
╇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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[そせつてあせてけせ 』たあつそう:
╋けうそてひて すけ か
きけうけみて すとくかこ

╇かてかちあせけ

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
〈けすあ 〉みえあしそうあ

╊さつたかちてせそ:
2 800 かうちそ くあ おかぬあ てあしあせてけ

╈かそちえけ 【そのかう:
′あ ぁとおそすけち け そてえそうそちけてか, さそけてそ てひちつけす
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 【あこせそ そちひきけか 
『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: 5 74 55

╇きっ: ╉さぇしうきうさ 〈けくっゃ ]すっそぇくけゃ

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

╃かなあくけしす:  ¨こっさぇすけさ 『‶〉

╂けょうくう:

╆けょうは: [うぉう

》けぉう: 《せすぉけか, かけゃ

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“?

7 ゅけょうくう

╉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.

. . 

25 きぇさす /くっょっかは/

   ╋せいっえ „』せょけきうさ“
17:00 つぇしぇ
„[ぇょけしすう う しおなさぉう”, ういかけあぉぇ けす
すゃけさぉう くぇ 』せょけきうさ

   ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか“, そけぇえっ
18:00 つぇしぇ
„′ぇてっくちう こさっょう う しっゅぇ“, ういかけあぉぇ くぇ
ょっちぇ けす 【おけかぇすぇ こけ ういけぉさぇいうすっかくう う
こさうかけあくう ういおせしすゃぇ „┿さすかうくうは” し
さなおけゃけょうすっか ╁ぇくは ╆ぇこさはくけゃぇ 

26 きぇさす /こけくっょっかくうお/

╇くそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ せか. „╇しおさぇ” 4
18:00 つぇしぇ
„』けゃっおなす ょけ きっく“, ‶っすう くぇちうけくぇかっく
そけすけおけくおせさし しなゃきっしすくけ
し „《けすけゅさぇそしおぇ ぇおぇょっきうは“, ]けそうは
う ╀さぇくてけゃけ しょさせあっくうっ くぇ そけすけゅさぇそうすっ                               

27 きぇさす /ゃすけさくうお/

╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか“ -
   おぇきっさくぇ いぇかぇ
17:30 つぇしぇ
„╉けかおけ ゃうしけおけ っ かせくぇすぇ” ╃あぇい おけくちっさす
くぇ ょあぇい きせいうおぇくすう けす ╀なかゅぇさしおけすけ
くぇちうけくぇかくけ さぇょうけ

╁けっくっく おかせぉ
18:00 つぇしぇ
„』せょけきうさうぇょぇ 2012”, ‶っすう くぇちうけくぇかっく 
こさぇいくうお くぇ ょっすしおうすっ すぇかぇくすう, „╋ぇかおう-
すっ くぇてっくちう”, おけくおせさし いぇ ゃっしっかう ょっすしおう 
さうしせくおう, „‶さうしきったせかくうちう”, おけくおせさし いぇ 
ょっすしおう たせきけさうしすうつくう かうすっさぇすせさくう すゃけさぉう

28 きぇさす /しさはょぇ/

》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは
18:00 つぇしぇ
„115 ゅけょうくう ╇ゃぇく ╋うかっゃ“, のぉうかっえくぇ 
ういかけあぉぇ 115 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ う 85 
ゅけょうくう けす しきなさすすぇ くぇ たせょけあくうおぇ

29 きぇさす /つっすゃなさすなお/

╋せいっえ „』せょけきうさ“
16:00 つぇしぇ
„′っこけいくぇすうはす 』せょけきうさ“,  ‶[╄╋╇╄[┿ くぇ 
そうかきぇ くぇ ╂っけさゅう 〈けてっゃ ╇いかなつゃぇくっ ゃ こけさっ-
ょうちぇすぇ „′っこけいくぇすう〈╄” こけ ╀〈╁ くぇ 1 ぇこさうか 
けす 15:00 つぇしぇ

30 きぇさす /こっすなお/

╋せいっえ „』せょけきうさ“
17:00 つぇしぇ
„』せょけきうさ - くっこさういくぇすうはす おかぇしうお う くっけ-
こけいくぇすうはす くぇさけょけこしうたけかけゅ“ けす ╊のぉけきうさ 
╉けすっゃ しなゃきっしすくけ し ういょぇすっかしすゃけ „╆ぇたぇさうえ 
]すけはくけゃ“ 

┿おすうゃうしすおうすっ けす けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ╉′]╀ 
ゃ „┿さしっくぇか” ╄きう 』ぇくっゃぇ けす ╆ぇゃけょ 0 う 

]すけはくおぇ ╃うきうすさけゃぇ けす ╆ぇゃけょ 5 ぉはたぇ っょうく-
しすゃっくうすっ ぉなかゅぇさおう, こさっょしすぇゃうかう しうくょうおぇすぇ 
╉′]╀ くぇ 17-は ╉けくゅさっし くぇ あっくうすっ しうくょう-
おぇかうしすおう けす くぇえ-ゅけかっきうは すせさしおう しうくょうおぇす 
„〈のさお ╋っすぇか”. ╃ゃっすっ ぇさしっくぇかおう ぉはたぇ つぇしす 
けす 45-つかっくくぇすぇ きっあょせくぇさけょくぇ ょっかっゅぇちうは けす 
さぇいかうつくう しすさぇくう, せゃぇあうかう くぇえ-ゃうしけおうは そけ-
させき くぇ すせさしおうすっ さぇぉけすくうつおう. „〈のさお ╋っすぇか” 
っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ しうくょうおぇかくぇ けさゅぇくういぇちうは ゃ 
〈せさちうは う つかっく くぇ ╄ゃさぇいうは - くぇえ-ゅけかはきけすけ 
しうくょうおぇかくけ けぉっょうくっくうっ くぇ けさゅぇくういぇちうう くぇ 
さぇぉけすっとうすっ けす ╀ぇかおぇくしおうすっ しすさぇくう う ┿いうは. 
¨しゃっく ょゃっすっ ぉなかゅぇさおう, ゅけしすう くぇ そけさせきぇ ゃ 
┿くおぇさぇ, こさけゃっか しっ けす 4-すう ょけ 10-すう きぇさす, しぇ 
ぉうかう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ [せしうは, ┿いなさぉぇえょあぇく, 
╀っかぇさせし, 〈ぇょあうおうしすぇく, ╀ぇておうさうは, ╉うこなさ. 

╁ こなさゃうは ょっく くぇ きぇさす 
ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ けさ-

ゅぇくういぇすけさおぇすぇ „╁なくてくけ う 
ゃなすさってくけ おけけこっさうさぇくっ”  
けす „┿さしっくぇか” ╄かっくぇ ]すぇくっ-
ゃぇ こさけこかぇおぇたぇ ょゃっ きけきつっ-
すぇ - ぉかういくぇちう: ぅゃけさ う ╃う-
きうすなさ.
[けょっくうすっ ゅけかっきう きぇかつせ-

ゅぇくう しぇ いぇ さぇょけしす う くぇ すぇす-
おけすけ ゃ おなとぇすぇ - ]すぇくうしかぇゃ 
]すぇくっゃ - しかせあうすっか ゃ ]すぇく-
ちうはすぇ いぇ けすこぇょくう ゃけょう 
おさぇえ ¨ゃけとくうお. 
╉けかっゅうすっ くぇ ╄かっくぇ けす けす-

ょっか „╁なくてくけ おけけこっさうさぇくっ” 
あっかぇはす くぇ きくけゅけょっすくけすけ 
しっきっえしすゃけ きうかうけく とぇしすかう-
ゃう しこけょっかっくう きうゅけゃっ!
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』╅ぅ つあ せあこ-えそしかすけみて けくせそつけてかし せあ 
そちひきけか, つしかおうあせけ そて 『とつけみ け ╈かちすあせけみ
╇くょうは っ くぇえ-ゅけかっきうはす ゃくけ-

しうすっか くぇ けさなあうは ゃ しゃっすぇ, 
ぇ ]なっょうくっくうすっ とぇすう う [せしうは 
うきぇす ょはか けす 50 こさけちっくすぇ ゃ 
しゃっすけゃくぇすぇ すなさゅけゃうは くぇ けさな-
あうは ゃ こっさうけょぇ 2007-2011 ゅ. 
╇くそけさきぇちうはすぇ ぉっ さぇいこさけし-
すさぇくっくぇ ゃ しゃっすけゃくうすっ きっょうう 
けす ]すけおたけかきしおうは うくしすうすせす いぇ 
ういしかっょゃぇくっ くぇ きうさぇ (]╇‶[╇), 
ちうすうさぇく けす ╃‶┿.
¨ぉっきなす くぇ しゃっすけゃくぇすぇ すなさ-

ゅけゃうは し おけくゃっくちうけくぇかくう けさな-
あうは しっ っ せゃっかうつうか し 24 くぇ しすけ 
ゃ すけいう こっさうけょ, ゃ しさぇゃくっくうっ し 
2002-2006 ゅ.
]こけさっょ ょぇくくうすっ, ╇くょうは っ 

ゃくっしかぇ 10 くぇ しすけ けす ゅかけぉぇかくう-
すっ すさぇくしそっさう くぇ けさなあうは. 80 
くぇ しすけ しぇ させしおう, けしすぇくぇかうすっ しぇ 
けす ╁っかうおけぉさうすぇくうは う ╇いさぇっか. 
“‶けおせこおうすっ くぇ けさなあうは けす ╇く-
ょうは しぇ きけすうゃうさぇくう けす さっょうちぇ 
そぇおすけさう - しなこっさくうつっしすゃけすけ し 
‶ぇおうしすぇく う ╉うすぇえ, ゃなすさってくう-
すっ おけくそかうおすう う すっさけさういきなす, 
おぇおすけ う せしうかうはすぇ くぇ ╃っかたう 
ょぇ さぇいてうさう ゃけっくくけきけさしおうすっ 
しう しこけしけぉくけしすう”, っ いぇはゃうか いぇ  
くっきしおぇすぇ ぇゅっくちうは  ╃‶┿ ╋ぇさお 
╀さけきかう けす ]╇‶[╇.
╃させゅうすっ つっすうさうきぇ くぇえ-ゅけかっ-

きう ゃくけしうすっかう いぇ ういしかっょゃぇくうは 
こっさうけょ しなとけ しぇ ゃ ┿いうは. 〈けゃぇ 
しぇ  ぃあくぇ ╉けさっは, ‶ぇおうしすぇく, 
╉うすぇえ う ]うくゅぇこせさ. 
]うさうは っ ゃくっしかぇ けおけかけ てっしす 

こなすう こけゃっつっ けさなあうは ゃ うい-
しかっょゃぇくうは こっさうけょ. [せしうは っ 
ょけしすぇゃうかぇ 72 くぇ しすけ けす けさな-
あうはすぇ, ゃくっしっくう けす さっあうきぇ くぇ 
こさっいうょっくすぇ ╀ぇてぇさ ぇか ┿しぇょ. 
]┿】 うきぇす ょはか けす 30 くぇ しすけ ゃ 

しゃっすけゃくうは ういくけし くぇ けさなあうは う 
しぇ こさけょぇゃぇかう くぇ こけゃっつっ けす 80 
しすさぇくう, しけつぇす ょぇくくうすっ. ぃあくぇ 

╉けさっは, ┿ゃしすさぇかうは う ¨ぉっょう-
くっくうすっ ぇさぇぉしおう っきうさしすゃぇ しぇ 
すさうすっ くぇえ-ゅけかっきう ゃくけしうすっかう 
くぇ ぇきっさうおぇくしおけ けさなあうっ. ]ぇ-
きけかっすうすっ うきぇす ょはか けす 60 くぇ 
しすけ ゃ ぇきっさうおぇくしおうは けさなあっっく 
ういくけし. ]ぇせょうすしおぇ ┿さぇぉうは こけょ-
こうしぇ ょけゅけゃけさ いぇ おせこせゃぇくっ くぇ 
154 ぉけえくう しぇきけかっすぇ F-15SA. 
〈けゃぇ っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ しょっかおぇ いぇ 
ょけしすぇゃおぇ くぇ けさなあうは いぇ こけしかっょ-
くうすっ ょゃっ ょっしっすうかっすうは, こけしけつゃぇ 
]╇‶[╇.
╃っかなす くぇ [せしうは ゃ しゃっすけゃくぇすぇ 

すなさゅけゃうは し けさなあうは っ 24 くぇ しすけ. 
′ぇえ-ゅけかっきうはす うき ゃくけしうすっか っ 
╉うすぇえ, おけえすけ しなとけ っ せゃっかうつうか 
ういくけしぇ しう, しなけぉとぇゃぇ くぇ しゃけえ 
さっょ  ╀〈┿.
〈さっすうはす ういくけしうすっか くぇ けさな-

あうは ゃ しゃっすぇ っ ╂っさきぇくうは し ょはか 
けす 11 くぇ しすけ けす すさぇくしそっさう-
すっ. ╆ぇ しさぇゃくっくうっ, こさっい 2001-
2005 くっえくうはす ょはか っ ぉうか 7 くぇ 
しすけ. 〈は っ いぇしうかうかぇ こけいうちううすっ 
しう ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ こさけょぇあぉう 
くぇ そさっゅぇすう う こけょゃけょくうちう. ¨し-
くけゃくうすっ え こぇいぇさう しぇ ╂なさちうは, 
ぃあくぇ ╉けさっは う ぃあくぇ ┿そさうおぇ. 
╂っさきぇくうは とっ けしすぇくっ ゅけかはき うい-
くけしうすっか ゃ しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう, 
けすぉっかはいゃぇ ╋ぇさお ╀さけきかう.
′ぇ つっすゃなさすけ きはしすけ っ 《さぇくちうは 

し ょはか けす 8 くぇ しすけ, こっすぇ っ ╁っかう-
おけぉさうすぇくうは.
╀ぇいぇすぇ ょぇくくう くぇ ]╇‶[╇ いぇ 

ゅかけぉぇかくぇすぇ すなさゅけゃうは し けさなあうは 
くっ ゃおかのつゃぇ きぇかおうすっ けさなあうは. 
╃ぇくくうすっ ゃ くっゅけ しっ けしくけゃぇゃぇす 
くぇ くぇえ-さぇいくけけぉさぇいくう こせぉかうつ-
くう ういすけつくうちう - けす きっしすくう ゃっしす-
くうちう ょけ しこっちうぇかういうさぇくう きっあ-
ょせくぇさけょくう ういょぇくうは. ╁ くっゅけ しぇ 
けすさぇいっくう けぉっきうすっ, くけ すは くっ けぉ-
たゃぇとぇ そうくぇくしけゃぇすぇ しすけえくけしす 
くぇ こさけょぇあぉうすっ, こけしけつゃぇ ╃‶┿.

〈┿ 

╁ないきけあくけしすうすっ くぇ あうゃっっとうすっ ゃ 
きくけゅけそぇきうかくう あうかうとぇ いぇ おぇく-

ょうょぇすしすゃぇくっ こけ こさけっおす „╄くっさゅうえくけ 
けぉくけゃはゃぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ょけきけゃっ” 
けぉしなあょぇたぇ くぇ しなゃきっしすくう しさっとう  こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくう-
しすさぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお し ょけきけせこさぇゃうすっかう 
くぇ きくけゅけそぇきうかくう あうかうとくう しゅさぇょう ゃ 
ゅさぇょぇ. ‶さけっおすなす, こけ おけえすけ ╋[[╀ さぇ-
ぉけすう, ぉっ こさっょしすぇゃっく けぉしすけえくけ こさっょ 
いぇうくすっさっしけゃぇくうすっ. 〈っ ぉはたぇ いぇこけいくぇすう 
し おけくおさっすくうすっ ういうしおゃぇくうは, くぇ おけう-
すけ しかっょゃぇ ょぇ けすゅけゃぇさはす しゅさぇょうすっ こさう 
おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こけ  こさけっおすぇ, おぇおすけ う し 
くせあくぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ こさっょゃぇさうすっか-
くぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは. 
‶けゃけょ いぇ しさっとうすっ しすぇくぇ そぇおすなす, 

つっ ╉ぇいぇくかなお っ っょうく けす 36-すっ ゅさぇょぇ ゃ 
しすさぇくぇすぇ, ういぉさぇくう ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす 
こけ すけいう こさけっおす. 〈けえ しっ さっぇかういうさぇ こけ 
¨‶ ”[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ” し そうくぇくしけ-
ゃぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい 
つさっい ╄ゃさけこっえしおうは そけくょ いぇ さっゅうけくぇか-
くけ さぇいゃうすうっ. 
′ぇ ょけきけせこさぇゃうすっかうすっ くぇ しゅさぇょう ぉっ 

こさっょしすぇゃっくぇ う しすぇすうしすうおぇ いぇ こけかいうすっ 
けす っくっさゅうえくけすけ けぉくけゃはゃぇくっ くぇ あう-
かうとぇすぇ う おけくおさっすくうすっ うおけくけきうう くぇ 
しさっょしすゃぇ いぇ けすけこかっくうっ, さっぇかういうさぇくう 
おぇすけ しかっょしすゃうっ けす っくっさゅうえくけすけ けぉくけ-
ゃはゃぇくっ. 
‶さけっおすなす いぇ „╄くっさゅうえくけ けぉくけゃはゃぇくっ 

くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ょけきけゃっ” っ くぇ ╋[[╀. 
¨しうゅせさっくうすっ ぉっいゃないきっいょくけ けす っゃさけ-
こっえしおう そけくょけゃっ しさっょしすゃぇ ゃ くっゅけ しぇ 50 
きうかうけくぇ かっゃぇ. ╆ぇ こなさゃう こなさゃう こなす しっ 
こさっょけしすぇゃは すけかおけゃぇ ゅけかはき こせぉかうつっく 
さっしせさし いぇ あうかうとくけ しぇくうさぇくっ. ] すっいう 
しさっょしすゃぇ とっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ういゃなさてっ-
くう っくっさゅけ-っそっおすうゃくう きっさけこさうはすうは くぇ 
ぉかういけ 180 しゅさぇょう ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ′ぇ 
こさぇおすうおぇ けおけかけ 6 100 ぇこぇさすぇきっくすぇ とっ 
きけゅぇす ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす すぇいう ぉっい-
ゃないきっいょくぇ そうくぇくしけゃぇ こけきけと, おけはすけ 
こさっょしすぇゃかはゃぇ 50% けす しすけえくけしすすぇ くぇ 
っくっさゅけ-っそっおすうゃくうすっ きっさけこさうはすうは いぇ 
ゃしっおう ぇこぇさすぇきっくす. ‶さけっおすなす とっ しっ うい-
こなかくはゃぇ ゃ こっさうけょぇ 2012 – 2015 ゅ. ╁ 
くっゅけ とっ ぉなょぇす こさうけさうすっすくけ ゃおかのつっくう 
しゅさぇょう うかう けすょっかくう ゃたけょけゃっ けす しゅさぇ-

ょう, おけうすけ しぇ こさけっおすうさぇくう こさっょう 26-すう ぇこさうか 1999 ゅ. 
╆ぇ そうくぇくしうさぇくっ こけ こさけっおすぇ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇす-

しすゃぇす しけぉしすゃっくうちう くぇ しゅさぇょう, おけうすけ しぇ くぇえ-きぇかおけ 
くぇ こけ 3 っすぇあぇ, し きうくうきせき 6 ぇこぇさすぇきっくすぇ ゃ しゅさぇょぇすぇ. 
╆ぇ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす いぇ しさっょしすゃぇ こけ すけいう こさけっおす, 

くぇえ-ゃぇあくけすけ せしかけゃうっ いぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゅさぇあょぇくう, あう-
ゃっっとう ゃ きくけゅけそぇきうかくう あうかうとぇ, っ ょぇ うきぇす しないょぇょっ-
くけ ]ょさせあっくうっ くぇ しなしけぉしすゃっくうちうすっ. ╆ぇ ょぇ っ かっゅうすうき-
くけ, すけ すさはぉゃぇ ょぇ っ しないょぇょっくけ けす 67% けす あうゃっっとうすっ 
ゃ しなけすゃっすくぇすぇ しゅさぇょぇ. 
╁しうつおう けょけぉさっくう おぇくょうょぇすしすゃぇとう こけ こさけゅさぇきぇすぇ 

とっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇす ぉっいゃないきっいょくけ こけかけゃうくぇすぇ けす 
けぉとうは さぇいきっさ くぇ しさっょしすゃぇすぇ, くせあくう いぇ っくっさゅうえくけすけ 
しぇくうさぇくっ くぇ あうかうとぇすぇ. ╅うゃっっとうすっ ゃ きくけゅけそぇきうか-
くうすっ  あうかうとぇ とっ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす  いぇ つぇしす けす 
すっいう こぇさう いぇ すけこかけういけかぇちうは くぇ しゅさぇょぇすぇ, こけょきはくぇ 
くぇ ょけゅさぇきぇ, ういゅさぇあょぇくっ くぇ かけおぇかくう うくしすぇかぇちうう いぇ 
けすけこかっくうっ.

31 きぇさす/しなぉけすぇ/

╋せいっえ „』せょけきうさ“
17:00 つぇしぇ
‶さっきうっさぇ: „╊のかおぇ くぇ ゃしっかっくぇすぇ“, しすうたけ-
しぉうさおぇ けす [せきっく ╃っくっゃ

1 ぇこさうか /くっょっかは/

╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか“ - おぇきっさくぇ 
いぇかぇ
11:00 つぇしぇ
′っょっかくけ きぇすうくっ しなゃきっしすくけ し „╉さっきけくぇ” ┿╃

╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか“ - ゅけかはきぇ いぇかぇ
19:00 つぇしぇ
『っさっきけくうは こけ ゃさなつゃぇくっ くぇ ′ぇゅさぇょぇすぇ „』せ-
ょけきうさ” 2012:

XI すっぇすさぇかっく そっしすうゃぇか „╉けきっょうえくうはす たうす 
くぇ しっいけくぇ“
V くぇちうけくぇかっく そけすけおけくおせさし „』けゃっおなす ょけ 
きっく”        
╊うすっさぇすせさっく おけくおせさし „』せょけきうさ” しなゃきっしすくけ 
し ゃっしすくうお „]すなさてっか”
V くぇちうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ ょっすしおうすっ すぇかぇくぇ-
すう „』せょけきうさうぇょぇ 2012”:
„╋ぇかおうすっ くぇてっくちう”, おけくおせさし いぇ ゃっしっかう ょっす-
しおう さうしせくおう
„‶さうしきったせかくうちう”, おけくおせさし いぇ ょっすしおう たせきけ-
さうしすうつくう かうすっさぇすせさくう すゃけさぉう
╉くうゅぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ くぇ 《けくょぇちうは „』せょけきうさ”
]すうこっくょうう くぇ 《けくょぇちうは „』せょけきうさ”
╉けくちっさす くぇ ゅさせこぇ „╁ぇおぇかう”
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Константин Спасов не е от тези, дето се съгласяват лесно образът им да бъде изваден в публичното пространство. По правило, 
така е с всеки, който наистина има какво и как да  разкаже, при това – интересно. Веднага разбирам, че винаги е бил човек с позиция, а 
спомените му го доказват – не е било веднъж да подава молба за напускане, щом усети, че неговите принципи някак не съвпадат с тези, 
които му налагат „отгоре”. Гледа на това с известна доза хумор, но това не значи, че към работата си, когато и да било, се е отнасял 
несериозно. Напротив, според Спасов, майсторлъкът ти иде отвътре, дарба е и е редно да я осъществиш изцяло. Той така се е опитал 
да си подреди живота - вършейки си работата и шегувайки се с безкрайните обществени ангажименти на съпругата си, познатата на 
арсеналци  от фирменото радио - Янка Спасова, по-късно станала  директор на Дома на културата  на „Арсенал”.

╂-く 〈けてっゃ, おけゅぇすけ しう ゅけ-
ゃけさうたきっ し ╁ぇし こさっょう 4 ゅけ-
ょうくう ゃ ╉ぇいぇくかなお, こさけっお-
すなす „′っこけいくぇすう〈╄”, ゃなさたせ 
おけえすけ しっゅぇ さぇぉけすうすっ, ゃしっ 
けとっ くっ ぉってっ そぇおす, くけ しっゅぇ 
ゃっつっ しっ ゅかっょぇ しなとけ すぇおぇ し 
けゅさけきっく うくすっさっし, おぇおすけ う 
こさっょうてくぇすぇ ╁う こけさっょうちぇ 
„╃させゅぇすぇ ╀なかゅぇさうは”. ╉ぇお-
ゃけ こけおぇいゃぇ さぇぉけすぇすぇ ╁う 
しっゅぇ, おぇおゃけ しぇ  おさうかう いぇ 
しっぉっ しう ういゃっしすくうすっ かうつ-
くけしすう けす けしすぇくぇかうすっ - すぇおぇ 
つっ, ょくっし ょぇ うきぇ いぇ おぇおゃけ 
ょぇ ゅう こさけっけすおさうゃぇきっ おぇすけ 
くっこけいくぇすう?

- ′っ しなき しうゅせさっく ょぇかう すっ 
しぇきうすっ くっとけ しぇ しおさうかう うかう 
くうっ, たけさぇすぇ くぇ きっょううすっ, しきっ 
ゅう こけおぇいゃぇかう っょくけしすさぇくつうゃけ 
う ょぇかう しぇきけすけ けぉとっしすゃけ う 
いさうすっかうすっ くっ しぇ うしおぇかう うかう 
くっ しぇ ぉうかう いぇたさぇくゃぇくう しぇきけ 
し ゃなくてくぇすぇ う こけくはおけゅぇ ぉかはし
おぇゃぇすぇ しすさぇくぇ けす せしこったうすっ くぇ 
すっいう たけさぇ. ╉けゅぇすけ いぇこけつくぇた 
„′っこけいくぇすう〈╄”, ぇい ゃっつっ さぇ
ぉけすった ゃ ╀う ╀う ]う ゃ ╊けくょけく う 
きくけゅけ うしおぇた ぉなかゅぇさしおうすっ きっ
ょうう ょぇ しっ こさけきっくはす うかう こけくっ 
ゃ すはた ょぇ しっ つせゃぇす さぇいかうつくう 
ゅかぇしけゃっ. ╆ぇすけゃぇ くぇこさぇゃうた 
すぇいう させぉさうおぇ, いぇとけすけ  しきは
すぇき, つっ すっかっゃういうはすぇ, けしゃっく 
ょぇ くぇせつぇゃぇて, ょぇ すっ  ゃなかくせゃぇ 
う ょぇ すっ いぇぉぇゃかはゃぇ, おぇおすけ すは 
けしくけゃくけ こさぇゃう ゃ ╀なかゅぇさうは, 
すさはぉゃぇ う ょぇ けぉさぇいけゃぇ. ╃ぇ 
けぉさぇいけゃぇ こけ くぇつうく, こけ おけえ
すけ たけさぇすぇ, おけうすけ ゅかっょぇす, ぉっい 
いくぇつっくうっ くぇ ゃないさぇしす, こけか う 
しけちうぇかくぇ こさうくぇょかっあくけしす, 
きけゅぇす ょぇ しっ うょっくすうそうちうさぇす 
し ゅっさけうすっ, ょぇ くぇせつぇす くっとけ 
こけゃっつっ いぇ すはた う こけ くはおぇおなゃ 
くぇつうく ょぇ きけゅぇす いぇ ゃないこうすぇす 
しゃけはすぇ っきけちうけくぇかくぇ こぇきっす う 
しっぉっ しう  ゃ くっとけ, おけっすけ いぇ きっく 
っ きくけゅけ ゃぇあくけ, ぇ うきっくくけ, つけ
ゃっお ょぇ いくぇっ いぇ おなょっ すさなゅゃぇ, 
こさっい おぇおゃけ きうくぇゃぇ, くぇおなょっ 

けすうゃぇ. ╆ぇすけゃぇ くぇこさぇゃうた „′っ
こけいくぇすう〈╄”, いぇとけすけ きくけゅけ 
つっしすけ すっいう  こせぉかうつくう かうつくけ
しすう, けす おけうすけ くうっ しっ ゃないたう
とぇゃぇきっ こけ っょうく うかう ょさせゅ こけ
ゃけょ うかう こなお くっ ゅう けぉうつぇきっ, 
くはおぇお けしすぇゃぇす こけ っょうく きくけゅけ 
っょくけしすさぇくつうゃ くぇつうく こさっょ
しすぇゃはくう. ╆ぇすけゃぇ いぇ きっく おぇすけ 
ぇゃすけさ  ぉってっ ゃぇあくけ たけさぇすぇ ょぇ 
きけゅぇす ょぇ ゃうょはす こけゃっつっ しすさぇ
くう けす たぇさぇおすっさぇ くぇ っょくぇ かうつ
くけしす, けす つけゃっておぇすぇ こさうさけょぇ. 
┿い くはきぇき こさっすっくちうはすぇ, つっ 
ういつっさこゃぇき こけいくぇすうすっ う くっこけ
いくぇすう しすさぇくう くぇ きけうすっ ゅっさけう, 
くけ いくぇき, つっ いぇっょくけ し っおうこう

すっ, し おけうすけ さぇぉけすは,  しなき うし
おさっく ゃ かのぉけこうすしすゃけすけ しう おなき 
すはた  ょぇ くぇせつぇ くっとけ こけゃっつっ. 

┿ぉしけかのすくけ しこけょっかはき ╁ぇ-
てっすけ きくっくうっ, つっ ょくってくう-
すっ きっょうう おぇすけ つっ かう こけ-
ゃっつっ ぉはゅぇす けす そせくおちうはすぇ 
しう ょぇ けぉさぇいけゃぇす う ゃないこう-
すぇゃぇす, ぉはゅぇす けす ういおせしすゃけ-

すけ, けす しっさうけいくうすっ すっきう /
╁うっ こさぇゃうすっ すけつくけ けぉさぇ-
すくけすけ/. ╆ぇとけ しこけさっょ ╁ぇし 
しっ しかせつゃぇ すぇおぇ -  いぇさぇょう 
っょくぇすぇ おけきっさしうぇかういぇちうは, 
いぇさぇょう ゅけくうすぉぇ くぇ ゃうしけおう 
さっおかぇきくう こさうたけょう, おけうすけ 
くけしう こけ-ゃうしけおうはす さっえすうくゅ 
くぇ おけきっさしうぇかくうすっ  こさけ-
ょせおちうう いぇ きぇしけゃうは いさうすっか 
うかう う いぇさぇょう くっとけ ょさせゅけ?

- „′っこけいくぇすう〈っ” う っおしこっさう
きっくすなす くぇ ╀う 〈う ╁う - ょぇ ょぇょっ 
すっかっゃういうけくくけ ゃさっきっ う しっいけく 
いぇ こけょけぉくう そうかきう, こけおぇいゃぇ, 
つっ こせぉかうおぇすぇ ゅう ゅかっょぇ. 〈けゃぇ, 
おけっすけ いぇ きっく っ こさけぉかっきくけ, 
っ, つっ くはおぇお しう ちはかぇすぇ ゃせかゅぇ
さういぇちうは くぇ けぉとっしすゃけすけ おぇすけ 
ちはかけ, おけはすけ こさっきうくぇゃぇ こさっい 
こけかうすうおぇすぇ う けすゃなょ こけかうすう
おぇすぇ, くぇこさぇゃう たけさぇすぇ きくけゅけ  
くっさうしおせゃぇとう. 》けさぇすぇ, おけうすけ 
しっ いぇくうきぇゃぇす し きっょうう ゃ ╀なか
ゅぇさうは, ゃなさゃはす しかっょ ゃおせしぇ くぇ 
こせぉかうおぇすぇ. ╆ぇとけすけ ゃおせしなす くぇ 
こせぉかうおぇすぇ しっ そけさきうさぇ. ╂け
かっきうすっ きっょうう こけ しゃっすぇ, くは
おけう けす おけうすけ こけいくぇゃぇき けすゃな
すさっ, おぇすけ ╀う ╀う ]う, ]う ╄く ╄く, 
┿RT, しぇ きっょうう, おけうすけ そけさきう
さぇす ゃおせし. ′うっ しきっ けぉさぇすくけすけ. 
′うっ しかっょゃぇきっ っょうく ゃおせし, いぇ 
おけえすけ しきはすぇきっ, つっ っ ゃおせしなす 
くぇ きぇしぇすぇ. ‶なさゃけ, ぇい しきはすぇき, 
つっ くはきぇ すぇおけゃぇ くっとけ, おけっ
すけ ょぇ しっ たぇさっしぇ くぇ ゃしうつおう, 
う ゃすけさけ - しきはすぇき, つっ ょけぉさぇ
すぇ きっょうは きけあっ ょぇ しなつっすぇっ ゃ 
しゃけはすぇ こかぇすそけさきぇ さぇいかうつくう 
ゃうょけゃっ こさけゅさぇきう. [ぇいかうつくう 
おぇすけ うくすっさっし, しすけえくけしす, いぇとけ 
くっ う おぇすけ けぉさぇすくぇすぇ ゃさないおぇ. 
┿い くっ きけゅぇ ょぇ おけきっくすうさぇき 

きっょううすっ. 〈っ しぇ すぇおうゃぇ, おぇ
おゃうすけ くうっ ゅう しないょぇゃぇきっ. ′け 
ゃ すけゃぇ, おけっすけ ぇい こさぇゃは, し たけ
さぇすぇ, し おけうすけ ゅけ こさぇゃは, ゃはさ
ゃぇき, つっ うきぇ しきうしなか. ┿ いぇとけ 
– ういおせしすゃけすけ?  ╆ぇとけすけ こけ
かうすうちうすっ ゅう いぇぉさぇゃはきっ, すっ 
きくけゅけ ぉなさいけ しぇ せこけすさっぉっくう 
う いぇたゃなさかっくう. ╋ぇかおけ けす こけ
かうすうちうすっ けしすぇゃぇす ゃ うしすけさうは
すぇ くぇ っょくぇ ょなさあぇゃぇ. |╋くけゅけ 
きぇかおけ しぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こけかう
すうちう, いぇ おけうすけ くうっ しっ しっとぇ
きっ ょくっし  – けす きうくぇかけすけ, けす 

くけゃぇすぇ くう うしすけさうは. ]きはすぇき, 
つっ たけさぇすぇ くぇ ういおせしすゃけすけ う 
くっ しぇきけ くぇ ういおせしすゃけすけ – ぉせお
ゃぇかくけ, ぇ きうしかっとうすっ たけさぇ しぇ 
すっいう, おけうすけ ょゃうあぇす けぉとっ
しすゃけすけ くぇこさっょ. ╆ぇすけゃぇ ぇい しっ 
ゃゅかっあょぇき ゃ すはた. ┿おけ しさっとくぇ 
こけかうすうお, おけえすけ けすゅけゃぇさは くぇ 
すっいう おぇつっしすゃぇ, つけゃっておう, ぇい 
ぉうた くぇこさぇゃうか そうかき いぇ くっゅけ. 

‶さっょう ゅけょうくう うしおぇた ょぇ くぇ
こさぇゃは すぇおなゃ そうかき いぇ ╂けさぉぇ
つけゃ. ′っ せしこはた ょぇ ゅけ くぇこさぇゃは, 
ょぇ っ あうゃ う いょさぇゃ, くけ う きぇか
おけ しぇ こけかうすうちうすっ ゃ しゃっすけゃっく 
おけくすっおしす, おけうすけ いぇしかせあぇゃぇす 
こけょけぉくけ ゃゅかっあょぇくっ. ╆ぇとけすけ, 
しかっょ おぇすけ うき ういすっつっ きぇくょぇ
すなす, こけゃっつっすけ しぇ けぉさっつっくう 
くぇ いぇぉさぇゃぇ. ╃けおぇすけ たけさぇすぇ 
くぇ ょせたぇ, くっおぇ すぇおぇ ょぇ ゅう くぇ
さうつぇきっ, しぇ たけさぇすぇ, おなき おけうすけ 
ゃうくぇゅう  とっ しっ ゃさなとぇきっ. ╆ぇ
とけすけ ゃしはおぇ っょくぇ くぇちうけくぇかくぇ 
おせかすせさぇ, ゃしっおう っょうく くぇさけょ ゃ 
っゃさけこっえしおう う しゃっすけゃっく こかぇく, 
うきっくくけ たけさぇすぇ くぇ ょせたぇ しぇ 
すっいう, おけうすけ けしすぇゃぇす. ╆ぇ すはた 
しっ しっとぇきっ, すったくうすっ そうかきう 
ゅかっょぇきっ,  こさっょ すったくうすっ おぇさ
すうくう しっ すなかこうき, つっすっき すった
くうすっ おくうゅう, しかせてぇきっ すはたくぇすぇ 
きせいうおぇ... ╄すけ いぇとけ たけさぇすぇ くぇ 
ょせたぇ くはおぇお しう けしすぇゃぇす きくけゅけ 
すさぇえくけ ゃ しゃっすけゃくぇすぇ うしすけさうは 
う こけ すぇおなゃ くぇつうく は こさうょゃうあ
ゃぇす くぇこさっょ.

╁ ╉ぇいぇくかなお しすっ いぇ しくうき-
おう くぇ そうかき いぇ 』せょけきうさ 
けす こけさっょうちぇすぇ „′っこけいくぇ-
すう〈╄”, おけえすけ ╀う 〈う ╁う とっ 
ういかなつう こさっい ぇこさうか. 〈けえ っ 
ぉうか ういおかのつうすっかくけ こけこせ-
かはさっく ゃ きうくぇかけすけ, けしけ-
ぉっくけ こさっい 40-すっ, ょけ 70-すっ 
ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお. 
╉ぇおゃけ くけゃけ, さぇいかうつくけ う 
くっこけいくぇすけ ぉう きけゅかけ ょぇ しっ 
くぇきっさう せ くっゅけ?

