
╇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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„╅ちつかせあし“ う
きけうそてあ せあ
いあせさかちあ 〈あせねそちそう

╅ちつかせあしぬけ つうあしみて
つてちかつ つ てかせけつ

¨うあせさあ 『とつかうあ: ╅さそ せか すそきかの 
おあ たしとうあの - たそてひうあの

ぃかなひて せあ 』かしつさそつてそたあせつさあてあ
あさあおかすけみ: ╇ちひはあせかてそ せあ

くかすみてあ いかのか えちかのさあ
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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
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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: ╇ゃぇえかけ 〈けくっゃ ]すっそぇくけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 5,

╋ぇてうくっく けこっさぇすけさ ╋╋

╂けょうくう: 25

╆けょうは: ╁っいくう

》けぉう: 《せすぉけか

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ?

- [ぇいつうすぇき くぇ しっぉっ しう.
‶さうはすっかうすっ しぇ? - 〈っいう, くぇ おけうすけ きけあっ ょぇ しっ さぇいつうすぇ.

『╅╆《【]¨╇¨ 『ぇを╊ 》╅′っ【
′╊]╊〉《【《 ╆《╈╅【』【╇《 〉╅ „╅『』╊〉╅]“
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』てそてけぬけ ちあつてけてかしせけ うけおそうか うけちかみて う たあちさそうかてか せあ さあくあせしひのさあてあ そちひきかこせけぬあ

╇つかさけ おかせ そてさちけうあて たそ てちけ せそうけ いそしせけ きかせけ, かおせあ そて てみに とすけちあ

ごÑó ó çó¢

╁しっおう, ょけてなか いぇ こさなゃ こなす ゃ „┿さ-
しっくぇか”, けとっ こさっきうくぇゃぇえおう 

こけさすぇかぇ, くはきぇ おぇお ょぇ くっ いぇぉっかっあう 
っょくけ - ゃかういぇて せあ ゃ けさなあっっく いぇゃけょ, 
ぇ すっ こけしさっとぇ いっかっくけすけ, しゃっあけすけ う 
つうしすけすけ せしっとぇくっ いぇ うしすうくしおう こぇさお. 
]すけすうちうすっ ょっおぇさう いっかっくう こかけとう 
ゃ „┿さしっくぇか” さぇょゃぇす けおけすけ くっ しぇきけ 
こさっょ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは う おさぇえ ちっく-
すさぇかくうは こけさすぇか. ′ぇ こさぇおすうおぇ - ゃしっ-
おう こさけういゃけょしすゃっく おけさこせし う ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくぇ しゅさぇょぇ しぇ „ゃゅさぇょっくう” ゃ 
っしすっしすゃっくぇ こさうさけょくぇ しさっょぇ. ╆ぇ こぇさ-
おぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ しぇ 
こけきうしかうかう けとっ こさう しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ こさっい 
1924-すぇ ゅけょうくぇ, さぇいおぇいゃぇ ╊うかはくぇ 
[はてっゃぇ, ぇゅさけくけき う さなおけゃけょうすっか くぇ 
いゃっくけすけ おなき „┿さしっくぇか 2000“, つぇしす けす 
けすょっかぇ し くぇつぇかくうお ╃うきうすなさ ╉なさおけゃ. 
╆ゃっくけすけ こけおさうゃぇ くっ しぇきけ ゅさうあぇすぇ いぇ 
けすかうつくけすけ しなしすけはくうっ くぇ ゅさぇょうくおう, 
ょなさゃっすぇ う かうゃぇょう くぇ ちはかぇすぇ すっさう-
すけさうは くぇ そうさきぇすぇ し すけさっくっ, おけしっくっ, 

こけかうゃぇくっ, くけ しなとけ う いぇ こけつうしすゃぇくっすけ くぇ しくっゅぇ こさっい 
いうきぇすぇ, こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ おけさこせしうすっ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ-
すけ くぇ くけゃう こさけういゃけょしすゃぇ, ゃなすさってくけすけ こけつうしすゃぇくっ くぇ 
ゅけかはきぇ つぇしす けす しゅさぇょうすっ, こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ちゃっすは いぇ 
くせあょうすっ くぇ „┿さしっくぇか”...

ぶÜçñàóÖí!

╁ さぇいゅぇさぇ くぇ あっゅうすっ, くぇ 
こさうぉさぇくけすけ けこっつっくけ 

あうすけ, くぇ っあっょくっゃくうすっ くけゃう-
くう いぇ ゃしっ こけ-しおなこ う こけ-しおなこ 
あうゃけす, くぇ そけくぇ くぇ ゃしっゃない-
きけあくうすっ しかせたけゃっ いぇ ゅさぇくう-
つっとう ょけ ぉっいせきうは さぇいかうつくう 
ぇこけおぇかうこしうしう, ゃ おけうすけ しっ 
けこなゃぇす ょけ しおなしゃぇくっ う ぉっい 
すけゃぇ くぇあっあっくうすっ くう くっさゃう, 
くぇ そけくぇ くぇ っょゃぇ  ょうてぇとうすっ 

くう くぇょっあょう いぇ うくぇつっ すぇき, くは-
おなょっ きっあょせ きっつすぇすぇ いぇ きけさっ 
う ぉうすけゃぇすぇ くう さっぇかくけしす, きっ 
いぇしすうゅくぇ っょくぇ けすさけくっくぇ つけ-
ゃっとうくぇ. 
╋ぇかおぇ, すゃなさょっ かうつくぇ, きくけゅけ 

ういしすさぇょぇくぇ, し っょゃぇ しょなさあぇくう 
しなかいう くぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす, つっ 
ゃしっ けとっ うきぇ すぇおうゃぇ „かせょう”. 
』けゃっとうくぇ くぇ ぉけかおぇ, つっ ゃな-

こさっおう ょぇょっくけすけ, しう くっょけけちっ-
くっく うかう こさけしすけ しう ういすっゅかうか 
かけてぇすぇ おぇさすぇ しっゅぇ...
』けゃっとうくぇ くぇ くぇょっあょぇ, つっ 

おけゅぇすけ すう しっ たかけこくっ こけさすぇ, すう 
しっ けすゃぇさは ょあぇき. 
╆ぇしすうゅくぇ きっ っょくぇ すぇおぇゃぇ 

きぇかおぇ つけゃっとうくぇ, おけはすけ きっ 
くぇおぇさぇ ょぇ こさっけしきうしかは ちはかぇすぇ 
おけくちっこちうは くぇ すけいう こけさっょっく 
ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
╁ こさけきっあょせすなおぇ きっあょせ  ょゃっ 

しすぇすうう しっ けぉぇょう 〈ぇすはくぇ. 〈ぇすは-
くぇ ╋ぇさおけゃぇ - おけくすさけかぬけさ こけ 
おぇつっしすゃけすけ けす ╆ぇゃけょ 2, ちった 
160. ]おけさけ いぇゃなさくぇかぇ しっ くぇ 

さぇぉけすぇ しかっょ こけかけゃうくゅけょう-
てっく ぉけかくうつっく う しなとけ すけか-
おけゃぇ しおけさけ こけかせつうかぇ しゃけっすけ 
こさっょういゃっしすうっ いぇ けしゃけぉけあょぇ-
ゃぇくっ けす さぇぉけすぇ. 
〈ぇすはくぇ こけきけかう ょぇ ぉかぇゅけょぇ-

さうき. ′ぇ ょゃぇきぇ きなあっ, つううすけ 
うきっくぇ しぇきぇすぇ すは くっ いくぇっ. ′ぇ 
きけきつっ, あうゃっっとけ ゃ ぉかういけしす 
ょけ こけょかっいぇ  ゃ こけしけおぇ  „┿さ-
しっくぇか”, う くぇ きなあ, さぇぉけすっと ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ. 〈っいう ょゃぇきぇ 
きなあっ くっ こけょきうくぇかう ゃうっとぇすぇ 
けす ぉけかおぇ あっくぇ, おけはすけ ゃ さぇく-
くけすけ せすさけ くぇ しくっあくうは 2-さう 
そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ こぇょぇ 
う しう つせこう あっしすけおけ おさぇおぇ くぇ 
こけょかっいぇ. ¨す ぉけかおぇすぇ くぇ 〈ぇ-
すはくぇ え こさうかけてぇゃぇ, いぇ おさぇすおけ 
ゅせぉう しないくぇくうっ う ゃうおぇ いぇ こけ-
きけと. ╋うくぇゃぇす たけさぇ さぇいかうつ-
くう: きなあっ, あっくう, けゅかっあょぇす 
は, しなつせゃしすゃぇす え し こけゅかっょ, くけ 
こさけょなかあぇゃぇす.

′ぇちうけくぇかくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ こさけそうかぇおすうおぇ くぇ 
さぇおぇ くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ こさっょゃうあょぇ ゃぇおしう-

くぇちうは くぇ 75% けす 12-ゅけょうてくうすっ きけきうつっすぇ ゃ しすさぇ-
くぇすぇ しさっとせ つけゃっておうは こぇこうかけきぇ ゃうさせし (HPV). 
╁うさせしなす っ けしくけゃくうはす ゃうくけゃくうお いぇ けくおけかけゅうつくけ-
すけ いぇぉけかはゃぇくっ - さぇお くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ. 
‶さっょう ぉさけっくう ょくう ′ぇちうけくぇかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ ぉっ 

けょけぉさっくぇ けす ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす, ぇ こさっょう こけ-
ゃっつっ けす きっしっち ぉっ こせぉかうおせゃぇくぇ いぇ けぉとっしすゃっくけ 

けぉしなあょぇくっ くぇ しぇえすぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ.
]さっょ けしくけゃくうすっ きけすうゃう いぇ くぇつぇかけすけ くぇ 

こさけゅさぇきぇすぇ っ そぇおすなす, つっ  っあっゅけょくけ ゃ しゃっすぇ 
しっ さっゅうしすさうさぇす くけゃう こけかけゃうく きうかうけく しかせ-
つぇう くぇ いぇぉけかっかう あっくう けす すけいう ゃうょ さぇお, おぇすけ 
こけかけゃうくぇすぇ けす すはた せきうさぇす. 

[あくあせしひのさけてか しそうぬけけ
けくしけくあて くあ 115-み つけ つかくそせ

‶けゃっつっ けす 1 000 かけゃちう う 
400 さうぉけかけゃちう けす ╉ぇいぇく-

かなておけ せすさっ とっ ういかはいぇす くぇ 
こけかっすけ う ゃ ╀ぇかおぇくぇ, おさぇえ ゃけ-
ょくうすっ こかけとう う こけおさぇえ こさぇい-
くうつくうすっ すさぇこっいう, いぇ けすおさうゃぇ-
くっすけ くぇ すぇいゅけょうてくうは かけゃっく 
しっいけく. 30 しぇ ょさせあうくおうすっ, 
つかっくけゃっ くぇ おぇいぇくかなておけすけ 
しょさせあっくうっ し くっしすけこぇくしおぇ 
ちっか, けぉっょうくはゃぇとけ かけゃちうすっ 
う さうぉけかけゃちうすっ, こけ-ういゃっしすくけ 
おぇすけ ╊けゃくけ ょさせあっしすゃけ „]け-
おけか”. ╉ぇいぇくかなておけすけ しょさせあっ-
くうっ けぉたけあょぇ すっさうすけさうは けす 76 
たうかはょう たっおすぇさぇ けす いっきかうとっ-
すけ くぇ ¨しっすっくけゃけ おさぇえ ╉ぇかけ-
そっさ ょけ ╋なゅかうあおけすけ ぃかうっゃけ.
〈ぇいう ゅけょうくぇ „]けおけか” こさぇい-

くせゃぇ 115 ゅけょうくう けす しないょぇゃぇ-
くっすけ しう, しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ 
„┿さしっくぇか” くっゅけゃうはす こさっょ-
しっょぇすっか ]すっそぇく ╋ぇくつけさけゃ. 
╂けょうてくうくぇすぇ とっ ぉなょっ けす-
ぉっかはいぇくぇ すけいう こなす, ゃきっしすけ し 
こさぇいくうちう こけおさぇえ すさぇこっいうすっ, 

し さっぇかくう ょっえしすゃうは ゃ こけかいぇ 
くぇ けこぇいゃぇくっすけ くぇ こさうさけょぇ-
すぇ う こけょょなさあぇくっすけ くぇ さぇゃ-
くけゃっしうっすけ ゃ こけこせかぇちうはすぇ くぇ 
きっしすくうは ょうゃっつ. 200 たうかはょう 
かっゃぇ ぉのょあっす うきぇ おぇいぇくかなて-
おけすけ しょさせあっくうっ, おけっすけ とっ 
おせこう 60 すけくぇ ちぇさっゃうちぇ う  4 
すけくぇ あうすけ いぇ ょさっぉくうは こっさ-
くぇす ょうゃっつ. 600 はさっぉうちう とっ 
ぉなょぇす こせしくぇすう ゃ くっぉっすけ くぇょ 
╉ぇいぇくかなておけ, 200 そぇいぇくぇ とっ 
こけかっすはす おさぇえ さっおぇ ╊ってくうちぇ. 
150 こぇすうちう とっ さぇいしっかはす けとっ 
きっしすくうすっ かけゃちう, おけうすけ こさっい 
くけゃうは しっいけく とっ ういゅさぇょはす 4 
つぇおぇかぇおぇ, いぇしかけくう, しけかうとぇ, 
たさぇくうかおう, しなけぉとう けとっ ]すっ-
そぇく ╋ぇくつけさけゃ, おけえすけ っ つかっく 
う くぇ ′ぇちうけくぇかくけすけ さなおけゃけょ-
しすゃけ くぇ ′╊[] – ]╊[╀ ゃっつっ 
つっすうさう きぇくょぇすぇ, ぇ ゃ きけきっくすぇ 
けすゅけゃぇさは いぇ そうくぇくしけゃうすっ ゃな-
こさけしう くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ ゃ ちは-
かぇすぇ しすさぇくぇ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

17:30

10:30

╆《╋╊』【╇╊〉¨っ【 〈╊』╊を ╅╇╈】』【

╆ぇとけ きっしっちなす しっ くぇさうつぇ ぇゃゅせしす?
╋っしっち ぇゃゅせしす っ くぇさっつっく くぇ ¨おすぇゃうぇく ┿ゃゅせしす, こなさ-

ゃうは さうきしおう うきこっさぇすけさ. ‶さっい はくせぇさう 27 ゅ. し こけしすぇくけ-
ゃかっくうっ くぇ さうきしおうは しっくぇす きっしっち しっおしすうかうえ /てっしすうはす 
きっしっち しこけさっょ さうきしおうは おぇかっくょぇさ/ っ こさっうきっくせゃぇく ゃ 
ぇゃゅせしす くぇ うきっすけ くぇ うきこっさぇすけさぇ. ╋っしっちなす うきぇ 31 ょくう, 
いぇとけすけ うきこっさぇすけさなす うしおぇか くっゅけゃうはす きっしっち ょぇ うきぇ 
すけかおけゃぇ ょくう, おけかおけすけ う のかう, きっしっちなす くぇ ぃかうえ 『っ-
いぇさ. 
┿ゃゅせしす けいくぇつぇゃぇ ぉせおゃぇかくけ „ぉけあっしすゃっく, ゃないゃっかう-

つぇく“.
]すぇさけすけ しかぇゃはくしおけ うきっ くぇ きっしっちぇ っ ぉうかけ „いぇさっゃ”, 

すなえ おぇすけ しこけさっょ っょくぇ すっけさうは こけ すけゃぇ ゃさっきっ っかっくうすっ 
しっ くぇきうさぇす ゃ かのぉけゃくうは しう う さっゃぇす しうかくけ.
╉けゅぇすけ ゅけょうくぇすぇ っ ゃうしけおけしくぇ, ぇゃゅせしす う そっゃさせぇさう 

いぇこけつゃぇす くぇ っょうく う しなと ょっく けす しっょきうちぇすぇ.

‶さぇいくうちう う うきっくくうちう こさっい き. ぇゃゅせしす.
╋ぇおぇゃっえ っ くぇ 1 ぇゃゅせしす. ╇きっくくうちう: ╁なかおけ, ╁なかおぇ.
‶さっけぉさぇあっくうっ ╂けしこけょくっ っ くぇ 6 ぇゃゅせしす. ╇きっくくうちう: 

]けすうさ, ]けすうさおぇ
╂けかはきぇ ╀けゅけさけょうちぇ っ くぇ 15 ぇゃゅせしす. ╇きっくくうちう: ╋ぇ-

さうは, ╋ぇさうぇくぇ, ╋ぇさうはくぇ, ╋ぇさうっかぇ, ╋ぇさうっすぇ, ╋ぇさうけ 
う ょさ.
‶さけさけお ]ぇきせうか  しっ こけつうすぇ くぇ 20 ぇゃゅせしす. ╇きっくくうちう: 

]ぇきせうか
╋なつっくうちうすっ ┿ょさうぇく う ′ぇすぇかうは しっ こけつうすぇす くぇ 26 

ぇゃゅせしす. ╇きっくくうちう: ┿ょさうぇく, ┿ょさうぇくぇ, ′ぇすぇかうは
]ゃ. ┿かっおしぇくょなさ しっ こけつうすぇ くぇ 30 ぇゃゅせしす. ╇きっくくうちう: 

┿かっおけ, ┿かっおしぇくょなさ, ┿かっおしぇくょさぇ, ┿かっおしぇくょさうくぇ
]ゃ. ╂っくぇょうえ, こぇすさうぇさた 『ぇさうゅさぇょしおう, しっ こけつうすぇ くぇ 

31 ぇゃゅせしす. ╇きっくくうちう: ╂っくけ, ╂っくぇ, ╂っくぇょう

╆ぇ さけょっくうすっ こさっい ぇゃゅせしす
〈っ しぇ すゃなさょっ っきけちうけくぇかくう, っくっさゅうつくう, せこけさうすう 

たけさぇ. 『っかっせしすさっきっくう しぇ, くけ くっこさっょこぇいかうゃう. ′っ こけ-
くぇしはす ぉぇゃくうすっ う きせょくう たけさぇ. ╅っくうすっ, さけょっくう こさっい 
ぇゃゅせしす, しぇ せゃっさっくう ゃ しうかうすっ しう, くっ しぇ いかけこぇきっすくう, 
くけ しぇ きくうすっかくう. ╁ しっきっえしすゃけすけ しう しぇ かうょっさう. 〈っ しぇ 
ょけぉさう ょけきぇおうくう, くけ くっ けぉうつぇす けしけぉっくけ ょぇ ゅけすゃはす. 
╋なあっすっ こけ こさうさけょぇ しぇ つせゃしすゃうすっかくう う さぇくうきう, ゃ 
しっきっえくうすっ しう けすくけてっくうは しぇ けすしすなこつうゃう. [はょおけ しぇ 
とぇしすかうゃう ゃ こなさゃうは しう ぉさぇお. ′っ すなさこはす くぇすうしお う 
おさうすうおぇ, つぇおぇす しぇきけ こけたゃぇかう う ゃしっけぉとけ こさういくぇくうっ. 
╋くけゅけ しぇ さっゃくうゃう, きぇおぇさ つっ すっ しぇきうすっ さはょおけ しぇ ゃっ-
さくう しなこさせいう. ′ぇ さけょっくうすっ こさっい ぇゃゅせしす こけょたけあょぇす 
うきっくぇ おぇすけ: ぃかうはく, ╆ぇたぇさう, ┿かっおしぇくょなさ, ′うおけかぇえ, 
┿くぇ, ╋ぇさうは, ぃかうは, ╋ぇさゅぇさうすぇ, 〈ぇすはくぇ.

』うしかけすけ  8
〈け っ けす いくぇつっくうっ いぇ さけょっくうすっ こさっい ぇゃゅせしす - つうしかけ-

ゃうはす おけょ くぇ きっしっちぇ っ 8, けしきうちぇ. 〉しこったなす うょゃぇ こさう 
すっいう, おけうすけ きうしかはす こさっょう ゃしうつおけ いぇ ょさせゅうすっ, ぇ こけしかっ 
いぇ しっぉっ しう. ′ぇゅさぇょぇすぇ いぇ すはた っ ゃないきけあくけしすすぇ せきっ-
かけ う こさぇゃうかくけ ょぇ けぉとせゃぇす し こぇさうすっ う うきせとっしすゃけすけ. 
8 っ つうしかけすけ くぇ きぇすっさうぇかくうは せしこった. 〈け くけしう こけぉっ-
ょぇ – こさっょうきくけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ きぇすっさうぇかくけすけ. ′っさはょおけ 
– しかっょ せこけさうすぇ ぉけさぉぇ. 』うしかけすけ 8 うきぇ ょゃけえくしすゃっくぇ 
こさうさけょぇ, おけはすけ しっ ゃうあょぇ う ゃ くっゅけゃうは しうきゃけか: おさなゅ 
ゃなさたせ ょさせゅ おさなゅ. ¨しきうちぇすぇ けかうちっすゃけさはゃぇ いっきくうすっ 
くっとぇ - せしこったなす う こけぉっょぇすぇ おぇすけ こさけすうゃけこけかけあくけ-
しすう くぇ こさけゃぇかぇ う けすしすなこかっくうっすけ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ すは 

しうきゃけかういうさぇ ゃっつくけしすすぇ. 》けさういけくすぇかくけ 
ういこうしぇくぇすぇ けしきうちぇ っ きぇすっきぇすうつっしおうはす 
しうきゃけか いぇ ぉっいおさぇえくけしす.

┿しすさけ-こさけゅくけいぇ
きっしっち ぇゃゅせしす 2012 ゅ.

¨ゃっく. ╇きぇす くせあょぇ けす いぇぉぇゃかっくうは う けす 
ういゅかぇあょぇくっ くぇ けすくけてっくうはすぇ し すはた しぇ-
きうすっ. ╇くすうきくけしすすぇ くっ っ くぇえ-しうかくぇすぇ うき 
しすさぇくぇ. 
〈っかっち. ]すさっし う おけくそさけくすぇちうは, す. お. 

こさうおかのつゃぇす し こっさうけょ, ゃ おけえすけ しぇ ぉうかう 
きっあょせ つせおぇ う くぇおけゃぇかくはすぇ. ╃ぇ こけょさっ-
ょはす くっとぇすぇ ゃ あうゃけすぇ しう. 
╀かういくぇちう. ╁さっきっ いぇ こさぇいくせゃぇくっ う 

せしこけおけっくうっ. ‶ぇくうお-ぉせすけくなす っ ゃっつっ けし-
ゃけぉけょっく. ╁さっきっ っ いぇ うしすうくしおう くぇこさっ-
ょなお. 
[ぇお. ‶けさぇぉけすうかう しぇ いょさぇゃけ う きけゅぇす ょぇ 

しっ こけゅかっいはす う ょぇ うくゃっしすうさぇす ゃ しっぉっ しう 
こけ くぇつうく, おけえすけ くぇえ-きくけゅけ うき ょけこぇょぇ. 
╊なゃ. ╃ぇ ぉなょぇす くはおなょっ, おなょっすけ ょぇ くっ 

きうしかはす いぇ くうとけ う ょぇ くっ こさぇゃはす くうとけ. 
〈けゃぇ っ, おけっすけ うしおぇす, くけ... ょぇ くっ けつぇおゃぇす 
こけつうゃおぇ こさっい ぇゃゅせしす. 
╃っゃぇ. ╇いかういぇす けす ゅさうあうすっ, しすさぇたけゃっ-

すっ う いぇしすけは しう. ′ぇしすなこゃぇ しなしすけはくうっすけ 
くぇ  ゃさけょっくぇすぇ うき しうかぇ う ゃはさぇ ゃ しっぉっ しう. 
╁っいくう. ╇きぇ さっいせかすぇす けす けすかうつくうは うき 

すさせょ. ╃ぇ くっ こさけはゃはゃぇす ういかうてくぇ しおさけき-
くけしす う ょぇ こけたゃぇかはす しっぉっ しう こさっょ くはおけ-
ゅけ, おけえすけ っ ゃぇあくけ ょぇ ゅう つせっ.
]おけさこうけく. ╃ぇ くっ しっ いぇぉかせあょぇゃぇす, つっ 

きけゅぇす ょぇ いぇょなさあぇす そうかけしけそしおけすけ しう 
ゃっさせの ちはかけ, ぉっい ょぇ すさぇくしそけさきうさぇす しぇ-
きうすっ しっぉっ しう. ╃ぇ しっ こさうゅけすゃはす いぇ さっぇか-
くう こさけきっくう. 
]すさっかっち. ╆ぇ ょぇ ぉなょぇす こけ-ょけぉさっ, すさはぉ-

ゃぇ ょぇ こさうょけぉうはす きぇかおけ こけゃっつっ きなょ-
さけしす. ╃ぇ くっ しっ こかぇてぇす, くはきぇ ょぇ いぇゅせぉはす 
ゃかっつっくうっすけ しう おなき あうゃけすぇ. 
╉けいうさけゅ. ]ょなさあぇくけしすすぇ う しこけおけえ-

しすゃうっすけ うき, おけうすけ くっ しぇ くっとけ くけゃけ, 
とっ しっ こさけこせおぇす すけいう きっしっち. ╇ ゃしっ こぇお, 
すけゃぇ っ ゃさっきっくくけ.
╁けょけかっえ. ╇しすうくぇすぇ っ, つっ うしおぇす ょぇ ぉな-

ょぇす いぇぉっかはいぇくう. ╃ぇ ゃなさゃはす くぇこさっょ う ょぇ 
しっ くぇしかぇょはす くぇ ちはかけすけ ゃくうきぇくうっ, おけっすけ 
きけゅぇす ょぇ しなぉっさぇす けす けおけかくうすっ. 
[うぉう. ┿おけ うきぇす くはおぇおなゃ しおさうす こかぇく, 

ょぇ ゅけ いぇぉさぇゃはす. 〈けつくけ しっゅぇ くっとぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しぇ おさうしすぇかくけ はしくう, いぇ ょぇ けす-
おかけくはす ぇすぇおうすっ. 

╃くうすっ し きぇゅくうすくう ぉせさう けす  10 ょけ 
31 ぇゃゅせしす 2012 ゅ.

12 ぇゃゅせしす (20.00 - 22.00)
13 ぇゃゅせしす (16.00 - 18.00)
16 ぇゃゅせしす (09.00 - 10.00)
17 ぇゃゅせしす (19.00 - 22.00)
22 ぇゃゅせしす (08.00 - 11.00)
24 ぇゃゅせしす (17.00 - 19.00)
27 ぇゃゅせしす (17.00 - 19.00)
31 ぇゃゅせしす (17.00 - 19.00)

 ╋ぇゅくうすくぇすぇ ぉせさは こさっょしすぇゃかはゃぇ ぉなさいけ 
う しうかくけ ういきっくっくうっ ゃ きぇゅくうすくけすけ こけかっ 
くぇ ╆っきはすぇ, ゃないくうおゃぇとけ ゃ こっさうけょ くぇ こけ-
ゃうてっくぇ しかなくつっゃぇ ぇおすうゃくけしす.
‶け ゃさっきっ くぇ きぇゅくうすくう ぉせさう しっ くぇさせ-

てぇゃぇす そせくおちううすっ くぇ しなさょっつくけ-しなょけ-
ゃぇすぇ う くぇ たさぇくけしきうかぇすっかくぇすぇ しうしすっきぇ, 
さっぇおちううすっ くぇ ちっくすさぇかくぇすぇ くっさゃくぇ しうし-
すっきぇ しっ いぇぉぇゃはす, ぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしすすぇ 
くぇ たけさぇすぇ しっ こけくうあぇゃぇ.
╁ すぇおうゃぇ ょくう たけさぇすぇ し たさけくうつくう いぇぉけ-

かはゃぇくうは すさはぉゃぇ ょぇ しう ゃいっきぇす さっょけゃくけ 
かっおぇさしすゃぇすぇ. ╆ぇょなかあうすっかくう しぇ さぇいたけょ-
おうすっ くぇ けすおさうすけ.

╋ぇさうは [ぇておけゃa
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╆ひしえあちけてか せみすあ おあ つか うひちせあて さひす くかすみてあ う すあはあいあ, う さそこてそ “けくいみえあにあ” そて せかみ

„╅『』╊〉╅]” ╉╅╇╅ 】』》╊ぃ╊〉 
』【╅『【 ¨ 〉╅ ╆╅〉[╊『╅ 〈╅〉ぁ《『《╇

╀ぇくおっさ, けすかうつくけ こけいくぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ くっ 
しぇきけ. ┿おすうゃっく さけすぇさうぇくっち, さぇぉけすうか ゃ こけかいぇ 
くぇ きっしすくぇすぇ けぉとくけしす ゃっつっ くぇょ 16 ゅけょうくう. ╃ゃぇ 
こなすう くけしうすっか くぇ ‶けつっすくうは いくぇお くぇ ]なのいぇ くぇ 
かけゃちうすっ う さうぉけかけゃちうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは - っょうく けす 
すさうきぇすぇ せ くぇし, いぇしかせあうかう すけかおけゃぇ こなすう すけゃぇ 
くぇちうけくぇかくけ こさういくぇくうっ; けす すぇいう ゅけょうくぇ くけしう-
すっか くぇ いゃぇくうっすけ ”╆ぇしかせあうか ょっはすっか くぇ かけゃくけすけ 
う さうぉけかけゃくけ ょゃうあっくうっ ゃ ╀なかゅぇさうは”; ゃ 〉こさぇ-
ゃうすっかくうは しなゃっす くぇ ′ぇちうけくぇかくうは かけゃくけ-さうぉぇさ-
しおう しなのい e ゃっつっ 3 きぇくょぇすぇ... ╀ういくっしきっく, つけゃっお 
し ぇそうくうすっす おなき けぉとっしすゃっくうすっ おぇせいう, おけえすけ 
おぇすっゅけさうつくけ おぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう ゃ こさけそっしうはすぇ: 
”╁しうつおけ くぇせつうた ゃ „┿さしっくぇか”.” ]すっそぇく ╋ぇくつけ-
さけゃ.
╃けてなか ゃ ╉ぇいぇくかなお „いぇ きぇかおけ” こけおさぇえ しっきっえ-

しすゃけすけ くぇ しなこさせゅぇすぇ しう - ]くっあうくぇ, ╋ぇくつけさけゃ 
こさっょう こけゃっつっ けす 25 ゅけょうくう しっ けすおぇいゃぇ けす ゃけっく-
くうは いぇゃけょ ゃ さけょくうは おさぇえ - „¨こすうおけっかっおすさけく” ゃ 
‶ぇくぇゅのさうとe, おなょっすけ っ しすうこっくょうぇくす おぇすけ しすせ-
ょっくす. ‶さうつうくぇすぇ - こさっょかけあっくうっ いぇ さぇいゃうすうっ 
うきっくくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけかせつっくけ けす くっぉっいういゃっしす-

╃ぇあっ けとっ こなさゃうすっ ゃこっつぇす-
かっくうは しなし しうゅせさくけしす さぇい-

こけいくぇゃぇす せ ╋ぇくつけさけゃ くっゅけゃぇすぇ 
しうかくぇ う しぇきけ - ゃけょけかっえしおぇ こさう-
さけょぇ. 〉きっくうっすけ ょぇ しっ ゃこせしおぇ ゃ 
くけゃうすっ くぇつうくぇくうは, すぇかぇくすなす ょぇ 
こさぇゃう おせこ くっとぇ っょくけゃさっきっくくけ 
う すけ - っょくぇおゃけ ょけぉさっ, けすょっかっ-
くけすけ し せょけゃけかしすゃうっ ゃさっきっ いぇ 
けぉとっしすゃっくう おぇせいう, こっさそっお-
ちうけくういきなす ゃ さぇぉけすぇすぇ, すぇ ょけさう 
う ょけぉさうはす ゃおせし おなき おぇつっしすゃっ-

くけすけ いぇぉぇゃかっくうっ こけょしおぇいゃぇす 
くぇきっしぇすぇ くぇ いゃっいょうすっ, けつっさ-
すぇかぇ っょうく くぇうしすうくぇ しきうしかっく, 

くけ う うくすっさっしっく こなす こさっい 
あうゃけすぇ. ╉けえすけ いぇこけつゃぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”. 〈せお きかぇょうはす 
しつっすけゃけょうすっか, おけえすけ こさう-
いくぇゃぇ, つっ くぇゃさっきっすけ しつっ-
すけゃけょしすゃけすけ ょぇかっつ くっ ぉっ 
くぇえ-せゃぇあぇゃぇくぇすぇ こさけそっ-
しうは, くぇせつぇゃぇ いぇくぇはすぇ けす 
ゅかぇゃくうは しつっすけゃけょうすっか くぇ 
╆ぇゃけょ - 8 ╁ぇしうか ╋うくつっゃ. 
╋ぇくつけさけゃ ぉなさいけ さぇいぉう-
さぇ, つっ しつっすけゃけょしすゃけすけ っ 

いぇくぇはす, おけえすけ, おぇおすけ っ せ 
くぇし, ゃ すっけさっすうつくうすっ こけし-
すせかぇすう くぇ せくうゃっさしうすっすぇ, っ 

すさせょくけ ょぇ せしゃけうて. ╇しおぇ しっ 
こさぇおすうおぇすぇ くぇ ょけぉさぇすぇ ておけ-
かぇ. ╉ぇおゃぇすけ „┿さしっくぇか” うきぇ. 
╇いせきかっくうっすけ くぇ きかぇょうは しこっ-
ちうぇかうしす こさう こなさゃうすっ ゃこっ-
つぇすかっくうは けす さぇぉけすぇすぇ すせお くっ 
しぇ こけ-さぇいかうつくう けす すっいう くぇ 
きくけいうくぇ: „┿さしっくぇか” っ „ゅさぇょ 
ゃ ゅさぇょぇ”, すせお うきぇ ゃしうつおけ: 
こさけういゃけょしすゃけ, さぇいこなくぇすけ くぇ 
ょっしっすおう こかけとぇょおう, ゃなすさって-
くけいぇゃけょしおう すさぇくしこけさす, しけぉ-
しすゃっくけ しっかしおけしすけこぇくしおけ 
いゃっくけ, きさっあぇ けす しすけかけゃう, 
きぇゅぇいうくう..., しけぉしすゃっくう すぇく-
ちけゃう, たけさけゃう, すっぇすさぇかくう 
ておけかう..., ゃっしすくうお, こけつうゃ-
くう ぉぇいう... 〈けゃぇ くっ しこうさぇ う 
ょくっし ょぇ せょうゃかはゃぇ けこうすくうは 
ぉぇくおっさ, ゃうょはか ゃっつっ ょけしすぇ ゃ 
あうゃけすぇ しう. ”′はきぇてっ きくけゅけ 
きかぇょう おぇょさう う ゃっょくぇゅぇ きけ-
あってっ ょぇ しっ こけつくっ さぇぉけすぇ”, 
しう こさうこけきくは ょくってくうはす ぉぇく-
おっさ, おけえすけ けす こけいうちうはすぇ くぇ 
こさぇおすうおぇすぇ すゃなさょう, つっ ぉっい 
ょけぉさけすけ こけいくぇゃぇくっ くぇ しつっ-
すけゃけょしすゃけすけ くっ きけあっ ょぇ うきぇ 
ょけぉさけ うおけくけきうつっしおけ こけいくぇ-
くうっ. „]つっすけゃけょしすゃけすけ っ けし-
くけゃぇすぇ くぇ ゃしうつおけ, しゃなさいぇくけ 
し うおけくけきうおぇすぇ. ′っ きけゅぇ ょぇ 
こさうっきぇ, つっ うきぇ ょけぉなさ うおけ-
くけきうしす, おけえすけ くっ こけいくぇゃぇ 
しつっすけゃけょしすゃけすけ. ′ぇ きっく すけゃぇ 
こけいくぇくうっ きう っ こけきぇゅぇかけ 
きくけゅけ.”, さぇいおさうゃぇ すぇえくぇすぇ 
くぇ せしこったぇ ]すっそぇく ╋ぇくつけ-
さけゃ. ╁ ぉぇくおけゃぇすぇ しそっさぇ すけえ 
こさけしすけ „いぇしすぇゃぇ けす ょさせゅぇすぇ 
しすさぇくぇ くぇ きぇしぇすぇ” - こさっょう 
っ ょけおぇいゃぇか うおけくけきうつっしおぇすぇ 
っそっおすうゃくけしす くぇ そうさきうすっ, 
おなょっすけ さぇぉけすう, しっゅぇ - は こさけ-
ゃっさはゃぇ せ おかうっくすうすっ, おけうすけ 
すなさしはす おさっょうすう. ╆ぇ ╋ぇくつけ-
さけゃ くっ っ こさっしうかっくけ う ょくっし 
おぇいぇくけすけ けすょぇゃくぇ:

”┿さしっくぇか” っ
おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう”.

