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 【あこせそ そちひきけか 

╇きっ: ╁ぇかっくすうくぇ ‶っすおけゃぇ ]すけはくけゃぇ

╋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: 27

╆けょうは: 〈っかっち

¨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 7 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 しけぉしすゃっくうすっ しう ゃないきけあくけしすう う くぇ しっきっえしすゃけすけ 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”

]かっょ こさぇいくうちうすっ っ ゃさっ
きっすけ, おけっすけ けぉうおくけゃっくけ 

きさぇいうき. ‶さうつうくぇすぇ - けすなくはか 
くう e ょあけぉなす, けすっしくっかう しぇ 
くう ょさったうすっ, ぇ しぇきうすっ くうっ しっ 
つせゃしすゃぇきっ くっおけきそけさすくけ いぇ
さぇょう くはおけえ ょさせゅ おうかけゅさぇき ゃ 
こけゃっつっ. 
‶けょゅけくっくう けす くっけょけぉさうすっか

くうすっ こけゅかっょう くぇ こけかけゃうくおうすっ 
ょけ くぇし, しっぉっかのぉうっすけ う あっかぇ
くうっすけ くう ょぇ ういゅかっあょぇきっ ょけ
ぉさっ, けしけぉっくけ あっくうすっ, しっ こけょ
かぇゅぇきっ くぇ くっつけゃっておう ょうっすう, 
けす おけうすけ ゃきっしすけ すなくおう, ういかう
いぇきっ こけ-ぉけかくう う こけ-くっとぇしす
くう けす こさっょう ょうっすぇすぇ.
╁ うきっすけ くぇ ょけぉさけすけ くぇしすさけ

っくうっ, ょけぉさうは ゃなくてっく ゃうょ  う 
こしうたうつっしおうは おけきそけさす, ゃう 
こさっょかぇゅぇきっ - ゃきっしすけ ういくっさ
ゃはと ゅかぇょ, っょくぇ すゃなさょっ こけ
くけしうきぇ, こさうはすくぇ う こけかっいくぇ 
ょうっすぇ. ╉けはすけ くぇ ゃしうつおけすけ 
けすゅけさっ いぇしうとぇ, くっ っ くうおぇお 
しおなこぇ, くうすけ ういすけとぇゃぇとぇ. ] 
せゅけゃけさおぇすぇ, つっ ゃう e くせあくぇ 
ょうしちうこかうくぇ けす 2 しっょきうちう. 
╃うっすぇすぇ っ けす いっかっ, はぉなかおう う 

こけさすけおぇかう う しっ けしくけゃぇゃぇ くぇ 

╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 7 24 55

′っさはょおけ つせゃぇきっ, つっ っょくう うかう 
ょさせゅう しすぇえくう さぇしすっくうは しなゃしっき 
くっ しぇ くう こさうはすっかう, ぇ ゃさぇゅけゃっ. 
′ぇうしすうくぇ かう っ すぇおぇ?
┿ょゃけおぇす いぇ おぇおすせしぇ
[ぇしすっくうは - ゃさっょうすっかう うきぇ 

しぇきけ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ. 〈ぇき くぇうしすう-
くぇ くぇゃさっきっ すさはぉゃぇ ょぇ けこかっゃう-
すっ ゅかせたぇさつっすぇすぇ, いぇ ょぇ きけゅぇす 
さっこうつおうすっ ょぇ しすぇくぇす ゅけかっきう. 
′け すけゃぇ くっ けいくぇつぇゃぇ, つっ しぇきけ 

こけ しっぉっ ゅかせたぇさつっすけ っ かけてけ 
さぇしすっくうっ. ′ぇこさけすうゃ, ゃ けこさっ-
ょっかっくう きけきっくすう “しかなくつうちぇすぇ 
し おさぇつっすぇ” くう ょぇさはゃぇす し うしすうく-
しおけ とぇしすうっ.
〈けつくけ すぇおぇ しっ ょなさあぇす ゃしうつおう 

くぇてう いっかっくう こうすけきちう - ゃしっおう 
っ ゅけすけゃ ょぇ くう しっ こさうすっつっ くぇ 
こけきけと. 〈さはぉゃぇ しぇきけ ょぇ いくぇっすっ 
ゃ おぇおゃう しうすせぇちうう ょぇ しっ “けぉなさ-

くっすっ” おなき すはた. ′ぇこさうきっさ, おなき 
おぇおすせしぇ. ╆ぇとけ ぉうけっくっさゅっすう-
おぇすぇ しっ っ けこなかつうかぇ しさっとせ 
ぉけょかうゃうすっ ょあせょあっすぇ? [ぇぉけ-
すぇすぇ っ すぇき, つっ すっ ぇおせきせかうさぇす 
っくっさゅうは けす こさけしすさぇくしすゃけすけ う 
けす たけさぇすぇ, ぇ こけしかっ ういかなつゃぇす 
っくっさゅうえくう うきこせかしう けす ゃさなた-
つっすぇすぇ くぇ うゅかうつおうすっ しう. 
╉ぇおすせしなす ぉせおゃぇかくけ ういこせしおぇ 

しくけこ っくっさゅうえくう うしおさう う ぇゅさっ-

しうゃくうすっ たけさぇ, ぇおけ ょなかゅけ ゃさっきっ 
しっ くぇきうさぇす おさぇえ くっゅけ, しすぇゃぇす 
さぇいょさぇいくうすっかくう. ╆ぇ おさけすおうすっ 
たけさぇ けぉぇつっ っ きくけゅけ こけかっいくけ 
ょぇ こけしっょはす しさっょ ぉけょうかつっすぇすぇ - 
すけゃぇ とっ うき ょぇょっ しうかぇ う とっ うき 
こけきけゅくっ ょぇ こけゃはさゃぇす ゃ しっぉっ 
しう. ╇ けとっ くっとけ - しこけさっょ そっく-
てせえ すっいう さぇしすっくうは すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ こけしすぇゃはす ゃ いけくぇすぇ くぇ ¨ゅなくは 

(くぇ のゅ う のゅけいぇこぇょ ゃ こけきっとっ-
くうっすけ). 〈けゅぇゃぇ こぇさうすっ う せしこっ-
たうすっ しぇ ゃう ゅぇさぇくすうさぇくう.
╊けてぇすぇ しかぇゃぇ くぇ ぉさなてかはくぇ 

っ しゃなさいぇくぇ しなし しっきっえくうは あう-
ゃけす. ]きはすぇ しっ, つっ すけえ っ ゃさっ-
ょっく, すなえ おぇすけ おぇさぇ きなあぇ ょぇ 
こうっ, ょぇ たけえおぇ う くぇおさぇは ょけさう 
ょぇ くぇこせしくっ ょけきぇ. ╇しすうくぇ かう っ 
すけゃぇ? ′っ しなゃしっき. ┿おけ しっきっえ-
くうすっ けすくけてっくうは くっ しぇ ょけし-
すぇすなつくけ すけこかう, ぉさなてかはくなす 
きけあっ ょぇ こさけゃけおうさぇ さぇいょはかぇ. 
′け ぇおけ ゃう しゃなさいゃぇす ゅけさっとう 
つせゃしすゃぇ, すけえ くはきぇ ょぇ ゃう さぇい-
ょっかう - けぉさぇすくけ, とっ しっ こさっ-
ゃなさくっ ゃ こぇいうすっか くぇ ょけきぇてくけ-
すけ けゅくうとっ.
‶さけおせさけさ いぇ そうおせしぇ
╇きぇ う さぇしすっくうは, いぇ おけうすけ っ 

けぉとけこさうっすけ ょぇ しっ しきはすぇ, つっ しぇ 
しすさぇてうかうとぇ, ゃなこさっおう つっ くぇ 
こけゃっつっすけ たけさぇ うき ういゅかっあょぇす 
“くっあくう う こせたおぇゃう”. 〈けゃぇ しっ 
けすくぇしは くぇえ-ゃっつっ いぇ そうおせしう-
すっ, すっきっくせあおうすっ, ゃしうつおう ぉっ-
ゅけくうう. ╁しなとくけしす すっ くっゃうくぇゅう 
くけしはす ょけぉさけ くぇ しすけこぇくうすっ しう.
′ぇこさうきっさ, さぇいさぇしくぇかうはす しっ 

そうおせし っ しこけしけぉっく ょぇ こさっゃなさ-
くっ ぇおすうゃくうは すゃけさつっしおう つけゃっお 
ゃ かっくうゃ う いぇすゃけさっく ょけきけ-
てぇさ, つうっすけ こけかっ くぇ ょっえくけしす 
しっ けゅさぇくうつぇゃぇ し ょうゃぇくぇ う 
すっかっゃういけさぇ. ┿ こかなすくぇすぇ さっ-
ょうちぇ くっあくう すっきっくせあおう とっ 
こさっゅさぇょう こなすは くぇ しぇきけすくぇすぇ 
ょぇきぇ おなき しっきっえくけすけ とぇしすうっ. 
╆ぇとけ? ╋くけゅけ こさけしすけ - ゅけかは-
きけすけ おけかうつっしすゃけ すっきっくせあ-
おう しないょぇゃぇす ゃ ょけきぇ すけかおけゃぇ 

あっくしすゃっくぇ ぇすきけしそっさぇ, つっ きなあ 
すぇき こさけしすけ くっ きけあっ ょぇ ういょなさ-
あう. ]なとけすけ きけあっ ょぇ しっ おぇあっ 
う いぇ ぉっゅけくううすっ. ┿おけ ういこなかくうすっ 
し すっいう こさっかっしすくう ちゃっすは あうかう-
とっすけ くぇ しぇきけすっく つけゃっお, すっ しぇ 
しこけしけぉくう ょぇ “けすぉかなしくぇす” けす 
くっゅけ ゃしうつおうすっ きせ さけょくうくう う 
こさうはすっかう.
╆っかっく “╃けおすけさ ¨たぉけかう”
╇きぇ かう さぇしすっくうは, おけうすけ しぇ 

こけかっいくう ゃうくぇゅう う いぇ ゃしうつおう? 
′っしなきくっくけ! ′ぇ こなさゃけ きはしすけ 
しさっょ すはた っ たかけさけそうすせきなす. 〈けえ 
ゃかうはっ ぉかぇゅけこさうはすくけ ゃなさたせ 
っくっさゅっすうおぇすぇ くぇ ょけきぇ, こさけ-
つうしすゃぇ ゃないょせたぇ けす ぉぇおすっさう-
うすっ う ゅけ くぇしうとぇ し おうしかけさけょ. 
╉けしきぇすうすっ てぇこおう くぇ たかけさけ-
そうすせきぇ かっしくけ けちっかはゃぇす う ゃ 
くぇえ-すなきくうすっ なゅかう, たさぇくっえおう 
しっ し くぇすさせこぇくぇすぇ っくっさゅうは, ぇ ゃ 
いぇきはくぇ くう ょぇゃぇす せしっとぇくっすけ いぇ 
かっおけすぇ.
╃させゅ ゃしっけぉと こさうはすっか う こけ-

きけとくうお っ きうさすぇすぇ. ╄くっさゅっ-
すうおぇすぇ え っ ぉかぇゅけこさうはすくぇ いぇ 
あうゃけすぇ う かのぉけゃすぇ, くけ ゃ ょけき, 
おなょっすけ つっしすけ うきぇ おぇゃゅう, きうさ-
すぇすぇ きけあっ こさけしすけ ょぇ ういしなたくっ, 
ょけさう ょぇ しっ ゅさうあぇす こさぇゃうかくけ 
いぇ くっは.
╃ぇ けちっかっって ょけ こさけかっすすぇ

╆うきぇすぇ っ ゃさっきっすけ くぇ こさけしすせ-
ょうすっ う ょっこさっしううすっ. ¨ぇいうしなす 
くぇ こっさゃぇいぇ ゃう くっ しぇきけ さぇょゃぇ 
けつうすっ, けしゃっあぇゃぇ う こさけつうしすゃぇ 
ゃないょせたぇ, くけ う いぇさっあょぇ っくっさ-
ゅうえくけ. ╆ぇ ょぇ せおさっこうすっ うきせく-
くぇすぇ しう しうしすっきぇ, けすゅかっあょぇえすっ 
ょさなゃつっ かうきけく, ゅぇさょっくうは うかう 
しすぇっく あぇしきうく. 〈っ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ 
ゃ しこぇかくはすぇ ゃう, いぇ ょぇ きけあっすっ 
ゃしはおぇ くけと “ょぇ しっ いぇさっあょぇすっ” 
けす すはた.
╁くうきぇくうっ: ぇおけ ゃしっ こぇお しすっ 

しっ さぇいぉけかっかう, ゃ しこぇかくはすぇ ゃう 
くっこさっきっくくけ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ おぇ-
そっっくけ ょなさゃけ, ぇかけっ うかう ぉさなて-
かはく. ¨しすぇくぇかうすっ さぇしすっくうは, 
けぉうすぇゃぇとう しすぇはすぇ ゃう, こけ ゃさっきっ 
くぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ っ こけ-ょけぉさっ 
ょぇ ぉなょぇす “こさっしっかっくう”, けしけぉっくけ 
おぇおすせしうすっ う ょさぇちっくうすっ.
‶さっい しすせょっくうすっ きっしっちう ぉうつ 

いぇ くぇし しぇ くぇしすうくおうすっ, しすさっしなす, 
ょっこさっしうはすぇ, ぉっいしなくうっすけ, ゅかぇ-
ゃけぉけかうっすけ. ╁ すけいう しかせつぇえ くぇえ-
ょけぉさう こけきけとくうちう しぇ こぇしうそ-
かけさぇすぇ, かぇゃなさなす /ょぇそうくけゃけすけ 
ょなさゃけ/ う たうぉうしおせしなす - いぇ すはた 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ けすさっょう くぇえ-けしゃっ-
すっくけすけ きはしすけ ゃ ょけきぇ う ょぇ うき 
しっ かのぉせゃぇすっ ゃしはおぇ しゃけぉけょくぇ 
きうくせすぇ.                

 〈┿

さぇいすけゃぇさゃぇとうは っそっおす, おけえすけ 
うきぇす そうぉさうすっ ゃ すっいう こかけょけゃっ 
う いっかっくつせちう.
• ╆っかっすけ っ ういすけつくうお くぇ 

きくけゅけ きうくっさぇかくう ゃっとっしすゃぇ: 
おぇかうえ, おぇかちうえ, きぇゅくっいうえ う 
ょさせゅう, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ おけう-
すけ けす けさゅぇくういきぇ しっ ういたゃなさかはす 
ういかうてくうすっ すっつくけしすう. ¨しゃっく 
すけゃぇ ゃ くっゅけ しっ しなょなさあぇす ゃっ-
とっしすゃぇ, おけうすけ しぇ くっけぉたけょう-
きう いぇ たけさぇすぇ, しおかけくくう おなき 
くぇこなかくはゃぇくっ. 〈っいう ゃっとっしすゃぇ 
いぇぉぇゃはす こさっゃさなとぇくっすけ くぇ いぇ-
たぇさすぇ う ょさせゅうすっ ゃなゅかったうょさぇ-
すう ゃ きぇいくうくう う こけ すけいう くぇつうく 
こさっょけすゃさぇすはゃぇす せゃっかうつぇゃぇ-
くっすけ くぇ すっゅかけすけ. ╆ぇ こさっょこけ-
つうすぇくっ っ いっかっすけ ょぇ しっ おけくしせ-
きうさぇ くぇ しぇかぇすう.
• ぅぉなかおうすっ しぇ せくうゃっさしぇかっく 

こかけょ し ぉけゅぇす う ぉぇかぇくしうさぇく 
しなしすぇゃ けす ゃうすぇきうくう, きうおさけっ-
かっきっくすう, こかけょけゃう おうしっかうくう, 
こっおすうくう う ょさせゅう. 〈っ ぇおすうゃう-
いうさぇす たさぇくけしきうかぇくっすけ う うきぇす 
けぉとけ けつうしすゃぇとけ ょっえしすゃうっ 
ゃなさたせ ちっかうは けさゅぇくういなき. ╃け-
ぉさっ っ ょぇ しっ はょぇす し おけさぇすぇ.
• ‶けさすけおぇかうすっ しぇ ういすけつくうお 

くぇ ゅけかっきう おけかうつっしすゃぇ ゃう-
すぇきうく ]. ¨しゃっく すけゃぇ, すっ しな-
ょなさあぇす きうくっさぇかくう ゃっとっしすゃぇ 
(しさっょ すはた けしけぉっくけ ちっくくうすっ 
きっょ, ちうくお う きぇゅくっいうえ), っすっ-
さうつくう きぇしかぇ, こっおすうくう う そう-
すけくちうょう. ¨おぇいゃぇす すけくういうさぇ-
とけ ょっえしすゃうっ ゃなさたせ つけゃっておうは 
けさゅぇくういなき, くぇきぇかはゃぇす くうゃけ-
すけ くぇ たけかっしすっさうくぇ ゃ おさなゃすぇ, 
こさっきぇたゃぇす そういうつっしおぇすぇ う せき-
しすゃっくぇすぇ せきけさぇ, こけくうあぇゃぇす 
ぇさすっさうぇかくけすけ くぇかはゅぇくっ.

[ぇいすけゃぇさゃぇとぇ ょうっすぇ しなし 
いっかっ, はぉなかおう う こけさすけおぇかう 
– こさうきっさくけ きっくの:

╆ぇおせしおぇ: 2 そうかうえおう こなか-
くけいなさくっしす うかう さなあっく たかはぉ 
しっ くぇきぇいゃぇす きくけゅけ すなくおけ し 
きぇしかけ, けすゅけさっ しっ くぇさっあょぇす 
さっいっくつっすぇ はぉなかおぇ, こけさすけおぇか 
うかう いっかっゃう かうしすぇ, ゃなさたせ すはた 
しっ こけしすぇゃは こさけいさぇつくけ さっいっく-
つっ くうしおけきぇしかっく おぇておぇゃぇか; 
おぇそっ うかう つぇえ
╁すけさぇ いぇおせしおぇ: はぉなかおぇ 

うかう こけさすけおぇか
¨ぉはょ: ]ぇかぇすぇ けす いっかっ う 

はぉなかおう, こけょこさぇゃっくぇ し さぇしすう-
すっかくけ きぇしかけ; しせこぇ ぉけさて; 150 
ゅ こっつっくけ こうかっ ぉっい おけあぇすぇ
]かっょけぉっょくぇ いぇおせしおぇ:

はぉなかおぇ うかう こけさすけおぇか
╁っつっさは: こかけょけゃぇ しぇかぇすぇ けす 

はぉなかおう う こけさすけおぇかう し きっょ う 
しすぇそうょう う くうしおけきぇしかっくけ おう-
しっかけ きかはおけ
‶さっょう かはゅぇくっ: 1 つぇてぇ ぇえ-

さぇく; はぉなかおぇ うかう こけさすけおぇか
¨ぉとう しなゃっすう: ╆ぇたぇさすぇ しっ 

ういおかのつゃぇ くぇこなかくけ, ぇ しけかすぇ 
しっ くぇきぇかはゃぇ ょけ きうくうきせき. ╇い-
おかのつゃぇす しっ ぇかおけたけかなす, しかぇょ-
おうてうすっ う こなさあっくうすっ はしすうは. 
╆ぇ こうっくっ しっ こさっこけさなつゃぇす 

きうくっさぇかくぇ ゃけょぇ う いっかっく つぇえ. 
╆ぇ すはた くはきぇ けゅさぇくうつっくうは, くけ 
けぉとけすけ おけかうつっしすゃけ すっつくけしすう 
いぇ ょっくは くっ ぉうゃぇ ょぇ くぇょたゃなさ-
かは 2 かうすさぇ. 
╉ぇそっすけ っ あっかぇすっかくけ ょぇ しっ 

けゅさぇくうつう ょけ 2 つぇておう ょくっゃくけ. 
╁っつっさはすぇ すさはぉゃぇ ょぇ っ こけくっ 3 
つぇしぇ こさっょう かはゅぇくっ いぇ しなく. 

〈┿

[けいちけてしけけてか おあ つてそみて おあしかね そて さあさてとつけてか, つてあちけてか すそすけ - そて てかすかせときさけてか

[すかてひて 』てそみせそうあ たちかお えちあきおあせけてか:

‶けょさけぉくけ ういかけあっくうっ こけ こけいうちううすっ くぇ けぉとうくしおうは ぉのょあっす 2012 けす おきっすぇ ╂ぇかう-
くぇ ]すけはくけゃぇ, きくけゅけ ゃなこさけしう けす ゅさぇあょぇくう, けすおさけゃっくう けすゅけゃけさう けす さなおけゃけょくうは 

っおうこ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ゃっょさぇ ぇすきけしそっさぇ ぉっかはいぇたぇ こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇくっ くぇ 
きぇおさけさぇきおぇすぇ けす こさうたけょう う さぇいたけょう いぇ すっおせとぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ 19-すう はくせぇさう ゃっつっさすぇ ゃ 
おぇきっさくぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか”. 33 きうかうけくぇ 647 たうかはょう 744 かっゃぇ 
っ こさけっおすなす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ ╀のょあっす 2012. ¨すくけゃけ ╉ぇいぇくかなお とっ さぇいつうすぇ こさっ-
ょうきくけ くぇ こぇさうすっ, けすこせしくぇすう けす ょなさあぇゃぇすぇ, しすぇくぇ はしくけ けす こさっょしすぇゃっくうすっ  さぇいつっすう, おけう-
すけ こさっょゃうあょぇす 18 きかく. 810 たうか. 073 かゃ. さぇいたけょう いぇ ょっかっゅうさぇくう けす ょなさあぇゃぇすぇ ょっえくけし-
すう, こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす おけうすけ – いぇ せつうかうとぇすぇ, おなょっすけ けすうゃぇす 13 きかく. 224 たうか. 409 かゃ. 
╋ぇかおけ くぇょ 1 きうかうけく う 800 たうか. かゃ. しぇ いぇ しけちうぇかくう ゅさうあう – さぇいたけょう ゃ しけちうぇかくうすっ ょけ-

きけゃっ, ╃くっゃくうは ちっくすなさ いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは, ╆ぇとうすっくけ あうかうとっ. ╃なさあぇゃぇすぇ けすこせしおぇ いぇ 
おせかすせさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 645 たうか. 942 かゃ., けす おけうすけ – いぇ きせいっえ „╇しおさぇ” – 206 たうか. 966 かゃ. 

う いぇ つうすぇかうとぇすぇ – 438 たうか. 
976 かゃ. ¨しすぇくぇかうすっ さぇいたけょう 
ゃ おせかすせさぇすぇ しっ けしうゅせさはゃぇす けす 
けぉとうくしおうすっ こさうたけょう.
╀のょあっすなす っ いぇゃうてっく しこさは-

きけ きうくぇかけゅけょうてくうは こかぇく し 
1 きかく. 800 たうか. かゃ.
‶さうけさうすっす ゃ ぉのょあっすぇ しぇ 

さぇいこかぇとぇくうはすぇ おなき そうさきう, 
けしすぇくぇかう くっさぇいこかぇすっくう けす 
こさっょくうは おきっすしおう きぇくょぇす, 
しすぇくぇ はしくけ くぇ こせぉかうつくけすけ 
けぉしなあょぇくっ.  ¨とっ こけ-きぇかおけ 
けす きっしっち しかっょ ゃしすなこゃぇくっすけ 
しう ゃ ょかなあくけしす, くけゃうはす おきっす-
しおう っおうす くぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ-
ゃぇ さぇいしさけつう ょなかゅけゃっすっ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ おなき 7 そうさきう, し 
おけうすけ しぇ こけょこうしぇくう しこけさぇ-
いせきっくうは いぇ 1 きかく. 586 たうか. 

981 かゃ. ′ぇ すぇいゅけょうてくうは ぉの-
ょあっす すっあぇす けとっ こかぇとぇくうは 
おなき „′っかしっく ╄おけ”, けぉしかせあゃぇ-
かぇ けぉとうくしおぇすぇ つうしすけすぇ こさっ-
ょう ぉかういけ 10 ゅけょうくう, くけ おなき 
くっは うきぇ ょなかゅ けす 460 たうか. かゃ., 
たぇいくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ こけおさうっ 
う 400 たうか. かゃ. くっけょけぉさっくう 
さぇいたけょう こけ こさけっおすぇ けす ¨‶ 
„¨おけかくぇ しさっょぇ” くぇ ╄] – けとっ 
400 たうか. かゃ.
╇きぇ くっこかぇすっく ょなかゅ う おなき 

そうさきぇすぇ, けしうゅせさはゃぇかぇ けた-
さぇくぇすぇ くぇ けぉとうくしおうすっ けぉっお-
すう – „]ぇかぇきぇくょなさ” – いぇ くぇょ 
200 たうか. かゃ.

╁しっおう すさっすう せつっくうお くぇ ゃないさぇしす けす 6 ょけ 19 ゅけょうくう っ し くぇょくけさきっくけ すっゅかけ, おぇすけ 12,7% けす 
せつっくうちうすっ しぇ しなし いぇすかなしすはゃぇくっ. 

〈けゃぇ しけつぇす ょぇくくうすっ けす こさけせつゃぇくっ いぇ こっさうけょぇ 2010 -2011 ゅ. くぇ ′ぇちうけくぇかくうは ちっくすなさ こけ けぉ-
とっしすゃっくけ いょさぇゃっ う ぇくぇかういう う ╉ぇすっょさぇ “‶っょうぇすさうは” くぇ ╋っょうちうくしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]けそうは. 
╃ぇくくうすっ しぇ こけゃっつっ けす すさっゃけあくう, すなえ おぇすけ ょっかなす くぇ せつっくうちうすっ し くぇょくけさきっくけ すっゅかけ しぇきけ 

いぇ こけしかっょくうすっ 7-8 ゅけょうくう しっ っ せゃっかうつうか し 10%. 
╉ぇすけ けしくけゃくぇ こさうつうくぇ いぇ すけゃぇ ういしかっょけゃぇすっかうすっ こけしけつゃぇす ういおかのつうすっかくけ くうしおぇすぇ そういう-

つっしおぇ ぇおすうゃくけしす くぇ こけょさぇしすゃぇとうすっ, くっこさぇゃうかくけすけ たさぇくっくっ う くっこさうっきぇくっすけ くぇ こかけょけゃっ う 
いっかっくつせちう. 
¨す けこけゃっしすっくうすっ こさっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ ょぇくくう, こけ こけゃけょ ╄ゃさけこっえしおうは ょっく くぇ いょさぇゃけ-

しかけゃくけすけ たさぇくっくっ, しすぇくぇ はしくけ, つっ 35% けす こけょさぇしすゃぇとうすっ しぇ そういうつっしおう ぇおすうゃくう っょゃぇ 2 
ょくう けす しっょきうちぇすぇ. ]ぇきけ っょくぇ つっすゃなさす けす せつっくうちうすっ こけおさうゃぇす こさっこけさなつゃぇくぇすぇ そういうつっしおぇ 
ぇおすうゃくけしす けす こけくっ 60 きうくせすう くぇ ょっく. 〈けゃぇ くぇ しゃけえ さっょ けぉはしくはゃぇ う いぇつっしすうかうすっ しっさうけい-

くう いぇぉけかはゃぇくうは しさっょ こけょさぇ-
しすゃぇとうすっ - ょうぇぉっす, ゃうしけおけ 
おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ, しなさょっつくう 
こさけぉかっきう. 
╇いしかっょゃぇくっすけ ゃぇょう くぇ 

こけおぇい う ょさせゅう こけゃっつっ けす 
しすさはしおぇとう ょぇくくう: 18% けす 
せつっくうちうすっ おけくしせきうさぇす くっけぉ-
たけょうきぇすぇ いぇ けさゅぇくういきぇ さうぉぇ 
こけ-さはょおけ けす ゃっょくなあ ゃ きっしっ-
ちぇ, ぇ 5,6% しぇ こけょさぇしすゃぇとう-
すっ, おけうすけ こさうっきぇす こさっしくう 
こかけょけゃっ う いっかっくつせちう しなし しな-
とぇすぇ つっしすけすぇ.
╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ, きぇかおけ 

くぇょ 30% けす せつっくうちうすっ はょぇす 
こけゃっつっ けす ゃっょくなあ くぇ ょっく 
こうちう, きっおうちう う ぉぇくうつおう, 
おぇおすけ う しかぇょおぇさしおう ういょっかうは.
‶け すけいう こけおぇいぇすっか しきっ くぇし-

すうゅくぇかう う くぇ こなす しきっ ょぇ いぇょ-
きうくっき しすさぇくう し すさぇょうちうけくくけ  
いぇすかなしすっかう こけょさぇしすゃぇとう, 
おぇすけ ╇すぇかうは う ┿くゅかうは. 〈っく-
ょっくちうはすぇ いぇ いぇすかなしすはゃぇくっ う 
さぇいぉけかはゃぇくっ くぇ こけょさぇしすゃぇ-
とうすっ っ すっくょっくちうは けす しゃっすけ-
ゃっく きぇとぇぉ, くけ ょぇくくうすっ いぇ 
╀なかゅぇさうは くぇかぇゅぇす しこってくけ  
ゃいっきぇくっ くぇ きっさおう.
‶さう しさぇゃくっくうっ くぇ ょぇくくうすっ 

けす くぇちうけくぇかくうは きけくうすけさうくゅ 

けす 2004 ゅ., おけゅぇすけ しっ せしすぇ-
くけゃはゃぇ, つっ ょっちぇすぇ ゃ せつっ-
くうつっしおぇ ゃないさぇしす うきぇす 20% 
くぇょくけさきっくけ すっゅかけ, おぇすけ 5% 
けす すはた しぇ しなし いぇすかなしすはゃぇくっ, 
う ょぇくくうすっ けす 2010-2011 ゅ. 
しすぇゃぇ はしくけ, つっ  ょっちぇすぇ し くぇょ-
くけさきっくけ すっゅかけ ゃっつっ しぇ 30%, 
ぇ 12% しぇ しなし いぇすかなしすはゃぇくっ. 
╉さういぇすぇ ゃ ょけたけょうすっ, せゃっ-

かうつぇゃぇとぇすぇ しっ ぉっいさぇぉけすうちぇ 
しさっょ くぇしっかっくうっすけ ゃ すさせょけし-
こけしけぉくぇ ゃないさぇしす, かうこしぇすぇ くぇ 
おせかすせさぇ ゃ たさぇくっくっすけ しぇきけ 
せしかけあくはゃぇす こさけぉかっきぇ. ╆ぇ-
ゅなさぉゃぇくっすけ きせ, けぉぇつっ, しない-
ょぇゃぇ けとっ こけ-しっさうけいくう 
こさけぉかっきう いぇ ゃ  ぉなょっとっ. ¨し-
くけゃくうはす しさっょ すはた とっ っ ぉけかくけ 
う くっすさせょけしこけしけぉくけ ゃ  ゅけかはきぇ 
しすっこっく  こけおけかっくうっ. ┿  くはおけか-
おけゅけょうてくぇすぇ こさぇおすうおぇ くぇ  
きくけゅけ くぇちうけくぇかくう こさけゅさぇきう 
う うくうちうぇすうゃう, しさっょ おけうすけ う 
„‶かけょ う きかはおけ”,  うかう けこうすう-
すっ ょぇ しっ ういたゃなさかはす しかぇょおう-
すっ こさけょせおすう けす せつうかうとくうすっ 
かぇゃおう ゃっつっ こけおぇいぇ,  つっ くはきぇ 
さっいせかすぇす. ╃けさう う きうくうきぇ-
かっく. ′ぇ たけょ しぇ おぇさょうくぇかくうすっ  
さってっくうは. ╇ すけ しこってくけ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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73 しぇ しゃけぉけょくうすっ  さぇぉけすくう きっし-
すぇ, けぉはゃっくう けす おぇいぇくかなておけすけ ╀のさけ 
こけ すさせょぇ. ¨しくけゃくぇすぇ つぇしす けす すはた しぇ 
いぇ こさけそっしうう う ょかなあくけしすう, おけうすけ 
きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす いぇっすう けす たけさぇ し けし-
くけゃくけ けぉさぇいけゃぇくうっ. 〈ぇおうゃぇ しぇ 40 
けす けぉはゃっくうすっ しゃけぉけょくう こけいうちうう, 
けしくけゃくけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ かっおぇすぇ こさけ-
きうてかっくけしす. 〈なさしはす しっ けこっさぇすけさう 

ǲǨǳǭǵǬǨǸ
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

28 はくせぇさう -  - ╁ ╀なかゅぇさうは っ しないょぇょっく ╉けくしせかすぇすう
ゃっく しなゃっす いぇ くぇちうけくぇかくぇ しうゅせさくけしす, けゅかぇゃはゃぇく けす こさっいうょっく
すぇ;  - ¨すおさうすぇ っ こなさゃぇすぇ けすしっつおぇ くぇ ]けそうえしおけすけ きっすさけ; 

 - ╁なゃ 《けさす ╉の (╋けくすぇくぇ, ]┿】) っ ういきっさっくぇ くぇえ-ゅけかはきぇ
すぇ しくっあうくおぇ ゃ しゃっすぇ - ょなかゅぇ 38 しき.
29 はくせぇさう - ╄ゃさけこっえしおう ょっく いぇ いぇとうすぇ くぇ かうつくうすっ 

ょぇくくう;  - ]けそさけくうえ ╁さぇつぇくしおう いぇゃなさてゃぇ ゃ ╉けすっか こなさ
ゃうは こさっこうし くぇ ‶ぇうしうっゃぇすぇ うしすけさうは.
30 はくせぇさう - ]ゃ. 〈さう ]ゃっすうすっかう, ゃ くぇさけょくぇすぇ すさぇょうちうは - 

〈さうしすなこちう; ╃っく くぇ ╀けゅけしかけゃしおぇすぇ くぇせおぇ;  - ‶けつうくぇ 
╇ゃぇく ╉さなしすっゃ - ょっっち くぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇすぇ こぇさすうは ゃ おぇいぇく
かなておけ う ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす.
31 はくせぇさう -  - [けょっくぇ っ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさけさけつうちぇ ╀ぇぉぇ 

╁ぇくゅぇ - ╁ぇくゅっかうは ╂せとっさけゃぇ;  - [せしおうはす ちぇさ ‶っすなさ ┶ ╁っ
かうおう いぇぉさぇくはゃぇ くぇ ょゃけさはくしおうすっ ょっちぇ, くっこけかせつうかう けぉさぇいけゃぇ
くうっ, ょぇ しっ あっくはす.
01 そっゃさせぇさう - ]ゃ. きなつっくうお 〈さうそけく; 〈さうそけくけゃょっく, ╆ぇ

さっいぇく; ‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ かけいぇさうすっ;  ゅ. /1852/ 
けす さけあょ. くぇ ぅくおけ ┿くゅっかけゃ - こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう ぇこすっおぇさ; 
- “╊うぉっさぇかういぇちうは” くぇ ちっくうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは, いぇこけつくぇかう ょぇ しっ 
そけさきうさぇす くぇ こぇいぇさっく こさうくちうこ. ‶さっきうっさなす ╃うきうすなさ ‶けこけゃ 
ゃないおかうおゃぇ: „╆ぇ ╀けゅぇ, ぉさぇすは, くっ おせこせゃぇえすっ!“;  - ┿きっさうおぇ
くちうすっ けぉはゃはゃぇす くぇゅさぇょぇ けす 5 きかく. ょけかぇさぇ いぇ ゅかぇゃぇすぇ くぇ ]かけ
ぉけょぇく ╋うかけてっゃうつ.
02 そっゃさせぇさう - ]さっすっくうっ ╂けしこけょくっ; ‶っすかぬけゃょっく, ╃っく 

くぇ きなあおぇすぇ つっかはょ;  ゅ. /1902/ けす しき. くぇ ╄きぇくせうか ╋ぇくけ
かけゃ - けしくけゃけこけかけあくうお くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ こさけそっしうけくぇかくけ おけき
こけいうすけさしおけ すゃけさつっしすゃけ, ぇゃすけさ くぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ けこっさぇ 
„]うさけきぇたおうくは”;  ゅ. /1847/ けす さけあょ. くぇ ぃさょぇく ]すぇすっかけゃ, 
しないょぇすっか くぇ せつっくけかのぉうゃぇすぇ ょさせあうくおぇ “╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお.
03 そっゃさせぇさう -  - 《さっくしおうはす たうきうお ′ゅせっく ╀せ 》けう けぉは

ゃはゃぇ いぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ こさうつうくうすっか くぇ さぇお ゃ すのすのくっゃうは ょうき.
04 そっゃさせぇさう -  ゅ. /1882/ けす さけあょ. くぇ ╂けちっ ╃っかつっゃ - 

さっゃけかのちうけくっさ, ゃけょぇつ う うょっけかけゅ くぇ ╁╋¨[¨;  - ′うおけかぇえ 
╃けぉさっゃ ゃさなとぇ きぇくょぇすぇ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ ╀]‶ し こさっきうっさ 
╅ぇく ╁うょっくけゃ.
05 そっゃさせぇさう -  - ╁ ‶ぇさうあ っ さけょっく そさっくしおうはす うくあっくっさ 

┿くょさé ╂のしすáゃ ]うすさけéく - しないょぇすっか くぇ おけきこぇくうはすぇ “]うすさけっく”, 
こさなゃ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ ぇゃすけきけぉうかけしすさけっくっすけ ゃなゃっか しっさうえくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ;  - ]]][ ういしすさっかゃぇ くぇえ-すっあおうは しこなすくうお ゃ 
うしすけさうはすぇ くぇ おけしきけくぇゃすうおぇすぇ, すっあぇと 7 すけくぇ う 100 おゅ.
06 そっゃさせぇさう - ‶さぇいくうお くぇ いっきはすぇ う こかけょけさけょうっすけ;  - ┿く

ゅかうえしおうはす おさぇか ╃あっえきし ┶ ういょぇゃぇ おくうあおぇ しさっとせ すのすのくけこせてっくっすけ.
07 そっゃさせぇさう -  - ╁ ╀なかゅぇさうは っ こさうっす ╆ぇおけく いぇ せしすさけえ

しすゃけすけ くぇ きっあょせしっかしおぇすぇ こけとぇ - 290 おせさうっさう こけおさうゃぇす ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ;  - [けょっく っ ¨かっゅ ┿くすけくけゃ - させしおう ぇゃうけおけくしすさせお
すけさ, こけょ つうっすけ さなおけゃけょしすゃけすけ しぇ しないょぇょっくう しぇきけかっすうすっ „┿く”.
08 そっゃさせぇさう -  - ]ないょぇょっく っ くっいぇゃうしうきうはす こさけそしなのい 

“‶けょおさっこぇ”;  - [けょっく ╈けしおけ ╈けしうそけゃ - ょうさうゅっくす う おけき
こけいうすけさ けす ╉ぇいぇくかなお.
09 そっゃさせぇさう - ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉっいけこぇしっく うくすっさくっす; 

 - ′ぇ 35 ゅ. せきうさぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ こけっすっしぇ しかっょ ¨し
ゃけぉけあょっくうっすけ ╄おぇすっさうくぇ ′っくつっゃぇ;  ゅ. /1887/ けす さけあょ. くぇ 
╁ぇしうかうえ 』ぇこぇっゃ させしおう ゃけっくぇつぇかくうお, おけきぇくょうさ くぇ ょうゃういうは ゃ 
』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは こけ ゃさっきっ くぇ ╂さぇあょぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ ゃ [せしうは; 

 - 〉きうさぇ ╇ゃぇく ┿ょあéくけゃ けす ╉ぇいぇくかなお, つかっく くぇ ╀〈『╉.
10 そっゃさせぇさう - ]ゃきつお. 》ぇさぇかぇきこうえ う きつちぇ ╁ぇかっくすうくぇ. 

