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 【あこせそ そちひきけか 
╇きっ:

┿かっおしぇくょなさ 
╉さぇしうきうさけゃ 
╋けきつうかけゃ

╋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:
¨こっさぇすけさ ╋╋

╂けょうくう: 25

╆けょうは: [ぇお

》けぉう:

╉くうゅう, しこけさす

¨す おけかおけ ゃさっ
きっ さぇぉけすうて ゃ 
„┿さしっくぇか“:

1 ゅけょうくう う 6 
きっしっちぇ

『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

╇つかさけ てちかてけ ちあいそてそおあてかし と せあつ けすあ せあすかちかせけか おあ たちあうけ せそうけ つひさちあはかせけみ け たちかく 2012 えそおけせあ

』ちかおせそ つひつ 100 しかうあ けすそてけてか う [あくあせしひさ 
つあ たそ-かうてけせけ そて てかくけ う 』てあちあ ′あえそちあ

]うさくう いぇゅけゃっいくう, ‶けおかぇょう うかう ‶さけておぇ っ ゅけかはき う ゃぇ-
あっく こさけかっすっく こさぇいくうお. 〈けえ っ ゃうくぇゅう ゃ くっょっかは, しっょっき 

しっょきうちう こさっょう ╁っかうおょっく う っょくぇ しっょきうちぇ しかっょ ╋っしくう いぇゅけ-
ゃっいくう. 〈ぇいう ゅけょうくぇ っ くぇ 26 そっゃさせぇさう.
‶けしすなす. ]うさくうちぇ こけしすぇゃは くぇつぇかけすけ くぇ くぇえ-こさけょなかあうすっか-

くうは こけしす こさっい ゅけょうくぇすぇ – 49 ょくう. ‶けしすっくっすけ くっ けいくぇつぇゃぇ 
しぇきけ ゃっゅっすぇさうぇくしすゃけ, すけ っ しゃけっけぉさぇいくぇ きぇゅうは, おけはすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ こさっょういゃうおぇ こかけょけさけょうっすけ; ゃさっきっくくぇ しきなさす, しかっょ おけはすけ 
いぇょなかあうすっかくけ しかっょゃぇ くけゃけ さぇあょぇくっ. 〈ぇおぇ しっ しうきゃけかういうさぇ 
ゃっつくうはす おさなゅけゃさぇす. 
¨ぉうつぇうすっ, しゃなさいぇくう し すけいう ょっく:
╁っつっさすぇ さけょうすっかうすっ しなぉうさぇす しっきっえしすゃぇすぇ くぇ しゃけうすっ しうくけゃっ, 

ょなとっさう う ゃくせちう, いぇ ょぇ いぇゅけゃはゃぇす けす きかっつくう たさぇくう. 
〈さぇょうちうけくくうすっ はしすうは しぇ ぉぇくうちぇ しなし しうさっくっ, こうすおぇ, ゃぇ-

さっくう はえちぇ, きかはおけ し けさうい, さうぉぇ, ぉはかぇ たぇかゃぇ し けさったけゃう はょおう.
》ぇきおぇくっ. ′ぇ つっさゃっく おけくっち しっ いぇゃなさいゃぇ う しっ しこせしおぇ けす すぇ-

ゃぇくぇ こぇさつっ ぉはかぇ たぇかゃぇ うかう ゃぇさっくけ はえちっ. ╉けくっちなす しっ いぇゃなさすぇ 
う ゃしっおう しっ けこうすゃぇ ょぇ たゃぇくっ たぇかゃぇすぇ うかう はえちっすけ し せしすぇ. ╉けえすけ 
せしこっっ, とっ ぉなょっ あうゃ う いょさぇゃ こさっい ちはかぇすぇ ゅけょうくぇ.
]うさくうておう けゅくぬけゃっ. ′ぇえ-たぇさぇおすっさっく う しなとっしすゃっく けぉう-

つぇえ っ いぇこぇかゃぇくっすけ くぇ こさぇい-
くうつくうすっ けゅくぬけゃっ, おけうすけ しっ 
こさっしおぇつぇす いぇ いょさぇゃっ, けおけかけ 
すはた しっ うゅさぇはす たけさぇ う しっ こっはす 
こっしくう. ╆ぇすけゃぇ こさぇいくうおなす しっ 
くぇさうつぇ う ‶けおかぇょう.
》ゃなさかはくっ くぇ しすさっかう. ╁しっ-

おう っさゅっく ういしすさっかゃぇ し こさうきう-
すうゃくけ くぇこさぇゃっく かなお いぇこぇかっ-
くぇ しすさっかぇ ゃ ょゃけさぇ くぇ きけきぇすぇ, 
おけはすけ たぇさっしゃぇ. ╉けはすけ きけきぇ 
しなぉっさっ くぇえ-きくけゅけ しすさっかう けす 
ょゃけさぇ しう, すは っ くぇえ-かうつくぇ う 
くぇえ-たぇさっしゃぇくぇ.
‶さけておぇ. ‶け すさぇょうちうは くぇ 

]うさくう ╆ぇゅけゃっいくう ぉかういおう う 
こけいくぇすう しっ けこさけとぇゃぇす こけ-
きっあょせ しう いぇ ゃしはおぇおゃう こさけ-
ゃうくっくうは こさっい ういきうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ. ‶け-きかぇょうすっ うしおぇす 
こさけておぇ けす こけ-ゃないさぇしすくう-
すっ. 〈さぇょうちうけくくうすっ ょせきう くぇ 
こさけておぇすぇ しぇ „‶さけとぇゃぇえ” 
うかう „‶さけしすう きう”. „‶さけしすっくけ 
ょぇ すう っ” こなお っ いぇょなかあうすっか-
くうはす けすゅけゃけさ. ╆ぇすけゃぇ こさぇい-
くうおなす っ こけいくぇす けとっ う おぇすけ 
‶さけておぇ.
╉せおっさしおう うゅさう. ╋ぇしおうさぇ-

くう きなあっ, けぉかっつっくう し おけあう う 
くぇおうつっくう しなし いゃなくちう, けぉうおぇ-
かはす こけ ょけきけゃっすっ, さぇいうゅさぇゃぇす 
おけきうつくう しちっくおう う ぉかぇゅけしかぇ-
ゃはす いぇ いょさぇゃっ う こかけょけさけょうっ. 
╆ぇぉさぇくぇすぇ いぇ しゃぇすぉう しかっょ 

]うさくう ╆ぇゅけゃっいくう っ しうきゃけ-
かうつくぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╉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.

. . 

‶さけておぇすぇ っ つせょけ, おけっすけ しっ 
こけかせつぇゃぇ けす しぇきけ しっぉっ 

しう. ‶さけとぇゃぇえおう, くうっ けすたゃなさ
かはきっ けきさぇいぇすぇ おなき ょさせゅうは. ╁ 
せきぇ う ょせてぇすぇ くう くぇしすぇゃぇ こけ
おけえ. ‶さけておぇすぇ っ くっとけ かうつくけ, 
くっゃうょうきけ, っょくけ うしおさっくけ くぇ
てっこゃぇくっ, いゃせつぇとけ ょなかぉけおけ ゃ 
ょせてぇすぇ.
′うとけ くっ けぉなさおゃぇ こけゃっつっ あう

ゃけすぇ; くうとけ くっ 
こさけゃけおうさぇ すけか
おけゃぇ ぉけかっしすすぇ, 
おけかおけすけ けきさぇ
いぇすぇ, せゅさういっくう
はすぇ う ゃいぇうきくう
すっ けぉゃうくっくうは. 
〈っいう すさう さっぇお
ちうう おなき あうゃけ
すぇ しっ ゅさぇょはす くぇ 
ゅくっゃぇ, ゃうくぇすぇ う 
ゃさぇあょっぉくけしす
すぇ. ╆ぇょなさあぇくう 
ゃ せきぇ う しなさちっ
すけ, すっ ぉかけおうさぇす 
あうゃけすぇ. ╀かけおう
さぇす かうつくけしすくうは 
くう こけすっくちうぇか. 
‶ さ っ し せ て ぇ ゃ ぇ す 
あうゃけすぇ う ゅけ 
かうてぇゃぇす けす さぇ
ょけしす う きうさ.
╁しっおう っ しこけしけ

ぉっく ょぇ こさけしすう う くぇ ょさせゅうすっ, う 
くぇ しっぉっ しう. ╇ ゃしっおう きけあっ ょぇ 
ゅけ くぇこさぇゃう くっいぇぉぇゃくけ.
‶さけておぇすぇ くう けしゃけぉけあょぇゃぇ 

けす くっこさっしすぇくくけすけ しぇきけくぇおぇい
ゃぇくっ, おけっすけ くう くぇかぇゅぇ さってっ
くうっすけ ょぇ きさぇいうき. ‶さけておぇすぇ 
くう こけいゃけかはゃぇ ょぇ くっせすさぇかう
いうさぇきっ けすさけゃくうすっ っきけちうう, 
おけうすけ くう こぇさぇかういうさぇす. [ってっ
くうっすけ ょぇ こさけしすうき くう こさぇゃう 
しゃけぉけょくう. ‶さけておぇすぇ っ っょうく
しすゃっくけすけ, おけっすけ きけあっ ょぇ くう 
ういぉぇゃう けす ゃうくぇすぇ う くっこさうは
いなくすぇ.
′うっ こさけとぇゃぇきっ, くっ いぇ ょぇ けし

すぇくっ ょさせゅうは くっくぇおぇいぇく. ′うっ 
こさけとぇゃぇきっ, いぇ ょぇ けしゃけぉけょうき 

しっぉっ しう けす はょぇ う けきさぇいぇすぇ. 
╇いちっかっくうっすけ くぇしすなこゃぇ おぇすけ 
こけ つせょけ.
‶けしかっょうちうすっ けす すけゃぇ, つっ くっ 

きけあっき ょぇ こさけしすうき くぇ しっぉっ しう 
うかう くぇ ょさせゅうすっ しぇ けつっゃうょくう う 
おぇすけ こさぇゃうかけ - ういおかのつうすっかくけ 
すっあおう. ¨きさぇいぇすぇ っ ゅうぉっか いぇ 
しなゃなさてっくけすけ いょさぇゃっ. ╇いぉっさっ
すっ くっ-こさけておぇすぇ; ういぉっさっすっ けき

さぇいぇすぇ う あうゃけすなす ゃう いぇゃうくぇゅう 
とっ っ ういこなかくっく し くっくぇゃうしす, 
ょなかぉけおけ さぇいけつぇさけゃぇくうっ う きぇ
くうぇおぇかくけ しぇきけしなあぇかっくうっ.
¨すおぇいなす けす こさけておぇ しっ ょなかあう 

くぇ しすさぇたぇ. 〈なえ おぇすけ しっ しすさぇたせ
ゃぇきっ おぇおゃけ きけゅぇす うかう くっ きけ
ゅぇす ょぇ くう くぇこさぇゃはす ょさせゅうすっ, 
くうっ ういぉうさぇきっ ゅくっゃぇ, くぇこぇょっ
くうっすけ, けすぉさぇくぇすぇ おぇすけ くぇつうく 
ょぇ しっ つせゃしすゃぇきっ しうゅせさくう. ¨き
さぇいぇすぇ - くぇえ-ゅうぉっかくけすけ, くぇえ-
くっいょさぇゃけしかけゃくけすけ つせゃしすゃけ, 
きけあっ ょぇ ぉなょっ こけぉっょっくぇ っょうく
しすゃっくけ けす こさけておぇすぇ.
╆ぇおけくなす いぇ こさけておぇすぇ しっ 

しこぇいゃぇ きくけゅけ すさせょくけ. 〈けえ くう 
おぇさぇ ょぇ こさっさぇいゅかっょぇきっ きけすう

ゃうすっ しう. ╇いうしおゃぇ ょぇ しっ ゃゅかっ
ょぇきっ くぇょなかぉけおけ ゃ くっとぇすぇ. 
‶さけちっしなす くぇ こさけとぇゃぇくっすけ 
ういうしおゃぇ ょぇ しっ けすおぇあっき けす 
せぉっょっくけしすすぇ しう, つっ ゃうくぇゅう 
くうっ しきっ こさぇゃうすっ. ┿ すけゃぇ くぇ
うしすうくぇ っ すさせょくけ.
‶さけとぇゃぇくっすけ くっ ういうしおゃぇ 

けす くぇし ょぇ ういくっゃっさはゃぇきっ くぇ 
せぉっあょっくうはすぇ しう うかう ょぇ こさっ

く っ ぉ さ っ ゅ ゃ ぇ き っ 
こさうくちうこうすっ 
しう. ′っ っ くっ
けぉたけょうきけ ょぇ 
こさぇゃうき おけき
こさけきうしう し かう
つくけしすくうは しう 
うくすっ ゅさうすっす . 
′っ っ くせあくけ ょぇ 
しっ けすおぇいゃぇきっ 
けす すけゃぇ, おけっ
すけ くぇさうつぇきっ 
しゃけは うしすうくぇ. 
╃けしすぇすなつくけ っ 
ょぇ しっ こけしすぇ
ゃうき くぇ きはしすけ
すけ くぇ ょさせゅうは う 
ょぇ しっ けこうすぇきっ 
ょぇ こさけせきっっき 
くっゅけゃぇすぇ うしすう
くぇ. ╆ぇおけくなす いぇ 
こさけておぇすぇ くっ 
うしおぇ けす くぇし ょぇ 

あうゃっっき, けこうすゃぇえおう しっ ょぇ せゅけ
ょうき くぇ ゃしっおう, ういくっゃっさはゃぇえおう 
くぇ しっぉっ しう.
╆ぇおけくなす いぇ こさけておぇすぇ くう こけ

きぇゅぇ ょぇ しすうゅくっき ょけ うしすうくぇすぇ, 
つっ くっ ょせたなす くう くぇしすけはゃぇ ょぇ 
けすしすけはゃぇきっ くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ くは
おぇおゃぇ しゃけは こさぇゃけすぇ, ぇ かうつくけ
すけ くう っゅけ.
╆ぇおけくなす っ けぉとけゃぇかうょっく う 

うきぇ っょくぇおゃぇ しうかぇ ゃなゃ ゃしうつおう 
つけゃっておう ゃいぇうきけけすくけてっくうは: 
かうつくう, しっきっえくう, こさけそっしうけ
くぇかくう, けぉとっしすゃっくう. ‶さけて
おぇすぇ っ ゃ しうかぇ いぇ ゃしうつおけ, こさう 
ゃしっおうゅけ, ゃうくぇゅう.
′うとけ くっ けしおゃっさくはゃぇ しな

ゃなさてっくけすけ いょさぇゃっ くぇ ょせたぇ う 

すはかけすけ こけゃっつっ けす くっくぇゃうしすすぇ, せゅさういっくうはすぇ う ゃいぇうきくうすっ けぉゃう
くっくうは. 〈っいう っきけちうう しぇ きくけゅけ こけ-けこぇしくう いぇ くぇてっすけ いょさぇゃっ けす 
くぇえ-すっあおぇすぇ そういうつっしおぇ すさぇゃきぇ.
‶さけせきっっ かう しっ ゃっょくなあ うょっはすぇ いぇ こさけておぇすぇ, すは すさはぉゃぇ ょぇ しっ 

こさうかぇゅぇ くっこさっおなしくぇすけ う うしおさっくけ. 〈は くっ っ っょくけおさぇすっく ぇおす, ぇ 
くぇつうく くぇ あうゃけす. ]なとくけしすすぇ くぇ こさけちっしぇ っ ゃ すけゃぇ, ょぇ ういつうしすうて 
ゃさぇあょっぉくけすけ しう けすくけてっくうっ おなき つけゃっおぇ, くぇ おけゅけすけ うしおぇて ょぇ 
こさけしすうて - ゃしっ っょくけ ょぇかう すけゃぇ っ くはおけえ ょさせゅ うかう すう しぇきうはす, う ょぇ 
いぇこけつくって ょぇ しう こさっょしすぇゃはて, つっ きせ しっ しかせつゃぇす たせぉぇゃう う ょけぉさう 
くっとぇ.
] けこさけとぇゃぇくっすけ くうっ しっ こさけきっくはきっ くっ しぇきけ くぇ ょせたけゃくけ くうゃけ; 

こさけきっくは しっ くぇてぇすぇ ぉうけたうきうは. ╉ぇつっしすゃけすけ くぇ あうゃけす さはいおけ しっ 
こけょけぉさはゃぇ, おけゅぇすけ しっ こさぇおすうおせゃぇ ╆ぇおけくぇ いぇ こさけておぇすぇ.
¨しゃけぉけょっすっ しっ つさっい こさけておぇすぇ!

╂さっゅ ┿くょっさしなく

ぁ】╉《【《 〉╅ 》『《ぃ[╅【╅

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす こさうっ 
こさけきはくぇ ゃ ′ぇさっょぉぇ わ26 

こけ ゃさっきっ くぇ こけしかっょくぇすぇ しう しっ-
しうは くぇ 13-すう そっゃさせぇさう. 』ぇしす けす 
すぇおしうすっ ぉはたぇ こさけきっくっくう しかっょ 
うしおぇくっ けす しすさぇくぇ くぇ すなさゅけゃちう 
う ゅさぇあょぇくう. ′ぇきぇかはゃぇ しっ すさけ-
すけぇさくけすけ こさぇゃけ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ 
こけ うしおぇくっ くぇ たけすっかうっさうすっ う 
さっしすけさぇくすぬけさうすっ, くけ くっ ゃ こなか-
くうは さぇいきっさ, こけうしおぇく けす すはた. 
]ょさせあっくうっすけ くぇ たけすっかうっさうすっ 
う さっしすけさぇくすぬけさうすっ こけうしおぇ けす 
50 しすけすうくおう くぇ おゃぇょさぇす すさけすけ-
ぇさ, すぇおしぇすぇ いぇ きぇしう くぇ けすおさうすけ 
ょぇ しすぇくっ 30 しすけすうくおう, おけかおけすけ 

294 たうかはょう さぇぉけすくう きっしすぇ 
しぇ ぉうかう いぇおさうすう ゃ しすさぇくぇすぇ 
こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ 
„こけしすうあっくうっ” くぇさっあょぇ ╀なかゅぇ-
さうは こけ さなしす くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ 
ゃ 〈けこ こっす くぇ しすさぇくうすっ けす ╄ゃ-
さけこっえしおうは しなのい (╄]). ╃ぇくくうすっ 
しぇ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ 
おぇきぇさぇ う しぇ つぇしす けす きぇとぇぉくぇ 
ぇくおっすぇ, こさけゃっょっくぇ しさっょ こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ ぉかういけ 500 おけき-
こぇくうう. 
¨す くっは しすぇゃぇ はしくけ, つっ ゃしっおう 

すさっすう さぇぉけすけょぇすっか うきぇ くぇきっ-
さっくうっ う こさっい すぇいう ゅけょうくぇ ょぇ 
こさぇゃう くけゃう しなおさぇとっくうは. 
╃ぇくくうすっ くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ 

しかせあぉぇ ╄ゃさけしすぇす しぇ けとっ こけ-
おぇすっゅけさうつくう: ゃ おさぇは くぇ  きう-
くぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くうゃけすけ くぇ ぉっい-
さぇぉけすうちぇ ゃ ╀なかゅぇさうは っ くぇょ 
しさっょくけすけ いぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい 
- 12% せ くぇし, こさう しさっょくけ くうゃけ 
いぇ ]なのいぇ けす 10,1%. ‶さっょ くぇし 
こけ さなしす くぇ ぉっいさぇぉけすくう しぇ しぇきけ 

╇ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ ゃかけあっくうはすぇ う こけおせこおぇすぇ くぇ いっきっ-
ょっかしおぇ いっきは けしすぇゃぇ すさぇえくぇ う しうゅせさくぇ うくゃっしすうちうは, おぇ-

すっゅけさうつくう しぇ ぉさけおっさう けす ぇゅっくちううすっ いぇ くっょゃうあうきう うきけすう ゃ 
╉ぇいぇくかなておけ. ╁なこさっおう つっ ゃ きけきっくすぇ こぇいぇさなす くぇ いっきっょっかしおう 
いっきう う ゅけさう っ こけつすう いぇきさはか, すけ うくすっさっしなす おなき こけおせこおぇすぇ くぇ 
すぇおぇゃぇ くっょゃうあうきけしす けしすぇゃぇ すさぇっく.

ぉってっ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ くぇえ-おさぇえくうすっ つぇしすう くぇ ゅさぇょぇ. ‶け こさっょかけあっくうっ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお すぇおしぇすぇ しっ こさうっ ゃ すさっすう ゃぇさうぇくす – しさっょくけ こけかけあっくうっ きっあょせ うしおぇくっすけ くぇ ]ょさせ-
あっくうっすけ う こなさゃけくぇつぇかくうすっ こさっょかけあっくうは くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす けょけぉさう すぇおしぇすぇ 
いぇ すさけすけぇさくけ こさぇゃけ いぇ さぇいこけかぇゅぇくっ くぇ きぇしう う しすけかけゃっ くぇ けぉとうくしおうすっ こかけとう ょぇ こぇょくっ けす 
50 しすけすうくおう くぇ 40 しすけすうくおう ゃ こなさゃぇ ゅさぇょしおぇ いけくぇ, ゃなゃ ゃすけさぇ いけくぇ とっ しっ こかぇとぇ 0.35 かゃ. くぇ 
おゃぇょさぇす, ゃ すさっすぇ いけくぇ – こぇょぇ くぇ 30 しすけすうくおう, けす 30 しすぇゃぇ 20 しすけすうくおう ゃ おさぇえくうすっ つぇしすう くぇ 
ゅさぇょぇ. ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けぉぇつっ とっ くぇしすけはゃぇ こさっょ さっしすけさぇくすぬけさうすっ う たけすっかうっさうすっ  ょぇ ぉなょぇす 
こけ-ょうしちうこかうくうさぇくう う ょぇ くっ つぇおぇす, おぇおすけ ょけしっゅぇ, けぉとうくしおうすっ しかせあうすっかう こなさゃけ ょぇ せしすぇくけゃはす 
くぇさせてっくは う っょゃぇ すけゅぇゃぇ ょぇ しう こかぇとぇす, ぉっ けぉはゃっくけ くぇ こさっしおけくそっさっくちうは けす おきっすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ こさっょう しっしうはすぇ くぇ 13-すう そっゃさせぇさう. ‶さぇおすうおぇすぇ ょぇ くっ しっ こかぇとぇ, ぇ すけゃぇ ょぇ しすぇゃぇ 
しぇきけ しかっょ こさけゃっさおぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ, すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ こさっおさぇすっくぇ う うきぇきっ せゃっさっくうっ けす ]ょさせあっ-
くうっすけ, つっ くっゅけゃうすっ つかっくけゃっ とっ こけかけあぇす せしうかうは ょぇ せぉっょはす おけかっゅうすっ しう - おけえすけ しっ けしかせてゃぇ, 
ゃっつっ ょぇ しう こかぇとぇ さっょけゃくけ, おぇいぇ こさっょ あせさくぇかうしすうすっ ]すけはくけゃぇ. ╉けくすさけかなす ゃなさたせ こかぇとぇくっすけ 
とっ ぉなょっ いぇゃうてっく, こけすゃなさょう う いぇき. おきっすなす ‶っすなさ ╉けしっゃ. 

╇しこぇくうは, ╇さかぇくょうは, ]かけゃぇおうは 
う ‶けさすせゅぇかうは. 
′ぇ ゅけょうてくぇ ぉぇいぇ しこぇょなす くぇ 

いぇっすけしすすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは こさっい 
すさっすけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2011 
ゅ.ょけしすうゅぇ 3,2%, おぇすけ こけ-いかっ けす 
くぇし しぇ しぇきけ [せきなくうは う ╂なさちうは.
¨す ょぇくくうすっ う ぇくぇかういぇ くぇ ′]╇ 

しっ ゃうあょぇ, つっ こっしうきういきなす しさっょ 
ぉなかゅぇさしおうすっ きっくうょあなさう いぇ 
ぉういくっしおかうきぇすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ しっ 
いぇこぇいゃぇ う いぇ すぇいう ゅけょうくぇ. ]こけ-
さっょ ぇくぇかういぇ ゃ こけゃっつっすけ しっおすけ-
さう くぇ うおけくけきうおぇすぇ しっ ゅけすゃはす 
くけゃう しなおさぇとっくうは.
′っ すけかおけゃぇ きさぇつっく, けぉぇつっ, 

ういゅかっあょぇ こぇいぇさなす くぇ すさせょぇ いぇ 
╇〈-しこっちうぇかうしすうすっ, けこっさぇすけさう-
すっ ゃ おけかちっくすさけゃっ, しこっちうぇかう-
しすうすっ こけ こさけょぇあぉう う おぇょさうすっ し 
ゃうしけおぇ おゃぇかうそうおぇちうは, しこけしけぉ-
くう ょぇ いぇっきぇす っおしこっさすくう こけいう-
ちうう. ╃ぇくくうすっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ こけおぇいゃぇす, つっ こさっい かはすけすけ 
くぇ 2011 ゅけょうくぇ すなさしっくっすけ くぇ 

ゃうしてうしすう っ ぉうかけ いくぇつうすっかくけ 
こけ-しうかくけ ゃ しさぇゃくっくうっ し すけゃぇ 
くぇ 2010 ゅけょうくぇ. 〈さぇっく しっ いぇ-
こぇいゃぇ う „ゅかぇょなす” いぇ うくあっくっさう 
う ゃうしけおけけぉさぇいけゃぇくう きっくう-
ょあなさう, っおしこっさすう こけ さっゅうけくぇ-
かうしすうおぇ.
╁こっつぇすかっくうはすぇ くぇ しこっちうぇかう-

しすうすっ こけ つけゃっておうすっ さっしせさしう 
しぇ, つっ こさっい 2011 ゅ. こぇいぇさなす 
おぇすけ つっ かう しっ っ せしこけおけうか, くっ しっ 
くぇぉかのょぇゃぇす う きぇしけゃう しなおさぇ-
とっくうは. ╇いおかのつっくうは こさぇゃはす 
しすさけうすっかしすゃけすけ う しゃなさいぇくうすっ 
し くっゅけ しっおすけさう, おぇおすけ う くはおけう 
こけ-しこっちうそうつくう こさけういゃけょしすゃぇ.
]すさぇたけゃっすっ けおけかけ ょなかゅけゃぇすぇ 

おさういぇ ゃ ╄ゃさけこぇ しぇ ういけしすさう-
かう しっすうゃぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう-
すっ こさっょこさうっきぇつう, おけうすけ しぇ 
いくぇつうすっかくけ こけ-こさっょこぇいかうゃう 
う きくけゅけ こけ-ゃいうしおぇすっかくう こさう 
くぇぉうさぇくっすけ くぇ くけゃ こっさしけくぇか. 
‶さう くぇしさけつゃぇくっ くぇ おけくおせさしう 
すったくうすっ けつぇおゃぇくうは しぇ くぇさぇし-
くぇかう う しぇ くぇしけつっくう おなき うい-
ぉけさ ういきっあょせ こけゃっつっ う ゃしっ こけ-
おゃぇかうそうちうさぇくう おぇくょうょぇすう, 
すゃなさょはす しこっちうぇかうしすうすっ こけ つけ-
ゃっておう さっしせさしう. 〈さっゃけゅぇすぇ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ さぇぉけすくうすっ きっし-
すぇ ゃ ╀なかゅぇさうは しっ いぇょなかぉけつぇゃぇ 
う こさっい くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ, さぇしすっ う 
ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ. ‶け こけしかっょくう 
ょぇくくう くぇ ′]╇ しぇきけ こさっい はくせ-
ぇさう すぇいう ゅけょうくぇ しぇ いぇおさうすう 50 
242 さぇぉけすくう きっしすぇ ゃ  ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ.

〈┿, こけ きぇすっさうぇかう くぇ 
╀〈‶‶ う ╀]╉

742 かっゃぇ っ しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ ゃなゃ そうさきうすっ う こさっょ-
こさうはすうはすぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす, しこけさっょ ょぇくくう くぇ ′ぇちうけくぇか-
くぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, けすつっすっくう いぇ こけしかっょくけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2011 
ゅけょうくぇ. ′うゃけすけ くぇ すぇいう しさっょくぇ いぇこかぇすぇ っ し 15 かっゃぇ こけ-ゃうしけおけ けす 
しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, けすつっすっくぇ けす ′]╇ いぇ しすさぇくぇすぇ.
┿おけ おなき しさっょくぇすぇ いぇこかぇすぇ ゃ けぉかぇしすすぇ しっ こさうぉぇゃはす う っょくけおさぇす-

くうすっ ゃないくぇゅさぇあょっくうは, けすつうしかっくう いぇ ゅけょうくぇすぇ, すけ くうゃけすけ くぇ 
しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ ゃ さっゅうけくぇ 
しすぇゃぇ けとっ こけ-ゃうしけおけ - 758 かっゃぇ. 

ゐíëÜ½ñöéë

Здраве, любов и късмет в следващите
100 години!
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- ╇きぇ かう ぉなかゅぇさうくなす 
あうゃけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ 
う こさけょなかあぇゃぇ かう ょぇ しっ 
しきっっ う ょくっし, ゃなこさっおう 
すさせょくけすけ ゃさっきっ? 

- ╃ぇ, ぉなかゅぇさうくなす うきぇ つせゃ
しすゃけ いぇ たせきけさ, ょけさう きくけゅけ 
しうかくけ さぇいゃうすけ. 

- ╉ぇお こぇいう すけゃぇ しう つせゃ
しすゃけ ぉなかゅぇさうくなす: いぇとけすけ 
こけ ょせてぇ っ ┿くょさっておけ うかう 
いぇとけすけ っ きぇかおけ ぇさうしすけ
おさぇす? 

- 』ぇお ぇさうしすけおさぇす... くっ. 
┿くょさっておけ? ┿ いぇとけ ょぇ くっ っ 
┿くょさっておけ? ╊けてけ かう っ ょぇ しう 
┿くょさっておけ? 〈ぇ ┿くょさっておけ くっ 
っ かけて ゅっさけえ, くぇこさけすうゃ, すけえ 

しこぇしう っょうく つけゃっお. ╃ぇ, ┿く
ょさっておけ ゅけ うきぇ せ ぉなかゅぇさうくぇ, 
きぇおぇさ つっ くうっ しきっ う きぇかおけ 
いぇゃうしすかうゃう こけくはおけゅぇ.  ′うっ 
しきっ きぇかおけ おぇさぇとうしぇくぇ さぇぉけ

すぇ. ╋くけゅけ くっ きう っ はしくけ すけつくけ 
おぇおゃう しきっ. ]くけとう しう ゅけゃけ
さうたきっ こけ すけいう こけゃけょ し おけかっ
ゅう, きぇかおけ しきっ すぇおぇ しきっしっくぇ 
さぇぉけすぇ: けすすせお-けすすぇき, けすすせお- 
けすすぇき. ╋うくぇゃぇきっ いぇ しかぇゃはくう, 
ぇきぇ くっ しきっ つうしすう しかぇゃはくう. 
┿い, くぇこさうきっさ, すぇおぇ, おぇすけ きっ 
ゅかっょぇすっ, おぇおゃけ しかぇゃはくしおけ 
うきぇき ゃ かうちっすけ しう? ′うとけ. ┿い 

しなき しう くぇこさぇゃけ こけすけきおぇ くぇ 
┿しこぇさせた. 〈けゃぇ こなお っ たせぉぇゃけ, 
いぇとけすけ ぉなかゅぇさうくなす っ しこけしけ
ぉっく う すぇかぇくすかうゃ. ╄すけ, ゃうあすっ 
しっゅぇ おけかおけ くぇてう しっ ういくぇしはす 

╁ こさけょなかあっくうっ くぇ 40 きうくせすう すは さぇいょぇゃぇ ぇゃすけゅさぇそう. ′ぇ こけつうすぇすっかう, くぇ そっ
くけゃっ, くぇ こさうはすっかう, くぇ きぇかおう う ゅけかっきう. ′ぇ たけさぇ, おけうすけ は ゃうあょぇす いぇ こなさゃう こなす, 
くぇ すぇおうゃぇ, おけうすけ いくぇはす くぇういせしす ちっかう くっえくう さけかう うかう くぇ くっゃさなしすくう たかぇこっすぇ, いぇ 
おけうすけ くっ っ くっとけ こけゃっつっ けす っょくぇ てぇさっくぇ う ゃっしっかぇ ぉぇぉぇ.  
〈さう こなすう けすかぇゅぇ こさっょしすぇゃかっくうっすけ しう „‶ぇさうあおう かせょけさうう” ゃ ╉ぇいぇくかなお, くけ さっ

てうかうすっ ょぇ は ゃうょはす くぇゃさなた ゅけかっきうは え のぉうかっえ くっ しすぇゃぇたぇ こけ-きぇかおけ. ′ぇこさけすうゃ: 
ゃしっ こけゃっつっ. ′ぇ そうくぇかぇ しぇかけくなす しっ  ういこなかくう し ょけこなかくうすっかくう しすけかけゃっ, ぇ さなおけ
こかはしおぇくうはすぇ ぉはたぇ こけゃっつっ けす つっすゃなさす つぇし. ╆ぇとけすけ „っょくぇ そせさうは くぇ 90” っ せくうおぇか
くけ はゃかっくうっ いぇ ぉなかゅぇさしおうは すっぇすなさ, いぇ ぉなかゅぇさしおうは おせかすせさっく あうゃけす. 

╇ すけえ っ, しはおぇて, おぇすけ ゃしうつおう 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ-

くうちぇ. ╆ぇとけすけ おぇいゃぇ: ”┿さしっ-
くぇか っ きけはす ょけき”. [ぇいぉうさぇ しっ, 
くっ おぇすけ ゃしうつおう, くけ おぇすけ きくけゅけ 
ょさせゅう – ちっかうはす きせ すさせょけゃ しすぇあ 
きうくぇゃぇ すせお. 》さうしすけ ╋うすっゃ うょゃぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” けとっ 14-ゅけょうてっく! 
′ぇこせしおぇ ゅけ こさう こっくしうけくうさぇ-
くっすけ しう こさっい 2006-すぇ. ╀ぇとぇ きせ 
っ ぇさしっくぇかっち, きけあっ ぉう すけゃぇ ゅけ 
ゃけょう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, こなさゃけ ゃ 
‶さけそっしうけくぇかくけすけ すったくうつっしおけ 
せつうかうとっ, こけしかっ - こけ おさうゃけ-
かうつっとうは こなす こさっい おぇいぇさきぇすぇ 
う けぉさぇいけゃぇくうっすけ, おなょっすけ こさっい 
きっつすうすっ いぇ ╁けっくくけゃないょせてくけすけ 
せつうかうとっ, ╁けっくくけすけ せつうかうとっ 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, 〈ったくうつっ-
しおけすけ いぇ せつうすっかう ゃ ╂ぇぉさけゃけ... 
しなょぉぇすぇ ゅけ ゃけょう ょさせゅぇょっ – ゃ 
╇くしすうすせすぇ いぇ せつうすっかう こけ こさぇお-
すうおぇ ゃ ]かうゃっく.
′ぇすさせこぇくけすけ さぇいけつぇさけゃぇ-

くうっ /いぇさぇょう ゃさないおぇさしすゃけすけ う 
すさせょくうは ょけしすなこ ょけ こさけそっしう-
はすぇ くぇ かっすちうすっ う きったぇくうちうすっ 
ゃ ╃けかくぇ ╋うすさけこけかうは, いぇさぇょう 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくう くっょけさぇいせきっ-
くうは, かうてうかう ゅけ けす しかっょゃぇくっすけ 
ゃ ╂ぇぉさけゃけ, ゃなこさっおう けすかうつくうは 
こさうっきっく ういこうす, いぇさぇょう かうこしぇ-
すぇ くぇ ゃないきけあくけしす ゃ 〈なさゃけくけ ょぇ 
せつう すけゃぇ, おけっすけ うしおぇ - すったくう-
つっしおぇ しこっちうぇかくけしす/, くぇすさせこぇ-
くけすけ さぇいけつぇさけゃぇくうっ しっ すけこう 
しかっょ ゃさなとぇくっすけ ゃ „┿さしっくぇか”.  
╇ ょくっし, ゃっつっ し せぉっあょっくうっ, 
》さうしすけ ╋うすっゃ おぇいゃぇ: ”┿さしっくぇか 
っ きけはす ょけき.”.

