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╇かてかちあせけ:
〈けしさあ 》けつさましかうあ

′けすせあ えちあおけせあ つ すとくかこ たそつちかはあ
う ′あうそお 12 ぬかに 170

』けせおけさあしけつてひて ]まいそすけち ]あしかう:
╇つけねさそ つか たそつてけえあ つ おけあしそえ け ちあくとす

〈あおしかせ ╅しえあなあちけ:
„╈しあお くあ けつてけせつさけてか せかはあ“

на стр.

на стр.

3

7

на стр.5

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

《》【¨〈¨′╅を¨っ【╅ ╊ 〉╅]《╋¨【╊]〉╅;
╉《╆『¨ 〉《╇¨〉¨ - 』]╊╉ 〈╅‶

╇ ╆ぇ]╈╅『¨っ ̈ 〈╅ ╈]╅╉ ′╅ ̈ 〉╋╊〉╊『¨

〈 ╊ ╉ ぇ 【
– 【《′¨ ぁ】╉《╉╊╊〉 ╊]¨[』¨『

на стр.2

ɒɚɪɟɧɨ

 【あこせそ そちひきけか 
╇きっ:

]すっそおぇ ╂っくつっゃぇ ╆かぇすっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃ , ╆ぇゃけょ 5

╃かなあくけしす: 【かけしっさ

╂けょうくう:

╆けょうは: ╉けいうさけゅ

》けぉう: ╃ぇ つっすぇ おくうゅう

¨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“:

7 ゅけょうくう う 6 きっしっちぇ

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

′ぇ しっぉっ しう.

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

╆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

„╅さそ けつさあの おあ くあたあくけの すしあおそつててあ つけ, くあおひしきけてかしせそ みき すかお” – ╅うけぬかせあ

¨すおけゅぇ っ こけいくぇす きっ
ょなす? ¨す ょさっゃくう ゃさっきっ-

くぇ. 》けさぇすぇ しぇ いぇこけつくぇかう ょぇ 
ょけぉうゃぇす きっょ こさっょう けおけかけ 10 
000 ゅけょうくう. ‶つっかぇさしすゃけすけ しっ 
こけはゃはゃぇ ゃ ょさっゃっく ╉うすぇえ. 〉し-
こけさっょくけ し すはた きぇうすっ, おけうすけ 
しきはすぇかう こつっかうすっ いぇ しゃっとっくう 
くぇしっおけきう, けすゅかっあょぇかう くっ-
あうかっとう こつっかう し ちっか ょけぉうゃ 

くぇ きっょ. ╁ うくょせういきぇ きっょなす 
っ っょうく けす こっすすっ っかうおしうさぇ 
くぇ ぉっいしきなさすうっすけ. ╄ゃさっうすっ 
こけしさっとぇかう くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ 
[けて 》ぇてぇくぇ, おぇすけ こけすぇこはかう 
さっいっくう けす はぉなかおぇ ゃ きっょ, いぇ 
ぉなょっ しかぇょおぇ ゅけょうくぇすぇ. ╋くけ-
ゅけ こさっこさぇすおう おなき きっょぇ しっ 
しなょなさあぇす ゃ ╀うぉかうはすぇ, d こさけ-
さけおなす ╋けたぇきっょ こさっこけさなつゃぇか  
きっょぇ いぇ かっつっぉくう ちっかう.                                                                                          
╉けえ こつっかっく きっょ っ くぇ

すせさぇかっく? ╆ぇ くぇすせさぇかっく しっ 
しきはすぇ きっょなす, おけえすけ くっ っ いぇゅ-
さはゃぇく, くっ っ きうおしうさぇく, くはきぇ 
こさうきっしう けす ょさせゅう たさぇくう う 
こけょしかぇょうすっかう う おけえすけ くっ っ 
こけかせつっく つさっい こさっさぇぉけすおぇすぇ 
くぇ いぇたぇさっく しうさけこ, し おけえすけ しぇ 
いぇたさぇくゃぇくう こつっかうすっ こけ ゃさっ-
きっ くぇ きっょけしぉけさ.                                                                                                                                   
╋っょなす おぇすけ たさぇくぇ. ‶け 

しゃけうすっ ゃおせしけゃう う たさぇくうすっか-
くう おぇつっしすゃぇ きっょなす っ っょうく 
けす くぇえ-ちっくくうすっ こさけょせおすう 
けとっ けす ょさっゃくけしすすぇ. ‶けさぇ-
ょう ゃうしけおけすけ しなょなさあぇくうっ くぇ 
ゃなゅかったうょさぇすう すけえ っ ゃうしけおけ 
っくっさゅうっく こさけょせおす, おけえすけ しっ 
せしゃけはゃぇ かっしくけ う ういちはかけ けす 
けさゅぇくういきぇ. ¨す 1 おうかけゅさぇき 
きっょ ゃ けさゅぇくういきぇ くぇ つけゃっおぇ 
しっ さぇいゅさぇあょぇす 3400 おぇかけさうう 
っくっさゅうは.  ′けさきぇかくぇすぇ ょくっゃ-
くぇ ょけいぇ きっょ っ 60-100 ゅさぇきぇ. 

╊っおぇさう う ょうっすけかけいう っょうくけ-
ょせてくけ こさういくぇゃぇす ちっくくけしすすぇ 
きせ ゃ たさぇくうすっかくけ けすくけてっくうっ, 
けしけぉっくけ いぇ ゃないさぇしすくう, ょっちぇ, 
いぇ たけさぇ, いぇくうきぇゃぇとう しっ し すっ-
あなお そういうつっしおう うかう せきしすゃっく 
すさせょ.                                                                                                                                  
╉ぇおゃけ しなょなさあぇ きっょなす?

‶かけょけゃぇ うかう ゅさけいょけゃぇ  いぇ-
たぇさ - 73%, ちゃっおかけゃぇ  - 2%, 

ゃけょぇ - 20%, ょっおしすさうく – 2% 
う けとっ - ぇいけすくう ゃっとっしすゃぇ, 
おうしっかうくう, きうくっさぇかくう ゃっとっ-
しすゃぇ /おぇかうえ, くぇすさうえ, おぇかちうえ, 
そけしそけさ, しはさぇ, たかけさ, きぇゅくっ-
いうえ, あっかはいけ う ぇかせきうくうえ う 
ょっしっすおう ょさせゅう/. ╁  きっょぇ うきぇ 

う ぉっかすなつくう ゃっとっしすゃぇ, ゃうすぇ-
きうくう – ╁1, ╁2, ╁3, ╁6, K, C, 
E, こさけゃうすぇきうくう – A, PP, たけさ-
きけくう, そっさきっくすう. ┿きうくけおうしっ-
かうくうすっ しぇ けおけかけ 20. 〈けつくうはす 
しなしすぇゃ くぇ きっょぇ, ぇさけきぇすなす, 
ちゃっすなす, こかなすくけしすすぇ いぇゃうしはす 
けす こさけういたけょぇ きせ.                                                                                                                            
╉ぇおゃけ e いぇたぇさけしぇく きっょ?

′はおけかおけ ょくう ょけ しっょきうちう うかう 
きっしっちう しかっょ ょけぉうゃぇくっすけ くぇ 
きっょぇ すけえ いぇこけつゃぇ ょぇ おさうし-
すぇかういうさぇ. 』っしすけ すぇおなゃ きっょ 
しっ くぇさうつぇ いぇたぇさけしぇく. ╁しなと-
くけしす, おさうしすぇかういうさぇ ゅかのおけ-
いぇすぇ ゃ くっゅけ. ╁かうはくうっ けおぇい-
ゃぇす すけこかうくぇすぇ, ゃかぇあくけしすすぇ, 
しなしすけはくうっすけ くぇ しなょぇ. ╉けかおけ-
すけ っ こけ-ゃうしけおけ こさけちっくすくけすけ 
しなけすくけてっくうっ くぇ そさせおすけいぇ ゃ 
きっょぇ, すけかおけゃぇ こけ-ぉぇゃくけ すけえ 
おさうしすぇかういうさぇ. ┿おけ うしおぇすっ 
ょぇ ゃすっつくうすっ おさうしすぇかういうさぇ-
かうは きっょ, こけしすぇゃっすっ ゅけ くぇ 
ゃけょくぇ ぉぇくは, おぇすけ こけょきっくはすっ 
こけ-つっしすけ すけこかぇすぇ ゃけょぇ, くけ 
くっ ゅけ くぇゅさはゃぇえすっ くぇょ 60° - 
くぇょ すぇいう ゅさぇくうちぇ  しすさせおすせ-
さぇすぇ くぇ きっょぇ しっ さぇいこぇょぇ う 
すけえ ゅせぉう けす  かっつっぉくうすっ しう 
しゃけえしすゃぇ.                                                                                                    
╋っょなす おぇすけ かっおぇさしすゃけ.

╋っょなす こさうすっあぇゃぇ さぇいかうつくう 
かっつっぉくう う ょうっすうつくう しゃけえ-
しすゃぇ, いぇすけゃぇ こさうかけあっくうっすけ 
きせ ゃ くぇさけょくぇすぇ う くぇせつくぇすぇ 
きっょうちうくぇすぇ っ ゅけかはきけ. ]な-
ゃさっきっくくぇすぇ きっょうちうくぇ こさっ-
こけさなつゃぇ きっょけすっさぇこうは こさう 
さぇいかうつくう しすけきぇてくけ-つさっゃくう, 
ぉっかけょさけぉくう, つっさくけょさけぉくう, 
ぉなぉさっつくう う しなさょっつくけ-しな-
ょけゃう いぇぉけかはゃぇくうは う おけあくう 
さぇくう. ╂かのおけいぇすぇ う そさせお-
すけいぇすぇ さっゅせかうさぇす くっさゃくぇすぇ 
ょっえくけしす, さぇいてうさはゃぇす おさなゃけ-
くけしくうすっ しなょけゃっ, こけょけぉさはゃぇす 
けぉきはくぇすぇ くぇ ゃっとっしすゃぇすぇ, 
うきぇす おさなゃけしこうさぇとけ ょっえしす-
ゃうっ, くけさきぇかういうさぇす しなさょっつ-
くぇすぇ ょっえくけしす, こけくうあぇゃぇす 
ゃうしけおけすけ おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ. 
╋っょなす しっ こさっこけさなつゃぇ  う 
おぇすけ しかぇぉうすっかくけ う すけくういう-
さぇとけ しさっょしすゃけ. 〈けえ っ ちっくくけ 
ょっすけおしうおうさぇとけ う ぇくすうしおかっ-
さけすうつくけ しさっょしすゃけ. ╁うすぇきう-
くうすっ ゃ きっょぇ うきぇす こけ-ゅけかはきぇ 
ぇおすうゃくけしす ゃ しさぇゃくっくうっ しなし 
しうくすっすうつくうすっ. ╇いおかのつうすっか-
くけ っ くっゅけゃけすけ ぇくすうきうおさけぉくけ 
ょっえしすゃうっ - しさっとせ ゃないこぇかう-
すっかくう こさけちっしう こけ かうゅぇゃう-
ちうすっ くぇ せしすぇすぇ, くぇ ゅけさくうすっ 
ょうたぇすっかくう こなすうとぇ, おぇおすけ 
う ゃなさたせ こさうつうくうすっかうすっ くぇ 
ゅくけえくう こさけちっしう こけ おけあぇすぇ, 
ういゅぇさはくうは う ょさ.                                                                            
╋っょなす おぇすけ おけいきっすうつくけ 

しさっょしすゃけ. ╋っょなす こさっょかぇゅぇ 
ういせきうすっかくう ゃないきけあくけしすう 

いぇ さぇいおさぇしはゃぇくっ, いぇすけゃぇ ゅけ 
くぇさうつぇす „おけおすっえか くぇ おさぇしけ-
すぇすぇ”. „‶つっかくうはす っかうおしうさ” 
っ こけょたけょはと いぇ こけょたさぇくゃぇ-
くっ くぇ おけあぇすぇ う ういゅかぇあょぇくっ 
ぉさなつおうすっ くぇ かうちっすけ. ╇い-
ゃっしすくう しぇ きくけゅけ おけいきっすうつ-
くう こさけょせおすう し きっょ – きぇしおう, 
おさっきけゃっ, ょけぉぇゃおう いぇ ゃぇくぇ, 

ぉぇかしぇきう いぇ おけしぇ, かけしうけくう 
いぇ すはかけ, ゃぇいっかうくう いぇ せしすくう 
う ょけさう つっさゃうかぇ. 』せょけょっえくぇ-
すぇ しうかぇ くぇ きっょぇ しっ ょなかあう くぇ 
すけゃぇ, つっ すけえ こさうすっあぇゃぇ こけつ-
すう しなとぇすぇ さ′-しすけえくけしす おぇすけ 
くぇ つけゃっておぇすぇ おけあぇ う すけつくけ 
いぇすけゃぇ っ くぇえ-ゅさうあけゃくうはす え 
いぇとうすくうお. ‶さけょせおすうすっ けす 
きっょ ょっえしすゃぇす けきっおけすはゃぇとけ う 
こけつうしすゃぇとけ.                                                                                           
╉ぇおゃぇ っ すさぇえくけしすすぇ くぇ 

きっょぇ? ′ぇ こさぇおすうおぇ うきぇ くっ-
けゅさぇくうつっくぇ すさぇえくけしす.  ╋っょ, 
くぇきっさっく くぇしおけさけ こさう ぇさたっ-
けかけゅうつっしおう さぇいおけこおう ゃ ╄ゅう-
こっす, ういちはかけ っ いぇこぇいうか しゃけうすっ 
おぇつっしすゃぇ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 
きくけゅけ ゃっおけゃっ.                                                                                                 
╉ぇお ょぇ しなたさぇくはゃぇきっ 

きっょぇ? ′ぇえ-こけょたけょはとうすっ しな-
ょけゃっ しぇ すっいう けす すなきくけ しすなお-
かけ. ╁ こかぇしすきぇしけゃ しなょ – いぇ くっ 
こけゃっつっ けす しっょきうちぇ. ╆ぇぉさぇくっ-
くけ っ ょぇ しっ ょなさあう こつっかっく きっょ 
ゃ ちうくおけゃう うかう きっょくう しなょけゃっ. 
╋っょなす こけ こさうくちうこ しっ しなたさぇ-
くはゃぇ ゃ しすなおかっくう, ゅかうくっくう, 

こけさちっかぇくけゃう, おっさぇきうつくう う 
ょなさゃっくう しなょけゃっ くぇ すなきくけ, 
こさけたかぇょくけ う しせたけ きはしすけ, おな-
ょっすけ くはきぇ しすさぇくうつくう きうさうい-
きう. ‶さっおうすっ しかなくつっゃう かなつう 
しぇ こぇゅせぉくう いぇ きっょぇ. ╇ょっぇか-
くけすけ きはしすけ いぇ しなたさぇくっくうっ くぇ 
きっょ, さぇいぉうさぇ しっ, しぇ ゃけしなつくう-
すっ こうすう. 〈ぇき すけえ きけあっ ょぇ しっ 
しなたさぇくはゃぇ しすけかっすうは.                                                                                                               
╇しすうくしおう きっょ, ぇ くっ うきう

すぇちうは. ╁しうつおう つせょけょっえくう 
おぇつっしすゃぇ しっ けすくぇしはす しぇきけ いぇ 
きっょ, こさけういゃっょっく けす こつっかう 
う けすゅけゃぇさはと くぇ ╀なかゅぇさしおうは 
ょなさあぇゃっく しすぇくょぇさす /╀╃]/ 
2679-89 ゅ.                                                                                                 
╉けかおけ きっょ はょっ ぉなかゅぇさう

くなす? ╀なかゅぇさうくなす っ くぇ こけ-
しかっょくけ きはしすけ ゃ ╄] こけ おけく-
しせきぇちうは くぇ きっょ - けおけかけ 500 
ゅさぇきぇ ゅけょうてくけ くぇ つけゃっお, ゃな-
こさっおう つっ しゃっすなす こさっけすおさうゃぇ 
きっょぇ おぇすけ いょさぇゃけしかけゃくぇ たさぇ-
くぇ う おけくしせきぇちうはすぇ ゃ しゃっすけ-
ゃっく きぇとぇぉ しっ せゃっかうつぇゃぇ.                                                                                                   

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈かきおと 600 け 2000 しかうあ たそしとねあうあて けせきかせかちけてか う ╆ひしえあちけみ

〈けゃぇ いぇはゃう こさっい しっょきうちぇすぇ さっおすけさなす くぇ 
くぇえ-こさっしすうあくけすけ すったくうつっしおけ ゃうしてっ 

せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ ゃ ╀なかゅぇさうは - 〈ったくうつっしおうはす 
せくうゃっさしうすっす ゃ ]けそうは - こさけそ. ╋ぇさうく 》さうしすけゃ. 
〈ゃなさょっくうっすけ きせ しっ ぉぇいうさぇ くぇ うくそけさきぇちうは-

すぇ, おけはすけ っあっゅけょくけ しなぉうさぇ ╁〉╆-ぇ いぇ さっぇかういぇ-
ちうはすぇ くぇ しゃけうすっ しすせょっくすう. 
‶さけそっしけさなす っ おぇすっゅけさうつっく, つっ ゃ しすさぇくぇすぇ くう 

けぉっおすうゃくけ うきぇ ゅかぇょ いぇ うくあっくっさう. „ ╃させゅ っ ゃな-
こさけしなす, つっ そうさきうすっ けつぇおゃぇす つけゃっお ょぇ けすうょっ う 
ゃっょくぇゅぇ ょぇ いぇこけつくっ さぇぉけすぇ, ぇ すけゃぇ くぇ こさぇお-
すうおぇ くはきぇ おぇお ょぇ しすぇくっ”, ょけこなかくう すけえ.  ‶けくっ 
ゅけょうくぇ ゃさっきっ っ くせあくけ くぇ きかぇょ しこっちうぇかうしす,  
いぇ ょぇ くぇゃかっいっ ゃ さぇぉけすぇすぇ こけ しなとっしすゃけ, う すけ - 
ぇおけ っ さぇぉけすうか こけ しこっちうぇかくけしすすぇ しう, ょけおぇすけ っ 
せつうか ゃなゃ ゃうしてっすけ せつうかうとっ, いぇはゃう けとっ こさけそ. 
》さうしすけゃ.  
╉ぇすけ っょうく けす ゅけかっきうすっ こさけぉかっきう, しゃなさいぇく し 

くぇきうさぇくっすけ くぇ おぇつっしすゃっくう すったくうつっしおう おぇょさう  

〈╅ぃ¨〉《』【『《╊〉╊【《 》╅[ 〉╅ 〈《╉╅

╉ぇいぇくかなておぇすぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあう-
っくけゃ” う こさっい しかっょゃぇとぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ とっ こさっょかけあう 

けぉせつっくうっ こけ きぇてうくけしすさけうすっかくう しこっちうぇかくけしすう, ゃなこさっおう  
つっ くぇこけしかっょなお うきぇ しうかっく けすかうゃ くぇ せつっくうちう, あっかぇっとう  ょぇ 
しすぇゃぇす きぇてうくけしすさけうすっかう. ╂うきくぇいうはすぇ こさっょゃうあょぇ こさうっき 
しかっょ 7-きう おかぇし こけ しこっちうぇかくけしすすぇ „╄かっおすさけけぉいぇゃっあょぇくっ 
くぇ こさけきうてかっくう こさっょこさうはすうは”, っょくぇ こぇさぇかっかおぇ いぇ けぉせつっ-
くうっ くぇ けこっさぇすけさう くぇ きぇてうくう し ちうそさけゃけ-こさけゅさぇきくけ せこ-
さぇゃかっくうっ, っょくぇ - こけ おけきこのすなさくぇ すったくうおぇ う すったくけかけゅうう. 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” こさっょかぇゅぇ う けぉせつっくうっ ゃなゃ ゃっつっさくぇ うかう 
いぇょけつくぇ そけさきぇ, おけはすけ とっ こけょゅけすゃは おぇょさう, ゃっつっ さぇぉけすっとう 
こけ おかぇしうつっしおぇすぇ しこっちうぇかくけしす „〈ったくけかけゅうは くぇ きぇてうくけ-
しすさけっくっすけ”, おけはすけ っ こけょゅけすゃうかぇ こっさそっおすくけ たうかはょう おぇいぇく-
かなつぇくう こさっい ゅけょうくうすっ, しすぇくぇかう おぇょさう くぇ きっしすくうすっ きぇてう-
くけしすさけうすっかくう こさっょこさうはすうは.
„′っ きけゅぇ ょぇ さぇいぉっさぇ さっぇおちうはすぇ くぇ さけょうすっかうすっ う ょっちぇすぇ, 

おけうすけ くっ うしおぇす ょぇ せつぇす ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ しこっちうぇか-
くけしすう - けす しすさぇくぇ くぇ おぇいぇくかなておうすっ きぇてうくけしすさけうすっかくう 
こさっょこさうはすうは うきぇ うくすっさっし おなき おぇょさう, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ 
しかっょ おぇすけ いぇゃなさてぇす, とっ うきぇす さぇぉけすぇ.”, おけきっくすうさぇ しうすせ-
ぇちうはすぇ ╉さぇしうきうさぇ 〈のそっおつうえしおぇ, ょうさっおすけさ くぇ せつうかうとっ-
すけ, おけっすけ ゃっつっ っょうくしすゃっくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけょゅけすゃは おぇょさう いぇ 
けすさぇしなかぇ しかっょ いぇおさうゃぇくっすけ くぇ ょゃっすっ くはおけゅぇてくう ]‶〈〉-すぇ 
おなき „╉ぇこさけくう” う „┿さしっくぇか”. 〈ぇいう ゅけょうくぇ せつうかうとっすけ, けし-
くけゃぇくけ し ょぇさっくうは けす ╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ こさっい 1925 ゅけょうくぇ, 
おけっすけ おぇいぇくかなつぇくう こさけょなかあぇゃぇす ょぇ くぇさうつぇす „〈ったくうおせきぇ” 
- し ちはかけすけ せゃぇあっくうっ おなき おぇつっしすゃけすけ くぇ おぇょさうすっ, おけうすけ 
くぇょ 86 ゅけょうくう しっ こけょゅけすゃはす すぇき, うきぇ くけゃ ょうさっおすけさ – ╉さぇ-
しうきうさぇ 〈のそっおつうえしおぇ. ╃うさっおすけさなす, うきっくくけ くぇ ぉぇいぇ こさけ-
せつゃぇくうはすぇ くぇ すなさしっくっすけ くぇ おぇょさう, うきぇ ぇきぉうちうはすぇ, くっ う 
ぉっい こけきけとすぇ くぇ きっしすくうすっ そうさきう, ょぇ ゃなさくっ うくすっさっしぇ おなき 
おかぇしうつっしおうすっ しこっちうぇかくけしすう.
‶けょぇょっくぇすぇ いぇはゃおぇ いぇ こかぇく-こさうっき こけ ういぉさけっくうすっ しこっ-

ちうぇかくけしすう っ けょけぉさっくぇ くぇ しさっとぇ くぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
さっゅうけくぇかくうは うくしこっおすけさぇす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し けぉかぇしすくうは 
せこさぇゃうすっか ′っょはかおけ ′っょはかおけゃ. ‶さっょしすけう けょけぉさっくうっ くぇ 
こかぇく-こさうっきぇ けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, きかぇ-
ょっあすぇ う くぇせおぇすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 

‶さう くぇきぇかはゃぇくっ けぉっきぇ くぇ さぇぉけすぇ けこすうきういうさぇくっすけ くぇ 
しなしすぇゃぇ っ くけさきぇかっく こさけちっし, こさう すけゃぇ いぇ ゃしっおう けすさぇしなか. 

╊けてけすけ っ, つっ おけゅぇすけ そうさきぇすぇ っ ゅけかはき さぇぉけすけょぇすっか, ょけさう  
きうくうきぇかくうすっ こさけちっくすう くぇ けこすうきういうさぇくっ しぇ ゅけかっきう おぇすけ 
ぉさけえ. 
〈けゃぇ いぇはゃう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ ′う-

おけかぇえ ╇ぉせてっゃ こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇ し けしくけゃくぇ すっきぇ: ‶さっょしすけ-
はとぇすぇ けこすうきういぇちうは ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 
╁ しさっとぇすぇ せつぇしすゃぇたぇ さなおけゃけょしすゃけすけ  くぇ „┿さしっくぇか” ゃ かう-

ちっすけ う くぇ いぇきっしすくうちうすっ くぇ ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ ]すぇ-
くうしかぇゃ ′っくけゃ う ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, かうょっさうすっ くぇ ょゃぇすぇ そうさ-
きっくう しうくょうおぇすぇ – ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ”- ┿すぇくぇし ╀けいけゃ う 
╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ, けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
′っょはかおけ ′っょはかおけゃ, おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ, ょう-
さっおすけさなす くぇ [っゅうけくぇかくぇすぇ しかせあぉぇ こけ いぇっすけしすすぇ ゃ 》ぇしおけゃけ 
- ╉けしすぇ ╉けしすけゃ, おぇおすけ う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ おぇいぇくかなておけすけ 
╀のさけ こけ すさせょぇ.   
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 

いぇはゃう, つっ こさっょしすけはとうすっ しなおさぇとっくうは ゃ ょさせあっしすゃけすけ しぇ こかぇ-

くうさぇくう う くっういぉっあくう う こけょ-
つっさすぇ, つっ けす さぇぉけすっとうすっ けおけ-
かけ 6 600 さぇぉけすくうちう とっ ぉなょぇす 
けしゃけぉけょっくう けぉとけ けおけかけ 950 
ょせてう うかう こけ-きぇかおけ けす 15% 
けす くぇかうつくうは こっさしけくぇか. ¨す 
けしゃけぉけょっくうすっ しぇきけ 230 ょせてう 
とっ ぉなょぇす くぇ こさぇおすうおぇ しなおさぇ-
すっくう, すなえ おぇすけ すっ とっ しぇ けす 
こっさしけくぇかぇ し こけしすけはくくう すさせ-
ょけゃう ょけゅけゃけさう.
╉ぇすけ けしくけゃくぇ こさうつうくぇ いぇ 

すぇいう おさぇえくぇ う くっこさうはすくぇ 
いぇ ゃしうつおう きはさおぇ すけえ こけしけつう 
くぇきぇかっくうは けぉっき くぇ さぇぉけすぇ 
いぇさぇょう くぇきぇかっくうは ぉさけえ くぇ 
こけさなつおうすっ ゃ しっおすけさぇ, ゃ おけえ-
すけ さぇぉけすう けさなあっえくうちぇすぇ. 
]ゃっすけゃくぇすぇ うおけくけきうつっしおぇ 
おさういぇ けおぇいゃぇ ゃっつっ ゃかうはくうっ-
すけ しう う ゃなさたせ くぇてうは ぉさぇくて, 
おぇいぇ ╇ぉせてっゃ こけ ゃさっきっ くぇ 
しさっとぇすぇ う  こけょつっさすぇ, つっ こけ 
こさうくちうこ しすぇゅくぇちうはすぇ ゃ  けさな-
あっえくうは けすさぇしなか うょゃぇ しなし 
いぇおなしくっくうっ ゃ しさぇゃくっくうっ し 
おさういぇすぇ ゃ ょさせゅう しっおすけさう けす 
ゅさぇあょぇくしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 
〈ぇいう しすぇゅくぇちうは っ こさっょさっつっ-
くぇ けとっ こさっい 2009-すぇ ゅけょうくぇ, 
こけ ゃさっきっ くぇ しゃっすけゃっく そけさせき 
くぇ ┿しけちうぇちうはすぇ くぇ けさなあっえ-
くうすっ そうさきう ゃ ちはか しゃはす, こさけ-
ゃっょっくぇ ゃ ╀さのおしっか, し せつぇしすう-
っすけ う くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 

し ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, すけえ こけしけつう う そぇおすぇ,つっ 
ゃしっ こけゃっつっ きかぇょう う すぇかぇくすかうゃう すったくうつっしおう おぇ-
ょさう くぇこせしおぇす しすさぇくぇすぇ ゃ すなさしっくっ くぇ こけ-ょけぉさぇ  
う こけ-こかぇすっくぇ ゃないきけあくけしす いぇ さっぇかういぇちうは. 
[っおすけさなす くぇ 〈〉 っ おぇすっゅけさうつっく, つっ けす さぇいゃう-

すうっすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ いぇゃうしう う ぉなょっとけすけ くぇ 
すったくうつっしおうすっ おぇょさう せ くぇし: ぇおけ くはきぇ こけすさっぉう-
すっかう, くはきぇ うくょせしすさうは う ぉういくっし, ぇ けすすぇき う くっ しぇ 
くせあくう うくあっくっさうすっ, すゃなさょう すけえ. 
¨す くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ 〈〉 - ]けそうは ゃょうゅぇ 

し 40 かっゃぇ ゅけょうてくぇすぇ しう すぇおしぇ いぇ けぉせつっくうっ くぇ 
しすせょっくすう - ょなさあぇゃくぇ こけさなつおぇ. ¨す 610 かっゃぇ くぇ 
ゅけょうくぇ /こけ 305 かっゃぇ くぇ しっきっしすなさ しっゅぇ/ すぇおしぇすぇ 
いぇ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ 2012-2013 ゅけょうくぇ とっ っ 650 
かっゃぇ – うかう こけ 325 かっゃぇ くぇ しっきっしすなさ ゃ ょなさあぇゃ-
くぇすぇ こけさなつおぇ.  
╁ きけきっくすぇ きっあょせ 600 う 2000 かっゃぇ っ きぇしけゃぇすぇ 

いぇこかぇすぇ いぇ うくあっくっさう  ゃ ╀なかゅぇさうは, おぇすけ くぇ きくけ-
ゅけ きっしすぇ しすぇさすけゃぇすぇ いぇこかぇすぇ, し おけはすけ いぇこけつゃぇ 
すけおせ-とけ ょうこかけきうさぇく  うくあっくっさ, っ けす こけさはょなおぇ 
くぇ 450-500 かっゃぇ. 
╁ おぇいぇくかなておけ うくあっくっさくうすっ おぇょさう しなとけ こけ-

かせつぇゃぇす ゃないくぇゅさぇあょっくうは けす こけさはょなおぇ くぇ 600-
2000 かっゃぇ. ′ぇょ すけいう すぇゃぇく いぇこかぇすうすっ しぇ うい-
おかのつっくうは. 
╁なこさっおう ゅかぇょぇ いぇ ゃうしけおけけぉさぇいけゃぇくう すったくう-

つっしおう しこっちうぇかうしすう ゃなゃ ゃしうつおう しそっさう くぇ うおけ-
くけきうおぇすぇ くう, ゃしっ こけ-きぇかおけ きかぇょう たけさぇ こさっょ-
こけつうすぇす こけょけぉくぇ  さっぇかういぇちうは. 
‶さうつうくぇすぇ: さぇいさせてっくぇ うおけくけきうおぇ う ゃしっ こけ-

きぇかおけ さぇぉけすっとう こさっょこさうはすうは, おけっすけ ゃけょう ょけ 
こけ-くうしおけ いぇこかぇとぇくっ  う こけ-きぇかおう ゃないきけあくけしすう 
いぇ ょけぉさぇ さっぇかういぇちうは, さぇいさせてっくう すさぇょうちうう ゃ 
こさけそっしうけくぇかくけすけ すったくうつっしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ う 
くぇかけあうかうすっ しっ くけゃう しこっちうぇかくけしすう し こけ-ぇすさぇお-
すうゃくけ いぇこかぇとぇくっ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう. 

ぅくぇ 〈さうそけくけゃぇ 

.  

╃ぇ しっ さけょうて
こさっい そっゃさせぇさう しう っ けさうしうは.

╇ とせさ おなしきっす.
′っ しぇきけ いぇとけすけ ゃしうつおけ っ ゃ ういけぉうかうっ: う しくっゅなす, う  
ゃうくけすけ, う かのぉけゃすぇ, う こさぇいくうちうすっ, う すけしすけゃっすっ. 
′け う くぇょっあょうすっ: いぇとけすけ かはすけすけ っ ぉかういけ, ぇ こっさし

こっおすうゃぇすぇ ょぇ しっ たゃぇくっき いぇ いっかっくけ
/ゃ しきうしなか ゃしはおぇおなゃ/, けとっ こけ-ぉかういけ.

╇ こけくっあっ しぇ こさぇおすうつくう たけさぇ, う こけくっあっ くっ けぉうつぇす 
ょぇ ゅせぉはす う いぇとけすけ ゃはさゃぇす, つっ あうゃけすなす っ こぇかぇつうくおぇ 
う ゃうくぇゅう しっ けぉさなとぇ, こさっい そっゃさせぇさう しぇ しっ さけょうかう 

ょゃぇきぇ いくぇすくう いぇ „┿さしっくぇか 2000” さけあょっくうおぇ.
‶さう すけゃぇ しこけょっかはとう っょくぇ しかせあぉぇ-しかせあうすっかうすっ 

くぇ けすょっか „╋ぇさおっすうくゅ” ╃うきうすさうくぇ う ╋うさぇく. 

╆ぇ すったくうすっ かっおけ 
こけいぇおなしくっかう けすおなき 
つっしすうすおう こさぇいくうつくう 
こけゃけょう -  くぇ たぇうさ  ょぇ 
しぇ ゃしうつおう しかっょゃぇとう 

すったくう ゅけょうくう.

╆ょさぇゃっ う おなしきっす!

. .  - . 
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- ╉けゅぇ さっゃっ ╋ぇょかっく? 
¨た, きくけゅけ こなすう. ╋くけゅけ つっし

すけ さっゃぇ けす ゃないすけさゅ. ┿い しなき 
つけゃっお, おけえすけ きくけゅけ しっ すさけゅ
ゃぇ. [っゃぇ くぇ そうかきう, くぇ ょっす
しおぇ ぉけかおぇ さっゃぇ きくけゅけ. [っゃぇ 
う けす はょ, おけゅぇすけ しう くぇゃうは くぇ 
こさなしすぇ, つっ くっとけ すさはぉゃぇ ょぇ 
くぇこさぇゃは, ぇ すけ きう しっ ういこかない
ゃぇ, くっ しすぇゃぇ う くっ きけあっ. ‶け
くはおけゅぇ こかぇつぇ う し こぇちうっくすうすっ 
しう, すけゃぇ っ っしすっしすゃっくぇ っきこぇ
すうは. 

- ′ぇしおけさけ, こさう ゅけしすせゃぇ
くっすけ しう すせお, こしうたけすっさぇ
こっゃすなす う こうしぇすっか ╉ぇかうく 
〈っさいうえしおう こけしすぇゃう ょうぇ
ゅくけいぇ くぇ けぉとっしすゃけすけ くう: 
おぇいぇ, つっ しきっ ゃ けすぉさっきっくう
すっかくぇ ょっこさっしうは.  ╁うっ おぇお
ゃぇ ょうぇゅくけいぇ こけしすぇゃはすっ くぇ 
けぉとっしすゃけすけ? 
]っゅぇ うきぇ きくけゅけ ょうぇゅくけいう. 

╇きぇ しけちうぇかくぇ てういけそさっ
くうは, いぇ おけはすけ きくけゅけ しっ ゅけゃけ
さう. ′ぇ こけしかっょくうは ]ゃっすけゃっく 
おけくゅさっし くぇ こしうたけかけいうすっ, くぇ 
おけえすけ ぉはた, しっ ゅけゃけさってっ, つっ 
きくけゅけ しぇ くぇさぇしくぇかう ゅさぇくうつ
くうすっ しかせつぇう, う すけ くぇゃしはおなょっ 
こけ こかぇくっすぇすぇ. ╂さぇくうつくうすっ 
しかせつぇう しぇ すっいう, ょっすけ しぇ きっあ
ょせ いょさぇゃっすけ う こぇすけかけゅうはすぇ.  
′け きけあっ ぉう すけゃぇ ゃしうつおけ しっ 
しかせつゃぇ, いぇとけすけ しきっ くぇ っょくぇ 
しゃけっけぉさぇいくぇ ゅさぇくうちぇ ゃ っゃけ
かのちうはすぇ しう. 

- 〈ゃなさょうすっ, つっ しきっ しっ 
ういくっしかう ゃ ういきっさっくうっすけ 
„うきぇき”, ゃきっしすけ ょぇ しきっ しう 
ゃ ういきっさっくうっすけ „ ぇい しなき”. 
╉ぇお しっ ゃさなとぇ けぉさぇすくけ つけ
ゃっお, ぇおけ ういけぉとけ すけゃぇ っ 
ゃないきけあくけ? 
╉ぇすけ いぇこけつくっ つけゃっお ょぇ すなさ

しう ゃなすさってくうすっ ちっくくけしすう う 
けしないくぇっ, つっ  すはたくけすけ こけしすう
ゅぇくっ くけしう きくけゅけ こけ-ゃうしけおけ 

くうゃけ くぇ せょけゃかっすゃけさっくけしす う 
けしきうしかっくけしす, う くぇ ぉかぇゅけょぇす 
う ょけぉさせゃぇくっ ゃなすさってくけ, けす
おけかおけすけ  ぉさけえおうすっ くぇ „うきぇき” 
– くぇ くっとぇすぇ, おけうすけ うきぇき. 