〈けえ せすけつくはゃぇ, けぉぇつっ, つっ 
しっゅぇ すけゃぇ けこさっょっかっくうっ ゃっつっ 
ゃぇあう くっ すけかおけゃぇ いぇ せこさぇ-
ゃかっくしおうすっ おぇょさう, おけかおけすけ 
いぇ しこっちうぇかうしすうすっ こけ きっしすぇ. 
¨ぉはしくっくうっすけ?  ╋くけゅけ きぇかおけ 
そうさきう きけゅぇす ょぇ しう こけいゃけ-
かはす ういょさなあおぇすぇ くぇ すけかおけゃぇ 
さぇぉけすくうちう う ゃかけあっくうっすけ くぇ 
しさっょしすゃぇ う ゃさっきっ, いぇ ょぇ しっ 
ておけかせゃぇす おぇょさうすっ ゃ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ. ╀ぇくおっさなす さぇい-
しなあょぇゃぇ くぇ ゅかぇし, ょぇゃぇえおう しう 
しきっすおぇ, つっ いぇ „┿さしっくぇか” しう 
けしすぇゃぇ ゃうしけお さうしおなす けす ゅけ-
かはきけすけ すっおせつっしすゃけ. ╆ぇとけすけ 
こけょゅけすゃっくうはす ょけぉさっ さぇぉけす-
くうお こけしかっ すさなゅゃぇ ゅけすけゃ おぇすけ 
しこっちうぇかうしす ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ う 
ゃ ょさせゅう そうさきう, ゃおかのつうすっかくけ 
- ゃ つせあぉうくぇ, おなょっすけ しすぇくょぇさ-
すなす くぇ あうゃけす っ こけ-ゃうしけお けす 
さけょくうは. ╇きっくくけ すぇおぇ - おぇすけ 
ゃっつっ こけょゅけすゃっく しつっすけゃけょう-
すっか, ╋ぇくつけさけゃ けすうゃぇ しかっょ 
„┿さしっくぇか”, こさっい 1987-きぇ 
ゃ おぇいぇくかなておうは „╀ぇかおぇく-
すせさうしす”, おなょっすけ けしすぇゃぇ ょけ 
おさぇは くぇ 1990-すぇ. ╁ ぉせさくうすっ 
ゅけょうくう ょけ 1992-さぇ, おけゅぇすけ 
せ くぇし しすぇさすうさぇ きけとくけ つぇしす-
くぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ, っ こけおぇくっく 
いぇ すなさゅけゃしおう ょうさっおすけさ くぇ 
„╇くすっさぇさ” ]╃, そうさきぇ, おけは-
すけ さぇぉけすう し こさけういゃけしすゃけ う 
ょうしすさうぉせちうは. ╆ぇくうきぇゃぇす しっ 
し... てっゃ くぇ ょさったう - こさぇゃはす 
ちった ゃ ╉さなく. ╇ し すなさゅけゃうは くぇ 
ぇかおけたけか, くぇえ-ゃっつっ - きぇさおけゃ 
- てぇきこぇくういうさぇくう う ょっしっさす-
くう ゃうくぇ. „‶さぇゃったきっ しすさぇたけす-
くぇ ょうしすさうぉせちうは ゃ つせあぉうくぇ”, 
こさっい せしきうゃおぇ しう しこけきくは ょくっし 
╋ぇくつけさけゃ, おけえすけ こさういくぇゃぇ, 
つっ さはょおけ しっ ゃさなとぇ くぇいぇょ ゃ 

ゅけょうくうすっ, くっ しぇきけ いぇとけすけ 
ゃさっきっすけ ゃしっ くっ きせ しすうゅぇ, ぇ う 
いぇさぇょう くぇゅかぇしぇすぇ しう ょぇ ゅかっ-
ょぇ こけゃっつっ くぇこさっょ, ょぇ きうしかう 
おぇお ょぇ さぇいゃうゃぇ くっとけ くけゃけ. 
„┿い くっ しなき けす たけさぇすぇ, おけうすけ 
けぉうつぇす ょぇ しっ いぇしすけはゃぇす くぇ 
っょくけ きはしすけ. ]きっくはき しそっさうすっ 
くぇ さぇぉけすぇ, しきっくはき きっしすぇすぇ, 
こけつゃぇき けすくぇつぇかけ う ゅさぇょは くぇ-
くけゃけ, ぉっい ょぇ けしすぇゃはき さぇいさせたぇ 
すぇき, けすおなょっすけ しう すさなゅゃぇき.”, 
こさういくぇゃぇ こけ ゃけょけかっえしおう 
]すっそぇく ╋ぇくつけさけゃ. ] せすけつくっ-
くうっすけ, つっ ゃいうきぇ しなし しっぉっ しう う 
けくっいう しこっちうぇかうしすう けす っおうこぇ, 
し おけうすけ さぇぉけすう, おけうすけ けぉうつぇす 
ょぇ さうしおせゃぇす う くっ すなさしはす しこけ-
おけえしすゃうっすけ くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ.
〈ぇおぇ, おけゅぇすけ こさっい 1992-

さぇ うょゃぇ こさっょかけあっくうっすけ いぇ 
おさっょうすっく うくしこっおすけさ ゃ „┿ゅ-

さけぉういくっしぉぇくお”, おなょっすけ ょゃっ 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ しすぇゃぇ ょう-
さっおすけさ, すけえ くっ しっ おけかっぉぇっ 
ょぇ しっ ゃこせしくっ ゃ くけゃうは いぇ くっゅけ 
ぉさぇくて - ぉぇくおうさぇくっすけ. ╋ぇく-
つけさけゃ っ ょうさっおすけさなす, おけえすけ 
ういゅさぇあょぇ う けすおさうゃぇ くけゃうは 
けそうし くぇ ぉぇくおぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
こけ-おなしくけ, ょけき くぇ „‶けとっく-
しおぇ ぉぇくおぇ”, おなょっすけ しっ きっしすう 
う すけえ こさっい 1997-きぇ. „‶けおさぇえ 
すけいう けそうし しすぇくぇた う かけゃっち...”, 
こさういくぇゃぇ ょゃぇ こなすう くけしう-
すっかはす くぇ ‶けつっすくうは いくぇお くぇ 
]╊[╀. ╇きっくくけ すっいう きせ かけゃ-
ょあうえしおう いぇくうきぇくうは きぇえ ゅけ 
こさぇゃはす こけゃっつっ けす ぉぇくおうさぇくっ-
すけ うしすうくしおう こけこせかはさっく ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, つっ う ゃ ちはかぇすぇ しすさぇ-
くぇ. ′ぇつっかけ くぇょ 15 ゅけょうくう くぇ 
おぇいぇくかなておけすけ ]ょさせあっくうっ し 
くっしすけこぇくしおぇ ちっか - ╊けゃくけ-さう-
ぉぇさしおけすけ ょさせあっしすゃけ „]けおけか”, 
こけおさぇえ かけゃぇ, ]すっそぇく ╋ぇく-
つけさけゃ, おけえすけ 3 きぇくょぇすぇ っ ゃ 
くぇちうけくぇかくけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
くぇ ′╊[], しないょぇゃぇ しすけすうちう 
こけいくぇくしすゃぇ ゃ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, 
ゅけくう ょうゃっつぇ さっょけき し うきっくう-
すう くぇてっくちう けす ゃしうつおう っすぇあう 
くぇ ぉういくっしぇ, こけかうすうおぇすぇ う 
ょけさう - おせかすせさくうすっ しさっょう. ╁ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ]なのいぇ おぇ-
いぇくかなつぇくうくなす こけっきぇ おけくすさけ-
かぇ ゃなさたせ そうくぇくしうすっ - くっとけ, 
おけっすけ きせ っ ぇぉしけかのすくけ ぉかういおけ 
こさけそっしうけくぇかくけ. ′はきぇ おぇお:

╋ぇくつけさけゃ こぇいう しすけすうちう 
かけゃくう うしすけさうう

いぇ けすぉさぇく おさなゅ こさうはすっかう. 

〈っ しすぇゃぇす ゃしっ こけゃっつっ う いぇ-
さぇょう ぇおすうゃくぇすぇ きせ ょっえくけしす 
ゃ [けすぇさう おかせぉ - ╉ぇいぇくかなお, 
おなょっすけ っ こけおぇくっく こさっい 1996-
すぇ, しぇきけ くはおけかおけ きっしっちぇ 
しかっょ こなさゃぇすぇ しぉうさおぇ, けさゅぇ-

くういうさぇくぇ こけ うょっは くぇ ╇かうはく 
╃けくつっゃ. ‶さっいうょっくす っ くぇ [け-
すぇさう - ╉ぇいぇくかなお いぇ こっさうけょぇ 
2005-すぇ - 2006-すぇ ゅけょうくぇ. 
╋ぇくつけさけゃ っ っょうく けす ぇゃすけさう-
すっ くぇ ょけぉさうすっ うょっう ゃ おかせぉぇ, 
おぇおすけ う とっょなさ しこけきけとっしすゃけ-
ゃぇすっか ゃ ょぇさうすっかしおうすっ ぇおちうう 
ゃ こけょおさっこぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
おせかすせさぇ, くぇ きかぇょうすっ すぇかぇく-
すう う しけちうぇかくうすっ おぇせいう. ╆ぇ 
ぇおすうゃくぇすぇ しう ょっえくけしす ういゃなく 
こさけそっしうはすぇ ╋ぇくつけさけゃ おぇい-
ゃぇ: ”╉ぇいぇくかなお ゅけ けこけいくぇた うし-
すうくしおう, しかっょ おぇすけ ういかはいけた けす 
„┿さしっくぇか”.

‶さけょなかあっくうっ ゃ
しかっょゃぇとうは 37 ぉさけえ

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

くうは ╉けかぬけ ╂けさつっゃ, ょなかゅけゅけょうてっく ょうさっおすけさ くぇ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ゅさぇ-
ょぇ くぇ さけいうすっ, くけ うくぇつっ - こさけしすけ ぉぇとぇ くぇ ]くっあぇ. [けょうすっかうすっ いぇきうくぇゃぇかう いぇ ╉せぉぇ, 
おなょっすけ ╂けさつっゃ しすぇゃぇ こさっこけょぇゃぇすっか こけ きぇすっきぇすうおぇ, ぇ きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ ぉうかけ こけ-
おぇくっくけ ょぇ „こぇいう おなとぇすぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶なさゃうはす しすけこさけちっくすけゃ ぇさしっくぇかっち, おけゅけすけ 
しさっとぇ きかぇょうはす ╋ぇくつけさけゃ, しなし しつっすけゃけょくぇ ょうこかけきぇ ゃ さなおぇ けす ╇おけくけきうつっしおうは ゃ 
]けそうは, っ ‶ぇくけ ╉けいぇさけゃ. ╃うさっおすけさなす こけ しこっちうぇかくうすっ ゃなこさけしう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ ゅけ 
こさっこけさなつゃぇ いぇ さぇぉけすぇ. ¨す すけゅぇゃぇ, すぇ ょけしっゅぇ, ゃさないおぇすぇ くぇ ╋ぇくつけさけゃ し „┿さしっくぇか” 
くっ しっおゃぇ. ‶けしすなこうか こさっい ょっおっきゃさう 1985-すぇ ゃ ╆ぇゃけょ 8, こけしかっ - ゃ ╉ぇこうすぇかくけすけ しすさけ-
うすっかしすゃけ くぇ おけきぉうくぇすぇ おぇすけ いぇき. ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか う けすくけゃけ ゃ ╆ぇゃけょ 8 - ゃっつっ 
おぇすけ ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか, こけしかっ ]すっそぇく ╋ぇくつけさけゃ こさっきうくぇゃぇ こさっい ておけかぇすぇ くぇ 
„╀ぇかおぇくすせさうしす” - けすくけゃけ おぇすけ ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか う こさっい ぉせさくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ 
つぇしすくうは ぉういくっし ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ, いぇ ょぇ しっ せしすぇくけゃう すさぇえくけ ゃ ぉぇくおっさしすゃけすけ 
おぇすけ ょうさっおすけさ. ‶なさゃけ - くぇ „┿ゅさけぉういくっしぉぇくお”, こけしかっ - ゃ „‶けとっくしおぇ ぉぇくおぇ” う しっゅぇ 
- ゃっつっ 8 ゅけょうくう ゃ „╇くゃっしすぉぇくお” - おかけく ╉ぇいぇくかなお. 
╋ぇくつけさけゃ っ いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっか くぇ ╀けさょぇ くぇ ょうさっおすけさうすっ くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ こさせ-

あうくう - ╉さなく, くぇゃさっきっすけ つぇしす けす „┿さしっくぇか”, しっゅぇ - いくぇお いぇ せしこってくぇ こさうゃぇすういぇちうは, 
こさうくけし おなき おけはすけ ╋ぇくつけさけゃ くっ おさうっ, つっ うきぇ. ╀ういくっしおけくすぇおすうすっ う けすくけてっくうはすぇ 
し „┿さしっくぇか” けしすぇゃぇす いょさぇゃう, くけ しなとけ くっ こさっおなしゃぇす う ゃさないおうすっ し たけさぇすぇ けす けさな-
あっえくうちぇすぇ.

‶さけそ. ‶っすなさ ]かぇゃっえおけゃ っ くけゃけういぉさぇくうはす し さってっ-
くうっ くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす こさっょしっょぇすっか くぇ ]っかしおけ-
しすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈けえ ぉっ くぇいくぇつっく 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ のかう し きぇくょぇす いぇ 4 ゅけょうくう, しかっょ おぇすけ 
ういすっつっ きぇくょぇすなす くぇ こさっょたけょくうは こさっょしっょぇすっか - ょけち. 
╂っけさゅう ╉けしすけゃ. 
‶さっょう すけゃぇ っ  ぉうか ょっおぇく くぇ ╂っけかけゅけ-ゅっけゅさぇそしおうは 

そぇおせかすっす くぇ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす „]ゃ. ╉かうきっくす 
¨たさうょしおう”. ╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ぉっ っょうく けす こさっすっくょっく-
すうすっ ょぇ こけっきぇす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ]けそうえしおうは せくう-
ゃっさしうすっす.
‶さけそ. ‶っすなさ ]かぇゃっえおけゃ っ きぇゅうしすなさ こけ ゅっけゅさぇそうは 

くぇ くぇしっかっくうっすけ う しっかうとぇすぇ し ゃすけさぇ しこっちうぇかくけしす 
“╇しすけさうは” ゃ ]〉 “]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう”. ‶さっい 2006 
ゅ. いぇとうすぇゃぇ きぇゅうしすさぇすせさぇ こけ こさぇゃけ ゃなゃ ╁〈〉 “]ゃ. ]ゃ. 
╉うさうか う ╋っすけょうえ”. ‶さっい 2007 ゅ. こけかせつぇゃぇ くぇせつくぇ 
しすっこっく こさけそっしけさ こけ ゅっけょっきけゅさぇそうは ゃ ]〉 “]ゃ. ╉かう-
きっくす ¨たさうょしおう”, さなおけゃけょうすっか っ くぇ おぇすっょさぇ “[っゅうけ-
くぇかくけ さぇいゃうすうっ” ゃ しなとけすけ せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ. ╁かぇ-
ょっっ ぇくゅかうえしおう, させしおう う しなさぉけたなさゃぇすしおう っいうちう. 
╁ こなさゃうすっ ょくう くぇ きぇくょぇすぇ しう こさっょしっょぇすっかはす くぇ 

]っかしおけすけしすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは こさっょこさうっ けぉうおけかおぇ 
ゃ しすさぇくぇすぇ, いぇ ょぇ しっ いぇこけいくぇっ くぇ きはしすけ し おけくおさっすくう-
すっ こさけぉかっきう くぇ うくしすうすせすうすっ こけ きっしすぇ, おけうすけ しぇ つぇしす 
けす しすさせおすせさぇすぇ くぇ ┿おぇょっきうはすぇ. ╉ぇいぇくかなお ぉっ っょくぇ けす 
こなさゃうすっ きせ しこうさおう.

- ‶さけそ. ]かぇゃっえおけゃ, ╁うっ 
しすっ けすしおけさけ くぇつっかけ くぇ 
]っかしおけしすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇ
ょっきうは. ‶さっょしすけう ╁う 4-ゅけ
ょうてっく きぇくょぇす. ╉ぇおゃぇ っ 
くぇえ-ゃぇあくぇすぇ ╁う いぇょぇつぇ いぇ 
すけいう こっさうけょ? 
]っかしおけしすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇ

ょっきうは /]]┿/ っ せくうおぇかくぇ いぇ 
しすさぇくぇすぇ くう くぇせつくけ-けぉさぇいけ
ゃぇすっかくぇ う こさけういゃけょしすゃっくぇ 
うくしすうすせちうは, おけはすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ いぇっきっ こけかぇゅぇとけすけ え しっ 
きはしすけ しさっょ くぇせつくけ-けぉさぇいけ
ゃぇすっかくうすっ うくしすうすせちうう せ くぇし. 
╄すけ いぇとけ ゃしうつおうすっ きけう う くぇ 
けしすぇくぇかうすっ おけかっゅう せしうかうは 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす くぇしけつっくう 
ゃ すぇいう こけしけおぇ - っそっおすうゃくけ 
ういこけかいゃぇくっ くぇ けゅさけきくうすっ 
さっしせさしう くぇ ┿おぇょっきうはすぇ. ]な
とっゃさっきっくくけ ゃしうつおう ゃ ┿おぇ
ょっきうはすぇ すさはぉゃぇ ょぇ さぇいぉっさぇす, 
つっ すは っ きぇさおぇすぇ, つさっい おけはすけ 
けすょっかくうすっ え いゃっくぇ きけゅぇす 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす う ゃ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ ょけぉさけすけ しなしすけはくうっ 
くぇ ]]┿ っ こさっょこけしすぇゃおぇ いぇ 
ょけぉさけすけ しなしすけはくうっ くぇ ゃしうつ
おうすっ え いゃっくぇ, おぇおすけ う けぉさぇ
すくけすけ. ] ょさせゅう ょせきう, いゃっくぇすぇ 
くぇ ┿おぇょっきうはすぇ しぇ つぇしすうすっ う 
ぇゅさっゅぇすうすっ, けす つうはすけ さぇぉけすぇ 
いぇゃうしう ちはかぇすぇ しうしすっきぇ. ′ぇ
させてっくぇすぇ さぇぉけすぇ くぇ けすょっかくけ 
いゃっくけ ゃけょう ょけ くぇさせてっくうっ ゃ 
さぇぉけすぇすぇ くぇ しうしすっきぇすぇ „]っか
しおけしすけこぇくしおぇ ぇおぇょっきうは”. 
〈けっしす, しぇきけしすけはすっかくけすけ さぇい
ゃうすうっ くぇ けすょっかくうすっ いっゃくぇ けす 
]]┿ っ ゃないきけあくけ しぇきけ ゃ しうし
すっきぇすぇ くぇ ┿おぇょっきうはすぇ.

- ‶さっょこさうったすっ けぉうおけかおぇ 
しさっょ くぇせつくうすっ うくしすうすせすう, 
おけうすけ しぇ くぇょ 50 ゃ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ. ╉ぇおゃう しぇ ゃこっつぇす
かっくうはすぇ ╁う? ¨しすぇくぇかぇ かう 
っ ぉぇいぇ, くぇせつっく こけすっくちうぇか 
いぇ さぇいゃうすうっ くぇ しっかしおけ
しすけこぇくしおぇすぇ くぇせおぇ せ くぇし? 
‶さっょこさうった けぉうおけかおぇ ゃ 

しすさぇくぇすぇ し ちっか いぇこけいくぇゃぇ
くっすけ きう くぇ きはしすけ し こさけぉかっ
きうすっ くぇ けすょっかくうすっ いゃっくぇ くぇ 
]]┿. [ぇいぉうさぇ しっ, すけゃぇ, おけっ
すけ ゃうょはた う つせた, とっ きう ぉなょっ 
けす こけかいぇ こさう さぇぉけすぇすぇ きう 
おぇすけ こさっょしっょぇすっか, いぇとけすけ  
くぇ きはしすけ しっ ゃうあょぇす う つせ
ゃぇす くっとぇ, おけうすけ けす ]けそうは 
くっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ゃうょはくう 
う つせすう こけ さぇいぉうさぇっきう こさう
つうくう. ┿おけ きけゅぇ し っょくけ うい
さっつっくうっ ょぇ しこけょっかは しゃけうすっ 
ゃこっつぇすかっくうは けす けぉうおけかおぇすぇ 
しう ゃ しすさぇくぇすぇ, すけ っ しかっょくけ
すけ: [っしせさしうすっ くぇ ]っかしおけしすけ
こぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは くっ しっ うい
こけかいゃぇす さぇちうけくぇかくけ う すけゃぇ 
っ „けつっゃぇょくけ”, ぇ ょけくはおなょっ う 
こさっしすなこくけ! ]なとっゃさっきっくくけ 
┿おぇょっきうはすぇ さぇいこけかぇゅぇ し けゅ
さけきっく こけすっくちうぇか いぇ さぇいゃう
すうっすけ くぇ くぇせおぇすぇ, いぇとけすけ すは 
うきぇ せくうおぇかくぇすぇ ゃないきけあくけしす  
くぇせつくうすっ こさけょせおすう ゃっょくぇゅぇ 
ょぇ ぉなょぇす ゃくっょさっくう ゃ こさぇお
すうおぇすぇ う けゃっとっしすゃっくう, おけっ
すけ こなお ゃけょう ょけ こさうたけょう くぇ 
しさっょしすゃぇ, つぇしす けす おけうすけ きけ
ゅぇす ょぇ ぉなょぇす うくゃっしすうさぇくう ゃ 
くけゃう くぇせつくう こさけょせおすう. 

- ]ぇきけ ょなさあぇゃくけすけ ぉっい
たぇぉっさうっ かう こさっゃなさくぇ 
こさけちなそすはゃぇとぇすぇ ゃ しっか
しおけしすけこぇくしおけ けすくけてっくうっ 
╀なかゅぇさうは けす こなさゃぇすぇ こけ
かけゃうくぇ くぇ きうくぇかうは ゃっお ゃ 
ょなさあぇゃぇ し けぉっいかのょっくう う 

こせしすっっとう こけかっすぇ - くぇょ 30% 
けす くっえくぇすぇ すっさうすけさうは? 
╃け しさっょぇすぇ くぇ 》》 ゃっお けおけ

かけ 85% けす くぇしっかっくうっすけ くぇ 
しすさぇくぇすぇ くう っ けぉうすぇゃぇかけ しっ
かぇすぇ う っ さぇいつうすぇかけ いぇ しゃけっ
すけ こさっこうすぇゃぇくっ くぇ しっかしおけすけ 
しすけこぇくしすゃけ. ‶さっい 50-すっ う 
60-すっ ゅけょうくう くぇ しなとうは ゃっお 
いぇこけつゃぇす きぇしけゃう きうゅさぇちうう 

けす しっかぇすぇ おなき ゅさぇょけゃっすっ こけ
さぇょう しないょぇゃぇくっすけ くぇ 〈╉╆]-
すぇすぇ う そけさしうさぇくぇすぇ うくょせし
すさうぇかういぇちうは ゃ しすさぇくぇすぇ くう. 
‶け すけいう くぇつうく けゅさけきくぇ つぇしす 
けす ぉなかゅぇさしおけすけ くぇしっかっくうっ 
ぉっ „けすょっかっくけ” けす っしすっしすゃっ
くぇすぇ しう しさっょぇ う こけきうくなお, ぇ 
ゃ しっかぇすぇ けしすぇくぇたぇ ょぇ あうゃっはす 
こさっょうきくけ ゃないさぇしすくう たけさぇ. 
]かっょ 1989 ゅ. いっきはすぇ ぉっ ゃなさ
くぇすぇ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ え, 
おけうすけ ぉはたぇ いぇゅせぉうかう しゃけは 
うくすっさっし おなき ういこけかいゃぇくっすけ え, 
おけっすけ しこけさっょ きっく ぉっ こけさっょ
くぇ せこさぇゃかっくしおぇ ゅさっておぇ. 〈ぇ
おぇゃぇ ゅさっておぇ, くぇこさうきっさ, くっ 
ぉっ ょけこせしくぇすぇ ゃ ょさせゅう しすさぇくう 
けす ╇いすけつくぇ ╄ゃさけこぇ, おぇすけ 』っ
たうは, ]かけゃぇおうは う ょさ., おなょっすけ  
しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ いっきう こけかせ
つうたぇ ぇおちうう けす いっきっょっかしおうすっ 
おけけこっさぇすうゃう, つううすけ ぇおすうゃう 
くっ ぉはたぇ さぇいゅさぇぉっくう. 〈けゃぇ, 
くぇさっょ し かうこしぇすぇ くぇ しさっょしすゃぇ, 
ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ ょけゃっょっ ょけ 

くけゃう きうゅさぇちうう けす しっかぇすぇ う 
せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ いぇこせしすっかう
すっ う けぉっいかのょっくう すっさうすけさうう 
ゃ しすさぇくぇすぇ くう. ‶さっい こけしかっょ
くうすっ ゅけょうくう しっ けすぉっかはいゃぇ 
くぇさぇしすゃぇくっ くぇ うくすっさっしぇ おなき 
いっきっょっかうっすけ, おけっすけ っ さぇいぉう
さぇっきけ くぇ そけくぇ くぇ けすこせしおぇ
くうすっ しさっょしすゃぇ いぇ いっきっょっかうっ 
けす っゃさけこっえしおうすっ そけくょけゃっ う 
すけいう そぇおす っ けぉくぇょっあょぇゃぇと 

いぇ ぉなょっとけすけ さぇいゃうすうっ くぇ 
しっかしおうすっ さっゅうけくう ゃ しすさぇくぇ
すぇ くう.  

- ╉ぇおゃぇ っ ちっくぇすぇ - ょぇ ゃなさ
くっき しぇきけつせゃしすゃうっすけ しう くぇ 
しすさぇくぇ し ょけぉさっ さぇいゃうすけ しっか
しおけ しすけこぇくしすゃけ, おけっすけ ょぇ 
きけあっ ょぇ たさぇくう くぇさけょぇ え? 
╁ くぇしすけはとうは きけきっくす うきぇ 

くはおけかおけ ゅかけぉぇかくう こさけぉかっ
きぇ, しさっょ おけうすけ ういこなおゃぇす 
こさけぉかっきうすっ し ういたさぇくゃぇくっすけ 
くぇ くぇしっかっくうっすけ う けぉっいこっ
つぇゃぇくっすけ くぇ こうすっえくぇ ゃけょぇ. 
〈けゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ こけょしおぇあっ 
くぇ ゃしうつおう ゃ しすさぇくぇすぇ くう, 
つっ ╀なかゅぇさうは すさはぉゃぇ けすくけゃけ 
ょぇ ういこけかいゃぇ こけつゃっくけ-おかう
きぇすうつくうすっ う つけゃっておうすっ しう 
さっしせさしう いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
っおけかけゅうつくけ いっきっょっかうっ う 
しおけすけゃなょしすゃけ. ╁ すぇいう くぇしけ
おぇ, しこけさっょ きっく, しぇ くっけぉたけ
ょうきう くはおけう せこさぇゃかっくしおう 
さってっくうは, くぇしけつっくう おなき けぉ

かっおつぇゃぇくっすけ くぇ さっょうちぇ こさけ
ちっょせさう こさう ういこけかいゃぇくっすけ 
くぇ っゃさけこっえしおうすっ そけくょけゃっ う 
けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ ゃなすさってくう 
う ゃなくてくう こぇいぇさう いぇ しっかしおけ
しすけこぇくしおぇすぇ くう こさけょせおちうは. 
╁ すぇいう くぇしけおぇ ]っかしおけしすけこぇく
しおぇすぇ ぇおぇょっきうは しなとけ すさはぉゃぇ 
ょぇ ょぇょっ こさうきっさ う ぇい しつうすぇき, 
つっ すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすうき いぇ 
さぇいてうさはゃぇくっすけ くぇ こぇいぇさぇ いぇ 
くぇせつくぇすぇ う ゃっとっしすゃっくぇ こさけ
ょせおちうは くぇ ┿おぇょっきうはすぇ. ‶けくっ 
すけゃぇ くっ ういうしおゃぇ きくけゅけ しさっょ
しすゃぇ, ぇ こさっょう ゃしうつおけ あっかぇ
くうっ う いくぇくうっ.

- ‶け ゃさっきっ くぇ ╁ぇてぇすぇ 
しさっとぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお し おきっすぇ 
くぇ けぉとうくぇすぇ っょくぇ けす すっ
きうすっ ぉっ ぉなょっとっすけ くぇ ╇く
しすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ. ╉ぇおゃけ 
とっ っ すけ しこけさっょ ╁ぇし? ╇きぇ 
かう くせあょぇ けす すぇおなゃ うくしすう
すせす, くぇかぇゅぇす かう しっ こさけきっ
くう う おぇおゃう? 
╉ぇおすけ ]]┿, すぇおぇ う しすさぇくぇ

すぇ くう うきぇす くせあょぇ けす ゃしうつおう 
いゃっくぇ /うくしすうすせすう, けこうすくう 
しすぇくちうう う ょさ./ くぇ ┿おぇょっきう
はすぇ, いぇとけすけ すっ しぇ ょけおぇいぇかう 
こさぇゃけすけ しう くぇ しなとっしすゃせゃぇ
くっ. ╃させゅ っ ゃなこさけしなす おぇお しっ 
さぇいゃうゃぇす すっ ゃなゃ ゃさっきっすけ う 
ょぇかう しぇ こけいくぇゃぇっきう いぇ けぉ
とっしすゃけすけ. ╁ すぇいう くぇしけおぇ, 
しこけさっょ きっく, すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
こけかけあぇす ょけしすぇ せしうかうは けす 
ゃしうつおう, いぇとけすけ くっ っ けしくけゃ
くうはす こさけぉかっき くぇ ┿おぇょっきうは
すぇ くっょけしすうゅなす くぇ ょなさあぇゃくぇ 
しせぉしうょうは. 】っ おぇあぇ しぇきけ, 
つっ すけいう こさけぉかっき っ  ゃぇかうょっく 
いぇ ゃしうつおう くぇせつくけ-けぉさぇいけ
ゃぇすっかくう うくしすうすせちうう せ くぇし. 
]なとっしすゃせゃぇす う さっょうちぇ ょさせゅう 
こさけぉかっきう: くっあっかぇくうっ う くっせ
きっくうっ くぇ たけさぇすぇ ょぇ しっ ぇょぇこ
すうさぇす おなき くけゃうすっ せしかけゃうは, 
くっさぇちうけくぇかくけ う ょけさう こさっし
すなこくけ けすくけてっくうっ おなき ょなさ
あぇゃくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす う ょさ. 
╇かう し ょさせゅう ょせきう おぇいぇくけ, いぇ 
きくけゅけ いゃっくぇ くぇ ]っかしおけしすけ
こぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは っ ゃぇかうょ
くぇ しっくすっくちうはすぇ „╁けょぇ ゅぇいう, 
あぇょっく たけょう”! ╇くしすうすせすなす こけ 
さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお すさはぉゃぇ 
いぇ きくけゅけ おさぇすおけ ゃさっきっ ょぇ 
しっ けぉけいくぇつう おぇすけ くぇせつくけ-
こさけういゃけょしすゃっくけ いゃっくけ し くぇ
ちうけくぇかくけ いくぇつっくうっ, いぇとけすけ 
すけえ っ せくうおぇかっく いぇ しすさぇくぇすぇ. 
╆ぇ ょぇ しっ しかせつう すけゃぇ, けぉぇつっ, 
すさはぉゃぇす せしうかうは, おぇおすけ けす 
しすさぇくぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
┿おぇょっきうはすぇ, すぇおぇ う けす しすさぇ
くぇ くぇ おけかっおすうゃぇ う さなおけゃけょ
しすゃけすけ くぇ うくしすうすせすぇ, おぇおすけ 
う けす しすさぇくぇ くぇ けぉとうくしおけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ. ╇きっくくけ ゃ すぇいう 
くぇしけおぇ ぉはたぇ う さぇいゅけゃけさうすっ 
きう 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.

- ╁ないきけあくけ かう っ けすょっかは
くっすけ くぇ くぇせつくぇすぇ けす すなさ
ゅけゃしおぇすぇ ょっえくけしす くぇ ╇く
しすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ う おけえ 
ぉう しこっつうかうか けす すけゃぇ? 
]つうすぇき, つっ けすょっかはくっすけ くぇ 

くぇせつくぇすぇ ょっえくけしす けす こさけうい
ゃけょしすゃっくぇすぇ - すぇおぇゃぇ, おぇおすけ 
ゃ ╇くしすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ, すぇおぇ 
う ゃ ]]┿ おぇすけ ちはかけ, っ くっょぇか
くけゃうょくけ, いぇとけすけ くぇせつくうすっ 
いゃっくぇ しないょぇゃぇす くぇせつくう こさけ
ょせおすう, おけうすけ しっ けゃっとっしす
ゃはゃぇす ゃ こさけういゃけょしすゃっくう
すっ いゃっくぇ う しっ こさけょぇゃぇす, ぇ 
そうくぇくしけゃうすっ こけしすなこかっくうは 
すさはぉゃぇ ょぇ こけょこけきぇゅぇす おぇおすけ 

くぇせつくうすっ, すぇおぇ う こさけういゃけょ
しすゃっくうすっ いゃっくぇ. ┿おけ しっ けすょっ
かはす すっいう ょっえくけしすう, すけゃぇ とっ 
ょけゃっょっ, しこけさっょ きっく, ょけ ぉなさい 
さぇいこぇょ くぇ ]っかしおけしすけこぇくしおぇ
すぇ ぇおぇょっきうは, おけっすけ, くぇょはゃぇき 
しっ, つっ くうおけえ くっ あっかぇっ!

- ╆ぇおけく いぇ さけいぇすぇ う おぇ
つっしすゃけすけ くぇ さけいけゃけすけ 
きぇしかけ -  うしおぇ かう ぉさぇくてなす 
さっぇかくけ  すけゃぇ うかう っ せょけぉくぇ 
ょなゃおぇ しぇきけ いぇ こけかうすうちう 
う ぇかうぉう いぇ かけてう こさけうい
ゃけょうすっかう? ╇いけぉとけ くせあっく 
かう くう っ すぇおなゃ いぇおけく?
¨すゅかっあょぇくっすけ くぇ きぇしかけょぇえ

くぇ さけいぇ せ くぇし ょぇすうさぇ こけゃっつっ 
けす 4 ゃっおぇ う くぇしっかっくうっすけ ゃ 
╉ぇさかけゃしおけすけ う ╉ぇいぇくかなて
おけすけ こけかっすぇ うきぇ ゅけかはき けこうす 
ゃ すぇいう ょっえくけしす. ‶けしかっょくうすっ 
ょっしっすうかっすうは, けぉぇつっ, こけ こさう
つうくう, おけうすけ ゃっつっ こけしけつうた, 
すぇいう ょっえくけしす ぉっ いくぇつうすっか
くけ いぇくっきぇさっくぇ. ]こけさっょ きっく 
おぇつっしすゃけすけ くぇ こさけょせおちうはすぇ 
いぇゃうしう ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく けす 
こさけういゃけょうすっかうすっ, けす すはたくぇすぇ 
きけすうゃぇちうは, おせかすせさぇ う ょさ. ╁ 
すぇいう ゃさないおぇ しつうすぇき, つっ いぇおけく 
いぇ さけいぇすぇ ぉう こけきけゅくぇか いぇ こけ
ょけぉさはゃぇくっすけ くぇ ょっえくけしすすぇ くぇ 
こさけういゃけょうすっかうすっ, くけ くっ ぉうゃぇ 
ょぇ しっ こさうっきぇ おぇすけ こぇくぇちっは, 
いぇとけすけ うきぇ ょけしすぇ こさうきっさう 
いぇ ょけぉさう いぇおけくけゃう さってっくうは, 
おけうすけ, けぉぇつっ, ょぇゃぇす かけてう 
さっいせかすぇすう こけょ ゃかうはくうっ くぇ 
つけゃっておうは そぇおすけさ.

- ┿おけ ゃしっおう けす くぇし しっ ゃなさ
くっ こさう いっきうすっ くぇ ょっょうすっ 
しう う しっ いぇっきっ し すはた, とっ 
しすぇくっき かう こけ-ょけぉさぇ ょなさ
あぇゃぇ, ぇ くうっ こけ-ぉけゅぇすう? 
]つうすぇき, つっ „ゃさなとぇくっすけ おなき 

いっきはすぇ” ゃ きぇとぇぉ こけょけぉっく くぇ 
„ぉはゅぇくっすけ けす いっきはすぇ” せ くぇし っ 
くっゃないきけあくけ こけ きくけゅけ こさうつう
くう: ょっきけゅさぇそしおう, しすけこぇくしおう 
う ょさ., くけ こけ こさうくちうこ, おけゅぇすけ 
たけさぇすぇ さぇいつうすぇす くぇ しっぉっ しう, 
すっ しっ ゃさなとぇす おなき ちっくくけしすう, 
おけうすけ しぇ たぇさぇおすっさくう いぇ しっ
かぇすぇ - ゃいぇうきけこけきけと, いょさぇゃう 
さけょしすゃっくう ゃさないおう, しこぇいゃぇくっ 
くぇ すさぇょうちううすっ, おけうすけ しこけきぇ
ゅぇす いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ ゃしはおけ 
けぉとっしすゃけ. ╁ すけいう しきうしなか - 
ょぇ, とっ しすぇくっき こけ-ぉけゅぇすう.

