
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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》かてひち 〈あちねかう -
《てさちけてけかてそ
せあ „′あうそおつさあ てちけいとせあ“

╊さつたかちてせそ: [ちあこ せあ にあそつあ
せあ おうけきかせけかてそ う [あくあせしひさ

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
╋あせあ - さあたけてあせさあてあ せあ そていそちあ

》そかてかつあてあ 』そせみ ‒とちせあおきけかうあ: 
』すひちててあ せか すか けつさあ,

しまいそうてあ - つひはそ

на стр. 7

на стр. 3

на стр. 5
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

╅『』╊〉╅]╊を ╇ 《╆]╅』【〉《【《
『ぇ[《╇《╉』【╇《 〉╅ [〉』╆

на стр.  2
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 【あこせそ そちひきけか 
『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55

╇きっ: ╀さぇくうきうさぇ ′っくつっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 2/130, ¨〈╉

╂けょうくう: 41

╆けょうは: [ぇお

》けぉう: 《うすくっし う しすさっかぉぇ.

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ?

- ‶さうっきぇき ゅけ おぇすけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ.
‶さうはすっかうすっ しぇ? - ┿ぉしけかのすくけ くっけぉたけょうきう.

》ぇ『╇╊〉を¨ 』〈╊ ╇ 
[『╅╉╊〉╊【《 〉╅ 【《[

15 〈¨]¨《〉╅ ]╊╇╅ ′╅ ╇【《『¨
╋¨╇《【 〉╅ 》╅〈╊【〉¨[╅ 〉╅ ╆】′]】╉╋╅

╉ぇ『╋╅╇╅【╅ – 【《╇╅ 』ぇ〈 ╅′

』たかぬけあしせあ たちそえちあすあ てひちつけ ちあいそてあ たそ つたかぬけあしせそつててあ くあ いかくちあいそてせけ 
すしあおかきけ おそ 29 えそおけせけ

╉とすけてか つあ せあ なちかせつさけみ さちあし ]とけ ｠┼V, けくうかつてかせ そはか さあてそ [ちあしみ 』しひせぬか - くあちあおけ たけはせそつててあ け うかしけねけかてそ せあ せかえそうそてそ ぬあちとうあせか. 

』ちかおせそ たそ 3-すあ さちあおぬけ せあ てそさ くあしあうみて そて EVN – [あくあせしひさ すかつかねせそ 

[〉』╆ せあつてそみうあ くあ さちけすけせあしけくけちあせか とさちけうあせかてそ せあ そつけえとちけてかしせけ うせそつさけ
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╉さぇかはす ]かなくちっ – ╊せう 》┶V, っ けす けくっいう しぇきけゃかのぉっくう ゃかぇょっすっかう, おけうすけ しぇ しきはすぇかう, つっ 
ょなさあぇゃぇすぇ う すっ しぇきうすっ しぇ っょくけ う しなとけ くっとけ. ╆ぇすけゃぇ し ゃしうつおう しさっょしすゃぇ くっゅけゃけ ゃっかうつっしすゃけ 
しっ しすさっきはか ょぇ くぇこさぇゃう けす おさぇかしおうは ょゃけさ くぇえ-しすぇぉうかくうは うくしすさせきっくす くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. ′はおけう 
ぇゃすけさう しさぇゃくはゃぇす ょゃけさぇ くぇ ╊せう 》┶V し こうさぇきうょぇ, ゃ おけはすけ けすょっかくうすっ うくょうゃうょう きぇくっゃさうさぇ-
かう くっこさっおなしくぇすけ ゃ こさっしかっょゃぇくっ くぇ こけ-ゃうしけおぇ こけいうちうは, すうすかぇ う ぉけゅぇすしすゃけ. ╇きっくくけ すけいう 
ぉかはしおぇゃ ょゃけさ, ういすけとぇゃぇと  そうくぇくしうすっ くぇ しすさぇくぇすぇ, っ っょくぇ けす こさうつうくうすっ いぇ 《さっくしおぇすぇ 
さっゃけかのちうは. ╇ ょくっし ゃなゃ ╁っさしぇえ すせさうしすうすっ しっ ょうゃはす くぇ さぇいおぇいうすっ くぇ ゅうょけゃっすっ いぇ ょゃけさちけゃうは 
ちっさっきけくうぇか う いぇ すけゃぇ おぇお っ こさっきうくぇゃぇか っょうく ょっく くぇ ╊せう 》┶V...

╉さぇかしおけすけ せすさけ. ╃っくはす くぇ 
╉さぇかは ]かなくちっ いぇこけつゃぇか ゃ 
けしっき ぉっい こっすくぇょっしっす, おけゅぇすけ 
こなさゃうはす Valet de Chambre, 
おけえすけ しこはか ゃ ぇくすさっすけ くぇ 
おさぇかしおぇすぇ しこぇかくは, こさうぉう-
さぇか しゅなゃぇっきけすけ しう かっゅかけ う し 
すけゃぇ しはおぇて いぇょゃうあゃぇか っょうく 
ゅけかはき, くけ くっゃうょうき きったぇくう-
いなき. ]かっょ くっゅけ しっ こけはゃはゃぇかう 
けすゅけゃけさくうちうすっ いぇ おさぇかしおうは 
けゅなく, しかっょゃぇくう ゃっょくぇゅぇ けす 
おさぇかしおうは つぇしけゃくうおぇさ. ╁ しな-
とうは きけきっくす けす しすさぇくうつくぇすぇ 
ゃさぇすぇ しっ こけはゃはゃぇか おさぇかしおうはす 
こっさせおっさ し こなさゃうすっ ょゃっ こっさせ-
おう いぇ ょっくは. ╃け すけいう きけきっくす 
おさぇかはす ゃしっ けとっ ぉうか ゃ かっゅ-
かけすけ しう う いぇゃっしうすっ きせ ぉうかう 
しこせしくぇすう ょけ しさっょぇすぇ. ‶さう 
こなさゃうは せょぇさ くぇ けしっき つぇしぇ 
こさうしかせあくうおなす ゅけ しなぉせあょぇか 
し ょせきうすっ “Cup, ゃさっきっ っ.” う 
くけゃうくぇすぇ いぇ おさぇかしおけすけ しな-
ぉせあょぇくっ こさっきうくぇゃぇかぇ ゃ 
ょさせゅうすっ しすぇう, こなかくう し ぉかぇ-
ゅけさけょくうちう. ╁ すけいう きけきっくす 
ゃ しすぇはすぇ ゃかういぇかう おさぇかしおうはす 
かっおぇさ う おさぇかしおうはす たうさせさゅ, 
いぇっょくけ しなし しすぇさぇすぇ ょけえおぇ くぇ 
おさぇかは, おけはすけ ゅけ ちっかせゃぇかぇ う 
しっ うくそけさきうさぇかぇ おぇお っ しこぇか, 
ょけおぇすけ ょゃぇきぇすぇ きっょうちう ゅけ 
さぇいすさうゃぇかう う きせ こけきぇゅぇかう 
ょぇ しきっくう さういぇすぇ しう. ╁ けしっき 
う こっすくぇょっしっす ゃ しこぇかくはすぇ 
ゃかういぇか ╁っかうおうはす てぇきぉっかぇく, 
いぇっょくけ し けくっいう つかっくけゃっ くぇ 
おさぇかしおけすけ しっきっえしすゃけ, おけうすけ 
ぉうかう ょけこせしおぇくう ょけ すぇおぇ あっ-
かぇくけすけ grand entree, おけゅぇすけ 
くぇ おさぇかは しっ こけょくぇしはかぇ しゃっ-
すっくぇ ゃけょぇ. 〈けいう きけきっくす しっ 
しきはすぇか いぇ くぇえ-ぉかぇゅけこさうはす-
くけすけ ゃさっきっ ょぇ しっ うしおぇ せしかせゅぇ 
けす おさぇかは. ]かっょ おぇすけ ╊せう こさう-
っきっか しゃっすっくぇすぇ ゃけょぇ, ゃしうつおう 
くぇこせしおぇかう, いぇ ょぇ きけあっ すけえ 
ょぇ おぇあっ きけかうすゃぇすぇ しう, しかっょ 
おけっすけ けすくけゃけ ゃかういぇかう, すけいう 
こなす, いぇ ょぇ しっ くぇしかぇょはす くぇ 
ゅかっょおぇすぇ くぇ しきはくぇすぇ くぇ こっ-
させおぇすぇ う さういぇすぇ, こけょくぇしはくぇ 
けす くぇえ-しすぇさてうは ぉかぇゅけさけょ-
くうお. ′っ しっ しこけきっくぇゃぇ くうすけ 
いぇ きうっくっ, くうすけ いぇ ぉぇくは, ゃな-
こさっおう つっ おなき 1640 ゅ. ゃっつっ 
ぉうかけ こさうっすけ っあっょくっゃくけすけ 

きうっくっ くぇ さなちっすっ う かうちっすけ, 
きぇおぇさ う くっ し ゃけょぇ, いぇとけすけ しっ 
しきはすぇかぇ いぇ くっいょさぇゃけしかけゃくぇ. 
╊うちっすけ すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ うい-
すさうっ し こぇさちぇかつっ, くぇすけこっくけ 
ゃ くはおぇおなゃ ぇかおけたけか. ]かっょ 
こさうおかのつゃぇくっすけ くぇ けぉかうつぇ-
くっすけ ╊せう けぉうおくけゃっくけ ういこう-
ゃぇか つぇてぇ ゃうくけ, さぇいさっょっくけ し 
ゃけょぇ. ╁っつっ くぇこなかくけ けぉかっつっく 
(けぉうおくけゃっくけ ゃ おぇそはゃけ, おけっ-
すけ っ くっゅけゃうは かのぉうき ちゃはす), 
おさぇかはす おけかっくうつっか ょけ かっゅかけ-
すけ しう, いぇ ょぇ しっ こけきけかう, おぇすけ 
いぇっょくけ し くっゅけ おけかっくうつっかう う 
ゃしうつおう ょせたけゃくう かうちぇ. ]かっょ 
きけかうすゃぇすぇ おさぇかはす こさっきうくぇ-
ゃぇか ゃ おぇぉうくっすぇ しう, おなょっすけ 
さぇいゅけゃぇさはか しなし しゃけうすっ ╃け-
ゃっさっくうちう, くぇ おけうすけ しなけぉ-
とぇゃぇか ょくっゃくうすっ しう こかぇくけゃっ. 
¨す すぇき しっ けすこさぇゃはか くぇ ╋っしぇ, 
しかっょゃぇく けす ちっかうは ょゃけさ. ‶っす 
こなすう ゅけょうてくけ ╊せう ゃいっきぇか 
‶さうつぇしすうっ う こさっい ちっかうは しう 
ょなかなゅ あうゃけす しぇきけ っょうく こなす 
こさけこせしくぇか ╋っしぇ.    
╉さぇかしおうはす けぉはょ. ╉ぇおすけ 

ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ, すぇおぇ う たさぇ-
くっくっすけ くぇ ゃかぇょっすっかは こさっょ-
しすぇゃかはゃぇかけ ゃぇあくけ こせぉかうつくけ 
しなぉうすうっ. ‶さう けぉはょぇ おさぇかはす 
けぉうおくけゃっくけ くぇしすけはゃぇか いぇ 
こさうしなしすゃうっすけ くぇ ぉさぇす しう, 
ょけそうくぇ, くはおけう こさうぉかうあっくう 
う おぇさょうくぇかう, くけ くぇ くうおけゅけ  
けす すはた くっ しっ こさっょかぇゅぇか しすけか. 
]こけさっょ こさぇゃうかぇすぇ, ょけぉさっ 
くぇさっょっくぇすぇ きぇしぇ すさはぉゃぇかけ 
いぇょなかあうすっかくけ ょぇ っ こけしすかぇくぇ 
し たけかぇくょしおぇ かっくっくぇ こけおさうゃ-
おぇ, おけはすけ ょぇ ょけしすうゅぇ こけょぇ けす 
ゃしうつおう しすさぇくう, すなえ おぇすけ しっ 
ういこけかいゃぇかぇ う おぇすけ しぇかそっす-
おぇ. ╃け こけはゃぇすぇ くぇ つうくうはすぇ 
こさっい 1648 ゅ. いぇ こけしすぇゃおぇ くぇ 
きっしけすけ しかせあっかぇ そうかうはすぇ 
たかはぉ. ‶さっい しなとぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ 
‶ぇさうあ しっ こけはゃうかぇ う ゃうかうちぇ-
すぇ, くけ ょけ おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう 
╊せう XIV こさけょなかあうか ょぇ はょっ し 
こさなしすう. ]っさゃうさぇくっすけ くぇ きぇ-
しぇすぇ くっ しっ さぇいかうつぇゃぇかけ きくけ-
ゅけ けす ょくってくけすけ. ¨ぉうおくけゃっくけ 
くけあけゃっすっ うきぇかう ぉっかう ょさなあ-
おう; くけあけゃっ し つっさくう ょさなあおう 
しっ ういこけかいゃぇかう しぇきけ こけ ゃさっ-
きっ くぇ こけしすうすっ. ]せこぇすぇ くっ しっ 

しっさゃうさぇかぇ ゃ けすょっかくう つうくうう, 
ぇ ゃ しなょ, こさうかうつぇと くぇ おぇくぇ 
し ょゃっ ょさなあおう, けす おけはすけ ゃしっ-
おう ゅけしす ゅさっぉゃぇか. ╃け ゃすけさぇすぇ 
こけかけゃうくぇ くぇ ゃっおぇ きっしけすけ 
しっ しっさゃうさぇかけ くぇさはいぇくけ くぇ 
こけ-ょさっぉくう おなしけゃっ, けす おけうすけ 
ゃしっおう きけあっか しこけおけえくけ ょぇ しう 
ゃいうきぇ し こさなしすう. ]かっょ けぉはょぇ, 
ぇおけ くはきぇかけ ういゃなくさっょくけ いぇ-
しっょぇくうっ くぇ ]なゃっすぇ, おさぇかはす 
こけしゃっとぇゃぇか ゃさっきっすけ しう くぇ 
かのぉうきうすっ しう いぇくうきぇくうは - 
さぇいたけょおぇ, しすさっかぉぇ うかう かけゃ. 
]かっょ 17 つぇしぇ ゃかぇょっすっかはす 
けぉうおくけゃっくけ しっ こけしゃっとぇゃぇか 
くぇ ぇせょうっくちうう.                                                                                                                
╉さぇかしおぇすぇ ゃっつっさは. 〈さう 

ゃっつっさう しっょきうつくけ, ゃ こけくっ-
ょっかくうお, しさはょぇ う こっすなお, けす 
けおすけきゃさう ょけ 『ゃっすくうちぇ, ゃ 
つぇしけゃっすっ きっあょせ しっょっき う 
ょっしっす, ╊せう こさうっきぇか せ ょけきぇ 
しう ちっかうは ょゃけさ. ╆ぇぉぇゃかっくう-
はすぇ けぉうおくけゃっくけ いぇこけつゃぇかう 
し おけくちっさす う こさけょなかあぇゃぇかう 
し おぇさすう うかう ぉうかはさょ. 〈けくなす 
ぉうか こけ-くっそけさきぇかっく, ぇ しせ-
さけゃうすっ いぇおけくう いぇ こさぇゃけすけ 
ょぇ しっ しっょう ゃ こさうしなしすゃうっすけ 
くぇ こけ-ゃうしけおけこけしすぇゃっく くっ しっ 
しこぇいゃぇかう すけかおけゃぇ しすさけゅけ.  
╉さぇかしおぇすぇ ゃっつっさは けぉうおくけ-
ゃっくけ ぉうかぇ おなき ょっしっす う ゃうくぇ-
ゅう しっ しっさゃうさぇかぇ ゃ こさうしなしす-
ゃうっすけ くぇ ちはかけすけ おさぇかしおけ 
しっきっえしすゃけ. ]うきゃけかうおぇすぇ くぇ 
すけゃぇ しなぉうすうっ ぉうかぇ ょぇ しな-
ぉっさっ “ぉぇとぇすぇ う ちはかけすけ きせ 
しっきっえしすゃけ ゃ おさぇは くぇ ょっくは”, 
くけ ぇすきけしそっさぇすぇ しう けしすぇゃぇかぇ 
そけさきぇかくぇ う しおせつくぇ. ╆ぇ ╊せう, 
けぉぇつっ, すけゃぇ ぉうかけ おけさけくくけ-
すけ はょっくっ いぇ ょっくは, おけっすけ すけえ 
けぉうつぇか う きせ しっ くぇしかぇあょぇ-
ゃぇか. ╁ こけ-きかぇょうすっ しう ゅけょう-
くう おさぇかはす  きけあっか ょぇ ういはょっ 
しっさうけいくう おけかうつっしすゃぇ たさぇくぇ. 
╆ぇ こさっい くけとすぇ ょけ ゅかぇゃぇすぇ きせ 
しっ しっさゃうさぇかう  ょゃっ ぉせすうかおう 
ゃうくけ う っょくぇ し ゃけょぇ, すさう しすせ-
ょっくう ぉかのょぇ う ょゃっ こぇさつっすぇ 
たかはぉ. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
╇いこけかいゃぇくう しぇ きぇすっさうぇかう 

けす うしすけさうはすぇ
くぇ 《さぇくちうは う こせぉかうおぇちうう 

ゃ うくすっさくっす.

¨ぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ っ くぇ 
つっかくけ きはしすけ ゃ しすさぇくぇすぇ 

こけ おさぇあぉぇ くぇ っか. っくっさゅうは. 
╃ぇくくうすっ ぉはたぇ しなけぉとっくう けそう-
ちうぇかくけ けす けそうしぇ くぇ EVN ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
]ぇきけ いぇ こなさゃうすっ 6 きっしっちぇ 

くぇ ゅけょうくぇすぇ けす ょけおぇいぇくぇ-
すぇ おさぇあぉぇ くぇ くぇょ 1 140 000 
おゃすつ. っか. っくっさゅうは ょさせあっしすゃけ-
すけ っ ぉうかけ けとっすっくけ し 224 000 
かっゃぇ. 〈ぇいう しせきぇ しっ っ しなぉさぇかぇ 
しかっょ おけくしすぇすうさぇくう 660 いぇおけ-

くけくぇさせてっくうは ゃ さっゅうけくぇ. 
‶け おさぇあぉぇ くぇ しなけさなあっくうは 

しきっ くぇ すさっすけ きはしすけ ゃ しすさぇくぇ-
すぇ, おけっすけ っ ょけくっしかけ いぇゅせぉう いぇ 
くぇょ 49 000 かっゃぇ. ╆ぇ けすつっすくうは 
こっさうけょ しぇ いぇしっつっくう 57 けこうすぇ 
いぇ きぇくうこせかぇちうは くぇ っかっおすさけ-
きっさう. ╁なこさっおう すけゃぇ しっ けすつうすぇ 
しこぇょ くぇ おさぇあぉうすっ くぇ おぇぉっかう 
しこさはきけ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.
╄ょくぇ すさっすぇ けす いぇゅせぉうすっ しっ 

ょなかあぇす くぇ “こさうくけしぇ” くぇ あう-
ゃっっとうすっ くぇ すっさうすけさうはすぇ, 
おけはすけ けぉしかせあゃぇ EVN - けそうし 
╉ぇいぇくかなお. 〈せお くっいぇおけくくけ 
こさうしゃけっくうはす すけお っ いぇ ぉかういけ 
17 たうかはょう かっゃぇ. 
‶さっい こなさゃうすっ 6 きっしっちぇ くぇ 

ゅけょうくぇすぇ しかせあうすっかうすっ くぇ 
っくっさゅけさぇいこさっょっかうすっかくけすけ 
ょさせあっしすゃけ, こけおさうゃぇとけ すっさう-
すけさうはすぇ くぇ けぉとうくうすっ ╉ぇいぇく-
かなお, ‶ぇゃっか ぉぇくは, ╋なゅかうあ, 

╂せさおけゃけ う ′うおけかぇっゃけ, しぇ さっ-
ゅうしすさうさぇかう 18 しかせつぇは くぇ くっ-
いぇおけくくけ こさうしゃけはゃぇくっ くぇ っか. 
っくっさゅうは ゃ さぇいきっさ くぇ 81 たうかは-
ょう おうかけゃぇすつぇしぇ. 
¨す けすつっすぇ いぇ 6-きっしっつうっすけ くぇ 

EVN しすぇゃぇ はしくけ, つっ いぇ 7-すっ ゅけ-
ょうくう くぇ ぇゃしすさうえしおぇすぇ おけきこぇ-
くうは ゃ ╀なかゅぇさうは, さぇぉけすっとぇ う 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉかぇしすすぇ, 
しぇ くぇこさぇゃっくう うくゃっしすうちうう いぇ 
けおけかけ 2 きかさょ. かっゃぇ. 
′ぇょ っょうく きうかうぇさょ かっゃぇ しぇ 

けすょっかっくう いぇ きけょっさくぇ うくそさぇ-
しすさせおすせさぇ. ╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ ょけ きけきっくすぇ っ ょけゃっ-
かぇ ょけ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ きさっあけ-
ゃうすっ いぇゅせぉう こけょ 11%. 〈けゃぇ 
しっ さぇゃくはゃぇ くぇ 550 Gwh /ゅう-
ゅぇゃぇすつぇしぇ/ しこっしすっくぇ っくっさゅうは 
ゅけょうてくけ. ┿ゃぇさううすっ しぇ けゅさぇ-
くうつっくう し 39%.

                             〈┿

‶さっょしっょぇすっかはす くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 1 くぇ “┿さしっくぇか” ┿すぇくぇし 

╉ぇしぇぉけゃ っ ういぉさぇく いぇ つかっく くぇ ¨ぉかぇしすくけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉′]╀ 
ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈けゃぇ しすぇくぇ こけ ゃさっきっ くぇ 
けすつっすくけ-ういぉけさくけすけ しなぉさぇくうっ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ, 
こさけゃっょっくけ こさっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ ゃ ゅさぇょぇ くぇ 
かうこうすっ. 
』っすうさうきぇ ぉはたぇ ょっかっゅぇすうすっ くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ けす 

“┿さしっくぇか” くぇ そけさせきぇ - こさっょしっょぇすっかう くぇ いぇゃけょ-
しおう けさゅぇくういぇちう くぇ ╉′]╀: くぇ ╆ぇゃけょ 3 - ]すぇくおぇ 
╉けしすけゃぇ, くぇ ╆ぇゃけょ 5 - 〈けょけさ ╃っさきっくょあうっゃ, くぇ 
╆ぇゃけょ 6 - ╀かぇゅけえ ╀かぇゅけっゃ う くぇ ╆ぇゃけょ 1 - ┿すぇくぇし 
╉ぇしぇぉけゃ. 《けさせきなす くぇ しうくょうおぇかうしすうすっ ぉっ せゃぇあっく 
かうつくけ けす こさっょしっょぇすっかは くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきう-
すさけゃ. 
╃っかっゅぇすうすっ しぇ こさっょかけあうかう いぇ さっゅうけくぇかっく こさっょ-

しっょぇすっか くぇ しすさせおすせさぇすぇ くぇ ╉′]╀ ょぇ ぉなょっ こさっうい-
ぉさぇくぇ ╇ゃぇくおぇ ╃ぇくぇうかけゃぇ. ′けゃうはす え きぇくょぇす とっ しっ 
せすゃなさあょぇゃぇ くぇ ′ぇちうけくぇかっく しなゃっす くぇ ╉′]╀ こさっい 
しっこすっきゃさう. 

¨す くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう ゅけょう-
くぇすぇ ょけ おさぇは くぇ のくう 197 

くぇっすう かうちぇ しぇ けょけぉさっくう けす 
ぉのさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
いぇ せつぇしすうっ ゃ こさけゅさぇきぇすぇ いぇ 
こさうょけぉうゃぇくっ くぇ くけゃう せきっくうは 
う おゃぇかうそうおぇちうう “┿い きけゅぇ こけ-
ゃっつっ” くぇ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇ-
きぇ “[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ 
さっしせさしう”. ╃け しっゅぇ ゃおかのつっくう ゃ 
けぉせつっくうは こけ こさけそっしうけくぇかくう 
くぇこさぇゃかっくうは う おかのつけゃう おけき-
こっすっくすくけしすう しぇ 138 けす  すはた. ′ぇ 
けょけぉさっくうすっ かうちぇ しぇ ゃさなつっくう 
せゃっょけきかっくうは いぇ ういぉけさ くぇ ょけし-
すぇゃつうお くぇ けぉせつっくうっ う こさっょ-

しすけう ゃおかのつゃぇくっすけ うき. ′ぇ くっけ-
ょけぉさっくうすっ かうちぇ しぇ ういこさぇすっくう 
せゃっょけきうすっかくう こうしきぇ いぇ けすおぇい 
けす ゃおかのつゃぇくっ ゃ けぉせつっくうっ こけ 
したっきぇすぇ. 』ぇしす けす けょけぉさっくうすっ 
かうちぇ しぇ しっ けすおぇいぇかう うかう っ くぇ-
しすなこうかぇ こさけきはくぇ ゃ しすぇすせしぇ うき 
くぇ いぇっすう かうちぇ. 
╋ぇしけゃけ おぇいぇくかなつぇくう こさっょ-

こけつうすぇす こけ すけいう こさけっおす ょぇ しっ 
けぉせつぇゃぇす こけ こさけそっしうけくぇかくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは いぇ „╁なすさってくう 
う きっあょせくぇさけょくう こさっゃけいう くぇ 
こなすくうちう” う „╁なすさってくう う きっあ-
ょせくぇさけょくう こさっゃけいう くぇ すけゃぇ-
さう”, ょぇ ういせつぇゃぇす つせあょ っいうお, 
ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす いぇ こさうょけぉうゃぇ-

くっ くぇ おけきこのすなさくう せきっくうは うかう 
ょさせゅぇ こけかっいくう せきっくうは いぇ すはた-
くぇすぇ ぉなょっとぇ こさけそっしうけくぇか-
くぇ さっぇかういぇちうは. ¨ょけぉさっくうすっ 
う けぉせつぇゃぇとうすっ しっ ゃ きけきっくすぇ 
かうちぇ しぇ こけょぇかう いぇはゃかっくうは ゃ 
ぉのさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ょけ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう きうくぇ-
かぇすぇ ゅけょうくぇ, しなけぉとう ╇かうぇくぇ 
╅っおけゃぇ, ょうさっおすけさ くぇ ぉのさけすけ 
こけ すさせょぇ ゃ ゅさぇょぇ. 
╉なき きけきっくすぇ こけ したっきぇすぇ くっ 

しっ こさうっきぇす くけゃう いぇはゃかっくうは けす 
おぇくょうょぇすう いぇ こさうょけぉうゃぇくっ くぇ 
くけゃう せきっくうは.

15 きうかうけくぇ かっゃぇ しぇ 
くせあくう いぇ ちはかけしすくぇ さっおけく-
しすさせおちうは くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ 
╀せいかせょあぇ. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ 
こけ ゃさっきっ くぇ こかっくせき くぇ ╁] 
くぇ ╀]‶, こさけゃっょっく きうくぇかぇすぇ 
しっょきうちぇ. 
]せきぇすぇ しなけぉとう くぇさけょくうはす 

こさっょしすぇゃうすっか けす かっゃうちぇすぇ 
ぅくぇおう ]すけうかけゃ. 
‶け うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ, こぇ-

さうすっ, くせあくう いぇ こなかくぇすぇ さっ-
おけくしすさせおちうは, しぇ  こけつすう すけか-
おけゃぇ, おけかおけすけ っ しすさせゃぇかけ う 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こぇきっすくうおぇ 
こさっょう 31 ゅけょうくう.  
‶なさゃけくぇつぇかくぇすぇ うょっは くぇ 

しけちうぇかうしすうすっ, おけうすけ こさぇおすう-
つっしおう しぇ くけゃうすっ しすけこぇくう くぇ 
こぇきっすくうおぇ, しかっょ おぇすけ こさっい 
しっこすっきゃさう きうくぇかぇすぇ ゅけょう-
くぇ ╋うくうしすっさしおうはす しなゃっす うき 
は こさっょけしすぇゃう, ぉっ  すけえ ょぇ しっ 
ゃないしすぇくけゃう し ょぇさっくうは. ╂けょう-
くぇ こけ-おなしくけ, しこけさっょ こぇさすうえ-
くうすっ ぇおすうゃうしすう, しすぇゃぇ はしくけ, 
つっ しせきぇすぇ けす 15 きかく. かっゃぇ 
くっ きけあっ ょぇ ぉなょぇ けしうゅせさっくぇ 

つさっい しせぉしうょうはすぇ くぇ こぇさすう-
はすぇ, くうすけ つさっい ょぇさうすっかしおぇ 
おぇきこぇくうは, ぇ いぇ ょぇ しっ ういすっゅかう 
ぉぇくおけゃ おさっょうす, すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
くぇきっさう くぇつうく すけいう おさっょうす ょぇ 
ぉなょっ ういこかぇとぇく. ╆ぇ すけゃぇ けす 
こぇさすうはすぇ とっ けぉきうしかはす さぇい-
かうつくう ゃぇさうぇくすう いぇ しなすさせょ-
くうつっしすゃけ う こぇさすくぬけさしすゃけ, いぇ 
ょぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっく 
ちはかけしすっく さっきけくす くぇ ╀せいかせ-
ょあぇくしおうは こぇきっすくうお.
╉けゅぇすけ すけゃぇ しすぇくっ, とっ しぇ 

くっけぉたけょうきう けおけかけ 150 000 
かっゃぇ いぇ すっおせとぇすぇ ゅけょうて-
くぇ ういょさなあおぇ くぇ けぉっおすぇ, すなえ 
おぇすけ ╀]‶ うきぇ うょっは こぇきっすくう-
おなす ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ こぇくけ-
さぇきぇ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうすっ 
うょっう う くぇちうけくぇかくけ-けしゃけぉけ-
ょうすっかくけすけ ょゃうあっくうっ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは, おぇおなゃすけ くぇ こさぇおすうおぇ 
ぉっ う こさっょう 1990 ゅけょうくぇ.
‶さっょしすけう さぇぉけすくぇ ゅさせこぇ くぇ 

こぇさすうはすぇ 4 きっしっちぇ ょぇ こさけせつゃぇ 
すけつくうすっ ゃないきけあくけしすう いぇ ゃない-
しすぇくけゃはゃぇくっ くぇ こぇきっすくうおぇ.

′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ っおしこけいうちうは くぇ Harley Davidson ゃ Mall Galleria 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 

¨す 27 のかう ょけ 15 ぇゃゅせしす くぇえ-ゅけかはきぇすぇ っおしこけいうちうは くぇ Harley 
Davidson ゅけしすせゃぇ ゃ Mall Galleria ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
《っくけゃっすっ くぇ おせかすけゃぇすぇ きぇさおぇ う ゃしうつおう こけしっすうすっかう くぇ きけかぇ とっ 
けしすぇくぇす ぉっい ょなた こさう ゅかっょおぇすぇ くぇ くぇえ-かっゅっくょぇさくうすっ う くぇえ-ょうゃう 
きけすけさう くぇ きぇさおぇすぇ, しゃうょっすっかしすゃけ いぇ さぇいゃうすうっすけ え こさっい ゅけょう-
くうすっ. ¨さうゅうくぇかくう せおさぇしう う ょっおけさう, けすさぇいはゃぇとう ゅけょうくぇすぇ くぇ 
しないょぇゃぇくっ とっ ょけこなかゃぇす っおしこけいうちうはすぇ.
╊っゅっくぇょぇさくぇすぇ きぇさおぇ きけすけさう Harley Davidson しっ さぇあょぇ こさっい 
1903 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ぉさぇすはすぇ ╃っえゃうょしなく う 〉うかはき 》ぇさかう しないょぇ-
ゃぇす しゃけは こなさゃう きけすけさ. ╁ こけしかっょしすゃうっ しぇ しないょぇょっくう きくけゅけ う くぇえ-
さぇいかうつくう きけょっかう, くけ すけゃぇ, おけっすけ けしすぇゃぇ, しっ こさっゃさなとぇ ゃ きうす.
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【そうあ けくたそうみおうあ 』そせみ ‒とちせあおきけかうあ, かおけせ そて さあくあせしひのさけてか てあしあせてけ, ちあくたせあてあ すかきおと てちかてあてあ 
つけ させけえあ, たそちかおせあてあ きかつてそさあ くあえといあ う きけうそてあ つけ け… きけうそてあ, さそこてそ せあたとさ せあ うつけねさそ たちそおひしきあうあ.

- ╉ぇお しっ さうしせゃぇ そぇょけ, ]けくは? 
- ] っきけちうう. ╉けゅぇすけ くっとけ すっ っ ゃこっつぇすかう

かけ, ぉっかはいぇかけ しうかくけ, „たゃぇくぇかけ” すっ っ, しっ 
さうしせゃぇ そぇょけ かっしくけ. 
-╅うゃっって くっこさっおなしくぇすけ ゃ ょゃぇ しゃは

すぇ: くぇ あうゃうすっ う くぇ しおなこうすっ すう きなさす
ゃう. ╁ おけえ しっ つせゃしすゃぇて こけ-ょけぉさっ う ゃ 
おけえ しっ あうゃっっ こけ-かっしくけ?
- ╄ょうく う しなとう しゃはす っ すけゃぇ, くはきぇ さぇいかう

おぇ. 〈っ しぇ せしこけさっょくう しゃっすけゃっ. ]こけょっかはす 
しっ. 
- ╉ぇお しっ こうてっ おさぇしうゃけ いぇ ぉけかおぇすぇ?
- ╁しっおう あうゃっっ し くはおぇおゃぇ ぉけかおぇ. ′け 

くっ くぇ ゃしっおう っ ょぇょっくけ ょぇ っ くっこけくけしうきぇ. 
‶うてっ しっ. 〈ぇおぇ しっ こさうゅかせてぇゃぇ. ′はきぇ ょぇ 
おさうは, しかっょ おぇすけ いぇゅせぉうた ╃ぇくうっかぇ, くっ 
きけゅぇ ょぇ こうてぇ. ¨くっきはた, ういしなたくぇた, っょゃぇ 
こさっい きぇえ くぇこうしぇた っょくけ っょうくしすゃっくけ しすう
たけすゃけさっくうっ - „[っおゃうっき”. ‶さっょう ゃさっきっ 
うきぇた こぇお すぇおなゃ こっさうけょ - しさっとぇ くぇ つぇえ, 
くぇ おけはすけ きっ こけおぇくう ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ, 
すけゃぇ きっ けすおかのつう こぇお いぇ こうしぇくっすけ. 〈ぇおぇ 
しっ さけょう う „╋なさすゃっておけ おなこぇくっ”. 
- ‶かぇつって かう くけとっき う いぇ おぇおゃけ? 
- ╆ぇ ゃしうつおけ う いぇ ゃしうつおう. ╆ぇ あうゃう う いぇ 

きなさすゃう. 
- ╉けゅぇ しう ぉうかぇ とぇしすかうゃぇ?
- ╉けゅぇすけ しなき けぉうつぇかぇ. ╇きぇかぇ しなき かの

ぉけゃう, おけかおけすけ しう うしおぇき. ╊のぉけゃすぇ っ ゃっ

くっちなす くぇ あうゃけすぇ, いぇすけゃぇ う くっ ぉはゅぇき 
けす くっは. 
- ┿ くっ すっ かう っ しすさぇた けす ぉけかおぇすぇ くぇ 

かのぉけゃすぇ, おけゅぇすけ しう けすうょっ, おけゅぇすけ 
しっ こさっおなさてう? 
- ′っ, かのぉけゃすぇ くっ いくぇつう とぇしすうっ, すは 

っ しすさぇょぇくうっ. ]けかすぇ くぇ あうゃけすぇ, けくけ
ゃぇ, おけっすけ ゅけ けゃおせしはゃぇ. 】ぇしすうっ っ  ょぇ 
ょぇゃぇて ゃ かのぉけゃすぇ, ょぇ けぉうつぇて. ╊のぉけ
ゃすぇ っ きなかくうは, くっ しっ いくぇっ おけゅぇ とっ すっ 
すさっしくっ. 
- ╁かういぇて かう ゃ ちなさおゃぇ? 
- ╁かういぇた. ╁っつっ くっ - しなさょうすぇ しなき くぇ 

╀けゅ. ¨すくっ ょっすっすけ きう. ╋けっすけ ぉなょっとっ. 
′け しなき きせ う ぉかぇゅけょぇさくぇ いぇ ゃしうつおけ, 
おけっすけ こさっあうゃはた. ╇いぉさぇくうすっ くっ きけゅぇす 
ょぇ ういぉうさぇす.
- ┿ おなょっ しっ きけかうて? 
- ′っ しっ きけかは ゃっつっ. ‶さっしなたくぇたぇ ういゃけ

さうすっ. ╁しうつおけ っ しせっすぇ. ╅うゃけすなす っ しせっ
すぇ, しなく, かなあぇ. ╋けあっ ぉう くうっ しきっ きなさす
ゃうすっ, ぇ けくっいう すぇき ゅけさっ - すっ しぇ あうゃう. 
- 】ぇしすかうゃぇ かう しう しっゅぇ? 
- ╀うかぇ しなき とぇしすかうゃぇ. ╁しうつおけ, おけっすけ 

しなき うしおぇかぇ, しなき ゅけ こけしすうゅくぇかぇ. 
- ╉けゅけ けぉうつぇて しっゅぇ? 
- ¨ぉうつぇき ちうゅぇさうすっ - すっ しぇ きけうすっ 

ゃけえくうちう. ¨ぉうつぇき 〈せくょあぇ, ╂ぇぉぇさっゃけ, 
„‶かぇつう きけゅうかぇ”, ょっちぇすぇ しう けぉうつぇき. 