》ぇさぇかぇきこう - けす ゅさ. - „しうはっと けす さぇょけしす”. ╁ぇかっくすうく けす かぇす. - 
„しうかっく, きけゅなと”; ‶さぇいくうお くぇ こつっかぇさうすっ, ゅさぇょうくぇさうすっ う 
けゃけとぇさうすっ;  ゅ. /1837/ けす ゅうぉっかすぇ くぇ ┿かっおしぇくょなさ ‶せて
おうく;  ゅ. /1912/ けす しき. くぇ ╃あけせいっそ ╊úしすっさ, ゃなゃっか ゃ たうさせさ
ゅうつっしおぇすぇ こさぇおすうおぇ ぇくすうしっこすうおぇすぇ – きっすけょ いぇ けぉっいいぇさぇいはゃぇくっ 
くぇ さぇくうすっ;  - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっくぇ 〈けょけさぇ ╀ぇおなさょあうっゃぇ, 
おせさうっさおぇ くぇ ╀なかゅぇさしおうは さっゃけかのちうけくっく すぇっく おけきうすっす.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

いぇ くぇきけすぇゃぇくっ くぇ おけくちう う 
こさっあょう, くぇゃうゃぇつう, ぇこさっすせさ-
つうちう う けこぇおけゃつうちう. 
╃させゅう ぉかういけ 20 こけいうちうう 

しぇ いぇ たけさぇ しなし しさっょくけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ. 〈っ きけゅぇす ょぇ おぇく-
ょうょぇすしすゃぇす いぇ ょかなあくけしすうすっ 
しすさせゅぇさ, そさっいうしす, さぇぉけすくうお 
しすけおけゃけょくぇ ょっえくけしす, こさけょぇ-
ゃぇつ, そさういぬけさ, きったぇくうお,  きけく-
すぇあくうお-きっぉっかう う てけそぬけさ. 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しなとけ っ 
けぉはゃうかぇ くはおけかおけ しゃけぉけょくう 
さぇぉけすくう こけいうちうう いぇ たけさぇ しなし 
しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ - すなさしはす 
しっ ゅかぇゃくう しこっちうぇかうしすう こけ 
こけょょさなあおぇ くぇ せかうつくけすけ けし-
ゃっすかっくうっ, こけ ゃっすっさうくぇさくけ-
しぇくうすぇさくう ょっえくけしすう, ょっあせ-
さっく こけ しうゅせさくけしす う けたさぇくぇ, 

しこっちうぇかうしす こけ っおけおけくすさけか. 
╉ぇすけ てぇくし いぇ けしすぇゃぇとうすっ 

ぉっい さぇぉけすぇ っ しぇ う さぇいかうつ-
くうすっ ゃうょけゃっ ゃないきけあくけしすう 
いぇ しっいけくくぇ さぇぉけすぇ ゃ しすさぇくう 
けす ╄] くぇ ぉぇいぇ ょゃせしすさぇくくう 
しこけゅけょぉう. ╉ぇくょうょぇすしすゃぇ-
くっすけ いぇ すっいう ゃないきけあくけしすう 
しすぇゃぇ つさっい ╀のさけすけ こけ すさせ-
ょぇ う しかっょ せしこってくけ うくすっさ-
ゃの. ]ぇきけ こさっょう ぉさけっくう ょくう 
ぉっ こけしかっょくけすけ うくすっさゃの くぇ 
おぇくょうょぇすうすっ いぇ さぇぉけすぇ ゃ 
╇しこぇくうは いぇ ぉさぇくっ くぇ はゅけょう. 
]さっょ すはた うきぇ う さぇぉけすっとう ゃ 
„┿さしっくぇか”.  
╁ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ しぇ けぉは-

ゃっくう 14 しゃけぉけょくう さぇぉけすくう 
きっしすぇ, ういうしおゃぇとう ゃうしてっ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ‶け-ゅけかはきぇすぇ 

つぇしす しぇ いぇ さぇぉけすぇ ゃ けぉとうく-
しおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, おな-
ょっすけ しっ すなさしはす しこっちうぇかうしすう 
こけ こさうたけょう, こけ けぉとうくしおぇすぇ 
しけぉしすゃっくけしす, っおしこっさすう こけ 
こさけゅさぇきう, こさけっおすう う さぇぉけ-
すぇ し ′‶¨. ]さっょ けぉはゃっくうすっ 
しゃけぉけょくう こけいうちうう うきぇ う いぇ 
せつうすっかう, ゃないこうすぇすっかう, こけ-
きけとくうお- ゃないこうすぇすっかう う かっ-
おぇさう. 
╉なき 20-すう はくせぇさう ゃ おぇ-

いぇくかなておけすけ ╀のさけ こけ すさせ-
ょぇ くはきぇ けぉはゃっくう すさぇえくけ 
くっいぇっすう しゃけぉけょくう さぇぉけすくう 
きっしすぇ. ]こさぇゃおぇすぇ いぇ ぇおすせ-
ぇかくうすっ しゃけぉけょくう さぇぉけすくう 
きっしすぇ くぇ こさぇおすうおぇ しっ ぇおすせ-
ぇかういうさぇ ゃしっおうょくっゃくけ. ]ゃけ-
ぉけょくうすっ こけいうちうう しっ けぉはゃは-

ゃぇす ぉっい けこけゃっしすはゃぇくっすけ 
くぇ  すなさしっとうは さぇぉけすけ-
ょぇすっか う くっゅけゃうは ぇょさっし. 
╇くすっさっしせゃぇとうすっ しっ けす 
けぉはゃっくうすっ しゃけぉけょくう こけ-
いうちうう きけゅぇす ょぇ こけかせ-
つぇす こなかくぇ うくそけさきぇちうは 
いぇ しゃけぉけょくうすっ さぇぉけすくう 
きっしすぇ けす すさせょけゃうすっ こけ-
しさっょくうちう, おぇおすけ う くぇ 
すっかっそけくう: 0431/64456 
う 0431/64592. ╇くそけさ-
きぇちうは しっ こさっょけしすぇゃは, 
ぇおけ うくすっさっしせゃぇとうすっ しっ 
けすゅけゃぇさはす くぇ ういうしおゃぇくう-
はすぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ う 
うきぇす さっゅうしすさぇちうは おぇすけ 
ぇおすうゃくけ すなさしっとう さぇぉけ-
すぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╃-さ ′うくけ ′っえおけゃ こけかせつう  いくぇおぇ いぇ ぇおせ
てっさ くぇ ゅけょうくぇすぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 

〈けえ きせ ぉっ ゃさなつっく けす おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけは
くけゃぇ こけ こけゃけょ ╃っくは くぇ さけょうかくぇすぇ こけきけと. 
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょ-さ ′っえおけゃ っ ぇおせてう
さぇか こさう さぇあょぇくっすけ くぇ 174 ぉっぉっすぇ ゃ おぇいく
かなておけすけ ┿╂¨. ]なし しなとうは いくぇお う ゅさぇきけすぇ ぉっ 
けすかうつっくぇ  う ぇおせてっさおぇすぇ ]ぇぉうたぇ 』ぇおなさ, こけ
きけゅくぇかぇ ょぇ しっ さけょはす 108 ぉっぉっすぇ. 
‶さっい 2011 ゅ. ゃ ┿╂¨ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ しっ さけょう

かう 626 ぉっぉっすぇ – 319 きけきうつっすぇ う 307  きけき
つっすぇ. ‶なさゃけすけ ぉっぉっ くぇ 2012 ゅ. っ ′うおけかぇえ, 
さけょっく くぇ 1 はくせぇさう ゃ 8.50 つぇしぇ. ]なとうは ょっく 
くぇ ぉはか しゃはす ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉけかくうちぇ しっ こけ
はゃうたぇ けとっ ╋うくおぇ う ぃかうはく. 

¨す 23-すう はくせぇさう ちっくうすっ くぇ ぉうかっすうすっ ゃ あ.こ. すさぇくしこけさすぇ いぇ こなすくうつっしおう う ぉなさいう ゃかぇおけゃっ しぇ せゃっ
かうつっくう しさっょくけ し 9%. 

] くけゃけすけ せゃっかうつっくうっ ちっくぇすぇ くぇ ぉうかっすぇ けす ╉ぇいぇくかなお ょけ ]けそうは - ぉなさい ゃかぇお, ゃすけさぇ おかぇしぇ, しすぇゃぇ 11,40 
かっゃぇ, いぇ こなさゃぇ - 14,30 かっゃぇ.
‶なすせゃぇくっすけ し っおしこさっし こけ しなとぇすぇ ょっしすうくぇちうは ゃっつっ っ 13,90 かっゃぇ いぇ ゃすけさぇ おかぇしぇ う 17,40 かっゃぇ いぇ 

こなさゃぇ. 
]けそうは - ╀せさゅぇし - ゃっつっ とっ しすさせゃぇ し ぉなさい ゃかぇお ゃすけさぇ おかぇしぇ- 10,60 かっゃぇ, ぇ し っおしこさっし - 13, かっゃぇ. 
╀うかっすなす ょけ ]かうゃっく こけしおなこゃぇ しなとけ し 10% う ゃっつっ っ 5,90 かっゃぇ いぇ ゃすけさぇ おかぇしぇ ぉなさい ゃかぇお う 8 かっゃぇ いぇ 

っおしこさっし. ╉ぇいぇくかなお - ╉ぇさかけゃけ ぉうかっすなす っ 4,50 かっゃぇ いぇ ぉなさい ゃかぇお う 5,90 かっゃぇ いぇ っおしこさっし. 
] こなすくうつっしおうは ゃかぇお すけいう きぇさてさせす っ 3,60 かっゃぇ. ¨す 90 しすけすうくおう くぇ かっゃつっ しすぇゃぇ ぉうかっすなす いぇ こなすくうつっ

しおうは ゃかぇお ょけ ╃せくぇゃちう, し 10 しす. しっ せゃっかうつぇゃぇ う ちっくぇすぇ くぇ ぉうかっすぇ ょけ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ, し こなすくうつっしおう 
ゃかぇお - けす 1,40 くぇ 1,50. 
〉ゃっかうつっくうっすけ とっ しっ けすさぇいう う くぇ ちっくうすっ くぇ しすせょっくすしおうすっ う こっくしうけくっさしおう ぉうかっすう. 〈っ とっ こなすせゃぇす くぇ 

こけかけゃうく ちっくぇ けす くけゃぇすぇ. ]さっょくけすけ せゃっかうつっくうっ こさう すはた くぇ ぉぇいぇ ょけしっゅぇてくう ちっくう っ し 10%.
                    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ  

‶けょこうしおぇ いぇ こけしすぇゃはくっすけ くぇ すけぇかっすくう  ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ 
つぇしす くぇ ゅさぇょぇ  こけょったぇ すなさゅけゃちう う しけぉしすゃっくうちう くぇ すなさ

ゅけゃしおう けぉっおすう, くぇきうさぇとう しっ くぇ せかうちぇ „╇しおさぇ”.  〈っ くぇしすけは
ゃぇす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ  こけしすぇゃう  けぉとっしすゃっくう すけぇかっすくう ゃ 
さぇえけくぇ. 『っかすぇ っ ゅさぇあょぇくうすっ  ょぇ くっ こさっゃさなとぇす ちっくすなさぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお う ゅさぇょしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ  すけぇかっすくぇ くぇ けすおさうすけ. ╇くう
ちうぇすけさ くぇ こけょこうしおぇすぇ っ ╊うくぇ ]すけえくけゃぇ, おけはすけ けす ゅけょうくう しっ 
ゃないきせとぇゃぇ くぇ くっこさうはすくぇすぇ  ゅかっょおぇ こさっょ けつうすっ え. ¨しけぉっくけ 
くっこけくけしうきけ しすぇゃぇ こさっい こさけかっすすぇ う かはすけすけ, おけゅぇすけ ゃ ゅさぇょぇ 
うょゃぇす う すせさうしすう けす つせあぉうくぇ, おけうすけ しなとけ し こさうすっしくっくうっ しっ 
けいなさすぇす いぇ すけぇかっすくう. 
 ╃け きけきっくすぇ しさっとせ かうこしぇすぇ くぇ すけぇかっすくう ゃ ちっくすなさぇ しぇ しっ こけょこうしぇかう こけゃっつっ けす 150  ゅさぇあ

ょぇくう. ╁しうつおう すっ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ けぉかっおつぇゃぇくっすけ ゃ ゅさぇょしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ, くぇ おけっすけ しすぇゃぇす 
つっしすけ しゃうょっすっかう  う くっゃさなしすくう きぇかつせゅぇくう, くっ っ くうすけ ゃないこうすぇすっかくけ, くうすけ こさうはすくけ おぇすけ ゅかっょ
おぇ う おぇすっゅけさうつくけ せさけくゃぇ うきうょあぇ くぇ ゅさぇょぇ. 
‶さっょ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇしすけはゃぇす しこってくけ ょぇ しっ さってう ゃな

こさけしなす し すけぇかっすくぇすぇ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす う ょぇ しっ しこさっ すぇいう こけさけつくぇ „こさぇおすうおぇ”. 40 
たうかはょう かっゃぇ っ こかぇくうさぇかぇ きっしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは いぇ さっきけくす くぇ  けぉとっしすゃっくう  すけぇかっすくう ゃ 
╉ぇいぇくかなお こさっい すぇいう ゅけょうくぇ. ‶かぇくけゃっすっ こさっょゃうあょぇす くぇえ-しっすくっ, しかっょ こけゃっつっ けす こっすうかっすおぇ 
くぇしすけはゃぇくっ, ょぇ しっ こけしすぇゃう  すけぇかっすくぇ  ゃ さぇえけくぇ くぇ おけけこっさぇすうゃくうは こぇいぇさ ゃ おゃ. „┿ぉぇはすぇ”.
 ¨しゃっく すけゃぇ, し つぇしす けす こぇさうすっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ さっきけくすうさぇ う くっさぇぉけすっとぇすぇ こけゃっつっ けす ょっしっ

すうかっすうっ けぉとっしすゃっくぇ すけぇかっすくぇ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇょ せかうちぇすぇ くぇ せしかせゅうすっ. 

‶っすおけ ╉ぇさぇゅうすかうっゃ - かうょっさ くぇ きかぇょっあおぇすぇ けさゅぇ
くういぇちうは くぇ ╂╄[╀  ゃ ╉ぇいぇくかなお ,っ くぇえ-ゃっさけはすくうはす 

ゃすけさう いぇきっしすくうお-けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ  ╆ぇ
ゅけさぇ.  ′ぇいくぇつっくうっすけ きせ くぇ こさぇおすうおぇ  っ さってっくけ, ぇ 
しぇきけすけ ゃしすなこゃぇくっ ゃ ょかなあくけしす とっ っ ょけ ょくう. 
 ′けゃうくぇすぇ ぉっ こけすゃなさょっくぇ  う けす しぇきうは ╉ぇさぇゅうすかう

っゃ, おけえすけ おなき きけきっくすぇ っ  けぉとうくしおう しなゃっすくうお, ゃすけさう 
きぇくょぇす, ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╉ぇさぇゅうすかうっゃ っ ゃないこうすぇくうお くぇ ╀せさゅぇしおうは しゃけぉけょっく 

せくうゃっさしうすっす, しこっちうぇかくけしす  うおけくけきうおぇ う きぇさおっすうくゅ. 
′っ っ しっきっっく. ]かっょ きっしすくうすっ ういぉけさう うきっすけ きせ ぉっ しさっょ 
そぇゃけさうすうすっ いぇ いぇき. おきっすけゃっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
]こけさっょ こなさゃけくぇつぇかくぇすぇ うくそけさきぇちうは すけえ すさはぉゃぇ 

ょぇ こけっきっ さっしけさうすっ くぇ  ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ,  おけはすけ こさっい けおすけきゃさう ぉっ ういぉさぇくぇ いぇ おきっす くぇ ╉ぇ
いぇくかなお. ]すけはくけゃぇ けすゅけゃぇさはてっ くぇ けぉかぇしすくけ くうゃけ いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, しけちうぇかくうすっ ょっえくけしすう, 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ. 

╆ぇ こなさゃう こなす ゃ  くけゃぇすぇ うしすけさうは ¨ぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは  うきぇ  しゃけえ くぇさけょっく 
こさっょしすぇゃうすっか ゃ ぉなかゅぇさしおうは こぇさかぇきっくす. 〈けゃぇ っ 30-ゅけょうてくうはす 》さうしすけ 』ぇ

せてっゃ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ こぇさすうは  ╂╄[╀. ╁ かうしすぇすぇ  けす おぇくょうょぇすう いぇ ′ぇさけょくけすけ 
しなぉさぇくうっ ゃ すけいう きせ きぇくょぇす 』ぇせてっゃ ぉっ くぇ 8-きけ きはしすけ. 〈けえ ゃかういぇ, しかっょ おぇすけ 
╈けさょぇく ′うおけかけゃ, いぇき. おきっす くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, しっ けすおぇいぇ けす こけかぇゅぇとけすけ きせ しっ 
こさぇゃけ, こけかせつっくけ, しかっょ おぇすけ ゃすけさうはす ゃ かうしすぇすぇ ′っょはかおけ ′っょはかおけゃ しすぇくぇ けぉ
かぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
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3500 こさけそっしうけくぇかくう しすさけうすっか-
くう さぇぉけすくうちう けす ╀なかゅぇさうは きけゅぇす ょぇ 
くぇきっさはす さぇぉけすぇ ゃ ╇いさぇっか  くぇ ぉぇいぇ 
こけょこうしぇくぇ ょゃせしすさぇくくぇ ]こけゅけょぉぇ 
きっあょせ ょゃっすっ ょなさあぇゃう いぇ けしうゅせさはゃぇ-
くっ くぇ ゃさっきっくくぇ いぇっすけしす くぇ ゅさぇあょぇくう 
けす ょゃっすっ しすさぇくう. 
70% けす くっけぉたけょうきうすっ しすさけうすっかくう 

さぇぉけすくうちう いぇ ╇いさぇっか すさはぉゃぇ ょぇ しぇ 
おけそさぇあうしすう う ぇさきぇすせさうしすう, おぇおすけ 
う しこっちうぇかうしすう  こけ おっさぇきうつくう けぉ-
かうちけゃおう, こけょけゃっ う しすっくう, いぇ おけうすけ 
っ いぇょなかあうすっかくけ おぇすけ せきっくうっ う せし-
かけゃうっ  さぇいつうすぇくっすけ くぇ しすさけうすっかくう 
こかぇくけゃっ. 10% けす けぉとうは ぉさけえ くっけぉ-
たけょうきう さぇぉけすくうちう /350ょせてう/ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しぇ きぇいぇつう. 
¨そうちうぇかくけすけ しなけぉとっくうっ いぇ すぇいう 

ゃないきけあくけしす っ くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっ-
すけしすすぇ. ╋ぇおしうきぇかくうはす しさけお くぇ ゃさっ-
きっくくぇすぇ いぇっすけしす くぇ くぇっすうすっ さぇぉけす-
くうちう っ すさう ゅけょうくう う こけかけゃうくぇ, おぇすけ 
くぇつぇかけすけ くぇ さぇぉけすぇ っ くっ こけ-おなしくけ けす 
1-ゃう ぇこさうか すぇいう ゅけょうくぇ.
╇いぉさぇくうすっ ぉなかゅぇさしおう さぇぉけすくうちう 

とっ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ こけょこうてぇす 
っょくけゅけょうてくう すさせょけゃう ょけゅけゃけさう, ゃ 
おけうすけ とっ しぇ けすさぇいっくう ゃしうつおう せしかけ-
ゃうは くぇ すさせょ. 〈っいう ょけゅけゃけさう とっ しぇ う し 
ゃないきけあくけしすう ょぇ ぉなょぇす こさけょなかあっくう. 
╉ぇくょうょぇすうすっ いぇ さぇぉけすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 

しぇ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくう, くぇ ゃないさぇしす 
きっあょせ 25 う 40 ゅけょうくう, おけうすけ ょぇ くは-
きぇす こなさゃぇ しすっこっく さけょくうくう, さぇぉけすっ-
とう ゃ ╇いさぇっか, し ういおかのつっくうっ くぇ ぉさぇすは 
う しっしすさう, ょぇ くっ しぇ さぇぉけすうかう ゃ ╇いさぇ-
っか, ょぇ うきぇす つうしすけ しなょっぉくけ きうくぇかけ, 
ょぇ しぇ そういうつっしおう いょさぇゃう いぇ せしうかっくぇ 
さぇぉけすぇ ゃ しすさけうすっかくうは しっおすけさ  こさう 
ういさぇっかしおうすっ おかうきぇすうつくう せしかけゃうは, 
ゃおかのつうすっかくけ う いぇ さぇぉけすぇ くぇ ゃうしけつう-
くう, ょぇ くっ しぇ ぉけかくう けす ゃっくっさうつっしおう 
いぇぉけかはゃぇくうは, ]‶╇′, すせぉっさおせかけいぇ. 

╁しうつおう おぇくょうょぇすう すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす 
いぇゃなさてっくけ こさけそっしうけくぇかくけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ, くぇえ-きぇかおけ 3 ゅけょうくう ょけ-
おぇいぇく こさけそっしうけくぇかっく けこうす う 5 ゅけ-
ょうくう すさせょけゃ しすぇあ こけ しなけすゃっすくぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす, いぇ おけはすけ おぇくょうょぇす-
しすゃぇす. 
╋うくうきぇかくぇすぇ こさけゅくけいくぇ きっしっつくぇ 

いぇこかぇすぇ くぇ しすさけうすっかくうすっ さぇぉけすくう-
ちう ゃ ╇いさぇっか っ けおけかけ 1500 ょけかぇさぇ  
いぇ 211 さぇぉけすくう つぇしぇ きっしっつくけ /1 
とぇすしおう ょけかぇさ っ さぇゃっく くぇ 3,8 てっ-
おっかぇ - こぇさうつくぇすぇ っょうくうちぇ くぇ ╇い-
さぇっか/.
¨ょけぉさっくうすっ おぇくょうょぇすう いぇ さぇぉけすぇ 

ゃ ╇いさぇっか すさはぉゃぇ しぇきう ょぇ こけおさうはす 
さぇいたけょうすっ しう いぇ こけかっすう ょけ う けす ╇い-
さぇっか. 〈ったっく ぇくゅぇあうきっくす  しぇ う さぇい-
たけょうすっ いぇ きっょうちうくしおけ しゃうょっすっか-
しすゃけ, しゃうょっすっかしすゃけ いぇ しなょうきけしす, 
すさぇくしこけさす ゃ ╀なかゅぇさうは こさう けそけさ-
きはくっすけ くぇ ょけおせきっくすうすっ  う こさっゃけょぇ, 
くけすぇさうぇかくぇすぇ いぇゃっさおぇ う かっゅぇかういぇ-
ちうはすぇ くぇ くせあくうすっ ょけおせきっくすう. 
[ぇぉけすくうお, おけえすけ しっ けおぇあっ, つっ くっ 

けすゅけゃぇさは くぇ こけしけつっくうすっ ういうしおゃぇ-
くうは うかう  くはきぇ くせあくうは こさけそっしうけ-
くぇかっく けこうす う せきっくうは, とっ ぉなょっ ゃさな-
とぇく ゃ ╀なかゅぇさうは いぇ くっゅけゃぇ しきっすおぇ. 
╉さぇえくうはす しさけお いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ 

ょけおせきっくすうすっ こけ すぇいう けそっさすぇ っ 20-
すう そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ. ‶けゃっつっ 
こけょさけぉくけしすう こけ けそっさすぇすぇ きけゅぇす ょぇ 
しっ くぇきっさはす ゃ ょうさっおちうは ╀のさけ こけ 
すさせょぇ - ╉ぇいぇくかなお うかう くぇ しぇえすぇ くぇ 
┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ. ╁なこさけしう, 
しうゅくぇかう う けこかぇおゃぇくうは, ゃ しかせつぇえ くぇ 
しなぉうさぇくっすけ くぇ くっさっゅかぇきっくすうさぇくう 
すぇおしう, きけゅぇす ょぇ しっ けすこさぇゃはす くぇ ぇょ-
さっし: 
az@az.government.bg

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

╅[《 《』【╅〉╊【╊
╆╊′ 『╅╆《【╅?
╃ゃぇ しぇ けしくけゃくうすっ いぇおけくう, おけうすけ さっゅかぇきっくすうさぇす おぇおゃけ ゃう しっ こけかぇゅぇ う 

おぇお, しかっょ おぇすけ けしすぇくっすっ ぉっい さぇぉけすぇ: ╉けょっおしなす いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさは-
ゃぇくっ う ╆ぇおけくなす いぇ ぉのょあっすぇ くぇ ╃¨¨.
‶さう ゃしうつおう しかせつぇう, けぉぇつっ, しかっょゃぇ ょぇ こけすなさしうすっ おけきこっすっくすっく しなゃっす けす 

しかせあうすっかうすっ ゃ かうつっく しなしすぇゃ くぇ しなけすゃっすくぇすぇ そうさきぇ う けしくけゃくけ けす すさせょけゃうすっ 
こけしさっょくうちう ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ. 
╁しっおう うきぇ こさぇゃけ くぇ さっゅうしすさぇちうは ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ おぇすけ すなさしっと さぇぉけすぇ, 

くけ こさぇゃけ くぇ けぉっいとっすっくうっ うきぇす さぇぉけすうかうすっ こけ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ こさっい こけ-
しかっょくうすっ 9 きっしっちぇ, し こかぇすっくう ゃくけしおう おなき そけくょ „ぉっいさぇぉけすうちぇ”.  
]さけおなす いぇ けぉっいとっすっくうはすぇ, おけうすけ しっ こけかぇゅぇす, っ ょうそっさっくちうさぇく  こけ ╉けょっおしぇ 

いぇ しけちうぇかくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ, ぇ けしうゅせさうすっかくうはす しすぇあ いぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ けこさっ-
ょっかは ゃさっきっすけ, こさっい おけっすけ とっ しっ こけかせつぇゃぇ けぉっいとっすっくうっすけ. ╋うくうきぇかくうはす 
しさけお くぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ けぉっいとっすっくうっ っ 4 きっしっちぇ, ぇ きぇおしうきぇかくうはす 1 ゅけょうくぇ. 
╁ぇあくぇ こけょさけぉくけしす こさう けこさっょっかはくっすけ くぇ さぇいきっさぇ くぇ けぉっいとっすっくうっすけ こさう 

ぉっいさぇぉけすうちぇ, けぉぇつっ, っ う すけゃぇ - ょぇかう ゃ こけしかっょくうすっ 3 ゅけょうくう くっ しすっ こけかせつぇ-
ゃぇかう ゃっつっ すぇおけゃぇ けぉっいとっくうっ. 
╃くっゃくうはす さぇいきっさ くぇ こけかぇゅぇとけすけ ゃう しっ こぇさうつくけ けぉっいとっすっくうっ っ ゃ さぇいきっさ 

くぇ 60% けす しさっょくけ ょくっゃくうは けしうゅせさうすっかっく ょけたけょ, ゃなさたせ おけえすけ しぇ ゃくっしっくう 
ゃなゃ そけくょ ‶╉╀ ょなかあうきうすっ ゃくけしおう いぇ こけしかっょくうすっ 24 きっしっちぇ. 
┿おけ けしすぇくっすっ ぉっい さぇぉけすぇ, ゃぇあくけ っ ょぇ いくぇっすっ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ さっゅうしすさうさぇ-

すっ おぇすけ ぉっいさぇぉけすくう ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ 7-ょくっゃっく しさけお. ╃けさう 
ょぇ くはきぇすっ こさぇゃけ くぇ けぉっいとっすっくうっ, すけ さっゅうしすさぇちうはすぇ ゃう ょぇゃぇ こさぇゃけ ょぇ こけ-
かせつぇゃぇすっ こけょさけぉくぇ うくそけさきぇちうは けす すさせょけゃうすっ こけしさっょくうちう いぇ しゃけぉけょくうすっ 
さぇぉけすくう きっしすぇ, いぇ おせさしけゃっ いぇ こさっおゃぇかうそうおぇちうは う せつぇしすうっすけ ゃ すはた. ╁しはおけ 
いぇおなしくっくうっ こさう さっゅうしすさぇちうはすぇ けす すけいう しさけお とっ くぇきぇかう こけかぇゅぇとけすけ ゃう しっ 
こぇさうつくけ けぉっいとっすっくうっ いぇ きっしっちぇ, ゃ おけえすけ しすっ いぇおなしくっかう, し すけかおけゃぇ, し おけか-
おけすけ ょくう しすっ いぇおなしくっかう.  
′っけぉたけょうきうすっ ょけおせきっくすう, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ こさっょしすぇゃうすっ こさっょ すさせょけゃうすっ 

こけしさっょくうちう こさう さっゅうしすさぇちうはすぇ ゃ ╀のさぇすぇ こけ すさせょぇ しぇ: ょけおせきっくす いぇ しぇきけ-
かうつくけしす; ょけおせきっくす, せょけしすけゃっさはゃぇと すさせょけゃうは う けしうゅせさうすっかっく しすぇあ; ょけおせ-
きっくす いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ う こさうょけぉうすぇ こけしかっょゃぇとぇ おゃぇかうそうおぇちうは /ぇおけ うきぇ-
すっ/; さってっくうっ くぇ 〈╄╊╉ /いぇ かうちぇすぇ し すさぇえくけ くぇきぇかっくぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす, けす 
おけっすけ ょぇ っ ゃうょくけ おぇおゃう しぇ こさけすうゃけこけおぇいくうすっ せしかけゃうは くぇ すさせょ/; ょけおせきっくす, 
せょけしすけゃっさはゃぇと くぇしすけはとうは ゃう ぇょさっし; ょけおせきっくすう いぇ こさうょけぉうすけ こさぇゃけ くぇ 
こっくしうは いぇ けしうゅせさうすっかっく しすぇあ う ゃないさぇしす うかう こさけそっしうけくぇかくぇ こっくしうは こさう 
さぇくくけ こっくしうけくうさぇくっ, おぇおすけ う ょさせゅう ょけおせきっくすう, くっけぉたけょうきう いぇ ゃおかのつゃぇくっ 
ゃ こさけゅさぇきう う きっさおう いぇ いぇっすけしす. 
╄ょうく けす けしくけゃくうすっ ぇくゅぇあうきっくすう くぇ ╀のさぇすぇ こけ すさせょぇ っ ょぇ くぇしけつゃぇす さっゅう-

しすさうさぇくうすっ ぉっいさぇぉけすくう かうちぇ おなき こけょたけょはとぇ いぇっすけしす ゃない けしくけゃぇ くぇ すはたくけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ う おゃぇかうそうおぇちうは, おぇおすけ う おなき おせさしけゃっ う ゃないきけあくけしすう いぇ こさう-
ょけぉうゃぇくっ くぇ くけゃう こさけそっしうけくぇかくう せきっくうは う おゃぇかうそうおぇちうう.  
╁っつっ っ ゅけすけゃ う ′ぇちうけくぇかくうはす こかぇく いぇ ょっえしすゃうは こけ いぇっすけしすすぇ いぇ すぇいう ゅけ-

ょうくぇ, おけえすけ こさっょゃうあょぇ こさけょなかあぇゃぇくっ くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ „′けゃぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ いぇっすけしす”. ¨しくけゃくぇ ちっかっゃぇ ゅさせこぇ こけ すぇいう こさけゅさぇきぇ しぇ しなおさぇ-
すっくう う けしゃけぉけょっくう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう ゃ さっいせかすぇす くぇ うおけくけきうつっしおぇすぇ 
おさういぇ.                                                                       ╃っかはくぇ  〈さうそけくけゃぇ
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╃けこなかくうすっかくけ うょゃぇす う こかぇ
とぇくうは こけ ぇくゅぇあうきっくすうすっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ くけゃけすけ さっ
ゅうけくぇかくけ ょっこけ いぇ けすこぇょなちう 
おさぇえ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
╁ さぇいたけょうすっ けす きっしすくう

すっ ょっえくけしすう 10.25 % しぇ いぇ 
おきっすしすゃぇすぇ う けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは, いぇ けすぉさぇ
くぇ う しうゅせさくけしす – 2.24 %, いぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっ – 21.66 %, いぇ 
そういおせかすせさぇ う しこけさす – 4.41 
%, いぇ おせかすせさぇ – 9.21 %, いぇ 
うおけくけきうつっしおう ょっえくけしすう – 
4.02 %, いぇ つうしすけすぇ, けいっかっくは
ゃぇくっ, あうかうとくけ しすさけうすっかしすゃけ 
う ╀╉] – 41.9% けす きっしすくうすっ 
さぇいたけょう. ╃っすしおうすっ はしかう う 
きかっつくぇすぇ おせたくは とっ こけたぇさつぇす 
3.67 % けす きっしすくうすっ さぇいたけょう, 
しけちうぇかくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ う 
ゅさうあう  - 4.64 %.

╇くゃっしすうちううすっ しぇ さぇいつっ
すっくう くぇ 5 きかく. 950 たうか. 
644 かゃ.