- ╇ こけくっあっ すはしくぇすぇ ╁う 
しこっちうぇかくけしす, ょけおけかおけすけ 
いくぇき, っ ゅっけょっきけゅさぇそうは, 
うきぇ かう くぇうしすうくぇ けこぇしくけしす 
ぉなかゅぇさうすっ ょぇ ういつっいくっき 
おぇすけ くぇさけょ う おけゅぇ?  
╁ ぉかういおけ ぉなょっとっ くはきぇ 

けこぇしくけしす けす ういつっいゃぇくっすけ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうはす っすくけし, くけ うきぇ 
さっぇかくぇ けこぇしくけしす けす いくぇつう
すっかくぇ こさけきはくぇ ゃ っすくうつっしおぇ
すぇ しすさせおすせさぇ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ 
くぇしっかっくうっ, おけっすけ とっ ょけゃっょっ 
う ょけ こさけきっくう くぇ ょさせゅう くっゅけ
ゃう しすさせおすせさう: けぉさぇいけゃぇすっか
くぇ, おゃぇかうそうおぇちうけくくぇ, こけかけ
ゃけ-ゃないさぇしすけゃぇ う ょさ., ぇ すけゃぇ 
くはきぇ おぇお ょぇ くっ しっ けすさぇいう くぇ 
けぉかうおぇ くぇ しすさぇくぇすぇ くう. ╄すけ 
いぇとけ, しこけさっょ きっく しすさぇくぇすぇ 
くう すさはぉゃぇ ょぇ こさけゃっあょぇ はしくぇ 
う っそっおすうゃくぇ ょっきけゅさぇそしおぇ 
こけかうすうおぇ, おけはすけ ょぇ っ ゃ けしくけ
ゃぇすぇ くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ くう こけ
かうすうおぇ, くっいぇゃうしうきけ けす すけゃぇ 
おけえ くけしう ゃかぇしすけゃぇすぇ けすゅけ
ゃけさくけしす!      
 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ぢëÜâ. ぢñöéë で¿íçñú¡Üç:
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Ловецът Манчоров с трофей глиган
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╅『』╊〉╅]を¨ 』╇╅]っ【 』【『╊』 』 【╊〉¨』
[あくあせしひのさけ ╇¨》-しけねせそつてけ えけ つしかおうあて
〈っくうしなす っ しこけさす, こさう おけえすけ 

し きぇおしうきぇかくぇ おけくちっくすさぇ-
ちうは こけしすうゅぇて きぇおしうきぇかくぇ さっ-
かぇおしぇちうは. 〈ぇいう そけさきせかぇ うい-
ゃっあょぇ おぇすけ ゃけょっとぇ ゃ しすさぇしすすぇ 
くぇ ょせいうくぇ ぇさしっくぇかちう う きっしす-
くう ╁╇‶-かうつくけしすう おなき っょうく 
けす くぇえ-ぇさうしすけおさぇすうつくうすっ う 
っしすっすうつくう しこけさすけゃっ - すっくうしなす, 

╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ - つかっく 
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 う さなおけゃけょうすっか くぇ けす-
ょっか “〈ったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ” ゃ 
〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは くぇ “┿さ-
しっくぇか”.
〈っくうしなす っ くっゃっさけはすっく しこけさす! 

〉ょぇさうすっ う ょゃうあっくうはすぇ ゃ すぇいう 
うゅさぇ しぇ かっしくう くぇ こさなゃ こけゅかっょ, 
くけ おけゅぇすけ いぇこけつくって ょぇ ゅう せし-
ゃけはゃぇて, さぇいぉうさぇて おけかおけ きくけ-
ゅけ ゃさっきっ, こけしすけはくしすゃけ う あっかぇ-
くうっ しぇ くっけぉたけょうきう. ¨ぉぇつっ しう 
しすさせゃぇ! 】けき しう ゅう こさうょけぉうか う 
ゃ しなつっすぇくうっ し さぇいかうつくうすっ すぇお-
すうおう ゃ うゅさぇすぇ, けしなとっしすゃはゃぇて 
きくけあっしすゃけ おけきぉうくぇちうう, おけう-
すけ くぇさっょ し そういうつっしおうすっ う すった-
くうつっしおうすっ せきっくうは ういうしおゃぇす う 
ぉなさいぇ きうしなか, おけっすけ しかっょ こけ-
さっょくぇすぇ すけつおぇ, ゅっえき うかう しっす 
くけしう ゅけかはきけ せょけゃかっすゃけさっくうっ. 
╇きっくくけ いぇさぇょう すけゃぇ すっくうしなす っ 
ゃしっ こけ ぇすさぇおすうゃっく う いぇ しなしすっ-
いぇすっかう, う いぇ そっくけゃっ. 
〈ゃなさょう, つっ すっくうしなす っ けぉとぇ 

ぉけかっしす くぇ きくけゅけ ゃうょくう ぇさしっ-
くぇかちう, おけうすけ, いぇ しなあぇかっくうっ, 
こけおさぇえ さぇぉけすぇすぇ う いぇょぇつうすっ 
しぇ しぇきけ そっくけゃっ, くけ くっ う こさぇお-
すうおせゃぇとう ゅけ. ╁ すぇいう さっょうつ-
おぇ しっ くぇさっあょぇす ょうさっおすけさなす 
くぇ 〈ったくうつっしおぇすぇ ょうさっおちうは 
う くぇつぇかくうお くぇ 』せつせきうてっゃ 
- 》さうしすけ ]すさっておけゃ, ょうさっおすけ-
さうすっ ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ, ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, 
ゅかぇゃくうはす しつっすけゃけょうすっか くぇ 

“┿さしっくぇか 2000” ╃うきうすなさ ╂さぇ-
きぇすうおけゃ - ゃしっ しこけさすくう たけさぇ.
╆ょさぇゃくぇすぇ けぉとくけしす くぇ “┿さ-

しっくぇか” しなとけ しっ っ いぇこうしぇかぇ ゃ 
すっくくうし-ぉさぇすしすゃけすけ - し っょくぇ 
けす くぇえ-ゅけかっきうすっ しう くぇょっあょう 
- さっくすゅっくけかけゅなす ょ-さ ╂っけさゅう 
╇かうっゃ けす ╋っょうちうくしおう ちっくすなさ 
“┿さしっくぇか”. 

′ぇえ-けすはゃかっくう う くぇえ-しっさうけい-
くう ゃ いぇくうきぇくうはすぇ くぇ おけさすぇ, 
けぉぇつっ, しぇ しぇきけ ょゃぇきぇ: ╁かぇょう-
きうさ 』せつせきうてっゃ う  すったくけかけあ-
おぇすぇ けす てうゃぇておけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ くぇ ╆ぇゃけょ 3 ゃ “┿さしっくぇか” 
]ゃっすかぇくぇ ╊っゅぇっゃぇ. 〈っ ょゃぇきぇすぇ 
こけつすう くっ こさけこせしおぇす すさっくうさけゃ-
おぇ, ぇ こさっい かはすけすけ くぇ おけさすぇ しぇ 
こけつすう ゃしっおう ょっく.  
〉ぉっょっくう しぇ, つっ すけゃぇ うき ょぇゃぇ 

きくけゅけ: けしゃっく すけくせし いぇ さぇぉけすぇ, 
すっくうしなす っ しすさぇたけすっく さっかぇおし, 
こさうぉうさぇて しっ かっおけ ういきけさっく, 
くけ ういこせしくぇか こぇさぇすぇ, さぇいすけゃぇ-
さっく けす っあっょくっゃくうすっ ゅさうあう う 
こさけぉかっきう, すゃなさょう 』せつせきうてっゃ, 
おけえすけ ょなかあう こさうしなしすゃうっすけ 
しう おなき おけさすぇ ゃ こけしかっょくうすっ 5 
ゅけょうくう くぇ しうくぇ しう ╃ぇくぇうか う 
くぇ きっしすくうは ゃっすっさぇく ╃うきうすなさ 
]すぇえおけゃ, っょうく けす くぇえ-ょけぉさうすっ 
すっくうし -すさっくぬけさう ゃ さぇえけくぇ, ょぇか 
こなさゃう せさけちう う くぇ ゃうょくう ゃっつっ 
きっしすくう ╁╇‶-すっくうしうしすう. 
〈っくうし-ぉさぇすしすゃけすけ ゃ ╉ぇいぇく-

かなお, けしゃっく,つっ うきぇ しっさうけいくけ 
かけぉう う こけょおさっこぇ, おぇおすけ う しっ-
さうけいくう そっくけゃっ ゃ “┿さしっくぇか”, 
ゃっつっ っ くぇぉなぉくぇかけ う し ょせいうくぇ 
ょさせゅう. ]さっょ くぇえ-ゃうょくうすっ っく-
すせしうぇしすう, けしゃっく ╁かぇょけ 』せつせ-
きうてっゃ, しぇ う ょゃぇきぇ けす いぇきっしす-
くうお-おきっすけゃっすっ - くぇえ-きかぇょぇすぇ 
いぇき.-おきっすうちぇ ゃ ╀なかゅぇさうは - 
27-ゅけょうてくぇすぇ  ╊うかうは 『けくおけ-
ゃぇ - いぇき.-おきっす こけ ゃなこさけしうすっ くぇ 
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 う すせさういきぇ う いぇきっしす-
くうおなす こけ そうくぇくしうすっ う しすけこぇく-
しおぇすぇ こけかうすうおぇ ‶っすなさ ╉けしっゃ, 
いぇっょくけ しなし しなこさせゅぇすぇ しう ╂ぇ-
かうくぇ. ′っこさっきっくくけ すさはぉゃぇ ょぇ 
けすぉっかっあうき う こけしっとっくうはすぇ くぇ 
くぇてうすっ おけさすけゃっ くぇ こさけそ. ょ-さ 
╂っくつけ ′ぇつっゃ, おけえすけ こさう ゃう-
いうすうすっ しう ゃ ╉ぇいぇくかなお こけおぇい-

ゃぇ つぇしす けす しけそうえしおうすっ すっくうし 
せきっくうは.
╉なき うゅさぇすぇ くぇ 《っょっさっさ う 

′ぇょぇか けすょぇゃくぇ しぇ しっ こさうしなっ-
ょうくうかう う ぉういくっしきっくうすっ ╇ゃぇく 
╇ゃぇくけゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ 〈╉ 
„[けいぇ“, ╇ゃぇく 〈けきけゃ, [ぇょう ╃けく-
つっゃ, ぉぇくおっさなす ‶っすなさ ╉さなしすっゃ, 
いぇきっしすくうお-くぇつぇかくうおなす くぇ こけ-
あぇさくぇすぇ ╃けぉさう ╃けぉさっゃ, しつっ-
すけゃけょうすっかおぇすぇ ╈けゃおぇ ╉ぇさぇ-
うゃぇくけゃぇ, のさうしすおぇすぇ ╂ぇぉさうっかぇ 
╋うたぇえかけゃぇ, せつうすっかおぇすぇ こけ 
ぇくゅかうえしおう ┿くすけくうは ╋ぇさおけ-
ゃぇ, しすけきぇすけかけいうすっ ょ-さ [けしうちぇ 
ぅちっゃぇ, ょ-さうすっ  ╃っはく う ╀けえおぇ 
╉けしっゃう, おぇおすけ う ょあうこうすぇすぇ 
ょ-さ ′うおけかぇえ 》ぇょあうっゃ う ょ-さ 
╃うきけ ╃うきけゃ.
╁ こけしかっょくうすっ  ゅけょうくう すっく-

くうし-けぉとっしすゃけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
しっ せきくけあぇゃぇ. ‶さぇおすうおせゃぇとう-
すっ すけいう しこけさす ゃ くぇてうは ゅさぇょ 
しぇ ゃっつっ しすけすうちう, しさっょ おけうすけ 
きくけゅけ こけょさぇしすゃぇとう. 〈けゃぇ くぇ-
かぇゅぇ さぇいてうさはゃぇくっ くぇ ぉぇいうすっ. 
╁ ╉ぇいぇくかなお そせくおちうけくうさぇす 
ょゃぇ すっくくうし-おかせぉぇ: すっくうし おかせぉ 
«[けいぇ», おけえすけ っ ょけ しすぇょうけく 
“]っゃすけこけかうし” う さぇいこけかぇゅぇ し 3 
つっさゃっくう おけさすぇ う っょうく ぇしそぇか-
すけゃ, う すっくくうし-おかせぉ «[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ», くぇきうさぇと しっ ょけ そうさ-
きぇ «╉ぇこさけくう» う さぇいこけかぇゅぇと 
し 2 つっさゃっくう おけさすぇ. ′ぇ ょゃっすっ 
ぉぇいう ぉはたぇ ういゅさぇょっくう こけ けとっ 
っょうく つっさゃっく おけさす. ╀かぇゅけこさう-
はすくけ けぉしすけはすっかしすゃけ いぇ ゃしっ こけ-

ゅけかはきぇすぇ きぇしけゃけしす しぇ う ちっくう-
すっ いぇ こけかいゃぇくっ くぇ おけさすけゃっすっ 
- くぇえ-くうしおうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ. ╆ぇ 
ょぇ しぇ けとっ こけ-こさうゃかっおぇすっかくけ 
きはしすけ う いぇ ょぇ ょけきぇおうくしすゃぇ くぇ 
すせくうさう けす さっゅうけくぇかっく う くぇ-
ちうけくぇかっく きぇとぇぉ, けぉぇつっ, しぇ 
くっけぉたけょうきう さっおけくしすさせおちうは 
う ういゅさぇあょぇくっ くぇ しなゃさっきっくくう 
しなぉかっおぇかくう, すけぇかっすくう, すさう-
ぉせくう. 〈けゃぇ っ ゃないきけあくけ しぇきけ 
こさう くぇかうつうっ くぇ しすさぇすっゅうは ゃ 
ういこけかいゃぇくっすけ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
しこけさすくぇ しけぉしすゃっくけしす, おけはすけ 
ょけしっゅぇ かうこしゃぇてっ, くけ っ くぇ こなす 
こさけきはくぇ ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ. 
〉ぉっょっく しなき, つっ し きぇかおけ こけ-
ゃっつっ ゅさうあぇ う けすくけてっくうっ けす 
しすさぇくぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, いぇ おけっすけ けこさっょっかっくけ うきぇ 
くぇゅかぇしぇ けす しすさぇくぇ くぇ しこけさすくぇ-
すぇ けぉとっしすゃっくけしす う ぉういくっしぇ, 
すっくうしなす きけあっ ょぇ しっ こさっゃなさくっ 
ゃ っょくぇ けす くけゃうすっ っきぉかっきう くぇ 
╉ぇいぇくかなお, すゃなさょう ╁かぇょうきうさ 
』せつせきうてっゃ.  
〈ぇいう ゅけょうくぇ くぇ 5 きぇえ, ゃなこさっ-

おう ゃしうつおけ, こさけゃっょけたきっ けすおさうす 
すせさくうさ くぇ 〈╉ «[けいぇ» う すけ ゃ 
すさう おぇすっゅけさうう - しうくゅなか きなあっ う 
あっくう う しきっしっくう ょゃけえおう, おけえ-
すけ しっ こけかいゃぇ し ゅけかはき せしこった. 
‶かぇくうさぇかう しきっ こぇお すぇき ょぇ 
こさけゃっょっき すせさくうさ いぇ おせこぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 22 う 23 
しっこすっきゃさう ゃ しなとうは そけさきぇす.

′ぇょはゃぇき しっ ょけ ゅけょうくぇ-ょゃっ 
ょぇ うきぇきっ しぇきけつせゃしすゃうっ し こけ-
ょけぉさっくう せしかけゃうは ょぇ ぉなょっき 
くっ こけ-きぇかおけ かのぉっいくう ょけきぇ-
おうくう くぇ おけかっゅうすっ けす ]かうゃっく, 
╀せさゅぇし, ぅきぉけか, ′けゃぇ ╆ぇゅけさぇ, 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, つううすけ すせさくう-
さう さっょけゃくけ こけしっとぇゃぇきっ こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう う こっつっかうき 
けすかうつうは. ╆ぇとけすけ くうっ ゅけ いぇ-
しかせあぇゃぇきっ - くぇえ-ぇおすうゃくう 
しきっ ゃ のゅけういすけつくぇ ╀なかゅぇさうは 
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Порасна с още 1 година един от най-видните членове на Групата на Експерти за Казанлък - 
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しかっょ ]かうゃっく う ╀せさゅぇし! ╆ぇさぇょう 
しこけさすくうすっ こけしすうあっくうは くぇ かの-
ぉうすっかうすっ, しなゃしっき しおけさけ くはおけう 
けす すはた きけゅぇす ょぇ うゅさぇはす  う くぇ 
こさけそっしうけくぇかくう すせさくうさう, せぉっ-
ょっく っ っおしこっさすなす 』せつせきうてっゃ. 
¨しゃっく ゃしうつおうすっ こけかいう けす 

しこけさすぇ, すっくうしなす ょけういゅさぇあょぇ う 
しけちうぇかくぇすぇ うくすっゅさぇちうは.
¨おぇいぇ しっ, つっ こけおさぇえ すっいう いぇ-

くうきぇくうは しすぇくぇたきっ う くっゃっさけ-
はすくぇ ゅさせこぇ いぇ ゃしはおぇおゃう ょさせゅう 
こさうはすくう っきけちうう う こさっあうゃは-
ゃぇくうは. ]かっょ すさっくうさけゃおうすっ う 
うゅさうすっ しはょぇきっ いぇょなかあうすっかくけ 
くぇ ぇくぇかうい..., けぉしなあょぇきっ  しさっ-
とうすっ, こさけそっしうけくぇかくうは すっくうし, 
くっとぇ けす あうゃけすぇ. 』っしすけ こさけ-
ょなかあぇゃぇきっ さっかぇおしぇ う し こかせゃぇ-
くっ くぇ くはおけう けす ぉぇしっえくうすっ. ′ぇ 
かのぉうすっかしおうすっ すせさくうさう ゃ ょさせ-
ゅうすっ ゅさぇょけゃっ ゃうくぇゅう うきぇ ょけしすぇ 
うくすっさっしくう たけさぇ う けぉとせゃぇくっすけ 
し すはた くう けぉけゅぇすはゃぇ くっこさっおなし-
くぇすけ. ┿ いぇ しなゃきっしすくけすけ けぉとせ-
ゃぇくっ くぇ おぇいぇくかなておうすっ すっくう-
しうしすう しぇ ょけおぇいぇすっかしすゃけ ょゃっすっ 
いぇこけきくはとう しっ すなさあっしすゃぇ, おぇお-
すけ し こけしっとぇっきけしすすぇ, すぇおぇ う し 
ゅけかはきけすけ くぇしすさけっくうっ こけ しかせ-
つぇえ ╉けかっょぇ う ‶なさゃぇ こさけかっす.
┿おけ しっ けぉっょうくう っくすせしうぇいきなす 

くう し こさぇゅきぇすうつくうすっ う くぇ きはし-
すけ さってっくうは, すけ しなし しうゅせさくけしす 
ぉう しっ こけかせつうかけ くっとけ こけゃっつっ 
けす こさうはすくけ, おぇおすけ いぇ すっくうし-

そっくけゃっすっ, すぇおぇ う いぇ ╉ぇいぇくかなお 
ういけぉとけ, せぉっょっく っ ╁かぇょうきうさ 
』せつせきうてっゃ. ╄ょうく けす いぇこぇかっ-
くうすっ こけ すっくうしぇ ぇさしっくぇかっち, 
おけえすけ けすゃなょ しっさうけいくぇすぇ う 
けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ ゃ 〈ったくうつっ-
しおぇ ょうさっおちうは, くぇきうさぇ ゃさっきっ 
う ゃけかは ょぇ おさっこう いょさぇゃ ょせた ゃ 
いょさぇゃけ すはかけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Тенис дружината

Чучумишев и съратници
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╆ぇ こなさゃぇ ゅけかはきぇ ういはゃぇ 
くぇ さっゅうけくぇかくけ くうゃけ しっ 

しすはゅぇす せしうかっくけ すっいう ょくう 
きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあ
ょう けす ╃っすしおぇすぇ そせすぉけかくぇ 
ておけかぇ “┿さしっくぇか 2000”. ‶けょ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ しすぇさてう 
すさっくぬけさぇ ]すぇくうしかぇゃ ‶った
かうゃぇくけゃ-╃あけくう すっ とっ きっ
さはす しうかう し ゃさなしすくうちう けす 
ちはかぇすぇ けぉかぇしす ゃ いぇこけつゃぇ
とけすけ こさっい しっこすっきゃさう [っ
ゅうけくぇかくけ ょっすしおけ そせすぉけかくけ 
こなさゃっくしすゃけ.
 ╁ くっゅけ とっ せつぇしすゃぇす ょっちぇ 

けす くぇぉけさ 1998-1999 う ょっちぇ 
けす こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこぇ, 
さけょっくう  こさっい 2000-2001 
ゅけょうくぇ. ╁ しさはょぇ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ ぉっ すっゅかっく こなかくうはす  
あさっぉうえ くぇ しさっとうすっ. 〈けつくぇ  
うくそけさきぇちうは いぇ ょぇすうすっ くぇ 

しさっとうすっ う けすぉけさうすっ, し おけうすけ 
とっ うゅさぇはす きぇかおうすっ ぇさしっくぇか
ちう, とっ こせぉかうおせゃぇきっ ゃ しかっょ
ゃぇとうは ぉさけえ くぇ 〈┿. 
 ′ぇょ 15 とっ しぇ けすぉけさうすっ 

けす ちはかぇすぇ けぉかぇしす, おけうすけ とっ 
せつぇしすゃぇす ゃ [っゅうけくぇかくけすけ 
こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか いぇ 
ょっちぇ う のくけてう. 
 ‶ぇさっかっかくけ し  すけゃぇ せしうかっ

くけ しっ くぇぉうさぇす くけゃう あぇかぇっとう 
いぇ ょっすしおぇすぇ ておけかぇ, しなけぉとう 
]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ. ╃け 
10-すう しっこすっきゃさう とっ こさけょなか
あう くぇぉうさぇくっすけ くぇ ょっちぇ いぇ 
すさっくうさけゃおう けす くぇぉけさ 2003-
2004 ゅけょうくぇ. ╅っかぇっとうすっ ょぇ 
しっ いぇこうてぇす ゃ ておけかぇすぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ こさっょしすぇゃはす こさう すさっくぬけさう
すっ おけこうっ けす ぇおすぇ いぇ さぇあょぇくっ, 
きっょうちうくしおけ しゃうょっすっかしすゃけ う 
ょゃっ しくうきおう くぇ ょっちぇすぇ,  くっ
けぉたけょうきう いぇ ういょぇゃぇくっすけ くぇ  
こさけこせしお.  ╋っしっつくぇすぇ すぇおしぇ 

いぇ すさっくうさけゃおうすっ けしすぇゃぇ 
くっこさけきっくっくぇ - 5 かっゃぇ. 
]なし しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╃っす

しおけ-のくけてっしおぇすぇ そせすぉけか
くぇ ておけかぇ “ ┿さしっくぇか 2000” 
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 ぉっ ゃないけぉくけゃっくぇ ょけ
ぉさぇすぇ そせすぉけかくぇ すさぇょうちうは  
ゃ “┿さしっくぇか”. ╆ぇ ゅけょうくぇ 
ゃさっきっ きかぇょうすっ そせすぉけかう
しすう うきぇす ゃっつっ しゃけう っおうこう う 
しなゃしっき しおけさけ  うき こさっょしすけう 
ょぇ ういうゅさぇはす う こなさゃうすっ しう 
ゅけかっきう う ぇゃすけさうすっすくう きぇ
つけゃっ.
                          

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ  

 ╆ぇ いぇこうしゃぇくうは いぇ ╃っす
しおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ: 

すっかっそけく:
0887 74 97 05

- ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇ
くけゃ - しすぇさてう すさっくぬけさ

‶け ょぇくくう くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ いょさぇゃくぇ けさゅぇくういぇちうは (]╆¨) ゃ ╄ゃさけこぇ, さぇおなす くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ っ 
ゃすけさぇすぇ こけ つっしすけすぇ そけさきぇ くぇ さぇおけゃけ いぇぉけかはゃぇくっ こさう あっくうすっ けす 15 ょけ 44-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす, しかっょ 
さぇおぇ くぇ ゅなさょぇすぇ. ╁しはおぇ ゅけょうくぇ しぇきけ ゃ ╄ゃさけこぇ くけゃう 60 000 あっくう いぇぉけかはゃぇす, ぇ こけつすう こけかけゃうくぇすぇ 
けす すはた せきうさぇす. ╁ ╇いすけつくぇ ╄ゃさけこぇ しさっょくぇすぇ しきなさすくけしす, けぉぇつっ, っ くぇょ ょゃぇ こなすう こけ-ゃうしけおぇ, けすおけか
おけすけ ゃ けしすぇくぇかうすっ つぇしすう くぇ しすぇさうは おけくすうくっくす.
╆ぇ ╀なかゅぇさうは ょぇくくうすっ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは さぇおけゃ さっゅうしすなさ こけおぇいゃぇす, つっ つっしすけすぇすぇ くぇ くけゃけけすおさうすう

すっ しかせつぇう しっ っ せゃっかうつうかぇ こけつすう すさうおさぇすくけ いぇ こけしかっょくけすけ ょっしっすうかっすうっ. ╂けょうてくけ くけゃうすっ しかせつぇう 
くぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ しぇ 1100 - 1200. ╆ぇ きっあょせ 350 う 400 あっくう ういたけょなす っ しきなさす. 〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ 
ゃしっおう ょっく ゃ ╀なかゅぇさうは せきうさぇ こけ っょくぇ あっくぇ けす さぇお くぇ てうえおぇすぇ くぇ きぇすおぇすぇ う しっ ょうぇゅくけしすうちうさぇす 
すさう くけゃう しかせつぇは くぇ けくおけいぇぉけかはゃぇくっすけ. ‶ぇさぇかっかくけ し せゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ ぉさけは くぇ いぇぉけかっかうすっ っ 
くぇかうちっ う すっくょっくちうは いぇ しくうあぇゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ くぇ いぇぉけかっかうすっ. ]さっとぇす しっ う しかせつぇう, ゃ おけうすけ 
23-25-ゅけょうてくう あっくう しぇ ぉけかくう けす さぇお くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ. 
]さっょしすゃぇすぇ いぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ こさけゅさぇきぇすぇ とっ ぉなょぇす けしうゅせさっくう けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ いょさぇ

ゃっけこぇいゃぇくっすけ. 《うくぇくしうさぇくっすけ くぇ ゃぇおしうくうすっ とっ しっ こさぇゃう けす ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ, ぇ さけょうすっかうすっ くぇ 
きけきうつっすぇすぇ とっ しっ うくそけさきうさぇす しゃけっゃさっきっくくけ. ‶けょゅけすゃは しっ う しこっちうぇかくぇ くぇちうけくぇかくぇ うくそけさきぇ
ちうけくくぇ おぇきこぇくうは.

                                      〈┿

ぅ╊ ╇╅[』¨〉¨『╅【 》『《【¨╇ 『╅[...
ぁ╅』【 《【 ╅『』╊〉╅]を¨ 
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¨す 1-ゃう ぇゃゅせしす ょけ 30-すう 

しっこすっきゃさう こけっすぇこくけ, 
こけ ゅさぇそうお, ゃ こけかぇゅぇっきうは しう 
こかぇすっく けすこせしお ういかういぇす ゅけ
かはきぇ つぇしす けす さぇぉけすっとうすっ ゃ 
“┿さしっくぇか”. ′ぇえ-ゅけかはき とっ っ 
ぉさけはす くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ とっ 
しぇ ゃ けすこせしお ゃ こっさうけょぇ 13-
すう ぇゃゅせしす - 15-すう しっこすっきゃさう. 
¨ぉとうはす ぉさけえ さぇぉけすくう ょくう, 
こさっい おけうすけ ぇさしっくぇかちう くはきぇ 
ょぇ さぇぉけすはす, っ 23. 〈っいう ょくう しぇ  
さぇいこさっょっかっくう ゃ ょゃぇすぇ きっしっ
ちぇ - ぇゃゅせしす う しっこすっきゃさう. 
〈っいう, おけうすけ くはきぇす すけかおけ

ゃぇ ょくう こかぇすっく けすこせしお, うきぇす 
こさぇゃけ ょぇ こけかいゃぇす くっこかぇすっく. 
‶けかいゃぇくっすけ くぇ けすこせしおうすっ とっ 
しすぇゃぇ こけ ゅさぇそうお, くぇこさぇゃっく 

けす さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ しなけす
ゃっすくうすっ いゃっくぇ. 
╆ぇこけゃっょすぇ いぇ ういかういぇくっすけ ゃ 

こかぇすっく けすこせしお っ くぇ ういこなかくう
すっかくうは ょうさっおすけさ くぇ けさなあっえ
くうちぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, すは 
っ けす 16-すう のかう. ]なゅかぇしせゃぇくぇ 
っ し こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ょゃぇ
すぇ しうくょうおぇすぇ. 
‶さぇゃくうすっ けしくけゃぇくうは しぇ くぇ 

ぉぇいぇ つか. 173, ぇか. 7, す. 1 けす 
╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ う つか. 40 けす 
╉〈╃ ゃ “┿さしっくぇか” う しぇ しゃなさいぇ
くう し かうこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ 
さぇぉけすぇ う けつっさすぇゃぇと しっ こさう
くせょうすっかっく こさっしすけえ. ╁ すけいう 
しかせつぇえ さぇぉけすけょぇすっかはす きけあっ 
っょくけしすさぇくくけ くぇ ぉぇいぇ すっいう 
つかっくけゃっ けす ╉〈 う ╉〈╃  ょぇ さぇい
こけさっょう こけかいゃぇくっすけ くぇ こかぇすっ
くうは ゅけょうてっく けすこせしお. 

‶さっょこぇいくけ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ う ゃっくすうかぇすけさう 
いぇ ぇしこうさぇちうけくくぇ しうしすっきぇ くぇ けぉとぇ しすけえくけしす 

221519, 66 かゃ. とっ いぇおせこう „┿さしっくぇか“. ]さっょしすゃぇすぇ 
いぇすけゃぇ しぇ けす しこっつっかっく こさけっおす 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”. ‶さけゅさぇきぇ
すぇ っ こけ ]たっきぇ いぇ ぉっいゃないきっいょくぇ そうくぇくしけゃぇ こけきけと: 
BG051PO001–2.3.02 „╀っいけこぇしっく すさせょ”, し さっゅうしすさぇ
ちうけくっく くけきっさ くぇ ╃けゅけゃけさぇ: ESF–2302–09–12004.
╁ くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう しっょきうちぇ しっ こさけゃっょっ う こなさゃぇ

すぇ さぇぉけすくぇ しさっとぇ こけ こさけっおすぇ し こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
っおうこぇ, おけえすけ とっ ゅけ さっぇかういうさぇ, さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか“ う ╁うけかうく ′っくけゃ - こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╀なか

〈けいう ょけおせきっくす っ ういゅけすゃっく し そうくぇくしけゃぇすぇ こけきけと くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しけちうぇかっく そけくょ. „┿さしっ
くぇか” ┿╃ くけしう ちはかぇすぇ けすゅけゃけさくけしす いぇ しなょなさあぇくうっすけ くぇ くぇしすけはとうは ょけおせきっくす う こさう くうおぇおゃう 
けぉしすけはすっかしすゃぇ くっ きけあっ ょぇ しっ こさうっきっ おぇすけ けそうちうぇかくぇ こけいうちうは くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい うかう 
╃けゅけゃぇさはとうは けさゅぇく.

„╅『』╊〉╅]“ ¨〉╇╊』【¨『╅ 222 ｠¨]っ╉¨
]╊╇╅ ′╅ 》『╊╉》╅′〉《 《╆]╊[]《

ゅぇさしおぇすぇ ぉさぇくてけゃぇ おぇきぇさぇ こけ きぇ
てうくけしすさけっくっ, さなおけゃけょうすっか くぇ ╉けく
しせかすぇすうゃっく ちっくすなさ いぇ せしゃけはゃぇくっ くぇ 
しさっょしすゃぇ けす ╄ゃさけそけくょけゃっすっ いぇ きぇてう
くけしすさけっくっすけ.
¨す けぉとぇすぇ しすけえくけしす くぇ こさけっおすぇ 80% 

けす しせきぇすぇ いぇ いぇおせこせゃぇくっすけ くぇ いぇとうす
くうすっ しさっょしすゃぇ う ゃっくすうかぇすけさう しっ けしう
ゅせさはゃぇ けす ¨こっさぇすうゃくぇすぇ こさけゅさぇきぇ, ぇ 
20% うかう 44303,93 かっゃぇ しぇ しさっょしすゃぇ 
けす そうさきぇすぇ. ‶さけょなかあうすっかくけしすすぇ くぇ 
こさけっおすぇ う ゃさっきっすけ いぇ くっゅけゃぇすぇ さっぇ
かういぇちうは っ 8 きっしっちぇ.
‶け ゃさっきっ くぇ こなさゃぇすぇ しなゃきっしすくぇ 

さぇぉけすくぇ しさっとぇ ぉっ くぇこさぇゃっく ┿くぇかうい 
くぇ しなしすけはくうっすけ う こさけっおすうさぇくっすけ くぇ 
せしなゃなさてっくしすゃぇくっ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ すさせょぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ, おぇおすけ う けぉしな
ょっくう ょさせゅう けさゅぇくういぇちうけくくう ゃなこさけしう 
けおけかけ しすぇさすうさぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ. 
‶さっょしすけう こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ すさなあ

くうすっ こさけちっょせさう いぇ ょけしすぇゃおうすっ くぇ 
かうつくう こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ う しこっちう
ぇかくけ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ, おぇおすけ う ぇし
こうさぇちうけくくぇ しうしすっきぇ しなゅかぇしくけ ‶╋] 
わ55/12.03.2007 ゅ. 

╂っさゅぇくぇ ‶っくつけけかけゃぇ,
“┿さしっくぇか“, っおしこっさす

„╋っあょせくぇさけょくう こさけゅさぇきう う 
こさけっおすう“

′ぇえ-きくけゅけ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう とっ こけつうゃぇす ゃ こっ
さうけょぇ 13-すう ぇゃゅせしす - 14-すう 
しっこすっきゃさう. 〈っいう, おけうすけ くは
きぇす ょけしすぇすなつくけ ょくう こかぇすっく 
けすこせしお う くっ しう こせしくぇす くっ
こかぇすっく, いぇ ょぇ こけおさうはす こっさう
けょぇ くぇ こさっしすけは, とっ こけかいゃぇす 
くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ こけ 
しきうしなかぇ くぇ つか. 138, ぇか. 1 けす 
╉〈 う つか. 9 けす ′ぇさっょぉぇすぇ  いぇ 
さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ.
╁ こっさうけょぇ くぇ けすこせしおうすっ 

こけゃっつっ けす 2/3 けす しなしすぇゃぇ くぇ 
“┿さしっくぇか” けしすぇゃぇ くぇ さぇぉけすぇ 
こさう くけさきぇかくけ さぇぉけすくけ ゃさっ
きっ こけさぇょう くぇかうつくう こけさなつおう 
いぇ ういこなかくっくうっ う し ちっか けしう
ゅせさはゃぇくっ くぇ すっおせとぇすぇ ょっえ

くけしす いぇ こっさうけょぇ くぇ こさっしすけは. 
‶け ょぇくくう くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
けおけかけ 11% けす こっさしけくぇかぇ とっ 
っ ゃ くっこかぇすっく けすこせしお ぇ 20% - 
こかぇすっく, けしすぇくぇかうすっ とっ しぇ くぇ 
さぇぉけすぇ.
¨す 1-ゃう けおすけきゃさう ちっかう

はす こさけういゃけょしすゃっく こさけちっし 
ゃ “┿さしっくぇか” しっ くけさきぇかういう
さぇ. ╁ こっさうけょぇ くぇ こさっしすけは 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ 
せしうかっくけ さぇぉけすう こけ くけゃう こけ
さなつおう し ちっか けしうゅせさはゃぇくっ くぇ 
ょなかゅけしさけつくぇ いぇっすけしす くぇ こっさ
しけくぇかぇ.  
¨す ╉′]╀ う けす さなおけゃけょしすゃけ

すけ くぇ “┿さしっくぇか” おぇすっゅけさうつくけ 
けすさっおけたぇ しかせたけゃっすっ いぇ しな
おさぇとっくうは.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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【そうあ けくたそうみおうあ ¨うあせさあ ╇あつけしかうあ - おそあこかせ せあ をかせてちあしせそてそ つねかてそうそおつてうそ せあ “╅ちつかせあし”

〈は っ おかぇしうつっしおう
こさうきっさ いぇ ╀かういくぇつおぇ. 

′っ しぇきけ こけ ういぉけさ くぇ しなょ
ぉぇ う いくぇちうすっ くぇ いけょうぇおぇ, ぇ 
う いぇとけすけ うきぇ とぇしすうっすけ ょぇ 
しっ さけょう しなし しっしすさぇ ぉかういくぇつ
おぇ, し おけはすけ きくけゅけ しっ けぉうつぇす 
う うきぇす っょくぇおゃう こさけそっしうう - 
う ょゃっすっ しぇ しっ こけしゃっすうかう くぇ 
しつっすけゃけょしすゃけすけ. 
] すぇいう さぇいかうおぇ, つっ ゃっつっ 36 

ゅけょうくう ╀かういくぇつおぇすぇ ╇ゃぇくおぇ 
╂っけさゅうっゃぇ [せしっゃぇ っ こさっょぇくぇ 
くぇ っょくぇ ょさせゅぇ かのぉけゃ - “┿さ
しっくぇか”. ╉けゅぇすけ こけしすなこゃぇ ゃなゃ 
そぇぉさうおぇすぇ こさっい 1976 ゅけょう
くぇ しかっょ こっすゅけょうてくぇ さぇぉけすぇ 
おぇすけ こかぇくけゃうお ゃ ┿‶╉ ”╋ぇさ
おけ 』っさくっゃ“ ゃ しっかけ 〈なあぇ, けす
おなょっすけ っ さけょけき, せしっとぇくっすけ 

くぇ ╇ゃぇくおぇ っ, つっ しっ くぇきうさぇ 
くぇ こさっおさぇしくけ きはしすけ, ゃ っょうく 
おさぇしうゃ ゅさぇょ. 
╇ょゃぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ こけ 

つかっく 68 おぇすけ しつっすけゃけょうすっか ゃ 
すけゅぇゃぇてくうは ╆ぇゃけょ 8 う しぇきけ 
4 きっしっちぇ こけ-おなしくけ ゃっつっ っ 
くぇいくぇつっくぇ くぇ こけしすけはくっく 
すさせょけゃ ょけゅけゃけさ. ′はおなょっ こけ 
しなとけすけ ゃさっきっ う くぇ しなとけすけ 

きはしすけ しさっとぇ う ╁ぇしうか ╋うかっゃ, 
し おけゅけすけ ょっかはす こけおさうゃ う っょうく 
こけさすぇか こけゃっつっ けす 35 ゅけょうくう. 
〈せお きうくぇたぇ くぇえ-おさぇしう

ゃうすっ きう, うしすうくしおう しないうょぇ
すっかくう ゅけょうくう, ういこけゃはょゃぇ 
ょくっし, しかっょ 36 ゅけょうくう こさっ
ょぇくぇ さぇぉけすぇ ゃ “┿さしっくぇか”, 
っょうく けす くぇえ-ゃぇあくうすっ たけさぇ ゃ 
『っくすさぇかくけすけ しつっすけゃけょしすゃけ 
くぇ “┿しっくぇか” - けこっさぇすうゃくう
はす しつっすけゃけょうすっか, ょけぇえっくなす 
う ゃっすっさぇく くぇ しつっすけゃけょくぇすぇ 
さぇぉけすぇ ゃ すけいう けすょっか ╇ゃぇくおぇ 
[せしっゃぇ. 
╆ぇ おけかっゅうすっ しう すは っ こさう

きっさ. 』けゃっお, けす おけゅけすけ ゃうくぇ
ゅう きけあっ ょぇ しっ くぇせつう くっとけ, 
いぇとけすけ くっ おさうっ すけゃぇ, おけっすけ 
いくぇっ, う ゃうくぇゅう っ ゅけすけゃぇ ょぇ 
くぇせつう くけゃう くっとぇ. 

