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

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 1/190

╃かなあくけしす: 《さっいうしす

╂けょうくう: 20

╆けょうは: ╀かういくぇちう

》けぉう: 〈ぇくちう

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“? - 2 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.
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╆ぇ ゃすけさう こけさっょっく こなす ╉ぇいぇくかなお 
とっ ぉなょっ ょけきぇおうく くぇ 《っしすうゃぇか 

くぇ ゃうくけすけ さけいっ. 
‶さけはゃぇすぇ っ つぇしす けす ぇきぉうちうけいくうは 

おぇかっくょぇさ くぇ すぇいゅけょうてくうは そっしすう-
ゃぇか くぇ さけいぇすぇ ゃ ゅさぇょぇ, おけえすけ とっ 
こさけょなかあう けす 19-すう きぇえ ょけ 25-すう 
のくう. ╁うくっくうはす そっしすうゃぇか っ こかぇくう-
さぇく いぇ ゃすけさぇすぇ しっょきうちぇ くぇ のくう, 
ゃ こっさうけょぇ けす 8-きう ょけ 10-すう のくう 
ゃおかのつうすっかくけ. 
┿きぉうちうはすぇ くぇ そっしすうゃぇかぇ, しすぇさ-

すうさぇか こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ こけ 
うょっは くぇ ┿くくぇ ╃せくょぇおけゃぇ, っ っあっ-
ゅけょくけ ょぇ こさっょしすぇゃは くぇえ-くけゃうすっ 
ゃうくぇ くぇ ╀なかゅぇさうは. 
╁ すぇいゅけょうてくけすけ ゃすけさけ ういょぇくうっ 

くぇ そっしすうゃぇかぇ とっ しっ こさっょしすぇゃはす 25 
ゅけかっきう ゃうくけこさけういゃけょうすっかくう おけき-
こぇくうう けす しすさぇくぇすぇ, おぇすけ いぇ こなさゃう 
こなす こけ ゃさっきっ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ さけ-
いぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゅけしすうすっ う ゅさぇあょぇ-
くうすっ くぇ ゅさぇょぇ とっ きけゅぇす ょぇ けこうすぇす 
けす ういおかのつうすっかくぇすぇ ゃうくっくぇ さっおけか-
すぇ - 2011 ゅけょうくぇ, う ょぇ けすおさうはす うい-
おかのつうすっかくうは ゃおせし くぇ  ぉうけゃうくぇすぇ 
う ゃうくっくうすっ こさけょせおすう. 
〈ぇいゅけょうてくうすっ ゃうくぇ, せつぇしすゃぇとう 

ゃ おけくおせさしくぇすぇ つぇしす くぇ そっしすうゃぇかぇ, 
とっ しっ けちっくはゃぇす けす こさっしすうあくけ あせさう 
けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ ┿しけちうぇちうは くぇ こさけ-
そっしうけくぇかくうすっ しけきっかうっさう  くぇつっ-
かけ し くっえくうは こさっょしっょぇすっか ╋うたぇうか 
╋ぇさおけゃしおう.

╉ぇすけ しなこなすしすゃぇとう こさけはゃう くぇ ╁うくっくうは そっしすうゃぇか くぇ さけいっすけ, とっ しぇ こけさっょうちぇ けす ぇさす っおしこけ-
いうちうう,  ょっかけ くぇ きっしすくう ぇゃすけさう. 
]さっょ すはた とっ しぇ „せたぇっとうすっ さうしせくおう” し ゃうくけ う っすっさうつくう きぇしかぇ くぇ たせょけあくうおぇ [けしっく ╃けくつっゃ, 

さうしせゃぇくっ ゃなさたせ しすなおかけ う おけこさうくぇ - すったくうおぇ, おけはすけ とっ ょっきけくしすさうさぇ ╁ぇくは ╆ぇこさはくけゃぇ, ういさぇ-
ぉけすゃぇくっ くぇ さけいう けす たぇさすうは う こかぇす けす ╉さぇしうきうさぇ ╀なつゃぇさけゃぇ う ′ぇそういっ ╉せのきょあうっゃぇ う ょさせゅう. 
]こっちうぇかっく ぇおちっくす こけ ゃさっきっ くぇ 《っしすうゃぇかぇ くぇ ゃうくけすけ さけいっ とっ しぇ ういかけあぉうすっ „[けいう う しかなくちぇ” 
う „╉ぇさすうくう し さけいう”, おぇおすけ う ゃこっつぇすはゃぇとうはす HABANOS - さうすせぇか ゃ きっしすっく ぉぇさ, ゃ おけえすけ とっ 
ぉなょっ ょっきけくしすさうさぇくぇ ういおかのつうすっかくけ ぇすさぇおすうゃくぇすぇ すったくうおぇ いぇ しゃうゃぇくっ くぇ おせぉうくしおう こせさう. 
╆ぇ こなかくけすけ せょけゃけかしすゃうっ くぇ こさうしなしすゃぇとうすっ, ぇさけきぇすなす けす こせさうすっ とっ ぉなょっ しなつっすぇく う し 

きぇかちけゃけ せうしおう. ¨さゅぇくういぇすけさう くぇ  HABANOS-さうすせぇかぇ しぇ „┿ぉしけかのす” ¨¨╃ し こけきけとすぇ くぇ „╉ぇ-
かうきぇく ╉ぇさうぉっ”. 
‶け ゃさっきっ くぇ ╁うくっくうは そっしす こけしっすうすっかうすっ くぇ ういかけあっくうっすけ とっ うきぇす ゃないきけあくけしす いぇ ぉっいこかぇす-

くぇ ょっゅせしすぇちうは くぇ ゃしうつおう こさっょかぇゅぇくう ゃうくっくう きぇさおう. 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╀なかゅぇさうは っ ょなさあぇゃぇすぇ し くぇえ-くう-
しおけ こけつぇしけゃけ いぇこかぇとぇくっ ゃ ちっかうは 

╄ゃさけこっえしおう しなのい, しこけさっょ こけしかっょくうすっ 
ょぇくくう くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ しすぇすうしすうつっ-
しおぇ しかせあぉぇ ╄ゃさけしすぇす. ¨す こせぉかうおせゃぇ-
くうは くぇ しぇえすぇ くぇ うくしすうすせちうはすぇ ょけおかぇょ 
っ ゃうょくけ, つっ しさっょくうはす こけつぇしけゃ さぇいたけょ 
いぇ すさせょ ゃ ╀なかゅぇさうは っ 3,5 っゃさけ. ‶さっょう 
くぇし, ゃ ょなくけすけ くぇ おかぇしぇちうはすぇ, っ  [せきな-
くうは - し 4,2 っゃさけ. 
╁ ょなくけすけ くぇ っゃさけこっえしおぇすぇ おかぇしぇちうは 

くぇ こけつぇしけゃうすっ さぇいたけょう いぇ すさせょ, けしゃっく 
╀なかゅぇさうは う [せきなくうは, しっ くぇさっあょぇす 
けとっ ╊うすゃぇ - 5,5 っゃさけ くぇ つぇし, う ╊ぇす-
ゃうは - 5,9 っゃさけ くぇ つぇし, しけつぇす ょぇくくうすっ. 
╃ぇくくう くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ 

けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ こけすゃなさあょぇゃぇす 
すぇいう おかぇしぇちうは.

]こけさっょ こせぉかうおせゃぇくうすっ ゃ ′]╇ くぇ ぉぇいぇ さぇいつっすう いぇ 2011 ゅ., せしさっょくっくうすっ さぇいたけょう くぇ さぇぉけ-
すけょぇすっかは いぇ すさせょ いぇ っょうく けすさぇぉけすっく つぇし しぇ 7 かゃ. - いぇ くぇっすうすっ かうちぇ ゃ けぉとっしすゃっくうは しっおすけさ, 
う 5,13 かゃ. - ゃ つぇしすくうは しっおすけさ.
¨おぇいゃぇ しっ, つっ ゃ ╀なかゅぇさうは  けす うおけくけきうつっしおうすっ ょっえくけしすう くぇえ-ょけぉさっ しぇ いぇこかぇすっくう たけさぇすぇ, 

いぇっすう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ う さぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ すけこかうくくぇ う っかっおすさうつっしおぇ っくっさゅうは - こけ 18 
かゃ. くぇ つぇし.
[ぇぉけすっとうすっ ゃ ょけぉうゃくぇすぇ こさけきうてかっくけしす こけかせつぇゃぇす こけ 16 かゃ. くぇ つぇし, しかせあうすっかうすっ ゃなゃ そう-

くぇくしけゃうは う いぇしすさぇたけゃぇすっかくは しっおすけさ - こけ 13 かゃ., ぇ ゃ すさぇくしこけさすぇ う しなけぉとっくうはすぇ - こけ 8 かゃ., 
しけつぇす ょぇくくうすっ くぇ ′]╇. ]こけさっょ しすぇすうしすうおぇすぇ, くぇえ-くうしおけ せ くぇし しぇ いぇこかぇすっくう しかせあうすっかうすっ ゃ 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくうは う しこけきぇゅぇすっかくうは しっおすけさ – っょゃぇ こけ 2,72 かゃ. くぇ つぇし. 
╆ぇっすうすっ ゃ たけすっかしおうは う さっしすけさぇくすぬけさしおうは ぉういくっし しぇ けちっくっくう こけ 5 かゃ. くぇ つぇし, ぇ ゃ いょさぇゃっけ-

こぇいゃぇくっすけ う しけちうぇかくうすっ ょっえくけしすう - こけ 6 かゃ.
╋ぇかおけ こけゃっつっ くぇ つぇし こけかせつぇゃぇす しかせあうすっかうすっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ - こけ 6,50 かゃ., ゃ 

ょなさあぇゃくけすけ せこさぇゃかっくうっ - こけ 7,86 かゃ., ぇ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ おせかすせさぇすぇ, しこけさすぇ う さぇいゃかっつっくうはすぇ 
- こけ 4,89 かゃ.
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ 2011 ゅ. くぇえ-ゃうしけおう こけつぇしけゃう さぇいたけょう いぇ すさせょ ゃ ╄ゃさけこぇ しぇ けすつっすっくう ゃ 

╀っかゅうは - 39,3 っゃさけ くぇ つぇし, ╃ぇくうは - 38,6 っゃさけ, 《さぇくちうは - 34,2 っゃさけ, ╊のおしっきぉせさゅ - 33,7 
っゃさけ, 》けかぇくょうは - 31,1 っゃさけ う ╂っさきぇくうは - 30,1 っゃさけ くぇ つぇし. 

                                                                         〈┿, し きぇすっさうぇかう くぇ ╄ゃさけしすぇす

』しかお ちかすそせてあ とつしそうけみてあ せあ にちあせかせか うひう なけちすあてあ  はか つあ  たそ- おそいちけ.
』さあちあ け たひちきかせけ さあちてそなけ- くあ 1,20しう. 2500 おぇいぇくかなておう けさなあっえくうちう  ょくっゃ-
くけ  うきぇす すけこなか けぉはょ う おぇつっしすゃっくぇ いぇおせしおぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ  けさゅぇくういうさぇくけすけ しすけかけゃけ たさぇくっ-
くっ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 【っしす しすけかけゃう う ょゃぇ きぇゅぇいうくぇ ゃ けぉけしけぉっくけすけ いゃっくけ „¨ぉとっしすゃっくけ たさぇくっくっ” 

おなき そうさきぇすぇ せこさぇゃかは-
ゃぇ さなおけゃけょうすっかはす ╈けく-
おぇ ╁っかつっゃぇ. 『っくぇすぇ くぇ 
っょうく こさうかうつっく けぉはょ ゃ 
しすけかぇ くぇ „┿さしっくぇか” ゃぇ-
さうさぇ きっあょせ 1.50 う 2.00 
かっゃぇ, くけ くぇかうつうっすけ くぇ  
おぇつっしすゃっくぇ う っゃすうくぇ 
たさぇくぇ こけいゃけかはゃぇ ういぉけさ 
– けす しせこぇすぇ いぇ こけ 70 
しすけすうくおう – かっゃ う こっす-
ょっしっす, ょけ こなかくけ きっくの – 
し  こなさゃけ, ゃすけさけ う すさっすけ, 
おけっすけ っ こけ-きぇかおけ けす 5 
かっゃぇ.

]ゃっすけゃくぇすぇ かっゅっくょぇ ゃ ょあぇい きせいうおぇすぇ 
]すっくかう ╃あけさょぇく とっ っ しさっょ 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 ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. 〈けえ こさうしすうゅぇ いぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なかゅぇさうは 
う とっ ういくっしっ ゅけかはき おけくちっさす くぇ ゅさぇょしおうは 
しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし” くぇ 9-すう のくう けす 21 
つぇしぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ ゅけしすせゃぇくっすけ しう ゃ ゅさぇょぇ くぇ 

さけいうすっ ういゃっしすくうはす おうすぇさうしす Stanley Jordan 
とっ こさけゃっょっ う きぇしすっさ おかぇし, ゃ おけえすけ きけゅぇす 
ょぇ ゃいっきぇす せつぇしすうっ おうすぇさうしすう くぇ ぇょっおゃぇすくけ 
すったくうつっしおけ くうゃけ. ̈ ぉとうはす ぉさけえ くぇ こさうしなしす-
ゃぇとうすっ とっ っ 50 ょせてう. 〉つぇしすうっすけ ゃ きぇしすっさ 
おかぇしぇ っ ぉっいこかぇすくけ. 〈けえ とっ しっ こさけゃっょっ ゃ 
╇くそけさきぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇ 
せか. “╇しおさぇ” わ4 けす 13.30 つぇしぇ くぇ 9-すう のくう. 
¨さゅぇくういぇすけさうすっ くぇ おけくちっさすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 

こさっょゃうあょぇす う しこっちうぇかっく おなきこうくゅ くぇ あっ-
かぇっとうすっ ょぇ くけとせゃぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ とっ 
ぉなょっ こけしすさけっく ゃ ぉかういけしす ょけ しちっくぇすぇ くぇ しす. 
„]っゃすけこけかうし” う とっ ぉなょっ ゃおかのつっく ゃ ちっくぇすぇ 
くぇ ぉうかっすぇ いぇ おけくちっさすぇ. ╆ぇ ゃしうつおう, おけうすけ 
けしすぇくぇす ょぇ くけとせゃぇす ゃ くっゅけ, しっ けさゅぇくういう-
さぇ  しこっちうぇかくけ Afterparty, おけっすけ しなとけ とっ っ 
ゃおかのつっくけ ゃ ちっくぇすぇ くぇ ぉうかっすぇ, す.っ. くはきぇ ょぇ 
しっ こかぇとぇ くうとけ ょけこなかくうすっかくけ. 
]すっくかう ╃あけさょぇく っ ぇきっさうおぇくしおう ょあぇい う 

そのあなく おうすぇさうしす う こうぇくうしす. 
╇きぇ つっすうさう くけきうくぇちうう いぇ 
くぇゅさぇょうすっ „╂さぇきう”. ╇いゃっしすっく 
っ くぇえ-ゃっつっ し すけゃぇ, つっ さぇいゃう-
ゃぇ せくうおぇかくぇ すったくうおぇ くぇ すぇ-
こうくゅ し ょゃっ さなちっ いぇ おうすぇさぇ, 
おけはすけ しっ こさっゃさなとぇ ゃ しっくいぇ-
ちうは ゃ きせいうおぇかくうすっ しさっょう. 〈は 
こけいゃけかはゃぇ くぇ きせいうおぇくすぇ ょぇ 
しゃうさう っょくけゃさっきっくくけ きっかけ-
ょうは う ぇおけさょう, おぇおすけ う くぇ ょゃっ 
おうすぇさう, うかう くぇ おうすぇさぇ う こうぇ-
くけ っょくけゃさっきっくくけ.
[けょっく っ くぇ 31 のかう 1959 ゅ. ゃ 

』うおぇゅけ, とぇすぇ ╇かうくけえし.
╆ぇこけつゃぇ きせいうおぇかくぇすぇ しう 

おぇさうっさぇ くぇ 6-ゅけょうてくぇ ゃない-
さぇしす, ういせつぇゃぇえおう こうぇくけ. ′ぇ 

11-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす いぇきっくは 
こうぇくけすけ し おうすぇさぇ, ぇ こけ-おなし-
くけ いぇこけつゃぇ ょぇ しゃうさう ゃ さけお 
う しけせか ぉぇくょう. ‶さっい 1976 
ゅ.  こっつっかう くぇゅさぇょぇ くぇ ょあぇい 
そっしすうゃぇかぇ ゃ [うくけ, ′っゃぇょぇ. 
‶さっい 1981 ゅけょうくぇ いぇゃなさてゃぇ 
ょうゅうすぇかくけ きせいうおぇかくけ おけきこけ-
いうさぇくっ ゃ ‶さうくしすなく, おなょっすけ 
しさっょ こさっこけょぇゃぇすっかうすっ きせ しぇ 
おけきこけいうすけさうすっ ‶けか ╊ぇくしおう 
う ╋うかすなく ╀ぇぉうす. ╋っあょせゃさっ-
きっくくけ, ょけ いぇゃなさてゃぇくっすけ しう, 
しゃうさう し ╀っくう ╉ぇさすなさ う ╃ういう 
╂うかっしこう. ‶さっい 80-すっ しゃうさう う 
し ╉せうくしう ╃あけせくし, ╋うたぇか 〉さ-
ぉぇくうぇお う [うつう ╉けか. 

 〈┿

ごÑó ó çó¢
╂さぇょしおぇ たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは- ╉ぇいぇくかなお        ╃け 3-すう のくう ゃおか.

╇いかけあぉぇ – あうゃけこうし, ゅさぇそうおぇ, さうしせくおう くぇ ぇおぇょっきうお [せきっく ]おけさつっゃ
〈ゃけさぉう くぇ たせょけあくうおぇ しぇ こさうすっあぇくうっ くぇ ′》╂, ]╂》╂, くぇ けぉかぇしすくうすっ ゅぇかっさうう ゃ ╀なかゅぇさうは, ゅぇかっさうは „┿かぉっさすうくぇ” – ╁うっくぇ, きせいっは „╁うおすけさうは う ┿かぉなさす” – ╊けくょけく, 

′ぇちうけくぇかくぇ ゅぇかっさうは – ╁ぇてうくゅすけく, ]┿】, きせいっは „╊せょゃうゅ” – ╉ぬけかく, ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ くぇ ‶ぇさうあ, ╃けさょさったすきせいっせき – 》けかぇくょうは, ╋せいっえ いぇ しなゃさっきっくくけ 
ういおせしすゃけ ゃ ╉ぇえさけ – ╄ゅうこっす う ょさ., おぇおすけ う ゃ ゅけかっきう つぇしすくう おけかっおちうう ゃ ]┿】, 》けかぇくょうは, ╇すぇかうは, 《さぇくちうは う ょさ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ おけくすぇおすうすっ しう し はこけくしおうは 
せくうゃっさしうすっす „]っえおぇ” ]おけさつっゃ こけょこけきぇゅぇ おせかすせさくうは けぉきっく くぇ ぅこけくうは う ╀なかゅぇさうは, おぇすけ けさゅぇくういうさぇ さぇいきっくくう ういかけあぉう くぇ たせょけあくうちう けす ょゃっすっ しすさぇくう.

   “ ”

╋っあょせ 50 う 60 しすけすうくおう くぇ おうかけゅさぇき いぇ こさっょぇょっく さけいけゃ 
ちゃはす とっ っ くぇえ-ゃっさけはすくけすけ いぇこかぇとぇくっ すぇいう ゅけょうくぇ ゃ 

こさっょしすけはとぇすぇ おぇきこぇくうは いぇ さけいけぉっさ. 
┿おけ しっ せょなさあう ゃうしけおぇすぇ ちっくぇ, すは とっ っ し 10 しすけすうくおう こけ-

ゃうしけおぇ けす すぇいう, おけはすけ しっ いぇこかぇとぇてっ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
くぇ きっさぇおかううすっ ょぇ ぉっさぇす さけいう ゃ 
╉ぇいぇくかなておけ. 

╇くすっさっしなす くぇ しすせょっくすう けす ぉなか-
ゅぇさしおうすっ ╁〉╆-けゃっ おなき うしすけさう-

はすぇ う ょっえくけしすすぇ くぇ っょくぇ 
けす くぇえ-ゅけかっきうすっ そうさきう 
ゃ しすさぇくぇすぇ - „┿さしっくぇか”, 
こさけょなかあぇゃぇ. ╁なこさっ-
おう こっしうきういきぇ いぇ けすかうゃ 
けす すったくうつっしおうすっ しこっ-
ちうぇかくけしすう ゃ ぉなかゅぇさ-
しおうすっ ゃうしてう せつっぉくう 
いぇゃっょうくは, すぇいう こさけかっす 
けさなあっえくうちぇすぇ しすぇくぇ 
こさうすっゅぇすっかくけ きはしすけ いぇ 
しすせょっくすう う こさっこけょぇゃぇ-
すっかう けす ‶かけゃょうゃしおうは う 
]かうゃっくしおうは そぇおせかすっすう 
おなき 〈ったくうつっしおう せくう-
ゃっさしうすっす - ]けそうは.  



2 4 май 2012 г.ゑñöñëíÖó ごÖöñëç0

おけ
か
ぇ 

1
 ゅ

さ
な
ぉ

╇ [╅′╅〉]ぇ[ 】』╊【¨｠ ╉】｠╅ 〉╅ ぁ】╉《〈¨『

[ぇ╉╊ 〈《╋╊【╊ ╉╅ 】ぁ¨【╊?

【╊｠〉¨ぁ╊』[¨ 】〉¨╇╊『』¨【╊【 – 』《‒¨っ

╇╊【╊『╅〉¨【╊ 》╊ぁ╊]っ【 
╆¨【[╅【╅ 〉╅ ╇『╊〈╊【《

ぴçñöíÖ がëíÇÖñç: ん¡öáÜëéö ぞó¡Ü¿íú ばëÜ½Üç:

ぇさしっくぇかしおうすっ そさっいう う ぉけさ-
きぇてうくう - う ゃ 〈せさちうは, う ゃ 
ぇさぇぉしおうは しゃはす. ╁ ‶ぇさうあ こなお 
きせ しっ しかせつうかけ ょぇ こけこぇょくっ 
くぇ つけゃっお, おけえすけ けすおさうすけ ゅけ 
ゃっさぉせゃぇか – けこうすゃぇか しっ ょぇ 
ゅけ こけょおせこう いぇ うくそけさきぇちうは 
し けぉっとぇくうは いぇ ぇゃすけきけぉうか  
おぇすけ とっょなさ こけょぇさなお, おけえすけ 
うしおぇかう ょぇ きせ ょけおぇさぇす くぇ-
こさぇゃけ ゃ ╀なかゅぇさうは. [ぇいぉうさぇ 
しっ – けすおぇいぇか. 
╇くぇつっ, ゃ ‶ぇさうあ ゃこっつぇす-

かっくうはすぇ けす くぇてぇすぇ ぉけさきぇ-
てうくぇ ╀╉-32 ぉうかう けすかうつくう. 
‶さぇおすうおぇすぇ ょけさう こけおぇいぇかぇ, 
つっ きけあっ ょぇ こさけぉうゃぇ けすゃけさう 
ょぇかっつ くぇょ さぇいつっすっくうすっ  – ょけ 
40 きき.  ]うゅせさくけ いぇすけゃぇ っ 
うきぇかけ う けこうす いぇ ゃっさぉけゃおぇ...
„╇きぇてっ きくけゅけ こぇいぇさう, 

きくけゅけ けす すはた しっ いぇすさうたぇ こけ 

こけかうすうつっしおう こさうつうくう...”, し 
ぉけかおぇ おけきっくすうさぇ しかせつうかけすけ 
しっ ぇさしっくぇかっちなす, ょぇか くぇ すけゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけ こけゃっつっ けす すさう 
ょっしっすうかっすうは すさせょ.  〉しこったぇ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う すなさ-

ゅけゃうはすぇ しなし しこっちうぇかくぇ こさけ-
ょせおちうは う きっすぇかけさっあっとう きぇ-
てうくう ゃ けくうは ゅけょうくう ╃さぇゅくっゃ 
しう けぉはしくはゃぇ し ょなさあぇゃくぇすぇ 
こけかうすうおぇ, けしけぉっくけしすうすっ くぇ 
ゃさっきっすけ, くけ う くっ くぇ こけしかっょ-
くけ きはしすけ – し おぇつっしすゃけすけ くぇ 
さぇぉけすぇ くぇ ぇさしっくぇかちう. ¨すぉっ-
かはいゃぇ しこっちうぇかくけ さぇいさぇぉけす-
おうすっ くぇ ╆ぇゃけょ 5 ゃ ゅけかはきぇすぇ う 
せしこってくぇ さぇいゃけえくぇ ぉぇいぇ こけょ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ′っょっかつけ 
╀さぇすけっゃ.  
╉ぇすけ ぇきぉうちうけいくう くぇつうくぇ-

くうは くぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ いぇゃけょぇ 
けす すけゅぇゃぇ, ╃さぇゅくっゃ くっ こけょきう-
くぇゃぇ う けこうすぇ いぇ ょうしこっつっさしおけ 
せこさぇゃかっくうっ くぇ ょけしすぇゃおうすっ う 
ょゃうあっくうっすけ くぇ ょっすぇえかうすっ いぇ 
しゅかけぉおうすっ くぇこさぇゃけ こけ さぇぉけす-
くうすっ きっしすぇ: ゃしはおぇ きぇてうくぇ 
ぉうかぇ しくぇぉょっくぇ し すっかっそけく, 
さぇぉけすくうおなす こけ ゃしはおけ ゃさっきっ 
ぉなさいけ きけあっか ょぇ うくそけさきうさぇ 
おぇお ゃなさゃはす くっとぇすぇ う おぇおゃけ 
くっ きせ ょけしすうゅぇ, おぇおすけ う おけかおけ 
っ こさけういゃっか. 〈ぇおぇ しっ さってぇ-
ゃぇかう こさけぉかっきうすっ くぇ しかけあ-
くけすけ しかっょっくっ くぇ ょけしすぇゃおうすっ 
こけ ちはかぇすぇ かうくうは けす さぇぉけすくう 
きっしすぇ. ╀なかゅぇさとうくぇすぇ, けぉぇつっ, 
こさけゃぇかうかぇ うょっはすぇ, いぇとけすけ 
くはおけう さぇぉけすくうちう ういこけつせ-
こうかう, ぇ ょさせゅう – けすおさぇょくぇかう 
すっかっそけくくうすっ ぇこぇさぇすう. ′け 
ょうしこっつっさくぇすぇ  ゃなさてっかぇ けす-
かうつくぇ さぇぉけすぇ いぇ しせすさってくう-
すっ けこっさぇすうゃおう. 〈っ ういこさぇゃは-
かう きうさくけ すけつくけ ゃ 7.10 つぇしぇ 
ゃしうつおう くぇつぇかくうちう くぇ ちったけゃっ 
ゃ ╆ぇゃけょ 5  こさっょ すっかっそけくう-

すっ,  ょけおぇすけ ゃ ょうしこっつっさくぇすぇ 
╃さぇゅくっゃ, おぇすけ さなおけゃけょうすっか 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, しゃっあょぇか 
うくそけさきぇちうは う こけかせゃぇか しゃっ-
ょっくうは いぇ たけょぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ. 

╂-く 〉させきけゃ, いぇ すさっすう こなす しすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇきけ いぇ っょくぇ 
しっょきうちぇ. ╉ぇお すぇおぇ しっ しかせつう?
- ╇ ぇい くっ きけゅぇ ょぇ こけゃはさゃぇき..., くけ しっ しかせつう. ┿きう... おぇいぇくかな

つぇくう しぇ ゃうくけゃくう. ╇ 《けくょぇちうは „』せょけきうさ”, おけはすけ けさゅぇくういうさぇ 
すけいう こさっおさぇしっく そっしすうゃぇか う おけきっょうえくうは そっしすうゃぇか いぇ ょさぇきぇ
すうつくう すっぇすさう. ╋うしかは, つっ すっ くぇこさぇゃうたぇ すぇおぇ, つっ ょぇ ぉなょぇ いぇ 
すさっすう こなす ゃ ╉ぇいぇくかなお - し こさういくぇくうっすけ, し けちっくおぇすぇ いぇ すけゃぇ, 
つっ うきぇたきっ すっいう こさうはすくう しさっとう ゃなゃ ゃなかてっぉくうは う きぇゅうつっく 
しゃはす くぇ すっぇすなさぇ, ゃ おけえすけ しっ こけさぇいたけょうたきっ きぇかおけ いぇっょくけ し 
すけいう しかぇょおけょせきっく こさうおぇいかうゃっち ╃はくおけ - ╊ぇかせゅっさぇ.
¨つぇおゃぇたすっ かう こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ ゃ „╉けきっょうえくうはす たうす 

くぇ しっいけくぇ” 2012? 『はかぇすぇ こせぉかうおぇ ╁う ぇこかけょうさぇ ぉせさくけ, 
しかっょ こさっょしすぇゃかっくうっすけ きっしすくうすっ ぇおすぬけさう けす くぇてうは すっ-
ぇすなさ ╁う こけしさっとくぇたぇ し けゅさけきくう けゃぇちうう, こけしかっ けすくけ-
ゃけ ╁う ぇこかけょうさぇたぇ し けゅさけきくう けゃぇちうう. ′ぇゃしはおなょっ かう っ 
すぇおぇ?
- ╁ うくすっさっし くぇ うしすうくぇすぇ, いくぇっえおう, つっ すせお しっかっおちうはすぇ くぇ 

そっしすうゃぇかぇ っ ょけぉさぇ う ゃしうつおう しこっおすぇおかう しぇ こけょぉうさぇくう ょけしすぇ 
ゃくうきぇすっかくけ,  くっ ぉはた せぉっょっく, つっ ぇい とっ ぉなょぇ くぇゅさぇょっくうはす 
し すけいう しこっおすぇおなか. ╆ぇとけすけ ゃしっおう しこっおすぇおなか うきぇ しゃけうすっ おぇ
つっしすゃぇ, ょけしすけえくしすゃぇ, くけ おけゅぇすけ ゃっつっ こけ ゃさっきっ くぇ しこっおすぇおな
かぇ ぇい せしっすうた, つっ くうっ ゅけゃけさうき くぇ っょうく っいうお しなし いさうすっかくぇすぇ 
いぇかぇ, つっ ゃけょうき っょうく ょうぇかけゅ, つっ しっ ゃなかくせゃぇきっ いぇっょくけ, つっ しっ 

しきっっき う しっ さぇょゃぇきっ いぇっょくけ... 
╇ すけゅぇゃぇ, ょけさう う ょぇ くっ ぉってっ 
すぇいう くぇゅさぇょぇ, けくぇいう くぇゅさぇょぇ 
けす こせぉかうおぇすぇ くぇ しこっおすぇおなかぇ, 
けくっいう ぇこかけょうしきっくすう, けくっいう 
こさけしなかいっくう けつう, けくっいう きぇか
おう ょっつうちぇ, おけうすけ ゃうょはた しさっょ 
こせぉかうおぇすぇ う おけうすけ くっ こけきくはす 
けくけゃぇ ゃさっきっ, いぇ おけっすけ ゅけ
ゃけさは ゃ しこっおすぇおなかぇ, ょけえょけたぇ 
さぇいゃなかくせゃぇくう ょぇ きっ ういつぇおぇす 
けすいぇょ, ょけさう - ぉっい ょなた ょぇ きけ
ゅぇす ょぇ しう こけっきぇす - すけゃぇ きう 
こけょしおぇいゃぇてっ, つっ きけあっ ぉう 
すけゃぇ っ くぇゅさぇょぇすぇ ゃしなとくけしす...
〉しっすうたすっ かう すせお  くぇけおけ-

かけ,  ゃ ╉ぇいぇくかなお,  ょせたぇ くぇ 
』せょけきうさ? 
- ╇ょゃぇた すせお ゃ こけしかっょくうは 

きけきっくす こさっょう しこっおすぇおなかぇ, 
くけ しかっょ すけゃぇ, こけこぇょぇえおう ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ たけさぇすぇ けす  〉こさぇ
ゃうすっかくうは しなゃっす う けさゅぇくういぇ
すけさうすっ けす 《けくょぇちうは „』せょけ
きうさ”, おけかっゅうすっ けす すっぇすなさぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお... - すっ ゅけ くけしったぇ 
ゃ しっぉっ しう - すけは ょせた. ╇ きう ゅけ 
こさっょぇゃぇたぇ きぇかおけ こけ きぇかおけ - 
し つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ, し うくすっ
さっし, しなし いぇおぇつおう, すっ しぇ くけしう
すっかう くぇ すけいう 』せょけきうさけゃ ょせた.
╉なょっ とっ しかけあうすっ ぉさけく-

いけゃぇすぇ しすぇすせっすおぇ 』せょけ-
きうさ, おけはすけ しこっつっかうたすっ し 
こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ けす „╉け-
きっょうえくうはす たうす くぇ しっいけくぇ” 
2012?
- ╋はしすけすけ くぇ すぇおぇゃぇ ぉさけく

いけゃぇ しすぇすせっすおぇ っ すぇおけゃぇ, つっ 
こさう ゃしうつおう こけかけあっくうは すは 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ とぇすっかくけ けた
さぇくはゃぇくぇ けす ょゃぇすぇ ┿しおっっさぇ, 
おけうすけ うきぇき, おけうすけ ょぇ しすけはす 
けす ょゃっすっ え しすさぇくう...  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

37 ゅけょうくう ゃ ぇさしっくぇかしおうは ╆ぇゃけょ 5 けすぉさけはゃぇ 
いぇょ ゅなさぉぇ しう 『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ. ╋ぇおぇさ う ゃっつっ 
15 ゅけょうくう こっくしうけくっさ, ╃さぇゅくっゃ, ゃこうしぇか ゃ うし-
すけさうはすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 12 
ゅけょうくう おぇすけ くぇつぇかくうお くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ 
╆ぇゃけょ 5, ょくっし ゃしっ すぇおぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ゃけょう 
あうゃけす, いぇょぇょっく し ぇさしっくぇかしおうは さうすなき くぇ 70-
すっ う 80-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっつっ ゃっお – しなし 
しっさうけいくう ぇくゅぇあうきっくすう う ょくっゃくぇ いぇっすけしす – 
ょぇかっつ  くっすうこうつくぇ いぇ っょうく こっくしうけくっさ. „』けゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ こさぇゃう くっとけ, ょぇ っ ぇおすうゃっく, うくぇつっ – 
せきうさぇ”, おぇいゃぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ くぇてうは さぇいゅけゃけさ 
『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ, おけえすけ っ せしこはか ょぇ しっ せぉっょう 
かうつくけ ゃなゃ ゃっさくけしすすぇ くぇ すぇいう あうすっえしおぇ うしすう-
くぇ, こさけゃっさっくぇ ゃ ゅけょうくうすっ.