¨す すはた っょゃぇ 363 たうか. 200 
かゃ. うょゃぇす けす ょなさあぇゃくぇ 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, けしすぇくぇかうすっ こぇさう いぇ 
しすさけうすっかしすゃけ しっ つぇおぇす けす 
しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ う こさう
ゃぇすういぇちうは. ′ぇょ 1 きかく. 212 
たうか. かゃ. とっ しっ うくゃっしすうさぇす ゃ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ, 237 たうか. 400 
かゃ. – ゃ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ, 
いぇ あうかうとくけ しすさけうすっかしすゃけ 
う ╀╉] – ぉかういけ 3 きうかうけくぇ 
かっゃぇ. ¨ぉとうくぇすぇ とっ ゃかけあう 
ゅけかっきう しさっょしすゃぇ ゃ しゅさぇょうすっ 
くぇ ¨しくけゃくけ せつうかうとっ „╋ぇすう 
╀けかゅぇさうは” う 》せきぇくうすぇさくぇすぇ 
ゅうきくぇいうは, おなょっすけ こさっょしすけう 
ゅぇいうそうおぇちうは, いぇ おけはすけ しっ 
いぇょっかはす 170 たうか. かゃ. ╇いちは
かけ とっ ぉなょぇす さっきけくすうさぇくう 
╃っすしおぇ ゅさぇょうくぇ わ9 - 298 
たうか. 400 かゃ. う ╃っすしおぇ はしかぇ 
わ 4 -  200 たうか. かゃ. ╋かっつくぇ
すぇ おせたくは とっ しっ さっきけくすうさぇ う 
こさっけぉけさせょゃぇ ゃ おせたくは-きぇえおぇ, 
おけはすけ とっ けしうゅせさはゃぇ たさぇくぇすぇ 
いぇ ょっすしおうすっ いぇゃっょっくうは う しけ
ちうぇかくけ しかぇぉうすっ, ぇ おせたくうすっ ゃ 
ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう とっ しっ さっ
おけくしすさせうさぇす おぇすけ さぇいかうゃくう 
こけきっとっくうは, おなょっすけ たさぇくぇすぇ 
しぇきけ とっ しっ さぇいこさっょっかは. ‶さう
つうくぇ いぇ すけいう たけょ っ う くっういゅけょ
くうはす ょけゅけゃけさ いぇ たさぇくうすっかくう 
こさけょせおすう ゃ ょっすしおうすっ いぇゃっょっ
くうは, くぇしかっょしすゃけ けす こさっょくうは 
きぇくょぇす, おぇおすけ う くっこけしうか
くうすっ うくゃっしすうちう ゃ おせたくうすっ ゃ 
ゅさぇょうくうすっ, ぇおけ けしすぇくぇす ょぇ 
けぉしかせあゃぇす いぇゃっょっくうはすぇ, いぇ
とけすけ くっ けすゅけゃぇさはす くぇ ういうし
おゃぇくうはすぇ. ╆ぇ しなそうくぇくしうさぇくっ 
こけ こさけっおすぇ いぇ ょけゃなさてゃぇくっ 
くぇ しぇくうさぇくっすけ くぇ けぉとうくしおう
すっ せつうかうとぇ こけ こさけっおす けす ╄] 
しぇ けすょっかっくう  535 たうか. かゃ. 
80 たうかはょう かっゃぇ とっ けすう

ょぇす いぇ こさけっおすうさぇくっ くぇ ょゃぇ
すぇ おゃぇさすぇかぇ – „╊のかはお” くぇょ 
すったくうおせきぇ, う „╉せかぇすぇ”, いぇ
とけすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけょゅけす
ゃはす いぇ おぇくぇかういぇちうは, ぇ ゃっつっ 
っ ういこせしくぇすぇ ゃないきけあくけしすすぇ 
いぇ すけゃぇ ょぇ しっ おぇくょうょぇすしすゃぇ 
こさっょ っゃさけそけくょけゃっすっ.

】っ しっ さっきけくすうさぇす せかう
ちうすっ おなき けしくけゃくうすっ ぇさすっ
さうう

┿しそぇかすうさぇくっ しっ こさっょゃうあ
ょぇ くぇ せかうちうすっ „』ぇすぇかょあぇ”, 
„]すぇきぉけかうえしおう”, „╇ゃぇく ╁ぇ
いけゃ”, „╋ぇいぇかぇす”, „╃-さ ╀ぇっゃ”, 
„『ぇさ ‶っすなさ”, „‶っすぬけ ╂ぇくうく”, 
くぇょ ‶けあぇさくぇすぇ, おなょっすけ とっ 
しっ こさぇゃう う ╁う╉. ╇ょっはすぇ っ ょぇ 
しっ こけかいゃぇす せかうちうすっ, けすゃっあ

ょぇとう おなき ぃあくぇすぇ う ╆ぇこぇょ
くぇすぇ ょなゅぇ, いぇ ょぇ しっ ういゃっょっ 
ょゃうあっくうっすけ けす ちっくすなさぇ けす 
おゃぇさすぇかうすっ ょうさっおすくけ おなき ゅぇ
さぇすぇ う こさけきうてかっくうすっ こさっょ
こさうはすうは. ╇きぇ ょけゅけゃけさおぇ し 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╁う╉ - ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ いぇ ちはかけしすくぇ こけょ
きはくぇ くぇ すさなぉうすっ こけょ せかうちう
すっ, おけうすけ とっ しっ さっきけくすうさぇす, 
いぇ ょぇ くっ しっ させてぇす こさう ゃけょくう 
ぇゃぇさうう, おけっすけ っ ゅけかはき こさけ
ぉかっき いぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ ちっかすぇ 
けす ╁う╉ しぇ けぉっとぇかう ょぇ いぇおせ
こはす う くけゃぇ すったくうおぇ う ょぇ けしう
ゅせさはす っおうこ いぇ ゃないしすぇくけゃは
ゃぇくっ くぇ せかうちうすっ しかっょ すったくう 

ぇゃぇさうえくう さぇぉけすう, けぉはしくう 
こさっょ ゅさぇあょぇくうすっ ]すけはくけゃぇ. 
╇きぇ さぇいゅけゃけさう いぇ しなとうすっ 
ょっえしすゃうは う し きけぉうかくうすっ けこっ
さぇすけさう う っくっさゅけすけ, いぇ ょぇ くっ 
しっ させてう こなすくぇすぇ くぇしすうかおぇ 
ぉっいさぇいぉけさくけ.

】っ しっ さぇぉけすう こけ しけぉ
しすゃっくけしすすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ 
′っしっぉなさ う [ぇゃょぇ

‶さっょ ゅさぇあょぇくうすっ, こけ ゃさっ
きっ くぇ こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇ
くっ, おきっすなす けぉはしくう, つっ とっ しっ 
しきっくは こさっょくぇいくぇつっくうっすけ くぇ 
すっさっくぇ くぇ ぉせくゅぇかぇすぇ ゃ ′っ
しっぉなさ う とっ しっ こさぇゃう こけょ
さけぉっく せしすさけえしすゃっく こかぇく いぇ 
こぇさちっかぇ ゃ [ぇゃょぇ. ]さっょしすゃぇ 
いぇ こかぇくうさぇくっ う こさけっおすうさぇくっ 
しぇ けすょっかっくう う いぇ ゅさぇょしおう う 
しっかしおう せかうちう, ゃなゃ ゃさないおぇ う 
し こさっょしすけはとぇすぇ おぇくぇかういぇちうは 
くぇ ╀せいけゃゅさぇょ, ╉さなく, ╄くう
くぇ う ╉けこさうくおぇ, いぇ おけはすけ とっ 
しっ おぇくょうょぇすしすゃぇ こさっょ ¨こっ
さぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „¨おけかくぇ 
しさっょぇ” いぇ しさっょしすゃぇ, けぉとうく
しおぇすぇ つぇしす けす すはた っ 142 たうか. 
かゃ. ‶さっょゃうあょぇ しっ こけ „╉さぇ
しうゃぇ ╀なかゅぇさうは” ょぇ しっ おぇく
ょうょぇすしすゃぇ いぇ ょけゃなさてゃぇくっ 
くぇ ╃けき いぇ しすぇさう たけさぇ わ2, 
おなょっすけ さっきけくすなす けす こさっょくうは 
きぇくょぇす くっ っ ょけゃなさてっく. ]な
そうくぇくしうさぇくっすけ し けぉとうくしおう 
こぇさう  こけ こさけっおすぇ ゃないかういぇ  
くぇ 330 たうか. かゃ., こけ こさけっおす 
„╆ぇとうすっくけ あうかうとっ” しなとけ っ 
さぇいつっすっくけ しなそうくぇくしうさぇくっ 
いぇ 40 たうか. かゃ. ‶さけっおす いぇ 24 
きかく. かゃ. いぇ さっおけくしすさせおちうは 
くぇ ‶さっつうしすゃぇすっかくぇすぇ しすぇく
ちうは おさぇえ ¨ゃけとくうお とっ ぉなょっ 

こけょぇょっく こさっょ ¨‶ „¨おけかくぇ 
しさっょぇ”.
╋せいっはす くぇ さけいぇすぇ ょぇ しっ 

こさっきっしすう ゃ [けいぇさうせきぇ
〈けゃぇ きうしかう くけゃけすけ けぉとうく

しおけ さなおけゃけょしすゃけ. „╋はしすけすけ 
くぇ ╋せいっは くぇ さけいぇすぇ う うきっく
くけ すぇき, とっ こけかけあうき せしうかうは 
さっおけくしすさせおちうはすぇ くぇ „[けいぇ
さうせきぇ” くぇえ-こけしかっ ょぇ しっ しかせ
つう”, おぇいぇ こさっょ ゅさぇあょぇくうすっ 
おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ.
270 たうかはょう かっゃぇ しぇ いぇょっ

かっくう いぇ おきっすしすゃぇすぇ. ╁ 19-すっ 
くぇしっかっくう きっしすぇ くぇ けぉとうくぇ
すぇ とっ ぉなょぇす ゃかけあっくう うくゃっし
すうちうう けす 1 きかく. 058 たうか. 162 

かゃ. ╇いょさなあおぇすぇ くぇ きぇかおうすっ 
しっかぇ – ]さっょくけゅけさけゃけ, ╂けかは
きけ ╃さはくけゃけ う ╂けさくけ ╇いゃけ
さけゃけ っ きっあょせ 4 251 う 4 719 
かゃ., ぉのょあっすなす くぇ ╄くうくぇ っ 22 
320 かゃ., くぇ ╉けこさうくおぇ – 26 
577 かゃ., くぇ ╉さなく – 31 499 
かゃ., くぇ ╉なくつっゃけ – 12 476 かゃ., 
くぇ ¨ゃけとくうお – 17 128 かゃ., くぇ 
』っさゅぇくけゃけ – 10 649 かゃ., くぇ 
【っえくけゃけ – 19 423 かゃ. ╆ぇ 
そうくぇくしけゃけ けぉっいこっつぇゃぇくっ 
くぇ おぇかっくょぇさぇ けす おせかすせさくう 
しなぉうすうは しっ こさっょゃうあょぇす 90 
たうかはょう かっゃぇ, いぇ しこけさすくうは 
おぇかっくょぇさ – 44 200 かゃ.

╂さぇあょぇくうすっ こうすぇたぇ おきっ
すぇ ]すけはくけゃぇ ぉかういけ ょゃぇ 
つぇしぇ 

┿ょゃけおぇす ╋うかおぇ ╄くつっゃぇ こけ
こうすぇ おぇおゃけ っ ぉなょっとっすけ くぇ 
„ょせこおぇすぇ” ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉さなく 
こさう せしかけゃうっ, つっ ゃ ぉのょあっすぇ  
くっ っ こさっょゃうょっくけ ういゅさぇあょぇ
くっすけ くぇ くけゃぇ ぇょきうくうしすさぇ
すうゃくぇ しゅさぇょぇ, ぇ しぇきけ こぇさ
おうくゅ し すけぇかっすくう /こけしかっょくけすけ 
╄くつっゃぇ こさうゃっすしすゃぇ/. ]かぇゃおぇ 
]ぇきぇさしおぇ けす „〈ぇくぇすけし” - 
そうさきぇすぇ, おけはすけ ういゃなさてゃぇ 
こけ ょけゅけゃけさ こけゅさっぉっくうはすぇ 
くぇ ゅさぇょしおうは ゅさけぉうとっく こぇさお, 
おけえすけ っ しけぉしすゃっくけしす くぇ ¨ぉ
とうくぇすぇ, こけこうすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけ
はくけゃぇ おけゅぇ とっ ぉなょぇす ぇしそぇか
すうさぇくう ゅさけぉくうすっ ぇかっう くぇ 
けぉとうくしおうは こぇさお, すなえ おぇすけ 
ゅさぇあょぇくうすっ ゅぇいはす おぇか, う とっ 
しっ いぇょっかはす かう しさっょしすゃぇ いぇ 
けゅさぇょぇ, おけはすけ, しこけさっょ くっは, っ 
おさぇえくけ くっけぉたけょうきぇ. ]こけさっょ 
]ぇきぇさしおぇ, ¨ぉとうくぇすぇ, おぇすけ 
しけぉしすゃっくうお くぇ こぇさおぇ, すさはぉ

ゃぇ ょぇ こさけおぇさぇ ゃけょぇ いぇ ちはかぇ
すぇ すっさうすけさうは くぇ ゅさけぉうとっすけ う 
ょぇ けしうゅせさう すけぇかっすくぇ.
╉きっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 

けすゅけゃけさう くぇ ぇょゃけおぇす ╄くつっゃぇ, 
つっ こさっょかけあっくうはすぇ いぇ うくゃっし
すうちうう こけ しっかぇすぇ う ╉さなく しぇ 
くぇこさぇゃっくう けす おきっすけゃっすっ, ぇ 
¨ぉとうくぇすぇ ういちはかけ しっ っ しな
けぉさぇいうかぇ し すはた. ╉きっすなす くぇ 
╉さなく 〈っきっくせあおぇ ╊のちおぇくけゃぇ 
けぉはしくう, つっ しなょぉぇすぇ くぇ おさなく
しおぇすぇ „ょせこおぇ” とっ しっ さぇてぇゃぇ 
っょゃぇ しかっょ おぇすけ しすぇくっ はしくけ 
とっ うきぇ かう うくゃっしすうちうけくっく 
うくすっさっし けす こさっょこさうっきぇつ, 
おけえすけ ょぇ しすさけう くぇ すっさっくぇ 

くぇ „ょせこおぇすぇ” こさう けしうゅせさは
ゃっくっ くぇ 16-19% しけぉしすゃっ
くけしす ゃ っゃっくすせぇかくぇすぇ しゅさぇょぇ 
いぇ おさなくしおけすけ おきっすしすゃけ. ┿おけ 
くはきぇ うくゃっしすうすけさしおう うくすっ
さっし, ょけゅけょうくぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ ╉さなく とっ こさっょかけあう くけゃ 
こさけっおす いぇ ゃういうは くぇ ちなくすな
さぇ, しすぇくぇ はしくけ けす ょうしおせしうは
すぇ. ╉けかおけすけ ょけ しなしすけはくうっすけ 
くぇ おぇいぇくかなておうは ゅさけぉうとっく 
こぇさお, ]すけはくけゃぇ こけょつっさすぇ, 
つっ こさう すけかおけゃぇ うおけくけきうつっく 
ぉのょあっす こさっちっくおぇすぇ くぇ さな
おけゃけょしすゃけすけ っ, つっ こさうけさう
すっすくけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けしうゅせさはす 
しさっょしすゃぇ いぇ けすつせあょぇゃぇくっ くぇ 
くけゃう ゅさけぉくう きっしすぇ, おけっすけ っ 
くぇこさぇゃっくけ ゃ くけゃうは ぉのょあっす, 
ゃこけしかっょしすゃうっ とっ しっ きうしかう いぇ 
けゅさぇょぇすぇ う ぇしそぇかすうさぇくっすけ 
くぇ ぇかっうすっ. ′ぇ ゃなこさけしぇ うきぇ 
かう ゃ ぉのょあっすぇ こぇさう いぇ こけゅさっ
ぉっくうは くぇ しけちうぇかくけ ぉっょくうすっ 
ゅさぇあょぇくう, おきっすなす けすゅけゃけさう 
せすゃなさょうすっかくけ. 
〈さっすう ゃ こうすぇくうはすぇ ぉっ こさっょ

しっょぇすっかはす くぇ ╉〈”‶けょおさっこぇ” ゃ 
けぉとうくしおうは すっぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ” ╉けしすぇょうく ‶けこけゃ. 
〈けえ こけうしおぇ さぇいはしくっくうは いぇ 

くぇきぇかはゃぇくっすけ くぇ ぉのょあっ
すぇ いぇ おせかすせさぇ し 222 たうか. 
476 かゃ. 

[ぇいかうおぇすぇ うょゃぇ けす こさっょ
ゃうょっくうすっ しなおさぇとっくうは くぇ 
こっさしけくぇかぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ う すっぇすなさぇ, おぇおすけ 
う けす いぇかけあっくうすっ こさっい きうくぇ
かぇすぇ ゅけょうくぇ こぇさう いぇ しすぇさう 
ょけこかぇとぇくうは, おけうすけ くはきぇ おぇお 
しっゅぇ ょぇ しっ こさっょゃうょはす. ′ぇ こう
すぇくっすけ くぇ ‶けこけゃ - くっ っ かう くぇ

させてっくうっ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ いぇおさう
かぇ う さぇいゃうすうっ くぇ おせかすせさぇすぇ 
くぇきぇかはゃぇくっすけ くぇ しせぉしうょうはすぇ 
ゃ くけゃうは ぉのょあっす,  いぇき. おきっすなす 
‶っすなさ ╉けしっゃhぇさゅせきっくすうさぇ 
さってっくっうっすけ くぇ ぇょきうくうしすさぇ
ちうはすぇ しなし しうかぇすぇ くぇ ╆ぇおけくぇ 
いぇ ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす, おけえ
すけ しすけう, こけ ょせきうすっ くぇ ╉けしっゃ,  
くぇょ しこっちうぇかういうさぇくうは いぇおけく 
いぇ おせかすせさぇすぇ.
╂さぇあょぇくう こうすぇたぇ けとっ いぇ 

ょせこおうすっ こけ せかうちうすっ, いぇ つう
っすけ いぇおなさこゃぇくっ とっ しっ おせこせ
ゃぇす くけゃう きぇてうくう – ゃぇかはお いぇ 
25 たうかはょう かっゃぇ, きぇてうくぇ いぇ 
さはいぇくっ くぇ ぇしそぇかす, すさぇきぉけ
ゃぇくっ う ょさせゅう. 】っ こさけょなかあう 
ょぇ しっ こけかいゃぇ う きぇてうくぇすぇ 
いぇ しうしすっきぇすぇ „‶っつ きぇすうお”, 
おけはすけ いぇこなかゃぇ ょせこおうすっ しなし 
しきっし. ╋ぇてうくぇすぇ っ さっきけく
すうさぇくぇ, こさぇゃはす しっ こさけぉう う 
いぇ こけかいゃぇくっすけ くぇ しすせょっくぇ 
しきっし. ╊うこしぇすぇ くぇ せかうつくけすけ 
けしゃっすかっくうっ ゃ おゃぇさすぇかぇ いぇょ 
こぇいぇさぇ, „けおせこうさぇくっすけ” くぇ 
おさぇくぇ いぇ きうくっさぇかくぇすぇ ゃけょぇ 
くぇ ¨ゃけとくうお けす ]すけえつけ ╉なか
ゃぇつっゃ, ちっくうすっ くぇ ぉうかっすうすっ 
いぇ こっくしうけくっさう ゃ ゅさぇょしおうは 
すさぇくしこけさす ぉはたぇ しなとけ すっきう, 
こけ おけうすけ ゅさぇあょぇくうすっ こうすぇ
たぇ. ╀うかっすうすっ いぇ こっくしうけくっ
さうすっ とっ けしすぇくぇす くぇきぇかっくう 
しぇきけ し 30%, こさっい ゃすけさけすけ 
こけかせゅけょうっ とっ しっ きうしかう いぇ 
50% くぇきぇかっくうっ, いぇとけすけ ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけおさうゃぇ けし
すぇすなおぇ. ‶けっゃすうくはゃぇくっすけ くぇ 
こっくしうけくっさしおうすっ ぉうかっすう とっ 
え しすさせゃぇ 30 たうかはょう かっゃぇ くぇ 
きっしっち, おけっすけ っ ゅけかはき さぇいたけょ 
おなき きけきっくすぇ, けぉはしくう おきっすなす 
]すけはくけゃぇ. ‶け ゃなこさけしぇ しなし 
しっょっきすっ けぉとうくしおう きうくっさぇか
くう しけくょぇあぇ ¨ぉとうくぇすぇ さぇぉけ
すう, けぉはしくう おきっすなす しかっょ ゃな
こさけし くぇ しこっちうぇかうしすぇ ╋うすぬけ 
╆ぇこさはくけゃ, おけゅけすけ ]すけはくけゃぇ  
こけおぇくう くぇ けすょっかっく さぇいゅけゃけさ. 
】っ しっ こさぇゃはす すけつくう いぇきっさゃぇ
くうは くぇ ょっぉうすぇ くぇ ゃけょぇすぇ, いぇ 
ょぇ しっ いくぇっ, おけかおけ しっ こけかいゃぇ 
けす ¨ぉとうくぇすぇ, けす ┿おゃぇこぇさおぇ 
う けす うきっくうっすけ くぇ ╉なかゃぇつぇ, 
いぇ ょぇ きけあっ けしすぇすなおなす ょぇ しっ 
こさっょかぇゅぇ くぇ おけくちっしうけくっさう, 
しすぇくぇ はしくけ けとっ くぇ こせぉかうつ
くけすけ けぉしなあょぇくっ. 
╆ぇ けぉとうくしおうすっ つうすぇかうとぇ 

しっ しないょぇゃぇ しこっちうぇかっく そけくょ 
けす 30 たうか. かゃ., いぇ しさっょしすゃぇ 
けす おけえすけ とっ しっ おぇくょうょぇすしすゃぇ 
し こさけっおすう, しなけぉとう ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, しかっょ ゃなこさけし くぇ 
╆ょさぇゃおけ ╃いぇくっゃ, しっおさっすぇさ くぇ 
つうすぇかうとっすけ ゃ 【っえくけゃけ.    
╉けかけっいょぇつくぇすぇ けぉうおけかおぇ 

くぇ ╀なかゅぇさうは くはきぇ ょぇ きうくぇゃぇ 
こさっい ╉ぇいぇくかなお
〈けゃぇ けぉはゃう いぇき. おきっすなす ╊う

かうは 『けくおけゃぇ. ]こけさっょ くっは, 
すけゃぇ っ すゃなさょっ しおなこけ きっさけ
こさうはすうっ. ¨すこぇょぇ けす おぇかっく
ょぇさぇ う ゃけかっえぉけかくうはす すせさ
くうさ ╉せこぇ „[けいぇ”, けぉはしくう すは 
くぇ いぇょぇかうは ゃなこさけし こさっいう
ょっくす くぇ ╁╉ „╉ぇいぇくかなお” ╃っおけ 
╂さうゅけさけゃ, おけえすけ くぇしすけは いぇ 
こさけゃっあょぇくっすけ, ょけさう う ゃ こけ-
きぇかおう さぇいきっさう う し こけ-きぇかおけ 
こぇさう. 
′ぇ こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇくっ 

こさうしなしすゃぇたぇ う けすゅけゃぇさはたぇ くぇ 
ゃなこさけしう くぇ ゅさぇあょぇくう ゃしうつおう 
いぇき. おきっすけゃっ – ‶っすなさ ╉けしっゃ, 
╊うかうは 『けくおけゃぇ, ╃ぇくうっかぇ ╉け
っゃぇ, おぇおすけ う ょうさっおすけさなす くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ そうくぇくしけゃぇ ょう
さっおちうは ╃うきうすなさ ╃うきうすさけゃ. 
¨とっ いぇ ぉのょあっすぇ くぇ:

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〉あおみうあす つか てそくけ つけせにちそせ おあ か う たそしくあ つあすそ け かおけせつてうかせそ せあ えちあきおあせけてか う そいはけせあてあ, てうひちおけ ╉ちあえそすけち 》かてさそう そて ╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ.

╇いさぇいっくけすけ きくっくうっ くぇ こさっょしっょぇすっ-
かは くぇ ゃけょっとぇすぇ おけきうしうは こけ ぉの-

ょあっすぇ ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす - ╉けきうしうは-
すぇ こけ うおけくけきうおぇ, ぉのょあっす う そうくぇくしう, っ 
しこけょっかっくけ う けす おけかっゅうすっ きせ ゃ ゅさせこぇすぇ 
くぇ ╄おしこっさすうすっ. ╆ぇさぇょう こさけそっしうけくぇか-
くうは うき けこうす ゃ しそっさぇすぇ くぇ そうくぇくしうすっ, 
いぇ こなさゃう こなす うきぇ こさっちっょっくす: おきっすなす  
くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こけおぇ-
くう う さぇいゅけゃぇさは こけ ぉのょあっすぇ し ゅさせこぇすぇ 
くぇ ╄おしこっさすうすっ. ‶さっょ すはた すは こさっょしすぇゃう 
おけくちっこちうはすぇ いぇ ぉのょあっすぇ, さぇいこさっょっ-
かっくうっすけ くぇ しさっょしすゃぇすぇ う はしっく けすつっす いぇ 
さぇいきっさぇ くぇ いぇょなかあっくうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ-
すぇ, おけうすけ しぇ けぉとけ 6 きうかうけくぇ かっゃぇ.  
]こけさっょ  ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ, こさっょかけあっ-

くうはす こさけっおすけ-ぉのょあっす くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ 
2012 ゅけょうくぇ っ さっしすさうおすうゃっく. ′っ しぇきけ 
いぇとけすけ ゃ くっゅけ しぇ いぇかけあっくう こかぇとぇくうは 
こけ しすぇさう いぇょなかあっくうは, くぇしかっょっくう けす 
こさっょうてくぇすぇ けぉとうくしおぇ せこさぇゃぇ, ぇ  う いぇ-

とけすけ けす すけいう ぉのょあっす とっ しっ こかぇとぇす こけつ-
すう 1 きうかうけく かっゃぇ: 400 たうかはょう かっゃぇ いぇ 
しぇくおちうは こけ ゃけょくうは こさけっおす ゃ おゃ. „》さうし-
すけ ╀けすっゃ” う 560 たうかはょう かっゃぇ ゃくけしおぇ いぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ [っゅうけくぇかくけすけ ょっこけ いぇ 
ぉうすけゃう けすこぇょなちう おさぇえ  [ぇおうすくうちぇ. 
〈けゃぇ くぇかぇゅぇ けゅさぇくうつっくうは くぇ しさっょしすゃぇ 

いぇ ょさせゅう くせあょう, /うくそさぇしすさせおすせさぇ う ょさ./ 
おぇすっゅけさうつっく っ ‶っすおけゃ..
╆ぇおけくなす いぇ ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす っ こせぉかう-

おせゃぇく ゃ ╃╁ ぉさ. 99 けす 16.12.き.ゅ. ]なゅかぇしくけ 
すけいう いぇおけく, ょけ 45 ょくう けぉとうくうすっ しかっょゃぇ 
ょぇ こさうっきぇす しゃけうすっ ぉのょあっすう. ╁ こさけすうゃっく 
しかせつぇえ いぇおけくけょぇすっかはす こさっょゃうあょぇ しぇくお-
ちうう いぇ おきっすけゃっすっ う けぉとうくしおうすっ しなゃっすう. 
‶さっい くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-

いぇくかなお とっ さぇいこけかぇゅぇ し ぉのょあっす ゃ さぇいきっさ 
くぇ 33 647 744 かっゃぇ. ╁ しさぇゃくっくうっ し きう-
くぇかけゅけょうてくうは, せゃっかうつっくうっすけ っ ゃ さぇい-
きっさ くぇ 1 きかく. 811 たうか. 670 かっゃぇ. 〈けゃぇ 
っ ゃ さっいせかすぇす くぇ ょけこなかくうすっかくう しさっょしすゃぇ 

いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ ょなさあぇゃくうすっ 
ょっえくけしすう, ゃ さぇいきっさ くぇ 227 たうか. 
かっゃぇ う せゃっかうつっくうっ くぇ くっょぇくなつ-
くうすっ こさうたけょう ゃ きっしすくう ょっえくけしすう 
ゃ さぇいきっさ くぇ 1 きかく. 600 たうか. かっゃぇ, 
おぇいぇ ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ. 
]こけさっょ ‶っすおけゃ, いぇおけくけしなけぉさぇい-

くけ う ゃ しさけお けぉとうくしおけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ ゃくっしっ いぇ さぇいゅかっあょぇくっ 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ╂けょうてくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ う さぇいこけ-
さっあょぇくっ し けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす  
っ こさうっすぇ こさっょう こさうっきぇくっすけ くぇ 
こさけっおすけぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 
《ぇおす, くっこけいくぇす ゃ おけきせくうおぇちうはすぇ 
きっあょせ ういこなかくうすっかくぇ う いぇおけくけ-
ょぇすっかくぇ ゃかぇしす こさっい  こけしかっょくうすっ  
ゅけょうくう.  
] さってっくうっ わ24 けす 12-すう はくせ-

ぇさう すぇいう ゅけょうくぇ しなゃっすくうちうすっ 
こさうったぇ ╂けょうてくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ 
せこさぇゃかっくうっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ しけぉ-
しすゃっくけしす, おけはすけ っ ゃ さぇいきっさ くぇ 5 
きかく. 723 たうか. かっゃぇ. 〈っいう しさっょ-
しすゃぇ くぇきうさぇす けすさぇあっくうっ  ゃ こさう-
たけょくぇすぇ つぇしす ‶さうかけあっくうは 1 う 2 
くぇ こさけっおすぇ いぇ ぉのょあっす.  
¨す しさっとぇすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ し 

おきっすぇ ]すけはくけゃぇ っ しすぇくぇかけ はしくけ, 
つっ さぇいきっさなす くぇ けぉとうくしおうすっ いぇ-
ょなかあっくうは っ けおけかけ 6 きうかうけくぇ 
かっゃぇ. ′ぇえ-ゅけかっきう しぇ いぇょなかあっくう-
はすぇ おなき そうさきぇすぇ - ょけしすぇゃつうお くぇ 
ゅけさうゃぇ いぇ ょっすしおうすっ, しけちうぇかくうすっ 
う せつっぉくう いぇゃっょっくうは-けおけかけ 1 きかく.
かゃ.  う  けおけかけ 700 たうかはょう かっゃぇ  くぇ 
そうさきぇすぇ いぇ 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.  
╁っつっ しぇ こけしすうゅくぇすう ういゃなくしなょっぉ-

くう しこけさぇいせきっくうは いぇ さぇいこかぇとぇ-
くっすけ くぇ 1 きかく. 587 かっゃぇ. ]こけさっょ  
おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, うょっはすぇ 
いぇ さぇいこかぇとぇくっすけ  くぇ すっいう いぇょなか-
あっくうは っ すっ ょぇ しぇ けす ういさぇゃくうすっか-
くぇすぇ しせぉしうょうは, おけはすけ とっ こけかせつう 

¨ぉとうくぇすぇ. 〈は とっ っ ゃ さぇいきっさ くぇ 
2 759 700 かっゃぇ う こなさゃうはす すさぇくて  
/50%/ しっ こけかせつぇゃぇ ょけ おさぇは くぇ 
すけいう きっしっち, ぇ しかっょゃぇとうはす  /しなとけ 
50%/ - ょけ おさぇは くぇ のくう. 
╉ぇすけ しなとっしすゃっくけ ‶っすおけゃ けこさっ-

ょっかは う すけゃぇ, つっ ゃ くけゃうは ぉのょあっす 
しぇ いぇかけあっくう 1 きかく. 213 たうか. かっゃぇ 
いぇ しなそうくぇくしうさぇくっ こけ こさけっおすう う 
こさけゅさぇきう くぇ ╄] う „╉さぇしうゃぇ ╀なか-
ゅぇさうは.”
]かっょ いぇょなかぉけつっくけ こさっゅかっあょぇ-

くっ くぇ うくゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ 
こさっょう う しかっょ けぉとっしすゃっくけすけ けぉ-
しなあょぇくっ, こさっょしっょぇすっかはす くぇ ぉの-
ょあっすくぇすぇ おけきうしうは ゃ きっしすくうは こぇさ-
かぇきっくす っ せしすぇくけゃうか, つっ しさっょしすゃぇすぇ 
こけ ╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ しぇ くぇきぇかっくう し 46  648 
かっゃぇ う すは っ ゃっつっ ゃ さぇいきっさ くぇ 5 904 
176 かっゃぇ.
‶さけっおすなす いぇ ぉのょあっす っ ゃくっしっく ゃ 

¨ぉとうくしおうは しなゃっす けす ぇょきうくうしすさぇ-
ちうはすぇ 7 ょくう こさっょう  おさぇえくうは しさけお, 
おけっすけ ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ しつうすぇ, つっ  
とっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ こけしすけはく-
くうすっ おけきうしうう ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
ょぇ しっ いぇこけいくぇはす けぉしすけえくけ う ゃ ょっ-
すぇえかう し くっゅけ.  
╃け 3-すう そっゃさせぇさう ゃしうつおう おけきう-

しうう とっ うきぇす しゃけう しすぇくけゃうとぇ こけ  
こさけっおすけぉのょあっすぇ, ょけ 6-すう すっいう 
こさっょかけあっくうは  とっ しぇ くぇ ゃくうきぇくう-
っすけ くぇ  ゃけょっとぇすぇ おけきうしうは - すぇいう 
こけ ぉのょあっす う そうくぇくしう. ‶かぇくうさぇ しっ 
こなさゃけすけ つっすっくっ くぇ ぉのょあっすぇ ょぇ っ 
くぇ 13-すう そっゃさせぇさう, ぇ ゃすけさけすけ – くぇ 
20-すう そっゃさせぇさう. 
〈ぇおぇ とっ しこぇいうき ゃしうつおう いぇおけくけゃう 

しさけおけゃっ, おけっすけ とっ しっ ょなかあう くぇ ょけ-
ぉさうは しうくたさけく きっあょせ ょゃっすっ ゃかぇしすう, 
おぇすっゅけさうつっく っ ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ けす 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╀のょあっす 2012 くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお っ ぉっい しなとっしすゃっくぇ うくすさうゅぇ. 
¨しくけゃくけ こさうすっしくっくうっ  こけ くっゅけ っ 
けこぇしくけしすすぇ  そうさきうすっ,  おなき おけうすけ 
¨ぉとうくぇすぇ うきぇ ゅけかっきう いぇょなかあっ-
くうは, ょぇ ぉかけおうさぇす しきっすおうすっ え. 〈けゃぇ 
とっ しっ けすさぇいう ゃなさたせ くっえくぇすぇ さぇぉけ-
すぇ う くけさきぇかくけすけ ういこなかくっくうっ くぇ 
そせくおちううすっ え. 〈けゅぇゃぇ しさっょしすゃぇすぇ, 
おけうすけ ¨ぉとうくぇすぇ こけかせつぇゃぇ, とっ けすう-
ょぇす くっ こけ こさうけさうすっすう う すけゃぇ とっ しっ 
けすさぇいう くぇ こかぇくうさぇくうすっ ぉのょあっすくう 
さぇいたけょう.  
…┿い かうつくけ しなき ういくっくぇょぇく, つっ くは-

きぇてっ こけ-ゅけかはき うくすっさっし けす しすさぇくぇ 
くぇ けぉとっしすゃっくけしすすぇ, くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
おなき ょうしおせしうはすぇ いぇ ぉのょあっすぇ, おけはすけ 
しっ こさけゃっょっ くぇ 19-すう はくせぇさう.”

***

╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ - つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, こさっょしっょぇすっか 
くぇ ‶╉ こけ うおけくけきうおぇ, ぉのょあっす う そうくぇくしう ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 

『《╉¨｠╅ 』╊ 〉╅『╊ぁ╊〉¨【╊
《【 ╊[』》╊『【¨ ╆╊╆╊【╅

′ぇ ╀ぇぉうくょっく, 21-ゃう はくせぇさう - ╃っくはす くぇ さけ-
ょうかくぇすぇ こけきけと, あせさくぇかうしすおぇすぇ う ゅかぇゃっく 

さっょぇおすけさ くぇ ゃっしすくうお „]っょきうちぇ” ‶かぇきっくぇ 〈っさ-
いうっゃぇ さけょう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ぉかういくぇちうすっ ╂っけさゅう 
う ╉ぇかうく. 
╆ぇ ょゃっすっ ぉっぉっすぇ こなさゃう くぇせつうたぇ „╄おしこっさすう いぇ 

╉ぇいぇくかなお“ けとっ こさっい のかう, おけゅぇすけ くぇ しさっとぇ し 
きっしすくうは ぉういくっし, うくうちううさぇくぇ けす すはた, とぇしすかう-
ゃぇすぇ ぉなょっとぇ きぇえおぇ けそうちうぇかくけ いぇ こなさゃう こなす 
しなけぉとう くけゃうくぇすぇ. ‶かぇきっくぇ くぇこさぇゃう すけゃぇ くぇ 

しゃけは さけあょっく ょっく, いぇ 
おけっすけ こなお ╄╉ うきぇたぇ う 
しこっちうぇかくぇ ういくっくぇょぇ いぇ 
くっは. 〈は え ぉっ ゃさなつっくぇ けす 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, さなおけ-
ゃけょうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ 
╄╉.
]うかくけ さぇいゃなかくせゃぇくぇ 

すけゅぇゃぇ, ‶かぇきっくぇ こけい-
ょさぇゃう ╄おしこっさすうすっ いぇ  
そけさきせかぇすぇ う ゃういうはすぇ 
いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ ゅさぇ-
ょぇ う けぉとうくぇすぇ, おけうすけ 
こさっょかぇゅぇす う ういさぇいう くぇ-
ょっあょぇすぇ, つっ  ょゃぇきぇすぇ え 
しうくぇ とっ さぇしすぇす とぇしすかう-
ゃう ゃ っょうく ょけぉなさ ゅさぇょ, し 
ゃないきけあくけしすう いぇ しこけおけ-
っく あうゃけす う さぇいゃうすうっ.  
„╇いぉぇぉせゃぇくうすっ” ょゃぇ-

きぇ きぇかつせゅぇくう, ゃしっおう 
けす すはた こけ 2,5 おうかけゅさぇ-
きぇ, こさけこかぇおぇたぇ きぇかおけ 
こさっょう 9 つぇしぇ くぇ 21-ゃう 
はくせぇさう.
】ぇしすかうゃうはす すぇすおけ 

っ おきっすなす くぇ [なあっくぇ 
┿こけしすけか 〈っさいうっゃ.  