╉ぇすけ さぇぉけすかうゃ う きけあっと, 
ゅけ いぇぉっかはいゃぇす くぇゃしはおなょっ

╉ぇおすけ しすぇゃぇてっ くぇゃさっきっすけ, 
こさっょう 1989-すぇ, おぇおすけ ゃしっおう, 
おけえすけ うきぇ けさゅぇくういぇすけさしおう おぇ-
つっしすゃぇ, 》さうしすけ しなとけ っ こさう-
ゃかっつっく いぇ おぇせいぇすぇ くぇ ‶ぇさすうは-
すぇ - こなさゃけ ゃ ╃╉╋], こけしかっ - う ゃ 
╀╉‶. ╆ぇ おけっすけ くっ しなあぇかはゃぇ. ╇ 
けすおなょっすけ きせ けしすぇゃぇ う ょくってくけ-
すけ せゃかっつっくうっ こけ けぉとっしすゃっくうは 
あうゃけす, おけえすけ くっ きせ っ ぉっいさぇい-
かうつっく. ‶さっい 1963-すぇ ╋うすっゃ 
けすうゃぇ ゃ ちったぇ いぇ くっしすぇくょぇさすくけ 
けぉけさせょゃぇくっ, すぇき っ うくすっさっしくけ, 
いぇとけすけ しっ ういさぇぉけすゃぇす こさうしこけ-
しけぉかっくうは, こさうぉけさう いぇ けぉしかせあ-
ゃぇくっ くぇ きぇてうくう ゃ きくけゅけ いぇゃけ-
ょう, ゃ さぇぉけすぇすぇ うきぇ すゃけさつっしすゃけ. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ 》さうしすけ こけつゃぇ 
う ゃっつっさくけ けぉせつっくうっ ゃ すったくう-
おせきぇ - ぉっいしこけさくぇすぇ „おけゃぇつくう-
ちぇ くぇ おぇょさう” いぇ おぇいぇくかなておけ-
すけ きぇてうくけしすさけっくっ, しうきゃけか くぇ 
こさけそっしうけくぇかくぇ こけょゅけすけゃおぇ けす 
ゃうしけおけ おぇつっしすゃけ, おぇおゃぇすけ きかぇ-
ょうはす 》さうしすけ しうかくけ あっかぇっ. 〉つう 
う さぇぉけすう っょくけゃさっきっくくけ... ╉ぇすけ 
きくけゅけ ょさせゅう. ╇ くっ しこうさぇ ょけ すせお 
しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ. 〈けゅぇゃぇ うょ-
ゃぇす けこうすうすっ いぇ さっぇかういぇちうは くぇ 
きっつすうすっ, くけ しかっょ しぉかなしなおぇ し 
さっぇかくけすけ 》さうしすけ ゃしっ こぇお けすうゃぇ 
- ゃきっしすけ ゃ ╃けかくぇ ╋うすさけこけかけ-
うは, ゃ ]かうゃっく. ╋っあょせゃさっきっくくけ 

しっ あっくう. ]なこさせゅぇすぇ っ ょっす-
しおぇ せつうすっかおぇ - ]っゃょぇかうくぇ.
〈なさしっか さぇぉけすぇ う すけえ おぇすけ 
せつうすっか, くけ しうしすっきぇすぇ こぇお 
きせ こけょゅけすゃうかぇ ういくっくぇょぇ 
- くはきぇかけ ぉさけえおう こけ さぇい-
こさっょっかっくうっ いぇ さっゅうけくぇ... 
〈けゅぇゃぇ ╋うすっゃ けすくけゃけ うい-
ぉうさぇ けさなあっえくけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ. ‶なさゃけ こけしすなこゃぇ ゃ 
′╇〈╇ - こさっい 1970-すぇ, おぇすけ 
おけくしすさせおすけさ ゃ ¨すょっか „┿ゃ-
すけきぇすうおぇ”. ]かっょ すけゃぇ:

》さうしすけ しっ ゃさなとぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” いぇゃうくぇゅう

╋っしすはす ちはかけすけ いゃっくけ けす 
′╇〈╇ ゃ „┿さしっくぇか” こけ ゃさっ-
きっすけ, おけゅぇすけ しっ さぇいさぇぉけす-
ゃぇす ぇゅさっゅぇすくうすっ きぇてうくう 
- しないょぇゃぇ しっ ういゃっしすくぇすぇ 
╀ぇいぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇいゃう-
すうっ... 〈ぇき ╋うすっゃ っ ぉかぇゅけ-
ょぇさっく, つっ さぇぉけすう. ╁しうつおう 
しぇ しこっちうぇかうしすう, しなょぉぇすぇ 
ゅけ しさっとぇ し ╉させき 》さうしすけゃ 
う うくあ. ╋うてけ [ぇっゃ. ╁ ぉぇいぇ-
すぇ さぇぉけすはす ゃしっ きかぇょう たけさぇ 
- けおけかけ 150 ょせてう. 〈ぇおぇ 
》さうしすけ しすぇゃぇ しっおさっすぇさ くぇ 
すはたくぇすぇ おけきしけきけかしおぇ けさ-
ゅぇくういぇちうは. ╇ ゃっつっ, おぇおすけ 
しっ おぇいゃぇ, ”ゅかぇゃぇすぇ きせ っ し 
っょうく こさなしす くぇょ けしすぇくぇかう-
すっ” - こけょしおぇいゃぇ おぇさうっさぇ 
いぇくぇこさっょ. ╇きぇ きくけゅけ しこけ-
きっくう, いぇこっつぇすぇくう ゃ しくうき-
おう けす けくけゃぇ ゃさっきっ... ╇ 
ょくっし うき しっ さぇょゃぇ. ‶けしかっ, 
こけょさぇいぉうさぇ しっ, „けす ゅけさっ” 
ゅけ くぇぉっかはいゃぇす う ゅけ „うい-

しすさっかゃぇす”, おぇおすけ 》さうしすけ しっ 
ういさぇいはゃぇ - ゃ おけきぉうくぇすしおうは 
おけきうすっす くぇ ╃╉╋]. 〈ぇおぇ 
こけつゃぇす しなょぉけゃくうすっ しさっとう 
- くぇこさうきっさ,  し ╊のぉけきうさ 
╃はくおけゃ /し くっゅけ しっ こけきくはす 
けとっ けす くぇつぇかくけすけ せつうかう-
とっ/. ¨す ╉けきしけきけかぇ, おぇおすけ 
すけゅぇゃぇ しすぇゃぇてっ, 》さうしすけ 
╋うすっゃ っ こけっす ゃ ‶さけそおけきう-
すっすぇ こさっい 1975-すぇ.〈せお すけえ 
っ こさういゃぇく ょぇ さぇぉけすう いぇ たけ-
さぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, けしけぉっくけ 
– いぇ さぇぉけすくうちうすっ. 〈けゅぇゃぇ 
けとっ さぇいぉうさぇ, つっ ゃ けくけゃぇ 
ゃさっきっ ゃしうつおけ しっ こさぇゃう いぇ 
つけゃっおぇ, いぇ くっゅけゃうは こけ-ょけ-
ぉなさ あうゃけす - ょぇ うきぇ あう-
かうとっ /ぇ きくけゅけ さぇぉけすくうちう 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ くはきぇす う 
うきっくくけ こさけそしなのいうすっ こけ-
きぇゅぇす, さぇいょぇゃぇえおう ぇこぇさすぇ-
きっくすうすっ くぇ こさっょこうさはすうっ-

すけ, おけうすけ こけしかっ しう おせこせゃぇす 
おぇすけ しけぉしすゃっく ょけき/. 》さうしすけ, 
けぉぇつっ, ゅかっょぇ こなさゃけ たけさぇ-
すぇ ょぇ しっ しょけぉうはす し こけおさうゃ. 
〈けえ あうゃっっ ちっかう 10 ゅけょうくう し 
けとっ っょくけ しっきっえしすゃけ ゃ けぉと 
ぇこぇさすぇきっくす. 〈けゅぇゃぇ すけゃぇ 
ぉうかけ つっしすぇ こさぇおすうおぇ. ′け し 
ぉっいおさぇえくう くっせょけぉしすゃぇ, こさう-
いくぇゃぇ ょくっし ぉうゃてうはす こさけそ-
ょっはすっか. [ぇぉけすう しっ くっ しぇきけ 

いぇ きぇすっさうぇかくうすっ くせあょう, くけ 
う いぇ ょぇさぉうすっ くぇ たけさぇすぇ - うい-
はゃはゃぇす しっ ゃ しぇきけょっえくけしすすぇ, 
けさゅぇくういうさぇす うき しっ おけくちっさ-
すう, こけしかっ しっ しすさけはす ぉぇいう いぇ 
けすょうた... ╃くっし, こけゃっつっ けすゃしは-
おけゅぇ こさっい あうゃけすぇ しう, 》さうしすけ 
っ せぉっょっく, つっ ゃなゃ ゃさっきっすけ, 
おけっすけ くぇさうつぇきっ おけきせくういなき, 
けぉうおくけゃっくうはす つけゃっお - さっょけ-
ゃうはす さぇぉけすくうお う しかせあうすっか, 
けしけぉっくけ ゃ „┿さしっくぇか”, っ あう-

ゃはか ょけぉさっ. ╇ - しこけおけえくけ. 

[ぇしすっあなす ゃ えっさぇさたうはすぇ 
こさけょなかあぇゃぇ

╇いょうゅぇす 》さうしすけ ╋うすっゃ ゃ いぇ-
ゃけょしおぇすぇ こさけそけさゅぇくういぇちうは 
くぇ ╆ぇゃけょ 5 - ゅけさょけしすすぇ くぇ 
ぇさしっくぇかちう. ╃ゃっ ゅけょうくう っ う 
とぇすっく おなき ¨おさなあくうは こさけそ-
おけきうすっす - っょくけゃさっきっくくけ し 
さぇぉけすぇすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか”, 
おけゅぇすけ っょうく けぉとっしすゃっく さぇ-
ぉけすくうお こけかせつぇゃぇ いぇこかぇすぇ 
こけ-くうしおぇ けす いぇこかぇすうすっ くぇ 
たけさぇすぇ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
いぇ つううすけ しけちうぇかくう くせあょう 
さぇぉけすう. 〈ぇおぇ きうくぇゃぇ ゃさっ-
きっすけ: 1975-すぇ - 1980-すぇ. 
]かっょ こけさっょくぇすぇ けさゅぇくういぇ-
ちうけくくぇ こさけきはくぇ ゃ こさっょこさう-
はすうっすけ, いぇこけつゃぇ ょぇ さぇぉけすう 
う し ゃうしけおうすっ ょかなあくけしすう けす 
╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは くぇ „┿さしっ-

くぇか”. ‶なさゃけくぇつぇかくけ すけゃぇ ゅけ 
しきせとぇゃぇ: すぇき しぇ たけさぇ ゃしっ 
うくすっかうゅっくすくう, くぇ さなおけゃけょ-
くう こけしすけゃっ... 〈ぇおぇ しっ しさっとぇ 
う さぇぉけすう し ょうさっおすけさう う いぇ-
きっしすくうちう おぇすけ 〈けくつけ 』せおぇ-
かけゃ, ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ.
╇ょゃぇ さっょ くぇ す. くぇさ. おけきこかっ-

おしう, ゃ おけうすけ しっ こさっしすさせおすせ-
さうさぇす いぇゃけょうすっ ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ 90-すっ, おけゅぇすけ しっ しきっくは 

しうしすっきぇすぇ し ちっくぇすぇ くぇ けゅさけ-
きくう しなしすさっしっくうは, こさっあうゃっ-
くう しうかくけ う ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ. ′け しさっとうすっ し 
うきっくうすうすっ かうつくけしすう う しこっ-
ちうぇかうしすう くぇ „┿さしっくぇか” こさけ-
ょなかあぇゃぇす. ╇ くけしはす くぇ 》さうしすけ 
くけゃう いくぇくうは, せきっくうは う さぇ-
ょけしす けす おけくすぇおすうすっ し せきくう-
すっ う きけあっとうすっ. ╆ぇこけつゃぇ ょぇ 
さぇぉけすう し ょうさっおすけさぇ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 5 - ╋ぇさおけ ╋ぇさうくけゃ, こさけ-

ういゃけょしすゃけすけ っ うくすっさっしくけ う 
しかけあくけ. ╇きっくくけ ╋ぇさうくけゃ ゅけ 
おぇくう いぇ ′ぇつぇかくうお くぇ おぇょさけ-
ゃうは けすょっか ゃ いぇゃけょぇ, おなょっすけ 
しっ こさぇゃはす そさっいけゃう きぇてうくう, 
ぉけさきぇてうくう, さぇょうぇかきぇてうくう 
- ゃしっ うくすっさっしくう さぇいさぇぉけすおう. 
¨ぉぇつっ:

╇ょゃぇ ゃさっきっすけ くぇ „かけゃぇ 
くぇ ゃっとうちう”

╉ぇすけ おぇょなさ けす こさけそくけきっく-
おかぇすせさぇすぇ う ╃╉╋], こぇさすうっく 
つかっく う けさゅぇくういぇちうけくっく さぇ-
ぉけすくうお ゃ きうくぇかけすけ, 》さうし-
すけ ╋うすっゃ ういこうすゃぇ くぇ ゅなさぉぇ 
しう かうつくけ ぇゅさっしうはすぇ,  しぇきけ-
つせゃしすゃうっすけ う あっかぇくうっすけ いぇ 
ぉなさいぇ こさけきはくぇ くぇ たけさぇすぇ けす 
くけゃけすけ ゃさっきっ, つうっすけ けかうちっ-
すゃけさっくうっ ゃ „┿さしっくぇか” しすぇゃぇす 
つかっくけゃっすっ くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ”. 
╆ぇ 》さうしすけ きくけゅけ けす すはた しぇ くっ-

おけきこっすっくすくう おぇすけ さぇぉけすくうちう 
う しこっちうぇかうしすう, いぇすけゃぇ すけえ しっ 
ょさぇいくう けす こけょたけょぇ うき ょぇ けす-
しすさぇくはゃぇす ゃしうつおけ こさっょうてくけ: 
”′っ けぉうつぇき ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇき 
し ゅかせこぇゃう たけさぇ...”, しこけょっかは 
╋うすっゃ ょくっし. ]きはすぇ, つっ ゃうくぇ-
ゅう っ けすしすけはゃぇか しゃけっすけ, うきぇか 
っ こけいうちうは, いぇさぇょう おけっすけ - う 
きくけゅけ くっこさうはすくけしすう... ′っ-
こさうはすくけしすう うきぇ う すけゅぇゃぇ - ゃ 
くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ くぇ きうくぇ-
かうは ゃっお. ¨す „‶けょおさっこぇ” くぇ-
しすけはゃぇす ょぇ ぉなょっ けしゃけぉけょっく. 
╃うさっおすけさなす ╋かぇょっく ╋うかつっゃ 
きせ こさっょかぇゅぇ きはしすけ ゃ くけゃけすけ 
いゃっくけ いぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ かぇ-
きぇさうくっくう きぇすっさうぇかう, おけっすけ 
こさけういゃっあょぇ ゃなくてくう つぇし-
すう いぇ きぇてうくうすっ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ 
こさっい 1992-さぇ, おなょっすけ 5 ゅけ-
ょうくう 》さうしすけ ╋うすっゃ けしすぇゃぇ 
てかけしっさ - きけくすぬけさ. ╁っつっ くっ 
っ ゃ さなおけゃけょくうすっ ょかなあくけし-
すう, くけ っ ょけゃけかっく, いぇとけすけ いぇ 
くっゅけ きけくすぬけさしおぇすぇ さぇぉけすぇ 
っ さぇぉけすぇ いぇ ゃうしけおう こさけそっ-
しうけくぇかうしすう, おけうすけ ゃ きぇてう-
くけしすさけっくっすけ きけゅぇす ゃしうつおけ, 
おけっすけ しっ こさぇゃう し さなちっ. ′け - う 
し せき, し おけきぉうくぇすうゃくけしす う うい-
けぉさっすぇすっかくけしす. 〈ぇおぇ, ゃ けゅなくは 
くぇ しぇきぇすぇ こさけそっしうは くぇ きぇ-
てうくけしすさけうすっかは, 》さうしすけ こぇお 
すさなゅゃぇ くぇゅけさっ: しすぇゃぇ さなおけ-
ゃけょうすっか くぇ せつぇしすなお ゃ いぇゃけょ 
5. 〈ぇき ゅけ いぇゃぇさゃぇ 2001-ゃぇ 
- しさっょ ぇゅさっゅぇすくうすっ きぇてうくう, 
しかけあくぇすぇ さっきけくすくぇ ょっえくけしす 
くぇ きぇてうくうすっ, こけょょさなあおぇすぇ 
くぇ せくうおぇかくけすけ けぉけさせょゃぇくっ, 
おなょっすけ さぇぉけすはす: ”╁しっ „こっつっ-
くう きけきつっすぇ”!”. ¨ぉぇつっ - こぇお 
うょゃぇす おさういうしくう きけきっくすう いぇ 
„┿さしっくぇか”... ╆ぇおさうゃぇ しっ さな-
おけゃけょくうす とぇす, ぇ 》さうしすけ くっ 
とっ ょぇ けしすぇくっ いぇ しきっすおぇ くぇ 
せゃけかくっくうっすけ くぇ くはおけえ さぇ-
ぉけすくうお. ′けゃぇ しさっとぇ し こけょ-
たけょはとうは こさけそっしうけくぇかうしす う 
さぇいぉうさぇと つけゃっお - ぅくおけ ╆ぇ-
こさはくけゃ, くぇきうさぇ くけゃけすけ さっ-
てっくうっ ゃ ぇさしっくぇかしおうは こなす くぇ 
》さうしすけ ╋うすっゃ: けすおぇいゃぇ ょぇ 
くぇこせしくっ „┿さしっくぇか” う ょぇ ゅけ 
いぇきっくう し „╉ぇこさけくう”. ╁さなとぇ 
しっ ゃ „すっくっおうっくけすけ いゃっくけ”. ╃け 
こっくしうは. ╇ すぇおぇ:

『はか あうゃけす ゃ „┿さしっくぇか”...       

„] きくけゅけ たけさぇ しなき さぇぉけすうか, 
いぇ きくけゅけ たけさぇ しなき さぇぉけすうか. 
‶けきぇゅぇか しなき う  しぇ きう こけきぇゅぇ-
かう.”, すぇおぇ けつっさすぇゃぇ ゅけょうくうすっ 
しう ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ-
くうちぇ 》さうしすけ ╋うすっゃ. ╆ぇ くっゅけ 
„┿さしっくぇか” しう けしすぇゃぇ „おけ-
ゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう” - „う しっゅぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ しっ しすさっきう ょぇ 
さぇぉけすう し おゃぇかうそうちうさぇくう さぇ-
ぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう, ょぇゃぇ 
しっ ゃないきけあくけしす すせお ょぇ くぇせつぇ-
ゃぇて こけゃっつっ ゃ こさけそっしうはすぇ”. 
》さうしすけ ╋うすっゃ ゃはさゃぇ, つっ くぇゃさっ-
きっすけ っ しゃなさてうか くっとけ いぇ たけさぇ-
すぇ - „けすおさうたきっ きぇゅぇいうくう ゃなゃ 
ゃしっおう いぇゃけょ, けしうゅせさはゃぇたきっ 
こけつうゃおぇすぇ くぇ たけさぇすぇ, けさゅぇくう-
いうさぇたきっ そっしすうゃぇかう..., しこけさすくう 
いうきくう う かっすくう こさぇいくうちう...” ╆ぇ 
ぉぇいぇすぇ くぇ ]ぇさなはさ, くぇこさうきっさ, 
かうつくけ おけこぇかう おぇくぇか いぇ っか. 
おぇぉっかぇ - う さぇぉけすくうちう, う さなおけ-
ゃけょうすっかう くぇつっかけ し ‶ぇくけ ╉けいぇ-
さけゃ. ̈ おぇいゃぇかう しなょっえしすゃうっ う けす 
¨おさなゅぇ, う けす きうくうしすっさしすゃぇすぇ ゃ 
]けそうは. „[ぇぉけすったきっ ゃしうつおけ し 
きくけゅけ たなし, くはきぇてっ „すけゃぇ くはきぇ 
ょぇ しすぇくっ...”. ¨しけぉっくけ いぇぉさぇ-
くはゃぇか くぇゃさっきっすけ すうは さっこかう-
おう ょうさっおすけさなす ╋うくつけ 〈ぇつっゃ. 
╃くっし すけえ, ╋うすっゃ, ゃしっ こけ-さはょおけ 
けすおさうゃぇ すけいう しすさっきっあ せ きかぇ-
ょうすっ.

くぇゃなくおぇ, いぇ ょぇ こさぇゃはす ゅけかっ
きう さぇぉけすう こけ ┿きっさうおぇ, ┿そ
さうおぇ, きぇすっきぇすうちう, そういうちう, 
さぇいくう ょさせゅう. ]ゃっすなす ゅう うしおぇ 
う ゅう すなさしう. ╋くけゅけ ぉなかゅぇさう 
ゃなさてぇす すぇおぇゃぇ たせぉぇゃぇ さぇぉけ
すぇ, いぇとけすけ しぇ せきくう! ┿ すせお, せ 
くぇし, けとっ くうとけ くっ っ ゃかはいかけ 
ゃ さっかしう. ′っ せきっっき ょぇ しう ちっ
くうき くう せきけゃっすっ, くう すぇかぇく
すうすっ おぇおすけ すさはぉゃぇ. ╆ぇすけゃぇ. 
╄, すけゃぇ ゃっつっ くっ いくぇき けすおなょっ 
しきっ ゅけ ゃいっかう. ′け ぇい きうしかは, 
つっ しっゅぇ こけかっおぇ-かっおぇ, おぇすけ しっ 
こけさぇいてうさう さぇぉけすぇすぇ, おぇすけ 
くっ けしすぇくぇたきっ しぇきう いぇすゃけ
さっくう, ぇ ゃっつっ しきっ けすゃけさっくう 
きくけゅけ こけゃっつっ おなき しゃっすぇ, くぇ
ょはゃぇき しっ きくけゅけ くっとぇ ょぇ ちな
そくぇす う こさう くぇし. ′っとぇ, おけうすけ 
しすけはす きぇかおけ いぇすゃけさっくう くは
おなょっ う ぉなかゅぇさうくなす すっこなさゃぇ 
とっ こけおぇあっ おけえ っ.
 
- 》けさぇ, おけうすけ ╁う こけいくぇ

ゃぇす けすぉかういけ, すゃなさょはす, つっ 
っょくぇ けす すぇえくうすっ ╁う っ ゃっつ
くけ あうゃけすけ きけきうつっ ゃなゃ 
╁ぇし, おけっすけ ╁う ょぇゃぇ しうかう 

う っくっさゅうは, つぇさ う たなし ょぇ 
こさけょなかあぇゃぇすっ ょぇ しすっ くぇ 
しちっくぇすぇ, くっせきけさくぇ う ゃしっ 
すぇおぇ っくすせしうぇいうさぇくぇ. ╉ぇお 
ゅけ こぇいうすっ あうゃけ すけゃぇ ょっ
ゃけえつっ? 

- 〈けゃぇ っ ゃなこさけし, くぇ おけえ
すけ くっ きけあっ ょぇ しっ けすゅけゃけさう. 
〈ぇおなゃ きう っ ゅっくなす, ぇい くっ ゅけ 

こさぇゃは くぇさけつくけ. ┿い くっ あう
ゃっは こけ さっちっこすぇ, おぇすけ ょさせ
ゅうすっ たけさぇ: しっゅぇ すけゃぇ, こけしかっ 
ょさせゅけすけ, すけゃぇ すぇおぇ, けくけゃぇ 
- うくぇお. ╅うゃっは しう こけ きけは しう 

くぇつうく. ′っ しかっょゃぇき こさぇゃうかぇ, 
ぇ あうゃっは きぇかおけ こけ-しゃけぉけょくけ, 
ういゃなく こさぇゃうかぇすぇ くぇ たけさぇすぇ. 
┿ う おけえ いくぇっ おぇおゃけ ょさっきっ 

ゃ きっく?! ′うっ すせお しきっ きぇかおけ 
ぉぇきぉぇておぇ - おぇおゃう かう くっ しぇ 
きうくぇゃぇかう. ╆くぇき かう おぇおゃぇ 
おさなゃ ょさっきっ せ きっく?
 
- ′ぇゃさっきっすけ しっ ゃさなとぇすっ 

けすくけゃけ ゃ しすさぇくぇすぇ いぇさぇ
ょう くけしすぇかゅうはすぇ. ┿おけ しっゅぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃなさくっすっ ゃ 
‶さぇゅぇ けすくけゃけ…

- …くはきぇ ょぇ しっ ゃなさくぇ...

- ...╇きぇ かう くっとけ, いぇ おけっ
すけ しなあぇかはゃぇすっ いぇさぇょう いぇ
ゃさなとぇくっすけ しう すせお?   

- ╇きぇき すけかおけゃぇ くっとぇ, いぇ 
おけうすけ しなあぇかはゃぇき, くけ くはきぇ 
しっゅぇ ょぇ ゅう さぇいこさぇゃはき すせおぇ. 

- ┿ くっしぉなょくぇすぇ きっつすぇ 
うきぇすっ かう ? 

- ╉けえ くはきぇ くっしぉなょくぇすう 
きっつすう ? ╁しっおう うきぇ, くけ きけはすぇ 
くっ っ くっとけ しこっちうぇかくけ. ╃ぇあっ 
すは くっ っ しぇきけ っょくぇ. ╋くけゅけ 
くっとぇ ういこせしくぇた ゃ あうゃけすぇ, くけ 
すぇおぇ しぇ しっ しすっおかう くっとぇすぇ, 
きけあっ ぉう すぇおぇ っ すさはぉゃぇかけ. ′っ 
ぉうゃぇ ょぇ しっ あぇかう いぇ くうとけ. ′っ 
ぉうゃぇ! 

- ‶さっい ゃしうつおうすっ すっいう 
ゅけょうくう くぇ しちっくぇすぇ, つさっい 
ゃしうつおうすっ すっいう こさっしないょぇ
ょっくう けぉさぇいう うきぇ かう くっとけ, 

おけっすけ くっ おぇいぇたすっ くぇ こせぉ
かうおぇすぇ しう, くぇ たけさぇすぇ? 

- ¨, きくけゅけ くっとぇ. ′け こけくっあっ 
しなき ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ しっゅぇ, 
うしおぇき ょぇ おぇあぇ くっとけ ゃなゃ 
ゃさないおぇ し さけいうすっ. ┿い しなき せつう
かぇ おかぇしうつっしおぇ そうかけかけゅうは, 
きけはす こさっこけょぇゃぇすっか ╀ぇかぇぉぇ
くけゃ うきぇ っしっ, おけっすけ つっしすけ しう 
こさっこさけつうすぇき う おけっすけ きくけゅけ 
きう たぇさっしゃぇ. 〈けえ ゃ くっゅけ おぇい
ゃぇ: „╉けゅぇすけ きかぇょうすっ きけきう 
しすぇくぇす さぇくけ, おなき 3-4 つぇしぇ, 
ょぇ ぉっさぇす せたぇくくけすけ ちゃっすっ, すっ 
ゃしうつおう ぉっさぇす あうゃけすけ ちゃっすっ, 
ぇ しぇ いぇおうつっくう すせお, くぇ さっゃっ
さぇ しう し っょくけ ういおせしすゃっくけ ちゃっ
すっ. ] っょくぇ ういおせしすゃっくぇ さけいぇ”. 
╄すけ, ゃうあすっ, ゃくうおゃぇすっ かう  
おぇおゃけ うしおぇ ょぇ おぇあっ すけえ? ′うっ 
くっ ちっくうき すけゃぇ, おけっすけ うきぇきっ, 
ぇ ゃしっ しっ しすさっきうき おなき くっとけ 
ょさせゅけ, つっしすけ ういおせしすゃっくけ, くっ 

くぇてっ, くっ うしすうくしおけ, くっ あうゃけ. 
┿きう, こけおぇあっすっ すせおぇ うしすうく
しおぇすぇ, あうゃぇすぇ さけいぇ, ぉっ, くっ 
ういおせしすゃっくけすけ! ╆ぇとけすけ くうっ 
は いぇぉさぇゃうたきっ. ╆ぇぉさぇゃうたきっ 
ゃしうつおけ たせぉぇゃけ, おけっすけ うきぇたきっ 
う うきぇきっ. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈は ういこなかゃぇ しなし しなょなさあぇくうっ きぇおしうきぇすぇ, つっ おかけせく
なす ゃうくぇゅう っ すなあっく. ‶さういくぇゃぇ, つっ ゃ ょっえしすゃうすっかくけしす 
っ すゃなさょっ しぇきけすっく う すなあっく, ゃゅかなぉっく ゃ しっぉっ しう つけゃっお, 
おけえすけ くっ けぉうつぇ ょぇ あうゃっっ こけ こさぇゃうかぇ, くっ ょけかのぉゃぇ 
しゃっすしおうは てせき う かうちっきっさうっ. 〉のすくけ しっ つせゃしすゃぇ ゃ しゃけは 
ょけき う し ょゃっすっ くっこけしかせてくう おけすおう う おせつっすけ ╃あっおう. ╇ 
し おくうゅうすっ, おけうすけ きぇおぇさ し かせこぇ, こさけょなかあぇゃぇ ょぇ つっすっ. 
╆ぇすけゃぇ う ゃ ぇさすうしすうつくうは しゃはす きうくぇゃぇ いぇ くぇえ-つっすはとぇ
すぇ ぇおすさうしぇ う こさっょう ゃしはおぇ さけかは しっ いぇこけいくぇゃぇ こけょさけぉ
くけ し ぇゃすけさぇ, すゃけさつっしすゃけすけ きせ う っこけたぇすぇ, ゃ おけはすけ っ 
すゃけさうか. ╊のぉうきうはす え ぇゃすけさ っ ╇ゃぇく ╀せくうく.
╆ぇ こさうはすっかう しこけょっかは しなとけ, つっ ゃっつっさ いぇしこうゃぇ し 

こさうおぇいおう けす おぇしっすう う すぇおぇ ぉはゅぇ けす しゃっすしおぇすぇ いかなつ, 
こけきうは う しせきぇすけたぇ. ╁ おけっすけ きけあっ ぉう しっ おさうっ う すぇえくぇ
すぇ くぇ ゃっつくけ あうゃけすけ きけきうつっ ゃ くっは. 
╃っしっすおう すっぇすさけゃっょう う こけつうすぇすっかう くぇ すっぇすなさぇ けす 

ょっしっすうかっすうは すなさしはす すぇえくぇすぇ くぇ くっえくぇすぇ くっゃっさけはすくぇ 
しちっくうつくぇ う あうすっえしおぇ っくっさゅうは. 〈は しぇきぇすぇ こさういくぇゃぇ, 
つっ くはきぇ すぇおぇゃぇ. ]なゃしっき くぇしおけさけ, こけ ゃさっきっ くぇ こさっょ
しすぇゃはくっすけ こさっょ こせぉかうおぇ くぇ ゅけかはきぇすぇ おくうゅぇ いぇ くっは, 
くぇこうしぇくぇ けす さっあうしぬけさぇ ぃさうえ ╃ぇつっゃ - „╄ょくぇ そせさうは 
くぇ 90”, きけあっ ぉう ぉっい ょぇ うしおぇ, しぇきぇすぇ すは は こさけういくっしっ: 
„′っ しっ こさっしすさせゃぇえすっ う ぉなょっすっ うしすうくしおう. ]ぇきけ すけゅぇゃぇ 
とっ ゃう けちっくはす”. ╋ぇかちうくぇ いくぇはす, つっ うしすうくしおけすけ え うきっ 
っ ]すけはくぇ-╋ぇさうは, くけ いぇ ぇさすうしすうつくうは しゃはす, いぇ ╀なか
ゅぇさうは, すは しう けしすぇゃぇ „ゅけしこけあぇ ]すうたうえくけ ぉっょしすゃうっ”, 
„ゅけしこけあぇ ╋うくうしすっさてぇすぇ” うかう こさけしすけ „おぇお`]うえおぇ”.

С Петър Новаков - 1986 год.

С колеги - зима 1982 г.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

25 そっゃさせぇさう -  - [けょっく っ 『ゃっすぇく ╊ぇいぇさけゃ, しないょぇすっか 
くぇ ぉなかゅぇさしおうは しぇきけかっす ╊┿╆;  - ]áきのっか ╉けかす こけかせつぇゃぇ 
こぇすっくす いぇ さっゃけかゃっさぇ しう 45-すう おぇかうぉなさ;  - [けょっく っ ╄くさう-
おけ ╉ぇさせいけ - うすぇかうぇくしおう こっゃっち, すっくけさ し せくうおぇかっく ゅかぇし.
26 そっゃさせぇさう - ]うさくう いぇゅけゃっいくう, ‶さけておぇ; 1861 - [けょっく 

っ おくはい 《っさょうくぇくょ ┶;  - ╁ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ っ けすおさうすぇ こなさゃぇすぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは ぇしすさけくけきうつっしおぇ けぉしっさゃぇすけさうは; - [けょっく っ 
╊っゃう ]すさけし - しないょぇすっか くぇ ょなくおけゃうすっ けぉかっおかぇ.
27 そっゃさせぇさう -  - [けょっく っ ぇきっさうおぇくしおうはす こうしぇすっか- くけ-

ぉっかうしす ╃あけく ]すぇえくぉっお;  - [けょっくぇ っ ╄かういぇぉっす 〈っえかなさ; 
 - 〉きうさぇ ]すっそぇく ‶けこけゃ - ょさぇきぇすうつっく ぇさすうしす う さっあうしぬけさ, 

さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお, っょうく けす けしくけゃぇすっかうすっ くぇ ′ぇさけょくうは すっぇすなさ 
ゃ ]けそうは. 
28 そっゃさせぇさう -  - ¨しくけゃぇく っ 〈っぇすなさ “]なかいぇ う しきはた“ ゃ 

]けそうは;  - ̈ すおさうすぇ っ しゅさぇょぇすぇ くぇ 〉っしすきうくしすなさしおけすけ ぇぉぇす-
しすゃけ, おなょっすけ しっ おけさけくはしゃぇす ぇくゅかうえしおうすっ おさぇかっ う しっ こけゅさっぉゃぇす 
いくぇきっくうすう かうつくけしすう;  - 〉きうさぇ ╉けしすぇ ╊っおけゃ - きっしすっく けこ-
なかつっくっち;  - ‶けつうくぇ 『ゃはすおけ ╂っけさゅうっゃ - ╀ぇえ 『ゃはすおけ, おけかけ-
っいょぇつ けす ╉ぇいぇくかなお, ょゃせおさぇすっく ╀ぇかおぇくしおう てぇきこうけく.
29 そっゃさせぇさう - 46 ゅ. こさ. 》さ. - ╉なき 28-すっ ょくう くぇ きっしっち そっゃ-

させぇさう さうきしおうすっ あさっちう ょけぉぇゃはす けとっ っょうく ょっく /こさっい 4 ゅけょう-
くう/, いぇ ょぇ くっ しっ さぇいきうくぇゃぇす おぇかっくょぇさくうすっ う ぇしすさけくけきうつっしおう-
すっ ょぇすう. ]かっょ こさっきうくぇゃぇくっすけ おなき ╂さっゅけさうぇくしおうは おぇかっくょぇさ, 
けす すけゃぇ こさぇゃうかけ しぇ ういおかのつっくう ゅけょうくうすっ, し おけうすけ いぇこけつゃぇ くけゃ 
ゃっお う おけうすけ くっ しっ ょっかはす くぇ 400. 
01 きぇさす - ╋ぇさすぇ; ╃っく くぇ かのぉうすっかしおけすけ すゃけさつっしすゃけ; 

]ゃっすけゃっく ょっく くぇ ゅさぇあょぇくしおぇすぇ いぇとうすぇ; ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく くぇ ちゃっすくけおけあうすっ あっくう;  - さけょっく  ┿かっおしぇくょなさ 
]すぇきぉけかうえしおう;  - [けょっく ょ-さ ╂っけさゅう ╉うすけゃ - ぇさたっけかけゅ, 
こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお, こけつ. こさっい 2008 ゅ.
02 きぇさす -  - 〉きうさぇ 《うかうこ ╉せすっゃ;  - ╇いゃなさてっく っ 

こなさゃうはす けおけかけしゃっすしおう しぇきけかっすっく こけかっす ぉっい こさっおなしゃぇくっ - 94 
つぇしぇ;  - ╆ぇこけつゃぇ ╂さぇあょぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ ゃ ╀けしくぇ. 
03 きぇさす - ′ぇちうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇ

さうは; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きけかうすゃぇ いぇ あっくぇすぇ;  
- [けょっく っ ╋うくつけ ╉ぇかそけゃ - けこなかつっくっち けす おぇいぇくかなておけ.
04 きぇさす -  - 〉きうさぇ させしおうはす こうしぇすっか ′うおけかぇえ ╁. ╂けゅけか; 

 - ┿きっさうおぇくしおうはす ういけぉさっすぇすっか ╄きうか ╀っさかうくっさ こぇすっくすけ-
ゃぇ きうおさけそけくぇ;  - ╁ ╇さぇお いぇゅうくぇ きか. しっさあぇくす ╂なさょう ╂なさ-
ょっゃ, さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお, あうゃっっと ゃ し. ╃けかくけ ]ぇたさぇくっ.
05 きぇさす -  - ‶け ゃさっきっ くぇ ぉかけおぇょぇすぇ くぇ ╊っくうくゅさぇょ っ 

こさっきうっさぇすぇ くぇ V┶┶ しうきそけくうは くぇ ╃きうすさうえ 【けしすぇおけゃうつ;  
- ′ぇ ╋ぇさし っ けすおさうすけ いぇきさないくぇかけ っいっさけ.
06 きぇさす -  - [けょっく っ そさっくしおうはす ぉっかっすさうしす う ょさぇきぇすせさゅ 

]うさぇくけ ょぬけ ╀っさあっさぇお, こさっょかけあうか 7 くぇつうくぇ ょぇ しっ しすうゅくっ ょけ 
╊せくぇすぇ.
07 きぇさす -  - ‶け いぇこけゃっょ くぇ さうきしおうは うきこっさぇすけさ ╉けく-

しすぇくすうく くっょっかはすぇ っ けぉはゃっくぇ いぇ こけつうゃっく ょっく;  - 〉きうさぇ 
ういけぉさっすぇすっかはす くぇ こぇさぇてせすぇ ╅ぇく-‶うっさ ╀かぇくてぇさ;  - [け-
ょっく っ ╋けさうし [ぇゃっか, ぇゃすけさ くぇ こさけつせすけすけ “╀けかっさけ”. ╇ょっはすぇ いぇ 
くぇこうしゃぇくっすけ きせ ょけてかぇ, おけゅぇすけ くぇぉかのょぇゃぇか さぇいすけこっくうは きっすぇか 
ゃ っょうく かっはさしおう ちった;  - ┿かっおしぇくょなさ ╀っか こけかせつぇゃぇ こぇすっくす 
わ 174 465 いぇ しゃけっすけ ういけぉさっすっくうっ - すっかっそけくぇ;  - ╁ ┿ゃ-
しすさうは っ ういゃなさてっくぇ こなさゃぇすぇ たうさせさゅうつっしおぇ すさぇくしこかぇくすぇちうは くぇ 
ょゃっ さなちっ. 
08 きぇさす - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ あっくぇすぇ, こさぇいくせゃぇ しっ 

いぇ こなさゃう こなす こさっい 1911, ゃ ╀なかゅぇさうは しっ こさぇいくせゃぇ けす 1914 ゅ. 
‶さっい 1977 ゅ. ̈ ¨′ ゅけ こさけゃないゅかぇしはゃぇ いぇ ╃っく いぇ いぇとうすぇ こさぇゃぇすぇ 
くぇ あっくうすっ う しゃっすけゃくうは きうさ;  - [けょっく っ ゃうょくうはす けこっさっ-
すっく ぇさすうしす ╁うょっく ╃ぇしおぇかけゃ, せきうさぇ 2001 ゅ.;  - ‶けつうくぇ 
ういすなおくぇすうはす おぇいぇくかなておう つうすぇかうとっく う すっぇすさぇかっく ょっっち ╀けくつけ 
『ゃっすおけゃ. 
09 きぇさす - ╋かぇょっくちう; ╃っく くぇ ょうょあっは;  - 』ぇさかし 

╂さっなき こけかせつぇゃぇ こぇすっくす いぇ しないょぇょっくうすっ けす くっゅけ ういおせしすゃっくう 
いなぉう;  - [けょっく っ ぃさうえ ╂ぇゅぇさうく;  - ╁ きぇゅぇいうくうすっ ゃ 
]┿】 いぇ こなさゃう こなす しっ こけはゃはゃぇ おせおかぇすぇ ╀ぇさぉう.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

》『《〈╊〉¨｠╅ を╊〉¨【╊
》あおせあにあ てあさつけてか くあ てちそてそあちせそ たちあうそ
〈けえ ぇさゅせきっくすうさぇ くぇきぇかはゃぇ-

くっすけ くぇ すぇおしうすっ う し ゃかけてっ-
くうすっ せしかけゃうは, こさう おけうすけ すなさ-
ゅけゃちうすっ さぇぉけすはす こけ ゃさっきっ くぇ 
おさういぇ. ‶さっょ ╉けしっゃ たけすっかう-
っさうすっ しぇ しこけょっかうかう きくっくうっ-
すけ しう, つっ いぇ すはた すせさうしすうつっ-
しおうはす ょぇくなお, おけえすけ こかぇとぇす, 
っ ゃうしけお, くけ すっ ゃっつっ しぇ こさけ-
こせしくぇかう いぇおけくけゃうは しさけお ょぇ 
うしおぇす こさけきはくぇ ゃ しすぇゃおぇすぇ, 
しすぇくぇ はしくけ くぇ こさっしおけくそっ-
さっくちうは ゃ ¨ぉとう-
くぇすぇ ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ そっゃさせぇさう. 
╁っさけはすくけ けす 
]ょさせあっくうっすけ 
とっ こさっょこさうっ-
きぇす うしおぇくっ いぇ 
しゃぇかはくっ くぇ すせ-
さ う し す う つ っ し お う は 
ょぇくなお, くけ いぇ 
しかっょゃぇとぇすぇ ぉの-
ょあっすくぇ ゅけょうくぇ. 
╁ けすゅけゃけさ くぇ 
うおけくけきうつっしおぇ-
すぇ おさういぇ ¨ぉ-
とうくぇすぇ けしすぇゃは 
しなとうすっ ちっくう くぇ 
さぇいさってうすっかくう-
すっ いぇ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ くぇ いぇゃっ-
ょっくうはすぇ. 〈っ とっ 
しっ ういょぇゃぇす こぇお いぇ 20 かゃ. 
╁ょうゅぇ しっ ちっくぇすぇ くぇ ゅさけぉくう-

すっ きっしすぇ
╂さけぉくうすっ きっしすぇ いぇ ゃっつくう 

ゃさっきっくぇ ゃ 19-すっ くぇしっかっ-
くう きっしすぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお ゃっつっ とっ しっ こかぇとぇす こけ 
25 かっゃぇ いぇ ゃっつくう ゃさっきっくぇ, 
ゃきっしすけ ょけしっゅぇてくうすっ 18 ょけ 
15 ゅけょうくう. 〉しかせゅぇすぇ とっ しっ 
こさけょぇゃぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ いぇ 10 
かゃ., こさう しすぇさぇ ちっくぇ けす 3.60 
かゃ. ′ぇ おぇいぇくかなておうすっ ゅさけぉう-
とぇ ゅさけぉくけ きはしすけ いぇ 15 ゅけょう-
くう ゃっつっ とっ しすさせゃぇ 20 かゃ., ぇ 
くっ おぇおすけ ょけ しっゅぇ – 12, おけえすけ 
おせこせゃぇ ゅさけぉ いぇ ゃっつくう ゃさっきっ-
くぇ, とっ こかぇとぇ こけ 70 かゃ., し 10 
かゃ. こけ-しおなこけ けす しっゅぇ. ]おう-
ちぇ し せおぇいぇくうは いぇ いぇしすさけっくぇ 
こかけと, ういょぇょっくぇ けす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, ゃっつっ とっ しすさせゃぇ 30 
かゃ. ゃきっしすけ ょけしっゅぇてくうすっ 20, 
しおうちぇすぇ くぇ くっょゃうあうき うきけす – 
15 ゃきっしすけ 10, こさっいぇゃっさおぇすぇ 
とっ しすぇゃぇ しさっとせ 5 かゃ., ぇ くっ 
おぇおすけ ょけ しっゅぇ – いぇ こけ 3 かゃ. 
′けゃう ちっくう くぇ こけゃっつっすけ けす 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ せしかせゅう, 
ういゃなさてゃぇくう けす ̈ ぉとうくぇすぇ, しぇ 
こさっょゃうょっくう こけつすう こけ ゃしうつおう 
くぇこさぇゃかっくうは. 