╉ぇおすけ つっしすけ しっ しかせつゃぇ ゃ けくけゃぇ 
ゃさっきっ – こさっい 1967-きぇ, ╃さぇゅくっゃ 
うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” しかっょ こけかせつぇ-
ゃぇくっすけ くぇ こさっょかけあっくうっ し こうし-
きけ こけ こけとぇすぇ. ╉ぇすけ いぇゃなさてうか 
おぇいぇくかなておうは きったぇくけすったくう-
おせき, しこっちうぇかくけしす „╃ゃうゅぇすっかう し 
ゃなすさってくけ ゅけさっくっ” , おぇすけ つけゃっお 
- くぇ „すう” し きっすぇかけけぉさぇぉけすゃぇ-
くっすけ, 『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ こけかせつぇ-
ゃぇ すさう こうしきぇ し こさっょかけあっくうは 
いぇ さぇぉけすぇ: いぇ „╀けくつけ 【ぇくけゃ” 
- しっゅぇ  „╋ + ] 》うょさぇゃかうお”, いぇ 
„》うょさぇゃかうおぇ” -  しっゅぇ „╉ぇこさけ-
くう”, う いぇ „┿さしっくぇか”.  ╇いぉう-
さぇ ぉっい おけかっぉぇくうっ „┿さしっくぇか”, 
いぇとけすけ: ”┿さしっくぇか” っ こさっし-
すうあくけ こさっょこさうはすうっ”. ]こけさっょ  
╃さぇゅくっゃ, ゃなさたなす ゃ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ  けさなあっえくうちぇ 
っ うきっくくけ ゃ こっさうけょぇ くぇ 70-すっ う 
80-すっ ゅけょうくう, おけゅぇすけ  う ゃ ╆ぇゃけょ 
5 うきぇ こうおけゃう  きっしっちう, ゃ おけうすけ 
こさけういゃけょしすゃけすけ ぉっかっあう くっょけし-
すうゅくぇすう けすすけゅぇゃぇ  ゃっかうつうくう: 
そさっいうすっ 《〉-251 – 114 ぉさけは; 
こけ すけかおけゃぇ けとっ ういかういぇかう けす 
いぇゃけょぇ ゃなゃ ゃなさたけゃう きけきっくすう 
う おけきこかっおすうすっ こさうぉけさう 〉╃┿ 
う ╉╃╋.  ╀けさきぇてうくうすっ  ╀╉-32 
ょけしすうゅぇかう ょけ 241 ぉさけは, さぇょう-
ぇかうすっ ‶[-501 – 7 ぉさけは きっしっつ-
くけ..., ╆《-401 – 6 ぉさけは...

╃さぇゅくっゃ しう しこけきくは
ちうそさうすっ し ぇぉしけかのすくぇ 

すけつくけしす

〈けゃぇ くっ っ しかせつぇえくけ: „ゅけくうか”  
っ すっいう さっいせかすぇすう う ょっく, う くけと. 
╁ ぉせおゃぇかくうは しきうしなか くぇ ょせきぇ-
すぇ. ]かせつゃぇかけ しっ ょぇ しっ さぇぉけすう 
う  くけとっき. ┿おけ しっ くぇかぇゅぇかけ, けす 
さなおけゃけょしすゃけすけ しなぉうさぇかう さぇ-
ぉけすくうちうすっ しこってくけ いぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ う ょけしすぇゃおぇすぇ くぇ くは-
おけえ ょっすぇえか, けしうゅせさはゃぇかう たさぇくぇ 
う くぇこうすおう. 〈ぇおぇ - し おのそすっすぇすぇ 
おさぇえ きぇてうくうすっ, ぇ こけくはおけゅぇ – 
う し ぉうさうつおぇ, さぇぉけすくうちうすっ うい-
おぇさゃぇかう くぇ しせすさうくすぇ くせあくけすけ 
おけかうつっしすゃけ ょっすぇえかう う こかぇくなす 
ゃかういぇか ゃ ゅさぇそうお. 〈けは さうすなき くぇ 
さぇぉけすぇ う ょくっし いぇ ょなかゅけゅけょうて-
くうは くぇつぇかくうお こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
╆ぇゃけょ 5 しはおぇて ういゅかっあょぇ ぇぉしけ-
かのすくけ くけさきぇかっく. 〈うは そけさしきぇ-
あけさくう けぉしすけはすっかしすゃぇ ぉうかう ぇぉ-
しけかのすくけ ぇょっおゃぇすくう くぇ ゃさっきっすけ 
う いぇ すはた ╃さぇゅくっゃ ゅけゃけさう しなゃしっき 
しこけおけえくけ.  ╃ぇあっ たゃなさかは こさっ-
ょういゃうおぇすっかしすゃけ おなき しっゅぇてくうすっ 
さなおけゃけょうすっかう, おけうすけ こけいくぇゃぇ 
う せゃぇあぇゃぇ, くけ すけゅぇゃぇてくけすけ さな-
おけゃけょしすゃけ くぇ ╆ぇゃけょ 5  ぉうっ, しこけ-
さっょ ╃さぇゅくっゃ,  ょくってくけすけ -  こけくっ 
し 5 くぇ くせかぇ. ′ぇえ-きぇかおけ いぇとけすけ 
こさけきうてかっくけ-こさけういゃけょしすゃっくう-
はす こっさしけくぇか くぇ きぇてうくけしすさけう-
すっかくうは いぇゃけょ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 

けさなあっえくうちぇ すけゅぇゃぇ くぇぉさけ-
はゃぇか ちっかう 1 440 ょせてう.  ] 
っょくぇ ょせきぇ: ゃっすっさぇくうすっ こっ-
つっかはす ぉうすおぇすぇ くぇ ゃさっきっすけ. 
]ぇきうはす ╃さぇゅくっゃ, おぇすけ てっそ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ ╆ぇゃけょ 
5, つっしすけ  おさなしすけしゃぇか ╀なか-
ゅぇさうは しなし しこってくう おせさしけゃっ 
いぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ ょっすぇえかう. 
〈ぇおぇ ゃっょくなあ くけとっき  たけょうか 
つぇお ょけ ╉なさょあぇかう, おなょっすけ 
くぇつぇしぇ しなぉさぇかう たけさぇすぇ いぇ 
さぇぉけすぇ こけ こけょゅけすけゃおぇすぇ 
くぇ くっけすかけあくけ くせあくう ょっ-
すぇえかう, おけうすけ くぇ しせすさうくすぇ 
ぉうかう ゃっつっ くぇすけゃぇさっくう う 
ょけおぇさぇくう けす ╃さぇゅくっゃ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお すけつくけ ゃ 8.00 つぇしぇ - 
いぇ きけくすぇあ くぇ こかけとぇょおぇすぇ 
くぇ ╆ぇゃけょ 5. ‶なすせゃぇくうはすぇ 
ぉうかう つっしすう, いぇとけすけ ぇさきう-
はすぇ くぇ けさなあっえくうちうすっ くぇ 
すけゅぇゃぇてくうは ╋╉ „《さうょさうた 
╄くゅっかし”- しっゅぇ „┿さしっくぇか”, 
くぇぉさけはゃぇかぇ ょけ 25 たうかはょう 
ょせてう, こさなしくぇすう こけ ちったけゃっ 
う こかけとぇょおう ゃ ちはかぇすぇ しすさぇ-
くぇ. ‶けゃっつっすけ けす ちったけゃっすっ 
ぉうかう おなき ╆ぇゃけょ 5, けぉはしくは-
ゃぇ ╃さぇゅくっゃ. ╇きぇかけ ういくっしっ-
くう こさけういゃけょしすゃぇ くぇ ょっすぇえ-
かう ゃ ぉかういおうすっ ょけ ╉ぇいぇくかなお 
╂ぇぉぇさっゃけ, ┿かっおしぇくょさけゃけ, 
¨しっすっくけゃけ, ╉ぇかけそっさ, ╄くう-
くぇ, くけ う ゃ こけ-ょぇかっつくう きっし-
すぇ – おぇすけ おなさょあぇかうえしおうすっ 
』っさくけけつっくっ う ‶つっかぇさけゃけ, 
おなょっすけ ういさぇぉけすゃぇかう ょっ-
すぇえかう いぇ きぇてうくけしすさけう-
すっかくうは いぇゃけょ 5. „》けさぇすぇ ゃ 
すけいう おさぇえ ぉはたぇ きくけゅけ すさせ-
ょけかのぉうゃう”, くっ っ いぇぉさぇゃうか 
ゃしっけすょぇえくぇすぇ う おぇつっしす-
ゃっくぇ さぇぉけすぇ くぇつぇかくうおなす 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ すけゅぇゃぇ 
『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ. ╁ たけょぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ すけえ しっ せぉっょうか, 
つっ: 

╋ぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか” しっ 
ちっくう くぇゃしはおなょっ

こけ しゃっすぇ

[ぇいぉさぇか すけゃぇ う ゃ ]うさうは, 
う ゃ ╋ぇさけおけ, う ゃ ╊うぉうは, う 
ょけさう ゃ ‶ぇさうあ, おなょっすけ こな-
すせゃぇか おぇすけ ょっきけくしすさぇくす 
くぇ きっすぇかけさっあっとうすっ きぇ-
てうくう. „′ぇてうすっ ういょっかうは 
しっ こけしさっとぇたぇ し うくすっさっし 
う しっ すなさしったぇ きくけゅけ. ′ぇ 
ゃしうつおう こぇくぇうさう う ういかけ-
あっくうは うきぇたきっ ゅけかはき せし-
こった, しおかのつゃぇたぇ しっ きくけゅけ 
ょけぉさう しょっかおう”, しこけきくは しう 
けとっ 『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ. ╇きぇか 
ゃしはおぇおゃう しかせつおう こさう すっいう 
こなすせゃぇくうは. ╋くけゅけ こなすう 
つせあょっくちうすっ きせ こけおぇいゃぇかう 
し せょけゃけかしすゃうっ おぇお さぇぉけすはす 

¨す ゃしっおう くぇつぇかくうお しっ うしおぇかぇ 
しすさけゅぇ さうすきうつくけしす – ぇおけ くっ 
きけあっ ょぇ は けしうゅせさう, けしすぇゃぇ しっ 
ういゃなくさっょくけ. ¨こっさぇすうゃおう しっ 
こさぇゃっかう ゃしっおう ょっく くっ しぇきけ 
しせすさうく, ぇ う ゃっつっさ ゃ 17 つぇしぇ, 
おけゅぇすけ こさう ょうさっおすけさぇ しっ ょけお-
かぇょゃぇかけ すけつくけ しゃなさてっくけすけ し 
ょくっゃっく けすつっす. ╁ぇあくけ ぉうかけ ょぇ 
くはきぇ ういけしすぇゃぇくっ.  ‶けくはおけ-
ゅぇ しっ さぇぉけすっかけ  ういゃなくさっょくけ 
う しっ しゃうおゃぇかぇ けこっさぇすうゃおぇ う 
ゃ 22 つぇしぇ... ¨こっさぇすうゃおうすっ 
ぉうかう いぇおけく. ‶け-しうかっく けぉぇつっ 
ぉうか いぇおけくなす:

”′ぇ ゅっくっさぇか ╋けくすぇあ
おけいうさせゃぇ ゃしっおう”

〈けゃぇ いくぇつう – ゃしっおう こさぇゃう 
う くっゃないきけあくけすけ, すぇおぇ つっ いぇ-
おかのつうすっかくうはす っすぇこ くぇ きけく-
すぇあぇ ょぇ ぉなょっ ゅぇさぇくすうさぇく,  ぇ 
っおしこっょうちうはすぇ – くぇゃさっきっくくぇ. 
„[ぇぉけすってっ しっ きくけゅけ, こけくは-
おけゅぇ いぇぉさぇゃはたきっ いぇ しっきっえ-
しすゃぇすぇ しう”, おぇいゃぇ ╃さぇゅくっゃ し 
ちはかけすけ せゃぇあっくうっ, おけっすけ ゃしっ-
おう こっさそっおちうけくうしす うきぇ おなき 
さぇぉけすぇすぇ しう. [なおけゃけょうか こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 5 ちっかう 
12 ゅけょうくう, 『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ 
くっ しぇきけ こけいくぇゃぇ „くぇ こさなしすう” 
さぇぉけすぇすぇ  くぇ きぇてうくけしすさけ-
うすっかは  ゃ 5-すっ ちったぇ. ′っとけ 
こけゃっつっ – けしすぇゃぇ ょぇ あうゃっっ 
し くっは, いぇとけすけ う ょくっし  こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう うきっくくけ 
おぇすけ きぇてうくけしすさけうすっか. ]かっょ 
こっくしうけくうさぇくっすけ しう さぇぉけすうか 
くはおけかおけ ゅけょうくう ゃ いぇゃけょぇ ゃ 
╉ぇかけそっさ おぇすけ しくぇぉょうすっか, ぇ 
しっゅぇ – し くはおけかおけ こさうはすっかう 
こさけょなかあぇゃぇす ょぇ せこさぇあくはゃぇす 
こさけそっしうはすぇ, ういさぇぉけすゃぇえおう 
ょっすぇえかう いぇ っょうく けす おぇいぇく-
かなておうすっ きぇてうくけしすさけうすっかくう 
いぇゃけょう.
 ╉ぇすけ しっきっえしすゃけ ぇさしっくぇかちう, 

ょゃぇきぇすぇ しなし しなこさせゅぇすぇ しう – 
╁っくっすぇ, さぇぉけすうかぇ ゃ ╆ぇゃけょ 1, 
うきぇす ゃ うしすうくしおうは しきうしなか くぇ 
ょせきぇすぇ くぇしかっょくう  ゃ おぇいぇく-
かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ – しっ-
ゅぇてくうはす ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうか 
う けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ゅさせ-
こぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 
– ╃さぇゅけきうさ ╃さぇゅくっゃ. ]ぇきけ 
ょなとっさはすぇ こさぇゃう ういおかのつっ-
くうっ, いぇとけすけ っ ういぉさぇかぇ そうかけ-
かけゅうはすぇ う せつうすっかしすゃけすけ. 
╉ぇすけ ゃしっおう ぇさしっくぇかっち, おけえ-

すけ こさういくぇゃぇ: ”╅うゃけすなす くう 
きうくぇ ゃ „┿さしっくぇか”, 『ゃっすぇく 
╃さぇゅくっゃ しなとけ くっ おさうっ くけし-
すぇかゅうはすぇ こけ ぇさしっくぇかしおけすけ 
ゃっかうつうっ けす こさっょう 30 ゅけょうくう: 
くっ しぇきけ いぇさぇょう せしっとぇくっすけ いぇ 
しうかぇ, おけっすけ ょぇゃぇ けゅさけきくうはす 
こけすけお けす たけさぇ, いぇこなすうかう しっ 
しせすさうく おなき いぇゃけょぇ, ぇ  こけ-
しおけさけ – いぇさぇょう けくけゃぇ, おけっ-
すけ っ けしすぇゃっくけ けす しすけさっくけすけ 
くぇゃさっきっすけ: ょっしっすおうすっ あう-
かうとくう ぉかけおけゃっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
ょけきなす くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか”, こけつうゃくうすっ しすぇくちうう... 
╇  くぇ こなさゃけ きはしすけ - けちっかは-
かぇすぇ こさけういゃけょしすゃっくぇ ぉぇいぇ ゃ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. 
╉ぇすけ しっ うきぇ こさっょゃうょ さぇいしうこ-
ゃぇとぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ こさうゃぇすう-
いぇちうは けす こけしかっょくうすっ 20 ゅけょう-
くう, しこけさっょ 『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ, 
けちっかはゃぇくっすけ くぇ „┿さしっくぇか” しう 
っ うしすうくしおけ こけしすうあっくうっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

′けしうすっかはす くぇ ぉさけくいけゃぇすぇ しすぇすせっすおぇ 』せょけきうさ 
– こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ けす „╉けきっょうえくうはす たうす くぇ 

しっいけくぇ” 2012 ゃ すぇいゅけょうてくうすっ 』せょけきうさけゃう こさぇい
くうちう, ぇおすぬけさなす ′うおけかぇえ 〉させきけゃ, こさうしすうゅくぇ ょぇ 
こけかせつう けすかうつうっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお すけつくけ ゃ 22.15 つぇしぇ 
しかっょ けそうちうぇかくぇすぇ ちっさっきけくうは ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ 
„┿さしっくぇか” ゃ こけしかっょくうは ょっく けす こさぇいくうちうすっ - 1-ゃう 
ぇこさうか. ┿くゅぇあうさぇく ゃ すさぇょうちうけくくうは そっしすうゃぇか ゃ 
しすけかうちぇすぇ くぇ 1-ゃう ぇこさうか „╆かぇすくうはす おけし”, 〉させきけゃ 
いぇこぇかうか おけかぇすぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ せつぇしすうっすけ しう ゃ ]け
そうは. 〈ぇおぇ, しぇきけ いぇ ょゃぇ つぇしぇ こさっい くけとすぇ, ぇおすぬけさなす 
ょけえょっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ ょゃぇ ょくう こけ-さぇくけ うゅさぇ ゃ 
けすかうつっくうは きけくけしこっおすぇおなか „╊ぇかせゅっさ”, いぇ おけえすけ ゃいっ 
こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ, ぇ しなとぇすぇ しっょきうちぇ, ゃ さぇきおうすっ くぇ 
こさぇいくうちうすっ, 〉させきけゃ  せつぇしすゃぇ う ゃ こさっょしすぇゃかっくうっ
すけ くぇ ╃けぉさうつおうは すっぇすなさ „╅っくうすぉぇ” けす ╂けゅけか. ┿お
すぬけさなす ぉっ こけしさっとくぇす し ぉせえくぇ さぇょけしす くぇ おけおすっえかぇ 
ゃ おさぇは くぇ こさぇいくうちうすっ, ょぇょっく けす こさっょしっょぇすっかは くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ. ╋うくせすう しかっょ 
すけゃぇ ょぇょっ うくすっさゃの いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

げí ßéÑñàóöñ óÖ¢ñÖñëó
〉ゃぇあぇっきう つうすぇすっかう くぇ くぇえ-すうさぇあくうは ゃっしすくうお ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ くはおけかおけ ぉさけは とっ ゃう こさっょしすぇゃうき ゃないきけあくけしすう 

いぇ こさけょなかあぇゃぇくっ くぇ けぉせつっくうっすけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ すったくうつっしおうすっ くぇせおう - おぇすけ ゃぇさうぇくす いぇ ゃぇし うかう ゃぇてうすっ ょっちぇ. 
]なゃしっき かけゅうつくけ, こさぇゃけすけ ょぇ っ こなさゃう e くぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ う くぇえ-こさっしすうあくけ すったくうつっしおけ ゃうしてっ せつうかうとっ ゃ しすさぇくぇすぇ – 〈ったくうつっしおうはす  せくう

ゃっさしうすっす ゃ ]けそうは.

〈ったくうつっしおうはす せくうゃっさしうすっす – 
]けそうは っ くぇえ-ゅけかはきけすけ ゃうしてっ 

すったくうつっしおけ せつうかうとっ ゃ しすさぇくぇすぇ, し 
きけょっさくけ けぉいぇゃっょっくぇ ぉぇいぇ いぇ せつっぉ
くぇ う くぇせつくぇ さぇぉけすぇ, し ゃうしけおけおゃぇ
かうそうちうさぇくう こさっこけょぇゃぇすっかう う うく
あっくっさくけ-すったくうつっしおう おぇょさう. ‶さっい 
66-ゅけょうてくぇすぇ うしすけさうは くぇ せくうゃっさ
しうすっすぇ くぇょ 100 たうかはょう うくあっくっさう 

しぇ しっ ょうこかけきうさぇかう ゃ くっゅけ 
う しぇ くぇきっさうかう こさけそっしうけ
くぇかくぇ さっぇかういぇちうは くっ しぇきけ 
せ くぇし, くけ う ゃ きくけゅけ しすさぇくう 
くぇ ゃしうつおう おけくすうくっくすう.
〈さぇょうちうは う こさうけさうすっす ゃ 

ょっえくけしすすぇ くぇ せくうゃっさしうすっ
すぇ っ ゃうしけおけすけ おぇつっしすゃけ くぇ 
けぉせつっくうっ, こさけゃっあょぇくけ こけ 
しなゃさっきっくくう すったくけかけゅうう う 
しなゃきっしすうきけ し っゃさけこっえしおうすっ 
しすぇくょぇさすう いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ う 
おゃぇかうそうおぇちうは. 〉しこけさっょくけ 
し けぉせつっくうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおう 
っいうお, しっ こさっょかぇゅぇ う けぉせつっ
くうっ くぇ さっょうちぇ しこっちうぇかくけ
しすう くぇ くっきしおう, ぇくゅかうえしおう う 
そさっくしおう っいうちう. 
╁ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしう

すっす – ]けそうは しっ けぉせつぇゃぇす 
う こけゃっつっ けす 1400 つせあょっし
すさぇくくう しすせょっくすう. 
] おぇつっしすゃけすけ う きくけゅけけ

ぉさぇいうっすけ くぇ こさけゃっあょぇくけすけ 
けぉせつっくうっ う ういしかっょけゃぇすっか
しおぇ ょっえくけしす 〈ったくうつっしおうはす 
せくうゃっさしうすっす – ]けそうは うきぇ 
ぇきぉうちうはすぇ ょぇ ぉなょっ しさっょ 
ゃけょっとうすっ せくうゃっさしうすっすう ゃ 
っょうくくけすけ けぉさぇいけゃぇすっかくけ う 
ういしかっょけゃぇすっかしおけ こさけしすさぇく
しすゃけ くぇ けぉっょうくっくぇ ╄ゃさけこぇ.

╂さぇそうお くぇ さっょけゃくうすっ 
おぇくょうょぇすしすせょっくすしおう うい-
こうすう: 

– すっしす こけ きぇすっきぇすうおぇ (し 
くっゅけ きけあっ ょぇ しっ おぇくょうょぇす
しすゃぇ いぇ ゃしうつおう しこっ-
ちうぇかくけしすう, し ういおかのつっくうっ 

くぇ しこっちうぇかくけしすすぇ „╇くあっ
くっさっく ょういぇえく”);
– ういこうす こけ さうしせゃぇくっ う うい

こうす こけ おけきこけいうちうは (しぇきけ 
いぇ しこっちうぇかくけしすすぇ
„╇くあっくっさっく ょういぇえく”);
– ういこうす こけ つせあょ っいうお 

(くっきしおう, そさっくしおう うかう ぇく
ゅかうえしおう) – いぇ しこっちうぇかくけ
しすうすっ, こけ おけうすけ けぉせつっくうっ
すけ しっ ういゃなさてゃぇ くぇ くっきしおう, 
そさっくしおう うかう ぇくゅかうえしおう 
っいうお.

〈っしすなす こけ きぇすっきぇすうおぇ 
しっ こさけゃっあょぇ くぇ 9 のかう 
2012 ゅ. (こけくっょっかくうお), 
っょくけゃさっきっくくけ ゃ 〈〉 – 
]けそうは, ゃなゃ 《うかうぇかぇ くぇ 
〈〉 – ]けそうは ゃ ゅさ. ‶かけゃ-
ょうゃ う ゃ ╇くあっくっさくけ-こっ-
ょぇゅけゅうつっしおうは そぇおせかすっす 
ゃ ゅさ. ]かうゃっく.

╇いこうすなす こけ さうしせゃぇくっ しっ 
こさけゃっあょぇ くぇ 10 のかう 2012 
ゅ. (ゃすけさくうお), ぇ こけ おけきこけ-
いうちうは – くぇ 12 のかう 2012 ゅ. 
(つっすゃなさすなお), おぇすけ う ょゃぇ-
すぇ ういこうすぇ しっ こさけゃっあょぇす 
しぇきけ ゃ 〈〉 – ]けそうは.

╇いこうすうすっ こけ つせあょ っいうお 
しっ こさけゃっあょぇす くぇ 11 のかう 
2012 ゅ. (しさはょぇ) ゃ 〈〉 – ]け-
そうは, ぇ こけ ぇくゅかうえしおう っいうお 
ういこうすなす しっ こさけゃっあょぇ っょ-
くけゃさっきっくくけ う ゃなゃ 《うかう-
ぇかぇ くぇ 〈〉 – ]けそうは ゃ ゅさ. 
‶かけゃょうゃ.

╆ぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ う せつぇし
すうっ ゃ おかぇしうさぇくっ しっ こさういくぇ
ゃぇす さっいせかすぇすうすっ けす ゃしうつおう 
ういょなさあぇくう ういこうすう (こさっょゃぇ
さうすっかくう う さっょけゃくう), けさゅぇ
くういうさぇくう う こさけゃっょっくう けす 〈〉 
– ]けそうは.
[っいせかすぇすうすっ けす こけかけあっくうすっ 

ういこうすう ゃなゃ 《うかうぇかぇ くぇ 〈〉 
– ]けそうは ゃ ゅさ. ‶かけゃょうゃ うかう 
ゃ ╇くあっくっさくけ-こっょぇゅけゅうつっ
しおうは そぇおせかすっす ゃ ゅさ. ]かうゃっく 
しっ こけかせつぇゃぇす ゃ 〈〉 – ]けそうは 
しかせあっぉくけ.

‶さけそ. ょ-さ うくあ. ╋ぇさうく 》さうしすけゃ 
[っおすけさ くぇ 〈〉 – ]けそうは

[っいせかすぇすうすっ けす おけくおせさしくう
すっ ういこうすう しっ けぉはゃはゃぇす こけ ょけ
こなかくうすっかくう ゅさぇそうちう, おけうすけ 
とっ ぉなょぇす ういくっしっくう ゃ しぇえすぇ 
くぇ 〈〉 – ]けそうは.
╉ぇくょうょぇす-しすせょっくすうすっ, こけ

ょぇゃぇとう ょけおせきっくすう いぇ おかぇ
しうさぇくっ ゃ 〈〉 – ]けそうは, ぇおけ 
うしおぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす う 
いぇ 《うかうぇかぇ くぇ 〈〉 – ]けそうは ゃ 
ゅさ. ‶かけゃょうゃ, う いぇ ╇くあっくっさ
くけ-こっょぇゅけゅうつっしおうは そぇおせかすっす 
ゃ ゅさ. ]かうゃっく, こけょぇゃぇす ょけ
おせきっくすう う いぇこかぇとぇす すぇおしぇ 
ゃ しなけすゃっすくうは せくうゃっさしうすっす, 
そうかうぇか うかう そぇおせかすっす.
′ぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすうすっ, 

こけかけあうかう せしこってくけ おけく
おせさしっく ういこうす (すっしす) こけ きぇ
すっきぇすうおぇ ゃ ょさせゅけ ゃうしてっ 
せつうかうとっ こさっい ゅけょうくぇすぇ くぇ 
おぇくょう-ょぇすしすゃぇくっ, けちっくおぇすぇ 
しっ こさういくぇゃぇ いぇ さっいせかすぇす けす 
おぇくょうょぇすしすせょっくすしおうは すっしす 
こけ きぇすっきぇすうおぇ, せきくけあっくぇ こけ 
0,7.
╉けくおせさしくうすっ ういこうすう しぇ こうし

きっくう う ぇくけくうきくう. 〈っきうすっ しっ 
ういすっゅかはす かけすぇさうえくけ くぇ こけしけ
つっくうすっ ょぇすう.

〈┿
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] こうしきけ ょけ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇ
さけいぇゅけさしおうはす ぉういくっしきっく ]すけえつけ ╉なかゃぇつっゃ っ 

せゃっょけきうか きっしすくうは いぇおけくけょぇすっかっく けさゅぇく, つっ ゃっつっ 
くはきぇ うくゃっしすうちうけくくう くぇきっさっくうは ゃ さぇえけくぇ くぇ ╋う
くっさぇかくう ぉぇくう - ¨ゃけとくうお う ゃ ╉ぇいぇくかなお う くぇ すぇいう 
ぉぇいぇ けすすっゅかは こさっすっくちううすっ しう おなき ¨ぉとうくぇすぇ う 
きっしすくうは しなゃっす. 
〈けゃぇ しなけぉとう こさっょしっょぇすっかはす くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす 

′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ.
]かっょ けすすっゅかはくっすけ くぇ こさっすっくちううすっ おなき ¨ぉとうくぇ 

╉ぇいぇくかなお けす しすさぇくぇ くぇ ]すけえつけ ╉なかゃぇつっゃ, ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお う ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす けすすっゅかはす しゃけうすっ しな
ょっぉくう こさっすっくちうう, ういさぇいっくう ゃ いぇゃっょっくけ ょっかけ こけょ 
わ720 けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
]ぇゅぇすぇ し うくゃっしすうちううすっ くぇ ]すけえつけ ╉なかゃぇつっゃ ゃ 

╉ぇいぇくかなておけ っ ょなかゅぇ. ╃ぇすうさぇ けとっ けす ゃさっきっすけ くぇ 
おぇしうさぇくうは ̈ ぉとうくしおう しなゃっす こさっょう ぉかういけ 4 ゅけょうくう. 
‶さっゃなさくぇ しっ ゃ うしすうくしおぇ ょさぇきぇ, けぉぇつっ, ゃ こけしかっょ
くうは きぇくょぇす くぇ おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ.
‶さっょう 4 ゅけょうくう おぇしうさぇくうはす ¨ぉとうくしおう しなゃっす し 

こさっょしっょぇすっか ╇ゃぇく ╉ぬけしっゃ さぇいさってう こさけょぇあぉぇすぇ くぇ 
いっきう けす けぉとうくしおうは こけいっきかっく そけくょ いぇ 2 きかく. う 100 
たうかはょう かっゃぇ. 
╆っきっょっかしおうすっ いっきう, ぉかういけ 400 ょっおぇさぇ, ぉはたぇ ゃ さぇ

╂させこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ゅさぇょぇ, しなゃ-
きっしすくけ し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか”┿╃, いぇこけつくぇたぇ すぇいう しっょきうちぇ きぇ-
とぇぉくけ ぉけはょうしゃぇくっ う けぉくけゃはゃぇくっ くぇ あ.こ くぇょかっいぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ こけしけおぇ けす 
きぇゅぇいうく „╀うかかぇ” ょけ こけょしすなこうすっ  いぇ „┿さしっくぇか”. ¨ぉくけゃはゃぇくっすけ っ っおしこっさす-
くうはす けすゅけゃけさ くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ おぇきこぇくうは „ ╃ぇ こけつうしすうき ╀なかゅぇさうは いぇ っょうく 
ょっく”, こけょおさっこっくぇ う けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
『っかすぇ くう っ ょぇ けぉくけゃうき う けしゃっあうき ゅさぇょしおうは くぇょかっい, おけえすけ っ っょうく けす 

くぇえ- けあうゃっくうすっ こなすくう せつぇしすなちう, いぇはゃうたぇ しかっょ こけしかっょくぇすぇ しっしうは くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇくけくしうさぇえおう 
ぇおちうはすぇ しう. 
╁ こさけょなかあっくうっ くぇ くはおけかおけ ょくう くぇょかっいなす とっ ぉなょっ こさっぉけはょうしぇく う とっ 

ょけぉうっ ょぇかっつ こけ-しゃっあ ゃうょ けす しっゅぇ. ╋ぇすっさうぇかうすっ いぇ けしゃっあぇゃぇくっすけ, おけっすけ 
とっ こさけょなかあう しっょきうちぇ, しぇ けしうゅせさっくう しなし しさっょしすゃぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ. 
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1000 かっゃぇ こけかせつう 
おぇいぇくかなておうはす せか-
すさぇきぇさぇすけくっち [ぇょう 
╋うかっゃ 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” -  おぇすけ ぉかぇ-
ゅけすゃけさうすっかっく あっしす. 
]さっょしすゃぇすぇ とっ こけ-
きけゅくぇす くぇ ╋うかっゃ 
いぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ う 
せつぇしすうっすけ きせ ゃ  ゅけ-
かっきうは せかすさぇきぇさぇすけく  
ゃなゃ 《さぇくちうは けす 6-すう 
ょけ 9-すう のくう. 〈けゃぇ くっ 
っ こなさゃうはす あっしす くぇ 
╄おしこっさすうすっ おなき くぇえ-
ぉはゅぇとうは おぇいぇくかな-
つぇくうく. ╇ きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ [ぇょう ╋うかっゃ 
こけかせつう そうくぇくしけゃぇ 
こけょおさっこぇ いぇ しゃけは 
きっあょせくぇさけょくぇ ういは-
ゃぇ けす ゅさせこぇすぇ くぇ ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
500 かっゃぇ こけきけと けす 

╄おしこっさすうすっ こけかせつう 
う  〈せさうしすうつっしおけすけ 
ょさせあっしすゃけ „¨さかけゃけ 
ゅくっいょけ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
おけっすけ くぇ 10-すう きぇえ 
けすぉっかはいゃぇ  しゃけは ゃっ-
おけゃっく のぉうかっえ. 
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¨ぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお うきぇ 