╆ぇ こさっおうは しう くぇつぇかくうお - 
ゅかぇゃくうはす しつっすけゃけょうすっか ╃け
ぉさうく ╃さぇゅくっゃ,
 

すは っ
“かうちっすけ くぇ ゅさっておぇすぇ”. 

〈けゃぇ っ いぇこけきくうかぇ けす くっゅけ 
╇ゃぇくおぇ う しっ しすぇさぇっ ょぇ っ こっさ
そっおすくぇ ゃ しゃけはすぇ さぇぉけすぇ. 〈せお 

ゅさっておぇすぇ くはきぇ こっさしけくぇかくけ 
うきっ. ]ぉなさおぇき かう, ぉなさおぇ “┿さ
しっくぇか”, おぇいゃぇ しつっすけゃけょうすっか
おぇすぇ. ′っえくぇ っ けすゅけゃけさくけしすすぇ 
いぇ いぇこかぇすうすっ ゃ “┿さしっくぇか”, 
こさっい くっは こさっきうくぇゃぇす ゃしうつおう 
ゃうょけゃっ けしうゅせさうすっかくう こかぇ
とぇくうは う ょぇくなちう くぇ そうさきぇすぇ. 
╇きぇき けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ, くけ 

きくけゅけ は たぇさっしゃぇき. ╇きぇき おけ
かっゅう, くぇ おけうすけ きけゅぇ ょぇ さぇい
つうすぇき. ′ぇつぇかくうちう,  おけうすけ きう 
うきぇす ょけゃっさうっ, さぇいぉうさぇきっ しっ 
ぉっい ょせきう, ぇ おけゅぇすけ しぇ くせあくう 
しなゃっすう うかう ゃいっきぇくっ くぇ すさせょ
くう さってっくうは, いくぇき, つっ うきぇ くぇ 
おけゅけ ょぇ しっ けこさぇ, おぇいゃぇ ょくっし 
╇ゃぇくおぇ, ぉかぇゅけょぇさくぇ いぇ ゃう
しけおぇすぇ けちっくおぇ, ょぇょっくぇ え いぇ 
せしうかうはすぇ う こさけそっしうけくぇかくけ
すけ しすぇさぇくうっ.  
╉けゅぇすけ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 

くぇゃなさてゃぇ ゃないさぇしす いぇ こっく
しうは, すは っょうくしすゃっくぇ けしすぇゃぇ ゃ 
けすょっかぇ. ╊うつくけ ゅかぇゃくうはす しつっ
すけゃけょうすっか くぇ “┿さしっくぇか” ╃け
ぉさうく ╃さぇゅくっゃ は こけきけかうか ょぇ 
けしすぇくっ. ╀うかぇ くせあくぇ し けこうすぇ 
う いくぇくうはすぇ しう, し さぇぉけすけしこけ
しけぉくけしすすぇ しう う けすょぇょっくけしすすぇ 
くぇ こさけそっしうはすぇ. ‶さうった すけゃぇ 
おぇすけ けちっくおぇ いぇ きけはすぇ さぇぉけ
すぇ, くっ おさうっ こさけそっしうけくぇかくけ
すけ しう う つけゃっておけ せょけゃかっすゃけ
さっくうっ ╇ゃぇくおぇ. 
 ‶さういくぇゃぇ, つっ 

さぇぉけすぇすぇ え くっ っ かっおぇ, 
しゃなさいぇくぇ っ し けすゅけゃけさくけしす 

う ゅけかはきけ ゃくうきぇくうっ,

つっしすけ ょけさう くっ しすうゅぇ ゃさっ
きっすけ いぇ ゃしうつおう いぇょぇつう いぇ 
ょっくは. ╇ ゃなこさっおう すけゃぇ うょゃぇ 
し さぇょけしす くぇ さぇぉけすぇ, いぇとけすけ 
っ さぇいくけけぉさぇいくぇ, ゃしっおう ょっく っ 
さぇいかうつっく, ぇ すせお しぇ う ちっくくうすっ 
え こさうすっかしすゃぇ. ╇ くっいぇきっくう

きうすっ え おけかっゅう. ]さっょ すはた しぇ 
こさっおうすっ え くぇつぇかくうつおう - いぇき.-
ゅかぇゃくうすっ しつっすけゃけょうすっかおう くぇ 
“┿さしっくぇか” ╁ぇくは ╉ぇちぇさけゃぇ う 
╋ぇさうっかぇ ╁っかっゃぇ, “ょけしすなこくう, 
ゃかういぇとう ゃ こけかけあっくうっ たけさぇ, 
おけきこっすっくすくう こさけそっしうけくぇかう
しすう, くぇ つううすけ しなゃっすう ゃうくぇ
ゅう きけゅぇ ょぇ さぇいつうすぇき”, おぇいゃぇ 
╇ゃぇくおぇ ╁ぇしうかっゃぇ. 

╇ょゃぇ ゃ 『っくすさぇかくけすけ しつっ
すけゃけょしすゃけ こさっい 1989 ゅけょうくぇ 
こけ かうつくぇすぇ こけおぇくぇ くぇ すけゅぇ
ゃぇてくうは ゅかぇゃっく しつっすけゃけょう
すっか ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ ゃっょくぇゅぇ 
しかっょ さぇいそけさきうさけゃぇくっすけ くぇ 
╇くしすうすせすぇ いぇ きっすぇかけさっあぇとう 
きぇてうくう う けしすぇゃぇ ょけ… ょくっし. 
╃けさう くっ しっ ういおせてぇゃぇ くぇ けす

こさぇゃっくけすけ おなき くっは こさっょかけ
あっくうっ こさっょう ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ 
くぇゃなさてゃぇ ゃないさぇしす いぇ こっくしう

けくうさぇくっ, ょぇ いぇこけつくっ さぇぉけすぇ 
ゃ しつっすけゃけょくぇ おなとぇ ういゃなく 
“┿さしっくぇか”. ╆くぇっ, つっ 

おぇきなおなす しう すっあう くぇ
きはしすけすけ う つっ

さぇぉけすぇすぇ こけ しなさちっ
ょなさあう つけゃっお こさぇゃ

う ょけさう くっ え しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しっ  
つせょう. ′ぇこさぇゃうかぇ っ ういぉけさぇ 
しう こさっょう 36 ゅけょうくう. 』ぇしす けす 
すはた ょけしすぇ くっかっおう, くけ しこかけすは
ゃぇとう しっきっえしすゃけすけ, う くっ しな
あぇかはゃぇ.  
′っ おさうっ, つっ ぉっい おけかっゅうすっ しう 

う さぇぉけすぇすぇ, ゃ おけはすけ こけすなゃぇ 
こけ ちはか ょっく, すさせょくけ っ とはかぇ 
ょぇ しっ しこさぇゃう し ういこうすぇくうっすけ: 
ょゃぇきぇ しうくぇ くぇ すっあおう ゃけっくくう 
きうしうう ゃ つせあぉうくぇ - っょうくうはす し 
つっすうさう, ょさせゅうはす し すさう.  
]ぇきけ ぇい いくぇき おぇお しなきゃぇてっ. 

╃けぉさっ, つっ ぉってっ さぇぉけすぇすぇ, ゃ 
おけはすけ いぇぉさぇゃはた いぇ しすさぇたけゃっ
すっ しう くぇ きぇえおぇ. 
╆ぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ “かはゅぇ 

う しすぇゃぇ し くけゃうくうすっ けす ╇さぇお 
う ┿そゅぇくうしすぇく”, きくけゅけ こけ
きぇゅぇす おけかっゅう う こさうはすっかう. ╇ 
╋うすさぇ ]すけはくけゃぇ. ]こぇしはゃぇす 
は う っあっょくっゃくうすっ こうしきぇ けす 
しうくけゃっすっ え. ‶け っょくけ ゃさっ
きっ っょうくうはす ぉってっ ゃ ╉ぇぉせか, 
ょさせゅうはす ゃ ╉ぇくょぇたぇさ, おぇいゃぇ 
╇ゃぇくおぇ, ゅけさょぇ し ょゃぇきぇすぇ しう 
ゃけえくうちう せ ょけきぇ. ‶け-きぇかおうはす 
ょけさう は くぇこさぇゃうか ゃっつっ ぉぇぉぇ 

くぇ ゃくせつおぇ, ぇ くぇ こけしかっょくうは  
╂っさゅぬけゃょっくしおう こぇさぇょ ゃ しすけ
かうちぇすぇ “ゅさっえくぇか”  おぇすけ “╅っ
かっいくうはす ゃけえくうお” くぇ こなさゃぇ 
しすさぇくうちぇ ゃ “〈させょ”. 
〈ぇいう ゃぇあくぇ きぇきうくぇ しくうきおぇ 

う ゅけさょけしす しつっすけゃけょうすっかおぇすぇ 
こぇいう ゃ さっしこっおすうさぇとけ こけょさっ
ょっくぇ こぇこおぇ “╊うつくう”. 
╆ぇさぇょう ゃっょさうは しう う かっお たぇ

さぇおすっさ, しつっすけゃけょうすっかおぇすぇ 
╇ゃぇくおぇ っ こさうはすくぇ おけきこぇくうは. 

〈なさしはす は う きかぇょう たけさぇ. ╇ しっ 
ゅけさょっっ し けぉうつすぇ くぇ しくぇたうすっ しう. 
╀かぇゅけょぇさくぇ っ くぇ しうくけゃっすっ 

しう, こけきぇゅぇかう ゃ すさせょくうすっ ぇさ
しっくぇかしおう ゃさっきっくぇ くぇ さけょう
すっかうすっ しう. ╂けさょっっ しっ し すけゃぇ, 
つっ ゃっつっ しぇ こけさぇしくぇかう きなあっ, 
しゃうかう しゃけう ゅくっいょぇ う ょけきけゃっ. 
╆ぇすけゃぇ う くっ きうくぇゃぇ こさぇいくうお, 
ぉっい ╇ゃぇくおぇ ょぇ しなぉっさっ ゅけかは
きぇすぇ しう つっかはょ くぇ すさぇこっいぇ せ 
ょけきぇ. ┿ しかっょ さぇぉけすぇ きぇさてさせ
すなす え いぇょなかあうすっかくけ きうくぇゃぇ 
こさっい ょゃっゅけょうてくぇすぇ ゃくせつおぇ 
╁うおすけさうは. ¨すゃなょ ゃさっきっすけ くぇ 
ちうそさうすっ, ╇ゃぇくおぇ 

さぇいこせしおぇ し
たせぉぇゃぇ おくうゅぇ,

ゃっしすくうちう
うかう すっかっゃういうは.

 
]なぉけすぇ う くっょっかは しぇ ゃさっきっ

すけ いぇ “ゃ うゅさぇすぇ”. ]なし しなこさせゅぇ  
しう しう くぇきうさぇす さぇぉけすぇ ゃ さけょ
くぇすぇ おなとぇ ゃ 〈なあぇ. “╋ぇおぇさ, 
つっ いぇ ゃしうつおけ しきっ くぇ こぇいぇさぇ”, 
うさけくういうさぇ いっきっょっかしおうすっ しう 
せきっくうは しつっすけゃけょうすっかおぇすぇ 
けす 『っくすさぇかくけすけ ぇさしっくぇかしおけ 
しつっすけゃけょしすゃけ. 
〉しゃけうかぇ っょうく けす くぇえ-ちっく

くうすっ しう あうすっえしおう せさけちう 
うきっくくけ ゃ “┿さしっくぇか”: 
┿おけ くっ きけあって ょぇ こかせゃぇて, 

こけすなゃぇて. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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′ぇゃさっきっすけ, おけゅぇすけ こさっょう 
30 ゅけょうくう ぇゅさけくけき [はてっゃぇ 
うょゃぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, 
すせお くぇきうさぇ ちはかけ ょっえしすゃぇとけ 
しぇきけしすけはすっかくけ しすけこぇくしすゃけ – 
しなし しゃうくっそっさきぇ, けさぇくあっさうう 
いぇ いっかっくつせちう, ちゃっすは, つうはすけ 
こさけょせおちうは きけとくけすけ こさっょ-
こさうはすうっ „ゅなかすぇ” し おぇこぇちうすっすぇ 
くぇ 12-すっ たうかはょう こけすさっぉうすっ-
かう – さぇぉけすくうちう う しかせあうすっ-
かう くっ しぇきけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くけ う 
こけ ょさせゅうすっ こさけういゃけょしすゃっくう 
こかけとぇょおう.  〈けゅぇゃぇ すせお さぇぉけ-
すはす 20 ょせてう しぇきけ  ゃ けさぇくあっ-
さうえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ, おけっすけ 
けしうゅせさはゃぇ ゃ けくけゃぇ ゃさっきっ くぇ 
ょっそうちうす  おさぇしすぇゃうちう う ょけ-
きぇすう いぇ しすけかけゃけすけ たさぇくっくっ 
くぇ „┿さしっくぇか” こさっい ちはかぇすぇ 
ゅけょうくぇ う けしけぉっくけ ゃ さぇくくぇ-
すぇ こさけかっす. ╃けきぇすうすっ う おさぇし-
すぇゃうちうすっ, おぇおゃうすけ すけゅぇゃぇ, 
こさっい いうきぇすぇ, しっ こさけょぇゃぇたぇ 
しぇきけ ゃ こけおぇいくうすっ きぇゅぇいう-
くう, ぉせおゃぇかくけ しっ さぇいゅさぇぉゃぇす 
けす ぇさしっくぇかちう, くけ けしすぇゃぇす う 
きぇかおう おけかうつっしすゃぇ いぇ おぇいぇく-
かなておうは こけおぇいっく きぇゅぇいうく... 
¨さぇくあっさううすっ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ 
こさけういゃっあょぇす う さはいぇく ちゃはす – 
おぇさぇきそうかう, さけいう, そさっいうう... 
¨しけぉっくけ しっ さぇょゃぇす ぇさしっくぇか-
ちう う おぇいぇくかなつぇくう くぇ おぇさぇき-
そうかうすっ こけ 8-きう きぇさす, おけうすけ 
すせお くっ しぇ ょっそうちうす ゃ ゅけょうくう-
すっ, おけゅぇすけ ゃしっおう きなあ つぇおぇ-
てっ くぇ こさぇいくうおぇ し つぇしけゃっ くぇ 
けこぇておぇ いぇ いぇゃっすくけすけ おぇさぇき-
そうかつっ いぇ あっくぇすぇ, いぇ きぇきぇ う 
いぇ おけかっあおぇすぇ.  
『ゃっすくうすっ けさぇくあっさうう ゃ „┿さ-

しっくぇか”, さぇいこけかけあっくう くぇ ちっかう 
5 ょっおぇさぇ, いぇすゃぇさはす こさっょう 
けおけかけ 15 ゅけょうくう, おけゅぇすけ うょゃぇ 
ゅけかっきうはす こさけぉかっき し けすけこかっ-
くうっすけ こさっい いうきぇすぇ こさう しこう-
さぇくっ くぇ すけこかけょぇゃぇくっすけ けす 
〈╄『.  ¨ぉぇつっ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ ちゃっすは こさけょなかあぇゃぇ う ょくっし 
– ゃっつっ こさっょうきくけ いぇ くせあょう-
すっ くぇ ゅさぇょうくおうすっ うい ちはかぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ. ╁うけかぇ, しっかっくぇ, 
くっいぇぉさぇゃおぇ, きうくう-ゅっさぉっさう, 
こっすせくうは, „ぇかこうえしおう しくはゅ”, 
ゃしうつおけ, おけっすけ さぇしすっ う ちなそ-
すう うい ゅさぇょしおうすっ ゅさぇょうくおう, しっ 
けすゅかっあょぇ う ゃ „┿さしっくぇか”. ╃けさう 
しせたうすっ ちゃっすは ゃっつっ さぇしすぇす う 
すせお こけょ ゅさうあうすっ くぇ ゅさぇょうくぇ-
さうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ いゃっくけ.
¨す すぇいう ゅけょうくぇ せしこってくけ しっ 
ゃおけさっくはゃぇす う たさぇしすう, さぇょゃぇ 
しっ ぇゅさけくけき [はてっゃぇ, おけはすけ, 
けしゃっく, つっ けさゅぇくういうさぇ ちはかけ-
すけ けいっかっくはゃぇくっ ゃ „┿さしっくぇか”, 
けぉうつぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ う し 
ぇさぇくあうさけゃおぇ くぇ ちゃっすは. ╆ぇ-
すけゃぇ ぇさしっくぇかちう しっ さぇょゃぇす くぇ 
ちゃっすくう おぇしおぇょう う けさうゅうくぇか-
くう こけょさっょぉう くぇ ゅさぇょうくおうすっ し 
ちゃっすは. 

╄しすっしすゃっくぇすぇ ゅけさぇ っ ょさせゅけ-
すけ いっかっくけ ぉけゅぇしすゃけ くぇ „┿さしっ-
くぇか” 

〈せお, けしゃっく いぇしぇょっくうすっ くぇ-

さけつくけ くはおけゅぇ ぉけさけゃっ, おぇ-
くぇょしおう ょなぉ う しすけすうちう かうこう, 
おけうすけ たゃなさかはす しはくおぇ おさぇえ 
『っくすさぇかくけ せこさぇゃかっくうっ う 
こけおさぇえ 13-すっ おうかけきっすさぇ ぇし-
そぇかすけゃう ぇかっう うい ちっかうは いぇ-
ゃけょ, しぇ けしすぇくぇかう う ぇおぇちうう う 
たさぇしすう けす っしすっしすゃっくぇすぇ ゅけさぇ 
こさっょう しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ 
╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさう-
おぇ. 『はかぇすぇ ゅけさぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
しっ こけょょなさあぇ ゃ けすかうつくけ しなし-
すけはくうっ, いぇ ょぇ くっ しっ しないょぇゃぇす 
こさけぉかっきう こさう ぉせさう, ょぇ くっ しっ 
いぇしっくつゃぇす ちったけゃっすっ う ぇょきう-
くうしすさぇすうゃくうすっ しゅさぇょう, いぇ ょぇ 
くはきぇ けこぇしくけしす けす こぇょぇくっ くぇ 
ょなさゃっすぇ う くっとぇしすくう しかせつぇう. 
〈ぇおうゃぇ ょけしっゅぇ, いぇ とぇしすうっ, くっ 
っ うきぇかけ, こけはしくはゃぇ う ぇゅさけ-
くけき [はてっゃぇ. ‶さう こけしかっょくぇすぇ 
ぉせさは ゃ おさぇは くぇ のかう くっえくうすっ 
さぇぉけすくうちう さぇいつうしすうかう ょっしっ-
すうくぇ こぇょくぇかう ょなさゃっすぇ, こけゃぇ-
かっくう けす しうかくうは ゃはすなさ, こさっい 
いうきぇすぇ ういくぇしはす すけくけゃっ しくはゅ, 
いぇとけすけ くはおけう けす ちったけゃっすっ けし-
すぇゃぇす すさせょくけょけしすなこくう, きっし-
すはす こさなしおぇつおうすっ うい すさっゃくうすっ 
こかけとう, こさっくぇしはす けゅさけきくう 
おけかうつっしすゃぇ けすこぇょなちう う ょけさう 
こさけそっしうけくぇかくけ こけょょなさあぇす 
そうさきっくうは しすぇょうけく, おけえ-
すけ しっ こけかうゃぇ さっょけゃくけ, すけさう 
しっ, おけしう しっ う ょけさう しっ すさぇき-
ぉけゃぇ, おぇすけ ゃしっおう しすぇょうけく, し 
ゃぇかうさぇくっ けす すっあおぇ きぇてうくぇ. 
┿さしっくぇかしおぇすぇ しうしすっきぇ いぇ こけ-
かうゃぇくっ くっ っ し おけきこのすなさくけ 
せこさぇゃかぇくうっ, くけ ゃけょぇ うきぇ くぇ-
ゃしはおなょっ, う すけ – けす しけぉしすゃっく 
ゃけょけういすけつくうお. ╆ぇすけゃぇ すせお, 
いぇ さぇいかうおぇ けす ちっかうは ゅさぇょ 
╉ぇいぇくかなお, すさっゃうすっ けしすぇゃぇす 
いっかっくう ょけさう ゃ すけゃぇ あっあおけ 
かはすけ, けぉはしくはゃぇ けとっ ぇゅさけくけき 
[はてっゃぇ. 30-40 ょっおぇさぇ くけゃう 
いっかっくう こけかうゃくう こかけとう すぇいう 
ゅけょうくぇ しぇ けそけさきっくう しぇきけ こけ-
おさぇえ こなさゃぇ ぇかっは ゃ けさなあっえ-
くうちぇすぇ. ¨ぉっきなす けす さぇぉけすぇ っ 
けゅさけきっく う たけさぇすぇ しぇ ういおかの-
つうすっかくけ けさゅぇくういうさぇくう う けす-
ゅけゃけさくう, けすぉっかはいゃぇ さなおけゃけ-
ょうすっかはす くぇ いゃっくけすけ [はてっゃぇ, 
おけはすけ こけょつっさすぇゃぇ, つっ さぇぉけ-
すぇすぇ くはきぇ おぇお ょぇ ゃなさゃう ぉっい 

しすさぇたけすくうは しうくたさけく, おけえすけ 
うきぇす し くぇつぇかくうおぇ くぇ けすょっ-
かぇ  ╃うきうすなさ ╉なさおけゃ.  ′っ-
ゅけゃぇすぇ いぇぉっかっあうすっかくぇ すった-
くうつっしおぇ ゅさぇきけすくけしす こさぇゃう 
ぉっいこさけぉかっきくけ こけかいゃぇくっすけ 
くぇ きぇてうくくうは こぇさお いぇ くせあ-
ょうすっ くぇ いゃっくけすけ, おけっすけ さぇい-
こけかぇゅぇ し すったくうおぇ, おぇおゃぇすけ 
くはきぇ ょけさう ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお. ╆ぇすけゃぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ 
つっしすけ ゃいうきぇす くぇ こけきけと けす 
„┿さしっくぇか” おぇきうけくう, ぉぇゅっ-
さう, そぇょさけきう, つっ う きぇてう-
くう いぇ ういきうゃぇくっ くぇ せかうちう-
すっ. 〈せお うきぇ けとっ すさぇおすけさう, 
きぇかけゅぇぉぇさうすくう きぇてうくう, 
しっくけおけしぇつおう... ╇きぇ う しさなつ-
くうすっ さなちっ くぇ ょっしっすおうすっ さぇ-
ぉけすくうちう, おけうすけ う ゃ しすせょ, う 
ゃ こっお けしうゅせさはゃぇす つうしすけすぇすぇ 
う こさうゃっすかうゃけしすすぇ くぇ ゃなくて-
くうは ゃうょ くぇ „┿さしっくぇか”, しゃっ-
あっしすすぇ くぇ つうしすうは ゃないょせた う 
さぇょけしすすぇ いぇ けおけすけ. ‶さっょう 
くぇきぇかはゃぇくっすけ くぇ こっさしけくぇ-
かぇ いぇさぇょう おさういぇすぇ, すせお さぇ-
ぉけすっかう けおけかけ 100 ょせてう, くけ 
しっゅぇ [はてっゃぇ しっ しこさぇゃは う し 
こけ-きぇかおけ. ╁しうつおう さぇぉけすはす 
っょくぇおゃけ ょけぉさっ う っ ぉっい くう-
おぇおゃけ いくぇつっくうっ, つっ けおけかけ 
30 % けす すけいう こっさしけくぇか こけ 
すさぇょうちうは っ けす さけきしおう こさけ-
ういたけょ, けぉはしくはゃぇ けとっ すは.
┿ゅさけくけき [はてっゃぇ くはきぇ 

しけぉしすゃっくぇ ゅさぇょうくぇ ゃおな-
とう, ゃかぇゅぇ ちはかぇすぇ しう かのぉけゃ 
おなき すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう いぇ 
„┿さしっくぇか”. ¨ぉうつぇ ゃしうつおう 
ちゃっすは, くけ けしけぉっくけ たぇさっしゃぇ 
っおいけすうつくうすっ, おぇおゃうすけ こけ 
くぇてうすっ てうさうくう かうこしゃぇす – 
しすさっかうちうう, ぇかしすさせきっさうは... 
╁おなとう しう うきぇ っょくぇ ゃっつっ 
けゅさけきくぇ こぇかきぇ, おけはすけ しきは-
すぇ ょぇ こけょぇさう くぇ „┿さしっくぇか”, 
いぇ ょぇ くっ „こさけょせこつう” すぇゃぇくぇ 
ゃ たけかぇ. ╆ぇとけすけ ゃ „┿さしっくぇか” 
う こぇかきう うきぇ, ょぇあっ しっ けす-
ゅかっあょぇす. ╉けっすけ くっ しこうさぇ ょぇ 
せつせょゃぇ ゅけしすうすっ けすゃしはおなょっ, 
こさうはすくけ ういくっくぇょぇくう う けす 
おぇすっさうつおうすっ こけ ょなさゃっすぇすぇ, 
し おけうすけ ぇさしっくぇかちう ゃっつっ しぇ 
しゃうおくぇかう おぇすけ し ょけきぇてくう 
かのぉうきちう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

〈ぇすはくぇ は いぇしすうゅぇす さっこかうおう けす 
さけょぇ くぇ: „》ぇえょっ, たぇえょっ, とっ いぇ-
おなしくっっき いぇ さぇぉけすぇ...”  
′ぇ こさういうゃぇ くぇ ゃうっとぇすぇ けす 

ぉけかおぇ あっくぇ しっ けすいけゃぇゃぇす すっいう 
ょゃぇきぇすぇ: きけきつっすけ, おけっすけ くけしう 
つぇてぇすぇ し ゃけょぇ, う きなあ, おけえすけ え 
こけきぇゅぇ, けぉぇあょぇ しっ いぇ かうくっえおぇ, 
けしすぇゃぇ ょけ くっは, ょけおぇすけ は けすおぇさぇす 
ゃ ぉけかくうちぇ. ╇ ょゃぇきぇすぇ さぇぉけすはす 
ゃ „┿さしっくぇか” - すけゃぇ っ っょうくしすゃっ-
くけすけ, おけっすけ 〈ぇすはくぇ いくぇっ いぇ こけ-
きけゅくぇかうすっ え きなあっ. ╆ぇ すはた しなとけ 
ゃぇあぇす こさぇゃうかぇすぇ いぇ さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ. ′け くぇ 2-さう そっゃさせぇさう 
しせすさうくすぇ こさっくっぉさっゅくぇかう そうさ-
きっくぇすぇ ょうしちうこかうくぇ, さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ, いぇこかぇたぇすぇ ょぇ ういゅせぉはす 
ちっくくう つぇしけゃっ けす けすこせしおぇすぇ しう, 
くけ こけきけゅくぇかう くぇ 〈ぇすはくぇ... 
‶けしかっ ょけてかぇ ぉけかくうちぇすぇ, すさう-

すっ きっしっちぇ ゃ ゅうこし, しかっょ  すけゃぇ 
すさせょくけすけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ. 〈ぇ-
すはくぇ くっ しさっとくぇかぇ こけゃっつっ すっいう 
ょゃぇきぇ きなあっ. 
′け う くっ いぇぉさぇゃうかぇ つけゃっとう-

くぇすぇ うき, けゅさけきくうすっ うき しなさちぇ, 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ おけうすけ すは こけ-
かせつうかぇ こけきけと う ゃなさくぇかぇ ゃはさぇ-
すぇ しう ゃ ょけぉさけすけ. 

ぶÜçñàóÖí

‶けすなさしう くう し くぇょっあょぇすぇ, つっ 
ゃしっ くはおけえ けす すっいう ょゃぇきぇ きなあっ 
うかう すったくう こけいくぇすう とっ こさけつっ-
すぇす すっいう さっょけゃっ くぇ ぉかぇゅけょぇさ-
くけしす う とっ しっ しっすはす いぇ けくけゃぇ 
けいなぉっくけ けす しすせょ せすさけ くぇ 2-さう 
そっゃさせぇさう. ╉けゅぇすけ こけきけゅくぇ-
かう くぇ っょくぇ くせあょぇっとぇ しっ けす 
こけきけと あっくぇ, ょけおぇすけ ょっしっすおう 
ょさせゅう しぇ は こけょきうくぇゃぇかう. ] 
うょっはすぇ, つっ すけゃぇ くっ ゅう いぇしはゅぇ. 
〈っいう ょゃぇきぇ くっこけいくぇすう いぇ きっく 

きなあっ, ゃなさくぇたぇ ゃはさぇすぇ きう ゃ 
たけさぇすぇ う ゃ ょけぉさけすけ. ╆ぇすけゃぇ うき 
ぉかぇゅけょぇさは う うき あっかぇは いょさぇゃっ, 
ょけぉさう ょくう う ょぇ しっ きくけあぇす ょけ-
ぉさうくうすっ いぇ すはた, しこけょっかは こさっい 
いぇおかのつっくう しなかいう 〈ぇすはくぇ. 
]こけょぇゃうかぇ ゅけさつうかおぇ う しすさぇた 
けす くっういゃっしすくけすけ う せぉっょっくぇ, つっ 
おけゅぇすけ すう しっ たかけこくっ ゃさぇすぇ, すう 
しっ けすゃぇさは こさけいけさっち. 
╇ つっ すさせょくけすけ っ しぇきけ くぇ-

つうく ょぇ しすぇくって こけ-しうかっく う ょぇ 
くぇきっさうて こなすは しう. 〈ゃけは.  ╇ 
つっ ょけぉさけすけ ゃうくぇゅう しっ さぇあょぇ 
すさせょくけ. ╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ – 
しうゅせさくけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

』うそいそおせけ  つてあけ け  うひくすそきせそつてけ くあ たそねけうさあ 
せあ いあくあてあ せあ “╅ちつかせあし” う えち. 〉かつかいひち

    ]きっくう
1 - 7 しっこすっきゃさう – 6 くけとせゃおう 
]ゃけぉけょくう しすぇう:
╃ゃけえおう - 2 ぉさ.
〈さけえおう - 6 ぉさ.
』っすゃけさおう - 11 ぉさ.

7 - 13 しっこすっきゃさう - 6 くけとせゃおう
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 10 ぉさ.
〈さけえおう - 10 ぉさ.
』っすゃけさおう -16 ぉさ.

13 - 19 しっこすっきゃさう - 6 くけとせゃおう
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 33 ぉさ.
〈さけえおう - 24 ぉさ
』っすゃけさおう - 22 ぉさ.
《ぇきうかくぇ - 1 ぉさ.
┿こぇさすぇきっくす - 4 ぉさ.

19 - 25 しっこすっきゃさう – 6 くけとせゃおう 
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 34 ぉさ.
〈さけえおう - 24 ぉさ.
』っすゃけさおう - 22 ぉさ.
《ぇきうかくぇ - 1 ぉさ.
┿こぇさすぇきっくす - 4 ぉさ.

25 しっこすっきゃさう – 1 けおすけきゃさう 
– 6 くけとせゃおう
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 34 ぉさ.
〈さけえおう - 24 ぉさ.
』っすゃけさおう - 22 ぉさ.
《ぇきうかくぇ - 1ぉさ.
 ┿こぇさすぇきっくす - 4 ぉさ.

′ぇしすぇくはゃぇくっ - しかっょ 14 つぇしぇ ゃ 
こなさゃうは ょっく 
′ぇこせしおぇくっ - ょけ 10 つぇしぇ ゃ こけ-
しかっょくうは ょっく
]かっょ 10 つぇしぇ くぇ ゃしっおう こさけ-

しさけつっく こけかけゃうく つぇし とっ しっ 
ゃいっきぇ くっせしすけえおぇ こけ 5 かっゃぇ 
くぇ かっゅかけ, くっいぇゃうしうきけ ぇさしっ-
くぇかちう かう しぇ うかう くっ くぇしすぇくっ-
くうすっ こけつうゃぇとう.

    『っくう いぇ こっさうけょぇ
『っくう いぇ さぇぉけすっとう ゃ “┿さしっ-
くぇか” - くぇ ょっく

24 かっゃぇ /くけとせゃおぇ, いぇおせしおぇ, 
けぉはょ う ゃっつっさは/ - くぇ きっくの
╃っちぇ ょけ 2 ゅけょうくう – ぉっいこかぇす-
くけ, ぉっい こさぇゃけ くぇ かっゅかけ う たさぇ-
くぇ
╃っちぇ けす 2 ょけ 15 ゅけょうくう - くけ-
とせゃおぇ, いぇおせしおぇ, けぉはょ う ゃっつっ-
さは - くぇ きっくの - 15 かっゃぇ くぇ ょっく

『っくう いぇ ゃなくてくう こけつうゃぇとう, 
くっさぇぉけすっとう ゃ “┿さしっくぇか” - くぇ 
ょっく 
20 かっゃぇ - くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
- きっくの
22 かっゃぇ – くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
- ぉかけお きぇしぇ 
30 かっゃぇ – くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
+ けぉはょ + ゃっつっさは - きっくの 
35 かっゃぇ – くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
+ けぉはょ + ゃっつっさは - ぉかけお きぇしぇ

 ╃っちぇ ょけ 2 ゅけょうくう - ぉっいこかぇす-
くけ /ぉっい かっゅかけ う たさぇくぇ/ 
 ╃っちぇ ょけ 12 ゅけょうくう - こけかいゃぇす 
20% くぇきぇかっくうっ こさう たさぇくっくっ 
くぇ ぉかけお きぇしぇ 
╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは, 
しこさぇゃおう う いぇこうしゃぇくうは - ]うく-
ょうおぇかっく おけきうすっす くぇ ╉′]╀ 
“┿さしっくぇか” ┿╃ う こけ いぇゃけょう. 
 すっか: 0431 622 07 
 GSM: 0888 58 26 73

“╅『』╊〉╅] 2000” 》《『╅』〉╅ 』 ╆╊]《』]╅╇╅
′ぇ こなさゃけさけょくぇすぇ しう ょなとっさは ╀っかけしかぇゃぇ しっ さぇょゃぇす 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ, ういこなかくうすっかっく 

ょうさっおすけさ くぇ すなさゅけゃしおけすけ ょさせあっしすゃけ “┿さしっくぇか 2000”, う しなこさせゅぇすぇ きせ 『ゃっすっかう-
くぇ. 〈っ しすぇくぇたぇ さけょうすっかう ゃ さぇくくうすっ つぇしけゃっ くぇ 25-すう のかう. ╋ぇかおぇすぇ ゅけしこけあうちぇ  ういこかぇ-
おぇ ゃ ]けそうは う っ し うょっぇかくう きっさおう - 3 おゅ 250 ゅさ う 49 しき. 
】ぇしすかうゃぇすぇ ゃっしす こなさゃう くぇせつうたぇ こけ けぉっょ しなとうは ょっく くぇえ-ゃっさくうすっ ょさせゅぇさう う おけかっゅう 

くぇ くっしすなこゃぇとうは こけ いっきはすぇ けす さぇょけしす すぇすおけ, おけえすけ けす しすけかうちぇすぇ さぇいこけさっょう こけつっさこおぇ 
いぇ ゃしうつおう けす “┿さしっくぇか 2000”. ‶さっおさぇしくぇすぇ くけゃうくぇ ぉっ しこけょっかっくぇ う し くぇえ-ぉかういおうすっ  
たけさぇ くぇ きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ, こけっかけ ゃ しなゃきっしすくうは しう こなす くぇ ぉかぇゅけしかけゃっくぇ けす いゃっいょうすっ 
ょぇすぇ - 11.11.11 ゅけょうくぇ. 

』っしすうすぇ さぇょけしす! 
〈┿
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╅[《 〉╊ 〈《╋╊ぃ ╉╅ 》]】╇╅ぃ, 》《【ぇ╇╅ぃ
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 ごçíÖ¡í ゑíïó¿ñçí:

【そうあ けくたそうみおうあ ¨うあせさあ ╇あつけしかうあ - おそあこかせ せあ をかせてちあしせそてそ つねかてそうそおつてうそ せあ “╅ちつかせあし”

〈は っ おかぇしうつっしおう
こさうきっさ いぇ ╀かういくぇつおぇ. 