′ぇ 10 のかう ゃ ╃けき “‶っすおけ ]すぇえくけゃ” すは しなぉさぇ こさうはすっかう う ぉかういおう. ]さっとぇ 
ょぇょっ くぇ あうゃう う きなさすゃう, いぇ ょぇ こさっょしすぇゃう すさっすぇすぇ しう しすうたけしぉうさおぇ - „[う

しせゃぇき そぇょけ”. 
]っきこかぇすぇ くぇ ゃなくてっく ゃうょ おくうゅぇ しなょなさあぇ 38 くっゃっさけはすくう しすうたけすゃけさっくうは, 

5 こさけいぇうつくう すゃけさぉう う 11 そさっくしおう こさけういゃっょっくうは, こさっゃっょっくう けす ぇゃすけさおぇすぇ.
〈さっすぇすぇ しう, ょなかゅけ ういしすさぇょぇくぇ おくうゅぇ, ]けくは っ こけしゃっすうかぇ くぇ こさっょちう う くぇ

しかっょくうちう う くぇ ょなとっさは しう ╃ぇくうっかぇ.
„[うしせゃぇき そぇょけ” しっ こけはゃう くぇゃさなた すさう すなあくう ゅけょうてくうくう - 6 きっしっちぇ けす 

ゃくっいぇこくぇすぇ しきなさす くぇ 15-ゅけょうてくぇすぇ え ょなとっさは ╃ぇくうっかぇ, 6 ゅけょうくう けす しきなさ
すすぇ くぇ ぉぇとぇ え う 9 ゅけょうくう - けす いぇゅせぉぇすぇ くぇ きぇえおぇ え.
╇いょぇゃぇ „ [うしせゃぇき そぇょけ” しなし しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ - いぇおなしくっかうすっ う こさうくせ

ょうすっかくけ „しこっしすっくう” こけ すけいう くぇつうく こかぇとぇくうは くぇ うくゃぇかうょくぇすぇ え こっくしうは う し 
きぇかおけ こけきけと けす こさうはすっかう. 
╉くうゅぇすぇ, しゃけっけぉさぇいくぇ ういこけゃっょ, きけあっ ょぇ ぉなょっ くぇきっさっくぇ ゃ おくうあぇさくうちぇ 

„[ぇきうすぇ” - ╉ぇいぇくかなお.
╃させゅうすっ ょゃっ おくうゅう くぇ ]けくは 《せさくぇょあうっゃぇ しぇ „‶ぇさけかう” う „╅うゃぇ ╊せくぇ”.
╀っか. ぇゃす.  
《ぇょけ /けす かぇす. けいく. しなょぉぇ/ っ あぇくさ ゃ すさぇょうちうけくくぇすぇ こけさすせゅぇかしおぇ きせいうおぇ, しなと

くけしすすぇ くぇ おけえすけ つっしすけ しっ ういさぇいはゃぇ し くっこさっゃけょうきぇすぇ ょせきぇ „しぇせょぇょっ“, しなつっすぇ
ゃぇとぇ ゃ しっぉっ しう こけくはすうは おぇすけ しぇきけすぇ, くけしすぇかゅうは, おけこくっあ こけ くっこけしすうあうきけすけ う 
かのぉけゃくぇ きなおぇ.

╆ぇ ]けくは: 
〈は っ けす けくっいう しすさぇくくう たけさぇ, おけうすけ くはきぇ おぇお ょぇ くっ けしすぇゃうて いぇゃうくぇゅう ゃ ょせてぇすぇ しう. ‶けさぇょう そぇおすぇ, つっ けしすぇゃはす くっいぇぉさぇゃうき けすこっつぇすなお ゃ くっゅけ: ゅけさはとぇ しきっしう

ちぇ けす すぇかぇくす, ぉけかおぇ, かのぉけゃ う ゅっくうぇかくけしす. ]うゅせさくけ いぇすけゃぇ つっしすけ は ぉなさおぇす し かせょうすっ: おけゅぇすけ いぇゅけゃけさう くぇ しゃけは しう っいうお - くっこさけとぇゃぇと, おぇすっゅけさうつっく, おさぇしうゃ, 
こさけこうす けす ういゅぇさはとけ う けおけこつぇくけ しすさぇょぇくうっ う くっょけかっおせゃぇくぇ, たさけくうつくぇ ぉけかおぇ, こけかはすぇ し ゃけかは いぇ かのぉけゃ.
′っ っ けす すうこうつくうすっ ぇさしっくぇかしおう ょっちぇ, きぇおぇさ ょぇ うきぇ しっさうけいくぇ ぇさしっくぇかしおぇ ゃさないおぇ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ - ょなとっさは っ くぇ ょ-さ ╂ぇくおぇ ┿くゅっかけゃぇ - ょなかゅけゅけょうてっく 

¨ぉうつぇき きなあっすっ, あっくうすっ - ょっちぇすぇ ゃ 
すはた. ¨ぉうつぇき たけさぇすぇ. 
- ′ぇ おけゅけ しっ せこけゃぇゃぇて ゃ すさせょ

くう きうゅけゃっ? 
- ′ぇ くうおけゅけ. ]ぇきう しきっ. 〈けえ, ╀けゅ, くっ 

こけきぇゅぇ, つっ くうっ かう? ...
- ╉ぇお ぉはゅぇて けす ぉけかおぇすぇ? ╉なょっ 

しっ しこぇしはゃぇて? 
-』っすぇ ゃ くっしゃはしす. ╁ きせいうおぇすぇ. ]かせ

てぇき ゃしうつおけ - ╄ょうす ‶うぇそ, ゃしうつおけ. 
- ]なあぇかはゃぇて かう いぇ くっとけ ゃ あう

ゃけすぇ しう? 
- ′っ, いぇ くうとけ. ╊せょうすっ しきっ きなょさう. 
- ]っゅぇ うきぇ かう おけえ ょぇ すっ けぉうつぇ? 
- ╃ぇ, しうくけゃっすっ きう. ╁くせつおぇすぇ きう. 

╇きぇき こさうはすっかう, ぉさぇすは. 
- ┿ すう うきぇて かう おけゅけ ょぇ けぉう

つぇて? 
- ╃ぇ, おくうゅうすっ, ょっちぇすぇ しう. ′け しなき 

きなさすゃぇ ゃっつっ けすゃなすさっ. ╆ぇゅせぉうた ╃ぇ
くうっかぇ, ぇ は ょなさあぇた いぇ さなちっ. ‶さぇいくけ 
っ すぇき. ′っ っ しなとけすけ. 』っさせこおぇ しなき. 
- ┿ うしおぇて かう くっとけ けす ╂けしこけょ? 
- ′っ, くうとけ くっ うしおぇき. ′はきぇき けすくけ

てっくうは し くっゅけ. 
- ┿, ぇおけ しすぇゃぇす つせょっしぇ, おけっ ょぇ 

っ すゃけっすけ? 
- ╃ぇくうっかぇ - あうゃぇ. 〈せお, ょけ きっく. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

せこさぇゃうすっか くぇ ぇさしっくぇかしおうは ‶さけそうかぇおすけさうせき, う くぇ けすうてかうは しう こさっょう 6 
ゅけょうくう こけっす ]すっそぇく 《せさくぇょあうっゃ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ ゃうょっく ╂ぇぉぇさっゃしおう さけょ. 
[けょっくぇ っ くぇ ]すっそぇくけゃょっく, こさっょう 45 ゅけょうくう. ′ぇ しゃっすっちぇ おさなとぇゃぇ こなさゃけ

さけょくうは しう しうく, ょけてなか くぇ ぉはか しゃはす ゃ さっいせかすぇす くぇ おぇさきうつくぇ かのぉけゃ - くぇゃさなた 
‶さっけぉさぇあっくうっ う ょゃぇ ょくう こさっょう こけしかっょくうは え おぇくょうょぇすしすせょっくすしおう ういこうす. 
╂けかはきぇすぇ え きっつすぇ っ ょぇ いぇゃなさてう きっょうちうくぇ, くけ すさなゅゃぇ こけ ょさせゅ こなす - いぇゃなさて
ゃぇ そさっくしおぇすぇ ゅうきくぇいうは „[けきっく [けかぇく” ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ぇ こけしかっ う くぇつぇかくぇ 
こっょぇゅけゅうおぇ ゃなゃ ╁っかうおけすなさくけゃしおうは せくうゃっさしうすっす. 
╆ぇょ ゅなさぉぇ しう ゃっつっ うきぇ 3 おくうゅう, すさう ょっちぇ - ょゃぇきぇ しうくぇ くぇ 17 う くぇ 27 ゅけょう

くう, う っょくぇ けすうてかぇ しう あっしすけおけ けす あうゃけすぇ ょなとっさは, ょゃぇ ぉさぇおぇ う ょゃぇ さぇいゃけょぇ. 
〈ゃなさょう, つっ っ ぉうかぇ とぇしすかうゃぇ しぇきけ, おけゅぇすけ っ ゃかのぉっくぇ. 
╆ぇ くっゃっさけはすくけ あっくしおうすっ しう ゅけょうくう っ ゃっつっ う ぉぇぉぇ, くぇ すさうゅけょうてくぇすぇ ]う

きけくぇ, おけはすけ ゃ すさせょくうすっ つぇしけゃっ くぇ すなゅぇ う しぇきけすぇ は さぇょゃぇ し こさうしなしすゃうっすけ しう. 
╇きぇ てぇさっく あうゃけす, ゃ おけえすけ „しきなさすすぇ くっ は うしおぇ, かのぉけゃすぇ しなとけ”. ╃っしっすおう 

しぇ けこうすうすっ え ょぇ しう すさなゅくっ けす あうゃけすぇ. ]つうすぇ, つっ っ っいうつくうちぇ, いぇとけすけ しっ 
おさなしすうかぇ しぇきぇ くぇ 17 ゅけょうくう. [ぇぉけすうかぇ っ おぇおゃけ かう くっ: けす おぇしうっさおぇ ゃ しすけかぇ 
くぇ „┿さしっくぇか”, 13 ゅけょうくう っ ぉうかぇ せつうすっかおぇ, おけいぇさおぇ ゃ ╇すぇかうは, こかぇとぇ し おぇさ
すうくう う すぇおぇ こさけこなすせゃぇ くぇ ぇゃすけしすけこ さぇいしすけはくうっすけ けす ╇すぇかうは ょけ ╂っさきぇくうは, 
ういゃっしすくけ ゃさっきっ っ くぇ さぇぉけすぇ う ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ, ぇ しっゅぇ ういおぇさゃぇ 
たかはぉぇ しう おぇすけ つうしすぇつおぇ ゃ きせいっは ゃ ╉ぇいぇくかなお, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ こさうはすっかう 
こけかせつぇゃぇ う こっくしうは けす 123 かっゃぇ けす 〈╄╊╉. ′っ おさうっ, つっ ょうぇゅくけいぇすぇ, おけはすけ え 
こけしすぇゃはす かっおぇさう こさっょう ゃさっきっ, え こさっつう ょぇ しう くぇきっさう こけょたけょはとぇ さぇぉけすぇ. 
╁かぇょっっ そさっくしおう, うすぇかうぇくしおう, させしおう, さうしせゃぇ, こうてっ.
╁ しぇきけすくうすっ しう すなあくう つぇしけゃっ ゃぇょう けす すっすさぇょおう う ぉっかっあおう くぇ こけおけえくぇすぇ 

しう ょなとっさは しすうたけゃっすっ え - し くぇょっあょぇすぇ, おぇすけ しなぉっさっ しうかう, っょうく ょっく う すっ 
ょぇ ゃうょはす ぉはか しゃはす. „╇きぇた かぇいぇさおぇ - ╀けゅ きう は けすくっ う しっゅぇ しなき きせ しなさょうすぇ”, 
こさういくぇゃぇ し  けおけこつぇくう しなかいう ]けくは. 
¨すすぇき う いぇこけつゃぇきっ さぇいゅけゃけさぇ: けす さうしせゃぇくっすけ くぇ くけしすぇかゅうはすぇ, くぇ しぇきけすぇ

すぇ, くぇ おけこくっあぇ こけ くっとけ, おけっすけ ゃっつっ ゅけ くはきぇ.

‶っすなさ ╋ぇさつっゃ. ╇くあっくっさ うかう こう-
しぇすっか? ‶うしぇすっか うかう あせさくぇかうしす? 
[けょけき けす ¨きせさすぇゅ, くけ こけゃっつっ うい-
ゃっしすっく おぇすけ おぇいぇくかなつぇくうく. ‶け 
ょうこかけきぇ うくあっくっさ-たうきうお, くけ こけ 
こさういゃぇくうっ う くぇ ょっかけ – しすけ こさけちっく-
すぇ つけゃっお くぇ こうしぇくけすけ しかけゃけ. ┿ゃすけ-
さなす くぇ “『うゅぇくしおう さけきぇく”, けすかうつっ-
くぇ し ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ いぇ ょっぉのす 
くぇ “ぃあくぇ こさけかっす” こさっい 1993-すぇ, 
“]すさぇくぇすぇ くぇ ぉっかうすっ くっゅなさつっすぇ”, 
“〈ゃけさちうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお”, “Led 
Zepelin - さけきぇくなす”, “‶っしくけこけえおぇ 
いぇ こかってうゃう たうこうすぇ”, “╇ょっぇかくうはす 
さけきぇく うかう ′っゃっさけはすくうすっ こさうおかの-
つっくうは くぇ ょ-さ ¨たくうきうくつっゃ”, おけはすけ 
こっつっかう くぇゅさぇょぇすぇ いぇ くぇえ-ょけぉなさ 
さけきぇく ゃ おけくおせさしぇ “《ぇくすぇしすうおぇ 
こさっい 100 けつう” う くぇ うくすっさくっす-さけ-
きぇくぇ „╉@くうぉ@かうすっ”, いぇ しっぉっ しう 
おぇいゃぇ ゃ すさっすけ かうちっ: „¨ぉうつぇ: おけき-
こけす けす きぇかうくう, きぇゃさせょ, “〉かうちぇ 
╉けくしっさゃくぇ”, “Stairway to Heaven”. 
′っ けぉうつぇ: つぇかゅぇ, すゃ-しぇこせくおう う ょぇ 
しっ こけすう. ′っ ゃはさゃぇ, つっ こさぇ-こさぇょは-
ょけ きせ っ ぉうか きぇえきせくぇ. ┿こけかうすうつっく. 
╁ないょせたぇさ. ╃さぇしおぇつ. ′っぉかぇゅけくぇ-

]かけゃっしくうはす てぇぉかけく „おけゃぇつ-
くうちぇ くぇ おぇょさう”, し おけえすけ 

„┿さしっくぇか” っ こけこせかはさっく ゃ ╉ぇいぇく-
かなお う せ くぇし, いぇすけゃぇ っ てぇぉかけく, 
いぇとけすけ こぇしゃぇ くぇ きくけいうくぇ. ╃けさう 
くぇ すっいう, おけうすけ ょぇかっつ くっ しっ こけ-
ぉうさぇす ゃ てぇぉかけくぇ. 〈ぇおうゃぇ, おぇすけ 
‶っすなさ ╋ぇさつっゃ. [ぇいかうつくうすっ. [ぇい-
かうつくうはす うくあっくっさ-たうきうお うょゃぇ 
こけ さぇいこさっょっかくうっ ゃ „┿さしっくぇか” ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ くぇ 20-すう ゃっお. ] 
ょうこかけきぇ すったくうつっしおぇ, くけ し こさうい-
ゃぇくうっ - こうしぇすっかしおけ. ¨とっ おぇすけ 
しすせょっくす ゃ ╀せさゅぇしおうは たうきうおけすった-
くけかけゅうつっしおう, くっとけ ゅけ つけゃなさおぇ, 
ょけおぇすけ つっすっ かのぉうきうは いぇ こっ-
さっしすさけえつっしおけすけ こけおけかっくうっ きかぇ-
ょっあおう ゃっしすくうお „‶せかし”. 』けゃなさおぇ 
ゅけ う きせ おぇいゃぇ, つっ こうしぇくっすけ っ いぇ 
くっゅけ, うきっくくけ. ╇いゅかっあょぇ すけゃぇ 
こさけゃうあょぇす せ くっゅけ う けおけかくうすっ, 
いぇとけすけ, おけゅぇすけ うょゃぇ さっょ ゃ こさぇい-
くうつくうは けしきけきぇさすっくしおう ぉさけえ くぇ 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ” ょぇ しっ こうてっ 
„くっとけ いぇ っょくぇ おけかっあおぇ ゃ 》うきう-
おけすったくけかけゅうつくうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 
0”, おけかっゅうすっ こさっこさぇとぇす すぇいう けす-
ゅけゃけさくぇ いぇょぇつぇ くぇ うくあ. ╋ぇさつっゃ. 
′ぇ 8-きう きぇさす こさっい 88-きぇ ╋ぇさ-
つっゃ こさけこうしゃぇ. ╆ぇゃうくぇゅう. 〈さうすっ 
ゅけょうくう さぇぉけすぇ こけ こさけそっしうはすぇ, 
こさっい おけうすけ ╋ぇさつっゃ おけくしっさゃう-
さぇ おぇさすっつくうちう う ぇゃすけきぇすう, しっ 
けおぇいゃぇす ょけ ょくっし こけしかっょくうすっ. ‶け 
けくけゃぇ ゃさっきっ, おけゅぇすけ ‶ってけ うしおぇ 
ょぇ こうてっ, „ぉっい ょぇ いくぇっ すけつくけ おぇお-
ゃけ”, けつっさおなす いぇ っょくぇ おけかっあおぇ, 
こせぉかうおせゃぇく ゃ „╆ぇゃけょしおぇ すさう-
ぉせくぇ”, きせ こけょしおぇいゃぇ: ”╋けゅぇ!”. ] 
すけゃぇ „╋けゅぇ!” ‶ってけ しきっかけ おぇくょう-
ょぇすしすゃぇ こけ けぉはゃぇ いぇ さっこけさすっさ ゃ 
きぇしすうすぇすぇ „╇しおさぇ”. ‶けゃはさゃぇか しう: 
”〈けゃぇ きはしすけ きけあっ ぉう っ いぇ きっく?!”. 
¨ぉぇつっ くっ. ╂かぇゃくうはす くぇ „╇しおさぇ” 
– ╃ぇくぇうか ‶ぇさくぇさけゃ, っ ゃこっつぇす-
かっく けす ‶ってけ, おけゅぇすけ ぉなょっとうはす 
„╃けしすけっゃしおう くぇ ╉ぇいぇくかなお” こけ-
こぇょぇ しかせつぇえくけ ゃ しかせつぇえくぇすぇ 
ういゃぇょおぇ ぇくおっすうさぇくう けす くっゅけ ゃ 
╉うくけ-ゃうょっけ-おかせぉぇ, おなょっすけ ‶ってけ 
しっ せゃなさすぇ おさぇえ ]すっそぇく ╉ぇかつっゃ し 
すぇえくぇ くぇょっあょぇ ょぇ きせ ょぇょっ てぇくし 
いぇ おうくけすけ. 〈ぇき ╋ぇさつっゃ, けぉぇつっ, っ 
くぇぉっかはいぇく ゃきっしすけ いぇ おうくけすけ – いぇ 
こうしぇくっすけ. ╆ぇぉっかはいぇく っ けす  ‶ぇさ-
くぇさけゃ, いぇとけすけ ゃ くっゅけゃぇ  あせさ-
くぇかうしすうつっしおぇ おうくけ-ぇくおっすぇ きかぇ-
ょけおなす こさっょ おぇしっすけそけくぇ ゅけゃけさう 
くぇょなたぇくけ う おけきこっすっくすくけ いぇ さっ-
あうしぬけさぇ ╇くゅきぇさ ╀っさゅきぇく! ‶ぇさ-
くぇさけゃ うしおぇ けす ╋ぇさつっゃ すっおしす いぇ 
„╇しおさぇ”. ‶ってけ ういぉうさぇ ぇさしっくぇか-

しおう しのあっす – けつっさおなす いぇ つせょぇおぇ-
けさなあっえくうお, ぇゃすけさ くぇ くぇてっくしおけ-
すけ „こっさこっすせせき きけぉうかっ” ┿くょさっえ 
]すぇくっゃ. ‶ぇさくぇさけゃ たぇさっしゃぇ すっ-
おしすぇ う ょぇゃぇ くぇ ╋ぇさつっゃ こなさゃうは 
うしすうくしおう たけくけさぇさ けす きくけゅけすけ いぇ 
けくうは ゅけょうくう 25 かっゃぇ! ╂かぇゃくうはす 
くぇ „╇しおさぇ” うしおぇ けとっ すっおしすけゃっ. 
〈けゅぇゃぇ ‶ってけ, おけえすけ すなおきけ しっ 
しすはゅぇ ょぇ こけつうゃぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
しすぇくちうは くぇ ′っしっぉなさ, こさっょかぇゅぇ 
くぇ „╇しおさぇ” きぇすっさうぇかぇ „] くぇてっく-
ちう くぇ きけさっ”. ╉けえすけ けすくけゃけ しっ たぇ-

さっしゃぇ.
‶なさゃうすっ せしこったう ゃ こうしぇ-

くっすけ, けぉぇつっ, くっ しすうゅぇす くぇ 
‶ってけ ょぇ しこっつっかう おけくおせさ-
しぇ いぇ さっこけさすっさ ゃ ゅさぇょしおぇすぇ 
„╇しおさぇ”. ′うとけ, つっ こけ-おなしくけ 
すけえ しこうしゃぇ ゃっしすくうおぇ ぉかういけ 
20 ゅけょうくう – しきなすくう ゅけょう-
くう くぇ すさせょくけ けちっかはゃぇくっ いぇ 
くぇえ-しすぇさけすけ こっさうけょうつくけ 
ぉなかゅぇさしおけ ういょぇくうっ. ¨ちっ-
かはゃぇくっ ゃ たうかはょう ぉせおゃうつおう, 
くっ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ - こけょ-

さっょっくう ゃなゃ ゃっしすくうおぇさしおう-
すっ  おけかけくう けす せしなさょうっすけ くぇ 
くぇえ-ょなかゅけ けちっかっかうは ゃ „╇し-
おさぇ” けす くけゃけすけ くっえくけ ゃさっきっ 
-  ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ.

¨とっ ゃ
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ” 

╋ぇさつっゃ さぇいぉうさぇ:
いぇ あせさくぇかうしすうおぇすぇ しっ 

うしおぇ しきっかけしす         

‶ってけ っ こけおぇくっく ゃ ぇさしっ-
くぇかしおうは ゃっしすくうお, おぇおすけ 

きけあっ ょぇ しっ けつぇおゃぇ いぇ けくけゃぇ 
ゃさっきっ – けす おけきぉうくぇすしおうは こぇさ-
すうっく おけきうすっす. ╉ぇおすけ きけあっ ょぇ 
しっ けつぇおゃぇ, いゃなくはす きせ こけ すっ-
かっそけくぇ. ]なぉうさぇす っおうこ, いぇとけ-
すけ けす ]けそうは うきぇ くぇさっあょぇくっ: 
ゃっしすくうおなす うかう しすぇゃぇ ょゃせしっょ-
きうつくうお おぇすけ うしすうくしおう ゃっしす-
くうお, うかう しこうさぇ ょぇ ういかういぇ. 
┿さしっくぇかちう ういぉうさぇす こなさゃけすけ, 
いぇ ょぇ いぇこぇいはす しゃけっすけ ういょぇくうっ. 
‶けおぇくっく っ けす 》さうしすけ ╊っつっゃ, 
こけ こさっこけさなおぇ くぇ ‶ぇさくぇさけゃ. 
╉けゅぇすけ こうすぇす うくあっくっさ ╋ぇさ-
つっゃ: ”╅っかぇっすっ かう ょぇ さぇぉけすう-
すっ こさう くぇし?”, ╋ぇさつっゃ けすゅけゃぇ-
さは, つっ とっ こけきうしかう. „╋うしかうた 
しぇきけ っょくぇ くけと う おぇくょうしぇた!”, 
こさっい せしきうゃおぇ しう しこけきくは ょくっし 
‶ってけ.
╁ „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ” きかぇ-

ょうはす あせさくぇかうしす くぇせつぇゃぇ すぇえ-
くぇすぇ くぇ いぇくぇはすぇ けす ╀けさうし ]こぇ-
しけゃ. ]なとうはす ╀けさうし ]こぇしけゃ, 
おけえすけ ょなかゅう ゅけょうくう さなおけゃけょう 
„╇しおさぇ”. ] くっゅけ ‶ってけ しっ さぇい-
ぉうさぇ ょけぉさっ, きぇおぇさ ]こぇしけゃ ょぇ 
っ いぇ くはおけう こけょつうくっくう しすさぇたけ-
ゃうすうはす くぇつぇかくうお. „┿おけ くっ しう 
しきっか ゃ あせさくぇかうしすうおぇすぇ, とっ 
ぉなょって しぇきけ っょうく いぇくぇはすつうは. 
╆ぇ うしすうくしおぇすぇ あせさくぇかうしすうおぇ 
しっ うしおぇ しきっかけしす う こさうくちうこ-
くけしす”, さぇいぉさぇか ╋ぇさつっゃ. ╁なゃ 
ゃさっきっすけ くぇ こっさっしすさけえおぇすぇ こけ 
╂けさぉぇつけゃしおう う ゃ „╆ぇゃけょしおぇ 
すさうぉせくぇ” しっ けこうすゃぇかう ょぇ こう-
てぇす こけ-しきっかけ. ╋ぇおぇさ こけゃっつっ-
すけ きぇすっさうぇかう ょぇ ぉうかう けす おぇ-
いうけくっく すうこ – いぇ ゃないたゃぇかぇ くぇ 
╉けきしけきけかぇ う こさけつうっ. ‶ってけ 
けすさぇいぇゃはか うきっくくけ おけきしけきけか-
しおうすっ せしこったう こけ ちったけゃっ う けす-
ょっかう – こけしすうあっくうはすぇ ゃ しけちうぇ-
かうしすうつっしおけすけ しなさっゃくけゃぇくうっ, 
しなぉさぇくうはすぇ, こうてっか けつっさちう 

いぇ さぇぉけすくうちう. ╅せさくぇかうしすうつっ-
しおけすけ こさっくっぉさっあっくうっ くぇ ゅけ-
かっきうすっ ゃ ぉさぇくてぇ おなき こけょけぉっく 
さけょ すっおしすけゃっ いぇ ‶ってけ けしすぇゃぇ 
つせあょけ. ╆ぇとけすけ けす ╀けさうし ]こぇ-
しけゃ くぇせつぇゃぇ ”ょぇ くっ しっ ゅくせしう 
けす すっきうすっ う しなょぉうすっ, おけうすけ 
けすさぇいはゃぇ”. ╁ さっょぇおちうはすぇ くぇ 
いぇゃけょしおうは ゃっしすくうお いぇ ╋ぇさつっゃ 
しっ けつっさすぇゃぇ すうこうつくうはす けぉさぇい 
くぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ-ぇさしっくぇかっち: 
つけゃっお し こさけそっしうけくぇかくけ しぇきけ-
つせゃしすゃうっ, けすゅけゃけさっく う し ょうし-
ちうこかうくぇ. 』けゃっお, おけえすけ あうゃっっ 
ょけぉさっ しなし いぇこかぇとぇくっすけ, おけっすけ 
ょぇゃぇ „┿さしっくぇか”. ]なし しすぇくょぇさす 
くぇ あうゃけす – こけ-ゃうしけお けす しさっょ-
くうは いぇ しすさぇくぇすぇ.
╋ぇさつっゃ こけしさっとぇ こさけきっくうすっ 

けす 1989-すぇ ゃ „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせ-
くぇ”, くけ くっ こけきくう すけつくけ おぇお っ 
けすさぇいっくけ こぇょぇくっすけ くぇ ╅うゃおけ-
ゃうは さっあうき. ‶けきくう, けぉぇつっ, 
„さぇいょゃうあゃぇくっすけ” ゃ くぇつうくぇ くぇ 
こうしぇくっ, おけっすけ くっ こけょきうくぇゃぇ う 
ぇさしっくぇかしおけすけ ういょぇくうっ. ′はきぇ 
おぇお ょぇ いぇぉさぇゃう う たけさぇすぇ, し 
おけうすけ ゅけ しさっとぇ さぇぉけすぇすぇ ゃなゃ 
ゃっしすくうおぇ. 〈せお ゃうあょぇ いぇ こさなゃ 
こなす ゅけさょけしすすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ 
ょくってくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ こけっいうは 
– [せきっく ╃っくっゃ. [せきっく すけゅぇゃぇ 
っ こさけしすけ さぇぉけすくうお, しかけゃけしかぇ-
ゅぇすっか  ゃ こっつぇすくうちぇすぇ. ╀かぇゅけ-
さけょくけすけ ういかなつゃぇくっ くぇ ┿くゅっか 
┿さぇぉぇょあうっゃ, ょなかゅけゅけょうてっく 
ゅかぇゃっく さっょぇおすけさ くぇ „╆ぇゃけょしおぇ 
〈さうぉせくぇ”, しなとけ けしすぇゃは すさぇえくう 
しかっょう. ╉ぇおすけ う こけっすなす ╇ゃぇく 
╋うくつっゃ, たせょけあくうおなす ‶っすおけ 
‶っすおけゃ, おけえすけ くけしう いぇ ゃっしす-
くうおぇ さうしせくおう う おぇさうおぇすせさう, 
╄かおぇ ╃あぇぉけゃぇ. ╁ さっょぇおちうはすぇ 
すけゅぇゃぇ ╋ぇさつっゃ さぇぉけすう こけょ さな-
おけゃけょしすゃけすけ くぇ ╁っしっかうくぇ ╃っさ-
ゃうてっゃぇ. 〈ぇき しぇ けとっ ╈けさょぇく 

╈けさょぇくけゃ – ぉなょっとうはす ゅかぇゃっく 
さっょぇおすけさ くぇ „╇しおさぇ”, ╂うくおぇ 
]かぇゃけゃぇ, うょゃぇ う たせょけあくう-
おなす-こけっす ‶っすおけ ╁なつっゃ, こけしかっ 
– ぃかうは ╋かぇょっくけゃぇ, しっゅぇてっく 
こうぇさ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
《けさきうさぇ しっ っおうこ, おけえすけ きぇかおけ 
こけ-おなしくけ しすぇゃぇ はょさけ くぇ ゅさぇょ-
しおうは ゃっしすくうお „╇しおさぇ” いぇ ゅけょう-
くう くぇこさっょ.          

„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”
いぇたさぇくゃぇ „╇しおさぇ”

し ぉぇくおぇ おぇょさう

╉ぇおすけ しすぇゃぇ う ゃ ょさせゅう けぉかぇ-
しすう, こさけたけょうかう こなさゃけ ゃ „┿さしっ-
くぇか” しこっちうぇかうしすう けす ゃしはおぇおなゃ 
さけょ こけしかっ けすうゃぇす こけ ゃないかけゃう 
きっしすぇ くぇ ゅさぇょしおけ くうゃけ. ]こっ-
つっかうか せこさぇゃうすっかしおけすけ きはしすけ 
ゃ „╇しおさぇ”, ╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ 
„ょなさこぇ” こけつすう ちっかうは っおうこ くぇ 
„〈さうぉせくぇ”-すぇ ゃ けぉとうくしおけすけ 
ういょぇくうっ. ぃかうは, ╋ぇさつっゃ, ╃ぇく-
つけ ╈けさょぇくけゃ, つっ う おぇしうっさなす 
′うくぇ ‶けこけゃぇ けす ′╇〈╇, けそけさ-
きはす けぉかうおぇ くぇ ょっきけおさぇすうつくぇ-
すぇ „╇しおさぇ” けす 90-すっ ゅけょうくう. 
╁ „╇しおさぇ” ╋ぇさつっゃ こけっきぇ おぇすけ 

いぇき. ゅかぇゃっく さっょぇおすけさ おせか-
すせさくうは けすょっか う けす 1993-すぇ ょけ 
2011-すぇ けしすぇゃは くぇ しすさぇくうちうすっ 
くぇ けぉとうくしおうは ゃっしすくうお たさけくう-
おぇ くぇ しなぉうすうはすぇ くぇ ちっかうは すゃけさ-
つっしおう あうゃけす くぇ ╉ぇいぇくかなお, しすけ-
すうちう こけさすさっすう くぇ たせょけあくうちう, 
こうしぇすっかう, こけっすう, きせいうおぇくすう, 
ぇおすぬけさう, さっあうしぬけさう, しぇきけぉうす-
くう すぇかぇくすう... ╊うすっさぇすせさくけすけ 
ういょぇくうっ くぇ „╇しおさぇ”, いぇ おけっすけ 
こけきぇゅぇ う けこうすなす きせ けす かうすっさぇ-
すせさくうすっ しすさぇくうちう ゃ „╆ぇゃけょしおぇ 
すさうぉせくぇ”, ょぇゃぇ くぇつぇかけすけ つさっい 
‶ってけ くぇ 10-ゅけょうてくうは ゃっつっ 
′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし „╋ぇゅうはすぇ 
╊のぉけゃ”.  
╃くっし ╋ぇさつっゃ うしおぇ ょぇ こさぇ-

ゃう けこうすう う ういゃなく しかけゃっしくうすっ 
こけさすさっすう. ╇いゃなく かうすっさぇすせさぇ-
すぇ, おなょっすけ ゃっつっ っ こけいくぇす おぇすけ 
ぇゃすけさ ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, いぇとけすけ 
おくうゅうすっ きせ しっ ういょぇゃぇす けす くぇえ-
こさっしすうあくうすっ さけょくう ういょぇすっか-
しすゃぇ. ╇いゃなく うくすっさくっす, おなょっすけ 
くぇこうしぇ こなさゃうは っかっおすさけくっく さけ-
きぇく. ╇いゃなく ゃっしすくうおぇさしすゃけすけ, 
おけっすけ きせ ょぇゃぇ こさけしすけさ う おぇすけ 
おけさっしこけくょっくす くぇ „╋けくうすけさ”, う 
おぇすけ ぇゃすけさ ゃ ょさせゅう くぇちうけくぇかくう 
ういょぇくうは おぇすけ „〈させょ” う „]っゅぇ”.
‶ってけ っ ゃっつっ う ょうこかけきうさぇく 

そうかきけゃ さっあうしぬけさ しかっょ おせさし 
ゃ ′┿〈《╇╆. ¨す ぉうかけすけ くぇ 50-すっ 
すけえ きっつすぇっ いぇ こなさゃうは しう おう-
くけ-こさけっおす, いぇ おけえすけ ゃっつっ うきぇ 
ゅけすけゃぇ うょっは. ¨ぉぇつっ しきっかけしす 
いぇ ゃしうつおけ すけゃぇ きせ ょぇゃぇ うきっく-
くけ けくけゃぇ こなさゃけ こさういくぇくうっ ゃ 
すゃけさつっしすゃけすけ, おけっすけ うょゃぇ ゃ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ „╆ぇゃけょしおぇ すさう-
ぉせくぇ”. ╁さっきっすけ, おけゅぇすけ ╋ぇさ-
つっゃ こけかせつぇゃぇ う こなさゃぇすぇ しう 
かうすっさぇすせさくぇ くぇゅさぇょぇ けす ′ぇ-
ちうけくぇかくうは おけくおせさし „『ゃっすぇく 
╆ぇくゅけゃ” ゃ ]かうゃっく いぇ さぇいおぇいぇ 
しう „]ぉけゅけき くぇ けさかうすっ”. ╁さっきっ-
すけ くぇ けくっいう こなさゃう しこけかせつかうゃう 
けこうすう ゃ „]すさぇくぇすぇ くぇ ぉっかう-
すっ くっゅなさつっすぇ”, おなょっすけ ‶ってけ 
„おさぇょっ” ぇさしっくぇかしおう しのあっすう けす 
ぉせさくうすっ しかっょさぇぉけすくう しぉうさおう 
ゃ さぇぉけすくうつっしおうすっ こぇくっかおう くぇ 
╇いすけつくけすけ, ゃさっきっすけ くぇ しさっとう-
すっ し けくっいう うしすうくしおう しさけょくう 
すゃけさつっしおう ょせてう う ぉかぇゅけょぇさくう 
つうすぇすっかしおう けつう, おけうすけ こぇかはす 
ゃなけょせてっゃかっくうっすけ う こけょおさっ-
こはす すぇかぇくすぇ. ╆ぇとけすけ すぇかぇくすなす 
きけあっ  う ょぇ くっ しっ しかせつう ゃ せしこっ-
たう, ぇおけ うしすうくしおう くっ しう ゃはさゃぇ. 
┿おけ ょさせゅうすっ くっ きせ ゃぇさゃぇす. ′ぇ 
‶ってけ くっとぇすぇ きせ しっ しかせつゃぇす 
ゃっつっ きくけゅけ こなすう. ′け いぇ こなさゃう 
こなす - ゃ „┿さしっくぇか”. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ょっあょっく. ╃ぇ くっ しっ しくっきぇ けす けすつっす, いぇしっゅぇ...”. 
╋けあっ ょぇ しっ ょけぉぇゃう: „‶うてっと ぉさぇす し ゃうくぇゅう けしけぉっくけ きくっくうっ, おけっすけ しぇき さってぇ-

ゃぇ おけゅぇ う こさっょ おけゅけ ょぇ しこけょっかう; こさうくちうこっく けさすけょけおしぇかっく たさうしすうはくうく, おけえすけ 
ょぇかっつ くっ たけょう くぇ ちなさおゃぇ ゃしはおぇ くっょっかは, しぇきけ いぇとけすけ すぇき しっ こぇかう しゃっと いぇ こけ 
こっす きうくせすう; かのぉうすっか くぇ さけおぇ; しこけさっょ くはおけう - いぇおなしくはか, くけ いぇ ょさせゅう - うしすうくしおう 
くぇょなたぇく ょうこかけきぇくす ゃ おうくけ-さっあうしせさぇすぇ, おけえすけ しすはゅぇ こなさゃぇすぇ しう かっくすぇ. „╉ぇ-
いぇくかなておうはす ╃けしすけっゃしおう”, おぇおすけ ゅけ くぇさうつぇす くはおけう... ┿ゃすけさ, おけえすけ うきぇ おけかおけすけ 
こけつうすぇすっかう, すけかおけゃぇ う おさうすうちう. ‶けしかっょくうすっ - こけ-しおけさけ けす おさなゅぇ くぇ す. くぇさ. „おぇ-
いうけくっく ]なのい くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こうしぇすっかう”. ‶なさゃうすっ - しなきうてかっくうちうすっ こけ しすうか う 
っしすっすうおぇ - おぇおすけ しっ こけょさぇいぉうさぇ - そっくけゃっ けす おさなゅぇ くぇ きけょっさくうすっ ぇゃすけさう せ くぇし, 
けぉっょうくっくう けおけかけ こさけそ. ╋うたぇうか ′っょっかつっゃ, くぇえ-ういょぇゃぇくうはす ゃ つせあぉうくぇ ょくってっく 
ぉなかゅぇさしおう こうしぇすっか, う こけっすぇ ╂っけさゅう ╂けしこけょうくけゃ, けすさうつぇくぇすぇ けす ╅うゃおけゃうすっ こう-
しぇすっかう ]うかゃうは 』けかっゃぇ, おぇいぇくかなておぇすぇ こけっすっしぇ ╅っくは ╃うきけゃぇ う こさけつうっ...
〈けいう - おぇおすけ しっ ゃうあょぇ - しすさぇくくうお し ぉうぉかっえしおけすけ うきっ ‶っすなさ - いくぇお いぇ おぇきっくくぇ 

すゃなさょけしす おぇすけ きうしなか う ょっかけ, ょくっし しっ こけょゃういぇゃぇ おぇすけ ╂かぇゃっく くぇ ゃっしすくうお „]っょ-
きうちぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, きぇおぇさ ょけ しおけさけ ょぇ ぉってっ いぇこぇいっくぇすぇ きぇさおぇ ぇゃすけさ ゃ さっょぇお-
ちうけくくけすけ おぇさっ くぇ いぇこぇいっくぇすぇ きぇさおぇ くぇ さけょくうは こっつぇす - 88-ゅけょうてくぇすぇ おぇいぇく-
かなておぇ „╇しおさぇ”...
‶うすぇくっすけ ”╉けえ すけつくけ っ ょくっし ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ?” しなし しうゅせさくけしす とっ ょけゃっょっ ょけ けすゅけ-

ゃけさぇ: ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ しう けしすぇゃぇ - ¨すおさうすうっすけ くぇ „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”.