- ╉けっ こけさけょう すけゃぇ „うい
きっしすゃぇくっ” くぇ つけゃっておうすっ 
くう ういきっさっくうは う こけすさっぉ
くけしすう?  ╆ぇとけ しすぇくぇたきっ 
すけかおけゃぇ ゅけかっきう っゅけうしすう, 
きぇすっさうぇかうしすう?  ╆ぇとけ けす 
おけかっおすうゃくけ う しけちうぇかくけ 
あうゃけすくけ つけゃっお しっ こさっ
ゃなさくぇ ゃ きぇかおけ ぇすけきつっ, 
うくょうゃうょせぇかうしす, おけえすけ しっ 
つせょう いぇとけ っ ぉけかっく? 
〈けゃぇ しぇ っしすっしすゃっくうすっ ょゃっ 

こけしけおう, ゃ おけうすけ きぇたぇかけすけ 
しっ ょゃうあう. ╁ きぇすっさうぇかくうは 
しゃはす つけゃっお っ くぇこさぇゃうか きくけゅけ 
こさっい こけしかっょくうすっ 100 ゅけょう
くう. 〈けゃぇ っ くぇえ- しおけさけしすくぇすぇ 
っゃけかのちうは う さっゃけかのちうは, おけは
すけ くはおけゅぇ ゃ つけゃっておぇすぇ うしすけ
さうは しきっ ういあうゃはゃぇかう. ╆ぇすけゃぇ, 
つっ しっゅぇ ゃっいくぇすぇ くぇ きぇたぇかけすけ 
くぇすっあぇゃぇ きくけゅけ けす っょくぇすぇ 
しすさぇくぇ, いぇすけゃぇ つっ う しっゅぇ ゅかぇ
ょなす いぇ ゃなすさってくうすっ, くっきぇすっ
さうぇかくうすっ しすけえくけしすう きくけゅけ 
くぇぉうさぇ しうかう う かぇゃうくけけぉさぇい
くけ しっ せゃっかうつぇゃぇ ぉさけはす くぇ 
たけさぇすぇ, おけうすけ  せしっとぇす, つっ っ 
ういゅせぉっく ぉぇかぇくしなす. 』っ ゃなすさっ 
しすぇゃぇ おせたけ. 』っ ゃさっきっすけ いぇ 
すうてうくぇ, ゃさっきっすけ いぇ ゃなすさって
くうは ゅかぇし, ゃさっきっすけ いぇ  くっこさっ
たけょくうすっ くっとぇ, いぇ かのぉけゃ , いぇ 
いぇっょくけしす, っ きくけゅけ きぇかおけ  う 
おぇつっしすゃけすけ しなとけ.  ╇ すけゃぇ しっ 
こさっゃさなとぇ ゃ しうきこすけきう, ゃ ょうし
おけきそけさす. ╀けかっしすうすっ しなとけ 
ょぇゃぇす しうゅくぇかう.   

- ′け たけさぇ おぇすけ すっいう, おけう
すけ ういぉさけうたすっ, ゃしっ けとっ 
けぉとっしすゃけすけ おぇすけ ちはかけ 
すさせょくけ こさうっきぇ. ]つうすぇす しっ 
いぇ しすさぇくくう, きぇかおけ けすくっ

しっくう… ぇ くはおけう くぇこさぇゃけ 
ゅう こさうっきぇす いぇ たけさぇ し ょう
ぇゅくけいう.
¨, くっ. ╋けはす きうおさけしゃはす っ 

こなかっく しぇきけ し すぇおうゃぇ たけさぇ. 
¨おけかけ きっく ぇい しぇきけ すけゃぇ 
ゃうあょぇき. ╋けあっ ぉう うきぇき こさっ
ゃさぇすくぇ こさっょしすぇゃぇ いぇ しゃっすぇ 
ういけぉとけ, いぇとけすけ いぇ きっく  しぇ 
せあぇしくけ きくけゅけ たけさぇすぇ, おけう
すけ しっ うくすっさっしせゃぇす けす すっいう 
くっとぇ. ╆ぇとけすけ „ょせたけゃくけしす” 
くっ いくぇつう „ういおせしすゃけ”, ぇ けいくぇ
つぇゃぇ いぇっょくけしすすぇ, ょけぉさけすゃけさ
しすゃけすけ, しゃなさいぇくけしすすぇ, かのぉけ
ゃすぇ. 

- ╁っとけきぇくうはすぇ かう うい
きっしすう かうこしぇすぇ くぇ かのぉけゃ? 
╁しうつおうすっ きっゅぇ せょけゃけかしす

ゃうは, くっ しぇきけ ゃっとうすっ. 〈っ 

こけゃっつっすけ しぇ くっけょせてっゃっくう: 
こぇさう, おけかう, ぇかおけたけか, ょさけゅぇ, 
きぇくょあぇ, ょさったう, ゃっとう, きっぉっ
かう, ょうこかけきう, きっょぇかう, うきけすう. 
╁しうつおう  すっいう くっとぇ, おけうすけ 
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〈は っ けす すっいう つけゃっちう, おけうすけ ゃっょくぇゅぇ すう しすぇゃぇす しうきこぇ
すうつくう. ╇きぇ くはおぇおゃけ ゃなすさってくけ しかなくちっ ゃ くっは, おけっすけ 

くぇこうさぇ くぇゃなく う しっ せかぇゃは けす ゃしうつおう. ]すぇゃぇ すう しうきこぇすうつ
くぇ けす こさなゃ こけゅかっょ. ╋けあっ ぉう う いぇすけゃぇ っ しさっょ かのぉうきちうすっ 
くう - ぉうかけ すけ くぇ すっかっゃういうけくくうは っおさぇく うかう けす しこうしぇくう
はすぇ. ¨す さぇいしすけはくうっ せしっとぇて, つっ っ ゃっょなさ, てぇさっく, ゅけすうく 
つけゃっお. ′ぇ ゃしうつおけすけ けすゅけさっ う せきくぇ あっくぇ. ╉けはすけ こさけそっ
しうけくぇかくけ つけこかう ゃ ょせてぇすぇ すう う すっ おぇさぇ ょぇ けすおさうって けくぇいう 
くせあくぇ しうかぇ, おけはすけ すっ こさぇゃう とぇしすかうゃ. ┿おけ, さぇいぉうさぇ しっ, 
すう しぇきうはす こけうしおぇて. 
¨すゃなょ すけゃぇ っ けす てうさけおけ しおさけっくうすっ. 〈うこうつくけ いぇ いくぇおぇ 

しう きけあっ おせこ くっとぇ う ゃしっ ょけぉさっ. 
]おけさこうけく. ¨す ╀っかうすっ. ╉けうすけ しぇ  きせかすうそせくおちうけくぇかくう. 

′っ  しかせつぇえくけ しっ けこうしゃぇ すぇおぇ: „╋うさぇ くはきぇき! ╁はさぇ うきぇき. 
╃せてぇすぇ きう かっすう, おさぇおぇすぇ きう しすなこゃぇす くぇ いっきはすぇ!” 
╋ぇかおけ ういゃっしすっく そぇおす っ, つっ こけおさぇえ ゃしうつおうすっ しう いぇくうきぇ

くうは すぇいう くっゃっさけはすくけ おさったおぇ あっくぇ っ ぉうかぇ さっこせぉかうおぇく
しおう てぇきこうけく いぇ しさっょくけておけかちう こけ しすっくけゅさぇそうは, しゃうさう 
くぇ おうすぇさぇ, こかっすっ くぇ こっす おせおう, きけあっ ょぇ っ う ぇおすさうしぇ, しぇょう, 
おけこぇっ, けぉけあぇゃぇ あうゃけすくうすっ, すさせょくけ しっ っ くぇせつうかぇ ょぇ 
おぇさぇ おけかぇ, くけ しっゅぇ おぇさぇ, こぇょぇ しう きぇかおけ ‶かのておうく, うきぇ 
ょゃっ ょっちぇ, ゃなさすう おなとぇ, おぇぉうくっす, こうてっ しすぇすうう, こさっゃっあょぇ, 
こうてっ しけぉしすゃっくう おくうゅう, くぇきうさぇ ゃさっきっ いぇ こけっいうは, つっすっくっ 
う ょけさう… いぇ さっあうしせさぇ. ¨すゃなょ すけゃぇ けぉうつぇ ょぇ こなすせゃぇ う 
くっ こさけこせしおぇ ゃないきけあくけしす. ′ぇこけしかっょなお こけおさぇえ くけゃぇすぇ しう 
おくうゅぇ „╁しうつおう きけあっき ょぇ かっすうき” うきぇ う ょっしっすおう しさっとう し 
たけさぇ ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ‶さうっきぇす は おぇすけ... くっけぉたけょうきぇすぇ 
あういくっくけゃぇあくぇ ょけいぇ  ゃうすぇきうく… ゃ ょせたけゃくぇすぇ くう しうゃけすぇ, 
ゃ おけはすけ しきっ しっ いぇょぇゃうかう.  
《さぇくおけそけく. ]なし いぇゃうょくう こけいくぇくうは う こけ うすぇかうぇくしおう 

っいうお. ‶なすってっしすゃっくうお こけ ょせた. ] かのぉうき ゅさぇょ - ‶ぇさうあ. 
╋けあっ ょぇ ゅけ いぇきっくう しぇきけ いぇ きっしすっくちっ ゃ [けょけこうすっ. ╇かう 
いぇ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ こぇょぇす っしっくくうすっ かうしすぇ. ] けつう いぇ おせこ 
くっゃうょうきう いぇ きくけゅけ たけさぇ くっとぇ. 
』っすっ. ╋くけゅけ, くっいぇゃうしうきけ けす „おけきこのすなさくぇすぇ うょうけすうは”, 

こけ ょせきうすっ え, けす おけはすけ ぉけかっょせゃぇ. 
╇きぇ ちっか - こさけしすぇ: ╃けぉさけすけ う ╊のぉけゃすぇ. 〈ゃなさょう, つっ ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ しぇ しさっょしすゃぇ. 
╆ぇ すっいう, おけうすけ きくけゅけ こうすぇす, うきぇ こさけしす けすゅけゃけさ: ] かのぉうきぇすぇ しう しっくすっくちうは けす ┿えくとぇえく: 
╇きぇ ょゃぇ くぇつうくぇ ょぇ あうゃっって あうゃけすぇ しう. ╄ょうくうはす - おぇすけ きうしかうて, つっ くはきぇ つせょっしぇ. ╃させゅうはす - おぇすけ ゃはさゃぇて, 

つっ ゃしはおけ くっとけ っ つせょけ! 
 ╋ぇょかっく. ╇きっすけ え くぇ そさっくしおう いくぇつう „さっゃかぇ”.

しぇ くっけょせてっゃっくう ういすけつくう
ちう くぇ せょけゃけかしすゃうは, いぇとけ
すけ  ょけ ¨ょせてっゃっくうすっ, おけうすけ 
しぇ ╄ょうくしすゃっくうすっ, すなえ おぇすけ 
つけゃっお っ せしすさけっく  すぇおぇ, つっ 
ょぇ くっ きけあっ ょぇ しう いぇょけゃけかう 
くうすけ っょくぇ こけすさっぉくけしす しぇき, 
くっ しすうゅぇきっ しぇきう. ╁しうつおう
すっ くう こけすさっぉくけしすう いぇゃうしはす 
けす くはおけえ ょさせゅ あうゃ つけゃっお.  
′っけょせてっゃっくうすっ くう こけすさっぉ
くけしすう しぇ くぇかけあっくう けす すけゃぇ, 
つっ くぇつうくなす くう いぇ ょけしすうゅぇくっ 
ょけ あうゃうすっ つけゃっちう /ぇ すっ しぇ 
くはおけかおけ すっいう くぇつうくう/, しぇ 
ぉかけおうさぇくう けす ゃないこうすぇくうっすけ. 
╄ょうくうはす っ こけょつうくっくうっすけ: ょぇ 
しっ こけきけかは, ょぇ しう こけうしおぇき, 
すけ っ くぇさっつっくけ - せくうあっくうっ. 
╃させゅうはす っ しなぉかぇいくはゃぇくっ - 
ょぇ しすぇくぇ うくすっさっしっく, ょぇ きっ 

いぇぉっかっあぇす. 〈けえ っ くぇさっつっく 
- こけょかういせさしすゃけ う きぇくうこせかぇ
ちうは. 〈さっすうはす っ ぇゅさっしうは - ょぇ 
きけゅぇ ょぇ ういうしおゃぇき, ょぇ おさうすう
おせゃぇき, ょぇ けすたゃなさかはき. 〈けえ っ 

くぇさっつっく  くっゃないこうすぇくけしす, かけ
てけすうは. ╇ ゃ っょうく きけきっくす くはきぇ 
おぇお ょぇ しすうゅくっき ょけ あうゃうは つけ
ゃっお けすしさっとぇ う すけえ こけつゃぇ ょぇ 
ういゅかっあょぇ こかぇてっと: きけあっ ょぇ 
きっ ういけしすぇゃう, きけあっ ょぇ きっ くぇ
さぇくう, ょぇ きっ けすたゃなさかう, ぇ ぇい 
くはきぇき うくしすさせきっくす ょぇ きせ さっ
ぇゅうさぇき. ╇ ういゃっょくなあ こけょしない
くぇくうっすけ いぇこけつゃぇ ょぇ ういゃうおゃぇ 
くっけょせてっゃっくう  せょけゃけかしすゃうは. 

- ╉ぇお すけゅぇゃぇ しっ しすぇゃぇ 
くけさきぇかっく, ぉっいけこぇしっく さけ
ょうすっか, くっさけぉせゃぇと くぇ こけ
ょけぉくう ゃないこうすぇくうは?  
╉ぇすけ いぇこけつくって ょぇ しっ こけょ

かぇゅぇて  くぇ しなきくっくうは. ╃ぇ しう 
おぇいゃぇて: きけあっ こなお ょぇ ぉなさ
おぇき, きけあっ  ょぇ くっ いくぇき おぇおゃけ 
うきぇ. ′っおぇ ょぇ こうすぇき, ょぇ ゃうょは, 
とっ しっ しさぇゃくは.  ╇ とっ さぇいぉっさぇ. 

- ╉けう さけょうすっかう しぇ  こけ-ょけ
ぉさう, こけ-ぇょっおゃぇすくう? 〈っいう 
くぇてうすっ, くうっ うかう こなお すっいう, 
おけうすけ とっ ょけえょぇす しかっょ くぇし 
- ょっちぇすぇ くう? 
╁しっおう し ゃさっきっすけ しう, しこけ

さっょ きっくっ. 〈っ しぇ くせあくう すけつくけ 
すぇおうゃぇ ゃ すけゃぇ ゃさっきっ, いぇとけ
すけ  すけつくけ すぇおなゃ せさけお うきぇす 
ょぇ せつぇす ょっちぇすぇ. ╁しはおけ くっとけ 
しう うきぇ こさっょうきしすゃぇ う くっょけし
すぇすなちう. ′っ きけあっき ょぇ しさぇゃ
くはゃぇきっ, いぇとけすけ ゅけ ゃぇょうき けす 
おけくすっおしすぇ. ′っ きけあっき ょぇ おぇ
あっき: しさっょくけゃっおけゃくぇすぇ あっくぇ 
かう っ こけ-ょけぉさぇ うかう ょくってくぇ
すぇ?  ¨くぇいう いぇ けくっいう ゃさっきっくぇ 
しう っ くぇえ-ょけぉさぇすぇ, すぇいう – いぇ 
ょくってくうすっ . 

- ╉けえ っ くぇえ-けこぇしくうはす いぇ
きっしすうすっか くぇ くぇてっすけ ゃさっ
きっ しっゅぇ? 
╁しうつおけ けくけゃぇ, おけっすけ いぇ

きっしすゃぇ あうゃうすっ たけさぇ ゃ あうゃけ
すぇ. ╃ぇかう いぇ くはおけゅけ とっ ぉなょっ 
つぇておぇすぇ, いぇ ょさせゅ - おのそすっすぇ  
う つせておうすっ, う こなさあけかうすっ, いぇ 
くはおけゅけ ょうこかけきうすっ, いぇ ょさせゅ 
きっょぇかうすっ, こぇさうすっ,  おなとう
すっ, こっさょっすぇすぇ, ておぇそつっすぇ
すぇ, くはきぇ いくぇつっくうっ おぇおゃけ っ. 
╁しうつおけ, おけっすけ いぇきっしすゃぇ あう
ゃうすっ たけさぇ. 

- ′はきぇ せくうゃっさしぇかっく 
しなゃっす いぇ ゃしっおうゅけ, おけゅぇ
すけ こけすなくっき ... くけ うきぇ かう 
きぇおしうきぇかくけ さぇぉけすっとけ 
こさぇゃうかけ? 
┿い けぉうつぇき きぇおしうきぇすぇ, つっ 

つけゃっお うきぇ すけかおけゃぇ しうかう, 

すけつくけ おけかおけすけ  しきはすぇ, つっ いぇ
しかせあぇゃぇ ょぇ っ とぇしすかうゃ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╂かぇょ いぇ うしすうくしおうすっ くっとぇ”

„〈なさしうき くっとけ, おけっすけ ゃうくぇゅう しきっ うきぇかう - ╇し-
すうくぇすぇ! ╁しなとくけしす „うきぇかう” くっ っ すけつくぇすぇ ょせきぇ. 
′うっ くっ こさっあうゃはゃぇきっ ╇しすうくぇすぇ. ′うっ しきっ ╇しすう-
くぇすぇ. „‶け けつうすっ すう こけいくぇゃぇき”, - つせゃぇきっ けす きぇか-
おう. ¨つうすっ くっ きけゅぇす ょぇ かなあぇす! 』さっい すはた ゅけゃけさう 
しなさちっすけ くう! 〈け ゃうくぇゅう っ いくぇっかけ おけう しぇ うしすうく-
しおうすっ くっとぇ ゃ あうゃけすぇ くう. ┿い しぇきけ しっ けこうすゃぇき 
ょぇ こさうこけきくは ゃ すぇいう おくうゅぇ. ┿おけ けす すけいう きうゅ いぇ-
こけつくっき ょぇ しっ ゅかっょぇきっ ゃ けつうすっ, とっ あうゃっっき ゃ 
╇しすうくぇすぇ! ╆ゃせつう すう くぇうゃくけ? 』せょっしくけ!  ╆くぇつう 
っ ゃはさくけ!  ╆ぇとけすけ くぇうゃっく, けいくぇつぇゃぇ  ゃはさゃぇと!” 
                      

╋ぇょかっく ┿かゅぇそぇさう
 

¨す こさっょゅけゃけさぇ おなき くけゃぇすぇ え, こけしかっょくぇ,
おくうゅぇ „╂かぇょ いぇ うしすうくしおう くっとぇ”

′うすけ っょうく きうか しこけきっく くぇ ぇさしっくぇかちうすっ – ゃっすっさぇくう けす 
こさぇいくうちうすっ, おけうすけ しぇ こさっあうゃっかう いぇっょくけ たうかはょうすっ けさな-
あっえくうちう – ╃っくはす くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, ‶なさゃう きぇえ, ╃っ-
くはす くぇ しぇきけょっっちぇ – 1-ゃう きぇさす, おけくちっさすうすっ ゃ ╃けきぇ くぇ おせか-
すせさぇすぇ, くっ きけあっ ょぇ きうくっ こさっい しなさちっすけ うき ぉっい こっしくうすっ くぇ 
たけさぇ おなき „┿さしっくぇか” ┿╃, すけゅぇゃぇ – いぇゃけょ 10, ぇ こけ-おなしくけ – う 
¨‶‶ „《さうょさうた ╄くゅっかし”. 70-すっ こっゃちう くぇ ]きっしっくうは たけさ うい-
くぇしはす おけくちっさすう う くぇ ゅさぇょしおぇ しちっくぇ. ╂けかっきうすっ おぇいぇくかなて-
おう こさぇいくうちう こさっょ こせぉかうおぇすぇ ゃ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ” しなとけ しぇ 
きはしすけ いぇ すったくうすっ ういこなかくっくうは. 《けさせきうすっ くぇ さっこせぉかうおぇく-
しおうすっ しぇきけょっえくう そっしすうゃぇかう いぇ ぇさしっくぇかちう しぇ くけゃ こけゃけょ 
いぇ ぉせさくう ぇこかけょうしきっくすう, かぇせさっぇすしおう いゃぇくうは う きっょぇかう. 
〈けゃぇ しう しこけきくは っょうく けす „しかぇゃっうすっ” くぇ たけさぇ, ╋うかおぇ ‶うし-
おのかっゃぇ, ょけおぇすけ さぇいゅさなとぇ ゃ おなとぇすぇ しう こけょ いぇしくっあっくうは 
╀ぇかおぇく ゃ ╄くうくぇ ゃくうきぇすっかくけ こけょさっょっくうすっ しくうきおう う ぇさ-
たうゃう けす けくけゃぇ ゃさっきっ, おけゅぇすけ ]きっしっくうはす たけさ くぇ „┿さしっくぇか” 
っ つぇしす, う すけ – しおなこぇ, けす くっえくうは あうゃけす, きはしすけ いぇ ょせたけゃくう 
ゃないすけさいう, たせょけあっしすゃっくぇ ういはゃぇ う ちっくくう こさうはすっかしすゃぇ. 

¨しくけゃぇすっか う こさなゃ ょうさうゅっくす 
くぇ たけさぇ っ ╃うきうすなさ ╃うきう-

すさけゃ, っ いぇこうしぇくけ ゃ ぃぉうかっえくけ 
ういょぇくうっ いぇ 25-ゅけょうてくうくぇすぇ 
くぇ たけさぇ, おけっすけ ╋うかおぇ こぇいう. 
′ぇつぇかけすけ くぇ そけさきぇちうはすぇ, おけは-
すけ ゅけょうくう くぇさっょ ゃないょうゅぇ ょせたぇ 
くぇ ぇさしっくぇかちう  し きけとくうすっ うい-
こなかくっくうは くぇ こっしくう けす ぇおぇょ. 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ, 〈けょけさ ‶けこけゃ, 
┿かっおしぇくょなさ ╋けさそけゃ..., っ こさっい 
しっこすっきゃさう くぇ 1955-すぇ ゅけょうくぇ. 
‶なさゃうはす せしこった うょゃぇ しぇきけ ょゃっ 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ. ╃うさうゅっくすう くぇ 
たけさぇ こさっい ゅけょうくうすっ しぇ ぉうかう う 
けすかうつくけ こけいくぇすうはす くぇ おぇいぇくかな-
つぇくう ╉けえつけ ╊っおけゃ, さぇぉけすうか う 
ゃ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”, う 》さうしすけ 
╇ゃぇくけゃ. ‶けしかっょくうはす ょうさうゅっくす 
っ ╃うきうすなさ ╉ぇしなさけゃ. „‶さう ゃしうつ-
おう ょうさうゅっくすう しなき こはかぇ”, しこけき-
くは しう ╋うかおぇ. 〈は うょゃぇ ゃ たけさぇ けす 
しぇきけすけ くぇつぇかけ う くっ ゅけ くぇこせし-
おぇ ょけ おさぇえ. ╉ぇすけ ょっしっすおう ょさせ-
ゅう ぇさしっくぇかちう – あっくう う きなあっ, 
╋うかおぇ ‶うしおのかっゃぇ こなさゃけ  けすうゃぇ 
くぇ こさけしかせてゃぇくっ – ういこうす こさう 
ょうさうゅっくすぇ, おけえすけ さってぇゃぇ ゃしっおう 
ゅかぇし おなょっ ょぇ しっ さぇいこさっょっかう ょぇ 
こっっ, ぇおけ ぉなょっ けょけぉさっく. ╋うかおぇ 
くっ しぇきけ っ けょけぉさっくぇ, くけ いぇさぇ-
ょう ぇくゅぇあうきっくすうすっ おなき たけさぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”, けす いぇゃけょぇ ゃ ╉さなく, 
おなょっすけ さぇぉけすう ょゃっ  ゅけょうくう, は 
きっしすはす くぇ こさけういゃけょしすゃっくっすぇ 
こかけとぇょおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお – いぇ ょぇ 
きけあっ ょぇ たけょう くぇ さっこっすうちうう さっ-
ょけゃくけ. 》けさうしすうすっ さっこっさすうさぇす  
おぇすけ ょさせゅうすっ しぇきけょっえちう – こさっい 
けぉっょくうすっ こけつうゃおう, おけうすけ すけゅぇ-
ゃぇ しぇ こけ ちはか つぇし.  ‶なさゃけ さっこっ-
すうさぇす くぇ つぇしすう, こけしかっ しゅかけぉは-
ゃぇす. 

╁ たけさぇ こっはす きくけゅけ ぇさしっ-
くぇかちう

‶っはす さぇぉけすくうちう, しかせあうすっかう, 
ょけさう ゅかぇゃくうはす しつっすけゃけょうすっか 
╉けしぬけ ╀ぇしぇくけゃ こけ っょくけ ゃさっきっ 
こっっか ゃ たけさぇ. ╇いぉけさなす くぇ こっゃちう-
すっ っ しこけさっょ すぇかぇくすぇ, くっ しこけさっょ  
ょかなあくけしすくぇすぇ たぇさぇおすっさうしすうおぇ 
ゃ こさっょこさうはすっうすけ. ‶っゃちうすっ けす-
ょっかはす けす しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ 
し せょけゃけかしすゃうっ, さぇぉけすはす いぇ たけさぇ 
ぇぉしけかのすくけ ぉっいこかぇすくけ. ] せょけ-

ゃかっすゃけさっくうっすけ, つっ くうおけえ う 
し くうとけ くっ きけあっ ょぇ しう おせこう 
せょけゃけかしすゃうっすけ けす ょóしっゅぇ 
し ういおせしすゃけすけ, とぇしすうっすけ けす 
ぇこかけょうしきっくすうすっ くぇ こせぉ-
かうおぇすぇ, くっいぇぉさぇゃうきうすっ 
さぇょけしすう こさう ょっしっすおうすっ う 
ょけさう しすけすうちう せつぇしすうは ゃなゃ 
そっしすうゃぇかう う こさけゅさぇきう, いぇ-

さぇょう おけうすけ ]きっしっくうはす たけさ 
おなき おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ こっつっかう こなさゃけ-
すけ しう いかぇすけ けす 』っすゃなさすうは 
さっこせぉかうおぇくしおう そっしすうゃぇか 
くぇ たせょけあっしすゃっくぇすぇ しぇきけ-
ょっえくけしす こさっい 1974 ゅけょうくぇ, 
ぇ こけしかっょくうはす ょうさうゅっくす – 
╃うきうすなさ ╉ぇしなさけゃ, かぇせさっぇす 
くぇ すさう そっしすうゃぇかぇ, しすぇゃぇ 
くけしうすっか くぇ けさょっく „╉うさうか 
う ╋っすけょうえ” すさっすぇ しすっこっく. 
╃うさうゅっくすなす う たけさうしすうすっ 

くっ しぇ しぇきう ゃ さぇぉけすぇすぇ しう いぇ 
ゃうしけおう すゃけさつっしおう こけしすうあっ-
くうは. 》せょけあっしすゃっく しなゃっす けす 7 
ょせてう しっ ゅさうあう いぇ しすけえくけしす-
くうは さっこっさすけぇさ. ╁ しなゃっすぇ しゃけは 
こさうくけし しぇ ょぇかう けしくけゃぇすっかはす 
┿すぇくぇし [せっゃ,  ╁ぇしうか ]こぇしけゃ,  
╃うきうすなさ ╃うきうすさけゃ, ╂っけさ-
ゅう ′っえおけゃ, ╃っておぇ ╋うさつっゃぇ, 
′っょはかおぇ ‶っしっゃぇ, [ぇておけ ]すけ-
はくけゃ, ╇ゃぇく ╀けくっゃ, ╋うたぇうか 
╋うたぇえかけゃ, ╇ゃぇく ╀せのおかうっゃ... 
]なゃきっしすくうはす すさせょ ゃけょう ょけ 
こさういくぇくうは. ╁ のぉうかっえくけすけ 
ういょぇくうっ, おけっすけ ╋うかおぇ ‶うし-
おのかっゃぇ こぇいう, っ いぇこうしぇくけ: 
”╄ょうく すけかおけゃぇ いゃせつっく たけさ... 
ぉさぇゃけ, こさうはすっかう!”.

‶さういくぇくうっすけ うょゃぇ けす くぇ-
さけょくうは ぇさすうしす ╁ぇしうか ┿さ-
くぇせょけゃ

 ′はきぇ おぇお ういこなかくっくうはすぇ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうは しきっしっく たけさ, ゃ 
おけえすけ こさっい 1980-すぇ こっはす 26 
あっくう う 45 きなあっ, さぇいこさっょっ-
かっくう ゃ しけこさぇくう, ぇかすう, ぉぇしう 
う ぉぇさうすけくう, ょぇ けしすぇくぇす しぇきけ 
ゃ さぇきおうすっ くぇ そうさきっくぇすぇ 
しちっくぇ, ゅさぇょしおうすっ ういはゃう ゃ 
„╇しおさぇ” う ょっしっすおうすっ せつぇし-
すうは ゃ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇょけゃっ. 
》けさうしすうすっ こけきくはす しゃけう こな-
すせゃぇくうは ゃ つせあぉうくぇ – ╉けさお, 
╇さかぇくょうは; ╉せえぉうてっゃ – ゃ 
すけゅぇゃぇてくうは ]]][. ”′うおなょっ 
くっ しぇ くう こけしさっとぇかう すけかおけゃぇ 
すけこかけ う し せゃぇあっくうっ, おぇおすけ ゃ 
╉せえぉうてっゃ”, さぇいおぇいゃぇ ╋うかおぇ, 
たけさうしすおぇ こなさゃう ぇかす. ╁ ╉せえ-
ぉうてっゃ ゅう こけしさっとくぇかう おぇすけ 
けそうちうぇかくぇ ょっかっゅぇちうは, ょぇあっ 
いぇょけゃけかうかう う こけしかっょくうは おぇ-
こさうい くぇ くぇてっくしおうすっ こっゃうちう, 
おけうすけ すけおせ  くっ たぇさっしゃぇかう は 
たさぇくぇすぇ, は こなお くっとけ ょさせゅけ... 
╆ぇ しぇきけょっえくぇすぇ しう さぇぉけすぇ, 

ゃなさてっくぇ し ぇぉしけかのすくぇ こさけ-
そっしうけくぇかくぇ ぇくゅぇあうさぇくけしす, 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ けさなあっえ-
くうちぇすぇ こさぇとぇ たけさうしすうすっ いぇ 
くぇゅさぇょぇ くぇ っおしおせさいうう ゃ ╂っさ-
きぇくうは, ‶けかてぇ, 〉くゅぇさうは... 
╆ぇっょくけ こなすせゃぇかう くぇえ-つっしすけ 
し すぇくちけゃうは しなしすぇゃ くぇ „┿さしっ-
くぇか”. ′ぇえ-けぉうつぇくう けす ゃしうつ-
おう, けぉぇつっ, けしすぇゃぇす 10-すっ ょくう 
ぉっいこかぇすくぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ こけつうゃくぇ しすぇくちうは 
こさっい しっこすっきゃさう ゃ ′っしっぉなさ!  

]こけきっくうすっ しぇ くっいぇぉさぇゃうきう, 
ゃうあょぇき けす せしきうゃおぇすぇ う かっ-
おぇすぇ すなゅぇ ゃ けつうすっ, し おけうすけ 
╋うかおぇ さぇいゅさなとぇ こぇこおぇすぇ しなし 
しくうきおう. 〈ぇき うきぇ う いぇこっつぇ-
すぇくう しこけきっくう けす おぇきっさくぇすぇ 
ゅさせこぇ おなき たけさぇ, ゃ おけはすけ っ 
こはかぇ, けす こさぇいくうちう う こさけゅさぇ-
きう ゃ ╆ぇゃけょ 7... ╆ぇとけすけ たけさうし-
すうすっ すけゅぇゃぇ くっ ゅう ういこせしおぇす う 
けす こさけゅさぇきうすっ いぇ こさぇいくうちう う 
こけ ちったけゃっすっ,  う いぇゃけょうすっ, おな-
ょっすけ さぇぉけすはす. 

‶けゃっつっ けす 200 いぇゅかぇゃうは 
しぇ ゃ さっこっさすけぇさぇ くぇ ぇさしっ-
くぇかしおうは ]きっしっく たけさ

¨す „〈うた ぉはか ╃せくぇゃ”,  „╉け-
かぬけゃぇ きぇえおぇ”, こさっい „╃けしすけえ-
くけ っしす”, 》っさせゃうきしおうすっ ちなさ-
おけゃくけしかぇゃはくしおう こっしくけこっくうは, 
さけきぇくしうすっ, すぇ ょけ „┿ゃっ ╋ぇ-
さうは”,  たけさけゃう ういこなかくっくうは けす 
けこっさっすう, けこっさう おぇすけ „『うゅぇく-
しおう あうゃけす” くぇ 【せきぇく, 】さぇ-
せし... ╋うかおぇ ‶うしおのかっゃぇ くっ 
こさけしすけ こけきくう すけゃぇ, すは こぇいう 
こぇこおぇすぇ し くけすうさぇくうすっ  こぇさ-
すうう くぇ ぇかすうすっ – ゃくうきぇすっかくけ 
は こぇいう う さぇいゅさなとぇ かうしす こけ 
かうしす... ]うゅせさくけ いぇさぇょう けす-
かうつくうすっ ういこなかくっくうは くぇ しっ-
さうけいくうは さっこっさすけぇさ, たけさなす くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 
こけしさっとぇ こさっい ゅけょうくうすっ きくけ-
ゅけ しおなこう ゅけしすう – けす おぇいぇくかな-
つぇくうくぇ  ぇおぇょ. ‶っすおけ ]すぇえくけゃ 
ょけ ┿かっおしぇくょなさ 〈ぇくっゃ, ╂っけさゅう 
[けぉっゃ, ╁ぇしうか ┿さくぇせょけゃ...   
╆ぇ けすかうつくぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ 

たけさぇ しぇ こさうゃかっつっくう う こさけそっ-
しうけくぇかうしすう いぇ ぇおけきこぇくうきっく-
すぇ. ]ゃけは こさうくけし すせお ょぇゃぇす 
うしおさうしすなす ′っくおけ ]かぇゃけゃ う 
くっいぇぉさぇゃうきぇすぇ こさうきぇ くぇ おぇ-
いぇくかなておけすけ たけさけゃけ ういおせしすゃけ 
– ‶っすは ‶ぇゃかけゃうつ. 〈っ こさうゃかう-

つぇす きくけゅけ けす ぇさしぇくぇかしおうすっ 
たけさうしすう ゃ ゅさぇょしおうは しきっしっく 
たけさ おなき つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”.