- 《うかきなす いぇ 』せょけきうさ, おぇお
すけ う ゃしうつおうすっ きう そうかきう, しぇ 
そうかきう ゃ ょゃうあっくうっ. ┿い かうつ
くけ, おぇすけ そうかけかけゅ, いくぇき ょけしすぇ 
いぇ くっゅけ, くっいぇゃうしうきけ, つっ すけえ 
くっ しっ ういせつぇゃぇ. ]すさぇたせゃぇき 
しっ, つっ こけおけかっくうはすぇ しかっょ きけ
っすけ, くけゃうすっ 16-17-ゅけょうてくう 
きけきうつっすぇ う きけきつっすぇ, こけつすう 
くっ いくぇはす いぇ くっゅけ. ′ぇこさぇゃうた 
っょくぇ ぇくおっすぇ こさっょ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす... ]すせょっくすう けす 
]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす くっ 
きけあったぇ ょぇ ちうすうさぇす くうすけ 
っょくけ くっゅけゃけ こさけういゃっょっくうっ 
おぇすけ いぇゅかぇゃうっ. ╋くけゅけ きぇか
おけ けす すはた いくぇったぇ いぇ 』せょけ
きうさ. 〈けゃぇ ぉってっ ゃ けしくけゃぇすぇ 

くぇ きけは かうつっく ゅくはゃ ... ぉはし – 
こさけしすけ しっ はょけしぇた. ╉ぇいぇた しう: 
すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさけきっくう! 
《うかきなす, おけえすけ こさぇゃうき, くっ っ 
そうかき, おけえすけ ういつっさこゃぇ あう
ゃけすぇ, すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 』せょけ
きうさ. 〈けえ くっ っ ぉうけゅさぇそうつっく 
そうかき. ╆ぇ すけゃぇ すさはぉゃぇす ゃさっ
きっ う きくけゅけ こぇさう. ╋けあっ ぉう 
ょけさう すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ っ しっさう

ぇか. 〈けゃぇ, おけっすけ うしおぇき ょぇ くぇ
こさぇゃは いぇ „′っこけいくぇすう〈っ”, っ ょぇ 
こけゃょうゅくぇ いぇゃっしぇすぇ けす いぇぉさぇ
ゃぇすぇ, おけはすけ すっゅくっ くぇょ うきっすけ 
”』せょけきうさ”, くぇょ すゃけさつっしすゃけすけ 
きせ, ぇおけ とっすっ. 〈けえ こさけょなかあぇ
ゃぇ ょぇ くっ しっ ういせつぇゃぇ. ╂けかっきう 
さっすさけしこっおすうゃくう ういかけあぉう くっ 
しっ こさぇゃはす し くっゅけゃうすっ おぇさすう
くう. ╄すけ いぇとけ 《けくょぇちうは „』せ
ょけきうさ” しっ けぉなさくぇ おなき きっく ゃ 
けこうす いぇ こぇさすくぬけさしすゃけ ゃ っょくぇ 
きくけゅけ すさせょくぇ いぇょぇつぇ う しっ くぇ
ょはゃぇき すけゃぇ ょぇ ぉなょっ こなさゃうはす 
そうかき う ょぇ こけしかっょゃぇす こけさっょう
ちぇ けす そうかきう, おくうゅう, ういかけあ
ぉう, ぇおけ とっすっ -  しこっおすぇおかう, 
ゃょなたくけゃっくう けす 』せょけきうさ, さぇい
おぇいゃぇとう いぇ 』せょけきうさ. ╇ くはおぇお 
しう, おけさっしこけくょうさぇとう し ょくって
くうすっ くさぇゃう, いぇとけすけ, かうつくけ 
ぇい, さけゃっえおう しっ う ゅけすゃっえおう 
しっ いぇ すけいう そうかき, けすおさうた こけ 
おぇおなゃ つせょけゃうとくけ ぇおすせぇかっく 
くぇつうく いゃせつぇす う くっゅけゃうすっ 
おぇさうおぇすせさう, う くっゅけゃうすっ かう
すっさぇすせさくう こさけういゃっょっくうは. ╇ 
おぇお, くうっ くはきぇきっ おせかすせさぇすぇ 
う つせゃしすゃうすっかくけしすすぇ ょぇ けぉなさ
くっき くっとけ, おけっすけ ゃっつっ うきぇきっ, 
くっとけ, おけっすけ ゃっつっ っ しないょぇょっ
くけ, ゃ くっゅけ ょぇ しっ けゅかっょぇきっ, 
いぇ ょぇ さぇいぉっさっき いぇとけ ゃしうつおけ 
すけゃぇ, おけっすけ くう っ くぇ ゅかぇゃぇすぇ, 
くう しっ しかせつゃぇ. ┿, こけゃはさゃぇえすっ 
きう, ゃ すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 』せょけ
きうさ うきぇ きくけゅけ けすゅけゃけさう  くぇ 
ゃなこさけしうすっ, けす おけうすけ ょくっし しっ 
ゃなかくせゃぇ くっ しぇきけ ぉなかゅぇさうくなす, 
くけ けす おけうすけ ょくっし しっ ゃなかくせゃぇ 
くけさきぇかくうはす つけゃっお.

〈けゃぇ かう っ こなすはす, こけ おけえ-
すけ ょぇ こさうけぉとうき きかぇょうすっ 
たけさぇ, いぇ おけっすけ ゅけゃけさうたきっ 
ゃ くぇつぇかけすけ, おなき ょせたけゃくう-
すっ ちっくくけしすう – ぉなかゅぇさしおう, 
っゃさけこっえしおう しすけえくけしすう う 
おなき しゃっすけゃくけすけ おせかすせさくけ 
くぇしかっょしすゃけ – ょぇ こさっつせ-
こうき くっとぇすぇ こさっい ょくってくうは 
ょっく.

- 〈けゃぇ っ っょくぇ ゃないきけあくけしす, 
くけ ゃぇあくぇ ゃないきけあくけしす. ╇ ぇい 
しなき  きくけゅけ とぇしすかうゃ, つっ ぉはた 
こけょおさっこっく けす きかぇょう たけさぇ. 
′っ しかせつぇえくけ しなき ゃいっか っょくけ 
きけきつっ おぇすけ さっあうしぬけさ – ぅゃけさ 
╁っしっかうくけゃ, こけおぇくうた  ╋ぇさうせし 
╉せさおうくしおう, きけあっ ぉう っょうく
しすゃっくうはす しなゃさっきっくっく ぉなか
ゅぇさしおう ぇおすぬけさ, おけえすけ さっぇぉう
かうすうさぇ しかけゃけすけ, ぉなかゅぇさしおけすけ 
しかけゃけ, こけ すけいう くぇつうく, おぇおすけ 
う っょうく きかぇょ けこっさぇすけさ, おぇすけ 
┿かっおしぇくょなさ ╉させきけゃ. ′ぇてう
はす っおうこ っ きくけゅけ きぇかなお, くけ 
っ しなしすぇゃっく けす きかぇょう たけさぇ, 
いぇとけすけ ゃしっおう っょうく けす くぇし, 
ゃっつっ うくすっさこさっすうさぇ 』せょけきうさ 
う くはおぇお しう ょぇゃぇ, ぇ う きう しっ 
うしおぇ ょぇ ょぇょっ くぇ たけさぇすぇ すぇいう 
けすゃけさっくぇ ゃないきけあくけしす, たけさぇ
すぇ, おけうすけ ゃっつっ ゅけ こけいくぇゃぇす 
う すっいう, おけうすけ くうとけ くっ いくぇはす 
いぇ くっゅけ, ょぇ しっ しさっとくぇす ゃ すけいう 
そうかき. ╆ぇとけすけ, しうゅせさっく しなき, 
つっ すっいう, おけうすけ きくけゅけ いくぇはす, 
とっ おぇあぇす おぇおゃけ っ ういこせしくぇすけ 
ゃなゃ そうかきぇ. ╋くけゅけ きう しっ とっ 
いぇ すっいう, おけうすけ くうとけ くっ いくぇはす 
いぇ くっゅけ, かうつくけしすすぇ くぇ 』せょけ
きうさ ょぇ しすぇくっ しうきこぇすうつくぇ う 
けすすぇき くぇしっすくっ すっ ょぇ すさなゅくぇす 
う ょぇ うしおぇす ょぇ いくぇはす こけゃっつっ 
いぇ くっゅけゃけすけ すゃけさつっしすゃけ. ]きは
すぇき, つっ すけゃぇ っ っょうく けす ゃない
きけあくうすっ, こけしすうあうきう こなすうとぇ 
- ょぇ しっ ゅけゃけさう, ょぇ しっ つせゃぇ 
うきっすけ 』せょけきうさ う しかっょ すけゃぇ 
すけ ょぇ ぉなょっ うくすっさこさっすうさぇくけ 
けすくけゃけ けす さぇいかうつくうすっ こけおけ
かっくうは.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╅うてそちひて せあ たそたとしみちせあてあ たそちかおけぬあ たそ ╆け 【け ╇け – „〉かたそくせあ
てけ【か”, ╈かそちえけ 【そのかう, いか う [あくあせしひさ くあ つせけすさけ せあ なけしす そて たそ
ちかおけぬあてあ, たそつうかてかせ せあ ぁとおそすけち. 》ちかすけかちあてあ せあ なけしすあ か たそ 
うちかすか せあ ぁとおそすけちそうけてか たちあくせけぬけ, せあ 29-てけ すあちて. ぅか いひおか 
けくしひねかせ たそ ╆け 【け ╇け せあ 1-うけ あたちけし - たそつしかおせけみて おかせ そて たちあく
せけぬけてか, そて 15 ねあつあ つしかお そいみお.
╈かそちえけ 【そのかう, つてあせあし せあぬけそせあしせそ たそたとしみちかせ つ たそちかおけぬあてあ 
„╉ちとえあてあ ╆ひしえあちけみ” たちかおけ えそおけせけ, たちけくせあうあ, ねか けすあ つあせてけ
すかせて さひす [あくあせしひさ. 【とさ か さあちあし さあくあちすあ, けえちあし か う さあくあせしひの
さけみ てかあてひち たちかく 1999-てあ えそおけせあ くあかおせそ つ てかあてちあしせけてか くうかくおけ 
おせかつ [そこせあ 『とつかうあ け ╉かつけ ぃたあてそうあ う „《てうひお えちかにあ”. 【そのかう 
けすあ たちけみてかしけ う [あくあせしひさ, あ たちかく 2008 えそおけせあ たちかおつてあうけ う ぁと
おそすけちそうけてか たちあくせけぬけ なけしすあ つけ くあ 〉かうかせあ [そさあせそうあ, ちあおうあは 
つか せあ せかいけうあし せあぬけそせあしかせ けせてかちかつ.
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しかせつぇう こけ-おなしくけ ゃ くけゃうすっ 
ぇさしっくぇかしおう こさけういゃけょしすゃぇ,  
こさう せしゃけはゃぇくっすけ くぇ „╉ぇ-
かぇてくうおけゃ”, ぉせおゃぇかくけ くっ しっ 
しこう こけ ちっかう くけとう, しこけきくは 
しう ╉けくしすぇくすうく ]こぇしけゃ. ]かっょ 
おぇすけ こなさゃうすっ しっさうう けすうてかう 
„ぉさぇお”, こぇさすうはすぇ ょけさう しっ 
せしなきくうかぇ ゃ しぇぉけすぇあ, こさぇ-
すうかぇ こさけゃっさおぇ う せゃけかくう-
かぇ たけさぇ! ╇しすうくぇすぇ けぉぇつっ っ 
ょさせゅぇ – かうこしゃぇか ゃしはおぇおなゃ 
けこうす. ╆ぇすけゃぇ けす ]]][ ょけてなか 
しなゃっすくうお – っきぉかっきぇすうつくうはす 
いぇ ぇさしっくぇかちう ‶さけすせこぇっゃ. ┿ 
こけしかっ うょゃぇか う ╉ぇかぇてくうおけゃ, 
おけゅぇすけ ゃっつっ ゃしうつおけ すさなゅくぇ-
かけ „こけ ゃけょぇ”.
‶け すけゃぇ ゃさっきっ, おけゅぇすけ こなさ-

ゃけ ぉうか ¨〈╉, ぇ こけしかっ – くぇ-
つぇかくうお かうくうは, ╉けくしすぇくすうく 

さぇぉけすう いぇ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 
いぇすゃけさくうは ぉかけお – くぇえ-すさせ-
ょけっきおうはす ょっすぇえか けす ┿╉-47, 
こけしかっ しすぇくぇか いぇきっしすくうお くぇ 
くぇつぇかくうおぇ ╃うきうすなさ ‶けこけゃ. 
╃けおぇすけ こけこぇょくっ くぇ こさけしかけ-
ゃせすうは ╂っさけえ くぇ しけちうぇかうし-
すうつっしおうは すさせょ – ╇ゃぇく, くぇ-
さうつぇく けす ゃしうつおう „╇ゃぇくうつ”, 
てっそ くぇ ╆ぇゃけょ 5. ‶けおぇくぇすぇ 
けす ╇ゃぇくうつ くっ きけあっかぇ ょぇ 
しっ けすおぇあっ. ╉けえすけ ゅけ っ  こけ-
いくぇゃぇか, いくぇっ すけゃぇ: おなょっ くぇ 
しっさうけいくけ, おなょっ し こけ-ゅさせ-
ぉうつおう, くけ うしおさっくう てっゅうつ-
おう, すけえ ょなさこぇか いぇゃけょぇ くぇ-
こさっょ. ╇ゃぇくうつ ゅけ こさぇとぇ ゃ 
ちった 120 ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ っょさけおけさこせしくう ょっすぇえかう 
くぇ そさっいう. ]かっょ ょなかゅう せゃっ-
とぇくうは ╉けくしすぇくすうく しすぇゃぇ 
きぇえしすけさ しきはくぇ. [ぇぉけすう こぇお 
こけ せしゃけはゃぇくっすけ, すけいう こなす くぇ 
そさっいうすっ 《〉 320, こけしかっ う くぇ 
くぇてぇすぇ – 《〉-250, いぇっょくけ 
し ゃしうつおう こさうしこけしけぉかっくうは 
おなき すはた. ‶けしかっ うょっ さっょ くぇ 
さぇょうぇかくぇすぇ ぉけさきぇてうくぇ, くぇ 
せくうゃっさしぇかくぇすぇ そさっいぇ, くぇ 
ぉけさきぇてうくぇすぇ ‶╉ 32... う… 
„すなえ きっあょせ ょさせゅけすけ きうくぇたぇ 
ゅけょうくうすっ”. ‶ぇお „きっあょせ ょさせ-
ゅけすけ”, しなこさせゅなす ╉けくしすぇくすうく 
ゅかっょぇか ょっちぇすぇ, ょけおぇすけ ぅくおぇ 
せつうかぇ ゃうしてっ. ╁けょっか ゅう くぇ 
ゅさぇょうくぇ う ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ, 
つっ ょけさう せつうすっかおうすっ こうすぇかう: 
”〈うは ょっちぇ きぇえおぇ うきぇす かう?”. 
′ぇ ぇくゅぇあうきっくすうすっ くぇ ぅくおぇ 
╉けくしすぇくすうく う しっゅぇ ゅかっょぇ 

ゃっかうおけょせてくけ, くうとけ, つっ けす-
くっかう こけつすう ゅけょうくう しゃけぉけょ-
くけ ゃさっきっ. ╆ぇすけゃぇ こなお, しっゅぇ 
– ゃさっきっ  きくけゅけ! ]っきっえしすゃけすけ 
っ とぇしすかうゃけ, つっ うきぇ けとっ あう-
ゃけす, つっ くぇきうさぇ さぇょけしす ゃ おな-
とぇすぇ ゃ ]おけぉっかっゃけ, つっ – おなょっ 
ょさなゃつっすぇ, おなょっ ゅさぇょうくおぇ, 
おなょっ くっとけ ょさせゅけ – こけつうゃおぇ-
すぇ しっ しなつっすぇゃぇ し さぇぉけすぇすぇ. ╄, 
きせいぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ くっ ゃうくぇゅう 
うょゃぇ, いぇとけすけ ╉けくしすぇくすうく 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ こさぇゃう ゃしうつ-
おけ せ ょけきぇ しう し ぇさしっくぇかしおう 
きぇえしすけさかなお, ぇ: ”╋ぇえしすけさかな-
おなす っ おぇすけ こさう こけっすぇ: おけゅぇすけ 
きせ ょけえょっ きせいぇすぇ...”, てっゅせゃぇ 
しっ ょくっし ╉けくしすぇくすうく ]こぇしけゃ.

¨す さぇぉけすぇ ╉けくしすぇくすうく くっ 
しっ っ こかぇてうか くうおけゅぇ

》けょうか ょぇ さぇぉけすう こさっい 80-すっ 
ょけさう ゃ ╉けいかけょせえ: こけ 12 つぇしぇ 
くぇ ょっく. ┿ おけゅぇすけ ゅけ こさうすうし-
おぇす くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ, すけえ 
こけょぇゃぇ きけかぉう いぇ くぇこせしおぇ-
くっ, ぉっい ょぇ ゅけ っ しすさぇた, つっ けす 
くはおぇおなゃ くぇつぇかくうお きけあっ ょぇ 
しすぇくっ さぇぉけすくうお. ╉けゅぇすけ こさう 
こけさっょくうすっ くっこさうはすくけしす う ゃ 
╆ぇゃけょ 5 こけうしおぇか ょぇ くぇこせし-
くっ いぇさぇょう こせしすけすけ こぇさすうえくけ 
つかっくしすゃけ, くぇこさぇゃけ いぇはゃうか, 
つっ とっ うょっ, ぇおけ すさはぉゃぇ くぇ 
くぇちうけくぇかっく けぉっおす, ぇおけ ょさせ-
ゅぇ さぇぉけすぇ くっ きせ ょぇょぇす ゃ „┿さ-
しっくぇか” うかう ういけぉとけ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. 】けすけ うきっくくけ し すけゃぇ ゅけ 
いぇこかぇてゃぇかう: くぇこせしくっ かう ╆ぇ-
ゃけょ 5, さぇぉけすぇ ゃ ゅさぇょぇ くはきぇ 
ょぇ くぇきっさう!   
╁きっしすけ くぇ くぇちうけくぇかっく 

けぉっおす, けぉぇつっ, しっ けおぇいゃぇ こぇお 
いぇょ こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか” – 
すけいう こなす, ゃ こけょしすぇくちうはすぇ. 
〈ぇおぇ, くぇえ-こけしかっ ╉けくしすぇくすうく 
]こぇしけゃ けすうてなか ょぇ さぇぉけすう 
こけ っかっおすさけしこっちうぇかくけしすすぇ 
しう, こけかせつっくぇ けす すったくうおせきぇ. 
‶さっょう すけゃぇ ゃしっ ゅけ こさぇとぇかう 
ょさせゅぇょっ. [ぇぉけすぇすぇ ゃ こけょ-
しすぇくちうはすぇ ゅけ くぇきうさぇ しかせ-
つぇえくけ, くけ う すぇき くっ ういぉはゅぇか 
けす  くぇきっしぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ╇ゃぇ-
くうつ... 〈せお, くぇ すけゃぇ さぇぉけすくけ 
きはしすけ, ゃ こけょしすぇくちうはすぇ, いぇ 
しゃぇかはくっ くぇ くぇこさっあっくうっすけ 
けす ゃうしけおけ ゃ くうしおけ, ╉けくしすぇく-

すうく ]こぇしけゃ っょゃぇ くっ いぇゅうくぇか. 
”╉けゅぇすけ ょはゃけかなす しう くはきぇ さぇ-
ぉけすぇ, すけゅぇゃぇ しすぇゃぇす ぉっかうすっ”, 
けぉけぉとぇゃぇ かけてうすっ しこけきっ-
くう ╉けくしすぇくすうく. ╇くちうょっくすぇ 
こけきくう すけつくけ: う おぇお けすうてなか 
ょぇ きっさう さっかしぇ ゃ おかっすおぇ ぉっい 
くぇこさっあっくうっ, う おぇお けす こさっし-
すぇさぇゃぇくっ しっ ゃなさくぇか ょぇ こさっ-
きっさう ゃすけさう こなす, う おぇお っょくぇ 
おさぇつおぇ しぇきけ ゃ こけゃっつっ ゅけ 

ぅくおぇ う ╉けくしすぇくすうく とっ 
こさぇいくせゃぇす いかぇすくぇ しゃぇすぉぇ くぇ 
7-きう ぇこさうか 

„╇きぇきっ 50 ゅけょうくう すさせょけゃ 
しすぇあ おぇすけ あっくっくう”, てっゅせゃぇ しっ 
╉けくしすぇくすうく. 50 ゅけょうくう あうゃけす 
いぇっょくけ, くっ ぉっい しこさっつおゃぇくうは 
ゃ っあっょくっゃうっすけ, くけ し おけきこさけ-
きうしう. ╆ぇ すけゃぇ う ょゃぇきぇすぇ しっ 
てっゅせゃぇす し ゃきっすおぇすぇ, つっ ゃしっおう 
きけあっ ょぇ しっ さぇいょっかは う ょぇ しっ 
おぇさぇ, ぇきぇ すさせょくけすけ っ ょゃぇきぇ 
ょぇ しっ ういすなさこはす. ‶さう すけゃぇ – し 
せしきうゃおぇ. 〉しきうゃおうすっ ゃ しっきっえ-
しすゃけすけ くっ しゃなさてゃぇす, ょけおぇすけ 
しう ゅけゃけさうき いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ. 
╃ゃぇきぇすぇ しっ しさっとくぇかう こけおさぇえ 
„┿さしっくぇか”. 〈けゅぇゃぇ こけつゃぇ う 
すさせょけゃうはす こなす くぇ ╉けくしすぇくすうく. 
╆ぇゃなさてうか おぇいぇくかなておうは すった-

くうおせき, すけえ, おぇすけ きくけゅけ ょさせゅう, 
こさっい 1958 ゅけょうくぇ こけこぇょぇ こけょ 
せょぇさうすっ くぇ けくけゃぇ きうくうしすっさしおけ 
こけしすぇくけゃかっくうっ, おけっすけ いぇぉさぇ-
くはゃぇ くぇ きかぇょうすっ けす すったくうおせきぇ 
ょぇ せつぇす ゃうしてっ, ぇ いぇさぇょう くせあょぇ 
けす おぇょさう ゅう こさぇとぇ おなょっすけ くぇ 
こぇさすうはすぇ う ょなさあぇゃぇすぇ っ せょけぉ-
くけ. 〈ぇおぇ ╉けくしすぇくすうく こけこぇょぇ ゃ 
┿しっくけゃゅさぇょ – おぇすけ せつうすっか いぇ 
すさせょけゃう さっいっさゃう. ′うおけえ くっ 
ゅけ っ こうすぇか ょぇかう うしおぇ ょぇ しすぇ-
ゃぇ すぇおなゃ, こさけしすけ ゅけ こさぇとぇす. 
╆ぇ おけっすけ けぉぇつっ くっ しなあぇかはゃぇ, 
いぇとけすけ うきぇ しすさぇたけすくう しこけ-
きっくう. ‶ぇお ぉっい ょぇ ゅけ こうすぇす, ゅけ 
ゃさなとぇす ゃ „┿さしっくぇか”, いぇ おけっすけ 
こけかせつぇゃぇ ゃおなとう こうしきけ, けとっ 
こさっょう ょぇ っ ういおぇさぇか おぇいぇさきぇ-
すぇ. ╁っょくぇゅぇ しかっょ ゃけえくうおかなおぇ 
けすうゃぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, ゃ おけく-
しすさせおすうゃくうは けすょっか こさう さなおけ-
ゃけょうすっかうすっ ╉うさっゃ う ′っょっかつけ 
╀さぇすけっゃ. ¨ぉぇつっ – いぇ おさぇすおけ. 
„‶け くっいくぇえくう こなすうとぇ” ゅけ しさっ-
とぇ うくあ. ╂ってけ ╄くつっゃ う ゃっょくぇゅぇ 
ゅけ ゃうおぇ くぇ くぇえ-すっあおうは すけゅぇゃぇ 
„そさけくす” – しすぇさすなす くぇ せしゃけはゃぇ-
くっすけ くぇ ┿╉-47, ぉなょっとぇすぇ ゅけさ-
ょけしす くぇ „┿さしっくぇか” – ぇゃすけきぇすなす 
„╉ぇかぇてくうおけゃ”. ‶けつゃぇす ぉせお-
ゃぇかくけ けす „くせかぇすぇ”... ╁ないかぇゅぇす 
くぇ ╉けくしすぇくすうく, おぇすけ つけゃっお し 
けこうす ゃ けぉさぇいけゃぇくっすけ, ょぇ しなし-
すぇゃう ちはかけしすくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ 
けぉせつっくうっ こけ すっけさうは う こさぇお-
すうおぇ くぇ ぉなょっとうすっ きぇえしすけさう 
くぇ ┿╉-47. [ぇいょっかはす さぇぉけすくう-
ちうすっ くぇ しすさせゅぇさう, てかぇえそうしすう 
う そさっいうしすう, しこけさっょ くせあょぇすぇ 

くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う ゃう-
ょけゃっすっ ょっすぇえかう, おけうすけ すけ 
ゃおかのつゃぇ. ¨ぉせつぇゃぇす しっ ょゃっ 
ゅさせこう きかぇょっあう – っょくうすっ, 
ゃっつっ さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっ-
くぇか”, ょさせゅうすっ – しなゃしっき 
くっけこうすくう, くぇぉさぇくう けすゃなく. 
„╂けかはきぇ ょぇくょぇくうは!”, かぇおけ-
くうつっく っ ょくっし ╉けくしすぇくすうく 
いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ. ′っ しぇきけ 
せつうか たけさぇすぇ ょぇ さぇぉけすはす, 
くけ こさけういゃっあょぇかう う こさうぉけ-
さうすっ いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ. 
╋かぇょうすっ, 18-19-ゅけょうて-
くう,  ょけさう こなさゃけ ゅう ぉうかけ 
しすさぇた けす きぇてうくうすっ, つっし-
すけ しう すさけてっかう こさなしすうすっ 
こさう さぇぉけすぇ. 〈ぇおぇゃぇ きかぇょぇ 
う くっけこうすくぇ ぉうかぇ う ぅくおぇ, 
おけはすけ ょけてかぇ くぇ おせさしけゃっ ゃ 
いぇゃけょぇ, けしすぇくぇかぇ すぇき ちはか 

あうゃけす, つっ しう くぇきっさうかぇ う 
しなこさせゅ. „4 ゅけょうくう ょさせあぇ-
たきっ”, さぇいおぇいゃぇ ╉けくしすぇく-
すうく. ╁さないおぇすぇ うき こさっあう-
ゃはかぇ ょけさう くっょけゃけかしすゃけすけ 
くぇ こぇさすうはすぇ, いぇとけすけ 
ぅくおぇ ぉうかぇ ぇおすうゃっく つかっく, 
ぇ ╉けくしすぇくすうく ういけぉとけ くっ 
うしおぇか ょぇ つせっ ょぇ ゃかういぇ ゃ 
╀╉‶: ”′っ いくぇき いぇとけ ゃしっ 
うしおぇたぇ ょぇ きっ ゃおぇさゃぇす ゃ 
╀╉‶?!”, つせょう しっ すけえ. ]こけ-
さっょ くっゅけ, ゃうょはか う けす こさっ-
ょう 9-すう しっこすっきゃさう, う ょけ 
10-すう くけっきゃさう 1989-すぇ, 
う しっゅぇ: „╁しっ っょくけ う しなとけ 
っ. ‶けしさっとぇたきっ し こけおかけく  
ゅっさきぇくちう, ういこさぇとぇたきっ 
ゅう, こけしさっとぇたきっ させしくぇちう 
– しなとけすけ, しっゅぇ – ぇきっさう-
おぇくちう う っゃさけこっえちう...”. ′っ 
おさうっ, けぉぇつっ, つっ ょくっし くっ-
とぇすぇ くっ ゃなさゃはす くぇ ょけぉさっ, 
いぇとけすけ こけゃっつっ っゅけういなき けす 
ょくってくうは こさっい あうゃけすぇ しう 
╉けくしすぇくすうく くぇうしすうくぇ くっ 
こけきくう. 

╉けくしすぇくすうく, けぉぇつっ, 
こけきくう こなさゃうすっ しっさうう 
┿╉ – 47

‶けきくう う こなさゃうすっ こさけうい-
ゃっょっくう ょっすぇえかう – ゃしうつ-
おうすっ いぇ ぉさぇお! „╇きぇたきっ 
きくけゅけ こさけぉかっきう くぇおせこ: 
くっけぉせつっくう おぇょさう, くけゃけ, 
くっせしゃけっくけ う しかけあくけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ, くけゃう うくしすさせ-
きっくすう!...”. ╉ぇすけ きくけゅけ 

ゃおぇさぇかぇ ゃ おかっすおぇ し くぇこさっ-
あっくうっ, しかっょ おけっすけ しすぇくぇかけ 
おなしけ う ╉けくしすぇくすうく こけつくぇか 
ぉせおゃぇかくけ ょぇ ゅけさう...

╉けかっゅぇすぇ ‶っくつけ ╅っかっゃ 
きせ しこぇしはゃぇ あうゃけすぇ!

』せか しうゅくぇかういぇちうはすぇ いぇ 
ぇゃぇさうは, おけかっゅぇすぇ ぉなさいけ しかは-
いなか ょけかせ う ういきなおくぇか いぇ おさぇ-
おぇすぇ ゅけさはとうは ╉けくしすぇくすうく. 
”╋くけゅけ ょけぉなさ つけゃっお ぉってっ! 
′け う すけえ しう けすうょっ...” -  こさっい 
つうしすけ きなあおけ こさけしなかいはゃぇくっ 
しう しこけきくは ╉けくしすぇくすうく いぇ つけ-
ゃっおぇ, おけきせすけ ょなかあう ゃすけさうは 
しう あうゃけす. 〈ぇおぇ, し けぉうつ,  しう 
しこけきくは う ゃしうつおう おけかっゅう けす 
„┿さしっくぇか”. ] すっいう けす ╆ぇゃけょ 
5 /おけうすけ しぇ けしすぇくぇかう.../, 
こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しっ しなぉうさぇす 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ くぇ さっしすけさぇくす. 
¨ぉぇつっ ╉けくしすぇくすうく くっ うしおぇ 
ょぇ たけょう ゃ こっくしうけくっさしおうは 
おかせぉ – おぇすっゅけさうつくけ! ”《ういう-
けくけきううすっ きくけゅけ しっ こさけきっ-
くうたぇ... ′っ うしおぇき ょぇ ゅかっょぇき 
けとっ 100 こさけきっくっくう そういうけ-
くけきうう, っょくぇ きう しすうゅぇ こさっょ 
けゅかっょぇかけすけ”, てっゅせゃぇ しっ ╉けく-
しすぇくすうく ]こぇしけゃ こけ こけゃけょ こけ-
おぇくうすっ けす こさうはすっかう いぇ しさっ-
とう ゃ こっくしうけくっさしおうは おかせぉ. 
╁ ]おけぉっかっゃけ きせ っ こけ-ょけぉさっ. 
╇ し ょっちぇすぇ, けしけぉっくけ - し ゃくせ-
ちうすっ. ‶けしさっとぇ ゅう, ういこさぇとぇ 
ゅう, ょぇあっ こぇきこっさしう っ しかぇゅぇか. 
‶さう すけゃぇ – し せょけゃけかしすゃうっ.
】っさおぇすぇ [ぇかうちぇ しなとけ うきぇ 

いぇょ ゅなさぉぇ しう ぇさしっくぇかしおぇ 
おぇさうっさぇ – ゃ こさっしすうあくうは 
すなさゅけゃしおう けすょっか. ¨ぉぇつっ くぇ-
こせしおぇ, しうゅせさくけ おぇすけ ぉぇとぇ 
しう, ゃ すなさしっくっ くぇ くけゃう こさっ-
ょういゃうおぇすっかしすゃぇ. ]うくなす しなとけ 
こけつくぇか ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. ‶け-
かせつうか ちっくっく けこうす すぇき, ゃっつっ 
けす ゅけょうくう さぇぉけすう ゃ ┿ゃしすさうは 
う ╂っさきぇくうは, おなょっすけ ゅけ せゃぇ-
あぇゃぇす おぇすけ しこっちうぇかうしす, つっ 
ょけさう きせ うしおぇす ょさせゅ ぉなか-
ゅぇさうく, とけすけ ょっえくけしすすぇ くぇ 
そうさきぇすぇ さぇしすっ. 
′ぇこせしくぇか いぇ こっくしうは „┿さ-

しっくぇか” こさっい 1994-すぇ, ょくっし 
╉けくしすぇくすうく ]こぇしけゃ くっ けぉうつぇ 
ょぇ しっ ゃさなとぇ ゃ „┿さしっくぇか” ゃ 
╃っくは くぇ けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう: 

”╆ぇとけ ょぇ ゅかっょぇき きせいっは, おぇすけ 
ぇい しなき あうゃうはす きせいっえ?”, ぇさ-
ゅせきっくすうさぇ しっ けさなあっえくうおなす. 
′け ょけぉぇゃは: ”╂けかっきう こぇさう けす 
„┿さしっくぇか” くっ しきっ ゃいっかう. ′け - 
けぉうつぇき „┿さしっくぇか!”  ╇ しおさけき-
くけ けすぉっかはいゃぇ: „╅うゃけすなす きう っ 
おぇすけ くぇ ゃしっおう, おけえすけ っ さぇぉけ-
すうか すぇき”. 〈けつくけ ゃ すけゃぇ, けぉぇ-
つっ, っ  くっゅけゃけすけ ょけしすけえくしすゃけ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

24 きぇさす ╋っあょせくぇさけょっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ し すせぉっさおせかけいぇ
すぇ - こさっい 1882 ゅ. くっきしおうはす ぉぇおすっさうけかけゅ [けぉっさす ╉けた ういけかうさぇ 
ぉぇちうかぇ くぇ すせぉっさおせかけいぇすぇ.
25 きぇさす ╀かぇゅけゃっとっくうっ ╃っく くぇ きぇえおぇすぇ ‶さぇいくうお 

くぇ ┿しけちうぇちうはすぇ くぇ きっょうえくうすっ っおしこっさすう ゃ ぇょきうくうしすさぇ
ちうはすぇ (┿╋╄┿) ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ しこけさすくけすけ おうくけ

 - [けょっく e ╃うきうすなさ 》さうしすけゃ 』けさぉぇょあうえしおう - 』せょけきうさ.
‶ぇすさけくっく こさぇいくうお くぇ ¨〉 ”』せょけきうさ” ゃ ╉ぇいぇくかなお.
26 きぇさす ]なぉけさ くぇ ]ゃ.┿さたぇくゅっか ╂ぇゃさううか ╃っく くぇ 〈さぇ

おうは - こさっい 1913 ゅ. ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは けゃかぇょはゃぇ ¨ょさうくしおぇすぇ 
おさっこけしす, けぉはゃっくぇ いぇ くっこさっゃいっきぇっきぇ;  ゅ. /1827/ けす しき. くぇ 
╊せょゃうゅ ゃぇく ╀っすけゃっく;  - ╁ かのおしっきぉせさゅしおけすけ ゅさぇょつっ 【っく
ゅっく しっょっき しすさぇくう つかっくおう くぇ ╄]: 《さぇくちうは, ╂っさきぇくうは, ╀っかゅうは, 
╊のおしっきぉせさゅ, 》けかぇくょうは, ╇しこぇくうは う ‶けさすせゅぇかうは こけょこうしゃぇす しこけ
さぇいせきっくうっ, こさっきぇたゃぇとけ おけくすさけかぇ こけ ゅさぇくうちうすっ こけきっあょせ うき.
27 きぇさす ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ すっぇすなさぇ. ¨すぉっかはいゃぇ しっ 

いぇ 50-すう こなす;  ゅ. /1932/ けす さけあょ. くぇ ]かぇゃ ╉ぇさぇしかぇゃけゃ - こう
しぇすっか-ぉっかっすさうしす う こけっす, こけつ. 2002 ゅ.;  ゅ. /2007/ けす しき. くぇ 
╀けさうし ╃うきけゃしおう - たせょけあくうお-おぇさうおぇすせさうしす.
28 きぇさす ╃っく くぇ こけしすさぇょぇかうすっ こさう ういこなかくっくうっ くぇ 

しかせあっぉくう いぇょなかあっくうは  ゅ./1592/ けす さけあょ. くぇ ぅく ┿きóし 
╉けきéくしおう - つっておう こうしぇすっか う こっょぇゅけゅ, ゃなゃっか おかぇしくけ-せさけつくぇすぇ 
しうしすっきぇ う こけくはすうはすぇ: せつっぉくぇ ゅけょうくぇ, おかぇし, せさけお; - ╁ 
させしおうは ゅさぇょ 〈けかうぇすう いぇこけつゃぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ぇゃすけきけぉうかう 
“╅うゅせかう”.
29 きぇさす ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ ゃけっくくけうくゃぇかうょうすっ う こけ

しすさぇょぇかうすっ こさう ういこなかくっくうっ くぇ ゃけうくしおうすっ しう いぇょなかあっ
くうは  - ‶けさぇょう いぇきさないゃぇくっ ′うぇゅぇさしおうはす ゃけょけこぇょ しこうさぇ 
いぇ っょくけ ょっくけくけとうっ;  ゅ. /1882/ けす さけあょ. くぇ ╇ゃぇく ╄くつっゃ /
╁うょの/ - おせかすせさっく ょっっち けす ╉ぇいぇくかなお.
30 きぇさす  - ‶けつうくぇ かっゅっくょぇすぇ ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ きせいうおぇ 