]ゃぇすぉうすっ ゃ ¨ぉとうくぇすぇ とっ 
しすさせゃぇす こぇお こけ 30 かっゃぇ
╆ぇこぇいゃぇ しっ ちっくぇすぇ くぇ しゃぇす-

ぉっくうは ゅさぇあょぇくしおう さうすせぇか 
– 30 かゃ., し 1 かっゃ しっ ゃょうゅぇす 
ういょぇゃぇくっすけ くぇ ぇおす いぇ さぇあょぇ-
くっ, おけえすけ しすぇゃぇ 4 かゃ., せょけし-
すけゃっさっくうっすけ いぇ ぉさぇお – しなとけ 
4 かゃ., すけかおけゃぇ しすさせゃぇ ゃっつっ う 
ういょぇゃぇくっすけ くぇ しきなさすっく ぇおす. 
╃ゃけえくけ しっ ゃょうゅぇ こさけこせしおなす 
いぇ ぉぇくおうすっ いぇ ちっくすさぇかくぇすぇ 

ゅさぇょしおぇ つぇしす – けす 60 かゃ. くぇ 
100 かゃ. きっしっつくけ, こけしおなこゃぇす 
う さぇいさってうすっかくうすっ いぇ さぇいこけ-
かぇゅぇくっ くぇ しすさけうすっかくう きぇすっ-
さうぇかう くぇ けぉとうくしおう こかけとう.
‶けしすぇゃはくっすけ くぇ おぇそっきぇてう-

くう  う ゅさうか いぇ こっつっくう こうかっすぇ 
こけ せかうちうすっ とっ しすぇゃぇ ゃっつっ いぇ 
こけ 60 かゃ. くぇ きっしっち ゃ ちっくすなさぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, 50 - ゃなゃ ゃすけ-
さぇ いけくぇ, 40 – ゃ すさっすぇ, 30 – 
ゃ おさぇえくうすっ おゃぇさすぇかう. ]おぇつぇ 
ょさぇしすうつくけ ちっくぇすぇ いぇ ‶けょさけ-
ぉっく せしすさけえしすゃっく こかぇく ういゃなく 
さっゅせかぇちうは – けす 30 くぇ 200 
かゃ. ]おかぇょうさぇくっすけ くぇ しすさけ-
うすっかくう きぇすっさうぇかう こけ すさけ-
すけぇさうすっ しなとけ しっ いぇゃうてぇゃぇ, 
くけ くっいくぇつうすっかくけ. 〈ぇおしぇすぇ いぇ 
こけかいゃぇくっすけ くぇ せかうちう けしすぇゃぇ 
しなとぇすぇ. ¨しゃけぉけあょぇゃぇくっすけ 
くぇ くぇさせてうすっかうすっ けす しおけぉうすっ, 
こけしすぇゃっくう けす ¨ぉとうくしおけすけ 
いゃっくけ いぇ くっこさぇゃうかくけ こぇさおう-
さぇくっ, しすぇゃぇ ゃっつっ しさっとせ ゅかけ-
ぉぇ けす 10 かゃ., ぇ くっ おぇおすけ ょけ 
しっゅぇ – しさっとせ 5 かゃ. 

╁なゃっあょぇす しっ くぇえ-こけしかっ 
こぇおっすくう ちっくう ゃ きせいっは

8 かゃ. とっ しすさせゃぇ こぇおっすなす いぇ 

ゃないさぇしすくう いぇ けぉとけ 4 けぉっお-
すぇ: ‶けしすけはくくぇすぇ っおしこけいう-
ちうは くぇ ╋せいっは, ╄すくけゅさぇそしおうは 
おけきこかっおし, ╋せいっは くぇ さけいぇすぇ 
う ╉けこうっすけ くぇ 〈さぇおうえしおぇすぇ 
ゅさけぉくうちぇ くぇ 〈のかぉっすけ. ╁な-
ゃっあょぇす しっ う しっきっえくう こぇおっすう, 
こさう おけうすけ ぉうかっすなす しすぇゃぇ こけ 
1 かゃ. いぇ ゃしっおう けぉっおす, おぇお-
すけ いぇ ゃないさぇしすくう, すぇおぇ う いぇ 
ょっちぇ. ╃けしっゅぇ ゃ きせいっは しっ こかぇ-
とぇてっ いぇ ゃないさぇしすくう こけ 2 かゃ. 

]すさけゅけ しっ さっゅかぇ-
きっくすうさぇす う ちっくう-
すっ くぇ すっぇすさぇかくうすっ 
ぉうかっすう くぇ ¨ぉとうく-
しおう すっぇすなさ „╊のぉけ-
きうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ”. 
[っょけゃくう ちっくう – こけ 
2.50 かゃ. いぇ ょっちぇ, 
いぇ せつっくうちう う こっく-
しうけくっさう – こけ 3.00 
かゃ., いぇ ゃないさぇしすくう 
– こけ 5 かゃ. ‶さっきう-
っさくうすっ ちっくう しぇ こけ-
ゃうしけおう. 〉つっくうちう 
う こっくしうけくっさう とっ 
たけょはす くぇ こさっきうっ-
さう し ゃたけょ こけ 4 かゃ., 
ゃないさぇしすくうすっ – こけ 
6 かゃ. ‶さう けさゅぇくう-
いうさぇくう こけしっとっくうは 

こけ ょけゅけゃぇさはくっ しっ ょけこせしおぇ 
くぇきぇかっくうっ くぇ こぇおっすぇ いぇ ゅさせ-
こぇすぇ ょけ 50%.

╆ぇ こさなゃ こなす ¨ぉとうくぇすぇ 
けこさっょっかは ちっくう くぇ ぉうかっ
すうすっ いぇ おけくおせさしうすっ „『ぇ
さうちぇ [けいぇ”

╁たけょなす いぇ てけせすけ しっ おけゃっ けす 
15 かゃ. ょけ 5 かゃ., ゃ いぇゃうしうきけしす 
けす きっしすぇすぇ ゃ いぇかぇすぇ いぇ おけく-
おせさしぇ いぇ „『ぇさうちぇ [けいぇ”. ╆ぇ 
„╋うくう ╋うし” ぉうかっすうすっ しぇ けす 
10 かゃ. ょけ 3 かゃ. ]こっおすぇおかう-
すっ う おけくちっさすうすっ くぇ けすおさうすけ 
とっ しっ ゅかっょぇす けす しっょはとぇ こせぉ-
かうおぇ こけ ゃさっきっ くぇ ‶さぇいくう-
おぇ くぇ さけいぇすぇ しさっとせ 15 かゃ., 
こさぇゃけしすけはとうすっ とっ こかぇとぇす 
7 かゃ. ′ぇ いぇおさうすけ おけくちっさすう-
すっ ゃ さぇきおうすっ くぇ ‶さぇいくうおぇ しぇ 
し ぉうかっすう けす 5 ょけ 15 かゃ. 】っ 
しっ こかぇとぇ う いぇしくうきぇくっすけ し 
そけすけぇこぇさぇす くぇ しなぉうすうはすぇ けす 
‶さぇいくうおぇ – こけ 20 かゃ., ゃうょっけ-
いぇしくっきぇくっすけ っ こけ-しおなこけ – こけ 
35 かゃ. [うすせぇかくけすけ さけいけゃぇさっ-
くっ とっ しっ ゅかっょぇ いぇ こけ 8 かゃ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

‶さっょかけあっくうっ くぇ けぉとうくしおうは しなゃっすくうお けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, くぇこさぇゃっくけ ゃ こけうしおぇくぇすぇ こぇせいぇ くぇ こけしかっょくぇすぇ 

しっしうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, ういゃぇょう けす いぇょなくっくぇすぇ せかうちぇ しすぇさっえてうくうすっ, 
けおぇいぇかう しっ ゃ すぇいう しうすせぇちうは, しかっょ おぇすけ ういくっくぇょゃぇとけ, ゃ こけしかっょくうは きけきっくす, 
こけ つか. 64 けす ‶さぇゃうかくうおぇ くぇ ¨ぉ], けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ ゃくっしっ いぇ ょっぉぇす 
う さってっくうっ こさっょかけあっくうっすけ くぇ ╉けくしけさちうせきぇ けす ぇゃすけぉせしくう そうさきう, ういゃなさて-
ゃぇとう こさっゃけい ゃ けぉとっしすゃっくうは すさぇくしこけさす くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ せゃっかうつっくうっ くぇ 
ぉうかっすうすっ ゃ ゅさぇょしおうは う きっあょせしっかうとっく すさぇくしこけさす. ‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ うしおぇ-
くっ ぉはたぇ ゃくっしっくう う ょゃっ さぇいかうつくう こけ たぇさぇおすっさ こさっょかけあっくうは くぇ おきっすぇ くぇ 
けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ いぇしっょぇくうっすけ しすぇくぇ はしくけ, つっ ゃなこさけしなす いぇ うしおぇくけすけ せゃっかう-

つっくうっ くぇ ちっくうすっ くっ っ さぇいゅかっあょぇく ゃ こけしすけはくくうすっ おけきうしうう くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす. ‶け ゃなこさけしぇ くっ っ しなぉうさぇくぇ う ゃけょっとぇすぇ おけきうしうは - こけ すさぇくしこけさす, 
ゃなこさっおう つっ こうしきけすけ けす しすさぇくぇ くぇ こさっゃけいゃぇつうすっ し せゃっょけきかっくうっ いぇ こさっょしすけ-
はとけすけ せゃっかうつっくうっ くぇ ちっくうすっ くぇ ぉうかっすうすっ っ ゃくっしっくけ けとっ くぇ 11-すう はくせぇさう 
ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ]かっょ すぇいう ょぇすぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
う ╉けくしけさちうせきぇ しぇ こさけゃっかう くはおけかおけ しさっとう, くけ ぉっい ょぇ しっ しすうゅくっ ょけ  けおけく-
つぇすっかくけ しこけさぇいせきっくうっ.
‶け ゃなこさけしぇ 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 ぉっ せこさっおくぇすぇ けす けぉ-

とうくしおう しなゃっすくうちう, つっ こさったゃなさかは ゅけさっとうは おぇさすけそ くぇ すはた, ゃくぇしはえおう ょゃっ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

〉╅ 【╅[』¨ ¨ 】』]】╈¨ 《【 《╆ぅ¨〉╅【╅ 

‶け すけいう くぇつうく, ゃ しさぇゃくっくうっ 
し ょさせゅうすっ けぉかぇしすう ゃ しすさぇくぇ-
すぇ, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しっ くぇさっあょぇ 
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くぇ 3-すけ きはしすけ こけ いぇこかぇとぇくっ 
くぇ すさせょぇ. ]こさはきけ こさっょたけょ-
くけすけ すさうきっしっつうっ いぇこかぇすぇすぇ 

ゃ けぉかぇしすすぇ しっ っ せゃっかうつうかぇ し 
24 かゃ., ぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し つっす-
ゃなさすけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2010 
ゅけょうくぇ - し 57 かゃ.
‶け-ゃうしけおうはす さぇいきっさ くぇ 

いぇこかぇとぇくっすけ ゃ さっゅうけくぇ しっ 
ょなかあう けしくけゃくけ くぇ ゃうしけおうすっ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうは ゃ きうくうすっ 
う ゃ くはおけう けすょっかくう そうさきう 
う うくしすうすせちうう けす けぉかぇしすすぇ, 
こさけういゃっあょぇとう ゃうしけおけすった-
くけかけゅうつくぇ すったくうおぇ, う ゃ ょさせ-
あっしすゃぇすぇ けす っかっおすさけさぇいこさっ-
ょっかうすっかくうは しっおすけさ. ╁ すっいう 
しそっさう いぇこかぇすうすっ しすうゅぇす くうゃけ 
ょけ 1300 - 1700 かっゃぇ. ]さっょ-
くうすっ いぇこかぇすう ゃ さぇいかうつくうすっ 
けすさぇしかう ゃ さっゅうけくぇ しっ ょゃうあぇす 
きっあょせ 530 う 700 かっゃぇ. ╁ すぇ-
おうゃぇ さぇいきっさう しぇ う きぇしけゃうすっ 
いぇこかぇすう くぇ さぇぉけすっとうすっ けす 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁なこさっおう 
すけゃぇ ゃ ょあけぉぇ くぇ さぇぉけすっとう-
すっ つっしすけ こけこぇょぇす う こけ-きぇかおう 

しせきう, こさっょゃうょ さぇいかうつくうすっ 
ょぇくなつくう けすつうしかっくうは, おけう-
すけ しっ  こさぇゃはす けす いぇこかぇすうすっ. 
〈ぇおぇ くぇ こさぇおすうおぇ, しこけさっょ 
しすぇすうしすうおぇすぇ, しきっ ぉけゅぇすう, ぇ 
しこけさっょ ょあけぉぇ - ぉっょくう. 
╃ぇくくうすっ いぇ しすさぇくぇすぇ しけつぇす, 

つっ しこさはきけ こけしかっょくけすけ すさう-
きっしっつうっ くぇ 2010 ゅ. しさっょくぇ-
すぇ きっしっつくぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ 
こさっい つっすゃなさすけすけ すさうきっしっつうっ 
くぇ 2011 ゅ. ゃ けぉとっしすゃっくうは 
しっおすけさ くぇさぇしすゃぇ し 4.2%, ぇ ゃ 
つぇしすくうは しっおすけさ - し 10.5%.
╁ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけ-

ょうくぇ くぇっすうすっ こけ すさせょけゃけ う 
しかせあっぉくけ こさぇゃけけすくけてっくうっ 
ゃ けぉかぇしすすぇ しぇ ぉうかう 100 104 
かうちぇ, おぇすけ しこさはきけ きっしっち くけ-
っきゃさう しっ けすつうすぇ くぇきぇかっくうっ 
し 1634-きぇ ょせてう.
‶なさゃうすっ ょゃぇ きっしっちぇ くぇ くけ-

ゃぇすぇ ゅけょうくぇ しなとけ ぉっかっあぇす 
しすぇゅくぇちうは くぇ すさせょけゃうは こぇ-

いぇさ. ]さっょくけ こけ 9 さぇぉけすくう-
ちう しっ おけくおせさうさぇす いぇ っょくけ 
さぇぉけすくけ きはしすけ, おぇすけ うきぇ う 
しそっさう, ゃ おけうすけ おぇくょうょぇすうすっ 
いぇ っょくけ さぇぉけすくけ きはしすけ しぇ こけ-
ゃっつっ けす 13.
147 しぇ しゃけぉけょくうすっ さぇぉけすくう 

きっしすぇ おなき 20-すう そっゃさせぇさう, 
けぉはゃっくう けす おぇいぇくかなておぇすぇ 
ょうさっおちうは くぇ „╀のさけ こけ すさせ-
ょぇ”. ¨す すはた, けぉぇつっ, しぇきけ 3 
しぇ いぇ ゃうしてうしすう. ¨しすぇくぇかうすっ 
しぇ いぇ さぇぉけすくうちう し けしくけゃくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ - 104 けす けぉとけ 
けぉはゃっくうすっ さぇぉけすくう きっしすぇ. 
╆ぇ 15 けす けしすぇくぇかうすっ さぇぉけす-
くう きっしすぇ しっ ういうしおゃぇ おゃぇかう-
そうおぇちうは う けこさっょっかっく けこうす ゃ 
しなけすゃっすくぇすぇ さぇぉけすぇ. 
‶け すさぇょうちうは, さぇぉけすくうすっ 

こけいうちうう, くっういうしおゃぇとう しこっ-
ちうぇかくう せきっくうは, くっ くけしはす ゃう-
しけおう ょけたけょう. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

33 647 744 かゃ. っ さぇいきっさなす 
くぇ ぉのょあっすぇ いぇ 2012 ゅけょうくぇ 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ 
ぉっ こさうっす くぇ ゃすけさけ つっすっくっ くぇ 
いぇしっょぇくうっ くぇ きっしすくうは こぇさ-
かぇきっくす.
]さっょしすゃぇすぇ いぇ ょっかっゅうさぇくう-

すっ ょなさあぇゃくう ょっえくけしすう しぇ 18 
810 073 かゃ., ぇ いぇ きっしすくうすっ 
ょっえくけしすう - 14 837 671 かゃ.
╁ くっゅけ 270 たうかはょう かっゃぇ, 

おぇすけ ょっかっゅうさぇくう ぉのょあっすう 
いぇ おきっすしすゃぇすぇ, とっ しっ さぇい-
こさっょっかはす くぇ ぉぇいぇ さっゅうしすさう-
さぇくう あうすっかう こけ こけしすけはくっく 
ぇょさっし いぇ ゃしはおけ くぇしっかっくけ 
きはしすけ.
]なゃっすくうちうすっ けす ╄╉ けこさっょっ-

かうたぇ ぉのょあっすぇ おぇすけ くぇこさっゅ-
くぇす う おさういうしっく ゃなゃ ゃしうつおう 
しそっさう. 
]こけさっょ ╉さぇしうきうさぇ 》ぇさう-

いぇくけゃぇ, けぉとうくしおう しなゃっすくうお 
けす ╄╉: 

こさけすうゃけこけかけあくう さってっくうは う くっ いくぇっ おぇおゃけ ょぇ こさっょこさうっきっ ゃ しないょぇかぇすぇ しっ 
ゃっつっ しうすせぇちうは. 
¨とっ くぇ 14-すう そっゃさせぇさう っょくけしすさぇくくけ ぇゃすけぉせしくうすっ こさっゃけいゃぇつう せゃっかうつうたぇ 

ちっくうすっ くぇ ぉうかっすうすっ ゃ ゅさぇょしおうは う きっあょせしっかうとっく すさぇくしこけさす  しさっょくけ し 20%, 
おぇすけ いぇ くはおけう かうくうう ぉうかっすうすっ ぉはたぇ せゃっかうつっくう し 13%, ぇ いぇ ょさせゅう し 23%. ′ぇ 
ぉぇいぇ すけゃぇ せゃっかうつっくうっ ゅさぇょしおうはす ぉうかっす ゃ ╉ぇいぇくかなお しすぇくぇ 80 しすけすうくおう, こさう 
ょけしっゅぇてくう 70 しすけすうくおう. 
‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ けこけいうちうけくくうすっ こぇさすうう う ゅさせこう ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ 

╉ぇいぇくかなお せこさっおくぇたぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, つっ けす くぇつぇかけすけ くぇ きぇくょぇすぇ え 
しぇきけ しっ ゃょうゅぇす すぇおしう, ょぇくなちう う しっ けさはいゃぇす さぇいたけょう ゃ さぇいかうつくう しそっさう, ぉっい 
おけきこっくしぇちうう いぇ くぇえ-せはいゃうきうすっ ゅさせこう. 〉こさっおなす ょけえょっ, しかっょ おぇすけ ぉっ けすたゃなさ-
かっくけ し ゅかぇしけゃっすっ くぇ きくけいうくしすゃけすけ けす ╂╄[╀ こさっょかけあっくうっすけ  くぇ ぉうゃてうは おきっす 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ いぇ しせぉしうょうさぇくっ くぇ こなすせゃぇくっすけ ゃ ゅさぇょしおうすっ う きっあょせしっかうと-
くう かうくうう し 50% いぇ せつっくうちう う こっくしうけくっさう ょけ 75 ゅけょうくう う くぇ 100% いぇ こっく-
しうけくっさう くぇょ 75 ゅけょうくう. ╆ぇ すぇいう ちっか ゃ ぉのょあっすぇ しかっょゃぇてっ ょぇ しっ いぇょっかはす 320 
たうかはょう かっゃぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ こけうしおぇくぇすぇ こけつうゃおぇ, おけはすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ ょけゃっょっ ょけ くぇきうさぇくっ-

すけ くぇ ゃぇさうぇくす いぇ ういたけょ けす しないょぇかぇすぇ しっ しうすせぇちうは, けぉとうくしおうはす しなゃっすくうお けす 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ こさっょかけあう おけきこさけきうしくうは ゃぇさうぇくす いぇ 
こけ-きぇかおけ せゃっかうつっくうっ けす ゃなゃっょっくけすけ くぇしおけさけ. 
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【けおけゃけすけ せゃっかうつっくうっ, おけっ-
すけ しっ こさっょかぇゅぇ, きけあっ ょぇ ゃかう-
いぇ ゃ さぇいつっすうすっ くぇ こさっゃけい-
ゃぇつうすっ, くけ くっ っ こけくけしうきけ いぇ 
たけさぇすぇ. ╋ぇおぇさ, つっ うおけくけきう-
つっしおぇすぇ かけゅうおぇ こけおぇいゃぇ, つっ っ 
くせあくけ, しかっょ おぇすけ くぇ こさぇおすう-
おぇ さぇいたけょうすっ いぇ ゅけさうゃけ こさっょ-
しすぇゃかはゃぇす くぇょ 70% けす けぉとう-
すっ さぇいたけょう くぇ ╉けくしけさちうせきぇ. 
¨す こさっょけしすぇゃっくうすっ しこさぇゃ-
おう くぇ こさっゃけいゃぇつうすっ しすぇゃぇ 
はしくけ, つっ ちっくぇすぇ くぇ ゅけさうゃけすけ 
けす こけしかっょくけすけ せゃっかうつっくうっ 
っ くぇさぇしくぇかぇ し 39%. ╃ぇ, せゃっ-
かうつっくうっすけ っ くぇこさぇゃっくけ っょくけ-
しすさぇくくけ けす そうさきぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ 
くうっ こさっょかぇゅぇきっ 10% せゃっかう-
つっくうっ, し ょけこせしおぇくっ くぇ こさっょ-
ゃぇさうすっかくけ ういこなかくっくうっ.” 

‶さっょかけあっくうっすけ くぇ しなゃっすくうおぇ けす ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ぉっ こさうっすけ けす おけかっゅうすっ きせ う けす せこさぇゃぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ. ‶さっょかけあっくけ くぇ ゃくうきぇくうっすけ くぇ しなゃっすくう-
ちうすっ けす おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, すけ しすぇくぇ う けそうちう-
ぇかくけ さってっくうっ. 
′っ っ はしくけ おぇお おけくしけさちうせきなす けす すさぇくしこけさすくう そうさ-

きう, ゃなゃっか ゃっつっ っょくけしすさぇくくけ せゃっかうつっくうっすけ くぇ ぉうかっ-
すうすっ こさっょう ょっぉぇす う さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
くけ きっしっち, しかっょ おぇすけ っ ょっこけいうさぇか ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお せゃっょけきうすっかくけすけ しう こうしきけ いぇ うしおぇくけすけ こさっょ-
しすけはとけ せゃっかうつっくうっ, とっ さっぇゅうさぇ くぇ さってっくうっすけ くぇ 
おぇいぇくかなておうすっ しなゃっすくうちう. ′ぇ こさぇおすうおぇ けぉとうくしおぇすぇ 
せこさぇゃぇ っ ょかなあくぇ ょぇ こけしすうゅくっ しこけさぇいせきっくうっ し こさっ-
ゃけいゃぇつうすっ, すなえ おぇすけ くぇ っすぇこぇ くはきぇ  ょさせゅ こけかっいっく 
たけょ: ょけゅけゃけさなす し おけくしけさちうせきぇ ういすうつぇ こさっい しっこすっき-
ゃさう すぇいう ゅけょうくぇ, ゅけすけゃくけしす いぇ しおかのつゃぇくっ くぇ くけゃ し 
ょさせゅう  こさっゃけいゃぇつう くはきぇ.  
┿おけ くっ しっ しすうゅくっ ょけ しこけさぇいせきっくうっ う そうさきぇすぇ くっ しっ 

けすおぇあっ けす ゃなゃっょっくうすっ ゃっつっ しなし いぇこけゃっょ くぇ せこさぇゃう-
すっかは くけゃう ちっくう, すけ ゃなこさけしなす きけあっ ょぇ しすうゅくっ ょけ しなょ. сн. ТА - архив

„╁なゃ ゃしうつおう しそっさう うきぇ くぇ-
きぇかっくうっ くぇ さぇいたけょうすっ, ぇ せし-
こけさっょくけ し すけゃぇ ゃっつっ うきぇ う 
さってっくうは いぇ せゃっかうつっくうっ くぇ 
さぇいきっさぇ くぇ きっしすくうすっ ょぇくな-
ちう う すぇおしう う ちっくう くぇ せしかせゅう, 
おけっすけ すっこなさゃぇ とっ しっ けすさぇいはゃぇ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ╁ すけいう しかせつぇえ 
ぇかすっさくぇすうゃぇ しぇ うくけゃぇすうゃくうすっ 
さってっくうは し ちっか こさうゃかうつぇくっ 
くぇ っゃさけこっえしおう しさっょしすゃぇ しなし 
しなけすゃっすくけすけ しなそうくぇくしうさぇくっ 
けす ¨ぉとうくぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ しっ ういうし-
おゃぇ きくけゅけ っおしこっさすくけしす  う おけき-
こっすっくすくけしす けす くけゃうは っおうこ. ′っ 
きけあっき ょぇ しっ さぇいきうくっき し くっ-
こけこせかはさくうすっ さってっくうは. ′うっ 
けす ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお こけょ-
おさっこうたきっ ぉのょあっすぇ くぇ けぉとう-
くぇすぇ, おぇすけ し すぇいう しう こけょおさっこぇ 
ょぇゃぇきっ てぇくし くぇ くけゃけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ ょぇ しっ ょけおぇいゃぇ.
】け しっ けすくぇしは ょけ せゃっかうつっくう-

っすけ くぇ ぉうかっすうすっ ゃ ゅさぇょしおうは う 

きっあょせしっかうとっく すさぇくしこけさす, すけ ゃな-
こさけしなす くっ ぉっ ゅかっょぇく ゃ おけきうしうう, 
くけ けこさっょっかっくけ っ きくけゅけ すっあなお ゃな-
こさけし, すなえ おぇすけ しっ けすくぇしは ょけ ょあけ-
ぉぇ くぇ たけさぇすぇ. ′せあくけ っ ぉうかけ こさっ-
ょう ょっぉぇすうすっ ょぇ しっ くぇぉっさっ くせあくぇすぇ 
うくそけさきぇちうは, ょぇ しっ くぇこさぇゃはす しなけす-
ゃっすくうすっ しさぇゃくっくうは う こけしすけはくくうすっ 
おけきうしうう ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ょぇ しっ 
こさけういくっしぇす.”

╆ぇ ぉのょあっすぇ いぇ しそっさぇすぇ くぇ おせかすせさぇすぇ 
ゃ けぉとうくぇすぇ: 
„╀のょあっすなす っ ぇぉしけかのすくけ けさはいぇく, 

すけゃぇ っ っょうく けす くぇえ-けさはいぇくうすっ ぉの-

ょあっすう. ]こけさっょ きっく すけつくけ ゃ おさういぇ, 
ょせたけゃくぇ う うおけくけきうつっしおぇ, すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ くぇこさぇゃう ゃしうつおけ ゃないきけあくけ 
いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ おせかすせさぇすぇ う 
おせかすせさくうすっ うくしすうすせちうう おぇすけ くぇつう-

くう ょぇ しっ しこかけすはゃぇ くぇちうはすぇ.”

  ]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう ╃っかはくぇ 
╀けぉっゃぇ 
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〈ぇくは ╉けいぇさっゃぇ っ きけきうつっ けす 
┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. ╁しなとくけしす, 
あっくぇ し ょゃぇきぇ しうくぇ くぇ こけ 18 う 21 
ゅけょうくう, くけ – きけきうつっ こけ ういかなつ
ゃぇくっ, こけ そうゅせさぇ う こけ せしきうゃおぇ.
╁ „┿さしっくぇか” っ けす 2007-きぇ, くけ 

きぇてうくけしすさけっくっすけ っ くっえくぇ こさけ
そっしうは ちはか あうゃけす. ╆ぇ さぇぉけすくうつ
おぇすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 5, ちった 510, ょぇ しっ 
さぇぉけすう くぇ きぇてうくぇ くっ っ すさせょくけ 
いぇ っょくぇ あっくぇ. ╃ぇ ぉなょっ けこっさぇすけさ 
くぇ ぇゃすけきぇすうつくうすっ しすさせゅけゃう きぇ
てうくう „《うてっさ” いぇ 〈ぇくは っ くっとけ 
っしすっしすゃっくけ – ゃうくぇゅう っ さぇぉけすうかぇ 
しぇきけ ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ, しかっょ 
おぇすけ こさっい 1988-きぇ いぇゃなさて
ゃぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ せつうかうとっ 
„》うょさぇゃかうおぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお しなし 
しこっちうぇかくけしす „【かけしっさ – きけく
すぬけさ”. ╁ しっきっえしすゃけすけ しぇ こけ
おけかっくうは ぇさしっくぇかちう. ╋ぇえおぇ ú, 
ぉぇとぇ ú, しゃっおなさゃぇ ú しぇ こっくしうけ
くっさう けす „┿さしっくぇか”. ┿ 〈ぇくは こけ
いくぇゃぇ こさっょこさうはすうっすけ ぉせおゃぇかくけ 
けすおぇおすけ しっ こけきくう, けす ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ うゅさぇかぇ こけょ ゅなぉおぇすぇ ゃ 
┿さしっくぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, 
けすおけゅぇすけ こぇいう う しくうきおぇ, しぇくすう
きっくす けす ょっすしすゃけすけ.

„〉か くせあす くあはそ てそねせそ あく たそたあおせあに う ╅しかみてあ せあ つしあうあてあ”
〈ぇくは おぇいゃぇ すけゃぇ うしおさっくけ – うきぇかけ きくけゅけ う こけ-けこうすくう けす くっは さぇぉけすくう-

ちう. ′け せゃぇあぇゃぇ さってっくうっすけ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ - ょぇ ぉなょっ ういかなつっくぇ しさっょ 
ぇさしっくぇかしおうすっ こなさゃっくちう ゃ すさせょぇ. ╆ぇ くっは, おぇおすけ いぇ こけゃっつっすけ さぇぉけすっとう ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ, „┿さしっくぇか” っ こけゃっつっ けす ょけき – „すせお こさっおぇさゃぇきっ こけ-ゅけかはきぇ-

すぇ つぇしす けす ょっくは, ゃおなとう しっ こさうぉうさぇきっ しぇきけ いぇ しこぇくっ”. ╆ぇすけゃぇ, いぇ 〈ぇくは っ 
きくけゅけ ゃぇあくけ, つっ しさっょ おけかっゅうすっ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ, つっ しう こけきぇゅぇす. /╄, うきぇ 

う すぇおうゃぇ, おけうすけ くっ しぇ つぇお すけかおけゃぇ 
ょけぉさけくぇきっさっくう, くけ しぇ きぇかおけ.../. 
‶さうはすっかしすゃぇすぇ ゃ おけかっおすうゃぇ しなぉうさぇす 
さぇぉけすっとうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 5, ちった 510, う 
ゃ すさせょくう きけきっくすう, う ゃ さぇょけしす. ╉け-
ゅぇすけ くぇしおけさけ 〈ぇくは いぇゅせぉゃぇ しなこさせゅぇ 
しう ]すけはく, しなとけ ぇさしっくぇかっち けす いぇゃけょ 
5, うきっくくけ たけさぇすぇ けす いぇゃけょぇ しぇ ょけ 
くっは ゃ ぉけかおぇすぇ う しおさなぉすぇ. „¨す しなさ-
ちっ ぉかぇゅけょぇさは くぇ ]うかゃうは 〈けこぇかけゃぇ 
– ╋ぇきっすけ, くぇ ╇ゃっかうくぇ ╇ゃぇくけゃぇ, くぇ 
[せきはくぇ ╇ゃぇくけゃぇ, つっ ゃ くぇえ-すさせょ-
くうは きけきっくす ぉはたぇ ょけ きっく!”, おぇいゃぇ し 

すけこかけすぇ ゃ けつうすっ 〈ぇくは. ′ぇつぇかくうちう-
すっ しなとけ は こけょおさっこはかう う こけきけゅくぇ-
かう きくけゅけ, ょさせゅう おけかっゅう – しなとけ...” 
〈っあおけ っ, くけ あうゃけすなす こさけょなかあぇゃぇ”, 
おぇいゃぇ 〈ぇくは.

╁しうつおけ っ しなょぉぇ, こさっょくぇつっさすぇ
くけ っ

„╁しっおう ゃなさゃう こけ こなすは しう” - 〈ぇくは 
ゃはさゃぇ ゃ すけゃぇ う こさうっきぇ しきうさっくけ すっ-
あっしすすぇ くぇ こさっあうゃはくけすけ. ╇きぇ ゃはさぇ ゃ 
ょゃぇきぇすぇ ゃっつっ ゅけかっきう しうくけゃっ – ╉ぇ-
きっく う 》さうしすけ. ╁はさゃぇ, つっ とっ しないょぇ-
ょぇす ょけぉさう しっきっえしすゃぇ. ╉ぇきっく っ くぇ 
21 ゅけょうくう, けとっ ゅけ こけょおさっこは, くけ 
こけしすっこっくくけ いぇこけつゃぇ ょぇ しっ しこさぇゃは 
しぇき, さぇぉけすう ゃ しすさけうすっかしすゃけすけ. ╋ぇか-
おうはす 》さうしすけ せつう とぇくゅう ゃ ]こけさすくけすけ 
せつうかうとっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, くぇょはゃぇ しっ 
ょぇ しすぇくっ しすせょっくす ゃ ′]┿. ”╋かぇょうすっ 
たけさぇ しすさぇくはす けす こさけそっしうはすぇ くぇ きぇ-
てうくけしすさけうすっかは, うしおぇす ょぇ こけしすうゅくぇす 
ゃしうつおけ ぉなさいけ う かっしくけ.”, おぇいゃぇ 〈ぇくは, 
いぇとけすけ こけゃっつっすけ けす きかぇょうすっ ú おけ-
かっゅう くっ しっ いぇょなさあぇす ょなかゅけ ゃ いぇゃけ-
ょぇ. ╀けかてうくしすゃけすけ けす おけかっゅうすっ ú しぇ 
ゃしっ くぇょ 40-すっ: ”′うっ しきっ しさっょ きかぇ-
ょうすっ”, こさっい せしきうゃおぇ しこけょっかは 〈ぇくは 
╉けいぇさっゃぇ. ╇いゃなく さぇぉけすぇすぇ 〈ぇくは くっ 
しおせつぇっ.