П. Марчев в младежките буйни години
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╁ こさっょうてくうは ぉさけえ くぇ 〈┿ ゃう 
しなけぉとうたきっ, つっ しかっょ ゃういうすぇ くぇ 
けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ  ′っょはかおけ ′っょはかおけゃ 
くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ╀せいかせょあぇ 
ゃさぇすぇすぇ すぇき ぉっ けすくけゃけ いぇゃぇ
さっくぇ し ちっか けこぇいゃぇくっ あうゃけすぇ 
くぇ すせさうしすうすっ, おけうすけ ゃかういぇす 
こさっい きくけゅけぉさけえくうすっ こさけちっこう. 
‶け うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ, くけ

ゃうくぇすぇ いぇ ゃすけさうは あうゃけす くぇ 
╃けきぇ-こぇきっすくうお くぇ ╀せいかせょあぇ 
うょゃぇ しぇきけ しっょきうちぇ しかっょ しきなさ
すすぇ くぇ こけしかっょくうは きせ ょうさっおすけさ 
こさっい 80-すっ ゅけょうくう - ]すっそぇく 
′けっゃ. 
╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, くぇゃさなた 

しなぉけさぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ, くぇ 
╀せいかせょあぇ いぇ こなさゃう こなす けす 30 
ゅけょうくう  ゅさっえくぇ う こっすけかなつおぇすぇ 
くぇ こぇきっすくうおぇ. ╇ょっはすぇ いぇ すけゃぇ 
ぉっ くぇ きかぇょっあおぇすぇ けさゅぇくういぇ
ちうは くぇ ╀]‶, ぇ いぇこぇかゃぇくっすけ え 
けしなとっしすゃう きかぇょ うくあっくっさ けす 
╀せさゅぇし.
〉くうおぇかくけしすすぇ くぇ しなけさなあっ

くうっすけ, ゅさぇょっくけ けす ゃけえくうちう 
こさっい 80-すっ う ょくっし しきぇえゃぇ 
うくあっくっさうすっ, すなえ おぇすけ しぇきけ 
こさっょう ょくう しすぇくぇ はしくけ, つっ くぇ 
こさぇおすうおぇ 』うくうはすぇ きけあっ ょぇ 
ういょなさあう いっきっすさっしっくうっ ょけ 20-

′けゃう しゃっすけそぇさう くっ しぇ 
くせあくう くぇ ╉ぇいぇくかなお

‶さっょかぇゅぇくぇすぇ いっかっくぇ ゃなか-
くぇ けす 〈なさゅけゃしおう おけきこかっおし 
„╇いすけお” ょけ ]すぇさぇすぇ さっおぇ  っ 
ぉっいしきうしかっくぇ, おけきっくすうさぇす 
しなゃっすくうちうすっ けす おけきうしうはすぇ 
こさっょかけあっくうっすけ くぇ しすぇさけいぇ-
ゅけさしおぇすぇ そうさきぇ. 〈せお すっ しっ 
さぇいきうくぇゃぇす し こさっょかぇゅぇくぇすぇ 
けす ぇゃすけさうすっ くぇ こさけっおすぇ くけゃぇ 
しゃっすけそぇさくぇ せさっょぉぇ ょけ „【っか”, 
おなょっすけ しっ ゃかうゃぇす せか. „]すぇさけ-
いぇゅけさしおぇ” う ぉせか. „┿か. ╀ぇすっく-
ぉっさゅ”. ]おけさけしすすぇ すぇき きけあっ ょぇ 
しっ くぇきぇかう し ぉぇぉせくう, しきはすぇす 
けす おけきうしうはすぇ. 
‶さっしっつおぇすぇ くぇ „┿か. ╀ぇすっく-

ぉっさゅ” し „‶っすおけ ゃけえゃけょぇ” っ 
こさけぉかっきっく せつぇしすなお う ゃ ょさせゅけ 
けすくけてっくうっ, おけきっくすうさぇ しこっ-
ちうぇかくけ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
うくあ. 【うおけゃ. ╋はしすけすけ しなぉうさぇ 
けゅさけきくう おけかうつっしすゃぇ ゃけょぇ こさう 
ょなあょ, おけうすけ こさっょう ゅけょうくう しぇ 
しっ しすうつぇかう くぇょけかせ おなき おゃぇさ-
すぇかぇ ょけ せかうちぇ „[. ╃せてぇくけゃぇ” 
う しぇ くぇゃけょくはゃぇかう あうかうとくうすっ 
しゅさぇょう. 〈けゃぇ っ う こさうつうくぇすぇ 
うくあ. 【うおけゃ ょぇ しっ しけかうょぇ-
さういうさぇ し こさっょかけあっくうっすけ くぇ 

こさけっおすぇくすうすっ - おさなしすけゃうとっすけ 
ょぇ けしすぇくっ おぇおすけ しっゅぇ しなとっしす-
ゃせゃぇ, さぇいゅさぇくうつぇゃぇえおう しっ けす 
こさっょかけあっくうっすけ くぇ おけきうしうはすぇ, 
おけはすけ うしおぇ けすきはくぇ くぇ こさっょかけ-
あっくけすけ けす こさけっおすぇくすうすっ いぇ-
すゃぇさはくっ くぇ おさなしすけゃうとっすけ  くぇ 
„┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ”  し „╉ぇこ. ‶っ-
すおけ ゃけえゃけょぇ” ゃ のあくぇ こけしけおぇ. 
╁ すけいう さぇえけく しっ こさっょゃうあょぇ う 
いぇすゃぇさはくっ くぇ せか. „〈なあぇ”.  
╉けきうしうはすぇ こさっょかぇゅぇ くけゃけ 

おさなゅけゃけ, ゃきっしすけ 〈-ょゃうあっくうっ 
くぇ おさなしすけゃうとっすけ くぇ せか.  „『ぇさ 
╀けさうし” う せか. „‶っすおけ ゃけえゃけ-
ょぇ”, こさっょ けぉとっあうすうっすけ くぇ 
すったくせおせきぇ. 〈ぇおぇ しおけさけしすすぇ 
ゃ さぇえけくぇ とっ しっ けゅさぇくうつう, ぇ 
ょゃうあっくうっすけ とっ しっ さぇいこさっょっ-
かう ぉっいけこぇしくけ, しきはすぇす けとっ しな-
ゃっすくうちうすっ. ╁ ぉかういけしす ょけ すけいう 
せつぇしすなお しっ きうしかはす う こさけきっ-
くう こけ せかうちぇすぇ おさぇえ ¨しくけゃくけ 
せつうかうとっ „╉せかぇすぇ” - „19-すう 
そっゃさせぇさう” ゃ ちっかうは せつぇしすなお けす 
ぉけかくうちぇすぇ こけおさぇえ せつうかうとっすけ 
ょけ ╆っかっくうは きけしす ょぇ しすぇくっ っょ-
くけこけしけつくぇ,  こさっょかぇゅぇす けす こさけ-
っおすぇくすうすっ, ょけおぇすけ しなゃっすくうちう-
すっ くぇきうさぇす すけゃぇ いぇ ういかうてくけ. 
]こけさっょ すはた, ゃ ょゃぇすぇ おさぇは くぇ 
せかうちぇすぇ しぇ くせあくう しぇきけ いくぇちう 

„╆ぇぉさぇくっくけ しこうさぇくっすけ”. 
〉かうちぇ „]かぇゃはくしおぇ”, おけはすけ 

ゃけょう けす こぇいぇさぇ ょけ ゅかぇゃくぇ-

すぇ こけょ ╂うきくぇいうはすぇ, とっ しすぇゃぇ 
っょくけこけしけつくぇ しなし いぇぉさぇくぇ いぇ 
ょゃうあっくうっ くぇ しっゃっさ.

 ╀かけおぇあなす いぇょ 》ぇかうすっ
とっ しっ さってぇゃぇ し

っょくけこけしけつくう こかぇすくぇ

╆ぇょ 》ぇかうすっ とっ しっ きうくぇゃぇ 
し おけかぇ しぇきけ ゃ こけしけおぇ „[けいけ-
ゃぇ ょけかうくぇ”, おぇすけ しなゃっすくうちう-

すっ こさっょかぇゅぇす う いぇぉさぇくぇ くぇ 
かっゃうは いぇゃけえ おなき しゃっすけそぇさぇ 
くぇ ちっくすなさぇ. ╄ょくけこけしけつくぇ ゃ 
すけいう さぇえけく しすぇゃぇ う せかうちぇ-
すぇ こけおさぇえ „‶ぇかぇし” - „‶っすおけ 
]すぇえくけゃ”. ‶さっょかけあっくうっすけ くぇ 
しなゃっすくうちうすっ, けぉぇつっ, っ いぇぉさぇ-
くぇすぇ ょぇ ぉなょっ のゅ - しっゃっさ, ぇ 
くっ けぉさぇすくけ, おぇおすけ こさっょかぇゅぇす 
こさけっおすぇくすうすっ.
]なゃっすくうちうすっ くっ しぇ しなゅかぇしくう 

けとっ う し こさっょかぇゅぇくけすけ いぇすゃぇ-
さはくっ くぇ せかうちぇすぇ こけおさぇえ しすぇ-
さぇすぇ ぉぇくは - せか. ”]なっょうくっくうっ”. 
〈っ こさっょかぇゅぇす けすくけゃけ いくぇちう いぇ 
いぇぉさぇくぇ くぇ しこうさぇくっすけ すぇき う 
くぇしすけはゃぇす いぇ けすょっかくけ さっゅせかう-
さぇくっ くぇ きうくぇゃぇくっすけ くぇ こってっ-
たけょちうすっ こけ おさなしすけゃうとっすけ くぇ 
„23-すう  ‶ったけすっく 【うこつっくしおう 
こけかお” う „》さうしすけ ╀けすっゃ”. 〈ぇき 
しっゅぇ ょけ ぉうゃてうは 【ぇたおかせぉ こっ-
てったけょちう う おけかう しっ いぇしうつぇす 
いぇさぇょう っょくけゃさっきっくくけ いっかっくけ 
う いぇ ょゃっすっ しすさぇくう こさう いぇゃけは 
くぇょはしくけ けす ちっくすさぇかくうは ぉせかっ-
ゃぇさょ おなき „》さうしすけ ╀けすっゃ”. 
′っ っ くせあくけ くけゃけ  おさなゅけゃけ 

ょけ ¨ぉとうくぇ 2 いぇょ [けいぇさうせきぇ, 
おなょっすけ しっ しさっとぇす 5 せかうちう, 
くけ ょゃうあっくうっすけ くっ っ すけかおけゃぇ 
くぇすけゃぇさっくけ, しきはすぇす しなゃっすくう-
ちうすっ, いぇ さぇいかうおぇ けす こさけっお-
すぇくすうすっ. „╁けえくうておぇ” う „╂っく. 
]すけかっすけゃ” ょぇ しう けしすぇくぇす ょゃせ-
こけしけつくう, ぇ くっ っょくけこけしけつくう し 
ちっか さぇいすけゃぇさゃぇくっ くぇ ゃたけょぇ 
おなき すけゃぇ おさなしすけゃうとっ, きうしかはす 
けとっ けす  ╉けきうしうはすぇ こけ けぉ-
とっしすゃっく さっょ.

╁たけょなす おなき こぇさおうくゅぇ
いぇょ „╇しおさぇ” っ こさけぉかっき  

[ってっくうっすけ いぇ ゃかういぇくっ う 
ういかういぇくっ けす くけゃうは こぇさおうくゅ, 
おけえすけ こさっょしすけう ょぇ しっ ぇしそぇか-
すうさぇ, しっ すなさしう, おぇすけ ゃたけょなす う 
ういたけょなす こけ せか. „╂せさおけ” けしすぇくっ 

さぇいさってっく う ゃ ょゃっすっ こけしけおう ゃ 
けすしっつおぇすぇ „]おけぉっかっゃ” - „╊の-
ぉっく ╉ぇさぇゃっかけゃ”, ぇ くっ おぇおすけ 
こさっょかぇすぇす こさけっおすぇくすうすっ - 
せかうちぇ „╂せさおけ” ょぇ っ っょくけこけ-
しけつくぇ おなき こぇさおうくゅぇ し ょゃうあっ-
くうっ しぇきけ しっゃっさ - のゅ.
[っしけさくぇすぇ おけきうしうは  しっ しけ-

かうょぇさういうさぇ し こさっょかけあっくうっすけ 
くぇ こさけっおすぇくすしおうは おけかっおすうゃ 
せかうちぇ „╀っくおけゃしおう” ょぇ しすぇくっ 
っょくけこけしけつくぇ ゃ せつぇしすなおぇ けす 

こぇさおうくゅぇ いぇょ こけとぇすぇ ょけ せか. 
„》さうしすけ ╀けすっゃ”, おぇすけ こさっょかけ-
あっくうっすけ っ ょぇ しっ いぇぉさぇくう かっ-
ゃうはす いぇゃけえ ゃ こけしけおぇ しゃっすけそぇ-
さぇ くぇ せか. „》さ. ╀けすっゃ”.
[っしけさくぇすぇ おけきうしうは ゃ ¨ぉ-

とうくしおうは しなゃっす くっ けょけぉさはゃぇ 
ういちはかけ う うょっはすぇ くぇ こさけっお-
すぇくすうすっ いぇ さっゅせかぇちうはすぇ こけょ 
‶けかうちうはすぇ. 〈ぇき しっ こさっょかぇゅぇ 
っょくけこけしけつくけ いぇこぇょ - ういすけお こけ 
„╂さぇそ ╇ゅくぇすうっゃ”, おけっすけ ╉けきう-
しうはすぇ しつうすぇ いぇ くっくせあくけ. ╃ゃう-
あっくうっすけ けす ‶けかうちうはすぇ おなき 
ちなさおゃぇすぇ „]ゃっすぇ ╀けゅけさけょうちぇ” 
おなき こぇさおうくゅぇ いぇょ 〉くうゃっさきぇゅぇ  
こけ せか. „ぅゃけさけゃ” とっ ぉなょっ さぇい-
さってっくけ しぇきけ ゃ すぇいう こけしけおぇ, 
いぇぉさぇくはゃぇ しっ けぉさぇすくけすけ - けす 
ちなさおゃぇすぇ おなき ‶けかうちうはすぇ.

‶さっょ ╋せいっは とっ うきぇ
おさなゅけゃけ ょゃうあっくうっ

╆ぇょさなしすゃぇくうはすぇ こさっょ きせ-
いっえ-ゅぇかっさうはすぇ とっ しっ しこうさぇす 
し くけゃけ おさなゅけゃけ. ╃ゃうあっくうっすけ 
おなき [けいぇさうせきぇ とっ しすぇゃぇ くっ 
こけ „【うこつっくしおぇ っこけこっは”, おぇお-
すけ っ ょけしっゅぇ, いぇとけすけ すは しすぇゃぇ 
っょくけこけしけつくぇ けす [けいぇさうせきぇ 
おなき ╂ぇかっさうはすぇ. ╇いくぇしはくっすけ 
おなき [けいぇさうせきぇ ょぇ ぉなょっ おなき 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ, いぇょ ╋ぇ-
すっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは こけ 
せか. „【っえくけゃしおぇ”, おけはすけ しすぇゃぇ 
いぇぉさぇくっくぇ ゃ けぉさぇすくぇ こけしけおぇ, 
こさっょゃうあょぇ こさっょかけあっくうっすけ いぇ 
こさけきはくぇ くぇ こかぇくぇ. ╉けきうしうは-
すぇ こけょおさっこは おぇすけ ちはかけ すけゃぇ, 
くけ うきぇ う ょさせゅう うょっう けす くはおけう 
くっえくう つかっくけゃっ. 〉かうちぇすぇ こさっょ 
¨ぉとうくしおぇ ぉぇくおぇ ょぇ しっ いぇぉさぇ-
くう ゃ こけしけおぇ けす ╃けきぇ くぇ おせか-
すせさぇすぇ おなき ╋せいっは, こさっょゃうあょぇ 
けとっ ぇおすせぇかういぇちうはすぇ.
′けゃ しゃっすけそぇさ くぇ ういかういぇくっ 

けす せかうちぇすぇ いぇょ ╋ぇすっきぇすうつっ-
しおぇすぇ ゅうきくぇいうは おなき [けいぇさう-
せきぇ っ くっくせあっく, しきはすぇす けとっ 
しなゃっすくうちうすっ けす ╉けきうしうはすぇ, いぇ 
さぇいかうおぇ けす こさけっおすぇくすうすっ. 
╁ きけきっくすぇ こさっい しぇえすぇ くぇ ¨ぉ-

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお すっつっ けぉしなあ-
ょぇくっ う し ゅさぇあょぇくうすっ, おけうすけ 
しなとけ きけゅぇす ょぇ ょぇゃぇす こさっょ-
かけあっくうは いぇ こさけきはくぇ ゃ けさゅぇ-
くういぇちうはすぇ くぇ ょゃうあっくうっすけ ゃ 
ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ ╉ぇいぇく-
かなお. ‶さっょしすけう う けとっ っょくけ 
けぉしなあょぇくっ ゃ ╉けきうしうはすぇ こさっい 
すぇいう しっょきうちぇ, おけっすけ ょぇ ゃくっしっ 
おけさっおちうう こけ こさっょかけあっくうはすぇ 
くぇ しすぇさけいぇゅけさしおぇすぇ そうさきぇ.
‶さけっおすなす いぇ ぇおすせぇかういぇちうは 

こさっょゃうあょぇ けとっ けしゃっあぇゃぇくっ う 
ょけこなかゃぇくっ くぇ たけさういけくすぇかくぇすぇ 
きぇさおうさけゃおぇ くぇ こってったけょくう こな-
すっおう う かっくすう いぇ ょゃうあっくうっ, おぇお-
すけ う けすぉっかはいゃぇくっ くぇ きっしすぇすぇ いぇ 
こかぇすっくけ こぇさおうさぇくっ, おけうすけ ゃ 
くけゃぇすぇ したっきぇ しっ せゃっかうつぇゃぇす ゃ 
ちっくすさぇかくぇすぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす.
╆ぇしっゅぇ こかぇくなす っ ゃないかけあっく いぇ 

ゅさぇょぇ ぉっい あうかうとくうすっ おゃぇさすぇ-
かう - ╇いすけつくけすけ う ╆ぇこぇょくけすけ, 
せすけつくう けとっ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか” うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

′けゃけ おさなゅけゃけ ょゃうあっくうっ とっ さっゅせかうさぇ こけすけおぇ けす ぇゃ-
すけきけぉうかう くぇ けこぇしくけすけ おさなしすけゃうとっ こさっょ くぇょかっいぇ 

くぇ „┿さしっくぇか”, ╀╇╊╊┿ う ╉けきこかっおし „╆ょさぇゃっ”, ぇおけ ¨ぉとうく-
しおうはす しなゃっす こさうっきっ ぇおすせぇかういぇちうはすぇ くぇ ‶かぇくぇ いぇ けさゅぇ-
くういぇちうは くぇ ょゃうあっくうっすけ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす くぇ 
╉ぇいぇくかなお. 
〈さう くけゃう おさなゅけゃう ょゃうあっくうは くぇ ゃないかけゃう おさなしすけゃうとぇ  

とっ けすぉかけおうさぇす ょゃうあっくうっすけ くぇ くぇえ-こさけぉかっきくうすっ きっしすぇ 
ゃ ゅさぇょぇ, こさっょゃうあょぇ こさけきはくぇ ゃ ‶かぇくぇ いぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
ょゃうあっくうっすけ, こけょゅけすゃはくぇ けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, しなけぉとう 
いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ, さなおけゃけょうすっか 
′ぇこさぇゃかっくうっ „‶さけっおすうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う しすさけうすっか-
しすゃけ” ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃, けぉとうくしおう しなゃっすくうお ゃすけさう きぇくょぇす 
けす ゅさせこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, おけえすけ うきぇ  けこうす 
ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす ゃっつっ てっしす きぇくょぇすぇ.   ┿おすせぇかういぇちう-
はすぇ くぇ こかぇくぇ, こけょゅけすゃっくぇ こけ こけさなつおぇ けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお おなき っおしこっさすう けす „BUL project” - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し さなおけ-
ゃけょうすっか うくあ. ‶かぇきっく ╀せかぇくけゃ, ゃ きけきっくすぇ しっ けぉしなあょぇ ゃ 
‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ しうゅせさくけしす, けぉとっしすゃっく う っおけかけ-
ゅうつっく さっょ おなき ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす. ╁ おけきうしうはすぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお” しぇ こさっょしすぇゃっくう けす うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ う 
ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ.
╉けきうしうはすぇ, おけはすけ しっ さなおけゃけょう けす ╃うきうすなさ ╀ぇはしかうっゃ, 

しっ しなぉさぇ くぇ こなさゃぇ しぉうさおぇ 
こさっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ, 
おけゅぇすけ ぇゃすけさうすっ くぇ こさけっお-
すぇ いぇ こさけきはくぇすぇ ゃ けさゅぇくう-
いぇちうはすぇ くぇ ょゃうあっくうっすけ くぇ 
╉ぇいぇくかなお こさっいっくすうさぇたぇ  
くぇきっさっくうはすぇ しう いぇ さってぇ-
ゃぇくっすけ くぇ すけいう けゅさけきっく いぇ 
ゅさぇょぇ こさけぉかっき し ぉっいさぇい-
ぉけさくけすけ しこうさぇくっ, こぇさおう-
さぇくっ う いぇょさなしすゃぇくうはすぇ こけ 
せかうちうすっ.
‶さけぉかっきなす し ょせこおうすっ う 

けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ょゃうあっ-
くうっすけ こけ せかうちうすっ ぉっ こけ-
しすぇゃっく おぇすけ けしくけゃっく けとっ 
こけ ゃさっきっすけ くぇ こさっょういぉけさ-
くぇすぇ おぇきこぇくうは きうくぇかぇすぇ 
っしっく, ゃおかのつうすっかくけ う こさっょ 
ゅさせこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお”. [ってぇゃぇくっすけ きせ 
うくあ. 【うおけゃ けこさっょっかは おぇすけ 
ういおかのつうすっかくけ ゃぇあくけ いぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ, いぇとけすけ すけゃぇ 
しなし しうゅせさくけしす とっ くぇきぇかう 
ぉさけは くぇ こけしすさぇょぇかうすっ たけさぇ 
こけ せかうちうすっ, とっ こけゃうてう 
ぉっいけこぇしくけしすすぇ いぇ ょっちぇすぇ 
う せつっくうちうすっ う とっ しこっしすう 
ゃさっきっ う ういかうてくう くっさゃう 
くぇ おぇいぇくかなつぇくう いぇょ ゃけかぇ-
くぇ. 27 ぇゃすけきぇすぇ いぇ すぇかけくう 
いぇ こぇさおうさぇくっ こさっょゃうあょぇ 
くけゃうはす こかぇく. ╁ないきけあくけしす-
うすっ くぇ ぉのょあっすぇ こさっい こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう, けぉぇつっ, 
こけおぇいゃぇす, つっ こけゃっつっ けす すさう 
ぇゃすけきぇすぇ くぇ ゅけょうくぇ くっ きけ-
ゅぇす ょぇ しっ おせこはす, けぉはしくう いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” うくあ. 
『ゃっすぇく 【うおけゃ. 〈けゃぇ とっ 
くぇかけあう っゃっくすせぇかくけ ょなか-
ゅけしさけつくけ ういこなかくっくうっ くぇ 
こかぇくぇ ゃ すぇいう きせ つぇしす.
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すぇ しすっこっく こけ [うたすっさ. ¨す せくう
おぇかくうすっ きけいぇっつくう こぇくぇ, おさうし
すぇかう う うくゃっくすぇさ, し おけうすけ こさっい 
80-すっ こぇきっすくうおなす こさうゃかうつぇ 
すせさうしすう う しきぇえゃぇ しゃっすぇ, ょくっし 
くっ っ けしすぇくぇかけ くうとけ.  
‶さっい かはすけすけ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけ

ょうくぇ  ぉうゃてうはす  せこさぇゃうすっか くぇ 
けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╈けさょぇく 
′うおけかけゃ しなけぉとう, つっ いぇ こっさう
けょぇ 2001-2011 ゅけょうくぇ くぇこさぇ
ゃっくぇすぇ うくゃっくすぇさういぇちうは くぇ 
こぇきっすくうおぇ っ せしすぇくけゃうかぇ かうこ
しう いぇ 110 000 かっゃぇ. ╇くしこっおすう
さぇくけ っ ょゃうあうきけすけ う くっょゃうあう
きけすけ うきせとっしすゃけ, いぇつうしかっくけ 
くぇ こぇきっすくうおぇ. ]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
ておぇそけゃっ, すっかっゃういけさう, ぉぇゅっ
さう, ょけさう しおう-ゃかっおけゃっ う けぉせゃ
おう いぇ しおう, おぇすけ けす すはた こけつすう 
くうとけ くっ っ けしすぇくぇかけ. 〈けゅぇゃぇ 
′うおけかけゃ いぇはゃう, つっ こさっい 1989 
ゅ. しけぉしすゃっくけしすすぇ くぇ こぇきっすくう
おぇ っ こさったゃなさかっくぇ けす ╋うくうし
すっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ けぉ
かぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ. ]かっょ すけゃぇ, 
ゃっさけはすくけ せきうてかっくけ, しゅさぇょぇすぇ 
っ ぉうかぇ すけすぇかくけ けぉさぇくぇ, おぇすけ 
こさっい ゅけょうくうすっ くうおけえ くっ っ こけ
すなさしうか けすゅけゃけさくけしす けす けくっいう, 
おけうすけ しぇ は しすけこぇくうしゃぇかう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

] けおけかけ 10 しすけすうくおう くぇ おせぉうつっく きっすなさ 
とっ しっ せゃっかうつう ちっくぇすぇ くぇ ゃけょぇすぇ ゃ ╉ぇ

いぇくかなておけ. ╆ぇ しっきっえしすゃけ しさっょくけすけ せゃっかう
つっくうっ くぇ きっしっつくぇすぇ しきっすおぇ いぇ ゃけょぇ, こさう 
くけさきぇかくぇ おけくしせきぇちうは, とっ っ けす こけさはょなおぇ 
くぇ 1 かっゃ. 
〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす こうしきけ くぇ うくあ. 〈けすぬけ 

┿くゅっかけゃ - さなおけゃけょうすっか くぇ ╁う╉- さぇえけく ╉ぇ
いぇくかなお. ╇いつうしかっくうはすぇ くぇ くぇつぇかくうおぇ くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ こけおぇいゃぇす, つっ しさっょくけ し かっゃ とっ 
くぇさぇしくっ しきっすおぇすぇ くぇ っょくけ しっきっえしすゃけ こさう 
くけゃうすっ ちっくう. ╉ぇすけ きけすうゃ いぇ せゃっかうつっくうっすけ 
しっ こけしけつゃぇ せゃっかうつっくぇすぇ ちっくぇ くぇ っか. っくっさ
ゅうはすぇ, おけはすけ くぇ こさぇおすうおぇ いぇゃうてぇゃぇ さぇいたけ
ょうすっ くぇ ╁う╉-ょさせあっしすゃけすけ し 15%.
╁ さぇいこさけしすさぇくっくけすけ しすぇくけゃうとっ ょけ あうすっ

かうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しっ おぇいゃぇ けとっ, 
つっ ╁う╉ - さぇえけく ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ うきぇ うくゃっし
すうちうけくくぇ こさけゅさぇきぇ, おけはすけ っ しなゅかぇしせゃぇくぇ し 
けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ 
ぉぇいぇ くぇ すぇいう うくゃっしすうちうけくくぇ こさけゅさぇきぇ けす 
っしっくすぇ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょけ きけきっくすぇ しぇ 
こけょきっくっくう 1000 き ゃけょけこさけゃけょくぇ きさっあぇ ゃ 
おゃ. „╁ぇしうか ╊っゃしおう”, 400 き ゃけょけこさけゃけょ こけ 
せか. „┿かっおしぇくょなさ ]すぇきぉけかうえしおう” う 1000 き 
こけ せか. „‶っすぬけ ╂ぇくうく”. ╃け おさぇは くぇ すぇいう ゅけょう
くぇ こさっょしすけう ょぇ しっ さっおけくしすさせうさぇす けとっ 2000 
き ゃけょけこさけゃけょくぇ きさっあぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁ ぉかういおけ ゃさっきっ とっ いぇこけつくぇす ょっえくけしすうすっ こけ 
しきはくぇ くぇ ゃけょけこさけゃけょくぇすぇ きさっあぇ こけ ゅかぇゃ
くぇすぇ せかうちぇ - ぉせか. „┿かっおしぇくょなさ ╀ぇすっくぉっさゅ”, 
ゃ こさっしっつおぇすぇ けす ぉせか. „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ょけ 
せか. „╃-さ 》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう”.

‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ, くぇ こさぇおすうおぇ 12 たうかはょう ょせてう 
けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, あうゃっっとう ゃ しっかぇすぇ 【っえくけ
ゃけ, ╀せいけゃゅさぇょ, ╉なくつっゃけ, ¨ゃけとくうお, [けいけゃけ, [な
あっくぇ う 』っさゅぇくけゃけ, いぇこかぇとぇす くぇこけかけゃうくぇ ちっくぇすぇ 
くぇ ゃけょぇすぇ こけさぇょう そぇおすぇ, つっ すぇき ゃけょぇすぇ ょけしすうゅぇ 
ょけ くぇしっかっくうっすけ こけ ゅさぇゃうすぇつっく, ぇ くっ こけ こけきこぇ
あっく こなす.
╆ぇ すっいう くぇしっかっくう きっしすぇ ちっくぇすぇ くぇ ゃけょぇすぇ とっ しう 

けしすぇくっ しなとぇすぇ, すなえ おぇすけ こけきこぇあくぇすぇ ゃけょぇ おなき 
すはた っ きぇかなお こさけちっくす, おけえすけ  ょさせあっしすゃけすけ きけあっ
かけ ょぇ しう こけいゃけかう ょぇ こけっきっ おぇすけ さぇいたけょ.
¨す ╁う╉ - さぇえけく ╉ぇいぇくかなお すゃなさょはす, つっ こけ ょぇく

くう くぇ ′ぇちうけくぇかくうは しすぇすうしすうつっしおう うくしすうすせす しけ
ちうぇかくぇすぇ こけくけしうきけしす くぇ くぇしっかっくうっすけ ゃ けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ いぇ ちっくぇ くぇ ゃけょぇすぇ っ 4.90 かゃ. いぇ 
おせぉうつっく きっすなさ ぉっい ╃╃], おけはすけ っ ゃ こなすう こけ-ゃうしけ
おぇ けす しっゅぇてくぇすぇ.                                          

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

]ぇきけ こけ 1 いぇしすなこくうお くぇ ょぇょっくぇ こぇさすうは ょぇ うきぇ こさぇゃけ ょぇ こさうしなしすゃぇ 
ゃ しっおちうけくくぇ ういぉうさぇすっかくぇ おけきうしうは いぇ 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. 〈けゃぇ っ っょくぇ けす 5-すっ しなとっしすゃっくう こさけきっくう, ゅかぇしせゃぇくう くぇ 
こなさゃけ つっすっくっ ゃ ′] う ゃくっしっくう けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╂╄[╀, こけ けすくけてっくうっ くぇ 
さっきけくすぇ くぇ ╇いぉけさくうは おけょっおし. ╆ぇ すぇいう こさけきはくぇ しなけぉとう ゃ ╉ぇいぇくかなお 
くぇさけょくうはす こさっょしすぇゃうすっか けす ╂╄[╀ ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ. ]なとけすけ けゅさぇ
くうつっくうっ とっ ゃぇあう いぇ おけぇかうちううすっ. ¨とっ 4 しなとっしすゃっくう こさけきっくう ゃ ╇い
ぉけさくうは おけょっおし こさっょしすけう  ょぇ しっ けぉしなあょぇす ゃ こかっくぇさくぇ いぇかぇ. ╄ょくぇすぇ けす 
すはた っ しゃなさいぇくぇ し こさけきはくぇ ゃ くぇおぇいぇくうっすけ いぇ おせこせゃぇつうすっ くぇ ゅかぇしけゃっ 
- いぇすゃけさ けす 1 ょけ 10 ゅけょうくう. ╃けしっゅぇてくうはす すっおしす こさっょゃうあょぇてっ いぇすゃけさ 
ょけ 10 ゅけょうくう, ぉっい ょけかくぇ ゅさぇくうちぇ. ‶け すぇいう こさうつうくぇ くうすけ っょうく けす 
おせこせゃぇつうすっ くぇ ゅかぇしけゃっ  くっ こけかせつう っそっおすうゃくぇ こさうしなょぇ, いぇはゃう いぇ 〈┿ 
╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ. ╁しうつおう ょけおぇいぇくう しかせつぇう いぇ おせこせゃぇくっ くぇ ゅかぇしけ
ゃっ いぇゃなさてうたぇ し せしかけゃくう こさうしなょう. ]こけさっょ くぇさけょくうは こさっょしすぇゃうすっか, 
くけゃぇすぇ こさけきはくぇ とっ ゃくっしっ こけゃっつっ しこさぇゃっょかうゃけしす ゃ くぇおぇいぇくうはすぇ いぇ 
すなさゅけゃちうすっ くぇ ゅかぇしけゃっ う とっ こぇさうさぇ ゃないきけあくけしすすぇ いぇ せしかけゃくう こさうしな
ょう. ╃させゅうすっ こさっょかぇゅぇくう こさけきっくう ゃ ╇いぉけさくうは おけょっおし しぇ しゃなさいぇくう し 
ういこけかいゃぇくっ くぇ ][]-すぇ おぇすけ ょけおぇいぇすっかしすゃっく きぇすっさうぇか いぇ おせこせゃぇつうすっ 
くぇ ゅかぇしけゃっ, し っかっおすさけくくけすけ ゅかぇしせゃぇくっ う ういさうつくぇすぇ いぇぉさぇくぇ いぇ せつぇし
すうっ くぇ きうくうしすさう う いぇき.-きうくうしすさう おぇすけ こさっょしっょぇすっかう くぇ こさっょういぉけさくう 
とぇぉけゃっ. 

 そういうつっしおう かうちぇ けす ]すぇ
さけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす しぇ “こさけこせし
くぇかう” ょぇ ゃくっしぇす ゃ ぉのょあっすぇ くぇょ 
983 000 かっゃぇ. ]せきうすっ しぇ けす 
くっょっおかぇさうさぇく う くっゃくっしっく ょぇ
くなお けぉと ょけたけょ う しぇ せしすぇくけゃっくう 
しかっょ こさうおかのつうかう さっゃういうう くぇ 
かうちぇすぇ, せすけつくはゃぇす けす きっしすくうは 
けそうし くぇ ′┿‶.
╁ たけょぇ くぇ さっゃういうけくくけすけ こさけ

ういゃけょしすゃけ うくしこっおすけさうすっ こけ 
こさうたけょうすっ けす けそうしぇ くぇ ′┿‶ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しぇ いぇこけさうさぇかう ぇおすうゃう, 
ぉぇくおけゃう しきっすおう, ょゃうあうきけ うかう くっょゃうあうきけ うきせとっしすゃけ いぇ くぇょ 893 000 
かっゃぇ. ╁ きぇしけゃうは しかせつぇえ こさう さっゃういうさぇくうすっ かうちぇ うきぇ くっしなけすゃっすしすゃうっ 
きっあょせ こさうすっあぇゃぇくけ うきせとっしすゃけ う ょっおかぇさうさぇくう ょけたけょう.
╁ ょさせゅう しかせつぇう かうちぇすぇ, けすこせしくぇかう いぇっきう, くっ きけゅぇす ょぇ ょけおぇあぇす こさけ

ういたけょぇ くぇ しさっょしすゃぇすぇ いぇ すはた. 

]なし いぇこけゃっょ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ ′┿‶-‶かけゃょうゃ  けす 12-すう のかう っ しきっ
くっく さなおけゃけょうすっかはす くぇ ╃ぇくなつくうは けそうし ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╃けしっゅぇてくうはす 

てっそ くぇ けそうしぇ ]ぇてけ ‶っっゃ っ こさっきっしすっく くぇ ょかなあくけしすすぇ „っおしこっさす”, ぇ 
くぇ くっゅけゃけ きはしすけ っ くぇいくぇつっくぇ ょけしっゅぇてくぇすぇ しかせあうすっかおぇ ゃ けそうしぇ 〈ぇくは 
╂ぇくつっゃぇ. 

╉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 こけょこうしぇ ょけ

ゅけゃけさぇ いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ こさけっおす 
“╁くっょさはゃぇくっ くぇ きっさおう いぇ っくっさゅうえ
くぇ っそっおすうゃくけしす ゃ ╋╀┿╊-╉ぇいぇくかなお”. 
‶さけっおすなす しっ そうくぇくしうさぇ けす ′ぇちうけ
くぇかっく ょけゃっさうすっかっく っおけそけくょ う っ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 85%. ]なそうくぇくしうさぇくっすけ 
けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす っ 15%, おけっ
すけ ぉっ こさうっすけ し [ってっくうっ わ 266 けす 
28. 06. 2012 ゅ. くぇ ̈ ぉとうくしおう しなゃっす-
╉ぇいぇくかなお. ]すけえくけしすすぇ くぇ こさけっおすぇ っ 
きぇかおけ くぇょ 3 300 000 かっゃぇ. ¨す すはた 
こけつすう 3 260 000 かっゃぇ しぇ いぇ しすさけう
すっかくけ-さっきけくすくう さぇぉけすう.
‶さけっおすなす こさっょゃうあょぇ ういこなかくっくうっ 

くぇ こぇおっす けす っくっさゅけしこっしすはゃぇとう きっさおう - すけこかけういけかうさぇくっ くぇ しすっくう, さっおけくしすさせおちうは う 
すけこかけういけかうさぇくっ くぇ こけおさうゃ, こけょきはくぇ くぇ ょけゅさぇきぇ う こけょきはくぇ くぇ けすけこかうすっかくぇ うくしすぇ
かぇちうは. ]すさけうすっかくけ-さっきけくすくうすっ さぇぉけすう とっ ぉなょぇす ういこなかくっくう こけっすぇこくけ ゃなゃ ゃしうつおう 
けすょっかっくうは くぇ ╋╀┿╊ „╃-さ 》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう” ╄¨¨╃ - ╉ぇいぇくかなお ぉっい こさっおなしゃぇくっ くぇ 
せしかせゅうすっ, こさっょかぇゅぇくう けす いょさぇゃくけすけ いぇゃっょっくうっ. 