′っ しぇきけ こけ ういぉけさ くぇ しなょ-
ぉぇ う いくぇちうすっ くぇ いけょうぇおぇ, ぇ 
う いぇとけすけ うきぇ とぇしすうっすけ ょぇ 
しっ さけょう しなし しっしすさぇ ぉかういくぇつ-
おぇ, し おけはすけ きくけゅけ しっ けぉうつぇす 
う うきぇす っょくぇおゃう こさけそっしうう - 
う ょゃっすっ しぇ しっ こけしゃっすうかう くぇ 
しつっすけゃけょしすゃけすけ. 
] すぇいう さぇいかうおぇ, つっ ゃっつっ 36 

ゅけょうくう ╀かういくぇつおぇすぇ ╇ゃぇくおぇ 
╂っけさゅうっゃぇ [せしっゃぇ っ こさっょぇくぇ 
くぇ っょくぇ ょさせゅぇ かのぉけゃ - “┿さ-
しっくぇか”. ╉けゅぇすけ こけしすなこゃぇ ゃなゃ 
そぇぉさうおぇすぇ こさっい 1976 ゅけょう-
くぇ しかっょ こっすゅけょうてくぇ さぇぉけすぇ 
おぇすけ こかぇくけゃうお ゃ ┿‶╉ ”╋ぇさ-
おけ 』っさくっゃ“ ゃ しっかけ 〈なあぇ, けす-
おなょっすけ っ さけょけき, せしっとぇくっすけ 

くぇ ╇ゃぇくおぇ っ, つっ しっ くぇきうさぇ 
くぇ こさっおさぇしくけ きはしすけ, ゃ っょうく 
おさぇしうゃ ゅさぇょ. 
╇ょゃぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ こけ 

つかっく 68 おぇすけ しつっすけゃけょうすっか ゃ 
すけゅぇゃぇてくうは ╆ぇゃけょ 8 う しぇきけ 
4 きっしっちぇ こけ-おなしくけ ゃっつっ っ 
くぇいくぇつっくぇ くぇ こけしすけはくっく 
すさせょけゃ ょけゅけゃけさ. ′はおなょっ こけ 
しなとけすけ ゃさっきっ う くぇ しなとけすけ 

きはしすけ しさっとぇ う ╁ぇしうか ╋うかっゃ, 
し おけゅけすけ ょっかはす こけおさうゃ う っょうく 
こけさすぇか こけゃっつっ けす 35 ゅけょうくう. 
〈せお きうくぇたぇ くぇえ-おさぇしう-

ゃうすっ きう, うしすうくしおう しないうょぇ-
すっかくう ゅけょうくう, ういこけゃはょゃぇ 
ょくっし, しかっょ 36 ゅけょうくう こさっ-
ょぇくぇ さぇぉけすぇ ゃ “┿さしっくぇか”, 
っょうく けす くぇえ-ゃぇあくうすっ たけさぇ ゃ 
『っくすさぇかくけすけ しつっすけゃけょしすゃけ 
くぇ “┿しっくぇか” - けこっさぇすうゃくう-
はす しつっすけゃけょうすっか, ょけぇえっくなす 
う ゃっすっさぇく くぇ しつっすけゃけょくぇすぇ 
さぇぉけすぇ ゃ すけいう けすょっか ╇ゃぇくおぇ 
[せしっゃぇ. 
╆ぇ おけかっゅうすっ しう すは っ こさう-

きっさ. 』けゃっお, けす おけゅけすけ ゃうくぇ-
ゅう きけあっ ょぇ しっ くぇせつう くっとけ, 
いぇとけすけ くっ おさうっ すけゃぇ, おけっすけ 
いくぇっ, う ゃうくぇゅう っ ゅけすけゃぇ ょぇ 
くぇせつう くけゃう くっとぇ. 

╆ぇ こさっおうは しう くぇつぇかくうお - 
ゅかぇゃくうはす しつっすけゃけょうすっか ╃け-
ぉさうく ╃さぇゅくっゃ,
 

すは っ
“かうちっすけ くぇ ゅさっておぇすぇ”. 

〈けゃぇ っ いぇこけきくうかぇ けす くっゅけ 
╇ゃぇくおぇ う しっ しすぇさぇっ ょぇ っ こっさ-
そっおすくぇ ゃ しゃけはすぇ さぇぉけすぇ. 〈せお 

ゅさっておぇすぇ くはきぇ こっさしけくぇかくけ 
うきっ. ]ぉなさおぇき かう, ぉなさおぇ “┿さ-
しっくぇか”, おぇいゃぇ しつっすけゃけょうすっか-
おぇすぇ. ′っえくぇ っ けすゅけゃけさくけしすすぇ 
いぇ いぇこかぇすうすっ ゃ “┿さしっくぇか”, 
こさっい くっは こさっきうくぇゃぇす ゃしうつおう 
ゃうょけゃっ けしうゅせさうすっかくう こかぇ-
とぇくうは う ょぇくなちう くぇ そうさきぇすぇ. 
╇きぇき けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ, くけ 

きくけゅけ は たぇさっしゃぇき. ╇きぇき おけ-
かっゅう, くぇ おけうすけ きけゅぇ ょぇ さぇい-
つうすぇき. ′ぇつぇかくうちう,  おけうすけ きう 
うきぇす ょけゃっさうっ, さぇいぉうさぇきっ しっ 
ぉっい ょせきう, ぇ おけゅぇすけ しぇ くせあくう 
しなゃっすう うかう ゃいっきぇくっ くぇ すさせょ-
くう さってっくうは, いくぇき, つっ うきぇ くぇ 
おけゅけ ょぇ しっ けこさぇ, おぇいゃぇ ょくっし 
╇ゃぇくおぇ, ぉかぇゅけょぇさくぇ いぇ ゃう-
しけおぇすぇ けちっくおぇ, ょぇょっくぇ え いぇ 
せしうかうはすぇ う こさけそっしうけくぇかくけ-
すけ しすぇさぇくうっ.  
╉けゅぇすけ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 

くぇゃなさてゃぇ ゃないさぇしす いぇ こっく-
しうは, すは っょうくしすゃっくぇ けしすぇゃぇ ゃ 
けすょっかぇ. ╊うつくけ ゅかぇゃくうはす しつっ-
すけゃけょうすっか くぇ “┿さしっくぇか” ╃け-
ぉさうく ╃さぇゅくっゃ は こけきけかうか ょぇ 
けしすぇくっ. ╀うかぇ くせあくぇ し けこうすぇ 
う いくぇくうはすぇ しう, し さぇぉけすけしこけ-
しけぉくけしすすぇ しう う けすょぇょっくけしすすぇ 
くぇ こさけそっしうはすぇ. ‶さうった すけゃぇ 
おぇすけ けちっくおぇ いぇ きけはすぇ さぇぉけ-
すぇ, くっ おさうっ こさけそっしうけくぇかくけ-
すけ しう う つけゃっておけ せょけゃかっすゃけ-
さっくうっ ╇ゃぇくおぇ. 
 ‶さういくぇゃぇ, つっ 

さぇぉけすぇすぇ え くっ っ かっおぇ, 
しゃなさいぇくぇ っ し けすゅけゃけさくけしす 

う ゅけかはきけ ゃくうきぇくうっ,

つっしすけ ょけさう くっ しすうゅぇ ゃさっ-
きっすけ いぇ ゃしうつおう いぇょぇつう いぇ 
ょっくは. ╇ ゃなこさっおう すけゃぇ うょゃぇ 
し さぇょけしす くぇ さぇぉけすぇ, いぇとけすけ 
っ さぇいくけけぉさぇいくぇ, ゃしっおう ょっく っ 
さぇいかうつっく, ぇ すせお しぇ う ちっくくうすっ 
え こさうすっかしすゃぇ. ╇ くっいぇきっくう-

きうすっ え おけかっゅう. ]さっょ すはた しぇ 
こさっおうすっ え くぇつぇかくうつおう - いぇき.-
ゅかぇゃくうすっ しつっすけゃけょうすっかおう くぇ 
“┿さしっくぇか” ╁ぇくは ╉ぇちぇさけゃぇ う 
╋ぇさうっかぇ ╁っかっゃぇ, “ょけしすなこくう, 
ゃかういぇとう ゃ こけかけあっくうっ たけさぇ, 
おけきこっすっくすくう こさけそっしうけくぇかう-
しすう, くぇ つううすけ しなゃっすう ゃうくぇ-
ゅう きけゅぇ ょぇ さぇいつうすぇき”, おぇいゃぇ 
╇ゃぇくおぇ ╁ぇしうかっゃぇ. 

╇ょゃぇ ゃ 『っくすさぇかくけすけ しつっ-
すけゃけょしすゃけ こさっい 1989 ゅけょうくぇ 
こけ かうつくぇすぇ こけおぇくぇ くぇ すけゅぇ-
ゃぇてくうは ゅかぇゃっく しつっすけゃけょう-
すっか ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ ゃっょくぇゅぇ 
しかっょ さぇいそけさきうさけゃぇくっすけ くぇ 
╇くしすうすせすぇ いぇ きっすぇかけさっあぇとう 
きぇてうくう う けしすぇゃぇ ょけ… ょくっし. 
╃けさう くっ しっ ういおせてぇゃぇ くぇ けす-

こさぇゃっくけすけ おなき くっは こさっょかけ-
あっくうっ こさっょう ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ 
くぇゃなさてゃぇ ゃないさぇしす いぇ こっくしう-

けくうさぇくっ, ょぇ いぇこけつくっ さぇぉけすぇ 
ゃ しつっすけゃけょくぇ おなとぇ ういゃなく 
“┿さしっくぇか”. ╆くぇっ, つっ 

おぇきなおなす しう すっあう くぇ
きはしすけすけ う つっ

さぇぉけすぇすぇ こけ しなさちっ
ょなさあう つけゃっお こさぇゃ

う ょけさう くっ え しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しっ  
つせょう. ′ぇこさぇゃうかぇ っ ういぉけさぇ 
しう こさっょう 36 ゅけょうくう. 』ぇしす けす 
すはた ょけしすぇ くっかっおう, くけ しこかけすは-
ゃぇとう しっきっえしすゃけすけ, う くっ しな-
あぇかはゃぇ.  
′っ おさうっ, つっ ぉっい おけかっゅうすっ しう 

う さぇぉけすぇすぇ, ゃ おけはすけ こけすなゃぇ 
こけ ちはか ょっく, すさせょくけ っ とはかぇ 
ょぇ しっ しこさぇゃう し ういこうすぇくうっすけ: 
ょゃぇきぇ しうくぇ くぇ すっあおう ゃけっくくう 
きうしうう ゃ つせあぉうくぇ - っょうくうはす し 
つっすうさう, ょさせゅうはす し すさう.  
]ぇきけ ぇい いくぇき おぇお しなきゃぇてっ. 

╃けぉさっ, つっ ぉってっ さぇぉけすぇすぇ, ゃ 
おけはすけ いぇぉさぇゃはた いぇ しすさぇたけゃっ-
すっ しう くぇ きぇえおぇ. 
╆ぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ “かはゅぇ 

う しすぇゃぇ し くけゃうくうすっ けす ╇さぇお 
う ┿そゅぇくうしすぇく”, きくけゅけ こけ-
きぇゅぇす おけかっゅう う こさうはすっかう. ╇ 
╋うすさぇ ]すけはくけゃぇ. ]こぇしはゃぇす 
は う っあっょくっゃくうすっ こうしきぇ けす 
しうくけゃっすっ え. ‶け っょくけ ゃさっ-
きっ っょうくうはす ぉってっ ゃ ╉ぇぉせか, 
ょさせゅうはす ゃ ╉ぇくょぇたぇさ, おぇいゃぇ 
╇ゃぇくおぇ, ゅけさょぇ し ょゃぇきぇすぇ しう 
ゃけえくうちう せ ょけきぇ. ‶け-きぇかおうはす 
ょけさう は くぇこさぇゃうか ゃっつっ ぉぇぉぇ 

くぇ ゃくせつおぇ, ぇ くぇ こけしかっょくうは  
╂っさゅぬけゃょっくしおう こぇさぇょ ゃ しすけ-
かうちぇすぇ “ゅさっえくぇか”  おぇすけ “╅っ-
かっいくうはす ゃけえくうお” くぇ こなさゃぇ 
しすさぇくうちぇ ゃ “〈させょ”. 
〈ぇいう ゃぇあくぇ きぇきうくぇ しくうきおぇ 

う ゅけさょけしす しつっすけゃけょうすっかおぇすぇ 
こぇいう ゃ さっしこっおすうさぇとけ こけょさっ-
ょっくぇ こぇこおぇ “╊うつくう”. 
╆ぇさぇょう ゃっょさうは しう う かっお たぇ-

さぇおすっさ, しつっすけゃけょうすっかおぇすぇ 
╇ゃぇくおぇ っ こさうはすくぇ おけきこぇくうは. 

〈なさしはす は う きかぇょう たけさぇ. ╇ しっ 
ゅけさょっっ し けぉうつすぇ くぇ しくぇたうすっ しう. 
╀かぇゅけょぇさくぇ っ くぇ しうくけゃっすっ 

しう, こけきぇゅぇかう ゃ すさせょくうすっ ぇさ-
しっくぇかしおう ゃさっきっくぇ くぇ さけょう-
すっかうすっ しう. ╂けさょっっ しっ し すけゃぇ, 
つっ ゃっつっ しぇ こけさぇしくぇかう きなあっ, 
しゃうかう しゃけう ゅくっいょぇ う ょけきけゃっ. 
╆ぇすけゃぇ う くっ きうくぇゃぇ こさぇいくうお, 
ぉっい ╇ゃぇくおぇ ょぇ しなぉっさっ ゅけかは-
きぇすぇ しう つっかはょ くぇ すさぇこっいぇ せ 
ょけきぇ. ┿ しかっょ さぇぉけすぇ きぇさてさせ-
すなす え いぇょなかあうすっかくけ きうくぇゃぇ 
こさっい ょゃっゅけょうてくぇすぇ ゃくせつおぇ 
╁うおすけさうは. ¨すゃなょ ゃさっきっすけ くぇ 
ちうそさうすっ, ╇ゃぇくおぇ 

さぇいこせしおぇ し
たせぉぇゃぇ おくうゅぇ,

ゃっしすくうちう
うかう すっかっゃういうは.

 
]なぉけすぇ う くっょっかは しぇ ゃさっきっ-

すけ いぇ “ゃ うゅさぇすぇ”. ]なし しなこさせゅぇ  
しう しう くぇきうさぇす さぇぉけすぇ ゃ さけょ-
くぇすぇ おなとぇ ゃ 〈なあぇ. “╋ぇおぇさ, 
つっ いぇ ゃしうつおけ しきっ くぇ こぇいぇさぇ”, 
うさけくういうさぇ いっきっょっかしおうすっ しう 
せきっくうは しつっすけゃけょうすっかおぇすぇ 
けす 『っくすさぇかくけすけ ぇさしっくぇかしおけ 
しつっすけゃけょしすゃけ. 
〉しゃけうかぇ っょうく けす くぇえ-ちっく-

くうすっ しう あうすっえしおう せさけちう 
うきっくくけ ゃ “┿さしっくぇか”: 
┿おけ くっ きけあって ょぇ こかせゃぇて, 

こけすなゃぇて. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

С колегите от
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′ぇゃさっきっすけ, おけゅぇすけ こさっょう 
30 ゅけょうくう ぇゅさけくけき [はてっゃぇ 
うょゃぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, 
すせお くぇきうさぇ ちはかけ ょっえしすゃぇとけ 
しぇきけしすけはすっかくけ しすけこぇくしすゃけ – 
しなし しゃうくっそっさきぇ, けさぇくあっさうう 
いぇ いっかっくつせちう, ちゃっすは, つうはすけ 
こさけょせおちうは きけとくけすけ こさっょ
こさうはすうっ „ゅなかすぇ” し おぇこぇちうすっすぇ 
くぇ 12-すっ たうかはょう こけすさっぉうすっ
かう – さぇぉけすくうちう う しかせあうすっ
かう くっ しぇきけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くけ う 
こけ ょさせゅうすっ こさけういゃけょしすゃっくう 
こかけとぇょおう.  〈けゅぇゃぇ すせお さぇぉけ
すはす 20 ょせてう しぇきけ  ゃ けさぇくあっ
さうえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ, おけっすけ 
けしうゅせさはゃぇ ゃ けくけゃぇ ゃさっきっ くぇ 
ょっそうちうす  おさぇしすぇゃうちう う ょけ
きぇすう いぇ しすけかけゃけすけ たさぇくっくっ 
くぇ „┿さしっくぇか” こさっい ちはかぇすぇ 
ゅけょうくぇ う けしけぉっくけ ゃ さぇくくぇ
すぇ こさけかっす. ╃けきぇすうすっ う おさぇし
すぇゃうちうすっ, おぇおゃうすけ すけゅぇゃぇ, 
こさっい いうきぇすぇ, しっ こさけょぇゃぇたぇ 
しぇきけ ゃ こけおぇいくうすっ きぇゅぇいう
くう, ぉせおゃぇかくけ しっ さぇいゅさぇぉゃぇす 
けす ぇさしっくぇかちう, くけ けしすぇゃぇす う 
きぇかおう おけかうつっしすゃぇ いぇ おぇいぇく
かなておうは こけおぇいっく きぇゅぇいうく... 
¨さぇくあっさううすっ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ 
こさけういゃっあょぇす う さはいぇく ちゃはす – 
おぇさぇきそうかう, さけいう, そさっいうう... 
¨しけぉっくけ しっ さぇょゃぇす ぇさしっくぇか
ちう う おぇいぇくかなつぇくう くぇ おぇさぇき
そうかうすっ こけ 8-きう きぇさす, おけうすけ 
すせお くっ しぇ ょっそうちうす ゃ ゅけょうくう
すっ, おけゅぇすけ ゃしっおう きなあ つぇおぇ
てっ くぇ こさぇいくうおぇ し つぇしけゃっ くぇ 
けこぇておぇ いぇ いぇゃっすくけすけ おぇさぇき
そうかつっ いぇ あっくぇすぇ, いぇ きぇきぇ う 
いぇ おけかっあおぇすぇ.  
『ゃっすくうすっ けさぇくあっさうう ゃ „┿さ

しっくぇか”, さぇいこけかけあっくう くぇ ちっかう 
5 ょっおぇさぇ, いぇすゃぇさはす こさっょう 
けおけかけ 15 ゅけょうくう, おけゅぇすけ うょゃぇ 
ゅけかっきうはす こさけぉかっき し けすけこかっ
くうっすけ こさっい いうきぇすぇ こさう しこう
さぇくっ くぇ すけこかけょぇゃぇくっすけ けす 
〈╄『.  ¨ぉぇつっ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ ちゃっすは こさけょなかあぇゃぇ う ょくっし 
– ゃっつっ こさっょうきくけ いぇ くせあょう
すっ くぇ ゅさぇょうくおうすっ うい ちはかぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ. ╁うけかぇ, しっかっくぇ, 
くっいぇぉさぇゃおぇ, きうくう-ゅっさぉっさう, 
こっすせくうは, „ぇかこうえしおう しくはゅ”, 
ゃしうつおけ, おけっすけ さぇしすっ う ちなそ
すう うい ゅさぇょしおうすっ ゅさぇょうくおう, しっ 
けすゅかっあょぇ う ゃ „┿さしっくぇか”. ╃けさう 
しせたうすっ ちゃっすは ゃっつっ さぇしすぇす う 
すせお こけょ ゅさうあうすっ くぇ ゅさぇょうくぇ
さうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ いゃっくけ.
¨す すぇいう ゅけょうくぇ せしこってくけ しっ 
ゃおけさっくはゃぇす う たさぇしすう, さぇょゃぇ 
しっ ぇゅさけくけき [はてっゃぇ, おけはすけ, 
けしゃっく, つっ けさゅぇくういうさぇ ちはかけ
すけ けいっかっくはゃぇくっ ゃ „┿さしっくぇか”, 
けぉうつぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ う し 
ぇさぇくあうさけゃおぇ くぇ ちゃっすは. ╆ぇ
すけゃぇ ぇさしっくぇかちう しっ さぇょゃぇす くぇ 
ちゃっすくう おぇしおぇょう う けさうゅうくぇか
くう こけょさっょぉう くぇ ゅさぇょうくおうすっ し 
ちゃっすは. 

╄しすっしすゃっくぇすぇ ゅけさぇ っ ょさせゅけ
すけ いっかっくけ ぉけゅぇしすゃけ くぇ „┿さしっ
くぇか” 

〈せお, けしゃっく いぇしぇょっくうすっ くぇ

さけつくけ くはおけゅぇ ぉけさけゃっ, おぇ
くぇょしおう ょなぉ う しすけすうちう かうこう, 
おけうすけ たゃなさかはす しはくおぇ おさぇえ 
『っくすさぇかくけ せこさぇゃかっくうっ う 
こけおさぇえ 13-すっ おうかけきっすさぇ ぇし
そぇかすけゃう ぇかっう うい ちっかうは いぇ
ゃけょ, しぇ けしすぇくぇかう う ぇおぇちうう う 
たさぇしすう けす っしすっしすゃっくぇすぇ ゅけさぇ 
こさっょう しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ 
╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさう
おぇ. 『はかぇすぇ ゅけさぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
しっ こけょょなさあぇ ゃ けすかうつくけ しなし
すけはくうっ, いぇ ょぇ くっ しっ しないょぇゃぇす 
こさけぉかっきう こさう ぉせさう, ょぇ くっ しっ 
いぇしっくつゃぇす ちったけゃっすっ う ぇょきう
くうしすさぇすうゃくうすっ しゅさぇょう, いぇ ょぇ 
くはきぇ けこぇしくけしす けす こぇょぇくっ くぇ 
ょなさゃっすぇ う くっとぇしすくう しかせつぇう. 
〈ぇおうゃぇ ょけしっゅぇ, いぇ とぇしすうっ, くっ 
っ うきぇかけ, こけはしくはゃぇ う ぇゅさけ
くけき [はてっゃぇ. ‶さう こけしかっょくぇすぇ 
ぉせさは ゃ おさぇは くぇ のかう くっえくうすっ 
さぇぉけすくうちう さぇいつうしすうかう ょっしっ
すうくぇ こぇょくぇかう ょなさゃっすぇ, こけゃぇ
かっくう けす しうかくうは ゃはすなさ, こさっい 
いうきぇすぇ ういくぇしはす すけくけゃっ しくはゅ, 
いぇとけすけ くはおけう けす ちったけゃっすっ けし
すぇゃぇす すさせょくけょけしすなこくう, きっし
すはす こさなしおぇつおうすっ うい すさっゃくうすっ 
こかけとう, こさっくぇしはす けゅさけきくう 
おけかうつっしすゃぇ けすこぇょなちう う ょけさう 
こさけそっしうけくぇかくけ こけょょなさあぇす 
そうさきっくうは しすぇょうけく, おけえ
すけ しっ こけかうゃぇ さっょけゃくけ, すけさう 
しっ, おけしう しっ う ょけさう しっ すさぇき
ぉけゃぇ, おぇすけ ゃしっおう しすぇょうけく, し 
ゃぇかうさぇくっ けす すっあおぇ きぇてうくぇ. 
┿さしっくぇかしおぇすぇ しうしすっきぇ いぇ こけ
かうゃぇくっ くっ っ し おけきこのすなさくけ 
せこさぇゃかぇくうっ, くけ ゃけょぇ うきぇ くぇ
ゃしはおなょっ, う すけ – けす しけぉしすゃっく 
ゃけょけういすけつくうお. ╆ぇすけゃぇ すせお, 
いぇ さぇいかうおぇ けす ちっかうは ゅさぇょ 
╉ぇいぇくかなお, すさっゃうすっ けしすぇゃぇす 
いっかっくう ょけさう ゃ すけゃぇ あっあおけ 
かはすけ, けぉはしくはゃぇ けとっ ぇゅさけくけき 
[はてっゃぇ. 30-40 ょっおぇさぇ くけゃう 
いっかっくう こけかうゃくう こかけとう すぇいう 
ゅけょうくぇ しぇ けそけさきっくう しぇきけ こけ
おさぇえ こなさゃぇ ぇかっは ゃ けさなあっえ
くうちぇすぇ. ¨ぉっきなす けす さぇぉけすぇ っ 
けゅさけきっく う たけさぇすぇ しぇ ういおかの
つうすっかくけ けさゅぇくういうさぇくう う けす
ゅけゃけさくう, けすぉっかはいゃぇ さなおけゃけ
ょうすっかはす くぇ いゃっくけすけ [はてっゃぇ, 
おけはすけ こけょつっさすぇゃぇ, つっ さぇぉけ
すぇすぇ くはきぇ おぇお ょぇ ゃなさゃう ぉっい 

しすさぇたけすくうは しうくたさけく, おけえすけ 
うきぇす し くぇつぇかくうおぇ くぇ けすょっ
かぇ  ╃うきうすなさ ╉なさおけゃ.  ′っ
ゅけゃぇすぇ いぇぉっかっあうすっかくぇ すった
くうつっしおぇ ゅさぇきけすくけしす こさぇゃう 
ぉっいこさけぉかっきくけ こけかいゃぇくっすけ 
くぇ きぇてうくくうは こぇさお いぇ くせあ
ょうすっ くぇ いゃっくけすけ, おけっすけ さぇい
こけかぇゅぇ し すったくうおぇ, おぇおゃぇすけ 
くはきぇ ょけさう ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお. ╆ぇすけゃぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ 
つっしすけ ゃいうきぇす くぇ こけきけと けす 
„┿さしっくぇか” おぇきうけくう, ぉぇゅっ
さう, そぇょさけきう, つっ う きぇてう
くう いぇ ういきうゃぇくっ くぇ せかうちう
すっ. 〈せお うきぇ けとっ すさぇおすけさう, 
きぇかけゅぇぉぇさうすくう きぇてうくう, 
しっくけおけしぇつおう... ╇きぇ う しさなつ
くうすっ さなちっ くぇ ょっしっすおうすっ さぇ
ぉけすくうちう, おけうすけ う ゃ しすせょ, う 
ゃ こっお けしうゅせさはゃぇす つうしすけすぇすぇ 
う こさうゃっすかうゃけしすすぇ くぇ ゃなくて
くうは ゃうょ くぇ „┿さしっくぇか”, しゃっ
あっしすすぇ くぇ つうしすうは ゃないょせた う 
さぇょけしすすぇ いぇ けおけすけ. ‶さっょう 
くぇきぇかはゃぇくっすけ くぇ こっさしけくぇ
かぇ いぇさぇょう おさういぇすぇ, すせお さぇ
ぉけすっかう けおけかけ 100 ょせてう, くけ 
しっゅぇ [はてっゃぇ しっ しこさぇゃは う し 
こけ-きぇかおけ. ╁しうつおう さぇぉけすはす 
っょくぇおゃけ ょけぉさっ う っ ぉっい くう
おぇおゃけ いくぇつっくうっ, つっ けおけかけ 
30 % けす すけいう こっさしけくぇか こけ 
すさぇょうちうは っ けす さけきしおう こさけ
ういたけょ, けぉはしくはゃぇ けとっ すは.
┿ゅさけくけき [はてっゃぇ くはきぇ 

しけぉしすゃっくぇ ゅさぇょうくぇ ゃおな
とう, ゃかぇゅぇ ちはかぇすぇ しう かのぉけゃ 
おなき すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう いぇ 
„┿さしっくぇか”. ¨ぉうつぇ ゃしうつおう 
ちゃっすは, くけ けしけぉっくけ たぇさっしゃぇ 
っおいけすうつくうすっ, おぇおゃうすけ こけ 
くぇてうすっ てうさうくう かうこしゃぇす – 
しすさっかうちうう, ぇかしすさせきっさうは... 
╁おなとう しう うきぇ っょくぇ ゃっつっ 
けゅさけきくぇ こぇかきぇ, おけはすけ しきは
すぇ ょぇ こけょぇさう くぇ „┿さしっくぇか”, 
いぇ ょぇ くっ „こさけょせこつう” すぇゃぇくぇ 
ゃ たけかぇ. ╆ぇとけすけ ゃ „┿さしっくぇか” 
う こぇかきう うきぇ, ょぇあっ しっ けす
ゅかっあょぇす. ╉けっすけ くっ しこうさぇ ょぇ 
せつせょゃぇ ゅけしすうすっ けすゃしはおなょっ, 
こさうはすくけ ういくっくぇょぇくう う けす 
おぇすっさうつおうすっ こけ ょなさゃっすぇすぇ, 
し おけうすけ ぇさしっくぇかちう ゃっつっ しぇ 
しゃうおくぇかう おぇすけ し ょけきぇてくう 
かのぉうきちう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

〈ぇすはくぇ は いぇしすうゅぇす さっこかうおう けす 
さけょぇ くぇ: „》ぇえょっ, たぇえょっ, とっ いぇ
おなしくっっき いぇ さぇぉけすぇ...”  
′ぇ こさういうゃぇ くぇ ゃうっとぇすぇ けす 

ぉけかおぇ あっくぇ しっ けすいけゃぇゃぇす すっいう 
ょゃぇきぇすぇ: きけきつっすけ, おけっすけ くけしう 
つぇてぇすぇ し ゃけょぇ, う きなあ, おけえすけ え 
こけきぇゅぇ, けぉぇあょぇ しっ いぇ かうくっえおぇ, 
けしすぇゃぇ ょけ くっは, ょけおぇすけ は けすおぇさぇす 
ゃ ぉけかくうちぇ. ╇ ょゃぇきぇすぇ さぇぉけすはす 
ゃ „┿さしっくぇか” - すけゃぇ っ っょうくしすゃっ
くけすけ, おけっすけ 〈ぇすはくぇ いくぇっ いぇ こけ
きけゅくぇかうすっ え きなあっ. ╆ぇ すはた しなとけ 
ゃぇあぇす こさぇゃうかぇすぇ いぇ さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ. ′け くぇ 2-さう そっゃさせぇさう 
しせすさうくすぇ こさっくっぉさっゅくぇかう そうさ
きっくぇすぇ ょうしちうこかうくぇ, さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ, いぇこかぇたぇすぇ ょぇ ういゅせぉはす 
ちっくくう つぇしけゃっ けす けすこせしおぇすぇ しう, 
くけ こけきけゅくぇかう くぇ 〈ぇすはくぇ... 
‶けしかっ ょけてかぇ ぉけかくうちぇすぇ, すさう

すっ きっしっちぇ ゃ ゅうこし, しかっょ  すけゃぇ 
すさせょくけすけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ. 〈ぇ
すはくぇ くっ しさっとくぇかぇ こけゃっつっ すっいう 
ょゃぇきぇ きなあっ. 
′け う くっ いぇぉさぇゃうかぇ つけゃっとう

くぇすぇ うき, けゅさけきくうすっ うき しなさちぇ, 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ おけうすけ すは こけ
かせつうかぇ こけきけと う ゃなさくぇかぇ ゃはさぇ
すぇ しう ゃ ょけぉさけすけ. 

ぶÜçñàóÖí

‶けすなさしう くう し くぇょっあょぇすぇ, つっ 
ゃしっ くはおけえ けす すっいう ょゃぇきぇ きなあっ 
うかう すったくう こけいくぇすう とっ こさけつっ
すぇす すっいう さっょけゃっ くぇ ぉかぇゅけょぇさ
くけしす う とっ しっ しっすはす いぇ けくけゃぇ 
けいなぉっくけ けす しすせょ せすさけ くぇ 2-さう 
そっゃさせぇさう. ╉けゅぇすけ こけきけゅくぇ
かう くぇ っょくぇ くせあょぇっとぇ しっ けす 
こけきけと あっくぇ, ょけおぇすけ ょっしっすおう 
ょさせゅう しぇ は こけょきうくぇゃぇかう. ] 
うょっはすぇ, つっ すけゃぇ くっ ゅう いぇしはゅぇ. 
〈っいう ょゃぇきぇ くっこけいくぇすう いぇ きっく 

きなあっ, ゃなさくぇたぇ ゃはさぇすぇ きう ゃ 
たけさぇすぇ う ゃ ょけぉさけすけ. ╆ぇすけゃぇ うき 
ぉかぇゅけょぇさは う うき あっかぇは いょさぇゃっ, 
ょけぉさう ょくう う ょぇ しっ きくけあぇす ょけ
ぉさうくうすっ いぇ すはた, しこけょっかは こさっい 
いぇおかのつっくう しなかいう 〈ぇすはくぇ. 
]こけょぇゃうかぇ ゅけさつうかおぇ う しすさぇた 
けす くっういゃっしすくけすけ う せぉっょっくぇ, つっ 
おけゅぇすけ すう しっ たかけこくっ ゃさぇすぇ, すう 
しっ けすゃぇさは こさけいけさっち. 
╇ つっ すさせょくけすけ っ しぇきけ くぇ

つうく ょぇ しすぇくって こけ-しうかっく う ょぇ 
くぇきっさうて こなすは しう. 〈ゃけは.  ╇ 
つっ ょけぉさけすけ ゃうくぇゅう しっ さぇあょぇ 
すさせょくけ. ╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ – 
しうゅせさくけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

』うそいそおせけ  つてあけ け  うひくすそきせそつてけ くあ たそねけうさあ 
せあ いあくあてあ せあ “╅ちつかせあし” う えち. 〉かつかいひち

    ]きっくう
1 - 7 しっこすっきゃさう – 6 くけとせゃおう 
]ゃけぉけょくう しすぇう:
╃ゃけえおう - 2 ぉさ.
〈さけえおう - 6 ぉさ.
』っすゃけさおう - 11 ぉさ.

7 - 13 しっこすっきゃさう - 6 くけとせゃおう
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 10 ぉさ.
〈さけえおう - 10 ぉさ.
』っすゃけさおう -16 ぉさ.

13 - 19 しっこすっきゃさう - 6 くけとせゃおう
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 33 ぉさ.
〈さけえおう - 24 ぉさ
』っすゃけさおう - 22 ぉさ.
《ぇきうかくぇ - 1 ぉさ.
┿こぇさすぇきっくす - 4 ぉさ.

19 - 25 しっこすっきゃさう – 6 くけとせゃおう 
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 34 ぉさ.
〈さけえおう - 24 ぉさ.
』っすゃけさおう - 22 ぉさ.
《ぇきうかくぇ - 1 ぉさ.
┿こぇさすぇきっくす - 4 ぉさ.

25 しっこすっきゃさう – 1 けおすけきゃさう 
– 6 くけとせゃおう
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 34 ぉさ.
〈さけえおう - 24 ぉさ.
』っすゃけさおう - 22 ぉさ.
《ぇきうかくぇ - 1ぉさ.
 ┿こぇさすぇきっくす - 4 ぉさ.

′ぇしすぇくはゃぇくっ - しかっょ 14 つぇしぇ ゃ 
こなさゃうは ょっく 
′ぇこせしおぇくっ - ょけ 10 つぇしぇ ゃ こけ-
しかっょくうは ょっく
]かっょ 10 つぇしぇ くぇ ゃしっおう こさけ-

しさけつっく こけかけゃうく つぇし とっ しっ 
ゃいっきぇ くっせしすけえおぇ こけ 5 かっゃぇ 
くぇ かっゅかけ, くっいぇゃうしうきけ ぇさしっ-
くぇかちう かう しぇ うかう くっ くぇしすぇくっ-
くうすっ こけつうゃぇとう.

    『っくう いぇ こっさうけょぇ
『っくう いぇ さぇぉけすっとう ゃ “┿さしっ-
くぇか” - くぇ ょっく

24 かっゃぇ /くけとせゃおぇ, いぇおせしおぇ, 
けぉはょ う ゃっつっさは/ - くぇ きっくの
╃っちぇ ょけ 2 ゅけょうくう – ぉっいこかぇす
くけ, ぉっい こさぇゃけ くぇ かっゅかけ う たさぇ
くぇ
╃っちぇ けす 2 ょけ 15 ゅけょうくう - くけ
とせゃおぇ, いぇおせしおぇ, けぉはょ う ゃっつっ
さは - くぇ きっくの - 15 かっゃぇ くぇ ょっく

『っくう いぇ ゃなくてくう こけつうゃぇとう, 
くっさぇぉけすっとう ゃ “┿さしっくぇか” - くぇ 
ょっく 
20 かっゃぇ - くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
- きっくの
22 かっゃぇ – くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
- ぉかけお きぇしぇ 
30 かっゃぇ – くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
+ けぉはょ + ゃっつっさは - きっくの 
35 かっゃぇ – くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
+ けぉはょ + ゃっつっさは - ぉかけお きぇしぇ

 ╃っちぇ ょけ 2 ゅけょうくう - ぉっいこかぇす
くけ /ぉっい かっゅかけ う たさぇくぇ/ 
 ╃っちぇ ょけ 12 ゅけょうくう - こけかいゃぇす 
20% くぇきぇかっくうっ こさう たさぇくっくっ 
くぇ ぉかけお きぇしぇ 
╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは, 
しこさぇゃおう う いぇこうしゃぇくうは - ]うく
ょうおぇかっく おけきうすっす くぇ ╉′]╀ 
“┿さしっくぇか” ┿╃ う こけ いぇゃけょう. 
 すっか: 0431 622 07 
 GSM: 0888 58 26 73

“╅『』╊〉╅] 2000” 》《『╅』〉╅ 』 ╆╊]《』]╅╇╅
′ぇ こなさゃけさけょくぇすぇ しう ょなとっさは ╀っかけしかぇゃぇ しっ さぇょゃぇす 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ, ういこなかくうすっかっく 

ょうさっおすけさ くぇ すなさゅけゃしおけすけ ょさせあっしすゃけ “┿さしっくぇか 2000”, う しなこさせゅぇすぇ きせ 『ゃっすっかう-
くぇ. 〈っ しすぇくぇたぇ さけょうすっかう ゃ さぇくくうすっ つぇしけゃっ くぇ 25-すう のかう. ╋ぇかおぇすぇ ゅけしこけあうちぇ  ういこかぇ-
おぇ ゃ ]けそうは う っ し うょっぇかくう きっさおう - 3 おゅ 250 ゅさ う 49 しき. 
】ぇしすかうゃぇすぇ ゃっしす こなさゃう くぇせつうたぇ こけ けぉっょ しなとうは ょっく くぇえ-ゃっさくうすっ ょさせゅぇさう う おけかっゅう 

くぇ くっしすなこゃぇとうは こけ いっきはすぇ けす さぇょけしす すぇすおけ, おけえすけ けす しすけかうちぇすぇ さぇいこけさっょう こけつっさこおぇ 
いぇ ゃしうつおう けす “┿さしっくぇか 2000”. ‶さっおさぇしくぇすぇ くけゃうくぇ ぉっ しこけょっかっくぇ う し くぇえ-ぉかういおうすっ  
たけさぇ くぇ きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ, こけっかけ ゃ しなゃきっしすくうは しう こなす くぇ ぉかぇゅけしかけゃっくぇ けす いゃっいょうすっ 
ょぇすぇ - 11.11.11 ゅけょうくぇ. 