『ゃっすはすぇ しぇ くっえくぇすぇ しすさぇしす   

〈ぇおぇ くう くぇさうつぇす う くぇ てっゅぇ, 
う くぇ うしすうくぇ, いぇとけすけ ぉっい 

くぇてぇすぇ さぇぉけすぇ しうすせぇちうはすぇ 
すせお ぉう ういゅかっあょぇかぇ こけ しなゃ-
しっき さぇいかうつっく くぇつうく. ╁ すけゃぇ っ 
おぇすっゅけさうつっく ╁ぇしうか ╁ぇしうかっゃ, 
くぇつぇかくうおなす くぇ いゃっくけすけ いぇ けた-
さぇくぇ ゃ „┿さしっくぇか”. „┿さしっくぇか” 
っ こかけとぇょおぇ いぇ きぇすっさうぇかくう 
ちっくくけしすう くぇ けすおさうすけ う, ぇおけ くっ 
しぇ ょけぉさぇすぇ けたさぇくぇ う おけくすさけ-
かなす, けこぇしくけしすすぇ けす さぇいゅさぇぉゃぇ-
くっ っ けゅさけきくぇ. ‶さけぉかっきなす いぇ 
けこぇいゃぇくっすけ くぇ すっいう きぇすっさうぇか-
くう ちっくくけしすう っ けすさぇあっくうっ くぇ 
すけゃぇ, おけっすけ しっ しかせつう し ちはかぇすぇ 
くう ょなさあぇゃぇ こさっい こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう, すゃなさょう てっそなす くぇ けた-
さぇくぇすぇ.  
╀うゃてうはす おぇょなさ くぇ おぇいぇく-

かなておぇすぇ こけかうちうは おうこう ゃ さぇ-
ぉけすぇ しう, いぇとけすけ は けぉうつぇ, うきぇ 
しなきうてかっくうちう う ゃしっおうょくっゃくけ 
しっ せぉっあょぇゃぇ ゃなゃ ゃぇあくぇすぇ きう-
しうは う さけかは, おけはすけ すけえ う おけかっ-
ゅうすっ きせ – ぉかういけ 250 ょせてう けす 
いゃっくけすけ, うきぇす. 
╆ぇとけすけ くぇ すったくうすっ こかっとう 

う けつう, くぇ すはたくけすけ しないくぇくうっ 
う しなゃっしす, くぇ すはたくぇすぇ ぉょうすっか-
くけしす しぇ こけゃっさっくう きうかうけくう. 

╉ぇすけ うきせとっしすゃけ う おぇすけ しせさけ-
ゃうくう. 
′うっ しきっ いぇとうすくうはす きったぇ-

くういなき くぇ そうさきぇすぇ, おぇいゃぇ くっ 
ぉっい ゅけさょけしす う し はしくけすけ しないくぇ-
くうっ いぇ ゅけかはきぇすぇ けすゅけゃけさくけしす 
╁ぇしうかっゃ. ╉ぇすけ ぉうゃて おぇょなさ 
くぇ こけかうちうはすぇ, こけいくぇゃぇ こさっ-
おさぇしくけ こしうたうおぇすぇ くぇ つけゃっお, 
しこけしけぉっく ょぇ しっ ういおせてう ょぇ うい-
くっしっ くっとけ, いぇ ょぇ こさっこっつっかう 
くはおけえ かっゃ うかう こさけしすけ すぇおぇ 
- いぇ しこけさすぇ. 》けさぇすぇ しっ ういおせ-
てぇゃぇす, ぇ いぇ くはおけう すけゃぇ - ょぇ 
ゃいっきぇす くっとけ, っ こさけしすけ くぇつうく 
くぇ あうゃけす, おぇいゃぇ ╁ぇしうかっゃ う 
こさういくぇゃぇ, つっ しさっょくけ きっしっつ-
くけ くぇ さぇいかうつくうすっ  こけさすぇかう  ゃ 
けゅさけきくぇすぇ そうさきぇ しっ おけくしすぇ-
すうさぇす けおけかけ 15-20 さぇいかうつくう 
くぇさせてっくうは. ‶さっけぉかぇょぇゃぇす 
おさぇあぉうすっ う けこうすうすっ いぇ ゃくぇ-
しはくっ くぇ ぇかおけたけか. 
‶さう おけくしすぇすうさぇくけ くぇさせてっ-

くうっ くぇ ‶さぇゃうかくうおぇ いぇ ゃな-
すさってくうは さっょ ゃなゃ そうさきぇすぇ  
しきっ ぉっいおけきこさけきうしくう, おぇいゃぇ 
すけえ. ]なゅかぇしくけ  すけいう こさぇゃうか-
くうお すぇおなゃ さぇぉけすくうお うかう しかせ-
あうすっか ゃっょくぇゅぇ しっ けしゃけぉけあょぇ-
ゃぇ  けす さぇぉけすぇ.  

╁ こけきけと くぇ けたさぇくうすっかうすっ 
しぇ う くぇょ 100 ゃうょっけおぇきっさう 
くぇ ちはかぇすぇ すっさうすけさうは くぇ „┿さ-
しっくぇか”. ′っ っ かっしくけ すぇおけゃぇ 
けゅさけきくけ こさけしすさぇくしすゃけ ょぇ しっ 
けたさぇくはゃぇ, すさせょくけ う しかけあくけ っ 
けこぇいゃぇくっすけ くぇ うきせとっしすゃけ いぇ 
きうかうけくう,  おぇすっゅけさうつくう しぇ けす 
さなおけゃけょしすゃけすけ. 
¨すすぇき すゃなさょはす, つっ ぇぉしけ-

かのすくけ ゃしうつおう こさけゃっさおう  くぇ 
ゃたけょくけ-ういたけょくうすっ こけさすぇかう 
くぇ „┿さしっくぇか” しっ ういゃなさて-
ゃぇす こけょ ゃうょっけくぇぉかのょっくうっ, 
くぇ おけっすけ しっ こさぇゃう さっょけゃっく 
きけくうすけさうくゅ う おけくすさけか. ╁なゃ 
ゃしっおう きけきっくす さなおけゃけょしすゃけ-
すけ きけあっ ょぇ おけくすさけかうさぇ う ょぇ 
ゃうあょぇ ゃしうつおけ. 
′ぇてぇすぇ さぇぉけすぇ くっ っ しぇきけ ょぇ 

いぇかけゃうき くぇさせてうすっかうすっ, こけ-
ゃぇあくぇ っ こさっゃっくちうはすぇ, おけはすけ 
こさぇゃうき こさっょう すけゃぇ  し たけさぇすぇ, 
しおかけくくう おなき こけょけぉくう くぇさせ-
てっくうは, おぇいゃぇ くぇつぇかくうおなす 
くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ けたさぇくぇ. ╁ 
こさぇおすうおぇすぇ しう すけえ  う おけかっ-
ゅうすっ きせ しぇ しっ くぇすなおゃぇかう くぇ 
さぇいかうつくう しかせつぇう, つぇしす けす 
おけうすけ しぇ こけゃっつっ けす おせさうけいくう. 
╉ぇすけ すけいう, くぇ すさせょけせしすさけっく 

さぇぉけすくうお, けいっかっくうすっか, おけえすけ 
っ せしこはか いぇ おさぇすおけ ゃさっきっ ょぇ 
ういくっしっ ゃ さぇいかうつくう ょあけぉけゃっ 
くぇ っかっおぇ しう 320 おうかけゅさぇきぇ 
けかけゃけ. ‶けくっ すけかおけゃぇ しぇ せし-
こっかう けす けたさぇくぇすぇ ょぇ けすおさうはす, 
しかっょ おぇすけ さぇぉけすくうおなす ゅう っ 
こさっょぇか ゃ っょうくしすゃっくうは しおかぇょ 
いぇ ゃすけさうつくう しせさけゃうくう. ╄ょうく 
けす こけしかっょくうすっ, しなとけ そさぇ-
こぇくすくう, しかせつぇう けす こけしかっょくう-
すっ しっょきうちう っ くぇ さぇぉけすくうつおぇ, 
おけはすけ ういゅせぉう さぇぉけすぇすぇ しう, 
しかっょ おぇすけ しっ けこうすぇ ょぇ ういくっしっ 
8 かうすさぇ さぇいさっょうすっか けす けさな-
あっえくうちぇすぇ. 『っかう ょゃっ すせぉう しぇ 
けすおさうすう  ゃ かうつくけすけ え ておぇそつっ 
こさう こさけゃっさおぇすぇ くぇ おけくすさけか-
くうすっ けさゅぇくう. 
╁ すぇおうゃぇ しかせつぇう しきっ ぉっい-

おけきこさけきうしくう, きぇおぇさ つっしすけ 
たけさぇすぇ ょぇ しないくぇゃぇす, くけ おなし-
くけ, おぇおゃぇ ゅけかはきぇ ゅかせこけしす しぇ 
ういゃなさてうかう, しこけょっかは ╁ぇしうか 
╁ぇしうかっゃ. ╁ さぇぉけすぇすぇ しう すけえ 
う おけかっゅうすっ きせ しさっとぇす さぇいぉう-
さぇくっ, おぇおすけ けす さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ そうさきぇすぇ, すぇおぇ う こけきけと う 
しなょっえしすゃうっ けす おけかっゅうすっ しう けす 
[‶〉 - ╉ぇいぇくかなお, し おけうすけ  いぇ-
っょくけ さぇぉけすはす こけ さぇいおさうゃぇくっ-
すけ くぇ こけ-おさせこくうすっ こけしっゅぇすっか-
しすゃぇ. 
╆ぇ こなさゃうは けたさぇくうすっか くぇ 

„┿さしっくぇか”  っ ゃぇあくけ う すけゃぇ, つっ 
きぇかおけ しぇ しかせつぇうすっ くぇ こけしっゅぇ-
すっかしすゃぇ, こさう おけうすけ しっ しすうゅぇ 
ょけ しっさうけいくう しなょっぉくう こさけうい-
ゃけょしすゃぇ. 〈けゅぇゃぇ けぉうおくけゃっくけ 
しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ ういくっしっくう ぉけっ-
こさうこぇしう, ゃいさうゃくう きぇすっさうぇかう 
う ょさせゅう. 
′はきぇ けこさっょっかっく こさけそうか くぇ 

たけさぇすぇ, おけうすけ しっ ういおせてぇゃぇす 
ょぇ  ゃいっきぇす くっとけ けす さぇぉけすくけ-
すけ しう きはしすけ, こさういくぇゃぇす けた-
さぇくうすっかうすっ, けしくけゃくぇすぇ つぇしす 
けす おけうすけ しぇ ゃしっ たけさぇ けす しうし-
すっきぇすぇ くぇ ╋╁[ うかう ぉうゃてう 
ゃけっくくう. ′け しぇ おぇすっゅけさうつくう, 
つっ すっいう, おけうすけ こけ-つっしすけ こけ-
しはゅぇす, しぇ きなあっ - しぇきけあうゃう, 
しぇきけすくけ あうゃっっとう うかう し さぇい-
しすさけっくう しっきっえしすゃぇ, さぇぉけすくう-
ちう し くうしおぇ こさけそっしうけくぇかくぇ う 
つけゃっておぇ おせかすせさぇ, し くっょけぉさぇ 
すさせょけゃぇ ぇおすうゃくけしす ゃ おけかっお-
すうゃぇ. ╁うしてうしすうすっ しなとけ くっ しぇ 
ういおかのつっくうは. ╆かけせこけすさっぉぇ-
すぇ し ぇかおけたけか しなとけ しう おぇいゃぇ 

ょせきぇすぇ ゃ しかせつぇは. 》ぇさぇおすっさなす 
くぇ „ういおせてっくうはすぇ” いぇ ゃ おなとう 
しっ きっくう しこけさっょ おけくのおすせさぇ-
すぇ くぇゃなく: こさっょう ゃさっきっ しっ っ 
こけしはゅぇかけ けしくけゃくけ くぇ ゅけさうゃぇ, 
こけしかっ くぇ さぇいかうつくう ちゃっすくう 
きっすぇかう う すったくけかけゅうつくう けすこぇ-
ょなちう, おぇすけ しっ っ しすうゅぇかけ ょけさう 
ょけ ょっきけくすうさぇくっ くぇ  ゃさっきっくくけ 
くっういこけかいゃぇくぇ ゃけょけこさけゃけょくぇ 
う たうきうつっしおぇ ぇさきぇすせさぇ. ‶けしは-
ゅぇ しっ しなとけ う くぇ しおなこけしすさせゃぇ-
とう うくしすさせきっくすう うかう くぇ おさぇえ-
くぇ こさけょせおちうは, おけはすけ こけこぇょぇ 
こけょ おけくすさけかぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ 
くぇょ けぉとけけこぇしくうすっ しさっょしすゃぇ. 
′っさはょおけ こさう ういはしくはゃぇくっ くぇ  

こけ-ぉっいけぉうょくう くぇさせてっくうは  くぇ 
‶さぇゃうかくうおぇ いぇ ゃなすさってくうは 
さっょ くぇ そうさきぇすぇ, こさう こさけゃっさ-
おう くぇ さぇぉけすくうちう, くっしこぇいゃぇとう 
さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ, けたさぇくうすっ-
かうすっ しっ くぇすなおゃぇす くぇ こけょゅけす-
ゃっくう いぇ ういくぇしはくっ きぇすっさうぇかう. 
′はきぇ ょぇ しっ しこさぇゃうき,  ぇおけ くっ 

っ こけきけとすぇ う しなょっえしすゃうっすけ くぇ 
おけかっおすうゃぇ くぇ  „┿さしっくぇか” おぇすけ 
ちはかけ, すなえ おぇすけ ゃ けしくけゃくぇすぇ 
しう つぇしす さぇぉけすっとうすっ すせお しぇ 
しなゃっしすくう う しないくぇすっかくう  たけさぇ, 
し けすくけてっくうっ おなき さぇぉけすぇすぇ う 
きぇすっさうぇかくうすっ ちっくくけしすう くぇ 
そうさきぇすぇ. 』っしすけ しうゅくぇかうすっ いぇ 
こけょゅけすゃはくう おさぇあぉう うょゃぇす けす 
すはた. [ぇいぉうさぇ しっ, さぇいつうすぇきっ 
う くぇ しなょっえしすゃうっすけ くぇ くぇつぇか-
くうお-ちったけゃっすっ, くぇ さなおけゃけょう-
すっかうすっ こけ いぇゃけょう. ╁っょくぇゅぇ 
さっぇゅうさぇきっ くぇ しうゅくぇかうすっ, ぇ 
おけくしすぇすぇちううすっ しぇ ゃ さぇきおうすっ 
くぇ つぇしけゃっ. ′はきぇ しかせつぇえ  こさう 
おけくしすぇすうさぇくけ くぇさせてっくうっ ょぇ 
しっ „さぇいこなゃぇ つぇょなさ” くぇょ おけ-
ゅけすけ う ょぇ っ, くっいぇゃうしうきけ, つっ 
くはおけう けす ういゃなさてうすっかうすっ しっ 
けこうすゃぇす ょぇ しっ しぇきけぇそうてうさぇす 
おぇすけ かうつくう こさうはすっかう くぇ ょう-
さっおすけさう うかう さなおけゃけょうすっかう けす 
けたさぇくぇすぇ, おぇすっゅけさうつっく っ くぇ-
つぇかくうおなす  くぇ しっおすけさ „¨たさぇくぇ” 
ゃ „┿さしっくぇか”  ╁ぇしうか ╁ぇしうかっゃ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ   

 ¨とっ いぇ こさっゃっくちうはすぇ しさっ-
とせ こけしっゅぇすっかしすゃぇ くぇ そうさ-
きっくけ うきせとっしすゃけ う くぇつう-
くうすっ いぇ こさけすうゃけょっえしすゃうっ 
きけあっすっ ょぇ こさけつっすっすっ ゃ 
しかっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ 〈┿.

′っ かうこしゃぇす おせこせゃぇつう, おぇすけ 
すっ しぇ こさっょうきくけ たけさぇ し うく-
すっさっしう う あっかぇっとう ょぇ しっ いぇ-
くうきぇゃぇす しなし いっきっょっかうっ, こけ-
しさっょくうちう, おけうすけ おせこせゃぇす いぇ 
おけくおさっすくう そけくょけゃっ うかう こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ そうさきう, すなさしっとう 
うきけすう, し ぉなょっとう うくゃっしすうちうう. 
′ぇえ-くうしおぇすぇ ちっくぇ, くぇ おけはすけ 
しっ すなさゅせゃぇす いっきうすっ, っ けおけかけ 
200-250 かっゃぇ いぇ ょっおぇさ, ぇ ゃ けす-
ょっかくう さぇえけくう ょけしすうゅぇ ょけ くぇょ 
1000 かっゃぇ いぇ ょっおぇさ. ]ょっかおう 
こさう ちっくう けす 250 かっゃぇ しぇ こけつ-
すう っょうくうつくう - ゅかぇゃくけ いぇ いっきは 
ゃ ゅけかはき きぇしうゃ, おぇすけ ちっくぇすぇ しっ 
けこさっょっかは, おぇおすけ けす ょっおぇさうすっ, 
きはしすけすけ, おぇすっゅけさうはすぇ くぇ いっ-
きはすぇ, ぉかういけしすすぇ ょけ こなす, すぇおぇ 
う けす すけゃぇ - ょぇかう  こさっょしすけう 
しおけさけてくぇ こさけきはくぇ くぇ こさっょ-
くぇいくぇつっくうっすけ え. ╆ぇこぇいゃぇす ちっ-
くけゃけすけ しう くうゃけ う うきけすうすっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ うきけす ゃ さぇ-
えけくぇ くぇ 〈のかぉっすけ すさなゅゃぇ けす 15 
たうかはょう かっゃぇ くぇゅけさっ いぇ ょっおぇさ. 
╊っゃなす こさけょなかあぇゃぇ ょぇ っ 

こさっょこけつうすぇく こさう しょっかおうすっ いぇ 
いっきは. ]かっょ こけおせこおぇすぇ くぇ いっきう 
くぇえ-つっしすけ くけゃうすっ しけぉしすゃっくう-
ちう ういこけかいゃぇす ゃないきけあくけしすうすっ 
いぇ そうくぇくしうさぇくっ けす っゃさけそけく-
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ょけゃっすっ う ゅう いぇしぇあょぇす し けこさっ-
ょっかっくう おせかすせさう. ′ぇえ-ぇすさぇお-
すうゃくう さっゅうけくう いぇ こけおせこおぇ 
けしすぇゃぇす ╃せくぇゃしおぇすぇ さぇゃくうくぇ, 

おなょっすけ しっ こさけょぇゃぇす ゅかぇゃくけ 
ゅけかっきう きぇしうゃう, う こけかっすけ くぇ 
〈さぇおうは - ゃ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ 
けおけかけ ‶かけゃょうゃ, ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ, ‶ぇいぇさょあうお う ぅきぉけか. ╇きぇ 
うくすっさっし う おなき こけおせこおぇ くぇ 
いっきう ゃ さぇえけくぇ くぇ きけさっすけ, くけ 
すぇき こけつすう くっ しぇ けしすぇくぇかう いっ-
きっょっかしおう いっきう いぇ こさけょぇく.
╀さけおっさうすっ, けぉぇつっ, しぇ おぇすっ-

ゅけさうつくう, つっ こけいくぇすうすっ ょけこ-

さっょう ゅけょうくぇ-ょゃっ ぉせきけゃっ ゃ 
ちっくうすっ くぇ いっきうすっ ゃっつっ しぇ ゃ 
うしすけさうはすぇ, すなえ おぇすけ ゃ きけきっく-
すぇ くはきぇ ゅけかっきう う ぇすさぇおすうゃ-

くう おせこせゃぇつう. ]ぇきけ ょけこさっょう 
2 ゅけょうくう ちっくうすっ くぇ いっきはすぇ 
ゃ さぇえけくぇ しおけつうたぇ くはおけかおけ  
こなすう いぇさぇょう  うくゃっしすうすけさしおう 
うくすっさっし けす しすさぇくぇ くぇ そうさきう 
いぇ そけすけゃけかすぇうちう う おさせこくう 
こさっょこさうっきぇつう. 〈ぇおけゃぇ しこっ-
おせかぇすうゃくけ こけおぇつゃぇくっ くぇ ちっ-
くうすっ くぇ いっきうすっ うきぇてっ う ゃ 
さぇえけくぇ くぇ ¨ゃけとくうお.
╆ぇこぇいゃぇ しっ すっくょっくちうはすぇ 

くぇえ-しおなこうすっ いっきう ょぇ しぇ ゃ 
さぇえけくぇ くぇ ╉さなく う ╄くうくぇ, ゃう-
しけおう ちっくう ょなさあぇす う いっきう し 
けゃけとくう ゅさぇょうくう. 
╉ぇすけ ちはかけ, さぇえけくなす くう くっ 

っ けしけぉっくけ ぇすさぇおすうゃっく いぇ ゅけ-
かっきうすっ おせこせゃぇつう くぇ いっきう, 
すなえ おぇすけ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ くはきぇ 
ゅけかっきう いっきっょっかしおう きぇしうゃう, 
おけうすけ しっ こさっょかぇゅぇす. ]こけさっょ 
ぉさけおっさうすっ, ゅけかっきうすっ うゅさぇつう 
ゃ すけいう ぉういくっし すなさしはす いっきう 
けす こけ くぇょ 150-200 ょっおぇさぇ  ゃ 
っょうく きぇしうゃ, おぇおなゃすけ ゃ さぇえけ-
くぇ くはきぇ.  
╆っきう ゃ きけきっくすぇ こさっょかぇ-

ゅぇす たけさぇ, ういこぇょくぇかう ゃ おさぇえ-
くぇ くせあょぇ, おけうすけ こさけょぇゃぇす 
きぇかおう くぇしかっょしすゃっくう くうゃう, し 
ちっか こさっこうすぇくうっ, うかう すぇおう-
ゃぇ, おけうすけ くはきぇす くぇきっさっくうっ 
ょぇ ゅう さぇぉけすはす. ╋ぇかちうくぇ しぇ 
こさけょぇゃぇつうすっ くぇ いっきう, おせこっくう 
ゃ きうくぇかけすけ, し ちっか こさけょぇあぉぇ 
くぇ こけ-ゃうしけおう くうゃぇ. ╇ こけくっあっ 
すぇおぇゃぇ すっくょっくちうは くっ しっ けつっさ-
すぇゃぇ, ぉなさいぇす ょぇ しっ けしゃけぉけょはす 
けす すはた し きうくうきぇかくう いぇゅせぉう. 
]こけさっょ きっしすくう ぉさけおっさう, くぇ-

こけしかっょなお しっ くぇぉかのょぇゃぇ けとっ 
っょくぇ すっくょっくちうは: けぉっょくはゃぇ-
とうはす ぉなかゅぇさうく ゃしっ こけ-つっしすけ 

しっ さぇいょっかは し ぉぇとうくうすっ しう 
くうゃう, かうゃぇょう う ゅけさう, ぇ いぇ いぇ-
きけあくうは きせ しなゅさぇあょぇくうく すけゃぇ 
っ っょくぇ けす くぇえ-ょけぉさうすっ そけさきう 
いぇ いぇとうすぇ くぇ しこっしすはゃぇくうはすぇ 
こさう おさういぇ. 〈けゃぇ っ う っょくぇ けす 
けしくけゃくうすっ こさうつうくう う すぇいう 
ゅけょうくぇ こぇいぇさなす くぇ くっょゃうあう-
きう うきけすう, こけ-しこっちうぇかくけ くぇ 
いっきっょっかしおう いっきう, ょぇ いぇこぇいう 
しすぇぉうかくう しすけえくけしすう.
╁なこさっおう おさういぇすぇ う いぇしすけは 

くぇ こぇいぇさぇ いぇ くっょゃうあうきう 
うきけすう, ちっくうすっ う すぇき しぇ しおけ-
つうかう くぇゅけさっ. ‶け ょぇくくう くぇ 
くぇちうけくぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, いぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ちっくうすっ くぇ 
うきけすうすっ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ しぇ 
しっ せゃっかうつうかう しさっょくけ し 3,5%. 
890 かっゃぇ いぇ おゃぇょさぇすっく きっすなさ 
っ ぉうかぇ ちっくぇすぇ くぇ くっょゃうあうき 
うきけす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ おなき ょっ-
おっきゃさう 2011 ゅけょうくぇ. ] ぉかういけ 
100 かっゃぇ こけ-っゃすうく っ おゃぇょさぇす-
くうはす きっすなさ くぇ うきけす ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. 
‶け ょぇくくう くぇ ╋うくうしすっさしすゃけ-

すけ くぇ いっきっょっかうっすけ う たさぇくうすっ, 
110 きかく. ょおぇ っ ちはかぇすぇ いっきは 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ¨す くっは けおけかけ 30 
きかく. ょおぇ っ けぉさぇぉけすゃぇっきぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╇きぇき ゃしはおぇおゃう ちゃっすは – う こぇかきう, う 
かうきけく, ちっかう ょなさゃっすぇ ゃ ぇこぇさすぇきっくすぇ... 
”, さぇいおぇいゃぇ 〈ぇくは. 〈っ は いぇさっあょぇす し さぇ-
ょけしす, けぉうつ う しこけおけえしすゃうっ, くけ う 〈ぇくは 
うき けすゃさなとぇ しなし しなとけすけ. ′っ しっ さぇい-
ょっかは う し ょけきぇてくうは かのぉうきっち, おけえすけ は 
つぇおぇ ょぇ しっ ゃなさくっ けす さぇぉけすぇ いぇ けぉとぇすぇ 
さぇいたけょおぇ. „╉せつっすけ きう - おぇくぇょしおぇ かう-
しうつおぇ, っ くぇえ-ゃっさくうはす きう こさうはすっか”, し 
ぇぉしけかのすくぇ せゃっさっくけしす しこけょっかは けとっ 
〈ぇくは ╉けいぇさっゃぇ.  ╁ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ 
すは っ ゃ うくすっさくっす, くけ し おくうゅぇすぇ. „¨ぉうつぇき 
きくけゅけ う ょぇ つっすぇ, うしすけさうはすぇ きう たぇさっし-

ゃぇ, ゃうくぇゅう けす くっは きけあって ょぇ くぇせつうて 
くっとけ くけゃけ”, しこけょっかは けとっ けこっさぇすけさなす 
くぇ ぇゃすけきぇすうつっく しすさせゅ, おけえすけ ういさぇぉけす-
ゃぇ つぇしすう いぇ きうくうすっ う [‶╂. ‶さうさけょぇ-
すぇ う さぇいたけょおうすっ しぇ ょさせゅぇすぇ さぇょけしす くぇ 
〈ぇくは. ╉ぇおすけ う こさぇいくうちうすっ し おけかっゅう - 
いぇょなかあうすっかくけ こけ ′けゃぇ ゅけょうくぇ, 8-きう 
きぇさす, くけ しなとけ - う ぉっい こけゃけょ. „╉けえすけ 
きけあっ ょぇ さぇぉけすう ょけぉさっ, きけあっ う ょぇ しっ 
ゃっしっかう”, せしきうたゃぇ しっ 〈ぇくは, おさなしすっくぇ 
くぇ しゃけはすぇ ぉぇぉぇ. ╉けゅぇすけ きう おぇいゃぇ すけゃぇ, 
しう しこけきくは ょっすしすゃけすけ: ”′うっ しっ せつったきっ 
けす せかうちぇすぇ. ]っゅぇ ょっちぇすぇ しっ せつぇす けす 
うくすっさくっす う くぇえ-かけてけすけ っ, つっ いぇぉさぇ-
ゃうたぇ ょぇ うゅさぇはす...!”, し ゅけさつうゃぇくぇ こさった-
ゃなさかは こけゅかっょ おなき ょくってくうは ょっく 〈ぇくは, 
おけはすけ っ いぇこぇいうかぇ ょっすしおけすけ ゃ しっぉっ しう 
し けくぇいう けすおさけゃっくけしす, せしきうゃおぇ う しゃっす-
かうくおう ゃ けつうすっ, おけうすけ ゃしっ こけ-さはょおけ 
くぇきうさぇきっ ょくっし おさぇえ しっぉっ しう. ╆ぇすけゃぇ 
しっ さぇょゃぇ くぇ けこうすうすっ ゃ „┿さしっくぇか” ょぇ 
しっ いぇこぇいはす すさぇょうちううすっ – し すぇくちけゃうは 
しなしすぇゃ, し そせすぉけかくうは けすぉけさ いぇ きかぇょっ-
あう... ╆ぇとけすけ - „┿さしっくぇか” いくぇつう きくけゅけ 
いぇ ╉ぇいぇくかなお, „┿さしっくぇか” ょぇゃぇ さぇぉけすぇ う 
すけつくけ しっゅぇ, おけゅぇすけ う すせお うきぇ こさけぉかっ-
きう う しっ くぇかぇゅぇす しなおさぇとっくうは くぇ こっさ-
しけくぇかぇ, すけつくけ しっゅぇ ╉ぇいぇくかなお ゃうあょぇ 
おけかおけ っ ゃぇあっく いぇ くっゅけ „┿さしっくぇか”, きう 
おぇいゃぇ けとっ 〈ぇくは ╉けいぇさっゃぇ けす ┿かっはすぇ 
くぇ しかぇゃぇすぇ, おなょっすけ, しこけさっょ くっは, うきぇす 
きはしすけ けとっ きくけゅけ くっえくう おけかっゅう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

„╅『』╊〉╅]” 』¨ 《』【╅╇╅...
′け ょくっし きくけゅけ けす くっとぇすぇ 

ゃっつっ しぇ いぇゅせぉっくう. ╁ しっゅぇて-
くうは あうゃけす くっ きせ たぇさっしゃぇ, つっ 
ゅさうあぇすぇ いぇ さっょけゃうは つけゃっお 
ゃっつっ は くはきぇ, つっ くっ きけあって ょぇ 
しう こけいゃけかうて こけつうゃおぇ こさっい 
けすこせしおうすっ, つっ しっ さぇぉけすう いぇ 
っょうくうは たかはぉ: ”〈させょくけ しっ あう-
ゃっっ.” ¨しけぉっくけ し こっくしうう. „′け, 
おぇすけ いくぇき おぇお  たけさぇすぇ ういくっ-
きけゅゃぇす, くうっ しなし しなこさせゅぇすぇ しっ 
しこさぇゃはきっ. ‶さけういゃっあょぇきっ しう 
くぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ う きっしけ, う 
こかけょけゃっ, う いっかっくつせちう...”, くっ 
さけこすぇっ ぉうゃてうはす こさけそしなのいっく 
ょっはすっか, おけえすけ しっ すっさいぇっ, つっ 
”ょくっし ぉなかゅぇさしおうはす くぇさけょ うい-
くっきけゅゃぇ”. ′ぇゃさっきっすけ くはきぇかけ 
しすけおう, けぉぇつっ こけ-しすさぇてくけすけ 
いぇ ╋うすっゃ ょくっし っ, おけゅぇすけ くはきぇ 
こぇさう. ╆ぇすけゃぇ ╋うすっゃ おぇいゃぇ: 
”′けしすぇかゅうはすぇ けとっ きっ ょなさ-
あう!”. ]っゅぇ - くはきぇ ゃいぇうきけこけ-
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¨ょっしぇ, しさっとうすっ し おけかっゅう – 
しうくょうおぇかうしすう ゃ ┿くおぇさぇ, くぇ-
せつくけ-すったくうつっしおけすけ けぉせつっくうっ 
こけ かうくうは くぇ ′〈] ゃ ╋けしおゃぇ... 
′ぇ こぇさぇたけょぇ ょけ ]けつう ょけさう しっ 
けおぇいぇか こなさゃう こぇしぇあっさ, っおう-
こぇあなす ゅけ こけしさっとくぇか くぇ すなさ-
あっしすゃっくぇ ゃっつっさは, こけ しすぇさけ 
こけゃっさうっ - し すけさすぇ う ぉせすうかおぇ 
てぇきこぇくしおけ „いぇ おぇょっき” くぇ こな-
すせゃぇくっすけ. ′はおけゅぇ くぇえ-きかぇ-
ょうはす さなおけゃけょうすっか ゃ こさけそ-
しなのいうすっ - っょゃぇ 29-ゅけょうてっく, 
おけえすけ ゃしっ しっ けぉぇあょぇか し さっ-
こかうおう おなき こけ-ゃないさぇしすくうすっ, 
けしすぇゃぇ ゃ すぇは さぇぉけすぇ 15 ゅけょう-
くう - しさっょ たけさぇすぇ, し すったくうすっ 
くせあょう. ╉ぇおゃけ かう くっ しっ くぇかぇ-
ゅぇかけ ょぇ こさぇゃう, ゃけょうか ょぇあっ 
ゅさせこぇ せつっくうちう - ぇおけさょっけくう-
しすう ゃ ╋けかょけゃぇ う [せきなくうは. ′け 
いぇ 》さうしすけ ╋うすっゃ さぇぉけすぇすぇ ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ しなとけ っ うい-

くぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈け ぉうかけ こかぇす-
そけさきう けす おぇきうけくう, すけ ぉうかけ 
ゃないしすぇくけゃおぇ くぇ おさぇえちっさぇ 
„┿ゃさけさぇ”..., くけ „たけさぇすぇ しっ 
さぇょゃぇたぇ, うきぇてっ こさぇいくうつくけしす 
う すなさあっしすゃっくけしす, おぇおゃぇすけ 
しっゅぇ かうこしゃぇ”, おぇいゃぇ こさけそしな-
のいくうはす ょっはすっか.
╃ゃぇきぇすぇ きせ しうくぇ しなとけ 

こさけぉゃぇかう ゃ „┿さしっくぇか”, くけ こさう  
おさういぇすぇ ゃ ぉさぇくてぇ けす くぇつぇかけ-
すけ くぇ 2000-ゅけょうくぇ ういぉさぇかう 
ょぇ しすぇくぇす おぇょさけゃう ゃけえくうちう.
„〉ょけゃかっすゃけさっく しなき けす あう-

ゃけすぇ”, いぇおかのつぇゃぇ しこけおけえくけ 
ぇさしっくぇかっちなす 》さうしすけ ╋うすっゃ, 
おけえすけ こぇいう ゃ しなさちっすけ しう っょくぇ 
きくけゅけ ちっくくぇ さけょしすゃっくぇ ゃさない-
おぇ, し おけはすけ しっ ゅけさょっっ う おけはすけ 
きせ ょぇゃぇ こけしけおう ゃ あうゃけすぇ - 
さけょくうくしすゃけすけ し 』せょけきうさ, くぇ 
おけゅけすけ っ こかっきっくくうお.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

きけと きっあょせ たけさぇすぇ, ょせたなす くぇ 
おけかっおすうゃういなき きせ かうこしゃぇ, ゃは-
さぇすぇ う しうゅせさくけしすすぇ, つっ きけあって 
ょぇ しっ けこさって くぇ ょさせゅうは: ”′っ 
しう こけきぇゅぇす たけさぇすぇ ゃっつっ...”.
╁ しこけきっくうすっ くぇ 》さうしすけ ╋う-

すっゃ けしすぇゃぇす けとっ: けこうすなす くぇ 
さなおけゃけょうすっかう う けぉとっしすゃっくう 
ょっはすっかう, けす おけうすけ しっ っ せつうか, 
し おけうすけ しぇ こさぇゃうかう くっとぇすぇ 
いぇっょくけ - ╇ゃぇく ╃けつっゃ, ]ぇてけ 
╃うきうすさけゃ, ╀けくつけ ‶っしっゃ, ╂ぇく-
つけ ╊ぇいぇさけゃ, ╂ぇくつけ ]すけえつっゃ, 
けしけぉっくけ こさけそこさっょしっょぇすっかはす 
╃っくぬけ ╃うきうすさけゃ, いぇ おけゅけすけ 
おぇいゃぇかう: ”╀ぇえ ╃っくぬけ ょぇゃぇ 
あうゃけす”.

╇ たせぉぇゃけすけ けす けくけゃぇ ゃさっ
きっ ゅけ すけこかう

‶さけそしなのいくうすっ っおしおせさいうう, 
しっきうくぇさう, けぉせつっくうは ゃ ╃さっい-
ょっく, ╊ぇえこちうゅ, ]けつう, ]せたせきう, 

すけつくうお くぇ しおなこう しこけきっくう う 
しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ せくうおぇかくう 
そぇおすう.

╁ „┿さしっくぇか” こさぇゃうかう 
しぇさおけそぇゅぇ いぇ ╂っけさゅう ╃う
きうすさけゃ

]ぇさおけそぇゅなす いぇ きぇゃいけかっは しっ 
こけょきっくはか ちはかけしすくけ こさっい くは-
おけかおけ ゅけょうくう. ╁ おさぇは くぇ 70-
すっ ゅけょうくう ゃないかけあうかう すぇいう 
けすゅけゃけさくぇ いぇょぇつぇ ういちはかけ くぇ 
╆ぇゃけょ 5, しこけきくは しう 》さうしすけ 
╋うすっゃ. ]ぇさおけそぇゅなす ぉうか うい-
ちはかけ けす くっさなあょぇゃっえおぇ.
]こけきくは しう し せょうゃかっくうっ う 

いぇ „すさけてっくっすけ くぇ こぇさう” こけ 
きぇくうそっしすぇちうう. ╆ぇ おけしすのきう-
すっ う ぇすさうぉせすうすっ いぇ „あうゃうすっ 
おぇさすうくう”, おけうすけ ぇさしっくぇかちう 
ょっきけくしすさうさぇかう こさっょ こなさゃうすっ 
ゃなゃ ゃかぇしすすぇ, おぇつっくう くぇ けそう-
ちうぇかくぇすぇ すさうぉせくぇ ゃ ちっくすなさぇ 
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〈ぇくは ╉けいぇさっゃぇ っ きけきうつっ けす 
┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. ╁しなとくけしす, 
あっくぇ し ょゃぇきぇ しうくぇ くぇ こけ 18 う 21 
ゅけょうくう, くけ – きけきうつっ こけ ういかなつ-
ゃぇくっ, こけ そうゅせさぇ う こけ せしきうゃおぇ.
╁ „┿さしっくぇか” っ けす 2007-きぇ, くけ 

きぇてうくけしすさけっくっすけ っ くっえくぇ こさけ-
そっしうは ちはか あうゃけす. ╆ぇ さぇぉけすくうつ-
おぇすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 5, ちった 510, ょぇ しっ 
さぇぉけすう くぇ きぇてうくぇ くっ っ すさせょくけ 
いぇ っょくぇ あっくぇ. ╃ぇ ぉなょっ けこっさぇすけさ 
くぇ ぇゃすけきぇすうつくうすっ しすさせゅけゃう きぇ-
てうくう „《うてっさ” いぇ 〈ぇくは っ くっとけ 
っしすっしすゃっくけ – ゃうくぇゅう っ さぇぉけすうかぇ 
しぇきけ ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ, しかっょ 
おぇすけ こさっい 1988-きぇ いぇゃなさて-
ゃぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ せつうかうとっ 
„》うょさぇゃかうおぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお しなし 
しこっちうぇかくけしす „【かけしっさ – きけく-
すぬけさ”. ╁ しっきっえしすゃけすけ しぇ こけ-
おけかっくうは ぇさしっくぇかちう. ╋ぇえおぇ ú, 
ぉぇとぇ ú, しゃっおなさゃぇ ú しぇ こっくしうけ-
くっさう けす „┿さしっくぇか”. ┿ 〈ぇくは こけ-
いくぇゃぇ こさっょこさうはすうっすけ ぉせおゃぇかくけ 
けすおぇおすけ しっ こけきくう, けす ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ うゅさぇかぇ こけょ ゅなぉおぇすぇ ゃ 
┿さしっくぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, 
けすおけゅぇすけ こぇいう う しくうきおぇ, しぇくすう-
きっくす けす ょっすしすゃけすけ.

