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

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
[ちあせけつてさあてあ 〉けせあ

╅ちつかせあしつさけ うかつてけ:
》ちかけくいちあにあ ╅てあせあつ ╆そくそう くあ

5-てけ すあせおあて

╆そえおあせあ [あちあおそねかうあ:
╋かせけてか つすか たそ-とつてそこねけうけ け たそ-とすせけ
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 【あこせそ そちひきけか 
╇きっ:

]うかゃうは ╂っけさゅうっゃぇ 
╃っくっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, 
╆ぇゃけょ 1/251

╃かなあくけしす:

╂さぇゃぬけさ くぇ きっすぇか

╂けょうくう: 29

╆けょうは: [うぉう

》けぉう:

╉けかけっいょっくっ, ゃけ-
かっえぉけか

¨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“:

2 ゅけょうくう

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

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

╉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 う くぇ しっきっえしすゃけすけ.

. . 

′はきぇ くうとけ こけ-いょさぇゃけ-
しかけゃくけ けす ょなかぉけおうは, 

こなかくけちっくっく しなく. ╁なこさっおう つっ 
こさけちっしなす くぇ しなくは っ てうさけおけ 
こさけせつっく, こけゃっつっ けす ゃっお, ちっか-
すぇ う そせくおちうはすぇ きせ ゃしっ けとっ っ 
ぉうけかけゅうつくぇ いぇゅぇょおぇ. 

╉ぇおゃけ っ しなくはす?
′ぇえ-けぉとけ おぇいぇくけ, しなしすけは-

くうっ くぇ すっかっしくぇ こけつうゃおぇ; つぇしす 
けす ゃさっきっ, おけはすけ しっ たぇさぇおすっ-
さういうさぇ し きぇかおけ うかう けゅさぇくう-
つっくけ けしないくぇゃぇくっ くぇ しゃっすぇ 
くぇけおけかけ. ╆ぇ きくけゅけ たけさぇ しなく-
はす っ こっさうけょ くぇ ぉっいょっえしすゃうっ, 
くけ すけゃぇ くっ っ うしすうくぇ - ゃしうつおう 
こさけちっしう こけ ゃさっきっ くぇ しなく ゃ 
すはかけすけ う きけいなおぇ しぇ ぇおすうゃくう. 
《ぇいうすっ くぇ しなくは. ¨しゃっく しなし-

すけはくうっ, しなくはす っ う こさけちっし し 
くはおけかおけ そぇいう. 〈けえ ゃおかのつゃぇ 
っしすっしすゃっく さうすなき, おけえすけ いぇ-
こけつゃぇ ゃっつっさ, おけゅぇすけ eこうそうい-
くぇすぇ あかっいぇ ゃ きけいなおぇ けしゃけ-
ぉけあょぇゃぇ たけさきけくぇ きっかぇすけくうく, 
ょぇゃぇと しうゅくぇか いぇ しなく. 
╉けゅぇすけ つけゃっお しっ こさうゅけすゃは 

いぇ しなく, ょうてぇくっすけ しっ いぇぉぇゃは, 
きせしおせかうすっ しっ けすこせしおぇす, しなさ-
ょっつくうはす さうすなき しっ いぇぉぇゃは, ぇ 
すっかっしくぇすぇ すっきこっさぇすせさぇ  かっおけ 
しこぇょぇ. ′ぇ すけいう っすぇこ きけいなつくう-
すっ ゃなかくう しっ こさけきっくはす. 《ぇいぇ 
1 – し くっは いぇこけつゃぇ しなとうくしおう-
はす しなく  - すけえ っ きくけゅけ かっお, し 

ぉぇゃくう けつくう ょゃうあっくうは, つけゃっお 
きけあっ かっしくけ ょぇ しっ しなぉせょう. 
¨す そぇいぇ 1 ょけ 3 - きけいなつくうすっ 
ゃなかくう しっ いぇぉぇゃはす. 《ぇいぇ 4  - 
ょなかぉけお しなく. 《ぇいぇ ╀¨╃ /╀なさいう 
¨つくう ╃ゃうあっくうは/ - すは くぇしすなこ-
ゃぇ しかっょ ょなかぉけおうは しなく う おぇさぇ 
けつうすっ ょぇ しっ ょゃうあぇす ぉなさいけ う 
うきぇ すけかおけゃぇ きけいなつくぇ ぇおすうゃ-
くけしす, おけかおけすけ, おけゅぇすけ しきっ 
ぉせょくう. ‶け ゃさっきっ くぇ すぇいう そぇいぇ 
きせしおせかうすっ しぇ くぇえ-けすこせしくぇすう.

╆ぇとけ すさはぉゃぇ ょぇ しこうき?
]なくはす っ くっ しぇきけ くぇつうく いぇ 

っそっおすうゃくぇ こけつうゃおぇ けす っあっ-
ょくっゃくけすけ くぇすけゃぇさゃぇくっ. 〈けえ っ 
ゃぇあっく いぇ こけょょなさあぇくっ そせくお-
ちうはすぇ くぇ うきせくくぇすぇ しうしすっきぇ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ くっゅけ っそっお-
すうゃくけ さぇぉけすう きけいなおなす, すさせ-
ょけしこけしけぉくけしすすぇ っ けこすうきぇかくぇ. 
′ぇぉかのょっくうはすぇ こけおぇいゃぇす, つっ 

Скъпи жени!
Приемете искрената ни благодарност за  вашия огромен принос 

в трудната и напрегната работа във фирмата и за това,
че правите мъжкото ежедневие на „Арсенал”

по-приветливо и по-красиво!
На всяка от вас и на вашите семейства и близки 
от сърце  желаем здраве и пролетно настроение !                                                                           

Слънчеви усмивки да озаряват всичко, до което се докоснете!
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ 

ЖЕНИ В „АРСЕНАЛ”!

Скъпи жени – работнички, специалистки
и служителки на „Арсенал”!

От сърце ви поздравяваме по случай най-вълнуващия женски 
празник Осми март и ви желаем здраве, професионални успехи и 

много лични и семейни радости!
И тъй като столетният Международен ден на солидарността 

на трудещите се жени вече има ново лице – с нови европейски 
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обаятелност и сила, но и своята  борбеност в усилията  ви за 
повече женски права и равнопоставеност  в обществото!
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1 てちけしけそせ かうちそ つか えといみて えそおけのせそ う ╊』 そて せかたしあはあせか せあ おあせひぬけ
╀なかゅぇさうは うきぇ くぇえ-ゅけかはき しうゃ しっおすけさ ゃ ╄ゃさけ-

こっえしおうは しなのい, すけゃぇ しっ おけくしすぇすうさぇ ゃ こけさなつぇ-
くけ ういしかっょゃぇくっ いぇ しなぉうさぇっきけしすすぇ くぇ ょぇくなちうすっ. 
┿くぇかういなす し くっかうちっこさうはすくぇすぇ おけくしすぇすぇちうは っ くぇ-

こさぇゃっく けす ぉさうすぇくしおぇすぇ おけきこぇくうは “〈ぇおし さうしなさつ” 
こけ こけさなつおぇ くぇ ╂させこぇすぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ う ょっきけ-
おさぇすうすっ ゃ ╄ゃさけこっえしおうは こぇさかぇきっくす.
]なぉさぇくう しぇ う ぇくぇかういうさぇくう ょぇくくう いぇ 145 ょなさあぇ-

ゃう, こさけういゃっあょぇとう くぇょ 98% けす しゃっすけゃくうは ぉさせすっく 
ゃなすさってっく こさけょせおす (╀╁‶). 
′ぇ ぉぇいぇ ょぇくくうすっ しすぇゃぇ はしくけ, つっ しうゃうはす しっおすけさ 

せ くぇし っ いくぇつうすっかくけ こけ-ゃうしけお けす しさっょくけすけ いぇ ╄], 
┿いうは う ]っゃっさくぇ ┿きっさうおぇ, くけ しっ ょけぉかうあぇゃぇ ょけ くう-
ゃぇすぇ ゃ ┿そさうおぇ. ]こけさっょ ょぇくくうすっ くぇ “〈ぇおし さうしなさつ” 
ょけしすぇ ょなさあぇゃう けす 』っさくうは おけくすうくっくす しぇ し こけ-しゃっす-
かぇ うおけくけきうおぇ けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ, おぇすけ ╉ぇきっさせく, ╄お-
ゃぇすけさうぇかくぇ ╂ゃうくっは, ╀けすしゃぇくぇ う ╄ゅうこっす. 

] 50% こけ-っゃすうくけ とっ 
こなすせゃぇす ゃ ゅさぇょしおうは 

う きっあょせゅさぇょしおう すさぇくし-
こけさす こっくしうけくっさうすっ, 
くぇゃなさてうかう 70-ゅけょうて-
くぇ ゃないさぇしす, けす けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. 〈ぇいう ょけゅけ-
ゃけさっくけしす ぉっ こけしすうゅくぇすぇ  
きっあょせ 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 
う おけくしけさちうせき „¨ぉっょう-
くっくうっ くぇ ぇゃすけぉせしくうすっ 
こさっゃけいゃぇつう けす けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお” ╃╆╆╃  ょっしっす 
ょくう, しかっょ おぇすけ ¨ぉとうく-
しおうはす しなゃっす ゃいっ さってっ-
くうっ しぇきけ し 10% ょぇ ぉな-
ょぇす せゃっかうつっくう 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 きっあょせゅさぇょしおう すさぇくし-
こけさす. ╋っあょせゃさっきっく-
くけ こさっゃけいゃぇつうすっ ゃっつっ 
ぉはたぇ ゃょうゅくぇかう ちっくうすっ 
しさっょくけ し 20%.  
[ぇいかうおぇすぇ けす 30%, 

‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ ゃけょっとう 
そうさきう - つぇしす けす おぇいぇく-

かなておうは ぉういくっし, せつぇしすゃぇたぇ ゃ 
しさっとぇ いぇ けぉしなあょぇくっ くぇ おぇょさけ-
ゃうは こけすっくちうぇか くぇ くぇえ-しすぇさけすけ 
こさけそっしうけくぇかくけ せつうかうとっ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお う っょくけ けす くぇえ-しすぇさうすっ 
ゃ しすさぇくぇすぇ - ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあう-
っくけゃ”. 
〉つうかうとっすけ っ こさはお くぇしかっょくうお 

くぇ ぉうゃてうは きったぇくけすったくうおせき ゃ 
ゅさぇょぇ, ょぇか くぇ さぇえけくぇ う しすさぇ-
くぇすぇ ゃけょっとう おぇょさう くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ うくょせしすさうは. 
╇くうちうぇすけさ いぇ しさっとぇすぇ ぉっ 

せつうかうとくけすけ さなおけゃけょしすゃけ. ╁ 
くっは せつぇしすゃぇ う おきっすなす くぇ けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ.  

おけはすけ しっ はゃはゃぇ きっあょせ さっゅかぇきっくすうさぇくけすけ 
20-こさけちっくすくけ くぇきぇかっくうっ くぇ ちっくうすっ くぇ ぇゃ-
すけぉせしくうすっ ぉうかっすう いぇ すぇいう おぇすっゅけさうは たけさぇ う 
こけしすうゅくぇすけすけ くぇきぇかっくうっ けす 50%, っ ういちはかけ いぇ 
しきっすおぇ くぇ こさっゃけいゃぇつうすっ.  
╁ たけょぇ くぇ さぇいゅけゃけさうすっ きっあょせ ょゃっすっ しすさぇくう 

っ こけしすうゅくぇすけ う けとっ っょくけ しこけさぇいせきっくうっ: けし-
すぇくぇかうすっ こっくしうけくっさう, こけょ 70-ゅけょうてくぇ ゃない-
さぇしす, とっ こなすせゃぇす ゃ ゅさぇょしおうは すさぇくしこけさす くぇ 
ちっくぇ けす 60 しすけすうくおう. 〈けかおけゃぇ とっ こかぇとぇす いぇ 
ゅさぇょしおう ぇゃすけぉせし う せつっくうちうすっ.  
¨しすぇくぇかうすっ ちっくう くぇ ぉうかっすうすっ けしすぇゃぇす ぉっい 

こさけきはくぇ. 
′ぇ 14-すう そっゃさせぇさう 

す.ゅ. しさっょくけ し きっあ-
ょせ 13% う 23% ぉはたぇ 
せゃっかうつっくう ちっくうすっ くぇ 
ぉうかっすうすっ いぇ こなすせゃぇ-
くっ ゃ ゅさぇょしおうは う きっあ-
ょせゅさぇょしおう すさぇくしこけさす 
けす しすさぇくぇ くぇ こさっゃけい-
ゃぇつうすっ. 〉ゃっかうつっくうっ-
すけ しすぇくぇ そぇおす きっしっち, 
しかっょ おぇすけ すっ ょっこけいう-
さぇたぇ こうしきけ し すぇおけゃぇ 
うしおぇくっ ゃ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは.  
]っょきうちぇ こけ-おなしくけ 

きっしすくうはす こぇさかぇきっくす 
さってう せゃっかうつっくうっすけ 
ょぇ ぉなょっ し 10%. ╇ いぇ-
ょなかあう おきっすぇ くぇ けぉ-
とうくぇすぇ ょぇ いぇこけつくっ 
さぇいゅけゃけさう し こさっゃけい-
ゃぇつうすっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

 

しかっょ ょけぉなさ しなく こけ-かっしくけ しっ 
こさうょけぉうゃぇす せきっくうは う いくぇくうは.                                                                       
╉けかおけ しなく くう っ くせあっく? ′はきぇ 
っょくけいくぇつっく けすゅけゃけさ. 〈けゃぇ 
っ しすさけゅけ うくょうゃうょせぇかっく ゃな-
こさけし, おけえすけ いぇゃうしう けす きくけゅけ 
そぇおすけさう. ′ぇ おなさきぇつっすぇすぇ しぇ 
うき くっけぉたけょうきう こけくっ 16 つぇしぇ 
しなく くぇ ょっく. ╆ぇ ょっちぇすぇ しぇ ょけし-
すぇすなつくう 10 つぇしぇ. ╁ないさぇしすくう-
すっ しっ くせあょぇはす しさっょくけ けす 7-8 

つぇしぇ. ╇いゃっしすくけ っ, つっ ぉさっきっく-
くけしすすぇ こけゃうてぇゃぇ くせあょぇすぇ けす 
しなく し くはおけかおけ つぇしぇ. ╉さぇすおう-
はす しなく けす 4-5 つぇしぇ っ ゃさっょっく 
う けすしかぇぉゃぇ うきせくうすっすぇ. 》け-
さぇすぇ, おけうすけ しきはすぇす, つっ こさっい 
こけつうゃくうすっ ょくう とっ くぇゃぇおしぇす 
こさけこせしくぇすうは こさっい しっょきうちぇ-
すぇ しなく, すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす, つっ 
すけゃぇ くぇさせてぇゃぇ ぉうけさうすきうすっ 
うき. ╃けおぇいぇくけ っ う, つっ たけさぇすぇ, 
おけうすけ けぉうつぇす ょぇ しっ ういかっあぇ-
ゃぇす ょなかゅけ, しぇ ういかけあっくう くぇ 
こけ-ゃうしけお さうしお けす ょっこさっしうは う 
ょうぇぉっす.

╆ぇとけ しなくはす すさはぉゃぇ ょぇ っ 

ょけぉなさ?
‶なかくけちっくくうはす しなく うきぇ 

あういくっくけ ゃぇあくう いぇ けさゅぇくう-
いきぇ そせくおちうう: ゃないしすぇくけゃはゃぇ 
さぇぉけすけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ つけ-
ゃっお, けしけぉっくけ くっゅけゃぇすぇ ょゃう-
ゅぇすっかくぇ う くっさゃくぇ ぇおすうゃくけしす; 
ゃないしすぇくけゃはゃぇ けぉきはくぇすぇ くぇ 
ゃっとっしすゃぇすぇ; くぇきぇかはゃぇ さぇい-
たけょぇ くぇ っくっさゅうは; ういゃなさてゃぇ 
ょけこなかくうすっかくぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ 
うくそけさきぇちうはすぇ, こけしすなこうかぇ 
こさっい ょっくは; せゃっかうつぇゃぇ いぇ-
とうすくうすっ しうかう くぇ けさゅぇくういきぇ.                                                                                                 
‶けしかっょうちうすっ けす かけてうは う くっ-
ょけしすぇすなつっく しなく. ╁しうつおう, おけう-
すけ いぇしこうゃぇす こさっょ すっかっゃういけさぇ, 
うかう とけき “こけょせてぇす” ゃないゅかぇゃ-
くうちぇすぇ, けこさっょっかっくけ くっ しこはす 
ょけしすぇすなつくけ. [ぇぉけすぇすぇ こけゃっつっ 
けす 60 つぇしぇ くぇ しっょきうちぇ おさうっ 
こけすっくちうぇかっく さうしお けす うくしせかす 
うかう うくそぇさおす しぇきけ いぇさぇょう そぇ-

おすぇ, つっ くっ しっ しこう ょけしすぇすなつくけ. 
]すぇすうしすうおぇすぇ こけおぇいゃぇ, つっ こけ-
ゃっつっ けす 2-きぇ くぇ ゃしっおう 5-きぇ 
うきぇす こさけぉかっきう しなし しなくは. 
100 きかく. あうすっかう くぇ ╆っきはすぇ 
くっ せしこはゃぇす ょぇ しう ょけしこうゃぇす. 
‶けゃっつっすけ ぉなかゅぇさう くっ しう ょけし-
こうゃぇす, こけかけゃうくぇすぇ うきぇす さぇい-
しすさけえしすゃぇ くぇ しなくは, すゃなさょはす 
かっおぇさう. ╊うてぇゃぇくっすけ けす しなく 
くっ っ ぉっいけぉうょくけ. ′ぇこさうきっさ, 

くっょけしこうゃぇくっすけ っ こさうつうくぇ 
いぇ 10% けす おぇすぇしすさけそうすっ こけ 
しゃっすぇ. ¨しゃっく すけゃぇ, せゃっかうつぇ-
ゃぇ しっ さうしおなす けす: ょうぇぉっす すうこ 
2, ゃうしけおけ おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ, 
くっさゃくけ くぇこさっあっくうっ う しすさっし, 
いぇすかなしすはゃぇくっ; くぇきぇかはゃぇす 
おけくちっくすさぇちうはすぇ, そういうおけ-きけ-
すけさくうすっ せきっくうは う せきしすゃっくうすっ 
しこけしけぉくけしすう. ′はおけかおけ つぇしぇ 
かうてぇゃぇくっ けす しなく しっょきうつ-
くけ きけゅぇす ょぇ ょっしすぇぉうかういうさぇす 
たけさきけくぇかくうすっ くうゃぇ. ╉ぇそっすけ 
うかう ょさせゅう しすうきせかぇくすう くっ きけ-
ゅぇす ょぇ おけきこっくしうさぇす くっょけしこう-
ゃぇくっすけ. ]なし しなくは しぇ しゃなさいぇくう  
さっょうちぇ いぇぉけかはゃぇくうは –  つぇしす 

けす すはた しぇ うくしせかすなす, こしうたうつくう-
すっ いぇぉけかはゃぇくうは, ょっこさっしうゃくう-
すっ さぇいしすさけえしすゃぇ, ぉけかっしすすぇ くぇ 
┿かちたぇえきっさ, てういけそさっくうはすぇ.                                                                                                                  
╀っいしなくうっすけ. 〈けゃぇ っ くぇえ-つっし-
すけすけ さぇいしすさけえしすゃけ くぇ しなくは. 
‶けくはおけゅぇ こさっすけゃぇさゃぇくっすけ 
こさっい ょっくは ゃけょう ょけ しゃさなたゃない-
ぉせょぇ う こさけゅけくゃぇ しなくは. ′はおけう 
いぇしこうゃぇす っょゃぇ さぇくけ しせすさうく-
すぇ, ょさせゅう こなお しっ ぉせょはす つっし-
すけ こさっい くけとすぇ. 10 – 26% けす 
たけさぇすぇ しすさぇょぇす けす ゃさっきっくくけ 
ぉっいしなくうっ, 7 – 20%  しすさぇ-
ょぇす けす たさけくうつくけ ぉっいしなくうっ. 
┿おけ ぉっいしなくうっすけ こさけょなかあぇ-
ゃぇ こけゃっつっ けす すさう しっょきうちう, 
すけ しっ こさっゃさなとぇ ゃ たさけくうつくけ. 
¨す ぉっいしなくうっ しすさぇょぇす こけつ-
すう っょくぇ すさっすぇ けす たけさぇすぇ, a 
ゃしっおう ょっしっすう しすさぇょぇ けす こさけ-
ょなかあうすっかくう くぇさせてっくうは くぇ 
しなくは. ╀っいしなくうっすけ しっ しさっとぇ 

こけ-つっしすけ こさう あっくうすっ. ‶さうつう-
くうすっ いぇ ぉっいしなくうっ くぇえ-つっしすけ 
しぇ: ゃなくてくう しきせとっくうは - しゃっす-
かうくぇ, てせき; くっいょさぇゃけしかけゃっく 
くぇつうく くぇ あうゃけす  - ゅけかっきう おけ-
かうつっしすゃぇ おぇそっ うかう すさせょくけ-
しきうかぇっきう たさぇくう ゃっつっさ, かうこしぇ 
くぇ ょゃうあっくうっ, こせてっくっ; こさっおけ-
きっさくう ょけいう こさうしこうゃぇすっかくう.                                                                                           

╉ぇお ょぇ しっ しこさぇゃうき し ぉっい
しなくうっすけ? 
‶さっょう ゃしうつおけ, すさはぉゃぇ ょぇ くっ 

しっ しすさぇたせゃぇきっ けす くっゅけ. ╁ しかせ-
つぇえ, つっ くっ せしこっっき ょぇ しっ しこさぇ-
ゃうき, おけくしせかすぇちうは し  かっおぇさ っ 
こけゃっつっ けす こさっこけさなつうすっかくぇ. 
╀さけっくっすけ くぇ けゃちっ ゃっつっ くっ しっ 
しきはすぇ いぇ ぇおすせぇかくけ. ′っけぉたけ-
ょうきけ っ ゃしっおう ょぇ しう しないょぇょっ 
こけしすけはくっく さうすせぇか いぇ いぇしこう-
ゃぇくっ. ‶しうたけかけいうすっ しなゃっすゃぇす: 
つっすっすっ こさうはすくぇ おくうゅぇ, しかせ-
てぇえすっ きせいうおぇすぇ, おけはすけ けぉう-
つぇすっ, こさうゅけすゃっすっ ょさったうすっ しう 
いぇ しかっょゃぇとうは ょっく, ういこうえすっ 
つぇてぇ きかはおけ し きっょ うかう つぇえ けす 
ゅかけゅ うかう きっくすぇ /くっ たぇこつっすぇ/, 
ゃいっきっすっ すけこなか ょせて. ‶さっょう 
かはゅぇくっ  - ぉっい そういうつっしおぇ ぇお-
すうゃくけしす, す.っ. くうおぇおなゃ しこけさす 
こさっょう かはゅぇくっ. ′け さっょけゃくけ-
すけ しこけさすせゃぇくっ しせすさうく うかう ゃ 
さぇくくうは しかっょけぉっょ きけあっ ょぇ 
こけょけぉさう しなくは. ‶さっょう かはゅぇくっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ けすこせしくっすっ, くっ しっ 
いぇょなかぉぇゃぇえすっ ゃ こさけぉかっきうすっ 
くぇ ょっくは. 

╆かぇすくうすっ こさぇゃうかぇ くぇ ょけ
ぉさうは しなく:
- ]すぇさぇえすっ しっ ょぇ しこうすっ こけくっ 

8 つぇしぇ ゃ ょっくけくけとうっすけ.                                                  
- ′っ くぇしうかゃぇえすっ う くっ  ゃない-

こうさぇえすっ しなくは; かはゅぇえすっ ょぇ 
しこうすっ, おけゅぇすけ ゃう しっ しこう, くけ くっ 
こけ-おなしくけ けす 22 つぇしぇ. ]なくはす けす 
22 ょけ 1 つぇしぇ っ くぇえ-こけかっいっく.                                                                                                                                     
- ╇いおかのつゃぇえすっ ゃしうつおう ゃない-
きけあくう いゃせちう – さぇょうけ, すっかっ-
ゃういけさ, おけきこのすなさ う ょさ.

- ┿おけ しゃっすかうくうすっ ゃ しすぇはすぇ ゃう 
こさっつぇす, しかけあっすっ しう きぇしおぇ いぇ 
けつう.
- ╁うくぇゅう こさけゃっすさはゃぇえすっ う 

こけょさっあょぇえすっ しこぇかくはすぇ, こさっ-
ょう ょぇ しう かっゅくっすっ. ‶けょぉっさっすっ 
いぇ くっは こけょたけょはとう ちゃっすけゃっ う 
しゃっすかうくぇ.                                                          
- ┿おけ しすっ ゃいっかう しなくけすゃけさくけ 

うかう せしこけおけうすっかくけ, くっ ゃなさてっ-
すっ ょさせゅぇ さぇぉけすぇ ゃ けつぇおゃぇくっ 
ょぇ ゃう しっ ょけしこう, ぇ しっ くぇゅかぇしっ-
すっ いぇ しなく.                                                                                                                             
- ]こっすっ しぇきけ ゃ かっゅかけすけ しう, 

ぇ くっ くぇ ょうゃぇくぇ こさっょ すっかっゃう-
いけさぇ. ╁ かっゅかけすけ くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
はょっすっ, ょぇ つっすっすっ おくうゅぇ, ょぇ 
こうてっすっ うかう ょぇ ゅかっょぇすっ すっかっ-
ゃういうは.                                                                                                                 
- ┿おけ ゃっつっさ いぇしこうゃぇすっ すさせょ-

くけ, くっ しっ ういかっあぇゃぇえすっ ょなかゅけ 
しせすさうく, ういぉはゅゃぇえすっ しかっょけ-
ぉっょくぇすぇ うかう ゃっつっさくぇ ょさはきおぇ.
- ┿おけ しなくはす くっ うょゃぇ, しすぇくっすっ 

さぇいたけょっすっ しっ, しゃなさてっすっ くっとけ 
せきしすゃっくけ う けこうすぇえすっ けすくけゃけ.                                                                                                                           
- ¨しすぇゃっすっ けぉきうしかはくっすけ くぇ 

しっさうけいくう こさけぉかっきう いぇ しせ-
すさうくすぇ.                                                                                              
- ]すぇはすぇ, ゃ おけはすけ しこうすっ, くっ 

っ きはしすけ いぇ ょけきぇてくうは かの-
ぉうきっち. ┿おけ くっ きけあっすっ ょぇ 
しっ さぇいょっかうすっ し くっゅけ, こけくっ 
くっ ゅけ こせしおぇえすっ ゃ かっゅかけすけ.                                
╊のぉけこうすくけ. ]なくはす けぉたゃぇとぇ 
っょくぇ すさっすぇ けす あうゃけすぇ くぇ つけ-
ゃっおぇ. ]こけさっょ せつっくうすっ, あっくう-
すっ しこはす こけ 9 つぇしぇ う 7 きうくせすう, 
ぇ きなあっすっ - きうくせすおぇ こけゃっつっ. ] 
ゃないさぇしすすぇ つけゃっお しこう こけ-きぇか-
おけ. ] くぇえ-きぇかおけ ゃさっきっすさぇっくっ 
っ しなくはす しかっょ 60-すぇすぇ ゅけょうくぇ. 
╁ くはおけう はこけくしおう そうさきう しぇ 
しないょぇかう せしかけゃうは う いぇょなかあぇ-
ゃぇす さぇぉけすくうちうすっ しう ょぇ いぇし-
こうゃぇす  /ぇ くっ ょぇ ょさっきくぇす/ いぇ 
こけ 5 きうく., しかっょ おぇすけ けぉはょゃぇす 
– すけゃぇ せゃっかうつぇゃぇかけ こさけういゃけ-
ょうすっかくけしすすぇ こさっい しかっょけぉっょ-
くうすっ 3-4 つぇしぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

14-てけ  すあちて か 』うかてそうかせ おかせ せあ つひせみ. ′あ たちひう たひて つか そて
いかしみくうあ たそ けせけぬけあてけうあ せあ 』うかてそうせあてあ くおちあうせあ そちえあせけ
くあぬけみ, 』うかてそうせけみ なそせお くあ たつけにけねせそ くおちあうか け 』うかてそうせあ
てあ あつそぬけあぬけみ くあ たちそなけしあさてけさあ せあ つひせみ.
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╅ちつかせあしつさそてそ ねとおそ 『とつさあ 》そたそうあ けすあ おとかて つ ¨しけみ ╅ちえけちそう

„Ей, много хубаво беше...! Трудничко беше – и в производството, и с децата, и – болна, и дворът – голям, но песента ме крепеше!”, с 
радост в очите и усмивка на устните и сърцето си спомня за годините като певица във фолклорния ансамбъл на „Арсенал”  днешната 

пенсионерка от Крън Руска Попова. Мечтала да пее в ансамбъл „Пирин”, родената в Благоевградската Сатовча Руска имала късмета 
да се доближи до най-съкровените си желания чрез оркестъра за народни песни и танци на „Арсенал” АД. Това, сякаш, е най-радостното 

нещо в живота й, който сега, без тръпката на сцената, Руска самоиронично определя с думите ”Всичко свърши”. А „всичкото” е било 

много, разбирам от забавния й разказ, внезапно прекъсван от пропяване на тая или оная песен. А иначе – казва, че всичките ги е 

забравила... Но разбирам, че не е...

′ぇこさぇゃうかう ゅけ ╀っょさけし ┿いう-
くはく う ╃っかはく 〈っくっゃ. ╁っしっかぇ-
すぇ けぉかけあおぇ し くぇょこうし: „]せょ-
ぉけ きけは”, ゃ おけはすけ しっ おさうっ 
ょうしおなす, しっ こぇいう ゃ ょけきぇ え 
くぇ ゃうょくけ きはしすけ – ゃなゃ ゃうす-
さうくぇすぇ くぇ ょくっゃくぇすぇ. ‶なさ-

ゃけ こさぇゃうかう いぇこうしう ゃ [ぇょうけ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╂っけさゅう ‶けこけゃ 
けすこせしくぇか すけゅぇゃぇてくう 6 たう-
かはょう かっゃぇ, 》さうしすけ ]すけはくけゃ 
ょぇか さっえしぇ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ う 
すぇおぇ しっ しぉなょゃぇ っょくぇ きっつすぇ. 

╇ けしすぇゃぇ うしすけさうは. ╉ぇいぇく-
かなておぇすぇ すっかっゃういうは ‶さっしし 
〈╁ つっしすけ ういかなつゃぇ 30-きうくせ-
すっく ゃうょっけいぇこうし „] こっしくうすっ 
くぇ [せしおぇ ‶けこけゃぇ” う っょくけ 
けす ういょぇくうはすぇ くぇ しけぉしすゃっ-
くぇすぇ しう こけさっょうちぇ „》けさぇすぇ 
けす ╃けかうくぇすぇ”, ゃ おけはすけ すは っ 
ゅかぇゃくぇ ゅっさけうくは. ] こっしくうすっ 
しう [せしおぇ いゃせつう う ゃ うくすっさ-

【そうあ けくたそうみおうあ う けせてかちうま ╆そえおあせあ [あちあおそねかうあ - たかうけぬあてあ, けくたみしあ たかつかせてあ - いけいしけみ せあ きかせあてあ
- ╆ぇとけ ╁う くはきぇてっ すけか

おけゃぇ ょなかゅけ ゃさっきっ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお? 
╆ぇとけすけ くっ しすっ きっ おぇくうかう. 

╉けゅぇすけ きっ おぇくはす, ぇい こさうしすう
ゅぇき.

- ′はきぇ くうおなょっ う こっしくう
すっ ╁う. 〈させょくけ しっ くぇきうさぇす 
ょうしおけゃっ し ╁ぇてぇ きせいうおぇ. 
[はょおけ ╁う つせゃぇきっ こけ さぇょう
けしすぇくちううすっ. ╆ぇとけ? 

〈けゃぇ くぇうしすうくぇ くっ きけゅぇ ょぇ 
ゅけ さぇいぉっさぇ. ┿い うきぇき きくけゅけ 
ょうしおけゃっ し こっしくう - 18 ょう
しおぇ. ┿ いぇとけ ゅう くはきぇ? ╆ぇとけ
すけ ょくっし ゃしうつおけ っ けぉなさおぇくけ 
ゃ くぇてぇすぇ ょなさあぇゃぇ. ‶さけしすけ 
ゃしうつおけ っ けぉなさおぇくけ. ╉ぇいぇたぇ 
きう, つっ すなさゅけゃっちなす すさはぉゃぇ
かけ ょぇ いぇはゃう きけう ょうしおけゃっ, 
くけ おぇすけ ゅう いぇはゃはか, こけゃっつっ 
ゅけ ぉうかけ しすさぇた, つっ くはきぇかけ ょぇ 
うきぇ おなょっ ょぇ ゅう ょなさあう. ′は
おぇおゃう すぇおうゃぇ くっゃっさけはすくう 
くっとぇ! 

- ╉けっ ╁う ょなさあう すけかおけ
ゃぇ ょなかゅけ ゃさっきっ - すけかおけ
ゃぇ あうゃぇ ゃ こっしくうすっ ╁う, 
すけかおけゃぇ うしすうくしおぇ, くはおぇお 
しゃけは? 
]ぇきけ ╀けゅ - すけえ さってぇゃぇ 

ゃしうつおけ. ′っ いくぇき, きけあっ ぉう 
すけゃぇ, つっ ぇい きくけゅけ けぉうつぇき たけ
さぇすぇ けおけかけ しっぉっ しう. ¨ぉうつぇき 
きせいうおぇすぇ, こさうはすっかうすっ しう, 
けぉうつぇき ょっすっすけ しう, くっゅけゃうすっ 
ょゃっ きぇかおう ぉっぉっすぇ. ╆くぇっすっ 
かう, かのぉけゃすぇ きっ ょなさあう.

- ¨とっ かう しすっ „ぉっいくぇょっあ
ょっく しかせつぇえ” しなし ]すっそぇく 
╃うきうすさけゃ? 
′うっ とっ しう けしすぇくっき すぇおうゃぇ. 

》けさぇすぇ くっ しっ こさけきっくはす, うかの
いうは っ ょぇ しう きうしかうき こさけすうゃくけ
すけ. 》けさぇすぇ しう けしすぇゃぇす すぇおうゃぇ, 
おぇおゃうすけ しぇ. ╆ぇとけすけ ぇい しなき 
ゃうあょぇかぇ う 20-ゅけょうてくう きくけ
ゅけ せきけさっくう, ╁うっ くぇかう しなとけ 
こけいくぇゃぇすっ すぇおうゃぇ, おけうすけ くは
きぇす ゃ しっぉっ しう っくっさゅうは, おけうすけ 
っょゃぇ たけょはす, おけうすけ くはきぇす きっつ
すう, うょっぇかう, ぇ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ 
っょくう きくけゅけ ゃないさぇしすくう たけさぇ, 
くぇょ 70-80 ゅけょうくう, こなかくう し 
ぇおなか う し っくっさゅうは. ] あっかぇくうっ 
ょぇ しぇ あうゃう. ┿い う ]すっそぇく しきっ 
たけさぇ しなし しうかくう たぇさぇおすっさう. 
′け し ゅけょうくうすっ しきっ しゃうおくぇかう 
ょぇ しっ しなけぉさぇいはゃぇきっ っょうく し 

ょさせゅ. ′っ いくぇき おけえ っ こけ-すさせょっく 
たぇさぇおすっさ けす ょゃぇきぇ くう, くけ しきっ 
きくけゅけ しぇきけしすけはすっかくう. ╋くっくう
はすぇ くう こけ さぇいかうつくうすっ すっきう くっ 
ゃうくぇゅう しなゃこぇょぇす, くけ おぇすけ こけ-
けぉとぇ おぇさすうくおぇ とっ ╁う おぇあぇ, 
つっ たぇさっしゃぇきっ っょくう う しなとう 
くっとぇ う こけ けすくけてっくうっ くぇ きせ
いうおぇすぇ, う こけ けすくけてっくうっ くぇ 
おうくけすけ, ぇ すけゃぇ っ きくけゅけ ゃぇあくけ.

- ╁ぇてうすっ こっしくう しぇ ゃうょ すっ
さぇこうは, けしけぉっくけ いぇ あっくうすっ. 
╁うょ けあうゃはゃぇくっ ういこさぇゃはくっ 
しかっょ ゅけかっきう さぇくう う さぇいけ
つぇさけゃぇくうは. ╁うっ し おぇおゃけ しっ 
ういこさぇゃはすっ? ╉ぇお しっ ゃょうゅぇ
すっ, しかっょ ぉけかおぇすぇ? ╇きぇすっ 
かう しう „╁ぇてぇ” こっしっく? 

‶っしっく くはきぇき, いぇとけすけ しう 
けぉうつぇき ゃしうつおうすっ, くけ すけゃぇ, し 
おけっすけ けあうゃはゃぇき, っ きけかうすゃぇすぇ. 
┿い しなき ゃはさゃぇと つけゃっお, きけかは しっ 
う しっ せこけゃぇゃぇき くぇ ╀けゅ う いくぇき, 

つっ すけえ とっ きう こけきけゅくっ. 

- ‶さっょう 22 ゅけょうくう うい
こはたすっ こっしっく  – „╋けかうすゃぇ 
いぇ ╀なかゅぇさうは”. ╆ぇとけ くっ しっ 
しぉなょくぇ すぇいう きけかうすゃぇ? 
╆ぇゃうしう けす おぇおなゃ ぇしこっおす しっ 

ゅかっょぇ. ┿おけ しっ ゃなさくっき つっすゃなさす 
ゃっお くぇいぇょ, とっ ゃうょうすっ ゃ おぇお
ゃけ ゃさっきっ しきっ あうゃっかう. ]こけき

くはき しう おぇお すせお, ゃ ╉ぇいぇくかなお,  
うきぇてっ しぇきけ っょうく せくうゃっさきぇゅ 
くぇ ゅかぇゃくぇすぇ せかうちぇ. ]こけきくはき 
しう おぇお ′っくけ, きせいうおぇくすなす けす 
╉ぇいぇくかなお, おけえすけ さぇぉけすってっ 
し くぇし, っょうく きかぇょっあ - ′っくけ, 
こさっおさぇしくけ きけきつっ, あっくぇ きせ 
こさけょぇゃぇてっ ゃ っょくぇ けす ょゃっすっ 
ゅさぇょしおう おくうあぇさくうちう う くう 
いぇこぇいゃぇてっ おくうゅう し きっしっちう, 
ょけおぇすけ けすくけゃけ しっ こけはゃうき ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ]っゅぇ くっ っ すぇおぇ, 
くぇかう? ╆ぇぉさぇゃうたきっ おけかおけ 
さぇいかうつくけ ぉってっ ゃしうつおけ, おぇお 

ゃしうつおけ しすぇゃぇてっ し ゃさないおう. 
╉ぇお くっ しきっったきっ ゃしうつおけ ょぇ 
おぇあっき, くっ しきっったきっ ゃしうつおけ 
ょぇ ういこっっき. ╉ぇお くっ しきっったきっ 
ょぇ しかせてぇきっ きせいうおぇすぇ, おけはすけ 
うしおぇきっ. ╁しうつおけ しっ いぇぉさぇゃは. 
′っ いくぇき いぇとけ, おぇすけ つっ かう 
くうっ ぉなかゅぇさうすっ しきっ すぇおうゃぇ, 
つっ こけきくうき しぇきけ かけてけすけ. ╇ 
しっゅぇ, おぇすけ ゅかっょぇき くけゃうくう

すっ, しぇきけ かけてう くけゃうくう. ╇かう 
ういけぉうかうっ けす かけてう くけゃうくう. 
┿ ゃ すけゃぇ ゃさっきっ うきぇ すけかおけ
ゃぇ きくけゅけ すぇかぇくすかうゃう  たけさぇ, 
ょっちぇ, すけかおけゃぇ すぇかぇくすかうゃう 
ぉなかゅぇさう けす さぇいかうつくう しそっさう, 
ういけぉとけ すけかおけゃぇ しすけえくけしすくう 
う おさぇしうゃう たけさぇ, いぇ おけうすけ しう 
しすさせゃぇ ょぇ しっ ゅけゃけさう, ぇ すっ ゅけ
ゃけさはす いぇ くはおぇおゃう ぉっいせきうは, 
いぇ くはおぇおゃう きくけゅけ しすさぇてくう 
くっとぇ. ′っ いくぇき ょぇかう すけゃぇ くっ 
っ こかぇくうさぇくけ - ょぇ しっ しすさっしう
さぇす たけさぇすぇ. 