くけゃ かうょっさ しかっょ こさけゃっょっくぇすぇ 
けすつっすくけ-ういぉけさくぇ おけくそっさっく-
ちうは くぇ こぇさすうはすぇ. 
〈けゃぇ っ 63-ゅけょうてくうはす うくあっ-
くっさ ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ.〈けえ 

こけかせつう ゅかぇしけゃっすっ くぇ 99 けす 
けぉとけ ゅかぇしせゃぇかうすっ 166 ょっかっ-
ゅぇすう くぇ おけくそっさっくちうはすぇ くぇ 
しけちうぇかうしすうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお.
′っゅけゃうはす けこけくっくす, ょけしっゅぇて-
くうはす こさっょしっょぇすっか くぇ けぉとうく-
しおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは ╇ゃぇく ╂け-
さけかけきけゃ, こけかせつう 67 ゅかぇしぇ. 
╃け しなしすっいぇくうっすけ きっあょせ ょゃぇ-
きぇすぇ しっ しすうゅくぇ, しかっょ おぇすけ いぇ 
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′うしおぇすぇ ちっくぇ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しっ けぉはしくはゃぇてっ し かけ
てぇすぇ う しかぇぉぇ さっおけかすぇ. ╉なき きけきっくすぇ さけいけこさけういゃけょうすっかうすっ 
ゃしっ けとっ くっ しっ くぇっきぇす ょぇ こさぇゃはす こさけゅくけいう いぇ けつぇおゃぇくぇすぇ 
さっおけかすぇ いぇさぇょう すけゃぇ, つっ こけつすう ゃしうつおう さけいけゃう ゅさぇょうくう しぇ 
ゃしっ けとっ くぇ こなさゃぇ うかう ゃすけさぇ こなこおぇ. 
╃なかゅぇすぇ いうきぇ う しすせょっくぇすぇ こさけかっす しなとけ しう おぇいぇたぇ ょせきぇすぇ 

こけ けすくけてっくうっ くぇ さけいけゃうすっ くぇしぇあょっくうは. ‶け すぇいう こさうつうくぇ 
しっ けつぇおゃぇ さけいけぉっさなす ょぇ いぇこけつくっ くっ こけ-さぇくけ けす 24-すう きぇえ, 
ぇ ゃ こけ-こっしうきうしすうつくうすっ こさけゅくけいう - う ゃ  こけしかっょくうすっ ょっく-
ょゃぇ くぇ きっしっちぇ.  
╆ぇさぇょう すさせょくぇすぇ こさけゅくけいぇ おなき きけきっくすぇ いぇ けつっさすぇゃぇとぇすぇ 

しっ さっおけかすぇ けす さけいう, っ すさせょくけ ょぇ しっ こさけゅくけいうさぇ う ういおせこ
くぇすぇ ちっくぇ くぇ さけいけゃうは ちゃはす. ‶けゃっつっすけ さけいけこさけういゃけょうすっかう 
けつぇおゃぇす すは ょぇ っ し こけくっ 15-20 しすけすうくおう こけゃっつっ けす きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ すは  ぉっ けす 1,60  ょけ 1,80 かっゃぇ. 
′ぇえ-ゅけかっきうすっ そうさきう, しけぉしすゃっくうちうすっ  う ぇさっくょぇすけさうすっ くぇ 

さけいけゃう きぇしうゃう ゃしっ けとっ くぇぉうさぇす さけいけぉっさぇつう. ┿ さけいけぉっ
さぇつうすっ, けす  しゃけは しすさぇくぇ, こさっょこけつうすぇす さけいけゃう きぇしうゃう, いぇ 
おけうすけ うきぇす うくそけさきぇちうは, つっ しぇ こけかうゃくう う ょけぉさっ  ゅかっょぇくう 
-  いぇさぇょう  ゃないきけあくけしすすぇ  ょぇ しっ こけかせつぇす こけ-ゃうしけおう ょけぉうゃう 
う けすすぇき こけゃっつっ こぇさう. 
36 たうかはょう ょっおぇさぇ しぇ さけいけゃうすっ くぇしぇあょっくうは ゃ しすさぇくぇすぇ, 

おぇすけ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ すっ しぇ けおけかけ 15 たうかはょう.  ]こけさっょ ╋う
くうしすっさしすゃけすけ くぇ いっきっょっかうっすけ う たさぇくうすっ こさっい しっいけく 2010-
2011 ゅけょうくぇ くはきぇ ょぇくくう いぇ ょさぇしすうつっく しこぇょ くぇ くぇしぇあょっくう
はすぇ し さけいう, くけ くはきぇ う さなしす. ¨ぉはしくっくうっすけ っ, つっ おせかすせさぇすぇ っ 
すさせょけっきおぇ う すけいう そぇおす, しなつっすぇく し くうしおうすっ ういおせこくう ちっくう, 
ょけこなかくうすっかくけ けたかぇあょぇす っくすせしうぇいきぇ くぇ きくけいうくぇ. ‶さっい こけ
しかっょくうすっ 4 ゅけょうくう  しさっょくぇすぇ ちっくぇ くぇ おうかけゅさぇき さけいけゃ ちゃはす 
しっ ういおせこせゃぇてっ  いぇ くっ こけゃっつっ けす 1.70 - 1.80 かゃ., ぇ しこけさっょ 
さけいけこさけういゃけょうすっかう っ  くっけぉたけょうきけ ういおせこくぇすぇ ちっくぇ ょぇ っ 
くぇょ 2 かゃ.いぇ おうかけゅさぇき, いぇ ょぇ しっ こけおさうはす ゃしうつおう さぇいたけょう う 
しっ さっぇかういうさぇ こっつぇかぉぇ. ‶さっょう つっすうさう ゅけょうくう すけいう すぇゃぇく 
ぉっ しすうゅくぇす, くけ いぇ おさぇすおけ - こけさぇょう  しかぇぉぇすぇ さっおけかすぇ う しっ
さうけいくうは ょっそうちうす くぇ さけいけゃ ちゃはす. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

えけくぇ くぇ おゃ. ╋うくっさぇかくう ぉぇくう - ̈ ゃけとくうお. ╇ょっ
はすぇ ぉっ くぇ すはたくけ きはしすけ ょぇ しっ ういゅさぇょう けゅさけきっく 
かっすうとっく おけきこかっおし. ╆ぇ くぇきっさっくうはすぇ しう すけゅぇゃぇ 
╉なかゃぇつっ ぉっ けぉはゃっく いぇ うくゃっしすうすけさ  おかぇし ┿ ゃ 
けぉとうくぇすぇ.
╋っあょせゃさっきっくくけ, しなしすぇゃなす くぇ ]なゃっすぇ, さぇい

さってうか こさけょぇあぉぇすぇ, ぉっ おぇしうさぇく う ぉっ ういぉさぇく 
くけゃ ¨ぉとうくしおう しなゃっす. ╇きっくくけ きっあょせ くっゅけ, 
うくゃっしすうすけさぇ う けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ くぇしすぇくぇたぇ 
しなとうくしおう ぉうすおう いぇ しこけさくぇすぇ しょっかおぇ. ╁ こけさっ
ょうちぇ いぇしっょぇくうは しすぇさうはす ¨ぉとうくしおう しなゃっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお さぇいゅかっあょぇ うくゃっしすうちうけくくうすっ くぇきっ
さっくうは くぇ ]すけえつけ ╉なかゃぇつっゃ. ¨おぇいぇ しっ, つっ つぇしす 
けす いっきうすっ, ぇおすせゃぇくう おぇすけ けぉとうくしおう う こさっょ
ゃうょっくう いぇ こさけょぇあぉう くぇ ╉なかゃぇつっゃ, しぇ いっきう, 
ゃおかのつっくう ゃ ょさせゅぇ しょっかおぇ う おなき すはた こさっすっくちうう 
うきぇ ょさせゅぇ そうさきぇ, しけぉしすゃっくうお くぇ ┿おゃぇこぇさおぇ 
おさぇえ ¨ゃけとくうお. ‶け しなとけすけ ゃさっきっ  しすぇくぇ はしくけ, 
つっ ょぇくなつくぇすぇ けちっくおぇ くぇ いっきうすっ っ こけ-ゃうしけおぇ, 
こけつすう ょゃけえくぇ けす しせきぇすぇ, くぇ おけはすけ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお くぇしすけはゃぇてっ ょぇ ゅう こさけょぇょっ. 
]さっょ けしくけゃくうすっ けこけくっくすう いぇ けしなとっしすゃはゃぇくっ 

くぇ しょっかおぇすぇ ぉっ すけゅぇゃぇてくうはす けぉとうくしおう しなゃっす
くうお けす こぇさすうは „[っょ, いぇおけくくけしす う しこさぇゃっょかう
ゃけしす” ╂っけさゅう ╉ぇかうつおけゃ, おぇおすけ う しそけさきうさぇ
くけすけ ゃこけしかっょしすゃうっ きくけいうくしすゃけ ゃ きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす. ¨す しゃけは しすさぇくぇ, しさっょ „かけぉうしすうすっ” 
いぇ うくゃっしすうちううすっ くぇ ╉なかゃぇつっゃ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉっ 
しぇきぇすぇ ぉうゃてぇ けぉとうくしおぇ せこさぇゃぇ, おけはすけ くぇ
しすけはゃぇてっ しょっかおぇすぇ ょぇ しすぇくっ う ゃ ¨ぉとうくぇすぇ 
ょぇ こけしすなこはす しゃっあう しさっょしすゃぇ いぇ うくゃっしすうちうは 
う さっきけくすう くぇ せかうつくけすけ こかぇすくけ. ╉ぇすけ おさぇっく 
さっいせかすぇす ぉっ いぇゃっょっくけ ょっかけ けす しすさぇくぇ くぇ ╉なか
ゃぇつっゃ しさっとせ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす いぇ こさけゃぇかっくう 
うくゃっしすうちうけくくう くぇきっさっくうは う しさっとせ うしおぇくぇすぇ 
くけゃぇ しせきぇ. ′ぇ しゃけえ さっょ う きっしすくうはす こぇさかぇきっくす 
いぇゃっょっ ょっかけ.
] くぇしすけはとけすけ こうしきけ, ょっこけいうさぇくけ ゃ ¨ぉとうく

しおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇ ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ 
しぇゅぇ しっ しかぇゅぇ おさぇえ.

╃っかはくぇ 〈さうそけくけゃぇ

╂さぇあょぇくしおう こさけすっしす しさっとせ ういぉけ
さぇ くぇ あせさくぇかうしす いぇ ょうさっおすけさ くぇ 

ょさぇきぇすうつくうは すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇ
ぉぇおつうっゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお けぉはゃうたぇ さぇぉけ
すっとうすっ ゃ くっゅけ. ‶さけすっしすなす うき ゃおかのつ
ゃぇ う こけょこうしおぇ ゃ いぇとうすぇ くぇ すっぇすなさぇ 
う しさっとせ くけゃうは ょうさっおすけさ.
╅せさくぇかうしすおぇすぇ ╃うぇくぇ [ぇきくぇかう

っゃぇ っ こさっょこけつっすっくぇ けす おけきうしうはすぇ 
いぇ てっそ くぇ けぉとうくしおうは すっぇすなさ こさっょ 
ょけしっゅぇてくうは ょうさっおすけさ ┿すぇくぇし 』けこけゃ 
う こさっょ すっぇすさぇかうすっ ╂っけさゅう 〈ぇてっゃ う 
〈っきっくせあおぇ ╉けかぇさけゃぇ.

]こけさっょ 44-つかっくくうは しなしすぇゃ くぇ すっぇすなさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ういぉけさなす っ くぇゅかぇしっく う きぇ
くうこせかうさぇく, おぇすけ ょけしっゅぇてくうはす せしこってっく, しこけさっょ ぇおすぬけさうすっ, ょうさっおすけさ っ しきっ
くっく し „くっょけおぇいぇく う くぇすさぇこっく おぇくょうょぇす”.
′ぇ しゃけえ さっょ 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 さぇいこさけしすさぇくう しゃけは こけ

いうちうは こけ こけゃけょ こさけすっしすぇ, ゃ おけはすけ しっ こけしけつゃぇ, つっ  おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ くはきぇ 
こさぇゃけきけとうは ょぇ ぉなょっ しすさぇくぇ ゃ おけくおせさし いぇ すっぇすさぇかっく ょうさっおすけさ.
‶さっちっくおぇすぇ くぇ おけくちっこちううすっ う おぇつっしすゃぇすぇ くぇ おぇくょうょぇすうすっ しっ こさぇゃう こけ しこっ

ちうぇかういうさぇくぇ こさけちっょせさぇ, おけはすけ しっ しなしすぇゃは ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し くけさきぇすうゃくぇすぇ 
せさっょぉぇ う しっ けょけぉさはゃぇ いぇょなかあうすっかくけ けす ╋うくうしすなさぇ くぇ おせかすせさぇすぇ. ┿おけ けす 〈っ
ぇすなさ „╊.╉ぇぉぇおつうっゃ” うきぇす しなきくっくうは ゃ こさっちっくおぇすぇ くぇ きうくうしすっさしすゃけすけ, すけ っ 
さっょくけ ょぇ しっ けぉなさくぇす おなき すぇいう うくしすうすせちうは, すなえ おぇすけ おきっすなす くっ けょけぉさはゃぇ 
おけくおせさしくうすっ おくうあぇ, しっ おぇいゃぇ けとっ ゃ けすゅけゃけさぇ くぇ ]すけはくけゃぇ.
╉ぇいぇくかなておうはす すっぇすなさ っ しないょぇょっく こさっょう 13 ゅけょうくう し さってっくうっ くぇ ¨ぉとうく

しおうは しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ.  ‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しなしすぇゃなす きせ っ ういうゅさぇか 73 こさっょ
しすぇゃかっくうは いぇ ゃないさぇしすくう う 100 いぇ ょっちぇ. ]けぉしすゃっくうすっ きせ こさうたけょう けす こけしすぇくけゃ
おう しぇ 79 000 かゃ. いぇ ゅけょうくぇすぇ. ‶さっい 2011 ゅけょうくぇ ぉのょあっすくぇすぇ きせ ういょさなあおぇ っ 
ぉうかぇ 477 378 かゃ. ]せぉしうょうはすぇ きせ いぇ すぇいう ゅけょうくぇ っ くぇきぇかっくぇ しなし 100 000 かゃ.

] 60 たうかはょう かっゃぇ こさっい  すぇいう ゅけょうくぇ とっ さぇいこけ
かぇゅぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”. 〈けゃぇ っ さってっくうっすけ 

くぇ ゅさぇょしおうすっ しなゃっすくうちう けす こけしかっょくけすけ うき いぇしっ
ょぇくうっ. ‶ぇさうすっ しぇ けす けぉとぇすぇ けぉとうくしおぇ しせぉしうょうは  
いぇ しこけさすくうすっ おかせぉけゃっ ゃ さぇえけくぇ. ]っかしおうすっ けすぉけさう 
こけ そせすぉけか くぇ ╉さなく, [けいけゃけ, ╉なくつっゃけ, ̈ ゃけとくうお  う 
╉けこさうくおぇ とっ こけかせつぇす いぇ ゅけょうくぇすぇ こけ 1500 かっゃぇ 
いぇ ょっえくけしす, ぇ けすぉけさなす くぇ ╀せいけゃゅさぇょ - くぇこけかけゃうくぇ 
けす しせきぇすぇ.  ‶ぇさうすっ しぇ くっょけしすぇすなつくう,  おけくすさうさぇたぇ 
しなゃっすくうちう けす ′╃]╁. 
〈っいう こぇさう くっ しっ ょぇゃぇす いぇ ういょさなあおぇ,  ぇ いぇ ょっえ

くけしすう, けとっ こけゃっつっ, つっ ゃしうつおう すっいう そせすぉけかくう 
おかせぉけゃっ しぇ しょさせあっくうは し くっしすけこぇくしおぇ ちっか う しかっょ
ゃぇ ょぇ  すなさしはす  う ょさせゅう そけさきう いぇ しさっょしすゃぇ, ぇ くっ ょぇ 
ぉなょぇす ういょなさあぇくう くぇ 100%  けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす, おけくすさうさぇ ゃないさぇあっくうっすけ 
おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
]すけはくけゃぇ いぇはゃう, つっ うきぇ ょけしすぇ ぇおすうゃくう おかせぉけゃっ, おけうすけ くけしはす くぇ ゅさぇょぇ くぇ

ゅさぇょう, う っ  せきっしすくけ すっ しなとけ ょぇ ぉなょぇす そうくぇくしけゃけ こけょこけきけゅくぇすう.

] おけくおせさし いぇ しすけこぇくうしゃぇくっ とっ しっ けすょぇゃぇ ゅさぇょしおぇすぇ けぉとっしすゃっくぇ すけぇ
かっすくぇ ゃ こぇさお „[けいぇさうせき”. ╅っかぇっとうすっ ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ くっゅけ とっ すさはぉゃぇ 

ょぇ こさっょしすぇゃはす ぉういくっし-こかぇく いぇ さぇいゃうすうっ くぇ けぉっおすぇ. 〈けゃぇ さってうたぇ くぇ こけ
しかっょくけすけ しう いぇしっょぇくうっ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ ぉういくっし-
こかぇくけゃっすっ しう おぇくょうょぇすうすっ いぇ くぇっきぇくっ くぇ すけぇかっすくぇすぇ  とっ すさはぉゃぇ ょぇ こさっょ
かけあぇす う うょっう いぇ けぉかぇゅけさけょはゃぇくっ くぇ  しなけさなあっくうっすけ う くぇ さぇえけくぇ けおけかけ 
くっゅけ. ]こっつっかうかうはす とっ こかぇとぇ きっしっつっく くぇっき けす 133 かっゃぇ ぉっい ╃╃]. 
‶けゃっつっ けす ょっしっすうかっすうっ すけぇかっすくぇすぇ ゃ こぇさお „[けいぇさうせき” くっ さぇぉけすう. ╆ぇ 

こけしかっょくけ ぉっ さっきけくすうさぇくぇ こさっい 2003-すぇ ゅけょうくぇ, くけ くぇ こさぇおすうおぇ くっ しっ 
こけかいゃぇ けす こさっょう すけゃぇ. ‶さけぉかっきう し おぇくぇかういぇちうはすぇ しぇ ょさせゅうはす ょっそっおす くぇ 
すけぇかっすくぇすぇ,  すなえ くせあくぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう, けしけぉっくけ ゃ かっすくうすっ きっしっちう. 

‶けゃっつっ けす 4 すけくぇ ぉけおかせお しなぉさぇ
たぇ   きかぇょう っおけかけいう けす ╉ぇいぇくかなお  

おさぇえ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ.
╁ こけつうしすゃぇくっすけ くぇ はいけゃうさぇ う ぉさっ

ゅけゃぇすぇ うゃうちぇ しっ ゃおかのつうたぇ う きかぇ
ょっあう けす ╂なさちうは, ]┿】, 《さぇくちうは, 
╇しこぇくうは う ╂っさきぇくうは, おぇおすけ う ょけ
ぉさけゃけかちうすっ けす ╊うすゃぇ, ╊ぇすゃうは, ╋ぇ
おっょけくうは, 〉くゅぇさうは, ‶けかてぇ う ]かけゃぇ
おうは.
‶ぇさぇかっかくけ し せぉけさおぇすぇ くぇ さぇいかうつ

くう ゃうょけゃっ けすこぇょなちう, けしくけゃくけ くぇえ
かけくけゃう すけさぉう, こかぇしすきぇしけゃう う かぇきぇ

さうくっくう ぉせすうかおう, ぉはたぇ こけしすぇゃっくう う 20 せおぇいぇすっかくう すぇぉっかう し さぇいかうつくう 
っおけこけしかぇくうは. 〈ぇぉっかうすっ しぇ ういさぇぉけすっくう けす きかぇょっあう けす ]ょさせあっくうっ „╁いぇ
うきけこけきけと” う すったくうすっ ゅけしすう - ょけぉさけゃけかちう けす さぇいかうつくう しすさぇくう, し そうくぇく
しけゃぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

╋ぇとぇぉくぇ ゅさぇょしおぇ ぇおちうは こけ こけつうしすゃぇくっ くぇ きっあょせぉかけおけゃう こさけしすさぇく
しすゃぇ けさゅぇくういうさぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 12-すう きぇえ. ╅っかぇすっかくけ っ ゃ 

ぇおちうはすぇ ょぇ しっ ゃおかのつう ゃしっおう ゅさぇあょぇくうく, おぇすけ こけつうしすう  こけくっ こさっょ ょけきぇ 
しう. ╆ぇ ういゃけいゃぇくっ くぇ けすこぇょなちうすっ ゅさぇあょぇくうすっ きけゅぇす ょぇ いゃなくはす くぇ すっかっそけく 
638 80 ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
]なゃきっしすくけ し „╄おけこぇお” ¨ぉとうくぇすぇ とっ こさっょけしすぇゃう くぇ あっかぇっとうすっ ょぇ つうし

すはす ゃ しぇきうは ょっく – 12-すう きぇえ, くぇょ 700 おけきこかっおすぇ さなおぇゃうちう う 700 つせゃぇかぇ 
いぇ しなぉうさぇくっ くぇ けすこぇょなちうすっ. 

-ゅけょうてくうくぇすぇ けす ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ う ゃっおけゃくうはす のぉうかっえ くぇ ╁╁] 
とっ ぉなょぇす けすぉっかはいぇくう ゃ ╉ぇいぇくかなお し ′ぇちうけくぇかくぇ おさなゅかぇ きぇしぇ, けさゅぇくう
いうさぇくぇ けす ¨ぉとけぉなかゅぇさしおうは  おけきうすっす „╂っく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ”. ′ぇ そけさせきぇ いぇ 
こなさゃう こなす とっ ぉなょぇす こけおぇくっくう いぇ せつぇしすうっ う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さぇいかうつくう 
さっかうゅうけいくう  けぉとくけしすう: っゃぇくゅっかうしすしおう さけきしおう かうょっさう, おぇすけかうつっしおう しゃっ
とっくうちう, たけょあう, おぇおすけ う こけすけきちう くぇ ゃけっくくう こなかおけゃけょちう. ]こっちうぇかくぇ  こけ
おぇくぇ いぇ そけさせきぇ っ ういこさぇすっくぇ う ょけ こさっょしっょぇすっかは くぇ ′ぇちうけくぇかくうは おけきうすっす 
いぇ つっしすゃぇくうはすぇ くぇ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ - きうくうしすなさなす 
くぇ ゃなすさってくうすっ さぇぉけすう う ゃうちっこさっきうっさ 『ゃっすぇく 『ゃっすぇくけゃ. 
]なぉうすうっすけ っ くぇしさけつっくけ いぇ 30-すう きぇえ ゃ ╉ぇいぇくかなお.

〈┿

こさっょしっょぇすっか くぇ けさゅぇくういぇ-
ちうはすぇ ぉはたぇ くけきうさぇくう 13 しけ-
ちうぇかうしすう. 
╁ たけょぇ くぇ こさっょかけあっくうはすぇ 11 
けす すはた, しさっょ おけうすけ う ぉうゃてうはす 
こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお う おぇくょうょぇす 

いぇ おきっす くぇ ╀]‶ ╁ぇしうか ]ぇ-
きぇさしおう, しう くぇこさぇゃうたぇ しぇきけ-
けすゃけょう. ╆ぇ そうくぇかぇ けしすぇくぇたぇ 
╋うくつっゃ う ╂けさけかけきけゃ.
′けゃけういぉさぇくうはす かうょっさ くぇ 
おぇいぇくかなておうすっ しけちうぇかうしすう 
っ ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ 
くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあうくう ゃ ゅさ. 
╉さなく う こさっょしっょぇすっか くぇ ぉけさ-
ょぇ くぇ ょうさっおすけさうすっ. ╋うくつっゃ 

っ こさっょしっょぇすっか う くぇ きっしすくうは 
[けすぇさう おかせぉ う けぉとうくしおう しな-
ゃっすくうお けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╀]‶, 
つかっく くぇ ょゃっ おけきうしうう - いぇ 
しっかしおけ う ゅけさしおけ しすけこぇくしすゃけ 
う しうゅせさくけしす, いぇ けぉとっしすゃっく う 
っおけかけゅうつっく さっょ.

] ういぉけさぇ しう ┿かっおしぇくょなさ 
╋うくつっゃ こけっきぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは くぇ しけちうぇかうしすう-
すっ いぇ しかっょゃぇとうすっ 4 ゅけょうくう. 
¨すつっすくけ-ういぉけさくぇすぇ おけくそっ-
さっくちうは くぇ ╀]‶ ゃ ゅさぇょぇ くぇ 
さけいうすっ こさけょなかあう 11 つぇしぇ, 
くけ ぉっい うくすさうゅぇ.
╁ けすつっすくうは しう ょけおかぇょ ょけしっ-
ゅぇてくうはす こさっょしぇょぇすっか ╇ゃぇく 

╂けさけかけきけゃ こさういけゃぇ つかっくけゃっ-
すっ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ しっさうけい-
くけ ょぇ しっ いぇきうしかはす いぇ こぇさすうえ-
くぇすぇ ょうしちうこかうくぇ, こさっょゃうょ 
さっいせかすぇすうすっ けす こけしかっょくうすっ 
きっしすくう ういぉけさう, う いぇはゃう, つっ 
„ぉっい っょうくしすゃけ こぇさすうはすぇ くはきぇ 

ょぇ きけあっ ょぇ しっ こさけすうゃけこけしすぇ-
ゃう くぇ すけゃぇ, おけっすけ しすけう しさっとせ 
くっは”, すなえ おぇすけ „ゃなこさっおう くっ-
ゅぇすうゃういきぇ くぇ たけさぇすぇ しさっとせ 
せこさぇゃかはゃぇとうすっ, ╀]‶ くっ っ 
さぇいてうさうかぇ しゃけっすけ ゃかうはくうっ”.
‶さっょ しなこぇさすうえちうすっ しう ╂け-
さけかけきけゃ こさういくぇ う いぇ しゃけは 
ゅさっておぇ けす こさっょういぉけさくぇすぇ 
おぇきこぇくうは きうくぇかぇすぇ ゅけょう-

くぇ, おけゅぇすけ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ こぇさすうはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお くっ 
っ こさうっかけ うしおぇくっすけ いぇ しさっ-
とぇ くぇ ぉうゃてうは おきっす ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ, けおぇいぇか しっ ゃこけしかっょ-
しすゃうっ さぇいょっかうすっかくぇ かうくうは 
いぇ しけちうぇかうしすうすっ くぇ きっしすくうすっ 
ういぉけさう. 
]なし 131 つかっくぇ っ くぇきぇかはかぇ いぇ 
けすつっすくうは こっさうけょ けさゅぇくういぇ-
ちうはすぇ くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお う 
おなき きけきっくすぇ ゃ くっは つかっくせゃぇす 
952 ょせてう, しすぇくぇ はしくけ けす ょけ-
おかぇょぇ くぇ ╂けさけかけきけゃ.
]うかくけ ういおぇいゃぇくっ くぇ そけさせきぇ 
くぇこさぇゃう ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, 
こさっょしっょぇすっか くぇ ゅさせこぇすぇ しな-
ゃっすくうちう くぇ ╀]‶ ゃ きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす.
╁ しかけゃけすけ しう すけえ ゅけゃけさう いぇ 
„ゅけかはきぇすぇ こさけこぇゅぇくょぇ”, くぇ 
おけはすけ しけちうぇかうしすうすっ しかっょゃぇ 
ょぇ しっ こさけすうゃけこけしすぇゃはす. ]ぇ-
きぇさしおう こけっ ちはかぇすぇ けすゅけゃけさ-
くけしす いぇ いぇゅせぉぇすぇ くぇ きっしすくうすっ 
ういぉけさう くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
〈けえ こさういけゃぇ しなこぇさすうえちう-
すっ しう ょぇ しう ょぇょぇす しきっすおぇ いぇ 
しっゅぇてくけすけ こけかけあっくうっ う ょぇ 
ょぇょぇす てぇくし くぇ くけゃけすけ こけおけ-
かっくうっ. 
╉けくそっさっくちうはすぇ くぇ しけちうぇ-
かうしすうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお ういぉさぇ 
5-きぇ ょっかっゅぇすう いぇ ╉けくゅさっしぇ 
くぇ こぇさすうはすぇ こさっい きぇえ, くけゃ 
しなしすぇゃ くぇ ‶かっくせきぇ, くぇこさぇゃう 
しゃけう こさっょかけあっくうは いぇ ′ぇちうけ-
くぇかくうは う ╉けくすさけかっく しなゃっす.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Момент от форума (Ал. Минчев - на малката снимка)
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‶けゃっつっすけ ぇさしっくぇかちう, けぉぇつっ, 
こさっょこけつうすぇす おけきぉうくぇちうはすぇ 
けす けしくけゃくけ う こけくはおけゅぇ – ょっ-
しっさす, しこけょっかう ゃこっつぇすかっくうは-
すぇ しう ╁っかつっゃぇ, おけはすけ さぇぉけすう 
すせお けとっ ゃっょくぇゅぇ しかっょ ょうこかけ-

きうさぇくっすけ しう ゃ 〉くうゃっさしうすっすぇ 
こけ たさぇくうすっかくけ-ゃおせしけゃぇ こさけ-
きうてかっくけしす ゃ ‶かけゃょうゃ こさっょう 
33 ゅけょうくう. ╃くってくぇすぇ ゅさうあぇ 
いぇ おぇつっしすゃっくぇすぇ すけこかぇ たさぇくぇ 
ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ しすけかけゃう うきぇ 
いょさぇゃぇ すさぇょうちうは – 200 けぉっお-
すぇ: しすけかけゃっ こけ ゃしっおう いぇゃけょ, 
きぇゅぇいうくう う かぇゃおう しぇ くぇ さぇい-
こけかけあっくうっ くぇ ぇさしっくぇかちう ゃなゃ 
ゃさっきっすけ こさっょう ゅけかはきぇすぇ おさう-
いぇ し こぇいぇさうすっ くぇ しこっちうぇかくぇ 
こさけょせおちうは, おけうすけ ╀なかゅぇさうは 
けすしすなこう こけ こけかうすうつっしおう こさう-
つうくう こさっょう 20 ゅけょうくう.   
╃くっし うょっはすぇ いぇ こけ-ぉかういなお 

ょけしすなこ くぇ たさぇくぇ いぇ さぇぉけすくう-
ちうすっ う しかせあうすっかうすっ しなとけ くっ 
っ つせあょぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ. 
¨ぉきうしかは しっ さっそけさきぇ ゃ しすけ-
かけゃけすけ たさぇくっくっ. 

╁っつっ っ いぇこけつくぇす きぇとぇ-
ぉっく さっきけくす くぇ ちっくすさぇかくうは 
しすけか.

】っ ぉなょっ こけょきっくっくけ ちはかけ-
すけ おせたくっくしおけ けぉけさせょゃぇくっ う 
けぉいぇゃっあょぇくっすけ, さっくけゃうさぇす 
しっ こけきっとっくうはすぇ, しゅさぇょぇ-
すぇ ういちはかけ しっ しぇくうさぇ. 〈ぇおぇ 
ゃないきけあくけしすうすっ いぇ こけっきぇくっ 
くぇ こけゃっつっ たさぇくっとう しっ いくぇ-
つうすっかくけ くぇさぇしすゃぇす, けぉはしくう 
╁っかつっゃぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか”. ]ゃけはす  ょっゃうい: ”╁うくぇゅう 
たぇこくぇかう – ゃうくぇゅう – こうえくぇ-
かう”, おけえすけ こけつうゃぇ くぇ しすぇさぇ-
すぇ うしすうくぇ, つっ: „╂かぇょくけ くっ しっ 
しすけう”, さなおけゃけょうすっかはす くぇ „¨ぉ-
とっしすゃっくけ たさぇくっくっ” ゃ „┿さしっ-
くぇか” しっ しすさっきう ょぇ こさうかぇゅぇ ゃ 

〈けゃぇ っ かうつくぇすぇ そうかけしけ
そうは くぇ っょくけ くっゃeさけはすくけ 

しかなくつっゃけ きけきうつっ. ‶さっゃなさ
くぇかけ ゃ かうつくぇ おぇせいぇ あっかぇ
くうっすけ ょぇ ょけしすぇゃは さぇょけしす くぇ 
おけかっゅうすっ しう. 
′っいぇゃうしうきけ けす そぇおすぇ, つっ 

しぇきぇすぇ すは ういゅかっあょぇ おぇすけ 
きけきうつっ, ゅぇぉさけゃおぇすぇ ╃っくうちぇ 
]かぇゃつっゃぇ  けすゅかっあょぇ すさう きけ
きうつっすぇ ゃおなとう. ╃なとっさは くぇ 9 
う ぉかういくぇつおう くぇ こけ 4 ゅけょうくう. 
]ぇきけ しかっょ ぉさけっくう ょくう – くぇ 

14-すう きぇえ, すは とっ くぇゃなさてう 
33, くけ くうおけえ くっ え ょぇゃぇ こけ
ゃっつっ けす 19. ‶さけしすけ くはおぇお  っ 
おけくしっさゃうさぇかぇ きけきうつっすけ ゃ 
しっぉっ しう, しなたさぇくうかぇ ゅけ っ ゃ 
くっしかういぇとぇすぇ  かっおけ しゃっくかう
ゃぇ せしきうゃおぇ けす かうちっすけ え,  ゃなゃ 
ゃっょさうすっ え, こけ ょっすしおう かなつっ
いぇさくう, けつう. ′ぇゃはさくけ う いぇすけ
ゃぇ ゃしうつおう は けぉうつぇす う たぇさっし
ゃぇす. ╋くけゅけ こさっょう くうっ ょぇ しっ 
しっすうき  いぇ くっは, くう こけょしっすうたぇ  
おけかっゅうすっ え, いぇ おけうすけ ╃っくうちぇ 
っ しうきゃけか くぇ きぇかなお こさぇいくうお 
ゃ ちったぇ. ‶さけしすけ, いぇとけすけ すは っ 
すぇいう, おけはすけ ゃうくぇゅう しっ しすぇさぇっ 
ょぇ くぇこさぇゃう こさぇいくうお いぇ ゃしっ
おう, おぇすけ ゅけ いぇさぇょゃぇ し ょさっぉっく 
あっしす, くけ し ゅけかはきけ しなさちっ.  
′ぇさうつぇす は „くぇてぇすぇ ╃っくうつ

おぇ” いぇさぇょう すけゃぇ, つっ くっ しう 
こさっょしすぇゃはす ちったぇ ぉっい くっは. 
]すぇくぇかぇ っ くっとけ おぇすけ すぇかうし
きぇく.   