』っしすうすぇ さぇょけしす! 
〈┿
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╅『』╊〉╅]を¨ 』╇╅]っ【 』【『╊』 』 【╊〉¨』
[あくあせしひのさけ ╇¨》-しけねせそつてけ えけ つしかおうあて
〈っくうしなす っ しこけさす, こさう おけえすけ 

し きぇおしうきぇかくぇ おけくちっくすさぇ
ちうは こけしすうゅぇて きぇおしうきぇかくぇ さっ
かぇおしぇちうは. 〈ぇいう そけさきせかぇ うい
ゃっあょぇ おぇすけ ゃけょっとぇ ゃ しすさぇしすすぇ 
くぇ ょせいうくぇ ぇさしっくぇかちう う きっしす
くう ╁╇‶-かうつくけしすう おなき っょうく 
けす くぇえ-ぇさうしすけおさぇすうつくうすっ う 
っしすっすうつくう しこけさすけゃっ - すっくうしなす, 

╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ - つかっく 
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 う さなおけゃけょうすっか くぇ けす
ょっか “〈ったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ” ゃ 
〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは くぇ “┿さ
しっくぇか”.
〈っくうしなす っ くっゃっさけはすっく しこけさす! 

〉ょぇさうすっ う ょゃうあっくうはすぇ ゃ すぇいう 
うゅさぇ しぇ かっしくう くぇ こさなゃ こけゅかっょ, 
くけ おけゅぇすけ いぇこけつくって ょぇ ゅう せし
ゃけはゃぇて, さぇいぉうさぇて おけかおけ きくけ
ゅけ ゃさっきっ, こけしすけはくしすゃけ う あっかぇ
くうっ しぇ くっけぉたけょうきう. ¨ぉぇつっ しう 
しすさせゃぇ! 】けき しう ゅう こさうょけぉうか う 
ゃ しなつっすぇくうっ し さぇいかうつくうすっ すぇお
すうおう ゃ うゅさぇすぇ, けしなとっしすゃはゃぇて 
きくけあっしすゃけ おけきぉうくぇちうう, おけう
すけ くぇさっょ し そういうつっしおうすっ う すった
くうつっしおうすっ せきっくうは ういうしおゃぇす う 
ぉなさいぇ きうしなか, おけっすけ しかっょ こけ
さっょくぇすぇ すけつおぇ, ゅっえき うかう しっす 
くけしう ゅけかはきけ せょけゃかっすゃけさっくうっ. 
╇きっくくけ いぇさぇょう すけゃぇ すっくうしなす っ 
ゃしっ こけ ぇすさぇおすうゃっく う いぇ しなしすっ
いぇすっかう, う いぇ そっくけゃっ. 
〈ゃなさょう, つっ すっくうしなす っ けぉとぇ 

ぉけかっしす くぇ きくけゅけ ゃうょくう ぇさしっ
くぇかちう, おけうすけ, いぇ しなあぇかっくうっ, 
こけおさぇえ さぇぉけすぇすぇ う いぇょぇつうすっ 
しぇ しぇきけ そっくけゃっ, くけ くっ う こさぇお
すうおせゃぇとう ゅけ. ╁ すぇいう さっょうつ
おぇ しっ くぇさっあょぇす ょうさっおすけさなす 
くぇ 〈ったくうつっしおぇすぇ ょうさっおちうは 
う くぇつぇかくうお くぇ 』せつせきうてっゃ 
- 》さうしすけ ]すさっておけゃ, ょうさっおすけ
さうすっ ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ, ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, 
ゅかぇゃくうはす しつっすけゃけょうすっか くぇ 

“┿さしっくぇか 2000” ╃うきうすなさ ╂さぇ
きぇすうおけゃ - ゃしっ しこけさすくう たけさぇ.
╆ょさぇゃくぇすぇ けぉとくけしす くぇ “┿さ

しっくぇか” しなとけ しっ っ いぇこうしぇかぇ ゃ 
すっくくうし-ぉさぇすしすゃけすけ - し っょくぇ 
けす くぇえ-ゅけかっきうすっ しう くぇょっあょう 
- さっくすゅっくけかけゅなす ょ-さ ╂っけさゅう 
╇かうっゃ けす ╋っょうちうくしおう ちっくすなさ 
“┿さしっくぇか”. 

′ぇえ-けすはゃかっくう う くぇえ-しっさうけい
くう ゃ いぇくうきぇくうはすぇ くぇ おけさすぇ, 
けぉぇつっ, しぇ しぇきけ ょゃぇきぇ: ╁かぇょう
きうさ 』せつせきうてっゃ う  すったくけかけあ
おぇすぇ けす てうゃぇておけすけ こさけういゃけょ
しすゃけ くぇ ╆ぇゃけょ 3 ゃ “┿さしっくぇか” 
]ゃっすかぇくぇ ╊っゅぇっゃぇ. 〈っ ょゃぇきぇすぇ 
こけつすう くっ こさけこせしおぇす すさっくうさけゃ
おぇ, ぇ こさっい かはすけすけ くぇ おけさすぇ しぇ 
こけつすう ゃしっおう ょっく.  
〉ぉっょっくう しぇ, つっ すけゃぇ うき ょぇゃぇ 

きくけゅけ: けしゃっく すけくせし いぇ さぇぉけすぇ, 
すっくうしなす っ しすさぇたけすっく さっかぇおし, 
こさうぉうさぇて しっ かっおけ ういきけさっく, 
くけ ういこせしくぇか こぇさぇすぇ, さぇいすけゃぇ
さっく けす っあっょくっゃくうすっ ゅさうあう う 
こさけぉかっきう, すゃなさょう 』せつせきうてっゃ, 
おけえすけ ょなかあう こさうしなしすゃうっすけ 
しう おなき おけさすぇ ゃ こけしかっょくうすっ 5 
ゅけょうくう くぇ しうくぇ しう ╃ぇくぇうか う 
くぇ きっしすくうは ゃっすっさぇく ╃うきうすなさ 
]すぇえおけゃ, っょうく けす くぇえ-ょけぉさうすっ 
すっくうし -すさっくぬけさう ゃ さぇえけくぇ, ょぇか 
こなさゃう せさけちう う くぇ ゃうょくう ゃっつっ 
きっしすくう ╁╇‶-すっくうしうしすう. 
〈っくうし-ぉさぇすしすゃけすけ ゃ ╉ぇいぇく

かなお, けしゃっく,つっ うきぇ しっさうけいくけ 
かけぉう う こけょおさっこぇ, おぇおすけ う しっ
さうけいくう そっくけゃっ ゃ “┿さしっくぇか”, 
ゃっつっ っ くぇぉなぉくぇかけ う し ょせいうくぇ 
ょさせゅう. ]さっょ くぇえ-ゃうょくうすっ っく
すせしうぇしすう, けしゃっく ╁かぇょけ 』せつせ
きうてっゃ, しぇ う ょゃぇきぇ けす いぇきっしす
くうお-おきっすけゃっすっ - くぇえ-きかぇょぇすぇ 
いぇき.-おきっすうちぇ ゃ ╀なかゅぇさうは - 
27-ゅけょうてくぇすぇ  ╊うかうは 『けくおけ
ゃぇ - いぇき.-おきっす こけ ゃなこさけしうすっ くぇ 
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 う すせさういきぇ う いぇきっしす
くうおなす こけ そうくぇくしうすっ う しすけこぇく
しおぇすぇ こけかうすうおぇ ‶っすなさ ╉けしっゃ, 
いぇっょくけ しなし しなこさせゅぇすぇ しう ╂ぇ
かうくぇ. ′っこさっきっくくけ すさはぉゃぇ ょぇ 
けすぉっかっあうき う こけしっとっくうはすぇ くぇ 
くぇてうすっ おけさすけゃっ くぇ こさけそ. ょ-さ 
╂っくつけ ′ぇつっゃ, おけえすけ こさう ゃう
いうすうすっ しう ゃ ╉ぇいぇくかなお こけおぇい

ゃぇ つぇしす けす しけそうえしおうすっ すっくうし 
せきっくうは.
╉なき うゅさぇすぇ くぇ 《っょっさっさ う 

′ぇょぇか けすょぇゃくぇ しぇ しっ こさうしなっ
ょうくうかう う ぉういくっしきっくうすっ ╇ゃぇく 
╇ゃぇくけゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ 〈╉ 
„[けいぇ“, ╇ゃぇく 〈けきけゃ, [ぇょう ╃けく
つっゃ, ぉぇくおっさなす ‶っすなさ ╉さなしすっゃ, 
いぇきっしすくうお-くぇつぇかくうおなす くぇ こけ
あぇさくぇすぇ ╃けぉさう ╃けぉさっゃ, しつっ
すけゃけょうすっかおぇすぇ ╈けゃおぇ ╉ぇさぇ
うゃぇくけゃぇ, のさうしすおぇすぇ ╂ぇぉさうっかぇ 
╋うたぇえかけゃぇ, せつうすっかおぇすぇ こけ 
ぇくゅかうえしおう ┿くすけくうは ╋ぇさおけ
ゃぇ, しすけきぇすけかけいうすっ ょ-さ [けしうちぇ 
ぅちっゃぇ, ょ-さうすっ  ╃っはく う ╀けえおぇ 
╉けしっゃう, おぇおすけ う ょあうこうすぇすぇ 
ょ-さ ′うおけかぇえ 》ぇょあうっゃ う ょ-さ 
╃うきけ ╃うきけゃ.
╁ こけしかっょくうすっ  ゅけょうくう すっく

くうし-けぉとっしすゃけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
しっ せきくけあぇゃぇ. ‶さぇおすうおせゃぇとう
すっ すけいう しこけさす ゃ くぇてうは ゅさぇょ 
しぇ ゃっつっ しすけすうちう, しさっょ おけうすけ 
きくけゅけ こけょさぇしすゃぇとう. 〈けゃぇ くぇ
かぇゅぇ さぇいてうさはゃぇくっ くぇ ぉぇいうすっ. 
╁ ╉ぇいぇくかなお そせくおちうけくうさぇす 
ょゃぇ すっくくうし-おかせぉぇ: すっくうし おかせぉ 
«[けいぇ», おけえすけ っ ょけ しすぇょうけく 
“]っゃすけこけかうし” う さぇいこけかぇゅぇ し 3 
つっさゃっくう おけさすぇ う っょうく ぇしそぇか
すけゃ, う すっくくうし-おかせぉ «[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ», くぇきうさぇと しっ ょけ そうさ
きぇ «╉ぇこさけくう» う さぇいこけかぇゅぇと 
し 2 つっさゃっくう おけさすぇ. ′ぇ ょゃっすっ 
ぉぇいう ぉはたぇ ういゅさぇょっくう こけ けとっ 
っょうく つっさゃっく おけさす. ╀かぇゅけこさう
はすくけ けぉしすけはすっかしすゃけ いぇ ゃしっ こけ-

ゅけかはきぇすぇ きぇしけゃけしす しぇ う ちっくう
すっ いぇ こけかいゃぇくっ くぇ おけさすけゃっすっ 
- くぇえ-くうしおうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ. ╆ぇ 
ょぇ しぇ けとっ こけ-こさうゃかっおぇすっかくけ 
きはしすけ う いぇ ょぇ ょけきぇおうくしすゃぇ くぇ 
すせくうさう けす さっゅうけくぇかっく う くぇ
ちうけくぇかっく きぇとぇぉ, けぉぇつっ, しぇ 
くっけぉたけょうきう さっおけくしすさせおちうは 
う ういゅさぇあょぇくっ くぇ しなゃさっきっくくう 
しなぉかっおぇかくう, すけぇかっすくう, すさう
ぉせくう. 〈けゃぇ っ ゃないきけあくけ しぇきけ 
こさう くぇかうつうっ くぇ しすさぇすっゅうは ゃ 
ういこけかいゃぇくっすけ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
しこけさすくぇ しけぉしすゃっくけしす, おけはすけ 
ょけしっゅぇ かうこしゃぇてっ, くけ っ くぇ こなす 
こさけきはくぇ ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ. 
〉ぉっょっく しなき, つっ し きぇかおけ こけ
ゃっつっ ゅさうあぇ う けすくけてっくうっ けす 
しすさぇくぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇく
かなお, いぇ おけっすけ けこさっょっかっくけ うきぇ 
くぇゅかぇしぇ けす しすさぇくぇ くぇ しこけさすくぇ
すぇ けぉとっしすゃっくけしす う ぉういくっしぇ, 
すっくうしなす きけあっ ょぇ しっ こさっゃなさくっ 
ゃ っょくぇ けす くけゃうすっ っきぉかっきう くぇ 
╉ぇいぇくかなお, すゃなさょう ╁かぇょうきうさ 
』せつせきうてっゃ.  
〈ぇいう ゅけょうくぇ くぇ 5 きぇえ, ゃなこさっ

おう ゃしうつおけ, こさけゃっょけたきっ けすおさうす 
すせさくうさ くぇ 〈╉ «[けいぇ» う すけ ゃ 
すさう おぇすっゅけさうう - しうくゅなか きなあっ う 
あっくう う しきっしっくう ょゃけえおう, おけえ
すけ しっ こけかいゃぇ し ゅけかはき せしこった. 
‶かぇくうさぇかう しきっ こぇお すぇき ょぇ 
こさけゃっょっき すせさくうさ いぇ おせこぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 22 う 23 
しっこすっきゃさう ゃ しなとうは そけさきぇす.

′ぇょはゃぇき しっ ょけ ゅけょうくぇ-ょゃっ 
ょぇ うきぇきっ しぇきけつせゃしすゃうっ し こけ
ょけぉさっくう せしかけゃうは ょぇ ぉなょっき 
くっ こけ-きぇかおけ かのぉっいくう ょけきぇ
おうくう くぇ おけかっゅうすっ けす ]かうゃっく, 
╀せさゅぇし, ぅきぉけか, ′けゃぇ ╆ぇゅけさぇ, 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, つううすけ すせさくう
さう さっょけゃくけ こけしっとぇゃぇきっ こけ
しかっょくうすっ ゅけょうくう う こっつっかうき 
けすかうつうは. ╆ぇとけすけ くうっ ゅけ いぇ
しかせあぇゃぇきっ - くぇえ-ぇおすうゃくう 
しきっ ゃ のゅけういすけつくぇ ╀なかゅぇさうは 
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しかっょ ]かうゃっく う ╀せさゅぇし! ╆ぇさぇょう 
しこけさすくうすっ こけしすうあっくうは くぇ かの
ぉうすっかうすっ, しなゃしっき しおけさけ くはおけう 
けす すはた きけゅぇす ょぇ うゅさぇはす  う くぇ 
こさけそっしうけくぇかくう すせさくうさう, せぉっ
ょっく っ っおしこっさすなす 』せつせきうてっゃ. 
¨しゃっく ゃしうつおうすっ こけかいう けす 

しこけさすぇ, すっくうしなす ょけういゅさぇあょぇ う 
しけちうぇかくぇすぇ うくすっゅさぇちうは.
¨おぇいぇ しっ, つっ こけおさぇえ すっいう いぇ

くうきぇくうは しすぇくぇたきっ う くっゃっさけ
はすくぇ ゅさせこぇ いぇ ゃしはおぇおゃう ょさせゅう 
こさうはすくう っきけちうう う こさっあうゃは
ゃぇくうは. ]かっょ すさっくうさけゃおうすっ う 
うゅさうすっ しはょぇきっ いぇょなかあうすっかくけ 
くぇ ぇくぇかうい..., けぉしなあょぇきっ  しさっ
とうすっ, こさけそっしうけくぇかくうは すっくうし, 
くっとぇ けす あうゃけすぇ. 』っしすけ こさけ
ょなかあぇゃぇきっ さっかぇおしぇ う し こかせゃぇ
くっ くぇ くはおけう けす ぉぇしっえくうすっ. ′ぇ 
かのぉうすっかしおうすっ すせさくうさう ゃ ょさせ
ゅうすっ ゅさぇょけゃっ ゃうくぇゅう うきぇ ょけしすぇ 
うくすっさっしくう たけさぇ う けぉとせゃぇくっすけ 
し すはた くう けぉけゅぇすはゃぇ くっこさっおなし
くぇすけ. ┿ いぇ しなゃきっしすくけすけ けぉとせ
ゃぇくっ くぇ おぇいぇくかなておうすっ すっくう
しうしすう しぇ ょけおぇいぇすっかしすゃけ ょゃっすっ 
いぇこけきくはとう しっ すなさあっしすゃぇ, おぇお
すけ し こけしっとぇっきけしすすぇ, すぇおぇ う し 
ゅけかはきけすけ くぇしすさけっくうっ こけ しかせ
つぇえ ╉けかっょぇ う ‶なさゃぇ こさけかっす.
┿おけ しっ けぉっょうくう っくすせしうぇいきなす 

くう し こさぇゅきぇすうつくうすっ う くぇ きはし
すけ さってっくうは, すけ しなし しうゅせさくけしす 
ぉう しっ こけかせつうかけ くっとけ こけゃっつっ 
けす こさうはすくけ, おぇおすけ いぇ すっくうし-

そっくけゃっすっ, すぇおぇ う いぇ ╉ぇいぇくかなお 
ういけぉとけ, せぉっょっく っ ╁かぇょうきうさ 
』せつせきうてっゃ. ╄ょうく けす いぇこぇかっ
くうすっ こけ すっくうしぇ ぇさしっくぇかっち, 
おけえすけ けすゃなょ しっさうけいくぇすぇ う 
けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ ゃ 〈ったくうつっ
しおぇ ょうさっおちうは, くぇきうさぇ ゃさっきっ 
う ゃけかは ょぇ おさっこう いょさぇゃ ょせた ゃ 
いょさぇゃけ すはかけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╅『』╊〉╅]』[¨【╊ ‒】【╆《]〉¨ 〉╅╉╊╋╉¨ - 〉╅  『╊╈¨《〉╅]〉《 》ぇ『╇╊〉』【╇《
╉かてつさあてあ のさそしあ たそ なとていそし せあいけちあ つうかきけ たそたひしせかせけみ

╆ぇ こなさゃぇ ゅけかはきぇ ういはゃぇ 
くぇ さっゅうけくぇかくけ くうゃけ しっ 

しすはゅぇす せしうかっくけ すっいう ょくう 
きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあ-
ょう けす ╃っすしおぇすぇ そせすぉけかくぇ 
ておけかぇ “┿さしっくぇか 2000”. ‶けょ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ しすぇさてう 
すさっくぬけさぇ ]すぇくうしかぇゃ ‶った-
かうゃぇくけゃ-╃あけくう すっ とっ きっ-
さはす しうかう し ゃさなしすくうちう けす 
ちはかぇすぇ けぉかぇしす ゃ いぇこけつゃぇ-
とけすけ こさっい しっこすっきゃさう [っ-
ゅうけくぇかくけ ょっすしおけ そせすぉけかくけ 
こなさゃっくしすゃけ.
 ╁ くっゅけ とっ せつぇしすゃぇす ょっちぇ 

けす くぇぉけさ 1998-1999 う ょっちぇ 
けす こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこぇ, 
さけょっくう  こさっい 2000-2001 
ゅけょうくぇ. ╁ しさはょぇ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ ぉっ すっゅかっく こなかくうはす  
あさっぉうえ くぇ しさっとうすっ. 〈けつくぇ  
うくそけさきぇちうは いぇ ょぇすうすっ くぇ 

しさっとうすっ う けすぉけさうすっ, し おけうすけ 
とっ うゅさぇはす きぇかおうすっ ぇさしっくぇか-
ちう, とっ こせぉかうおせゃぇきっ ゃ しかっょ-
ゃぇとうは ぉさけえ くぇ 〈┿. 
 ′ぇょ 15 とっ しぇ けすぉけさうすっ 

けす ちはかぇすぇ けぉかぇしす, おけうすけ とっ 
せつぇしすゃぇす ゃ [っゅうけくぇかくけすけ 
こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか いぇ 
ょっちぇ う のくけてう. 
 ‶ぇさっかっかくけ し  すけゃぇ せしうかっ-

くけ しっ くぇぉうさぇす くけゃう あぇかぇっとう 
いぇ ょっすしおぇすぇ ておけかぇ, しなけぉとう 
]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ. ╃け 
10-すう しっこすっきゃさう とっ こさけょなか-
あう くぇぉうさぇくっすけ くぇ ょっちぇ いぇ 
すさっくうさけゃおう けす くぇぉけさ 2003-
2004 ゅけょうくぇ. ╅っかぇっとうすっ ょぇ 
しっ いぇこうてぇす ゃ ておけかぇすぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ こさっょしすぇゃはす こさう すさっくぬけさう-
すっ おけこうっ けす ぇおすぇ いぇ さぇあょぇくっ, 
きっょうちうくしおけ しゃうょっすっかしすゃけ う 
ょゃっ しくうきおう くぇ ょっちぇすぇ,  くっ-
けぉたけょうきう いぇ ういょぇゃぇくっすけ くぇ  
こさけこせしお.  ╋っしっつくぇすぇ すぇおしぇ 

いぇ すさっくうさけゃおうすっ けしすぇゃぇ 
くっこさけきっくっくぇ - 5 かっゃぇ. 
]なし しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╃っす-

しおけ-のくけてっしおぇすぇ そせすぉけか-
くぇ ておけかぇ “ ┿さしっくぇか 2000” 
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 ぉっ ゃないけぉくけゃっくぇ ょけ-
ぉさぇすぇ そせすぉけかくぇ すさぇょうちうは  
ゃ “┿さしっくぇか”. ╆ぇ ゅけょうくぇ 
ゃさっきっ きかぇょうすっ そせすぉけかう-
しすう うきぇす ゃっつっ しゃけう っおうこう う 
しなゃしっき しおけさけ  うき こさっょしすけう 
ょぇ ういうゅさぇはす う こなさゃうすっ しう 
ゅけかっきう う ぇゃすけさうすっすくう きぇ-
つけゃっ.
                          

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ  

 ╆ぇ いぇこうしゃぇくうは いぇ ╃っす-
しおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ: 

すっかっそけく:
0887 74 97 05

- ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇ-
くけゃ - しすぇさてう すさっくぬけさ

‶け ょぇくくう くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ いょさぇゃくぇ けさゅぇくういぇちうは (]╆¨) ゃ ╄ゃさけこぇ, さぇおなす くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ っ 
ゃすけさぇすぇ こけ つっしすけすぇ そけさきぇ くぇ さぇおけゃけ いぇぉけかはゃぇくっ こさう あっくうすっ けす 15 ょけ 44-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす, しかっょ 
さぇおぇ くぇ ゅなさょぇすぇ. ╁しはおぇ ゅけょうくぇ しぇきけ ゃ ╄ゃさけこぇ くけゃう 60 000 あっくう いぇぉけかはゃぇす, ぇ こけつすう こけかけゃうくぇすぇ 
けす すはた せきうさぇす. ╁ ╇いすけつくぇ ╄ゃさけこぇ しさっょくぇすぇ しきなさすくけしす, けぉぇつっ, っ くぇょ ょゃぇ こなすう こけ-ゃうしけおぇ, けすおけか-
おけすけ ゃ けしすぇくぇかうすっ つぇしすう くぇ しすぇさうは おけくすうくっくす.
╆ぇ ╀なかゅぇさうは ょぇくくうすっ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは さぇおけゃ さっゅうしすなさ こけおぇいゃぇす, つっ つっしすけすぇすぇ くぇ くけゃけけすおさうすう-

すっ しかせつぇう しっ っ せゃっかうつうかぇ こけつすう すさうおさぇすくけ いぇ こけしかっょくけすけ ょっしっすうかっすうっ. ╂けょうてくけ くけゃうすっ しかせつぇう 
くぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ しぇ 1100 - 1200. ╆ぇ きっあょせ 350 う 400 あっくう ういたけょなす っ しきなさす. 〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ 
ゃしっおう ょっく ゃ ╀なかゅぇさうは せきうさぇ こけ っょくぇ あっくぇ けす さぇお くぇ てうえおぇすぇ くぇ きぇすおぇすぇ う しっ ょうぇゅくけしすうちうさぇす 
すさう くけゃう しかせつぇは くぇ けくおけいぇぉけかはゃぇくっすけ. ‶ぇさぇかっかくけ し せゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ ぉさけは くぇ いぇぉけかっかうすっ っ 
くぇかうちっ う すっくょっくちうは いぇ しくうあぇゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ くぇ いぇぉけかっかうすっ. ]さっとぇす しっ う しかせつぇう, ゃ おけうすけ 
23-25-ゅけょうてくう あっくう しぇ ぉけかくう けす さぇお くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ. 
]さっょしすゃぇすぇ いぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ こさけゅさぇきぇすぇ とっ ぉなょぇす けしうゅせさっくう けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ いょさぇ-

ゃっけこぇいゃぇくっすけ. 《うくぇくしうさぇくっすけ くぇ ゃぇおしうくうすっ とっ しっ こさぇゃう けす ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ, ぇ さけょうすっかうすっ くぇ 
きけきうつっすぇすぇ とっ しっ うくそけさきうさぇす しゃけっゃさっきっくくけ. ‶けょゅけすゃは しっ う しこっちうぇかくぇ くぇちうけくぇかくぇ うくそけさきぇ-
ちうけくくぇ おぇきこぇくうは.

                                      〈┿

ぅ╊ ╇╅[』¨〉¨『╅【 》『《【¨╇ 『╅[...
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¨す 1-ゃう ぇゃゅせしす ょけ 30-すう 

しっこすっきゃさう こけっすぇこくけ, 
こけ ゅさぇそうお, ゃ こけかぇゅぇっきうは しう 
こかぇすっく けすこせしお ういかういぇす ゅけ-
かはきぇ つぇしす けす さぇぉけすっとうすっ ゃ 
“┿さしっくぇか”. ′ぇえ-ゅけかはき とっ っ 
ぉさけはす くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ とっ 
しぇ ゃ けすこせしお ゃ こっさうけょぇ 13-
すう ぇゃゅせしす - 15-すう しっこすっきゃさう. 
¨ぉとうはす ぉさけえ さぇぉけすくう ょくう, 
こさっい おけうすけ ぇさしっくぇかちう くはきぇ 
ょぇ さぇぉけすはす, っ 23. 〈っいう ょくう しぇ  
さぇいこさっょっかっくう ゃ ょゃぇすぇ きっしっ-
ちぇ - ぇゃゅせしす う しっこすっきゃさう. 
〈っいう, おけうすけ くはきぇす すけかおけ-

ゃぇ ょくう こかぇすっく けすこせしお, うきぇす 
こさぇゃけ ょぇ こけかいゃぇす くっこかぇすっく. 
‶けかいゃぇくっすけ くぇ けすこせしおうすっ とっ 
しすぇゃぇ こけ ゅさぇそうお, くぇこさぇゃっく 

けす さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ しなけす-
ゃっすくうすっ いゃっくぇ. 
╆ぇこけゃっょすぇ いぇ ういかういぇくっすけ ゃ 

こかぇすっく けすこせしお っ くぇ ういこなかくう-
すっかくうは ょうさっおすけさ くぇ けさなあっえ-
くうちぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, すは 
っ けす 16-すう のかう. ]なゅかぇしせゃぇくぇ 
っ し こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ょゃぇ-
すぇ しうくょうおぇすぇ. 
‶さぇゃくうすっ けしくけゃぇくうは しぇ くぇ 

ぉぇいぇ つか. 173, ぇか. 7, す. 1 けす 
╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ う つか. 40 けす 
╉〈╃ ゃ “┿さしっくぇか” う しぇ しゃなさいぇ-
くう し かうこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ 
さぇぉけすぇ う けつっさすぇゃぇと しっ こさう-
くせょうすっかっく こさっしすけえ. ╁ すけいう 
しかせつぇえ さぇぉけすけょぇすっかはす きけあっ 
っょくけしすさぇくくけ くぇ ぉぇいぇ すっいう 
つかっくけゃっ けす ╉〈 う ╉〈╃  ょぇ さぇい-
こけさっょう こけかいゃぇくっすけ くぇ こかぇすっ-
くうは ゅけょうてっく けすこせしお. 

‶さっょこぇいくけ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ う ゃっくすうかぇすけさう 
いぇ ぇしこうさぇちうけくくぇ しうしすっきぇ くぇ けぉとぇ しすけえくけしす 

221519, 66 かゃ. とっ いぇおせこう „┿さしっくぇか“. ]さっょしすゃぇすぇ 
いぇすけゃぇ しぇ けす しこっつっかっく こさけっおす 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”. ‶さけゅさぇきぇ-
すぇ っ こけ ]たっきぇ いぇ ぉっいゃないきっいょくぇ そうくぇくしけゃぇ こけきけと: 
BG051PO001–2.3.02 „╀っいけこぇしっく すさせょ”, し さっゅうしすさぇ-
ちうけくっく くけきっさ くぇ ╃けゅけゃけさぇ: ESF–2302–09–12004.
╁ くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう しっょきうちぇ しっ こさけゃっょっ う こなさゃぇ-

すぇ さぇぉけすくぇ しさっとぇ こけ こさけっおすぇ し こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
っおうこぇ, おけえすけ とっ ゅけ さっぇかういうさぇ, さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか“ う ╁うけかうく ′っくけゃ - こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╀なか-

〈けいう ょけおせきっくす っ ういゅけすゃっく し そうくぇくしけゃぇすぇ こけきけと くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しけちうぇかっく そけくょ. „┿さしっ-
くぇか” ┿╃ くけしう ちはかぇすぇ けすゅけゃけさくけしす いぇ しなょなさあぇくうっすけ くぇ くぇしすけはとうは ょけおせきっくす う こさう くうおぇおゃう 
けぉしすけはすっかしすゃぇ くっ きけあっ ょぇ しっ こさうっきっ おぇすけ けそうちうぇかくぇ こけいうちうは くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい うかう 
╃けゅけゃぇさはとうは けさゅぇく.

„╅『』╊〉╅]“ ¨〉╇╊』【¨『╅ 222 ｠¨]っ╉¨
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ゅぇさしおぇすぇ ぉさぇくてけゃぇ おぇきぇさぇ こけ きぇ-
てうくけしすさけっくっ, さなおけゃけょうすっか くぇ ╉けく-
しせかすぇすうゃっく ちっくすなさ いぇ せしゃけはゃぇくっ くぇ 
しさっょしすゃぇ けす ╄ゃさけそけくょけゃっすっ いぇ きぇてう-
くけしすさけっくっすけ.
¨す けぉとぇすぇ しすけえくけしす くぇ こさけっおすぇ 80% 

けす しせきぇすぇ いぇ いぇおせこせゃぇくっすけ くぇ いぇとうす-
くうすっ しさっょしすゃぇ う ゃっくすうかぇすけさう しっ けしう-
ゅせさはゃぇ けす ¨こっさぇすうゃくぇすぇ こさけゅさぇきぇ, ぇ 
20% うかう 44303,93 かっゃぇ しぇ しさっょしすゃぇ 
けす そうさきぇすぇ. ‶さけょなかあうすっかくけしすすぇ くぇ 
こさけっおすぇ う ゃさっきっすけ いぇ くっゅけゃぇすぇ さっぇ-
かういぇちうは っ 8 きっしっちぇ.
‶け ゃさっきっ くぇ こなさゃぇすぇ しなゃきっしすくぇ 

さぇぉけすくぇ しさっとぇ ぉっ くぇこさぇゃっく ┿くぇかうい 
くぇ しなしすけはくうっすけ う こさけっおすうさぇくっすけ くぇ 
せしなゃなさてっくしすゃぇくっ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ すさせょぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ, おぇおすけ う けぉしな-
ょっくう ょさせゅう けさゅぇくういぇちうけくくう ゃなこさけしう 
けおけかけ しすぇさすうさぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ. 
‶さっょしすけう こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ すさなあ-

くうすっ こさけちっょせさう いぇ ょけしすぇゃおうすっ くぇ 
かうつくう こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ う しこっちう-
ぇかくけ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ, おぇおすけ う ぇし-
こうさぇちうけくくぇ しうしすっきぇ しなゅかぇしくけ ‶╋] 
わ55/12.03.2007 ゅ. 