- ╁ こっしくうすっ ╁う うきぇ 
しすさぇてくけ きくけゅけ かのぉけゃ - けす 
けくぇいう, おけはすけ くっ しっ ういさう
つぇ し ょせきう, いぇ おけはすけ くはきぇ 
ょせきう. ′け しすさぇくくけ, ゃ こっ
しくうすっ ╁う すっいう ょせきう くは
おぇお しぇ  けすおさうすう, しなぉさぇくう, 
ういさっつっくう. ¨くけゃぇ, うくぇつっ 
ぉっいょせきくけ, つせゃしすゃけ しっ せしっ
とぇ, すけこかう, さぇいこけいくぇゃぇ しっ.  
╆ぇ おけっ つけゃっておけ つせゃしすゃけ 
くっ ういこはたすっ こっしっく? 
 
 ‶はかぇ しなき いぇ ゃしうつおけ: いぇ かの

ぉけゃすぇ, いぇ かのぉけゃすぇ おなき きぇえ
おぇすぇ, おなき ╀なかゅぇさうは, おなき ょっ
すっすけ きう, おなき こさうはすっかうすっ きう, 
おなき かのぉうきうは ょけ きっく, おなき 
すけいう,  し こけしさっぉさっくうすっ しかっこけ
けつうは, いぇ けくいう っすぇこ けす あうゃけすぇ 
くぇ ゃしっおう つけゃっお, ゃ おけえすけ „すけい 
けぉっかう おけかはくけ, けくいう こせおくぇか 
ゅかぇゃぇ”. ╄, きうしかは, つっ うきぇ う 
きくけゅけ くっとぇ, いぇ おけうすけ くっ しなき 
せしこはかぇ ょぇ くぇさっょは こっしっく, くけ 
ょぇえ, ╀けあっ, う ょぇ ゅう ういこっは. ] 
かのぉけゃ ゃしうつおけ しすぇゃぇ. 

- ╇いこはたすっ っょくぇ こっしっく, 
おけはすけ しっ こさっゃなさくぇ ゃ ╀うぉ
かうは くぇ ぉなかゅぇさおぇすぇ - こっ
しっくすぇ „╅っくう”: いぇ きけきう
つっすぇすぇ くぇ 20 う くぇ 30 こけ 
2. 〉しこはゃぇきっ かう ょぇ ぉなょっき 
すぇおうゃぇ くぇうしすうくぇ? 
┿きう くうっ しきっ すぇおうゃぇ くぇうし

すうくぇ. ′うっ, あっくうすっ, しきっ こけ-
せしすけえつうゃう, ょぇあっ きうしかは, つっ 
しきっ う こけ-せきくう. 〈けゃぇ しなゃしっき 
しっさうけいくけ ╁う ゅけ おぇいゃぇき. ┿い 
くぇこうしぇた う っょくぇ おくうゅぇ, おけは
すけ しっ おぇいゃぇ „╀けゅょぇくぇ くぇ 20 
う くぇ 30 こけ ょゃっ”, おなょっすけ  うきぇ  
さぇいしなあょっくうっ, つっ あっくうすっ こけ-
すさせょくけ しっ こさっょぇゃぇきっ っょくぇ 
ょさせゅぇ. ╋けあっ ょぇ こけおかのおぇさ
しすゃぇきっ, くけ くっ しきっ こさっょぇ
すっかおう っょくぇ ょさせゅぇ. ┿い くっ しなき 
ぉうかぇ こさっょぇすっかおぇ おなき きけうすっ 
こさうはすっかおう う すっ おなき きっく, ょけ
おぇすけ きなあっすっ しぇ こけ-しおかけくくう 
ょぇ しっ こさっょぇゃぇす. ╁うあすっ けとっ ゃ 
╀うぉかうはすぇ おけえ こさっょぇゃぇ ╇しせし. 
╇ すぇおぇ, おぇすけ きうくっすっ こさっい  
うしすけさうはすぇ, ゃしっ しすぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ きなあおう こさっょぇすっかしすゃぇ. ′うっ 
あっくうすっ, こけ-きぇかおけ しっ こさっ
ょぇゃぇきっ. 〈ぇおぇ つっ - ょぇあっ ょけ 
しきなさす ょぇ けぉうつぇきっ, こぇお くっ 
こぇょぇきっ くぇ おけかっくっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨す ょさせゅぇすぇ しすさぇくぇ くぇ しなさちっすけ: 

〈は e いぇこけきくはとぇ しっ あっくぇ. ′っ しぇきけ いぇさぇょう たぇさぇおすっさくうは え すっきぉなさ くぇ ゅかぇしぇ, ぇ う 
いぇさぇょう くっういきっくくうは つぇさ う そぇすぇかっく ょなた, おけえすけ けしすぇゃは しかっょ しっぉっ しう. ╊うつう え けす

ょぇかっつ, つっ っ しうかくぇ あっくぇ, しなし しゃけえ 
しけぉしすゃっく しすうか う こけつっさお ゃ あうゃけすぇ. 
』ぇしす けす おけえすけ しぇ う くっういきっくくうすっ え 
ぉっかう こっさかう, そさっくしおうは てうお, こさう
つっしおぇすぇ くぇ つっさすぇ うかう っかっゅぇくすくうすっ 
てぇかけゃっ. 
╅っくぇ ぉっい ゃないさぇしす っ, ゃなこさっおう つっ 

ょけさう くっ こさぇゃう おせさすけぇいくう けこうすう ょぇ  
おさうっ ゅけょうくうすっ しう. ′はきぇ おけきこかっ
おしぇ くぇ いぇしすぇさはゃぇとぇ あっくぇ, いぇとけ
すけ っ けす けくっいう, おけうすけ しぇ „きけきうつっすぇ 
う くぇ 30 こけ ょゃっ”. ╅うゃっっ くぇ こなかくう 
けぉけさけすう, し くっゃっさけはすくぇ っくっさゅうは う 
たなし ょぇ しかせつう くっとぇすぇ. 〈ゃなさょう, つっ 
っ こさっおさぇしくぇ ぉぇぉぇ いぇ しゃけうすっ ょゃぇ
きぇ ゃくせちう う ゃしっ すぇおぇ ゃはさくぇ くぇ しゃけは 
こけさけお - ちうゅぇさうすっ. ¨ぉうつぇ ちゃっすはすぇ, 
ゃしはおぇおゃう, ゃ すさせょくう きけきっくすう しっ 

せこけゃぇゃぇ くぇ ╀けゅ, ぇ しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ しこけょっかは し こさうはすっかう, ぉっかけす う ゅけすゃっくっ. 
〈ゃなさょう, つっ っ くっゃっさけはすくぇ ゅけすゃぇつおぇ, きぇおぇさ すけゃぇ ょぇ くっ っ ゃしっおうょくっゃくぇすぇ え かせょけしす. 
╅うゃけすなす え くっ っ ぉうか くうおぇお けす かっしくうすっ, くけ ゃなこさっおう すけゃぇ くっ っ こさっおなさてうか うい

ゃうさぇとうは けす けつうすっ え けこすうきういなき - くっとぇすぇ ゃうくぇゅう ょぇ うきぇす ょけぉなさ おさぇえ. ╆ぇすけゃぇ は 
たぇさっしゃぇす たけさぇ けす さぇいかうつくう ゃないさぇしすう, きなあっ う あっくう: っょくうすっ いぇさぇょう しすさせはとうすっ 
くぇ すぇかぇいう あっくしすゃっくけしす う つぇさ, ぇ ょさせゅうすっ - いぇさぇょう っきけちうけくぇかくけすけ う しこけょっかっくけ 
ゃはさくけ さけゃっくっ ゃ くぇえ-しなおさけゃっくうすっ つぇしすう くぇ あっくしおぇすぇ ょせてぇ. 
‶けゃっつっ けす つっすゃなさす ゃっお っ „つうそす けぉせゃおう” し きなあ, し おけゅけすけ しこけょっかは う さぇぉけすぇ, う 

たけぉう, う ょっかくうお, う こさぇいくうお. 〈ゃなさょう, つっ  ゃなこさっおう すけゃぇ しう けしすぇゃぇす „ぉっいくぇょっあょっく 
しかせつぇえ”. 
¨こさっょっかは しっぉっ しう おぇすけ いっきっく つけゃっお, おけえすけ くっ きけあっ ょなかゅけ ょぇ あうゃっっ ういゃなく 

╀なかゅぇさうは, きぇおぇさ ょぇ っ ゃかのぉっくぇ う ゃ ‶ぇさうあ. 
╁ こけょゃかぇしすくうは くぇ あっくしおぇすぇ つぇしす けす しゃっすぇ きぇさす きぇえ くはきぇ こけ-こけょたけょはとけ くぇ

つぇかけ いぇ さぇいゅけゃけさ し あっくぇすぇ, ういこはかぇ こっしっくすぇ – ぉうぉかうは くぇ しゃけうすっ こけしっしすさうきう.

くっす. ╁ きせいうおぇかくうすっ しぇえすけゃっ 
くっえくけ ういこなかくっくうっ おぇつうか いっす 
え, つっ ょぇ は つせはす こさうはすっかう う 
さけょくうくう けす ぉかういけ う ょぇかっつ... 
〈けゃぇ は さぇょゃぇ, いぇとけすけ こっしっく-
すぇ くぇうしすうくぇ さぇょゃぇ しなさちっすけ う 
くぇ こせぉかうおぇすぇ, う くぇ こっゃっちぇ. 
〈けかおけゃぇ さぇょけしす けす こせぉかう-
おぇすぇ っ しなぉさぇかぇ [せしおぇ, すけか-
おけゃぇ しこけきっくう. ′っ きけあっ ょぇ 
いぇぉさぇゃう けゅさけきくぇすぇ おけてくう-
ちぇ し ちゃっすは けす こさうはすっかおぇ くぇ 
おけくちっさす ゃなゃ ╁けっくくうは おかせぉ, 
しさっとうすっ こけ こさぇいくうちう し おけ-
かっゅうすっ けす ぇさしっくぇかしおうは しなし-
すぇゃ, すさぇょうちうけくくぇすぇ こけつうゃおぇ 
くぇ ′っしっぉなさ いぇ しぇきけょっえちうすっ 
くぇ „┿さっしぇくぇか” こさっい しっこすっき-
ゃさう... ”〈けゅぇゃぇ ぉってっ ゃさっきっすけ 
くぇ: ぇさすうしす – しこけさすうしす – すせさ-
つうく – おけきせくうしす”, てっゅせゃぇ しっ 
[せしおぇ し ゃうちけゃっ けすこさっょう 25 
ゅけょうくう う, ょけおぇすけ ういゃぇあょぇ 
ゅけかっきうは おぇてけく しなし しこけきっくう 
ゃ しくうきおう う こせぉかうおぇちうう くぇ 
„┿さしっくぇかしおぇ すさうぉせくぇ”, すけおせ 
いぇこはゃぇ し ょゃっゅけょうてくうは ゃくせお 
こっしくうつおぇ いぇ ╀ぇぉぇ ╋ぇさすぇ, 
いぇとけすけ しきっ せ すはた すけつくけ くぇ 
1-ゃう きぇさす. ╋ぇかおうはす ′うおけ-
かぇえ, ゅかっょぇく けす ぉぇぉぇ う ょはょけ 
こさっい いうきぇすぇ, しなとけ っ ぇさすうし-
すうつっく. ╁うあょぇ しっ けす こさなゃ こけ-
ゅかっょ, くけ いぇ くっゅけ けとっ くうおけえ 
くっ おさけう こかぇくけゃっ. 〈けえ っ しうく 
くぇ ょなとっさはすぇ くぇ  [せしおぇ う 
╇ゃぇく, し おけゅけすけ しっ „いぇこけいくぇ-
かう いぇ ちはか あうゃけす”, すぇ ょけてかう ゃ 
おぇいぇくかなておけ – こなさゃけ ゃ ╄くう-
くぇ, こけしかっ – ゃ ╉さなく, おなょっすけ 

„くぇ ゅけかぇ こけかはくぇ” ゃょうゅくぇかう 
おなとぇ. ╆ぇすけゃぇ [せしおぇ こっっ う ゃ 
つうすぇかうとっすけ ゃ ╉さなく. ╂けょう-
くう くぇさっょ, けしゃっく しけかうしすおぇ ゃ 
ぇさしっくぇかしおうは しなしすぇゃ, [せしおぇ 
‶けこけゃぇ さぇょゃぇ う おさなくつぇくう. 
] つうすぇかうとくぇすぇ ゅさせこぇ しなとけ 
けぉうおぇかはす きくけゅけ うい しすさぇくぇすぇ, 
くけ しっゅぇ ゃっつっ う すけゃぇ っ きうくぇ-
かけ, あぇかう こっゃうちぇすぇ...

〈ぇおぇ けぉけぉとぇゃぇ しっぉっ しう [せ-
しおぇ ‶けこけゃぇ. [ぇぉけすうかぇ っ ゃ 

ぇさしっくぇかしおうは すけゅぇゃぇ ╆ぇゃけょ いぇ 
こさせあうくう, くけ こけゃっつっすけ しすぇさう 
けさなあっえくうちう は いくぇはす うきっくくけ 
おぇすけ こっゃうちぇすぇ ゃ くぇさけょくうは けさ-
おっしすなさ くぇ こさっょこさうはすうっすけ, おな-

ょっすけ ぉなさいけ は けすおさうゃぇす いぇ しちっ-
くぇすぇ. 20 ゅけょうくう [せしおぇ こはかぇ ゃ 
ぇくしぇきぉなかぇ くぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ. 
‶なさゃけ しっ ういはゃうかぇ ゃ たけさぇ くぇ 
おさなくしおうは ╆ぇゃけょ いぇ こさせあうくう, 
こけしかっ けすうゃぇ ゃ ゅけかはきぇすぇ すさせこぇ 
くぇ こさっょしすぇゃうすっかくうは ぇくしぇきぉなか 
くぇ „┿さしっくぇか”. 〈けかおけゃぇ っ ょけぉさぇ 
う すけかおけゃぇ は すなさしはす, つっ すけゅぇ-
ゃぇてくうはす ょうさっおすけさ くぇ ょけきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, 
╋うかおけ ╋うかぇくけゃ, かうつくけ たけょう 
ょけ ╉さなく ょぇ は ゃいうきぇ し おけかぇ いぇ 
ぉっいぉさけえくうすっ おけくちっさすう: いぇ ょっ-
かっゅぇちうう, いぇ こさぇいくうちう, いぇ こさっ-
ょういぉけさくう しなぉさぇくうは, いぇ こぇさ-
すうえくう しなぉさぇくうは, いぇ 1-ゃう きぇえ, 
いぇ 8-きう きぇさす, いぇ しこっちうぇかくう 
ゅけしすう くぇ おきっすぇ ]すぇくつけ ╉けっゃ... 
╁っつっさ し ゃうょくうすっ ゅけしすう, しせ-
すさうく くぇ こさっしぇすぇ ゃ いぇゃけょぇ, くけ: 
”╀ってっ きくけゅけ ゃっしっかけ...”, けぉけぉ-
とぇゃぇ [せしおぇ う ういゃっょくなあ いぇこは-
ゃぇ: ”╋けえすぇ きかぇょけしす けすかっすはゃぇ, 
くはきぇ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃっつ...”, こけしかっ 
こさっい しきはた しう しこけきくは きっつすぇすぇ 
しう ょぇ こっっ ゃ ╃なさあぇゃくうは ぇくしぇき-
ぉなか  „‶うさうく”. ′け けすうてかぇ ぉけ-
かくぇ くぇ おけくおせさしぇ う けしすぇくぇかぇ 
ういゃなく しなしすぇゃぇ. ╁ さけょぇ はゃくけ しう 
ゅけ うきぇす すぇかぇくすぇ, いぇとけすけ けし-
くけゃぇすっかはす くぇ „‶うさうく” – [せえ-
つっゃ, え ぉうか ぉさぇすけゃつっょ, しっしすさぇ え 
しなとけ こっっ, ぇ しうくなす え いぇゃなさてゃぇ 
„おぇゃぇか” ゃ せつうかうとっすけ ゃ ╉けすっか, 
ぇきぇ: ”╃っきけおさぇちうはすぇ くっとけ くう 
けぉなさおぇ う しうくなす いぇたゃなさかう おぇゃぇ-
かぇ...” – „いぇきうくぇたきっ くぇ おうくけ...”.

[せしおぇ こはかぇ くぇ
っょくぇ しちっくぇ ょぇあっ 
し ╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ!

′はきぇ おぇお ょぇ いぇぉさぇゃう すけゃぇ, 
いぇとけすけ いぇ くっは っ こさういくぇくうっ. 
〈ぇおぇ は ゃさなたかうすぇす しこけきっくうすっ いぇ 

そっしすうゃぇかぇ ゃ ╉けてうちっ こさっい 
1981-ゃぇ, いぇ 〉くゅぇさうは, いぇ 
ゅさぇょ [せかぇ ゃ ╂っさきぇくうは ょけ 
しおけさけ こぇいうかぇ つぇしけゃくうおぇ, 
おけえすけ すぇき え こけょぇさうかう.../, 
くけ くぇえ しう しこけきくは し ゅけさ-
ょけしす おけさぇぉぇ いぇ ╇さかぇくょうは, 

おなょっすけ ちはかぇすぇ ぇさしっくぇか-
しおぇ ゅさせこぇ こはかぇ „〈うた ぉはか 
╃せくぇゃ” う きぇさてうさせゃぇかぇ 
こけ こぇかせぉぇすぇ... ”╄た, いぇとけ 
くはきぇた ゃさっきっ ょぇ しう いぇこうし-
ゃぇき ゃしうつおけ...”. [せしおぇ くっ 
しこうさぇ ょぇ あうゃっっ し こっしっくすぇ 
けす しちっくぇすぇ くぇ ぇさしぇくぇか-
しおうは けさおっしすなさ – しなくせゃぇ 
は, こけしかっ おぇすけ しっ しなぉせょう, 
すさせょくけ ゃかういぇ ゃ ょくってくうは 
ょっく, いぇとけすけ: ”]っゅぇ, くぇ 
おけゅけ きせ っ ょけ こっしくう?...”. 
〈けゅぇゃぇ, けぉぇつっ, こっしくうすっ くっ 
しゃなさてゃぇす. ]こっちうぇかくけ いぇ 
くっは っ さぇいさってっくけ ょぇ こなすせ-
ゃぇ すさう こなすう けす さぇぉけすぇ ょけ 
„┿さしっくぇか”, こかぇとぇす え ょけさう 
おぇさすぇ いぇ こなすせゃぇくっ: ”╁しうつ-
おけ くう ぉってっ せさっょっくけ”. ╀はた 
きくけゅけ いぇっすぇ, きくけゅけ ぉけかくぇ, 
ょっちぇすぇ – きぇかおう, ょゃけさなす – 
ゅけかはき, くけ すけゃぇ くっ  すっあう, 
いぇとけすけ こっしっくすぇ かっおせゃぇ う 
ょぇゃぇ しうかう, けぉはしくはゃぇ あう-
ゃけすぇ しう きっあょせ さぇぉけすぇすぇ 
う こっしっくすぇ [せしおぇ ‶けこけゃぇ. 
„′はきぇき かのぉうきぇ こっしっく”, 
つせょう しっ くぇ ゃなこさけしぇ きう 
[せしおぇ. ╆ぇ くっは ぉうかけ いぇょぇ-
つぇ, とけき ういかっいっ くけゃぇ こっ-
しっく, ょぇ しっ くぇせつう. ‶はかぇ 
う くぇ こさっしぇすぇ ゃ ╉さなくしおうは 
いぇゃけょ: っょくぇ しかっょ ょさせゅぇ 
こっしくうすっ, っょくぇ しかっょ  ょさせ-
ゅぇ - ょぇ しっ つせゃぇ こけ-しうかくけ 
けす せょぇさうすっ くぇ きぇてうくぇすぇ, 
ょけおぇすけ さぇぉけすう. ╁しうつおうすっ 
こっしくう, おけうすけ っ こはかぇ, [せ-
しおぇ しう いぇこうしぇかぇ おぇすけ すっお-
しすけゃっ. ′け:

′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ え
さぇょけしす っ そうかきなす し
くっえくう ういこなかくっくうは

[せしおぇ ‶けこけゃぇ
こはかぇ ょせっすう う

し ╇かうは ┿さゅうさけゃ

′っくぇょきうくぇすうはす こっゃっち くぇ 
くぇさけょくう こっしくう, しかっょ けぉとう-
すっ ういこなかくっくうは, え こさういくぇか, 
つっ きぇかおけ くっ きせ しっ とはかけ ょぇ 
けこうすぇ, くけ しかっょ おけくちっさすぇ 
ぉうか きくけゅけ ょけゃけかっく. „┿おけ 
ぉってっ くはおけえ ょさせゅ, くはきぇてっ ょぇ 
こっは...!”, しこけょっかうか こけしかっ ┿さ-
ゅうさけゃ. [せしおぇ おなすぇ せ ょけきぇ しう 
しくうきおぇ けす おけくちっさすぇ し ╇かうは 
┿さゅうさけゃ, くけ すけかおけゃぇ ょなかぉけ-
おけ は っ しおさうかぇ, つっ くっ きけあっ 
ょぇ は くぇきっさう... ′ぇきうさぇ, けぉぇ-
つっ, ぇかぉせきぇ „╅っくしおう たけさ”. 
┿かぉせきなす っ こさけしすけ すっすさぇょおぇ, 
ゃ おけはすけ くはおけえ しすさぇすっかくけ っ 
いぇかっこゃぇか ょぇすうさぇくう しくうきおう 
けす おけくちっさすうすっ くぇ こさっょしすぇ-
ゃうすっかくうは しなしすぇゃ う ういさっいおう 
けす ゃっしすくうお し こせぉかうおぇちうう いぇ 
くっゅけゃうすっ せしこったう. ]すぇすうう けす 
ゃっしすくうおぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ 
„┿さしっくぇかしおぇ すさうぉせくぇ” [せしおぇ 
こぇいう くっ しぇきけ おぇすけ ういさっいおう. 
‶ぇいう ちっかう ぉさけっゃっ う ょくっし 
ゅう さぇいゅさなとぇ ゃくうきぇすっかくけ,  
し けぉうつ う すさっこっす: ”┿ ぉはたきっ 
きかぇょう...!”, しきっっ しっ [せしおぇ ‶け-
こけゃぇ, いぇ おけはすけ: ”╅うゃけすなす っ 
おさぇすなお. ╅うゃけすなす っ てぇさっく”. 
′け う いゃせつっく, いぇとけすけ, ょけおぇすけ 
しっ ゃゅかっあょぇ ゃ しゃけは けゅさけきくぇ 
しくうきおぇ, おけはすけ „けすおさぇょくぇ-
かぇ” けす いぇゃけょしおけ すぇぉかけ, [せ-
しおぇ ‶けこけゃぇ こさういくぇゃぇ: ”‶っ-

ってっ きう しっ しすさぇてくけ きくけゅけ!”. 
‶はかぇ ょぇあっ くぇ けこっさぇちうけく-
くぇすぇ きぇしぇ, すぇ ういせきうかぇ ょけち. 
╂っけさゅうっゃ, おけえすけ おぇいぇか: ”╄, 
すぇおけゃぇ つせょけ くっ しなき うきぇか...”. 
[せしおぇ ‶けこけゃぇ – っょくけ きぇかおけ, 
くけ うしすうくしおけ, さけょくけ, ぇさしっ-
くぇかしおけ つせょけ.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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‶け ゃさっきっ くぇしさっとぇすぇ ゃしは
おぇ けす そうさきうすっ, こけおぇくっくぇ 
いぇ ょうしおせしうはすぇ, こさっょしすぇゃう 
しゃけうすっ ゃないきけあくけしすう いぇ 
こけきけと う しなこさうつぇしすうっ おなき 
おぇせいぇすぇ くぇ ゅうきくぇいうはすぇ - ょぇ 
しないょぇゃぇ おぇょさう いぇ きっしすくぇすぇ 
こさけきうてかっくけしす, けしくけゃくけ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっ
くっすけ う っくっさゅっすうおぇすぇ. ]さっょ  
くぇこさぇゃっくうすっ こさっょかけあっくうは 
いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ きっあ
ょせ きっしすくうすっ そうさきう う ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” ぉはたぇ 
くぇきっさっくうは いぇ けしうゅせさはゃぇくっ 
くぇ こさぇおすうおぇ いぇ せつっくうちうすっ, 
おぇおすけ ゃ きぇしけゃけ こさけういゃけょ
しすゃけ, すぇおぇ う ゃ ょさっぉくけしっ
さうえくけ う っょうくうつくけ こさけうい
ゃけょしすゃけ, けしうゅせさはゃぇくっ くぇ 
こさけそっしうけくぇかくう こさっこけょぇ
ゃぇすっかう, しすうこっくょうう いぇ せつっ
くうちう, せつぇしすうっ くぇ そうさきうすっ 
ぇおすうゃくけ ゃ [R-おぇきこぇくうはすぇ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

¨す こなさゃう きぇさす いぇ
こけつくぇ こかぇとぇくっすけ 

くぇ ょぇくなお くっょゃうあうきう 
うきけすう, すぇおしぇ ぉうすけゃう けす
こぇょなちう, ょぇくなお こさっゃけい
くう しさっょしすゃぇ いぇ 2012 ゅ.
‶かぇとぇくっすけ きけあっ ょぇ 

しっ ういゃなさてゃぇ くぇ ょゃっ 
さぇゃくう ゃくけしおう けす 01 
きぇさす ょけ 30 のくう う ょけ 30 
けおすけきゃさう. ′ぇ こさっょこかぇ
すうかうすっ ちっかうは さぇいきっさ 
くぇ ょぇくなお くっょゃうあうきう 
うきけすう, ょぇくなお こさっゃけいくう 
しさっょしすゃぇ う すぇおしぇ ぉうすけ
ゃう けすこぇょなちう ゃ しさけお けす 
01 きぇさす ょけ 30 ぇこさうか しっ 
こさぇゃう けすしすなこおぇ 5% けす 
さぇいきっさぇ くぇ ょぇくなおぇ うかう 
すぇおしぇすぇ, ょなかあうきう いぇ 
ゅけょうくぇすぇ.
╁くぇしはくっすけ くぇ きっしすくう

すっ ょぇくなちう う すぇおしぇ ぉう
すけゃう けすこぇょなちう きけあっ ょぇ 
しっ ういゃなさてう くぇ おぇしうすっ 
くぇ ょうさっおちうは „╋っしすくう 

いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ  せつっくうちう う 
さぇいかうつくう ゃうょけゃっ ょさせゅぇ こけ
きけと くぇ ゅうきくぇいうはすぇ.  
〉つぇしすくうちうすっ ゃ しさっとぇすぇ 

ょうしおせすうさぇたぇ う ゃなさたせ くっけぉ
たけょうきけしすすぇ けす せつさっょはゃぇくっ  
くぇ せつうかうとくけ くぇしすけはすっか
しすゃけ ゃ ゅうきくぇいうはすぇ.  
╄ょくぇ けす けしくけゃくうすっ ちっかう 

くぇ ぉなょっとけすけ くぇしすけはすっか
しすゃけ とっ っ こけょおさっこぇ こさっょ 
╋¨′╋ いぇ こさっくぇしけつゃぇくっ 
くぇ しさっょしすゃぇ いぇ しすけこぇくしおけ 
う きぇすっさうぇかくけ けしうゅせさはゃぇ
くっ, おぇおすけ う ゃないきけあくけしす いぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こけ っゃさけ
こっえしおう こさけっおすう. 
╁ しなゃきっしすくぇすぇ しさっとぇ 

きっあょせ ぉういくっしぇ う さなおけゃけょ
しすゃけすけ くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょ
あうっくけゃ” せつぇしすゃぇたぇ こさっょ
しすぇゃうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃, ゃ かうちっすけ くぇ ょうさっおすけさぇ 
„〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇ

ちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ” ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ, くぇ „╆ぇゃけょ いぇ 
こさせあうくう” ┿╃, ”╉ぇこさけくう” 
┿╃,  ”╋+] 》うょさぇゃかうお” ┿╃, 
„》さぇくきったぇくうおぇ” ¨¨╃, „╂せ
ぇかぇ ╉かけせあなさし ╀なかゅぇさうは” 
┿╃, „〉っぉうかう” ¨¨╃, „┿ゃうけ 
╃ういぇえく” ╄¨¨╃, „]すさけう
すっかくぇ きったぇくういぇちうは” ┿╃, 
„╉さっし-╃” ╄¨¨╃, ”〈さぇおうは 
╄くっさょあう-75” ╄¨¨╃, せつうすっ
かう, さけょうすっかう う けぉとっしすゃっ
くうちう.
╁しっおう  あっかぇっと  ょぇ こけょこけ

きぇゅぇ  う さぇぉけすう  いぇ おぇせいぇすぇ 
くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”, 
おぇすけ ぉぇくおぇ くぇ おぇょさう いぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ うくょせしすさうは, 
きけあっ ょぇ しっ しゃなさあっ し さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ せつうかうとっすけ. 
╇ょっう きけゅぇす きけゅぇす ょぇ しっ うい
こさぇとぇす う くぇ ぇょさっし: っ-mail: 
ivan_hadjienov@abv.bg

 〈┿

ょぇくなちう う すぇおしう”, くぇきうさぇ
とう しっ くぇ ぇょさっし: ゅさ. ╉ぇ
いぇくかなお, ぉせか. ”┿かっおしぇくょなさ 
╀ぇすっくぉっさゅ” わ 4, こぇさすっ
さっく っすぇあ, しすぇう わ 2 う わ 
3 けす 9,00 つぇしぇ ょけ 17,30 
つぇしぇ ぉっい こさっおなしゃぇくっ. ╆ぇ 
ょさせゅうすっ 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 しっ けさ
ゅぇくういうさぇ いぇこかぇとぇくっ くぇ 
ょぇくなつくうすっ いぇょなかあっくうは 
こけ おきっすしすゃぇ ゃなゃ ゃさっきっ 
けこさっょっかっくけ けす さなおけゃけょ
しすゃけすけ くぇ しなけすゃっすくけすけ 
くぇしっかっくけ きはしすけ. ]なし ╆ぇ
こけゃっょ わ 285/22.02.2012 
ゅ. くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお いぇ し. ╄くうくぇ, ゅさ. 
╉さなく, し. ╉けこさうくおぇ う し. 
╂けさくけ 』っさおけゃうとっ しっ けさ
ゅぇくういうさぇ ちっかけゅけょうてくけ 
しなぉうさぇくっ くぇ ょぇくなつくうすっ 
いぇょなかあっくうは, すぇおしぇ ぉうすけ
ゃう けすこぇょなちう, すぇおしぇ おせつっ, 
ぇ いぇ けしすぇくぇかうすっ くぇしっかっくう 
きっしすぇ - いぇ こっさうけょぇ けす 01 

きぇさす ょけ 30 ぇこさうか 2012 ゅ.
‶かぇとぇくっすけ くぇ いぇょなか

あっくうはすぇ きけあっ ょぇ しっ 
ういゃなさてゃぇ う こけ ぉぇくおけゃ 
こなす, こけ こけとぇすぇ, こけ ぉぇく
おけゃう しきっすおう - ¨ぉとうくしおぇ 
ぉぇくおぇ ┿╃ おかけく ‶かけゃ
ょうゃ, けそうし ╉ぇいぇくかなお, せか. 
”¨さってぇおぇ” わ1
╀ぇくおけゃ おけょ
 SOMBBGSF, しきっすおぇ
BG36SOMB
91308423000044, 
╆ぇ ょなかあうきうは ょぇくなお 

ゃなさたせ くっょゃうあうきうすっ 
うきけすう う すぇおしぇ ぉうすけゃう 
けすこぇょなちう いぇ 2012 ゅ. くぇ 
いぇょなかあっくうすっ かうちぇ とっ 
ぉなょっ ういこさぇすっくけ しなけぉ
とっくうっ. ╆ぇこかぇとぇくっすけ とっ 
きけあe ょぇ しっ ういゃなさてゃぇ 
くぇ おぇしうすっ くぇ ょうさっおちうは
すぇ しかっょ こさっょしすぇゃはくっ くぇ 
╄╂′ うかう ╀せかしすぇす, ぉっい ょぇ 
しっ こさっょしすぇゃは しなけぉとっ
くうっ.
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

10 きぇさす -  - 〉つさっょうすっかくけすけ しなぉさぇくうっ ゃ ╀なかゅぇさうは さぇい-
ゅかっあょぇ こさけっおすぇ いぇ おけくしすうすせちうは くぇ ぉぇいぇ ╃っおかぇさぇちうはすぇ くぇ 
つけゃっておうすっ こさぇゃぇ, こさけゃないゅかぇしっくぇ けす 《さっくしおぇすぇ さっゃけかのちうは; 
こさぇゃぇすぇ しぇ 4:  しゃけぉけょぇ,  さぇゃっくしすゃけ こさっょ いぇおけくぇ, しぇきけけこさっょっ-
かっくうっ う  しうゅせさくけしす.
11 きぇさす - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ.]けそさけくうえ ╁さぇつぇくしおう; ╃っく くぇ 

さぇおっすくうすっ ゃけえしおう う ぇさすうかっさうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさ
きうは;  - ‶さう ういさうゅゃぇくっ くぇ ゃせかおぇくぇ ╄すくぇ いぇゅうゃぇす こけゃっ-
つっ けす 50 たうかはょう ょせてう, ぇ さっおうすっ けす かぇゃぇ こけゅさっぉゃぇす 50 ゅさぇょぇ 
ゃ けおけかくけしすすぇ;  - ╆ぇこけつゃぇ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ ゃすぇしゃぇとけすけ 
ぉさぇてくけ, ういけぉさっすっくけ けす 》っくさう ╃あけくし.     
12 きぇさす -  - 〉きうさぇ ╃ぇくつけ ╉けかっゃ /╃ぇく ╉けかけゃ/ - しなしすっ-

いぇすっか こけ しゃけぉけょくぇ ぉけさぉぇ, っゃさけこっえしおう てぇきこうけく し くぇょ 1 500 
けそうちうぇかくう しさっとう, けす おけうすけ ゅせぉう しぇきけ 10;  - ¨すおさうすう-
っすけ „《けすけっかっおすさっすくけ しなしすけはくうっ くぇ ゃっとっしすゃぇすぇ“ くぇ ぉなかゅぇさう-
くぇ ぇおぇょ. ╂っけさゅう ′ぇょあぇおけゃ っ ゃこうしぇくけ ゃ ╃なさあぇゃくうは さっゅうしすなさ 
いぇ けすおさうすうは こけょ わ1;  - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ きぇゅぇいうくうすっ くぇ 
]┿】 しっ こけはゃはゃぇ おけおぇ-おけかぇすぇ. [っちっこすぇすぇ え しっ こぇいう ゃ ぉさけくうさぇく 
しっえそ ゃ ぉぇくおぇ ゃ ┿すかぇくすぇ.
13 きぇさす -  - ╀なかゅぇさしおうすっ ゃけえしおう こさっゃいっきぇす ¨ょさうく, 

っょくぇ けす くぇえ-しうかくけ せおさっこっくうすっ おさっこけしすう; けゅさけきくぇ いぇしかせゅぇ うきぇ 
23-すう 【うこつっくしおう こったけすっく こけかお;  - [けょっく っ ╇しぇお ‶ぇしう 
- そうかけしけそ, こさけそっしけさ こけ っしすっすうおぇ, ぇゃすけさ くぇ “〈さぇゅうつくけすけ”, 
“]きってくけすけ”, “╄しっすぇ” う ょさ.;  - ¨すおさうすぇ っ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
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 くぇ ゃさなた [けあっく;  - [けょっく 
っ おぇいぇくかなておうはす ゃないさけあょっくしおう せつうすっか う こせぉかうちうしす ╇ゃぇく ′ぇえ-
ょっくけゃ.
14 きぇさす - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ しなくは; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく 

くぇ つうしかけすけ ‶う; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ さっおうすっ;  - 
〉きうさぇ ぃさうえ ╁っくっかúく - こなさゃうはす ぉなかゅぇさうしす, しかぇゃはくけゃっょ;  
- [けょっくぇ っ くぇさけょくぇすぇ こっゃうちぇ ′ぇょおぇ ╉ぇさぇょあけゃぇ, こけつ.2011 ゅ.; 

 - ]すうゃなく ╉うくゅ っ こなさゃうはす ゃ しゃっすぇ こうしぇすっか, こせぉかうおせゃぇか 
しゃけは おくうゅぇ ゃ ╇くすっさくっす. ╆ぇ ょっく っ こさけつっすっくぇ けす 2 きかく. ょせてう.
15 きぇさす - ╃っく くぇ いょさぇゃくうは うくしこっおすけさ; ╋っあょせくぇさけ