]すせょっくすなす けす ╉ぇいぇくかなお 〈っけょけさ ╉せちぇさけゃ, しうく くぇ うくあ. 
′うおけかぇえ ╉せちぇさけゃ けす „┿さしっくぇか” ┿╃, こけかせつう しすうこっく

ょうは いぇ せつぇしすうっすけ しう ゃ ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ おなしけきっすさぇあっく 
そうかき こけ こさけっおすぇ „╃うしっおちうは くぇ ょっきけおさぇちうはすぇ“. 《うかきけ
ゃうはす っおうこ, ゃ おけえすけ っ う 〈っけょけさ, とっ こさっょしすぇゃう すゃけさぉぇすぇ くぇ 
きっあょせくぇさけょっく そっしすうゃぇか こさっい 2013-すぇ ゅけょうくぇ. ╉せちぇさけゃ 
- きかぇょてう せつう そうかきけゃ う すっかっゃういうけくっく きけくすぇあ ゃ せくうゃっさ
しうすっすぇ ゃ ╀かぇゅけっゃゅさぇょ. ¨とっ おぇすけ こなさゃけおせさしくうお すけえ しすぇくぇ 
ぇゃすけさ くぇ ょゃっきうくせすくうは そうかき „╀なょっとっ”.

′ぇょっあょぇ ╃うきうすさけゃぇ う ╇ゃっかうくぇ 
]すぇくつっゃぇ - しけかうしすおう くぇ ゃけおぇかくぇ 

ゅさせこぇ „╇しおさうちぇ” こさう ′』 „╇しおさぇ-1860”, 
とっ せつぇしすゃぇす ゃなゃ そうくぇかくうすっ おさなゅけゃっ 
くぇ XXI-は ╄ゃさけこっえしおう こけこ そっしすうゃぇか 
„╀っさかうくしおぇ こっさかぇ”. ╇ ょゃっすっ きけきうつっすぇ 
しぇ ゃないこうすぇくうつおう くぇ ゃけおぇかくうは こっょぇ
ゅけゅ ]すっそおぇ ╃っくっゃぇ. 〈っ とっ こさっょしすぇゃはす 
╀なかゅぇさうは くぇ きっあょせくぇさけょくうは おけくおせさし, 
おけえすけ とっ しっ こさけゃっょっ けす 22 ょけ 26 くけっき
ゃさう 2012 ゅ. ゃ ╀っさかうく. 
¨しくけゃくぇすぇ ちっか くぇ おけくおせさしぇ っ ょぇ こけこせ

かはさういうさぇ ゃけおぇかくうすっ すぇかぇくすう くぇ ょっちぇ
すぇ う きかぇょうすっ たけさぇ けす さぇいかうつくう くぇちうう. 
╁なゃ そうくぇかくうすっ おさなゅけゃっ くぇ „╀っさかうくしおぇ 
こっさかぇ” しっ ゃおかのつゃぇす っょくう けす くぇえ-すぇ
かぇくすかうゃうすっ ういこなかくうすっかう くぇ ╄ゃさけこぇ.

] くけゃう いぇこかぇすう, せゃっかうつっくう し 5%, しぇ おきっすけゃっすっ くぇ おきっすしすゃぇ ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお しかっょ さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ] 80 かっゃぇ っ せゃっかうつっくぇ う いぇこかぇすぇすぇ 

くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う すは ゃっつっ っ 1 594 かゃ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう いぇきさぇいうたぇ しゃけうすっ ゃないくぇゅさぇあょっくうは.
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24 198 しぇ しうくょうおぇかくうすっ つかっくけゃっ くぇ ╉′]╀  ゃ さっゅうけくぇ, おぇすけ “┿さしっくぇか” っ し くぇえ-ゅけかはき ぉさけえ 
つかっくけゃっ ゃ けぉかぇしすくぇすぇ しすさせおすせさぇ う  こさぇおすうつっしおう くぇえ-ぇおすうゃくぇすぇ. 〈けゃぇ っ う きけすうゃなす ゃしっ こけ-
つっしすけ う ゃしっ こけ-はしくけ ょぇ しっ つせゃぇす ゅかぇしけゃっ, くぇしすけはゃぇとう けさゅぇくういぇちううすっ くぇ ╉′]╀ ゃ ╉ぇいぇく-
かなておけ ょぇ うきぇす けすょっかくぇ しゃけは さっゅうけくぇかくぇ しすさせおすせさぇ すせお. 
‶け ゃさっきっ くぇ そけさせきぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ  こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ こけすゃなさょう 

けすくけゃけ うしおぇくうはすぇ くぇ しうくょうおぇすぇ, いぇ おけうすけ とっ くぇしすけはゃぇ こさっょ 〈さうしすさぇくくうは しなゃっす ゃ おさぇは くぇ 
すけいう きっしっち: くぇ こなさゃけ きはしすけ - おけきこっしぇすけさっく こぇおっす いぇ きっさおう おなき ぉういくっしぇ, うくょせしすさうはすぇ う 
ょけきぇおうくしすゃぇすぇ, いぇ ょぇ しっ こけきけゅくっ くぇ たけさぇすぇ ょぇ こけくっしぇす ちっくけゃうすっ せょぇさう けす せゃっかうつっくうすっ 
すけお, ゃけょぇ, ゅぇい う すけこかけっくっさゅうは.
330 かっゃぇ きうくうきぇかくぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, 10-こさけちっくすくけ せゃっかうつっくうっ くぇ っょうくくうは さぇいたけょっく 

しすぇくょぇさす ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, しけちうぇかくうすっ ょっえくけしすう, おせかすせさぇすぇ, おぇおすけ う こけくっ 10-こさけちっくすくけ 
せゃっかうつっくうっ くぇ こっくしううすっ けす 1 はくせぇさう ょけゅけょうくぇ.   
〈けゃぇ しぇ ょさせゅうすっ きっさおう, いぇ おけうすけ くぇしすけはゃぇす う けす ╉′]╀, う けす ╉〈 “‶けょおさっこぇ”. ╆ぇ ょぇ しっ しかせつう 

すけゃぇ, とっ しぇ くっけぉたけょうきう けおけかけ きうかうぇさょ う 200 きうかうけくぇ かっゃぇ. 
]こけさっょ こなさゃうは しうくょうおぇかうしす ゃ ょなさあぇゃぇすぇ, つぇしす けす すっいう こぇさう きけゅぇす ょぇ しっ ゃいっきぇす けす ゅかけぉう, 

しかっょ おぇすけ いぇおけくけゃけ しっ おさうきうくぇかういうさぇ せきうてかっくけすけ せおさうゃぇくっ くぇ けしうゅせさうすっかくうすっ ゃくけしおう.
╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

...』 ぃ╅〉』 ′╅ 〉《╇¨ 》『《‒╊』¨¨

[ぇぉけすう しっ し けょけぉさっくうすっ おぇく-
ょうょぇすう. ╆ぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ 
くけゃぇ こさけちっょせさぇ いぇ こさうっき くぇ 
いぇはゃかっくうは あっかぇっとうすっ かうちぇ 
きけゅぇす ょぇ しっ うくそけさきうさぇす けす 
しぇえすぇ くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっ-
すけしすすぇ www.az.government.
bg うかう くぇ きはしすけ ゃ ╃うさっおちうは 
„╀のさけ こけ すさせょぇ” - ╉ぇいぇくかなお.  
╁ぇあくけ せしかけゃうっ いぇ おぇくょうょぇす-

しすゃぇとうすっ かうちぇ こけ したっきぇすぇ “┿い 
きけゅぇ こけゃっつっ” っ ょぇ しぇ いぇっすう こけ 
すさせょけゃ ょけゅけゃけさ うかう ょぇ しぇ しぇ-
きけくぇっすう. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ „╀のさけ こけ 

┿さしっくぇかちう, おけうすけ くっ しぇ 
いぇゃなさてうかう きぇてうくけしすさけ-

うすっかくぇ しこっちうぇかくけしす, きけゅぇす 
ょぇ せつぇす いぇょけつくけ こさっい くけゃぇすぇ 
せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ゃ ‶さけそっしうけ-
くぇかくぇすぇ 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. 〉つう-
かうとっすけ, けしくけゃぇくけ こさっい 20-すっ 
ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお けす おぇいぇく-
かなておうは ょぇさうすっか ╇ゃぇく 》ぇょあう-
っくけゃ, おけえすけ っ こけょこけきけゅくぇか う 
しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす, うきぇ すさぇょうちうう 
ゃ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ おぇょさう いぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ くぇ ゃしうつおう 
くうゃぇ. ╄ょくう けす くぇえ-せしこってくうすっ 
さなおけゃけょうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” 
こさっい ゅけょうくうすっ, おぇおすけ う しこっ-
ちうぇかうしすう けす ゃしうつおう くうゃぇ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ,  しぇ いぇゃなさてう-
かう おぇいぇくかなておうは すったくうおせき.   
¨す すぇいう せつっぉくぇ 2012 – 2013-

すぇ ゅけょうくぇ しっ ゃさなとぇ う けぉうつぇえ-
くけすけ ょけこさっょう ゅけょうくう いぇょけつくけ 
けぉせつっくうっ くぇ しこっちうぇかうしすう, 
おけうすけ ゃっつっ さぇぉけすはす うかう うし-
おぇす ょぇ さぇぉけすはす ゃ おぇいぇくかなて-
おけすけ きぇてうくけしすさけっくっ, しなけぉとう 
いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ょうさっお-
すけさなす くぇ こさけそっしうけくぇかくぇ-
すぇ ゅうきくぇいうは ╉さぇしうきうさぇ 〈の-
そっおつうえしおぇ. ╆ぇこうしゃぇくっすけ くぇ 
せつっくうちう いぇ いぇょけつくけ けぉせつっくうっ 
こさけょなかあぇゃぇ ょけ おさぇは くぇ きっ-
しっち ぇゃゅせしす; ゃっつっ しぇ こけこなかくっ-
くう きっしすぇすぇ いぇ くぇょ 20 ょせてう, 
くけ さぇいさってっくうすっ いぇ けぉせつっくうっ 
きっしすぇ しぇ 35, けぉはしくう けとっ 〈の-
そっおつうえしおぇ. ]こけさっょ くっは, せつう-
かうとっすけ, おけっすけ こさっい きうくぇかぇすぇ 
せつっぉくぇ ゅけょうくぇ こさっあうゃは くぇえ-
しっさうけいくぇすぇ おさういぇ けす くぇつぇかけすけ 
くぇ しなとっしすゃせゃぇくっすけ しう, しっゅぇ 
ゃっつっ ういかういぇ けす こさけぉかっきくぇすぇ 

しうすせぇちうは. ¨しゃっく くけゃぇすぇ こぇ-
さぇかっかおぇ - いぇょけつくけ けぉせつっくうっ, 
ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” すぇいう 
ゅけょうくぇ こけしすなこゃぇす ょっちぇ ゃ けとっ 
ょゃぇ おかぇしぇ. ]かっょ しっょきう おかぇし 
しぇ こさうっすう 26 ょっちぇ いぇ けぉせつっ-
くうっ こけ おけきこのすなさくう すったくけかけ-
ゅうう, しかっょ けしきう おかぇし うきぇ っょくぇ 
くけゃぇ こぇさぇかっかおぇ „╋ぇてうくう う 
しうしすっきう し ちうそさけゃけ-こさけゅさぇき-
くけ せこさぇゃかっくうっ”. ╁ こけしかっょ-
くうは きけきっくす けしすぇゃぇ くっこけこなか-
くっくぇ けとっ っょくぇ こぇさぇかっかおぇ, 
おけはすけ っ しこさはくぇ けす [っゅうけくぇか-
くうは うくしこっおすけさぇす いぇさぇょう きぇ-
かなお くっょけしすうゅ くぇ くっけぉたけょう-
きうは ぉさけえ ょっちぇ. „╇しおぇ くう しっ 
こけゃっつっ ょっちぇ けす ╉ぇいぇくかなお う 
さっゅうけくぇ ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす ゃ きぇ-
てうくけしすさけうすっかくう しこっちうぇかくけ-
しすう. ╇きぇきっ あっかぇくうっ こさう くぇし 
ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす う ぇさしっくぇかちう, 
おけうすけ くはきぇす ょうこかけきぇ こけ こさけ-
そっしうはすぇ, いぇとけすけ „┿さしっくぇか” 
こさっい ゅけょうくうすっ ょぇゃぇ けすかうつくぇ 
さっぇかういぇちうは くぇ くぇてうすっ ゃない-
こうすぇくうちう”, おけきっくすうさぇ けとっ 
〈のそっおつうえしおぇ. ]こけさっょ くっは, 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ せつうかうとっ-
すけ, おけっすけ すは けゅかぇゃう こさっょう 
ゅけょうくぇ, こさぇゃう くっけぉたけょうきけすけ 
いぇ ゃないさぇあょぇくっ くぇ こさっしすうあぇ 
くぇ ╋ったぇくけすったくうおせきぇ う こけ-
しすうゅくぇすけすけ し くけゃうは こさうっき っ 
ょけぉなさ さっいせかすぇす ゃ さっぇかくぇすぇ 
しうすせぇちうは, きぇおぇさ ゃうくぇゅう ょぇ 
しっ あっかぇっ こけゃっつっ. 266 おぇいぇく-
かなておう きかぇょっあう う ょっゃけえおう 
せつぇす しっゅぇ ゃ ‶さけそっしうけくぇかくぇ-
すぇ ゅうきくぇいうは こけ きぇてうくけしすさけ-
っくっ う っかっおすさけすったくうおぇ, おけはすけ 
いぇ こさなゃ こなす けす きくけゅけ ゅけょうくう 
くぇしぇき けすくけゃけ けすゃぇさは ゃさぇすう 
いぇ いぇょけつくけ けぉせつっくうっ くぇっしっく.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╊うちそたあ せけ せあてけつさあ くあ けくちあうせみうあせか せあ うひくちあつててあ くあ たかせつけそせけちあせか  たちけ すひきかてか け きかせけてか, つけせおけさあてけてか たちそてけう

╁ないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ こさう きなあっすっ う あっくうすっ とっ しっ ういさぇゃくう しかっょ 
2020 ゅ., いぇはゃう けすくけゃけ  こさっい しっょきうちぇすぇ しけちうぇかくうはす きうくうしすなさ 〈けすの ╋かぇ-

ょっくけゃ. 〈けえ こさっこけゃすけさう すっいぇすぇ しう けす きぇえ すぇいう ゅけょうくぇ ゃなゃ ゃさないおぇ し ょぇょっくうすっ 
こさっこけさなおう けす ]なゃっすぇ くぇ きうくうしすさうすっ くぇ うおけくけきうおぇすぇ う そうくぇくしうすっ, しこけ-

〈は っ ╅ぇくぇ. ′ぇ 33. ╆けょうは ¨ゃっく.
‶せてう, おぇさぇ おけかぇ, うきぇ きなあおぇ こさけそっしうは, きなあおけ たけぉう, 

くっ くけしう さけおかう, ょけさう くぇ ぉぇかぇ しう けすうゃぇ し こぇくすぇかけく, けぉうつぇ 
たけさぇすぇ, ぉかういおうすっ しう, ゃかのぉっくぇ っ ゃ ぇくゅかうえしおうは „╊うゃなさこせか” 
う しっ はょけしゃぇ くぇ きなあっすっ, おけゅぇすけ こさっちぇおゃぇす し かなあうすっ しう 
ゃしうつおけ. ‶けくはおけゅぇ ゃはさゃぇ ゃ ‶っすなお 13. ′っ っ けきなあっくぇ, つぇおぇ 
こさうくちぇ, おけえすけ くはきぇ ょぇ しっ こさっゃなさくっ こけ すさぇょうちうは  ゃ あぇぉぇ. 
]ゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ こさっおぇさゃぇ こさっょ すっかっゃういけさぇ, さはょおけ 
し おくうゅぇ, う ゃ こけきけと くぇ ぉかういおうすっ. ‶さうはすっかうすっ え は けこうしゃぇす 
すぇおぇ: ゅけかはき こうつ う きくけゅけ しゃっしすっく つけゃっお.

‶けゃっつっ けす かぇおけくうつくぇ っ 
いぇ くっとぇすぇ けす あうゃけすぇ. ╆ぇ 

きっつすうすっ しう, おけうすけ くぇこけしかっ-
ょなお くっ しぇ きくけゅけ, おぇおすけ う いぇ 
こかぇくけゃっすっ しう いぇ すけゃぇ かはすけ. 
╋うくぇかけすけ  ぉうかけ こけ こぇかぇすおう, 
し こさうはすっかう, しっゅぇてくけすけ っ けとっ 
くっういゃっしすくけ. 》ぇさっしゃぇ ょぇ さぇ-
ぉけすう くぇ しきっくう. ‶さけすうゃくけ くぇ 
けつぇおゃぇくうはすぇ - ょぇ うきぇ ゃさっきっ 
いぇ おなしくけ しかっょけぉっょくけ おぇそっ, 
╅ぇくぇ けぉうつぇ ょぇ さぇぉけすう さぇくけ 
しせすさうく, おなしくけ ゃっつっさ う こぇお ょぇ 
うきぇ ゃさっきっ いぇ しっぉっ しう. ]さっ-
とぇすぇ くう っ し こけゃけょ: けすょぇゃくぇ 
うしおぇた ょぇ しさっとくぇ あっくぇすぇ, 
おけはすけ し たなし う ぇきぉうちうは しない-
ょぇゃぇ あっくしおうは そせすぉけっく けす-
ぉけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5 ゃ „┿さしっくぇか” 
う いぇさぇょう おけはすけ くぇ こさぇおすうおぇ 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ しっ しないょぇゃぇ 
ういけぉとけ あっくしおう そせすぉけか. ╁っつっ 
ょゃぇ すせさくうさぇ ょけさう けすおぇさゃぇす 
ょぇきうすっ し かのぉけゃ おなき すけこおぇすぇ 
すぇき. 
╆ぇ ╅ぇくぇ ╉ぇさぇうゃぇくけゃぇ けす 

ちった 510 くぇ ╆ぇゃけょ 5 ゃ „┿さ-
しっくぇか” そせすぉけかなす っ しすさぇしす けす 
ょっすうくしすゃけ. ¨とっ おぇすけ きぇかおぇ 
うゅさぇっかぇ し きけきつっすぇすぇ こさっょ 
ぉかけおぇ ゃ ╇いすけつくけすけ, ぇ こさっょう 
ょゃっ ゅけょうくう うきぇ う てぇくしぇ ょぇ 
こさっゃなさくっ きっつすぇすぇ しう ゃ たけぉう, 
おけっすけ けしきうしかは こけつうゃおうすっ え 
くぇ さぇぉけすぇ, ょなさあう は くぇ こっょぇか, 
ゃ っきけちうは う ょけさう は いぇさっあょぇ し 
くけゃう こさうはすっかしすゃぇ う ぇきぉうちうう. 

╅ぇくぇ - すうすせかせゃぇくうはす 
おぇこうすぇく くぇ

あっくしおうは そせすぉけか ゃ
╆ぇゃけょ 5,

っ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ いぇ ょゃっ-
すっ ゅけょうくう けすおぇお さうすぇす し おけ-
かっあおう, うきぇす ゅけかはきぇ ぇきぉう-
ちうは: こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ けすぉけさなす 
くぇ ╆ぇゃけょ 5 しすぇゃぇ すさっすう ゃなゃ 
そうさきっくうは すせさくうさ こけ あっくしおう 
そせすぉけか, けさゅぇくういうさぇく ゃ つっしす 
くぇ こさぇいくうおぇ くぇ きぇてうくけ-
しすさけうすっかは, きうくぇかぇすぇ っしっく しぇ 
ぉうかう ゃすけさう, ぇ いぇ すぇいう しっ おぇ-
くはす ょぇ しぇ こなさゃっくちう. 〉しうかっくけ 
すさっくうさぇす いぇ すけゃぇ ゃ けぉっょくう-
すっ こけつうゃおう, ぇ おぇすけ くぇぉかうあう 

ゃさっきっすけ いぇ きぇつけゃっすっ, こけしゃっ-
とぇゃぇす ょけさう こけつうゃくう ょくう いぇ 
すぇいう ちっか.  
╁ しぇきぇすぇ ╅ぇくぇ ょさっきっ  いょさぇゃ 

しこけさすっく たなし: くっ しぇきけ, いぇとけ-
すけ っ しこけさすくぇ くぇすせさぇ - ょなかゅう 
ゅけょうくう すさっくうさぇ すかぇしおぇくっ くぇ 
ゅのかかっ こさう ‶っすなさ [ぇたきぇくかう-
っゃ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけしかっ かけゅうつくけ 
いぇゃなさてゃぇ う ]すぇさけいぇゅけさしおけ-
すけ しこけさすくけ せつうかうとっ „〈けょけさ  
╉ぇぉかっておけゃ”. ′ぇえ-ゃうしけおけすけ え 
しこけさすくけ こけしすうあっくうっ っ ゃすけさけ 
きはしすけ くぇ さっこせぉかうおぇくしおけ こなさ-
ゃっくしすゃけ, し さっいせかすぇす 11 きっすさぇ 
う 60 しき. 
]かっょ せつうかうとっ いぇこけつゃぇ さぇ-

ぉけすぇ ゃ ちった いぇ ょっすしおう うゅさぇつ-
おう けす ょなさゃけ ゃ ╃なぉけゃけ. ¨すすぇき 
うょゃぇ う いぇおぇかおぇすぇ え ゃしっ し きなあ-
おう くっとぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ. ╇ ょぇ 
さぇぉけすう くぇ きぇてうくう, すうこうつくう 
こけゃっつっ いぇ きなあっ. ╇きっくくけ ゃ 

╃なぉけゃけ ╅ぇくぇ しすぇゃぇ きぇえしすけさ 
ゃ ちうさおせかはさぇ. 
╁ „┿さしっくぇか” う ╆ぇゃけょ 5 うょゃぇ 

こさっょう 6 ゅけょうくう. ╆ぇこけつゃぇ おぇすけ 
てかけしっさ, し くぇしすぇゃくうお ╁ぇくは 
〈けちおけゃぇ. ‶けしかっ うょゃぇ しすさせゅなす, 
ぇ しっゅぇ っ くぇ しこっちうぇかくぇすぇ きぇ-
てうくぇ ゅっかそうてなさ, ゃ ちったぇ し くぇ-
つぇかくうお 》さうしすけ 》さうしすけゃ. 
¨しっき つぇしぇ ╅ぇくぇ っ くぇ おさぇおぇ. 

╇ ゃなこさっおう すけゃぇ うきぇ しうかう う 

いぇ ぉうすおぇ くぇ うゅさうとっすけ, いぇとけ-
すけ ゃはさゃぇ ゃ しっぉっ しう う ゃ しゃけう-
すっ しなけすぉけさくうつおう - ゃしっ あっくう 

し かのぉけゃ おなき そせすぉけかぇ, おけうすけ 
╅ぇくぇ きけすうゃうさぇ う けすおさうゃぇ 

しぇきぇ. ]っゅぇ しぇ しすさぇたけすっく すうき 
し ′っょぇ, ╂っくおぇ, ┿くゅっかうくぇ, 
]すっそおぇ, ╉ぇきっかうは, ╃うきうすさう-
くぇ, くぇ おけうすけ う しぇきうはす いぇゃけょ 
ょなかあう ゃすけさけすけ きはしすけ ゃなゃ 
そせすぉけかくうは すせさくうさ. ] こぇさうすっ, 
おけうすけ こけかせつぇゃぇす けす そうさきっ-
くけすけ さなおけゃけょしすゃけ う しうくょう-
おぇすうすっ おぇすけ くぇゅさぇょぇ - 120 
かっゃぇ, いぇそけさきはす しゃけえ ぉぇくおっす. 
╇いおぇさぇかう しう こさうはすくけ, おぇい-

ゃぇ ╅ぇくぇ, いぇ おけはすけ ょぇ しっ しな-
ぉっさって くぇ しかぇょおぇ さぇいょせきおぇ 
し おけかっゅう ゃ こけつうゃくうすっ ょくう っ 

っょくけ けす かのぉうきうすっ え くっとぇ. 
′ぇ あっくしおけすけ きう かのぉけこうす-

しすゃけ - くっ え かう すっあう すぇいう きなあ-
おぇ こさけそっしうは, けすゅけゃぇさは こぇお 
かぇおけくうつくけ: くっ, いぇとけすけ 

さぇぉけすぇすぇ しぇきぇ きっ ういぉさぇ, 
くっ ぇい くっは, くけ,

ぇおけ きけあった ょぇ ういぉうさぇき, 
こぇお ぉうた

ういぉさぇかぇ すぇおぇゃぇ さぇぉけすぇ.
 

‶さういくぇゃぇ, つっ こぇさうすっ おけう-

すけ しう ういおぇさゃぇ, おけゅぇすけ うきぇ 
さぇぉけすぇ, くっ しぇ かけてう. ]すうゅぇす 
え, きぇおぇさ ょぇ うきぇ ぉっいさぇぉけすくぇ 
きぇえおぇ, ぉうゃてぇ ぇさしっくぇかおぇ けす 
╆ぇゃけょ 2. ╁ぇあくけ っ ょぇ うきぇきっ 
さぇぉけすぇ, うくぇつっ しすぇゃぇ かけてけ,  
おぇすっゅけさうつくぇ っ しすさせゅぇさおぇすぇ, 
こさうすっしくっくぇ けす そぇおすぇ, つっ くぇ-
こけしかっょなお くっ っ すぇおぇ くぇすけゃぇさっ-
くぇ, おぇおすけ ぉう え しっ うしおぇかけ. 
╆ぇすけゃぇ う くっ こさぇゃう ゅけかっ-

きう こかぇくけゃっ いぇ こけつうゃおぇ すけゃぇ 
かはすけ, くけ っ しうゅせさくぇ, つっ おなょっすけ 
う ょぇ っ, とっ っ し こさうはすっかう う とっ 
っ しすさぇたけすくけ. 
┿ いぇ かのぉうきうは きなあ, おけえ-

すけ っょうく ょっく くっこさっきっくくけ 
とっ しさっとくっ, っ おぇすっゅけさうつくぇ: 
つっ けしゃっく しなさちっすけ しう, とっ きせ 
ょぇょっ う くぇえ-ゃおせしくうすっ ゅけいぉう, 
おけうすけ せきっっ ょぇ こさうゅけすゃは. ╇ 
ゃしうつおけ たせぉぇゃけ, おけっすけ しう こけ-
あっかぇっ. 
┿ ょけすけゅぇゃぇ は つぇおぇす おせこ そせす-

ぉけかくう しすさぇしすう う っきけちうう くぇ 
ぇさしっくぇかしおうは しすぇょうけく. 
¨しすぇくぇかけすけ っ - おぇおゃけすけ すう 

っ  こうしぇくけ.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

‶け ぇすさぇおすうゃっく う くっしすぇくょぇさすっく, こさうゃかうつぇと 
こけゅかっょうすっ くぇ きうくせゃぇつうすっ, くぇつうく こさぇゃう 

すぇいゅけょうてくぇすぇ しう こさうっきくぇ おぇきこぇくうは おぇいぇくかなて-
おぇすぇ ‶さうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおぇ ゅうきくぇいうは „′うおけ-
かぇ ¨ぉさっておけゃ”. 〉つうかうとっすけ, おけっすけ くぇゃなさてう 41 
ゅけょうくう けす しないょぇゃぇくっすけ しう, けす ょゃっ ゅけょうくう っ し 
くけゃ ょうさっおすけさ - ╉さぇしうきうさ ╃ぇきはくけゃ, つかっく くぇ 
っおうこぇ 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. 』っ すけえ 
う おけかっゅうすっ きせ けす ゅうきくぇいうはすぇ さぇぉけすはす けす しなさちっ 
う ょぇゃぇす ちはかぇすぇ しう かのぉけゃ いぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ 
せつうかうとっすけ, かうつう ょけさう けす くぇつうくぇ, こけ おけえすけ すなさ-
しはす きかぇょう すぇかぇくすう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ きぇすっきぇすうおぇすぇ 
う そういうおぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╇くすっさっしくうすっ ぉかういけ 40 こぇくぇ, けおぇつっくう こけ せつう-

かうとくぇすぇ けゅさぇょぇ, こさけしかっょはゃぇす こけしすうあっくうはすぇ くぇ 
ゅうきくぇいうはすぇ こさっい ゅけょうくうすっ う ゃないきけあくけしすうすっ, 
おけうすけ しっゅぇ すは こさっょかぇゅぇ いぇ けぉせつっくうっ. 〈ぇおぇ, ょけさう 
う くうとけ くっつせゃぇかうすっ ょけ きけきっくすぇ いぇ いかぇすくうすっ そう-
いうちう う こさけそっしけさうすっ けす ′┿]┿, せつうかう ゃ おぇいぇく-
かなておぇすぇ  ‶╋╂, きけゅぇす ょぇ しっ けしゃっょけきはす けす  こけしすぇ-
ゃっくうすっ  こけしすけゃっ  こけ けゅさぇょぇすぇ. ‶さっょ すはた つっしすけ しっ 
しこうさぇす う ゅけさょうすっ さけょくうくう くぇ くはおけゅぇてくうすっ  う くぇ 
くぇしすけはとうすっ きっょぇかうしすう けす せつうかうとっすけ. 

〈┿ 

すさせょぇ” - ╉ぇいぇくかなお さっぇかういうさぇ 
こさけっおす “′けゃけ くぇつぇかけ - けす けぉ-
さぇいけゃぇくうっ おなき いぇっすけしす”, おけえすけ 
しなとけ っ こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけ-
ゅさぇきぇ “[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ 
さっしせさしう”. ‶さけっおすなす っ くぇしけつっく 
おなき けしうゅせさはゃぇくっ くぇ いぇっすけしす くぇ 
ぉっいさぇぉけすくう きかぇょっあう しなし しさっょ-
くけ うかう ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ ょけ 
29-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす, おけうすけ 
くはきぇす しすぇあ こけ こさうょけぉうすぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす. ′ぇっすうすっ こけ すけいう 
こさけっおす きかぇょっあう つさっい ぉのさぇすぇ 
こけ すさせょぇ こけかせつぇゃぇす ゃ さぇきおうすっ 
くぇ 6 きっしっちぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, 
けすゅけゃけさはとぇ くぇ きうくうきぇかくうは 
けしうゅせさうすっかっく こさぇゅ いぇ いぇっきぇ-
くぇすぇ ょかなあくけしす, ぇ すったくうはす くぇ-
しすぇゃくうお - 50% けす きうくうきぇかくぇ-
すぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ ゃ さぇきおうすっ 
くぇ こっさうけょぇ くぇ けぉせつっくうっすけ. 
╇くすっさっしなす おなき すけいう こさけっおす っ 

ゅけかはき, いぇはゃう ╅っおけゃぇ う せすけつ-
くう, つっ しこうしなおなす くぇ きかぇょっあうすっ 
けす ちっかっゃぇすぇ ゅさせこぇ しっ ぇおすせぇかう-
いうさぇ ゃしはおぇ しっょきうちぇ. 〈させょけ-
ゃうすっ こけしさっょくうちう こさっょかぇゅぇす 
ぉっいさぇぉけすくう きかぇょっあう,  おけうすけ 
けすゅけゃぇさはす くぇ おけくおさっすくうすっ うい-
うしおゃぇくうは くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ. 
‶け すけいう こさけっおす さぇぉけすけょぇすっ-

かうすっ けす さっゅうけくぇ すなさしはす  きかぇ-
ょう しこっちうぇかうしすう, おけうすけ うきぇす 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ 
うおけくけきうおぇすぇ - しつっすけゃけょうすっかう, 
けそうし きっくうょあなさう; うくあっくっさくう 
しこっちうぇかうしすう, きぇてうくくう うくあっ-

くっさう, うくあっくっさう こけ っかっおすさけ-
くうおぇ, おけきこのすなさくう しこっちうぇ-
かうしすう, しっさゃうすぬけさう, ぉぇさきぇくう. 
‶け こさけっおすぇ “′けゃけ くぇつぇかけ 

- けす けぉさぇいけゃぇくうっ おなき いぇっ-
すけしす” きけゅぇす ょぇ しっ ゃないこけかい-
ゃぇす さぇぉけすけょぇすっかう けす ゃしうつ-
おう しそっさう, し ういおかのつっくうっ くぇ 
すっいう, けしうゅせさはゃぇとう いぇっすけしす 
ゃ しそっさぇすぇ くぇ しっかしおけすけ, ゅけさ-
しおけすけ う さうぉくけすけ しすけこぇくしすゃけ. 
╁ぇあくけ せしかけゃうっ っ すっ ょぇ くっ しぇ 
けぉはゃっくう ゃ くっしなしすけはすっかくけしす 
う ょぇ くはきぇす こせぉかうつくう いぇょなか-
あっくうは. 
╆ぇ せかっしくっくうっ くぇ すなさしっとうすっ 

さぇぉけすぇ ゃ ぉのさけすけ こけ すさせょぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお っ さぇいおさうすぇ う しこっ-
ちうぇかくぇ こさうっきくぇ, ゃ おけはすけ しっ 
ょぇゃぇす おけきこっすっくすくう しなゃっすう う 
しっ さぇいはしくはゃぇす ゃないきけあくけしす-
うすっ いぇ せつぇしすうっ ゃ さぇいかうつくう 
こさけっおすう こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけ-
ゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃって-
おうすっ さっしせさしう”, きっさおう う こさけ-
ゅさぇきう いぇ いぇっすけしす う けぉせつっくうっ 
こけ ╆ぇおけくぇ いぇ くぇしなさつぇゃぇくっ 
くぇ いぇっすけしすすぇ. 
‶さうっきくぇすぇ しっ くぇきうさぇ くぇ 

ぉせか. “┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ4 ゃ 
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, っす. 4, しすぇは 13 
う さぇぉけすう ゃしっおう ょっく けす こけくっ-
ょっかくうお ょけ つっすゃなさすなお けす 15 
ょけ 17 つぇしぇ, ぇ ゃ こっすなお - けす 
13,30 ょけ 15,30 つぇしぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Илиана Жекова - 

директор БТ - Казанлък 

さっょ おけうすけ こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす くぇ 
ょゃぇすぇ こけかぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ せっょくぇお-
ゃう う ょぇ しっ いぇすっゅくっ おけくすさけかなす こさう 
けすこせしおぇくっ くぇ うくゃぇかうょくう こっくしうう.  
¨とっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゅさせこぇ けす 
っおしこっさすう ゃ しけちうぇかくけすけ きうくうしすっさ-
しすゃけ さぇぉけすう こけ きっさおうすっ いぇ さっょぇ くぇ 
けすこせしおぇくっ くぇ うくゃぇかうょくうすっ こっく-
しうう.
╉けゅぇすけ すっいぇすぇ いぇ ういさぇゃくはゃぇくっすけ 

くぇ こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす ぉっ かぇく-
しうさぇくぇ いぇ こけさっょっく こなす こさっい きぇえ, 
しうくょうおぇすうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは けしすさけ さっ-
ぇゅうさぇたぇ. 
]こけさっょ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 

╉′]╀, ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ 
くぇ あっくうすっ う きなあっすっ せ くぇし すさはぉゃぇ 
ょぇ っ 63 ゅけょうくう, ぇ くっ 65.  ╇いさぇゃくは-
ゃぇくっすけ, しこけさっょ すったくうすっ っおしこっさすう, 
すさはぉゃぇ ょぇ しすぇくっ そぇおす けす 2034 ゅけ-
ょうくぇ いぇ あっくうすっ う こさっい  2037 ゅけ-
ょうくぇ いぇ きなあっすっ, ぇ くっ おぇおすけ ╄ゃさけ-
こっえしおぇすぇ おけきうしうは こさっこけさなつゃぇ - けす 
2020 ゅ. 
〈ぇいう すっいぇ ぉっ いぇとうすっくぇ う こけ ゃさっ-

きっ くぇ しなゃきっしすっく しっきうくぇさ ゃ ]けそうは  

くぇ  ╋っあょせくぇさけょくうは ゃぇかせすっく そけくょ 
う ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
すさせょぇ. ¨しくけゃくぇすぇ すっきぇ くぇ ょうしおせしう-
うすっ ぉっ こけ ゃなこさけしうすっ くぇ いぇっすけしすすぇ う 
ょけたけょうすっ.
‶さっょ きっょううすっ こさっい しっょきうちぇすぇ しけ-

ちうぇかくうはす きうくうしすなさ 〈けすの ╋かぇょっ-
くけゃ こさうこけきくう, つっ こけ こさうっすぇすぇ ゃっつっ 
こっくしうけくくぇ さっそけさきぇ しすぇあなす う ゃない-
さぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ こさう きなあっ-
すっ う あっくうすっ しっ せゃっかうつぇゃぇす し こけ 4 
きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇ, おぇすけ ょけ 2017 ゅ. 
ゃないさぇしすすぇ こさう きなあっすっ とっ しすぇくっ 65 
ゅけょうくう, ぇ こさっい 2020 ゅ. あっくうすっ とっ 
しっ こっくしうけくうさぇす こさう くぇゃなさてっくう 63 
ゅけょうくう.
 ╁なこさけしうすっ いぇ ういさぇゃくはゃぇくっすけ くぇ 

こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす う さっょなす いぇ けす-
こせしおぇくっすけ くぇ うくゃぇかうょくうすっ こっくしうう 
とっ しぇ すっきう くぇ いぇしっょぇくうっ くぇ 〈さう-
しすさぇくくうは しなゃっす ゃ おさぇは くぇ のかう. 
                                                          

 〈┿ 

 ¨とっ こけ すっきぇすぇ けつぇおゃぇえすっ
ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ. 
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24 198 しぇ しうくょうおぇかくうすっ つかっくけゃっ くぇ ╉′]╀  ゃ さっゅうけくぇ, おぇすけ “┿さしっくぇか” っ し くぇえ-ゅけかはき ぉさけえ 
つかっくけゃっ ゃ けぉかぇしすくぇすぇ しすさせおすせさぇ う  こさぇおすうつっしおう くぇえ-ぇおすうゃくぇすぇ. 〈けゃぇ っ う きけすうゃなす ゃしっ こけ-
つっしすけ う ゃしっ こけ-はしくけ ょぇ しっ つせゃぇす ゅかぇしけゃっ, くぇしすけはゃぇとう けさゅぇくういぇちううすっ くぇ ╉′]╀ ゃ ╉ぇいぇく-
かなておけ ょぇ うきぇす けすょっかくぇ しゃけは さっゅうけくぇかくぇ しすさせおすせさぇ すせお. 
‶け ゃさっきっ くぇ そけさせきぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ  こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ こけすゃなさょう 