╄きうか ╃うきうすさけゃ;  ゅ. /1842/ - けす こなさゃぇすぇ ゃ しゃっすぇ たうさせさゅうつ
くぇ けこっさぇちうは し せこけえおぇ, ういゃなさてっくぇ けす ぇきっさうおぇくっちぇ ょ-さ ╉さけ
せそけさょ ╊けくゅ;  - [けょっく っ ╁ぇく ╂けゅ - たけかぇくょしおう たせょけあくうお, 
こさっい 1987 ゅ. おぇさすうくぇすぇ きせ “]かなくつけゅかっょう” っ こさけょぇょっくぇ いぇ さっ
おけさょくうすっ こけ すけゃぇ ゃさっきっ 39,85 きうかうけくぇ ょけかぇさぇ;  - 〉きうさぇ 
おぇいぇくかなておうはす しゃっとっくうお ]すっそぇく ╀けいけゃ, しぇさぇすくうお くぇ ╊っゃしおう.
31 きぇさす  - ╁ 24.00 つ. くぇ 31 きぇさす ╀なかゅぇさうは こさっきうくぇゃぇ 

けす ぃかうぇくしおうは おなき ╂さeゅけさうぇくしおうは おぇかっくょぇさ う ゃきっしすけ 1 ぇこさうか 
くぇしすなこゃぇ 14 ぇこさうか;  - [けょっく っ ╃あけく 》ぇさうしなく - ぇくゅかうえ
しおう ういけぉさっすぇすっか, しないょぇすっか くぇ たさけくけきっすなさぇ;  ゅ. /1727/ けす 
しき. くぇ ╇しぇお ′のすけく, けすおさうか いぇおけくぇ いぇ ゃしっけぉとけすけ こさうすっゅかはくっ 
う ょさ. いぇおけくう ゃ きったぇくうおぇすぇ;  - ╁ ‶ぇさうあ けそうちうぇかくけ っ けす
おさうすぇ ┿えそっかけゃぇすぇ おせかぇ.
01 ぇこさうか ╃っく くぇ たせきけさぇ う てっゅぇすぇ. ╁ くぇさけょくぇすぇ すさぇょう

ちうは - ╃っく くぇ かなあぇすぇ. ╃っくはす ゃけょう くぇつぇかけすけ しう けす ょさっゃくうは [うき, 
おなょっすけ  しなとっしすゃせゃぇか こさぇいくうお くぇ ゅかせこちうすっ; ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく くぇ こすうちうすっ  ゅ. /1862/ けす さけあょっくうっすけ くぇ ┿くすけく ╋う
すけゃ - たせょけあくうお けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, こさけそっしけさ, うかのしすさうさぇか おくう
ゅうすっ „‶けょ うゅけすけ”, „′けゃぇ ╆っきは”;  - ╁ ╀なかゅぇさうは っ ゃなゃっ
ょっく ょぇくなお ╃╃];  - ┿くゅかうえしおうはす “〈ぇえきし” しすぇゃぇ こなさゃうはす 
ゃっしすくうお ゃ しゃっすぇ, こせぉかうおせゃぇか しっょきうつくぇ こさけゅくけいぇ いぇ ゃさっきっすけ; 

 - [けょっく っ おぇいぇくかなておうはす ょぇさうすっか ╃けぉさう ╉ったぇえけゃ; 
- ╁ ╉ぇいぇくかなお っ しないょぇょっくぇ 〈‶╉ ”¨ぉっょうくっくうっ”.
02 ぇこさうか ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ょっすしおぇすぇ おくうゅぇ

- ╁ ╃ぇくうは っ さけょっく 》ぇくし ╉さうしすうぇく ┿くょっさしっく; 
[けょっく っ 8-きうかうけくくうはす ゅさぇあょぇくうく くぇ ╀なかゅぇさうは;  - ╀なか
ゅぇさうは しすぇゃぇ つかっく くぇ ′┿〈¨;  - 〉しこってくけ しぇ こさけゃっょっくう 
こなさゃうすっ ういこうすぇくうは くぇ くけゃうは こさっいけおっぇくしおう かぇえくっさ “〈うすぇくうお”, 
しきはすぇく いぇ くっこけすけこはっき;  - 〉きうさぇ こぇこぇ ╈けぇく ‶ぇゃっか ┶┶.
03 ぇこさうか  - [けょっく ╋ぇさかけく ╀さぇくょけ, ぇきっさうおぇくしおう おう

くけぇおすぬけさ - “〈さぇきゃぇえ あっかぇくうっ”, “╉さなしすくうおなす”.
04 ぇこさうか ╃っく くぇ こしうたけかけいうすっ う こしうたけすっさぇこっゃすうすっ

 -  ╁ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ っ さけょっく こけっすなす ╁っしっかうく 》ぇくつっゃ; 
- ]うきっけく II こさうしすうゅぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う けぉはゃはゃぇ, つっ とっ けしすぇくっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ;  - [けょっく っ きっしすくうはす たせょけあくうお ╁ぇしうか ]すけはくけゃ; 

 ゅ. /1997/ けす しき. くぇ ╋うくつけ ╊ぇかっゃ - ういすなおくぇす つうすぇかうとっく 
ょっっち, ′』 ”╇しおさぇ”.
05 ぇこさうか  - ╁ ‶かけゃょうゃ っ さけょっくぇ こっゃうちぇすぇ ╇さうくぇ 

』きうたけゃぇ;  - 〉きうさぇ ′っょおけ ‶うしおのかっゃ - きっしすっく せつうすっか.
06 ぇこさうか 〉しこっくうっ くぇ ]ゃ.╋っすけょうえ ]かぇゃはくけぉなかゅぇさ

しおう  ゅ. /2002/ けす しき. くぇ ぇおすさうしぇすぇ ]かぇゃおぇ ]かぇゃけゃぇ; 
- [けょっく っ ┿くすなくう 《けおっさ - たけかぇくょしおう ぇゃうけうくあっくっさ, しないょぇか 
おぇさすっつくうちぇすぇ, しすさっかはとぇ こさっい ゃなさすはとぇ しっ しぇきけかっすくぇ こっさおぇ; 

 ゅ. /1992/ けす しき. くぇ ┿えいなお ┿いうきけゃ – ぇきっさうおぇくしおう せつっく う こう
しぇすっか-そぇくすぇしす, さけょっく ゃ [せしうは;  - 〉きうさぇ ╅けさけ ′うおけかけゃ 
– ぇおすぬけさ う すっぇすさぇかっく  ょっっち けす ╉ぇいぇくかなお.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

2 800 ╊╇『《 ′╅ 
╉╊を╅ 【╅]╅〉【¨

13 ╈《╉¨〉¨ 『《【╅『¨ []】╆-[╅′╅〉]ぇ[

ȃȞȜțȖȘȎ

[けすぇさう ╉かせぉ - ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ うきぇ けすこせしくぇすう くぇょ 2 800 っゃさけ けす 
ぉかぇゅけすゃけさうすっかくうは 《けくょ いぇ こけょおさっこぇ くぇ ょぇさけゃうすう おぇいぇくかなておう 

きかぇょっあう, おけえすけ ぉっ せつさっょっく ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ ょぇさうすっか-
しおぇ ゃっつっさ, けさゅぇくういうさぇくぇ しなゃきっしすくけ し ょぇきしおうは ╇くくなさ 〉うえか ╉かせぉ. 
]さっょ こなさゃうすっ ょっちぇ, おけうすけ こけかいゃぇす しさっょしすゃぇ いぇ しゃけうすっ きっあょせくぇさけょ-
くう う ゅけかっきう くぇちうけくぇかくう ういはゃう, しぇ 3-きぇ きかぇょう こうぇくうしすう けす ておけかぇすぇ 
くぇ ╄かっくぇ ぃかうはくけゃぇ, おけうすけ   とっ こなすせゃぇす しかっょ きっしっち ょけ ‶ぇさうあ いぇ 
ゅけかはき おけくおせさし, おぇおすけ う せつっくうおなす けす 11-すう おかぇし くぇ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉ-
さっておけゃ” ╇ゃぇく ]すっそぇくけゃ, おうすぇさうしすう けす ておけかぇすぇ おなき ╁けっくくうは おかせぉ し 
さなおけゃけょうすっか ]すっそぇく 》さうしすけゃ.
′ぇ 7-きう きぇさす こさっいうょっくすなす くぇ [けすぇさう ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ しなぉさぇ ょう-

さっおすけさう くぇ おぇいぇくかなておうすっ せつうかうとぇ, こさっょ おけうすけ けぉはしくう せしかけゃうはすぇ, 
こさう おけうすけ ょっちぇすぇ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす こけょおさっこっくう けす 《けくょぇ. ]さっょしすゃぇすぇ 
しぇ ゃ けすょっかくぇ しきっすおぇ う, いぇ ょぇ しっ けすこせしくぇす こぇさう けす すはた, っ くっけぉたけょうきぇ 
こうしきっくぇ いぇはゃおぇ けす ょうさっおすけさぇ くぇ しなけすゃっすくけすけ せつうかうとっ うかう ておけかぇ. 
╆ぇはゃおぇすぇ しっ こけょこうしゃぇ, おぇおすけ けす ょうさっおすけさぇ くぇ うくしすうすせちうはすぇ, すぇおぇ う 
けす くっこけしさっょしすゃっくうは こさっこけょぇゃぇすっか くぇ ういはゃっくけすけ ょっすっ. ‶けしかっ こさっょ-
かけあっくうはすぇ しっ ゅかっょぇす けす せつさっょうすっかうすっ くぇ 《けくょぇ – せこさぇゃうすっかくうすっ 
しなゃっすう くぇ [けすぇさう う ╇くくなさ 〉うえか – ╉ぇいぇくかなお. ╁いっきぇ しっ こけょ ゃくうきぇくうっ 
ぇさゅせきっくすぇちうはすぇ くぇ こさっこけょぇゃぇすっかうすっ う ょうさっおすけさうすっ, おけうすけ すなさしはす 
こけょおさっこぇすぇ くぇ 《けくょぇ. [ぇいたけょうすっ, おけうすけ 《けくょなす こけおさうゃぇ, すさはぉゃぇ ょぇ 
しぇ ゃ しこっちうぇかくぇ こかぇく-しきっすおぇ し くせあくぇすぇ けぉけしくけゃおぇ いぇ しさっょしすゃぇすぇ くぇ 
こけきけとすぇ. ]こっつっかうかうすっ こけょおさっこぇすぇ こけょこうしゃぇす う ょっおかぇさぇちうは いぇ こさっ-
ょけしすぇゃはくっすけ くぇ さぇいたけょくけけこさぇゃょぇすっかくう ょけおせきっくすう. ╄ょうくしすゃくっくうはす 
ぇくゅぇあうきっくす, おけえすけ こけっきぇす ょぇさっくうすっ, っ ょぇ せゃっょけきはゃぇす ゃ しゃけうすっ こせぉ-
かうつくう ういはゃう しゃけうすっ こけつうすぇすっかう う きっょううすっ, つっ せつぇしすうっすけ うき ゃ ゅけかっ-
きうすっ きっあょせくぇさけょくう しなしすっいぇくうは っ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 《けくょぇ くぇ [けすぇさう 
う ╇くくなさ 〉うえか – ╉ぇいぇくかなお.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

6 けぉとうくしおう くぇさっょぉう けしすぇ-
くぇたぇ ゃ うしすけさうはすぇ, しかっょ おぇすけ 
いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 13-すう 
きぇさす ゅかぇしせゃぇ けすきはくぇすぇ うき. 
〈ぇおぇ ゃ きうくぇかけすけ しぇ ゃっつっ ′ぇ-
さっょぉうすっ いぇ おけくちっしううすっ, いぇ 
さっかうゅうけいくうすっ ゃなこさけしう, いぇ 
おけくおせさしうすっ いぇ ゃないかぇゅぇくっ 

』っすうさう きっしっちぇ う こけかけゃうくぇ しかっょ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ きっしすくうすっ うい
ぉけさう 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 くぇいくぇつう 

おきっすしおうすっ くぇきっしすくうちう くぇ しっかぇすぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ, ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ 
う ]さっょくけゅけさけゃけ. 〈っ しぇ くぇいくぇつっくう こけ ょけゅけゃけさ いぇ ういこうすぇすっかっく しさけお 
しなゅかぇしくけ つか. 70 けす ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ. ′ぇいくぇつっくうっすけ くぇ おきっすしおうすっ 
くぇきっしすくうちう っ ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し [ってっくうっ わ 26/12.01.2012 ゅ. くぇ ¨ぉ
とうくしおう しなゃっす-╉ぇいぇくかなお.
′ぇいくぇつっくうすっ くけゃう おきっすしおう くぇきっしすくうちう しぇ: ╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ - くぇ し. 

╂けかはきけ ╃さはくけゃけ; ′ぇょっあょぇ ‶っくつっゃぇ - くぇ し. ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ; ╉けしすぇ 
╋っさぇいつうっゃ - くぇ し. ]さっょくけゅけさけゃけ.
′ぇいくぇつっくうっすけ くぇ ういぉさぇくうすっ けす ¨ぉ]-╉ぇいぇくかなお おきっすしおう くぇきっしすくう

ちう しっ ういゃなさてゃぇ, しかっょ おぇすけ ]すぇさけいぇゅけさしおうはす ぇょきうくうしすさぇすうゃっく しなょ 
けしすぇゃう ぉっい さぇいゅかっあょぇくっ こけょぇょっくうすっ あぇかぉう しさっとせ さってっくうっすけ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす おぇすけ くっょけこせしすうきう.

╃けぉさけゃけかちう いぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ くぇぉうさぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお. 〈はたくぇすぇ けしくけゃくぇ さぇぉけすぇ とっ っ こけ  ゃさっきっ くぇ すぇい

ゅけょうてくうは こさぇいくうお, おけえすけ とっ こさけょなかあう 40  ょくう - けす 9-すう きぇえ 
ょけ 24-すう のくう.
╆ぇ ょけぉさけゃけかちう しぇ こけおぇくっくう きかぇょう たけさぇ けす けぉとうくぇすぇ くぇ 

ゃないさぇしす けす 16 ょけ 35 ゅけょうくう. ╅っかぇすっかくけ っ おぇくょうょぇすうすっ ょぇ 
ゃかぇょっはす つせあょ っいうお, ょぇ しぇ おけきせくうおぇすうゃくう, けぉとうすっかくう う ゃっょ
さう たけさぇ, おぇおすけ う ょぇ うきぇす けすくけてっくうっ おなき ういおせしすゃけすけ, おせか
すせさぇすぇ う すさぇょうちううすっ くぇ  しゃけは ゅさぇょ う ょぇ うきぇす あっかぇくうっ いぇ 
せつっくっ う さぇいゃうすうっ. ╋かぇょうすっ ょけぉさけゃけかちう  とっ しなこさけゃけあょぇす 
せつぇしすくうちうすっ う ゅけしすうすっ くぇ すぇいゅけょうてくうは 《っしすうゃぇか くぇ さけいぇすぇ, 
すさぇょうちううすっ う こさうさけょぇすぇ, とっ こさけきけすうさぇす そっしすうゃぇかぇ う とっ しぇ 
つぇしす けす けぉとうすっ せしうかうは いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ うきうょあ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
おぇすけ そっしすうゃぇかっく ゅさぇょ. 
╁しっおう あっかぇっと きけあっ ょぇ こけこなかくう しこっちうぇかっく そけさきせかはさ, 

おけえすけ っ こせぉかうおせゃぇく くぇ  しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇはゃかっ
くうは くぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ ょけぉさけゃけかちう しっ  こさうっきぇす う ゃ ╇くそけさ
きぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ せかうちぇ „╇しおさぇ” 4. 

╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ

╇さかぇくょしおう こぇしすけさ, しっょきう しうく ゃ しっきっえしすゃけすけ う ぉぇとぇ くぇ 
すさう ょっちぇ, くぇこさぇゃう くぇえ-ょけぉさぇすぇ さっおかぇきぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 

〈けゃぇ しすぇくぇ こけ ゃさっきっ くぇ こなさゃうは ぉかぇゅけすゃけさうすっかっく おけくちっさす, 
けさゅぇくういうさぇく けす そけくょぇちうは „]うえょなさ” ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ, こけょ 
こぇすさけくぇあぇ くぇ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
╉けくちっさすなす ぉっ こけしゃっすっく くぇ おぇせいぇすぇ いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ 

╃くっゃくうは ちっくすなさ いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお う いぇ うい
ゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃけ おさうかけ おなき くっゅけ. 
╁ こさうゃっすしすゃうっすけ しう おなき こさうしなしすゃぇとうすっ う しこけきけとっしすゃけ

ゃぇすっかうすっ こぇしすけさ ╋ぇさお ¨`]なかうゃぇく, おけえすけ っ こさっょしっょぇすっか 
くぇ ╀けさょぇ くぇ ょうさっおすけさうすっ くぇ そけくょぇちうは „]うえょなさ”, けしくけゃっく  
こぇさすくぬけさ くぇ ╃くっゃくうは ちっくすなさ, うしおさっくけ ぉかぇゅけょぇさう いぇ ゅけしすけ
こさうっきしすゃけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお う おぇいぇくかなつぇくう, おなょっすけ しぇ さけょっくう 
ょゃっ けす すさうすっ きせ ょっちぇ. ╁ っきけちうけくぇかくけすけ しう っおしこけいっ すけえ おぇいぇ, 
つっ „╉ぇいぇくかなお っ っょくけ けす きぇかおけすけ けしすぇくぇかう こさっおさぇしくう きっしすぇ こけ しゃっすぇ, おなょっすけ きけあって ょぇ 
けしすぇゃうて ょっちぇすぇ しう ょぇ すうつぇす 100 きっすさぇ こさっょ すっぉ, いぇ ょぇ ゅう くぇきっさうて しかっょ こけかけゃうく つぇし こさう 
ぉぇぉう, おけうすけ ゅう けぉうつぇす こけゃっつっ けす すっぉ しぇきうは.” 
 ╁ こさうゃっすしすゃうっすけ しう こぇしすけさなす, こけょ つうっすけ さなおけゃけょしすゃけ こさっょう 6 ゅけょうくう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 

いぇこけつくぇたぇ こなさゃうすっ しなゃきっしすくう こさけっおすう いぇ さぇぉけすぇ し ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは, ょっすしおう ょけきけゃっ う 
ょっすしおう ゅさぇょうくう, けすょっかう いくぇつうすっかくぇ つぇしす くぇ けすくけてっくうっすけ, おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ ゃないこうすぇゃぇきっ せ 
しっぉっ しう う ょっちぇすぇ おなき すっいう, おけうすけ うきぇす くせあょぇ けす こけきけと う こけょおさっこぇ.  
╀なょっすっ ょけぉさう, しなこさうつぇしすうっすけ っ ゃうしてぇ ょけぉさけょっすっか, いぇはゃう うさかぇくょしおうはす  こぇしすけさ. ]ぇきうはす  

すけえ っ 12-すけ ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ, うきぇ 5 しっしすさう う っ くぇえ-きぇかおうはす けす 7-すっ しう ぉさぇすは. 
 ╅っくっく っ いぇ のあくけぇそさうおぇくおぇすぇ ‶っくっかけこっ, おけはすけ こかっくう おぇいぇくかなつぇくう し くっゃっさけはすくけすけ しう 

ういこなかくっくうっ くぇ „╉ぇすっさうくけ きけきっ” う „ぅ おぇあう きう, けぉかぇつっ かっ ぉはかけ”.   
╁ こさけょなかあっくうっ くぇ つぇし う こけかけゃうくぇ ‶っくっかけこっ う くっえくうはす ぉっくょ, ゃ おけえすけ しゃうさう う ゃくせお  くぇ 

ぉうゃてうは おぇいぇくかなておう おきっす ‶っすおけ ╁かぇっゃ - ╃うきうすなさ, こかっくうたぇ こせぉかうおぇすぇ し ょあぇい  ういこなかくっくうは,  
そなくお, ぇゃすけさしおぇ きせいうおぇ, さぇこ う ぉなかゅぇさしおう こっしくう.  
《けくょぇちうは „]うえょなさ” っ けしくけゃぇくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 2005 ゅけょうくぇ けす ╋ぇさお ¨`]なかうゃぇく. 
]ぇきけ ゃ ╉ぇいぇくかなお そけくょぇちうはすぇ っ うくゃっしすうさぇかぇ くぇょ 100 たうか. かっゃぇ, こけょこけきぇゅぇえおう ‶けきけとくけ

すけ せつうかうとっ ゃ ゅさ. ╋なゅかうあ, ╃けきぇ いぇ きっょうおけ-しけちうぇかくう ゅさうあう ゃ ╀せいけゃゅさぇょ, ょっすしおう ゅさぇょうくう ゃ 
けぉとうくぇすぇ. 
¨しゃっく ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ, „]うえょなさ” さぇぉけすう ゃ ╉のしすっくょうか う ゃ ]けそうは. 《けくょぇちうはすぇ っ つかっく 

くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ ╋さっあぇ いぇ ょっちぇ, くぇ ′ぇちうけくぇかくうは ┿かうぇくち いぇ しけちうぇかくぇ けすゅけゃけさくけしす う  
Eurochild. 
╆ぇ ょっえくけしすすぇ しう „]うえょなさ” くぇぉうさぇ しさっょしすゃぇ つさっい さぇいかうつくう ぉかぇゅけすゃけさうすっかくう しなぉうすうは, おぇすけ 

けしくけゃっく ういすけつくうお くぇ しさっょしすゃぇ っ っあっゅけょくうはす ぉぇか, くぇ おけえすけ しなぉうさぇ くぇょ 300 こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ おさせこくうは ぉういくっし ゃ ╀なかゅぇさうは. 

] くけゃぇ ぇこぇさぇすせさぇ いぇ ぉかういけ 4 きうかうけくぇ かっゃぇ とっ しっ しょけぉうっ ぉけかくうちぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉかぇゅけ
ょぇさっくうっ くぇ せつぇしすうっ ゃ こさけっおす くぇ ╄ゃさけこっえしおうは そけくょ いぇ さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ. ] こけかせつっ

くうすっ しさっょしすゃぇ, ゃ さぇいきっさ くぇ 130 たうか. かっゃぇ, つぇしす けす おけうすけ しぇ う しけぉしすゃっく こさうくけし くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, とっ しっ ょけしすぇゃう きけょっさくぇ, ゃうしけおけすったくけかけゅうつくぇ きっょうちうくしおぇ ぇこぇさぇすせさぇ う すったくうおぇ 
いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ さぇくくぇすぇ ょうぇゅくけしすうおぇ, とっ しっ こけょけぉさう おぇつっしすゃけすけ くぇ きっょうちうくしおけすけ けぉ
しかせあゃぇくっ.

]かっょ こけ-きぇかおけ けす 40 ゅけょうくう ゃしっおう すさっすう ゃ ╀なか
ゅぇさうは とっ っ こっくしうけくっさ. 〈けゃぇ しっ おぇいゃぇ ゃ すさっゃけ

あっく ょけおかぇょ くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ ぉぇくおぇ, こさっょしすぇゃっく けす 
ゅかぇゃくうは うおけくけきうしす くぇ うくしすうすせちうはすぇ いぇ ╄ゃさけこぇ う 
『っくすさぇかくぇ ┿いうは ╇くょっさきうす ╂うか. ╁ きけきっくすぇ たけさぇすぇ, 
おけうすけ しぇ ゃ さぇぉけすけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす, ゃ しすさぇくぇすぇ しぇ 
68,3 くぇ しすけ. ‶さっい 2050 ゅけょうくぇ すっ とっ しぇ 53,9%. ╁ 
しなとけすけ ゃさっきっ たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ ゃ こっくしうけくくぇ ゃない
さぇしす ゃ きけきっくすぇ, しぇ きぇかおけ くぇょ 17 こさけちっくすぇ, ょけおぇすけ 
こさっい 2050 ゅ. ょっかなす うき とっ っ くぇょ 33 くぇ しすけ けす くぇしっ
かっくうっすけ.
′ぇ すぇいう ぉぇいぇ しさっょくけ ゅけょうてくけ ╄ゃさけこぇ ゅせぉう こけ 1 

きかく. さぇぉけすくうちう. ]すさぇくう おぇすけ ╀なかゅぇさうは う [せきなくうは 
とっ ゅせぉはす ょけさう こけゃっつっ さぇぉけすくうちう おぇすけ しなけすくけてっ
くうっ しこさはきけ さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ. „′ぇ すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
けぉなさくっ ゃくうきぇくうっ”, おぇすっゅけさうつっく っ っおしこっさすなす.

] こけかけゃうく こさけちっくす しっ っ せゃっかうつうか さなしすなす くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ こさっい きっしっち そっゃ
させぇさう しこさはきけ はくせぇさう, こけ ょぇくくう くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ. ¨そうちうぇかくぇすぇ うくそけさきぇちうは 

っ いぇ 11,5 こさけちっくすぇ ぉっいさぇぉけすくう しさっょ すさせょけしこけしけぉくけすけ くぇしっかっくうっ ゃ しすさぇくぇすぇ. ╀かういけ 36 000 
くけゃう ぉっいさぇぉけすくう しぇ しっ さっゅうしすさうさぇかう ゃ ぉのさぇすぇ こけ すさせょぇ こさっい ゃすけさうは きっしっち くぇ ゅけょうくぇすぇ, 
しすぇゃぇ はしくけ けす ょぇくくうすっ くぇ ┿ゅっくちうはすぇ.
‶けつすう こけかけゃうくぇすぇ けす すはた – 17 514 ょせてう, しぇ けしゃけぉけょっくう けす つぇしすくうは しっおすけさ. ′ぇえ-ゅけかはきぇ 

つぇしす けす たけさぇすぇ, けしすぇくぇかう ぉっい さぇぉけすぇ, しぇ けす こさっさぇぉけすゃぇとぇすぇ こさけきうてかっくけしす  -  5874 ょせてう, 
けす すなさゅけゃうはすぇ - 5635 ょせてう, う けす ょなさあぇゃくけすけ せこさぇゃかっくうっ - 3049 ょせてう. ]かっょゃぇす けしゃけぉけょっ
くうすっ けす しすさけうすっかしすゃけすけ - 2048 ょせてう, けす しそっさぇすぇ くぇ けこっさぇちううすっ し くっょゃうあうきう うきけすう - 1408 
ょせてう, けす すさぇくしこけさすぇ う しなけぉとっくうはすぇ - 1355 ょせてう, けす しっかしおけすけ, ゅけさしおけすけ う さうぉくけ しすけこぇく
しすゃけ - 1171 ょせてう.
¨ぉとうはす ぉさけえ くぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ っ し くぇょ 10 000 ょせてう こけゃっつっ しこさはきけ はくせぇさう. ╆ぇ しなとうは こっ

さうけょ ゃ ぉのさぇすぇ こけ すさせょぇ しぇ いぇはゃっくう 9999 しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ. 

《【〈╊〉¨｠╅ 〉╅『╊╉╆╅【╅ ′╅ ╊『《【¨[╅【╅, 》『¨╊｠╅ 〉《╇╅ ′╅ 』》《『【╅

けぉっおすう いぇ こさうゃぇすういぇちうは, いぇ 
おぇすっゅけさういぇちうは くぇ いぇゃっょっくう-
はすぇ いぇ たさぇくっくっ, いぇ ういょぇくうは-
すぇ し っさけすうつくけ しなょなさあぇくうっ, 
′ぇさっょぉぇすぇ いぇ さっそっさっくょせきう-
すっ. ¨ぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう 
こさうったぇ しなゃしっき くけゃぇ ′ぇさっょぉぇ 
いぇ さぇいこさっょっかっくうっ くぇ こぇさうすっ 
いぇ しこけさすぇ, おけはすけ ゃなゃっあょぇ いぇ 

こさなゃ こなす こさぇゃうかぇ う おさうすっ-
さうう いぇ ょけしすなこ ょけ けぉとうくしおう-
すっ こぇさう いぇ そういおせかすせさぇ しぇきけ 
しさっとせ さっぇかくう こけしすうあっくうは う 
ょけぉさう おかぇしうさぇくうは. ‶さけきっ-
くっくぇ ぉっ う ′ぇさっょぉぇ わ15 - いぇ 
こさうょけぉうゃぇくっ くぇ けぉとうくしおけ 
うきせとっしすゃけ. 
¨すきっくっくうすっ くぇさっょぉう けす-

くったぇ きっしっちう ゃさっきっ くぇ こさっ-
ょうてくう しなしすぇゃう くぇ きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす, くけ くぇ 13-すう きぇさす 
ぉはたぇ けすきっくっくう ぉっい ょっぉぇすう う 
ぉっい ゅかぇしけゃっ „ゃないょなさあぇか しっ” 
う „こさけすうゃ”. ┿さゅせきっくすうすっ いぇ 
けすきはくぇすぇ ゃ こけゃっつっすけ しかせつぇう 
ぉはたぇ しゃなさいぇくう し きっあょせゃさっ-
きっくくけすけ こさうっきぇくっ くぇ いぇおけ-
くう こけ しなとうすっ ゃなこさけしう, おけっすけ 
こさぇゃう くぇかうつうっすけ くぇ けぉとうく-
しおう くぇさっょぉう ぉっいこさっょきっすくけ.
′けゃぇすぇ くぇさっょぉぇ いぇ さぇい-

こさっょっかっくうっすけ くぇ こぇさうすっ いぇ 
しこけさすくうすっ おかせぉけゃっ すさはぉゃぇ ょぇ 

ゃなゃっょっ しこさぇゃっょかうゃけしす こさう 
さぇいょぇゃぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇすぇ いぇ 
しこけさすぇ けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす, 
けぉはしくう こさっょ しなゃっすくうちうすっ きけ-
すうゃうすっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきう-
くうしすさぇちうは いぇ こさうっきぇくっすけ くぇ 
ょけおせきっくすぇ かうょっさなす くぇ ゅさせこぇ-
すぇ くぇ ╂╄[╀ ゃ きっしすくうは こぇさかぇ-
きっくす [ぇょうぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ. ′け-
ゃぇすぇ くぇさっょぉぇ ゃなゃっあょぇ しすさけゅう 
こさぇゃうかぇ, おけうすけ ょぇゃぇす こさっ-
ょうきしすゃけ くぇ こさっょけしすぇゃはくっすけ 
くぇ けぉとうくしおう こぇさう いぇ せつっくう-
つっしおう う ょっすしおう きっさけこさうはすうは, 
いぇ きぇしけゃうは ょっすしおう う きかぇょっあ-
おう しこけさす, おぇおすけ う いぇ すさぇょう-
ちうけくくうすっ しこけさすくう しなぉうすうは. 
¨ちっくおぇ こけ すけつおけゃぇ しうしすっきぇ 
とっ こさっょてっしすゃぇ さぇいょぇゃぇくっすけ 
くぇ しさっょしすゃぇすぇ きっあょせ こさけそっ-
しうけくぇかくうすっ おかせぉけゃっ, きくけゅけ 
けす おけうすけ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけ-
ょうくう つぇおぇたぇ くぇ けぉとうくしおうすっ 
ぉのょあっすくう こぇさう, いぇ ょぇ さぇい-

ゃうゃぇす ょっえくけしすすぇ しう, ぉっい ょぇ 
しっ ぇくゅぇあうさぇす し ゅけくうすぉぇすぇ くぇ 
ゃうしけおう しこけさすくう こけしすうあっくうは. 
¨ゅさけきくう しおぇくょぇかう いぇ さぇいこさっ-
ょっかっくうっすけ くぇ こぇさうすっ いぇ しこけさ-
すぇ こけきくう こさっょうてくうはす しなしすぇゃ 
くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす いぇさぇょう 
こさうしすさぇしすくけすけ さぇいょぇゃぇくっ くぇ 
こぇさう けす すけゃぇ こっさけ こけ かうつくう 
しなけぉさなあっくうは くぇ こさっょうてくけすけ 
けぉとうくしおけ さなおけゃけょしすゃけ.
‶ぇさうすっ くぇ おぇいぇくかなておうは ょぇ-

くなおけこかぇすっち いぇ しこけさす とっ しっ 
さぇいこさっょっかはす こさう しすさけゅ おけく-
すさけか, せゃっさう しなゃっすくうちうすっ ]すっ-
そぇくけゃぇ, こさっょう ょぇ こけしすぇゃはす 
くけゃうは ょけおせきっくす くぇ ゅかぇしせゃぇ-
くっ, おけっすけ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
せいぇおけくう ′ぇさっょぉぇすぇ いぇ しこけさすぇ, 
けす おけはすけ しっ けつぇおゃぇ ょぇ しかけあう 
っょくけ くけゃけ くぇつぇかけ ゃ くぇつうくぇ 
いぇ こけかいゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇすぇ こけ 
すけゃぇ こっさけ けす ぉのょあっすぇ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ, おけはすけ っ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ぉっ しさっょ とっょ-
さうすっ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぉういくっしぇ ゃ ゅさぇょぇ, せゃぇあうかう し あっしす すぇかぇくすぇ くぇ ょっちぇ けす 

しすさぇくぇすぇ, せつぇしすくうちう ゃ くぇちうけくぇかくうは おけくおせさし いぇ さうしせくおぇ “′ぇしかっょくうちう くぇ ╃っつおけ 
〉いせくけゃ”. ╁ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ “╉さっきけくぇ - ╀なかゅぇさうは” 
╄¨¨╃ すは こけょぇさう ょゃっ ぇおせしすうつくう おうすぇさう くぇ ょゃぇきぇ けす せつぇしすくうちうすっ ゃ おけくおせさしぇ, 
きくけゅけけぉっとぇゃぇとう すぇかぇくすう, おぇおすけ ゃ  きせいうおぇすぇ, すぇおぇ う ゃ ういけぉさぇいうすっかくけすけ ういおせ-
しすゃけ. ╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ しすぇくぇ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい かはすけすけ 
くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ぉっ こけおぇくっくぇ ょぇ しっ ゃおかのつう ゃ おぇせいぇすぇ くぇ こさけそっしうけ-
くぇかうしすうすっ いぇ さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ かうつくけ けす さなおけゃけょうすっかは くぇ 
“╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ╂ぇきけゃぇ っ ぉうゃて おぇょなさ くぇ “┿さしっくぇか” 
┿╃, おなょっすけ っ さぇぉけすうかぇ おぇすけ すったくうつっしおう ういこなかくうすっか う こさっゃけょぇつ.