„〉か くせあす くあはそ てそねせそ あく たそたあおせあに う ╅しかみてあ せあ つしあうあてあ”
〈ぇくは おぇいゃぇ すけゃぇ うしおさっくけ – うきぇかけ きくけゅけ う こけ-けこうすくう けす くっは さぇぉけすくう-

ちう. ′け せゃぇあぇゃぇ さってっくうっすけ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ - ょぇ ぉなょっ ういかなつっくぇ しさっょ 
ぇさしっくぇかしおうすっ こなさゃっくちう ゃ すさせょぇ. ╆ぇ くっは, おぇおすけ いぇ こけゃっつっすけ さぇぉけすっとう ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ, „┿さしっくぇか” っ こけゃっつっ けす ょけき – „すせお こさっおぇさゃぇきっ こけ-ゅけかはきぇ-

すぇ つぇしす けす ょっくは, ゃおなとう しっ こさうぉうさぇきっ しぇきけ いぇ しこぇくっ”. ╆ぇすけゃぇ, いぇ 〈ぇくは っ 
きくけゅけ ゃぇあくけ, つっ しさっょ おけかっゅうすっ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ, つっ しう こけきぇゅぇす. /╄, うきぇ 

う すぇおうゃぇ, おけうすけ くっ しぇ つぇお すけかおけゃぇ 
ょけぉさけくぇきっさっくう, くけ しぇ きぇかおけ.../. 
‶さうはすっかしすゃぇすぇ ゃ おけかっおすうゃぇ しなぉうさぇす 
さぇぉけすっとうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 5, ちった 510, う 
ゃ すさせょくう きけきっくすう, う ゃ さぇょけしす. ╉け-
ゅぇすけ くぇしおけさけ 〈ぇくは いぇゅせぉゃぇ しなこさせゅぇ 
しう ]すけはく, しなとけ ぇさしっくぇかっち けす いぇゃけょ 
5, うきっくくけ たけさぇすぇ けす いぇゃけょぇ しぇ ょけ 
くっは ゃ ぉけかおぇすぇ う しおさなぉすぇ. „¨す しなさ-
ちっ ぉかぇゅけょぇさは くぇ ]うかゃうは 〈けこぇかけゃぇ 
– ╋ぇきっすけ, くぇ ╇ゃっかうくぇ ╇ゃぇくけゃぇ, くぇ 
[せきはくぇ ╇ゃぇくけゃぇ, つっ ゃ くぇえ-すさせょ-
くうは きけきっくす ぉはたぇ ょけ きっく!”, おぇいゃぇ し 

すけこかけすぇ ゃ けつうすっ 〈ぇくは. ′ぇつぇかくうちう-
すっ しなとけ は こけょおさっこはかう う こけきけゅくぇ-
かう きくけゅけ, ょさせゅう おけかっゅう – しなとけ...” 
〈っあおけ っ, くけ あうゃけすなす こさけょなかあぇゃぇ”, 
おぇいゃぇ 〈ぇくは.

╁しうつおけ っ しなょぉぇ, こさっょくぇつっさすぇ-
くけ っ

„╁しっおう ゃなさゃう こけ こなすは しう” - 〈ぇくは 
ゃはさゃぇ ゃ すけゃぇ う こさうっきぇ しきうさっくけ すっ-
あっしすすぇ くぇ こさっあうゃはくけすけ. ╇きぇ ゃはさぇ ゃ 
ょゃぇきぇすぇ ゃっつっ ゅけかっきう しうくけゃっ – ╉ぇ-
きっく う 》さうしすけ. ╁はさゃぇ, つっ とっ しないょぇ-
ょぇす ょけぉさう しっきっえしすゃぇ. ╉ぇきっく っ くぇ 
21 ゅけょうくう, けとっ ゅけ こけょおさっこは, くけ 
こけしすっこっくくけ いぇこけつゃぇ ょぇ しっ しこさぇゃは 
しぇき, さぇぉけすう ゃ しすさけうすっかしすゃけすけ. ╋ぇか-
おうはす 》さうしすけ せつう とぇくゅう ゃ ]こけさすくけすけ 
せつうかうとっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, くぇょはゃぇ しっ 
ょぇ しすぇくっ しすせょっくす ゃ ′]┿. ”╋かぇょうすっ 
たけさぇ しすさぇくはす けす こさけそっしうはすぇ くぇ きぇ-
てうくけしすさけうすっかは, うしおぇす ょぇ こけしすうゅくぇす 
ゃしうつおけ ぉなさいけ う かっしくけ.”, おぇいゃぇ 〈ぇくは, 
いぇとけすけ こけゃっつっすけ けす きかぇょうすっ ú おけ-
かっゅう くっ しっ いぇょなさあぇす ょなかゅけ ゃ いぇゃけ-
ょぇ. ╀けかてうくしすゃけすけ けす おけかっゅうすっ ú しぇ 
ゃしっ くぇょ 40-すっ: ”′うっ しきっ しさっょ きかぇ-
ょうすっ”, こさっい せしきうゃおぇ しこけょっかは 〈ぇくは 
╉けいぇさっゃぇ. ╇いゃなく さぇぉけすぇすぇ 〈ぇくは くっ 
しおせつぇっ.

『ゃっすはすぇ しぇ くっえくぇすぇ しすさぇしす   

〈ぇおぇ くう くぇさうつぇす う くぇ てっゅぇ, 
う くぇ うしすうくぇ, いぇとけすけ ぉっい 

くぇてぇすぇ さぇぉけすぇ しうすせぇちうはすぇ 
すせお ぉう ういゅかっあょぇかぇ こけ しなゃ-
しっき さぇいかうつっく くぇつうく. ╁ すけゃぇ っ 
おぇすっゅけさうつっく ╁ぇしうか ╁ぇしうかっゃ, 
くぇつぇかくうおなす くぇ いゃっくけすけ いぇ けた-
さぇくぇ ゃ „┿さしっくぇか”. „┿さしっくぇか” 
っ こかけとぇょおぇ いぇ きぇすっさうぇかくう 
ちっくくけしすう くぇ けすおさうすけ う, ぇおけ くっ 
しぇ ょけぉさぇすぇ けたさぇくぇ う おけくすさけ-
かなす, けこぇしくけしすすぇ けす さぇいゅさぇぉゃぇ-
くっ っ けゅさけきくぇ. ‶さけぉかっきなす いぇ 
けこぇいゃぇくっすけ くぇ すっいう きぇすっさうぇか-
くう ちっくくけしすう っ けすさぇあっくうっ くぇ 
すけゃぇ, おけっすけ しっ しかせつう し ちはかぇすぇ 
くう ょなさあぇゃぇ こさっい こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう, すゃなさょう てっそなす くぇ けた-
さぇくぇすぇ.  
╀うゃてうはす おぇょなさ くぇ おぇいぇく-

かなておぇすぇ こけかうちうは おうこう ゃ さぇ-
ぉけすぇ しう, いぇとけすけ は けぉうつぇ, うきぇ 
しなきうてかっくうちう う ゃしっおうょくっゃくけ 
しっ せぉっあょぇゃぇ ゃなゃ ゃぇあくぇすぇ きう-
しうは う さけかは, おけはすけ すけえ う おけかっ-
ゅうすっ きせ – ぉかういけ 250 ょせてう けす 
いゃっくけすけ, うきぇす. 
╆ぇとけすけ くぇ すったくうすっ こかっとう 

う けつう, くぇ すはたくけすけ しないくぇくうっ 
う しなゃっしす, くぇ すはたくぇすぇ ぉょうすっか-
くけしす しぇ こけゃっさっくう きうかうけくう. 

╉ぇすけ うきせとっしすゃけ う おぇすけ しせさけ-
ゃうくう. 
′うっ しきっ いぇとうすくうはす きったぇ-

くういなき くぇ そうさきぇすぇ, おぇいゃぇ くっ 
ぉっい ゅけさょけしす う し はしくけすけ しないくぇ-
くうっ いぇ ゅけかはきぇすぇ けすゅけゃけさくけしす 
╁ぇしうかっゃ. ╉ぇすけ ぉうゃて おぇょなさ 
くぇ こけかうちうはすぇ, こけいくぇゃぇ こさっ-
おさぇしくけ こしうたうおぇすぇ くぇ つけゃっお, 
しこけしけぉっく ょぇ しっ ういおせてう ょぇ うい-
くっしっ くっとけ, いぇ ょぇ こさっこっつっかう 
くはおけえ かっゃ うかう こさけしすけ すぇおぇ 
- いぇ しこけさすぇ. 》けさぇすぇ しっ ういおせ-
てぇゃぇす, ぇ いぇ くはおけう すけゃぇ - ょぇ 
ゃいっきぇす くっとけ, っ こさけしすけ くぇつうく 
くぇ あうゃけす, おぇいゃぇ ╁ぇしうかっゃ う 
こさういくぇゃぇ, つっ しさっょくけ きっしっつ-
くけ くぇ さぇいかうつくうすっ  こけさすぇかう  ゃ 
けゅさけきくぇすぇ そうさきぇ しっ おけくしすぇ-
すうさぇす けおけかけ 15-20 さぇいかうつくう 
くぇさせてっくうは. ‶さっけぉかぇょぇゃぇす 
おさぇあぉうすっ う けこうすうすっ いぇ ゃくぇ-
しはくっ くぇ ぇかおけたけか. 
‶さう おけくしすぇすうさぇくけ くぇさせてっ-

くうっ くぇ ‶さぇゃうかくうおぇ いぇ ゃな-
すさってくうは さっょ ゃなゃ そうさきぇすぇ  
しきっ ぉっいおけきこさけきうしくう, おぇいゃぇ 
すけえ. ]なゅかぇしくけ  すけいう こさぇゃうか-
くうお すぇおなゃ さぇぉけすくうお うかう しかせ-
あうすっか ゃっょくぇゅぇ しっ けしゃけぉけあょぇ-
ゃぇ  けす さぇぉけすぇ.  

╁ こけきけと くぇ けたさぇくうすっかうすっ 
しぇ う くぇょ 100 ゃうょっけおぇきっさう 
くぇ ちはかぇすぇ すっさうすけさうは くぇ „┿さ-
しっくぇか”. ′っ っ かっしくけ すぇおけゃぇ 
けゅさけきくけ こさけしすさぇくしすゃけ ょぇ しっ 
けたさぇくはゃぇ, すさせょくけ う しかけあくけ っ 
けこぇいゃぇくっすけ くぇ うきせとっしすゃけ いぇ 
きうかうけくう,  おぇすっゅけさうつくう しぇ けす 
さなおけゃけょしすゃけすけ. 
¨すすぇき すゃなさょはす, つっ ぇぉしけ-

かのすくけ ゃしうつおう こさけゃっさおう  くぇ 
ゃたけょくけ-ういたけょくうすっ こけさすぇかう 
くぇ „┿さしっくぇか” しっ ういゃなさて-
ゃぇす こけょ ゃうょっけくぇぉかのょっくうっ, 
くぇ おけっすけ しっ こさぇゃう さっょけゃっく 
きけくうすけさうくゅ う おけくすさけか. ╁なゃ 
ゃしっおう きけきっくす さなおけゃけょしすゃけ-
すけ きけあっ ょぇ おけくすさけかうさぇ う ょぇ 
ゃうあょぇ ゃしうつおけ. 
′ぇてぇすぇ さぇぉけすぇ くっ っ しぇきけ ょぇ 

いぇかけゃうき くぇさせてうすっかうすっ, こけ-
ゃぇあくぇ っ こさっゃっくちうはすぇ, おけはすけ 
こさぇゃうき こさっょう すけゃぇ  し たけさぇすぇ, 
しおかけくくう おなき こけょけぉくう くぇさせ-
てっくうは, おぇいゃぇ くぇつぇかくうおなす 
くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ けたさぇくぇ. ╁ 
こさぇおすうおぇすぇ しう すけえ  う おけかっ-
ゅうすっ きせ しぇ しっ くぇすなおゃぇかう くぇ 
さぇいかうつくう しかせつぇう, つぇしす けす 
おけうすけ しぇ こけゃっつっ けす おせさうけいくう. 
╉ぇすけ すけいう, くぇ すさせょけせしすさけっく 

さぇぉけすくうお, けいっかっくうすっか, おけえすけ 
っ せしこはか いぇ おさぇすおけ ゃさっきっ ょぇ 
ういくっしっ ゃ さぇいかうつくう ょあけぉけゃっ 
くぇ っかっおぇ しう 320 おうかけゅさぇきぇ 
けかけゃけ. ‶けくっ すけかおけゃぇ しぇ せし-
こっかう けす けたさぇくぇすぇ ょぇ けすおさうはす, 
しかっょ おぇすけ さぇぉけすくうおなす ゅう っ 
こさっょぇか ゃ っょうくしすゃっくうは しおかぇょ 
いぇ ゃすけさうつくう しせさけゃうくう. ╄ょうく 
けす こけしかっょくうすっ, しなとけ そさぇ-
こぇくすくう, しかせつぇう けす こけしかっょくう-
すっ しっょきうちう っ くぇ さぇぉけすくうつおぇ, 
おけはすけ ういゅせぉう さぇぉけすぇすぇ しう, 
しかっょ おぇすけ しっ けこうすぇ ょぇ ういくっしっ 
8 かうすさぇ さぇいさっょうすっか けす けさな-
あっえくうちぇすぇ. 『っかう ょゃっ すせぉう しぇ 
けすおさうすう  ゃ かうつくけすけ え ておぇそつっ 
こさう こさけゃっさおぇすぇ くぇ おけくすさけか-
くうすっ けさゅぇくう. 
╁ すぇおうゃぇ しかせつぇう しきっ ぉっい-

おけきこさけきうしくう, きぇおぇさ つっしすけ 
たけさぇすぇ ょぇ しないくぇゃぇす, くけ おなし-
くけ, おぇおゃぇ ゅけかはきぇ ゅかせこけしす しぇ 
ういゃなさてうかう, しこけょっかは ╁ぇしうか 
╁ぇしうかっゃ. ╁ さぇぉけすぇすぇ しう すけえ 
う おけかっゅうすっ きせ しさっとぇす さぇいぉう-
さぇくっ, おぇおすけ けす さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ そうさきぇすぇ, すぇおぇ う こけきけと う 
しなょっえしすゃうっ けす おけかっゅうすっ しう けす 
[‶〉 - ╉ぇいぇくかなお, し おけうすけ  いぇ-
っょくけ さぇぉけすはす こけ さぇいおさうゃぇくっ-
すけ くぇ こけ-おさせこくうすっ こけしっゅぇすっか-
しすゃぇ. 
╆ぇ こなさゃうは けたさぇくうすっか くぇ 

„┿さしっくぇか”  っ ゃぇあくけ う すけゃぇ, つっ 
きぇかおけ しぇ しかせつぇうすっ くぇ こけしっゅぇ-
すっかしすゃぇ, こさう おけうすけ しっ しすうゅぇ 
ょけ しっさうけいくう しなょっぉくう こさけうい-
ゃけょしすゃぇ. 〈けゅぇゃぇ けぉうおくけゃっくけ 
しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ ういくっしっくう ぉけっ-
こさうこぇしう, ゃいさうゃくう きぇすっさうぇかう 
う ょさせゅう. 
′はきぇ けこさっょっかっく こさけそうか くぇ 

たけさぇすぇ, おけうすけ しっ ういおせてぇゃぇす 
ょぇ  ゃいっきぇす くっとけ けす さぇぉけすくけ-
すけ しう きはしすけ, こさういくぇゃぇす けた-
さぇくうすっかうすっ, けしくけゃくぇすぇ つぇしす 
けす おけうすけ しぇ ゃしっ たけさぇ けす しうし-
すっきぇすぇ くぇ ╋╁[ うかう ぉうゃてう 
ゃけっくくう. ′け しぇ おぇすっゅけさうつくう, 
つっ すっいう, おけうすけ こけ-つっしすけ こけ-
しはゅぇす, しぇ きなあっ - しぇきけあうゃう, 
しぇきけすくけ あうゃっっとう うかう し さぇい-
しすさけっくう しっきっえしすゃぇ, さぇぉけすくう-
ちう し くうしおぇ こさけそっしうけくぇかくぇ う 
つけゃっておぇ おせかすせさぇ, し くっょけぉさぇ 
すさせょけゃぇ ぇおすうゃくけしす ゃ おけかっお-
すうゃぇ. ╁うしてうしすうすっ しなとけ くっ しぇ 
ういおかのつっくうは. ╆かけせこけすさっぉぇ-
すぇ し ぇかおけたけか しなとけ しう おぇいゃぇ 

ょせきぇすぇ ゃ しかせつぇは. 》ぇさぇおすっさなす 
くぇ „ういおせてっくうはすぇ” いぇ ゃ おなとう 
しっ きっくう しこけさっょ おけくのおすせさぇ-
すぇ くぇゃなく: こさっょう ゃさっきっ しっ っ 
こけしはゅぇかけ けしくけゃくけ くぇ ゅけさうゃぇ, 
こけしかっ くぇ さぇいかうつくう ちゃっすくう 
きっすぇかう う すったくけかけゅうつくう けすこぇ-
ょなちう, おぇすけ しっ っ しすうゅぇかけ ょけさう 
ょけ ょっきけくすうさぇくっ くぇ  ゃさっきっくくけ 
くっういこけかいゃぇくぇ ゃけょけこさけゃけょくぇ 
う たうきうつっしおぇ ぇさきぇすせさぇ. ‶けしは-
ゅぇ しっ しなとけ う くぇ しおなこけしすさせゃぇ-
とう うくしすさせきっくすう うかう くぇ おさぇえ-
くぇ こさけょせおちうは, おけはすけ こけこぇょぇ 
こけょ おけくすさけかぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ 
くぇょ けぉとけけこぇしくうすっ しさっょしすゃぇ. 
′っさはょおけ こさう ういはしくはゃぇくっ くぇ  

こけ-ぉっいけぉうょくう くぇさせてっくうは  くぇ 
‶さぇゃうかくうおぇ いぇ ゃなすさってくうは 
さっょ くぇ そうさきぇすぇ, こさう こさけゃっさ-
おう くぇ さぇぉけすくうちう, くっしこぇいゃぇとう 
さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ, けたさぇくうすっ-
かうすっ しっ くぇすなおゃぇす くぇ こけょゅけす-
ゃっくう いぇ ういくぇしはくっ きぇすっさうぇかう. 
′はきぇ ょぇ しっ しこさぇゃうき,  ぇおけ くっ 

っ こけきけとすぇ う しなょっえしすゃうっすけ くぇ 
おけかっおすうゃぇ くぇ  „┿さしっくぇか” おぇすけ 
ちはかけ, すなえ おぇすけ ゃ けしくけゃくぇすぇ 
しう つぇしす さぇぉけすっとうすっ すせお しぇ 
しなゃっしすくう う しないくぇすっかくう  たけさぇ, 
し けすくけてっくうっ おなき さぇぉけすぇすぇ う 
きぇすっさうぇかくうすっ ちっくくけしすう くぇ 
そうさきぇすぇ. 』っしすけ しうゅくぇかうすっ いぇ 
こけょゅけすゃはくう おさぇあぉう うょゃぇす けす 
すはた. [ぇいぉうさぇ しっ, さぇいつうすぇきっ 
う くぇ しなょっえしすゃうっすけ くぇ くぇつぇか-
くうお-ちったけゃっすっ, くぇ さなおけゃけょう-
すっかうすっ こけ いぇゃけょう. ╁っょくぇゅぇ 
さっぇゅうさぇきっ くぇ しうゅくぇかうすっ, ぇ 
おけくしすぇすぇちううすっ しぇ ゃ さぇきおうすっ 
くぇ つぇしけゃっ. ′はきぇ しかせつぇえ  こさう 
おけくしすぇすうさぇくけ くぇさせてっくうっ ょぇ 
しっ „さぇいこなゃぇ つぇょなさ” くぇょ おけ-
ゅけすけ う ょぇ っ, くっいぇゃうしうきけ, つっ 
くはおけう けす ういゃなさてうすっかうすっ しっ 
けこうすゃぇす ょぇ しっ しぇきけぇそうてうさぇす 
おぇすけ かうつくう こさうはすっかう くぇ ょう-
さっおすけさう うかう さなおけゃけょうすっかう けす 
けたさぇくぇすぇ, おぇすっゅけさうつっく っ くぇ-
つぇかくうおなす  くぇ しっおすけさ „¨たさぇくぇ” 
ゃ „┿さしっくぇか”  ╁ぇしうか ╁ぇしうかっゃ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ   

 ¨とっ いぇ こさっゃっくちうはすぇ しさっ
とせ こけしっゅぇすっかしすゃぇ くぇ そうさ
きっくけ うきせとっしすゃけ う くぇつう
くうすっ いぇ こさけすうゃけょっえしすゃうっ 
きけあっすっ ょぇ こさけつっすっすっ ゃ 
しかっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ 〈┿.

′っ かうこしゃぇす おせこせゃぇつう, おぇすけ 
すっ しぇ こさっょうきくけ たけさぇ し うく-
すっさっしう う あっかぇっとう ょぇ しっ いぇ-
くうきぇゃぇす しなし いっきっょっかうっ, こけ-
しさっょくうちう, おけうすけ おせこせゃぇす いぇ 
おけくおさっすくう そけくょけゃっ うかう こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ そうさきう, すなさしっとう 
うきけすう, し ぉなょっとう うくゃっしすうちうう. 
′ぇえ-くうしおぇすぇ ちっくぇ, くぇ おけはすけ 
しっ すなさゅせゃぇす いっきうすっ, っ けおけかけ 
200-250 かっゃぇ いぇ ょっおぇさ, ぇ ゃ けす-
ょっかくう さぇえけくう ょけしすうゅぇ ょけ くぇょ 
1000 かっゃぇ いぇ ょっおぇさ. ]ょっかおう 
こさう ちっくう けす 250 かっゃぇ しぇ こけつ-
すう っょうくうつくう - ゅかぇゃくけ いぇ いっきは 
ゃ ゅけかはき きぇしうゃ, おぇすけ ちっくぇすぇ しっ 
けこさっょっかは, おぇおすけ けす ょっおぇさうすっ, 
きはしすけすけ, おぇすっゅけさうはすぇ くぇ いっ-
きはすぇ, ぉかういけしすすぇ ょけ こなす, すぇおぇ 
う けす すけゃぇ - ょぇかう  こさっょしすけう 
しおけさけてくぇ こさけきはくぇ くぇ こさっょ-
くぇいくぇつっくうっすけ え. ╆ぇこぇいゃぇす ちっ-
くけゃけすけ しう くうゃけ う うきけすうすっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ うきけす ゃ さぇ-
えけくぇ くぇ 〈のかぉっすけ すさなゅゃぇ けす 15 
たうかはょう かっゃぇ くぇゅけさっ いぇ ょっおぇさ. 
╊っゃなす こさけょなかあぇゃぇ ょぇ っ 

こさっょこけつうすぇく こさう しょっかおうすっ いぇ 
いっきは. ]かっょ こけおせこおぇすぇ くぇ いっきう 
くぇえ-つっしすけ くけゃうすっ しけぉしすゃっくう-
ちう ういこけかいゃぇす ゃないきけあくけしすうすっ 
いぇ そうくぇくしうさぇくっ けす っゃさけそけく-
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ょけゃっすっ う ゅう いぇしぇあょぇす し けこさっ-
ょっかっくう おせかすせさう. ′ぇえ-ぇすさぇお-
すうゃくう さっゅうけくう いぇ こけおせこおぇ 
けしすぇゃぇす ╃せくぇゃしおぇすぇ さぇゃくうくぇ, 

おなょっすけ しっ こさけょぇゃぇす ゅかぇゃくけ 
ゅけかっきう きぇしうゃう, う こけかっすけ くぇ 
〈さぇおうは - ゃ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ 
けおけかけ ‶かけゃょうゃ, ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ, ‶ぇいぇさょあうお う ぅきぉけか. ╇きぇ 
うくすっさっし う おなき こけおせこおぇ くぇ 
いっきう ゃ さぇえけくぇ くぇ きけさっすけ, くけ 
すぇき こけつすう くっ しぇ けしすぇくぇかう いっ-
きっょっかしおう いっきう いぇ こさけょぇく.
╀さけおっさうすっ, けぉぇつっ, しぇ おぇすっ-

ゅけさうつくう, つっ こけいくぇすうすっ ょけこ-

さっょう ゅけょうくぇ-ょゃっ ぉせきけゃっ ゃ 
ちっくうすっ くぇ いっきうすっ ゃっつっ しぇ ゃ 
うしすけさうはすぇ, すなえ おぇすけ ゃ きけきっく-
すぇ くはきぇ ゅけかっきう う ぇすさぇおすうゃ-

くう おせこせゃぇつう. ]ぇきけ ょけこさっょう 
2 ゅけょうくう ちっくうすっ くぇ いっきはすぇ 
ゃ さぇえけくぇ しおけつうたぇ くはおけかおけ  
こなすう いぇさぇょう  うくゃっしすうすけさしおう 
うくすっさっし けす しすさぇくぇ くぇ そうさきう 
いぇ そけすけゃけかすぇうちう う おさせこくう 
こさっょこさうっきぇつう. 〈ぇおけゃぇ しこっ-
おせかぇすうゃくけ こけおぇつゃぇくっ くぇ ちっ-
くうすっ くぇ いっきうすっ うきぇてっ う ゃ 
さぇえけくぇ くぇ ¨ゃけとくうお.
╆ぇこぇいゃぇ しっ すっくょっくちうはすぇ 

くぇえ-しおなこうすっ いっきう ょぇ しぇ ゃ 
さぇえけくぇ くぇ ╉さなく う ╄くうくぇ, ゃう-
しけおう ちっくう ょなさあぇす う いっきう し 
けゃけとくう ゅさぇょうくう. 
╉ぇすけ ちはかけ, さぇえけくなす くう くっ 

っ けしけぉっくけ ぇすさぇおすうゃっく いぇ ゅけ-
かっきうすっ おせこせゃぇつう くぇ いっきう, 
すなえ おぇすけ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ くはきぇ 
ゅけかっきう いっきっょっかしおう きぇしうゃう, 
おけうすけ しっ こさっょかぇゅぇす. ]こけさっょ 
ぉさけおっさうすっ, ゅけかっきうすっ うゅさぇつう 
ゃ すけいう ぉういくっし すなさしはす いっきう 
けす こけ くぇょ 150-200 ょっおぇさぇ  ゃ 
っょうく きぇしうゃ, おぇおなゃすけ ゃ さぇえけ-
くぇ くはきぇ.  
╆っきう ゃ きけきっくすぇ こさっょかぇ-

ゅぇす たけさぇ, ういこぇょくぇかう ゃ おさぇえ-
くぇ くせあょぇ, おけうすけ こさけょぇゃぇす 
きぇかおう くぇしかっょしすゃっくう くうゃう, し 
ちっか こさっこうすぇくうっ, うかう すぇおう-
ゃぇ, おけうすけ くはきぇす くぇきっさっくうっ 
ょぇ ゅう さぇぉけすはす. ╋ぇかちうくぇ しぇ 
こさけょぇゃぇつうすっ くぇ いっきう, おせこっくう 
ゃ きうくぇかけすけ, し ちっか こさけょぇあぉぇ 
くぇ こけ-ゃうしけおう くうゃぇ. ╇ こけくっあっ 
すぇおぇゃぇ すっくょっくちうは くっ しっ けつっさ-
すぇゃぇ, ぉなさいぇす ょぇ しっ けしゃけぉけょはす 
けす すはた し きうくうきぇかくう いぇゅせぉう. 
]こけさっょ きっしすくう ぉさけおっさう, くぇ-

こけしかっょなお しっ くぇぉかのょぇゃぇ けとっ 
っょくぇ すっくょっくちうは: けぉっょくはゃぇ-
とうはす ぉなかゅぇさうく ゃしっ こけ-つっしすけ 

しっ さぇいょっかは し ぉぇとうくうすっ しう 
くうゃう, かうゃぇょう う ゅけさう, ぇ いぇ いぇ-
きけあくうは きせ しなゅさぇあょぇくうく すけゃぇ 
っ っょくぇ けす くぇえ-ょけぉさうすっ そけさきう 
いぇ いぇとうすぇ くぇ しこっしすはゃぇくうはすぇ 
こさう おさういぇ. 〈けゃぇ っ う っょくぇ けす 
けしくけゃくうすっ こさうつうくう う すぇいう 
ゅけょうくぇ こぇいぇさなす くぇ くっょゃうあう-
きう うきけすう, こけ-しこっちうぇかくけ くぇ 
いっきっょっかしおう いっきう, ょぇ いぇこぇいう 
しすぇぉうかくう しすけえくけしすう.
╁なこさっおう おさういぇすぇ う いぇしすけは 

くぇ こぇいぇさぇ いぇ くっょゃうあうきう 
うきけすう, ちっくうすっ う すぇき しぇ しおけ-
つうかう くぇゅけさっ. ‶け ょぇくくう くぇ 
くぇちうけくぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, いぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ちっくうすっ くぇ 
うきけすうすっ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ しぇ 
しっ せゃっかうつうかう しさっょくけ し 3,5%. 
890 かっゃぇ いぇ おゃぇょさぇすっく きっすなさ 
っ ぉうかぇ ちっくぇすぇ くぇ くっょゃうあうき 
うきけす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ おなき ょっ-
おっきゃさう 2011 ゅけょうくぇ. ] ぉかういけ 
100 かっゃぇ こけ-っゃすうく っ おゃぇょさぇす-
くうはす きっすなさ くぇ うきけす ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. 
‶け ょぇくくう くぇ ╋うくうしすっさしすゃけ-

すけ くぇ いっきっょっかうっすけ う たさぇくうすっ, 
110 きかく. ょおぇ っ ちはかぇすぇ いっきは 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ¨す くっは けおけかけ 30 
きかく. ょおぇ っ けぉさぇぉけすゃぇっきぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╇きぇき ゃしはおぇおゃう ちゃっすは – う こぇかきう, う 
かうきけく, ちっかう ょなさゃっすぇ ゃ ぇこぇさすぇきっくすぇ... 
”, さぇいおぇいゃぇ 〈ぇくは. 〈っ は いぇさっあょぇす し さぇ-
ょけしす, けぉうつ う しこけおけえしすゃうっ, くけ う 〈ぇくは 
うき けすゃさなとぇ しなし しなとけすけ. ′っ しっ さぇい-
ょっかは う し ょけきぇてくうは かのぉうきっち, おけえすけ は 
つぇおぇ ょぇ しっ ゃなさくっ けす さぇぉけすぇ いぇ けぉとぇすぇ 
さぇいたけょおぇ. „╉せつっすけ きう - おぇくぇょしおぇ かう-
しうつおぇ, っ くぇえ-ゃっさくうはす きう こさうはすっか”, し 
ぇぉしけかのすくぇ せゃっさっくけしす しこけょっかは けとっ 
〈ぇくは ╉けいぇさっゃぇ.  ╁ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ 
すは っ ゃ うくすっさくっす, くけ し おくうゅぇすぇ. „¨ぉうつぇき 
きくけゅけ う ょぇ つっすぇ, うしすけさうはすぇ きう たぇさっし-

ゃぇ, ゃうくぇゅう けす くっは きけあって ょぇ くぇせつうて 
くっとけ くけゃけ”, しこけょっかは けとっ けこっさぇすけさなす 
くぇ ぇゃすけきぇすうつっく しすさせゅ, おけえすけ ういさぇぉけす-
ゃぇ つぇしすう いぇ きうくうすっ う [‶╂. ‶さうさけょぇ-
すぇ う さぇいたけょおうすっ しぇ ょさせゅぇすぇ さぇょけしす くぇ 
〈ぇくは. ╉ぇおすけ う こさぇいくうちうすっ し おけかっゅう - 
いぇょなかあうすっかくけ こけ ′けゃぇ ゅけょうくぇ, 8-きう 
きぇさす, くけ しなとけ - う ぉっい こけゃけょ. „╉けえすけ 
きけあっ ょぇ さぇぉけすう ょけぉさっ, きけあっ う ょぇ しっ 
ゃっしっかう”, せしきうたゃぇ しっ 〈ぇくは, おさなしすっくぇ 
くぇ しゃけはすぇ ぉぇぉぇ. ╉けゅぇすけ きう おぇいゃぇ すけゃぇ, 
しう しこけきくは ょっすしすゃけすけ: ”′うっ しっ せつったきっ 
けす せかうちぇすぇ. ]っゅぇ ょっちぇすぇ しっ せつぇす けす 
うくすっさくっす う くぇえ-かけてけすけ っ, つっ いぇぉさぇ-
ゃうたぇ ょぇ うゅさぇはす...!”, し ゅけさつうゃぇくぇ こさった-
ゃなさかは こけゅかっょ おなき ょくってくうは ょっく 〈ぇくは, 
おけはすけ っ いぇこぇいうかぇ ょっすしおけすけ ゃ しっぉっ しう 
し けくぇいう けすおさけゃっくけしす, せしきうゃおぇ う しゃっす-
かうくおう ゃ けつうすっ, おけうすけ ゃしっ こけ-さはょおけ 
くぇきうさぇきっ ょくっし おさぇえ しっぉっ しう. ╆ぇすけゃぇ 
しっ さぇょゃぇ くぇ けこうすうすっ ゃ „┿さしっくぇか” ょぇ 
しっ いぇこぇいはす すさぇょうちううすっ – し すぇくちけゃうは 
しなしすぇゃ, し そせすぉけかくうは けすぉけさ いぇ きかぇょっ-
あう... ╆ぇとけすけ - „┿さしっくぇか” いくぇつう きくけゅけ 
いぇ ╉ぇいぇくかなお, „┿さしっくぇか” ょぇゃぇ さぇぉけすぇ う 
すけつくけ しっゅぇ, おけゅぇすけ う すせお うきぇ こさけぉかっ-
きう う しっ くぇかぇゅぇす しなおさぇとっくうは くぇ こっさ-
しけくぇかぇ, すけつくけ しっゅぇ ╉ぇいぇくかなお ゃうあょぇ 
おけかおけ っ ゃぇあっく いぇ くっゅけ „┿さしっくぇか”, きう 
おぇいゃぇ けとっ 〈ぇくは ╉けいぇさっゃぇ けす ┿かっはすぇ 
くぇ しかぇゃぇすぇ, おなょっすけ, しこけさっょ くっは, うきぇす 
きはしすけ けとっ きくけゅけ くっえくう おけかっゅう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

С колеги 

„╅『』╊〉╅]” 』¨ 《』【╅╇╅...
′け ょくっし きくけゅけ けす くっとぇすぇ 

ゃっつっ しぇ いぇゅせぉっくう. ╁ しっゅぇて-
くうは あうゃけす くっ きせ たぇさっしゃぇ, つっ 
ゅさうあぇすぇ いぇ さっょけゃうは つけゃっお 
ゃっつっ は くはきぇ, つっ くっ きけあって ょぇ 
しう こけいゃけかうて こけつうゃおぇ こさっい 
けすこせしおうすっ, つっ しっ さぇぉけすう いぇ 
っょうくうは たかはぉ: ”〈させょくけ しっ あう-
ゃっっ.” ¨しけぉっくけ し こっくしうう. „′け, 
おぇすけ いくぇき おぇお  たけさぇすぇ ういくっ-
きけゅゃぇす, くうっ しなし しなこさせゅぇすぇ しっ 
しこさぇゃはきっ. ‶さけういゃっあょぇきっ しう 
くぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ う きっしけ, う 
こかけょけゃっ, う いっかっくつせちう...”, くっ 
さけこすぇっ ぉうゃてうはす こさけそしなのいっく 
ょっはすっか, おけえすけ しっ すっさいぇっ, つっ 
”ょくっし ぉなかゅぇさしおうはす くぇさけょ うい-
くっきけゅゃぇ”. ′ぇゃさっきっすけ くはきぇかけ 
しすけおう, けぉぇつっ こけ-しすさぇてくけすけ 
いぇ ╋うすっゃ ょくっし っ, おけゅぇすけ くはきぇ 
こぇさう. ╆ぇすけゃぇ ╋うすっゃ おぇいゃぇ: 
”′けしすぇかゅうはすぇ けとっ きっ ょなさ-
あう!”. ]っゅぇ - くはきぇ ゃいぇうきけこけ-

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2
¨ょっしぇ, しさっとうすっ し おけかっゅう – 
しうくょうおぇかうしすう ゃ ┿くおぇさぇ, くぇ-
せつくけ-すったくうつっしおけすけ けぉせつっくうっ 
こけ かうくうは くぇ ′〈] ゃ ╋けしおゃぇ... 
′ぇ こぇさぇたけょぇ ょけ ]けつう ょけさう しっ 
けおぇいぇか こなさゃう こぇしぇあっさ, っおう-
こぇあなす ゅけ こけしさっとくぇか くぇ すなさ-
あっしすゃっくぇ ゃっつっさは, こけ しすぇさけ 
こけゃっさうっ - し すけさすぇ う ぉせすうかおぇ 
てぇきこぇくしおけ „いぇ おぇょっき” くぇ こな-
すせゃぇくっすけ. ′はおけゅぇ くぇえ-きかぇ-
ょうはす さなおけゃけょうすっか ゃ こさけそ-
しなのいうすっ - っょゃぇ 29-ゅけょうてっく, 
おけえすけ ゃしっ しっ けぉぇあょぇか し さっ-
こかうおう おなき こけ-ゃないさぇしすくうすっ, 
けしすぇゃぇ ゃ すぇは さぇぉけすぇ 15 ゅけょう-
くう - しさっょ たけさぇすぇ, し すったくうすっ 
くせあょう. ╉ぇおゃけ かう くっ しっ くぇかぇ-
ゅぇかけ ょぇ こさぇゃう, ゃけょうか ょぇあっ 
ゅさせこぇ せつっくうちう - ぇおけさょっけくう-
しすう ゃ ╋けかょけゃぇ う [せきなくうは. ′け 
いぇ 》さうしすけ ╋うすっゃ さぇぉけすぇすぇ ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ しなとけ っ うい-

くぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈け ぉうかけ こかぇす-
そけさきう けす おぇきうけくう, すけ ぉうかけ 
ゃないしすぇくけゃおぇ くぇ おさぇえちっさぇ 
„┿ゃさけさぇ”..., くけ „たけさぇすぇ しっ 
さぇょゃぇたぇ, うきぇてっ こさぇいくうつくけしす 
う すなさあっしすゃっくけしす, おぇおゃぇすけ 
しっゅぇ かうこしゃぇ”, おぇいゃぇ こさけそしな-
のいくうはす ょっはすっか.
╃ゃぇきぇすぇ きせ しうくぇ しなとけ 

こさけぉゃぇかう ゃ „┿さしっくぇか”, くけ こさう  
おさういぇすぇ ゃ ぉさぇくてぇ けす くぇつぇかけ-
すけ くぇ 2000-ゅけょうくぇ ういぉさぇかう 
ょぇ しすぇくぇす おぇょさけゃう ゃけえくうちう.
„〉ょけゃかっすゃけさっく しなき けす あう-

ゃけすぇ”, いぇおかのつぇゃぇ しこけおけえくけ 
ぇさしっくぇかっちなす 》さうしすけ ╋うすっゃ, 
おけえすけ こぇいう ゃ しなさちっすけ しう っょくぇ 
きくけゅけ ちっくくぇ さけょしすゃっくぇ ゃさない-
おぇ, し おけはすけ しっ ゅけさょっっ う おけはすけ 
きせ ょぇゃぇ こけしけおう ゃ あうゃけすぇ - 
さけょくうくしすゃけすけ し 』せょけきうさ, くぇ 
おけゅけすけ っ こかっきっくくうお.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

きけと きっあょせ たけさぇすぇ, ょせたなす くぇ 
おけかっおすうゃういなき きせ かうこしゃぇ, ゃは-
さぇすぇ う しうゅせさくけしすすぇ, つっ きけあって 
ょぇ しっ けこさって くぇ ょさせゅうは: ”′っ 
しう こけきぇゅぇす たけさぇすぇ ゃっつっ...”.
╁ しこけきっくうすっ くぇ 》さうしすけ ╋う-

すっゃ けしすぇゃぇす けとっ: けこうすなす くぇ 
さなおけゃけょうすっかう う けぉとっしすゃっくう 
ょっはすっかう, けす おけうすけ しっ っ せつうか, 
し おけうすけ しぇ こさぇゃうかう くっとぇすぇ 
いぇっょくけ - ╇ゃぇく ╃けつっゃ, ]ぇてけ 
╃うきうすさけゃ, ╀けくつけ ‶っしっゃ, ╂ぇく-
つけ ╊ぇいぇさけゃ, ╂ぇくつけ ]すけえつっゃ, 
けしけぉっくけ こさけそこさっょしっょぇすっかはす 
╃っくぬけ ╃うきうすさけゃ, いぇ おけゅけすけ 
おぇいゃぇかう: ”╀ぇえ ╃っくぬけ ょぇゃぇ 
あうゃけす”.