╂っさゅぇくぇ ‶っくつけけかけゃぇ,
“┿さしっくぇか“, っおしこっさす

„╋っあょせくぇさけょくう こさけゅさぇきう う 
こさけっおすう“

′ぇえ-きくけゅけ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう とっ こけつうゃぇす ゃ こっ-
さうけょぇ 13-すう ぇゃゅせしす - 14-すう 
しっこすっきゃさう. 〈っいう, おけうすけ くは-
きぇす ょけしすぇすなつくけ ょくう こかぇすっく 
けすこせしお う くっ しう こせしくぇす くっ-
こかぇすっく, いぇ ょぇ こけおさうはす こっさう-
けょぇ くぇ こさっしすけは, とっ こけかいゃぇす 
くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ こけ 
しきうしなかぇ くぇ つか. 138, ぇか. 1 けす 
╉〈 う つか. 9 けす ′ぇさっょぉぇすぇ  いぇ 
さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ.
╁ こっさうけょぇ くぇ けすこせしおうすっ 

こけゃっつっ けす 2/3 けす しなしすぇゃぇ くぇ 
“┿さしっくぇか” けしすぇゃぇ くぇ さぇぉけすぇ 
こさう くけさきぇかくけ さぇぉけすくけ ゃさっ-
きっ こけさぇょう くぇかうつくう こけさなつおう 
いぇ ういこなかくっくうっ う し ちっか けしう-
ゅせさはゃぇくっ くぇ すっおせとぇすぇ ょっえ-

くけしす いぇ こっさうけょぇ くぇ こさっしすけは. 
‶け ょぇくくう くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
けおけかけ 11% けす こっさしけくぇかぇ とっ 
っ ゃ くっこかぇすっく けすこせしお ぇ 20% - 
こかぇすっく, けしすぇくぇかうすっ とっ しぇ くぇ 
さぇぉけすぇ.
¨す 1-ゃう けおすけきゃさう ちっかう-

はす こさけういゃけょしすゃっく こさけちっし 
ゃ “┿さしっくぇか” しっ くけさきぇかういう-
さぇ. ╁ こっさうけょぇ くぇ こさっしすけは 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ 
せしうかっくけ さぇぉけすう こけ くけゃう こけ-
さなつおう し ちっか けしうゅせさはゃぇくっ くぇ 
ょなかゅけしさけつくぇ いぇっすけしす くぇ こっさ-
しけくぇかぇ.  
¨す ╉′]╀ う けす さなおけゃけょしすゃけ-

すけ くぇ “┿さしっくぇか” おぇすっゅけさうつくけ 
けすさっおけたぇ しかせたけゃっすっ いぇ しな-
おさぇとっくうは.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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╆ひしえあちけてか せみすあ おあ つか うひちせあて さひす くかすみてあ う すあはあいあ, う さそこてそ “けくいみえあにあ” そて せかみ

„╅『』╊〉╅]” ╉╅╇╅ 】』》╊ぃ╊〉 
』【╅『【 ¨ 〉╅ ╆╅〉[╊『╅ 〈╅〉ぁ《『《╇

╀ぇくおっさ, けすかうつくけ こけいくぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ くっ 
しぇきけ. ┿おすうゃっく さけすぇさうぇくっち, さぇぉけすうか ゃ こけかいぇ 
くぇ きっしすくぇすぇ けぉとくけしす ゃっつっ くぇょ 16 ゅけょうくう. ╃ゃぇ 
こなすう くけしうすっか くぇ ‶けつっすくうは いくぇお くぇ ]なのいぇ くぇ 
かけゃちうすっ う さうぉけかけゃちうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは - っょうく けす 
すさうきぇすぇ せ くぇし, いぇしかせあうかう すけかおけゃぇ こなすう すけゃぇ 
くぇちうけくぇかくけ こさういくぇくうっ; けす すぇいう ゅけょうくぇ くけしう-
すっか くぇ いゃぇくうっすけ ”╆ぇしかせあうか ょっはすっか くぇ かけゃくけすけ 
う さうぉけかけゃくけ ょゃうあっくうっ ゃ ╀なかゅぇさうは”; ゃ 〉こさぇ-
ゃうすっかくうは しなゃっす くぇ ′ぇちうけくぇかくうは かけゃくけ-さうぉぇさ-
しおう しなのい e ゃっつっ 3 きぇくょぇすぇ... ╀ういくっしきっく, つけゃっお 
し ぇそうくうすっす おなき けぉとっしすゃっくうすっ おぇせいう, おけえすけ 
おぇすっゅけさうつくけ おぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう ゃ こさけそっしうはすぇ: 
”╁しうつおけ くぇせつうた ゃ „┿さしっくぇか”.” ]すっそぇく ╋ぇくつけ-
さけゃ.
╃けてなか ゃ ╉ぇいぇくかなお „いぇ きぇかおけ” こけおさぇえ しっきっえ-

しすゃけすけ くぇ しなこさせゅぇすぇ しう - ]くっあうくぇ, ╋ぇくつけさけゃ 
こさっょう こけゃっつっ けす 25 ゅけょうくう しっ けすおぇいゃぇ けす ゃけっく-
くうは いぇゃけょ ゃ さけょくうは おさぇえ - „¨こすうおけっかっおすさけく” ゃ 
‶ぇくぇゅのさうとe, おなょっすけ っ しすうこっくょうぇくす おぇすけ しすせ-
ょっくす. ‶さうつうくぇすぇ - こさっょかけあっくうっ いぇ さぇいゃうすうっ 
うきっくくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけかせつっくけ けす くっぉっいういゃっしす-

╃ぇあっ けとっ こなさゃうすっ ゃこっつぇす
かっくうは しなし しうゅせさくけしす さぇい

こけいくぇゃぇす せ ╋ぇくつけさけゃ くっゅけゃぇすぇ 
しうかくぇ う しぇきけ - ゃけょけかっえしおぇ こさう
さけょぇ. 〉きっくうっすけ ょぇ しっ ゃこせしおぇ ゃ 
くけゃうすっ くぇつうくぇくうは, すぇかぇくすなす ょぇ 
こさぇゃう おせこ くっとぇ っょくけゃさっきっくくけ 
う すけ - っょくぇおゃけ ょけぉさっ, けすょっかっ
くけすけ し せょけゃけかしすゃうっ ゃさっきっ いぇ 
けぉとっしすゃっくう おぇせいう, こっさそっお
ちうけくういきなす ゃ さぇぉけすぇすぇ, すぇ ょけさう 
う ょけぉさうはす ゃおせし おなき おぇつっしすゃっ

くけすけ いぇぉぇゃかっくうっ こけょしおぇいゃぇす 
くぇきっしぇすぇ くぇ いゃっいょうすっ, けつっさ
すぇかぇ っょうく くぇうしすうくぇ しきうしかっく, 

くけ う うくすっさっしっく こなす こさっい 
あうゃけすぇ. ╉けえすけ いぇこけつゃぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”. 〈せお きかぇょうはす 
しつっすけゃけょうすっか, おけえすけ こさう
いくぇゃぇ, つっ くぇゃさっきっすけ しつっ
すけゃけょしすゃけすけ ょぇかっつ くっ ぉっ 
くぇえ-せゃぇあぇゃぇくぇすぇ こさけそっ
しうは, くぇせつぇゃぇ いぇくぇはすぇ けす 
ゅかぇゃくうは しつっすけゃけょうすっか くぇ 
╆ぇゃけょ - 8 ╁ぇしうか ╋うくつっゃ. 
╋ぇくつけさけゃ ぉなさいけ さぇいぉう
さぇ, つっ しつっすけゃけょしすゃけすけ っ 

いぇくぇはす, おけえすけ, おぇおすけ っ せ 
くぇし, ゃ すっけさっすうつくうすっ こけし
すせかぇすう くぇ せくうゃっさしうすっすぇ, っ 

すさせょくけ ょぇ せしゃけうて. ╇しおぇ しっ 
こさぇおすうおぇすぇ くぇ ょけぉさぇすぇ ておけ
かぇ. ╉ぇおゃぇすけ „┿さしっくぇか” うきぇ. 
╇いせきかっくうっすけ くぇ きかぇょうは しこっ
ちうぇかうしす こさう こなさゃうすっ ゃこっ
つぇすかっくうは けす さぇぉけすぇすぇ すせお くっ 
しぇ こけ-さぇいかうつくう けす すっいう くぇ 
きくけいうくぇ: „┿さしっくぇか” っ „ゅさぇょ 
ゃ ゅさぇょぇ”, すせお うきぇ ゃしうつおけ: 
こさけういゃけょしすゃけ, さぇいこなくぇすけ くぇ 
ょっしっすおう こかけとぇょおう, ゃなすさって
くけいぇゃけょしおう すさぇくしこけさす, しけぉ
しすゃっくけ しっかしおけしすけこぇくしおけ 
いゃっくけ, きさっあぇ けす しすけかけゃう, 
きぇゅぇいうくう..., しけぉしすゃっくう すぇく
ちけゃう, たけさけゃう, すっぇすさぇかくう 
ておけかう..., ゃっしすくうお, こけつうゃ
くう ぉぇいう... 〈けゃぇ くっ しこうさぇ う 
ょくっし ょぇ せょうゃかはゃぇ けこうすくうは 
ぉぇくおっさ, ゃうょはか ゃっつっ ょけしすぇ ゃ 
あうゃけすぇ しう. ”′はきぇてっ きくけゅけ 
きかぇょう おぇょさう う ゃっょくぇゅぇ きけ
あってっ ょぇ しっ こけつくっ さぇぉけすぇ”, 
しう こさうこけきくは ょくってくうはす ぉぇく
おっさ, おけえすけ けす こけいうちうはすぇ くぇ 
こさぇおすうおぇすぇ すゃなさょう, つっ ぉっい 
ょけぉさけすけ こけいくぇゃぇくっ くぇ しつっ
すけゃけょしすゃけすけ くっ きけあっ ょぇ うきぇ 
ょけぉさけ うおけくけきうつっしおけ こけいくぇ
くうっ. „]つっすけゃけょしすゃけすけ っ けし
くけゃぇすぇ くぇ ゃしうつおけ, しゃなさいぇくけ 
し うおけくけきうおぇすぇ. ′っ きけゅぇ ょぇ 
こさうっきぇ, つっ うきぇ ょけぉなさ うおけ
くけきうしす, おけえすけ くっ こけいくぇゃぇ 
しつっすけゃけょしすゃけすけ. ′ぇ きっく すけゃぇ 
こけいくぇくうっ きう っ こけきぇゅぇかけ 
きくけゅけ.”, さぇいおさうゃぇ すぇえくぇすぇ 
くぇ せしこったぇ ]すっそぇく ╋ぇくつけ
さけゃ. ╁ ぉぇくおけゃぇすぇ しそっさぇ すけえ 
こさけしすけ „いぇしすぇゃぇ けす ょさせゅぇすぇ 
しすさぇくぇ くぇ きぇしぇすぇ” - こさっょう 
っ ょけおぇいゃぇか うおけくけきうつっしおぇすぇ 
っそっおすうゃくけしす くぇ そうさきうすっ, 
おなょっすけ さぇぉけすう, しっゅぇ - は こさけ
ゃっさはゃぇ せ おかうっくすうすっ, おけうすけ 
すなさしはす おさっょうすう. ╆ぇ ╋ぇくつけ
さけゃ くっ っ こさっしうかっくけ う ょくっし 
おぇいぇくけすけ けすょぇゃくぇ:

”┿さしっくぇか” っ
おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう”.

〈けえ せすけつくはゃぇ, けぉぇつっ, つっ 
しっゅぇ すけゃぇ けこさっょっかっくうっ ゃっつっ 
ゃぇあう くっ すけかおけゃぇ いぇ せこさぇ
ゃかっくしおうすっ おぇょさう, おけかおけすけ 
いぇ しこっちうぇかうしすうすっ こけ きっしすぇ. 
¨ぉはしくっくうっすけ?  ╋くけゅけ きぇかおけ 
そうさきう きけゅぇす ょぇ しう こけいゃけ
かはす ういょさなあおぇすぇ くぇ すけかおけゃぇ 
さぇぉけすくうちう う ゃかけあっくうっすけ くぇ 
しさっょしすゃぇ う ゃさっきっ, いぇ ょぇ しっ 
ておけかせゃぇす おぇょさうすっ ゃ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ. ╀ぇくおっさなす さぇい
しなあょぇゃぇ くぇ ゅかぇし, ょぇゃぇえおう しう 
しきっすおぇ, つっ いぇ „┿さしっくぇか” しう 
けしすぇゃぇ ゃうしけお さうしおなす けす ゅけ
かはきけすけ すっおせつっしすゃけ. ╆ぇとけすけ 
こけょゅけすゃっくうはす ょけぉさっ さぇぉけす
くうお こけしかっ すさなゅゃぇ ゅけすけゃ おぇすけ 
しこっちうぇかうしす ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ う 
ゃ ょさせゅう そうさきう, ゃおかのつうすっかくけ 
- ゃ つせあぉうくぇ, おなょっすけ しすぇくょぇさ
すなす くぇ あうゃけす っ こけ-ゃうしけお けす 
さけょくうは. ╇きっくくけ すぇおぇ - おぇすけ 
ゃっつっ こけょゅけすゃっく しつっすけゃけょう
すっか, ╋ぇくつけさけゃ けすうゃぇ しかっょ 
„┿さしっくぇか”, こさっい 1987-きぇ 
ゃ おぇいぇくかなておうは „╀ぇかおぇく
すせさうしす”, おなょっすけ けしすぇゃぇ ょけ 
おさぇは くぇ 1990-すぇ. ╁ ぉせさくうすっ 
ゅけょうくう ょけ 1992-さぇ, おけゅぇすけ 
せ くぇし しすぇさすうさぇ きけとくけ つぇしす
くぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ, っ こけおぇくっく 
いぇ すなさゅけゃしおう ょうさっおすけさ くぇ 
„╇くすっさぇさ” ]╃, そうさきぇ, おけは
すけ さぇぉけすう し こさけういゃけしすゃけ う 
ょうしすさうぉせちうは. ╆ぇくうきぇゃぇす しっ 
し... てっゃ くぇ ょさったう - こさぇゃはす 
ちった ゃ ╉さなく. ╇ し すなさゅけゃうは くぇ 
ぇかおけたけか, くぇえ-ゃっつっ - きぇさおけゃ 
- てぇきこぇくういうさぇくう う ょっしっさす
くう ゃうくぇ. „‶さぇゃったきっ しすさぇたけす
くぇ ょうしすさうぉせちうは ゃ つせあぉうくぇ”, 
こさっい せしきうゃおぇ しう しこけきくは ょくっし 
╋ぇくつけさけゃ, おけえすけ こさういくぇゃぇ, 
つっ さはょおけ しっ ゃさなとぇ くぇいぇょ ゃ 

ゅけょうくうすっ, くっ しぇきけ いぇとけすけ 
ゃさっきっすけ ゃしっ くっ きせ しすうゅぇ, ぇ う 
いぇさぇょう くぇゅかぇしぇすぇ しう ょぇ ゅかっ
ょぇ こけゃっつっ くぇこさっょ, ょぇ きうしかう 
おぇお ょぇ さぇいゃうゃぇ くっとけ くけゃけ. 
„┿い くっ しなき けす たけさぇすぇ, おけうすけ 
けぉうつぇす ょぇ しっ いぇしすけはゃぇす くぇ 
っょくけ きはしすけ. ]きっくはき しそっさうすっ 
くぇ さぇぉけすぇ, しきっくはき きっしすぇすぇ, 
こけつゃぇき けすくぇつぇかけ う ゅさぇょは くぇ
くけゃけ, ぉっい ょぇ けしすぇゃはき さぇいさせたぇ 
すぇき, けすおなょっすけ しう すさなゅゃぇき.”, 
こさういくぇゃぇ こけ ゃけょけかっえしおう 
]すっそぇく ╋ぇくつけさけゃ. ] せすけつくっ
くうっすけ, つっ ゃいうきぇ しなし しっぉっ しう う 
けくっいう しこっちうぇかうしすう けす っおうこぇ, 
し おけうすけ さぇぉけすう, おけうすけ けぉうつぇす 
ょぇ さうしおせゃぇす う くっ すなさしはす しこけ
おけえしすゃうっすけ くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ.
〈ぇおぇ, おけゅぇすけ こさっい 1992-

さぇ うょゃぇ こさっょかけあっくうっすけ いぇ 
おさっょうすっく うくしこっおすけさ ゃ „┿ゅ

さけぉういくっしぉぇくお”, おなょっすけ ょゃっ 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ しすぇゃぇ ょう
さっおすけさ, すけえ くっ しっ おけかっぉぇっ 
ょぇ しっ ゃこせしくっ ゃ くけゃうは いぇ くっゅけ 
ぉさぇくて - ぉぇくおうさぇくっすけ. ╋ぇく
つけさけゃ っ ょうさっおすけさなす, おけえすけ 
ういゅさぇあょぇ う けすおさうゃぇ くけゃうは 
けそうし くぇ ぉぇくおぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
こけ-おなしくけ, ょけき くぇ „‶けとっく
しおぇ ぉぇくおぇ”, おなょっすけ しっ きっしすう 
う すけえ こさっい 1997-きぇ. „‶けおさぇえ 
すけいう けそうし しすぇくぇた う かけゃっち...”, 
こさういくぇゃぇ ょゃぇ こなすう くけしう
すっかはす くぇ ‶けつっすくうは いくぇお くぇ 
]╊[╀. ╇きっくくけ すっいう きせ かけゃ
ょあうえしおう いぇくうきぇくうは きぇえ ゅけ 
こさぇゃはす こけゃっつっ けす ぉぇくおうさぇくっ
すけ うしすうくしおう こけこせかはさっく ゃ ╉ぇ
いぇくかなお, つっ う ゃ ちはかぇすぇ しすさぇ
くぇ. ′ぇつっかけ くぇょ 15 ゅけょうくう くぇ 
おぇいぇくかなておけすけ ]ょさせあっくうっ し 
くっしすけこぇくしおぇ ちっか - ╊けゃくけ-さう
ぉぇさしおけすけ ょさせあっしすゃけ „]けおけか”, 
こけおさぇえ かけゃぇ, ]すっそぇく ╋ぇく
つけさけゃ, おけえすけ 3 きぇくょぇすぇ っ ゃ 
くぇちうけくぇかくけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
くぇ ′╊[], しないょぇゃぇ しすけすうちう 
こけいくぇくしすゃぇ ゃ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, 
ゅけくう ょうゃっつぇ さっょけき し うきっくう
すう くぇてっくちう けす ゃしうつおう っすぇあう 
くぇ ぉういくっしぇ, こけかうすうおぇすぇ う 
ょけさう - おせかすせさくうすっ しさっょう. ╁ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ]なのいぇ おぇ
いぇくかなつぇくうくなす こけっきぇ おけくすさけ
かぇ ゃなさたせ そうくぇくしうすっ - くっとけ, 
おけっすけ きせ っ ぇぉしけかのすくけ ぉかういおけ 
こさけそっしうけくぇかくけ. ′はきぇ おぇお:

╋ぇくつけさけゃ こぇいう しすけすうちう 
かけゃくう うしすけさうう

いぇ けすぉさぇく おさなゅ こさうはすっかう. 

〈っ しすぇゃぇす ゃしっ こけゃっつっ う いぇ
さぇょう ぇおすうゃくぇすぇ きせ ょっえくけしす 
ゃ [けすぇさう おかせぉ - ╉ぇいぇくかなお, 
おなょっすけ っ こけおぇくっく こさっい 1996-
すぇ, しぇきけ くはおけかおけ きっしっちぇ 
しかっょ こなさゃぇすぇ しぉうさおぇ, けさゅぇ

くういうさぇくぇ こけ うょっは くぇ ╇かうはく 
╃けくつっゃ. ‶さっいうょっくす っ くぇ [け
すぇさう - ╉ぇいぇくかなお いぇ こっさうけょぇ 
2005-すぇ - 2006-すぇ ゅけょうくぇ. 
╋ぇくつけさけゃ っ っょうく けす ぇゃすけさう
すっ くぇ ょけぉさうすっ うょっう ゃ おかせぉぇ, 
おぇおすけ う とっょなさ しこけきけとっしすゃけ
ゃぇすっか ゃ ょぇさうすっかしおうすっ ぇおちうう 
ゃ こけょおさっこぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
おせかすせさぇ, くぇ きかぇょうすっ すぇかぇく
すう う しけちうぇかくうすっ おぇせいう. ╆ぇ 
ぇおすうゃくぇすぇ しう ょっえくけしす ういゃなく 
こさけそっしうはすぇ ╋ぇくつけさけゃ おぇい
ゃぇ: ”╉ぇいぇくかなお ゅけ けこけいくぇた うし
すうくしおう, しかっょ おぇすけ ういかはいけた けす 
„┿さしっくぇか”.

‶さけょなかあっくうっ ゃ
しかっょゃぇとうは 37 ぉさけえ

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

くうは ╉けかぬけ ╂けさつっゃ, ょなかゅけゅけょうてっく ょうさっおすけさ くぇ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ゅさぇ-
ょぇ くぇ さけいうすっ, くけ うくぇつっ - こさけしすけ ぉぇとぇ くぇ ]くっあぇ. [けょうすっかうすっ いぇきうくぇゃぇかう いぇ ╉せぉぇ, 
おなょっすけ ╂けさつっゃ しすぇゃぇ こさっこけょぇゃぇすっか こけ きぇすっきぇすうおぇ, ぇ きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ ぉうかけ こけ-
おぇくっくけ ょぇ „こぇいう おなとぇすぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶なさゃうはす しすけこさけちっくすけゃ ぇさしっくぇかっち, おけゅけすけ 
しさっとぇ きかぇょうはす ╋ぇくつけさけゃ, しなし しつっすけゃけょくぇ ょうこかけきぇ ゃ さなおぇ けす ╇おけくけきうつっしおうは ゃ 
]けそうは, っ ‶ぇくけ ╉けいぇさけゃ. ╃うさっおすけさなす こけ しこっちうぇかくうすっ ゃなこさけしう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ ゅけ 
こさっこけさなつゃぇ いぇ さぇぉけすぇ. ¨す すけゅぇゃぇ, すぇ ょけしっゅぇ, ゃさないおぇすぇ くぇ ╋ぇくつけさけゃ し „┿さしっくぇか” 
くっ しっおゃぇ. ‶けしすなこうか こさっい ょっおっきゃさう 1985-すぇ ゃ ╆ぇゃけょ 8, こけしかっ - ゃ ╉ぇこうすぇかくけすけ しすさけ-
うすっかしすゃけ くぇ おけきぉうくぇすぇ おぇすけ いぇき. ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか う けすくけゃけ ゃ ╆ぇゃけょ 8 - ゃっつっ 
おぇすけ ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか, こけしかっ ]すっそぇく ╋ぇくつけさけゃ こさっきうくぇゃぇ こさっい ておけかぇすぇ くぇ 
„╀ぇかおぇくすせさうしす” - けすくけゃけ おぇすけ ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか う こさっい ぉせさくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ 
つぇしすくうは ぉういくっし ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ, いぇ ょぇ しっ せしすぇくけゃう すさぇえくけ ゃ ぉぇくおっさしすゃけすけ 
おぇすけ ょうさっおすけさ. ‶なさゃけ - くぇ „┿ゅさけぉういくっしぉぇくお”, こけしかっ - ゃ „‶けとっくしおぇ ぉぇくおぇ” う しっゅぇ 
- ゃっつっ 8 ゅけょうくう ゃ „╇くゃっしすぉぇくお” - おかけく ╉ぇいぇくかなお. 
╋ぇくつけさけゃ っ いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっか くぇ ╀けさょぇ くぇ ょうさっおすけさうすっ くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ こさせ-

あうくう - ╉さなく, くぇゃさっきっすけ つぇしす けす „┿さしっくぇか”, しっゅぇ - いくぇお いぇ せしこってくぇ こさうゃぇすういぇちうは, 
こさうくけし おなき おけはすけ ╋ぇくつけさけゃ くっ おさうっ, つっ うきぇ. ╀ういくっしおけくすぇおすうすっ う けすくけてっくうはすぇ 
し „┿さしっくぇか” けしすぇゃぇす いょさぇゃう, くけ しなとけ くっ こさっおなしゃぇす う ゃさないおうすっ し たけさぇすぇ けす けさな-
あっえくうちぇすぇ.

‶さけそ. ‶っすなさ ]かぇゃっえおけゃ っ くけゃけういぉさぇくうはす し さってっ-
くうっ くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす こさっょしっょぇすっか くぇ ]っかしおけ-
しすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈けえ ぉっ くぇいくぇつっく 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ のかう し きぇくょぇす いぇ 4 ゅけょうくう, しかっょ おぇすけ 
ういすっつっ きぇくょぇすなす くぇ こさっょたけょくうは こさっょしっょぇすっか - ょけち. 
╂っけさゅう ╉けしすけゃ. 
‶さっょう すけゃぇ っ  ぉうか ょっおぇく くぇ ╂っけかけゅけ-ゅっけゅさぇそしおうは 

そぇおせかすっす くぇ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす „]ゃ. ╉かうきっくす 
¨たさうょしおう”. ╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ぉっ っょうく けす こさっすっくょっく-
すうすっ ょぇ こけっきぇす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ]けそうえしおうは せくう-
ゃっさしうすっす.
‶さけそ. ‶っすなさ ]かぇゃっえおけゃ っ きぇゅうしすなさ こけ ゅっけゅさぇそうは 

くぇ くぇしっかっくうっすけ う しっかうとぇすぇ し ゃすけさぇ しこっちうぇかくけしす 
“╇しすけさうは” ゃ ]〉 “]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう”. ‶さっい 2006 
ゅ. いぇとうすぇゃぇ きぇゅうしすさぇすせさぇ こけ こさぇゃけ ゃなゃ ╁〈〉 “]ゃ. ]ゃ. 
╉うさうか う ╋っすけょうえ”. ‶さっい 2007 ゅ. こけかせつぇゃぇ くぇせつくぇ 
しすっこっく こさけそっしけさ こけ ゅっけょっきけゅさぇそうは ゃ ]〉 “]ゃ. ╉かう-
きっくす ¨たさうょしおう”, さなおけゃけょうすっか っ くぇ おぇすっょさぇ “[っゅうけ-
くぇかくけ さぇいゃうすうっ” ゃ しなとけすけ せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ. ╁かぇ-
ょっっ ぇくゅかうえしおう, させしおう う しなさぉけたなさゃぇすしおう っいうちう. 
╁ こなさゃうすっ ょくう くぇ きぇくょぇすぇ しう こさっょしっょぇすっかはす くぇ 

]っかしおけすけしすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは こさっょこさうっ けぉうおけかおぇ 
ゃ しすさぇくぇすぇ, いぇ ょぇ しっ いぇこけいくぇっ くぇ きはしすけ し おけくおさっすくう-
すっ こさけぉかっきう くぇ うくしすうすせすうすっ こけ きっしすぇ, おけうすけ しぇ つぇしす 
けす しすさせおすせさぇすぇ くぇ ┿おぇょっきうはすぇ. ╉ぇいぇくかなお ぉっ っょくぇ けす 
こなさゃうすっ きせ しこうさおう.

- ‶さけそ. ]かぇゃっえおけゃ, ╁うっ 
しすっ けすしおけさけ くぇつっかけ くぇ 
]っかしおけしすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇ-
ょっきうは. ‶さっょしすけう ╁う 4-ゅけ-
ょうてっく きぇくょぇす. ╉ぇおゃぇ っ 
くぇえ-ゃぇあくぇすぇ ╁う いぇょぇつぇ いぇ 
すけいう こっさうけょ? 
]っかしおけしすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇ-

ょっきうは /]]┿/ っ せくうおぇかくぇ いぇ 
しすさぇくぇすぇ くう くぇせつくけ-けぉさぇいけ-
ゃぇすっかくぇ う こさけういゃけょしすゃっくぇ 
うくしすうすせちうは, おけはすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ いぇっきっ こけかぇゅぇとけすけ え しっ 
きはしすけ しさっょ くぇせつくけ-けぉさぇいけ-
ゃぇすっかくうすっ うくしすうすせちうう せ くぇし. 
╄すけ いぇとけ ゃしうつおうすっ きけう う くぇ 
けしすぇくぇかうすっ おけかっゅう せしうかうは 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす くぇしけつっくう 
ゃ すぇいう こけしけおぇ - っそっおすうゃくけ 
ういこけかいゃぇくっ くぇ けゅさけきくうすっ 
さっしせさしう くぇ ┿おぇょっきうはすぇ. ]な-
とっゃさっきっくくけ ゃしうつおう ゃ ┿おぇ-
ょっきうはすぇ すさはぉゃぇ ょぇ さぇいぉっさぇす, 
つっ すは っ きぇさおぇすぇ, つさっい おけはすけ 
けすょっかくうすっ え いゃっくぇ きけゅぇす 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす う ゃ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ ょけぉさけすけ しなしすけはくうっ 
くぇ ]]┿ っ こさっょこけしすぇゃおぇ いぇ 
ょけぉさけすけ しなしすけはくうっ くぇ ゃしうつ-
おうすっ え いゃっくぇ, おぇおすけ う けぉさぇ-
すくけすけ. ] ょさせゅう ょせきう, いゃっくぇすぇ 
くぇ ┿おぇょっきうはすぇ しぇ つぇしすうすっ う 
ぇゅさっゅぇすうすっ, けす つうはすけ さぇぉけすぇ 
いぇゃうしう ちはかぇすぇ しうしすっきぇ. ′ぇ-
させてっくぇすぇ さぇぉけすぇ くぇ けすょっかくけ 
いゃっくけ ゃけょう ょけ くぇさせてっくうっ ゃ 
さぇぉけすぇすぇ くぇ しうしすっきぇすぇ „]っか-
しおけしすけこぇくしおぇ ぇおぇょっきうは”. 
〈けっしす, しぇきけしすけはすっかくけすけ さぇい-
ゃうすうっ くぇ けすょっかくうすっ いっゃくぇ けす 
]]┿ っ ゃないきけあくけ しぇきけ ゃ しうし-
すっきぇすぇ くぇ ┿おぇょっきうはすぇ.

- ‶さっょこさうったすっ けぉうおけかおぇ 
しさっょ くぇせつくうすっ うくしすうすせすう, 
おけうすけ しぇ くぇょ 50 ゃ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ. ╉ぇおゃう しぇ ゃこっつぇす-
かっくうはすぇ ╁う? ¨しすぇくぇかぇ かう 
っ ぉぇいぇ, くぇせつっく こけすっくちうぇか 
いぇ さぇいゃうすうっ くぇ しっかしおけ-
しすけこぇくしおぇすぇ くぇせおぇ せ くぇし? 
‶さっょこさうった けぉうおけかおぇ ゃ 

しすさぇくぇすぇ し ちっか いぇこけいくぇゃぇ-
くっすけ きう くぇ きはしすけ し こさけぉかっ-
きうすっ くぇ けすょっかくうすっ いゃっくぇ くぇ 
]]┿. [ぇいぉうさぇ しっ, すけゃぇ, おけっ-
すけ ゃうょはた う つせた, とっ きう ぉなょっ 
けす こけかいぇ こさう さぇぉけすぇすぇ きう 
おぇすけ こさっょしっょぇすっか, いぇとけすけ  
くぇ きはしすけ しっ ゃうあょぇす う つせ-
ゃぇす くっとぇ, おけうすけ けす ]けそうは 
くっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ゃうょはくう 
う つせすう こけ さぇいぉうさぇっきう こさう-
つうくう. ┿おけ きけゅぇ し っょくけ うい-
さっつっくうっ ょぇ しこけょっかは しゃけうすっ 
ゃこっつぇすかっくうは けす けぉうおけかおぇすぇ 
しう ゃ しすさぇくぇすぇ, すけ っ しかっょくけ-
すけ: [っしせさしうすっ くぇ ]っかしおけしすけ-
こぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは くっ しっ うい-
こけかいゃぇす さぇちうけくぇかくけ う すけゃぇ 
っ „けつっゃぇょくけ”, ぇ ょけくはおなょっ う 
こさっしすなこくけ! ]なとっゃさっきっくくけ 
┿おぇょっきうはすぇ さぇいこけかぇゅぇ し けゅ-
さけきっく こけすっくちうぇか いぇ さぇいゃう-
すうっすけ くぇ くぇせおぇすぇ, いぇとけすけ すは 
うきぇ せくうおぇかくぇすぇ ゃないきけあくけしす  
くぇせつくうすっ こさけょせおすう ゃっょくぇゅぇ 
ょぇ ぉなょぇす ゃくっょさっくう ゃ こさぇお-
すうおぇすぇ う けゃっとっしすゃっくう, おけっ-
すけ こなお ゃけょう ょけ こさうたけょう くぇ 
しさっょしすゃぇ, つぇしす けす おけうすけ きけ-
ゅぇす ょぇ ぉなょぇす うくゃっしすうさぇくう ゃ 
くけゃう くぇせつくう こさけょせおすう. 

- ]ぇきけ ょなさあぇゃくけすけ ぉっい-
たぇぉっさうっ かう こさっゃなさくぇ 
こさけちなそすはゃぇとぇすぇ ゃ しっか-
しおけしすけこぇくしおけ けすくけてっくうっ 
╀なかゅぇさうは けす こなさゃぇすぇ こけ-
かけゃうくぇ くぇ きうくぇかうは ゃっお ゃ 
ょなさあぇゃぇ し けぉっいかのょっくう う 

こせしすっっとう こけかっすぇ - くぇょ 30% 
けす くっえくぇすぇ すっさうすけさうは? 
╃け しさっょぇすぇ くぇ 》》 ゃっお けおけ-

かけ 85% けす くぇしっかっくうっすけ くぇ 
しすさぇくぇすぇ くう っ けぉうすぇゃぇかけ しっ-
かぇすぇ う っ さぇいつうすぇかけ いぇ しゃけっ-
すけ こさっこうすぇゃぇくっ くぇ しっかしおけすけ 
しすけこぇくしすゃけ. ‶さっい 50-すっ う 
60-すっ ゅけょうくう くぇ しなとうは ゃっお 
いぇこけつゃぇす きぇしけゃう きうゅさぇちうう 

けす しっかぇすぇ おなき ゅさぇょけゃっすっ こけ-
さぇょう しないょぇゃぇくっすけ くぇ 〈╉╆]-
すぇすぇ う そけさしうさぇくぇすぇ うくょせし-
すさうぇかういぇちうは ゃ しすさぇくぇすぇ くう. 
‶け すけいう くぇつうく けゅさけきくぇ つぇしす 
けす ぉなかゅぇさしおけすけ くぇしっかっくうっ 
ぉっ „けすょっかっくけ” けす っしすっしすゃっ-
くぇすぇ しう しさっょぇ う こけきうくなお, ぇ 
ゃ しっかぇすぇ けしすぇくぇたぇ ょぇ あうゃっはす 
こさっょうきくけ ゃないさぇしすくう たけさぇ. 
]かっょ 1989 ゅ. いっきはすぇ ぉっ ゃなさ-
くぇすぇ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ え, 
おけうすけ ぉはたぇ いぇゅせぉうかう しゃけは 
うくすっさっし おなき ういこけかいゃぇくっすけ え, 
おけっすけ しこけさっょ きっく ぉっ こけさっょ-
くぇ せこさぇゃかっくしおぇ ゅさっておぇ. 〈ぇ-
おぇゃぇ ゅさっておぇ, くぇこさうきっさ, くっ 
ぉっ ょけこせしくぇすぇ ゃ ょさせゅう しすさぇくう 
けす ╇いすけつくぇ ╄ゃさけこぇ, おぇすけ 』っ-
たうは, ]かけゃぇおうは う ょさ., おなょっすけ  
しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ いっきう こけかせ-
つうたぇ ぇおちうう けす いっきっょっかしおうすっ 
おけけこっさぇすうゃう, つううすけ ぇおすうゃう 
くっ ぉはたぇ さぇいゅさぇぉっくう. 〈けゃぇ, 
くぇさっょ し かうこしぇすぇ くぇ しさっょしすゃぇ, 
ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ ょけゃっょっ ょけ 

くけゃう きうゅさぇちうう けす しっかぇすぇ う 
せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ いぇこせしすっかう-
すっ う けぉっいかのょっくう すっさうすけさうう 
ゃ しすさぇくぇすぇ くう. ‶さっい こけしかっょ-
くうすっ ゅけょうくう しっ けすぉっかはいゃぇ 
くぇさぇしすゃぇくっ くぇ うくすっさっしぇ おなき 
いっきっょっかうっすけ, おけっすけ っ さぇいぉう-
さぇっきけ くぇ そけくぇ くぇ けすこせしおぇ-
くうすっ しさっょしすゃぇ いぇ いっきっょっかうっ 
けす っゃさけこっえしおうすっ そけくょけゃっ う 
すけいう そぇおす っ けぉくぇょっあょぇゃぇと 

いぇ ぉなょっとけすけ さぇいゃうすうっ くぇ 
しっかしおうすっ さっゅうけくう ゃ しすさぇくぇ-
すぇ くう.  

- ╉ぇおゃぇ っ ちっくぇすぇ - ょぇ ゃなさ-
くっき しぇきけつせゃしすゃうっすけ しう くぇ 
しすさぇくぇ し ょけぉさっ さぇいゃうすけ しっか-
しおけ しすけこぇくしすゃけ, おけっすけ ょぇ 
きけあっ ょぇ たさぇくう くぇさけょぇ え? 
╁ くぇしすけはとうは きけきっくす うきぇ 

くはおけかおけ ゅかけぉぇかくう こさけぉかっ-
きぇ, しさっょ おけうすけ ういこなおゃぇす 
こさけぉかっきうすっ し ういたさぇくゃぇくっすけ 
くぇ くぇしっかっくうっすけ う けぉっいこっ-
つぇゃぇくっすけ くぇ こうすっえくぇ ゃけょぇ. 
〈けゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ こけょしおぇあっ 
くぇ ゃしうつおう ゃ しすさぇくぇすぇ くう, 
つっ ╀なかゅぇさうは すさはぉゃぇ けすくけゃけ 
ょぇ ういこけかいゃぇ こけつゃっくけ-おかう-
きぇすうつくうすっ う つけゃっておうすっ しう 
さっしせさしう いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
っおけかけゅうつくけ いっきっょっかうっ う 
しおけすけゃなょしすゃけ. ╁ すぇいう くぇしけ-
おぇ, しこけさっょ きっく, しぇ くっけぉたけ-
ょうきう くはおけう せこさぇゃかっくしおう 
さってっくうは, くぇしけつっくう おなき けぉ-

かっおつぇゃぇくっすけ くぇ さっょうちぇ こさけ-
ちっょせさう こさう ういこけかいゃぇくっすけ 
くぇ っゃさけこっえしおうすっ そけくょけゃっ う 
けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ ゃなすさってくう 
う ゃなくてくう こぇいぇさう いぇ しっかしおけ-
しすけこぇくしおぇすぇ くう こさけょせおちうは. 
╁ すぇいう くぇしけおぇ ]っかしおけしすけこぇく-
しおぇすぇ ぇおぇょっきうは しなとけ すさはぉゃぇ 
ょぇ ょぇょっ こさうきっさ う ぇい しつうすぇき, 
つっ すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすうき いぇ 
さぇいてうさはゃぇくっすけ くぇ こぇいぇさぇ いぇ 
くぇせつくぇすぇ う ゃっとっしすゃっくぇ こさけ-
ょせおちうは くぇ ┿おぇょっきうはすぇ. ‶けくっ 
すけゃぇ くっ ういうしおゃぇ きくけゅけ しさっょ-
しすゃぇ, ぇ こさっょう ゃしうつおけ あっかぇ-
くうっ う いくぇくうっ.

- ‶け ゃさっきっ くぇ ╁ぇてぇすぇ 
しさっとぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお し おきっすぇ 
くぇ けぉとうくぇすぇ っょくぇ けす すっ-
きうすっ ぉっ ぉなょっとっすけ くぇ ╇く-
しすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ. ╉ぇおゃけ 
とっ っ すけ しこけさっょ ╁ぇし? ╇きぇ 
かう くせあょぇ けす すぇおなゃ うくしすう-
すせす, くぇかぇゅぇす かう しっ こさけきっ-
くう う おぇおゃう? 
╉ぇおすけ ]]┿, すぇおぇ う しすさぇくぇ-

すぇ くう うきぇす くせあょぇ けす ゃしうつおう 
いゃっくぇ /うくしすうすせすう, けこうすくう 
しすぇくちうう う ょさ./ くぇ ┿おぇょっきう-
はすぇ, いぇとけすけ すっ しぇ ょけおぇいぇかう 
こさぇゃけすけ しう くぇ しなとっしすゃせゃぇ-
くっ. ╃させゅ っ ゃなこさけしなす おぇお しっ 
さぇいゃうゃぇす すっ ゃなゃ ゃさっきっすけ う 
ょぇかう しぇ こけいくぇゃぇっきう いぇ けぉ-
とっしすゃけすけ. ╁ すぇいう くぇしけおぇ, 
しこけさっょ きっく, すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
こけかけあぇす ょけしすぇ せしうかうは けす 
ゃしうつおう, いぇとけすけ くっ っ けしくけゃ-
くうはす こさけぉかっき くぇ ┿おぇょっきうは-
すぇ くっょけしすうゅなす くぇ ょなさあぇゃくぇ 
しせぉしうょうは. 】っ おぇあぇ しぇきけ, 
つっ すけいう こさけぉかっき っ  ゃぇかうょっく 
いぇ ゃしうつおう くぇせつくけ-けぉさぇいけ-
ゃぇすっかくう うくしすうすせちうう せ くぇし. 
]なとっしすゃせゃぇす う さっょうちぇ ょさせゅう 
こさけぉかっきう: くっあっかぇくうっ う くっせ-
きっくうっ くぇ たけさぇすぇ ょぇ しっ ぇょぇこ-
すうさぇす おなき くけゃうすっ せしかけゃうは, 
くっさぇちうけくぇかくけ う ょけさう こさっし-
すなこくけ けすくけてっくうっ おなき ょなさ-
あぇゃくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす う ょさ. 
╇かう し ょさせゅう ょせきう おぇいぇくけ, いぇ 
きくけゅけ いゃっくぇ くぇ ]っかしおけしすけ-
こぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは っ ゃぇかうょ-
くぇ しっくすっくちうはすぇ „╁けょぇ ゅぇいう, 
あぇょっく たけょう”! ╇くしすうすせすなす こけ 
さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお すさはぉゃぇ 
いぇ きくけゅけ おさぇすおけ ゃさっきっ ょぇ 
しっ けぉけいくぇつう おぇすけ くぇせつくけ-
こさけういゃけょしすゃっくけ いゃっくけ し くぇ-
ちうけくぇかくけ いくぇつっくうっ, いぇとけすけ 
すけえ っ せくうおぇかっく いぇ しすさぇくぇすぇ. 
╆ぇ ょぇ しっ しかせつう すけゃぇ, けぉぇつっ, 
すさはぉゃぇす せしうかうは, おぇおすけ けす 
しすさぇくぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
┿おぇょっきうはすぇ, すぇおぇ う けす しすさぇ-
くぇ くぇ おけかっおすうゃぇ う さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ うくしすうすせすぇ, おぇおすけ 
う けす しすさぇくぇ くぇ けぉとうくしおけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ. ╇きっくくけ ゃ すぇいう 
くぇしけおぇ ぉはたぇ う さぇいゅけゃけさうすっ 
きう 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.

