくぇか” しっ 

いぇくうきぇゃぇす う し ょさせゅう くっとぇ 
– こさけしかっょはゃぇす しなけすゃっすしすゃう-
っすけ くぇ ぉけかくうつくうすっ かうしすけゃっ 
しなし しつっすけゃけょくけすけ けすさぇいはゃぇ-
くっ, おけけさょうくうさぇす し 〈[╆ っかっお-
すさけくくうは すぇぉっか,  いぇさっあょぇす 

ぇこすっつおうすっ こけ ちったけゃっすっ. ╉け-
けさょうくうさぇくっすけ し ちっくすさぇかくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, けすょっか „╉ぇょさう” 
う しつっすけゃけょしすゃけすけ しなとけ っ けす-
さぇぉけすっくけ ょけぉさっ こさっい ゅけょう-
くうすっ, しこけょっかは ょけおすけさ ╆けさゅっ, 
おけえすけ うきぇ う ぉっいけすおぇいくぇすぇ 
こけょおさっこぇ かうつくけ くぇ ういこなか-
くうすっかくうは ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ. ╆ぇとけすけ しっ けすくぇしは いぇ 
いょさぇゃっすけ くぇ たけさぇすぇ.

′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ さぇょけしす いぇ 
そっかょてっさぇ ╀っかつけ ╆ぇたぇさうっゃ

っ ょぇ ゃうょう, つっ つけゃっおなす, ょけ-
てなか こさう くっゅけ ゃ おさうすうつくけ 
しなしすけはくうっ, っ けいょさぇゃはか. 』っ っ 
ゃないしすぇくけゃっく う しっ っ ゃなさくぇか 
くぇ さぇぉけすぇ.
╆ぇとけすけ こさっい ゅけょうくうすっ ぇさしっ-

くぇかしおうはす かっつうすっか くぇうしすうくぇ 
しかっょう おぇお しっ ゃないしすぇくけゃはゃぇす 
たけさぇすぇ, つせゃぇす しっ こけ すっかっそけ-
くぇ, こけしっとぇゃぇ ゅう ゃ ぉけかくうちぇ-
すぇ, ょなさあう ゃさないおぇ し ぉかういおうすっ. 
]うゅせさくけ いぇすけゃぇ ぇさしっくぇかちう 
くっ しこうさぇす ょぇ うょゃぇす こさう くっゅけ 
し ぉかぇゅけょぇさくけしす. ╃けおぇすけ しう 
ゅけゃけさうき, ゃ 『っくすなさぇ うょゃぇ つけ-

ゃっお し おぇかっくょぇさ くぇ そせすぉけか-
くうは ぇさしっくぇかしおう けすぉけさ – くっ 
きけあっ ょぇ こさけこせしくぇ ょ-さ ╆けさゅっ, 
おけえすけ, けしゃっく ょさせゅけすけ, ょぇゃぇ う 
きっょうちうくしおけ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ 
しこけさすくうすっ そうさきっくう しなしすっいぇ-
くうは. ′ぇ きぇしぇすぇ こさっょ くぇし しすけう 
おせすうは てけおけかぇょけゃう ぉけくぉけくう, 
ょけくっしっくう こさっょう きぇかおけ けす 
ぇさしっくぇかっち, こけかせつうか しこってくぇ 
こけきけと. [ぇいぉうさぇき, つっ すせお っ 
けしすぇくぇかぇ しすぇさぇすぇ すさぇょうちうは 
ょぇ しっ ぉかぇゅけょぇさう しおさけきくけ, くけ 
けす しなさちっ, こぇさうすっ うかう ょさせゅう 
けぉかぇゅう, くはきぇす しすけえくけしす.
┿さしっくぇかしおうはす そっかょてっさ 

╀っかつけ ╆ぇたぇさうっゃ しなあぇかはゃぇ 
しぇきけ いぇ っょくけ – つっ こけくはおけゅぇ 
うきぇ しかせつぇう, こさう おけうすけ こさけし-
すけ くっ きけあっ ょぇ しっ こけきけゅくっ. ╇ 
つけゃっおなす しう けすうゃぇ... ′け すけゃぇ 
っ つぇしす けす こさけそっしうはすぇ. ]なあぇ-
かはゃぇ う いぇ けとっ くっとけ – つっ ゃ 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ゅさうあぇ-
すぇ いぇ いょさぇゃっすけ くぇ たけさぇすぇ しっ 
おけきっさしうぇかういうさぇ う しうしすっきぇすぇ 
くぇ かっつっくうっ っ さぇいぉうすぇ, おけっすけ 
こけくはおけゅぇ しっ けおぇいゃぇ そぇすぇかくけ 
いぇ つけゃっおぇ ゃ くせあょぇ.
╁ „┿さしっくぇか” すけえ さぇぉけすう 

こけつすう ちはか あうゃけす, くけ くっ けし-
すぇゃは さけょくけすけ ╉けくぇさっ, おなょっすけ 
しっ こさうぉうさぇ ゃしっおう ょっく. ╂けさ-
ょっっ しっ し ょっちぇすぇ しう – きぇかおぇすぇ 
とっさおぇ ┿くう っ しなとけ ゃ „┿さしっ-
くぇか”, ゃ ちっくすさぇかくけすけ しつっすけ-
ゃけょしすゃけ. ╂けかはきぇすぇ っ せつう-

すっかおぇ, くけ あうゃっっ ゃ ╀さのおしっか, 
いぇとけすけ しなこさせゅなす え さぇぉけすう 
ゃ ′┿〈¨. ╇きぇ ょゃぇきぇ ゃくせちう 
– おさなしすっくうはす くぇ ょはょけ しう, 
╀けあうょぇさ, う ょさせゅうはす – ╋ぇさ-
すうく. ]なこさせゅぇすぇ っ ょうさっおすけさ 
くぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ くけきっさ 6 ゃ 
╉ぇいぇくかなお.
╉ぇすけ つけゃっお, おけえすけ いくぇっ うし-

すうくしおぇすぇ しすけえくけしす くぇ くっとぇすぇ 
けす あうゃけすぇ, ╀っかつけ ╆ぇたぇさうっゃ 
くっ しう こけあっかぇゃぇ くうとけ ょさせゅけ, 
けしゃっく – いょさぇゃっ. ‶けあっかぇゃぇ ゅけ 
くぇ ゃしうつおう. ╇ くぇ きっく – きっさう 
きう おさなゃくけすけ いぇ ょけゃうあょぇくっ う 
こけょぇさはゃぇ せしきうゃおぇ, おぇおすけ くぇ 
ゃしっおう こぇちうっくす.
„〉ゃぇあぇゃぇす きっ きくけゅけ! ╇ ゃ 

ゅさぇょぇ きっ いくぇはす...”, おぇいゃぇ いぇ 
しっぉっ しう っょゃぇ ゃ おさぇは くぇ さぇい-
ゅけゃけさぇ くう ╀っかつけ ╆ぇたぇさうっゃ, 
おけえすけ くぇゃさっきっすけ, おけゅぇすけ きけ-
さぇかくうすっ くぇゅさぇょう うきぇたぇ しすけえ-
くけしす いぇ たけさぇすぇ, ぉうか くぇゅさぇょっく 
し „¨すかうつくうお くぇ ╋うくうしすっさ-
しすゃけすけ くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ” 
– „くけ すけゃぇ くはきぇ いくぇつっくうっ”, 
しおさけきくけ いぇゃなさてゃぇ さぇいおぇいぇ 
いぇ あうゃけすぇ しう-きうしうは, ぇさしっ-
くぇかしおうはす ょけおすけさ ╆けさゅっ.     

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Фелдшерът Белчо Захариев

Сн. М. Маденджиян
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¨そけさきはくっすけ くぇ ょけおせ-
きっくすうすっ いぇ こっくしうは くう-

おけゅぇ くっ っ ぉうかけ かっおぇ さぇぉけすぇ, 
けしけぉっくけ ょくっし, おぇいゃぇ し せし-
きうゃおぇ ‶っくおぇ ╉けえつっゃぇ. ′け ゃ 
さぇぉけすぇすぇ しう すは くぇきうさぇ くっとけ 
こけゃっつっ けす ぉさけっくっすけ くぇ ゅけ-
ょうくう, きっしっちう う ょくう ゃ こさぇて-
くうすっ ょっかぇ くぇ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう う ゃ すぇぉかうちうすっ けす 
おけきこのすなさくぇすぇ こさけゅさぇきぇ. ╃ぇ 
しっ こさうゅけすゃはす ょけおせきっくすうすっ 
いぇ こっくしうけくうさぇくっ くぇ つけゃっお, 
さぇぉけすうか ちはか あうゃけす ゃ „┿さしっ-
くぇか”, おぇおゃうすけ しぇ こけゃっつっすけ 
けさなあっえくうちう ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇ 
‶っこぇ ╉けえつっゃぇ っ おぇすけ ょぇ こけょ-
くっしって こけょぇさなお いぇ いぇしかせあっく 
すさせょ. ╆ぇすけゃぇ すは こさぇゃう う くっ-
ゃないきけあくけすけ,  ぉなさいけ う すけつくけ 
ょぇ けそけさきう くっとぇすぇ, すぇおぇ つっ, 
けすうゃぇとうはす ゃ こっくしうは ょぇ くっ 
いぇゅせぉう くうすけ ょっく けす すさせょけゃうは 
しう しすぇあ う くうすけ きっしっち けす さぇ-
ぉけすぇすぇ こさう すっあおうすっ せしかけゃうは 
くぇ すさせょぇ „こけ おぇすっゅけさうは”. ╁ 
くぇつぇかけすけ, こさっょう 1989-すぇ, 

ぉうかけ こけ-かっおけ – いぇとけすけ しなし 
しうゅせさくけしす こっくしうけくっさなす こけ-
かせつぇゃぇか ょけあうゃけす 70 % けす 
すさせょけゃけすけ しう ゃないくぇゅさぇあ-
ょっくうっ しかっょ くぇこせしおぇくっすけ くぇ 
さぇぉけすぇ. „〈けゃぇ ょぇゃぇてっ しこけ-
おけえしすゃうっ う こけ-ょけぉなさ あうゃけす 
くぇ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ 
たけさぇすぇ”, しこけょっかは ‶っこぇ. ′け 
ぉうかけ う こけ-すさせょくけ – くはきぇかけ 
おけきこのすなさくう こさけゅさぇきう, さけ-
ゃっくっすけ ゃ ぇさたうゃうすっ くぇ かうつ-
くうすっ ょっかぇ けすくっきぇかけ こけゃっ-
つっ ゃさっきっ う すさせょ. ′け ‶っくおぇ 
╉けえつっゃぇ ゃうくぇゅう, こさっい ちっかうは 
しう こなす ゃ „┿さしっくぇか” さぇぉけすう 
し こけしかぇくうっすけ くぇ ‶ぇくけ ╉け-
いぇさけゃ – ょうさっおすけさ けす けくけゃぇ 
ゃさっきっ:

„╁うっ しすっ しかせゅう くぇ くぇさけょぇ.”

╇ いぇすけゃぇ いぇ たけさぇすぇ ‶っこぇ 
こさぇゃう ゃしうつおけ, おぇおゃけすけ すさはぉ-
ゃぇ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ たうかはょう 
ぇさしっくぇかちう しっ こっくしうけくうさぇかう 
さぇくけ – すっいう けす たうきうつっしおうすっ 
こさけういゃけょしすゃぇ ゃ けしくけゃくうすっ 
ょっえくけしすう くぇ いぇゃけょうすっ  3 う 4 
– けとっ くぇ 45 ゅけょうくう いぇ あっくう-
すっ う 50  いぇ きなあっすっ. ]こけきぇ-
ゅぇすっかくうすっ すぇき しう すさなゅゃぇかう 
けす „┿さしっくぇか” くぇ 50 う 55 ゅけ-
ょうくう. ╋ぇしけゃぇすぇ こっくしうけくくぇ 
ゃないさぇしす ぉうかぇ 55 いぇ あっくうすっ う 
60 いぇ きなあっすっ, くっとけ, いぇ おけっすけ 
しっゅぇ くっ きけあっ ょけさう ょぇ しっ きっつ-
すぇっ. ╆ぇすけゃぇ ょくっし ‶っこぇ しすさぇ-
ょぇ うしすうくしおう, おけゅぇすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ けぉはしくう くぇ くはおけゅけ おぇお う 
いぇとけ くっ っ ゃこうしぇく くぇゃさっきっすけ 
ゃ くはおけは おぇすっゅけさうは, こけくっあっ っ 
ぉうか ょなかゅけ ゃさっきっ くぇ ぉさうゅぇょぇ 
うかう いぇとけすけ うきぇかけ ゃなすさってくう 
こさけきっくう ゃ こさけそっしううすっ, けす 
おけっすけ つけゃっおなす ゅせぉう. „╋くけゅけ 
たけさぇ うょゃぇす, ぉっい ょぇ しう いくぇはす 
こさぇゃぇすぇ. ′うっ うき こけきぇゅぇきっ 
う っ きくけゅけ さぇょけしすくけ, おけゅぇ-

すけ くはおけえ せしすぇくけゃう, つっ うきぇ 
こけゃっつっ しすぇあ, けすおけかおけすけ っ 
こさっょこけかぇゅぇか, おけっすけ いくぇつう – 
こけ-ょけぉさぇ こっくしうは”, けぉはしくはゃぇ 
‶っこぇ. ¨ぉさぇすくけすけ しなとけ しっ 
しかせつゃぇ – すけゅぇゃぇ ‶っこぇ こさっ-
あうゃはゃぇ いぇっょくけ し こけすなさこっゃ-
てうは. ‶さけぉかっき ゃ さぇぉけすぇすぇ っ 
こさっういつうしかはゃぇくっすけ くぇ しすぇあぇ 
けす おぇすっゅけさうは ゃ おぇすっゅけさうは, ぇ 
こさけきっくう くぇゃさっきっすけ しすぇゃぇかう 
つっしすけ し こけしすけはくくけすけ きっしすっ-
くっ くぇ たけさぇすぇ こけ ぉさうゅぇょう ゃ 
しっかしおけすけ しすけこぇくしすゃけ, ゃ 〈╄『-
けゃっすっ „╋ぇさうちぇ ╇いすけお”, ╉けい-
かけょせえ う おなょっ かう くっ. ╇きぇかけ 
っ こさっきっしすゃぇくうは くぇ ちったけゃっ, 
けすょっかう, こさけきっくう ゃ こさけそっしう-
うすっ, つっしすう けさゅぇくういぇちうけくくう 
こさっしすさせおすせさうさぇくうは, おけうすけ 
ういうしおゃぇす こさっういつうしかっくうっ くぇ 
しすぇあぇ しこけさっょ ょかなあくけしすすぇ 

う おぇすっゅけさうはすぇ. ‶っこぇ こさっ-
あうゃはゃぇ かうつくけ ゃしうつおけ すけゃぇ, 
いぇっょくけ し ゃしっおう, すさなゅくぇか ょぇ 
しっ こっくしうけくうさぇ. ¨しけぉっくけ 
すっあおけ ぉうかけ こさう しなおさぇとっくう-
はすぇ こけ ゃさっきっ くぇ ょゃっすっ ゅけかっ-
きう ゃなかくう ゃ „┿さしっくぇか” しかっょ 
1989-すぇ. ”′っ いくぇったきっ おぇおゃけ 
いくぇつう ”しなおさぇとっくうっ”, ぉってっ 
しすさっし いぇ ゃしうつおう”, くっ うしおぇ 
ょぇ しう しこけきくは うくしこっおすけさなす 
こけ こっくしうけくうさぇくっ.  ‶っこぇ 
╉けえつっゃぇ こさっあうゃはゃぇ う ゃしうつ-
おう こさけきっくう ゃ こっくしうけくくぇすぇ 
くう しうしすっきぇ – けす しさっょぇすぇ くぇ 
90-すっ くぇ きうくぇかうは ゃっお, こさっい 
すっいう けす 2000-すぇ ゅけょうくぇ, とっ 
しゃうおくっ う し くけゃけしすうすっ, おけう-
すけ しっ いぇょぇゃぇす, くけ し ぉけかおぇ いぇ 
たけさぇすぇ, おけうすけ とっ しっ こっくしう-
けくうさぇす ゃっつっ こけ-おなしくけ. ]かっょ 
こさけきっくうすっ ゃ しうしすっきぇすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” ゃっつっ くはきぇ こなさゃぇ 
おぇすっゅけさうは すさせょ, くけ しすけすうちう 
あっくう しっ こっくしうけくうさぇす こけ-さぇ-
くけ - くぇ 52, ぇ きなあっすっ – くぇ 
57, いぇさぇょう ゃさっょくけしすうすっ ゃ 

たうきうつっしおうすっ こさけういゃけょしすゃぇ.
′ぇゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ちっかうはす 

しなしすぇゃ くぇ „┿さしっくぇか” し ういくっ-
しっくうすっ こさけういゃけょしすゃぇ しすうゅぇか 
22 たうかはょう ょせてう, くぇ きっしっち 
しっ こっくしうけくうさぇかう こけ 50 - 60 
ょせてう. ]っゅぇ ょけおせきっくすう きっ-
しっつくけ けそけさきはす 35 - 40 ぇさ-
しっくぇかちう. ╆ぇさぇょう ゃしうつおう すはた 

‶っくおぇ  こけいくぇゃぇ おぇすけ 
こさなしすうすっ しう こさぇてくうすっ 
すけくけゃっ ぇさたうゃう

‶ぇこおぇ こけ こぇこおぇ, さぇそす こけ 
さぇそす... - すせお しっ つせょはす おぇお-
ゃけ とっ こさぇゃはす おけゅぇすけ ‶っこぇ 
くぇこせしくっ. ╆ぇすけゃぇ, きぇおぇさ う 
こっくしうけくっさおぇ, すは けとっ さぇぉけ-
すう – こさっょぇゃぇ けこうすぇ しう くぇ 
きかぇょ つけゃっお, おけえすけ ょぇ は くぇ-
しかっょう. ′っ っ かっしくけ, いぇとけすけ 

ゃ „┿さしっくぇか” しっ こぇいはす ょぇくくう 
けす すさせょけゃう ょけしうっすぇ けとっ けす 
1948-きぇ ゅけょうくぇ, ぇさたうゃうすっ 
こけしすけはくくけ さぇしすぇす, ゃしっ こけ-
すさせょくけ しっ けぉさぇぉけすゃぇす, せしかけ-
ゃうはすぇ くぇ しなたさぇくっくうっ くっ しぇ 
こさうゃかっおぇすっかくう いぇ きかぇょうすっ – 
しすせょっくけ う ゃかぇあくけ. ╇きぇ すなく-
おう, くけ うきぇ ょっぉっかう こぇこおう し 
すさせょけゃう ょけゅけゃけさう う つっしすうすっ 
こさけきっくう おなき すはた, くぇ たけさぇ, 
おけうすけ こさっょしすけう ょぇ ういかはいぇす 
ゃ こっくしうは. ╆ぇすけゃぇ ゃ けすょっかぇ 
しっ さぇょゃぇす くぇ っかっおすさけくくぇ-
すぇ  しうしすっきぇ. 〈は ょけてかぇ すせお し 
ゅけかはきぇすぇ こさけきはくぇ ゃ くぇつうくぇ 
くぇ さぇぉけすぇ ゃ けすょっか „╉ぇょさう”, 
くぇしすなこうかぇ し うょゃぇくっすけ くぇ 
くけゃうは さなおけゃけょうすっか – ‶っくおけ 
〈けすっゃ, おけえすけ しかけあうか ゃしうつおけ 
ゃ さっょ う しすぇさすうさぇか ゃ しさっょぇすぇ 
くぇ 90-すっ ゅけょうくう っかっおすさけく-
くけすけ けすつうすぇくっ くぇ ょぇくくうすっ 
いぇ たうかはょうすっ ぇさしっくぇかちう こけ 
しすぇあ う さぇいきっさ くぇ ゃないくぇ-
ゅさぇあょっくうはすぇ. ╇ くぇえ-ゃぇあくけ-
すけ – けしうゅせさうか ゃしうつおけ すけゃぇ 
しなし しこけおけえしすゃうっ ゃ さぇぉけすぇすぇ, 

おけっすけ たけさぇすぇ ゃ けすょっかぇ たぇ-
さっしゃぇす. „╁うくぇゅう しなき こけこぇ-
ょぇかぇ くぇ ょけぉさう くぇつぇかくうちう”,  
さぇょゃぇ しっ ‶っこぇ. 】っ え しっ しぇきけ 
ぇさたうゃうすっ ょぇ しっ こぇいはす こさう 
こけ-ょけぉさう せしかけゃうは, ょぇ くっ ゅう 
はょっ ゃかぇゅぇすぇ, いぇとけすけ ゃ すはた っ 
あうゃけすなす くぇ こけおけかっくうは ぇさ-
しっくぇかちう. ╇ すはたくぇすぇ くぇょっあ-
ょぇ いぇ ょけぉさう しすぇさうくう. 〈ぇおぇゃぇ 
くぇょっあょぇ うきぇ, いぇとけすけ:

‶けゃっつっすけ ぇさしっくぇかちう 
しう すさなゅゃぇす いぇ こっくしうは し 6 
ぉさせすくう いぇこかぇすう 

〈ぇおぇ っ, いぇとけすけ ぉけかてうく-
しすゃけすけ けす さぇぉけすくうちうすっ う 
しかせあうすっかうすっ うきぇす こけゃっつっ けす 
10 ゅけょうくう しすぇあ こさっょう こっく-
しうは ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. ╇きぇ 
ょけさう たけさぇ し 46 ゅけょうくう ゃ 
„┿さしっくぇか”, しなけぉとぇゃぇ さっおけさ-
ょぇ  ‶っくおぇ ╉けえつっゃぇ – あうゃぇすぇ 
うしすけさうは くぇ こっくしうけくうさぇくっすけ 
ゃ  ょさせあっしすゃけすけ. ′っ くぇ こけ-
しかっょくけ きはしすけ, すっおせつっしすゃけすけ  
すせお っ こけ-きぇかおけ, いぇとけすけ ゃ 
„┿さしっくぇか” しっ こかぇとぇす けしうゅせ-
さけゃおう, ぇ くっ – おぇおすけ ゃ きぇかおう-
すっ つぇしすくう そうさきう, けすおなょっすけ 
すせお うょゃぇす たけさぇ, くっこさうはすくけ 
ういくっくぇょぇくう, つっ うきぇす くぇくっ-
しっく すさせょけゃ しすぇあ こけ おくうあおぇ, 
ぇ ゃしなとくけしす さぇぉけすけょぇすっかう-
すっ うき くっ しぇ こかぇすうかう けしうゅせ-
さけゃおうすっ, おけっすけ いくぇつう - こけ-
きぇかおぇ こっくしうは. ]けちうぇかっく 
っかっきっくす ゃ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ 
ょけおせきっくすうすっ いぇ こっくしうは くぇ 
ぇさしっくぇかちう っ いぇこぇいっくぇすぇ けす 
きうくぇかけすけ こさぇおすうおぇ すせお ょけ-
おせきっくすうすっ ょぇ しっ けそけさきはす 
ういちはかけ. ╃ぇあっ しっ こさぇゃはす う 
こさけゅくけいう いぇ ういつうしかっくうっすけ 
くぇ さぇいきっさぇ, おけえすけ こけ こさぇゃう-
かけ っ さぇぉけすぇ くぇ  ′¨╇. ]さっょ-

„【そうあ か すそみて おそす, てそうあ 
か すそみて きけうそて!”, さあくうあ くあ 
„╅ちつかせあし” けせつたかさてそちひて たそ 
たかせつけそせけちあせか 》かせさあ [そこ-
ねかうあ そて そておかし “[あおちけ”. ¨ 
さあさ  けせあねか – たそつてひたけしあ う 
そちひきかこせけぬあてあ そはか 17-えそ-
おけのせあ, きかせあてあ, けくたちあてけしあ 
つ とつすけうさあ にけしみおけ あちつかせあし-
ぬけ う くあつしときかせけみ  そておけに せあ 
たかせつけそせせけみ きけうそて, たちそおひし-
きあうあ おあ ちあいそてけ てとさ – つかえあ 
– せあうひちのけしあ 62...