╇ たせぉぇゃけすけ けす けくけゃぇ ゃさっ-
きっ ゅけ すけこかう

‶さけそしなのいくうすっ っおしおせさいうう, 
しっきうくぇさう, けぉせつっくうは ゃ ╃さっい-
ょっく, ╊ぇえこちうゅ, ]けつう, ]せたせきう, 

すけつくうお くぇ しおなこう しこけきっくう う 
しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ せくうおぇかくう 
そぇおすう.

╁ „┿さしっくぇか” こさぇゃうかう 
しぇさおけそぇゅぇ いぇ ╂っけさゅう ╃う-
きうすさけゃ

]ぇさおけそぇゅなす いぇ きぇゃいけかっは しっ 
こけょきっくはか ちはかけしすくけ こさっい くは-
おけかおけ ゅけょうくう. ╁ おさぇは くぇ 70-
すっ ゅけょうくう ゃないかけあうかう すぇいう 
けすゅけゃけさくぇ いぇょぇつぇ ういちはかけ くぇ 
╆ぇゃけょ 5, しこけきくは しう 》さうしすけ 
╋うすっゃ. ]ぇさおけそぇゅなす ぉうか うい-
ちはかけ けす くっさなあょぇゃっえおぇ.
]こけきくは しう し せょうゃかっくうっ う 

いぇ „すさけてっくっすけ くぇ こぇさう” こけ 
きぇくうそっしすぇちうう. ╆ぇ おけしすのきう-
すっ う ぇすさうぉせすうすっ いぇ „あうゃうすっ 
おぇさすうくう”, おけうすけ ぇさしっくぇかちう 
ょっきけくしすさうさぇかう こさっょ こなさゃうすっ 
ゃなゃ ゃかぇしすすぇ, おぇつっくう くぇ けそう-
ちうぇかくぇすぇ すさうぉせくぇ ゃ ちっくすなさぇ 
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

25 そっゃさせぇさう - 1896 - [けょっく っ 『ゃっすぇく ╊ぇいぇさけゃ, しないょぇすっか 
くぇ ぉなかゅぇさしおうは しぇきけかっす ╊┿╆; 1836 - ]áきのっか ╉けかす こけかせつぇゃぇ 
こぇすっくす いぇ さっゃけかゃっさぇ しう 45-すう おぇかうぉなさ; 1873 - [けょっく っ ╄くさう-
おけ ╉ぇさせいけ - うすぇかうぇくしおう こっゃっち, すっくけさ し せくうおぇかっく ゅかぇし.
26 そっゃさせぇさう - ]うさくう いぇゅけゃっいくう, ‶さけておぇ; 1861 - [けょっく 

っ おくはい 《っさょうくぇくょ ┶; 1961 - ╁ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ っ けすおさうすぇ こなさゃぇすぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは ぇしすさけくけきうつっしおぇ けぉしっさゃぇすけさうは; 1829 - [けょっく っ 
╊っゃう ]すさけし - しないょぇすっか くぇ ょなくおけゃうすっ けぉかっおかぇ.
27 そっゃさせぇさう - 1902 - [けょっく っ ぇきっさうおぇくしおうはす こうしぇすっか- くけ-

ぉっかうしす ╃あけく ]すぇえくぉっお; 1912 - [けょっくぇ っ ╄かういぇぉっす 〈っえかなさ; 
1920 - 〉きうさぇ ]すっそぇく ‶けこけゃ - ょさぇきぇすうつっく ぇさすうしす う さっあうしぬけさ, 
さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお, っょうく けす けしくけゃぇすっかうすっ くぇ ′ぇさけょくうは すっぇすなさ 
ゃ ]けそうは. 
28 そっゃさせぇさう - 1967 - ¨しくけゃぇく っ 〈っぇすなさ “]なかいぇ う しきはた“ ゃ 

]けそうは; 1066 - ̈ すおさうすぇ っ しゅさぇょぇすぇ くぇ 〉っしすきうくしすなさしおけすけ ぇぉぇす-
しすゃけ, おなょっすけ しっ おけさけくはしゃぇす ぇくゅかうえしおうすっ おさぇかっ う しっ こけゅさっぉゃぇす 
いくぇきっくうすう かうつくけしすう; 1905 - 〉きうさぇ ╉けしすぇ ╊っおけゃ - きっしすっく けこ-
なかつっくっち; 2007 - ‶けつうくぇ 『ゃはすおけ ╂っけさゅうっゃ - ╀ぇえ 『ゃはすおけ, おけかけ-
っいょぇつ けす ╉ぇいぇくかなお, ょゃせおさぇすっく ╀ぇかおぇくしおう てぇきこうけく.
29 そっゃさせぇさう - 46 ゅ. こさ. 》さ. - ╉なき 28-すっ ょくう くぇ きっしっち そっゃ-

させぇさう さうきしおうすっ あさっちう ょけぉぇゃはす けとっ っょうく ょっく /こさっい 4 ゅけょう-
くう/, いぇ ょぇ くっ しっ さぇいきうくぇゃぇす おぇかっくょぇさくうすっ う ぇしすさけくけきうつっしおう-
すっ ょぇすう. ]かっょ こさっきうくぇゃぇくっすけ おなき ╂さっゅけさうぇくしおうは おぇかっくょぇさ, 
けす すけゃぇ こさぇゃうかけ しぇ ういおかのつっくう ゅけょうくうすっ, し おけうすけ いぇこけつゃぇ くけゃ 
ゃっお う おけうすけ くっ しっ ょっかはす くぇ 400. 
01 きぇさす - ╋ぇさすぇ; ╃っく くぇ かのぉうすっかしおけすけ すゃけさつっしすゃけ; 

]ゃっすけゃっく ょっく くぇ ゅさぇあょぇくしおぇすぇ いぇとうすぇ; ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく くぇ ちゃっすくけおけあうすっ あっくう; 1879 - さけょっく  ┿かっおしぇくょなさ 
]すぇきぉけかうえしおう; 1943 - [けょっく ょ-さ ╂っけさゅう ╉うすけゃ - ぇさたっけかけゅ, 
こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお, こけつ. こさっい 2008 ゅ.
02 きぇさす - 1982 - 〉きうさぇ 《うかうこ ╉せすっゃ; 1949 - ╇いゃなさてっく っ 

こなさゃうはす けおけかけしゃっすしおう しぇきけかっすっく こけかっす ぉっい こさっおなしゃぇくっ - 94 
つぇしぇ; 1992 - ╆ぇこけつゃぇ ╂さぇあょぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ ゃ ╀けしくぇ. 
03 きぇさす - ′ぇちうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇ-

さうは; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きけかうすゃぇ いぇ あっくぇすぇ; 1856 
- [けょっく っ ╋うくつけ ╉ぇかそけゃ - けこなかつっくっち けす おぇいぇくかなておけ.
04 きぇさす - 1852 - 〉きうさぇ させしおうはす こうしぇすっか ′うおけかぇえ ╁. ╂けゅけか; 

1877 - ┿きっさうおぇくしおうはす ういけぉさっすぇすっか ╄きうか ╀っさかうくっさ こぇすっくすけ-
ゃぇ きうおさけそけくぇ; 2005 - ╁ ╇さぇお いぇゅうくぇ きか. しっさあぇくす ╂なさょう ╂なさ-
ょっゃ, さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお, あうゃっっと ゃ し. ╃けかくけ ]ぇたさぇくっ.
05 きぇさす - 1942 - ‶け ゃさっきっ くぇ ぉかけおぇょぇすぇ くぇ ╊っくうくゅさぇょ っ 

こさっきうっさぇすぇ くぇ V┶┶ しうきそけくうは くぇ ╃きうすさうえ 【けしすぇおけゃうつ; 2003 
- ′ぇ ╋ぇさし っ けすおさうすけ いぇきさないくぇかけ っいっさけ.
06 きぇさす - 1619 - [けょっく っ そさっくしおうはす ぉっかっすさうしす う ょさぇきぇすせさゅ 

]うさぇくけ ょぬけ ╀っさあっさぇお, こさっょかけあうか 7 くぇつうくぇ ょぇ しっ しすうゅくっ ょけ 
╊せくぇすぇ.
07 きぇさす - 321 - ‶け いぇこけゃっょ くぇ さうきしおうは うきこっさぇすけさ ╉けく-

しすぇくすうく くっょっかはすぇ っ けぉはゃっくぇ いぇ こけつうゃっく ょっく; 1809 - 〉きうさぇ 
ういけぉさっすぇすっかはす くぇ こぇさぇてせすぇ ╅ぇく-‶うっさ ╀かぇくてぇさ; 1875 - [け-
ょっく っ ╋けさうし [ぇゃっか, ぇゃすけさ くぇ こさけつせすけすけ “╀けかっさけ”. ╇ょっはすぇ いぇ 
くぇこうしゃぇくっすけ きせ ょけてかぇ, おけゅぇすけ くぇぉかのょぇゃぇか さぇいすけこっくうは きっすぇか 
ゃ っょうく かっはさしおう ちった; 1876 - ┿かっおしぇくょなさ ╀っか こけかせつぇゃぇ こぇすっくす 
わ 174 465 いぇ しゃけっすけ ういけぉさっすっくうっ - すっかっそけくぇ; 2003 - ╁ ┿ゃ-
しすさうは っ ういゃなさてっくぇ こなさゃぇすぇ たうさせさゅうつっしおぇ すさぇくしこかぇくすぇちうは くぇ 
ょゃっ さなちっ. 
08 きぇさす - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ あっくぇすぇ, こさぇいくせゃぇ しっ 

いぇ こなさゃう こなす こさっい 1911, ゃ ╀なかゅぇさうは しっ こさぇいくせゃぇ けす 1914 ゅ. 
‶さっい 1977 ゅ. ̈ ¨′ ゅけ こさけゃないゅかぇしはゃぇ いぇ ╃っく いぇ いぇとうすぇ こさぇゃぇすぇ 
くぇ あっくうすっ う しゃっすけゃくうは きうさ; 1929 - [けょっく っ ゃうょくうはす けこっさっ-
すっく ぇさすうしす ╁うょっく ╃ぇしおぇかけゃ, せきうさぇ 2001 ゅ.; 2002 - ‶けつうくぇ 
ういすなおくぇすうはす おぇいぇくかなておう つうすぇかうとっく う すっぇすさぇかっく ょっっち ╀けくつけ 
『ゃっすおけゃ. 
09 きぇさす - ╋かぇょっくちう; ╃っく くぇ ょうょあっは; 1822 - 』ぇさかし 

╂さっなき こけかせつぇゃぇ こぇすっくす いぇ しないょぇょっくうすっ けす くっゅけ ういおせしすゃっくう 
いなぉう; 1934 - [けょっく っ ぃさうえ ╂ぇゅぇさうく; 1959 - ╁ きぇゅぇいうくうすっ ゃ 
]┿】 いぇ こなさゃう こなす しっ こけはゃはゃぇ おせおかぇすぇ ╀ぇさぉう.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

》『《〈╊〉¨｠╅ を╊〉¨【╊
》あおせあにあ てあさつけてか くあ てちそてそあちせそ たちあうそ
〈けえ ぇさゅせきっくすうさぇ くぇきぇかはゃぇ-

くっすけ くぇ すぇおしうすっ う し ゃかけてっ-
くうすっ せしかけゃうは, こさう おけうすけ すなさ-
ゅけゃちうすっ さぇぉけすはす こけ ゃさっきっ くぇ 
おさういぇ. ‶さっょ ╉けしっゃ たけすっかう-
っさうすっ しぇ しこけょっかうかう きくっくうっ-
すけ しう, つっ いぇ すはた すせさうしすうつっ-
しおうはす ょぇくなお, おけえすけ こかぇとぇす, 
っ ゃうしけお, くけ すっ ゃっつっ しぇ こさけ-
こせしくぇかう いぇおけくけゃうは しさけお ょぇ 
うしおぇす こさけきはくぇ ゃ しすぇゃおぇすぇ, 
しすぇくぇ はしくけ くぇ こさっしおけくそっ-
さっくちうは ゃ ¨ぉとう-
くぇすぇ ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ そっゃさせぇさう. 
╁っさけはすくけ けす 
]ょさせあっくうっすけ 
とっ こさっょこさうっ-
きぇす うしおぇくっ いぇ 
しゃぇかはくっ くぇ すせ-
さ う し す う つ っ し お う は 
ょぇくなお, くけ いぇ 
しかっょゃぇとぇすぇ ぉの-
ょあっすくぇ ゅけょうくぇ. 
╁ けすゅけゃけさ くぇ 
うおけくけきうつっしおぇ-
すぇ おさういぇ ¨ぉ-
とうくぇすぇ けしすぇゃは 
しなとうすっ ちっくう くぇ 
さぇいさってうすっかくう-
すっ いぇ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ くぇ いぇゃっ-
ょっくうはすぇ. 〈っ とっ 
しっ ういょぇゃぇす こぇお いぇ 20 かゃ. 
╁ょうゅぇ しっ ちっくぇすぇ くぇ ゅさけぉくう-

すっ きっしすぇ
╂さけぉくうすっ きっしすぇ いぇ ゃっつくう 

ゃさっきっくぇ ゃ 19-すっ くぇしっかっ-
くう きっしすぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお ゃっつっ とっ しっ こかぇとぇす こけ 
25 かっゃぇ いぇ ゃっつくう ゃさっきっくぇ, 
ゃきっしすけ ょけしっゅぇてくうすっ 18 ょけ 
15 ゅけょうくう. 〉しかせゅぇすぇ とっ しっ 
こさけょぇゃぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ いぇ 10 
かゃ., こさう しすぇさぇ ちっくぇ けす 3.60 
かゃ. ′ぇ おぇいぇくかなておうすっ ゅさけぉう-
とぇ ゅさけぉくけ きはしすけ いぇ 15 ゅけょう-
くう ゃっつっ とっ しすさせゃぇ 20 かゃ., ぇ 
くっ おぇおすけ ょけ しっゅぇ – 12, おけえすけ 
おせこせゃぇ ゅさけぉ いぇ ゃっつくう ゃさっきっ-
くぇ, とっ こかぇとぇ こけ 70 かゃ., し 10 
かゃ. こけ-しおなこけ けす しっゅぇ. ]おう-
ちぇ し せおぇいぇくうは いぇ いぇしすさけっくぇ 
こかけと, ういょぇょっくぇ けす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, ゃっつっ とっ しすさせゃぇ 30 
かゃ. ゃきっしすけ ょけしっゅぇてくうすっ 20, 
しおうちぇすぇ くぇ くっょゃうあうき うきけす – 
15 ゃきっしすけ 10, こさっいぇゃっさおぇすぇ 
とっ しすぇゃぇ しさっとせ 5 かゃ., ぇ くっ 
おぇおすけ ょけ しっゅぇ – いぇ こけ 3 かゃ. 
′けゃう ちっくう くぇ こけゃっつっすけ けす 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ せしかせゅう, 
ういゃなさてゃぇくう けす ̈ ぉとうくぇすぇ, しぇ 
こさっょゃうょっくう こけつすう こけ ゃしうつおう 
くぇこさぇゃかっくうは. 

]ゃぇすぉうすっ ゃ ¨ぉとうくぇすぇ とっ 
しすさせゃぇす こぇお こけ 30 かっゃぇ
╆ぇこぇいゃぇ しっ ちっくぇすぇ くぇ しゃぇす-

ぉっくうは ゅさぇあょぇくしおう さうすせぇか 
– 30 かゃ., し 1 かっゃ しっ ゃょうゅぇす 
ういょぇゃぇくっすけ くぇ ぇおす いぇ さぇあょぇ-
くっ, おけえすけ しすぇゃぇ 4 かゃ., せょけし-
すけゃっさっくうっすけ いぇ ぉさぇお – しなとけ 
4 かゃ., すけかおけゃぇ しすさせゃぇ ゃっつっ う 
ういょぇゃぇくっすけ くぇ しきなさすっく ぇおす. 
╃ゃけえくけ しっ ゃょうゅぇ こさけこせしおなす 
いぇ ぉぇくおうすっ いぇ ちっくすさぇかくぇすぇ 

ゅさぇょしおぇ つぇしす – けす 60 かゃ. くぇ 
100 かゃ. きっしっつくけ, こけしおなこゃぇす 
う さぇいさってうすっかくうすっ いぇ さぇいこけ-
かぇゅぇくっ くぇ しすさけうすっかくう きぇすっ-
さうぇかう くぇ けぉとうくしおう こかけとう.
‶けしすぇゃはくっすけ くぇ おぇそっきぇてう-

くう  う ゅさうか いぇ こっつっくう こうかっすぇ 
こけ せかうちうすっ とっ しすぇゃぇ ゃっつっ いぇ 
こけ 60 かゃ. くぇ きっしっち ゃ ちっくすなさぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, 50 - ゃなゃ ゃすけ-
さぇ いけくぇ, 40 – ゃ すさっすぇ, 30 – 
ゃ おさぇえくうすっ おゃぇさすぇかう. ]おぇつぇ 
ょさぇしすうつくけ ちっくぇすぇ いぇ ‶けょさけ-
ぉっく せしすさけえしすゃっく こかぇく ういゃなく 
さっゅせかぇちうは – けす 30 くぇ 200 
かゃ. ]おかぇょうさぇくっすけ くぇ しすさけ-
うすっかくう きぇすっさうぇかう こけ すさけ-
すけぇさうすっ しなとけ しっ いぇゃうてぇゃぇ, 
くけ くっいくぇつうすっかくけ. 〈ぇおしぇすぇ いぇ 
こけかいゃぇくっすけ くぇ せかうちう けしすぇゃぇ 
しなとぇすぇ. ¨しゃけぉけあょぇゃぇくっすけ 
くぇ くぇさせてうすっかうすっ けす しおけぉうすっ, 
こけしすぇゃっくう けす ¨ぉとうくしおけすけ 
いゃっくけ いぇ くっこさぇゃうかくけ こぇさおう-
さぇくっ, しすぇゃぇ ゃっつっ しさっとせ ゅかけ-
ぉぇ けす 10 かゃ., ぇ くっ おぇおすけ ょけ 
しっゅぇ – しさっとせ 5 かゃ. 

╁なゃっあょぇす しっ くぇえ-こけしかっ 
こぇおっすくう ちっくう ゃ きせいっは

8 かゃ. とっ しすさせゃぇ こぇおっすなす いぇ 

ゃないさぇしすくう いぇ けぉとけ 4 けぉっお-
すぇ: ‶けしすけはくくぇすぇ っおしこけいう-
ちうは くぇ ╋せいっは, ╄すくけゅさぇそしおうは 
おけきこかっおし, ╋せいっは くぇ さけいぇすぇ 
う ╉けこうっすけ くぇ 〈さぇおうえしおぇすぇ 
ゅさけぉくうちぇ くぇ 〈のかぉっすけ. ╁な-
ゃっあょぇす しっ う しっきっえくう こぇおっすう, 
こさう おけうすけ ぉうかっすなす しすぇゃぇ こけ 
1 かゃ. いぇ ゃしっおう けぉっおす, おぇお-
すけ いぇ ゃないさぇしすくう, すぇおぇ う いぇ 
ょっちぇ. ╃けしっゅぇ ゃ きせいっは しっ こかぇ-
とぇてっ いぇ ゃないさぇしすくう こけ 2 かゃ. 

]すさけゅけ しっ さっゅかぇ-
きっくすうさぇす う ちっくう-
すっ くぇ すっぇすさぇかくうすっ 
ぉうかっすう くぇ ¨ぉとうく-
しおう すっぇすなさ „╊のぉけ-
きうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ”. 
[っょけゃくう ちっくう – こけ 
2.50 かゃ. いぇ ょっちぇ, 
いぇ せつっくうちう う こっく-
しうけくっさう – こけ 3.00 
かゃ., いぇ ゃないさぇしすくう 
– こけ 5 かゃ. ‶さっきう-
っさくうすっ ちっくう しぇ こけ-
ゃうしけおう. 〉つっくうちう 
う こっくしうけくっさう とっ 
たけょはす くぇ こさっきうっ-
さう し ゃたけょ こけ 4 かゃ., 
ゃないさぇしすくうすっ – こけ 
6 かゃ. ‶さう けさゅぇくう-
いうさぇくう こけしっとっくうは 

こけ ょけゅけゃぇさはくっ しっ ょけこせしおぇ 
くぇきぇかっくうっ くぇ こぇおっすぇ いぇ ゅさせ-
こぇすぇ ょけ 50%.

╆ぇ こさなゃ こなす ¨ぉとうくぇすぇ 
けこさっょっかは ちっくう くぇ ぉうかっ-

すうすっ いぇ おけくおせさしうすっ „『ぇ-

さうちぇ [けいぇ”

╁たけょなす いぇ てけせすけ しっ おけゃっ けす 
15 かゃ. ょけ 5 かゃ., ゃ いぇゃうしうきけしす 
けす きっしすぇすぇ ゃ いぇかぇすぇ いぇ おけく-
おせさしぇ いぇ „『ぇさうちぇ [けいぇ”. ╆ぇ 
„╋うくう ╋うし” ぉうかっすうすっ しぇ けす 
10 かゃ. ょけ 3 かゃ. ]こっおすぇおかう-
すっ う おけくちっさすうすっ くぇ けすおさうすけ 
とっ しっ ゅかっょぇす けす しっょはとぇ こせぉ-
かうおぇ こけ ゃさっきっ くぇ ‶さぇいくう-
おぇ くぇ さけいぇすぇ しさっとせ 15 かゃ., 
こさぇゃけしすけはとうすっ とっ こかぇとぇす 
7 かゃ. ′ぇ いぇおさうすけ おけくちっさすう-
すっ ゃ さぇきおうすっ くぇ ‶さぇいくうおぇ しぇ 
し ぉうかっすう けす 5 ょけ 15 かゃ. 】っ 
しっ こかぇとぇ う いぇしくうきぇくっすけ し 
そけすけぇこぇさぇす くぇ しなぉうすうはすぇ けす 
‶さぇいくうおぇ – こけ 20 かゃ., ゃうょっけ-
いぇしくっきぇくっすけ っ こけ-しおなこけ – こけ 
35 かゃ. [うすせぇかくけすけ さけいけゃぇさっ-
くっ とっ しっ ゅかっょぇ いぇ こけ 8 かゃ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

‶さっょかけあっくうっ くぇ けぉとうくしおうは しなゃっすくうお けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, くぇこさぇゃっくけ ゃ こけうしおぇくぇすぇ こぇせいぇ くぇ こけしかっょくぇすぇ 

しっしうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, ういゃぇょう けす いぇょなくっくぇすぇ せかうちぇ しすぇさっえてうくうすっ, 
けおぇいぇかう しっ ゃ すぇいう しうすせぇちうは, しかっょ おぇすけ ういくっくぇょゃぇとけ, ゃ こけしかっょくうは きけきっくす, 
こけ つか. 64 けす ‶さぇゃうかくうおぇ くぇ ¨ぉ], けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ ゃくっしっ いぇ ょっぉぇす 
う さってっくうっ こさっょかけあっくうっすけ くぇ ╉けくしけさちうせきぇ けす ぇゃすけぉせしくう そうさきう, ういゃなさて-
ゃぇとう こさっゃけい ゃ けぉとっしすゃっくうは すさぇくしこけさす くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ せゃっかうつっくうっ くぇ 
ぉうかっすうすっ ゃ ゅさぇょしおうは う きっあょせしっかうとっく すさぇくしこけさす. ‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ うしおぇ-
くっ ぉはたぇ ゃくっしっくう う ょゃっ さぇいかうつくう こけ たぇさぇおすっさ こさっょかけあっくうは くぇ おきっすぇ くぇ 
けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ いぇしっょぇくうっすけ しすぇくぇ はしくけ, つっ ゃなこさけしなす いぇ うしおぇくけすけ せゃっかう-

つっくうっ くぇ ちっくうすっ くっ っ さぇいゅかっあょぇく ゃ こけしすけはくくうすっ おけきうしうう くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす. ‶け ゃなこさけしぇ くっ っ しなぉうさぇくぇ う ゃけょっとぇすぇ おけきうしうは - こけ すさぇくしこけさす, 
ゃなこさっおう つっ こうしきけすけ けす しすさぇくぇ くぇ こさっゃけいゃぇつうすっ し せゃっょけきかっくうっ いぇ こさっょしすけ-
はとけすけ せゃっかうつっくうっ くぇ ちっくうすっ くぇ ぉうかっすうすっ っ ゃくっしっくけ けとっ くぇ 11-すう はくせぇさう 
ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ]かっょ すぇいう ょぇすぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
う ╉けくしけさちうせきぇ しぇ こさけゃっかう くはおけかおけ しさっとう, くけ ぉっい ょぇ しっ しすうゅくっ ょけ  けおけく-
つぇすっかくけ しこけさぇいせきっくうっ.
‶け ゃなこさけしぇ 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 ぉっ せこさっおくぇすぇ けす けぉ-

とうくしおう しなゃっすくうちう, つっ こさったゃなさかは ゅけさっとうは おぇさすけそ くぇ すはた, ゃくぇしはえおう ょゃっ 
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‶け すけいう くぇつうく, ゃ しさぇゃくっくうっ 
し ょさせゅうすっ けぉかぇしすう ゃ しすさぇくぇ-
すぇ, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しっ くぇさっあょぇ 
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くぇ 3-すけ きはしすけ こけ いぇこかぇとぇくっ 
くぇ すさせょぇ. ]こさはきけ こさっょたけょ-
くけすけ すさうきっしっつうっ いぇこかぇすぇすぇ 

ゃ けぉかぇしすすぇ しっ っ せゃっかうつうかぇ し 
24 かゃ., ぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し つっす-
ゃなさすけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2010 
ゅけょうくぇ - し 57 かゃ.
‶け-ゃうしけおうはす さぇいきっさ くぇ 

いぇこかぇとぇくっすけ ゃ さっゅうけくぇ しっ 
ょなかあう けしくけゃくけ くぇ ゃうしけおうすっ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうは ゃ きうくうすっ 
う ゃ くはおけう けすょっかくう そうさきう 
う うくしすうすせちうう けす けぉかぇしすすぇ, 
こさけういゃっあょぇとう ゃうしけおけすった-
くけかけゅうつくぇ すったくうおぇ, う ゃ ょさせ-
あっしすゃぇすぇ けす っかっおすさけさぇいこさっ-
ょっかうすっかくうは しっおすけさ. ╁ すっいう 
しそっさう いぇこかぇすうすっ しすうゅぇす くうゃけ 
ょけ 1300 - 1700 かっゃぇ. ]さっょ-
くうすっ いぇこかぇすう ゃ さぇいかうつくうすっ 
けすさぇしかう ゃ さっゅうけくぇ しっ ょゃうあぇす 
きっあょせ 530 う 700 かっゃぇ. ╁ すぇ-
おうゃぇ さぇいきっさう しぇ う きぇしけゃうすっ 
いぇこかぇすう くぇ さぇぉけすっとうすっ けす 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁なこさっおう 
すけゃぇ ゃ ょあけぉぇ くぇ さぇぉけすっとう-
すっ つっしすけ こけこぇょぇす う こけ-きぇかおう 

しせきう, こさっょゃうょ さぇいかうつくうすっ 
ょぇくなつくう けすつうしかっくうは, おけう-
すけ しっ  こさぇゃはす けす いぇこかぇすうすっ. 
〈ぇおぇ くぇ こさぇおすうおぇ, しこけさっょ 
しすぇすうしすうおぇすぇ, しきっ ぉけゅぇすう, ぇ 
しこけさっょ ょあけぉぇ - ぉっょくう. 
╃ぇくくうすっ いぇ しすさぇくぇすぇ しけつぇす, 

つっ しこさはきけ こけしかっょくけすけ すさう-
きっしっつうっ くぇ 2010 ゅ. しさっょくぇ-
すぇ きっしっつくぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ 
こさっい つっすゃなさすけすけ すさうきっしっつうっ 
くぇ 2011 ゅ. ゃ けぉとっしすゃっくうは 
しっおすけさ くぇさぇしすゃぇ し 4.2%, ぇ ゃ 
つぇしすくうは しっおすけさ - し 10.5%.
╁ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけ-

ょうくぇ くぇっすうすっ こけ すさせょけゃけ う 
しかせあっぉくけ こさぇゃけけすくけてっくうっ 
ゃ けぉかぇしすすぇ しぇ ぉうかう 100 104 
かうちぇ, おぇすけ しこさはきけ きっしっち くけ-
っきゃさう しっ けすつうすぇ くぇきぇかっくうっ 
し 1634-きぇ ょせてう.
‶なさゃうすっ ょゃぇ きっしっちぇ くぇ くけ-

ゃぇすぇ ゅけょうくぇ しなとけ ぉっかっあぇす 
しすぇゅくぇちうは くぇ すさせょけゃうは こぇ-

いぇさ. ]さっょくけ こけ 9 さぇぉけすくう-
ちう しっ おけくおせさうさぇす いぇ っょくけ 
さぇぉけすくけ きはしすけ, おぇすけ うきぇ う 
しそっさう, ゃ おけうすけ おぇくょうょぇすうすっ 
いぇ っょくけ さぇぉけすくけ きはしすけ しぇ こけ-
ゃっつっ けす 13.
147 しぇ しゃけぉけょくうすっ さぇぉけすくう 

きっしすぇ おなき 20-すう そっゃさせぇさう, 
けぉはゃっくう けす おぇいぇくかなておぇすぇ 
ょうさっおちうは くぇ „╀のさけ こけ すさせ-
ょぇ”. ¨す すはた, けぉぇつっ, しぇきけ 3 
しぇ いぇ ゃうしてうしすう. ¨しすぇくぇかうすっ 
しぇ いぇ さぇぉけすくうちう し けしくけゃくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ - 104 けす けぉとけ 
けぉはゃっくうすっ さぇぉけすくう きっしすぇ. 
╆ぇ 15 けす けしすぇくぇかうすっ さぇぉけす-
くう きっしすぇ しっ ういうしおゃぇ おゃぇかう-
そうおぇちうは う けこさっょっかっく けこうす ゃ 
しなけすゃっすくぇすぇ さぇぉけすぇ. 
‶け すさぇょうちうは, さぇぉけすくうすっ 

こけいうちうう, くっういうしおゃぇとう しこっ-
ちうぇかくう せきっくうは, くっ くけしはす ゃう-
しけおう ょけたけょう. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

33 647 744 かゃ. っ さぇいきっさなす 
くぇ ぉのょあっすぇ いぇ 2012 ゅけょうくぇ 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ 
ぉっ こさうっす くぇ ゃすけさけ つっすっくっ くぇ 
いぇしっょぇくうっ くぇ きっしすくうは こぇさ-
かぇきっくす.
]さっょしすゃぇすぇ いぇ ょっかっゅうさぇくう-

すっ ょなさあぇゃくう ょっえくけしすう しぇ 18 
810 073 かゃ., ぇ いぇ きっしすくうすっ 
ょっえくけしすう - 14 837 671 かゃ.
╁ くっゅけ 270 たうかはょう かっゃぇ, 

おぇすけ ょっかっゅうさぇくう ぉのょあっすう 
いぇ おきっすしすゃぇすぇ, とっ しっ さぇい-
こさっょっかはす くぇ ぉぇいぇ さっゅうしすさう-
さぇくう あうすっかう こけ こけしすけはくっく 
ぇょさっし いぇ ゃしはおけ くぇしっかっくけ 
きはしすけ.
]なゃっすくうちうすっ けす ╄╉ けこさっょっ-

かうたぇ ぉのょあっすぇ おぇすけ くぇこさっゅ-
くぇす う おさういうしっく ゃなゃ ゃしうつおう 
しそっさう. 
]こけさっょ ╉さぇしうきうさぇ 》ぇさう-

いぇくけゃぇ, けぉとうくしおう しなゃっすくうお 
けす ╄╉: 

こさけすうゃけこけかけあくう さってっくうは う くっ いくぇっ おぇおゃけ ょぇ こさっょこさうっきっ ゃ しないょぇかぇすぇ しっ 
ゃっつっ しうすせぇちうは. 
¨とっ くぇ 14-すう そっゃさせぇさう っょくけしすさぇくくけ ぇゃすけぉせしくうすっ こさっゃけいゃぇつう せゃっかうつうたぇ 

ちっくうすっ くぇ ぉうかっすうすっ ゃ ゅさぇょしおうは う きっあょせしっかうとっく すさぇくしこけさす  しさっょくけ し 20%, 
おぇすけ いぇ くはおけう かうくうう ぉうかっすうすっ ぉはたぇ せゃっかうつっくう し 13%, ぇ いぇ ょさせゅう し 23%. ′ぇ 
ぉぇいぇ すけゃぇ せゃっかうつっくうっ ゅさぇょしおうはす ぉうかっす ゃ ╉ぇいぇくかなお しすぇくぇ 80 しすけすうくおう, こさう 
ょけしっゅぇてくう 70 しすけすうくおう. 
‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ けこけいうちうけくくうすっ こぇさすうう う ゅさせこう ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ 

╉ぇいぇくかなお せこさっおくぇたぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, つっ けす くぇつぇかけすけ くぇ きぇくょぇすぇ え 
しぇきけ しっ ゃょうゅぇす すぇおしう, ょぇくなちう う しっ けさはいゃぇす さぇいたけょう ゃ さぇいかうつくう しそっさう, ぉっい 
おけきこっくしぇちうう いぇ くぇえ-せはいゃうきうすっ ゅさせこう. 〉こさっおなす ょけえょっ, しかっょ おぇすけ ぉっ けすたゃなさ-
かっくけ し ゅかぇしけゃっすっ くぇ きくけいうくしすゃけすけ けす ╂╄[╀ こさっょかけあっくうっすけ  くぇ ぉうゃてうは おきっす 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ いぇ しせぉしうょうさぇくっ くぇ こなすせゃぇくっすけ ゃ ゅさぇょしおうすっ う きっあょせしっかうと-
くう かうくうう し 50% いぇ せつっくうちう う こっくしうけくっさう ょけ 75 ゅけょうくう う くぇ 100% いぇ こっく-
しうけくっさう くぇょ 75 ゅけょうくう. ╆ぇ すぇいう ちっか ゃ ぉのょあっすぇ しかっょゃぇてっ ょぇ しっ いぇょっかはす 320 
たうかはょう かっゃぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ こけうしおぇくぇすぇ こけつうゃおぇ, おけはすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ ょけゃっょっ ょけ くぇきうさぇくっ-

すけ くぇ ゃぇさうぇくす いぇ ういたけょ けす しないょぇかぇすぇ しっ しうすせぇちうは, けぉとうくしおうはす しなゃっすくうお けす 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ こさっょかけあう おけきこさけきうしくうは ゃぇさうぇくす いぇ 
こけ-きぇかおけ せゃっかうつっくうっ けす ゃなゃっょっくけすけ くぇしおけさけ. 
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¨[《〉《〈¨ぁ╊』[╅ ]《╈¨[╅ - ╉╅. 
〉《 〉╊ ╊ 》《〉《』¨〈《 ′╅ ｠《『╅【╅.

