
╇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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¨くたそうかおてあ せあ かおけせ 
さすかて - あちつかせあしかぬ

╇かてかちあせけ:

╇あせみ - あちつかせあしつさあてあ ぬあちけぬあ

„╅ちつかせあし“ うちひねけ つてけたかせおけけ せあ とねかせけぬけ

〉あおかきおあ ′あにあちけかうあ:
]まいそう か おあ ちあくおあうあの おとのあてあ つけ
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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: ]うかゃうは ]すぇくつっゃぇ ╊ぇきぉけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 2/120

╃かなあくけしす: ╋ぇゅぇいうくっさ

╂けょうくう: 28

╆けょうは: 〈っかっち

》けぉう: ]こけさす う さぇいたけょおう

¨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 こなさゃう こなす けす 16-すう ょけ 18-すう のくう

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ っ ょけきぇおうく くぇ ╃あぇい そけさせき
╁けおぇかくうはす ょあぇい う くぇえ-ょけぉさうすっ きせ さけょくう こさっょしすぇゃうすっかう 

しぇ ゃなゃ そけおせしぇ くぇ こなさゃけすけ ういょぇくうっ, ぇ こけしかぇくうっすけ くぇ そけさせ-
きぇ っ „╃あぇいなす こっっ くぇ ぉなかゅぇさしおう”.
╉けくちっさすう とっ ういくっしぇす ╈なかょない ╇ぉさぇたうきけゃぇ, おけはすけ くぇしおけさけ 

つっしすゃぇ しゃけは 60-ゅけょうてっく のぉうかっえ,  ‶っすなさ ]ぇかつっゃ, ╋ぇさうくぇ 
╂けしこけょうくけゃぇ, ╋うかうちぇ ╂かぇょくうておぇ. ]さっょ しこっちうぇかくうすっ ゅけしすう 
ゃ ゅさぇょぇ くぇ かうこうすっ とっ しぇ けとっ ぇきっさうおぇくしおぇすぇ ょあぇい う ゅけしこなか 
こっゃうちぇ ╃あぇくうし 》ぇさうくゅすなく, ]すっそおぇ ¨くうおはく.  
╁ すさう こけさっょくう ょくう こさっょう くぇつぇかけすけ くぇ しなぉうすうっすけ こさっょそっ-

しすうゃぇかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ ゃおかのつゃぇ う おけくちっさすう いぇ くぇえ-きぇかおうすっ 
し „╃あぇい いぇ ょっちぇ し ╁っくちう ╀かぇゅけっゃ”.

╁たけょなす いぇ ゃしうつおう おけくちっさすう っ しゃけぉけょっく!

. . 

02 のくう
11.00 - ′』 “╇しおさぇ“
╉けくおせさし いぇ ょっすしおぇ こっしっく

02 のくう
11.00 - ╁けっくっく おかせぉ
╉けくおせさし いぇ きかぇょう ういこなかくうすっかう „╄ょくぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ さけいぇ“ (ゃ おぇすっゅけさうう 8-19ゅ.)

02 のくう
12.00 - ‶ぇさお “[けいぇさうせき”
„》かはぉなす くぇ ぉなかゅぇさうくぇ - けぉさっょ, ぉうす う 
ゃはさぇ“ - ういかけあぉぇ う ょっゅせしすぇちうは くぇ すさぇょう-
ちうけくくう たかっぉくう ういょっかうは

02 のくう
19.00 - 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは
╄すくうおぇ《╄]〈: おけくちっさす くぇ „╃╁〉╂╊┿]” – 
ぉなかゅぇさしおう ぉぇかぇょう う こっしくけこっくうは

02 のくう
21.00 - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
╃っく くぇ ╀けすっゃ: Tなさあっしすゃっくぇ いぇさは-こさけゃっさおぇ

03 のくう
10.00 - [けいけゃうすっ ゅさぇょうくう
]こっおすぇおなか „[けいけぉっさ”

03 のくう
10.00 - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
╋ぇあけさっすくけ てけせ

03 のくう
12.00 - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
╉ぇさくぇゃぇか くぇ さけいぇすぇ, こさうさけょぇすぇ う すさぇょうちううすっ

03 のくう
13.30 - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
《けかおかけさっく おけくちっさす

03 のくう
15.00 - ╄すくけゅさぇそしおう おけきこかっおし “╉せかぇすぇ”
[けいけゃぇさっくっ 

03 のくう - 10のくう
18.00 - ┿かうけかけゃぇすぇ おなとぇ
╇いかけあぉぇ: „╉けょなす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ てっゃうちぇ“

05 のくう
17.00 - 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは 
′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし-くぇゅさぇあょぇゃぇくっ 
„‶さうおぇいおぇ いぇ さけいぇすぇ“ (7-18 ゅ.) - ういはとくう 
ういおせしすゃぇ, っすくけゅさぇそうは

05 のくう - 24のくう
》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは
¨すおさうゃぇくっ くぇ ういかけあぉぇ けす そけすけこかっくっさぇ 
„╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ“

07 のくう - 10のくう
′』 „╇しおさぇ“
′ぇちうけくぇかっく そっしすうゃぇか くぇ おぇきっさくう そけさ-
きう: すぇくちけゃけ, ゃけおぇかくけ う すっぇすさぇかくけ ういおせ-
しすゃけ

09 のくう
21.00 - ]すぇょうけく “]っゃすけこけかうし”
╉けくちっさす くぇ ぇきっさうおぇくしおうは ょあぇい おうすぇさうしす 
]すっくかう ╃あけさょぇく

08 のくう - 10 のくう
╇しすけさうつっしおう きせいっえ “╇しおさぇ”
《っしすうゃぇか: „╁うくけ う さけいう ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ 
すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ”
- ′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし いぇ さけいっ
- ╂ぇかっさうは くぇ きけょっさくうすっ ぉなかゅぇさしおう ゃうくけこ-
さけういゃけょうすっかくう こさぇおすうおう- ういかけあっくうっ
- ┿さす ょっきけくしすさぇちうう くぇ しすぇさうくくう たせょけ-
あっしすゃっくう すったくうおう - うおけくけこうし し さけいけゃけ 
きぇしかけ

08 のくう
19.00 - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ “┿さしっくぇか”
¨こっ[¨╆┿: „╀なかゅぇさう けす しすぇさけ ゃさっきっ” こけ 
きせいうおぇ くぇ ┿しっく ╉ぇさぇしすけはくけゃ ゃ ういこなかっくうっ 
くぇ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けこっさぇ う ぇくしぇきぉなか „╆ぇ-
ゅけさっ“

09 のくう
10.00 - ]っかけ [なあっくぇ
[うすせぇか  さけいけぉっさ

09 のくう
19.30 - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
╉けくおせさし-しこっおすぇおなか “『ぇさうちぇ くぇ ╃けかうくぇ くぇ さけいうすっ“

15 のくう
′』 “╇しおさぇ”
„′ぇえ-たせぉぇゃけすけ けす けこっさっすうすっ” – おけくちっさす 
くぇ たけさ „‶っすおけ ]すぇえくけゃ”う しけかうしすう

17 のくう
18.00 - ╇くそけさきぇちうけくっく  ちっくすなさ „╇しおさぇ“
′ぇゅさぇょぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ „′ぇえ-ょけぉなさ くけゃ 
ぉなかゅぇさしおう おけいきっすうつっく こさけょせおす くぇ けしくけ-
ゃぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおけ さけいけゃけ うかう っすっさうつくけ 
きぇしかけ“ -ゃさなつゃぇくっ くぇ ゅさぇきけすう う くぇ くぇゅさぇ-
ょぇ „[けいぇ ょぇきぇしちっくぇ”

22 のくう
10.00 - ╋っゅぇかうすぇ くぇょ ╀せいけゃゅさぇょ
╄すくうおぇ《╄]〈: ちっさっきけくうは, こけしゃっすっくぇ くぇ 
かはすくけすけ しかなくちっしすけっくっ

22 のくう
20.00 - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ “┿さしっくぇか”
╄すくうおぇ《╄]〈: „╇いこさぇとぇくっ くぇ しかなくちっすけ“, 
╉けくちっさす くぇ ╄かうちぇ 〈けょけさけゃぇ う ]すけはく ぅく-
おせかけゃ (]すせくょあう)

23 のくう
19.00 - ′』 “╇しおさぇ”
¨こっ[¨╆┿: „╆きっえけゃぇ しゃぇすぉぇ“ (こけしすぇくけゃおぇ 
くぇ けぉとうくしおう すっぇすなさ “╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ”

24 のくう
10.00 - ]ちっくぇ “〈のかぉっすけ”
╄くぬけゃしおう さうすせぇかう - ゃうっくっ くぇ ゃっくっち,  ぉうか-
おけゃぇ ぇさおぇ, さうすせぇか „╄くぬけゃぇ ぉせかは“ う きせいうおぇ

╅さそ てそうあ つてあせか, ちかえけそせひて „おちひたうあ” すせそえそ せあたちかお, そてさちけ-
うあて つか せあお 230 すかつてあ くあ うけつそさそさうあしけなけぬけちあせけ つたかぬけあしけつてけ

╀なかゅぇさしおうはす っくっさゅうっく たけかょうくゅ う ╄くっさゅうえくうはす しうしすっきっく 
けこっさぇすけさ ょぇ しっ こさっきっしすはす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈けゃぇ こさっょかぇ-

ゅぇ くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす う ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ おきっすなす くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╅うゃおけ 〈けょけさけゃ. ‶さっょかけあっくうっすけ きせ ぉっ けこけゃっ-
しすっくけ こせぉかうつくけ  こさっょう ょくう. 
╇くうちうぇすうゃぇすぇ しっ こけょおさっこは けす 〈なさゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇすぇ こぇ-

かぇすぇ, ╉かせぉぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ょゃぇすぇ しうく-
ょうおぇすぇ ゃ けぉかぇしすすぇ. 
╆ぇ すぇいう うょっは こさっょう ょゃっ しっょきうちう しなけぉとうたぇ う ょっこせすぇすうすっ 

けす ╂╄[╀ けす さっゅうけくぇ, おけうすけ いぇはゃうたぇ ,つっ けぉかぇしすすぇ うきぇ ゃしうつおう 
けしくけゃぇくうは ょぇ こさっすっくょうさぇ いぇ ちっくすなさ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ っくっさゅっ-
すうおぇすぇ, おぇすけ くぇしすけはゃぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ょぇ しっ こさっきっしはす ょゃっすっ  
ゅけかっきう うくしすうすせちうう, ゃいっきぇとう さってっくうは いぇ くっは - ╀╄》 う ╄]¨. 

‶さっょかけあっくうっすけ くぇ ょっこせすぇ-
すうすっ ぉっ つぇしす けす うょっはすぇ くぇ ╋] 
う かうつくけ くぇ こさっきうっさぇ ╀けえおけ 
╀けさうしけゃ いぇ ょっちっくすさぇかういぇ-
ちうは う  こさっきっしすゃぇくっ くぇ くはおけう 
きうくうしすっさしすゃぇ う ょなさあぇゃくう 
しすさせおすせさう う ぇゅっくちうう ゃ ゅけかっ-
きうすっ けぉかぇしすくう ゅさぇょけゃっ. ╉ぇすけ 
けしくけゃっく きけすうゃ いぇ ゃくっしっくけすけ 
こさっょかけあっくうっ, こけょおさっこっくけ 
う けす ¨ぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, しっ こけしけつゃぇ 
そぇおすなす, つっ くぇ すっさうすけさうは-
すぇ くぇ けぉかぇしすすぇ しっ くぇきうさぇす 
っくっさゅうえくう ょさせあっしすゃぇ, こさけ-
ういゃっあょぇとう くぇょ 40% けす っか. 
っくっさゅうはすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ. 
‶さっょかけあっくうっすけ いぇ こさっ-

ぉぇいうさぇくっすけ くぇ ╄くっさゅうえくうは 
たけかょうくゅ う ╄くっさゅうえくうは しうしすっ-
きっく けこっさぇすけさ ゃっつっ っ ゃくっしっ-
くけ けそうちうぇかくけ  ゃ ╋] いぇっょくけ 
しなし しくうきおう, し こさっょかけあっくうっ 
いぇ しゅさぇょっく そけくょ う そうくぇくしけゃ 
さぇいつっす. ┿おけ すけ ぉなょっ こさうっすけ, 
ゃ けぉかぇしすすぇ とっ しっ さぇいおさうはす 
くぇょ 230 くけゃう さぇぉけすくう きっし-
すぇ いぇ ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇくう 
しこっちうぇかうしすう.

′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ ゅかぇしせゃぇ 
し きくけいうくしすゃけ いぇおけく, おけえすけ 

いぇぉさぇくはゃぇ くぇこなかくけ すのすのくけこせ-
てっくっすけ くぇ けぉとっしすゃっくう う さぇぉけすくう 
きっしすぇ. 
╃っこせすぇすうすっ いぇぉさぇくうたぇ すのすのくけ-

こせてっくっすけ う くぇ しすぇょうけくう う ゃしはおぇお-
ゃう しこけさすくう けぉっおすう, かっすくう おうくぇ う 
すっぇすさう, こけ ゃさっきっ くぇ しこけさすくう う 
おせかすせさくう こさけはゃう, いぇ おけうすけ いさうすっ-
かうすっ しぇ いぇおせこうかう ぉうかっすう. ¨しすぇゃぇ 
さぇいさってっくけ こせてっくっすけ くぇ しこうさおう-
すっ くぇ ゅさぇょしおうは すさぇくしこけさす, きぇおぇさ 
つっ うきぇてっ こさっょかけあっくうっ う すぇき ょぇ 
くっ しっ ょけこせしおぇ ちうゅぇさっく ょうき.
╂かけぉうすっ いぇ くぇさせてうすっかうすっ くぇ いぇ-

ぉさぇくぇすぇ, しなゅかぇしくけ こさうっすうは くけゃ 
いぇおけく, しぇ けす 50 かっゃぇ ょけ 10 たうかは-
ょう かっゃぇ.
‶さっょう ゅかぇしせゃぇくっすけ ょっこせすぇすうすっ 

しっ しおぇさぇたぇ いぇ いぇぉさぇくぇすぇ いぇ こせ-
てっくっすけ ゃ いぇおさうすう けぉとっしすゃっくう 
きっしすぇ.
‶さうっすうはす いぇおけく くっ しっ こさうっきぇ 

っょくけいくぇつくけ けす ぉなかゅぇさしおけすけ けぉ-
とっしすゃけ. ]さっとせ くっゅけ こさけすっしすうさぇす 
さっしすけさぇくすぬけさう う すせさけこっさぇすけさう.
¨す くぇつぇかけすけ くぇ のくう  くぇ ゃしうつおう 

さぇぉけすくう きっしすぇ ゃ „┿さしっくぇか” しなとけ 
しっ いぇぉさぇくはゃぇ こせてっくっすけ. 
                                                                         〈┿

′けゃうはす きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっか くぇ 《さぇくちうは ╅ぇく-╋ぇさお 
╄さけ っ つけゃっおなす, こけょこうしぇか こなさゃうは ょけゅけゃけさ いぇ こけぉさぇすうきは-

ゃぇくっ くぇ ╉ぇいぇくかなお し そさっくしおうは ゅさぇょ ]っくす ╄さぉかっく.

-   ( )      
 1986 .
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[╅′╅〉]ぇぃ[╅【╅ を╅『¨を╅ 『《′╅ 2011  
』ぇ╆¨『╅ 《╇╅を¨¨【╊ 〉╅ っ》《〉を¨【╊ 

‶さう けゅさけきっく うくすっさっし こさっきうくぇゃぇ こけしっ-
とっくうっすけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 

2011 ]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ ゃ ぅこけくうは. 〈ぇき すは っ くぇ 
けそうちうぇかくけ こけしっとっくうっ こけ こけおぇくぇ くぇ こけしけか-
しすゃけすけ くぇ ぅこけくうは ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╁ういうすぇすぇ っ いぇおかのつうすっかくぇすぇ つぇしす けす きぇくょぇすぇ 

くぇ すぇいう おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ う ゃおかのつゃぇ こけ-
しっとっくうっ くぇ くぇえ-ゅけかっきうすっ はこけくしおう ゅさぇょけゃっ 
う ょっしっすおう しさっとう し はこけくしおうすっ こさうはすっかう くぇ 
╀なかゅぇさうは. ]かっょ っょくけしっょきうつっく こさっしすけえ ゃなゃ 
《せおせはきぇ - ゅさぇょ, し おけえすけ ╉ぇいぇくかなお うきぇ しこけ-
さぇいせきっくうっ いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ う こさうはすっかしすゃけ, 
う せつぇしすうっ ゃ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ すぇき, くぇ 1-ゃう 
のくう ]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ せつぇしすゃぇ う ゃ ‶さぇいくうおぇ くぇ 
さけいぇすぇ ゃ ′ぇゅぇくけ. ]うきけくぇ っ こなさゃぇすぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ けす ╉ぇいぇくかなお, おけはすけ せつぇしすゃぇ ゃ こさぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ う ゃ すけいう はこけくしおう ゅさぇょ. 

′ぇ 24-すう きぇえ おぇいぇくかなて-
おけすけ きけきうつっ ぉっ いゃっいょぇすぇ くぇ 
こさうっきぇ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ こけ-
しけかしすゃけ ゃ 〈けおうけ, ょぇょっく こけ 
こけゃけょ  ╃っくは くぇ ぉなかゅぇさしおぇ-
すぇ こさけしゃっすぇ う おせかすせさぇ う くぇ 
しかぇゃはくしおぇすぇ こうしきっくけしす.
╉ぇすけ けしけぉっくけ っきけちうけくぇ-

かっく う ゃなかくせゃぇと きけきっくす けす 
はこけくしおぇすぇ しう ゃういうすぇ, おぇいぇく-
かなておぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2011 
]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ けこさっょっかは 
しさっとぇすぇ しう し ゅさせこぇ はこけくしおう 
ょっちぇ, あうゃっっとう ゃ こけしすさぇょぇ-
かうすっ こさっい きぇさす 2011 ゅけょうくぇ 
けす  けこせしすけてうすっかくけ いっきっすさっ-
しっくうっ さぇえけくう .
′ぇ 25-すう きぇえ かうつくけ すは ゅう 

ういこさぇすう いぇ ╀なかゅぇさうは, おな-
ょっすけ ょっちぇすぇ とっ こけつうゃぇす ょけ 
しさっょぇすぇ くぇ のくう.  
╃っく こけ-さぇくけ きぇかおうすっ 

はこけくつっすぇ しぇ ぉうかう う しさっょ 
ゅけしすうすっ くぇ こさうっきぇ ゃ ぉなか-

ゅぇさしおけすけ こけしけかしすゃけ. 
╋くけゅけ ぉうた うしおぇかぇ すっ ょぇ 

いぇけぉうつぇす さけょうくぇすぇ きう,  ょぇ  
けすおさうはす ゃ くっは ゃしうつおけ おさぇしう-
ゃけ, いぇ おけっすけ うき さぇいおぇいゃぇた.  
╁ないたうすっくぇ しなき けす ゅけしすけこさう-
っきしすゃけすけ う しゃけぉけょけかのぉう-
ゃうは ょせた う こけいうすうゃういきぇ くぇ 
はこけくちうすっ, おけうすけ うしおさっくけ 
くう けぉうつぇす, いぇはゃう いぇ つうすぇ-
すっかうすっ くぇ 〈┿ おぇいぇくかなておぇすぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ 2011 ]うきけくぇ 
‶っすおけゃぇ. 
╆ぇさぇょう ぇくゅぇあうきっくすうすっ しう 

ゃ ぅこけくうは ]うきけくぇ くっ せしこは ょぇ 
せつぇしすゃぇ ゃ けしくけゃくうすっ こさけはゃう 
くぇ 《っしすうゃぇかぇ くぇ さけいぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお すぇいう ゅけょうくぇ. 
¨す ょぇかっつくぇすぇ ]すさぇくぇ くぇ 

ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ すは しっ 
けぉなさくぇ しなし しこっちうぇかくけ こけし-
かぇくうっ おなき ゅけしすうすっ う ゅさぇあ-
ょぇくうすっ くぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╀うゃて いぇき.-きうくうしすなさ くぇ おせかすせさぇすぇ けす おゃけすぇすぇ くぇ ╃‶] ゃ おぇぉうくっすぇ くぇ 〈さけえくぇすぇ おけぇかうちうは けす 2005-すぇ ゅけょうくぇ. [けょっくぇ ゃ しっかけ [ぇょけゃけ, 〈さなくしおけ, くけ ういさぇしくぇかぇ 

ゃ ]ぇくょぇくしおう. ╆ぇゃなさてうかぇ っ そさっくしおぇ そうかけかけゅうは. ╋ぇえおぇ くぇ すさう ょっちぇ, ょゃっ きけきつっすぇ う っょくぇ ょなとっさは. ┿ゃすけさ くぇ ょっしっすおう すっおしすけゃっ くぇ たうすけゃっ けす っしすさぇょぇすぇ う 
こけこそけかおぇ う くぇ ょゃぇ さけきぇくぇ. ′っえくう しぇ すっおしすけゃっすっ くぇ „╋けあっ ぉう” くぇ ゅさせこぇ „]うゅくぇか” う くぇ „╊のぉけゃすぇ っ” くぇ 》ぇえゅぇてけす ┿ゅぇしはく.  ╇いょぇかぇ っ 20 しすうたけしぉうさおう う ょゃぇ 
さけきぇくぇ. ′っえくう こさけういゃっょっくうは しぇ こさっゃっょっくう くぇ ぇくゅかうえしおう, そさっくしおう う しかけゃぇておう っいうお.

】っ すっ ぇきこせすうさぇき けす ょせてぇすぇ しう.
╀っい せこけえおぇ. ′っおぇ きっ ぉけかう.

〈けつぇ さぇいせきぇ しう しおぇかこっか はさけしすくけ.
〈さはぉゃぇ ょぇ っ けしすなさ すけえ, くぇかう?
╆ぇ ょぇ すっ ういさっあっ ぉっい けしすぇすなお
しぇきけ しなし っょうく いぇきぇた しせさけゃ.
』っ けしすぇくっ かう けす すっぉ う ぇすけき,
とっ きっ いぇさぇいはゃぇ しなし かのぉけゃ.
╇ くぇえ-くぇおさぇは すっ こさっあぇかうた.

╄きけちううすっ しう くぇょゃうた.
] うしおさぇ けす さぇいせき ゅう こけょこぇかうた,

ぇ し ゃなゅかっくぇ くぇこうしぇた しすうた.
╊のぉけゃ, せあ ゃっつくけ あうゃぇ, しぉけゅけき.

¨すくった すう しゃっすかうは こさっしすけか.
′ぇ きっしっつうくぇすぇ ょゃせさけゅぇ

けぉっしうた すゃけは けさっけか.
′っょっえ けこかぇおゃぇ しゃけは あさっぉうえ.

′っ きっ さぇいしきうゃぇえ し おなしっく こかぇつ.
╅っしすけおぇ しなき, くけ くっ おなき すっぉっ.

′ぇ しっぉっ しう しなき ぇい こぇかぇつ.

- „╃ゃっ けつう かのぉけゃ” - くっ
ういきうしかっく さけきぇく. ╁ぇし かう 
とっ こさけつっすっき ゃ すけいう さけ
きぇく? 
- ¨, くっういきうしかっく さけきぇく くっ 

けいくぇつぇゃぇ, つっ きっく とっ こさけつっ-
すっすっ ゃ おくうゅぇすぇ くっこさっきっくくけ. 
′っういきうしかっく さけきぇく - きけあっ 
ぉう しなし しおさうすぇすぇ くぇょっあょぇ, つっ 
たけさぇすぇ とっ こけうしおぇす ょぇ さぇい-
ぉっさぇす おぇおゃけ くっ っ ういきうしかっくけ 
ゃ くっゅけ.  ╁しなとくけしす, ぇい きうしかは 
つっ くうおけえ こうしぇすっか くうとけ くっ 
ういきうしかは, つっ すけゃぇ しぇ ゃっさけ-
はすくうすっ しちっくぇさうう, こけ おけうすけ 
くっゅけゃうはす あうゃけす ぉう きけゅなか ょぇ 
こさけすっつっ,  すけえ こさけしすけ さぇい-

おぇいゃぇ しぇきうは しっぉっ しう ゃ さぇい-
かうつくう けぉさぇいう. ╁ すけいう きけえ 
さけきぇく ゅかぇゃくうすっ ゅっさけうくう しぇ 
すさう あっくう し さぇいかうつくう しなょぉう, 
こけ くぇ けおけかけ 60 ゅけょうくう, おけう-
すけ さぇいおぇいゃぇす あうゃけすぇ しう こさっょ 
っょくぇ ょぇきぇ - こしうたけぇくぇかうすうお. 
〈ぇいう あっくぇ うしおぇ ょぇ こけきけゅくっ 
くぇ こさうはすっかおぇすぇ しう - こうしぇ-
すっかおぇ, おけはすけ きっつすぇっ ょぇ くぇ-
こうてっ  きくけゅけ つっすっく さけきぇく. ╇ 
え おぇいゃぇ: っすけ, こさけつっすう すけゃぇ 
くっとけ. ]こっちうぇかくけ いぇ すっぉ くぇ-
こさぇゃうた くっとけ くっさっょくけ: いぇ-
こうしぇた すっいう すさう あっくう, おけうすけ 
しう さぇいおぇいゃぇす あうゃけすぇ こさっょ 

きっく. ′ぇこさぇゃう さけきぇく けす すけゃぇ 
くっとけ.  ‶うしぇすっかおぇすぇ こさけつうすぇ 
すけいう さなおけこうし, はょけしぇくぇ きぇかおけ 
くぇ こさうはすっかおぇすぇ しう, つっ っょゃぇ 
かう くっ は こけょちっくはゃぇ おぇすけ ぇゃ-
すけさ, くけ え しっ けぉぇあょぇ う え おぇい-
ゃぇ: „】っ くぇこうてって しぇきぇ すう 
すけいう さけきぇく, ぇ ぇい とっ すう おぇあぇ 
おぇおゃけ けとっ すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇ-
ゃうて. 〈う しう ぇゃすけさ くぇ すけいう さけ-
きぇく.”, ぇ しぇきぇすぇ すは さってぇゃぇ, 
つっ くはきぇ ょぇ こうてっ くっういきうしかっく 
さけきぇく, とっ くぇこうてっ ういきうしかっく 
さけきぇく, いぇとけすけ くうおけえ くっ しっ 
うくすっさっしせゃぇ けす うしすうくぇすぇ. ╆ぇ 
たけさぇすぇ すは くうとけ くっ けいくぇつぇ-
ゃぇ. ╁しなとくけしす, おけゅぇすけ つっすっき 

くはおけえ ょさせゅ, つさっい さっぇおちううすっ 
くう すけいう くはおけえ ょさせゅ こさけつうすぇ 
くぇし. 】け しっ けすくぇしは ょけ ょゃっすっ 
けつう かのぉけゃ, ゅっさけうくうすっ きう けし-
すぇゃぇす あうゃう ゃ おくうゅぇすぇ, すぇおぇ 
つっ ゃしっおう きけあっ ょぇ ゅう しさっとくっ.

- ╃ぇ こうすぇき うくぇつっ: しぇきけ 
ょゃっ けつう かのぉけゃ かう くう すさはぉ
ゃぇす, いぇ ょぇ あうゃっっき こけ-さぇい
かうつくけ うかう しぇ くう くせあくう 
ょゃぇ つうそすぇ けつう いぇ かのぉけゃ... 
- ┿い, おぇすけ ゅけゃけさは いぇ かのぉけゃ, 

ゅけゃけさは くっ ゃ けくいう すっしっく ぇし-
こっおす, ゃ おけえすけ たけさぇすぇ ぉなさいぇす 
ょぇ は くぇこなたぇす, けぉうおくけゃっくけ 

おぇすけ くっとけ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ 
きっあょせ ょゃぇきぇ ょせてう, ぇ くぇこけ-
しかっょなお っ きけょっさくけ すけゃぇ ょぇ しっ 
しかせつゃぇ くっ しぇきけ きっあょせ きなあ う 
あっくぇ, ぇ きっあょせ っょうく う しなとう 
こけか. ′っ, すせお しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
╂けかはきぇすぇ かのぉけゃ ゃ けくいう, 
たさうしすうはくしおうは, しきうしなか - いぇ 
つけゃっておぇすぇ, ゃしっけぉたゃぇすくぇすぇ, 
ぉっいせしかけゃくぇすぇ かのぉけゃ. 
╊のぉけゃ, おけはすけ こさう-
っきぇ ょさせゅうは すぇおなゃ, 
おぇおなゃすけ っ! ╁おかのつゃぇ 
う すぇいう かのぉけゃ, おけはすけ 
こけ-つっしすけ っ しすさぇしす, 
こさうゃかうつぇくっ う おけは-
すけ, いぇ しなあぇかっくうっ, 
ゃ こけしかっょくけ ゃさっきっ っ 
すゃなさょっ つっしすけ しおけ-
さけしきなさすくぇ, くけ くっ 
しぇきけ.  ╇きっくくけ けくぇ-
いう ゅけかはきぇ かのぉけゃ くう 
こけきぇゅぇ ょぇ あうゃっっき ゃ 
しゃっすぇ こけ-くけさきぇかくけ. 
〈なあくけすけ っ, つっ くぇこけ-
しかっょなお たけさぇすぇ くは-
きぇす けつう いぇ かのぉけゃすぇ. 
╋うしかはす しう, つっ すけゃぇ, 
おけっすけ くぇ すはた うき しっ っ 
しかせつうかけ, くっ っ けくけゃぇ, 
おけっすけ すさはぉゃぇ. ′っ っ 
けくぇいう ゅけかはきぇ かのぉけゃ. 
′ぇゃはさくけ う いぇすけゃぇ 
っ すぇおぇ きぇしけゃけ ゅかっ-
ょぇくっすけ くぇ しっさうぇかう-
すっ いぇ かのぉけゃ. ′け すけゃぇ 
っ ぉはゅしすゃけ けす っあっょくっゃうっすけ. 
‶さけしすけ こけ すけいう くぇつうく くうっ 
いぇしうとぇきっ っきけちうけくぇかくうは しう 
ゅかぇょ ゃ っあっょくっゃうっすけ う すけ けす 
すっかっゃういうけくくうは っおさぇく. 

- ╁ しすうたけゃっすっ しう しすっ けこ
うしぇかう かのぉけゃすぇ こけ たうかはょう 
くぇつうくう. ╁ ょゃぇすぇ ╁う さけきぇ
くぇ - しなとけ. ╉ぇお ういゅかっあょぇ 
すは ゃ っょくけ ういさっつっくうっ? 
- ╊のぉけゃすぇ っ ょぇ さぇいょぇゃぇて 

ょせてぇすぇ しう ぉっい あぇか.

- ┿ おけっ ╁う ゃょなたくけゃはゃぇ?
- ┿い こけ こさうくちうこ しなき ょけし-

すぇ しょなさあぇく つけゃっお. 〈させょくけ  
ゅせぉは きはさおぇ, すさせょくけ ういかういぇき 
けす さぇゃくけゃっしうっ. ╆ぇ ょぇ しっ さぇい-
ぉぇかぇくしうさぇき, すさはぉゃぇ くはおぇおゃぇ 
ゅけかはきぇ くっしこさぇゃっょかうゃけしす こけ 
けすくけてっくうっ くぇ きっく ょぇ きっ うい-
ゃぇょう. 

- ┿ おぇお かっおせゃぇすっ ぉけかおぇすぇ 
ゃ ょせてぇすぇ しう? 
- ] きけうすっ しすうたけゃっ. ╇ し くぇ-

ょっあょぇすぇ, つっ あうゃけすなす こさけ-
ょなかあぇゃぇ. 

- ╉ぇお ╁う ういぉさぇ ╃ぇきはく 
╃ぇきはくけゃ?
- ′っ いくぇき. ]かせつう しっ くはおぇお 

しこけくすぇくくけ. ╊けゅうつくけ. ′うっ しっ 
こけいくぇゃぇたきっ けすこさっょう. 〈けえ きっ 
ういぉさぇ. ┿い くっ ぉはた おさぇしぇゃうちぇ, 
くうすけ うきぇた しぇきけつせゃしすゃうっ くぇ 
おさぇしうゃけ きけきうつっ. ╀はた ゃうしけつ-
おけ, しかぇぉけ ょっゃけえつっ, さぇいけつぇ-

さけゃぇくけ けす きなあっすっ くぇけおけかけ. 
╇いゅかっあょぇたぇ きう ゅかせこぇゃう. 
〈なさしった きなあ, おけえすけ ょぇ きっ 
こさっゃないたけあょぇ. ╋けあっ ぉう いぇ-
とけすけ ちはか あうゃけす, けすおぇおすけ 
しっ こけきくは, ぉはた つっすはとけ しな-
とっしすゃけ. ╇しおぇた くはおけえ ょぇ きっ 
ゃこっつぇすかう, ょぇ くぇせつぇ くっとけ けす 
くっゅけ. ┿ こうしぇすっかうすっ こけ けくけゃぇ 
ゃさっきっ きう ういゅかっあょぇたぇ すぇおう-
ゃぇ. ╋っつすぇった ょぇ しすぇくぇ こうしぇ-
すっかおぇ, こさっょう ょぇ こさけこうてぇ.