くけ っょうく ぇさしっくぇかっち けすうゃぇ ゃ 
こっくしうは し こけ 250 – 300 かっゃぇ, 
くけ うきぇ う こけ-ゃうしけおう. ′うしおう-
すっ こっくしうう ょくっし しぇ こさうつうくぇ 
ぇさしっくぇかちうすっ ょぇ こさけょなかあぇ-
ゃぇす ょぇ さぇぉけすはす. 』っしすけ ょけさう 
ゅう こさっょこけつうすぇす, いぇとけすけ しぇ 
けすかうつくう こさけそっしうけくぇかうしすう 
う うきぇす こけゃっつっ すなさこっくうっ けす 
きかぇょうすっ, おけうすけ うしおぇす ぉなさ-
いけ ょぇ くぇせつぇす ゃしうつおけ, おけっ-
すけ っ くっゃないきけあくけ, けぉはしくはゃぇ 
‶っこぇ. ╁ しこけきっくうすっ え しっ さっ-
ょはす しすけすうちう こっくしうけくっさしおう 
ういこさぇとぇくうは, ぉっいぉさけえくうすっ 
こけょぇさなちう けす おけかっゅう, こさけそ-
しなのいう う くぇつぇかくうちう... ╆ぇとけ-
すけ, おぇおすけ しこけょっかはす う ょさせゅう 
ぇさしっくぇかしおう ゃっすっさぇくう – すさぇ-
ょうちうはすぇ すせお っ ょぇ しっ さぇぉけ-
すう ょけぉさっ, くけ う ょけぉさっ ょぇ しっ 
こさぇいくせゃぇ. ╋っあょせ こさうはすっかう. 

╁しっ こけゃっつっ たけさぇ しっ こっく-
しうけくうさぇす し 〈╄╊╉

〈けゃぇ せしすぇくけゃはゃぇ うくしこっお-
すけさなす ‶っくおぇ ╉けえつっゃぇ. 〉しすぇ-

くけゃはゃぇ ゅけ し ぉけかおぇ, いぇとけすけ 
しかせつぇうすっ くぇ さぇくくけ こっくしう-
けくうさぇくっ こけさぇょう ぉけかっしす くぇ-
さぇしすゃぇす, けしけぉっくけ こさう あっ-
くうすっ. ′ぇえ-つっしすうすっ ぉけかっしすう, 
こさうつうくぇ いぇ さぇくくぇすぇ こっくしうは, 
しぇ しなさょっつくけ-しなょけゃうすっ う けく-
おけかけゅうつくうすっ いぇぉけかはゃぇくうは. 
〈ぇおけゃぇ いぇぉけかはゃぇくっ こけさぇいうかけ 
う しなこさせゅぇ う – くぇしおけさけ しかっょ 
こっくしうけくうさぇくっすけ. ╆ぇすけゃぇ 
‶っこぇ っ うしすうくしおう さぇょけしすくぇ, 
つっ ゃ „┿さしっくぇか” は こさうっきぇす ょぇ 
さぇぉけすう う しかっょ こっくしうは - しかっょ 
すっあおぇすぇ いぇゅせぉぇ すけゃぇ は ゃさな-
とぇ けすくけゃけ おなき あうゃけすぇ. ╉なき 
さぇょけしすうすっ くぇ あうゃけすぇ は ゃさな-
とぇす う ょっちぇすぇ. ]うくなす ╉けえつけ 
う しくぇたぇすぇ ╋ぇかうくぇ しなとけ しぇ 
ぇさしっくぇかちう, ょなとっさはすぇ ╂っさゅぇ-
くぇ あうゃっっ ゃ 』うさこぇく. [ぇょけしす 
ゃ あうゃけすぇ くぇ ‶っこぇ ╉けえつっゃぇ 
っ う っしすっしすゃけすけ くぇ あうゃけすぇ 
くぇ しっかけ - ぉかういけ ょけ こさうさけ-
ょぇすぇ. ╆っきはすぇ, こさけしすけさなす う 
ちゃっすはすぇ くぇ ╂ぇぉぇさっゃけ, おけっすけ 
しなこさせゅなす え くうおけゅぇ くっ うしおぇか 
ょぇ くぇこせしおぇ, おぇおすけ う こさうは-
すっかうすっ けす おけかっおすうゃぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか”, おぇさぇす ‶っこぇ ╉けえつっゃぇ 
ょぇ こさけょなかあう ょぇ しっ せしきうたゃぇ. 
‶さぇゃう ゅけ しなさょっつくけ, こけ つけ-
ゃっておう うしおさっくけ う こさけしすけ. ╇ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ うょゃぇ くぇ さぇ-
ぉけすぇ し ったけすけ こさっい ゅけょうくうすっ 
けす ゅかぇしぇ くぇ ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ けす 
いぇゃけょしおけすけ さぇょうけ, おけえすけ ゃしっ 
すぇおぇ おぇいゃぇ „╃けぉさけ せすさけ!” ゃ 
しこけきっくうすっ くぇ  たうかはょう ぇさしっ-
くぇかちう, さぇぉけすうかう けす こなさゃうは 
ょけ こけしかっょくうは しう すさせょけゃ ょっく 
しぇきけ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ. ‶っくおぇ ╉けえつっゃぇ っ 
っょくぇ けす すはた. ╇ くっ ぉう いぇきっくう-
かぇ すけゃぇ し くうとけ ょさせゅけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╃けおすけさ ╆けさゅっ けす „┿さしっくぇか”. ] ぇゅっくすせさくうは こしっゃょけくうき 
くぇ すけいう くぇえ-ういゃっしすっく しなゃっすしおう てこうけくうく こさっい ╁すけさぇすぇ 
しゃっすけゃくぇ, そっかょてっさなす けす ]こってくぇすぇ こけきけと くぇ けさなあっえくう-
ちぇすぇ ╀っかつけ ╆ぇたぇさうっゃ けす ょっしっすうかっすうは っ ういゃっしすっく くっ しぇきけ 
ゃ „┿さしっくぇか”, くけ う ゃ ちはかぇすぇ けおけかうは.
┿さしっくぇかしおうはす ょけおすけさ ╆けさゅっ しなし しうゅせさくけしす くっ っ けす てこう-

けくぇあぇ, くけ しなとけ すぇおぇ – しなし しうゅせさくけしす くぇ くっゅけ きけあっ ょぇ しっ 
さぇいつうすぇ, おぇすけ くぇ うしすうくしおう ょけおすけさ. 40 ゅけょうくう くぇ さぇぉけすぇ ゃ 
╀なさいぇ こけきけと くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, ╀っかつけ ╆ぇたぇさうっゃ っ こさう-
ょけぉうか けこうすぇ ぉっいこけゅさってくけ ょぇ さぇいこけいくぇゃぇ しこってくぇすぇ くせあ-
ょぇ けす しこっちうぇかういうさぇくぇすぇ かっおぇさしおぇ くぇきっしぇ. ‶さっい さなちっすっ, 
せきぇ う しなさちっすけ きせ しぇ きうくぇかう しすけすうちう おさうすうつくう しうすせぇ-
ちうう しなし いょさぇゃっすけ くぇ ぇさしっくぇかちう – ういゅぇさはくうは, そさぇおすせさう, 
すさぇゃきう こさう すさせょけゃう いかけこけかせおう, くけ しなとけ う うくそぇさおすう, 
うくしせかすう, ゃないこぇかっくう ぇこっくょうおしう, ぉなぉさっつくう う しなさょっつくう 
おさういう, こっさそけさうさぇくう はいゃう, さぇいおなしくう さぇくう, しつせこゃぇくうは, 
ゃしうつおけ... ′ぇせつうか しっ っ ょぇ ょっえしすゃぇ ぉなさいけ う あうゃけすけしこぇ-
しはゃぇとけ. ′け しこけおけえくけ う おぇつっしすゃっくけ. ‶さけそっしうけくぇかくけ, 
おぇおすけ こけ こさぇゃうかけ しっ ょっえしすゃぇ くぇ ゃしうつおう „そさけくすけゃっ” くぇ 
しかけあくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか”.

′はおけゅぇ いぇ けこぇいゃぇくっすけ くぇ 
いょさぇゃっすけ くぇ ぇさしっくぇかちう 
さぇぉけすっかう 130 ょせてう

╇きっくくけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ ╀っか
つけ ╆ぇたぇさうっゃ うょゃぇ ゃ けさな
あっえくうちぇすぇ, おけはすけ こけょょなさあぇ 
すけゅぇゃぇ ぉけかくうつっく しすぇちうけくぇさ 
し かっゅかぇ, こさうっきくう う おけくしせか
すぇすうゃくう かっおぇさしおう おぇぉうくっすう, 
いなぉけかっつっくうっ, いょさぇゃくう しかせあ
ぉう ゃ いぇゃけょうすっ ゃ しっかぇすぇ 〈なあぇ 
う ╂ぇぉぇさっゃけ う ゃ ゅさぇょ ╋なゅかうあ, 
ぉぇかくっけしぇくぇすけさうせき くぇ ぉぇくうすっ 
ゃ ¨ゃけとくうお. ]かっょ こさけきっくうすっ 
ゃ こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう うし
すうくしおう せしこった っ いぇこぇいゃぇくっすけ 
くぇ ょっえくけしすすぇ, おけはすけ しっ さぇい
ゃうゃぇ ゃ ょうぇゅくけしすうつくけ-おけくしせか
すぇすうゃくうは ちっくすなさ う ちっくすなさ いぇ 
ぉなさいぇ う くっけすかけあくぇ こけきけと, 
おけえすけ ╆ぇたぇさうっゃ さなおけゃけょう.  
„┿さしっくぇか” うきぇ すさう かうくっえおう, 
こけいうちうけくうさぇくう くぇ けしくけゃくぇすぇ 
こさけういゃけょしすゃっくぇ こかけとぇょおぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, こけかうゅけくぇ ゃ ╃せくぇゃ
ちう う ╆ぇゃけょ 4 – ゃ ╋なゅかうあ. ╃ゃっ 
けす かうくっえおうすっ しぇ しおけさけ おせこっ
くう けす ╇すぇかうは, けぉはしくはゃぇ ╀っか
つけ ╆ぇたぇさうっゃ. ╆ぇこぇいゃぇくっすけ くぇ 
いょさぇゃくぇすぇ こけきけと くぇ すっさう
すけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” くうおぇお 
くっ っ ぉうかぇ かっしくぇ さぇぉけすぇ こさう 
くけゃうすっ せしかけゃうは う ういうしおゃぇくうは 
けす ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ, くぇせつぇゃぇ
きっ けす ╆ぇたぇさうっゃ, くけ せしうかうはすぇ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっ
しすゃけすけ しう しすさせゃぇす, いぇとけすけ 
いぇ たうかはょうすっ, さぇぉけすっとう すせお, 
しこってくぇすぇ くぇきっしぇ う こけきけと しっ 
けおぇいゃぇす あうゃけすけしこぇしはゃぇとう ゃ 
おさうすうつくう しうすせぇちうう. ╉ぇおゃう
すけ こさっい こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ 
うきぇてっ くはおけかおけ, しかっょ こさけうい
ゃけょしすゃっくう うくちうょっくすう. 〈ぇおぇ, 
こさっい かはすけすけ, こけしすさぇょぇか さぇ
ぉけすくうお っ ゃっょくぇゅぇ けすおぇさぇく 
しかっょ くっけすかけあくぇ こけきけと ゃ ぇさ
しっくぇかしおぇすぇ かっつっぉくうちぇ ゃ ]こっ

ちうぇかういうさぇくぇすぇ おかうくうおぇ こけ 
ういゅぇさはくうは ゃ ‶かけゃょうゃ, さぇぉけす
くうつおぇ けす ╆ぇゃけょ 4 っ けすおぇさぇくぇ 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ いぇ かっつっくうっ...

╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ ]こって
くうは ちっくすなさ ゃ „┿さしっくぇか” 
すせお くっ しっ ゅせぉう ゃさっきっ, さっ
てぇゃぇとけ いぇ あうゃけすぇ

]なしすけはくうっすけ くぇ ぉけかくうすっ う 
こけしすさぇょぇかうすっ しっ こさっちっくは
ゃぇ ぉなさいけ う おけきこっすっくすくけ, ぇ, 
おぇおすけ おぇいゃぇ ょけおすけさ ╆けさゅっ: 
”[ぇいゅさぇくうつぇゃぇくっすけ くぇ しなし
すけはくうっすけ, すけつくぇすぇ う ぉなさいぇ 
こさっちっくおぇ っ きくけゅけ ゃぇあくぇ”. 
┿おけ しっ くぇかけあう, しっ こさぇゃう くぇ 
きはしすけ おけくしせかすぇちうは し たうさせさゅぇ 
ょ-さ ╀けはく ‶けこけゃ, こさう しなさょっつ
くう こさけぉかっきう, さなおけゃけょうすっかはす 
くぇ ╃╉『 ゃ „┿さしっくぇか” ょ-さ ╁ぇくは 
》さうしすけゃぇ  さぇいつうすぇ ゃっょくぇゅぇ 
おぇさょうけゅさぇきぇすぇ. ╉けきせくうおぇ
ちうはすぇ し かっおぇさうすっ けす ]こってくぇ 
こけきけと ゃ ╉ぇいぇくかなお う けすょっかっ
くうはすぇ くぇ ╋╀┿╊ „╃-さ 》さうしすけ 
]すぇきぉけかしおう” – 》うさせさゅうつくけすけ 
う ╇くすっくいうゃくけすけ おぇさょうけかけ
ゅうつくけ, っ けすかうつくぇ. ╁ こけかいぇ 
くぇ たけさぇすぇ. ╄おうこなす くぇ ╀′╋‶ 
– „┿さしっくぇか”, こさう うくちうょっく
すう う おさういう しなし いょさぇゃっすけ くぇ 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう, 
たけょう くぇ きはしすけ こけ ちったけゃっすっ 
う いゃっくぇすぇ.  ╉けゅぇすけ しっ くぇかぇ
ゅぇ しかっょ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ くぇ 
さっょけゃくぇすぇ しきはくぇ, ゃ おけはすけ 
]こってくうはす ぇさしっくぇかしおう ちっく
すなさ そせくおちうけくうさぇ, しっ いゃなくう 
くぇ すっかっそけく 112. ] すけゃぇ っ 
ぇくゅぇあうさぇく ょっあせさくうはす こけ いぇ
ゃけょ, こけしすさぇょぇかうはす しっ すさぇく
しこけさすうさぇ, しこけさっょ しなしすけはくう
っすけ, し そうさきっくうは ょあうこ うかう し 
かうくっえおぇ けす ]こってくうは ちっくすなさ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ょゃぇくっすけ くぇ たけ
さぇすぇ くぇ ]こってくぇ こけきけと – ╉ぇ
いぇくかなお っ くぇかけあうすっかくけ こさう 

すっあおう そさぇおすせさう, きぇしうゃっく 
おさなゃけういかうゃ, けしすさう しなさょっつくう 
こさけぉかっきう. ‶けくはおけゅぇ, けしけぉっ
くけ ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ さっょけゃくぇ
すぇ しきはくぇ,  こけしすさぇょぇかうすっ しっ 
けすおぇさゃぇす, しこけさっょ しなしすけは
くうっすけ うき – し かうくっえおぇすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”. 〈せお ╆ぇたぇさうっゃ くっ 
きけあっ ょぇ くっ しこけきっくっ けこうすぇ 
う おぇつっしすゃっくぇすぇ くぇきっしぇ くぇ 
てけそぬけさうすっ 》さうしすけ 》さうしすけゃ 
う ╂っけさゅう ╋うすっゃ, おぇおすけ う くぇ 
おけかっゅうすっ しう – ╃うきうすなさ ╋ぇ
すっっゃ, おけかっゅぇ ゃ  ╉ぇいぇくかなお, 
]すけうか ╇ゃぇくけゃ, けしうゅせさはゃぇと 
きっょうちうくしおぇすぇ こけきけと くぇ こけ
かうゅけくぇ ゃ ╃せくぇゃちう, ╄きぇくせうか 
]すぇくつっゃ う ╈けさょぇく ╈けさょぇ
くけゃ - っおうこなす いぇ ╆ぇゃけょ 4 ゃ 
╋なゅかうあ. ╉けゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ, 
くぇえ-つっしすけ こさう すさぇくしこけさすう
さぇくっすけ, こけしすさぇょぇかうはす っ し 
こさうょさせあうすっか けす ぇさしっくぇか
しおうは ちっくすなさ. ╉けくしせかすぇちううすっ 
し さなおけゃけょうすっかは くぇ 『]╋‶ – 
╉ぇいぇくかなお, ょ-さ ┿こけしすけか 〈っさ
いうっゃ, う し さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ 
たうさせさゅうはすぇ – ょ-さ [せきっく [ぇっゃ 
う うくすっくいうゃくけすけ けすょっかっくうっ – 
ょ-さ ╀けえつけ ╀けえつっゃ, しぇ けしうゅせ
さっくう, けぉはしくはゃぇ ╀っかつけ ╆ぇたぇ
さうっゃ. ‶なさゃうすっ ういしかっょゃぇくうは 
しっ こさぇゃはす ゃっょくぇゅぇ ゃ かぇぉけ
さぇすけさうはすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
かっつっぉくうちぇ, いぇ ょぇ しっ ょっえしすゃぇ 
しゃけっゃさっきっくくけ う くぇ ぉぇいぇ さっ
ぇかくけすけ しなしすけはくうっ くぇ ぉけかくうは 

うかう こけしすさぇょぇかうは. ╆ぇとけすけ 
„くぇ こさっょくうは そさけくす”, おぇおすけ 
おぇいゃぇ そっかょてっさ ╆ぇたぇさうっゃ, 
っ きくけゅけ ゃぇあくけ ゃ ぉけかくうちぇすぇ 
ゃっつっ ょぇ こけしさっとくぇす つけゃっおぇ 
し すけつくぇ ょうぇゅくけいぇ. ┿ ょけおすけさ 
╆けさゅっ つっしすけ は さぇいこけいくぇゃぇ 
けとっ こけ しうきこすけきうすっ う こなさ
ゃうすっ しこってくう  ういしかっょゃぇくうは, 
こせしくぇすう ゃっょくぇゅぇ すせお, ゃ かぇ
ぉけさぇすけさうはすぇ  ゃ „┿さしっくぇか”. 
╉ぇおすけ っ さっょくけ う おぇおすけ ゃしっ 
こけ-さはょおけ ょさせゅぇょっ しっ こさぇゃう 
– いぇさぇょう くけゃうすっ せしかけゃうは くぇ 
╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ うかう いぇさぇょう 
ょさせゅけ...  ┿ う – „こさぇおすうおぇすぇ 
せつう”, おぇすっゅけさうつっく っ ╆ぇたぇさう
っゃ, おけえすけ しこけおけえくけ う し せし
きうゃおぇ おけきっくすうさぇ:”╉ぇいぇくかなお 
くっ っ ]ゃけゅっ. 〈せお, けしけぉっくけ ゃ 
„┿さしっくぇか”, こさけういゃけょしすゃけすけ っ 
さうしおけゃけ, しかせつゃぇ しっ ゃしうつおけ, 
くはきぇ おぇお ょぇ くっ しっ しかせつゃぇ.” 
╆ぇすけゃぇ ぇさしっくぇかちう きせ うきぇす 

ょけゃっさうっ う すけえ ゅけ いくぇっ – „いぇ 
ょぇ けすうょっ こさう かっおぇさは, つけゃっ
おなす すさはぉゃぇ ょぇ きせ うきぇ ょけゃっ
さうっ.” 

┿さしっくぇかしおうはす ょけおすけさ 

╆けさゅっ ゃょなたゃぇ しこけおけえ
しすゃうっ う しうゅせさくけしす.

〈けつくけ おぇすけ うしすうくしおう さぇいせい
くぇゃぇつ. [ぇいせいくぇゃぇつ こけ いょさぇ
ゃっすけ. ╃けおぇすけ すっつっ しさっとぇすぇ 
くう, ゃ ちっくすなさぇ うょゃぇ さぇぉけす
くうお し けこかぇおゃぇくうは, おけうすけ 
こさっょこけかぇゅぇす ゃうしけおけ おさなゃ
くけ. 《っかょてっさ ╆ぇたぇさうっゃ きっさう 
おさなゃくけすけ, こけさぇいこうすゃぇ いぇ 
しっきっえしすゃけすけ, いぇ さぇぉけすぇすぇ, 
ゃょなたゃぇ しこけおけえしすゃうっ, し おけっ
すけ かっつっくうっすけ っ くぇこけかけゃうくぇ 
しゃなさてっくけ. ‶けしかっ ょぇゃぇ こけょ
たけょはとけすけ かっおぇさしすゃけ, しなゃっすう 
う こさっこけさなつゃぇ こけゃっつっ しこけ
おけえしすゃうっ, いぇとけすけ しっ けおぇい
ゃぇ, つっ こさけぉかっきなす し おさなゃくけ
すけ うょゃぇ けす こさけぉかっきう ゃおなとう 
– すさせょくうはす あうゃけす, そうくぇくしけ
ゃうすっ ょっさすけゃっ, しうくなす – しくぇ
たぇすぇ..., しすさっしなす くぇ ょくってくけすけ 
ぉけかくけ ゃさっきっ. ╇ し すけゃぇ しっ いぇ
くうきぇゃぇす ゃ ]こってくうは ちっくすなさ 
くぇ „┿さしっくぇか” – こけっきぇす けす 
ぉけかおうすっ くぇ たけさぇすぇ - し さぇい
ぉうさぇくっ, しなつせゃしすゃうっ う ゃくうきぇ
くうっ. ╉けっすけ ゃ ょくってくけ ゃさっきっ 
くっ しっ くぇきうさぇ かっしくけ. 
╋っょうちうすっ けす „┿さしっくぇか” しっ 

いぇくうきぇゃぇす う し ょさせゅう くっとぇ 
– こさけしかっょはゃぇす しなけすゃっすしすゃう
っすけ くぇ ぉけかくうつくうすっ かうしすけゃっ 
しなし しつっすけゃけょくけすけ けすさぇいはゃぇ
くっ, おけけさょうくうさぇす し 〈[╆ っかっお
すさけくくうは すぇぉっか,  いぇさっあょぇす 

ぇこすっつおうすっ こけ ちったけゃっすっ. ╉け
けさょうくうさぇくっすけ し ちっくすさぇかくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, けすょっか „╉ぇょさう” 
う しつっすけゃけょしすゃけすけ しなとけ っ けす
さぇぉけすっくけ ょけぉさっ こさっい ゅけょう
くうすっ, しこけょっかは ょけおすけさ ╆けさゅっ, 
おけえすけ うきぇ う ぉっいけすおぇいくぇすぇ 
こけょおさっこぇ かうつくけ くぇ ういこなか
くうすっかくうは ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ. ╆ぇとけすけ しっ けすくぇしは いぇ 
いょさぇゃっすけ くぇ たけさぇすぇ.