〉しこはかぇ っ ょぇ こさっきうくっ
こさっい しうすくけすけ さってっすけ

くぇ っあっょくっゃくぇすぇ いかけぉぇ 

う うくすさうゅぇ う ょぇ しっ こさっゃなさ

くっ ゃ かのぉうきおぇ くぇ ゃしうつおう: くっ 
しぇきけ いぇさぇょう きぇさすっくうちうすっ 
うかう おぇさすうつおうすっ, おけうすけ すゃけ
さう しぇきけさなつくけ う おけうすけ くけしはす 
ゃうくぇゅう せくうおぇかくう う かうつくう 
こけしかぇくうは いぇ ゃしっおう こけかせつぇ
すっか, ぇ う いぇさぇょう すけゃぇ, つっ しっ っ 
こさっゃなさくぇかぇ ゃ しかなくちっ いぇ ちったぇ 
し きくけゅけ さぇぉけすぇ. ╇ おけゅぇすけ くぇ 
くうおけゅけ くっ きせ っ ょけ こさぇいくうお, 

いぇさぇょう すさっゃけゅう うかう こさけぉかっ
きう, きぇかおけすけ おさったおけ ゅぇぉさけゃつっ 
とっ くぇきっさう こけゃけょ う くぇつうく ょぇ 
ゅけ しないょぇょっ. 
]なゃしっき くぇしおけさけ おけかっゅう え 

ゃなさくぇかう あっしすぇ - ょぇさうかう は 
し すっくょあっさぇ こけょ くぇかはゅぇくっ, 

いぇ ょぇ ゅけすゃう ゃおせしくう う ぉなさいう 
ゅけいぉう くぇ すさうすっ しう とっさおう せ 
ょけきぇ. ‶すうつっくちっ おぇちくぇかけ くぇ 
さぇきけすけ う ういょぇかけ ょけきぇおうく
しおうは きっさぇお くぇ ╃っくうちぇ. 

 ╉けゅぇすけ こさっょう 11 ゅけょうくう 
こさっゃぇかは ╀ぇかおぇくぇ

けすゃなょ ╂ぇぉさけゃけ う しこうさぇ ゃ 

【っえくけゃけ, ゅけ こさぇゃう くっ いぇさぇ
ょう „┿さしっくぇか”, ぇ いぇさぇょう っょうく 
[せきっく. ╋ぇおぇさ ゃ くぇつぇかけすけ 
くっゃうくくぇすぇ こさうつうくぇ ょぇ っ おけ
かっあおぇ けす せつうかうとっ. ‶けおさぇえ 
すぇいう おけかっあおぇ しっ さぇあょぇ う 
ゅけかはきぇすぇ かのぉけゃ, つううすけ こかけ

こけかいぇ くぇ たけさぇすぇ う しっ さぇょゃぇ, 
おけゅぇすけ つせゃぇ けす ういこ. ╃うさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか 2000” - 》さうしすけ 
╇ぉせてっゃ, つっ „すけゃぇ っ くぇえ-たせ-
ぉぇゃうはす しすけか くぇ しゃっすぇ”.
500 はしすうは – しせこう, こさっょはし-

すうは, けしくけゃくう う ょっしっさすう こけょ-
ょなさあぇ ゃ くけきっくおかぇすせさぇすぇ しう 
ぇさしっくぇかしおけすけ しすけかけゃけ たさぇ-
くっくっ おなき きけきっくすぇ. ╋っくの-
すけ しっ しゅかけぉはゃぇ こけ ょぇくくう いぇ 
しおかぇょけゃぇすぇ くぇかうつくけしす くぇ 
たさぇくうすっ こけ おけきこのすなさっく こなす, 
いぇさっあょぇくっすけ しすぇゃぇ しっょきうちぇ 
いぇ しっょきうちぇ, いぇ ょぇ ぉなょぇす こさけ-
ょせおすうすっ こさっしくう う おぇつっしすゃっ-
くう. 〈せお しっ たさぇくはす う きくけゅけすけ 
つせあょっしすさぇくくう ゅけしすう, おけうすけ 
うょゃぇす ゃ „┿さしっくぇか”. ╃けきぇ-
おうくうすっ ゃくうきぇゃぇす ゃおせしけゃっすっ 
うき ょぇ ぉなょぇす せょけゃかっすゃけさっくう 
う こさけせつゃぇす こさっょゃぇさうすっかくけ 
すったくうすっ こさっょこけつうすぇくうは. „┿さ-
しっくぇか” うきぇ う しけぉしすゃっく ちった いぇ 
いぇおせしおう, おぇおすけ う しかぇょおぇさしおう 
ちった. ╋くけゅけ けす けさなあっえくうちうすっ, 
こけ しすぇさぇ すさぇょうちうは, こさけょなか-
あぇゃぇす ょぇ こけさなつゃぇす たさぇくぇ けす 
しすけかぇ いぇ ゃおなとう, ぇ こけさなつおうすっ 
いぇ すけさすうすっ, けしけぉっくけ こけ こさぇい-
くうちうすっ, うょゃぇす う けす おぇいぇくかな-
つぇくう, おけうすけ くっ さぇぉけすはす すせお. 
┿さしっくぇかしおぇすぇ ゅけかはきぇ すけさすぇ 
しすさせゃぇ しぇきけ 13 かっゃぇ, ょけおぇ-
すけ くぇ ょさせゅう きっしすぇ すぇおうゃぇ 
っおしすさう しぇ こけ ぉかういけ 30 かっゃぇ. 
╄おうこなす くぇ „¨ぉとっしすゃっくけ たさぇ-
くっくっ” ゃ „┿さしっくぇか” こさけぉゃぇ う 
ゃうしてうは こうかけすぇあ ゃ こさけそっ-
しうはすぇ – けさゅぇくういうさぇす う おっ-
すなさうくゅ いぇ ゅけしすう, こけしさっとぇす し 
ぉかけお-きぇしう そうさきっくうすっ こぇさす-
くぬけさう, あせさくぇかうしすう こけ ゃさっきっ 
くぇ こさぇいくうつくう しなぉうすうは, くけ 
くぇえ-さぇょけしすくけ いぇ ゅけすゃぇつうすっ けす 
けぉけしけぉっくけすけ いゃっくけ っ っあっゅけょ-
くけすけ しなぉうさぇくっ くぇ こさぇいくうおぇ 
くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, おけっすけ 

こさっい きうくぇかぇすぇ っしっく ぉっ けしけ-
ぉっくけ いぇこけきくはとけ しっ – くっ くぇ 
こけしかっょくけ きはしすけ う し けすかうつ-
くぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ういくっ-
しっくう こぇかぇすおう しおぇさぇ-ぉうさぇ 
くぇ けすおさうすけ おさぇえ しすぇょうけくぇ, 
おなょっすけ ぇさしっくぇかちう しなつっすぇ-
たぇ たぇこゃぇくっすけ う こうえゃぇくっすけ 
し けすかうつくけすけ くぇしすさけっくうっ けす 
おけくちっさすぇ くぇ っしすさぇょぇすぇ おさぇえ 
いっかっくぇすぇ すさっゃぇ. ‶さう すけゃぇ – 
くぇ ょけぉさう ちっくう. 
‶さっょゃうあょぇ しっ しすけかなす くぇ 

„┿さしっくぇか” ょぇ さぇぉけすう こけ 
ゃさっきっ くぇ ちっかうは さっきけくす, 
おけえすけ ゃっつっ しすぇさすうさぇ, うく-
そけさきうさぇ うくあ. ╁っかつっゃぇ. 〈は 
けぉきうしかは こけょたけょはとけ きっくの – 
しおぇさぇ う こなさあっくう おぇさすけそおう, 
くぇ ちっくぇ くっ こけゃっつっ けす 1.20 
かっゃぇ いぇ おっぉぇこつっ けす 100 ゅさぇ-
きぇ, たかっぉつっ う ゅぇさくうすせさぇ. 

】っ ぉなょぇす しこぇいっくう ゃしうつ-
おう たうゅうっくくう くけさきう. 

‶さっい ゅけょうくうすっ くうすけ ゃっょ-
くなあ ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ たさぇ-
くっくっ くっ っ うきぇかけ しかせつぇう 
くぇ たさぇくうすっかくう こさけぉかっきう 
う くぇすさぇゃはくうは, くっ ぉっい せょけ-
ゃかっすゃけさっくうっ おけきっくすうさぇ 
けとっ うくあ. ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ. 
„》さぇくっくっすけ くぇ たけさぇすぇ ょぇ-
かっつ くっ っ こさけしすぇ さぇぉけすぇ. ¨す 
いぇはゃおぇすぇ くぇ すけつくけすけ おけ-
かうつっしすゃけ こさけょせおすう  こさっい 
こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ きっくのすけ, 
おぇかおせかぇちうはすぇ, かのぉけゃすぇ こさう 
ゅけすゃっくっすけ う せしきうゃおぇすぇ こさう 
こけょくぇしはくっすけ”, こさっい せしきうゃおぇ 
おぇいゃぇ うくあ. ╁っかつっゃぇ. ]ぇきぇすぇ 
すは けぉうつぇ ょぇ っおしこっさうきっくすう-
さぇ こけしすけはくくけ う こなさゃぇ  うい-
こさけぉゃぇかぇ くけゃうすっ さっちっこすう, 
こけしかっ せつう くぇ すはた う きぇえしすけ-
さうすっ-ゅけすゃぇつう ゃ „┿さしっくぇか”. 
╄ょゃぇ 28 ょせてう しっ ゅさうあぇす いぇ 
けぉはょぇ, いぇおせしおぇすぇ う ょっしっさすぇ 
くぇ たうかはょうすっ ぇさしっくぇかちう. ¨す 
すはた 25 しぇ ゅけすゃぇつう. 〈っ けしう-
ゅせさはゃぇす すけこかぇすぇ しせこぇ けとっ 
ゃ 6.30 つぇしぇ しせすさうくすぇ, ぇおけ 
しっ くぇかけあう – さぇぉけすはす ゅなゃおぇ-
ゃけ う こさう ゃいぇうきくぇ いぇきっくはっ-
きけしす. „╉ぇおすけ さぇぉけすうき, すぇおぇ 
う しっ ゃっしっかうき”, おけきっくすうさぇ 
うくあ. ╁っかつっゃぇ, おけはすけ けぉうつぇ 
ょぇ しなぉうさぇ おけかっおすうゃぇ う いぇ 
こさぇいくうちう う こさけしすけ - すぇおぇ, 
ゃ ょゃうあっくうっ, けこっさぇすうゃくけ, し 
かっおけすぇ, おぇおすけ しはおぇて すせお しっ 
こさぇゃう ゃしうつおけ: し けぉうつすぇ おなき 
さぇぉけすぇすぇ う し せぉっあょっくうっすけ 
くぇ うくあ. ╁っかつっゃぇ, つっ うきぇ 
しぇきけ っょうく くぇつうく ょぇ ゃなさゃはす 
くっとぇすぇ, し きうしなかすぇ: ”]ぇきけ 
くぇこさっょ!”.   

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╇くあ. ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ 

╆ぇ╉╊ぅ¨ ¨〉╋╊〉╊『¨...

》『¨[]ょぁ¨ 〈╊╋╉】‒¨『〈╊〉¨っ【 【】『〉¨『 》《 ‒】【╆《] 

〈さぇょうちうはすぇ くぇ しなすさせょくう-
つっしすゃけ きっあょせ そぇおせかすっすぇ こけ 
„╋ぇてうくけしすさけっくっ う せさっょけ-
しすさけっくっ”- 〈〉 ゅさ.‶かけゃょうゃ う 
„┿さしっくぇか”, ょぇすうさぇとぇ けす ゅけ-
ょうくう, ぉっ いぇすゃなさょっくぇ くっ しぇきけ 
し こけさっょくぇすぇ ゃういうすぇ, くけ う し 
そぇおすぇ, つっ ょけしおけさけてくう ゃない-
こうすぇくうちう くぇ ╁〉╆-ぇ しぇ ゃっつっ 
ぇおすうゃくう ぇさしっくぇかしおう おぇょさう ゃ 
おけくしすさせおすうゃくうすっ う すったくけかけ-
ゅうつくうすっ けすょっかう くぇ そうさきぇすぇ. 
╂させこぇすぇ けす ╇くあっくっさくけ-こっ-

ょぇゅけゅうつっしおうは そぇおせかすっす ゃ 
ゅさぇょ ]かうゃっく くぇこさぇゃう しゃけは 
こさけとなこせかくうお ゃ „┿さしっくぇか” 
くぇ 24-すう ぇこさうか. ╆ぇっょくけ し 
かのぉけいくぇすっかくうすっ しすせょっくすう 
ぉはたぇ う すったくうすっ こさっこけょぇゃぇ-
すっかう - ょけち. ょ-さ うくあ. ╋うたぇ-
っかぇ 〈けこぇかけゃぇ, ょけち. ょ-さ うくあ. 
╂けしこけょうく ]すっそぇくけゃ う ゅか. ぇし. 
うくあ. ╋うたぇうか ╋うかっゃ.
╀なょっとうすっ しかうゃっくしおう しこっ-

ちうぇかうしすう けす そぇおせかすっす „╉けき-
このすなさくう すったくけかけゅうう ゃ きぇ-
てうくけしすさけっくっすけ”  こさけゃっょけたぇ 
っょくけょくっゃっく こさけういゃけょしすゃっく 
しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか”. ‶さけゅさぇ-
きぇすぇ うき  ゃおかのつゃぇてっ きせか-
すうきっょうえくぇ こさっいっくすぇちうは くぇ 
うしすけさうはすぇ う そうさきっくうは こさけ-
そうか くぇ いぇゃけょぇ, いぇこけいくぇゃぇ-
くっ し きせいっえくぇすぇ っおしこけいうちうは 
う こけしっとっくうっ くぇ けぉくけゃっくうは 
‶さけゅさぇきっく ちった おなき いぇゃけょ 
1. ¨すいうゃうすっ くぇ ゅけしすうすっ うい-
くっくぇょぇたぇ ょけさう う ょけきぇおうくう-
すっ – うくあ. ′うおけかぇえ ╉せちぇさけゃ 
けす いぇゃけょ 5, こさけゅさぇきうしすなす くぇ 
しけそすせっさくう こさうかけあっくうは 〈ぇ-
くぬけ 〈ぇくっゃ う ╆ぇこさはく ╉けしすけゃ, 
くぇしすさけえつうお ╋╋ し 『‶〉 けす いぇ-
ゃけょ 1. ]すせょっくすうすっ しこけょっかう-
たぇ, つっ くっ しぇ けつぇおゃぇかう すぇおぇ-
ゃぇ きぇとぇぉくけしす くぇ そうさきぇすぇ, 
おぇおゃぇすけ しぇ ゃうょっかう - おぇすけ  
すっさうすけさうは,  こさけういゃけょしすゃけ, 
くけきっくおかぇすせさぇ くぇ ういょっかうは う  
うくあっくっさくう ょかなあくけしすう.  
„〈ぇ ゃうっ しう うきぇすっ う いっかっく 

しすぇょうけく, しこけさすくう うゅさうとぇ, 
ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, しすけかけゃぇ!” 
– せつせょっくけ おけきっくすうさぇ っょくけ 
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けす きけきつっすぇすぇ, ょけおぇすけ ょさせゅけ 
さぇいおぇいぇ おぇおゃけ っ くぇせつうか いぇ 
こぇすっくすくぇすぇ ょっえくけしす う さぇい-
くけけぉさぇいうっすけ けす ういょっかうは ゃ 
„┿さしっくぇか”, ぇ さぇいゅけゃけさかうゃけ 
きけきうつっ さぇいこうすぇ いぇ しすうこっく-
ょうぇくすしおぇすぇ  こさけゅさぇきぇ くぇ 
そうさきぇすぇ, いぇ こかぇすっくうは けす-
こせしお いぇ けぉせつっくうっ う いぇこかぇ-
とぇくっすけ. ╁なけょせてっゃっくう けす ゃう-
ょはくけすけ, しすせょっくすうすっ ゃかういぇたぇ 
う ゃ しこけさ おなょっ ゃしなとくけしす とっ  
くぇせつぇす こけゃっつっ - ゃなゃ ゃうしてっすけ 
せつうかうとっ うかう くぇ さぇぉけすくけすけ 
きはしすけ. 
′ぇ さぇいょはかぇ  しすせょっくすうすっ 

こけこなかくうたぇ う しこっちうぇかくう ぇく-
おっすくう おぇさすう, こさっょけしすぇゃっくう 
けす けすょっか „╉ぇょさう” ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ. 『っかすぇ くぇ すっいう ぇくおっすう 
ぉっ こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ  けぉさぇ-
すくぇ ゃさないおぇ いぇ きくっくうっすけ くぇ 
しすせょっくすうすっ けす こけしっとっくうっ-
すけ う すったくうすっ ゃこっつぇすかっくうは. 
′ぇ ゃなこさけしぇ „]つうすぇすっ かう, つっ 
„┿さしっくぇか”  ぉう ぉうか こけょたけょはと 
いぇ ╁ぇし さぇぉけすけょぇすっか, しこけ-
さっょ かうつくうすっ ╁う けつぇおゃぇくうは 
う しこけさっょ せつっぉくぇすぇ ╁う しこっ-
ちぇかくけしす?”, きくけいうくしすゃけすけ けす 
けすゅけゃけさうすっ しぇ こけかけあうすっかくう. 
„‶さう しかっょゃぇとぇ ゃないきけあくけしす 

ょぇ こけしっすうき う ╉けくしすさせおすうゃ-
くうは けすょっか!”, ぉっ こさっょかけあっくう-
っすけ くぇ しすせょっくすうすっ くぇ そうくぇかぇ 
くぇ すはたくぇすぇ ゃういうすぇ ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ. ]かっょ すけゃぇ こさけゅさぇきぇすぇ 
うき こけ すさぇょうちうは ゃおかのつゃぇてっ う 
こけしっとっくうっ くぇ いぇぉっかっあうすっか-
くけしすうすっ くぇ ゅさぇょぇ う さぇえけくぇ.  

〈┿, しなし 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 けすょっか „╉ぇょさう” 

╇ しなし しこっちうぇかくぇすぇ ぉかぇ-
ゅけょぇさくけしす いぇ こけょおさっこぇすぇ ゃ 
かのぉっいくけすけ ょけきぇおうくしすゃけ う 
けす しすさぇくぇ くぇ しかせあうすっかうすっ 
くぇ ╆ぇゃけょ 1/400 , くぇ けすょっか 
„╋ぇさおっすうくゅ”, こさっょけしすぇゃうか 
さっおかぇきくう こぇおっすう いぇ ゃしうつおう 
しすせょっくすう, う くぇ おけかっおすうゃぇ くぇ 
さぇぉけすくうつっしおうは しすけか くぇ „┿さ-
しっくぇか” – いぇ ゃおせしくうは けぉはょ.

] きくけゅけ っきけちうう う こけあっかぇすっかっく ぉさけえ こせぉかうおぇ  
こさうおかのつう こなさゃうはす きっあょせそうさきっく すせさくうさ こけ 

そせすぉけか, けさゅぇくういうさぇく けす 《╉ „┿さしっくぇか 2000”. ]ぇきけ 
すさう けすぉけさぇ, ゃ すけゃぇ つうしかけ う くぇ ょけきぇおうくうすっ, ういはゃう-
たぇ あっかぇくうっ いぇ せつぇしすうっ: けしゃっく けすぉけさなす くぇ „┿さしっくぇか 
2000”, ゃ すせさくうさぇ しっ ゃおかのつうたぇ  けすぉけさうすっ くぇ [‶〉- ╉ぇ-
いぇくかなお う くぇ おぇぉっかっく けこっさぇすけさ „ ╀う ╀う ]う ╉っえぉなか”.
╇ すさうすっ しさっとう しっ しゃうさうたぇ けす しなょうえしおぇ すさけえおぇ ゃ 

しなしすぇゃ: ゅか. しなょうは ‶っすなさ ╃あう-
ゅけゃ う くっゅけゃう こけきけとくうちう ╂っけさ-
ゅう ‶ぇゃかけゃ う ╋うかっく ╃うきうすさけゃ. 
╆ぇ くぇしすさけっくうっすけ くぇ いさうすっかう-

すっ  しゃっあ  ぇおちっくす ゃくっしけたぇ う ょっ-
ゃけえおうすっ けす きぇあけさっすくうは しなしすぇゃ 
くぇ ‶╂ こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす う 
すせさういなき. 
′ぇせつっくけすけ こさっい ゅけょうくぇすぇ  ょっ-

きけくしすさうさぇたぇ こさっょ こせぉかうおぇすぇ う 
きぇかおうすっ そせすぉけかうしすう けす ょっすしおけ-
のくけてっしおぇすぇ ておけかぇ くぇ „┿さしっ-
くぇか 2000”  し すさっくぬけさ ]すぇくうしかぇゃ 
‶ったかうゃぇくけゃ - ╃あけくう. 
╁しうつおう しさっとう しっ うゅさぇたぇ くぇ 

しすぇょうけく „┿さしっくぇか” -  し こさけょなか-
あうすっかくけしす けす こけ 25 きうくせすう ゃしは-
おけ こけかせゃさっきっ.
╄すけ う さっいせかすぇすうすっ けす しさっとうすっ: 
I-ゃぇ しさっとぇ
┿さしっくぇか - BBC Cable
[っいせかすぇす 5:1(3 ゅけかぇ くぇ ╉さぇしう-

きうさ 〈けくっゃ けす けすぉけさぇ くぇ „┿さしっ-
くぇか”,  おけえすけ しすぇくぇ ゅけかきぇえしすけさ 

くぇ すせさくうさぇ)
II-さぇ しさっとぇ
BBC Cable - M╁[
[っいせかすぇす 4:1
╉ぇぉっかくうはす けこっさぇすけさ こけぉっょう けす-

ぉけさぇ くぇ こけかうちうはすぇ, くけ こけょぇょっくぇ 
おけくすっしすぇちうは けす しすさぇくぇ くぇ ╋╁[ 
おなき „ ╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” いぇ くっさっ-
ょけゃくう うゅさぇつう しすぇくぇ こけゃけょ  けさゅぇ-
くういぇすけさうすっ くぇ すせさくうさぇ  ょぇ せゃぇ-
あぇす うしおぇくっすけ くぇ こけかうちうはすぇ. ]かっょ 
こさけゃっょっくぇすぇ  しさっとぇ ぉっ さってっくけ, 
つっ けすぉけさなす くぇ ╋╁[ うきぇ こさぇゃけ . 
╁ さっいせかすぇす くぇ すけゃぇ くぇ けすぉけさぇ くぇ 
[‶〉-╉ぇいぇくかなお ぉっ こさうしなょっくぇ いぇ-
しかせあっくぇ こけぉっょぇ けす  3:0.
III-すぇ しさっとぇ (《╇′┿╊)
„┿さしっくぇか” - ╋╁[
[っいせかすぇす:
3:0 (╃ゃぇ ゅけかぇ くぇ ╉さぇしうきうさ 〈け-

くっゃ, おけえすけ けぉとけ ゃ すせさくうさぇ けすっかは-
いぇ 5 ゅけかぇ いぇ ょゃぇ きぇつぇ)
╁ こけしかっょくうすっ 10 きうくせすう くぇ ゃすけ-

さけすけ こけかせゃさっきっ くぇ きはしすけすけ くぇ 

╉さぇしうきうさ 〈けくっゃ ゃかっいっ  ╋うさぇく ╋ぇ-
ょっくょあうはく. 
 ]かっょ そうくぇかくぇすぇ しさっとぇ こさっょしっょぇ-

すっかはす くぇ 〉] くぇ  《╉ „┿さしっくぇか 2000” 
ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ さぇいょぇょっ しうきゃけ-
かうつくう くぇゅさぇょう  くぇ すさうすっ けすぉけさぇ, 
せつぇしすゃぇかう ゃ すせさくうさぇ. ╉かぇしうさぇかうすっ 
しっ くぇ こさなゃうすっ ょゃっ きっしすぇ こけかせつうたぇ 
ゅさぇきけすう う そせすぉけかくう すけこおう, ぇ けすぉけ-
さなす くぇ すさっすぇ こけいうちうは - しぇきけ ゅさぇきけ-
すぇ. 
╉さぇえくけ おかぇしうさぇくっ:
I-ゃけ きはしすけ  - „┿[]╄′┿╊”
II-さけ きはしすけ - ╋╁[
III-すけ きはしすけ - BBC Cable
‶ぇさっかっかくけ  し  そせすぉけかくうすっ っきけちうう 

くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” ゃっつっ いぇこけつ-
くぇたぇ う ゃなすさってくうすっ すせさくうさう こけ いぇ-
ゃけょう こけ ゃけかっえぉけか う くぇさけょくぇ すけこおぇ. 
¨す 2-さう きぇえ しすぇさすうさぇ う ゃなすさってくけ-
いぇゃけょしおうはす すせさくうさ こけ そせすぉけか. ‶け-
しかっょくぇすぇ しさっとぇ っ きっあょせ  あっくしおうすっ 
けすぉけさう くぇ „┿さしっくぇか”. 

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

ょけゃっ しっゅぇ さぇょゃぇす しっきっえしすゃけ
すけ くぇ ╃っくうちぇ ゃ っょうく こけゃっつっ 
けす しうきこぇすうつっく きぇすさうぇさたぇす: 
„╁しはおぇ けす くぇし っ しなし しゃけっ あっ
かぇくうっ いぇ ゃっつっさは, くけ ゃしっ こぇお 
うきぇ う っょくけ くっとけ かのぉうきけ - 
しこぇゅっすう”, おぇいゃぇ とぇしすかうゃぇすぇ 
きぇえおぇ けす きぇすさうぇさたぇすぇ. 

‶さっょう 7 ゅけょうくう
ょうこかけきうさぇくぇすぇ

ゃうしてうしすおぇ 

けす ]すけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ 
]ゃうとけゃ こさっきうくぇゃぇ いぇ こさなゃ 
こなす こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか” う 
こさっい せき くっ え きうくぇゃぇ, つっ すけいう 
こなす とっ ぉっかっあう あうゃけすぇ え. 
╇ しっょっき ゅけょうくう こけ-おなしくけ 

とっ っ せぉっょっくぇ, つっ くっ しっ ういおせ
てぇゃぇ ょぇ いぇきっくう さぇぉけすぇすぇ しう 
くぇ けおぇつっしすゃうすっか くぇ こぇすさけくう 
いぇ „くっとけ こけ すぇおぇ くぇ ぉのさけ”, 
いぇとけすけ „すせお たけさぇすぇ きう たぇ
さっしゃぇす”. 
‶けおさぇえ たけさぇすぇ いぇけぉうつぇかぇ う 

さぇぉけすぇすぇ, おぇすけ くっ おさうっ,  つっ 
いぇしかせゅぇ いぇすけゃぇ  うきぇ う こなさ
ゃぇすぇ え くぇしすぇゃくうつおぇ ゃ ちったぇ 
]すけはくおぇ ┿くゅっかけゃぇ う くっゃっ
さけはすくぇすぇ くぇつぇかくうつおぇ [ぇえくぇ 
〈けすっゃぇ, おけはすけ けぉうつぇ ゃしうつおう 
おぇすけ しゃけう ょなとっさう. 
] ゃさっきっすけ いぇゃなさてうかぇすぇ 

きぇさおっすうくゅ ╃っくうちぇ せしゃけはゃぇ 
すなくおけしすうすっ くぇ こぇすさけくうすっ う 
すはたくけすけ おぇつっしすゃけ う ゃっつっ し 
こさけしすけ けおけ きけあっ ょぇ こさっちっ
くう けすょぇかっつ おぇつっしすゃっくぇすぇ けす 
くっょけすぇき おぇつっしすゃっくぇすぇ こさけ
ょせおちうは. 

′っ きけゅぇ ょぇ しう こさっょしすぇゃは 
ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ 

っょうく ょっく とっ しっ しなぉせょは う 
くはきぇ ょぇ すさなゅくぇ いぇ さぇぉけすぇ, 
こさういくぇゃぇ けおぇつっしすゃうすっかおぇすぇ, 
いぇ おけはすけ くぇえ-すさせょくけすけ ゃさっきっ 
ゃ ちったぇ っ こさっあうゃはくけすけ  すぇいう 
いうきぇ, おけゅぇすけ いぇさぇょう けこすう
きういぇちうは しっ くぇかけあうかけ ょぇ しっ 
さぇいょっかはす し 25 ょせてう けす しなし
すぇゃぇ. 
╀ってっ すさせょくけ う すっあおけ, きなつ

くけ こさうっきぇて そぇおすぇ, つっ せすさっ 
し すけいう つけゃっお くはきぇ ょぇ きけあって 
ょぇ しう おぇあって ゃ ちったぇ ょけぉさけ 
せすさけ, おぇいゃぇ きかぇょぇすぇ あっくぇ,  

いぇ おけはすけ しっゅぇ くぇえ-ゃぇあくけすけ っ 
ょぇ うきぇす さぇぉけすぇ う しかっょ のくう. 
╆ぇ ╃っくうちぇ ぉなょっとっすけ くぇ 

そうさきぇすぇ っ こさはおけ しゃなさいぇくけ し 
ょけぉさけすけ ぉなょっとっ くぇ しすさぇくぇすぇ 
くう, おけはすけ くっ あっかぇはす ょぇ くぇ
こせしおぇす しなし しなこさせゅぇ え.
╋ぇおぇさ つっ うきぇす こけゅかっょ う 

ゃういうは おぇお っ くぇゃなく, いぇとけすけ 
しなこさせゅなす [せきっく っ きっあょせ
くぇさけょっく てけそぬけさ う しっ ゅせぉう 
し きっしっちう こけ っゃさけこっえしおうすっ 
こなすうとぇ. ╇ しっゅぇ っ くぇ おせさし, 
とっ しっ ゃなさくっ っょゃぇ ゃ おさぇは くぇ 
のくう. ╃けすけゅぇゃぇ 

ょくうすっ くぇ ╃っくうちぇ しぇ
しすさけゅけ さっゅかぇきっくすうさぇくう: 

しすぇゃぇくっ しせすさうく ゃ 6, こけしかっ 
せつうかうとっ ゃ ゅさぇょぇ いぇ ゅけかはきぇ
すぇ とっさおぇ ╆ょさぇゃおぇ, ょっすしおぇ 
ゅさぇょうくぇ いぇ きぇかおうすっ ╊けさぇ 
う ┿かっおしうは, くっゃっさけはすくけすけ 
ゃさっきっ し おけかっゅうすっ  ゃ ちったぇ う 
ゃっつっさ けぉさぇすくけ いぇ 【っえくけゃけ, 
おなょっすけ は つぇおぇす すさうすっ こさっ
おさぇしくう いゃっさつっすぇ う さぇいぉさぇ
くぇすぇ しゃっおなさゃぇ.  
╁さっきっ いぇ きっく うきぇ, くけ おなしくけ 

ゃっつっさ, おぇすけ せすうたくっ おなとぇすぇ, 
こさういくぇゃぇ きかぇょぇすぇ きぇえおぇ う 
しこけょっかは, つっ ゃ すぇおうゃぇ けす
おさぇょくぇすう すうたう つぇしけゃっ けぉうつぇ 
ょぇ てうっ ゅけぉかっくう, ょぇ ゅかっょぇ 
かのぉうき そうかき うかう こさけしすけ... 
ょぇ こけきっつすぇっ. 

》ぇさっしゃぇき あうゃけすぇ しう,
たぇさっしゃぇき さぇぉけすぇ しう

う しなき とぇしすかうゃぇ, 

うしおさっくけ こさういくぇゃぇ ╃っくうちぇ 
]かぇゃつっゃぇ けす ╆ぇゃけょ 2. 
╆ぇ おけはすけ 26-すう きぇえ っ くっとけ 

おぇすけ きぇかなお くぇちうけくぇかっく 
こさぇいくうお いぇさぇょう さけあょっくうは 
ょっく くぇ ょゃっすっ ぉかういくぇつおう, ぇ 
こっさうけょなす しかっょ のくう - こなかっく 
し けつぇおゃぇくっ: いぇ しなこさせゅぇ, おけえ
すけ とっ しっ こさうぉっさっ けす こなす, いぇ 
きけさっすけ, くぇ おけっすけ とっ けすうょぇす 
いぇっょくけ, う いぇ おなとぇすぇ, しゃうすぇ 
ゃ ]きけかはくしおうは ぉぇかおぇく, おさぇえ 
おけはすけ くぇ ゃけかは とっ すうつぇす とっさ
おうすっ え. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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‶けゃっつっすけ ぇさしっくぇかちう, けぉぇつっ, 
こさっょこけつうすぇす おけきぉうくぇちうはすぇ 
けす けしくけゃくけ う こけくはおけゅぇ – ょっ
しっさす, しこけょっかう ゃこっつぇすかっくうは
すぇ しう ╁っかつっゃぇ, おけはすけ さぇぉけすう 
すせお けとっ ゃっょくぇゅぇ しかっょ ょうこかけ

きうさぇくっすけ しう ゃ 〉くうゃっさしうすっすぇ 
こけ たさぇくうすっかくけ-ゃおせしけゃぇ こさけ
きうてかっくけしす ゃ ‶かけゃょうゃ こさっょう 
33 ゅけょうくう. ╃くってくぇすぇ ゅさうあぇ 
いぇ おぇつっしすゃっくぇすぇ すけこかぇ たさぇくぇ 
ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ しすけかけゃう うきぇ 
いょさぇゃぇ すさぇょうちうは – 200 けぉっお
すぇ: しすけかけゃっ こけ ゃしっおう いぇゃけょ, 
きぇゅぇいうくう う かぇゃおう しぇ くぇ さぇい
こけかけあっくうっ くぇ ぇさしっくぇかちう ゃなゃ 
ゃさっきっすけ こさっょう ゅけかはきぇすぇ おさう
いぇ し こぇいぇさうすっ くぇ しこっちうぇかくぇ 
こさけょせおちうは, おけうすけ ╀なかゅぇさうは 
けすしすなこう こけ こけかうすうつっしおう こさう
つうくう こさっょう 20 ゅけょうくう.   
╃くっし うょっはすぇ いぇ こけ-ぉかういなお 

ょけしすなこ くぇ たさぇくぇ いぇ さぇぉけすくう
ちうすっ う しかせあうすっかうすっ しなとけ くっ 
っ つせあょぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ. 
¨ぉきうしかは しっ さっそけさきぇ ゃ しすけ
かけゃけすけ たさぇくっくっ. 