けすくけゃけ うしおぇくうはすぇ くぇ しうくょうおぇすぇ, いぇ おけうすけ とっ くぇしすけはゃぇ こさっょ 〈さうしすさぇくくうは しなゃっす ゃ おさぇは くぇ 
すけいう きっしっち: くぇ こなさゃけ きはしすけ - おけきこっしぇすけさっく こぇおっす いぇ きっさおう おなき ぉういくっしぇ, うくょせしすさうはすぇ う 
ょけきぇおうくしすゃぇすぇ, いぇ ょぇ しっ こけきけゅくっ くぇ たけさぇすぇ ょぇ こけくっしぇす ちっくけゃうすっ せょぇさう けす せゃっかうつっくうすっ 
すけお, ゃけょぇ, ゅぇい う すけこかけっくっさゅうは.
330 かっゃぇ きうくうきぇかくぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, 10-こさけちっくすくけ せゃっかうつっくうっ くぇ っょうくくうは さぇいたけょっく 

しすぇくょぇさす ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, しけちうぇかくうすっ ょっえくけしすう, おせかすせさぇすぇ, おぇおすけ う こけくっ 10-こさけちっくすくけ 
せゃっかうつっくうっ くぇ こっくしううすっ けす 1 はくせぇさう ょけゅけょうくぇ.   
〈けゃぇ しぇ ょさせゅうすっ きっさおう, いぇ おけうすけ くぇしすけはゃぇす う けす ╉′]╀, う けす ╉〈 “‶けょおさっこぇ”. ╆ぇ ょぇ しっ しかせつう 

すけゃぇ, とっ しぇ くっけぉたけょうきう けおけかけ きうかうぇさょ う 200 きうかうけくぇ かっゃぇ. 
]こけさっょ こなさゃうは しうくょうおぇかうしす ゃ ょなさあぇゃぇすぇ, つぇしす けす すっいう こぇさう きけゅぇす ょぇ しっ ゃいっきぇす けす ゅかけぉう, 

しかっょ おぇすけ いぇおけくけゃけ しっ おさうきうくぇかういうさぇ せきうてかっくけすけ せおさうゃぇくっ くぇ けしうゅせさうすっかくうすっ ゃくけしおう.
╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

...』 ぃ╅〉』 ′╅ 〉《╇¨ 》『《‒╊』¨¨

[ぇぉけすう しっ し けょけぉさっくうすっ おぇく-
ょうょぇすう. ╆ぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ 
くけゃぇ こさけちっょせさぇ いぇ こさうっき くぇ 
いぇはゃかっくうは あっかぇっとうすっ かうちぇ 
きけゅぇす ょぇ しっ うくそけさきうさぇす けす 
しぇえすぇ くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっ-
すけしすすぇ www.az.government.
bg うかう くぇ きはしすけ ゃ ╃うさっおちうは 
„╀のさけ こけ すさせょぇ” - ╉ぇいぇくかなお.  
╁ぇあくけ せしかけゃうっ いぇ おぇくょうょぇす-

しすゃぇとうすっ かうちぇ こけ したっきぇすぇ “┿い 
きけゅぇ こけゃっつっ” っ ょぇ しぇ いぇっすう こけ 
すさせょけゃ ょけゅけゃけさ うかう ょぇ しぇ しぇ-
きけくぇっすう. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ „╀のさけ こけ 

┿さしっくぇかちう, おけうすけ くっ しぇ 
いぇゃなさてうかう きぇてうくけしすさけ-

うすっかくぇ しこっちうぇかくけしす, きけゅぇす 
ょぇ せつぇす いぇょけつくけ こさっい くけゃぇすぇ 
せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ゃ ‶さけそっしうけ-
くぇかくぇすぇ 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. 〉つう-
かうとっすけ, けしくけゃぇくけ こさっい 20-すっ 
ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお けす おぇいぇく-
かなておうは ょぇさうすっか ╇ゃぇく 》ぇょあう-
っくけゃ, おけえすけ っ こけょこけきけゅくぇか う 
しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす, うきぇ すさぇょうちうう 
ゃ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ おぇょさう いぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ くぇ ゃしうつおう 
くうゃぇ. ╄ょくう けす くぇえ-せしこってくうすっ 
さなおけゃけょうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” 
こさっい ゅけょうくうすっ, おぇおすけ う しこっ-
ちうぇかうしすう けす ゃしうつおう くうゃぇ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ,  しぇ いぇゃなさてう-
かう おぇいぇくかなておうは すったくうおせき.   
¨す すぇいう せつっぉくぇ 2012 – 2013-

すぇ ゅけょうくぇ しっ ゃさなとぇ う けぉうつぇえ-
くけすけ ょけこさっょう ゅけょうくう いぇょけつくけ 
けぉせつっくうっ くぇ しこっちうぇかうしすう, 
おけうすけ ゃっつっ さぇぉけすはす うかう うし-
おぇす ょぇ さぇぉけすはす ゃ おぇいぇくかなて-
おけすけ きぇてうくけしすさけっくっ, しなけぉとう 
いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ょうさっお-
すけさなす くぇ こさけそっしうけくぇかくぇ-
すぇ ゅうきくぇいうは ╉さぇしうきうさぇ 〈の-
そっおつうえしおぇ. ╆ぇこうしゃぇくっすけ くぇ 
せつっくうちう いぇ いぇょけつくけ けぉせつっくうっ 
こさけょなかあぇゃぇ ょけ おさぇは くぇ きっ-
しっち ぇゃゅせしす; ゃっつっ しぇ こけこなかくっ-
くう きっしすぇすぇ いぇ くぇょ 20 ょせてう, 
くけ さぇいさってっくうすっ いぇ けぉせつっくうっ 
きっしすぇ しぇ 35, けぉはしくう けとっ 〈の-
そっおつうえしおぇ. ]こけさっょ くっは, せつう-
かうとっすけ, おけっすけ こさっい きうくぇかぇすぇ 
せつっぉくぇ ゅけょうくぇ こさっあうゃは くぇえ-
しっさうけいくぇすぇ おさういぇ けす くぇつぇかけすけ 
くぇ しなとっしすゃせゃぇくっすけ しう, しっゅぇ 
ゃっつっ ういかういぇ けす こさけぉかっきくぇすぇ 

しうすせぇちうは. ¨しゃっく くけゃぇすぇ こぇ-
さぇかっかおぇ - いぇょけつくけ けぉせつっくうっ, 
ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” すぇいう 
ゅけょうくぇ こけしすなこゃぇす ょっちぇ ゃ けとっ 
ょゃぇ おかぇしぇ. ]かっょ しっょきう おかぇし 
しぇ こさうっすう 26 ょっちぇ いぇ けぉせつっ-
くうっ こけ おけきこのすなさくう すったくけかけ-
ゅうう, しかっょ けしきう おかぇし うきぇ っょくぇ 
くけゃぇ こぇさぇかっかおぇ „╋ぇてうくう う 
しうしすっきう し ちうそさけゃけ-こさけゅさぇき-
くけ せこさぇゃかっくうっ”. ╁ こけしかっょ-
くうは きけきっくす けしすぇゃぇ くっこけこなか-
くっくぇ けとっ っょくぇ こぇさぇかっかおぇ, 
おけはすけ っ しこさはくぇ けす [っゅうけくぇか-
くうは うくしこっおすけさぇす いぇさぇょう きぇ-
かなお くっょけしすうゅ くぇ くっけぉたけょう-
きうは ぉさけえ ょっちぇ. „╇しおぇ くう しっ 
こけゃっつっ ょっちぇ けす ╉ぇいぇくかなお う 
さっゅうけくぇ ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす ゃ きぇ-
てうくけしすさけうすっかくう しこっちうぇかくけ-
しすう. ╇きぇきっ あっかぇくうっ こさう くぇし 
ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす う ぇさしっくぇかちう, 
おけうすけ くはきぇす ょうこかけきぇ こけ こさけ-
そっしうはすぇ, いぇとけすけ „┿さしっくぇか” 
こさっい ゅけょうくうすっ ょぇゃぇ けすかうつくぇ 
さっぇかういぇちうは くぇ くぇてうすっ ゃない-
こうすぇくうちう”, おけきっくすうさぇ けとっ 
〈のそっおつうえしおぇ. ]こけさっょ くっは, 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ せつうかうとっ-
すけ, おけっすけ すは けゅかぇゃう こさっょう 
ゅけょうくぇ, こさぇゃう くっけぉたけょうきけすけ 
いぇ ゃないさぇあょぇくっ くぇ こさっしすうあぇ 
くぇ ╋ったぇくけすったくうおせきぇ う こけ-
しすうゅくぇすけすけ し くけゃうは こさうっき っ 
ょけぉなさ さっいせかすぇす ゃ さっぇかくぇすぇ 
しうすせぇちうは, きぇおぇさ ゃうくぇゅう ょぇ 
しっ あっかぇっ こけゃっつっ. 266 おぇいぇく-
かなておう きかぇょっあう う ょっゃけえおう 
せつぇす しっゅぇ ゃ ‶さけそっしうけくぇかくぇ-
すぇ ゅうきくぇいうは こけ きぇてうくけしすさけ-
っくっ う っかっおすさけすったくうおぇ, おけはすけ 
いぇ こさなゃ こなす けす きくけゅけ ゅけょうくう 
くぇしぇき けすくけゃけ けすゃぇさは ゃさぇすう 
いぇ いぇょけつくけ けぉせつっくうっ くぇっしっく.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╊うちそたあ せけ せあてけつさあ くあ けくちあうせみうあせか せあ うひくちあつててあ くあ たかせつけそせけちあせか  たちけ すひきかてか け きかせけてか, つけせおけさあてけてか たちそてけう

╁ないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ こさう きなあっすっ う あっくうすっ とっ しっ ういさぇゃくう しかっょ 
2020 ゅ., いぇはゃう けすくけゃけ  こさっい しっょきうちぇすぇ しけちうぇかくうはす きうくうしすなさ 〈けすの ╋かぇ-

ょっくけゃ. 〈けえ こさっこけゃすけさう すっいぇすぇ しう けす きぇえ すぇいう ゅけょうくぇ ゃなゃ ゃさないおぇ し ょぇょっくうすっ 
こさっこけさなおう けす ]なゃっすぇ くぇ きうくうしすさうすっ くぇ うおけくけきうおぇすぇ う そうくぇくしうすっ, しこけ-

〈は っ ╅ぇくぇ. ′ぇ 33. ╆けょうは ¨ゃっく.
‶せてう, おぇさぇ おけかぇ, うきぇ きなあおぇ こさけそっしうは, きなあおけ たけぉう, 

くっ くけしう さけおかう, ょけさう くぇ ぉぇかぇ しう けすうゃぇ し こぇくすぇかけく, けぉうつぇ 
たけさぇすぇ, ぉかういおうすっ しう, ゃかのぉっくぇ っ ゃ ぇくゅかうえしおうは „╊うゃなさこせか” 
う しっ はょけしゃぇ くぇ きなあっすっ, おけゅぇすけ こさっちぇおゃぇす し かなあうすっ しう 
ゃしうつおけ. ‶けくはおけゅぇ ゃはさゃぇ ゃ ‶っすなお 13. ′っ っ けきなあっくぇ, つぇおぇ 
こさうくちぇ, おけえすけ くはきぇ ょぇ しっ こさっゃなさくっ こけ すさぇょうちうは  ゃ あぇぉぇ. 
]ゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ こさっおぇさゃぇ こさっょ すっかっゃういけさぇ, さはょおけ 
し おくうゅぇ, う ゃ こけきけと くぇ ぉかういおうすっ. ‶さうはすっかうすっ え は けこうしゃぇす 
すぇおぇ: ゅけかはき こうつ う きくけゅけ しゃっしすっく つけゃっお.

‶けゃっつっ けす かぇおけくうつくぇ っ 
いぇ くっとぇすぇ けす あうゃけすぇ. ╆ぇ 

きっつすうすっ しう, おけうすけ くぇこけしかっ-
ょなお くっ しぇ きくけゅけ, おぇおすけ う いぇ 
こかぇくけゃっすっ しう いぇ すけゃぇ かはすけ. 
╋うくぇかけすけ  ぉうかけ こけ こぇかぇすおう, 
し こさうはすっかう, しっゅぇてくけすけ っ けとっ 
くっういゃっしすくけ. 》ぇさっしゃぇ ょぇ さぇ-
ぉけすう くぇ しきっくう. ‶さけすうゃくけ くぇ 
けつぇおゃぇくうはすぇ - ょぇ うきぇ ゃさっきっ 
いぇ おなしくけ しかっょけぉっょくけ おぇそっ, 
╅ぇくぇ けぉうつぇ ょぇ さぇぉけすう さぇくけ 
しせすさうく, おなしくけ ゃっつっさ う こぇお ょぇ 
うきぇ ゃさっきっ いぇ しっぉっ しう. ]さっ-
とぇすぇ くう っ し こけゃけょ: けすょぇゃくぇ 
うしおぇた ょぇ しさっとくぇ あっくぇすぇ, 
おけはすけ し たなし う ぇきぉうちうは しない-
ょぇゃぇ あっくしおうは そせすぉけっく けす-
ぉけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5 ゃ „┿さしっくぇか” 
う いぇさぇょう おけはすけ くぇ こさぇおすうおぇ 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ しっ しないょぇゃぇ 
ういけぉとけ あっくしおう そせすぉけか. ╁っつっ 
ょゃぇ すせさくうさぇ ょけさう けすおぇさゃぇす 
ょぇきうすっ し かのぉけゃ おなき すけこおぇすぇ 
すぇき. 
╆ぇ ╅ぇくぇ ╉ぇさぇうゃぇくけゃぇ けす 

ちった 510 くぇ ╆ぇゃけょ 5 ゃ „┿さ-
しっくぇか” そせすぉけかなす っ しすさぇしす けす 
ょっすうくしすゃけ. ¨とっ おぇすけ きぇかおぇ 
うゅさぇっかぇ し きけきつっすぇすぇ こさっょ 
ぉかけおぇ ゃ ╇いすけつくけすけ, ぇ こさっょう 
ょゃっ ゅけょうくう うきぇ う てぇくしぇ ょぇ 
こさっゃなさくっ きっつすぇすぇ しう ゃ たけぉう, 
おけっすけ けしきうしかは こけつうゃおうすっ え 
くぇ さぇぉけすぇ, ょなさあう は くぇ こっょぇか, 
ゃ っきけちうは う ょけさう は いぇさっあょぇ し 
くけゃう こさうはすっかしすゃぇ う ぇきぉうちうう. 

╅ぇくぇ - すうすせかせゃぇくうはす 
おぇこうすぇく くぇ

あっくしおうは そせすぉけか ゃ
╆ぇゃけょ 5,

っ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ いぇ ょゃっ-
すっ ゅけょうくう けすおぇお さうすぇす し おけ-
かっあおう, うきぇす ゅけかはきぇ ぇきぉう-
ちうは: こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ けすぉけさなす 
くぇ ╆ぇゃけょ 5 しすぇゃぇ すさっすう ゃなゃ 
そうさきっくうは すせさくうさ こけ あっくしおう 
そせすぉけか, けさゅぇくういうさぇく ゃ つっしす 
くぇ こさぇいくうおぇ くぇ きぇてうくけ-
しすさけうすっかは, きうくぇかぇすぇ っしっく しぇ 
ぉうかう ゃすけさう, ぇ いぇ すぇいう しっ おぇ-
くはす ょぇ しぇ こなさゃっくちう. 〉しうかっくけ 
すさっくうさぇす いぇ すけゃぇ ゃ けぉっょくう-
すっ こけつうゃおう, ぇ おぇすけ くぇぉかうあう 

ゃさっきっすけ いぇ きぇつけゃっすっ, こけしゃっ-
とぇゃぇす ょけさう こけつうゃくう ょくう いぇ 
すぇいう ちっか.  
╁ しぇきぇすぇ ╅ぇくぇ ょさっきっ  いょさぇゃ 

しこけさすっく たなし: くっ しぇきけ, いぇとけ-
すけ っ しこけさすくぇ くぇすせさぇ - ょなかゅう 
ゅけょうくう すさっくうさぇ すかぇしおぇくっ くぇ 
ゅのかかっ こさう ‶っすなさ [ぇたきぇくかう-
っゃ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけしかっ かけゅうつくけ 
いぇゃなさてゃぇ う ]すぇさけいぇゅけさしおけ-
すけ しこけさすくけ せつうかうとっ „〈けょけさ  
╉ぇぉかっておけゃ”. ′ぇえ-ゃうしけおけすけ え 
しこけさすくけ こけしすうあっくうっ っ ゃすけさけ 
きはしすけ くぇ さっこせぉかうおぇくしおけ こなさ-
ゃっくしすゃけ, し さっいせかすぇす 11 きっすさぇ 
う 60 しき. 
]かっょ せつうかうとっ いぇこけつゃぇ さぇ-

ぉけすぇ ゃ ちった いぇ ょっすしおう うゅさぇつ-
おう けす ょなさゃけ ゃ ╃なぉけゃけ. ¨すすぇき 
うょゃぇ う いぇおぇかおぇすぇ え ゃしっ し きなあ-
おう くっとぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ. ╇ ょぇ 
さぇぉけすう くぇ きぇてうくう, すうこうつくう 
こけゃっつっ いぇ きなあっ. ╇きっくくけ ゃ 

╃なぉけゃけ ╅ぇくぇ しすぇゃぇ きぇえしすけさ 
ゃ ちうさおせかはさぇ. 
╁ „┿さしっくぇか” う ╆ぇゃけょ 5 うょゃぇ 

こさっょう 6 ゅけょうくう. ╆ぇこけつゃぇ おぇすけ 
てかけしっさ, し くぇしすぇゃくうお ╁ぇくは 
〈けちおけゃぇ. ‶けしかっ うょゃぇ しすさせゅなす, 
ぇ しっゅぇ っ くぇ しこっちうぇかくぇすぇ きぇ-
てうくぇ ゅっかそうてなさ, ゃ ちったぇ し くぇ-
つぇかくうお 》さうしすけ 》さうしすけゃ. 
¨しっき つぇしぇ ╅ぇくぇ っ くぇ おさぇおぇ. 

╇ ゃなこさっおう すけゃぇ うきぇ しうかう う 

いぇ ぉうすおぇ くぇ うゅさうとっすけ, いぇとけ-
すけ ゃはさゃぇ ゃ しっぉっ しう う ゃ しゃけう-
すっ しなけすぉけさくうつおう - ゃしっ あっくう 

し かのぉけゃ おなき そせすぉけかぇ, おけうすけ 
╅ぇくぇ きけすうゃうさぇ う けすおさうゃぇ 

しぇきぇ. ]っゅぇ しぇ しすさぇたけすっく すうき 
し ′っょぇ, ╂っくおぇ, ┿くゅっかうくぇ, 
]すっそおぇ, ╉ぇきっかうは, ╃うきうすさう-
くぇ, くぇ おけうすけ う しぇきうはす いぇゃけょ 
ょなかあう ゃすけさけすけ きはしすけ ゃなゃ 
そせすぉけかくうは すせさくうさ. ] こぇさうすっ, 
おけうすけ こけかせつぇゃぇす けす そうさきっ-
くけすけ さなおけゃけょしすゃけ う しうくょう-
おぇすうすっ おぇすけ くぇゅさぇょぇ - 120 
かっゃぇ, いぇそけさきはす しゃけえ ぉぇくおっす. 
╇いおぇさぇかう しう こさうはすくけ, おぇい-

ゃぇ ╅ぇくぇ, いぇ おけはすけ ょぇ しっ しな-
ぉっさって くぇ しかぇょおぇ さぇいょせきおぇ 
し おけかっゅう ゃ こけつうゃくうすっ ょくう っ 

っょくけ けす かのぉうきうすっ え くっとぇ. 
′ぇ あっくしおけすけ きう かのぉけこうす-

しすゃけ - くっ え かう すっあう すぇいう きなあ-
おぇ こさけそっしうは, けすゅけゃぇさは こぇお 
かぇおけくうつくけ: くっ, いぇとけすけ 

さぇぉけすぇすぇ しぇきぇ きっ ういぉさぇ, 
くっ ぇい くっは, くけ,

ぇおけ きけあった ょぇ ういぉうさぇき, 
こぇお ぉうた

ういぉさぇかぇ すぇおぇゃぇ さぇぉけすぇ.
 

‶さういくぇゃぇ, つっ こぇさうすっ おけう-

すけ しう ういおぇさゃぇ, おけゅぇすけ うきぇ 
さぇぉけすぇ, くっ しぇ かけてう. ]すうゅぇす 
え, きぇおぇさ ょぇ うきぇ ぉっいさぇぉけすくぇ 
きぇえおぇ, ぉうゃてぇ ぇさしっくぇかおぇ けす 
╆ぇゃけょ 2. ╁ぇあくけ っ ょぇ うきぇきっ 
さぇぉけすぇ, うくぇつっ しすぇゃぇ かけてけ,  
おぇすっゅけさうつくぇ っ しすさせゅぇさおぇすぇ, 
こさうすっしくっくぇ けす そぇおすぇ, つっ くぇ-
こけしかっょなお くっ っ すぇおぇ くぇすけゃぇさっ-
くぇ, おぇおすけ ぉう え しっ うしおぇかけ. 
╆ぇすけゃぇ う くっ こさぇゃう ゅけかっ-

きう こかぇくけゃっ いぇ こけつうゃおぇ すけゃぇ 
かはすけ, くけ っ しうゅせさくぇ, つっ おなょっすけ 
う ょぇ っ, とっ っ し こさうはすっかう う とっ 
っ しすさぇたけすくけ. 
┿ いぇ かのぉうきうは きなあ, おけえ-

すけ っょうく ょっく くっこさっきっくくけ 
とっ しさっとくっ, っ おぇすっゅけさうつくぇ: 
つっ けしゃっく しなさちっすけ しう, とっ きせ 
ょぇょっ う くぇえ-ゃおせしくうすっ ゅけいぉう, 
おけうすけ せきっっ ょぇ こさうゅけすゃは. ╇ 
ゃしうつおけ たせぉぇゃけ, おけっすけ しう こけ-
あっかぇっ. 
┿ ょけすけゅぇゃぇ は つぇおぇす おせこ そせす-

ぉけかくう しすさぇしすう う っきけちうう くぇ 
ぇさしっくぇかしおうは しすぇょうけく. 
¨しすぇくぇかけすけ っ - おぇおゃけすけ すう 

っ  こうしぇくけ.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

‶け ぇすさぇおすうゃっく う くっしすぇくょぇさすっく, こさうゃかうつぇと 
こけゅかっょうすっ くぇ きうくせゃぇつうすっ, くぇつうく こさぇゃう 

すぇいゅけょうてくぇすぇ しう こさうっきくぇ おぇきこぇくうは おぇいぇくかなて-
おぇすぇ ‶さうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおぇ ゅうきくぇいうは „′うおけ-
かぇ ¨ぉさっておけゃ”. 〉つうかうとっすけ, おけっすけ くぇゃなさてう 41 
ゅけょうくう けす しないょぇゃぇくっすけ しう, けす ょゃっ ゅけょうくう っ し 
くけゃ ょうさっおすけさ - ╉さぇしうきうさ ╃ぇきはくけゃ, つかっく くぇ 
っおうこぇ 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. 』っ すけえ 
う おけかっゅうすっ きせ けす ゅうきくぇいうはすぇ さぇぉけすはす けす しなさちっ 
う ょぇゃぇす ちはかぇすぇ しう かのぉけゃ いぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ 
せつうかうとっすけ, かうつう ょけさう けす くぇつうくぇ, こけ おけえすけ すなさ-
しはす きかぇょう すぇかぇくすう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ きぇすっきぇすうおぇすぇ 
う そういうおぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╇くすっさっしくうすっ ぉかういけ 40 こぇくぇ, けおぇつっくう こけ せつう-

かうとくぇすぇ けゅさぇょぇ, こさけしかっょはゃぇす こけしすうあっくうはすぇ くぇ 
ゅうきくぇいうはすぇ こさっい ゅけょうくうすっ う ゃないきけあくけしすうすっ, 
おけうすけ しっゅぇ すは こさっょかぇゅぇ いぇ けぉせつっくうっ. 〈ぇおぇ, ょけさう 
う くうとけ くっつせゃぇかうすっ ょけ きけきっくすぇ いぇ いかぇすくうすっ そう-
いうちう う こさけそっしけさうすっ けす ′┿]┿, せつうかう ゃ おぇいぇく-
かなておぇすぇ  ‶╋╂, きけゅぇす ょぇ しっ けしゃっょけきはす けす  こけしすぇ-
ゃっくうすっ  こけしすけゃっ  こけ けゅさぇょぇすぇ. ‶さっょ すはた つっしすけ しっ 
しこうさぇす う ゅけさょうすっ さけょくうくう くぇ くはおけゅぇてくうすっ  う くぇ 
くぇしすけはとうすっ きっょぇかうしすう けす せつうかうとっすけ. 

〈┿ 

すさせょぇ” - ╉ぇいぇくかなお さっぇかういうさぇ 
こさけっおす “′けゃけ くぇつぇかけ - けす けぉ-
さぇいけゃぇくうっ おなき いぇっすけしす”, おけえすけ 
しなとけ っ こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけ-
ゅさぇきぇ “[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ 
さっしせさしう”. ‶さけっおすなす っ くぇしけつっく 
おなき けしうゅせさはゃぇくっ くぇ いぇっすけしす くぇ 
ぉっいさぇぉけすくう きかぇょっあう しなし しさっょ-
くけ うかう ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ ょけ 
29-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす, おけうすけ 
くはきぇす しすぇあ こけ こさうょけぉうすぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす. ′ぇっすうすっ こけ すけいう 
こさけっおす きかぇょっあう つさっい ぉのさぇすぇ 
こけ すさせょぇ こけかせつぇゃぇす ゃ さぇきおうすっ 
くぇ 6 きっしっちぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, 
けすゅけゃけさはとぇ くぇ きうくうきぇかくうは 
けしうゅせさうすっかっく こさぇゅ いぇ いぇっきぇ-
くぇすぇ ょかなあくけしす, ぇ すったくうはす くぇ-
しすぇゃくうお - 50% けす きうくうきぇかくぇ-
すぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ ゃ さぇきおうすっ 
くぇ こっさうけょぇ くぇ けぉせつっくうっすけ. 
╇くすっさっしなす おなき すけいう こさけっおす っ 

ゅけかはき, いぇはゃう ╅っおけゃぇ う せすけつ-
くう, つっ しこうしなおなす くぇ きかぇょっあうすっ 
けす ちっかっゃぇすぇ ゅさせこぇ しっ ぇおすせぇかう-
いうさぇ ゃしはおぇ しっょきうちぇ. 〈させょけ-
ゃうすっ こけしさっょくうちう こさっょかぇゅぇす 
ぉっいさぇぉけすくう きかぇょっあう,  おけうすけ 
けすゅけゃぇさはす くぇ おけくおさっすくうすっ うい-
うしおゃぇくうは くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ. 
‶け すけいう こさけっおす さぇぉけすけょぇすっ-

かうすっ けす さっゅうけくぇ すなさしはす  きかぇ-
ょう しこっちうぇかうしすう, おけうすけ うきぇす 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ 
うおけくけきうおぇすぇ - しつっすけゃけょうすっかう, 
けそうし きっくうょあなさう; うくあっくっさくう 
しこっちうぇかうしすう, きぇてうくくう うくあっ-

くっさう, うくあっくっさう こけ っかっおすさけ-
くうおぇ, おけきこのすなさくう しこっちうぇ-
かうしすう, しっさゃうすぬけさう, ぉぇさきぇくう. 
‶け こさけっおすぇ “′けゃけ くぇつぇかけ 

- けす けぉさぇいけゃぇくうっ おなき いぇっ-
すけしす” きけゅぇす ょぇ しっ ゃないこけかい-
ゃぇす さぇぉけすけょぇすっかう けす ゃしうつ-
おう しそっさう, し ういおかのつっくうっ くぇ 
すっいう, けしうゅせさはゃぇとう いぇっすけしす 
ゃ しそっさぇすぇ くぇ しっかしおけすけ, ゅけさ-
しおけすけ う さうぉくけすけ しすけこぇくしすゃけ. 
╁ぇあくけ せしかけゃうっ っ すっ ょぇ くっ しぇ 
けぉはゃっくう ゃ くっしなしすけはすっかくけしす 
う ょぇ くはきぇす こせぉかうつくう いぇょなか-
あっくうは. 
╆ぇ せかっしくっくうっ くぇ すなさしっとうすっ 

さぇぉけすぇ ゃ ぉのさけすけ こけ すさせょぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお っ さぇいおさうすぇ う しこっ-
ちうぇかくぇ こさうっきくぇ, ゃ おけはすけ しっ 
ょぇゃぇす おけきこっすっくすくう しなゃっすう う 
しっ さぇいはしくはゃぇす ゃないきけあくけしす-
うすっ いぇ せつぇしすうっ ゃ さぇいかうつくう 
こさけっおすう こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけ-
ゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃって-
おうすっ さっしせさしう”, きっさおう う こさけ-
ゅさぇきう いぇ いぇっすけしす う けぉせつっくうっ 
こけ ╆ぇおけくぇ いぇ くぇしなさつぇゃぇくっ 
くぇ いぇっすけしすすぇ. 
‶さうっきくぇすぇ しっ くぇきうさぇ くぇ 

ぉせか. “┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ4 ゃ 
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, っす. 4, しすぇは 13 
う さぇぉけすう ゃしっおう ょっく けす こけくっ-
ょっかくうお ょけ つっすゃなさすなお けす 15 
ょけ 17 つぇしぇ, ぇ ゃ こっすなお - けす 
13,30 ょけ 15,30 つぇしぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

さっょ おけうすけ こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす くぇ 
ょゃぇすぇ こけかぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ せっょくぇお-
ゃう う ょぇ しっ いぇすっゅくっ おけくすさけかなす こさう 
けすこせしおぇくっ くぇ うくゃぇかうょくう こっくしうう.  
¨とっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゅさせこぇ けす 
っおしこっさすう ゃ しけちうぇかくけすけ きうくうしすっさ-
しすゃけ さぇぉけすう こけ きっさおうすっ いぇ さっょぇ くぇ 
けすこせしおぇくっ くぇ うくゃぇかうょくうすっ こっく-
しうう.
╉けゅぇすけ すっいぇすぇ いぇ ういさぇゃくはゃぇくっすけ 

くぇ こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす ぉっ かぇく-
しうさぇくぇ いぇ こけさっょっく こなす こさっい きぇえ, 
しうくょうおぇすうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは けしすさけ さっ-
ぇゅうさぇたぇ. 
]こけさっょ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 

╉′]╀, ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ 
くぇ あっくうすっ う きなあっすっ せ くぇし すさはぉゃぇ 
ょぇ っ 63 ゅけょうくう, ぇ くっ 65.  ╇いさぇゃくは-
ゃぇくっすけ, しこけさっょ すったくうすっ っおしこっさすう, 
すさはぉゃぇ ょぇ しすぇくっ そぇおす けす 2034 ゅけ-
ょうくぇ いぇ あっくうすっ う こさっい  2037 ゅけ-
ょうくぇ いぇ きなあっすっ, ぇ くっ おぇおすけ ╄ゃさけ-
こっえしおぇすぇ おけきうしうは こさっこけさなつゃぇ - けす 
2020 ゅ. 
〈ぇいう すっいぇ ぉっ いぇとうすっくぇ う こけ ゃさっ-

きっ くぇ しなゃきっしすっく しっきうくぇさ ゃ ]けそうは  

くぇ  ╋っあょせくぇさけょくうは ゃぇかせすっく そけくょ 
う ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
すさせょぇ. ¨しくけゃくぇすぇ すっきぇ くぇ ょうしおせしう-
うすっ ぉっ こけ ゃなこさけしうすっ くぇ いぇっすけしすすぇ う 
ょけたけょうすっ.
‶さっょ きっょううすっ こさっい しっょきうちぇすぇ しけ-

ちうぇかくうはす きうくうしすなさ 〈けすの ╋かぇょっ-
くけゃ こさうこけきくう, つっ こけ こさうっすぇすぇ ゃっつっ 
こっくしうけくくぇ さっそけさきぇ しすぇあなす う ゃない-
さぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ こさう きなあっ-
すっ う あっくうすっ しっ せゃっかうつぇゃぇす し こけ 4 
きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇ, おぇすけ ょけ 2017 ゅ. 
ゃないさぇしすすぇ こさう きなあっすっ とっ しすぇくっ 65 
ゅけょうくう, ぇ こさっい 2020 ゅ. あっくうすっ とっ 
しっ こっくしうけくうさぇす こさう くぇゃなさてっくう 63 
ゅけょうくう.
 ╁なこさけしうすっ いぇ ういさぇゃくはゃぇくっすけ くぇ 

こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす う さっょなす いぇ けす-
こせしおぇくっすけ くぇ うくゃぇかうょくうすっ こっくしうう 
とっ しぇ すっきう くぇ いぇしっょぇくうっ くぇ 〈さう-
しすさぇくくうは しなゃっす ゃ おさぇは くぇ のかう. 
                                                          

 〈┿ 

 ¨とっ こけ すっきぇすぇ けつぇおゃぇえすっ
ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ. 
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╁ こさっょうてくうは ぉさけえ くぇ 〈┿ ゃう 
しなけぉとうたきっ, つっ しかっょ ゃういうすぇ くぇ 
けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ  ′っょはかおけ ′っょはかおけゃ 
くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ╀せいかせょあぇ 
ゃさぇすぇすぇ すぇき ぉっ けすくけゃけ いぇゃぇ-
さっくぇ し ちっか けこぇいゃぇくっ あうゃけすぇ 
くぇ すせさうしすうすっ, おけうすけ ゃかういぇす 
こさっい きくけゅけぉさけえくうすっ こさけちっこう. 
‶け うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ, くけ-

ゃうくぇすぇ いぇ ゃすけさうは あうゃけす くぇ 
╃けきぇ-こぇきっすくうお くぇ ╀せいかせょあぇ 
うょゃぇ しぇきけ しっょきうちぇ しかっょ しきなさ-
すすぇ くぇ こけしかっょくうは きせ ょうさっおすけさ 
こさっい 80-すっ ゅけょうくう - ]すっそぇく 
′けっゃ. 
╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, くぇゃさなた 

しなぉけさぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ, くぇ 
╀せいかせょあぇ いぇ こなさゃう こなす けす 30 
ゅけょうくう  ゅさっえくぇ う こっすけかなつおぇすぇ 
くぇ こぇきっすくうおぇ. ╇ょっはすぇ いぇ すけゃぇ 
ぉっ くぇ きかぇょっあおぇすぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは くぇ ╀]‶, ぇ いぇこぇかゃぇくっすけ え 
けしなとっしすゃう きかぇょ うくあっくっさ けす 
╀せさゅぇし.
〉くうおぇかくけしすすぇ くぇ しなけさなあっ-

くうっすけ, ゅさぇょっくけ けす ゃけえくうちう 
こさっい 80-すっ う ょくっし しきぇえゃぇ 
うくあっくっさうすっ, すなえ おぇすけ しぇきけ 
こさっょう ょくう しすぇくぇ はしくけ, つっ くぇ 
こさぇおすうおぇ 』うくうはすぇ きけあっ ょぇ 
ういょなさあう いっきっすさっしっくうっ ょけ 20-

′けゃう しゃっすけそぇさう くっ しぇ 
くせあくう くぇ ╉ぇいぇくかなお

‶さっょかぇゅぇくぇすぇ いっかっくぇ ゃなか
くぇ けす 〈なさゅけゃしおう おけきこかっおし 
„╇いすけお” ょけ ]すぇさぇすぇ さっおぇ  っ 
ぉっいしきうしかっくぇ, おけきっくすうさぇす 
しなゃっすくうちうすっ けす おけきうしうはすぇ 
こさっょかけあっくうっすけ くぇ しすぇさけいぇ
ゅけさしおぇすぇ そうさきぇ. 〈せお すっ しっ 
さぇいきうくぇゃぇす し こさっょかぇゅぇくぇすぇ 
けす ぇゃすけさうすっ くぇ こさけっおすぇ くけゃぇ 
しゃっすけそぇさくぇ せさっょぉぇ ょけ „【っか”, 
おなょっすけ しっ ゃかうゃぇす せか. „]すぇさけ
いぇゅけさしおぇ” う ぉせか. „┿か. ╀ぇすっく
ぉっさゅ”. ]おけさけしすすぇ すぇき きけあっ ょぇ 
しっ くぇきぇかう し ぉぇぉせくう, しきはすぇす 
けす おけきうしうはすぇ. 
‶さっしっつおぇすぇ くぇ „┿か. ╀ぇすっく

ぉっさゅ” し „‶っすおけ ゃけえゃけょぇ” っ 
こさけぉかっきっく せつぇしすなお う ゃ ょさせゅけ 
けすくけてっくうっ, おけきっくすうさぇ しこっ
ちうぇかくけ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
うくあ. 【うおけゃ. ╋はしすけすけ しなぉうさぇ 
けゅさけきくう おけかうつっしすゃぇ ゃけょぇ こさう 
ょなあょ, おけうすけ こさっょう ゅけょうくう しぇ 
しっ しすうつぇかう くぇょけかせ おなき おゃぇさ
すぇかぇ ょけ せかうちぇ „[. ╃せてぇくけゃぇ” 
う しぇ くぇゃけょくはゃぇかう あうかうとくうすっ 
しゅさぇょう. 〈けゃぇ っ う こさうつうくぇすぇ 
うくあ. 【うおけゃ ょぇ しっ しけかうょぇ
さういうさぇ し こさっょかけあっくうっすけ くぇ 

こさけっおすぇくすうすっ - おさなしすけゃうとっすけ 
ょぇ けしすぇくっ おぇおすけ しっゅぇ しなとっしす
ゃせゃぇ, さぇいゅさぇくうつぇゃぇえおう しっ けす 
こさっょかけあっくうっすけ くぇ おけきうしうはすぇ, 
おけはすけ うしおぇ けすきはくぇ くぇ こさっょかけ
あっくけすけ けす こさけっおすぇくすうすっ いぇ
すゃぇさはくっ くぇ おさなしすけゃうとっすけ  くぇ 
„┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ”  し „╉ぇこ. ‶っ
すおけ ゃけえゃけょぇ” ゃ のあくぇ こけしけおぇ. 
╁ すけいう さぇえけく しっ こさっょゃうあょぇ う 
いぇすゃぇさはくっ くぇ せか. „〈なあぇ”.  
╉けきうしうはすぇ こさっょかぇゅぇ くけゃけ 

おさなゅけゃけ, ゃきっしすけ 〈-ょゃうあっくうっ 
くぇ おさなしすけゃうとっすけ くぇ せか.  „『ぇさ 
╀けさうし” う せか. „‶っすおけ ゃけえゃけ
ょぇ”, こさっょ けぉとっあうすうっすけ くぇ 
すったくせおせきぇ. 〈ぇおぇ しおけさけしすすぇ 
ゃ さぇえけくぇ とっ しっ けゅさぇくうつう, ぇ 
ょゃうあっくうっすけ とっ しっ さぇいこさっょっ
かう ぉっいけこぇしくけ, しきはすぇす けとっ しな
ゃっすくうちうすっ. ╁ ぉかういけしす ょけ すけいう 
せつぇしすなお しっ きうしかはす う こさけきっ
くう こけ せかうちぇすぇ おさぇえ ¨しくけゃくけ 
せつうかうとっ „╉せかぇすぇ” - „19-すう 
そっゃさせぇさう” ゃ ちっかうは せつぇしすなお けす 
ぉけかくうちぇすぇ こけおさぇえ せつうかうとっすけ 
ょけ ╆っかっくうは きけしす ょぇ しすぇくっ っょ
くけこけしけつくぇ,  こさっょかぇゅぇす けす こさけ
っおすぇくすうすっ, ょけおぇすけ しなゃっすくうちう
すっ くぇきうさぇす すけゃぇ いぇ ういかうてくけ. 
]こけさっょ すはた, ゃ ょゃぇすぇ おさぇは くぇ 
せかうちぇすぇ しぇ くせあくう しぇきけ いくぇちう 

„╆ぇぉさぇくっくけ しこうさぇくっすけ”. 
〉かうちぇ „]かぇゃはくしおぇ”, おけはすけ 

ゃけょう けす こぇいぇさぇ ょけ ゅかぇゃくぇ

すぇ こけょ ╂うきくぇいうはすぇ, とっ しすぇゃぇ 
っょくけこけしけつくぇ しなし いぇぉさぇくぇ いぇ 
ょゃうあっくうっ くぇ しっゃっさ.