ょっく ょっく こさけすうゃ こけかうちっえしおけすけ くぇしうかうっ; ╋っあょせくぇさけ
ょっく ょっく くぇ こさぇゃぇすぇ くぇ こけすさっぉうすっかうすっ;  - [けょっく っ 
╉さうおけさ ┿いぇさはく - こさけそっしけさ, さっあうしうさぇか くぇょ 50 こけしすぇくけゃおう, 
きっあょせ おけうすけ “╊けょおぇ ゃ ゅけさぇすぇ”, “╉なかぉけゃうょくぇ きなかくうは”, “¨こうす 
いぇ かっすっくっ”, こけつ. 2009 ゅ.;  - ]ないょぇょっく っ 《せすぉけかくうはす おかせぉ 
“╊うゃなさこせか”.;  - 〉きうさぇ しゃっすけゃくけ ういゃっしすくうはす こっょうぇすなさ ょ-さ 
╀っくょあぇきうく ]こけお;  - ╁ ╇しこぇくうは っ しそけさきうさぇく くぇえ-ゅけかっ-
きうはす ぉぇさぇぉぇくっく けさおっしすなさ ゃ しゃっすぇ - けす 1700 ぉぇさぇぉぇくつうちう.
16 きぇさす -  - [けょっく っ ╋っすけょう ┿くょけくけゃ - さっあう-

しぬけさ くぇ そうかきうすっ „╀はかぇすぇ しすぇは“, „╉けいうはす さけゅ“ う ょさ.;  
- ╁ ╀なかゅぇさうは ういかういぇ ╆ぇおけく いぇ すなさゅけゃうは し さけいけゃけ きぇしかけ.                                                                                                                      
17 きぇさす - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ きけさしおうは すさぇくしこけさす;  - [けょっく 
っ ′ぇす ╉うくゅ ╉けか - ぇきっさうおぇくしおう ょあぇい-こうぇくうしす う こっゃっち.
18 きぇさす - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ きけいなおぇ;  - [けょっく っ くぇ-

さけょくうはす こっゃっち ╈けゃつけ ╉ぇさぇうゃぇくけゃ, こけつ. 1996 ゅ.;  - 〉きう-
さぇ ぇおすぬけさなす ╂さうゅけさ ╁ぇつおけゃ;  - [けょっく っ ]っさゅっえ ╇かのてうく, 
しないょぇすっか くぇ しっさうは ぉけえくう う こなすくうつっしおう しぇきけかっすう „╇か”;  
- ]なゃっすしおうはす おけしきけくぇゃす ┿かっおしっえ ╊っけくけゃ しすぇゃぇ こなさゃうはす つけゃっお, 
ういかはいなか ゃ けすおさうすうは おけしきけし.                                                                                                                                          
19 きぇさす -  - ‶けぉっょぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは ゃ ぉけっゃっすっ 

こさう ╃さぇゃぇ - ╃さぇゃしおぇすぇ っこけこっは.
20 きぇさす - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ いっきはすぇ; ╋っあょせくぇ

さけょっく ょっく くぇ そさぇくおけそけくうはすぇ;  - 〉つさっょっく っ ]なのいなす 
くぇ きぇかおうすっ ぉなかゅぇさしおう たけさぇ, ゃ おけえすけ つかっくせゃぇす たけさぇ し さなしす ょけ 
1,40 き.;  - 〉きうさぇ ╊っゃ ぅてうく - しゃっすけゃくけ ういゃっしすっく させしおう 
そせすぉけかうしす, ゃさぇすぇさ. ╉せこぇ くぇ くっゅけゃけ うきっ しっ ゃさなつゃぇ くぇ くぇえ-ょけ-
ぉさうは ゃさぇすぇさ くぇ ゃしはおけ しゃっすけゃくけ こなさゃっくしすゃけ;  - ‶けつうくぇ 
╃うきうすなさ ╉ぇしなさけゃ - ょうさうゅっくす くぇ しきっしっくうは たけさ う くぇ きなあおぇすぇ う 
あっくしおぇ ゃけおぇかくう ゅさせこう ゃ “┿さしっくぇか”.     
21 きぇさす - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ おせおかっくうは すっぇすなさ; 

]ゃっすけゃっく ょっく くぇ こけっいうはすぇ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ たけ
さぇすぇ しなし しうくょさけきぇ くぇ ╃ぇせく; ╃っく くぇ ぉはかけすけ ぉさぇすしすゃけ; 

 - ′ぇしっかっくうっすけ くぇ しゃっすぇ ょけしすうゅぇ 5,4 きうかうぇさょぇ, けす おけうすけ 
1,2 きうかうぇさょぇ しぇ  おうすぇえちう.
22 きぇさす - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ ゃけょぇすぇ;  - ]けそうは っ けぉは-

ゃっくぇ いぇ しすけかうちぇ;  - [けょっく っ ╊のぉけきうさ ┿くょさっえつうく - こさけ-
そっしけさ, っいうおけゃっょ う しすうかうしす;  - 〉きうさぇ ]ぇゃぇ ¨ゅくはくけゃ - 
ぉなかゅぇさしおう ょさぇきぇすうつっく ぇさすうしす.
23 きぇさす - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きっすっけさけかけゅうはすぇ; 

 - 〉きうさぇ 《うかうこ 〈けすの - かっゅっくょぇさっく たぇえょせすうく う ゃけえゃけょぇ; 
- 〉きうさぇ そさっくしおうはす こうしぇすっか ]すっくょぇか (┿くさう-╋ぇさう ╀っえか), 

ぇゃすけさ くぇ „』っさゃっくけ う つっさくけ“ う „‶ぇさきしおうはす きぇくぇしすうさ“.
‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

》『╊¨′╆『╅｠╅ ╅【╅〉╅』 ╆《′《╇
′╅ ]¨╉╊『 〉╅ [〉』╆ ╇ „╅『』╊〉╅]” 
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ゅかぇしぇ ょけしっゅぇてくうはす こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ]うくょうおぇかくうは おけ-
きうすっす くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ ぉっ こさっういぉさぇく 
いぇ こっすう こけさっょっく きぇくょぇす.  
〈けゃぇ しすぇくぇ こけ ゃさっきっ くぇ 

けすつっすくけ-ういぉけさくぇすぇ おけくそっ-

さっくちうは くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさ-
ゅぇくういぇちうは くぇ ╉′]╀ ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ, こさけゃっょっくぇ くぇ 
2-さう きぇさす. ‶さっういぉさぇくうはす 
しうくょうおぇかっく かうょっさ っ くぇつっかけ 
くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ けす 1990 ゅけ-
ょうくぇ. ╀けいけゃ, ゃ っきけちうけくぇかくけ 
ういおぇいゃぇくっ こさっょう ういぉけさぇ くぇ 
くけゃけ さなおけゃけょしすゃけ, くっ しこっし-
すう  ゅさっておうすっ, しかぇぉけしすうすっ う 
こさけこせしおうすっ ゃ しうくょうおぇかくぇすぇ 
さぇぉけすぇ くぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす ぇお-
すうゃぇ くぇ しうくょうおぇすぇ. 
╁ すけいう ょせた ぉっ う けすつっすくうはす 

きせ ょけおかぇょ いぇ ういきうくぇかうは こっ-
さうけょ けす 5 ゅけょうくう. ╂けしすう くぇ 
くぇえ-ゃうしけおうは そけさせき くぇ しうく-
ょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは, ゃ 
おけはすけ つかっくせゃぇす 84% けす さぇ-
ぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ う 
ゃ „┿さしっくぇか-2000” ┿╃,  ぉはたぇ  
ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ, こさっょしっょぇすっかはす くぇ ′]《 
„╋っすぇか ╄かっおすさけ” ┿しっく ┿しっ-
くけゃ, こさっょしっょぇすっかはす くぇ [] くぇ 
╉′]╀ ゃ ゅさぇょぇ ‶っくおけ ╉けえくけゃ 
う こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉〈 „‶けょ-
おさっこぇ” ゃ ょさせあっしすゃけすけ ╊のぉけ-
きうさ ╊ぇかっゃ. 
¨す ういぉさぇくうすっ いぇ せつぇしすうっ 

ゃなゃ そけさせきぇ 132-きぇ ょっかっゅぇ-
すう, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ いぇゃけょ-
しおうすっ しすさせおすせさう くぇ ╉′]╀, くぇ 
おけくそっさっくちうはすぇ こさうしなしすゃぇたぇ  
125. 〈ったくうはす ぉさけえ くぇこさぇゃう 
かっゅうすうきくう ゃしうつおう ゃいっすう さっ-
てっくうは. 
„╉さういぇすぇ ゃかっいっ ゃ „┿さしっくぇか” 

ゃ おさぇは くぇ 2011-すぇ ゅけょうくぇ, 
おぇいぇ ゃ けすつっすくうは しう ょけおかぇょ 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ]╉ くぇ 
╉′]╀ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ.  ╁ さっいの-
きっすけ しう すけえ くぇこさぇゃう すけつっく 
ぇくぇかうい くぇ しかせつゃぇとけすけ しっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ こさっい こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう, くぇ こさっょういゃうおぇすっか-
しすゃぇすぇ こさっょ しうくょうおぇすうすっ, 
しゃなさいぇくう し かうこしぇすぇ くぇ ょけしすぇ-
すなつくけ しさっょしすゃぇ ゃ しけちうぇかくう-
すっ そけくょけゃっ, くぇ こっくしうけくくぇすぇ  
さっそけさきぇ う くぇすうしおぇ くぇ こさぇ-

ゃうすっかしすゃけすけ ゃなさたせ しうくょうおぇ-
すうすっ. ]こっちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ ゃ 
ょけおかぇょぇ きせ ぉっ けすさっょっくけ う くぇ 
すけゃぇ, つっ „┿さしっくぇか” っ っょくぇ けす 
きぇかおけすけ そうさきう ゃ しすさぇくぇすぇ, ゃ 
おけうすけ うきぇ ╉〈╃ けとっ けす 1990 
ゅけょうくぇ, ぇ くぇくけゃけ しおかのつっくうはす 
こさっい のかう き.ゅ. ょけゅけゃけさ けすさぇ-

いはゃぇ こけしかっょくうすっ こけしすうあっくうは 
くぇ しうくょうおぇすうすっ う さぇぉけすっとうすっ 
ゃ ょさせあっしすゃけすけ. 
╀けいけゃ こけょつっさすぇ けゅさけきくぇすぇ 

こけしさっょくうつっしおぇ さけかは くぇ ょゃぇ-
すぇ しうくょうおぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” こさう 
こけしかっょくぇすぇ きぇしけゃぇ けこすうきういぇ-
ちうは くぇ しなしすぇゃぇ, おぇすけ くっ しこっし-
すう う こさけこせしおうすっ, ょけこせしくぇすう 
くぇ けすょっかくう きっしすぇ う ちったけゃっ 
けす しなけすゃっすくうすっ さなおけゃけょしすゃぇ, 
おなょっすけ しぇ こさっょかぇゅぇかう いぇ しな-
おさぇとっくうは ぉさっきっくくう あっくう, くぇ 
おけうすけ うき けしすぇゃぇす 2-3 きっしっちぇ 
ょけ さぇあょぇくっすけ. 
〈けえ けぉなさくぇ しっさうけいくけ ゃくう-

きぇくうっ う くぇ こけかけあっくけすけ う 

いぇこかぇすっくけ おけかうつっしすゃけ ういゃなく-
さっょっく すさせょ ゃ „┿さしっくぇか” いぇ 
こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう. „┿おけ 
いぇ 2010-すぇ ゅけょうくぇ すっいう しさっょ-
しすゃぇ きけあったぇ ょぇ しっ けぉはしくはす し 
ゅけかはきぇすぇ こけさなつおぇ いぇ ╇くょうは, 
すけ こさっい 2011-すぇ ゅけょうくぇ, おけ-
かっゅう, すけいう ういゃなくさっょっく すさせょ っ 
ぉうか くっさっくすぇぉうかっく.”, おぇいぇ すけえ 
ゃ しかけゃけすけ しう. ′ぇょ こけかけゃうく 
きうかうけく かっゃぇ しぇ ぉうかう ういこかぇ-

すっくう くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ こさっい 2010 ゅけょうくぇ 
いぇ こけかけあっくうは ういゃなくさっょっく 
すさせょ. 196 089 つぇしぇ っ ぉうか すけえ 
こさっい 2011-すぇ, さなおけゃけょしすゃけすけ 
っ ういこかぇすうかけ くぇ さぇぉけすっとうすっ 
439 たうかはょう かっゃぇ いぇ ういゃなく-
さっょくぇ さぇぉけすぇ.  ╁ すけいう しきうしなか 

┿すぇくぇし ╀けいけゃ こさういけゃぇ しうく-
ょうおぇかくうは ぇおすうゃ う しなけすゃっす-
くうすっ ちったけゃう さなおけゃけょしすゃぇ いぇ 
しすさうおすくけ しこぇいゃぇくっ くぇ くぇこさぇ-
ゃっくうすっ さぇいつっすう, おぇおすけ いぇ つうし-
かっくけしすすぇ くぇ こっさしけくぇかぇ, すぇおぇ 
う いぇ しこぇいゃぇくっ しさけおけゃっすっ くぇ 
こけさなつおうすっ う さっぇかくけすけ せこかなす-
くはゃぇくっ くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ. 
╀けいけゃ こけょつっさすぇ しなとけ, つっ 

ゃなこさっおう こけしすうゅくぇすけすけ ょけゅけ-
ゃけさっくけ せゃっかうつっくうっ くぇ さぇぉけす-
くぇすぇ いぇこかぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” う 
くっえくうは さっぇかっく さなしす, すけ すは くっ 
せしこはゃぇ ょぇ おけきこっくしうさぇ さっぇか-
くけすけ くぇきぇかっくうっ くぇ ょけたけょうすっ 
ゃしかっょしすゃうっ くぇ うおけくけきうつっ-

しおぇすぇ こけかうすうおぇ ゃ しすさぇくぇすぇ う 
さぇしすはとうすっ ちっくう. ′っいぇゃうしうきけ 
けす ょけぉさうすっ こけしすうあっくうは ゃ すけゃぇ 
けすくけてっくうっ, しなし 7 かっゃぇ こけ-くう-
しおぇ けす しさっょくけすけ いぇ しすさぇくぇすぇ 
けしすぇゃぇ さぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” いぇ ういきうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ - 577 かっゃぇ, こさう 585 
かっゃぇ しさっょくけ いぇ しすさぇくぇすぇ. ′ぇ 
そけくぇ くぇ すけゃぇ すけえ こけょつっさすぇ 
う しっさうけいくうすっ こさっょうきしすゃぇ う 

こさうょけぉうゃおう ゃ しけちうぇかくけ けす-
くけてっくうっ, ょけぉさぇすぇ しけちうぇかくぇ 
こけかうすうおぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ そうさきぇすぇ こけ けすくけてっくうっ くぇ 
ぉぇいうすっ いぇ けすょうた う こけつうゃおぇ いぇ 
さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか”, いぇ 
さったぇぉうかうすぇちうは う  けぉせつっくうっ. 
╁ けすつっすくうは ょけおかぇょ くぇ こさっょ-

しっょぇすっかは しこっちうぇかくけ ゃくう-
きぇくうっ ぉっ けすょっかっくけ う くぇ 
せゃっかうつぇゃぇとうは しっ ぉさけえ すさせ-
ょけせしすさけっくう かうちぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
う すったくうすっ こさけぉかっきう.  ]こけさっょ 
ぉなかゅぇさしおけすけ いぇおけくけょぇすっか-
しすゃけ しこっちうぇかくう ちったけゃっ いぇ 
すぇおうゃぇ さぇぉけすっとう しっ さぇいおさう-
ゃぇす ゃ こさっょこさうはすうっ, ゃ おけっすけ 
ぉさけはす くぇ すさせょけせしすさけっくうすっ っ 
くぇょ 300. ╃させゅ こさけぉかっき, ゃなさ-
たせ おけえすけ っ くぇかけあうすっかくぇ  しうく-
ょうおぇかくぇ さぇぉけすぇ う くぇきっしぇ, っ 
すけいう, いぇ ぉさけは くぇ ぉけかくうつくうすっ 
ょくう - 7 978 ょくう いぇ けぉとけ 4 564 
いぇぉけかはゃぇくうは くぇ さぇぉけすくうちう いぇ 
こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ.  
╁ ょけおかぇょぇ くぇ しうくょうおぇかくうは 

かうょっさ ぉっ こけょつっさすぇくけ, つっ 
っょくけ けす くぇえ-ゃぇあくうすっ こさっょうい-
ゃうおぇすっかしすゃぇ こさっょ しうくょうおぇか-
くけすけ さなおけゃけょしすゃけ う ぇおすうゃぇ 
こけ きっしすぇ, こさっょゃうょ けつっさすぇ-
ゃぇとぇすぇ しっ おさういぇ ゃ ぉさぇくてぇ 
しっゅぇ, っ ゃなこさけしなす: ┿ しっゅぇ くぇ-
おなょっ? ╉ぇすけ っょうく けす くぇつうくうすっ 
いぇ けしうゅせさはゃぇくっ  くぇ いぇっすけしす 
いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ 
けす しうくょうおぇすぇ こさっこけさなつゃぇす 
くぇかけあうすっかくけすけ こさっさぇいゅかっあ-
ょぇくっ くぇ ゃしうつおう ゃなくてくう おけけ-
こっさぇちうう. „¨くけゃぇ, おけっすけ きけあっ 
ょぇ しっ こさうぉっさっ ゃ „┿さしっくぇか”, 
ょぇ しっ こさうぉっさっ.” - おぇいぇ  ┿すぇ-

くぇし ╀けいけゃ. 
‶さけぉかっきうすっ しなし しすぇうすっ いぇ 

けすょうた こけ ちったけゃっ う くせあょぇすぇ けす 
こけょけぉさはゃぇくっ くぇ しけちうぇかくけ–
ぉうすけゃうすっ せしかけゃうは こけ きっしすぇ, 
くっょけしすうゅぇとうはす ぉさけえ  きっしすぇ 
いぇ たさぇくっくっ, くっけぉたけょうきけしす-
すぇ けす さぇいおさうゃぇくっ くぇ くけゃう 
„かぇゃおう くぇ つっしすすぇ”, ゃないしすぇ-
くけゃはゃぇくっすけ くぇ ゃぇせつっさうすっ いぇ 
たさぇくぇ, くせあょぇすぇ けす こけょけぉさは- 》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

ゃぇくっ くぇ おゃぇかうそうおぇちうはすぇ くぇ 
さぇぉけすっとうすっ, くぇ けすくけてっくうっすけ 
おなき さぇぉけすくうは こさけちっし う そうさ-
きっくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, こさけそう-
かぇおすうおぇすぇ くぇ さぇいかうつくうすっ いぇ-
ぉけかはゃぇくうは, しおかのつゃぇくっすけ くぇ 
くけゃう ょけゅけゃけさう し 『っくすなさぇ いぇ 
さったぇぉうかうすぇちうは ゃ ‶ぇゃっか ぉぇくは, 
しゃけっゃさっきっくくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ 
くぇ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ う こけ-しこっ-
ちうぇかくけ くぇ けぉせゃおう, ゃないさぇあ-
ょぇくっすけ くぇ たせょけあっしすゃっくぇすぇ 
しぇきけょっえくけしす  ゃなゃ そうさきぇすぇ,  
せゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ さぇいきっさぇ 
くぇ ういこかぇとぇくうすっ こけきけとう こけ 
しうくょうおぇかくぇ かうくうは くぇ さぇぉけすっ-
とうすっ ゃ くせあょぇ, こさうゃかうつぇくっすけ 
くぇ きかぇょう たけさぇ ゃ ╉′]╀, こけゃう-
てぇゃぇくっすけ くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ 
ゅさぇきけすくけしす, くっけぉたけょうきけしすすぇ 
けす しうくょうおぇかくけ かけぉう, おぇおすけ ゃ 
こぇさかぇきっくすぇ, すぇおぇ う ゃ きっしすくうは 
¨ぉとうくしおう しなゃっす,  ぉはたぇ しさっょ 
すっきうすっ, いぇしっゅくぇすう ゃ ょけおかぇ-
ょぇ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ くぇえ-
ゅけかっきうは そうさきっく しうくょうおぇす 
ゃ しすさぇくぇすぇ. ╁ いぇおかのつっくうっ 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ いぇはゃう, つっ ぉっい-
ゅさってくう たけさぇ くはきぇ う けこさっょっ-
かう さなおけゃけょっくぇすぇ けす くっゅけ しうく-
ょうおぇかくぇ けさゅぇくういぇちうは おぇすけ 
„きけとくぇ, っょうくくぇ, しこけしけぉくぇ ょぇ 
いぇとうすう うくすっさっしうすっ くぇ しゃけうすっ 
つかっくけゃっ”. 

『うそさう う そぇおすう: 

84% けす さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さ-
しっくぇか” しぇ つかっくけゃっ くぇ ╉′]╀. 
′ぇえ-きくけゅけ しぇ ゃ ╆ぇゃけょ 2 - 93% 
けす しなしすぇゃぇ, しかっょゃぇくう けす すっいう 
ゃ ╆ぇゃけょうすっ 1, 5 う 0. 』かっくけゃっ-
すっ くぇ ╉′]╀ しぇ さぇいこさっょっかっくう 
ゃ 7 いぇゃけょしおう けさゅぇくういぇちうう.
‶かぇくうさぇくう さぇいたけょう くぇ 

しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
いぇ 2011 ゅけょうくぇ - 162 203 
かゃ., さっぇかくけ ういさぇいたけょゃぇくう - 
81,806かゃ. う  51 しす.
¨すこせしくぇすうすっ こけ しうくょうおぇかくぇ 

かうくうは こけきけとう こさっい 2011 ゅけ-
ょうくぇ しぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 11 560 
かゃ. こけ 158 きけかぉう. ╆ぇ ちっかうは 
こっすゅけょうてっく けすつっすっく こっさうけょ  
けすこせしくぇすうすっ しさっょしすゃぇ いぇ こけ-
きけとう しぇ 50 250 かゃ. ]さっょくけ 
けすこせしくぇすぇ  こけきけと -76 かゃ. 
‶けしすなこかっくうはすぇ けす つかっくしおう 

ゃくけし いぇ 2011 ゅけょうくぇ: こかぇく - 
168 420 かゃ.; けすつっす -  182 036 
かゃ.; こさっゃっょっくう - 72 814 かゃ. 
う 70 しす. 
╁ くぇつぇかけすけ くぇ 2012 ゅけょうくぇ 

くっせしゃけっくうすっ しさっょしすゃぇ いぇ おけ-
きぇくょうさけゃおう こけ しうくょうおぇかくぇ  
かうくうは しぇ 500 ょけかぇさぇ. 
31 すさせょけゃう いかけこけかせおう しぇ 

しすぇくぇかう こさっい 2011-すぇ ゅけょう-
くぇ. ¨しくけゃくうすっ こさうつうくう しぇ: 
くっしこぇいゃぇくっ くぇ うくしすさせおちううすっ 
いぇ さぇぉけすぇ, いぇくうあっく おけくすさけか 
けす しすさぇくぇ くぇ こさっおうすっ さなおけゃけ-
ょうすっかう, しかぇぉぇ おゃぇかうそうおぇちうは 
くぇ さぇぉけすっとうすっ う ういきぇきくけ しぇ-
きけつせゃしすゃうっ.

Делегатите

╁しっおう すさっすう おぇいぇくかなつぇくうく, けす けぉとけ 565 おぇ-
いぇくかなつぇくう, せつぇしすゃぇかう ゃ けくかぇえく ぇくおっすぇすぇ 

くぇ おぇいぇくかなておうは っかっおすさけくっく こけさすぇか kazanlak.
com, ょぇゃぇ けすかうつくぇ けちっくおぇ いぇ こなさゃうすっ 100 ょくう 
けす せこさぇゃかっくうっすけ くぇ けぉとうくしおうは おきっす ╂ぇかうくぇ ]すけ-
はくけゃぇ. ]すけはくけゃぇ っ こなさゃぇすぇ あっくぇ-おきっす ゃ うしすけさうは-
すぇ くぇ きっしすくけすけ しぇきせこさぇゃかっくうっ. 
【っしすうちぇ くぇ せこさぇゃかっくうっすけ う くぇ こけょたけょぇ いぇ 

こなさゃうすっ しすけ ょくう くぇ ]すけはくけゃぇ こうてぇす 30,97% 
けす せつぇしすゃぇかうすっ ゃ ぇくおっすぇすぇ. ‶けつすう こけかけゃうくぇすぇ 
けす せつぇしすくうちうすっ - 46,73%, しぇ けこさっょっかうかう しすけすっ 
こなさゃう ょくう おぇすけ „くっ っ すけゃぇ, おけっすけ しぇ けつぇおゃぇかう”, 
ぇ けしすぇくぇかうすっ 22,3% しぇ けすゅけゃけさうかう, つっ くっ ゅう うく-
すっさっしせゃぇ うかう つっ うきぇ こけ-ゃぇあくう くっとぇ.
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ しすぇくぇ おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-

かなお くぇ ゃすけさう すせさ くぇ きっしすくうすっ ういぉけさう きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ. 〈は しこっつっかう 66,56% けす ょっえしすゃうすっかくうすっ 
ゅかぇしけゃっ くぇ ういぉうさぇすっかうすっ ゃ けぉとうくぇすぇ. 

｠ちそせけさあ

‶けあういくっくうすっ こさっょしっょぇすっかう くぇ こぇさすうえくう けさゅぇくういぇちうう ゃ ╀]‶ ゃっつっ しぇ ゃ うしすけさうはすぇ. ¨す 
すっいう けすつっすう う ういぉけさう ゃ こぇさすうはすぇ いぇ こさっょしっょぇすっか くぇ けぉとうくしおぇ けさゅぇくういぇちうは とっ きけあっ 

ょぇ ぉなょっ ういぉうさぇく っょうく う しなとう つけゃっお いぇ くっ こけゃっつっ けす ょゃぇ きぇくょぇすぇ. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ けす こさっし-
おけくそっさっくちうは くぇ おぇいぇくかなておうは かうょっさ くぇ きっしすくうすっ しけちうぇかうしすう ╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ. ‶さけちっょせさぇ 
こけ けすつっすう う ういぉけさう いぇこけつゃぇ ゃ けぉとうくしおぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ╀]‶ – ╉ぇいぇくかなお, ぇ そうくぇかなす とっ っ 
こさっい ぇこさうか. ‶さっょ あせさくぇかうしすう かうょっさなす くぇ おぇいぇくかなておうすっ しけちうぇかうしすう ういさぇいう う かうつくけすけ しう 
きくっくうっ いぇ いぇゃさなとぇくっすけ くぇ こさっいうょっくすぇ ╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ ゃ さっょうちうすっ くぇ こぇさすうはすぇ. „′っ しつう-
すぇき いぇ くけさきぇかくけ こさっいうょっくす ょぇ しすぇゃぇ こぇさすうっく しっおさっすぇさ”, いぇはゃう ╂けさけかけきけゃ こけ ゃなこさけしぇ. ]こけ-
さっょ くっゅけ, „‶なさゃぇくけゃ とっ っ こけ–こけかっいっく くぇ ╀]‶ しなし しっさうけいくうは しう さっえすうくゅ, し おけえすけ くぇこせしくぇ 
こさっいうょっくすしすゃけすけ, けすおけかおけすけ おぇすけ かうょっさ くぇ こぇさすうはすぇ”. ╀うゃてうはす ょっこせすぇす くぇ かっゃうちぇすぇ おぇいぇ 
しなとけ, つっ くっ っ こさうはすくけ くぇこさっあっくうっすけ こけ けしすぇ „‶なさゃぇくけゃ - ]すぇくうてっゃ”, おぇすけ くっ ういおかのつう う 
すさっすう つけゃっお ょぇ しっ ゃおかのつう ゃ しなしすっいぇくうっすけ いぇ かうょっさしおうは こけしす くぇ おけくゅさっしぇ くぇ ╀]‶. 
′ぇゃさなた こさっょしすけはとぇすぇ けすつっすくぇ おぇきこぇくうは ゃ けぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお  

しすぇすうしすうおぇすぇ いぇ つかっくしおぇすぇ え きぇしぇ っ こけゃっつっ けす すさっゃけあくぇ. 48% けす しなしすぇゃぇ くぇ こぇさすうはすぇ ゃ 
さぇえけくぇ っ けす たけさぇ くぇょ 70-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. ¨す 952-きぇ さっょけゃう しけちうぇかうしすう, こかぇとぇとう さっょけゃ-
くけ つかっくしおう ゃくけし, 458 しぇ ゃなゃ ゃないさぇしすすぇ くぇょ 70 ゅけょうくう. 《ぇおすなす ぉっ けこさっょっかっく けす ╂けさけかけきけゃ  
おぇすけ „すさっゃけあっく”, けとっ こけゃっつっ, つっ いぇ こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう こぇさすうえくうすっ さっょうちう しぇ しっ しすけ-
こうかう こけ ぉうけかけゅうつっしおう こさうつうくう しなし 131 つかっくけゃっ. 
╊うつくけすけ きくっくうっ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ ういきうくぇかうすっ 100 ょくう けす きぇくょぇすぇ 

くぇ くけゃうは おきっすしおう っおうこ, くぇつっかけ し おきっす けす ╂╄[╀, ぉっ, つっ しぇ ゃ こさぇゃうかくぇすぇ こけしけおぇ. 〈けえ, けぉぇつっ, 
ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ けすすせお くぇすぇすなお „ゅさせこぇすぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くはきぇ ょぇ 
きなかつう” う けぉっとぇ „きくけゅけ しっさうけいくう  こうすぇくうは  おなき きくけいうくしすゃけすけ くぇ ╂╄[╀ いぇ くはおけう きくけゅけ しきせ-
とぇゃぇとう くっとぇ”. 〈けえ けぉっとぇ ょぇ くっ しっ しこっしすはゃぇ くうとけ  こけゃっつっ くぇ きくけいうくしすゃけすけ けす ╂╄[╀,  おけうすけ 
くっ しっ ゃしかせてゃぇかう  ゃ さぇいせきくうすっ うしおぇくうは くぇ けしすぇくぇかうすっ. ]けちうぇかうしすなす おぇいぇ しなとけ, つっ ゅさぇあょぇ-
くうすっ  すっこなさゃぇ とっ ぉなょぇす ういくっくぇょぇくう けす ゅけかはきけすけ こけゃうてっくうっ くぇ  きっしすくうすっ ょぇくなちう う すぇおしう. 

′ぇょ 112 500 しぇ こさけゃっさっくうすっ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇ-
くう いぇ こさうくぇょかっあくけしす おなき しかせあぉうすっ くぇ ぉうゃてぇすぇ 

╃なさあぇゃくぇ しうゅせさくけしす う さぇいせいくぇゃぇすっかくうすっ しかせあぉう くぇ 
╀なかゅぇさしおぇすぇ くぇさけょくぇ ぇさきうは いぇ 5-すっ ゅけょうくう さぇぉけすぇ 
くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ ょけしうっすぇすぇ. ]ぇきけ いぇ せつぇしすうっ ゃ さぇい-
かうつくうすっ ういぉけさう けす 2007-きぇ ょけ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ 
こさけゃっさっくう くぇょ 63 400 かうちぇ. 〈けゃぇ けぉはゃう ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ ょけしうっすぇすぇ ╄ゃすうき 
╉けしすぇょうくけゃ こさう しさっとぇ し あせさくぇかうしすう いぇ けすつうすぇくっ 
ょっえくけしすすぇ くぇ おけきうしうはすぇ いぇ こっすゅけょうてくうは  こっさうけょ. 
╆ぇ すけゃぇ ゃさっきっ 41 たうかはょう しぇ かうちぇすぇ, こさけゃっさっくう う 

いぇっきぇとう けすゅけゃけさくう こせぉかうつくう ょかなあくけしすう う ょっえくけし-
すう. ╃させゅう ぉかういけ 6 たうかはょう ょせてう しぇ すっいう, いぇ おけうすけ っ 
ういうしおぇくぇ こさっょゃぇさうすっかくぇ こさけゃっさおぇ こけ しうかぇすぇ くぇ つか. 
27 けす ╆ぇおけくぇ いぇ こさうくぇょかっあくけしす おなき けさゅぇくうすっ くぇ ╃]. 

59 ぉっいさぇぉけすくう ゅさぇあょぇくう くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ きけゅぇす ょぇ しう くぇきっさはす さぇぉけすぇ おぇすけ ゅさぇ-
ょうくぇさう こけ こさけっおす „′けゃ ういぉけさ – さぇいゃうすうっ う さっぇかういぇちうは” こけ ¨‶ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ 
さっしせさしう”. ╃させゅう 15 とっ きけゅぇす ょぇ さぇぉけすはす こけ しなとぇすぇ こさけゅさぇきぇ, くけ おぇすけ さぇぉけすくうちう こけ こけょ-
ょさなあおぇすぇ くぇ こなすうとぇすぇ.
[ぇぉけすけょぇすっか くぇ くぇっすうすっ とっ っ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっょう いぇこけつゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ ゃしうつおう けょけ-

ぉさっくう とっ こさっきうくぇす けぉせつっくうっ しなけすゃっすくけ こけ けいっかっくはゃぇくっ う ちゃっすぇさしすゃけ う いぇ こけきけとくうお こなすっく 
しすさけうすっか – こなすうとぇ, きぇゅうしすさぇかう う しなけさなあっくうは. 
 ¨ぉせつうすっかくうすっ おせさしけゃっ とっ こさけょなかあぇす  きっしっち う こけかけゃうくぇ, おぇすけ けぉせつっくうっすけ いぇ さぇぉけすくうちう-

すっ ゃ けいっかっくはゃぇくっすけ いぇこけつゃぇ くぇ 14-すう きぇさす, ぇ くぇ 16-すう きぇさす しすぇさすうさぇ いぇ こけきけとくうお-こなすくうすっ 
しすさけうすっかう. 〉しこってくけ いぇゃなさてうかうすっ けぉせつっくうっすけ とっ ぉなょぇす くぇいくぇつっくう いぇ しさけお けす 12 きっしっちぇ. 
]さっょしすゃぇすぇ いぇ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ いぇっすけしす くぇ ゃしはおけ かうちっ っ ゃ さぇいきっさ くぇ せしすぇくけゃっくぇすぇ いぇ しすさぇ-
くぇすぇ きうくうきぇかくぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, ょなかあうきうすっ ゃくけしおう こけ ╉]¨ う ょなかあうきう う ょけこなかくうすっかくう 
しさっょしすゃぇ こけ ╉〈. 

36 しすせょっくすう-すぇくちぬけさう, きせいうおぇくすう う こっゃちう けす ╉ぇすっょさぇ „╀なかゅぇさしおぇ 
くぇさけょくぇ たけさっけゅさぇそうは” くぇ ぃゅけいぇこぇょくうは せくうゃっさしうすっす „′っけそうす [うかしおう” 
ゃ ╀かぇゅけっゃゅさぇょ とっ こさっょしすぇゃはす ゃ ╉ぇいぇくかなお 70-きうくせすくうは そけかおかけさっく しこっお-
すぇおなか „』せょけ...”. ]こっおすぇおなかなす とっ しっ うゅさぇっ くぇ 23-すう きぇさす ゃ  ╃╉ „┿さしっくぇか” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお.
《けかおかけさくぇすぇ そうっしすぇ っ う こけ こけゃけょ 20-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ たけさっけゅさぇそ-

しおぇすぇ おぇょっょさぇ, ゃ おけはすけ しぇ しっ ょうこかけきうさぇかう くぇょ 20 おぇいぇくかなつぇくう ゃ さぇい-
かうつくうすっ ょうしちうこかうくう - きせいうおぇ, すぇくち, こっしっく.
╁ きけきっくすぇ いぇ たけさっけゅさぇそう ゃ ぃ╆〉 ゃ ╀かぇゅけっゃゅさぇょ しっ けぉせつぇゃぇす つっすうさうきぇ 

おぇいぇくかなておう しすせょっくすう, けす おけうすけ っょうくうはす っ ゃ きぇゅうしすなさしおぇ こさけゅさぇきぇ.
╇ょっはすぇ ょぇ しっ けすぉっかっあう うきっくくけ こけ すけいう くぇつうく さけあょっくうは ょっく くぇ 』せょけ-

きうさ う ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ おぇすっょさぇすぇ, っ くぇ おぇいぇくかなておうは しすせょっくす ╋ぇさすうく 
‶っすおけゃ, おけえすけ すぇくちせゃぇ けす きぇかなお ゃなゃ そけかおかけさくぇすぇ ゅさせこぇ “‶ぇかぇゃくうちう”. 
╋かぇょっあなす うきぇ けこうす う おぇすけ せつぇしすくうお ゃ こけしすぇくけゃおぇすぇ „‶せくすけゃっすっ” こけ 

』せょけきうさ くぇ きっしすくうは すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ”, ぇ しっゅぇ ゅけすゃう う ょう-
こかけきくぇすぇ しう さぇぉけすぇ おぇすけ たけさっけゅさぇそ. ╊うぉさっすけすけ くぇ ょうこかけきくぇすぇ きせ さぇ-
ぉけすぇ とっ っ こけ さぇいおぇい くぇ こうしぇすっかは-たせきけさうしす.

╁ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ しけちうぇかくうはす きう-
くうしすなさ 〈けすの ╋かぇょっくけゃ ういかっいっ し くけゃぇ しけちう-

ぇかくぇ うょっは - ょぇ しっ ゃなゃっょっ ょけこなかくうすっかくぇ けしうゅせ-
さけゃおぇ けす 1% ゃなさたせ すさせょけゃうすっ ょけたけょう. ]こけさっょ 
きうくうしすなさぇ, しなし しなぉさぇくうすっ しさっょしすゃぇ けす くっは すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ けしうゅせさはす ょけこなかくうすっかくう こぇさう いぇ いょさぇゃ-
くう ゅさうあう う しすさけっあ くぇ ょけきけゃっ いぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ. 
‶け しゃけはすぇ しなとくけしす こさっょかけあっくうっすけ っ けこうす いぇ 

ゃょうゅぇくっ くぇ けしうゅせさうすっかくぇすぇ すっあっしす. ′うとけ つっ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ こけしすけはくくけ ょっおかぇさうさぇ, つっ くはきぇ 
ょぇ ゃょうゅぇ しすぇゃおう. ‶さっょゃうょ いぇしすぇさはゃぇくっすけ くぇ くぇ-
しっかっくうっすけ う そぇおすぇ, つっ こさっい 2011 ゅ. 18,5% けす 
くっゅけ っ くぇ ゃないさぇしす くぇょ 65 ゅけょうくう, すけ さぇいたけょうすっ 
いぇ こっくしうう とっ さぇしすぇす う すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけきうしかう いぇ 
しすぇぉうかういうさぇくっ くぇ こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ. ] すぇいう 
ちっか っ しないょぇょっく す.くぇさ. ]さっぉなさっく そけくょ. ╁ くっゅけ 
うきぇ こけつすう 1,8 きかさょ. かゃ., おけうすけ しこけさっょ いぇおけくぇ くっ 
きけゅぇす ょぇ しっ こけかいゃぇす こさっょう 2018 ゅ. 
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′ぇゃさなた ╋っあょせくぇさけょくうはす ょっく くぇ あっくぇ-
すぇ - 8-きう きぇさす, てかけしっさなす し こけっすうつっく 

すぇかぇくす けす ╆ぇゃけょ 5, ちった 133 くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ ‶かぇきっく ‶っすおけゃ, いぇさぇょゃぇ こけつうすぇすっかうすっ 
しう し くけゃぇ しすうたけしぉうさおぇ. 
╁すけさぇすぇ こけっすうつくぇ おくうゅぇ くぇ ぇゃすけさぇ くけしう 

いぇゅかぇゃうっ „]ゃはす いぇ ょゃぇきぇ” う しなょなさあぇ かの-
ぉけゃくう しすうたけゃっ, こけしゃっすっくう くぇ おさぇしうゃうすっ 
くっとぇ けす あうゃけすぇ.  
╉くうゅぇすぇ っ ゃ すうさぇあ 300 ぉさけは, おぇすけ ゃっつっ 

しぇ そぇおす う こなさゃうすっ 40 けす くっは. 〈は っ ょっかけ くぇ 
ういょぇすっかしすゃけ „》っかうおけく”, おけっすけ いぇ こけさっょっく 
こなす こさけすはゅぇ さなおぇ くぇ ぇゃすけさぇ. ′けゃぇすぇ こけっ-
すうつくぇ さぇょけしす くぇ ‶かぇきっく けぉぇつっ くはきぇてっ ょぇ 
しっ しかせつう ぉっい こさうはすっかしおぇすぇ さなおぇ う こけょおさっ-
こぇ う くぇ ]すっそおぇ ╆かぇすっゃぇ, ╋ぇさうはくぇ ╀ぇくゅう-
っゃぇ, ′っくおぇ 〈けこぇかけゃぇ う ╉ぇきっかうは ╉なくつっゃぇ.
„]ゃはす いぇ ょゃぇきぇ” ういかういぇ う し そうくぇくしけゃぇすぇ 

ぉかぇゅけしかけゃうは う かっこすぇ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” 
う かうつくけ くぇ こけきけとすぇ くぇ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ う 〈け-
ょけさ ╃っさきっくょあうっゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ ╉′]╀ 
ゃ ╆ぇゃけょ 5. 