‶けゃっつっ けす 33 ゅけょうくう ゃ 
„┿さしっくぇか”

〈けゃぇ っ あうゃけすなす くぇ ╋うかおぇ. 
〈ぇき さぇぉけすはす う ゃっつっ こけおけえ-
くうはす ú しなこさせゅ, う ょっゃっさなす ú, 
こかっきっくくうおなす... ′うおけゅぇ くっ っ 
きうしかうかぇ ょぇ くぇこせしおぇ, すぇき しっ 
う こっくしうけくうさぇ こさっょう ょっしっ-

すうくぇ ゅけょうくう. ╉ぇすけ たうかはょう 
ょさせゅう う ╋うかおぇ ‶うしおのかっゃぇ 
くっ  しう こさっょしすぇゃは あうゃけすぇ しう 
ぉっい „┿さしっくぇか”. ╇ ぉっい こさうは-
すっかしすゃぇすぇ, さぇょけしすすぇ けす ういおせ-
しすゃけすけ, こさぇいくうちうすっ う けぉうつすぇ 
くぇ こせぉかうおぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
たけさ. ╉ぇすけ しすけすうちう ょさせゅう しぇ-
きけょっえちう けす けさなあっえくうちぇすぇ う 
すは こさなしおぇ おさぇえ しっぉっ しう けくぇは 
しゃっすかうくおぇ けす ょóしっゅぇ し ういおせ-
しすゃけすけ, おけはすけ しっ さぇいこけいくぇゃぇ 
こけ けつうすっ う けすゃけさっくけすけ しなさちっ. 
„′っ しなき つせゃしすゃぇかぇ くうおぇおゃぇ 
いぇゃうしす う くうおぇおゃぇ いかけぉぇ けす 
おけかっゅうすっ...”, おぇいゃぇ ╋うかおぇ, 
とけき は こうすぇき, うきぇたぇ かう しぇきけ-
ょっえちうすっ つぇしすうちぇ けす いゃっいょくうは 
こさぇた ゃ おけしうすっ, おぇすけ ゃしうつおう 
けぉうつぇくう たけさぇ くぇ ういおせしすゃけすけ. 
‶さっょっかくけ しおさけきくぇ っ. ′け ぇい 
けすおさうゃぇき せ くっは けとっ こっしなつうく-
おう けす すけは いゃっいょっく こさぇた. ╄ょゃぇ 
ゃ おさぇは くぇ さぇいゅけゃけさぇ, とけき は 
こうすぇき いぇ ょっしっすおうすっ ú ゅさぇきけすう 
けす そっしすうゃぇかう ゃ ちはかぇすぇ しすさぇ-
くぇ  おぇすけ しけかうしすおぇ くぇ けぉうつぇ-
くぇすぇ ゅさせこぇ いぇ しすぇさう ゅさぇょしおう 
こっしくう ゃ ╄くうくぇ „╆かぇすくぇ っしっく”, 
╋うかおぇ ‶うしおのかっゃぇ  ゃぇょう けす 
ておぇそぇ こせぉかうおぇちうは くぇ „24 
〈さぇおうは” けす 2000-すぇ ゅけょうくぇ. 
╆ぇゅかぇゃうっすけ っ おさぇしくけさっつうゃけ: 
”‶なさゃぇすぇ ょぇきぇ くぇ しすぇさぇすぇ 
ゅさぇょしおぇ こっしっく”...
╂けゃけさう いぇ すけゃぇ し ぉけかおぇ, 

いぇとけすけ けすしおけさけ つうすぇかうとっ-
すけ ゃ ╄くうくぇ しっ けすおぇいぇかけ ょぇ 
こけょょなさあぇ すぇいう かのぉうきぇ くぇ 
ゃしうつおう すせお ゅさせこぇ, し おけはすけ 
╋うかおぇ っ こはかぇ くぇ そっしすうゃぇかう-
すっ ゃ ‶っすさうつ, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
ゃ すっかっゃういうけくくう こさっょぇゃくうは, 
きっしすくう こさぇいくうちう う おなょっ かう 
くっ... 》けさなす くぇ „┿さしっくぇか” ゅけ 
くはきぇ, くけ ゅさせこぇすぇ こけくっ きけあっ 
ょぇ しなとっしすゃせゃぇ, くっょけせきはゃぇ 
╋うかおぇ ‶うしおのかっゃぇ, おけはすけ うきぇ 

う ょうこかけきう いぇ „╇いおかのつうすっ-
かっく こさうくけし おなき つうすぇかうとっ-
すけ ゃ ╄くうくぇ”... ╆ぇとけすけ ╋うかおぇ 
いくぇっ, つっ  ょけおけしゃぇくっすけ ょけ うい-
おせしすゃけすけ こなかくう し あうゃけす くっ 
しぇきけ けくっいう, おけうすけ すゃけさはす, ぇ う 
けくっいう, おけうすけ しこけょっかはす し すはた 
– こせぉかうおぇすぇ. ]かっょ すけかおけゃぇ 
ういはゃう くぇ しちっくぇすぇ くはきぇ おぇお 
ょぇ くっ せしっすうて すけゃぇ. ╇ ょぇ くっ ゅけ 
くけしうて ょけおさぇえ ゃ しなさちっすけ しう.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Милка Пискюлева (в средата)

Арсеналският хор
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]きっか おぇさなお.
‶なさゃけすけ - いぇさぇょう せきっくうっすけ きせ ゃうくぇゅう ょぇ ういさぇいはゃぇ しきっかけ 

きくっくうっすけ しう こけ ゃなこさけしう, こけ おけうすけ こけゃっつっすけ こさっょこけつうすぇす 
ょぇ きなかつぇす. ╇かう こけくっ ょぇ しっ しくうてぇす. ╆ぇとけすけ,  すうこうつくけ おぇすけ 
╋っさおせさうっゃ つけゃっお, ゃうくぇゅう うきぇ きくっくうっ いぇ くっとぇすぇ, おけうすけ 
しすぇゃぇす ゃ けぉとっしすゃけすけ う おけうすけ おぇしぇはす ゅけかっきう ゅさせこう たけさぇ. 
╁すけさけすけ - いぇとけすけ っ けす „とぇしすかうゃちうすっ”, こさっしうつぇかう ょゃぇ 

こなすう こけさすぇかぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ おぇいぇさきぇ. ‶さはしくけ せゃけかくっくう, 
し けとっ  くっういすさうす ゃせおし くぇ てぇきこぇくしおけすけ, こけゃうおぇくう けすくけゃけ 
いぇ ょけしかせあゃぇくっ, いぇ ょゃぇ きっしっちぇ. ╁ 〈ぇすけゃぇすぇ 1984 ゅけょうくぇ. 
„╀かぇゅけょぇさぇくうっ” くぇ ゃすけさうは しう ゃけえくうおかなお こさけこせしおぇ こなさ-
ゃぇすぇ しう しすせょっくすしおぇ ぉさうゅぇょぇ. ╇ しけかうょくうすっ っきけちうう こけおさぇえ 
すけゃぇ. 
╇くあっくっさ, いぇゃなさてうか っ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]け-

そうは, しこっちうぇかくけしす - ╋ったぇくうつくけ せさっょけしすさけっくっ. 48-ゅけょう-
てっく.

ǲǨǳǭǵǬǨǸ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

11 そっゃさせぇさう - ]ゃときつお. ╁かぇしうえ, ╁かぇしけゃょっく - こさぇいくうお いぇ 
さけゅぇすうは ょけぉうすなお う けゃちっすっ - ょぇ くっ いぇぉけかはゃぇす けす しきなさすけくけしくぇすぇ 
ぉけかっしす ゃかぇし; ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ ぉけかくうは; 660 こさ.》さ. - ′ぇつぇ-
かけすけ くぇ はこけくしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ, ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ しすぇゃぇ くっうく 
しうきゃけか;  - [けょっく っ 〉うかはき 〈ぇかぉけす - ぇくゅかうえしおう こうけくっさ ゃなゃ 
そけすけゅさぇそうはすぇ, くぇこさぇゃうか こさっい 1835 ゅ. くぇえ-しすぇさぇすぇ いぇこぇいっくぇ 
ょけ ょくっし しくうきおぇ;  ゅ. /1847/ けす さけあょ. くぇ 〈けきぇし ╄ょうしけく - 
ぇきっさうおぇくしおう ういけぉさっすぇすっか, こぇすっくすけゃぇか くぇょ 1000 ういけぉさっすっくうは, 
しさっょ おけうすけ: っかっおすさうつっしおぇすぇ おさせておぇ, おうくっきぇすけゅさぇそなす, ぇかおぇか-
くぇすぇ ぉぇすっさうは, ぇゃすけきけぉうかくうはす ぇおせきせかぇすけさ.
12 そっゃさせぇさう -  - [けょっく っ こけかお. 『けくおけ 『けくおけゃ, ょう-

さっおすけさ くぇ ╃╁《 ゃ ╉ぇいぇくかなお /ょく. „┿さしっくぇか” けす 1946 ょけ 1948 
ゅ.;  - ′ぇ 86 ゅけょうくう こけつうくぇ こうしぇすっかはす けす ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく 
]なぉつっゃ - ぇゃすけさ くぇ こけさっょうちぇすぇ „』ってうす こぇさぇょ”.
13 そっゃさせぇさう -  ゅ. /1882/ けす さけあょ. くぇ ╁かぇょうきうさ ╃う-

きうすさけゃ-╋ぇえしすけさぇ;  ゅ. /1957/ けす せつさっょはゃぇくっすけ くぇ ¨ぉとけくぇ-
さけょくうはす おけきうすっす いぇ ぉなかゅぇさけ-しなゃっすしおぇ ょさせあぉぇ;  - ╉うこなさ 
けそうちうぇかくけ っ さぇいょっかっく くぇ ょゃっ つぇしすう.
14 そっゃさせぇさう - 〉しこっくうっ くぇ ]ゃ. ╉うさうか ]かぇゃはくけぉなかゅぇさ

しおう; 〈さうそけく ╆ぇさっいぇく - こけ しすぇさ しすうか; ╃っく ぇさたっけかけいうすっ; 
]ゃ.╁ぇかっくすうく - ╃っく くぇ ゃかのぉっくうすっ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく 
くぇ ぉうけかけいうすっ;  - さけょっく けそうちっさしおう おぇくょうょぇす ╂っけさゅう 
‶けこけゃ - せつぇしすくうお ゃ 23-すう 【うこつっくしおう こったけすっく こけかお.
15 そっゃさせぇさう -  ゅ. /1907/ けす さけあょ. くぇ こうしぇすっかは ╄きうかうはく 

]すぇくっゃ; ╃っく くぇ ょっちぇすぇ, ぉけかくう けす さぇお; ╃っく くぇ ぉせょうしすおけすけ 
ょゃうあっくうっ くうさゃぇくぇ;  ゅ. /1922/ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╋っあょせ-
くぇさけょくうは しなょ ゃ 》ぇゅぇ.
16 そっゃさせぇさう -  ゅ. /1872/ けす ういぉうさぇくっすけ くぇ ╁うょうくしおうは 

きうすさけこけかうす ┿くすうき ┶ いぇ こさなゃ ぉなかゅぇさしおう っおいぇさた くぇ ゃないしすぇくけゃっ-
くぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ちなさおゃぇ;  - せきうさぇ ょなかゅけゅけょうてくうはす おぇいぇく-
かなておう せつうすっか ╃ぇしおぇか ╋うたぇかつけ.
17 そっゃさせぇさう -  ゅ. /1902/ けす さけあょ. くぇ こうしぇすっかは ╃あけく 

]すぇえくぉっお;  - ぅこけくっちなす ╉っくうつう 》けさっ ういゃなさてゃぇ くぇえ-ょなか-
ゅけすけ ゃ しゃっすぇ こかぇゃぇくっ し ゃけょくけ おけかっかけ - けす 》ぇゃぇえしおうすっ けしすさけゃう 
ょけ ぅこけくうは - 7500 おき.
18 そっゃさせぇさう -  - ‶さっょう しきなさすすぇ しう ╊っゃしおう しっ ういこけ-

ゃはょゃぇ こさっょ しゃっとっくうお う きせ おぇいゃぇ: ”╃はょけ こけこっ! ‶けきっくう きっ くぇ 
すけゃぇ きはしすけ ゃ すさっぉくうおぇ ╃はおけく ╇ゅくぇすうえ”. ‶けしかっょくうすっ きせ ょせきう 
ゃ ういこけゃっょすぇ ぉうかう: ”╁しうつおけ, おけっすけ しすけさうた, しすけさうた ゅけ いぇ ¨すっ-
つっしすゃけすけ!”;  - ╆ぇ こさなゃ こなす ゃ こせしすうくはすぇ ]ぇたぇさぇ こぇょぇ しくはゅ; 

 - 〉きうさぇ 》さうしすけ ╉ぇさぇょあけゃ - きっしすっく せつうすっか, くぇさけょっく 
こさっょしすぇゃうすっか しかっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ;  - [けょっく っ ‶っすなさ 
╉けくしすぇくすうくけゃ - ぉなかゅぇさしおう けぉとっしすゃっくうお, こうしぇすっか, うしすけさうお, 
せつさっょうすっか くぇ ¨ぉとけくぇさけょくけすけ しょさせあっくうっ „╋ぇすう ╀けかゅぇさうは”, 
‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお, こけつ. 2011 ゅ.
19 そっゃさせぇさう -  - ̈ ぉっしっく ╁ぇしうか ╊っゃしおう;  ゅ. /1882/ 

けす こけかぇゅぇくっすけ くぇ けしくけゃくうは おぇきなお くぇ たさぇき-こぇきっすくうお “]ゃ. 
┿かっおしぇくょなさ ′っゃしおう”;  ゅ. /1897/ けす さけあょ. くぇ たせょけあくうおぇ けす 
╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく ╋うかっゃ.
20 そっゃさせぇさう -  ゅ. /1927/  けす さけあょ. くぇ ]うょくう ‶けぇすうっ - 

ぇきっさうおぇくしおう おうくけぇおすぬけさ, こなさゃうはす つっさくけおけあ ぇおすぬけさ くけしうすっか 
くぇ “¨しおぇさ” - いぇ そうかきぇ “′ぇ せつうすっかは し かのぉけゃ”;  - ′ぇ っおさぇ-
くぇ しっ こけはゃはゃぇ いくぇきっくうすぇすぇ さうしせゃぇくぇ ょゃけえおぇ - おけすぇさぇおなす 〈けき 
う きうてけおなす ╃あっさう.
21 そっゃさせぇさう -  ゅ. /1992/ けす こさうっきぇくっすけ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ 

さっしすうすせちうはすぇ せ くぇし; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きぇえつうくうは 
っいうお;  ゅ. /1842/ - けす こぇすっくすけゃぇくっすけ くぇ てうゃぇつくぇすぇ きぇてう-
くぇ, けす ぇきっさうおぇくっちぇ ╃あけく ╂さうくぇせ.
22 そっゃさせぇさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ しおぇせすうすっ;  ゅ. 

/1512/ けす しき. くぇ ┿きっさうゅけ ╁っしこせつう - うすぇかうぇくしおう きけさっこかぇゃぇすっか 
う ういしかっょけゃぇすっか. ′けゃけけすおさうすうはす おけくすうくっくす こさうっきぇ くっゅけゃけすけ 
うきっ ┿きっさうおぇ;  ゅ. /1732/ けす さけあょ. くぇ ╃あけさょあ ╁ぇてうくゅすけく 
- こなさゃうはす こさっいうょっくす くぇ ]┿】;  -  [けょっくぇ っ ╋ぇさぇ 』けさぉぇ-
ょあうえしおぇ - たせょけあくうつおぇ, しなこさせゅぇ くぇ 』せょけきうさ.
23 そっゃさせぇさう -  - ╁ し. ╉さなく っ さけょっく 『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ 

- こけかうすうつっしおう う ゃけっくっく ょっっち;  - [けょっく っ ╃うきうすなさ ╃せてぇ-
くけゃ – ゃないさけあょっくしおう せつうすっか けす ╉ぇいぇくかなお.
24 そっゃさせぇさう -  ゅ. /1892/ けす さけあょ. くぇ ゅっく. ╁かぇょうきうさ 

]すけえつっゃ - ゃけっくっく, しこけさすっく う こけかうすうつっしおう ょっっち;  - [けょっく 
っ 》さうしすけ ‶さけょぇくけゃ - こなさゃうはす ぉなかゅぇさうく, ういおぇつうか ゃさなた ╊たけすちっ, 
すさうくぇょっしっすうはす つけゃっお ゃ しゃっすぇ, ょけしすうゅくぇか こさっい 1984 ゅ. ╄ゃっさっしす 
ぉっい おうしかけさけょっく ぇこぇさぇす こけ くぇえ-すさせょくうは う ょなかなゅ こなす - “╅っしすけ-
おうは こなす”. ╆ぇゅうゃぇ こさう しこせしおぇくっすけ けす ゃなさたぇ. ╀なかゅぇさうは しすぇゃぇ ょっ-
ゃっすくぇょっしっすぇすぇ しすさぇくぇ, つううすけ こさっょしすぇゃうすっか こけおけさはゃぇ ╄ゃっさっしす.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

* 6-すう ょけ 17-すう そっゃさせぇさう

╉せかすせさくけ うくそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ
せか. „╇しおさぇ” わ4 ╉ぇいぇくかなお
„′ぇてっくちう”- そけすけゅさぇそしおぇ ういかけあぉぇ くぇ ╆かぇすおけ ╊ぇすっゃ

* ╃け 26-すう そっゃさせぇさう

》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは ╉ぇいぇくかなお ういかけあぉぇ „╄ゃさけこっえしおうすっ 
ゅさぇょけゃっ こさっい けつうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ たせょけあくうちう”

╅ぇかぉぇ ょけ ┿ょきうくうしすさぇすうゃくうは しなょ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ ょっこけいうさぇたぇ あうすっかうすっ くぇ おぇいぇく-

かなておけすけ しっかけ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ.
╁ くっは すっ こさけすっしすうさぇす ょゃっ さってっくうは くぇ ¨ぉ-

とうくしおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃいっすう くぇ 12-すう 
はくせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ. 
[ってっくうはすぇ しぇ しゃなさいぇくう しなし いぇおさうゃぇくっすけ くぇ 

おきっすしすゃけすけ ゃ しっかけすけ う ういぉけさぇ くぇ おきっすしおう くぇ-
きっしすくうお.
‶さっょう すさう しっょきうちう きくけいうくしすゃけすけ しなゃっすくうちう 

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 けょけぉさうたぇ 
おぇくょうょぇすせさぇすぇ いぇ おきっすしおう くぇきっしすくうお くぇ ╂け-
かはきけ ╃さはくけゃけ くぇ ╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ. ╁ しなとけすけ 
ゃさっきっ こけゃっつっすけ あうすっかう くぇ しっかけすけ くっ こさうったぇ 
すけゃぇ さってっくうっ う くぇしすけはたぇ いぇ おきっすしおう くぇきっしす-

]なし しなこさせゅぇ - かっおぇさおぇ う っょくぇ ょなとっさは.  
╉ぇすけ しすうこっくょうぇくす くぇ „┿さしっくぇか”, いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃなゃ そうさ-

きぇすぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ う 
けしすぇゃぇ ゃっさっく くぇ きぇさおぇすぇ ょけ しっゅぇ. ╁なこさっおう ゃしうつおう すさせょくけしすう, 
しなこなすしすゃぇかう さぇいゃうすうっすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. 〈けかおけゃぇ ゃっさっく, つっ 
ょけさう くっ しう う こけきうしかは ょぇ しきっくう さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ. ╁っつっ 23 
ゅけょうくう っ ゃしっ ゃ っょうく う しなとう ちった, ゃ っょうく う しなとう けすょっか. 
╁ きけきっくすぇ っ さなおけゃけょうすっか くぇ けすょっか „┿ゃすけきぇすういうさぇくう しうしすっきう 

いぇ せこさぇゃかっくうっ” ゃ ╆ぇゃけょ 6. 》ぇさっしゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう, „いぇとけすけ ゃしっ-
おう ょっく っ さぇいかうつっく う っ こけゃっつっ けす こさっょいうゃうおぇすっかくけ ょぇ こさぇゃうて 
さぇいかうつくう くっとぇ, おけうすけ こけしかっ ょぇ ゃうあょぇて ゃ いぇゃなさてっく ゃうょ”.
]なゃしっき くぇしっさうけいくけ すゃなさょう, つっ そうさきっくうすっ おぇかっくょぇさう くはきぇ 

おぇお ょぇ しっ しかせつぇす, ぇおけ くっ っ けすょっかなす, おけえすけ さなおけゃけょう. ╆ぇとけすけ 
けす くっゅけ いぇこけつゃぇ ┿╀╁-すけ くぇ こけつすう ゃしはおけ ういょっかうっ, こさけういゃっょっくけ 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 
‶けすけきしすゃっく おぇょなさ くぇ すゃなさょけしこかぇゃくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ ╆ぇ-

ゃけょ 6. 〈ぇき ょけ こっくしうは さぇぉけすう う きぇえおぇ きせ - ]すっそおぇ. 
¨こさっょっかは  しっ おぇすけ くっうきこせかしうゃっく うょっぇかうしす, おけえすけ こけゃっつっ 

きうしかう, こさっょう ょぇ こさっょこさうっきっ くっとけ. 
¨す 14 ゅけょうくう っ ゃっさっく くぇ おぇせいぇすぇ くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ”, くけ こさう-

いくぇゃぇ, つっ ゃ あうゃけすぇ ゃうくぇゅう ょっえしすゃぇす いぇっょくけ し おけかっゅうすっ しう けす 
╉′]╀: おけゅぇすけ しぇ ょゃぇきぇ, こけ-かっしくけ しっ ゃなさゃう. 
╉ぇすけ かうょっさ くぇ しうくょうおぇすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ, けすゅけゃぇさは いぇ しうくょう-

おぇかくうは おけきそけさす う うくそけさきうさぇくけしす くぇ 900 ょせてう. 〈けかおけゃぇ っ 
つうしかっくうはす しなしすぇゃ くぇ そうさきっくぇすぇ しうくょうおぇかくぇ しすさせおすせさぇ くぇ ╉〈 
„‶けょおさっこぇ”. ‶けっきぇ は ゃっょくぇゅぇ しかっょ けすすっゅかはくっすけ くぇ っきぉかっきぇ-
すうつくうは ╀けはく ╀っかつっゃ. 
╅ういくっくぇすぇ きせ そうかけしけそうは っ こさけしすぇ: し ょうぇかけゅ う さぇいせき ょぇ こけ-

しすうゅぇ くっとぇすぇ.
′っ おさうっ, つっ たけぉうすけ きせ っ こうてきぇく-さうぉぇさ, くけ こけゃっつっ おぇすけ うい-

かっす, けすおけかおけすけ おぇすけ しすさなゃ. ‶けつうゃぇ しう し こせぉかうしすうおぇ, くぇせつくぇ 
かうすっさぇすせさぇ う たせぉぇゃぇ きせいうおぇ. 
‶なすってっしすゃっくうお: こけ ょせた う こけ きっつすう. ╉けゅぇすけ うきぇ ゃないきけあくけしす, 

けぉうおぇかは - おさぇしうゃう きっしすぇ. ╁ しすさぇくぇすぇ う くぇゃなく. ╇ くっ おさうっ, つっ 
うきぇ けとっ すけかおけゃぇ きくけゅけ, おけうすけ うしおぇ ょぇ ゃうょう.

〈けえ しこけょっかは おぇせいぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお けす しぇきけすけ え くぇつぇかけ. ╆ぇとけすけ 
っ せぉっょっく, つっ しぇきけ たけさぇ, おけうすけ しう さぇいぉうさぇす けす さぇぉけすぇすぇ, こさけそっしうけくぇかうしすう 

ゃ さぇいかうつくう くぇこさぇゃかっくうは, し けこうす う しきっかけしす いぇ ゅなゃおぇゃう さってっくうは, けしすぇゃうかう ゃっつっ 
くっとけ いぇょ しっぉっ しう, きけゅぇす ょぇ ゃいっきぇす さってっくうは いぇ けぉとうすっ さぇぉけすう. ╆ぇすけゃぇ う けしすぇゃぇ 
ゃっさっく くぇ おぇせいぇすぇ, くっいぇゃうしうきけ つっ おぇすけ ゃしはおぇ う すぇいう うきぇ こけょょさなあくうちう う ゃさぇゅけ-
ゃっ, しなきうてかっくうちう う  きくうすっかくうちう. ¨しけぉっくけ, おけゅぇすけ あうゃけすなす う ゃさっきっすけ くぇかぇゅぇす 
すさせょくう さってっくうは.  
╆ぇすけゃぇ っ う しさっょ „ゃっすっさぇくうすっ” ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ, きぇおぇさ ょぇ くぇきうさぇ  きはしすけ 

ゃ かうしすぇすぇ いぇ しなゃっすくうちう くぇ こけしかっょくうすっ ういぉけさう. ‶け ゃさっきっ くぇ こさっょうてくうすっ ういぉけ-
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さう しないくぇすっかくけ けしすぇゃぇ ゃ しはくおぇ, いぇ ょぇ いぇこぇいう かけはかくけしす う こさうはすっかしすゃぇ, くぇ おけうすけ 
ょなさあう.  
]っゅぇ, けす こけいうちうはすぇ くぇ ゃさっきっすけ う こなさゃうすっ くはおけかおけ しっしうう くぇ くけゃうは ¨ぉとうくしおう 

しなゃっす, っ せぉっょっく, つっ かうこしぇすぇ くぇ こさっょしすぇゃうすっか くぇ しうくょうおぇすうすっ ゃ くっゅけ っ  きうくせし. ╆ぇ-
とけすけ っょうく しうくょうおぇかうしす ゃうくぇゅう きけあっ ょぇ こけゅかっょくっ し ょさせゅう けつう くぇ けぉとっしすゃっくうすっ 
こさけぉかっきう - し けつうすっ くぇ さぇぉけすっとうは つけゃっお, せぉっょっく っ ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ - こさっょしっょぇすっか 
くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ ゃ „┿さしっくぇか”. 
〈っいう, おけうすけ ゅけ こけいくぇゃぇす, いくぇはす, つっ っ けすおさうす う しけちうぇかくけ ぇくゅぇあうさぇく つけゃっお,  けすゅけ-

ゃけさっく う すさせょけかのぉうゃ. ╇ょっぇかうしす う ゃはさゃぇと ゃ ょけぉさけすけ くぇつぇかけ せ ゃしっおう つけゃっお. 
╆ぇすけゃぇ う くはおぇお しうくょうおぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ きせ こさうかはゅぇ, ゃなさてう は し かっおけすぇ う あっかぇくうっ. 
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′っ おさうっ, つっ しっゅぇ しぇ すさせょくう ょくう う いぇ しうくょうおぇかうしすうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
]なぉさぇかけ しっ っ きくけゅけ: しすさぇたなす けす くっしうゅせさくけしすすぇ くぇこさっょ, こさけきっくうすっ ゃ 
こっくしうけくくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ, ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうは, くっこさっおなしくぇすうすっ こさけ-
きっくう, おけうすけ おぇさぇす たけさぇすぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇす すさっゃけあくけ. ′ぇかぇゅぇ しっ ょぇ しきっ 
ぉかういけ ょけ ゃしっおう っょうく くぇて つかっく, ょぇ せゃっょけきはゃぇきっ, ょぇ ょぇゃぇきっ けすゅけゃけさう 
くぇ おせこ ゃなこさけしう, おぇいゃぇ かうょっさなす くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ „‶けょおさっこぇ”. 
] ゃさっきっすけ っ くぇせつうか, つっ ゃしっおうっ つけゃっお っ っょくぇ きぇかおぇ ╁しっかっくぇ う しっ 

くせあょぇっ けす けすくけてっくうっ. ╆ぇすけゃぇ っ う せぉっょっく, つっ ょうきこかけきぇすうつくけしすすぇ,  
おけきこさけきうしうすっ う せきっくうっすけ ょぇ けぉとせゃぇて しぇ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ゃしっおう ょけぉなさ 
ょうぇかけゅ, し ょけぉなさ さっせかすぇす. ╇ こさういくぇゃぇ, つっ „ょけおけかおけすけ さなおけゃけょしすゃけすけ っ 
けすおさうすけ し くぇし, しっ しすぇさぇっき ょぇ こさけはゃはゃぇきっ さぇいぉうさぇくっ ゃ すさせょくぇすぇ しうすせぇ-
ちうは, いぇとけすけ いぇょ ゃしっおう  っょうく つけゃっお しっ おさうっ こけくっ っょくぇ しなょぉぇ”, しこけょっかは  
╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ.
╆ぇ しうすせぇちうはすぇ しっゅぇ ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃ さぇえけくぇ, けしうゅせさはゃぇとぇ 

たかはぉ う くぇ くっゅけゃけすけ しっきっえしすゃけ, うきぇ しゃけは そうかけしけそうは. [ぇぉけすっとぇ: こさう-
っきぇ, つっ う すせお, おぇすけ くぇゃしはおなょっ ょさせゅぇょっ ゃ あうゃけすぇ, うきぇ ゃなさたけゃっ う しこぇ-
ょけゃっ. ′け っ けこすうきうしす. ╆ぇとけすけ ゃうあょぇ, つっ しっ こさぇゃう ゃしうつおけ ゃないきけあくけ 
しうすせぇちうはすぇ ょぇ しっ こさけきっくう. 
╇ ゃはさゃぇ: ゃ ょけぉさうすっ ょくう いぇ たけさぇすぇ う そうさきぇすぇ, おけうすけ こさっょしすけはす.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

びëÜÖó¡í

くうお ]なゃっすなす ょぇ ういぉっさっ ょけしっゅぇてくうは - ′うおけかぇ ╉ぇきぉせさけゃ.   
╃っこけいうさぇくぇすぇ あぇかぉぇ ゃ しなょぇ くぇ こさぇおすうおぇ しこうさぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ ゃいっすけすけ けす けぉとうくしおうすっ 

しなゃっすくうちう さってっくうっ いぇ くぇいくぇつぇゃぇくっすけ くぇ ╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ いぇ おきっすしおう くぇきっしすくうお くぇ しっかけすけ. 
╅うすっかうすっ くぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ しぇ ういこさぇすうかう こうしきけ う こけょこうしおぇ ょけ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-

かなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, し おけうすけ くぇしすけはゃぇす ょけ 28-きう そっゃさせぇさう ょぇ しっ くぇしさけつう ょぇすぇ いぇ こさけゃっあ-
ょぇくっすけ くぇ ¨ぉとけ しなぉさぇくうっ くぇ あうすっかうすっ くぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ いぇ ういぉけさ くぇ おきっすしおう くぇきっしすくうお. 
╁ うしおぇくっすけ しう すっ しっ こけいけゃぇゃぇす くぇ さぇいこけさっょぉう ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ こさはおけすけ せつぇしすうっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
ゃ ょなさあぇゃくぇすぇ ゃかぇしす. ‶さっょう ょくう こうしきけ ゃ こけょおさっこぇ くぇ くっあっかぇくぇすぇ おきっすしおぇ くぇきっしすくうつおぇ 
╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ ういこさぇすう  ょけ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ ╋ぇさうは ╇かつっゃぇ けす 』っこっかぇさっ - ぉうゃてぇ 
しゃっおなさゃぇ くぇ ╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ. ‶うしきけすけ ぉっ こせぉかうおせゃぇくけ う くぇ けそうちうぇかくうは しぇえす くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす.  

╉きっすなす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ しっ けすつっすっ いぇ 100-すっ ょくう せこさぇゃかっくうっ. ′ぇょ 
100 ういしかせてぇくう ゅさぇあょぇくう, きかぇょう たけさぇ ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, くはおけかおけ 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 くぇ しすぇさう いぇょなかあっくうは, ょうぇかけゅ し こけかうすうつっしおうすっ しうかう, っ 
けぉとぇすぇ さぇゃくけしきっすおぇ いぇ こっさうけょぇ. ╋っあょせゃさっきっくくけ ]すけはくけゃぇ こけかせつう くぇえ-ゅけかはきけ ょけゃっさうっ いぇ 
かうょっさ くぇ こぇさすうえくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお.

╃ゃけえくけ – けす 5 くぇ 10,  ゅけょうてくけ ょぇ しっ せゃっかうつぇす つぇ-
しけゃっすっ いぇ  ゃけっくくけ けぉせつっくうっ, すぇおけゃぇ こさっょかけあっくうっ 

とっ ょっこけいうさぇ ゃ ょっかけゃけょしすゃけすけ くぇ こぇさかぇきっくすぇ ょっこせすぇすなす 
けす ╂╄[╀ ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ. ╁ きけきっくすぇ ゃ くけゃうは こさけっお-
すけいぇおけく いぇ さっいっさゃぇ ゃけっくくうはす きうくうしすなさ ┿くぬけ ┿くゅっかけゃ 
こさっょかぇゅぇ すっいう つぇしけゃっ ょぇ しぇ 5 ゅけょうてくけ. 
╉ぇすけ きけすうゃう いぇ こさっょかけあっくうっすけ, おけっすけ しかっょゃぇ ょぇ せょゃけう 

つぇしけゃっすっ こけ ゃけっくくけ けぉせつっくうっ, っ, つっ こさっょかけあっくうすっ しっゅぇ 
5 つぇしぇ いぇ ¨すっつっしすゃけ しぇ くっょけしすぇすなつくう いぇ こさうょけぉうゃぇくっ 
くぇ っかっきっくすぇさくう ゃけっくくう こけいくぇくうは う いぇ こけいくぇくうは こけ ゃけ-
っくくぇ うしすけさうは. 
‶ぇさかぇきっくすぇさうしすなす とっ ゃくっしっ けとっ っょくけ こさっょかけあっくうっ いぇ ういきっくっくうは ゃ こけょゅけすゃはく ょさせゅ こさけ-

っおすけいぇおけく - いぇ ゃないけぉくけゃはっきうすっ ういすけつくうちう. 
╉ぇさぇくうおけかけゃ っ せぉっょっく, つっ ぉなょっとうはす いぇおけく しかっょゃぇ ょぇ うきぇ すっおしすけゃっ, おけうすけ ょぇ こさっょゃうあょぇす 

きっさおう いぇ くぇしなさつぇゃぇくっ こけしすぇゃはくっすけ くぇ そけすけゃけかすぇうつくう こぇくっかう - おぇおすけ けす きぇかおうは ぉういくっし, 
すぇおぇ う けす ゅさぇあょぇくうすっ. 
‶さっょかけあっくうすっ けす ╉ぇさぇくうおけかけゃ ういきっくっくうは とっ ゃおかのつゃぇす ういおかのつうすっかくけ けぉかっおつっくぇ こさけちっ-

ょせさぇ いぇ こけしすぇゃはくっ くぇ そけすけゃけかすぇうつくう こぇくっかう ゃなさたせ こけおさうゃうすっ くぇ おなとう う ぉかけおけゃっ う こさうしな-
っょうくはゃぇくっすけ くぇ すっいう しなけさなあっくうは おなき っかっおすさけさぇいこさっょっかうすっかくぇすぇ きさっあぇ.  
]こけさっょ こさっょかけあっくうっすけ くぇ いぇおけくけょぇすっかは, いぇ すぇいう ちっか しかっょゃぇ ょぇ っ くっけぉたけょうきけ こけょぇゃぇくっすけ  

しぇきけ くぇ せゃっょけきかっくうっ いぇ こさうしなっょうくはゃぇくっ くぇ しなけぉさぇあっくうっすけ. 

╀うゃて かっすっち しすぇくぇ いぇきっしすくうお くぇ ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ, くぇ-
しすけはと こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 

] 21 ゅかぇしぇ ぉっ ういぉさぇく っょうくしすゃっくうはす いぇきっしすくうお くぇ ╆かぇすぇ-
くけゃ.
〈けゃぇ っ 62-ゅけょうてくうはす ぉうゃて かっすっち ′っくけ ╁かぇえおけゃ. 〈けえ っ 

しさっょ けしくけゃぇすっかうすっ くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお う つかっく けとっ くぇ こなさ-
ゃけすけ きせ さなおけゃけょしすゃけ. ╁かぇえおけゃ っ ゃないこうすぇくうお くぇ ゃうしてっすけ ゃけ-
っくくけ せつうかうとっ, うくあっくっさ っ こけ ぇゃうけっかっおすさけくうおぇ. 
11 ゅけょうくう っ こさっこけょぇゃぇか ゃなゃ ╁けっくくぇすぇ ぇおぇょっきうは. ‶っくしう-

けくうさぇ しっ こさっい 1992 ゅけょうくぇ う けすすけゅぇゃぇ っ ゃ つぇしすくうは ぉういくっし, ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ おけきこのすなさくうすっ すったくけかけゅうう. ╁ きけきっくすぇ そうさきぇすぇ 
くぇ ╁かぇえおけゃ けぉしかせあゃぇ  しけそすせっさくけ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうは くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけはすけ さぇぉけすう しなし しないょぇょっくう けす そうさきぇすぇ 
きせ こさけゅさぇきくう こさけょせおすう. 

╉ぇいぇくかなつぇくおぇすぇ ′ぇすぇかうは ╉うしっかけゃぇ とっ しなゃっすゃぇ くけゃうは 
ぉなかゅぇさしおう こさっいうょっくす [けしっく ‶かっゃくっかうっゃ. 

35-ゅけょうてくぇすぇ ′ぇすぇかうは っ ょけおすけさ こけ おけくしすうすせちうけくくけ こさぇゃけ, 
ゃないこうすぇくうつおぇ っ くぇ ぃさうょうつっしおうは そぇおせかすっす くぇ ]〉 う くぇ こさけそ. 
╂っけさゅう ╀かういくぇておう.
]こけさっょ ぉかういおう ょけ きかぇょぇすぇ のさうしすおぇ, ′ぇすぇかうは ゃっつっ ぉうかぇ 

こさうっかぇ けそっさすぇすぇ くぇ こさっいうょっくすぇ う くぇいくぇつっくうっすけ え ゃっつっ っ 
そぇおす. 
╉うしっかけゃぇ しすぇくぇ ういゃっしすくぇ こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう おぇすけ ぇゃすけさ 

くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ かけぉういきぇ. 〈けゅぇゃぇ すは しぇきぇ けぉうおぇかはてっ しすさぇくぇすぇ, 
いぇ ょぇ いぇこけいくぇゃぇ ゅさぇあょぇくうすっ し ぉなょっとうは こさけっおすけいぇおけく. 
‶さっょう ょぇ ゃかっいっ ゃ こさっいうょっくすしすゃけすけ, ′ぇすぇかうは うきぇ しすぇあ う 

おぇすけ っおしこっさす おなき ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ ゃなこさけしうすっ くぇ 
ょなさあぇゃくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ゃ 40-すけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ う ぉっ 
くぇ さぇぉけすぇ ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ こさぇゃけしなょうっすけ. ‶さっょこけかぇゅぇ しっ, つっ うきっくくけ くっえくぇすぇ ぉうゃてぇ 
くぇつぇかくうつおぇ - ╋ぇさゅぇさうすぇ ‶けこけゃぇ, おけはすけ しっゅぇ っ ゃうちっこさっいうょっくす, っ すけこかぇすぇ ゃさないおぇ くぇ ′ぇすぇかうは 
し こさっいうょっくすしすゃけすけ. 
′ぇすぇかうは っ いぇゃなさてうかぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 》せきぇくうすぇさくぇ ゅうきくぇいうは.  ╃なとっさは っ くぇ ぉうゃてぇ ぇさしっ-

くぇかしおぇ  しかせあうすっかおぇ.  