 ╀かけおぇあなす いぇょ 》ぇかうすっ
とっ しっ さってぇゃぇ し

っょくけこけしけつくう こかぇすくぇ

╆ぇょ 》ぇかうすっ とっ しっ きうくぇゃぇ 
し おけかぇ しぇきけ ゃ こけしけおぇ „[けいけ
ゃぇ ょけかうくぇ”, おぇすけ しなゃっすくうちう

すっ こさっょかぇゅぇす う いぇぉさぇくぇ くぇ 
かっゃうは いぇゃけえ おなき しゃっすけそぇさぇ 
くぇ ちっくすなさぇ. ╄ょくけこけしけつくぇ ゃ 
すけいう さぇえけく しすぇゃぇ う せかうちぇ
すぇ こけおさぇえ „‶ぇかぇし” - „‶っすおけ 
]すぇえくけゃ”. ‶さっょかけあっくうっすけ くぇ 
しなゃっすくうちうすっ, けぉぇつっ, っ いぇぉさぇ
くぇすぇ ょぇ ぉなょっ のゅ - しっゃっさ, ぇ 
くっ けぉさぇすくけ, おぇおすけ こさっょかぇゅぇす 
こさけっおすぇくすうすっ.
]なゃっすくうちうすっ くっ しぇ しなゅかぇしくう 

けとっ う し こさっょかぇゅぇくけすけ いぇすゃぇ
さはくっ くぇ せかうちぇすぇ こけおさぇえ しすぇ
さぇすぇ ぉぇくは - せか. ”]なっょうくっくうっ”. 
〈っ こさっょかぇゅぇす けすくけゃけ いくぇちう いぇ 
いぇぉさぇくぇ くぇ しこうさぇくっすけ すぇき う 
くぇしすけはゃぇす いぇ けすょっかくけ さっゅせかう
さぇくっ くぇ きうくぇゃぇくっすけ くぇ こってっ
たけょちうすっ こけ おさなしすけゃうとっすけ くぇ 
„23-すう  ‶ったけすっく 【うこつっくしおう 
こけかお” う „》さうしすけ ╀けすっゃ”. 〈ぇき 
しっゅぇ ょけ ぉうゃてうは 【ぇたおかせぉ こっ
てったけょちう う おけかう しっ いぇしうつぇす 
いぇさぇょう っょくけゃさっきっくくけ いっかっくけ 
う いぇ ょゃっすっ しすさぇくう こさう いぇゃけは 
くぇょはしくけ けす ちっくすさぇかくうは ぉせかっ
ゃぇさょ おなき „》さうしすけ ╀けすっゃ”. 
′っ っ くせあくけ くけゃけ  おさなゅけゃけ 

ょけ ¨ぉとうくぇ 2 いぇょ [けいぇさうせきぇ, 
おなょっすけ しっ しさっとぇす 5 せかうちう, 
くけ ょゃうあっくうっすけ くっ っ すけかおけゃぇ 
くぇすけゃぇさっくけ, しきはすぇす しなゃっすくう
ちうすっ, いぇ さぇいかうおぇ けす こさけっお
すぇくすうすっ. „╁けえくうておぇ” う „╂っく. 
]すけかっすけゃ” ょぇ しう けしすぇくぇす ょゃせ
こけしけつくう, ぇ くっ っょくけこけしけつくう し 
ちっか さぇいすけゃぇさゃぇくっ くぇ ゃたけょぇ 
おなき すけゃぇ おさなしすけゃうとっ, きうしかはす 
けとっ けす  ╉けきうしうはすぇ こけ けぉ
とっしすゃっく さっょ.

╁たけょなす おなき こぇさおうくゅぇ
いぇょ „╇しおさぇ” っ こさけぉかっき  

[ってっくうっすけ いぇ ゃかういぇくっ う 
ういかういぇくっ けす くけゃうは こぇさおうくゅ, 
おけえすけ こさっょしすけう ょぇ しっ ぇしそぇか
すうさぇ, しっ すなさしう, おぇすけ ゃたけょなす う 
ういたけょなす こけ せか. „╂せさおけ” けしすぇくっ 

さぇいさってっく う ゃ ょゃっすっ こけしけおう ゃ 
けすしっつおぇすぇ „]おけぉっかっゃ” - „╊の
ぉっく ╉ぇさぇゃっかけゃ”, ぇ くっ おぇおすけ 
こさっょかぇすぇす こさけっおすぇくすうすっ - 
せかうちぇ „╂せさおけ” ょぇ っ っょくけこけ
しけつくぇ おなき こぇさおうくゅぇ し ょゃうあっ
くうっ しぇきけ しっゃっさ - のゅ.
[っしけさくぇすぇ おけきうしうは  しっ しけ

かうょぇさういうさぇ し こさっょかけあっくうっすけ 
くぇ こさけっおすぇくすしおうは おけかっおすうゃ 
せかうちぇ „╀っくおけゃしおう” ょぇ しすぇくっ 
っょくけこけしけつくぇ ゃ せつぇしすなおぇ けす 

こぇさおうくゅぇ いぇょ こけとぇすぇ ょけ せか. 
„》さうしすけ ╀けすっゃ”, おぇすけ こさっょかけ
あっくうっすけ っ ょぇ しっ いぇぉさぇくう かっ
ゃうはす いぇゃけえ ゃ こけしけおぇ しゃっすけそぇ
さぇ くぇ せか. „》さ. ╀けすっゃ”.
[っしけさくぇすぇ おけきうしうは ゃ ¨ぉ

とうくしおうは しなゃっす くっ けょけぉさはゃぇ 
ういちはかけ う うょっはすぇ くぇ こさけっお
すぇくすうすっ いぇ さっゅせかぇちうはすぇ こけょ 
‶けかうちうはすぇ. 〈ぇき しっ こさっょかぇゅぇ 
っょくけこけしけつくけ いぇこぇょ - ういすけお こけ 
„╂さぇそ ╇ゅくぇすうっゃ”, おけっすけ ╉けきう
しうはすぇ しつうすぇ いぇ くっくせあくけ. ╃ゃう
あっくうっすけ けす ‶けかうちうはすぇ おなき 
ちなさおゃぇすぇ „]ゃっすぇ ╀けゅけさけょうちぇ” 
おなき こぇさおうくゅぇ いぇょ 〉くうゃっさきぇゅぇ  
こけ せか. „ぅゃけさけゃ” とっ ぉなょっ さぇい
さってっくけ しぇきけ ゃ すぇいう こけしけおぇ, 
いぇぉさぇくはゃぇ しっ けぉさぇすくけすけ - けす 
ちなさおゃぇすぇ おなき ‶けかうちうはすぇ.

‶さっょ ╋せいっは とっ うきぇ
おさなゅけゃけ ょゃうあっくうっ

╆ぇょさなしすゃぇくうはすぇ こさっょ きせ
いっえ-ゅぇかっさうはすぇ とっ しっ しこうさぇす 
し くけゃけ おさなゅけゃけ. ╃ゃうあっくうっすけ 
おなき [けいぇさうせきぇ とっ しすぇゃぇ くっ 
こけ „【うこつっくしおぇ っこけこっは”, おぇお
すけ っ ょけしっゅぇ, いぇとけすけ すは しすぇゃぇ 
っょくけこけしけつくぇ けす [けいぇさうせきぇ 
おなき ╂ぇかっさうはすぇ. ╇いくぇしはくっすけ 
おなき [けいぇさうせきぇ ょぇ ぉなょっ おなき 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ, いぇょ ╋ぇ
すっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは こけ 
せか. „【っえくけゃしおぇ”, おけはすけ しすぇゃぇ 
いぇぉさぇくっくぇ ゃ けぉさぇすくぇ こけしけおぇ, 
こさっょゃうあょぇ こさっょかけあっくうっすけ いぇ 
こさけきはくぇ くぇ こかぇくぇ. ╉けきうしうは
すぇ こけょおさっこは おぇすけ ちはかけ すけゃぇ, 
くけ うきぇ う ょさせゅう うょっう けす くはおけう 
くっえくう つかっくけゃっ. 〉かうちぇすぇ こさっょ 
¨ぉとうくしおぇ ぉぇくおぇ ょぇ しっ いぇぉさぇ
くう ゃ こけしけおぇ けす ╃けきぇ くぇ おせか
すせさぇすぇ おなき ╋せいっは, こさっょゃうあょぇ 
けとっ ぇおすせぇかういぇちうはすぇ.
′けゃ しゃっすけそぇさ くぇ ういかういぇくっ 

けす せかうちぇすぇ いぇょ ╋ぇすっきぇすうつっ
しおぇすぇ ゅうきくぇいうは おなき [けいぇさう
せきぇ っ くっくせあっく, しきはすぇす けとっ 
しなゃっすくうちうすっ けす ╉けきうしうはすぇ, いぇ 
さぇいかうおぇ けす こさけっおすぇくすうすっ. 
╁ きけきっくすぇ こさっい しぇえすぇ くぇ ¨ぉ

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお すっつっ けぉしなあ
ょぇくっ う し ゅさぇあょぇくうすっ, おけうすけ 
しなとけ きけゅぇす ょぇ ょぇゃぇす こさっょ
かけあっくうは いぇ こさけきはくぇ ゃ けさゅぇ
くういぇちうはすぇ くぇ ょゃうあっくうっすけ ゃ 
ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ ╉ぇいぇく
かなお. ‶さっょしすけう う けとっ っょくけ 
けぉしなあょぇくっ ゃ ╉けきうしうはすぇ こさっい 
すぇいう しっょきうちぇ, おけっすけ ょぇ ゃくっしっ 
おけさっおちうう こけ こさっょかけあっくうはすぇ 
くぇ しすぇさけいぇゅけさしおぇすぇ そうさきぇ.
‶さけっおすなす いぇ ぇおすせぇかういぇちうは 

こさっょゃうあょぇ けとっ けしゃっあぇゃぇくっ う 
ょけこなかゃぇくっ くぇ たけさういけくすぇかくぇすぇ 
きぇさおうさけゃおぇ くぇ こってったけょくう こな
すっおう う かっくすう いぇ ょゃうあっくうっ, おぇお
すけ う けすぉっかはいゃぇくっ くぇ きっしすぇすぇ いぇ 
こかぇすっくけ こぇさおうさぇくっ, おけうすけ ゃ 
くけゃぇすぇ したっきぇ しっ せゃっかうつぇゃぇす ゃ 
ちっくすさぇかくぇすぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす.
╆ぇしっゅぇ こかぇくなす っ ゃないかけあっく いぇ 

ゅさぇょぇ ぉっい あうかうとくうすっ おゃぇさすぇ
かう - ╇いすけつくけすけ う ╆ぇこぇょくけすけ, 
せすけつくう けとっ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか” うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

′けゃけ おさなゅけゃけ ょゃうあっくうっ とっ さっゅせかうさぇ こけすけおぇ けす ぇゃ
すけきけぉうかう くぇ けこぇしくけすけ おさなしすけゃうとっ こさっょ くぇょかっいぇ 

くぇ „┿さしっくぇか”, ╀╇╊╊┿ う ╉けきこかっおし „╆ょさぇゃっ”, ぇおけ ¨ぉとうく
しおうはす しなゃっす こさうっきっ ぇおすせぇかういぇちうはすぇ くぇ ‶かぇくぇ いぇ けさゅぇ
くういぇちうは くぇ ょゃうあっくうっすけ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす くぇ 
╉ぇいぇくかなお. 
〈さう くけゃう おさなゅけゃう ょゃうあっくうは くぇ ゃないかけゃう おさなしすけゃうとぇ  

とっ けすぉかけおうさぇす ょゃうあっくうっすけ くぇ くぇえ-こさけぉかっきくうすっ きっしすぇ 
ゃ ゅさぇょぇ, こさっょゃうあょぇ こさけきはくぇ ゃ ‶かぇくぇ いぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
ょゃうあっくうっすけ, こけょゅけすゃはくぇ けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, しなけぉとう 
いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ, さなおけゃけょうすっか 
′ぇこさぇゃかっくうっ „‶さけっおすうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う しすさけうすっか
しすゃけ” ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃, けぉとうくしおう しなゃっすくうお ゃすけさう きぇくょぇす 
けす ゅさせこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, おけえすけ うきぇ  けこうす 
ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす ゃっつっ てっしす きぇくょぇすぇ.   ┿おすせぇかういぇちう
はすぇ くぇ こかぇくぇ, こけょゅけすゃっくぇ こけ こけさなつおぇ けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお おなき っおしこっさすう けす „BUL project” - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し さなおけ
ゃけょうすっか うくあ. ‶かぇきっく ╀せかぇくけゃ, ゃ きけきっくすぇ しっ けぉしなあょぇ ゃ 
‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ しうゅせさくけしす, けぉとっしすゃっく う っおけかけ
ゅうつっく さっょ おなき ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす. ╁ おけきうしうはすぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお” しぇ こさっょしすぇゃっくう けす うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ う 
ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ.
╉けきうしうはすぇ, おけはすけ しっ さなおけゃけょう けす ╃うきうすなさ ╀ぇはしかうっゃ, 

しっ しなぉさぇ くぇ こなさゃぇ しぉうさおぇ 
こさっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ, 
おけゅぇすけ ぇゃすけさうすっ くぇ こさけっお
すぇ いぇ こさけきはくぇすぇ ゃ けさゅぇくう
いぇちうはすぇ くぇ ょゃうあっくうっすけ くぇ 
╉ぇいぇくかなお こさっいっくすうさぇたぇ  
くぇきっさっくうはすぇ しう いぇ さってぇ
ゃぇくっすけ くぇ すけいう けゅさけきっく いぇ 
ゅさぇょぇ こさけぉかっき し ぉっいさぇい
ぉけさくけすけ しこうさぇくっ, こぇさおう
さぇくっ う いぇょさなしすゃぇくうはすぇ こけ 
せかうちうすっ.
‶さけぉかっきなす し ょせこおうすっ う 

けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ょゃうあっ
くうっすけ こけ せかうちうすっ ぉっ こけ
しすぇゃっく おぇすけ けしくけゃっく けとっ 
こけ ゃさっきっすけ くぇ こさっょういぉけさ
くぇすぇ おぇきこぇくうは きうくぇかぇすぇ 
っしっく, ゃおかのつうすっかくけ う こさっょ 
ゅさせこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお”. [ってぇゃぇくっすけ きせ 
うくあ. 【うおけゃ けこさっょっかは おぇすけ 
ういおかのつうすっかくけ ゃぇあくけ いぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ, いぇとけすけ すけゃぇ 
しなし しうゅせさくけしす とっ くぇきぇかう 
ぉさけは くぇ こけしすさぇょぇかうすっ たけさぇ 
こけ せかうちうすっ, とっ こけゃうてう 
ぉっいけこぇしくけしすすぇ いぇ ょっちぇすぇ 
う せつっくうちうすっ う とっ しこっしすう 
ゃさっきっ う ういかうてくう くっさゃう 
くぇ おぇいぇくかなつぇくう いぇょ ゃけかぇ
くぇ. 27 ぇゃすけきぇすぇ いぇ すぇかけくう 
いぇ こぇさおうさぇくっ こさっょゃうあょぇ 
くけゃうはす こかぇく. ╁ないきけあくけしす
うすっ くぇ ぉのょあっすぇ こさっい こけ
しかっょくうすっ ゅけょうくう, けぉぇつっ, 
こけおぇいゃぇす, つっ こけゃっつっ けす すさう 
ぇゃすけきぇすぇ くぇ ゅけょうくぇ くっ きけ
ゅぇす ょぇ しっ おせこはす, けぉはしくう いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” うくあ. 
『ゃっすぇく 【うおけゃ. 〈けゃぇ とっ 
くぇかけあう っゃっくすせぇかくけ ょなか
ゅけしさけつくけ ういこなかくっくうっ くぇ 
こかぇくぇ ゃ すぇいう きせ つぇしす.

すぇ しすっこっく こけ [うたすっさ. ¨す せくう-
おぇかくうすっ きけいぇっつくう こぇくぇ, おさうし-
すぇかう う うくゃっくすぇさ, し おけうすけ こさっい 
80-すっ こぇきっすくうおなす こさうゃかうつぇ 
すせさうしすう う しきぇえゃぇ しゃっすぇ, ょくっし 
くっ っ けしすぇくぇかけ くうとけ.  
‶さっい かはすけすけ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけ-

ょうくぇ  ぉうゃてうはす  せこさぇゃうすっか くぇ 
けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╈けさょぇく 
′うおけかけゃ しなけぉとう, つっ いぇ こっさう-
けょぇ 2001-2011 ゅけょうくぇ くぇこさぇ-
ゃっくぇすぇ うくゃっくすぇさういぇちうは くぇ 
こぇきっすくうおぇ っ せしすぇくけゃうかぇ かうこ-
しう いぇ 110 000 かっゃぇ. ╇くしこっおすう-
さぇくけ っ ょゃうあうきけすけ う くっょゃうあう-
きけすけ うきせとっしすゃけ, いぇつうしかっくけ 
くぇ こぇきっすくうおぇ. ]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
ておぇそけゃっ, すっかっゃういけさう, ぉぇゅっ-
さう, ょけさう しおう-ゃかっおけゃっ う けぉせゃ-
おう いぇ しおう, おぇすけ けす すはた こけつすう 
くうとけ くっ っ けしすぇくぇかけ. 〈けゅぇゃぇ 
′うおけかけゃ いぇはゃう, つっ こさっい 1989 
ゅ. しけぉしすゃっくけしすすぇ くぇ こぇきっすくう-
おぇ っ こさったゃなさかっくぇ けす ╋うくうし-
すっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ けぉ-
かぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ. ]かっょ すけゃぇ, 
ゃっさけはすくけ せきうてかっくけ, しゅさぇょぇすぇ 
っ ぉうかぇ すけすぇかくけ けぉさぇくぇ, おぇすけ 
こさっい ゅけょうくうすっ くうおけえ くっ っ こけ-
すなさしうか けすゅけゃけさくけしす けす けくっいう, 
おけうすけ しぇ は しすけこぇくうしゃぇかう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

] けおけかけ 10 しすけすうくおう くぇ おせぉうつっく きっすなさ 
とっ しっ せゃっかうつう ちっくぇすぇ くぇ ゃけょぇすぇ ゃ ╉ぇ-

いぇくかなておけ. ╆ぇ しっきっえしすゃけ しさっょくけすけ せゃっかう-
つっくうっ くぇ きっしっつくぇすぇ しきっすおぇ いぇ ゃけょぇ, こさう 
くけさきぇかくぇ おけくしせきぇちうは, とっ っ けす こけさはょなおぇ 
くぇ 1 かっゃ. 
〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす こうしきけ くぇ うくあ. 〈けすぬけ 

┿くゅっかけゃ - さなおけゃけょうすっか くぇ ╁う╉- さぇえけく ╉ぇ-
いぇくかなお. ╇いつうしかっくうはすぇ くぇ くぇつぇかくうおぇ くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ こけおぇいゃぇす, つっ しさっょくけ し かっゃ とっ 
くぇさぇしくっ しきっすおぇすぇ くぇ っょくけ しっきっえしすゃけ こさう 
くけゃうすっ ちっくう. ╉ぇすけ きけすうゃ いぇ せゃっかうつっくうっすけ 
しっ こけしけつゃぇ せゃっかうつっくぇすぇ ちっくぇ くぇ っか. っくっさ-
ゅうはすぇ, おけはすけ くぇ こさぇおすうおぇ いぇゃうてぇゃぇ さぇいたけ-
ょうすっ くぇ ╁う╉-ょさせあっしすゃけすけ し 15%.
╁ さぇいこさけしすさぇくっくけすけ しすぇくけゃうとっ ょけ あうすっ-

かうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しっ おぇいゃぇ けとっ, 
つっ ╁う╉ - さぇえけく ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ うきぇ うくゃっし-
すうちうけくくぇ こさけゅさぇきぇ, おけはすけ っ しなゅかぇしせゃぇくぇ し 
けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ 
ぉぇいぇ くぇ すぇいう うくゃっしすうちうけくくぇ こさけゅさぇきぇ けす 
っしっくすぇ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょけ きけきっくすぇ しぇ 
こけょきっくっくう 1000 き ゃけょけこさけゃけょくぇ きさっあぇ ゃ 
おゃ. „╁ぇしうか ╊っゃしおう”, 400 き ゃけょけこさけゃけょ こけ 
せか. „┿かっおしぇくょなさ ]すぇきぉけかうえしおう” う 1000 き 
こけ せか. „‶っすぬけ ╂ぇくうく”. ╃け おさぇは くぇ すぇいう ゅけょう-
くぇ こさっょしすけう ょぇ しっ さっおけくしすさせうさぇす けとっ 2000 
き ゃけょけこさけゃけょくぇ きさっあぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁ ぉかういおけ ゃさっきっ とっ いぇこけつくぇす ょっえくけしすうすっ こけ 
しきはくぇ くぇ ゃけょけこさけゃけょくぇすぇ きさっあぇ こけ ゅかぇゃ-
くぇすぇ せかうちぇ - ぉせか. „┿かっおしぇくょなさ ╀ぇすっくぉっさゅ”, 
ゃ こさっしっつおぇすぇ けす ぉせか. „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ょけ 
せか. „╃-さ 》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう”.

‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ, くぇ こさぇおすうおぇ 12 たうかはょう ょせてう 
けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, あうゃっっとう ゃ しっかぇすぇ 【っえくけ-
ゃけ, ╀せいけゃゅさぇょ, ╉なくつっゃけ, ¨ゃけとくうお, [けいけゃけ, [な-
あっくぇ う 』っさゅぇくけゃけ, いぇこかぇとぇす くぇこけかけゃうくぇ ちっくぇすぇ 
くぇ ゃけょぇすぇ こけさぇょう そぇおすぇ, つっ すぇき ゃけょぇすぇ ょけしすうゅぇ 
ょけ くぇしっかっくうっすけ こけ ゅさぇゃうすぇつっく, ぇ くっ こけ こけきこぇ-
あっく こなす.
╆ぇ すっいう くぇしっかっくう きっしすぇ ちっくぇすぇ くぇ ゃけょぇすぇ とっ しう 

けしすぇくっ しなとぇすぇ, すなえ おぇすけ こけきこぇあくぇすぇ ゃけょぇ おなき 
すはた っ きぇかなお こさけちっくす, おけえすけ  ょさせあっしすゃけすけ きけあっ-
かけ ょぇ しう こけいゃけかう ょぇ こけっきっ おぇすけ さぇいたけょ.
¨す ╁う╉ - さぇえけく ╉ぇいぇくかなお すゃなさょはす, つっ こけ ょぇく-

くう くぇ ′ぇちうけくぇかくうは しすぇすうしすうつっしおう うくしすうすせす しけ-
ちうぇかくぇすぇ こけくけしうきけしす くぇ くぇしっかっくうっすけ ゃ けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ いぇ ちっくぇ くぇ ゃけょぇすぇ っ 4.90 かゃ. いぇ 
おせぉうつっく きっすなさ ぉっい ╃╃], おけはすけ っ ゃ こなすう こけ-ゃうしけ-
おぇ けす しっゅぇてくぇすぇ.                                          

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

]ぇきけ こけ 1 いぇしすなこくうお くぇ ょぇょっくぇ こぇさすうは ょぇ うきぇ こさぇゃけ ょぇ こさうしなしすゃぇ 
ゃ しっおちうけくくぇ ういぉうさぇすっかくぇ おけきうしうは いぇ 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. 〈けゃぇ っ っょくぇ けす 5-すっ しなとっしすゃっくう こさけきっくう, ゅかぇしせゃぇくう くぇ 
こなさゃけ つっすっくっ ゃ ′] う ゃくっしっくう けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╂╄[╀, こけ けすくけてっくうっ くぇ 
さっきけくすぇ くぇ ╇いぉけさくうは おけょっおし. ╆ぇ すぇいう こさけきはくぇ しなけぉとう ゃ ╉ぇいぇくかなお 
くぇさけょくうはす こさっょしすぇゃうすっか けす ╂╄[╀ ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ. ]なとけすけ けゅさぇ-
くうつっくうっ とっ ゃぇあう いぇ おけぇかうちううすっ. ¨とっ 4 しなとっしすゃっくう こさけきっくう ゃ ╇い-
ぉけさくうは おけょっおし こさっょしすけう  ょぇ しっ けぉしなあょぇす ゃ こかっくぇさくぇ いぇかぇ. ╄ょくぇすぇ けす 
すはた っ しゃなさいぇくぇ し こさけきはくぇ ゃ くぇおぇいぇくうっすけ いぇ おせこせゃぇつうすっ くぇ ゅかぇしけゃっ 
- いぇすゃけさ けす 1 ょけ 10 ゅけょうくう. ╃けしっゅぇてくうはす すっおしす こさっょゃうあょぇてっ いぇすゃけさ 
ょけ 10 ゅけょうくう, ぉっい ょけかくぇ ゅさぇくうちぇ. ‶け すぇいう こさうつうくぇ くうすけ っょうく けす 
おせこせゃぇつうすっ くぇ ゅかぇしけゃっ  くっ こけかせつう っそっおすうゃくぇ こさうしなょぇ, いぇはゃう いぇ 〈┿ 
╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ. ╁しうつおう ょけおぇいぇくう しかせつぇう いぇ おせこせゃぇくっ くぇ ゅかぇしけ-
ゃっ いぇゃなさてうたぇ し せしかけゃくう こさうしなょう. ]こけさっょ くぇさけょくうは こさっょしすぇゃうすっか, 
くけゃぇすぇ こさけきはくぇ とっ ゃくっしっ こけゃっつっ しこさぇゃっょかうゃけしす ゃ くぇおぇいぇくうはすぇ いぇ 
すなさゅけゃちうすっ くぇ ゅかぇしけゃっ う とっ こぇさうさぇ ゃないきけあくけしすすぇ いぇ せしかけゃくう こさうしな-
ょう. ╃させゅうすっ こさっょかぇゅぇくう こさけきっくう ゃ ╇いぉけさくうは おけょっおし しぇ しゃなさいぇくう し 
ういこけかいゃぇくっ くぇ ][]-すぇ おぇすけ ょけおぇいぇすっかしすゃっく きぇすっさうぇか いぇ おせこせゃぇつうすっ 
くぇ ゅかぇしけゃっ, し っかっおすさけくくけすけ ゅかぇしせゃぇくっ う ういさうつくぇすぇ いぇぉさぇくぇ いぇ せつぇし-
すうっ くぇ きうくうしすさう う いぇき.-きうくうしすさう おぇすけ こさっょしっょぇすっかう くぇ こさっょういぉけさくう 
とぇぉけゃっ. 

Здраве и любов в семействата, смирение, добруване 

и успехи пожелава на всички мюсюлмани в община 
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- имам на село Дунавци.

48 そういうつっしおう かうちぇ けす ]すぇ-
さけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす しぇ “こさけこせし-
くぇかう” ょぇ ゃくっしぇす ゃ ぉのょあっすぇ くぇょ 
983 000 かっゃぇ. ]せきうすっ しぇ けす 
くっょっおかぇさうさぇく う くっゃくっしっく ょぇ-
くなお けぉと ょけたけょ う しぇ せしすぇくけゃっくう 
しかっょ こさうおかのつうかう さっゃういうう くぇ 
かうちぇすぇ, せすけつくはゃぇす けす きっしすくうは 
けそうし くぇ ′┿‶.
╁ たけょぇ くぇ さっゃういうけくくけすけ こさけ-

ういゃけょしすゃけ うくしこっおすけさうすっ こけ 
こさうたけょうすっ けす けそうしぇ くぇ ′┿‶ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しぇ いぇこけさうさぇかう ぇおすうゃう, 
ぉぇくおけゃう しきっすおう, ょゃうあうきけ うかう くっょゃうあうきけ うきせとっしすゃけ いぇ くぇょ 893 000 
かっゃぇ. ╁ きぇしけゃうは しかせつぇえ こさう さっゃういうさぇくうすっ かうちぇ うきぇ くっしなけすゃっすしすゃうっ 
きっあょせ こさうすっあぇゃぇくけ うきせとっしすゃけ う ょっおかぇさうさぇくう ょけたけょう.
╁ ょさせゅう しかせつぇう かうちぇすぇ, けすこせしくぇかう いぇっきう, くっ きけゅぇす ょぇ ょけおぇあぇす こさけ-

ういたけょぇ くぇ しさっょしすゃぇすぇ いぇ すはた. 

]なし いぇこけゃっょ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ ′┿‶-‶かけゃょうゃ  けす 12-すう のかう っ しきっ-
くっく さなおけゃけょうすっかはす くぇ ╃ぇくなつくうは けそうし ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╃けしっゅぇてくうはす 

てっそ くぇ けそうしぇ ]ぇてけ ‶っっゃ っ こさっきっしすっく くぇ ょかなあくけしすすぇ „っおしこっさす”, ぇ 
くぇ くっゅけゃけ きはしすけ っ くぇいくぇつっくぇ ょけしっゅぇてくぇすぇ しかせあうすっかおぇ ゃ けそうしぇ 〈ぇくは 
╂ぇくつっゃぇ. 

╉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 こけょこうしぇ ょけ-

ゅけゃけさぇ いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ こさけっおす 
“╁くっょさはゃぇくっ くぇ きっさおう いぇ っくっさゅうえ-
くぇ っそっおすうゃくけしす ゃ ╋╀┿╊-╉ぇいぇくかなお”. 
‶さけっおすなす しっ そうくぇくしうさぇ けす ′ぇちうけ-
くぇかっく ょけゃっさうすっかっく っおけそけくょ う っ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 85%. ]なそうくぇくしうさぇくっすけ 
けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす っ 15%, おけっ-
すけ ぉっ こさうっすけ し [ってっくうっ わ 266 けす 
28. 06. 2012 ゅ. くぇ ̈ ぉとうくしおう しなゃっす-
╉ぇいぇくかなお. ]すけえくけしすすぇ くぇ こさけっおすぇ っ 
きぇかおけ くぇょ 3 300 000 かっゃぇ. ¨す すはた 
こけつすう 3 260 000 かっゃぇ しぇ いぇ しすさけう-
すっかくけ-さっきけくすくう さぇぉけすう.
‶さけっおすなす こさっょゃうあょぇ ういこなかくっくうっ 

くぇ こぇおっす けす っくっさゅけしこっしすはゃぇとう きっさおう - すけこかけういけかうさぇくっ くぇ しすっくう, さっおけくしすさせおちうは う 
すけこかけういけかうさぇくっ くぇ こけおさうゃ, こけょきはくぇ くぇ ょけゅさぇきぇ う こけょきはくぇ くぇ けすけこかうすっかくぇ うくしすぇ-
かぇちうは. ]すさけうすっかくけ-さっきけくすくうすっ さぇぉけすう とっ ぉなょぇす ういこなかくっくう こけっすぇこくけ ゃなゃ ゃしうつおう 
けすょっかっくうは くぇ ╋╀┿╊ „╃-さ 》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう” ╄¨¨╃ - ╉ぇいぇくかなお ぉっい こさっおなしゃぇくっ くぇ 
せしかせゅうすっ, こさっょかぇゅぇくう けす いょさぇゃくけすけ いぇゃっょっくうっ. 

]すせょっくすなす けす ╉ぇいぇくかなお 〈っけょけさ ╉せちぇさけゃ, しうく くぇ うくあ. 
′うおけかぇえ ╉せちぇさけゃ けす „┿さしっくぇか” ┿╃, こけかせつう しすうこっく-

ょうは いぇ せつぇしすうっすけ しう ゃ ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ おなしけきっすさぇあっく 
そうかき こけ こさけっおすぇ „╃うしっおちうは くぇ ょっきけおさぇちうはすぇ“. 《うかきけ-
ゃうはす っおうこ, ゃ おけえすけ っ う 〈っけょけさ, とっ こさっょしすぇゃう すゃけさぉぇすぇ くぇ 
きっあょせくぇさけょっく そっしすうゃぇか こさっい 2013-すぇ ゅけょうくぇ. ╉せちぇさけゃ 
- きかぇょてう せつう そうかきけゃ う すっかっゃういうけくっく きけくすぇあ ゃ せくうゃっさ-
しうすっすぇ ゃ ╀かぇゅけっゃゅさぇょ. ¨とっ おぇすけ こなさゃけおせさしくうお すけえ しすぇくぇ 
ぇゃすけさ くぇ ょゃっきうくせすくうは そうかき „╀なょっとっ”.

′ぇょっあょぇ ╃うきうすさけゃぇ う ╇ゃっかうくぇ 
]すぇくつっゃぇ - しけかうしすおう くぇ ゃけおぇかくぇ 

ゅさせこぇ „╇しおさうちぇ” こさう ′』 „╇しおさぇ-1860”, 
とっ せつぇしすゃぇす ゃなゃ そうくぇかくうすっ おさなゅけゃっ 
くぇ XXI-は ╄ゃさけこっえしおう こけこ そっしすうゃぇか 
„╀っさかうくしおぇ こっさかぇ”. ╇ ょゃっすっ きけきうつっすぇ 
しぇ ゃないこうすぇくうつおう くぇ ゃけおぇかくうは こっょぇ-
ゅけゅ ]すっそおぇ ╃っくっゃぇ. 〈っ とっ こさっょしすぇゃはす 
╀なかゅぇさうは くぇ きっあょせくぇさけょくうは おけくおせさし, 
おけえすけ とっ しっ こさけゃっょっ けす 22 ょけ 26 くけっき-
ゃさう 2012 ゅ. ゃ ╀っさかうく. 
¨しくけゃくぇすぇ ちっか くぇ おけくおせさしぇ っ ょぇ こけこせ-

かはさういうさぇ ゃけおぇかくうすっ すぇかぇくすう くぇ ょっちぇ-
すぇ う きかぇょうすっ たけさぇ けす さぇいかうつくう くぇちうう. 
╁なゃ そうくぇかくうすっ おさなゅけゃっ くぇ „╀っさかうくしおぇ 
こっさかぇ” しっ ゃおかのつゃぇす っょくう けす くぇえ-すぇ-
かぇくすかうゃうすっ ういこなかくうすっかう くぇ ╄ゃさけこぇ.

] くけゃう いぇこかぇすう, せゃっかうつっくう し 5%, しぇ おきっすけゃっすっ くぇ おきっすしすゃぇ ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお しかっょ さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ] 80 かっゃぇ っ せゃっかうつっくぇ う いぇこかぇすぇすぇ 

くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う すは ゃっつっ っ 1 594 かゃ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう いぇきさぇいうたぇ しゃけうすっ ゃないくぇゅさぇあょっくうは.
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【そうあ けくたそうみおうあ 』そせみ ‒とちせあおきけかうあ, かおけせ そて さあくあせしひのさけてか てあしあせてけ, ちあくたせあてあ すかきおと てちかてあてあ 
つけ させけえあ, たそちかおせあてあ きかつてそさあ くあえといあ う きけうそてあ つけ け… きけうそてあ, さそこてそ せあたとさ せあ うつけねさそ たちそおひしきあうあ.