〈┿ 

 つぇしぇ ょくっゃくけ: くぇこさっょ-
くぇいぇょ こけ きけしすぇ くぇ おさぇくぇ. 
╁っつっ 17 ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか”. 
〈けゃぇ っ っあっょくっゃうっすけ くぇ っょくぇ 
あっくぇ, おけはすけ ゅかっょぇ けすゃうしけおけ 
くぇ くっとぇすぇ, ぉっい ょぇ え しっ いぇゃう
ゃぇ しゃはす, おぇおすけ しぇきぇ こさういくぇ
ゃぇ. ╃けさう くっ しっ っ いぇきうしかはかぇ 
おけかおけ すけつくけ しぇ きっすさうすっ くぇ 
おぇぉうくぇすぇ, おなょっすけ こさっおぇさゃぇ 
こけ ちはか ょっく. ╉ぇおすけ う くっ きう
しかうかぇ きくけゅけ, おけゅぇすけ こさうは
すっかおぇ は いぇゃっあょぇ ゃ くぇつぇかけ
すけ くぇ 80-すっ ゅけょうくう くぇ ゃっつっ 
きうくぇかうは ゃっお くっ ょさせゅぇょっ, ぇ 
くぇ おせさし いぇ おさぇくうしすう. 〈けゅぇ
ゃぇ ′うくぇ さぇぉけすっかぇ ゃ ]すさけえ
さぇえけくぇ, すぇき うきぇかけ くせあょぇ けす 
きくけゅけ おさぇくうしすう, こさっい けくうは 
ゅけょうくう こぇくっかくけすけ しすさけうすっか
しすゃけ ゃょうゅぇてっ ょっしっすおう ぉかけ
おけゃっ ゅけょうてくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╉せさしなす ぉうか ぉっいこかぇすっく, くけ 
けしうゅせさうか いぇくぇはす くぇ ′うくぇ いぇ 
ちはか あうゃけす. ╆ぇ おけっすけ すけゅぇゃぇ 
ういけぉとけ くっ こさっょこけかぇゅぇかぇ. 
„]きっくうかぇ しなき きくけゅけ こさけそっ
しうう, さぇぉけすうかぇ しなき くぇ しすさせゅ, 
くぇ こさっしぇ, ぉうかぇ しなき しぇくう
すぇさおぇ ゃ ぉけかくうちぇすぇ, くけ すせお 
きう っ ょけぉさっ.”, しうゅせさくぇ っ ょくっし 
′うくぇ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. 
╉ぇおすけ きくけゅけ ょさせゅう, う すは くっ 
さぇいぉさぇかぇ, つっ とっ は こさっょかぇゅぇす 
いぇ くぇゅさぇょぇ, ょけおぇすけ くっ ょけてなか 
しぇきうはす こさぇいくうお – ╃っくはす くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかは, おけゅぇすけ 
けすかうつっくうすっ こけかせつうたぇ かうつくけ 
くぇゅさぇょうすっ しう けす ういこなかくう
すっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ
くぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
′うくぇ し せしきうゃおぇ こさういくぇゃぇ, 

つっ ゃ きなあおう おけかっおすうゃ こけ-
かっしくけ しっ さぇぉけすう, けしけぉっくけ, 
おけゅぇすけ しう あっくぇ. ┿ すせお きなあっ
すっ しぇ こけくっ 50... ]こけさっょ くっは, 

くぇ きなあっすっ こけ-ぉなさいけ うき きう
くぇゃぇ, こせしおぇす きくけゅけ きぇえすぇこう, 
すぇおぇ さぇぉけすぇすぇ ゃなさゃう くっせしっす
くけ う こけ-かっおけ. ╆ぇとけすけ ′うくぇ 
′っくけゃぇ くっ おさうっ: ”〈させょくうつおけ 
っ.” 〈させょくけ っ, いぇとけすけ, ぇおけ 
くっ ゃくうきぇゃぇて, こけしかっょうちうすっ 
けす さぇぉけすぇすぇ すう きけゅぇす ょぇ ぉな
ょぇす そぇすぇかくけ すさぇゅうつくう. ‶さう 
′うくぇ くっ っ うきぇかけ うくちうょっくすう 
し ういすなさゃぇゃぇくっ くぇ すけゃぇさう けす 
おさぇくぇ, くけ ゃ さぇぉけすぇすぇ う すけゃぇ 

しっ しかせつゃぇ. ╉けそうすっ し ゅけさっと 
きっすぇか いぇ かっっくっ, おぇしうすっ いぇ 
けすかうゃぇくっ, すっかぇすぇ くぇ そさっ
いうすっ, おけうすけ しっ こさっくぇしはす, しぇ 
すっあおう. ‶けくはおけゅぇ ょけ こけかけゃうく 

すけく. ╁しはおけ こぇょぇくっ くぇ すっあおうは 
すけゃぇさ くけしう けこぇしくう こけしかっょう
ちう. ╆ぇすけゃぇ いぇ ′うくぇ, けすおぇおすけ 
26-ゅけょうてくぇ しっ おぇつゃぇ くぇ おさぇ
くぇ, くぇえ-ゃぇあくけすけ っ:

╃ぇ けこぇいう たけさぇすぇ ょけかせ

╆ぇとけすけ, おぇおすけ すは こさういくぇゃぇ, 
せゃかっつっくう ゃ さぇぉけすぇすぇ, きなあっ
すっ けすょけかせ いぇぉさぇゃはす おぇおゃけ 
ゃうしう くぇょ ゅかぇゃうすっ うき いぇょ いぇ

ぉさぇくうすっかくぇすぇ かうくうは う つっしすけ 
きうくぇゃぇす  こけょ すっあおうすっ すけゃぇ
さう. ╆ぇすけゃぇ う つっしすけ ういこけかいゃぇ 
„ぉうぉうすおぇすぇ”, こけ くっは は こけいくぇ
ゃぇす けすょけかせ, おぇすけ きうくぇゃぇ くぇょ 

《いちあくひて せあ きかせあてあ-てちときかせけねさあ, 
さそこてそ そねかちてあうあのか たそしそきけてかしせあ-
てあ うけくけみ くあ きかせあてあ うひう うちかすかてそ 
たちかおけ 1989-てあ, くあ せみさそけ つけえとちせそ 
か おかすそおか. ′あ おちとえけ そいあねか – ちかあしせあ 
おかこつてうけてかしせそつて そて おせかのせけみ おかせ. 
〉あけつてけせあ つしとねあこせそ せあすけちあすか てそね-
せそ たちかおけ 《つすけ すあちて かおせあ てあさあうあ 
きかせあ – てちときかせけねさあ つ すひきさあ たちそ-
なかつけみ. 〉そ たそせかきか うひう うつみさあ つしとねあこ-
せそつて けすあ せかはそ しそえけねせそ, たひちうあてあ 
せけ すあちてかせつさあ つちかはあ か てそねせそ つ さちあ-
せけつてさあてあ そて しかみちせあてあ う ′あうそお 5 – 
つしひせねかうあてあ 〉けせあ 〉かせそうあ.

¨す ょゃっ しっょきうちう さぇぉけすっとうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” きけゅぇす ょぇ こけかいゃぇす 

せしかせゅうすっ くぇ けとっ っょうく, くけゃ しすけ-
きぇすけかけゅ - ょ-さ ╇ゃけく ╀なつゃぇさけゃぇ. 
╃けしっゅぇ すは っ さぇぉけすうかぇ ゃ ‶かけゃ-

ょうゃ. ]すけきぇすけかけあおぇすぇ っ ゃないこう-
すぇくうつおぇ くぇ ╁╋╇ ゃ ‶かけゃょうゃ う ょけ 
きけきっくすぇ うきぇ 40 こせぉかうおぇちうう ゃ 
くぇせつくう しこうしぇくうは, ゃ す. つ. う きっあ-
ょせくぇさけょくう. ¨しゃっく, つっ さぇぉけすっ-
とうすっ とっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇゃぇす ゃ 
おぇぉうくっすぇ え くっけぉたけょうきぇすぇ しすけきぇ-
すけかけゅうつくぇ こけきけと し くぇえ-ゃうしけおけ 
おぇつっしすゃけ う し ういおかのつうすっかくけ おぇ-
つっしすゃっくう きぇすっさうぇかう, こさう すけゃぇ う 
くぇ こさっそっさっくちうぇかくう ちっくう, すっ とっ 
きけゅぇす ょぇ さぇいつうすぇす う くぇ ちっくくう しな-
ゃっすう う おけくしせかすぇちうは いぇ こけしかっょゃぇ-
とけ かっつっくうっ う こさけそうかぇおすうおぇ くぇ 
さぇいかうつくうすっ いなぉくう いぇぉけかはゃぇくうは.  
¨す しゃけはすぇ 24-ゅけょうてくぇ こさぇおすうおぇ 

ょ-さ ╀なつゃぇさけゃぇ っ せしすぇくけゃうかぇ, つっ 
っょうく けす くぇえ-ゅけかっきうすっ こさけぉかっきう 
くぇ ぉなかゅぇさうくぇ っ, おぇおすけ ゃ くうしおぇすぇ 
しすけきぇすけかけゅうつくぇ おせかすせさぇ, すぇおぇ う 
ゃ かうこしぇすぇ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ ょけぉさけ 
かっつっくうっ くぇ いなぉうすっ. 〈は しなゃっすゃぇ 
ゃしうつおう, おけうすけ うきぇす こさうすっしくっくうは, 
しゃなさいぇくう しなし いなぉくうは しう しすぇすせし, 
ょぇ こけしっすはす おぇぉうくっすぇ え ゃ ╃╉『 „┿さ-
しっくぇか” いぇ おけくしせかすぇちうは う しなゃっす. 
╇きぇ いなぉくう いぇぉけかはゃぇくうは, おけうすけ  
ゃしなとくけしす しぇ しけちうぇかくう う すけゃぇ っ 
っょうく けす ゅけかっきうすっ こさけぉかっきう くぇ 
いょさぇゃっすけ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ, すゃなさょう 
ょ-さ ╀なつゃぇさけゃぇ.  
〈ぇおうゃぇ しぇ こぇさけょけくすけいぇすぇ う おぇ-

さうっしなす. ╆ぇぉけかはゃぇくうはすぇ しぇ しっ 
こさっゃなさくぇかう こさぇおすうつっしおう ゃ っこう-
ょっきうは, いぇとけすけ 99% けす たけさぇすぇ 
ゃっつっ ゅう うきぇす うかう ゅう さぇいゃうゃぇす. 
¨しくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ いぇ すっいう ょゃっ 

Пламен Петков е роден на 29-ти януари 1973 година в гр. Казанлък. Завършва 

средно образование в СПТУ по текстил „Дончо Бояджиев”. 

Първата му стихосбирка е „За децата на България”. Негови произведения вече 

трета година радват хората от Розовата долина. 

¨す ぇゃすけさぇ おなき つうすぇすっかうすっ: 
„ … ╊のぉけゃすぇ っ くぇえ-くっあくけすけ つせゃしすゃけ, おけっすけ くう 

ういこなかゃぇ し さぇょけしす う くう おぇさぇ ょぇ かっすうき けす とぇし-
すうっ. ‶けくはおけゅぇ っ すけかおけゃぇ ぉかういけ ょけ くぇし - ゅかっょぇ 
くう, ょけおけしゃぇ くう, きうかゃぇ くう し せしきうゃおぇ. 
╊のぉけゃすぇ くっ くう けしすぇゃは ゃ すさせょくう きけきっくすう う 

おさなあう おぇすけ けさかうちぇ, いぇおさうかはえおう くう けす いかけすけ ゃ 
ょくってくうは いぇぉなさいぇく しゃはす. 
]こぇしっくうっすけ くぇ つけゃっつっしすゃけすけ っ ゃ すけゃぇ - ょぇ しっ 

けぉうつぇきっ う せゃぇあぇゃぇきっ.
… ╉けゅぇすけ けす ょせてぇすぇ くう ういゃうさぇ こっしっく, あうゃけ-

すなす っ つせょっしっく, きうかう つうすぇすっかう...“

***

┿くゅっかつっ

]なさちっすけ きう すう さぇいすけこはゃぇて, 
けおさうかはて きけうすっ きっつすう, 

し せしきうゃおぇ ょくうすっ さぇいおさぇしはゃぇて, 
さけょっくぇ ょぇ きっ さぇょゃぇて すう.

〈う しなし きっく しっ いぇぉぇゃかはゃぇて, 
さぇょゃぇて しっ ょけ きっく ぉっいおさぇえ,
ょぇ きっ うしおぇて くっ こさっしすぇゃぇて, 

すう けぉうつぇて きっ ょけおさぇえ.

いぇぉけかはゃぇくうは っ くぇつうくなす 
くぇ あうゃけす, おけえすけ ゃけょうき, 
くっこさぇゃうかくけすけ たさぇくっくっ, 
しゃなさいぇくけ し ゅけかっきうは こさう-
っき くぇ ゃなゅかったうょさぇすう, う 
かけてぇすぇ くう いなぉくぇ たうゅう-
っくぇ, せぉっょっくぇ っ いなぉけかっ-
おぇさおぇすぇ.
¨す こさぇおすうおぇすぇ しう すは 

っ せしすぇくけゃうかぇ しなとけ, つっ 
ゃなこさっおう つっしすけ かけてぇすぇ 
こさけゅくけいぇ, こぇさけょけくすけいぇ-
すぇ っ かっつうきぇ う こさっょけす-
ゃさぇすうきぇ, ぇおけ しこぇいゃぇきっ 
っかっきっくすぇさくう たうゅうっくう 
くぇゃうちう. 
╀なかゅぇさうくなす くはきぇ くぇゃう-

おぇ ょぇ ういこけかいゃぇ しこっちうぇか-
くぇ しすけきぇすけかけゅうつくぇ ゃけょぇ 
いぇ こかぇおくっくっ う おけくちう, 
いぇ ょぇ こけつうしすう いなぉうすっ しう 
けす いなぉくぇすぇ こかぇおぇ, おけはすけ 
ゃしなとくけしす っ うしすうくしおうはす 
こさうつうくうすっか くぇ こぇさけょけく-
すけいぇすぇ, おぇいゃぇ ょ-さ ╇ゃけく 
╀なつゃぇさけゃぇ. ] ちっか ょぇ っ 
こけかっいくぇ いぇ こぇちうっくすうすっ 
しう う くぇ ゃしうつおう, おけうすけ 
ょなさあぇす くぇ しゃけっすけ しすけ-
きぇすけかけゅうつくけ いょさぇゃっ, ょ-さ 
╀なつゃぇさけゃぇ, しなゃきっしすくけ し 
„〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”, とっ  
こさっょかぇゅぇ いょさぇゃくう しなゃっ-
すう う かのぉけこうすくぇ うくそけさ-
きぇちうは いぇ いょさぇゃっすけ くぇ 
いなぉうすっ くう. 
╉ぇぉうくっすなす くぇ ょ-さ ╀なつ-

ゃぇさけゃぇ っ ゃ ╃╉『 „┿さしっ-
くぇか”, っす. 2. ╆なぉけかっおぇさおぇ-
すぇ とっ こさうっきぇ こぇちうっくすう 
ゃなゃ ゃすけさくうお う つっすゃなさすなお 
けす 8,30 ょけ 12,30 つぇしぇ, ぇ 
ゃ しさはょぇ う こっすなお けす 12,30 
ょけ 16,30 つぇしぇ. ‶さっい けし-
すぇくぇかけすけ ゃさっきっ しかっょ 17 
つぇしぇ すは とっ こさうっきぇ こぇちう-
っくすう くぇ せか. „【うこつっくしおぇ 
っこけこっは” わ28. 
╊っつっくうっすけ くぇ いなぉう-

すっ こさう ょ-さ ╀なつゃぇさけゃぇ っ 
くぇこなかくけ ぉっいぉけかっいくっくけ 
いぇさぇょう ういこけかいゃぇくっすけ くぇ 
しこっちうぇかくう けぉっいぉけかはゃぇ-
とう ゅっかけゃっ こさっょう こけしすぇ-
ゃはくっすけ くぇ ゃしはおぇ せこけえおぇ. 

ぅくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 3

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

]かっょ そけさせきぇ:  

′けゃう つかっくけゃっ くぇ ]╉ くぇ ╉′╃╀ 
ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃

]すけはくおぇ ╃うきうすさけゃぇ - ╆ぇゃけょ 2,

′うおけかぇえ 〈ぇくっゃ - いぇゃけょ 5.

╃っかっゅぇすう くぇ 17-すうは ╉けくゅさっし 
くぇ あっくうすっ – すさせあっくうつおう けす 
„〈のさお ╋っすぇか” ゃ ┿くおぇさぇ, 〈せさ-
ちうは, おけえすけ しっ こさけゃっあょぇ ょけ 
10-すう きぇさす す.ゅ. ゃおか. - ]すけはく-
おぇ ╃うきうすさけゃぇ - ╆ぇゃけょ 2 う ╄きう 
』ぇくっゃぇ - ╆ぇゃけょ 0.

 ‶ぇさすくぬけさしおう けすいゃせお

╊のぉけきうさ  ╊ぇかっゃ - こさっょしっょぇ-
すっか くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” ゃ „┿さ-
しっくぇか” ┿╃:
¨さゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ╉′]╀ ゃ 

„┿さしっくぇか” っ くぇて っしすっしすゃっく 
しなのいくうお う こぇさすくぬけさ. ]うかぇすぇ 
くう くっ ゃ うくょうゃうょせぇかくけしすすぇ, 
ぇ ゃ しなこさうつぇしすくけしすすぇ. ]うかくう 
しきっ, しぇきけ, おけゅぇすけ しきっ っょうくくう. 
 ┿しっく ┿しっくけゃ - こさっょしっょぇすっか 

くぇ ′]《 „╋っすぇか ╄かっおすさけ”:
„╁ しゃっすぇ くぇ おぇこうすぇかぇ ゃしうつおけ 

ょけぉさけ うょゃぇ けす ゅなさぉぇ くぇ すけいう, 
おけえすけ こさけういゃっあょぇ. ′はきぇ ゅけ-
かはきぇ しゃっすかうくぇ ゃ すせくっかぇ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ きっすぇかけうくょせしすさうは-
すぇ. 〈けかおけゃぇ ぇさけゅぇくすくけ う ゅさせぉけ 
こけゃっょっくうっ おなき しうくょうおぇすうすっ, 

おぇすけ すけゃぇ くぇ しっゅぇてくけすけ こさぇ-
ゃうすっかしすゃけ, くはきぇ ゃ こけしかっょくうすっ 
20 ゅけょうくう”.
‶っくおけ ╉けえくけゃ - こさっょしっょぇすっか 

[] くぇ ╉′]╀:
╁うっ ょけおぇいぇたすっ, つっ さぇゃくけゃっし-

くうはす きけょっか きけあっ ょぇ しないょぇゃぇ 
くけさきぇかくう けすくけてっくうは きっあょせ 
すさせょ う おぇこうすぇか.  ╁うっ しこぇしうたすっ 
„┿さしっくぇか” けす さぇいぉうゃぇくっ! ╉さう-
いぇすぇ っ せさぇゃくっくうっ し ょゃっ さってっ-
くうは: おぇすぇしすさけそぇ うかう くけゃけ くぇ-
つぇかけ くぇ こけ-ゃうしけおけ くうゃけ. 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ - こさっょしっょぇすっか 

くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀:
╀なょっすっ ゅけさょう, つっ いぇこぇいうたきっ 

こさっょこさうはすうっすけ!

***

‶さっょ ょっかっゅぇすうすっ くぇ けすつっす-
くけ-ういぉけさくぇすぇ おけくそっさっくちうは 
くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ゅけゃけさう 
う ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ  
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 〈けえ ょぇょっ 
ゃうしけおぇ けちっくおぇ くぇ ょけゃっさうっすけ 
う ょうぇかけゅぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ  
し ょゃぇすぇ そうさきっくう しうくょうおぇすぇ, 
しなし ]╉ くぇ ╉′]╀, しなし しうくょう-
おぇかくうは ぇおすうゃ う かうつくけ くぇ くっ-
ゅけゃうは こさっょしっょぇすっか.  
╁ しかけゃけすけ しう すけえ  ぉっ おぇすっ-

ゅけさうつっく, つっ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ そうさきぇすぇ くうすけ いぇ きうゅ くっ 
っ こさっくっぉさっゅゃぇかけ こさけぉかっきぇ し 

ぉうすけゃうすっ せしかけゃうは いぇ さぇぉけすっ-
とうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, くけ こさういけ-
ゃぇ くぇこさぇゃっくけすけ う しないょぇょっくけ-
すけ し けぉとう せしうかうは う しさっょしすゃぇ 
ょぇ しっ こぇいう.  
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 

けすょっかう しっさうけいくけ ゃくうきぇくうっ ゃ 
しゃけっすけ ういおぇいゃぇくっ う くぇ せこかなす-
くはゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっ-
きっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, おぇおすけ う くぇ 
しっさうけいくうは こさけぉかっき, しゃなさいぇく 
し かうこしぇすぇ くぇ こさうっきしすゃっくけしす 
こけ けすくけてっくうっ くぇ おぇょさうすっ う 
すはたくぇすぇ おゃぇかうそうおぇちうは. 
‶っくしうけくっさうすっ しぇ っょくぇ いくぇ-

つうすっかくぇ う ゅさぇきけすくぇ つぇしす けす 
ぇさしっくぇかしおけすけ けぉとっしすゃけ, おぇいぇ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う こさういけゃぇ 
ゃしうつおう ょぇ しっ けすくぇしはす おなき すはた 
し ゅけかはきけ ゃくうきぇくうっ, すなえ おぇすけ 
すっ うきぇす しっさうけいっく こさうくけし いぇ 
そうさきぇすぇ う しぇ けすょぇかう ゅけかはきぇ 
つぇしす けす あうゃけすぇ しう いぇ くっは. 
‶さっょ しうくょうおぇかくうすっ ぇおすう-

ゃうしすう くぇ „┿さしっくぇか” ういこなか-
くうすっかくうはす ょうさっおすけさ こさういけ-
ゃぇ けとっ ゃっょくなあ いぇ しすさうおすくけ  
しこぇいゃぇくっ くぇ しさけおけゃっすっ くぇ 
こけさなつおうすっ う しなゃっしすくけ う おぇ-
つっしすゃっくけ ういこなかくっくうっ くぇ  こけ-
しすぇゃっくうすっ いぇょぇつう.  
╁おぇさゃぇえすっ さっょ こけ さぇぉけすくう-

すっ きっしすぇ! - こさういけゃぇ ╇ぉせてっゃ. 
′せあくけ っ ょぇ さぇいぉっさっき, つっ ゃ 

っょうく すぇおなゃ こさけちっし ゃしうつおう しきっ ゃぇあくう, おぇいぇ すけえ.
╇ぉせてっゃ ういさぇいう くぇょっあょぇ, つっ う いぇくぇこさっょ くはきぇ ょぇ うきぇ いぇぉぇ-

ゃはくっ ゃ ういこかぇとぇくっすけ くぇ さぇぉけすくうすっ いぇこかぇすう う ぇゃぇくしう くぇ さぇぉけ-
すっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか”. 
‶さっょ こさうしなしすゃぇとうすっ すけえ おぇいぇ けとっ:

′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ – ういこなかくうすっ-
かっく  ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃:
┿おすせぇかういぇちうはすぇ 

くぇ しなしすぇゃぇ っ っょくけ 
くけさきぇかくけ はゃかっくうっ, 
しなとっしすゃせゃぇとけ ゃなゃ 
ゃしうつおう そうさきう. ╆ぇ 
しっゅぇてくけすけ しなしすけは-
くうっ ゃうくぇ うきぇきっ 
ゃしうつおう. ]ゃっすかうくぇ, 
けぉぇつっ, ゃ すせくっかぇ 
うきぇ, すなえ おぇすけ „┿さ-
しっくぇか” っ ぉけゅぇす しなし 
しゃけはすぇ こさけょせおすけゃぇ 
かうしすぇ.  ′け すせお とっ 
けすぉっかっあぇ, つっ すさはぉゃぇ 

》『╊¨′╆『╅｠╅ ╅【╅〉╅』 ╆《′《╇...

う きくけゅけ ょぇ しっ さぇぉけすう こけ けすくけてっくうっ くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ こさけょせお-
ちうはすぇ. ╊けてぇ さぇぉけすぇ, かけてけ おぇつっしすゃけ う… しなけすゃっすくけ う くうしおう 
いぇこかぇすう. ╆ぇぉさぇゃうたきっ きくけゅけ くっとぇ けす „ゃさっきっ けくけ”. 
„┿さしっくぇか” ゃっつっ っ ぉさぇくょ-うきっ, しゃっすけゃくけ ういゃっしすくけ. ┿い しなき けこ-

すうきうしす. ╃け きぇえ - のくう きけあっ ぉう けすくけゃけ とっ しっ くぇかけあう ょぇ こさう-
ゃかうつぇきっ たけさぇ おなき くぇてうは おけかっおすうゃ. ′け すけゃぇ いぇゃうしう けす ゃしうつおう 
くぇし.  
′っ けぉさなとぇえすっ ゃくうきぇくうっ くぇ しかせたけゃっすっ, おけうすけ  ゃなさゃはす うい ゅさぇ-

ょぇ. ′うっ しきっ っょくけ いっきくけ さなおけゃけょしすゃけ, さっぇかくう たけさぇ. ‶けゃはさゃぇえ-
すっ くう, こさぇゃうき おぇおゃけすけ すさはぉゃぇ う とっ しすぇくっ おぇおゃけすけ すさはぉゃぇ!” 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ゅかぇゃうすっ うき. ′うくぇ おぇいゃぇ, つっ 
っ „すさせょくうつおけ”, いぇとけすけ さぇぉけ
すう し すさう ゃけかぇくぇ – こけゃっつっ けす 
けぉうおくけゃっく てけそぬけさ, う くぇえ-
ゃっつっ, いぇとけすけ っ きくけゅけ けすゅけ
ゃけさくけ. ′ぇえ-きぇかおけすけ, おけっすけ 
は こさうすっしくはゃぇ, っ ゃうしけつうくぇすぇ 
– くぇゃさっきっすけ ゃ しすさけうすっかしすゃけ
すけ きうくぇゃぇかう くぇゃうしけおけ きっあ
ょせ おさぇくけゃっすっ こけ す.くぇさ. „ぉせ
そっさう”. ‶さぇゃっかぇ ゅけ, ぉっい ょぇ え 
きうゅくっ けおけすけ. ‶さう すけゃぇ, ′うくぇ 
っ しうゅせさくぇ, つっ けすょけかせ くっとぇすぇ 
しぇ こけ-しすさぇてくう, おぇすけ こけゅかっ
ょくって くぇゅけさっ.
′うくぇ っ とぇしすかうゃぇ, つっ しっ 

さぇいぉうさぇ し たけさぇすぇ, し おけうすけ 
さぇぉけすう, ょけさう – きくけゅけ ょけぉさっ 
しっ さぇいぉうさぇ. ′け くぇこけしかっ
ょなお, いぇさぇょう おさういぇすぇ, くっとけ 
くっ しっ しなぉうさぇす おぇおすけ こさっょう. 
╃ぇあっ いぇ ¨しきう きぇさす ぉぇくおっす 
くはきぇ ょぇ うきぇ... ╋けあっ ぉう いぇ
すけゃぇ おさぇくうしすおぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 
5 ′うくぇ ′っくけゃぇ, おけはすけ うしおぇ 
ょぇ こけきくう しぇきけ ょけぉさけすけ, きう 
ょぇゃぇ いぇ こせぉかうおぇちうは くっ ょさせ
ゅぇ しくうきおぇ, ぇ すけつくけ しくうきおぇ けす 
こさぇいくせゃぇくっ くぇ ¨しきう きぇさす くぇ 
っくうくしおぇすぇ „‶なしすなさゃぇ”. 
╉けゅぇすけ くっ っ くぇ さぇぉけすぇ, ′うくぇ 

けぉうつぇ ょぇ ゅかっょぇ すっかっゃういうは. ╇ 
くっ ゅけ おさうっ. ╉ぇすけ きくけゅけ おぇすけ 
くっは, う すは しう けぉうつぇ すせさしおうすっ 
しっさうぇかう, ょぇあっ しう ゅう ゅかっょぇ 
くぇ けすょっかっく すっかっゃういけさ, いぇ ょぇ 

くっ こさっつう くぇ ょさせゅうすっ ゃおなとう. 
╇くぇつっ – かのぉうきけすけ え きはしすけ 
っ くぇ しっかけ – ゃ ╃けかくけ ]ぇたさぇ
くっ, おなょっすけ しなし しなこさせゅぇ え ゅう 

つぇおぇ ゅけかはき ょゃけさ いぇ けぉさぇぉけす
ゃぇくっ こさっい こけつうゃくうすっ ょくう. 
╃ゃけさなす,けぉぇつっ, くっ っ こさけしすけ 
しっかしおう ょゃけさ. ╆ぇとけすけ

』うきてうさうすっ くぇ ′うくぇ
しぇ おぇすけ ゃ

おさぇかしおう ょゃけさっち

〈けゃぇ っ しぇきぇすぇ うしすうくぇ. ]ぇ
ょうかう ゅう しなし しゃっおなさゃぇ しう, けとっ 
けすょぇゃくぇ, けそけさきはす ゅう しなし しな
こさせゅぇ - しっゅぇ しぇ しすぇくぇかう ゅけかっ
きう, くけ こけょさっょっくう う しすさけえくう, 
こけょしすさうゅぇくう - こうこくぇすけ! ′うくぇ 
ょけさう しう ゅう っ しくうきぇかぇ くぇ すっ
かっそけくぇ う すぇおぇ くぇうしすうくぇ ゃうあ
ょぇき, つっ こなすっおぇすぇ おなき おなとぇすぇ 
っ おぇすけ いぇ こさっょ つっさゃっく おうかうき. 
′ぇ しっかけ しう ゅかっょぇす ゃしうつおけ, くけ 
くぇえ-こさうはすくけ っ, つっ しさっとうすっ 
し たけさぇすぇ すぇき しぇ こけ-こさうはすっか
しおう, こけ-ぉかういおう. ╆ぇすけゃぇ ′うくぇ 
う しなこさせゅなす え しう きっつすぇはす ょぇ 
おぇさぇす こっくしうは くぇ しっかけ. ‶っく
しうはすぇ, けぉぇつっ, こけ くけゃうすっ いぇ
おけくう, きぇおぇさ う いぇ おぇすっゅけさうは 
こけ-すっあなお すさせょ, ゃしっ こけゃっつっ 
しっ けすょぇかっつぇゃぇ, おけきっくすうさぇ 
しう ′うくぇ... くけ くっ しこうさぇ ょぇ しっ 
せしきうたゃぇ. ╇ ょぇ けぉうつぇ くっとぇすぇ 
けす あうゃけすぇ – きけあっ ょぇ こかっすっ, 
ょぇ しう ういさぇぉけすゃぇ さぇいくう くっとぇ 
いぇ せおさぇしぇ, くけ けぉうつぇ きくけゅけ う 
ょぇ ゅけすゃう – しなぉうさぇ しう さっちっこ
すう けす くぇえ-さぇいかうつくう ういょぇくうは 
う しう ゅう こさけぉゃぇ. ′はおけえ こなす ゅう 
こけぉなかゅぇさはゃぇ, いぇさぇょう かうこしぇ
すぇ くぇ しこっちうそうつくう こけょこさぇゃ
おう, くけ すけゃぇ くっ え こさっつう ょぇ しっ 
さぇょゃぇ, つっ っおしこっさうきっくすうさぇ. 
] せしきうゃおぇすぇ, し おけはすけ ゅけゃけさう 
いぇ ゃしうつおけ, ′うくぇ さぇいおぇいゃぇ う 
いぇ かのぉうきうは おけすぇさぇお, おけえすけ 
けとっ くっ きけあっ ょぇ こさっあぇかう, う  
いぇ きけさっすけ, おなょっすけ ぉっいこかぇす
くけ ぉうかぇ くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ „┿さしっ
くぇか” ゃ ′っしっぉなさ. ‶さっおぇさぇかう 
しう しすさぇたけすくけ, くけ くぇこけしかっょなお 
こけつうゃおぇすぇ しすぇゃぇ ゃしっ こけ-さはょ
おぇ, こさういくぇゃぇ こさけぉかっきうすっ 
くぇ おさういぇすぇ う おさぇくうしすおぇすぇ 
けす ╆ぇゃけょ 5. 〈は しっ さぇょゃぇ, つっ 
おけかっおすうゃなす しっ さぇょゃぇ くぇ くっえ
くうすっ せしこったう, さぇいぉさぇかぇ っ ゃ 
あうゃけすぇ, つっ おけゅぇすけ しう さぇぉけ
すうて くっとぇすぇ おぇおすけ すさはぉゃぇ, すけ 
くはきぇ おぇお ょぇ けしすぇくっ くっいぇぉっ
かはいぇくけ. ¨ぉうつぇ しう さぇぉけすぇすぇ 
う しう は さぇいぉうさぇ. ]きはすぇ, つっ っ 
こけ-ょけぉさぇ, くぇこさうきっさ, けす すぇいう 
くぇ しつっすけゃけょうすっかうすっ, ょっすけ こけ 
ちはか ょっく しっ さけゃはす ゃ ちうそさうすっ, 
つっ つぇお ゅかぇゃぇすぇ ょぇ すっ いぇぉけかう. 
′ぇ おさぇくぇ しう っ こけ-ょけぉさっ, しう
ゅせさくぇ っ ′うくぇ ′っくけゃぇ. ¨しけぉっ
くけ, おけゅぇすけ くっ すっ ぉけかう ゅかぇゃぇ 
ょぇ こけゅかっょくって くっとぇすぇ けす ゃう
しけおけ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

]こけさっょ こさけせつゃぇくっすけ, ゃなさたせ っょくけ けす ゃしっおう すさう っゃさけ せ くぇし くっ しっ こかぇとぇす ょぇくなちう.
′ぇこさぇゃっくけすけ ういしかっょゃぇくっ せしすぇくけゃはゃぇ しなとけ, つっ けす けぉとうは こさけょせおす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ こさっい 

2009 ゅ. くっ しぇ ぉうかう けぉかけあっくう 12,7 きかさょ. っゃさけ. ¨ちっくおぇすぇ こさっょしすぇゃかはゃぇ 35,3% けす ぉなかゅぇさしおうは ╀╁‶, 
こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ.
╀なかゅぇさしおうはす ぉのょあっす っ ぉうか けとっすっく し 3,7 きかさょ. っゃさけ, こけしけつゃぇす けす けそうしぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは っゃさけょっこせすぇす 

╇ゃぇえかけ ╉ぇかそうく (╀]‶). ] くっこけかせつっくうすっ けす ょなさあぇゃぇすぇ こさうたけょう っ きけあっかけ ょぇ しっ いぇこなかくう ょっそうちうすなす ゃ 
こせぉかうつくうすっ そうくぇくしう いぇ 2009 ゅ. けす 2,3 きかさょ. っゃさけ.
╃けおかぇょなす こけおぇいゃぇ, つっ, ぇおけ ╀なかゅぇさうは しっ しこさぇゃう しなし しうゃうは しっおすけさ, すは ぉう ぉうかぇ ゃ しなしすけはくうっ いぇ 3 ゅけょうくう 

ょぇ ういこかぇすう ちっかうは しう ょなさあぇゃっく ょなかゅ.
╁っょくぇゅぇ しかっょ しすさぇくぇすぇ くう ゃ くっこさっしすうあくぇすぇ おかぇしぇちうは しっ くぇさっあょぇす [せきなくうは - し ょはか くぇ しうゃぇすぇ うおけくけ

きうおぇ けす 32,6% けす ╀╁‶, う ╊うすゃぇ - し 32%. ]さっょくうすっ くうゃぇ ゃ ╄] しぇ 22 くぇ しすけ けす ╀╁‶ くぇ しなのいぇ. ′ぇえ-ょけぉさっ 
しなぉうさぇす ょぇくなちうすっ ゃ ╊のおしっきぉせさゅ う ┿ゃしすさうは, おなょっすけ くぇょ 90 くぇ しすけ けす ょなかあうきうすっ しせきう けすうゃぇす ゃ たぇいくぇすぇ.
′うしおうすっ ょぇくなちう くっ ゃけょはす ょけ こけ-ゅけかはきぇ しなぉうさぇっきけしす. ′っ しっ けすおさうゃぇ こさはおぇ ゃさないおぇ う きっあょせ さぇいきっさぇ 

くぇ ょぇくなちうすっ う せおさうゃぇくっすけ う くっこかぇとぇくっすけ うき, おけくしすぇすうさぇ けとっ ぇくぇかういなす.
╁ きけきっくすぇ ゃ ╄] ゃしはおぇ ゅけょうくぇ しっ ゅせぉはす 1 すさうかうけく っゃさけ けす くっこかぇとぇくっ う せおさうゃぇくっ くぇ ょぇくなちう. 
┿おけ ╄] せしこっっ ょぇ しゃうっ し 50% しうゃうは しっおすけさ, とっ しっ けしゃけぉけょはす しさっょしすゃぇ いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ うくゃっし

すうちうけくくうは おぇこうすぇか ょけ くうゃぇすぇ けすこさっょう おさういぇすぇ, ぉっい ょぇ しっ くぇかぇゅぇ せゃっかうつっくうっ くぇ ょぇくなちうすっ, すゃなさょはす 
っゃさけかっゃうすっ ゃ ╄ゃさけこっえしおうは こぇさかぇきっくす.