ゑ ï¿ñÑçíàó　 ßëÜú Öí “どëóßÜÖí んëïñÖí¿”:



4 10 февруари 2012 г. んëïñÖí¿ï¡í ÇÜëÑÜïöんëïñÖí¿ï¡ó çñïöó

おけ
か
ぇ 

2
 ゅ

さ
な
ぉ

′¨〈〉╅ ╈『╅╉¨〉╅ 』 〈】′╊‶ 》《』『╊ぅ╅ ╇ ′╅╇《╉ 12/170
╇しすうくしおぇ ういくっくぇょぇ けつぇおゃぇ ゃしっおう, けすうてなか こけ さぇぉけすぇ ゃ ちった 170 くぇ ╆ぇゃけょ 12, 

おなょっすけ さぇぉけすはす 170 ょせてう, ゃうょは さっこけさすっさ くぇ „〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇょ きっすぇかくう
すっ ゃさぇすう くぇ たぇかっすけ, おなょっすけ っ けそうしなす くぇ くぇつぇかくうおぇ 〈けょけさ ╇ゅくぇすけゃ, しっ しかせつゃぇす 
つせょっしぇ. 』せょっしぇ くっ しぇきけ こさう ぉなさいけすけ う こさけそっしうけくぇかくけ しこさぇゃはくっ う し くぇえ-すっあ
おうすっ ぇゃぇさうう う きけくすぇあ くぇ 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 うくしすぇかぇちうう, くけ 
う ょさせゅう – つけゃっておう つせょっしぇ, けす おけうすけ うきぇきっ くせあょぇ ゃしっおう ょっく. ╇ おけうすけ さぇょゃぇす 
けおけすけ う ょせてぇすぇ.

╇しすうくしおぇ いうきくぇ ゅさぇょうくぇ けす ょけぉさっ けすゅかっあょぇくう かうきけくっくう 
ょなさゃっすぇ し くっけぉうつぇえくけ っょさう こかけょけゃっ, おけうすけ ゃうしはす おぇすけ 

しゃっすっとう うゅさぇつおう くぇ おけかっょくけ ょなさゃけ けすおさうゃぇて こけ こなすっおぇすぇ, 
おけはすけ けすゃっあょぇ けす ゃたけょぇ くぇ たぇかっすけ おなき ゃなすさってくうは ょゃけさ... こさう 
すけゃぇ, ゃ ちったぇ さぇぉけすはす しぇきけ きなあっ... ¨ぉぇつっ – ょけぉさう しすけこぇくう. 15 
かうきけくぇ しぇ こさうぉさぇかう くぇ すけこかけ きけきつっすぇすぇ くぇ 〈けょけさ ╇ゅくぇすけゃ. 
╂かっょぇす ゅう いぇ せょけゃけかしすゃうっ, いぇ ょぇ うき しすけこかはす しなさちぇすぇ, いぇ ょぇ うき 
こさぇゃはす さぇぉけすくぇすぇ けぉしすぇくけゃおぇ こけ-せのすくぇ – いぇとけすけ っ つけゃっておけ... 
′はおけう ぇさしっくぇかちう ょぇあっ しぇ ゅう おさなしすうかう: ”╆っかっくうはす ちった”. ′っ 
しぇきけ いぇさぇょう ゅけさぇすぇ けす かうきけくっくう ょなさゃっすぇ – けとっ こさっょ ゃさぇすぇすぇ 
くぇ たぇかっすけ さぇいぉうさぇて, つっ すせお うきぇ さっょ おぇすけ ゃ うしすうくしおう ょけき – ゅさぇ-
ょうくおうすっ しぇ し ゃぇさけしぇくう ぉけさょのさう, ょなさゃっすぇすぇ しぇ こけょょなさあぇくう, 
つうしすけ っ くぇゃしはおなょっ,  さっょけゃくけ しう こけかうゃぇす ょさなゃつっすぇすぇ... ”]ぇきう 
しっ ゅさうあうき いぇ すけゃぇ”, おぇいゃぇす くぇつぇかくうおなす ╇ゅくぇすけゃ う いぇきっしすくうおなす 
きせ ]すっそぇく – しうかくう きなあっ, おけうすけ けぉうつぇす さっょぇ, こさけそっしうけくぇかうい-
きぇ, つうしすけすぇすぇ くぇおけかけ う ゃ けすくけてっくうはすぇ. ╋なあっ, おぇすけ うしすうくしおう 
ぉなかゅぇさう – し こけつうす おなき うしすけさうはすぇ. ‶けつうすすぇ おなき うしすけさうはすぇ っ 
くっ しぇきけ せゃぇあっくうっ おなき こぇすさうけすうつくうすっ ょっかぇ, いぇ おけうすけ くぇきうさぇ-
きっ しゃうょっすっかしすゃぇ くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ くぇ くぇつぇかくうおぇ. 〈せお, しさっょ 
しゃっあっしすすぇ くぇ しこさっすくぇすぇ かうきけくっくぇ ゅけさうつおぇ, っ う すったくうはす „きせ-
いっえ”. ′っ きせいっえ けす すけすぇかうすぇさっく すうこ, しなし しくうきおう くぇ さぇぉけすうかう 
ゃけょぇつう すせお, ぇ しぉうさおぇ けす っおしこけくぇすう, こさうこけきくはとう しこさぇゃはくっ-
すけ し すっあおう ぇゃぇさうえくう  しうすせぇちうう, くっとけ, し おけっすけ すせお し こさぇゃけ 
しっ ゅけさょっはす. ¨おぇつっくう くぇ しこっちうぇかっく しすっかぇあ, ょっかけ くぇ しさなつくうすっ 
ゃけょけこさけゃけょつうちう しぇ くぇきっさっくう こさう さぇぉけすぇ, いぇすぇこっくう くっおぇょなさ-
くけ し ょなさゃっしくう こぇさつっすぇ  -  すさなぉう, おさぇくけゃっ, さぇいこさっょっかうすっかう 
– こさうつうくう いぇ すっあおう ぇゃぇさうう, しぇきけぉさなしくぇつおぇ, ういこけかいゃぇくぇ けす 
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〈けゃぇ, おけっすけ しっゅぇ しすぇゃぇ, くっ っ 
くけゃけしす, けつぇおゃぇてっ しっ, いぇはゃう 
けとっ すけえ う ょけこなかくう, つっ う ゃ きけ-
きっくすぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさ-
きぇすぇ せつぇしすゃぇ ゃ こさっょこさけせつゃぇ-
すっかくう けそっさすう いぇ くけゃう こぇいぇさう, 
こけょゅけすゃは せつぇしすうっすけ しう ゃ さぇい-
かうつくう すなさゅけゃっ こさっい こさけかっすすぇ 
う かはすけすけ. 
′ぇょはゃぇきっ しっ くぇ せしこった, ゃな-

こさっおう しっさうけいくぇすぇ おけくおせさっく-
ちうは けす くぇてう しなしっょう, ゃ かうちっすけ 
くぇ [せきなくうは う 》なさゃぇすうは, ょけ-
こなかくう すけえ.  
′ぇてうすっ おかうっくすう くっ しぇ ゅさぇ-

あぇょくう, ぇ うくしすうすせちうう くぇ ぉの-
ょあっすくぇ ういょなさあおぇ; ぇ ゃ おさういぇ 
くぇえ-かっしくけ しっ くぇきぇかはゃぇ  ゃけ-
っくくうはす ぉのょあっす, いぇはゃう ╇ぉせ-
てっゃ. 〈けえ せゃっさう せつぇしすくうちうすっ 
ゃ しさっとぇすぇ, つっ さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ そうさきぇすぇ こさぇゃう ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ ょぇ しきっおつう こけしかっょう-
ちうすっ けす しゃうすうは けぉっき こけさなつおう, 
おぇすけ くっこさっおなしくぇすけ しっ すなさはしす 
くけゃう こぇいぇさう う ょっしすうくぇちうう. 
╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ こさうおかのつう 

ゅけかはきぇ こけさなつおぇ, おけはすけ うきぇ-
たきっ, う すさはぉゃぇてっ けとっ すけゅぇゃぇ 
ょぇ けしゃけぉけょうき 500 ょせてう くぇ 
ゃさっきっくくう ょけゅけゃけさう. ′うっ, けぉぇ-
つっ, くっ ゅけ くぇこさぇゃうたきっ. ╆ぇょなさ-
あぇたきっ しうすせぇちうはすぇ し くはおけかおけ 
ょけこなかくうすっかくう こけ-きぇかおう こけ-
さなつおう う すぇおぇ くっ くぇこさぇゃうたきっ 
こかぇくうさぇくけすけ う いぇはゃっくけ けこ-
すうきういうさぇくっ くぇ しなしすぇゃぇ し 500 
ょせてう, くけ しっゅぇ しうすせちうはすぇ っ 
さぇいかうつくぇ, くはきぇ ょさせゅ ういぉけさ, 
おぇいぇ けとっ すけえ. ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ こけょつっさすぇ, つっ くぇえ-さぇくけ  
こさっい きぇえ-のくう とっ うきぇ けあうゃ-
かっくうっ くぇ こぇいぇさぇ くぇ しこっちこさけ-
ょせおちうは. ╇きぇきっ しっさうけいくう うく-
ょうおぇちうう いぇ ょけぉさう くけゃうくう 
しかっょ すけいう こっさうけょ, おぇいぇ すけえ.
╀のょあっすくうすっ ゅけょうくう  いぇ ょなさ-

あぇゃうすっ いぇこけつゃぇす けぉうおくけゃっくけ 
こさっい きぇさす-ぇこさうか,  しかっょゃぇ ゅさぇ-
すうしっく こっさうけょ, ゃ おけえすけ しっ こさけ-
せつゃぇす こぇいぇさう う ゃないきけあくけしすう 
う っょゃぇ しかっょ  すけゃぇ しっ しすうゅぇ ょけ 
さっぇかくう しょっかおう う こけさなつおう. 
╃けすけゅぇゃぇ, けぉぇつっ,  ょさせあっしすゃけ-
すけ  くっ きけあっ ょぇ しう こけいゃけかう ょぇ 
すっゅかう くけゃう おさっょうすう う ょぇ こかぇ-
とぇ いぇこかぇすう くぇ こっさしけくぇか, おけえ-
すけ くっ っ くぇすけゃぇさっく し さっぇかくぇ 
さぇぉけすぇ. 〈けゃぇ っ う しきうしなかなす くぇ 
けこすうきういぇちうはすぇ. [ぇいこけかぇゅぇ-
きっ し おけけさょうくぇすうすっ くぇ ゃしうつおう 
くぇてう しかせあうすっかう う さぇぉけすくう-
ちう, おけうすけ しっゅぇ とっ しう けすうょぇす, 
うきぇきっ ゅけすけゃくけしす こさう くっけぉたけ-

くはおけゅけ おぇすけ ゃさなすおぇ, しすさぇくくけ 
„さっきけくすうさぇくう” けす こさっょてっ-
しすゃっくうちう ょせてけゃっ う せきうゃぇか-
くうちう し こけょさなつくう しさっょしすゃぇ... 
〈せお, けぉぇつっ, うきぇ っおしこけくぇすう う 
けす こさけういゃけょしすゃっくぇすぇ うしすけ-
さうは くぇ „┿さしっくぇか”, しないょぇょっく ゃ 

╉ぇいぇくかなお けとっ こさっい 1924-すぇ: 
しすぇさぇ ゃけえくうておぇ こぇかぇしおぇ, くぇ-
きっさっくぇ こさう ういおけこう; すぇぉっかおう 
けすこさっょう 9-すう しっこすっきゃさう; ちっく-
くぇ しくうきおぇ, こけおぇいゃぇとぇ ゃさっ-

きっすけ, おけゅぇすけ ゃ „┿さしっくぇか” しっ 
ょゃうあっかう おぇさせちう; ゃけえくうておう 
おさっゃぇすう; ぇゃすっくすうつっく ゃけょっく 
おさぇく, くっきしおけ こさけういゃけょしすゃけ 
けす 1944-すぇ, おけえすけ ょけ しおけさけ 
さぇぉけすっか... ]ぉうさおぇすぇ っ けす しすけ-
すうちう っおしこけくぇすう, きっあょせ おけうすけ 
しすさぇくくう: くぇきうさぇ しっ ょぇあっ ╃あう 
╄し ╄き, けすおさうす ゃ くはおぇおゃぇ すけぇ-
かっすくぇ, かなあうつおぇ, ういこせしくぇすぇ けす 
くはおけゅけ ゃ すけぇかっすくぇすぇ つうくうは... 
′け 

ゃしうつおけ っ しすぇさぇすっかくけ こけょ
さっょっくけ, 

こさうおさっこっくけ おなき しすっくぇ, 
おけはすけ きけきつっすぇすぇ しぇきう しぇ しう 
くぇこさぇゃうかう – いぇ ょぇ いくぇはす う 
くけゃうすっ, おけうすけ うょゃぇす すせお, つっ 
きぇえしすけさかなおなす ゃ ちったぇ くっ っ 

けす ょくっし う ゃつっさぇ う つっ くぇ くっゅけ 
しっ ょなさあう, おぇおすけ くぇ すさせょぇ くぇ 
ゃしうつおう けくっいう, おけうすけ こさっおぇさ-
ゃぇす こけかけゃうくぇすぇ けす あうゃけすぇ しう 
すせお. ╉ぇすけ こけつうす おなき うしすけさうは-
すぇ, ゃ けそうしぇ くぇ くぇつぇかくうおぇ くぇ 
ちったぇ しっ こぇいう う しすぇさぇすっかくけ 
こけょゃなさいゃぇ ちはかけすけ すっつっくうっ, 
ぉっい くうすけ っょうく こさけこせしくぇす ぉさけえ 
くぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか”. 』っすぇす ゅけ さっょけゃくけ, くけ う 
おさうすうつくけ – うきぇす きくけゅけ しなゃっすう 
おなき しこうしゃぇとうすっ う こさっょう ゃしうつ-
おけ – ょぇ たけょはす こけ-つっしすけ こさう たけ-
さぇすぇ こけ ちったけゃっすっ – こさう すぇおうゃぇ 

おぇすけ すはた, おけうすけ しう ゃなさてぇす ょけ-
ぉさっ さぇぉけすぇすぇ. ] せぉっあょっくうっすけ, 
つっ ”╉ぇきなおなす しう すっあう くぇ きはし-
すけすけ”. ╇ うきぇす こなかくけ こさぇゃけ.               

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

』っすうさう ぉなかゅぇさおう, あうゃっっとう ゃ 』うおぇゅけ, くけ うきぇとう すけこかぇ ゃさないおぇ し ╉ぇいぇくかなお, こけょおさっこうたぇ ぇこっかぇ 
くぇ おきっすぇ くぇ ゅさぇょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ いぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ 21-ゅけょうてくうは ‶かぇきっく 

╉さぇしうきうさけゃ ′ぇつっゃ. 
╋かぇょっあなす っ けす ╉ぇいぇくかなお う しっ くせあょぇっ けす けこっさぇちうは くぇ ゅさなぉくぇつくうは しすなかぉ いぇ こけしすぇゃはくっ くぇ うき-

こかぇくすう くぇ こさってかっくうすっ. ]なしすけはくうっすけ くぇ ‶かぇきっく しっ ゃかけてぇゃぇ し ゃしっおう ういきうくぇか ょっく. ‶さっきうくぇか っ 
こさっい 〈╄╊╉ う きせ e けこさっょっかっくぇ しすっこっく くぇ くっすさせょけしこけしけぉくけしす. 
18 000 かっゃぇ しぇ くっけぉたけょうきう くぇ ‶かぇきっく ′ぇつっゃ ょぇ ぉなょっ けこっさうさぇく ゃ ぉけかくうちぇ „〈けおせょぇ”. ]っきっえしすゃけ-

すけ っ しけちうぇかくけ しかぇぉけ う くはきぇ ゃないきけあくけしす ょぇ けしうゅせさう すっいう しさっょしすゃぇ, ぇ けこっさぇちうはすぇ っ くぇかけあうすっかくぇ, 
すなえ おぇすけ いぇぉけかはゃぇくっすけ くぇ きかぇょっあぇ ぉなさいけ しっ ゃかけてぇゃぇ.
╃け きけきっくすぇ いぇ かっつっくうっすけ きせ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ ょぇさうかぇ 1050 かっゃぇ, けしうゅせさっくう けす ょぇさうすっか-

しおぇすぇ おぇきこぇくうは こけ ╉けかっょぇ ゃ ゅさぇょぇ. 』っすうさうすっ ぉなかゅぇさおう けす 』うおぇゅけ しぇ ういこさぇすうかう いぇ おぇせいぇすぇ 340 
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ょうきけしす けすくけゃけ ょぇ ゅう  こけおぇくうき  
ょぇ しっ ゃなさくぇす くぇ さぇぉけすぇ こさう 
くぇし, おぇいぇ けとっ ╇ぉせてっゃ. 
〈けえ ういさぇいう ぉかぇゅけょぇさくけしす 

おなき ゃしうつおう すっいう さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう いぇ しなゃっしすくぇすぇ さぇ-
ぉけすぇ う けすくけてっくうっすけ おなき いぇ-
ょぇつうすっ ゃ こっさうけょぇ, ゃ おけえすけ しぇ 
ぉうかう つぇしす けす しなしすぇゃぇ くぇ そうさ-
きぇすぇ, う けとっ ゃっょくなあ こけょつっさ-
すぇ, つっ けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ こさう-

くせあょぇゃぇす さなおけゃけょしすゃけすけ ょぇ 
ゃいっきぇ すっいう すっあおう さってっくうは. 
╁なこさっおう すさせょくけしすうすっ, おけう-

すけ „┿さしっくぇか” っ ういこうすぇか ゃ こけ-
しかっょくうすっ くはおけかおけ きっしっちぇ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ さっぇかういぇちうはすぇ 
くぇ しゃけはすぇ こさけょせおちうは, ょさせあっ-
しすゃけすけ っ ういこかぇすうかけ う とっ こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ ういこかぇとぇ ゃ しさけお 
ゃしうつおう ゃないくぇゅさぇあょっくうは くぇ 
しゃけうすっ さぇぉけすくうちう う しかせあう-
すっかう. ′うっ くはきぇきっ そうくぇくしけ-
ゃう いぇょなかあっくうは おなき たけさぇすぇ, 
おけうすけ しっゅぇ しう けすうゃぇす, いぇはゃう 
くぇ しさっとぇすぇ ういこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ.   
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ おぇいぇ しなとけ, 

つっ ゃなこさっおう ゃさっきっくくうすっ いぇ-
すさせょくっくうは ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
そうさきぇすぇ,  さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” くはきぇ くぇきっさっくうっ 
ょぇ しこうさぇ そうさきっくうは ゃっしすくうお, 
すなえ おぇすけ すけえ っ くっぉたけょうき くぇ  
たうかはょうすっ さぇぉけすくうちう, おけうすけ 
けしすぇゃぇす くぇ さぇぉけすぇ ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ, おけうすけ うきぇす くせあょぇ けす 
こけかっいくぇ う  ゃぇあくぇ いぇ すはた うく-
そけさきぇちうは. ′っ っ ぉっい いくぇつっくうっ 

う すけゃぇ, つっ いぇ  こけ-きぇかおけ けす ゅけ-
ょうくぇ けす しゃけっすけ ゃないさぇあょぇくっ, 
ゃっしすくうおなす くぇ ぇさしっくぇかちう しっ っ 
こさっゃなさくぇか ゃ くぇえ-つっすっくうは ゃ 
さっゅうけくぇ ゃっしすくうお. 
‶け ゃさっきっ くぇ しなゃきっしすくぇすぇ 

しさっとぇ, おけはすけ ぉっ うくうちううさぇくぇ 
けす 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, しすぇくぇ はしくけ, つっ ゃな-
こさっおう ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ つぇしす 
けす しなしすぇゃぇ くぇ そうさきぇすぇ っ くぇ 

くぇきぇかっくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ /4 
つぇしぇ/, いぇさぇょう くぇきぇかっくうは 
けぉっき くぇ さぇぉけすぇ, ぉかういけ 40% 
けす しなしすぇゃぇ うかう 2600 ょせてう しぇ 
くぇ しゃけうすっ さぇぉけすくう きっしすぇ, すなえ 
おぇすけ うきぇす しこってくう こけさなつおう 
いぇ ういこなかくっくうっ. ]かっょ 13-すう 
そっゃさせぇさう ちっかうはす こっさしけくぇか 
くぇ そうさきぇすぇ  しっ ゃさなとぇ くぇ さぇ-
ぉけすぇ.
¨す しなとぇすぇ ょぇすぇ - 13-すう 

そっゃさせぇさう, とっ いぇこけつくっ こさっ-
おさぇすはゃぇくっすけ くぇ ゃさっきっくくうすっ 
すさせょけゃう ょけゅけゃけさう くぇ 627 さぇ-
ぉけすくうちう う しかせあうすっかう, おけうすけ 
しぇ ぉうかう くぇっすう いぇ ういゃなさてゃぇ-
くっすけ くぇ けこさっょっかっくぇ さぇぉけすぇ, 
うきっくくけ し ゃさっきっくくう ょけゅけゃけ-
さう. ╆ぇ こっさうけょぇ けす 1-ゃう きぇさす 
ょけ 1-ゃう きぇえ とっ ぉなょぇす けしゃけ-
ぉけょっくう う 94 こっくしうけくっさう. 
]なおさぇすっくうすっ さぇぉけすくうちう 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 
しぇ きぇかおけ くぇょ 3% けす しなしすぇゃぇ 
くぇ “┿さしっくぇか”. 〈ぇおぇ くぇ こさぇお-
すうおぇ しなおさぇすっくうすっ さぇぉけすくうちう 
う しかせあうすっかう しぇ きくけゅけ こけ-
きぇかおけ けす いぇはゃっくうは ぉさけえ いぇ 

しなおさぇとぇゃぇくっ /800 つけゃっおぇ/ ゃ 
╃うさっおちうは ╀のさけ こけ すさせょぇ-╉ぇ-
いぇくかなお.
╁しうつおう けしゃけぉけょっくう しぇ けす  

ちったけゃっ う きっしすぇ, おけうすけ くっ しぇ 
けぉっいこっつっくう し こけさなつおう ゃなゃ 
ゃさっきっすけ. ╁っつっ うきぇきっ はしくけすぇ 
くぇ こけゃっつっ けす 95% おけう とっ しぇ 
すけつくけ けしゃけぉけょっくうすっ さぇぉけす-
くうちう う しかせあうすっかう, すっ しぇ せゃっ-
ょけきっくう, こけょつっさすぇ ╇ぉせてっゃ う 

ょけこなかくう, つっ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ 
うきぇ いぇゃけょう う けすょっかくう ちったけ-
ゃっ, けす おけうすけ くはきぇ ょぇ うきぇ くうすけ 
っょうく しなおさぇすっく さぇぉけすくうお. 〈ぇ-
おぇゃぇ っ しうすせぇちうはすぇ う くぇ こかけ-
とぇょおぇすぇ ゃ ╋なゅかうあ.
╇くうちうぇすけさうすっ くぇ しさっとぇすぇ, 

しなゃきっしすくけ し こさっょしすぇゃうすっかう-
すっ くぇ [っゅうけくぇかくぇすぇ しかせあぉぇ 
こけ いぇっすけしすすぇ う ╀のさけすけ こけ 
すさせょぇ, けぉしなょうたぇ ゃないきけあくうすっ 
こさけゅさぇきう いぇ いぇっすけしす, し おけうすけ 
ゃしっおう けす けしゃけぉけょっくうすっ けす さぇ-
ぉけすぇ とっ ぉなょっ いぇこけいくぇす. ‶け-
ゃっつっすけ けす こさけゅさぇきうすっ, けぉぇつっ, 
ょぇゃぇす さぇぉけすぇ くぇ くうしおけおゃぇかう-
そうちうさぇくう たけさぇ ゃ しそっさぇすぇ くぇ 
つうしすけすぇすぇ うかう ゃないきけあくけしすう 
いぇ こさっおゃぇかうそうおぇちうは ゃ こさけ-
そっしうけくぇかくう けぉかぇしすう, おけうすけ 
しぇ くっこさうかけあうきう ゃ „┿さしっくぇか”, 
ぉっ おけきっくすうさぇくけ けとっ くぇ しさっ-
とぇすぇ.
╇かうぇくぇ ╅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, いぇはゃう, つっ ょうさっお-
ちうはすぇ とっ くぇこさぇゃう ゅさぇそうお, こけ 
おけえすけ しなおさぇすっくうすっ う けしゃけぉけ-

ょっくうすっ とっ しっ さっゅうしすさうさぇす, いぇ 
ょぇ くっ しすぇくっ しすさせこゃぇくっ こさっょ 
ゅうてっすぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
しかせあぉぇ こけ いぇっすけしすすぇ. 〈けつくぇすぇ 
ょぇすぇ う つぇし とっ しぇ せこけきっくぇすう 
くぇ しこっちうぇかくう かうしすけゃおう, おけう-
すけ ゃしっおう けしゃけぉけょっく けす さぇぉけすぇ 
とっ こけかせつう. ╁ すはた, けしゃっく すぇいう  
ゃぇあくぇ うくそけさきぇちうは, とっ うきぇ 
う うくそけさきぇちは いぇ くせあくうすっ ょけ-
おせきっくすう こさう さっゅうしすさぇちうはすぇ, 
おぇおすけ う し おぇおゃけ ╀のさけすけ こけ 
すさせょぇ きけあっ ょぇ っ ゃ こけかいぇ くぇ 
しなおさぇすっくうは. ╁ こけさっょうちぇ けす 
ぉさけっゃっ う ゃっしすくうおなす くぇ „┿さしっ-
くぇか” – „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ  
こさっょけしすぇゃは こけかっいくぇ うくそけさ-
きぇちうは いぇ くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ 
う ゃないきけあくけしすう いぇ せしゃけはゃぇくっ 
くぇ くけゃう せきっくうは う おゃぇかうそう-
おぇちうう. 
¨ぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか ′っ-

ょはかおけ ′っょはかおけゃ けこさっょっかう 
しさっとぇすぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” おぇすけ おけくしすさせおすうゃ-
くぇ う いぇはゃう, つっ いぇ くっゅけ くぇえ-
ゃぇあくけ っ ょぇ ぉなょっ しないょぇょっくぇ 
けさゅぇくういぇちうは, おけはすけ ぉっいこさけ-
ぉかっきくけ ょぇ けぉしかせあゃぇ たけさぇすぇ 
こさう しなおさぇとeくうっすけ, さっゅうしすさぇ-
ちうはすぇ う すなさしっくっすけ くぇ くけゃぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ╀のさぇすぇ こけ すさせょぇ.
„┿さしっくぇか” っ っょくけ けす くぇえ-

きけとくうすっ こさっょこさうはすうは くぇ すっ-
さうすけさうはすぇ くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, おけっすけ けしうゅせさはゃぇ たう-
かはょう さぇぉけすくう きっしすぇ. ╊けゅうおぇ-
すぇ くぇ ぉういくっしぇ ちっかう ょぇ いぇょなさ-
あう くぇえ-こさけういゃけょうすっかくうすっ う 
くぇえ-おゃぇかうそうちうさぇくう おぇょさう. 
╁はさゃぇき, つっ ゃ くぇえ-しおけさけ ゃさっ-
きっ ょさせあっしすゃけすけ とっ しおかのつう 
しゃけうすっ ぉなょっとう ょけゅけゃけさう う 
ゅけかはきぇ つぇしす けす けしゃけぉけょっくうすっ 
しかせあうすっかう とっ ぉなょぇす ゃなさくぇすう 
けすくけゃけ くぇ さぇぉけすぇ, いぇはゃう けとっ 
けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか.
╉けゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ „┿さしっ-

くぇか”, けぉとっしすゃっくけしすすぇ っ けしけ-
ぉっくけ つせゃしすゃうすっかくぇ, すなえ おぇすけ 
すけゃぇ こさっょこさうはすうっ しっ ゃないこさう-
っきぇ おぇすけ „きぇえおぇすぇ” くぇ けぉとう-
くぇすぇ, おぇいぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
- おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
う うくうちうぇすけさ くぇ こさけゃっょっくぇすぇ 
しさっとぇ. 
╁ ぉういくっしぇ こさぇいくけ こさけしすさぇく-

しすゃけ くはきぇ, うきぇ しっさうけいくう うく-
ょうおぇちうう いぇ ょけぉさう くけゃうくう いぇ 
そうさきぇすぇ, いぇはゃう くぇ そうくぇかぇ 
ういこ. ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
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〈╅〈《╈『╅‒ぇ【 ╇ ╉[を-1 ╉《』【ぇ》╊〉 ╇ [『╅っ 〉╅ ‒╊╇『】╅『¨

╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╋っあ-
ょせくぇさけょくうは ょっく くぇ けく-

おけぉけかくうすっ,  4-すう そっゃさせぇさう, 
ょけえょっ ょけぉさぇすぇ くけゃうくぇ: 
╄ょうくしすゃっくうはす きぇきけゅさぇそ いぇ 

さっくすゅっくけゃけ ういしかっょゃぇくっ くぇ 
けくおけぉけかくう とっ いぇさぇぉけすう ょけ 

おさぇは くぇ そっゃさせぇさう ゃ しこっちうぇ-
かういうさぇくけすけ けすょっかっくうっ くぇ 
╃╉『-1. 
╁ すけゃぇ せゃっさう せこさぇゃうすっかはす 

くぇ ╃╉『  ょ-さ ‶っすなさ ╊せつっゃ. ‶け 
ょせきうすっ きせ, こさうつうくぇすぇ - こけ-
ゃっつっ けす ゅけょうくぇ う 4 きっしっちぇ 

すけいう ちっくっく ぇこぇさぇす ょぇ くっ っ 
ょけしすなこっく いぇ ゃしうつおう くせあょぇ-
っとう しっ, っ しかけあくぇすぇ う ょなか-
ゅぇ こさけちっょせさぇ こけ くっゅけゃけすけ 
せいぇおけくはゃぇくっ う かうちっくいうさぇ-
くっ. ╃ぇさっくうはす けす そけくょぇちうは 
„╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ” くぇ いょさぇゃ-
くけすけ いぇゃっょっくうっ ぇこぇさぇす っ 
ゃすけさぇ せこけすさっぉぇ, こさけういゃっ-
ょっく ゃなゃ 《うくかぇくょうは. ‶さっょう 
ょぇ いぇこけつくっ ょぇ しっ ういこけかいゃぇ, 
けぉぇつっ, っ くぇかけあうすっかくけ ょぇ 
こさっきうくっ こさっい かうちっくいうけくくぇ 
こさけちっょせさぇ う こけさっょうちぇ すっ-
しすけゃっ けす ┿ゅっくちうはすぇ こけ はょ-
さっくぇ さっゅせかぇちうは. 〈っ, けぉぇつっ, 
しっ こさぇゃはす し こけきけとすぇ くぇ こけ-
しさっょくうつっしおう そうさきう, おけっすけ 
いぇぉぇゃは こさけちっしぇ, ょけこなかくう 
ょ-さ ╊せつっゃ.  
′ぇ 14-すう はくせぇさう  すぇいう ゅけ-

ょうくぇ ちはかぇすぇ こさけちっょせさぇ っ 
ゃっつっ そうくぇかういうさぇくぇ う っょうく-
しすゃっくけすけ, おけっすけ こさっょしすけう, 
っ こけょこうしゃぇくっすけ くぇ ょけゅけゃけさ 
いぇ けぉしかせあゃぇくっ し [ぇえけくくぇ-
すぇ いょさぇゃくぇ おぇしぇ. 〈けゃぇ とっ 
っ そぇおす ょけ くはおけかおけ ょうく, 
せゃっさう せこさぇゃうすっかはす. ]かっょ 
しおかのつゃぇくっすけ くぇ ょけゅけゃけさ 

しなし ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ ぇこぇさぇ-
すなす とっ きけあっ ょぇ しっ こけかいゃぇ けす 
ゃしうつおう くせあょぇっとう しっ. ╁っつっ っ 
けぉせつっく う かっおぇさ いぇ さぇぉけすぇ し 
くっゅけ - さっくすゅっくけかけあおぇすぇ ょ-さ 
╀けくっゃぇ, おけはすけ くぇえ-ゃっさけはす-
くけ とっ こさうっきぇ 2 うかう 3 ょくう ゃ 
しっょきうちぇすぇ. ╆ぇ あっかぇっとうすっ ょぇ 
こけかいゃぇす きぇきけゅさぇそしおけすけ うい-
しかっょゃぇくっ ぉっい くぇこさぇゃかっくうっ 
けす かうつっく かっおぇさ くぇえ-ゃっさけはす-
くぇすぇ ちっくぇ くぇ  こさっゅかっょぇ とっ っ 
25-30 かっゃぇ, おぇいぇ ょ-さ ╊せつっゃ. 
‶けゃけょ ょぇ こけすなさしうき こけゃっつっ 

うくそけさきぇちうは いぇ すぇおぇ くっけぉたけ-
ょうきうは ぇこぇさぇす しすぇくぇ ぇこっか けす 
こさっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ きっしすくけ-
すけ しょさせあっくうっ くぇ けくおけぉけかくう-
すっ 『ゃっすぇ [ぇえくけゃぇ. 『ゃっすぇ っ 
しかせあうすっか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, 
くけ けすゃなょ さぇぉけすぇ しう ゃ ちったぇ 
くぇきうさぇ ゃさっきっ う いぇ けぉとっしすゃっ-
くう ぇくゅぇあうきっくすう, こさう すけゃぇ いぇ 
おぇせいぇ, おけはすけ くうおぇお くっ っ かっし-
くぇ.  ╇きぇきっ くぇかっあぇとぇ くせあょぇ 
けす すけいう ぇこぇさぇす, おぇすっゅけさうつくぇ 
っ 『ゃっすぇ, おけはすけ こさういくぇゃぇ, つっ 
こなすせゃぇくっすけ ょけ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
いぇ すけゃぇ ういしかっょゃぇくっ う つぇおぇ-
くっすけ こけ けこぇておう すぇき しないょぇゃぇ 

さっょうちぇ くっせょけぉしすゃぇ う ょけこなか-
くうすっかっく しすさっし. ′っ くぇ こけしかっょ-
くけ きはしすけ っ う しおなしっくうはす こなす 
くぇ こさけそうかぇおすうおぇすぇ くぇ けくおけ-
かけゅうつくうすっ いぇぉけかはゃぇくうは, けす 
おけうすけ ゅけょうてくけ しぇきけ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは せきうさぇす たうかはょう たけさぇ.  
╁ しょさせあっくうっすけ, おけっすけ  『ゃっ-

すぇ  さなおけゃけょう, つかっくせゃぇす っょゃぇ 
35 あっくう, くけ すけゃぇ ゃ くうおぇおなゃ 
しかせつぇえ くっ っ ぉさけはす くぇ ゃしうつおう 
けくおけぉけかくう ゃ さぇえけくぇ. 』ぇしす けす 
たけさぇすぇ くっ しぇ くう こけすなさしうかう, 
いぇとけすけ しっ こさうすっしくはゃぇす, ょさせ-
ゅう こなお こさっょこけつうすぇす しぇきう ょぇ 
しっ しこさぇゃはす.  
╉ぇいぇくかなておけすけ しょさせあっくうっ っ 

つかっく くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ぇしけ-
ちうぇちうは くぇ けくおけぉけかくうすっ. ¨す 
くはおけかおけ ゅけょうくう いぇ くせあょうすっ 
くぇ しょさせあっくうっすけ けぉとうくしおぇ-
すぇ ゃかぇしす っ こさっょけしすぇゃうかぇ う 
おかせぉくぇ ぉぇいぇ, おけはすけ しっ くぇきう-
さぇ くぇ こか.”]っゃすけこけかうし” 14, 
くぇょ ぉうゃてうすっ 》ぇかう. ╄あっょくっゃ-
くけ しかっょ 17 つぇしぇ すぇき きけあっ ょぇ 
ぉなょっ くぇきっさっく こさっょしすぇゃうすっか 
くぇ しょさせあっくうっすけ - いぇ こけきけと, 
しなゃっす, おけくしせかすぇちうは.    
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ょけかぇさぇ, おけうすけ しぇ ゃさなつっくう くぇ ‶かぇきっく けす ╋ぇさうぇくぇ 
- しくぇたぇ くぇ ]すぇくおぇ ╊ぇきぉせさけゃぇ, おけはすけ っ ゃ 』うおぇゅけ. 
′ぇぉさぇくうすっ しさっょしすゃぇ, けぉぇつっ, ゃしっ けとっ しぇ ょぇかっつ 

けす くせあくぇすぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ しせきぇ いぇ かっつっくうっすけ 
くぇ きけきつっすけ. 
╁ こけきけと くぇ おぇせいぇすぇ っ さぇいおさうすぇ う ぉぇくおけゃぇ しきっす-

おぇ ゃ 『╉╀ – おかけく ╉ぇいぇくかなお くぇ うきっすけ くぇ ‶かぇきっく 
′ぇつっゃ. 〈は っ :

BG44CECB 9790 10B7 8163 00
『╉╀ – おかけく ╉┿╆┿′╊‒╉
〈っかっそけく いぇ おけくすぇおすう
し ‶かぇきっく ′ぇつっゃ: 0885462022

]すけさう ょけぉさけ, いぇ ょぇ しっ ゃなさくっ こさう すっぉ! 
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╇しすうくしおぇ ういくっくぇょぇ けつぇおゃぇ ゃしっおう, けすうてなか こけ さぇぉけすぇ ゃ ちった 170 くぇ ╆ぇゃけょ 12, 

おなょっすけ さぇぉけすはす 170 ょせてう, ゃうょは さっこけさすっさ くぇ „〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇょ きっすぇかくう-
すっ ゃさぇすう くぇ たぇかっすけ, おなょっすけ っ けそうしなす くぇ くぇつぇかくうおぇ 〈けょけさ ╇ゅくぇすけゃ, しっ しかせつゃぇす 
つせょっしぇ. 』せょっしぇ くっ しぇきけ こさう ぉなさいけすけ う こさけそっしうけくぇかくけ しこさぇゃはくっ う し くぇえ-すっあ-
おうすっ ぇゃぇさうう う きけくすぇあ くぇ 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 うくしすぇかぇちうう, くけ 
う ょさせゅう – つけゃっておう つせょっしぇ, けす おけうすけ うきぇきっ くせあょぇ ゃしっおう ょっく. ╇ おけうすけ さぇょゃぇす 
けおけすけ う ょせてぇすぇ.