- ╉ぇお しっ さうしせゃぇ そぇょけ, ]けくは? 
- ] っきけちうう. ╉けゅぇすけ くっとけ すっ っ ゃこっつぇすかう-

かけ, ぉっかはいぇかけ しうかくけ, „たゃぇくぇかけ” すっ っ, しっ 
さうしせゃぇ そぇょけ かっしくけ. 
-╅うゃっって くっこさっおなしくぇすけ ゃ ょゃぇ しゃは-

すぇ: くぇ あうゃうすっ う くぇ しおなこうすっ すう きなさす-
ゃう. ╁ おけえ しっ つせゃしすゃぇて こけ-ょけぉさっ う ゃ 
おけえ しっ あうゃっっ こけ-かっしくけ?
- ╄ょうく う しなとう しゃはす っ すけゃぇ, くはきぇ さぇいかう-

おぇ. 〈っ しぇ せしこけさっょくう しゃっすけゃっ. ]こけょっかはす 
しっ. 
- ╉ぇお しっ こうてっ おさぇしうゃけ いぇ ぉけかおぇすぇ?
- ╁しっおう あうゃっっ し くはおぇおゃぇ ぉけかおぇ. ′け 

くっ くぇ ゃしっおう っ ょぇょっくけ ょぇ っ くっこけくけしうきぇ. 
‶うてっ しっ. 〈ぇおぇ しっ こさうゅかせてぇゃぇ. ′はきぇ ょぇ 
おさうは, しかっょ おぇすけ いぇゅせぉうた ╃ぇくうっかぇ, くっ 
きけゅぇ ょぇ こうてぇ. ¨くっきはた, ういしなたくぇた, っょゃぇ 
こさっい きぇえ くぇこうしぇた っょくけ っょうくしすゃっくけ しすう-
たけすゃけさっくうっ - „[っおゃうっき”. ‶さっょう ゃさっきっ 
うきぇた こぇお すぇおなゃ こっさうけょ - しさっとぇ くぇ つぇえ, 
くぇ おけはすけ きっ こけおぇくう ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ, 
すけゃぇ きっ けすおかのつう こぇお いぇ こうしぇくっすけ. 〈ぇおぇ 
しっ さけょう う „╋なさすゃっておけ おなこぇくっ”. 
- ‶かぇつって かう くけとっき う いぇ おぇおゃけ? 
- ╆ぇ ゃしうつおけ う いぇ ゃしうつおう. ╆ぇ あうゃう う いぇ 

きなさすゃう. 
- ╉けゅぇ しう ぉうかぇ とぇしすかうゃぇ?
- ╉けゅぇすけ しなき けぉうつぇかぇ. ╇きぇかぇ しなき かの-

ぉけゃう, おけかおけすけ しう うしおぇき. ╊のぉけゃすぇ っ ゃっ-

くっちなす くぇ あうゃけすぇ, いぇすけゃぇ う くっ ぉはゅぇき 
けす くっは. 
- ┿ くっ すっ かう っ しすさぇた けす ぉけかおぇすぇ くぇ 

かのぉけゃすぇ, おけゅぇすけ しう けすうょっ, おけゅぇすけ 
しっ こさっおなさてう? 
- ′っ, かのぉけゃすぇ くっ いくぇつう とぇしすうっ, すは 

っ しすさぇょぇくうっ. ]けかすぇ くぇ あうゃけすぇ, けくけ-
ゃぇ, おけっすけ ゅけ けゃおせしはゃぇ. 】ぇしすうっ っ  ょぇ 
ょぇゃぇて ゃ かのぉけゃすぇ, ょぇ けぉうつぇて. ╊のぉけ-
ゃすぇ っ きなかくうは, くっ しっ いくぇっ おけゅぇ とっ すっ 
すさっしくっ. 
- ╁かういぇて かう ゃ ちなさおゃぇ? 
- ╁かういぇた. ╁っつっ くっ - しなさょうすぇ しなき くぇ 

╀けゅ. ¨すくっ ょっすっすけ きう. ╋けっすけ ぉなょっとっ. 
′け しなき きせ う ぉかぇゅけょぇさくぇ いぇ ゃしうつおけ, 
おけっすけ こさっあうゃはた. ╇いぉさぇくうすっ くっ きけゅぇす 
ょぇ ういぉうさぇす.
- ┿ おなょっ しっ きけかうて? 
- ′っ しっ きけかは ゃっつっ. ‶さっしなたくぇたぇ ういゃけ-

さうすっ. ╁しうつおけ っ しせっすぇ. ╅うゃけすなす っ しせっ-
すぇ, しなく, かなあぇ. ╋けあっ ぉう くうっ しきっ きなさす-
ゃうすっ, ぇ けくっいう すぇき ゅけさっ - すっ しぇ あうゃう. 
- 】ぇしすかうゃぇ かう しう しっゅぇ? 
- ╀うかぇ しなき とぇしすかうゃぇ. ╁しうつおけ, おけっすけ 

しなき うしおぇかぇ, しなき ゅけ こけしすうゅくぇかぇ. 
- ╉けゅけ けぉうつぇて しっゅぇ? 
- ¨ぉうつぇき ちうゅぇさうすっ - すっ しぇ きけうすっ 

ゃけえくうちう. ¨ぉうつぇき 〈せくょあぇ, ╂ぇぉぇさっゃけ, 
„‶かぇつう きけゅうかぇ”, ょっちぇすぇ しう けぉうつぇき. 

′ぇ 10 のかう ゃ ╃けき “‶っすおけ ]すぇえくけゃ” すは しなぉさぇ こさうはすっかう う ぉかういおう. ]さっとぇ 
ょぇょっ くぇ あうゃう う きなさすゃう, いぇ ょぇ こさっょしすぇゃう すさっすぇすぇ しう しすうたけしぉうさおぇ - „[う-

しせゃぇき そぇょけ”. 
]っきこかぇすぇ くぇ ゃなくてっく ゃうょ おくうゅぇ しなょなさあぇ 38 くっゃっさけはすくう しすうたけすゃけさっくうは, 

5 こさけいぇうつくう すゃけさぉう う 11 そさっくしおう こさけういゃっょっくうは, こさっゃっょっくう けす ぇゃすけさおぇすぇ.
〈さっすぇすぇ しう, ょなかゅけ ういしすさぇょぇくぇ おくうゅぇ, ]けくは っ こけしゃっすうかぇ くぇ こさっょちう う くぇ-

しかっょくうちう う くぇ ょなとっさは しう ╃ぇくうっかぇ.
„[うしせゃぇき そぇょけ” しっ こけはゃう くぇゃさなた すさう すなあくう ゅけょうてくうくう - 6 きっしっちぇ けす 

ゃくっいぇこくぇすぇ しきなさす くぇ 15-ゅけょうてくぇすぇ え ょなとっさは ╃ぇくうっかぇ, 6 ゅけょうくう けす しきなさ-
すすぇ くぇ ぉぇとぇ え う 9 ゅけょうくう - けす いぇゅせぉぇすぇ くぇ きぇえおぇ え.
╇いょぇゃぇ „ [うしせゃぇき そぇょけ” しなし しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ - いぇおなしくっかうすっ う こさうくせ-

ょうすっかくけ „しこっしすっくう” こけ すけいう くぇつうく こかぇとぇくうは くぇ うくゃぇかうょくぇすぇ え こっくしうは う し 
きぇかおけ こけきけと けす こさうはすっかう. 
╉くうゅぇすぇ, しゃけっけぉさぇいくぇ ういこけゃっょ, きけあっ ょぇ ぉなょっ くぇきっさっくぇ ゃ おくうあぇさくうちぇ 

„[ぇきうすぇ” - ╉ぇいぇくかなお.
╃させゅうすっ ょゃっ おくうゅう くぇ ]けくは 《せさくぇょあうっゃぇ しぇ „‶ぇさけかう” う „╅うゃぇ ╊せくぇ”.
╀っか. ぇゃす.  
《ぇょけ /けす かぇす. けいく. しなょぉぇ/ っ あぇくさ ゃ すさぇょうちうけくくぇすぇ こけさすせゅぇかしおぇ きせいうおぇ, しなと-

くけしすすぇ くぇ おけえすけ つっしすけ しっ ういさぇいはゃぇ し くっこさっゃけょうきぇすぇ ょせきぇ „しぇせょぇょっ“, しなつっすぇ-
ゃぇとぇ ゃ しっぉっ しう こけくはすうは おぇすけ しぇきけすぇ, くけしすぇかゅうは, おけこくっあ こけ くっこけしすうあうきけすけ う 
かのぉけゃくぇ きなおぇ.

╆ぇ ]けくは: 
〈は っ けす けくっいう しすさぇくくう たけさぇ, おけうすけ くはきぇ おぇお ょぇ くっ けしすぇゃうて いぇゃうくぇゅう ゃ ょせてぇすぇ しう. ‶けさぇょう そぇおすぇ, つっ けしすぇゃはす くっいぇぉさぇゃうき けすこっつぇすなお ゃ くっゅけ: ゅけさはとぇ しきっしう-

ちぇ けす すぇかぇくす, ぉけかおぇ, かのぉけゃ う ゅっくうぇかくけしす. ]うゅせさくけ いぇすけゃぇ つっしすけ は ぉなさおぇす し かせょうすっ: おけゅぇすけ いぇゅけゃけさう くぇ しゃけは しう っいうお - くっこさけとぇゃぇと, おぇすっゅけさうつっく, おさぇしうゃ, 
こさけこうす けす ういゅぇさはとけ う けおけこつぇくけ しすさぇょぇくうっ う くっょけかっおせゃぇくぇ, たさけくうつくぇ ぉけかおぇ, こけかはすぇ し ゃけかは いぇ かのぉけゃ.
′っ っ けす すうこうつくうすっ ぇさしっくぇかしおう ょっちぇ, きぇおぇさ ょぇ うきぇ しっさうけいくぇ ぇさしっくぇかしおぇ ゃさないおぇ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ - ょなとっさは っ くぇ ょ-さ ╂ぇくおぇ ┿くゅっかけゃぇ - ょなかゅけゅけょうてっく 

¨ぉうつぇき きなあっすっ, あっくうすっ - ょっちぇすぇ ゃ 
すはた. ¨ぉうつぇき たけさぇすぇ. 
- ′ぇ おけゅけ しっ せこけゃぇゃぇて ゃ すさせょ-

くう きうゅけゃっ? 
- ′ぇ くうおけゅけ. ]ぇきう しきっ. 〈けえ, ╀けゅ, くっ 

こけきぇゅぇ, つっ くうっ かう? ...
- ╉ぇお ぉはゅぇて けす ぉけかおぇすぇ? ╉なょっ 

しっ しこぇしはゃぇて? 
-』っすぇ ゃ くっしゃはしす. ╁ きせいうおぇすぇ. ]かせ-

てぇき ゃしうつおけ - ╄ょうす ‶うぇそ, ゃしうつおけ. 
- ]なあぇかはゃぇて かう いぇ くっとけ ゃ あう-

ゃけすぇ しう? 
- ′っ, いぇ くうとけ. ╊せょうすっ しきっ きなょさう. 
- ]っゅぇ うきぇ かう おけえ ょぇ すっ けぉうつぇ? 
- ╃ぇ, しうくけゃっすっ きう. ╁くせつおぇすぇ きう. 

╇きぇき こさうはすっかう, ぉさぇすは. 
- ┿ すう うきぇて かう おけゅけ ょぇ けぉう-

つぇて? 
- ╃ぇ, おくうゅうすっ, ょっちぇすぇ しう. ′け しなき 

きなさすゃぇ ゃっつっ けすゃなすさっ. ╆ぇゅせぉうた ╃ぇ-
くうっかぇ, ぇ は ょなさあぇた いぇ さなちっ. ‶さぇいくけ 
っ すぇき. ′っ っ しなとけすけ. 』っさせこおぇ しなき. 
- ┿ うしおぇて かう くっとけ けす ╂けしこけょ? 
- ′っ, くうとけ くっ うしおぇき. ′はきぇき けすくけ-

てっくうは し くっゅけ. 
- ┿, ぇおけ しすぇゃぇす つせょっしぇ, おけっ ょぇ 

っ すゃけっすけ? 
- ╃ぇくうっかぇ - あうゃぇ. 〈せお, ょけ きっく. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

せこさぇゃうすっか くぇ ぇさしっくぇかしおうは ‶さけそうかぇおすけさうせき, う くぇ けすうてかうは しう こさっょう 6 
ゅけょうくう こけっす ]すっそぇく 《せさくぇょあうっゃ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ ゃうょっく ╂ぇぉぇさっゃしおう さけょ. 
[けょっくぇ っ くぇ ]すっそぇくけゃょっく, こさっょう 45 ゅけょうくう. ′ぇ しゃっすっちぇ おさなとぇゃぇ こなさゃけ-

さけょくうは しう しうく, ょけてなか くぇ ぉはか しゃはす ゃ さっいせかすぇす くぇ おぇさきうつくぇ かのぉけゃ - くぇゃさなた 
‶さっけぉさぇあっくうっ う ょゃぇ ょくう こさっょう こけしかっょくうは え おぇくょうょぇすしすせょっくすしおう ういこうす. 
╂けかはきぇすぇ え きっつすぇ っ ょぇ いぇゃなさてう きっょうちうくぇ, くけ すさなゅゃぇ こけ ょさせゅ こなす - いぇゃなさて-
ゃぇ そさっくしおぇすぇ ゅうきくぇいうは „[けきっく [けかぇく” ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ぇ こけしかっ う くぇつぇかくぇ 
こっょぇゅけゅうおぇ ゃなゃ ╁っかうおけすなさくけゃしおうは せくうゃっさしうすっす. 
╆ぇょ ゅなさぉぇ しう ゃっつっ うきぇ 3 おくうゅう, すさう ょっちぇ - ょゃぇきぇ しうくぇ くぇ 17 う くぇ 27 ゅけょう-

くう, う っょくぇ けすうてかぇ しう あっしすけおけ けす あうゃけすぇ ょなとっさは, ょゃぇ ぉさぇおぇ う ょゃぇ さぇいゃけょぇ. 
〈ゃなさょう, つっ っ ぉうかぇ とぇしすかうゃぇ しぇきけ, おけゅぇすけ っ ゃかのぉっくぇ. 
╆ぇ くっゃっさけはすくけ あっくしおうすっ しう ゅけょうくう っ ゃっつっ う ぉぇぉぇ, くぇ すさうゅけょうてくぇすぇ ]う-

きけくぇ, おけはすけ ゃ すさせょくうすっ つぇしけゃっ くぇ すなゅぇ う しぇきけすぇ は さぇょゃぇ し こさうしなしすゃうっすけ しう. 
╇きぇ てぇさっく あうゃけす, ゃ おけえすけ „しきなさすすぇ くっ は うしおぇ, かのぉけゃすぇ しなとけ”. ╃っしっすおう 

しぇ けこうすうすっ え ょぇ しう すさなゅくっ けす あうゃけすぇ. ]つうすぇ, つっ っ っいうつくうちぇ, いぇとけすけ しっ 
おさなしすうかぇ しぇきぇ くぇ 17 ゅけょうくう. [ぇぉけすうかぇ っ おぇおゃけ かう くっ: けす おぇしうっさおぇ ゃ しすけかぇ 
くぇ „┿さしっくぇか”, 13 ゅけょうくう っ ぉうかぇ せつうすっかおぇ, おけいぇさおぇ ゃ ╇すぇかうは, こかぇとぇ し おぇさ-
すうくう う すぇおぇ こさけこなすせゃぇ くぇ ぇゃすけしすけこ さぇいしすけはくうっすけ けす ╇すぇかうは ょけ ╂っさきぇくうは, 
ういゃっしすくけ ゃさっきっ っ くぇ さぇぉけすぇ う ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ, ぇ しっゅぇ ういおぇさゃぇ 
たかはぉぇ しう おぇすけ つうしすぇつおぇ ゃ きせいっは ゃ ╉ぇいぇくかなお, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ こさうはすっかう 
こけかせつぇゃぇ う こっくしうは けす 123 かっゃぇ けす 〈╄╊╉. ′っ おさうっ, つっ ょうぇゅくけいぇすぇ, おけはすけ え 
こけしすぇゃはす かっおぇさう こさっょう ゃさっきっ, え こさっつう ょぇ しう くぇきっさう こけょたけょはとぇ さぇぉけすぇ. 
╁かぇょっっ そさっくしおう, うすぇかうぇくしおう, させしおう, さうしせゃぇ, こうてっ.
╁ しぇきけすくうすっ しう すなあくう つぇしけゃっ ゃぇょう けす すっすさぇょおう う ぉっかっあおう くぇ こけおけえくぇすぇ 

しう ょなとっさは しすうたけゃっすっ え - し くぇょっあょぇすぇ, おぇすけ しなぉっさっ しうかう, っょうく ょっく う すっ 
ょぇ ゃうょはす ぉはか しゃはす. „╇きぇた かぇいぇさおぇ - ╀けゅ きう は けすくっ う しっゅぇ しなき きせ しなさょうすぇ”, 
こさういくぇゃぇ し  けおけこつぇくう しなかいう ]けくは. 
¨すすぇき う いぇこけつゃぇきっ さぇいゅけゃけさぇ: けす さうしせゃぇくっすけ くぇ くけしすぇかゅうはすぇ, くぇ しぇきけすぇ-

すぇ, くぇ おけこくっあぇ こけ くっとけ, おけっすけ ゃっつっ ゅけ くはきぇ.

 Соня за Соня:

 „Аз съм грозно и 
отвратително същество, от 
време на време варосвам 
терасите , за да се белне 
душата ми…“
„…Сърцето ми е заключено - 
стомна за катък”.
„Аз съм бойно поле, изорано 
от бомби…“
„Аз съм Марсово поле, в което 
стикат обезводнено нищо.
 Смърт и самота. 
 С черни криле кръжи мъката”.

***
„Откакто майка умря,
Осиновиха ме жените на 
града -
Комшийки, колежки, 
приятелки
Обличат ме, къпят ме,
Обличат ме
С топла женска любов.
Откакто татко умря,
Осиновиха ме мъжете на 
града -
Съветват ме, черпят ме,
Не ме изоставят сама…
НЕ Е СЪЩОТО”.

От Соня: 

„Да прекараш Бъдни вечер
В компанията на мъртви,
Коледа с вампири,
Оглозгани елхи,
Озъбена зима-без сняг.
Замръзнала душата,
Замръзнала устата ми,
Счупени са кучешките 
зъби.
Не кърви.
Коледа - сама вампирска.
Бъдни вечер
Да се сбъдне,
Да замръзне
Кучешки, вампирски зъб,
Забит в гърлото на 
самотата”.

Аз не съм като другите хора.

Заченали са ме извънземни 

при изгрева на луната,

всички грехове са посадили в мен.

Ям, пуша, пия.

Любя от все сърце… 

‶っすなさ ╋ぇさつっゃ. ╇くあっくっさ うかう こう
しぇすっか? ‶うしぇすっか うかう あせさくぇかうしす? 
[けょけき けす ¨きせさすぇゅ, くけ こけゃっつっ うい
ゃっしすっく おぇすけ おぇいぇくかなつぇくうく. ‶け 
ょうこかけきぇ うくあっくっさ-たうきうお, くけ こけ 
こさういゃぇくうっ う くぇ ょっかけ – しすけ こさけちっく
すぇ つけゃっお くぇ こうしぇくけすけ しかけゃけ. ┿ゃすけ
さなす くぇ “『うゅぇくしおう さけきぇく”, けすかうつっ
くぇ し ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ いぇ ょっぉのす 
くぇ “ぃあくぇ こさけかっす” こさっい 1993-すぇ, 
“]すさぇくぇすぇ くぇ ぉっかうすっ くっゅなさつっすぇ”, 
“〈ゃけさちうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお”, “Led 
Zepelin - さけきぇくなす”, “‶っしくけこけえおぇ 
いぇ こかってうゃう たうこうすぇ”, “╇ょっぇかくうはす 
さけきぇく うかう ′っゃっさけはすくうすっ こさうおかの
つっくうは くぇ ょ-さ ¨たくうきうくつっゃ”, おけはすけ 
こっつっかう くぇゅさぇょぇすぇ いぇ くぇえ-ょけぉなさ 
さけきぇく ゃ おけくおせさしぇ “《ぇくすぇしすうおぇ 
こさっい 100 けつう” う くぇ うくすっさくっす-さけ
きぇくぇ „╉@くうぉ@かうすっ”, いぇ しっぉっ しう 
おぇいゃぇ ゃ すさっすけ かうちっ: „¨ぉうつぇ: おけき
こけす けす きぇかうくう, きぇゃさせょ, “〉かうちぇ 
╉けくしっさゃくぇ”, “Stairway to Heaven”. 
′っ けぉうつぇ: つぇかゅぇ, すゃ-しぇこせくおう う ょぇ 
しっ こけすう. ′っ ゃはさゃぇ, つっ こさぇ-こさぇょは
ょけ きせ っ ぉうか きぇえきせくぇ. ┿こけかうすうつっく. 
╁ないょせたぇさ. ╃さぇしおぇつ. ′っぉかぇゅけくぇ

]かけゃっしくうはす てぇぉかけく „おけゃぇつ
くうちぇ くぇ おぇょさう”, し おけえすけ 

„┿さしっくぇか” っ こけこせかはさっく ゃ ╉ぇいぇく
かなお う せ くぇし, いぇすけゃぇ っ てぇぉかけく, 
いぇとけすけ こぇしゃぇ くぇ きくけいうくぇ. ╃けさう 
くぇ すっいう, おけうすけ ょぇかっつ くっ しっ こけ
ぉうさぇす ゃ てぇぉかけくぇ. 〈ぇおうゃぇ, おぇすけ 
‶っすなさ ╋ぇさつっゃ. [ぇいかうつくうすっ. [ぇい
かうつくうはす うくあっくっさ-たうきうお うょゃぇ 
こけ さぇいこさっょっかくうっ ゃ „┿さしっくぇか” ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ くぇ 20-すう ゃっお. ] 
ょうこかけきぇ すったくうつっしおぇ, くけ し こさうい
ゃぇくうっ - こうしぇすっかしおけ. ¨とっ おぇすけ 
しすせょっくす ゃ ╀せさゅぇしおうは たうきうおけすった
くけかけゅうつっしおう, くっとけ ゅけ つけゃなさおぇ, 
ょけおぇすけ つっすっ かのぉうきうは いぇ こっ
さっしすさけえつっしおけすけ こけおけかっくうっ きかぇ
ょっあおう ゃっしすくうお „‶せかし”. 』けゃなさおぇ 
ゅけ う きせ おぇいゃぇ, つっ こうしぇくっすけ っ いぇ 
くっゅけ, うきっくくけ. ╇いゅかっあょぇ すけゃぇ 
こさけゃうあょぇす せ くっゅけ う けおけかくうすっ, 
いぇとけすけ, おけゅぇすけ うょゃぇ さっょ ゃ こさぇい
くうつくうは けしきけきぇさすっくしおう ぉさけえ くぇ 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ” ょぇ しっ こうてっ 
„くっとけ いぇ っょくぇ おけかっあおぇ ゃ 》うきう
おけすったくけかけゅうつくうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 
0”, おけかっゅうすっ こさっこさぇとぇす すぇいう けす
ゅけゃけさくぇ いぇょぇつぇ くぇ うくあ. ╋ぇさつっゃ. 
′ぇ 8-きう きぇさす こさっい 88-きぇ ╋ぇさ
つっゃ こさけこうしゃぇ. ╆ぇゃうくぇゅう. 〈さうすっ 
ゅけょうくう さぇぉけすぇ こけ こさけそっしうはすぇ, 
こさっい おけうすけ ╋ぇさつっゃ おけくしっさゃう
さぇ おぇさすっつくうちう う ぇゃすけきぇすう, しっ 
けおぇいゃぇす ょけ ょくっし こけしかっょくうすっ. ‶け 
けくけゃぇ ゃさっきっ, おけゅぇすけ ‶ってけ うしおぇ 
ょぇ こうてっ, „ぉっい ょぇ いくぇっ すけつくけ おぇお
ゃけ”, けつっさおなす いぇ っょくぇ おけかっあおぇ, 
こせぉかうおせゃぇく ゃ „╆ぇゃけょしおぇ すさう
ぉせくぇ”, きせ こけょしおぇいゃぇ: ”╋けゅぇ!”. ] 
すけゃぇ „╋けゅぇ!” ‶ってけ しきっかけ おぇくょう
ょぇすしすゃぇ こけ けぉはゃぇ いぇ さっこけさすっさ ゃ 
きぇしすうすぇすぇ „╇しおさぇ”. ‶けゃはさゃぇか しう: 
”〈けゃぇ きはしすけ きけあっ ぉう っ いぇ きっく?!”. 
¨ぉぇつっ くっ. ╂かぇゃくうはす くぇ „╇しおさぇ” 
– ╃ぇくぇうか ‶ぇさくぇさけゃ, っ ゃこっつぇす
かっく けす ‶ってけ, おけゅぇすけ ぉなょっとうはす 
„╃けしすけっゃしおう くぇ ╉ぇいぇくかなお” こけ
こぇょぇ しかせつぇえくけ ゃ しかせつぇえくぇすぇ 
ういゃぇょおぇ ぇくおっすうさぇくう けす くっゅけ ゃ 
╉うくけ-ゃうょっけ-おかせぉぇ, おなょっすけ ‶ってけ 
しっ せゃなさすぇ おさぇえ ]すっそぇく ╉ぇかつっゃ し 
すぇえくぇ くぇょっあょぇ ょぇ きせ ょぇょっ てぇくし 
いぇ おうくけすけ. 〈ぇき ╋ぇさつっゃ, けぉぇつっ, っ 
くぇぉっかはいぇく ゃきっしすけ いぇ おうくけすけ – いぇ 
こうしぇくっすけ. ╆ぇぉっかはいぇく っ けす  ‶ぇさ
くぇさけゃ, いぇとけすけ ゃ くっゅけゃぇ  あせさ
くぇかうしすうつっしおぇ おうくけ-ぇくおっすぇ きかぇ
ょけおなす こさっょ おぇしっすけそけくぇ ゅけゃけさう 
くぇょなたぇくけ う おけきこっすっくすくけ いぇ さっ
あうしぬけさぇ ╇くゅきぇさ ╀っさゅきぇく! ‶ぇさ
くぇさけゃ うしおぇ けす ╋ぇさつっゃ すっおしす いぇ 
„╇しおさぇ”. ‶ってけ ういぉうさぇ ぇさしっくぇか

しおう しのあっす – けつっさおなす いぇ つせょぇおぇ-
けさなあっえくうお, ぇゃすけさ くぇ くぇてっくしおけ
すけ „こっさこっすせせき きけぉうかっ” ┿くょさっえ 
]すぇくっゃ. ‶ぇさくぇさけゃ たぇさっしゃぇ すっ
おしすぇ う ょぇゃぇ くぇ ╋ぇさつっゃ こなさゃうは 
うしすうくしおう たけくけさぇさ けす きくけゅけすけ いぇ 
けくうは ゅけょうくう 25 かっゃぇ! ╂かぇゃくうはす 
くぇ „╇しおさぇ” うしおぇ けとっ すっおしすけゃっ. 
〈けゅぇゃぇ ‶ってけ, おけえすけ すなおきけ しっ 
しすはゅぇ ょぇ こけつうゃぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
しすぇくちうは くぇ ′っしっぉなさ, こさっょかぇゅぇ 
くぇ „╇しおさぇ” きぇすっさうぇかぇ „] くぇてっく
ちう くぇ きけさっ”. ╉けえすけ けすくけゃけ しっ たぇ

さっしゃぇ.
‶なさゃうすっ せしこったう ゃ こうしぇ

くっすけ, けぉぇつっ, くっ しすうゅぇす くぇ 
‶ってけ ょぇ しこっつっかう おけくおせさ
しぇ いぇ さっこけさすっさ ゃ ゅさぇょしおぇすぇ 
„╇しおさぇ”. ′うとけ, つっ こけ-おなしくけ 
すけえ しこうしゃぇ ゃっしすくうおぇ ぉかういけ 
20 ゅけょうくう – しきなすくう ゅけょう
くう くぇ すさせょくけ けちっかはゃぇくっ いぇ 
くぇえ-しすぇさけすけ こっさうけょうつくけ 
ぉなかゅぇさしおけ ういょぇくうっ. ¨ちっ
かはゃぇくっ ゃ たうかはょう ぉせおゃうつおう, 
くっ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ - こけょ

さっょっくう ゃなゃ ゃっしすくうおぇさしおう
すっ  おけかけくう けす せしなさょうっすけ くぇ 
くぇえ-ょなかゅけ けちっかっかうは ゃ „╇し
おさぇ” けす くけゃけすけ くっえくけ ゃさっきっ 
-  ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ.

¨とっ ゃ
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ” 

╋ぇさつっゃ さぇいぉうさぇ:
いぇ あせさくぇかうしすうおぇすぇ しっ 

うしおぇ しきっかけしす         

‶ってけ っ こけおぇくっく ゃ ぇさしっ
くぇかしおうは ゃっしすくうお, おぇおすけ 

きけあっ ょぇ しっ けつぇおゃぇ いぇ けくけゃぇ 
ゃさっきっ – けす おけきぉうくぇすしおうは こぇさ
すうっく おけきうすっす. ╉ぇおすけ きけあっ ょぇ 
しっ けつぇおゃぇ, いゃなくはす きせ こけ すっ
かっそけくぇ. ]なぉうさぇす っおうこ, いぇとけ
すけ けす ]けそうは うきぇ くぇさっあょぇくっ: 
ゃっしすくうおなす うかう しすぇゃぇ ょゃせしっょ
きうつくうお おぇすけ うしすうくしおう ゃっしす
くうお, うかう しこうさぇ ょぇ ういかういぇ. 
┿さしっくぇかちう ういぉうさぇす こなさゃけすけ, 
いぇ ょぇ いぇこぇいはす しゃけっすけ ういょぇくうっ. 
‶けおぇくっく っ けす 》さうしすけ ╊っつっゃ, 
こけ こさっこけさなおぇ くぇ ‶ぇさくぇさけゃ. 
╉けゅぇすけ こうすぇす うくあっくっさ ╋ぇさ
つっゃ: ”╅っかぇっすっ かう ょぇ さぇぉけすう
すっ こさう くぇし?”, ╋ぇさつっゃ けすゅけゃぇ
さは, つっ とっ こけきうしかう. „╋うしかうた 
しぇきけ っょくぇ くけと う おぇくょうしぇた!”, 
こさっい せしきうゃおぇ しう しこけきくは ょくっし 
‶ってけ.
╁ „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ” きかぇ

ょうはす あせさくぇかうしす くぇせつぇゃぇ すぇえ
くぇすぇ くぇ いぇくぇはすぇ けす ╀けさうし ]こぇ
しけゃ. ]なとうはす ╀けさうし ]こぇしけゃ, 
おけえすけ ょなかゅう ゅけょうくう さなおけゃけょう 
„╇しおさぇ”. ] くっゅけ ‶ってけ しっ さぇい
ぉうさぇ ょけぉさっ, きぇおぇさ ]こぇしけゃ ょぇ 
っ いぇ くはおけう こけょつうくっくう しすさぇたけ
ゃうすうはす くぇつぇかくうお. „┿おけ くっ しう 
しきっか ゃ あせさくぇかうしすうおぇすぇ, とっ 
ぉなょって しぇきけ っょうく いぇくぇはすつうは. 
╆ぇ うしすうくしおぇすぇ あせさくぇかうしすうおぇ 
しっ うしおぇ しきっかけしす う こさうくちうこ
くけしす”, さぇいぉさぇか ╋ぇさつっゃ. ╁なゃ 
ゃさっきっすけ くぇ こっさっしすさけえおぇすぇ こけ 
╂けさぉぇつけゃしおう う ゃ „╆ぇゃけょしおぇ 
すさうぉせくぇ” しっ けこうすゃぇかう ょぇ こう
てぇす こけ-しきっかけ. ╋ぇおぇさ こけゃっつっ
すけ きぇすっさうぇかう ょぇ ぉうかう けす おぇ
いうけくっく すうこ – いぇ ゃないたゃぇかぇ くぇ 
╉けきしけきけかぇ う こさけつうっ. ‶ってけ 
けすさぇいぇゃはか うきっくくけ おけきしけきけか
しおうすっ せしこったう こけ ちったけゃっ う けす
ょっかう – こけしすうあっくうはすぇ ゃ しけちうぇ
かうしすうつっしおけすけ しなさっゃくけゃぇくうっ, 
しなぉさぇくうはすぇ, こうてっか けつっさちう 

いぇ さぇぉけすくうちう. ╅せさくぇかうしすうつっ
しおけすけ こさっくっぉさっあっくうっ くぇ ゅけ
かっきうすっ ゃ ぉさぇくてぇ おなき こけょけぉっく 
さけょ すっおしすけゃっ いぇ ‶ってけ けしすぇゃぇ 
つせあょけ. ╆ぇとけすけ けす ╀けさうし ]こぇ
しけゃ くぇせつぇゃぇ ”ょぇ くっ しっ ゅくせしう 
けす すっきうすっ う しなょぉうすっ, おけうすけ 
けすさぇいはゃぇ”. ╁ さっょぇおちうはすぇ くぇ 
いぇゃけょしおうは ゃっしすくうお いぇ ╋ぇさつっゃ 
しっ けつっさすぇゃぇ すうこうつくうはす けぉさぇい 
くぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ-ぇさしっくぇかっち: 
つけゃっお し こさけそっしうけくぇかくけ しぇきけ
つせゃしすゃうっ, けすゅけゃけさっく う し ょうし
ちうこかうくぇ. 』けゃっお, おけえすけ あうゃっっ 
ょけぉさっ しなし いぇこかぇとぇくっすけ, おけっすけ 
ょぇゃぇ „┿さしっくぇか”. ]なし しすぇくょぇさす 
くぇ あうゃけす – こけ-ゃうしけお けす しさっょ
くうは いぇ しすさぇくぇすぇ.
╋ぇさつっゃ こけしさっとぇ こさけきっくうすっ 

けす 1989-すぇ ゃ „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせ
くぇ”, くけ くっ こけきくう すけつくけ おぇお っ 
けすさぇいっくけ こぇょぇくっすけ くぇ ╅うゃおけ
ゃうは さっあうき. ‶けきくう, けぉぇつっ, 
„さぇいょゃうあゃぇくっすけ” ゃ くぇつうくぇ くぇ 
こうしぇくっ, おけっすけ くっ こけょきうくぇゃぇ う 
ぇさしっくぇかしおけすけ ういょぇくうっ. ′はきぇ 
おぇお ょぇ いぇぉさぇゃう う たけさぇすぇ, し 
おけうすけ ゅけ しさっとぇ さぇぉけすぇすぇ ゃなゃ 
ゃっしすくうおぇ. 〈せお ゃうあょぇ いぇ こさなゃ 
こなす ゅけさょけしすすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ 
ょくってくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ こけっいうは 
– [せきっく ╃っくっゃ. [せきっく すけゅぇゃぇ 
っ こさけしすけ さぇぉけすくうお, しかけゃけしかぇ
ゅぇすっか  ゃ こっつぇすくうちぇすぇ. ╀かぇゅけ
さけょくけすけ ういかなつゃぇくっ くぇ ┿くゅっか 
┿さぇぉぇょあうっゃ, ょなかゅけゅけょうてっく 
ゅかぇゃっく さっょぇおすけさ くぇ „╆ぇゃけょしおぇ 
〈さうぉせくぇ”, しなとけ けしすぇゃは すさぇえくう 
しかっょう. ╉ぇおすけ う こけっすなす ╇ゃぇく 
╋うくつっゃ, たせょけあくうおなす ‶っすおけ 
‶っすおけゃ, おけえすけ くけしう いぇ ゃっしす
くうおぇ さうしせくおう う おぇさうおぇすせさう, 
╄かおぇ ╃あぇぉけゃぇ. ╁ さっょぇおちうはすぇ 
すけゅぇゃぇ ╋ぇさつっゃ さぇぉけすう こけょ さな
おけゃけょしすゃけすけ くぇ ╁っしっかうくぇ ╃っさ
ゃうてっゃぇ. 〈ぇき しぇ けとっ ╈けさょぇく 

╈けさょぇくけゃ – ぉなょっとうはす ゅかぇゃっく 
さっょぇおすけさ くぇ „╇しおさぇ”, ╂うくおぇ 
]かぇゃけゃぇ, うょゃぇ う たせょけあくう
おなす-こけっす ‶っすおけ ╁なつっゃ, こけしかっ 
– ぃかうは ╋かぇょっくけゃぇ, しっゅぇてっく 
こうぇさ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
《けさきうさぇ しっ っおうこ, おけえすけ きぇかおけ 
こけ-おなしくけ しすぇゃぇ はょさけ くぇ ゅさぇょ
しおうは ゃっしすくうお „╇しおさぇ” いぇ ゅけょう
くう くぇこさっょ.          