                
 〈┿

》《〈《ぅ ′╅ 『╅╉¨

╉ぇいぇくかなておうはす せかすさぇきぇさぇすけくっち [ぇょう 
╋うかっゃ ょぇ こけかせつう そうくぇくしけゃぇ こけょおさっ-

こぇ けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす くぇ ╉ぇいぇくかなお すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 3 たうかはょう かっゃぇ. ]さっょ-
しすゃぇすぇ とっ しぇ くせあくう くぇ ゃっすっさぇくぇ ゃ ょなかゅうすっ 
ぉはゅぇくうは いぇ せつぇしすうっ ゃ きぇさぇすけくうすっ ゃ ╂なさちうは 
– けす 19-すう きぇさす ょけ 4-すう ぇこさうか すぇいう ゅけょうくぇ 
う ゃ 72-つぇしけゃけすけ ぉはゅぇくっ ゃなゃ 《さぇくちうは, おけっすけ 
とっ しっ こさけゃっょっ けす 6-すう ょけ 9-すう のくう. ‶さっょ-
かけあっくうっすけ っ くぇこさぇゃっくけ けす ゅさせこぇすぇ けぉとうく-
しおう しなゃっすくうちう けす  „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”.
〈っ こさっょかぇゅぇす しさっょしすゃぇすぇ ょぇ ぉなょぇす いぇこうしぇ-

くう ゃ こさけっおすぇ いぇ ぉのょあっす ゃ くっゅけゃけすけ ‶さうかけ-
あっくうっ 20, おぇすけ しさっょしすゃぇ いぇ „うくょうゃうょせぇかくう 
せつぇしすうは くぇ ういはゃっくう しこけさすうしすう ゃ きっあょせくぇ-

さけょくう こけはゃう”. 
╉ぇすけ きけすうゃう いぇ こさっょかけあっ-

くうっすけ しう しすぇさっえてうくうすっ けす 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ こけ-
しけつゃぇす, つっ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
ゃっすっさぇくなす - せかすさぇきぇさぇすけくっち 
くぇ ╉ぇいぇくかなお [ぇょう ╋うかっゃ, 
おけえすけ うきぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう いぇ-
ゃうょくう しこけさすくう こけしすうあっくうは 
くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ しちっくぇ ゃ 
ょなかゅけすけ ぉはゅぇくっ, とっ せつぇしすゃぇ ゃ 
4 すぇおうゃぇ しなしすっいぇくうは けす きっあ-
ょせくぇさけょっく きぇとぇぉ - ゃ ╂なさちうは, 
《さぇくちうは, 』ったうは う ╃ぇくうは. 
╆ぇ すぇいう ちっか くぇ [ぇょう ╋うかっゃ 

しぇ くっけぉたけょうきう こけゃっつっ けす 10 
たうかはょう かっゃぇ.╉ぇすけ ょさせゅ きけ-
すうゃ いぇ こけょおさっこぇ しっ ういすなおゃぇ う 
すけゃぇ, つっ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ̈ ぉ-
とうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
ゅかぇしせゃぇ しさっょしすゃぇ いぇ せつぇしすうは 
くぇ [ぇょう ╋うかっゃ ゃ せかすさぇきぇ-
さぇすけくう ゃ さぇいきっさ くぇ 3 たうかは-
ょう かっゃぇ, くけ こけさぇょう すさぇゃきぇ, 
すけえ せつぇしすゃぇ しぇきけ ゃ っょうくうは けす 
ょゃぇすぇ う くぇ こさぇおすうおぇ  すけえ っ 
こけかいゃぇか しぇきけ こけかけゃうくぇすぇ  けす 
ゅかぇしせゃぇくぇすぇ  きせ こけょおさっこぇ. 
]ぇきうはす [ぇょう ╋うかっゃ しなとけ っ 

ょっこけいうさぇか こうしきけ ゃ おぇくちっかぇ-
さうはすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす し 
きけかぉぇ いぇ こけょおさっこぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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》ちそなかつけそせあしけくすひて けすあ すせそえそ そいみつせかせけみ. 』ひつ つけえとち
せそつて かおせそ そて てみに か てちあおけぬけみてあ う つかすかこつてうそてそ. ¨ 
てそうあ せか うあきけ つあすそ くあ  て.せあち. „かしけてせけ” たちそなかつけけ せあ 
あおうそさあてけ, しかさあちけ け つねかてそうそおけてかしけ. ╉そさあくあてかしつてうそ, 
ねか すあこつてそちしひさひて つか たちかおあうあ そて いあはあ せあ つけせ, すそきか おあ 
けすあ うひう うつかさけ くあせあみて. っちひさ たちけすかち くあ てそうあ か たちけつひつて
うけかてそ う あちつかせあしつさあてあ ╅しかみ せあ つしあうあてあ せあ かおせそ すそすねか, 
すかねてあしそ おあ つてあせか さあてそ てあてさそ つけ – せあこ-おそいちけみて うそ
おそたちそうそおねけさ.

] くけゃう 25 いぇゅかぇゃうは こけこなかくう そけくょぇ しう たせょけあっしすゃっくぇすぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ くぇ „┿さしっくぇか”. ╉くうゅうすっ しぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう ぇゃ-

すけさう, ょっかけ くぇ ういょぇすっかしすゃけ „╆ぇたぇさう ]すけはくけゃ”. 『っくうすっかうすっ 
くぇ くぇてぇすぇ おかぇしうおぇ う くぇ しなゃさっきっくくうすっ ぇゃすけさう けすくけゃけ とっ 
しっ ょけおけしくぇす ょけ くっこけゃすけさうきうすっ すゃけさぉう くぇ 》さ. ╀けすっゃ, ╇ゃ. 
╁ぇいけゃ, ╊. ╉ぇさぇゃっかけゃ, ┿か. ╉けくしすぇくすうくけゃ, ‶っくつけ ]かぇゃっえおけゃ, 
╄かうく ‶っかうく, ╈. ╈けゃおけゃ, ╃. ╃うきけゃ, ╃. 〈ぇかっゃ, ╄き. ]すぇくっゃ 
う 》さ. 《けすっゃ. ] ゅけかはきけ せょけゃかっすゃけさっくうっ すさはぉゃぇ ょぇ けすぉっかっ-
あうき そぇおすぇ, つっ こけょっすけすけ ゃ こけしかっょくうすっ きっしっちう ょゃうあっくうっ 
いぇ ゃないさぇあょぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ぉうぉかうけすっおう くぇきっさう しゃけっすけ 
けすさぇあっくうっ う ゃ „┿さしっくぇか”. ╁ こけすゃなさあょっくうっ くぇ すけゃぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ ょけぉぇゃうき, つっ そけくょなす くぇ たせょけあっしすゃっくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
とっ しっ けぉけゅぇすう し 12-すけきくぇすぇ „╂けかはきぇ っくちうおかけこっょうは ╀なか-
ゅぇさうは”. ╊せおしけいくうすっ ういょぇくうは しなょなさあぇす くぇょ 12 500 しすぇすうう, 
たうかはょう うかのしすさぇちうう, おぇさすう, ょうぇゅさぇきう, くぇょ 4 800 しすさぇくうちう 
しこさぇゃけつくぇ うくそけさきぇちうは いぇ ゃしうつおう けぉかぇしすう くぇ いくぇくうっすけ, いぇ 
ゃしうつおう いくぇつうきう しなぉうすうは う かうつくけしすう. ╆ぇおせこせゃぇくっすけ くぇ すぇいう 
せくうおぇかくぇ っくちうおかけこっょうは しっ けしなとっしすゃはゃぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
しなょっえしすゃうっすけ う うしおさっくぇすぇ しなこさうつぇしすくけしす 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.

╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ
╀うぉかうけすっおぇさ

От началото 
на седмицата 

започнаха отново 
тренировките на стадион 
„Арсенал” на младите 
футболни надежди от 
детската футболна школа  
„Арсенал 2000”, съобщи 
треньорът в школата 
Станислав Пехливанов-
Джони. 

След пауза от 45 дни 
малчуганите ги очакват 
усилен тренировки почти 
ежедневно, като идеята 
е още напролет те да 
участват и в първенство. 

В понеделник - 30-ти 
януари, ще се подновят 
тренировките и на най-
малките футболисти - 

〈けゃぇ きけきつっ けす ╉けこさうく
おぇ っ きぇさおぇ いぇ うしすうくしおう 

いぇくぇはすかなお, おけえすけ しっ けこさぇゃは 
ゃなゃ ゃしはおぇおゃう おさうすうつくう しう
すせぇちうう. ╀ぇとぇ きせ ぉうか ゃけょけ
こさけゃけょつうお ゃ おぇいぇくかなておけすけ 
╁う╉. ╇ すけ – ょけぉなさ. ╋っつすぇすぇ 
ょぇ しすぇくっ おぇすけ くっゅけ ゅけ ょけゃっあ
ょぇ ゃ „┿さしっくぇか” こさっい 2005 ゅけ
ょうくぇ, おなょっすけ ぉなさいけ っ けすおさうす 
おぇすけ すぇかぇくす ゃ こさけそっしうはすぇ 
けす くぇつぇかくうおぇ くぇ ちったぇ 〈けょけさ 
╇ゅくぇすけゃ – しすさけゅ, くけ しこさぇゃっょ
かうゃ さなおけゃけょうすっか, おけえすけ うい
ょうさゃぇ おぇつっしすゃっくう きぇえしすけさう 
う くっ すなさこう ぉっいけすゅけゃけさくけしす
すぇ う くっきぇさかうゃけしすすぇ おなき さぇ
ぉけすぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ, けおぇいゃぇ しっ, 
╋っすうく ╇ぉさはき っ こけこぇょくぇか くぇ 
すけつくけすけ きはしすけ う しさっょ すけつくう
すっ たけさぇ, おけうすけ うきぇ くぇ おぇおゃけ 
ょぇ ゅけ くぇせつぇす, ぇ すけえ うきぇ おぇお
ゃけ ょぇ ょぇょっ, いぇ おけっすけ っ ちっくっく. 
〈ぇおぇ, ゃしうつおけ ゃなさゃう ょけぉさっ, ゃ 
しくはゅ う しすせょ, ゃ こっお う あっゅぇ - う 
おけゅぇすけ しっ さぇぉけすう すさせょくけ こけょ 
きけとくぇすぇ しすさせは くぇ くぇかはゅぇ
くっすけ くぇ ゃけょぇすぇ こさう ゅけかっきう 
ぇゃぇさうう, う おけゅぇすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ さぇぉけすう しこってくけ. „‶さっこけ
さなつぇたぇ きう ╋っすうく おぇすけ ょけぉなさ 
しこっちうぇかうしす う いぇすけゃぇ ゅけ ゃいった 
こさう くぇし, いぇとけすけ うしおぇき ょぇ 
さぇぉけすは し くぇえ-ょけぉさうすっ, いぇとけ
すけ „┿さしっくぇか” っ くぇえ-ょけぉさけすけ 
こさっょこさうはすうっ う すせお さぇぉけすはす 
くぇえ-ょけぉさうすっ”, おぇいゃぇ くぇつぇか
くうおなす くぇ ╆ぇゃけょ 12/170 〈け
ょけさ ╇ゅくぇすけゃ. ¨おぇいゃぇ しっ, つっ 
すけえ くっ ぉなさおぇ. ¨す こなさゃうは ょっく 
╋っすうく, せしゃけうか けす きぇかなお いぇ
くぇはすぇ けす ぉぇとぇ しう, ぇ こけしかっ 
せつうか ゃ おぇいぇくかなておけすけ しすさけう
すっかくけ せつうかうとっ, っ さなおけゃけょう
すっか くぇ ゅさせこぇ けす 12-14 ょせてう 
ゃ ちったぇ, おなょっすけ しっ さぇぉけすう う 
こけ こけかぇゅぇくっすけ くぇ くけゃう うく

しすぇかぇちうう – ゃけょくう, こぇさけゃう う 
ゃないょせたけこさっくけしくう, う こけ ぇゃぇ
さうう. [ぇぉけすう しっ くぇ ちはかぇすぇ すっ
さうすけさうは くぇ „┿さしっくぇか”, ゃおかの
つうすっかくけ う くぇ こかけとぇょおぇすぇ ゃ 
╋なゅかうあ.

„╆ぇ きっく しかけあくけ ゃ さぇぉけ
すぇすぇ くはきぇ”.

〈けゃぇ っ こさけしすぇすぇ, しおさけきくぇ, 
くけ すけつくぇ けちっくおぇ くぇ さぇぉけす
くうおぇ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ 
╋っすうく ╇ぉさはき. 〈けえ ゃうくぇゅう 
しっ しすぇさぇっ しぇき ょぇ しう せかっしくう 
う くぇえ-しかけあくぇすぇ さぇぉけすぇ, „ょぇ 
え たゃぇくっ ちぇおぇすぇ”, おぇおすけ しっ 
おぇいゃぇ. ¨とっ おぇすけ きせ こけしすぇ
ゃはす いぇょぇつぇすぇ, しう こさっょしすぇゃは 
おぇお すけつくけ は しゃなさてゃぇ う おぇおゃけ 
とっ こけしすうゅくっ. ¨す すぇき くぇすぇすなお 
しかけあくけ くはきぇ. ‶さっけょけかはゃぇ 
しすさぇたぇ けす ゃけょぇすぇ, いぇとけすけ ゃ 
すぇいう こさけそっしうは すけゃぇ っ ゅけかはき 
こさけぉかっき, おけゅぇすけ しっ さぇぉけすう, 
ぉっい ょぇ しっ しこうさぇ ゃけょぇすぇ, ゃ 
しうすせぇちうは こけょ くぇかはゅぇくっ. ╆ぇ
とけすけ ゃ „┿さしっくぇか” くっ っ すぇおぇ 
こさけしすけ ょぇ しっ ゃいっきっ さってっくうっ 
ゃけょぇすぇ ょぇ しっ しこさっ – うきぇ こさけ
ういゃけょしすゃぇ, おなょっすけ すけゃぇ くっ 
っ ゃないきけあくけ. ¨とっ こけゃっつっ, 
すせお くはきぇ いうきっ-かっすっ-こさけかっす-
っしっく, おぇおすけ おぇいゃぇ きかぇょうはす 
ゃけょけこさけゃけょつうお. ╁ ┿かっはすぇ くぇ 
しかぇゃぇすぇ こけこぇょぇ こけ こさっょかけ
あっくうっ くぇ くぇつぇかくうおぇ くぇ ちったぇ, 
おけえすけ こけょたけょうか おなき すけゃぇ し 
ゅけかはきぇ けすゅけゃけさくけしす, し せぉっあ
ょっくうっすけ, つっ すぇき くっ こさけしすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさうしなしすゃぇ, ぇ 
ょぇ しっ こけおぇいゃぇす くぇえ-ょけぉさうすっ, 
けくっいう, おけうすけ しぇ いぇ こさうきっさ. 
╇ゅくぇすけゃ おぇいゃぇ, つっ いぇ たけさぇすぇ 
ゃ くっゅけゃうは ちった こぇさうすっ ょぇかっつ 
くっ しぇ くぇえ-ゃぇあくけすけ, ゃぇあくけすけ 
っ しぇきけつせゃしすゃうっすけ くぇ ょけぉさう 

こさけそっしうけくぇかうしすう, きなあおう 
きけきつっすぇ, くぇ おけうすけ くうとけ ゃ 
さぇぉけすぇすぇ くっ しっ けこうさぇ. ╆ぇすけゃぇ 
すせお すけいう, おけえすけ くっ しっ しこさぇゃは, 
こさけしすけ しう すさなゅゃぇ – おけかっおすう
ゃなす くっ すなさこう くっしさなつくうすっ う 
くっしっさうけいくうすっ. ╇きっくくけ いぇすけ
ゃぇ きはしすけすけ くぇ ╋っすうく ╇ぉさはき ゃ 
┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ っ ゅけさょけしす 
いぇ ゃしうつおう ゃ ちったぇ, さぇょけしす
すぇ けす すけゃぇ っ いぇ ゃしうつおう, すは っ 
しこけょっかっくぇ, いぇとけすけ ゃしうつおう 
ゅけ たぇさっしゃぇす う いぇとけすけ すけえ っ 
っょうく けす すはた, けぉはしくはゃぇ けとっ 
くぇつぇかくうお-ちったなす. 〈けえ こけょ
ぉうさぇ たけさぇ しなし しっぉっけすさうちぇ
くうっ ゃ さぇぉけすぇすぇ, おぇおなゃすけ っ う 
╋っすうく, たけさぇ, いぇ おけうすけ ”せきっ
くうはすぇ しぇ くぇょ ゃしうつおけ”. ′ぇ 
さぇぉけすくけすけ きはしすけ くぇ ╋っすうく 
おけかっゅうすっ, ょぇあっ こけ-ゃないさぇしす
くうすっ, ゅけ せゃぇあぇゃぇす う きかぇ
ょうはす ゃけょけこさけゃけょつうお いくぇっ 
すけゃぇ. [ぇいぉさぇか ゅけ っ ゃ くうい けす 
しうすせぇちうう, おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ 
くっとけ ょぇ しっ しゃなさてう おぇつっしす
ゃっくけ. ╆ぇとけすけ ゃ すぇは さぇぉけすぇ 
ゃしうつおけ しっ ゃなさてう いぇっょくけ, ゃ 
ゅさせこぇすぇ おけかっゅう, おけゅぇすけ いぇ
っょくけ さぇぉけすはす くぇ さぇいかうつくうすっ 
こかけとぇょおう. ╉けかっゅうすっ ゅけ こさう
っきぇす し ゅけかはきけ せゃぇあっくうっ う 
さっしこっおす. ╁しうつおう ゅけ こけいくぇゃぇす 
くっ しぇきけ おぇすけ ょけぉなさ しこっちうぇ
かうしす, くけ う おぇすけ ょけぉなさ つけゃっお, 
しこけょっかは くぇつぇかくうおなす 〈けょけさ 
╇ゅくぇすけゃ. ┿ ょぇ しう ゃけょけこさけ
ゃけょつうお くっ っ かっしくぇ さぇぉけすぇ, 
いぇすけゃぇ ょけぉさうすっ しっ くぇきうさぇす 
ゃしっ こけ-すさせょくけ. ╋けあっ ょぇ うい
ゅかっあょぇ こさけしすけ, くけ すせお しぇ 
くせあくう すけつくう ういつうしかっくうは, 
こさけゅくけいう, しきはすぇ しっ きくけゅけ う 
しっ さぇぉけすう しこけさっょ しきっすおうすっ, 
いぇとけすけ, ぇおけ しぉなさおぇて, しすう
たうはすぇ くぇ ゃけょぇすぇ くっ こさけとぇゃぇ. 
¨しゃっく ゃしうつおけ, すぇいう さぇぉけすぇ っ 
う けこぇしくぇ, おぇいゃぇ ╋っすうく, きけあっ 
ょぇ ょけゃっょっ ょけさう ょけ いぇこかぇたぇ 

いぇ いょさぇゃっすけ, ぇおけ しぉなさおぇて, 
ょぇ おぇあっき, うくしすぇかぇちううすっ う 
つうしすぇすぇ ゃけょぇ し きさなしくぇすぇ...

〉ょけゃかっすゃけさっくうっすけ けす 
あうゃけすぇ いぇ ╋っすうく っ: ╃ぇ しっ 
しゃなさてう さぇぉけすぇすぇ!

〉ょけゃけかしすゃうはすぇ ういゃなく „┿さ
しっくぇか” ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
しなとけ しぇ しゃなさいぇくう し こさけそっ

しうはすぇ – ゃ ╉けこさうくおぇ, おなょっすけ 
あうゃっっ, こけしすけはくくけ ゅう ゃうおぇす 
いぇっょくけ し ぉぇとぇ きせ ょぇ こけこさぇ
ゃはす う しゅかけぉはゃぇす うくしすぇかぇちうう 
う ゃけょけこさけゃけょう. ╇くぇつっ, こさっい 
しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ ╋っすうく 
っ うしすうくしおう こさうさけょけかのぉう
すっか - すけゃぇ かうつう けとっ けす しこけ
おけえしすゃうっすけ う せゃっさっくけしすすぇ ゃ 
あうゃけすぇ, おけっすけ ういかなつゃぇ, っょ
くけゃさっきっくくけ しなし しおさけきくけしすすぇ 

う ょけゃっさうっすけ, おけっすけ ゃょなたゃぇ. 
╅うゃっっ しなし しなこさせゅぇすぇ しう こさう 
さけょうすっかうすっ しう ゃ ╉けこさうくおぇ. 
╋ぇえおぇ きせ う しなこさせゅぇすぇ しなとけ 
さぇぉけすはす ゃ „┿さしっくぇか”. ]なこさせ
ゅぇすぇ ┿くゅっかうくぇ っ ゃ ╆ぇゃけょ 2, 
ちった 200. ]かっょ さぇぉけすぇ ╋っすうく 
ぉなさいぇ おなき おなとう, くっ しっ けすぉう
ゃぇ くうおなょっ, いぇとけすけ ┿くゅっかうくぇ 
ゅけ つぇおぇ. ]こけさっょ くっゅけ, すっ しぇ 
けすしおけさけ あっくっくう, きぇおぇさ ゃっつっ 
ょぇ すっつっ つっすゃなさすぇ ゅけょうくぇ けす 
ぉさぇおぇ うき. ╋っすうく っ いぇこぇかっく 
すせさうしす. ╁ こけつうゃくけすけ ゃさっきっ 
しなし しなこさせゅぇすぇ きせ けぉうおぇかはす 
けおけかくけしすうすっ し けゅさけきくけ せょけ

ゃけかしすゃうっ – すけゃぇ っ くっゅけゃけすけ 
たけぉう... ′け しゃけぉけょくけ ゃさっ
きっ きぇかおけ けしすぇゃぇ, こさういくぇゃぇ 
きかぇょうはす きぇえしすけさ. ┿おけ くっ ゃ 
„┿さしっくぇか”, ゃうおぇす ゅけ こけ ょけきけ
ゃっすっ.

╁けょけこさけゃけょつうちうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” くっ いくぇはす ょっか
くうお う こさぇいくうお

╋くけゅけ つっしすけ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しっ 
さぇぉけすう こけ こさぇいくうちう, けしけぉっ
くけ こさっい いうきぇすぇ, おぇおすけ う こけ 
╉けかっょぇ う しかっょ くけゃけゅけょうてくぇ
すぇ ゃぇおぇくちうは ゃ けさなあっえくうちぇ
すぇ, おなょっすけ しかっょ ょっしっすょくっゃ
くぇすぇ こけつうゃおぇ けす くうしおうすっ 
すっきこっさぇすせさう つっしすけ しっ こせおぇす 
すさなぉう う しすぇゃぇす ぇゃぇさうう. ‶け
くはおけゅぇ う ょけ 12 こけしさっょ くけと 
しぇ しすけはかう, くけ: ”〈さはぉゃぇ ょぇ しっ 

ぉなさいぇ! [ぇぉけすぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ しゃなさてう!”. ╋けあっ ぉう いぇすけ
ゃぇ さぇぉけすくうちうすっ ゃ ちったぇ, こけ 
うょっは くぇ くぇつぇかくうおぇ, しぇ しう 
くぇこさぇゃうかう...”きせいっえ” – くぇ 
しこっちうぇかくぇ しすっくぇ しぇ こさうかっあ
くけ いぇおさっこっくう こさうつせょかうゃう  
„っおしこけくぇすう”.
„╄おしこけくぇすう” けす すっあおう ぇゃぇ

さうう. ]さっょ すはた, „っおしこけくぇすうすっ” 
くぇ ╋っすうく しぇ くぇえ-きくけゅけ. 
╂けかはきぇすぇ いぇっすけしす う こけ 

こさぇいくうちうすっ くっ いくぇつう, つっ くっ 
こさぇいくせゃぇす ′けゃぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ 
ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ ╋っすうく, こけ 
すさぇょうちうは, しすぇゃぇ ゃおなとう. ╆ぇ

とけすけ しっきっえしすゃけすけ いぇ くっゅけ っ 
くぇえ-ゃぇあくけ – う しっきっえしすゃけすけ 
くぇ おけかっゅうすっ ゃ ちったぇ, う さけょ
くけすけ – せ ょけきぇ, ゃ ╉けこさうくおぇ. 
╆ぇとけすけ すぇき っ くぇせつうか ゃしうつ
おけ, いぇさぇょう おけっすけ っ けぉうつぇく う 
ちっくっく う いぇさぇょう おけっすけ こさっい 
2011-すぇ っ けすかうつっく し きはしすけ ゃ 
┿かっはすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しかぇ
ゃぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

¨す 1-ゃう きぇさす ょけ 1-ゃう きぇえ  
し ょけ 800 ょせてう とっ くぇきぇ-

かっっ しなしすぇゃなす くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃.  
〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす ういこさぇ-

すっくけすけ せゃっょけきかっくうっ けす さな-
おけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ ょけ 
╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
う ょけ しうくょうおぇすうすっ ゃ けさなあっえ-
くうちぇすぇ. 
‶け ょせきうすっ くぇ ういこなかくうすっか-

くうは ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぇおすせぇかう-
いぇちうはすぇ くぇ しなしすぇゃぇ, おけはすけ  
こさっょしすけう, っ ゃ しうくたさけく し さっ-
ぇかくうすっ こけさなつおう, おけうすけ おなき 
きけきっくすぇ うきぇ そうさきぇすぇ. 〈けゃぇ 
っ すっあおぇ いぇょぇつぇ, くけ っ くぇかけあう-
すっかくぇ, おぇすっゅけさうつっく  ぉっ ╇ぉせ-
てっゃ. 
『うそさぇすぇ くぇ こさっょゃうあょぇくぇすぇ 

けこすうきういぇちうは っ くぇ ぉぇいぇ ゅぇ-
さぇくすうさぇくうすっ おなき 20-すう はくせ-
ぇさう こけさなつおう. 
‶さうくちうこなす くぇ こさっょしすけはとぇ-

すぇ けこすうきういぇちうは っ しかっょくうはす: 
いぇ ぉぇいぇ しっ ゃいっきぇ こけさなつおぇすぇ, 
し おけはすけ っ くぇすけゃぇさっく しなけすゃっす-
くうはす いぇゃけょ, う くせあくうはす ぉさけえ  
こっさしけくぇか いぇ くっえくけすけ ういこなか-
くっくうっ. [ぇいかうおぇすぇ けす ぉさけは くぇ 
いぇっすうすっ う くっけぉたけょうきうすっ たけさぇ 
いぇ ういこなかくっくうっ くぇ こけさなつおぇすぇ 
とっ そけさきうさぇ ぉさけは くぇ こっさしけ-
くぇかぇ, おけえすけ ょぇ ぉなょっ けしゃけぉけ-
ょっく. ‶さう けこすうきういうさぇくっすけ とっ 
しっ うきぇ こさっょゃうょ う さっいせかすぇすなす, 
こけおぇいぇく けす さぇぉけすっとうすっ こけ 
いぇゃけょう こけ ゃさっきっ くぇ きうくぇかけ-
ゅけょうてくぇすぇ ぇすっしすぇちうは くぇ こっさ-
しけくぇかぇ.   
╆ぇ 〈┿ ういこなかくうすっかくうはす ょう-

さっおすけさ おぇいぇ, つっ けす けぉとうは 
ぉさけえ くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ とっ ぉな-
ょぇす しなおさぇすっくう, きっあょせ 300 う 
350 ょせてう とっ しぇ さぇぉけすっとう くぇ 
こけしすけはくくう すさせょけゃう ょけゅけゃけさう. 
¨しすぇくぇかうすっ ょけ 800 とっ しぇ 

さぇぉけすっとう くぇ ゃさっきっくくう ょけ-
ゅけゃけさう, し ういこうすぇすっかくう しさけ-

おけゃっ う こっくしうけくっさう. 〈けゃぇ くっ 
けいくぇつぇゃぇ, けぉぇつっ, つっ ゃしうつおう 
こっくしうけくっさう とっ ぉなょぇす けしゃけ-
ぉけょっくう, おぇすっゅけさうつくう しぇ けす 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ.  
[ってっくうっすけ おけえ ょぇ ぉなょっ けし-

ゃけぉけょっく う おけえ ょぇ けしすぇくっ とっ 

しっ ゃいっきぇ くっ っょくけかうつくけ, ぇ けす 
おけかっおすうゃ  けす けすゅけゃけさくう  たけさぇ 
こけ いぇゃけょうすっ: けす ょうさっおすけさぇ 
う くぇつぇかくうお-ちったけゃっすっ, おぇおすけ 
う けす こけ-くうしてう くぇつぇかくうちう. 
‶さう さってっくうはすぇ すっあっしす とっ 
うきぇ くぇこさぇゃっくぇすぇ ぇすっしすぇちうは 
くぇ こっさしけくぇかぇ, おけはすけ けすつうすぇ 
おけきこかっおしくう こけおぇいぇすっかう いぇ 
ゃしっおう さぇぉけすくうお  うかう しかせあう-
すっか. ]さっょ すはた しぇ ょうしちうこかう-
くぇすぇ くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ, 
ぇょぇこすうゃくけしすすぇ, おぇつっしすゃけすけ 
くぇ さぇぉけすぇ, さぇぉけすぇすぇ ゃ っおうこ う 

ょさせゅう そぇおすけさう. 
‶け ょせきうすっ くぇ ういこなかくうすっか-

くうは ょうさっおすけさ, ゃ しこうしなちうすっ 
いぇ けこすうきういぇちうは とっ こけこぇょぇす 
たけさぇすぇ, おかぇしうさぇくう くぇ こけ-
しかっょくうすっ きっしすぇ こさう すっいう すっ-
しすけゃっ. ]こけさっょ くっゅけ, けちっくおぇ-

すぇ とっ っ くぇこなかくけ けぉっおすうゃくぇ, 
いぇとけすけ とっ しっ こさぇゃう けす っおうこ, 
ぇ くっ っょくけかうつくけ けす くぇつぇかくう-
ちうすっ. ] すぇいう しうしすっきぇ すなさしうき 
うきっくくけ しこさぇゃっょかうゃけしす う すは 
ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しっ かうお-
ゃうょうさぇ てせさけぉぇょあぇくぇとうくぇ-
すぇ, ょけこなかくう  すけえ.  
¨こすうきういぇちうはすぇ くぇ つうしかっ-

くうは しなしすぇゃ くぇ „┿さしっくぇか” とっ 
いぇしっゅくっ う ょさせゅう ぉかういけ 600 
ょせてう, おけうすけ しぇ くぇ ゃさっきっく-
くう ょけゅけゃけさう, し ういこうすぇすっかくう 
しさけおけゃっ くぇ さぇぉけすぇ う こっくしう-

けくっさう. ¨おけかけ 12% けす ゃしうつおう 
けしゃけぉけょっくう とっ しぇ しこけきぇゅぇ-
すっかっく こっさしけくぇか, くっこさはおけ いぇ-
っすう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ. 
╉なき すけいう きけきっくす くぇえ-いぇしっゅ-

くぇすう けす こさっょしすけはとけすけ くぇきぇ-
かっくうっ くぇ こっさしけくぇかぇ とっ しぇ 

ちったけゃっすっ いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
しすさっかおけゃけ けさなあうっ. ╀っい けこすう-
きういぇちうは くぇ っすぇこぇ, くけ う ぉっい 
ょぇ しっ くぇいくぇつぇゃぇす くけゃう たけさぇ, 
とっ っ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅかうあ. ′ぇ 
っすぇこぇ くっ っ さぇいゅかっあょぇく ゃな-
こさけしなす いぇ けこすうきういうさぇくっ くぇ 
しなしすぇゃぇ ゃ うくしすさせきっくすぇかくうすっ 
ちったけゃっ う いぇゃけょう.  
╁しうつおう さぇぉけすっとう, おけうすけ とっ 

ぉなょぇす けしゃけぉけょっくう, とっ こけかせ-
つぇす くっけぉたけょうきぇすぇ うくそけさきぇ-
ちうは けす けすょっかうすっ „╊うつっく しなし-
すぇゃ” いぇ すけゃぇ - おぇおゃけ しかっょゃぇ 

8-9-годишните.  
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треньорския състав за набелязване на новите задачи и цели и бъдещата работа. 
Първата тренировка на отборите на ДФШ „Арсенал 2000” бе на 1-ви септември 
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ょぇ くぇこさぇゃはす う とっ うきぇす かう 
こさぇゃけ くぇ さっゅうしすさぇちうは ゃ ╀の-
さぇすぇ こけ すさせょぇ. 
╇かうはくぇ ╅っおけゃぇ, ょうさっおすけさ 

くぇ ょうさっおちうは „╀のさけ こけ すさせょぇ” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけすゃなさょう, つっ しぇ 
せゃっょけきっくう いぇ けこすうきういぇちうは-
すぇ くぇ しなしすぇゃぇ くぇ „┿さしっくぇか” し 
800 ょせてう. 〈は ぉっ おぇすっゅけさうつ-
くぇ,  つっ ゃ  ょうさっおちうはすぇ ゃっつっ 
っ しないょぇょっくぇ くせあくぇすぇ けさゅぇ-
くういぇちうは いぇ けぉしかせあゃぇくっすけ くぇ 
しなおさぇすっくうすっ かうちぇ, こさう  すけゃぇ 
しゃけっゃさっきっくくけ. 
╁ けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは しなとけ 

うきぇ けすょっか くぇ ╀のさけすけ こけ  
すさせょぇ, おけっすけ きけあっ ょぇ こけっきっ 
つぇしす けす さっゅうしすさうさぇとうすっ しっ, 
あうゃっっとう ゃ くぇしっかっくう きっしすぇ ゃ 
すぇいう けぉとうくぇ.  
╅っおけゃぇ う くっえくぇすぇ いぇきっしす-

くうつおぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ しぇ 
こさうしなしすゃぇかう くぇ こさけゃっょっくぇ 
きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ しなゃきっしす-
くぇ しさっとぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” う  そうさきっくうすっ 
しすさせおすせさう くぇ ょゃぇすぇ しうくょうおぇ-
すぇ - ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ”. 
╇かうはくぇ ╅っおけゃぇ せゃっさう, つっ 

くぇ ゃしうつおう けしゃけぉけょっくう とっ 
ぉなょぇす けしうゅせさっくう うくそけさきぇ-
ちうは う こけきけと いぇ おゃぇかうそうおぇ-
ちうは う こさっおゃぇかうそうおぇちうは. 
〈は くぇこけきくう, つっ っ ゃぇあくけ 

さっゅうしすさぇちうはすぇ ゃ ╀のさけすけ こけ 
すさせょぇ ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっくぇ ゃ 
7-ょくっゃっく しさけお しかっょ けしゃけ-
ぉけあょぇゃぇくっすけ.  
6700 しぇ いぇっすうすっ おなき きけきっく-

すぇ ゃ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇ こさっょしすけはとぇすぇ けこすうきういぇ-

ちうは しぇ せゃっょけきっくう う 〈っさうすけ-
さうぇかくけすけ こけょっかっくうっ くぇ ′¨╇, 
しうくょうおぇすうすっ ゃ „┿さしっくぇか”, 
〈っさうすけさうぇかくけすけ こけょっかっくうっ 
くぇ ╇いこなかくうすっかくぇすぇ ぇゅっくちうは 
„╂かぇゃくぇ うくしこっおちうは こけ すさせょぇ” 
う けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうは ゃ ゅさぇょぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╇あきせけ はか つあ ちかくとしてあてけてか そて しけねせあてあ あてかつてあぬけみ け たちけせそつ
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》ちそなかつけそせあしけくすひて けすあ すせそえそ そいみつせかせけみ. 』ひつ つけえとち-
せそつて かおせそ そて てみに か てちあおけぬけみてあ う つかすかこつてうそてそ. ¨ 
てそうあ せか うあきけ つあすそ くあ  て.せあち. „かしけてせけ” たちそなかつけけ せあ 
あおうそさあてけ, しかさあちけ け つねかてそうそおけてかしけ. ╉そさあくあてかしつてうそ, 
ねか すあこつてそちしひさひて つか たちかおあうあ そて いあはあ せあ つけせ, すそきか おあ 
けすあ うひう うつかさけ くあせあみて. っちひさ たちけすかち くあ てそうあ か たちけつひつて-
うけかてそ う あちつかせあしつさあてあ ╅しかみ せあ つしあうあてあ せあ かおせそ すそすねか, 
すかねてあしそ おあ つてあせか さあてそ てあてさそ つけ – せあこ-おそいちけみて うそ-
おそたちそうそおねけさ.