╁っつっ っ いぇこけつくぇす きぇとぇ
ぉっく さっきけくす くぇ ちっくすさぇかくうは 
しすけか.

】っ ぉなょっ こけょきっくっくけ ちはかけ
すけ おせたくっくしおけ けぉけさせょゃぇくっ う 
けぉいぇゃっあょぇくっすけ, さっくけゃうさぇす 
しっ こけきっとっくうはすぇ, しゅさぇょぇ
すぇ ういちはかけ しっ しぇくうさぇ. 〈ぇおぇ 
ゃないきけあくけしすうすっ いぇ こけっきぇくっ 
くぇ こけゃっつっ たさぇくっとう しっ いくぇ
つうすっかくけ くぇさぇしすゃぇす, けぉはしくう 
╁っかつっゃぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか”. ]ゃけはす  ょっゃうい: ”╁うくぇゅう 
たぇこくぇかう – ゃうくぇゅう – こうえくぇ
かう”, おけえすけ こけつうゃぇ くぇ しすぇさぇ
すぇ うしすうくぇ, つっ: „╂かぇょくけ くっ しっ 
しすけう”, さなおけゃけょうすっかはす くぇ „¨ぉ
とっしすゃっくけ たさぇくっくっ” ゃ „┿さしっ
くぇか” しっ しすさっきう ょぇ こさうかぇゅぇ ゃ 

〈けゃぇ っ かうつくぇすぇ そうかけしけ-
そうは くぇ っょくけ くっゃeさけはすくけ 

しかなくつっゃけ きけきうつっ. ‶さっゃなさ-
くぇかけ ゃ かうつくぇ おぇせいぇ あっかぇ-
くうっすけ ょぇ ょけしすぇゃは さぇょけしす くぇ 
おけかっゅうすっ しう. 
′っいぇゃうしうきけ けす そぇおすぇ, つっ 

しぇきぇすぇ すは ういゅかっあょぇ おぇすけ 
きけきうつっ, ゅぇぉさけゃおぇすぇ ╃っくうちぇ 
]かぇゃつっゃぇ  けすゅかっあょぇ すさう きけ-
きうつっすぇ ゃおなとう. ╃なとっさは くぇ 9 
う ぉかういくぇつおう くぇ こけ 4 ゅけょうくう. 
]ぇきけ しかっょ ぉさけっくう ょくう – くぇ 

14-すう きぇえ, すは とっ くぇゃなさてう 
33, くけ くうおけえ くっ え ょぇゃぇ こけ-
ゃっつっ けす 19. ‶さけしすけ くはおぇお  っ 
おけくしっさゃうさぇかぇ きけきうつっすけ ゃ 
しっぉっ しう, しなたさぇくうかぇ ゅけ っ ゃ 
くっしかういぇとぇすぇ  かっおけ しゃっくかう-
ゃぇ せしきうゃおぇ けす かうちっすけ え,  ゃなゃ 
ゃっょさうすっ え, こけ ょっすしおう かなつっ-
いぇさくう, けつう. ′ぇゃはさくけ う いぇすけ-
ゃぇ ゃしうつおう は けぉうつぇす う たぇさっし-
ゃぇす. ╋くけゅけ こさっょう くうっ ょぇ しっ 
しっすうき  いぇ くっは, くう こけょしっすうたぇ  
おけかっゅうすっ え, いぇ おけうすけ ╃っくうちぇ 
っ しうきゃけか くぇ きぇかなお こさぇいくうお 
ゃ ちったぇ. ‶さけしすけ, いぇとけすけ すは っ 
すぇいう, おけはすけ ゃうくぇゅう しっ しすぇさぇっ 
ょぇ くぇこさぇゃう こさぇいくうお いぇ ゃしっ-
おう, おぇすけ ゅけ いぇさぇょゃぇ し ょさっぉっく 
あっしす, くけ し ゅけかはきけ しなさちっ.  
′ぇさうつぇす は „くぇてぇすぇ ╃っくうつ-

おぇ” いぇさぇょう すけゃぇ, つっ くっ しう 
こさっょしすぇゃはす ちったぇ ぉっい くっは. 
]すぇくぇかぇ っ くっとけ おぇすけ すぇかうし-
きぇく.   

〉しこはかぇ っ ょぇ こさっきうくっ
こさっい しうすくけすけ さってっすけ

くぇ っあっょくっゃくぇすぇ いかけぉぇ 

う うくすさうゅぇ う ょぇ しっ こさっゃなさ-

くっ ゃ かのぉうきおぇ くぇ ゃしうつおう: くっ 
しぇきけ いぇさぇょう きぇさすっくうちうすっ 
うかう おぇさすうつおうすっ, おけうすけ すゃけ-
さう しぇきけさなつくけ う おけうすけ くけしはす 
ゃうくぇゅう せくうおぇかくう う かうつくう 
こけしかぇくうは いぇ ゃしっおう こけかせつぇ-
すっか, ぇ う いぇさぇょう すけゃぇ, つっ しっ っ 
こさっゃなさくぇかぇ ゃ しかなくちっ いぇ ちったぇ 
し きくけゅけ さぇぉけすぇ. ╇ おけゅぇすけ くぇ 
くうおけゅけ くっ きせ っ ょけ こさぇいくうお, 

いぇさぇょう すさっゃけゅう うかう こさけぉかっ-
きう, きぇかおけすけ おさったおけ ゅぇぉさけゃつっ 
とっ くぇきっさう こけゃけょ う くぇつうく ょぇ 
ゅけ しないょぇょっ. 
]なゃしっき くぇしおけさけ おけかっゅう え 

ゃなさくぇかう あっしすぇ - ょぇさうかう は 
し すっくょあっさぇ こけょ くぇかはゅぇくっ, 

いぇ ょぇ ゅけすゃう ゃおせしくう う ぉなさいう 
ゅけいぉう くぇ すさうすっ しう とっさおう せ 
ょけきぇ. ‶すうつっくちっ おぇちくぇかけ くぇ 
さぇきけすけ う ういょぇかけ ょけきぇおうく-
しおうは きっさぇお くぇ ╃っくうちぇ. 

 ╉けゅぇすけ こさっょう 11 ゅけょうくう 
こさっゃぇかは ╀ぇかおぇくぇ

けすゃなょ ╂ぇぉさけゃけ う しこうさぇ ゃ 

【っえくけゃけ, ゅけ こさぇゃう くっ いぇさぇ-
ょう „┿さしっくぇか”, ぇ いぇさぇょう っょうく 
[せきっく. ╋ぇおぇさ ゃ くぇつぇかけすけ 
くっゃうくくぇすぇ こさうつうくぇ ょぇ っ おけ-
かっあおぇ けす せつうかうとっ. ‶けおさぇえ 
すぇいう おけかっあおぇ しっ さぇあょぇ う 
ゅけかはきぇすぇ かのぉけゃ, つううすけ こかけ-

こけかいぇ くぇ たけさぇすぇ う しっ さぇょゃぇ, 
おけゅぇすけ つせゃぇ けす ういこ. ╃うさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか 2000” - 》さうしすけ 
╇ぉせてっゃ, つっ „すけゃぇ っ くぇえ-たせ
ぉぇゃうはす しすけか くぇ しゃっすぇ”.
500 はしすうは – しせこう, こさっょはし

すうは, けしくけゃくう う ょっしっさすう こけょ
ょなさあぇ ゃ くけきっくおかぇすせさぇすぇ しう 
ぇさしっくぇかしおけすけ しすけかけゃけ たさぇ
くっくっ おなき きけきっくすぇ. ╋っくの
すけ しっ しゅかけぉはゃぇ こけ ょぇくくう いぇ 
しおかぇょけゃぇすぇ くぇかうつくけしす くぇ 
たさぇくうすっ こけ おけきこのすなさっく こなす, 
いぇさっあょぇくっすけ しすぇゃぇ しっょきうちぇ 
いぇ しっょきうちぇ, いぇ ょぇ ぉなょぇす こさけ
ょせおすうすっ こさっしくう う おぇつっしすゃっ
くう. 〈せお しっ たさぇくはす う きくけゅけすけ 
つせあょっしすさぇくくう ゅけしすう, おけうすけ 
うょゃぇす ゃ „┿さしっくぇか”. ╃けきぇ
おうくうすっ ゃくうきぇゃぇす ゃおせしけゃっすっ 
うき ょぇ ぉなょぇす せょけゃかっすゃけさっくう 
う こさけせつゃぇす こさっょゃぇさうすっかくけ 
すったくうすっ こさっょこけつうすぇくうは. „┿さ
しっくぇか” うきぇ う しけぉしすゃっく ちった いぇ 
いぇおせしおう, おぇおすけ う しかぇょおぇさしおう 
ちった. ╋くけゅけ けす けさなあっえくうちうすっ, 
こけ しすぇさぇ すさぇょうちうは, こさけょなか
あぇゃぇす ょぇ こけさなつゃぇす たさぇくぇ けす 
しすけかぇ いぇ ゃおなとう, ぇ こけさなつおうすっ 
いぇ すけさすうすっ, けしけぉっくけ こけ こさぇい
くうちうすっ, うょゃぇす う けす おぇいぇくかな
つぇくう, おけうすけ くっ さぇぉけすはす すせお. 
┿さしっくぇかしおぇすぇ ゅけかはきぇ すけさすぇ 
しすさせゃぇ しぇきけ 13 かっゃぇ, ょけおぇ
すけ くぇ ょさせゅう きっしすぇ すぇおうゃぇ 
っおしすさう しぇ こけ ぉかういけ 30 かっゃぇ. 
╄おうこなす くぇ „¨ぉとっしすゃっくけ たさぇ
くっくっ” ゃ „┿さしっくぇか” こさけぉゃぇ う 
ゃうしてうは こうかけすぇあ ゃ こさけそっ
しうはすぇ – けさゅぇくういうさぇす う おっ
すなさうくゅ いぇ ゅけしすう, こけしさっとぇす し 
ぉかけお-きぇしう そうさきっくうすっ こぇさす
くぬけさう, あせさくぇかうしすう こけ ゃさっきっ 
くぇ こさぇいくうつくう しなぉうすうは, くけ 
くぇえ-さぇょけしすくけ いぇ ゅけすゃぇつうすっ けす 
けぉけしけぉっくけすけ いゃっくけ っ っあっゅけょ
くけすけ しなぉうさぇくっ くぇ こさぇいくうおぇ 
くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, おけっすけ 

こさっい きうくぇかぇすぇ っしっく ぉっ けしけ
ぉっくけ いぇこけきくはとけ しっ – くっ くぇ 
こけしかっょくけ きはしすけ う し けすかうつ
くぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ういくっ
しっくう こぇかぇすおう しおぇさぇ-ぉうさぇ 
くぇ けすおさうすけ おさぇえ しすぇょうけくぇ, 
おなょっすけ ぇさしっくぇかちう しなつっすぇ
たぇ たぇこゃぇくっすけ う こうえゃぇくっすけ 
し けすかうつくけすけ くぇしすさけっくうっ けす 
おけくちっさすぇ くぇ っしすさぇょぇすぇ おさぇえ 
いっかっくぇすぇ すさっゃぇ. ‶さう すけゃぇ – 
くぇ ょけぉさう ちっくう. 
‶さっょゃうあょぇ しっ しすけかなす くぇ 

„┿さしっくぇか” ょぇ さぇぉけすう こけ 
ゃさっきっ くぇ ちっかうは さっきけくす, 
おけえすけ ゃっつっ しすぇさすうさぇ, うく
そけさきうさぇ うくあ. ╁っかつっゃぇ. 〈は 
けぉきうしかは こけょたけょはとけ きっくの – 
しおぇさぇ う こなさあっくう おぇさすけそおう, 
くぇ ちっくぇ くっ こけゃっつっ けす 1.20 
かっゃぇ いぇ おっぉぇこつっ けす 100 ゅさぇ
きぇ, たかっぉつっ う ゅぇさくうすせさぇ. 

】っ ぉなょぇす しこぇいっくう ゃしうつ
おう たうゅうっくくう くけさきう. 

‶さっい ゅけょうくうすっ くうすけ ゃっょ
くなあ ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ たさぇ
くっくっ くっ っ うきぇかけ しかせつぇう 
くぇ たさぇくうすっかくう こさけぉかっきう 
う くぇすさぇゃはくうは, くっ ぉっい せょけ
ゃかっすゃけさっくうっ おけきっくすうさぇ 
けとっ うくあ. ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ. 
„》さぇくっくっすけ くぇ たけさぇすぇ ょぇ
かっつ くっ っ こさけしすぇ さぇぉけすぇ. ¨す 
いぇはゃおぇすぇ くぇ すけつくけすけ おけ
かうつっしすゃけ こさけょせおすう  こさっい 
こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ きっくのすけ, 
おぇかおせかぇちうはすぇ, かのぉけゃすぇ こさう 
ゅけすゃっくっすけ う せしきうゃおぇすぇ こさう 
こけょくぇしはくっすけ”, こさっい せしきうゃおぇ 
おぇいゃぇ うくあ. ╁っかつっゃぇ. ]ぇきぇすぇ 
すは けぉうつぇ ょぇ っおしこっさうきっくすう
さぇ こけしすけはくくけ う こなさゃぇ  うい
こさけぉゃぇかぇ くけゃうすっ さっちっこすう, 
こけしかっ せつう くぇ すはた う きぇえしすけ
さうすっ-ゅけすゃぇつう ゃ „┿さしっくぇか”. 
╄ょゃぇ 28 ょせてう しっ ゅさうあぇす いぇ 
けぉはょぇ, いぇおせしおぇすぇ う ょっしっさすぇ 
くぇ たうかはょうすっ ぇさしっくぇかちう. ¨す 
すはた 25 しぇ ゅけすゃぇつう. 〈っ けしう
ゅせさはゃぇす すけこかぇすぇ しせこぇ けとっ 
ゃ 6.30 つぇしぇ しせすさうくすぇ, ぇおけ 
しっ くぇかけあう – さぇぉけすはす ゅなゃおぇ
ゃけ う こさう ゃいぇうきくぇ いぇきっくはっ
きけしす. „╉ぇおすけ さぇぉけすうき, すぇおぇ 
う しっ ゃっしっかうき”, おけきっくすうさぇ 
うくあ. ╁っかつっゃぇ, おけはすけ けぉうつぇ 
ょぇ しなぉうさぇ おけかっおすうゃぇ う いぇ 
こさぇいくうちう う こさけしすけ - すぇおぇ, 
ゃ ょゃうあっくうっ, けこっさぇすうゃくけ, し 
かっおけすぇ, おぇおすけ しはおぇて すせお しっ 
こさぇゃう ゃしうつおけ: し けぉうつすぇ おなき 
さぇぉけすぇすぇ う し せぉっあょっくうっすけ 
くぇ うくあ. ╁っかつっゃぇ, つっ うきぇ 
しぇきけ っょうく くぇつうく ょぇ ゃなさゃはす 
くっとぇすぇ, し きうしなかすぇ: ”]ぇきけ 
くぇこさっょ!”.   

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╇くあ. ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ 

╆ぇ╉╊ぅ¨ ¨〉╋╊〉╊『¨...

》『¨[]ょぁ¨ 〈╊╋╉】‒¨『〈╊〉¨っ【 【】『〉¨『 》《 ‒】【╆《] 

〈さぇょうちうはすぇ くぇ しなすさせょくう
つっしすゃけ きっあょせ そぇおせかすっすぇ こけ 
„╋ぇてうくけしすさけっくっ う せさっょけ
しすさけっくっ”- 〈〉 ゅさ.‶かけゃょうゃ う 
„┿さしっくぇか”, ょぇすうさぇとぇ けす ゅけ
ょうくう, ぉっ いぇすゃなさょっくぇ くっ しぇきけ 
し こけさっょくぇすぇ ゃういうすぇ, くけ う し 
そぇおすぇ, つっ ょけしおけさけてくう ゃない
こうすぇくうちう くぇ ╁〉╆-ぇ しぇ ゃっつっ 
ぇおすうゃくう ぇさしっくぇかしおう おぇょさう ゃ 
おけくしすさせおすうゃくうすっ う すったくけかけ
ゅうつくうすっ けすょっかう くぇ そうさきぇすぇ. 
╂させこぇすぇ けす ╇くあっくっさくけ-こっ

ょぇゅけゅうつっしおうは そぇおせかすっす ゃ 
ゅさぇょ ]かうゃっく くぇこさぇゃう しゃけは 
こさけとなこせかくうお ゃ „┿さしっくぇか” 
くぇ 24-すう ぇこさうか. ╆ぇっょくけ し 
かのぉけいくぇすっかくうすっ しすせょっくすう 
ぉはたぇ う すったくうすっ こさっこけょぇゃぇ
すっかう - ょけち. ょ-さ うくあ. ╋うたぇ
っかぇ 〈けこぇかけゃぇ, ょけち. ょ-さ うくあ. 
╂けしこけょうく ]すっそぇくけゃ う ゅか. ぇし. 
うくあ. ╋うたぇうか ╋うかっゃ.
╀なょっとうすっ しかうゃっくしおう しこっ

ちうぇかうしすう けす そぇおせかすっす „╉けき
このすなさくう すったくけかけゅうう ゃ きぇ
てうくけしすさけっくっすけ”  こさけゃっょけたぇ 
っょくけょくっゃっく こさけういゃけょしすゃっく 
しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか”. ‶さけゅさぇ
きぇすぇ うき  ゃおかのつゃぇてっ きせか
すうきっょうえくぇ こさっいっくすぇちうは くぇ 
うしすけさうはすぇ う そうさきっくうは こさけ
そうか くぇ いぇゃけょぇ, いぇこけいくぇゃぇ
くっ し きせいっえくぇすぇ っおしこけいうちうは 
う こけしっとっくうっ くぇ けぉくけゃっくうは 
‶さけゅさぇきっく ちった おなき いぇゃけょ 
1. ¨すいうゃうすっ くぇ ゅけしすうすっ うい
くっくぇょぇたぇ ょけさう う ょけきぇおうくう
すっ – うくあ. ′うおけかぇえ ╉せちぇさけゃ 
けす いぇゃけょ 5, こさけゅさぇきうしすなす くぇ 
しけそすせっさくう こさうかけあっくうは 〈ぇ
くぬけ 〈ぇくっゃ う ╆ぇこさはく ╉けしすけゃ, 
くぇしすさけえつうお ╋╋ し 『‶〉 けす いぇ
ゃけょ 1. ]すせょっくすうすっ しこけょっかう
たぇ, つっ くっ しぇ けつぇおゃぇかう すぇおぇ
ゃぇ きぇとぇぉくけしす くぇ そうさきぇすぇ, 
おぇおゃぇすけ しぇ ゃうょっかう - おぇすけ  
すっさうすけさうは,  こさけういゃけょしすゃけ, 
くけきっくおかぇすせさぇ くぇ ういょっかうは う  
うくあっくっさくう ょかなあくけしすう.  
„〈ぇ ゃうっ しう うきぇすっ う いっかっく 

しすぇょうけく, しこけさすくう うゅさうとぇ, 
ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, しすけかけゃぇ!” 
– せつせょっくけ おけきっくすうさぇ っょくけ 

けす きけきつっすぇすぇ, ょけおぇすけ ょさせゅけ 
さぇいおぇいぇ おぇおゃけ っ くぇせつうか いぇ 
こぇすっくすくぇすぇ ょっえくけしす う さぇい
くけけぉさぇいうっすけ けす ういょっかうは ゃ 
„┿さしっくぇか”, ぇ さぇいゅけゃけさかうゃけ 
きけきうつっ さぇいこうすぇ いぇ しすうこっく
ょうぇくすしおぇすぇ  こさけゅさぇきぇ くぇ 
そうさきぇすぇ, いぇ こかぇすっくうは けす
こせしお いぇ けぉせつっくうっ う いぇこかぇ
とぇくっすけ. ╁なけょせてっゃっくう けす ゃう
ょはくけすけ, しすせょっくすうすっ ゃかういぇたぇ 
う ゃ しこけさ おなょっ ゃしなとくけしす とっ  
くぇせつぇす こけゃっつっ - ゃなゃ ゃうしてっすけ 
せつうかうとっ うかう くぇ さぇぉけすくけすけ 
きはしすけ. 
′ぇ さぇいょはかぇ  しすせょっくすうすっ 

こけこなかくうたぇ う しこっちうぇかくう ぇく
おっすくう おぇさすう, こさっょけしすぇゃっくう 
けす けすょっか „╉ぇょさう” ゃなゃ そうさ
きぇすぇ. 『っかすぇ くぇ すっいう ぇくおっすう 
ぉっ こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ  けぉさぇ
すくぇ ゃさないおぇ いぇ きくっくうっすけ くぇ 
しすせょっくすうすっ けす こけしっとっくうっ
すけ う すったくうすっ ゃこっつぇすかっくうは. 
′ぇ ゃなこさけしぇ „]つうすぇすっ かう, つっ 
„┿さしっくぇか”  ぉう ぉうか こけょたけょはと 
いぇ ╁ぇし さぇぉけすけょぇすっか, しこけ
さっょ かうつくうすっ ╁う けつぇおゃぇくうは 
う しこけさっょ せつっぉくぇすぇ ╁う しこっ
ちぇかくけしす?”, きくけいうくしすゃけすけ けす 
けすゅけゃけさうすっ しぇ こけかけあうすっかくう. 
„‶さう しかっょゃぇとぇ ゃないきけあくけしす 

ょぇ こけしっすうき う ╉けくしすさせおすうゃ
くうは けすょっか!”, ぉっ こさっょかけあっくう
っすけ くぇ しすせょっくすうすっ くぇ そうくぇかぇ 
くぇ すはたくぇすぇ ゃういうすぇ ゃなゃ そうさ
きぇすぇ. ]かっょ すけゃぇ こさけゅさぇきぇすぇ 
うき こけ すさぇょうちうは ゃおかのつゃぇてっ う 
こけしっとっくうっ くぇ いぇぉっかっあうすっか
くけしすうすっ くぇ ゅさぇょぇ う さぇえけくぇ.  

〈┿, しなし 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 けすょっか „╉ぇょさう” 

╇ しなし しこっちうぇかくぇすぇ ぉかぇ
ゅけょぇさくけしす いぇ こけょおさっこぇすぇ ゃ 
かのぉっいくけすけ ょけきぇおうくしすゃけ う 
けす しすさぇくぇ くぇ しかせあうすっかうすっ 
くぇ ╆ぇゃけょ 1/400 , くぇ けすょっか 
„╋ぇさおっすうくゅ”, こさっょけしすぇゃうか 
さっおかぇきくう こぇおっすう いぇ ゃしうつおう 
しすせょっくすう, う くぇ おけかっおすうゃぇ くぇ 
さぇぉけすくうつっしおうは しすけか くぇ „┿さ
しっくぇか” – いぇ ゃおせしくうは けぉはょ.

] きくけゅけ っきけちうう う こけあっかぇすっかっく ぉさけえ こせぉかうおぇ  
こさうおかのつう こなさゃうはす きっあょせそうさきっく すせさくうさ こけ 

そせすぉけか, けさゅぇくういうさぇく けす 《╉ „┿さしっくぇか 2000”. ]ぇきけ 
すさう けすぉけさぇ, ゃ すけゃぇ つうしかけ う くぇ ょけきぇおうくうすっ, ういはゃう
たぇ あっかぇくうっ いぇ せつぇしすうっ: けしゃっく けすぉけさなす くぇ „┿さしっくぇか 
2000”, ゃ すせさくうさぇ しっ ゃおかのつうたぇ  けすぉけさうすっ くぇ [‶〉- ╉ぇ
いぇくかなお う くぇ おぇぉっかっく けこっさぇすけさ „ ╀う ╀う ]う ╉っえぉなか”.
╇ すさうすっ しさっとう しっ しゃうさうたぇ けす しなょうえしおぇ すさけえおぇ ゃ 

しなしすぇゃ: ゅか. しなょうは ‶っすなさ ╃あう
ゅけゃ う くっゅけゃう こけきけとくうちう ╂っけさ
ゅう ‶ぇゃかけゃ う ╋うかっく ╃うきうすさけゃ. 
╆ぇ くぇしすさけっくうっすけ くぇ いさうすっかう

すっ  しゃっあ  ぇおちっくす ゃくっしけたぇ う ょっ
ゃけえおうすっ けす きぇあけさっすくうは しなしすぇゃ 
くぇ ‶╂ こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす う 
すせさういなき. 
′ぇせつっくけすけ こさっい ゅけょうくぇすぇ  ょっ

きけくしすさうさぇたぇ こさっょ こせぉかうおぇすぇ う 
きぇかおうすっ そせすぉけかうしすう けす ょっすしおけ-
のくけてっしおぇすぇ ておけかぇ くぇ „┿さしっ
くぇか 2000”  し すさっくぬけさ ]すぇくうしかぇゃ 
‶ったかうゃぇくけゃ - ╃あけくう. 
╁しうつおう しさっとう しっ うゅさぇたぇ くぇ 

しすぇょうけく „┿さしっくぇか” -  し こさけょなか
あうすっかくけしす けす こけ 25 きうくせすう ゃしは
おけ こけかせゃさっきっ.
╄すけ う さっいせかすぇすうすっ けす しさっとうすっ: 
I-ゃぇ しさっとぇ
┿さしっくぇか - BBC Cable
[っいせかすぇす 5:1(3 ゅけかぇ くぇ ╉さぇしう

きうさ 〈けくっゃ けす けすぉけさぇ くぇ „┿さしっ
くぇか”,  おけえすけ しすぇくぇ ゅけかきぇえしすけさ 

くぇ すせさくうさぇ)
II-さぇ しさっとぇ
BBC Cable - M╁[
[っいせかすぇす 4:1
╉ぇぉっかくうはす けこっさぇすけさ こけぉっょう けす

ぉけさぇ くぇ こけかうちうはすぇ, くけ こけょぇょっくぇ 
おけくすっしすぇちうは けす しすさぇくぇ くぇ ╋╁[ 
おなき „ ╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” いぇ くっさっ
ょけゃくう うゅさぇつう しすぇくぇ こけゃけょ  けさゅぇ
くういぇすけさうすっ くぇ すせさくうさぇ  ょぇ せゃぇ
あぇす うしおぇくっすけ くぇ こけかうちうはすぇ. ]かっょ 
こさけゃっょっくぇすぇ  しさっとぇ ぉっ さってっくけ, 
つっ けすぉけさなす くぇ ╋╁[ うきぇ こさぇゃけ . 
╁ さっいせかすぇす くぇ すけゃぇ くぇ けすぉけさぇ くぇ 
[‶〉-╉ぇいぇくかなお ぉっ こさうしなょっくぇ いぇ
しかせあっくぇ こけぉっょぇ けす  3:0.
III-すぇ しさっとぇ (《╇′┿╊)
„┿さしっくぇか” - ╋╁[
[っいせかすぇす:
3:0 (╃ゃぇ ゅけかぇ くぇ ╉さぇしうきうさ 〈け

くっゃ, おけえすけ けぉとけ ゃ すせさくうさぇ けすっかは
いぇ 5 ゅけかぇ いぇ ょゃぇ きぇつぇ)
╁ こけしかっょくうすっ 10 きうくせすう くぇ ゃすけ

さけすけ こけかせゃさっきっ くぇ きはしすけすけ くぇ 

╉さぇしうきうさ 〈けくっゃ ゃかっいっ  ╋うさぇく ╋ぇ
ょっくょあうはく. 
 ]かっょ そうくぇかくぇすぇ しさっとぇ こさっょしっょぇ

すっかはす くぇ 〉] くぇ  《╉ „┿さしっくぇか 2000” 
ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ さぇいょぇょっ しうきゃけ
かうつくう くぇゅさぇょう  くぇ すさうすっ けすぉけさぇ, 
せつぇしすゃぇかう ゃ すせさくうさぇ. ╉かぇしうさぇかうすっ 
しっ くぇ こさなゃうすっ ょゃっ きっしすぇ こけかせつうたぇ 
ゅさぇきけすう う そせすぉけかくう すけこおう, ぇ けすぉけ
さなす くぇ すさっすぇ こけいうちうは - しぇきけ ゅさぇきけ
すぇ. 
╉さぇえくけ おかぇしうさぇくっ:
I-ゃけ きはしすけ  - „┿[]╄′┿╊”
II-さけ きはしすけ - ╋╁[
III-すけ きはしすけ - BBC Cable
‶ぇさっかっかくけ  し  そせすぉけかくうすっ っきけちうう 

くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” ゃっつっ いぇこけつ
くぇたぇ う ゃなすさってくうすっ すせさくうさう こけ いぇ
ゃけょう こけ ゃけかっえぉけか う くぇさけょくぇ すけこおぇ. 
¨す 2-さう きぇえ しすぇさすうさぇ う ゃなすさってくけ
いぇゃけょしおうはす すせさくうさ こけ そせすぉけか. ‶け
しかっょくぇすぇ しさっとぇ っ きっあょせ  あっくしおうすっ 
けすぉけさう くぇ „┿さしっくぇか”. 

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

ょけゃっ しっゅぇ さぇょゃぇす しっきっえしすゃけ-
すけ くぇ ╃っくうちぇ ゃ っょうく こけゃっつっ 
けす しうきこぇすうつっく きぇすさうぇさたぇす: 
„╁しはおぇ けす くぇし っ しなし しゃけっ あっ-
かぇくうっ いぇ ゃっつっさは, くけ ゃしっ こぇお 
うきぇ う っょくけ くっとけ かのぉうきけ - 
しこぇゅっすう”, おぇいゃぇ とぇしすかうゃぇすぇ 
きぇえおぇ けす きぇすさうぇさたぇすぇ. 

‶さっょう 7 ゅけょうくう
ょうこかけきうさぇくぇすぇ

ゃうしてうしすおぇ 

けす ]すけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ 
]ゃうとけゃ こさっきうくぇゃぇ いぇ こさなゃ 
こなす こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか” う 
こさっい せき くっ え きうくぇゃぇ, つっ すけいう 
こなす とっ ぉっかっあう あうゃけすぇ え. 
╇ しっょっき ゅけょうくう こけ-おなしくけ 

とっ っ せぉっょっくぇ, つっ くっ しっ ういおせ-
てぇゃぇ ょぇ いぇきっくう さぇぉけすぇすぇ しう 
くぇ けおぇつっしすゃうすっか くぇ こぇすさけくう 
いぇ „くっとけ こけ すぇおぇ くぇ ぉのさけ”, 
いぇとけすけ „すせお たけさぇすぇ きう たぇ-
さっしゃぇす”. 
‶けおさぇえ たけさぇすぇ いぇけぉうつぇかぇ う 

さぇぉけすぇすぇ, おぇすけ くっ おさうっ,  つっ 
いぇしかせゅぇ いぇすけゃぇ  うきぇ う こなさ-
ゃぇすぇ え くぇしすぇゃくうつおぇ ゃ ちったぇ 
]すけはくおぇ ┿くゅっかけゃぇ う くっゃっ-
さけはすくぇすぇ くぇつぇかくうつおぇ [ぇえくぇ 
〈けすっゃぇ, おけはすけ けぉうつぇ ゃしうつおう 
おぇすけ しゃけう ょなとっさう. 
] ゃさっきっすけ いぇゃなさてうかぇすぇ 

きぇさおっすうくゅ ╃っくうちぇ せしゃけはゃぇ 
すなくおけしすうすっ くぇ こぇすさけくうすっ う 
すはたくけすけ おぇつっしすゃけ う ゃっつっ し 
こさけしすけ けおけ きけあっ ょぇ こさっちっ-
くう けすょぇかっつ おぇつっしすゃっくぇすぇ けす 
くっょけすぇき おぇつっしすゃっくぇすぇ こさけ-
ょせおちうは. 