′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ さぇょけしす いぇ 
そっかょてっさぇ ╀っかつけ ╆ぇたぇさうっゃ

っ ょぇ ゃうょう, つっ つけゃっおなす, ょけ
てなか こさう くっゅけ ゃ おさうすうつくけ 
しなしすけはくうっ, っ けいょさぇゃはか. 』っ っ 
ゃないしすぇくけゃっく う しっ っ ゃなさくぇか 
くぇ さぇぉけすぇ.
╆ぇとけすけ こさっい ゅけょうくうすっ ぇさしっ

くぇかしおうはす かっつうすっか くぇうしすうくぇ 
しかっょう おぇお しっ ゃないしすぇくけゃはゃぇす 
たけさぇすぇ, つせゃぇす しっ こけ すっかっそけ
くぇ, こけしっとぇゃぇ ゅう ゃ ぉけかくうちぇ
すぇ, ょなさあう ゃさないおぇ し ぉかういおうすっ. 
]うゅせさくけ いぇすけゃぇ ぇさしっくぇかちう 
くっ しこうさぇす ょぇ うょゃぇす こさう くっゅけ 
し ぉかぇゅけょぇさくけしす. ╃けおぇすけ しう 
ゅけゃけさうき, ゃ 『っくすなさぇ うょゃぇ つけ

ゃっお し おぇかっくょぇさ くぇ そせすぉけか
くうは ぇさしっくぇかしおう けすぉけさ – くっ 
きけあっ ょぇ こさけこせしくぇ ょ-さ ╆けさゅっ, 
おけえすけ, けしゃっく ょさせゅけすけ, ょぇゃぇ う 
きっょうちうくしおけ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ 
しこけさすくうすっ そうさきっくう しなしすっいぇ
くうは. ′ぇ きぇしぇすぇ こさっょ くぇし しすけう 
おせすうは てけおけかぇょけゃう ぉけくぉけくう, 
ょけくっしっくう こさっょう きぇかおけ けす 
ぇさしっくぇかっち, こけかせつうか しこってくぇ 
こけきけと. [ぇいぉうさぇき, つっ すせお っ 
けしすぇくぇかぇ しすぇさぇすぇ すさぇょうちうは 
ょぇ しっ ぉかぇゅけょぇさう しおさけきくけ, くけ 
けす しなさちっ, こぇさうすっ うかう ょさせゅう 
けぉかぇゅう, くはきぇす しすけえくけしす.
┿さしっくぇかしおうはす そっかょてっさ 

╀っかつけ ╆ぇたぇさうっゃ しなあぇかはゃぇ 
しぇきけ いぇ っょくけ – つっ こけくはおけゅぇ 
うきぇ しかせつぇう, こさう おけうすけ こさけし
すけ くっ きけあっ ょぇ しっ こけきけゅくっ. ╇ 
つけゃっおなす しう けすうゃぇ... ′け すけゃぇ 
っ つぇしす けす こさけそっしうはすぇ. ]なあぇ
かはゃぇ う いぇ けとっ くっとけ – つっ ゃ 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ゅさうあぇ
すぇ いぇ いょさぇゃっすけ くぇ たけさぇすぇ しっ 
おけきっさしうぇかういうさぇ う しうしすっきぇすぇ 
くぇ かっつっくうっ っ さぇいぉうすぇ, おけっすけ 
こけくはおけゅぇ しっ けおぇいゃぇ そぇすぇかくけ 
いぇ つけゃっおぇ ゃ くせあょぇ.
╁ „┿さしっくぇか” すけえ さぇぉけすう 

こけつすう ちはか あうゃけす, くけ くっ けし
すぇゃは さけょくけすけ ╉けくぇさっ, おなょっすけ 
しっ こさうぉうさぇ ゃしっおう ょっく. ╂けさ
ょっっ しっ し ょっちぇすぇ しう – きぇかおぇすぇ 
とっさおぇ ┿くう っ しなとけ ゃ „┿さしっ
くぇか”, ゃ ちっくすさぇかくけすけ しつっすけ
ゃけょしすゃけ. ╂けかはきぇすぇ っ せつう

すっかおぇ, くけ あうゃっっ ゃ ╀さのおしっか, 
いぇとけすけ しなこさせゅなす え さぇぉけすう 
ゃ ′┿〈¨. ╇きぇ ょゃぇきぇ ゃくせちう 
– おさなしすっくうはす くぇ ょはょけ しう, 
╀けあうょぇさ, う ょさせゅうはす – ╋ぇさ
すうく. ]なこさせゅぇすぇ っ ょうさっおすけさ 
くぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ くけきっさ 6 ゃ 
╉ぇいぇくかなお.
╉ぇすけ つけゃっお, おけえすけ いくぇっ うし

すうくしおぇすぇ しすけえくけしす くぇ くっとぇすぇ 
けす あうゃけすぇ, ╀っかつけ ╆ぇたぇさうっゃ 
くっ しう こけあっかぇゃぇ くうとけ ょさせゅけ, 
けしゃっく – いょさぇゃっ. ‶けあっかぇゃぇ ゅけ 
くぇ ゃしうつおう. ╇ くぇ きっく – きっさう 
きう おさなゃくけすけ いぇ ょけゃうあょぇくっ う 
こけょぇさはゃぇ せしきうゃおぇ, おぇおすけ くぇ 
ゃしっおう こぇちうっくす.
„〉ゃぇあぇゃぇす きっ きくけゅけ! ╇ ゃ 

ゅさぇょぇ きっ いくぇはす...”, おぇいゃぇ いぇ 
しっぉっ しう っょゃぇ ゃ おさぇは くぇ さぇい
ゅけゃけさぇ くう ╀っかつけ ╆ぇたぇさうっゃ, 
おけえすけ くぇゃさっきっすけ, おけゅぇすけ きけ
さぇかくうすっ くぇゅさぇょう うきぇたぇ しすけえ
くけしす いぇ たけさぇすぇ, ぉうか くぇゅさぇょっく 
し „¨すかうつくうお くぇ ╋うくうしすっさ
しすゃけすけ くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ” 
– „くけ すけゃぇ くはきぇ いくぇつっくうっ”, 
しおさけきくけ いぇゃなさてゃぇ さぇいおぇいぇ 
いぇ あうゃけすぇ しう-きうしうは, ぇさしっ
くぇかしおうはす ょけおすけさ ╆けさゅっ.     

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Снимки: Личен архив
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╉そ さちあみ せあ 2012 てちみいうあ おあ か みつせそ さあさうそ つか か つしとねうあしそ おそつかえあ う 《いはけせあてあ.
ぅか つひす せあつてそみてかしせあ おそ けせあて, くあ おあ つか つたあくうあて くあさそせけてか そて うつけねさけ. 

〉かちかおそうせけてか えけ ねあさあ 
えしそいあ おそ 150 しかうあ

- 〈けゃぇ かう ぉってっ くぇえ-せし
こってくぇすぇ ╁う ゅけょうくぇ ゃ あう
ゃけすぇ, ゅけしこけあけ ]すけはくけゃぇ, 
すなえ おぇすけ くっ ゃしはおぇ あっくぇ 
うきぇ つっしすすぇ ょぇ しっ いぇこうてっ ゃ 
うしすけさうはすぇ おぇすけ „こなさゃぇすぇ 
あっくぇ-おきっす くぇ けぉとうくぇ”. 
╆ゃせつう おぇすけ こなさゃぇすぇ あっ
くぇ-おけしきけくぇゃす, くぇこさうきっさ?
- ′っ しきはすぇき, つっ すけゃぇ  っ くは

おぇおなゃ おけえ いくぇっ おぇおなゃ いくぇきっ
くぇすっかっく せしこった ゃ きけは かうつっく 
あうゃけす. ┿おけ こけゅかっょくっき こさけ
そっしうけくぇかくけ, しうゅせさくけ - ょぇ. 
′け かうつくけ くっ しきはすぇき, つっ  すけゃぇ 
っ きけはす せしこった. ╋けはす せしこった 
ぉってっ つうしすけ かうつくけ ょぇ くぇきっさは 
しっきっえしすゃけすけ しう う ょぇ ゅけ うきぇき,  
ょぇ ゅけ こぇいは う ょぇ しきっ いぇっょくけ. 
〈けゃぇ っ きけはす せしこった - ょぇ くぇ
きっさは しっきっえしすゃけすけ しう. ╆ぇ
とけすけ うきぇき きくけゅけ こさうはすっかう, 
こけいくぇすう, おけうすけ くはきぇす すけゃぇ 
とぇしすうっ, くっ しぇ ゅけ くぇきっさうかう, 
しなょぉぇすぇ くっ ゅう っ ょけおけしくぇかぇ, 
くっ しぇ うきぇかう おなしきっすぇ う ゃうあ
ょぇき おけかおけ すけゃぇ うき かうこしゃぇ 
ゃ こさぇいくうちうすっ う ゃ くぇえ-たせぉぇ
ゃうすっ きけきっくすう. ┿い しなき ぉかぇ
ゅけょぇさくぇ, つっ しなき くぇきっさうかぇ 
きけは せしこった こさっい 1990 う 1991 
ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ しっ けきなあうた う 
おけゅぇすけ しっ さけょう ょなとっさは きう. 
〈けゃぇ ぉはたぇ くぇえ-おさういうしくうすっ 
ゅけょうくう いぇ しすさぇくぇすぇ, くけ すっ  
きう ょけくっしけたぇ きけは かうつっく せし
こった.

- ╉ぇおゃけ うしおぇすっ ょぇ けしすぇくっ 
ゃ しすぇさぇすぇ ゅけょうくぇ う おぇおゃけ 
ょぇ しう こさっくっしっすっ ゃ くけゃぇすぇ?
- ╇しおぇき ゃ しすぇさぇすぇ ゅけょうくぇ ょぇ 

けしすぇくぇす つうしすけ  かうつくけしすくうすっ う 
こぇさすうえくう ぉうすおう, おけうすけ ぉはたぇ 
ゃ すぇいう ゅけょうくぇ. 〈っ きう ょけくっ
しけたぇ きくけゅけ くっゅぇすうゃくう こさっ
あうゃはゃぇくうは, きくけゅけ っきけちうう, 
おけうすけ うしおぇき ょぇ いぇぉさぇゃは, ょぇ 
くっ しなき ゅう こさっあうゃはゃぇかぇ, くけ 
すぇおぇ うかう うくぇつっ きう しっ くぇかけ
あう ょぇ ゅう  こさっあうゃっは: おぇすけ いぇ
こけつくっき けす ぉうすおぇすぇ いぇ きけはすぇ 
おぇくょうょぇすせさぇ ゃ こぇさすうえくぇすぇ 
しすさせおすせさぇ. 〈けゃぇ ゅけ こさっあうゃはた 
ょけしすぇ すさせょくけ, すなえ おぇすけ くはきぇ
てっ さぇいぉうさぇすっかしすゃけ, ゃなこさっおう 
こさうゃうょくけすけ ょっおかぇさうさぇくっ くぇ 
すぇおけゃぇ. ]かっょ すけゃぇ しぇきぇすぇ うい
ぉけさくぇ ぉうすおぇ, ゃ おけはすけ うきぇてっ 
くっこけつすっくけしす, けこけさけつぇゃぇくっ 
こけ くはおぇおなゃ くぇつうく くぇ ゃけすぇ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ,  あっかぇくうっ くぇ 
くはおけう けす せつぇしすくうちうすっ ょぇ しっ 
けつっさくう っょうく つけゃっお: すけえ ょぇ 
っ すぇおなゃ, おぇおなゃすけ たぇさっしゃぇ くぇ 
すはた. ╁ すぇいう ぉうすおぇ つせた いぇ しっぉっ 
しう きくけゅけ くっとぇ, こけった きくけゅけ 
くっゅぇすうゃういなき う きう しっ うしおぇ 
すけゃぇ ょぇ ゅけ いぇぉさぇゃは う ょぇ くっ 
しっ こけゃすぇさは. ╃ぇゃぇき しう けぉぇつっ 
う しきっすおぇ, つっ し くっすなさこっくうっ 
とっ さぇぉけすは いぇ しゃなさてっおぇ くぇ 
すっいう つっすうさう ゅけょうくう う けすすせお 
くぇすぇすなお ょぇ くぇきっさは うしすうく
しおけすけ しう つけゃっておけ しこぇしっくうっ. 
′っ ぉうた しっ こけょかけあうかぇ くぇ すぇ
おなゃ すけさきけい こけ くうおぇおなゃ くぇ
つうく けとっ ゃっょくなあ. ╁ しきうしなか, 
つっ こけ くうおぇおなゃ くぇつうく  くっ ぉうた 
こさっあうゃはかぇ すぇおぇゃぇ こさっょうい
ぉけさくぇ ぉけさぉぇ けすくけゃけ, いぇとけすけ 
しきはすぇき, つっ すは きくけゅけ きっ けゅさぇ
ぉう う くはきぇ ょぇ きう ょぇょっ くうとけ. 

- ╃ぇ さぇいぉうさぇき かう しかっょ 
すっいう ╁ぇてう ょせきう, つっ おぇいゃぇ
すっ しかっょくけすけ: ゃ すっいう つっすう
さう ゅけょうくう とっ ょぇき ゃしうつおけ 
けす しっぉっ しう, ゃ しかっょゃぇとうすっ 
つっすうさう, けぉぇつっ, けすしすなこゃぇき 
くぇ くはおけえ ょさせゅ ょぇ けこうすぇ. 
- ╃ぇ, おぇいゃぇき ゅけ ゃ こさぇゃ すっおしす. 

〈っいう つっすうさう ゅけょうくう とっ ょぇき 
ぇぉしけかのすくけ ゃしうつおけ けす しっぉっ 
しう. 】っ ゅけ ょぇき つうしすけしなさょっつ
くけ, いぇさぇょう ゃしうつおう くぇょっあょう う 
けつぇおゃぇくうは くぇ たけさぇすぇ. ╇, ぇおけ 
きけゅぇ こけ くはおぇおなゃ くぇつうく ょぇ 
こけょさっょは ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ う 
けぉとうくぇすぇ, ょけおけかおけすけ しぇ きう  
ぇょきうくうしすさぇすうゃくけ ゃないきけあ

くけしすうすっ - ょぇ, とっ ゅけ くぇこさぇゃは, 
くけ くはきぇき くうおぇおなゃ ぇそうくうすっす 
おなき しかっょゃぇとう すぇおうゃぇ くぇつう
くぇくうは. 

- ╃ぇ さぇいぉうさぇき かう, つっ 
っょうく けす せさけちうすっ くぇ 2011-
すぇ いぇ ╁ぇし っ ぉうか すけいう: つっ 
こけかうすうおぇすぇ う ゃかぇしすすぇ くっ 
しぇ いぇ たけさぇ しなし しなさちぇ う 
うきぇとう こけ-ょさせゅう うょっぇかう 
いぇ あうゃけすぇ? 
- ╃ぇ, すけゃぇ っ っょうく きくけゅけ ゅけ

かはき せさけお...

- … つっ ゃかぇしすすぇ くっ っ いぇ ょけ
ぉさうすっ…
- ... いぇすけゃぇ ゅけ う けこさっょっかはき 

おぇすけ くっせしこった. ╆ぇとけすけ くっ 
しきはすぇき, つっ すけゃぇ しっ こけかぇゅぇ くぇ 
たけさぇすぇ, おけうすけ うしおぇす ょけぉさけ 
う うしおぇす ょぇ あうゃっはす ゃ ょけぉさけ. 
〈けゃぇ っ ょけしすぇ ゅけかはきけ さぇいけつぇ
さけゃぇくうっ… いぇ すぇおうゃぇ たけさぇ.

- ┿ おけっ っ くっとけすけ, おけっすけ 
うしおぇすっ ょぇ こさっくっしっすっ  ゃ 
くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ けす しすぇさぇすぇ?
- ‶さうはすっかしすゃけすけ くぇ ょけぉさう

すっ たけさぇ, おけうすけ けしすぇゃぇす けおけかけ 
きっく. ╄ょくけ けす たせぉぇゃうすっ くっとぇ, 
おけうすけ けしすぇゃぇす う ゃ くけゃぇすぇ ゅけ
ょうくぇ っ ょけぉさうはす っおうこ, おけえすけ 
さぇぉけすう し きっく こさっい こけしかっょくう
すっ ょゃっ ゅけょうくう, おけえすけ くっ きっ 
っ いぇぉさぇゃうか う こさけょなかあぇゃぇ
きっ ょぇ さぇぉけすうき いぇっょくけ. 〈けゃぇ 
しぇ たけさぇ, くぇ おけうすけ さぇいつうすぇき 
きくけゅけ. 〈っ きう くぇこさぇゃうたぇ う 
くっゃっさけはすくぇ ういくっくぇょぇ ゃ こけ
しかっょくうは さぇぉけすっく ょっく くぇ きう
くぇかぇ ゅけょうくぇ: ょけえょけたぇ すせお 

15 きうくせすう こさっょう おさぇは くぇ 
さぇぉけすくうは ょっく, こけょぇさうたぇ きう 
おけかっょくぇ いゃっいょぇ う きっ ういゃっ
ょけたぇ  くぇ っょくけ たせぉぇゃけ きはしすけ, 
ゅけゃけさうたきっ いぇ たせぉぇゃう くっとぇ. 

- ╉ぇおゃう しぇ しすさぇたけゃっすっ 
╁う いぇ すぇいう ゅけょうくぇ, ぇ う いぇ 
きぇくょぇすぇ ╁う くぇこさっょ? ′っ 
おさうっすっ けす くぇし, つっ ゃしなと
くけしす こけかけあっくうっすけ ゃ けぉ
とうくぇすぇ けすおなき そうくぇくしう 
くうおぇお くっ ょけぉさけ, つっ うきぇ 
きくけゅけ くっとぇ, おけうすけ くっ っ 
すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ しかせつぇす, 
くけ しぇ しっ しかせつうかう, つっ しすっ 
ゃ しうすせぇちうは, ゃ おけはすけ  しぇきけ 
ょけぉさう くぇきっさっくうは くっ ゃなさ
てぇす さぇぉけすぇ. 
- 〈けゃぇ っ くぇえ-ゅけかっきうはす きう 

しすさぇた, つっ おぇいぇくかなつぇくう くはきぇ 
ょぇ つぇおぇす くうっ ょぇ くぇゃぇおしゃぇ
きっ いぇゅせぉうすっ. 〈けゃぇ っ くっとけ
すけ, くぇ おけっすけ きくけゅけ すさせょくけ 

とっ けすおかうおくっき, いぇとけすけ くは
きぇきっ くうおぇおなゃ さっいっさゃ. ′うすけ 
きけあっき ょぇ こけかいゃぇきっ ぇゃぇくし 
けす しさっょしすゃぇ う すけゃぇ くっ くう 
ょぇゃぇ きうさぇ, ぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ, 
ゃ おけっすけ ゅけすゃうき ぉのょあっすぇ くぇ 
けぉとうくぇすぇ, すけゃぇ っ  きくけゅけ ゃぇ
あくけ. ╁うあょぇき おぇお しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ けすさっあっき きくけゅけ くぇかっあぇ
とう くっとぇ, おぇしぇっとう ょっすしおう う 
せつっぉくう いぇゃっょっくうは, しそっさう, ゃ  
おけうすけ いくぇき けすこさっょう う しっゅぇ, 
つっ しなしすけはくうっすけ くぇ しゅさぇょくうは 
そけくょ う きぇすっさうぇかくぇすぇ ぉぇいぇ 
っ けすつぇえゃぇとけ. ′け しっゅぇ すさはぉ
ゃぇ ょぇ ゃいっきっき すさせょくけすけ さっ
てっくうっ, ょぇ おぇあっき: くはきぇ ょぇ 

くぇこさぇゃうき くうとけ すせお, いぇとけすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ さぇいこかぇすうき くっとけ, 
おけっすけ ょなかあうき. ╂けかっきうはす 
おけきこさけきうし, おけえすけ とっ こさっょ
かけあぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
っ ょぇ  けしすぇくぇす くっせょけゃかっすゃけ
さっくう あっかぇくうはすぇ くぇ ゃしうつおう 
ょっすしおう ゅさぇょうくう, せつうかうとぇ , 
はしかう いぇ しきっすおぇ しぇきけ くぇ ょゃっ 
せつっぉくう いぇゃっょっくうは, おけうすけ とっ 
こけしけつうき ゃ ぉのょあっすぇ. 〈けゃぇ しぇ 
っょくぇ はしかぇ う っょくぇ ょっすしおぇ ゅさぇ
ょうくぇ, おぇすけ ちっかすぇ くう っ ぉうかぇ 
ょぇ くぇこさぇゃうき くぇえ- しこさぇゃっょ
かうゃうは う すけつっく こけょぉけさ. 〈けいう 
こけょぉけさ くぇこさぇゃうたきっ くうっ し 
さうしお ょぇ ぉなょっき けぉゃうくはゃぇくう. 
╆ぇすけゃぇ とっ こさっょかけあぇ くぇ しな
ゃっすくうちうすっ ょぇ しっ さっきけくすうさぇ 
しぇきけ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ょっすしおぇ 
ゅさぇょうくぇ おぇすけ こけしっとぇっきけしす う 
しゅさぇょっく そけくょ - ゅさぇょうくぇ わ9. 
〈ぇき とっ こさっょかけあうき ちはかけしすっく 
さっきけくす う っくっさゅうえくぇ っそっお

すうゃくけしす, しなとけすけ とっ くぇこさぇ
ゃうき う いぇ ょっすしおぇ はしかぇ わ4. 〈は 
っ ゃ けおぇはくけ しなしすけはくうっ. 〈けゃぇ 
しぇ きくけゅけ しさっょしすゃぇ, くけ しこけさっょ 
きっく こけ-しこさぇゃっょかうゃけ っ ょぇ くぇ
こさぇゃうき っょくけ くっとけ けす くぇつぇかけ 
ょけ おさぇえ, けすおけかおけすけ ょぇ せょけ
ゃかっすゃけさはゃぇきっ こさっょかけあっくうは 
くぇ ょうさっおすけさうすっ いぇ さっきけくすう, 
おけうすけ ゃないかういぇす くぇ しすけすうちう 
たうかはょう かっゃぇ, ぇ さっいせかすぇすなす 
とっ っ しぇきけ おさなこおう う つぇしすうつ
くう さっきけくすう. ╁しっおう つぇしすうつっく 
さっきけくす ゃけょう しかっょ しっぉっ くぇ 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ くぇかっあぇと  
ょさせゅ. ╆ぇすけゃぇ しっ くぇょはゃぇき くぇ 
さぇいぉうさぇくっ う すなさこっくうっ けす 
しすさぇくぇ くぇ しぇきうすっ うくしすうすせ
ちうう う くぇ ゅさぇあょぇくうすっ,  いぇ
すけゃぇ つっ くはきぇ ょぇ きけあっき ょぇ 
せょけゃかっすゃけさうき ゃしうつおけ. ╃させ
ゅけすけ こさうすっしくうすっかくけ くっとけ 
いぇ ぉのょあっすぇ っ くぇきぇかっくうっすけ 
くぇ ちっかっゃぇすぇ しせぉしうょうは いぇ おぇ
こうすぇかけゃう さぇいたけょう. ]せきぇすぇ 
っ しぇきけ  けおけかけ 300 たうかはょう 
かっゃぇ. 〈ぇき すさはぉゃぇ ょぇ こけしけつうき 
けぉっおすう, おけうすけ ょぇ しっ ういこなか
くはす, いぇすけゃぇ こけしけつゃぇきっ しぇきけ 
せかうちう. ╄ょくけ けす けしくけゃくうすっ くう 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ いぇ せかう
ちうすっ っ ょぇ くぇこさぇゃうき すぇおぇ, つっ 
しさっょしすゃぇすぇ, こさっょゃうょっくう いぇ 
すはた う けょけぉさっくう けす ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす, ょぇ しっ ういさぇいたけょ
ゃぇす ちっかっしなけぉさぇいくけ. 〈けっしす, 
おけゅぇすけ ぇしそぇかすうさぇきっ, ょぇ こけょ
きっくはきっ ゃしうつおう おけきせくうおぇちうう 
けすょけかせ. ╆くぇっすっ, つっ う ょゃぇすぇ 
くう ゅけかっきう おゃぇさすぇかぇ – ╆ぇこぇょ 
う ╇いすけお ゃっつっ しぇ さぇいおけこぇくう 
こけつすう くぇこなかくけ けす ╁う╉, くけ 
╁う╉ くっ ゃないしすぇくけゃはゃぇ  くうとけ. 
╆ぇすけゃぇ ぉなさいぇきっ ょぇ しう くぇこさぇ
ゃうき う ╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけ
ゅさぇきぇ いぇ すぇいう さっおけくしすさせおちうは 
くぇ せかうちうすっ う ょぇ しきっ くぇはしくけ 
おけう とっ こけしけつうき すけつくけ. ]かっょ 
すけゃぇ とっ くぇこさぇゃうき う しさっとぇ 
し ╁う╉ – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ いぇ しな
ゅかぇしせゃぇくっ くぇ ょゃっすっ くう ╇く
ゃっしすうちうけくくう こさけゅさぇきう. ¨す 
すはたくぇ しすさぇくぇ しなとけ ゅけ うきぇ 
ょけぉさけすけ あっかぇくうっ - ゃ ╇くゃっし
すうちうけくくぇすぇ しう こさけゅさぇきぇ いぇ 
2012 ゅ. いぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ いぇかけ
あぇす すけつくけ すっいう せかうちう, おけう
すけ くうっ しきっ こさっょゃうょうかう いぇ 
さっおけくしすさせおちうは. 『っかすぇ っ ょぇ 
こさぇゃうき くぇゃっょくなあ くっとぇすぇ. 
╆ぇ さっおけくしすさせおちうはすぇ くぇ せかう
ちう とっ いぇかけあうき しさっょしすゃぇ う けす 
きっしすくうすっ. ¨しくけゃくぇすぇ くう ちっか 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ いぇ せかうつくう 
さっおけくしすさせおちうう とっ しぇ せかうちう
すっ けす ちっくすさぇかくぇすぇ ゅさぇょしおぇ 
つぇしす -  きぇかおう せかうちう, くけ ゃ  
くっいぇゃうょくけ こけかけあっくうっ - おぇすけ 
せかうちぇ „╇ゃぇく ╁ぇいけゃ”, せか. „‶っ
すおけ ]すぇえくけゃ”, せか. „╂せさおけ” う 
ょさせゅう. ′っ きけあっき けす ちっくすなさぇ 
ょぇ ういかういぇきっ くぇこさぇゃけ ゃ こさっょ
ゅさぇょうはすぇ くぇ ゅさぇょぇ, おぇおゃけすけ っ 
しっゅぇてくけすけ しなしすけはくうっ. ╇きぇきっ 
けとっ っょくぇ ぇきぉうちうは いぇ さっおけく
しすさせおちうは - せかうちぇ „]すぇきぉけ
かうえしおう”, おけはすけ こけっきぇ くぇえ-
きくけゅけ けす けぉたけょくうは すさぇそうお 
う こさけっおすうさぇくっすけ くぇ ぃあくぇすぇ 
ょなゅぇ, おけはすけ おなき きけきっくすぇ っ 
いぇくっきぇさっくぇ. ¨おぇいゃぇ しっ, つっ 
ょけさう くはきぇ こさけっおす. 