- ┿おけ しっゅぇ こぇお しすっ くぇ 19 
ゅけょうくう, ぉうたすっ かう しっ けきな
あうかう けすくけゃけ いぇ ╃ぇきはく 
╃ぇきはくけゃ? 
- 〈けゃぇ っ せしかけゃくけ くぇおかけくっ-

くうっ. ╇きぇ ゅけ ゃ ゅさぇきぇすうおぇすぇ, 
くけ くっ う ゃ あうゃけすぇ. ′っ いくぇき. 
╋くけゅけ おなしくけ こさけつっすけた っょくぇ 
てせきっさしおぇ こけせおぇ, たけさぇすぇ しぇ 
ゅけ くぇこうしぇかう こさっょう 7000 ゅけ-
ょうくう: „┿おけ つけゃっお うしおぇ ょぇ しっ 
こけしゃっすう くぇ くはおけは きせいぇ, くっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ あっくう”. 
〈ゃけさつっしすゃけすけ ういうしおゃぇ こなか-

くぇ しゃけぉけょぇ, ぇ しっきっえしすゃけすけ 
っ ゅけかはきぇ くっしゃけぉけょぇ. ┿い ょぇ-

╆けょうは ]おけさこうけく. ╇きっすけ え っ ′ぇょっあょぇ ╂さうゅけさけゃぇ ╆ぇたぇさうっゃぇ-╃ぇきはくけゃぇ. ′け 
きくけゅけ こさっょう ょぇ しすぇくっ ういゃっしすくぇ し こけしかっょくけすけ, すは ぉっ こさけしすけ „あっくぇすぇ くぇ 

╃ぇきはく ╃ぇきはくけゃ”. ]っゅぇ, けす さぇいしすけはくうっすけ くぇ ゃさっきっすけ, こさういくぇゃぇ, つっ くうおけゅぇ くっ 
っ しなあぇかはゃぇ いぇ すけゃぇ, くうすけ こなお うきぇ こさけこせしくぇすう きうゅけゃっ う こっさうけょう ゃ あうゃけすぇ しう. 
′っ っ ぉうかぇ ゅぇかっくうお くぇ しなょぉぇすぇ. ′っ しぇきけ いぇさぇょう すさうすっ しう ょっちぇ う しなあうすっか-

しすゃけすけ しう しなし しかけあくぇすぇ かうつくけしす くぇ こけっすぇ ╃ぇきはく ╃ぇきはくけゃ, ぇ いぇさぇょう すっあおうは 
あさっぉうえ くぇ しなょぉぇすぇ - ょぇ こけゅさっぉっ しなこさせゅ う こなさゃけさけょっく しうく. ‶けしかっょくぇすぇ しおなこぇ 
いぇゅせぉぇ けとっ こぇさう ゃ ょせてぇすぇ え, きぇおぇさ いぇ こさっょ たけさぇすぇ ょぇ さぇいしなあょぇゃぇ そうかけしけそ-
しおう いぇ しきなさすすぇ. 
¨す くぇつうくぇ, こけ おけえすけ ぉはゅぇす けつうすっ え ゃ すっいう きけきっくすう, さぇいぉうさぇて, つっ こけかぇゅぇ くっ-

うしすけゃう せしうかうは ょぇ... いぇゅかせてう ぉけかおぇすぇ, おけはすけ くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ は くぇこせしくっ. 
╆ぇ しっぉっ しう おぇいゃぇ, つっ っ っょくぇ とぇしすかうゃぇ ぉぇぉぇ. [ぇょゃぇ しっ くぇ ゃくせつおぇ, おけはすけ ちはかぇ 

いうきぇ すぇいう ゅけょうくぇ っ ぉうかぇ „くぇ ぉぇぉうく ょけき”. ╁なゃ ゃさっきっすけ けすゃなょ ゅさうあうすっ いぇ 
ゃくせつおぇすぇ, くぇきうさぇ ゃさっきっ いぇ たうかはょうすっ しう こけつうすぇすっかう うい しすさぇくぇすぇ, いぇ こけさっょ-
くうは しう さけきぇく うかう しすうた う いぇ きかぇょうすっ こけっすう う こうしぇすっかう けす かうすっさぇすせさくぇすぇ ゅけし-
すけこさうっきくうちぇ ゃ しけそうえしおけすけ つうすぇかうとっ „╃-さ ‶っすなさ ╀っさけく”. 
]さっとぇきっ しっ し くっは ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ せきっさっくぇすぇ きぇえしおぇ ゃっつっさ, しかっょ こけさっょくぇすぇ 

ゃょなたくけゃっくぇ しさっとぇ し くっえくう つうすぇすっかう すせお. 
‶けゃけょなす - こけしかっょくぇすぇ え おくうゅぇ - さけきぇくなす „╃ゃっ けつう かのぉけゃ”. ] せすけつくっくうっ-

すけ くっういきうしかっく. ‶さういくぇゃぇ, つっ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ さけきぇくぇ え しすけはす ょせきうすっ くぇ っょくぇ 
ぉぇぉぇ: „′ぇ すけいう しゃはす ゃしなとくけしす くうとけ ょさせゅけ くっ きせ すさはぉゃぇ くぇ つけゃっお, けしゃっく ょゃっ 
けつう かのぉけゃ”.

ゃぇた くぇ ╃ぇきはく こさぇゃけすけ ょぇ しっ 
ゃかのぉゃぇ. 》けさぇすぇ ょぇ くっ しう きう-
しかはす, つっ ちはかぇすぇ きせ かのぉけゃくぇ 
かうさうおぇ っ こけしゃっすっくぇ くぇ あっくぇ 
きせ. ╇きぇ ぇおさけしすうたけゃっ: ¨ぉう-
つぇき すっ, ╊のぉおっ, う すっ あっかぇは; 
けぉうつぇき すっ, ′っかう, ┿かぉっくぇ, 
╋ぇさうは う す.く. ╇ きせ おぇいゃぇた: 
┿ ぉっ, ╃ぇきはくっ, きくけゅけ けぉっい-

ちっくはゃぇて ょせきぇすぇ けぉうつぇき すっ, 
くっ きう は おぇいゃぇえ くぇ きっくっ. ′ぇ 
くっゅけ きせ しっ うしおぇてっ ょぇ ぉなょっ 
おぇすけ ゃしうつおう う ぇい ゅかっょぇた ょぇ 
くっ こさっつぇ. 
′っ うしおぇた う くっ きけあった ょぇ しすぇ-

ゃぇき けさすぇお くぇ あうゃけすぇ, おけえすけ 
きせ ぉっ けすくっか, おぇおゃけすけ きけあっ. 
╄, くっ きう っ ぉうかけ こさうはすくけ, おけ-
ゅぇすけ しなき さぇいぉうさぇかぇ くはおけう 
すぇおうゃぇ さぇぉけすう, くけ くっ しなき 
こさぇゃうかぇ しちっくう.

- ╉ぇお あうゃっっすっ ょくっし? 
- ′っ しっ けこかぇおゃぇき. ‶さけしすう-

さぇき しっ しこけさっょ つっさゅぇすぇ しう. 
╅うゃっは いぇっょくけ し きぇかおうは しう 
しうく. ╉けゅぇすけ うきぇ くせあょぇ, こけ-
きぇゅぇき う くぇ ょなとっさは しう ゃ けす-
ゅかっあょぇくっすけ くぇ ゃくせつおぇすぇ. 
╄ょうく ゅけかはき そさっくしおう こうしぇすっか 
おぇいゃぇ, つっ あうゃけすなす くっ ぉう くう 
ういゅかっあょぇか すけかおけゃぇ かけて, ぇおけ 
くっ ゅけ おさけはたきっ し ゅけかっきうすっ くけ-
あうちう くぇ くぇてうすっ あっかぇくうは. 
╁ きけきっくすぇ ういこけかいゃぇき きぇかおう 
くけあうちう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ っ っょうくしすゃっくうはす ょけしっゅぇ ゃ うしすけさう-
はすぇ „しうく” おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ ゅけ いくぇっ ゃしっおう 
おぇいぇくかなつぇくうく. ¨ぉぇつっ きぇかおけ いくぇはす, つっ くぇ しすけ こさけ-
ちっくすぇ ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ っ つうしす ぇさしっくぇかっち - ういゃなく つっ-
すうさうすっ ゅけょうくう くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” 6, こさっい けしすぇくぇ-
かけすけ ゃさっきっ けす あうゃけすぇ しう ]ぇさぇそけゃ っ さぇぉけすうか しぇきけ 
ゃ „┿さしっくぇか”. ̈ す 1975-すぇ ゅけょうくぇ, し 4 ゅけょうくう こさっおなし-
ゃぇくっ - しぇきけ う っょうくしすゃっくけ すせお. ╆ぇ くっゅけ すけゃぇ っ しなゃしっき 
っしすっしすゃっくけ - さぇいぉうさぇ しっ けす てうさけおぇすぇ せしきうゃおぇ くぇ 
つけゃっお, ゃうょはか きくけゅけ う けちっくうか しこけおけえしすゃうっすけ, おけっ-
すけ くけしう こさけそっしうけくぇかういきなす う こけいくぇゃぇくっすけ くぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ, おなょっすけ しっ つせゃしすゃぇて しうゅせさっく ゃ けくけゃぇ, おけっすけ 
こさぇゃうて. ╆ぇすけゃぇ, ぇおけ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ぉけかおぇ けす おきっすせ-
ゃぇくっすけ きせ けしすぇゃぇ いぇゅせぉぇすぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ しけぉしすゃっ-
くけしす ゃなさたせ ゅさぇょしおうは こぇいぇさ, しょっかおぇ, おけはすけ ]ぇさぇそけゃ 
すぇおぇ う くっ こけょこうしゃぇ, すけ くぇえ-ゅけかはきけすけ きせ せょけゃかっすゃけ-
さっくうっ っ うきっくくけ いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ „┿さしっくぇか” う ゅけかっ-
きうすっ おぇいぇくかなておう こさっょこさうはすうは. ╆ぇこぇいゃぇくっ けす さぇい-
させたぇすぇ. ′ぇ こさっょこさうはすうは, いぇ おけうすけ てぇくしなす こけ けくけゃぇ 
ゃさっきっ - ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお, ょぇ 
ぉなょぇす さぇいしうこぇくう, おぇおすけ すけゃぇ しすぇゃぇ ょさせゅぇょっ, っ けおけく-
つぇすっかくけ いぇゅせぉっく. ╇ - しかぇゃぇ ╀けゅせ!

╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ っ けす きぇかおけすけ 
しこっちうぇかうしすう ゃ „┿さしっくぇか”, 

いぇゃなさてうかう こけ けくけゃぇ ゃさっきっ くぇ 
いぇこぇょ けす ]けそうは. ╃けおぇすけ こけゃっつっ-
すけ けすうゃぇす ゃ 〈せかぇ う ╊っくうくゅさぇょ し 
さぇいこさっょっかっくうっ う けょけぉさっくうっ けす 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ けさなあっえくうちぇ-
すぇ, すけえ いぇきうくぇゃぇ しかっょ おけくおせさし 
こけ せしこった けす こなさゃう おせさし くぇ ╁╋╄╇ 
- ]けそうは  ゃ ╀さぇすうしかぇゃぇ. ╁ ぉうゃてぇ 
』ったけしかけゃぇおうは いぇきうくぇゃぇ けとっ 
っょうく ぉなかゅぇさしおう しすせょっくす - ゃ ‶さぇ-
ゅぇ, ょけおぇすけ ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ うい-
ぉうさぇ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす 
ゃ ╀さぇすうしかぇゃぇ う すったくうつっしおぇすぇ 
おうぉっさくっすうおぇ. ╉なき おうぉっさくっすう-
おぇすぇ うくあ. ]ぇさぇそけゃ うきぇ うくすっさっし 
けとっ けす きぇかなお, おけゅぇすけ こさけはゃはゃぇ 
かのぉけこうすしすゃけ う おなき っかっおすさけくう-
おぇすぇ. ¨とっ ゃ ょっすしおうすっ ゅけょうくう 
しすぇゃぇ さぇょうけかのぉうすっか. ] けゅさけきくぇ 
すさなこおぇ しかっょう ゃさないおうすっ きっあ-
ょせ さぇょうけしうしすっきうすっ ゃ さぇいかうつくう 
しすさぇくう, いぇゃなさいゃぇ くけゃう こさうは-
すっかしすゃぇ. ╉ぇいぇくかなておけすけ きけきつっ 
けす くぇえ-しすぇさけすけ  せつうかうとっ „╉せかぇ-
すぇ”  さぇいてうさはゃぇ しゃけは しゃはす, ゅさぇょう 
きっつすう. ╋っつすう, しゃなさいぇくう し っかっお-
すさけくうおぇすぇ. ╃くっし うくあ. ]ぇさぇそけゃ 
っ さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ 
„╇くそけさきぇちうけくくう すったくけかけゅうう” 
ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. ╆ゃっくけすけ っ つぇしす 
けす ぉうゃてうは ╄╇『, おけえすけ くぇゃさっきっ-
すけ くぇぉさけはゃぇか 240 ょせてう. ╇きっくくけ 
ゃ ╄╇『  うくあ. ]ぇさぇそけゃ こさけたけあょぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” - こさう こなさゃうすっ おけき-
このすさう, おけうすけ すけゅぇゃぇ いぇっきぇす こけ 
200-300 おゃぇょさぇすくう きっすさぇ こかけと, 
ぇ ゃなさてぇす さぇぉけすぇ おけかおけすけ しぇきけ 
っょうく ょくってっく すぇぉかっす... 『はかけすけ 
すけゃぇ ぉせさくけ さぇいゃうすうっ くぇ すけいう 
こさけきうてかっく しっおすけさ きうくぇゃぇ こさっい 
けつうすっ しぇきけ くぇ っょうく つけゃっておう 
あうゃけす, くけ いぇ うくあ. ]ぇさぇそけゃ すけゃぇ 
っ しなゃしっき くけさきぇかくけ.

‶なさゃうはす おけきこのすなさ, おけえすけ 
]ぇさぇそけゃ いぇゃぇさゃぇ ゃ

„┿さしっくぇか”, っ „╋うくしお 32”

╀ぇとぇすぇ くぇ おけきこのすさうすっ ゃ „┿さ-
しっくぇか” - けゅさけきくぇ きぇてうくぇ ゃ けゅ-
さけきくぇ いぇかぇ. ╇ けとっ - きぇゅくうすくう 
かっくすう, おぇさすけけぉさぇぉけすゃぇとう せし-
すさけえしすゃぇ, きくけあっしすゃけ たけさぇ, おけう-
すけ けぉしかせあゃぇす きぇてうくぇすぇ... ‶けしかっ 
うょゃぇ ╄] - 1020 う っょゃぇ すけゅぇゃぇ - 
こなさゃうはす IBM - くぇ しすぇさけ, くけ うし-
すうくしおう, ぇきっさうおぇくしおう. 〈けゅぇゃぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” うょゃぇす う こなさゃうすっ ょう-
しおけゃっ. ̈ ゅさけきくうすっ ょうしおけゃう こぇおっ-
すう しっ けぉしかせあゃぇす けす 30-40 ょせてう 
こけょょさなあおぇ, おけうすけ しっ ゅさうあぇす う 
いぇ すったくうおぇすぇ. ╇くそけさきぇちうは, おけは-
すけ しっゅぇ こっさしけくぇかっく おけきこのすなさ 
けぉさぇぉけすゃぇ いぇ 1-2 きうくせすう, すけゅぇ-
ゃぇ しっ こさったゃなさかは うい きぇてうくぇすぇ いぇ 

こけ 5-6 つぇしぇ - ゃさっきっ, こさっい 
おけっすけ ゃなさゃう しぇきけ 1 そぇえか... 
╃っしっすおう ょせてう つうしすはす, しきぇい-
ゃぇす, かなしおぇす, ゅけくはす ゃしはおぇ 
こさぇてうくおぇ, おけはすけ きけあっ ょぇ 
ぉかけおうさぇ きぇてうくぇすぇ, けぉさぇ-
ぉけすゃぇとぇ うおけくけきうつっしおぇすぇ 
うくそけさきぇちうは いぇ いぇこかぇすうすっ 
くぇ ぉかういけ 20-たうかはょうすっ けさな-
あっえくうちう. ╇くそけさきぇちうはすぇ, 
おけはすけ すけゅぇゃぇ しっ けぉさぇぉけすゃぇ, 
っ こさっょうきくけ うおけくけきうつっしおぇ: 
くぇぉうさぇす しっ こっさそけおぇさすう し 
ょぇくくうすっ いぇ いぇさぇぉけすおぇすぇ 
- きぇてうくぇすぇ さぇいつうすぇ - しなし-
すぇゃはす しっ かうつくうすっ しきっすおう - 
ういつうしかはゃぇす しっ ぉさうゅぇょくうすっ 
いぇさぇぉけすおう - そけさきうさぇ しっ さぇ-
ぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ. 『はか ╄╇『 
しっ いぇくうきぇゃぇ し おぇょさけゃぇすぇ 
しうしすっきぇ う くぇかうつくけしすすぇ こけ 
しおかぇょけゃっすっ.
╇くあ. ]ぇさぇそけゃ しっ つせゃしすゃぇ 

すけつくけ くぇ きはしすけすけ しう, いぇぉさぇ-
ゃは こなさゃけくぇつぇかくうすっ くっこさう-
はすくけしすう, しゃなさいぇくう し けすおぇいぇ 
ょぇ ぉなょっ こさうっす ゃ „┿さしっくぇか” 
いぇさぇょう しなきくっくうは ゃ つうしすけ-
すけ きうくぇかけ, おぇおすけ くぇゃさっきっ-
すけ くぇさうつぇたぇ さけょしすゃっくうすっ 
ゃさないおう し ぉさぇすけゃつっょう, ういぉは-
ゅぇかう くぇ ╆ぇこぇょ こけ 9-すう 1944-
すぇ. ╃ぇ きせ しっ ゅかぇしせゃぇ ょけゃっ-
さうっ ゃ „┿さしっくぇか” こけきけゅくぇか 
くっ ょさせゅ, ぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ 
- こけ-おなしくけ おきっす ょゃぇ きぇくょぇ-
すぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ すけゃぇ しう-
ゅせさくけ うきぇかけ くっとけ いくぇおけゃけ, 
きぇおぇさ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ うくあ. 
]ぇさぇそけゃ ょぇ くっ しう っ う こけきう-
しかはか, つっ くはおけゅぇ とっ すさなゅくっ 
ょぇ しすぇゃぇ おきっす. ╁しなとくけしす, 
すけえ くっ しう ゅけ きうしかっか くぇょなか-
ゅけ う くぇゃさなた ういょうゅぇくすけ くぇ 
おぇくょうょぇすせさぇすぇ きせ いぇ おきっす 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっょ-
かけあっくうっすけ けす しうくうすっ うょゃぇ 
ゃくっいぇこくけ - おけゅぇすけ ゃ こけしかっょ-
くうは きけきっくす 》さうしすけ ╂っくっゃ, 
しっゅぇ ょうさっおすけさ くぇ 》せょけあっしす-
ゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
しっ けすおぇいゃぇ けす くけきうくぇちうはすぇ, 
おけはすけ ]╃] きせ ょぇゃぇ  おぇすけ 
おぇくょうょぇす いぇ おきっす. ╉ぇすけ 
こさっょしすぇゃうすっか くぇ „╄おけゅかぇし-
くけしす”, ]ぇさぇそけゃ けすうゃぇ くぇ うい-
ぉけさうすっ くぇ おさうかっすっ くぇ ゃょなた-
くけゃっくうっすけ くぇ しうくはすぇ うょっは. 
╇ こっつっかう し 62%.

╁ けぉとうくぇすぇ  うょゃぇす,
けぉぇつっ, すさせょくう ゃさっきっくぇ

¨す すはた - くぇえ-すさせょくけすけ - 
しすぇつおぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか”... ╇ 
けとっ - ゃさっきっくぇすぇ くぇ ぉっい-
こぇさうつうっすけ けす 1991-ゃぇ ょけ 

1994-すぇ. 〈けゃぇ おきっすなす ]ぇさぇ-
そけゃ っ いぇこけきくうか し こけしすけはく-
くぇすぇ かうこしぇ くぇ しさっょしすゃぇ, し 
ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ さけすぇちうけくっく 
こさうくちうこ くぇ ういこかぇとぇくっ くぇ 
いぇこかぇすうすっ: っょうくうはす きっしっち 
- こなさゃけ ゃ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ-
すけ, こけしかっ ゃ おせかすせさぇすぇ う す.く.; 
しかっょゃぇとうは きっしっち - けぉさぇ-
すくけ... 〈けかおけゃぇ くはきぇかけ こぇさう, 
つっ っょうく かっおぇさ ういおぇさゃぇ ぉけ-
かくうすっ けす けすょっかっくうっすけ ょぇ 
しすぇつおせゃぇす う すっ くぇゃなく. ¨ぉぇつっ 
- いぇこかぇすうすっ ゃ けぉさぇいけゃぇくうっ-
すけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ぉうかう こけ-ゃうしけおう けす しさっょくうすっ 
ゃ しすさぇくぇすぇ. 
╉きっすなす ]ぇさぇそけゃ こけきくう 

せこさぇゃかっくうっすけ しう う しなし しすさせお-
すせさくぇ さっそけさきぇ ゃ ¨ぉとうくぇすぇ 
- しなおさぇとぇゃぇす しっ 550 ょせてう. 
„]うくは きっすかぇ”, けぉぇつっ, ゃ ̈ ぉとう-

くぇすぇ くっ っ うきぇかけ, おぇすっゅけさうつっく 
っ ]ぇさぇそけゃ. ]ぇき こさういくぇゃぇ, つっ 
っょゃぇ 3-きぇ  ょせてう しう けすうゃぇす こけ 
こけかうすうつっしおう こさうつうくう. ′け: 
”〈けつくけ すっ くっ きう しっ しなさょはす”, 
せしきうたゃぇ しっ ょくっし っょうくしすゃっくう-
はす しうく おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. ¨す 
くぇいくぇつっくうすっ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ 
ゃ ¨ぉとうくぇすぇ う ょけ ょくっし けしすぇ-
ゃぇす きくけゅけ たけさぇ - こぇお しっ せし-
きうたゃぇ ]ぇさぇそけゃ. ′ぇゃっょくなあ しっ 
ういしうこゃぇ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ 
きくけゅけ くぇさけょ けす ′╇〈╇. ¨ぉぇつっ, 
ゃしうつおう, ょけてかう ゃ ¨ぉとうくぇすぇ, 
きうくぇゃぇす こさっい おけくおせさし - うい-
こうす こけ すっけさっすうつくぇ こけょゅけゅけゃ-

おぇ. 〈けゃぇ っ ゃさっきっすけ くぇ こなさゃぇ-
すぇ こさうゃぇすういぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╁ すなさしっくっ くぇ ういゅけょくう しょっかおう 
¨ぉとうくぇすぇ こさうぉはゅゃぇ ょけ おけく-
しせかすぇくすしおぇすぇ こけきけと くぇ KPMG 
- ]けそうは. ╃くってくぇすぇ けちっくおぇ くぇ 
おきっすぇ ]ぇさぇそけゃ っ, つっ しょっかおうすっ 
しぇ せしこってくう. ′ぇ ういかういぇくっ けす 
おぇぉうくっすぇ しかっょ 4 ゅけょうくう すけえ 
けしすぇゃは こけ しきっすおうすっ くぇ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお けおけかけ 2 きかく. かゃ. 
„╀はた いぇ つうしすぇ こさうゃぇすういぇちうは, 
くぇこさぇゃうたきっ ゃしうつおけ ゃないきけあくけ 
ょぇ こけおぇあっき くぇ ゅさせこうさけゃおう くぇ 
]╇╉ う ╁╇], つっ くっ っ あっかぇすっか-
くけ すはたくぇすぇ さなおぇ ょぇ くぇゃかういぇ 
ゃ ぉういくっしぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╃け-
ゃけかっく しなき, つっ せしこはたきっ ょぇ いぇ-
こぇいうき ゅけかっきうすっ おぇいぇくかなておう 
こさっょこさうはすうは, けしけぉっくけ „┿さしっ-
くぇか”, ょけおぇすけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ ゃ 
ょさせゅう ゅさぇょけゃっ すけゃぇ くっ ぉってっ 
しすけさっくけ”, けす  こけいうちうはすぇ くぇ 
ゃさっきっすけ しっ さぇょゃぇ おきっすなす ]ぇ-
さぇそけゃ. ╇きっくくけ - かけてぇすぇ こさう-
ゃぇすういぇちうは っ こさうつうくぇすぇ, おけはすけ 
しぇき ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ ういすなおゃぇ, 
いぇ ょぇ しっ けすすっゅかう けす こけかうすう-
おぇすぇ - くっ っ しなゅかぇしっく し きったぇ-
くういきぇ くぇ さぇいょなさあぇゃはゃぇくっ 
こけ ゃさっきっすけ くぇ ╉けしすけゃ. ╁ ╉ぇ-
いぇくかなお, けぉぇつっ, こけ ゃさっきっすけ くぇ 
おきっすぇ ]ぇさぇそけゃ しなとけ うきぇ くっ-
ういゅけょくう いぇ けぉとっしすゃけすけ しょっか-
おう. ′け すけえ くっこさっきっくくけ ょなさあう 
ょぇ おぇあっ ゃっょくなあ いぇゃうくぇゅう くぇ 
たけさぇすぇ: 

„′っ しなき こけょこうしゃぇか
ょけゅけゃけさぇ いぇ こさけょぇあぉぇすぇ

くぇ こぇいぇさぇ” 

╇ ょくっし おきっすなす ]ぇさぇそけゃ しきは-
すぇ, つっ „いかぇすくぇすぇ おけおけておぇ” くぇ 
╉ぇいぇくかなお - おけけこっさぇすうゃくうはす 
けぉとうくしおう こぇいぇさ, おけえすけ ぉう 
きけゅなか ょぇ くけしう しうゅせさくう こさう-

たけょう くぇ きっしすくぇすぇ たぇいくぇ, っ こけ-
たぇさつっく いぇ „あなかすう しすけすうくおう”. 
‶せしおぇ あぇかぉぇ ゃ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ 
しさっとせ しょっかおぇすぇ... ╃けゅけゃけさぇ, 
しかっょ さってっくうっすけ くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす, おきっすなす ]ぇさぇそけゃ 
すぇおぇ う くっ こけょこうしゃぇ. ‶さっょせ-
こさっあょぇゃぇ う いぇきっしすくうおぇ しう ょぇ 
くっ ゅけ こさぇゃう, ぇおけ こけこぇょくっ  こけょ 
くぇすうしお けす しなゃっすくうちう. ′け すけゃぇ 
しっ しかせつゃぇ. 〈ぇおぇ おぇいぇくかなておう-
はす こぇいぇさ, きけあっ ぉう っょうくしすゃっ-
くうはす けぉとうくしおう こぇいぇさ せ くぇし, 
しすぇゃぇ つぇしすっく. ‶さけょぇょっく っ いぇ 
しせきぇすぇ けす こさけゅくけいくうすっ ぉさせすけ-
こさうたけょう いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ, こさう 

すけゃぇ - いぇ 10 ゅけょうくう し さぇいしさけ-
つっくけ こかぇとぇくっ... ]なあぇかはゃぇ う 
いぇ かけてけ くぇこさぇゃっくうは ょけゅけゃけさ 
いぇ いぇゅせぉっくうは うきけす ゃ ′っしっぉなさ 
– おぇすけ つぇしす けす しゅさぇょぇすぇ くぇ ゅけ-
かはきぇ そうさきっくぇ しけそうえしおぇ こけ-
つうゃくぇ しすぇくちうは. 
╇くぇつっ, こさっい すけゃぇ ゃさっきっ 

せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ]ぇさぇそけゃ 
しっさうけいくけ しっ ぇくゅぇあうさぇ し ょっえ-
くけしすすぇ くぇ けぉとうくしおうすっ そうさきう. 
┿ すっ すけゅぇゃぇ しぇ きくけゅけ. ╁ „╀ぇか-
おぇく – ╉”  こけつゃぇ ぉういくっしなす し 
ぇこすっおうすっ, くけ いぇさぇょう しけちうぇか-
くぇすぇ きせ うょっは – ょぇ しっ いぇょなさ-
あぇす おけかうつっしすゃぇ かっおぇさしすゃぇ いぇ 
くせあょうすっ くぇ ぉけかくうちぇすぇ, おけはすけ 
くっ しう こかぇとぇ さっょけゃくけ, くっとぇすぇ 
くっ こけすさなゅゃぇす こけ くぇえ-ょけぉさうは 
くぇつうく. ′ぇ ゃっしすくうお „╇しおさぇ” しっ 
ょぇゃぇす けそうし う ょゃぇ きぇゅぇいうくぇ 
いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ ょっえくけしす-
すぇ,  けぉっょうくはゃぇす しっ ょゃっ しすさけ-
うすっかくう そうさきう, こけょこけきぇゅぇ しっ 
》かっぉけいぇゃけょなす... ╁ しかっょゃぇとうは 
きぇくょぇす, けぉぇつっ, こけつゃぇす ゅけかっ-
きうすっ こさけょぇあぉう, しなし しなあぇかっ-
くうっ おけくしすぇすうさぇ ]ぇさぇそけゃ. ′っ 
いぇさぇょう しぇきうすっ こさけょぇあぉう, ぇ 
いぇさぇょう くっういゅけょくうすっ いぇ けぉとう-
くぇすぇ しょっかおう.
¨す おきっすせゃぇくっすけ しう ]ぇさぇそけゃ 

しう しこけきくは けとっ:  ぉういくっしゃさない-
おうすっ し ゅさぇょけゃっすっ おさぇえ ]けかせく, 
おけくすぇおすうすっ し ゅさぇょけゃっすっ-こけぉ-
さぇすうきう, おぇつっしすゃぇすぇ くぇ たけさぇ-
すぇ, し おけうすけ っ さぇぉけすうか う おけうすけ 
くうおけゅぇ くっ っ ょっかうか くぇ „しうくう” 
う „つっさゃっくう”. ′っ ゅう ょっかう う 
しっゅぇ - しすけう ょぇかっつ けす こけかう-
すうおぇすぇ, ょぇゃぇ しなゃっすう しぇきけ, 
おけゅぇすけ きせ ゅう こけうしおぇす, しかっょう 
しなぉうすうはすぇ ゃ きっょううすっ - くぇえ-
つっしすけ  ゃ うくすっさくっす /くぇかう っ うく-
あっくっさ-っかっおすさけくうお.../. ╆ぇすけゃぇ 
きかぇょうすっ  ょくっし ゅけ こけいくぇゃぇす 

くっ すけかおけゃぇ おぇすけ ぉうゃて おきっす, 
おけかおけすけ おぇすけ つけゃっお し ぇおすうゃくぇ 
こけいうちうは ゃ ゅさせこうすっ う おけきっくすぇ-
さうすっ おなき うくすっさくっす-きっょううすっ. 
′っ っ ぇおすうゃっく ゃ こけかうすうおぇすぇ, 
いぇとけすけ: ”╋くけゅけ いぇゅせぉうたきっ けす 
かけてぇ こさうゃぇすういぇちうは. [ぇいさせてう 
しっ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ. 
╆ぇすけゃぇ しぇ ゃうくけゃくう ゃしうつおう, 
けぉかぇゅけょっすっかしすゃぇたぇ しっ, おぇおすけ 
たけさぇ ゃ ょはしくけ, すぇおぇ う ゃ かはゃけ, 
くっ すけかおけゃぇ - けこさっょっかっくう こぇさ-
すうう, おけかおけすけ - けこさっょっかっくう 
おさなゅけゃっ...”.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

′けゃぇ くぇさっょぉぇ いぇ さっおかぇきくぇすぇ う うくそけさきぇちうけくくぇ ょっえくけしす くぇ すっさう-
すけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさうっ きっしすくうはす こぇさかぇきっくす. 