] くけゃう 25 いぇゅかぇゃうは こけこなかくう そけくょぇ しう たせょけあっしすゃっくぇすぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ くぇ „┿さしっくぇか”. ╉くうゅうすっ しぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう ぇゃ

すけさう, ょっかけ くぇ ういょぇすっかしすゃけ „╆ぇたぇさう ]すけはくけゃ”. 『っくうすっかうすっ 
くぇ くぇてぇすぇ おかぇしうおぇ う くぇ しなゃさっきっくくうすっ ぇゃすけさう けすくけゃけ とっ 
しっ ょけおけしくぇす ょけ くっこけゃすけさうきうすっ すゃけさぉう くぇ 》さ. ╀けすっゃ, ╇ゃ. 
╁ぇいけゃ, ╊. ╉ぇさぇゃっかけゃ, ┿か. ╉けくしすぇくすうくけゃ, ‶っくつけ ]かぇゃっえおけゃ, 
╄かうく ‶っかうく, ╈. ╈けゃおけゃ, ╃. ╃うきけゃ, ╃. 〈ぇかっゃ, ╄き. ]すぇくっゃ 
う 》さ. 《けすっゃ. ] ゅけかはきけ せょけゃかっすゃけさっくうっ すさはぉゃぇ ょぇ けすぉっかっ
あうき そぇおすぇ, つっ こけょっすけすけ ゃ こけしかっょくうすっ きっしっちう ょゃうあっくうっ 
いぇ ゃないさぇあょぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ぉうぉかうけすっおう くぇきっさう しゃけっすけ 
けすさぇあっくうっ う ゃ „┿さしっくぇか”. ╁ こけすゃなさあょっくうっ くぇ すけゃぇ すさはぉ
ゃぇ ょぇ ょけぉぇゃうき, つっ そけくょなす くぇ たせょけあっしすゃっくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
とっ しっ けぉけゅぇすう し 12-すけきくぇすぇ „╂けかはきぇ っくちうおかけこっょうは ╀なか
ゅぇさうは”. ╊せおしけいくうすっ ういょぇくうは しなょなさあぇす くぇょ 12 500 しすぇすうう, 
たうかはょう うかのしすさぇちうう, おぇさすう, ょうぇゅさぇきう, くぇょ 4 800 しすさぇくうちう 
しこさぇゃけつくぇ うくそけさきぇちうは いぇ ゃしうつおう けぉかぇしすう くぇ いくぇくうっすけ, いぇ 
ゃしうつおう いくぇつうきう しなぉうすうは う かうつくけしすう. ╆ぇおせこせゃぇくっすけ くぇ すぇいう 
せくうおぇかくぇ っくちうおかけこっょうは しっ けしなとっしすゃはゃぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
しなょっえしすゃうっすけ う うしおさっくぇすぇ しなこさうつぇしすくけしす 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.

╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ
╀うぉかうけすっおぇさ

〈けゃぇ きけきつっ けす ╉けこさうく-
おぇ っ きぇさおぇ いぇ うしすうくしおう 

いぇくぇはすかなお, おけえすけ しっ けこさぇゃは 
ゃなゃ ゃしはおぇおゃう おさうすうつくう しう-
すせぇちうう. ╀ぇとぇ きせ ぉうか ゃけょけ-
こさけゃけょつうお ゃ おぇいぇくかなておけすけ 
╁う╉. ╇ すけ – ょけぉなさ. ╋っつすぇすぇ 
ょぇ しすぇくっ おぇすけ くっゅけ ゅけ ょけゃっあ-
ょぇ ゃ „┿さしっくぇか” こさっい 2005 ゅけ-
ょうくぇ, おなょっすけ ぉなさいけ っ けすおさうす 
おぇすけ すぇかぇくす ゃ こさけそっしうはすぇ 
けす くぇつぇかくうおぇ くぇ ちったぇ 〈けょけさ 
╇ゅくぇすけゃ – しすさけゅ, くけ しこさぇゃっょ-
かうゃ さなおけゃけょうすっか, おけえすけ うい-
ょうさゃぇ おぇつっしすゃっくう きぇえしすけさう 
う くっ すなさこう ぉっいけすゅけゃけさくけしす-
すぇ う くっきぇさかうゃけしすすぇ おなき さぇ-
ぉけすぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ, けおぇいゃぇ しっ, 
╋っすうく ╇ぉさはき っ こけこぇょくぇか くぇ 
すけつくけすけ きはしすけ う しさっょ すけつくう-
すっ たけさぇ, おけうすけ うきぇ くぇ おぇおゃけ 
ょぇ ゅけ くぇせつぇす, ぇ すけえ うきぇ おぇお-
ゃけ ょぇ ょぇょっ, いぇ おけっすけ っ ちっくっく. 
〈ぇおぇ, ゃしうつおけ ゃなさゃう ょけぉさっ, ゃ 
しくはゅ う しすせょ, ゃ こっお う あっゅぇ - う 
おけゅぇすけ しっ さぇぉけすう すさせょくけ こけょ 
きけとくぇすぇ しすさせは くぇ くぇかはゅぇ-
くっすけ くぇ ゃけょぇすぇ こさう ゅけかっきう 
ぇゃぇさうう, う おけゅぇすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ さぇぉけすう しこってくけ. „‶さっこけ-
さなつぇたぇ きう ╋っすうく おぇすけ ょけぉなさ 
しこっちうぇかうしす う いぇすけゃぇ ゅけ ゃいった 
こさう くぇし, いぇとけすけ うしおぇき ょぇ 
さぇぉけすは し くぇえ-ょけぉさうすっ, いぇとけ-
すけ „┿さしっくぇか” っ くぇえ-ょけぉさけすけ 
こさっょこさうはすうっ う すせお さぇぉけすはす 
くぇえ-ょけぉさうすっ”, おぇいゃぇ くぇつぇか-
くうおなす くぇ ╆ぇゃけょ 12/170 〈け-
ょけさ ╇ゅくぇすけゃ. ¨おぇいゃぇ しっ, つっ 
すけえ くっ ぉなさおぇ. ¨す こなさゃうは ょっく 
╋っすうく, せしゃけうか けす きぇかなお いぇ-
くぇはすぇ けす ぉぇとぇ しう, ぇ こけしかっ 
せつうか ゃ おぇいぇくかなておけすけ しすさけう-
すっかくけ せつうかうとっ, っ さなおけゃけょう-
すっか くぇ ゅさせこぇ けす 12-14 ょせてう 
ゃ ちったぇ, おなょっすけ しっ さぇぉけすう う 
こけ こけかぇゅぇくっすけ くぇ くけゃう うく-

しすぇかぇちうう – ゃけょくう, こぇさけゃう う 
ゃないょせたけこさっくけしくう, う こけ ぇゃぇ-
さうう. [ぇぉけすう しっ くぇ ちはかぇすぇ すっ-
さうすけさうは くぇ „┿さしっくぇか”, ゃおかの-
つうすっかくけ う くぇ こかけとぇょおぇすぇ ゃ 
╋なゅかうあ.

„╆ぇ きっく しかけあくけ ゃ さぇぉけ-
すぇすぇ くはきぇ”.

〈けゃぇ っ こさけしすぇすぇ, しおさけきくぇ, 
くけ すけつくぇ けちっくおぇ くぇ さぇぉけす-
くうおぇ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ 
╋っすうく ╇ぉさはき. 〈けえ ゃうくぇゅう 
しっ しすぇさぇっ しぇき ょぇ しう せかっしくう 
う くぇえ-しかけあくぇすぇ さぇぉけすぇ, „ょぇ 
え たゃぇくっ ちぇおぇすぇ”, おぇおすけ しっ 
おぇいゃぇ. ¨とっ おぇすけ きせ こけしすぇ-
ゃはす いぇょぇつぇすぇ, しう こさっょしすぇゃは 
おぇお すけつくけ は しゃなさてゃぇ う おぇおゃけ 
とっ こけしすうゅくっ. ¨す すぇき くぇすぇすなお 
しかけあくけ くはきぇ. ‶さっけょけかはゃぇ 
しすさぇたぇ けす ゃけょぇすぇ, いぇとけすけ ゃ 
すぇいう こさけそっしうは すけゃぇ っ ゅけかはき 
こさけぉかっき, おけゅぇすけ しっ さぇぉけすう, 
ぉっい ょぇ しっ しこうさぇ ゃけょぇすぇ, ゃ 
しうすせぇちうは こけょ くぇかはゅぇくっ. ╆ぇ-
とけすけ ゃ „┿さしっくぇか” くっ っ すぇおぇ 
こさけしすけ ょぇ しっ ゃいっきっ さってっくうっ 
ゃけょぇすぇ ょぇ しっ しこさっ – うきぇ こさけ-
ういゃけょしすゃぇ, おなょっすけ すけゃぇ くっ 
っ ゃないきけあくけ. ¨とっ こけゃっつっ, 
すせお くはきぇ いうきっ-かっすっ-こさけかっす-
っしっく, おぇおすけ おぇいゃぇ きかぇょうはす 
ゃけょけこさけゃけょつうお. ╁ ┿かっはすぇ くぇ 
しかぇゃぇすぇ こけこぇょぇ こけ こさっょかけ-
あっくうっ くぇ くぇつぇかくうおぇ くぇ ちったぇ, 
おけえすけ こけょたけょうか おなき すけゃぇ し 
ゅけかはきぇ けすゅけゃけさくけしす, し せぉっあ-
ょっくうっすけ, つっ すぇき くっ こさけしすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさうしなしすゃぇ, ぇ 
ょぇ しっ こけおぇいゃぇす くぇえ-ょけぉさうすっ, 
けくっいう, おけうすけ しぇ いぇ こさうきっさ. 
╇ゅくぇすけゃ おぇいゃぇ, つっ いぇ たけさぇすぇ 
ゃ くっゅけゃうは ちった こぇさうすっ ょぇかっつ 
くっ しぇ くぇえ-ゃぇあくけすけ, ゃぇあくけすけ 
っ しぇきけつせゃしすゃうっすけ くぇ ょけぉさう 

こさけそっしうけくぇかうしすう, きなあおう 
きけきつっすぇ, くぇ おけうすけ くうとけ ゃ 
さぇぉけすぇすぇ くっ しっ けこうさぇ. ╆ぇすけゃぇ 
すせお すけいう, おけえすけ くっ しっ しこさぇゃは, 
こさけしすけ しう すさなゅゃぇ – おけかっおすう-
ゃなす くっ すなさこう くっしさなつくうすっ う 
くっしっさうけいくうすっ. ╇きっくくけ いぇすけ-
ゃぇ きはしすけすけ くぇ ╋っすうく ╇ぉさはき ゃ 
┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ っ ゅけさょけしす 
いぇ ゃしうつおう ゃ ちったぇ, さぇょけしす-
すぇ けす すけゃぇ っ いぇ ゃしうつおう, すは っ 
しこけょっかっくぇ, いぇとけすけ ゃしうつおう 
ゅけ たぇさっしゃぇす う いぇとけすけ すけえ っ 
っょうく けす すはた, けぉはしくはゃぇ けとっ 
くぇつぇかくうお-ちったなす. 〈けえ こけょ-
ぉうさぇ たけさぇ しなし しっぉっけすさうちぇ-
くうっ ゃ さぇぉけすぇすぇ, おぇおなゃすけ っ う 
╋っすうく, たけさぇ, いぇ おけうすけ ”せきっ-
くうはすぇ しぇ くぇょ ゃしうつおけ”. ′ぇ 
さぇぉけすくけすけ きはしすけ くぇ ╋っすうく 
おけかっゅうすっ, ょぇあっ こけ-ゃないさぇしす-
くうすっ, ゅけ せゃぇあぇゃぇす う きかぇ-
ょうはす ゃけょけこさけゃけょつうお いくぇっ 
すけゃぇ. [ぇいぉさぇか ゅけ っ ゃ くうい けす 
しうすせぇちうう, おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ 
くっとけ ょぇ しっ しゃなさてう おぇつっしす-
ゃっくけ. ╆ぇとけすけ ゃ すぇは さぇぉけすぇ 
ゃしうつおけ しっ ゃなさてう いぇっょくけ, ゃ 
ゅさせこぇすぇ おけかっゅう, おけゅぇすけ いぇ-
っょくけ さぇぉけすはす くぇ さぇいかうつくうすっ 
こかけとぇょおう. ╉けかっゅうすっ ゅけ こさう-
っきぇす し ゅけかはきけ せゃぇあっくうっ う 
さっしこっおす. ╁しうつおう ゅけ こけいくぇゃぇす 
くっ しぇきけ おぇすけ ょけぉなさ しこっちうぇ-
かうしす, くけ う おぇすけ ょけぉなさ つけゃっお, 
しこけょっかは くぇつぇかくうおなす 〈けょけさ 
╇ゅくぇすけゃ. ┿ ょぇ しう ゃけょけこさけ-
ゃけょつうお くっ っ かっしくぇ さぇぉけすぇ, 
いぇすけゃぇ ょけぉさうすっ しっ くぇきうさぇす 
ゃしっ こけ-すさせょくけ. ╋けあっ ょぇ うい-
ゅかっあょぇ こさけしすけ, くけ すせお しぇ 
くせあくう すけつくう ういつうしかっくうは, 
こさけゅくけいう, しきはすぇ しっ きくけゅけ う 
しっ さぇぉけすう しこけさっょ しきっすおうすっ, 
いぇとけすけ, ぇおけ しぉなさおぇて, しすう-
たうはすぇ くぇ ゃけょぇすぇ くっ こさけとぇゃぇ. 
¨しゃっく ゃしうつおけ, すぇいう さぇぉけすぇ っ 
う けこぇしくぇ, おぇいゃぇ ╋っすうく, きけあっ 
ょぇ ょけゃっょっ ょけさう ょけ いぇこかぇたぇ 

いぇ いょさぇゃっすけ, ぇおけ しぉなさおぇて, 
ょぇ おぇあっき, うくしすぇかぇちううすっ う 
つうしすぇすぇ ゃけょぇ し きさなしくぇすぇ...

〉ょけゃかっすゃけさっくうっすけ けす 
あうゃけすぇ いぇ ╋っすうく っ: ╃ぇ しっ 
しゃなさてう さぇぉけすぇすぇ!

〉ょけゃけかしすゃうはすぇ ういゃなく „┿さ-
しっくぇか” ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
しなとけ しぇ しゃなさいぇくう し こさけそっ-

しうはすぇ – ゃ ╉けこさうくおぇ, おなょっすけ 
あうゃっっ, こけしすけはくくけ ゅう ゃうおぇす 
いぇっょくけ し ぉぇとぇ きせ ょぇ こけこさぇ-
ゃはす う しゅかけぉはゃぇす うくしすぇかぇちうう 
う ゃけょけこさけゃけょう. ╇くぇつっ, こさっい 
しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ ╋っすうく 
っ うしすうくしおう こさうさけょけかのぉう-
すっか - すけゃぇ かうつう けとっ けす しこけ-
おけえしすゃうっすけ う せゃっさっくけしすすぇ ゃ 
あうゃけすぇ, おけっすけ ういかなつゃぇ, っょ-
くけゃさっきっくくけ しなし しおさけきくけしすすぇ 

う ょけゃっさうっすけ, おけっすけ ゃょなたゃぇ. 
╅うゃっっ しなし しなこさせゅぇすぇ しう こさう 
さけょうすっかうすっ しう ゃ ╉けこさうくおぇ. 
╋ぇえおぇ きせ う しなこさせゅぇすぇ しなとけ 
さぇぉけすはす ゃ „┿さしっくぇか”. ]なこさせ-
ゅぇすぇ ┿くゅっかうくぇ っ ゃ ╆ぇゃけょ 2, 
ちった 200. ]かっょ さぇぉけすぇ ╋っすうく 
ぉなさいぇ おなき おなとう, くっ しっ けすぉう-
ゃぇ くうおなょっ, いぇとけすけ ┿くゅっかうくぇ 
ゅけ つぇおぇ. ]こけさっょ くっゅけ, すっ しぇ 
けすしおけさけ あっくっくう, きぇおぇさ ゃっつっ 
ょぇ すっつっ つっすゃなさすぇ ゅけょうくぇ けす 
ぉさぇおぇ うき. ╋っすうく っ いぇこぇかっく 
すせさうしす. ╁ こけつうゃくけすけ ゃさっきっ 
しなし しなこさせゅぇすぇ きせ けぉうおぇかはす 
けおけかくけしすうすっ し けゅさけきくけ せょけ-

ゃけかしすゃうっ – すけゃぇ っ くっゅけゃけすけ 
たけぉう... ′け しゃけぉけょくけ ゃさっ-
きっ きぇかおけ けしすぇゃぇ, こさういくぇゃぇ 
きかぇょうはす きぇえしすけさ. ┿おけ くっ ゃ 
„┿さしっくぇか”, ゃうおぇす ゅけ こけ ょけきけ-
ゃっすっ.

╁けょけこさけゃけょつうちうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” くっ いくぇはす ょっか-
くうお う こさぇいくうお

╋くけゅけ つっしすけ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しっ 
さぇぉけすう こけ こさぇいくうちう, けしけぉっ-
くけ こさっい いうきぇすぇ, おぇおすけ う こけ 
╉けかっょぇ う しかっょ くけゃけゅけょうてくぇ-
すぇ ゃぇおぇくちうは ゃ けさなあっえくうちぇ-
すぇ, おなょっすけ しかっょ ょっしっすょくっゃ-
くぇすぇ こけつうゃおぇ けす くうしおうすっ 
すっきこっさぇすせさう つっしすけ しっ こせおぇす 
すさなぉう う しすぇゃぇす ぇゃぇさうう. ‶け-
くはおけゅぇ う ょけ 12 こけしさっょ くけと 
しぇ しすけはかう, くけ: ”〈さはぉゃぇ ょぇ しっ 

ぉなさいぇ! [ぇぉけすぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ しゃなさてう!”. ╋けあっ ぉう いぇすけ-
ゃぇ さぇぉけすくうちうすっ ゃ ちったぇ, こけ 
うょっは くぇ くぇつぇかくうおぇ, しぇ しう 
くぇこさぇゃうかう...”きせいっえ” – くぇ 
しこっちうぇかくぇ しすっくぇ しぇ こさうかっあ-
くけ いぇおさっこっくう こさうつせょかうゃう  
„っおしこけくぇすう”.
„╄おしこけくぇすう” けす すっあおう ぇゃぇ-

さうう. ]さっょ すはた, „っおしこけくぇすうすっ” 
くぇ ╋っすうく しぇ くぇえ-きくけゅけ. 
╂けかはきぇすぇ いぇっすけしす う こけ 

こさぇいくうちうすっ くっ いくぇつう, つっ くっ 
こさぇいくせゃぇす ′けゃぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ 
ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ ╋っすうく, こけ 
すさぇょうちうは, しすぇゃぇ ゃおなとう. ╆ぇ-

とけすけ しっきっえしすゃけすけ いぇ くっゅけ っ 
くぇえ-ゃぇあくけ – う しっきっえしすゃけすけ 
くぇ おけかっゅうすっ ゃ ちったぇ, う さけょ-
くけすけ – せ ょけきぇ, ゃ ╉けこさうくおぇ. 
╆ぇとけすけ すぇき っ くぇせつうか ゃしうつ-
おけ, いぇさぇょう おけっすけ っ けぉうつぇく う 
ちっくっく う いぇさぇょう おけっすけ こさっい 
2011-すぇ っ けすかうつっく し きはしすけ ゃ 
┿かっはすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しかぇ-
ゃぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

Сн. М. Маденджиян
¨す 1-ゃう きぇさす ょけ 1-ゃう きぇえ  

し ょけ 800 ょせてう とっ くぇきぇ
かっっ しなしすぇゃなす くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃.  
〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす ういこさぇ

すっくけすけ せゃっょけきかっくうっ けす さな
おけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ ょけ 
╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
う ょけ しうくょうおぇすうすっ ゃ けさなあっえ
くうちぇすぇ. 
‶け ょせきうすっ くぇ ういこなかくうすっか

くうは ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぇおすせぇかう
いぇちうはすぇ くぇ しなしすぇゃぇ, おけはすけ  
こさっょしすけう, っ ゃ しうくたさけく し さっ
ぇかくうすっ こけさなつおう, おけうすけ おなき 
きけきっくすぇ うきぇ そうさきぇすぇ. 〈けゃぇ 
っ すっあおぇ いぇょぇつぇ, くけ っ くぇかけあう
すっかくぇ, おぇすっゅけさうつっく  ぉっ ╇ぉせ
てっゃ. 
『うそさぇすぇ くぇ こさっょゃうあょぇくぇすぇ 

けこすうきういぇちうは っ くぇ ぉぇいぇ ゅぇ
さぇくすうさぇくうすっ おなき 20-すう はくせ
ぇさう こけさなつおう. 
‶さうくちうこなす くぇ こさっょしすけはとぇ

すぇ けこすうきういぇちうは っ しかっょくうはす: 
いぇ ぉぇいぇ しっ ゃいっきぇ こけさなつおぇすぇ, 
し おけはすけ っ くぇすけゃぇさっく しなけすゃっす
くうはす いぇゃけょ, う くせあくうはす ぉさけえ  
こっさしけくぇか いぇ くっえくけすけ ういこなか
くっくうっ. [ぇいかうおぇすぇ けす ぉさけは くぇ 
いぇっすうすっ う くっけぉたけょうきうすっ たけさぇ 
いぇ ういこなかくっくうっ くぇ こけさなつおぇすぇ 
とっ そけさきうさぇ ぉさけは くぇ こっさしけ
くぇかぇ, おけえすけ ょぇ ぉなょっ けしゃけぉけ
ょっく. ‶さう けこすうきういうさぇくっすけ とっ 
しっ うきぇ こさっょゃうょ う さっいせかすぇすなす, 
こけおぇいぇく けす さぇぉけすっとうすっ こけ 
いぇゃけょう こけ ゃさっきっ くぇ きうくぇかけ
ゅけょうてくぇすぇ ぇすっしすぇちうは くぇ こっさ
しけくぇかぇ.   
╆ぇ 〈┿ ういこなかくうすっかくうはす ょう

さっおすけさ おぇいぇ, つっ けす けぉとうは 
ぉさけえ くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ とっ ぉな
ょぇす しなおさぇすっくう, きっあょせ 300 う 
350 ょせてう とっ しぇ さぇぉけすっとう くぇ 
こけしすけはくくう すさせょけゃう ょけゅけゃけさう. 
¨しすぇくぇかうすっ ょけ 800 とっ しぇ 

さぇぉけすっとう くぇ ゃさっきっくくう ょけ
ゅけゃけさう, し ういこうすぇすっかくう しさけ

おけゃっ う こっくしうけくっさう. 〈けゃぇ くっ 
けいくぇつぇゃぇ, けぉぇつっ, つっ ゃしうつおう 
こっくしうけくっさう とっ ぉなょぇす けしゃけ
ぉけょっくう, おぇすっゅけさうつくう しぇ けす 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ.  
[ってっくうっすけ おけえ ょぇ ぉなょっ けし

ゃけぉけょっく う おけえ ょぇ けしすぇくっ とっ 

しっ ゃいっきぇ くっ っょくけかうつくけ, ぇ けす 
おけかっおすうゃ  けす けすゅけゃけさくう  たけさぇ 
こけ いぇゃけょうすっ: けす ょうさっおすけさぇ 
う くぇつぇかくうお-ちったけゃっすっ, おぇおすけ 
う けす こけ-くうしてう くぇつぇかくうちう. 
‶さう さってっくうはすぇ すっあっしす とっ 
うきぇ くぇこさぇゃっくぇすぇ ぇすっしすぇちうは 
くぇ こっさしけくぇかぇ, おけはすけ けすつうすぇ 
おけきこかっおしくう こけおぇいぇすっかう いぇ 
ゃしっおう さぇぉけすくうお  うかう しかせあう
すっか. ]さっょ すはた しぇ ょうしちうこかう
くぇすぇ くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ, 
ぇょぇこすうゃくけしすすぇ, おぇつっしすゃけすけ 
くぇ さぇぉけすぇ, さぇぉけすぇすぇ ゃ っおうこ う 

ょさせゅう そぇおすけさう. 
‶け ょせきうすっ くぇ ういこなかくうすっか

くうは ょうさっおすけさ, ゃ しこうしなちうすっ 
いぇ けこすうきういぇちうは とっ こけこぇょぇす 
たけさぇすぇ, おかぇしうさぇくう くぇ こけ
しかっょくうすっ きっしすぇ こさう すっいう すっ
しすけゃっ. ]こけさっょ くっゅけ, けちっくおぇ

すぇ とっ っ くぇこなかくけ けぉっおすうゃくぇ, 
いぇとけすけ とっ しっ こさぇゃう けす っおうこ, 
ぇ くっ っょくけかうつくけ けす くぇつぇかくう
ちうすっ. ] すぇいう しうしすっきぇ すなさしうき 
うきっくくけ しこさぇゃっょかうゃけしす う すは 
ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しっ かうお
ゃうょうさぇ てせさけぉぇょあぇくぇとうくぇ
すぇ, ょけこなかくう  すけえ.  
¨こすうきういぇちうはすぇ くぇ つうしかっ

くうは しなしすぇゃ くぇ „┿さしっくぇか” とっ 
いぇしっゅくっ う ょさせゅう ぉかういけ 600 
ょせてう, おけうすけ しぇ くぇ ゃさっきっく
くう ょけゅけゃけさう, し ういこうすぇすっかくう 
しさけおけゃっ くぇ さぇぉけすぇ う こっくしう

けくっさう. ¨おけかけ 12% けす ゃしうつおう 
けしゃけぉけょっくう とっ しぇ しこけきぇゅぇ
すっかっく こっさしけくぇか, くっこさはおけ いぇ
っすう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ. 
╉なき すけいう きけきっくす くぇえ-いぇしっゅ

くぇすう けす こさっょしすけはとけすけ くぇきぇ
かっくうっ くぇ こっさしけくぇかぇ とっ しぇ 

ちったけゃっすっ いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
しすさっかおけゃけ けさなあうっ. ╀っい けこすう
きういぇちうは くぇ っすぇこぇ, くけ う ぉっい 
ょぇ しっ くぇいくぇつぇゃぇす くけゃう たけさぇ, 
とっ っ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅかうあ. ′ぇ 
っすぇこぇ くっ っ さぇいゅかっあょぇく ゃな
こさけしなす いぇ けこすうきういうさぇくっ くぇ 
しなしすぇゃぇ ゃ うくしすさせきっくすぇかくうすっ 
ちったけゃっ う いぇゃけょう.  
╁しうつおう さぇぉけすっとう, おけうすけ とっ 

ぉなょぇす けしゃけぉけょっくう, とっ こけかせ
つぇす くっけぉたけょうきぇすぇ うくそけさきぇ
ちうは けす けすょっかうすっ „╊うつっく しなし
すぇゃ” いぇ すけゃぇ - おぇおゃけ しかっょゃぇ 

ょぇ くぇこさぇゃはす う とっ うきぇす かう 
こさぇゃけ くぇ さっゅうしすさぇちうは ゃ ╀の
さぇすぇ こけ すさせょぇ. 
╇かうはくぇ ╅っおけゃぇ, ょうさっおすけさ 

くぇ ょうさっおちうは „╀のさけ こけ すさせょぇ” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけすゃなさょう, つっ しぇ 
せゃっょけきっくう いぇ けこすうきういぇちうは
すぇ くぇ しなしすぇゃぇ くぇ „┿さしっくぇか” し 
800 ょせてう. 〈は ぉっ おぇすっゅけさうつ
くぇ,  つっ ゃ  ょうさっおちうはすぇ ゃっつっ 
っ しないょぇょっくぇ くせあくぇすぇ けさゅぇ
くういぇちうは いぇ けぉしかせあゃぇくっすけ くぇ 
しなおさぇすっくうすっ かうちぇ, こさう  すけゃぇ 
しゃけっゃさっきっくくけ. 
╁ けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは しなとけ 

うきぇ けすょっか くぇ ╀のさけすけ こけ  
すさせょぇ, おけっすけ きけあっ ょぇ こけっきっ 
つぇしす けす さっゅうしすさうさぇとうすっ しっ, 
あうゃっっとう ゃ くぇしっかっくう きっしすぇ ゃ 
すぇいう けぉとうくぇ.  
╅っおけゃぇ う くっえくぇすぇ いぇきっしす

くうつおぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ しぇ 
こさうしなしすゃぇかう くぇ こさけゃっょっくぇ 
きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ しなゃきっしす
くぇ しさっとぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” う  そうさきっくうすっ 
しすさせおすせさう くぇ ょゃぇすぇ しうくょうおぇ
すぇ - ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ”. 
╇かうはくぇ ╅っおけゃぇ せゃっさう, つっ 

くぇ ゃしうつおう けしゃけぉけょっくう とっ 
ぉなょぇす けしうゅせさっくう うくそけさきぇ
ちうは う こけきけと いぇ おゃぇかうそうおぇ
ちうは う こさっおゃぇかうそうおぇちうは. 
〈は くぇこけきくう, つっ っ ゃぇあくけ 

さっゅうしすさぇちうはすぇ ゃ ╀のさけすけ こけ 
すさせょぇ ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっくぇ ゃ 
7-ょくっゃっく しさけお しかっょ けしゃけ
ぉけあょぇゃぇくっすけ.  
6700 しぇ いぇっすうすっ おなき きけきっく

すぇ ゃ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇ こさっょしすけはとぇすぇ けこすうきういぇ

ちうは しぇ せゃっょけきっくう う 〈っさうすけ
さうぇかくけすけ こけょっかっくうっ くぇ ′¨╇, 
しうくょうおぇすうすっ ゃ „┿さしっくぇか”, 
〈っさうすけさうぇかくけすけ こけょっかっくうっ 
くぇ ╇いこなかくうすっかくぇすぇ ぇゅっくちうは 
„╂かぇゃくぇ うくしこっおちうは こけ すさせょぇ” 
う けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇ
ちうは ゃ ゅさぇょぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

Метин със съпругата си
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╃けこなかくうすっかくけ うょゃぇす う こかぇ-
とぇくうは こけ ぇくゅぇあうきっくすうすっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ くけゃけすけ さっ-
ゅうけくぇかくけ ょっこけ いぇ けすこぇょなちう 
おさぇえ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
╁ さぇいたけょうすっ けす きっしすくう-

すっ ょっえくけしすう 10.25 % しぇ いぇ 
おきっすしすゃぇすぇ う けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは, いぇ けすぉさぇ-
くぇ う しうゅせさくけしす – 2.24 %, いぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっ – 21.66 %, いぇ 
そういおせかすせさぇ う しこけさす – 4.41 
%, いぇ おせかすせさぇ – 9.21 %, いぇ 
うおけくけきうつっしおう ょっえくけしすう – 
4.02 %, いぇ つうしすけすぇ, けいっかっくは-
ゃぇくっ, あうかうとくけ しすさけうすっかしすゃけ 
う ╀╉] – 41.9% けす きっしすくうすっ 
さぇいたけょう. ╃っすしおうすっ はしかう う 
きかっつくぇすぇ おせたくは とっ こけたぇさつぇす 
3.67 % けす きっしすくうすっ さぇいたけょう, 
しけちうぇかくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ う 
ゅさうあう  - 4.64 %.

╇くゃっしすうちううすっ しぇ さぇいつっ-
すっくう くぇ 5 きかく. 950 たうか. 
644 かゃ.

¨す すはた っょゃぇ 363 たうか. 200 
かゃ. うょゃぇす けす ょなさあぇゃくぇ 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, けしすぇくぇかうすっ こぇさう いぇ 
しすさけうすっかしすゃけ しっ つぇおぇす けす 
しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ う こさう-
ゃぇすういぇちうは. ′ぇょ 1 きかく. 212 
たうか. かゃ. とっ しっ うくゃっしすうさぇす ゃ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ, 237 たうか. 400 
かゃ. – ゃ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ, 
いぇ あうかうとくけ しすさけうすっかしすゃけ 
う ╀╉] – ぉかういけ 3 きうかうけくぇ 
かっゃぇ. ¨ぉとうくぇすぇ とっ ゃかけあう 
ゅけかっきう しさっょしすゃぇ ゃ しゅさぇょうすっ 
くぇ ¨しくけゃくけ せつうかうとっ „╋ぇすう 
╀けかゅぇさうは” う 》せきぇくうすぇさくぇすぇ 
ゅうきくぇいうは, おなょっすけ こさっょしすけう 
ゅぇいうそうおぇちうは, いぇ おけはすけ しっ 
いぇょっかはす 170 たうか. かゃ. ╇いちは-
かけ とっ ぉなょぇす さっきけくすうさぇくう 
╃っすしおぇ ゅさぇょうくぇ わ9 - 298 
たうか. 400 かゃ. う ╃っすしおぇ はしかぇ 
わ 4 -  200 たうか. かゃ. ╋かっつくぇ-
すぇ おせたくは とっ しっ さっきけくすうさぇ う 
こさっけぉけさせょゃぇ ゃ おせたくは-きぇえおぇ, 
おけはすけ とっ けしうゅせさはゃぇ たさぇくぇすぇ 
いぇ ょっすしおうすっ いぇゃっょっくうは う しけ-
ちうぇかくけ しかぇぉうすっ, ぇ おせたくうすっ ゃ 
ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう とっ しっ さっ-
おけくしすさせうさぇす おぇすけ さぇいかうゃくう 
こけきっとっくうは, おなょっすけ たさぇくぇすぇ 
しぇきけ とっ しっ さぇいこさっょっかは. ‶さう-
つうくぇ いぇ すけいう たけょ っ う くっういゅけょ-
くうはす ょけゅけゃけさ いぇ たさぇくうすっかくう 
こさけょせおすう ゃ ょっすしおうすっ いぇゃっょっ-
くうは, くぇしかっょしすゃけ けす こさっょくうは 
きぇくょぇす, おぇおすけ う くっこけしうか-
くうすっ うくゃっしすうちう ゃ おせたくうすっ ゃ 
ゅさぇょうくうすっ, ぇおけ けしすぇくぇす ょぇ 
けぉしかせあゃぇす いぇゃっょっくうはすぇ, いぇ-
とけすけ くっ けすゅけゃぇさはす くぇ ういうし-
おゃぇくうはすぇ. ╆ぇ しなそうくぇくしうさぇくっ 
こけ こさけっおすぇ いぇ ょけゃなさてゃぇくっ 
くぇ しぇくうさぇくっすけ くぇ けぉとうくしおう-
すっ せつうかうとぇ こけ こさけっおす けす ╄] 
しぇ けすょっかっくう  535 たうか. かゃ. 
80 たうかはょう かっゃぇ とっ けすう-

ょぇす いぇ こさけっおすうさぇくっ くぇ ょゃぇ-
すぇ おゃぇさすぇかぇ – „╊のかはお” くぇょ 
すったくうおせきぇ, う „╉せかぇすぇ”, いぇ-
とけすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけょゅけす-
ゃはす いぇ おぇくぇかういぇちうは, ぇ ゃっつっ 
っ ういこせしくぇすぇ ゃないきけあくけしすすぇ 
いぇ すけゃぇ ょぇ しっ おぇくょうょぇすしすゃぇ 
こさっょ っゃさけそけくょけゃっすっ.