¨こぇておぇ けす 300 000 ぉなかゅぇさう とっ うきぇ こさっょ ╋╁[ いぇさぇょう 
ういすっおかう かうつくう おぇさすう う こぇしこけさすう. ╉けかおけ しぇ すっ おなき 

きけきっくすぇ しぇきけ ゃ さぇえけくぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, くうおけえ くっ 
しっ くぇっきぇ ょぇ おぇあっ, いぇさぇょう こけしすけはくくぇすぇ こさけきはくぇ くぇ すっいう 
ょぇくくう.
《ぇおす っ, けぉぇつっ, つっ ゃ こなさゃうすっ ょっしっす ょくう くぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ  

しっさうけいくう けこぇておう こさっょ こぇしこけさすくぇすぇ しかせあぉぇ くぇ [‶〉 - ╉ぇ-
いぇくかなお くはきぇ. ′はきぇてっ う ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.
╃け おさぇは くぇ きっしっち きぇさす ゃしうつおう ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくう し 

ういすっおかう かうつくう ょけおせきっくすう すさはぉゃぇ ょぇ  ゅう こけょきっくはす し くけゃう. 
╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ ゅう つぇおぇ ゅかけぉぇ けす 30 ょけ 150 かっゃぇ. ¨し-
ゃっく すけゃぇ ぉなかゅぇさうすっ し くっゃぇかうょくう ょけおせきっくすう こけょかっあぇす くぇ 
ょさせゅう しぇくおちうう う くぇ けすおぇい ょぇ ぉなょぇす けぉしかせあっくう ゃなゃ ゃしうつおう 
ょなさあぇゃくう うくしすうすせちうう, おぇおすけ う ゃ ぉぇくおうすっ.
]こけさっょ ょぇくくう くぇ ╋╁[, 200 000 ょせてう すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす 

くけゃう ょけおせきっくすう ょけ おさぇは くぇ はくせぇさう. ╃させゅう くぇょ 100 000 
ょけおせきっくすう とっ しすぇくぇす くっゃぇかうょくう ゃ おさぇは くぇ そっゃさせぇさう. 
]なゅかぇしくけ ╆ぇおけくぇ, いぇはゃかっくうっ いぇ くけゃぇ かうつくぇ おぇさすぇ うかう 

こぇしこけさす ゃしっおう すさはぉゃぇ ょぇ こけょぇょっ きっしっち こさっょう ういすうつぇくっすけ 
くぇ ゃぇかうょくけしすすぇ くぇ しすぇさうすっ.
〈けゃぇ しっ くぇかぇゅぇ, いぇ ょぇ きけゅぇす ょけおせきっくすうすっ ょぇ ぉなょぇす こけょ-

くけゃっくう う し けぉうおくけゃっくぇ こけさなつおぇ いぇ 30 ょくう, すぇおぇ つっ たけさぇ-
すぇ ょぇ くっ けしすぇゃぇす ぉっい かうつくぇ おぇさすぇ うかう こぇしこけさす. ¨す ╋╁[ 
こさうこけきくはす, つっ し ぉっかっあおぇ, つっ しう こけょぇか いぇはゃかっくうっ いぇ くけゃう 
ょけおせきっくすう, きけあっ ょぇ しっ かっゅうすうきうさぇて こさっょ ╋╁[, くけ くうおけは 
ぉぇくおぇ, そうさきぇ うかう うくしすうすせちうは くはきぇ ょぇ ういゃなさてう せしかせゅぇ くぇ 
ぉなかゅぇさうく ぉっい ゃぇかうょっく ょけおせきっくす. 
¨す すぇき ょけこなかゃぇす, つっ こさう けこぇておう うかう しすさせこゃぇくっ くぇ きくけゅけ 

たけさぇ こさっょ [‶〉 きけあっ ょぇ うきぇ けすくけゃけ せょなかあぇゃぇくっ くぇ さぇぉけす-
くけすけ ゃさっきっ うかう しうしすっきぇ し ういょぇゃぇくっ くぇ くけきっさ う いぇこぇいゃぇくっ 

くぇ さっょ いぇ ょっく うかう ょゃぇ くぇこさっょ. 
╇いょぇゃぇくっすけ くぇ くけゃうすっ ぉなかゅぇさしおうすっ かうつくう ょけおせきっくすう 

しすぇさすうさぇ くぇ 29 きぇさす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈っいう けす しすぇさうは けぉ-
さぇいっち とっ ゃぇあぇす ゃ しすさぇくぇすぇ う ゃ ╄] ょけ おさぇは くぇ すはたくぇすぇ 
ゃぇかうょくけしす.
╁ しなとけすけ ゃさっきっ, けすくけゃけ こけ ょぇくくう くぇ ╋╁[, しすぇゃぇ はしくけ, つっ 

ゃぇかうょくけしすすぇ くぇ こぇしこけさすぇ いぇ ょっちぇ っ 5 ゅけょうくう う ゃっつっ うきぇ 
たうかはょう ぉなかゅぇさつっすぇ ゃ つせあぉうくぇ し くっさっょけゃくう ょけおせきっくすう. 〉 
くぇし ぉさけはす うき しなとけ くっ っ きぇかなお, ぇ さけょうすっかうすっ くっ しぇ ゃなさ-
くぇかう ゃ いぇおけくけゃうは しさけお こぇしこけさすうすっ くぇ ょっちぇすぇ しう ゃ こけかう-
ちうはすぇ.  
]かせあうすっかうすっ ゃ [‶〉 けつぇおゃぇす けこぇておう, すなえ おぇすけ, けしゃっく うい-

すうつぇとうすっ ょけおせきっくすう, うきぇ たうかはょう ぉなかゅぇさう し こさけきっくっくう 
うきっくぇ う ぇょさっしう. ]こけさっょ いぇおけくぇ, ゃ さぇきおうすっ くぇ 30 ょくう しかっょ 
こさけきはくぇ ょけおせきっくすなす いぇ しぇきけかうつくけしす しなとけ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ 
こけょきっくっく. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ けすくけゃけ うきぇ ゅかけぉぇ. 
╃け おさぇは くぇ きぇさす けす ╋╁[ とっ ういこさぇすはす こうしきぇ う とっ さぇいょぇ-

ょぇす くぇ こけかうちぇうすっ しこうしなちう し うきっくぇ くぇ たけさぇ, おけうすけ こけゃっつっ 
けす 6 きっしっちぇ しかっょ ういすうつぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすうすっ うき くっ しぇ ゅう 
こけょきっくうかう. ╂けかはきぇ つぇしす けす すっいう たけさぇ しぇ ぉなかゅぇさう, いぇきう-
くぇかう ゃ つせあぉうくぇ, おけうすけ くっ しぇ こけょぇかう きけかぉう いぇ こけょきはくぇ. 
“╇いょぇゃぇくっすけ くぇ くけゃ きっあょせくぇさけょっく こぇしこけさす くっ っ いぇょなかあう-
すっかくけ, くけ ゃさなとぇくっすけ きせ - ょぇ, う すけ ゃ さぇきおうすっ くぇ 30 ょくう, 
ょけさう う くけゃ ょぇ くっ しっ ゃぇょう”, けぉはしくうたぇ けとっ けす ╋╁[. ┿おけ すけいう 
しさけお くっ しっ しこぇいう, しなとけ うきぇ ゅかけぉぇ. 
¨す すぇき ょけこなかくうたぇ, つっ こけょきはくぇすぇ くぇ しすぇさうすっ ょけおせきっくすう 

し くけゃう いぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ つせあぉうくぇ きけあっ ょぇ しすぇくっ ゃなゃ ゃしはおけ 
ぉなかゅぇさしおけ こけしけかしすゃけ ゃ つせあょぇ しすさぇくぇ. ]さけおけゃっすっ けぉぇつっ しぇ 
きぇかおけ こけ-ょなかゅう. 

    ぅくぇ 〈さうそけくけゃぇ
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Опашките пред ТЕЛК-овете са нещо нормално
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‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ すは いぇこうしぇ うきっすけ しう ゃ うしすけさうはすぇ くぇ きっしすくけすけ しぇきけせこさぇ
ゃかっくうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ こなさゃぇすぇ あっくぇ, しすぇくぇかぇ おきっす くぇ けぉとうくぇすぇ. ‶さっょう くっは 
けこうすう くぇこさぇゃうたぇ けとっ ょゃっ しきっかう あっくう, くけ くうすけ っょくぇ くっ せしこは.  
╇いきうくぇかぇすぇ  2011 ゅけょうくぇ ぉっ  ゃぇあくぇ ゃ あうゃけすぇ くぇ  くけゃうは おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, くけ 

ゃ こなさゃうすっ ょくう くぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ こさっょこけつっすけたきっ し  くっは ょぇ さぇいゅけゃぇさはきっ  けすおさけゃっ
くけ いぇ すさせょくけしすうすっ, おぇこぇくうすっ, こさけぉかっきうすっ, しすさぇたけゃっすっ, こかぇくけゃっすっ, くぇょっあょうすっ う 
きっつすうすっ – いぇ  くっは しぇきぇすぇ う いぇ あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
‶なさゃぇすぇ こけかうつぉぇ いぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお しっ けおぇいぇ, つっ っ いょさぇ

ゃっすけ - すけゃぇ っ ういすっゅかうかぇ けす くけゃけゅけょうてくぇすぇ ぉぇくうちぇ し おなしきっすう ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
‶さういくぇゃぇ,  つっ くはきぇ くうとけ こけ-ゃぇあくけ けす すけゃぇ う うしおさっくけ ゅけ あっかぇっ くぇ ゃしっおう. 

‶さっい こけしかっょくうすっ ょゃぇ きっしっちぇ くぇ きうくぇかぇ-
すぇ ゅけょうくぇ, こけ ゃさっきっ くぇ ょっぉぇすぇ いぇ こっく-

しうけくくぇすぇ さっそけさきぇ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ こさぇ-
ゃうすっかしすゃけすけ ういさぇいうたぇ きくっくうっ, つっ すけいう ぉさけえ 
っ こさっおぇかっくけ ゃうしけお う つっ おけくすさけかなす ゃなさたせ 
ういょぇゃぇくっすけ くぇ さってっくうはすぇ いぇ くぇきぇかっくぇ さぇ-
ぉけすけしこけしけぉくけしす すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ いぇすっゅくぇす. 
╃させゅ しっさうけいっく きけすうゃ ぉっ う ょっそうちうすなす ゃ ′¨╇ 
う こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ おぇすけ ちはかけ.
╋ぇおぇさ う ゃ けすしなしすゃうっすけ くぇ しうくょうおぇすうすっ, 

]なゃっすなす いぇ すさうしすさぇくくけ しなすさせょくうつっしすゃけ いぇ-
こけつくぇ けぉしなあょぇくっすけ くぇ うょっはすぇ いぇ こさったゃなさ-
かはくっ くぇ 〈╄╊╉- おけきうしううすっ いぇ っおしこっさすういぇ くぇ 
さぇぉけすけしこけしけぉくけしす おなき ′ぇちうけくぇかくうは けしうゅせ-
さうすっかっく うくしすうすせす. 
 ╁ しなとけすけ ゃさっきっ かっおぇさうすっ けす っおしこっさすくう-

すっ おけきうしうう しっ けぉはゃうたぇ こさけすうゃ すぇいう うょっは う 
こさっょせこさっょうたぇ, つっ すけゃぇ っ くぇつうく いぇ けおぇいゃぇくっ 
くぇ くぇすうしお ゃなさたせ すはた こさう ういょぇゃぇくっ くぇ さってっ-
くうはすぇ いぇ たけさぇすぇ し せゃさっあょぇくうは. 
╃なかゅけゅけょうてくう きっょうちう けす 〈╄╊╉-けゃっすっ しぇ 

おぇすっゅけさうつくう, つっ ぉさけはす くぇ うくゃぇかうょくうすっ こっく-
しうう いぇ たけさぇすぇ ゃ さぇぉけすけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす くっ 
っ こけ-ゃうしけお けす しさっょくけすけ いぇ ╄ゃさけこぇ う くっ すっあう 
すけかおけゃぇ くぇ ′¨╇. 
 ╁ しなとけすけ ゃさっきっ かっおぇさうすっ くっ おさうはす う そぇ-

おすぇ, つっ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ぉさけはす くぇ たけさぇ-
すぇ, くせあょぇっとう しっ う こけかせつぇゃぇとう うくゃぇかうょくう 
こっくしうう, さぇしすっ くっこさっおなしくぇすけ. ‶さうつうくうすっ しぇ 
きくけゅけ: かけてうはす いょさぇゃっく しすぇすせし くぇ くぇしっかっくう-
っすけ, いぇくっきぇさっくぇすぇ こさけそうかぇおすうおぇ, „おぇこぇくう-
すっ” くぇ いょさぇゃくぇすぇ さっそけさきぇ う くっこさっおなしくぇすけ 
さぇしすはとうはす ぉさけえ くぇ けくおけかけゅうつくう う ょさせゅう 
しっさうけいくう いぇぉけかはゃぇくうは, おけうすけ こさうくせあょぇゃぇす 
たけさぇすぇ ょぇ しすうゅくぇす ょけ 〈╄╊╉-けゃっすっ. 
]こけさっょ ょぇくくうすっ くぇ しすぇすうしすうおぇすぇ, こけ こけ-

おぇいぇすっかは „うくゃぇかうょくう こっくしうう”, ういこかぇとぇくう 
くぇ ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ, しすさぇくぇすぇ くう っ こけょ 
しさっょくけすけ いぇ しゃっすぇ くうゃけ. 
¨おぇいゃぇ しっ, けぉぇつっ, つっ うくゃぇかうょくうすっ こっくしうう 

う さぇしすはとうはす うき ぉさけえ くっ しぇ しぇきけ ぉなかゅぇさしおう 
こさけぉかっき. ] くっゅけ しっ しぉかなしおゃぇす ょなさあぇゃうすっ, 
ゃ おけうすけ しっ こけゃうてぇゃぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしう-
けくうさぇくっ, う すけゃぇ っ くぇつうく すは ょぇ しっ いぇけぉうおけ-
かう. ‶け-しすさけゅうすっ こさぇゃうかぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ  
しなとけ ょけこさうくぇしはす いぇ すなさしっくっ くぇ ゃぇさうぇくすう いぇ 
うくゃぇかうょくう こっくしうう, おけっすけ こなお けす しゃけは しすさぇ-
くぇ こけさぇあょぇ おせこ  ょさせゅう こさけぉかっきう しかっょ しっぉっ 
しう. ′っ っ いぇ こさっくっぉさっゅゃぇくっ う そぇおすなす,  つっ こけ-
かせつぇすっかうすっ くぇ うくゃぇかうょくう こっくしうう こけかいゃぇす 
しっさうけいくう ょぇくなつくう けぉかっおつっくうは, ぇ し こけしかっょ-
くうすっ こさけきっくう ゃ いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ こけ けすくけ-
てっくうっ くぇ こさぇゃぇすぇ くぇ つけゃっおぇ けゅさぇくうつっくうは-
すぇ いぇ さぇぉけすぇ くっ しぇ すけかおけゃぇ しすさけゅう, おぇおゃうすけ 
ぉはたぇ こさっょう ゅけょうくう. 
]こさぇゃおぇ くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ こけおぇいゃぇ, つっ ょけ 

くぇつぇかけすけ くぇ こさけきっくうすっ こさっい 1990 ゅけょうくぇ う 
ちはかけ ょっしっすうかっすうっ しかっょ すけゃぇ ょっかなす くぇ うくゃぇ-
かうょくうすっ こっくしうう っ けす けおけかけ 8-9 くぇ しすけ. ]かっょ 
2000-すぇ ゅけょうくぇ, けぉぇつっ, うきぇ さはいおけ せゃっかうつっ-
くうっ くぇ すけいう ゃうょ こっくしうう ょけ くうゃけ けす 17-18 くぇ 
しすけ けす けぉとうは ぉさけえ くぇ こっくしううすっ.
╄おしこっさすう こけ すさせょけゃけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ う 

ょなかゅけゅけょうてくう しこっちうぇかうしすう  ゃ こけょっかっくうはすぇ 
くぇ ′¨╇ すゃなさょはす, つっ すけゃぇ せゃっかうつっくうっ くっ っ 
すけかおけゃぇ しすさぇてくけ, すけ しっ ょなかあう くぇ くはおけかおけ  
けぉっおすうゃくう こさうつうくう: けす くぇつぇかけすけ くぇ さっそけさ-
きぇすぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうは っ せゃっかうつっくぇ し こっす 
ゅけょうくう, ぇ おけかおけすけ こけ-ゃうしけおぇ しすぇゃぇ ゃないさぇし-
すすぇ いぇ こっくしうは, すけかおけゃぇ こけゃっつっ しっ せゃっかうつぇゃぇ 
さうしおなす けす うくゃぇかうょういぇちうは. ╃けおぇいぇくけ っ, つっ 
こさう あっくぇ ょけ 55 ゅけょうくう さうしおなす けす うくゃぇかう-
ょういぇちうは っ こけ-きぇかなお, くけ こさう あっくぇ きっあょせ 55 

う 60 ゅけょうくぇ くぇさぇしすゃぇ. 〈けっしす, ぇおけ しっ ゃょうゅくっ  
ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうは ょけ 70 ゅけょうくう,  すけ ぉう 
ぉうかけ かけゅうつくけ 50 くぇ しすけ ょぇ しぇ うくゃぇかうょくう-
すっ こっくしうう, こさう すけゃぇ こけ しなゃしっき けぉっおすうゃくう 
こさうつうくう.  
] ょさせゅぇ すっいぇ しぇ かっおぇさうすっ けす 〈╄╊╉-けゃっすっ: 

しこけさっょ すはた ゃなゃっょっくうすっ こさっょう  7 ゅけょうくう きっさ-
おう いぇ おけくすさけか ゃ すっいう おけきうしうう しぇ っそっおすうゃくう 
おなき きけきっくすぇ う こけ すぇいう こさうつうくぇ しつうすぇす, つっ 
くっ っ くせあくけ 〈╄╊╉-けゃっすっ ょぇ こさっきうくぇゃぇす おなき 
′¨╇. ‶さうつうくぇすぇ: う しっゅぇ ゃ 〈╄╊╉-おけきうしううすっ 
うきぇ こさっょしすぇゃうすっか くぇ ′¨╇. ╇ ゃ きけきっくすぇ ゃ 
′¨╇ しっ  こさっゅかっあょぇす けす しこっちうぇかくぇ すさうつかっく-
くぇ おけきうしうは  ょけおせきっくすうすっ くぇ ゃしっおう うくゃぇかうょ 
う おぇくょうょぇすしすゃぇと いぇ すぇおぇゃぇ こっくしうは. ]こけさっょ 
かっおぇさうすっ, ゃ すぇいう しうすせぇちうは っょうくしすゃっくうはす 
さっぇかっく ゃぇさうぇくす ょぇ ぉなょっ くぇきぇかっく ぉさけはす くぇ 
うくゃぇかうょうすっ っ たけさぇすぇ ゃ こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす 
ょぇ くっ ぉなょぇす こさっゅかっあょぇくう けす 〈╄╊╉ う ょぇ ぉな-
ょぇす けおぇつっしすゃはゃぇくう おぇすけ うくゃぇかうょう, ぇ こさけしすけ 
ょぇ きうくぇゃぇす ゃ っょくぇ きっょうおけ-しけちうぇかくぇ おけきう-
しうは おなき ┿ゅっくちうはすぇ いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇ-
くっ う すぇき ょぇ しっ けこさっょっかう けす かっおぇさ, しけちうぇかっく 
さぇぉけすくうお うかう ょさせゅけ かうちっ うきぇ かう くせあょぇ すけいう 
つけゃっお けす くはおぇおゃぇ しけちうぇかくぇ こけきけと. 
‶さけぉかっきなす うくゃぇかうょくう こっくしうう, けぉぇつっ, うきぇ 

う ょさせゅぇ しすさぇくぇ: いぇ くっは ぇかぇさきうさぇす う こけすなさ-
こっゃてう, う かっおぇさう. 
¨おぇいゃぇ しっ, つっ しっゅぇてくうはす くぇつうく くぇ けちっくは-

ゃぇくっ くぇ くぇきぇかっくぇすぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす くぇ 
ょぇょっく つけゃっお っ こけさけつっく, すなえ おぇすけ しっ けちっくは-
ゃぇ しこさはきけ いょさぇゃうは つけゃっお, ぇ くっ しこさはきけ おけく-
おさっすくうすっ こさけそっしうけくぇかくう いぇょなかあっくうは くぇ 
すけいう つけゃっお う ょけおけかおけ すけえ とっ きけあっ ょぇ ゅう 
ういこなかくはゃぇ. ╄すけ う っょうく こさうきっさ: ぇおけ こさっこけ-
ょぇゃぇすっか ゃ せくうゃっさしうすっす うきぇ いぇぉけかはゃぇくっ くぇ 
けこけさくけ-ょゃうゅぇすっかくうは ぇこぇさぇす, すけ すけゃぇ くはきぇ 
ょぇ  しっ けすさぇいう くぇ くっゅけゃうは おぇこぇちうすっす ょぇ せこ-
さぇあくはゃぇ こさけそっしうはすぇ しう, くけ ぇおけ いぇぉけかはゃぇ-
くっすけ っ くぇ いさっくうっすけ, すけ すけゃぇ ゃっつっ っ しっさうけいっく 
こさけぉかっき.
╉ぇすけ ぇくぇたさけくういなき くぇ いょさぇゃくぇすぇ くう しうしすっ-

きぇ こけ けすくけてっくうっ くぇ 〈╄╊╉-おけゃっすっ しっ けすつうすぇ 
う すけゃぇ, つっ うきぇ ょけしすぇ いぇぉけかはゃぇくうは, おけうすけ 
くぇきぇかはゃぇす くぇ こさぇおすうおぇ すゃなさょっ しっさうけいくけ, 
きぇおぇさ う こけょ 50%, さぇぉけすけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ  
たけさぇすぇ. ‶さう すぇおなゃ こさけちっくす, けぉぇつっ, しなゅかぇし-
くけ くぇてっすけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ, すっ くはきぇす こさぇゃけ 
くぇ うくゃぇかうょくぇ こっくしうは. 《ぇおす, おけえすけ しっ こさう-
っきぇ いぇ ょけしすぇ くっしこさぇゃっょかうゃ. ]っゅぇ ぉけかくう し 
こけょけぉくう こさけちっくすう くぇ くぇきぇかっくぇ さぇぉけすけしこけ-
しけぉくけしす う せゃさっあょぇくうは くっ こけかせつぇゃぇす くうおぇお-
ゃう こぇさう けす しうしすっきぇすぇ. 
]なゃしっき けすょっかっく っ ゃなこさけしなす いぇ おけさせこちうは-

すぇ, いぇゅせぉっくけすけ ゃさっきっ, ぇ こけくはおけゅぇ う しせぉっお-
すうゃくうは こけょたけょ. 
╃ぇかう, けぉぇつっ, きぇかおけすけ ゃさっきっ, おけっすけ おぇぉう-

くっすなす くぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ しう ょぇゃぇ いぇ すぇいう 
きぇとぇぉくぇ こけ そうかけしけそうはすぇ しう  こさけきはくぇ, ぇ う 
おぇすけ しすさせおすせさぇ, とっ せしこっっ ょぇ ょぇょっ しこさぇゃっょ-
かうゃ けすゅけゃけさ くぇ ゃしうつおう すっいう ゃなこさけしう う ょぇ ゅう 
ういつうしすう おぇすけ こさけぉかっきう くぇ しうしすっきぇすぇ,  とっ 
こけおぇあっ ゃさっきっすけ. 
╋なかつぇくうっすけ こけ すっきぇすぇ ゃ こなさゃうすっ ょくう くぇ 

くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ, けぉぇつっ, くっ けいくぇつぇゃぇ くうとけ 
ょさせゅけ けしゃっく, つっ さってっくうっすけ う こけ すけいう ゃぇ-
あっく いぇ ゅさぇあょぇくうすっ ゃなこさけし とっ しっ ゃいっきっ ゃ  
12 ぉっい こっす. ╉ぇおすけ ぉってっ こけしすぇゃっく う ゃなこさけ-
しなす いぇ こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ. ╉けっすけ くはきぇ ょぇ 
ょけゃっょっ ょけ くうとけ ょけぉさけ. ╇ ゃ すけいう こけさっょっく, いぇ 
しなあぇかっくうっ, しかせつぇえ. 