〈┿
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ぞóÖí ぞñÖÜçí:

′ぇゃさなた ╋っあょせくぇさけょくうはす ょっく くぇ あっくぇ
すぇ - 8-きう きぇさす, てかけしっさなす し こけっすうつっく 

すぇかぇくす けす ╆ぇゃけょ 5, ちった 133 くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ ‶かぇきっく ‶っすおけゃ, いぇさぇょゃぇ こけつうすぇすっかうすっ 
しう し くけゃぇ しすうたけしぉうさおぇ. 
╁すけさぇすぇ こけっすうつくぇ おくうゅぇ くぇ ぇゃすけさぇ くけしう 

いぇゅかぇゃうっ „]ゃはす いぇ ょゃぇきぇ” う しなょなさあぇ かの
ぉけゃくう しすうたけゃっ, こけしゃっすっくう くぇ おさぇしうゃうすっ 
くっとぇ けす あうゃけすぇ.  
╉くうゅぇすぇ っ ゃ すうさぇあ 300 ぉさけは, おぇすけ ゃっつっ 

しぇ そぇおす う こなさゃうすっ 40 けす くっは. 〈は っ ょっかけ くぇ 
ういょぇすっかしすゃけ „》っかうおけく”, おけっすけ いぇ こけさっょっく 
こなす こさけすはゅぇ さなおぇ くぇ ぇゃすけさぇ. ′けゃぇすぇ こけっ
すうつくぇ さぇょけしす くぇ ‶かぇきっく けぉぇつっ くはきぇてっ ょぇ 
しっ しかせつう ぉっい こさうはすっかしおぇすぇ さなおぇ う こけょおさっ
こぇ う くぇ ]すっそおぇ ╆かぇすっゃぇ, ╋ぇさうはくぇ ╀ぇくゅう
っゃぇ, ′っくおぇ 〈けこぇかけゃぇ う ╉ぇきっかうは ╉なくつっゃぇ.
„]ゃはす いぇ ょゃぇきぇ” ういかういぇ う し そうくぇくしけゃぇすぇ 

ぉかぇゅけしかけゃうは う かっこすぇ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” 
う かうつくけ くぇ こけきけとすぇ くぇ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ う 〈け
ょけさ ╃っさきっくょあうっゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ ╉′]╀ 
ゃ ╆ぇゃけょ 5. 

〈┿ 

7 つぇしぇ ょくっゃくけ: くぇこさっょ-
くぇいぇょ こけ きけしすぇ くぇ おさぇくぇ. 
╁っつっ 17 ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか”. 
〈けゃぇ っ っあっょくっゃうっすけ くぇ っょくぇ 
あっくぇ, おけはすけ ゅかっょぇ けすゃうしけおけ 
くぇ くっとぇすぇ, ぉっい ょぇ え しっ いぇゃう-
ゃぇ しゃはす, おぇおすけ しぇきぇ こさういくぇ-
ゃぇ. ╃けさう くっ しっ っ いぇきうしかはかぇ 
おけかおけ すけつくけ しぇ きっすさうすっ くぇ 
おぇぉうくぇすぇ, おなょっすけ こさっおぇさゃぇ 
こけ ちはか ょっく. ╉ぇおすけ う くっ きう-
しかうかぇ きくけゅけ, おけゅぇすけ こさうは-
すっかおぇ は いぇゃっあょぇ ゃ くぇつぇかけ-
すけ くぇ 80-すっ ゅけょうくう くぇ ゃっつっ 
きうくぇかうは ゃっお くっ ょさせゅぇょっ, ぇ 
くぇ おせさし いぇ おさぇくうしすう. 〈けゅぇ-
ゃぇ ′うくぇ さぇぉけすっかぇ ゃ ]すさけえ-
さぇえけくぇ, すぇき うきぇかけ くせあょぇ けす 
きくけゅけ おさぇくうしすう, こさっい けくうは 
ゅけょうくう こぇくっかくけすけ しすさけうすっか-
しすゃけ ゃょうゅぇてっ ょっしっすおう ぉかけ-
おけゃっ ゅけょうてくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╉せさしなす ぉうか ぉっいこかぇすっく, くけ 
けしうゅせさうか いぇくぇはす くぇ ′うくぇ いぇ 
ちはか あうゃけす. ╆ぇ おけっすけ すけゅぇゃぇ 
ういけぉとけ くっ こさっょこけかぇゅぇかぇ. 
„]きっくうかぇ しなき きくけゅけ こさけそっ-
しうう, さぇぉけすうかぇ しなき くぇ しすさせゅ, 
くぇ こさっしぇ, ぉうかぇ しなき しぇくう-
すぇさおぇ ゃ ぉけかくうちぇすぇ, くけ すせお 
きう っ ょけぉさっ.”, しうゅせさくぇ っ ょくっし 
′うくぇ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. 
╉ぇおすけ きくけゅけ ょさせゅう, う すは くっ 
さぇいぉさぇかぇ, つっ とっ は こさっょかぇゅぇす 
いぇ くぇゅさぇょぇ, ょけおぇすけ くっ ょけてなか 
しぇきうはす こさぇいくうお – ╃っくはす くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかは, おけゅぇすけ 
けすかうつっくうすっ こけかせつうたぇ かうつくけ 
くぇゅさぇょうすっ しう けす ういこなかくう-
すっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ-
くぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
′うくぇ し せしきうゃおぇ こさういくぇゃぇ, 

つっ ゃ きなあおう おけかっおすうゃ こけ-
かっしくけ しっ さぇぉけすう, けしけぉっくけ, 
おけゅぇすけ しう あっくぇ. ┿ すせお きなあっ-
すっ しぇ こけくっ 50... ]こけさっょ くっは, 

くぇ きなあっすっ こけ-ぉなさいけ うき きう-
くぇゃぇ, こせしおぇす きくけゅけ きぇえすぇこう, 
すぇおぇ さぇぉけすぇすぇ ゃなさゃう くっせしっす-
くけ う こけ-かっおけ. ╆ぇとけすけ ′うくぇ 
′っくけゃぇ くっ おさうっ: ”〈させょくうつおけ 
っ.” 〈させょくけ っ, いぇとけすけ, ぇおけ 
くっ ゃくうきぇゃぇて, こけしかっょうちうすっ 
けす さぇぉけすぇすぇ すう きけゅぇす ょぇ ぉな-
ょぇす そぇすぇかくけ すさぇゅうつくう. ‶さう 
′うくぇ くっ っ うきぇかけ うくちうょっくすう 
し ういすなさゃぇゃぇくっ くぇ すけゃぇさう けす 
おさぇくぇ, くけ ゃ さぇぉけすぇすぇ う すけゃぇ 

しっ しかせつゃぇ. ╉けそうすっ し ゅけさっと 
きっすぇか いぇ かっっくっ, おぇしうすっ いぇ 
けすかうゃぇくっ, すっかぇすぇ くぇ そさっ-
いうすっ, おけうすけ しっ こさっくぇしはす, しぇ 
すっあおう. ‶けくはおけゅぇ ょけ こけかけゃうく 

すけく. ╁しはおけ こぇょぇくっ くぇ すっあおうは 
すけゃぇさ くけしう けこぇしくう こけしかっょう-
ちう. ╆ぇすけゃぇ いぇ ′うくぇ, けすおぇおすけ 
26-ゅけょうてくぇ しっ おぇつゃぇ くぇ おさぇ-
くぇ, くぇえ-ゃぇあくけすけ っ:

╃ぇ けこぇいう たけさぇすぇ ょけかせ

╆ぇとけすけ, おぇおすけ すは こさういくぇゃぇ, 
せゃかっつっくう ゃ さぇぉけすぇすぇ, きなあっ-
すっ けすょけかせ いぇぉさぇゃはす おぇおゃけ 
ゃうしう くぇょ ゅかぇゃうすっ うき いぇょ いぇ-

ぉさぇくうすっかくぇすぇ かうくうは う つっしすけ 
きうくぇゃぇす  こけょ すっあおうすっ すけゃぇ-
さう. ╆ぇすけゃぇ う つっしすけ ういこけかいゃぇ 
„ぉうぉうすおぇすぇ”, こけ くっは は こけいくぇ-
ゃぇす けすょけかせ, おぇすけ きうくぇゃぇ くぇょ 

《いちあくひて せあ きかせあてあ-てちときかせけねさあ, 
さそこてそ そねかちてあうあのか たそしそきけてかしせあ-
てあ うけくけみ くあ きかせあてあ うひう うちかすかてそ 
たちかおけ 1989-てあ, くあ せみさそけ つけえとちせそ 
か おかすそおか. ′あ おちとえけ そいあねか – ちかあしせあ 
おかこつてうけてかしせそつて そて おせかのせけみ おかせ. 
〉あけつてけせあ つしとねあこせそ せあすけちあすか てそね-
せそ たちかおけ 《つすけ すあちて かおせあ てあさあうあ 
きかせあ – てちときかせけねさあ つ すひきさあ たちそ-
なかつけみ. 〉そ たそせかきか うひう うつみさあ つしとねあこ-
せそつて けすあ せかはそ しそえけねせそ, たひちうあてあ 
せけ すあちてかせつさあ つちかはあ か てそねせそ つ さちあ-
せけつてさあてあ そて しかみちせあてあ う ′あうそお 5 – 
つしひせねかうあてあ 〉けせあ 〉かせそうあ.

¨す ょゃっ しっょきうちう さぇぉけすっとうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” きけゅぇす ょぇ こけかいゃぇす 

せしかせゅうすっ くぇ けとっ っょうく, くけゃ しすけ
きぇすけかけゅ - ょ-さ ╇ゃけく ╀なつゃぇさけゃぇ. 
╃けしっゅぇ すは っ さぇぉけすうかぇ ゃ ‶かけゃ

ょうゃ. ]すけきぇすけかけあおぇすぇ っ ゃないこう
すぇくうつおぇ くぇ ╁╋╇ ゃ ‶かけゃょうゃ う ょけ 
きけきっくすぇ うきぇ 40 こせぉかうおぇちうう ゃ 
くぇせつくう しこうしぇくうは, ゃ す. つ. う きっあ
ょせくぇさけょくう. ¨しゃっく, つっ さぇぉけすっ
とうすっ とっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇゃぇす ゃ 
おぇぉうくっすぇ え くっけぉたけょうきぇすぇ しすけきぇ
すけかけゅうつくぇ こけきけと し くぇえ-ゃうしけおけ 
おぇつっしすゃけ う し ういおかのつうすっかくけ おぇ
つっしすゃっくう きぇすっさうぇかう, こさう すけゃぇ う 
くぇ こさっそっさっくちうぇかくう ちっくう, すっ とっ 
きけゅぇす ょぇ さぇいつうすぇす う くぇ ちっくくう しな
ゃっすう う おけくしせかすぇちうは いぇ こけしかっょゃぇ
とけ かっつっくうっ う こさけそうかぇおすうおぇ くぇ 
さぇいかうつくうすっ いなぉくう いぇぉけかはゃぇくうは.  
¨す しゃけはすぇ 24-ゅけょうてくぇ こさぇおすうおぇ 

ょ-さ ╀なつゃぇさけゃぇ っ せしすぇくけゃうかぇ, つっ 
っょうく けす くぇえ-ゅけかっきうすっ こさけぉかっきう 
くぇ ぉなかゅぇさうくぇ っ, おぇおすけ ゃ くうしおぇすぇ 
しすけきぇすけかけゅうつくぇ おせかすせさぇ, すぇおぇ う 
ゃ かうこしぇすぇ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ ょけぉさけ 
かっつっくうっ くぇ いなぉうすっ. 〈は しなゃっすゃぇ 
ゃしうつおう, おけうすけ うきぇす こさうすっしくっくうは, 
しゃなさいぇくう しなし いなぉくうは しう しすぇすせし, 
ょぇ こけしっすはす おぇぉうくっすぇ え ゃ ╃╉『 „┿さ
しっくぇか” いぇ おけくしせかすぇちうは う しなゃっす. 
╇きぇ いなぉくう いぇぉけかはゃぇくうは, おけうすけ  
ゃしなとくけしす しぇ しけちうぇかくう う すけゃぇ っ 
っょうく けす ゅけかっきうすっ こさけぉかっきう くぇ 
いょさぇゃっすけ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ, すゃなさょう 
ょ-さ ╀なつゃぇさけゃぇ.  
〈ぇおうゃぇ しぇ こぇさけょけくすけいぇすぇ う おぇ

さうっしなす. ╆ぇぉけかはゃぇくうはすぇ しぇ しっ 
こさっゃなさくぇかう こさぇおすうつっしおう ゃ っこう
ょっきうは, いぇとけすけ 99% けす たけさぇすぇ 
ゃっつっ ゅう うきぇす うかう ゅう さぇいゃうゃぇす. 
¨しくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ いぇ すっいう ょゃっ 

¨す ぇゃすけさぇ おなき つうすぇすっかうすっ: 
„ … ╊のぉけゃすぇ っ くぇえ-くっあくけすけ つせゃしすゃけ, おけっすけ くう 

ういこなかゃぇ し さぇょけしす う くう おぇさぇ ょぇ かっすうき けす とぇし
すうっ. ‶けくはおけゅぇ っ すけかおけゃぇ ぉかういけ ょけ くぇし - ゅかっょぇ 
くう, ょけおけしゃぇ くう, きうかゃぇ くう し せしきうゃおぇ. 
╊のぉけゃすぇ くっ くう けしすぇゃは ゃ すさせょくう きけきっくすう う 

おさなあう おぇすけ けさかうちぇ, いぇおさうかはえおう くう けす いかけすけ ゃ 
ょくってくうは いぇぉなさいぇく しゃはす. 
]こぇしっくうっすけ くぇ つけゃっつっしすゃけすけ っ ゃ すけゃぇ - ょぇ しっ 

けぉうつぇきっ う せゃぇあぇゃぇきっ.
… ╉けゅぇすけ けす ょせてぇすぇ くう ういゃうさぇ こっしっく, あうゃけ

すなす っ つせょっしっく, きうかう つうすぇすっかう...“

┿くゅっかつっ

]なさちっすけ きう すう さぇいすけこはゃぇて, 
けおさうかはて きけうすっ きっつすう, 

し せしきうゃおぇ ょくうすっ さぇいおさぇしはゃぇて, 
さけょっくぇ ょぇ きっ さぇょゃぇて すう.

〈う しなし きっく しっ いぇぉぇゃかはゃぇて, 
さぇょゃぇて しっ ょけ きっく ぉっいおさぇえ,
ょぇ きっ うしおぇて くっ こさっしすぇゃぇて, 

すう けぉうつぇて きっ ょけおさぇえ.

いぇぉけかはゃぇくうは っ くぇつうくなす 
くぇ あうゃけす, おけえすけ ゃけょうき, 
くっこさぇゃうかくけすけ たさぇくっくっ, 
しゃなさいぇくけ し ゅけかっきうは こさう
っき くぇ ゃなゅかったうょさぇすう, う 
かけてぇすぇ くう いなぉくぇ たうゅう
っくぇ, せぉっょっくぇ っ いなぉけかっ
おぇさおぇすぇ.
¨す こさぇおすうおぇすぇ しう すは 

っ せしすぇくけゃうかぇ しなとけ, つっ 
ゃなこさっおう つっしすけ かけてぇすぇ 
こさけゅくけいぇ, こぇさけょけくすけいぇ
すぇ っ かっつうきぇ う こさっょけす
ゃさぇすうきぇ, ぇおけ しこぇいゃぇきっ 
っかっきっくすぇさくう たうゅうっくう 
くぇゃうちう. 
╀なかゅぇさうくなす くはきぇ くぇゃう

おぇ ょぇ ういこけかいゃぇ しこっちうぇか
くぇ しすけきぇすけかけゅうつくぇ ゃけょぇ 
いぇ こかぇおくっくっ う おけくちう, 
いぇ ょぇ こけつうしすう いなぉうすっ しう 
けす いなぉくぇすぇ こかぇおぇ, おけはすけ 
ゃしなとくけしす っ うしすうくしおうはす 
こさうつうくうすっか くぇ こぇさけょけく
すけいぇすぇ, おぇいゃぇ ょ-さ ╇ゃけく 
╀なつゃぇさけゃぇ. ] ちっか ょぇ っ 
こけかっいくぇ いぇ こぇちうっくすうすっ 
しう う くぇ ゃしうつおう, おけうすけ 
ょなさあぇす くぇ しゃけっすけ しすけ
きぇすけかけゅうつくけ いょさぇゃっ, ょ-さ 
╀なつゃぇさけゃぇ, しなゃきっしすくけ し 
„〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”, とっ  
こさっょかぇゅぇ いょさぇゃくう しなゃっ
すう う かのぉけこうすくぇ うくそけさ
きぇちうは いぇ いょさぇゃっすけ くぇ 
いなぉうすっ くう. 
╉ぇぉうくっすなす くぇ ょ-さ ╀なつ

ゃぇさけゃぇ っ ゃ ╃╉『 „┿さしっ
くぇか”, っす. 2. ╆なぉけかっおぇさおぇ
すぇ とっ こさうっきぇ こぇちうっくすう 
ゃなゃ ゃすけさくうお う つっすゃなさすなお 
けす 8,30 ょけ 12,30 つぇしぇ, ぇ 
ゃ しさはょぇ う こっすなお けす 12,30 
ょけ 16,30 つぇしぇ. ‶さっい けし
すぇくぇかけすけ ゃさっきっ しかっょ 17 
つぇしぇ すは とっ こさうっきぇ こぇちう
っくすう くぇ せか. „【うこつっくしおぇ 
っこけこっは” わ28. 
╊っつっくうっすけ くぇ いなぉう

すっ こさう ょ-さ ╀なつゃぇさけゃぇ っ 
くぇこなかくけ ぉっいぉけかっいくっくけ 
いぇさぇょう ういこけかいゃぇくっすけ くぇ 
しこっちうぇかくう けぉっいぉけかはゃぇ
とう ゅっかけゃっ こさっょう こけしすぇ
ゃはくっすけ くぇ ゃしはおぇ せこけえおぇ. 

ぅくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 3

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

]かっょ そけさせきぇ:  

′けゃう つかっくけゃっ くぇ ]╉ くぇ ╉′╃╀ 
ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃

]すけはくおぇ ╃うきうすさけゃぇ - ╆ぇゃけょ 2,

′うおけかぇえ 〈ぇくっゃ - いぇゃけょ 5.

╃っかっゅぇすう くぇ 17-すうは ╉けくゅさっし 
くぇ あっくうすっ – すさせあっくうつおう けす 
„〈のさお ╋っすぇか” ゃ ┿くおぇさぇ, 〈せさ
ちうは, おけえすけ しっ こさけゃっあょぇ ょけ 
10-すう きぇさす す.ゅ. ゃおか. - ]すけはく
おぇ ╃うきうすさけゃぇ - ╆ぇゃけょ 2 う ╄きう 
』ぇくっゃぇ - ╆ぇゃけょ 0.

 ‶ぇさすくぬけさしおう けすいゃせお

╊のぉけきうさ  ╊ぇかっゃ - こさっょしっょぇ
すっか くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” ゃ „┿さ
しっくぇか” ┿╃:
¨さゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ╉′]╀ ゃ 

„┿さしっくぇか” っ くぇて っしすっしすゃっく 
しなのいくうお う こぇさすくぬけさ. ]うかぇすぇ 
くう くっ ゃ うくょうゃうょせぇかくけしすすぇ, 
ぇ ゃ しなこさうつぇしすくけしすすぇ. ]うかくう 
しきっ, しぇきけ, おけゅぇすけ しきっ っょうくくう. 
 ┿しっく ┿しっくけゃ - こさっょしっょぇすっか 

くぇ ′]《 „╋っすぇか ╄かっおすさけ”:
„╁ しゃっすぇ くぇ おぇこうすぇかぇ ゃしうつおけ 

ょけぉさけ うょゃぇ けす ゅなさぉぇ くぇ すけいう, 
おけえすけ こさけういゃっあょぇ. ′はきぇ ゅけ
かはきぇ しゃっすかうくぇ ゃ すせくっかぇ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ きっすぇかけうくょせしすさうは
すぇ. 〈けかおけゃぇ ぇさけゅぇくすくけ う ゅさせぉけ 
こけゃっょっくうっ おなき しうくょうおぇすうすっ, 

おぇすけ すけゃぇ くぇ しっゅぇてくけすけ こさぇ
ゃうすっかしすゃけ, くはきぇ ゃ こけしかっょくうすっ 
20 ゅけょうくう”.
‶っくおけ ╉けえくけゃ - こさっょしっょぇすっか 

[] くぇ ╉′]╀:
╁うっ ょけおぇいぇたすっ, つっ さぇゃくけゃっし

くうはす きけょっか きけあっ ょぇ しないょぇゃぇ 
くけさきぇかくう けすくけてっくうは きっあょせ 
すさせょ う おぇこうすぇか.  ╁うっ しこぇしうたすっ 
„┿さしっくぇか” けす さぇいぉうゃぇくっ! ╉さう
いぇすぇ っ せさぇゃくっくうっ し ょゃっ さってっ
くうは: おぇすぇしすさけそぇ うかう くけゃけ くぇ
つぇかけ くぇ こけ-ゃうしけおけ くうゃけ. 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ - こさっょしっょぇすっか 

くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀:
╀なょっすっ ゅけさょう, つっ いぇこぇいうたきっ 

こさっょこさうはすうっすけ!

‶さっょ ょっかっゅぇすうすっ くぇ けすつっす
くけ-ういぉけさくぇすぇ おけくそっさっくちうは 
くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ゅけゃけさう 
う ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ  
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 〈けえ ょぇょっ 
ゃうしけおぇ けちっくおぇ くぇ ょけゃっさうっすけ 
う ょうぇかけゅぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ  
し ょゃぇすぇ そうさきっくう しうくょうおぇすぇ, 
しなし ]╉ くぇ ╉′]╀, しなし しうくょう
おぇかくうは ぇおすうゃ う かうつくけ くぇ くっ
ゅけゃうは こさっょしっょぇすっか.  
╁ しかけゃけすけ しう すけえ  ぉっ おぇすっ

ゅけさうつっく, つっ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ そうさきぇすぇ くうすけ いぇ きうゅ くっ 
っ こさっくっぉさっゅゃぇかけ こさけぉかっきぇ し 

ぉうすけゃうすっ せしかけゃうは いぇ さぇぉけすっ
とうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, くけ こさういけ
ゃぇ くぇこさぇゃっくけすけ う しないょぇょっくけ
すけ し けぉとう せしうかうは う しさっょしすゃぇ 
ょぇ しっ こぇいう.  
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 

けすょっかう しっさうけいくけ ゃくうきぇくうっ ゃ 
しゃけっすけ ういおぇいゃぇくっ う くぇ せこかなす
くはゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっ
きっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, おぇおすけ う くぇ 
しっさうけいくうは こさけぉかっき, しゃなさいぇく 
し かうこしぇすぇ くぇ こさうっきしすゃっくけしす 
こけ けすくけてっくうっ くぇ おぇょさうすっ う 
すはたくぇすぇ おゃぇかうそうおぇちうは. 
‶っくしうけくっさうすっ しぇ っょくぇ いくぇ

つうすっかくぇ う ゅさぇきけすくぇ つぇしす けす 
ぇさしっくぇかしおけすけ けぉとっしすゃけ, おぇいぇ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う こさういけゃぇ 
ゃしうつおう ょぇ しっ けすくぇしはす おなき すはた 
し ゅけかはきけ ゃくうきぇくうっ, すなえ おぇすけ 
すっ うきぇす しっさうけいっく こさうくけし いぇ 
そうさきぇすぇ う しぇ けすょぇかう ゅけかはきぇ 
つぇしす けす あうゃけすぇ しう いぇ くっは. 
‶さっょ しうくょうおぇかくうすっ ぇおすう

ゃうしすう くぇ „┿さしっくぇか” ういこなか
くうすっかくうはす ょうさっおすけさ こさういけ
ゃぇ けとっ ゃっょくなあ いぇ しすさうおすくけ  
しこぇいゃぇくっ くぇ しさけおけゃっすっ くぇ 
こけさなつおうすっ う しなゃっしすくけ う おぇ
つっしすゃっくけ ういこなかくっくうっ くぇ  こけ
しすぇゃっくうすっ いぇょぇつう.  
╁おぇさゃぇえすっ さっょ こけ さぇぉけすくう

すっ きっしすぇ! - こさういけゃぇ ╇ぉせてっゃ. 
′せあくけ っ ょぇ さぇいぉっさっき, つっ ゃ 

っょうく すぇおなゃ こさけちっし ゃしうつおう しきっ ゃぇあくう, おぇいぇ すけえ.
╇ぉせてっゃ ういさぇいう くぇょっあょぇ, つっ う いぇくぇこさっょ くはきぇ ょぇ うきぇ いぇぉぇ

ゃはくっ ゃ ういこかぇとぇくっすけ くぇ さぇぉけすくうすっ いぇこかぇすう う ぇゃぇくしう くぇ さぇぉけ
すっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか”. 
‶さっょ こさうしなしすゃぇとうすっ すけえ おぇいぇ けとっ:

′うおけかぇえ ╇ぉせ
てっゃ – ういこなかくうすっ
かっく  ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃:
┿おすせぇかういぇちうはすぇ 

くぇ しなしすぇゃぇ っ っょくけ 
くけさきぇかくけ はゃかっくうっ, 
しなとっしすゃせゃぇとけ ゃなゃ 
ゃしうつおう そうさきう. ╆ぇ 
しっゅぇてくけすけ しなしすけは
くうっ ゃうくぇ うきぇきっ 
ゃしうつおう. ]ゃっすかうくぇ, 
けぉぇつっ, ゃ すせくっかぇ 
うきぇ, すなえ おぇすけ „┿さ
しっくぇか” っ ぉけゅぇす しなし 
しゃけはすぇ こさけょせおすけゃぇ 
かうしすぇ.  ′け すせお とっ 
けすぉっかっあぇ, つっ すさはぉゃぇ 

》『╊¨′╆『╅｠╅ ╅【╅〉╅』 ╆《′《╇...

う きくけゅけ ょぇ しっ さぇぉけすう こけ けすくけてっくうっ くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ こさけょせお
ちうはすぇ. ╊けてぇ さぇぉけすぇ, かけてけ おぇつっしすゃけ う… しなけすゃっすくけ う くうしおう 
いぇこかぇすう. ╆ぇぉさぇゃうたきっ きくけゅけ くっとぇ けす „ゃさっきっ けくけ”. 
„┿さしっくぇか” ゃっつっ っ ぉさぇくょ-うきっ, しゃっすけゃくけ ういゃっしすくけ. ┿い しなき けこ

すうきうしす. ╃け きぇえ - のくう きけあっ ぉう けすくけゃけ とっ しっ くぇかけあう ょぇ こさう
ゃかうつぇきっ たけさぇ おなき くぇてうは おけかっおすうゃ. ′け すけゃぇ いぇゃうしう けす ゃしうつおう 
くぇし.  
′っ けぉさなとぇえすっ ゃくうきぇくうっ くぇ しかせたけゃっすっ, おけうすけ  ゃなさゃはす うい ゅさぇ

ょぇ. ′うっ しきっ っょくけ いっきくけ さなおけゃけょしすゃけ, さっぇかくう たけさぇ. ‶けゃはさゃぇえ
すっ くう, こさぇゃうき おぇおゃけすけ すさはぉゃぇ う とっ しすぇくっ おぇおゃけすけ すさはぉゃぇ!” 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ゅかぇゃうすっ うき. ′うくぇ おぇいゃぇ, つっ 
っ „すさせょくうつおけ”, いぇとけすけ さぇぉけ-
すう し すさう ゃけかぇくぇ – こけゃっつっ けす 
けぉうおくけゃっく てけそぬけさ, う くぇえ-
ゃっつっ, いぇとけすけ っ きくけゅけ けすゅけ-
ゃけさくけ. ′ぇえ-きぇかおけすけ, おけっすけ 
は こさうすっしくはゃぇ, っ ゃうしけつうくぇすぇ 
– くぇゃさっきっすけ ゃ しすさけうすっかしすゃけ-
すけ きうくぇゃぇかう くぇゃうしけおけ きっあ-
ょせ おさぇくけゃっすっ こけ す.くぇさ. „ぉせ-
そっさう”. ‶さぇゃっかぇ ゅけ, ぉっい ょぇ え 
きうゅくっ けおけすけ. ‶さう すけゃぇ, ′うくぇ 
っ しうゅせさくぇ, つっ けすょけかせ くっとぇすぇ 
しぇ こけ-しすさぇてくう, おぇすけ こけゅかっ-
ょくって くぇゅけさっ.
′うくぇ っ とぇしすかうゃぇ, つっ しっ 

さぇいぉうさぇ し たけさぇすぇ, し おけうすけ 
さぇぉけすう, ょけさう – きくけゅけ ょけぉさっ 
しっ さぇいぉうさぇ. ′け くぇこけしかっ-
ょなお, いぇさぇょう おさういぇすぇ, くっとけ 
くっ しっ しなぉうさぇす おぇおすけ こさっょう. 
╃ぇあっ いぇ ¨しきう きぇさす ぉぇくおっす 
くはきぇ ょぇ うきぇ... ╋けあっ ぉう いぇ-
すけゃぇ おさぇくうしすおぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 
5 ′うくぇ ′っくけゃぇ, おけはすけ うしおぇ 
ょぇ こけきくう しぇきけ ょけぉさけすけ, きう 
ょぇゃぇ いぇ こせぉかうおぇちうは くっ ょさせ-
ゅぇ しくうきおぇ, ぇ すけつくけ しくうきおぇ けす 
こさぇいくせゃぇくっ くぇ ¨しきう きぇさす くぇ 
っくうくしおぇすぇ „‶なしすなさゃぇ”. 
╉けゅぇすけ くっ っ くぇ さぇぉけすぇ, ′うくぇ 

けぉうつぇ ょぇ ゅかっょぇ すっかっゃういうは. ╇ 
くっ ゅけ おさうっ. ╉ぇすけ きくけゅけ おぇすけ 
くっは, う すは しう けぉうつぇ すせさしおうすっ 
しっさうぇかう, ょぇあっ しう ゅう ゅかっょぇ 
くぇ けすょっかっく すっかっゃういけさ, いぇ ょぇ 

くっ こさっつう くぇ ょさせゅうすっ ゃおなとう. 
╇くぇつっ – かのぉうきけすけ え きはしすけ 
っ くぇ しっかけ – ゃ ╃けかくけ ]ぇたさぇ-
くっ, おなょっすけ しなし しなこさせゅぇ え ゅう 

つぇおぇ ゅけかはき ょゃけさ いぇ けぉさぇぉけす-
ゃぇくっ こさっい こけつうゃくうすっ ょくう. 
╃ゃけさなす,けぉぇつっ, くっ っ こさけしすけ 
しっかしおう ょゃけさ. ╆ぇとけすけ

』うきてうさうすっ くぇ ′うくぇ
しぇ おぇすけ ゃ

おさぇかしおう ょゃけさっち

〈けゃぇ っ しぇきぇすぇ うしすうくぇ. ]ぇ-
ょうかう ゅう しなし しゃっおなさゃぇ しう, けとっ 
けすょぇゃくぇ, けそけさきはす ゅう しなし しな-
こさせゅぇ - しっゅぇ しぇ しすぇくぇかう ゅけかっ-
きう, くけ こけょさっょっくう う しすさけえくう, 
こけょしすさうゅぇくう - こうこくぇすけ! ′うくぇ 
ょけさう しう ゅう っ しくうきぇかぇ くぇ すっ-
かっそけくぇ う すぇおぇ くぇうしすうくぇ ゃうあ-
ょぇき, つっ こなすっおぇすぇ おなき おなとぇすぇ 
っ おぇすけ いぇ こさっょ つっさゃっく おうかうき. 
′ぇ しっかけ しう ゅかっょぇす ゃしうつおけ, くけ 
くぇえ-こさうはすくけ っ, つっ しさっとうすっ 
し たけさぇすぇ すぇき しぇ こけ-こさうはすっか-
しおう, こけ-ぉかういおう. ╆ぇすけゃぇ ′うくぇ 
う しなこさせゅなす え しう きっつすぇはす ょぇ 
おぇさぇす こっくしうは くぇ しっかけ. ‶っく-
しうはすぇ, けぉぇつっ, こけ くけゃうすっ いぇ-
おけくう, きぇおぇさ う いぇ おぇすっゅけさうは 
こけ-すっあなお すさせょ, ゃしっ こけゃっつっ 
しっ けすょぇかっつぇゃぇ, おけきっくすうさぇ 
しう ′うくぇ... くけ くっ しこうさぇ ょぇ しっ 
せしきうたゃぇ. ╇ ょぇ けぉうつぇ くっとぇすぇ 
けす あうゃけすぇ – きけあっ ょぇ こかっすっ, 
ょぇ しう ういさぇぉけすゃぇ さぇいくう くっとぇ 
いぇ せおさぇしぇ, くけ けぉうつぇ きくけゅけ う 
ょぇ ゅけすゃう – しなぉうさぇ しう さっちっこ-
すう けす くぇえ-さぇいかうつくう ういょぇくうは 
う しう ゅう こさけぉゃぇ. ′はおけえ こなす ゅう 
こけぉなかゅぇさはゃぇ, いぇさぇょう かうこしぇ-
すぇ くぇ しこっちうそうつくう こけょこさぇゃ-
おう, くけ すけゃぇ くっ え こさっつう ょぇ しっ 
さぇょゃぇ, つっ っおしこっさうきっくすうさぇ. 
] せしきうゃおぇすぇ, し おけはすけ ゅけゃけさう 
いぇ ゃしうつおけ, ′うくぇ さぇいおぇいゃぇ う 
いぇ かのぉうきうは おけすぇさぇお, おけえすけ 
けとっ くっ きけあっ ょぇ こさっあぇかう, う  
いぇ きけさっすけ, おなょっすけ ぉっいこかぇす-
くけ ぉうかぇ くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ „┿さしっ-
くぇか” ゃ ′っしっぉなさ. ‶さっおぇさぇかう 
しう しすさぇたけすくけ, くけ くぇこけしかっょなお 
こけつうゃおぇすぇ しすぇゃぇ ゃしっ こけ-さはょ-
おぇ, こさういくぇゃぇ こさけぉかっきうすっ 
くぇ おさういぇすぇ う おさぇくうしすおぇすぇ 
けす ╆ぇゃけょ 5. 〈は しっ さぇょゃぇ, つっ 
おけかっおすうゃなす しっ さぇょゃぇ くぇ くっえ-
くうすっ せしこったう, さぇいぉさぇかぇ っ ゃ 
あうゃけすぇ, つっ おけゅぇすけ しう さぇぉけ-
すうて くっとぇすぇ おぇおすけ すさはぉゃぇ, すけ 
くはきぇ おぇお ょぇ けしすぇくっ くっいぇぉっ-
かはいぇくけ. ¨ぉうつぇ しう さぇぉけすぇすぇ 
う しう は さぇいぉうさぇ. ]きはすぇ, つっ っ 
こけ-ょけぉさぇ, くぇこさうきっさ, けす すぇいう 
くぇ しつっすけゃけょうすっかうすっ, ょっすけ こけ 
ちはか ょっく しっ さけゃはす ゃ ちうそさうすっ, 
つっ つぇお ゅかぇゃぇすぇ ょぇ すっ いぇぉけかう. 
′ぇ おさぇくぇ しう っ こけ-ょけぉさっ, しう-
ゅせさくぇ っ ′うくぇ ′っくけゃぇ. ¨しけぉっ-
くけ, おけゅぇすけ くっ すっ ぉけかう ゅかぇゃぇ 
ょぇ こけゅかっょくって くっとぇすぇ けす ゃう-
しけおけ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

]こけさっょ こさけせつゃぇくっすけ, ゃなさたせ っょくけ けす ゃしっおう すさう っゃさけ せ くぇし くっ しっ こかぇとぇす ょぇくなちう.
′ぇこさぇゃっくけすけ ういしかっょゃぇくっ せしすぇくけゃはゃぇ しなとけ, つっ けす けぉとうは こさけょせおす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ こさっい 

2009 ゅ. くっ しぇ ぉうかう けぉかけあっくう 12,7 きかさょ. っゃさけ. ¨ちっくおぇすぇ こさっょしすぇゃかはゃぇ 35,3% けす ぉなかゅぇさしおうは ╀╁‶, 
こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ.
╀なかゅぇさしおうはす ぉのょあっす っ ぉうか けとっすっく し 3,7 きかさょ. っゃさけ, こけしけつゃぇす けす けそうしぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは っゃさけょっこせすぇす 

╇ゃぇえかけ ╉ぇかそうく (╀]‶). ] くっこけかせつっくうすっ けす ょなさあぇゃぇすぇ こさうたけょう っ きけあっかけ ょぇ しっ いぇこなかくう ょっそうちうすなす ゃ 
こせぉかうつくうすっ そうくぇくしう いぇ 2009 ゅ. けす 2,3 きかさょ. っゃさけ.
╃けおかぇょなす こけおぇいゃぇ, つっ, ぇおけ ╀なかゅぇさうは しっ しこさぇゃう しなし しうゃうは しっおすけさ, すは ぉう ぉうかぇ ゃ しなしすけはくうっ いぇ 3 ゅけょうくう 

ょぇ ういこかぇすう ちっかうは しう ょなさあぇゃっく ょなかゅ.
╁っょくぇゅぇ しかっょ しすさぇくぇすぇ くう ゃ くっこさっしすうあくぇすぇ おかぇしぇちうは しっ くぇさっあょぇす [せきなくうは - し ょはか くぇ しうゃぇすぇ うおけくけ-

きうおぇ けす 32,6% けす ╀╁‶, う ╊うすゃぇ - し 32%. ]さっょくうすっ くうゃぇ ゃ ╄] しぇ 22 くぇ しすけ けす ╀╁‶ くぇ しなのいぇ. ′ぇえ-ょけぉさっ 
しなぉうさぇす ょぇくなちうすっ ゃ ╊のおしっきぉせさゅ う ┿ゃしすさうは, おなょっすけ くぇょ 90 くぇ しすけ けす ょなかあうきうすっ しせきう けすうゃぇす ゃ たぇいくぇすぇ.
′うしおうすっ ょぇくなちう くっ ゃけょはす ょけ こけ-ゅけかはきぇ しなぉうさぇっきけしす. ′っ しっ けすおさうゃぇ こさはおぇ ゃさないおぇ う きっあょせ さぇいきっさぇ 

くぇ ょぇくなちうすっ う せおさうゃぇくっすけ う くっこかぇとぇくっすけ うき, おけくしすぇすうさぇ けとっ ぇくぇかういなす.
╁ きけきっくすぇ ゃ ╄] ゃしはおぇ ゅけょうくぇ しっ ゅせぉはす 1 すさうかうけく っゃさけ けす くっこかぇとぇくっ う せおさうゃぇくっ くぇ ょぇくなちう. 
┿おけ ╄] せしこっっ ょぇ しゃうっ し 50% しうゃうは しっおすけさ, とっ しっ けしゃけぉけょはす しさっょしすゃぇ いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ うくゃっし-

すうちうけくくうは おぇこうすぇか ょけ くうゃぇすぇ けすこさっょう おさういぇすぇ, ぉっい ょぇ しっ くぇかぇゅぇ せゃっかうつっくうっ くぇ ょぇくなちうすっ, すゃなさょはす 
っゃさけかっゃうすっ ゃ ╄ゃさけこっえしおうは こぇさかぇきっくす.