】っ しっ さっきけくすうさぇす せかう-
ちうすっ おなき けしくけゃくうすっ ぇさすっ-
さうう

┿しそぇかすうさぇくっ しっ こさっょゃうあ-
ょぇ くぇ せかうちうすっ „』ぇすぇかょあぇ”, 
„]すぇきぉけかうえしおう”, „╇ゃぇく ╁ぇ-
いけゃ”, „╋ぇいぇかぇす”, „╃-さ ╀ぇっゃ”, 
„『ぇさ ‶っすなさ”, „‶っすぬけ ╂ぇくうく”, 
くぇょ ‶けあぇさくぇすぇ, おなょっすけ とっ 
しっ こさぇゃう う ╁う╉. ╇ょっはすぇ っ ょぇ 
しっ こけかいゃぇす せかうちうすっ, けすゃっあ-

ょぇとう おなき ぃあくぇすぇ う ╆ぇこぇょ-
くぇすぇ ょなゅぇ, いぇ ょぇ しっ ういゃっょっ 
ょゃうあっくうっすけ けす ちっくすなさぇ けす 
おゃぇさすぇかうすっ ょうさっおすくけ おなき ゅぇ-
さぇすぇ う こさけきうてかっくうすっ こさっょ-
こさうはすうは. ╇きぇ ょけゅけゃけさおぇ し 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╁う╉ - ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ いぇ ちはかけしすくぇ こけょ-
きはくぇ くぇ すさなぉうすっ こけょ せかうちう-
すっ, おけうすけ とっ しっ さっきけくすうさぇす, 
いぇ ょぇ くっ しっ させてぇす こさう ゃけょくう 
ぇゃぇさうう, おけっすけ っ ゅけかはき こさけ-
ぉかっき いぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ ちっかすぇ 
けす ╁う╉ しぇ けぉっとぇかう ょぇ いぇおせ-
こはす う くけゃぇ すったくうおぇ う ょぇ けしう-
ゅせさはす っおうこ いぇ ゃないしすぇくけゃは-
ゃぇくっ くぇ せかうちうすっ しかっょ すったくう 

ぇゃぇさうえくう さぇぉけすう, けぉはしくう 
こさっょ ゅさぇあょぇくうすっ ]すけはくけゃぇ. 
╇きぇ さぇいゅけゃけさう いぇ しなとうすっ 
ょっえしすゃうは う し きけぉうかくうすっ けこっ-
さぇすけさう う っくっさゅけすけ, いぇ ょぇ くっ 
しっ させてう こなすくぇすぇ くぇしすうかおぇ 
ぉっいさぇいぉけさくけ.

】っ しっ さぇぉけすう こけ しけぉ-
しすゃっくけしすすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ 
′っしっぉなさ う [ぇゃょぇ

‶さっょ ゅさぇあょぇくうすっ, こけ ゃさっ-
きっ くぇ こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇ-
くっ, おきっすなす けぉはしくう, つっ とっ しっ 
しきっくは こさっょくぇいくぇつっくうっすけ くぇ 
すっさっくぇ くぇ ぉせくゅぇかぇすぇ ゃ ′っ-
しっぉなさ う とっ しっ こさぇゃう こけょ-
さけぉっく せしすさけえしすゃっく こかぇく いぇ 
こぇさちっかぇ ゃ [ぇゃょぇ. ]さっょしすゃぇ 
いぇ こかぇくうさぇくっ う こさけっおすうさぇくっ 
しぇ けすょっかっくう う いぇ ゅさぇょしおう う 
しっかしおう せかうちう, ゃなゃ ゃさないおぇ う 
し こさっょしすけはとぇすぇ おぇくぇかういぇちうは 
くぇ ╀せいけゃゅさぇょ, ╉さなく, ╄くう-
くぇ う ╉けこさうくおぇ, いぇ おけはすけ とっ 
しっ おぇくょうょぇすしすゃぇ こさっょ ¨こっ-
さぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „¨おけかくぇ 
しさっょぇ” いぇ しさっょしすゃぇ, けぉとうく-
しおぇすぇ つぇしす けす すはた っ 142 たうか. 
かゃ. ‶さっょゃうあょぇ しっ こけ „╉さぇ-
しうゃぇ ╀なかゅぇさうは” ょぇ しっ おぇく-
ょうょぇすしすゃぇ いぇ ょけゃなさてゃぇくっ 
くぇ ╃けき いぇ しすぇさう たけさぇ わ2, 
おなょっすけ さっきけくすなす けす こさっょくうは 
きぇくょぇす くっ っ ょけゃなさてっく. ]な-
そうくぇくしうさぇくっすけ し けぉとうくしおう 
こぇさう  こけ こさけっおすぇ ゃないかういぇ  
くぇ 330 たうか. かゃ., こけ こさけっおす 
„╆ぇとうすっくけ あうかうとっ” しなとけ っ 
さぇいつっすっくけ しなそうくぇくしうさぇくっ 
いぇ 40 たうか. かゃ. ‶さけっおす いぇ 24 
きかく. かゃ. いぇ さっおけくしすさせおちうは 
くぇ ‶さっつうしすゃぇすっかくぇすぇ しすぇく-
ちうは おさぇえ ¨ゃけとくうお とっ ぉなょっ 

こけょぇょっく こさっょ ¨‶ „¨おけかくぇ 
しさっょぇ”.
╋せいっはす くぇ さけいぇすぇ ょぇ しっ 

こさっきっしすう ゃ [けいぇさうせきぇ
〈けゃぇ きうしかう くけゃけすけ けぉとうく-

しおけ さなおけゃけょしすゃけ. „╋はしすけすけ 
くぇ ╋せいっは くぇ さけいぇすぇ う うきっく-
くけ すぇき, とっ こけかけあうき せしうかうは 
さっおけくしすさせおちうはすぇ くぇ „[けいぇ-
さうせきぇ” くぇえ-こけしかっ ょぇ しっ しかせ-
つう”, おぇいぇ こさっょ ゅさぇあょぇくうすっ 
おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ.
270 たうかはょう かっゃぇ しぇ いぇょっ-

かっくう いぇ おきっすしすゃぇすぇ. ╁ 19-すっ 
くぇしっかっくう きっしすぇ くぇ けぉとうくぇ-
すぇ とっ ぉなょぇす ゃかけあっくう うくゃっし-
すうちうう けす 1 きかく. 058 たうか. 162 

かゃ. ╇いょさなあおぇすぇ くぇ きぇかおうすっ 
しっかぇ – ]さっょくけゅけさけゃけ, ╂けかは-
きけ ╃さはくけゃけ う ╂けさくけ ╇いゃけ-
さけゃけ っ きっあょせ 4 251 う 4 719 
かゃ., ぉのょあっすなす くぇ ╄くうくぇ っ 22 
320 かゃ., くぇ ╉けこさうくおぇ – 26 
577 かゃ., くぇ ╉さなく – 31 499 
かゃ., くぇ ╉なくつっゃけ – 12 476 かゃ., 
くぇ ¨ゃけとくうお – 17 128 かゃ., くぇ 
』っさゅぇくけゃけ – 10 649 かゃ., くぇ 
【っえくけゃけ – 19 423 かゃ. ╆ぇ 
そうくぇくしけゃけ けぉっいこっつぇゃぇくっ 
くぇ おぇかっくょぇさぇ けす おせかすせさくう 
しなぉうすうは しっ こさっょゃうあょぇす 90 
たうかはょう かっゃぇ, いぇ しこけさすくうは 
おぇかっくょぇさ – 44 200 かゃ.

╂さぇあょぇくうすっ こうすぇたぇ おきっ-
すぇ ]すけはくけゃぇ ぉかういけ ょゃぇ 
つぇしぇ 

┿ょゃけおぇす ╋うかおぇ ╄くつっゃぇ こけ-
こうすぇ おぇおゃけ っ ぉなょっとっすけ くぇ 
„ょせこおぇすぇ” ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉さなく 
こさう せしかけゃうっ, つっ ゃ ぉのょあっすぇ  
くっ っ こさっょゃうょっくけ ういゅさぇあょぇ-
くっすけ くぇ くけゃぇ ぇょきうくうしすさぇ-
すうゃくぇ しゅさぇょぇ, ぇ しぇきけ こぇさ-
おうくゅ し すけぇかっすくう /こけしかっょくけすけ 
╄くつっゃぇ こさうゃっすしすゃぇ/. ]かぇゃおぇ 
]ぇきぇさしおぇ けす „〈ぇくぇすけし” - 
そうさきぇすぇ, おけはすけ ういゃなさてゃぇ 
こけ ょけゅけゃけさ こけゅさっぉっくうはすぇ 
くぇ ゅさぇょしおうは ゅさけぉうとっく こぇさお, 
おけえすけ っ しけぉしすゃっくけしす くぇ ¨ぉ-
とうくぇすぇ, こけこうすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけ-
はくけゃぇ おけゅぇ とっ ぉなょぇす ぇしそぇか-
すうさぇくう ゅさけぉくうすっ ぇかっう くぇ 
けぉとうくしおうは こぇさお, すなえ おぇすけ 
ゅさぇあょぇくうすっ ゅぇいはす おぇか, う とっ 
しっ いぇょっかはす かう しさっょしすゃぇ いぇ 
けゅさぇょぇ, おけはすけ, しこけさっょ くっは, っ 
おさぇえくけ くっけぉたけょうきぇ. ]こけさっょ 
]ぇきぇさしおぇ, ¨ぉとうくぇすぇ, おぇすけ 
しけぉしすゃっくうお くぇ こぇさおぇ, すさはぉ-

ゃぇ ょぇ こさけおぇさぇ ゃけょぇ いぇ ちはかぇ-
すぇ すっさうすけさうは くぇ ゅさけぉうとっすけ う 
ょぇ けしうゅせさう すけぇかっすくぇ.
╉きっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 

けすゅけゃけさう くぇ ぇょゃけおぇす ╄くつっゃぇ, 
つっ こさっょかけあっくうはすぇ いぇ うくゃっし-
すうちうう こけ しっかぇすぇ う ╉さなく しぇ 
くぇこさぇゃっくう けす おきっすけゃっすっ, ぇ 
¨ぉとうくぇすぇ ういちはかけ しっ っ しな-
けぉさぇいうかぇ し すはた. ╉きっすなす くぇ 
╉さなく 〈っきっくせあおぇ ╊のちおぇくけゃぇ 
けぉはしくう, つっ しなょぉぇすぇ くぇ おさなく-
しおぇすぇ „ょせこおぇ” とっ しっ さぇてぇゃぇ 
っょゃぇ しかっょ おぇすけ しすぇくっ はしくけ 
とっ うきぇ かう うくゃっしすうちうけくっく 
うくすっさっし けす こさっょこさうっきぇつ, 
おけえすけ ょぇ しすさけう くぇ すっさっくぇ 

くぇ „ょせこおぇすぇ” こさう けしうゅせさは-
ゃっくっ くぇ 16-19% しけぉしすゃっ-
くけしす ゃ っゃっくすせぇかくぇすぇ しゅさぇょぇ 
いぇ おさなくしおけすけ おきっすしすゃけ. ┿おけ 
くはきぇ うくゃっしすうすけさしおう うくすっ-
さっし, ょけゅけょうくぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ ╉さなく とっ こさっょかけあう くけゃ 
こさけっおす いぇ ゃういうは くぇ ちなくすな-
さぇ, しすぇくぇ はしくけ けす ょうしおせしうは-
すぇ. ╉けかおけすけ ょけ しなしすけはくうっすけ 
くぇ おぇいぇくかなておうは ゅさけぉうとっく 
こぇさお, ]すけはくけゃぇ こけょつっさすぇ, 
つっ こさう すけかおけゃぇ うおけくけきうつっく 
ぉのょあっす こさっちっくおぇすぇ くぇ さな-
おけゃけょしすゃけすけ っ, つっ こさうけさう-
すっすくけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けしうゅせさはす 
しさっょしすゃぇ いぇ けすつせあょぇゃぇくっ くぇ 
くけゃう ゅさけぉくう きっしすぇ, おけっすけ っ 
くぇこさぇゃっくけ ゃ くけゃうは ぉのょあっす, 
ゃこけしかっょしすゃうっ とっ しっ きうしかう いぇ 
けゅさぇょぇすぇ う ぇしそぇかすうさぇくっすけ 
くぇ ぇかっうすっ. ′ぇ ゃなこさけしぇ うきぇ 
かう ゃ ぉのょあっすぇ こぇさう いぇ こけゅさっ-
ぉっくうは くぇ しけちうぇかくけ ぉっょくうすっ 
ゅさぇあょぇくう, おきっすなす けすゅけゃけさう 
せすゃなさょうすっかくけ. 
〈さっすう ゃ こうすぇくうはすぇ ぉっ こさっょ-

しっょぇすっかはす くぇ ╉〈”‶けょおさっこぇ” ゃ 
けぉとうくしおうは すっぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ” ╉けしすぇょうく ‶けこけゃ. 
〈けえ こけうしおぇ さぇいはしくっくうは いぇ 

くぇきぇかはゃぇくっすけ くぇ ぉのょあっ-
すぇ いぇ おせかすせさぇ し 222 たうか. 
476 かゃ. 

[ぇいかうおぇすぇ うょゃぇ けす こさっょ-
ゃうょっくうすっ しなおさぇとっくうは くぇ 
こっさしけくぇかぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ う すっぇすなさぇ, おぇおすけ 
う けす いぇかけあっくうすっ こさっい きうくぇ-
かぇすぇ ゅけょうくぇ こぇさう いぇ しすぇさう 
ょけこかぇとぇくうは, おけうすけ くはきぇ おぇお 
しっゅぇ ょぇ しっ こさっょゃうょはす. ′ぇ こう-
すぇくっすけ くぇ ‶けこけゃ - くっ っ かう くぇ-

させてっくうっ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ いぇおさう-
かぇ う さぇいゃうすうっ くぇ おせかすせさぇすぇ 
くぇきぇかはゃぇくっすけ くぇ しせぉしうょうはすぇ 
ゃ くけゃうは ぉのょあっす,  いぇき. おきっすなす 
‶っすなさ ╉けしっゃhぇさゅせきっくすうさぇ 
さってっくっうっすけ くぇ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうはすぇ しなし しうかぇすぇ くぇ ╆ぇおけくぇ 
いぇ ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす, おけえ-
すけ しすけう, こけ ょせきうすっ くぇ ╉けしっゃ,  
くぇょ しこっちうぇかういうさぇくうは いぇおけく 
いぇ おせかすせさぇすぇ.
╂さぇあょぇくう こうすぇたぇ けとっ いぇ 

ょせこおうすっ こけ せかうちうすっ, いぇ つう-
っすけ いぇおなさこゃぇくっ とっ しっ おせこせ-
ゃぇす くけゃう きぇてうくう – ゃぇかはお いぇ 
25 たうかはょう かっゃぇ, きぇてうくぇ いぇ 
さはいぇくっ くぇ ぇしそぇかす, すさぇきぉけ-
ゃぇくっ う ょさせゅう. 】っ こさけょなかあう 
ょぇ しっ こけかいゃぇ う きぇてうくぇすぇ 
いぇ しうしすっきぇすぇ „‶っつ きぇすうお”, 
おけはすけ いぇこなかゃぇ ょせこおうすっ しなし 
しきっし. ╋ぇてうくぇすぇ っ さっきけく-
すうさぇくぇ, こさぇゃはす しっ こさけぉう う 
いぇ こけかいゃぇくっすけ くぇ しすせょっくぇ 
しきっし. ╊うこしぇすぇ くぇ せかうつくけすけ 
けしゃっすかっくうっ ゃ おゃぇさすぇかぇ いぇょ 
こぇいぇさぇ, „けおせこうさぇくっすけ” くぇ 
おさぇくぇ いぇ きうくっさぇかくぇすぇ ゃけょぇ 
くぇ ¨ゃけとくうお けす ]すけえつけ ╉なか-
ゃぇつっゃ, ちっくうすっ くぇ ぉうかっすうすっ 
いぇ こっくしうけくっさう ゃ ゅさぇょしおうは 
すさぇくしこけさす ぉはたぇ しなとけ すっきう, 
こけ おけうすけ ゅさぇあょぇくうすっ こうすぇ-
たぇ. ╀うかっすうすっ いぇ こっくしうけくっ-
さうすっ とっ けしすぇくぇす くぇきぇかっくう 
しぇきけ し 30%, こさっい ゃすけさけすけ 
こけかせゅけょうっ とっ しっ きうしかう いぇ 
50% くぇきぇかっくうっ, いぇとけすけ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけおさうゃぇ けし-
すぇすなおぇ. ‶けっゃすうくはゃぇくっすけ くぇ 
こっくしうけくっさしおうすっ ぉうかっすう とっ 
え しすさせゃぇ 30 たうかはょう かっゃぇ くぇ 
きっしっち, おけっすけ っ ゅけかはき さぇいたけょ 
おなき きけきっくすぇ, けぉはしくう おきっすなす 
]すけはくけゃぇ. ‶け ゃなこさけしぇ しなし 
しっょっきすっ けぉとうくしおう きうくっさぇか-
くう しけくょぇあぇ ¨ぉとうくぇすぇ さぇぉけ-
すう, けぉはしくう おきっすなす しかっょ ゃな-
こさけし くぇ しこっちうぇかうしすぇ ╋うすぬけ 
╆ぇこさはくけゃ, おけゅけすけ ]すけはくけゃぇ  
こけおぇくう くぇ けすょっかっく さぇいゅけゃけさ. 
】っ しっ こさぇゃはす すけつくう いぇきっさゃぇ-
くうは くぇ ょっぉうすぇ くぇ ゃけょぇすぇ, いぇ 
ょぇ しっ いくぇっ, おけかおけ しっ こけかいゃぇ 
けす ¨ぉとうくぇすぇ, けす ┿おゃぇこぇさおぇ 
う けす うきっくうっすけ くぇ ╉なかゃぇつぇ, 
いぇ ょぇ きけあっ けしすぇすなおなす ょぇ しっ 
こさっょかぇゅぇ くぇ おけくちっしうけくっさう, 
しすぇくぇ はしくけ けとっ くぇ こせぉかうつ-
くけすけ けぉしなあょぇくっ. 
╆ぇ けぉとうくしおうすっ つうすぇかうとぇ 

しっ しないょぇゃぇ しこっちうぇかっく そけくょ 
けす 30 たうか. かゃ., いぇ しさっょしすゃぇ 
けす おけえすけ とっ しっ おぇくょうょぇすしすゃぇ 
し こさけっおすう, しなけぉとう ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, しかっょ ゃなこさけし くぇ 
╆ょさぇゃおけ ╃いぇくっゃ, しっおさっすぇさ くぇ 
つうすぇかうとっすけ ゃ 【っえくけゃけ.    
╉けかけっいょぇつくぇすぇ けぉうおけかおぇ 

くぇ ╀なかゅぇさうは くはきぇ ょぇ きうくぇゃぇ 
こさっい ╉ぇいぇくかなお
〈けゃぇ けぉはゃう いぇき. おきっすなす ╊う-

かうは 『けくおけゃぇ. ]こけさっょ くっは, 
すけゃぇ っ すゃなさょっ しおなこけ きっさけ-
こさうはすうっ. ¨すこぇょぇ けす おぇかっく-
ょぇさぇ う ゃけかっえぉけかくうはす すせさ-
くうさ ╉せこぇ „[けいぇ”, けぉはしくう すは 
くぇ いぇょぇかうは ゃなこさけし こさっいう-
ょっくす くぇ ╁╉ „╉ぇいぇくかなお” ╃っおけ 
╂さうゅけさけゃ, おけえすけ くぇしすけは いぇ 
こさけゃっあょぇくっすけ, ょけさう う ゃ こけ-
きぇかおう さぇいきっさう う し こけ-きぇかおけ 
こぇさう. 
′ぇ こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇくっ 

こさうしなしすゃぇたぇ う けすゅけゃぇさはたぇ くぇ 
ゃなこさけしう くぇ ゅさぇあょぇくう ゃしうつおう 
いぇき. おきっすけゃっ – ‶っすなさ ╉けしっゃ, 
╊うかうは 『けくおけゃぇ, ╃ぇくうっかぇ ╉け-
っゃぇ, おぇおすけ う ょうさっおすけさなす くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ そうくぇくしけゃぇ ょう-
さっおちうは ╃うきうすなさ ╃うきうすさけゃ. 
¨とっ いぇ ぉのょあっすぇ くぇ:
www.kazanlak.bg

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〉あおみうあす つか てそくけ つけせにちそせ おあ か う たそしくあ つあすそ け かおけせつてうかせそ せあ えちあきおあせけてか う そいはけせあてあ, てうひちおけ ╉ちあえそすけち 》かてさそう そて ╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ.

╇いさぇいっくけすけ きくっくうっ くぇ こさっょしっょぇすっ
かは くぇ ゃけょっとぇすぇ おけきうしうは こけ ぉの

ょあっすぇ ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす - ╉けきうしうは
すぇ こけ うおけくけきうおぇ, ぉのょあっす う そうくぇくしう, っ 
しこけょっかっくけ う けす おけかっゅうすっ きせ ゃ ゅさせこぇすぇ 
くぇ ╄おしこっさすうすっ. ╆ぇさぇょう こさけそっしうけくぇか
くうは うき けこうす ゃ しそっさぇすぇ くぇ そうくぇくしうすっ, 
いぇ こなさゃう こなす うきぇ こさっちっょっくす: おきっすなす  
くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こけおぇ
くう う さぇいゅけゃぇさは こけ ぉのょあっすぇ し ゅさせこぇすぇ 
くぇ ╄おしこっさすうすっ. ‶さっょ すはた すは こさっょしすぇゃう 
おけくちっこちうはすぇ いぇ ぉのょあっすぇ, さぇいこさっょっ
かっくうっすけ くぇ しさっょしすゃぇすぇ う はしっく けすつっす いぇ 
さぇいきっさぇ くぇ いぇょなかあっくうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ
すぇ, おけうすけ しぇ けぉとけ 6 きうかうけくぇ かっゃぇ.  
]こけさっょ  ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ, こさっょかけあっ

くうはす こさけっおすけ-ぉのょあっす くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ 
2012 ゅけょうくぇ っ さっしすさうおすうゃっく. ′っ しぇきけ 
いぇとけすけ ゃ くっゅけ しぇ いぇかけあっくう こかぇとぇくうは 
こけ しすぇさう いぇょなかあっくうは, くぇしかっょっくう けす 
こさっょうてくぇすぇ けぉとうくしおぇ せこさぇゃぇ, ぇ  う いぇ

とけすけ けす すけいう ぉのょあっす とっ しっ こかぇとぇす こけつ
すう 1 きうかうけく かっゃぇ: 400 たうかはょう かっゃぇ いぇ 
しぇくおちうは こけ ゃけょくうは こさけっおす ゃ おゃ. „》さうし
すけ ╀けすっゃ” う 560 たうかはょう かっゃぇ ゃくけしおぇ いぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ [っゅうけくぇかくけすけ ょっこけ いぇ 
ぉうすけゃう けすこぇょなちう おさぇえ  [ぇおうすくうちぇ. 
〈けゃぇ くぇかぇゅぇ けゅさぇくうつっくうは くぇ しさっょしすゃぇ 

いぇ ょさせゅう くせあょう, /うくそさぇしすさせおすせさぇ う ょさ./ 
おぇすっゅけさうつっく っ ‶っすおけゃ..
╆ぇおけくなす いぇ ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす っ こせぉかう

おせゃぇく ゃ ╃╁ ぉさ. 99 けす 16.12.き.ゅ. ]なゅかぇしくけ 
すけいう いぇおけく, ょけ 45 ょくう けぉとうくうすっ しかっょゃぇ 
ょぇ こさうっきぇす しゃけうすっ ぉのょあっすう. ╁ こさけすうゃっく 
しかせつぇえ いぇおけくけょぇすっかはす こさっょゃうあょぇ しぇくお
ちうう いぇ おきっすけゃっすっ う けぉとうくしおうすっ しなゃっすう. 
‶さっい くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ

いぇくかなお とっ さぇいこけかぇゅぇ し ぉのょあっす ゃ さぇいきっさ 
くぇ 33 647 744 かっゃぇ. ╁ しさぇゃくっくうっ し きう
くぇかけゅけょうてくうは, せゃっかうつっくうっすけ っ ゃ さぇい
きっさ くぇ 1 きかく. 811 たうか. 670 かっゃぇ. 〈けゃぇ 
っ ゃ さっいせかすぇす くぇ ょけこなかくうすっかくう しさっょしすゃぇ 

いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ ょなさあぇゃくうすっ 
ょっえくけしすう, ゃ さぇいきっさ くぇ 227 たうか. 
かっゃぇ う せゃっかうつっくうっ くぇ くっょぇくなつ
くうすっ こさうたけょう ゃ きっしすくう ょっえくけしすう 
ゃ さぇいきっさ くぇ 1 きかく. 600 たうか. かっゃぇ, 
おぇいぇ ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ. 
]こけさっょ ‶っすおけゃ, いぇおけくけしなけぉさぇい

くけ う ゃ しさけお けぉとうくしおけすけ さなおけ
ゃけょしすゃけ ゃくっしっ いぇ さぇいゅかっあょぇくっ 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ╂けょうてくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ う さぇいこけ
さっあょぇくっ し けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす  
っ こさうっすぇ こさっょう こさうっきぇくっすけ くぇ 
こさけっおすけぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 
《ぇおす, くっこけいくぇす ゃ おけきせくうおぇちうはすぇ 
きっあょせ ういこなかくうすっかくぇ う いぇおけくけ
ょぇすっかくぇ ゃかぇしす こさっい  こけしかっょくうすっ  
ゅけょうくう.  
] さってっくうっ わ24 けす 12-すう はくせ

ぇさう すぇいう ゅけょうくぇ しなゃっすくうちうすっ 
こさうったぇ ╂けょうてくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ 
せこさぇゃかっくうっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ しけぉ
しすゃっくけしす, おけはすけ っ ゃ さぇいきっさ くぇ 5 
きかく. 723 たうか. かっゃぇ. 〈っいう しさっょ
しすゃぇ くぇきうさぇす けすさぇあっくうっ  ゃ こさう
たけょくぇすぇ つぇしす ‶さうかけあっくうは 1 う 2 
くぇ こさけっおすぇ いぇ ぉのょあっす.  
¨す しさっとぇすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ し 

おきっすぇ ]すけはくけゃぇ っ しすぇくぇかけ はしくけ, 
つっ さぇいきっさなす くぇ けぉとうくしおうすっ いぇ
ょなかあっくうは っ けおけかけ 6 きうかうけくぇ 
かっゃぇ. ′ぇえ-ゅけかっきう しぇ いぇょなかあっくう
はすぇ おなき そうさきぇすぇ - ょけしすぇゃつうお くぇ 
ゅけさうゃぇ いぇ ょっすしおうすっ, しけちうぇかくうすっ 
う せつっぉくう いぇゃっょっくうは-けおけかけ 1 きかく.
かゃ.  う  けおけかけ 700 たうかはょう かっゃぇ  くぇ 
そうさきぇすぇ いぇ 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.  
╁っつっ しぇ こけしすうゅくぇすう ういゃなくしなょっぉ

くう しこけさぇいせきっくうは いぇ さぇいこかぇとぇ
くっすけ くぇ 1 きかく. 587 かっゃぇ. ]こけさっょ  
おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, うょっはすぇ 
いぇ さぇいこかぇとぇくっすけ  くぇ すっいう いぇょなか
あっくうは っ すっ ょぇ しぇ けす ういさぇゃくうすっか
くぇすぇ しせぉしうょうは, おけはすけ とっ こけかせつう 

¨ぉとうくぇすぇ. 〈は とっ っ ゃ さぇいきっさ くぇ 
2 759 700 かっゃぇ う こなさゃうはす すさぇくて  
/50%/ しっ こけかせつぇゃぇ ょけ おさぇは くぇ 
すけいう きっしっち, ぇ しかっょゃぇとうはす  /しなとけ 
50%/ - ょけ おさぇは くぇ のくう. 
╉ぇすけ しなとっしすゃっくけ ‶っすおけゃ けこさっ

ょっかは う すけゃぇ, つっ ゃ くけゃうは ぉのょあっす 
しぇ いぇかけあっくう 1 きかく. 213 たうか. かっゃぇ 
いぇ しなそうくぇくしうさぇくっ こけ こさけっおすう う 
こさけゅさぇきう くぇ ╄] う „╉さぇしうゃぇ ╀なか
ゅぇさうは.”
]かっょ いぇょなかぉけつっくけ こさっゅかっあょぇ

くっ くぇ うくゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ 
こさっょう う しかっょ けぉとっしすゃっくけすけ けぉ
しなあょぇくっ, こさっょしっょぇすっかはす くぇ ぉの
ょあっすくぇすぇ おけきうしうは ゃ きっしすくうは こぇさ
かぇきっくす っ せしすぇくけゃうか, つっ しさっょしすゃぇすぇ 
こけ ╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ しぇ くぇきぇかっくう し 46  648 
かっゃぇ う すは っ ゃっつっ ゃ さぇいきっさ くぇ 5 904 
176 かっゃぇ.
‶さけっおすなす いぇ ぉのょあっす っ ゃくっしっく ゃ 

¨ぉとうくしおうは しなゃっす けす ぇょきうくうしすさぇ
ちうはすぇ 7 ょくう こさっょう  おさぇえくうは しさけお, 
おけっすけ ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ しつうすぇ, つっ  
とっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ こけしすけはく
くうすっ おけきうしうう ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
ょぇ しっ いぇこけいくぇはす けぉしすけえくけ う ゃ ょっ
すぇえかう し くっゅけ.  
╃け 3-すう そっゃさせぇさう ゃしうつおう おけきう

しうう とっ うきぇす しゃけう しすぇくけゃうとぇ こけ  
こさけっおすけぉのょあっすぇ, ょけ 6-すう すっいう 
こさっょかけあっくうは  とっ しぇ くぇ ゃくうきぇくう
っすけ くぇ  ゃけょっとぇすぇ おけきうしうは - すぇいう 
こけ ぉのょあっす う そうくぇくしう. ‶かぇくうさぇ しっ 
こなさゃけすけ つっすっくっ くぇ ぉのょあっすぇ ょぇ っ 
くぇ 13-すう そっゃさせぇさう, ぇ ゃすけさけすけ – くぇ 
20-すう そっゃさせぇさう. 
〈ぇおぇ とっ しこぇいうき ゃしうつおう いぇおけくけゃう 

しさけおけゃっ, おけっすけ とっ しっ ょなかあう くぇ ょけ
ぉさうは しうくたさけく きっあょせ ょゃっすっ ゃかぇしすう, 
おぇすっゅけさうつっく っ ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ けす 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╀のょあっす 2012 くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお っ ぉっい しなとっしすゃっくぇ うくすさうゅぇ. 
¨しくけゃくけ こさうすっしくっくうっ  こけ くっゅけ っ 
けこぇしくけしすすぇ  そうさきうすっ,  おなき おけうすけ 
¨ぉとうくぇすぇ うきぇ ゅけかっきう いぇょなかあっ
くうは, ょぇ ぉかけおうさぇす しきっすおうすっ え. 〈けゃぇ 
とっ しっ けすさぇいう ゃなさたせ くっえくぇすぇ さぇぉけ
すぇ う くけさきぇかくけすけ ういこなかくっくうっ くぇ 
そせくおちううすっ え. 〈けゅぇゃぇ しさっょしすゃぇすぇ, 
おけうすけ ¨ぉとうくぇすぇ こけかせつぇゃぇ, とっ けすう
ょぇす くっ こけ こさうけさうすっすう う すけゃぇ とっ しっ 
けすさぇいう くぇ こかぇくうさぇくうすっ ぉのょあっすくう 
さぇいたけょう.  
…┿い かうつくけ しなき ういくっくぇょぇく, つっ くは

きぇてっ こけ-ゅけかはき うくすっさっし けす しすさぇくぇ 
くぇ けぉとっしすゃっくけしすすぇ, くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
おなき ょうしおせしうはすぇ いぇ ぉのょあっすぇ, おけはすけ 
しっ こさけゃっょっ くぇ 19-すう はくせぇさう.”

╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ - つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, こさっょしっょぇすっか 
くぇ ‶╉ こけ うおけくけきうおぇ, ぉのょあっす う そうくぇくしう ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
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′ぇ ╀ぇぉうくょっく, 21-ゃう はくせぇさう - ╃っくはす くぇ さけ
ょうかくぇすぇ こけきけと, あせさくぇかうしすおぇすぇ う ゅかぇゃっく 

さっょぇおすけさ くぇ ゃっしすくうお „]っょきうちぇ” ‶かぇきっくぇ 〈っさ
いうっゃぇ さけょう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ぉかういくぇちうすっ ╂っけさゅう 
う ╉ぇかうく. 
╆ぇ ょゃっすっ ぉっぉっすぇ こなさゃう くぇせつうたぇ „╄おしこっさすう いぇ 

╉ぇいぇくかなお“ けとっ こさっい のかう, おけゅぇすけ くぇ しさっとぇ し 
きっしすくうは ぉういくっし, うくうちううさぇくぇ けす すはた, とぇしすかう
ゃぇすぇ ぉなょっとぇ きぇえおぇ けそうちうぇかくけ いぇ こなさゃう こなす 
しなけぉとう くけゃうくぇすぇ. ‶かぇきっくぇ くぇこさぇゃう すけゃぇ くぇ 

しゃけは さけあょっく ょっく, いぇ 
おけっすけ こなお ╄╉ うきぇたぇ う 
しこっちうぇかくぇ ういくっくぇょぇ いぇ 
くっは. 〈は え ぉっ ゃさなつっくぇ けす 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, さなおけ
ゃけょうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ 
╄╉.
]うかくけ さぇいゃなかくせゃぇくぇ 

すけゅぇゃぇ, ‶かぇきっくぇ こけい
ょさぇゃう ╄おしこっさすうすっ いぇ  
そけさきせかぇすぇ う ゃういうはすぇ 
いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ ゅさぇ
ょぇ う けぉとうくぇすぇ, おけうすけ 
こさっょかぇゅぇす う ういさぇいう くぇ
ょっあょぇすぇ, つっ  ょゃぇきぇすぇ え 
しうくぇ とっ さぇしすぇす とぇしすかう
ゃう ゃ っょうく ょけぉなさ ゅさぇょ, し 
ゃないきけあくけしすう いぇ しこけおけ
っく あうゃけす う さぇいゃうすうっ.  
„╇いぉぇぉせゃぇくうすっ” ょゃぇ

きぇ きぇかつせゅぇくう, ゃしっおう 
けす すはた こけ 2,5 おうかけゅさぇ
きぇ, こさけこかぇおぇたぇ きぇかおけ 
こさっょう 9 つぇしぇ くぇ 21-ゃう 
はくせぇさう.
】ぇしすかうゃうはす すぇすおけ 

っ おきっすなす くぇ [なあっくぇ 
┿こけしすけか 〈っさいうっゃ.  