╇しすうくしおぇ いうきくぇ ゅさぇょうくぇ けす ょけぉさっ けすゅかっあょぇくう かうきけくっくう 
ょなさゃっすぇ し くっけぉうつぇえくけ っょさう こかけょけゃっ, おけうすけ ゃうしはす おぇすけ 

しゃっすっとう うゅさぇつおう くぇ おけかっょくけ ょなさゃけ けすおさうゃぇて こけ こなすっおぇすぇ, 
おけはすけ けすゃっあょぇ けす ゃたけょぇ くぇ たぇかっすけ おなき ゃなすさってくうは ょゃけさ... こさう 
すけゃぇ, ゃ ちったぇ さぇぉけすはす しぇきけ きなあっ... ¨ぉぇつっ – ょけぉさう しすけこぇくう. 15 
かうきけくぇ しぇ こさうぉさぇかう くぇ すけこかけ きけきつっすぇすぇ くぇ 〈けょけさ ╇ゅくぇすけゃ. 
╂かっょぇす ゅう いぇ せょけゃけかしすゃうっ, いぇ ょぇ うき しすけこかはす しなさちぇすぇ, いぇ ょぇ うき 
こさぇゃはす さぇぉけすくぇすぇ けぉしすぇくけゃおぇ こけ-せのすくぇ – いぇとけすけ っ つけゃっておけ... 
′はおけう ぇさしっくぇかちう ょぇあっ しぇ ゅう おさなしすうかう: ”╆っかっくうはす ちった”. ′っ 
しぇきけ いぇさぇょう ゅけさぇすぇ けす かうきけくっくう ょなさゃっすぇ – けとっ こさっょ ゃさぇすぇすぇ 
くぇ たぇかっすけ さぇいぉうさぇて, つっ すせお うきぇ さっょ おぇすけ ゃ うしすうくしおう ょけき – ゅさぇ-
ょうくおうすっ しぇ し ゃぇさけしぇくう ぉけさょのさう, ょなさゃっすぇすぇ しぇ こけょょなさあぇくう, 
つうしすけ っ くぇゃしはおなょっ,  さっょけゃくけ しう こけかうゃぇす ょさなゃつっすぇすぇ... ”]ぇきう 
しっ ゅさうあうき いぇ すけゃぇ”, おぇいゃぇす くぇつぇかくうおなす ╇ゅくぇすけゃ う いぇきっしすくうおなす 
きせ ]すっそぇく – しうかくう きなあっ, おけうすけ けぉうつぇす さっょぇ, こさけそっしうけくぇかうい-
きぇ, つうしすけすぇすぇ くぇおけかけ う ゃ けすくけてっくうはすぇ. ╋なあっ, おぇすけ うしすうくしおう 
ぉなかゅぇさう – し こけつうす おなき うしすけさうはすぇ. ‶けつうすすぇ おなき うしすけさうはすぇ っ 
くっ しぇきけ せゃぇあっくうっ おなき こぇすさうけすうつくうすっ ょっかぇ, いぇ おけうすけ くぇきうさぇ-
きっ しゃうょっすっかしすゃぇ くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ くぇ くぇつぇかくうおぇ. 〈せお, しさっょ 
しゃっあっしすすぇ くぇ しこさっすくぇすぇ かうきけくっくぇ ゅけさうつおぇ, っ う すったくうはす „きせ-
いっえ”. ′っ きせいっえ けす すけすぇかうすぇさっく すうこ, しなし しくうきおう くぇ さぇぉけすうかう 
ゃけょぇつう すせお, ぇ しぉうさおぇ けす っおしこけくぇすう, こさうこけきくはとう しこさぇゃはくっ-
すけ し すっあおう ぇゃぇさうえくう  しうすせぇちうう, くっとけ, し おけっすけ すせお し こさぇゃけ 
しっ ゅけさょっはす. ¨おぇつっくう くぇ しこっちうぇかっく しすっかぇあ, ょっかけ くぇ しさなつくうすっ 
ゃけょけこさけゃけょつうちう しぇ くぇきっさっくう こさう さぇぉけすぇ, いぇすぇこっくう くっおぇょなさ-
くけ し ょなさゃっしくう こぇさつっすぇ  -  すさなぉう, おさぇくけゃっ, さぇいこさっょっかうすっかう 
– こさうつうくう いぇ すっあおう ぇゃぇさうう, しぇきけぉさなしくぇつおぇ, ういこけかいゃぇくぇ けす 
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〈けゃぇ, おけっすけ しっゅぇ しすぇゃぇ, くっ っ 
くけゃけしす, けつぇおゃぇてっ しっ, いぇはゃう 
けとっ すけえ う ょけこなかくう, つっ う ゃ きけ-
きっくすぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさ-
きぇすぇ せつぇしすゃぇ ゃ こさっょこさけせつゃぇ-
すっかくう けそっさすう いぇ くけゃう こぇいぇさう, 
こけょゅけすゃは せつぇしすうっすけ しう ゃ さぇい-
かうつくう すなさゅけゃっ こさっい こさけかっすすぇ 
う かはすけすけ. 
′ぇょはゃぇきっ しっ くぇ せしこった, ゃな-

こさっおう しっさうけいくぇすぇ おけくおせさっく-
ちうは けす くぇてう しなしっょう, ゃ かうちっすけ 
くぇ [せきなくうは う 》なさゃぇすうは, ょけ-
こなかくう すけえ.  
′ぇてうすっ おかうっくすう くっ しぇ ゅさぇ-

あぇょくう, ぇ うくしすうすせちうう くぇ ぉの-
ょあっすくぇ ういょなさあおぇ; ぇ ゃ おさういぇ 
くぇえ-かっしくけ しっ くぇきぇかはゃぇ  ゃけ-
っくくうはす ぉのょあっす, いぇはゃう ╇ぉせ-
てっゃ. 〈けえ せゃっさう せつぇしすくうちうすっ 
ゃ しさっとぇすぇ, つっ さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ そうさきぇすぇ こさぇゃう ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ ょぇ しきっおつう こけしかっょう-
ちうすっ けす しゃうすうは けぉっき こけさなつおう, 
おぇすけ くっこさっおなしくぇすけ しっ すなさはしす 
くけゃう こぇいぇさう う ょっしすうくぇちうう. 
╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ こさうおかのつう 

ゅけかはきぇ こけさなつおぇ, おけはすけ うきぇ-
たきっ, う すさはぉゃぇてっ けとっ すけゅぇゃぇ 
ょぇ けしゃけぉけょうき 500 ょせてう くぇ 
ゃさっきっくくう ょけゅけゃけさう. ′うっ, けぉぇ-
つっ, くっ ゅけ くぇこさぇゃうたきっ. ╆ぇょなさ-
あぇたきっ しうすせぇちうはすぇ し くはおけかおけ 
ょけこなかくうすっかくう こけ-きぇかおう こけ-
さなつおう う すぇおぇ くっ くぇこさぇゃうたきっ 
こかぇくうさぇくけすけ う いぇはゃっくけ けこ-
すうきういうさぇくっ くぇ しなしすぇゃぇ し 500 
ょせてう, くけ しっゅぇ しうすせちうはすぇ っ 
さぇいかうつくぇ, くはきぇ ょさせゅ ういぉけさ, 
おぇいぇ けとっ すけえ. ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ こけょつっさすぇ, つっ くぇえ-さぇくけ  
こさっい きぇえ-のくう とっ うきぇ けあうゃ-
かっくうっ くぇ こぇいぇさぇ くぇ しこっちこさけ-
ょせおちうは. ╇きぇきっ しっさうけいくう うく-
ょうおぇちうう いぇ ょけぉさう くけゃうくう 
しかっょ すけいう こっさうけょ, おぇいぇ すけえ.
╀のょあっすくうすっ ゅけょうくう  いぇ ょなさ-

あぇゃうすっ いぇこけつゃぇす けぉうおくけゃっくけ 
こさっい きぇさす-ぇこさうか,  しかっょゃぇ ゅさぇ-
すうしっく こっさうけょ, ゃ おけえすけ しっ こさけ-
せつゃぇす こぇいぇさう う ゃないきけあくけしすう 
う っょゃぇ しかっょ  すけゃぇ しっ しすうゅぇ ょけ 
さっぇかくう しょっかおう う こけさなつおう. 
╃けすけゅぇゃぇ, けぉぇつっ,  ょさせあっしすゃけ-
すけ  くっ きけあっ ょぇ しう こけいゃけかう ょぇ 
すっゅかう くけゃう おさっょうすう う ょぇ こかぇ-
とぇ いぇこかぇすう くぇ こっさしけくぇか, おけえ-
すけ くっ っ くぇすけゃぇさっく し さっぇかくぇ 
さぇぉけすぇ. 〈けゃぇ っ う しきうしなかなす くぇ 
けこすうきういぇちうはすぇ. [ぇいこけかぇゅぇ-
きっ し おけけさょうくぇすうすっ くぇ ゃしうつおう 
くぇてう しかせあうすっかう う さぇぉけすくう-
ちう, おけうすけ しっゅぇ とっ しう けすうょぇす, 
うきぇきっ ゅけすけゃくけしす こさう くっけぉたけ-

くはおけゅけ おぇすけ ゃさなすおぇ, しすさぇくくけ 
„さっきけくすうさぇくう” けす こさっょてっ-
しすゃっくうちう ょせてけゃっ う せきうゃぇか-
くうちう し こけょさなつくう しさっょしすゃぇ... 
〈せお, けぉぇつっ, うきぇ っおしこけくぇすう う 
けす こさけういゃけょしすゃっくぇすぇ うしすけ-
さうは くぇ „┿さしっくぇか”, しないょぇょっく ゃ 

╉ぇいぇくかなお けとっ こさっい 1924-すぇ: 
しすぇさぇ ゃけえくうておぇ こぇかぇしおぇ, くぇ-
きっさっくぇ こさう ういおけこう; すぇぉっかおう 
けすこさっょう 9-すう しっこすっきゃさう; ちっく-
くぇ しくうきおぇ, こけおぇいゃぇとぇ ゃさっ-

きっすけ, おけゅぇすけ ゃ „┿さしっくぇか” しっ 
ょゃうあっかう おぇさせちう; ゃけえくうておう 
おさっゃぇすう; ぇゃすっくすうつっく ゃけょっく 
おさぇく, くっきしおけ こさけういゃけょしすゃけ 
けす 1944-すぇ, おけえすけ ょけ しおけさけ 
さぇぉけすっか... ]ぉうさおぇすぇ っ けす しすけ-
すうちう っおしこけくぇすう, きっあょせ おけうすけ 
しすさぇくくう: くぇきうさぇ しっ ょぇあっ ╃あう 
╄し ╄き, けすおさうす ゃ くはおぇおゃぇ すけぇ-
かっすくぇ, かなあうつおぇ, ういこせしくぇすぇ けす 
くはおけゅけ ゃ すけぇかっすくぇすぇ つうくうは... 
′け 

ゃしうつおけ っ しすぇさぇすっかくけ こけょ-
さっょっくけ, 

こさうおさっこっくけ おなき しすっくぇ, 
おけはすけ きけきつっすぇすぇ しぇきう しぇ しう 
くぇこさぇゃうかう – いぇ ょぇ いくぇはす う 
くけゃうすっ, おけうすけ うょゃぇす すせお, つっ 
きぇえしすけさかなおなす ゃ ちったぇ くっ っ 

けす ょくっし う ゃつっさぇ う つっ くぇ くっゅけ 
しっ ょなさあう, おぇおすけ くぇ すさせょぇ くぇ 
ゃしうつおう けくっいう, おけうすけ こさっおぇさ-
ゃぇす こけかけゃうくぇすぇ けす あうゃけすぇ しう 
すせお. ╉ぇすけ こけつうす おなき うしすけさうは-
すぇ, ゃ けそうしぇ くぇ くぇつぇかくうおぇ くぇ 
ちったぇ しっ こぇいう う しすぇさぇすっかくけ 
こけょゃなさいゃぇ ちはかけすけ すっつっくうっ, 
ぉっい くうすけ っょうく こさけこせしくぇす ぉさけえ 
くぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか”. 』っすぇす ゅけ さっょけゃくけ, くけ う 
おさうすうつくけ – うきぇす きくけゅけ しなゃっすう 
おなき しこうしゃぇとうすっ う こさっょう ゃしうつ-
おけ – ょぇ たけょはす こけ-つっしすけ こさう たけ-
さぇすぇ こけ ちったけゃっすっ – こさう すぇおうゃぇ 

おぇすけ すはた, おけうすけ しう ゃなさてぇす ょけ-
ぉさっ さぇぉけすぇすぇ. ] せぉっあょっくうっすけ, 
つっ ”╉ぇきなおなす しう すっあう くぇ きはし-
すけすけ”. ╇ うきぇす こなかくけ こさぇゃけ.               

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

』っすうさう ぉなかゅぇさおう, あうゃっっとう ゃ 』うおぇゅけ, くけ うきぇとう すけこかぇ ゃさないおぇ し ╉ぇいぇくかなお, こけょおさっこうたぇ ぇこっかぇ 
くぇ おきっすぇ くぇ ゅさぇょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ いぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ 21-ゅけょうてくうは ‶かぇきっく 

╉さぇしうきうさけゃ ′ぇつっゃ. 
╋かぇょっあなす っ けす ╉ぇいぇくかなお う しっ くせあょぇっ けす けこっさぇちうは くぇ ゅさなぉくぇつくうは しすなかぉ いぇ こけしすぇゃはくっ くぇ うき-

こかぇくすう くぇ こさってかっくうすっ. ]なしすけはくうっすけ くぇ ‶かぇきっく しっ ゃかけてぇゃぇ し ゃしっおう ういきうくぇか ょっく. ‶さっきうくぇか っ 
こさっい 〈╄╊╉ う きせ e けこさっょっかっくぇ しすっこっく くぇ くっすさせょけしこけしけぉくけしす. 
18 000 かっゃぇ しぇ くっけぉたけょうきう くぇ ‶かぇきっく ′ぇつっゃ ょぇ ぉなょっ けこっさうさぇく ゃ ぉけかくうちぇ „〈けおせょぇ”. ]っきっえしすゃけ-

すけ っ しけちうぇかくけ しかぇぉけ う くはきぇ ゃないきけあくけしす ょぇ けしうゅせさう すっいう しさっょしすゃぇ, ぇ けこっさぇちうはすぇ っ くぇかけあうすっかくぇ, 
すなえ おぇすけ いぇぉけかはゃぇくっすけ くぇ きかぇょっあぇ ぉなさいけ しっ ゃかけてぇゃぇ.
╃け きけきっくすぇ いぇ かっつっくうっすけ きせ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ ょぇさうかぇ 1050 かっゃぇ, けしうゅせさっくう けす ょぇさうすっか-

しおぇすぇ おぇきこぇくうは こけ ╉けかっょぇ ゃ ゅさぇょぇ. 』っすうさうすっ ぉなかゅぇさおう けす 』うおぇゅけ しぇ ういこさぇすうかう いぇ おぇせいぇすぇ 340 
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ょうきけしす けすくけゃけ ょぇ ゅう  こけおぇくうき  
ょぇ しっ ゃなさくぇす くぇ さぇぉけすぇ こさう 
くぇし, おぇいぇ けとっ ╇ぉせてっゃ. 
〈けえ ういさぇいう ぉかぇゅけょぇさくけしす 

おなき ゃしうつおう すっいう さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう いぇ しなゃっしすくぇすぇ さぇ-
ぉけすぇ う けすくけてっくうっすけ おなき いぇ-
ょぇつうすっ ゃ こっさうけょぇ, ゃ おけえすけ しぇ 
ぉうかう つぇしす けす しなしすぇゃぇ くぇ そうさ-
きぇすぇ, う けとっ ゃっょくなあ こけょつっさ-
すぇ, つっ けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ こさう-

くせあょぇゃぇす さなおけゃけょしすゃけすけ ょぇ 
ゃいっきぇ すっいう すっあおう さってっくうは. 
╁なこさっおう すさせょくけしすうすっ, おけう-

すけ „┿さしっくぇか” っ ういこうすぇか ゃ こけ-
しかっょくうすっ くはおけかおけ きっしっちぇ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ さっぇかういぇちうはすぇ 
くぇ しゃけはすぇ こさけょせおちうは, ょさせあっ-
しすゃけすけ っ ういこかぇすうかけ う とっ こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ ういこかぇとぇ ゃ しさけお 
ゃしうつおう ゃないくぇゅさぇあょっくうは くぇ 
しゃけうすっ さぇぉけすくうちう う しかせあう-
すっかう. ′うっ くはきぇきっ そうくぇくしけ-
ゃう いぇょなかあっくうは おなき たけさぇすぇ, 
おけうすけ しっゅぇ しう けすうゃぇす, いぇはゃう 
くぇ しさっとぇすぇ ういこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ.   
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ おぇいぇ しなとけ, 

つっ ゃなこさっおう ゃさっきっくくうすっ いぇ-
すさせょくっくうは ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
そうさきぇすぇ,  さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” くはきぇ くぇきっさっくうっ 
ょぇ しこうさぇ そうさきっくうは ゃっしすくうお, 
すなえ おぇすけ すけえ っ くっぉたけょうき くぇ  
たうかはょうすっ さぇぉけすくうちう, おけうすけ 
けしすぇゃぇす くぇ さぇぉけすぇ ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ, おけうすけ うきぇす くせあょぇ けす 
こけかっいくぇ う  ゃぇあくぇ いぇ すはた うく-
そけさきぇちうは. ′っ っ ぉっい いくぇつっくうっ 

う すけゃぇ, つっ いぇ  こけ-きぇかおけ けす ゅけ-
ょうくぇ けす しゃけっすけ ゃないさぇあょぇくっ, 
ゃっしすくうおなす くぇ ぇさしっくぇかちう しっ っ 
こさっゃなさくぇか ゃ くぇえ-つっすっくうは ゃ 
さっゅうけくぇ ゃっしすくうお. 
‶け ゃさっきっ くぇ しなゃきっしすくぇすぇ 

しさっとぇ, おけはすけ ぉっ うくうちううさぇくぇ 
けす 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, しすぇくぇ はしくけ, つっ ゃな-
こさっおう ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ つぇしす 
けす しなしすぇゃぇ くぇ そうさきぇすぇ っ くぇ 

くぇきぇかっくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ /4 
つぇしぇ/, いぇさぇょう くぇきぇかっくうは 
けぉっき くぇ さぇぉけすぇ, ぉかういけ 40% 
けす しなしすぇゃぇ うかう 2600 ょせてう しぇ 
くぇ しゃけうすっ さぇぉけすくう きっしすぇ, すなえ 
おぇすけ うきぇす しこってくう こけさなつおう 
いぇ ういこなかくっくうっ. ]かっょ 13-すう 
そっゃさせぇさう ちっかうはす こっさしけくぇか 
くぇ そうさきぇすぇ  しっ ゃさなとぇ くぇ さぇ-
ぉけすぇ.
¨す しなとぇすぇ ょぇすぇ - 13-すう 

そっゃさせぇさう, とっ いぇこけつくっ こさっ-
おさぇすはゃぇくっすけ くぇ ゃさっきっくくうすっ 
すさせょけゃう ょけゅけゃけさう くぇ 627 さぇ-
ぉけすくうちう う しかせあうすっかう, おけうすけ 
しぇ ぉうかう くぇっすう いぇ ういゃなさてゃぇ-
くっすけ くぇ けこさっょっかっくぇ さぇぉけすぇ, 
うきっくくけ し ゃさっきっくくう ょけゅけゃけ-
さう. ╆ぇ こっさうけょぇ けす 1-ゃう きぇさす 
ょけ 1-ゃう きぇえ とっ ぉなょぇす けしゃけ-
ぉけょっくう う 94 こっくしうけくっさう. 
]なおさぇすっくうすっ さぇぉけすくうちう 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 
しぇ きぇかおけ くぇょ 3% けす しなしすぇゃぇ 
くぇ “┿さしっくぇか”. 〈ぇおぇ くぇ こさぇお-
すうおぇ しなおさぇすっくうすっ さぇぉけすくうちう 
う しかせあうすっかう しぇ きくけゅけ こけ-
きぇかおけ けす いぇはゃっくうは ぉさけえ いぇ 

しなおさぇとぇゃぇくっ /800 つけゃっおぇ/ ゃ 
╃うさっおちうは ╀のさけ こけ すさせょぇ-╉ぇ-
いぇくかなお.
╁しうつおう けしゃけぉけょっくう しぇ けす  

ちったけゃっ う きっしすぇ, おけうすけ くっ しぇ 
けぉっいこっつっくう し こけさなつおう ゃなゃ 
ゃさっきっすけ. ╁っつっ うきぇきっ はしくけすぇ 
くぇ こけゃっつっ けす 95% おけう とっ しぇ 
すけつくけ けしゃけぉけょっくうすっ さぇぉけす-
くうちう う しかせあうすっかう, すっ しぇ せゃっ-
ょけきっくう, こけょつっさすぇ ╇ぉせてっゃ う 

ょけこなかくう, つっ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ 
うきぇ いぇゃけょう う けすょっかくう ちったけ-
ゃっ, けす おけうすけ くはきぇ ょぇ うきぇ くうすけ 
っょうく しなおさぇすっく さぇぉけすくうお. 〈ぇ-
おぇゃぇ っ しうすせぇちうはすぇ う くぇ こかけ-
とぇょおぇすぇ ゃ ╋なゅかうあ.
╇くうちうぇすけさうすっ くぇ しさっとぇすぇ, 

しなゃきっしすくけ し こさっょしすぇゃうすっかう-
すっ くぇ [っゅうけくぇかくぇすぇ しかせあぉぇ 
こけ いぇっすけしすすぇ う ╀のさけすけ こけ 
すさせょぇ, けぉしなょうたぇ ゃないきけあくうすっ 
こさけゅさぇきう いぇ いぇっすけしす, し おけうすけ 
ゃしっおう けす けしゃけぉけょっくうすっ けす さぇ-
ぉけすぇ とっ ぉなょっ いぇこけいくぇす. ‶け-
ゃっつっすけ けす こさけゅさぇきうすっ, けぉぇつっ, 
ょぇゃぇす さぇぉけすぇ くぇ くうしおけおゃぇかう-
そうちうさぇくう たけさぇ ゃ しそっさぇすぇ くぇ 
つうしすけすぇすぇ うかう ゃないきけあくけしすう 
いぇ こさっおゃぇかうそうおぇちうは ゃ こさけ-
そっしうけくぇかくう けぉかぇしすう, おけうすけ 
しぇ くっこさうかけあうきう ゃ „┿さしっくぇか”, 
ぉっ おけきっくすうさぇくけ けとっ くぇ しさっ-
とぇすぇ.
╇かうぇくぇ ╅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, いぇはゃう, つっ ょうさっお-
ちうはすぇ とっ くぇこさぇゃう ゅさぇそうお, こけ 
おけえすけ しなおさぇすっくうすっ う けしゃけぉけ-

ょっくうすっ とっ しっ さっゅうしすさうさぇす, いぇ 
ょぇ くっ しすぇくっ しすさせこゃぇくっ こさっょ 
ゅうてっすぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
しかせあぉぇ こけ いぇっすけしすすぇ. 〈けつくぇすぇ 
ょぇすぇ う つぇし とっ しぇ せこけきっくぇすう 
くぇ しこっちうぇかくう かうしすけゃおう, おけう-
すけ ゃしっおう けしゃけぉけょっく けす さぇぉけすぇ 
とっ こけかせつう. ╁ すはた, けしゃっく すぇいう  
ゃぇあくぇ うくそけさきぇちうは, とっ うきぇ 
う うくそけさきぇちは いぇ くせあくうすっ ょけ-
おせきっくすう こさう さっゅうしすさぇちうはすぇ, 
おぇおすけ う し おぇおゃけ ╀のさけすけ こけ 
すさせょぇ きけあっ ょぇ っ ゃ こけかいぇ くぇ 
しなおさぇすっくうは. ╁ こけさっょうちぇ けす 
ぉさけっゃっ う ゃっしすくうおなす くぇ „┿さしっ-
くぇか” – „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ  
こさっょけしすぇゃは こけかっいくぇ うくそけさ-
きぇちうは いぇ くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ 
う ゃないきけあくけしすう いぇ せしゃけはゃぇくっ 
くぇ くけゃう せきっくうは う おゃぇかうそう-
おぇちうう. 
¨ぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか ′っ-

ょはかおけ ′っょはかおけゃ けこさっょっかう 
しさっとぇすぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” おぇすけ おけくしすさせおすうゃ-
くぇ う いぇはゃう, つっ いぇ くっゅけ くぇえ-
ゃぇあくけ っ ょぇ ぉなょっ しないょぇょっくぇ 
けさゅぇくういぇちうは, おけはすけ ぉっいこさけ-
ぉかっきくけ ょぇ けぉしかせあゃぇ たけさぇすぇ 
こさう しなおさぇとeくうっすけ, さっゅうしすさぇ-
ちうはすぇ う すなさしっくっすけ くぇ くけゃぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ╀のさぇすぇ こけ すさせょぇ.
„┿さしっくぇか” っ っょくけ けす くぇえ-

きけとくうすっ こさっょこさうはすうは くぇ すっ-
さうすけさうはすぇ くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, おけっすけ けしうゅせさはゃぇ たう-
かはょう さぇぉけすくう きっしすぇ. ╊けゅうおぇ-
すぇ くぇ ぉういくっしぇ ちっかう ょぇ いぇょなさ-
あう くぇえ-こさけういゃけょうすっかくうすっ う 
くぇえ-おゃぇかうそうちうさぇくう おぇょさう. 
╁はさゃぇき, つっ ゃ くぇえ-しおけさけ ゃさっ-
きっ ょさせあっしすゃけすけ とっ しおかのつう 
しゃけうすっ ぉなょっとう ょけゅけゃけさう う 
ゅけかはきぇ つぇしす けす けしゃけぉけょっくうすっ 
しかせあうすっかう とっ ぉなょぇす ゃなさくぇすう 
けすくけゃけ くぇ さぇぉけすぇ, いぇはゃう けとっ 
けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか.
╉けゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ „┿さしっ-

くぇか”, けぉとっしすゃっくけしすすぇ っ けしけ-
ぉっくけ つせゃしすゃうすっかくぇ, すなえ おぇすけ 
すけゃぇ こさっょこさうはすうっ しっ ゃないこさう-
っきぇ おぇすけ „きぇえおぇすぇ” くぇ けぉとう-
くぇすぇ, おぇいぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
- おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
う うくうちうぇすけさ くぇ こさけゃっょっくぇすぇ 
しさっとぇ. 
╁ ぉういくっしぇ こさぇいくけ こさけしすさぇく-

しすゃけ くはきぇ, うきぇ しっさうけいくう うく-
ょうおぇちうう いぇ ょけぉさう くけゃうくう いぇ 
そうさきぇすぇ, いぇはゃう くぇ そうくぇかぇ 
ういこ. ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
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〈╅〈《╈『╅‒ぇ【 ╇ ╉[を-1 ╉《』【ぇ》╊〉 ╇ [『╅っ 〉╅ ‒╊╇『】╅『¨

╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╋っあ-
ょせくぇさけょくうは ょっく くぇ けく-

おけぉけかくうすっ,  4-すう そっゃさせぇさう, 
ょけえょっ ょけぉさぇすぇ くけゃうくぇ: 
╄ょうくしすゃっくうはす きぇきけゅさぇそ いぇ 

さっくすゅっくけゃけ ういしかっょゃぇくっ くぇ 
けくおけぉけかくう とっ いぇさぇぉけすう ょけ 

おさぇは くぇ そっゃさせぇさう ゃ しこっちうぇ-
かういうさぇくけすけ けすょっかっくうっ くぇ 
╃╉『-1. 
╁ すけゃぇ せゃっさう せこさぇゃうすっかはす 

くぇ ╃╉『  ょ-さ ‶っすなさ ╊せつっゃ. ‶け 
ょせきうすっ きせ, こさうつうくぇすぇ - こけ-
ゃっつっ けす ゅけょうくぇ う 4 きっしっちぇ 

すけいう ちっくっく ぇこぇさぇす ょぇ くっ っ 
ょけしすなこっく いぇ ゃしうつおう くせあょぇ-
っとう しっ, っ しかけあくぇすぇ う ょなか-
ゅぇ こさけちっょせさぇ こけ くっゅけゃけすけ 
せいぇおけくはゃぇくっ う かうちっくいうさぇ-
くっ. ╃ぇさっくうはす けす そけくょぇちうは 
„╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ” くぇ いょさぇゃ-
くけすけ いぇゃっょっくうっ ぇこぇさぇす っ 
ゃすけさぇ せこけすさっぉぇ, こさけういゃっ-
ょっく ゃなゃ 《うくかぇくょうは. ‶さっょう 
ょぇ いぇこけつくっ ょぇ しっ ういこけかいゃぇ, 
けぉぇつっ, っ くぇかけあうすっかくけ ょぇ 
こさっきうくっ こさっい かうちっくいうけくくぇ 
こさけちっょせさぇ う こけさっょうちぇ すっ-
しすけゃっ けす ┿ゅっくちうはすぇ こけ はょ-
さっくぇ さっゅせかぇちうは. 〈っ, けぉぇつっ, 
しっ こさぇゃはす し こけきけとすぇ くぇ こけ-
しさっょくうつっしおう そうさきう, おけっすけ 
いぇぉぇゃは こさけちっしぇ, ょけこなかくう 
ょ-さ ╊せつっゃ.  
′ぇ 14-すう はくせぇさう  すぇいう ゅけ-

ょうくぇ ちはかぇすぇ こさけちっょせさぇ っ 
ゃっつっ そうくぇかういうさぇくぇ う っょうく-
しすゃっくけすけ, おけっすけ こさっょしすけう, 
っ こけょこうしゃぇくっすけ くぇ ょけゅけゃけさ 
いぇ けぉしかせあゃぇくっ し [ぇえけくくぇ-
すぇ いょさぇゃくぇ おぇしぇ. 〈けゃぇ とっ 
っ そぇおす ょけ くはおけかおけ ょうく, 
せゃっさう せこさぇゃうすっかはす. ]かっょ 
しおかのつゃぇくっすけ くぇ ょけゅけゃけさ 

しなし ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ ぇこぇさぇ-
すなす とっ きけあっ ょぇ しっ こけかいゃぇ けす 
ゃしうつおう くせあょぇっとう しっ. ╁っつっ っ 
けぉせつっく う かっおぇさ いぇ さぇぉけすぇ し 
くっゅけ - さっくすゅっくけかけあおぇすぇ ょ-さ 
╀けくっゃぇ, おけはすけ くぇえ-ゃっさけはす-
くけ とっ こさうっきぇ 2 うかう 3 ょくう ゃ 
しっょきうちぇすぇ. ╆ぇ あっかぇっとうすっ ょぇ 
こけかいゃぇす きぇきけゅさぇそしおけすけ うい-
しかっょゃぇくっ ぉっい くぇこさぇゃかっくうっ 
けす かうつっく かっおぇさ くぇえ-ゃっさけはす-
くぇすぇ ちっくぇ くぇ  こさっゅかっょぇ とっ っ 
25-30 かっゃぇ, おぇいぇ ょ-さ ╊せつっゃ. 
‶けゃけょ ょぇ こけすなさしうき こけゃっつっ 

うくそけさきぇちうは いぇ すぇおぇ くっけぉたけ-
ょうきうは ぇこぇさぇす しすぇくぇ ぇこっか けす 
こさっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ きっしすくけ-
すけ しょさせあっくうっ くぇ けくおけぉけかくう-
すっ 『ゃっすぇ [ぇえくけゃぇ. 『ゃっすぇ っ 
しかせあうすっか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, 
くけ けすゃなょ さぇぉけすぇ しう ゃ ちったぇ 
くぇきうさぇ ゃさっきっ う いぇ けぉとっしすゃっ-
くう ぇくゅぇあうきっくすう, こさう すけゃぇ いぇ 
おぇせいぇ, おけはすけ くうおぇお くっ っ かっし-
くぇ.  ╇きぇきっ くぇかっあぇとぇ くせあょぇ 
けす すけいう ぇこぇさぇす, おぇすっゅけさうつくぇ 
っ 『ゃっすぇ, おけはすけ こさういくぇゃぇ, つっ 
こなすせゃぇくっすけ ょけ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
いぇ すけゃぇ ういしかっょゃぇくっ う つぇおぇ-
くっすけ こけ けこぇておう すぇき しないょぇゃぇ 

さっょうちぇ くっせょけぉしすゃぇ う ょけこなか-
くうすっかっく しすさっし. ′っ くぇ こけしかっょ-
くけ きはしすけ っ う しおなしっくうはす こなす 
くぇ こさけそうかぇおすうおぇすぇ くぇ けくおけ-
かけゅうつくうすっ いぇぉけかはゃぇくうは, けす 
おけうすけ ゅけょうてくけ しぇきけ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは せきうさぇす たうかはょう たけさぇ.  
╁ しょさせあっくうっすけ, おけっすけ  『ゃっ-

すぇ  さなおけゃけょう, つかっくせゃぇす っょゃぇ 
35 あっくう, くけ すけゃぇ ゃ くうおぇおなゃ 
しかせつぇえ くっ っ ぉさけはす くぇ ゃしうつおう 
けくおけぉけかくう ゃ さぇえけくぇ. 』ぇしす けす 
たけさぇすぇ くっ しぇ くう こけすなさしうかう, 
いぇとけすけ しっ こさうすっしくはゃぇす, ょさせ-
ゅう こなお こさっょこけつうすぇす しぇきう ょぇ 
しっ しこさぇゃはす.  
╉ぇいぇくかなておけすけ しょさせあっくうっ っ 

つかっく くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ぇしけ-
ちうぇちうは くぇ けくおけぉけかくうすっ. ¨す 
くはおけかおけ ゅけょうくう いぇ くせあょうすっ 
くぇ しょさせあっくうっすけ けぉとうくしおぇ-
すぇ ゃかぇしす っ こさっょけしすぇゃうかぇ う 
おかせぉくぇ ぉぇいぇ, おけはすけ しっ くぇきう-
さぇ くぇ こか.”]っゃすけこけかうし” 14, 
くぇょ ぉうゃてうすっ 》ぇかう. ╄あっょくっゃ-
くけ しかっょ 17 つぇしぇ すぇき きけあっ ょぇ 
ぉなょっ くぇきっさっく こさっょしすぇゃうすっか 
くぇ しょさせあっくうっすけ - いぇ こけきけと, 
しなゃっす, おけくしせかすぇちうは.    

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ょけかぇさぇ, おけうすけ しぇ ゃさなつっくう くぇ ‶かぇきっく けす ╋ぇさうぇくぇ 
- しくぇたぇ くぇ ]すぇくおぇ ╊ぇきぉせさけゃぇ, おけはすけ っ ゃ 』うおぇゅけ. 
′ぇぉさぇくうすっ しさっょしすゃぇ, けぉぇつっ, ゃしっ けとっ しぇ ょぇかっつ 

けす くせあくぇすぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ しせきぇ いぇ かっつっくうっすけ 
くぇ きけきつっすけ. 
╁ こけきけと くぇ おぇせいぇすぇ っ さぇいおさうすぇ う ぉぇくおけゃぇ しきっす-

おぇ ゃ 『╉╀ – おかけく ╉ぇいぇくかなお くぇ うきっすけ くぇ ‶かぇきっく 
′ぇつっゃ. 〈は っ :

IBAN:

BG44CECB 9790 10B7 8163 00
『╉╀ – おかけく ╉┿╆┿′╊‒╉
〈っかっそけく いぇ おけくすぇおすう
し ‶かぇきっく ′ぇつっゃ: 0885462022

]すけさう ょけぉさけ, いぇ ょぇ しっ ゃなさくっ こさう すっぉ! 