〈┿

Щъркел в “Арсенал 2000”!

На 5-ти март в

отдел “Маркетинг” долетя 

щъркел. Той донесе благата 

вест: Иван Иванов е двоен 

татко - на близначките 

Никол и Кристина.

Да са му живи и здрави за 

обща радост!

Честито!

¨[《〉《〈¨[╅【╅ 〉¨ ╊ 〉╅‶-』¨╇╅【╅...
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

10 きぇさす - 1879 - 〉つさっょうすっかくけすけ しなぉさぇくうっ ゃ ╀なかゅぇさうは さぇい-
ゅかっあょぇ こさけっおすぇ いぇ おけくしすうすせちうは くぇ ぉぇいぇ ╃っおかぇさぇちうはすぇ くぇ 
つけゃっておうすっ こさぇゃぇ, こさけゃないゅかぇしっくぇ けす 《さっくしおぇすぇ さっゃけかのちうは; 
こさぇゃぇすぇ しぇ 4:  しゃけぉけょぇ,  さぇゃっくしすゃけ こさっょ いぇおけくぇ, しぇきけけこさっょっ-
かっくうっ う  しうゅせさくけしす.
11 きぇさす - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ.]けそさけくうえ ╁さぇつぇくしおう; ╃っく くぇ 

さぇおっすくうすっ ゃけえしおう う ぇさすうかっさうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさ-

きうは; 1669 - ‶さう ういさうゅゃぇくっ くぇ ゃせかおぇくぇ ╄すくぇ いぇゅうゃぇす こけゃっ-
つっ けす 50 たうかはょう ょせてう, ぇ さっおうすっ けす かぇゃぇ こけゅさっぉゃぇす 50 ゅさぇょぇ 
ゃ けおけかくけしすすぇ; 1845 - ╆ぇこけつゃぇ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ ゃすぇしゃぇとけすけ 
ぉさぇてくけ, ういけぉさっすっくけ けす 》っくさう ╃あけくし.     
12 きぇさす - 1940 - 〉きうさぇ ╃ぇくつけ ╉けかっゃ /╃ぇく ╉けかけゃ/ - しなしすっ-

いぇすっか こけ しゃけぉけょくぇ ぉけさぉぇ, っゃさけこっえしおう てぇきこうけく し くぇょ 1 500 
けそうちうぇかくう しさっとう, けす おけうすけ ゅせぉう しぇきけ 10; 1981 - ¨すおさうすう-
っすけ „《けすけっかっおすさっすくけ しなしすけはくうっ くぇ ゃっとっしすゃぇすぇ“ くぇ ぉなかゅぇさう-
くぇ ぇおぇょ. ╂っけさゅう ′ぇょあぇおけゃ っ ゃこうしぇくけ ゃ ╃なさあぇゃくうは さっゅうしすなさ 
いぇ けすおさうすうは こけょ わ1; 1894 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ きぇゅぇいうくうすっ くぇ 
]┿】 しっ こけはゃはゃぇ おけおぇ-おけかぇすぇ. [っちっこすぇすぇ え しっ こぇいう ゃ ぉさけくうさぇく 
しっえそ ゃ ぉぇくおぇ ゃ ┿すかぇくすぇ.
13 きぇさす - 1913 - ╀なかゅぇさしおうすっ ゃけえしおう こさっゃいっきぇす ¨ょさうく, 

っょくぇ けす くぇえ-しうかくけ せおさっこっくうすっ おさっこけしすう; けゅさけきくぇ いぇしかせゅぇ うきぇ 
23-すう 【うこつっくしおう こったけすっく こけかお; 1928 - [けょっく っ ╇しぇお ‶ぇしう 
- そうかけしけそ, こさけそっしけさ こけ っしすっすうおぇ, ぇゃすけさ くぇ “〈さぇゅうつくけすけ”, 
“]きってくけすけ”, “╄しっすぇ” う ょさ.; 1981 - ¨すおさうすぇ っ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
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 くぇ ゃさなた [けあっく; 1834 - [けょっく 
っ おぇいぇくかなておうはす ゃないさけあょっくしおう せつうすっか う こせぉかうちうしす ╇ゃぇく ′ぇえ-
ょっくけゃ.
14 きぇさす - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ しなくは; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく 

くぇ つうしかけすけ ‶う; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ さっおうすっ; 1839 - 
〉きうさぇ ぃさうえ ╁っくっかúく - こなさゃうはす ぉなかゅぇさうしす, しかぇゃはくけゃっょ; 1937 
- [けょっくぇ っ くぇさけょくぇすぇ こっゃうちぇ ′ぇょおぇ ╉ぇさぇょあけゃぇ, こけつ.2011 ゅ.; 
2000 - ]すうゃなく ╉うくゅ っ こなさゃうはす ゃ しゃっすぇ こうしぇすっか, こせぉかうおせゃぇか 
しゃけは おくうゅぇ ゃ ╇くすっさくっす. ╆ぇ ょっく っ こさけつっすっくぇ けす 2 きかく. ょせてう.
15 きぇさす - ╃っく くぇ いょさぇゃくうは うくしこっおすけさ; ╋っあょせくぇさけ-

ょっく ょっく こさけすうゃ こけかうちっえしおけすけ くぇしうかうっ; ╋っあょせくぇさけ-

ょっく ょっく くぇ こさぇゃぇすぇ くぇ こけすさっぉうすっかうすっ; 1934 - [けょっく っ 
╉さうおけさ ┿いぇさはく - こさけそっしけさ, さっあうしうさぇか くぇょ 50 こけしすぇくけゃおう, 
きっあょせ おけうすけ “╊けょおぇ ゃ ゅけさぇすぇ”, “╉なかぉけゃうょくぇ きなかくうは”, “¨こうす 
いぇ かっすっくっ”, こけつ. 2009 ゅ.; 1892 - ]ないょぇょっく っ 《せすぉけかくうはす おかせぉ 
“╊うゃなさこせか”.; 1997 - 〉きうさぇ しゃっすけゃくけ ういゃっしすくうはす こっょうぇすなさ ょ-さ 
╀っくょあぇきうく ]こけお; 1998 - ╁ ╇しこぇくうは っ しそけさきうさぇく くぇえ-ゅけかっ-
きうはす ぉぇさぇぉぇくっく けさおっしすなさ ゃ しゃっすぇ - けす 1700 ぉぇさぇぉぇくつうちう.
16 きぇさす - 1932 - [けょっく っ ╋っすけょう ┿くょけくけゃ - さっあう-

しぬけさ くぇ そうかきうすっ „╀はかぇすぇ しすぇは“, „╉けいうはす さけゅ“ う ょさ.; 1935 
- ╁ ╀なかゅぇさうは ういかういぇ ╆ぇおけく いぇ すなさゅけゃうは し さけいけゃけ きぇしかけ.                                                                                                                      
17 きぇさす - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ きけさしおうは すさぇくしこけさす; 1919 - [けょっく 
っ ′ぇす ╉うくゅ ╉けか - ぇきっさうおぇくしおう ょあぇい-こうぇくうしす う こっゃっち.
18 きぇさす - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ きけいなおぇ; 1926 - [けょっく っ くぇ-

さけょくうはす こっゃっち ╈けゃつけ ╉ぇさぇうゃぇくけゃ, こけつ. 1996 ゅ.; 1980 - 〉きう-
さぇ ぇおすぬけさなす ╂さうゅけさ ╁ぇつおけゃ; 1894 - [けょっく っ ]っさゅっえ ╇かのてうく, 
しないょぇすっか くぇ しっさうは ぉけえくう う こなすくうつっしおう しぇきけかっすう „╇か”; 1965 
- ]なゃっすしおうはす おけしきけくぇゃす ┿かっおしっえ ╊っけくけゃ しすぇゃぇ こなさゃうはす つけゃっお, 
ういかはいなか ゃ けすおさうすうは おけしきけし.                                                                                                                                          
19 きぇさす - 1945 - ‶けぉっょぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは ゃ ぉけっゃっすっ 

こさう ╃さぇゃぇ - ╃さぇゃしおぇすぇ っこけこっは.
20 きぇさす - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ いっきはすぇ; ╋っあょせくぇ-

さけょっく ょっく くぇ そさぇくおけそけくうはすぇ; 1996 - 〉つさっょっく っ ]なのいなす 
くぇ きぇかおうすっ ぉなかゅぇさしおう たけさぇ, ゃ おけえすけ つかっくせゃぇす たけさぇ し さなしす ょけ 
1,40 き.; 1990 - 〉きうさぇ ╊っゃ ぅてうく - しゃっすけゃくけ ういゃっしすっく させしおう 
そせすぉけかうしす, ゃさぇすぇさ. ╉せこぇ くぇ くっゅけゃけ うきっ しっ ゃさなつゃぇ くぇ くぇえ-ょけ-
ぉさうは ゃさぇすぇさ くぇ ゃしはおけ しゃっすけゃくけ こなさゃっくしすゃけ; 1992 - ‶けつうくぇ 
╃うきうすなさ ╉ぇしなさけゃ - ょうさうゅっくす くぇ しきっしっくうは たけさ う くぇ きなあおぇすぇ う 
あっくしおぇ ゃけおぇかくう ゅさせこう ゃ “┿さしっくぇか”.     
21 きぇさす - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ おせおかっくうは すっぇすなさ; 

]ゃっすけゃっく ょっく くぇ こけっいうはすぇ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ たけ-

さぇすぇ しなし しうくょさけきぇ くぇ ╃ぇせく; ╃っく くぇ ぉはかけすけ ぉさぇすしすゃけ; 
1992 - ′ぇしっかっくうっすけ くぇ しゃっすぇ ょけしすうゅぇ 5,4 きうかうぇさょぇ, けす おけうすけ 
1,2 きうかうぇさょぇ しぇ  おうすぇえちう.
22 きぇさす - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ ゃけょぇすぇ; 1879 - ]けそうは っ けぉは-

ゃっくぇ いぇ しすけかうちぇ; 1910 - [けょっく っ ╊のぉけきうさ ┿くょさっえつうく - こさけ-
そっしけさ, っいうおけゃっょ う しすうかうしす; 1933 - 〉きうさぇ ]ぇゃぇ ¨ゅくはくけゃ - 
ぉなかゅぇさしおう ょさぇきぇすうつっく ぇさすうしす.
23 きぇさす - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きっすっけさけかけゅうはすぇ; 

1907 - 〉きうさぇ 《うかうこ 〈けすの - かっゅっくょぇさっく たぇえょせすうく う ゃけえゃけょぇ; 
1842 - 〉きうさぇ そさっくしおうはす こうしぇすっか ]すっくょぇか (┿くさう-╋ぇさう ╀っえか), 
ぇゃすけさ くぇ „』っさゃっくけ う つっさくけ“ う „‶ぇさきしおうはす きぇくぇしすうさ“.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

》『╊¨′╆『╅｠╅ ╅【╅〉╅』 ╆《′《╇
′╅ ]¨╉╊『 〉╅ [〉』╆ ╇ „╅『』╊〉╅]” 
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ゅかぇしぇ ょけしっゅぇてくうはす こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ]うくょうおぇかくうは おけ-
きうすっす くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ ぉっ こさっういぉさぇく 
いぇ こっすう こけさっょっく きぇくょぇす.  
〈けゃぇ しすぇくぇ こけ ゃさっきっ くぇ 

けすつっすくけ-ういぉけさくぇすぇ おけくそっ-

さっくちうは くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさ-
ゅぇくういぇちうは くぇ ╉′]╀ ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ, こさけゃっょっくぇ くぇ 
2-さう きぇさす. ‶さっういぉさぇくうはす 
しうくょうおぇかっく かうょっさ っ くぇつっかけ 
くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ けす 1990 ゅけ-
ょうくぇ. ╀けいけゃ, ゃ っきけちうけくぇかくけ 
ういおぇいゃぇくっ こさっょう ういぉけさぇ くぇ 
くけゃけ さなおけゃけょしすゃけ, くっ しこっし-
すう  ゅさっておうすっ, しかぇぉけしすうすっ う 
こさけこせしおうすっ ゃ しうくょうおぇかくぇすぇ 
さぇぉけすぇ くぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす ぇお-
すうゃぇ くぇ しうくょうおぇすぇ. 
╁ すけいう ょせた ぉっ う けすつっすくうはす 

きせ ょけおかぇょ いぇ ういきうくぇかうは こっ-
さうけょ けす 5 ゅけょうくう. ╂けしすう くぇ 
くぇえ-ゃうしけおうは そけさせき くぇ しうく-
ょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは, ゃ 
おけはすけ つかっくせゃぇす 84% けす さぇ-
ぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ う 
ゃ „┿さしっくぇか-2000” ┿╃,  ぉはたぇ  
ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ, こさっょしっょぇすっかはす くぇ ′]《 
„╋っすぇか ╄かっおすさけ” ┿しっく ┿しっ-
くけゃ, こさっょしっょぇすっかはす くぇ [] くぇ 
╉′]╀ ゃ ゅさぇょぇ ‶っくおけ ╉けえくけゃ 
う こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉〈 „‶けょ-
おさっこぇ” ゃ ょさせあっしすゃけすけ ╊のぉけ-
きうさ ╊ぇかっゃ. 
¨す ういぉさぇくうすっ いぇ せつぇしすうっ 

ゃなゃ そけさせきぇ 132-きぇ ょっかっゅぇ-
すう, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ いぇゃけょ-
しおうすっ しすさせおすせさう くぇ ╉′]╀, くぇ 
おけくそっさっくちうはすぇ こさうしなしすゃぇたぇ  
125. 〈ったくうはす ぉさけえ くぇこさぇゃう 
かっゅうすうきくう ゃしうつおう ゃいっすう さっ-
てっくうは. 
„╉さういぇすぇ ゃかっいっ ゃ „┿さしっくぇか” 

ゃ おさぇは くぇ 2011-すぇ ゅけょうくぇ, 
おぇいぇ ゃ けすつっすくうは しう ょけおかぇょ 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ]╉ くぇ 
╉′]╀ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ.  ╁ さっいの-
きっすけ しう すけえ くぇこさぇゃう すけつっく 
ぇくぇかうい くぇ しかせつゃぇとけすけ しっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ こさっい こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう, くぇ こさっょういゃうおぇすっか-
しすゃぇすぇ こさっょ しうくょうおぇすうすっ, 
しゃなさいぇくう し かうこしぇすぇ くぇ ょけしすぇ-
すなつくけ しさっょしすゃぇ ゃ しけちうぇかくう-
すっ そけくょけゃっ, くぇ こっくしうけくくぇすぇ  
さっそけさきぇ う くぇすうしおぇ くぇ こさぇ-

ゃうすっかしすゃけすけ ゃなさたせ しうくょうおぇ-
すうすっ. ]こっちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ ゃ 
ょけおかぇょぇ きせ ぉっ けすさっょっくけ う くぇ 
すけゃぇ, つっ „┿さしっくぇか” っ っょくぇ けす 
きぇかおけすけ そうさきう ゃ しすさぇくぇすぇ, ゃ 
おけうすけ うきぇ ╉〈╃ けとっ けす 1990 
ゅけょうくぇ, ぇ くぇくけゃけ しおかのつっくうはす 
こさっい のかう き.ゅ. ょけゅけゃけさ けすさぇ-

いはゃぇ こけしかっょくうすっ こけしすうあっくうは 
くぇ しうくょうおぇすうすっ う さぇぉけすっとうすっ 
ゃ ょさせあっしすゃけすけ. 
╀けいけゃ こけょつっさすぇ けゅさけきくぇすぇ 

こけしさっょくうつっしおぇ さけかは くぇ ょゃぇ-
すぇ しうくょうおぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” こさう 
こけしかっょくぇすぇ きぇしけゃぇ けこすうきういぇ-
ちうは くぇ しなしすぇゃぇ, おぇすけ くっ しこっし-
すう う こさけこせしおうすっ, ょけこせしくぇすう 
くぇ けすょっかくう きっしすぇ う ちったけゃっ 
けす しなけすゃっすくうすっ さなおけゃけょしすゃぇ, 
おなょっすけ しぇ こさっょかぇゅぇかう いぇ しな-
おさぇとっくうは ぉさっきっくくう あっくう, くぇ 
おけうすけ うき けしすぇゃぇす 2-3 きっしっちぇ 
ょけ さぇあょぇくっすけ. 
〈けえ けぉなさくぇ しっさうけいくけ ゃくう-

きぇくうっ う くぇ こけかけあっくけすけ う 

いぇこかぇすっくけ おけかうつっしすゃけ ういゃなく-
さっょっく すさせょ ゃ „┿さしっくぇか” いぇ 
こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう. „┿おけ 
いぇ 2010-すぇ ゅけょうくぇ すっいう しさっょ-
しすゃぇ きけあったぇ ょぇ しっ けぉはしくはす し 
ゅけかはきぇすぇ こけさなつおぇ いぇ ╇くょうは, 
すけ こさっい 2011-すぇ ゅけょうくぇ, おけ-
かっゅう, すけいう ういゃなくさっょっく すさせょ っ 
ぉうか くっさっくすぇぉうかっく.”, おぇいぇ すけえ 
ゃ しかけゃけすけ しう. ′ぇょ こけかけゃうく 
きうかうけく かっゃぇ しぇ ぉうかう ういこかぇ-

すっくう くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ こさっい 2010 ゅけょうくぇ 
いぇ こけかけあっくうは ういゃなくさっょっく 
すさせょ. 196 089 つぇしぇ っ ぉうか すけえ 
こさっい 2011-すぇ, さなおけゃけょしすゃけすけ 
っ ういこかぇすうかけ くぇ さぇぉけすっとうすっ 
439 たうかはょう かっゃぇ いぇ ういゃなく-
さっょくぇ さぇぉけすぇ.  ╁ すけいう しきうしなか 

┿すぇくぇし ╀けいけゃ こさういけゃぇ しうく-
ょうおぇかくうは ぇおすうゃ う しなけすゃっす-
くうすっ ちったけゃう さなおけゃけょしすゃぇ いぇ 
しすさうおすくけ しこぇいゃぇくっ くぇ くぇこさぇ-
ゃっくうすっ さぇいつっすう, おぇおすけ いぇ つうし-
かっくけしすすぇ くぇ こっさしけくぇかぇ, すぇおぇ 
う いぇ しこぇいゃぇくっ しさけおけゃっすっ くぇ 
こけさなつおうすっ う さっぇかくけすけ せこかなす-
くはゃぇくっ くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ. 
╀けいけゃ こけょつっさすぇ しなとけ, つっ 

ゃなこさっおう こけしすうゅくぇすけすけ ょけゅけ-
ゃけさっくけ せゃっかうつっくうっ くぇ さぇぉけす-
くぇすぇ いぇこかぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” う 
くっえくうは さっぇかっく さなしす, すけ すは くっ 
せしこはゃぇ ょぇ おけきこっくしうさぇ さっぇか-
くけすけ くぇきぇかっくうっ くぇ ょけたけょうすっ 
ゃしかっょしすゃうっ くぇ うおけくけきうつっ-

しおぇすぇ こけかうすうおぇ ゃ しすさぇくぇすぇ う 
さぇしすはとうすっ ちっくう. ′っいぇゃうしうきけ 
けす ょけぉさうすっ こけしすうあっくうは ゃ すけゃぇ 
けすくけてっくうっ, しなし 7 かっゃぇ こけ-くう-
しおぇ けす しさっょくけすけ いぇ しすさぇくぇすぇ 
けしすぇゃぇ さぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” いぇ ういきうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ - 577 かっゃぇ, こさう 585 
かっゃぇ しさっょくけ いぇ しすさぇくぇすぇ. ′ぇ 
そけくぇ くぇ すけゃぇ すけえ こけょつっさすぇ 
う しっさうけいくうすっ こさっょうきしすゃぇ う 

こさうょけぉうゃおう ゃ しけちうぇかくけ けす-
くけてっくうっ, ょけぉさぇすぇ しけちうぇかくぇ 
こけかうすうおぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ そうさきぇすぇ こけ けすくけてっくうっ くぇ 
ぉぇいうすっ いぇ けすょうた う こけつうゃおぇ いぇ 
さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか”, いぇ 
さったぇぉうかうすぇちうは う  けぉせつっくうっ. 
╁ けすつっすくうは ょけおかぇょ くぇ こさっょ-

しっょぇすっかは しこっちうぇかくけ ゃくう-
きぇくうっ ぉっ けすょっかっくけ う くぇ 
せゃっかうつぇゃぇとうは しっ ぉさけえ すさせ-
ょけせしすさけっくう かうちぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
う すったくうすっ こさけぉかっきう.  ]こけさっょ 
ぉなかゅぇさしおけすけ いぇおけくけょぇすっか-
しすゃけ しこっちうぇかくう ちったけゃっ いぇ 
すぇおうゃぇ さぇぉけすっとう しっ さぇいおさう-
ゃぇす ゃ こさっょこさうはすうっ, ゃ おけっすけ 
ぉさけはす くぇ すさせょけせしすさけっくうすっ っ 
くぇょ 300. ╃させゅ こさけぉかっき, ゃなさ-
たせ おけえすけ っ くぇかけあうすっかくぇ  しうく-
ょうおぇかくぇ さぇぉけすぇ う くぇきっしぇ, っ 
すけいう, いぇ ぉさけは くぇ ぉけかくうつくうすっ 
ょくう - 7 978 ょくう いぇ けぉとけ 4 564 
いぇぉけかはゃぇくうは くぇ さぇぉけすくうちう いぇ 
こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ.  
╁ ょけおかぇょぇ くぇ しうくょうおぇかくうは 

かうょっさ ぉっ こけょつっさすぇくけ, つっ 
っょくけ けす くぇえ-ゃぇあくうすっ こさっょうい-
ゃうおぇすっかしすゃぇ こさっょ しうくょうおぇか-
くけすけ さなおけゃけょしすゃけ う ぇおすうゃぇ 
こけ きっしすぇ, こさっょゃうょ けつっさすぇ-
ゃぇとぇすぇ しっ おさういぇ ゃ ぉさぇくてぇ 
しっゅぇ, っ ゃなこさけしなす: ┿ しっゅぇ くぇ-
おなょっ? ╉ぇすけ っょうく けす くぇつうくうすっ 
いぇ けしうゅせさはゃぇくっ  くぇ いぇっすけしす 
いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ 
けす しうくょうおぇすぇ こさっこけさなつゃぇす 
くぇかけあうすっかくけすけ こさっさぇいゅかっあ-
ょぇくっ くぇ ゃしうつおう ゃなくてくう おけけ-
こっさぇちうう. „¨くけゃぇ, おけっすけ きけあっ 
ょぇ しっ こさうぉっさっ ゃ „┿さしっくぇか”, 
ょぇ しっ こさうぉっさっ.” - おぇいぇ  ┿すぇ-

くぇし ╀けいけゃ. 
‶さけぉかっきうすっ しなし しすぇうすっ いぇ 

けすょうた こけ ちったけゃっ う くせあょぇすぇ けす 
こけょけぉさはゃぇくっ くぇ しけちうぇかくけ–
ぉうすけゃうすっ せしかけゃうは こけ きっしすぇ, 
くっょけしすうゅぇとうはす ぉさけえ  きっしすぇ 
いぇ たさぇくっくっ, くっけぉたけょうきけしす-
すぇ けす さぇいおさうゃぇくっ くぇ くけゃう 
„かぇゃおう くぇ つっしすすぇ”, ゃないしすぇ-
くけゃはゃぇくっすけ くぇ ゃぇせつっさうすっ いぇ 
たさぇくぇ, くせあょぇすぇ けす こけょけぉさは- 》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

ゃぇくっ くぇ おゃぇかうそうおぇちうはすぇ くぇ 
さぇぉけすっとうすっ, くぇ けすくけてっくうっすけ 
おなき さぇぉけすくうは こさけちっし う そうさ-
きっくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, こさけそう-
かぇおすうおぇすぇ くぇ さぇいかうつくうすっ いぇ-
ぉけかはゃぇくうは, しおかのつゃぇくっすけ くぇ 
くけゃう ょけゅけゃけさう し 『っくすなさぇ いぇ 
さったぇぉうかうすぇちうは ゃ ‶ぇゃっか ぉぇくは, 
しゃけっゃさっきっくくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ 
くぇ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ う こけ-しこっ-
ちうぇかくけ くぇ けぉせゃおう, ゃないさぇあ-
ょぇくっすけ くぇ たせょけあっしすゃっくぇすぇ 
しぇきけょっえくけしす  ゃなゃ そうさきぇすぇ,  
せゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ さぇいきっさぇ 
くぇ ういこかぇとぇくうすっ こけきけとう こけ 
しうくょうおぇかくぇ かうくうは くぇ さぇぉけすっ-
とうすっ ゃ くせあょぇ, こさうゃかうつぇくっすけ 
くぇ きかぇょう たけさぇ ゃ ╉′]╀, こけゃう-
てぇゃぇくっすけ くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ 
ゅさぇきけすくけしす, くっけぉたけょうきけしすすぇ 
けす しうくょうおぇかくけ かけぉう, おぇおすけ ゃ 
こぇさかぇきっくすぇ, すぇおぇ う ゃ きっしすくうは 
¨ぉとうくしおう しなゃっす,  ぉはたぇ しさっょ 
すっきうすっ, いぇしっゅくぇすう ゃ ょけおかぇ-
ょぇ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ くぇえ-
ゅけかっきうは そうさきっく しうくょうおぇす 
ゃ しすさぇくぇすぇ. ╁ いぇおかのつっくうっ 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ いぇはゃう, つっ ぉっい-
ゅさってくう たけさぇ くはきぇ う けこさっょっ-
かう さなおけゃけょっくぇすぇ けす くっゅけ しうく-
ょうおぇかくぇ けさゅぇくういぇちうは おぇすけ 
„きけとくぇ, っょうくくぇ, しこけしけぉくぇ ょぇ 
いぇとうすう うくすっさっしうすっ くぇ しゃけうすっ 
つかっくけゃっ”. 

『うそさう う そぇおすう: 

84% けす さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さ-
しっくぇか” しぇ つかっくけゃっ くぇ ╉′]╀. 
′ぇえ-きくけゅけ しぇ ゃ ╆ぇゃけょ 2 - 93% 
けす しなしすぇゃぇ, しかっょゃぇくう けす すっいう 
ゃ ╆ぇゃけょうすっ 1, 5 う 0. 』かっくけゃっ-
すっ くぇ ╉′]╀ しぇ さぇいこさっょっかっくう 
ゃ 7 いぇゃけょしおう けさゅぇくういぇちうう.
‶かぇくうさぇくう さぇいたけょう くぇ 

しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
いぇ 2011 ゅけょうくぇ - 162 203 
かゃ., さっぇかくけ ういさぇいたけょゃぇくう - 
81,806かゃ. う  51 しす.
¨すこせしくぇすうすっ こけ しうくょうおぇかくぇ 

かうくうは こけきけとう こさっい 2011 ゅけ-
ょうくぇ しぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 11 560 
かゃ. こけ 158 きけかぉう. ╆ぇ ちっかうは 
こっすゅけょうてっく けすつっすっく こっさうけょ  
けすこせしくぇすうすっ しさっょしすゃぇ いぇ こけ-
きけとう しぇ 50 250 かゃ. ]さっょくけ 
けすこせしくぇすぇ  こけきけと -76 かゃ. 
‶けしすなこかっくうはすぇ けす つかっくしおう 

ゃくけし いぇ 2011 ゅけょうくぇ: こかぇく - 
168 420 かゃ.; けすつっす -  182 036 
かゃ.; こさっゃっょっくう - 72 814 かゃ. 
う 70 しす. 
╁ くぇつぇかけすけ くぇ 2012 ゅけょうくぇ 

くっせしゃけっくうすっ しさっょしすゃぇ いぇ おけ-
きぇくょうさけゃおう こけ しうくょうおぇかくぇ  
かうくうは しぇ 500 ょけかぇさぇ. 
31 すさせょけゃう いかけこけかせおう しぇ 

しすぇくぇかう こさっい 2011-すぇ ゅけょう-
くぇ. ¨しくけゃくうすっ こさうつうくう しぇ: 
くっしこぇいゃぇくっ くぇ うくしすさせおちううすっ 
いぇ さぇぉけすぇ, いぇくうあっく おけくすさけか 
けす しすさぇくぇ くぇ こさっおうすっ さなおけゃけ-
ょうすっかう, しかぇぉぇ おゃぇかうそうおぇちうは 
くぇ さぇぉけすっとうすっ う ういきぇきくけ しぇ-
きけつせゃしすゃうっ.

╁しっおう すさっすう おぇいぇくかなつぇくうく, けす けぉとけ 565 おぇ-
いぇくかなつぇくう, せつぇしすゃぇかう ゃ けくかぇえく ぇくおっすぇすぇ 

くぇ おぇいぇくかなておうは っかっおすさけくっく こけさすぇか kazanlak.
com, ょぇゃぇ けすかうつくぇ けちっくおぇ いぇ こなさゃうすっ 100 ょくう 
けす せこさぇゃかっくうっすけ くぇ けぉとうくしおうは おきっす ╂ぇかうくぇ ]すけ-
はくけゃぇ. ]すけはくけゃぇ っ こなさゃぇすぇ あっくぇ-おきっす ゃ うしすけさうは-
すぇ くぇ きっしすくけすけ しぇきせこさぇゃかっくうっ. 
【っしすうちぇ くぇ せこさぇゃかっくうっすけ う くぇ こけょたけょぇ いぇ 

こなさゃうすっ しすけ ょくう くぇ ]すけはくけゃぇ こうてぇす 30,97% 
けす せつぇしすゃぇかうすっ ゃ ぇくおっすぇすぇ. ‶けつすう こけかけゃうくぇすぇ 
けす せつぇしすくうちうすっ - 46,73%, しぇ けこさっょっかうかう しすけすっ 
こなさゃう ょくう おぇすけ „くっ っ すけゃぇ, おけっすけ しぇ けつぇおゃぇかう”, 
ぇ けしすぇくぇかうすっ 22,3% しぇ けすゅけゃけさうかう, つっ くっ ゅう うく-
すっさっしせゃぇ うかう つっ うきぇ こけ-ゃぇあくう くっとぇ.
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ しすぇくぇ おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-

かなお くぇ ゃすけさう すせさ くぇ きっしすくうすっ ういぉけさう きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ. 〈は しこっつっかう 66,56% けす ょっえしすゃうすっかくうすっ 
ゅかぇしけゃっ くぇ ういぉうさぇすっかうすっ ゃ けぉとうくぇすぇ. 

｠ちそせけさあ

‶けあういくっくうすっ こさっょしっょぇすっかう くぇ こぇさすうえくう けさゅぇくういぇちうう ゃ ╀]‶ ゃっつっ しぇ ゃ うしすけさうはすぇ. ¨す 
すっいう けすつっすう う ういぉけさう ゃ こぇさすうはすぇ いぇ こさっょしっょぇすっか くぇ けぉとうくしおぇ けさゅぇくういぇちうは とっ きけあっ 

ょぇ ぉなょっ ういぉうさぇく っょうく う しなとう つけゃっお いぇ くっ こけゃっつっ けす ょゃぇ きぇくょぇすぇ. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ けす こさっし-
おけくそっさっくちうは くぇ おぇいぇくかなておうは かうょっさ くぇ きっしすくうすっ しけちうぇかうしすう ╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ. ‶さけちっょせさぇ 
こけ けすつっすう う ういぉけさう いぇこけつゃぇ ゃ けぉとうくしおぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ╀]‶ – ╉ぇいぇくかなお, ぇ そうくぇかなす とっ っ 
こさっい ぇこさうか. ‶さっょ あせさくぇかうしすう かうょっさなす くぇ おぇいぇくかなておうすっ しけちうぇかうしすう ういさぇいう う かうつくけすけ しう 
きくっくうっ いぇ いぇゃさなとぇくっすけ くぇ こさっいうょっくすぇ ╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ ゃ さっょうちうすっ くぇ こぇさすうはすぇ. „′っ しつう-
すぇき いぇ くけさきぇかくけ こさっいうょっくす ょぇ しすぇゃぇ こぇさすうっく しっおさっすぇさ”, いぇはゃう ╂けさけかけきけゃ こけ ゃなこさけしぇ. ]こけ-
さっょ くっゅけ, „‶なさゃぇくけゃ とっ っ こけ–こけかっいっく くぇ ╀]‶ しなし しっさうけいくうは しう さっえすうくゅ, し おけえすけ くぇこせしくぇ 
こさっいうょっくすしすゃけすけ, けすおけかおけすけ おぇすけ かうょっさ くぇ こぇさすうはすぇ”. ╀うゃてうはす ょっこせすぇす くぇ かっゃうちぇすぇ おぇいぇ 
しなとけ, つっ くっ っ こさうはすくけ くぇこさっあっくうっすけ こけ けしすぇ „‶なさゃぇくけゃ - ]すぇくうてっゃ”, おぇすけ くっ ういおかのつう う 
すさっすう つけゃっお ょぇ しっ ゃおかのつう ゃ しなしすっいぇくうっすけ いぇ かうょっさしおうは こけしす くぇ おけくゅさっしぇ くぇ ╀]‶. 
′ぇゃさなた こさっょしすけはとぇすぇ けすつっすくぇ おぇきこぇくうは ゃ けぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお  

しすぇすうしすうおぇすぇ いぇ つかっくしおぇすぇ え きぇしぇ っ こけゃっつっ けす すさっゃけあくぇ. 48% けす しなしすぇゃぇ くぇ こぇさすうはすぇ ゃ 
さぇえけくぇ っ けす たけさぇ くぇょ 70-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. ¨す 952-きぇ さっょけゃう しけちうぇかうしすう, こかぇとぇとう さっょけゃ-
くけ つかっくしおう ゃくけし, 458 しぇ ゃなゃ ゃないさぇしすすぇ くぇょ 70 ゅけょうくう. 《ぇおすなす ぉっ けこさっょっかっく けす ╂けさけかけきけゃ  
おぇすけ „すさっゃけあっく”, けとっ こけゃっつっ, つっ いぇ こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう こぇさすうえくうすっ さっょうちう しぇ しっ しすけ-
こうかう こけ ぉうけかけゅうつっしおう こさうつうくう しなし 131 つかっくけゃっ. 
╊うつくけすけ きくっくうっ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ ういきうくぇかうすっ 100 ょくう けす きぇくょぇすぇ 

くぇ くけゃうは おきっすしおう っおうこ, くぇつっかけ し おきっす けす ╂╄[╀, ぉっ, つっ しぇ ゃ こさぇゃうかくぇすぇ こけしけおぇ. 〈けえ, けぉぇつっ, 
ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ けすすせお くぇすぇすなお „ゅさせこぇすぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くはきぇ ょぇ 
きなかつう” う けぉっとぇ „きくけゅけ しっさうけいくう  こうすぇくうは  おなき きくけいうくしすゃけすけ くぇ ╂╄[╀ いぇ くはおけう きくけゅけ しきせ-
とぇゃぇとう くっとぇ”. 〈けえ けぉっとぇ ょぇ くっ しっ しこっしすはゃぇ くうとけ  こけゃっつっ くぇ きくけいうくしすゃけすけ けす ╂╄[╀,  おけうすけ 
くっ しっ ゃしかせてゃぇかう  ゃ さぇいせきくうすっ うしおぇくうは くぇ けしすぇくぇかうすっ. ]けちうぇかうしすなす おぇいぇ しなとけ, つっ ゅさぇあょぇ-
くうすっ  すっこなさゃぇ とっ ぉなょぇす ういくっくぇょぇくう けす ゅけかはきけすけ こけゃうてっくうっ くぇ  きっしすくうすっ ょぇくなちう う すぇおしう. 

′ぇょ 112 500 しぇ こさけゃっさっくうすっ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇ-
くう いぇ こさうくぇょかっあくけしす おなき しかせあぉうすっ くぇ ぉうゃてぇすぇ 

╃なさあぇゃくぇ しうゅせさくけしす う さぇいせいくぇゃぇすっかくうすっ しかせあぉう くぇ 
╀なかゅぇさしおぇすぇ くぇさけょくぇ ぇさきうは いぇ 5-すっ ゅけょうくう さぇぉけすぇ 
くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ ょけしうっすぇすぇ. ]ぇきけ いぇ せつぇしすうっ ゃ さぇい-
かうつくうすっ ういぉけさう けす 2007-きぇ ょけ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ 
こさけゃっさっくう くぇょ 63 400 かうちぇ. 〈けゃぇ けぉはゃう ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ ょけしうっすぇすぇ ╄ゃすうき 
╉けしすぇょうくけゃ こさう しさっとぇ し あせさくぇかうしすう いぇ けすつうすぇくっ 
ょっえくけしすすぇ くぇ おけきうしうはすぇ いぇ こっすゅけょうてくうは  こっさうけょ. 
╆ぇ すけゃぇ ゃさっきっ 41 たうかはょう しぇ かうちぇすぇ, こさけゃっさっくう う 

いぇっきぇとう けすゅけゃけさくう こせぉかうつくう ょかなあくけしすう う ょっえくけし-
すう. ╃させゅう ぉかういけ 6 たうかはょう ょせてう しぇ すっいう, いぇ おけうすけ っ 
ういうしおぇくぇ こさっょゃぇさうすっかくぇ こさけゃっさおぇ こけ しうかぇすぇ くぇ つか. 
27 けす ╆ぇおけくぇ いぇ こさうくぇょかっあくけしす おなき けさゅぇくうすっ くぇ ╃]. 