                
 〈┿
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╉ぇいぇくかなておうはす せかすさぇきぇさぇすけくっち [ぇょう 
╋うかっゃ ょぇ こけかせつう そうくぇくしけゃぇ こけょおさっ

こぇ けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす くぇ ╉ぇいぇくかなお すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 3 たうかはょう かっゃぇ. ]さっょ
しすゃぇすぇ とっ しぇ くせあくう くぇ ゃっすっさぇくぇ ゃ ょなかゅうすっ 
ぉはゅぇくうは いぇ せつぇしすうっ ゃ きぇさぇすけくうすっ ゃ ╂なさちうは 
– けす 19-すう きぇさす ょけ 4-すう ぇこさうか すぇいう ゅけょうくぇ 
う ゃ 72-つぇしけゃけすけ ぉはゅぇくっ ゃなゃ 《さぇくちうは, おけっすけ 
とっ しっ こさけゃっょっ けす 6-すう ょけ 9-すう のくう. ‶さっょ
かけあっくうっすけ っ くぇこさぇゃっくけ けす ゅさせこぇすぇ けぉとうく
しおう しなゃっすくうちう けす  „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”.
〈っ こさっょかぇゅぇす しさっょしすゃぇすぇ ょぇ ぉなょぇす いぇこうしぇ

くう ゃ こさけっおすぇ いぇ ぉのょあっす ゃ くっゅけゃけすけ ‶さうかけ
あっくうっ 20, おぇすけ しさっょしすゃぇ いぇ „うくょうゃうょせぇかくう 
せつぇしすうは くぇ ういはゃっくう しこけさすうしすう ゃ きっあょせくぇ

さけょくう こけはゃう”. 
╉ぇすけ きけすうゃう いぇ こさっょかけあっ

くうっすけ しう しすぇさっえてうくうすっ けす 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ こけ
しけつゃぇす, つっ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
ゃっすっさぇくなす - せかすさぇきぇさぇすけくっち 
くぇ ╉ぇいぇくかなお [ぇょう ╋うかっゃ, 
おけえすけ うきぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう いぇ
ゃうょくう しこけさすくう こけしすうあっくうは 
くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ しちっくぇ ゃ 
ょなかゅけすけ ぉはゅぇくっ, とっ せつぇしすゃぇ ゃ 
4 すぇおうゃぇ しなしすっいぇくうは けす きっあ
ょせくぇさけょっく きぇとぇぉ - ゃ ╂なさちうは, 
《さぇくちうは, 』ったうは う ╃ぇくうは. 
╆ぇ すぇいう ちっか くぇ [ぇょう ╋うかっゃ 

しぇ くっけぉたけょうきう こけゃっつっ けす 10 
たうかはょう かっゃぇ.╉ぇすけ ょさせゅ きけ
すうゃ いぇ こけょおさっこぇ しっ ういすなおゃぇ う 
すけゃぇ, つっ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ̈ ぉ
とうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
ゅかぇしせゃぇ しさっょしすゃぇ いぇ せつぇしすうは 
くぇ [ぇょう ╋うかっゃ ゃ せかすさぇきぇ
さぇすけくう ゃ さぇいきっさ くぇ 3 たうかは
ょう かっゃぇ, くけ こけさぇょう すさぇゃきぇ, 
すけえ せつぇしすゃぇ しぇきけ ゃ っょうくうは けす 
ょゃぇすぇ う くぇ こさぇおすうおぇ  すけえ っ 
こけかいゃぇか しぇきけ こけかけゃうくぇすぇ  けす 
ゅかぇしせゃぇくぇすぇ  きせ こけょおさっこぇ. 
]ぇきうはす [ぇょう ╋うかっゃ しなとけ っ 

ょっこけいうさぇか こうしきけ ゃ おぇくちっかぇ
さうはすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす し 
きけかぉぇ いぇ こけょおさっこぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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な
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 しぇ しゃけぉけょくうすっ  さぇぉけすくう きっし
すぇ, けぉはゃっくう けす おぇいぇくかなておけすけ ╀のさけ 
こけ すさせょぇ. ¨しくけゃくぇすぇ つぇしす けす すはた しぇ 
いぇ こさけそっしうう う ょかなあくけしすう, おけうすけ 
きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす いぇっすう けす たけさぇ し けし
くけゃくけ けぉさぇいけゃぇくうっ. 〈ぇおうゃぇ しぇ 40 
けす けぉはゃっくうすっ しゃけぉけょくう こけいうちうう, 
けしくけゃくけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ かっおぇすぇ こさけ
きうてかっくけしす. 〈なさしはす しっ けこっさぇすけさう 

ǲǨǳǭǵǬǨǸ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

28 はくせぇさう - 1994 - ╁ ╀なかゅぇさうは っ しないょぇょっく ╉けくしせかすぇすう-
ゃっく しなゃっす いぇ くぇちうけくぇかくぇ しうゅせさくけしす, けゅかぇゃはゃぇく けす こさっいうょっく-
すぇ; 1998 - ¨すおさうすぇ っ こなさゃぇすぇ けすしっつおぇ くぇ ]けそうえしおけすけ きっすさけ; 
1887 - ╁なゃ 《けさす ╉の (╋けくすぇくぇ, ]┿】) っ ういきっさっくぇ くぇえ-ゅけかはきぇ-
すぇ しくっあうくおぇ ゃ しゃっすぇ - ょなかゅぇ 38 しき.
29 はくせぇさう - ╄ゃさけこっえしおう ょっく いぇ いぇとうすぇ くぇ かうつくうすっ 

ょぇくくう; 1765 - ]けそさけくうえ ╁さぇつぇくしおう いぇゃなさてゃぇ ゃ ╉けすっか こなさ-
ゃうは こさっこうし くぇ ‶ぇうしうっゃぇすぇ うしすけさうは.
30 はくせぇさう - ]ゃ. 〈さう ]ゃっすうすっかう, ゃ くぇさけょくぇすぇ すさぇょうちうは - 

〈さうしすなこちう; ╃っく くぇ ╀けゅけしかけゃしおぇすぇ くぇせおぇ; 1998 - ‶けつうくぇ 
╇ゃぇく ╉さなしすっゃ - ょっっち くぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇすぇ こぇさすうは ゃ おぇいぇく-
かなておけ う ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす.
31 はくせぇさう - 1911 - [けょっくぇ っ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさけさけつうちぇ ╀ぇぉぇ 

╁ぇくゅぇ - ╁ぇくゅっかうは ╂せとっさけゃぇ; 1714 - [せしおうはす ちぇさ ‶っすなさ ┶ ╁っ-
かうおう いぇぉさぇくはゃぇ くぇ ょゃけさはくしおうすっ ょっちぇ, くっこけかせつうかう けぉさぇいけゃぇ-
くうっ, ょぇ しっ あっくはす.
01 そっゃさせぇさう - ]ゃ. きなつっくうお 〈さうそけく; 〈さうそけくけゃょっく, ╆ぇ-

さっいぇく; ‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ かけいぇさうすっ; 160 ゅ. /1852/ 
けす さけあょ. くぇ ぅくおけ ┿くゅっかけゃ - こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう ぇこすっおぇさ; 1991 

- “╊うぉっさぇかういぇちうは” くぇ ちっくうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは, いぇこけつくぇかう ょぇ しっ 
そけさきうさぇす くぇ こぇいぇさっく こさうくちうこ. ‶さっきうっさなす ╃うきうすなさ ‶けこけゃ 
ゃないおかうおゃぇ: „╆ぇ ╀けゅぇ, ぉさぇすは, くっ おせこせゃぇえすっ!“; 2001 - ┿きっさうおぇ-
くちうすっ けぉはゃはゃぇす くぇゅさぇょぇ けす 5 きかく. ょけかぇさぇ いぇ ゅかぇゃぇすぇ くぇ ]かけ-
ぉけょぇく ╋うかけてっゃうつ.
02 そっゃさせぇさう - ]さっすっくうっ ╂けしこけょくっ; ‶っすかぬけゃょっく, ╃っく 

くぇ きなあおぇすぇ つっかはょ; 110 ゅ. /1902/ けす しき. くぇ ╄きぇくせうか ╋ぇくけ-
かけゃ - けしくけゃけこけかけあくうお くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ こさけそっしうけくぇかくけ おけき-
こけいうすけさしおけ すゃけさつっしすゃけ, ぇゃすけさ くぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ けこっさぇ 
„]うさけきぇたおうくは”; 165 ゅ. /1847/ けす さけあょ. くぇ ぃさょぇく ]すぇすっかけゃ, 
しないょぇすっか くぇ せつっくけかのぉうゃぇすぇ ょさせあうくおぇ “╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお.
03 そっゃさせぇさう - 1957 - 《さっくしおうはす たうきうお ′ゅせっく ╀せ 》けう けぉは-

ゃはゃぇ いぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ こさうつうくうすっか くぇ さぇお ゃ すのすのくっゃうは ょうき.
04 そっゃさせぇさう - 130 ゅ. /1882/ けす さけあょ. くぇ ╂けちっ ╃っかつっゃ - 

さっゃけかのちうけくっさ, ゃけょぇつ う うょっけかけゅ くぇ ╁╋¨[¨; 1997 - ′うおけかぇえ 
╃けぉさっゃ ゃさなとぇ きぇくょぇすぇ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ ╀]‶ し こさっきうっさ 
╅ぇく ╁うょっくけゃ.
05 そっゃさせぇさう - 1878 - ╁ ‶ぇさうあ っ さけょっく そさっくしおうはす うくあっくっさ 

┿くょさé ╂のしすáゃ ]うすさけéく - しないょぇすっか くぇ おけきこぇくうはすぇ “]うすさけっく”, 
こさなゃ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ ぇゃすけきけぉうかけしすさけっくっすけ ゃなゃっか しっさうえくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ; 1960 - ]]][ ういしすさっかゃぇ くぇえ-すっあおうは しこなすくうお ゃ 
うしすけさうはすぇ くぇ おけしきけくぇゃすうおぇすぇ, すっあぇと 7 すけくぇ う 100 おゅ.
06 そっゃさせぇさう - ‶さぇいくうお くぇ いっきはすぇ う こかけょけさけょうっすけ; 1600 - ┿く-

ゅかうえしおうはす おさぇか ╃あっえきし ┶ ういょぇゃぇ おくうあおぇ しさっとせ すのすのくけこせてっくっすけ.
07 そっゃさせぇさう - 1894 - ╁ ╀なかゅぇさうは っ こさうっす ╆ぇおけく いぇ せしすさけえ-

しすゃけすけ くぇ きっあょせしっかしおぇすぇ こけとぇ - 290 おせさうっさう こけおさうゃぇす ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ; 1906 - [けょっく っ ¨かっゅ ┿くすけくけゃ - させしおう ぇゃうけおけくしすさせお-
すけさ, こけょ つうっすけ さなおけゃけょしすゃけすけ しぇ しないょぇょっくう しぇきけかっすうすっ „┿く”.
08 そっゃさせぇさう - 1989 - ]ないょぇょっく っ くっいぇゃうしうきうはす こさけそしなのい 

“‶けょおさっこぇ”; 1911 - [けょっく ╈けしおけ ╈けしうそけゃ - ょうさうゅっくす う おけき-
こけいうすけさ けす ╉ぇいぇくかなお.
09 そっゃさせぇさう - ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉっいけこぇしっく うくすっさくっす; 

1920 - ′ぇ 35 ゅ. せきうさぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ こけっすっしぇ しかっょ ¨し-
ゃけぉけあょっくうっすけ ╄おぇすっさうくぇ ′っくつっゃぇ; 125 ゅ. /1887/ けす さけあょ. くぇ 
╁ぇしうかうえ 』ぇこぇっゃ させしおう ゃけっくぇつぇかくうお, おけきぇくょうさ くぇ ょうゃういうは ゃ 
』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは こけ ゃさっきっ くぇ ╂さぇあょぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ ゃ [せしうは; 
1903 - 〉きうさぇ ╇ゃぇく ┿ょあéくけゃ けす ╉ぇいぇくかなお, つかっく くぇ ╀〈『╉.
10 そっゃさせぇさう - ]ゃきつお. 》ぇさぇかぇきこうえ う きつちぇ ╁ぇかっくすうくぇ. 

》ぇさぇかぇきこう - けす ゅさ. - „しうはっと けす さぇょけしす”. ╁ぇかっくすうく けす かぇす. - 
„しうかっく, きけゅなと”; ‶さぇいくうお くぇ こつっかぇさうすっ, ゅさぇょうくぇさうすっ う 
けゃけとぇさうすっ; 175 ゅ. /1837/ けす ゅうぉっかすぇ くぇ ┿かっおしぇくょなさ ‶せて-
おうく; 100 ゅ. /1912/ けす しき. くぇ ╃あけせいっそ ╊úしすっさ, ゃなゃっか ゃ たうさせさ-
ゅうつっしおぇすぇ こさぇおすうおぇ ぇくすうしっこすうおぇすぇ – きっすけょ いぇ けぉっいいぇさぇいはゃぇくっ 
くぇ さぇくうすっ; 1949 - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっくぇ 〈けょけさぇ ╀ぇおなさょあうっゃぇ, 
おせさうっさおぇ くぇ ╀なかゅぇさしおうは さっゃけかのちうけくっく すぇっく おけきうすっす.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

いぇ くぇきけすぇゃぇくっ くぇ おけくちう う 
こさっあょう, くぇゃうゃぇつう, ぇこさっすせさ
つうちう う けこぇおけゃつうちう. 
╃させゅう ぉかういけ 20 こけいうちうう 

しぇ いぇ たけさぇ しなし しさっょくけ けぉさぇ
いけゃぇくうっ. 〈っ きけゅぇす ょぇ おぇく
ょうょぇすしすゃぇす いぇ ょかなあくけしすうすっ 
しすさせゅぇさ, そさっいうしす, さぇぉけすくうお 
しすけおけゃけょくぇ ょっえくけしす, こさけょぇ
ゃぇつ, そさういぬけさ, きったぇくうお,  きけく
すぇあくうお-きっぉっかう う てけそぬけさ. 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しなとけ っ 
けぉはゃうかぇ くはおけかおけ しゃけぉけょくう 
さぇぉけすくう こけいうちうう いぇ たけさぇ しなし 
しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ - すなさしはす 
しっ ゅかぇゃくう しこっちうぇかうしすう こけ 
こけょょさなあおぇ くぇ せかうつくけすけ けし
ゃっすかっくうっ, こけ ゃっすっさうくぇさくけ-
しぇくうすぇさくう ょっえくけしすう, ょっあせ
さっく こけ しうゅせさくけしす う けたさぇくぇ, 

しこっちうぇかうしす こけ っおけおけくすさけか. 
╉ぇすけ てぇくし いぇ けしすぇゃぇとうすっ 

ぉっい さぇぉけすぇ っ しぇ う さぇいかうつ
くうすっ ゃうょけゃっ ゃないきけあくけしすう 
いぇ しっいけくくぇ さぇぉけすぇ ゃ しすさぇくう 
けす ╄] くぇ ぉぇいぇ ょゃせしすさぇくくう 
しこけゅけょぉう. ╉ぇくょうょぇすしすゃぇ
くっすけ いぇ すっいう ゃないきけあくけしすう 
しすぇゃぇ つさっい ╀のさけすけ こけ すさせ
ょぇ う しかっょ せしこってくけ うくすっさ
ゃの. ]ぇきけ こさっょう ぉさけっくう ょくう 
ぉっ こけしかっょくけすけ うくすっさゃの くぇ 
おぇくょうょぇすうすっ いぇ さぇぉけすぇ ゃ 
╇しこぇくうは いぇ ぉさぇくっ くぇ はゅけょう. 
]さっょ すはた うきぇ う さぇぉけすっとう ゃ 
„┿さしっくぇか”.  
╁ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ しぇ けぉは

ゃっくう 14 しゃけぉけょくう さぇぉけすくう 
きっしすぇ, ういうしおゃぇとう ゃうしてっ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ‶け-ゅけかはきぇすぇ 

つぇしす しぇ いぇ さぇぉけすぇ ゃ けぉとうく
しおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, おな
ょっすけ しっ すなさしはす しこっちうぇかうしすう 
こけ こさうたけょう, こけ けぉとうくしおぇすぇ 
しけぉしすゃっくけしす, っおしこっさすう こけ 
こさけゅさぇきう, こさけっおすう う さぇぉけ
すぇ し ′‶¨. ]さっょ けぉはゃっくうすっ 
しゃけぉけょくう こけいうちうう うきぇ う いぇ 
せつうすっかう, ゃないこうすぇすっかう, こけ
きけとくうお- ゃないこうすぇすっかう う かっ
おぇさう. 
╉なき 20-すう はくせぇさう ゃ おぇ

いぇくかなておけすけ ╀のさけ こけ すさせ
ょぇ くはきぇ けぉはゃっくう すさぇえくけ 
くっいぇっすう しゃけぉけょくう さぇぉけすくう 
きっしすぇ. ]こさぇゃおぇすぇ いぇ ぇおすせ
ぇかくうすっ しゃけぉけょくう さぇぉけすくう 
きっしすぇ くぇ こさぇおすうおぇ しっ ぇおすせ
ぇかういうさぇ ゃしっおうょくっゃくけ. ]ゃけ
ぉけょくうすっ こけいうちうう しっ けぉはゃは

ゃぇす ぉっい けこけゃっしすはゃぇくっすけ 
くぇ  すなさしっとうは さぇぉけすけ
ょぇすっか う くっゅけゃうは ぇょさっし. 
╇くすっさっしせゃぇとうすっ しっ けす 
けぉはゃっくうすっ しゃけぉけょくう こけ
いうちうう きけゅぇす ょぇ こけかせ
つぇす こなかくぇ うくそけさきぇちうは 
いぇ しゃけぉけょくうすっ さぇぉけすくう 
きっしすぇ けす すさせょけゃうすっ こけ
しさっょくうちう, おぇおすけ う くぇ 
すっかっそけくう: 0431/64456 
う 0431/64592. ╇くそけさ
きぇちうは しっ こさっょけしすぇゃは, 
ぇおけ うくすっさっしせゃぇとうすっ しっ 
けすゅけゃぇさはす くぇ ういうしおゃぇくう
はすぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ う 
うきぇす さっゅうしすさぇちうは おぇすけ 
ぇおすうゃくけ すなさしっとう さぇぉけ
すぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╃-さ ′うくけ ′っえおけゃ こけかせつう  いくぇおぇ いぇ ぇおせ-
てっさ くぇ ゅけょうくぇすぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 

〈けえ きせ ぉっ ゃさなつっく けす おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけは-
くけゃぇ こけ こけゃけょ ╃っくは くぇ さけょうかくぇすぇ こけきけと. 
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょ-さ ′っえおけゃ っ ぇおせてう-
さぇか こさう さぇあょぇくっすけ くぇ 174 ぉっぉっすぇ ゃ おぇいく-
かなておけすけ ┿╂¨. ]なし しなとうは いくぇお う ゅさぇきけすぇ ぉっ 
けすかうつっくぇ  う ぇおせてっさおぇすぇ ]ぇぉうたぇ 』ぇおなさ, こけ-
きけゅくぇかぇ ょぇ しっ さけょはす 108 ぉっぉっすぇ. 
‶さっい 2011 ゅ. ゃ ┿╂¨ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ しっ さけょう-

かう 626 ぉっぉっすぇ – 319 きけきうつっすぇ う 307  きけき-
つっすぇ. ‶なさゃけすけ ぉっぉっ くぇ 2012 ゅ. っ ′うおけかぇえ, 
さけょっく くぇ 1 はくせぇさう ゃ 8.50 つぇしぇ. ]なとうは ょっく 
くぇ ぉはか しゃはす ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉけかくうちぇ しっ こけ-
はゃうたぇ けとっ ╋うくおぇ う ぃかうはく. 

¨す 23-すう はくせぇさう ちっくうすっ くぇ ぉうかっすうすっ ゃ あ.こ. すさぇくしこけさすぇ いぇ こなすくうつっしおう う ぉなさいう ゃかぇおけゃっ しぇ せゃっ-
かうつっくう しさっょくけ し 9%. 

] くけゃけすけ せゃっかうつっくうっ ちっくぇすぇ くぇ ぉうかっすぇ けす ╉ぇいぇくかなお ょけ ]けそうは - ぉなさい ゃかぇお, ゃすけさぇ おかぇしぇ, しすぇゃぇ 11,40 
かっゃぇ, いぇ こなさゃぇ - 14,30 かっゃぇ.
‶なすせゃぇくっすけ し っおしこさっし こけ しなとぇすぇ ょっしすうくぇちうは ゃっつっ っ 13,90 かっゃぇ いぇ ゃすけさぇ おかぇしぇ う 17,40 かっゃぇ いぇ 

こなさゃぇ. 
]けそうは - ╀せさゅぇし - ゃっつっ とっ しすさせゃぇ し ぉなさい ゃかぇお ゃすけさぇ おかぇしぇ- 10,60 かっゃぇ, ぇ し っおしこさっし - 13, かっゃぇ. 
╀うかっすなす ょけ ]かうゃっく こけしおなこゃぇ しなとけ し 10% う ゃっつっ っ 5,90 かっゃぇ いぇ ゃすけさぇ おかぇしぇ ぉなさい ゃかぇお う 8 かっゃぇ いぇ 

っおしこさっし. ╉ぇいぇくかなお - ╉ぇさかけゃけ ぉうかっすなす っ 4,50 かっゃぇ いぇ ぉなさい ゃかぇお う 5,90 かっゃぇ いぇ っおしこさっし. 
] こなすくうつっしおうは ゃかぇお すけいう きぇさてさせす っ 3,60 かっゃぇ. ¨す 90 しすけすうくおう くぇ かっゃつっ しすぇゃぇ ぉうかっすなす いぇ こなすくうつっ-

しおうは ゃかぇお ょけ ╃せくぇゃちう, し 10 しす. しっ せゃっかうつぇゃぇ う ちっくぇすぇ くぇ ぉうかっすぇ ょけ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ, し こなすくうつっしおう 
ゃかぇお - けす 1,40 くぇ 1,50. 
〉ゃっかうつっくうっすけ とっ しっ けすさぇいう う くぇ ちっくうすっ くぇ しすせょっくすしおうすっ う こっくしうけくっさしおう ぉうかっすう. 〈っ とっ こなすせゃぇす くぇ 

こけかけゃうく ちっくぇ けす くけゃぇすぇ. ]さっょくけすけ せゃっかうつっくうっ こさう すはた くぇ ぉぇいぇ ょけしっゅぇてくう ちっくう っ し 10%.
                    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ  

‶けょこうしおぇ いぇ こけしすぇゃはくっすけ くぇ すけぇかっすくう  ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ 
つぇしす くぇ ゅさぇょぇ  こけょったぇ すなさゅけゃちう う しけぉしすゃっくうちう くぇ すなさ-

ゅけゃしおう けぉっおすう, くぇきうさぇとう しっ くぇ せかうちぇ „╇しおさぇ”.  〈っ くぇしすけは-
ゃぇす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ  こけしすぇゃう  けぉとっしすゃっくう すけぇかっすくう ゃ 
さぇえけくぇ. 『っかすぇ っ ゅさぇあょぇくうすっ  ょぇ くっ こさっゃさなとぇす ちっくすなさぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお う ゅさぇょしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ  すけぇかっすくぇ くぇ けすおさうすけ. ╇くう-
ちうぇすけさ くぇ こけょこうしおぇすぇ っ ╊うくぇ ]すけえくけゃぇ, おけはすけ けす ゅけょうくう しっ 
ゃないきせとぇゃぇ くぇ くっこさうはすくぇすぇ  ゅかっょおぇ こさっょ けつうすっ え. ¨しけぉっくけ 
くっこけくけしうきけ しすぇゃぇ こさっい こさけかっすすぇ う かはすけすけ, おけゅぇすけ ゃ ゅさぇょぇ 
うょゃぇす う すせさうしすう けす つせあぉうくぇ, おけうすけ しなとけ し こさうすっしくっくうっ しっ 
けいなさすぇす いぇ すけぇかっすくう. 
 ╃け きけきっくすぇ しさっとせ かうこしぇすぇ くぇ すけぇかっすくう ゃ ちっくすなさぇ しぇ しっ こけょこうしぇかう こけゃっつっ けす 150  ゅさぇあ-

ょぇくう. ╁しうつおう すっ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ けぉかっおつぇゃぇくっすけ ゃ ゅさぇょしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ, くぇ おけっすけ しすぇゃぇす 
つっしすけ しゃうょっすっかう  う くっゃさなしすくう きぇかつせゅぇくう, くっ っ くうすけ ゃないこうすぇすっかくけ, くうすけ こさうはすくけ おぇすけ ゅかっょ-
おぇ う おぇすっゅけさうつくけ せさけくゃぇ うきうょあぇ くぇ ゅさぇょぇ. 
‶さっょ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇしすけはゃぇす しこってくけ ょぇ しっ さってう ゃな-

こさけしなす し すけぇかっすくぇすぇ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす う ょぇ しっ しこさっ すぇいう こけさけつくぇ „こさぇおすうおぇ”. 40 
たうかはょう かっゃぇ っ こかぇくうさぇかぇ きっしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは いぇ さっきけくす くぇ  けぉとっしすゃっくう  すけぇかっすくう ゃ 
╉ぇいぇくかなお こさっい すぇいう ゅけょうくぇ. ‶かぇくけゃっすっ こさっょゃうあょぇす くぇえ-しっすくっ, しかっょ こけゃっつっ けす こっすうかっすおぇ 
くぇしすけはゃぇくっ, ょぇ しっ こけしすぇゃう  すけぇかっすくぇ  ゃ さぇえけくぇ くぇ おけけこっさぇすうゃくうは こぇいぇさ ゃ おゃ. „┿ぉぇはすぇ”.
 ¨しゃっく すけゃぇ, し つぇしす けす こぇさうすっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ さっきけくすうさぇ う くっさぇぉけすっとぇすぇ こけゃっつっ けす ょっしっ-

すうかっすうっ けぉとっしすゃっくぇ すけぇかっすくぇ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇょ せかうちぇすぇ くぇ せしかせゅうすっ. 

‶っすおけ ╉ぇさぇゅうすかうっゃ - かうょっさ くぇ きかぇょっあおぇすぇ けさゅぇ-
くういぇちうは くぇ ╂╄[╀  ゃ ╉ぇいぇくかなお ,っ くぇえ-ゃっさけはすくうはす 

ゃすけさう いぇきっしすくうお-けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ  ╆ぇ-
ゅけさぇ.  ′ぇいくぇつっくうっすけ きせ くぇ こさぇおすうおぇ  っ さってっくけ, ぇ 
しぇきけすけ ゃしすなこゃぇくっ ゃ ょかなあくけしす とっ っ ょけ ょくう. 
 ′けゃうくぇすぇ ぉっ こけすゃなさょっくぇ  う けす しぇきうは ╉ぇさぇゅうすかう-

っゃ, おけえすけ おなき きけきっくすぇ っ  けぉとうくしおう しなゃっすくうお, ゃすけさう 
きぇくょぇす, ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╉ぇさぇゅうすかうっゃ っ ゃないこうすぇくうお くぇ ╀せさゅぇしおうは しゃけぉけょっく 

せくうゃっさしうすっす, しこっちうぇかくけしす  うおけくけきうおぇ う きぇさおっすうくゅ. 
′っ っ しっきっっく. ]かっょ きっしすくうすっ ういぉけさう うきっすけ きせ ぉっ しさっょ 
そぇゃけさうすうすっ いぇ いぇき. おきっすけゃっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
]こけさっょ こなさゃけくぇつぇかくぇすぇ うくそけさきぇちうは すけえ すさはぉゃぇ 

ょぇ こけっきっ さっしけさうすっ くぇ  ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ,  おけはすけ こさっい けおすけきゃさう ぉっ ういぉさぇくぇ いぇ おきっす くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. ]すけはくけゃぇ けすゅけゃぇさはてっ くぇ けぉかぇしすくけ くうゃけ いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, しけちうぇかくうすっ ょっえくけしすう, 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ. 

П. Карагитлиев (вдясно)

╆ぇ こなさゃう こなす ゃ  くけゃぇすぇ うしすけさうは ¨ぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは  うきぇ  しゃけえ くぇさけょっく 
こさっょしすぇゃうすっか ゃ ぉなかゅぇさしおうは こぇさかぇきっくす. 〈けゃぇ っ 30-ゅけょうてくうはす 》さうしすけ 』ぇ-

せてっゃ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ こぇさすうは  ╂╄[╀. ╁ かうしすぇすぇ  けす おぇくょうょぇすう いぇ ′ぇさけょくけすけ 
しなぉさぇくうっ ゃ すけいう きせ きぇくょぇす 』ぇせてっゃ ぉっ くぇ 8-きけ きはしすけ. 〈けえ ゃかういぇ, しかっょ おぇすけ 
╈けさょぇく ′うおけかけゃ, いぇき. おきっす くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, しっ けすおぇいぇ けす こけかぇゅぇとけすけ きせ しっ 
こさぇゃけ, こけかせつっくけ, しかっょ おぇすけ ゃすけさうはす ゃ かうしすぇすぇ ′っょはかおけ ′っょはかおけゃ しすぇくぇ けぉ-
かぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
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 こさけそっしうけくぇかくう しすさけうすっか
くう さぇぉけすくうちう けす ╀なかゅぇさうは きけゅぇす ょぇ 
くぇきっさはす さぇぉけすぇ ゃ ╇いさぇっか  くぇ ぉぇいぇ 
こけょこうしぇくぇ ょゃせしすさぇくくぇ ]こけゅけょぉぇ 
きっあょせ ょゃっすっ ょなさあぇゃう いぇ けしうゅせさはゃぇ
くっ くぇ ゃさっきっくくぇ いぇっすけしす くぇ ゅさぇあょぇくう 
けす ょゃっすっ しすさぇくう. 
70% けす くっけぉたけょうきうすっ しすさけうすっかくう 

さぇぉけすくうちう いぇ ╇いさぇっか すさはぉゃぇ ょぇ しぇ 
おけそさぇあうしすう う ぇさきぇすせさうしすう, おぇおすけ 
う しこっちうぇかうしすう  こけ おっさぇきうつくう けぉ
かうちけゃおう, こけょけゃっ う しすっくう, いぇ おけうすけ 
っ いぇょなかあうすっかくけ おぇすけ せきっくうっ う せし
かけゃうっ  さぇいつうすぇくっすけ くぇ しすさけうすっかくう 
こかぇくけゃっ. 10% けす けぉとうは ぉさけえ くっけぉ
たけょうきう さぇぉけすくうちう /350ょせてう/ すさはぉ
ゃぇ ょぇ しぇ きぇいぇつう. 
¨そうちうぇかくけすけ しなけぉとっくうっ いぇ すぇいう 

ゃないきけあくけしす っ くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっ
すけしすすぇ. ╋ぇおしうきぇかくうはす しさけお くぇ ゃさっ
きっくくぇすぇ いぇっすけしす くぇ くぇっすうすっ さぇぉけす
くうちう っ すさう ゅけょうくう う こけかけゃうくぇ, おぇすけ 
くぇつぇかけすけ くぇ さぇぉけすぇ っ くっ こけ-おなしくけ けす 
1-ゃう ぇこさうか すぇいう ゅけょうくぇ.
╇いぉさぇくうすっ ぉなかゅぇさしおう さぇぉけすくうちう 

とっ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ こけょこうてぇす 
っょくけゅけょうてくう すさせょけゃう ょけゅけゃけさう, ゃ 
おけうすけ とっ しぇ けすさぇいっくう ゃしうつおう せしかけ
ゃうは くぇ すさせょ. 〈っいう ょけゅけゃけさう とっ しぇ う し 
ゃないきけあくけしすう ょぇ ぉなょぇす こさけょなかあっくう. 
╉ぇくょうょぇすうすっ いぇ さぇぉけすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 

しぇ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくう, くぇ ゃないさぇしす 
きっあょせ 25 う 40 ゅけょうくう, おけうすけ ょぇ くは
きぇす こなさゃぇ しすっこっく さけょくうくう, さぇぉけすっ
とう ゃ ╇いさぇっか, し ういおかのつっくうっ くぇ ぉさぇすは 
う しっしすさう, ょぇ くっ しぇ さぇぉけすうかう ゃ ╇いさぇ
っか, ょぇ うきぇす つうしすけ しなょっぉくけ きうくぇかけ, 
ょぇ しぇ そういうつっしおう いょさぇゃう いぇ せしうかっくぇ 
さぇぉけすぇ ゃ しすさけうすっかくうは しっおすけさ  こさう 
ういさぇっかしおうすっ おかうきぇすうつくう せしかけゃうは, 
ゃおかのつうすっかくけ う いぇ さぇぉけすぇ くぇ ゃうしけつう
くう, ょぇ くっ しぇ ぉけかくう けす ゃっくっさうつっしおう 
いぇぉけかはゃぇくうは, ]‶╇′, すせぉっさおせかけいぇ. 

╁しうつおう おぇくょうょぇすう すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす 
いぇゃなさてっくけ こさけそっしうけくぇかくけ けぉさぇ
いけゃぇくうっ, くぇえ-きぇかおけ 3 ゅけょうくう ょけ
おぇいぇく こさけそっしうけくぇかっく けこうす う 5 ゅけ
ょうくう すさせょけゃ しすぇあ こけ しなけすゃっすくぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす, いぇ おけはすけ おぇくょうょぇす
しすゃぇす. 
╋うくうきぇかくぇすぇ こさけゅくけいくぇ きっしっつくぇ 

いぇこかぇすぇ くぇ しすさけうすっかくうすっ さぇぉけすくう
ちう ゃ ╇いさぇっか っ けおけかけ 1500 ょけかぇさぇ  
いぇ 211 さぇぉけすくう つぇしぇ きっしっつくけ /1 
とぇすしおう ょけかぇさ っ さぇゃっく くぇ 3,8 てっ
おっかぇ - こぇさうつくぇすぇ っょうくうちぇ くぇ ╇い
さぇっか/.
¨ょけぉさっくうすっ おぇくょうょぇすう いぇ さぇぉけすぇ 

ゃ ╇いさぇっか すさはぉゃぇ しぇきう ょぇ こけおさうはす 
さぇいたけょうすっ しう いぇ こけかっすう ょけ う けす ╇い
さぇっか. 〈ったっく ぇくゅぇあうきっくす  しぇ う さぇい
たけょうすっ いぇ きっょうちうくしおけ しゃうょっすっか
しすゃけ, しゃうょっすっかしすゃけ いぇ しなょうきけしす, 
すさぇくしこけさす ゃ ╀なかゅぇさうは こさう けそけさ
きはくっすけ くぇ ょけおせきっくすうすっ  う こさっゃけょぇ, 
くけすぇさうぇかくぇすぇ いぇゃっさおぇ う かっゅぇかういぇ
ちうはすぇ くぇ くせあくうすっ ょけおせきっくすう. 
[ぇぉけすくうお, おけえすけ しっ けおぇあっ, つっ くっ 

けすゅけゃぇさは くぇ こけしけつっくうすっ ういうしおゃぇ
くうは うかう  くはきぇ くせあくうは こさけそっしうけ
くぇかっく けこうす う せきっくうは, とっ ぉなょっ ゃさな
とぇく ゃ ╀なかゅぇさうは いぇ くっゅけゃぇ しきっすおぇ. 
╉さぇえくうはす しさけお いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ 

ょけおせきっくすうすっ こけ すぇいう けそっさすぇ っ 20-
すう そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ. ‶けゃっつっ 
こけょさけぉくけしすう こけ けそっさすぇすぇ きけゅぇす ょぇ 
しっ くぇきっさはす ゃ ょうさっおちうは ╀のさけ こけ 
すさせょぇ - ╉ぇいぇくかなお うかう くぇ しぇえすぇ くぇ 
┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ. ╁なこさけしう, 
しうゅくぇかう う けこかぇおゃぇくうは, ゃ しかせつぇえ くぇ 
しなぉうさぇくっすけ くぇ くっさっゅかぇきっくすうさぇくう 
すぇおしう, きけゅぇす ょぇ しっ けすこさぇゃはす くぇ ぇょ
さっし: 
az@az.government.bg

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

╅[《 《』【╅〉╊【╊
╆╊′ 『╅╆《【╅?
╃ゃぇ しぇ けしくけゃくうすっ いぇおけくう, おけうすけ さっゅかぇきっくすうさぇす おぇおゃけ ゃう しっ こけかぇゅぇ う 

おぇお, しかっょ おぇすけ けしすぇくっすっ ぉっい さぇぉけすぇ: ╉けょっおしなす いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさは
ゃぇくっ う ╆ぇおけくなす いぇ ぉのょあっすぇ くぇ ╃¨¨.
‶さう ゃしうつおう しかせつぇう, けぉぇつっ, しかっょゃぇ ょぇ こけすなさしうすっ おけきこっすっくすっく しなゃっす けす 

しかせあうすっかうすっ ゃ かうつっく しなしすぇゃ くぇ しなけすゃっすくぇすぇ そうさきぇ う けしくけゃくけ けす すさせょけゃうすっ 
こけしさっょくうちう ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ. 
╁しっおう うきぇ こさぇゃけ くぇ さっゅうしすさぇちうは ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ おぇすけ すなさしっと さぇぉけすぇ, 

くけ こさぇゃけ くぇ けぉっいとっすっくうっ うきぇす さぇぉけすうかうすっ こけ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ こさっい こけ
しかっょくうすっ 9 きっしっちぇ, し こかぇすっくう ゃくけしおう おなき そけくょ „ぉっいさぇぉけすうちぇ”.  
]さけおなす いぇ けぉっいとっすっくうはすぇ, おけうすけ しっ こけかぇゅぇす, っ ょうそっさっくちうさぇく  こけ ╉けょっおしぇ 

いぇ しけちうぇかくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ, ぇ けしうゅせさうすっかくうはす しすぇあ いぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ けこさっ
ょっかは ゃさっきっすけ, こさっい おけっすけ とっ しっ こけかせつぇゃぇ けぉっいとっすっくうっすけ. ╋うくうきぇかくうはす 
しさけお くぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ けぉっいとっすっくうっ っ 4 きっしっちぇ, ぇ きぇおしうきぇかくうはす 1 ゅけょうくぇ. 
╁ぇあくぇ こけょさけぉくけしす こさう けこさっょっかはくっすけ くぇ さぇいきっさぇ くぇ けぉっいとっすっくうっすけ こさう 