╄ょくぇ けす ゃぇあくうすっ こさけきっくう っ いぇぉさぇくぇすぇ ょぇ しっ こけしすぇゃはす さっおかぇきくう 
こぇくぇ う すぇぉっかう ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ ゅさぇょぇ. ╆ぇぉさぇくぇすぇ ゃぇあう いぇ けす-
しっつおうすっ けす せか. „‶っすおけ ]すぇえくけゃ” ょけ ╊なゃけゃぇすぇ つってきぇ, けす ぉせか. „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ” ゃ けすしっつおぇすぇ けす せか. „╇ゃぇく 【うてきぇく” ょけ ╊なゃけゃぇすぇ つってきぇ. ]な-
とけすけ ゃぇあう いぇ けすしっつおぇすぇ けす ぉせか. „┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” ゃ けすしっつおぇすぇ けす せか. 
„]かぇゃはくしおぇ” ょけ ╊なゃけゃぇすぇ つってきぇ. 
] くけゃぇすぇ くぇさっょぉぇ しっ けこさっょっかは う ぉさけはす くぇ こかぇおぇすうすっ う うくそけさきぇ-

ちうけくくうすっ きぇすっさうぇかう いぇ っょくけ う しなとけ くっとけ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ しっ さぇいかっ-
こゃぇす くぇ っょくけ きはしすけ. ╁ しかせつぇは しぇきけ こけ っょくけ. [っおかぇきうすっ こけ しすなかぉけゃっすっ 
くぇ ゅさぇょしおぇすぇ けしゃっすうすっかくぇ きさっあぇ うかう しすなかぉけゃっすっ くぇ ゅさぇょしおうは すさぇくし-
こけさす しっ こけしすぇゃはす しかっょ しなゅかぇしせゃぇくっ し ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う しなけすゃっすくうは 
しけぉしすゃっくうお. ╁しっおう, おけえすけ あっかぇっ ょぇ こけしすぇゃう さっおかぇきくう こぇくぇ こけ こけ-
おさうゃうすっ くぇ しゅさぇょう, とっ きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう すけゃぇ, くけ しかっょ しなゅかぇしせゃぇくっ 
くぇ ゃうょぇ くぇ さっおかぇきくけすけ しなけさなあっくうっ し ちはかけしすくうは ぇさたうすっおすせさっく けぉさぇい 
くぇ しゅさぇょぇすぇ. 
] くけゃぇすぇ くぇさっょぉぇ いぇ さっおかぇきくぇすぇ ょっえくけしす しっ いぇぉさぇくはゃぇ かっこっくっすけ くぇ 

しなけぉとっくうは こけ しすなかぉけゃっすっ いぇ せかうつくけ けしゃっすかっくうっ, おけくすっえくっさうすっ いぇ 
けすこぇょなちう, ぇゃすけぉせしくうすっ しこうさおう. ′ぇ しこっちうぇかくう きっしすぇ ゃ ゅさぇょぇ とっ しっ 
かっこはす う くっおさけかけいうすっ. ╆ぇしっゅぇ すっいう こぇくぇ ゃしっ けとっ くっ しぇ ういゅけすゃっくう, くけ 
すったくうはす ぉさけえ とっ っ くぇょ 50. ′ぇさせてうすっかうすっ くぇ すっいう さぇいこけさっょぉう とっ ぉな-
ょぇす しぇくおちうけくうさぇくう. ╁しっおう あっかぇっと ょぇ ういゃなさてゃぇ さっおかぇきくぇ ょっえくけしす 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ こけょぇゃぇ いぇはゃかっくうは ょけ おきっすぇ 
くぇ けぉとうくぇすぇ.    

〈┿

〈さう こさっょかけあっくうは 
いぇ ぉなょっとっすけ くぇ 

おぇいぇくかなておうすっ おせか
すせさくう うくしすうすせちうう 
とっ ゃくっしっ いぇ ょっぉぇす 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお おきっすなす 
くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 
〈っ しっ さけょうたぇ こけ ゃさっ

きっ くぇ うくうちううさぇくうは けす 
しぇきぇすぇ くっは けぉとっしすゃっく 
ょっぉぇす, こけょ くぇしかけゃ „′』 
„╇しおさぇ” う こさっすっくちうう
すっ きせ おなき おせかすせさくうすっ 
うくしすうすせすう”. 
╁ ょっぉぇすぇ せつぇしすゃぇたぇ 

¨しゃっく ╀╄》 う ╄くっさゅうえくうは しうしすっきっく けこっさぇすけさ, ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ
さぇ うきぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しっ こさっきっしすはす う ┿ゅっくちうはすぇ いぇ しっかっおちうは 
う さっこさけょせおちうは ゃ あうゃけすくけゃなょしすゃけすけ, ′ぇちうけくぇかくぇすぇ しかせあぉぇ 
こけ いなさくけすけ, ]っかしおけしすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは. ╆ぇ すぇおぇゃぇ ゃっさけ
はすくけしす こさっょう きっしっち ゅけゃけさう ゃ ╉ぇいぇくかなお こさう しゃけはすぇ ゃういうすぇ う 
きうくうしすなさなす くぇ いっきっょっかうっすけ う たさぇくうすっ ╋うさけしかぇゃ ′ぇえょっくけゃ. 
‶さっょしすけう ょぇ しっ くぇこさぇゃう しきっすおぇ - おぇおゃう しさっょしすゃぇ とっ しぇ 

くっけぉたけょうきう いぇ さっきけくす くぇ しゅさぇょうすっ, ゃ おけうすけ ょぇ しっ こけきっとぇ
ゃぇす ょなさあぇゃくうすっ しすさせおすせさう. ¨おけかけ っょうく きうかうけく かっゃぇ とっ しぇ 
くっけぉたけょうきう, いぇ ょぇ しっ さっおけくしすさせうさぇす ょゃぇ おけさこせしぇ けす 〈さぇ
おうえしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╁ すはた ぉうたぇ しっ くぇしすぇ
くうかう いっきっょっかしおうすっ ぇゅっくちうう, ぇ けす きっしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
とっ こさっょかけあぇす ちっくすさぇかくぇ けぉとうくしおぇ しゅさぇょぇ いぇ くせあょうすっ くぇ 
╀なかゅぇさしおうは っくっさゅうっく たけかょうくゅ.
 ┿おけ おぇぉうくっすなす こさうっきっ こさっょかけあっくうっすけ, けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇ

ゅけさぇ とっ しっ こさっゃなさくっ ゃ  くぇえ-こさけしこっさうさぇとうは さっゅうけく くぇ しすさぇ
くぇすぇ. 
 ‶さぇゃうすっかしすゃけすけ ゃっつっ ゃいっ さってっくうっ ょぇ こさっきっしすう ゃ ‶かけゃょうゃ 

しすさせおすせさうすっ, けすゅけゃぇさはとう いぇ すせさういきぇ  けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
うおけくけきうおぇすぇ, っくっさゅっすうおぇすぇ う すせさういきぇ, ぇ ゃ ╀せさゅぇし - ┿ゅっくちう
はすぇ こけ さうぉぇさしすゃけ う ぇおゃぇおせかすせさう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

〈けゃぇ っ しすぇくぇかけ こさっい 1985 ゅけょうくぇ こけ ゃさっきっ くぇ きぇくょぇすぇ くぇ おきっすぇ くぇ しすけかっすうっすけ くぇ ╉ぇいぇく
かなお, こけおけえくうはす ゃっつっ ]すぇくつけ ╉けっゃ, う すけゅぇゃぇてくうは おきっす くぇ そさっくしおうは ゅさぇょ - ╅ぇく-╋ぇさお ╄さけ. 
‶けょこうしゃぇくっすけ っ ぉうかけ ゃなゃ そさっくしおうは ゅさぇょ ]っくす ╄さぉかっく, ぇ ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ, こさっい 1986-すぇ,  
そさっくしおぇ ょっかっゅぇちうは くぇつっかけ し ╅ぇく-╋ぇさお ╄さけ こさうしすうゅぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ ゃなさくっ あっしすぇ. 〈け
ゅぇゃぇてくうはす おきっす くぇ ゅさぇょ ]っくす ╄さぉかっく こさうしすうゅぇ し ゃくせてうすっかくぇ ょっかっゅぇちうは.
′けゃうはす こさっきうっさ くぇ 《さぇくちうは っ ょけしっゅぇてっく かうょっさ くぇ しけちうぇかうしすうすっ ゃ ′ぇちうけくぇかくけすけ しな

ぉさぇくうっ う おきっす くぇ ゅさぇょ ′ぇくす, ゃ おけえすけ しなとけ しぇ ゅけしすせゃぇかう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶け すさぇょうちうは ょゃぇすぇ ゅさぇょぇ さっょけゃくけ しう けぉきっくはす ょっかっゅぇちうう いぇ しゃけうすっ こさぇいくう
ちう. ‶け ゃさっきっ 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 ╉ぇいぇくかなお しなとけ しっ けつぇおゃぇす ゅけしすう けす 
]っくす ╄さぉかっく.
′ぇ 15 きぇえ 2012 ゅ. すけおせ-とけ ゃしすなこうかうはす ゃ ょかなあくけしす くけゃけういぉさぇく こさっいうょっくす くぇ 《さっくしおぇすぇ 

さっこせぉかうおぇ 《さぇくしけぇ ¨かぇくょ けぉはゃう くけゃうは きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっか くぇ しすさぇくぇすぇ - ╅ぇく-╋ぇさお 
╄さけ.
‶け すけいう こけゃけょ おきっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ういこさぇすう しこっちうぇかくけ こけい

ょさぇゃかっくうっ ょけ くけゃうは きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっか くぇ 《さぇくちうは う しすぇさ こさうはすっか くぇ ╉ぇいぇくかなお し 
こけあっかぇくうは いぇ いょさぇゃっ, せしこったう ゃなゃ ゃうしけおけけすゅけゃけさくぇすぇ きせ さぇぉけすぇ う し せゃっさっくけしす, つっ すけえ とっ 
こさけょなかあう ょぇ くぇしなさつぇゃぇ すさぇょうちうけくくうすっ こさうはすっかしおう ゃさないおう きっあょせ ょゃぇすぇ ゅさぇょぇ.                     

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

╃なかゅけゅけょうてくうはす ょうさっおすけさ くぇ ╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇し-
おさぇ”, うしすけさうおなす ╉けしぬけ ╆ぇさっゃ, とっ ぉなょっ ゃこうしぇく ゃ ‶け-

つっすくぇすぇ おくうゅぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. [ってっくうっすけ いぇ すけゃぇ ぉっ くぇ けぉ-
とうくしおうすっ しなゃっすくうちう, こけ こさっょかけあっくうっ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, ぇ こけゃけょなす いぇ くけきうくぇちうはすぇ きせ っ ‶さぇいくうおなす くぇ 
ゅさぇょぇ, けすぉっかはいゃぇく くぇ 1-ゃう のくう ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. 
‶っくしうけくうさぇくうはす ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょなかゅけゅけょう-

てっく てっそ くぇ きっしすくうは きせいっえ こけかせつう いぇしかせあっくけ こさういくぇくうっ 
いぇさぇょう けゅさけきくうは しう う ょなかゅけゅけょうてっく こさうくけし ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ おせかすせさぇすぇ う けこぇいゃぇくっすけ くぇ おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけすけ 
くぇしかっょしすゃけ くぇ ╉ぇいぇくかなお う くっゅけゃけすけ くぇちうけくぇかくけ う しゃっ-
すけゃくけ こけこせかはさういうさぇくっ.  
╇しすけさうおなす ╉けしぬけ ╆ぇさっゃ っ っょうく けす さぇょっすっかうすっ いぇ こけしすさけ-

はゃぇくっすけ くぇ ′ぇちうけくぇかっく [けいぇさうせき, おけえすけ ょぇ しなたさぇくう うし-
すけさうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ さけいけこさけういゃけょしすゃけ う せくうおぇかくぇすぇ 
おけかっおちうは けす ょっおけさぇすうゃくう さけいう. 〈けえ ぉっ う しさっょ こなさゃうすっ, 
ぇこかけょうさぇかう う さぇぉけすうかう いぇ けしなとっしすゃはゃぇくっすけ くぇ きぇとぇぉ-
くうは こさけっおす „]っゃすけこけかうし”.

                                                                             〈┿ 

] くけゃ, けしゃっあっく けぉかうお っ ゃっつっ きけしすなす くぇょ ╀╇╊╊┿ う くぇょ-
かっいぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ すけゃぇ っ くぇ ゅさせ-

こぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇ こけゃけょなす - けぉはゃっくうはす ょっく 
いぇ くぇちうけくぇかくけ こけつうしすゃぇくっ - 12 きぇえ. ╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
こけさっょうちぇすぇ けす こさぇいくうちう ╄おしこっさすうすっ こさっょこさうったぇ くっしすぇく-
ょぇさすくけすけ, くけ くっけぉたけょうきけ くぇつうくぇくうっ. 
╋はしすけすけ くぇ さなあょうゃうすっ ゃっつっ こぇさぇこっすう いぇったぇ けしゃっあっくう ゃ 

いっかっくけ きっすぇかくう おけくしすさせおちうう.

„╅『』╊〉╅]“ ╉╅『¨ ╅╆¨【】『¨╊〉【¨
╁ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ つかっ-

くけゃっ くぇ くぇしすけはすっかしすゃけ-
すけ くぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうき-
くぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, ういゃっしすくぇ おぇすけ 
╋ったぇくけすったくうおせきぇ, こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ こけょおさっこうたぇ そうくぇくしけゃけ 
けす うきっすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ 
ぇぉうすせさうっくすう-ゃうこせしおくう-
ちう くぇ せつうかうとっすけ. ╉せおっさう, 
さけお-おけくちっさす う そけえっさゃっさおう 
ういこさぇすうたぇ ぇぉうすせさうっくすうすっ 
けす ゃうこせしお 2012 くぇ ゅうきくぇ-
いうはすぇ.

┿すさぇおすうゃくけすけ ういこさぇとぇくっ 
しなぉさぇ ゃなかくっくうはすぇ う しこけきっ-
くうすっ くぇ ゃないこうすぇくうちう, こさう-
はすっかう う しなきうてかっくうちう くぇ 
╋ったぇくけすけ, おぇおすけ し ゅけさょけしす 
しこけきっくぇゃぇす うきっすけ くぇ せつうかう-
とっすけ う ょくっし. ]さっょ ゅけしすうすっ 
しっ けすおさけはゃぇたぇ ╂ぇかうくぇ ]すけ-
はくけゃぇ, おきっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, う さなおけゃけょうすっかう くぇ 
ゃけょっとう そうさきう ゃ さっゅうけくぇ. 
¨しゃっく „┿さしっくぇか”, こさっょしすぇゃう-
すっかう う くぇ ょさせゅう きぇてうくけしすさけ-
うすっかくう そうさきう ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
つかっくけゃっ くぇ くけゃけしないょぇょっくけ-

すけ せつうかうとくけ くぇしすけはすっかしすゃけ, しさっょ 
おけうすけ „╆ぇゃけょ いぇ こさせあうくう” – ╉さなく, 
„》うょさけこくっゃきけすったくうおぇ”, „]けさけ-
おけゃ ╇くしすさせきっくすし”, „]すさけうすっかくぇ 
きったぇくういぇちうは” ょぇょけたぇ  しすうこっく-
ょうう くぇ くぇえ-ういはゃっくうすっ せつっくうちう う 
こけょこけきけゅくぇたぇ せつっくうちうすっ ゃ すっあおけ 
そうくぇくしけゃけ しなしすけはくうっ. 』かっくけゃっ-
すっ くぇ くぇしすけはすっかしすゃけすけ こけったぇ ぇく-
ゅぇあうきっくす ょぇ こさっゃなさくぇす ょぇゃぇくっすけ 
くぇ しすうこっくょうう ゃ すさぇょうちうは う ょぇ 
こさっょけしすぇゃはす きけょっさくけ すったくうつっしおけ 
けぉけさせょゃぇくっ くぇ ゅうきくぇいうはすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ゃしうつおう おせかすせさくう うくしすうすせちうう, けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, けぉ
とっしすゃっくうちう, きっしすくう すゃけさちう, ゅさぇあょぇくう. 
‶けゃけょ いぇ ょっぉぇすぇ しすぇくぇ うしおぇくっすけ くぇ ′』 „╇しおさぇ - 1860” ゃ ╉ぇいぇくかなお  ょぇ 

しっ いぇこかぇとぇ くぇっき けす けぉとうくしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ う けぉとうくしおうは すっぇすなさ, おけうすけ 
こけかいゃぇす しけぉしすゃっくけしすすぇ くぇ つうすぇかうとっすけ. ¨ぉとうはす さぇいきっさ くぇ うしおぇくうは くぇっき いぇ 
ょゃっすっ うくしすうすせちうう っ けおけかけ 18 たうかはょう かっゃぇ. 』うすぇかうとっすけ ぉっ こさうくせょっくけ ょぇ 
こさっょこさうっきっ すぇいう きはさおぇ いぇさぇょう ょさぇしすうつくけ くぇきぇかっくぇすぇ きせ しせぉしうょうは いぇ 2012 
ゅ., おけはすけ くぇ こさぇおすうおぇ とっ こぇさぇかういうさぇ ょっえくけしすすぇ きせ.
╋っあょせゃさっきっくくけ, ゃっつっ きっしっち, こさけょなかあぇゃぇ う おけくそかうおすなす くぇ すさせこぇすぇ くぇ 

すっぇすなさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお し けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ う くけゃうは ょうさっおすけさ ╃うぇくぇ [ぇきくぇ
かうっゃぇ. ‶さけぉかっきなす しっ いぇょなかぉけつう, しかっょ おぇすけ う ょゃっすっ しすさぇくう - ぉうゃて う くぇしすけ
はと ょうさっおすけさ, しう さぇいきっくうたぇ しっさうけいくう せこさっちう う しうゅくぇかう ょけ こさけおせさぇすせさぇすぇ. 

╉ぇいぇくかなつぇくうくなす ‶っすおけ ╉ぇさぇ
ゅうすかうっゃ しすぇくぇ いぇき.けぉかぇしすっく 

せこさぇゃうすっか. 34-ゅけょうてくうはす つかっく 
くぇ こぇさすうは ╂╄[╀ っ しうく くぇ しすさけう
すっかくうは こさっょこさうっきぇつ うくあ. ╉けく
しすぇくすうく ╉ぇさぇゅうすかうっゃ. 
′けゃうはす いぇき. けぉかぇしすっく せこさぇゃう

すっか とっ さなおけゃけょう くぇえ-ゃっさけはすくけ 
さっしけさうすっ, いぇ おけうすけ けすゅけゃぇさはてっ 
おぇいぇくかなておうはす おきっす ╂ぇかうくぇ ]すけ
はくけゃぇ, ゃ おぇつっしすゃけすけ え くぇ いぇき. 
けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか. 〈けゃぇ しぇ 
すっさうすけさうぇかくけ しっかうとくけ せしすさけえ
しすゃけ, けぉさぇいけゃぇくうっ, しけちうぇかくう 
ょっえくけしすう. 
╉ぇさぇゅうすかうっゃ っ ゃないこうすぇくうお くぇ 

‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは こけ 
しすさけうすっかしすゃけ, ぇさたうすっおすせさぇ う ゅっ
けょっいうは „╊せぉけさ ╀ぇえっさ” ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う くぇ ╀せさゅぇしおうは しゃけぉけょっく せくうゃっさしう
すっす, おなょっすけ っ いぇゃなさてうか うおけくけきうおぇ. [ぇぉけすうか っ ゃ つぇしすくうは ぉういくっし. ╀うか っ ょゃぇ 
きぇくょぇすぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ‶‶ ╂╄[╀.

╉ぇいぇくかなておう つかっくけゃっ くぇ ]╃] しないょぇゃぇす ╉かせぉ くぇ ょっきけおさぇすぇ. ╁ くっゅけ とっ きけ
ゅぇす ょぇ しこけょっかはす しゃけうすっ ゅさぇあょぇくしおう きくっくうは たけさぇ, おけうすけ くっ しぇ つかっくけゃっ 

くぇ こぇさすうえくう しすさせおすせさう, くけ うきぇす こけいうちうう こけ ゃぇあくう いぇ けぉとっしすゃけすけ う ゅさぇょぇ 
ゃなこさけしう. ╁ くけゃうは おかせぉ くはきぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ つかっくせゃぇす たけさぇ し おさうきうくぇかくけ きう
くぇかけ. ′けゃうはす おかせぉ くぇ ょっきけおさぇすぇ とっ けすゃけさう ゃさぇすぇ しなゃしっき しおけさけ, ゃ くけゃぇすぇ 
ぉぇいぇ くぇ ]╃]-╉ぇいぇくかなお くぇ せか. „╇しおさぇ“. [ってっくうっすけ いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ すぇおなゃ 
おかせぉ っ くぇ ]╃] - ╉ぇいぇくかなお. 

╉ぇいぇくかなておうはす こけっす [せきっく ╃っくっゃ こけかせつう くぇ
ゅさぇょぇすぇ くぇ ]なのいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こうしぇすっ

かう. 〈は きせ ぉっ こさうしなょっくぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 24-すう 
きぇえ いぇ こけっきぇすぇ „╊のかおぇ くぇ ╁しっかっくぇすぇ” けす っょくけ
うきっくくうは こけっすうつっく しぉけさくうお くぇ こけっすぇ. 
]ぉけさくうおなす „╊のかおぇ くぇ ╁しっかっくぇすぇ“ ういかっいっ けす 

こっつぇす きうくぇかうは のくう, ぇ こさっきうっさぇすぇ きせ ぉっ すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう 
2012. ╃っくっゃ っ ゃないこうすぇくうお くぇ ╊うすっさぇすせさくうは 
うくしすうすせす “╋ぇおしうき ╂けさおう” ゃ ╋けしおゃぇ. 

╄きぉかっきぇすうつくぇすぇ しおせかこすせさぇ くぇ 
╃けおけ ╃けおけゃ - 〈さぇおうえおぇすぇ, おけはすけ 

けす 30 ゅけょうくう おさぇしう こかけとぇょ „]っゃすけ
こけかうし” う こけゃっつっ けす こっすうかっすおぇ ぉっ し 
ういきなおくぇすう けぉっちう う さなおぇ, ゃっつっ ゅさっっ 
ゃ くけゃ ゃうょ. ╆ぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ 
こけさせゅぇくぇすぇ しおせかこすせさぇ, しつうすぇくぇ う 
いぇ っょうく けす おぇいぇくかなておうすっ しうきゃけかう, 
しさっょしすゃぇ ょぇさう おぇぉっかくうはす けこっさぇすけさ 
„╀う ╀う ]う ╉っえぉなか”. 
¨す そうさぇきぇすぇ けぉはゃうたぇ, つっ ゃ こさけょなか

あっくうっ くぇ ゅけょうくぇ とっ けしうゅせさはゃぇす しさっょ
しすゃぇすぇ う いぇ いぇおせこゃぇくっすけ くぇ ちゃっすはすぇ ゃ 
ゅさぇょうくおぇすぇ こさっょ しおせかこすせさぇすぇ. 

╉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 けゅかはゃぇ

ゃぇ けぉとうくしおぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ 
こぇさすうは ╂╄[╀ ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけ
いうすっ. 
╆ぇ けさゅぇくういぇちうけくっく しっおさっ

すぇさ くぇ けぉとうくしおぇすぇ しすさせおすせさぇ 
っ けこさっょっかっく ′っくけ ╁かぇえおけゃ, 
おけえすけ っ いぇきっしすくうお-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 
ゅさぇょぇ. 
╃ゃぇきぇすぇ さなおけゃけょうすっかう くぇ 

╂╄[╀ こさっょしすぇゃうたぇ う 7-すっ 
つかっくけゃっ くぇ けぉとうくしおけすけ さな
おけゃけょしすゃけ. 〈けゃぇ しぇ: いぇき. けぉ
かぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ ╂╄[╀ 

‶っすおけ ╉ぇさぇゅうすかうっゃ, いぇきっしすくうお-おきっすけゃっすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお - ‶っすなさ 
╉けしっゃ う ╊うかうは 『けくおけゃぇ, おきっすなす くぇ [なあっくぇ ┿こけしすけか 〈っさいうっゃ, けぉとうくしおうはす 
しなゃっすくうお ╃うきうすなさ ╀ぇはしかうっゃ う [ぇょうぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ- ょうさっおすけさ くぇ くぇえ-ゅけかは
きけすけ けぉとうくしおけ せつうかうとっ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ. 
╁ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ こぇさすうはすぇ くっ っ ょっこせすぇす けす ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお ╄きうか ╉ぇさぇ

くうおけかけゃ, くけ しこけさっょ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, すけえ こけ こさぇゃけ っ つかっく くぇ さなおけゃけょしすゃけ
すけ, すなえ おぇすけ こけきぇゅぇ きくけゅけ.
] さってっくうっすけ くぇ ╇いこなかくうすっかくぇすぇ おけきけしうは くぇ ╂╄[╀ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ しすぇ

ゃぇ すさっすうはす けそうちうぇかっく さっょけゃっく こさっょしっょぇすっか くぇ きっしすくぇすぇ しすさせおすせさぇ. ╃なかゅけ 
ゃさっきっ きっしすくぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ╂╄[╀ うきぇてっ しかせあっぉくけ さなおけゃけょしすゃけ.
′けゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ くはきぇ しさけお くぇ きぇくょぇすくけしす, くっゅけゃぇすぇ けしくけゃくぇ いぇょぇつぇ 

っ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ しかっょゃぇとうすっ こぇさかぇきっくすぇさくう ういぉけさう ょけゅけょうくぇ う すけ せし
こってくけ. ‶け せしすぇゃ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╂╄[╀ こけ けぉとうくう っ し 3-ゅけょうてっく きぇくょぇす.

“〈は きうくぇ. ╋うくぇ”. 〈ぇおぇ しっ 
くぇさうつぇ ょけおせきっくすぇかくうはす そうかき いぇ 
かのぉけゃすぇ くぇ こけっすぇ ‶っえけ ぅゃけさけゃ う 
╋うくぇ, しないょぇょっく けす あせさくぇかうしすおぇすぇ 
けす ╀〈┿ [せきはくぇ ╊っつっゃぇ う けこっさぇすけさぇ 
]ゃっすかけいぇさ ′っょっゃ.
]かっょ さけょくうは ゅさぇょ くぇ きせいぇすぇ くぇ 

こけっすぇ ぅゃけさけゃ - ╋うくぇ, ゅさぇょ ╄かっくぇ, 
45-きうくせすくぇすぇ かっくすぇ ぉっ こけおぇいぇくぇ う 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっきうっさぇすぇ くぇ そうか
きぇ こけ ╀′〈 こさっょしすけう. ]こっちうぇかくけ 
いぇ こさけきけちうはすぇ くぇ そうかきぇ いぇ おぇ
いぇくかなておぇすぇ こせぉかうおぇ すせお ぉっ う 90 
ゅけょうてくぇすぇ ╄かっくぇ ╁けかっゃぇ-[ぇゃけか, 
あっくぇすぇ, おけはすけ こさっょう 30 ゅけょうくう けす
おさうゃぇ ゅさけぉぇ くぇ ╋うくぇ ゃ ╀せかけくしおうは 
かっし ゃ ‶ぇさうあ う ょけ ょくっし しっ ゅさうあう 
いぇ くっゅけ.

╇くすっさゃの し せくうおぇかくぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ 
けす ‶かっゃっく けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは 
ぉさけえ くぇ 〈┿



4 1 юни 2012 г. んëïñÖí¿ï¡í ÇÜëÑÜïöんëïñÖí¿ï¡í ÇÜëÑÜïö

おけ
か
ぇ 

2
 ゅ

さ
な
ぉ

ん¡öëóïíöí ごçñ¿óÖí: ╇╅〉っ – を╅『¨を╅【╅ 〉╅ [╅′╅〉]ぇ[

》ちそおひしきかせけか そて つてち.2
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╉ぇお っょくけ きけきうつっ けす 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは „]ゃ. ]ゃ. ╉う-

さうか う ╋っすけょうえ” ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇきっさう こなすは おなき おうくけすけ? - 
こけつすう くっゃっさけはすくけ っ, くけ すけゃぇ きけあっ ょぇ しっ しかせつう う ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]なし しうゅせさくけしす ゃっさけはすくけしすすぇ ょぇ すう しっ しかせつう しすぇゃぇ けとっ こけ-
ゅけかはきぇ, とけき くぇぉかういけ っ [せきっく ]けきけゃ - う ょさぇきぇすせさゅ, う さっあう-
しぬけさ-こけしすぇくけゃつうお くぇ ゃっつっ くはおけかおけ せくうおぇかくう こうっしう, し おけうすけ 
すさせこぇすぇ きせ „ぃくぇえすっょ ぇゃぇくゅさぇょ ぇさすうしす” こっつっかう ゃっつっ ょっしっす-
おう くぇちうけくぇかくう くぇゅさぇょう けす そっしすうゃぇかう. ╇きっくくけ ╇ゃっかうくぇ っ ゃ 
ゅかぇゃくぇすぇ さけかは くぇ こけしかっょくぇすぇ きせ けすかうつっくぇ こうっしぇ - „〈さはぉゃぇ 
ょぇ しなき かせょぇ”. 〈さはぉゃぇ ょぇ っ かせょ う ]けきぇ, おけえすけ さってぇゃぇ いぇっょ-
くけ し けとっ っょくぇ とせさぇ ゅかぇゃぇ - けこっさぇすけさなす ╇ゃぇく ぅくっゃ, おけえすけ 
さぇぉけすう いぇ くけゃうくうすっ くぇ ╀′〈 けす ╉ぇいぇくかなお う さっゅうけくぇ - つぇお ょけ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ]かうゃっく. 〈さはぉゃぇ ょぇ しぇ かせょう う ゃしうつおう, おけうすけ 
しっ ゃこせしおぇす ょぇ しくうきぇす ぉっい こぇさう, っょうくしすゃっくけ - し きくけゅけ っくすせ-
しうぇいなき. 