 

′ぇ 12-すう きぇさす [けすぇさう ╉かせぉ けすぉっかはいぇ 13 ゅけょうくう けす つぇさすうさぇくっすけ くぇ おかせぉぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお.‶さけちっょせさぇすぇ こけ つぇさすうさぇくっすけ 
こさうおかのつゃぇ くぇ 8-きう きぇさす 1999-すぇ ゅけょうくぇ, けそうちうぇかくぇすぇ ちっさっきけくうは しすぇゃぇ くぇ 2-さう のかう ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ こさっょしすぇゃう-
すっかう くぇ ぉけさょぇ くぇ ゅさなちおうは おかせぉ – おさなしすくうお けす ╃うしすさうおす 2480, こさうこけきくう けしくけゃぇすっかはす くぇ [けすぇさう ゃ ╉ぇいぇくかなお う こなさゃう 
こさっいうょっくす ╇かうはく ╃けくつっゃ. ‶さっいうょっくすう くぇ [けすぇさう ╉ぇいぇくかなお こさっい 13-すっ ゅけょうくう くぇ くっゅけゃぇすぇ うしすけさうは ぉはたぇ けすくけゃけ しうき-
ゃけかうつくけ けおうつっくう けす しっゅぇてくうは こさっいうょっくす, ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ,  し けゅなさかうちぇすぇ – しうきゃけか くぇ  せこさぇゃかっくうっすけ くぇ おかせぉぇ, 
おけっすけ しっ しきっくは ゃしはおぇ ゅけょうくぇ しなゅかぇしくけ こさぇゃうかぇすぇ いぇ こさうはすっかしすゃけ ゃ しゃっすけゃくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは. ╀かぇゅけすゃけさうすっかくう うくう-
ちうぇすうゃう, おぇすけ こけょおさっこぇ くぇ ぇかぉせきぇ „╋けはす 』せょけきうさ” くぇ 〈っくの ‶うくょぇさっゃ, ぉけはょうしゃぇくっすけ くぇ そぇしぇょうすっ くぇ ちっくすさぇかくうすっ 
しゅさぇょう ゃ うくうちうぇすうゃぇすぇ „『ゃっすけゃっすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお” こさっょう 8 ゅけょうくう, こけょおさっこぇすぇ いぇ そけくょぇ くぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” こさっい 
2010-すぇ, さっきけくすなす くぇ ╆っかっくうは きけしす, こけしすぇゃはくっすけ くぇ いゃせおけゃぇ しうゅくぇかういぇちうは う こけょおさっこぇ いぇ こけきけとくう しなけさなあっくうは いぇ 
ょけしすなこくぇ しさっょぇ いぇ たけさぇ し せゃさっあょぇくうは, いぇしぇあょぇくっ くぇ しすけすうちう さけいう ゃ ゅさぇょぇ, いぇかっしはゃぇくっ, こけょおさっこぇ いぇ うくすっさくぇすうすっ 
ゃなゃ ╁っすさっく う ╁うょっく,  くぇ ╃けきぇ いぇ ょっちぇ ゃ ╀せいけゃゅさぇょ, こけょおさっこぇ いぇ ¨くおけょうしこぇくしっさぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, さっきけくす くぇ こけおさうゃぇ 
くぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ ゃ ╀せいけゃゅさぇょ, くぇぉうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ しゃっすけゃくぇすぇ おぇせいぇ くぇ [けすぇさう – ぉけさぉぇすぇ し こけかうけきうっかうすぇ, しぇ 
しぇきけ つぇしす けす ょぇさうすっかしおうすっ うくうちうぇすうゃう くぇ [けすぇさう ゃ ╉ぇいぇくかなお.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
¨す 27 ゅけょうくう すは ょっかう 

ょっかくうおぇ しう くぇ つっすうさう 
- きっあょせ こうさけすったくうつっしおうすっ 
しきっしう, こつっかくうすっ おけてっさう う 
しっさゅうはすぇ いぇ きっょ くぇ ╉けけこっさぇ
すうゃくうは こぇいぇさ, ょゃっすっ おせつっすぇ  
う すさうきぇすぇ しう きなあっ せ ょけきぇ. 
′っ おさうっ, つっ っ „きなあおぇ ╋ぇさぇ”  
う こさっょこけつうすぇ さぇぉけすぇ ゃしは
おぇおゃぇ, ゃはさくぇ くぇ こさうくちうこぇ 
„いぇかせょけ さぇぉけすう, くけ いぇかせょけ 
くっ しすけえ”. ╋けあっ ぉう う いぇすけゃぇ, 
おけゅぇすけ しう せさっあょぇきっ しさっとぇ, 
ょなさあう ょぇ っ おさぇすおぇ, いぇとけすけ は 
„つぇおぇ さぇぉけすぇ くぇ しっかけ”. 
╁ おなしくうは こっすなつっく しかっょけぉっょ, 

おけゅぇすけ しっ しさっとぇき し ╋うきぇ ′は
ゅぇかけゃぇ けす ちった 150 くぇ ╆ぇゃけょ 
4, すは しっ しすはゅぇ いぇ さけょくけすけ 
しっかけ ゃ [ぇょくっゃしおけ - 〈さなくおけ
ゃけ, おなょっすけ は つぇおぇす  ょなさゃぇ いぇ 
さはいぇくっ う ぉけかくぇ きぇえおぇ. ‶さう
いくぇゃぇ, つっ くっ けぉうつぇ ょぇ っ こけょ 
こさけあっおすけさうすっ う  つっ ょなかあうき 
しおかけくはゃぇくっすけ え いぇ しさっとぇ くぇ 
くっえくうは しなこさせゅ - ╇ゃぇく ′はゅぇ
かけゃ, おけえすけ こけゃっつっ けす ょっしっ
すうかっすうっ たさぇくう おなとぇすぇ ぉかぇ
ゅけょぇさっくうっ くぇ せしなさょっく すさせょ 
しさっょ こつっかうすっ. ╁ ぉかういおけ しっかけ 
しっきっえしすゃけすけ うきぇ 94 おけてっさぇ 
し こつっかう, おけうすけ こけっきぇす ゅけかは
きぇ つぇしす けす ゃさっきっすけ, おぇおすけ くぇ 
╋うきぇ う しなこさせゅぇ え, すぇおぇ う くぇ 
ょゃぇきぇすぇ うき こけさぇしくぇかう ゃっつっ 
しうくけゃっ - くぇ 21 う 27 ゅけょうくう. 
╆ぇ さぇぉけすぇすぇ しう ╋うきぇ くっ 

けぉうつぇ ょぇ ゅけゃけさう  きくけゅけ, けとっ 
こけゃっつっ, つっ っしすっしすゃけすけ っ すぇ
おけゃぇ, つっ くっ こさっょこけかぇゅぇ う 
きくけゅけ こさうおぇいおう. ‶さういくぇゃぇ,  
つっ けぉうつぇ さぇぉけすぇすぇ しう, しゃうお
くぇかぇ っ し くっは, くっ は いぇすけさきけ
いはゃぇ う くっ しっ しすさぇたせゃぇ. ╆ぇ 
いかけこけかせおうすっ, おけうすけ しすぇゃぇす 
ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, ゃ おけっすけ 
う すは さぇぉけすう, うきぇ あっかはいくぇ 
かけゅうおぇ: „┿おけ しこぇいゃぇて うく
しすさせおちううすっ いぇ ぉっいけこぇしくけしす, 
ぇおけ ゃくうきぇゃぇて う しかせてぇて 
おぇおゃけ すう おぇいゃぇ くぇつぇかくうおなす 
さぇくけ しせすさうく, くはきぇ こさけぉかっき”. 
¨すょぇゃくぇ っ こさうっかぇ きぇおしうきぇ
すぇ, つっ くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ 
ゃしうつおう こさけぉかっきう けす ゃおなとう 
しっ いぇぉさぇゃはす う こけ きけぉうかくうは 
しっ いゃなくう しぇきけ ゃ こけつうゃおうすっ. 
]ゃうおくぇかぇ っ う し „ょうしおけきそけさ
すぇ” くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ ょぇ 

くっ っ ゅういょぇゃぇ - っしすっしすゃけすけ 
くぇ さぇぉけすぇすぇ え おぇすけ きぇてうくっく 
けこっさぇすけさ くぇ こうさけすったくうつっ
しおう っおしこかけいうゃくう ゃっとっしすゃぇ 
ういうしおゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ さぇぉけ
すぇ ょぇ  くはきぇ ゅっさょぇくう, けぉっちう, 
こさなしすっくう う ゃしはおぇおゃう ょさせゅう 
あっくしおう おさぇしけすう. ╆ぇ ╋うきぇ 
′はゅぇかけゃぇ すけゃぇ くっ っ しかけあくけ, 
けとっ こけゃっつっ, つっ こけ こさうくちうこ  
っ かのぉうすっかおぇ くぇ しこけさすくうは こけ-
けこっしすっく しすうか ゃ けぉかっおかけすけ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ けぉうつぇ ょなくおう
すっ, ぇ こけかぇ いぇ こけしかっょくけ っ しかけ
あうかぇ くぇ „╋ぇさううく ょっく”,  くけ… 
こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう. ′っ 
っ しうゅせさくぇ ょぇかう ゃ さけおかは とっ 
しっ くぇおうこさう う いぇ しゃぇすぉうすっ くぇ 
しうくけゃっすっ しう, おけゅぇすけ ょけえょぇす, 
こさけしすけ いぇとけすけ „ゃ こぇくすぇかけく 
しっ つせゃしすゃぇき ょけぉさっ”.  
╁ ょけきぇ しう, ゃ おけえすけ きっ こけ

しさっとぇ, けぉぇつっ, ういょぇえくうつっしおう 
いぇ きくけゅけすけ あっくう ゃ くっは, くぇょ
くうつぇす おせこうとぇ しゃっあう いっかっくう 
おうすおう, いぇ おけうすけ しっ  ゅさうあう すは, 
きぇかおう ょさっぉくう ょあせくょあせさうえ
おう, おけうすけ ういょぇゃぇす すなくおけすけ 
ゃ ょせてぇすぇ くぇ ゃしはおぇ あっくぇ う... 
ょせいうくぇ せしきうたくぇすう いのきぉのかう, 
„くぇ きなあぇ きう”, おぇおすけ おぇいゃぇ 
╋うきぇ.  
╆ぇ 27-すっ ゅけょうくう, こさっおぇさぇ

くう ゃ こうさけすったくうつっしおうすっ ちっ
たけゃっ くぇ „┿さしっくぇか”, ╋うきぇ っ 
くぇせつうかぇ きくけゅけ. ╇ っ けしけぉっくけ 
いぇょなかあっくぇ くぇ せつうすっかうすっ しう ゃ 
いぇくぇはすぇ - くぇ しっゅぇてくぇすぇ いぇき. 
ょうさっおすけさおぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4 ╋ぇ
さうくぇ ]っかょぇさけゃぇ, くぇ ╋うかおぇ 
╂ぇくっゃぇ う くぇ ]っゃょぇ ‶っくつっゃぇ, 
けす おけはすけ しっ せつう おぇお ょぇ けきっし
ゃぇ しきっしうすっ. 
╁ おなとうつおぇ わ18, ゃ おけはすけ 

しっゅぇ さぇぉけすう ╋うきぇ, しぇ  けす 2 
ょけ 4 おけかっあおう. ╉ぇおゃけすけ う ょぇ 
しう おぇあっき, しう ゅけ おぇいゃぇきっ しせ
すさうく う ゃ こけつうゃおぇすぇ. ╇くぇつっ, 
こけ ゃさっきっ くぇ さぇぉけすぇ こさう
おぇいおうすっ くっ しぇ くぇえ-ょけぉさけすけ  
くっとけ, いぇとけすけ っ くせあくけ ちはかけ
すけ すう ゃくうきぇくうっ  ょぇ っ くぇ きぇ
しぇすぇ, こさういくぇゃぇ ょなかゅけゅけょうて
くぇすぇ さぇぉけすくうつおぇ. ]ゃうおくぇかぇ 
っ, おぇおすけ し くぇつうくぇ くぇ さぇぉけすぇ, 
すぇおぇ う し っきけちうけくぇかくうは きうさ, 
おけえすけ しないょぇゃぇ すけいう ゃうょ さぇ
ぉけすぇ  しなし しこっちうそうつくうは „せのす” 
くぇ こけきっとっくうはすぇ, ゃ おけうすけ さぇ

ぉけすはす, くぇさうつぇくう きっあょせ すはた 
„おなとうつおう”.  
¨すゃなょ さぇぉけすぇすぇ, し おけかっあ

おう しっ ゃうあょぇす こけ ぉぇくおっすう, けす 
おけうすけ ╋うきぇ おなすぇ ゃ しっきっえくうは 
ぇかぉせき – おせすうは, きくけゅけ っきけ
ちうけくぇかくう きけきっくすう. ┿ ょけ
きなす え, くぇきうさぇと しっ くぇ こなこぇ 
くぇ ゅさぇょぇ, うきぇ ゃしうつおう こさっょ
こけしすぇゃおう ょぇ っ しゃけっけぉさぇいっく 
┿ゃさぇぇきけゃ ょけき - いぇ こさうはすっかう 
けす ぉかういけ う ょぇかっつ. ′っ うょゃぇす 
きくけゅけ せ くぇし おけかっあおうすっ, いぇ
とけすけ, こけ ょせきうすっ うき,  „ゃ おなとう 
うきぇ けこぇしくけしす ょぇ ょけえょぇす くぇ 

ょゃぇ おさぇおぇ う ょぇ しう けすうょぇす くぇ  
つっすうさう”, おぇいゃぇ しなし いぇおぇつかう
ゃぇ う きくけゅけいくぇつうすっかくぇ せし
きうゃおぇ  さぇぉけすくうつおぇすぇ. 
╉けゅぇすけ こさっょう 27 ゅけょうくう 

しきっくは こさけそっしうはすぇ しう くぇ すな
おぇつおぇ う こけっきぇ こけ ぇさしっくぇか
しおうは こなす,  „いぇ ょぇ うきぇ こけゃっ
つっ ゃさっきっ いぇ ょっちぇすぇ しう”, くっ 
っ こさっょこけかぇゅぇかぇ, つっ ゃ „┿さしっ
くぇか” くぇ こさぇおすうおぇ とっ は いぇし
すうゅくっ こっくしうはすぇ. ╆ぇとけすけ, ぇおけ 
ゃしうつおけ っ おぇおすけ すさはぉゃぇ う くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ „くっ え ょけえょっ ょさせゅ 
ぇおなか”, すけ ゃ おさぇは くぇ すぇいう ゅけ
ょうくぇ 49-ゅけょうてくぇすぇ ╋うきぇ とっ 
こさうょけぉうっ こさぇゃけ くぇ こっくしうは  
いぇ ゃすけさぇ  おぇすっゅけさうは すさせょ. 
┿ こけしかっ くぇおなょっ? 
‶ぇお とっ さぇぉけすは, くけ とっ しう 

こけすなさしは さぇぉけすぇ くぇ すさっすぇ おぇ
すっゅけさうは, おぇいゃぇ すは. 
╇きぇき けとっ すけかおけゃぇ しうかう, 

いぇ ぉなょぇ こけかっいくぇ くぇ たけさぇ
すぇ, ょけゃっさはゃぇ きう すは, ょけおぇすけ 
っ すゃなさょっ こっしすっかうゃぇ ゃ さぇい
こうかっくうは くう さぇいゅけゃけさ こけ けす
くけてっくうっ くぇ „いぇゃぇさおぇすぇ” し 
くっえくうは しなこさせゅ - ぉうゃて さぇぉけす
くうお くぇ ′╇〈╇ う こつっかぇさ すぇき. 
′ぇゃさっきっすけ, ょけおぇすけ ╋うきぇ 
さぇぉけすう おぇすけ すなおぇつおぇ ゃ 〈‶╉ 
„╃.╀かぇゅけっゃ”, ちったけゃけ てっそ
しすゃけ きっあょせ くっえくぇすぇ ぉさうゅぇょぇ 
う すぇいう くぇ ╇ゃぇく は こさっゃさなとぇ ゃ 
くっゅけゃぇ しなこさせゅぇ. 〈ぇおぇ ょっゃけえ
おぇすぇ けす 〈さなくおけゃけ, ょけてかぇ ょぇ 
せつう くぇ しすぇく ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇ
ゃうくぇゅう けしすぇゃぇ すせお. ╇ しきっくは 
けさぉうすうすっ しう. ╋ぇおぇさ ょぇ こさう

いくぇゃぇ, つっ ゃなこさっおう „きなあおうは 
しう たぇさぇおすっさ”  し けたけすぇ しぇきぇ しう 
こさぇゃう おけいせくぇちうすっ, ぇ ゃ おさう
いぇすぇ いぇ はえちぇ すぇおぇゃぇ ゃ ょけきぇ 
え くはきぇ, すなえ おぇすけ うきぇす すけこかぇ 
ゃさないおぇ しなし しっかけ う すけゃぇ ょけしすぇ 
うき こけきぇゅぇ. 
′ぇ そうくぇかぇ くぇ おなしくうは こっすな

つっく しかっょけぉっょ, ょけおぇすけ きなあっ
すっ ゃ  ょけきぇ え は  こさうてこけさゃぇす 
いぇ さぇぉけすぇすぇ, ょっすけ は つぇおぇ くぇ 
しっかけ, は こうすぇき: ゅけすけゃぇ かう っ 
ょぇ しすぇくっ ぉぇぉぇ う ょぇ こけしさっとぇ  
しくぇたう ゃ ょけきぇ しう. ] くっすなさ
こはとぇ ゃないさぇあっくうっ せしきうゃおぇ  

》そ たそうそお せあつてひたうあせかてそ せあ たちそしかててあ 〈けすあ 〉みえあしそうあ そて  
′あうそお 4, ぬかに 150, たそきかしあうあ せあ うつけねさけ つうそけ さそしかえけ け せあ うつけねさけ 

あちつかせあしぬけ  つけいけちつさそ くおちあうか, さあうさあくさそ おひしえそしかてけか
け うかさそうせあ すひおちそつて. 

╉ひしえけ すしあおけせけ け つあすそ たちかさちあつせけ すけえそうか! 
ぁかつてけてあ たちそしかて!

¨つさちかせあ  いしあえそおあちせそつて  せあ すそけてか さそしかえけ, ちあ
いそてかはけ う ′あうそお 1, ぬかに 251, さあさてそ け せあ [〉』╆ 
う „╅ちつかせあし” け せあ なけちすかせそてそ ちひさそうそおつてうそ せあ 
„╅ちつかせあし”,  くあ いひちくあてあ ちかあさぬけみ,  くあ そてせそのか
せけかてそ け たそしそきかせけてか  えちけきけ くあ しかねかせけかてそ すけ 

つしかお  つたそしかてみしあ すか くしそたそしとさあ. 
〉あ うつけねさけ, そてくそうあしけ つか う てそくけ てちとおかせ くあ すかせ 

け いしけくさけてか すけ すそすかせて け   たちそてかえせあしけ ちひさあ  くあ 
たそすそは  くあ いひちくそてそ すけ うひくつてあせそうみうあせか, きかしあみ  
くおちあうか,  はあつてけか, つあすそ おそいちけ おせけ け うつかそておあこ

せそつて け くあせあたちかお. 
 ¨ おそいちそてそ けすあ そねけ け せか つか くあいちあうみ… 

 ぁかつてけてあ たちそしかて! 
 』 いしあえそおあちせそつて  -  』うかてそつしあう ╆そえそすけしそう 
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╋うきぇ けすしうつぇ: „╇きぇ さぇぉけすぇ 
う いぇ くっは, しすうゅぇ ょぇ ょけえょっ”. 
╇ ぉなさいぇ ょぇ せすけつくう, つっ くはきぇ 
こさっすっくちうう おなき  ぉなょっとうすっ しう 
しくぇたう, いぇとけすけ „くはきぇ ょぇ ゅう 

ういぉうさぇ すは”. ╉ぇおゃうすけ しう たぇ
さっしぇす, ょけぉさっ いぇこけゃはょぇかう しぇ, 
おぇすっゅけさうつくぇ っ ╋うきぇ ′はゅぇかけ
ゃぇ, あっくぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 4, ちった 
150, いぇしすうゅくぇすぇ けす  きうきけかっす
くぇすぇ しかぇゃぇ ょぇ っ しさっょ ぇさしっ
くぇかしおうすっ こなさゃっくちう いぇ 2011 
ゅけょうくぇ. 
╃けおぇすけ しう すさなゅゃぇき けす ょけきぇ 

え, きうしかっくけ え こけあっかぇゃぇき ょぇ 
は こけゃすけさう… しかぇゃぇすぇ. ╆ぇとけすけ 
すけつくけ くぇ すぇおうゃぇ, こけ しゃけっきせ 
おけさぇゃう う きくけゅけ うしすうくしおう,   
あっくう しっ おさっこう… しゃっすなす くう,  
っょくぇ ういうしおゃぇとぇ すけかおけゃぇ すう

こうつくけ きなあおう  おぇつっしすゃぇ  さぇ
ぉけすぇ う っょくぇ そうさきぇ けす さぇくゅぇ 
くぇ „┿さしっくぇか”.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉けくゅさっしなす, こさけゃっか しっ ゃ っょくぇ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ いぇかう くぇ ┿く-
おぇさぇ, っ っあっゅけょっく, くけ ぉなかゅぇさしおぇ ょっかっゅぇちうは せつぇしすゃぇ ゃ くっゅけ 
こさっい ゅけょうくぇ-ょゃっ.  ¨しゃっく ょっかけゃぇすぇ  つぇしす くぇ そけさせきぇ, くぇ おけえすけ 
けしくけゃくけ しぇ ょうしおせすうさぇくう ゃなこさけしう いぇ さけかはすぇ くぇ さぇぉけすっとぇすぇ 
あっくぇ う くっえくうすっ しけちうぇかくう こさぇゃぇ, ょうしおさうきうくぇちうはすぇ くぇ あっく-
しおうは すさせょ, ょけきぇてくけすけ くぇしうかうっ  う こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ, 600-
すっ  ょっかっゅぇすう う ゅけしすう しぇ うきぇかう さぇいくけけぉさぇいくぇ おせかすせさくぇ こさけゅさぇ-
きぇ. ‶けしっとっくうは くぇ きせいっは くぇ しないょぇすっかは くぇ [っこせぉかうおぇ 〈せさちうは 
╉っきぇか ┿すぇすのさお,  すっかっゃういうけくくぇすぇ おせかぇ ゃ ┿くおぇさぇ う しすぇさうくくけ 
しっかうとっ けす [うきしおぇすぇ っこけたぇ おさぇえ ┿くおぇさぇ - ╀っえ こぇいぇさな しぇ こけしっ-
すうかう ぉなかゅぇさおうすっ, いぇっょくけ し ょっかっゅぇちうう けす させしおうすっ さっこせぉかうおう. 
╁ さぇきおうすっ くぇ おけくゅさっしくうすっ しさっとう ╄きう 』ぇくっゃぇ う ]すけはくおぇ ╃う-
きうすさけゃぇ しぇ うきぇかう う しさっとぇ し かうょっさぇ くぇ „〈のさお ╋っすぇか” ‶っさゃせか 
╉ぇゃかぇお. ╉ぇすけ けしけぉっくけ „っきけちうけくぇかくう う うくすっさっしくう” ょゃっすっ しうく-
ょうおぇかうしすおう けす „┿さしっくぇか” けこさっょっかはす う しさっとうすっ しう くぇ そけさせきぇ 
しなし しゃけう おけかっゅう けす 〈せさちうは, さけょっくう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╀かういけ 20% けす 
ゃしうつおう せつぇしすくうつおう ゃ 17-は ╉けくゅさっし くぇ „〈のさお ╋っすぇか” しぇ ぉうかう 
すせさおうくう, さけょっくう ゃ ╀なかゅぇさうは.
 ¨しけぉっくけ くう ゃこっつぇすかう そぇおすなす, つっ ゃ 〈せさちうは しうくょうおぇかういきなす 

っ くぇ きくけゅけ ゃうしけおけ  くうゃけ, しうくょうおぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ っ こさっしすうあくぇ 
う ゃうしけおけけすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ う すっいう, おけうすけ は ゃなさてぇす, うきぇす しない-
くぇくうっ いぇ きうしうは, しこけょっかう しかっょ いぇゃさなとぇくっすけ しう けす 〈せさちうは ╄きう 
』ぇくっゃぇ, おけはすけ  っ つかっく くぇ [っゃういうけくくぇすぇ おけきうしうは くぇ ′]《 „╋っ-
すぇか ╄かっおすさけ”. ]こけさっょ くっは, っょくぇ けす ゃぇあくうすっ こさっょこけしすぇゃおう いぇ 
すけゃぇ いぇしかせあっくけ しぇきけつせゃしすゃうっ くぇ すせさしおうすっ  え おけかっあおう っ う そぇ-
おすなす, つっ つかっくせゃぇとうすっ ゃ „〈のさお ╋っすぇか” いぇこかぇとぇす すさう こなすう こけ-
ゃうしけお つかっくしおう ゃくけし けす すけいう, おけえすけ しっ こかぇとぇ いぇ しうくょうおぇかくけ 
つかっくしすゃけ う いぇとうすぇ せ くぇし. ╁ ╀なかゅぇさうは つかっくしおうはす ゃくけし っ 1%,  
ぇ ゃ 〈せさちうは - 3%.  ╃させゅけすけ  せしかけゃうっ いぇ しうくょうおぇかくぇすぇ くっいぇゃう-
しうきけしす  っ う すけゃぇ, つっ しうくょうおぇすうすっ ゃ 〈せさちうは さぇぉけすはす う ょっえしすゃぇす 
ういゃなく すっさうすけさううすっ くぇ そうさきうすっ.  ¨しけぉっくけ しきっ ゃこっつぇすかっくう けす 
そぇおすぇ, つっ すぇき うきぇ う しこっちうぇかっく いぇおけく, おけえすけ いぇとうすぇゃぇ こさぇ-
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ゃぇすぇ くぇ しうくょうおぇすうすっ, おぇいぇ けとっ 』ぇくっゃぇ. 〈は, おぇすけ ょなかゅけゅけょうてっく しうくょうおぇかうしす, っ けしけぉっくけ さっしこっおすうさぇくぇ う けす ょさせゅけ しけちうぇかくけ う しうくょうおぇかくけ こけしすうあっくうっ, おけっすけ 
くぇさっあょぇ すせさしおけすけ けぉとっしすゃけ  しさっょ くぇえ-ょっきけおさぇすうつくうすっ  - けゅさけきくうすっ こさうゃうかっゅうう う こけきけとすぇ けす しすさぇくぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ, くぇ おけうすけ きけゅぇす ょぇ さぇいつうすぇす きぇえおうすっ 
くぇ ょっちぇ  し せゃさっあょぇくうは.  
┿い しなき くぇ すけいう そけさせき いぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ う ゃしっおう こなす ゃしっ こけゃっつっ しっ せょうゃはゃぇき くぇ こけしすうあっくうはすぇ, おけうすけ うきぇす ゃ のあくぇすぇ くう しなしっょおぇ  ゃ しうくょうおぇかくけ う うくょせし-

すさうぇかくけ けすくけてっくうっ, いぇはゃう いぇ 〈┿ ╄きう 』うきっゃぇ. ]こけさっょ くっは, ゅけかはきぇ つぇしす けす  けすさっつっくうすっ ゃ くぇてっすけ けぉとっしすゃけ しうくょうおぇかくう う しけちうぇかくう こさうょけぉうゃおう しぇ くっとけすけ, 
くぇ おけっすけ しっ おさっこう すせさしおうはす しうくょうおぇかういなき う おけっすけ ょぇゃぇ しぇきけつせゃしすゃうっ くぇ すせさしおうすっ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう. 
 17-はす ╉けくゅさっし くぇ „〈のさお ╋っすぇか” っ ぉうか せゃぇあっく う けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ すせさしおうは おぇぉうくっす, けす きうくうしすなさぇ こけ しけちうぇかくうすっ ゃなこさけしう う けす ょっこせすぇすう けす すせさしおうは 

╋っょあかうし. 
                                                      ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨すょっかくけ けす すっいう しさっょしすゃぇ おなき ╋[[╀ っ しないょぇょっく う 《けくょ いぇ  あうかうとくけ けぉくけゃは-
ゃぇくっ, おけえすけ っ し おぇこうすぇか 13 きうかうけくぇ かっゃぇ. ̈ す すけいう そけくょ ゅさぇあょぇくうすっ, けょけぉさっくう 
こけ こさけっおすぇ, とっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇゃぇす う くうしおけ かうたゃっくう おさっょうすう  いぇ こけっきぇくっ くぇ 
ょさせゅぇすぇ こけかけゃうくぇ けす しさっょしすゃぇすぇ いぇ っくっさゅうえくけすけ  けぉくけゃはゃぇくっ くぇ しゅさぇょうすっ  ゃ 
しかせつぇえ, つっ くっ さぇいこけかぇゅぇす し  ちっかうは くせあっく こぇさうつっく さっしせさし. ╊うたゃぇすぇ くぇ おさっょうす 
けす すけいう そけくょ っ 6,5%  いぇ ちっかうは こっさうけょ う いぇ ゅさぇすうしっく こっさうけょ くぇ おさっょうすうさぇくっ けす 
6 きっしっちぇ. ′はきぇ う すぇおしう いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ おさっょうすぇ. ╁っつっ っ ういぉさぇくぇ う ぉぇくおぇすぇ, 
おけはすけ とっ けすこせしおぇ すっいう おさっょうすう.
]さっょしすゃぇすぇ いぇ っくっさゅうえくけ けぉくけゃはゃぇくっ くっ しぇ さぇいこさっょっかっくう こけ すっさうすけさうぇかっく 

こさうくちうこ, す.っ. くはきぇ けこさっょっかっくう しさっょしすゃぇ いぇ ゃしっおう けす 7-すっ さぇえけくぇ くぇ しすさぇくぇすぇ. 
《うくぇくしうさぇくっ とっ こけかせつぇす  こけょぇかう いぇはゃかっくうは ゅさぇあょぇくう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, こけ 
さっょぇ くぇ こけしすなこゃぇくっすけ うき ょけ ういつっさこゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇすぇ. 
╆ぇすけゃぇ ゃさっきっすけ ょけ さっぇかくうは しすぇさす くぇ こさけっおすぇ, おけゅぇすけ とっ ぉなょっ ゃないきけあくけ ょぇ 

しっ おぇくょうょぇすしすゃぇ, あうゃっっとうすっ ゃ さっあうき くぇ っすぇあくぇ しけぉしすゃっくけしす きけゅぇす ょぇ ういこけかい-
ゃぇす いぇ こさけゃっあょぇくっ くぇ  けぉとう しなぉさぇくうは う ょぇ くぇぉうさぇす くせあくうすっ 2/3 しなゅかぇしうっ いぇ 
せつぇしすうっ. 
 ‶さう こけかけあっくうっ, つっ  あうゃっっとうすっ ゃ しゅさぇょぇすぇ こさっょこさうっきぇす きっさおう いぇ おぇくょうょぇす-

しすゃぇくっ こけ こさけっおすぇ う せつさっょはす ]ょさせあっくうっ くぇ しなしけぉしすゃっくうちうすっ,  しかっょゃぇす こけさっ-
ょうちぇ ょさせゅう しすなこおう こさっょう しぇきけすけ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ. ]すなこおぇ こなさゃぇ っ けぉしかっょゃぇくっ-
すけ くぇ しゅさぇょぇすぇ けす しすさぇくぇ くぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, おけうすけ とっ  こさっちっくはす  
ょけおけかおけ すは っ こけょたけょはとぇ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ  いぇ しさっょしすゃぇ けす ぉっいゃないきっいょくぇすぇ 
こけきけと. ╁ぇあくけ っ しゅさぇょぇすぇ ょぇ っ おけくしすさせおすうゃくけ せしすけえつうゃぇ, ょぇ くはきぇ いぇおさうすう すっ-
さぇしう う いぇゅさぇょっくう けぉとう こかけとう う ょぇ うきぇ ういゅけすゃっく すったくうつっしおう こぇしこけさす. ╆ぇ すぇいう 
ちっか とっ っ くっけぉたけょうき う ょっこけいうす けす ]ょさせあっくうっすけ くぇ しなしけぉしすゃっくうちうすっ ゃ さぇいきっさ 
くぇ 500 かっゃぇ.  ╇きっくくけ し すっいう こぇさう とっ しっ こけおさうゃぇす  さぇいたけょうすっ いぇ  けぉしかっょゃぇくっすけ 
う  ういゅけすゃはくっすけ くぇ すったくうつっしおうは こぇしこけさす, おけえすけ こなお っ ぇくゅぇあうきっくす くぇ こさけっおす-
きっくうょあなさぇ. ╉けえ とっ っ すけえ, とっ しすぇくっ はしくけ, しかっょ おぇすけ ╋[[╀ けぉはゃう そうくぇかぇ くぇ 
けぉとっしすゃっくぇすぇ こけさなつおぇ いぇ ういぉけさ くぇ こさけっおすくう きっくうょあなさう. 〈けゅぇゃぇ とっ ぉなょぇす 
けこけゃっしすっくう う おけけさょうくぇすうすっ くぇ そうさきぇすぇ, おなき おけはすけ あっかぇっとうすっ とっ きけゅぇす ょぇ 
しっ けぉさなとぇす いぇ おけくしせかすぇちうう う いぇ ういゅけすゃはくっ くぇ くせあくうすっ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ 
ょけおせきっくすう.
╉ぇすけ しっさうけいっく こさけぉかっき こさう おぇくょうょぇすしすゃぇくっすけ こけ すけいう こさけっおす ぉっ こけしけつっくけ 

さってぇゃぇくっすけ くぇ ゃなこさけしぇ けす ]ょさせあっくうっすけ くぇ しなしけぉしすゃっくうちうすっ し くっこかぇすっあけ-
しこけしけぉくうすっ しなしっょう う こさぇいくうすっ ぇこぇさすぇきっくすう. ╆ぇ すはた, しなけすゃっすくけ, ]ょさせあっくうっすけ  
すさはぉゃぇ ょぇ ゃいっきっ さってっくうっ  う  ょぇ こけっきっ う さぇいたけょうすっ, さぇいこさっょっかっくう  ゃなさたせ すっいう 
ぇこぇさすぇきっくすう.
  ‶けゃっつっすけ こさうしなしすゃぇとう くぇ しさっとぇすぇ ょけきけせこさぇゃうすっかう ういさぇいうたぇ きくっくうっ, つっ 

おぇすけ ちはかけ こさけゅさぇきぇすぇ っ ょけぉさぇ, くけ くっ っ いぇ ぉなかゅぇさしおうすっ  せしかけゃうは, いぇ おけうすけ ゃしっ 
けとっ ゃぇあう こさうくちうこなす „ゃしっおう しっ しこぇしはゃぇ しぇき, いぇとけすけ けぉとぇすぇ さぇぉけすぇ おせつっすぇ は 
はかう”, おぇおすけ う いぇさぇょう きぇくすぇかうすっすぇ くう, すなえ おぇすけ うきぇきっ こけ ょゃっ ゃさぇすう, こさっょう ょぇ 
ゃかっいっき ゃ ょけきけゃっすっ しう. 
 ╃させゅう こなお すゃなさょはたぇ, つっ すけゃぇ っくっさゅうえくけ けぉくけゃはゃぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ょけきけゃっ 

っ こさうかけあうきけ こけ すぇいう したっきぇ しぇきけ いぇ きぇかおう あうかうとくう おけけこっさぇちうう, ゃ おけうすけ あう-
ゃっはす さけょくうくう うかう きくけゅけ ぉかういおう しなしっょう. 
]さっょ きくうすっかくうすっ うきぇてっ う きくっくうは, つっ ょぇかっつ こけ-っゃすうくけ う ぉなさいけ とっ ういかっいっ  

っくっさゅうえくけすけ しぇくうさぇくっ くぇ しゅさぇょぇすぇ けす しぇきうすっ しなしけぉしすゃっくうちう, ぇおけ きっあょせ すはた 
うきぇ しゅけゃけさ う しう こけきけゅくぇす し すさせょ .
 ‶さっおさぇしくけ っ, ゃ ╄ゃさけこぇ すぇおぇ こさぇゃはす, くけ くうっ すせお くはきぇきっ こぇさう, ぉっ すっいぇすぇ くぇ 

つぇしす けす さっぇかうしすうすっ.  
 ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ こけさっょうちぇすぇ しさっとう ぉっ くぇ けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ. ‶さけっお-

すぇ こさっょ  ょけきけせこさぇゃうすっかうすっ こさっょしすぇゃう おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
                                                            ╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ
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╁しっおう 2,4-すう けす さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” っ あっくぇ. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ けそう-
ちうぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ くぇ けすょっか „ ╊うつっく しなしすぇゃ” ゃ ょさせあっしすゃけすけ. [っ-

てうたきっ ょぇ くぇょくうおくっき ゃ くっは こさっい, こさうっすうは うくぇつっ いぇ あっくしおう, きっしっち 
きぇさす こけ ょゃっ こさうつうくう: こなさゃけ - いぇ ょぇ ゃうょうき  ょけおけかおけ そっきうくういぇちうはすぇ っ 
いぇしっゅくぇかぇ そうさきう, ゃ おけうすけ しっ こさうっきぇ, つっ こさけういゃっあょぇす けしくけゃくけ  „きなあ-
おう さぇぉけすう”, おぇおすけ う ょぇかう そうさきぇ けす さぇくゅぇ くぇ „┿さしっくぇか” きけあっ ぉっい あっくう. 
 ¨おぇいゃぇ しっ, つっ う „┿さしっくぇか” くっ きけあっ ぉっい あっくう. ╆ぇとけすけ あっくうすっ しぇ  

2741 けす ちっかうは しこうしなつっく  しなしすぇゃ, こけ ょぇくくう おなき 2-さう きぇさす. ¨す  すはた  
あっくうすっ し ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ しぇ 384,  854 しぇ しなし しさっょくけ しこっちうぇかくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, ぇ けしすぇくぇかうすっ  - しなし しさっょくけ けぉとけ, けしくけゃくけ うかう ‶〉『.   
′ぇえ-きかぇょぇすぇ ぇさしっくぇかおぇ っ くぇ 19 ゅけょうくう, ぇ あっくぇすぇ し くぇえ-きくけゅけ しすぇあ っ 

こさっおぇさぇかぇ ちっかう 46 ゅけょうくう ゃ  „┿さしっくぇか”.  ′ぇえ-しおけさけ こさうしなっょうくうかぇ しっ 
おなき しなしすぇゃぇ くぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃ さっゅうけくぇ っ ょぇきぇ, おけはすけ さぇぉけすう 
すせお けす ょゃぇ きっしっちぇ.  
 ¨す くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ 6 しぇ くけゃけこさうっすうすっ ゃ しなしすぇゃぇ くぇ そうさきぇすぇ 

ぇさしっくぇかおう. ¨こすうきういぇちうはすぇ くぇ こっさしけくぇかぇ, こさけちっし, おけえすけ すっつっ けす しさっ-
ょぇすぇ くぇ そっゃさせぇさう, っ  こさうつうくぇ けす „┿さしっくぇか” ょぇ しう すさなゅくぇす 541-ぇ あっくう. 
′ぇ こさぇおすうおぇ こけかけゃうくぇすぇ けす けしゃけぉけょっくうすっ しぇ あっくう. 

〈┿
 ]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╋ぇさうは ╃けつおけゃぇ

けすょっか „╊うつっく しなしすぇゃ” くぇ „┿さしっくぇか” 

¨す  くぇつぇかけすけ くぇ  きぇさす ゃ ╃╉『 1 - ‶けかうお-
かうくうおぇ  ゃっつっ  さぇぉけすう きぇきけゅさぇそしおうはす 

しこっちうぇかういうさぇく おぇぉうくっす. ‶さっょう ょゃぇ ぉさけは 
くぇ 〈┿ こさっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておけすけ 
]ょさせあっくうっ くぇ けくおけぉけかくうすっ  『ゃっすぇ [ぇえ-
くけゃぇ  こけすなさしう こけきけとすぇ くう, いぇ ょぇ こけうしおぇ 
しなょっえしすゃうっ ゃ すなさしっくっ くぇ うしすうくぇすぇ いぇ くっ-
さぇぉけすっとうは きぇきけゅさぇそ.
╋ぇきけゅさぇそしおうはす おぇぉうくっす  さぇぉけすう ゃしっおう 

ょっかくうつっく ょっく こけ ゅさぇそうお – ょっく こさっょう けぉっょ, ょっく しかっょ けぉっょ. ‶さっゅかっょうすっ  
しっ ういゃなさてゃぇす し こさっょゃぇさうすっかくけ ゃいっすう つぇしけゃっ けす  さっゅうしすさぇすせさぇすぇ ゃ こけ-
かうおかうくうおぇすぇ. ╉ぇぉうくっすなす しっ くぇきうさぇ ゃ [っくすゅっくけゃけすけ けすょっかっくうっ /っすぇあ 2/ 
う さぇぉけすう, おぇおすけ し くぇこさぇゃかっくうは けす ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ, すぇおぇ う くぇ しゃけぉけょっく 
こさうっき. 『っくぇすぇ くぇ こさっゅかっょぇ っ 20 かっゃぇ.  
《せくおちうけくうさぇくっすけ くぇ きぇきけゅさぇそしおうは おぇぉうくっす っ しっさうけいくけ けぉかっおつっくうっ いぇ 

けくおけぉけかくうすっ, おぇおすけ う いぇ あっくうすっ, さってうかう ょぇ しう くぇこさぇゃはす おけくすさけかくう うい-
しかっょゃぇくうは. ╃けしっゅぇ いぇ こけょけぉくけ ういしかっょゃぇくっ  しっ くぇかぇゅぇてっ ょぇ しっ こなすせゃぇ ょけ 
¨くおけょうしこぇくしっさぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おぇすけ こさっゅかっょうすっ しすぇゃぇたぇ し こさっょゃぇさう-
すっかくけ いぇはゃっくう つぇしけゃっ. ╋ぇきけゅさぇそなす, くぇきうさぇと  しっ ゃ ╃╉『 1- ‶けかうおかうくうおぇ, 
っ ゃすけさぇ  せこけすさっぉぇ. ╃ぇさっく っ けす そけくょぇちうは „ ╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ” こさっょう ゅけょうくぇ 
う こけかけゃうくぇ.                 

               ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
¨す 27 ゅけょうくう すは ょっかう 

ょっかくうおぇ しう くぇ つっすうさう 
- きっあょせ こうさけすったくうつっしおうすっ 
しきっしう, こつっかくうすっ おけてっさう う 
しっさゅうはすぇ いぇ きっょ くぇ ╉けけこっさぇ-
すうゃくうは こぇいぇさ, ょゃっすっ おせつっすぇ  
う すさうきぇすぇ しう きなあっ せ ょけきぇ. 
′っ おさうっ, つっ っ „きなあおぇ ╋ぇさぇ”  
う こさっょこけつうすぇ さぇぉけすぇ ゃしは-
おぇおゃぇ, ゃはさくぇ くぇ こさうくちうこぇ 
„いぇかせょけ さぇぉけすう, くけ いぇかせょけ 
くっ しすけえ”. ╋けあっ ぉう う いぇすけゃぇ, 
おけゅぇすけ しう せさっあょぇきっ しさっとぇ, 
ょなさあう ょぇ っ おさぇすおぇ, いぇとけすけ は 
„つぇおぇ さぇぉけすぇ くぇ しっかけ”. 
╁ おなしくうは こっすなつっく しかっょけぉっょ, 

おけゅぇすけ しっ しさっとぇき し ╋うきぇ ′は-
ゅぇかけゃぇ けす ちった 150 くぇ ╆ぇゃけょ 
4, すは しっ しすはゅぇ いぇ さけょくけすけ 
しっかけ ゃ [ぇょくっゃしおけ - 〈さなくおけ-
ゃけ, おなょっすけ は つぇおぇす  ょなさゃぇ いぇ 
さはいぇくっ う ぉけかくぇ きぇえおぇ. ‶さう-
いくぇゃぇ, つっ くっ けぉうつぇ ょぇ っ こけょ 
こさけあっおすけさうすっ う  つっ ょなかあうき 
しおかけくはゃぇくっすけ え いぇ しさっとぇ くぇ 
くっえくうは しなこさせゅ - ╇ゃぇく ′はゅぇ-
かけゃ, おけえすけ こけゃっつっ けす ょっしっ-
すうかっすうっ たさぇくう おなとぇすぇ ぉかぇ-
ゅけょぇさっくうっ くぇ せしなさょっく すさせょ 
しさっょ こつっかうすっ. ╁ ぉかういおけ しっかけ 
しっきっえしすゃけすけ うきぇ 94 おけてっさぇ 
し こつっかう, おけうすけ こけっきぇす ゅけかは-
きぇ つぇしす けす ゃさっきっすけ, おぇおすけ くぇ 
╋うきぇ う しなこさせゅぇ え, すぇおぇ う くぇ 
ょゃぇきぇすぇ うき こけさぇしくぇかう ゃっつっ 
しうくけゃっ - くぇ 21 う 27 ゅけょうくう. 
╆ぇ さぇぉけすぇすぇ しう ╋うきぇ くっ 

けぉうつぇ ょぇ ゅけゃけさう  きくけゅけ, けとっ 
こけゃっつっ, つっ っしすっしすゃけすけ っ すぇ-
おけゃぇ, つっ くっ こさっょこけかぇゅぇ う 
きくけゅけ こさうおぇいおう. ‶さういくぇゃぇ,  
つっ けぉうつぇ さぇぉけすぇすぇ しう, しゃうお-
くぇかぇ っ し くっは, くっ は いぇすけさきけ-
いはゃぇ う くっ しっ しすさぇたせゃぇ. ╆ぇ 
いかけこけかせおうすっ, おけうすけ しすぇゃぇす 
ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, ゃ おけっすけ 
う すは さぇぉけすう, うきぇ あっかはいくぇ 
かけゅうおぇ: „┿おけ しこぇいゃぇて うく-
しすさせおちううすっ いぇ ぉっいけこぇしくけしす, 
ぇおけ ゃくうきぇゃぇて う しかせてぇて 
おぇおゃけ すう おぇいゃぇ くぇつぇかくうおなす 
さぇくけ しせすさうく, くはきぇ こさけぉかっき”. 
¨すょぇゃくぇ っ こさうっかぇ きぇおしうきぇ-
すぇ, つっ くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ 
ゃしうつおう こさけぉかっきう けす ゃおなとう 
しっ いぇぉさぇゃはす う こけ きけぉうかくうは 
しっ いゃなくう しぇきけ ゃ こけつうゃおうすっ. 
]ゃうおくぇかぇ っ う し „ょうしおけきそけさ-
すぇ” くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ ょぇ 

くっ っ ゅういょぇゃぇ - っしすっしすゃけすけ 
くぇ さぇぉけすぇすぇ え おぇすけ きぇてうくっく 
けこっさぇすけさ くぇ こうさけすったくうつっ-
しおう っおしこかけいうゃくう ゃっとっしすゃぇ 
ういうしおゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ さぇぉけ-
すぇ ょぇ  くはきぇ ゅっさょぇくう, けぉっちう, 
こさなしすっくう う ゃしはおぇおゃう ょさせゅう 
あっくしおう おさぇしけすう. ╆ぇ ╋うきぇ 
′はゅぇかけゃぇ すけゃぇ くっ っ しかけあくけ, 
けとっ こけゃっつっ, つっ こけ こさうくちうこ  
っ かのぉうすっかおぇ くぇ しこけさすくうは こけ-
けこっしすっく しすうか ゃ けぉかっおかけすけ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ けぉうつぇ ょなくおう-
すっ, ぇ こけかぇ いぇ こけしかっょくけ っ しかけ-
あうかぇ くぇ „╋ぇさううく ょっく”,  くけ… 
こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう. ′っ 
っ しうゅせさくぇ ょぇかう ゃ さけおかは とっ 
しっ くぇおうこさう う いぇ しゃぇすぉうすっ くぇ 
しうくけゃっすっ しう, おけゅぇすけ ょけえょぇす, 
こさけしすけ いぇとけすけ „ゃ こぇくすぇかけく 
しっ つせゃしすゃぇき ょけぉさっ”.  
╁ ょけきぇ しう, ゃ おけえすけ きっ こけ-

しさっとぇ, けぉぇつっ, ういょぇえくうつっしおう 
いぇ きくけゅけすけ あっくう ゃ くっは, くぇょ-
くうつぇす おせこうとぇ しゃっあう いっかっくう 
おうすおう, いぇ おけうすけ しっ  ゅさうあう すは, 
きぇかおう ょさっぉくう ょあせくょあせさうえ-
おう, おけうすけ ういょぇゃぇす すなくおけすけ 
ゃ ょせてぇすぇ くぇ ゃしはおぇ あっくぇ う... 
ょせいうくぇ せしきうたくぇすう いのきぉのかう, 
„くぇ きなあぇ きう”, おぇおすけ おぇいゃぇ 
╋うきぇ.  
╆ぇ 27-すっ ゅけょうくう, こさっおぇさぇ-

くう ゃ こうさけすったくうつっしおうすっ ちっ-
たけゃっ くぇ „┿さしっくぇか”, ╋うきぇ っ 
くぇせつうかぇ きくけゅけ. ╇ っ けしけぉっくけ 
いぇょなかあっくぇ くぇ せつうすっかうすっ しう ゃ 
いぇくぇはすぇ - くぇ しっゅぇてくぇすぇ いぇき. 
ょうさっおすけさおぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4 ╋ぇ-
さうくぇ ]っかょぇさけゃぇ, くぇ ╋うかおぇ 
╂ぇくっゃぇ う くぇ ]っゃょぇ ‶っくつっゃぇ, 
けす おけはすけ しっ せつう おぇお ょぇ けきっし-
ゃぇ しきっしうすっ. 
╁ おなとうつおぇ わ18, ゃ おけはすけ 

しっゅぇ さぇぉけすう ╋うきぇ, しぇ  けす 2 
ょけ 4 おけかっあおう. ╉ぇおゃけすけ う ょぇ 
しう おぇあっき, しう ゅけ おぇいゃぇきっ しせ-
すさうく う ゃ こけつうゃおぇすぇ. ╇くぇつっ, 
こけ ゃさっきっ くぇ さぇぉけすぇ こさう-
おぇいおうすっ くっ しぇ くぇえ-ょけぉさけすけ  
くっとけ, いぇとけすけ っ くせあくけ ちはかけ-
すけ すう ゃくうきぇくうっ  ょぇ っ くぇ きぇ-
しぇすぇ, こさういくぇゃぇ ょなかゅけゅけょうて-
くぇすぇ さぇぉけすくうつおぇ. ]ゃうおくぇかぇ 
っ, おぇおすけ し くぇつうくぇ くぇ さぇぉけすぇ, 
すぇおぇ う し っきけちうけくぇかくうは きうさ, 
おけえすけ しないょぇゃぇ すけいう ゃうょ さぇ-
ぉけすぇ  しなし しこっちうそうつくうは „せのす” 
くぇ こけきっとっくうはすぇ, ゃ おけうすけ さぇ-

ぉけすはす, くぇさうつぇくう きっあょせ すはた 
„おなとうつおう”.  
¨すゃなょ さぇぉけすぇすぇ, し おけかっあ-

おう しっ ゃうあょぇす こけ ぉぇくおっすう, けす 
おけうすけ ╋うきぇ おなすぇ ゃ しっきっえくうは 
ぇかぉせき – おせすうは, きくけゅけ っきけ-
ちうけくぇかくう きけきっくすう. ┿ ょけ-
きなす え, くぇきうさぇと しっ くぇ こなこぇ 
くぇ ゅさぇょぇ, うきぇ ゃしうつおう こさっょ-
こけしすぇゃおう ょぇ っ しゃけっけぉさぇいっく 
┿ゃさぇぇきけゃ ょけき - いぇ こさうはすっかう 
けす ぉかういけ う ょぇかっつ. ′っ うょゃぇす 
きくけゅけ せ くぇし おけかっあおうすっ, いぇ-
とけすけ, こけ ょせきうすっ うき,  „ゃ おなとう 
うきぇ けこぇしくけしす ょぇ ょけえょぇす くぇ 

ょゃぇ おさぇおぇ う ょぇ しう けすうょぇす くぇ  
つっすうさう”, おぇいゃぇ しなし いぇおぇつかう-
ゃぇ う きくけゅけいくぇつうすっかくぇ せし-
きうゃおぇ  さぇぉけすくうつおぇすぇ. 
╉けゅぇすけ こさっょう 27 ゅけょうくう 

しきっくは こさけそっしうはすぇ しう くぇ すな-
おぇつおぇ う こけっきぇ こけ ぇさしっくぇか-
しおうは こなす,  „いぇ ょぇ うきぇ こけゃっ-
つっ ゃさっきっ いぇ ょっちぇすぇ しう”, くっ 
っ こさっょこけかぇゅぇかぇ, つっ ゃ „┿さしっ-
くぇか” くぇ こさぇおすうおぇ とっ は いぇし-
すうゅくっ こっくしうはすぇ. ╆ぇとけすけ, ぇおけ 
ゃしうつおけ っ おぇおすけ すさはぉゃぇ う くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ „くっ え ょけえょっ ょさせゅ 
ぇおなか”, すけ ゃ おさぇは くぇ すぇいう ゅけ-
ょうくぇ 49-ゅけょうてくぇすぇ ╋うきぇ とっ 
こさうょけぉうっ こさぇゃけ くぇ こっくしうは  
いぇ ゃすけさぇ  おぇすっゅけさうは すさせょ. 
┿ こけしかっ くぇおなょっ? 
‶ぇお とっ さぇぉけすは, くけ とっ しう 

こけすなさしは さぇぉけすぇ くぇ すさっすぇ おぇ-
すっゅけさうは, おぇいゃぇ すは. 
╇きぇき けとっ すけかおけゃぇ しうかう, 

いぇ ぉなょぇ こけかっいくぇ くぇ たけさぇ-
すぇ, ょけゃっさはゃぇ きう すは, ょけおぇすけ 
っ すゃなさょっ こっしすっかうゃぇ ゃ さぇい-
こうかっくうは くう さぇいゅけゃけさ こけ けす-
くけてっくうっ くぇ „いぇゃぇさおぇすぇ” し 
くっえくうは しなこさせゅ - ぉうゃて さぇぉけす-
くうお くぇ ′╇〈╇ う こつっかぇさ すぇき. 
′ぇゃさっきっすけ, ょけおぇすけ ╋うきぇ 
さぇぉけすう おぇすけ すなおぇつおぇ ゃ 〈‶╉ 
„╃.╀かぇゅけっゃ”, ちったけゃけ てっそ-
しすゃけ きっあょせ くっえくぇすぇ ぉさうゅぇょぇ 
う すぇいう くぇ ╇ゃぇく は こさっゃさなとぇ ゃ 
くっゅけゃぇ しなこさせゅぇ. 〈ぇおぇ ょっゃけえ-
おぇすぇ けす 〈さなくおけゃけ, ょけてかぇ ょぇ 
せつう くぇ しすぇく ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇ-
ゃうくぇゅう けしすぇゃぇ すせお. ╇ しきっくは 
けさぉうすうすっ しう. ╋ぇおぇさ ょぇ こさう-

いくぇゃぇ, つっ ゃなこさっおう „きなあおうは 
しう たぇさぇおすっさ”  し けたけすぇ しぇきぇ しう 
こさぇゃう おけいせくぇちうすっ, ぇ ゃ おさう-
いぇすぇ いぇ はえちぇ すぇおぇゃぇ ゃ ょけきぇ 
え くはきぇ, すなえ おぇすけ うきぇす すけこかぇ 
ゃさないおぇ しなし しっかけ う すけゃぇ ょけしすぇ 
うき こけきぇゅぇ. 
′ぇ そうくぇかぇ くぇ おなしくうは こっすな-

つっく しかっょけぉっょ, ょけおぇすけ きなあっ-
すっ ゃ  ょけきぇ え は  こさうてこけさゃぇす 
いぇ さぇぉけすぇすぇ, ょっすけ は つぇおぇ くぇ 
しっかけ, は こうすぇき: ゅけすけゃぇ かう っ 
ょぇ しすぇくっ ぉぇぉぇ う ょぇ こけしさっとぇ  
しくぇたう ゃ ょけきぇ しう. ] くっすなさ-
こはとぇ ゃないさぇあっくうっ せしきうゃおぇ  

》そ たそうそお せあつてひたうあせかてそ せあ たちそしかててあ 〈けすあ 〉みえあしそうあ そて  
′あうそお 4, ぬかに 150, たそきかしあうあ せあ うつけねさけ つうそけ さそしかえけ け せあ うつけねさけ 

あちつかせあしぬけ  つけいけちつさそ くおちあうか, さあうさあくさそ おひしえそしかてけか
け うかさそうせあ すひおちそつて. 

╉ひしえけ すしあおけせけ け つあすそ たちかさちあつせけ すけえそうか! 
ぁかつてけてあ たちそしかて!

¨つさちかせあ  いしあえそおあちせそつて  せあ すそけてか さそしかえけ, ちあ-
いそてかはけ う ′あうそお 1, ぬかに 251, さあさてそ け せあ [〉』╆ 
う „╅ちつかせあし” け せあ なけちすかせそてそ ちひさそうそおつてうそ せあ 
„╅ちつかせあし”,  くあ いひちくあてあ ちかあさぬけみ,  くあ そてせそのか-
せけかてそ け たそしそきかせけてか  えちけきけ くあ しかねかせけかてそ すけ 

つしかお  つたそしかてみしあ すか くしそたそしとさあ. 
〉あ うつけねさけ, そてくそうあしけ つか う てそくけ てちとおかせ くあ すかせ 

け いしけくさけてか すけ すそすかせて け   たちそてかえせあしけ ちひさあ  くあ 
たそすそは  くあ いひちくそてそ すけ うひくつてあせそうみうあせか, きかしあみ  
くおちあうか,  はあつてけか, つあすそ おそいちけ おせけ け うつかそておあこ-

せそつて け くあせあたちかお. 
 ¨ おそいちそてそ けすあ そねけ け せか つか くあいちあうみ… 

 ぁかつてけてあ たちそしかて! 
 』 いしあえそおあちせそつて  -  』うかてそつしあう ╆そえそすけしそう 

[そつてそう, ′あうそお 1, ぬかに 251
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╋うきぇ けすしうつぇ: „╇きぇ さぇぉけすぇ 
う いぇ くっは, しすうゅぇ ょぇ ょけえょっ”. 
╇ ぉなさいぇ ょぇ せすけつくう, つっ くはきぇ 
こさっすっくちうう おなき  ぉなょっとうすっ しう 
しくぇたう, いぇとけすけ „くはきぇ ょぇ ゅう 

ういぉうさぇ すは”. ╉ぇおゃうすけ しう たぇ-
さっしぇす, ょけぉさっ いぇこけゃはょぇかう しぇ, 
おぇすっゅけさうつくぇ っ ╋うきぇ ′はゅぇかけ-
ゃぇ, あっくぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 4, ちった 
150, いぇしすうゅくぇすぇ けす  きうきけかっす-
くぇすぇ しかぇゃぇ ょぇ っ しさっょ ぇさしっ-
くぇかしおうすっ こなさゃっくちう いぇ 2011 
ゅけょうくぇ. 
╃けおぇすけ しう すさなゅゃぇき けす ょけきぇ 

え, きうしかっくけ え こけあっかぇゃぇき ょぇ 
は こけゃすけさう… しかぇゃぇすぇ. ╆ぇとけすけ 
すけつくけ くぇ すぇおうゃぇ, こけ しゃけっきせ 
おけさぇゃう う きくけゅけ うしすうくしおう,   
あっくう しっ おさっこう… しゃっすなす くう,  
っょくぇ ういうしおゃぇとぇ すけかおけゃぇ すう-

こうつくけ きなあおう  おぇつっしすゃぇ  さぇ-
ぉけすぇ う っょくぇ そうさきぇ けす さぇくゅぇ 
くぇ „┿さしっくぇか”.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉けくゅさっしなす, こさけゃっか しっ ゃ っょくぇ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ いぇかう くぇ ┿く
おぇさぇ, っ っあっゅけょっく, くけ ぉなかゅぇさしおぇ ょっかっゅぇちうは せつぇしすゃぇ ゃ くっゅけ 
こさっい ゅけょうくぇ-ょゃっ.  ¨しゃっく ょっかけゃぇすぇ  つぇしす くぇ そけさせきぇ, くぇ おけえすけ 
けしくけゃくけ しぇ ょうしおせすうさぇくう ゃなこさけしう いぇ さけかはすぇ くぇ さぇぉけすっとぇすぇ 
あっくぇ う くっえくうすっ しけちうぇかくう こさぇゃぇ, ょうしおさうきうくぇちうはすぇ くぇ あっく
しおうは すさせょ, ょけきぇてくけすけ くぇしうかうっ  う こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ, 600-
すっ  ょっかっゅぇすう う ゅけしすう しぇ うきぇかう さぇいくけけぉさぇいくぇ おせかすせさくぇ こさけゅさぇ
きぇ. ‶けしっとっくうは くぇ きせいっは くぇ しないょぇすっかは くぇ [っこせぉかうおぇ 〈せさちうは 
╉っきぇか ┿すぇすのさお,  すっかっゃういうけくくぇすぇ おせかぇ ゃ ┿くおぇさぇ う しすぇさうくくけ 
しっかうとっ けす [うきしおぇすぇ っこけたぇ おさぇえ ┿くおぇさぇ - ╀っえ こぇいぇさな しぇ こけしっ
すうかう ぉなかゅぇさおうすっ, いぇっょくけ し ょっかっゅぇちうう けす させしおうすっ さっこせぉかうおう. 
╁ さぇきおうすっ くぇ おけくゅさっしくうすっ しさっとう ╄きう 』ぇくっゃぇ う ]すけはくおぇ ╃う
きうすさけゃぇ しぇ うきぇかう う しさっとぇ し かうょっさぇ くぇ „〈のさお ╋っすぇか” ‶っさゃせか 
╉ぇゃかぇお. ╉ぇすけ けしけぉっくけ „っきけちうけくぇかくう う うくすっさっしくう” ょゃっすっ しうく
ょうおぇかうしすおう けす „┿さしっくぇか” けこさっょっかはす う しさっとうすっ しう くぇ そけさせきぇ 
しなし しゃけう おけかっゅう けす 〈せさちうは, さけょっくう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╀かういけ 20% けす 
ゃしうつおう せつぇしすくうつおう ゃ 17-は ╉けくゅさっし くぇ „〈のさお ╋っすぇか” しぇ ぉうかう 
すせさおうくう, さけょっくう ゃ ╀なかゅぇさうは.
 ¨しけぉっくけ くう ゃこっつぇすかう そぇおすなす, つっ ゃ 〈せさちうは しうくょうおぇかういきなす 

っ くぇ きくけゅけ ゃうしけおけ  くうゃけ, しうくょうおぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ っ こさっしすうあくぇ 
う ゃうしけおけけすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ う すっいう, おけうすけ は ゃなさてぇす, うきぇす しない
くぇくうっ いぇ きうしうは, しこけょっかう しかっょ いぇゃさなとぇくっすけ しう けす 〈せさちうは ╄きう 
』ぇくっゃぇ, おけはすけ  っ つかっく くぇ [っゃういうけくくぇすぇ おけきうしうは くぇ ′]《 „╋っ
すぇか ╄かっおすさけ”. ]こけさっょ くっは, っょくぇ けす ゃぇあくうすっ こさっょこけしすぇゃおう いぇ 
すけゃぇ いぇしかせあっくけ しぇきけつせゃしすゃうっ くぇ すせさしおうすっ  え おけかっあおう っ う そぇ
おすなす, つっ つかっくせゃぇとうすっ ゃ „〈のさお ╋っすぇか” いぇこかぇとぇす すさう こなすう こけ-
ゃうしけお つかっくしおう ゃくけし けす すけいう, おけえすけ しっ こかぇとぇ いぇ しうくょうおぇかくけ 
つかっくしすゃけ う いぇとうすぇ せ くぇし. ╁ ╀なかゅぇさうは つかっくしおうはす ゃくけし っ 1%,  
ぇ ゃ 〈せさちうは - 3%.  ╃させゅけすけ  せしかけゃうっ いぇ しうくょうおぇかくぇすぇ くっいぇゃう
しうきけしす  っ う すけゃぇ, つっ しうくょうおぇすうすっ ゃ 〈せさちうは さぇぉけすはす う ょっえしすゃぇす 
ういゃなく すっさうすけさううすっ くぇ そうさきうすっ.  ¨しけぉっくけ しきっ ゃこっつぇすかっくう けす 
そぇおすぇ, つっ すぇき うきぇ う しこっちうぇかっく いぇおけく, おけえすけ いぇとうすぇゃぇ こさぇ

. . .〉╅ 〈╊╋╉】〉╅『《╉╊〉 ‒《『】〈

ゃぇすぇ くぇ しうくょうおぇすうすっ, おぇいぇ けとっ 』ぇくっゃぇ. 〈は, おぇすけ ょなかゅけゅけょうてっく しうくょうおぇかうしす, っ けしけぉっくけ さっしこっおすうさぇくぇ う けす ょさせゅけ しけちうぇかくけ う しうくょうおぇかくけ こけしすうあっくうっ, おけっすけ 
くぇさっあょぇ すせさしおけすけ けぉとっしすゃけ  しさっょ くぇえ-ょっきけおさぇすうつくうすっ  - けゅさけきくうすっ こさうゃうかっゅうう う こけきけとすぇ けす しすさぇくぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ, くぇ おけうすけ きけゅぇす ょぇ さぇいつうすぇす きぇえおうすっ 
くぇ ょっちぇ  し せゃさっあょぇくうは.  
┿い しなき くぇ すけいう そけさせき いぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ う ゃしっおう こなす ゃしっ こけゃっつっ しっ せょうゃはゃぇき くぇ こけしすうあっくうはすぇ, おけうすけ うきぇす ゃ のあくぇすぇ くう しなしっょおぇ  ゃ しうくょうおぇかくけ う うくょせし

すさうぇかくけ けすくけてっくうっ, いぇはゃう いぇ 〈┿ ╄きう 』うきっゃぇ. ]こけさっょ くっは, ゅけかはきぇ つぇしす けす  けすさっつっくうすっ ゃ くぇてっすけ けぉとっしすゃけ しうくょうおぇかくう う しけちうぇかくう こさうょけぉうゃおう しぇ くっとけすけ, 
くぇ おけっすけ しっ おさっこう すせさしおうはす しうくょうおぇかういなき う おけっすけ ょぇゃぇ しぇきけつせゃしすゃうっ くぇ すせさしおうすっ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう. 
 17-はす ╉けくゅさっし くぇ „〈のさお ╋っすぇか” っ ぉうか せゃぇあっく う けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ すせさしおうは おぇぉうくっす, けす きうくうしすなさぇ こけ しけちうぇかくうすっ ゃなこさけしう う けす ょっこせすぇすう けす すせさしおうは 

╋っょあかうし. 
                                                      ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨すょっかくけ けす すっいう しさっょしすゃぇ おなき ╋[[╀ っ しないょぇょっく う 《けくょ いぇ  あうかうとくけ けぉくけゃは
ゃぇくっ, おけえすけ っ し おぇこうすぇか 13 きうかうけくぇ かっゃぇ. ̈ す すけいう そけくょ ゅさぇあょぇくうすっ, けょけぉさっくう 
こけ こさけっおすぇ, とっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇゃぇす う くうしおけ かうたゃっくう おさっょうすう  いぇ こけっきぇくっ くぇ 
ょさせゅぇすぇ こけかけゃうくぇ けす しさっょしすゃぇすぇ いぇ っくっさゅうえくけすけ  けぉくけゃはゃぇくっ くぇ しゅさぇょうすっ  ゃ 
しかせつぇえ, つっ くっ さぇいこけかぇゅぇす し  ちっかうは くせあっく こぇさうつっく さっしせさし. ╊うたゃぇすぇ くぇ おさっょうす 
けす すけいう そけくょ っ 6,5%  いぇ ちっかうは こっさうけょ う いぇ ゅさぇすうしっく こっさうけょ くぇ おさっょうすうさぇくっ けす 
6 きっしっちぇ. ′はきぇ う すぇおしう いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ おさっょうすぇ. ╁っつっ っ ういぉさぇくぇ う ぉぇくおぇすぇ, 
おけはすけ とっ けすこせしおぇ すっいう おさっょうすう.
]さっょしすゃぇすぇ いぇ っくっさゅうえくけ けぉくけゃはゃぇくっ くっ しぇ さぇいこさっょっかっくう こけ すっさうすけさうぇかっく 

こさうくちうこ, す.っ. くはきぇ けこさっょっかっくう しさっょしすゃぇ いぇ ゃしっおう けす 7-すっ さぇえけくぇ くぇ しすさぇくぇすぇ. 
《うくぇくしうさぇくっ とっ こけかせつぇす  こけょぇかう いぇはゃかっくうは ゅさぇあょぇくう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, こけ 
さっょぇ くぇ こけしすなこゃぇくっすけ うき ょけ ういつっさこゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇすぇ. 
╆ぇすけゃぇ ゃさっきっすけ ょけ さっぇかくうは しすぇさす くぇ こさけっおすぇ, おけゅぇすけ とっ ぉなょっ ゃないきけあくけ ょぇ 

しっ おぇくょうょぇすしすゃぇ, あうゃっっとうすっ ゃ さっあうき くぇ っすぇあくぇ しけぉしすゃっくけしす きけゅぇす ょぇ ういこけかい
ゃぇす いぇ こさけゃっあょぇくっ くぇ  けぉとう しなぉさぇくうは う ょぇ くぇぉうさぇす くせあくうすっ 2/3 しなゅかぇしうっ いぇ 
せつぇしすうっ. 
 ‶さう こけかけあっくうっ, つっ  あうゃっっとうすっ ゃ しゅさぇょぇすぇ こさっょこさうっきぇす きっさおう いぇ おぇくょうょぇす

しすゃぇくっ こけ こさけっおすぇ う せつさっょはす ]ょさせあっくうっ くぇ しなしけぉしすゃっくうちうすっ,  しかっょゃぇす こけさっ
ょうちぇ ょさせゅう しすなこおう こさっょう しぇきけすけ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ. ]すなこおぇ こなさゃぇ っ けぉしかっょゃぇくっ
すけ くぇ しゅさぇょぇすぇ けす しすさぇくぇ くぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, おけうすけ とっ  こさっちっくはす  
ょけおけかおけ すは っ こけょたけょはとぇ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ  いぇ しさっょしすゃぇ けす ぉっいゃないきっいょくぇすぇ 
こけきけと. ╁ぇあくけ っ しゅさぇょぇすぇ ょぇ っ おけくしすさせおすうゃくけ せしすけえつうゃぇ, ょぇ くはきぇ いぇおさうすう すっ
さぇしう う いぇゅさぇょっくう けぉとう こかけとう う ょぇ うきぇ ういゅけすゃっく すったくうつっしおう こぇしこけさす. ╆ぇ すぇいう 
ちっか とっ っ くっけぉたけょうき う ょっこけいうす けす ]ょさせあっくうっすけ くぇ しなしけぉしすゃっくうちうすっ ゃ さぇいきっさ 
くぇ 500 かっゃぇ.  ╇きっくくけ し すっいう こぇさう とっ しっ こけおさうゃぇす  さぇいたけょうすっ いぇ  けぉしかっょゃぇくっすけ 
う  ういゅけすゃはくっすけ くぇ すったくうつっしおうは こぇしこけさす, おけえすけ こなお っ ぇくゅぇあうきっくす くぇ こさけっおす-
きっくうょあなさぇ. ╉けえ とっ っ すけえ, とっ しすぇくっ はしくけ, しかっょ おぇすけ ╋[[╀ けぉはゃう そうくぇかぇ くぇ 
けぉとっしすゃっくぇすぇ こけさなつおぇ いぇ ういぉけさ くぇ こさけっおすくう きっくうょあなさう. 〈けゅぇゃぇ とっ ぉなょぇす 
けこけゃっしすっくう う おけけさょうくぇすうすっ くぇ そうさきぇすぇ, おなき おけはすけ あっかぇっとうすっ とっ きけゅぇす ょぇ 
しっ けぉさなとぇす いぇ おけくしせかすぇちうう う いぇ ういゅけすゃはくっ くぇ くせあくうすっ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ 
ょけおせきっくすう.
╉ぇすけ しっさうけいっく こさけぉかっき こさう おぇくょうょぇすしすゃぇくっすけ こけ すけいう こさけっおす ぉっ こけしけつっくけ 

さってぇゃぇくっすけ くぇ ゃなこさけしぇ けす ]ょさせあっくうっすけ くぇ しなしけぉしすゃっくうちうすっ し くっこかぇすっあけ
しこけしけぉくうすっ しなしっょう う こさぇいくうすっ ぇこぇさすぇきっくすう. ╆ぇ すはた, しなけすゃっすくけ, ]ょさせあっくうっすけ  
すさはぉゃぇ ょぇ ゃいっきっ さってっくうっ  う  ょぇ こけっきっ う さぇいたけょうすっ, さぇいこさっょっかっくう  ゃなさたせ すっいう 
ぇこぇさすぇきっくすう.
  ‶けゃっつっすけ こさうしなしすゃぇとう くぇ しさっとぇすぇ ょけきけせこさぇゃうすっかう ういさぇいうたぇ きくっくうっ, つっ 

おぇすけ ちはかけ こさけゅさぇきぇすぇ っ ょけぉさぇ, くけ くっ っ いぇ ぉなかゅぇさしおうすっ  せしかけゃうは, いぇ おけうすけ ゃしっ 
けとっ ゃぇあう こさうくちうこなす „ゃしっおう しっ しこぇしはゃぇ しぇき, いぇとけすけ けぉとぇすぇ さぇぉけすぇ おせつっすぇ は 
はかう”, おぇおすけ う いぇさぇょう きぇくすぇかうすっすぇ くう, すなえ おぇすけ うきぇきっ こけ ょゃっ ゃさぇすう, こさっょう ょぇ 
ゃかっいっき ゃ ょけきけゃっすっ しう. 
 ╃させゅう こなお すゃなさょはたぇ, つっ すけゃぇ っくっさゅうえくけ けぉくけゃはゃぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ょけきけゃっ 

っ こさうかけあうきけ こけ すぇいう したっきぇ しぇきけ いぇ きぇかおう あうかうとくう おけけこっさぇちうう, ゃ おけうすけ あう
ゃっはす さけょくうくう うかう きくけゅけ ぉかういおう しなしっょう. 
]さっょ きくうすっかくうすっ うきぇてっ う きくっくうは, つっ ょぇかっつ こけ-っゃすうくけ う ぉなさいけ とっ ういかっいっ  

っくっさゅうえくけすけ しぇくうさぇくっ くぇ しゅさぇょぇすぇ けす しぇきうすっ しなしけぉしすゃっくうちう, ぇおけ きっあょせ すはた 
うきぇ しゅけゃけさ う しう こけきけゅくぇす し すさせょ .
 ‶さっおさぇしくけ っ, ゃ ╄ゃさけこぇ すぇおぇ こさぇゃはす, くけ くうっ すせお くはきぇきっ こぇさう, ぉっ すっいぇすぇ くぇ 

つぇしす けす さっぇかうしすうすっ.  
 ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ こけさっょうちぇすぇ しさっとう ぉっ くぇ けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ. ‶さけっお

すぇ こさっょ  ょけきけせこさぇゃうすっかうすっ こさっょしすぇゃう おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
                                                            ╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ
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╁しっおう 2,4-すう けす さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” っ あっくぇ. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ けそう
ちうぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ くぇ けすょっか „ ╊うつっく しなしすぇゃ” ゃ ょさせあっしすゃけすけ. [っ

てうたきっ ょぇ くぇょくうおくっき ゃ くっは こさっい, こさうっすうは うくぇつっ いぇ あっくしおう, きっしっち 
きぇさす こけ ょゃっ こさうつうくう: こなさゃけ - いぇ ょぇ ゃうょうき  ょけおけかおけ そっきうくういぇちうはすぇ っ 
いぇしっゅくぇかぇ そうさきう, ゃ おけうすけ しっ こさうっきぇ, つっ こさけういゃっあょぇす けしくけゃくけ  „きなあ
おう さぇぉけすう”, おぇおすけ う ょぇかう そうさきぇ けす さぇくゅぇ くぇ „┿さしっくぇか” きけあっ ぉっい あっくう. 
 ¨おぇいゃぇ しっ, つっ う „┿さしっくぇか” くっ きけあっ ぉっい あっくう. ╆ぇとけすけ あっくうすっ しぇ  

2741 けす ちっかうは しこうしなつっく  しなしすぇゃ, こけ ょぇくくう おなき 2-さう きぇさす. ¨す  すはた  
あっくうすっ し ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ しぇ 384,  854 しぇ しなし しさっょくけ しこっちうぇかくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, ぇ けしすぇくぇかうすっ  - しなし しさっょくけ けぉとけ, けしくけゃくけ うかう ‶〉『.   
′ぇえ-きかぇょぇすぇ ぇさしっくぇかおぇ っ くぇ 19 ゅけょうくう, ぇ あっくぇすぇ し くぇえ-きくけゅけ しすぇあ っ 

こさっおぇさぇかぇ ちっかう 46 ゅけょうくう ゃ  „┿さしっくぇか”.  ′ぇえ-しおけさけ こさうしなっょうくうかぇ しっ 
おなき しなしすぇゃぇ くぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃ さっゅうけくぇ っ ょぇきぇ, おけはすけ さぇぉけすう 
すせお けす ょゃぇ きっしっちぇ.  
 ¨す くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ 6 しぇ くけゃけこさうっすうすっ ゃ しなしすぇゃぇ くぇ そうさきぇすぇ 

ぇさしっくぇかおう. ¨こすうきういぇちうはすぇ くぇ こっさしけくぇかぇ, こさけちっし, おけえすけ すっつっ けす しさっ
ょぇすぇ くぇ そっゃさせぇさう, っ  こさうつうくぇ けす „┿さしっくぇか” ょぇ しう すさなゅくぇす 541-ぇ あっくう. 
′ぇ こさぇおすうおぇ こけかけゃうくぇすぇ けす けしゃけぉけょっくうすっ しぇ あっくう. 

〈┿
 ]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╋ぇさうは ╃けつおけゃぇ

けすょっか „╊うつっく しなしすぇゃ” くぇ „┿さしっくぇか” 

¨す  くぇつぇかけすけ くぇ  きぇさす ゃ ╃╉『 1 - ‶けかうお
かうくうおぇ  ゃっつっ  さぇぉけすう きぇきけゅさぇそしおうはす 

しこっちうぇかういうさぇく おぇぉうくっす. ‶さっょう ょゃぇ ぉさけは 
くぇ 〈┿ こさっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておけすけ 
]ょさせあっくうっ くぇ けくおけぉけかくうすっ  『ゃっすぇ [ぇえ
くけゃぇ  こけすなさしう こけきけとすぇ くう, いぇ ょぇ こけうしおぇ 
しなょっえしすゃうっ ゃ すなさしっくっ くぇ うしすうくぇすぇ いぇ くっ
さぇぉけすっとうは きぇきけゅさぇそ.
╋ぇきけゅさぇそしおうはす おぇぉうくっす  さぇぉけすう ゃしっおう 

ょっかくうつっく ょっく こけ ゅさぇそうお – ょっく こさっょう けぉっょ, ょっく しかっょ けぉっょ. ‶さっゅかっょうすっ  
しっ ういゃなさてゃぇす し こさっょゃぇさうすっかくけ ゃいっすう つぇしけゃっ けす  さっゅうしすさぇすせさぇすぇ ゃ こけ
かうおかうくうおぇすぇ. ╉ぇぉうくっすなす しっ くぇきうさぇ ゃ [っくすゅっくけゃけすけ けすょっかっくうっ /っすぇあ 2/ 
う さぇぉけすう, おぇおすけ し くぇこさぇゃかっくうは けす ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ, すぇおぇ う くぇ しゃけぉけょっく 
こさうっき. 『っくぇすぇ くぇ こさっゅかっょぇ っ 20 かっゃぇ.  
《せくおちうけくうさぇくっすけ くぇ きぇきけゅさぇそしおうは おぇぉうくっす っ しっさうけいくけ けぉかっおつっくうっ いぇ 

けくおけぉけかくうすっ, おぇおすけ う いぇ あっくうすっ, さってうかう ょぇ しう くぇこさぇゃはす おけくすさけかくう うい
しかっょゃぇくうは. ╃けしっゅぇ いぇ こけょけぉくけ ういしかっょゃぇくっ  しっ くぇかぇゅぇてっ ょぇ しっ こなすせゃぇ ょけ 
¨くおけょうしこぇくしっさぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おぇすけ こさっゅかっょうすっ しすぇゃぇたぇ し こさっょゃぇさう
すっかくけ いぇはゃっくう つぇしけゃっ. ╋ぇきけゅさぇそなす, くぇきうさぇと  しっ ゃ ╃╉『 1- ‶けかうおかうくうおぇ, 
っ ゃすけさぇ  せこけすさっぉぇ. ╃ぇさっく っ けす そけくょぇちうは „ ╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ” こさっょう ゅけょうくぇ 
う こけかけゃうくぇ.                 

               ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

24 きぇさす - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ し すせぉっさおせかけいぇ-

すぇ - こさっい 1882 ゅ. くっきしおうはす ぉぇおすっさうけかけゅ [けぉっさす ╉けた ういけかうさぇ 
ぉぇちうかぇ くぇ すせぉっさおせかけいぇすぇ.
25 きぇさす - ╀かぇゅけゃっとっくうっ; ╃っく くぇ きぇえおぇすぇ; ‶さぇいくうお 

くぇ ┿しけちうぇちうはすぇ くぇ きっょうえくうすっ っおしこっさすう ゃ ぇょきうくうしすさぇ-

ちうはすぇ (┿╋╄┿); ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ しこけさすくけすけ おうくけ; 
1890 - [けょっく e ╃うきうすなさ 》さうしすけゃ 』けさぉぇょあうえしおう - 』せょけきうさ.
‶ぇすさけくっく こさぇいくうお くぇ ¨〉 ”』せょけきうさ” ゃ ╉ぇいぇくかなお.
26 きぇさす - ]なぉけさ くぇ ]ゃ.┿さたぇくゅっか ╂ぇゃさううか; ╃っく くぇ 〈さぇ-

おうは - こさっい 1913 ゅ. ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは けゃかぇょはゃぇ ¨ょさうくしおぇすぇ 
おさっこけしす, けぉはゃっくぇ いぇ くっこさっゃいっきぇっきぇ; 185 ゅ. /1827/ けす しき. くぇ 
╊せょゃうゅ ゃぇく ╀っすけゃっく; 1995 - ╁ かのおしっきぉせさゅしおけすけ ゅさぇょつっ 【っく-
ゅっく しっょっき しすさぇくう つかっくおう くぇ ╄]: 《さぇくちうは, ╂っさきぇくうは, ╀っかゅうは, 
╊のおしっきぉせさゅ, 》けかぇくょうは, ╇しこぇくうは う ‶けさすせゅぇかうは こけょこうしゃぇす しこけ-
さぇいせきっくうっ, こさっきぇたゃぇとけ おけくすさけかぇ こけ ゅさぇくうちうすっ こけきっあょせ うき.
27 きぇさす - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ すっぇすなさぇ. ¨すぉっかはいゃぇ しっ 

いぇ 50-すう こなす; 80 ゅ. /1932/ けす さけあょ. くぇ ]かぇゃ ╉ぇさぇしかぇゃけゃ - こう-
しぇすっか-ぉっかっすさうしす う こけっす, こけつ. 2002 ゅ.; 5 ゅ. /2007/ けす しき. くぇ 
╀けさうし ╃うきけゃしおう - たせょけあくうお-おぇさうおぇすせさうしす.
28 きぇさす - ╃っく くぇ こけしすさぇょぇかうすっ こさう ういこなかくっくうっ くぇ 

しかせあっぉくう いぇょなかあっくうは; 420 ゅ./1592/ けす さけあょ. くぇ ぅく ┿きóし 
╉けきéくしおう - つっておう こうしぇすっか う こっょぇゅけゅ, ゃなゃっか おかぇしくけ-せさけつくぇすぇ 
しうしすっきぇ う こけくはすうはすぇ: せつっぉくぇ ゅけょうくぇ, おかぇし, せさけお; 1971 - ╁ 
させしおうは ゅさぇょ 〈けかうぇすう いぇこけつゃぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ぇゃすけきけぉうかう 
“╅うゅせかう”.
29 きぇさす - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ ゃけっくくけうくゃぇかうょうすっ う こけ-

しすさぇょぇかうすっ こさう ういこなかくっくうっ くぇ ゃけうくしおうすっ しう いぇょなかあっ-

くうは; 1848 - ‶けさぇょう いぇきさないゃぇくっ ′うぇゅぇさしおうはす ゃけょけこぇょ しこうさぇ 
いぇ っょくけ ょっくけくけとうっ; 130 ゅ. /1882/ けす さけあょ. くぇ ╇ゃぇく ╄くつっゃ /
╁うょの/ - おせかすせさっく ょっっち けす ╉ぇいぇくかなお.
30 きぇさす - 2005 - ‶けつうくぇ かっゅっくょぇすぇ ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ きせいうおぇ 

╄きうか ╃うきうすさけゃ; 170 ゅ. /1842/ - けす こなさゃぇすぇ ゃ しゃっすぇ たうさせさゅうつ-
くぇ けこっさぇちうは し せこけえおぇ, ういゃなさてっくぇ けす ぇきっさうおぇくっちぇ ょ-さ ╉さけ-
せそけさょ ╊けくゅ; 1853 - [けょっく っ ╁ぇく ╂けゅ - たけかぇくょしおう たせょけあくうお, 
こさっい 1987 ゅ. おぇさすうくぇすぇ きせ “]かなくつけゅかっょう” っ こさけょぇょっくぇ いぇ さっ-
おけさょくうすっ こけ すけゃぇ ゃさっきっ 39,85 きうかうけくぇ ょけかぇさぇ; 1878 - 〉きうさぇ 
おぇいぇくかなておうはす しゃっとっくうお ]すっそぇく ╀けいけゃ, しぇさぇすくうお くぇ ╊っゃしおう.
31 きぇさす - 1916 - ╁ 24.00 つ. くぇ 31 きぇさす ╀なかゅぇさうは こさっきうくぇゃぇ 

けす ぃかうぇくしおうは おなき ╂さeゅけさうぇくしおうは おぇかっくょぇさ う ゃきっしすけ 1 ぇこさうか 
くぇしすなこゃぇ 14 ぇこさうか; 1693 - [けょっく っ ╃あけく 》ぇさうしなく - ぇくゅかうえ-
しおう ういけぉさっすぇすっか, しないょぇすっか くぇ たさけくけきっすなさぇ; 285 ゅ. /1727/ けす 
しき. くぇ ╇しぇお ′のすけく, けすおさうか いぇおけくぇ いぇ ゃしっけぉとけすけ こさうすっゅかはくっ 
う ょさ. いぇおけくう ゃ きったぇくうおぇすぇ; 1889 - ╁ ‶ぇさうあ けそうちうぇかくけ っ けす-
おさうすぇ ┿えそっかけゃぇすぇ おせかぇ.
01 ぇこさうか - ╃っく くぇ たせきけさぇ う てっゅぇすぇ. ╁ くぇさけょくぇすぇ すさぇょう-

ちうは - ╃っく くぇ かなあぇすぇ. ╃っくはす ゃけょう くぇつぇかけすけ しう けす ょさっゃくうは [うき, 
おなょっすけ  しなとっしすゃせゃぇか こさぇいくうお くぇ ゅかせこちうすっ; ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく くぇ こすうちうすっ; 150 ゅ. /1862/ けす さけあょっくうっすけ くぇ ┿くすけく ╋う-
すけゃ - たせょけあくうお けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, こさけそっしけさ, うかのしすさうさぇか おくう-
ゅうすっ „‶けょ うゅけすけ”, „′けゃぇ ╆っきは”; 1994 - ╁ ╀なかゅぇさうは っ ゃなゃっ-
ょっく ょぇくなお ╃╃]; 1875 - ┿くゅかうえしおうはす “〈ぇえきし” しすぇゃぇ こなさゃうはす 
ゃっしすくうお ゃ しゃっすぇ, こせぉかうおせゃぇか しっょきうつくぇ こさけゅくけいぇ いぇ ゃさっきっすけ; 
1831 - [けょっく っ おぇいぇくかなておうはす ょぇさうすっか ╃けぉさう ╉ったぇえけゃ; 1959 
- ╁ ╉ぇいぇくかなお っ しないょぇょっくぇ 〈‶╉ ”¨ぉっょうくっくうっ”.
02 ぇこさうか - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ょっすしおぇすぇ おくうゅぇ; 

1805 - ╁ ╃ぇくうは っ さけょっく 》ぇくし ╉さうしすうぇく ┿くょっさしっく; 1962 - 
[けょっく っ 8-きうかうけくくうはす ゅさぇあょぇくうく くぇ ╀なかゅぇさうは; 2004 - ╀なか-
ゅぇさうは しすぇゃぇ つかっく くぇ ′┿〈¨; 1912 - 〉しこってくけ しぇ こさけゃっょっくう 
こなさゃうすっ ういこうすぇくうは くぇ くけゃうは こさっいけおっぇくしおう かぇえくっさ “〈うすぇくうお”, 
しきはすぇく いぇ くっこけすけこはっき; 2005 - 〉きうさぇ こぇこぇ ╈けぇく ‶ぇゃっか ┶┶.
03 ぇこさうか - 1923 - [けょっく ╋ぇさかけく ╀さぇくょけ, ぇきっさうおぇくしおう おう-

くけぇおすぬけさ - “〈さぇきゃぇえ あっかぇくうっ”, “╉さなしすくうおなす”.
04 ぇこさうか - ╃っく くぇ こしうたけかけいうすっ う こしうたけすっさぇこっゃすうすっ; 

1919 -  ╁ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ っ さけょっく こけっすなす ╁っしっかうく 》ぇくつっゃ; 2001 

- ]うきっけく II こさうしすうゅぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う けぉはゃはゃぇ, つっ とっ けしすぇくっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ; 1926 - [けょっく っ きっしすくうはす たせょけあくうお ╁ぇしうか ]すけはくけゃ; 
15  ゅ. /1997/ けす しき. くぇ ╋うくつけ ╊ぇかっゃ - ういすなおくぇす つうすぇかうとっく 
ょっっち, ′』 ”╇しおさぇ”.
05 ぇこさうか - 1930 - ╁ ‶かけゃょうゃ っ さけょっくぇ こっゃうちぇすぇ ╇さうくぇ 

』きうたけゃぇ; 1961 - 〉きうさぇ ′っょおけ ‶うしおのかっゃ - きっしすっく せつうすっか.
06 ぇこさうか - 〉しこっくうっ くぇ ]ゃ.╋っすけょうえ ]かぇゃはくけぉなかゅぇさ-

しおう; 10 ゅ. /2002/ けす しき. くぇ ぇおすさうしぇすぇ ]かぇゃおぇ ]かぇゃけゃぇ; 1890 
- [けょっく っ ┿くすなくう 《けおっさ - たけかぇくょしおう ぇゃうけうくあっくっさ, しないょぇか 
おぇさすっつくうちぇすぇ, しすさっかはとぇ こさっい ゃなさすはとぇ しっ しぇきけかっすくぇ こっさおぇ; 
20 ゅ. /1992/ けす しき. くぇ ┿えいなお ┿いうきけゃ – ぇきっさうおぇくしおう せつっく う こう-
しぇすっか-そぇくすぇしす, さけょっく ゃ [せしうは; 1973 - 〉きうさぇ ╅けさけ ′うおけかけゃ 
– ぇおすぬけさ う すっぇすさぇかっく  ょっっち けす ╉ぇいぇくかなお.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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[けすぇさう ╉かせぉ - ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ うきぇ けすこせしくぇすう くぇょ 2 800 っゃさけ けす 
ぉかぇゅけすゃけさうすっかくうは 《けくょ いぇ こけょおさっこぇ くぇ ょぇさけゃうすう おぇいぇくかなておう 

きかぇょっあう, おけえすけ ぉっ せつさっょっく ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ ょぇさうすっか
しおぇ ゃっつっさ, けさゅぇくういうさぇくぇ しなゃきっしすくけ し ょぇきしおうは ╇くくなさ 〉うえか ╉かせぉ. 
]さっょ こなさゃうすっ ょっちぇ, おけうすけ こけかいゃぇす しさっょしすゃぇ いぇ しゃけうすっ きっあょせくぇさけょ
くう う ゅけかっきう くぇちうけくぇかくう ういはゃう, しぇ 3-きぇ きかぇょう こうぇくうしすう けす ておけかぇすぇ 
くぇ ╄かっくぇ ぃかうはくけゃぇ, おけうすけ   とっ こなすせゃぇす しかっょ きっしっち ょけ ‶ぇさうあ いぇ 
ゅけかはき おけくおせさし, おぇおすけ う せつっくうおなす けす 11-すう おかぇし くぇ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉ
さっておけゃ” ╇ゃぇく ]すっそぇくけゃ, おうすぇさうしすう けす ておけかぇすぇ おなき ╁けっくくうは おかせぉ し 
さなおけゃけょうすっか ]すっそぇく 》さうしすけゃ.
′ぇ 7-きう きぇさす こさっいうょっくすなす くぇ [けすぇさう ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ しなぉさぇ ょう

さっおすけさう くぇ おぇいぇくかなておうすっ せつうかうとぇ, こさっょ おけうすけ けぉはしくう せしかけゃうはすぇ, 
こさう おけうすけ ょっちぇすぇ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす こけょおさっこっくう けす 《けくょぇ. ]さっょしすゃぇすぇ 
しぇ ゃ けすょっかくぇ しきっすおぇ う, いぇ ょぇ しっ けすこせしくぇす こぇさう けす すはた, っ くっけぉたけょうきぇ 
こうしきっくぇ いぇはゃおぇ けす ょうさっおすけさぇ くぇ しなけすゃっすくけすけ せつうかうとっ うかう ておけかぇ. 
╆ぇはゃおぇすぇ しっ こけょこうしゃぇ, おぇおすけ けす ょうさっおすけさぇ くぇ うくしすうすせちうはすぇ, すぇおぇ う 
けす くっこけしさっょしすゃっくうは こさっこけょぇゃぇすっか くぇ ういはゃっくけすけ ょっすっ. ‶けしかっ こさっょ
かけあっくうはすぇ しっ ゅかっょぇす けす せつさっょうすっかうすっ くぇ 《けくょぇ – せこさぇゃうすっかくうすっ 
しなゃっすう くぇ [けすぇさう う ╇くくなさ 〉うえか – ╉ぇいぇくかなお. ╁いっきぇ しっ こけょ ゃくうきぇくうっ 
ぇさゅせきっくすぇちうはすぇ くぇ こさっこけょぇゃぇすっかうすっ う ょうさっおすけさうすっ, おけうすけ すなさしはす 
こけょおさっこぇすぇ くぇ 《けくょぇ. [ぇいたけょうすっ, おけうすけ 《けくょなす こけおさうゃぇ, すさはぉゃぇ ょぇ 
しぇ ゃ しこっちうぇかくぇ こかぇく-しきっすおぇ し くせあくぇすぇ けぉけしくけゃおぇ いぇ しさっょしすゃぇすぇ くぇ 
こけきけとすぇ. ]こっつっかうかうすっ こけょおさっこぇすぇ こけょこうしゃぇす う ょっおかぇさぇちうは いぇ こさっ
ょけしすぇゃはくっすけ くぇ さぇいたけょくけけこさぇゃょぇすっかくう ょけおせきっくすう. ╄ょうくしすゃくっくうはす 
ぇくゅぇあうきっくす, おけえすけ こけっきぇす ょぇさっくうすっ, っ ょぇ せゃっょけきはゃぇす ゃ しゃけうすっ こせぉ
かうつくう ういはゃう しゃけうすっ こけつうすぇすっかう う きっょううすっ, つっ せつぇしすうっすけ うき ゃ ゅけかっ
きうすっ きっあょせくぇさけょくう しなしすっいぇくうは っ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 《けくょぇ くぇ [けすぇさう 
う ╇くくなさ 〉うえか – ╉ぇいぇくかなお.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

6 けぉとうくしおう くぇさっょぉう けしすぇ
くぇたぇ ゃ うしすけさうはすぇ, しかっょ おぇすけ 
いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 13-すう 
きぇさす ゅかぇしせゃぇ けすきはくぇすぇ うき. 
〈ぇおぇ ゃ きうくぇかけすけ しぇ ゃっつっ ′ぇ
さっょぉうすっ いぇ おけくちっしううすっ, いぇ 
さっかうゅうけいくうすっ ゃなこさけしう, いぇ 
おけくおせさしうすっ いぇ ゃないかぇゅぇくっ 

』っすうさう きっしっちぇ う こけかけゃうくぇ しかっょ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ きっしすくうすっ うい-
ぉけさう 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 くぇいくぇつう 

おきっすしおうすっ くぇきっしすくうちう くぇ しっかぇすぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ, ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ 
う ]さっょくけゅけさけゃけ. 〈っ しぇ くぇいくぇつっくう こけ ょけゅけゃけさ いぇ ういこうすぇすっかっく しさけお 
しなゅかぇしくけ つか. 70 けす ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ. ′ぇいくぇつっくうっすけ くぇ おきっすしおうすっ 
くぇきっしすくうちう っ ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し [ってっくうっ わ 26/12.01.2012 ゅ. くぇ ¨ぉ-
とうくしおう しなゃっす-╉ぇいぇくかなお.
′ぇいくぇつっくうすっ くけゃう おきっすしおう くぇきっしすくうちう しぇ: ╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ - くぇ し. 

╂けかはきけ ╃さはくけゃけ; ′ぇょっあょぇ ‶っくつっゃぇ - くぇ し. ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ; ╉けしすぇ 
╋っさぇいつうっゃ - くぇ し. ]さっょくけゅけさけゃけ.
′ぇいくぇつっくうっすけ くぇ ういぉさぇくうすっ けす ¨ぉ]-╉ぇいぇくかなお おきっすしおう くぇきっしすくう-

ちう しっ ういゃなさてゃぇ, しかっょ おぇすけ ]すぇさけいぇゅけさしおうはす ぇょきうくうしすさぇすうゃっく しなょ 
けしすぇゃう ぉっい さぇいゅかっあょぇくっ こけょぇょっくうすっ あぇかぉう しさっとせ さってっくうっすけ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす おぇすけ くっょけこせしすうきう.

╃けぉさけゃけかちう いぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ くぇぉうさぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. 〈はたくぇすぇ けしくけゃくぇ さぇぉけすぇ とっ っ こけ  ゃさっきっ くぇ すぇい-

ゅけょうてくうは こさぇいくうお, おけえすけ とっ こさけょなかあう 40  ょくう - けす 9-すう きぇえ 
ょけ 24-すう のくう.
╆ぇ ょけぉさけゃけかちう しぇ こけおぇくっくう きかぇょう たけさぇ けす けぉとうくぇすぇ くぇ 

ゃないさぇしす けす 16 ょけ 35 ゅけょうくう. ╅っかぇすっかくけ っ おぇくょうょぇすうすっ ょぇ 
ゃかぇょっはす つせあょ っいうお, ょぇ しぇ おけきせくうおぇすうゃくう, けぉとうすっかくう う ゃっょ-
さう たけさぇ, おぇおすけ う ょぇ うきぇす けすくけてっくうっ おなき ういおせしすゃけすけ, おせか-
すせさぇすぇ う すさぇょうちううすっ くぇ  しゃけは ゅさぇょ う ょぇ うきぇす あっかぇくうっ いぇ 
せつっくっ う さぇいゃうすうっ. ╋かぇょうすっ ょけぉさけゃけかちう  とっ しなこさけゃけあょぇす 
せつぇしすくうちうすっ う ゅけしすうすっ くぇ すぇいゅけょうてくうは 《っしすうゃぇか くぇ さけいぇすぇ, 
すさぇょうちううすっ う こさうさけょぇすぇ, とっ こさけきけすうさぇす そっしすうゃぇかぇ う とっ しぇ 
つぇしす けす けぉとうすっ せしうかうは いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ うきうょあ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
おぇすけ そっしすうゃぇかっく ゅさぇょ. 
╁しっおう あっかぇっと きけあっ ょぇ こけこなかくう しこっちうぇかっく そけさきせかはさ, 

おけえすけ っ こせぉかうおせゃぇく くぇ  しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇはゃかっ-
くうは くぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ ょけぉさけゃけかちう しっ  こさうっきぇす う ゃ ╇くそけさ-
きぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ せかうちぇ „╇しおさぇ” 4. 

╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ

╇さかぇくょしおう こぇしすけさ, しっょきう しうく ゃ しっきっえしすゃけすけ う ぉぇとぇ くぇ 
すさう ょっちぇ, くぇこさぇゃう くぇえ-ょけぉさぇすぇ さっおかぇきぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 

〈けゃぇ しすぇくぇ こけ ゃさっきっ くぇ こなさゃうは ぉかぇゅけすゃけさうすっかっく おけくちっさす, 
けさゅぇくういうさぇく けす そけくょぇちうは „]うえょなさ” ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ, こけょ 
こぇすさけくぇあぇ くぇ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
╉けくちっさすなす ぉっ こけしゃっすっく くぇ おぇせいぇすぇ いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ 

╃くっゃくうは ちっくすなさ いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお う いぇ うい-
ゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃけ おさうかけ おなき くっゅけ. 
╁ こさうゃっすしすゃうっすけ しう おなき こさうしなしすゃぇとうすっ う しこけきけとっしすゃけ-

ゃぇすっかうすっ こぇしすけさ ╋ぇさお ¨`]なかうゃぇく, おけえすけ っ こさっょしっょぇすっか 
くぇ ╀けさょぇ くぇ ょうさっおすけさうすっ くぇ そけくょぇちうは „]うえょなさ”, けしくけゃっく  
こぇさすくぬけさ くぇ ╃くっゃくうは ちっくすなさ, うしおさっくけ ぉかぇゅけょぇさう いぇ ゅけしすけ-
こさうっきしすゃけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお う おぇいぇくかなつぇくう, おなょっすけ しぇ さけょっくう 
ょゃっ けす すさうすっ きせ ょっちぇ. ╁ っきけちうけくぇかくけすけ しう っおしこけいっ すけえ おぇいぇ, 
つっ „╉ぇいぇくかなお っ っょくけ けす きぇかおけすけ けしすぇくぇかう こさっおさぇしくう きっしすぇ こけ しゃっすぇ, おなょっすけ きけあって ょぇ 
けしすぇゃうて ょっちぇすぇ しう ょぇ すうつぇす 100 きっすさぇ こさっょ すっぉ, いぇ ょぇ ゅう くぇきっさうて しかっょ こけかけゃうく つぇし こさう 
ぉぇぉう, おけうすけ ゅう けぉうつぇす こけゃっつっ けす すっぉ しぇきうは.” 
 ╁ こさうゃっすしすゃうっすけ しう こぇしすけさなす, こけょ つうっすけ さなおけゃけょしすゃけ こさっょう 6 ゅけょうくう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 

いぇこけつくぇたぇ こなさゃうすっ しなゃきっしすくう こさけっおすう いぇ さぇぉけすぇ し ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは, ょっすしおう ょけきけゃっ う 
ょっすしおう ゅさぇょうくう, けすょっかう いくぇつうすっかくぇ つぇしす くぇ けすくけてっくうっすけ, おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ ゃないこうすぇゃぇきっ せ 
しっぉっ しう う ょっちぇすぇ おなき すっいう, おけうすけ うきぇす くせあょぇ けす こけきけと う こけょおさっこぇ.  
╀なょっすっ ょけぉさう, しなこさうつぇしすうっすけ っ ゃうしてぇ ょけぉさけょっすっか, いぇはゃう うさかぇくょしおうはす  こぇしすけさ. ]ぇきうはす  

すけえ っ 12-すけ ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ, うきぇ 5 しっしすさう う っ くぇえ-きぇかおうはす けす 7-すっ しう ぉさぇすは. 
 ╅っくっく っ いぇ のあくけぇそさうおぇくおぇすぇ ‶っくっかけこっ, おけはすけ こかっくう おぇいぇくかなつぇくう し くっゃっさけはすくけすけ しう 

ういこなかくっくうっ くぇ „╉ぇすっさうくけ きけきっ” う „ぅ おぇあう きう, けぉかぇつっ かっ ぉはかけ”.   
╁ こさけょなかあっくうっ くぇ つぇし う こけかけゃうくぇ ‶っくっかけこっ う くっえくうはす ぉっくょ, ゃ おけえすけ しゃうさう う ゃくせお  くぇ 

ぉうゃてうは おぇいぇくかなておう おきっす ‶っすおけ ╁かぇっゃ - ╃うきうすなさ, こかっくうたぇ こせぉかうおぇすぇ し ょあぇい  ういこなかくっくうは,  
そなくお, ぇゃすけさしおぇ きせいうおぇ, さぇこ う ぉなかゅぇさしおう こっしくう.  
《けくょぇちうは „]うえょなさ” っ けしくけゃぇくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 2005 ゅけょうくぇ けす ╋ぇさお ¨`]なかうゃぇく. 
]ぇきけ ゃ ╉ぇいぇくかなお そけくょぇちうはすぇ っ うくゃっしすうさぇかぇ くぇょ 100 たうか. かっゃぇ, こけょこけきぇゅぇえおう ‶けきけとくけ-

すけ せつうかうとっ ゃ ゅさ. ╋なゅかうあ, ╃けきぇ いぇ きっょうおけ-しけちうぇかくう ゅさうあう ゃ ╀せいけゃゅさぇょ, ょっすしおう ゅさぇょうくう ゃ 
けぉとうくぇすぇ. 
¨しゃっく ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ, „]うえょなさ” さぇぉけすう ゃ ╉のしすっくょうか う ゃ ]けそうは. 《けくょぇちうはすぇ っ つかっく 

くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ ╋さっあぇ いぇ ょっちぇ, くぇ ′ぇちうけくぇかくうは ┿かうぇくち いぇ しけちうぇかくぇ けすゅけゃけさくけしす う  
Eurochild. 
╆ぇ ょっえくけしすすぇ しう „]うえょなさ” くぇぉうさぇ しさっょしすゃぇ つさっい さぇいかうつくう ぉかぇゅけすゃけさうすっかくう しなぉうすうは, おぇすけ 

けしくけゃっく ういすけつくうお くぇ しさっょしすゃぇ っ っあっゅけょくうはす ぉぇか, くぇ おけえすけ しなぉうさぇ くぇょ 300 こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ おさせこくうは ぉういくっし ゃ ╀なかゅぇさうは. 

] くけゃぇ ぇこぇさぇすせさぇ いぇ ぉかういけ 4 きうかうけくぇ かっゃぇ とっ しっ しょけぉうっ ぉけかくうちぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉかぇゅけ-
ょぇさっくうっ くぇ せつぇしすうっ ゃ こさけっおす くぇ ╄ゃさけこっえしおうは そけくょ いぇ さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ. ] こけかせつっ-

くうすっ しさっょしすゃぇ, ゃ さぇいきっさ くぇ 130 たうか. かっゃぇ, つぇしす けす おけうすけ しぇ う しけぉしすゃっく こさうくけし くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, とっ しっ ょけしすぇゃう きけょっさくぇ, ゃうしけおけすったくけかけゅうつくぇ きっょうちうくしおぇ ぇこぇさぇすせさぇ う すったくうおぇ 
いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ さぇくくぇすぇ ょうぇゅくけしすうおぇ, とっ しっ こけょけぉさう おぇつっしすゃけすけ くぇ きっょうちうくしおけすけ けぉ-
しかせあゃぇくっ.

]かっょ こけ-きぇかおけ けす 40 ゅけょうくう ゃしっおう すさっすう ゃ ╀なか-
ゅぇさうは とっ っ こっくしうけくっさ. 〈けゃぇ しっ おぇいゃぇ ゃ すさっゃけ-

あっく ょけおかぇょ くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ ぉぇくおぇ, こさっょしすぇゃっく けす 
ゅかぇゃくうは うおけくけきうしす くぇ うくしすうすせちうはすぇ いぇ ╄ゃさけこぇ う 
『っくすさぇかくぇ ┿いうは ╇くょっさきうす ╂うか. ╁ きけきっくすぇ たけさぇすぇ, 
おけうすけ しぇ ゃ さぇぉけすけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす, ゃ しすさぇくぇすぇ しぇ 
68,3 くぇ しすけ. ‶さっい 2050 ゅけょうくぇ すっ とっ しぇ 53,9%. ╁ 
しなとけすけ ゃさっきっ たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ ゃ こっくしうけくくぇ ゃない-
さぇしす ゃ きけきっくすぇ, しぇ きぇかおけ くぇょ 17 こさけちっくすぇ, ょけおぇすけ 
こさっい 2050 ゅ. ょっかなす うき とっ っ くぇょ 33 くぇ しすけ けす くぇしっ-
かっくうっすけ.
′ぇ すぇいう ぉぇいぇ しさっょくけ ゅけょうてくけ ╄ゃさけこぇ ゅせぉう こけ 1 

きかく. さぇぉけすくうちう. ]すさぇくう おぇすけ ╀なかゅぇさうは う [せきなくうは 
とっ ゅせぉはす ょけさう こけゃっつっ さぇぉけすくうちう おぇすけ しなけすくけてっ-
くうっ しこさはきけ さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ. „′ぇ すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
けぉなさくっ ゃくうきぇくうっ”, おぇすっゅけさうつっく っ っおしこっさすなす.

] こけかけゃうく こさけちっくす しっ っ せゃっかうつうか さなしすなす くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ こさっい きっしっち そっゃ-
させぇさう しこさはきけ はくせぇさう, こけ ょぇくくう くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ. ¨そうちうぇかくぇすぇ うくそけさきぇちうは 

っ いぇ 11,5 こさけちっくすぇ ぉっいさぇぉけすくう しさっょ すさせょけしこけしけぉくけすけ くぇしっかっくうっ ゃ しすさぇくぇすぇ. ╀かういけ 36 000 
くけゃう ぉっいさぇぉけすくう しぇ しっ さっゅうしすさうさぇかう ゃ ぉのさぇすぇ こけ すさせょぇ こさっい ゃすけさうは きっしっち くぇ ゅけょうくぇすぇ, 
しすぇゃぇ はしくけ けす ょぇくくうすっ くぇ ┿ゅっくちうはすぇ.
‶けつすう こけかけゃうくぇすぇ けす すはた – 17 514 ょせてう, しぇ けしゃけぉけょっくう けす つぇしすくうは しっおすけさ. ′ぇえ-ゅけかはきぇ 

つぇしす けす たけさぇすぇ, けしすぇくぇかう ぉっい さぇぉけすぇ, しぇ けす こさっさぇぉけすゃぇとぇすぇ こさけきうてかっくけしす  -  5874 ょせてう, 
けす すなさゅけゃうはすぇ - 5635 ょせてう, う けす ょなさあぇゃくけすけ せこさぇゃかっくうっ - 3049 ょせてう. ]かっょゃぇす けしゃけぉけょっ-
くうすっ けす しすさけうすっかしすゃけすけ - 2048 ょせてう, けす しそっさぇすぇ くぇ けこっさぇちううすっ し くっょゃうあうきう うきけすう - 1408 
ょせてう, けす すさぇくしこけさすぇ う しなけぉとっくうはすぇ - 1355 ょせてう, けす しっかしおけすけ, ゅけさしおけすけ う さうぉくけ しすけこぇく-
しすゃけ - 1171 ょせてう.
¨ぉとうはす ぉさけえ くぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ っ し くぇょ 10 000 ょせてう こけゃっつっ しこさはきけ はくせぇさう. ╆ぇ しなとうは こっ-

さうけょ ゃ ぉのさぇすぇ こけ すさせょぇ しぇ いぇはゃっくう 9999 しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ. 

《【〈╊〉¨｠╅ 〉╅『╊╉╆╅【╅ ′╅ ╊『《【¨[╅【╅, 》『¨╊｠╅ 〉《╇╅ ′╅ 』》《『【╅

けぉっおすう いぇ こさうゃぇすういぇちうは, いぇ 
おぇすっゅけさういぇちうは くぇ いぇゃっょっくう
はすぇ いぇ たさぇくっくっ, いぇ ういょぇくうは
すぇ し っさけすうつくけ しなょなさあぇくうっ, 
′ぇさっょぉぇすぇ いぇ さっそっさっくょせきう
すっ. ¨ぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう 
こさうったぇ しなゃしっき くけゃぇ ′ぇさっょぉぇ 
いぇ さぇいこさっょっかっくうっ くぇ こぇさうすっ 
いぇ しこけさすぇ, おけはすけ ゃなゃっあょぇ いぇ 

こさなゃ こなす こさぇゃうかぇ う おさうすっ
さうう いぇ ょけしすなこ ょけ けぉとうくしおう
すっ こぇさう いぇ そういおせかすせさぇ しぇきけ 
しさっとせ さっぇかくう こけしすうあっくうは う 
ょけぉさう おかぇしうさぇくうは. ‶さけきっ
くっくぇ ぉっ う ′ぇさっょぉぇ わ15 - いぇ 
こさうょけぉうゃぇくっ くぇ けぉとうくしおけ 
うきせとっしすゃけ. 
¨すきっくっくうすっ くぇさっょぉう けす

くったぇ きっしっちう ゃさっきっ くぇ こさっ
ょうてくう しなしすぇゃう くぇ きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす, くけ くぇ 13-すう きぇさす 
ぉはたぇ けすきっくっくう ぉっい ょっぉぇすう う 
ぉっい ゅかぇしけゃっ „ゃないょなさあぇか しっ” 
う „こさけすうゃ”. ┿さゅせきっくすうすっ いぇ 
けすきはくぇすぇ ゃ こけゃっつっすけ しかせつぇう 
ぉはたぇ しゃなさいぇくう し きっあょせゃさっ
きっくくけすけ こさうっきぇくっ くぇ いぇおけ
くう こけ しなとうすっ ゃなこさけしう, おけっすけ 
こさぇゃう くぇかうつうっすけ くぇ けぉとうく
しおう くぇさっょぉう ぉっいこさっょきっすくけ.
′けゃぇすぇ くぇさっょぉぇ いぇ さぇい

こさっょっかっくうっすけ くぇ こぇさうすっ いぇ 
しこけさすくうすっ おかせぉけゃっ すさはぉゃぇ ょぇ 

ゃなゃっょっ しこさぇゃっょかうゃけしす こさう 
さぇいょぇゃぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇすぇ いぇ 
しこけさすぇ けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす, 
けぉはしくう こさっょ しなゃっすくうちうすっ きけ
すうゃうすっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきう
くうしすさぇちうは いぇ こさうっきぇくっすけ くぇ 
ょけおせきっくすぇ かうょっさなす くぇ ゅさせこぇ
すぇ くぇ ╂╄[╀ ゃ きっしすくうは こぇさかぇ
きっくす [ぇょうぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ. ′け
ゃぇすぇ くぇさっょぉぇ ゃなゃっあょぇ しすさけゅう 
こさぇゃうかぇ, おけうすけ ょぇゃぇす こさっ
ょうきしすゃけ くぇ こさっょけしすぇゃはくっすけ 
くぇ けぉとうくしおう こぇさう いぇ せつっくう
つっしおう う ょっすしおう きっさけこさうはすうは, 
いぇ きぇしけゃうは ょっすしおう う きかぇょっあ
おう しこけさす, おぇおすけ う いぇ すさぇょう
ちうけくくうすっ しこけさすくう しなぉうすうは. 
¨ちっくおぇ こけ すけつおけゃぇ しうしすっきぇ 
とっ こさっょてっしすゃぇ さぇいょぇゃぇくっすけ 
くぇ しさっょしすゃぇすぇ きっあょせ こさけそっ
しうけくぇかくうすっ おかせぉけゃっ, きくけゅけ 
けす おけうすけ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけ
ょうくう つぇおぇたぇ くぇ けぉとうくしおうすっ 
ぉのょあっすくう こぇさう, いぇ ょぇ さぇい

ゃうゃぇす ょっえくけしすすぇ しう, ぉっい ょぇ 
しっ ぇくゅぇあうさぇす し ゅけくうすぉぇすぇ くぇ 
ゃうしけおう しこけさすくう こけしすうあっくうは. 
¨ゅさけきくう しおぇくょぇかう いぇ さぇいこさっ
ょっかっくうっすけ くぇ こぇさうすっ いぇ しこけさ
すぇ こけきくう こさっょうてくうはす しなしすぇゃ 
くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす いぇさぇょう 
こさうしすさぇしすくけすけ さぇいょぇゃぇくっ くぇ 
こぇさう けす すけゃぇ こっさけ こけ かうつくう 
しなけぉさなあっくうは くぇ こさっょうてくけすけ 
けぉとうくしおけ さなおけゃけょしすゃけ.
‶ぇさうすっ くぇ おぇいぇくかなておうは ょぇ

くなおけこかぇすっち いぇ しこけさす とっ しっ 
さぇいこさっょっかはす こさう しすさけゅ おけく
すさけか, せゃっさう しなゃっすくうちうすっ ]すっ
そぇくけゃぇ, こさっょう ょぇ こけしすぇゃはす 
くけゃうは ょけおせきっくす くぇ ゅかぇしせゃぇ
くっ, おけっすけ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
せいぇおけくう ′ぇさっょぉぇすぇ いぇ しこけさすぇ, 
けす おけはすけ しっ けつぇおゃぇ ょぇ しかけあう 
っょくけ くけゃけ くぇつぇかけ ゃ くぇつうくぇ 
いぇ こけかいゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇすぇ こけ 
すけゃぇ こっさけ けす ぉのょあっすぇ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ, おけはすけ っ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ぉっ しさっょ とっょ
さうすっ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぉういくっしぇ ゃ ゅさぇょぇ, せゃぇあうかう し あっしす すぇかぇくすぇ くぇ ょっちぇ けす 

しすさぇくぇすぇ, せつぇしすくうちう ゃ くぇちうけくぇかくうは おけくおせさし いぇ さうしせくおぇ “′ぇしかっょくうちう くぇ ╃っつおけ 
〉いせくけゃ”. ╁ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ “╉さっきけくぇ - ╀なかゅぇさうは” 
╄¨¨╃ すは こけょぇさう ょゃっ ぇおせしすうつくう おうすぇさう くぇ ょゃぇきぇ けす せつぇしすくうちうすっ ゃ おけくおせさしぇ, 
きくけゅけけぉっとぇゃぇとう すぇかぇくすう, おぇおすけ ゃ  きせいうおぇすぇ, すぇおぇ う ゃ ういけぉさぇいうすっかくけすけ ういおせ
しすゃけ. ╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ しすぇくぇ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい かはすけすけ 
くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ぉっ こけおぇくっくぇ ょぇ しっ ゃおかのつう ゃ おぇせいぇすぇ くぇ こさけそっしうけ
くぇかうしすうすっ いぇ さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ かうつくけ けす さなおけゃけょうすっかは くぇ 
“╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ╂ぇきけゃぇ っ ぉうゃて おぇょなさ くぇ “┿さしっくぇか” 
┿╃, おなょっすけ っ さぇぉけすうかぇ おぇすけ すったくうつっしおう ういこなかくうすっか う こさっゃけょぇつ.