ぉっいさぇぉけすうちぇ, けぉぇつっ, っ う すけゃぇ - ょぇかう ゃ こけしかっょくうすっ 3 ゅけょうくう くっ しすっ こけかせつぇ
ゃぇかう ゃっつっ すぇおけゃぇ けぉっいとっくうっ. 
╃くっゃくうはす さぇいきっさ くぇ こけかぇゅぇとけすけ ゃう しっ こぇさうつくけ けぉっいとっすっくうっ っ ゃ さぇいきっさ 

くぇ 60% けす しさっょくけ ょくっゃくうは けしうゅせさうすっかっく ょけたけょ, ゃなさたせ おけえすけ しぇ ゃくっしっくう 
ゃなゃ そけくょ ‶╉╀ ょなかあうきうすっ ゃくけしおう いぇ こけしかっょくうすっ 24 きっしっちぇ. 
┿おけ けしすぇくっすっ ぉっい さぇぉけすぇ, ゃぇあくけ っ ょぇ いくぇっすっ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ さっゅうしすさうさぇ

すっ おぇすけ ぉっいさぇぉけすくう ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ 7-ょくっゃっく しさけお. ╃けさう 
ょぇ くはきぇすっ こさぇゃけ くぇ けぉっいとっすっくうっ, すけ さっゅうしすさぇちうはすぇ ゃう ょぇゃぇ こさぇゃけ ょぇ こけ
かせつぇゃぇすっ こけょさけぉくぇ うくそけさきぇちうは けす すさせょけゃうすっ こけしさっょくうちう いぇ しゃけぉけょくうすっ 
さぇぉけすくう きっしすぇ, いぇ おせさしけゃっ いぇ こさっおゃぇかうそうおぇちうは う せつぇしすうっすけ ゃ すはた. ╁しはおけ 
いぇおなしくっくうっ こさう さっゅうしすさぇちうはすぇ けす すけいう しさけお とっ くぇきぇかう こけかぇゅぇとけすけ ゃう しっ 
こぇさうつくけ けぉっいとっすっくうっ いぇ きっしっちぇ, ゃ おけえすけ しすっ いぇおなしくっかう, し すけかおけゃぇ, し おけか
おけすけ ょくう しすっ いぇおなしくっかう.  
′っけぉたけょうきうすっ ょけおせきっくすう, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ こさっょしすぇゃうすっ こさっょ すさせょけゃうすっ 

こけしさっょくうちう こさう さっゅうしすさぇちうはすぇ ゃ ╀のさぇすぇ こけ すさせょぇ しぇ: ょけおせきっくす いぇ しぇきけ
かうつくけしす; ょけおせきっくす, せょけしすけゃっさはゃぇと すさせょけゃうは う けしうゅせさうすっかっく しすぇあ; ょけおせ
きっくす いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ う こさうょけぉうすぇ こけしかっょゃぇとぇ おゃぇかうそうおぇちうは /ぇおけ うきぇ
すっ/; さってっくうっ くぇ 〈╄╊╉ /いぇ かうちぇすぇ し すさぇえくけ くぇきぇかっくぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす, けす 
おけっすけ ょぇ っ ゃうょくけ おぇおゃう しぇ こさけすうゃけこけおぇいくうすっ せしかけゃうは くぇ すさせょ/; ょけおせきっくす, 
せょけしすけゃっさはゃぇと くぇしすけはとうは ゃう ぇょさっし; ょけおせきっくすう いぇ こさうょけぉうすけ こさぇゃけ くぇ 
こっくしうは いぇ けしうゅせさうすっかっく しすぇあ う ゃないさぇしす うかう こさけそっしうけくぇかくぇ こっくしうは こさう 
さぇくくけ こっくしうけくうさぇくっ, おぇおすけ う ょさせゅう ょけおせきっくすう, くっけぉたけょうきう いぇ ゃおかのつゃぇくっ 
ゃ こさけゅさぇきう う きっさおう いぇ いぇっすけしす. 
╄ょうく けす けしくけゃくうすっ ぇくゅぇあうきっくすう くぇ ╀のさぇすぇ こけ すさせょぇ っ ょぇ くぇしけつゃぇす さっゅう

しすさうさぇくうすっ ぉっいさぇぉけすくう かうちぇ おなき こけょたけょはとぇ いぇっすけしす ゃない けしくけゃぇ くぇ すはたくけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ う おゃぇかうそうおぇちうは, おぇおすけ う おなき おせさしけゃっ う ゃないきけあくけしすう いぇ こさう
ょけぉうゃぇくっ くぇ くけゃう こさけそっしうけくぇかくう せきっくうは う おゃぇかうそうおぇちうう.  
╁っつっ っ ゅけすけゃ う ′ぇちうけくぇかくうはす こかぇく いぇ ょっえしすゃうは こけ いぇっすけしすすぇ いぇ すぇいう ゅけ

ょうくぇ, おけえすけ こさっょゃうあょぇ こさけょなかあぇゃぇくっ くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ „′けゃぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ いぇっすけしす”. ¨しくけゃくぇ ちっかっゃぇ ゅさせこぇ こけ すぇいう こさけゅさぇきぇ しぇ しなおさぇ
すっくう う けしゃけぉけょっくう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう ゃ さっいせかすぇす くぇ うおけくけきうつっしおぇすぇ 
おさういぇ.                                                                       ╃っかはくぇ  〈さうそけくけゃぇ
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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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 【あこせそ そちひきけか 

╇きっ: ╁ぇかっくすうくぇ ‶っすおけゃぇ ]すけはくけゃぇ

╋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: 27

╆けょうは: 〈っかっち

¨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 7 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 しけぉしすゃっくうすっ しう ゃないきけあくけしすう う くぇ しっきっえしすゃけすけ 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”

]かっょ こさぇいくうちうすっ っ ゃさっ-
きっすけ, おけっすけ けぉうおくけゃっくけ 

きさぇいうき. ‶さうつうくぇすぇ - けすなくはか 
くう e ょあけぉなす, けすっしくっかう しぇ 
くう ょさったうすっ, ぇ しぇきうすっ くうっ しっ 
つせゃしすゃぇきっ くっおけきそけさすくけ いぇ-
さぇょう くはおけえ ょさせゅ おうかけゅさぇき ゃ 
こけゃっつっ. 
‶けょゅけくっくう けす くっけょけぉさうすっか-

くうすっ こけゅかっょう くぇ こけかけゃうくおうすっ 
ょけ くぇし, しっぉっかのぉうっすけ う あっかぇ-
くうっすけ くう ょぇ ういゅかっあょぇきっ ょけ-
ぉさっ, けしけぉっくけ あっくうすっ, しっ こけょ-
かぇゅぇきっ くぇ くっつけゃっておう ょうっすう, 
けす おけうすけ ゃきっしすけ すなくおう, ういかう-
いぇきっ こけ-ぉけかくう う こけ-くっとぇしす-
くう けす こさっょう ょうっすぇすぇ.
╁ うきっすけ くぇ ょけぉさけすけ くぇしすさけ-

っくうっ, ょけぉさうは ゃなくてっく ゃうょ  う 
こしうたうつっしおうは おけきそけさす, ゃう 
こさっょかぇゅぇきっ - ゃきっしすけ ういくっさ-
ゃはと ゅかぇょ, っょくぇ すゃなさょっ こけ-
くけしうきぇ, こさうはすくぇ う こけかっいくぇ 
ょうっすぇ. ╉けはすけ くぇ ゃしうつおけすけ 
けすゅけさっ いぇしうとぇ, くっ っ くうおぇお 
しおなこぇ, くうすけ ういすけとぇゃぇとぇ. ] 
せゅけゃけさおぇすぇ, つっ ゃう e くせあくぇ 
ょうしちうこかうくぇ けす 2 しっょきうちう. 
╃うっすぇすぇ っ けす いっかっ, はぉなかおう う 

こけさすけおぇかう う しっ けしくけゃぇゃぇ くぇ 

╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 7 24 55

′っさはょおけ つせゃぇきっ, つっ っょくう うかう 
ょさせゅう しすぇえくう さぇしすっくうは しなゃしっき 
くっ しぇ くう こさうはすっかう, ぇ ゃさぇゅけゃっ. 
′ぇうしすうくぇ かう っ すぇおぇ?
┿ょゃけおぇす いぇ おぇおすせしぇ
[ぇしすっくうは - ゃさっょうすっかう うきぇ 

しぇきけ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ. 〈ぇき くぇうしすう-
くぇ くぇゃさっきっ すさはぉゃぇ ょぇ けこかっゃう-
すっ ゅかせたぇさつっすぇすぇ, いぇ ょぇ きけゅぇす 
さっこうつおうすっ ょぇ しすぇくぇす ゅけかっきう. 
′け すけゃぇ くっ けいくぇつぇゃぇ, つっ しぇきけ 

こけ しっぉっ ゅかせたぇさつっすけ っ かけてけ 
さぇしすっくうっ. ′ぇこさけすうゃ, ゃ けこさっ-
ょっかっくう きけきっくすう “しかなくつうちぇすぇ 
し おさぇつっすぇ” くう ょぇさはゃぇす し うしすうく-
しおけ とぇしすうっ.
〈けつくけ すぇおぇ しっ ょなさあぇす ゃしうつおう 

くぇてう いっかっくう こうすけきちう - ゃしっおう 
っ ゅけすけゃ ょぇ くう しっ こさうすっつっ くぇ 
こけきけと. 〈さはぉゃぇ しぇきけ ょぇ いくぇっすっ 
ゃ おぇおゃう しうすせぇちうう ょぇ しっ “けぉなさ-

くっすっ” おなき すはた. ′ぇこさうきっさ, おなき 
おぇおすせしぇ. ╆ぇとけ ぉうけっくっさゅっすう-
おぇすぇ しっ っ けこなかつうかぇ しさっとせ 
ぉけょかうゃうすっ ょあせょあっすぇ? [ぇぉけ-
すぇすぇ っ すぇき, つっ すっ ぇおせきせかうさぇす 
っくっさゅうは けす こさけしすさぇくしすゃけすけ う 
けす たけさぇすぇ, ぇ こけしかっ ういかなつゃぇす 
っくっさゅうえくう うきこせかしう けす ゃさなた-
つっすぇすぇ くぇ うゅかうつおうすっ しう. 
╉ぇおすせしなす ぉせおゃぇかくけ ういこせしおぇ 

しくけこ っくっさゅうえくう うしおさう う ぇゅさっ-

しうゃくうすっ たけさぇ, ぇおけ ょなかゅけ ゃさっきっ 
しっ くぇきうさぇす おさぇえ くっゅけ, しすぇゃぇす 
さぇいょさぇいくうすっかくう. ╆ぇ おさけすおうすっ 
たけさぇ けぉぇつっ っ きくけゅけ こけかっいくけ 
ょぇ こけしっょはす しさっょ ぉけょうかつっすぇすぇ - 
すけゃぇ とっ うき ょぇょっ しうかぇ う とっ うき 
こけきけゅくっ ょぇ こけゃはさゃぇす ゃ しっぉっ 
しう. ╇ けとっ くっとけ - しこけさっょ そっく-
てせえ すっいう さぇしすっくうは すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ こけしすぇゃはす ゃ いけくぇすぇ くぇ ¨ゅなくは 

(くぇ のゅ う のゅけいぇこぇょ ゃ こけきっとっ-
くうっすけ). 〈けゅぇゃぇ こぇさうすっ う せしこっ-
たうすっ しぇ ゃう ゅぇさぇくすうさぇくう.
╊けてぇすぇ しかぇゃぇ くぇ ぉさなてかはくぇ 

っ しゃなさいぇくぇ しなし しっきっえくうは あう-
ゃけす. ]きはすぇ しっ, つっ すけえ っ ゃさっ-
ょっく, すなえ おぇすけ おぇさぇ きなあぇ ょぇ 
こうっ, ょぇ たけえおぇ う くぇおさぇは ょけさう 
ょぇ くぇこせしくっ ょけきぇ. ╇しすうくぇ かう っ 
すけゃぇ? ′っ しなゃしっき. ┿おけ しっきっえ-
くうすっ けすくけてっくうは くっ しぇ ょけし-
すぇすなつくけ すけこかう, ぉさなてかはくなす 
きけあっ ょぇ こさけゃけおうさぇ さぇいょはかぇ. 
′け ぇおけ ゃう しゃなさいゃぇす ゅけさっとう 
つせゃしすゃぇ, すけえ くはきぇ ょぇ ゃう さぇい-
ょっかう - けぉさぇすくけ, とっ しっ こさっ-
ゃなさくっ ゃ こぇいうすっか くぇ ょけきぇてくけ-
すけ けゅくうとっ.
‶さけおせさけさ いぇ そうおせしぇ
╇きぇ う さぇしすっくうは, いぇ おけうすけ っ 

けぉとけこさうっすけ ょぇ しっ しきはすぇ, つっ しぇ 
しすさぇてうかうとぇ, ゃなこさっおう つっ くぇ 
こけゃっつっすけ たけさぇ うき ういゅかっあょぇす 
“くっあくう う こせたおぇゃう”. 〈けゃぇ しっ 
けすくぇしは くぇえ-ゃっつっ いぇ そうおせしう-
すっ, すっきっくせあおうすっ, ゃしうつおう ぉっ-
ゅけくうう. ╁しなとくけしす すっ くっゃうくぇゅう 
くけしはす ょけぉさけ くぇ しすけこぇくうすっ しう.
′ぇこさうきっさ, さぇいさぇしくぇかうはす しっ 

そうおせし っ しこけしけぉっく ょぇ こさっゃなさ-
くっ ぇおすうゃくうは すゃけさつっしおう つけゃっお 
ゃ かっくうゃ う いぇすゃけさっく ょけきけ-
てぇさ, つうっすけ こけかっ くぇ ょっえくけしす 
しっ けゅさぇくうつぇゃぇ し ょうゃぇくぇ う 
すっかっゃういけさぇ. ┿ こかなすくぇすぇ さっ-
ょうちぇ くっあくう すっきっくせあおう とっ 
こさっゅさぇょう こなすは くぇ しぇきけすくぇすぇ 
ょぇきぇ おなき しっきっえくけすけ とぇしすうっ. 
╆ぇとけ? ╋くけゅけ こさけしすけ - ゅけかは-
きけすけ おけかうつっしすゃけ すっきっくせあ-
おう しないょぇゃぇす ゃ ょけきぇ すけかおけゃぇ 

あっくしすゃっくぇ ぇすきけしそっさぇ, つっ きなあ 
すぇき こさけしすけ くっ きけあっ ょぇ ういょなさ-
あう. ]なとけすけ きけあっ ょぇ しっ おぇあっ 
う いぇ ぉっゅけくううすっ. ┿おけ ういこなかくうすっ 
し すっいう こさっかっしすくう ちゃっすは あうかう-
とっすけ くぇ しぇきけすっく つけゃっお, すっ しぇ 
しこけしけぉくう ょぇ “けすぉかなしくぇす” けす 
くっゅけ ゃしうつおうすっ きせ さけょくうくう う 
こさうはすっかう.
╆っかっく “╃けおすけさ ¨たぉけかう”
╇きぇ かう さぇしすっくうは, おけうすけ しぇ 

こけかっいくう ゃうくぇゅう う いぇ ゃしうつおう? 
′っしなきくっくけ! ′ぇ こなさゃけ きはしすけ 
しさっょ すはた っ たかけさけそうすせきなす. 〈けえ 
ゃかうはっ ぉかぇゅけこさうはすくけ ゃなさたせ 
っくっさゅっすうおぇすぇ くぇ ょけきぇ, こさけ-
つうしすゃぇ ゃないょせたぇ けす ぉぇおすっさう-
うすっ う ゅけ くぇしうとぇ し おうしかけさけょ. 
╉けしきぇすうすっ てぇこおう くぇ たかけさけ-
そうすせきぇ かっしくけ けちっかはゃぇす う ゃ 
くぇえ-すなきくうすっ なゅかう, たさぇくっえおう 
しっ し くぇすさせこぇくぇすぇ っくっさゅうは, ぇ ゃ 
いぇきはくぇ くう ょぇゃぇす せしっとぇくっすけ いぇ 
かっおけすぇ.
╃させゅ ゃしっけぉと こさうはすっか う こけ-

きけとくうお っ きうさすぇすぇ. ╄くっさゅっ-
すうおぇすぇ え っ ぉかぇゅけこさうはすくぇ いぇ 
あうゃけすぇ う かのぉけゃすぇ, くけ ゃ ょけき, 
おなょっすけ つっしすけ うきぇ おぇゃゅう, きうさ-
すぇすぇ きけあっ こさけしすけ ょぇ ういしなたくっ, 
ょけさう ょぇ しっ ゅさうあぇす こさぇゃうかくけ 
いぇ くっは.
╃ぇ けちっかっって ょけ こさけかっすすぇ

╆うきぇすぇ っ ゃさっきっすけ くぇ こさけしすせ-
ょうすっ う ょっこさっしううすっ. ¨ぇいうしなす 
くぇ こっさゃぇいぇ ゃう くっ しぇきけ さぇょゃぇ 
けつうすっ, けしゃっあぇゃぇ う こさけつうしすゃぇ 
ゃないょせたぇ, くけ う いぇさっあょぇ っくっさ-
ゅうえくけ. ╆ぇ ょぇ せおさっこうすっ うきせく-
くぇすぇ しう しうしすっきぇ, けすゅかっあょぇえすっ 
ょさなゃつっ かうきけく, ゅぇさょっくうは うかう 
しすぇっく あぇしきうく. 〈っ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ 
ゃ しこぇかくはすぇ ゃう, いぇ ょぇ きけあっすっ 
ゃしはおぇ くけと “ょぇ しっ いぇさっあょぇすっ” 
けす すはた.
╁くうきぇくうっ: ぇおけ ゃしっ こぇお しすっ 

しっ さぇいぉけかっかう, ゃ しこぇかくはすぇ ゃう 
くっこさっきっくくけ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ おぇ-
そっっくけ ょなさゃけ, ぇかけっ うかう ぉさなて-
かはく. ¨しすぇくぇかうすっ さぇしすっくうは, 
けぉうすぇゃぇとう しすぇはすぇ ゃう, こけ ゃさっきっ 
くぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ っ こけ-ょけぉさっ 
ょぇ ぉなょぇす “こさっしっかっくう”, けしけぉっくけ 
おぇおすせしうすっ う ょさぇちっくうすっ.
‶さっい しすせょっくうすっ きっしっちう ぉうつ 

いぇ くぇし しぇ くぇしすうくおうすっ, しすさっしなす, 
ょっこさっしうはすぇ, ぉっいしなくうっすけ, ゅかぇ-
ゃけぉけかうっすけ. ╁ すけいう しかせつぇえ くぇえ-
ょけぉさう こけきけとくうちう しぇ こぇしうそ-
かけさぇすぇ, かぇゃなさなす /ょぇそうくけゃけすけ 
ょなさゃけ/ う たうぉうしおせしなす - いぇ すはた 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ けすさっょう くぇえ-けしゃっ-
すっくけすけ きはしすけ ゃ ょけきぇ う ょぇ うき 
しっ かのぉせゃぇすっ ゃしはおぇ しゃけぉけょくぇ 
きうくせすぇ.                

   〈┿

さぇいすけゃぇさゃぇとうは っそっおす, おけえすけ 
うきぇす そうぉさうすっ ゃ すっいう こかけょけゃっ 
う いっかっくつせちう.
• ╆っかっすけ っ ういすけつくうお くぇ 

きくけゅけ きうくっさぇかくう ゃっとっしすゃぇ: 
おぇかうえ, おぇかちうえ, きぇゅくっいうえ う 
ょさせゅう, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ おけう-
すけ けす けさゅぇくういきぇ しっ ういたゃなさかはす 
ういかうてくうすっ すっつくけしすう. ¨しゃっく 
すけゃぇ ゃ くっゅけ しっ しなょなさあぇす ゃっ-
とっしすゃぇ, おけうすけ しぇ くっけぉたけょう-
きう いぇ たけさぇすぇ, しおかけくくう おなき 
くぇこなかくはゃぇくっ. 〈っいう ゃっとっしすゃぇ 
いぇぉぇゃはす こさっゃさなとぇくっすけ くぇ いぇ-
たぇさすぇ う ょさせゅうすっ ゃなゅかったうょさぇ-
すう ゃ きぇいくうくう う こけ すけいう くぇつうく 
こさっょけすゃさぇすはゃぇす せゃっかうつぇゃぇ-
くっすけ くぇ すっゅかけすけ. ╆ぇ こさっょこけ-
つうすぇくっ っ いっかっすけ ょぇ しっ おけくしせ-
きうさぇ くぇ しぇかぇすう.
• ぅぉなかおうすっ しぇ せくうゃっさしぇかっく 

こかけょ し ぉけゅぇす う ぉぇかぇくしうさぇく 
しなしすぇゃ けす ゃうすぇきうくう, きうおさけっ-
かっきっくすう, こかけょけゃう おうしっかうくう, 
こっおすうくう う ょさせゅう. 〈っ ぇおすうゃう-
いうさぇす たさぇくけしきうかぇくっすけ う うきぇす 
けぉとけ けつうしすゃぇとけ ょっえしすゃうっ 
ゃなさたせ ちっかうは けさゅぇくういなき. ╃け-
ぉさっ っ ょぇ しっ はょぇす し おけさぇすぇ.
• ‶けさすけおぇかうすっ しぇ ういすけつくうお 

くぇ ゅけかっきう おけかうつっしすゃぇ ゃう-
すぇきうく ]. ¨しゃっく すけゃぇ, すっ しな-
ょなさあぇす きうくっさぇかくう ゃっとっしすゃぇ 
(しさっょ すはた けしけぉっくけ ちっくくうすっ 
きっょ, ちうくお う きぇゅくっいうえ), っすっ-
さうつくう きぇしかぇ, こっおすうくう う そう-
すけくちうょう. ¨おぇいゃぇす すけくういうさぇ-
とけ ょっえしすゃうっ ゃなさたせ つけゃっておうは 
けさゅぇくういなき, くぇきぇかはゃぇす くうゃけ-
すけ くぇ たけかっしすっさうくぇ ゃ おさなゃすぇ, 
こさっきぇたゃぇす そういうつっしおぇすぇ う せき-
しすゃっくぇすぇ せきけさぇ, こけくうあぇゃぇす 
ぇさすっさうぇかくけすけ くぇかはゅぇくっ.

[ぇいすけゃぇさゃぇとぇ ょうっすぇ しなし 
いっかっ, はぉなかおう う こけさすけおぇかう 
– こさうきっさくけ きっくの:

╆ぇおせしおぇ: 2 そうかうえおう こなか-
くけいなさくっしす うかう さなあっく たかはぉ 
しっ くぇきぇいゃぇす きくけゅけ すなくおけ し 
きぇしかけ, けすゅけさっ しっ くぇさっあょぇす 
さっいっくつっすぇ はぉなかおぇ, こけさすけおぇか 
うかう いっかっゃう かうしすぇ, ゃなさたせ すはた 
しっ こけしすぇゃは こさけいさぇつくけ さっいっく-
つっ くうしおけきぇしかっく おぇておぇゃぇか; 
おぇそっ うかう つぇえ
╁すけさぇ いぇおせしおぇ: はぉなかおぇ 

うかう こけさすけおぇか
¨ぉはょ: ]ぇかぇすぇ けす いっかっ う 

はぉなかおう, こけょこさぇゃっくぇ し さぇしすう-
すっかくけ きぇしかけ; しせこぇ ぉけさて; 150 
ゅ こっつっくけ こうかっ ぉっい おけあぇすぇ
]かっょけぉっょくぇ いぇおせしおぇ: 

はぉなかおぇ うかう こけさすけおぇか
╁っつっさは: こかけょけゃぇ しぇかぇすぇ けす 

はぉなかおう う こけさすけおぇかう し きっょ う 
しすぇそうょう う くうしおけきぇしかっくけ おう-
しっかけ きかはおけ
‶さっょう かはゅぇくっ: 1 つぇてぇ ぇえ-

さぇく; はぉなかおぇ うかう こけさすけおぇか
¨ぉとう しなゃっすう: ╆ぇたぇさすぇ しっ 

ういおかのつゃぇ くぇこなかくけ, ぇ しけかすぇ 
しっ くぇきぇかはゃぇ ょけ きうくうきせき. ╇い-
おかのつゃぇす しっ ぇかおけたけかなす, しかぇょ-
おうてうすっ う こなさあっくうすっ はしすうは. 
╆ぇ こうっくっ しっ こさっこけさなつゃぇす 

きうくっさぇかくぇ ゃけょぇ う いっかっく つぇえ. 
╆ぇ すはた くはきぇ けゅさぇくうつっくうは, くけ 
けぉとけすけ おけかうつっしすゃけ すっつくけしすう 
いぇ ょっくは くっ ぉうゃぇ ょぇ くぇょたゃなさ-
かは 2 かうすさぇ. 
╉ぇそっすけ っ あっかぇすっかくけ ょぇ しっ 

けゅさぇくうつう ょけ 2 つぇておう ょくっゃくけ. 
╁っつっさはすぇ すさはぉゃぇ ょぇ っ こけくっ 3 
つぇしぇ こさっょう かはゅぇくっ いぇ しなく. 

〈┿

[けいちけてしけけてか おあ つてそみて おあしかね そて さあさてとつけてか, つてあちけてか すそすけ - そて てかすかせときさけてか

[すかてひて 』てそみせそうあ たちかお えちあきおあせけてか:

‶けょさけぉくけ ういかけあっくうっ こけ こけいうちううすっ くぇ けぉとうくしおうは ぉのょあっす 2012 けす おきっすぇ ╂ぇかう
くぇ ]すけはくけゃぇ, きくけゅけ ゃなこさけしう けす ゅさぇあょぇくう, けすおさけゃっくう けすゅけゃけさう けす さなおけゃけょくうは 

っおうこ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ゃっょさぇ ぇすきけしそっさぇ ぉっかはいぇたぇ こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇくっ くぇ 
きぇおさけさぇきおぇすぇ けす こさうたけょう う さぇいたけょう いぇ すっおせとぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ 19-すう はくせぇさう ゃっつっさすぇ ゃ 
おぇきっさくぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか”. 33 きうかうけくぇ 647 たうかはょう 744 かっゃぇ 
っ こさけっおすなす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ ╀のょあっす 2012. ¨すくけゃけ ╉ぇいぇくかなお とっ さぇいつうすぇ こさっ
ょうきくけ くぇ こぇさうすっ, けすこせしくぇすう けす ょなさあぇゃぇすぇ, しすぇくぇ はしくけ けす こさっょしすぇゃっくうすっ  さぇいつっすう, おけう
すけ こさっょゃうあょぇす 18 きかく. 810 たうか. 073 かゃ. さぇいたけょう いぇ ょっかっゅうさぇくう けす ょなさあぇゃぇすぇ ょっえくけし
すう, こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす おけうすけ – いぇ せつうかうとぇすぇ, おなょっすけ けすうゃぇす 13 きかく. 224 たうか. 409 かゃ. 
╋ぇかおけ くぇょ 1 きうかうけく う 800 たうか. かゃ. しぇ いぇ しけちうぇかくう ゅさうあう – さぇいたけょう ゃ しけちうぇかくうすっ ょけ-

きけゃっ, ╃くっゃくうは ちっくすなさ いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは, ╆ぇとうすっくけ あうかうとっ. ╃なさあぇゃぇすぇ けすこせしおぇ いぇ 
おせかすせさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 645 たうか. 942 かゃ., けす おけうすけ – いぇ きせいっえ „╇しおさぇ” – 206 たうか. 966 かゃ. 

う いぇ つうすぇかうとぇすぇ – 438 たうか. 
976 かゃ. ¨しすぇくぇかうすっ さぇいたけょう 
ゃ おせかすせさぇすぇ しっ けしうゅせさはゃぇす けす 
けぉとうくしおうすっ こさうたけょう.
╀のょあっすなす っ いぇゃうてっく しこさは-

きけ きうくぇかけゅけょうてくうは こかぇく し 
1 きかく. 800 たうか. かゃ.
‶さうけさうすっす ゃ ぉのょあっすぇ しぇ 

さぇいこかぇとぇくうはすぇ おなき そうさきう, 
けしすぇくぇかう くっさぇいこかぇすっくう けす 
こさっょくうは おきっすしおう きぇくょぇす, 
しすぇくぇ はしくけ くぇ こせぉかうつくけすけ 
けぉしなあょぇくっ.  ¨とっ こけ-きぇかおけ 
けす きっしっち しかっょ ゃしすなこゃぇくっすけ 
しう ゃ ょかなあくけしす, くけゃうはす おきっす-
しおう っおうす くぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ-
ゃぇ さぇいしさけつう ょなかゅけゃっすっ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ おなき 7 そうさきう, し 
おけうすけ しぇ こけょこうしぇくう しこけさぇ-
いせきっくうは いぇ 1 きかく. 586 たうか. 

981 かゃ. ′ぇ すぇいゅけょうてくうは ぉの-
ょあっす すっあぇす けとっ こかぇとぇくうは 
おなき „′っかしっく ╄おけ”, けぉしかせあゃぇ-
かぇ けぉとうくしおぇすぇ つうしすけすぇ こさっ-
ょう ぉかういけ 10 ゅけょうくう, くけ おなき 
くっは うきぇ ょなかゅ けす 460 たうか. かゃ., 
たぇいくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ こけおさうっ 
う 400 たうか. かゃ. くっけょけぉさっくう 
さぇいたけょう こけ こさけっおすぇ けす ¨‶ 
„¨おけかくぇ しさっょぇ” くぇ ╄] – けとっ 
400 たうか. かゃ.
╇きぇ くっこかぇすっく ょなかゅ う おなき 

そうさきぇすぇ, けしうゅせさはゃぇかぇ けた-
さぇくぇすぇ くぇ けぉとうくしおうすっ けぉっお-
すう – „]ぇかぇきぇくょなさ” – いぇ くぇょ 
200 たうか. かゃ.

╁しっおう すさっすう せつっくうお くぇ ゃないさぇしす けす 6 ょけ 19 ゅけょうくう っ し くぇょくけさきっくけ すっゅかけ, おぇすけ 12,7% けす 
せつっくうちうすっ しぇ しなし いぇすかなしすはゃぇくっ. 

〈けゃぇ しけつぇす ょぇくくうすっ けす こさけせつゃぇくっ いぇ こっさうけょぇ 2010 -2011 ゅ. くぇ ′ぇちうけくぇかくうは ちっくすなさ こけ けぉ-
とっしすゃっくけ いょさぇゃっ う ぇくぇかういう う ╉ぇすっょさぇ “‶っょうぇすさうは” くぇ ╋っょうちうくしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]けそうは. 
╃ぇくくうすっ しぇ こけゃっつっ けす すさっゃけあくう, すなえ おぇすけ ょっかなす くぇ せつっくうちうすっ し くぇょくけさきっくけ すっゅかけ しぇきけ 

いぇ こけしかっょくうすっ 7-8 ゅけょうくう しっ っ せゃっかうつうか し 10%. 
╉ぇすけ けしくけゃくぇ こさうつうくぇ いぇ すけゃぇ ういしかっょけゃぇすっかうすっ こけしけつゃぇす ういおかのつうすっかくけ くうしおぇすぇ そういう-

つっしおぇ ぇおすうゃくけしす くぇ こけょさぇしすゃぇとうすっ, くっこさぇゃうかくけすけ たさぇくっくっ う くっこさうっきぇくっすけ くぇ こかけょけゃっ う 
いっかっくつせちう. 
¨す けこけゃっしすっくうすっ こさっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ ょぇくくう, こけ こけゃけょ ╄ゃさけこっえしおうは ょっく くぇ いょさぇゃけ-

しかけゃくけすけ たさぇくっくっ, しすぇくぇ はしくけ, つっ 35% けす こけょさぇしすゃぇとうすっ しぇ そういうつっしおう ぇおすうゃくう っょゃぇ 2 
ょくう けす しっょきうちぇすぇ. ]ぇきけ っょくぇ つっすゃなさす けす せつっくうちうすっ こけおさうゃぇす こさっこけさなつゃぇくぇすぇ そういうつっしおぇ 
ぇおすうゃくけしす けす こけくっ 60 きうくせすう くぇ ょっく. 〈けゃぇ くぇ しゃけえ さっょ けぉはしくはゃぇ う いぇつっしすうかうすっ しっさうけい-

くう いぇぉけかはゃぇくうは しさっょ こけょさぇ-
しすゃぇとうすっ - ょうぇぉっす, ゃうしけおけ 
おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ, しなさょっつくう 
こさけぉかっきう. 
╇いしかっょゃぇくっすけ ゃぇょう くぇ 

こけおぇい う ょさせゅう こけゃっつっ けす 
しすさはしおぇとう ょぇくくう: 18% けす 
せつっくうちうすっ おけくしせきうさぇす くっけぉ-
たけょうきぇすぇ いぇ けさゅぇくういきぇ さうぉぇ 
こけ-さはょおけ けす ゃっょくなあ ゃ きっしっ-
ちぇ, ぇ 5,6% しぇ こけょさぇしすゃぇとう-
すっ, おけうすけ こさうっきぇす こさっしくう 
こかけょけゃっ う いっかっくつせちう しなし しな-
とぇすぇ つっしすけすぇ.
╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ, きぇかおけ 

くぇょ 30% けす せつっくうちうすっ はょぇす 
こけゃっつっ けす ゃっょくなあ くぇ ょっく 
こうちう, きっおうちう う ぉぇくうつおう, 
おぇおすけ う しかぇょおぇさしおう ういょっかうは.
‶け すけいう こけおぇいぇすっか しきっ くぇし-

すうゅくぇかう う くぇ こなす しきっ ょぇ いぇょ-
きうくっき しすさぇくう し すさぇょうちうけくくけ  
いぇすかなしすっかう こけょさぇしすゃぇとう, 
おぇすけ ╇すぇかうは う ┿くゅかうは. 〈っく-
ょっくちうはすぇ いぇ いぇすかなしすはゃぇくっ う 
さぇいぉけかはゃぇくっ くぇ こけょさぇしすゃぇ-
とうすっ っ すっくょっくちうは けす しゃっすけ-
ゃっく きぇとぇぉ, くけ ょぇくくうすっ いぇ 
╀なかゅぇさうは くぇかぇゅぇす しこってくけ  
ゃいっきぇくっ くぇ きっさおう.
‶さう しさぇゃくっくうっ くぇ ょぇくくうすっ 

けす くぇちうけくぇかくうは きけくうすけさうくゅ 

けす 2004 ゅ., おけゅぇすけ しっ せしすぇ-
くけゃはゃぇ, つっ ょっちぇすぇ ゃ せつっ-
くうつっしおぇ ゃないさぇしす うきぇす 20% 
くぇょくけさきっくけ すっゅかけ, おぇすけ 5% 
けす すはた しぇ しなし いぇすかなしすはゃぇくっ, 
う ょぇくくうすっ けす 2010-2011 ゅ. 
しすぇゃぇ はしくけ, つっ  ょっちぇすぇ し くぇょ-
くけさきっくけ すっゅかけ ゃっつっ しぇ 30%, 
ぇ 12% しぇ しなし いぇすかなしすはゃぇくっ. 
╉さういぇすぇ ゃ ょけたけょうすっ, せゃっ-

かうつぇゃぇとぇすぇ しっ ぉっいさぇぉけすうちぇ 
しさっょ くぇしっかっくうっすけ ゃ すさせょけし-
こけしけぉくぇ ゃないさぇしす, かうこしぇすぇ くぇ 
おせかすせさぇ ゃ たさぇくっくっすけ しぇきけ 
せしかけあくはゃぇす こさけぉかっきぇ. ╆ぇ-
ゅなさぉゃぇくっすけ きせ, けぉぇつっ, しない-
ょぇゃぇ けとっ こけ-しっさうけいくう 
こさけぉかっきう いぇ ゃ  ぉなょっとっ. ¨し-
くけゃくうはす しさっょ すはた とっ っ ぉけかくけ 
う くっすさせょけしこけしけぉくけ ゃ  ゅけかはきぇ 
しすっこっく  こけおけかっくうっ. ┿  くはおけか-
おけゅけょうてくぇすぇ こさぇおすうおぇ くぇ  
きくけゅけ くぇちうけくぇかくう こさけゅさぇきう 
う うくうちうぇすうゃう, しさっょ おけうすけ う 
„‶かけょ う きかはおけ”,  うかう けこうすう-
すっ ょぇ しっ ういたゃなさかはす しかぇょおう-
すっ こさけょせおすう けす せつうかうとくうすっ 
かぇゃおう ゃっつっ こけおぇいぇ,  つっ くはきぇ 
さっいせかすぇす. ╃けさう う きうくうきぇ-
かっく. ′ぇ たけょ しぇ おぇさょうくぇかくうすっ  
さってっくうは. ╇ すけ しこってくけ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

       

 25%        
 60   