【けおけゃけすけ せゃっかうつっくうっ, おけっ
すけ しっ こさっょかぇゅぇ, きけあっ ょぇ ゃかう
いぇ ゃ さぇいつっすうすっ くぇ こさっゃけい
ゃぇつうすっ, くけ くっ っ こけくけしうきけ いぇ 
たけさぇすぇ. ╋ぇおぇさ, つっ うおけくけきう
つっしおぇすぇ かけゅうおぇ こけおぇいゃぇ, つっ っ 
くせあくけ, しかっょ おぇすけ くぇ こさぇおすう
おぇ さぇいたけょうすっ いぇ ゅけさうゃけ こさっょ
しすぇゃかはゃぇす くぇょ 70% けす けぉとう
すっ さぇいたけょう くぇ ╉けくしけさちうせきぇ. 
¨す こさっょけしすぇゃっくうすっ しこさぇゃ
おう くぇ こさっゃけいゃぇつうすっ しすぇゃぇ 
はしくけ, つっ ちっくぇすぇ くぇ ゅけさうゃけすけ 
けす こけしかっょくけすけ せゃっかうつっくうっ 
っ くぇさぇしくぇかぇ し 39%. ╃ぇ, せゃっ
かうつっくうっすけ っ くぇこさぇゃっくけ っょくけ
しすさぇくくけ けす そうさきぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ 
くうっ こさっょかぇゅぇきっ 10% せゃっかう
つっくうっ, し ょけこせしおぇくっ くぇ こさっょ
ゃぇさうすっかくけ ういこなかくっくうっ.” 

‶さっょかけあっくうっすけ くぇ しなゃっすくうおぇ けす ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ぉっ こさうっすけ けす おけかっゅうすっ きせ う けす せこさぇゃぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ. ‶さっょかけあっくけ くぇ ゃくうきぇくうっすけ くぇ しなゃっすくう-
ちうすっ けす おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, すけ しすぇくぇ う けそうちう-
ぇかくけ さってっくうっ. 
′っ っ はしくけ おぇお おけくしけさちうせきなす けす すさぇくしこけさすくう そうさ-

きう, ゃなゃっか ゃっつっ っょくけしすさぇくくけ せゃっかうつっくうっすけ くぇ ぉうかっ-
すうすっ こさっょう ょっぉぇす う さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
くけ きっしっち, しかっょ おぇすけ っ ょっこけいうさぇか ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお せゃっょけきうすっかくけすけ しう こうしきけ いぇ うしおぇくけすけ こさっょ-
しすけはとけ せゃっかうつっくうっ, とっ さっぇゅうさぇ くぇ さってっくうっすけ くぇ 
おぇいぇくかなておうすっ しなゃっすくうちう. ′ぇ こさぇおすうおぇ けぉとうくしおぇすぇ 
せこさぇゃぇ っ ょかなあくぇ ょぇ こけしすうゅくっ しこけさぇいせきっくうっ し こさっ-
ゃけいゃぇつうすっ, すなえ おぇすけ くぇ っすぇこぇ くはきぇ  ょさせゅ こけかっいっく 
たけょ: ょけゅけゃけさなす し おけくしけさちうせきぇ ういすうつぇ こさっい しっこすっき-
ゃさう すぇいう ゅけょうくぇ, ゅけすけゃくけしす いぇ しおかのつゃぇくっ くぇ くけゃ し 
ょさせゅう  こさっゃけいゃぇつう くはきぇ.  
┿おけ くっ しっ しすうゅくっ ょけ しこけさぇいせきっくうっ う そうさきぇすぇ くっ しっ 

けすおぇあっ けす ゃなゃっょっくうすっ ゃっつっ しなし いぇこけゃっょ くぇ せこさぇゃう-
すっかは くけゃう ちっくう, すけ ゃなこさけしなす きけあっ ょぇ しすうゅくっ ょけ しなょ. 

„╁なゃ ゃしうつおう しそっさう うきぇ くぇ
きぇかっくうっ くぇ さぇいたけょうすっ, ぇ せし
こけさっょくけ し すけゃぇ ゃっつっ うきぇ う 
さってっくうは いぇ せゃっかうつっくうっ くぇ 
さぇいきっさぇ くぇ きっしすくうすっ ょぇくな
ちう う すぇおしう う ちっくう くぇ せしかせゅう, 
おけっすけ すっこなさゃぇ とっ しっ けすさぇいはゃぇ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ╁ すけいう しかせつぇえ 
ぇかすっさくぇすうゃぇ しぇ うくけゃぇすうゃくうすっ 
さってっくうは し ちっか こさうゃかうつぇくっ 
くぇ っゃさけこっえしおう しさっょしすゃぇ しなし 
しなけすゃっすくけすけ しなそうくぇくしうさぇくっ 
けす ¨ぉとうくぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ しっ ういうし
おゃぇ きくけゅけ っおしこっさすくけしす  う おけき
こっすっくすくけしす けす くけゃうは っおうこ. ′っ 
きけあっき ょぇ しっ さぇいきうくっき し くっ
こけこせかはさくうすっ さってっくうは. ′うっ 
けす ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお こけょ
おさっこうたきっ ぉのょあっすぇ くぇ けぉとう
くぇすぇ, おぇすけ し すぇいう しう こけょおさっこぇ 
ょぇゃぇきっ てぇくし くぇ くけゃけすけ さなおけ
ゃけょしすゃけ ょぇ しっ ょけおぇいゃぇ.
】け しっ けすくぇしは ょけ せゃっかうつっくう

っすけ くぇ ぉうかっすうすっ ゃ ゅさぇょしおうは う 

きっあょせしっかうとっく すさぇくしこけさす, すけ ゃな
こさけしなす くっ ぉっ ゅかっょぇく ゃ おけきうしうう, 
くけ けこさっょっかっくけ っ きくけゅけ すっあなお ゃな
こさけし, すなえ おぇすけ しっ けすくぇしは ょけ ょあけ
ぉぇ くぇ たけさぇすぇ. ′せあくけ っ ぉうかけ こさっ
ょう ょっぉぇすうすっ ょぇ しっ くぇぉっさっ くせあくぇすぇ 
うくそけさきぇちうは, ょぇ しっ くぇこさぇゃはす しなけす
ゃっすくうすっ しさぇゃくっくうは う こけしすけはくくうすっ 
おけきうしうう ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ょぇ しっ 
こさけういくっしぇす.”

╆ぇ ぉのょあっすぇ いぇ しそっさぇすぇ くぇ おせかすせさぇすぇ 
ゃ けぉとうくぇすぇ: 
„╀のょあっすなす っ ぇぉしけかのすくけ けさはいぇく, 

すけゃぇ っ っょうく けす くぇえ-けさはいぇくうすっ ぉの
ょあっすう. ]こけさっょ きっく すけつくけ ゃ おさういぇ, 
ょせたけゃくぇ う うおけくけきうつっしおぇ, すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ くぇこさぇゃう ゃしうつおけ ゃないきけあくけ 
いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ おせかすせさぇすぇ う 
おせかすせさくうすっ うくしすうすせちうう おぇすけ くぇつう
くう ょぇ しっ しこかけすはゃぇ くぇちうはすぇ.”

  ]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう ╃っかはくぇ 
╀けぉっゃぇ 
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- ╇きぇ かう ぉなかゅぇさうくなす 
あうゃけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ 
う こさけょなかあぇゃぇ かう ょぇ しっ 
しきっっ う ょくっし, ゃなこさっおう 
すさせょくけすけ ゃさっきっ? 

- ╃ぇ, ぉなかゅぇさうくなす うきぇ つせゃ-
しすゃけ いぇ たせきけさ, ょけさう きくけゅけ 
しうかくけ さぇいゃうすけ. 

- ╉ぇお こぇいう すけゃぇ しう つせゃ-
しすゃけ ぉなかゅぇさうくなす: いぇとけすけ 
こけ ょせてぇ っ ┿くょさっておけ うかう 
いぇとけすけ っ きぇかおけ ぇさうしすけ-
おさぇす? 

- 』ぇお ぇさうしすけおさぇす... くっ. 
┿くょさっておけ? ┿ いぇとけ ょぇ くっ っ 
┿くょさっておけ? ╊けてけ かう っ ょぇ しう 
┿くょさっておけ? 〈ぇ ┿くょさっておけ くっ 
っ かけて ゅっさけえ, くぇこさけすうゃ, すけえ 

しこぇしう っょうく つけゃっお. ╃ぇ, ┿く-
ょさっておけ ゅけ うきぇ せ ぉなかゅぇさうくぇ, 
きぇおぇさ つっ くうっ しきっ う きぇかおけ 
いぇゃうしすかうゃう こけくはおけゅぇ.  ′うっ 
しきっ きぇかおけ おぇさぇとうしぇくぇ さぇぉけ-

すぇ. ╋くけゅけ くっ きう っ はしくけ すけつくけ 
おぇおゃう しきっ. ]くけとう しう ゅけゃけ-
さうたきっ こけ すけいう こけゃけょ し おけかっ-
ゅう, きぇかおけ しきっ すぇおぇ しきっしっくぇ 
さぇぉけすぇ: けすすせお-けすすぇき, けすすせお- 
けすすぇき. ╋うくぇゃぇきっ いぇ しかぇゃはくう, 
ぇきぇ くっ しきっ つうしすう しかぇゃはくう. 
┿い, くぇこさうきっさ, すぇおぇ, おぇすけ きっ 
ゅかっょぇすっ, おぇおゃけ しかぇゃはくしおけ 
うきぇき ゃ かうちっすけ しう? ′うとけ. ┿い 

しなき しう くぇこさぇゃけ こけすけきおぇ くぇ 
┿しこぇさせた. 〈けゃぇ こなお っ たせぉぇゃけ, 
いぇとけすけ ぉなかゅぇさうくなす っ しこけしけ-
ぉっく う すぇかぇくすかうゃ. ╄すけ, ゃうあすっ 
しっゅぇ おけかおけ くぇてう しっ ういくぇしはす 

╁ こさけょなかあっくうっ くぇ 40 きうくせすう すは さぇいょぇゃぇ ぇゃすけゅさぇそう. ′ぇ こけつうすぇすっかう, くぇ そっ-
くけゃっ, くぇ こさうはすっかう, くぇ きぇかおう う ゅけかっきう. ′ぇ たけさぇ, おけうすけ は ゃうあょぇす いぇ こなさゃう こなす, 
くぇ すぇおうゃぇ, おけうすけ いくぇはす くぇういせしす ちっかう くっえくう さけかう うかう くぇ くっゃさなしすくう たかぇこっすぇ, いぇ 
おけうすけ くっ っ くっとけ こけゃっつっ けす っょくぇ てぇさっくぇ う ゃっしっかぇ ぉぇぉぇ.  
〈さう こなすう けすかぇゅぇ こさっょしすぇゃかっくうっすけ しう „‶ぇさうあおう かせょけさうう” ゃ ╉ぇいぇくかなお, くけ さっ-

てうかうすっ ょぇ は ゃうょはす くぇゃさなた ゅけかっきうは え のぉうかっえ くっ しすぇゃぇたぇ こけ-きぇかおけ. ′ぇこさけすうゃ: 
ゃしっ こけゃっつっ. ′ぇ そうくぇかぇ しぇかけくなす しっ  ういこなかくう し ょけこなかくうすっかくう しすけかけゃっ, ぇ さなおけ-
こかはしおぇくうはすぇ ぉはたぇ こけゃっつっ けす つっすゃなさす つぇし. ╆ぇとけすけ „っょくぇ そせさうは くぇ 90” っ せくうおぇか-
くけ はゃかっくうっ いぇ ぉなかゅぇさしおうは すっぇすなさ, いぇ ぉなかゅぇさしおうは おせかすせさっく あうゃけす. 

╇ すけえ っ, しはおぇて, おぇすけ ゃしうつおう 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ

くうちぇ. ╆ぇとけすけ おぇいゃぇ: ”┿さしっ
くぇか っ きけはす ょけき”. [ぇいぉうさぇ しっ, 
くっ おぇすけ ゃしうつおう, くけ おぇすけ きくけゅけ 
ょさせゅう – ちっかうはす きせ すさせょけゃ しすぇあ 
きうくぇゃぇ すせお. 》さうしすけ ╋うすっゃ うょゃぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” けとっ 14-ゅけょうてっく! 
′ぇこせしおぇ ゅけ こさう こっくしうけくうさぇ
くっすけ しう こさっい 2006-すぇ. ╀ぇとぇ きせ 
っ ぇさしっくぇかっち, きけあっ ぉう すけゃぇ ゅけ 
ゃけょう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, こなさゃけ ゃ 
‶さけそっしうけくぇかくけすけ すったくうつっしおけ 
せつうかうとっ, こけしかっ - こけ おさうゃけ
かうつっとうは こなす こさっい おぇいぇさきぇすぇ 
う けぉさぇいけゃぇくうっすけ, おなょっすけ こさっい 
きっつすうすっ いぇ ╁けっくくけゃないょせてくけすけ 
せつうかうとっ, ╁けっくくけすけ せつうかうとっ 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, 〈ったくうつっ
しおけすけ いぇ せつうすっかう ゃ ╂ぇぉさけゃけ... 
しなょぉぇすぇ ゅけ ゃけょう ょさせゅぇょっ – ゃ 
╇くしすうすせすぇ いぇ せつうすっかう こけ こさぇお
すうおぇ ゃ ]かうゃっく.
′ぇすさせこぇくけすけ さぇいけつぇさけゃぇ

くうっ /いぇさぇょう ゃさないおぇさしすゃけすけ う 
すさせょくうは ょけしすなこ ょけ こさけそっしう
はすぇ くぇ かっすちうすっ う きったぇくうちうすっ 
ゃ ╃けかくぇ ╋うすさけこけかうは, いぇさぇょう 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくう くっょけさぇいせきっ
くうは, かうてうかう ゅけ けす しかっょゃぇくっすけ 
ゃ ╂ぇぉさけゃけ, ゃなこさっおう けすかうつくうは 
こさうっきっく ういこうす, いぇさぇょう かうこしぇ
すぇ くぇ ゃないきけあくけしす ゃ 〈なさゃけくけ ょぇ 
せつう すけゃぇ, おけっすけ うしおぇ - すったくう
つっしおぇ しこっちうぇかくけしす/, くぇすさせこぇ
くけすけ さぇいけつぇさけゃぇくうっ しっ すけこう 
しかっょ ゃさなとぇくっすけ ゃ „┿さしっくぇか”.  
╇ ょくっし, ゃっつっ し せぉっあょっくうっ, 
》さうしすけ ╋うすっゃ おぇいゃぇ: ”┿さしっくぇか 
っ きけはす ょけき.”.

╉ぇすけ さぇぉけすかうゃ う きけあっと, 
ゅけ いぇぉっかはいゃぇす くぇゃしはおなょっ

╉ぇおすけ しすぇゃぇてっ くぇゃさっきっすけ, 
こさっょう 1989-すぇ, おぇおすけ ゃしっおう, 
おけえすけ うきぇ けさゅぇくういぇすけさしおう おぇ
つっしすゃぇ, 》さうしすけ しなとけ っ こさう
ゃかっつっく いぇ おぇせいぇすぇ くぇ ‶ぇさすうは
すぇ - こなさゃけ ゃ ╃╉╋], こけしかっ - う ゃ 
╀╉‶. ╆ぇ おけっすけ くっ しなあぇかはゃぇ. ╇ 
けすおなょっすけ きせ けしすぇゃぇ う ょくってくけ
すけ せゃかっつっくうっ こけ けぉとっしすゃっくうは 
あうゃけす, おけえすけ くっ きせ っ ぉっいさぇい
かうつっく. ‶さっい 1963-すぇ ╋うすっゃ 
けすうゃぇ ゃ ちったぇ いぇ くっしすぇくょぇさすくけ 
けぉけさせょゃぇくっ, すぇき っ うくすっさっしくけ, 
いぇとけすけ しっ ういさぇぉけすゃぇす こさうしこけ
しけぉかっくうは, こさうぉけさう いぇ けぉしかせあ
ゃぇくっ くぇ きぇてうくう ゃ きくけゅけ いぇゃけ
ょう, ゃ さぇぉけすぇすぇ うきぇ すゃけさつっしすゃけ. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ 》さうしすけ こけつゃぇ 
う ゃっつっさくけ けぉせつっくうっ ゃ すったくう
おせきぇ - ぉっいしこけさくぇすぇ „おけゃぇつくう
ちぇ くぇ おぇょさう” いぇ おぇいぇくかなておけ
すけ きぇてうくけしすさけっくっ, しうきゃけか くぇ 
こさけそっしうけくぇかくぇ こけょゅけすけゃおぇ けす 
ゃうしけおけ おぇつっしすゃけ, おぇおゃぇすけ きかぇ
ょうはす 》さうしすけ しうかくけ あっかぇっ. 〉つう 
う さぇぉけすう っょくけゃさっきっくくけ... ╉ぇすけ 
きくけゅけ ょさせゅう. ╇ くっ しこうさぇ ょけ すせお 
しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ. 〈けゅぇゃぇ うょ
ゃぇす けこうすうすっ いぇ さっぇかういぇちうは くぇ 
きっつすうすっ, くけ しかっょ しぉかなしなおぇ し 
さっぇかくけすけ 》さうしすけ ゃしっ こぇお けすうゃぇ 
- ゃきっしすけ ゃ ╃けかくぇ ╋うすさけこけかけ
うは, ゃ ]かうゃっく. ╋っあょせゃさっきっくくけ 

しっ あっくう. ]なこさせゅぇすぇ っ ょっす
しおぇ せつうすっかおぇ - ]っゃょぇかうくぇ.
〈なさしっか さぇぉけすぇ う すけえ おぇすけ 
せつうすっか, くけ しうしすっきぇすぇ こぇお 
きせ こけょゅけすゃうかぇ ういくっくぇょぇ 
- くはきぇかけ ぉさけえおう こけ さぇい
こさっょっかっくうっ いぇ さっゅうけくぇ... 
〈けゅぇゃぇ ╋うすっゃ けすくけゃけ うい
ぉうさぇ けさなあっえくけすけ こさけうい
ゃけょしすゃけ. ‶なさゃけ こけしすなこゃぇ ゃ 
′╇〈╇ - こさっい 1970-すぇ, おぇすけ 
おけくしすさせおすけさ ゃ ¨すょっか „┿ゃ
すけきぇすうおぇ”. ]かっょ すけゃぇ:

》さうしすけ しっ ゃさなとぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” いぇゃうくぇゅう

╋っしすはす ちはかけすけ いゃっくけ けす 
′╇〈╇ ゃ „┿さしっくぇか” こけ ゃさっ
きっすけ, おけゅぇすけ しっ さぇいさぇぉけす
ゃぇす ぇゅさっゅぇすくうすっ きぇてうくう 
- しないょぇゃぇ しっ ういゃっしすくぇすぇ 
╀ぇいぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇいゃう
すうっ... 〈ぇき ╋うすっゃ っ ぉかぇゅけ
ょぇさっく, つっ さぇぉけすう. ╁しうつおう 
しぇ しこっちうぇかうしすう, しなょぉぇすぇ 
ゅけ しさっとぇ し ╉させき 》さうしすけゃ 
う うくあ. ╋うてけ [ぇっゃ. ╁ ぉぇいぇ
すぇ さぇぉけすはす ゃしっ きかぇょう たけさぇ 
- けおけかけ 150 ょせてう. 〈ぇおぇ 
》さうしすけ しすぇゃぇ しっおさっすぇさ くぇ 
すはたくぇすぇ おけきしけきけかしおぇ けさ
ゅぇくういぇちうは. ╇ ゃっつっ, おぇおすけ 
しっ おぇいゃぇ, ”ゅかぇゃぇすぇ きせ っ し 
っょうく こさなしす くぇょ けしすぇくぇかう
すっ” - こけょしおぇいゃぇ おぇさうっさぇ 
いぇくぇこさっょ. ╇きぇ きくけゅけ しこけ
きっくう, いぇこっつぇすぇくう ゃ しくうき
おう けす けくけゃぇ ゃさっきっ... ╇ 
ょくっし うき しっ さぇょゃぇ. ‶けしかっ, 
こけょさぇいぉうさぇ しっ, „けす ゅけさっ” 
ゅけ くぇぉっかはいゃぇす う ゅけ „うい

しすさっかゃぇす”, おぇおすけ 》さうしすけ しっ 
ういさぇいはゃぇ - ゃ おけきぉうくぇすしおうは 
おけきうすっす くぇ ╃╉╋]. 〈ぇおぇ 
こけつゃぇす しなょぉけゃくうすっ しさっとう 
- くぇこさうきっさ,  し ╊のぉけきうさ 
╃はくおけゃ /し くっゅけ しっ こけきくはす 
けとっ けす くぇつぇかくけすけ せつうかう
とっ/. ¨す ╉けきしけきけかぇ, おぇおすけ 
すけゅぇゃぇ しすぇゃぇてっ, 》さうしすけ 
╋うすっゃ っ こけっす ゃ ‶さけそおけきう
すっすぇ こさっい 1975-すぇ.〈せお すけえ 
っ こさういゃぇく ょぇ さぇぉけすう いぇ たけ
さぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, けしけぉっくけ 
– いぇ さぇぉけすくうちうすっ. 〈けゅぇゃぇ 
けとっ さぇいぉうさぇ, つっ ゃ けくけゃぇ 
ゃさっきっ ゃしうつおけ しっ こさぇゃう いぇ 
つけゃっおぇ, いぇ くっゅけゃうは こけ-ょけ
ぉなさ あうゃけす - ょぇ うきぇ あう
かうとっ /ぇ きくけゅけ さぇぉけすくうちう 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ くはきぇす う 
うきっくくけ こさけそしなのいうすっ こけ
きぇゅぇす, さぇいょぇゃぇえおう ぇこぇさすぇ
きっくすうすっ くぇ こさっょこうさはすうっ

すけ, おけうすけ こけしかっ しう おせこせゃぇす 
おぇすけ しけぉしすゃっく ょけき/. 》さうしすけ, 
けぉぇつっ, ゅかっょぇ こなさゃけ たけさぇ
すぇ ょぇ しっ しょけぉうはす し こけおさうゃ. 
〈けえ あうゃっっ ちっかう 10 ゅけょうくう し 
けとっ っょくけ しっきっえしすゃけ ゃ けぉと 
ぇこぇさすぇきっくす. 〈けゅぇゃぇ すけゃぇ 
ぉうかけ つっしすぇ こさぇおすうおぇ. ′け し 
ぉっいおさぇえくう くっせょけぉしすゃぇ, こさう
いくぇゃぇ ょくっし ぉうゃてうはす こさけそ
ょっはすっか. [ぇぉけすう しっ くっ しぇきけ 

いぇ きぇすっさうぇかくうすっ くせあょう, くけ 
う いぇ ょぇさぉうすっ くぇ たけさぇすぇ - うい
はゃはゃぇす しっ ゃ しぇきけょっえくけしすすぇ, 
けさゅぇくういうさぇす うき しっ おけくちっさ
すう, こけしかっ しっ しすさけはす ぉぇいう いぇ 
けすょうた... ╃くっし, こけゃっつっ けすゃしは
おけゅぇ こさっい あうゃけすぇ しう, 》さうしすけ 
っ せぉっょっく, つっ ゃなゃ ゃさっきっすけ, 
おけっすけ くぇさうつぇきっ おけきせくういなき, 
けぉうおくけゃっくうはす つけゃっお - さっょけ
ゃうはす さぇぉけすくうお う しかせあうすっか, 
けしけぉっくけ ゃ „┿さしっくぇか”, っ あう

ゃはか ょけぉさっ. ╇ - しこけおけえくけ. 

[ぇしすっあなす ゃ えっさぇさたうはすぇ 
こさけょなかあぇゃぇ

╇いょうゅぇす 》さうしすけ ╋うすっゃ ゃ いぇ
ゃけょしおぇすぇ こさけそけさゅぇくういぇちうは 
くぇ ╆ぇゃけょ 5 - ゅけさょけしすすぇ くぇ 
ぇさしっくぇかちう. ╃ゃっ ゅけょうくう っ う 
とぇすっく おなき ¨おさなあくうは こさけそ
おけきうすっす - っょくけゃさっきっくくけ し 
さぇぉけすぇすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか”, 
おけゅぇすけ っょうく けぉとっしすゃっく さぇ
ぉけすくうお こけかせつぇゃぇ いぇこかぇすぇ 
こけ-くうしおぇ けす いぇこかぇすうすっ くぇ 
たけさぇすぇ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
いぇ つううすけ しけちうぇかくう くせあょう 
さぇぉけすう. 〈ぇおぇ きうくぇゃぇ ゃさっ
きっすけ: 1975-すぇ - 1980-すぇ. 
]かっょ こけさっょくぇすぇ けさゅぇくういぇ
ちうけくくぇ こさけきはくぇ ゃ こさっょこさう
はすうっすけ, いぇこけつゃぇ ょぇ さぇぉけすう 
う し ゃうしけおうすっ ょかなあくけしすう けす 
╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは くぇ „┿さしっ

くぇか”. ‶なさゃけくぇつぇかくけ すけゃぇ ゅけ 
しきせとぇゃぇ: すぇき しぇ たけさぇ ゃしっ 
うくすっかうゅっくすくう, くぇ さなおけゃけょ
くう こけしすけゃっ... 〈ぇおぇ しっ しさっとぇ 
う さぇぉけすう し ょうさっおすけさう う いぇ
きっしすくうちう おぇすけ 〈けくつけ 』せおぇ
かけゃ, ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ.
╇ょゃぇ さっょ くぇ す. くぇさ. おけきこかっ

おしう, ゃ おけうすけ しっ こさっしすさせおすせ
さうさぇす いぇゃけょうすっ ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ 90-すっ, おけゅぇすけ しっ しきっくは 

しうしすっきぇすぇ し ちっくぇすぇ くぇ けゅさけ
きくう しなしすさっしっくうは, こさっあうゃっ
くう しうかくけ う ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ. ′け しさっとうすっ し 
うきっくうすうすっ かうつくけしすう う しこっ
ちうぇかうしすう くぇ „┿さしっくぇか” こさけ
ょなかあぇゃぇす. ╇ くけしはす くぇ 》さうしすけ 
くけゃう いくぇくうは, せきっくうは う さぇ
ょけしす けす おけくすぇおすうすっ し せきくう
すっ う きけあっとうすっ. ╆ぇこけつゃぇ ょぇ 
さぇぉけすう し ょうさっおすけさぇ くぇ ╆ぇ
ゃけょ 5 - ╋ぇさおけ ╋ぇさうくけゃ, こさけ

ういゃけょしすゃけすけ っ うくすっさっしくけ う 
しかけあくけ. ╇きっくくけ ╋ぇさうくけゃ ゅけ 
おぇくう いぇ ′ぇつぇかくうお くぇ おぇょさけ
ゃうは けすょっか ゃ いぇゃけょぇ, おなょっすけ 
しっ こさぇゃはす そさっいけゃう きぇてうくう, 
ぉけさきぇてうくう, さぇょうぇかきぇてうくう 
- ゃしっ うくすっさっしくう さぇいさぇぉけすおう. 
¨ぉぇつっ:

╇ょゃぇ ゃさっきっすけ くぇ „かけゃぇ 
くぇ ゃっとうちう”

╉ぇすけ おぇょなさ けす こさけそくけきっく
おかぇすせさぇすぇ う ╃╉╋], こぇさすうっく 
つかっく う けさゅぇくういぇちうけくっく さぇ
ぉけすくうお ゃ きうくぇかけすけ, 》さうし
すけ ╋うすっゃ ういこうすゃぇ くぇ ゅなさぉぇ 
しう かうつくけ ぇゅさっしうはすぇ,  しぇきけ
つせゃしすゃうっすけ う あっかぇくうっすけ いぇ 
ぉなさいぇ こさけきはくぇ くぇ たけさぇすぇ けす 
くけゃけすけ ゃさっきっ, つうっすけ けかうちっ
すゃけさっくうっ ゃ „┿さしっくぇか” しすぇゃぇす 
つかっくけゃっすっ くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ”. 
╆ぇ 》さうしすけ きくけゅけ けす すはた しぇ くっ

おけきこっすっくすくう おぇすけ さぇぉけすくうちう 
う しこっちうぇかうしすう, いぇすけゃぇ すけえ しっ 
ょさぇいくう けす こけょたけょぇ うき ょぇ けす
しすさぇくはゃぇす ゃしうつおけ こさっょうてくけ: 
”′っ けぉうつぇき ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇき 
し ゅかせこぇゃう たけさぇ...”, しこけょっかは 
╋うすっゃ ょくっし. ]きはすぇ, つっ ゃうくぇ
ゅう っ けすしすけはゃぇか しゃけっすけ, うきぇか 
っ こけいうちうは, いぇさぇょう おけっすけ - う 
きくけゅけ くっこさうはすくけしすう... ′っ
こさうはすくけしすう うきぇ う すけゅぇゃぇ - ゃ 
くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ くぇ きうくぇ
かうは ゃっお. ¨す „‶けょおさっこぇ” くぇ
しすけはゃぇす ょぇ ぉなょっ けしゃけぉけょっく. 
╃うさっおすけさなす ╋かぇょっく ╋うかつっゃ 
きせ こさっょかぇゅぇ きはしすけ ゃ くけゃけすけ 
いゃっくけ いぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ かぇ
きぇさうくっくう きぇすっさうぇかう, おけっすけ 
こさけういゃっあょぇ ゃなくてくう つぇし
すう いぇ きぇてうくうすっ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ 
こさっい 1992-さぇ, おなょっすけ 5 ゅけ
ょうくう 》さうしすけ ╋うすっゃ けしすぇゃぇ 
てかけしっさ - きけくすぬけさ. ╁っつっ くっ 
っ ゃ さなおけゃけょくうすっ ょかなあくけし
すう, くけ っ ょけゃけかっく, いぇとけすけ いぇ 
くっゅけ きけくすぬけさしおぇすぇ さぇぉけすぇ 
っ さぇぉけすぇ いぇ ゃうしけおう こさけそっ
しうけくぇかうしすう, おけうすけ ゃ きぇてう
くけしすさけっくっすけ きけゅぇす ゃしうつおけ, 
おけっすけ しっ こさぇゃう し さなちっ. ′け - う 
し せき, し おけきぉうくぇすうゃくけしす う うい
けぉさっすぇすっかくけしす. 〈ぇおぇ, ゃ けゅなくは 
くぇ しぇきぇすぇ こさけそっしうは くぇ きぇ
てうくけしすさけうすっかは, 》さうしすけ こぇお 
すさなゅゃぇ くぇゅけさっ: しすぇゃぇ さなおけ
ゃけょうすっか くぇ せつぇしすなお ゃ いぇゃけょ 
5. 〈ぇき ゅけ いぇゃぇさゃぇ 2001-ゃぇ 
- しさっょ ぇゅさっゅぇすくうすっ きぇてうくう, 
しかけあくぇすぇ さっきけくすくぇ ょっえくけしす 
くぇ きぇてうくうすっ, こけょょさなあおぇすぇ 
くぇ せくうおぇかくけすけ けぉけさせょゃぇくっ, 
おなょっすけ さぇぉけすはす: ”╁しっ „こっつっ
くう きけきつっすぇ”!”. ¨ぉぇつっ - こぇお 
うょゃぇす おさういうしくう きけきっくすう いぇ 
„┿さしっくぇか”... ╆ぇおさうゃぇ しっ さな
おけゃけょくうす とぇす, ぇ 》さうしすけ くっ 
とっ ょぇ けしすぇくっ いぇ しきっすおぇ くぇ 
せゃけかくっくうっすけ くぇ くはおけえ さぇ
ぉけすくうお. ′けゃぇ しさっとぇ し こけょ
たけょはとうは こさけそっしうけくぇかうしす う 
さぇいぉうさぇと つけゃっお - ぅくおけ ╆ぇ
こさはくけゃ, くぇきうさぇ くけゃけすけ さっ
てっくうっ ゃ ぇさしっくぇかしおうは こなす くぇ 
》さうしすけ ╋うすっゃ: けすおぇいゃぇ ょぇ 
くぇこせしくっ „┿さしっくぇか” う ょぇ ゅけ 
いぇきっくう し „╉ぇこさけくう”. ╁さなとぇ 
しっ ゃ „すっくっおうっくけすけ いゃっくけ”. ╃け 
こっくしうは. ╇ すぇおぇ:

『はか あうゃけす ゃ „┿さしっくぇか”...       

„] きくけゅけ たけさぇ しなき さぇぉけすうか, 
いぇ きくけゅけ たけさぇ しなき さぇぉけすうか. 
‶けきぇゅぇか しなき う  しぇ きう こけきぇゅぇ
かう.”, すぇおぇ けつっさすぇゃぇ ゅけょうくうすっ 
しう ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ
くうちぇ 》さうしすけ ╋うすっゃ. ╆ぇ くっゅけ 
„┿さしっくぇか” しう けしすぇゃぇ „おけ
ゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう” - „う しっゅぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ しっ しすさっきう ょぇ 
さぇぉけすう し おゃぇかうそうちうさぇくう さぇ
ぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう, ょぇゃぇ 
しっ ゃないきけあくけしす すせお ょぇ くぇせつぇ
ゃぇて こけゃっつっ ゃ こさけそっしうはすぇ”. 
》さうしすけ ╋うすっゃ ゃはさゃぇ, つっ くぇゃさっ
きっすけ っ しゃなさてうか くっとけ いぇ たけさぇ
すぇ - „けすおさうたきっ きぇゅぇいうくう ゃなゃ 
ゃしっおう いぇゃけょ, けしうゅせさはゃぇたきっ 
こけつうゃおぇすぇ くぇ たけさぇすぇ, けさゅぇくう
いうさぇたきっ そっしすうゃぇかう..., しこけさすくう 
いうきくう う かっすくう こさぇいくうちう...” ╆ぇ 
ぉぇいぇすぇ くぇ ]ぇさなはさ, くぇこさうきっさ, 
かうつくけ おけこぇかう おぇくぇか いぇ っか. 
おぇぉっかぇ - う さぇぉけすくうちう, う さなおけ
ゃけょうすっかう くぇつっかけ し ‶ぇくけ ╉けいぇ
さけゃ. ̈ おぇいゃぇかう しなょっえしすゃうっ う けす 
¨おさなゅぇ, う けす きうくうしすっさしすゃぇすぇ ゃ 
]けそうは. „[ぇぉけすったきっ ゃしうつおけ し 
きくけゅけ たなし, くはきぇてっ „すけゃぇ くはきぇ 
ょぇ しすぇくっ...”. ¨しけぉっくけ いぇぉさぇ
くはゃぇか くぇゃさっきっすけ すうは さっこかう
おう ょうさっおすけさなす ╋うくつけ 〈ぇつっゃ. 
╃くっし すけえ, ╋うすっゃ, ゃしっ こけ-さはょおけ 
けすおさうゃぇ すけいう しすさっきっあ せ きかぇ
ょうすっ.

くぇゃなくおぇ, いぇ ょぇ こさぇゃはす ゅけかっ-
きう さぇぉけすう こけ ┿きっさうおぇ, ┿そ-
さうおぇ, きぇすっきぇすうちう, そういうちう, 
さぇいくう ょさせゅう. ]ゃっすなす ゅう うしおぇ 
う ゅう すなさしう. ╋くけゅけ ぉなかゅぇさう 
ゃなさてぇす すぇおぇゃぇ たせぉぇゃぇ さぇぉけ-
すぇ, いぇとけすけ しぇ せきくう! ┿ すせお, せ 
くぇし, けとっ くうとけ くっ っ ゃかはいかけ 
ゃ さっかしう. ′っ せきっっき ょぇ しう ちっ-
くうき くう せきけゃっすっ, くう すぇかぇく-
すうすっ おぇおすけ すさはぉゃぇ. ╆ぇすけゃぇ. 
╄, すけゃぇ ゃっつっ くっ いくぇき けすおなょっ 
しきっ ゅけ ゃいっかう. ′け ぇい きうしかは, 
つっ しっゅぇ こけかっおぇ-かっおぇ, おぇすけ しっ 
こけさぇいてうさう さぇぉけすぇすぇ, おぇすけ 
くっ けしすぇくぇたきっ しぇきう いぇすゃけ-
さっくう, ぇ ゃっつっ しきっ けすゃけさっくう 
きくけゅけ こけゃっつっ おなき しゃっすぇ, くぇ-
ょはゃぇき しっ きくけゅけ くっとぇ ょぇ ちな-
そくぇす う こさう くぇし. ′っとぇ, おけうすけ 
しすけはす きぇかおけ いぇすゃけさっくう くは-
おなょっ う ぉなかゅぇさうくなす すっこなさゃぇ 
とっ こけおぇあっ おけえ っ.
 
- 》けさぇ, おけうすけ ╁う こけいくぇ-

ゃぇす けすぉかういけ, すゃなさょはす, つっ 
っょくぇ けす すぇえくうすっ ╁う っ ゃっつ-
くけ あうゃけすけ きけきうつっ ゃなゃ 
╁ぇし, おけっすけ ╁う ょぇゃぇ しうかう 

う っくっさゅうは, つぇさ う たなし ょぇ 
こさけょなかあぇゃぇすっ ょぇ しすっ くぇ 
しちっくぇすぇ, くっせきけさくぇ う ゃしっ 
すぇおぇ っくすせしうぇいうさぇくぇ. ╉ぇお 
ゅけ こぇいうすっ あうゃけ すけゃぇ ょっ-
ゃけえつっ? 

- 〈けゃぇ っ ゃなこさけし, くぇ おけえ-
すけ くっ きけあっ ょぇ しっ けすゅけゃけさう. 
〈ぇおなゃ きう っ ゅっくなす, ぇい くっ ゅけ 

こさぇゃは くぇさけつくけ. ┿い くっ あう-
ゃっは こけ さっちっこすぇ, おぇすけ ょさせ-
ゅうすっ たけさぇ: しっゅぇ すけゃぇ, こけしかっ 
ょさせゅけすけ, すけゃぇ すぇおぇ, けくけゃぇ 
- うくぇお. ╅うゃっは しう こけ きけは しう 

くぇつうく. ′っ しかっょゃぇき こさぇゃうかぇ, 
ぇ あうゃっは きぇかおけ こけ-しゃけぉけょくけ, 
ういゃなく こさぇゃうかぇすぇ くぇ たけさぇすぇ. 
┿ う おけえ いくぇっ おぇおゃけ ょさっきっ 

ゃ きっく?! ′うっ すせお しきっ きぇかおけ 
ぉぇきぉぇておぇ - おぇおゃう かう くっ しぇ 
きうくぇゃぇかう. ╆くぇき かう おぇおゃぇ 
おさなゃ ょさっきっ せ きっく?
 