                              
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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13 はくせぇさう - ‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ おうくけすけ;  - ‶さけあっおすうさぇく っ こなさゃうはす ぉなか-
ゅぇさしおう うゅさぇかっく そうかき „╀なかゅぇさぇく っ ゅぇかぇくす“ くぇ ╁ぇしうか ╂っくょけゃ; 

- ‶さけゃっょっくう しぇ こさっいうょっくすしおう ういぉけさう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╆ぇ 
こさっいうょっくす っ ういぉさぇく ╅っかぬけ ╅っかっゃ, いぇ ゃうちっこさっいうょっくす - ╀かぇゅぇ 
╃うきうすさけゃぇ;  - ]かせあぉぇすぇ ゃ させしおぇすぇ ぇさきうは っ しなおさぇすっくぇ けす 
25 くぇ 6 ゅけょうくう.
14 はくせぇさう - ]ゃ. ′うくぇ. 『うゅぇくしおぇ ′けゃぇ ゅけょうくぇ - ╀ぇくゅけ 

╁ぇしうか;  - ′ぇつぇかけ くぇ おけしきうつっしおぇすぇ こけとぇ - こうしきぇ う ゃっしす-
くうちう しぇ ょけしすぇゃっくう くぇ おけしきうつっしおうは おけさぇぉ “]けのい-4” くぇ かっすっちぇ-
おけしきけくぇゃす くぇ ]]][ ╁かぇょうきうさ 【ぇすぇかけゃ けす おけさぇぉぇ “]けのい-5”.
15 はくせぇさう -  - [けょっく っ ╃うきうすなさ ‶ぇこぇいけゃ - おぇいぇくかなて-

おう う こかけゃょうゃしおう すなさゅけゃっち う うくょせしすさうぇかっち, けしくけゃぇか いぇっょくけ し 
ぉさぇす しう ╀けすぬけ ‶ぇこぇいけゃ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ すなさゅけゃしおぇ おなとぇ いぇ 
っおしこけさす くぇ さけいけゃけ きáしかけ し こさっょしすぇゃうすっかしすゃぇ ゃ ╆ぇこぇょくぇ ╄ゃさけ-
こぇ;  - ‶さけゃっあょぇ しっ こなさゃうはす きっあょせゅさぇょしおう すっかっそけくっく 
さぇいゅけゃけさ ゃ ╀なかゅぇさうは /]けそうは-‶かけゃょうゃ/.
16 はくせぇさう - 』っしすくう ゃっさうゅう くぇ ]ゃ. ┿こけしすけか ‶っすなさ - ぃあう-

ちう うかう ╁っさうあうちう;  - ╋ぇえおなか ╃あっおしなく - くけゃけういゅさはかぇすぇ 
いゃっいょぇ くぇ こけこきせいうおぇすぇ, こけかせつぇゃぇ 9 くぇゅさぇょう “╂さぇきう”.
17 はくせぇさう - ‶けつうすぇ しっ こさっこけょけぉくう ┿くすけくうえ ╁っかうおう 

- ┿くすけくけゃょっく;  - ╁ ]ゃうとけゃ っ けしくけゃぇくけ こなさゃけすけ ぉなか-
ゅぇさしおけ つうすぇかうとっ;  - ┿くょさの 》ぇかうょぇえ こぇすっくすけゃぇ こなさゃうは 
ゃなあっく かうそす;  - ╁ ┿さういけくぇ っ けすおさうす くぇえ-ゅけかっきうはす おぇおすせし 
ゃ しゃっすぇ, ゃうしけお 17 き う 65 しき.
18 はくせぇさう - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ. ┿すぇくぇしうえ - ┿すぇくぇしけゃょっく. 

┿すぇくぇし - けす ゅさなちおう けいくぇつぇゃぇ “ぉっいしきなさすっく”;  - ╆ぇ こなさゃう 
こなす /ゃ 》けかぇくょうは/ っ ういこけかいゃぇく ょっすっおすけさなす くぇ かなあぇすぇ.
19 はくせぇさう -  - [けょっく っ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ - ゃけっくっく きう-

くうしすなさ, けしくけゃぇすっか くぇ ╃╁《 ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょく. “┿さしっくぇか”;  
- ] 〉おぇい わ11 っ しそけさきうさぇく 23-すう こったけすっく 【うこつっくしおう こけかお; 

 - ╁ ‶ぇさうあ っ こぇすっくすけゃぇくぇ くっけくけゃぇすぇ さっおかぇきくぇ すぇぉっかぇ.
20 はくせぇさう - ‶けつうすぇす しっ こさっこけょけぉくう ╄ゃすうきうえ ╁っかうおう う ]ゃっ-

すう ╄ゃすうきうえ, こぇすさうぇさた 〈なさくけゃしおう. ╄ゃすうき - けす ゅさ. けいく. “ぉかぇゅけ-
こけたゃぇかっく”;  - ╇いかういぇ ぉさ.1 くぇ ゃ. “[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ゃ ╉ぇいぇく-
かなお;  - [けょっく っ させしおうはす せつっく-っくちうおかけこっょうしす ╃きうすさうえ 
╋っくょっかっっゃ.
21 はくせぇさう - ‶さっこ. ╋ぇおしうき ╇いこけゃっょくうお. ╋ぇおしうき - けす かぇす. 

けいく. “くぇえ-ゃっかうお”;  ╃っく くぇ さけょうかくぇすぇ こけきけと - こさぇいくせゃぇ 
しっ けす 1951 ゅ.; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ こさっゅさなょおぇすぇ;  
- ╅けいっそ ╂うかけすéく こさっょかぇゅぇ しゃけは せさっょ いぇ けぉっいゅかぇゃはゃぇくっ, うい-
すなおゃぇえおう くっゅけゃぇすぇ “たせきぇくくけしす”, すなえ おぇすけ ゃけょっか ょけ きうゅくけゃっ-
くぇ う ぉっいぉけかっいくっくぇ しきなさす;  - ╁ ╋のさっく /【ゃっえちぇさうは/ しっ 
こさけゃっあょぇす こなさゃうすっ けそうちうぇかくう しなしすっいぇくうは こけ しおう-ぇかこうえしおう 
ょうしちうこかうくう;  - 〉きうさぇ ╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ; - 〉きうさぇ 
╋うさつけ ‶けこけゃ - せつうすっか, しぇさぇすくうお くぇ ╁ぇしうか ╊っゃしおう.
22 はくせぇさう -  - ╁ ┿くゅかうは っ けすおさうす きっすけょ いぇ うきせくういぇちうは 

しさっとせ ょっすしおう こぇさぇかうつ;  - ]ゃけは こさなゃ こけかっす し こなすくうちう 
くぇ ぉけさょぇ ういゃなさてゃぇ くけゃうはす ぇきっさうおぇくしおう しせこっさしぇきけかっす “╀けうくゅ 
747”, いぇ 6 つ. 30 きうく. ういきうくぇゃぇ さぇいしすけはくうっすけ けす ′の ╈けさお ょけ 
╊けくょけく.
23 はくせぇさう -  - ╁うしてっすけ せつうかうとっ ゃ ]けそうは しっ こさっせさっあ-

ょぇ ゃ せくうゃっさしうすっす - “]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう”.
24 はくせぇさう -  - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく ╂っけさゅう ╀ぇすぇおかうっゃ 

- こさっゃけょぇつ, こさっこけょぇゃぇすっか, おけさっおすけさ う さっょぇおすけさ ゃ ╀┿′. ‶さっ-
ゃっあょぇ ̈ きうさ, ̈ ゃうょうえ, ┿こせかっえ, ╁っさゅうかうえ う ょさ.;  - ‶っすさけゅ-
さぇょ っ こさっうきっくせゃぇく くぇ ╊っくうくゅさぇょ, けす 1991 ゅ. ゅさぇょなす しっ くぇさうつぇ 
]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ.
25 はくせぇさう - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ. ╂さうゅけさうえ ╀けゅけしかけゃ. ╂さう-

ゅけさけゃょっく うかう ╆うきっく ╂っさゅぬけゃょっく. ╂さうゅけさ けす ゅさ. けいく. “ぉけょなさ-
しすゃぇと”; ╃っく くぇ ╀′╀; ╃っく くぇ ╀′[;  - ╆ぇ こなさゃう こなす 
っ ういこなかくっく “]ゃぇすぉっくうはす きぇさて” くぇ ╋っくょっかしけく;  - ╁なゃ 
╁ぇかっくしうは っ こけおぇいぇくぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ おなさこぇ ゃ しゃっすぇ し さぇいきっさう 
9.4 き くぇ 14.46 き う すっゅかけ 67 おゅ.
26 はくせぇさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きうすくうちうすっ.  - 

]なゃっすしおうすっ ゃけえしおう けしゃけぉけあょぇゃぇす こけかしおうは かぇゅっさ くぇ しきなさすすぇ 
┿せてゃうち, おなょっすけ しぇ せぉうすう くぇょ 1 きかく. ょせてう;  -  〉つさっょっく っ 
╇くおぇ-おかせぉ /おかせぉ くぇ おぇいぇくかなておうすっ うくすっかっおすせぇかちう/ ゃ ]けそうは; 

 - ‶なさゃぇすぇ おけこおぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇ-
いうは ゃ ╉ぇいぇくかなお.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈けえ っ けす けくっいう ぇさしっくぇかしおう ゃっすっさぇくう, いぇ おけうすけ っ 
すさせょくけ ょぇ ょけこせしくって, つっ ゃっつっ しぇ つぇしす けす きうくぇかけ-

すけ, けす うしすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ, ぇ くっ つぇしす けす くぇしすけはとっ-
すけ. ‶さうつうくぇすぇ – こさけょなかあぇゃぇ ょぇ っ ゃしっ すぇおぇ ぇおすうゃっく, 
くっいぇゃうしうきけ, つっ くっ しすぇゃぇ てせき けす すけゃぇ. ‶さういくぇゃぇ, つっ 
こけ こさうくちうこ てせきけすっゃうちぇすぇ けおけかけ くっゅけ くうおけゅぇ くっ ゅけ っ 
さぇょゃぇかぇ, くうすけ きせ っ こさうしなとぇ. 
〈けえ っ けす けくっいう ╇ゃぇくけゃちう, いぇ おけうすけ こさうおぇいおぇすぇ „けす 

おぇか ょぇ っ, ╇ゃぇく ょぇ っ” くっ ゃぇあう. ‶さけしすけ いぇとけすけ しゃっすう 
しなし しけぉしすゃっくぇ しゃっすかうくぇ う けすょぇゃくぇ っ こさっゃなさくぇか  うきっ-
すけ しう ゃ しゃけは っきぉかっきぇ.
╋ぇおぇさ ょぇ うきぇ しうかくけ っゅけ, くっ けぉうつぇ けおけかけ くっゅけ ょぇ しっ 

てせきう. ╆ぇすけゃぇ う くぇ こさぇおすうおぇ けすおぇいゃぇ ょぇ しっ こうてっ おぇお-
ゃけすけ う ょぇ ぉうかけ. ╃けさう  こけ こけゃけょ くぇ っょうく けす くぇえ-かうつ-
くうすっ ょくう ゃ ゅけょうくぇすぇ, こさう すけゃぇ う くっゅけゃ かうつっく こさぇいくうお 
- ╇ゃぇくけゃょっく. 〈けゃぇ ぉってっ う おけくおさっすくうはす こけゃけょ ょぇ ゅけ 
こけすなさしうき. ╃ぇ さぇいぉっさっき おなょっ う おぇお あうゃっっ しっゅぇ っょうく 
けす ゃうょくうすっ ╇ゃぇくけゃちう くぇ ょなさあぇゃぇすぇ.
╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ - ぉうゃて ゅっくっさぇかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ-

くぇか” ちっかう 11 ゅけょうくう. ╃っこせすぇす ゃ 38-すけ ′ぇさけょくけ しな-
ぉさぇくうっ, うょっけかけゅ くぇ きぇあけさうすぇさくうは ういぉけさ いぇ くぇさけょくう 
ういぉさぇくうちう, しなゃっすくうお くぇ きうくうしすなさぇ くぇ うおけくけきうおぇすぇ 
[せきっく ¨ゃつぇさけゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╁╋╆ - ]けこけす.
〈けいう ╇ゃぇく しなょぉぇすぇ っ さってうかぇ ょぇ おけくしっさゃうさぇ - ゃ ょけ-

ぉさうは しきうしなか くぇ ょせきぇすぇ. ¨すょぇゃくぇ 
っ すさせょくけ ょぇ  けすゅぇすくって くぇ おけかおけ  
すけつくけ っ, こけさぇょう あういくっくけしすすぇ う 
ぉかはしなおぇ, おけえすけ ゃうくぇゅう ういかなつゃぇす 
けつうすっ きせ. 』っ ゃさっきっすけ くっ っ しこさはかけ, 
ういょぇゃぇ ょけいぇすぇ しきうさっくうっ う こさけてぇ-
さっくぇすぇ きなょさけしす, し おけうすけ ゅけゃけさう いぇ 
ゃさなしすくうちうすっ しう, いぇ しゃっすぇ, いぇ たけさぇ-
すぇ, いぇ ょけぉさけすけ う いかけすけ.
]さっとぇき ゅけ しぇきけ ぉさけっくう ょくう  しかっょ 

くぇつぇかけすけ くぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ. ╆ぇさっ-
ょっく し こかぇくけゃっ, とぇしすかうゃ けす ょくうすっ, 
こさっおぇさぇくう し ゃくせつおぇすぇ けす ╀っさかうく.
′っ っ こさけきっくうか そうかけしけそうはすぇ しう 

いぇ あうゃけすぇ, ゃなこさっおう, つっ, すうこうつくけ 
ゃ くっゅけゃ しすうか, こさっょこけつうすぇ ょぇ ゅけゃけ-
さうき いぇ ゅけかっきうすっ こさけぉかっきう, おさういぇ-
すぇ, ぉなょっとっすけ くぇ しゃっすぇ. ╇ くうおぇお いぇ 
しっぉっ しう.
′っ っ ういくっくぇょぇく けす しかせつゃぇとけすけ しっ 

せ くぇし, くけ くっ おさうっ う さぇいけつぇさけゃぇくうっ-
すけ しう, つっ ょなさあぇゃぇすぇ くう し かっおぇ さなおぇ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ こうかっっ くぇえ-ちっくくけすけ 
しう ぉけゅぇすしすゃけ. 〈ゃなさょう, つっ ゃ こっさう-
けょぇ 1980-1990 ゅけょうくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは 
っ うきぇかけ こけくっ 100 っかうすくう おぇょさう ゃ 
さぇいかうつくう しそっさう, 40-50 ゅけょうてくう, 
ゃ おけうすけ ょなさあぇゃぇすぇ っ うくゃっしすうさぇかぇ 
きうかうけくう う つうえすけ こけすっくちうぇか っ きけ-
あっかぇ ょぇ ういこけかいゃぇ, くけ すは しっ っ かう-
てうかぇ けす すはた, いぇとけすけ しぇ ぉうかう くっ-
せょけぉくう. ╁ ╀なかゅぇさうは っそっおすうゃくうはす 
つけゃっお っ くっあっかぇく, おぇいゃぇ ╇ゃぇくけゃ.
¨す さぇいしすけはくうっすけ くぇ ゅけょうくうすっ う 

ゃさっきっすけ っ こさけしすうか くぇ きくけゅけ たけさぇ, 
いぇとけすけ っ さぇいぉさぇか おけかおけ きなょさぇ っ 
っゃさっえしおぇすぇ こさうおぇいおぇ いぇ „しせっすぇ-
すぇ, おけはすけ っ しせっすぇ くぇょ しせっすうすっ”. ′け 
くっ っ いぇぉさぇゃうか っょうく けす こなさゃうすっ う 
くぇえ-ちっくくう せさけちう くぇ  しゃけは  ょはょけ 
╇ゃぇく, つうっすけ うきっ くけしう: おさぇょっくうすっ 
こぇさう しぇ かけてう こぇさう. ╆ぇすけゃぇ せゃぇあぇ-
ゃぇ つっしすくけしすすぇ う きなあおぇさしすゃけすけ ゃなゃ 
ゃしうつおうすっ うき そけさきう. 
¨す ょはょけ しう ╇ゃぇく っ くぇせつうか う けとっ 

おせこ きなょさけしすう, おけうすけ しぇ ゅけ こさっ-
ゃなさくぇかう ゃ すけゃぇ, おけっすけ っ ょくっし. ‶け 
くはおぇおなゃ しすさぇくっく くぇつうく ょはょけ きう, 
おけえすけ ぉってっ すなさゅけゃっち, うきぇてっ くっゃっ-
さけはすっく くのた いぇ きっく う きう っ こさっょくぇ-
つっさすぇか こなすは,  さぇいおぇいゃぇ ╇ゃぇく ╇ゃぇ-
くけゃ う こさういくぇゃぇ, つっ くはきぇ ぇそうくうすっす 
おなき かうつくうすっ しう こさぇいくうちう. ╆ぇとけすけ 
くっ うきっすけ こさぇゃう つけゃっおぇ, ぇ つけゃっおなす 
うきっすけ. 

ごçíÖ ごçíÖÜç, ßóçü Ñóëñ¡öÜë Öí “んëïñÖí¿”:

„┿さしっくぇか” いぇ くっゅけ っ きくけゅけ 
こけゃっつっ けす つぇしす けす あうゃけすぇ. 
╆ぇさぇょう ぉっいちっくくうすっ せさけちう, 
くぇせつっくう ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ.╇ 
いぇさぇょう くっゃっさけはすくうすっ たけさぇ, 
し おけうすけ ゅけ っ しさっとくぇかぇ しなょ-
ぉぇすぇ. 
¨す おぇきぉぇくぇさうはすぇ くぇ しゃけう-

すっ 67 ゅけょうくう /くっゃっさけはすくけ, 
くけ そぇおす!/ こさういくぇゃぇ, つっ  けこ-
すうきうしすうつくぇすぇ ゅかっょくぇ すけつおぇ 
いぇ くっとぇすぇ けす あうゃけすぇ っ ゃけ-
ょっとけすけ ゃ くっゅけゃうは しゃっすけゅかっょ.  
╋けあっ ぉう いぇすけゃぇ ゃしっ けとっ くっ  っ 
こっくしうけくっさ. 
[ぇょゃぇ しっ くぇ ゃしうつおけ,  こけょ-

くっしっくけ きせ けす あうゃけすぇ, う こさう-
いくぇゃぇ, つっ っ こさうしすさぇしすっく おなき 

╃はょけ いぇ すさっすう こなす しすぇくぇ ゃ こなさゃうは ょっく くぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ っょうく けす ぉうゃてうすっ ゃっつっ ぇさ
しっくぇかちう, こさう すけゃぇ ょなかゅう ゅけょうくう くぇ けすゅけゃけさっく こけしす - ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ.

╀うゃてうはす ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか くぇ „┿さしっくぇか” ゃかっいっ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ 2012-すぇ ゅけょうくぇ 
おぇすけ ょはょけ くぇ こなさゃけすけ いぇ ゅけょうくぇすぇ ぉっぉっ, さけょっくけ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ  ╆ぇゅけさぇ. ] すぇいう さぇょけしす 
ゅけ ょぇさう くっゅけゃうはす  こけ-きぇかなお しうく 〈けょけさ, おけえすけ っ とぇしすかうゃ すぇすおけ くぇ くけゃけさけょっくぇすぇ ╄かうちぇ. 
╄かうちぇ  こさけこかぇおぇ ゃ ╋╀┿╊ „╇ゃぇく [うかしおう” ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ きぇかおけ こさっょう 7 つぇしぇ くぇ 1-ゃう 

はくせぇさう. 
╂けしこけあうちぇすぇ すっあう 3,060 おゅ. う っ ゃうしけおぇ 49 しき. 】ぇしすかうゃうはす え ょはょけ, おけえすけ こけかせつう すけいう 

くっゃっさけはすっく ょぇさ いぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ う しぇきけ しっょきうちぇ こさっょう かうつくうは しう うきっく ょっく - ╇ゃぇ
くけゃょっく, ぉっ ょくう くぇさっょ しさっょ くぇえ-とぇしすかうゃうすっ ょはょけゃちう くぇ こかぇくっすぇすぇ, つっさこっえおう くぇさっょ いぇ 
いょさぇゃっ, とぇしすうっ う おなしきっす くぇ きぇかおぇすぇ ゃくせつおぇ う くっえくうすっ さけょうすっかう. 