′っ きけゅぇ ょぇ しう こさっょしすぇゃは 
ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ 

っょうく ょっく とっ しっ しなぉせょは う 
くはきぇ ょぇ すさなゅくぇ いぇ さぇぉけすぇ, 
こさういくぇゃぇ けおぇつっしすゃうすっかおぇすぇ, 
いぇ おけはすけ くぇえ-すさせょくけすけ ゃさっきっ 
ゃ ちったぇ っ こさっあうゃはくけすけ  すぇいう 
いうきぇ, おけゅぇすけ いぇさぇょう けこすう-
きういぇちうは しっ くぇかけあうかけ ょぇ しっ 
さぇいょっかはす し 25 ょせてう けす しなし-
すぇゃぇ. 
╀ってっ すさせょくけ う すっあおけ, きなつ-

くけ こさうっきぇて そぇおすぇ, つっ せすさっ 
し すけいう つけゃっお くはきぇ ょぇ きけあって 
ょぇ しう おぇあって ゃ ちったぇ ょけぉさけ 
せすさけ, おぇいゃぇ きかぇょぇすぇ あっくぇ,  

いぇ おけはすけ しっゅぇ くぇえ-ゃぇあくけすけ っ 
ょぇ うきぇす さぇぉけすぇ う しかっょ のくう. 
╆ぇ ╃っくうちぇ ぉなょっとっすけ くぇ 

そうさきぇすぇ っ こさはおけ しゃなさいぇくけ し 
ょけぉさけすけ ぉなょっとっ くぇ しすさぇくぇすぇ 
くう, おけはすけ くっ あっかぇはす ょぇ くぇ-
こせしおぇす しなし しなこさせゅぇ え.
╋ぇおぇさ つっ うきぇす こけゅかっょ う 

ゃういうは おぇお っ くぇゃなく, いぇとけすけ 
しなこさせゅなす [せきっく っ きっあょせ-
くぇさけょっく てけそぬけさ う しっ ゅせぉう 
し きっしっちう こけ っゃさけこっえしおうすっ 
こなすうとぇ. ╇ しっゅぇ っ くぇ おせさし, 
とっ しっ ゃなさくっ っょゃぇ ゃ おさぇは くぇ 
のくう. ╃けすけゅぇゃぇ 

ょくうすっ くぇ ╃っくうちぇ しぇ
しすさけゅけ さっゅかぇきっくすうさぇくう: 

しすぇゃぇくっ しせすさうく ゃ 6, こけしかっ 
せつうかうとっ ゃ ゅさぇょぇ いぇ ゅけかはきぇ-
すぇ とっさおぇ ╆ょさぇゃおぇ, ょっすしおぇ 
ゅさぇょうくぇ いぇ きぇかおうすっ ╊けさぇ 
う ┿かっおしうは, くっゃっさけはすくけすけ 
ゃさっきっ し おけかっゅうすっ  ゃ ちったぇ う 
ゃっつっさ けぉさぇすくけ いぇ 【っえくけゃけ, 
おなょっすけ は つぇおぇす すさうすっ こさっ-
おさぇしくう いゃっさつっすぇ う さぇいぉさぇ-
くぇすぇ しゃっおなさゃぇ.  
╁さっきっ いぇ きっく うきぇ, くけ おなしくけ 

ゃっつっさ, おぇすけ せすうたくっ おなとぇすぇ, 
こさういくぇゃぇ きかぇょぇすぇ きぇえおぇ う 
しこけょっかは, つっ ゃ すぇおうゃぇ けす-
おさぇょくぇすう すうたう つぇしけゃっ けぉうつぇ 
ょぇ てうっ ゅけぉかっくう, ょぇ ゅかっょぇ 
かのぉうき そうかき うかう こさけしすけ... 
ょぇ こけきっつすぇっ. 

》ぇさっしゃぇき あうゃけすぇ しう,
たぇさっしゃぇき さぇぉけすぇ しう

う しなき とぇしすかうゃぇ, 

うしおさっくけ こさういくぇゃぇ ╃っくうちぇ 
]かぇゃつっゃぇ けす ╆ぇゃけょ 2. 
╆ぇ おけはすけ 26-すう きぇえ っ くっとけ 

おぇすけ きぇかなお くぇちうけくぇかっく 
こさぇいくうお いぇさぇょう さけあょっくうは 
ょっく くぇ ょゃっすっ ぉかういくぇつおう, ぇ 
こっさうけょなす しかっょ のくう - こなかっく 
し けつぇおゃぇくっ: いぇ しなこさせゅぇ, おけえ-
すけ とっ しっ こさうぉっさっ けす こなす, いぇ 
きけさっすけ, くぇ おけっすけ とっ けすうょぇす 
いぇっょくけ, う いぇ おなとぇすぇ, しゃうすぇ 
ゃ ]きけかはくしおうは ぉぇかおぇく, おさぇえ 
おけはすけ くぇ ゃけかは とっ すうつぇす とっさ-
おうすっ え. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Деница с трите си дъщери

ぜñÖÑñ¿ïÜÖ

На  пищна и голяма сватба играха и се веселиха 
през миналата седмица работещите

в цех 200 на Завод 2.
С моминството се прости тяхната колежка 

Ралица Тодорова – окачествител, която в 
събота, 28-ми април, се венча за арсеналеца Тодор 

Байков, работник от Завод 1. 
Щастливата майка на младоженката Тянка 

Тодорова и нейните колеги желаят дълги години 
щастие и любов на младото семейство

и много, много деца!



6 4 май 2012 г. ぎ¡ïäñëöÖÜとí£íÖ¿é¡ ó ëñÇóÜÖí

おけ
か
ぇ 

2
 か

う
ち
っ

[ぇ]╇╅ぁぇ【 』╊ 《【[╅′╇╅ 《【 
¨〉╇╊』【¨を¨¨ ╇ [╅′╅〉]ぇぃ[《

｠『《〉¨[╅

] こうしきけ ょけ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇ-
さけいぇゅけさしおうはす ぉういくっしきっく ]すけえつけ ╉なかゃぇつっゃ っ 

せゃっょけきうか きっしすくうは いぇおけくけょぇすっかっく けさゅぇく, つっ ゃっつっ 
くはきぇ うくゃっしすうちうけくくう くぇきっさっくうは ゃ さぇえけくぇ くぇ ╋う-
くっさぇかくう ぉぇくう - ¨ゃけとくうお う ゃ ╉ぇいぇくかなお う くぇ すぇいう 
ぉぇいぇ けすすっゅかは こさっすっくちううすっ しう おなき ¨ぉとうくぇすぇ う 
きっしすくうは しなゃっす. 
〈けゃぇ しなけぉとう こさっょしっょぇすっかはす くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす 

′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ.
]かっょ けすすっゅかはくっすけ くぇ こさっすっくちううすっ おなき ¨ぉとうくぇ 

╉ぇいぇくかなお けす しすさぇくぇ くぇ ]すけえつけ ╉なかゃぇつっゃ, ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお う ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす けすすっゅかはす しゃけうすっ しな-
ょっぉくう こさっすっくちうう, ういさぇいっくう ゃ いぇゃっょっくけ ょっかけ こけょ 
わ720 けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
]ぇゅぇすぇ し うくゃっしすうちううすっ くぇ ]すけえつけ ╉なかゃぇつっゃ ゃ 

╉ぇいぇくかなておけ っ ょなかゅぇ. ╃ぇすうさぇ けとっ けす ゃさっきっすけ くぇ 
おぇしうさぇくうは ̈ ぉとうくしおう しなゃっす こさっょう ぉかういけ 4 ゅけょうくう. 
‶さっゃなさくぇ しっ ゃ うしすうくしおぇ ょさぇきぇ, けぉぇつっ, ゃ こけしかっょ-
くうは きぇくょぇす くぇ おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ.
‶さっょう 4 ゅけょうくう おぇしうさぇくうはす ¨ぉとうくしおう しなゃっす し 

こさっょしっょぇすっか ╇ゃぇく ╉ぬけしっゃ さぇいさってう こさけょぇあぉぇすぇ くぇ 
いっきう けす けぉとうくしおうは こけいっきかっく そけくょ いぇ 2 きかく. う 100 
たうかはょう かっゃぇ. 
╆っきっょっかしおうすっ いっきう, ぉかういけ 400 ょっおぇさぇ, ぉはたぇ ゃ さぇ-

╂させこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ゅさぇょぇ, しなゃ
きっしすくけ し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか”┿╃, いぇこけつくぇたぇ すぇいう しっょきうちぇ きぇ
とぇぉくけ ぉけはょうしゃぇくっ う けぉくけゃはゃぇくっ くぇ あ.こ くぇょかっいぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ こけしけおぇ けす 
きぇゅぇいうく „╀うかかぇ” ょけ こけょしすなこうすっ  いぇ „┿さしっくぇか”. ¨ぉくけゃはゃぇくっすけ っ っおしこっさす
くうはす けすゅけゃけさ くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ おぇきこぇくうは „ ╃ぇ こけつうしすうき ╀なかゅぇさうは いぇ っょうく 
ょっく”, こけょおさっこっくぇ う けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
『っかすぇ くう っ ょぇ けぉくけゃうき う けしゃっあうき ゅさぇょしおうは くぇょかっい, おけえすけ っ っょうく けす 

くぇえ- けあうゃっくうすっ こなすくう せつぇしすなちう, いぇはゃうたぇ しかっょ こけしかっょくぇすぇ しっしうは くぇ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇくけくしうさぇえおう 
ぇおちうはすぇ しう. 
╁ こさけょなかあっくうっ くぇ くはおけかおけ ょくう くぇょかっいなす とっ ぉなょっ こさっぉけはょうしぇく う とっ 

ょけぉうっ ょぇかっつ こけ-しゃっあ ゃうょ けす しっゅぇ. ╋ぇすっさうぇかうすっ いぇ けしゃっあぇゃぇくっすけ, おけっすけ 
とっ こさけょなかあう しっょきうちぇ, しぇ けしうゅせさっくう しなし しさっょしすゃぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ. 

〈┿

1000 かっゃぇ こけかせつう 
おぇいぇくかなておうはす せか
すさぇきぇさぇすけくっち [ぇょう 
╋うかっゃ 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” -  おぇすけ ぉかぇ
ゅけすゃけさうすっかっく あっしす. 
]さっょしすゃぇすぇ とっ こけ
きけゅくぇす くぇ ╋うかっゃ 
いぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ う 
せつぇしすうっすけ きせ ゃ  ゅけ
かっきうは せかすさぇきぇさぇすけく  
ゃなゃ 《さぇくちうは けす 6-すう 
ょけ 9-すう のくう. 〈けゃぇ くっ 
っ こなさゃうはす あっしす くぇ 
╄おしこっさすうすっ おなき くぇえ-
ぉはゅぇとうは おぇいぇくかな
つぇくうく. ╇ きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ [ぇょう ╋うかっゃ 
こけかせつう そうくぇくしけゃぇ 
こけょおさっこぇ いぇ しゃけは 
きっあょせくぇさけょくぇ ういは
ゃぇ けす ゅさせこぇすぇ くぇ ′う
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
500 かっゃぇ こけきけと けす 

╄おしこっさすうすっ こけかせつう 
う  〈せさうしすうつっしおけすけ 
ょさせあっしすゃけ „¨さかけゃけ 
ゅくっいょけ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
おけっすけ くぇ 10-すう きぇえ 
けすぉっかはいゃぇ  しゃけは ゃっ
おけゃっく のぉうかっえ. 

 〈┿
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¨ぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお うきぇ 

くけゃ かうょっさ しかっょ こさけゃっょっくぇすぇ 
けすつっすくけ-ういぉけさくぇ おけくそっさっく
ちうは くぇ こぇさすうはすぇ. 
〈けゃぇ っ 63-ゅけょうてくうはす うくあっ
くっさ ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ.〈けえ 

こけかせつう ゅかぇしけゃっすっ くぇ 99 けす 
けぉとけ ゅかぇしせゃぇかうすっ 166 ょっかっ
ゅぇすう くぇ おけくそっさっくちうはすぇ くぇ 
しけちうぇかうしすうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお.
′っゅけゃうはす けこけくっくす, ょけしっゅぇて
くうはす こさっょしっょぇすっか くぇ けぉとうく
しおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは ╇ゃぇく ╂け
さけかけきけゃ, こけかせつう 67 ゅかぇしぇ. 
╃け しなしすっいぇくうっすけ きっあょせ ょゃぇ
きぇすぇ しっ しすうゅくぇ, しかっょ おぇすけ いぇ 
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′うしおぇすぇ ちっくぇ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しっ けぉはしくはゃぇてっ し かけ-
てぇすぇ う しかぇぉぇ さっおけかすぇ. ╉なき きけきっくすぇ さけいけこさけういゃけょうすっかうすっ 
ゃしっ けとっ くっ しっ くぇっきぇす ょぇ こさぇゃはす こさけゅくけいう いぇ けつぇおゃぇくぇすぇ 
さっおけかすぇ いぇさぇょう すけゃぇ, つっ こけつすう ゃしうつおう さけいけゃう ゅさぇょうくう しぇ 
ゃしっ けとっ くぇ こなさゃぇ うかう ゃすけさぇ こなこおぇ. 
╃なかゅぇすぇ いうきぇ う しすせょっくぇすぇ こさけかっす しなとけ しう おぇいぇたぇ ょせきぇすぇ 

こけ けすくけてっくうっ くぇ さけいけゃうすっ くぇしぇあょっくうは. ‶け すぇいう こさうつうくぇ 
しっ けつぇおゃぇ さけいけぉっさなす ょぇ いぇこけつくっ くっ こけ-さぇくけ けす 24-すう きぇえ, 
ぇ ゃ こけ-こっしうきうしすうつくうすっ こさけゅくけいう - う ゃ  こけしかっょくうすっ ょっく-
ょゃぇ くぇ きっしっちぇ.  
╆ぇさぇょう すさせょくぇすぇ こさけゅくけいぇ おなき きけきっくすぇ いぇ けつっさすぇゃぇとぇすぇ 

しっ さっおけかすぇ けす さけいう, っ すさせょくけ ょぇ しっ こさけゅくけいうさぇ う ういおせこ-
くぇすぇ ちっくぇ くぇ さけいけゃうは ちゃはす. ‶けゃっつっすけ さけいけこさけういゃけょうすっかう 
けつぇおゃぇす すは ょぇ っ し こけくっ 15-20 しすけすうくおう こけゃっつっ けす きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ すは  ぉっ けす 1,60  ょけ 1,80 かっゃぇ. 
′ぇえ-ゅけかっきうすっ そうさきう, しけぉしすゃっくうちうすっ  う ぇさっくょぇすけさうすっ くぇ 

さけいけゃう きぇしうゃう ゃしっ けとっ くぇぉうさぇす さけいけぉっさぇつう. ┿ さけいけぉっ-
さぇつうすっ, けす  しゃけは しすさぇくぇ, こさっょこけつうすぇす さけいけゃう きぇしうゃう, いぇ 
おけうすけ うきぇす うくそけさきぇちうは, つっ しぇ こけかうゃくう う ょけぉさっ  ゅかっょぇくう 
-  いぇさぇょう  ゃないきけあくけしすすぇ  ょぇ しっ こけかせつぇす こけ-ゃうしけおう ょけぉうゃう 
う けすすぇき こけゃっつっ こぇさう. 
36 たうかはょう ょっおぇさぇ しぇ さけいけゃうすっ くぇしぇあょっくうは ゃ しすさぇくぇすぇ, 

おぇすけ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ すっ しぇ けおけかけ 15 たうかはょう.  ]こけさっょ ╋う-
くうしすっさしすゃけすけ くぇ いっきっょっかうっすけ う たさぇくうすっ こさっい しっいけく 2010-
2011 ゅけょうくぇ くはきぇ ょぇくくう いぇ ょさぇしすうつっく しこぇょ くぇ くぇしぇあょっくう-
はすぇ し さけいう, くけ くはきぇ う さなしす. ¨ぉはしくっくうっすけ っ, つっ おせかすせさぇすぇ っ 
すさせょけっきおぇ う すけいう そぇおす, しなつっすぇく し くうしおうすっ ういおせこくう ちっくう, 
ょけこなかくうすっかくけ けたかぇあょぇす っくすせしうぇいきぇ くぇ きくけいうくぇ. ‶さっい こけ-
しかっょくうすっ 4 ゅけょうくう  しさっょくぇすぇ ちっくぇ くぇ おうかけゅさぇき さけいけゃ ちゃはす 
しっ ういおせこせゃぇてっ  いぇ くっ こけゃっつっ けす 1.70 - 1.80 かゃ., ぇ しこけさっょ 
さけいけこさけういゃけょうすっかう っ  くっけぉたけょうきけ ういおせこくぇすぇ ちっくぇ ょぇ っ 
くぇょ 2 かゃ.いぇ おうかけゅさぇき, いぇ ょぇ しっ こけおさうはす ゃしうつおう さぇいたけょう う 
しっ さっぇかういうさぇ こっつぇかぉぇ. ‶さっょう つっすうさう ゅけょうくう すけいう すぇゃぇく 
ぉっ しすうゅくぇす, くけ いぇ おさぇすおけ - こけさぇょう  しかぇぉぇすぇ さっおけかすぇ う しっ-
さうけいくうは ょっそうちうす くぇ さけいけゃ ちゃはす. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

えけくぇ くぇ おゃ. ╋うくっさぇかくう ぉぇくう - ̈ ゃけとくうお. ╇ょっ-
はすぇ ぉっ くぇ すはたくけ きはしすけ ょぇ しっ ういゅさぇょう けゅさけきっく 
かっすうとっく おけきこかっおし. ╆ぇ くぇきっさっくうはすぇ しう すけゅぇゃぇ 
╉なかゃぇつっ ぉっ けぉはゃっく いぇ うくゃっしすうすけさ  おかぇし ┿ ゃ 
けぉとうくぇすぇ.
╋っあょせゃさっきっくくけ, しなしすぇゃなす くぇ ]なゃっすぇ, さぇい-

さってうか こさけょぇあぉぇすぇ, ぉっ おぇしうさぇく う ぉっ ういぉさぇく 
くけゃ ¨ぉとうくしおう しなゃっす. ╇きっくくけ きっあょせ くっゅけ, 
うくゃっしすうすけさぇ う けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ くぇしすぇくぇたぇ 
しなとうくしおう ぉうすおう いぇ しこけさくぇすぇ しょっかおぇ. ╁ こけさっ-
ょうちぇ いぇしっょぇくうは しすぇさうはす ¨ぉとうくしおう しなゃっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお さぇいゅかっあょぇ うくゃっしすうちうけくくうすっ くぇきっ-
さっくうは くぇ ]すけえつけ ╉なかゃぇつっゃ. ¨おぇいぇ しっ, つっ つぇしす 
けす いっきうすっ, ぇおすせゃぇくう おぇすけ けぉとうくしおう う こさっょ-
ゃうょっくう いぇ こさけょぇあぉう くぇ ╉なかゃぇつっゃ, しぇ いっきう, 
ゃおかのつっくう ゃ ょさせゅぇ しょっかおぇ う おなき すはた こさっすっくちうう 
うきぇ ょさせゅぇ そうさきぇ, しけぉしすゃっくうお くぇ ┿おゃぇこぇさおぇ 
おさぇえ ¨ゃけとくうお. ‶け しなとけすけ ゃさっきっ  しすぇくぇ はしくけ, 
つっ ょぇくなつくぇすぇ けちっくおぇ くぇ いっきうすっ っ こけ-ゃうしけおぇ, 
こけつすう ょゃけえくぇ けす しせきぇすぇ, くぇ おけはすけ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお くぇしすけはゃぇてっ ょぇ ゅう こさけょぇょっ. 
]さっょ けしくけゃくうすっ けこけくっくすう いぇ けしなとっしすゃはゃぇくっ 

くぇ しょっかおぇすぇ ぉっ すけゅぇゃぇてくうはす けぉとうくしおう しなゃっす-
くうお けす こぇさすうは „[っょ, いぇおけくくけしす う しこさぇゃっょかう-
ゃけしす” ╂っけさゅう ╉ぇかうつおけゃ, おぇおすけ う しそけさきうさぇ-
くけすけ ゃこけしかっょしすゃうっ きくけいうくしすゃけ ゃ きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす. ¨す しゃけは しすさぇくぇ, しさっょ „かけぉうしすうすっ” 
いぇ うくゃっしすうちううすっ くぇ ╉なかゃぇつっゃ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉっ 
しぇきぇすぇ ぉうゃてぇ けぉとうくしおぇ せこさぇゃぇ, おけはすけ くぇ-
しすけはゃぇてっ しょっかおぇすぇ ょぇ しすぇくっ う ゃ ¨ぉとうくぇすぇ 
ょぇ こけしすなこはす しゃっあう しさっょしすゃぇ いぇ うくゃっしすうちうは 
う さっきけくすう くぇ せかうつくけすけ こかぇすくけ. ╉ぇすけ おさぇっく 
さっいせかすぇす ぉっ いぇゃっょっくけ ょっかけ けす しすさぇくぇ くぇ ╉なか-
ゃぇつっゃ しさっとせ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす いぇ こさけゃぇかっくう 
うくゃっしすうちうけくくう くぇきっさっくうは う しさっとせ うしおぇくぇすぇ 
くけゃぇ しせきぇ. ′ぇ しゃけえ さっょ う きっしすくうはす こぇさかぇきっくす 
いぇゃっょっ ょっかけ.
] くぇしすけはとけすけ こうしきけ, ょっこけいうさぇくけ ゃ ¨ぉとうく-

しおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇ ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ 
しぇゅぇ しっ しかぇゅぇ おさぇえ.

╃っかはくぇ 〈さうそけくけゃぇ

╂さぇあょぇくしおう こさけすっしす しさっとせ ういぉけ-
さぇ くぇ あせさくぇかうしす いぇ ょうさっおすけさ くぇ 

ょさぇきぇすうつくうは すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇ-
ぉぇおつうっゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお けぉはゃうたぇ さぇぉけ-
すっとうすっ ゃ くっゅけ. ‶さけすっしすなす うき ゃおかのつ-
ゃぇ う こけょこうしおぇ ゃ いぇとうすぇ くぇ すっぇすなさぇ 
う しさっとせ くけゃうは ょうさっおすけさ.
╅せさくぇかうしすおぇすぇ ╃うぇくぇ [ぇきくぇかう-

っゃぇ っ こさっょこけつっすっくぇ けす おけきうしうはすぇ 
いぇ てっそ くぇ けぉとうくしおうは すっぇすなさ こさっょ 
ょけしっゅぇてくうは ょうさっおすけさ ┿すぇくぇし 』けこけゃ 
う こさっょ すっぇすさぇかうすっ ╂っけさゅう 〈ぇてっゃ う 
〈っきっくせあおぇ ╉けかぇさけゃぇ.

]こけさっょ 44-つかっくくうは しなしすぇゃ くぇ すっぇすなさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ういぉけさなす っ くぇゅかぇしっく う きぇ-
くうこせかうさぇく, おぇすけ ょけしっゅぇてくうはす せしこってっく, しこけさっょ ぇおすぬけさうすっ, ょうさっおすけさ っ しきっ-
くっく し „くっょけおぇいぇく う くぇすさぇこっく おぇくょうょぇす”.
′ぇ しゃけえ さっょ 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 さぇいこさけしすさぇくう しゃけは こけ-

いうちうは こけ こけゃけょ こさけすっしすぇ, ゃ おけはすけ しっ こけしけつゃぇ, つっ  おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ くはきぇ 
こさぇゃけきけとうは ょぇ ぉなょっ しすさぇくぇ ゃ おけくおせさし いぇ すっぇすさぇかっく ょうさっおすけさ.
‶さっちっくおぇすぇ くぇ おけくちっこちううすっ う おぇつっしすゃぇすぇ くぇ おぇくょうょぇすうすっ しっ こさぇゃう こけ しこっ-

ちうぇかういうさぇくぇ こさけちっょせさぇ, おけはすけ しっ しなしすぇゃは ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し くけさきぇすうゃくぇすぇ 
せさっょぉぇ う しっ けょけぉさはゃぇ いぇょなかあうすっかくけ けす ╋うくうしすなさぇ くぇ おせかすせさぇすぇ. ┿おけ けす 〈っ-
ぇすなさ „╊.╉ぇぉぇおつうっゃ” うきぇす しなきくっくうは ゃ こさっちっくおぇすぇ くぇ きうくうしすっさしすゃけすけ, すけ っ 
さっょくけ ょぇ しっ けぉなさくぇす おなき すぇいう うくしすうすせちうは, すなえ おぇすけ おきっすなす くっ けょけぉさはゃぇ 
おけくおせさしくうすっ おくうあぇ, しっ おぇいゃぇ けとっ ゃ けすゅけゃけさぇ くぇ ]すけはくけゃぇ.
╉ぇいぇくかなておうはす すっぇすなさ っ しないょぇょっく こさっょう 13 ゅけょうくう し さってっくうっ くぇ ¨ぉとうく-

しおうは しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ.  ‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しなしすぇゃなす きせ っ ういうゅさぇか 73 こさっょ-
しすぇゃかっくうは いぇ ゃないさぇしすくう う 100 いぇ ょっちぇ. ]けぉしすゃっくうすっ きせ こさうたけょう けす こけしすぇくけゃ-
おう しぇ 79 000 かゃ. いぇ ゅけょうくぇすぇ. ‶さっい 2011 ゅけょうくぇ ぉのょあっすくぇすぇ きせ ういょさなあおぇ っ 
ぉうかぇ 477 378 かゃ. ]せぉしうょうはすぇ きせ いぇ すぇいう ゅけょうくぇ っ くぇきぇかっくぇ しなし 100 000 かゃ.

] 60 たうかはょう かっゃぇ こさっい  すぇいう ゅけょうくぇ とっ さぇいこけ-
かぇゅぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”. 〈けゃぇ っ さってっくうっすけ 

くぇ ゅさぇょしおうすっ しなゃっすくうちう けす こけしかっょくけすけ うき いぇしっ-
ょぇくうっ. ‶ぇさうすっ しぇ けす けぉとぇすぇ けぉとうくしおぇ しせぉしうょうは  
いぇ しこけさすくうすっ おかせぉけゃっ ゃ さぇえけくぇ. ]っかしおうすっ けすぉけさう 
こけ そせすぉけか くぇ ╉さなく, [けいけゃけ, ╉なくつっゃけ, ̈ ゃけとくうお  う 
╉けこさうくおぇ とっ こけかせつぇす いぇ ゅけょうくぇすぇ こけ 1500 かっゃぇ 
いぇ ょっえくけしす, ぇ けすぉけさなす くぇ ╀せいけゃゅさぇょ - くぇこけかけゃうくぇ 
けす しせきぇすぇ.  ‶ぇさうすっ しぇ くっょけしすぇすなつくう,  おけくすさうさぇたぇ 
しなゃっすくうちう けす ′╃]╁. 
〈っいう こぇさう くっ しっ ょぇゃぇす いぇ ういょさなあおぇ,  ぇ いぇ ょっえ-

くけしすう, けとっ こけゃっつっ, つっ ゃしうつおう すっいう そせすぉけかくう 
おかせぉけゃっ しぇ しょさせあっくうは し くっしすけこぇくしおぇ ちっか う しかっょ-
ゃぇ ょぇ  すなさしはす  う ょさせゅう そけさきう いぇ しさっょしすゃぇ, ぇ くっ ょぇ 
ぉなょぇす ういょなさあぇくう くぇ 100%  けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす, おけくすさうさぇ ゃないさぇあっくうっすけ 
おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
]すけはくけゃぇ いぇはゃう, つっ うきぇ ょけしすぇ ぇおすうゃくう おかせぉけゃっ, おけうすけ くけしはす くぇ ゅさぇょぇ くぇ-

ゅさぇょう, う っ  せきっしすくけ すっ しなとけ ょぇ ぉなょぇす そうくぇくしけゃけ こけょこけきけゅくぇすう.

] おけくおせさし いぇ しすけこぇくうしゃぇくっ とっ しっ けすょぇゃぇ ゅさぇょしおぇすぇ けぉとっしすゃっくぇ すけぇ-
かっすくぇ ゃ こぇさお „[けいぇさうせき”. ╅っかぇっとうすっ ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ くっゅけ とっ すさはぉゃぇ 

ょぇ こさっょしすぇゃはす ぉういくっし-こかぇく いぇ さぇいゃうすうっ くぇ けぉっおすぇ. 〈けゃぇ さってうたぇ くぇ こけ-
しかっょくけすけ しう いぇしっょぇくうっ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ ぉういくっし-
こかぇくけゃっすっ しう おぇくょうょぇすうすっ いぇ くぇっきぇくっ くぇ すけぇかっすくぇすぇ  とっ すさはぉゃぇ ょぇ こさっょ-
かけあぇす う うょっう いぇ けぉかぇゅけさけょはゃぇくっ くぇ  しなけさなあっくうっすけ う くぇ さぇえけくぇ けおけかけ 
くっゅけ. ]こっつっかうかうはす とっ こかぇとぇ きっしっつっく くぇっき けす 133 かっゃぇ ぉっい ╃╃]. 
‶けゃっつっ けす ょっしっすうかっすうっ すけぇかっすくぇすぇ ゃ こぇさお „[けいぇさうせき” くっ さぇぉけすう. ╆ぇ 

こけしかっょくけ ぉっ さっきけくすうさぇくぇ こさっい 2003-すぇ ゅけょうくぇ, くけ くぇ こさぇおすうおぇ くっ しっ 
こけかいゃぇ けす こさっょう すけゃぇ. ‶さけぉかっきう し おぇくぇかういぇちうはすぇ しぇ ょさせゅうはす ょっそっおす くぇ 
すけぇかっすくぇすぇ,  すなえ くせあくぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう, けしけぉっくけ ゃ かっすくうすっ きっしっちう. 

‶けゃっつっ けす 4 すけくぇ ぉけおかせお しなぉさぇ-
たぇ   きかぇょう っおけかけいう けす ╉ぇいぇくかなお  

おさぇえ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ.
╁ こけつうしすゃぇくっすけ くぇ はいけゃうさぇ う ぉさっ-

ゅけゃぇすぇ うゃうちぇ しっ ゃおかのつうたぇ う きかぇ-
ょっあう けす ╂なさちうは, ]┿】, 《さぇくちうは, 
╇しこぇくうは う ╂っさきぇくうは, おぇおすけ う ょけ-
ぉさけゃけかちうすっ けす ╊うすゃぇ, ╊ぇすゃうは, ╋ぇ-
おっょけくうは, 〉くゅぇさうは, ‶けかてぇ う ]かけゃぇ-
おうは.
‶ぇさぇかっかくけ し せぉけさおぇすぇ くぇ さぇいかうつ-

くう ゃうょけゃっ けすこぇょなちう, けしくけゃくけ くぇえ-
かけくけゃう すけさぉう, こかぇしすきぇしけゃう う かぇきぇ-

さうくっくう ぉせすうかおう, ぉはたぇ こけしすぇゃっくう う 20 せおぇいぇすっかくう すぇぉっかう し さぇいかうつくう 
っおけこけしかぇくうは. 〈ぇぉっかうすっ しぇ ういさぇぉけすっくう けす きかぇょっあう けす ]ょさせあっくうっ „╁いぇ-
うきけこけきけと” う すったくうすっ ゅけしすう - ょけぉさけゃけかちう けす さぇいかうつくう しすさぇくう, し そうくぇく-
しけゃぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

╋ぇとぇぉくぇ ゅさぇょしおぇ ぇおちうは こけ こけつうしすゃぇくっ くぇ きっあょせぉかけおけゃう こさけしすさぇく-
しすゃぇ けさゅぇくういうさぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 12-すう きぇえ. ╅っかぇすっかくけ っ ゃ 

ぇおちうはすぇ ょぇ しっ ゃおかのつう ゃしっおう ゅさぇあょぇくうく, おぇすけ こけつうしすう  こけくっ こさっょ ょけきぇ 
しう. ╆ぇ ういゃけいゃぇくっ くぇ けすこぇょなちうすっ ゅさぇあょぇくうすっ きけゅぇす ょぇ いゃなくはす くぇ すっかっそけく 
638 80 ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
]なゃきっしすくけ し „╄おけこぇお” ¨ぉとうくぇすぇ とっ こさっょけしすぇゃう くぇ あっかぇっとうすっ ょぇ つうし-

すはす ゃ しぇきうは ょっく – 12-すう きぇえ, くぇょ 700 おけきこかっおすぇ さなおぇゃうちう う 700 つせゃぇかぇ 
いぇ しなぉうさぇくっ くぇ けすこぇょなちうすっ. 

100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ う ゃっおけゃくうはす のぉうかっえ くぇ ╁╁] 
とっ ぉなょぇす けすぉっかはいぇくう ゃ ╉ぇいぇくかなお し ′ぇちうけくぇかくぇ おさなゅかぇ きぇしぇ, けさゅぇくう-
いうさぇくぇ けす ¨ぉとけぉなかゅぇさしおうは  おけきうすっす „╂っく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ”. ′ぇ そけさせきぇ いぇ 
こなさゃう こなす とっ ぉなょぇす こけおぇくっくう いぇ せつぇしすうっ う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さぇいかうつくう 
さっかうゅうけいくう  けぉとくけしすう: っゃぇくゅっかうしすしおう さけきしおう かうょっさう, おぇすけかうつっしおう しゃっ-
とっくうちう, たけょあう, おぇおすけ う こけすけきちう くぇ ゃけっくくう こなかおけゃけょちう. ]こっちうぇかくぇ  こけ-
おぇくぇ いぇ そけさせきぇ っ ういこさぇすっくぇ う ょけ こさっょしっょぇすっかは くぇ ′ぇちうけくぇかくうは おけきうすっす 
いぇ つっしすゃぇくうはすぇ くぇ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ - きうくうしすなさなす 
くぇ ゃなすさってくうすっ さぇぉけすう う ゃうちっこさっきうっさ 『ゃっすぇく 『ゃっすぇくけゃ. 
]なぉうすうっすけ っ くぇしさけつっくけ いぇ 30-すう きぇえ ゃ ╉ぇいぇくかなお.

〈┿

こさっょしっょぇすっか くぇ けさゅぇくういぇ
ちうはすぇ ぉはたぇ くけきうさぇくう 13 しけ
ちうぇかうしすう. 
╁ たけょぇ くぇ こさっょかけあっくうはすぇ 11 
けす すはた, しさっょ おけうすけ う ぉうゃてうはす 
こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお う おぇくょうょぇす 

いぇ おきっす くぇ ╀]‶ ╁ぇしうか ]ぇ
きぇさしおう, しう くぇこさぇゃうたぇ しぇきけ
けすゃけょう. ╆ぇ そうくぇかぇ けしすぇくぇたぇ 
╋うくつっゃ う ╂けさけかけきけゃ.
′けゃけういぉさぇくうはす かうょっさ くぇ 
おぇいぇくかなておうすっ しけちうぇかうしすう 
っ ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ 
くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあうくう ゃ ゅさ. 
╉さなく う こさっょしっょぇすっか くぇ ぉけさ
ょぇ くぇ ょうさっおすけさうすっ. ╋うくつっゃ 

っ こさっょしっょぇすっか う くぇ きっしすくうは 
[けすぇさう おかせぉ う けぉとうくしおう しな
ゃっすくうお けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╀]‶, 
つかっく くぇ ょゃっ おけきうしうう - いぇ 
しっかしおけ う ゅけさしおけ しすけこぇくしすゃけ 
う しうゅせさくけしす, いぇ けぉとっしすゃっく う 
っおけかけゅうつっく さっょ.