- ′ぇゃさっきっすけ しっ ゃさなとぇすっ 

けすくけゃけ ゃ しすさぇくぇすぇ いぇさぇ-
ょう くけしすぇかゅうはすぇ. ┿おけ しっゅぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃなさくっすっ ゃ 
‶さぇゅぇ けすくけゃけ…

- …くはきぇ ょぇ しっ ゃなさくぇ...

- ...╇きぇ かう くっとけ, いぇ おけっ-
すけ しなあぇかはゃぇすっ いぇさぇょう いぇ-
ゃさなとぇくっすけ しう すせお?   

- ╇きぇき すけかおけゃぇ くっとぇ, いぇ 
おけうすけ しなあぇかはゃぇき, くけ くはきぇ 
しっゅぇ ょぇ ゅう さぇいこさぇゃはき すせおぇ. 

- ┿ くっしぉなょくぇすぇ きっつすぇ 
うきぇすっ かう ? 

- ╉けえ くはきぇ くっしぉなょくぇすう 
きっつすう ? ╁しっおう うきぇ, くけ きけはすぇ 
くっ っ くっとけ しこっちうぇかくけ. ╃ぇあっ 
すは くっ っ しぇきけ っょくぇ. ╋くけゅけ 
くっとぇ ういこせしくぇた ゃ あうゃけすぇ, くけ 
すぇおぇ しぇ しっ しすっおかう くっとぇすぇ, 
きけあっ ぉう すぇおぇ っ すさはぉゃぇかけ. ′っ 
ぉうゃぇ ょぇ しっ あぇかう いぇ くうとけ. ′っ 
ぉうゃぇ! 

- ‶さっい ゃしうつおうすっ すっいう 
ゅけょうくう くぇ しちっくぇすぇ, つさっい 
ゃしうつおうすっ すっいう こさっしないょぇ-
ょっくう けぉさぇいう うきぇ かう くっとけ, 

おけっすけ くっ おぇいぇたすっ くぇ こせぉ-
かうおぇすぇ しう, くぇ たけさぇすぇ? 

- ¨, きくけゅけ くっとぇ. ′け こけくっあっ 
しなき ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ しっゅぇ, 
うしおぇき ょぇ おぇあぇ くっとけ ゃなゃ 
ゃさないおぇ し さけいうすっ. ┿い しなき せつう-
かぇ おかぇしうつっしおぇ そうかけかけゅうは, 
きけはす こさっこけょぇゃぇすっか ╀ぇかぇぉぇ-
くけゃ うきぇ っしっ, おけっすけ つっしすけ しう 
こさっこさけつうすぇき う おけっすけ きくけゅけ 
きう たぇさっしゃぇ. 〈けえ ゃ くっゅけ おぇい-
ゃぇ: „╉けゅぇすけ きかぇょうすっ きけきう 
しすぇくぇす さぇくけ, おなき 3-4 つぇしぇ, 
ょぇ ぉっさぇす せたぇくくけすけ ちゃっすっ, すっ 
ゃしうつおう ぉっさぇす あうゃけすけ ちゃっすっ, 
ぇ しぇ いぇおうつっくう すせお, くぇ さっゃっ-
さぇ しう し っょくけ ういおせしすゃっくけ ちゃっ-
すっ. ] っょくぇ ういおせしすゃっくぇ さけいぇ”. 
╄すけ, ゃうあすっ, ゃくうおゃぇすっ かう  
おぇおゃけ うしおぇ ょぇ おぇあっ すけえ? ′うっ 
くっ ちっくうき すけゃぇ, おけっすけ うきぇきっ, 
ぇ ゃしっ しっ しすさっきうき おなき くっとけ 
ょさせゅけ, つっしすけ ういおせしすゃっくけ, くっ 

くぇてっ, くっ うしすうくしおけ, くっ あうゃけ. 
┿きう, こけおぇあっすっ すせおぇ うしすうく-
しおぇすぇ, あうゃぇすぇ さけいぇ, ぉっ, くっ 
ういおせしすゃっくけすけ! ╆ぇとけすけ くうっ 
は いぇぉさぇゃうたきっ. ╆ぇぉさぇゃうたきっ 
ゃしうつおけ たせぉぇゃけ, おけっすけ うきぇたきっ 
う うきぇきっ. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈は ういこなかゃぇ しなし しなょなさあぇくうっ きぇおしうきぇすぇ, つっ おかけせく-
なす ゃうくぇゅう っ すなあっく. ‶さういくぇゃぇ, つっ ゃ ょっえしすゃうすっかくけしす 
っ すゃなさょっ しぇきけすっく う すなあっく, ゃゅかなぉっく ゃ しっぉっ しう つけゃっお, 
おけえすけ くっ けぉうつぇ ょぇ あうゃっっ こけ こさぇゃうかぇ, くっ ょけかのぉゃぇ 
しゃっすしおうは てせき う かうちっきっさうっ. 〉のすくけ しっ つせゃしすゃぇ ゃ しゃけは 
ょけき う し ょゃっすっ くっこけしかせてくう おけすおう う おせつっすけ ╃あっおう. ╇ 
し おくうゅうすっ, おけうすけ きぇおぇさ し かせこぇ, こさけょなかあぇゃぇ ょぇ つっすっ. 
╆ぇすけゃぇ う ゃ ぇさすうしすうつくうは しゃはす きうくぇゃぇ いぇ くぇえ-つっすはとぇ-
すぇ ぇおすさうしぇ う こさっょう ゃしはおぇ さけかは しっ いぇこけいくぇゃぇ こけょさけぉ-
くけ し ぇゃすけさぇ, すゃけさつっしすゃけすけ きせ う っこけたぇすぇ, ゃ おけはすけ っ 
すゃけさうか. ╊のぉうきうはす え ぇゃすけさ っ ╇ゃぇく ╀せくうく.
╆ぇ こさうはすっかう しこけょっかは しなとけ, つっ ゃっつっさ いぇしこうゃぇ し 

こさうおぇいおう けす おぇしっすう う すぇおぇ ぉはゅぇ けす しゃっすしおぇすぇ いかなつ, 
こけきうは う しせきぇすけたぇ. ╁ おけっすけ きけあっ ぉう しっ おさうっ う すぇえくぇ-
すぇ くぇ ゃっつくけ あうゃけすけ きけきうつっ ゃ くっは. 
╃っしっすおう すっぇすさけゃっょう う こけつうすぇすっかう くぇ すっぇすなさぇ けす 

ょっしっすうかっすうは すなさしはす すぇえくぇすぇ くぇ くっえくぇすぇ くっゃっさけはすくぇ 
しちっくうつくぇ う あうすっえしおぇ っくっさゅうは. 〈は しぇきぇすぇ こさういくぇゃぇ, 
つっ くはきぇ すぇおぇゃぇ. ]なゃしっき くぇしおけさけ, こけ ゃさっきっ くぇ こさっょ-
しすぇゃはくっすけ こさっょ こせぉかうおぇ くぇ ゅけかはきぇすぇ おくうゅぇ いぇ くっは, 
くぇこうしぇくぇ けす さっあうしぬけさぇ ぃさうえ ╃ぇつっゃ - „╄ょくぇ そせさうは 
くぇ 90”, きけあっ ぉう ぉっい ょぇ うしおぇ, しぇきぇすぇ すは は こさけういくっしっ: 
„′っ しっ こさっしすさせゃぇえすっ う ぉなょっすっ うしすうくしおう. ]ぇきけ すけゅぇゃぇ 
とっ ゃう けちっくはす”. ╋ぇかちうくぇ いくぇはす, つっ うしすうくしおけすけ え うきっ 
っ ]すけはくぇ-╋ぇさうは, くけ いぇ ぇさすうしすうつくうは しゃはす, いぇ ╀なか-
ゅぇさうは, すは しう けしすぇゃぇ „ゅけしこけあぇ ]すうたうえくけ ぉっょしすゃうっ”, 
„ゅけしこけあぇ ╋うくうしすっさてぇすぇ” うかう こさけしすけ „おぇお`]うえおぇ”.

“Парижки лудории” с Дидо Манчев и Жанет Йовчева
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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”┿╃.

24  2012 .•  I •  24

ん¡îñÖöó

｠ちけつてそ 〈けてかう:
„╅ちつかせあし“ そつてあせあ すそみて おそす

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
【あせみ そて ′あうそお 5

╊さつたかちてせそ:
』しかおつかつけこせけ さそすかせてあちけ

』てそみせさあ 〈とてあなそうあ:
[あちあはけつあせあ ちあいそてあ つすか

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》『《〈╊〉¨｠╅ を╊〉¨【╊ 〉╅ 【╅[』¨
¨ 】』]】╈¨ 《【 《╆ぅ¨〉╅【╅ 

〉╊』【╅╆¨]〉《』【【╅ 〉╅ 》╅′╅『╅ 〉╅ 
【『】╉╅ 《』【╅╇╅ ¨ 》『╊′ 【╅′¨ ╈《╉¨〉╅

╇]《╋╊〉¨っ【╅ ╇ ′╊〈っ – 
』¨╈】『〉¨ ¨ 》『╊′ 2012 ╈《╉¨〉╅

╇ 』【╅『《′╅╈《『』[《 - 』 15 ]╊╇╅
》《-╆《╈╅【  ̈《【 』『╊╉〉《【《 ′╅ 』【『╅〉╅【╅

』¨『〉¨ ′╅╈《╇╊′〉¨
げí ÑÜüíöí

 【あこせそ そちひきけか 
╇きっ:

┿かっおしぇくょなさ 
╉さぇしうきうさけゃ 
╋けきつうかけゃ

╋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: 
¨こっさぇすけさ ╋╋

╂けょうくう: 25

╆けょうは: [ぇお

》けぉう:

╉くうゅう, しこけさす

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

1 ゅけょうくう う 6 
きっしっちぇ

『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

╇つかさけ てちかてけ ちあいそてそおあてかし と せあつ けすあ せあすかちかせけか おあ たちあうけ せそうけ つひさちあはかせけみ け たちかく 2012 えそおけせあ

』ちかおせそ つひつ 100 しかうあ けすそてけてか う [あくあせしひさ 
つあ たそ-かうてけせけ そて てかくけ う 』てあちあ ′あえそちあ

]うさくう いぇゅけゃっいくう, ‶けおかぇょう うかう ‶さけておぇ っ ゅけかはき う ゃぇ-
あっく こさけかっすっく こさぇいくうお. 〈けえ っ ゃうくぇゅう ゃ くっょっかは, しっょっき 

しっょきうちう こさっょう ╁っかうおょっく う っょくぇ しっょきうちぇ しかっょ ╋っしくう いぇゅけ-
ゃっいくう. 〈ぇいう ゅけょうくぇ っ くぇ 26 そっゃさせぇさう.
‶けしすなす. ]うさくうちぇ こけしすぇゃは くぇつぇかけすけ くぇ くぇえ-こさけょなかあうすっか-

くうは こけしす こさっい ゅけょうくぇすぇ – 49 ょくう. ‶けしすっくっすけ くっ けいくぇつぇゃぇ 
しぇきけ ゃっゅっすぇさうぇくしすゃけ, すけ っ しゃけっけぉさぇいくぇ きぇゅうは, おけはすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ こさっょういゃうおぇ こかけょけさけょうっすけ; ゃさっきっくくぇ しきなさす, しかっょ おけはすけ 
いぇょなかあうすっかくけ しかっょゃぇ くけゃけ さぇあょぇくっ. 〈ぇおぇ しっ しうきゃけかういうさぇ 
ゃっつくうはす おさなゅけゃさぇす. 
¨ぉうつぇうすっ, しゃなさいぇくう し すけいう ょっく:
╁っつっさすぇ さけょうすっかうすっ しなぉうさぇす しっきっえしすゃぇすぇ くぇ しゃけうすっ しうくけゃっ, 

ょなとっさう う ゃくせちう, いぇ ょぇ いぇゅけゃはゃぇす けす きかっつくう たさぇくう. 
〈さぇょうちうけくくうすっ はしすうは しぇ ぉぇくうちぇ しなし しうさっくっ, こうすおぇ, ゃぇ-

さっくう はえちぇ, きかはおけ し けさうい, さうぉぇ, ぉはかぇ たぇかゃぇ し けさったけゃう はょおう.
》ぇきおぇくっ. ′ぇ つっさゃっく おけくっち しっ いぇゃなさいゃぇ う しっ しこせしおぇ けす すぇ-

ゃぇくぇ こぇさつっ ぉはかぇ たぇかゃぇ うかう ゃぇさっくけ はえちっ. ╉けくっちなす しっ いぇゃなさすぇ 
う ゃしっおう しっ けこうすゃぇ ょぇ たゃぇくっ たぇかゃぇすぇ うかう はえちっすけ し せしすぇ. ╉けえすけ 
せしこっっ, とっ ぉなょっ あうゃ う いょさぇゃ こさっい ちはかぇすぇ ゅけょうくぇ.
]うさくうておう けゅくぬけゃっ. ′ぇえ-たぇさぇおすっさっく う しなとっしすゃっく けぉう-

つぇえ っ いぇこぇかゃぇくっすけ くぇ こさぇい-
くうつくうすっ けゅくぬけゃっ, おけうすけ しっ 
こさっしおぇつぇす いぇ いょさぇゃっ, けおけかけ 
すはた しっ うゅさぇはす たけさぇ う しっ こっはす 
こっしくう. ╆ぇすけゃぇ こさぇいくうおなす しっ 
くぇさうつぇ う ‶けおかぇょう.
》ゃなさかはくっ くぇ しすさっかう. ╁しっ-

おう っさゅっく ういしすさっかゃぇ し こさうきう-
すうゃくけ くぇこさぇゃっく かなお いぇこぇかっ-
くぇ しすさっかぇ ゃ ょゃけさぇ くぇ きけきぇすぇ, 
おけはすけ たぇさっしゃぇ. ╉けはすけ きけきぇ 
しなぉっさっ くぇえ-きくけゅけ しすさっかう けす 
ょゃけさぇ しう, すは っ くぇえ-かうつくぇ う 
くぇえ-たぇさっしゃぇくぇ.
‶さけておぇ. ‶け すさぇょうちうは くぇ 

]うさくう ╆ぇゅけゃっいくう ぉかういおう う 
こけいくぇすう しっ けこさけとぇゃぇす こけ-
きっあょせ しう いぇ ゃしはおぇおゃう こさけ-
ゃうくっくうは こさっい ういきうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ. ‶け-きかぇょうすっ うしおぇす 
こさけておぇ けす こけ-ゃないさぇしすくう-
すっ. 〈さぇょうちうけくくうすっ ょせきう くぇ 
こさけておぇすぇ しぇ „‶さけとぇゃぇえ” 
うかう „‶さけしすう きう”. „‶さけしすっくけ 
ょぇ すう っ” こなお っ いぇょなかあうすっか-
くうはす けすゅけゃけさ. ╆ぇすけゃぇ こさぇい-
くうおなす っ こけいくぇす けとっ う おぇすけ 
‶さけておぇ.
╉せおっさしおう うゅさう. ╋ぇしおうさぇ-

くう きなあっ, けぉかっつっくう し おけあう う 
くぇおうつっくう しなし いゃなくちう, けぉうおぇ-
かはす こけ ょけきけゃっすっ, さぇいうゅさぇゃぇす 
おけきうつくう しちっくおう う ぉかぇゅけしかぇ-
ゃはす いぇ いょさぇゃっ う こかけょけさけょうっ. 
╆ぇぉさぇくぇすぇ いぇ しゃぇすぉう しかっょ 

]うさくう ╆ぇゅけゃっいくう っ しうきゃけ-
かうつくぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╉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.

. . 

‶さけておぇすぇ っ つせょけ, おけっすけ しっ 
こけかせつぇゃぇ けす しぇきけ しっぉっ 

しう. ‶さけとぇゃぇえおう, くうっ けすたゃなさ-
かはきっ けきさぇいぇすぇ おなき ょさせゅうは. ╁ 
せきぇ う ょせてぇすぇ くう くぇしすぇゃぇ こけ-
おけえ. ‶さけておぇすぇ っ くっとけ かうつくけ, 
くっゃうょうきけ, っょくけ うしおさっくけ くぇ-
てっこゃぇくっ, いゃせつぇとけ ょなかぉけおけ ゃ 
ょせてぇすぇ.
′うとけ くっ けぉなさおゃぇ こけゃっつっ あう-

ゃけすぇ; くうとけ くっ 
こさけゃけおうさぇ すけか-
おけゃぇ ぉけかっしすすぇ, 
おけかおけすけ けきさぇ-
いぇすぇ, せゅさういっくう-
はすぇ う ゃいぇうきくう-
すっ けぉゃうくっくうは. 
〈っいう すさう さっぇお-
ちうう おなき あうゃけ-
すぇ しっ ゅさぇょはす くぇ 
ゅくっゃぇ, ゃうくぇすぇ う 
ゃさぇあょっぉくけしす-
すぇ. ╆ぇょなさあぇくう 
ゃ せきぇ う しなさちっ-
すけ, すっ ぉかけおうさぇす 
あうゃけすぇ. ╀かけおう-
さぇす かうつくけしすくうは 
くう こけすっくちうぇか. 
‶ さ っ し せ て ぇ ゃ ぇ す 
あうゃけすぇ う ゅけ 
かうてぇゃぇす けす さぇ-
ょけしす う きうさ.
╁しっおう っ しこけしけ-

ぉっく ょぇ こさけしすう う くぇ ょさせゅうすっ, う 
くぇ しっぉっ しう. ╇ ゃしっおう きけあっ ょぇ 
ゅけ くぇこさぇゃう くっいぇぉぇゃくけ.
‶さけておぇすぇ くう けしゃけぉけあょぇゃぇ 

けす くっこさっしすぇくくけすけ しぇきけくぇおぇい-
ゃぇくっ, おけっすけ くう くぇかぇゅぇ さってっ-
くうっすけ ょぇ きさぇいうき. ‶さけておぇすぇ 
くう こけいゃけかはゃぇ ょぇ くっせすさぇかう-
いうさぇきっ けすさけゃくうすっ っきけちうう, 
おけうすけ くう こぇさぇかういうさぇす. [ってっ-
くうっすけ ょぇ こさけしすうき くう こさぇゃう 
しゃけぉけょくう. ‶さけておぇすぇ っ っょうく-
しすゃっくけすけ, おけっすけ きけあっ ょぇ くう 
ういぉぇゃう けす ゃうくぇすぇ う くっこさうは-
いなくすぇ.
′うっ こさけとぇゃぇきっ, くっ いぇ ょぇ けし-

すぇくっ ょさせゅうは くっくぇおぇいぇく. ′うっ 
こさけとぇゃぇきっ, いぇ ょぇ けしゃけぉけょうき 
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しっぉっ しう けす はょぇ う けきさぇいぇすぇ. 
╇いちっかっくうっすけ くぇしすなこゃぇ おぇすけ 
こけ つせょけ.
‶けしかっょうちうすっ けす すけゃぇ, つっ くっ 

きけあっき ょぇ こさけしすうき くぇ しっぉっ しう 
うかう くぇ ょさせゅうすっ しぇ けつっゃうょくう う 
おぇすけ こさぇゃうかけ - ういおかのつうすっかくけ 
すっあおう. ¨きさぇいぇすぇ っ ゅうぉっか いぇ 
しなゃなさてっくけすけ いょさぇゃっ. ╇いぉっさっ-
すっ くっ-こさけておぇすぇ; ういぉっさっすっ けき-

さぇいぇすぇ う あうゃけすなす ゃう いぇゃうくぇゅう 
とっ っ ういこなかくっく し くっくぇゃうしす, 
ょなかぉけおけ さぇいけつぇさけゃぇくうっ う きぇ-
くうぇおぇかくけ しぇきけしなあぇかっくうっ.
¨すおぇいなす けす こさけておぇ しっ ょなかあう 

くぇ しすさぇたぇ. 〈なえ おぇすけ しっ しすさぇたせ-
ゃぇきっ おぇおゃけ きけゅぇす うかう くっ きけ-
ゅぇす ょぇ くう くぇこさぇゃはす ょさせゅうすっ, 
くうっ ういぉうさぇきっ ゅくっゃぇ, くぇこぇょっ-
くうっすけ, けすぉさぇくぇすぇ おぇすけ くぇつうく 
ょぇ しっ つせゃしすゃぇきっ しうゅせさくう. ¨き-
さぇいぇすぇ - くぇえ-ゅうぉっかくけすけ, くぇえ-
くっいょさぇゃけしかけゃくけすけ つせゃしすゃけ, 
きけあっ ょぇ ぉなょっ こけぉっょっくぇ っょうく-
しすゃっくけ けす こさけておぇすぇ.
╆ぇおけくなす いぇ こさけておぇすぇ しっ 

しこぇいゃぇ きくけゅけ すさせょくけ. 〈けえ くう 
おぇさぇ ょぇ こさっさぇいゅかっょぇきっ きけすう-

ゃうすっ しう. ╇いうしおゃぇ ょぇ しっ ゃゅかっ-
ょぇきっ くぇょなかぉけおけ ゃ くっとぇすぇ. 
‶さけちっしなす くぇ こさけとぇゃぇくっすけ 
ういうしおゃぇ ょぇ しっ けすおぇあっき けす 
せぉっょっくけしすすぇ しう, つっ ゃうくぇゅう 
くうっ しきっ こさぇゃうすっ. ┿ すけゃぇ くぇ-
うしすうくぇ っ すさせょくけ.
‶さけとぇゃぇくっすけ くっ ういうしおゃぇ 

けす くぇし ょぇ ういくっゃっさはゃぇきっ くぇ 
せぉっあょっくうはすぇ しう うかう ょぇ こさっ-

く っ ぉ さ っ ゅ ゃ ぇ き っ 
こさうくちうこうすっ 
しう. ′っ っ くっ-
けぉたけょうきけ ょぇ 
こさぇゃうき おけき-
こさけきうしう し かう-
つくけしすくうは しう 
うくすっ ゅさうすっす . 
′っ っ くせあくけ ょぇ 
しっ けすおぇいゃぇきっ 
けす すけゃぇ, おけっ-
すけ くぇさうつぇきっ 
しゃけは うしすうくぇ. 
╃けしすぇすなつくけ っ 
ょぇ しっ こけしすぇ-
ゃうき くぇ きはしすけ-
すけ くぇ ょさせゅうは う 
ょぇ しっ けこうすぇきっ 
ょぇ こさけせきっっき 
くっゅけゃぇすぇ うしすう-
くぇ. ╆ぇおけくなす いぇ 
こさけておぇすぇ くっ 
うしおぇ けす くぇし ょぇ 

あうゃっっき, けこうすゃぇえおう しっ ょぇ せゅけ-
ょうき くぇ ゃしっおう, ういくっゃっさはゃぇえおう 
くぇ しっぉっ しう.
╆ぇおけくなす いぇ こさけておぇすぇ くう こけ-

きぇゅぇ ょぇ しすうゅくっき ょけ うしすうくぇすぇ, 
つっ くっ ょせたなす くう くぇしすけはゃぇ ょぇ 
けすしすけはゃぇきっ くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ くは-
おぇおゃぇ しゃけは こさぇゃけすぇ, ぇ かうつくけ-
すけ くう っゅけ.
╆ぇおけくなす っ けぉとけゃぇかうょっく う 

うきぇ っょくぇおゃぇ しうかぇ ゃなゃ ゃしうつおう 
つけゃっておう ゃいぇうきけけすくけてっくうは: 
かうつくう, しっきっえくう, こさけそっしうけ-
くぇかくう, けぉとっしすゃっくう. ‶さけて-
おぇすぇ っ ゃ しうかぇ いぇ ゃしうつおけ, こさう 
ゃしっおうゅけ, ゃうくぇゅう.
′うとけ くっ けしおゃっさくはゃぇ しな-

ゃなさてっくけすけ いょさぇゃっ くぇ ょせたぇ う 

すはかけすけ こけゃっつっ けす くっくぇゃうしすすぇ, せゅさういっくうはすぇ う ゃいぇうきくうすっ けぉゃう-
くっくうは. 〈っいう っきけちうう しぇ きくけゅけ こけ-けこぇしくう いぇ くぇてっすけ いょさぇゃっ けす 
くぇえ-すっあおぇすぇ そういうつっしおぇ すさぇゃきぇ.
‶さけせきっっ かう しっ ゃっょくなあ うょっはすぇ いぇ こさけておぇすぇ, すは すさはぉゃぇ ょぇ しっ 

こさうかぇゅぇ くっこさっおなしくぇすけ う うしおさっくけ. 〈は くっ っ っょくけおさぇすっく ぇおす, ぇ 
くぇつうく くぇ あうゃけす. ]なとくけしすすぇ くぇ こさけちっしぇ っ ゃ すけゃぇ, ょぇ ういつうしすうて 
ゃさぇあょっぉくけすけ しう けすくけてっくうっ おなき つけゃっおぇ, くぇ おけゅけすけ うしおぇて ょぇ 
こさけしすうて - ゃしっ っょくけ ょぇかう すけゃぇ っ くはおけえ ょさせゅ うかう すう しぇきうはす, う ょぇ 
いぇこけつくって ょぇ しう こさっょしすぇゃはて, つっ きせ しっ しかせつゃぇす たせぉぇゃう う ょけぉさう 
くっとぇ.
] けこさけとぇゃぇくっすけ くうっ しっ こさけきっくはきっ くっ しぇきけ くぇ ょせたけゃくけ くうゃけ; 

こさけきっくは しっ くぇてぇすぇ ぉうけたうきうは. ╉ぇつっしすゃけすけ くぇ あうゃけす さはいおけ しっ 
こけょけぉさはゃぇ, おけゅぇすけ しっ こさぇおすうおせゃぇ ╆ぇおけくぇ いぇ こさけておぇすぇ.
¨しゃけぉけょっすっ しっ つさっい こさけておぇすぇ!

╂さっゅ ┿くょっさしなく

ぁ】╉《【《 〉╅ 》『《ぃ[╅【╅

Честит рожден ден!

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす こさうっ 
こさけきはくぇ ゃ ′ぇさっょぉぇ わ26 

こけ ゃさっきっ くぇ こけしかっょくぇすぇ しう しっ-
しうは くぇ 13-すう そっゃさせぇさう. 』ぇしす けす 
すぇおしうすっ ぉはたぇ こさけきっくっくう しかっょ 
うしおぇくっ けす しすさぇくぇ くぇ すなさゅけゃちう 
う ゅさぇあょぇくう. ′ぇきぇかはゃぇ しっ すさけ-
すけぇさくけすけ こさぇゃけ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ 
こけ うしおぇくっ くぇ たけすっかうっさうすっ う 
さっしすけさぇくすぬけさうすっ, くけ くっ ゃ こなか-
くうは さぇいきっさ, こけうしおぇく けす すはた. 
]ょさせあっくうっすけ くぇ たけすっかうっさうすっ 
う さっしすけさぇくすぬけさうすっ こけうしおぇ けす 
50 しすけすうくおう くぇ おゃぇょさぇす すさけすけ-
ぇさ, すぇおしぇすぇ いぇ きぇしう くぇ けすおさうすけ 
ょぇ しすぇくっ 30 しすけすうくおう, おけかおけすけ 

294 たうかはょう さぇぉけすくう きっしすぇ 
しぇ ぉうかう いぇおさうすう ゃ しすさぇくぇすぇ 
こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ 
„こけしすうあっくうっ” くぇさっあょぇ ╀なかゅぇ-
さうは こけ さなしす くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ 
ゃ 〈けこ こっす くぇ しすさぇくうすっ けす ╄ゃ-
さけこっえしおうは しなのい (╄]). ╃ぇくくうすっ 
しぇ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ 
おぇきぇさぇ う しぇ つぇしす けす きぇとぇぉくぇ 
ぇくおっすぇ, こさけゃっょっくぇ しさっょ こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ ぉかういけ 500 おけき-
こぇくうう. 
¨す くっは しすぇゃぇ はしくけ, つっ ゃしっおう 

すさっすう さぇぉけすけょぇすっか うきぇ くぇきっ-
さっくうっ う こさっい すぇいう ゅけょうくぇ ょぇ 
こさぇゃう くけゃう しなおさぇとっくうは. 
╃ぇくくうすっ くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ 

しかせあぉぇ ╄ゃさけしすぇす しぇ けとっ こけ-
おぇすっゅけさうつくう: ゃ おさぇは くぇ  きう-
くぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くうゃけすけ くぇ ぉっい-
さぇぉけすうちぇ ゃ ╀なかゅぇさうは っ くぇょ 
しさっょくけすけ いぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい 
- 12% せ くぇし, こさう しさっょくけ くうゃけ 
いぇ ]なのいぇ けす 10,1%. ‶さっょ くぇし 
こけ さなしす くぇ ぉっいさぇぉけすくう しぇ しぇきけ 

╇ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ ゃかけあっくうはすぇ う こけおせこおぇすぇ くぇ いっきっ-
ょっかしおぇ いっきは けしすぇゃぇ すさぇえくぇ う しうゅせさくぇ うくゃっしすうちうは, おぇ-

すっゅけさうつくう しぇ ぉさけおっさう けす ぇゅっくちううすっ いぇ くっょゃうあうきう うきけすう ゃ 
╉ぇいぇくかなておけ. ╁なこさっおう つっ ゃ きけきっくすぇ こぇいぇさなす くぇ いっきっょっかしおう 
いっきう う ゅけさう っ こけつすう いぇきさはか, すけ うくすっさっしなす おなき こけおせこおぇすぇ くぇ 
すぇおぇゃぇ くっょゃうあうきけしす けしすぇゃぇ すさぇっく.

ぉってっ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ くぇえ-おさぇえくうすっ つぇしすう くぇ ゅさぇょぇ. ‶け こさっょかけあっくうっ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお すぇおしぇすぇ しっ こさうっ ゃ すさっすう ゃぇさうぇくす – しさっょくけ こけかけあっくうっ きっあょせ うしおぇくっすけ くぇ ]ょさせ-
あっくうっすけ う こなさゃけくぇつぇかくうすっ こさっょかけあっくうは くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす けょけぉさう すぇおしぇすぇ 
いぇ すさけすけぇさくけ こさぇゃけ いぇ さぇいこけかぇゅぇくっ くぇ きぇしう う しすけかけゃっ くぇ けぉとうくしおうすっ こかけとう ょぇ こぇょくっ けす 
50 しすけすうくおう くぇ 40 しすけすうくおう ゃ こなさゃぇ ゅさぇょしおぇ いけくぇ, ゃなゃ ゃすけさぇ いけくぇ とっ しっ こかぇとぇ 0.35 かゃ. くぇ 
おゃぇょさぇす, ゃ すさっすぇ いけくぇ – こぇょぇ くぇ 30 しすけすうくおう, けす 30 しすぇゃぇ 20 しすけすうくおう ゃ おさぇえくうすっ つぇしすう くぇ 
ゅさぇょぇ. ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けぉぇつっ とっ くぇしすけはゃぇ こさっょ さっしすけさぇくすぬけさうすっ う たけすっかうっさうすっ  ょぇ ぉなょぇす 
こけ-ょうしちうこかうくうさぇくう う ょぇ くっ つぇおぇす, おぇおすけ ょけしっゅぇ, けぉとうくしおうすっ しかせあうすっかう こなさゃけ ょぇ せしすぇくけゃはす 
くぇさせてっくは う っょゃぇ すけゅぇゃぇ ょぇ しう こかぇとぇす, ぉっ けぉはゃっくけ くぇ こさっしおけくそっさっくちうは けす おきっすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ こさっょう しっしうはすぇ くぇ 13-すう そっゃさせぇさう. ‶さぇおすうおぇすぇ ょぇ くっ しっ こかぇとぇ, ぇ すけゃぇ ょぇ しすぇゃぇ 
しぇきけ しかっょ こさけゃっさおぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ, すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ こさっおさぇすっくぇ う うきぇきっ せゃっさっくうっ けす ]ょさせあっ-
くうっすけ, つっ くっゅけゃうすっ つかっくけゃっ とっ こけかけあぇす せしうかうは ょぇ せぉっょはす おけかっゅうすっ しう - おけえすけ しっ けしかせてゃぇ, 
ゃっつっ ょぇ しう こかぇとぇ さっょけゃくけ, おぇいぇ こさっょ あせさくぇかうしすうすっ ]すけはくけゃぇ. ╉けくすさけかなす ゃなさたせ こかぇとぇくっすけ 
とっ ぉなょっ いぇゃうてっく, こけすゃなさょう う いぇき. おきっすなす ‶っすなさ ╉けしっゃ. 

╇しこぇくうは, ╇さかぇくょうは, ]かけゃぇおうは 
う ‶けさすせゅぇかうは. 
′ぇ ゅけょうてくぇ ぉぇいぇ しこぇょなす くぇ 

いぇっすけしすすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは こさっい 
すさっすけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2011 
ゅ.ょけしすうゅぇ 3,2%, おぇすけ こけ-いかっ けす 
くぇし しぇ しぇきけ [せきなくうは う ╂なさちうは.
¨す ょぇくくうすっ う ぇくぇかういぇ くぇ ′]╇ 

しっ ゃうあょぇ, つっ こっしうきういきなす しさっょ 
ぉなかゅぇさしおうすっ きっくうょあなさう いぇ 
ぉういくっしおかうきぇすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ しっ 
いぇこぇいゃぇ う いぇ すぇいう ゅけょうくぇ. ]こけ-
さっょ ぇくぇかういぇ ゃ こけゃっつっすけ しっおすけ-
さう くぇ うおけくけきうおぇすぇ しっ ゅけすゃはす 
くけゃう しなおさぇとっくうは.
′っ すけかおけゃぇ きさぇつっく, けぉぇつっ, 

ういゅかっあょぇ こぇいぇさなす くぇ すさせょぇ いぇ 
╇〈-しこっちうぇかうしすうすっ, けこっさぇすけさう-
すっ ゃ おけかちっくすさけゃっ, しこっちうぇかう-
しすうすっ こけ こさけょぇあぉう う おぇょさうすっ し 
ゃうしけおぇ おゃぇかうそうおぇちうは, しこけしけぉ-
くう ょぇ いぇっきぇす っおしこっさすくう こけいう-
ちうう. ╃ぇくくうすっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ こけおぇいゃぇす, つっ こさっい かはすけすけ 
くぇ 2011 ゅけょうくぇ すなさしっくっすけ くぇ 

ゃうしてうしすう っ ぉうかけ いくぇつうすっかくけ 
こけ-しうかくけ ゃ しさぇゃくっくうっ し すけゃぇ 
くぇ 2010 ゅけょうくぇ. 〈さぇっく しっ いぇ-
こぇいゃぇ う „ゅかぇょなす” いぇ うくあっくっさう 
う ゃうしけおけけぉさぇいけゃぇくう きっくう-
ょあなさう, っおしこっさすう こけ さっゅうけくぇ-
かうしすうおぇ.
╁こっつぇすかっくうはすぇ くぇ しこっちうぇかう-

しすうすっ こけ つけゃっておうすっ さっしせさしう 
しぇ, つっ こさっい 2011 ゅ. こぇいぇさなす 
おぇすけ つっ かう しっ っ せしこけおけうか, くっ しっ 
くぇぉかのょぇゃぇす う きぇしけゃう しなおさぇ-
とっくうは. ╇いおかのつっくうは こさぇゃはす 
しすさけうすっかしすゃけすけ う しゃなさいぇくうすっ 
し くっゅけ しっおすけさう, おぇおすけ う くはおけう 
こけ-しこっちうそうつくう こさけういゃけょしすゃぇ.
]すさぇたけゃっすっ けおけかけ ょなかゅけゃぇすぇ 

おさういぇ ゃ ╄ゃさけこぇ しぇ ういけしすさう-
かう しっすうゃぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう-
すっ こさっょこさうっきぇつう, おけうすけ しぇ 
いくぇつうすっかくけ こけ-こさっょこぇいかうゃう 
う きくけゅけ こけ-ゃいうしおぇすっかくう こさう 
くぇぉうさぇくっすけ くぇ くけゃ こっさしけくぇか. 
‶さう くぇしさけつゃぇくっ くぇ おけくおせさしう 
すったくうすっ けつぇおゃぇくうは しぇ くぇさぇし-
くぇかう う しぇ くぇしけつっくう おなき うい-
ぉけさ ういきっあょせ こけゃっつっ う ゃしっ こけ-
おゃぇかうそうちうさぇくう おぇくょうょぇすう, 
すゃなさょはす しこっちうぇかうしすうすっ こけ つけ-
ゃっておう さっしせさしう. 〈さっゃけゅぇすぇ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ さぇぉけすくうすっ きっし-
すぇ ゃ ╀なかゅぇさうは しっ いぇょなかぉけつぇゃぇ 
う こさっい くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ, さぇしすっ う 
ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ. ‶け こけしかっょくう 
ょぇくくう くぇ ′]╇ しぇきけ こさっい はくせ-
ぇさう すぇいう ゅけょうくぇ しぇ いぇおさうすう 50 
242 さぇぉけすくう きっしすぇ ゃ  ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ.

〈┿, こけ きぇすっさうぇかう くぇ 
╀〈‶‶ う ╀]╉

742 かっゃぇ っ しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ ゃなゃ そうさきうすっ う こさっょ-
こさうはすうはすぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす, しこけさっょ ょぇくくう くぇ ′ぇちうけくぇか-
くぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, けすつっすっくう いぇ こけしかっょくけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2011 
ゅけょうくぇ. ′うゃけすけ くぇ すぇいう しさっょくぇ いぇこかぇすぇ っ し 15 かっゃぇ こけ-ゃうしけおけ けす 
しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, けすつっすっくぇ けす ′]╇ いぇ しすさぇくぇすぇ.
┿おけ おなき しさっょくぇすぇ いぇこかぇすぇ ゃ けぉかぇしすすぇ しっ こさうぉぇゃはす う っょくけおさぇす-

くうすっ ゃないくぇゅさぇあょっくうは, けすつうしかっくう いぇ ゅけょうくぇすぇ, すけ くうゃけすけ くぇ 
しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ ゃ さっゅうけくぇ 
しすぇゃぇ けとっ こけ-ゃうしけおけ - 758 かっゃぇ. 

ゐíëÜ½ñöéë

Здраве, любов и късмет в следващите
100 години!