- ╁ないきけあくけ かう っ けすょっかは-
くっすけ くぇ くぇせつくぇすぇ けす すなさ-
ゅけゃしおぇすぇ ょっえくけしす くぇ ╇く-
しすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ う おけえ 
ぉう しこっつうかうか けす すけゃぇ? 
]つうすぇき, つっ けすょっかはくっすけ くぇ 

くぇせつくぇすぇ ょっえくけしす けす こさけうい-
ゃけょしすゃっくぇすぇ - すぇおぇゃぇ, おぇおすけ 
ゃ ╇くしすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ, すぇおぇ 
う ゃ ]]┿ おぇすけ ちはかけ, っ くっょぇか-
くけゃうょくけ, いぇとけすけ くぇせつくうすっ 
いゃっくぇ しないょぇゃぇす くぇせつくう こさけ-
ょせおすう, おけうすけ しっ けゃっとっしす-
ゃはゃぇす ゃ こさけういゃけょしすゃっくう-
すっ いゃっくぇ う しっ こさけょぇゃぇす, ぇ 
そうくぇくしけゃうすっ こけしすなこかっくうは 
すさはぉゃぇ ょぇ こけょこけきぇゅぇす おぇおすけ 

くぇせつくうすっ, すぇおぇ う こさけういゃけょ-
しすゃっくうすっ いゃっくぇ. ┿おけ しっ けすょっ-
かはす すっいう ょっえくけしすう, すけゃぇ とっ 
ょけゃっょっ, しこけさっょ きっく, ょけ ぉなさい 
さぇいこぇょ くぇ ]っかしおけしすけこぇくしおぇ-
すぇ ぇおぇょっきうは, おけっすけ, くぇょはゃぇき 
しっ, つっ くうおけえ くっ あっかぇっ!

- ╆ぇおけく いぇ さけいぇすぇ う おぇ-
つっしすゃけすけ くぇ さけいけゃけすけ 
きぇしかけ -  うしおぇ かう ぉさぇくてなす 
さっぇかくけ  すけゃぇ うかう っ せょけぉくぇ 
ょなゃおぇ しぇきけ いぇ こけかうすうちう 
う ぇかうぉう いぇ かけてう こさけうい-
ゃけょうすっかう? ╇いけぉとけ くせあっく 
かう くう っ すぇおなゃ いぇおけく?
¨すゅかっあょぇくっすけ くぇ きぇしかけょぇえ-

くぇ さけいぇ せ くぇし ょぇすうさぇ こけゃっつっ 
けす 4 ゃっおぇ う くぇしっかっくうっすけ ゃ 
╉ぇさかけゃしおけすけ う ╉ぇいぇくかなて-
おけすけ こけかっすぇ うきぇ ゅけかはき けこうす 
ゃ すぇいう ょっえくけしす. ‶けしかっょくうすっ 
ょっしっすうかっすうは, けぉぇつっ, こけ こさう-
つうくう, おけうすけ ゃっつっ こけしけつうた, 
すぇいう ょっえくけしす ぉっ いくぇつうすっか-
くけ いぇくっきぇさっくぇ. ]こけさっょ きっく 
おぇつっしすゃけすけ くぇ こさけょせおちうはすぇ 
いぇゃうしう ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく けす 
こさけういゃけょうすっかうすっ, けす すはたくぇすぇ 
きけすうゃぇちうは, おせかすせさぇ う ょさ. ╁ 
すぇいう ゃさないおぇ しつうすぇき, つっ いぇおけく 
いぇ さけいぇすぇ ぉう こけきけゅくぇか いぇ こけ-
ょけぉさはゃぇくっすけ くぇ ょっえくけしすすぇ くぇ 
こさけういゃけょうすっかうすっ, くけ くっ ぉうゃぇ 
ょぇ しっ こさうっきぇ おぇすけ こぇくぇちっは, 
いぇとけすけ うきぇ ょけしすぇ こさうきっさう 
いぇ ょけぉさう いぇおけくけゃう さってっくうは, 
おけうすけ, けぉぇつっ, ょぇゃぇす かけてう 
さっいせかすぇすう こけょ ゃかうはくうっ くぇ 
つけゃっておうは そぇおすけさ.

- ┿おけ ゃしっおう けす くぇし しっ ゃなさ-
くっ こさう いっきうすっ くぇ ょっょうすっ 
しう う しっ いぇっきっ し すはた, とっ 
しすぇくっき かう こけ-ょけぉさぇ ょなさ-
あぇゃぇ, ぇ くうっ こけ-ぉけゅぇすう? 
]つうすぇき, つっ „ゃさなとぇくっすけ おなき 

いっきはすぇ” ゃ きぇとぇぉ こけょけぉっく くぇ 
„ぉはゅぇくっすけ けす いっきはすぇ” せ くぇし っ 
くっゃないきけあくけ こけ きくけゅけ こさうつう-
くう: ょっきけゅさぇそしおう, しすけこぇくしおう 
う ょさ., くけ こけ こさうくちうこ, おけゅぇすけ 
たけさぇすぇ さぇいつうすぇす くぇ しっぉっ しう, 
すっ しっ ゃさなとぇす おなき ちっくくけしすう, 
おけうすけ しぇ たぇさぇおすっさくう いぇ しっ-
かぇすぇ - ゃいぇうきけこけきけと, いょさぇゃう 
さけょしすゃっくう ゃさないおう, しこぇいゃぇくっ 
くぇ すさぇょうちううすっ, おけうすけ しこけきぇ-
ゅぇす いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ ゃしはおけ 
けぉとっしすゃけ. ╁ すけいう しきうしなか - 
ょぇ, とっ しすぇくっき こけ-ぉけゅぇすう.

- ╇ こけくっあっ すはしくぇすぇ ╁う 
しこっちうぇかくけしす, ょけおけかおけすけ 
いくぇき, っ ゅっけょっきけゅさぇそうは, 
うきぇ かう くぇうしすうくぇ けこぇしくけしす 
ぉなかゅぇさうすっ ょぇ ういつっいくっき 
おぇすけ くぇさけょ う おけゅぇ?  
╁ ぉかういおけ ぉなょっとっ くはきぇ 

けこぇしくけしす けす ういつっいゃぇくっすけ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうはす っすくけし, くけ うきぇ 
さっぇかくぇ けこぇしくけしす けす いくぇつう-
すっかくぇ こさけきはくぇ ゃ っすくうつっしおぇ-
すぇ しすさせおすせさぇ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ 
くぇしっかっくうっ, おけっすけ とっ ょけゃっょっ 
う ょけ こさけきっくう くぇ ょさせゅう くっゅけ-
ゃう しすさせおすせさう: けぉさぇいけゃぇすっか-
くぇ, おゃぇかうそうおぇちうけくくぇ, こけかけ-
ゃけ-ゃないさぇしすけゃぇ う ょさ., ぇ すけゃぇ 
くはきぇ おぇお ょぇ くっ しっ けすさぇいう くぇ 
けぉかうおぇ くぇ しすさぇくぇすぇ くう. ╄すけ 
いぇとけ, しこけさっょ きっく しすさぇくぇすぇ 
くう すさはぉゃぇ ょぇ こさけゃっあょぇ はしくぇ 
う っそっおすうゃくぇ ょっきけゅさぇそしおぇ 
こけかうすうおぇ, おけはすけ ょぇ っ ゃ けしくけ-
ゃぇすぇ くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ くう こけ-
かうすうおぇ, くっいぇゃうしうきけ けす すけゃぇ 
おけえ くけしう ゃかぇしすけゃぇすぇ けすゅけ-
ゃけさくけしす!      
 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ぢëÜâ. ぢñöéë で¿íçñú¡Üç:
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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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„╅ちつかせあし“ う
きけうそてあ せあ
いあせさかちあ 〈あせねそちそう

╅ちつかせあしぬけ つうあしみて
つてちかつ つ てかせけつ

¨うあせさあ 『とつかうあ: ╅さそ せか すそきかの 
おあ たしとうあの - たそてひうあの

ぃかなひて せあ 』かしつさそつてそたあせつさあてあ
あさあおかすけみ: ╇ちひはあせかてそ せあ

くかすみてあ いかのか えちかのさあ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ
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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: ╇ゃぇえかけ 〈けくっゃ ]すっそぇくけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 5,

╋ぇてうくっく けこっさぇすけさ ╋╋

╂けょうくう: 25

╆けょうは: ╁っいくう

》けぉう: 《せすぉけか

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ?

- [ぇいつうすぇき くぇ しっぉっ しう.
‶さうはすっかうすっ しぇ? - 〈っいう, くぇ おけうすけ きけあっ ょぇ しっ さぇいつうすぇ.

『╅╆《【]¨╇¨ 『ぇを╊ 》╅′っ【
′╊]╊〉《【《 ╆《╈╅【』【╇《 〉╅ „╅『』╊〉╅]“
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』てそてけぬけ ちあつてけてかしせけ うけおそうか うけちかみて う たあちさそうかてか せあ さあくあせしひのさあてあ そちひきかこせけぬあ

╇つかさけ おかせ そてさちけうあて たそ てちけ せそうけ いそしせけ きかせけ, かおせあ そて てみに とすけちあ

ごÑó ó çó¢

╁しっおう, ょけてなか いぇ こさなゃ こなす ゃ „┿さ-
しっくぇか”, けとっ こさっきうくぇゃぇえおう 

こけさすぇかぇ, くはきぇ おぇお ょぇ くっ いぇぉっかっあう 
っょくけ - ゃかういぇて せあ ゃ けさなあっっく いぇゃけょ, 
ぇ すっ こけしさっとぇ いっかっくけすけ, しゃっあけすけ う 
つうしすけすけ せしっとぇくっ いぇ うしすうくしおう こぇさお. 
]すけすうちうすっ ょっおぇさう いっかっくう こかけとう 
ゃ „┿さしっくぇか” さぇょゃぇす けおけすけ くっ しぇきけ 
こさっょ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは う おさぇえ ちっく-
すさぇかくうは こけさすぇか. ′ぇ こさぇおすうおぇ - ゃしっ-
おう こさけういゃけょしすゃっく おけさこせし う ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくぇ しゅさぇょぇ しぇ „ゃゅさぇょっくう” ゃ 
っしすっしすゃっくぇ こさうさけょくぇ しさっょぇ. ╆ぇ こぇさ-
おぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ しぇ 
こけきうしかうかう けとっ こさう しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ こさっい 
1924-すぇ ゅけょうくぇ, さぇいおぇいゃぇ ╊うかはくぇ 
[はてっゃぇ, ぇゅさけくけき う さなおけゃけょうすっか くぇ 
いゃっくけすけ おなき „┿さしっくぇか 2000“, つぇしす けす 
けすょっかぇ し くぇつぇかくうお ╃うきうすなさ ╉なさおけゃ. 
╆ゃっくけすけ こけおさうゃぇ くっ しぇきけ ゅさうあぇすぇ いぇ 
けすかうつくけすけ しなしすけはくうっ くぇ ゅさぇょうくおう, 
ょなさゃっすぇ う かうゃぇょう くぇ ちはかぇすぇ すっさう-
すけさうは くぇ そうさきぇすぇ し すけさっくっ, おけしっくっ, 

こけかうゃぇくっ, くけ しなとけ う いぇ こけつうしすゃぇくっすけ くぇ しくっゅぇ こさっい 
いうきぇすぇ, こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ おけさこせしうすっ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ-
すけ くぇ くけゃう こさけういゃけょしすゃぇ, ゃなすさってくけすけ こけつうしすゃぇくっ くぇ 
ゅけかはきぇ つぇしす けす しゅさぇょうすっ, こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ちゃっすは いぇ 
くせあょうすっ くぇ „┿さしっくぇか”...

ぶÜçñàóÖí!

╁ さぇいゅぇさぇ くぇ あっゅうすっ, くぇ 
こさうぉさぇくけすけ けこっつっくけ 

あうすけ, くぇ っあっょくっゃくうすっ くけゃう-
くう いぇ ゃしっ こけ-しおなこ う こけ-しおなこ 
あうゃけす, くぇ そけくぇ くぇ ゃしっゃない-
きけあくうすっ しかせたけゃっ いぇ ゅさぇくう-
つっとう ょけ ぉっいせきうは さぇいかうつくう 
ぇこけおぇかうこしうしう, ゃ おけうすけ しっ 
けこなゃぇす ょけ しおなしゃぇくっ う ぉっい 
すけゃぇ くぇあっあっくうすっ くう くっさゃう, 
くぇ そけくぇ くぇ っょゃぇ  ょうてぇとうすっ 

くう くぇょっあょう いぇ うくぇつっ すぇき, くは-
おなょっ きっあょせ きっつすぇすぇ いぇ きけさっ 
う ぉうすけゃぇすぇ くう さっぇかくけしす, きっ 
いぇしすうゅくぇ っょくぇ けすさけくっくぇ つけ-
ゃっとうくぇ. 
╋ぇかおぇ, すゃなさょっ かうつくぇ, きくけゅけ 

ういしすさぇょぇくぇ, し っょゃぇ しょなさあぇくう 
しなかいう くぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす, つっ 
ゃしっ けとっ うきぇ すぇおうゃぇ „かせょう”. 
』けゃっとうくぇ くぇ ぉけかおぇ, つっ ゃな-

こさっおう ょぇょっくけすけ, しう くっょけけちっ-
くっく うかう こさけしすけ しう ういすっゅかうか 
かけてぇすぇ おぇさすぇ しっゅぇ...
』けゃっとうくぇ くぇ くぇょっあょぇ, つっ 

おけゅぇすけ すう しっ たかけこくっ こけさすぇ, すう 
しっ けすゃぇさは ょあぇき. 
╆ぇしすうゅくぇ きっ っょくぇ すぇおぇゃぇ 

きぇかおぇ つけゃっとうくぇ, おけはすけ きっ 
くぇおぇさぇ ょぇ こさっけしきうしかは ちはかぇすぇ 
おけくちっこちうは くぇ すけいう こけさっょっく 
ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
╁ こさけきっあょせすなおぇ きっあょせ  ょゃっ 

しすぇすうう しっ けぉぇょう 〈ぇすはくぇ. 〈ぇすは-
くぇ ╋ぇさおけゃぇ - おけくすさけかぬけさ こけ 
おぇつっしすゃけすけ けす ╆ぇゃけょ 2, ちった 
160. ]おけさけ いぇゃなさくぇかぇ しっ くぇ 

さぇぉけすぇ しかっょ こけかけゃうくゅけょう-
てっく ぉけかくうつっく う しなとけ すけか-
おけゃぇ しおけさけ こけかせつうかぇ しゃけっすけ 
こさっょういゃっしすうっ いぇ けしゃけぉけあょぇ-
ゃぇくっ けす さぇぉけすぇ. 
〈ぇすはくぇ こけきけかう ょぇ ぉかぇゅけょぇ-

さうき. ′ぇ ょゃぇきぇ きなあっ, つううすけ 
うきっくぇ しぇきぇすぇ すは くっ いくぇっ. ′ぇ 
きけきつっ, あうゃっっとけ ゃ ぉかういけしす 
ょけ こけょかっいぇ  ゃ こけしけおぇ  „┿さ-
しっくぇか”, う くぇ きなあ, さぇぉけすっと ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ. 〈っいう ょゃぇきぇ 
きなあっ くっ こけょきうくぇかう ゃうっとぇすぇ 
けす ぉけかおぇ あっくぇ, おけはすけ ゃ さぇく-
くけすけ せすさけ くぇ しくっあくうは 2-さう 
そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ こぇょぇ 
う しう つせこう あっしすけおけ おさぇおぇ くぇ 
こけょかっいぇ. ¨す ぉけかおぇすぇ くぇ 〈ぇ-
すはくぇ え こさうかけてぇゃぇ, いぇ おさぇすおけ 
ゅせぉう しないくぇくうっ う ゃうおぇ いぇ こけ-
きけと. ╋うくぇゃぇす たけさぇ さぇいかうつ-
くう: きなあっ, あっくう, けゅかっあょぇす 
は, しなつせゃしすゃぇす え し こけゅかっょ, くけ 
こさけょなかあぇゃぇす.

′ぇちうけくぇかくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ こさけそうかぇおすうおぇ くぇ 
さぇおぇ くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ こさっょゃうあょぇ ゃぇおしう-

くぇちうは くぇ 75% けす 12-ゅけょうてくうすっ きけきうつっすぇ ゃ しすさぇ-
くぇすぇ しさっとせ つけゃっておうは こぇこうかけきぇ ゃうさせし (HPV). 
╁うさせしなす っ けしくけゃくうはす ゃうくけゃくうお いぇ けくおけかけゅうつくけ-
すけ いぇぉけかはゃぇくっ - さぇお くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ. 
‶さっょう ぉさけっくう ょくう ′ぇちうけくぇかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ ぉっ 

けょけぉさっくぇ けす ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす, ぇ こさっょう こけ-
ゃっつっ けす きっしっち ぉっ こせぉかうおせゃぇくぇ いぇ けぉとっしすゃっくけ 

けぉしなあょぇくっ くぇ しぇえすぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ.
]さっょ けしくけゃくうすっ きけすうゃう いぇ くぇつぇかけすけ くぇ 

こさけゅさぇきぇすぇ っ そぇおすなす, つっ  っあっゅけょくけ ゃ しゃっすぇ 
しっ さっゅうしすさうさぇす くけゃう こけかけゃうく きうかうけく しかせ-
つぇう くぇ いぇぉけかっかう あっくう けす すけいう ゃうょ さぇお, おぇすけ 
こけかけゃうくぇすぇ けす すはた せきうさぇす. 

[あくあせしひのさけてか しそうぬけけ
けくしけくあて くあ 115-み つけ つかくそせ

‶けゃっつっ けす 1 000 かけゃちう う 
400 さうぉけかけゃちう けす ╉ぇいぇく-

かなておけ せすさっ とっ ういかはいぇす くぇ 
こけかっすけ う ゃ ╀ぇかおぇくぇ, おさぇえ ゃけ-
ょくうすっ こかけとう う こけおさぇえ こさぇい-
くうつくうすっ すさぇこっいう, いぇ けすおさうゃぇ-
くっすけ くぇ すぇいゅけょうてくうは かけゃっく 
しっいけく. 30 しぇ ょさせあうくおうすっ, 
つかっくけゃっ くぇ おぇいぇくかなておけすけ 
しょさせあっくうっ し くっしすけこぇくしおぇ 
ちっか, けぉっょうくはゃぇとけ かけゃちうすっ 
う さうぉけかけゃちうすっ, こけ-ういゃっしすくけ 
おぇすけ ╊けゃくけ ょさせあっしすゃけ „]け-
おけか”. ╉ぇいぇくかなておけすけ しょさせあっ-
くうっ けぉたけあょぇ すっさうすけさうは けす 76 
たうかはょう たっおすぇさぇ けす いっきかうとっ-
すけ くぇ ¨しっすっくけゃけ おさぇえ ╉ぇかけ-
そっさ ょけ ╋なゅかうあおけすけ ぃかうっゃけ.
〈ぇいう ゅけょうくぇ „]けおけか” こさぇい-

くせゃぇ 115 ゅけょうくう けす しないょぇゃぇ-
くっすけ しう, しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ 
„┿さしっくぇか” くっゅけゃうはす こさっょ-
しっょぇすっか ]すっそぇく ╋ぇくつけさけゃ. 
╂けょうてくうくぇすぇ とっ ぉなょっ けす-
ぉっかはいぇくぇ すけいう こなす, ゃきっしすけ し 
こさぇいくうちう こけおさぇえ すさぇこっいうすっ, 

し さっぇかくう ょっえしすゃうは ゃ こけかいぇ 
くぇ けこぇいゃぇくっすけ くぇ こさうさけょぇ-
すぇ う こけょょなさあぇくっすけ くぇ さぇゃ-
くけゃっしうっすけ ゃ こけこせかぇちうはすぇ くぇ 
きっしすくうは ょうゃっつ. 200 たうかはょう 
かっゃぇ ぉのょあっす うきぇ おぇいぇくかなて-
おけすけ しょさせあっくうっ, おけっすけ とっ 
おせこう 60 すけくぇ ちぇさっゃうちぇ う  4 
すけくぇ あうすけ いぇ ょさっぉくうは こっさ-
くぇす ょうゃっつ. 600 はさっぉうちう とっ 
ぉなょぇす こせしくぇすう ゃ くっぉっすけ くぇょ 
╉ぇいぇくかなておけ, 200 そぇいぇくぇ とっ 
こけかっすはす おさぇえ さっおぇ ╊ってくうちぇ. 
150 こぇすうちう とっ さぇいしっかはす けとっ 
きっしすくうすっ かけゃちう, おけうすけ こさっい 
くけゃうは しっいけく とっ ういゅさぇょはす 4 
つぇおぇかぇおぇ, いぇしかけくう, しけかうとぇ, 
たさぇくうかおう, しなけぉとう けとっ ]すっ-
そぇく ╋ぇくつけさけゃ, おけえすけ っ つかっく 
う くぇ ′ぇちうけくぇかくけすけ さなおけゃけょ-
しすゃけ くぇ ′╊[] – ]╊[╀ ゃっつっ 
つっすうさう きぇくょぇすぇ, ぇ ゃ きけきっくすぇ 
けすゅけゃぇさは いぇ そうくぇくしけゃうすっ ゃな-
こさけしう くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ ゃ ちは-
かぇすぇ しすさぇくぇ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

14  август

10:00 - 12:00

Състезание по скоростно изкачване на стълбите до вр. 
Шипка към Паметника на Свободата

16 август

Художествена галерия - Казанлък 
17:30
Фотоизложба  “Руско-турската война в творчеството 
на руските и българските художници”

25 август

10:00 - ІV мемориално планинско бягане  “Шипченска 
епопея” гр.Шипка - вр. Шипка
09:00 - 12:00 - Площад “Севтополис”
31-во Планинско автомобилно състезание „Шипка 
2012” - представяне на участниците в състезанието 
11:00 - Тържествено отбелязване на 135-та  годишнина 
на Шипченската епопея
12:00 - Възстановка на боевете на връх Шипка
Автобусите за вр. Шипка тръгват на 25.08.2012  г. в 
09.00 ч. от  хотел ”Казанлък”. Цената на билета в двете 
посоки е 4 лева.
 
26 август 

10:30
Старт на планинското автомобилно състезание  
”Шипка 2012” 
 
25 - 26 август 

Бизнес център - Казанлък Семинар  “Индийска 
култура” 

╆《╋╊』【╇╊〉¨っ【 〈╊』╊を ╅╇╈】』【

╆ぇとけ きっしっちなす しっ くぇさうつぇ ぇゃゅせしす?
╋っしっち ぇゃゅせしす っ くぇさっつっく くぇ ¨おすぇゃうぇく ┿ゃゅせしす, こなさ-

ゃうは さうきしおう うきこっさぇすけさ. ‶さっい はくせぇさう 27 ゅ. し こけしすぇくけ-
ゃかっくうっ くぇ さうきしおうは しっくぇす きっしっち しっおしすうかうえ /てっしすうはす 
きっしっち しこけさっょ さうきしおうは おぇかっくょぇさ/ っ こさっうきっくせゃぇく ゃ 
ぇゃゅせしす くぇ うきっすけ くぇ うきこっさぇすけさぇ. ╋っしっちなす うきぇ 31 ょくう, 
いぇとけすけ うきこっさぇすけさなす うしおぇか くっゅけゃうはす きっしっち ょぇ うきぇ 
すけかおけゃぇ ょくう, おけかおけすけ う のかう, きっしっちなす くぇ ぃかうえ 『っ-
いぇさ. 
┿ゃゅせしす けいくぇつぇゃぇ ぉせおゃぇかくけ „ぉけあっしすゃっく, ゃないゃっかう-

つぇく“.
]すぇさけすけ しかぇゃはくしおけ うきっ くぇ きっしっちぇ っ ぉうかけ „いぇさっゃ”, 

すなえ おぇすけ しこけさっょ っょくぇ すっけさうは こけ すけゃぇ ゃさっきっ っかっくうすっ 
しっ くぇきうさぇす ゃ かのぉけゃくうは しう う さっゃぇす しうかくけ.
╉けゅぇすけ ゅけょうくぇすぇ っ ゃうしけおけしくぇ, ぇゃゅせしす う そっゃさせぇさう 

いぇこけつゃぇす くぇ っょうく う しなと ょっく けす しっょきうちぇすぇ.

‶さぇいくうちう う うきっくくうちう こさっい き. ぇゃゅせしす.
╋ぇおぇゃっえ っ くぇ 1 ぇゃゅせしす. ╇きっくくうちう: ╁なかおけ, ╁なかおぇ.
‶さっけぉさぇあっくうっ ╂けしこけょくっ っ くぇ 6 ぇゃゅせしす. ╇きっくくうちう: 

]けすうさ, ]けすうさおぇ
╂けかはきぇ ╀けゅけさけょうちぇ っ くぇ 15 ぇゃゅせしす. ╇きっくくうちう: ╋ぇ-

さうは, ╋ぇさうぇくぇ, ╋ぇさうはくぇ, ╋ぇさうっかぇ, ╋ぇさうっすぇ, ╋ぇさうけ 
う ょさ.
‶さけさけお ]ぇきせうか  しっ こけつうすぇ くぇ 20 ぇゃゅせしす. ╇きっくくうちう: 

]ぇきせうか
╋なつっくうちうすっ ┿ょさうぇく う ′ぇすぇかうは しっ こけつうすぇす くぇ 26 

ぇゃゅせしす. ╇きっくくうちう: ┿ょさうぇく, ┿ょさうぇくぇ, ′ぇすぇかうは
]ゃ. ┿かっおしぇくょなさ しっ こけつうすぇ くぇ 30 ぇゃゅせしす. ╇きっくくうちう: 

┿かっおけ, ┿かっおしぇくょなさ, ┿かっおしぇくょさぇ, ┿かっおしぇくょさうくぇ
]ゃ. ╂っくぇょうえ, こぇすさうぇさた 『ぇさうゅさぇょしおう, しっ こけつうすぇ くぇ 

31 ぇゃゅせしす. ╇きっくくうちう: ╂っくけ, ╂っくぇ, ╂っくぇょう

╆ぇ さけょっくうすっ こさっい ぇゃゅせしす
〈っ しぇ すゃなさょっ っきけちうけくぇかくう, っくっさゅうつくう, せこけさうすう 

たけさぇ. 『っかっせしすさっきっくう しぇ, くけ くっこさっょこぇいかうゃう. ′っ こけ-
くぇしはす ぉぇゃくうすっ う きせょくう たけさぇ. ╅っくうすっ, さけょっくう こさっい 
ぇゃゅせしす, しぇ せゃっさっくう ゃ しうかうすっ しう, くっ しぇ いかけこぇきっすくう, 
くけ しぇ きくうすっかくう. ╁ しっきっえしすゃけすけ しう しぇ かうょっさう. 〈っ しぇ 
ょけぉさう ょけきぇおうくう, くけ くっ けぉうつぇす けしけぉっくけ ょぇ ゅけすゃはす. 
╋なあっすっ こけ こさうさけょぇ しぇ つせゃしすゃうすっかくう う さぇくうきう, ゃ 
しっきっえくうすっ しう けすくけてっくうは しぇ けすしすなこつうゃう. [はょおけ しぇ 
とぇしすかうゃう ゃ こなさゃうは しう ぉさぇお. ′っ すなさこはす くぇすうしお う 
おさうすうおぇ, つぇおぇす しぇきけ こけたゃぇかう う ゃしっけぉとけ こさういくぇくうっ. 
╋くけゅけ しぇ さっゃくうゃう, きぇおぇさ つっ すっ しぇきうすっ さはょおけ しぇ ゃっ-
さくう しなこさせいう. ′ぇ さけょっくうすっ こさっい ぇゃゅせしす こけょたけあょぇす 
うきっくぇ おぇすけ: ぃかうはく, ╆ぇたぇさう, ┿かっおしぇくょなさ, ′うおけかぇえ, 
┿くぇ, ╋ぇさうは, ぃかうは, ╋ぇさゅぇさうすぇ, 〈ぇすはくぇ.

』うしかけすけ  8
〈け っ けす いくぇつっくうっ いぇ さけょっくうすっ こさっい ぇゃゅせしす - つうしかけ-

ゃうはす おけょ くぇ きっしっちぇ っ 8, けしきうちぇ. 〉しこったなす うょゃぇ こさう 
すっいう, おけうすけ きうしかはす こさっょう ゃしうつおけ いぇ ょさせゅうすっ, ぇ こけしかっ 
いぇ しっぉっ しう. ′ぇゅさぇょぇすぇ いぇ すはた っ ゃないきけあくけしすすぇ せきっ-
かけ う こさぇゃうかくけ ょぇ けぉとせゃぇす し こぇさうすっ う うきせとっしすゃけすけ. 
8 っ つうしかけすけ くぇ きぇすっさうぇかくうは せしこった. 〈け くけしう こけぉっ-
ょぇ – こさっょうきくけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ きぇすっさうぇかくけすけ. ′っさはょおけ 
– しかっょ せこけさうすぇ ぉけさぉぇ. 』うしかけすけ 8 うきぇ ょゃけえくしすゃっくぇ 
こさうさけょぇ, おけはすけ しっ ゃうあょぇ う ゃ くっゅけゃうは しうきゃけか: おさなゅ 
ゃなさたせ ょさせゅ おさなゅ. ¨しきうちぇすぇ けかうちっすゃけさはゃぇ いっきくうすっ 
くっとぇ - せしこったなす う こけぉっょぇすぇ おぇすけ こさけすうゃけこけかけあくけ-
しすう くぇ こさけゃぇかぇ う けすしすなこかっくうっすけ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ すは 

しうきゃけかういうさぇ ゃっつくけしすすぇ. 》けさういけくすぇかくけ 
ういこうしぇくぇすぇ けしきうちぇ っ きぇすっきぇすうつっしおうはす 
しうきゃけか いぇ ぉっいおさぇえくけしす.

┿しすさけ-こさけゅくけいぇ
きっしっち ぇゃゅせしす 2012 ゅ.

¨ゃっく. ╇きぇす くせあょぇ けす いぇぉぇゃかっくうは う けす 
ういゅかぇあょぇくっ くぇ けすくけてっくうはすぇ し すはた しぇ-
きうすっ. ╇くすうきくけしすすぇ くっ っ くぇえ-しうかくぇすぇ うき 
しすさぇくぇ. 
〈っかっち. ]すさっし う おけくそさけくすぇちうは, す. お. 

こさうおかのつゃぇす し こっさうけょ, ゃ おけえすけ しぇ ぉうかう 
きっあょせ つせおぇ う くぇおけゃぇかくはすぇ. ╃ぇ こけょさっ-
ょはす くっとぇすぇ ゃ あうゃけすぇ しう. 
╀かういくぇちう. ╁さっきっ いぇ こさぇいくせゃぇくっ う 

せしこけおけっくうっ. ‶ぇくうお-ぉせすけくなす っ ゃっつっ けし-
ゃけぉけょっく. ╁さっきっ っ いぇ うしすうくしおう くぇこさっ-
ょなお. 
[ぇお. ‶けさぇぉけすうかう しぇ いょさぇゃけ う きけゅぇす ょぇ 

しっ こけゅかっいはす う ょぇ うくゃっしすうさぇす ゃ しっぉっ しう 
こけ くぇつうく, おけえすけ くぇえ-きくけゅけ うき ょけこぇょぇ. 
╊なゃ. ╃ぇ ぉなょぇす くはおなょっ, おなょっすけ ょぇ くっ 

きうしかはす いぇ くうとけ う ょぇ くっ こさぇゃはす くうとけ. 
〈けゃぇ っ, おけっすけ うしおぇす, くけ... ょぇ くっ けつぇおゃぇす 
こけつうゃおぇ こさっい ぇゃゅせしす. 
╃っゃぇ. ╇いかういぇす けす ゅさうあうすっ, しすさぇたけゃっ-

すっ う いぇしすけは しう. ′ぇしすなこゃぇ しなしすけはくうっすけ 
くぇ  ゃさけょっくぇすぇ うき しうかぇ う ゃはさぇ ゃ しっぉっ しう. 
╁っいくう. ╇きぇ さっいせかすぇす けす けすかうつくうは うき 

すさせょ. ╃ぇ くっ こさけはゃはゃぇす ういかうてくぇ しおさけき-
くけしす う ょぇ こけたゃぇかはす しっぉっ しう こさっょ くはおけ-
ゅけ, おけえすけ っ ゃぇあくけ ょぇ ゅう つせっ.
]おけさこうけく. ╃ぇ くっ しっ いぇぉかせあょぇゃぇす, つっ 

きけゅぇす ょぇ いぇょなさあぇす そうかけしけそしおけすけ しう 
ゃっさせの ちはかけ, ぉっい ょぇ すさぇくしそけさきうさぇす しぇ-
きうすっ しっぉっ しう. ╃ぇ しっ こさうゅけすゃはす いぇ さっぇか-
くう こさけきっくう. 
]すさっかっち. ╆ぇ ょぇ ぉなょぇす こけ-ょけぉさっ, すさはぉ-

ゃぇ ょぇ こさうょけぉうはす きぇかおけ こけゃっつっ きなょ-
さけしす. ╃ぇ くっ しっ こかぇてぇす, くはきぇ ょぇ いぇゅせぉはす 
ゃかっつっくうっすけ しう おなき あうゃけすぇ. 
╉けいうさけゅ. ]ょなさあぇくけしすすぇ う しこけおけえ-

しすゃうっすけ うき, おけうすけ くっ しぇ くっとけ くけゃけ, 
とっ しっ こさけこせおぇす すけいう きっしっち. ╇ ゃしっ こぇお, 
すけゃぇ っ ゃさっきっくくけ.
╁けょけかっえ. ╇しすうくぇすぇ っ, つっ うしおぇす ょぇ ぉな-

ょぇす いぇぉっかはいぇくう. ╃ぇ ゃなさゃはす くぇこさっょ う ょぇ 
しっ くぇしかぇょはす くぇ ちはかけすけ ゃくうきぇくうっ, おけっすけ 
きけゅぇす ょぇ しなぉっさぇす けす けおけかくうすっ. 
[うぉう. ┿おけ うきぇす くはおぇおなゃ しおさうす こかぇく, 

ょぇ ゅけ いぇぉさぇゃはす. 〈けつくけ しっゅぇ くっとぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しぇ おさうしすぇかくけ はしくう, いぇ ょぇ けす-
おかけくはす ぇすぇおうすっ. 

╃くうすっ し きぇゅくうすくう ぉせさう けす  10 ょけ 
31 ぇゃゅせしす 2012 ゅ.

12 ぇゃゅせしす (20.00 - 22.00)
13 ぇゃゅせしす (16.00 - 18.00)
16 ぇゃゅせしす (09.00 - 10.00)
17 ぇゃゅせしす (19.00 - 22.00)
22 ぇゃゅせしす (08.00 - 11.00)
24 ぇゃゅせしす (17.00 - 19.00)
27 ぇゃゅせしす (17.00 - 19.00)
31 ぇゃゅせしす (17.00 - 19.00)

 ╋ぇゅくうすくぇすぇ ぉせさは こさっょしすぇゃかはゃぇ ぉなさいけ 
う しうかくけ ういきっくっくうっ ゃ きぇゅくうすくけすけ こけかっ 
くぇ ╆っきはすぇ, ゃないくうおゃぇとけ ゃ こっさうけょ くぇ こけ-
ゃうてっくぇ しかなくつっゃぇ ぇおすうゃくけしす.
‶け ゃさっきっ くぇ きぇゅくうすくう ぉせさう しっ くぇさせ-

てぇゃぇす そせくおちううすっ くぇ しなさょっつくけ-しなょけ-
ゃぇすぇ う くぇ たさぇくけしきうかぇすっかくぇすぇ しうしすっきぇ, 
さっぇおちううすっ くぇ ちっくすさぇかくぇすぇ くっさゃくぇ しうし-
すっきぇ しっ いぇぉぇゃはす, ぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしすすぇ 
くぇ たけさぇすぇ しっ こけくうあぇゃぇ.
╁ すぇおうゃぇ ょくう たけさぇすぇ し たさけくうつくう いぇぉけ-

かはゃぇくうは すさはぉゃぇ ょぇ しう ゃいっきぇす さっょけゃくけ 
かっおぇさしすゃぇすぇ. ╆ぇょなかあうすっかくう しぇ さぇいたけょ-
おうすっ くぇ けすおさうすけ.

╋ぇさうは [ぇておけゃa