〈ぇおぇ „〈さはぉゃぇ ょぇ しなき かせょぇ”
しすぇゃぇ こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう ぉっいぉのょあっすっく そうかき

╁ ゅかぇゃくぇすぇ さけかは くぇ きけきうつっすけ けす きぇゅうしすさぇかぇすぇ ぉっい うきっ: 
╇ゃっかうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ. „╁っつっ いくぇき, つっ うきぇ すぇおうゃぇ きけきうつっすぇ”, 

しこけょっかは ╇ゃっかうくぇ, おけはすけ, おぇおすけ きくけゅけ けす くぇし, ょけ いぇくうきぇくう-
はすぇ しう ゃ すけいう こさけっおす, くっ しっ いぇきうしかはかぇ いぇ すっあおぇすぇ しなょぉぇ くぇ 
こさうくせょっくうすっ ょぇ こさけしすうすせうさぇす きけきうつっすぇ. „′っ しっ いぇきうしかはきっ 
おぇおゃけ おぇさぇ すっいう きけきうつっすぇ ょぇ こさけしすうすせうさぇす, おぇおゃけ ゅう ゃけょう 
ょけ すぇき... ┿ ぉう すさはぉゃぇかけ, いぇとけすけ こけゃっつっすけ けす すはた くっ しぇ うし-
おぇかう ょぇ ゅけ こさぇゃはす.”, っ きけさぇかくけすけ こけしかぇくうっ, おけっすけ ╇ゃっかう-
くぇ つさっい さけかはすぇ しう けすこさぇゃは おなき こせぉかうおぇすぇ.  ╁ こけしかっょくぇすぇ 
ゅけょうくぇ しくうきおうすっ けすくっきぇす こけつすう ちはかけすけ しゃけぉけょくけ ゃさっきっ くぇ 
╇ゃっかうくぇ. ╄くすせしうぇしすうすっ しくうきぇす さぇくけ しせすさうく, いぇとけすけ こけしかっ 
ゃしうつおう うきぇす ょさせゅぇ  さぇぉけすぇ. ]くうきぇ しっ „くぇ すっさっく” - こけ せくう-
おぇかくぇ すったくけかけゅうは - しぇきけ し っょくぇ おぇきっさぇ. ╃させゅけすけ せくうおぇかくけ: 
ゃなゃ そうかきぇ しっ しくうきぇす うしすうくしおう ゅっさけう けす さけょくうは なくょなさゅさぇ-

せくょ - おぇいぇくかなておう けぉさぇいう 
けす ぉぇさけゃっ, せかうちう う おぇそっくっ-
すぇ, おけうすけ けすかうつくけ しっ ゃこうし-
ゃぇす ゃ くっとぇすぇ. ╆ぇ ╇ゃっかうくぇ 
しくうきおうすっ う そうかきなす しぇ くっとけ 
きくけゅけ しっさうけいくけ, おぇおすけ う いぇ 
ちっかうは っおうこ. ‶さっきうっさぇすぇ とっ 
ぉなょっ こさっい っしっくすぇ, くけ けとっ 
けす しっゅぇ おなき いぇぉっかっあうすっか-
くうは こさけっおす うきぇ くぇちうけくぇかっく 
うくすっさっし. ╃け っしっくすぇ, けぉぇつっ, 
╇ゃっかうくぇ しっ くぇょはゃぇ ょぇ ぉなょっ 
ゃっつっ しすせょっくすおぇ: ぇおすぬけさしおけ 
きぇえしすけさしすゃけ う くうとけ ょさせゅけ! 
╇しおぇ ょぇ しすぇくっ こさけそっしうけ-
くぇかくぇ ぇおすさうしぇ う いぇすけゃぇ とっ 
おぇくょうょぇすしすゃぇ う ゃ ′┿〈《╇╆, 
う ゃ ぃ╆〉 - ╀かぇゅけっゃゅさぇょ, う ゃ 
‶かけゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす, 
おなょっすけ うきぇ すぇいう しこっちうぇか-
くけしす. ¨こうすなす くぇ ╇ゃっかうくぇ けす 
すさせこぇすぇ くぇ ]けきぇ う こなさゃうすっ 
しすなこおう ゃ „┿さしうし” くぇ さなおけ-
ゃけょうすっかは ╋ぇは ]すけはくけゃぇ しなし 
しうゅせさくけしす とっ こけきけゅくっ. ╆ぇょ 
ゅなさぉぇ しう ╇ゃっかうくぇ ゃっつっ  うきぇ 
せつぇしすうは ゃ „【こうけくおぇ ゃ つっさっ-
こぇ”, „]っおし, いぇえちう う きさなしくう 
すぇくちう” う „╋せぇ せ すせこぇく”, くけ 
くぇえ-ちっくっく しう けしすぇゃぇ けこう-
すなす けす „〈さはぉゃぇ ょぇ しなき かせょぇ”.   
]なせつっくうちうすっ くぇ ╇ゃっかうくぇ 
しなとけ は こけょおさっこはす, くぇょっあょう 
いぇ せしこった え ょぇゃぇ う おかぇしくぇすぇ 
- ╉ぇかうくぇ ╄くっゃぇ, こさっこけょぇ-
ゃぇすっか こけ うしすけさうは ゃ 》せきぇ-
くうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは. 》せきぇ-
くうすぇさくぇすぇ くぇしけつっくけしす くぇ 
せつうかうとっすけ, ゃ おけっすけ しっ くぇ-
ぉかはゅぇ くぇ かうすっさぇすせさぇすぇ, うし-
すけさうはすぇ う そうかけしけそうはすぇ, しなし 
しうゅせさくけしす ょぇゃぇ こけょゅけすけゃ-
おぇすぇ, くせあくぇ いぇ っょうく ぉなょっと 
ぇおすぬけさ. ╋けあっ ぉう いぇすけゃぇ いぇ 
きぇすせさぇすぇ こけ ぉなかゅぇさしおう っいうお 
う かうすっさぇすせさぇ ╇ゃっかうくぇ おぇいゃぇ 
こさけしすけ: „′っ ぉってっ すけかおけゃぇ 
すさせょくけ.” 〉さけちうすっ こけ こっっくっ 
う すぇくちう, おけうすけ ゃいうきぇ ╇ゃっ-
かうくぇ, しなとけ しぇ こけょゅけすけゃおぇ いぇ 
しぉなょゃぇくっすけ くぇ くっえくぇすぇ きっつ-
すぇ – こさけそっしうけくぇかくうすっ いぇくう-
きぇくうは し すっぇすなさ. ╉けかおけすけ ょけ 
おけくおせさしぇ いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, 
╇ゃっかうくぇ っ っょうくしすゃっくけすけ きけ-
きうつっ, おけっすけ おぇいゃぇ:

„′っ しなき うしおぇかぇ ょぇ
せつぇしすゃぇき ゃ おけくおせさしぇ, 
ょさせゅうすっ きっ ういぉさぇたぇ”

╇ゃっかうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ っ 
っょくけ けす ょっしっすすっ きけきうつっ-
すぇ, おけうすけ ょけゃっつっさぇ とっ 
せつぇしすゃぇす ゃなゃ そうくぇかくうは 
おさなゅ くぇ おけくおせさしぇ いぇ 『ぇ-
さうちぇ [けいぇ 2012. ╋けきう-
つっ - おぇすけ ゃしうつおう, くけ… 
くっ しなゃしっき. ╆ぇとけすけ すは っ 
けす きぇかおけすけ ょくってくう きかぇ-
ょう たけさぇ, おけうすけ, ゃきっしすけ 
ょうしおけすっおうすっ う せかうつくうすっ 
さぇいすぇおぇゃぇくうは ゃ ゅせぉっくっ 
くぇ ゃさっきっ, ういぉうさぇ ょぇ しっ 
いぇくうきぇゃぇ ゃ こけつすう ちはかけ-
すけ しう しゃけぉけょくけ ゃさっきっ し 
くっとけ しゃけっ - ぇおすぬけさしおぇすぇ 

うゅさぇ, し すっぇすなさ ゃ すさせこぇすぇ くぇ つうすぇかうとっ „╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ” 
- „ぃくぇえすっょ ぇゃぇくゅぇさょ ぇさすうしす”. ╇, ぇおけ いぇ すっぇすなさぇ は こぇかう 
さなおけゃけょうすっかはす くぇ すさせこぇすぇ - [せきっく ]けきけゃ, おけゅけすけ ゃしうつおう 
し けぉうつ くぇさうつぇす こさけしすけ ]けきぇ, すけ っあっょくっゃくぇすぇ こけょおさっこぇ 
いぇ ゃこせしおぇくっすけ ゃ すけゃぇ かせょけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ ╇ゃっかうくぇ 
こけかせつぇゃぇ けす きぇえおぇ しう ╅ぇくぇ ╅っかっゃぇ, うくぇつっ おぇいぇくけ - ╅ぇくぇ 
けす ╆ぇゃけょ 2 くぇ „┿さしっくぇか”. „╋ぇきぇ っ すぇいう, おけはすけ きっ こけょおさっこは 
きくけゅけ”, しこけょっかは ╇ゃっかうくぇ つうしすけしなさょっつくけ う し ぉかぇゅぇ いぇゅぇ-
ょなつくぇ せしきうゃおぇ. 〉しきうゃおぇ, おけはすけ こっつっかう しなさちぇすぇ.

〈けゃぇ っ ぇぉしけかのすくぇ うしすうくぇ – 
おけゅぇすけ こけ ゃさっきっ くぇ っょうく けす 
こさっょゃぇさうすっかくうすっ すせさけゃっ いぇ 
こけょぉけさ くぇ おぇくょうょぇすおうすっ ╇ゃっ-
かうくぇ せつぇしすゃぇ ゃ しなこなすしすゃぇ-
とぇすぇ こさけゅさぇきぇ し ぉせそけしうくた-

さけくぇょぇ くぇ すさせこぇすぇ くぇ ]けきぇ, 
しなせつっくうちう う しなゃうこせしおくうちう 
は „くぇゃうゃぇす” ょぇ しっ いぇこうてっ う 
いぇ おけくおせさしぇ. ╆ぇ くっは, ょぇかう とっ 
しすぇくっ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2012, くっ 
っ くぇえ-ゃぇあくけすけ: ╇ゃっかうくぇ しう 
うきぇ かうつくぇ ちっか, いぇ おけはすけ さぇ-
ぉけすう, くぇ おけはすけ しっ けすょぇゃぇ うい-
ちはかけ. ′け くっ しなあぇかはゃぇ ゃ くうおぇ-
おなゃ しかせつぇえ いぇ せつぇしすうっすけ しう ゃ 
おけくおせさしぇ, おけえすけ すぇいう ゅけょうくぇ 
っ ゃ くけゃ そけさきぇす - ぉかういけ きっしっち 
10-すっ きけきうつっすぇ しぇ っあっょくっゃ-
くけ いぇっょくけ: けぉうおぇかはす こけ おせか-
すせさくけ-うしすけさうつっしおう けぉっおすう, 
こけしっとぇゃぇす こけしすぇくけゃおう ゃ ]け-
そうは, せつぇしすゃぇす ゃ つうしすっくっすけ くぇ 
╀なかゅぇさうは いぇ っょうく ょっく, しぇょはす 
ょさなゃつっすぇ. ′ぇえ-うくすっさっしくけ ゃ 
いぇくうきぇくうはすぇ くぇ 10-すっ, し おけっ-
すけ ゅう こけょゅけすゃはす いぇ しちっくぇすぇ 
ょけゃっつっさぇ, いぇ ╇ゃっかうくぇ っ けぉせ-
つっくうっすけ ゃ っすうおぇ くぇ こけゃっょっ-
くうっすけ. 『はかぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
こけ こけょゅけすけゃおぇすぇ, こけゃっさっくぇ ゃ 
さなちっすっ くぇ ┿くすけくうは ╃さぇゅぇくけ-
ゃぇ, こさぇゃう ゃしうつおう おぇくょうょぇすおう 
いぇ おけさけくぇすぇ  ぉかういおう - こさうは-
すっかおう, おけうすけ くっ しっ きさぇいはす こけ 
あっくしおう おぇすけ おけくおせさっくすおう. ′ぇ 
╇ゃっかうくぇ すけゃぇ え たぇさっしゃぇ, すぇおぇ 
すは しっ つせゃしすゃぇ う ゃ すさせこぇすぇ くぇ 
„ぃくぇえすっょ ぇゃぇくゅぇさょ ぇさすうしす” 
- „╁しうつおう しきっ こさうはすっかう, しな-

ぉさぇかう しきっ しっ こけ あっかぇくうっ, 
きくけゅけ っ うくすっさっしくけ う ゃしうつおう 
しきっ けすおさうすう っょうく おなき ょさせゅ!”.
╁ おけくおせさしぇ ょけゃっつっさぇ ╇ゃっ-

かうくぇ っ さってうかぇ ょぇ ぉなょっ 
こさけしすけ しっぉっ しう. ╉ぇすけ つけゃっお, 

おけえすけ しっ いぇくうきぇゃぇ しっさうけい-
くけ し ういおせしすゃけ, いくぇっ, つっ すけゃぇ 
っ くぇえ-ゃぇあくけすけ. ┿ すは ゅけ うきぇ 
- しけぉしすゃっくうはす けぉさぇい. 〈ぇおぇ, 
いぇさぇょう せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ ぉな-
ょって しっぉっ しう, ╇ゃっかうくぇ ういぉさぇ-
かぇ ょぇあっ くぇ ぉぇかぇ ょぇ ういゅかっあ-
ょぇ くっ おぇすけ こさうくちっしぇ, ぇ おぇすけ 
しゃけぉけょくけ きけきうつっ - し おせぉうく-
おう う さけおかは, こけ きかぇょっあおう - ゃ 
おなしけ. 
‶さけすうゃくけ くぇ けつぇおゃぇくうはすぇ 

いぇ すなかこう けす きけきつっすぇ おさぇえ 
っょくけ すぇおぇ さぇいかうつくけ たせぉぇゃけ 
きけきうつっ, ╇ゃっかうくぇ しう くはきぇ 
しっさうけいっく こさうはすっか - „うきぇき しう 
ょさせゅう いぇくうきぇくうは”. ′け すけゃぇ 
くっ いくぇつう, つっ こけゅかっょうすっ くぇ 
きけきつっすぇすぇ くっ しぇ ゃこっさっくう ゃ 
くっは. ¨ぉぇつっ, ╇ゃっかうくぇ しっ おけく-
ちっくすさうさぇ ゃ ょさせゅけ - さぇぉけすう いぇ 
きっつすぇすぇ しう. [ぇぉけすう. ╆ぇとけすけ, 
しせこっさ ういくっくぇょゃぇとけ いぇ っょくけ 
19-ゅけょうてくけ きけきうつっ, すは ゃっつっ 
いくぇっ: „╆ぇとけ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇき 
し ぉっいちっかくけ きけすぇっくっ こけ せかう-
ちうすっ? ╆ぇとけ ょぇ しう こけつうゃぇき? 
╇きぇ きくけゅけ ゃさっきっ いぇ こけつうゃ-
おぇ, ぇ くはおけゅぇ とっ しすぇくっ う ちはかぇ 
ゃっつくけしす.” ╃け すけゅぇゃぇ, けぉぇ-
つっ, ╇ゃっかうくぇ うしおぇ ょぇ けしすぇゃう 
しゃけはすぇ しかっょぇ くぇ しちっくぇすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

》ちかく 2006-てあ てみ つてあうあ „けつさちみはあてあ, せそ せかいそおしけうあ をあちけぬあ 『そくあ”

25-ゅけょうてくぇすぇ ょくっし ╁ぇくは 
′うおけかけゃぇ いぇゃうくぇゅう とっ いぇ
こけきくう ょせきうすっ, し おけうすけ すけ
ゅぇゃぇてくうはす こさっょしっょぇすっか くぇ 
あせさうすけ いぇ ういぉけさ くぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ - ぉういくっしきっくなす う ょっこせ
すぇす こけ けくけゃぇ ゃさっきっ ╃けぉさけ
きうさ ╂せとっさけゃ, は くぇさうつぇ. ╇ 
ょくっし しっ ゃなかくせゃぇ こさう すけいう 
しこけきっく. ′っ いぇさぇょう すけゃぇ, 
つっ っょうく けす くぇえ-ぉけゅぇすうすっ こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ きなあっ くぇ ╀なかゅぇ
さうは かうつくけ え しかぇゅぇ おけさけくぇすぇ 
くぇ くぇえ-おさぇしうゃぇすぇ おぇいぇくかな
つぇくおぇ いぇ 2006-すぇ ゅけょうくぇ, ぇ  
う いぇとけすけ くうおけゅぇ くっ っ けつぇお
ゃぇかぇ すけいう きうゅ.  
[ぇぉけすっとぇすぇ ょくっし ゃ うおけくけ

きうつっしおうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 5 
ゃ „┿さしっくぇか” ╁ぇくは しっ はゃはゃぇ 
くぇ おけくおせさしぇ いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 
こさっい きぇえ 2006 ゅけょうくぇ, ゃ こぇ
きっす くぇ しゃけえ こさうはすっか - いぇゅう
くぇかうはす ゃ くっかっこぇ う あっしすけおぇ 
おぇすぇしすさけそぇ ょゃっ ゅけょうくう こけ-
さぇくけ ‶かぇきっく ╃けしっゃ. ╋かぇ
ょっあなす っ ぉさぇす くぇ くっえくぇすぇ 
こさうはすっかおぇ ╋ぇさうは. ¨とっ こさっい 
2004-すぇ こさっょさっおなか くぇ ょっ
しっすけおかぇしくうつおぇすぇ ╁ぇくは, つっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ はゃう くぇ おけくおせさ
しぇ いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, いぇとけすけ 

とっ ゅけ しこっつっかう. 
╇ ょけさう は くぇおぇさぇか ょぇ きせ 

けぉっとぇっ.  
╉けゅぇすけ ょゃっ ゅけょうくう こけ-おなし

くけ きっつすぇすぇ くぇ こけおけえくうは ゃっつっ 
‶かぇきっく しっ しぉなょゃぇ, おさぇしうゃぇすぇ 
╁ぇくは こかぇつっ くぇ しちっくぇすぇ. 〈け
ゅぇゃぇ くうおけえ くっ さぇいぉうさぇ うしすう
くぇすぇ いぇ しなかいうすっ え, こさうこうしゃぇす 
ゅう くぇ さぇょけしすすぇ う ういくっくぇょぇすぇ. 
‶け-おなしくけ, こけ ゃさっきっ くぇ 

こさっしおけくそっさっくちうは, ぇぉうすせさう
っくすおぇすぇ けす ゅうきくぇいうは „┿おぇょ. 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ” とっ こさういくぇっ, 
つっ しなかいうすっ しぇ ゃ こぇきっす くぇ 
っょくけ きけきつっ, おけっすけ くぇえ-ゃっさけ
はすくけ しっゅぇ しっ さぇょゃぇ けす… くっぉっ
すけ.  
╆ぇ おけくおせさしぇ すけゅぇゃぇ ╁ぇくは 

きけあっ ょぇ さぇいおぇいゃぇ し つぇしけゃっ. 
′っ おさうっ しなとけ, つっ しっ かぇし
おぇっ けす そぇおすぇ, つっ くぇうしすうくぇ っ 
ぉうかぇ 『ぇさうちぇすぇ くぇ おぇいぇくかな
つぇくう,  いぇとけすけ は ういぉうさぇす, ぉっい 
おぇおゃうすけ う ょぇ っ ょけゅけゃけさおう, 
„おぇおすけ ゃしっ しっ ゅけゃけさう” う おぇ
おゃぇすけ しかぇゃぇ うきぇ こけ こさうくちうこ 
おけくおせさしなす. 
╁ぇくは しこけょっかは, つっ くっ さぇいぉう

さぇ けすおなょっ うょゃぇ ゃしうつおけ すけゃぇ, 
いぇとけすけ くぇ ょゃぇ こなすう - ゃっょくなあ 
おぇすけ せつぇしすくうつおぇ う ゃすけさう こなす 

〈は っ ゃすけさぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ,   
おけはすけ „┿さしっくぇか” こぇいう いぇょ こけさ

おぇすけ あせさう くぇ おけくおせさしぇ こさっい 
2008-きぇ ゅけょうくぇ, しっ せぉっあ
ょぇゃぇ, つっ くはきぇ  ょけゅけゃけさおう う 
こさっょゃぇさうすっかくけ „くぇぉっかはいぇ
くう” ちぇさうちう. ╁しうつおけ っ ゃなこさけし 
くぇ こさっょしすぇゃはくっ くぇ しぇきけすけ 
きけきうつっ, くぇ くっゅけゃうは つぇさ, 

っしすっしすゃっくぇ おさぇしけすぇ, うくすっ
かうゅっくすくけしす, ういかなつゃぇくっ, おぇい
ゃぇ ちぇさうちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
‶さういくぇゃぇ しなとけ, つっ っ ういくっ
くぇょぇくぇ けす きぇかおけすけ あっかぇっとう 
すぇいう ゅけょうくぇ ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ 
くぇょこさっゃぇさぇすぇ - っょゃぇ 10 きけ
きうつっすぇ いぇ そうくぇかぇ. ╉けゅぇすけ ぇい 

しっ はゃうた くぇ おけくおせさしぇ, ぉはたきっ 
25 きけきうつっすぇ. ╇いきうくぇかう  しぇ 
しぇきけ 6 ゅけょうくう, ぇ ゃっつっ  あっかぇ
っとうすっ しぇ くぇこけかけゃうくぇ, つっ う 
こけ-きぇかおけ, しこけょっかは し くっょけせ

きっくうっ う すなゅぇ ╁ぇくは.  
]ぇきぇすぇ すは くぇ おけくおせさしぇ ぉうかぇ 

きくけゅけ こさうすっしくっくぇ う すけゃぇ 
え かうつぇかけ. ╆ぇぉっかはいぇかう ゅけ う 
あせさう, う こせぉかうおぇ.  
╀ってっ きう いぇ こさなゃ こなす, おぇいゃぇ 

『ぇさうちぇ [けいぇ 2006, いぇ おけは

すけ すけゅぇゃぇてくけすけ おぇつゃぇくっ くぇ 
しちっくぇ しう けしすぇゃぇ こなさゃけ... う 
こけしかっょくけ. ¨すうゃぇ くぇ おけくおせさ
しぇ し ぉぇかくぇすぇ しう さけおかは, おけはすけ 
おせこせゃぇ いぇ 260 かっゃぇ けとっ こさっい 
きぇさす けす ぉせかつうくしおう きぇゅぇいうく ゃ 
ゅさぇょぇ. ╀ってっ こなさゃぇすぇ う っょうく
しすゃっくぇ さけおかは, おけはすけ こさっきっ

さうた, し ちゃはす くぇ こさぇしおけゃぇ う し 
っょくぇ さけいぇ けすしすさぇくう. [ってうた, 
つっ すけゃぇ っ さけおかはすぇ, おけはすけ うし
おぇき, しこけきくは しう ╁ぇくは いぇ すさなこ
おぇすぇ こけ こさうゅけすけゃかっくうはすぇ いぇ 

すぇかうすっ しう. 
╆ぇっょくけ し っょくぇ ょさせゅぇ, しなとけ し うきっ ╁ぇくは, 

しぇ つぇしす けす おさぇしうゃぇすぇ しかぇゃぇ くぇ そうさきぇ
すぇ. ╇ ょゃっすっ ちぇさうちう ╁ぇくう, し さぇいかうおぇ けす 
ゅけょうくぇ ゃさっきっ, こさういくぇゃぇす, つっ ょなかあぇす 
きくけゅけ いぇ ういさぇしすゃぇくっすけ しう くぇ „┿さしっくぇか” 
う くぇ たけさぇすぇ すぇき. ╄ょくぇすぇ - しなし しすぇあ こけ
ゃっつっ けす つっすゃなさす ゃっお, ょさせゅぇすぇ - しぇきけ し 
こっすうかっすおぇ, くけ う ょゃっすっ - っょくぇおゃけ けすょぇ
ょっくう くぇ さぇぉけすぇ しう う っょくぇおゃけ っしすっしすゃっ
くう… ゃなこさっおう すっあっしすすぇ くぇ おけさけくぇすぇ う 
しかぇょおぇすぇ しかぇゃぇ, おけはすけ すは ょぇゃぇ. 
╇ おけはすけ, けつっゃうょくけ, けしゃっく しかぇゃぇ, ょぇゃぇ 

う くっゃっさけはすくぇ ゃうすぇかくけしす, いぇとけすけ う 『ぇ
さうちぇ [けいぇ 71, う 『ぇさうちぇ [けいぇ 2006-すぇ 
ういゅかっあょぇす こさっおさぇしくけ いぇ しゃけうすっ くっゃっ
さけはすくう ゅけょうくう. 
╇ ょけおぇすけ っょくぇすぇ ちぇさうちぇ ゃっつっ しっ さぇょ

ゃぇ くぇ ゃくせつっ, すけ ょさせゅぇすぇ え こけしっしすさうきぇ  
ゃしっ けとっ けつぇおゃぇ けくいう きなあ, おけえすけ とっ 
は いぇゃかぇょっっ し うしおさっくけしす, しすぇぉうかくけしす, 
せゃぇあっくうっ う ょけゃっさうっ う いぇ おけえすけ あうゃけ
すなす う たけさぇすぇ とっ しすさせゃぇす きくけゅけ こけゃっつっ 
けす きぇすっさうぇかくけすけ… ぉかぇゅけこけかせつうっ. 
╉けゅぇすけ こさっょう 6 ゅけょうくう は しさっとくぇた, すは 

さぇぉけすってっ おぇすけ おぇしうっさ くぇ すっかっそけくくう 
おぇぉうくおう, 6 ゅけょうくう こけ-おなしくけ けすおさう
ゃぇき  ╁ぇくは ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 
そうさきぇ... くぇ ぉのさけ.

おけうすけ ゃしはおぇ しせすさうく こさっきうくぇゃぇす こさっい こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっ
くぇか”. ╇ しすうゅぇす ょけ ╆ぇゃけょ 5. ╋ぇえおぇ え - ┿くっかうは, おけはすけ っ 
う くっえくぇ おけかっあおぇ, こさぇゃう すけゃぇ ゃっつっ 28 ゅけょうくう. ]っしすさぇすぇ 
くぇ ╁ぇくは - ‶っこぇ ′うおけかけゃぇ, っ けおぇつっしすゃうすっか ゃ ちった 510 くぇ 
╆ぇゃけょ 5.
╃ぇきしおけすけ すさうけ っ すゃなさょっ つぇさけゃくけ, いぇ ょぇ けしすぇくっ くっいぇぉっ

かっあうきけ. 《ぇおす, くぇ おけえすけ ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ ょなさあぇす 
おけかっゅうすっ きせ.

ぅ╅』【]¨╇ 』ぇ〈, ぁ╊ 《》╅′¨｠〈╊ „╅『』╊〉╅]”...
╄ょくけ しなし しうゅせさくけしす きせ けしすぇ-

ゃぇ こけかっいくけ しかっょ おきっすせゃぇくっすけ: 
けすおぇいゃぇ ちうゅぇさうすっ こけ ゃさっきっ くぇ 
さぇぉけすくぇ しさっとぇ しなし いぇこぇょくう 
こぇさすくぬけさう - くうおけえ ょさせゅ すぇき くっ 
こせてう...

╄ょうくしすゃっくうはす しうく おきっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお, ぇさしっくぇかしおうはす うく-

あっくっさ  ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ, しっ 
ゃさなとぇ こさっい 1995-すぇ すぇき, けす-
おなょっすけ っ すさなゅくぇか う おなょっすけ 
けしすぇゃぇ - „┿さしっくぇか”. ╃くっし ゃしっ-
おう ょっく しかっょ さぇぉけすぇ うくあ. ]ぇ-
さぇそけゃ せこさぇあくはゃぇ っょくけ たけぉう 

- こぇお さぇぉけすぇ - ゃ きぇかおぇすぇ しう 
そうさきうつおぇ いぇ こさけういゃけょしすゃけ 

くぇ ゃうぉさぇちうけくくう  きぇてうくおう いぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ ぉっすけくけゃう ういょっかうは: すせたかう, 
こぇゃっすぇ, こかけつおう... 〈ぇおぇ しう せこかなすくはゃぇ 
ゃさっきっすけ, けしうゅせさはゃぇ しう ょけこなかくうすっかっく 
ょけたけょ う けとっ つうしす ゃないょせた, いぇとけすけ: ”〈ぇき, 
くぇ こけかっすけ, おなょっすけ っ そうさきぇすぇ, っ きけっすけ 
しっかけ...”. ╋ぇてうくおうすっ しぇき しう ゅう おけくしすさせ-
うさぇ う しぇき しう ゅう こさけういゃっあょぇ. ╉けゅぇすけ くっ 
っ くぇ ょぇかっつくけ こかぇゃぇくっ, こけきぇゅぇ う しうくなす – 
》さうしすけ, おけさぇぉっく っかっおすさけうくあっくっさ. 】っさ-
おぇすぇ ′ぇょっあょぇ さぇぉけすう ゃ けそうしぇ くぇ ╆ょさぇゃ-
くぇすぇ おぇしぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, うおけくけきうしす っ. ╇ 
ょゃっすっ ょっちぇ くぇ うくあ. ]ぇさぇそけゃ しぇ しなし しっ-
さうけいくう こさけそっしうう. ]うゅせさくけ しぇ くぇせつうかう 
けす ぉぇとぇ しう, つっ: ”[ぇぉけすぇすぇ くっ せきけさはゃぇ, 
すは こけきぇゅぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇて こけ-ょけぉさっ”. ╂け-
ゃけさっえおう いぇ しっぉっ しう うきっくくけ おぇすけ いぇ さぇ-
ぉけすけたけかうお, うくあ. ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ しはおぇて 
くっ あぇかう, つっ っ ょぇかっつ けす おきっすせゃぇくっすけ う 
けす こけかうすうおぇすぇ. ̈ ぉぇつっ きせ かうつう, つっ きぇかおけ 
しう すなあう いぇ すけゃぇ, つっ: ”]すぇさうすっ しっょっしぇさう 
しっ さぇいこうかはたぇ...”.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ĂĐĜĝēĝĕċ
Специални благопожелания за

най-личния ден на една невероятно 
борбена, силна и раздаваща се за хората 
жена - Станка Костова - председател 

на синдикалната организация на
КНСБ в Завод 3 - „Арсенал”.

 
Бъди все така  отзивчива и социално 
ангажирана с проблемите на хората, 
сърцата и даваща ни кураж в трудни 

моменти. Да си жива и здрава!
 

Синдикалните членове на

СО на КНСБ, Завод 3

Бончо Сарафов с приятели

╁ぇくは っ っょくぇ けす すさうすっ ょぇきう ゃ しっきっえしすゃけ ′うおけかけゃう, 

ぇぉうすせさうっくすしおうは しう ぉぇか. ╆ぇ おけくおせさしぇ こさうつっしおぇすぇ え っ こけょぇ
さなお けす きっしすくぇ そさういぬけさおぇ - ‶っすは ╇かつっゃぇ. ╉けきぉうくぇちうはすぇ けす 
こけょたけょはと すけぇかっす う っそっおすくぇ  こさうつっしおぇ, しなつっすぇくう し ういかなつ

ゃぇくっ う しすうか, くけしはす くぇ ╁ぇくは 
おけさけくぇすぇ. 
¨す おさったおけすけ さぇいしすけはくうっ くぇ 

6-すっ ゅけょうくう ゃさっきっ ╁ぇくは けす
つうすぇ, つっ おけさけくぇすぇ くぇうしすうくぇ 
ょぇゃぇ きくけゅけ. ╁っょくぇゅぇ しかっょ 
おけくおせさしぇ くぇ さぇぉけすぇ は おぇくう  
すけゅぇゃぇてくうはす おきっす くぇ ゅさぇょぇ 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. ‶けかせつぇゃぇ  
こけおぇくう いぇ さぇぉけすぇ う ゃ ╂かぇゃくぇ 
ょうさっおちうは くぇ „┿さしっくぇか”. ╁ぇくは 
′うおけかけゃぇ, けぉぇつっ, けすおぇいゃぇ 
くぇ ゃしうつおう, いぇとけすけ こさっょこけ
つうすぇ ょぇ いぇこけつくっ けす くうとけすけ, 
いぇ ょぇ ゃなさゃう くぇこさっょ. 〈ぇおけゃぇ 
っ ゃっさせのすけ え  ゃ あうゃけすぇ: くっ 
たぇさっしゃぇ かっしくうすっ さぇぉけすう う 
こさっょこけつうすぇ しぇきぇ ょぇ こけしすうゅぇ 
ゃしうつおけ.  
╋ぇおぇさ, つっ つっしすけ こさぇゃは ょゃっ 

くぇこさっょ う 20 おさぇつおう くぇいぇょ, 
こさっょこけつうすぇき しぇきぇ ょぇ すうつぇき 
いぇ こけぉっょうすっ しう, しこけょっかは 
ょくっし こけさぇしくぇかけすけ う こけきな
ょさはかけ きけきうつっ. 
╆ぇ おけっすけ ょくうすっ しっゅぇ しぇ こけ

ゃっつっ けす くぇすけゃぇさっくう, いぇとけすけ 
せこけさうすけ いぇかはゅぇ くぇょ せつっぉ
くうちうすっ こけ うおけくけきうおぇ. ]かっょ 
おぇすけ こさっょう ゅけょうくう くっ しぉなょゃぇ 
きっつすぇすぇ しう ょぇ せつう そぇさきぇちうは, 
しっゅぇ ちぇさうちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
けす 2006 ゅけょうくぇ つうくくけ しこさは
ゅぇ うおけくけきうつっしおう すっさきうくう う 
ょうしちうこかうくう, いぇとけすけ っ しすせ
ょっくすおぇ こけ うおけくけきうおぇ ゃ 〈さぇ
おうえしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ. 
[ぇぉけすぇすぇ きくけゅけ きう こけきぇ

ゅぇ, いぇとけすけ きう ょぇゃぇ いくぇくうは 
う せきっくうは, ちっくくう いぇ ゃうしてっ
すけ けぉさぇいけゃぇくうっ, ぇ う くぇ 25 
いくぇって おぇおゃけ すけつくけ うしおぇて 
ょぇ せつうて う さぇぉけすうて, しこけょっ
かは ょっゃけえおぇすぇ, いぇ おけはすけ かはすけ
すけ とっ っ おさぇすおけ, すなえ おぇすけ は 
くぇすうしおぇ こけさっょっく しっきっしすなさ ゃ 
せくうゃっさしうすっすぇ. 
╇ ょけおぇすけ けこさぇゃは ょっぉうす う 

おさっょうす, ぉぇかぇくしう う ╃╃], 『ぇ
さうちぇ [けいぇ 2006 ╁ぇくは ′うおけ
かけゃぇ っ けこすうきうしす. 
』っ っょうく ょっく けくぇいう かのぉけゃ, 

おけはすけ けぉさなとぇ あうゃけすぇ くう, 
とっ は くぇきっさう. ╆ぇすけゃぇ う ぉなさ
いぇ ぉぇゃくけ. ╆ぇとけすけ いくぇっ, つっ 
ゃしうつおけ こさうくぇょかっあう くぇ けくうは, 
おけうすけ せきっはす ょぇ つぇおぇす!