′ぇ 12-すう きぇさす [けすぇさう ╉かせぉ けすぉっかはいぇ 13 ゅけょうくう けす つぇさすうさぇくっすけ くぇ おかせぉぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお.‶さけちっょせさぇすぇ こけ つぇさすうさぇくっすけ 
こさうおかのつゃぇ くぇ 8-きう きぇさす 1999-すぇ ゅけょうくぇ, けそうちうぇかくぇすぇ ちっさっきけくうは しすぇゃぇ くぇ 2-さう のかう ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ こさっょしすぇゃう
すっかう くぇ ぉけさょぇ くぇ ゅさなちおうは おかせぉ – おさなしすくうお けす ╃うしすさうおす 2480, こさうこけきくう けしくけゃぇすっかはす くぇ [けすぇさう ゃ ╉ぇいぇくかなお う こなさゃう 
こさっいうょっくす ╇かうはく ╃けくつっゃ. ‶さっいうょっくすう くぇ [けすぇさう ╉ぇいぇくかなお こさっい 13-すっ ゅけょうくう くぇ くっゅけゃぇすぇ うしすけさうは ぉはたぇ けすくけゃけ しうき
ゃけかうつくけ けおうつっくう けす しっゅぇてくうは こさっいうょっくす, ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ,  し けゅなさかうちぇすぇ – しうきゃけか くぇ  せこさぇゃかっくうっすけ くぇ おかせぉぇ, 
おけっすけ しっ しきっくは ゃしはおぇ ゅけょうくぇ しなゅかぇしくけ こさぇゃうかぇすぇ いぇ こさうはすっかしすゃけ ゃ しゃっすけゃくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは. ╀かぇゅけすゃけさうすっかくう うくう
ちうぇすうゃう, おぇすけ こけょおさっこぇ くぇ ぇかぉせきぇ „╋けはす 』せょけきうさ” くぇ 〈っくの ‶うくょぇさっゃ, ぉけはょうしゃぇくっすけ くぇ そぇしぇょうすっ くぇ ちっくすさぇかくうすっ 
しゅさぇょう ゃ うくうちうぇすうゃぇすぇ „『ゃっすけゃっすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお” こさっょう 8 ゅけょうくう, こけょおさっこぇすぇ いぇ そけくょぇ くぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” こさっい 
2010-すぇ, さっきけくすなす くぇ ╆っかっくうは きけしす, こけしすぇゃはくっすけ くぇ いゃせおけゃぇ しうゅくぇかういぇちうは う こけょおさっこぇ いぇ こけきけとくう しなけさなあっくうは いぇ 
ょけしすなこくぇ しさっょぇ いぇ たけさぇ し せゃさっあょぇくうは, いぇしぇあょぇくっ くぇ しすけすうちう さけいう ゃ ゅさぇょぇ, いぇかっしはゃぇくっ, こけょおさっこぇ いぇ うくすっさくぇすうすっ 
ゃなゃ ╁っすさっく う ╁うょっく,  くぇ ╃けきぇ いぇ ょっちぇ ゃ ╀せいけゃゅさぇょ, こけょおさっこぇ いぇ ¨くおけょうしこぇくしっさぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, さっきけくす くぇ こけおさうゃぇ 
くぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ ゃ ╀せいけゃゅさぇょ, くぇぉうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ しゃっすけゃくぇすぇ おぇせいぇ くぇ [けすぇさう – ぉけさぉぇすぇ し こけかうけきうっかうすぇ, しぇ 
しぇきけ つぇしす けす ょぇさうすっかしおうすっ うくうちうぇすうゃう くぇ [けすぇさう ゃ ╉ぇいぇくかなお.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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╂-く 〈けてっゃ, おけゅぇすけ しう ゅけ-
ゃけさうたきっ し ╁ぇし こさっょう 4 ゅけ-
ょうくう ゃ ╉ぇいぇくかなお, こさけっお-
すなす „′っこけいくぇすう〈╄”, ゃなさたせ 
おけえすけ しっゅぇ さぇぉけすうすっ, ゃしっ 
けとっ くっ ぉってっ そぇおす, くけ しっゅぇ 
ゃっつっ しっ ゅかっょぇ しなとけ すぇおぇ し 
けゅさけきっく うくすっさっし, おぇおすけ う 
こさっょうてくぇすぇ ╁う こけさっょうちぇ 
„╃させゅぇすぇ ╀なかゅぇさうは”. ╉ぇお-
ゃけ こけおぇいゃぇ さぇぉけすぇすぇ ╁う 
しっゅぇ, おぇおゃけ しぇ  おさうかう いぇ 
しっぉっ しう ういゃっしすくうすっ かうつ-
くけしすう けす けしすぇくぇかうすっ - すぇおぇ 
つっ, ょくっし ょぇ うきぇ いぇ おぇおゃけ 
ょぇ ゅう こさけっけすおさうゃぇきっ おぇすけ 
くっこけいくぇすう?

- ′っ しなき しうゅせさっく ょぇかう すっ 
しぇきうすっ くっとけ しぇ しおさうかう うかう 
くうっ, たけさぇすぇ くぇ きっょううすっ, しきっ 
ゅう こけおぇいゃぇかう っょくけしすさぇくつうゃけ 
う ょぇかう しぇきけすけ けぉとっしすゃけ う 
いさうすっかうすっ くっ しぇ うしおぇかう うかう 
くっ しぇ ぉうかう いぇたさぇくゃぇくう しぇきけ 
し ゃなくてくぇすぇ う こけくはおけゅぇ ぉかはし-
おぇゃぇすぇ しすさぇくぇ けす せしこったうすっ くぇ 
すっいう たけさぇ. ╉けゅぇすけ いぇこけつくぇた 
„′っこけいくぇすう〈╄”, ぇい ゃっつっ さぇ-
ぉけすった ゃ ╀う ╀う ]う ゃ ╊けくょけく う 
きくけゅけ うしおぇた ぉなかゅぇさしおうすっ きっ-
ょうう ょぇ しっ こさけきっくはす うかう こけくっ 
ゃ すはた ょぇ しっ つせゃぇす さぇいかうつくう 
ゅかぇしけゃっ. ╆ぇすけゃぇ くぇこさぇゃうた 
すぇいう させぉさうおぇ, いぇとけすけ  しきは-
すぇき, つっ すっかっゃういうはすぇ, けしゃっく 
ょぇ くぇせつぇゃぇて, ょぇ すっ  ゃなかくせゃぇ 
う ょぇ すっ いぇぉぇゃかはゃぇ, おぇおすけ すは 
けしくけゃくけ こさぇゃう ゃ ╀なかゅぇさうは, 
すさはぉゃぇ う ょぇ けぉさぇいけゃぇ. ╃ぇ 
けぉさぇいけゃぇ こけ くぇつうく, こけ おけえ-
すけ たけさぇすぇ, おけうすけ ゅかっょぇす, ぉっい 
いくぇつっくうっ くぇ ゃないさぇしす, こけか う 
しけちうぇかくぇ こさうくぇょかっあくけしす, 
きけゅぇす ょぇ しっ うょっくすうそうちうさぇす 
し ゅっさけうすっ, ょぇ くぇせつぇす くっとけ 
こけゃっつっ いぇ すはた う こけ くはおぇおなゃ 
くぇつうく ょぇ きけゅぇす いぇ ゃないこうすぇす 
しゃけはすぇ っきけちうけくぇかくぇ こぇきっす う 
しっぉっ しう  ゃ くっとけ, おけっすけ いぇ きっく 
っ きくけゅけ ゃぇあくけ, ぇ うきっくくけ, つけ-
ゃっお ょぇ いくぇっ いぇ おなょっ すさなゅゃぇ, 
こさっい おぇおゃけ きうくぇゃぇ, くぇおなょっ 

けすうゃぇ. ╆ぇすけゃぇ くぇこさぇゃうた „′っ-
こけいくぇすう〈╄”, いぇとけすけ きくけゅけ 
つっしすけ すっいう  こせぉかうつくう かうつくけ-
しすう, けす おけうすけ くうっ しっ ゃないたう-
とぇゃぇきっ こけ っょうく うかう ょさせゅ こけ-
ゃけょ うかう こなお くっ ゅう けぉうつぇきっ, 
くはおぇお けしすぇゃぇす こけ っょうく きくけゅけ 
っょくけしすさぇくつうゃ くぇつうく こさっょ-
しすぇゃはくう. ╆ぇすけゃぇ いぇ きっく おぇすけ 
ぇゃすけさ  ぉってっ ゃぇあくけ たけさぇすぇ ょぇ 
きけゅぇす ょぇ ゃうょはす こけゃっつっ しすさぇ-
くう けす たぇさぇおすっさぇ くぇ っょくぇ かうつ-
くけしす, けす つけゃっておぇすぇ こさうさけょぇ. 
┿い くはきぇき こさっすっくちうはすぇ, つっ 
ういつっさこゃぇき こけいくぇすうすっ う くっこけ-
いくぇすう しすさぇくう くぇ きけうすっ ゅっさけう, 
くけ いくぇき, つっ いぇっょくけ し っおうこう-

すっ, し おけうすけ さぇぉけすは,  しなき うし-
おさっく ゃ かのぉけこうすしすゃけすけ しう おなき 
すはた  ょぇ くぇせつぇ くっとけ こけゃっつっ. 

┿ぉしけかのすくけ しこけょっかはき ╁ぇ-
てっすけ きくっくうっ, つっ ょくってくう-
すっ きっょうう おぇすけ つっ かう こけ-
ゃっつっ ぉはゅぇす けす そせくおちうはすぇ 
しう ょぇ けぉさぇいけゃぇす う ゃないこう-
すぇゃぇす, ぉはゅぇす けす ういおせしすゃけ-

すけ, けす しっさうけいくうすっ すっきう /
╁うっ こさぇゃうすっ すけつくけ けぉさぇ-
すくけすけ/. ╆ぇとけ しこけさっょ ╁ぇし 
しっ しかせつゃぇ すぇおぇ -  いぇさぇょう 
っょくぇすぇ おけきっさしうぇかういぇちうは, 
いぇさぇょう ゅけくうすぉぇ くぇ ゃうしけおう 
さっおかぇきくう こさうたけょう, おけうすけ 
くけしう こけ-ゃうしけおうはす さっえすうくゅ 
くぇ おけきっさしうぇかくうすっ  こさけ-
ょせおちうう いぇ きぇしけゃうは いさうすっか 
うかう う いぇさぇょう くっとけ ょさせゅけ?

- „′っこけいくぇすう〈っ” う っおしこっさう-
きっくすなす くぇ ╀う 〈う ╁う - ょぇ ょぇょっ 
すっかっゃういうけくくけ ゃさっきっ う しっいけく 
いぇ こけょけぉくう そうかきう, こけおぇいゃぇ, 
つっ こせぉかうおぇすぇ ゅう ゅかっょぇ. 〈けゃぇ, 
おけっすけ いぇ きっく っ こさけぉかっきくけ, 
っ, つっ くはおぇお しう ちはかぇすぇ ゃせかゅぇ-
さういぇちうは くぇ けぉとっしすゃけすけ おぇすけ 
ちはかけ, おけはすけ こさっきうくぇゃぇ こさっい 
こけかうすうおぇすぇ う けすゃなょ こけかうすう-
おぇすぇ, くぇこさぇゃう たけさぇすぇ きくけゅけ  
くっさうしおせゃぇとう. 》けさぇすぇ, おけうすけ 
しっ いぇくうきぇゃぇす し きっょうう ゃ ╀なか-
ゅぇさうは, ゃなさゃはす しかっょ ゃおせしぇ くぇ 
こせぉかうおぇすぇ. ╆ぇとけすけ ゃおせしなす くぇ 
こせぉかうおぇすぇ しっ そけさきうさぇ. ╂け-
かっきうすっ きっょうう こけ しゃっすぇ, くは-
おけう けす おけうすけ こけいくぇゃぇき けすゃな-
すさっ, おぇすけ ╀う ╀う ]う, ]う ╄く ╄く, 
┿RT, しぇ きっょうう, おけうすけ そけさきう-
さぇす ゃおせし. ′うっ しきっ けぉさぇすくけすけ. 
′うっ しかっょゃぇきっ っょうく ゃおせし, いぇ 
おけえすけ しきはすぇきっ, つっ っ ゃおせしなす 
くぇ きぇしぇすぇ. ‶なさゃけ, ぇい しきはすぇき, 
つっ くはきぇ すぇおけゃぇ くっとけ, おけっ-
すけ ょぇ しっ たぇさっしぇ くぇ ゃしうつおう, 
う ゃすけさけ - しきはすぇき, つっ ょけぉさぇ-
すぇ きっょうは きけあっ ょぇ しなつっすぇっ ゃ 
しゃけはすぇ こかぇすそけさきぇ さぇいかうつくう 
ゃうょけゃっ こさけゅさぇきう. [ぇいかうつくう 
おぇすけ うくすっさっし, しすけえくけしす, いぇとけ 
くっ う おぇすけ けぉさぇすくぇすぇ ゃさないおぇ. 
┿い くっ きけゅぇ ょぇ おけきっくすうさぇき 

きっょううすっ. 〈っ しぇ すぇおうゃぇ, おぇ-
おゃうすけ くうっ ゅう しないょぇゃぇきっ. ′け 
ゃ すけゃぇ, おけっすけ ぇい こさぇゃは, し たけ-
さぇすぇ, し おけうすけ ゅけ こさぇゃは, ゃはさ-
ゃぇき, つっ うきぇ しきうしなか. ┿ いぇとけ 
– ういおせしすゃけすけ?  ╆ぇとけすけ こけ-
かうすうちうすっ ゅう いぇぉさぇゃはきっ, すっ 
きくけゅけ ぉなさいけ しぇ せこけすさっぉっくう 
う いぇたゃなさかっくう. ╋ぇかおけ けす こけ-
かうすうちうすっ けしすぇゃぇす ゃ うしすけさうは-
すぇ くぇ っょくぇ ょなさあぇゃぇ. |╋くけゅけ 
きぇかおけ しぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こけかう-
すうちう, いぇ おけうすけ くうっ しっ しっとぇ-
きっ ょくっし  – けす きうくぇかけすけ, けす 

くけゃぇすぇ くう うしすけさうは. ]きはすぇき, 
つっ たけさぇすぇ くぇ ういおせしすゃけすけ う 
くっ しぇきけ くぇ ういおせしすゃけすけ – ぉせお-
ゃぇかくけ, ぇ きうしかっとうすっ たけさぇ しぇ 
すっいう, おけうすけ ょゃうあぇす けぉとっ-
しすゃけすけ くぇこさっょ. ╆ぇすけゃぇ ぇい しっ 
ゃゅかっあょぇき ゃ すはた. ┿おけ しさっとくぇ 
こけかうすうお, おけえすけ けすゅけゃぇさは くぇ 
すっいう おぇつっしすゃぇ, つけゃっておう, ぇい 
ぉうた くぇこさぇゃうか そうかき いぇ くっゅけ. 

‶さっょう ゅけょうくう うしおぇた ょぇ くぇ-
こさぇゃは すぇおなゃ そうかき いぇ ╂けさぉぇ-
つけゃ. ′っ せしこはた ょぇ ゅけ くぇこさぇゃは, 
ょぇ っ あうゃ う いょさぇゃ, くけ う きぇか-
おけ しぇ こけかうすうちうすっ ゃ しゃっすけゃっく 
おけくすっおしす, おけうすけ いぇしかせあぇゃぇす 
こけょけぉくけ ゃゅかっあょぇくっ. ╆ぇとけすけ, 
しかっょ おぇすけ うき ういすっつっ きぇくょぇ-
すなす, こけゃっつっすけ しぇ けぉさっつっくう 
くぇ いぇぉさぇゃぇ. ╃けおぇすけ たけさぇすぇ 
くぇ ょせたぇ, くっおぇ すぇおぇ ょぇ ゅう くぇ-
さうつぇきっ, しぇ たけさぇすぇ, おなき おけうすけ 
ゃうくぇゅう  とっ しっ ゃさなとぇきっ. ╆ぇ-
とけすけ ゃしはおぇ っょくぇ くぇちうけくぇかくぇ 
おせかすせさぇ, ゃしっおう っょうく くぇさけょ ゃ 
っゃさけこっえしおう う しゃっすけゃっく こかぇく, 
うきっくくけ たけさぇすぇ くぇ ょせたぇ しぇ 
すっいう, おけうすけ けしすぇゃぇす. ╆ぇ すはた 
しっ しっとぇきっ, すったくうすっ そうかきう 
ゅかっょぇきっ,  こさっょ すったくうすっ おぇさ-
すうくう しっ すなかこうき, つっすっき すった-
くうすっ おくうゅう, しかせてぇきっ すはたくぇすぇ 
きせいうおぇ... ╄すけ いぇとけ たけさぇすぇ くぇ 
ょせたぇ くはおぇお しう けしすぇゃぇす きくけゅけ 
すさぇえくけ ゃ しゃっすけゃくぇすぇ うしすけさうは 
う こけ すぇおなゃ くぇつうく は こさうょゃうあ-
ゃぇす くぇこさっょ.

╁ ╉ぇいぇくかなお しすっ いぇ しくうき-
おう くぇ そうかき いぇ 』せょけきうさ 
けす こけさっょうちぇすぇ „′っこけいくぇ-
すう〈╄”, おけえすけ ╀う 〈う ╁う とっ 
ういかなつう こさっい ぇこさうか. 〈けえ っ 
ぉうか ういおかのつうすっかくけ こけこせ-
かはさっく ゃ きうくぇかけすけ, けしけ-
ぉっくけ こさっい 40-すっ, ょけ 70-すっ 
ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお. 
╉ぇおゃけ くけゃけ, さぇいかうつくけ う 
くっこけいくぇすけ ぉう きけゅかけ ょぇ しっ 
くぇきっさう せ くっゅけ?

- 《うかきなす いぇ 』せょけきうさ, おぇお-
すけ う ゃしうつおうすっ きう そうかきう, しぇ 
そうかきう ゃ ょゃうあっくうっ. ┿い かうつ-
くけ, おぇすけ そうかけかけゅ, いくぇき ょけしすぇ 
いぇ くっゅけ, くっいぇゃうしうきけ, つっ すけえ 
くっ しっ ういせつぇゃぇ. ]すさぇたせゃぇき 
しっ, つっ こけおけかっくうはすぇ しかっょ きけ-
っすけ, くけゃうすっ 16-17-ゅけょうてくう 
きけきうつっすぇ う きけきつっすぇ, こけつすう 
くっ いくぇはす いぇ くっゅけ. ′ぇこさぇゃうた 
っょくぇ ぇくおっすぇ こさっょ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす... ]すせょっくすう けす 
]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす くっ 
きけあったぇ ょぇ ちうすうさぇす くうすけ 
っょくけ くっゅけゃけ こさけういゃっょっくうっ 
おぇすけ いぇゅかぇゃうっ. ╋くけゅけ きぇか-
おけ けす すはた いくぇったぇ いぇ 』せょけ-
きうさ. 〈けゃぇ ぉってっ ゃ けしくけゃぇすぇ 

くぇ きけは かうつっく ゅくはゃ ... ぉはし – 
こさけしすけ しっ はょけしぇた. ╉ぇいぇた しう: 
すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさけきっくう! 
《うかきなす, おけえすけ こさぇゃうき, くっ っ 
そうかき, おけえすけ ういつっさこゃぇ あう-
ゃけすぇ, すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 』せょけ-
きうさ. 〈けえ くっ っ ぉうけゅさぇそうつっく 
そうかき. ╆ぇ すけゃぇ すさはぉゃぇす ゃさっ-
きっ う きくけゅけ こぇさう. ╋けあっ ぉう 
ょけさう すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ っ しっさう-

ぇか. 〈けゃぇ, おけっすけ うしおぇき ょぇ くぇ-
こさぇゃは いぇ „′っこけいくぇすう〈っ”, っ ょぇ 
こけゃょうゅくぇ いぇゃっしぇすぇ けす いぇぉさぇ-
ゃぇすぇ, おけはすけ すっゅくっ くぇょ うきっすけ 
”』せょけきうさ”, くぇょ すゃけさつっしすゃけすけ 
きせ, ぇおけ とっすっ. 〈けえ こさけょなかあぇ-
ゃぇ ょぇ くっ しっ ういせつぇゃぇ. ╂けかっきう 
さっすさけしこっおすうゃくう ういかけあぉう くっ 
しっ こさぇゃはす し くっゅけゃうすっ おぇさすう-
くう. ╄すけ いぇとけ 《けくょぇちうは „』せ-
ょけきうさ” しっ けぉなさくぇ おなき きっく ゃ 
けこうす いぇ こぇさすくぬけさしすゃけ ゃ っょくぇ 
きくけゅけ すさせょくぇ いぇょぇつぇ う しっ くぇ-
ょはゃぇき すけゃぇ ょぇ ぉなょっ こなさゃうはす 
そうかき う ょぇ こけしかっょゃぇす こけさっょう-
ちぇ けす そうかきう, おくうゅう, ういかけあ-
ぉう, ぇおけ とっすっ -  しこっおすぇおかう, 
ゃょなたくけゃっくう けす 』せょけきうさ, さぇい-
おぇいゃぇとう いぇ 』せょけきうさ. ╇ くはおぇお 
しう, おけさっしこけくょうさぇとう し ょくって-
くうすっ くさぇゃう, いぇとけすけ, かうつくけ 
ぇい, さけゃっえおう しっ う ゅけすゃっえおう 
しっ いぇ すけいう そうかき, けすおさうた こけ 
おぇおなゃ つせょけゃうとくけ ぇおすせぇかっく 
くぇつうく いゃせつぇす う くっゅけゃうすっ 
おぇさうおぇすせさう, う くっゅけゃうすっ かう-
すっさぇすせさくう こさけういゃっょっくうは. ╇ 
おぇお, くうっ くはきぇきっ おせかすせさぇすぇ 
う つせゃしすゃうすっかくけしすすぇ ょぇ けぉなさ-
くっき くっとけ, おけっすけ ゃっつっ うきぇきっ, 
くっとけ, おけっすけ ゃっつっ っ しないょぇょっ-
くけ, ゃ くっゅけ ょぇ しっ けゅかっょぇきっ, 
いぇ ょぇ さぇいぉっさっき いぇとけ ゃしうつおけ 
すけゃぇ, おけっすけ くう っ くぇ ゅかぇゃぇすぇ, 
くう しっ しかせつゃぇ. ┿, こけゃはさゃぇえすっ 
きう, ゃ すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 』せょけ-
きうさ うきぇ きくけゅけ けすゅけゃけさう  くぇ 
ゃなこさけしうすっ, けす おけうすけ ょくっし しっ 
ゃなかくせゃぇ くっ しぇきけ ぉなかゅぇさうくなす, 
くけ けす おけうすけ ょくっし しっ ゃなかくせゃぇ 
くけさきぇかくうはす つけゃっお.

〈けゃぇ かう っ こなすはす, こけ おけえ-
すけ ょぇ こさうけぉとうき きかぇょうすっ 
たけさぇ, いぇ おけっすけ ゅけゃけさうたきっ 
ゃ くぇつぇかけすけ, おなき ょせたけゃくう-
すっ ちっくくけしすう – ぉなかゅぇさしおう, 
っゃさけこっえしおう しすけえくけしすう う 
おなき しゃっすけゃくけすけ おせかすせさくけ 
くぇしかっょしすゃけ – ょぇ こさっつせ-
こうき くっとぇすぇ こさっい ょくってくうは 
ょっく.

- 〈けゃぇ っ っょくぇ ゃないきけあくけしす, 
くけ ゃぇあくぇ ゃないきけあくけしす. ╇ ぇい 
しなき  きくけゅけ とぇしすかうゃ, つっ ぉはた 
こけょおさっこっく けす きかぇょう たけさぇ. 
′っ しかせつぇえくけ しなき ゃいっか っょくけ 
きけきつっ おぇすけ さっあうしぬけさ – ぅゃけさ 
╁っしっかうくけゃ, こけおぇくうた  ╋ぇさうせし 
╉せさおうくしおう, きけあっ ぉう っょうく-
しすゃっくうはす しなゃさっきっくっく ぉなか-
ゅぇさしおう ぇおすぬけさ, おけえすけ さっぇぉう-
かうすうさぇ しかけゃけすけ, ぉなかゅぇさしおけすけ 
しかけゃけ, こけ すけいう くぇつうく, おぇおすけ 
う っょうく きかぇょ けこっさぇすけさ, おぇすけ 
┿かっおしぇくょなさ ╉させきけゃ. ′ぇてう-
はす っおうこ っ きくけゅけ きぇかなお, くけ 
っ しなしすぇゃっく けす きかぇょう たけさぇ, 
いぇとけすけ ゃしっおう っょうく けす くぇし, 
ゃっつっ うくすっさこさっすうさぇ 』せょけきうさ 
う くはおぇお しう ょぇゃぇ, ぇ う きう しっ 
うしおぇ ょぇ ょぇょっ くぇ たけさぇすぇ すぇいう 
けすゃけさっくぇ ゃないきけあくけしす, たけさぇ-
すぇ, おけうすけ ゃっつっ ゅけ こけいくぇゃぇす 
う すっいう, おけうすけ くうとけ くっ いくぇはす 
いぇ くっゅけ, ょぇ しっ しさっとくぇす ゃ すけいう 
そうかき. ╆ぇとけすけ, しうゅせさっく しなき, 
つっ すっいう, おけうすけ きくけゅけ いくぇはす, 
とっ おぇあぇす おぇおゃけ っ ういこせしくぇすけ 
ゃなゃ そうかきぇ. ╋くけゅけ きう しっ とっ 
いぇ すっいう, おけうすけ くうとけ くっ いくぇはす 
いぇ くっゅけ, かうつくけしすすぇ くぇ 』せょけ-
きうさ ょぇ しすぇくっ しうきこぇすうつくぇ う 
けすすぇき くぇしっすくっ すっ ょぇ すさなゅくぇす 
う ょぇ うしおぇす ょぇ いくぇはす こけゃっつっ 
いぇ くっゅけゃけすけ すゃけさつっしすゃけ. ]きは-
すぇき, つっ すけゃぇ っ っょうく けす ゃない-
きけあくうすっ, こけしすうあうきう こなすうとぇ 
- ょぇ しっ ゅけゃけさう, ょぇ しっ つせゃぇ 
うきっすけ 』せょけきうさ う しかっょ すけゃぇ 
すけ ょぇ ぉなょっ うくすっさこさっすうさぇくけ 
けすくけゃけ けす さぇいかうつくうすっ こけおけ-
かっくうは.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╅うてそちひて せあ たそたとしみちせあてあ たそちかおけぬあ たそ ╆け 【け ╇け – „〉かたそくせあ-
てけ【か”, ╈かそちえけ 【そのかう, いか う [あくあせしひさ くあ つせけすさけ せあ なけしす そて たそ-
ちかおけぬあてあ, たそつうかてかせ せあ ぁとおそすけち. 》ちかすけかちあてあ せあ なけしすあ か たそ 
うちかすか せあ ぁとおそすけちそうけてか たちあくせけぬけ, せあ 29-てけ すあちて. ぅか いひおか 
けくしひねかせ たそ ╆け 【け ╇け せあ 1-うけ あたちけし - たそつしかおせけみて おかせ そて たちあく-
せけぬけてか, そて 15 ねあつあ つしかお そいみお.
╈かそちえけ 【そのかう, つてあせあし せあぬけそせあしせそ たそたとしみちかせ つ たそちかおけぬあてあ 
„╉ちとえあてあ ╆ひしえあちけみ” たちかおけ えそおけせけ, たちけくせあうあ, ねか けすあ つあせてけ-
すかせて さひす [あくあせしひさ. 【とさ か さあちあし さあくあちすあ, けえちあし か う さあくあせしひの-
さけみ てかあてひち たちかく 1999-てあ えそおけせあ くあかおせそ つ てかあてちあしせけてか くうかくおけ 
おせかつ [そこせあ 『とつかうあ け ╉かつけ ぃたあてそうあ う „《てうひお えちかにあ”. 【そのかう 
けすあ たちけみてかしけ う [あくあせしひさ, あ たちかく 2008 えそおけせあ たちかおつてあうけ う ぁと-
おそすけちそうけてか たちあくせけぬけ なけしすあ つけ くあ 〉かうかせあ [そさあせそうあ, ちあおうあは 
つか せあ せかいけうあし せあぬけそせあしかせ けせてかちかつ.

しかせつぇう こけ-おなしくけ ゃ くけゃうすっ 
ぇさしっくぇかしおう こさけういゃけょしすゃぇ,  
こさう せしゃけはゃぇくっすけ くぇ „╉ぇ
かぇてくうおけゃ”, ぉせおゃぇかくけ くっ しっ 
しこう こけ ちっかう くけとう, しこけきくは 
しう ╉けくしすぇくすうく ]こぇしけゃ. ]かっょ 
おぇすけ こなさゃうすっ しっさうう けすうてかう 
„ぉさぇお”, こぇさすうはすぇ ょけさう しっ 
せしなきくうかぇ ゃ しぇぉけすぇあ, こさぇ
すうかぇ こさけゃっさおぇ う せゃけかくう
かぇ たけさぇ! ╇しすうくぇすぇ けぉぇつっ っ 
ょさせゅぇ – かうこしゃぇか ゃしはおぇおなゃ 
けこうす. ╆ぇすけゃぇ けす ]]][ ょけてなか 
しなゃっすくうお – っきぉかっきぇすうつくうはす 
いぇ ぇさしっくぇかちう ‶さけすせこぇっゃ. ┿ 
こけしかっ うょゃぇか う ╉ぇかぇてくうおけゃ, 
おけゅぇすけ ゃっつっ ゃしうつおけ すさなゅくぇ
かけ „こけ ゃけょぇ”.
‶け すけゃぇ ゃさっきっ, おけゅぇすけ こなさ

ゃけ ぉうか ¨〈╉, ぇ こけしかっ – くぇ
つぇかくうお かうくうは, ╉けくしすぇくすうく 

さぇぉけすう いぇ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 
いぇすゃけさくうは ぉかけお – くぇえ-すさせ
ょけっきおうはす ょっすぇえか けす ┿╉-47, 
こけしかっ しすぇくぇか いぇきっしすくうお くぇ 
くぇつぇかくうおぇ ╃うきうすなさ ‶けこけゃ. 
╃けおぇすけ こけこぇょくっ くぇ こさけしかけ
ゃせすうは ╂っさけえ くぇ しけちうぇかうし
すうつっしおうは すさせょ – ╇ゃぇく, くぇ
さうつぇく けす ゃしうつおう „╇ゃぇくうつ”, 
てっそ くぇ ╆ぇゃけょ 5. ‶けおぇくぇすぇ 
けす ╇ゃぇくうつ くっ きけあっかぇ ょぇ 
しっ けすおぇあっ. ╉けえすけ ゅけ っ  こけ
いくぇゃぇか, いくぇっ すけゃぇ: おなょっ くぇ 
しっさうけいくけ, おなょっ し こけ-ゅさせ
ぉうつおう, くけ うしおさっくう てっゅうつ
おう, すけえ ょなさこぇか いぇゃけょぇ くぇ
こさっょ. ╇ゃぇくうつ ゅけ こさぇとぇ ゃ 
ちった 120 ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ っょさけおけさこせしくう ょっすぇえかう 
くぇ そさっいう. ]かっょ ょなかゅう せゃっ
とぇくうは ╉けくしすぇくすうく しすぇゃぇ 
きぇえしすけさ しきはくぇ. [ぇぉけすう こぇお 
こけ せしゃけはゃぇくっすけ, すけいう こなす くぇ 
そさっいうすっ 《〉 320, こけしかっ う くぇ 
くぇてぇすぇ – 《〉-250, いぇっょくけ 
し ゃしうつおう こさうしこけしけぉかっくうは 
おなき すはた. ‶けしかっ うょっ さっょ くぇ 
さぇょうぇかくぇすぇ ぉけさきぇてうくぇ, くぇ 
せくうゃっさしぇかくぇすぇ そさっいぇ, くぇ 
ぉけさきぇてうくぇすぇ ‶╉ 32... う… 
„すなえ きっあょせ ょさせゅけすけ きうくぇたぇ 
ゅけょうくうすっ”. ‶ぇお „きっあょせ ょさせ
ゅけすけ”, しなこさせゅなす ╉けくしすぇくすうく 
ゅかっょぇか ょっちぇすぇ, ょけおぇすけ ぅくおぇ 
せつうかぇ ゃうしてっ. ╁けょっか ゅう くぇ 
ゅさぇょうくぇ う ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ, 
つっ ょけさう せつうすっかおうすっ こうすぇかう: 
”〈うは ょっちぇ きぇえおぇ うきぇす かう?”. 
′ぇ ぇくゅぇあうきっくすうすっ くぇ ぅくおぇ 
╉けくしすぇくすうく う しっゅぇ ゅかっょぇ 

ゃっかうおけょせてくけ, くうとけ, つっ けす
くっかう こけつすう ゅけょうくう しゃけぉけょ
くけ ゃさっきっ. ╆ぇすけゃぇ こなお, しっゅぇ 
– ゃさっきっ  きくけゅけ! ]っきっえしすゃけすけ 
っ とぇしすかうゃけ, つっ うきぇ けとっ あう
ゃけす, つっ くぇきうさぇ さぇょけしす ゃ おな
とぇすぇ ゃ ]おけぉっかっゃけ, つっ – おなょっ 
ょさなゃつっすぇ, おなょっ ゅさぇょうくおぇ, 
おなょっ くっとけ ょさせゅけ – こけつうゃおぇ
すぇ しっ しなつっすぇゃぇ し さぇぉけすぇすぇ. ╄, 
きせいぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ くっ ゃうくぇゅう 
うょゃぇ, いぇとけすけ ╉けくしすぇくすうく 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ こさぇゃう ゃしうつ
おけ せ ょけきぇ しう し ぇさしっくぇかしおう 
きぇえしすけさかなお, ぇ: ”╋ぇえしすけさかな
おなす っ おぇすけ こさう こけっすぇ: おけゅぇすけ 
きせ ょけえょっ きせいぇすぇ...”, てっゅせゃぇ 
しっ ょくっし ╉けくしすぇくすうく ]こぇしけゃ.