〈┿

′あ けすかせ おかせ け そはか せかはそ

ゃさっきっすけ, こさっおぇさぇくけ し くぇえ-
ぉかういおうすっ きせ う けしけぉっくけ し 
ゃくせつおぇすぇ ╋ぇさうは. ╉けはすけ  こさっ-
おさぇしくけ しっ しこさぇゃは, ゃなこさっおう 
つっすうさうすっ しう ゅけょうくう し くっき-
しおう, ぉなかゅぇさしおう う  ぇくゅかうえしおう. 
╇ おけはすけ くぇしおけさけ きせ っ ゅけしすせ-
ゃぇかぇ. 
¨すゃなょ ゃさっきっすけ いぇ すけゃぇ けし-

すぇゃぇ ゃっさっく くぇ さぇぉけすぇすぇ ゃなゃ  
そうさきぇすぇ, ゃ おけはすけ くっ っ けす-
こせしおぇか こっょぇかぇ, くぇ かのぉうきぇすぇ 
おかぇしうつっしおぇ きせいうおぇ /けしけぉっくけ 
ちうゅせかおけゃぇすぇ/ う … くぇ ょけぉさうすっ 
こさうはすっかう.
╁しうつおけ ょさせゅけ っ しせっすぇ, おぇいゃぇ 

すけいう かうつっく ╇ゃぇく…
╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ
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╋うしかった, つっ きけあっき くぇこさぇ-
ゃけ ょぇ けすうょっき くぇ ぇしそぇかすうさぇ-
くっ すぇき, くけ しっ けおぇいぇ, つっ くはきぇ 
こさけっおす, すぇおぇ つっ すけえ っ こなさゃぇ-
すぇ くう いぇょぇつぇ. ]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ  
さぇえけくぇ, ういかういぇと けす せか. „』ぇ-
すぇかょあぇ” ゃ さけきしおぇすぇ きぇたぇかぇ 
ょけ ぃあくぇすぇ ょなゅぇ. ] すっいう くっとぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ いぇこけつくっき. ′ぇかぇゅぇ 
しっ ょぇ けすこせてゃぇきっ けす ょゃうあっくうっ 
う ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ ゅさぇょぇ, 
いぇとけすけ すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ こさうゃっ-
ょっき ゃなゃ ゃうょ, けすゅけゃぇさはと くぇ 
ゅさぇょ - すせさうしすうつっしおぇ ょっしすうくぇ-
ちうは. 〈けゃぇ くぇかぇゅぇ う すなさしっくっすけ  
くぇ けぉたけょくう こなすうとぇ. ╇くぇつっ 
ちっかうはす ゅさぇょ うきぇ くせあょぇ けす 
ぇしそぇかす. ′け こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
くはきぇ ょぇ きけあっき ょぇ くぇこさぇゃうき 
おけえ いくぇっ おぇおゃけ. ╇きぇき くぇきっ-
さっくうっ ょぇ こさっょかけあぇ くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす う くぇ ぉぇくおうすっ, 
おぇすけ こさけせつゃぇくっ, こけかいゃぇくっすけ 
くぇ おさっょうすくぇ かうくうは ょけ 500 たう-
かはょう かっゃぇ, おけはすけ ちっかっゃけ ょぇ 
ういこけかいゃぇきっ しぇきけ いぇ ぇしそぇかすう-
さぇくっ. ┿おけ すけゃぇ しっ しかせつう, とっ 
くぇこさぇゃうき こさっょかけあっくうっ いぇ 
ぇしそぇかすうさぇくっ くぇ ょけこなかくうすっか-
くう せかうちう. ′け くぇ すけいう っすぇこ くっ 
きけゅぇ ょぇ いくぇき ょぇかう ]なゃっすなす とっ 
こさうっきっ すぇおけゃぇ さってっくうっ. ╃させ-
ゅけすけ ゅけかはきけ こさっょういゃうおぇすっか-
しすゃけ いぇ くぇし こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
しぇ う こさけっおすうすっ. 『っかすぇ くう っ ょぇ 
けしうゅせさうき しなそうくぇくしうさぇくっ こけ 
ゃしうつおう, いぇ おけうすけ とっ おぇくょう-
ょぇすしすゃぇきっ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ. 
〈けゃぇ っ きくけゅけ ゃぇあくけ こっさけ いぇ 
けぉとうくしおうは ぉのょあっす, ぉっい くっゅけ 
くっ きけあっき ょぇ しう ういこなかくはゃぇきっ 
こさけっおすうすっ. 〈なさしうき ゃないきけあ-
くけしすう ょぇ こけおさうっき う いぇょなかあっ-
くうはすぇ しう おなき ‶〉╃¨] - くっけょけ-
ぉさっくうすっ さぇいたけょう こけ こさけっおすぇ 
いぇ おぇくぇかういぇちうは くぇ おゃ. „》さうし-
すけ ╀けすっゃ” ゃ さぇいきっさ くぇ 400 
たうかはょう かっゃぇ. 〈なさしうき ゃぇさうぇくす 
ょぇ ゃいっきっき ぉっいかうたゃっく いぇっき ゃ 
すぇおなゃ さぇいきっさ, いぇ ょぇ しう こかぇ-
すうき すっいう いぇょなかあっくうは. ╁けょうかぇ 
しなき さぇいゅけゃけさう し さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ ‶〉╃¨] いぇ こさっょけしすぇゃは-
くっ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ こけおさうゃぇくっ 
くぇ すっいう いぇょなかあっくうは, おけっすけ っ 
こさっちっょっくす, いぇとけすけ こけ ‶〉╃¨] 
しっ ょぇゃぇす  いぇっきう くぇ けぉとうくう 
しぇきけ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こけ 
こさけっおすう いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ けおけか-
くぇすぇ しさっょぇ. ‶さう っょくぇ ょけぉさぇ 
きけすうゃうさけゃおぇ けす くぇてぇ しすさぇ-
くぇ, きけあっ う ょぇ せしこっっき ょぇ ゅけ 
いぇとうすうき. 〈っいう しぇくおちうう おなき 
¨ぉとうくぇすぇ すっおぇす けす ょっおっきゃさう 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, こさう すけゃぇ し 
かうたゃう. 〈っいう 400 たうかはょう かっゃぇ 
おぇすけ いぇょなかあっくうは しなとけ すさはぉ-
ゃぇ ょっ しっ こけおぇあぇす ゃ ぉのょあっすぇ. 
┿ くっ おぇおすけ っ しすぇゃぇかけ ょけしっゅぇ: 
おせたう ぉのょあっすう. ]おさうかぇ しう 
¨ぉとうくぇすぇ くっさぇいこかぇすっくうすっ 
いぇょなかあっくうは いぇ こさっょうてくう ゅけ-
ょうくう う こさぇゃう ぉのょあっす いぇ しかっょ-
ゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ! ′け し すけいう おせた 
ぉのょあっす すは くっ きけあっ ょぇ ういこなか-
くはゃぇ そぇおすうつっしおう くうとけ, すなえ 
おぇすけ すさはぉゃぇ ょぇ さぇいこかぇとぇ しすぇ-
さけすけ いぇょなかあっくうっ. 〈ぇおなゃ っ ぉうか 
きったぇくういきなす ょけしっゅぇ: し くけゃうは 
ぉのょあっす しっ さぇいこかぇとぇ しすぇさけすけ 
うかう こなお しっ うくゃっしすうさぇ ゃ くけゃう 
けぉっおすう, おけうすけ しぇ しかっょゃぇとうすっ 
くっさぇいこかぇすっくう ゃ しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ.  

- ... ¨すすせお う すさなゅくぇ ゅけかっ-
きうはす さぇいかけき くぇ こさっょうて-
くぇすぇ きっしすくぇ ゃかぇしす きっあょせ 
]なゃっすぇ う おきっすぇ...
- ... ╃ぇ, くけ はゃくけ くっ しっ けしない-

くぇゃぇ くけしっくぇすぇ けすゅけゃけさくけしす. 
╀っいくぇおぇいぇくけしすすぇ ゃ すぇいう ょなさ-
あぇゃぇ っ ょぇゃぇかぇ けしくけゃぇくうは 
ゅけょうくう ょぇ しっ さぇぉけすう こけ すけいう 
くぇつうく.

- ╃けおけかおけすけ いくぇき ╁うっ しぇ-
きぇすぇ ゃっつっ しっ せぉっょうたすっ ゃ 
すぇいう ぉっいくぇおぇいぇくけしす, おぇすけ 
こけすなさしうたすっ しきっすおぇ いぇ こけ-
たぇさつっくうすっ けす こさっょうてくうは 
おきっす くっこさぇゃけきっさくけ う ゃ 
ゅさせぉけ くぇさせてっくうっ くぇ ゃいっ-
すうすっ さってっくうは 2 きうかうけくぇ 
う 200 たうかはょう かっゃぇ.  ╉ぇおゃけ 
╁う おぇいぇ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ こけ 
ゃなこさけしぇ?
- ╁しっ けとっ しなぉうさぇ ょけおせきっく-

すう ‶さけおせさぇすせさぇすぇ. 〈さはぉゃぇ-
てっ ょぇ ういこさぇすうき こけしかっょくけすけ 
けぉはしくっくうっ う ょけこなかくうすっかくう-
すっ そうくぇくしけゃう ょけおせきっくすう いぇ 
こさっこうしおぇすぇ いぇ こけたぇさつっくうすっ 2 
きうかうけくぇ う 200 う たうかはょう かっゃぇ. 
′け いぇ ょけゅけゃけさうすっ, ゃくっしっくう ゃ 
‶さけおせさぇすせさぇすぇ  こさっょう すけゃぇ 
けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ こさっ-
ょうてくうは きぇくょぇす - いぇ ゅけさうゃぇすぇ 
う たさぇくうすっ ゃ ょっすしおうすっ いぇゃっ-
ょっくうは くはきぇ くう ゃっしす, くう おけしす. 
╁なこさけしなす っ おぇおゃけ しっ こさぇゃう? 
′はきぇ くうとけ  けす ‶さけおせさぇすせさぇすぇ 
う こけ こさけゃっさおぇすぇ くぇ いゃっくけすけ いぇ 
しきっすけしなぉうさぇくっ, こけうしおぇくぇ けす 
しなゃっすくうちうすっ. 

- ╁っつっ すさっすぇ ゅけょうくぇ? 
- ╃ぇ, くはきぇ くうとけ, くうおぇおなゃ 

さっいせかすぇす. 〈けゃぇ っ ょさせゅけすけ きう 
こさうすっしくっくうっ. ╁ すけゃぇ いゃっくけ, 
ゃ おけっすけ くうっ しっゅぇ とっ くぇこさぇ-
ゃうき  ゃなすさってくぇ そうくぇくしけゃぇ 
こさけゃっさおぇ, すなえ おぇすけ ゃっつっ くは-
きぇきっ ょけゃっさうっ くぇ ]きっすくぇ こぇ-
かぇすぇ う くぇ ゃしはおぇおゃう  ょさせゅう 
こさけゃっさはゃぇとう. ] きけは いぇこけゃっょ 
とっ しないょぇき おけきうしうは, おけはすけ ょぇ 
ういゃなさてう ちはかけしすくぇ そうくぇく-
しけゃぇ こさけゃっさおぇ くぇ いゃっくけすけ 
こけ しきっすけしなぉうさぇくっ. 〈ぇき うきぇ 
しすさぇてくけ きくけゅけ いかけせこけすさっぉう. 
╃させゅ っ ゃなこさけしなす, おぇすけ けすおさう-
っき いかけせこけすさっぉうすっ, おぇお とっ こけ-
すなさしうき けすゅけゃけさくけしす う おぇお とっ 
くう しなょっえしすゃぇす けさゅぇくうすっ ょぇ ゅけ 
くぇこさぇゃうき. ╄すけ ゃう しぇきけ っょうく 
こさうきっさ: ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょう-
くぇすぇ いぇきっしすくうおなす くぇ ゅ-く ╆ぇたぇ-
さう ╆ぇたぇさうっゃ ゃ すけゃぇ いゃっくけ, ゅ-く 
』ぇかなおけゃ, うょゃぇ し うくそけさきぇちうは, 
つっ 300 たうかはょう かっゃぇ ゅ-く ╆ぇたぇ-
さうっゃ っ ういさぇいたけょゃぇか いぇ 2011 
ゅけょうくぇ  いぇ いぇおせこせゃぇくっ くぇ ょなか-
ゅけすさぇえくう ぇおすうゃう. 〈けゃぇ しぇ きぇ-
てうくう, ぇゃすけきけぉうかう, くはおけう けす 
おけうすけ ゅう くはきぇ. 

- ┿ おなょっ しぇ? 
- ′はきぇ ゅう. ¨おぇいぇ しっ, つっ ゅう 

すなさしう ゃなゃ そうさきうすっ, ゃ おけうすけ 
っ さぇいこかぇすっくけ, すなえ おぇすけ ゃしうつ-
おう すっいう ょなかゅけすさぇえくう ぇおすうゃう 
しぇ さぇいこかぇすっくう. ╀っい けぉとっしす-
ゃっくう こけさなつおう, ぉっい さってっくうっ 
くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす いぇ すぇおう-
ゃぇ ょなかゅけすさぇえくう ぇおすうゃう. 〈っいう 
こぇさう しぇ こけたぇさつっくう, ぇ くはおけう 
けす きぇてうくうすっ ういけぉとけ ゅう くはきぇ. 
]っゅぇ しきっ くぇ っすぇこ ういょうさゃぇくっ. ╁ 
すけゃぇ いゃっくけ しぇ しっ こさっゃなさくぇかう 
ゃ ]かっょしすゃっくぇ しかせあぉぇ. ╇いょうさ-
ゃぇたぇ しかせあっぉくうすっ ぇゃすけきけぉうかう 
くぇ ゅけしこけょうく ╆ぇたぇさうっゃ, うゅさぇた-
きっ くぇ おさうっくうちぇ し こけかうちうはすぇ, 
ょけおぇすけ こさうぉっさっき ょゃぇすぇ ぇゃすけ-
きけぉうかぇ, しっゅぇ すさはぉゃぇ ょぇ すなさ-
しうき ょさせゅうすっ, おけうすけ っ いぇおせこうか, 
くけ ゅう くはきぇ くうおなょっ. ╇きぇ たけさぇ, 
おけうすけ しう きうしかはす, つっ いぇおけくう-
すっ ゃ すぇいう ょなさあぇゃぇ くっ ゃぇあぇす 
いぇ すはた う つっ しぇ くぇょ いぇおけくぇ. ′け 
すけゃぇ くっ けいくぇつぇゃぇ, つっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ こさっょぇゃぇきっ. ′ぇこさけすうゃ: 
せこけさうすけ とっ しう すなさしうき ゃしうつおけ, 
おけっすけ くう  っ くはおぇおゃけ くぇしかっょ-
しすゃけ. ╊けてけ うかう ょけぉさけ. ╃させゅ 
っ ゃなこさけしなす, つっ っょくぇ う しなとぇ っ 
そうさきぇすぇ, けす おけはすけ しぇ おせこせゃぇ-
くう すっいう ぇゃすけきけぉうかう いぇ いゃっくけ-
すけ こけ しきっすけしなぉうさぇくっ. 

- ╇いくっくぇょぇくぇ かう しすっ ゃしっ 
けとっ けす すけゃぇ, おけっすけ しすっ けつ-
ぇおゃぇかう ょぇ くぇきっさうすっ ゃ けぉ-
とうくぇすぇ う すけゃぇ, おけっすけ くぇ 
こさぇおすうおぇ しっ けおぇいゃぇ つっ...?
- ╇いくっくぇょぇくぇ しなき ょけすけかおけ-

ゃぇ, つっ くっ しなき こさっょこけかぇゅぇかぇ 
ょけ おぇおゃぇ しすっこっく さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ けぉとうくぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
ぉっいけすゅけゃけさくけ おなき こさっおうすっ しう 
いぇょなかあっくうは. ╁ すけいう しきうしなか 
すぇいう きう ういくっくぇょぇ っ くぇょ けつぇお-
ゃぇくうはすぇ きう. ╆ぇすけゃぇ しなき こさうし-
すなこうかぇ おなき けしゃけぉけあょぇゃぇくっ くぇ 
けすゅけゃけさくう しかせあうすっかう ゃ ¨ぉ-
とうくぇすぇ. ¨しゃけぉけょうた ゅかぇゃくうは 
しっおさっすぇさ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. ╃ぇ, くっ 
しなき ょけゃけかくぇ けす くっえくぇすぇ さぇ-
ぉけすぇ. [ぇいぉさぇた, つっ すは ゃっょくぇゅぇ 
っ くぇいくぇつっくぇ ゃ ょさせゅぇ けぉとう-
くぇ - ╋なゅかうあ, おぇすけ っおしこっさす こけ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ う しけちうぇかくう 
ょっえくけしすう. 〈せお すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ 
けすゅけゃけさくう  たけさぇ, おけうすけ しう さぇい-
ぉうさぇす けす さぇぉけすぇすぇ, いぇ おけはすけ しぇ 
くぇいくぇつっくう. ′っ きけあっ ょぇ くっ しっ 
くけしう けすゅけゃけさくけしす. ¨しゃけぉけょうた 
う ゅかぇゃくうは しつっすけゃけょうすっか. ┿おけ 
くっ きけゅぇ ょぇ くぇおぇいゃぇき, いぇさぇ-
ょう そうくぇくしけゃうすっ ぉっいたぇぉっさうは, 
おけうすけ しぇ しっ しかせつゃぇかう, すなえ おぇすけ 
いぇおけくなす くっ きう ゅけ こけいゃけかはゃぇ, 
すけ こけくっ きけゅぇ ょぇ しきっくは たけさぇすぇ. 
〈けゃぇ きう っ こけいゃけかっくけ. ╄ょゃぇ かう 
ゅかぇゃくうはす しつっすけゃけょうすっか くぇ ¨ぉ-
とうくぇすぇ くけしう ちはかぇすぇ けすゅけゃけさ-
くけしす, くけ すけえ くけしう つぇしす けす くっは. 
〉つせょっくぇ しなき, つっ こけ くうおぇおなゃ  
くぇつうく くっ しぇ しう ょぇゃぇかう しきっすおぇ, 
つっ うしおぇす ょぇ せこさぇゃかはゃぇす けとっ 
う とっ うき しっ くぇかけあう こさう くけゃ 
ういぉけさ けす ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ せこさぇ-
ゃかはゃぇす けとっ 4 ゅけょうくう. ′け こさう 
すけいう たぇけし, ぉぇすぇお う さぇいゅさぇぉゃぇ-
くっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ たぇいくぇ おぇおゃけ 
とはたぇ ょぇ こさぇゃはす, こさけしすけ くはきぇき 
けぉはしくっくうっ ょけ ょっく-ょくってっく.

- ┿ ょぇかう しすさぇたなす くっ っ ぉうか 
ゃけょっとうはす, いぇ ょぇ きなかつぇす 
けぉとうくしおうすっ しかせあうすっかう くぇ 
けすゅけゃけさくう こけしすけゃっ こけ けす-
くけてっくうっ くぇ ゃしうつおう くぇさせ-
てっくうは う いかけせこけすさっぉう? ╁しっ 
こぇお っ ゃぇあくけ ょぇ けちっかっって, 
けすおけかおけすけ ょぇ いぇはゃうて くぇ 
くぇつぇかくうおぇ しう, つっ ぉなさおぇ.
- ╄ょくけすけ くっ ういおかのつゃぇ ょさせ-

ゅけすけ. ╃けおけかおけすけ しきっ しう ゅけゃけ-
さうかう し ゅかぇゃくうは しつっすけゃけょう-
すっか, すけえ っ こさっょせこさっあょぇゃぇか 
こさっおうは しう くぇつぇかくうお くっっょくけ-
おさぇすくけ いぇ くっいぇおけくけしなけぉさぇい-
くけしすすぇ くぇ ょっえしすゃうはすぇ, おけうすけ 
しっ こさうかぇゅぇす, う つっ しすぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ くぇさせてっくうは くぇ そうくぇくしけゃぇ-
すぇ ょうしちうこかうくぇ. ′け ゃ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ すけえ っ ういこなかくはゃぇか すっいう 
こけさなつっくうは. 

- ]かっょ ゃしうつおけ おぇいぇくけ 
ょけすせお, おぇおゃけ ょぇ けつぇおゃぇす 
ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ けす ╁ぇし う 
っおうこぇ ╁う?
- ╇しおぇき つさっい ゃぇし ょぇ うき おぇあぇ 

っょくけ くっとけ: ゃしうつおう くうっ しっ 
さぇょゃぇきっ くぇ さっょぇ う くぇ しこぇい-
ゃぇくっすけ くぇ こさぇゃうかぇすぇ ゃ ょさせゅう 
ょなさあぇゃう, おけうすけ こけしっとぇゃぇきっ. 
╁ないたうとぇゃぇきっ しっ けす  すけゃぇ, つっ 
ゃしうつおう すぇき しぇ さぇゃくう こさっょ 
いぇおけくぇ う しう ういこなかくはゃぇす いぇ-
ょなかあっくうはすぇ おぇすけ ゅさぇあょぇくう. 
╉けゅぇすけ しっ ゃなさくっき ゃ ╀なかゅぇさうは, 
けぉぇつっ, くうっ こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ 
ぉなょっき しなとうすっ ぉっいけすゅけゃけさ-
くう たけさぇ, いぇ おけうすけ いぇおけくなす 
くっ ゃぇあう う おけうすけ こけ くはおぇおなゃ 
くぇつうく ゅかっょぇす ょぇ ゅけ いぇけぉうおけ-
かはす すけいう いぇおけく. ‶さう すけゃぇ ゃう-
くぇゅう くぇきうさぇきっ くぇつうく ょぇ ゅけ 
くぇこさぇゃうき.  ╇しおぇき ょぇ おぇあぇ 
くぇ たけさぇすぇ, つっ とっ ぉなょぇ きくけゅけ 
くぇしすけはすっかくぇ う せこけさうすぇ, ょけ 

うくぇす, いぇ すけゃぇ ょぇ こけおぇあぇ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ, つっ 
おけかおけすけ う きぇかおう こさぇゃけきけとうは 
ょぇ うきぇきっ おぇすけ ぇょきうくうしすさぇちうは 
う おぇすけ ¨ぉとうくぇ, とっ うしおぇきっ すっ 
ょぇ ういこなかくはゃぇす ゃしうつおう くぇてう 
さぇいこけさっょぉう. ╆ぇとけすけ すっ ゃぇあぇす 
いぇ ゃしうつおう - こけ さぇゃくけ う っょ-
くぇおゃけ. ╇ とっ ゃう ょぇき こさうきっさ: 
けす くはおけかおけ ょくう しっ ぉけさは し くぇ-
させてうすっかうすっ, おけうすけ こぇさおうさぇす 
くぇ ぉせか. „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”, ょけ 
しゃっすけそぇさうすっ. ╁しうつおう しっ ゃない-
きせとぇゃぇきっ, つっ しゃっすけそぇさなす くっ 
けぉしかせあゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ おさなし-
すけゃうとっすけ, すなえ おぇすけ すぇき くっ-
こさっおなしくぇすけ うきぇ こぇさおうさぇくう 
すさう ぇゃすけきけぉうかぇ: ょゃぇ ょあうこぇ 
う っょくぇ  けとっ こけ-ゅけかはきぇ おけかぇ. 
〈っ  しぇ くぇ しけぉしすゃっくうおぇ くぇ 
„〈ったくけこけかうし”, くぇ おぇいうくけすけ う 
けぉしかせあゃぇとうはす  ぇゃすけきけぉうか  くぇ 
ぉぇくおぇすぇ. ‶けかうちうはすぇ こさぇゃう 
くはおけかおけ ぇおすぇ, くけ う こさっい くけゃぇ-
すぇ ゅけょうくぇ すっ こさけょなかあうたぇ ょぇ 
こぇさおうさぇす すぇき. ╆ぇ きっく すけゃぇ っ 
こけょうゅさぇゃおぇ しなし いぇおけくぇ, し ぇょ-
きうくうしすさぇちうはすぇ, いぇとけすけ ゃ しかせ-
つぇは ぇい せこさぇあくはゃぇき いぇおけくぇ う 
ゅけ こさうっきぇき かうつくけ. ′っ きけあっき 
ょぇ うゅさぇっき くぇ おさうっくうちぇ しなし 
いぇおけくぇ. ╃かなあくう しきっ ゃしうつおう 
ょぇ ゅけ ういこなかくはゃぇきっ. 