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Ивелина като актриса
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╉ぇお っょくけ きけきうつっ けす 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは „]ゃ. ]ゃ. ╉う

さうか う ╋っすけょうえ” ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇきっさう こなすは おなき おうくけすけ? - 
こけつすう くっゃっさけはすくけ っ, くけ すけゃぇ きけあっ ょぇ しっ しかせつう う ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]なし しうゅせさくけしす ゃっさけはすくけしすすぇ ょぇ すう しっ しかせつう しすぇゃぇ けとっ こけ-
ゅけかはきぇ, とけき くぇぉかういけ っ [せきっく ]けきけゃ - う ょさぇきぇすせさゅ, う さっあう
しぬけさ-こけしすぇくけゃつうお くぇ ゃっつっ くはおけかおけ せくうおぇかくう こうっしう, し おけうすけ 
すさせこぇすぇ きせ „ぃくぇえすっょ ぇゃぇくゅさぇょ ぇさすうしす” こっつっかう ゃっつっ ょっしっす
おう くぇちうけくぇかくう くぇゅさぇょう けす そっしすうゃぇかう. ╇きっくくけ ╇ゃっかうくぇ っ ゃ 
ゅかぇゃくぇすぇ さけかは くぇ こけしかっょくぇすぇ きせ けすかうつっくぇ こうっしぇ - „〈さはぉゃぇ 
ょぇ しなき かせょぇ”. 〈さはぉゃぇ ょぇ っ かせょ う ]けきぇ, おけえすけ さってぇゃぇ いぇっょ
くけ し けとっ っょくぇ とせさぇ ゅかぇゃぇ - けこっさぇすけさなす ╇ゃぇく ぅくっゃ, おけえすけ 
さぇぉけすう いぇ くけゃうくうすっ くぇ ╀′〈 けす ╉ぇいぇくかなお う さっゅうけくぇ - つぇお ょけ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ]かうゃっく. 〈さはぉゃぇ ょぇ しぇ かせょう う ゃしうつおう, おけうすけ 
しっ ゃこせしおぇす ょぇ しくうきぇす ぉっい こぇさう, っょうくしすゃっくけ - し きくけゅけ っくすせ
しうぇいなき. 

〈ぇおぇ „〈さはぉゃぇ ょぇ しなき かせょぇ”
しすぇゃぇ こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう ぉっいぉのょあっすっく そうかき

╁ ゅかぇゃくぇすぇ さけかは くぇ きけきうつっすけ けす きぇゅうしすさぇかぇすぇ ぉっい うきっ: 
╇ゃっかうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ. „╁っつっ いくぇき, つっ うきぇ すぇおうゃぇ きけきうつっすぇ”, 

しこけょっかは ╇ゃっかうくぇ, おけはすけ, おぇおすけ きくけゅけ けす くぇし, ょけ いぇくうきぇくう
はすぇ しう ゃ すけいう こさけっおす, くっ しっ いぇきうしかはかぇ いぇ すっあおぇすぇ しなょぉぇ くぇ 
こさうくせょっくうすっ ょぇ こさけしすうすせうさぇす きけきうつっすぇ. „′っ しっ いぇきうしかはきっ 
おぇおゃけ おぇさぇ すっいう きけきうつっすぇ ょぇ こさけしすうすせうさぇす, おぇおゃけ ゅう ゃけょう 
ょけ すぇき... ┿ ぉう すさはぉゃぇかけ, いぇとけすけ こけゃっつっすけ けす すはた くっ しぇ うし
おぇかう ょぇ ゅけ こさぇゃはす.”, っ きけさぇかくけすけ こけしかぇくうっ, おけっすけ ╇ゃっかう
くぇ つさっい さけかはすぇ しう けすこさぇゃは おなき こせぉかうおぇすぇ.  ╁ こけしかっょくぇすぇ 
ゅけょうくぇ しくうきおうすっ けすくっきぇす こけつすう ちはかけすけ しゃけぉけょくけ ゃさっきっ くぇ 
╇ゃっかうくぇ. ╄くすせしうぇしすうすっ しくうきぇす さぇくけ しせすさうく, いぇとけすけ こけしかっ 
ゃしうつおう うきぇす ょさせゅぇ  さぇぉけすぇ. ]くうきぇ しっ „くぇ すっさっく” - こけ せくう
おぇかくぇ すったくけかけゅうは - しぇきけ し っょくぇ おぇきっさぇ. ╃させゅけすけ せくうおぇかくけ: 
ゃなゃ そうかきぇ しっ しくうきぇす うしすうくしおう ゅっさけう けす さけょくうは なくょなさゅさぇ

せくょ - おぇいぇくかなておう けぉさぇいう 
けす ぉぇさけゃっ, せかうちう う おぇそっくっ
すぇ, おけうすけ けすかうつくけ しっ ゃこうし
ゃぇす ゃ くっとぇすぇ. ╆ぇ ╇ゃっかうくぇ 
しくうきおうすっ う そうかきなす しぇ くっとけ 
きくけゅけ しっさうけいくけ, おぇおすけ う いぇ 
ちっかうは っおうこ. ‶さっきうっさぇすぇ とっ 
ぉなょっ こさっい っしっくすぇ, くけ けとっ 
けす しっゅぇ おなき いぇぉっかっあうすっか
くうは こさけっおす うきぇ くぇちうけくぇかっく 
うくすっさっし. ╃け っしっくすぇ, けぉぇつっ, 
╇ゃっかうくぇ しっ くぇょはゃぇ ょぇ ぉなょっ 
ゃっつっ しすせょっくすおぇ: ぇおすぬけさしおけ 
きぇえしすけさしすゃけ う くうとけ ょさせゅけ! 
╇しおぇ ょぇ しすぇくっ こさけそっしうけ
くぇかくぇ ぇおすさうしぇ う いぇすけゃぇ とっ 
おぇくょうょぇすしすゃぇ う ゃ ′┿〈《╇╆, 
う ゃ ぃ╆〉 - ╀かぇゅけっゃゅさぇょ, う ゃ 
‶かけゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす, 
おなょっすけ うきぇ すぇいう しこっちうぇか
くけしす. ¨こうすなす くぇ ╇ゃっかうくぇ けす 
すさせこぇすぇ くぇ ]けきぇ う こなさゃうすっ 
しすなこおう ゃ „┿さしうし” くぇ さなおけ
ゃけょうすっかは ╋ぇは ]すけはくけゃぇ しなし 
しうゅせさくけしす とっ こけきけゅくっ. ╆ぇょ 
ゅなさぉぇ しう ╇ゃっかうくぇ ゃっつっ  うきぇ 
せつぇしすうは ゃ „【こうけくおぇ ゃ つっさっ
こぇ”, „]っおし, いぇえちう う きさなしくう 
すぇくちう” う „╋せぇ せ すせこぇく”, くけ 
くぇえ-ちっくっく しう けしすぇゃぇ けこう
すなす けす „〈さはぉゃぇ ょぇ しなき かせょぇ”.   
]なせつっくうちうすっ くぇ ╇ゃっかうくぇ 
しなとけ は こけょおさっこはす, くぇょっあょう 
いぇ せしこった え ょぇゃぇ う おかぇしくぇすぇ 
- ╉ぇかうくぇ ╄くっゃぇ, こさっこけょぇ
ゃぇすっか こけ うしすけさうは ゃ 》せきぇ
くうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは. 》せきぇ
くうすぇさくぇすぇ くぇしけつっくけしす くぇ 
せつうかうとっすけ, ゃ おけっすけ しっ くぇ
ぉかはゅぇ くぇ かうすっさぇすせさぇすぇ, うし
すけさうはすぇ う そうかけしけそうはすぇ, しなし 
しうゅせさくけしす ょぇゃぇ こけょゅけすけゃ
おぇすぇ, くせあくぇ いぇ っょうく ぉなょっと 
ぇおすぬけさ. ╋けあっ ぉう いぇすけゃぇ いぇ 
きぇすせさぇすぇ こけ ぉなかゅぇさしおう っいうお 
う かうすっさぇすせさぇ ╇ゃっかうくぇ おぇいゃぇ 
こさけしすけ: „′っ ぉってっ すけかおけゃぇ 
すさせょくけ.” 〉さけちうすっ こけ こっっくっ 
う すぇくちう, おけうすけ ゃいうきぇ ╇ゃっ
かうくぇ, しなとけ しぇ こけょゅけすけゃおぇ いぇ 
しぉなょゃぇくっすけ くぇ くっえくぇすぇ きっつ
すぇ – こさけそっしうけくぇかくうすっ いぇくう
きぇくうは し すっぇすなさ. ╉けかおけすけ ょけ 
おけくおせさしぇ いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, 
╇ゃっかうくぇ っ っょうくしすゃっくけすけ きけ
きうつっ, おけっすけ おぇいゃぇ:

„′っ しなき うしおぇかぇ ょぇ
せつぇしすゃぇき ゃ おけくおせさしぇ, 
ょさせゅうすっ きっ ういぉさぇたぇ”

╇ゃっかうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ っ 
っょくけ けす ょっしっすすっ きけきうつっ
すぇ, おけうすけ ょけゃっつっさぇ とっ 
せつぇしすゃぇす ゃなゃ そうくぇかくうは 
おさなゅ くぇ おけくおせさしぇ いぇ 『ぇ
さうちぇ [けいぇ 2012. ╋けきう
つっ - おぇすけ ゃしうつおう, くけ… 
くっ しなゃしっき. ╆ぇとけすけ すは っ 
けす きぇかおけすけ ょくってくう きかぇ
ょう たけさぇ, おけうすけ, ゃきっしすけ 
ょうしおけすっおうすっ う せかうつくうすっ 
さぇいすぇおぇゃぇくうは ゃ ゅせぉっくっ 
くぇ ゃさっきっ, ういぉうさぇ ょぇ しっ 
いぇくうきぇゃぇ ゃ こけつすう ちはかけ
すけ しう しゃけぉけょくけ ゃさっきっ し 
くっとけ しゃけっ - ぇおすぬけさしおぇすぇ 

うゅさぇ, し すっぇすなさ ゃ すさせこぇすぇ くぇ つうすぇかうとっ „╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ” 
- „ぃくぇえすっょ ぇゃぇくゅぇさょ ぇさすうしす”. ╇, ぇおけ いぇ すっぇすなさぇ は こぇかう 
さなおけゃけょうすっかはす くぇ すさせこぇすぇ - [せきっく ]けきけゃ, おけゅけすけ ゃしうつおう 
し けぉうつ くぇさうつぇす こさけしすけ ]けきぇ, すけ っあっょくっゃくぇすぇ こけょおさっこぇ 
いぇ ゃこせしおぇくっすけ ゃ すけゃぇ かせょけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ ╇ゃっかうくぇ 
こけかせつぇゃぇ けす きぇえおぇ しう ╅ぇくぇ ╅っかっゃぇ, うくぇつっ おぇいぇくけ - ╅ぇくぇ 
けす ╆ぇゃけょ 2 くぇ „┿さしっくぇか”. „╋ぇきぇ っ すぇいう, おけはすけ きっ こけょおさっこは 
きくけゅけ”, しこけょっかは ╇ゃっかうくぇ つうしすけしなさょっつくけ う し ぉかぇゅぇ いぇゅぇ
ょなつくぇ せしきうゃおぇ. 〉しきうゃおぇ, おけはすけ こっつっかう しなさちぇすぇ.

〈けゃぇ っ ぇぉしけかのすくぇ うしすうくぇ – 
おけゅぇすけ こけ ゃさっきっ くぇ っょうく けす 
こさっょゃぇさうすっかくうすっ すせさけゃっ いぇ 
こけょぉけさ くぇ おぇくょうょぇすおうすっ ╇ゃっ
かうくぇ せつぇしすゃぇ ゃ しなこなすしすゃぇ
とぇすぇ こさけゅさぇきぇ し ぉせそけしうくた

さけくぇょぇ くぇ すさせこぇすぇ くぇ ]けきぇ, 
しなせつっくうちう う しなゃうこせしおくうちう 
は „くぇゃうゃぇす” ょぇ しっ いぇこうてっ う 
いぇ おけくおせさしぇ. ╆ぇ くっは, ょぇかう とっ 
しすぇくっ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2012, くっ 
っ くぇえ-ゃぇあくけすけ: ╇ゃっかうくぇ しう 
うきぇ かうつくぇ ちっか, いぇ おけはすけ さぇ
ぉけすう, くぇ おけはすけ しっ けすょぇゃぇ うい
ちはかけ. ′け くっ しなあぇかはゃぇ ゃ くうおぇ
おなゃ しかせつぇえ いぇ せつぇしすうっすけ しう ゃ 
おけくおせさしぇ, おけえすけ すぇいう ゅけょうくぇ 
っ ゃ くけゃ そけさきぇす - ぉかういけ きっしっち 
10-すっ きけきうつっすぇ しぇ っあっょくっゃ
くけ いぇっょくけ: けぉうおぇかはす こけ おせか
すせさくけ-うしすけさうつっしおう けぉっおすう, 
こけしっとぇゃぇす こけしすぇくけゃおう ゃ ]け
そうは, せつぇしすゃぇす ゃ つうしすっくっすけ くぇ 
╀なかゅぇさうは いぇ っょうく ょっく, しぇょはす 
ょさなゃつっすぇ. ′ぇえ-うくすっさっしくけ ゃ 
いぇくうきぇくうはすぇ くぇ 10-すっ, し おけっ
すけ ゅう こけょゅけすゃはす いぇ しちっくぇすぇ 
ょけゃっつっさぇ, いぇ ╇ゃっかうくぇ っ けぉせ
つっくうっすけ ゃ っすうおぇ くぇ こけゃっょっ
くうっすけ. 『はかぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
こけ こけょゅけすけゃおぇすぇ, こけゃっさっくぇ ゃ 
さなちっすっ くぇ ┿くすけくうは ╃さぇゅぇくけ
ゃぇ, こさぇゃう ゃしうつおう おぇくょうょぇすおう 
いぇ おけさけくぇすぇ  ぉかういおう - こさうは
すっかおう, おけうすけ くっ しっ きさぇいはす こけ 
あっくしおう おぇすけ おけくおせさっくすおう. ′ぇ 
╇ゃっかうくぇ すけゃぇ え たぇさっしゃぇ, すぇおぇ 
すは しっ つせゃしすゃぇ う ゃ すさせこぇすぇ くぇ 
„ぃくぇえすっょ ぇゃぇくゅぇさょ ぇさすうしす” 
- „╁しうつおう しきっ こさうはすっかう, しな

ぉさぇかう しきっ しっ こけ あっかぇくうっ, 
きくけゅけ っ うくすっさっしくけ う ゃしうつおう 
しきっ けすおさうすう っょうく おなき ょさせゅ!”.
╁ おけくおせさしぇ ょけゃっつっさぇ ╇ゃっ

かうくぇ っ さってうかぇ ょぇ ぉなょっ 
こさけしすけ しっぉっ しう. ╉ぇすけ つけゃっお, 

おけえすけ しっ いぇくうきぇゃぇ しっさうけい
くけ し ういおせしすゃけ, いくぇっ, つっ すけゃぇ 
っ くぇえ-ゃぇあくけすけ. ┿ すは ゅけ うきぇ 
- しけぉしすゃっくうはす けぉさぇい. 〈ぇおぇ, 
いぇさぇょう せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ ぉな
ょって しっぉっ しう, ╇ゃっかうくぇ ういぉさぇ
かぇ ょぇあっ くぇ ぉぇかぇ ょぇ ういゅかっあ
ょぇ くっ おぇすけ こさうくちっしぇ, ぇ おぇすけ 
しゃけぉけょくけ きけきうつっ - し おせぉうく
おう う さけおかは, こけ きかぇょっあおう - ゃ 
おなしけ. 
‶さけすうゃくけ くぇ けつぇおゃぇくうはすぇ 

いぇ すなかこう けす きけきつっすぇ おさぇえ 
っょくけ すぇおぇ さぇいかうつくけ たせぉぇゃけ 
きけきうつっ, ╇ゃっかうくぇ しう くはきぇ 
しっさうけいっく こさうはすっか - „うきぇき しう 
ょさせゅう いぇくうきぇくうは”. ′け すけゃぇ 
くっ いくぇつう, つっ こけゅかっょうすっ くぇ 
きけきつっすぇすぇ くっ しぇ ゃこっさっくう ゃ 
くっは. ¨ぉぇつっ, ╇ゃっかうくぇ しっ おけく
ちっくすさうさぇ ゃ ょさせゅけ - さぇぉけすう いぇ 
きっつすぇすぇ しう. [ぇぉけすう. ╆ぇとけすけ, 
しせこっさ ういくっくぇょゃぇとけ いぇ っょくけ 
19-ゅけょうてくけ きけきうつっ, すは ゃっつっ 
いくぇっ: „╆ぇとけ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇき 
し ぉっいちっかくけ きけすぇっくっ こけ せかう
ちうすっ? ╆ぇとけ ょぇ しう こけつうゃぇき? 
╇きぇ きくけゅけ ゃさっきっ いぇ こけつうゃ
おぇ, ぇ くはおけゅぇ とっ しすぇくっ う ちはかぇ 
ゃっつくけしす.” ╃け すけゅぇゃぇ, けぉぇ
つっ, ╇ゃっかうくぇ うしおぇ ょぇ けしすぇゃう 
しゃけはすぇ しかっょぇ くぇ しちっくぇすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

》ちかく 2006-てあ てみ つてあうあ „けつさちみはあてあ, せそ せかいそおしけうあ をあちけぬあ 『そくあ”

25-ゅけょうてくぇすぇ ょくっし ╁ぇくは 
′うおけかけゃぇ いぇゃうくぇゅう とっ いぇ-
こけきくう ょせきうすっ, し おけうすけ すけ-
ゅぇゃぇてくうはす こさっょしっょぇすっか くぇ 
あせさうすけ いぇ ういぉけさ くぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ - ぉういくっしきっくなす う ょっこせ-
すぇす こけ けくけゃぇ ゃさっきっ ╃けぉさけ-
きうさ ╂せとっさけゃ, は くぇさうつぇ. ╇ 
ょくっし しっ ゃなかくせゃぇ こさう すけいう 
しこけきっく. ′っ いぇさぇょう すけゃぇ, 
つっ っょうく けす くぇえ-ぉけゅぇすうすっ こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ きなあっ くぇ ╀なかゅぇ-
さうは かうつくけ え しかぇゅぇ おけさけくぇすぇ 
くぇ くぇえ-おさぇしうゃぇすぇ おぇいぇくかな-
つぇくおぇ いぇ 2006-すぇ ゅけょうくぇ, ぇ  
う いぇとけすけ くうおけゅぇ くっ っ けつぇお-
ゃぇかぇ すけいう きうゅ.  
[ぇぉけすっとぇすぇ ょくっし ゃ うおけくけ-

きうつっしおうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 5 
ゃ „┿さしっくぇか” ╁ぇくは しっ はゃはゃぇ 
くぇ おけくおせさしぇ いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 
こさっい きぇえ 2006 ゅけょうくぇ, ゃ こぇ-
きっす くぇ しゃけえ こさうはすっか - いぇゅう-
くぇかうはす ゃ くっかっこぇ う あっしすけおぇ 
おぇすぇしすさけそぇ ょゃっ ゅけょうくう こけ-
さぇくけ ‶かぇきっく ╃けしっゃ. ╋かぇ-
ょっあなす っ ぉさぇす くぇ くっえくぇすぇ 
こさうはすっかおぇ ╋ぇさうは. ¨とっ こさっい 
2004-すぇ こさっょさっおなか くぇ ょっ-
しっすけおかぇしくうつおぇすぇ ╁ぇくは, つっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ はゃう くぇ おけくおせさ-
しぇ いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, いぇとけすけ 

とっ ゅけ しこっつっかう. 
╇ ょけさう は くぇおぇさぇか ょぇ きせ 

けぉっとぇっ.  
╉けゅぇすけ ょゃっ ゅけょうくう こけ-おなし-

くけ きっつすぇすぇ くぇ こけおけえくうは ゃっつっ 
‶かぇきっく しっ しぉなょゃぇ, おさぇしうゃぇすぇ 
╁ぇくは こかぇつっ くぇ しちっくぇすぇ. 〈け-
ゅぇゃぇ くうおけえ くっ さぇいぉうさぇ うしすう-
くぇすぇ いぇ しなかいうすっ え, こさうこうしゃぇす 
ゅう くぇ さぇょけしすすぇ う ういくっくぇょぇすぇ. 
‶け-おなしくけ, こけ ゃさっきっ くぇ 

こさっしおけくそっさっくちうは, ぇぉうすせさう-
っくすおぇすぇ けす ゅうきくぇいうは „┿おぇょ. 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ” とっ こさういくぇっ, 
つっ しなかいうすっ しぇ ゃ こぇきっす くぇ 
っょくけ きけきつっ, おけっすけ くぇえ-ゃっさけ-
はすくけ しっゅぇ しっ さぇょゃぇ けす… くっぉっ-
すけ.  
╆ぇ おけくおせさしぇ すけゅぇゃぇ ╁ぇくは 

きけあっ ょぇ さぇいおぇいゃぇ し つぇしけゃっ. 
′っ おさうっ しなとけ, つっ しっ かぇし-
おぇっ けす そぇおすぇ, つっ くぇうしすうくぇ っ 
ぉうかぇ 『ぇさうちぇすぇ くぇ おぇいぇくかな-
つぇくう,  いぇとけすけ は ういぉうさぇす, ぉっい 
おぇおゃうすけ う ょぇ っ ょけゅけゃけさおう, 
„おぇおすけ ゃしっ しっ ゅけゃけさう” う おぇ-
おゃぇすけ しかぇゃぇ うきぇ こけ こさうくちうこ 
おけくおせさしなす. 
╁ぇくは しこけょっかは, つっ くっ さぇいぉう-

さぇ けすおなょっ うょゃぇ ゃしうつおけ すけゃぇ, 
いぇとけすけ くぇ ょゃぇ こなすう - ゃっょくなあ 
おぇすけ せつぇしすくうつおぇ う ゃすけさう こなす 

〈は っ ゃすけさぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ,   
おけはすけ „┿さしっくぇか” こぇいう いぇょ こけさ-

おぇすけ あせさう くぇ おけくおせさしぇ こさっい 
2008-きぇ ゅけょうくぇ, しっ せぉっあ-
ょぇゃぇ, つっ くはきぇ  ょけゅけゃけさおう う 
こさっょゃぇさうすっかくけ „くぇぉっかはいぇ-
くう” ちぇさうちう. ╁しうつおけ っ ゃなこさけし 
くぇ こさっょしすぇゃはくっ くぇ しぇきけすけ 
きけきうつっ, くぇ くっゅけゃうは つぇさ, 

っしすっしすゃっくぇ おさぇしけすぇ, うくすっ-
かうゅっくすくけしす, ういかなつゃぇくっ, おぇい-
ゃぇ ちぇさうちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
‶さういくぇゃぇ しなとけ, つっ っ ういくっ-
くぇょぇくぇ けす きぇかおけすけ あっかぇっとう 
すぇいう ゅけょうくぇ ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ 
くぇょこさっゃぇさぇすぇ - っょゃぇ 10 きけ-
きうつっすぇ いぇ そうくぇかぇ. ╉けゅぇすけ ぇい 

しっ はゃうた くぇ おけくおせさしぇ, ぉはたきっ 
25 きけきうつっすぇ. ╇いきうくぇかう  しぇ 
しぇきけ 6 ゅけょうくう, ぇ ゃっつっ  あっかぇ-
っとうすっ しぇ くぇこけかけゃうくぇ, つっ う 
こけ-きぇかおけ, しこけょっかは し くっょけせ-

きっくうっ う すなゅぇ ╁ぇくは.  
]ぇきぇすぇ すは くぇ おけくおせさしぇ ぉうかぇ 

きくけゅけ こさうすっしくっくぇ う すけゃぇ 
え かうつぇかけ. ╆ぇぉっかはいぇかう ゅけ う 
あせさう, う こせぉかうおぇ.  
╀ってっ きう いぇ こさなゃ こなす, おぇいゃぇ 

『ぇさうちぇ [けいぇ 2006, いぇ おけは-

すけ すけゅぇゃぇてくけすけ おぇつゃぇくっ くぇ 
しちっくぇ しう けしすぇゃぇ こなさゃけ... う 
こけしかっょくけ. ¨すうゃぇ くぇ おけくおせさ-
しぇ し ぉぇかくぇすぇ しう さけおかは, おけはすけ 
おせこせゃぇ いぇ 260 かっゃぇ けとっ こさっい 
きぇさす けす ぉせかつうくしおう きぇゅぇいうく ゃ 
ゅさぇょぇ. ╀ってっ こなさゃぇすぇ う っょうく-
しすゃっくぇ さけおかは, おけはすけ こさっきっ-

さうた, し ちゃはす くぇ こさぇしおけゃぇ う し 
っょくぇ さけいぇ けすしすさぇくう. [ってうた, 
つっ すけゃぇ っ さけおかはすぇ, おけはすけ うし-
おぇき, しこけきくは しう ╁ぇくは いぇ すさなこ-
おぇすぇ こけ こさうゅけすけゃかっくうはすぇ いぇ 

すぇかうすっ しう. 
╆ぇっょくけ し っょくぇ ょさせゅぇ, しなとけ し うきっ ╁ぇくは, 

しぇ つぇしす けす おさぇしうゃぇすぇ しかぇゃぇ くぇ そうさきぇ-
すぇ. ╇ ょゃっすっ ちぇさうちう ╁ぇくう, し さぇいかうおぇ けす 
ゅけょうくぇ ゃさっきっ, こさういくぇゃぇす, つっ ょなかあぇす 
きくけゅけ いぇ ういさぇしすゃぇくっすけ しう くぇ „┿さしっくぇか” 
う くぇ たけさぇすぇ すぇき. ╄ょくぇすぇ - しなし しすぇあ こけ-
ゃっつっ けす つっすゃなさす ゃっお, ょさせゅぇすぇ - しぇきけ し 
こっすうかっすおぇ, くけ う ょゃっすっ - っょくぇおゃけ けすょぇ-
ょっくう くぇ さぇぉけすぇ しう う っょくぇおゃけ っしすっしすゃっ-
くう… ゃなこさっおう すっあっしすすぇ くぇ おけさけくぇすぇ う 
しかぇょおぇすぇ しかぇゃぇ, おけはすけ すは ょぇゃぇ. 
╇ おけはすけ, けつっゃうょくけ, けしゃっく しかぇゃぇ, ょぇゃぇ 

う くっゃっさけはすくぇ ゃうすぇかくけしす, いぇとけすけ う 『ぇ-
さうちぇ [けいぇ 71, う 『ぇさうちぇ [けいぇ 2006-すぇ 
ういゅかっあょぇす こさっおさぇしくけ いぇ しゃけうすっ くっゃっ-
さけはすくう ゅけょうくう. 
╇ ょけおぇすけ っょくぇすぇ ちぇさうちぇ ゃっつっ しっ さぇょ-

ゃぇ くぇ ゃくせつっ, すけ ょさせゅぇすぇ え こけしっしすさうきぇ  
ゃしっ けとっ けつぇおゃぇ けくいう きなあ, おけえすけ とっ 
は いぇゃかぇょっっ し うしおさっくけしす, しすぇぉうかくけしす, 
せゃぇあっくうっ う ょけゃっさうっ う いぇ おけえすけ あうゃけ-
すなす う たけさぇすぇ とっ しすさせゃぇす きくけゅけ こけゃっつっ 
けす きぇすっさうぇかくけすけ… ぉかぇゅけこけかせつうっ. 
╉けゅぇすけ こさっょう 6 ゅけょうくう は しさっとくぇた, すは 

さぇぉけすってっ おぇすけ おぇしうっさ くぇ すっかっそけくくう 
おぇぉうくおう, 6 ゅけょうくう こけ-おなしくけ けすおさう-
ゃぇき  ╁ぇくは ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 
そうさきぇ... くぇ ぉのさけ.

おけうすけ ゃしはおぇ しせすさうく こさっきうくぇゃぇす こさっい こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっ-
くぇか”. ╇ しすうゅぇす ょけ ╆ぇゃけょ 5. ╋ぇえおぇ え - ┿くっかうは, おけはすけ っ 
う くっえくぇ おけかっあおぇ, こさぇゃう すけゃぇ ゃっつっ 28 ゅけょうくう. ]っしすさぇすぇ 
くぇ ╁ぇくは - ‶っこぇ ′うおけかけゃぇ, っ けおぇつっしすゃうすっか ゃ ちった 510 くぇ 
╆ぇゃけょ 5.
╃ぇきしおけすけ すさうけ っ すゃなさょっ つぇさけゃくけ, いぇ ょぇ けしすぇくっ くっいぇぉっ-

かっあうきけ. 《ぇおす, くぇ おけえすけ ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ ょなさあぇす 
おけかっゅうすっ きせ.

ぅ╅』【]¨╇ 』ぇ〈, ぁ╊ 《》╅′¨｠〈╊ „╅『』╊〉╅]”...
╄ょくけ しなし しうゅせさくけしす きせ けしすぇ

ゃぇ こけかっいくけ しかっょ おきっすせゃぇくっすけ: 
けすおぇいゃぇ ちうゅぇさうすっ こけ ゃさっきっ くぇ 
さぇぉけすくぇ しさっとぇ しなし いぇこぇょくう 
こぇさすくぬけさう - くうおけえ ょさせゅ すぇき くっ 
こせてう...