¨す さぇぉけすぇ ╉けくしすぇくすうく くっ 
しっ っ こかぇてうか くうおけゅぇ

》けょうか ょぇ さぇぉけすう こさっい 80-すっ 
ょけさう ゃ ╉けいかけょせえ: こけ 12 つぇしぇ 
くぇ ょっく. ┿ おけゅぇすけ ゅけ こさうすうし
おぇす くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ, すけえ 
こけょぇゃぇ きけかぉう いぇ くぇこせしおぇ
くっ, ぉっい ょぇ ゅけ っ しすさぇた, つっ けす 
くはおぇおなゃ くぇつぇかくうお きけあっ ょぇ 
しすぇくっ さぇぉけすくうお. ╉けゅぇすけ こさう 
こけさっょくうすっ くっこさうはすくけしす う ゃ 
╆ぇゃけょ 5 こけうしおぇか ょぇ くぇこせし
くっ いぇさぇょう こせしすけすけ こぇさすうえくけ 
つかっくしすゃけ, くぇこさぇゃけ いぇはゃうか, 
つっ とっ うょっ, ぇおけ すさはぉゃぇ くぇ 
くぇちうけくぇかっく けぉっおす, ぇおけ ょさせ
ゅぇ さぇぉけすぇ くっ きせ ょぇょぇす ゃ „┿さ
しっくぇか” うかう ういけぉとけ ゃ ╉ぇいぇく
かなお. 】けすけ うきっくくけ し すけゃぇ ゅけ 
いぇこかぇてゃぇかう: くぇこせしくっ かう ╆ぇ
ゃけょ 5, さぇぉけすぇ ゃ ゅさぇょぇ くはきぇ 
ょぇ くぇきっさう!   
╁きっしすけ くぇ くぇちうけくぇかっく 

けぉっおす, けぉぇつっ, しっ けおぇいゃぇ こぇお 
いぇょ こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか” – 
すけいう こなす, ゃ こけょしすぇくちうはすぇ. 
〈ぇおぇ, くぇえ-こけしかっ ╉けくしすぇくすうく 
]こぇしけゃ けすうてなか ょぇ さぇぉけすう 
こけ っかっおすさけしこっちうぇかくけしすすぇ 
しう, こけかせつっくぇ けす すったくうおせきぇ. 
‶さっょう すけゃぇ ゃしっ ゅけ こさぇとぇかう 
ょさせゅぇょっ. [ぇぉけすぇすぇ ゃ こけょ
しすぇくちうはすぇ ゅけ くぇきうさぇ しかせ
つぇえくけ, くけ う すぇき くっ ういぉはゅぇか 
けす  くぇきっしぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ╇ゃぇ
くうつ... 〈せお, くぇ すけゃぇ さぇぉけすくけ 
きはしすけ, ゃ こけょしすぇくちうはすぇ, いぇ 
しゃぇかはくっ くぇ くぇこさっあっくうっすけ 
けす ゃうしけおけ ゃ くうしおけ, ╉けくしすぇく

すうく ]こぇしけゃ っょゃぇ くっ いぇゅうくぇか. 
”╉けゅぇすけ ょはゃけかなす しう くはきぇ さぇ
ぉけすぇ, すけゅぇゃぇ しすぇゃぇす ぉっかうすっ”, 
けぉけぉとぇゃぇ かけてうすっ しこけきっ
くう ╉けくしすぇくすうく. ╇くちうょっくすぇ 
こけきくう すけつくけ: う おぇお けすうてなか 
ょぇ きっさう さっかしぇ ゃ おかっすおぇ ぉっい 
くぇこさっあっくうっ, う おぇお けす こさっし
すぇさぇゃぇくっ しっ ゃなさくぇか ょぇ こさっ
きっさう ゃすけさう こなす, う おぇお っょくぇ 
おさぇつおぇ しぇきけ ゃ こけゃっつっ ゅけ 

ぅくおぇ う ╉けくしすぇくすうく とっ 
こさぇいくせゃぇす いかぇすくぇ しゃぇすぉぇ くぇ 
7-きう ぇこさうか 

„╇きぇきっ 50 ゅけょうくう すさせょけゃ 
しすぇあ おぇすけ あっくっくう”, てっゅせゃぇ しっ 
╉けくしすぇくすうく. 50 ゅけょうくう あうゃけす 
いぇっょくけ, くっ ぉっい しこさっつおゃぇくうは 
ゃ っあっょくっゃうっすけ, くけ し おけきこさけ
きうしう. ╆ぇ すけゃぇ う ょゃぇきぇすぇ しっ 
てっゅせゃぇす し ゃきっすおぇすぇ, つっ ゃしっおう 
きけあっ ょぇ しっ さぇいょっかは う ょぇ しっ 
おぇさぇ, ぇきぇ すさせょくけすけ っ ょゃぇきぇ 
ょぇ しっ ういすなさこはす. ‶さう すけゃぇ – し 
せしきうゃおぇ. 〉しきうゃおうすっ ゃ しっきっえ
しすゃけすけ くっ しゃなさてゃぇす, ょけおぇすけ 
しう ゅけゃけさうき いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ. 
╃ゃぇきぇすぇ しっ しさっとくぇかう こけおさぇえ 
„┿さしっくぇか”. 〈けゅぇゃぇ こけつゃぇ う 
すさせょけゃうはす こなす くぇ ╉けくしすぇくすうく. 
╆ぇゃなさてうか おぇいぇくかなておうは すった

くうおせき, すけえ, おぇすけ きくけゅけ ょさせゅう, 
こさっい 1958 ゅけょうくぇ こけこぇょぇ こけょ 
せょぇさうすっ くぇ けくけゃぇ きうくうしすっさしおけ 
こけしすぇくけゃかっくうっ, おけっすけ いぇぉさぇ
くはゃぇ くぇ きかぇょうすっ けす すったくうおせきぇ 
ょぇ せつぇす ゃうしてっ, ぇ いぇさぇょう くせあょぇ 
けす おぇょさう ゅう こさぇとぇ おなょっすけ くぇ 
こぇさすうはすぇ う ょなさあぇゃぇすぇ っ せょけぉ
くけ. 〈ぇおぇ ╉けくしすぇくすうく こけこぇょぇ ゃ 
┿しっくけゃゅさぇょ – おぇすけ せつうすっか いぇ 
すさせょけゃう さっいっさゃう. ′うおけえ くっ 
ゅけ っ こうすぇか ょぇかう うしおぇ ょぇ しすぇ
ゃぇ すぇおなゃ, こさけしすけ ゅけ こさぇとぇす. 
╆ぇ おけっすけ けぉぇつっ くっ しなあぇかはゃぇ, 
いぇとけすけ うきぇ しすさぇたけすくう しこけ
きっくう. ‶ぇお ぉっい ょぇ ゅけ こうすぇす, ゅけ 
ゃさなとぇす ゃ „┿さしっくぇか”, いぇ おけっすけ 
こけかせつぇゃぇ ゃおなとう こうしきけ, けとっ 
こさっょう ょぇ っ ういおぇさぇか おぇいぇさきぇ
すぇ. ╁っょくぇゅぇ しかっょ ゃけえくうおかなおぇ 
けすうゃぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, ゃ おけく
しすさせおすうゃくうは けすょっか こさう さなおけ
ゃけょうすっかうすっ ╉うさっゃ う ′っょっかつけ 
╀さぇすけっゃ. ¨ぉぇつっ – いぇ おさぇすおけ. 
„‶け くっいくぇえくう こなすうとぇ” ゅけ しさっ
とぇ うくあ. ╂ってけ ╄くつっゃ う ゃっょくぇゅぇ 
ゅけ ゃうおぇ くぇ くぇえ-すっあおうは すけゅぇゃぇ 
„そさけくす” – しすぇさすなす くぇ せしゃけはゃぇ
くっすけ くぇ ┿╉-47, ぉなょっとぇすぇ ゅけさ
ょけしす くぇ „┿さしっくぇか” – ぇゃすけきぇすなす 
„╉ぇかぇてくうおけゃ”. ‶けつゃぇす ぉせお
ゃぇかくけ けす „くせかぇすぇ”... ╁ないかぇゅぇす 
くぇ ╉けくしすぇくすうく, おぇすけ つけゃっお し 
けこうす ゃ けぉさぇいけゃぇくっすけ, ょぇ しなし
すぇゃう ちはかけしすくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ 
けぉせつっくうっ こけ すっけさうは う こさぇお
すうおぇ くぇ ぉなょっとうすっ きぇえしすけさう 
くぇ ┿╉-47. [ぇいょっかはす さぇぉけすくう
ちうすっ くぇ しすさせゅぇさう, てかぇえそうしすう 
う そさっいうしすう, しこけさっょ くせあょぇすぇ 

くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う ゃう
ょけゃっすっ ょっすぇえかう, おけうすけ すけ 
ゃおかのつゃぇ. ¨ぉせつぇゃぇす しっ ょゃっ 
ゅさせこう きかぇょっあう – っょくうすっ, 
ゃっつっ さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっ
くぇか”, ょさせゅうすっ – しなゃしっき 
くっけこうすくう, くぇぉさぇくう けすゃなく. 
„╂けかはきぇ ょぇくょぇくうは!”, かぇおけ
くうつっく っ ょくっし ╉けくしすぇくすうく 
いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ. ′っ しぇきけ 
せつうか たけさぇすぇ ょぇ さぇぉけすはす, 
くけ こさけういゃっあょぇかう う こさうぉけ
さうすっ いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ. 
╋かぇょうすっ, 18-19-ゅけょうて
くう,  ょけさう こなさゃけ ゅう ぉうかけ 
しすさぇた けす きぇてうくうすっ, つっし
すけ しう すさけてっかう こさなしすうすっ 
こさう さぇぉけすぇ. 〈ぇおぇゃぇ きかぇょぇ 
う くっけこうすくぇ ぉうかぇ う ぅくおぇ, 
おけはすけ ょけてかぇ くぇ おせさしけゃっ ゃ 
いぇゃけょぇ, けしすぇくぇかぇ すぇき ちはか 

あうゃけす, つっ しう くぇきっさうかぇ う 
しなこさせゅ. „4 ゅけょうくう ょさせあぇ
たきっ”, さぇいおぇいゃぇ ╉けくしすぇく
すうく. ╁さないおぇすぇ うき こさっあう
ゃはかぇ ょけさう くっょけゃけかしすゃけすけ 
くぇ こぇさすうはすぇ, いぇとけすけ 
ぅくおぇ ぉうかぇ ぇおすうゃっく つかっく, 
ぇ ╉けくしすぇくすうく ういけぉとけ くっ 
うしおぇか ょぇ つせっ ょぇ ゃかういぇ ゃ 
╀╉‶: ”′っ いくぇき いぇとけ ゃしっ 
うしおぇたぇ ょぇ きっ ゃおぇさゃぇす ゃ 
╀╉‶?!”, つせょう しっ すけえ. ]こけ
さっょ くっゅけ, ゃうょはか う けす こさっ
ょう 9-すう しっこすっきゃさう, う ょけ 
10-すう くけっきゃさう 1989-すぇ, 
う しっゅぇ: „╁しっ っょくけ う しなとけ 
っ. ‶けしさっとぇたきっ し こけおかけく  
ゅっさきぇくちう, ういこさぇとぇたきっ 
ゅう, こけしさっとぇたきっ させしくぇちう 
– しなとけすけ, しっゅぇ – ぇきっさう
おぇくちう う っゃさけこっえちう...”. ′っ 
おさうっ, けぉぇつっ, つっ ょくっし くっ
とぇすぇ くっ ゃなさゃはす くぇ ょけぉさっ, 
いぇとけすけ こけゃっつっ っゅけういなき けす 
ょくってくうは こさっい あうゃけすぇ しう 
╉けくしすぇくすうく くぇうしすうくぇ くっ 
こけきくう. 

╉けくしすぇくすうく, けぉぇつっ, 
こけきくう こなさゃうすっ しっさうう 
┿╉ – 47

‶けきくう う こなさゃうすっ こさけうい
ゃっょっくう ょっすぇえかう – ゃしうつ
おうすっ いぇ ぉさぇお! „╇きぇたきっ 
きくけゅけ こさけぉかっきう くぇおせこ: 
くっけぉせつっくう おぇょさう, くけゃけ, 
くっせしゃけっくけ う しかけあくけ こさけ
ういゃけょしすゃけ, くけゃう うくしすさせ
きっくすう!...”. ╉ぇすけ きくけゅけ 

ゃおぇさぇかぇ ゃ おかっすおぇ し くぇこさっ
あっくうっ, しかっょ おけっすけ しすぇくぇかけ 
おなしけ う ╉けくしすぇくすうく こけつくぇか 
ぉせおゃぇかくけ ょぇ ゅけさう...

╉けかっゅぇすぇ ‶っくつけ ╅っかっゃ 
きせ しこぇしはゃぇ あうゃけすぇ!

』せか しうゅくぇかういぇちうはすぇ いぇ 
ぇゃぇさうは, おけかっゅぇすぇ ぉなさいけ しかは
いなか ょけかせ う ういきなおくぇか いぇ おさぇ
おぇすぇ ゅけさはとうは ╉けくしすぇくすうく. 
”╋くけゅけ ょけぉなさ つけゃっお ぉってっ! 
′け う すけえ しう けすうょっ...” -  こさっい 
つうしすけ きなあおけ こさけしなかいはゃぇくっ 
しう しこけきくは ╉けくしすぇくすうく いぇ つけ
ゃっおぇ, おけきせすけ ょなかあう ゃすけさうは 
しう あうゃけす. 〈ぇおぇ, し けぉうつ,  しう 
しこけきくは う ゃしうつおう おけかっゅう けす 
„┿さしっくぇか”. ] すっいう けす ╆ぇゃけょ 
5 /おけうすけ しぇ けしすぇくぇかう.../, 
こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しっ しなぉうさぇす 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ くぇ さっしすけさぇくす. 
¨ぉぇつっ ╉けくしすぇくすうく くっ うしおぇ 
ょぇ たけょう ゃ こっくしうけくっさしおうは 
おかせぉ – おぇすっゅけさうつくけ! ”《ういう
けくけきううすっ きくけゅけ しっ こさけきっ
くうたぇ... ′っ うしおぇき ょぇ ゅかっょぇき 
けとっ 100 こさけきっくっくう そういうけ
くけきうう, っょくぇ きう しすうゅぇ こさっょ 
けゅかっょぇかけすけ”, てっゅせゃぇ しっ ╉けく
しすぇくすうく ]こぇしけゃ こけ こけゃけょ こけ
おぇくうすっ けす こさうはすっかう いぇ しさっ
とう ゃ こっくしうけくっさしおうは おかせぉ. 
╁ ]おけぉっかっゃけ きせ っ こけ-ょけぉさっ. 
╇ し ょっちぇすぇ, けしけぉっくけ - し ゃくせ
ちうすっ. ‶けしさっとぇ ゅう, ういこさぇとぇ 
ゅう, ょぇあっ こぇきこっさしう っ しかぇゅぇか. 
‶さう すけゃぇ – し せょけゃけかしすゃうっ.
】っさおぇすぇ [ぇかうちぇ しなとけ うきぇ 

いぇょ ゅなさぉぇ しう ぇさしっくぇかしおぇ 
おぇさうっさぇ – ゃ こさっしすうあくうは 
すなさゅけゃしおう けすょっか. ¨ぉぇつっ くぇ
こせしおぇ, しうゅせさくけ おぇすけ ぉぇとぇ 
しう, ゃ すなさしっくっ くぇ くけゃう こさっ
ょういゃうおぇすっかしすゃぇ. ]うくなす しなとけ 
こけつくぇか ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. ‶け
かせつうか ちっくっく けこうす すぇき, ゃっつっ 
けす ゅけょうくう さぇぉけすう ゃ ┿ゃしすさうは 
う ╂っさきぇくうは, おなょっすけ ゅけ せゃぇ
あぇゃぇす おぇすけ しこっちうぇかうしす, つっ 
ょけさう きせ うしおぇす ょさせゅ ぉなか
ゅぇさうく, とけすけ ょっえくけしすすぇ くぇ 
そうさきぇすぇ さぇしすっ. 
′ぇこせしくぇか いぇ こっくしうは „┿さ

しっくぇか” こさっい 1994-すぇ, ょくっし 
╉けくしすぇくすうく ]こぇしけゃ くっ けぉうつぇ 
ょぇ しっ ゃさなとぇ ゃ „┿さしっくぇか” ゃ 
╃っくは くぇ けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう: 

”╆ぇとけ ょぇ ゅかっょぇき きせいっは, おぇすけ 
ぇい しなき あうゃうはす きせいっえ?”, ぇさ
ゅせきっくすうさぇ しっ けさなあっえくうおなす. 
′け ょけぉぇゃは: ”╂けかっきう こぇさう けす 
„┿さしっくぇか” くっ しきっ ゃいっかう. ′け - 
けぉうつぇき „┿さしっくぇか!”  ╇ しおさけき
くけ けすぉっかはいゃぇ: „╅うゃけすなす きう っ 
おぇすけ くぇ ゃしっおう, おけえすけ っ さぇぉけ
すうか すぇき”. 〈けつくけ ゃ すけゃぇ, けぉぇ
つっ, っ  くっゅけゃけすけ ょけしすけえくしすゃけ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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[そせつてあせてけせ 』たあつそう:
╋けうそてひて すけ か
きけうけみて すとくかこ

╇かてかちあせけ

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
〈けすあ 〉みえあしそうあ

╊さつたかちてせそ:
2 800 かうちそ くあ おかぬあ てあしあせてけ

╈かそちえけ 【そのかう:
′あ ぁとおそすけち け そてえそうそちけてか, さそけてそ てひちつけす

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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 【あこせそ そちひきけか 
『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: 5 74 55

╇きっ: ╉さぇしうきうさ 〈けくっゃ ]すっそぇくけゃ

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

╃かなあくけしす:  ¨こっさぇすけさ 『‶〉

╂けょうくう: 30

╆けょうは: [うぉう

》けぉう: 《せすぉけか, かけゃ

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“?

7 ゅけょうくう

╉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.

. . 

25 きぇさす /くっょっかは/                                   

   ╋せいっえ „』せょけきうさ“
17:00 つぇしぇ
„[ぇょけしすう う しおなさぉう”, ういかけあぉぇ けす
すゃけさぉう くぇ 』せょけきうさ
                             

   ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか“, そけぇえっ
18:00 つぇしぇ
„′ぇてっくちう こさっょう う しっゅぇ“, ういかけあぉぇ くぇ
ょっちぇ けす 【おけかぇすぇ こけ ういけぉさぇいうすっかくう う
こさうかけあくう ういおせしすゃぇ „┿さすかうくうは” し
さなおけゃけょうすっか ╁ぇくは ╆ぇこさはくけゃぇ 

26 きぇさす /こけくっょっかくうお/

   ╇くそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ せか. „╇しおさぇ” 4
18:00 つぇしぇ
„』けゃっおなす ょけ きっく“, ‶っすう くぇちうけくぇかっく
そけすけおけくおせさし しなゃきっしすくけ
し „《けすけゅさぇそしおぇ ぇおぇょっきうは“, ]けそうは
う ╀さぇくてけゃけ しょさせあっくうっ くぇ そけすけゅさぇそうすっ                               

27 きぇさす /ゃすけさくうお/ 

   ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか“ -
   おぇきっさくぇ いぇかぇ
17:30 つぇしぇ
„╉けかおけ ゃうしけおけ っ かせくぇすぇ” ╃あぇい おけくちっさす
くぇ ょあぇい きせいうおぇくすう けす ╀なかゅぇさしおけすけ
くぇちうけくぇかくけ さぇょうけ

   ╁けっくっく おかせぉ
18:00 つぇしぇ
„』せょけきうさうぇょぇ 2012”, ‶っすう くぇちうけくぇかっく 
こさぇいくうお くぇ ょっすしおうすっ すぇかぇくすう, „╋ぇかおう-
すっ くぇてっくちう”, おけくおせさし いぇ ゃっしっかう ょっすしおう 
さうしせくおう, „‶さうしきったせかくうちう”, おけくおせさし いぇ 
ょっすしおう たせきけさうしすうつくう かうすっさぇすせさくう すゃけさぉう

28 きぇさす /しさはょぇ/

   》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは 

18:00 つぇしぇ
„115 ゅけょうくう ╇ゃぇく ╋うかっゃ“, のぉうかっえくぇ 
ういかけあぉぇ 115 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ う 85 
ゅけょうくう けす しきなさすすぇ くぇ たせょけあくうおぇ

29 きぇさす /つっすゃなさすなお/

   ╋せいっえ „』せょけきうさ“
16:00 つぇしぇ
„′っこけいくぇすうはす 』せょけきうさ“,  ‶[╄╋╇╄[┿ くぇ 
そうかきぇ くぇ ╂っけさゅう 〈けてっゃ ╇いかなつゃぇくっ ゃ こけさっ-
ょうちぇすぇ „′っこけいくぇすう〈╄” こけ ╀〈╁ くぇ 1 ぇこさうか 
けす 15:00 つぇしぇ

30 きぇさす /こっすなお/

   ╋せいっえ „』せょけきうさ“
17:00 つぇしぇ 

„』せょけきうさ - くっこさういくぇすうはす おかぇしうお う くっけ-
こけいくぇすうはす くぇさけょけこしうたけかけゅ“ けす ╊のぉけきうさ 
╉けすっゃ しなゃきっしすくけ し ういょぇすっかしすゃけ „╆ぇたぇさうえ 
]すけはくけゃ“ 

┿おすうゃうしすおうすっ けす けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ╉′]╀ 
ゃ „┿さしっくぇか” ╄きう 』ぇくっゃぇ けす ╆ぇゃけょ 0 う 

]すけはくおぇ ╃うきうすさけゃぇ けす ╆ぇゃけょ 5 ぉはたぇ っょうく-
しすゃっくうすっ ぉなかゅぇさおう, こさっょしすぇゃうかう しうくょうおぇすぇ 
╉′]╀ くぇ 17-は ╉けくゅさっし くぇ あっくうすっ しうくょう-
おぇかうしすおう けす くぇえ-ゅけかっきうは すせさしおう しうくょうおぇす 
„〈のさお ╋っすぇか”. ╃ゃっすっ ぇさしっくぇかおう ぉはたぇ つぇしす 
けす 45-つかっくくぇすぇ きっあょせくぇさけょくぇ ょっかっゅぇちうは けす 
さぇいかうつくう しすさぇくう, せゃぇあうかう くぇえ-ゃうしけおうは そけ-
させき くぇ すせさしおうすっ さぇぉけすくうつおう. „〈のさお ╋っすぇか” 
っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ しうくょうおぇかくぇ けさゅぇくういぇちうは ゃ 
〈せさちうは う つかっく くぇ ╄ゃさぇいうは - くぇえ-ゅけかはきけすけ 
しうくょうおぇかくけ けぉっょうくっくうっ くぇ けさゅぇくういぇちうう くぇ 
さぇぉけすっとうすっ けす ╀ぇかおぇくしおうすっ しすさぇくう う ┿いうは. 
¨しゃっく ょゃっすっ ぉなかゅぇさおう, ゅけしすう くぇ そけさせきぇ ゃ 
┿くおぇさぇ, こさけゃっか しっ けす 4-すう ょけ 10-すう きぇさす, しぇ 
ぉうかう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ [せしうは, ┿いなさぉぇえょあぇく, 
╀っかぇさせし, 〈ぇょあうおうしすぇく, ╀ぇておうさうは, ╉うこなさ. 

╁ こなさゃうは ょっく くぇ きぇさす 
ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ けさ-

ゅぇくういぇすけさおぇすぇ „╁なくてくけ う 
ゃなすさってくけ おけけこっさうさぇくっ”  
けす „┿さしっくぇか” ╄かっくぇ ]すぇくっ-
ゃぇ こさけこかぇおぇたぇ ょゃっ きけきつっ-
すぇ - ぉかういくぇちう: ぅゃけさ う ╃う-
きうすなさ.
[けょっくうすっ ゅけかっきう きぇかつせ-

ゅぇくう しぇ いぇ さぇょけしす う くぇ すぇす-
おけすけ ゃ おなとぇすぇ - ]すぇくうしかぇゃ 
]すぇくっゃ - しかせあうすっか ゃ ]すぇく-
ちうはすぇ いぇ けすこぇょくう ゃけょう 
おさぇえ ¨ゃけとくうお. 
╉けかっゅうすっ くぇ ╄かっくぇ けす けす-

ょっか „╁なくてくけ おけけこっさうさぇくっ” 
あっかぇはす くぇ きくけゅけょっすくけすけ 
しっきっえしすゃけ きうかうけく とぇしすかう-
ゃう しこけょっかっくう きうゅけゃっ!

!!!
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』╅ぅ つあ せあこ-えそしかすけみて けくせそつけてかし せあ 
そちひきけか, つしかおうあせけ そて 『とつけみ け ╈かちすあせけみ
╇くょうは っ くぇえ-ゅけかっきうはす ゃくけ-

しうすっか くぇ けさなあうは ゃ しゃっすぇ, 
ぇ ]なっょうくっくうすっ とぇすう う [せしうは 
うきぇす ょはか けす 50 こさけちっくすぇ ゃ 
しゃっすけゃくぇすぇ すなさゅけゃうは くぇ けさな-
あうは ゃ こっさうけょぇ 2007-2011 ゅ. 
╇くそけさきぇちうはすぇ ぉっ さぇいこさけし-
すさぇくっくぇ ゃ しゃっすけゃくうすっ きっょうう 
けす ]すけおたけかきしおうは うくしすうすせす いぇ 
ういしかっょゃぇくっ くぇ きうさぇ (]╇‶[╇), 
ちうすうさぇく けす ╃‶┿.
¨ぉっきなす くぇ しゃっすけゃくぇすぇ すなさ-

ゅけゃうは し おけくゃっくちうけくぇかくう けさな-
あうは しっ っ せゃっかうつうか し 24 くぇ しすけ 
ゃ すけいう こっさうけょ, ゃ しさぇゃくっくうっ し 
2002-2006 ゅ.
]こけさっょ ょぇくくうすっ, ╇くょうは っ 

ゃくっしかぇ 10 くぇ しすけ けす ゅかけぉぇかくう-
すっ すさぇくしそっさう くぇ けさなあうは. 80 
くぇ しすけ しぇ させしおう, けしすぇくぇかうすっ しぇ 
けす ╁っかうおけぉさうすぇくうは う ╇いさぇっか. 
“‶けおせこおうすっ くぇ けさなあうは けす ╇く-
ょうは しぇ きけすうゃうさぇくう けす さっょうちぇ 
そぇおすけさう - しなこっさくうつっしすゃけすけ し 
‶ぇおうしすぇく う ╉うすぇえ, ゃなすさってくう-
すっ おけくそかうおすう う すっさけさういきなす, 
おぇおすけ う せしうかうはすぇ くぇ ╃っかたう 
ょぇ さぇいてうさう ゃけっくくけきけさしおうすっ 
しう しこけしけぉくけしすう”, っ いぇはゃうか いぇ  
くっきしおぇすぇ ぇゅっくちうは  ╃‶┿ ╋ぇさお 
╀さけきかう けす ]╇‶[╇.
╃させゅうすっ つっすうさうきぇ くぇえ-ゅけかっ-

きう ゃくけしうすっかう いぇ ういしかっょゃぇくうは 
こっさうけょ しなとけ しぇ ゃ ┿いうは. 〈けゃぇ 
しぇ  ぃあくぇ ╉けさっは, ‶ぇおうしすぇく, 
╉うすぇえ う ]うくゅぇこせさ. 
]うさうは っ ゃくっしかぇ けおけかけ てっしす 

こなすう こけゃっつっ けさなあうは ゃ うい-
しかっょゃぇくうは こっさうけょ. [せしうは っ 
ょけしすぇゃうかぇ 72 くぇ しすけ けす けさな-
あうはすぇ, ゃくっしっくう けす さっあうきぇ くぇ 
こさっいうょっくすぇ ╀ぇてぇさ ぇか ┿しぇょ. 
]┿】 うきぇす ょはか けす 30 くぇ しすけ ゃ 

しゃっすけゃくうは ういくけし くぇ けさなあうは う 
しぇ こさけょぇゃぇかう くぇ こけゃっつっ けす 80 
しすさぇくう, しけつぇす ょぇくくうすっ. ぃあくぇ 

╉けさっは, ┿ゃしすさぇかうは う ¨ぉっょう-
くっくうすっ ぇさぇぉしおう っきうさしすゃぇ しぇ 
すさうすっ くぇえ-ゅけかっきう ゃくけしうすっかう 
くぇ ぇきっさうおぇくしおけ けさなあうっ. ]ぇ-
きけかっすうすっ うきぇす ょはか けす 60 くぇ 
しすけ ゃ ぇきっさうおぇくしおうは けさなあっっく 
ういくけし. ]ぇせょうすしおぇ ┿さぇぉうは こけょ-
こうしぇ ょけゅけゃけさ いぇ おせこせゃぇくっ くぇ 
154 ぉけえくう しぇきけかっすぇ F-15SA. 
〈けゃぇ っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ しょっかおぇ いぇ 
ょけしすぇゃおぇ くぇ けさなあうは いぇ こけしかっょ-
くうすっ ょゃっ ょっしっすうかっすうは, こけしけつゃぇ 
]╇‶[╇.
╃っかなす くぇ [せしうは ゃ しゃっすけゃくぇすぇ 

すなさゅけゃうは し けさなあうは っ 24 くぇ しすけ. 
′ぇえ-ゅけかっきうはす うき ゃくけしうすっか っ 
╉うすぇえ, おけえすけ しなとけ っ せゃっかうつうか 
ういくけしぇ しう, しなけぉとぇゃぇ くぇ しゃけえ 
さっょ  ╀〈┿.
〈さっすうはす ういくけしうすっか くぇ けさな-

あうは ゃ しゃっすぇ っ ╂っさきぇくうは し ょはか 
けす 11 くぇ しすけ けす すさぇくしそっさう-
すっ. ╆ぇ しさぇゃくっくうっ, こさっい 2001-
2005 くっえくうはす ょはか っ ぉうか 7 くぇ 
しすけ. 〈は っ いぇしうかうかぇ こけいうちううすっ 
しう ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ こさけょぇあぉう 
くぇ そさっゅぇすう う こけょゃけょくうちう. ¨し-
くけゃくうすっ え こぇいぇさう しぇ ╂なさちうは, 
ぃあくぇ ╉けさっは う ぃあくぇ ┿そさうおぇ. 
╂っさきぇくうは とっ けしすぇくっ ゅけかはき うい-
くけしうすっか ゃ しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう, 
けすぉっかはいゃぇ ╋ぇさお ╀さけきかう.
′ぇ つっすゃなさすけ きはしすけ っ 《さぇくちうは 

し ょはか けす 8 くぇ しすけ, こっすぇ っ ╁っかう-
おけぉさうすぇくうは.
╀ぇいぇすぇ ょぇくくう くぇ ]╇‶[╇ いぇ 

ゅかけぉぇかくぇすぇ すなさゅけゃうは し けさなあうは 
くっ ゃおかのつゃぇ きぇかおうすっ けさなあうは. 
╃ぇくくうすっ ゃ くっゅけ しっ けしくけゃぇゃぇす 
くぇ くぇえ-さぇいくけけぉさぇいくう こせぉかうつ-
くう ういすけつくうちう - けす きっしすくう ゃっしす-
くうちう ょけ しこっちうぇかういうさぇくう きっあ-
ょせくぇさけょくう ういょぇくうは. ╁ くっゅけ しぇ 
けすさぇいっくう けぉっきうすっ, くけ すは くっ けぉ-
たゃぇとぇ そうくぇくしけゃぇすぇ しすけえくけしす 
くぇ こさけょぇあぉうすっ, こけしけつゃぇ ╃‶┿.

〈┿

╁ないきけあくけしすうすっ くぇ あうゃっっとうすっ ゃ 
きくけゅけそぇきうかくう あうかうとぇ いぇ おぇく-

ょうょぇすしすゃぇくっ こけ こさけっおす „╄くっさゅうえくけ 
けぉくけゃはゃぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ょけきけゃっ” 
けぉしなあょぇたぇ くぇ しなゃきっしすくう しさっとう  こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくう-
しすさぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお し ょけきけせこさぇゃうすっかう 
くぇ きくけゅけそぇきうかくう あうかうとくう しゅさぇょう ゃ 
ゅさぇょぇ. ‶さけっおすなす, こけ おけえすけ ╋[[╀ さぇ-
ぉけすう, ぉっ こさっょしすぇゃっく けぉしすけえくけ こさっょ 
いぇうくすっさっしけゃぇくうすっ. 〈っ ぉはたぇ いぇこけいくぇすう 
し おけくおさっすくうすっ ういうしおゃぇくうは, くぇ おけう-
すけ しかっょゃぇ ょぇ けすゅけゃぇさはす しゅさぇょうすっ こさう 
おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こけ  こさけっおすぇ, おぇおすけ う し 
くせあくぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ こさっょゃぇさうすっか-
くぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは. 
‶けゃけょ いぇ しさっとうすっ しすぇくぇ そぇおすなす, 

つっ ╉ぇいぇくかなお っ っょうく けす 36-すっ ゅさぇょぇ ゃ 
しすさぇくぇすぇ, ういぉさぇくう ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす 
こけ すけいう こさけっおす. 〈けえ しっ さっぇかういうさぇ こけ 
¨‶ ”[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ” し そうくぇくしけ-
ゃぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい 
つさっい ╄ゃさけこっえしおうは そけくょ いぇ さっゅうけくぇか-
くけ さぇいゃうすうっ. 
′ぇ ょけきけせこさぇゃうすっかうすっ くぇ しゅさぇょう ぉっ 

こさっょしすぇゃっくぇ う しすぇすうしすうおぇ いぇ こけかいうすっ 
けす っくっさゅうえくけすけ けぉくけゃはゃぇくっ くぇ あう-
かうとぇすぇ う おけくおさっすくうすっ うおけくけきうう くぇ 
しさっょしすゃぇ いぇ けすけこかっくうっ, さっぇかういうさぇくう 
おぇすけ しかっょしすゃうっ けす っくっさゅうえくけすけ けぉくけ-
ゃはゃぇくっ. 
‶さけっおすなす いぇ „╄くっさゅうえくけ けぉくけゃはゃぇくっ 

くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ょけきけゃっ” っ くぇ ╋[[╀. 
¨しうゅせさっくうすっ ぉっいゃないきっいょくけ けす っゃさけ-
こっえしおう そけくょけゃっ しさっょしすゃぇ ゃ くっゅけ しぇ 50 
きうかうけくぇ かっゃぇ. ╆ぇ こなさゃう こなさゃう こなす しっ 
こさっょけしすぇゃは すけかおけゃぇ ゅけかはき こせぉかうつっく 
さっしせさし いぇ あうかうとくけ しぇくうさぇくっ. ] すっいう 
しさっょしすゃぇ とっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ういゃなさてっ-
くう っくっさゅけ-っそっおすうゃくう きっさけこさうはすうは くぇ 
ぉかういけ 180 しゅさぇょう ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ′ぇ 
こさぇおすうおぇ けおけかけ 6 100 ぇこぇさすぇきっくすぇ とっ 
きけゅぇす ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす すぇいう ぉっい-
ゃないきっいょくぇ そうくぇくしけゃぇ こけきけと, おけはすけ 
こさっょしすぇゃかはゃぇ 50% けす しすけえくけしすすぇ くぇ 
っくっさゅけ-っそっおすうゃくうすっ きっさけこさうはすうは いぇ 
ゃしっおう ぇこぇさすぇきっくす. ‶さけっおすなす とっ しっ うい-
こなかくはゃぇ ゃ こっさうけょぇ 2012 – 2015 ゅ. ╁ 
くっゅけ とっ ぉなょぇす こさうけさうすっすくけ ゃおかのつっくう 
しゅさぇょう うかう けすょっかくう ゃたけょけゃっ けす しゅさぇ-

ょう, おけうすけ しぇ こさけっおすうさぇくう こさっょう 26-すう ぇこさうか 1999 ゅ. 
╆ぇ そうくぇくしうさぇくっ こけ こさけっおすぇ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇす-

しすゃぇす しけぉしすゃっくうちう くぇ しゅさぇょう, おけうすけ しぇ くぇえ-きぇかおけ 
くぇ こけ 3 っすぇあぇ, し きうくうきせき 6 ぇこぇさすぇきっくすぇ ゃ しゅさぇょぇすぇ. 
╆ぇ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす いぇ しさっょしすゃぇ こけ すけいう こさけっおす, 

くぇえ-ゃぇあくけすけ せしかけゃうっ いぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゅさぇあょぇくう, あう-
ゃっっとう ゃ きくけゅけそぇきうかくう あうかうとぇ, っ ょぇ うきぇす しないょぇょっ-
くけ ]ょさせあっくうっ くぇ しなしけぉしすゃっくうちうすっ. ╆ぇ ょぇ っ かっゅうすうき-
くけ, すけ すさはぉゃぇ ょぇ っ しないょぇょっくけ けす 67% けす あうゃっっとうすっ 
ゃ しなけすゃっすくぇすぇ しゅさぇょぇ. 
╁しうつおう けょけぉさっくう おぇくょうょぇすしすゃぇとう こけ こさけゅさぇきぇすぇ 

とっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇす ぉっいゃないきっいょくけ こけかけゃうくぇすぇ けす 
けぉとうは さぇいきっさ くぇ しさっょしすゃぇすぇ, くせあくう いぇ っくっさゅうえくけすけ 
しぇくうさぇくっ くぇ あうかうとぇすぇ. ╅うゃっっとうすっ ゃ きくけゅけそぇきうか-
くうすっ  あうかうとぇ とっ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす  いぇ つぇしす けす 
すっいう こぇさう いぇ すけこかけういけかぇちうは くぇ しゅさぇょぇすぇ, こけょきはくぇ 
くぇ ょけゅさぇきぇ, ういゅさぇあょぇくっ くぇ かけおぇかくう うくしすぇかぇちうう いぇ 
けすけこかっくうっ.

31 きぇさす/しなぉけすぇ/
    

   ╋せいっえ „』せょけきうさ“
17:00 つぇしぇ
‶さっきうっさぇ: „╊のかおぇ くぇ ゃしっかっくぇすぇ“, しすうたけ-
しぉうさおぇ けす [せきっく ╃っくっゃ

1 ぇこさうか /くっょっかは/

   ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか“ - おぇきっさくぇ 
いぇかぇ
11:00 つぇしぇ
′っょっかくけ きぇすうくっ しなゃきっしすくけ し „╉さっきけくぇ” ┿╃

   ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか“ - ゅけかはきぇ いぇかぇ
19:00 つぇしぇ
『っさっきけくうは こけ ゃさなつゃぇくっ くぇ ′ぇゅさぇょぇすぇ „』せ-
ょけきうさ” 2012:

XI すっぇすさぇかっく そっしすうゃぇか „╉けきっょうえくうはす たうす 
くぇ しっいけくぇ“
V くぇちうけくぇかっく そけすけおけくおせさし „』けゃっおなす ょけ 
きっく”        
╊うすっさぇすせさっく おけくおせさし „』せょけきうさ” しなゃきっしすくけ 
し ゃっしすくうお „]すなさてっか”
V くぇちうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ ょっすしおうすっ すぇかぇくぇ-
すう „』せょけきうさうぇょぇ 2012”:
„╋ぇかおうすっ くぇてっくちう”, おけくおせさし いぇ ゃっしっかう ょっす-
しおう さうしせくおう
„‶さうしきったせかくうちう”, おけくおせさし いぇ ょっすしおう たせきけ-
さうしすうつくう かうすっさぇすせさくう すゃけさぉう
╉くうゅぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ くぇ 《けくょぇちうは „』せょけきうさ”
]すうこっくょうう くぇ 《けくょぇちうは „』せょけきうさ”
╉けくちっさす くぇ ゅさせこぇ „╁ぇおぇかう”