- ... すけゃぇ っ せきけさうすっかくけ...
-╃ぇ, せきけさうすっかくけ っ. ╃させゅけすけ 

せきけさうすっかくけ しぇ すぇおしうきっすさけ-
ゃうすっ おけかう, おけうすけ こさっゃさなとぇす 
しこうさおうすっ くぇ ぇゃすけぉせしうすっ ゃ しすけ-
はくおう. 〈っ しぇ しなとうすっ せこけさうすう 
たけさぇ, おけうすけ いぇけぉうおぇかはす いぇ-
おけくぇ, すっゅかはす しう ぉうかっすつっすけ いぇ 
おさぇすおけゃさっきっくくけ こぇさおうさぇくっ う 
しすけはす ちっかうは ょっく くぇ しこうさおぇすぇ. 
╉ぇすけ ゅう こさけゃっさはす けす いゃっくけすけ 
いぇ おさぇすおけゃさっきっくくけ こぇさおうさぇ-
くっ, すっ こけおぇいゃぇす ぉうかっすつっ いぇ 
すけゃぇ, ぇ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ  しすけはす 
こけ ちはか ょっく う けぉうさぇす こなすくうちう-
すっ けす ぇゃすけぉせしうすっ. ‶けきけかうたきっ 
ゅう ゃっょくなあ, ょゃぇ こなすう, すさっすう 
こなす こけかうちうはすぇ, つっすゃなさすうは こなす 
ぇい けすうょけた ょぇ ゅう こけきけかは. ‶さっ-
きっしすうたぇ しっ. ╇ こけしかっ けすくけゃけ 
しぇ すぇき. ]こけさっょ ゃぇし こけ おぇおなゃ 
くぇつうく ょぇ ゃないこうすぇゃぇきっ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ, つっ うきぇ こさぇゃうかぇ いぇ 
ゃしうつおう? 

- ╉ぇおゃう おぇこぇくう せしっとぇ-
すっ, つっ ゃっつっ うきぇ いぇかけあっくう 
こさっょ ╁ぇし ゃ くぇしすけはとぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ? ′はきぇ ょぇ  ╁う っ かっしくけ.
- ╁しはおぇおゃう おぇこぇくう けつぇおゃぇき. 

╉ぇこぇくうすっ しぇ, ぇおけ そうさきうすっ, し 
おけうすけ こけょこうしぇたきっ しこけさぇいせ-
きっくうは いぇ ょなかあうきうすっ しせきう, 
くう くぇこさぇゃはす いぇこけさ くぇ しきっす-
おうすっ, ぇおけ くっ きけあっき ょぇ しっ うい-
ょなかあぇゃぇきっ. 〈けゃぇ っ こさうすっし-
くうすっかくけすけ. ╆ぇすけゃぇ う うしおぇき ゃ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす し ぉのょあっすぇ 
ょぇ こけおぇあぇ う こさうっきぇす ょけこなか-
くうすっかくけ こさうかけあっくうっ, けす おけっ-
すけ ょぇ しっ ゃうあょぇす ゃしうつおう しこけ-
さぇいせきっくうは いぇ さぇいしさけつゃぇくっ う 
すっ ょぇ ゅけ けょけぉさはゃぇす う ょぇ きう 
ょぇょぇす こさぇゃけ くぇ こさうけさうすっす-
くけしす  ゃ さぇこかぇとぇくっすけ. ′け ょぇ しっ 
くぇょはゃぇき, つっ きぇかおけ こけ きぇかおけ 
おぇこぇくうすっ し ゃさっきっすけ とっ くぇきぇ-
かはゃぇす. ]きはすぇき, つっ ょけ おさぇは くぇ 
2012 ゅけょうくぇ すさはぉゃぇ ゃしうつおけ 
ょぇ っ こさけいさぇつくけ こけ けすくけてっくうっ 
くぇ  すけゃぇ おぇおゃけ しっ っ しかせつゃぇかけ ゃ 
¨ぉとうくぇすぇ ょけしっゅぇ. ╃させゅけすけ きう 
っゃっくすせぇかくけ こさうすっしくっくうっ けす 
おぇこぇくう っ ょぇ しこっつっかうき くはおけか-
おけ  こさけっおすぇ, ぇ ょぇ くっ きけあっき 
ょぇ けしうゅせさうき しなそうくぇくしうさぇくっ. 
〈けゃぇ とっ きう っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
ゅさうあぇ. ′はきぇ ょさせゅ くぇつうく ょぇ しっ 
しかせつゃぇ くっとけ ゃ すけいう ゅさぇょ ゅけ-
かはきけ, ぇおけ くっ こけ こさけっおすうすっ し 
っゃさけこっえしおうすっ こぇさう. 

- ‶さけさけおせゃぇた ╁う ゅけ こさっ-
ょう ゃさっきっ すけゃぇ, つっ ╁うっ きぇえ 
とっ しっ けおぇあっすっ ゅけしこけょうく 
╃っさゃうてっゃ ゃ こけかá. ╁ しなとぇ-
すぇ しうすせぇちうは しすっ こけしすぇゃっくぇ,  
し きくけゅけ おぇこぇくう. ′っ しっ かう 
けこぇしはゃぇすっ, つっ ゃ っょうく きけ-
きっくす とっ しっ けおぇあっすっ しぇきぇ 
しさっとせ ゃしうつおう? 】っ ╁う うい-
けしすぇゃはす しなきうてかっくうちう, しな-
さぇすくうちう, しなのいくうちう, ょさせゅう-
すっ とっ しっ さぇいぉはゅぇす けす しすさぇた 
ょぇ こけっきぇす けすゅけゃけさくけしす いぇ 
かうつくうすっ しう ょっえしすゃうは?
- ′はきぇき すぇおなゃ しすさぇた, いぇとけ-

すけ ゃ っおうこぇ きう ょけえょけたぇ たけさぇ, 
おけうすけ くぇこさぇゃうたぇ おけきこさけきうしう 
し こさけそっしうはすぇ しう, し こぇさうすっ しう 
う ょけえょけたぇ ょぇ さぇぉけすはす  ゃ けぉ-
とっしすゃっくぇ こけかいぇ. 

- ... うょっぇかうしすう くはおぇおゃう...
- ╁しうつおう しぇ すぇおうゃぇ. ╇ いぇ-

きっしすくうちうすっ きう, う ゅかぇゃくうはす  
ぇさたうすっおす, う しつっすけゃけょうすっかはす 
ゅかぇゃくうはす, おけえすけ しっゅぇ いぇこけつゃぇ. 
╇ょゃぇ けす っょくぇ ょけぉさぇ ぉぇくおぇ, いぇ 
ょぇ さぇぉけすう いぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ 
おぇせいぇ. [ぇいぉうさぇ しっ, つっ とっ うきぇ 
たけさぇ, おけうすけ とっ しっ さぇいけつぇさけ-
ゃぇす けす きっく, いぇとけすけ とっ ゅう いぇ-
しっゅくぇ, すなえ おぇすけ とっ しっ けすくぇしはき 
し すはた おぇすけ し ゃしうつおう けしすぇくぇかう, 
ぇ すっ ゃっさけはすくけ しぇ けつぇおゃぇかう 
こさけすっおちうう けす きっく, くけ くはきぇ ょぇ 
ゅう こけかせつぇす.

- ]うかくうはす っ ゃうくぇゅう しぇき...
- ]ぇきけすぇすぇ は せしっとぇき. ┿い う 

しっゅぇ は せしっとぇき しぇきけすぇすぇ, くけ しう 
いくぇった, つっ とっ ぉなょっ すぇおぇ. ╆ぇすけゃぇ 
うしおぇき ょぇ っ しぇきけ つっすうさう ゅけょうくう. 

- ╂けすけゃぇ かう しすっ ょぇ こかぇすうすっ 
ちっくぇすぇ くぇ すっいう つっすうさう ゅけ-
ょうくう? 
- ′はきぇ くぇつうく. ′っ しきはすぇき ょぇ 

しっ けすおぇあぇ. ╇ とっ こかぇとぇき ゃっさけ-
はすくけ けとっ きくけゅけ ゅけょうくう しかっょ 
すけゃぇ. 

- ┿ おぇおゃう しぇ ╁う きっつすうすっ う 
くぇょっあょうすっ, ゅけしこけあけ ]すけは-
くけゃぇ? 
- ′ぇょはゃぇき しっ ょぇ きけあっき ょぇ 

ゃなさくっき ゃしうつおう こさけこせしくぇすう 
ゃないきけあくけしすう いぇ けぉとうくぇすぇ. 
¨おせさぇあっくぇ しなき けす すけゃぇ, つっ せし-
こはたきっ ゃっつっ ょぇ ゃなさくっき  っょうく けす  
こさけっおすうすっ いぇ ょっうくしすうすせちうけ-
くぇかういぇちうは, うきぇき う ょけぉさう さぇい-
ゅけゃけさう し ╋[[╀ いぇ っゃっくすせぇかくう 
ゃないきけあくけしすう ょぇ しっ ゃないこけかい-
ゃぇきっ  けす きぇおぇさ う ういこせしくぇすうは 
こさけっおす いぇ すさぇおうえしおうすっ ゅさけぉ-
くうちう. ‶けくっ すぇおぇ きけあっき ょぇ こけ-
かせつうき くはおぇおゃう おけきこっくしぇちうう, 
いぇとけすけ くうっ くぇうしすうくぇ しきっ こさう-
けさうすっすくう おぇすけ けぉとうくぇ ゃ すけいう 
ぇしこっおす. ′うとけ ゃ ╀なかゅぇさうは おぇすけ 
すせさういなき う おせかすせさぇ くっ きけあっ ょぇ 
しっ さぇいゃうゃぇ ぉっい ╉ぇいぇくかなお, すなえ 
おぇすけ ゅさぇょなす くう っ けしくけゃくぇ ょっし-
すうくぇちうは. ╇きぇ さぇいぉうさぇくっすけ, 
つっ しきっ こさうけさうすっす う きけは っ いぇ-
ょぇつぇすぇ ょぇ おけきこっくしうさぇき すぇいう 
ういこせしくぇすぇ ゃないきけあくけしす. 〈けゃぇ 
きう っ けしくけゃくぇ いぇょぇつぇ  う ちっか いぇ 
2012 ゅけょうくぇ. 

- ┿ ゃ かうつっく こかぇく きっつすぇすぇ 
╁う いぇ すぇいう ゅけょうくぇ うかう いぇ 
ゅけょうくうすっ くぇこさっょ?

- ╃ぇ こさけょなかあうき ょぇ ういこなか-
くはゃぇきっ けぉっとぇくうはすぇ しう おなき 
ょなとっさは くう ]ゃっすかぇくぇ, おけはすけ 
ゃしはおけ かはすけ ゃけょうき くぇ きっしすぇ, 
おけうすけ しぇ ぇさたうすっおすせさくう こぇきっす-
くうちう. ╁っつっ ゃうょは ‶ぇさうあ, ╇し-
こぇくうは, っゃっくすせぇかくけ - ╇すぇかうは 
すけゃぇ かはすけ. ┿おけ すけゃぇ っ きっつすぇすぇ 
くぇ ょなとっさは きう う, ぇおけ  きけゅぇ ょぇ 
は ういこなかくは, すけゃぇ ぉう しすぇくぇかけ う 
きけは きっつすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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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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》かせさあ [そこねかうあ:
„╅ちつかせあし“ か
すそみて おそす, すそみて きけうそて

╈しそいけ くあ にそちあてあ いかく
しけねせけ さあちてけ そて すあちて

[すかてひて ╈あしけせあ 』てそみせそうあ:
′あさそせけてか うあきあて くあ うつけねさけ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

〉あこ-くしか か つひつてそみせけかてそ せあ つてちそけてかしせけみ つかさてそち け せあ すあし-
さけてか さそすたあせけけ, せみさそけ そて さそけてそ つあ けくたちあうかせけ たちかお なあしけて

【╊][ くあ ちあいそてせあ けせうあしけおせそつて たちかすけせあうあ さひす 〉《¨ おそ つちかおあてあ せあ 2012 えそおけせあ. ′あてみえあ-
せか せあ さそせてちそしあ うひちにと けせうあしけおせけてか たかせつけけ つ たちかすけせあうあせかてそ せあ ちあいそてせけてか 【╊][ さひす 
〉《¨ たちかおうけきおあて ねあつて そて すかちさけてか くあ つてあいけしけくけちあせか せあ そつけえとちけてかしせあてあ つけつてかすあ

╆¨′〉╊』ぇ【 ′╅ 2012 ╈《╉¨〉╅:
〉《╇¨ 』ぇ[『╅ぅ╊〉¨っ ¨ 『っ′╅〉╊ 〉╅ ′╅》]╅【¨

2012 - ╈《╉¨〉╅【╅ 〉╅ ╉『╅[《〉╅

╇╊]¨[¨っ【 ╅』【『《‒¨′¨[ 』【¨╇ぇ〉 
｠《[¨〉╈ 』¨ 【ぇ『』¨ 》《〈《ぅ〉¨[

【╊][ 》『╊〈¨〉╅╇╅ [ぇ〈 〉《¨?
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 【あこせそ そちひきけか 

╇きっ: [せきはくぇ ╇ゃぇくけゃぇ ]せさゅせつっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃ , ╆ぇゃけょ 1/142

╃かなあくけしす: ¨おぇつっしすゃうすっか

╂けょうくう: 28

╆けょうは: ¨ゃっく

¨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“:

1 ゅけょうくぇ う 8 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 しっぉっ 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”

]すうゃなく 》けおうくゅ すなさしう しこっちうぇかうしす, 
おけえすけ っ しこけしけぉっく ょぇ けぉしかせあゃぇ 

しこっちうぇかくうすっ っかっおすさけくくう しうしすっきう, 
こけいゃけかはゃぇとう くぇ いくぇきっくうすうは ぇしすさけ-
そういうお ょぇ けぉとせゃぇ しなし しゃっすぇ. 〉つっくうはす 
しすさぇょぇ けす ぇきうけすさけそうつくぇ かぇすっさぇかくぇ 
しおかっさけいぇ - ういすけとうすっかくけ くっゃさけかけゅうつ-
くけ ょっゅっくっさぇすうゃくけ さぇいしすさけえしすゃけ, こさっ-
ゃなさくぇかけ ゅけ ゃ こなかっく うくゃぇかうょ.
‶さっい 1985 ゅけょうくぇ 》けおうくゅ いぇゅせぉゃぇ 

ゅかぇしぇ しう ゃ さっいせかすぇす くぇ すさぇたっけすけきうは 
う いぇさぇょう すけゃぇ けすすけゅぇゃぇ う ょけ ょくっし うい-
こけかいゃぇ おけきこのすなさういうさぇくぇ しうしすっきぇ いぇ 
しうくすっいうさぇくっ くぇ さっつ, おけはすけ うくすっさこさっ-
すうさぇ こけすさっこゃぇくうはすぇ う きうきうおうすっ くぇ 
かうちっすけ. ]なゅかぇしくけ けこうしぇくうっすけ, こけきっし-
すっくけ くぇ しぇえすぇ くぇ せつっくうは, うょっぇかくうはす 
おぇくょうょぇす っ ょかなあっく ょぇ さぇぉけすう ょけぉさっ 
ゃ しすさっしけゃう しうすせぇちうう, ぇ しなとけ すぇおぇ ょぇ 
こさうすっあぇゃぇ う けゅさけきくう こけいくぇくうは ゃ おけき-

このすさうすっ う っかっおすさけくうおぇすぇ. 
╂かぇゃくぇすぇ いぇょぇつぇ くぇ こけ-

きけとくうおぇ とっ っ ょぇ こけいゃけかう 
くぇ っょうく けす くぇえ-せゃぇあぇゃぇ-
くうすっ そういうちう ゃ しゃっすぇ ょぇ 
うきぇ しゃけっすけ こなかくけちっくくけ 
せつぇしすうっ おぇすけ つかっく う けさぇ-
すけさ くぇ けぉとっしすゃけすけ, しなしすぇ-
ゃっくけ けす くぇえ-ょけぉさうすっ そう-
いうちう. [ぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ 
くぇ おぇくょうょぇすぇ, おけえすけ しこっ-
つっかう,  とっ っ 25 たうかはょう こぇ-
せくょぇ うかう けおけかけ 38500 ょけ-
かぇさぇ いぇ ゅけょうくぇ, おぇすけ けぉとけ 
ゃいっすけ, すさう きっしっちぇ ゃ ゅけょう-
くぇすぇ とっ きせ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ 
こさっおぇさゃぇ ゃ おけきぇくょうさけゃおぇ 
ゃ つせあぉうくぇ. 
]うしすっきぇすぇ, おけはすけ こけかいゃぇ 

]すうゃなく 》けおうくゅ, っ せくうおぇか-
くぇ. 〈は きけあっ ょぇ しっ ゃおかのつ-
ゃぇ ゃ うくすっさくっす, ぇ しなとけ 
すぇおぇ っ し せくうゃっさしぇかくけ うく-
そさぇつっさゃっくけ ょうしすぇくちうけく-
くけ せこさぇゃかっくうっ, し こけきけとすぇ 
くぇ おけっすけ せつっくうはす きけあっ ょぇ 
けすゃぇさは ゃさぇすうすっ せ ょけきぇ う 
けそうしぇ, ょぇ ゃおかのつゃぇ けしゃっす-
かっくうっすけ う ょぇ ゅかっょぇ すっかっ-
ゃういうは. ╂かぇしけゃうはす しうくすっ-
いぇすけさ くぇ ゃっかうおうは そういうお 
しなとっしすゃせゃぇ ゃ っょうく っょうく-

14 はくせぇさう , しなぉけすぇ 

こか. „]っゃすけこけかうし“/ けす 11,00 ょけ 14,30 つぇしぇ
 ╋うさっく こさけすっしす- きうすうくゅ しさっとせ ょけぉうゃぇ くぇ てうし-

すけゃ ゅぇい ゃ ╀なかゅぇさうは う ょさせゅう っおけかけゅうつくう こさけぉかっ-
きう くぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ.
╃け 31 はくせぇさう 2012 ゅけょうくぇ 
》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは ╉ぇいぇくかなお
„′ぇ ょぇさうすっかうすっ し こけおかけく” - のぉうかっえくぇ ういかけあぉぇ 

こけ こけゃけょ 110 ゅ. 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは ╉ぇいぇくかなお

しすゃっく っおいっきこかはさ. ‶かぇすおうすっ, 
くぇ おけうすけ っ ぉぇいうさぇく, しぇ くぇ-
こさぇゃっくう ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1980 
ゅけょうくぇ, おぇすけ くぇ っょくぇ けす すはた 
しっ くぇきうさぇ こさけちっしけさなす, こさっ-
ゃさなとぇと すっおしすぇ ゃ さっつ, う すっいう 
こかぇすおう しぇ しぇきけ ょゃっ. ╉けきこぇ-
くうはすぇ, おけはすけ ゅう っ しないょぇかぇ, 
っ そぇかうさぇかぇ きくけゅけ けすょぇゃくぇ 
う くうおけえ くはきぇ こさっょしすぇゃぇ おぇお 
さぇぉけすう すけいう しかけあっく ぇこぇさぇす.
′っせきけかうきぇすぇ ょっゅさぇょぇちうは 

くぇ くっさゃくぇすぇ しうしすっきぇ とっ 
ょけゃっょっ ょけ くっゃないきけあくけしす 
せつっくうはす ょぇ きけあっ ょぇ おけくすさけ-
かうさぇ う かうちっゃうすっ しう きせしおせ-
かう. ]おけさけしすすぇ くぇ くっゅけゃぇすぇ 
さっつ ゃ きけきっくすぇ っ こぇょくぇかぇ ょけ 
しぇきけ っょくぇ ょせきぇ ゃ きうくせすぇ. 
╇きっくくけ いぇすけゃぇ っ ゃさっきっ いぇ 
ういこけかいゃぇくっすけ くぇ くけゃぇ すった-
くけかけゅうは, おぇすけ しぇ ういこさけぉゃぇ-
くう さぇいかうつくう くぇつうくう - さぇい-
こけいくぇゃぇくっ くぇ ょゃうあっくうっすけ 
くぇ けつうすっ, しおぇくうさぇくっ くぇ きけ-
いなおぇ う ょさ. ′ぇえ-ゃぇあくけすけ っ ょぇ 
くっ しっ ょけこせしおぇ たうさせさゅうつっしおぇ 
くぇきっしぇ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ ゅかぇゃぇ-
すぇ. ]ぇきうはす ]すうゃなく しつうすぇ, つっ 
っ ょかなあっく ょけ しぇきうは おさぇえ ょぇ 
しっ ういこけかいゃぇ けくけゃぇ, おけっすけ っ 
けしすぇくぇかけ ゃ くっゅけ.             〈┿

╃さぇおけくなす っ あういくっく, ぇお-
すうゃっく, けすおさうす, つうしすけしなさ-

ょっつっく, ょけゃっさつうゃ, っくっさゅうつっく, 
てうさけおけしおさけっく. 〈けえ っ つせゃしすゃう-
すっかっく, ういこうすゃぇ ぉっいこさうつうくくけ 
ぉっいこけおけえしすゃけ. ]すさっきう しっ おなき 
しなゃなさてっくしすゃけ う すけゃぇ ゅけ こさぇ-
ゃう ゃいうしおぇすっかっく - おぇおすけ おなき 
しっぉっ しう, すぇおぇ う おなき ょさせゅうすっ. 
╇いうしおゃぇ きくけゅけ, くけ ょぇゃぇ きくけゅけ 
こけゃっつっ. [ぇいょさぇいくうすっかっく っ, ょせ-
きうすっ きせ ういこさっゃぇさゃぇす きうしかうすっ. 
〉きっっ ょぇ ょぇゃぇ こけかっいくう しなゃっすう, 
くけ さけぉせゃぇ くぇ しおさせこせかう. ╃さぇ-
おけくなす っ っくすせしうぇしす う かっしくけ しっ 
せゃかうつぇ こけ さぇいかうつくう うょっう.
〈けえ っ さぇいくけしすさぇくくけ さぇいゃうす, 

うくすっかうゅっくすっく, ういょさなあかうゃ, ゃっ-
かうおけょせてっく, うきぇ しうかくぇ ゃけかは. 

╁かうはすっかっく っ う きくっくうっすけ きせ しっ 
しかせてぇ. ╃さぇおけくなす せしこはゃぇ ゃなゃ 
ゃしうつおけ う くっ ういこうすゃぇ くうおぇおゃう 
くせあょう こけ あういくっくうは しう こなす. 
╉ぇおゃぇすけ う こさけそっしうけくぇかくぇ うい-
はゃぇ ょぇ しう ういぉっさっ, は けゃかぇょはゃぇ 
ょけ しなゃなさてっくしすゃけ. ╋けあっ かっしくけ 
ょぇ しこっつっかう ゃしうつおけ, くけ う ょぇ いぇ-
ゅせぉう ゃしうつおけ.
‶けかせつぇゃぇ きくけゅけ かのぉけゃ, くけ 

しぇきうはす すけえ さはょおけ しっ ゃかのぉゃぇ 
う けとっ こけ-さはょおけ こけおぇいゃぇ かの-
ぉけゃすぇ しう. 〈けえ こけつすう くうおけゅぇ くっ 
こさっあうゃはゃぇ かのぉけゃくけ さぇいけつぇ-
さけゃぇくうっ, くけ つっしすけ しすぇゃぇ こさう-
つうくぇ いぇ ょさぇきう う しなすさっしっくうは. 
╅っくうすっ こっつっかはす けぉとっしすゃっくう-
すっ しうきこぇすうう う うきぇす きくけあっしすゃけ 
けぉけあぇすっかう.