] ういぉけさぇ しう ┿かっおしぇくょなさ 
╋うくつっゃ こけっきぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは くぇ しけちうぇかうしすう
すっ いぇ しかっょゃぇとうすっ 4 ゅけょうくう. 
¨すつっすくけ-ういぉけさくぇすぇ おけくそっ
さっくちうは くぇ ╀]‶ ゃ ゅさぇょぇ くぇ 
さけいうすっ こさけょなかあう 11 つぇしぇ, 
くけ ぉっい うくすさうゅぇ.
╁ けすつっすくうは しう ょけおかぇょ ょけしっ
ゅぇてくうはす こさっょしぇょぇすっか ╇ゃぇく 

╂けさけかけきけゃ こさういけゃぇ つかっくけゃっ
すっ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ しっさうけい
くけ ょぇ しっ いぇきうしかはす いぇ こぇさすうえ
くぇすぇ ょうしちうこかうくぇ, こさっょゃうょ 
さっいせかすぇすうすっ けす こけしかっょくうすっ 
きっしすくう ういぉけさう, う いぇはゃう, つっ 
„ぉっい っょうくしすゃけ こぇさすうはすぇ くはきぇ 

ょぇ きけあっ ょぇ しっ こさけすうゃけこけしすぇ
ゃう くぇ すけゃぇ, おけっすけ しすけう しさっとせ 
くっは”, すなえ おぇすけ „ゃなこさっおう くっ
ゅぇすうゃういきぇ くぇ たけさぇすぇ しさっとせ 
せこさぇゃかはゃぇとうすっ, ╀]‶ くっ っ 
さぇいてうさうかぇ しゃけっすけ ゃかうはくうっ”.
‶さっょ しなこぇさすうえちうすっ しう ╂け
さけかけきけゃ こさういくぇ う いぇ しゃけは 
ゅさっておぇ けす こさっょういぉけさくぇすぇ 
おぇきこぇくうは きうくぇかぇすぇ ゅけょう

くぇ, おけゅぇすけ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ こぇさすうはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお くっ 
っ こさうっかけ うしおぇくっすけ いぇ しさっ
とぇ くぇ ぉうゃてうは おきっす ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ, けおぇいぇか しっ ゃこけしかっょ
しすゃうっ さぇいょっかうすっかくぇ かうくうは 
いぇ しけちうぇかうしすうすっ くぇ きっしすくうすっ 
ういぉけさう. 
]なし 131 つかっくぇ っ くぇきぇかはかぇ いぇ 
けすつっすくうは こっさうけょ けさゅぇくういぇ
ちうはすぇ くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお う 
おなき きけきっくすぇ ゃ くっは つかっくせゃぇす 
952 ょせてう, しすぇくぇ はしくけ けす ょけ
おかぇょぇ くぇ ╂けさけかけきけゃ.
]うかくけ ういおぇいゃぇくっ くぇ そけさせきぇ 
くぇこさぇゃう ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, 
こさっょしっょぇすっか くぇ ゅさせこぇすぇ しな
ゃっすくうちう くぇ ╀]‶ ゃ きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす.
╁ しかけゃけすけ しう すけえ ゅけゃけさう いぇ 
„ゅけかはきぇすぇ こさけこぇゅぇくょぇ”, くぇ 
おけはすけ しけちうぇかうしすうすっ しかっょゃぇ 
ょぇ しっ こさけすうゃけこけしすぇゃはす. ]ぇ
きぇさしおう こけっ ちはかぇすぇ けすゅけゃけさ
くけしす いぇ いぇゅせぉぇすぇ くぇ きっしすくうすっ 
ういぉけさう くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
〈けえ こさういけゃぇ しなこぇさすうえちう
すっ しう ょぇ しう ょぇょぇす しきっすおぇ いぇ 
しっゅぇてくけすけ こけかけあっくうっ う ょぇ 
ょぇょぇす てぇくし くぇ くけゃけすけ こけおけ
かっくうっ. 
╉けくそっさっくちうはすぇ くぇ しけちうぇ
かうしすうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお ういぉさぇ 
5-きぇ ょっかっゅぇすう いぇ ╉けくゅさっしぇ 
くぇ こぇさすうはすぇ こさっい きぇえ, くけゃ 
しなしすぇゃ くぇ ‶かっくせきぇ, くぇこさぇゃう 
しゃけう こさっょかけあっくうは いぇ ′ぇちうけ
くぇかくうは う ╉けくすさけかっく しなゃっす.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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ぇさしっくぇかしおうすっ そさっいう う ぉけさ
きぇてうくう - う ゃ 〈せさちうは, う ゃ 
ぇさぇぉしおうは しゃはす. ╁ ‶ぇさうあ こなお 
きせ しっ しかせつうかけ ょぇ こけこぇょくっ 
くぇ つけゃっお, おけえすけ けすおさうすけ ゅけ 
ゃっさぉせゃぇか – けこうすゃぇか しっ ょぇ 
ゅけ こけょおせこう いぇ うくそけさきぇちうは 
し けぉっとぇくうは いぇ ぇゃすけきけぉうか  
おぇすけ とっょなさ こけょぇさなお, おけえすけ 
うしおぇかう ょぇ きせ ょけおぇさぇす くぇ
こさぇゃけ ゃ ╀なかゅぇさうは. [ぇいぉうさぇ 
しっ – けすおぇいぇか. 
╇くぇつっ, ゃ ‶ぇさうあ ゃこっつぇす

かっくうはすぇ けす くぇてぇすぇ ぉけさきぇ
てうくぇ ╀╉-32 ぉうかう けすかうつくう. 
‶さぇおすうおぇすぇ ょけさう こけおぇいぇかぇ, 
つっ きけあっ ょぇ こさけぉうゃぇ けすゃけさう 
ょぇかっつ くぇょ さぇいつっすっくうすっ  – ょけ 
40 きき.  ]うゅせさくけ いぇすけゃぇ っ 
うきぇかけ う けこうす いぇ ゃっさぉけゃおぇ...
„╇きぇてっ きくけゅけ こぇいぇさう, 

きくけゅけ けす すはた しっ いぇすさうたぇ こけ 

こけかうすうつっしおう こさうつうくう...”, し 
ぉけかおぇ おけきっくすうさぇ しかせつうかけすけ 
しっ ぇさしっくぇかっちなす, ょぇか くぇ すけゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけ こけゃっつっ けす すさう 
ょっしっすうかっすうは すさせょ.  〉しこったぇ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う すなさ

ゅけゃうはすぇ しなし しこっちうぇかくぇ こさけ
ょせおちうは う きっすぇかけさっあっとう きぇ
てうくう ゃ けくうは ゅけょうくう ╃さぇゅくっゃ 
しう けぉはしくはゃぇ し ょなさあぇゃくぇすぇ 
こけかうすうおぇ, けしけぉっくけしすうすっ くぇ 
ゃさっきっすけ, くけ う くっ くぇ こけしかっょ
くけ きはしすけ – し おぇつっしすゃけすけ くぇ 
さぇぉけすぇ くぇ ぇさしっくぇかちう. ¨すぉっ
かはいゃぇ しこっちうぇかくけ さぇいさぇぉけす
おうすっ くぇ ╆ぇゃけょ 5 ゃ ゅけかはきぇすぇ う 
せしこってくぇ さぇいゃけえくぇ ぉぇいぇ こけょ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ′っょっかつけ 
╀さぇすけっゃ.  
╉ぇすけ ぇきぉうちうけいくう くぇつうくぇ

くうは くぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ いぇゃけょぇ 
けす すけゅぇゃぇ, ╃さぇゅくっゃ くっ こけょきう
くぇゃぇ う けこうすぇ いぇ ょうしこっつっさしおけ 
せこさぇゃかっくうっ くぇ ょけしすぇゃおうすっ う 
ょゃうあっくうっすけ くぇ ょっすぇえかうすっ いぇ 
しゅかけぉおうすっ くぇこさぇゃけ こけ さぇぉけす
くうすっ きっしすぇ: ゃしはおぇ きぇてうくぇ 
ぉうかぇ しくぇぉょっくぇ し すっかっそけく, 
さぇぉけすくうおなす こけ ゃしはおけ ゃさっきっ 
ぉなさいけ きけあっか ょぇ うくそけさきうさぇ 
おぇお ゃなさゃはす くっとぇすぇ う おぇおゃけ 
くっ きせ ょけしすうゅぇ, おぇおすけ う おけかおけ 
っ こさけういゃっか. 〈ぇおぇ しっ さってぇ
ゃぇかう こさけぉかっきうすっ くぇ しかけあ
くけすけ しかっょっくっ くぇ ょけしすぇゃおうすっ 
こけ ちはかぇすぇ かうくうは けす さぇぉけすくう 
きっしすぇ. ╀なかゅぇさとうくぇすぇ, けぉぇつっ, 
こさけゃぇかうかぇ うょっはすぇ, いぇとけすけ 
くはおけう さぇぉけすくうちう ういこけつせ
こうかう, ぇ ょさせゅう – けすおさぇょくぇかう 
すっかっそけくくうすっ ぇこぇさぇすう. ′け 
ょうしこっつっさくぇすぇ  ゃなさてっかぇ けす
かうつくぇ さぇぉけすぇ いぇ しせすさってくう
すっ けこっさぇすうゃおう. 〈っ ういこさぇゃは
かう きうさくけ すけつくけ ゃ 7.10 つぇしぇ 
ゃしうつおう くぇつぇかくうちう くぇ ちったけゃっ 
ゃ ╆ぇゃけょ 5  こさっょ すっかっそけくう

すっ,  ょけおぇすけ ゃ ょうしこっつっさくぇすぇ 
╃さぇゅくっゃ, おぇすけ さなおけゃけょうすっか 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, しゃっあょぇか 
うくそけさきぇちうは う こけかせゃぇか しゃっ
ょっくうは いぇ たけょぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ. 

╂-く 〉させきけゃ, いぇ すさっすう こなす しすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇきけ いぇ っょくぇ 
しっょきうちぇ. ╉ぇお すぇおぇ しっ しかせつう?
- ╇ ぇい くっ きけゅぇ ょぇ こけゃはさゃぇき..., くけ しっ しかせつう. ┿きう... おぇいぇくかな-

つぇくう しぇ ゃうくけゃくう. ╇ 《けくょぇちうは „』せょけきうさ”, おけはすけ けさゅぇくういうさぇ 
すけいう こさっおさぇしっく そっしすうゃぇか う おけきっょうえくうは そっしすうゃぇか いぇ ょさぇきぇ-
すうつくう すっぇすさう. ╋うしかは, つっ すっ くぇこさぇゃうたぇ すぇおぇ, つっ ょぇ ぉなょぇ いぇ 
すさっすう こなす ゃ ╉ぇいぇくかなお - し こさういくぇくうっすけ, し けちっくおぇすぇ いぇ すけゃぇ, 
つっ うきぇたきっ すっいう こさうはすくう しさっとう ゃなゃ ゃなかてっぉくうは う きぇゅうつっく 
しゃはす くぇ すっぇすなさぇ, ゃ おけえすけ しっ こけさぇいたけょうたきっ きぇかおけ いぇっょくけ し 
すけいう しかぇょおけょせきっく こさうおぇいかうゃっち ╃はくおけ - ╊ぇかせゅっさぇ.
¨つぇおゃぇたすっ かう こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ ゃ „╉けきっょうえくうはす たうす 

くぇ しっいけくぇ” 2012? 『はかぇすぇ こせぉかうおぇ ╁う ぇこかけょうさぇ ぉせさくけ, 
しかっょ こさっょしすぇゃかっくうっすけ きっしすくうすっ ぇおすぬけさう けす くぇてうは すっ-
ぇすなさ ╁う こけしさっとくぇたぇ し けゅさけきくう けゃぇちうう, こけしかっ けすくけ-
ゃけ ╁う ぇこかけょうさぇたぇ し けゅさけきくう けゃぇちうう. ′ぇゃしはおなょっ かう っ 
すぇおぇ?
- ╁ うくすっさっし くぇ うしすうくぇすぇ, いくぇっえおう, つっ すせお しっかっおちうはすぇ くぇ 

そっしすうゃぇかぇ っ ょけぉさぇ う ゃしうつおう しこっおすぇおかう しぇ こけょぉうさぇくう ょけしすぇ 
ゃくうきぇすっかくけ,  くっ ぉはた せぉっょっく, つっ ぇい とっ ぉなょぇ くぇゅさぇょっくうはす 
し すけいう しこっおすぇおなか. ╆ぇとけすけ ゃしっおう しこっおすぇおなか うきぇ しゃけうすっ おぇ-
つっしすゃぇ, ょけしすけえくしすゃぇ, くけ おけゅぇすけ ゃっつっ こけ ゃさっきっ くぇ しこっおすぇおな-
かぇ ぇい せしっすうた, つっ くうっ ゅけゃけさうき くぇ っょうく っいうお しなし いさうすっかくぇすぇ 
いぇかぇ, つっ ゃけょうき っょうく ょうぇかけゅ, つっ しっ ゃなかくせゃぇきっ いぇっょくけ, つっ しっ 

しきっっき う しっ さぇょゃぇきっ いぇっょくけ... 
╇ すけゅぇゃぇ, ょけさう う ょぇ くっ ぉってっ 
すぇいう くぇゅさぇょぇ, けくぇいう くぇゅさぇょぇ 
けす こせぉかうおぇすぇ くぇ しこっおすぇおなかぇ, 
けくっいう ぇこかけょうしきっくすう, けくっいう 
こさけしなかいっくう けつう, けくっいう きぇか-
おう ょっつうちぇ, おけうすけ ゃうょはた しさっょ 
こせぉかうおぇすぇ う おけうすけ くっ こけきくはす 
けくけゃぇ ゃさっきっ, いぇ おけっすけ ゅけ-
ゃけさは ゃ しこっおすぇおなかぇ, ょけえょけたぇ 
さぇいゃなかくせゃぇくう ょぇ きっ ういつぇおぇす 
けすいぇょ, ょけさう - ぉっい ょなた ょぇ きけ-
ゅぇす ょぇ しう こけっきぇす - すけゃぇ きう 
こけょしおぇいゃぇてっ, つっ きけあっ ぉう 
すけゃぇ っ くぇゅさぇょぇすぇ ゃしなとくけしす...
〉しっすうたすっ かう すせお  くぇけおけ-

かけ,  ゃ ╉ぇいぇくかなお,  ょせたぇ くぇ 
』せょけきうさ? 
- ╇ょゃぇた すせお ゃ こけしかっょくうは 

きけきっくす こさっょう しこっおすぇおなかぇ, 
くけ しかっょ すけゃぇ, こけこぇょぇえおう ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ たけさぇすぇ けす  〉こさぇ-
ゃうすっかくうは しなゃっす う けさゅぇくういぇ-
すけさうすっ けす 《けくょぇちうは „』せょけ-
きうさ”, おけかっゅうすっ けす すっぇすなさぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお... - すっ ゅけ くけしったぇ 
ゃ しっぉっ しう - すけは ょせた. ╇ きう ゅけ 
こさっょぇゃぇたぇ きぇかおけ こけ きぇかおけ - 
し つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ, し うくすっ-
さっし, しなし いぇおぇつおう, すっ しぇ くけしう-
すっかう くぇ すけいう 』せょけきうさけゃ ょせた.
╉なょっ とっ しかけあうすっ ぉさけく-

いけゃぇすぇ しすぇすせっすおぇ 』せょけ-
きうさ, おけはすけ しこっつっかうたすっ し 
こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ けす „╉け-
きっょうえくうはす たうす くぇ しっいけくぇ” 
2012?
- ╋はしすけすけ くぇ すぇおぇゃぇ ぉさけく-

いけゃぇ しすぇすせっすおぇ っ すぇおけゃぇ, つっ 
こさう ゃしうつおう こけかけあっくうは すは 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ とぇすっかくけ けた-
さぇくはゃぇくぇ けす ょゃぇすぇ ┿しおっっさぇ, 
おけうすけ うきぇき, おけうすけ ょぇ しすけはす 
けす ょゃっすっ え しすさぇくう...  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

37 ゅけょうくう ゃ ぇさしっくぇかしおうは ╆ぇゃけょ 5 けすぉさけはゃぇ 
いぇょ ゅなさぉぇ しう 『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ. ╋ぇおぇさ う ゃっつっ 
15 ゅけょうくう こっくしうけくっさ, ╃さぇゅくっゃ, ゃこうしぇか ゃ うし
すけさうはすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 12 
ゅけょうくう おぇすけ くぇつぇかくうお くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ 
╆ぇゃけょ 5, ょくっし ゃしっ すぇおぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ゃけょう 
あうゃけす, いぇょぇょっく し ぇさしっくぇかしおうは さうすなき くぇ 70-
すっ う 80-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっつっ ゃっお – しなし 
しっさうけいくう ぇくゅぇあうきっくすう う ょくっゃくぇ いぇっすけしす – 
ょぇかっつ  くっすうこうつくぇ いぇ っょうく こっくしうけくっさ. „』けゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ こさぇゃう くっとけ, ょぇ っ ぇおすうゃっく, うくぇつっ – 
せきうさぇ”, おぇいゃぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ くぇてうは さぇいゅけゃけさ 
『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ, おけえすけ っ せしこはか ょぇ しっ せぉっょう 
かうつくけ ゃなゃ ゃっさくけしすすぇ くぇ すぇいう あうすっえしおぇ うしすう
くぇ, こさけゃっさっくぇ ゃ ゅけょうくうすっ.

╉ぇおすけ つっしすけ しっ しかせつゃぇ ゃ けくけゃぇ 
ゃさっきっ – こさっい 1967-きぇ, ╃さぇゅくっゃ 
うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” しかっょ こけかせつぇ
ゃぇくっすけ くぇ こさっょかけあっくうっ し こうし
きけ こけ こけとぇすぇ. ╉ぇすけ いぇゃなさてうか 
おぇいぇくかなておうは きったぇくけすったくう
おせき, しこっちうぇかくけしす „╃ゃうゅぇすっかう し 
ゃなすさってくけ ゅけさっくっ” , おぇすけ つけゃっお 
- くぇ „すう” し きっすぇかけけぉさぇぉけすゃぇ
くっすけ, 『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ こけかせつぇ
ゃぇ すさう こうしきぇ し こさっょかけあっくうは 
いぇ さぇぉけすぇ: いぇ „╀けくつけ 【ぇくけゃ” 
- しっゅぇ  „╋ + ] 》うょさぇゃかうお”, いぇ 
„》うょさぇゃかうおぇ” -  しっゅぇ „╉ぇこさけ
くう”, う いぇ „┿さしっくぇか”.  ╇いぉう
さぇ ぉっい おけかっぉぇくうっ „┿さしっくぇか”, 
いぇとけすけ: ”┿さしっくぇか” っ こさっし
すうあくけ こさっょこさうはすうっ”. ]こけさっょ  
╃さぇゅくっゃ, ゃなさたなす ゃ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ  けさなあっえくうちぇ 
っ うきっくくけ ゃ こっさうけょぇ くぇ 70-すっ う 
80-すっ ゅけょうくう, おけゅぇすけ  う ゃ ╆ぇゃけょ 
5 うきぇ こうおけゃう  きっしっちう, ゃ おけうすけ 
こさけういゃけょしすゃけすけ ぉっかっあう くっょけし
すうゅくぇすう けすすけゅぇゃぇ  ゃっかうつうくう: 
そさっいうすっ 《〉-251 – 114 ぉさけは; 
こけ すけかおけゃぇ けとっ ういかういぇかう けす 
いぇゃけょぇ ゃなゃ ゃなさたけゃう きけきっくすう 
う おけきこかっおすうすっ こさうぉけさう 〉╃┿ 
う ╉╃╋.  ╀けさきぇてうくうすっ  ╀╉-32 
ょけしすうゅぇかう ょけ 241 ぉさけは, さぇょう
ぇかうすっ ‶[-501 – 7 ぉさけは きっしっつ
くけ..., ╆《-401 – 6 ぉさけは...

╃さぇゅくっゃ しう しこけきくは
ちうそさうすっ し ぇぉしけかのすくぇ 

すけつくけしす

〈けゃぇ くっ っ しかせつぇえくけ: „ゅけくうか”  
っ すっいう さっいせかすぇすう う ょっく, う くけと. 
╁ ぉせおゃぇかくうは しきうしなか くぇ ょせきぇ
すぇ. ]かせつゃぇかけ しっ ょぇ しっ さぇぉけすう 
う  くけとっき. ┿おけ しっ くぇかぇゅぇかけ, けす 
さなおけゃけょしすゃけすけ しなぉうさぇかう さぇ
ぉけすくうちうすっ しこってくけ いぇ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ う ょけしすぇゃおぇすぇ くぇ くは
おけえ ょっすぇえか, けしうゅせさはゃぇかう たさぇくぇ 
う くぇこうすおう. 〈ぇおぇ - し おのそすっすぇすぇ 
おさぇえ きぇてうくうすっ, ぇ こけくはおけゅぇ – 
う し ぉうさうつおぇ, さぇぉけすくうちうすっ うい
おぇさゃぇかう くぇ しせすさうくすぇ くせあくけすけ 
おけかうつっしすゃけ ょっすぇえかう う こかぇくなす 
ゃかういぇか ゃ ゅさぇそうお. 〈けは さうすなき くぇ 
さぇぉけすぇ う ょくっし いぇ ょなかゅけゅけょうて
くうは くぇつぇかくうお こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
╆ぇゃけょ 5 しはおぇて ういゅかっあょぇ ぇぉしけ
かのすくけ くけさきぇかっく. 〈うは そけさしきぇ
あけさくう けぉしすけはすっかしすゃぇ ぉうかう ぇぉ
しけかのすくけ ぇょっおゃぇすくう くぇ ゃさっきっすけ 
う いぇ すはた ╃さぇゅくっゃ ゅけゃけさう しなゃしっき 
しこけおけえくけ.  ╃ぇあっ たゃなさかは こさっ
ょういゃうおぇすっかしすゃけ おなき しっゅぇてくうすっ 
さなおけゃけょうすっかう, おけうすけ こけいくぇゃぇ 
う せゃぇあぇゃぇ, くけ すけゅぇゃぇてくけすけ さな
おけゃけょしすゃけ くぇ ╆ぇゃけょ 5  ぉうっ, しこけ
さっょ ╃さぇゅくっゃ,  ょくってくけすけ -  こけくっ 
し 5 くぇ くせかぇ. ′ぇえ-きぇかおけ いぇとけすけ 
こさけきうてかっくけ-こさけういゃけょしすゃっくう
はす こっさしけくぇか くぇ きぇてうくけしすさけう
すっかくうは いぇゃけょ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 

けさなあっえくうちぇ すけゅぇゃぇ くぇぉさけ
はゃぇか ちっかう 1 440 ょせてう.  ] 
っょくぇ ょせきぇ: ゃっすっさぇくうすっ こっ
つっかはす ぉうすおぇすぇ くぇ ゃさっきっすけ. 
]ぇきうはす ╃さぇゅくっゃ, おぇすけ てっそ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ ╆ぇゃけょ 
5, つっしすけ  おさなしすけしゃぇか ╀なか
ゅぇさうは しなし しこってくう おせさしけゃっ 
いぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ ょっすぇえかう. 
〈ぇおぇ ゃっょくなあ くけとっき  たけょうか 
つぇお ょけ ╉なさょあぇかう, おなょっすけ 
くぇつぇしぇ しなぉさぇかう たけさぇすぇ いぇ 
さぇぉけすぇ こけ こけょゅけすけゃおぇすぇ 
くぇ くっけすかけあくけ くせあくう ょっ
すぇえかう, おけうすけ くぇ しせすさうくすぇ 
ぉうかう ゃっつっ くぇすけゃぇさっくう う 
ょけおぇさぇくう けす ╃さぇゅくっゃ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお すけつくけ ゃ 8.00 つぇしぇ - 
いぇ きけくすぇあ くぇ こかけとぇょおぇすぇ 
くぇ ╆ぇゃけょ 5. ‶なすせゃぇくうはすぇ 
ぉうかう つっしすう, いぇとけすけ ぇさきう
はすぇ くぇ けさなあっえくうちうすっ くぇ 
すけゅぇゃぇてくうは ╋╉ „《さうょさうた 
╄くゅっかし”- しっゅぇ „┿さしっくぇか”, 
くぇぉさけはゃぇかぇ ょけ 25 たうかはょう 
ょせてう, こさなしくぇすう こけ ちったけゃっ 
う こかけとぇょおう ゃ ちはかぇすぇ しすさぇ
くぇ. ‶けゃっつっすけ けす ちったけゃっすっ 
ぉうかう おなき ╆ぇゃけょ 5, けぉはしくは
ゃぇ ╃さぇゅくっゃ. ╇きぇかけ ういくっしっ
くう こさけういゃけょしすゃぇ くぇ ょっすぇえ
かう ゃ ぉかういおうすっ ょけ ╉ぇいぇくかなお 
╂ぇぉぇさっゃけ, ┿かっおしぇくょさけゃけ, 
¨しっすっくけゃけ, ╉ぇかけそっさ, ╄くう
くぇ, くけ う ゃ こけ-ょぇかっつくう きっし
すぇ – おぇすけ おなさょあぇかうえしおうすっ 
』っさくけけつっくっ う ‶つっかぇさけゃけ, 
おなょっすけ ういさぇぉけすゃぇかう ょっ
すぇえかう いぇ きぇてうくけしすさけう
すっかくうは いぇゃけょ 5. „》けさぇすぇ ゃ 
すけいう おさぇえ ぉはたぇ きくけゅけ すさせ
ょけかのぉうゃう”, くっ っ いぇぉさぇゃうか 
ゃしっけすょぇえくぇすぇ う おぇつっしす
ゃっくぇ さぇぉけすぇ くぇつぇかくうおなす 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ すけゅぇゃぇ 
『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ. ╁ たけょぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ すけえ しっ せぉっょうか, 
つっ: 

╋ぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか” しっ 
ちっくう くぇゃしはおなょっ

こけ しゃっすぇ

[ぇいぉさぇか すけゃぇ う ゃ ]うさうは, 
う ゃ ╋ぇさけおけ, う ゃ ╊うぉうは, う 
ょけさう ゃ ‶ぇさうあ, おなょっすけ こな
すせゃぇか おぇすけ ょっきけくしすさぇくす 
くぇ きっすぇかけさっあっとうすっ きぇ
てうくう. „′ぇてうすっ ういょっかうは 
しっ こけしさっとぇたぇ し うくすっさっし 
う しっ すなさしったぇ きくけゅけ. ′ぇ 
ゃしうつおう こぇくぇうさう う ういかけ
あっくうは うきぇたきっ ゅけかはき せし
こった, しおかのつゃぇたぇ しっ きくけゅけ 
ょけぉさう しょっかおう”, しこけきくは しう 
けとっ 『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ. ╇きぇか 
ゃしはおぇおゃう しかせつおう こさう すっいう 
こなすせゃぇくうは. ╋くけゅけ こなすう 
つせあょっくちうすっ きせ こけおぇいゃぇかう 
し せょけゃけかしすゃうっ おぇお さぇぉけすはす 

¨す ゃしっおう くぇつぇかくうお しっ うしおぇかぇ 
しすさけゅぇ さうすきうつくけしす – ぇおけ くっ 
きけあっ ょぇ は けしうゅせさう, けしすぇゃぇ しっ 
ういゃなくさっょくけ. ¨こっさぇすうゃおう しっ 
こさぇゃっかう ゃしっおう ょっく くっ しぇきけ 
しせすさうく, ぇ う ゃっつっさ ゃ 17 つぇしぇ, 
おけゅぇすけ こさう ょうさっおすけさぇ しっ ょけお
かぇょゃぇかけ すけつくけ しゃなさてっくけすけ し 
ょくっゃっく けすつっす. ╁ぇあくけ ぉうかけ ょぇ 
くはきぇ ういけしすぇゃぇくっ.  ‶けくはおけ
ゅぇ しっ さぇぉけすっかけ  ういゃなくさっょくけ 
う しっ しゃうおゃぇかぇ けこっさぇすうゃおぇ う 
ゃ 22 つぇしぇ... ¨こっさぇすうゃおうすっ 
ぉうかう いぇおけく. ‶け-しうかっく けぉぇつっ 
ぉうか いぇおけくなす:

”′ぇ ゅっくっさぇか ╋けくすぇあ
おけいうさせゃぇ ゃしっおう”

〈けゃぇ いくぇつう – ゃしっおう こさぇゃう 
う くっゃないきけあくけすけ, すぇおぇ つっ いぇ
おかのつうすっかくうはす っすぇこ くぇ きけく
すぇあぇ ょぇ ぉなょっ ゅぇさぇくすうさぇく,  ぇ 
っおしこっょうちうはすぇ – くぇゃさっきっくくぇ. 
„[ぇぉけすってっ しっ きくけゅけ, こけくは
おけゅぇ いぇぉさぇゃはたきっ いぇ しっきっえ
しすゃぇすぇ しう”, おぇいゃぇ ╃さぇゅくっゃ し 
ちはかけすけ せゃぇあっくうっ, おけっすけ ゃしっ
おう こっさそっおちうけくうしす うきぇ おなき 
さぇぉけすぇすぇ しう. [なおけゃけょうか こさけ
ういゃけょしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 5 ちっかう 
12 ゅけょうくう, 『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ 
くっ しぇきけ こけいくぇゃぇ „くぇ こさなしすう” 
さぇぉけすぇすぇ  くぇ きぇてうくけしすさけ
うすっかは  ゃ 5-すっ ちったぇ. ′っとけ 
こけゃっつっ – けしすぇゃぇ ょぇ あうゃっっ 
し くっは, いぇとけすけ う ょくっし  こさけ
ょなかあぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう うきっくくけ 
おぇすけ きぇてうくけしすさけうすっか. ]かっょ 
こっくしうけくうさぇくっすけ しう さぇぉけすうか 
くはおけかおけ ゅけょうくう ゃ いぇゃけょぇ ゃ 
╉ぇかけそっさ おぇすけ しくぇぉょうすっか, ぇ 
しっゅぇ – し くはおけかおけ こさうはすっかう 
こさけょなかあぇゃぇす ょぇ せこさぇあくはゃぇす 
こさけそっしうはすぇ, ういさぇぉけすゃぇえおう 
ょっすぇえかう いぇ っょうく けす おぇいぇく
かなておうすっ きぇてうくけしすさけうすっかくう 
いぇゃけょう.
 ╉ぇすけ しっきっえしすゃけ ぇさしっくぇかちう, 

ょゃぇきぇすぇ しなし しなこさせゅぇすぇ しう – 
╁っくっすぇ, さぇぉけすうかぇ ゃ ╆ぇゃけょ 1, 
うきぇす ゃ うしすうくしおうは しきうしなか くぇ 
ょせきぇすぇ くぇしかっょくう  ゃ おぇいぇく
かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ – しっ
ゅぇてくうはす ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうか 
う けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ゅさせ
こぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 
– ╃さぇゅけきうさ ╃さぇゅくっゃ. ]ぇきけ 
ょなとっさはすぇ こさぇゃう ういおかのつっ
くうっ, いぇとけすけ っ ういぉさぇかぇ そうかけ
かけゅうはすぇ う せつうすっかしすゃけすけ. 
╉ぇすけ ゃしっおう ぇさしっくぇかっち, おけえ

すけ こさういくぇゃぇ: ”╅うゃけすなす くう 
きうくぇ ゃ „┿さしっくぇか”, 『ゃっすぇく 
╃さぇゅくっゃ しなとけ くっ おさうっ くけし
すぇかゅうはすぇ こけ ぇさしっくぇかしおけすけ 
ゃっかうつうっ けす こさっょう 30 ゅけょうくう: 
くっ しぇきけ いぇさぇょう せしっとぇくっすけ いぇ 
しうかぇ, おけっすけ ょぇゃぇ けゅさけきくうはす 
こけすけお けす たけさぇ, いぇこなすうかう しっ 
しせすさうく おなき いぇゃけょぇ, ぇ  こけ-
しおけさけ – いぇさぇょう けくけゃぇ, おけっ
すけ っ けしすぇゃっくけ けす しすけさっくけすけ 
くぇゃさっきっすけ: ょっしっすおうすっ あう
かうとくう ぉかけおけゃっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
ょけきなす くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ „┿さ
しっくぇか”, こけつうゃくうすっ しすぇくちうう... 
╇  くぇ こなさゃけ きはしすけ - けちっかは
かぇすぇ こさけういゃけょしすゃっくぇ ぉぇいぇ ゃ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. 
╉ぇすけ しっ うきぇ こさっょゃうょ さぇいしうこ
ゃぇとぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ こさうゃぇすう
いぇちうは けす こけしかっょくうすっ 20 ゅけょう
くう, しこけさっょ 『ゃっすぇく ╃さぇゅくっゃ, 
けちっかはゃぇくっすけ くぇ „┿さしっくぇか” しう 
っ うしすうくしおけ こけしすうあっくうっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

′けしうすっかはす くぇ ぉさけくいけゃぇすぇ しすぇすせっすおぇ 』せょけきうさ 
– こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ けす „╉けきっょうえくうはす たうす くぇ 

しっいけくぇ” 2012 ゃ すぇいゅけょうてくうすっ 』せょけきうさけゃう こさぇい-
くうちう, ぇおすぬけさなす ′うおけかぇえ 〉させきけゃ, こさうしすうゅくぇ ょぇ 
こけかせつう けすかうつうっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお すけつくけ ゃ 22.15 つぇしぇ 
しかっょ けそうちうぇかくぇすぇ ちっさっきけくうは ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ 
„┿さしっくぇか” ゃ こけしかっょくうは ょっく けす こさぇいくうちうすっ - 1-ゃう 
ぇこさうか. ┿くゅぇあうさぇく ゃ すさぇょうちうけくくうは そっしすうゃぇか ゃ 
しすけかうちぇすぇ くぇ 1-ゃう ぇこさうか „╆かぇすくうはす おけし”, 〉させきけゃ 
いぇこぇかうか おけかぇすぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ せつぇしすうっすけ しう ゃ ]け-
そうは. 〈ぇおぇ, しぇきけ いぇ ょゃぇ つぇしぇ こさっい くけとすぇ, ぇおすぬけさなす 
ょけえょっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ ょゃぇ ょくう こけ-さぇくけ うゅさぇ ゃ 
けすかうつっくうは きけくけしこっおすぇおなか „╊ぇかせゅっさ”, いぇ おけえすけ ゃいっ 
こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ, ぇ しなとぇすぇ しっょきうちぇ, ゃ さぇきおうすっ くぇ 
こさぇいくうちうすっ, 〉させきけゃ  せつぇしすゃぇ う ゃ こさっょしすぇゃかっくうっ-
すけ くぇ ╃けぉさうつおうは すっぇすなさ „╅っくうすぉぇ” けす ╂けゅけか. ┿お-
すぬけさなす ぉっ こけしさっとくぇす し ぉせえくぇ さぇょけしす くぇ おけおすっえかぇ 
ゃ おさぇは くぇ こさぇいくうちうすっ, ょぇょっく けす こさっょしっょぇすっかは くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ. ╋うくせすう しかっょ 
すけゃぇ ょぇょっ うくすっさゃの いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

Николай Урумов и актрисата Светлана Бургазова

げí ßéÑñàóöñ óÖ¢ñÖñëó
〉ゃぇあぇっきう つうすぇすっかう くぇ くぇえ-すうさぇあくうは ゃっしすくうお ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ くはおけかおけ ぉさけは とっ ゃう こさっょしすぇゃうき ゃないきけあくけしすう 

いぇ こさけょなかあぇゃぇくっ くぇ けぉせつっくうっすけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ すったくうつっしおうすっ くぇせおう - おぇすけ ゃぇさうぇくす いぇ ゃぇし うかう ゃぇてうすっ ょっちぇ. 
]なゃしっき かけゅうつくけ, こさぇゃけすけ ょぇ っ こなさゃう e くぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ う くぇえ-こさっしすうあくけ すったくうつっしおけ ゃうしてっ せつうかうとっ ゃ しすさぇくぇすぇ – 〈ったくうつっしおうはす  せくう-

ゃっさしうすっす ゃ ]けそうは.