Част от “музейната” колекция

Гордостта на цеха - лимоновите дръвчета
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]きっか おぇさなお.
‶なさゃけすけ - いぇさぇょう せきっくうっすけ きせ ゃうくぇゅう ょぇ ういさぇいはゃぇ しきっかけ 

きくっくうっすけ しう こけ ゃなこさけしう, こけ おけうすけ こけゃっつっすけ こさっょこけつうすぇす 
ょぇ きなかつぇす. ╇かう こけくっ ょぇ しっ しくうてぇす. ╆ぇとけすけ,  すうこうつくけ おぇすけ 
╋っさおせさうっゃ つけゃっお, ゃうくぇゅう うきぇ きくっくうっ いぇ くっとぇすぇ, おけうすけ 
しすぇゃぇす ゃ けぉとっしすゃけすけ う おけうすけ おぇしぇはす ゅけかっきう ゅさせこう たけさぇ. 
╁すけさけすけ - いぇとけすけ っ けす „とぇしすかうゃちうすっ”, こさっしうつぇかう ょゃぇ 

こなすう こけさすぇかぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ おぇいぇさきぇ. ‶さはしくけ せゃけかくっくう, 
し けとっ  くっういすさうす ゃせおし くぇ てぇきこぇくしおけすけ, こけゃうおぇくう けすくけゃけ 
いぇ ょけしかせあゃぇくっ, いぇ ょゃぇ きっしっちぇ. ╁ 〈ぇすけゃぇすぇ 1984 ゅけょうくぇ. 
„╀かぇゅけょぇさぇくうっ” くぇ ゃすけさうは しう ゃけえくうおかなお こさけこせしおぇ こなさ-
ゃぇすぇ しう しすせょっくすしおぇ ぉさうゅぇょぇ. ╇ しけかうょくうすっ っきけちうう こけおさぇえ 
すけゃぇ. 
╇くあっくっさ, いぇゃなさてうか っ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]け-

そうは, しこっちうぇかくけしす - ╋ったぇくうつくけ せさっょけしすさけっくっ. 48-ゅけょう-
てっく.

ǲǨǳǭǵǬǨǸ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

11 そっゃさせぇさう - ]ゃときつお. ╁かぇしうえ, ╁かぇしけゃょっく - こさぇいくうお いぇ 
さけゅぇすうは ょけぉうすなお う けゃちっすっ - ょぇ くっ いぇぉけかはゃぇす けす しきなさすけくけしくぇすぇ 
ぉけかっしす ゃかぇし; ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ ぉけかくうは; 660 こさ.》さ. - ′ぇつぇ-
かけすけ くぇ はこけくしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ, ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ しすぇゃぇ くっうく 
しうきゃけか; 1800 - [けょっく っ 〉うかはき 〈ぇかぉけす - ぇくゅかうえしおう こうけくっさ ゃなゃ 
そけすけゅさぇそうはすぇ, くぇこさぇゃうか こさっい 1835 ゅ. くぇえ-しすぇさぇすぇ いぇこぇいっくぇ 
ょけ ょくっし しくうきおぇ; 165 ゅ. /1847/ けす さけあょ. くぇ 〈けきぇし ╄ょうしけく - 
ぇきっさうおぇくしおう ういけぉさっすぇすっか, こぇすっくすけゃぇか くぇょ 1000 ういけぉさっすっくうは, 
しさっょ おけうすけ: っかっおすさうつっしおぇすぇ おさせておぇ, おうくっきぇすけゅさぇそなす, ぇかおぇか-
くぇすぇ ぉぇすっさうは, ぇゃすけきけぉうかくうはす ぇおせきせかぇすけさ.
12 そっゃさせぇさう - 1898 - [けょっく っ こけかお. 『けくおけ 『けくおけゃ, ょう-

さっおすけさ くぇ ╃╁《 ゃ ╉ぇいぇくかなお /ょく. „┿さしっくぇか” けす 1946 ょけ 1948 
ゅ.; 2007 - ′ぇ 86 ゅけょうくう こけつうくぇ こうしぇすっかはす けす ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく 
]なぉつっゃ - ぇゃすけさ くぇ こけさっょうちぇすぇ „』ってうす こぇさぇょ”.
13 そっゃさせぇさう - 130 ゅ. /1882/ けす さけあょ. くぇ ╁かぇょうきうさ ╃う-

きうすさけゃ-╋ぇえしすけさぇ; 55 ゅ. /1957/ けす せつさっょはゃぇくっすけ くぇ ¨ぉとけくぇ-
さけょくうはす おけきうすっす いぇ ぉなかゅぇさけ-しなゃっすしおぇ ょさせあぉぇ; 1975 - ╉うこなさ 
けそうちうぇかくけ っ さぇいょっかっく くぇ ょゃっ つぇしすう.
14 そっゃさせぇさう - 〉しこっくうっ くぇ ]ゃ. ╉うさうか ]かぇゃはくけぉなかゅぇさ-

しおう; 〈さうそけく ╆ぇさっいぇく - こけ しすぇさ しすうか; ╃っく ぇさたっけかけいうすっ; 
]ゃ.╁ぇかっくすうく - ╃っく くぇ ゃかのぉっくうすっ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく 
くぇ ぉうけかけいうすっ; 1896 - さけょっく けそうちっさしおう おぇくょうょぇす ╂っけさゅう 
‶けこけゃ - せつぇしすくうお ゃ 23-すう 【うこつっくしおう こったけすっく こけかお.
15 そっゃさせぇさう - 105 ゅ. /1907/ けす さけあょ. くぇ こうしぇすっかは ╄きうかうはく 

]すぇくっゃ; ╃っく くぇ ょっちぇすぇ, ぉけかくう けす さぇお; ╃っく くぇ ぉせょうしすおけすけ 
ょゃうあっくうっ くうさゃぇくぇ; 90 ゅ. /1922/ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╋っあょせ-
くぇさけょくうは しなょ ゃ 》ぇゅぇ.
16 そっゃさせぇさう - 140 ゅ. /1872/ けす ういぉうさぇくっすけ くぇ ╁うょうくしおうは 

きうすさけこけかうす ┿くすうき ┶ いぇ こさなゃ ぉなかゅぇさしおう っおいぇさた くぇ ゃないしすぇくけゃっ-
くぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ちなさおゃぇ; 1899 - せきうさぇ ょなかゅけゅけょうてくうはす おぇいぇく-
かなておう せつうすっか ╃ぇしおぇか ╋うたぇかつけ.
17 そっゃさせぇさう - 110 ゅ. /1902/ けす さけあょ. くぇ こうしぇすっかは ╃あけく 

]すぇえくぉっお; 1993 - ぅこけくっちなす ╉っくうつう 》けさっ ういゃなさてゃぇ くぇえ-ょなか-
ゅけすけ ゃ しゃっすぇ こかぇゃぇくっ し ゃけょくけ おけかっかけ - けす 》ぇゃぇえしおうすっ けしすさけゃう 
ょけ ぅこけくうは - 7500 おき.
18 そっゃさせぇさう - 1873 - ‶さっょう しきなさすすぇ しう ╊っゃしおう しっ ういこけ-

ゃはょゃぇ こさっょ しゃっとっくうお う きせ おぇいゃぇ: ”╃はょけ こけこっ! ‶けきっくう きっ くぇ 
すけゃぇ きはしすけ ゃ すさっぉくうおぇ ╃はおけく ╇ゅくぇすうえ”. ‶けしかっょくうすっ きせ ょせきう 
ゃ ういこけゃっょすぇ ぉうかう: ”╁しうつおけ, おけっすけ しすけさうた, しすけさうた ゅけ いぇ ¨すっ-
つっしすゃけすけ!”; 1979 - ╆ぇ こさなゃ こなす ゃ こせしすうくはすぇ ]ぇたぇさぇ こぇょぇ しくはゅ; 
1911 - 〉きうさぇ 》さうしすけ ╉ぇさぇょあけゃ - きっしすっく せつうすっか, くぇさけょっく 
こさっょしすぇゃうすっか しかっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ; 1926 - [けょっく っ ‶っすなさ 
╉けくしすぇくすうくけゃ - ぉなかゅぇさしおう けぉとっしすゃっくうお, こうしぇすっか, うしすけさうお, 
せつさっょうすっか くぇ ¨ぉとけくぇさけょくけすけ しょさせあっくうっ „╋ぇすう ╀けかゅぇさうは”, 
‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお, こけつ. 2011 ゅ.
19 そっゃさせぇさう - 1873 - ̈ ぉっしっく ╁ぇしうか ╊っゃしおう; 130 ゅ. /1882/ 

けす こけかぇゅぇくっすけ くぇ けしくけゃくうは おぇきなお くぇ たさぇき-こぇきっすくうお “]ゃ. 
┿かっおしぇくょなさ ′っゃしおう”; 115 ゅ. /1897/ けす さけあょ. くぇ たせょけあくうおぇ けす 
╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく ╋うかっゃ.
20 そっゃさせぇさう - 85 ゅ. /1927/  けす さけあょ. くぇ ]うょくう ‶けぇすうっ - 

ぇきっさうおぇくしおう おうくけぇおすぬけさ, こなさゃうはす つっさくけおけあ ぇおすぬけさ くけしうすっか 
くぇ “¨しおぇさ” - いぇ そうかきぇ “′ぇ せつうすっかは し かのぉけゃ”; 1940 - ′ぇ っおさぇ-
くぇ しっ こけはゃはゃぇ いくぇきっくうすぇすぇ さうしせゃぇくぇ ょゃけえおぇ - おけすぇさぇおなす 〈けき 
う きうてけおなす ╃あっさう.
21 そっゃさせぇさう - 20 ゅ. /1992/ けす こさうっきぇくっすけ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ 

さっしすうすせちうはすぇ せ くぇし; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きぇえつうくうは 
っいうお; 170 ゅ. /1842/ - けす こぇすっくすけゃぇくっすけ くぇ てうゃぇつくぇすぇ きぇてう-
くぇ, けす ぇきっさうおぇくっちぇ ╃あけく ╂さうくぇせ.
22 そっゃさせぇさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ しおぇせすうすっ; 500 ゅ. 

/1512/ けす しき. くぇ ┿きっさうゅけ ╁っしこせつう - うすぇかうぇくしおう きけさっこかぇゃぇすっか 
う ういしかっょけゃぇすっか. ′けゃけけすおさうすうはす おけくすうくっくす こさうっきぇ くっゅけゃけすけ 
うきっ ┿きっさうおぇ; 280 ゅ. /1732/ けす さけあょ. くぇ ╃あけさょあ ╁ぇてうくゅすけく 
- こなさゃうはす こさっいうょっくす くぇ ]┿】; 1895 -  [けょっくぇ っ ╋ぇさぇ 』けさぉぇ-
ょあうえしおぇ - たせょけあくうつおぇ, しなこさせゅぇ くぇ 』せょけきうさ.
23 そっゃさせぇさう - 1895 - ╁ し. ╉さなく っ さけょっく 『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ 

- こけかうすうつっしおう う ゃけっくっく ょっっち; 1837 - [けょっく っ ╃うきうすなさ ╃せてぇ-
くけゃ – ゃないさけあょっくしおう せつうすっか けす ╉ぇいぇくかなお.
24 そっゃさせぇさう - 120 ゅ. /1892/ けす さけあょ. くぇ ゅっく. ╁かぇょうきうさ 

]すけえつっゃ - ゃけっくっく, しこけさすっく う こけかうすうつっしおう ょっっち; 1943 - [けょっく 
っ 》さうしすけ ‶さけょぇくけゃ - こなさゃうはす ぉなかゅぇさうく, ういおぇつうか ゃさなた ╊たけすちっ, 
すさうくぇょっしっすうはす つけゃっお ゃ しゃっすぇ, ょけしすうゅくぇか こさっい 1984 ゅ. ╄ゃっさっしす 
ぉっい おうしかけさけょっく ぇこぇさぇす こけ くぇえ-すさせょくうは う ょなかなゅ こなす - “╅っしすけ-
おうは こなす”. ╆ぇゅうゃぇ こさう しこせしおぇくっすけ けす ゃなさたぇ. ╀なかゅぇさうは しすぇゃぇ ょっ-
ゃっすくぇょっしっすぇすぇ しすさぇくぇ, つううすけ こさっょしすぇゃうすっか こけおけさはゃぇ ╄ゃっさっしす.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

* 6-すう ょけ 17-すう そっゃさせぇさう

╉せかすせさくけ うくそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ
せか. „╇しおさぇ” わ4 ╉ぇいぇくかなお
„′ぇてっくちう”- そけすけゅさぇそしおぇ ういかけあぉぇ くぇ ╆かぇすおけ ╊ぇすっゃ

* ╃け 26-すう そっゃさせぇさう

》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは ╉ぇいぇくかなお ういかけあぉぇ „╄ゃさけこっえしおうすっ 
ゅさぇょけゃっ こさっい けつうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ たせょけあくうちう”

╅ぇかぉぇ ょけ ┿ょきうくうしすさぇすうゃくうは しなょ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ ょっこけいうさぇたぇ あうすっかうすっ くぇ おぇいぇく-

かなておけすけ しっかけ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ.
╁ くっは すっ こさけすっしすうさぇす ょゃっ さってっくうは くぇ ¨ぉ-

とうくしおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃいっすう くぇ 12-すう 
はくせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ. 
[ってっくうはすぇ しぇ しゃなさいぇくう しなし いぇおさうゃぇくっすけ くぇ 

おきっすしすゃけすけ ゃ しっかけすけ う ういぉけさぇ くぇ おきっすしおう くぇ-
きっしすくうお.
‶さっょう すさう しっょきうちう きくけいうくしすゃけすけ しなゃっすくうちう 

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 けょけぉさうたぇ 
おぇくょうょぇすせさぇすぇ いぇ おきっすしおう くぇきっしすくうお くぇ ╂け-
かはきけ ╃さはくけゃけ くぇ ╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ. ╁ しなとけすけ 
ゃさっきっ こけゃっつっすけ あうすっかう くぇ しっかけすけ くっ こさうったぇ 
すけゃぇ さってっくうっ う くぇしすけはたぇ いぇ おきっすしおう くぇきっしす-

]なし しなこさせゅぇ - かっおぇさおぇ う っょくぇ ょなとっさは.  
╉ぇすけ しすうこっくょうぇくす くぇ „┿さしっくぇか”, いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃなゃ そうさ-

きぇすぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ う 
けしすぇゃぇ ゃっさっく くぇ きぇさおぇすぇ ょけ しっゅぇ. ╁なこさっおう ゃしうつおう すさせょくけしすう, 
しなこなすしすゃぇかう さぇいゃうすうっすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. 〈けかおけゃぇ ゃっさっく, つっ 
ょけさう くっ しう う こけきうしかは ょぇ しきっくう さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ. ╁っつっ 23 
ゅけょうくう っ ゃしっ ゃ っょうく う しなとう ちった, ゃ っょうく う しなとう けすょっか. 
╁ きけきっくすぇ っ さなおけゃけょうすっか くぇ けすょっか „┿ゃすけきぇすういうさぇくう しうしすっきう 

いぇ せこさぇゃかっくうっ” ゃ ╆ぇゃけょ 6. 》ぇさっしゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう, „いぇとけすけ ゃしっ-
おう ょっく っ さぇいかうつっく う っ こけゃっつっ けす こさっょいうゃうおぇすっかくけ ょぇ こさぇゃうて 
さぇいかうつくう くっとぇ, おけうすけ こけしかっ ょぇ ゃうあょぇて ゃ いぇゃなさてっく ゃうょ”.
]なゃしっき くぇしっさうけいくけ すゃなさょう, つっ そうさきっくうすっ おぇかっくょぇさう くはきぇ 

おぇお ょぇ しっ しかせつぇす, ぇおけ くっ っ けすょっかなす, おけえすけ さなおけゃけょう. ╆ぇとけすけ 
けす くっゅけ いぇこけつゃぇ ┿╀╁-すけ くぇ こけつすう ゃしはおけ ういょっかうっ, こさけういゃっょっくけ 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 
‶けすけきしすゃっく おぇょなさ くぇ すゃなさょけしこかぇゃくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ ╆ぇ-

ゃけょ 6. 〈ぇき ょけ こっくしうは さぇぉけすう う きぇえおぇ きせ - ]すっそおぇ. 
¨こさっょっかは  しっ おぇすけ くっうきこせかしうゃっく うょっぇかうしす, おけえすけ こけゃっつっ 

きうしかう, こさっょう ょぇ こさっょこさうっきっ くっとけ. 
¨す 14 ゅけょうくう っ ゃっさっく くぇ おぇせいぇすぇ くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ”, くけ こさう-

いくぇゃぇ, つっ ゃ あうゃけすぇ ゃうくぇゅう ょっえしすゃぇす いぇっょくけ し おけかっゅうすっ しう けす 
╉′]╀: おけゅぇすけ しぇ ょゃぇきぇ, こけ-かっしくけ しっ ゃなさゃう. 
╉ぇすけ かうょっさ くぇ しうくょうおぇすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ, けすゅけゃぇさは いぇ しうくょう-

おぇかくうは おけきそけさす う うくそけさきうさぇくけしす くぇ 900 ょせてう. 〈けかおけゃぇ っ 
つうしかっくうはす しなしすぇゃ くぇ そうさきっくぇすぇ しうくょうおぇかくぇ しすさせおすせさぇ くぇ ╉〈 
„‶けょおさっこぇ”. ‶けっきぇ は ゃっょくぇゅぇ しかっょ けすすっゅかはくっすけ くぇ っきぉかっきぇ-
すうつくうは ╀けはく ╀っかつっゃ. 
╅ういくっくぇすぇ きせ そうかけしけそうは っ こさけしすぇ: し ょうぇかけゅ う さぇいせき ょぇ こけ-

しすうゅぇ くっとぇすぇ.
′っ おさうっ, つっ たけぉうすけ きせ っ こうてきぇく-さうぉぇさ, くけ こけゃっつっ おぇすけ うい-

かっす, けすおけかおけすけ おぇすけ しすさなゃ. ‶けつうゃぇ しう し こせぉかうしすうおぇ, くぇせつくぇ 
かうすっさぇすせさぇ う たせぉぇゃぇ きせいうおぇ. 
‶なすってっしすゃっくうお: こけ ょせた う こけ きっつすう. ╉けゅぇすけ うきぇ ゃないきけあくけしす, 

けぉうおぇかは - おさぇしうゃう きっしすぇ. ╁ しすさぇくぇすぇ う くぇゃなく. ╇ くっ おさうっ, つっ 
うきぇ けとっ すけかおけゃぇ きくけゅけ, おけうすけ うしおぇ ょぇ ゃうょう.

〈けえ しこけょっかは おぇせいぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお けす しぇきけすけ え くぇつぇかけ. ╆ぇとけすけ 
っ せぉっょっく, つっ しぇきけ たけさぇ, おけうすけ しう さぇいぉうさぇす けす さぇぉけすぇすぇ, こさけそっしうけくぇかうしすう 

ゃ さぇいかうつくう くぇこさぇゃかっくうは, し けこうす う しきっかけしす いぇ ゅなゃおぇゃう さってっくうは, けしすぇゃうかう ゃっつっ 
くっとけ いぇょ しっぉっ しう, きけゅぇす ょぇ ゃいっきぇす さってっくうは いぇ けぉとうすっ さぇぉけすう. ╆ぇすけゃぇ う けしすぇゃぇ 
ゃっさっく くぇ おぇせいぇすぇ, くっいぇゃうしうきけ つっ おぇすけ ゃしはおぇ う すぇいう うきぇ こけょょさなあくうちう う ゃさぇゅけ-
ゃっ, しなきうてかっくうちう う  きくうすっかくうちう. ¨しけぉっくけ, おけゅぇすけ あうゃけすなす う ゃさっきっすけ くぇかぇゅぇす 
すさせょくう さってっくうは.  
╆ぇすけゃぇ っ う しさっょ „ゃっすっさぇくうすっ” ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ, きぇおぇさ ょぇ くぇきうさぇ  きはしすけ 

ゃ かうしすぇすぇ いぇ しなゃっすくうちう くぇ こけしかっょくうすっ ういぉけさう. ‶け ゃさっきっ くぇ こさっょうてくうすっ ういぉけ-

ず0ßÜ½óë ずí¿ñç:

さう しないくぇすっかくけ けしすぇゃぇ ゃ しはくおぇ, いぇ ょぇ いぇこぇいう かけはかくけしす う こさうはすっかしすゃぇ, くぇ おけうすけ 
ょなさあう.  
]っゅぇ, けす こけいうちうはすぇ くぇ ゃさっきっすけ う こなさゃうすっ くはおけかおけ しっしうう くぇ くけゃうは ¨ぉとうくしおう 

しなゃっす, っ せぉっょっく, つっ かうこしぇすぇ くぇ こさっょしすぇゃうすっか くぇ しうくょうおぇすうすっ ゃ くっゅけ っ  きうくせし. ╆ぇ-
とけすけ っょうく しうくょうおぇかうしす ゃうくぇゅう きけあっ ょぇ こけゅかっょくっ し ょさせゅう けつう くぇ けぉとっしすゃっくうすっ 
こさけぉかっきう - し けつうすっ くぇ さぇぉけすっとうは つけゃっお, せぉっょっく っ ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ - こさっょしっょぇすっか 
くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ ゃ „┿さしっくぇか”. 
〈っいう, おけうすけ ゅけ こけいくぇゃぇす, いくぇはす, つっ っ けすおさうす う しけちうぇかくけ ぇくゅぇあうさぇく つけゃっお,  けすゅけ-

ゃけさっく う すさせょけかのぉうゃ. ╇ょっぇかうしす う ゃはさゃぇと ゃ ょけぉさけすけ くぇつぇかけ せ ゃしっおう つけゃっお. 
╆ぇすけゃぇ う くはおぇお しうくょうおぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ きせ こさうかはゅぇ, ゃなさてう は し かっおけすぇ う あっかぇくうっ. 

′っ おさうっ, つっ しっゅぇ しぇ すさせょくう ょくう う いぇ しうくょうおぇかうしすうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
]なぉさぇかけ しっ っ きくけゅけ: しすさぇたなす けす くっしうゅせさくけしすすぇ くぇこさっょ, こさけきっくうすっ ゃ 
こっくしうけくくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ, ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうは, くっこさっおなしくぇすうすっ こさけ-
きっくう, おけうすけ おぇさぇす たけさぇすぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇす すさっゃけあくけ. ′ぇかぇゅぇ しっ ょぇ しきっ 
ぉかういけ ょけ ゃしっおう っょうく くぇて つかっく, ょぇ せゃっょけきはゃぇきっ, ょぇ ょぇゃぇきっ けすゅけゃけさう 
くぇ おせこ ゃなこさけしう, おぇいゃぇ かうょっさなす くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ „‶けょおさっこぇ”. 
] ゃさっきっすけ っ くぇせつうか, つっ ゃしっおうっ つけゃっお っ っょくぇ きぇかおぇ ╁しっかっくぇ う しっ 

くせあょぇっ けす けすくけてっくうっ. ╆ぇすけゃぇ っ う せぉっょっく, つっ ょうきこかけきぇすうつくけしすすぇ,  
おけきこさけきうしうすっ う せきっくうっすけ ょぇ けぉとせゃぇて しぇ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ゃしっおう ょけぉなさ 
ょうぇかけゅ, し ょけぉなさ さっせかすぇす. ╇ こさういくぇゃぇ, つっ „ょけおけかおけすけ さなおけゃけょしすゃけすけ っ 
けすおさうすけ し くぇし, しっ しすぇさぇっき ょぇ こさけはゃはゃぇきっ さぇいぉうさぇくっ ゃ すさせょくぇすぇ しうすせぇ-
ちうは, いぇとけすけ いぇょ ゃしっおう  っょうく つけゃっお しっ おさうっ こけくっ っょくぇ しなょぉぇ”, しこけょっかは  
╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ.
╆ぇ しうすせぇちうはすぇ しっゅぇ ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃ さぇえけくぇ, けしうゅせさはゃぇとぇ 

たかはぉ う くぇ くっゅけゃけすけ しっきっえしすゃけ, うきぇ しゃけは そうかけしけそうは. [ぇぉけすっとぇ: こさう-
っきぇ, つっ う すせお, おぇすけ くぇゃしはおなょっ ょさせゅぇょっ ゃ あうゃけすぇ, うきぇ ゃなさたけゃっ う しこぇ-
ょけゃっ. ′け っ けこすうきうしす. ╆ぇとけすけ ゃうあょぇ, つっ しっ こさぇゃう ゃしうつおけ ゃないきけあくけ 
しうすせぇちうはすぇ ょぇ しっ こさけきっくう. 
╇ ゃはさゃぇ: ゃ ょけぉさうすっ ょくう いぇ たけさぇすぇ う そうさきぇすぇ, おけうすけ こさっょしすけはす.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

びëÜÖó¡í

くうお ]なゃっすなす ょぇ ういぉっさっ ょけしっゅぇてくうは - ′うおけかぇ ╉ぇきぉせさけゃ.   
╃っこけいうさぇくぇすぇ あぇかぉぇ ゃ しなょぇ くぇ こさぇおすうおぇ しこうさぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ ゃいっすけすけ けす けぉとうくしおうすっ 

しなゃっすくうちう さってっくうっ いぇ くぇいくぇつぇゃぇくっすけ くぇ ╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ いぇ おきっすしおう くぇきっしすくうお くぇ しっかけすけ. 
╅うすっかうすっ くぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ しぇ ういこさぇすうかう こうしきけ う こけょこうしおぇ ょけ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-

かなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, し おけうすけ くぇしすけはゃぇす ょけ 28-きう そっゃさせぇさう ょぇ しっ くぇしさけつう ょぇすぇ いぇ こさけゃっあ-
ょぇくっすけ くぇ ¨ぉとけ しなぉさぇくうっ くぇ あうすっかうすっ くぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ いぇ ういぉけさ くぇ おきっすしおう くぇきっしすくうお. 
╁ うしおぇくっすけ しう すっ しっ こけいけゃぇゃぇす くぇ さぇいこけさっょぉう ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ こさはおけすけ せつぇしすうっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
ゃ ょなさあぇゃくぇすぇ ゃかぇしす. ‶さっょう ょくう こうしきけ ゃ こけょおさっこぇ くぇ くっあっかぇくぇすぇ おきっすしおぇ くぇきっしすくうつおぇ 
╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ ういこさぇすう  ょけ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ ╋ぇさうは ╇かつっゃぇ けす 』っこっかぇさっ - ぉうゃてぇ 
しゃっおなさゃぇ くぇ ╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ. ‶うしきけすけ ぉっ こせぉかうおせゃぇくけ う くぇ けそうちうぇかくうは しぇえす くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす.  

╉きっすなす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ しっ けすつっすっ いぇ 100-すっ ょくう せこさぇゃかっくうっ. ′ぇょ 
100 ういしかせてぇくう ゅさぇあょぇくう, きかぇょう たけさぇ ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, くはおけかおけ 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 くぇ しすぇさう いぇょなかあっくうは, ょうぇかけゅ し こけかうすうつっしおうすっ しうかう, っ 
けぉとぇすぇ さぇゃくけしきっすおぇ いぇ こっさうけょぇ. ╋っあょせゃさっきっくくけ ]すけはくけゃぇ こけかせつう くぇえ-ゅけかはきけ ょけゃっさうっ いぇ 
かうょっさ くぇ こぇさすうえくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお.

╃ゃけえくけ – けす 5 くぇ 10,  ゅけょうてくけ ょぇ しっ せゃっかうつぇす つぇ-
しけゃっすっ いぇ  ゃけっくくけ けぉせつっくうっ, すぇおけゃぇ こさっょかけあっくうっ 

とっ ょっこけいうさぇ ゃ ょっかけゃけょしすゃけすけ くぇ こぇさかぇきっくすぇ ょっこせすぇすなす 
けす ╂╄[╀ ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ. ╁ きけきっくすぇ ゃ くけゃうは こさけっお-
すけいぇおけく いぇ さっいっさゃぇ ゃけっくくうはす きうくうしすなさ ┿くぬけ ┿くゅっかけゃ 
こさっょかぇゅぇ すっいう つぇしけゃっ ょぇ しぇ 5 ゅけょうてくけ. 
╉ぇすけ きけすうゃう いぇ こさっょかけあっくうっすけ, おけっすけ しかっょゃぇ ょぇ せょゃけう 

つぇしけゃっすっ こけ ゃけっくくけ けぉせつっくうっ, っ, つっ こさっょかけあっくうすっ しっゅぇ 
5 つぇしぇ いぇ ¨すっつっしすゃけ しぇ くっょけしすぇすなつくう いぇ こさうょけぉうゃぇくっ 
くぇ っかっきっくすぇさくう ゃけっくくう こけいくぇくうは う いぇ こけいくぇくうは こけ ゃけ-
っくくぇ うしすけさうは. 
‶ぇさかぇきっくすぇさうしすなす とっ ゃくっしっ けとっ っょくけ こさっょかけあっくうっ いぇ ういきっくっくうは ゃ こけょゅけすゃはく ょさせゅ こさけ-

っおすけいぇおけく - いぇ ゃないけぉくけゃはっきうすっ ういすけつくうちう. 
╉ぇさぇくうおけかけゃ っ せぉっょっく, つっ ぉなょっとうはす いぇおけく しかっょゃぇ ょぇ うきぇ すっおしすけゃっ, おけうすけ ょぇ こさっょゃうあょぇす 

きっさおう いぇ くぇしなさつぇゃぇくっ こけしすぇゃはくっすけ くぇ そけすけゃけかすぇうつくう こぇくっかう - おぇおすけ けす きぇかおうは ぉういくっし, 
すぇおぇ う けす ゅさぇあょぇくうすっ. 
‶さっょかけあっくうすっ けす ╉ぇさぇくうおけかけゃ ういきっくっくうは とっ ゃおかのつゃぇす ういおかのつうすっかくけ けぉかっおつっくぇ こさけちっ-

ょせさぇ いぇ こけしすぇゃはくっ くぇ そけすけゃけかすぇうつくう こぇくっかう ゃなさたせ こけおさうゃうすっ くぇ おなとう う ぉかけおけゃっ う こさうしな-
っょうくはゃぇくっすけ くぇ すっいう しなけさなあっくうは おなき っかっおすさけさぇいこさっょっかうすっかくぇすぇ きさっあぇ.  
]こけさっょ こさっょかけあっくうっすけ くぇ いぇおけくけょぇすっかは, いぇ すぇいう ちっか しかっょゃぇ ょぇ っ くっけぉたけょうきけ こけょぇゃぇくっすけ  

しぇきけ くぇ せゃっょけきかっくうっ いぇ こさうしなっょうくはゃぇくっ くぇ しなけぉさぇあっくうっすけ. 

╀うゃて かっすっち しすぇくぇ いぇきっしすくうお くぇ ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ, くぇ-
しすけはと こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 

] 21 ゅかぇしぇ ぉっ ういぉさぇく っょうくしすゃっくうはす いぇきっしすくうお くぇ ╆かぇすぇ-
くけゃ.
〈けゃぇ っ 62-ゅけょうてくうはす ぉうゃて かっすっち ′っくけ ╁かぇえおけゃ. 〈けえ っ 

しさっょ けしくけゃぇすっかうすっ くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお う つかっく けとっ くぇ こなさ-
ゃけすけ きせ さなおけゃけょしすゃけ. ╁かぇえおけゃ っ ゃないこうすぇくうお くぇ ゃうしてっすけ ゃけ-
っくくけ せつうかうとっ, うくあっくっさ っ こけ ぇゃうけっかっおすさけくうおぇ. 
11 ゅけょうくう っ こさっこけょぇゃぇか ゃなゃ ╁けっくくぇすぇ ぇおぇょっきうは. ‶っくしう-

けくうさぇ しっ こさっい 1992 ゅけょうくぇ う けすすけゅぇゃぇ っ ゃ つぇしすくうは ぉういくっし, ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ おけきこのすなさくうすっ すったくけかけゅうう. ╁ きけきっくすぇ そうさきぇすぇ 
くぇ ╁かぇえおけゃ けぉしかせあゃぇ  しけそすせっさくけ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうは くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけはすけ さぇぉけすう しなし しないょぇょっくう けす そうさきぇすぇ 
きせ こさけゅさぇきくう こさけょせおすう. 

╉ぇいぇくかなつぇくおぇすぇ ′ぇすぇかうは ╉うしっかけゃぇ とっ しなゃっすゃぇ くけゃうは 
ぉなかゅぇさしおう こさっいうょっくす [けしっく ‶かっゃくっかうっゃ. 

35-ゅけょうてくぇすぇ ′ぇすぇかうは っ ょけおすけさ こけ おけくしすうすせちうけくくけ こさぇゃけ, 
ゃないこうすぇくうつおぇ っ くぇ ぃさうょうつっしおうは そぇおせかすっす くぇ ]〉 う くぇ こさけそ. 
╂っけさゅう ╀かういくぇておう.
]こけさっょ ぉかういおう ょけ きかぇょぇすぇ のさうしすおぇ, ′ぇすぇかうは ゃっつっ ぉうかぇ 

こさうっかぇ けそっさすぇすぇ くぇ こさっいうょっくすぇ う くぇいくぇつっくうっすけ え ゃっつっ っ 
そぇおす. 
╉うしっかけゃぇ しすぇくぇ ういゃっしすくぇ こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう おぇすけ ぇゃすけさ 

くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ かけぉういきぇ. 〈けゅぇゃぇ すは しぇきぇ けぉうおぇかはてっ しすさぇくぇすぇ, 
いぇ ょぇ いぇこけいくぇゃぇ ゅさぇあょぇくうすっ し ぉなょっとうは こさけっおすけいぇおけく. 
‶さっょう ょぇ ゃかっいっ ゃ こさっいうょっくすしすゃけすけ, ′ぇすぇかうは うきぇ しすぇあ う 

おぇすけ っおしこっさす おなき ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ ゃなこさけしうすっ くぇ 
ょなさあぇゃくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ゃ 40-すけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ う ぉっ 
くぇ さぇぉけすぇ ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ こさぇゃけしなょうっすけ. ‶さっょこけかぇゅぇ しっ, つっ うきっくくけ くっえくぇすぇ ぉうゃてぇ 
くぇつぇかくうつおぇ - ╋ぇさゅぇさうすぇ ‶けこけゃぇ, おけはすけ しっゅぇ っ ゃうちっこさっいうょっくす, っ すけこかぇすぇ ゃさないおぇ くぇ ′ぇすぇかうは 
し こさっいうょっくすしすゃけすけ. 
′ぇすぇかうは っ いぇゃなさてうかぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 》せきぇくうすぇさくぇ ゅうきくぇいうは.  ╃なとっさは っ くぇ ぉうゃてぇ ぇさしっ-

くぇかしおぇ  しかせあうすっかおぇ.  

*  *  * От скрина:

Гневът ражда омраза, съгласието се храни с любов.
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- ╉けゅぇ さっゃっ ╋ぇょかっく? 
¨た, きくけゅけ こなすう. ╋くけゅけ つっし-

すけ さっゃぇ けす ゃないすけさゅ. ┿い しなき 
つけゃっお, おけえすけ きくけゅけ しっ すさけゅ-
ゃぇ. [っゃぇ くぇ そうかきう, くぇ ょっす-
しおぇ ぉけかおぇ さっゃぇ きくけゅけ. [っゃぇ 
う けす はょ, おけゅぇすけ しう くぇゃうは くぇ 
こさなしすぇ, つっ くっとけ すさはぉゃぇ ょぇ 
くぇこさぇゃは, ぇ すけ きう しっ ういこかない-
ゃぇ, くっ しすぇゃぇ う くっ きけあっ. ‶け-
くはおけゅぇ こかぇつぇ う し こぇちうっくすうすっ 
しう, すけゃぇ っ っしすっしすゃっくぇ っきこぇ-
すうは. 

- ′ぇしおけさけ, こさう ゅけしすせゃぇ-
くっすけ しう すせお, こしうたけすっさぇ-
こっゃすなす う こうしぇすっか ╉ぇかうく 
〈っさいうえしおう こけしすぇゃう ょうぇ-
ゅくけいぇ くぇ けぉとっしすゃけすけ くう: 
おぇいぇ, つっ しきっ ゃ けすぉさっきっくう-
すっかくぇ ょっこさっしうは.  ╁うっ おぇお-
ゃぇ ょうぇゅくけいぇ こけしすぇゃはすっ くぇ 
けぉとっしすゃけすけ? 
]っゅぇ うきぇ きくけゅけ ょうぇゅくけいう. 

╇きぇ しけちうぇかくぇ てういけそさっ-
くうは, いぇ おけはすけ きくけゅけ しっ ゅけゃけ-
さう. ′ぇ こけしかっょくうは ]ゃっすけゃっく 
おけくゅさっし くぇ こしうたけかけいうすっ, くぇ 
おけえすけ ぉはた, しっ ゅけゃけさってっ, つっ 
きくけゅけ しぇ くぇさぇしくぇかう ゅさぇくうつ-
くうすっ しかせつぇう, う すけ くぇゃしはおなょっ 
こけ こかぇくっすぇすぇ. ╂さぇくうつくうすっ 
しかせつぇう しぇ すっいう, ょっすけ しぇ きっあ-
ょせ いょさぇゃっすけ う こぇすけかけゅうはすぇ.  
′け きけあっ ぉう すけゃぇ ゃしうつおけ しっ 
しかせつゃぇ, いぇとけすけ しきっ くぇ っょくぇ 
しゃけっけぉさぇいくぇ ゅさぇくうちぇ ゃ っゃけ-
かのちうはすぇ しう. 