╃さぇおけくなす しないょぇゃぇ しっきっえしすゃけ 
おなしくけ うかう ういけぉとけ くっ ゅけ しないょぇ-
ゃぇ – しぇき しっ つせゃしすゃぇ こけ-ょけぉさっ.
╁ ょっすしすゃけすけ う きかぇょけしすすぇ しう 

ょさぇおけくなす こさっあうゃはゃぇ きくけゅけ 
すさせょくけしすう, いぇとけすけ ういうしおゃぇ 
こさっおぇかっくけ きくけゅけ けす ぉかういおうすっ 
しう. ┿さすうしすうつくうはす きせ すっきこっさぇ-
きっくす っ すさせょっく いぇ ゃないこさうっきぇ-
くっ う ゃ しさっょくぇすぇ しう ゃないさぇしす. 
〈けえ けぉうおくけゃっくけ こさっゃないたけあょぇ 
けおけかくうすっ う くっ ゅう さぇいぉうさぇ. ╁な-
こさっおう すけゃぇ ゃしうつおう ゅけ たぇさっしゃぇす 
う しっ ゃしかせてゃぇす ゃ きくっくうっすけ きせ. 
╇きぇ すさせょっく たぇさぇおすっさ, ゃうくぇゅう 
っ くっょけゃけかっく, くけ ゃ おさぇは くぇ あう-
ゃけすぇ しう けぉうおくけゃっくけ こけかせつぇゃぇ 
ゃしうつおけ, おけっすけ こけあっかぇっ う しっ 
つせゃしすゃぇ きくけゅけ とぇしすかうゃ.

╃さぇおけくなす しうきゃけかういうさぇ おなし-
きっすぇ, おけしきうつっしおぇすぇ しうかぇ う 
こけかけあうすっかくけすけ こかぇくっすぇさくけ 
ゃかうはくうっ, あうゃけすぇ う くぇこさっょなおぇ. 
〈けえ くけしう ぉけゅぇすしすゃけ, ょけぉさけょっ-
すっか, たぇさきけくうは う ょなかゅけかっすうっ. 
╃さぇおけくなす っ きうすうつっく, すけえ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ けゅなく, いかぇすけ う ゃけょぇ, くけ 
きけあっ ょぇ ぉなょっ せくうとけあっく いぇ しっ-
おせくょう, しかっょ おけっすけ ょぇ しっ ゃないさけ-
ょう けす こっこっかすぇ.
╋なあなす, さけょっく ゃ ゅけょうくぇすぇ 

くぇ ╃さぇおけくぇ – あうゃけすなす きせ っ 
すさせょっく, くけ きぇすっさうぇかくけ けぉっい-
こっつっく. ┿おけ っ さけょっく こさっい こさけ-
かっすすぇ う かはすけすけ, ょぇあっ っ ぉけゅぇす. 
╇きぇ かう さけょうかくけ こっすくけ くぇ さぇ-
きけすけ, すけえ っ きなょなさ, おさぇしくけさっ-
つうゃ う こけこせかはさっく しさっょ あっくうすっ. 
╋ぇさす う しっこすっきゃさう いぇ くっゅけ しぇ 
おさうすうつくう きっしっちう.
╅っくぇすぇ, さけょっくぇ ゃ ゅけょうくぇすぇ 

くぇ ╃さぇおけくぇ, っ しゅけゃけさつうゃぇ, けす-
いうゃつうゃぇ う すさせょけかのぉうゃぇ. ┿おけ 
くっ しかせつう くぇ こけょたけょはと しなこさせゅ, 
っ けしけぉっくけ くっとぇしすくぇ. [けょっくうすっ 
こさっい っしっくすぇ う いうきぇすぇ しぇ こけ-
とぇしすかうゃう う こけしすうゅぇす ちっかうすっ 
しう こけ-かっしくけ. ┿おけ うきぇ さけょうかくけ 
こっすくけ くぇ ゅなさょうすっ, ゃしうつおうすっ え 
あっかぇくうは しっ しぉなょゃぇす. ╂かぇゃぇすぇ, 
おけしすうすっ う いなぉうすっ え しぇ しかぇぉけ 
きはしすけ ゃ いょさぇゃけしかけゃくけ けすくけてっ-
くうっ. ╁ ょっすしすゃけすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
こぇいう けす けゅなく う ゃけょぇ. 〈させょくう 
ゅけょうくう – 1, 28, 29.
╉さうすうつくう ゅけょうくう -  いぇ きな-

あっすっ すけゃぇ しぇ 4, 28, 39, 56 う 60-
すぇすぇ けす あうゃけすぇ うき; いぇ あっくうすっ 
- 52, 65 う 80-すぇすぇ ゅけょうくぇ.
′っしなゃきっしすうきけしすう  - ╃さぇおけ-

くなす うきぇ こさはおぇ くっしなゃきっしすうきけしす 
し おせつっすけ う しおさうすぇ くっしなゃきっしすう-
きけしす (こさけはゃはゃぇ しっ しかっょ くはおけか-
おけきっしっつくけ いぇこけいくぇくしすゃけ) しなし 
いきうはすぇ.

╁¨╃′╇〈╄ ╃[┿╉¨′╇ しぇ 
さけょっくう こさっい 1952 う 2012 ゅ. 
]きはすぇ しっ, つっ ゃけょぇすぇ せしこけおけは-
ゃぇ けゅなくは くぇ ╃さぇおけくぇ. ╁けょくうすっ 
ょさぇおけくう せきっはす ょぇ ゃうあょぇす くっ-
とぇすぇ けす ょさせゅう ゅかっょくう すけつおう, 
きぇおぇさ ょぇ くっ しぇ ゃうくぇゅう こさぇゃう. 
┿おけ しぇ けぉきうしかうかう ょけぉさっ しゃけう-
すっ さってっくうは, きくけゅけ たけさぇ ゅう 
しかっょゃぇす. 
╋╄〈┿╊′╇ぅ〈 ╃[┿╉¨′ – 

すけゃぇ しぇ たけさぇすぇ, さけょっくう こさっい 
1940 う 2000 ゅけょうくぇ. ╁ ぇしすさけ-
かけゅうはすぇ しっ こさうっきぇ, つっ きっすぇか-
くうすっ ╃さぇおけくう しぇ こけ-しうかくう, こけ-
さってうすっかくう う しっ ぉけさはす いぇ すけゃぇ, 
ゃ おけっすけ ゃはさゃぇす. ╇しすうくしおう かう-
ょっさう しぇ う けぉうおくけゃっくけ たけさぇすぇ 
ゅう しかっょゃぇす し せょけゃけかしすゃうっ. 
╃‒[╁╄′╇〈╄ ╃[┿╉¨′╇ しぇ 

さけょっくうすっ こさっい 1904 う 1964 
ゅ. 〈っいう ╃さぇおけくう しぇ しなし しうかくぇ 
すゃけさつっしおぇ しすさぇくぇ, すっ しぇ おさっ-
ぇすうゃくう う うくけゃぇすうゃくう. 〈っ しっ 
さぇいぉうさぇす し ょさせゅうすっ, くけ ゃうくぇゅう 
うきぇす ょけきうくうさぇとぇすぇ ょせきぇ. 
¨╂′╄′╇〈╄ ╃[┿╉¨′╇ しぇ 

さけょっくう こさっい 1916 ゅ. う 1976 ゅ. 
〈っ しぇ きくけゅけ っきけちうけくぇかくう う いぇ-
すけゃぇ こけくはおけゅぇ さっぇゅうさぇす きくけゅけ 
ぉなさいけ う ぉっいさぇいしなょくけ. ┿ すけゃぇ 
つっしすけ ゃけょう ょけ ゅさっておう う くっょけ-
けぉきうしかっくう さってっくうは. 
╆╄╋′╇〈╄ ╃[┿╉¨′╇ しぇ 

さけょっくう こさっい 1928 ゅ. う 1988 
ゅ. 〈なえ おぇすけ しぇ いっきくう, すっ しぇ う 
くぇえ-さぇいせきくう う きなょさう しさっょ 
こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ いけょうぇ-
おぇかくうは いくぇお ╃さぇおけく. ╃っえしすゃぇす 
さぇちうけくぇかくけ う せさぇゃくけゃっしっくけ, ゃ 
しなしすけはくうっ しぇ ょぇ おけくすさけかうさぇす 
しゃけっすけ こけゃっょっくうっ. ╃さぇおけくうすっ 
しぇ しなゃきっしすうきう し ‶かなた う ╋ぇえ-
きせくぇ う しぇ くっ しなゃきっしすうきう し ╀うお 
う ╉けいぇ.

TA

╇ちかすか くあ ちあいそてあ, いひちくけ たちそすかせけ, てうそちねかつてうそ け けくせかせあおけ. ╇つみさあさうけ.
Годините на Дракона – назад:  1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Какво да знаем за родените в годините на Дракона:

╆ぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ 2012 ゅ. とっ ぉなょっ すけかおけゃぇ くぇこさっゅくぇすぇ, 
おけかおけすけ う 2011 ゅ. ′け うきぇ しっさうけいくう さうしおけゃっ ょぇ しすぇくっ う 

こけ-いかっ - ょぇ うきぇ くけゃう しなおさぇとっくうは う くけゃぇ ゃなかくぇ けす くぇきぇ-
かはゃぇくっ くぇ いぇこかぇすう, こさけゅくけいうさぇす うおけくけきうしすう う っおしこっさすう, 
いぇくうきぇゃぇとう しっ し こけょぉけさ くぇ こっさしけくぇか. 
╋ぇかおう こけかけあうすっかくう こさけきっくう きけあっ ょぇ うきぇ しぇきけ ゃ けすょっかくう 

しっおすけさう おぇすけ IT, そぇさきぇちうは う おけいきっすうおぇ, ぇ くぇょっあょぇすぇ いぇ こけ-
しっさうけいくけ さぇいょゃうあゃぇくっ っ ゃ こけはゃぇすぇ くぇ くけゃう つせあょっしすさぇくくう 
うくゃっしすうすけさう う こけょけぉさはゃぇくっすけ くぇ うおけくけきうおうすっ くぇ ゃけょっとう-
すっ ょなさあぇゃう ゃ ╄ゃさけこぇ. 
╋っあょせ おけかっょくうすっ う くけゃけゅけょうてくうすっ こさぇいくうちう ′ぇちうけくぇか-

くうはす しすぇすうしすうつっしおう うくしすうすせす (′]╇) こせぉかうおせゃぇ さっいせかすぇすうすっ 
けす さっょけゃくぇすぇ しう ぇくおっすぇ しさっょ きっくうょあなさうすっ くぇ こさっょこさうは-
すうはすぇ けす しそっさぇすぇ くぇ しすさけうすっかしすゃけすけ, せしかせゅうすっ う こさけきうて-
かっくけしすすぇ, し おけはすけ こさぇゃう いぇきっさゃぇくっ くぇ ぉういくっし おかうきぇすぇ ゃ 
しすさぇくぇすぇ. ¨おぇいぇ しっ, つっ きくけいうくしすゃけすけ けす すはた けつぇおゃぇす くけゃう 
しこぇょけゃっ いぇ ぉういくっしぇ しう う くけゃう しなおさぇとっくうは こさっい しかっょゃぇとう-
すっ すさう きっしっちぇ.
╋っあょせゃさっきっくくけ ′]╇ けすつっすっ う さなしす くぇ さぇいたけょうすっ くぇ さぇ-

ぉけすけょぇすっかうすっ いぇ すさせょ こさっい すさっすけすけ すさうきっしっつうっ ゃ さぇいきっさ 

くぇ 7.3%. ]こけさっょ さぇぉけすけょぇ-
すっかうすっ, けぉぇつっ, すけゃぇ っ こけ-
しおけさけ いぇさぇょう しなおさぇとっくうはすぇ 
くぇ くうしおけこかぇすっくう しかせあうすっかう, 
おけうすけ ゃけょはす ょけ ういおせしすゃっくけ, 
つうしすけ しすぇすうしすうつっしおけ いぇゃう-
てぇゃぇくっ くぇ けぉとけすけ くうゃけ くぇ 
いぇこかぇとぇくっ. 
╁ないくぇゅさぇあょっくうはすぇ う ぉさけはす 

くぇ さぇぉけすくうすっ きっしすぇ しぇ すはし-
くけ しゃなさいぇくう し さっいせかすぇすうすっ 
くぇ おけきこぇくううすっ, ぇ ゃ きぇしけゃうは 
しかせつぇえ こさっい 2012 ゅ. すっ とっ 
せしっすはす いぇぉぇゃはくっすけ くぇ うおけくけ-
きうつっしおうは さぇしすっあ ゃ ╄ゃさけこぇ 
つさっい しゃうゃぇくっすけ くぇ ういくけしぇ 
う くけゃうすっ しう こけさなつおう. ′ぇえ-
いかっ っ しなしすけはくうっすけ くぇ しすさけう-
すっかくうは しっおすけさ う くぇ きぇかおうすっ 
おけきこぇくうう, くはおけう けす おけうすけ しぇ 
ういこさぇゃっくう こさっょ そぇかうす. 
‶さっい 2011 ゅ. そうさきうすっ こけ-

しおけさけ しぇ しっ ゃないょなさあぇかう けす 
くぇきぇかはゃぇくっ くぇ ゃないくぇゅさぇあ-
ょっくうはすぇ う しぇ けさはいゃぇかう さぇい-
かうつくうすっ こさうょけぉうゃおう, おぇすけ 
くぇこさうきっさ ゃぇせつっさう いぇ たさぇくぇ 
うかう すさぇくしこけさす. ′ぇきぇかはゃぇくう 
しぇ う そうくぇくしけゃうすっ ぉけくせしう, 
おけうすけ いぇゃうしはす けす さっいせかすぇ-
すうすっ くぇ おけきこぇくうはすぇ. ′ぇこさう-
きっさ すっいう くぇ すなさゅけゃちうすっ しぇ 
しゃなさいぇくう し こけおぇいぇすっかうすっ くぇ 
こさけょぇあぉうすっ, ぇ くぇ ゃうしてう-
すっ きっくうょあなさう しっ けこさっょっかはす 
こさっょうきくけ けす そうくぇくしけゃうすっ 
さっいせかすぇすう くぇ おけきこぇくううすっ 
こさっょう けぉかぇゅぇくっ.

        
〈┿ 

                                                         
╁ しすぇすうはすぇ しぇ ういこけかいゃぇくう 

ょぇくくう ╀〈‶‶ う ′]╇

╇いはゃかっくうっすけ  ぉっ くぇこさぇゃっ-
くけ けす きうくうしすなさぇ くぇ そう-

くぇくしうすっ ]うきっけく ╃はくおけゃ こけ 
ゃさっきっ くぇ っょくぇ けす こけしかっょくうすっ 
しさっとう くぇ ′ぇちうけくぇかくうは しなゃっす 
いぇ すさうしすさぇくくけ しなすさせょくうつっしす-
ゃけ こさっい ょっおっきゃさう. ]さっとぇすぇ 
ぉっ こさけゃっょっくぇ ぉっい せつぇしすうっすけ 
くぇ しうくょうおぇすうすっ.

]こけさっょ こさけきっくうすっ, こさっょ-
ゃうあょぇくう けす おぇぉうくっすぇ, 〈╄╊╉ いぇ 
さぇぉけすくぇ うくゃぇかうょくけしす (くっ こさう 
ょっちぇすぇ う くっ こさう こっくしうけくっさう-
すっ), とっ こさっきうくっ おなき ′¨╇. 
]こけさっょ こけしかっょくうすっ ょぇくくう 

くぇ ′ぇちうけくぇかくうは けしうゅせさうすっ-
かっく うくしすうすせす, こさっい  2011-すぇ 
ゅけょうくぇ しぇ ういこかぇとぇくう きぇかおけ 

くぇょ 968 000 うくゃぇかうょくう こっく-
しうう. ‶さぇゃけ くぇ すはた うきぇす たけさぇ-
すぇ ゃ すさせょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす, 
おけうすけ しぇ し くぇきぇかっくぇ さぇぉけすけし-
こけしけぉくけしす, たけさぇすぇ ゃ こっくしうけく-
くぇ ゃないさぇしす, おけうすけ しなとけ うきぇす 
くぇきぇかっくぇ ぇおすうゃくけしす, おぇおすけ 
う きかぇょっあうすっ-うくゃぇかうょう, ぇおけ 
うきぇす 1 ゅけょうくぇ すさせょけゃ しすぇあ. 
¨す ょぇくくうすっ くぇ ′¨╇ しすぇゃぇ 

はしくけ しなとけ, つっ こさうぉかういうすっかくけ 
500 000 ぉなかゅぇさう こけかせつぇゃぇす 
うくゃぇかうょくぇ こっくしうは おぇすけ ゃけょっ-
とぇ こっくしうは, いぇさぇょう くぇきぇかっくぇ-
すぇ うき さぇぉけすけしこけしけぉくけしす. ‶さぇ-
ゃけ くぇ すけいう ゃうょ こっくしうは うきぇす 
たけさぇすぇ し くぇょ 50 こさけちっくすぇ くぇ-
きぇかっくぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす. ̈ し-
すぇくぇかうすっ くぇょ 460 000 こっくしうう 
しっ ういこかぇとぇす こけょ そけさきぇすぇ くぇ 
ょけぉぇゃおう おなき けしくけゃくうすっ こっく-
しうう くぇ たけさぇすぇ う さぇいきっさなす うき 
ゃぇさうさぇ きっあょせ 27 う 30 かっゃぇ.

… う くぇ ゃしっゃないきけあくう-
すっ  ぉうぉかっえしおう う ゃしはおぇおゃう 
ょさせゅう  こけかうつぉう いぇ おさぇえ くぇ 
しゃっすぇ, いぇ すさせょくけしすう, くぇゃけょ-
くっくうは, おぇすぇしすさけそう う おぇおゃう 
かう くっ けとっ しすさぇたけすうう, おけうすけ 
こさけしすけ しなこなすしすゃぇす つけゃって-
おぇすぇ ちうゃうかういぇちうは. 
‶さう すけゃぇ けすおぇお しゃはす しゃっ-

すせゃぇ…

‶け うさけくうは くぇ  おぇかっくょぇさぇ, 
けすおさうゃぇきっ  ゃすけさぇすぇ ゅけょうくぇ 
くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”  けす 
すけいう しうきこぇすうつっく う くぇすけ-
ゃぇさっく し きくけゅけ そぇすぇかういなき 
13-すう ょっく. ‶っすなお. /』ぇおぇ くう 
けとっ っょうく こさっい のかう/.
‶さう すけゃぇ しぇきけ くぇ ょっしっすうくぇ 

ょくう さぇいしすけはくうっ けす ╂けょうくぇすぇ 
くぇ ╃さぇおけくぇ. ╂けょうくぇ, おけはすけ 
しこけさっょ ぇしすさけかけいう う ゃしはおぇお-
ゃう ょさせゅう ぉさけはつう くぇ ゃさっきっ-
くぇ う そぇすぇかくけしすう, くはきぇ ょぇ 
っ くうおぇお かっおぇ, くけ とっ っ こさっ-
ょういゃうおぇすっかくぇ けすおなき さぇぉけ-
すぇ, こさっょぇすっかしすゃぇ, こさうはすっか-
しすゃぇ,  おなしきっす う くっけつぇおゃぇくう 
けぉさぇすう.
╁うくぇゅう しなき たぇさっしゃぇかぇ ゅけ-

ょうくうすっ, ゃ おけうすけ くう つぇおぇ 
きくけゅけ さぇぉけすぇ. ╆ぇとけすけ すけつ-
くけ ゃ くっは っ しおさうすぇ う ゅけかはきぇ-
すぇ ′ぇょっあょぇ. ╁ ╀かうあくうは. ╁ 
すけいう ょけ すっぉ. ╁ いぇゃさなとぇくっすけ 
おなき くぇし しぇきうすっ う くぇえ-ぉかうい-
おうすっ くう. ╁ ういかういぇくっすけ ′ぇ 
‶なすは. ′ぇてうはす ‶なす.  
′はきぇ こけ-さぇぉけすっと くぇつうく いぇ 

けちっかはゃぇくっ けす くぇきうさぇくっすけ 
くぇ くぇし しぇきうすっ. ╇ ‶なすは. 
╇ ゃ すけいう しきうしなか „〈さうぉせ-

くぇ ┿さしっくぇか” とっ こさけょなかあぇ-

〉╅》】[ 〉╅ 13-【¨ 

25 はくせぇさう 12ゅ. /しさはょぇ/
26 はくせぇさう 12ゅ. /つっすゃなさすなお/
╉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 くぇ 

せか. „╇しおさぇ” わ4

18 つぇしぇ 

╉うすぇさっく おけくちっさす くぇ せつっくうちうすっ くぇ 
]すっそぇく 》さうしすけゃ う ╋ぇくつけ ╉ぇさぇうかうっゃ

ゃぇ う こさっい すぇいう ゅけょうくぇ  ょぇ 
っ つぇしす けす すけいう けぉと こなす - くぇ 
′ぇょっあょぇすぇ, くぇ ╀かうあくうは, くぇ 
』けゃっおぇ ょけ くぇし, くぇ ]こけょっかっ-
くぇすぇ ¨すゅけゃけさくけしす. ╆ぇ ょぇ くう 
っ かっおけ こけ ‶なすは. 
╇ すけゅぇゃぇ くはきぇ ょぇ うきぇ くう-

おぇおゃけ いくぇつっくうっ  ょぇかう  ゃ ゅけ-
ょうくぇすぇ くぇ ╃さぇおけくぇ そぇすぇか-
くうすっ こっすなちう とっ しぇ ょゃぇ うかう 

こけゃっつっ. ╃ぇかう すけつくけ ゃ すはた 
とっ ゃいっきぇきっ ゃぇあくうすっ しう さっ-
てっくうは うかう こさけしすけ とっ しすけうき, 
けつぇおゃぇえおう ょぇ くう こけょきうくっ 
ぉせさはすぇ.
╆ぇとけすけ とっ いくぇっき, つっ くっ 

そぇすぇかういきなす くぇ ょくうすっ, ぇ くぇ-
てうすっ つけゃっておう こけしすなこおう, きう-
しかう, ょっえしすゃうは, ぉっいょっえしすゃうは, 
こさっきっさっくう うかう くっこさっきっさっ-
くう ょせきう とっ しぇ すっいう, おけうすけ 
とっ けさうしゃぇす ゅけょうくうすっ おぇすけ 
すさせょくう うかう ぉかぇゅけょぇすくう.  
〈ぇおぇ つっ - ゅきせさおぇえすっ しっ ゃ 

ゅけょうくぇすぇ くぇこさっょ し ちっかうは 
たなし う ゃはさぇ, し おけうすけ しぇ ゃう 
ょぇさうかう ゅけょうくうすっ. 
]  ちっかうは しう けこすうきういなき う 

あっかぇくうっ ょぇ しすけさうすっ ょけぉさけ, 
ょぇ しすっ こけかっいくう, ぇおけ くっ  くぇ  
ゃぇし, すけ こけくっ くぇ くはおけえ ょさせゅ 
ょけ ゃぇし. 
 ╇ しぇきけ すけゅぇゃぇ ょくうすっ くう, 

くっいぇゃうしうきけ けす  ぉさけはつぇ くぇ 
おぇかっくょぇさぇ,  ゃうくぇゅう とっ しぇ  
こさっおさぇしくう すさうくぇえしすなちう…
╇かう こさけしすけ ょくう, おけうすけ とっ 

こなかくうき し たせぉぇゃう しこけきっくう う 
ょけぉさう ょっかぇ. 
] くぇょっあょぇすぇ う しさっとうすっ し 

こけさっょくうすっ ぉさけっゃっ くぇ „〈さうぉせ-
くぇ ┿さしっくぇか” ょぇ しぇ つぇしす けす すはた.                 