59 ぉっいさぇぉけすくう ゅさぇあょぇくう くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ きけゅぇす ょぇ しう くぇきっさはす さぇぉけすぇ おぇすけ ゅさぇ-
ょうくぇさう こけ こさけっおす „′けゃ ういぉけさ – さぇいゃうすうっ う さっぇかういぇちうは” こけ ¨‶ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ 
さっしせさしう”. ╃させゅう 15 とっ きけゅぇす ょぇ さぇぉけすはす こけ しなとぇすぇ こさけゅさぇきぇ, くけ おぇすけ さぇぉけすくうちう こけ こけょ-
ょさなあおぇすぇ くぇ こなすうとぇすぇ.
[ぇぉけすけょぇすっか くぇ くぇっすうすっ とっ っ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっょう いぇこけつゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ ゃしうつおう けょけ-

ぉさっくう とっ こさっきうくぇす けぉせつっくうっ しなけすゃっすくけ こけ けいっかっくはゃぇくっ う ちゃっすぇさしすゃけ う いぇ こけきけとくうお こなすっく 
しすさけうすっか – こなすうとぇ, きぇゅうしすさぇかう う しなけさなあっくうは. 
 ¨ぉせつうすっかくうすっ おせさしけゃっ とっ こさけょなかあぇす  きっしっち う こけかけゃうくぇ, おぇすけ けぉせつっくうっすけ いぇ さぇぉけすくうちう-

すっ ゃ けいっかっくはゃぇくっすけ いぇこけつゃぇ くぇ 14-すう きぇさす, ぇ くぇ 16-すう きぇさす しすぇさすうさぇ いぇ こけきけとくうお-こなすくうすっ 
しすさけうすっかう. 〉しこってくけ いぇゃなさてうかうすっ けぉせつっくうっすけ とっ ぉなょぇす くぇいくぇつっくう いぇ しさけお けす 12 きっしっちぇ. 
]さっょしすゃぇすぇ いぇ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ いぇっすけしす くぇ ゃしはおけ かうちっ っ ゃ さぇいきっさ くぇ せしすぇくけゃっくぇすぇ いぇ しすさぇ-
くぇすぇ きうくうきぇかくぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, ょなかあうきうすっ ゃくけしおう こけ ╉]¨ う ょなかあうきう う ょけこなかくうすっかくう 
しさっょしすゃぇ こけ ╉〈. 

36 しすせょっくすう-すぇくちぬけさう, きせいうおぇくすう う こっゃちう けす ╉ぇすっょさぇ „╀なかゅぇさしおぇ 
くぇさけょくぇ たけさっけゅさぇそうは” くぇ ぃゅけいぇこぇょくうは せくうゃっさしうすっす „′っけそうす [うかしおう” 
ゃ ╀かぇゅけっゃゅさぇょ とっ こさっょしすぇゃはす ゃ ╉ぇいぇくかなお 70-きうくせすくうは そけかおかけさっく しこっお-
すぇおなか „』せょけ...”. ]こっおすぇおなかなす とっ しっ うゅさぇっ くぇ 23-すう きぇさす ゃ  ╃╉ „┿さしっくぇか” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお.
《けかおかけさくぇすぇ そうっしすぇ っ う こけ こけゃけょ 20-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ たけさっけゅさぇそ-

しおぇすぇ おぇょっょさぇ, ゃ おけはすけ しぇ しっ ょうこかけきうさぇかう くぇょ 20 おぇいぇくかなつぇくう ゃ さぇい-
かうつくうすっ ょうしちうこかうくう - きせいうおぇ, すぇくち, こっしっく.
╁ きけきっくすぇ いぇ たけさっけゅさぇそう ゃ ぃ╆〉 ゃ ╀かぇゅけっゃゅさぇょ しっ けぉせつぇゃぇす つっすうさうきぇ 

おぇいぇくかなておう しすせょっくすう, けす おけうすけ っょうくうはす っ ゃ きぇゅうしすなさしおぇ こさけゅさぇきぇ.
╇ょっはすぇ ょぇ しっ けすぉっかっあう うきっくくけ こけ すけいう くぇつうく さけあょっくうは ょっく くぇ 』せょけ-

きうさ う ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ おぇすっょさぇすぇ, っ くぇ おぇいぇくかなておうは しすせょっくす ╋ぇさすうく 
‶っすおけゃ, おけえすけ すぇくちせゃぇ けす きぇかなお ゃなゃ そけかおかけさくぇすぇ ゅさせこぇ “‶ぇかぇゃくうちう”. 
╋かぇょっあなす うきぇ けこうす う おぇすけ せつぇしすくうお ゃ こけしすぇくけゃおぇすぇ „‶せくすけゃっすっ” こけ 

』せょけきうさ くぇ きっしすくうは すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ”, ぇ しっゅぇ ゅけすゃう う ょう-
こかけきくぇすぇ しう さぇぉけすぇ おぇすけ たけさっけゅさぇそ. ╊うぉさっすけすけ くぇ ょうこかけきくぇすぇ きせ さぇ-
ぉけすぇ とっ っ こけ さぇいおぇい くぇ こうしぇすっかは-たせきけさうしす.

╁ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ しけちうぇかくうはす きう-
くうしすなさ 〈けすの ╋かぇょっくけゃ ういかっいっ し くけゃぇ しけちう-

ぇかくぇ うょっは - ょぇ しっ ゃなゃっょっ ょけこなかくうすっかくぇ けしうゅせ-
さけゃおぇ けす 1% ゃなさたせ すさせょけゃうすっ ょけたけょう. ]こけさっょ 
きうくうしすなさぇ, しなし しなぉさぇくうすっ しさっょしすゃぇ けす くっは すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ けしうゅせさはす ょけこなかくうすっかくう こぇさう いぇ いょさぇゃ-
くう ゅさうあう う しすさけっあ くぇ ょけきけゃっ いぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ. 
‶け しゃけはすぇ しなとくけしす こさっょかけあっくうっすけ っ けこうす いぇ 

ゃょうゅぇくっ くぇ けしうゅせさうすっかくぇすぇ すっあっしす. ′うとけ つっ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ こけしすけはくくけ ょっおかぇさうさぇ, つっ くはきぇ 
ょぇ ゃょうゅぇ しすぇゃおう. ‶さっょゃうょ いぇしすぇさはゃぇくっすけ くぇ くぇ-
しっかっくうっすけ う そぇおすぇ, つっ こさっい 2011 ゅ. 18,5% けす 
くっゅけ っ くぇ ゃないさぇしす くぇょ 65 ゅけょうくう, すけ さぇいたけょうすっ 
いぇ こっくしうう とっ さぇしすぇす う すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけきうしかう いぇ 
しすぇぉうかういうさぇくっ くぇ こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ. ] すぇいう 
ちっか っ しないょぇょっく す.くぇさ. ]さっぉなさっく そけくょ. ╁ くっゅけ 
うきぇ こけつすう 1,8 きかさょ. かゃ., おけうすけ しこけさっょ いぇおけくぇ くっ 
きけゅぇす ょぇ しっ こけかいゃぇす こさっょう 2018 ゅ. 
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╅ちつかせあしつさそてそ ねとおそ 『とつさあ 》そたそうあ けすあ おとかて つ ¨しけみ ╅ちえけちそう
′ぇこさぇゃうかう ゅけ ╀っょさけし ┿いう

くはく う ╃っかはく 〈っくっゃ. ╁っしっかぇ
すぇ けぉかけあおぇ し くぇょこうし: „]せょ
ぉけ きけは”, ゃ おけはすけ しっ おさうっ 
ょうしおなす, しっ こぇいう ゃ ょけきぇ え 
くぇ ゃうょくけ きはしすけ – ゃなゃ ゃうす
さうくぇすぇ くぇ ょくっゃくぇすぇ. ‶なさ

ゃけ こさぇゃうかう いぇこうしう ゃ [ぇょうけ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╂っけさゅう ‶けこけゃ 
けすこせしくぇか すけゅぇゃぇてくう 6 たう
かはょう かっゃぇ, 》さうしすけ ]すけはくけゃ 
ょぇか さっえしぇ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ う 
すぇおぇ しっ しぉなょゃぇ っょくぇ きっつすぇ. 

╇ けしすぇゃぇ うしすけさうは. ╉ぇいぇく
かなておぇすぇ すっかっゃういうは ‶さっしし 
〈╁ つっしすけ ういかなつゃぇ 30-きうくせ
すっく ゃうょっけいぇこうし „] こっしくうすっ 
くぇ [せしおぇ ‶けこけゃぇ” う っょくけ 
けす ういょぇくうはすぇ くぇ しけぉしすゃっ
くぇすぇ しう こけさっょうちぇ „》けさぇすぇ 
けす ╃けかうくぇすぇ”, ゃ おけはすけ すは っ 
ゅかぇゃくぇ ゅっさけうくは. ] こっしくうすっ 
しう [せしおぇ いゃせつう う ゃ うくすっさ

【そうあ けくたそうみおうあ う けせてかちうま ╆そえおあせあ [あちあおそねかうあ - たかうけぬあてあ, けくたみしあ たかつかせてあ - いけいしけみ せあ きかせあてあ
- ╆ぇとけ ╁う くはきぇてっ すけか-

おけゃぇ ょなかゅけ ゃさっきっ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお? 
╆ぇとけすけ くっ しすっ きっ おぇくうかう. 

╉けゅぇすけ きっ おぇくはす, ぇい こさうしすう-
ゅぇき.

- ′はきぇ くうおなょっ う こっしくう-
すっ ╁う. 〈させょくけ しっ くぇきうさぇす 
ょうしおけゃっ し ╁ぇてぇ きせいうおぇ. 
[はょおけ ╁う つせゃぇきっ こけ さぇょう-
けしすぇくちううすっ. ╆ぇとけ? 

〈けゃぇ くぇうしすうくぇ くっ きけゅぇ ょぇ 
ゅけ さぇいぉっさぇ. ┿い うきぇき きくけゅけ 
ょうしおけゃっ し こっしくう - 18 ょう-
しおぇ. ┿ いぇとけ ゅう くはきぇ? ╆ぇとけ-
すけ ょくっし ゃしうつおけ っ けぉなさおぇくけ 
ゃ くぇてぇすぇ ょなさあぇゃぇ. ‶さけしすけ 
ゃしうつおけ っ けぉなさおぇくけ. ╉ぇいぇたぇ 
きう, つっ すなさゅけゃっちなす すさはぉゃぇ-
かけ ょぇ いぇはゃう きけう ょうしおけゃっ, 
くけ おぇすけ ゅう いぇはゃはか, こけゃっつっ 
ゅけ ぉうかけ しすさぇた, つっ くはきぇかけ ょぇ 
うきぇ おなょっ ょぇ ゅう ょなさあう. ′は-
おぇおゃう すぇおうゃぇ くっゃっさけはすくう 
くっとぇ! 

- ╉けっ ╁う ょなさあう すけかおけ-
ゃぇ ょなかゅけ ゃさっきっ - すけかおけ-
ゃぇ あうゃぇ ゃ こっしくうすっ ╁う, 
すけかおけゃぇ うしすうくしおぇ, くはおぇお 
しゃけは? 
]ぇきけ ╀けゅ - すけえ さってぇゃぇ 

ゃしうつおけ. ′っ いくぇき, きけあっ ぉう 
すけゃぇ, つっ ぇい きくけゅけ けぉうつぇき たけ-
さぇすぇ けおけかけ しっぉっ しう. ¨ぉうつぇき 
きせいうおぇすぇ, こさうはすっかうすっ しう, 
けぉうつぇき ょっすっすけ しう, くっゅけゃうすっ 
ょゃっ きぇかおう ぉっぉっすぇ. ╆くぇっすっ 
かう, かのぉけゃすぇ きっ ょなさあう.

- ¨とっ かう しすっ „ぉっいくぇょっあ-
ょっく しかせつぇえ” しなし ]すっそぇく 
╃うきうすさけゃ? 
′うっ とっ しう けしすぇくっき すぇおうゃぇ. 

》けさぇすぇ くっ しっ こさけきっくはす, うかの-
いうは っ ょぇ しう きうしかうき こさけすうゃくけ-
すけ. 》けさぇすぇ しう けしすぇゃぇす すぇおうゃぇ, 
おぇおゃうすけ しぇ. ╆ぇとけすけ ぇい しなき 
ゃうあょぇかぇ う 20-ゅけょうてくう きくけ-
ゅけ せきけさっくう, ╁うっ くぇかう しなとけ 
こけいくぇゃぇすっ すぇおうゃぇ, おけうすけ くは-
きぇす ゃ しっぉっ しう っくっさゅうは, おけうすけ 
っょゃぇ たけょはす, おけうすけ くはきぇす きっつ-
すう, うょっぇかう, ぇ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ 
っょくう きくけゅけ ゃないさぇしすくう たけさぇ, 
くぇょ 70-80 ゅけょうくう, こなかくう し 
ぇおなか う し っくっさゅうは. ] あっかぇくうっ 
ょぇ しぇ あうゃう. ┿い う ]すっそぇく しきっ 
たけさぇ しなし しうかくう たぇさぇおすっさう. 
′け し ゅけょうくうすっ しきっ しゃうおくぇかう 
ょぇ しっ しなけぉさぇいはゃぇきっ っょうく し 

ょさせゅ. ′っ いくぇき おけえ っ こけ-すさせょっく 
たぇさぇおすっさ けす ょゃぇきぇ くう, くけ しきっ 
きくけゅけ しぇきけしすけはすっかくう. ╋くっくう-
はすぇ くう こけ さぇいかうつくうすっ すっきう くっ 
ゃうくぇゅう しなゃこぇょぇす, くけ おぇすけ こけ-
けぉとぇ おぇさすうくおぇ とっ ╁う おぇあぇ, 
つっ たぇさっしゃぇきっ っょくう う しなとう 
くっとぇ う こけ けすくけてっくうっ くぇ きせ-
いうおぇすぇ, う こけ けすくけてっくうっ くぇ 
おうくけすけ, ぇ すけゃぇ っ きくけゅけ ゃぇあくけ.

- ╁ぇてうすっ こっしくう しぇ ゃうょ すっ-
さぇこうは, けしけぉっくけ いぇ あっくうすっ. 
╁うょ けあうゃはゃぇくっ ういこさぇゃはくっ 
しかっょ ゅけかっきう さぇくう う さぇいけ-
つぇさけゃぇくうは. ╁うっ し おぇおゃけ しっ 
ういこさぇゃはすっ? ╉ぇお しっ ゃょうゅぇ-
すっ, しかっょ ぉけかおぇすぇ? ╇きぇすっ 
かう しう „╁ぇてぇ” こっしっく? 

‶っしっく くはきぇき, いぇとけすけ しう 
けぉうつぇき ゃしうつおうすっ, くけ すけゃぇ, し 
おけっすけ けあうゃはゃぇき, っ きけかうすゃぇすぇ. 
┿い しなき ゃはさゃぇと つけゃっお, きけかは しっ 
う しっ せこけゃぇゃぇき くぇ ╀けゅ う いくぇき, 

つっ すけえ とっ きう こけきけゅくっ. 

- ‶さっょう 22 ゅけょうくう うい-
こはたすっ こっしっく  – „╋けかうすゃぇ 
いぇ ╀なかゅぇさうは”. ╆ぇとけ くっ しっ 
しぉなょくぇ すぇいう きけかうすゃぇ? 
╆ぇゃうしう けす おぇおなゃ ぇしこっおす しっ 

ゅかっょぇ. ┿おけ しっ ゃなさくっき つっすゃなさす 
ゃっお くぇいぇょ, とっ ゃうょうすっ ゃ おぇお-
ゃけ ゃさっきっ しきっ あうゃっかう. ]こけき-

くはき しう おぇお すせお, ゃ ╉ぇいぇくかなお,  
うきぇてっ しぇきけ っょうく せくうゃっさきぇゅ 
くぇ ゅかぇゃくぇすぇ せかうちぇ. ]こけきくはき 
しう おぇお ′っくけ, きせいうおぇくすなす けす 
╉ぇいぇくかなお, おけえすけ さぇぉけすってっ 
し くぇし, っょうく きかぇょっあ - ′っくけ, 
こさっおさぇしくけ きけきつっ, あっくぇ きせ 
こさけょぇゃぇてっ ゃ っょくぇ けす ょゃっすっ 
ゅさぇょしおう おくうあぇさくうちう う くう 
いぇこぇいゃぇてっ おくうゅう し きっしっちう, 
ょけおぇすけ けすくけゃけ しっ こけはゃうき ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ]っゅぇ くっ っ すぇおぇ, 
くぇかう? ╆ぇぉさぇゃうたきっ おけかおけ 
さぇいかうつくけ ぉってっ ゃしうつおけ, おぇお 

ゃしうつおけ しすぇゃぇてっ し ゃさないおう. 
╉ぇお くっ しきっったきっ ゃしうつおけ ょぇ 
おぇあっき, くっ しきっったきっ ゃしうつおけ 
ょぇ ういこっっき. ╉ぇお くっ しきっったきっ 
ょぇ しかせてぇきっ きせいうおぇすぇ, おけはすけ 
うしおぇきっ. ╁しうつおけ しっ いぇぉさぇゃは. 
′っ いくぇき いぇとけ, おぇすけ つっ かう 
くうっ ぉなかゅぇさうすっ しきっ すぇおうゃぇ, 
つっ こけきくうき しぇきけ かけてけすけ. ╇ 
しっゅぇ, おぇすけ ゅかっょぇき くけゃうくう-

すっ, しぇきけ かけてう くけゃうくう. ╇かう 
ういけぉうかうっ けす かけてう くけゃうくう. 
┿ ゃ すけゃぇ ゃさっきっ うきぇ すけかおけ-
ゃぇ きくけゅけ すぇかぇくすかうゃう  たけさぇ, 
ょっちぇ, すけかおけゃぇ すぇかぇくすかうゃう 
ぉなかゅぇさう けす さぇいかうつくう しそっさう, 
ういけぉとけ すけかおけゃぇ しすけえくけしすくう 
う おさぇしうゃう たけさぇ, いぇ おけうすけ しう 
しすさせゃぇ ょぇ しっ ゅけゃけさう, ぇ すっ ゅけ-
ゃけさはす いぇ くはおぇおゃう ぉっいせきうは, 
いぇ くはおぇおゃう きくけゅけ しすさぇてくう 
くっとぇ. ′っ いくぇき ょぇかう すけゃぇ くっ 
っ こかぇくうさぇくけ - ょぇ しっ しすさっしう-
さぇす たけさぇすぇ. 

- ╁ こっしくうすっ ╁う うきぇ 
しすさぇてくけ きくけゅけ かのぉけゃ - けす 
けくぇいう, おけはすけ くっ しっ ういさう-
つぇ し ょせきう, いぇ おけはすけ くはきぇ 
ょせきう. ′け しすさぇくくけ, ゃ こっ-
しくうすっ ╁う すっいう ょせきう くは-
おぇお しぇ  けすおさうすう, しなぉさぇくう, 
ういさっつっくう. ¨くけゃぇ, うくぇつっ 
ぉっいょせきくけ, つせゃしすゃけ しっ せしっ-
とぇ, すけこかう, さぇいこけいくぇゃぇ しっ.  
╆ぇ おけっ つけゃっておけ つせゃしすゃけ 
くっ ういこはたすっ こっしっく? 
 
 ‶はかぇ しなき いぇ ゃしうつおけ: いぇ かの-

ぉけゃすぇ, いぇ かのぉけゃすぇ おなき きぇえ-
おぇすぇ, おなき ╀なかゅぇさうは, おなき ょっ-
すっすけ きう, おなき こさうはすっかうすっ きう, 
おなき かのぉうきうは ょけ きっく, おなき 
すけいう,  し こけしさっぉさっくうすっ しかっこけ-
けつうは, いぇ けくいう っすぇこ けす あうゃけすぇ 
くぇ ゃしっおう つけゃっお, ゃ おけえすけ „すけい 
けぉっかう おけかはくけ, けくいう こせおくぇか 
ゅかぇゃぇ”. ╄, きうしかは, つっ うきぇ う 
きくけゅけ くっとぇ, いぇ おけうすけ くっ しなき 
せしこはかぇ ょぇ くぇさっょは こっしっく, くけ 
ょぇえ, ╀けあっ, う ょぇ ゅう ういこっは. ] 
かのぉけゃ ゃしうつおけ しすぇゃぇ. 

- ╇いこはたすっ っょくぇ こっしっく, 
おけはすけ しっ こさっゃなさくぇ ゃ ╀うぉ-
かうは くぇ ぉなかゅぇさおぇすぇ - こっ-
しっくすぇ „╅っくう”: いぇ きけきう-
つっすぇすぇ くぇ 20 う くぇ 30 こけ 
2. 〉しこはゃぇきっ かう ょぇ ぉなょっき 
すぇおうゃぇ くぇうしすうくぇ? 
┿きう くうっ しきっ すぇおうゃぇ くぇうし-

すうくぇ. ′うっ, あっくうすっ, しきっ こけ-
せしすけえつうゃう, ょぇあっ きうしかは, つっ 
しきっ う こけ-せきくう. 〈けゃぇ しなゃしっき 
しっさうけいくけ ╁う ゅけ おぇいゃぇき. ┿い 
くぇこうしぇた う っょくぇ おくうゅぇ, おけは-
すけ しっ おぇいゃぇ „╀けゅょぇくぇ くぇ 20 
う くぇ 30 こけ ょゃっ”, おなょっすけ  うきぇ  
さぇいしなあょっくうっ, つっ あっくうすっ こけ-
すさせょくけ しっ こさっょぇゃぇきっ っょくぇ 
ょさせゅぇ. ╋けあっ ょぇ こけおかのおぇさ-
しすゃぇきっ, くけ くっ しきっ こさっょぇ-
すっかおう っょくぇ ょさせゅぇ. ┿い くっ しなき 
ぉうかぇ こさっょぇすっかおぇ おなき きけうすっ 
こさうはすっかおう う すっ おなき きっく, ょけ-
おぇすけ きなあっすっ しぇ こけ-しおかけくくう 
ょぇ しっ こさっょぇゃぇす. ╁うあすっ けとっ ゃ 
╀うぉかうはすぇ おけえ こさっょぇゃぇ ╇しせし. 
╇ すぇおぇ, おぇすけ きうくっすっ こさっい  
うしすけさうはすぇ, ゃしっ しすぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ きなあおう こさっょぇすっかしすゃぇ. ′うっ 
あっくうすっ, こけ-きぇかおけ しっ こさっ-
ょぇゃぇきっ. 〈ぇおぇ つっ - ょぇあっ ょけ 
しきなさす ょぇ けぉうつぇきっ, こぇお くっ 
こぇょぇきっ くぇ おけかっくっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨す ょさせゅぇすぇ しすさぇくぇ くぇ しなさちっすけ: 

〈は e いぇこけきくはとぇ しっ あっくぇ. ′っ しぇきけ いぇさぇょう たぇさぇおすっさくうは え すっきぉなさ くぇ ゅかぇしぇ, ぇ う 
いぇさぇょう くっういきっくくうは つぇさ う そぇすぇかっく ょなた, おけえすけ けしすぇゃは しかっょ しっぉっ しう. ╊うつう え けす-

ょぇかっつ, つっ っ しうかくぇ あっくぇ, しなし しゃけえ 
しけぉしすゃっく しすうか う こけつっさお ゃ あうゃけすぇ. 
』ぇしす けす おけえすけ しぇ う くっういきっくくうすっ え 
ぉっかう こっさかう, そさっくしおうは てうお, こさう-
つっしおぇすぇ くぇ つっさすぇ うかう っかっゅぇくすくうすっ 
てぇかけゃっ. 
╅っくぇ ぉっい ゃないさぇしす っ, ゃなこさっおう つっ 

ょけさう くっ こさぇゃう おせさすけぇいくう けこうすう ょぇ  
おさうっ ゅけょうくうすっ しう. ′はきぇ おけきこかっ-
おしぇ くぇ いぇしすぇさはゃぇとぇ あっくぇ, いぇとけ-
すけ っ けす けくっいう, おけうすけ しぇ „きけきうつっすぇ 
う くぇ 30 こけ ょゃっ”. ╅うゃっっ くぇ こなかくう 
けぉけさけすう, し くっゃっさけはすくぇ っくっさゅうは う 
たなし ょぇ しかせつう くっとぇすぇ. 〈ゃなさょう, つっ 
っ こさっおさぇしくぇ ぉぇぉぇ いぇ しゃけうすっ ょゃぇ-
きぇ ゃくせちう う ゃしっ すぇおぇ ゃはさくぇ くぇ しゃけは 
こけさけお - ちうゅぇさうすっ. ¨ぉうつぇ ちゃっすはすぇ, 
ゃしはおぇおゃう, ゃ すさせょくう きけきっくすう しっ 

せこけゃぇゃぇ くぇ ╀けゅ, ぇ しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ しこけょっかは し こさうはすっかう, ぉっかけす う ゅけすゃっくっ. 
〈ゃなさょう, つっ っ くっゃっさけはすくぇ ゅけすゃぇつおぇ, きぇおぇさ すけゃぇ ょぇ くっ っ ゃしっおうょくっゃくぇすぇ え かせょけしす. 
╅うゃけすなす え くっ っ ぉうか くうおぇお けす かっしくうすっ, くけ ゃなこさっおう すけゃぇ くっ っ こさっおなさてうか うい-

ゃうさぇとうは けす けつうすっ え けこすうきういなき - くっとぇすぇ ゃうくぇゅう ょぇ うきぇす ょけぉなさ おさぇえ. ╆ぇすけゃぇ は 
たぇさっしゃぇす たけさぇ けす さぇいかうつくう ゃないさぇしすう, きなあっ う あっくう: っょくうすっ いぇさぇょう しすさせはとうすっ 
くぇ すぇかぇいう あっくしすゃっくけしす う つぇさ, ぇ ょさせゅうすっ - いぇさぇょう っきけちうけくぇかくけすけ う しこけょっかっくけ 
ゃはさくけ さけゃっくっ ゃ くぇえ-しなおさけゃっくうすっ つぇしすう くぇ あっくしおぇすぇ ょせてぇ. 
‶けゃっつっ けす つっすゃなさす ゃっお っ „つうそす けぉせゃおう” し きなあ, し おけゅけすけ しこけょっかは う さぇぉけすぇ, う 

たけぉう, う ょっかくうお, う こさぇいくうお. 〈ゃなさょう, つっ  ゃなこさっおう すけゃぇ しう けしすぇゃぇす „ぉっいくぇょっあょっく 
しかせつぇえ”. 
¨こさっょっかは しっぉっ しう おぇすけ いっきっく つけゃっお, おけえすけ くっ きけあっ ょなかゅけ ょぇ あうゃっっ ういゃなく 

╀なかゅぇさうは, きぇおぇさ ょぇ っ ゃかのぉっくぇ う ゃ ‶ぇさうあ. 
╁ こけょゃかぇしすくうは くぇ あっくしおぇすぇ つぇしす けす しゃっすぇ きぇさす きぇえ くはきぇ こけ-こけょたけょはとけ くぇ-

つぇかけ いぇ さぇいゅけゃけさ し あっくぇすぇ, ういこはかぇ こっしっくすぇ – ぉうぉかうは くぇ しゃけうすっ こけしっしすさうきう.

くっす. ╁ きせいうおぇかくうすっ しぇえすけゃっ 
くっえくけ ういこなかくっくうっ おぇつうか いっす 
え, つっ ょぇ は つせはす こさうはすっかう う 
さけょくうくう けす ぉかういけ う ょぇかっつ... 
〈けゃぇ は さぇょゃぇ, いぇとけすけ こっしっく
すぇ くぇうしすうくぇ さぇょゃぇ しなさちっすけ う 
くぇ こせぉかうおぇすぇ, う くぇ こっゃっちぇ. 
〈けかおけゃぇ さぇょけしす けす こせぉかう
おぇすぇ っ しなぉさぇかぇ [せしおぇ, すけか
おけゃぇ しこけきっくう. ′っ きけあっ ょぇ 
いぇぉさぇゃう けゅさけきくぇすぇ おけてくう
ちぇ し ちゃっすは けす こさうはすっかおぇ くぇ 
おけくちっさす ゃなゃ ╁けっくくうは おかせぉ, 
しさっとうすっ こけ こさぇいくうちう し おけ
かっゅうすっ けす ぇさしっくぇかしおうは しなし
すぇゃ, すさぇょうちうけくくぇすぇ こけつうゃおぇ 
くぇ ′っしっぉなさ いぇ しぇきけょっえちうすっ 
くぇ „┿さっしぇくぇか” こさっい しっこすっき
ゃさう... ”〈けゅぇゃぇ ぉってっ ゃさっきっすけ 
くぇ: ぇさすうしす – しこけさすうしす – すせさ
つうく – おけきせくうしす”, てっゅせゃぇ しっ 
[せしおぇ し ゃうちけゃっ けすこさっょう 25 
ゅけょうくう う, ょけおぇすけ ういゃぇあょぇ 
ゅけかっきうは おぇてけく しなし しこけきっくう 
ゃ しくうきおう う こせぉかうおぇちうう くぇ 
„┿さしっくぇかしおぇ すさうぉせくぇ”, すけおせ 
いぇこはゃぇ し ょゃっゅけょうてくうは ゃくせお 
こっしくうつおぇ いぇ ╀ぇぉぇ ╋ぇさすぇ, 
いぇとけすけ しきっ せ すはた すけつくけ くぇ 
1-ゃう きぇさす. ╋ぇかおうはす ′うおけ
かぇえ, ゅかっょぇく けす ぉぇぉぇ う ょはょけ 
こさっい いうきぇすぇ, しなとけ っ ぇさすうし
すうつっく. ╁うあょぇ しっ けす こさなゃ こけ
ゅかっょ, くけ いぇ くっゅけ けとっ くうおけえ 
くっ おさけう こかぇくけゃっ. 〈けえ っ しうく 
くぇ ょなとっさはすぇ くぇ  [せしおぇ う 
╇ゃぇく, し おけゅけすけ しっ „いぇこけいくぇ
かう いぇ ちはか あうゃけす”, すぇ ょけてかう ゃ 
おぇいぇくかなておけ – こなさゃけ ゃ ╄くう
くぇ, こけしかっ – ゃ ╉さなく, おなょっすけ 

„くぇ ゅけかぇ こけかはくぇ” ゃょうゅくぇかう 
おなとぇ. ╆ぇすけゃぇ [せしおぇ こっっ う ゃ 
つうすぇかうとっすけ ゃ ╉さなく. ╂けょう
くう くぇさっょ, けしゃっく しけかうしすおぇ ゃ 
ぇさしっくぇかしおうは しなしすぇゃ, [せしおぇ 
‶けこけゃぇ さぇょゃぇ う おさなくつぇくう. 
] つうすぇかうとくぇすぇ ゅさせこぇ しなとけ 
けぉうおぇかはす きくけゅけ うい しすさぇくぇすぇ, 
くけ しっゅぇ ゃっつっ う すけゃぇ っ きうくぇ
かけ, あぇかう こっゃうちぇすぇ...

〈ぇおぇ けぉけぉとぇゃぇ しっぉっ しう [せ
しおぇ ‶けこけゃぇ. [ぇぉけすうかぇ っ ゃ 

ぇさしっくぇかしおうは すけゅぇゃぇ ╆ぇゃけょ いぇ 
こさせあうくう, くけ こけゃっつっすけ しすぇさう 
けさなあっえくうちう は いくぇはす うきっくくけ 
おぇすけ こっゃうちぇすぇ ゃ くぇさけょくうは けさ
おっしすなさ くぇ こさっょこさうはすうっすけ, おな

ょっすけ ぉなさいけ は けすおさうゃぇす いぇ しちっ
くぇすぇ. 20 ゅけょうくう [せしおぇ こはかぇ ゃ 
ぇくしぇきぉなかぇ くぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ. 
‶なさゃけ しっ ういはゃうかぇ ゃ たけさぇ くぇ 
おさなくしおうは ╆ぇゃけょ いぇ こさせあうくう, 
こけしかっ けすうゃぇ ゃ ゅけかはきぇすぇ すさせこぇ 
くぇ こさっょしすぇゃうすっかくうは ぇくしぇきぉなか 
くぇ „┿さしっくぇか”. 〈けかおけゃぇ っ ょけぉさぇ 
う すけかおけゃぇ は すなさしはす, つっ すけゅぇ
ゃぇてくうはす ょうさっおすけさ くぇ ょけきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, 
╋うかおけ ╋うかぇくけゃ, かうつくけ たけょう 
ょけ ╉さなく ょぇ は ゃいうきぇ し おけかぇ いぇ 
ぉっいぉさけえくうすっ おけくちっさすう: いぇ ょっ
かっゅぇちうう, いぇ こさぇいくうちう, いぇ こさっ
ょういぉけさくう しなぉさぇくうは, いぇ こぇさ
すうえくう しなぉさぇくうは, いぇ 1-ゃう きぇえ, 
いぇ 8-きう きぇさす, いぇ しこっちうぇかくう 
ゅけしすう くぇ おきっすぇ ]すぇくつけ ╉けっゃ... 
╁っつっさ し ゃうょくうすっ ゅけしすう, しせ
すさうく くぇ こさっしぇすぇ ゃ いぇゃけょぇ, くけ: 
”╀ってっ きくけゅけ ゃっしっかけ...”, けぉけぉ
とぇゃぇ [せしおぇ う ういゃっょくなあ いぇこは
ゃぇ: ”╋けえすぇ きかぇょけしす けすかっすはゃぇ, 
くはきぇ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃっつ...”, こけしかっ 
こさっい しきはた しう しこけきくは きっつすぇすぇ 
しう ょぇ こっっ ゃ ╃なさあぇゃくうは ぇくしぇき
ぉなか  „‶うさうく”. ′け けすうてかぇ ぉけ
かくぇ くぇ おけくおせさしぇ う けしすぇくぇかぇ 
ういゃなく しなしすぇゃぇ. ╁ さけょぇ はゃくけ しう 
ゅけ うきぇす すぇかぇくすぇ, いぇとけすけ けし
くけゃぇすっかはす くぇ „‶うさうく” – [せえ
つっゃ, え ぉうか ぉさぇすけゃつっょ, しっしすさぇ え 
しなとけ こっっ, ぇ しうくなす え いぇゃなさてゃぇ 
„おぇゃぇか” ゃ せつうかうとっすけ ゃ ╉けすっか, 
ぇきぇ: ”╃っきけおさぇちうはすぇ くっとけ くう 
けぉなさおぇ う しうくなす いぇたゃなさかう おぇゃぇ
かぇ...” – „いぇきうくぇたきっ くぇ おうくけ...”.

[せしおぇ こはかぇ くぇ
っょくぇ しちっくぇ ょぇあっ 
し ╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ!