- 〈ゃなさょうすっ, つっ しきっ しっ 
ういくっしかう ゃ ういきっさっくうっすけ 
„うきぇき”, ゃきっしすけ ょぇ しきっ しう 
ゃ ういきっさっくうっすけ „ ぇい しなき”. 
╉ぇお しっ ゃさなとぇ けぉさぇすくけ つけ-
ゃっお, ぇおけ ういけぉとけ すけゃぇ っ 
ゃないきけあくけ? 
╉ぇすけ いぇこけつくっ つけゃっお ょぇ すなさ-

しう ゃなすさってくうすっ ちっくくけしすう う 
けしないくぇっ, つっ  すはたくけすけ こけしすう-
ゅぇくっ くけしう きくけゅけ こけ-ゃうしけおけ 

くうゃけ くぇ せょけゃかっすゃけさっくけしす う 
けしきうしかっくけしす, う くぇ ぉかぇゅけょぇす 
う ょけぉさせゃぇくっ ゃなすさってくけ, けす-
おけかおけすけ  ぉさけえおうすっ くぇ „うきぇき” 
– くぇ くっとぇすぇ, おけうすけ うきぇき. 

- ╉けっ こけさけょう すけゃぇ „うい-
きっしすゃぇくっ” くぇ つけゃっておうすっ 
くう ういきっさっくうは う こけすさっぉ-
くけしすう?  ╆ぇとけ しすぇくぇたきっ 
すけかおけゃぇ ゅけかっきう っゅけうしすう, 
きぇすっさうぇかうしすう?  ╆ぇとけ けす 
おけかっおすうゃくけ う しけちうぇかくけ 
あうゃけすくけ つけゃっお しっ こさっ-
ゃなさくぇ ゃ きぇかおけ ぇすけきつっ, 
うくょうゃうょせぇかうしす, おけえすけ しっ 
つせょう いぇとけ っ ぉけかっく? 
〈けゃぇ しぇ っしすっしすゃっくうすっ ょゃっ 

こけしけおう, ゃ おけうすけ きぇたぇかけすけ 
しっ ょゃうあう. ╁ きぇすっさうぇかくうは 
しゃはす つけゃっお っ くぇこさぇゃうか きくけゅけ 
こさっい こけしかっょくうすっ 100 ゅけょう-
くう. 〈けゃぇ っ くぇえ- しおけさけしすくぇすぇ 
っゃけかのちうは う さっゃけかのちうは, おけは-
すけ くはおけゅぇ ゃ つけゃっておぇすぇ うしすけ-
さうは しきっ ういあうゃはゃぇかう. ╆ぇすけゃぇ, 
つっ しっゅぇ ゃっいくぇすぇ くぇ きぇたぇかけすけ 
くぇすっあぇゃぇ きくけゅけ けす っょくぇすぇ 
しすさぇくぇ, いぇすけゃぇ つっ う しっゅぇ ゅかぇ-
ょなす いぇ ゃなすさってくうすっ, くっきぇすっ-
さうぇかくうすっ しすけえくけしすう きくけゅけ 
くぇぉうさぇ しうかう う かぇゃうくけけぉさぇい-
くけ しっ せゃっかうつぇゃぇ ぉさけはす くぇ 
たけさぇすぇ, おけうすけ  せしっとぇす, つっ っ 
ういゅせぉっく ぉぇかぇくしなす. 』っ ゃなすさっ 
しすぇゃぇ おせたけ. 』っ ゃさっきっすけ いぇ 
すうてうくぇ, ゃさっきっすけ いぇ ゃなすさって-
くうは ゅかぇし, ゃさっきっすけ いぇ  くっこさっ-
たけょくうすっ くっとぇ, いぇ かのぉけゃ , いぇ 
いぇっょくけしす, っ きくけゅけ きぇかおけ  う 
おぇつっしすゃけすけ しなとけ.  ╇ すけゃぇ しっ 
こさっゃさなとぇ ゃ しうきこすけきう, ゃ ょうし-
おけきそけさす. ╀けかっしすうすっ しなとけ 
ょぇゃぇす しうゅくぇかう.   

- ′け たけさぇ おぇすけ すっいう, おけう-
すけ ういぉさけうたすっ, ゃしっ けとっ 
けぉとっしすゃけすけ おぇすけ ちはかけ 
すさせょくけ こさうっきぇ. ]つうすぇす しっ 
いぇ しすさぇくくう, きぇかおけ けすくっ-

しっくう… ぇ くはおけう くぇこさぇゃけ 
ゅう こさうっきぇす いぇ たけさぇ し ょう-
ぇゅくけいう.
¨, くっ. ╋けはす きうおさけしゃはす っ 

こなかっく しぇきけ し すぇおうゃぇ たけさぇ. 
¨おけかけ きっく ぇい しぇきけ すけゃぇ 
ゃうあょぇき. ╋けあっ ぉう うきぇき こさっ-
ゃさぇすくぇ こさっょしすぇゃぇ いぇ しゃっすぇ 
ういけぉとけ, いぇとけすけ いぇ きっく  しぇ 
せあぇしくけ きくけゅけ たけさぇすぇ, おけう-
すけ しっ うくすっさっしせゃぇす けす すっいう 
くっとぇ. ╆ぇとけすけ „ょせたけゃくけしす” 
くっ いくぇつう „ういおせしすゃけ”, ぇ けいくぇ-
つぇゃぇ いぇっょくけしすすぇ, ょけぉさけすゃけさ-
しすゃけすけ, しゃなさいぇくけしすすぇ, かのぉけ-
ゃすぇ. 

- ╁っとけきぇくうはすぇ かう うい-
きっしすう かうこしぇすぇ くぇ かのぉけゃ? 
╁しうつおうすっ きっゅぇ せょけゃけかしす-

ゃうは, くっ しぇきけ ゃっとうすっ. 〈っ 

こけゃっつっすけ しぇ くっけょせてっゃっくう: 
こぇさう, おけかう, ぇかおけたけか, ょさけゅぇ, 
きぇくょあぇ, ょさったう, ゃっとう, きっぉっ-
かう, ょうこかけきう, きっょぇかう, うきけすう. 
╁しうつおう  すっいう くっとぇ, おけうすけ 

ぜíÑ¿ñÖ ん¿Çíâíëó:で¿íçñ　ö Üö íëïñÖí¿ï¡ó　 êÜë ぜó¿¡í ぢóï¡0¿ñçí:

〈は っ けす すっいう つけゃっちう, おけうすけ ゃっょくぇゅぇ すう しすぇゃぇす しうきこぇ-
すうつくう. ╇きぇ くはおぇおゃけ ゃなすさってくけ しかなくちっ ゃ くっは, おけっすけ 

くぇこうさぇ くぇゃなく う しっ せかぇゃは けす ゃしうつおう. ]すぇゃぇ すう しうきこぇすうつ-
くぇ けす こさなゃ こけゅかっょ. ╋けあっ ぉう う いぇすけゃぇ っ しさっょ かのぉうきちうすっ 
くう - ぉうかけ すけ くぇ すっかっゃういうけくくうは っおさぇく うかう けす しこうしぇくう-
はすぇ. ¨す さぇいしすけはくうっ せしっとぇて, つっ っ ゃっょなさ, てぇさっく, ゅけすうく 
つけゃっお. ′ぇ ゃしうつおけすけ けすゅけさっ う せきくぇ あっくぇ. ╉けはすけ こさけそっ-
しうけくぇかくけ つけこかう ゃ ょせてぇすぇ すう う すっ おぇさぇ ょぇ けすおさうって けくぇいう 
くせあくぇ しうかぇ, おけはすけ すっ こさぇゃう とぇしすかうゃ. ┿おけ, さぇいぉうさぇ しっ, 
すう しぇきうはす こけうしおぇて. 
¨すゃなょ すけゃぇ っ けす てうさけおけ しおさけっくうすっ. 〈うこうつくけ いぇ いくぇおぇ 

しう きけあっ おせこ くっとぇ う ゃしっ ょけぉさっ. 
]おけさこうけく. ¨す ╀っかうすっ. ╉けうすけ しぇ  きせかすうそせくおちうけくぇかくう. 

′っ  しかせつぇえくけ しっ けこうしゃぇ すぇおぇ: „╋うさぇ くはきぇき! ╁はさぇ うきぇき. 
╃せてぇすぇ きう かっすう, おさぇおぇすぇ きう しすなこゃぇす くぇ いっきはすぇ!” 
╋ぇかおけ ういゃっしすっく そぇおす っ, つっ こけおさぇえ ゃしうつおうすっ しう いぇくうきぇ-

くうは すぇいう くっゃっさけはすくけ おさったおぇ あっくぇ っ ぉうかぇ さっこせぉかうおぇく-
しおう てぇきこうけく いぇ しさっょくけておけかちう こけ しすっくけゅさぇそうは, しゃうさう 
くぇ おうすぇさぇ, こかっすっ くぇ こっす おせおう, きけあっ ょぇ っ う ぇおすさうしぇ, しぇょう, 
おけこぇっ, けぉけあぇゃぇ あうゃけすくうすっ, すさせょくけ しっ っ くぇせつうかぇ ょぇ 
おぇさぇ おけかぇ, くけ しっゅぇ おぇさぇ, こぇょぇ しう きぇかおけ ‶かのておうく, うきぇ 
ょゃっ ょっちぇ, ゃなさすう おなとぇ, おぇぉうくっす, こうてっ しすぇすうう, こさっゃっあょぇ, 
こうてっ しけぉしすゃっくう おくうゅう, くぇきうさぇ ゃさっきっ いぇ こけっいうは, つっすっくっ 
う ょけさう… いぇ さっあうしせさぇ. ¨すゃなょ すけゃぇ けぉうつぇ ょぇ こなすせゃぇ う 
くっ こさけこせしおぇ ゃないきけあくけしす. ′ぇこけしかっょなお こけおさぇえ くけゃぇすぇ しう 
おくうゅぇ „╁しうつおう きけあっき ょぇ かっすうき” うきぇ う ょっしっすおう しさっとう し 
たけさぇ ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ‶さうっきぇす は おぇすけ... くっけぉたけょうきぇすぇ 
あういくっくけゃぇあくぇ ょけいぇ  ゃうすぇきうく… ゃ ょせたけゃくぇすぇ くう しうゃけすぇ, 
ゃ おけはすけ しきっ しっ いぇょぇゃうかう.  
《さぇくおけそけく. ]なし いぇゃうょくう こけいくぇくうは う こけ うすぇかうぇくしおう 

っいうお. ‶なすってっしすゃっくうお こけ ょせた. ] かのぉうき ゅさぇょ - ‶ぇさうあ. 
╋けあっ ょぇ ゅけ いぇきっくう しぇきけ いぇ きっしすっくちっ ゃ [けょけこうすっ. ╇かう 
いぇ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ こぇょぇす っしっくくうすっ かうしすぇ. ] けつう いぇ おせこ 
くっゃうょうきう いぇ きくけゅけ たけさぇ くっとぇ. 
』っすっ. ╋くけゅけ, くっいぇゃうしうきけ けす „おけきこのすなさくぇすぇ うょうけすうは”, 

こけ ょせきうすっ え, けす おけはすけ ぉけかっょせゃぇ. 
╇きぇ ちっか - こさけしすぇ: ╃けぉさけすけ う ╊のぉけゃすぇ. 〈ゃなさょう, つっ ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ しぇ しさっょしすゃぇ. 
╆ぇ すっいう, おけうすけ きくけゅけ こうすぇす, うきぇ こさけしす けすゅけゃけさ: ] かのぉうきぇすぇ しう しっくすっくちうは けす ┿えくとぇえく: 
╇きぇ ょゃぇ くぇつうくぇ ょぇ あうゃっって あうゃけすぇ しう. ╄ょうくうはす - おぇすけ きうしかうて, つっ くはきぇ つせょっしぇ. ╃させゅうはす - おぇすけ ゃはさゃぇて, 

つっ ゃしはおけ くっとけ っ つせょけ! 
 ╋ぇょかっく. ╇きっすけ え くぇ そさっくしおう いくぇつう „さっゃかぇ”.

しぇ くっけょせてっゃっくう ういすけつくう-
ちう くぇ せょけゃけかしすゃうは, いぇとけ-
すけ  ょけ ¨ょせてっゃっくうすっ, おけうすけ 
しぇ ╄ょうくしすゃっくうすっ, すなえ おぇすけ 
つけゃっお っ せしすさけっく  すぇおぇ, つっ 
ょぇ くっ きけあっ ょぇ しう いぇょけゃけかう 
くうすけ っょくぇ こけすさっぉくけしす しぇき, 
くっ しすうゅぇきっ しぇきう. ╁しうつおう-
すっ くう こけすさっぉくけしすう いぇゃうしはす 
けす くはおけえ ょさせゅ あうゃ つけゃっお.  
′っけょせてっゃっくうすっ くう こけすさっぉ-
くけしすう しぇ くぇかけあっくう けす すけゃぇ, 
つっ くぇつうくなす くう いぇ ょけしすうゅぇくっ 
ょけ あうゃうすっ つけゃっちう /ぇ すっ しぇ 
くはおけかおけ すっいう くぇつうくう/, しぇ 
ぉかけおうさぇくう けす ゃないこうすぇくうっすけ. 
╄ょうくうはす っ こけょつうくっくうっすけ: ょぇ 
しっ こけきけかは, ょぇ しう こけうしおぇき, 
すけ っ くぇさっつっくけ - せくうあっくうっ. 
╃させゅうはす っ しなぉかぇいくはゃぇくっ - 
ょぇ しすぇくぇ うくすっさっしっく, ょぇ きっ 

いぇぉっかっあぇす. 〈けえ っ くぇさっつっく 
- こけょかういせさしすゃけ う きぇくうこせかぇ-
ちうは. 〈さっすうはす っ ぇゅさっしうは - ょぇ 
きけゅぇ ょぇ ういうしおゃぇき, ょぇ おさうすう-
おせゃぇき, ょぇ けすたゃなさかはき. 〈けえ っ 

くぇさっつっく  くっゃないこうすぇくけしす, かけ-
てけすうは. ╇ ゃ っょうく きけきっくす くはきぇ 
おぇお ょぇ しすうゅくっき ょけ あうゃうは つけ-
ゃっお けすしさっとぇ う すけえ こけつゃぇ ょぇ 
ういゅかっあょぇ こかぇてっと: きけあっ ょぇ 
きっ ういけしすぇゃう, きけあっ ょぇ きっ くぇ-
さぇくう, ょぇ きっ けすたゃなさかう, ぇ ぇい 
くはきぇき うくしすさせきっくす ょぇ きせ さっ-
ぇゅうさぇき. ╇ ういゃっょくなあ こけょしない-
くぇくうっすけ いぇこけつゃぇ ょぇ ういゃうおゃぇ 
くっけょせてっゃっくう  せょけゃけかしすゃうは. 

- ╉ぇお すけゅぇゃぇ しっ しすぇゃぇ 
くけさきぇかっく, ぉっいけこぇしっく さけ-
ょうすっか, くっさけぉせゃぇと くぇ こけ-
ょけぉくう ゃないこうすぇくうは?  
╉ぇすけ いぇこけつくって ょぇ しっ こけょ-

かぇゅぇて  くぇ しなきくっくうは. ╃ぇ しう 
おぇいゃぇて: きけあっ こなお ょぇ ぉなさ-
おぇき, きけあっ  ょぇ くっ いくぇき おぇおゃけ 
うきぇ. ′っおぇ ょぇ こうすぇき, ょぇ ゃうょは, 
とっ しっ しさぇゃくは.  ╇ とっ さぇいぉっさぇ. 

- ╉けう さけょうすっかう しぇ  こけ-ょけ-
ぉさう, こけ-ぇょっおゃぇすくう? 〈っいう 
くぇてうすっ, くうっ うかう こなお すっいう, 
おけうすけ とっ ょけえょぇす しかっょ くぇし 
- ょっちぇすぇ くう? 
╁しっおう し ゃさっきっすけ しう, しこけ-

さっょ きっくっ. 〈っ しぇ くせあくう すけつくけ 
すぇおうゃぇ ゃ すけゃぇ ゃさっきっ, いぇとけ-
すけ  すけつくけ すぇおなゃ せさけお うきぇす 
ょぇ せつぇす ょっちぇすぇ. ╁しはおけ くっとけ 
しう うきぇ こさっょうきしすゃぇ う くっょけし-
すぇすなちう. ′っ きけあっき ょぇ しさぇゃ-
くはゃぇきっ, いぇとけすけ ゅけ ゃぇょうき けす 
おけくすっおしすぇ. ′っ きけあっき ょぇ おぇ-
あっき: しさっょくけゃっおけゃくぇすぇ あっくぇ 
かう っ こけ-ょけぉさぇ うかう ょくってくぇ-
すぇ?  ¨くぇいう いぇ けくっいう ゃさっきっくぇ 
しう っ くぇえ-ょけぉさぇすぇ, すぇいう – いぇ 
ょくってくうすっ . 

- ╉けえ っ くぇえ-けこぇしくうはす いぇ-
きっしすうすっか くぇ くぇてっすけ ゃさっ-
きっ しっゅぇ? 
╁しうつおけ けくけゃぇ, おけっすけ いぇ-

きっしすゃぇ あうゃうすっ たけさぇ ゃ あうゃけ-
すぇ. ╃ぇかう いぇ くはおけゅけ とっ ぉなょっ 
つぇておぇすぇ, いぇ ょさせゅ - おのそすっすぇ  
う つせておうすっ, う こなさあけかうすっ, いぇ 
くはおけゅけ ょうこかけきうすっ, いぇ ょさせゅ 
きっょぇかうすっ, こぇさうすっ,  おなとう-
すっ, こっさょっすぇすぇ, ておぇそつっすぇ-
すぇ, くはきぇ いくぇつっくうっ おぇおゃけ っ. 
╁しうつおけ, おけっすけ いぇきっしすゃぇ あう-
ゃうすっ たけさぇ. 

- ′はきぇ せくうゃっさしぇかっく 
しなゃっす いぇ ゃしっおうゅけ, おけゅぇ-
すけ こけすなくっき ... くけ うきぇ かう 
きぇおしうきぇかくけ さぇぉけすっとけ 
こさぇゃうかけ? 
┿い けぉうつぇき きぇおしうきぇすぇ, つっ 

つけゃっお うきぇ すけかおけゃぇ しうかう, 

すけつくけ おけかおけすけ  しきはすぇ, つっ いぇ-
しかせあぇゃぇ ょぇ っ とぇしすかうゃ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╂かぇょ いぇ うしすうくしおうすっ くっとぇ”

„〈なさしうき くっとけ, おけっすけ ゃうくぇゅう しきっ うきぇかう - ╇し-
すうくぇすぇ! ╁しなとくけしす „うきぇかう” くっ っ すけつくぇすぇ ょせきぇ. 
′うっ くっ こさっあうゃはゃぇきっ ╇しすうくぇすぇ. ′うっ しきっ ╇しすう-
くぇすぇ. „‶け けつうすっ すう こけいくぇゃぇき”, - つせゃぇきっ けす きぇか-
おう. ¨つうすっ くっ きけゅぇす ょぇ かなあぇす! 』さっい すはた ゅけゃけさう 
しなさちっすけ くう! 〈け ゃうくぇゅう っ いくぇっかけ おけう しぇ うしすうく-
しおうすっ くっとぇ ゃ あうゃけすぇ くう. ┿い しぇきけ しっ けこうすゃぇき 
ょぇ こさうこけきくは ゃ すぇいう おくうゅぇ. ┿おけ けす すけいう きうゅ いぇ-
こけつくっき ょぇ しっ ゅかっょぇきっ ゃ けつうすっ, とっ あうゃっっき ゃ 
╇しすうくぇすぇ! ╆ゃせつう すう くぇうゃくけ? 』せょっしくけ!  ╆くぇつう 
っ ゃはさくけ!  ╆ぇとけすけ くぇうゃっく, けいくぇつぇゃぇ  ゃはさゃぇと!” 
                      

╋ぇょかっく ┿かゅぇそぇさう
 

¨す こさっょゅけゃけさぇ おなき くけゃぇすぇ え, こけしかっょくぇ,
おくうゅぇ „╂かぇょ いぇ うしすうくしおう くっとぇ”

′うすけ っょうく きうか しこけきっく くぇ ぇさしっくぇかちうすっ – ゃっすっさぇくう けす 
こさぇいくうちうすっ, おけうすけ しぇ こさっあうゃっかう いぇっょくけ たうかはょうすっ けさな-
あっえくうちう – ╃っくはす くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, ‶なさゃう きぇえ, ╃っ-
くはす くぇ しぇきけょっっちぇ – 1-ゃう きぇさす, おけくちっさすうすっ ゃ ╃けきぇ くぇ おせか-
すせさぇすぇ, くっ きけあっ ょぇ きうくっ こさっい しなさちっすけ うき ぉっい こっしくうすっ くぇ 
たけさぇ おなき „┿さしっくぇか” ┿╃, すけゅぇゃぇ – いぇゃけょ 10, ぇ こけ-おなしくけ – う 
¨‶‶ „《さうょさうた ╄くゅっかし”. 70-すっ こっゃちう くぇ ]きっしっくうは たけさ うい-
くぇしはす おけくちっさすう う くぇ ゅさぇょしおぇ しちっくぇ. ╂けかっきうすっ おぇいぇくかなて-
おう こさぇいくうちう こさっょ こせぉかうおぇすぇ ゃ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ” しなとけ しぇ 
きはしすけ いぇ すったくうすっ ういこなかくっくうは. 《けさせきうすっ くぇ さっこせぉかうおぇく-
しおうすっ しぇきけょっえくう そっしすうゃぇかう いぇ ぇさしっくぇかちう しぇ くけゃ こけゃけょ 
いぇ ぉせさくう ぇこかけょうしきっくすう, かぇせさっぇすしおう いゃぇくうは う きっょぇかう. 
〈けゃぇ しう しこけきくは っょうく けす „しかぇゃっうすっ” くぇ たけさぇ, ╋うかおぇ ‶うし-
おのかっゃぇ, ょけおぇすけ さぇいゅさなとぇ ゃ おなとぇすぇ しう こけょ いぇしくっあっくうは 
╀ぇかおぇく ゃ ╄くうくぇ ゃくうきぇすっかくけ こけょさっょっくうすっ しくうきおう う ぇさ-
たうゃう けす けくけゃぇ ゃさっきっ, おけゅぇすけ ]きっしっくうはす たけさ くぇ „┿さしっくぇか” 
っ つぇしす, う すけ – しおなこぇ, けす くっえくうは あうゃけす, きはしすけ いぇ ょせたけゃくう 
ゃないすけさいう, たせょけあっしすゃっくぇ ういはゃぇ う ちっくくう こさうはすっかしすゃぇ. 

¨しくけゃぇすっか う こさなゃ ょうさうゅっくす 
くぇ たけさぇ っ ╃うきうすなさ ╃うきう

すさけゃ, っ いぇこうしぇくけ ゃ ぃぉうかっえくけ 
ういょぇくうっ いぇ 25-ゅけょうてくうくぇすぇ 
くぇ たけさぇ, おけっすけ ╋うかおぇ こぇいう. 
′ぇつぇかけすけ くぇ そけさきぇちうはすぇ, おけは
すけ ゅけょうくう くぇさっょ ゃないょうゅぇ ょせたぇ 
くぇ ぇさしっくぇかちう  し きけとくうすっ うい
こなかくっくうは くぇ こっしくう けす ぇおぇょ. 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ, 〈けょけさ ‶けこけゃ, 
┿かっおしぇくょなさ ╋けさそけゃ..., っ こさっい 
しっこすっきゃさう くぇ 1955-すぇ ゅけょうくぇ. 
‶なさゃうはす せしこった うょゃぇ しぇきけ ょゃっ 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ. ╃うさうゅっくすう くぇ 
たけさぇ こさっい ゅけょうくうすっ しぇ ぉうかう う 
けすかうつくけ こけいくぇすうはす くぇ おぇいぇくかな
つぇくう ╉けえつけ ╊っおけゃ, さぇぉけすうか う 
ゃ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”, う 》さうしすけ 
╇ゃぇくけゃ. ‶けしかっょくうはす ょうさうゅっくす 
っ ╃うきうすなさ ╉ぇしなさけゃ. „‶さう ゃしうつ
おう ょうさうゅっくすう しなき こはかぇ”, しこけき
くは しう ╋うかおぇ. 〈は うょゃぇ ゃ たけさぇ けす 
しぇきけすけ くぇつぇかけ う くっ ゅけ くぇこせし
おぇ ょけ おさぇえ. ╉ぇすけ ょっしっすおう ょさせ
ゅう ぇさしっくぇかちう – あっくう う きなあっ, 
╋うかおぇ ‶うしおのかっゃぇ こなさゃけ  けすうゃぇ 
くぇ こさけしかせてゃぇくっ – ういこうす こさう 
ょうさうゅっくすぇ, おけえすけ さってぇゃぇ ゃしっおう 
ゅかぇし おなょっ ょぇ しっ さぇいこさっょっかう ょぇ 
こっっ, ぇおけ ぉなょっ けょけぉさっく. ╋うかおぇ 
くっ しぇきけ っ けょけぉさっくぇ, くけ いぇさぇ
ょう ぇくゅぇあうきっくすうすっ おなき たけさぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”, けす いぇゃけょぇ ゃ ╉さなく, 
おなょっすけ さぇぉけすう ょゃっ  ゅけょうくう, は 
きっしすはす くぇ こさけういゃけょしすゃっくっすぇ 
こかけとぇょおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお – いぇ ょぇ 
きけあっ ょぇ たけょう くぇ さっこっすうちうう さっ
ょけゃくけ. 》けさうしすうすっ さっこっさすうさぇす  
おぇすけ ょさせゅうすっ しぇきけょっえちう – こさっい 
けぉっょくうすっ こけつうゃおう, おけうすけ すけゅぇ
ゃぇ しぇ こけ ちはか つぇし.  ‶なさゃけ さっこっ
すうさぇす くぇ つぇしすう, こけしかっ しゅかけぉは
ゃぇす. 

╁ たけさぇ こっはす きくけゅけ ぇさしっ
くぇかちう

‶っはす さぇぉけすくうちう, しかせあうすっかう, 
ょけさう ゅかぇゃくうはす しつっすけゃけょうすっか 
╉けしぬけ ╀ぇしぇくけゃ こけ っょくけ ゃさっきっ 
こっっか ゃ たけさぇ. ╇いぉけさなす くぇ こっゃちう
すっ っ しこけさっょ すぇかぇくすぇ, くっ しこけさっょ  
ょかなあくけしすくぇすぇ たぇさぇおすっさうしすうおぇ 
ゃ こさっょこさうはすっうすけ. ‶っゃちうすっ けす
ょっかはす けす しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ 
し せょけゃけかしすゃうっ, さぇぉけすはす いぇ たけさぇ 
ぇぉしけかのすくけ ぉっいこかぇすくけ. ] せょけ

ゃかっすゃけさっくうっすけ, つっ くうおけえ う 
し くうとけ くっ きけあっ ょぇ しう おせこう 
せょけゃけかしすゃうっすけ けす ょóしっゅぇ 
し ういおせしすゃけすけ, とぇしすうっすけ けす 
ぇこかけょうしきっくすうすっ くぇ こせぉ
かうおぇすぇ, くっいぇぉさぇゃうきうすっ 
さぇょけしすう こさう ょっしっすおうすっ う 
ょけさう しすけすうちう せつぇしすうは ゃなゃ 
そっしすうゃぇかう う こさけゅさぇきう, いぇ

さぇょう おけうすけ ]きっしっくうはす たけさ 
おなき おぇいぇくかなておぇすぇ けさな
あっえくうちぇ こっつっかう こなさゃけ
すけ しう いかぇすけ けす 』っすゃなさすうは 
さっこせぉかうおぇくしおう そっしすうゃぇか 
くぇ たせょけあっしすゃっくぇすぇ しぇきけ
ょっえくけしす こさっい 1974 ゅけょうくぇ, 
ぇ こけしかっょくうはす ょうさうゅっくす – 
╃うきうすなさ ╉ぇしなさけゃ, かぇせさっぇす 
くぇ すさう そっしすうゃぇかぇ, しすぇゃぇ 
くけしうすっか くぇ けさょっく „╉うさうか 
う ╋っすけょうえ” すさっすぇ しすっこっく. 
╃うさうゅっくすなす う たけさうしすうすっ 

くっ しぇ しぇきう ゃ さぇぉけすぇすぇ しう いぇ 
ゃうしけおう すゃけさつっしおう こけしすうあっ
くうは. 》せょけあっしすゃっく しなゃっす けす 7 
ょせてう しっ ゅさうあう いぇ しすけえくけしす
くうは さっこっさすけぇさ. ╁ しなゃっすぇ しゃけは 
こさうくけし しぇ ょぇかう けしくけゃぇすっかはす 
┿すぇくぇし [せっゃ,  ╁ぇしうか ]こぇしけゃ,  
╃うきうすなさ ╃うきうすさけゃ, ╂っけさ
ゅう ′っえおけゃ, ╃っておぇ ╋うさつっゃぇ, 
′っょはかおぇ ‶っしっゃぇ, [ぇておけ ]すけ
はくけゃ, ╇ゃぇく ╀けくっゃ, ╋うたぇうか 
╋うたぇえかけゃ, ╇ゃぇく ╀せのおかうっゃ... 
]なゃきっしすくうはす すさせょ ゃけょう ょけ 
こさういくぇくうは. ╁ のぉうかっえくけすけ 
ういょぇくうっ, おけっすけ ╋うかおぇ ‶うし
おのかっゃぇ こぇいう, っ いぇこうしぇくけ: 
”╄ょうく すけかおけゃぇ いゃせつっく たけさ... 
ぉさぇゃけ, こさうはすっかう!”.

‶さういくぇくうっすけ うょゃぇ けす くぇ
さけょくうは ぇさすうしす ╁ぇしうか ┿さ
くぇせょけゃ

 ′はきぇ おぇお ういこなかくっくうはすぇ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうは しきっしっく たけさ, ゃ 
おけえすけ こさっい 1980-すぇ こっはす 26 
あっくう う 45 きなあっ, さぇいこさっょっ
かっくう ゃ しけこさぇくう, ぇかすう, ぉぇしう 
う ぉぇさうすけくう, ょぇ けしすぇくぇす しぇきけ 
ゃ さぇきおうすっ くぇ そうさきっくぇすぇ 
しちっくぇ, ゅさぇょしおうすっ ういはゃう ゃ 
„╇しおさぇ” う ょっしっすおうすっ せつぇし
すうは ゃ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇょけゃっ. 
》けさうしすうすっ こけきくはす しゃけう こな
すせゃぇくうは ゃ つせあぉうくぇ – ╉けさお, 
╇さかぇくょうは; ╉せえぉうてっゃ – ゃ 
すけゅぇゃぇてくうは ]]][. ”′うおなょっ 
くっ しぇ くう こけしさっとぇかう すけかおけゃぇ 
すけこかけ う し せゃぇあっくうっ, おぇおすけ ゃ 
╉せえぉうてっゃ”, さぇいおぇいゃぇ ╋うかおぇ, 
たけさうしすおぇ こなさゃう ぇかす. ╁ ╉せえ
ぉうてっゃ ゅう こけしさっとくぇかう おぇすけ 
けそうちうぇかくぇ ょっかっゅぇちうは, ょぇあっ 
いぇょけゃけかうかう う こけしかっょくうは おぇ
こさうい くぇ くぇてっくしおうすっ こっゃうちう, 
おけうすけ すけおせ  くっ たぇさっしゃぇかう は 
たさぇくぇすぇ, は こなお くっとけ ょさせゅけ... 
╆ぇ しぇきけょっえくぇすぇ しう さぇぉけすぇ, 

ゃなさてっくぇ し ぇぉしけかのすくぇ こさけ
そっしうけくぇかくぇ ぇくゅぇあうさぇくけしす, 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ けさなあっえ
くうちぇすぇ こさぇとぇ たけさうしすうすっ いぇ 
くぇゅさぇょぇ くぇ っおしおせさいうう ゃ ╂っさ
きぇくうは, ‶けかてぇ, 〉くゅぇさうは... 
╆ぇっょくけ こなすせゃぇかう くぇえ-つっしすけ 
し すぇくちけゃうは しなしすぇゃ くぇ „┿さしっ
くぇか”. ′ぇえ-けぉうつぇくう けす ゃしうつ
おう, けぉぇつっ, けしすぇゃぇす 10-すっ ょくう 
ぉっいこかぇすくぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ぇさしっ
くぇかしおぇすぇ こけつうゃくぇ しすぇくちうは 
こさっい しっこすっきゃさう ゃ ′っしっぉなさ!  

]こけきっくうすっ しぇ くっいぇぉさぇゃうきう, 
ゃうあょぇき けす せしきうゃおぇすぇ う かっ
おぇすぇ すなゅぇ ゃ けつうすっ, し おけうすけ 
╋うかおぇ さぇいゅさなとぇ こぇこおぇすぇ しなし 
しくうきおう. 〈ぇき うきぇ う いぇこっつぇ
すぇくう しこけきっくう けす おぇきっさくぇすぇ 
ゅさせこぇ おなき たけさぇ, ゃ おけはすけ っ 
こはかぇ, けす こさぇいくうちう う こさけゅさぇ
きう ゃ ╆ぇゃけょ 7... ╆ぇとけすけ たけさうし
すうすっ すけゅぇゃぇ くっ ゅう ういこせしおぇす う 
けす こさけゅさぇきうすっ いぇ こさぇいくうちう う 
こけ ちったけゃっすっ,  う いぇゃけょうすっ, おな
ょっすけ さぇぉけすはす. 

‶けゃっつっ けす 200 いぇゅかぇゃうは 
しぇ ゃ さっこっさすけぇさぇ くぇ ぇさしっ
くぇかしおうは ]きっしっく たけさ

¨す „〈うた ぉはか ╃せくぇゃ”,  „╉け
かぬけゃぇ きぇえおぇ”, こさっい „╃けしすけえ
くけ っしす”, 》っさせゃうきしおうすっ ちなさ
おけゃくけしかぇゃはくしおう こっしくけこっくうは, 
さけきぇくしうすっ, すぇ ょけ „┿ゃっ ╋ぇ
さうは”,  たけさけゃう ういこなかくっくうは けす 
けこっさっすう, けこっさう おぇすけ „『うゅぇく
しおう あうゃけす” くぇ 【せきぇく, 】さぇ
せし... ╋うかおぇ ‶うしおのかっゃぇ くっ 
こさけしすけ こけきくう すけゃぇ, すは こぇいう 
こぇこおぇすぇ し くけすうさぇくうすっ  こぇさ
すうう くぇ ぇかすうすっ – ゃくうきぇすっかくけ 
は こぇいう う さぇいゅさなとぇ かうしす こけ 
かうしす... ]うゅせさくけ いぇさぇょう けす
かうつくうすっ ういこなかくっくうは くぇ しっ
さうけいくうは さっこっさすけぇさ, たけさなす くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 
こけしさっとぇ こさっい ゅけょうくうすっ きくけ
ゅけ しおなこう ゅけしすう – けす おぇいぇくかな
つぇくうくぇ  ぇおぇょ. ‶っすおけ ]すぇえくけゃ 
ょけ ┿かっおしぇくょなさ 〈ぇくっゃ, ╂っけさゅう 
[けぉっゃ, ╁ぇしうか ┿さくぇせょけゃ...   
╆ぇ けすかうつくぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ 

たけさぇ しぇ こさうゃかっつっくう う こさけそっ
しうけくぇかうしすう いぇ ぇおけきこぇくうきっく
すぇ. ]ゃけは こさうくけし すせお ょぇゃぇす 
うしおさうしすなす ′っくおけ ]かぇゃけゃ う 
くっいぇぉさぇゃうきぇすぇ こさうきぇ くぇ おぇ
いぇくかなておけすけ たけさけゃけ ういおせしすゃけ 
– ‶っすは ‶ぇゃかけゃうつ. 〈っ こさうゃかう

つぇす きくけゅけ けす ぇさしぇくぇかしおうすっ 
たけさうしすう ゃ ゅさぇょしおうは しきっしっく 
たけさ おなき つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”.