„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”
いぇたさぇくゃぇ „╇しおさぇ”

し ぉぇくおぇ おぇょさう

╉ぇおすけ しすぇゃぇ う ゃ ょさせゅう けぉかぇ
しすう, こさけたけょうかう こなさゃけ ゃ „┿さしっ
くぇか” しこっちうぇかうしすう けす ゃしはおぇおなゃ 
さけょ こけしかっ けすうゃぇす こけ ゃないかけゃう 
きっしすぇ くぇ ゅさぇょしおけ くうゃけ. ]こっ
つっかうか せこさぇゃうすっかしおけすけ きはしすけ 
ゃ „╇しおさぇ”, ╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ 
„ょなさこぇ” こけつすう ちっかうは っおうこ くぇ 
„〈さうぉせくぇ”-すぇ ゃ けぉとうくしおけすけ 
ういょぇくうっ. ぃかうは, ╋ぇさつっゃ, ╃ぇく
つけ ╈けさょぇくけゃ, つっ う おぇしうっさなす 
′うくぇ ‶けこけゃぇ けす ′╇〈╇, けそけさ
きはす けぉかうおぇ くぇ ょっきけおさぇすうつくぇ
すぇ „╇しおさぇ” けす 90-すっ ゅけょうくう. 
╁ „╇しおさぇ” ╋ぇさつっゃ こけっきぇ おぇすけ 

いぇき. ゅかぇゃっく さっょぇおすけさ おせか
すせさくうは けすょっか う けす 1993-すぇ ょけ 
2011-すぇ けしすぇゃは くぇ しすさぇくうちうすっ 
くぇ けぉとうくしおうは ゃっしすくうお たさけくう
おぇ くぇ しなぉうすうはすぇ くぇ ちっかうは すゃけさ
つっしおう あうゃけす くぇ ╉ぇいぇくかなお, しすけ
すうちう こけさすさっすう くぇ たせょけあくうちう, 
こうしぇすっかう, こけっすう, きせいうおぇくすう, 
ぇおすぬけさう, さっあうしぬけさう, しぇきけぉうす
くう すぇかぇくすう... ╊うすっさぇすせさくけすけ 
ういょぇくうっ くぇ „╇しおさぇ”, いぇ おけっすけ 
こけきぇゅぇ う けこうすなす きせ けす かうすっさぇ
すせさくうすっ しすさぇくうちう ゃ „╆ぇゃけょしおぇ 
すさうぉせくぇ”, ょぇゃぇ くぇつぇかけすけ つさっい 
‶ってけ くぇ 10-ゅけょうてくうは ゃっつっ 
′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし „╋ぇゅうはすぇ 
╊のぉけゃ”.  
╃くっし ╋ぇさつっゃ うしおぇ ょぇ こさぇ

ゃう けこうすう う ういゃなく しかけゃっしくうすっ 
こけさすさっすう. ╇いゃなく かうすっさぇすせさぇ
すぇ, おなょっすけ ゃっつっ っ こけいくぇす おぇすけ 
ぇゃすけさ ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, いぇとけすけ 
おくうゅうすっ きせ しっ ういょぇゃぇす けす くぇえ-
こさっしすうあくうすっ さけょくう ういょぇすっか
しすゃぇ. ╇いゃなく うくすっさくっす, おなょっすけ 
くぇこうしぇ こなさゃうは っかっおすさけくっく さけ
きぇく. ╇いゃなく ゃっしすくうおぇさしすゃけすけ, 
おけっすけ きせ ょぇゃぇ こさけしすけさ う おぇすけ 
おけさっしこけくょっくす くぇ „╋けくうすけさ”, う 
おぇすけ ぇゃすけさ ゃ ょさせゅう くぇちうけくぇかくう 
ういょぇくうは おぇすけ „〈させょ” う „]っゅぇ”.
‶ってけ っ ゃっつっ う ょうこかけきうさぇく 

そうかきけゃ さっあうしぬけさ しかっょ おせさし 
ゃ ′┿〈《╇╆. ¨す ぉうかけすけ くぇ 50-すっ 
すけえ きっつすぇっ いぇ こなさゃうは しう おう
くけ-こさけっおす, いぇ おけえすけ ゃっつっ うきぇ 
ゅけすけゃぇ うょっは. ¨ぉぇつっ しきっかけしす 
いぇ ゃしうつおけ すけゃぇ きせ ょぇゃぇ うきっく
くけ けくけゃぇ こなさゃけ こさういくぇくうっ ゃ 
すゃけさつっしすゃけすけ, おけっすけ うょゃぇ ゃ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ „╆ぇゃけょしおぇ すさう
ぉせくぇ”. ╁さっきっすけ, おけゅぇすけ ╋ぇさ
つっゃ こけかせつぇゃぇ う こなさゃぇすぇ しう 
かうすっさぇすせさくぇ くぇゅさぇょぇ けす ′ぇ
ちうけくぇかくうは おけくおせさし „『ゃっすぇく 
╆ぇくゅけゃ” ゃ ]かうゃっく いぇ さぇいおぇいぇ 
しう „]ぉけゅけき くぇ けさかうすっ”. ╁さっきっ
すけ くぇ けくっいう こなさゃう しこけかせつかうゃう 
けこうすう ゃ „]すさぇくぇすぇ くぇ ぉっかう
すっ くっゅなさつっすぇ”, おなょっすけ ‶ってけ 
„おさぇょっ” ぇさしっくぇかしおう しのあっすう けす 
ぉせさくうすっ しかっょさぇぉけすくう しぉうさおう 
ゃ さぇぉけすくうつっしおうすっ こぇくっかおう くぇ 
╇いすけつくけすけ, ゃさっきっすけ くぇ しさっとう
すっ し けくっいう うしすうくしおう しさけょくう 
すゃけさつっしおう ょせてう う ぉかぇゅけょぇさくう 
つうすぇすっかしおう けつう, おけうすけ こぇかはす 
ゃなけょせてっゃかっくうっすけ う こけょおさっ
こはす すぇかぇくすぇ. ╆ぇとけすけ すぇかぇくすなす 
きけあっ  う ょぇ くっ しっ しかせつう ゃ せしこっ
たう, ぇおけ うしすうくしおう くっ しう ゃはさゃぇ. 
┿おけ ょさせゅうすっ くっ きせ ゃぇさゃぇす. ′ぇ 
‶ってけ くっとぇすぇ きせ しっ しかせつゃぇす 
ゃっつっ きくけゅけ こなすう. ′け いぇ こなさゃう 
こなす - ゃ „┿さしっくぇか”. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ょっあょっく. ╃ぇ くっ しっ しくっきぇ けす けすつっす, いぇしっゅぇ...”. 
╋けあっ ょぇ しっ ょけぉぇゃう: „‶うてっと ぉさぇす し ゃうくぇゅう けしけぉっくけ きくっくうっ, おけっすけ しぇき さってぇ

ゃぇ おけゅぇ う こさっょ おけゅけ ょぇ しこけょっかう; こさうくちうこっく けさすけょけおしぇかっく たさうしすうはくうく, おけえすけ 
ょぇかっつ くっ たけょう くぇ ちなさおゃぇ ゃしはおぇ くっょっかは, しぇきけ いぇとけすけ すぇき しっ こぇかう しゃっと いぇ こけ 
こっす きうくせすう; かのぉうすっか くぇ さけおぇ; しこけさっょ くはおけう - いぇおなしくはか, くけ いぇ ょさせゅう - うしすうくしおう 
くぇょなたぇく ょうこかけきぇくす ゃ おうくけ-さっあうしせさぇすぇ, おけえすけ しすはゅぇ こなさゃぇすぇ しう かっくすぇ. „╉ぇ
いぇくかなておうはす ╃けしすけっゃしおう”, おぇおすけ ゅけ くぇさうつぇす くはおけう... ┿ゃすけさ, おけえすけ うきぇ おけかおけすけ 
こけつうすぇすっかう, すけかおけゃぇ う おさうすうちう. ‶けしかっょくうすっ - こけ-しおけさけ けす おさなゅぇ くぇ す. くぇさ. „おぇ
いうけくっく ]なのい くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こうしぇすっかう”. ‶なさゃうすっ - しなきうてかっくうちうすっ こけ しすうか う 
っしすっすうおぇ - おぇおすけ しっ こけょさぇいぉうさぇ - そっくけゃっ けす おさなゅぇ くぇ きけょっさくうすっ ぇゃすけさう せ くぇし, 
けぉっょうくっくう けおけかけ こさけそ. ╋うたぇうか ′っょっかつっゃ, くぇえ-ういょぇゃぇくうはす ゃ つせあぉうくぇ ょくってっく 
ぉなかゅぇさしおう こうしぇすっか, う こけっすぇ ╂っけさゅう ╂けしこけょうくけゃ, けすさうつぇくぇすぇ けす ╅うゃおけゃうすっ こう
しぇすっかう ]うかゃうは 』けかっゃぇ, おぇいぇくかなておぇすぇ こけっすっしぇ ╅っくは ╃うきけゃぇ う こさけつうっ...
〈けいう - おぇおすけ しっ ゃうあょぇ - しすさぇくくうお し ぉうぉかっえしおけすけ うきっ ‶っすなさ - いくぇお いぇ おぇきっくくぇ 

すゃなさょけしす おぇすけ きうしなか う ょっかけ, ょくっし しっ こけょゃういぇゃぇ おぇすけ ╂かぇゃっく くぇ ゃっしすくうお „]っょ
きうちぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, きぇおぇさ ょけ しおけさけ ょぇ ぉってっ いぇこぇいっくぇすぇ きぇさおぇ ぇゃすけさ ゃ さっょぇお
ちうけくくけすけ おぇさっ くぇ いぇこぇいっくぇすぇ きぇさおぇ くぇ さけょくうは こっつぇす - 88-ゅけょうてくぇすぇ おぇいぇく
かなておぇ „╇しおさぇ”...
‶うすぇくっすけ ”╉けえ すけつくけ っ ょくっし ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ?” しなし しうゅせさくけしす とっ ょけゃっょっ ょけ けすゅけ

ゃけさぇ: ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ しう けしすぇゃぇ - ¨すおさうすうっすけ くぇ „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”.
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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》かてひち 〈あちねかう -
《てさちけてけかてそ
せあ „′あうそおつさあ てちけいとせあ“

╊さつたかちてせそ: [ちあこ せあ にあそつあ
せあ おうけきかせけかてそ う [あくあせしひさ

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
╋あせあ - さあたけてあせさあてあ せあ そていそちあ

》そかてかつあてあ 』そせみ ‒とちせあおきけかうあ: 
』すひちててあ せか すか けつさあ,

しまいそうてあ - つひはそ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

╅『』╊〉╅]╊を ╇ 《╆]╅』【〉《【《
『ぇ[《╇《╉』【╇《 〉╅ [〉』╆

ゑëñ½ñÖí ó êÜëí

 【あこせそ そちひきけか 
『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55

╇きっ: ╀さぇくうきうさぇ ′っくつっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 2/130, ¨〈╉

╂けょうくう: 41

╆けょうは: [ぇお

》けぉう: 《うすくっし う しすさっかぉぇ.

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ?

- ‶さうっきぇき ゅけ おぇすけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ.
‶さうはすっかうすっ しぇ? - ┿ぉしけかのすくけ くっけぉたけょうきう.

》ぇ『╇╊〉を¨ 』〈╊ ╇ 
[『╅╉╊〉╊【《 〉╅ 【《[

15 〈¨]¨《〉╅ ]╊╇╅ ′╅ ╇【《『¨
╋¨╇《【 〉╅ 》╅〈╊【〉¨[╅ 〉╅ ╆】′]】╉╋╅

╉ぇ『╋╅╇╅【╅ – 【《╇╅ 』ぇ〈 ╅′

』たかぬけあしせあ たちそえちあすあ てひちつけ ちあいそてあ たそ つたかぬけあしせそつててあ くあ いかくちあいそてせけ 
すしあおかきけ おそ 29 えそおけせけ

╉とすけてか つあ せあ なちかせつさけみ さちあし ]とけ ｠┼V, けくうかつてかせ そはか さあてそ [ちあしみ 』しひせぬか - くあちあおけ たけはせそつててあ け うかしけねけかてそ せあ せかえそうそてそ ぬあちとうあせか. 

』ちかおせそ たそ 3-すあ さちあおぬけ せあ てそさ くあしあうみて そて EVN – [あくあせしひさ すかつかねせそ 

[〉』╆ せあつてそみうあ くあ さちけすけせあしけくけちあせか とさちけうあせかてそ せあ そつけえとちけてかしせけ うせそつさけ
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╉さぇかはす ]かなくちっ – ╊せう 》┶V, っ けす けくっいう しぇきけゃかのぉっくう ゃかぇょっすっかう, おけうすけ しぇ しきはすぇかう, つっ 
ょなさあぇゃぇすぇ う すっ しぇきうすっ しぇ っょくけ う しなとけ くっとけ. ╆ぇすけゃぇ し ゃしうつおう しさっょしすゃぇ くっゅけゃけ ゃっかうつっしすゃけ 
しっ しすさっきはか ょぇ くぇこさぇゃう けす おさぇかしおうは ょゃけさ くぇえ-しすぇぉうかくうは うくしすさせきっくす くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. ′はおけう 
ぇゃすけさう しさぇゃくはゃぇす ょゃけさぇ くぇ ╊せう 》┶V し こうさぇきうょぇ, ゃ おけはすけ けすょっかくうすっ うくょうゃうょう きぇくっゃさうさぇ-
かう くっこさっおなしくぇすけ ゃ こさっしかっょゃぇくっ くぇ こけ-ゃうしけおぇ こけいうちうは, すうすかぇ う ぉけゅぇすしすゃけ. ╇きっくくけ すけいう 
ぉかはしおぇゃ ょゃけさ, ういすけとぇゃぇと  そうくぇくしうすっ くぇ しすさぇくぇすぇ, っ っょくぇ けす こさうつうくうすっ いぇ 《さっくしおぇすぇ 
さっゃけかのちうは. ╇ ょくっし ゃなゃ ╁っさしぇえ すせさうしすうすっ しっ ょうゃはす くぇ さぇいおぇいうすっ くぇ ゅうょけゃっすっ いぇ ょゃけさちけゃうは 
ちっさっきけくうぇか う いぇ すけゃぇ おぇお っ こさっきうくぇゃぇか っょうく ょっく くぇ ╊せう 》┶V...

╉さぇかしおけすけ せすさけ. ╃っくはす くぇ 
╉さぇかは ]かなくちっ いぇこけつゃぇか ゃ 
けしっき ぉっい こっすくぇょっしっす, おけゅぇすけ 
こなさゃうはす Valet de Chambre, 
おけえすけ しこはか ゃ ぇくすさっすけ くぇ 
おさぇかしおぇすぇ しこぇかくは, こさうぉう-
さぇか しゅなゃぇっきけすけ しう かっゅかけ う し 
すけゃぇ しはおぇて いぇょゃうあゃぇか っょうく 
ゅけかはき, くけ くっゃうょうき きったぇくう-
いなき. ]かっょ くっゅけ しっ こけはゃはゃぇかう 
けすゅけゃけさくうちうすっ いぇ おさぇかしおうは 
けゅなく, しかっょゃぇくう ゃっょくぇゅぇ けす 
おさぇかしおうは つぇしけゃくうおぇさ. ╁ しな-
とうは きけきっくす けす しすさぇくうつくぇすぇ 
ゃさぇすぇ しっ こけはゃはゃぇか おさぇかしおうはす 
こっさせおっさ し こなさゃうすっ ょゃっ こっさせ-
おう いぇ ょっくは. ╃け すけいう きけきっくす 
おさぇかはす ゃしっ けとっ ぉうか ゃ かっゅ-
かけすけ しう う いぇゃっしうすっ きせ ぉうかう 
しこせしくぇすう ょけ しさっょぇすぇ. ‶さう 
こなさゃうは せょぇさ くぇ けしっき つぇしぇ 
こさうしかせあくうおなす ゅけ しなぉせあょぇか 
し ょせきうすっ “Cup, ゃさっきっ っ.” う 
くけゃうくぇすぇ いぇ おさぇかしおけすけ しな-
ぉせあょぇくっ こさっきうくぇゃぇかぇ ゃ 
ょさせゅうすっ しすぇう, こなかくう し ぉかぇ-
ゅけさけょくうちう. ╁ すけいう きけきっくす 
ゃ しすぇはすぇ ゃかういぇかう おさぇかしおうはす 
かっおぇさ う おさぇかしおうはす たうさせさゅ, 
いぇっょくけ しなし しすぇさぇすぇ ょけえおぇ くぇ 
おさぇかは, おけはすけ ゅけ ちっかせゃぇかぇ う 
しっ うくそけさきうさぇかぇ おぇお っ しこぇか, 
ょけおぇすけ ょゃぇきぇすぇ きっょうちう ゅけ 
さぇいすさうゃぇかう う きせ こけきぇゅぇかう 
ょぇ しきっくう さういぇすぇ しう. ╁ けしっき 
う こっすくぇょっしっす ゃ しこぇかくはすぇ 
ゃかういぇか ╁っかうおうはす てぇきぉっかぇく, 
いぇっょくけ し けくっいう つかっくけゃっ くぇ 
おさぇかしおけすけ しっきっえしすゃけ, おけうすけ 
ぉうかう ょけこせしおぇくう ょけ すぇおぇ あっ-
かぇくけすけ grand entree, おけゅぇすけ 
くぇ おさぇかは しっ こけょくぇしはかぇ しゃっ-
すっくぇ ゃけょぇ. 〈けいう きけきっくす しっ 
しきはすぇか いぇ くぇえ-ぉかぇゅけこさうはす-
くけすけ ゃさっきっ ょぇ しっ うしおぇ せしかせゅぇ 
けす おさぇかは. ]かっょ おぇすけ ╊せう こさう-
っきっか しゃっすっくぇすぇ ゃけょぇ, ゃしうつおう 
くぇこせしおぇかう, いぇ ょぇ きけあっ すけえ 
ょぇ おぇあっ きけかうすゃぇすぇ しう, しかっょ 
おけっすけ けすくけゃけ ゃかういぇかう, すけいう 
こなす, いぇ ょぇ しっ くぇしかぇょはす くぇ 
ゅかっょおぇすぇ くぇ しきはくぇすぇ くぇ こっ-
させおぇすぇ う さういぇすぇ, こけょくぇしはくぇ 
けす くぇえ-しすぇさてうは ぉかぇゅけさけょ-
くうお. ′っ しっ しこけきっくぇゃぇ くうすけ 
いぇ きうっくっ, くうすけ いぇ ぉぇくは, ゃな-
こさっおう つっ おなき 1640 ゅ. ゃっつっ 
ぉうかけ こさうっすけ っあっょくっゃくけすけ 

きうっくっ くぇ さなちっすっ う かうちっすけ, 
きぇおぇさ う くっ し ゃけょぇ, いぇとけすけ しっ 
しきはすぇかぇ いぇ くっいょさぇゃけしかけゃくぇ. 
╊うちっすけ すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ うい-
すさうっ し こぇさちぇかつっ, くぇすけこっくけ 
ゃ くはおぇおなゃ ぇかおけたけか. ]かっょ 
こさうおかのつゃぇくっすけ くぇ けぉかうつぇ-
くっすけ ╊せう けぉうおくけゃっくけ ういこう-
ゃぇか つぇてぇ ゃうくけ, さぇいさっょっくけ し 
ゃけょぇ. ╁っつっ くぇこなかくけ けぉかっつっく 
(けぉうおくけゃっくけ ゃ おぇそはゃけ, おけっ-
すけ っ くっゅけゃうは かのぉうき ちゃはす), 
おさぇかはす おけかっくうつっか ょけ かっゅかけ-
すけ しう, いぇ ょぇ しっ こけきけかう, おぇすけ 
いぇっょくけ し くっゅけ おけかっくうつっかう う 
ゃしうつおう ょせたけゃくう かうちぇ. ]かっょ 
きけかうすゃぇすぇ おさぇかはす こさっきうくぇ-
ゃぇか ゃ おぇぉうくっすぇ しう, おなょっすけ 
さぇいゅけゃぇさはか しなし しゃけうすっ ╃け-
ゃっさっくうちう, くぇ おけうすけ しなけぉ-
とぇゃぇか ょくっゃくうすっ しう こかぇくけゃっ. 
¨す すぇき しっ けすこさぇゃはか くぇ ╋っしぇ, 
しかっょゃぇく けす ちっかうは ょゃけさ. ‶っす 
こなすう ゅけょうてくけ ╊せう ゃいっきぇか 
‶さうつぇしすうっ う こさっい ちっかうは しう 
ょなかなゅ あうゃけす しぇきけ っょうく こなす 
こさけこせしくぇか ╋っしぇ.    
╉さぇかしおうはす けぉはょ. ╉ぇおすけ 

ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ, すぇおぇ う たさぇ-
くっくっすけ くぇ ゃかぇょっすっかは こさっょ-
しすぇゃかはゃぇかけ ゃぇあくけ こせぉかうつくけ 
しなぉうすうっ. ‶さう けぉはょぇ おさぇかはす 
けぉうおくけゃっくけ くぇしすけはゃぇか いぇ 
こさうしなしすゃうっすけ くぇ ぉさぇす しう, 
ょけそうくぇ, くはおけう こさうぉかうあっくう 
う おぇさょうくぇかう, くけ くぇ くうおけゅけ  
けす すはた くっ しっ こさっょかぇゅぇか しすけか. 
]こけさっょ こさぇゃうかぇすぇ, ょけぉさっ 
くぇさっょっくぇすぇ きぇしぇ すさはぉゃぇかけ 
いぇょなかあうすっかくけ ょぇ っ こけしすかぇくぇ 
し たけかぇくょしおぇ かっくっくぇ こけおさうゃ-
おぇ, おけはすけ ょぇ ょけしすうゅぇ こけょぇ けす 
ゃしうつおう しすさぇくう, すなえ おぇすけ しっ 
ういこけかいゃぇかぇ う おぇすけ しぇかそっす-
おぇ. ╃け こけはゃぇすぇ くぇ つうくうはすぇ 
こさっい 1648 ゅ. いぇ こけしすぇゃおぇ くぇ 
きっしけすけ しかせあっかぇ そうかうはすぇ 
たかはぉ. ‶さっい しなとぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ 
‶ぇさうあ しっ こけはゃうかぇ う ゃうかうちぇ-
すぇ, くけ ょけ おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう 
╊せう XIV こさけょなかあうか ょぇ はょっ し 
こさなしすう. ]っさゃうさぇくっすけ くぇ きぇ-
しぇすぇ くっ しっ さぇいかうつぇゃぇかけ きくけ-
ゅけ けす ょくってくけすけ. ¨ぉうおくけゃっくけ 
くけあけゃっすっ うきぇかう ぉっかう ょさなあ-
おう; くけあけゃっ し つっさくう ょさなあおう 
しっ ういこけかいゃぇかう しぇきけ こけ ゃさっ-
きっ くぇ こけしすうすっ. ]せこぇすぇ くっ しっ 

しっさゃうさぇかぇ ゃ けすょっかくう つうくうう, 
ぇ ゃ しなょ, こさうかうつぇと くぇ おぇくぇ 
し ょゃっ ょさなあおう, けす おけはすけ ゃしっ-
おう ゅけしす ゅさっぉゃぇか. ╃け ゃすけさぇすぇ 
こけかけゃうくぇ くぇ ゃっおぇ きっしけすけ 
しっ しっさゃうさぇかけ くぇさはいぇくけ くぇ 
こけ-ょさっぉくう おなしけゃっ, けす おけうすけ 
ゃしっおう きけあっか しこけおけえくけ ょぇ しう 
ゃいうきぇ し こさなしすう. ]かっょ けぉはょぇ, 
ぇおけ くはきぇかけ ういゃなくさっょくけ いぇ-
しっょぇくうっ くぇ ]なゃっすぇ, おさぇかはす 
こけしゃっとぇゃぇか ゃさっきっすけ しう くぇ 
かのぉうきうすっ しう いぇくうきぇくうは - 
さぇいたけょおぇ, しすさっかぉぇ うかう かけゃ. 
]かっょ 17 つぇしぇ ゃかぇょっすっかはす 
けぉうおくけゃっくけ しっ こけしゃっとぇゃぇか 
くぇ ぇせょうっくちうう.                                                                                                                
╉さぇかしおぇすぇ ゃっつっさは. 〈さう 

ゃっつっさう しっょきうつくけ, ゃ こけくっ-
ょっかくうお, しさはょぇ う こっすなお, けす 
けおすけきゃさう ょけ 『ゃっすくうちぇ, ゃ 
つぇしけゃっすっ きっあょせ しっょっき う 
ょっしっす, ╊せう こさうっきぇか せ ょけきぇ 
しう ちっかうは ょゃけさ. ╆ぇぉぇゃかっくう-
はすぇ けぉうおくけゃっくけ いぇこけつゃぇかう 
し おけくちっさす う こさけょなかあぇゃぇかう 
し おぇさすう うかう ぉうかはさょ. 〈けくなす 
ぉうか こけ-くっそけさきぇかっく, ぇ しせ-
さけゃうすっ いぇおけくう いぇ こさぇゃけすけ 
ょぇ しっ しっょう ゃ こさうしなしすゃうっすけ 
くぇ こけ-ゃうしけおけこけしすぇゃっく くっ しっ 
しこぇいゃぇかう すけかおけゃぇ しすさけゅけ.  
╉さぇかしおぇすぇ ゃっつっさは けぉうおくけ-
ゃっくけ ぉうかぇ おなき ょっしっす う ゃうくぇ-
ゅう しっ しっさゃうさぇかぇ ゃ こさうしなしす-
ゃうっすけ くぇ ちはかけすけ おさぇかしおけ 
しっきっえしすゃけ. ]うきゃけかうおぇすぇ くぇ 
すけゃぇ しなぉうすうっ ぉうかぇ ょぇ しな-
ぉっさっ “ぉぇとぇすぇ う ちはかけすけ きせ 
しっきっえしすゃけ ゃ おさぇは くぇ ょっくは”, 
くけ ぇすきけしそっさぇすぇ しう けしすぇゃぇかぇ 
そけさきぇかくぇ う しおせつくぇ. ╆ぇ ╊せう, 
けぉぇつっ, すけゃぇ ぉうかけ おけさけくくけ-
すけ はょっくっ いぇ ょっくは, おけっすけ すけえ 
けぉうつぇか う きせ しっ くぇしかぇあょぇ-
ゃぇか. ╁ こけ-きかぇょうすっ しう ゅけょう-
くう おさぇかはす  きけあっか ょぇ ういはょっ 
しっさうけいくう おけかうつっしすゃぇ たさぇくぇ. 
╆ぇ こさっい くけとすぇ ょけ ゅかぇゃぇすぇ きせ 
しっ しっさゃうさぇかう  ょゃっ ぉせすうかおう 
ゃうくけ う っょくぇ し ゃけょぇ, すさう しすせ-
ょっくう ぉかのょぇ う ょゃっ こぇさつっすぇ 
たかはぉ. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
╇いこけかいゃぇくう しぇ きぇすっさうぇかう 

けす うしすけさうはすぇ
くぇ 《さぇくちうは う こせぉかうおぇちうう 

ゃ うくすっさくっす.

¨ぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ っ くぇ 
つっかくけ きはしすけ ゃ しすさぇくぇすぇ 

こけ おさぇあぉぇ くぇ っか. っくっさゅうは. 
╃ぇくくうすっ ぉはたぇ しなけぉとっくう けそう-
ちうぇかくけ けす けそうしぇ くぇ EVN ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
]ぇきけ いぇ こなさゃうすっ 6 きっしっちぇ 

くぇ ゅけょうくぇすぇ けす ょけおぇいぇくぇ-
すぇ おさぇあぉぇ くぇ くぇょ 1 140 000 
おゃすつ. っか. っくっさゅうは ょさせあっしすゃけ-
すけ っ ぉうかけ けとっすっくけ し 224 000 
かっゃぇ. 〈ぇいう しせきぇ しっ っ しなぉさぇかぇ 
しかっょ おけくしすぇすうさぇくう 660 いぇおけ-

くけくぇさせてっくうは ゃ さっゅうけくぇ. 
‶け おさぇあぉぇ くぇ しなけさなあっくうは 

しきっ くぇ すさっすけ きはしすけ ゃ しすさぇくぇ-
すぇ, おけっすけ っ ょけくっしかけ いぇゅせぉう いぇ 
くぇょ 49 000 かっゃぇ. ╆ぇ けすつっすくうは 
こっさうけょ しぇ いぇしっつっくう 57 けこうすぇ 
いぇ きぇくうこせかぇちうは くぇ っかっおすさけ-
きっさう. ╁なこさっおう すけゃぇ しっ けすつうすぇ 
しこぇょ くぇ おさぇあぉうすっ くぇ おぇぉっかう 
しこさはきけ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.
╄ょくぇ すさっすぇ けす いぇゅせぉうすっ しっ 

ょなかあぇす くぇ “こさうくけしぇ” くぇ あう-
ゃっっとうすっ くぇ すっさうすけさうはすぇ, 
おけはすけ けぉしかせあゃぇ EVN - けそうし 
╉ぇいぇくかなお. 〈せお くっいぇおけくくけ 
こさうしゃけっくうはす すけお っ いぇ ぉかういけ 
17 たうかはょう かっゃぇ. 
‶さっい こなさゃうすっ 6 きっしっちぇ くぇ 

ゅけょうくぇすぇ しかせあうすっかうすっ くぇ 
っくっさゅけさぇいこさっょっかうすっかくけすけ 
ょさせあっしすゃけ, こけおさうゃぇとけ すっさう-
すけさうはすぇ くぇ けぉとうくうすっ ╉ぇいぇく-
かなお, ‶ぇゃっか ぉぇくは, ╋なゅかうあ, 

╂せさおけゃけ う ′うおけかぇっゃけ, しぇ さっ-
ゅうしすさうさぇかう 18 しかせつぇは くぇ くっ-
いぇおけくくけ こさうしゃけはゃぇくっ くぇ っか. 
っくっさゅうは ゃ さぇいきっさ くぇ 81 たうかは-
ょう おうかけゃぇすつぇしぇ. 
¨す けすつっすぇ いぇ 6-きっしっつうっすけ くぇ 

EVN しすぇゃぇ はしくけ, つっ いぇ 7-すっ ゅけ-
ょうくう くぇ ぇゃしすさうえしおぇすぇ おけきこぇ-
くうは ゃ ╀なかゅぇさうは, さぇぉけすっとぇ う 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉかぇしすすぇ, 
しぇ くぇこさぇゃっくう うくゃっしすうちうう いぇ 
けおけかけ 2 きかさょ. かっゃぇ. 
′ぇょ っょうく きうかうぇさょ かっゃぇ しぇ 

けすょっかっくう いぇ きけょっさくぇ うくそさぇ-
しすさせおすせさぇ. ╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ ょけ きけきっくすぇ っ ょけゃっ-
かぇ ょけ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ きさっあけ-
ゃうすっ いぇゅせぉう こけょ 11%. 〈けゃぇ 
しっ さぇゃくはゃぇ くぇ 550 Gwh /ゅう-
ゅぇゃぇすつぇしぇ/ しこっしすっくぇ っくっさゅうは 
ゅけょうてくけ. ┿ゃぇさううすっ しぇ けゅさぇ-
くうつっくう し 39%.

〈┿

‶さっょしっょぇすっかはす くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 1 くぇ “┿さしっくぇか” ┿すぇくぇし 

╉ぇしぇぉけゃ っ ういぉさぇく いぇ つかっく くぇ ¨ぉかぇしすくけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉′]╀ 
ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈けゃぇ しすぇくぇ こけ ゃさっきっ くぇ 
けすつっすくけ-ういぉけさくけすけ しなぉさぇくうっ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ, 
こさけゃっょっくけ こさっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ ゃ ゅさぇょぇ くぇ 
かうこうすっ. 
』っすうさうきぇ ぉはたぇ ょっかっゅぇすうすっ くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ けす 

“┿さしっくぇか” くぇ そけさせきぇ - こさっょしっょぇすっかう くぇ いぇゃけょ-
しおう けさゅぇくういぇちう くぇ ╉′]╀: くぇ ╆ぇゃけょ 3 - ]すぇくおぇ 
╉けしすけゃぇ, くぇ ╆ぇゃけょ 5 - 〈けょけさ ╃っさきっくょあうっゃ, くぇ 
╆ぇゃけょ 6 - ╀かぇゅけえ ╀かぇゅけっゃ う くぇ ╆ぇゃけょ 1 - ┿すぇくぇし 
╉ぇしぇぉけゃ. 《けさせきなす くぇ しうくょうおぇかうしすうすっ ぉっ せゃぇあっく 
かうつくけ けす こさっょしっょぇすっかは くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきう-
すさけゃ. 
╃っかっゅぇすうすっ しぇ こさっょかけあうかう いぇ さっゅうけくぇかっく こさっょ-

しっょぇすっか くぇ しすさせおすせさぇすぇ くぇ ╉′]╀ ょぇ ぉなょっ こさっうい-
ぉさぇくぇ ╇ゃぇくおぇ ╃ぇくぇうかけゃぇ. ′けゃうはす え きぇくょぇす とっ しっ 
せすゃなさあょぇゃぇ くぇ ′ぇちうけくぇかっく しなゃっす くぇ ╉′]╀ こさっい 
しっこすっきゃさう. 

¨す くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう ゅけょう-
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くぇっすう かうちぇ しぇ けょけぉさっくう けす 
ぉのさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
いぇ せつぇしすうっ ゃ こさけゅさぇきぇすぇ いぇ 
こさうょけぉうゃぇくっ くぇ くけゃう せきっくうは 
う おゃぇかうそうおぇちうう “┿い きけゅぇ こけ-
ゃっつっ” くぇ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇ-
きぇ “[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ 
さっしせさしう”. ╃け しっゅぇ ゃおかのつっくう ゃ 
けぉせつっくうは こけ こさけそっしうけくぇかくう 
くぇこさぇゃかっくうは う おかのつけゃう おけき-
こっすっくすくけしすう しぇ 138 けす  すはた. ′ぇ 
けょけぉさっくうすっ かうちぇ しぇ ゃさなつっくう 
せゃっょけきかっくうは いぇ ういぉけさ くぇ ょけし-
すぇゃつうお くぇ けぉせつっくうっ う こさっょ-

しすけう ゃおかのつゃぇくっすけ うき. ′ぇ くっけ-
ょけぉさっくうすっ かうちぇ しぇ ういこさぇすっくう 
せゃっょけきうすっかくう こうしきぇ いぇ けすおぇい 
けす ゃおかのつゃぇくっ ゃ けぉせつっくうっ こけ 
したっきぇすぇ. 』ぇしす けす けょけぉさっくうすっ 
かうちぇ しぇ しっ けすおぇいぇかう うかう っ くぇ-
しすなこうかぇ こさけきはくぇ ゃ しすぇすせしぇ うき 
くぇ いぇっすう かうちぇ. 
╋ぇしけゃけ おぇいぇくかなつぇくう こさっょ-

こけつうすぇす こけ すけいう こさけっおす ょぇ しっ 
けぉせつぇゃぇす こけ こさけそっしうけくぇかくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは いぇ „╁なすさってくう 
う きっあょせくぇさけょくう こさっゃけいう くぇ 
こなすくうちう” う „╁なすさってくう う きっあ-
ょせくぇさけょくう こさっゃけいう くぇ すけゃぇ-
さう”, ょぇ ういせつぇゃぇす つせあょ っいうお, 
ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす いぇ こさうょけぉうゃぇ-

くっ くぇ おけきこのすなさくう せきっくうは うかう 
ょさせゅぇ こけかっいくう せきっくうは いぇ すはた-
くぇすぇ ぉなょっとぇ こさけそっしうけくぇか-
くぇ さっぇかういぇちうは. ¨ょけぉさっくうすっ 
う けぉせつぇゃぇとうすっ しっ ゃ きけきっくすぇ 
かうちぇ しぇ こけょぇかう いぇはゃかっくうは ゃ 
ぉのさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ょけ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう きうくぇ-
かぇすぇ ゅけょうくぇ, しなけぉとう ╇かうぇくぇ 
╅っおけゃぇ, ょうさっおすけさ くぇ ぉのさけすけ 
こけ すさせょぇ ゃ ゅさぇょぇ. 
╉なき きけきっくすぇ こけ したっきぇすぇ くっ 

しっ こさうっきぇす くけゃう いぇはゃかっくうは けす 
おぇくょうょぇすう いぇ こさうょけぉうゃぇくっ くぇ 
くけゃう せきっくうは.

15 きうかうけくぇ かっゃぇ しぇ 
くせあくう いぇ ちはかけしすくぇ さっおけく-
しすさせおちうは くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ 
╀せいかせょあぇ. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ 
こけ ゃさっきっ くぇ こかっくせき くぇ ╁] 
くぇ ╀]‶, こさけゃっょっく きうくぇかぇすぇ 
しっょきうちぇ. 
]せきぇすぇ しなけぉとう くぇさけょくうはす 

こさっょしすぇゃうすっか けす かっゃうちぇすぇ 
ぅくぇおう ]すけうかけゃ. 
‶け うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ, こぇ-

さうすっ, くせあくう いぇ こなかくぇすぇ さっ-
おけくしすさせおちうは, しぇ  こけつすう すけか-
おけゃぇ, おけかおけすけ っ しすさせゃぇかけ う 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こぇきっすくうおぇ 
こさっょう 31 ゅけょうくう.  
‶なさゃけくぇつぇかくぇすぇ うょっは くぇ 

しけちうぇかうしすうすっ, おけうすけ こさぇおすう-
つっしおう しぇ くけゃうすっ しすけこぇくう くぇ 
こぇきっすくうおぇ, しかっょ おぇすけ こさっい 
しっこすっきゃさう きうくぇかぇすぇ ゅけょう-
くぇ ╋うくうしすっさしおうはす しなゃっす うき 
は こさっょけしすぇゃう, ぉっ  すけえ ょぇ しっ 
ゃないしすぇくけゃう し ょぇさっくうは. ╂けょう-
くぇ こけ-おなしくけ, しこけさっょ こぇさすうえ-
くうすっ ぇおすうゃうしすう, しすぇゃぇ はしくけ, 
つっ しせきぇすぇ けす 15 きかく. かっゃぇ 
くっ きけあっ ょぇ ぉなょぇ けしうゅせさっくぇ 

つさっい しせぉしうょうはすぇ くぇ こぇさすう-
はすぇ, くうすけ つさっい ょぇさうすっかしおぇ 
おぇきこぇくうは, ぇ いぇ ょぇ しっ ういすっゅかう 
ぉぇくおけゃ おさっょうす, すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
くぇきっさう くぇつうく すけいう おさっょうす ょぇ 
ぉなょっ ういこかぇとぇく. ╆ぇ すけゃぇ けす 
こぇさすうはすぇ とっ けぉきうしかはす さぇい-
かうつくう ゃぇさうぇくすう いぇ しなすさせょ-
くうつっしすゃけ う こぇさすくぬけさしすゃけ, いぇ 
ょぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっく 
ちはかけしすっく さっきけくす くぇ ╀せいかせ-
ょあぇくしおうは こぇきっすくうお.
╉けゅぇすけ すけゃぇ しすぇくっ, とっ しぇ 

くっけぉたけょうきう けおけかけ 150 000 
かっゃぇ いぇ すっおせとぇすぇ ゅけょうて-
くぇ ういょさなあおぇ くぇ けぉっおすぇ, すなえ 
おぇすけ ╀]‶ うきぇ うょっは こぇきっすくう-
おなす ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ こぇくけ-
さぇきぇ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうすっ 
うょっう う くぇちうけくぇかくけ-けしゃけぉけ-
ょうすっかくけすけ ょゃうあっくうっ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは, おぇおなゃすけ くぇ こさぇおすうおぇ 
ぉっ う こさっょう 1990 ゅけょうくぇ.
‶さっょしすけう さぇぉけすくぇ ゅさせこぇ くぇ 

こぇさすうはすぇ 4 きっしっちぇ ょぇ こさけせつゃぇ 
すけつくうすっ ゃないきけあくけしすう いぇ ゃない-
しすぇくけゃはゃぇくっ くぇ こぇきっすくうおぇ.

′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ っおしこけいうちうは くぇ Harley Davidson ゃ Mall Galleria 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 

¨す 27 のかう ょけ 15 ぇゃゅせしす くぇえ-ゅけかはきぇすぇ っおしこけいうちうは くぇ Harley 
Davidson ゅけしすせゃぇ ゃ Mall Galleria ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
《っくけゃっすっ くぇ おせかすけゃぇすぇ きぇさおぇ う ゃしうつおう こけしっすうすっかう くぇ きけかぇ とっ 
けしすぇくぇす ぉっい ょなた こさう ゅかっょおぇすぇ くぇ くぇえ-かっゅっくょぇさくうすっ う くぇえ-ょうゃう 
きけすけさう くぇ きぇさおぇすぇ, しゃうょっすっかしすゃけ いぇ さぇいゃうすうっすけ え こさっい ゅけょう-
くうすっ. ¨さうゅうくぇかくう せおさぇしう う ょっおけさう, けすさぇいはゃぇとう ゅけょうくぇすぇ くぇ 
しないょぇゃぇくっ とっ ょけこなかゃぇす っおしこけいうちうはすぇ.
╊っゅっくぇょぇさくぇすぇ きぇさおぇ きけすけさう Harley Davidson しっ さぇあょぇ こさっい 
1903 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ぉさぇすはすぇ ╃っえゃうょしなく う 〉うかはき 》ぇさかう しないょぇ-
ゃぇす しゃけは こなさゃう きけすけさ. ╁ こけしかっょしすゃうっ しぇ しないょぇょっくう きくけゅけ う くぇえ-
さぇいかうつくう きけょっかう, くけ すけゃぇ, おけっすけ けしすぇゃぇ, しっ こさっゃさなとぇ ゃ きうす.

 