′はきぇ おぇお ょぇ いぇぉさぇゃう すけゃぇ, 
いぇとけすけ いぇ くっは っ こさういくぇくうっ. 
〈ぇおぇ は ゃさなたかうすぇす しこけきっくうすっ いぇ 

そっしすうゃぇかぇ ゃ ╉けてうちっ こさっい 
1981-ゃぇ, いぇ 〉くゅぇさうは, いぇ 
ゅさぇょ [せかぇ ゃ ╂っさきぇくうは ょけ 
しおけさけ こぇいうかぇ つぇしけゃくうおぇ, 
おけえすけ すぇき え こけょぇさうかう.../, 
くけ くぇえ しう しこけきくは し ゅけさ
ょけしす おけさぇぉぇ いぇ ╇さかぇくょうは, 

おなょっすけ ちはかぇすぇ ぇさしっくぇか
しおぇ ゅさせこぇ こはかぇ „〈うた ぉはか 
╃せくぇゃ” う きぇさてうさせゃぇかぇ 
こけ こぇかせぉぇすぇ... ”╄た, いぇとけ 
くはきぇた ゃさっきっ ょぇ しう いぇこうし
ゃぇき ゃしうつおけ...”. [せしおぇ くっ 
しこうさぇ ょぇ あうゃっっ し こっしっくすぇ 
けす しちっくぇすぇ くぇ ぇさしぇくぇか
しおうは けさおっしすなさ – しなくせゃぇ 
は, こけしかっ おぇすけ しっ しなぉせょう, 
すさせょくけ ゃかういぇ ゃ ょくってくうは 
ょっく, いぇとけすけ: ”]っゅぇ, くぇ 
おけゅけ きせ っ ょけ こっしくう?...”. 
〈けゅぇゃぇ, けぉぇつっ, こっしくうすっ くっ 
しゃなさてゃぇす. ]こっちうぇかくけ いぇ 
くっは っ さぇいさってっくけ ょぇ こなすせ
ゃぇ すさう こなすう けす さぇぉけすぇ ょけ 
„┿さしっくぇか”, こかぇとぇす え ょけさう 
おぇさすぇ いぇ こなすせゃぇくっ: ”╁しうつ
おけ くう ぉってっ せさっょっくけ”. ╀はた 
きくけゅけ いぇっすぇ, きくけゅけ ぉけかくぇ, 
ょっちぇすぇ – きぇかおう, ょゃけさなす – 
ゅけかはき, くけ すけゃぇ くっ  すっあう, 
いぇとけすけ こっしっくすぇ かっおせゃぇ う 
ょぇゃぇ しうかう, けぉはしくはゃぇ あう
ゃけすぇ しう きっあょせ さぇぉけすぇすぇ 
う こっしっくすぇ [せしおぇ ‶けこけゃぇ. 
„′はきぇき かのぉうきぇ こっしっく”, 
つせょう しっ くぇ ゃなこさけしぇ きう 
[せしおぇ. ╆ぇ くっは ぉうかけ いぇょぇ
つぇ, とけき ういかっいっ くけゃぇ こっ
しっく, ょぇ しっ くぇせつう. ‶はかぇ 
う くぇ こさっしぇすぇ ゃ ╉さなくしおうは 
いぇゃけょ: っょくぇ しかっょ ょさせゅぇ 
こっしくうすっ, っょくぇ しかっょ  ょさせ
ゅぇ - ょぇ しっ つせゃぇ こけ-しうかくけ 
けす せょぇさうすっ くぇ きぇてうくぇすぇ, 
ょけおぇすけ さぇぉけすう. ╁しうつおうすっ 
こっしくう, おけうすけ っ こはかぇ, [せ
しおぇ しう いぇこうしぇかぇ おぇすけ すっお
しすけゃっ. ′け:

′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ え
さぇょけしす っ そうかきなす し
くっえくう ういこなかくっくうは

[せしおぇ ‶けこけゃぇ
こはかぇ ょせっすう う

し ╇かうは ┿さゅうさけゃ

′っくぇょきうくぇすうはす こっゃっち くぇ 
くぇさけょくう こっしくう, しかっょ けぉとう
すっ ういこなかくっくうは, え こさういくぇか, 
つっ きぇかおけ くっ きせ しっ とはかけ ょぇ 
けこうすぇ, くけ しかっょ おけくちっさすぇ 
ぉうか きくけゅけ ょけゃけかっく. „┿おけ 
ぉってっ くはおけえ ょさせゅ, くはきぇてっ ょぇ 
こっは...!”, しこけょっかうか こけしかっ ┿さ
ゅうさけゃ. [せしおぇ おなすぇ せ ょけきぇ しう 
しくうきおぇ けす おけくちっさすぇ し ╇かうは 
┿さゅうさけゃ, くけ すけかおけゃぇ ょなかぉけ
おけ は っ しおさうかぇ, つっ くっ きけあっ 
ょぇ は くぇきっさう... ′ぇきうさぇ, けぉぇ
つっ, ぇかぉせきぇ „╅っくしおう たけさ”. 
┿かぉせきなす っ こさけしすけ すっすさぇょおぇ, 
ゃ おけはすけ くはおけえ しすさぇすっかくけ っ 
いぇかっこゃぇか ょぇすうさぇくう しくうきおう 
けす おけくちっさすうすっ くぇ こさっょしすぇ
ゃうすっかくうは しなしすぇゃ う ういさっいおう 
けす ゃっしすくうお し こせぉかうおぇちうう いぇ 
くっゅけゃうすっ せしこったう. ]すぇすうう けす 
ゃっしすくうおぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ 
„┿さしっくぇかしおぇ すさうぉせくぇ” [せしおぇ 
こぇいう くっ しぇきけ おぇすけ ういさっいおう. 
‶ぇいう ちっかう ぉさけっゃっ う ょくっし 
ゅう さぇいゅさなとぇ ゃくうきぇすっかくけ,  
し けぉうつ う すさっこっす: ”┿ ぉはたきっ 
きかぇょう...!”, しきっっ しっ [せしおぇ ‶け
こけゃぇ, いぇ おけはすけ: ”╅うゃけすなす っ 
おさぇすなお. ╅うゃけすなす っ てぇさっく”. 
′け う いゃせつっく, いぇとけすけ, ょけおぇすけ 
しっ ゃゅかっあょぇ ゃ しゃけは けゅさけきくぇ 
しくうきおぇ, おけはすけ „けすおさぇょくぇ
かぇ” けす いぇゃけょしおけ すぇぉかけ, [せ
しおぇ ‶けこけゃぇ こさういくぇゃぇ: ”‶っ

ってっ きう しっ しすさぇてくけ きくけゅけ!”. 
‶はかぇ ょぇあっ くぇ けこっさぇちうけく
くぇすぇ きぇしぇ, すぇ ういせきうかぇ ょけち. 
╂っけさゅうっゃ, おけえすけ おぇいぇか: ”╄, 
すぇおけゃぇ つせょけ くっ しなき うきぇか...”. 
[せしおぇ ‶けこけゃぇ – っょくけ きぇかおけ, 
くけ うしすうくしおけ, さけょくけ, ぇさしっ
くぇかしおけ つせょけ.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

[╅′╅〉]ぇぃ[¨っ【 ╆¨′〉╊』 》《〈╅╈╅...
╇╅╋〉《 ′╅ ╉╅〉ぇを¨【╊

‶け ゃさっきっ くぇしさっとぇすぇ ゃしは-
おぇ けす そうさきうすっ, こけおぇくっくぇ 
いぇ ょうしおせしうはすぇ, こさっょしすぇゃう 
しゃけうすっ ゃないきけあくけしすう いぇ 
こけきけと う しなこさうつぇしすうっ おなき 
おぇせいぇすぇ くぇ ゅうきくぇいうはすぇ - ょぇ 
しないょぇゃぇ おぇょさう いぇ きっしすくぇすぇ 
こさけきうてかっくけしす, けしくけゃくけ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっ-
くっすけ う っくっさゅっすうおぇすぇ. ]さっょ  
くぇこさぇゃっくうすっ こさっょかけあっくうは 
いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ きっあ-
ょせ きっしすくうすっ そうさきう う ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” ぉはたぇ 
くぇきっさっくうは いぇ けしうゅせさはゃぇくっ 
くぇ こさぇおすうおぇ いぇ せつっくうちうすっ, 
おぇおすけ ゃ きぇしけゃけ こさけういゃけょ-
しすゃけ, すぇおぇ う ゃ ょさっぉくけしっ-
さうえくけ う っょうくうつくけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ, けしうゅせさはゃぇくっ くぇ 
こさけそっしうけくぇかくう こさっこけょぇ-
ゃぇすっかう, しすうこっくょうう いぇ せつっ-
くうちう, せつぇしすうっ くぇ そうさきうすっ 
ぇおすうゃくけ ゃ [R-おぇきこぇくうはすぇ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

¨す こなさゃう きぇさす いぇ-
こけつくぇ こかぇとぇくっすけ 

くぇ ょぇくなお くっょゃうあうきう 
うきけすう, すぇおしぇ ぉうすけゃう けす-
こぇょなちう, ょぇくなお こさっゃけい-
くう しさっょしすゃぇ いぇ 2012 ゅ.
‶かぇとぇくっすけ きけあっ ょぇ 

しっ ういゃなさてゃぇ くぇ ょゃっ 
さぇゃくう ゃくけしおう けす 01 
きぇさす ょけ 30 のくう う ょけ 30 
けおすけきゃさう. ′ぇ こさっょこかぇ-
すうかうすっ ちっかうは さぇいきっさ 
くぇ ょぇくなお くっょゃうあうきう 
うきけすう, ょぇくなお こさっゃけいくう 
しさっょしすゃぇ う すぇおしぇ ぉうすけ-
ゃう けすこぇょなちう ゃ しさけお けす 
01 きぇさす ょけ 30 ぇこさうか しっ 
こさぇゃう けすしすなこおぇ 5% けす 
さぇいきっさぇ くぇ ょぇくなおぇ うかう 
すぇおしぇすぇ, ょなかあうきう いぇ 
ゅけょうくぇすぇ.
╁くぇしはくっすけ くぇ きっしすくう-

すっ ょぇくなちう う すぇおしぇ ぉう-
すけゃう けすこぇょなちう きけあっ ょぇ 
しっ ういゃなさてう くぇ おぇしうすっ 
くぇ ょうさっおちうは „╋っしすくう 

いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ  せつっくうちう う 
さぇいかうつくう ゃうょけゃっ ょさせゅぇ こけ-
きけと くぇ ゅうきくぇいうはすぇ.  
〉つぇしすくうちうすっ ゃ しさっとぇすぇ 

ょうしおせすうさぇたぇ う ゃなさたせ くっけぉ-
たけょうきけしすすぇ けす せつさっょはゃぇくっ  
くぇ せつうかうとくけ くぇしすけはすっか-
しすゃけ ゃ ゅうきくぇいうはすぇ.  
╄ょくぇ けす けしくけゃくうすっ ちっかう 

くぇ ぉなょっとけすけ くぇしすけはすっか-
しすゃけ とっ っ こけょおさっこぇ こさっょ 
╋¨′╋ いぇ こさっくぇしけつゃぇくっ 
くぇ しさっょしすゃぇ いぇ しすけこぇくしおけ 
う きぇすっさうぇかくけ けしうゅせさはゃぇ-
くっ, おぇおすけ う ゃないきけあくけしす いぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こけ っゃさけ-
こっえしおう こさけっおすう. 
╁ しなゃきっしすくぇすぇ しさっとぇ 

きっあょせ ぉういくっしぇ う さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょ-
あうっくけゃ” せつぇしすゃぇたぇ こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃, ゃ かうちっすけ くぇ ょうさっおすけさぇ 
„〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇ-

ちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ” ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ, くぇ „╆ぇゃけょ いぇ 
こさせあうくう” ┿╃, ”╉ぇこさけくう” 
┿╃,  ”╋+] 》うょさぇゃかうお” ┿╃, 
„》さぇくきったぇくうおぇ” ¨¨╃, „╂せ-
ぇかぇ ╉かけせあなさし ╀なかゅぇさうは” 
┿╃, „〉っぉうかう” ¨¨╃, „┿ゃうけ 
╃ういぇえく” ╄¨¨╃, „]すさけう-
すっかくぇ きったぇくういぇちうは” ┿╃, 
„╉さっし-╃” ╄¨¨╃, ”〈さぇおうは 
╄くっさょあう-75” ╄¨¨╃, せつうすっ-
かう, さけょうすっかう う けぉとっしすゃっ-
くうちう.
╁しっおう  あっかぇっと  ょぇ こけょこけ-

きぇゅぇ  う さぇぉけすう  いぇ おぇせいぇすぇ 
くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”, 
おぇすけ ぉぇくおぇ くぇ おぇょさう いぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ うくょせしすさうは, 
きけあっ ょぇ しっ しゃなさあっ し さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ せつうかうとっすけ. 
╇ょっう きけゅぇす きけゅぇす ょぇ しっ うい-
こさぇとぇす う くぇ ぇょさっし: っ-mail: 
ivan_hadjienov@abv.bg

 〈┿

ょぇくなちう う すぇおしう”, くぇきうさぇ-
とう しっ くぇ ぇょさっし: ゅさ. ╉ぇ-
いぇくかなお, ぉせか. ”┿かっおしぇくょなさ 
╀ぇすっくぉっさゅ” わ 4, こぇさすっ-
さっく っすぇあ, しすぇう わ 2 う わ 
3 けす 9,00 つぇしぇ ょけ 17,30 
つぇしぇ ぉっい こさっおなしゃぇくっ. ╆ぇ 
ょさせゅうすっ 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 しっ けさ-
ゅぇくういうさぇ いぇこかぇとぇくっ くぇ 
ょぇくなつくうすっ いぇょなかあっくうは 
こけ おきっすしすゃぇ ゃなゃ ゃさっきっ 
けこさっょっかっくけ けす さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ しなけすゃっすくけすけ 
くぇしっかっくけ きはしすけ. ]なし ╆ぇ-
こけゃっょ わ 285/22.02.2012 
ゅ. くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお いぇ し. ╄くうくぇ, ゅさ. 
╉さなく, し. ╉けこさうくおぇ う し. 
╂けさくけ 』っさおけゃうとっ しっ けさ-
ゅぇくういうさぇ ちっかけゅけょうてくけ 
しなぉうさぇくっ くぇ ょぇくなつくうすっ 
いぇょなかあっくうは, すぇおしぇ ぉうすけ-
ゃう けすこぇょなちう, すぇおしぇ おせつっ, 
ぇ いぇ けしすぇくぇかうすっ くぇしっかっくう 
きっしすぇ - いぇ こっさうけょぇ けす 01 

きぇさす ょけ 30 ぇこさうか 2012 ゅ.
‶かぇとぇくっすけ くぇ いぇょなか-

あっくうはすぇ きけあっ ょぇ しっ 
ういゃなさてゃぇ う こけ ぉぇくおけゃ 
こなす, こけ こけとぇすぇ, こけ ぉぇく-
おけゃう しきっすおう - ¨ぉとうくしおぇ 
ぉぇくおぇ ┿╃ おかけく ‶かけゃ-
ょうゃ, けそうし ╉ぇいぇくかなお, せか. 
”¨さってぇおぇ” わ1
╀ぇくおけゃ おけょ
 SOMBBGSF, しきっすおぇ
BG36SOMB
91308423000044, 
╆ぇ ょなかあうきうは ょぇくなお 

ゃなさたせ くっょゃうあうきうすっ 
うきけすう う すぇおしぇ ぉうすけゃう 
けすこぇょなちう いぇ 2012 ゅ. くぇ 
いぇょなかあっくうすっ かうちぇ とっ 
ぉなょっ ういこさぇすっくけ しなけぉ-
とっくうっ. ╆ぇこかぇとぇくっすけ とっ 
きけあe ょぇ しっ ういゃなさてゃぇ 
くぇ おぇしうすっ くぇ ょうさっおちうは-
すぇ しかっょ こさっょしすぇゃはくっ くぇ 
╄╂′ うかう ╀せかしすぇす, ぉっい ょぇ 
しっ こさっょしすぇゃは しなけぉとっ-
くうっ.



8 9 март 2012 г.

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

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
[ちあせけつてさあてあ 〉けせあ

╅ちつかせあしつさけ うかつてけ:
》ちかけくいちあにあ ╅てあせあつ ╆そくそう くあ

5-てけ すあせおあて

╆そえおあせあ [あちあおそねかうあ:
╋かせけてか つすか たそ-とつてそこねけうけ け たそ-とすせけ

╇ ╆『《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. 5

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

¨[《〉《〈¨[╅【╅ 〉¨ ╊
〉╅‶-』¨╇╅【╅ ╇ を╊]¨っ ╊』

〉╅〈╅]¨｠╅ を╊〉¨【╊ 〉╅ ╆¨]╊【¨【╊, 〉《 
』╅〈《 ′╅ 》╊〉』¨《〉╊『¨ ¨ 】ぁ╊〉¨を¨

[╅′╅〉]ぇぃ[¨っ【 ╆¨′〉╊』 》《〈╅╈╅ 〉╅
【╊｠〉¨ぁ╊』[《【《 】ぁ¨]¨ぅ╊ ╇ ╈『╅╉╅ 
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 【あこせそ そちひきけか 
╇きっ:

]うかゃうは ╂っけさゅうっゃぇ 
╃っくっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, 
╆ぇゃけょ 1/251

╃かなあくけしす: 

╂さぇゃぬけさ くぇ きっすぇか

╂けょうくう: 29

╆けょうは: [うぉう

》けぉう:

╉けかけっいょっくっ, ゃけ-
かっえぉけか

¨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“:

2 ゅけょうくう

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

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

╉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 う くぇ しっきっえしすゃけすけ.

. . 

′はきぇ くうとけ こけ-いょさぇゃけ-
しかけゃくけ けす ょなかぉけおうは, 

こなかくけちっくっく しなく. ╁なこさっおう つっ 
こさけちっしなす くぇ しなくは っ てうさけおけ 
こさけせつっく, こけゃっつっ けす ゃっお, ちっか-
すぇ う そせくおちうはすぇ きせ ゃしっ けとっ っ 
ぉうけかけゅうつくぇ いぇゅぇょおぇ. 

╉ぇおゃけ っ しなくはす?
′ぇえ-けぉとけ おぇいぇくけ, しなしすけは-

くうっ くぇ すっかっしくぇ こけつうゃおぇ; つぇしす 
けす ゃさっきっ, おけはすけ しっ たぇさぇおすっ-
さういうさぇ し きぇかおけ うかう けゅさぇくう-
つっくけ けしないくぇゃぇくっ くぇ しゃっすぇ 
くぇけおけかけ. ╆ぇ きくけゅけ たけさぇ しなく-
はす っ こっさうけょ くぇ ぉっいょっえしすゃうっ, 
くけ すけゃぇ くっ っ うしすうくぇ - ゃしうつおう 
こさけちっしう こけ ゃさっきっ くぇ しなく ゃ 
すはかけすけ う きけいなおぇ しぇ ぇおすうゃくう. 
《ぇいうすっ くぇ しなくは. ¨しゃっく しなし-

すけはくうっ, しなくはす っ う こさけちっし し 
くはおけかおけ そぇいう. 〈けえ ゃおかのつゃぇ 
っしすっしすゃっく さうすなき, おけえすけ いぇ-
こけつゃぇ ゃっつっさ, おけゅぇすけ eこうそうい-
くぇすぇ あかっいぇ ゃ きけいなおぇ けしゃけ-
ぉけあょぇゃぇ たけさきけくぇ きっかぇすけくうく, 
ょぇゃぇと しうゅくぇか いぇ しなく. 
╉けゅぇすけ つけゃっお しっ こさうゅけすゃは 

いぇ しなく, ょうてぇくっすけ しっ いぇぉぇゃは, 
きせしおせかうすっ しっ けすこせしおぇす, しなさ-
ょっつくうはす さうすなき しっ いぇぉぇゃは, ぇ 
すっかっしくぇすぇ すっきこっさぇすせさぇ  かっおけ 
しこぇょぇ. ′ぇ すけいう っすぇこ きけいなつくう-
すっ ゃなかくう しっ こさけきっくはす. 《ぇいぇ 
1 – し くっは いぇこけつゃぇ しなとうくしおう-
はす しなく  - すけえ っ きくけゅけ かっお, し 

ぉぇゃくう けつくう ょゃうあっくうは, つけゃっお 
きけあっ かっしくけ ょぇ しっ しなぉせょう. 
¨す そぇいぇ 1 ょけ 3 - きけいなつくうすっ 
ゃなかくう しっ いぇぉぇゃはす. 《ぇいぇ 4  - 
ょなかぉけお しなく. 《ぇいぇ ╀¨╃ /╀なさいう 
¨つくう ╃ゃうあっくうは/ - すは くぇしすなこ-
ゃぇ しかっょ ょなかぉけおうは しなく う おぇさぇ 
けつうすっ ょぇ しっ ょゃうあぇす ぉなさいけ う 
うきぇ すけかおけゃぇ きけいなつくぇ ぇおすうゃ-
くけしす, おけかおけすけ, おけゅぇすけ しきっ 
ぉせょくう. ‶け ゃさっきっ くぇ すぇいう そぇいぇ 
きせしおせかうすっ しぇ くぇえ-けすこせしくぇすう.

╆ぇとけ すさはぉゃぇ ょぇ しこうき?
]なくはす っ くっ しぇきけ くぇつうく いぇ 

っそっおすうゃくぇ こけつうゃおぇ けす っあっ-
ょくっゃくけすけ くぇすけゃぇさゃぇくっ. 〈けえ っ 
ゃぇあっく いぇ こけょょなさあぇくっ そせくお-
ちうはすぇ くぇ うきせくくぇすぇ しうしすっきぇ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ くっゅけ っそっお-
すうゃくけ さぇぉけすう きけいなおなす, すさせ-
ょけしこけしけぉくけしすすぇ っ けこすうきぇかくぇ. 
′ぇぉかのょっくうはすぇ こけおぇいゃぇす, つっ 

   “ ” 

    - „ ” 

1 てちけしけそせ かうちそ つか えといみて えそおけのせそ う ╊』 そて せかたしあはあせか せあ おあせひぬけ
╀なかゅぇさうは うきぇ くぇえ-ゅけかはき しうゃ しっおすけさ ゃ ╄ゃさけ-

こっえしおうは しなのい, すけゃぇ しっ おけくしすぇすうさぇ ゃ こけさなつぇ-
くけ ういしかっょゃぇくっ いぇ しなぉうさぇっきけしすすぇ くぇ ょぇくなちうすっ. 
┿くぇかういなす し くっかうちっこさうはすくぇすぇ おけくしすぇすぇちうは っ くぇ-

こさぇゃっく けす ぉさうすぇくしおぇすぇ おけきこぇくうは “〈ぇおし さうしなさつ” 
こけ こけさなつおぇ くぇ ╂させこぇすぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ う ょっきけ-
おさぇすうすっ ゃ ╄ゃさけこっえしおうは こぇさかぇきっくす.
]なぉさぇくう しぇ う ぇくぇかういうさぇくう ょぇくくう いぇ 145 ょなさあぇ-

ゃう, こさけういゃっあょぇとう くぇょ 98% けす しゃっすけゃくうは ぉさせすっく 
ゃなすさってっく こさけょせおす (╀╁‶). 
′ぇ ぉぇいぇ ょぇくくうすっ しすぇゃぇ はしくけ, つっ しうゃうはす しっおすけさ 

せ くぇし っ いくぇつうすっかくけ こけ-ゃうしけお けす しさっょくけすけ いぇ ╄], 
┿いうは う ]っゃっさくぇ ┿きっさうおぇ, くけ しっ ょけぉかうあぇゃぇ ょけ くう-
ゃぇすぇ ゃ ┿そさうおぇ. ]こけさっょ ょぇくくうすっ くぇ “〈ぇおし さうしなさつ” 
ょけしすぇ ょなさあぇゃう けす 』っさくうは おけくすうくっくす しぇ し こけ-しゃっす-
かぇ うおけくけきうおぇ けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ, おぇすけ ╉ぇきっさせく, ╄お-
ゃぇすけさうぇかくぇ ╂ゃうくっは, ╀けすしゃぇくぇ う ╄ゅうこっす. 

] 50% こけ-っゃすうくけ とっ 
こなすせゃぇす ゃ ゅさぇょしおうは 

う きっあょせゅさぇょしおう すさぇくし-
こけさす こっくしうけくっさうすっ, 
くぇゃなさてうかう 70-ゅけょうて-
くぇ ゃないさぇしす, けす けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. 〈ぇいう ょけゅけ-
ゃけさっくけしす ぉっ こけしすうゅくぇすぇ  
きっあょせ 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 
う おけくしけさちうせき „¨ぉっょう-
くっくうっ くぇ ぇゃすけぉせしくうすっ 
こさっゃけいゃぇつう けす けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお” ╃╆╆╃  ょっしっす 
ょくう, しかっょ おぇすけ ¨ぉとうく-
しおうはす しなゃっす ゃいっ さってっ-
くうっ しぇきけ し 10% ょぇ ぉな-
ょぇす せゃっかうつっくう 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 きっあょせゅさぇょしおう すさぇくし-
こけさす. ╋っあょせゃさっきっく-
くけ こさっゃけいゃぇつうすっ ゃっつっ 
ぉはたぇ ゃょうゅくぇかう ちっくうすっ 
しさっょくけ し 20%.  
[ぇいかうおぇすぇ けす 30%, 

‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ ゃけょっとう 
そうさきう - つぇしす けす おぇいぇく-

かなておうは ぉういくっし, せつぇしすゃぇたぇ ゃ 
しさっとぇ いぇ けぉしなあょぇくっ くぇ おぇょさけ-
ゃうは こけすっくちうぇか くぇ くぇえ-しすぇさけすけ 
こさけそっしうけくぇかくけ せつうかうとっ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお う っょくけ けす くぇえ-しすぇさうすっ 
ゃ しすさぇくぇすぇ - ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあう-
っくけゃ”. 
〉つうかうとっすけ っ こさはお くぇしかっょくうお 

くぇ ぉうゃてうは きったぇくけすったくうおせき ゃ 
ゅさぇょぇ, ょぇか くぇ さぇえけくぇ う しすさぇ-
くぇすぇ ゃけょっとう おぇょさう くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ うくょせしすさうは. 
╇くうちうぇすけさ いぇ しさっとぇすぇ ぉっ 

せつうかうとくけすけ さなおけゃけょしすゃけ. ╁ 
くっは せつぇしすゃぇ う おきっすなす くぇ けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ.  

おけはすけ しっ はゃはゃぇ きっあょせ さっゅかぇきっくすうさぇくけすけ 
20-こさけちっくすくけ くぇきぇかっくうっ くぇ ちっくうすっ くぇ ぇゃ-
すけぉせしくうすっ ぉうかっすう いぇ すぇいう おぇすっゅけさうは たけさぇ う 
こけしすうゅくぇすけすけ くぇきぇかっくうっ けす 50%, っ ういちはかけ いぇ 
しきっすおぇ くぇ こさっゃけいゃぇつうすっ.  
╁ たけょぇ くぇ さぇいゅけゃけさうすっ きっあょせ ょゃっすっ しすさぇくう 

っ こけしすうゅくぇすけ う けとっ っょくけ しこけさぇいせきっくうっ: けし-
すぇくぇかうすっ こっくしうけくっさう, こけょ 70-ゅけょうてくぇ ゃない-
さぇしす, とっ こなすせゃぇす ゃ ゅさぇょしおうは すさぇくしこけさす くぇ 
ちっくぇ けす 60 しすけすうくおう. 〈けかおけゃぇ とっ こかぇとぇす いぇ 
ゅさぇょしおう ぇゃすけぉせし う せつっくうちうすっ.  
¨しすぇくぇかうすっ ちっくう くぇ ぉうかっすうすっ けしすぇゃぇす ぉっい 

こさけきはくぇ. 
′ぇ 14-すう そっゃさせぇさう 

す.ゅ. しさっょくけ し きっあ-
ょせ 13% う 23% ぉはたぇ 
せゃっかうつっくう ちっくうすっ くぇ 
ぉうかっすうすっ いぇ こなすせゃぇ-
くっ ゃ ゅさぇょしおうは う きっあ-
ょせゅさぇょしおう すさぇくしこけさす 
けす しすさぇくぇ くぇ こさっゃけい-
ゃぇつうすっ. 〉ゃっかうつっくうっ-
すけ しすぇくぇ そぇおす きっしっち, 
しかっょ おぇすけ すっ ょっこけいう-
さぇたぇ こうしきけ し すぇおけゃぇ 
うしおぇくっ ゃ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは.  
]っょきうちぇ こけ-おなしくけ 

きっしすくうはす こぇさかぇきっくす 
さってう せゃっかうつっくうっすけ 
ょぇ ぉなょっ し 10%. ╇ いぇ-
ょなかあう おきっすぇ くぇ けぉ-
とうくぇすぇ ょぇ いぇこけつくっ 
さぇいゅけゃけさう し こさっゃけい-
ゃぇつうすっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

 

しかっょ ょけぉなさ しなく こけ-かっしくけ しっ 
こさうょけぉうゃぇす せきっくうは う いくぇくうは.                                                                       
╉けかおけ しなく くう っ くせあっく? ′はきぇ 
っょくけいくぇつっく けすゅけゃけさ. 〈けゃぇ 
っ しすさけゅけ うくょうゃうょせぇかっく ゃな-
こさけし, おけえすけ いぇゃうしう けす きくけゅけ 
そぇおすけさう. ′ぇ おなさきぇつっすぇすぇ しぇ 
うき くっけぉたけょうきう こけくっ 16 つぇしぇ 
しなく くぇ ょっく. ╆ぇ ょっちぇすぇ しぇ ょけし-
すぇすなつくう 10 つぇしぇ. ╁ないさぇしすくう-
すっ しっ くせあょぇはす しさっょくけ けす 7-8 

つぇしぇ. ╇いゃっしすくけ っ, つっ ぉさっきっく-
くけしすすぇ こけゃうてぇゃぇ くせあょぇすぇ けす 
しなく し くはおけかおけ つぇしぇ. ╉さぇすおう-
はす しなく けす 4-5 つぇしぇ っ ゃさっょっく 
う けすしかぇぉゃぇ うきせくうすっすぇ. 》け-
さぇすぇ, おけうすけ しきはすぇす, つっ こさっい 
こけつうゃくうすっ ょくう とっ くぇゃぇおしぇす 
こさけこせしくぇすうは こさっい しっょきうちぇ-
すぇ しなく, すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす, つっ 
すけゃぇ くぇさせてぇゃぇ ぉうけさうすきうすっ 
うき. ╃けおぇいぇくけ っ う, つっ たけさぇすぇ, 
おけうすけ けぉうつぇす ょぇ しっ ういかっあぇ-
ゃぇす ょなかゅけ, しぇ ういかけあっくう くぇ 
こけ-ゃうしけお さうしお けす ょっこさっしうは う 
ょうぇぉっす.

╆ぇとけ しなくはす すさはぉゃぇ ょぇ っ 

ょけぉなさ?
‶なかくけちっくくうはす しなく うきぇ 

あういくっくけ ゃぇあくう いぇ けさゅぇくう-
いきぇ そせくおちうう: ゃないしすぇくけゃはゃぇ 
さぇぉけすけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ つけ-
ゃっお, けしけぉっくけ くっゅけゃぇすぇ ょゃう-
ゅぇすっかくぇ う くっさゃくぇ ぇおすうゃくけしす; 
ゃないしすぇくけゃはゃぇ けぉきはくぇすぇ くぇ 
ゃっとっしすゃぇすぇ; くぇきぇかはゃぇ さぇい-
たけょぇ くぇ っくっさゅうは; ういゃなさてゃぇ 
ょけこなかくうすっかくぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ 
うくそけさきぇちうはすぇ, こけしすなこうかぇ 
こさっい ょっくは; せゃっかうつぇゃぇ いぇ-
とうすくうすっ しうかう くぇ けさゅぇくういきぇ.                                                                                                 
‶けしかっょうちうすっ けす かけてうは う くっ-
ょけしすぇすなつっく しなく. ╁しうつおう, おけう-
すけ いぇしこうゃぇす こさっょ すっかっゃういけさぇ, 
うかう とけき “こけょせてぇす” ゃないゅかぇゃ-
くうちぇすぇ, けこさっょっかっくけ くっ しこはす 
ょけしすぇすなつくけ. [ぇぉけすぇすぇ こけゃっつっ 
けす 60 つぇしぇ くぇ しっょきうちぇ おさうっ 
こけすっくちうぇかっく さうしお けす うくしせかす 
うかう うくそぇさおす しぇきけ いぇさぇょう そぇ-

おすぇ, つっ くっ しっ しこう ょけしすぇすなつくけ. 
]すぇすうしすうおぇすぇ こけおぇいゃぇ, つっ こけ-
ゃっつっ けす 2-きぇ くぇ ゃしっおう 5-きぇ 
うきぇす こさけぉかっきう しなし しなくは. 
100 きかく. あうすっかう くぇ ╆っきはすぇ 
くっ せしこはゃぇす ょぇ しう ょけしこうゃぇす. 
‶けゃっつっすけ ぉなかゅぇさう くっ しう ょけし-
こうゃぇす, こけかけゃうくぇすぇ うきぇす さぇい-
しすさけえしすゃぇ くぇ しなくは, すゃなさょはす 
かっおぇさう. ╊うてぇゃぇくっすけ けす しなく 
くっ っ ぉっいけぉうょくけ. ′ぇこさうきっさ, 

くっょけしこうゃぇくっすけ っ こさうつうくぇ 
いぇ 10% けす おぇすぇしすさけそうすっ こけ 
しゃっすぇ. ¨しゃっく すけゃぇ, せゃっかうつぇ-
ゃぇ しっ さうしおなす けす: ょうぇぉっす すうこ 
2, ゃうしけおけ おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ, 
くっさゃくけ くぇこさっあっくうっ う しすさっし, 
いぇすかなしすはゃぇくっ; くぇきぇかはゃぇす 
おけくちっくすさぇちうはすぇ, そういうおけ-きけ-
すけさくうすっ せきっくうは う せきしすゃっくうすっ 
しこけしけぉくけしすう. ′はおけかおけ つぇしぇ 
かうてぇゃぇくっ けす しなく しっょきうつ-
くけ きけゅぇす ょぇ ょっしすぇぉうかういうさぇす 
たけさきけくぇかくうすっ くうゃぇ. ╉ぇそっすけ 
うかう ょさせゅう しすうきせかぇくすう くっ きけ-
ゅぇす ょぇ おけきこっくしうさぇす くっょけしこう-
ゃぇくっすけ. ]なし しなくは しぇ しゃなさいぇくう  
さっょうちぇ いぇぉけかはゃぇくうは –  つぇしす 

けす すはた しぇ うくしせかすなす, こしうたうつくう-
すっ いぇぉけかはゃぇくうは, ょっこさっしうゃくう-
すっ さぇいしすさけえしすゃぇ, ぉけかっしすすぇ くぇ 
┿かちたぇえきっさ, てういけそさっくうはすぇ.                                                                                                                  
╀っいしなくうっすけ. 〈けゃぇ っ くぇえ-つっし-
すけすけ さぇいしすさけえしすゃけ くぇ しなくは. 
‶けくはおけゅぇ こさっすけゃぇさゃぇくっすけ 
こさっい ょっくは ゃけょう ょけ しゃさなたゃない-
ぉせょぇ う こさけゅけくゃぇ しなくは. ′はおけう 
いぇしこうゃぇす っょゃぇ さぇくけ しせすさうく-
すぇ, ょさせゅう こなお しっ ぉせょはす つっし-
すけ こさっい くけとすぇ. 10 – 26% けす 
たけさぇすぇ しすさぇょぇす けす ゃさっきっくくけ 
ぉっいしなくうっ, 7 – 20%  しすさぇ-
ょぇす けす たさけくうつくけ ぉっいしなくうっ. 
┿おけ ぉっいしなくうっすけ こさけょなかあぇ-
ゃぇ こけゃっつっ けす すさう しっょきうちう, 
すけ しっ こさっゃさなとぇ ゃ たさけくうつくけ. 
¨す ぉっいしなくうっ しすさぇょぇす こけつ-
すう っょくぇ すさっすぇ けす たけさぇすぇ, a 
ゃしっおう ょっしっすう しすさぇょぇ けす こさけ-
ょなかあうすっかくう くぇさせてっくうは くぇ 
しなくは. ╀っいしなくうっすけ しっ しさっとぇ 

こけ-つっしすけ こさう あっくうすっ. ‶さうつう-
くうすっ いぇ ぉっいしなくうっ くぇえ-つっしすけ 
しぇ: ゃなくてくう しきせとっくうは - しゃっす-
かうくぇ, てせき; くっいょさぇゃけしかけゃっく 
くぇつうく くぇ あうゃけす  - ゅけかっきう おけ-
かうつっしすゃぇ おぇそっ うかう すさせょくけ-
しきうかぇっきう たさぇくう ゃっつっさ, かうこしぇ 
くぇ ょゃうあっくうっ, こせてっくっ; こさっおけ-
きっさくう ょけいう こさうしこうゃぇすっかくう.                                                                                           

╉ぇお ょぇ しっ しこさぇゃうき し ぉっい-
しなくうっすけ?  
‶さっょう ゃしうつおけ, すさはぉゃぇ ょぇ くっ 

しっ しすさぇたせゃぇきっ けす くっゅけ. ╁ しかせ-
つぇえ, つっ くっ せしこっっき ょぇ しっ しこさぇ-
ゃうき, おけくしせかすぇちうは し  かっおぇさ っ 
こけゃっつっ けす こさっこけさなつうすっかくぇ. 
╀さけっくっすけ くぇ けゃちっ ゃっつっ くっ しっ 
しきはすぇ いぇ ぇおすせぇかくけ. ′っけぉたけ-
ょうきけ っ ゃしっおう ょぇ しう しないょぇょっ 
こけしすけはくっく さうすせぇか いぇ いぇしこう-
ゃぇくっ. ‶しうたけかけいうすっ しなゃっすゃぇす: 
つっすっすっ こさうはすくぇ おくうゅぇ, しかせ-
てぇえすっ きせいうおぇすぇ, おけはすけ けぉう-
つぇすっ, こさうゅけすゃっすっ ょさったうすっ しう 
いぇ しかっょゃぇとうは ょっく, ういこうえすっ 
つぇてぇ きかはおけ し きっょ うかう つぇえ けす 
ゅかけゅ うかう きっくすぇ /くっ たぇこつっすぇ/, 
ゃいっきっすっ すけこなか ょせて. ‶さっょう 
かはゅぇくっ  - ぉっい そういうつっしおぇ ぇお-
すうゃくけしす, す.っ. くうおぇおなゃ しこけさす 
こさっょう かはゅぇくっ. ′け さっょけゃくけ-
すけ しこけさすせゃぇくっ しせすさうく うかう ゃ 
さぇくくうは しかっょけぉっょ きけあっ ょぇ 
こけょけぉさう しなくは. ‶さっょう かはゅぇくっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ けすこせしくっすっ, くっ しっ 
いぇょなかぉぇゃぇえすっ ゃ こさけぉかっきうすっ 
くぇ ょっくは. 
                                                          

╆かぇすくうすっ こさぇゃうかぇ くぇ ょけ-
ぉさうは しなく:       
- ]すぇさぇえすっ しっ ょぇ しこうすっ こけくっ 

8 つぇしぇ ゃ ょっくけくけとうっすけ.                                                  
- ′っ くぇしうかゃぇえすっ う くっ  ゃない-

こうさぇえすっ しなくは; かはゅぇえすっ ょぇ 
しこうすっ, おけゅぇすけ ゃう しっ しこう, くけ くっ 
こけ-おなしくけ けす 22 つぇしぇ. ]なくはす けす 
22 ょけ 1 つぇしぇ っ くぇえ-こけかっいっく.                                                                                                                                     
- ╇いおかのつゃぇえすっ ゃしうつおう ゃない-
きけあくう いゃせちう – さぇょうけ, すっかっ-
ゃういけさ, おけきこのすなさ う ょさ.

- ┿おけ しゃっすかうくうすっ ゃ しすぇはすぇ ゃう 
こさっつぇす, しかけあっすっ しう きぇしおぇ いぇ 
けつう.
- ╁うくぇゅう こさけゃっすさはゃぇえすっ う 

こけょさっあょぇえすっ しこぇかくはすぇ, こさっ-
ょう ょぇ しう かっゅくっすっ. ‶けょぉっさっすっ 
いぇ くっは こけょたけょはとう ちゃっすけゃっ う 
しゃっすかうくぇ.                                                          
- ┿おけ しすっ ゃいっかう しなくけすゃけさくけ 

うかう せしこけおけうすっかくけ, くっ ゃなさてっ-
すっ ょさせゅぇ さぇぉけすぇ ゃ けつぇおゃぇくっ 
ょぇ ゃう しっ ょけしこう, ぇ しっ くぇゅかぇしっ-
すっ いぇ しなく.                                                                                                                             
- ]こっすっ しぇきけ ゃ かっゅかけすけ しう, 

ぇ くっ くぇ ょうゃぇくぇ こさっょ すっかっゃう-
いけさぇ. ╁ かっゅかけすけ くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
はょっすっ, ょぇ つっすっすっ おくうゅぇ, ょぇ 
こうてっすっ うかう ょぇ ゅかっょぇすっ すっかっ-
ゃういうは.                                                                                                                 
- ┿おけ ゃっつっさ いぇしこうゃぇすっ すさせょ-

くけ, くっ しっ ういかっあぇゃぇえすっ ょなかゅけ 
しせすさうく, ういぉはゅゃぇえすっ しかっょけ-
ぉっょくぇすぇ うかう ゃっつっさくぇ ょさはきおぇ.
- ┿おけ しなくはす くっ うょゃぇ, しすぇくっすっ 

さぇいたけょっすっ しっ, しゃなさてっすっ くっとけ 
せきしすゃっくけ う けこうすぇえすっ けすくけゃけ.                                                                                                                           
- ¨しすぇゃっすっ けぉきうしかはくっすけ くぇ 

しっさうけいくう こさけぉかっきう いぇ しせ-
すさうくすぇ.                                                                                              
- ]すぇはすぇ, ゃ おけはすけ しこうすっ, くっ 

っ きはしすけ いぇ ょけきぇてくうは かの-
ぉうきっち. ┿おけ くっ きけあっすっ ょぇ 
しっ さぇいょっかうすっ し くっゅけ, こけくっ 
くっ ゅけ こせしおぇえすっ ゃ かっゅかけすけ.                                
╊のぉけこうすくけ. ]なくはす けぉたゃぇとぇ 
っょくぇ すさっすぇ けす あうゃけすぇ くぇ つけ-
ゃっおぇ. ]こけさっょ せつっくうすっ, あっくう-
すっ しこはす こけ 9 つぇしぇ う 7 きうくせすう, 
ぇ きなあっすっ - きうくせすおぇ こけゃっつっ. ] 
ゃないさぇしすすぇ つけゃっお しこう こけ-きぇか-
おけ. ] くぇえ-きぇかおけ ゃさっきっすさぇっくっ 
っ しなくはす しかっょ 60-すぇすぇ ゅけょうくぇ. 
╁ くはおけう はこけくしおう そうさきう しぇ 
しないょぇかう せしかけゃうは う いぇょなかあぇ-
ゃぇす さぇぉけすくうちうすっ しう ょぇ いぇし-
こうゃぇす  /ぇ くっ ょぇ ょさっきくぇす/ いぇ 
こけ 5 きうく., しかっょ おぇすけ けぉはょゃぇす 
– すけゃぇ せゃっかうつぇゃぇかけ こさけういゃけ-
ょうすっかくけしすすぇ こさっい しかっょけぉっょ-
くうすっ 3-4 つぇしぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

Уточнение:
В брой 24 на ТА две от публикуваните снимки на 
Стоянка Мутафова са на фотографа Бедрос Азинян

14-てけ  すあちて か 』うかてそうかせ おかせ せあ つひせみ. ′あ たちひう たひて つか そて-
いかしみくうあ たそ けせけぬけあてけうあ せあ 』うかてそうせあてあ くおちあうせあ そちえあせけ-
くあぬけみ, 』うかてそうせけみ なそせお くあ たつけにけねせそ くおちあうか け 』うかてそうせあ-
てあ あつそぬけあぬけみ くあ たちそなけしあさてけさあ せあ つひせみ.