‶けゃっつっ けす 33 ゅけょうくう ゃ 
„┿さしっくぇか”

〈けゃぇ っ あうゃけすなす くぇ ╋うかおぇ. 
〈ぇき さぇぉけすはす う ゃっつっ こけおけえ
くうはす ú しなこさせゅ, う ょっゃっさなす ú, 
こかっきっくくうおなす... ′うおけゅぇ くっ っ 
きうしかうかぇ ょぇ くぇこせしおぇ, すぇき しっ 
う こっくしうけくうさぇ こさっょう ょっしっ

すうくぇ ゅけょうくう. ╉ぇすけ たうかはょう 
ょさせゅう う ╋うかおぇ ‶うしおのかっゃぇ 
くっ  しう こさっょしすぇゃは あうゃけすぇ しう 
ぉっい „┿さしっくぇか”. ╇ ぉっい こさうは
すっかしすゃぇすぇ, さぇょけしすすぇ けす ういおせ
しすゃけすけ, こさぇいくうちうすっ う けぉうつすぇ 
くぇ こせぉかうおぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
たけさ. ╉ぇすけ しすけすうちう ょさせゅう しぇ
きけょっえちう けす けさなあっえくうちぇすぇ う 
すは こさなしおぇ おさぇえ しっぉっ しう けくぇは 
しゃっすかうくおぇ けす ょóしっゅぇ し ういおせ
しすゃけすけ, おけはすけ しっ さぇいこけいくぇゃぇ 
こけ けつうすっ う けすゃけさっくけすけ しなさちっ. 
„′っ しなき つせゃしすゃぇかぇ くうおぇおゃぇ 
いぇゃうしす う くうおぇおゃぇ いかけぉぇ けす 
おけかっゅうすっ...”, おぇいゃぇ ╋うかおぇ, 
とけき は こうすぇき, うきぇたぇ かう しぇきけ
ょっえちうすっ つぇしすうちぇ けす いゃっいょくうは 
こさぇた ゃ おけしうすっ, おぇすけ ゃしうつおう 
けぉうつぇくう たけさぇ くぇ ういおせしすゃけすけ. 
‶さっょっかくけ しおさけきくぇ っ. ′け ぇい 
けすおさうゃぇき せ くっは けとっ こっしなつうく
おう けす すけは いゃっいょっく こさぇた. ╄ょゃぇ 
ゃ おさぇは くぇ さぇいゅけゃけさぇ, とけき は 
こうすぇき いぇ ょっしっすおうすっ ú ゅさぇきけすう 
けす そっしすうゃぇかう ゃ ちはかぇすぇ しすさぇ
くぇ  おぇすけ しけかうしすおぇ くぇ けぉうつぇ
くぇすぇ ゅさせこぇ いぇ しすぇさう ゅさぇょしおう 
こっしくう ゃ ╄くうくぇ „╆かぇすくぇ っしっく”, 
╋うかおぇ ‶うしおのかっゃぇ  ゃぇょう けす 
ておぇそぇ こせぉかうおぇちうは くぇ „24 
〈さぇおうは” けす 2000-すぇ ゅけょうくぇ. 
╆ぇゅかぇゃうっすけ っ おさぇしくけさっつうゃけ: 
”‶なさゃぇすぇ ょぇきぇ くぇ しすぇさぇすぇ 
ゅさぇょしおぇ こっしっく”...
╂けゃけさう いぇ すけゃぇ し ぉけかおぇ, 

いぇとけすけ けすしおけさけ つうすぇかうとっ
すけ ゃ ╄くうくぇ しっ けすおぇいぇかけ ょぇ 
こけょょなさあぇ すぇいう かのぉうきぇ くぇ 
ゃしうつおう すせお ゅさせこぇ, し おけはすけ 
╋うかおぇ っ こはかぇ くぇ そっしすうゃぇかう
すっ ゃ ‶っすさうつ, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
ゃ すっかっゃういうけくくう こさっょぇゃくうは, 
きっしすくう こさぇいくうちう う おなょっ かう 
くっ... 》けさなす くぇ „┿さしっくぇか” ゅけ 
くはきぇ, くけ ゅさせこぇすぇ こけくっ きけあっ 
ょぇ しなとっしすゃせゃぇ, くっょけせきはゃぇ 
╋うかおぇ ‶うしおのかっゃぇ, おけはすけ うきぇ 

う ょうこかけきう いぇ „╇いおかのつうすっ
かっく こさうくけし おなき つうすぇかうとっ
すけ ゃ ╄くうくぇ”... ╆ぇとけすけ ╋うかおぇ 
いくぇっ, つっ  ょけおけしゃぇくっすけ ょけ うい
おせしすゃけすけ こなかくう し あうゃけす くっ 
しぇきけ けくっいう, おけうすけ すゃけさはす, ぇ う 
けくっいう, おけうすけ しこけょっかはす し すはた 
– こせぉかうおぇすぇ. ]かっょ すけかおけゃぇ 
ういはゃう くぇ しちっくぇすぇ くはきぇ おぇお 
ょぇ くっ せしっすうて すけゃぇ. ╇ ょぇ くっ ゅけ 
くけしうて ょけおさぇえ ゃ しなさちっすけ しう.  

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

╇かてかちあせけ:
〈けしさあ 》けつさましかうあ

′けすせあ えちあおけせあ つ すとくかこ たそつちかはあ
う ′あうそお 12 ぬかに 170

』けせおけさあしけつてひて ]まいそすけち ]あしかう:
╇つけねさそ つか たそつてけえあ つ おけあしそえ け ちあくとす

〈あおしかせ ╅しえあなあちけ:
„╈しあお くあ けつてけせつさけてか せかはあ“

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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ɒɚɪɟɧɨ

 【あこせそ そちひきけか 
╇きっ:

]すっそおぇ ╂っくつっゃぇ ╆かぇすっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃ , ╆ぇゃけょ 5

╃かなあくけしす: 【かけしっさ

╂けょうくう: 34

╆けょうは: ╉けいうさけゅ

》けぉう: ╃ぇ つっすぇ おくうゅう

¨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“:

7 ゅけょうくう う 6 きっしっちぇ

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

′ぇ しっぉっ しう.

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

╆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

„╅さそ けつさあの おあ くあたあくけの すしあおそつててあ つけ, くあおひしきけてかしせそ みき すかお” – ╅うけぬかせあ

На 10-ти февруари е Денят 
на пчеларите.

В този ден  се почита Св. Харалампи 
Чудотворец - повелител на пчелите и закрилник 
на пчеларите. В народната традиция жените 
месят обредни питки, намазват ги с каден в 

църквата мед и ги раздават за здраве.

¨すおけゅぇ っ こけいくぇす きっ-
ょなす? ¨す ょさっゃくう ゃさっきっ-

くぇ. 》けさぇすぇ しぇ いぇこけつくぇかう ょぇ 
ょけぉうゃぇす きっょ こさっょう けおけかけ 10 
000 ゅけょうくう. ‶つっかぇさしすゃけすけ しっ 
こけはゃはゃぇ ゃ ょさっゃっく ╉うすぇえ. 〉し-
こけさっょくけ し すはた きぇうすっ, おけうすけ 
しきはすぇかう こつっかうすっ いぇ しゃっとっくう 
くぇしっおけきう, けすゅかっあょぇかう くっ-
あうかっとう こつっかう し ちっか ょけぉうゃ 

くぇ きっょ. ╁ うくょせういきぇ きっょなす 
っ っょうく けす こっすすっ っかうおしうさぇ 
くぇ ぉっいしきなさすうっすけ. ╄ゃさっうすっ 
こけしさっとぇかう くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ 
[けて 》ぇてぇくぇ, おぇすけ こけすぇこはかう 
さっいっくう けす はぉなかおぇ ゃ きっょ, いぇ 
ぉなょっ しかぇょおぇ ゅけょうくぇすぇ. ╋くけ-
ゅけ こさっこさぇすおう おなき きっょぇ しっ 
しなょなさあぇす ゃ ╀うぉかうはすぇ, d こさけ-
さけおなす ╋けたぇきっょ こさっこけさなつゃぇか  
きっょぇ いぇ かっつっぉくう ちっかう.                                                                                          
╉けえ こつっかっく きっょ っ くぇ-

すせさぇかっく? ╆ぇ くぇすせさぇかっく しっ 
しきはすぇ きっょなす, おけえすけ くっ っ いぇゅ-
さはゃぇく, くっ っ きうおしうさぇく, くはきぇ 
こさうきっしう けす ょさせゅう たさぇくう う 
こけょしかぇょうすっかう う おけえすけ くっ っ 
こけかせつっく つさっい こさっさぇぉけすおぇすぇ 
くぇ いぇたぇさっく しうさけこ, し おけえすけ しぇ 
いぇたさぇくゃぇくう こつっかうすっ こけ ゃさっ-
きっ くぇ きっょけしぉけさ.                                                                                                                                   
╋っょなす おぇすけ たさぇくぇ. ‶け 

しゃけうすっ ゃおせしけゃう う たさぇくうすっか-
くう おぇつっしすゃぇ きっょなす っ っょうく 
けす くぇえ-ちっくくうすっ こさけょせおすう 
けとっ けす ょさっゃくけしすすぇ. ‶けさぇ-
ょう ゃうしけおけすけ しなょなさあぇくうっ くぇ 
ゃなゅかったうょさぇすう すけえ っ ゃうしけおけ 
っくっさゅうっく こさけょせおす, おけえすけ しっ 
せしゃけはゃぇ かっしくけ う ういちはかけ けす 
けさゅぇくういきぇ. ¨す 1 おうかけゅさぇき 
きっょ ゃ けさゅぇくういきぇ くぇ つけゃっおぇ 
しっ さぇいゅさぇあょぇす 3400 おぇかけさうう 
っくっさゅうは.  ′けさきぇかくぇすぇ ょくっゃ-
くぇ ょけいぇ きっょ っ 60-100 ゅさぇきぇ. 

╊っおぇさう う ょうっすけかけいう っょうくけ-
ょせてくけ こさういくぇゃぇす ちっくくけしすすぇ 
きせ ゃ たさぇくうすっかくけ けすくけてっくうっ, 
けしけぉっくけ いぇ ゃないさぇしすくう, ょっちぇ, 
いぇ たけさぇ, いぇくうきぇゃぇとう しっ し すっ-
あなお そういうつっしおう うかう せきしすゃっく 
すさせょ.                                                                                                                                  
╉ぇおゃけ しなょなさあぇ きっょなす? 

‶かけょけゃぇ うかう ゅさけいょけゃぇ  いぇ-
たぇさ - 73%, ちゃっおかけゃぇ  - 2%, 

ゃけょぇ - 20%, ょっおしすさうく – 2% 
う けとっ - ぇいけすくう ゃっとっしすゃぇ, 
おうしっかうくう, きうくっさぇかくう ゃっとっ-
しすゃぇ /おぇかうえ, くぇすさうえ, おぇかちうえ, 
そけしそけさ, しはさぇ, たかけさ, きぇゅくっ-
いうえ, あっかはいけ う ぇかせきうくうえ う 
ょっしっすおう ょさせゅう/. ╁  きっょぇ うきぇ 

う ぉっかすなつくう ゃっとっしすゃぇ, ゃうすぇ-
きうくう – ╁1, ╁2, ╁3, ╁6, K, C, 
E, こさけゃうすぇきうくう – A, PP, たけさ-
きけくう, そっさきっくすう. ┿きうくけおうしっ-
かうくうすっ しぇ けおけかけ 20. 〈けつくうはす 
しなしすぇゃ くぇ きっょぇ, ぇさけきぇすなす, 
ちゃっすなす, こかなすくけしすすぇ いぇゃうしはす 
けす こさけういたけょぇ きせ.                                                                                                                            
╉ぇおゃけ e いぇたぇさけしぇく きっょ? 

′はおけかおけ ょくう ょけ しっょきうちう うかう 
きっしっちう しかっょ ょけぉうゃぇくっすけ くぇ 
きっょぇ すけえ いぇこけつゃぇ ょぇ おさうし-
すぇかういうさぇ. 』っしすけ すぇおなゃ きっょ 
しっ くぇさうつぇ いぇたぇさけしぇく. ╁しなと-
くけしす, おさうしすぇかういうさぇ ゅかのおけ-
いぇすぇ ゃ くっゅけ. ╁かうはくうっ けおぇい-
ゃぇす すけこかうくぇすぇ, ゃかぇあくけしすすぇ, 
しなしすけはくうっすけ くぇ しなょぇ. ╉けかおけ-
すけ っ こけ-ゃうしけおけ こさけちっくすくけすけ 
しなけすくけてっくうっ くぇ そさせおすけいぇ ゃ 
きっょぇ, すけかおけゃぇ こけ-ぉぇゃくけ すけえ 
おさうしすぇかういうさぇ. ┿おけ うしおぇすっ 
ょぇ ゃすっつくうすっ おさうしすぇかういうさぇ-
かうは きっょ, こけしすぇゃっすっ ゅけ くぇ 
ゃけょくぇ ぉぇくは, おぇすけ こけょきっくはすっ 
こけ-つっしすけ すけこかぇすぇ ゃけょぇ, くけ 
くっ ゅけ くぇゅさはゃぇえすっ くぇょ 60° - 
くぇょ すぇいう ゅさぇくうちぇ  しすさせおすせ-
さぇすぇ くぇ きっょぇ しっ さぇいこぇょぇ う 
すけえ ゅせぉう けす  かっつっぉくうすっ しう 
しゃけえしすゃぇ.                                                                                                    
╋っょなす おぇすけ かっおぇさしすゃけ. 

╋っょなす こさうすっあぇゃぇ さぇいかうつくう 
かっつっぉくう う ょうっすうつくう しゃけえ-
しすゃぇ, いぇすけゃぇ こさうかけあっくうっすけ 
きせ ゃ くぇさけょくぇすぇ う くぇせつくぇすぇ 
きっょうちうくぇすぇ っ ゅけかはきけ. ]な-
ゃさっきっくくぇすぇ きっょうちうくぇ こさっ-
こけさなつゃぇ きっょけすっさぇこうは こさう 
さぇいかうつくう しすけきぇてくけ-つさっゃくう, 
ぉっかけょさけぉくう, つっさくけょさけぉくう, 
ぉなぉさっつくう う しなさょっつくけ-しな-
ょけゃう いぇぉけかはゃぇくうは う おけあくう 
さぇくう. ╂かのおけいぇすぇ う そさせお-
すけいぇすぇ さっゅせかうさぇす くっさゃくぇすぇ 
ょっえくけしす, さぇいてうさはゃぇす おさなゃけ-
くけしくうすっ しなょけゃっ, こけょけぉさはゃぇす 
けぉきはくぇすぇ くぇ ゃっとっしすゃぇすぇ, 
うきぇす おさなゃけしこうさぇとけ ょっえしす-
ゃうっ, くけさきぇかういうさぇす しなさょっつ-
くぇすぇ ょっえくけしす, こけくうあぇゃぇす 
ゃうしけおけすけ おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ. 
╋っょなす しっ こさっこけさなつゃぇ  う 
おぇすけ しかぇぉうすっかくけ う すけくういう-
さぇとけ しさっょしすゃけ. 〈けえ っ ちっくくけ 
ょっすけおしうおうさぇとけ う ぇくすうしおかっ-
さけすうつくけ しさっょしすゃけ. ╁うすぇきう-
くうすっ ゃ きっょぇ うきぇす こけ-ゅけかはきぇ 
ぇおすうゃくけしす ゃ しさぇゃくっくうっ しなし 
しうくすっすうつくうすっ. ╇いおかのつうすっか-
くけ っ くっゅけゃけすけ ぇくすうきうおさけぉくけ 
ょっえしすゃうっ - しさっとせ ゃないこぇかう-
すっかくう こさけちっしう こけ かうゅぇゃう-
ちうすっ くぇ せしすぇすぇ, くぇ ゅけさくうすっ 
ょうたぇすっかくう こなすうとぇ, おぇおすけ 
う ゃなさたせ こさうつうくうすっかうすっ くぇ 
ゅくけえくう こさけちっしう こけ おけあぇすぇ, 
ういゅぇさはくうは う ょさ.                                                                            
╋っょなす おぇすけ おけいきっすうつくけ 

しさっょしすゃけ. ╋っょなす こさっょかぇゅぇ 
ういせきうすっかくう ゃないきけあくけしすう 

いぇ さぇいおさぇしはゃぇくっ, いぇすけゃぇ ゅけ 
くぇさうつぇす „おけおすっえか くぇ おさぇしけ-
すぇすぇ”. „‶つっかくうはす っかうおしうさ” 
っ こけょたけょはと いぇ こけょたさぇくゃぇ-
くっ くぇ おけあぇすぇ う ういゅかぇあょぇくっ 
ぉさなつおうすっ くぇ かうちっすけ. ╇い-
ゃっしすくう しぇ きくけゅけ おけいきっすうつ-
くう こさけょせおすう し きっょ – きぇしおう, 
おさっきけゃっ, ょけぉぇゃおう いぇ ゃぇくぇ, 

ぉぇかしぇきう いぇ おけしぇ, かけしうけくう 
いぇ すはかけ, ゃぇいっかうくう いぇ せしすくう 
う ょけさう つっさゃうかぇ. 』せょけょっえくぇ-
すぇ しうかぇ くぇ きっょぇ しっ ょなかあう くぇ 
すけゃぇ, つっ すけえ こさうすっあぇゃぇ こけつ-
すう しなとぇすぇ さ′-しすけえくけしす おぇすけ 
くぇ つけゃっておぇすぇ おけあぇ う すけつくけ 
いぇすけゃぇ っ くぇえ-ゅさうあけゃくうはす え 
いぇとうすくうお. ‶さけょせおすうすっ けす 
きっょ ょっえしすゃぇす けきっおけすはゃぇとけ う 
こけつうしすゃぇとけ.                                                                                           
╉ぇおゃぇ っ すさぇえくけしすすぇ くぇ 

きっょぇ? ′ぇ こさぇおすうおぇ うきぇ くっ-
けゅさぇくうつっくぇ すさぇえくけしす.  ╋っょ, 
くぇきっさっく くぇしおけさけ こさう ぇさたっ-
けかけゅうつっしおう さぇいおけこおう ゃ ╄ゅう-
こっす, ういちはかけ っ いぇこぇいうか しゃけうすっ 
おぇつっしすゃぇ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 
きくけゅけ ゃっおけゃっ.                                                                                                 
╉ぇお ょぇ しなたさぇくはゃぇきっ 

きっょぇ? ′ぇえ-こけょたけょはとうすっ しな-
ょけゃっ しぇ すっいう けす すなきくけ しすなお-
かけ. ╁ こかぇしすきぇしけゃ しなょ – いぇ くっ 
こけゃっつっ けす しっょきうちぇ. ╆ぇぉさぇくっ-
くけ っ ょぇ しっ ょなさあう こつっかっく きっょ 
ゃ ちうくおけゃう うかう きっょくう しなょけゃっ. 
╋っょなす こけ こさうくちうこ しっ しなたさぇ-
くはゃぇ ゃ しすなおかっくう, ゅかうくっくう, 

こけさちっかぇくけゃう, おっさぇきうつくう う 
ょなさゃっくう しなょけゃっ くぇ すなきくけ, 
こさけたかぇょくけ う しせたけ きはしすけ, おな-
ょっすけ くはきぇ しすさぇくうつくう きうさうい-
きう. ‶さっおうすっ しかなくつっゃう かなつう 
しぇ こぇゅせぉくう いぇ きっょぇ. ╇ょっぇか-
くけすけ きはしすけ いぇ しなたさぇくっくうっ くぇ 
きっょ, さぇいぉうさぇ しっ, しぇ ゃけしなつくう-
すっ こうすう. 〈ぇき すけえ きけあっ ょぇ しっ 
しなたさぇくはゃぇ しすけかっすうは.                                                                                                               
╇しすうくしおう きっょ, ぇ くっ うきう-

すぇちうは. ╁しうつおう つせょけょっえくう 
おぇつっしすゃぇ しっ けすくぇしはす しぇきけ いぇ 
きっょ, こさけういゃっょっく けす こつっかう 
う けすゅけゃぇさはと くぇ ╀なかゅぇさしおうは 
ょなさあぇゃっく しすぇくょぇさす /╀╃]/ 
2679-89 ゅ.                                                                                                 
╉けかおけ きっょ はょっ ぉなかゅぇさう-

くなす? ╀なかゅぇさうくなす っ くぇ こけ-
しかっょくけ きはしすけ ゃ ╄] こけ おけく-
しせきぇちうは くぇ きっょ - けおけかけ 500 
ゅさぇきぇ ゅけょうてくけ くぇ つけゃっお, ゃな-
こさっおう つっ しゃっすなす こさっけすおさうゃぇ 
きっょぇ おぇすけ いょさぇゃけしかけゃくぇ たさぇ-
くぇ う おけくしせきぇちうはすぇ ゃ しゃっすけ-
ゃっく きぇとぇぉ しっ せゃっかうつぇゃぇ.                                                                                                   

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈かきおと 600 け 2000 しかうあ たそしとねあうあて けせきかせかちけてか う ╆ひしえあちけみ

〈けゃぇ いぇはゃう こさっい しっょきうちぇすぇ さっおすけさなす くぇ 
くぇえ-こさっしすうあくけすけ すったくうつっしおけ ゃうしてっ 

せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ ゃ ╀なかゅぇさうは - 〈ったくうつっしおうはす 
せくうゃっさしうすっす ゃ ]けそうは - こさけそ. ╋ぇさうく 》さうしすけゃ. 
〈ゃなさょっくうっすけ きせ しっ ぉぇいうさぇ くぇ うくそけさきぇちうは-

すぇ, おけはすけ っあっゅけょくけ しなぉうさぇ ╁〉╆-ぇ いぇ さっぇかういぇ-
ちうはすぇ くぇ しゃけうすっ しすせょっくすう. 
‶さけそっしけさなす っ おぇすっゅけさうつっく, つっ ゃ しすさぇくぇすぇ くう 

けぉっおすうゃくけ うきぇ ゅかぇょ いぇ うくあっくっさう. „ ╃させゅ っ ゃな-
こさけしなす, つっ そうさきうすっ けつぇおゃぇす つけゃっお ょぇ けすうょっ う 
ゃっょくぇゅぇ ょぇ いぇこけつくっ さぇぉけすぇ, ぇ すけゃぇ くぇ こさぇお-
すうおぇ くはきぇ おぇお ょぇ しすぇくっ”, ょけこなかくう すけえ.  ‶けくっ 
ゅけょうくぇ ゃさっきっ っ くせあくけ くぇ きかぇょ しこっちうぇかうしす,  
いぇ ょぇ くぇゃかっいっ ゃ さぇぉけすぇすぇ こけ しなとっしすゃけ, う すけ - 
ぇおけ っ さぇぉけすうか こけ しこっちうぇかくけしすすぇ しう, ょけおぇすけ っ 
せつうか ゃなゃ ゃうしてっすけ せつうかうとっ, いぇはゃう けとっ こさけそ. 
》さうしすけゃ.  
╉ぇすけ っょうく けす ゅけかっきうすっ こさけぉかっきう, しゃなさいぇく し 

くぇきうさぇくっすけ くぇ おぇつっしすゃっくう すったくうつっしおう おぇょさう  

〈╅ぃ¨〉《』【『《╊〉╊【《 》╅[ 〉╅ 〈《╉╅

╉ぇいぇくかなておぇすぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあう-
っくけゃ” う こさっい しかっょゃぇとぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ とっ こさっょかけあう 

けぉせつっくうっ こけ きぇてうくけしすさけうすっかくう しこっちうぇかくけしすう, ゃなこさっおう  
つっ くぇこけしかっょなお うきぇ しうかっく けすかうゃ くぇ せつっくうちう, あっかぇっとう  ょぇ 
しすぇゃぇす きぇてうくけしすさけうすっかう. ╂うきくぇいうはすぇ こさっょゃうあょぇ こさうっき 
しかっょ 7-きう おかぇし こけ しこっちうぇかくけしすすぇ „╄かっおすさけけぉいぇゃっあょぇくっ 
くぇ こさけきうてかっくう こさっょこさうはすうは”, っょくぇ こぇさぇかっかおぇ いぇ けぉせつっ-
くうっ くぇ けこっさぇすけさう くぇ きぇてうくう し ちうそさけゃけ-こさけゅさぇきくけ せこ-
さぇゃかっくうっ, っょくぇ - こけ おけきこのすなさくぇ すったくうおぇ う すったくけかけゅうう. 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” こさっょかぇゅぇ う けぉせつっくうっ ゃなゃ ゃっつっさくぇ うかう 
いぇょけつくぇ そけさきぇ, おけはすけ とっ こけょゅけすゃは おぇょさう, ゃっつっ さぇぉけすっとう 
こけ おかぇしうつっしおぇすぇ しこっちうぇかくけしす „〈ったくけかけゅうは くぇ きぇてうくけ-
しすさけっくっすけ”, おけはすけ っ こけょゅけすゃうかぇ こっさそっおすくけ たうかはょう おぇいぇく-
かなつぇくう こさっい ゅけょうくうすっ, しすぇくぇかう おぇょさう くぇ きっしすくうすっ きぇてう-
くけしすさけうすっかくう こさっょこさうはすうは.
„′っ きけゅぇ ょぇ さぇいぉっさぇ さっぇおちうはすぇ くぇ さけょうすっかうすっ う ょっちぇすぇ, 

おけうすけ くっ うしおぇす ょぇ せつぇす ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ しこっちうぇか-
くけしすう - けす しすさぇくぇ くぇ おぇいぇくかなておうすっ きぇてうくけしすさけうすっかくう 
こさっょこさうはすうは うきぇ うくすっさっし おなき おぇょさう, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ 
しかっょ おぇすけ いぇゃなさてぇす, とっ うきぇす さぇぉけすぇ.”, おけきっくすうさぇ しうすせ-
ぇちうはすぇ ╉さぇしうきうさぇ 〈のそっおつうえしおぇ, ょうさっおすけさ くぇ せつうかうとっ-
すけ, おけっすけ ゃっつっ っょうくしすゃっくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけょゅけすゃは おぇょさう いぇ 
けすさぇしなかぇ しかっょ いぇおさうゃぇくっすけ くぇ ょゃっすっ くはおけゅぇてくう ]‶〈〉-すぇ 
おなき „╉ぇこさけくう” う „┿さしっくぇか”. 〈ぇいう ゅけょうくぇ せつうかうとっすけ, けし-
くけゃぇくけ し ょぇさっくうは けす ╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ こさっい 1925 ゅけょうくぇ, 
おけっすけ おぇいぇくかなつぇくう こさけょなかあぇゃぇす ょぇ くぇさうつぇす „〈ったくうおせきぇ” 
- し ちはかけすけ せゃぇあっくうっ おなき おぇつっしすゃけすけ くぇ おぇょさうすっ, おけうすけ 
くぇょ 86 ゅけょうくう しっ こけょゅけすゃはす すぇき, うきぇ くけゃ ょうさっおすけさ – ╉さぇ-
しうきうさぇ 〈のそっおつうえしおぇ. ╃うさっおすけさなす, うきっくくけ くぇ ぉぇいぇ こさけ-
せつゃぇくうはすぇ くぇ すなさしっくっすけ くぇ おぇょさう, うきぇ ぇきぉうちうはすぇ, くっ う 
ぉっい こけきけとすぇ くぇ きっしすくうすっ そうさきう, ょぇ ゃなさくっ うくすっさっしぇ おなき 
おかぇしうつっしおうすっ しこっちうぇかくけしすう.
‶けょぇょっくぇすぇ いぇはゃおぇ いぇ こかぇく-こさうっき こけ ういぉさけっくうすっ しこっ-

ちうぇかくけしすう っ けょけぉさっくぇ くぇ しさっとぇ くぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
さっゅうけくぇかくうは うくしこっおすけさぇす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し けぉかぇしすくうは 
せこさぇゃうすっか ′っょはかおけ ′っょはかおけゃ. ‶さっょしすけう けょけぉさっくうっ くぇ 
こかぇく-こさうっきぇ けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, きかぇ-
ょっあすぇ う くぇせおぇすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 

‶さう くぇきぇかはゃぇくっ けぉっきぇ くぇ さぇぉけすぇ けこすうきういうさぇくっすけ くぇ 
しなしすぇゃぇ っ くけさきぇかっく こさけちっし, こさう すけゃぇ いぇ ゃしっおう けすさぇしなか. 

╊けてけすけ っ, つっ おけゅぇすけ そうさきぇすぇ っ ゅけかはき さぇぉけすけょぇすっか, ょけさう  
きうくうきぇかくうすっ こさけちっくすう くぇ けこすうきういうさぇくっ しぇ ゅけかっきう おぇすけ 
ぉさけえ. 
〈けゃぇ いぇはゃう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ ′う-

おけかぇえ ╇ぉせてっゃ こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇ し けしくけゃくぇ すっきぇ: ‶さっょしすけ-
はとぇすぇ けこすうきういぇちうは ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 
╁ しさっとぇすぇ せつぇしすゃぇたぇ さなおけゃけょしすゃけすけ  くぇ „┿さしっくぇか” ゃ かう-

ちっすけ う くぇ いぇきっしすくうちうすっ くぇ ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ ]すぇ-
くうしかぇゃ ′っくけゃ う ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, かうょっさうすっ くぇ ょゃぇすぇ そうさ-
きっくう しうくょうおぇすぇ – ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ”- ┿すぇくぇし ╀けいけゃ う 
╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ, けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
′っょはかおけ ′っょはかおけゃ, おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ, ょう-
さっおすけさなす くぇ [っゅうけくぇかくぇすぇ しかせあぉぇ こけ いぇっすけしすすぇ ゃ 》ぇしおけゃけ 
- ╉けしすぇ ╉けしすけゃ, おぇおすけ う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ おぇいぇくかなておけすけ 
╀のさけ こけ すさせょぇ.   
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 

いぇはゃう, つっ こさっょしすけはとうすっ しなおさぇとっくうは ゃ ょさせあっしすゃけすけ しぇ こかぇ-

くうさぇくう う くっういぉっあくう う こけょ-
つっさすぇ, つっ けす さぇぉけすっとうすっ けおけ-
かけ 6 600 さぇぉけすくうちう とっ ぉなょぇす 
けしゃけぉけょっくう けぉとけ けおけかけ 950 
ょせてう うかう こけ-きぇかおけ けす 15% 
けす くぇかうつくうは こっさしけくぇか. ¨す 
けしゃけぉけょっくうすっ しぇきけ 230 ょせてう 
とっ ぉなょぇす くぇ こさぇおすうおぇ しなおさぇ-
すっくう, すなえ おぇすけ すっ とっ しぇ けす 
こっさしけくぇかぇ し こけしすけはくくう すさせ-
ょけゃう ょけゅけゃけさう.
╉ぇすけ けしくけゃくぇ こさうつうくぇ いぇ 

すぇいう おさぇえくぇ う くっこさうはすくぇ 
いぇ ゃしうつおう きはさおぇ すけえ こけしけつう 
くぇきぇかっくうは けぉっき くぇ さぇぉけすぇ 
いぇさぇょう くぇきぇかっくうは ぉさけえ くぇ 
こけさなつおうすっ ゃ しっおすけさぇ, ゃ おけえ-
すけ さぇぉけすう けさなあっえくうちぇすぇ. 
]ゃっすけゃくぇすぇ うおけくけきうつっしおぇ 
おさういぇ けおぇいゃぇ ゃっつっ ゃかうはくうっ-
すけ しう う ゃなさたせ くぇてうは ぉさぇくて, 
おぇいぇ ╇ぉせてっゃ こけ ゃさっきっ くぇ 
しさっとぇすぇ う  こけょつっさすぇ, つっ こけ 
こさうくちうこ しすぇゅくぇちうはすぇ ゃ  けさな-
あっえくうは けすさぇしなか うょゃぇ しなし 
いぇおなしくっくうっ ゃ しさぇゃくっくうっ し 
おさういぇすぇ ゃ ょさせゅう しっおすけさう けす 
ゅさぇあょぇくしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 
〈ぇいう しすぇゅくぇちうは っ こさっょさっつっ-
くぇ けとっ こさっい 2009-すぇ ゅけょうくぇ, 
こけ ゃさっきっ くぇ しゃっすけゃっく そけさせき 
くぇ ┿しけちうぇちうはすぇ くぇ けさなあっえ-
くうすっ そうさきう ゃ ちはか しゃはす, こさけ-
ゃっょっくぇ ゃ ╀さのおしっか, し せつぇしすう-
っすけ う くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 

し ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, すけえ こけしけつう う そぇおすぇ,つっ 
ゃしっ こけゃっつっ きかぇょう う すぇかぇくすかうゃう すったくうつっしおう おぇ-
ょさう くぇこせしおぇす しすさぇくぇすぇ ゃ すなさしっくっ くぇ こけ-ょけぉさぇ  
う こけ-こかぇすっくぇ ゃないきけあくけしす いぇ さっぇかういぇちうは. 
[っおすけさなす くぇ 〈〉 っ おぇすっゅけさうつっく, つっ けす さぇいゃう-

すうっすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ いぇゃうしう う ぉなょっとけすけ くぇ 
すったくうつっしおうすっ おぇょさう せ くぇし: ぇおけ くはきぇ こけすさっぉう-
すっかう, くはきぇ うくょせしすさうは う ぉういくっし, ぇ けすすぇき う くっ しぇ 
くせあくう うくあっくっさうすっ, すゃなさょう すけえ. 
¨す くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ 〈〉 - ]けそうは ゃょうゅぇ 

し 40 かっゃぇ ゅけょうてくぇすぇ しう すぇおしぇ いぇ けぉせつっくうっ くぇ 
しすせょっくすう - ょなさあぇゃくぇ こけさなつおぇ. ¨す 610 かっゃぇ くぇ 
ゅけょうくぇ /こけ 305 かっゃぇ くぇ しっきっしすなさ しっゅぇ/ すぇおしぇすぇ 
いぇ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ 2012-2013 ゅけょうくぇ とっ っ 650 
かっゃぇ – うかう こけ 325 かっゃぇ くぇ しっきっしすなさ ゃ ょなさあぇゃ-
くぇすぇ こけさなつおぇ.  
╁ きけきっくすぇ きっあょせ 600 う 2000 かっゃぇ っ きぇしけゃぇすぇ 

いぇこかぇすぇ いぇ うくあっくっさう  ゃ ╀なかゅぇさうは, おぇすけ くぇ きくけ-
ゅけ きっしすぇ しすぇさすけゃぇすぇ いぇこかぇすぇ, し おけはすけ いぇこけつゃぇ 
すけおせ-とけ ょうこかけきうさぇく  うくあっくっさ, っ けす こけさはょなおぇ 
くぇ 450-500 かっゃぇ. 
╁ おぇいぇくかなておけ うくあっくっさくうすっ おぇょさう しなとけ こけ-

かせつぇゃぇす ゃないくぇゅさぇあょっくうは けす こけさはょなおぇ くぇ 600-
2000 かっゃぇ. ′ぇょ すけいう すぇゃぇく いぇこかぇすうすっ しぇ うい-
おかのつっくうは. 
╁なこさっおう ゅかぇょぇ いぇ ゃうしけおけけぉさぇいけゃぇくう すったくう-

つっしおう しこっちうぇかうしすう ゃなゃ ゃしうつおう しそっさう くぇ うおけ-
くけきうおぇすぇ くう, ゃしっ こけ-きぇかおけ きかぇょう たけさぇ こさっょ-
こけつうすぇす こけょけぉくぇ  さっぇかういぇちうは. 
‶さうつうくぇすぇ: さぇいさせてっくぇ うおけくけきうおぇ う ゃしっ こけ-

きぇかおけ さぇぉけすっとう こさっょこさうはすうは, おけっすけ ゃけょう ょけ 
こけ-くうしおけ いぇこかぇとぇくっ  う こけ-きぇかおう ゃないきけあくけしすう 
いぇ ょけぉさぇ さっぇかういぇちうは, さぇいさせてっくう すさぇょうちうう ゃ 
こさけそっしうけくぇかくけすけ すったくうつっしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ う 
くぇかけあうかうすっ しっ くけゃう しこっちうぇかくけしすう し こけ-ぇすさぇお-
すうゃくけ いぇこかぇとぇくっ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう. 

ぅくぇ 〈さうそけくけゃぇ 

.  

╃ぇ しっ さけょうて
こさっい そっゃさせぇさう しう っ けさうしうは.

╇ とせさ おなしきっす.
′っ しぇきけ いぇとけすけ ゃしうつおけ っ ゃ ういけぉうかうっ: う しくっゅなす, う  
ゃうくけすけ, う かのぉけゃすぇ, う こさぇいくうちうすっ, う すけしすけゃっすっ. 
′け う くぇょっあょうすっ: いぇとけすけ かはすけすけ っ ぉかういけ, ぇ こっさし-

こっおすうゃぇすぇ ょぇ しっ たゃぇくっき いぇ いっかっくけ
/ゃ しきうしなか ゃしはおぇおなゃ/, けとっ こけ-ぉかういけ.

╇ こけくっあっ しぇ こさぇおすうつくう たけさぇ, う こけくっあっ くっ けぉうつぇす 
ょぇ ゅせぉはす う いぇとけすけ ゃはさゃぇす, つっ あうゃけすなす っ こぇかぇつうくおぇ 
う ゃうくぇゅう しっ けぉさなとぇ, こさっい そっゃさせぇさう しぇ しっ さけょうかう 

ょゃぇきぇ いくぇすくう いぇ „┿さしっくぇか 2000” さけあょっくうおぇ.
‶さう すけゃぇ しこけょっかはとう っょくぇ しかせあぉぇ-しかせあうすっかうすっ 

くぇ けすょっか „╋ぇさおっすうくゅ” ╃うきうすさうくぇ う ╋うさぇく. 

╆ぇ すったくうすっ かっおけ 
こけいぇおなしくっかう けすおなき 
つっしすうすおう こさぇいくうつくう 
こけゃけょう -  くぇ たぇうさ  ょぇ 
しぇ ゃしうつおう しかっょゃぇとう 

すったくう ゅけょうくう.

*******

╆ょさぇゃっ う おなしきっす!

. .  - . 

ɑɟɫɬɢ
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