╄ょうくしすゃっくうはす しうく おきっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお, ぇさしっくぇかしおうはす うく

あっくっさ  ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ, しっ 
ゃさなとぇ こさっい 1995-すぇ すぇき, けす
おなょっすけ っ すさなゅくぇか う おなょっすけ 
けしすぇゃぇ - „┿さしっくぇか”. ╃くっし ゃしっ
おう ょっく しかっょ さぇぉけすぇ うくあ. ]ぇ
さぇそけゃ せこさぇあくはゃぇ っょくけ たけぉう 

- こぇお さぇぉけすぇ - ゃ きぇかおぇすぇ しう 
そうさきうつおぇ いぇ こさけういゃけょしすゃけ 

くぇ ゃうぉさぇちうけくくう  きぇてうくおう いぇ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ くぇ ぉっすけくけゃう ういょっかうは: すせたかう, 
こぇゃっすぇ, こかけつおう... 〈ぇおぇ しう せこかなすくはゃぇ 
ゃさっきっすけ, けしうゅせさはゃぇ しう ょけこなかくうすっかっく 
ょけたけょ う けとっ つうしす ゃないょせた, いぇとけすけ: ”〈ぇき, 
くぇ こけかっすけ, おなょっすけ っ そうさきぇすぇ, っ きけっすけ 
しっかけ...”. ╋ぇてうくおうすっ しぇき しう ゅう おけくしすさせ
うさぇ う しぇき しう ゅう こさけういゃっあょぇ. ╉けゅぇすけ くっ 
っ くぇ ょぇかっつくけ こかぇゃぇくっ, こけきぇゅぇ う しうくなす – 
》さうしすけ, おけさぇぉっく っかっおすさけうくあっくっさ. 】っさ
おぇすぇ ′ぇょっあょぇ さぇぉけすう ゃ けそうしぇ くぇ ╆ょさぇゃ
くぇすぇ おぇしぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, うおけくけきうしす っ. ╇ 
ょゃっすっ ょっちぇ くぇ うくあ. ]ぇさぇそけゃ しぇ しなし しっ
さうけいくう こさけそっしうう. ]うゅせさくけ しぇ くぇせつうかう 
けす ぉぇとぇ しう, つっ: ”[ぇぉけすぇすぇ くっ せきけさはゃぇ, 
すは こけきぇゅぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇて こけ-ょけぉさっ”. ╂け
ゃけさっえおう いぇ しっぉっ しう うきっくくけ おぇすけ いぇ さぇ
ぉけすけたけかうお, うくあ. ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ しはおぇて 
くっ あぇかう, つっ っ ょぇかっつ けす おきっすせゃぇくっすけ う 
けす こけかうすうおぇすぇ. ̈ ぉぇつっ きせ かうつう, つっ きぇかおけ 
しう すなあう いぇ すけゃぇ, つっ: ”]すぇさうすっ しっょっしぇさう 
しっ さぇいこうかはたぇ...”.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ĂĐĜĝēĝĕċ

╁ぇくは っ っょくぇ けす すさうすっ ょぇきう ゃ しっきっえしすゃけ ′うおけかけゃう, 

ぇぉうすせさうっくすしおうは しう ぉぇか. ╆ぇ おけくおせさしぇ こさうつっしおぇすぇ え っ こけょぇ-
さなお けす きっしすくぇ そさういぬけさおぇ - ‶っすは ╇かつっゃぇ. ╉けきぉうくぇちうはすぇ けす 
こけょたけょはと すけぇかっす う っそっおすくぇ  こさうつっしおぇ, しなつっすぇくう し ういかなつ-

ゃぇくっ う しすうか, くけしはす くぇ ╁ぇくは 
おけさけくぇすぇ. 
¨す おさったおけすけ さぇいしすけはくうっ くぇ 

6-すっ ゅけょうくう ゃさっきっ ╁ぇくは けす-
つうすぇ, つっ おけさけくぇすぇ くぇうしすうくぇ 
ょぇゃぇ きくけゅけ. ╁っょくぇゅぇ しかっょ 
おけくおせさしぇ くぇ さぇぉけすぇ は おぇくう  
すけゅぇゃぇてくうはす おきっす くぇ ゅさぇょぇ 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. ‶けかせつぇゃぇ  
こけおぇくう いぇ さぇぉけすぇ う ゃ ╂かぇゃくぇ 
ょうさっおちうは くぇ „┿さしっくぇか”. ╁ぇくは 
′うおけかけゃぇ, けぉぇつっ, けすおぇいゃぇ 
くぇ ゃしうつおう, いぇとけすけ こさっょこけ-
つうすぇ ょぇ いぇこけつくっ けす くうとけすけ, 
いぇ ょぇ ゃなさゃう くぇこさっょ. 〈ぇおけゃぇ 
っ ゃっさせのすけ え  ゃ あうゃけすぇ: くっ 
たぇさっしゃぇ かっしくうすっ さぇぉけすう う 
こさっょこけつうすぇ しぇきぇ ょぇ こけしすうゅぇ 
ゃしうつおけ.  
╋ぇおぇさ, つっ つっしすけ こさぇゃは ょゃっ 

くぇこさっょ う 20 おさぇつおう くぇいぇょ, 
こさっょこけつうすぇき しぇきぇ ょぇ すうつぇき 
いぇ こけぉっょうすっ しう, しこけょっかは 
ょくっし こけさぇしくぇかけすけ う こけきな-
ょさはかけ きけきうつっ. 
╆ぇ おけっすけ ょくうすっ しっゅぇ しぇ こけ-

ゃっつっ けす くぇすけゃぇさっくう, いぇとけすけ 
せこけさうすけ いぇかはゅぇ くぇょ せつっぉ-
くうちうすっ こけ うおけくけきうおぇ. ]かっょ 
おぇすけ こさっょう ゅけょうくう くっ しぉなょゃぇ 
きっつすぇすぇ しう ょぇ せつう そぇさきぇちうは, 
しっゅぇ ちぇさうちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
けす 2006 ゅけょうくぇ つうくくけ しこさは-
ゅぇ うおけくけきうつっしおう すっさきうくう う 
ょうしちうこかうくう, いぇとけすけ っ しすせ-
ょっくすおぇ こけ うおけくけきうおぇ ゃ 〈さぇ-
おうえしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ. 
[ぇぉけすぇすぇ きくけゅけ きう こけきぇ-

ゅぇ, いぇとけすけ きう ょぇゃぇ いくぇくうは 
う せきっくうは, ちっくくう いぇ ゃうしてっ-
すけ けぉさぇいけゃぇくうっ, ぇ う くぇ 25 
いくぇって おぇおゃけ すけつくけ うしおぇて 
ょぇ せつうて う さぇぉけすうて, しこけょっ-
かは ょっゃけえおぇすぇ, いぇ おけはすけ かはすけ-
すけ とっ っ おさぇすおけ, すなえ おぇすけ は 
くぇすうしおぇ こけさっょっく しっきっしすなさ ゃ 
せくうゃっさしうすっすぇ. 
╇ ょけおぇすけ けこさぇゃは ょっぉうす う 

おさっょうす, ぉぇかぇくしう う ╃╃], 『ぇ-
さうちぇ [けいぇ 2006 ╁ぇくは ′うおけ-
かけゃぇ っ けこすうきうしす. 
』っ っょうく ょっく けくぇいう かのぉけゃ, 

おけはすけ けぉさなとぇ あうゃけすぇ くう, 
とっ は くぇきっさう. ╆ぇすけゃぇ う ぉなさ-
いぇ ぉぇゃくけ. ╆ぇとけすけ いくぇっ, つっ 
ゃしうつおけ こさうくぇょかっあう くぇ けくうは, 
おけうすけ せきっはす ょぇ つぇおぇす!

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

′けゃぇ くぇさっょぉぇ いぇ さっおかぇきくぇすぇ う うくそけさきぇちうけくくぇ ょっえくけしす くぇ すっさう
すけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさうっ きっしすくうはす こぇさかぇきっくす. 

╄ょくぇ けす ゃぇあくうすっ こさけきっくう っ いぇぉさぇくぇすぇ ょぇ しっ こけしすぇゃはす さっおかぇきくう 
こぇくぇ う すぇぉっかう ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ ゅさぇょぇ. ╆ぇぉさぇくぇすぇ ゃぇあう いぇ けす
しっつおうすっ けす せか. „‶っすおけ ]すぇえくけゃ” ょけ ╊なゃけゃぇすぇ つってきぇ, けす ぉせか. „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ” ゃ けすしっつおぇすぇ けす せか. „╇ゃぇく 【うてきぇく” ょけ ╊なゃけゃぇすぇ つってきぇ. ]な
とけすけ ゃぇあう いぇ けすしっつおぇすぇ けす ぉせか. „┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” ゃ けすしっつおぇすぇ けす せか. 
„]かぇゃはくしおぇ” ょけ ╊なゃけゃぇすぇ つってきぇ. 
] くけゃぇすぇ くぇさっょぉぇ しっ けこさっょっかは う ぉさけはす くぇ こかぇおぇすうすっ う うくそけさきぇ

ちうけくくうすっ きぇすっさうぇかう いぇ っょくけ う しなとけ くっとけ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ しっ さぇいかっ
こゃぇす くぇ っょくけ きはしすけ. ╁ しかせつぇは しぇきけ こけ っょくけ. [っおかぇきうすっ こけ しすなかぉけゃっすっ 
くぇ ゅさぇょしおぇすぇ けしゃっすうすっかくぇ きさっあぇ うかう しすなかぉけゃっすっ くぇ ゅさぇょしおうは すさぇくし
こけさす しっ こけしすぇゃはす しかっょ しなゅかぇしせゃぇくっ し ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う しなけすゃっすくうは 
しけぉしすゃっくうお. ╁しっおう, おけえすけ あっかぇっ ょぇ こけしすぇゃう さっおかぇきくう こぇくぇ こけ こけ
おさうゃうすっ くぇ しゅさぇょう, とっ きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう すけゃぇ, くけ しかっょ しなゅかぇしせゃぇくっ 
くぇ ゃうょぇ くぇ さっおかぇきくけすけ しなけさなあっくうっ し ちはかけしすくうは ぇさたうすっおすせさっく けぉさぇい 
くぇ しゅさぇょぇすぇ. 
] くけゃぇすぇ くぇさっょぉぇ いぇ さっおかぇきくぇすぇ ょっえくけしす しっ いぇぉさぇくはゃぇ かっこっくっすけ くぇ 

しなけぉとっくうは こけ しすなかぉけゃっすっ いぇ せかうつくけ けしゃっすかっくうっ, おけくすっえくっさうすっ いぇ 
けすこぇょなちう, ぇゃすけぉせしくうすっ しこうさおう. ′ぇ しこっちうぇかくう きっしすぇ ゃ ゅさぇょぇ とっ しっ 
かっこはす う くっおさけかけいうすっ. ╆ぇしっゅぇ すっいう こぇくぇ ゃしっ けとっ くっ しぇ ういゅけすゃっくう, くけ 
すったくうはす ぉさけえ とっ っ くぇょ 50. ′ぇさせてうすっかうすっ くぇ すっいう さぇいこけさっょぉう とっ ぉな
ょぇす しぇくおちうけくうさぇくう. ╁しっおう あっかぇっと ょぇ ういゃなさてゃぇ さっおかぇきくぇ ょっえくけしす 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ こけょぇゃぇ いぇはゃかっくうは ょけ おきっすぇ 
くぇ けぉとうくぇすぇ.    

〈┿

〈さう こさっょかけあっくうは 
いぇ ぉなょっとっすけ くぇ 

おぇいぇくかなておうすっ おせか-
すせさくう うくしすうすせちうう 
とっ ゃくっしっ いぇ ょっぉぇす 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお おきっすなす 
くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 
〈っ しっ さけょうたぇ こけ ゃさっ-

きっ くぇ うくうちううさぇくうは けす 
しぇきぇすぇ くっは けぉとっしすゃっく 
ょっぉぇす, こけょ くぇしかけゃ „′』 
„╇しおさぇ” う こさっすっくちうう-
すっ きせ おなき おせかすせさくうすっ 
うくしすうすせすう”. 
╁ ょっぉぇすぇ せつぇしすゃぇたぇ 

¨しゃっく ╀╄》 う ╄くっさゅうえくうは しうしすっきっく けこっさぇすけさ, ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ うきぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しっ こさっきっしすはす う ┿ゅっくちうはすぇ いぇ しっかっおちうは 
う さっこさけょせおちうは ゃ あうゃけすくけゃなょしすゃけすけ, ′ぇちうけくぇかくぇすぇ しかせあぉぇ 
こけ いなさくけすけ, ]っかしおけしすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは. ╆ぇ すぇおぇゃぇ ゃっさけ-
はすくけしす こさっょう きっしっち ゅけゃけさう ゃ ╉ぇいぇくかなお こさう しゃけはすぇ ゃういうすぇ う 
きうくうしすなさなす くぇ いっきっょっかうっすけ う たさぇくうすっ ╋うさけしかぇゃ ′ぇえょっくけゃ. 
‶さっょしすけう ょぇ しっ くぇこさぇゃう しきっすおぇ - おぇおゃう しさっょしすゃぇ とっ しぇ 

くっけぉたけょうきう いぇ さっきけくす くぇ しゅさぇょうすっ, ゃ おけうすけ ょぇ しっ こけきっとぇ-
ゃぇす ょなさあぇゃくうすっ しすさせおすせさう. ¨おけかけ っょうく きうかうけく かっゃぇ とっ しぇ 
くっけぉたけょうきう, いぇ ょぇ しっ さっおけくしすさせうさぇす ょゃぇ おけさこせしぇ けす 〈さぇ-
おうえしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╁ すはた ぉうたぇ しっ くぇしすぇ-
くうかう いっきっょっかしおうすっ ぇゅっくちうう, ぇ けす きっしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
とっ こさっょかけあぇす ちっくすさぇかくぇ けぉとうくしおぇ しゅさぇょぇ いぇ くせあょうすっ くぇ 
╀なかゅぇさしおうは っくっさゅうっく たけかょうくゅ.
 ┿おけ おぇぉうくっすなす こさうっきっ こさっょかけあっくうっすけ, けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇ-

ゅけさぇ とっ しっ こさっゃなさくっ ゃ  くぇえ-こさけしこっさうさぇとうは さっゅうけく くぇ しすさぇ-
くぇすぇ. 
 ‶さぇゃうすっかしすゃけすけ ゃっつっ ゃいっ さってっくうっ ょぇ こさっきっしすう ゃ ‶かけゃょうゃ 

しすさせおすせさうすっ, けすゅけゃぇさはとう いぇ すせさういきぇ  けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
うおけくけきうおぇすぇ, っくっさゅっすうおぇすぇ う すせさういきぇ, ぇ ゃ ╀せさゅぇし - ┿ゅっくちう-
はすぇ こけ さうぉぇさしすゃけ う ぇおゃぇおせかすせさう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

〈けゃぇ っ しすぇくぇかけ こさっい 1985 ゅけょうくぇ こけ ゃさっきっ くぇ きぇくょぇすぇ くぇ おきっすぇ くぇ しすけかっすうっすけ くぇ ╉ぇいぇく-
かなお, こけおけえくうはす ゃっつっ ]すぇくつけ ╉けっゃ, う すけゅぇゃぇてくうは おきっす くぇ そさっくしおうは ゅさぇょ - ╅ぇく-╋ぇさお ╄さけ. 
‶けょこうしゃぇくっすけ っ ぉうかけ ゃなゃ そさっくしおうは ゅさぇょ ]っくす ╄さぉかっく, ぇ ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ, こさっい 1986-すぇ,  
そさっくしおぇ ょっかっゅぇちうは くぇつっかけ し ╅ぇく-╋ぇさお ╄さけ こさうしすうゅぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ ゃなさくっ あっしすぇ. 〈け-
ゅぇゃぇてくうはす おきっす くぇ ゅさぇょ ]っくす ╄さぉかっく こさうしすうゅぇ し ゃくせてうすっかくぇ ょっかっゅぇちうは.
′けゃうはす こさっきうっさ くぇ 《さぇくちうは っ ょけしっゅぇてっく かうょっさ くぇ しけちうぇかうしすうすっ ゃ ′ぇちうけくぇかくけすけ しな-

ぉさぇくうっ う おきっす くぇ ゅさぇょ ′ぇくす, ゃ おけえすけ しなとけ しぇ ゅけしすせゃぇかう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶け すさぇょうちうは ょゃぇすぇ ゅさぇょぇ さっょけゃくけ しう けぉきっくはす ょっかっゅぇちうう いぇ しゃけうすっ こさぇいくう-
ちう. ‶け ゃさっきっ 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 ╉ぇいぇくかなお しなとけ しっ けつぇおゃぇす ゅけしすう けす 
]っくす ╄さぉかっく.
′ぇ 15 きぇえ 2012 ゅ. すけおせ-とけ ゃしすなこうかうはす ゃ ょかなあくけしす くけゃけういぉさぇく こさっいうょっくす くぇ 《さっくしおぇすぇ 

さっこせぉかうおぇ 《さぇくしけぇ ¨かぇくょ けぉはゃう くけゃうは きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっか くぇ しすさぇくぇすぇ - ╅ぇく-╋ぇさお 
╄さけ.
‶け すけいう こけゃけょ おきっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ういこさぇすう しこっちうぇかくけ こけい-

ょさぇゃかっくうっ ょけ くけゃうは きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっか くぇ 《さぇくちうは う しすぇさ こさうはすっか くぇ ╉ぇいぇくかなお し 
こけあっかぇくうは いぇ いょさぇゃっ, せしこったう ゃなゃ ゃうしけおけけすゅけゃけさくぇすぇ きせ さぇぉけすぇ う し せゃっさっくけしす, つっ すけえ とっ 
こさけょなかあう ょぇ くぇしなさつぇゃぇ すさぇょうちうけくくうすっ こさうはすっかしおう ゃさないおう きっあょせ ょゃぇすぇ ゅさぇょぇ.                     

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

╃なかゅけゅけょうてくうはす ょうさっおすけさ くぇ ╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇し
おさぇ”, うしすけさうおなす ╉けしぬけ ╆ぇさっゃ, とっ ぉなょっ ゃこうしぇく ゃ ‶け

つっすくぇすぇ おくうゅぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. [ってっくうっすけ いぇ すけゃぇ ぉっ くぇ けぉ
とうくしおうすっ しなゃっすくうちう, こけ こさっょかけあっくうっ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, ぇ こけゃけょなす いぇ くけきうくぇちうはすぇ きせ っ ‶さぇいくうおなす くぇ 
ゅさぇょぇ, けすぉっかはいゃぇく くぇ 1-ゃう のくう ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. 
‶っくしうけくうさぇくうはす ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょなかゅけゅけょう

てっく てっそ くぇ きっしすくうは きせいっえ こけかせつう いぇしかせあっくけ こさういくぇくうっ 
いぇさぇょう けゅさけきくうは しう う ょなかゅけゅけょうてっく こさうくけし ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ おせかすせさぇすぇ う けこぇいゃぇくっすけ くぇ おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけすけ 
くぇしかっょしすゃけ くぇ ╉ぇいぇくかなお う くっゅけゃけすけ くぇちうけくぇかくけ う しゃっ
すけゃくけ こけこせかはさういうさぇくっ.  
╇しすけさうおなす ╉けしぬけ ╆ぇさっゃ っ っょうく けす さぇょっすっかうすっ いぇ こけしすさけ

はゃぇくっすけ くぇ ′ぇちうけくぇかっく [けいぇさうせき, おけえすけ ょぇ しなたさぇくう うし
すけさうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ さけいけこさけういゃけょしすゃけ う せくうおぇかくぇすぇ 
おけかっおちうは けす ょっおけさぇすうゃくう さけいう. 〈けえ ぉっ う しさっょ こなさゃうすっ, 
ぇこかけょうさぇかう う さぇぉけすうかう いぇ けしなとっしすゃはゃぇくっすけ くぇ きぇとぇぉ
くうは こさけっおす „]っゃすけこけかうし”.

                                                                             〈┿ 

] くけゃ, けしゃっあっく けぉかうお っ ゃっつっ きけしすなす くぇょ ╀╇╊╊┿ う くぇょ
かっいぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ すけゃぇ っ くぇ ゅさせ

こぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇ こけゃけょなす - けぉはゃっくうはす ょっく 
いぇ くぇちうけくぇかくけ こけつうしすゃぇくっ - 12 きぇえ. ╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
こけさっょうちぇすぇ けす こさぇいくうちう ╄おしこっさすうすっ こさっょこさうったぇ くっしすぇく
ょぇさすくけすけ, くけ くっけぉたけょうきけ くぇつうくぇくうっ. 
╋はしすけすけ くぇ さなあょうゃうすっ ゃっつっ こぇさぇこっすう いぇったぇ けしゃっあっくう ゃ 

いっかっくけ きっすぇかくう おけくしすさせおちうう.

„╅『』╊〉╅]“ ╉╅『¨ ╅╆¨【】『¨╊〉【¨
╁ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ つかっ

くけゃっ くぇ くぇしすけはすっかしすゃけ
すけ くぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうき
くぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, ういゃっしすくぇ おぇすけ 
╋ったぇくけすったくうおせきぇ, こさっょ
しすぇゃうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ こけょおさっこうたぇ そうくぇくしけゃけ 
けす うきっすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ 
ぇぉうすせさうっくすう-ゃうこせしおくう
ちう くぇ せつうかうとっすけ. ╉せおっさう, 
さけお-おけくちっさす う そけえっさゃっさおう 
ういこさぇすうたぇ ぇぉうすせさうっくすうすっ 
けす ゃうこせしお 2012 くぇ ゅうきくぇ
いうはすぇ.

┿すさぇおすうゃくけすけ ういこさぇとぇくっ 
しなぉさぇ ゃなかくっくうはすぇ う しこけきっ
くうすっ くぇ ゃないこうすぇくうちう, こさう
はすっかう う しなきうてかっくうちう くぇ 
╋ったぇくけすけ, おぇおすけ し ゅけさょけしす 
しこけきっくぇゃぇす うきっすけ くぇ せつうかう
とっすけ う ょくっし. ]さっょ ゅけしすうすっ 
しっ けすおさけはゃぇたぇ ╂ぇかうくぇ ]すけ
はくけゃぇ, おきっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお, う さなおけゃけょうすっかう くぇ 
ゃけょっとう そうさきう ゃ さっゅうけくぇ. 
¨しゃっく „┿さしっくぇか”, こさっょしすぇゃう
すっかう う くぇ ょさせゅう きぇてうくけしすさけ
うすっかくう そうさきう ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
つかっくけゃっ くぇ くけゃけしないょぇょっくけ

すけ せつうかうとくけ くぇしすけはすっかしすゃけ, しさっょ 
おけうすけ „╆ぇゃけょ いぇ こさせあうくう” – ╉さなく, 
„》うょさけこくっゃきけすったくうおぇ”, „]けさけ
おけゃ ╇くしすさせきっくすし”, „]すさけうすっかくぇ 
きったぇくういぇちうは” ょぇょけたぇ  しすうこっく
ょうう くぇ くぇえ-ういはゃっくうすっ せつっくうちう う 
こけょこけきけゅくぇたぇ せつっくうちうすっ ゃ すっあおけ 
そうくぇくしけゃけ しなしすけはくうっ. 』かっくけゃっ
すっ くぇ くぇしすけはすっかしすゃけすけ こけったぇ ぇく
ゅぇあうきっくす ょぇ こさっゃなさくぇす ょぇゃぇくっすけ 
くぇ しすうこっくょうう ゃ すさぇょうちうは う ょぇ 
こさっょけしすぇゃはす きけょっさくけ すったくうつっしおけ 
けぉけさせょゃぇくっ くぇ ゅうきくぇいうはすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ゃしうつおう おせかすせさくう うくしすうすせちうう, けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, けぉ-
とっしすゃっくうちう, きっしすくう すゃけさちう, ゅさぇあょぇくう. 
‶けゃけょ いぇ ょっぉぇすぇ しすぇくぇ うしおぇくっすけ くぇ ′』 „╇しおさぇ - 1860” ゃ ╉ぇいぇくかなお  ょぇ 

しっ いぇこかぇとぇ くぇっき けす けぉとうくしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ う けぉとうくしおうは すっぇすなさ, おけうすけ 
こけかいゃぇす しけぉしすゃっくけしすすぇ くぇ つうすぇかうとっすけ. ¨ぉとうはす さぇいきっさ くぇ うしおぇくうは くぇっき いぇ 
ょゃっすっ うくしすうすせちうう っ けおけかけ 18 たうかはょう かっゃぇ. 』うすぇかうとっすけ ぉっ こさうくせょっくけ ょぇ 
こさっょこさうっきっ すぇいう きはさおぇ いぇさぇょう ょさぇしすうつくけ くぇきぇかっくぇすぇ きせ しせぉしうょうは いぇ 2012 
ゅ., おけはすけ くぇ こさぇおすうおぇ とっ こぇさぇかういうさぇ ょっえくけしすすぇ きせ.
╋っあょせゃさっきっくくけ, ゃっつっ きっしっち, こさけょなかあぇゃぇ う おけくそかうおすなす くぇ すさせこぇすぇ くぇ 

すっぇすなさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお し けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ う くけゃうは ょうさっおすけさ ╃うぇくぇ [ぇきくぇ-
かうっゃぇ. ‶さけぉかっきなす しっ いぇょなかぉけつう, しかっょ おぇすけ う ょゃっすっ しすさぇくう - ぉうゃて う くぇしすけ-
はと ょうさっおすけさ, しう さぇいきっくうたぇ しっさうけいくう せこさっちう う しうゅくぇかう ょけ こさけおせさぇすせさぇすぇ. 

╉ぇいぇくかなつぇくうくなす ‶っすおけ ╉ぇさぇ-
ゅうすかうっゃ しすぇくぇ いぇき.けぉかぇしすっく 

せこさぇゃうすっか. 34-ゅけょうてくうはす つかっく 
くぇ こぇさすうは ╂╄[╀ っ しうく くぇ しすさけう-
すっかくうは こさっょこさうっきぇつ うくあ. ╉けく-
しすぇくすうく ╉ぇさぇゅうすかうっゃ. 
′けゃうはす いぇき. けぉかぇしすっく せこさぇゃう-

すっか とっ さなおけゃけょう くぇえ-ゃっさけはすくけ 
さっしけさうすっ, いぇ おけうすけ けすゅけゃぇさはてっ 
おぇいぇくかなておうはす おきっす ╂ぇかうくぇ ]すけ-
はくけゃぇ, ゃ おぇつっしすゃけすけ え くぇ いぇき. 
けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか. 〈けゃぇ しぇ 
すっさうすけさうぇかくけ しっかうとくけ せしすさけえ-
しすゃけ, けぉさぇいけゃぇくうっ, しけちうぇかくう 
ょっえくけしすう. 
╉ぇさぇゅうすかうっゃ っ ゃないこうすぇくうお くぇ 

‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは こけ 
しすさけうすっかしすゃけ, ぇさたうすっおすせさぇ う ゅっ-
けょっいうは „╊せぉけさ ╀ぇえっさ” ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う くぇ ╀せさゅぇしおうは しゃけぉけょっく せくうゃっさしう-
すっす, おなょっすけ っ いぇゃなさてうか うおけくけきうおぇ. [ぇぉけすうか っ ゃ つぇしすくうは ぉういくっし. ╀うか っ ょゃぇ 
きぇくょぇすぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ‶‶ ╂╄[╀.

╉ぇいぇくかなておう つかっくけゃっ くぇ ]╃] しないょぇゃぇす ╉かせぉ くぇ ょっきけおさぇすぇ. ╁ くっゅけ とっ きけ-
ゅぇす ょぇ しこけょっかはす しゃけうすっ ゅさぇあょぇくしおう きくっくうは たけさぇ, おけうすけ くっ しぇ つかっくけゃっ 

くぇ こぇさすうえくう しすさせおすせさう, くけ うきぇす こけいうちうう こけ ゃぇあくう いぇ けぉとっしすゃけすけ う ゅさぇょぇ 
ゃなこさけしう. ╁ くけゃうは おかせぉ くはきぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ つかっくせゃぇす たけさぇ し おさうきうくぇかくけ きう-
くぇかけ. ′けゃうはす おかせぉ くぇ ょっきけおさぇすぇ とっ けすゃけさう ゃさぇすぇ しなゃしっき しおけさけ, ゃ くけゃぇすぇ 
ぉぇいぇ くぇ ]╃]-╉ぇいぇくかなお くぇ せか. „╇しおさぇ“. [ってっくうっすけ いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ すぇおなゃ 
おかせぉ っ くぇ ]╃] - ╉ぇいぇくかなお. 

╉ぇいぇくかなておうはす こけっす [せきっく ╃っくっゃ こけかせつう くぇ-
ゅさぇょぇすぇ くぇ ]なのいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こうしぇすっ-

かう. 〈は きせ ぉっ こさうしなょっくぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 24-すう 
きぇえ いぇ こけっきぇすぇ „╊のかおぇ くぇ ╁しっかっくぇすぇ” けす っょくけ-
うきっくくうは こけっすうつっく しぉけさくうお くぇ こけっすぇ. 
]ぉけさくうおなす „╊のかおぇ くぇ ╁しっかっくぇすぇ“ ういかっいっ けす 

こっつぇす きうくぇかうは のくう, ぇ こさっきうっさぇすぇ きせ ぉっ すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう 
2012. ╃っくっゃ っ ゃないこうすぇくうお くぇ ╊うすっさぇすせさくうは 
うくしすうすせす “╋ぇおしうき ╂けさおう” ゃ ╋けしおゃぇ. 

╄きぉかっきぇすうつくぇすぇ しおせかこすせさぇ くぇ 
╃けおけ ╃けおけゃ - 〈さぇおうえおぇすぇ, おけはすけ 

けす 30 ゅけょうくう おさぇしう こかけとぇょ „]っゃすけ-
こけかうし” う こけゃっつっ けす こっすうかっすおぇ ぉっ し 
ういきなおくぇすう けぉっちう う さなおぇ, ゃっつっ ゅさっっ 
ゃ くけゃ ゃうょ. ╆ぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ 
こけさせゅぇくぇすぇ しおせかこすせさぇ, しつうすぇくぇ う 
いぇ っょうく けす おぇいぇくかなておうすっ しうきゃけかう, 
しさっょしすゃぇ ょぇさう おぇぉっかくうはす けこっさぇすけさ 
„╀う ╀う ]う ╉っえぉなか”. 
¨す そうさぇきぇすぇ けぉはゃうたぇ, つっ ゃ こさけょなか-

あっくうっ くぇ ゅけょうくぇ とっ けしうゅせさはゃぇす しさっょ-
しすゃぇすぇ う いぇ いぇおせこゃぇくっすけ くぇ ちゃっすはすぇ ゃ 
ゅさぇょうくおぇすぇ こさっょ しおせかこすせさぇすぇ. 

╉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 けゅかはゃぇ-

ゃぇ けぉとうくしおぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ 
こぇさすうは ╂╄[╀ ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけ-
いうすっ. 
╆ぇ けさゅぇくういぇちうけくっく しっおさっ-

すぇさ くぇ けぉとうくしおぇすぇ しすさせおすせさぇ 
っ けこさっょっかっく ′っくけ ╁かぇえおけゃ, 
おけえすけ っ いぇきっしすくうお-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 
ゅさぇょぇ. 
╃ゃぇきぇすぇ さなおけゃけょうすっかう くぇ 

╂╄[╀ こさっょしすぇゃうたぇ う 7-すっ 
つかっくけゃっ くぇ けぉとうくしおけすけ さな-
おけゃけょしすゃけ. 〈けゃぇ しぇ: いぇき. けぉ-
かぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ ╂╄[╀ 

‶っすおけ ╉ぇさぇゅうすかうっゃ, いぇきっしすくうお-おきっすけゃっすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお - ‶っすなさ 
╉けしっゃ う ╊うかうは 『けくおけゃぇ, おきっすなす くぇ [なあっくぇ ┿こけしすけか 〈っさいうっゃ, けぉとうくしおうはす 
しなゃっすくうお ╃うきうすなさ ╀ぇはしかうっゃ う [ぇょうぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ- ょうさっおすけさ くぇ くぇえ-ゅけかは-
きけすけ けぉとうくしおけ せつうかうとっ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ. 
╁ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ こぇさすうはすぇ くっ っ ょっこせすぇす けす ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお ╄きうか ╉ぇさぇ-

くうおけかけゃ, くけ しこけさっょ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, すけえ こけ こさぇゃけ っ つかっく くぇ さなおけゃけょしすゃけ-
すけ, すなえ おぇすけ こけきぇゅぇ きくけゅけ.
] さってっくうっすけ くぇ ╇いこなかくうすっかくぇすぇ おけきけしうは くぇ ╂╄[╀ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ しすぇ-

ゃぇ すさっすうはす けそうちうぇかっく さっょけゃっく こさっょしっょぇすっか くぇ きっしすくぇすぇ しすさせおすせさぇ. ╃なかゅけ 
ゃさっきっ きっしすくぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ╂╄[╀ うきぇてっ しかせあっぉくけ さなおけゃけょしすゃけ.
′けゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ くはきぇ しさけお くぇ きぇくょぇすくけしす, くっゅけゃぇすぇ けしくけゃくぇ いぇょぇつぇ 

っ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ しかっょゃぇとうすっ こぇさかぇきっくすぇさくう ういぉけさう ょけゅけょうくぇ う すけ せし-
こってくけ. ‶け せしすぇゃ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╂╄[╀ こけ けぉとうくう っ し 3-ゅけょうてっく きぇくょぇす.

“〈は きうくぇ. ╋うくぇ”. 〈ぇおぇ しっ 
くぇさうつぇ ょけおせきっくすぇかくうはす そうかき いぇ 
かのぉけゃすぇ くぇ こけっすぇ ‶っえけ ぅゃけさけゃ う 
╋うくぇ, しないょぇょっく けす あせさくぇかうしすおぇすぇ 
けす ╀〈┿ [せきはくぇ ╊っつっゃぇ う けこっさぇすけさぇ 
]ゃっすかけいぇさ ′っょっゃ.
]かっょ さけょくうは ゅさぇょ くぇ きせいぇすぇ くぇ 

こけっすぇ ぅゃけさけゃ - ╋うくぇ, ゅさぇょ ╄かっくぇ, 
45-きうくせすくぇすぇ かっくすぇ ぉっ こけおぇいぇくぇ う 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっきうっさぇすぇ くぇ そうか-
きぇ こけ ╀′〈 こさっょしすけう. ]こっちうぇかくけ 
いぇ こさけきけちうはすぇ くぇ そうかきぇ いぇ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ こせぉかうおぇ すせお ぉっ う 90 
ゅけょうてくぇすぇ ╄かっくぇ ╁けかっゃぇ-[ぇゃけか, 
あっくぇすぇ, おけはすけ こさっょう 30 ゅけょうくう けす-
おさうゃぇ ゅさけぉぇ くぇ ╋うくぇ ゃ ╀せかけくしおうは 
かっし ゃ ‶ぇさうあ う ょけ ょくっし しっ ゅさうあう 
いぇ くっゅけ.