〈ったくうつっしおうはす せくうゃっさしうすっす – 
]けそうは っ くぇえ-ゅけかはきけすけ ゃうしてっ 

すったくうつっしおけ せつうかうとっ ゃ しすさぇくぇすぇ, し 
きけょっさくけ けぉいぇゃっょっくぇ ぉぇいぇ いぇ せつっぉ-
くぇ う くぇせつくぇ さぇぉけすぇ, し ゃうしけおけおゃぇ-
かうそうちうさぇくう こさっこけょぇゃぇすっかう う うく-
あっくっさくけ-すったくうつっしおう おぇょさう. ‶さっい 
66-ゅけょうてくぇすぇ うしすけさうは くぇ せくうゃっさ-
しうすっすぇ くぇょ 100 たうかはょう うくあっくっさう 

しぇ しっ ょうこかけきうさぇかう ゃ くっゅけ 
う しぇ くぇきっさうかう こさけそっしうけ-
くぇかくぇ さっぇかういぇちうは くっ しぇきけ 
せ くぇし, くけ う ゃ きくけゅけ しすさぇくう 
くぇ ゃしうつおう おけくすうくっくすう.
〈さぇょうちうは う こさうけさうすっす ゃ 

ょっえくけしすすぇ くぇ せくうゃっさしうすっ-
すぇ っ ゃうしけおけすけ おぇつっしすゃけ くぇ 
けぉせつっくうっ, こさけゃっあょぇくけ こけ 
しなゃさっきっくくう すったくけかけゅうう う 
しなゃきっしすうきけ し っゃさけこっえしおうすっ 
しすぇくょぇさすう いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ う 
おゃぇかうそうおぇちうは. 〉しこけさっょくけ 
し けぉせつっくうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおう 
っいうお, しっ こさっょかぇゅぇ う けぉせつっ-
くうっ くぇ さっょうちぇ しこっちうぇかくけ-
しすう くぇ くっきしおう, ぇくゅかうえしおう う 
そさっくしおう っいうちう. 
╁ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしう-

すっす – ]けそうは しっ けぉせつぇゃぇす 
う こけゃっつっ けす 1400 つせあょっし-
すさぇくくう しすせょっくすう. 
] おぇつっしすゃけすけ う きくけゅけけ-

ぉさぇいうっすけ くぇ こさけゃっあょぇくけすけ 
けぉせつっくうっ う ういしかっょけゃぇすっか-
しおぇ ょっえくけしす 〈ったくうつっしおうはす 
せくうゃっさしうすっす – ]けそうは うきぇ 
ぇきぉうちうはすぇ ょぇ ぉなょっ しさっょ 
ゃけょっとうすっ せくうゃっさしうすっすう ゃ 
っょうくくけすけ けぉさぇいけゃぇすっかくけ う 
ういしかっょけゃぇすっかしおけ こさけしすさぇく-
しすゃけ くぇ けぉっょうくっくぇ ╄ゃさけこぇ.

╂さぇそうお くぇ さっょけゃくうすっ 
おぇくょうょぇすしすせょっくすしおう うい-
こうすう: 

– すっしす こけ きぇすっきぇすうおぇ (し 
くっゅけ きけあっ ょぇ しっ おぇくょうょぇす-
しすゃぇ いぇ ゃしうつおう しこっ-
ちうぇかくけしすう, し ういおかのつっくうっ 

くぇ しこっちうぇかくけしすすぇ „╇くあっ-
くっさっく ょういぇえく”);
– ういこうす こけ さうしせゃぇくっ う うい-

こうす こけ おけきこけいうちうは (しぇきけ 
いぇ しこっちうぇかくけしすすぇ
„╇くあっくっさっく ょういぇえく”);
– ういこうす こけ つせあょ っいうお 

(くっきしおう, そさっくしおう うかう ぇく-
ゅかうえしおう) – いぇ しこっちうぇかくけ-
しすうすっ, こけ おけうすけ けぉせつっくうっ-
すけ しっ ういゃなさてゃぇ くぇ くっきしおう, 
そさっくしおう うかう ぇくゅかうえしおう 
っいうお.

〈っしすなす こけ きぇすっきぇすうおぇ 
しっ こさけゃっあょぇ くぇ 9 のかう 
2012 ゅ. (こけくっょっかくうお), 
っょくけゃさっきっくくけ ゃ 〈〉 – 
]けそうは, ゃなゃ 《うかうぇかぇ くぇ 
〈〉 – ]けそうは ゃ ゅさ. ‶かけゃ-
ょうゃ う ゃ ╇くあっくっさくけ-こっ-
ょぇゅけゅうつっしおうは そぇおせかすっす 
ゃ ゅさ. ]かうゃっく.

╇いこうすなす こけ さうしせゃぇくっ しっ 
こさけゃっあょぇ くぇ 10 のかう 2012 
ゅ. (ゃすけさくうお), ぇ こけ おけきこけ-
いうちうは – くぇ 12 のかう 2012 ゅ. 
(つっすゃなさすなお), おぇすけ う ょゃぇ-
すぇ ういこうすぇ しっ こさけゃっあょぇす 
しぇきけ ゃ 〈〉 – ]けそうは.

╇いこうすうすっ こけ つせあょ っいうお 
しっ こさけゃっあょぇす くぇ 11 のかう 
2012 ゅ. (しさはょぇ) ゃ 〈〉 – ]け-
そうは, ぇ こけ ぇくゅかうえしおう っいうお 
ういこうすなす しっ こさけゃっあょぇ っょ-
くけゃさっきっくくけ う ゃなゃ 《うかう-
ぇかぇ くぇ 〈〉 – ]けそうは ゃ ゅさ. 
‶かけゃょうゃ.

╆ぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ う せつぇし-
すうっ ゃ おかぇしうさぇくっ しっ こさういくぇ-
ゃぇす さっいせかすぇすうすっ けす ゃしうつおう 
ういょなさあぇくう ういこうすう (こさっょゃぇ-
さうすっかくう う さっょけゃくう), けさゅぇ-
くういうさぇくう う こさけゃっょっくう けす 〈〉 
– ]けそうは.
[っいせかすぇすうすっ けす こけかけあっくうすっ 

ういこうすう ゃなゃ 《うかうぇかぇ くぇ 〈〉 
– ]けそうは ゃ ゅさ. ‶かけゃょうゃ うかう 
ゃ ╇くあっくっさくけ-こっょぇゅけゅうつっ-
しおうは そぇおせかすっす ゃ ゅさ. ]かうゃっく 
しっ こけかせつぇゃぇす ゃ 〈〉 – ]けそうは 
しかせあっぉくけ.

‶さけそ. ょ-さ うくあ. ╋ぇさうく 》さうしすけゃ 
[っおすけさ くぇ 〈〉 – ]けそうは

[っいせかすぇすうすっ けす おけくおせさしくう-
すっ ういこうすう しっ けぉはゃはゃぇす こけ ょけ-
こなかくうすっかくう ゅさぇそうちう, おけうすけ 
とっ ぉなょぇす ういくっしっくう ゃ しぇえすぇ 
くぇ 〈〉 – ]けそうは.
╉ぇくょうょぇす-しすせょっくすうすっ, こけ-

ょぇゃぇとう ょけおせきっくすう いぇ おかぇ-
しうさぇくっ ゃ 〈〉 – ]けそうは, ぇおけ 
うしおぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす う 
いぇ 《うかうぇかぇ くぇ 〈〉 – ]けそうは ゃ 
ゅさ. ‶かけゃょうゃ, う いぇ ╇くあっくっさ-
くけ-こっょぇゅけゅうつっしおうは そぇおせかすっす 
ゃ ゅさ. ]かうゃっく, こけょぇゃぇす ょけ-
おせきっくすう う いぇこかぇとぇす すぇおしぇ 
ゃ しなけすゃっすくうは せくうゃっさしうすっす, 
そうかうぇか うかう そぇおせかすっす.
′ぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすうすっ, 

こけかけあうかう せしこってくけ おけく-
おせさしっく ういこうす (すっしす) こけ きぇ-
すっきぇすうおぇ ゃ ょさせゅけ ゃうしてっ 
せつうかうとっ こさっい ゅけょうくぇすぇ くぇ 
おぇくょう-ょぇすしすゃぇくっ, けちっくおぇすぇ 
しっ こさういくぇゃぇ いぇ さっいせかすぇす けす 
おぇくょうょぇすしすせょっくすしおうは すっしす 
こけ きぇすっきぇすうおぇ, せきくけあっくぇ こけ 
0,7.
╉けくおせさしくうすっ ういこうすう しぇ こうし-

きっくう う ぇくけくうきくう. 〈っきうすっ しっ 
ういすっゅかはす かけすぇさうえくけ くぇ こけしけ-
つっくうすっ ょぇすう.

〈┿
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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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╇かてかちあせけ:

』しひせねかうあてあ ╉かせけぬあ そて ′あうそお 2

¨せき. ╅しかさつあせおひち 〈けせねかう たそか 
╆』》 - [あくあせしひさ

′あ いひおかはけてか けせきかせかちけ: 【】-』そなけみ 
- ╈ちあなけさ せあ さあせおけおあてつてとおかせてつさけてか けくたけてけ
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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. 6

》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: ‶っくおぇ ╀けさうしかぇゃけゃぇ ╂けゃっょぇさしおぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 1/190

╃かなあくけしす: 《さっいうしす

╂けょうくう: 20

╆けょうは: ╀かういくぇちう

》けぉう: 〈ぇくちう

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“? - 2 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.

〈╅ぅ╅╆╊〉 『╊〈《〉【 
〉╅ を╊〉【『╅]〉¨っ 
』【《]  〉╅ „╅『』╊〉╅]”

╉《 60 』【《【¨〉[¨ ′╅ 
[¨]《╈『╅〈  を╇っ【 
〉╅ 『《′《╆╊『╅ぁ

╆ぇ╉╊ぅ¨ ¨〉╋╊〉╊『¨  
》《』╊【¨｠╅ „╅『』╊〉╅]” 

. . 

‒╊』【¨╇╅] 〉╅ ╇¨〉《【《 
╇ ╉《]¨〉╅【╅ 〉╅ 『《′¨【╊

』╇╊【《╇〉╅ ╉╋╅′ ]╊╈╊〉╉╅ 』╇¨『¨ ╇ [╅′╅〉]ぇ[ 

╆ぇ ゃすけさう こけさっょっく こなす ╉ぇいぇくかなお 
とっ ぉなょっ ょけきぇおうく くぇ 《っしすうゃぇか 

くぇ ゃうくけすけ さけいっ. 
‶さけはゃぇすぇ っ つぇしす けす ぇきぉうちうけいくうは 

おぇかっくょぇさ くぇ すぇいゅけょうてくうは そっしすう-
ゃぇか くぇ さけいぇすぇ ゃ ゅさぇょぇ, おけえすけ とっ 
こさけょなかあう けす 19-すう きぇえ ょけ 25-すう 
のくう. ╁うくっくうはす そっしすうゃぇか っ こかぇくう-
さぇく いぇ ゃすけさぇすぇ しっょきうちぇ くぇ のくう, 
ゃ こっさうけょぇ けす 8-きう ょけ 10-すう のくう 
ゃおかのつうすっかくけ. 
┿きぉうちうはすぇ くぇ そっしすうゃぇかぇ, しすぇさ-

すうさぇか こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ こけ 
うょっは くぇ ┿くくぇ ╃せくょぇおけゃぇ, っ っあっ-
ゅけょくけ ょぇ こさっょしすぇゃは くぇえ-くけゃうすっ 
ゃうくぇ くぇ ╀なかゅぇさうは. 
╁ すぇいゅけょうてくけすけ ゃすけさけ ういょぇくうっ 

くぇ そっしすうゃぇかぇ とっ しっ こさっょしすぇゃはす 25 
ゅけかっきう ゃうくけこさけういゃけょうすっかくう おけき-
こぇくうう けす しすさぇくぇすぇ, おぇすけ いぇ こなさゃう 
こなす こけ ゃさっきっ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ さけ-
いぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゅけしすうすっ う ゅさぇあょぇ-
くうすっ くぇ ゅさぇょぇ とっ きけゅぇす ょぇ けこうすぇす 
けす ういおかのつうすっかくぇすぇ ゃうくっくぇ さっおけか-
すぇ - 2011 ゅけょうくぇ, う ょぇ けすおさうはす うい-
おかのつうすっかくうは ゃおせし くぇ  ぉうけゃうくぇすぇ 
う ゃうくっくうすっ こさけょせおすう. 
〈ぇいゅけょうてくうすっ ゃうくぇ, せつぇしすゃぇとう 

ゃ おけくおせさしくぇすぇ つぇしす くぇ そっしすうゃぇかぇ, 
とっ しっ けちっくはゃぇす けす こさっしすうあくけ あせさう 
けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ ┿しけちうぇちうは くぇ こさけ-
そっしうけくぇかくうすっ しけきっかうっさう  くぇつっ-
かけ し くっえくうは こさっょしっょぇすっか ╋うたぇうか 
╋ぇさおけゃしおう.

╉ぇすけ しなこなすしすゃぇとう こさけはゃう くぇ ╁うくっくうは そっしすうゃぇか くぇ さけいっすけ, とっ しぇ こけさっょうちぇ けす ぇさす っおしこけ-
いうちうう,  ょっかけ くぇ きっしすくう ぇゃすけさう. 
]さっょ すはた とっ しぇ „せたぇっとうすっ さうしせくおう” し ゃうくけ う っすっさうつくう きぇしかぇ くぇ たせょけあくうおぇ [けしっく ╃けくつっゃ, 

さうしせゃぇくっ ゃなさたせ しすなおかけ う おけこさうくぇ - すったくうおぇ, おけはすけ とっ ょっきけくしすさうさぇ ╁ぇくは ╆ぇこさはくけゃぇ, ういさぇ-
ぉけすゃぇくっ くぇ さけいう けす たぇさすうは う こかぇす けす ╉さぇしうきうさぇ ╀なつゃぇさけゃぇ う ′ぇそういっ ╉せのきょあうっゃぇ う ょさせゅう. 
]こっちうぇかっく ぇおちっくす こけ ゃさっきっ くぇ 《っしすうゃぇかぇ くぇ ゃうくけすけ さけいっ とっ しぇ ういかけあぉうすっ „[けいう う しかなくちぇ” 
う „╉ぇさすうくう し さけいう”, おぇおすけ う ゃこっつぇすはゃぇとうはす HABANOS - さうすせぇか ゃ きっしすっく ぉぇさ, ゃ おけえすけ とっ 
ぉなょっ ょっきけくしすさうさぇくぇ ういおかのつうすっかくけ ぇすさぇおすうゃくぇすぇ すったくうおぇ いぇ しゃうゃぇくっ くぇ おせぉうくしおう こせさう. 
╆ぇ こなかくけすけ せょけゃけかしすゃうっ くぇ こさうしなしすゃぇとうすっ, ぇさけきぇすなす けす こせさうすっ とっ ぉなょっ しなつっすぇく う し 

きぇかちけゃけ せうしおう. ¨さゅぇくういぇすけさう くぇ  HABANOS-さうすせぇかぇ しぇ „┿ぉしけかのす” ¨¨╃ し こけきけとすぇ くぇ „╉ぇ-
かうきぇく ╉ぇさうぉっ”. 
‶け ゃさっきっ くぇ ╁うくっくうは そっしす こけしっすうすっかうすっ くぇ ういかけあっくうっすけ とっ うきぇす ゃないきけあくけしす いぇ ぉっいこかぇす-

くぇ ょっゅせしすぇちうは くぇ ゃしうつおう こさっょかぇゅぇくう ゃうくっくう きぇさおう. 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╀なかゅぇさうは っ ょなさあぇゃぇすぇ し くぇえ-くう-
しおけ こけつぇしけゃけ いぇこかぇとぇくっ ゃ ちっかうは 

╄ゃさけこっえしおう しなのい, しこけさっょ こけしかっょくうすっ 
ょぇくくう くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ しすぇすうしすうつっ-
しおぇ しかせあぉぇ ╄ゃさけしすぇす. ¨す こせぉかうおせゃぇ-
くうは くぇ しぇえすぇ くぇ うくしすうすせちうはすぇ ょけおかぇょ 
っ ゃうょくけ, つっ しさっょくうはす こけつぇしけゃ さぇいたけょ 
いぇ すさせょ ゃ ╀なかゅぇさうは っ 3,5 っゃさけ. ‶さっょう 
くぇし, ゃ ょなくけすけ くぇ おかぇしぇちうはすぇ, っ  [せきな-
くうは - し 4,2 っゃさけ. 
╁ ょなくけすけ くぇ っゃさけこっえしおぇすぇ おかぇしぇちうは 

くぇ こけつぇしけゃうすっ さぇいたけょう いぇ すさせょ, けしゃっく 
╀なかゅぇさうは う [せきなくうは, しっ くぇさっあょぇす 
けとっ ╊うすゃぇ - 5,5 っゃさけ くぇ つぇし, う ╊ぇす-
ゃうは - 5,9 っゃさけ くぇ つぇし, しけつぇす ょぇくくうすっ. 
╃ぇくくう くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ 

けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ こけすゃなさあょぇゃぇす 
すぇいう おかぇしぇちうは.

]こけさっょ こせぉかうおせゃぇくうすっ ゃ ′]╇ くぇ ぉぇいぇ さぇいつっすう いぇ 2011 ゅ., せしさっょくっくうすっ さぇいたけょう くぇ さぇぉけ-
すけょぇすっかは いぇ すさせょ いぇ っょうく けすさぇぉけすっく つぇし しぇ 7 かゃ. - いぇ くぇっすうすっ かうちぇ ゃ けぉとっしすゃっくうは しっおすけさ, 
う 5,13 かゃ. - ゃ つぇしすくうは しっおすけさ.
¨おぇいゃぇ しっ, つっ ゃ ╀なかゅぇさうは  けす うおけくけきうつっしおうすっ ょっえくけしすう くぇえ-ょけぉさっ しぇ いぇこかぇすっくう たけさぇすぇ, 

いぇっすう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ う さぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ すけこかうくくぇ う っかっおすさうつっしおぇ っくっさゅうは - こけ 18 
かゃ. くぇ つぇし.
[ぇぉけすっとうすっ ゃ ょけぉうゃくぇすぇ こさけきうてかっくけしす こけかせつぇゃぇす こけ 16 かゃ. くぇ つぇし, しかせあうすっかうすっ ゃなゃ そう-

くぇくしけゃうは う いぇしすさぇたけゃぇすっかくは しっおすけさ - こけ 13 かゃ., ぇ ゃ すさぇくしこけさすぇ う しなけぉとっくうはすぇ - こけ 8 かゃ., 
しけつぇす ょぇくくうすっ くぇ ′]╇. ]こけさっょ しすぇすうしすうおぇすぇ, くぇえ-くうしおけ せ くぇし しぇ いぇこかぇすっくう しかせあうすっかうすっ ゃ 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくうは う しこけきぇゅぇすっかくうは しっおすけさ – っょゃぇ こけ 2,72 かゃ. くぇ つぇし. 
╆ぇっすうすっ ゃ たけすっかしおうは う さっしすけさぇくすぬけさしおうは ぉういくっし しぇ けちっくっくう こけ 5 かゃ. くぇ つぇし, ぇ ゃ いょさぇゃっけ-

こぇいゃぇくっすけ う しけちうぇかくうすっ ょっえくけしすう - こけ 6 かゃ.
╋ぇかおけ こけゃっつっ くぇ つぇし こけかせつぇゃぇす しかせあうすっかうすっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ - こけ 6,50 かゃ., ゃ 

ょなさあぇゃくけすけ せこさぇゃかっくうっ - こけ 7,86 かゃ., ぇ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ おせかすせさぇすぇ, しこけさすぇ う さぇいゃかっつっくうはすぇ 
- こけ 4,89 かゃ.
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ 2011 ゅ. くぇえ-ゃうしけおう こけつぇしけゃう さぇいたけょう いぇ すさせょ ゃ ╄ゃさけこぇ しぇ けすつっすっくう ゃ 

╀っかゅうは - 39,3 っゃさけ くぇ つぇし, ╃ぇくうは - 38,6 っゃさけ, 《さぇくちうは - 34,2 っゃさけ, ╊のおしっきぉせさゅ - 33,7 
っゃさけ, 》けかぇくょうは - 31,1 っゃさけ う ╂っさきぇくうは - 30,1 っゃさけ くぇ つぇし. 

〈┿, し きぇすっさうぇかう くぇ ╄ゃさけしすぇす

』しかお ちかすそせてあ とつしそうけみてあ せあ にちあせかせか うひう なけちすあてあ  はか つあ  たそ- おそいちけ.
』さあちあ け たひちきかせけ さあちてそなけ- くあ 1,20しう. 2500 おぇいぇくかなておう けさなあっえくうちう  ょくっゃ-
くけ  うきぇす すけこなか けぉはょ う おぇつっしすゃっくぇ いぇおせしおぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ  けさゅぇくういうさぇくけすけ しすけかけゃけ たさぇくっ-
くっ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 【っしす しすけかけゃう う ょゃぇ きぇゅぇいうくぇ ゃ けぉけしけぉっくけすけ いゃっくけ „¨ぉとっしすゃっくけ たさぇくっくっ” 

おなき そうさきぇすぇ せこさぇゃかは-
ゃぇ さなおけゃけょうすっかはす ╈けく-
おぇ ╁っかつっゃぇ. 『っくぇすぇ くぇ 
っょうく こさうかうつっく けぉはょ ゃ 
しすけかぇ くぇ „┿さしっくぇか” ゃぇ-
さうさぇ きっあょせ 1.50 う 2.00 
かっゃぇ, くけ くぇかうつうっすけ くぇ  
おぇつっしすゃっくぇ う っゃすうくぇ 
たさぇくぇ こけいゃけかはゃぇ ういぉけさ 
– けす しせこぇすぇ いぇ こけ 70 
しすけすうくおう – かっゃ う こっす-
ょっしっす, ょけ こなかくけ きっくの – 
し  こなさゃけ, ゃすけさけ う すさっすけ, 
おけっすけ っ こけ-きぇかおけ けす 5 
かっゃぇ.

]ゃっすけゃくぇすぇ かっゅっくょぇ ゃ ょあぇい きせいうおぇすぇ 
]すっくかう ╃あけさょぇく とっ っ しさっょ 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 ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. 〈けえ こさうしすうゅぇ いぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なかゅぇさうは 
う とっ ういくっしっ ゅけかはき おけくちっさす くぇ ゅさぇょしおうは 
しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし” くぇ 9-すう のくう けす 21 
つぇしぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ ゅけしすせゃぇくっすけ しう ゃ ゅさぇょぇ くぇ 

さけいうすっ ういゃっしすくうはす おうすぇさうしす Stanley Jordan 
とっ こさけゃっょっ う きぇしすっさ おかぇし, ゃ おけえすけ きけゅぇす 
ょぇ ゃいっきぇす せつぇしすうっ おうすぇさうしすう くぇ ぇょっおゃぇすくけ 
すったくうつっしおけ くうゃけ. ̈ ぉとうはす ぉさけえ くぇ こさうしなしす-
ゃぇとうすっ とっ っ 50 ょせてう. 〉つぇしすうっすけ ゃ きぇしすっさ 
おかぇしぇ っ ぉっいこかぇすくけ. 〈けえ とっ しっ こさけゃっょっ ゃ 
╇くそけさきぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇ 
せか. “╇しおさぇ” わ4 けす 13.30 つぇしぇ くぇ 9-すう のくう. 
¨さゅぇくういぇすけさうすっ くぇ おけくちっさすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 

こさっょゃうあょぇす う しこっちうぇかっく おなきこうくゅ くぇ あっ-
かぇっとうすっ ょぇ くけとせゃぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ とっ 
ぉなょっ こけしすさけっく ゃ ぉかういけしす ょけ しちっくぇすぇ くぇ しす. 
„]っゃすけこけかうし” う とっ ぉなょっ ゃおかのつっく ゃ ちっくぇすぇ 
くぇ ぉうかっすぇ いぇ おけくちっさすぇ. ╆ぇ ゃしうつおう, おけうすけ 
けしすぇくぇす ょぇ くけとせゃぇす ゃ くっゅけ, しっ けさゅぇくういう-
さぇ  しこっちうぇかくけ Afterparty, おけっすけ しなとけ とっ っ 
ゃおかのつっくけ ゃ ちっくぇすぇ くぇ ぉうかっすぇ, す.っ. くはきぇ ょぇ 
しっ こかぇとぇ くうとけ ょけこなかくうすっかくけ. 
]すっくかう ╃あけさょぇく っ ぇきっさうおぇくしおう ょあぇい う 

そのあなく おうすぇさうしす う こうぇくうしす. 
╇きぇ つっすうさう くけきうくぇちうう いぇ 
くぇゅさぇょうすっ „╂さぇきう”. ╇いゃっしすっく 
っ くぇえ-ゃっつっ し すけゃぇ, つっ さぇいゃう-
ゃぇ せくうおぇかくぇ すったくうおぇ くぇ すぇ-
こうくゅ し ょゃっ さなちっ いぇ おうすぇさぇ, 
おけはすけ しっ こさっゃさなとぇ ゃ しっくいぇ-
ちうは ゃ きせいうおぇかくうすっ しさっょう. 〈は 
こけいゃけかはゃぇ くぇ きせいうおぇくすぇ ょぇ 
しゃうさう っょくけゃさっきっくくけ きっかけ-
ょうは う ぇおけさょう, おぇおすけ う くぇ ょゃっ 
おうすぇさう, うかう くぇ おうすぇさぇ う こうぇ-
くけ っょくけゃさっきっくくけ.
[けょっく っ くぇ 31 のかう 1959 ゅ. ゃ 

』うおぇゅけ, とぇすぇ ╇かうくけえし.
╆ぇこけつゃぇ きせいうおぇかくぇすぇ しう 

おぇさうっさぇ くぇ 6-ゅけょうてくぇ ゃない-
さぇしす, ういせつぇゃぇえおう こうぇくけ. ′ぇ 

11-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす いぇきっくは 
こうぇくけすけ し おうすぇさぇ, ぇ こけ-おなし-
くけ いぇこけつゃぇ ょぇ しゃうさう ゃ さけお 
う しけせか ぉぇくょう. ‶さっい 1976 
ゅ.  こっつっかう くぇゅさぇょぇ くぇ ょあぇい 
そっしすうゃぇかぇ ゃ [うくけ, ′っゃぇょぇ. 
‶さっい 1981 ゅけょうくぇ いぇゃなさてゃぇ 
ょうゅうすぇかくけ きせいうおぇかくけ おけきこけ-
いうさぇくっ ゃ ‶さうくしすなく, おなょっすけ 
しさっょ こさっこけょぇゃぇすっかうすっ きせ しぇ 
おけきこけいうすけさうすっ ‶けか ╊ぇくしおう 
う ╋うかすなく ╀ぇぉうす. ╋っあょせゃさっ-
きっくくけ, ょけ いぇゃなさてゃぇくっすけ しう, 
しゃうさう し ╀っくう ╉ぇさすなさ う ╃ういう 
╂うかっしこう. ‶さっい 80-すっ しゃうさう う 
し ╉せうくしう ╃あけせくし, ╋うたぇか 〉さ-
ぉぇくうぇお う [うつう ╉けか. 

                                     〈┿

ごÑó ó çó¢
╂さぇょしおぇ たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは- ╉ぇいぇくかなお        ╃け 3-すう のくう ゃおか.

╇いかけあぉぇ – あうゃけこうし, ゅさぇそうおぇ, さうしせくおう くぇ ぇおぇょっきうお [せきっく ]おけさつっゃ
〈ゃけさぉう くぇ たせょけあくうおぇ しぇ こさうすっあぇくうっ くぇ ′》╂, ]╂》╂, くぇ けぉかぇしすくうすっ ゅぇかっさうう ゃ ╀なかゅぇさうは, ゅぇかっさうは „┿かぉっさすうくぇ” – ╁うっくぇ, きせいっは „╁うおすけさうは う ┿かぉなさす” – ╊けくょけく, 

′ぇちうけくぇかくぇ ゅぇかっさうは – ╁ぇてうくゅすけく, ]┿】, きせいっは „╊せょゃうゅ” – ╉ぬけかく, ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ くぇ ‶ぇさうあ, ╃けさょさったすきせいっせき – 》けかぇくょうは, ╋せいっえ いぇ しなゃさっきっくくけ 
ういおせしすゃけ ゃ ╉ぇえさけ – ╄ゅうこっす う ょさ., おぇおすけ う ゃ ゅけかっきう つぇしすくう おけかっおちうう ゃ ]┿】, 》けかぇくょうは, ╇すぇかうは, 《さぇくちうは う ょさ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ おけくすぇおすうすっ しう し はこけくしおうは 
せくうゃっさしうすっす „]っえおぇ” ]おけさつっゃ こけょこけきぇゅぇ おせかすせさくうは けぉきっく くぇ ぅこけくうは う ╀なかゅぇさうは, おぇすけ けさゅぇくういうさぇ さぇいきっくくう ういかけあぉう くぇ たせょけあくうちう けす ょゃっすっ しすさぇくう.

   “ ”

╋っあょせ 50 う 60 しすけすうくおう くぇ おうかけゅさぇき いぇ こさっょぇょっく さけいけゃ 
ちゃはす とっ っ くぇえ-ゃっさけはすくけすけ いぇこかぇとぇくっ すぇいう ゅけょうくぇ ゃ 

こさっょしすけはとぇすぇ おぇきこぇくうは いぇ さけいけぉっさ. 
┿おけ しっ せょなさあう ゃうしけおぇすぇ ちっくぇ, すは とっ っ し 10 しすけすうくおう こけ-

ゃうしけおぇ けす すぇいう, おけはすけ しっ いぇこかぇとぇてっ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
くぇ きっさぇおかううすっ ょぇ ぉっさぇす さけいう ゃ 
╉ぇいぇくかなておけ. 

╇くすっさっしなす くぇ しすせょっくすう けす ぉなか-
ゅぇさしおうすっ ╁〉╆-けゃっ おなき うしすけさう-

はすぇ う ょっえくけしすすぇ くぇ っょくぇ 
けす くぇえ-ゅけかっきうすっ そうさきう 
ゃ しすさぇくぇすぇ - „┿さしっくぇか”, 
こさけょなかあぇゃぇ. ╁なこさっ-
おう こっしうきういきぇ いぇ けすかうゃ 
けす すったくうつっしおうすっ しこっ-
ちうぇかくけしすう ゃ ぉなかゅぇさ-
しおうすっ ゃうしてう せつっぉくう 
いぇゃっょうくは, すぇいう こさけかっす 
けさなあっえくうちぇすぇ しすぇくぇ 
こさうすっゅぇすっかくけ きはしすけ いぇ 
しすせょっくすう う こさっこけょぇゃぇ-
すっかう けす ‶かけゃょうゃしおうは う 
]かうゃっくしおうは そぇおせかすっすう 
おなき 〈ったくうつっしおう せくう-
ゃっさしうすっす - ]けそうは.  