╇くすっさゃの し せくうおぇかくぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ 
けす ‶かっゃっく けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは 
ぉさけえ くぇ 〈┿
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ゐÜÖôÜ でíëíâÜç: ぞíÑñ¢Ñí げíêíëóñçí:
╀うゃて いぇき.-きうくうしすなさ くぇ おせかすせさぇすぇ けす おゃけすぇすぇ くぇ ╃‶] ゃ おぇぉうくっすぇ くぇ 〈さけえくぇすぇ おけぇかうちうは けす 2005-すぇ ゅけょうくぇ. [けょっくぇ ゃ しっかけ [ぇょけゃけ, 〈さなくしおけ, くけ ういさぇしくぇかぇ 

ゃ ]ぇくょぇくしおう. ╆ぇゃなさてうかぇ っ そさっくしおぇ そうかけかけゅうは. ╋ぇえおぇ くぇ すさう ょっちぇ, ょゃっ きけきつっすぇ う っょくぇ ょなとっさは. ┿ゃすけさ くぇ ょっしっすおう すっおしすけゃっ くぇ たうすけゃっ けす っしすさぇょぇすぇ う 
こけこそけかおぇ う くぇ ょゃぇ さけきぇくぇ. ′っえくう しぇ すっおしすけゃっすっ くぇ „╋けあっ ぉう” くぇ ゅさせこぇ „]うゅくぇか” う くぇ „╊のぉけゃすぇ っ” くぇ 》ぇえゅぇてけす ┿ゅぇしはく.  ╇いょぇかぇ っ 20 しすうたけしぉうさおう う ょゃぇ 
さけきぇくぇ. ′っえくう こさけういゃっょっくうは しぇ こさっゃっょっくう くぇ ぇくゅかうえしおう, そさっくしおう う しかけゃぇておう っいうお.

】っ すっ ぇきこせすうさぇき けす ょせてぇすぇ しう.
╀っい せこけえおぇ. ′っおぇ きっ ぉけかう.

〈けつぇ さぇいせきぇ しう しおぇかこっか はさけしすくけ.
〈さはぉゃぇ ょぇ っ けしすなさ すけえ, くぇかう?
╆ぇ ょぇ すっ ういさっあっ ぉっい けしすぇすなお
しぇきけ しなし っょうく いぇきぇた しせさけゃ.
』っ けしすぇくっ かう けす すっぉ う ぇすけき,
とっ きっ いぇさぇいはゃぇ しなし かのぉけゃ.
╇ くぇえ-くぇおさぇは すっ こさっあぇかうた.

╄きけちううすっ しう くぇょゃうた.
] うしおさぇ けす さぇいせき ゅう こけょこぇかうた,

ぇ し ゃなゅかっくぇ くぇこうしぇた しすうた.
╊のぉけゃ, せあ ゃっつくけ あうゃぇ, しぉけゅけき.

¨すくった すう しゃっすかうは こさっしすけか.
′ぇ きっしっつうくぇすぇ ょゃせさけゅぇ

けぉっしうた すゃけは けさっけか.
′っょっえ けこかぇおゃぇ しゃけは あさっぉうえ.

′っ きっ さぇいしきうゃぇえ し おなしっく こかぇつ.
╅っしすけおぇ しなき, くけ くっ おなき すっぉっ.

′ぇ しっぉっ しう しなき ぇい こぇかぇつ.

- „╃ゃっ けつう かのぉけゃ” - くっ-
ういきうしかっく さけきぇく. ╁ぇし かう 
とっ こさけつっすっき ゃ すけいう さけ-
きぇく? 
- ¨, くっういきうしかっく さけきぇく くっ 

けいくぇつぇゃぇ, つっ きっく とっ こさけつっ-
すっすっ ゃ おくうゅぇすぇ くっこさっきっくくけ. 
′っういきうしかっく さけきぇく - きけあっ 
ぉう しなし しおさうすぇすぇ くぇょっあょぇ, つっ 
たけさぇすぇ とっ こけうしおぇす ょぇ さぇい-
ぉっさぇす おぇおゃけ くっ っ ういきうしかっくけ 
ゃ くっゅけ.  ╁しなとくけしす, ぇい きうしかは 
つっ くうおけえ こうしぇすっか くうとけ くっ 
ういきうしかは, つっ すけゃぇ しぇ ゃっさけ-
はすくうすっ しちっくぇさうう, こけ おけうすけ 
くっゅけゃうはす あうゃけす ぉう きけゅなか ょぇ 
こさけすっつっ,  すけえ こさけしすけ さぇい-

おぇいゃぇ しぇきうは しっぉっ しう ゃ さぇい-
かうつくう けぉさぇいう. ╁ すけいう きけえ 
さけきぇく ゅかぇゃくうすっ ゅっさけうくう しぇ 
すさう あっくう し さぇいかうつくう しなょぉう, 
こけ くぇ けおけかけ 60 ゅけょうくう, おけう-
すけ さぇいおぇいゃぇす あうゃけすぇ しう こさっょ 
っょくぇ ょぇきぇ - こしうたけぇくぇかうすうお. 
〈ぇいう あっくぇ うしおぇ ょぇ こけきけゅくっ 
くぇ こさうはすっかおぇすぇ しう - こうしぇ-
すっかおぇ, おけはすけ きっつすぇっ ょぇ くぇ-
こうてっ  きくけゅけ つっすっく さけきぇく. ╇ 
え おぇいゃぇ: っすけ, こさけつっすう すけゃぇ 
くっとけ. ]こっちうぇかくけ いぇ すっぉ くぇ-
こさぇゃうた くっとけ くっさっょくけ: いぇ-
こうしぇた すっいう すさう あっくう, おけうすけ 
しう さぇいおぇいゃぇす あうゃけすぇ こさっょ 

きっく. ′ぇこさぇゃう さけきぇく けす すけゃぇ 
くっとけ.  ‶うしぇすっかおぇすぇ こさけつうすぇ 
すけいう さなおけこうし, はょけしぇくぇ きぇかおけ 
くぇ こさうはすっかおぇすぇ しう, つっ っょゃぇ 
かう くっ は こけょちっくはゃぇ おぇすけ ぇゃ-
すけさ, くけ え しっ けぉぇあょぇ う え おぇい-
ゃぇ: „】っ くぇこうてって しぇきぇ すう 
すけいう さけきぇく, ぇ ぇい とっ すう おぇあぇ 
おぇおゃけ けとっ すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇ-
ゃうて. 〈う しう ぇゃすけさ くぇ すけいう さけ-
きぇく.”, ぇ しぇきぇすぇ すは さってぇゃぇ, 
つっ くはきぇ ょぇ こうてっ くっういきうしかっく 
さけきぇく, とっ くぇこうてっ ういきうしかっく 
さけきぇく, いぇとけすけ くうおけえ くっ しっ 
うくすっさっしせゃぇ けす うしすうくぇすぇ. ╆ぇ 
たけさぇすぇ すは くうとけ くっ けいくぇつぇ-
ゃぇ. ╁しなとくけしす, おけゅぇすけ つっすっき 

くはおけえ ょさせゅ, つさっい さっぇおちううすっ 
くう すけいう くはおけえ ょさせゅ こさけつうすぇ 
くぇし. 】け しっ けすくぇしは ょけ ょゃっすっ 
けつう かのぉけゃ, ゅっさけうくうすっ きう けし-
すぇゃぇす あうゃう ゃ おくうゅぇすぇ, すぇおぇ 
つっ ゃしっおう きけあっ ょぇ ゅう しさっとくっ.

- ╃ぇ こうすぇき うくぇつっ: しぇきけ 
ょゃっ けつう かのぉけゃ かう くう すさはぉ-
ゃぇす, いぇ ょぇ あうゃっっき こけ-さぇい-
かうつくけ うかう しぇ くう くせあくう 
ょゃぇ つうそすぇ けつう いぇ かのぉけゃ... 
- ┿い, おぇすけ ゅけゃけさは いぇ かのぉけゃ, 

ゅけゃけさは くっ ゃ けくいう すっしっく ぇし-
こっおす, ゃ おけえすけ たけさぇすぇ ぉなさいぇす 
ょぇ は くぇこなたぇす, けぉうおくけゃっくけ 

おぇすけ くっとけ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ 
きっあょせ ょゃぇきぇ ょせてう, ぇ くぇこけ-
しかっょなお っ きけょっさくけ すけゃぇ ょぇ しっ 
しかせつゃぇ くっ しぇきけ きっあょせ きなあ う 
あっくぇ, ぇ きっあょせ っょうく う しなとう 
こけか. ′っ, すせお しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
╂けかはきぇすぇ かのぉけゃ ゃ けくいう, 
たさうしすうはくしおうは, しきうしなか - いぇ 
つけゃっておぇすぇ, ゃしっけぉたゃぇすくぇすぇ, 
ぉっいせしかけゃくぇすぇ かのぉけゃ. 
╊のぉけゃ, おけはすけ こさう-
っきぇ ょさせゅうは すぇおなゃ, 
おぇおなゃすけ っ! ╁おかのつゃぇ 
う すぇいう かのぉけゃ, おけはすけ 
こけ-つっしすけ っ しすさぇしす, 
こさうゃかうつぇくっ う おけは-
すけ, いぇ しなあぇかっくうっ, 
ゃ こけしかっょくけ ゃさっきっ っ 
すゃなさょっ つっしすけ しおけ-
さけしきなさすくぇ, くけ くっ 
しぇきけ.  ╇きっくくけ けくぇ-
いう ゅけかはきぇ かのぉけゃ くう 
こけきぇゅぇ ょぇ あうゃっっき ゃ 
しゃっすぇ こけ-くけさきぇかくけ. 
〈なあくけすけ っ, つっ くぇこけ-
しかっょなお たけさぇすぇ くは-
きぇす けつう いぇ かのぉけゃすぇ. 
╋うしかはす しう, つっ すけゃぇ, 
おけっすけ くぇ すはた うき しっ っ 
しかせつうかけ, くっ っ けくけゃぇ, 
おけっすけ すさはぉゃぇ. ′っ っ 
けくぇいう ゅけかはきぇ かのぉけゃ. 
′ぇゃはさくけ う いぇすけゃぇ 
っ すぇおぇ きぇしけゃけ ゅかっ-
ょぇくっすけ くぇ しっさうぇかう-
すっ いぇ かのぉけゃ. ′け すけゃぇ 
っ ぉはゅしすゃけ けす っあっょくっゃうっすけ. 
‶さけしすけ こけ すけいう くぇつうく くうっ 
いぇしうとぇきっ っきけちうけくぇかくうは しう 
ゅかぇょ ゃ っあっょくっゃうっすけ う すけ けす 
すっかっゃういうけくくうは っおさぇく. 

- ╁ しすうたけゃっすっ しう しすっ けこ-
うしぇかう かのぉけゃすぇ こけ たうかはょう 
くぇつうくう. ╁ ょゃぇすぇ ╁う さけきぇ-
くぇ - しなとけ. ╉ぇお ういゅかっあょぇ 
すは ゃ っょくけ ういさっつっくうっ? 
- ╊のぉけゃすぇ っ ょぇ さぇいょぇゃぇて 

ょせてぇすぇ しう ぉっい あぇか.

- ┿ おけっ ╁う ゃょなたくけゃはゃぇ?
- ┿い こけ こさうくちうこ しなき ょけし-

すぇ しょなさあぇく つけゃっお. 〈させょくけ  
ゅせぉは きはさおぇ, すさせょくけ ういかういぇき 
けす さぇゃくけゃっしうっ. ╆ぇ ょぇ しっ さぇい-
ぉぇかぇくしうさぇき, すさはぉゃぇ くはおぇおゃぇ 
ゅけかはきぇ くっしこさぇゃっょかうゃけしす こけ 
けすくけてっくうっ くぇ きっく ょぇ きっ うい-
ゃぇょう. 

- ┿ おぇお かっおせゃぇすっ ぉけかおぇすぇ 
ゃ ょせてぇすぇ しう? 
- ] きけうすっ しすうたけゃっ. ╇ し くぇ-

ょっあょぇすぇ, つっ あうゃけすなす こさけ-
ょなかあぇゃぇ. 

- ╉ぇお ╁う ういぉさぇ ╃ぇきはく 
╃ぇきはくけゃ?
- ′っ いくぇき. ]かせつう しっ くはおぇお 

しこけくすぇくくけ. ╊けゅうつくけ. ′うっ しっ 
こけいくぇゃぇたきっ けすこさっょう. 〈けえ きっ 
ういぉさぇ. ┿い くっ ぉはた おさぇしぇゃうちぇ, 
くうすけ うきぇた しぇきけつせゃしすゃうっ くぇ 
おさぇしうゃけ きけきうつっ. ╀はた ゃうしけつ-
おけ, しかぇぉけ ょっゃけえつっ, さぇいけつぇ-

さけゃぇくけ けす きなあっすっ くぇけおけかけ. 
╇いゅかっあょぇたぇ きう ゅかせこぇゃう. 
〈なさしった きなあ, おけえすけ ょぇ きっ 
こさっゃないたけあょぇ. ╋けあっ ぉう いぇ-
とけすけ ちはか あうゃけす, けすおぇおすけ 
しっ こけきくは, ぉはた つっすはとけ しな-
とっしすゃけ. ╇しおぇた くはおけえ ょぇ きっ 
ゃこっつぇすかう, ょぇ くぇせつぇ くっとけ けす 
くっゅけ. ┿ こうしぇすっかうすっ こけ けくけゃぇ 
ゃさっきっ きう ういゅかっあょぇたぇ すぇおう-
ゃぇ. ╋っつすぇった ょぇ しすぇくぇ こうしぇ-
すっかおぇ, こさっょう ょぇ こさけこうてぇ.

- ┿おけ しっゅぇ こぇお しすっ くぇ 19 
ゅけょうくう, ぉうたすっ かう しっ けきな-
あうかう けすくけゃけ いぇ ╃ぇきはく 
╃ぇきはくけゃ? 
- 〈けゃぇ っ せしかけゃくけ くぇおかけくっ-

くうっ. ╇きぇ ゅけ ゃ ゅさぇきぇすうおぇすぇ, 
くけ くっ う ゃ あうゃけすぇ. ′っ いくぇき. 
╋くけゅけ おなしくけ こさけつっすけた っょくぇ 
てせきっさしおぇ こけせおぇ, たけさぇすぇ しぇ 
ゅけ くぇこうしぇかう こさっょう 7000 ゅけ-
ょうくう: „┿おけ つけゃっお うしおぇ ょぇ しっ 
こけしゃっすう くぇ くはおけは きせいぇ, くっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ あっくう”. 
〈ゃけさつっしすゃけすけ ういうしおゃぇ こなか-

くぇ しゃけぉけょぇ, ぇ しっきっえしすゃけすけ 
っ ゅけかはきぇ くっしゃけぉけょぇ. ┿い ょぇ-

╆けょうは ]おけさこうけく. ╇きっすけ え っ ′ぇょっあょぇ ╂さうゅけさけゃぇ ╆ぇたぇさうっゃぇ-╃ぇきはくけゃぇ. ′け 
きくけゅけ こさっょう ょぇ しすぇくっ ういゃっしすくぇ し こけしかっょくけすけ, すは ぉっ こさけしすけ „あっくぇすぇ くぇ 

╃ぇきはく ╃ぇきはくけゃ”. ]っゅぇ, けす さぇいしすけはくうっすけ くぇ ゃさっきっすけ, こさういくぇゃぇ, つっ くうおけゅぇ くっ 
っ しなあぇかはゃぇ いぇ すけゃぇ, くうすけ こなお うきぇ こさけこせしくぇすう きうゅけゃっ う こっさうけょう ゃ あうゃけすぇ しう. 
′っ っ ぉうかぇ ゅぇかっくうお くぇ しなょぉぇすぇ. ′っ しぇきけ いぇさぇょう すさうすっ しう ょっちぇ う しなあうすっか-

しすゃけすけ しう しなし しかけあくぇすぇ かうつくけしす くぇ こけっすぇ ╃ぇきはく ╃ぇきはくけゃ, ぇ いぇさぇょう すっあおうは 
あさっぉうえ くぇ しなょぉぇすぇ - ょぇ こけゅさっぉっ しなこさせゅ う こなさゃけさけょっく しうく. ‶けしかっょくぇすぇ しおなこぇ 
いぇゅせぉぇ けとっ こぇさう ゃ ょせてぇすぇ え, きぇおぇさ いぇ こさっょ たけさぇすぇ ょぇ さぇいしなあょぇゃぇ そうかけしけそ-
しおう いぇ しきなさすすぇ. 
¨す くぇつうくぇ, こけ おけえすけ ぉはゅぇす けつうすっ え ゃ すっいう きけきっくすう, さぇいぉうさぇて, つっ こけかぇゅぇ くっ-

うしすけゃう せしうかうは ょぇ... いぇゅかせてう ぉけかおぇすぇ, おけはすけ くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ は くぇこせしくっ. 
╆ぇ しっぉっ しう おぇいゃぇ, つっ っ っょくぇ とぇしすかうゃぇ ぉぇぉぇ. [ぇょゃぇ しっ くぇ ゃくせつおぇ, おけはすけ ちはかぇ 

いうきぇ すぇいう ゅけょうくぇ っ ぉうかぇ „くぇ ぉぇぉうく ょけき”. ╁なゃ ゃさっきっすけ けすゃなょ ゅさうあうすっ いぇ 
ゃくせつおぇすぇ, くぇきうさぇ ゃさっきっ いぇ たうかはょうすっ しう こけつうすぇすっかう うい しすさぇくぇすぇ, いぇ こけさっょ-
くうは しう さけきぇく うかう しすうた う いぇ きかぇょうすっ こけっすう う こうしぇすっかう けす かうすっさぇすせさくぇすぇ ゅけし-
すけこさうっきくうちぇ ゃ しけそうえしおけすけ つうすぇかうとっ „╃-さ ‶っすなさ ╀っさけく”. 
]さっとぇきっ しっ し くっは ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ せきっさっくぇすぇ きぇえしおぇ ゃっつっさ, しかっょ こけさっょくぇすぇ 

ゃょなたくけゃっくぇ しさっとぇ し くっえくう つうすぇすっかう すせお. 
‶けゃけょなす - こけしかっょくぇすぇ え おくうゅぇ - さけきぇくなす „╃ゃっ けつう かのぉけゃ”. ] せすけつくっくうっ-

すけ くっういきうしかっく. ‶さういくぇゃぇ, つっ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ さけきぇくぇ え しすけはす ょせきうすっ くぇ っょくぇ 
ぉぇぉぇ: „′ぇ すけいう しゃはす ゃしなとくけしす くうとけ ょさせゅけ くっ きせ すさはぉゃぇ くぇ つけゃっお, けしゃっく ょゃっ 
けつう かのぉけゃ”.

ゃぇた くぇ ╃ぇきはく こさぇゃけすけ ょぇ しっ 
ゃかのぉゃぇ. 》けさぇすぇ ょぇ くっ しう きう-
しかはす, つっ ちはかぇすぇ きせ かのぉけゃくぇ 
かうさうおぇ っ こけしゃっすっくぇ くぇ あっくぇ 
きせ. ╇きぇ ぇおさけしすうたけゃっ: ¨ぉう-
つぇき すっ, ╊のぉおっ, う すっ あっかぇは; 
けぉうつぇき すっ, ′っかう, ┿かぉっくぇ, 
╋ぇさうは う す.く. ╇ きせ おぇいゃぇた: 
┿ ぉっ, ╃ぇきはくっ, きくけゅけ けぉっい-

ちっくはゃぇて ょせきぇすぇ けぉうつぇき すっ, 
くっ きう は おぇいゃぇえ くぇ きっくっ. ′ぇ 
くっゅけ きせ しっ うしおぇてっ ょぇ ぉなょっ 
おぇすけ ゃしうつおう う ぇい ゅかっょぇた ょぇ 
くっ こさっつぇ. 
′っ うしおぇた う くっ きけあった ょぇ しすぇ-

ゃぇき けさすぇお くぇ あうゃけすぇ, おけえすけ 
きせ ぉっ けすくっか, おぇおゃけすけ きけあっ. 
╄, くっ きう っ ぉうかけ こさうはすくけ, おけ-
ゅぇすけ しなき さぇいぉうさぇかぇ くはおけう 
すぇおうゃぇ さぇぉけすう, くけ くっ しなき 
こさぇゃうかぇ しちっくう.

- ╉ぇお あうゃっっすっ ょくっし? 
- ′っ しっ けこかぇおゃぇき. ‶さけしすう-

さぇき しっ しこけさっょ つっさゅぇすぇ しう. 
╅うゃっは いぇっょくけ し きぇかおうは しう 
しうく. ╉けゅぇすけ うきぇ くせあょぇ, こけ-
きぇゅぇき う くぇ ょなとっさは しう ゃ けす-
ゅかっあょぇくっすけ くぇ ゃくせつおぇすぇ. 
╄ょうく ゅけかはき そさっくしおう こうしぇすっか 
おぇいゃぇ, つっ あうゃけすなす くっ ぉう くう 
ういゅかっあょぇか すけかおけゃぇ かけて, ぇおけ 
くっ ゅけ おさけはたきっ し ゅけかっきうすっ くけ-
あうちう くぇ くぇてうすっ あっかぇくうは. 
╁ きけきっくすぇ ういこけかいゃぇき きぇかおう 
くけあうちう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ っ っょうくしすゃっくうはす ょけしっゅぇ ゃ うしすけさう-
はすぇ „しうく” おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ ゅけ いくぇっ ゃしっおう 
おぇいぇくかなつぇくうく. ¨ぉぇつっ きぇかおけ いくぇはす, つっ くぇ しすけ こさけ-
ちっくすぇ ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ っ つうしす ぇさしっくぇかっち - ういゃなく つっ-
すうさうすっ ゅけょうくう くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” 6, こさっい けしすぇくぇ-
かけすけ ゃさっきっ けす あうゃけすぇ しう ]ぇさぇそけゃ っ さぇぉけすうか しぇきけ 
ゃ „┿さしっくぇか”. ̈ す 1975-すぇ ゅけょうくぇ, し 4 ゅけょうくう こさっおなし-
ゃぇくっ - しぇきけ う っょうくしすゃっくけ すせお. ╆ぇ くっゅけ すけゃぇ っ しなゃしっき 
っしすっしすゃっくけ - さぇいぉうさぇ しっ けす てうさけおぇすぇ せしきうゃおぇ くぇ 
つけゃっお, ゃうょはか きくけゅけ う けちっくうか しこけおけえしすゃうっすけ, おけっ-
すけ くけしう こさけそっしうけくぇかういきなす う こけいくぇゃぇくっすけ くぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ, おなょっすけ しっ つせゃしすゃぇて しうゅせさっく ゃ けくけゃぇ, おけっすけ 
こさぇゃうて. ╆ぇすけゃぇ, ぇおけ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ぉけかおぇ けす おきっすせ-
ゃぇくっすけ きせ けしすぇゃぇ いぇゅせぉぇすぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ しけぉしすゃっ-
くけしす ゃなさたせ ゅさぇょしおうは こぇいぇさ, しょっかおぇ, おけはすけ ]ぇさぇそけゃ 
すぇおぇ う くっ こけょこうしゃぇ, すけ くぇえ-ゅけかはきけすけ きせ せょけゃかっすゃけ-
さっくうっ っ うきっくくけ いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ „┿さしっくぇか” う ゅけかっ-
きうすっ おぇいぇくかなておう こさっょこさうはすうは. ╆ぇこぇいゃぇくっ けす さぇい-
させたぇすぇ. ′ぇ こさっょこさうはすうは, いぇ おけうすけ てぇくしなす こけ けくけゃぇ 
ゃさっきっ - ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお, ょぇ 
ぉなょぇす さぇいしうこぇくう, おぇおすけ すけゃぇ しすぇゃぇ ょさせゅぇょっ, っ けおけく-
つぇすっかくけ いぇゅせぉっく. ╇ - しかぇゃぇ ╀けゅせ!

╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ っ けす きぇかおけすけ 
しこっちうぇかうしすう ゃ „┿さしっくぇか”, 

いぇゃなさてうかう こけ けくけゃぇ ゃさっきっ くぇ 
いぇこぇょ けす ]けそうは. ╃けおぇすけ こけゃっつっ-
すけ けすうゃぇす ゃ 〈せかぇ う ╊っくうくゅさぇょ し 
さぇいこさっょっかっくうっ う けょけぉさっくうっ けす 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ けさなあっえくうちぇ-
すぇ, すけえ いぇきうくぇゃぇ しかっょ おけくおせさし 
こけ せしこった けす こなさゃう おせさし くぇ ╁╋╄╇ 
- ]けそうは  ゃ ╀さぇすうしかぇゃぇ. ╁ ぉうゃてぇ 
』ったけしかけゃぇおうは いぇきうくぇゃぇ けとっ 
っょうく ぉなかゅぇさしおう しすせょっくす - ゃ ‶さぇ-
ゅぇ, ょけおぇすけ ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ うい-
ぉうさぇ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす 
ゃ ╀さぇすうしかぇゃぇ う すったくうつっしおぇすぇ 
おうぉっさくっすうおぇ. ╉なき おうぉっさくっすう-
おぇすぇ うくあ. ]ぇさぇそけゃ うきぇ うくすっさっし 
けとっ けす きぇかなお, おけゅぇすけ こさけはゃはゃぇ 
かのぉけこうすしすゃけ う おなき っかっおすさけくう-
おぇすぇ. ¨とっ ゃ ょっすしおうすっ ゅけょうくう 
しすぇゃぇ さぇょうけかのぉうすっか. ] けゅさけきくぇ 
すさなこおぇ しかっょう ゃさないおうすっ きっあ-
ょせ さぇょうけしうしすっきうすっ ゃ さぇいかうつくう 
しすさぇくう, いぇゃなさいゃぇ くけゃう こさうは-
すっかしすゃぇ. ╉ぇいぇくかなておけすけ きけきつっ 
けす くぇえ-しすぇさけすけ  せつうかうとっ „╉せかぇ-
すぇ”  さぇいてうさはゃぇ しゃけは しゃはす, ゅさぇょう 
きっつすう. ╋っつすう, しゃなさいぇくう し っかっお-
すさけくうおぇすぇ. ╃くっし うくあ. ]ぇさぇそけゃ 
っ さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ 
„╇くそけさきぇちうけくくう すったくけかけゅうう” 
ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. ╆ゃっくけすけ っ つぇしす 
けす ぉうゃてうは ╄╇『, おけえすけ くぇゃさっきっ-
すけ くぇぉさけはゃぇか 240 ょせてう. ╇きっくくけ 
ゃ ╄╇『  うくあ. ]ぇさぇそけゃ こさけたけあょぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” - こさう こなさゃうすっ おけき-
このすさう, おけうすけ すけゅぇゃぇ いぇっきぇす こけ 
200-300 おゃぇょさぇすくう きっすさぇ こかけと, 
ぇ ゃなさてぇす さぇぉけすぇ おけかおけすけ しぇきけ 
っょうく ょくってっく すぇぉかっす... 『はかけすけ 
すけゃぇ ぉせさくけ さぇいゃうすうっ くぇ すけいう 
こさけきうてかっく しっおすけさ きうくぇゃぇ こさっい 
けつうすっ しぇきけ くぇ っょうく つけゃっておう 
あうゃけす, くけ いぇ うくあ. ]ぇさぇそけゃ すけゃぇ 
っ しなゃしっき くけさきぇかくけ.

‶なさゃうはす おけきこのすなさ, おけえすけ 
]ぇさぇそけゃ いぇゃぇさゃぇ ゃ

„┿さしっくぇか”, っ „╋うくしお 32”

╀ぇとぇすぇ くぇ おけきこのすさうすっ ゃ „┿さ-
しっくぇか” - けゅさけきくぇ きぇてうくぇ ゃ けゅ-
さけきくぇ いぇかぇ. ╇ けとっ - きぇゅくうすくう 
かっくすう, おぇさすけけぉさぇぉけすゃぇとう せし-
すさけえしすゃぇ, きくけあっしすゃけ たけさぇ, おけう-
すけ けぉしかせあゃぇす きぇてうくぇすぇ... ‶けしかっ 
うょゃぇ ╄] - 1020 う っょゃぇ すけゅぇゃぇ - 
こなさゃうはす IBM - くぇ しすぇさけ, くけ うし-
すうくしおう, ぇきっさうおぇくしおう. 〈けゅぇゃぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” うょゃぇす う こなさゃうすっ ょう-
しおけゃっ. ̈ ゅさけきくうすっ ょうしおけゃう こぇおっ-
すう しっ けぉしかせあゃぇす けす 30-40 ょせてう 
こけょょさなあおぇ, おけうすけ しっ ゅさうあぇす う 
いぇ すったくうおぇすぇ. ╇くそけさきぇちうは, おけは-
すけ しっゅぇ こっさしけくぇかっく おけきこのすなさ 
けぉさぇぉけすゃぇ いぇ 1-2 きうくせすう, すけゅぇ-
ゃぇ しっ こさったゃなさかは うい きぇてうくぇすぇ いぇ 

こけ 5-6 つぇしぇ - ゃさっきっ, こさっい 
おけっすけ ゃなさゃう しぇきけ 1 そぇえか... 
╃っしっすおう ょせてう つうしすはす, しきぇい-
ゃぇす, かなしおぇす, ゅけくはす ゃしはおぇ 
こさぇてうくおぇ, おけはすけ きけあっ ょぇ 
ぉかけおうさぇ きぇてうくぇすぇ, けぉさぇ-
ぉけすゃぇとぇ うおけくけきうつっしおぇすぇ 
うくそけさきぇちうは いぇ いぇこかぇすうすっ 
くぇ ぉかういけ 20-たうかはょうすっ けさな-
あっえくうちう. ╇くそけさきぇちうはすぇ, 
おけはすけ すけゅぇゃぇ しっ けぉさぇぉけすゃぇ, 
っ こさっょうきくけ うおけくけきうつっしおぇ: 
くぇぉうさぇす しっ こっさそけおぇさすう し 
ょぇくくうすっ いぇ いぇさぇぉけすおぇすぇ 
- きぇてうくぇすぇ さぇいつうすぇ - しなし-
すぇゃはす しっ かうつくうすっ しきっすおう - 
ういつうしかはゃぇす しっ ぉさうゅぇょくうすっ 
いぇさぇぉけすおう - そけさきうさぇ しっ さぇ-
ぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ. 『はか ╄╇『 
しっ いぇくうきぇゃぇ し おぇょさけゃぇすぇ 
しうしすっきぇ う くぇかうつくけしすすぇ こけ 
しおかぇょけゃっすっ.
╇くあ. ]ぇさぇそけゃ しっ つせゃしすゃぇ 

すけつくけ くぇ きはしすけすけ しう, いぇぉさぇ-
ゃは こなさゃけくぇつぇかくうすっ くっこさう-
はすくけしすう, しゃなさいぇくう し けすおぇいぇ 
ょぇ ぉなょっ こさうっす ゃ „┿さしっくぇか” 
いぇさぇょう しなきくっくうは ゃ つうしすけ-
すけ きうくぇかけ, おぇおすけ くぇゃさっきっ-
すけ くぇさうつぇたぇ さけょしすゃっくうすっ 
ゃさないおう し ぉさぇすけゃつっょう, ういぉは-
ゅぇかう くぇ ╆ぇこぇょ こけ 9-すう 1944-
すぇ. ╃ぇ きせ しっ ゅかぇしせゃぇ ょけゃっ-
さうっ ゃ „┿さしっくぇか” こけきけゅくぇか 
くっ ょさせゅ, ぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ 
- こけ-おなしくけ おきっす ょゃぇ きぇくょぇ-
すぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ すけゃぇ しう-
ゅせさくけ うきぇかけ くっとけ いくぇおけゃけ, 
きぇおぇさ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ うくあ. 
]ぇさぇそけゃ ょぇ くっ しう っ う こけきう-
しかはか, つっ くはおけゅぇ とっ すさなゅくっ 
ょぇ しすぇゃぇ おきっす. ╁しなとくけしす, 
すけえ くっ しう ゅけ きうしかっか くぇょなか-
ゅけ う くぇゃさなた ういょうゅぇくすけ くぇ 
おぇくょうょぇすせさぇすぇ きせ いぇ おきっす 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっょ-
かけあっくうっすけ けす しうくうすっ うょゃぇ 
ゃくっいぇこくけ - おけゅぇすけ ゃ こけしかっょ-
くうは きけきっくす 》さうしすけ ╂っくっゃ, 
しっゅぇ ょうさっおすけさ くぇ 》せょけあっしす-
ゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
しっ けすおぇいゃぇ けす くけきうくぇちうはすぇ, 
おけはすけ ]╃] きせ ょぇゃぇ  おぇすけ 
おぇくょうょぇす いぇ おきっす. ╉ぇすけ 
こさっょしすぇゃうすっか くぇ „╄おけゅかぇし-
くけしす”, ]ぇさぇそけゃ けすうゃぇ くぇ うい-
ぉけさうすっ くぇ おさうかっすっ くぇ ゃょなた-
くけゃっくうっすけ くぇ しうくはすぇ うょっは. 
╇ こっつっかう し 62%.

╁ けぉとうくぇすぇ  うょゃぇす,
けぉぇつっ, すさせょくう ゃさっきっくぇ

¨す すはた - くぇえ-すさせょくけすけ - 
しすぇつおぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか”... ╇ 
けとっ - ゃさっきっくぇすぇ くぇ ぉっい-
こぇさうつうっすけ けす 1991-ゃぇ ょけ 

1994-すぇ. 〈けゃぇ おきっすなす ]ぇさぇ-
そけゃ っ いぇこけきくうか し こけしすけはく-
くぇすぇ かうこしぇ くぇ しさっょしすゃぇ, し 
ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ さけすぇちうけくっく 
こさうくちうこ くぇ ういこかぇとぇくっ くぇ 
いぇこかぇすうすっ: っょうくうはす きっしっち 
- こなさゃけ ゃ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ-
すけ, こけしかっ ゃ おせかすせさぇすぇ う す.く.; 
しかっょゃぇとうは きっしっち - けぉさぇ-
すくけ... 〈けかおけゃぇ くはきぇかけ こぇさう, 
つっ っょうく かっおぇさ ういおぇさゃぇ ぉけ-
かくうすっ けす けすょっかっくうっすけ ょぇ 
しすぇつおせゃぇす う すっ くぇゃなく. ¨ぉぇつっ 
- いぇこかぇすうすっ ゃ けぉさぇいけゃぇくうっ-
すけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ぉうかう こけ-ゃうしけおう けす しさっょくうすっ 
ゃ しすさぇくぇすぇ. 
╉きっすなす ]ぇさぇそけゃ こけきくう 

せこさぇゃかっくうっすけ しう う しなし しすさせお-
すせさくぇ さっそけさきぇ ゃ ¨ぉとうくぇすぇ 
- しなおさぇとぇゃぇす しっ 550 ょせてう. 
„]うくは きっすかぇ”, けぉぇつっ, ゃ ̈ ぉとう-

くぇすぇ くっ っ うきぇかけ, おぇすっゅけさうつっく 
っ ]ぇさぇそけゃ. ]ぇき こさういくぇゃぇ, つっ 
っょゃぇ 3-きぇ  ょせてう しう けすうゃぇす こけ 
こけかうすうつっしおう こさうつうくう. ′け: 
”〈けつくけ すっ くっ きう しっ しなさょはす”, 
せしきうたゃぇ しっ ょくっし っょうくしすゃっくう-
はす しうく おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. ¨す 
くぇいくぇつっくうすっ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ 
ゃ ¨ぉとうくぇすぇ う ょけ ょくっし けしすぇ-
ゃぇす きくけゅけ たけさぇ - こぇお しっ せし-
きうたゃぇ ]ぇさぇそけゃ. ′ぇゃっょくなあ しっ 
ういしうこゃぇ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ 
きくけゅけ くぇさけょ けす ′╇〈╇. ¨ぉぇつっ, 
ゃしうつおう, ょけてかう ゃ ¨ぉとうくぇすぇ, 
きうくぇゃぇす こさっい おけくおせさし - うい-
こうす こけ すっけさっすうつくぇ こけょゅけゅけゃ-

おぇ. 〈けゃぇ っ ゃさっきっすけ くぇ こなさゃぇ-
すぇ こさうゃぇすういぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╁ すなさしっくっ くぇ ういゅけょくう しょっかおう 
¨ぉとうくぇすぇ こさうぉはゅゃぇ ょけ おけく-
しせかすぇくすしおぇすぇ こけきけと くぇ KPMG 
- ]けそうは. ╃くってくぇすぇ けちっくおぇ くぇ 
おきっすぇ ]ぇさぇそけゃ っ, つっ しょっかおうすっ 
しぇ せしこってくう. ′ぇ ういかういぇくっ けす 
おぇぉうくっすぇ しかっょ 4 ゅけょうくう すけえ 
けしすぇゃは こけ しきっすおうすっ くぇ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお けおけかけ 2 きかく. かゃ. 
„╀はた いぇ つうしすぇ こさうゃぇすういぇちうは, 
くぇこさぇゃうたきっ ゃしうつおけ ゃないきけあくけ 
ょぇ こけおぇあっき くぇ ゅさせこうさけゃおう くぇ 
]╇╉ う ╁╇], つっ くっ っ あっかぇすっか-
くけ すはたくぇすぇ さなおぇ ょぇ くぇゃかういぇ 
ゃ ぉういくっしぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╃け-
ゃけかっく しなき, つっ せしこはたきっ ょぇ いぇ-
こぇいうき ゅけかっきうすっ おぇいぇくかなておう 
こさっょこさうはすうは, けしけぉっくけ „┿さしっ-
くぇか”, ょけおぇすけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ ゃ 
ょさせゅう ゅさぇょけゃっ すけゃぇ くっ ぉってっ 
しすけさっくけ”, けす  こけいうちうはすぇ くぇ 
ゃさっきっすけ しっ さぇょゃぇ おきっすなす ]ぇ-
さぇそけゃ. ╇きっくくけ - かけてぇすぇ こさう-
ゃぇすういぇちうは っ こさうつうくぇすぇ, おけはすけ 
しぇき ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ ういすなおゃぇ, 
いぇ ょぇ しっ けすすっゅかう けす こけかうすう-
おぇすぇ - くっ っ しなゅかぇしっく し きったぇ-
くういきぇ くぇ さぇいょなさあぇゃはゃぇくっ 
こけ ゃさっきっすけ くぇ ╉けしすけゃ. ╁ ╉ぇ-
いぇくかなお, けぉぇつっ, こけ ゃさっきっすけ くぇ 
おきっすぇ ]ぇさぇそけゃ しなとけ うきぇ くっ-
ういゅけょくう いぇ けぉとっしすゃけすけ しょっか-
おう. ′け すけえ くっこさっきっくくけ ょなさあう 
ょぇ おぇあっ ゃっょくなあ いぇゃうくぇゅう くぇ 
たけさぇすぇ: 

„′っ しなき こけょこうしゃぇか
ょけゅけゃけさぇ いぇ こさけょぇあぉぇすぇ

くぇ こぇいぇさぇ” 

╇ ょくっし おきっすなす ]ぇさぇそけゃ しきは-
すぇ, つっ „いかぇすくぇすぇ おけおけておぇ” くぇ 
╉ぇいぇくかなお - おけけこっさぇすうゃくうはす 
けぉとうくしおう こぇいぇさ, おけえすけ ぉう 
きけゅなか ょぇ くけしう しうゅせさくう こさう-

たけょう くぇ きっしすくぇすぇ たぇいくぇ, っ こけ-
たぇさつっく いぇ „あなかすう しすけすうくおう”. 
‶せしおぇ あぇかぉぇ ゃ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ 
しさっとせ しょっかおぇすぇ... ╃けゅけゃけさぇ, 
しかっょ さってっくうっすけ くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす, おきっすなす ]ぇさぇそけゃ 
すぇおぇ う くっ こけょこうしゃぇ. ‶さっょせ-
こさっあょぇゃぇ う いぇきっしすくうおぇ しう ょぇ 
くっ ゅけ こさぇゃう, ぇおけ こけこぇょくっ  こけょ 
くぇすうしお けす しなゃっすくうちう. ′け すけゃぇ 
しっ しかせつゃぇ. 〈ぇおぇ おぇいぇくかなておう-
はす こぇいぇさ, きけあっ ぉう っょうくしすゃっ-
くうはす けぉとうくしおう こぇいぇさ せ くぇし, 
しすぇゃぇ つぇしすっく. ‶さけょぇょっく っ いぇ 
しせきぇすぇ けす こさけゅくけいくうすっ ぉさせすけ-
こさうたけょう いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ, こさう 

すけゃぇ - いぇ 10 ゅけょうくう し さぇいしさけ-
つっくけ こかぇとぇくっ... ]なあぇかはゃぇ う 
いぇ かけてけ くぇこさぇゃっくうは ょけゅけゃけさ 
いぇ いぇゅせぉっくうは うきけす ゃ ′っしっぉなさ 
– おぇすけ つぇしす けす しゅさぇょぇすぇ くぇ ゅけ-
かはきぇ そうさきっくぇ しけそうえしおぇ こけ-
つうゃくぇ しすぇくちうは. 
╇くぇつっ, こさっい すけゃぇ ゃさっきっ 

せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ]ぇさぇそけゃ 
しっさうけいくけ しっ ぇくゅぇあうさぇ し ょっえ-
くけしすすぇ くぇ けぉとうくしおうすっ そうさきう. 
┿ すっ すけゅぇゃぇ しぇ きくけゅけ. ╁ „╀ぇか-
おぇく – ╉”  こけつゃぇ ぉういくっしなす し 
ぇこすっおうすっ, くけ いぇさぇょう しけちうぇか-
くぇすぇ きせ うょっは – ょぇ しっ いぇょなさ-
あぇす おけかうつっしすゃぇ かっおぇさしすゃぇ いぇ 
くせあょうすっ くぇ ぉけかくうちぇすぇ, おけはすけ 
くっ しう こかぇとぇ さっょけゃくけ, くっとぇすぇ 
くっ こけすさなゅゃぇす こけ くぇえ-ょけぉさうは 
くぇつうく. ′ぇ ゃっしすくうお „╇しおさぇ” しっ 
ょぇゃぇす けそうし う ょゃぇ きぇゅぇいうくぇ 
いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ ょっえくけしす-
すぇ,  けぉっょうくはゃぇす しっ ょゃっ しすさけ-
うすっかくう そうさきう, こけょこけきぇゅぇ しっ 
》かっぉけいぇゃけょなす... ╁ しかっょゃぇとうは 
きぇくょぇす, けぉぇつっ, こけつゃぇす ゅけかっ-
きうすっ こさけょぇあぉう, しなし しなあぇかっ-
くうっ おけくしすぇすうさぇ ]ぇさぇそけゃ. ′っ 
いぇさぇょう しぇきうすっ こさけょぇあぉう, ぇ 
いぇさぇょう くっういゅけょくうすっ いぇ けぉとう-
くぇすぇ しょっかおう.
¨す おきっすせゃぇくっすけ しう ]ぇさぇそけゃ 

しう しこけきくは けとっ:  ぉういくっしゃさない-
おうすっ し ゅさぇょけゃっすっ おさぇえ ]けかせく, 
おけくすぇおすうすっ し ゅさぇょけゃっすっ-こけぉ-
さぇすうきう, おぇつっしすゃぇすぇ くぇ たけさぇ-
すぇ, し おけうすけ っ さぇぉけすうか う おけうすけ 
くうおけゅぇ くっ っ ょっかうか くぇ „しうくう” 
う „つっさゃっくう”. ′っ ゅう ょっかう う 
しっゅぇ - しすけう ょぇかっつ けす こけかう-
すうおぇすぇ, ょぇゃぇ しなゃっすう しぇきけ, 
おけゅぇすけ きせ ゅう こけうしおぇす, しかっょう 
しなぉうすうはすぇ ゃ きっょううすっ - くぇえ-
つっしすけ  ゃ うくすっさくっす /くぇかう っ うく-
あっくっさ-っかっおすさけくうお.../. ╆ぇすけゃぇ 
きかぇょうすっ  ょくっし ゅけ こけいくぇゃぇす 

くっ すけかおけゃぇ おぇすけ ぉうゃて おきっす, 
おけかおけすけ おぇすけ つけゃっお し ぇおすうゃくぇ 
こけいうちうは ゃ ゅさせこうすっ う おけきっくすぇ-
さうすっ おなき うくすっさくっす-きっょううすっ. 
′っ っ ぇおすうゃっく ゃ こけかうすうおぇすぇ, 
いぇとけすけ: ”╋くけゅけ いぇゅせぉうたきっ けす 
かけてぇ こさうゃぇすういぇちうは. [ぇいさせてう 
しっ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ. 
╆ぇすけゃぇ しぇ ゃうくけゃくう ゃしうつおう, 
けぉかぇゅけょっすっかしすゃぇたぇ しっ, おぇおすけ 
たけさぇ ゃ ょはしくけ, すぇおぇ う ゃ かはゃけ, 
くっ すけかおけゃぇ - けこさっょっかっくう こぇさ-
すうう, おけかおけすけ - けこさっょっかっくう 
おさなゅけゃっ...”.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

С  внучето 
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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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¨くたそうかおてあ せあ かおけせ 
さすかて - あちつかせあしかぬ

╇かてかちあせけ:

╇あせみ - あちつかせあしつさあてあ ぬあちけぬあ

„╅ちつかせあし“ うちひねけ つてけたかせおけけ せあ とねかせけぬけ

〉あおかきおあ ′あにあちけかうあ:
]まいそう か おあ ちあくおあうあの おとのあてあ つけ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:
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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: ]うかゃうは ]すぇくつっゃぇ ╊ぇきぉけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 2/120

╃かなあくけしす: ╋ぇゅぇいうくっさ

╂けょうくう: 28

╆けょうは: 〈っかっち

》けぉう: ]こけさす う さぇいたけょおう

¨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.

[『╅‶ 〉╅ を¨╈╅『¨【╊!

[╅′╅〉]ぇ[ - [〈╊【』[╅ 』》¨『[╅ 
′╅ 〉《╇¨っ ‒『╊〉』[¨ 》『╊〈¨╊『

ごÑó ó çó¢
╆ぇ こなさゃう こなす けす 16-すう ょけ 18-すう のくう

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ っ ょけきぇおうく くぇ ╃あぇい そけさせき
╁けおぇかくうはす ょあぇい う くぇえ-ょけぉさうすっ きせ さけょくう こさっょしすぇゃうすっかう 

しぇ ゃなゃ そけおせしぇ くぇ こなさゃけすけ ういょぇくうっ, ぇ こけしかぇくうっすけ くぇ そけさせ-
きぇ っ „╃あぇいなす こっっ くぇ ぉなかゅぇさしおう”.
╉けくちっさすう とっ ういくっしぇす ╈なかょない ╇ぉさぇたうきけゃぇ, おけはすけ くぇしおけさけ 

つっしすゃぇ しゃけは 60-ゅけょうてっく のぉうかっえ,  ‶っすなさ ]ぇかつっゃ, ╋ぇさうくぇ 
╂けしこけょうくけゃぇ, ╋うかうちぇ ╂かぇょくうておぇ. ]さっょ しこっちうぇかくうすっ ゅけしすう 
ゃ ゅさぇょぇ くぇ かうこうすっ とっ しぇ けとっ ぇきっさうおぇくしおぇすぇ ょあぇい う ゅけしこなか 
こっゃうちぇ ╃あぇくうし 》ぇさうくゅすなく, ]すっそおぇ ¨くうおはく.  
╁ すさう こけさっょくう ょくう こさっょう くぇつぇかけすけ くぇ しなぉうすうっすけ こさっょそっ-

しすうゃぇかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ ゃおかのつゃぇ う おけくちっさすう いぇ くぇえ-きぇかおうすっ 
し „╃あぇい いぇ ょっちぇ し ╁っくちう ╀かぇゅけっゃ”.

╁たけょなす いぇ ゃしうつおう おけくちっさすう っ しゃけぉけょっく!

. . 

ПРОГРАМА
2 - 24 юни

02 のくう
11.00 - ′』 “╇しおさぇ“
╉けくおせさし いぇ ょっすしおぇ こっしっく

02 のくう
11.00 - ╁けっくっく おかせぉ
╉けくおせさし いぇ きかぇょう ういこなかくうすっかう „╄ょくぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ さけいぇ“ (ゃ おぇすっゅけさうう 8-19ゅ.)

02 のくう
12.00 - ‶ぇさお “[けいぇさうせき”
„》かはぉなす くぇ ぉなかゅぇさうくぇ - けぉさっょ, ぉうす う 
ゃはさぇ“ - ういかけあぉぇ う ょっゅせしすぇちうは くぇ すさぇょう-
ちうけくくう たかっぉくう ういょっかうは

02 のくう
19.00 - 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは
╄すくうおぇ《╄]〈: おけくちっさす くぇ „╃╁〉╂╊┿]” – 
ぉなかゅぇさしおう ぉぇかぇょう う こっしくけこっくうは

02 のくう
21.00 - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
╃っく くぇ ╀けすっゃ: Tなさあっしすゃっくぇ いぇさは-こさけゃっさおぇ

03 のくう
10.00 - [けいけゃうすっ ゅさぇょうくう
]こっおすぇおなか „[けいけぉっさ”

03 のくう
10.00 - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
╋ぇあけさっすくけ てけせ

03 のくう
12.00 - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
╉ぇさくぇゃぇか くぇ さけいぇすぇ, こさうさけょぇすぇ う すさぇょうちううすっ

03 のくう
13.30 - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
《けかおかけさっく おけくちっさす

03 のくう
15.00 - ╄すくけゅさぇそしおう おけきこかっおし “╉せかぇすぇ”
[けいけゃぇさっくっ 

03 のくう - 10のくう
18.00 - ┿かうけかけゃぇすぇ おなとぇ
╇いかけあぉぇ: „╉けょなす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ てっゃうちぇ“

05 のくう
17.00 - 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは 
′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし-くぇゅさぇあょぇゃぇくっ 
„‶さうおぇいおぇ いぇ さけいぇすぇ“ (7-18 ゅ.) - ういはとくう 
ういおせしすゃぇ, っすくけゅさぇそうは

05 のくう - 24のくう
》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは
¨すおさうゃぇくっ くぇ ういかけあぉぇ けす そけすけこかっくっさぇ 
„╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ“

07 のくう - 10のくう
′』 „╇しおさぇ“
′ぇちうけくぇかっく そっしすうゃぇか くぇ おぇきっさくう そけさ-
きう: すぇくちけゃけ, ゃけおぇかくけ う すっぇすさぇかくけ ういおせ-
しすゃけ

09 のくう
21.00 - ]すぇょうけく “]っゃすけこけかうし”
╉けくちっさす くぇ ぇきっさうおぇくしおうは ょあぇい おうすぇさうしす 
]すっくかう ╃あけさょぇく
 

08 のくう - 10 のくう
╇しすけさうつっしおう きせいっえ “╇しおさぇ”
《っしすうゃぇか: „╁うくけ う さけいう ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ 
すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ”
- ′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし いぇ さけいっ
- ╂ぇかっさうは くぇ きけょっさくうすっ ぉなかゅぇさしおう ゃうくけこ-
さけういゃけょうすっかくう こさぇおすうおう- ういかけあっくうっ
- ┿さす ょっきけくしすさぇちうう くぇ しすぇさうくくう たせょけ-
あっしすゃっくう すったくうおう - うおけくけこうし し さけいけゃけ 
きぇしかけ

08 のくう
19.00 - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ “┿さしっくぇか”
¨こっ[¨╆┿: „╀なかゅぇさう けす しすぇさけ ゃさっきっ” こけ 
きせいうおぇ くぇ ┿しっく ╉ぇさぇしすけはくけゃ ゃ ういこなかっくうっ 
くぇ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けこっさぇ う ぇくしぇきぉなか „╆ぇ-
ゅけさっ“

09 のくう
10.00 - ]っかけ [なあっくぇ
[うすせぇか  さけいけぉっさ

09 のくう
19.30 - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
╉けくおせさし-しこっおすぇおなか “『ぇさうちぇ くぇ ╃けかうくぇ くぇ さけいうすっ“

15 のくう
′』 “╇しおさぇ”
„′ぇえ-たせぉぇゃけすけ けす けこっさっすうすっ” – おけくちっさす 
くぇ たけさ „‶っすおけ ]すぇえくけゃ”う しけかうしすう

17 のくう
18.00 - ╇くそけさきぇちうけくっく  ちっくすなさ „╇しおさぇ“
′ぇゅさぇょぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ „′ぇえ-ょけぉなさ くけゃ 
ぉなかゅぇさしおう おけいきっすうつっく こさけょせおす くぇ けしくけ-
ゃぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおけ さけいけゃけ うかう っすっさうつくけ 
きぇしかけ“ -ゃさなつゃぇくっ くぇ ゅさぇきけすう う くぇ くぇゅさぇ-
ょぇ „[けいぇ ょぇきぇしちっくぇ”

22 のくう
10.00 - ╋っゅぇかうすぇ くぇょ ╀せいけゃゅさぇょ
╄すくうおぇ《╄]〈: ちっさっきけくうは, こけしゃっすっくぇ くぇ 
かはすくけすけ しかなくちっしすけっくっ

22 のくう
20.00 - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ “┿さしっくぇか”
╄すくうおぇ《╄]〈: „╇いこさぇとぇくっ くぇ しかなくちっすけ“, 
╉けくちっさす くぇ ╄かうちぇ 〈けょけさけゃぇ う ]すけはく ぅく-
おせかけゃ (]すせくょあう)

23 のくう
19.00 - ′』 “╇しおさぇ”
¨こっ[¨╆┿: „╆きっえけゃぇ しゃぇすぉぇ“ (こけしすぇくけゃおぇ 
くぇ けぉとうくしおう すっぇすなさ “╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ”

24 のくう
10.00 - ]ちっくぇ “〈のかぉっすけ”
╄くぬけゃしおう さうすせぇかう - ゃうっくっ くぇ ゃっくっち,  ぉうか-
おけゃぇ ぇさおぇ, さうすせぇか „╄くぬけゃぇ ぉせかは“ う きせいうおぇ

╅さそ てそうあ つてあせか, ちかえけそせひて „おちひたうあ” すせそえそ せあたちかお, そてさちけ
うあて つか せあお 230 すかつてあ くあ うけつそさそさうあしけなけぬけちあせけ つたかぬけあしけつてけ

╀なかゅぇさしおうはす っくっさゅうっく たけかょうくゅ う ╄くっさゅうえくうはす しうしすっきっく 
けこっさぇすけさ ょぇ しっ こさっきっしすはす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈けゃぇ こさっょかぇ-

ゅぇ くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす う ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ おきっすなす くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╅うゃおけ 〈けょけさけゃ. ‶さっょかけあっくうっすけ きせ ぉっ けこけゃっ-
しすっくけ こせぉかうつくけ  こさっょう ょくう. 
╇くうちうぇすうゃぇすぇ しっ こけょおさっこは けす 〈なさゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇすぇ こぇ-

かぇすぇ, ╉かせぉぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ょゃぇすぇ しうく-
ょうおぇすぇ ゃ けぉかぇしすすぇ. 
╆ぇ すぇいう うょっは こさっょう ょゃっ しっょきうちう しなけぉとうたぇ う ょっこせすぇすうすっ 

けす ╂╄[╀ けす さっゅうけくぇ, おけうすけ いぇはゃうたぇ ,つっ けぉかぇしすすぇ うきぇ ゃしうつおう 
けしくけゃぇくうは ょぇ こさっすっくょうさぇ いぇ ちっくすなさ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ っくっさゅっ-
すうおぇすぇ, おぇすけ くぇしすけはゃぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ょぇ しっ こさっきっしはす ょゃっすっ  
ゅけかっきう うくしすうすせちうう, ゃいっきぇとう さってっくうは いぇ くっは - ╀╄》 う ╄]¨. 

‶さっょかけあっくうっすけ くぇ ょっこせすぇ-
すうすっ ぉっ つぇしす けす うょっはすぇ くぇ ╋] 
う かうつくけ くぇ こさっきうっさぇ ╀けえおけ 
╀けさうしけゃ いぇ ょっちっくすさぇかういぇ-
ちうは う  こさっきっしすゃぇくっ くぇ くはおけう 
きうくうしすっさしすゃぇ う ょなさあぇゃくう 
しすさせおすせさう う ぇゅっくちうう ゃ ゅけかっ-
きうすっ けぉかぇしすくう ゅさぇょけゃっ. ╉ぇすけ 
けしくけゃっく きけすうゃ いぇ ゃくっしっくけすけ 
こさっょかけあっくうっ, こけょおさっこっくけ 
う けす ¨ぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, しっ こけしけつゃぇ 
そぇおすなす, つっ くぇ すっさうすけさうは-
すぇ くぇ けぉかぇしすすぇ しっ くぇきうさぇす 
っくっさゅうえくう ょさせあっしすゃぇ, こさけ-
ういゃっあょぇとう くぇょ 40% けす っか. 
っくっさゅうはすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ. 
‶さっょかけあっくうっすけ いぇ こさっ-

ぉぇいうさぇくっすけ くぇ ╄くっさゅうえくうは 
たけかょうくゅ う ╄くっさゅうえくうは しうしすっ-
きっく けこっさぇすけさ ゃっつっ っ ゃくっしっ-
くけ けそうちうぇかくけ  ゃ ╋] いぇっょくけ 
しなし しくうきおう, し こさっょかけあっくうっ 
いぇ しゅさぇょっく そけくょ う そうくぇくしけゃ 
さぇいつっす. ┿おけ すけ ぉなょっ こさうっすけ, 
ゃ けぉかぇしすすぇ とっ しっ さぇいおさうはす 
くぇょ 230 くけゃう さぇぉけすくう きっし-
すぇ いぇ ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇくう 
しこっちうぇかうしすう.

′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ ゅかぇしせゃぇ 
し きくけいうくしすゃけ いぇおけく, おけえすけ 

いぇぉさぇくはゃぇ くぇこなかくけ すのすのくけこせ-
てっくっすけ くぇ けぉとっしすゃっくう う さぇぉけすくう 
きっしすぇ. 
╃っこせすぇすうすっ いぇぉさぇくうたぇ すのすのくけ-

こせてっくっすけ う くぇ しすぇょうけくう う ゃしはおぇお-
ゃう しこけさすくう けぉっおすう, かっすくう おうくぇ う 
すっぇすさう, こけ ゃさっきっ くぇ しこけさすくう う 
おせかすせさくう こさけはゃう, いぇ おけうすけ いさうすっ-
かうすっ しぇ いぇおせこうかう ぉうかっすう. ¨しすぇゃぇ 
さぇいさってっくけ こせてっくっすけ くぇ しこうさおう-
すっ くぇ ゅさぇょしおうは すさぇくしこけさす, きぇおぇさ 
つっ うきぇてっ こさっょかけあっくうっ う すぇき ょぇ 
くっ しっ ょけこせしおぇ ちうゅぇさっく ょうき.
╂かけぉうすっ いぇ くぇさせてうすっかうすっ くぇ いぇ-

ぉさぇくぇすぇ, しなゅかぇしくけ こさうっすうは くけゃ 
いぇおけく, しぇ けす 50 かっゃぇ ょけ 10 たうかは-
ょう かっゃぇ.
‶さっょう ゅかぇしせゃぇくっすけ ょっこせすぇすうすっ 

しっ しおぇさぇたぇ いぇ いぇぉさぇくぇすぇ いぇ こせ-
てっくっすけ ゃ いぇおさうすう けぉとっしすゃっくう 
きっしすぇ.
‶さうっすうはす いぇおけく くっ しっ こさうっきぇ 

っょくけいくぇつくけ けす ぉなかゅぇさしおけすけ けぉ-
とっしすゃけ. ]さっとせ くっゅけ こさけすっしすうさぇす 
さっしすけさぇくすぬけさう う すせさけこっさぇすけさう.
¨す くぇつぇかけすけ くぇ のくう  くぇ ゃしうつおう 

さぇぉけすくう きっしすぇ ゃ „┿さしっくぇか” しなとけ 
しっ いぇぉさぇくはゃぇ こせてっくっすけ. 

 〈┿

′けゃうはす きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっか くぇ 《さぇくちうは ╅ぇく-╋ぇさお 
╄さけ っ つけゃっおなす, こけょこうしぇか こなさゃうは ょけゅけゃけさ いぇ こけぉさぇすうきは-

ゃぇくっ くぇ ╉ぇいぇくかなお し そさっくしおうは ゅさぇょ ]っくす ╄さぉかっく.
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[╅′╅〉]ぇぃ[╅【╅ を╅『¨を╅ 『《′╅ 2011  
』ぇ╆¨『╅ 《╇╅を¨¨【╊ 〉╅ っ》《〉を¨【╊ 

‶さう けゅさけきっく うくすっさっし こさっきうくぇゃぇ こけしっ-
とっくうっすけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 

2011 ]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ ゃ ぅこけくうは. 〈ぇき すは っ くぇ 
けそうちうぇかくけ こけしっとっくうっ こけ こけおぇくぇ くぇ こけしけか-
しすゃけすけ くぇ ぅこけくうは ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╁ういうすぇすぇ っ いぇおかのつうすっかくぇすぇ つぇしす けす きぇくょぇすぇ 

くぇ すぇいう おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ う ゃおかのつゃぇ こけ-
しっとっくうっ くぇ くぇえ-ゅけかっきうすっ はこけくしおう ゅさぇょけゃっ 
う ょっしっすおう しさっとう し はこけくしおうすっ こさうはすっかう くぇ 
╀なかゅぇさうは. ]かっょ っょくけしっょきうつっく こさっしすけえ ゃなゃ 
《せおせはきぇ - ゅさぇょ, し おけえすけ ╉ぇいぇくかなお うきぇ しこけ-
さぇいせきっくうっ いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ う こさうはすっかしすゃけ, 
う せつぇしすうっ ゃ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ すぇき, くぇ 1-ゃう 
のくう ]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ せつぇしすゃぇ う ゃ ‶さぇいくうおぇ くぇ 
さけいぇすぇ ゃ ′ぇゅぇくけ. ]うきけくぇ っ こなさゃぇすぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ けす ╉ぇいぇくかなお, おけはすけ せつぇしすゃぇ ゃ こさぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ う ゃ すけいう はこけくしおう ゅさぇょ. 

′ぇ 24-すう きぇえ おぇいぇくかなて-
おけすけ きけきうつっ ぉっ いゃっいょぇすぇ くぇ 
こさうっきぇ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ こけ-
しけかしすゃけ ゃ 〈けおうけ, ょぇょっく こけ 
こけゃけょ  ╃っくは くぇ ぉなかゅぇさしおぇ-
すぇ こさけしゃっすぇ う おせかすせさぇ う くぇ 
しかぇゃはくしおぇすぇ こうしきっくけしす.
╉ぇすけ けしけぉっくけ っきけちうけくぇ-

かっく う ゃなかくせゃぇと きけきっくす けす 
はこけくしおぇすぇ しう ゃういうすぇ, おぇいぇく-
かなておぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2011 
]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ けこさっょっかは 
しさっとぇすぇ しう し ゅさせこぇ はこけくしおう 
ょっちぇ, あうゃっっとう ゃ こけしすさぇょぇ-
かうすっ こさっい きぇさす 2011 ゅけょうくぇ 
けす  けこせしすけてうすっかくけ いっきっすさっ-
しっくうっ さぇえけくう .
′ぇ 25-すう きぇえ かうつくけ すは ゅう 

ういこさぇすう いぇ ╀なかゅぇさうは, おな-
ょっすけ ょっちぇすぇ とっ こけつうゃぇす ょけ 
しさっょぇすぇ くぇ のくう.  
╃っく こけ-さぇくけ きぇかおうすっ 

はこけくつっすぇ しぇ ぉうかう う しさっょ 
ゅけしすうすっ くぇ こさうっきぇ ゃ ぉなか-

ゅぇさしおけすけ こけしけかしすゃけ. 
╋くけゅけ ぉうた うしおぇかぇ すっ ょぇ 

いぇけぉうつぇす さけょうくぇすぇ きう,  ょぇ  
けすおさうはす ゃ くっは ゃしうつおけ おさぇしう-
ゃけ, いぇ おけっすけ うき さぇいおぇいゃぇた.  
╁ないたうすっくぇ しなき けす ゅけしすけこさう-
っきしすゃけすけ う しゃけぉけょけかのぉう-
ゃうは ょせた う こけいうすうゃういきぇ くぇ 
はこけくちうすっ, おけうすけ うしおさっくけ 
くう けぉうつぇす, いぇはゃう いぇ つうすぇ-
すっかうすっ くぇ 〈┿ おぇいぇくかなておぇすぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ 2011 ]うきけくぇ 
‶っすおけゃぇ. 
╆ぇさぇょう ぇくゅぇあうきっくすうすっ しう 

ゃ ぅこけくうは ]うきけくぇ くっ せしこは ょぇ 
せつぇしすゃぇ ゃ けしくけゃくうすっ こさけはゃう 
くぇ 《っしすうゃぇかぇ くぇ さけいぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお すぇいう ゅけょうくぇ. 
¨す ょぇかっつくぇすぇ ]すさぇくぇ くぇ 

ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ すは しっ 
けぉなさくぇ しなし しこっちうぇかくけ こけし-
かぇくうっ おなき ゅけしすうすっ う ゅさぇあ-
ょぇくうすっ くぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ


