
╇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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】ねけてかしつさそ
つひちぬか たあくけ „╅ちつかせあし“
う つせけすさあ くあ つたそすかせ

╅おうそさあて ╈ひちおかうあ: ╇ „╅ちつかせあし“ 
ちひさそうそおつてうそ け つけせおけさあてけ

うひちうみて ちひさあ くあ ちひさあ

╅ちつかせあしつさけ てあてさそ
てちひたせか つ たひちうそしあさ

》ちそな. ╈かせねそ 〉あねかう:
》ちあうかせかてそ せあ おそいちそ たあくけ

そて いそしかつてけ け せかはあつてけみ

на стр. 6 - 7

на стр. 3

на стр. 5
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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:

╁ぇかっくすうく ╉けしすけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 

╂けょうくう:

╆けょうは: ╊なゃ

》けぉう:

]こけさす.

╉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, おけうすけ きっ こけょ-
おさっこはす ゃうくぇゅう.
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〈かつかぬ つかたてかすうちけ – えちあてけつ, せそ つさそいけてか そつてあうあて. 《い-
はけせつさけてか つしときけてかしけ はか ちあくみつせみうあて, せみすあ おあ えしそいみうあて.

′あ 』てちあせあてあ せあ けくえちみうあはそ-
てそ つしひせぬか くあすけせあうあて け さすかてひて 
』てそみせそうあ, け をあちけぬあ 『そくあ 2012

╆《╋╊』【╇╊〉╅【╅ 』╅『╅ ╆╊『〉╅『  

╊っゅっくょぇさくぇすぇ そさっくしおぇ ぇおすさうしぇ けす っゃさっえしおう 
こさけういたけょ ]ぇさぇ ╀っさくぇさ っ さけょっくぇ こさっい 1844 ゅ. 
ゃ ‶ぇさうあ, ょっすっ くぇ くっういゃっしすっく ぉぇとぇ う きぇえおぇ 
おせさすういぇくおぇ. ]ないょぇゃぇ くぇょ 170 ぉかはしおぇゃう さけかう, 
ゅぇしすさけかうさぇ ゃ ╄ゃさけこぇ う ┿きっさうおぇ. 〈は っ こなさ
ゃぇすぇ あっくぇ, ょさないくぇかぇ ょぇ うゅさぇっ きなあおう さけかう /
》ぇきかっす/, くぇさうつぇかう は ╃けく ╅せぇく ゃ こけかぇ. ] ういせ
きうすっかくけ っおしこさっしうゃくうすっ しう さけかう さっゃけかのちうけ
くういうさぇ きはしすけすけ くぇ あっくうすっ ゃ おかぇしうつっしおうは すっぇ
すなさ. ‶なさゃぇ けす ゅけかっきうすっ すっぇすさぇかくう ぇおすさうしう しっ 
しくうきぇ ゃ おうくけすけ. ′ぇえ-そけすけゅさぇそうさぇくぇすぇ あっくぇ ゃ 
しゃっすぇ, かうちっ くぇ きくけあっしすゃけ さっおかぇきう. 
‶け ゃさっきっ くぇ ょゃっすっ ゃけえくう こさっゃさなとぇ ょけきぇ しう 

ゃ ぉけかくうちぇ いぇ さぇくっくう. ] ╉ぇさせいけ ういくぇしはす ぉかぇ
ゅけすゃけさうすっかくう おけくちっさすう ゃ こけかいぇ くぇ ゃけえくうちうすっ.
╇いおかのつうすっかくぇすぇ え こけこせかはさくけしす くぇ ぇおすさうしぇ 

う すっぇすさぇかっく こさっょこさうっきぇつ しないょぇゃぇ きけょっかぇ くぇ 
ょくってくうすっ たけかうゃせょしおう いゃっいょう. 
〉きうさぇ くぇ 79 ゅけょうくう こさっい 1923-すぇ. ′ぇ こけゅさっ

ぉっくうっすけ え ゃ ‶っさ ╊ぇてっい うょゃぇす すけかおけゃぇ きくけゅけ 
たけさぇ, つっ ょゃうあっくうっすけ ゃ ‶ぇさうあ っ こぇさぇかういうさぇ
くけ. ′ぇさっつっくぇ けす ¨しおぇさ 〉ぇえかょ „╀けあっしすゃっくぇ
すぇ ]ぇさぇ“, すは けしすぇゃぇ ぉっいしこけさくぇすぇ おさぇかうちぇ くぇ 
そさっくしおぇすぇ さけきぇくすうつくぇ う おかぇしうつっしおぇ すさぇゅっょうは.

╁しっ こぇお! “′うおけゅぇ くっ とっ しっ 
しこさぇ..., いぇ ょぇ くっ せきさぇ!” - 

おぇいゃぇかぇ ]ぇさぇ ╀っさくぇさ, おけゅぇすけ 
ぉうかぇ ゃっつっ しすぇさぇ, し こさけすっいぇ, し 
ぇすぇおう くぇ すさっしおぇ, し ぉけかくう ぉな-
ぉさっちう う ゅかぇゃけぉけかうっ. ′ぇ ゃない-
ゅかぇゃくうちぇすぇ, ゃなさたせ おけはすけ くはおけ-
ゅぇ しっ さぇいこうかはゃぇかう ぉせえくうすっ え 
おけしう, ぉうかけ ういぉさけょうさぇくけ “╁しっ 
こぇお!”
〈は ぉうかぇ こかっくうすっかくぇ. ¨つう-

すっ え ゅけかっきう, しうくう, はしくう う かな-
つうしすう, おけしぇすぇ え - ぉせえくぇ う つっさ-
ゃっくうおぇゃぇ. ′ぇ しちっくぇすぇ ぉうかぇ 
ゃうくぇゅう こなしすさけちゃっすくぇ う はさおぇ, 
ぇ ゃ あうゃけすぇ - ゃうくぇゅう ゃ ぉはかけ - 
ぇすかぇい, おけこさうくぇ うかう ょぇくすっかぇ, 
こさうしすっゅくぇすぇ し こさけつせすうすっ しう 
いかぇすくう おけかぇくう. ╂さぇちうはすぇ う 
しすさぇしすくぇすぇ うど くぇすせさぇ は こさっゃさな-
とぇす ゃ くぇえ-こさけつせすぇすぇ ぇおすさうしぇ 
う っょくぇ けす くぇえ-きぇゅくっすうつくうすっ 
かうつくけしすう くぇ しゃけっすけ ゃさっきっ. 
‶けいうさぇかぇ くぇ きくけゅけ けす くぇえ-
きけょくうすっ たせょけあくうちう. ┿かそけくし 
╋せたぇ こさぇゃう くはおけかおけ けす くぇえ-
ういゃっしすくうすっ しう おぇさすうくう ゃ しすうか 
ぇさ くせゃけ, ゃょなたくけゃっく けす くっは. 
╃け こけしかっょくうすっ しう ょくう うきぇかぇ 

いゃせつっく う おさぇしうゃ ゅかぇし, くぇさうつぇ-
かう ゅけ „いかぇすっく”. ╄ょうしけく いぇこうしゃぇ 
すけいう ゅかぇし し すけおせ-とけ ういけぉさっすっ-
くうは けす くっゅけ そけくけゅさぇそ.
‶なすはす おなき しちっくぇすぇ. ]ぇさぇ 

╀っさくぇさ ぉうかぇ つけゃっお くぇ くっせ-
おさけすうきぇすぇ あういくっくぇ っくっさゅうは う 
くぇ ういせきうすっかくぇすぇ ゃけかは. ╁ ょっす-
しすゃけすけ え すけゃぇ ょさぇいくっかけ きぇえおぇ 
え う いぇすけゃぇ けこなさくうつぇゃぇすぇ ]ぇさぇ 
ぉうかぇ ういこさぇすっくぇ ゃ きぇくぇしすうさ.
]かせつぇえくけしす けすゃっあょぇ ]ぇさぇ-

╋ぇさう-┿くさうっす [けいうく ╀っさくぇさ  
ょけ ゅけかはきぇすぇ しちっくぇ. ╋ぇえおぇ え う 
くっえくうすっ こけおさけゃうすっかう さってうかう 
すは ょぇ しすぇくっ ぇおすさうしぇ, すなえ おぇすけ 
すけゃぇ ぉうか っょうく けす くぇえ-かっしくうすっ 
くぇつうくう たせぉぇゃうすっ あっくう ょぇ しう 
くぇきっさはす ぉけゅぇすう けこっおせくう. ]ちっ-
くうつくぇすぇ おぇさうっさぇ  くぇ ]ぇさぇ いぇ-
こけつゃぇ こさっい 1862 ゅけょうくぇ, ょけおぇ-
すけ せつっかぇ ゃ „╉けきっょう 《さぇくしっい”. 
╆ぇさぇょう ういぉせたかうゃうは しう くさぇゃ, 
けぉぇつっ, こさっしすけはす え くっ こさけょなか-
あうか ょなかゅけ. ¨しゃっく すけゃぇ, くっ 
ゃうあょぇかう ゃ くっは おけえ いくぇっ おぇおなゃ 
すぇかぇくす. [ぇいけつぇさけゃぇくぇ, ]ぇさぇ 
けこうすぇかぇ ょぇ しっ しぇきけせぉうっ... 
╊のぉけゃすぇ う ぉさぇおなす. ‶さっい 

しなとぇすぇ ゅけょうくぇ しすぇゃぇ おせさすう-
いぇくおぇ. ¨すおぇいぇかぇ ょぇ しっ けきなあう 
いぇ ういぉさぇくうは けす きぇえおぇ え おぇく-

ょうょぇす う ういぉはゅぇかぇ ゃ ╀さのおしっか. 
〈せお すは こさっあうゃはゃぇ こなさゃぇすぇ しう 
かのぉけゃ - し こさうくち ┿くさう ょっ ╊うく, 
おけえすけ え いぇぉさぇくはゃぇか ょぇ ぉなょっ 
ぇおすさうしぇ, ぇ しっきっえしすゃけすけ きせ きせ 
いぇぉさぇくはゃぇかけ ょぇ しっ けあっくう いぇ 
くっは. ‶さっい 1864 ゅ. ]ぇさぇ さぇあょぇ 
っょうくしすゃっくけすけ しう ょっすっ - ╋けさうし 

╀っさくぇさ. ╉けゅぇすけ しうくなす え こけさぇし-
くぇか, こっす こなすう しっ ぉうか くぇ ょせっか 
いぇさぇょう けしおなさぉかっくうは こけ ぇょさっし 
くぇ きぇえおぇ しう. 
‶さっい 1882 ゅけょうくぇ ゃ ╊けくょけく 

すは しっ あっくう いぇ しゃけは „ゅさなちおう 
ぉけゅ” – ょうこかけきぇすなす ┿さうしすうょっし 
╃ぇきぇかぇ. 〈けゃぇ っ っょうくしすゃっくう-
はす え ぉさぇお, こさけょなかあうか しぇきけ 
くはおけかおけ きっしっちぇ. 〈けえ しっ たゃぇ-
かっか し ういくっゃっさうすっ しう う し せょけ-
ゃけかしすゃうっ せくうあぇゃぇか ]ぇさぇ くぇ 
けぉとっしすゃっくう きっしすぇ. ‶けつうくぇか 
くぇ 34 ゅけょうくう けす いかけせこけすさっぉぇ 
し くぇさおけすうちう. 
]ぇさぇ うきぇかぇ ゃさないおぇ う し ╄ょせ-

ぇさょ VII, こさうくち くぇ 〉っかし.]こけさっょ 
しかせたけゃっ, すは うきぇかぇ ゃさないおぇ う し 
ょさせゅう っゃさけこっえしおう きけくぇさしう, 
おけうすけ は いぇしうこゃぇかう しなし しおなこう 
こけょぇさなちう. 
╃けきなす くぇ ]ぇさぇ ╀っさくぇさ ぉうか 

ちっくすなさ いぇ いくぇきっくうすけしすう: ╄きうか 
╆けかぇ, ╊せう ‶ぇしすぬけさ, 【ぇさか 
╂せくけ, ¨しおぇさ 〉ぇえかょ, ╅けさあ 
╉かっきぇくしけ う きくけゅけ ょさせゅう. 

〈そみてあ つしあうあ ういかつみうあのか うちあえそうかてか すけ け おそつあきおあのか せあ たちけみてかしけてか すけ.
』あちあ ╆かちせあち
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]なょぉけくけしくぇすぇ1886-すぇ.
42-ゅけょうてくぇすぇ ぇおすさうしぇ こさっ-
すなさこはゃぇ すっあおぇ いかけこけかせおぇ, 
ょけおぇすけ うゅさぇっ ゃ [うけ ょっ ╅ぇくっえ-
さけ, う くぇさぇくはゃぇ くっこけこさぇゃうきけ 
ょはしくけすけ しう おけかはくけ. ‶け-おなしくけ 
ちっかうはす え おさぇお っ ぇきこせすうさぇく 
こけさぇょう ゅぇくゅさっくぇ. ╁なこさっ-

おう すさせょくけしすうすっ し こさけすっいぇすぇ, 
]ぇさぇ ╀っさくぇさ こさけょなかあぇゃぇ ぇお-
すぬけさしおぇすぇ しう おぇさうっさぇ う せしこは-
ゃぇ ゃしっ すぇおぇ ょぇ けきぇゅぬけしゃぇ こせぉ-
かうおぇすぇ. 
〈さうせきそなす. ]かっょ おぇすけ しっ 

しくうきぇ ゃ くはきけすけ おうくけ ゃ 8 うゅ-
さぇかくう う 2 ぉうけゅさぇそうつくう そうか-
きぇ, ]ぇさぇ ╀っさくぇさ うゅさぇっ ゃ “┿すぇ-
かう”, “╉うく”, “《っょさぇ”, „╋っょっは”, 
„╃ぇきぇすぇ し おぇきっかううすっ”, “[のう 
╀かぇし”, “¨すっかけ” う きくけゅけ, きくけゅけ 
ょさせゅう. ]ぇきぇ ゅさぇょう こせぉかうつくうは 
しう けぉさぇい, ういこけかいゃぇ ゃしはおぇ すった-
くけかけゅうつくぇ くけゃけしす. ╉ぇさうっさぇすぇ 
え ゃおかのつゃぇ しけぉしすゃっくう すっぇすさう 
う せこさぇゃかっくうっ くぇ ゃしうつおうすっ え 
すっぇすさぇかくう こさけょせおちうう. ]すぇゃぇ 
ういゃっしすくぇ こけ しちっくうすっ くぇ ┿きっ-
さうおぇ う ╄ゃさけこぇ. ′ぇえ-ういゃっしすくぇ-
すぇ ぇおすさうしぇ くぇ XIX ゃっお.  
╀っさくぇさ ぉうかぇ すけかおけゃぇ ゃっかう-

おぇ, つっ ¨. 〉ぇえかょ こうてっ しゃけはすぇ 
„]ぇかけきっ“ こなさゃけ くぇ そさっくしおう 
っいうお しこっちうぇかくけ いぇ くっは, ぇ ‶せ-
つうくう こうてっ けこっさぇすぇ しう „〈け-

しおぇ“, しかっょ おぇすけ は ゅかっょぇ ゃ おけ-
さけくくぇすぇ うど さけかは ゃ こうっしぇすぇ くぇ 
╁. ]ぇさょせ „〈けしおぇ“. ╉けゅぇすけ すは 
ういうゅさぇゃぇ ょけくぇ ]けかぇ ゃ “╄さくぇ-
くう”, ╁うおすけさ ぃゅけ え こけょぇさはゃぇ 
ょうぇきぇくす, おけえすけ すは ゃうくぇゅう くけ-
しっかぇ くぇ てうはすぇ しう. ”┿い しなき ゃなゃ 
╁ぇてうすっ おさぇおぇ” - こうしぇか え すけえ.

]かぇゃぇすぇ くぇ ぇおすさうしぇすぇ てっきっす-
くけ さぇしすはかぇ. 》うかはょう いさうすっかう しっ 
こさっおかぇくはかう こさっょ すぇかぇくすぇ え. ╁ 
[せしうは  こさう くぇえ-ゅけかはき しすせょ こけ 
ちっかう くけとう しっ けぉさぇいせゃぇかう けゅ-
さけきくう けこぇておう. ╁ ┿きっさうおぇ っお-
いぇかすうさぇくぇ こけつうすぇすっかおぇ さぇいさは-
いぇかぇ さなおぇすぇ しう, くぇすけこうかぇ っょくけ 
こっさけ けす てぇこおぇすぇ しう ゃ おさなゃすぇ 
う は こけょくっしかぇ くぇ ぇおすさうしぇすぇ いぇ 
ぇゃすけゅさぇそ. ‶けつすう ゃしっおう ょっく ゃっ-
かうおぇすぇ ╀っさくぇさ こけかせつぇゃぇかぇ こけ 
16 おけてくうちう し ちゃっすは. 
╁っかうおけかっこっく ょぇさ, こけょゃうあっく 

せき, ゃうさすせけいくぇ すったくうおぇ – ]ぇさぇ 
╀っさくぇさ うきぇかぇ こけゃっつっ けす こけかけ-
ゃうく ゃっお くぇ しちっくぇすぇ... 〈は ちはかぇ 
ういゅぇさはかぇ ゃ ういおせしすゃけすけ.
〉ょけしすけうかう は し すうすかぇすぇ ╉ぇゃぇ-

かっさ くぇ ¨さょっくぇ くぇ つっしすすぇ う しなし 
いゃっいょぇ くぇ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ.
╄おしちっくすさうつくぇすぇ ]ぇさぇ.

〈なえ おぇすけ かっおぇさうすっ え こさっょさっ-
おかう, つっ しおけさけ とっ せきさっ, いぇ ょぇ 
こさっけょけかっっ しすさぇたぇ けす しきなさすすぇ, 
すは つっしすけ しこはかぇ ゃ おけゃつっゅ, しなし 
しおさなしすっくう さなちっ. ╉ぇいゃぇかぇ, つっ 
すけゃぇ うど こけきぇゅぇ ょぇ さぇいぉっさっ こけ-
ょけぉさっ すさぇゅうつくうすっ さけかう. 
]ぇさぇ ぉうかぇ っょうくしすゃっくぇすぇ, 

おけはすけ しっ こさっしすさぇてうかぇ ょぇ 
しっ おぇつう くぇ ぉぇかけくぇ くぇ ゃない-
ょせたけこかぇゃぇすっかは ╅っさぇさ. ╃っゃっす 
こなすう こさっおけしうかぇ けおっぇくぇ. 
╉けゅぇすけ くぇこせしくぇかぇ きぇくぇしすう-

さぇ, 18-ゅけょうてくぇ, ゃ しゃうすぇすぇ 
え うきぇかけ 4 おけいう し 4 おけいかっすぇ, 
っょくけ きなさてぇゃけ おせつっ, っょくけ 
おけすっ, っょうく おぇそっい し こすうつおう う 
っょくぇ おけしすっくせさおぇ. ]すさぇしすすぇ え 
おなき あうゃけすくうすっ けしすぇくぇかぇ ょけ 
おさぇは くぇ あうゃけすぇ え. ‶け-おなしくけ 
すは しすさぇくしすゃぇかぇ, こさうょさせあっくぇ 
けす おさなゃけあぇょっく ぇくすせさぇあ – おさけ-
おけょうかう, たぇきっかっけくう, ゃかっつせゅう, 
かっけこぇさょう, こぇくすっさう, かなゃつっすぇ, 
きっつおう, きぇえきせくう...
╁っょくなあ しう おせこうかぇ ぉけぇ, おけは-

すけ, いぇ ょぇ ぉなょっ せおさけすっくぇ ゃ 
こぇさぇたけょぇ, すさはぉゃぇかけ ょぇ うい-
はょっ ちはかぇ しゃうくは. ╃させゅ こなす こけ-
あっかぇかぇ ょぇ え ぉなょっ こさうしぇょっくぇ 
うしすうくしおぇ けこぇておぇ けす すうゅなさ, くけ 
こさうはすっかうすっ え せしこっかう ょぇ さぇいせ-
ぉっょはす かっおぇさは, しなゅかぇしうか しっ くぇ 
ぉっいせきくぇすぇ けこっさぇちうは. 
┿おすさうしぇ - ょけ おさぇは. ╉けゅぇすけ 

ぉうかぇ くぇ 78, いぇこけつくぇかぇ しくうき-
おう いぇ そうかきぇ “╂かっょぇつおぇすぇ”. ╆ぇ 
ょぇ くっ しっ こさっせきけさはゃぇ, しくうきぇかう 
ゃ ょけきぇ え. ‶さけあっおすけさう, おぇさすけ-
くっくう ょっおけさう, ぉかっしすはとう けつう... 
‶けしかっょゃぇか こさうこぇょなお. ‶けしかっょ-
くぇすぇ ぉけさぉぇ くぇ っょうく きくけゅけ しう-
かっく ょせた ゃ っょくけ くっきけとくけ ゃっつっ 
すはかけ.
“′ぇてうはす うしすうくしおう あうゃけす っ 

すぇき, おなょっすけ ゃしっおう ょっく っ しさぇ-
あっくうっ.” - こうしぇかぇ ゃ しゃけはすぇ うい-
こけゃっょ ]ぇさぇ ╀っさくぇさ. 〈は うきぇかぇ 
こさっょゃうょ すっぇすさぇかくぇすぇ しちっくぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╁ っょうく けす くぇえ-ゅけさっとうすっ ょくう くぇ かはすけ 
2012-すけ, くぇ 18-すう ぇゃゅせしす, ゃ こさうしなしすゃうっ-

すけ くぇ くぇえ-ぉかういおう さけょくうくう う おせこ こさうはすっかう, 
しっ ゃっくつぇたぇ ‶かぇきっくぇ ′っくけゃぇ ╀けくっゃぇ う ╂っ-
けさゅう ╇ゃぇくけゃ 』ぇおさなおつうっゃ. ╀さぇおけしなつっすぇくうっ-
すけ しっ ういゃなさてう ゃ すうたぇすぇ こさけたかぇょぇ くぇ ╉さなく-
しおけすけ たぇくつっ, し ういはとくぇ しけそさぇ. ′ぇ こさぇおすうおぇ 
すけ っ しなのい きっあょせ おさぇしうゃぇ ぇさしっくぇかおぇ, ゅけさょけ 
„〈ぇえくけ けさなあうっ“ う ょけしおけさってっく つかっく くぇ おけ-
かっおすうゃぇ くぇ „┿さしっくぇか“. 
╆ぇ きかぇょけあっくっちぇ ╂っけさゅう, ょけしおけさけ つぇしす けす 

しなしすぇゃぇ くぇ ちった 400 ゃ ╆ぇゃけょ 1, ゃっくつぇゃおぇすぇ 
ぉっ ょゃけえくぇ さぇょけしす, いぇとけすけ, けしゃっく おさぇしうゃぇ う 
さぇぉけすくぇ ぉせかおぇ, ゃっつっ っ とぇしすかうゃ ぉなょっと すぇす-
おけ, おけえすけ こけ ╉けかっょぇ とっ しっ さぇょゃぇ くぇ こなさゃぇ 
さけあぉぇ. 
′ぇ ゃっくつぇゃおぇすぇ ぉせかおぇすぇ ‶かぇきっくぇ, おけはすけ っ 

いぇき.-さなおけゃけょうすっか くぇ けすょっか „╇おけくけきうつっしおう“ 
くぇ ╆ぇゃけょ 2, ちった 150, ゅさっってっ, けしゃっく ゃ うい-
はとくぇ こさっきはくぇ, う ゃ ちっかうは つぇさ くぇ ぉなょっとけすけ 
きぇえつうくしすゃけ. 
╇ すなえ おぇすけ, けすおなょっすけ う ょぇ しっ こけゅかっょくっ, 

とぇしすかうゃけすけ しなぉうすうっ っ ゃしっ くぇ ぉっさっおっす, すけ しなし 
しうゅせさくけしす きかぇょけあっくちうすっ くはきぇ ょぇ しっ けすなさゃぇす 
けす ぉかぇゅうくう う ぉけゅぇすしすゃぇ. ╉けっすけ とっ さっつっ, つっ - 
とけ っ ゃさっきっ こさっょ すはた, くぇ たぇうさ とっ っ! 

╃ぇえ, ╀けあっ, ゃしっおうきせ かのぉけゃ う とぇしすうっ!

〈っきぇ し こさけょなかあっくうっ:

¨す 40 しすけすうくおう ょけ 2 かっゃぇ とっ しすさせゃぇ すぇかけくなす いぇ おさぇすおけ-
ゃさっきっくくけ こぇさおうさぇくっ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ けぉけしけぉっくぇすぇ くけゃぇ, 

す.くぇさ. „しうくは いけくぇ”, ゃかはいかぇ ゃ しうかぇ けす 3-すう しっこすっきゃさう し ′ぇ-
さっょぉぇ わ 30 いぇ ょゃうあっくうっすけ くぇ こさっゃけいくうすっ しさっょしすゃぇ くぇ すっ-
さうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
〈は せさっあょぇ こさぇゃうかぇすぇ いぇ ういうしおゃぇくうはすぇ, けゅさぇくうつっくうはすぇ う 

いぇぉさぇくうすっ, しゃなさいぇくう し ょゃうあっくうっすけ くぇ こなすくうすっ こさっゃけいくう 
しさっょしすゃぇ こけ せかうちうすっ, こかけとぇょうすっ う こなすうとぇすぇ くぇ すっさうすけさうは-
すぇ くぇ けぉとうくぇすぇ. 
] ′ぇさっょぉぇすぇ, こさうっすぇ けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 

こさっい のかう, ゃ ゅさぇょぇ しっ けこさっょっかはす けぉとけ 22 いけくう いぇ おさぇすおけゃさっ-
きっくくけ こぇさおうさぇくっ くぇ かっおう ぇゃすけきけぉうかう う っょくぇ いけくぇ いぇ すけゃぇさ-
くう ぇゃすけきけぉうかう. ¨ぉとうはす ぉさけえ くぇ けこさっょっかっくうすっ こぇさおけきっしすぇ 
ゃなゃ ゃしうつおう いけくう っ ぉかういけ 700. ′けゃうすっ きっしすぇ いぇ おさぇすおけゃさっ-
きっくくけ こかぇすっくけ こぇさおうさぇくっ しっ けぉけいくぇつぇゃぇす しなし しこっちうぇかくう 
せおぇいぇすっかくう すぇぉっかう けす そうさきぇ „〈さぇそうお-‶なすくぇ しうゅくぇかういぇちうは” 
╄¨¨╃. ╁ さぇぉけすくう ょくう さっあうきなす くぇ こぇさおうさぇくっ っ けす 7 ょけ 20 
つぇしぇ, おぇすけ すぇおしぇすぇ いぇ おさぇすおけゃさっきっくくけ こぇさおうさぇくっ けしすぇゃぇ しな-

とぇすぇ, おぇおすけ ょけしっゅぇ - 0.40 かゃ. 
ょけ 30 きうくせすう; 0.80 かゃ. - ょけ 1 
つぇし; けす 1 ょけ 2 つぇしぇ - 1.20 かゃ. 
う けす 2 ょけ 3 つぇしぇ - 2 かゃ. 
¨しゃっく くぇ きっしすぇすぇ, おなょっすけ 

ゃっつっ うきぇ こけしすぇゃっくう こぇさおけ-
きぇすう, ょけ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう 
しっ けつぇおゃぇす けとっ 4 くけゃう こぇさ-
おけきぇすぇ. 〈ぇかけくう いぇ こぇさおうさぇ-
くっ とっ きけゅぇす ょぇ しっ おせこはす けす 
ょゃぇすぇ っおうこぇ, けすゅけゃぇさはとう いぇ 
おさぇすおけゃさっきっくくけすけ こぇさおうさぇ-
くっ, けす [╄‶-けゃっすっ, けす 『っくすなさぇ 
いぇ うくそけさきぇちうは う せしかせゅう くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ 
しゅさぇょぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おぇおすけ う けす くはおけう すなさゅけゃしおう 
けぉっおすう, し おけうすけ ゃ きけきっくすぇ しっ 
ゃけょはす さぇいゅけゃけさう, しなけぉとうたぇ 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
╁ けこさっょっかっくうすっ いぇ こぇさおうさぇ-

くっ くけゃう ぉかういけ 700 きっしすぇ うきぇ 
しこっちうぇかくけ けぉけしけぉっくう きっしすぇ 
いぇ こぇさおうさぇくっ くぇ ぇゃすけきけぉう-
かう くぇ たけさぇ しなし しこっちうそうつくう 
そういうつっしおう こけすさっぉくけしすう, し 
くぇきぇかっくぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす 
くぇ 50% う こけゃっつっ けす 50%, 
おぇすけ くぇえ-ゅけかはき ぉさけえ すぇおうゃぇ 
きっしすぇ とっ しぇ おさぇえ しゅさぇょう いぇ 
かっつっぉくう, しけちうぇかくう う ょさせゅう 
さったぇぉうかうすぇちうけくくう ょっえくけし-
すう.  ╆ぇ ちっかすぇ こさうすっあぇすっかうすっ 
くぇ すぇおうゃぇ ぇゃすけきけぉうかう  とっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しう ういゃぇょはす けす ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお しこっちうぇかくう 
ゃうくっすくう こさけこせしおう. 

〈ぇくちけゃうはす ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ し さなおけゃけょう-
すっか 》さうしすけ ]すけはくけゃ いぇきうくぇゃぇ いぇ ぅこけくうは いぇ せつぇし-

すうっ ゃ 12-は 《っしすうゃぇか くぇ ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ ゃ ╋せくぇおぇすぇ.                                                                                                                             
╃くうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは すぇき しっ こさけゃっあょぇす けす 2000-すぇ ゅけょうくぇ, 
ゃうくぇゅう し せつぇしすうっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ すぇくちぬけさう. 〈ぇいう ゅけょう-
くぇ そっしすうゃぇかなす しっ こさけゃっあょぇ けす 11-すう ょけ 28-きう しっこすっきゃさう. 
┿さしぇくぇかちう とっ こけょくっしぇす くぇ はこけくしおぇすぇ こせぉかうおぇ 25 おけく-
ちっさすぇ ゃ けゅさけきくうすっ 8-たうかはょくう いぇかう くぇ ╋せくぇおぇすぇ, 《せおけけ-
おぇ う ちはかぇすぇ こさっそっおすせさぇ ′ぇゅぇいぇおう. ¨さゅぇくういぇちうはすぇ う きはし-
すけすけ くぇ おけくちっさすうすっ しぇ ういちはかけ こけょゅけすゃっくう けす はこけくしおぇすぇ 
しすさぇくぇ, とっ うきぇ う おけくちっさすう くぇ けすおさうすけ ゃ はこけくしおう こぇさおけ-
ゃっ, きっしすぇ いぇ けすょうた, せつうかうとぇ う せくうゃっさしうすっすう, しなけぉとう いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” たせょけあっしすゃっくうはす さなおけゃけょうすっか う ょうさっお-
すけさ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 》さうしすけ ]すけはくけゃ.                                                            
《うくぇくしうさぇくっすけ くぇ こさけはゃうすっ っ ういちはかけ けしうゅせさっくけ けす はこけく-
しおぇすぇ そうさきぇ „]ぇくうおし”, おけはすけ こけょおさっこは すせさくっすけ くぇ 23-きぇすぇ 
すぇくちぬけさう. ╆ぇ ぅこけくうは し ぇさしっくぇかちう かっすう う おきっすなす ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, おぇおすけ う 『ぇさうちぇ [けいぇ 2012 - ′っかう ]かぇゃけゃぇ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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¨すゃなょ けゅかっょぇかけすけ - こさけそ. ′ぇつっゃ いぇ ′ぇつっゃ う きっ-
ょうちうくぇすぇ:  
]なょぉぇすぇ きぇえ ゃうくぇゅう きう っ こけきぇゅぇかぇ. ] こさけそっしうは-

すぇ, しなし しっきっえしすゃけすけ, し こさうはすっかうすっ.
′はきぇ こぇくぇちっは ゃ きっょうちうくぇすぇ! 
′ぇえ-ゅけかはきけすけ きう せょけゃかっすゃけさっくうっ っ, つっ しないょぇょけた 

ておけかぇ ゃ おぇさょうけたうさせさゅうはすぇ. 〉すさっ ょぇ しこさぇ ょぇ けこっ-
さうさぇき, くはきぇ ょぇ しっ せしっすう, くうおけえ くはきぇ ょぇ さぇいぉっさっ.
╁ きっょうちうくぇすぇ っ こさっしすなこかっくうっ ょぇ おさうって くぇせつっくけすけ!
╊っおぇさ, おけえすけ くっ しかっょう くけゃけすけ う くっ しっ せつう けす くぇえ-

ょけぉさうすっ, っ いぇゅせぉっく.
╁ きっょうちうくぇすぇ しきなさすすぇ くっ きけあっ ょぇ しっ ういぉっゅくっ, くけ 

くぇえ-ゃぇあくけすけ すけゅぇゃぇ っ ぇい ょぇ くはきぇき こさっすっくちうう おなき 
しっぉっ しう. 
]ゃっすなす しっ おさっこう くぇ さっょぇ. 
╁ぇあくけすけ っ ょぇ いくぇって おぇおゃけ きけあって ょぇ こさけきっくうて. 
‶ぇさうすっ しぇ しさっょしすゃけ, くっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす しぇきけちっか.
¨ぉうつぇき こさけしすうすっ くっとぇ - くぇこさうきっさ, ょぇ かっゅくぇ くぇ 

すさっゃぇすぇ う ょぇ つせゃぇき おぇおゃけ ゅけゃけさう いっきはすぇ. ╉けえすけ くっ 
ゅけ っ ういこうすぇか, すけえ くっ きけあっ ょぇ さぇいぉっさっ.
[ってう かう ╂けしこけょ つけゃっおなす ょぇ あうゃっっ, くうおけえ くっ 

きけあっ ょぇ こけこさっつう.
′っ しなき こけ こけいうすっ. 』けゃっお すさはぉゃぇ ょぇ っ けしゃけぉけょっく, 

くっこさっしすけさっく, ょさせゅけすけ っ いぇぉかせょぇ - ゅかぇゃくけ いぇ くっゅけ. 

〈さうょっしっすうくぇ きかぇょけちう ゃ せつっくうつっしおう せくうそけさきう, ゃこっさうかう せしすさっきっく こけゅかっょ ゃ 
ぉなょっとっすけ, しすぇさぇすっかくけ こけょさっょっくう ゃ つっさくけ-ぉはかぇすぇ しくうきおぇ いぇ しこけきっく - う くっこさっ-
きっくくけ - し おかぇしくぇすぇ ゃ しさっょぇすぇ... ╁しっおう ぇぉうすせさうっくす けす ゃすけさぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 20-すう 
ゃっお こぇいう ゃ ぇかぉせきぇ しう くっとけ すぇおけゃぇ. ╁ ぇかぉせきぇ しう. ¨ぉぇつっ っょくぇ さぇいかうつくぇ おかぇしくぇ 
- ょさせゅぇさおぇすぇ ╋ぇさうは 『ぇさっゃぇ, おけはすけ おなすぇ ぉっいぉさけえ ぇかぉせきう, ういゃぇあょぇ „こさっょ しおけぉう” 
ゃ せさぇゃくっくうっすけ くぇ あうゃけすぇ しう こさけそっしうはすぇ くぇ せつうすっか う いぇすけゃぇ し きかぇょっあうすっ し そせ-
さぇあおうすっ けす III „ぉ” おせさし すは ゃしっおう ょっく しう おぇいゃぇ う ”╃けぉさけ せすさけ!”, う „╊っおぇ くけと!”. 
‶さけしすけ - ゅけかはきぇすぇ しくうきおぇ ゃ こけしすぇゃおぇ, ういさぇぉけすっくぇ こけ うょっは くぇ おかぇしくぇすぇ ゃ つぇしけ-
ゃっすっ こけ すったくうつっしおう こさっょきっすう, くうおけゅぇ くっ っ こさうぉうさぇくぇ ゃ ぇかぉせきぇ きっあょせ しすっくうすっ 
くぇ しこけきっくうすっ. 〈は っ こけょさっょっくぇ くぇ ゃうょくけ きはしすけ ゃ ょくっゃくぇすぇ くぇ おなとぇすぇ し つうきてうさっ-
くうは ょゃけさ ゃ ╄くうくぇ. ′ぇょ すっかっゃういけさぇ. 〉つうすっかしすゃけすけ いぇ 『ぇさっゃぇ しう けしすぇゃぇ ゃけょっとぇすぇ 
くけゃうくぇ ゃ あうゃけすぇ, ゃっつっ ぉかういけ 25 ゅけょうくう しかっょ ういかういぇくっすけ ゃ こっくしうは. ╋けあっ ぉう, 
いぇとけすけ っ ぉうかぇ せつうすっか くっ ょさせゅぇょっ, ぇ ゃ こさけそっしうけくぇかくけすけ せつうかうとっ くぇ „┿さしっくぇか”.

‶なさゃけくぇつぇかくけ ぇさしっくぇかしおけすけ 
せつうかうとっ, おけっすけ こけょゅけすゃは 

さぇぉけすくうちう いぇ ょっしっすおうすっ こさけうい-
ゃけょしすゃぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, っ しなし 
しすぇすせす くぇ ‶〈〉. ‶〈〉-すぇすぇ, おぇおすけ 
いくぇはす けおけかけ う くぇょ 50-ゅけょうてくうすっ 
ょくっし, しぇ こさけそっしうけくぇかくう せつうかう-
とぇ, おけうすけ くぇゃさっきっすけ いぇゃけょうすっ 
こけょょなさあぇす. ′ぇえ-くぇこさっょ せつう-
かうとっすけ しっ こけきっとぇゃぇかけ ゃ おけさ-
こせしうすっ くぇ ′╇〈╇, こけしかっ しっ こさっ-
きっしすゃぇ ゃ しけぉしすゃっくぇすぇ しう しゅさぇょぇ 
- くぇ おさぇつおぇ けす しっゃっさくうは こけさすぇか. 
╉なょっすけ しう しすけう う ょくっし. ′け ゃっつっ 
- ぉっい せつっくうちう, おけくしすぇすうさぇ しなし 
あぇかけしす くはおけゅぇてくぇすぇ こさっこけょぇ-
ゃぇすっかおぇ こけ きぇてうくくけ つっさすぇくっ, 
すったくけかけゅうは くぇ きっすぇかうすっ, けぉとぇ 
う しこっちうぇかくぇ すったくけかけゅうは, つっ う 
こさぇおすうおぇ. ]ないょぇょっくけ, いぇ ょぇ せつう 
きかぇょうすっ たけさぇ くぇ いぇくぇはす, せつう-
かうとっすけ ういょぇゃぇ おぇょさう, ゅけすけゃう 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ. ╋けきつっすぇすぇ 
う きけきうつっすぇすぇ, こけ きっすけょうおぇすぇ 
けす ぉかういおけすけ きうくぇかけ, こさっおぇさゃぇす 
こけつすう っょくぇおゃけ ゃさっきっ いぇょ つうくぇ 
ゃ おかぇしくぇすぇ しすぇは う こけ きぇてうくうすっ 
ゃ せつっぉくうすっ さぇぉけすうかくうちう う ちっ-
たけゃっすっ くぇ „┿さしっくぇか”. ]すけすうちう 
ょっちぇ ゃ 8 こぇさぇかっかおう ゅけょうてくけ うょ-
ゃぇかう すせお, いぇ ょぇ しすぇくぇす ぉなょっとう 
ぇさしっくぇかちう. „╇きぇたきっ こぇさぇかっか-
おう けす ぉせおゃぇ „ぇ” ょけ ぉせおゃぇ „あ”, し 
ゅけさょぇ せしきうゃおぇ しう しこけきくは 『ぇさっ-
ゃぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ うきぇかけ こけ 44 
せつっくうちう ゃ おかぇし. 〈は こさけたけょうかぇ 
ゃ こさけそっしうはすぇ いぇっょくけ しなし しな-
こさせゅぇ しう - ╃うきけ 『ぇさっゃ, けすかうつくけ 
こけいくぇす くぇ しすけすうちう けさなあっえくうちう 
おぇすけ こさっこけょぇゃぇすっか こけ „╋ぇてうく-
くう っかっきっくすう” う „╉せさしけゃ こさけっおす” 
ゃ ╋ったぇくけすったくうおせきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╃ゃぇきぇすぇ しっ いぇこけいくぇかう ゃ ]けそうは, 
おなょっすけ せつぇす, ぇ こけしかっ こけしゃっとぇ-
ゃぇす こさけそっしうけくぇかくうは しう あうゃけす 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ う こっょぇゅけ-
ゅうおぇすぇ. ╆ぇ 『ぇさっゃぇ,  ゃないこうすぇくう-
ちうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ せつうかうとっ, 
おけっすけ こけしかっ しすぇゃぇ ]‶〈〉 こけ きぇ-
てうくけしすさけっくっ おなき  ¨╆ „《さうょさうた 
╄くゅっかし”, ょくってくうはす „┿さしっくぇか”, 
ゃうくぇゅう しぇ しう けしすぇゃぇかう ょっちぇ. 〈は 
う ょくっし おぇいゃぇ: ”╋くけゅけ ょけぉさう ぉはたぇ 
ょっちぇすぇ, きくけゅけ さぇぉけすかうゃう.” ╉ぇいゃぇ 
ゅけ し けぉうつ う こけょつっさすぇゃぇ, つっ ゃうくぇ-
ゅう しう っ けぉうつぇかぇ う ういゃなくおかぇしくぇすぇ 
さぇぉけすぇ, いぇとけすけ: ”╋くけゅけ っ かっしくけ 
しぇきけ ょぇ しう ういこっって せさけおぇ う ょぇ 
しう たけょうて”. 〈は くっ ゅけ っ こさぇゃうかぇ 
くうおけゅぇ. ╁ しこけきっくうすっ けす さぇぉけすぇ-
すぇ しう ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ せつうかうとっ 
『ぇさっゃぇ しはおぇて くはきぇ かけてう しかっょう 
けす くっこけしかせてくう せつっくうちう. ╇かう 
- こさけしすけ こさうっきぇ きかぇょっあおうすっ 
ぉせえしすゃぇ くぇ „ょっちぇすぇ” し せしきうゃおぇ. 
〈は しっ しきっっ くぇ ぉっかうすっ けす けくけゃぇ 
ゃさっきっ, くぇえ-かのぉうきう くぇ せつっくうちう-
すっ ゃ きっしっちうすっ くぇ こさけしかけゃせすうすっ 
せつっくうつっしおう ぉさうゅぇょう. ╆ぇょなかあう-
すっかくうすっ すさせょけょくう, おけうすけ きかぇ-
ょっあうすっ こさっい しけちうぇかういきぇ ょぇゃぇたぇ 
こけ ょゃぇ きっしっちぇ - かっすっ う っしっく こけ 
ぉなかゅぇさしおうすっ こけかっすぇ, くぇうしすうくぇ 
しぇ けしすぇゃうかう せ ゃしっおう すけゅぇゃぇてっく 
せつっくうお う しすせょっくす ぉっいちっくくう しこけ-
きっくう. ┿ しなとけ - う いぇ せつうすっかうすっ. 
‶さっい せつっぉくけ ゃさっきっ せつうすっかうすっ くっ 
こさけしすけ こさっこけょぇゃぇかう ゃ おかぇし, こけ-
こなかゃぇかう ぉっかっあくうちう, ょくっゃくうちう 
う さぇいこさっょっかっくうは, いぇしっょぇゃぇかう くぇ 

しなゃっすう ょけ すなきくけ, くけ う ゃっ-
つっさ - けぉうおぇかはかう こけ おなとうすっ 
う おゃぇさすうさうすっ くぇ ょっちぇすぇ ょぇ 
こさけゃっさはゃぇす ょうしちうこかうくぇすぇ 
ういゃなく せつうかうとっ, ぉうすけゃうすっ 
せしかけゃうは う こしうたけおかうきぇすぇ ゃ 
しっきっえしすゃけすけ. ′っとけ こけゃっつっ 
- せつうすっかうすっ ゃっつっさ しかっょっかう 
うきぇ かう こけしっとっくうは こけ いぇゃっ-
ょっくうは, おなょっすけ こさうしなしすゃう-
っすけ くぇ せつっくうちう ぉっ いぇぉさぇ-
くっくけ. ╇しすうくしおう いぇぉさぇくっくけ, 
くっ おぇすけ ょくっし. ‶け けくけゃぇ 
ゃさっきっ, おけゅぇすけ くぇさせてうすっ-
かうすっ しっ おさうはす こけょ きぇしうすっ, 
とけき せしっすはす せつうすっかしおう おさぇお 
ゃ おぇそっくっすけ, うしすうくしおうすっ 
おせこけくう しすぇゃぇす こけ おなとうすっ 
う けしけぉっくけ - こけ おゃぇさすうさうすっ. 
′ぇえ-ゃっつっ - こけ ぉさうゅぇょうすっ 
うい しっかぇすぇ. ╉ぇいぇくかなておけすけ 
]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ 
けぉうおけかうかけ ちはかぇ 』うさこぇく-
しおぇ ╀なかゅぇさうは いぇ ぉっさうすぉぇ 
くぇ ゅさけいょっ う こぇきせお. 『ぇさっゃぇ 
けとっ しう しこけきくは おぇお し せしこっ-
てっく こっょぇょけゅうつっしおう こさうえ-
けき /いぇとけすけ くぇおぇいぇくうっすけ 

すさはぉゃぇ ょぇ しなけすゃっすしすゃぇ くぇ 
こさけゃうくっくうっすけ!/ せしこはかぇ ょぇ 
しこぇしう けす くぇおぇいぇくうっ う うい-
おかのつゃぇくっ くはおけかおけ こさけゃう-
くうかう しっ し ぉせえしすゃぇ ゃ おゃぇさ-
すうさぇすぇ きかぇょっあう. 
‶さけしすけ こさっょかけあうかぇ ょぇ 

いぇきっくはす けすしすさぇくはゃぇくっすけ 
けす せつうかうとっ し すさせょ くぇ こけ-
かっすけ. ¨ぉっとぇかぇ しこぇしっくうっ 
けす ういおかのつゃぇくっすけ, けしうゅせ-
さうかぇ すっくょあっさぇ し おのそすっすぇ 
いぇ しすうきせか う すぇおぇ せしこはかぇ 
ょぇ „いぇこぇかう” くぇさせてうすっかうすっ 
ょぇ こさっういこなかくはす くけさきうすっ し 
さぇょけしす, つっ ういかっいかう う こなさ-
ゃっくちう ゃ しけちうぇかうしすうつっしおけ-
すけ しなさっゃくけゃぇくうっ. ╆ぇ おけっすけ 
ょっちぇすぇ こけかせつうかう くぇゅさぇょぇ 
けす てっそぇ くぇ しっかしおぇすぇ おけけ-
こっさぇちうは. 〈けえ ょけてなか くぇこさぇ-
ゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお しかっょ きっしっち, 
いぇ ょぇ ゃさなつう こけょぇさなお - ゅさぇ-
きけそけく, し おけえすけ おかぇしなす ょなかゅけ 
けさゅぇくういうさぇか „いぇぉぇゃう”... 

〉つうすっかはす ぉっ くぇ
ゅけかはきぇ こけつうす.

〈けゃぇ っ うしすうくしおぇすぇ さぇいかう-
おぇ けす こけかけあっくうっすけ くぇ こさっ-
こけょぇゃぇすっかは ょくっし う こさっょう, 
おぇすっゅけさうつくぇ っ 『ぇさっゃぇ. ╋ぇ-
おぇさ う ょぇ くっ っ せつうすっかしすゃぇかぇ 
ゃ くけゃけすけ ゃさっきっ, すは しこけょっかは 
ゃこっつぇすかっくうは し ょくってくう おけ-
かっゅう う っ ういせきっくぇ けす すけゃぇ, 
おけっすけ しっ しかせつゃぇ ゃ ぉなかゅぇさ-
しおけすけ せつうかうとっ, おなょっすけ くうすけ 
ょっちぇすぇ しっ せつぇす くぇ いぇくぇはす 
おぇおすけ すさはぉゃぇ, くうすけ しっ ゃない-
こうすぇゃぇす, くうすけ せつうすっかうすっ しっ 
せゃぇあぇゃぇす..., ういけぉとけ - くうとけ 
くっ っ くぇさっょ. ┿ くぇゃさっきっすけ - 
ょっちぇすぇ しう しゃぇかはかう てぇこおうすっ 
こさっょ くっは. ╉けゅぇすけ こけしすなこう-
かぇ ゃ せつうかうとっ こさっい 1960-
すぇ, せつっくうちうすっ けとっ くけしっかう 
そせさぇあおう こけ ゅかぇゃうすっ, けしゃっく 
せくうそけさきうすっ. „『はかぇ ゅけょうくぇ 
せつうすっかはす こけ そういうつっしおけ ゅう 
せつってっ おぇお ょぇ しゃぇかはす てぇこ-
おぇ...”, こけきくう 『ぇさっゃぇ, おけはすけ 

うきぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう ちっかう 13 
ゃうこせしおぇ こさけそっしうけくぇかくう 
ぇさしっくぇかしおう きぇてうくけしすさけ-
うすっかう. ‶さけすうゃくけ くぇ さぇい-
こさけしすさぇくっくけすけ きくっくうっ, つっ 
ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ せつうかうとっ 
うょゃぇかう しかぇぉぇちうすっ, 『ぇさっゃぇ 
こけきくう ょさせゅけ けす ゃさっきっすけ くぇ 
ょうさっおすけさぇ ╆かぇすう ╆かぇすっゃ: 
ょぇあっ ょっちぇ し こなかくけ てっしす ょう-
こかけきぇ しぇ せつうかう すせお. 〈けかおけ-
ゃぇ ゅけかはき ぉうか くぇこかうゃなす いぇ 
せつうかうとぇすぇ, つっ う ゃ ]‶〈〉-すけ 
うょゃぇかう けすかうつくうちう. ′はおけう 
けす すはた しすぇくぇかう うくあっくっさう, 
っょうく - てぇきこうけく こけ ぉけさぉぇ, 
くけ きくけいうくしすゃけすけ - けすかうつくう 
ぇさしっくぇかちう:  しすさせゅぇさう, そさっ-
いうしすう, きけくすぬけさう, かっはさう, 
てかけしっさう... ‶けゃっつっすけ けす すはた 
いぇゃなさてゃぇかう ょけこなかくうすっかくけ 
う ╋ったぇくけすったくうおせきぇ. ╋くけゅけ 
う ょくっし こけきくはす ょさせゅぇさおぇすぇ 
『ぇさっゃぇ. ╇ は しこうさぇす こけ せかう-
ちうすっ, おぇくはす は くぇ しさっとう くぇ 

ゃうこせしおぇ. 〈うは せつっくうちう, くは-
おけう けす おけうすけ ゃっつっ しっ こっく-
しうけくうさぇす ゃ „┿さしっくぇか”, けとっ 
こさっょう ょぇ ゃいっきぇす ょうこかけきぇ, 
しすぇゃぇかう しこっちうぇかうしすう, さぇい-
おぇいゃぇ せつうすっかおぇすぇ こけ こさけそっ-
しうは. ‶けしすうあっくうはすぇ ゅけゃけさはす 
しぇきう.

40 ぉけさきぇてうくう ゅけょうてくけ 
こさけういゃっあょぇかう

ぇさしっくぇかしおうすっ せつっくうちう.        

‶さけょせおちうはすぇ くぇ せつっくうちう-
すっ ぉうかぇ すなさしっくぇ けす きぇてう-
くけしすさけうすっかくうすっ こさっょこさうは-
すうは ゃ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, おけうすけ 
„ゅかぇょせゃぇす” いぇ さっいっさゃくう つぇし-
すう. „╂けかはきけ こさけういゃけょしすゃけ 
ぉってっ!”, おぇいゃぇ 『ぇさっゃぇ, いぇ 
おけはすけ っ ゃぇあくけ, つっ いぇ すさせょぇ 
しう ょっちぇすぇ こけかせつぇゃぇかう う こさっ-
きうう - こけ 80-100 かっゃぇ ゅけょうて-
くけ. ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ „こさっきうは”, 
けぉぇつっ, しう けしすぇゃぇ けしうゅせさっくぇ-
すぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ くぇゃさっきっ-
すけ ょうこかけきぇすぇ ゅぇさぇくすうさぇてっ. 
¨しゃっく し ょうこかけきぇ う しゃうょっ-

すっかしすゃけ いぇ こさけそっしうけくぇかくう 
せきっくうは, ぇさしっくぇかしおうはす ぇぉう-
すせさうっくす ういかういぇか けす ]‶〈〉-すけ 
し けしうゅせさっくぇ さぇぉけすぇ ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ. ╁っょくぇゅぇ ゅけ こさぇ-
とぇかう くぇ さぇぉけすぇ う ょけさう くはおけう 
しっ しなさょっかう, つっ くっ きけゅぇす ょぇ 
うょぇす くぇ きけさっ しかっょ いぇゃなさて-
ゃぇくっすけ. „]ないょぇゃぇたきっ ょけぉさう 
きぇえしすけさう” - すけゃぇ っ けぉはしくっ-
くうっすけ くぇ ╋ぇさうは 『ぇさっゃぇ. ╆ぇ 
こけょゅけすけゃおぇすぇ こさうくけし うきぇかう 
ょけぉさうすっ せしかけゃうは くぇ けぉせつっ-
くうっ: けぉけさせょゃぇくう おぇぉうくっすう 
し すったくうつっしおう しさっょしすゃぇ, けしう-
ゅせさっくう けす しぇきけすけ ぇさしっくぇかしおけ 
こさけういゃけょしすゃけ, さぇぉけすうかくうちう, 
さぇぉけすくう きっしすぇ こけ ちったけゃっすっ... 
╇ - „〈けこかけ くぇゃしはおなょっ!”. 〈け-
こかはす う しこけきっくうすっ いぇ つぇしけゃっ-
すっ し ょっちぇすぇ ういゃなく せつうかうとっ:

„╉ぇおゃう っおしおせさいうう
こさぇゃったきっ!”

〉つうすっか けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
おかぇしくうはす ぉっ ゃしうつおけ, けしけぉっくけ 
いぇ ょっちぇすぇ こけ おゃぇさすうさう ゃ つせあ-
ょう ゅさぇょけゃっ, 『ぇさっゃぇ けさゅぇくう-
いうさぇかぇ う っおしおせさいうう.    ╄ょくぇ 
けす すはた しなゃこぇょくぇかぇ し ゅけかはきけすけ 
しなぉうすうっ くぇ 80-すっ: ”]きなさすすぇ 
くぇ しなゃっすしおうは ゃけょぇつ ╊っけくうょ 
╀さっあくっゃ, いぇ おけゅけすけ くうおけえ くっ 
ゃはさゃぇてっ, つっ きけあっ ょぇ せきさっ. 
〈うは ょくう ちはかぇ ╀なかゅぇさうは こけ-
すなくぇかぇ ゃ すさぇせさ, けぉぇつっ せつっ-
くうちうすっ くぇ 『ぇさっゃぇ ぉうかう くぇ 
っおしおせさいうは う ょさないくぇかう ょぇ しっ 
こけゃっしっかはす. ╉けっすけ いぇ きぇかおけ 
ょぇ うき しないょぇょっ けゅさけきくう こさけ-
ぉかっきう. ¨す おけっすけ ょさせゅぇさおぇすぇ 
『ぇさっゃぇ せしこはかぇ ょぇ ゅう けすすなさゃっ.
〉しきうゃおぇすぇ くぇ ╋ぇさうは 『ぇ-

さっゃぇ, おけはすけ っ いぇこっつぇすぇくぇ ゃ 
つっさくけ-ぉはかぇすぇ しくうきおぇ くぇょ すっ-
かっゃういけさぇ し III „ぉ” おせさし, けつっ-
ゃうょくけ っ けすゃぇさはかぇ ゃさぇすう. 〈は 
ゅけ こさぇゃう う ょくっし: ゃうっ こうすおう う 
ぉぇくうちう いぇ こけつっさこおぇ くぇ  ょっしっ-
すうくぇすぇ しなしっょう けす しっょはくおぇすぇ, 
おなょっすけ ゃしはおぇ かはすくぇ ゃっつっさ しっ 
しなぉうさぇす いぇ さぇいょせきおぇ くぇ こっえ-
おぇすぇ, きぇえしすけさしおう  くぇこさぇゃっくぇ 
けす しうくぇ - こけかおけゃくうお 》さうしすけ 
『ぇさっゃ. 〈けえ  いぇ きぇかおけ きうくぇ-
かぇすぇ っしっく ょぇ しこっつっかう ういぉけさう-
すっ いぇ おきっす くぇ ╄くうくぇ..., ぇ しっゅぇ 
っ ゃ ┿くゅかうは. ╀ぇくうちう, きせしぇおぇ 
う けとっ かのぉうきう さけょくう ゅけいぉう 
╋ぇさうは しこさはすぇ う いぇ こさうはすっかう-
すっ ぇきっさうおぇくちう - ょけぉさけゃけか-
ちう けす ]┿】, おけうすけ こけしさっとぇす 
くぇえ-しおなこうすっ しう ゅけしすう  しう し 
ゃおせしけすううすっ くぇ ╋ぇさうは. 『ぇさっ-
ゃぇ てっしす ゅけょうくう こけしさっとぇ う 
ういこさぇとぇ ゅけしすう ゃ こっくしうけくっさ-
しおうは おかせぉ くぇ ╄くうくぇ, おけえすけ 
こさっょしっょぇすっかしすゃぇ けす 2004-すぇ 
ょけ 2010-すぇ. ┿ っくうくしおうはす おかせぉ 
くっ っ いぇ こけょちっくはゃぇくっ. 〈せお しっ 
けさゅぇくういうさぇす かっおちうう, しこはゃおう, 
っおしおせさいうう, こさぇいくうちう... ‶さぇい-
くうちうすっ くっ しこうさぇす う ゃ ょけきぇ くぇ 
╋ぇさうは. ¨しっきすっ ゃくせちう - ょっ-
ちぇすぇ くぇ 》さうしすけ う ]すっそおぇ, くっ 
しこうさぇす ょぇ うょゃぇす ゃ おなとぇすぇ し 
つうきてうさっくうは ょゃけさ, こけょさっあ-
ょぇく けす ぉぇぉぇ. 
′っ しこうさぇす ょぇ うょゃぇす ゃくせちう-

すっ - くはおけう - ょぇあっ けす つせあぉう-
くぇ, くはおけう - ゃっつっ う しなし しゃけう 
ょっちぇ. ╇ くっういきっくくけ しっ しくうきぇす 
いぇ しこけきっく. ]くうきおう けす しゃぇすぉう, 
さけあょっくくう ょくう, ぉぇかけゃっ, ょさせ-
ゅぇさしおう しさっとう う しっきっえくう のぉう-
かっう しぇ ういこなかくうかう こけゃっつっ けす 
10 ぇかぉせきぇ けぉうつくう しこけきっくう. 
′け しぇきけ っょくぇ っ けおぇつっくぇ こけ-
ゃうしけおけ けす くけゃうくうすっ  う すゃ-しっ-
さうぇかうすっ - ”╉かぇしくぇすぇ し ょっちぇすぇ 
けす ぇさしっくぇかしおけすけ せつうかうとっ”. 
╋ぇさうは こけゅかっあょぇ こけしすけはくくけ 
おなき くっは う ゃ さっおかぇきくうすっ こぇせ-
いう きっあょせ けぉさぇいうすっ くぇ ╇くょあう 
う ╋ったきっょ, かのぉうきう くぇ ゃしっおう 
さけょっく こっくしうけくっさ, う ょけおぇすけ 
しこうさぇ ぉけょゃぇくっすけ し おせおぇすぇ いぇ 
こかっすっくっ ゃ  せくうおぇかくうすっ ゃない-
ゅかぇゃくうつおう, すっさかうつおう, ょっすしおう 
こぇかすっくちぇ, つっさょあっくちぇ, しせゃっ-
くうさつっすぇ う こさけつうっ - しぇきけ くっえ-
くう きぇえしすけさかなちう, し おけうすけ うし-
すうくしおう しっ ゅけさょっっ. ╆ぇとけすけ しぇ 
くっえくう う いぇとけすけ しぇ おさぇしうゃう. ╇ 
いぇとけすけ けぉうつぇ ょぇ ゅう こけょぇさは-
ゃぇ, いぇ ょぇ さぇょゃぇ ょさせゅうすっ.  
╁しっ しなとぇすぇ さぇょけしす, おけは-

すけ しゃっすゃぇ くぇしおけさけ ゃ けつうすっ 
きっあょせ ょさせゅぇさおぇすぇ 『ぇさっゃぇ う 
けくいう, ゃっつっ 50-ゅけょうてっく, せつっ-
くうお こさっょ ぇさしっくぇかしおぇ こっくしうは, 
おけえすけ ゃ しかせつぇえくぇ しさっとぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうは こぇいぇさ は しこうさぇ, 
いぇ ょぇ え ちっかせくっ さなおぇ.  

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

- ╉けゅぇ たけさぇ おぇすけ ╁ぇし しっ 
せこけゃぇゃぇす くぇ ′っゅけ?
- ‶さけそっしうはすぇ きう っ ょぇかぇ たう

かはょう ょけおぇいぇすっかしすゃぇ, つっ くうっ 
しきっ こうけくおう, けさなょうっ ゃ さなちっすっ 
くぇ くはおぇおゃぇ こけ-ゃうしてぇ しうかぇ. 
╃ぇかう っ ╀けゅ, ょぇかう っ くっとけ ょさせ
ゅけ, くっ おけきっくすうさぇき.

- ╆くぇつう つせょっしぇ しすぇゃぇす?
- ┿ぉしけかのすくけ!

- ┿ うきぇすっ かう ゅけかはきけ 』せょけ 
ゃ こさけそっしうはすぇ しう? 
- ′っこさっおなしくけすけ しっ しかせつゃぇす 

くはおぇおゃう つせょっしぇ. ╁ こけゃっつっ
すけ しかせつぇう しぇ こけかけあうすっかくう. 
]ぇきけ こさっょう きっしっち けこっさうさぇた 
こぇちうっくす, おけえすけ こけ ゃしうつおう 
こさぇゃうかぇ すさはぉゃぇてっ ょぇ せきさっ. 
′け すけえ けあうゃは. ╉ぇおすけ おぇいゃぇす 
くはおけう, ゃなこさっおう ゃしうつおう くぇきっ
しう くぇ ょけおすけさうすっ, すけえ けあうゃは う 
しっゅぇ っ ょけぉさっ. ′ぇかけあう しっ ょぇ 
きせ しかぇゅぇきっ ういおせしすゃっくけ しなさ
ちっ - こけきこぇ, し けすゃけさっく ゅさなょっく 
おけて, ういかっいっ し こけおぇいぇすっかう, 
くっしなゃきっしすうきう し くけさきぇかくうは 
あうゃけす, くけ すけえ しっ けこさぇゃう. 
‶ぇちうっくすなす ぉっ くぇ 67 ゅけょうくう. 
〈ぇおぇ つっ, っすけ ゃう っょうく こさうきっさ 
いぇ すけゃぇ, つっ ゃうくぇゅう けくいう 〈ぇき, 
くっ くうっ. 

- ╀ぇえこぇしなす - すけゃぇ かう っ こぇ
くぇちっはすぇ いぇ ぉけかくけすけ しなさちっ?
- ′はきぇ こぇくぇちっは ゃ きっょうちう

くぇすぇ! ′はきぇ かっおぇさしすゃけ, おけっすけ 
ょぇ かっおせゃぇ ゃしうつおけ.  ╆ぇ ゃしっおう 
くぇつうく くぇ かっつっくうっ うきぇ けこさっ
ょっかっくう こけおぇいぇくうは う ゃ いぇゃう
しうきけしす けす すけゃぇ おぇおゃう しぇ すっ, 
しっ こさうかぇゅぇ っょくけ うかう ょさせゅけ 
かっつっくうっ. ╀ぇえこぇしなす っ っょうく けす 
きっすけょうすっ いぇ かっつっくうっ くぇ うしたっ
きうつくぇすぇ ぉけかっしす くぇ しなさちっ
すけ. ╇したっつきうつくぇすぇ ぉけかっしす くぇ 

しなさちっすけ っ いぇぉけかはゃぇくっ, おけっすけ 
しっ かっおせゃぇ けす くはおけかおけ しこっちう
ぇかくけしすう う いぇすけゃぇ ╄ゃさけこっえ
しおぇすぇ ぇしけちうぇちうは こけ ゅさなょくぇ う 
しなさょっつくけ-しなょけゃぇ たうさせゅうは う 
╄ゃこけこっえしおけすけ ょさせあっしすゃけ こけ 
おぇさょうけかけゅうは しっ しなぉさぇたぇ, うい
ぉさぇたぇ っょくぇ おけきうしうは う ういょぇ
ょけたぇ っょくけ さなおけゃけょしすゃけ, おけっすけ 
おぇいゃぇ, つっ うしたっきうつくぇすぇ ぉけかっしす 
くぇ しなさちっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ かっ

おせゃぇ けす すうき, けす けすぉけさ かっおぇさう. 
╁ すけいう けすぉけさ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ 
しなさょっつっく かっおぇさ, すっさぇこっゃすう
つっく おぇさょうけかけゅ, おけえすけ かっおせゃぇ 
し かっおぇさしすゃぇ, うくすっさゃっくちうけくぇ
かっく おぇさょうけかけゅ, おけえすけ かっおせゃぇ 
し おぇすっすさう う うくすっさゃっくちうう, う 
しなさょっつっく たうさせゅ, おけえすけ かっおせゃぇ 
し たうさせさゅうは. ╁ すけゃぇ さなおけゃけょ
しすゃけ きくけゅけ しすさけゅけ っ せおぇいぇくけ 
おけゅぇ きけあっ ょぇ しっ こさぇゃう しすっくょ, 
おけゅぇ きけあっ ょぇ しっ けすうょっ くぇ けこっ
さぇちうは, おけゅぇ きけあっ ょぇ しっ かっおせ
ゃぇ しぇきけ し かっおぇさしすゃぇ. ╇ ょゃっすっ 
ょさせあっしすゃぇ ゃ ╀なかゅぇさうは - こけ 
おぇさょうけたうさせさゅうは う こけ おぇさょう
けかけゅうは, しなとけ しぇ こさっこけょこうしぇ
かう う こさうっかう すけいう っゃさけこっえしおう 
ょけおせきっくす う しぇ こさういくぇかう, つっ 
ゅけ こさうっきぇす う とっ ゅけ こさうかぇゅぇす, 
くけ, いぇ しなあぇかっくうっ, くぇ きくけ
ゅけ きっしすぇ すけゃぇ ゃしっ けとっ くっ しっ 
しこぇいゃぇ. ╀けかくうすっ しっ かっおせゃぇす 
しぇきけ けす っょうく かっおぇさ: くはきぇ ゃすけ
さけ, すさっすけ きくっくうっ, おけっすけ っ いぇ
ょなかあうすっかくけ ゃ ╄ゃさけこぇ. ′ぇ ぉけ
かくうすっ くっ しっ けぉはしくはゃぇ いぇ おぇおけ 
しすぇゃぇ ょせきぇ. ┿おけ しっ うしおぇ くっゅけ
ゃけすけ しなゅかぇしうっ, すぇおぇ くぇさっつっくけ 
“うくそけさきうさぇくけ しなゅかぇしうっ”, すけ 
っ ぉっいおさぇえくけ くっうくそけさきうさぇ
くけ しなゅかぇしうっ. ¨ぉはしくはゃぇ しっ くぇ 
こぇちうっくすぇ しぇきけ けす っょうく つけゃっお, 
おけえすけ っ くぇ ゃたけょぇ う くぇ ういたけ
ょぇ - すけゃぇ っ おぇさょうけかけゅなす, すけえ 

くっ ゃうくぇゅう おぇいゃぇ ゃしうつおけ. [ぇい
ぉうさぇ しっ, うきぇ う きくけゅけ ょけぉさけ
しなゃっしすくう おぇさょうけかけいう, おけうすけ 
くぇしけつゃぇす こぇちうっくすぇ すけつくけ すぇき, 
おなょっすけ すさはぉゃぇ, しこけさっょ こけおぇ
いぇくうはすぇ うき. ╇ しこけさっょ すけゃぇ 
さなおけゃけょしすゃけ. ′け, いぇ しなあぇかっ
くうっ, おけくすさけかなす ゃなさたせ すっいう 
くっとぇ っ くっこなかくけちっくっく ゃ ╀なか
ゅぇさうは, ゃしっ けとっ. ┿ すけえ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ ういゃなさてゃぇ ゃっょくなあ けす 
╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ, いぇとけすけ ゃ ぇか
ゅけさうすなきぇ くぇ おかうくうつくうすっ こな
すっおう すけゃぇ くっとけ っ いぇかけあっくけ. 
╇ ゃすけさう こなす けす ╋うくうしすっさしすゃけ 
くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ. 

- 〈さう こなすう ゃっつっ ╁う おぇくはす 
いぇ きうくうしすなさ くぇ いょさぇゃっけ
こぇいゃぇくっすけ う ╁うっ すさう こなすう 
けすおぇいゃぇすっ. ╆ぇとけ?
- ‶なさゃけ: ゃしうつおう こけおぇくう しa 

ぉうかう くっそけさきぇかくう, すけっしす くっ 
しぇ けそうちうぇかういうさぇくう, ぇ ゃ こさう
はすっかしおう さぇいゅけゃけさ. ╁すけさけ: くぇ 
ゃしうつおう しなき おぇいゃぇか, こさっょう 
ょぇ きっ こけおぇくはす, つっ いょさぇゃっけ
こぇいゃぇくっすけ くっ っ こさうけさうすっす ゃ 
╀なかゅぇさうは. ╇ ょぇ しかっいっ くはおけえ 
し けさっけか くぇ ゅかぇゃぇすぇ, くっ きけあっ 
ょぇ ゅけ けこさぇゃう, いぇとけすけ くはきぇ 
あっかぇくうっ ょぇ しっ けこさぇゃう. ╆ぇ 
ょぇ けしすぇくっ くはおけえ きうくうしすなさ 
ゃ うしすけさうはすぇ, すけえ すさはぉゃぇ ょぇ 
こさけゃっょっ きっさけこさうはすうは, おけうすけ 
くはきぇ ょぇ ぉなょぇす ょけぉさっ こさうっすう 
ゃ くぇつぇかけすけ くうすけ けす しなしかけゃう
っすけ, くうすけ けす こぇちうっくすうすっ. ┿, 
ゃしなとくけしす, ゃ さぇきおうすっ くぇ 6 きっ
しっちぇ とっ しっ さぇいぉっさっ, つっ しすぇゃぇ 
きくけゅけ こけ-ょけぉさっ: おぇおすけ いぇ こぇ
ちうっくすうすっ, すぇおぇ う いぇ しなしかけゃう
っすけ. ′け すけゃぇ しぇ くっこけこせかはさくう 
きっさおう, くけ くはおけえ すはさぉゃぇ ょぇ 
ゅう ういゃなさてう! ╁すけさけすけ, おけっすけ 
っ, おけゅぇすけ くはおけえ しすぇゃぇ きうくうし
すなさ, すさはぉゃぇ ょぇ  いくぇっ おぇおゃぇ 
こさけゅさぇきぇ とっ しっ ういこなかくはゃぇ 
けす しなけすゃっすくぇすぇ こぇさすうは う すけえ 
しぇきうはす ょぇ うきぇ こさけゅさぇきぇ, ぇ くっ 
こけかうすうつっしおぇすぇ こぇさすうは こうてっ 
っょくぇ こさけゅさぇきぇ, おけはすけ しかっょ 
すけゃぇ くうおけえ くっ ういこなかくはゃぇ. 〈は 
っ すぇおぇゃぇ, つっ きけあっ ょぇ くぇおぇさぇ 
ゅかぇしけこけょぇゃぇすっかうすっ ょぇ ゅかぇしせ
ゃぇす いぇ すぇいう こぇさすうは, くけ くっ っ 
さっぇかうしすうつくぇ いぇ ういこなかくっくうっ. 
‶さけゅさぇきぇ っ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ しっ 
おぇいゃぇ: ゃ こなさゃうすっ ょゃぇ うかう すさう 
きっしっちぇ とっ くぇこさぇゃう すけゃぇ, すけゃぇ 
う すけゃぇ. 《うくぇくしけゃぇすぇ けぉっいこっ
つっくけしす くぇ すけゃぇ, おけっすけ こさっょかぇ
ゅぇきっ, し すっいう う すっいう しさっょしすゃぇ, 
すけっしす ょぇ うきぇ おけくおさっすうおぇ. 》け
さぇすぇ けぉうつぇす ょぇ うき しっ ゅけゃけさう 
おけくおさっすくけ. 〈けゅぇゃぇ きけあっ ょぇ しっ 
ういこなかくはゃぇ. ╇ すなえ おぇすけ すけゃぇ っ 
すさせょくけ くっとけ, すけ ゃしっおう こせしおぇ 
さぇいくう こさけゅさぇきう, ゃ おけうすけ しっ 
けぉっとぇゃぇ ょぇ しっ しゃぇかう しかなくちっ
すけ くぇ いっきはすぇ, さぇはす ょぇ ぉなょっ すせお 
う す.く. ┿ すけゃぇ っ くっういこなかくうきけ. 
》けさぇすぇ しっ かなあぇす, ゅかぇしせゃぇす う 
くぇおさぇは くっょけゃけかしすゃぇす. ╃させゅけ
すけ, おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇ
ゃう, っ, つっ ぇおけ しっ こさぇゃう こけかうすう
つっしおぇ こさけゅさぇきぇ, すさはぉゃぇ けとっ 
こさっょう ういぉけさうすっ ょぇ しっ おぇあっ: 
ぇおけ しこっつっかうき ゃかぇしすすぇ, すけいう 
とっ っ きうくうしすなさ くぇ いょさぇゃっすけ, 
ょさせゅうはす - くぇ そうくぇくしうすっ, すっ しぇ 
いぇこけいくぇすう し こさけゅさぇきぇすぇ くう う 
とっ すさはぉゃぇ ょぇ は ういこなかくはゃぇす けす 
こなさゃうは ょっく. ╇ こけくっあっ すけゃぇ くっ 
きけあっ ょぇ しすぇくっ, ぇ たぇけしなす, おけえ
すけ しなとっしすゃせゃぇ, っ せょけぉっく くぇ 
きくけゅけ たけさぇ, くうとけ, つっ くぇさけょなす 
うしおぇ ょぇ しっ こさけきっくはす くっとぇすぇ, 
くっ しっ う こさけきっくは くうとけ. 

- ╁うっ しすっ う つかっく くぇ 〉] 
くぇ 《けくょぇちうは “╀なかゅぇさしおぇ 
さけいぇ”. 〈ぇいう ゅけょうくぇ ¨ぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっょこけつっすっ 
ょぇ くっ けぉとせゃぇ し そけくょぇちう
はすぇ, おけはすけ ゅけょうくう くぇさっょ 
けさゅぇくういうさぇてっ しなゃきっしすくけ 
し くっは ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ. 
╇きぇてっ う きぇかおけ こけ-たぇさょ 
ょっえしすゃうは 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 
しこさはきけ そけくょぇちうはすぇ, おぇいぇ
たぇ しっ しうかくう ょせきう... ¨ぉうょう 
かう ╁う すけゃぇ けすくけてっくうっ?
- ‶なさゃけ, すさはぉゃぇ ょぇ ゃう おぇあぇ, 

つっ ぇい くっ しなき つけゃっお, おけえすけ 
きくけゅけ かっしくけ しっ けぉうあょぇ. ′っ 
きう ぉってっ けぉぇつっ こさうはすくけ, つっ 
いぇょ ゅなさぉぇ くぇ そけくょぇちうはすぇ 
しっ ういゃなさてうたぇ くはおけう ょっえしす
ゃうは,  おけうすけ くっ しぇ たぇさぇおすっさくう 
いぇ うくすっかうゅっくすくう たけさぇ, きっおけ 
おぇいぇくけ. ╁っょくぇゅぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
おぇあぇ, つっ しかっょ ゃしうつおけ, こさっょう 
くはおけかおけ しっょきうちう うきぇた ゃない
きけあくけしすすぇ ょぇ しっ しさっとくぇ し 
おきっすうちぇすぇ ゅけしこけあぇ ]すけはくけゃぇ. 
╇ ゅけしこけあぇ ]すけはくけゃぇ こけおぇいぇ, 
つっ ょけしすぇ っきけちうう しぇ くぇょょっ
かはかう ゃ けくいう きけきっくす, うきぇかぇ っ 
ぇきぉうちうはすぇ ょぇ こけおぇあっ くはおけう 
くっとぇ, おけっすけ くっ っ かけてけ. ┿い ゅけ 
こさうっきぇき, きうしかは, つっ っ たせぉぇゃけ 
つけゃっお ょぇ ぉなょっ ぇきぉうちうけいっく. 
╇ しなき しおかけくっく ょぇ けこさぇゃょぇは, 
こぇお おぇいゃぇき, かうこしぇすぇ くぇ うくすっ
かうゅっくすっく こけょたけょ. ┿ くぇつうくなす 
くぇ ょっえしすゃうは しこさはきけ そけくょぇ
ちうはすぇ こけおぇいゃぇてっ, つっ くはきぇ 
うくすっかうゅっくすっく こけょたけょ. ╁ おさぇは 
くぇ おさぇうとぇすぇ くうっ しきっ さぇいせきくう 
たけさぇ. ]こっちうぇかくけ ぇい くうおけゅぇ 
くっ しなき うきぇか くはおぇおなゃ きぇすっさう
ぇかっく うくすっさっし けす すぇいう そけく
ょぇちうは, ぇ くぇこさけすうゃ. ╂かっょぇか 
しなき ょぇ ょぇゃぇき, ょぇ こけきぇゅぇき. ┿ 
う うょっはすぇ くぇ すぇいう そけくょぇちうは 
ぉってっ ょぇ さぇぉけすう ゃ こけかいぇ くぇ 
けぉとっしすゃけすけ: ょぇかう すけゃぇ とっ っ 
ゃ こけかいぇ くぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ さけ
いけこさけういゃけょしすゃけすけ うかう とっ っ 

おけくおさっすくぇ おぇせいぇ うかう こけょこけ
きぇゅぇくっ くぇ すぇかぇくすかうゃう ょっちぇ, 
ゃなゃ ゃしうつおう しかせつぇう とっ しぇ ゃしっ 
ょっえしすゃうは ゃ こけかいぇ くぇ たけさぇすぇ, 
くぇ けぉとっしすゃけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╃させゅ っ ゃなこさけしなす, つっ う そけくょぇ
ちうはすぇ しうゅせさくけ くっ っ ういこなかくは
ゃぇかぇ ゃしうつおう いぇょぇつう う そせくお
ちうう, おけうすけ しぇ え ょっかっゅうさぇくう. 
╇ いぇすけゃぇ しっゅぇ こさっょしすけう  〉] 
くぇ そけくょぇちうはすぇ, おけえすけ こなお 

とっ くぇしさけつう くけゃけ ¨ぉとけ けす
つっすくけ-ういぉけさくけ しなぉさぇくうっ, くぇ 
おけっすけ ょぇ しっ ういぉっさっ くけゃ 〉], 
ょぇ しっ こけしすぇゃはす ちっかうすっ くぇ 
そけくょぇちうはすぇ, はしくけ う こさぇゅきぇ
すうつくけ, いぇかっゅくぇかう ゃ 〉しすぇゃぇ くぇ 
そけくょぇちうはすぇ, ょぇ しっ おぇあっ はしくけ 
し おぇおゃう しさっょしすゃぇ とっ しっ うい
こなかくはゃぇす しなけすゃっすくうすっ ちっかう. 
[ぇいぉうさぇ しっ, ゅけしこけあぇ ]すけはくけ
ゃぇ, おぇすけ おきっす くぇ けぉとうくぇすぇ, 
っ う こけ こさぇゃけ つかっく くぇ 〉] くぇ 
“╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ”, すは とっ こさう
しなしすゃぇ. ¨す こさけゃっょっくうは きっあょせ 
くぇし ょゃぇきぇすぇ こさっょう くはおけかおけ 
しっょきうちう さぇいゅけゃけさ, ぇい うきぇき 
せゃっさっくうっすけ う きけっすけ かうつくけ 
せしっとぇくっ っ, つっ とっ きけあっき ょぇ 
さぇぉけすうき いぇっょくけ し ¨ぉとうくぇすぇ. 
╁ おさぇは くぇ おさぇうとぇすぇ, ぇおけ しっ 
こけょたけょう さぇいせきくけ, そけくょぇちうは
すぇ きけあっ ょぇ っ こけかっいくぇ - けしくけゃ
くけ う いぇ さぇぉけすぇすぇ う ょっえくけしすすぇ 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 

- ¨とっ かう ゃはさゃぇすっ ゃ こけ
かうつぉぇすぇ, つっ こさぇゃっくけすけ くぇ 
ょけぉさけ こぇいう けす ぉけかっしすう う 
くっとぇしすうは?
- [ぇいぉうさぇ しっ.

- 〈けゃぇ けす かうつっく けこうす かう っ 
うかう っ ゃなすさってくけ せしっとぇくっ? 
- ╁なこさけし くぇ きくけゅけ かけゅうおぇ っ. 

╉けゅぇすけ こさぇゃうて ょけぉけさ, ういこうす
ゃぇて せょけゃけかしすゃうっ. 〈け っ いぇ すっぉ, 
くっ いぇ すけいう, くぇ おけゅけすけ ゅけ こさぇ
ゃうて, いぇとけすけ すけえ ゃうくぇゅう しっ 
つせゃしすゃぇ くっせょけぉくけ, いぇょなかあっく. 
〉ょけゃけかしすゃうっすけ, とぇしすうっすけ, さぇ
ょけしすすぇ けす こさぇゃっくっすけ くぇ ょけぉさけ 
っ いぇ すっぉ. ╉けゅぇすけ こけょぇさはゃぇて 
くぇ くはおけゅけ くっとけ, せょけゃけかしす
ゃうっすけ っ すゃけっ, いぇとけすけ こさぇゃうて 
こけょぇさなお う さぇょゃぇて くはおけゅけ. 〈け 
くっ っ いぇ すけいう, おけえすけ こけかせつぇゃぇ 
こけょぇさなおぇ. ╉けゅぇすけ しっ こさぇゃう 
ょけぉさけ, すけゃぇ っ ぇおせきせかうさぇくっ くぇ 
ゅけかはきけ おけかうつっしすゃけ こけいうすうゃくぇ 
っくっさゅうは. ┿ こけいうすうゃくぇすぇ っくっさ
ゅうは ゃけょう ょけ いょさぇゃっ う ょけぉさけ 
しぇきけつせゃしすゃうっ. ╃ぇゃぇとうはす っ 

とぇしすかうゃ つけゃっお う こけかけあうすっか
くぇすぇ っくっさゅうは っ とうすなす きせ.

- ′ぇ そうくぇかぇ - かうつっく ゃな
こさけし: いょさぇゃけ かう っ ╁ぇてっすけ 
しなさちっ? 
- ¨すくけしうすっかくけ.  

- ┿おけ くはおけえ ゅけ けすゃけさう, 
おぇおゃけ とっ くぇきっさう ゃなすさっ?
- ╃ぇくけ しぇきけ くっ さぇいぉっさぇ.         

  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 6
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しっ ゅさうあう いぇ こさぇゃくぇ-
すぇ こけきけと くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
ゃっつっ ゅけょうくぇ. ‶さけすうゃくけ くぇ 
けつぇおゃぇくうはすぇ, きぇおぇさ う くぇっすぇ 
けす さなおけゃけょしすゃけすけ, ぇょゃけおぇす 
╂なさょっゃぇ こさう ゃないくうおゃぇくっすけ 
くぇ おぇいせしう けす すさせょけゃけすけ こさぇ-
ゃけ っょくぇおゃけ ょけぉさっ しっ しすさっきう 
ょぇ いぇとうすう くっ しぇきけ うくすっさっ-
しうすっ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ, くけ 
う こさぇゃぇすぇ くぇ さぇぉけすくうちうすっ 
う しかせあうすっかうすっ ゃ おぇいぇくかなて-
おぇすぇ けさなあっえくうちぇ. 〈せお すけゃぇ 
ょぇかっつ くっ っ くっゃないきけあくけ, いぇ-
とけすけ, こけっきぇえおう こさぇゃくぇすぇ 
こけきけと ゃ „┿さしっくぇか”, ぇょゃけ-
おぇす ╂なさょっゃぇ せしすぇくけゃうかぇ, つっ 
しうくょうおぇすう う さなおけゃけょしすゃけ 
ゃなさゃはす さなおぇ いぇ さなおぇ  ゃ きくけ-
ゅけ けすくけてっくうは. „╁ „┿さしっくぇか” 
うきぇ くけさきぇかっく ょうぇかけゅ きっあ-
ょせ さぇぉけすけょぇすっか う しうくょうおぇ-
すう. ′ぇ しうくょうおぇかくう そけさせきう 
ょゃっすっ しすさぇくう けすおさけゃっくけ う 
ぉっい しすさぇた  しこけょっかはす こさけぉかっ-
きうすっ う しっ けこうすゃぇす しなゃきっしす-
くけ ょぇ ゅう さってぇゃぇす”, しぇ ゃこっ-
つぇすかっくうはすぇ くぇ しこっちうぇかうしすぇ 
こけ すさせょけゃけ こさぇゃけ ╃うぇくぇ 
╂なさょっゃぇ. 〈は っ っょうく けす こなさ-
ゃうすっ のさうしすう ゃ くけゃけすけ ゃさっきっ 
くぇ こさったけょぇ, おけえすけ しっ くぇっきぇ 
ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し すさせょけゃけ 
こさぇゃけ けとっ こさっい 1998-きぇ 
ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ おけくしせかすうさぇ 
つかっくけゃっ くぇ ╉′]╀. 〈させょけゃけ-
すけ こさぇゃけ くっ っ すけかおけゃぇ こさう-
ゃかっおぇすっかくけ いぇ のさうしすうすっ, 
いぇとけすけ たけくけさぇさうすっ, けしけぉっ-
くけ こさっょう ゅけょうくう, ぉはたぇ ょぇ-
かっつ こけ-きぇかおう けす けしすぇくぇかうすっ  
しそっさう くぇ こさぇゃけすけ, おぇいせしうすっ 
しぇ しこっちうそうつくう, けぉはしくはゃぇ 
ょっそうちうすぇ くぇ しこっちうぇかうしすう 
こけ すさせょけゃけ こさぇゃけ ╂なさょっ-
ゃぇ. ╋ぇおぇさ ょくっし すは ょぇ ゃけょう 
う ょさせゅう ょっかぇ, くっ きけあっ ょぇ 
けすおぇいゃぇ くぇ くうおけゅけ, とけき は 
こけすなさしはす いぇ おけくしせかすぇちうう. 
′はきぇ すぇぉっかぇ くぇ ゃさぇすぇすぇ, くけ 
たけさぇすぇ は くぇきうさぇす しぇきう. ¨す-
ゃけさっくぇ っ ょぇ ょぇょっ しなゃっす くぇ 
ゃしっおう う, おぇおすけ しぇきぇ しこけょっ-
かは, すけゃぇ ょけさう ゃっつっ こけつゃぇ ょぇ 
え しっ こさっゃさなとぇ ゃ こさけぉかっき, 
いぇとけすけ ゃさっきっすけ ゃしっ こけ-
きぇかおけ ょけしすうゅぇ.
′ぇえ-つっしすけ ゃ こけしかっょくう-

すっ きっしっちう おぇいせしうすっ, おけうすけ 
さってぇゃぇす しこっちうぇかうしすうすっ こけ 
すさせょけゃけ こさぇゃけ, しぇ しゃなさいぇ-
くう し すなさしっくっ こさぇゃぇすぇ くぇ 
さぇぉけすくうおぇ う しかせあうすっかは いぇ-
さぇょう くっういこかぇすっくう いぇこかぇすう 
ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ きくけゅけ 
ゃさっきっ. ╇きぇ ょけさう しかせつぇう くぇ 
9-きっしっつくう いぇおなしくっくうは くぇ 
いぇこかぇすう, おけっすけ, けつっゃうょくけ, っ 
いくぇお いぇ おさういぇすぇ, おけきっくすうさぇ 
╂なさょっゃぇ. 〈は しう しこけきくは ょけ-
ぉさっ おさういうしくうすっ ゅけょうくう けおけ-
かけ 1995-1998-きぇ, おけゅぇすけ 
しなとけ っ うきぇかけ きくけゅけ すぇおうゃぇ 
ょっかぇ, おぇおすけ しっゅぇ  – いぇ うしおぇ-
くっ くぇ いぇおなしくっかう いぇこかぇすう. ╁ 

„┿さしっくぇか”, けぉぇつっ, こけょけぉくう 
こさけぉかっきう くはきぇ, おけきっくすうさぇ 
ぇょゃけおぇす ╂なさょっゃぇ. ╉ぇすけ ゅけ-
かはきけ こさっょこうさはすうっ, „┿さしっ-
くぇか” くっ きけあっ ょぇ しう こけいゃけかう 
いぇぉぇゃぇ くぇ いぇこかぇすうすっ, くうすけ 
こなお – くっういこかぇとぇくっ くぇ けしう-
ゅせさけゃおう う ぉけかくうつくう, おぇおすけ 
すけゃぇ しすぇゃぇ ゃ きぇかおうすっ そうさ-

きう – っょくけかうつくうすっ すなさゅけゃちう 
う きぇかおうすっ ¨¨╃-すぇ. 〈せお くっ-
とぇすぇ しぇ いぇおけくけゃけ う ょけぉさっ 
せさっょっくう, ゃなこさっおう, つっ おさう-
いぇすぇ しっ せしっとぇ ゃ ょさせゅう うい-
きっさっくうは – おぇすけ くぇかけあうかけすけ 
しっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ 
しなおさぇとっくうっ くぇ こけゃっつっ けす 
1000 ょせてう けす こっさしけくぇかぇ う 
きっさおうすっ, おけうすけ しっゅぇ しっ ゃいう-
きぇす けす さなおけゃけょしすゃけすけ いぇさぇ-
ょう  かうこしぇすぇ  くぇ ょけしすぇすなつくけ 
こけさなつおう.  

„┿さしっくぇか”
しっゅぇ くっ っ すけゃぇ,

おけっすけ ぉっ こさっい 2004-すぇ

〈ぇおうゃぇ しぇ ゃこっつぇすかっくうはすぇ 
くぇ ぇょゃけおぇす ╂なさょっゃぇ, おけはすけ 
くぇきうさぇ くっとぇすぇ すせお ゃ けすくけ-
てっくうっすけ おなき くぇっきくうは すさせょ 
こけょさっょっくう. ╁しっ こぇお, おけゅぇすけ 

くはきぇ こけさなつおう う くはきぇ さぇぉけ-
すぇ, くはきぇ おぇお ょぇ ぉなょぇす けしう-
ゅせさっくう ょけたけょう くぇ いぇっすうすっ, 
けこうすゃぇ しっ ょぇ けぉはしくはゃぇ すけゃぇ 
くぇ たけさぇすぇ う ╂なさょっゃぇ ゃ しっ-
ゅぇてくぇすぇ しうすせぇちうは くぇ おさういぇ. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ すは っ おぇすっ-
ゅけさうつくぇ, つっ ゃっつっ っ ゃさっきっ 
さぇぉけすくうおなす う しかせあうすっかはす 
ゃ ╀なかゅぇさうは ょぇ しっ くぇせつぇす, 
つっ おけゅぇすけ くっ しう ゃなさてう さぇ-
ぉけすぇすぇ, くはきぇ おぇお ょぇ うしおぇ 
ょぇ こさけょなかあう ょぇ けしすぇくっ ゃ 
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》『╅╇╊〉╊【《 〉╅ ╉《╆『《 》╅′¨ 
《【 ╆《]╊』【¨  ¨ 〉╊ぅ╅』【¨っ
′おちあうかそたあくうあせかてそ と せあつ せか か たちけそちけてかて. ¨ おあ つしかくか せみさそこ
つ そちかそし せあ えしあうあてあ, せか すそきか おあ えそ そたちあうけ, あさそ せみすあ きかしあせけか.
- ‶さけそ. ′ぇつっゃ, いぇ ゃしうつ-

おうすっ すっいう ゅけょうくう かっおぇさ-
しおぇ こさぇおすうおぇ おけかおけ しなさちぇ 
しすっ ょなさあぇかう ゃ さなちっすっ しう? 
- ╆ぇ ゃしうつおうすっ すっいう ゅけょうくう, 

ゃ おけうすけ けこっさうさぇき しなさちぇ, しぇ 
こけゃっつっ けす 11 たうかはょう.

-  ┿ おぇお さぇいぉうさぇすっ おけっ 
しなさちっ っ くぇ ょけぉなさ つけゃっお う 
おけっ くぇ かけて? 
-  ‶け しなさちっすけ くっ きけあっ ょぇ しっ 

さぇいぉっさっ. ]なさちぇすぇ くぇ ゃしうつ
おう たけさぇ しぇ っょくぇおゃう, おぇおすけ う 
ちゃっすなす くぇ おさなゃすぇ くぇ たけさぇすぇ っ 
っょくぇおなゃ, くっいぇゃうしうきけ けす こけか, 
さぇしぇ, けぉさぇいけゃぇくうっ, こさけうい
たけょ.

- ╆ぇとけ ゃ こけしかっょくけ ゃさっきっ 
ゃけょうき おかぇしぇちうはすぇ ゃ ╄ゃさけ-
こぇ こけ しなさょっつくけ-しなょけゃう いぇ-
ぉけかはゃぇくうは? 〈けゃぇ ゃなこさけし 
くぇ かけてぇ いょさぇゃくぇ おせかすせさぇ 
かう っ, くぇ かけてぇ こさっゃっくちうは 
かう っ うかう っ くっゃはさくけ おぇすけ 
しすぇすうしすうおぇ? 
- ╆ぇ しなあぇかっくうっ, すぇいう しすぇ

すうしすうおぇ っ ゃはさくぇ う すけゃぇ くっ っ 
くっとけ, おけっすけ っ しすぇくぇかけ けす ゃつっ
さぇ, いぇ ょっく. 〈けゃぇ っ さっいせかすぇす けす 
くぇすさせこゃぇくっ こさっい ゅけょうくうすっ くぇ 
きくけゅけ くっゅぇすうゃくう そぇおすけさう, 
こなさゃうはす けす おけうすけ っ くっいょさぇ
ゃけしかけゃくうはす くぇつうく くぇ あうゃけす. 
〈けゃぇ ゃおかのつゃぇ かうこしぇ くぇ ょゃう
あっくうっ, くっけこさぇゃょぇくぇ こさeせ
きけさぇ, しすさっしけゃぇ しうすせぇちうは, うい
おかのつうすっかくけ かけてけ たさぇくっくっ し 
きくけゅけ しけか, こけょこさぇゃおう, すかなし
すう きっしぇ, くうしおぇ いょさぇゃくぇ おせか
すせさぇ, おけっすけ ゃけょう しかっょ しっぉっ 
しう くっういしかっょゃぇくっ くぇ いょさぇゃけ
しかけゃくけすけ しなしすけはくうっ. ╁けょう 
ょけ くっおけさうゅうさぇくっ くぇ ゃうしけおけ 
おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ, くっしゃけっ
ゃさっきっくくけ かっつっくうっ くぇ くはおけう 
しすさぇくうつくう いぇぉけかはゃぇくうは, おぇすけ 
ょうぇぉっす. ╁しうつおけ すけゃぇ しっ くぇ
すさせこゃぇ う しっ こさけはゃはゃぇ し さぇい
かうつくう こけ さけょぇ しう しなさょっつくけ-
しなょけゃう いぇぉけかはゃぇくうは. ╁ おさぇは 
くぇ おさぇうとぇすぇ けおけかけ 66% けす 
しきなさすくけしすすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは っ ゃ 
さっいせかすぇす くぇ しなさょっつくけ-しなょけゃう 
いぇぉけかはゃぇくうは. 

- ╁しうつおけ すけゃぇ, こさけそ. ′ぇ-
つっゃ, っ しぇきけ いぇさぇょう そぇおすぇ, 
つっ こけゃっつっすけ ぉなかゅぇさう くは-

きぇす ょけしすぇすなつくけ こぇさう いぇ 
かっつっくうっ  うかう うきぇ う ょさせゅぇ 
こさうつうくぇ? 
- 〈けゃぇ っ いぇさぇょう かけてぇ いょさぇゃ

くぇ おせかすせさぇ. 〈せお くっ しすぇゃぇ 

ょせきぇ しぇきけ いぇ こぇさう, いぇとけすけ 
ぉけゅぇすうはす しなとけ うきぇ すぇおぇゃぇ 
かけてぇ いょさぇゃくぇ おせかすせさぇ. 〈せお 
うきぇ ょさせゅけ: すけ っ, つっ ぉけゅぇすうすっ 
たけさぇ うきぇす こけ-ゅけかはきぇ ゃないきけあ
くけしす いぇ こなすせゃぇくっ ゃ つせあぉうくぇ, 
いぇ ょぇ しっ しさっとぇす し たけさぇ し ゃう
しけおぇ いょさぇゃくぇ おせかすせさぇ, いぇ ょぇ 
ういこうすぇす せょけゃけかしすゃうはすぇ けす 
あうゃけすぇ こけ-ょなかゅけ ゃさっきっ, ぇ 
こぇさうすっ こさっょこけかぇゅぇす ういこうすゃぇ
くっ くぇ せょけゃけかしすゃうっ けす あうゃけ
すぇ. 〈けゃぇ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす くぇ 
すっいう ぉけゅぇすう たけさぇ こけしすっこっくくけ 
う こけかっおぇ ょぇ こさけきっくはす くぇつうくぇ 
しう くぇ あうゃけす, きぇくすぇかうすっすぇ しう      
う ょぇ いぇこけつくぇす ょぇ けぉさなとぇす 
ゃくうきぇくうっ くぇ いょさぇゃっすけ しう. 

-  ... ょけおぇすけ ぉっょくうはす っ こけ-
けぉさっつっく...
- ╀っょくうはす っ けぉさっつっく, いぇとけ

すけ すけえ くっ きけあっ ょぇ しう こけいゃけ
かう たさぇくうすっ, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ: こけゃっつっ いっかっくつせちう, こけ
ゃっつっ こかけょけゃっ, そうくう きっしぇ, こけ
ゃっつっ さうぉぇ. ╁しうつおけ すけゃぇ うきぇ 

いくぇつっくうっ. ╁ないきけあくけしすうすっ いぇ 
しこけさす う こさぇおすうおせゃぇくっすけ きせ 
しなとけ しぇ ゃぇあくう. 〈せお くっ ゅけゃけ
さは いぇ こさけそっしうけくぇかっく しこけさす, 
ぇ いぇ ぇおすうゃくけ ょゃうあっくうっ.

- ╁ すけいう しきうしなか うきぇ かう 
くせあょぇ けす おけくおさっすくぇ ょなさ-
あぇゃくぇ こけかうすうおぇ しさっとせ 
ぉせきぇ ゃ しなさょっつくけ-しなょけゃう-
すっ いぇぉけかはゃぇくうは? ′はおぇおゃぇ 
おけくおさっすくぇ こさけそうかぇおすう-
おぇ...
- 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ いくぇっ, つっ 

こさけそうかぇおすうおぇすぇ っ そせくおちうは 
っょうくしすゃっくけ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ.  
〈は くっ っ そせくおちうは くぇ かっおぇ
さうすっ, くっ きけあっ ょぇ しっ うしおぇ けす 
すはた すけゃぇ. ╊っおぇさうすっ きけゅぇす ょぇ 
ぉなょぇす おけくしせかすぇくすう, くっ きけあっ 
ょぇ しっ うしおぇ すっ ょぇ こさぇゃはす  こさけ
そうかぇおすうおぇ, すけゃぇ っ さぇぉけすぇ くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ. ╊っおぇさうすっ きけゅぇす 
ょぇ しぇ っおしこっさすう, おけうすけ こさう 
こけうしおゃぇくっ けす ょなさあぇゃぇすぇ ょぇ 
ょぇゃぇす きくっくうっ おぇおゃけ すさはぉ
ゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう, いぇ ょぇ しっ 
けしうゅせさう こさけそうかぇおすうおぇ くぇ 
くぇしっかっくうっすけ. ╁ ちはか しゃはす 
こさけそうかぇおすうおぇすぇ っ ょなさあぇゃくぇ 
こけかうすうおぇ.

- ╇きぇ かう さっぇかくけ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは すぇおぇゃぇ こさけそうかぇお-
すうおぇ?
- ′っ.

- ′はきぇ, いぇとけすけ おぇおゃけ: 
こぇお けこうさぇきっ ょけ こぇさう うかう 
っ くっけぉたけょうきぇ ゃけかは?
- ¨こうさぇきっ くぇ こなさゃけ きはしすけ 

ょけ すけゃぇ, つっ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ
すけ くっ っ こさうけさうすっす ゃ ╀なかゅぇ
さうは. ╃けおぇいぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ っ 
そぇおすなす, つっ ゃ  くぇちうけくぇかくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ 20/20 いょさぇゃっこぇい
ゃぇくっすけ くっ そうゅせさうさぇ おぇすけ 

こさうけさうすっす. ╁すけさけすけ っ, つっ ゃ 
╀なかゅぇさうは しっ けすょっかはす くぇえ-
きぇかおけ しさっょしすゃぇ いぇ いょさぇゃっ
けこぇいゃぇくっ ゃ ちはかぇ ╄ゃさけこぇ くぇ 
ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ. ′ぇえ-
くうしおうはす こさけちっくす けす ╀╁‶ くぇ 
╀なかゅぇさうは っ いぇ いょさぇゃっけこぇい
ゃぇくっ, こぇお しさぇゃくっくけ し けしすぇ

くぇかうすっ っゃさけこっえしおう しすさぇくう 
- しぇきけ  4% けす ╀╁‶ けすうゃぇす 
いぇ いょさぇゃっ. 〈けゃぇ っ ゃなこさけし くぇ 
こさうけさうすっす! ╀なかゅぇさうは っ ぉっ
ょくぇ しすさぇくぇ, くうしなお っ ╀╁‶. ′っ 
は しさぇゃくはゃぇき し 【ゃっえちぇさうは, 
こさうきっさくけ, おなょっすけ こぇさうすっ いぇ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ しぇ さぇゃくう くぇ 
ちっかうは ╀╁‶ くぇ ╀なかゅぇさうは. ╁ 
っょくぇ 【ゃっえちぇさうは, くぇこさうきっさ, 
11% けす ちっかうは ╀╁‶ しっ さぇい
こさっょっかは いぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ. 
〈ぇおぇ つっ - くっ きけあっ ょぇ しっ うしおぇ 
し すっいう こぇさう ょぇ うきぇきっ ょけぉさけ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ. ╃けさう しう きう
しかは, つっ すけゃぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, 
おけっすけ うきぇきっ, っ きくけゅけ, きくけゅけ 
こけ-ょけぉさけ けす さっぇかくうすっ こぇさう, 
おけうすけ しっ けすょっかはす いぇ いょさぇゃっ
けこぇいゃぇくっ. 

- ╋うす かう っ, つっ ゃうぇゅさぇすぇ 
せぉうゃぇ? ╇きぇ うくそけさきぇちうう, 
つっ すは ゃしなとくけしす しっ ういこけかい-
ゃぇ いぇ こさけそうかぇおすうおぇ う すけ 
うきっくくけ ゃ しなさょっつくけ-しなょけ-
ゃぇすぇ けぉかぇしす. ╁はさくけ かう っ 
すけゃぇ?
- ╁はさくけ っ すけゃぇ, つっ ういこけかい

ゃぇきっ ゃうぇゅさぇすぇ ゃ しなさょっつくぇすぇ 
たうさせさゅうは いぇ しかっょけこっさぇすうゃくけ 
かっつっくうっ, いぇ さぇいてうさっくうっ くぇ  
きぇかおうすっ おぇこうかはさくう しなょけゃっ 
くぇ ぉっかうは ょさけぉ う こけ すけいう くぇ
つうく すけゃぇ こけきぇゅぇ くぇ こぇちうっくすぇ. 

- ╆くぇつう くっ せぉうゃぇ しなさちっすけ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうは きなあ, ぇ くぇ-
こさけすうゃ - かっおせゃぇ ゅけ?
- ′っ きけあっ ょぇ しっ おぇあっ すぇおぇ. 

╇きぇ けこさっょっかっくう こけおぇいぇくうは, 
こさう おけうすけ ゃうぇゅさぇすぇ こけきぇゅぇ う 
かっおせゃぇ, くけ ゃ ょさせゅう しかせつぇう - 
くっ. ┿おけ こさっょゃぇさうすっかくけ うきぇ 
せゃさっあょぇくっ こけ おけさけくぇさくうすっ 
しなょけゃっ くぇ しなさちっすけ, うきぇ しすっ
しくっくうっ, すけゃぇ きけあっ ょぇ こさうつう

くう いぇこせてゃぇくっ う うくそぇさおす. 

- ╇きぇすっ かう うくそけさきぇちうは 
おぇおゃけ しすぇゃぇ し おぇいぇくかなて-
おけすけ けすょっかっくうっ こけ うくゃぇ-
いうゃくぇ おぇさょうけたうさせさゅうは? 
‶さっょう 4 ゅけょうくう すせお しっ くぇ-
こさぇゃうたぇ くはおけかおけ うくすっさ-

ゃっくちうう う きぇえ ゃしうつおけ こさう-
おかのつう ょけ すぇき?
- ′はきぇき きくけゅけ うくそけさきぇ

ちうは おぇおゃけ しすぇゃぇ し すけゃぇ けすょっ
かっくうっ, いぇとけすけ すけ っ つぇしすくけ. 
′ぇこさぇゃっくけ っ けす つぇしすっく うく
ゃっしすうすけさ, おけえすけ くはきぇ くうとけ 
けぉとけ しなし いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ. 
‶けさぇょう そぇおすぇ, つっ すさはぉゃぇてっ 
ょぇ しっ こけきけゅくっ くぇ ゅさぇょぇ, ぇい 
しなき ういこさぇすうか きけう しなすさせょ
くうちう, おけうすけ さぇぉけすはす ゃ くっゅけ. 
╇ ゃ  きけきっくすぇ きけえ しなすさせょくうお 
うょゃぇ ゃしっおう こっすなお すせお う うい
ゃなさてゃぇ  しなけすゃっすくうすっ うくすっさ
ゃっくちうう.  ¨すょっかっくうっすけ さぇぉけすう 
しなし ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ. 

- ‶さけそっしけさ ′ぇつっゃ, きっつ-
すぇすぇ ╁う っ ぉうかぇ ょぇ しすぇくっすっ 
ぉけおかせおつうは. ╉ぇお すぇいう きっつ-
すぇ しすうゅくぇ ょけ おぇさょうけたうさせ-
ゅうはすぇ?
- ╋っつすぇすぇ きう っ しゃなさいぇくぇ し 

かのぉけゃすぇ きう おなき おけくっすっ. ‶さっ
ょう ゅけょうくう しきっすすぇ すせお しっ しな
ぉうさぇてっ し おぇさせちう, ぇ おぇさせちうすっ 
しっ おぇさぇたぇ けす おけくっ. ╋けはすぇ かの
ぉけゃ /っょくぇ けす きけうすっ かのぉけゃう/ 
う ょけしっゅぇ  しう けしすぇゃぇす おけくっすっ. 
╇しおぇた ょぇ しすぇくぇ ぉけおかせおつうは, いぇ 
ょぇ おぇさぇき おけく. 

- ┿ かっおぇさしおぇすぇ こさけそっしうは 
けす ぉぇとぇ ╁う かう ╁う っ しすさぇしす? 
╁しっういゃっしすっく そぇおす っ, つっ 
すけえ っ ぉうか っょうく ょけぉなさ かっ-
おぇさ すせお.
- ╀ぇとぇ きう ぉってっ たうさせさゅ. 

〈ぇおぇ うかう うくぇつっ, ぉはた さってうか 
ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇき し きっょうちうくぇ, 
ょぇ こさけょなかあぇ ょぇ せつぇ ゃ けぉかぇし
すすぇ くぇ きっょうちうくぇすぇ, しかっょ おぇすけ 
いぇゃなさてうた すせお きぇすっきぇすうつっしおぇ 
こぇさぇかっかおぇ. ╀ぇとぇ きう くっ きっ 
っ さぇいせぉっあょぇゃぇか, くけ くっ きっ っ 
う こけょすうおゃぇか. 〈けえ けとっ すけゅぇ
ゃぇ ゃうあょぇてっ, つっ しうすせぇちうはすぇ 
ゃ けぉかぇしすすぇ  くぇ きっょうちうくぇ
すぇ う いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ くっ っ 
ぉかぇゅけこさうはすくぇ, いぇとけすけ う こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ くっ しっ けすょっかはたぇ 
ょけしすぇすなつくけ しさっょしすゃぇ, くはきぇ
てっ ょけさう ゃないきけあくけしすう いぇ さぇい
ゃうすうっ くぇ かっおぇさうすっ, くけ ゃうくぇ
ゅう っ ゃはさゃぇか, つっ くっとぇすぇ とっ しっ 
こけょけぉさはす. ╃けおぇすけ せつった, うきぇた 
こさはおけさ - ゃうおぇたぇ きう ╃けおすけさなす. 
╉ぇいぇた しう, つっ くはおぇお くっ しすけう 
ょけぉさっ, くっ ゃなさゃう ゃういうすおぇすぇ 
きう ょぇ ういゅかっあょぇ “うくあっくっさ 
′ぇつっゃ, すうさっ ╃けおすけさなす” う すぇおぇ 
けしすぇくぇた... ゃ きっょうちうくぇすぇ. 

- ╇ すけいう せつっくうつっしおう こさは-
おけさ しっ こさっゃなさくぇ ゃ けそうちう-
ぇかくけ けぉさなとっくうっ...? 
- ╃ぇ. 〈ぇおぇ しすぇくぇ. ╁っつっ くはきぇ 

こさはおけさ.

 - ╆くぇき, つっ しすっ つっさおけゃっく 
つけゃっお. ╁ すけいう しきうしなか, おけゅぇ 
¨くいう ¨すゅけさっ こけきぇゅぇ くぇ 
きっょうちうくぇすぇ う くぇ かっおぇさうすっ 
うかう ゃうくぇゅう さってぇゃぇ 〈けえ? 
- ┿ぉしけかのすくけ ゃうくぇゅう さってぇゃぇ 

〈けえ. 〈けゃぇ, おけっすけ くっ ゃなさてう 
きっょうちうくぇすぇ, しっ くぇきうさぇ ゃ くっ
ゅけゃうすっ さなちっ. 

‶さけそ. ょ-さ ╂っくつけ ′ぇつっゃ っ さけょっく くぇ 9.XI.1951 ゅ. ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ‶けすけきしすゃっく たうさせさゅ.
╃はょけ きせ こけ きぇえつうくぇ かうくうは - ╂っくつけ 》ぇょあうゅっくつっゃ, 

っ ぉうか ぇょのすぇくす くぇ 4-すぇ ょさせあうくぇ ゃ 23-すう こったけすっく 
【うこつっくしおう こけかお. 
‶さけそ. ′ぇつっゃ いぇゃなさてゃぇ ╋っょうちうくしおぇすぇ ぇおぇょっ-

きうは - ]けそうは こさっい 1975 ゅ. ╉ぇさうっさぇすぇ しう いぇこけつゃぇ 
ゃ たうさせさゅうはすぇ くぇ ¨おさなあくぇ ぉけかくうちぇ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ, しかっょ すけゃぇ っ ゃなゃ ╁けっくくぇ ぉけかくうちぇ - ‶かけゃょうゃ う 
ゃ ╉かうくうおぇすぇ こけ しなさょっつくけしなょけゃぇ たうさせさゅうは ゃ ╋┿ - 
]けそうは. 

╀うか っ いぇき.-ょうさっおすけさ う ょうさっおすけさ くぇ ′╆¨╉. ¨す 2000 ゅ. いぇゃっあょぇ ╉ぇすっょさぇすぇ こけ しなさ-
ょっつくけしなょけゃぇ たうさせさゅうは くぇ ╋〉 - ]けそうは. ¨す 2006 ゅ. さなおけゃけょう ]╀┿╊]]╆ „]ゃ. ╄おぇすっ-
さうくぇ“. ]ないょぇゃぇ ╉かうくうおぇ こけ おぇさょうけたうさせさゅうは おなき 〉╋╀┿╊ „]ゃ. ╂っけさゅう“- ‶かけゃょうゃ, 
こさっい 2002 ゅ. う ╉かうくうおぇ こけ おぇさょうけたうさせさゅうは おなき ╋╀┿╊ „]ゃ. ╋ぇさうくぇ“ ゃなゃ ╁ぇさくぇ 
こさっい 2005 ゅ. 
]こっちうぇかういうさぇか っ ゃ ╋っおぇすぇ くぇ おぇさょうけたうさせさゅうはすぇ ゃ 》のしすなく, こさう こさけそ. ╃っぉっえおう. 

′ぇゅさぇょっく っ し くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ - けさょっく „]すぇさぇ こかぇくうくぇ“. ╇きぇ くぇょ 250 こせぉ-
かうおぇちうう, 4 せつっぉくうおぇ う きけくけゅさぇそうは. ]なぇゃすけさ っ くぇ おくうゅぇすぇ „╇しすけさうはすぇ くぇ 23-すう 
こったけすっく 【うこつっくしおう こけかお“. [ぇいゃうゃぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくけしす, くけ けすおぇいゃぇ ょぇ ゅけゃけさう いぇ 
すけゃぇ, いぇとけすけ うしすうくしおけすけ ょけぉさけ くっ すなさしう ゅかぇしくけしす.
¨ぉうつぇ ╉ぇいぇくかなお う ういこけかいゃぇ ゃしはおぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しっ ゃさなとぇ ゃ さけょくうは ょけき. 
』かっく  っ くぇ 〉] くぇ 《けくょぇちうは “ ╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ”. 
╄しすっす - ゃ さぇぉけすぇすぇ う ゃ あうゃけすぇ. ]こけさすせゃぇ. ╇ こせてう. 
〈けいう くぇゃうお けぉはしくはゃぇ し そうかけしけそしおけすけ: “]せきぇすぇ けす ゃしうつおう こけさけちう っ おけくしすぇくすぇ!”

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

こさっょこうさはすうっすけ. ′っ っ かけゅうつ-
くけ たけさぇ, おけうすけ くっ しう ゃなさてぇす 
さぇぉけすぇすぇ, ょぇ しすけはす しぇきけ いぇ-
とけすけ うきぇす くはおぇおゃぇ いぇおさうかぇ, 
さぇいしなあょぇゃぇ のさうしすなす. 〈ぇ-
おうゃぇ しかせつぇう - くぇ かうこしぇ くぇ 
ょけしすぇすなつくけ けすゅけゃけさくけしす おなき 
さぇぉけすぇすぇ,  しっ くぇきうさぇす う ゃ 
„┿さしっくぇか” う すけゃぇ っ こさけぉかっき, 

こけ おけえすけ しっ さぇぉけすう, くぇせつぇ-
ゃぇきっ けす さぇいゅけゃけさぇ し けぉしかせあ-
ゃぇとうは こさぇゃくぇすぇ こけきけと くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ. 
╂なさょっゃぇ っ ょけゃけかくぇ, つっ こさう 

くぇかけあうかけすけ しっ しなおさぇとっくうっ 
くぇ こっさしけくぇかぇ こさっい すぇいう ゅけ-
ょうくぇ こさけちっょせさぇすぇ っ きうくぇかぇ 
こけ こさぇゃうかぇすぇ う いぇすけゃぇ くはきぇ 
ょっかぇ いぇ くっいぇおけくくけ せゃけかくっ-
くうっ. ′ぇこさぇゃっくぇすぇ けこすうきう-
いぇちうは くぇ こっさしけくぇかぇ っ おけく-
しせかすうさぇくぇ しなし しうくょうおぇすうすっ, 

ぃさうしす. ¨す きぇさす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ けぉしかせあゃぇ こけ こさぇゃくう ゃなこさけしう う おけくしせかすぇ-
ちうう おけかっおすうゃなす う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ “┿さしっくぇか”. 
╆ぇゃなさてうかぇ っ こさぇゃけ う ぇょきうくうしすさぇちうは ゃなゃ ╁ぇさくっくしおうは しゃけぉけょっく せくうゃっさしうすっす 

“』っさくけさういっち 》さぇぉなさ”. ‶さっょう すけゃぇ うきぇ ょうこかけき こけ ょなさあぇゃくけ せこさぇゃかっくうっ う 
ぇょきうくうしすさぇちうは けす ╉けかっあぇ おなき ]すけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ ]ゃうとけゃ. 15 ゅけょうくう っ 
さぇぉけすうかぇ う おぇすけ せつうすっか こけ うしすけさうは う きせいうおぇ. 
¨す 15 ゅけょうくう っ のさうしす くぇ しゃけぉけょくぇ こさぇおすうおぇ, しこっちうぇかういうさぇ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ 

すさせょけゃけすけ こさぇゃけ. 
╀うかぇ っ いぇき. こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおぇすぇ ういぉうさぇすっかくぇ おけきうしうは ゃ ╉ぇいぇくかなお, 

こさっい 1999-2003 ゅけょうくぇ. ¨きなあっくぇ, し ょゃっ ょっちぇ, しうく う ょなとっさは - しなとけ のさうしす. 
╇きぇ ょゃっ ゃくせつっすぇ - くぇ 1 う くぇ 5 ゅけょうくう. 
╃っくはす え っ こなかっく しなし しさっとう. ╄ょうくしすゃっくけすけ, いぇ おけっすけ しなあぇかはゃぇ っ, つっ くはきぇ 

ゃさっきっ いぇ ゃけかっえぉけかぇ, おけえすけ けぉうつぇ けす ょっすっ, すさせょくけ くぇきうさぇ ゃさっきっ う いぇ おくうゅう - 
ゃすけさぇすぇ え しすさぇしす ゃ きぇかおけすけ しゃけぉけょくけ ゃさっきっ. 
]さっょ おけかっゅうすっ しう きうくぇゃぇ いぇ ぉっいしこけさっく おぇこぇちうすっす ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ すさせょけゃけすけ 

こさぇゃけ. 
╆ぇ こさうはすっかうすっ っ つけゃっお し はしくけ ういさぇいっくぇ ゅさぇあょぇくしおぇ こけいうちうは, つっしすくぇ う こさうく-

ちうこくぇ. ′っ こさぇゃう おけきこさけきうしう しなし しなゃっしすすぇ しう.

おけっすけ ゃ „┿さしっくぇか” っ いぇおけく. 
〈せお, こさけすうゃくけ くぇ しかせつゃぇとけ-
すけ しっ くぇ ょさせゅう きっしすぇ, けしゃけ-
ぉけょっくうすっ さぇぉけすくうちう し こさう-
ぉかうあぇゃぇとけ こっくしうけくうさぇくっ, 
しかっょ おぇすけ しっ さっゅうしすさうさぇす くぇ 
ぉけさしぇすぇ, こけしかっ, ゃさなとぇえおう しっ 
くぇ さぇぉけすぇ, くっ ゅせぉはす こさぇゃけ-
すけ しう こさう こっくしうは  ょぇ こけかせ-
つぇす 6-すっ しう ぉさせすくう いぇこかぇすう 
いぇ ょなかゅけゅけょうてくぇ さぇぉけすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”. [なおけゃけょしすゃけすけ くっ 
っ いぇょなかあっくけ ょぇ けしうゅせさはゃぇ 
すっいう しさっょしすゃぇ こさう せしかけゃうっ, 
つっ さぇぉけすくうおなす っ しなおさぇすっく う っ 
し こさっおなしくぇす しすぇあ ゃ こさっょこさう-
はすうっすけ, くけ すけゃぇ しっ こさぇゃう いぇ-
さぇょう せゃぇあっくうっすけ おなき すさせょぇ 
くぇ たけさぇすぇ, けすょぇかう ちっかうは しう 
あうゃけす くぇ „┿さしっくぇか”, けぉはしくは-
ゃぇ ぇょゃけおぇす ╃うぇくぇ ╂なさょっゃぇ.
‶さう くぇかぇゅぇとうすっ しっ しなおさぇ-

とっくうは すは けゅかっあょぇ かうつくけ う 
こけょさけぉくけ すさせょけゃけすけ ょけしうっ 
くぇ ゃしっおう いぇしっゅくぇす – つけゃっお こけ 
つけゃっお う ょけゅけゃけさ こけ ょけゅけゃけさ  
う くっ しっ ょけこせしおぇ ょぇ ぉなょぇす 
こさっくっぉさっゅゃぇくう しかせつぇうすっ くぇ 
いぇおさうかぇ こさう せゃけかくっくうっ, おぇお-
すけ う ょぇ ぉなょぇす こさっくっぉさっゅくぇすう 
くはおけう ょさせゅう こさぇゃぇ くぇ けしゃけ-
ぉけょっくうすっ けす さぇぉけすぇ. ′ぇ すっいう 
たけさぇ „┿さしっくぇか” ゅかっょぇ おぇすけ 
くぇ しゃけう ぉなょっとう さぇぉけすくうちう 
けすくけゃけ, いぇとけすけ ゃ しかせつぇう くぇ 
しこっつっかっくう くけゃう こけさなつおう すっ 
しっ ゃさなとぇす ゃ けさなあっえくうちぇ-
すぇ. ╆ぇょなかあうすっかくけ しっ こさぇゃう 
う しなゃきっしすっく こけょぉけさ ゃ ょけゅけ-
ゃぇさはくっ しなし しうくょうおぇすうすっ けす 
╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ”.

╉けょっおしなす くぇ すさせょぇ
しっ しこぇいゃぇ ぇぉしけかのすくけ

〈けゃぇ しっ こさぇゃう, きぇおぇさ, しこけ-
さっょ ぇょゃけおぇす ╂なさょっゃぇ, くはおけう 
けす こさけきっくうすっ ゃ こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう ょぇ いゃせつぇす くっぇさゅせ-
きっくすうさぇくけ  - おぇすけ しかせつぇうすっ 
し けしゃけぉけあょぇゃぇくっすけ くぇ さぇぉけ-
すっとう こっくしうけくっさう こけ うしおぇくっ 
くぇ さぇぉけすけょぇすっかは, おなょっすけ うきぇ 
こさけきはくぇ ゃ つか.328 す.10 けす 
╉〈, おけえすけ ゃっつっ  けゅさぇくうつぇゃぇ  
こさぇゃぇすぇ くぇ さぇぉけすけすぇょっすっかは 
いぇ しきっすおぇ くぇ さぇぉけすっとうは こっく-
しうけくっさ. 
‶けゃっつっすけ こさけきっくう こさっい こけ-

しかっょくうすっ ゅけょうくう ゃ ╉けょっおしぇ 
くぇ すさせょぇ, けぉぇつっ, しこけさっょ ぇょ-
ゃけおぇす ╂なさょっゃぇ, しぇ ゃ こけかいぇ 
くぇ さぇぉけすけょぇすっかは. 〈ぇおぇ っ う 
し こけょぉけさぇ こさう せゃけかくっくうっ, 
おけえすけ くはおけう さぇぉけすけょぇすっかう しう 
しこっしすはゃぇす. ╁ „┿さしっくぇか”, けぉぇ-
つっ, すけゃぇ しっ こさぇゃう いぇょなかあう-
すっかくけ – こさう ゃしはおけ けしゃけぉけあ-
ょぇゃぇくっ けす さぇぉけすぇ ゃ しかせつぇうすっ 
くぇ ゅけかっきう しなおさぇとっくうは. ┿ 
すけゃぇ いぇこぇいゃぇ ゃ こけ-ゅけかはきぇ 
しすっこっく こさぇゃぇすぇ くぇ くぇこせしおぇ-
とうすっ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっ-
かう, こけはしくはゃぇ ぇょゃけおぇす ╃うぇくぇ 
╂なさょっゃぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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╇ゃぇく っ ぇさしっくぇかっち – せあ おぇすけ ゃしうつおう, 
くけ くっ しなゃしっき. 〉つう ぇゃすけきぇすうおぇ ゃ ╂ぇぉさけ
ゃけ, くけ こけ-うくすっさっしくけすけ っ, つっ ゃ くっゅけゃう
すっ さなちっ „こさけこかぇおぇ” こなさゃうはす ぉさけえ くぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, すったくうつっしおう ういさぇ
ぉけすっく けす  けこっさぇすけさぇ くぇ きぇてうくう し 『‶〉 
ゃ ちった 400 くぇ いぇゃけょ 1 ╇ゃぇく ╆ょさぇゃおけゃ. 
╇くぇつっ - つけゃっお し きくけゅけ たけぉうすぇ, おぇおすけ 
しぇき しっ てっゅせゃぇ, おけゅぇすけ ゅけゃけさう いぇ ぉかう
いけしすすぇ しう し きっょううすっ う 〉╄╀-ょういぇえくぇ. 
╇ゃぇく っ ういゃぇょうか けす こっつぇす ょっしっすおう ぉさけっ
ゃっ くぇ けぉとうくしおうは ゃっしすくうお „╇しおさぇ”, ょゃっ 
おくうゅう - さっおかぇきくぇすぇ くぇ „╇しおさぇ” - „‶け 
]すなさゅぇかけすけ” こさっい 2009-すぇ, いぇ 85-すぇすぇ 
ゅけょうてくうくぇ くぇ ういょぇくうっすけ, う こけっすうつくうは 
しぉけさくうお くぇ ╉なくつけ ]すけはくけゃ. 〈けえ っ ぇゃすけさ 
くぇ ょういぇえくぇ う すったくうつっしおぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ 
くぇ ょっしっすおう しぇえすけゃっ, しさっょ おけうすけ しっ けす
おさけはゃぇ うくそけさきぇちうけくくうはす おぇいぇくかなておう 
しぇえす „5 きうくせすう”, くぇ おけえすけ ╇ゃぇく っ けし
くけゃぇすっか. ╋ぇえおぇすぇ くぇ ╁かぇょぇ - ┿かぉっくぇ, っ 
こさけそっしうけくぇかっく たせょけあくうお - いけゅさぇそ. 〈は 

』╇¨『っ【 》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

 ¨す 13 しっこすっきゃさう

『っくう いぇ さぇぉけすっとう う くっ さぇぉけすっとう ゃ “┿さしっくぇか” ┿╃
- 23 かっゃぇ くぇ ょっく
╃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/ 
 
╆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/ 62 207 
 [っちっこちうは た-か „┿さしっくぇか“ - すっか: 0554/ 43 445
 GSM: 0888 58 26 73

]なぉうさぇす くけゃう こけこなかくっくうは いぇ ╃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 くぇ 《╉ “┿さしっくぇか 2000”. ′けゃうすっ こけこなかくっくうは しぇ 

さけょっくう ゃ こっさうけょぇ 2003-2004-すぇ ゅけょうくぇ, しなけぉとう しすぇさてう-すさっ-
くぬけさなす くぇ ておけかぇすぇ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ - ╃あけくう. 
‶なさゃぇすぇ すさっくうさけゃおぇ くぇ くぇえ-きぇかおうすっ とっ っ くぇ 10-すう しっこすっき-

ゃさう けす 10 つぇしぇ くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく “┿さしっくぇか”. 
¨つぇおゃぇ しっ ぉなょっとうすっ そせすぉけかうしすう ょぇ しぇ し くけゃ くぇしすぇゃくうお, おけえ-

すけ ょぇ こけっきっ こなさゃけくぇつぇかくけすけ うき けぉせつっくうっ. 
╁しっ けとっ くっ っ はしっく ゅさぇそうおなす くぇ [っゅうけくぇかくけすけ そせすぉけかくけ こなさ-

ゃっくしすゃけ いぇ ょっちぇ う のくけてう こけ そせすぉけか, くぇ おけっすけ ぇさしっくぇかしおうすっ 
くぇょっあょう, くぇこさぇゃうかう しゃけは そせすぉけかっく こさけとなこせかくうお きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ, とっ きけゅぇす ょぇ ょっきけくしすさうさぇす くぇせつっくけすけ.
]なし しうゅせさくけしす, けぉぇつっ, すっ とっ しぇ しさっょ ぇおちっくすうすっ ゃ こさっょしすけ-

はとうすっ しこけさすくう ういはゃう, こけしゃっすっくう くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお くぇ 
“┿さしっくぇか”, おけえすけ すぇいう ゅけょうくぇ とっ っ くぇ 5-すう けおすけきゃさう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╁かぇょぇ とっ すさなゅくっ し ぉせおっす ゃ さなおぇ いぇ こなさ-
ゃうは しう せつっぉっく ょっく - すぇいう ゅけょうくぇ - 17-

すう しっこすっきゃさう, ╃っくはす くぇ ╁はさぇすぇ, ′ぇょっあょぇすぇ 
う ╊のぉけゃすぇ. ╁っつっ ょっしっすうくぇ ょくう ╇ゃぇく う つぇ-
さけゃくぇすぇ きせ とっさおぇ ╁かぇょぇ けぉうおぇかはす さなおぇ いぇ 
さなおぇ おくうあぇさくうちう う きぇゅぇいうくう ゃ こけょゅけすけゃおぇ-
すぇ いぇ せつうかうとっ .
‶けょゅけすけゃおぇすぇ さぇいょっかはす すぇおぇ: し きぇきぇ おせ-

こせゃぇす すっすさぇょおうすっ, そかせきぇしすさうすっ う こけしけぉうは-
すぇ, し すぇすう - さぇくうつおぇすぇ, しこけさすくうは おけきこかっおす, 
ょさっておう う けぉせゃおう. 
╁かぇょぇ ゃっつっ いくぇっ, つっ „╁ せつうかうとっ とっ せつうき”, 

こけいくぇゃぇ ゃしうつおう ぉせおゃう けす ぇいぉせおぇすぇ, きけあっ ょぇ 

しきはすぇ ょけ 90! - いぇとけすけ しぇ ゅけ せつうかう ゃ こけょ-
ゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこぇ くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ. 
‶けゃっつっ けす ゃしうつおけ, けぉぇつっ, きぇかおぇすぇ すなきくけけ-
おぇ おさぇしぇゃうちぇ きけあっ ょぇ さうしせゃぇ. ′はきぇ おぇお ょぇ 
くっ っ すぇおぇ - けしゃっく, つっ すぇすう しっ いぇくうきぇゃぇ う 
し 〉╄╀-ょういぇえく, きぇきぇ ┿かぉっくぇ っ うしすうくしおぇ たせ-
ょけあくうつおぇ. ╋ぇかおぇすぇ ╁かぇょぇ しぇきぇ しう おぇいゃぇ, つっ 
うきぇ ゃっつっ ょゃっ くぇゅさぇょう けす おけくおせさしう いぇ ょっす-
しおう さうしせくおう - きっょぇかう けす „╋ぇかおうすっ くぇてっく-
ちう” ゃ すぇいゅけょうてくうすっ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう 
う けす さうしせゃぇすっかくぇすぇ くぇょこさっゃぇさぇ ゃ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ. ╁かぇょぇ ゃっつっ こけしっとぇゃぇ う ておけかぇ 
こけ さうしせゃぇくっ - すぇいう くぇ ╉ぇすは ╆けゅさぇそけゃぇ. ¨す 
すぇいう ゅけょうくぇ とっ は ゃけょはす う くぇ こかせゃぇくっ. ¨ぉう-
つぇ う おけきこのすなさくうすっ うゅさう: ”〈ぇすう くぇこさぇゃう すぇ-
おぇゃぇ”. 
]っゅぇ, けぉぇつっ, くぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ ╁かぇょぇ っ こさぇい-

くうおなす くぇ 17-すう しっこすっきゃさう. ╆ぇ ょぇ しぇ ぇぉしけかのすくけ 
ゅけすけゃう いぇ くっゅけ, し すぇすう けぉうおぇかはす おくうあぇさくうちう 
う きぇゅぇいうくう こけ しこうしなお, ょぇょっく けす せつうかうとっ: すっ-
そすっさつっ いぇ ゃさないおぇ し さけょうすっかうすっ; すっそすっさつっ いぇ 
せつうかうとっ; ゅせきっくおう, すっくうしおう... ‶けょゅけすけゃおぇすぇ いぇ 
せつうかうとっ っ しっさうけいっく ぇくゅぇあうきっくす いぇ さけょうすっかう 
し ょけたけょう けす いぇこかぇすう, こけおぇいぇかう けぉうおけかおうすっ.  
┿くちせゅ いぇ そういうつっしおけ しっ くぇきうさぇ いぇ こけ 50 かゃ., 

けぉせゃつうちう - いぇ こけ 20-30 かゃ., さけおかはすぇ いぇ こさぇいくう-
おぇ きけあっ ょぇ しすうゅくっ う くはおけかおけ こなすう こけ すけかおけゃぇ. 
╁かぇょぇ けとっ くっ っ ういぉさぇかぇ すけぇかっすぇ, くけ しなし しうゅせさ-
くけしす こさっょこけつうすぇ さけいけゃけ う かうかぇゃけ - おぇすけ こけ-
ゃっつっすけ きぇかおう ゅけしこけあうちう. ╆ぇ けぉせゃおうすっ っ ゃっつっ 
しうゅせさくぇ, つっ とっ ぉなょぇす ゃ かうかぇゃけ. 

╁かぇょぇ っ ういぉさぇかぇ う さけいけゃぇ さぇくうつおぇ

[けいけゃぇすぇ さぇくうつおぇ し そっはすぇ ]すっかぇ, おけはすけ ゃ ぇくう-
きぇちうけくくうすっ そうかきう しっ ぉけさう し ゃっとうちうすっ, しすさせ-
ゃぇ おなき 50 かゃ. ╇ゃぇく っ こさっょこけつっか ぇくぇすけきうつっく 
きけょっか – ょぇ しっ こぇいう けす ういおさうゃはゃぇくっ ゅさなぉつっすけ 
くぇ きうくうぇすのさくぇすぇ こなさゃけおかぇしくうつおぇ. ╁かぇょぇ くっ 
きけあっ ょぇ しう くけしう さぇくうつおぇすぇ しぇきぇ: ”]っゅぇ は くけしう 
すぇすう”. ╇ゃぇく っ ょけゃけかっく, つっ くはきぇ こけくっ ょぇ しっ さぇい-
きなおゃぇす せつっぉくうちう けす ゃおなとう ょけ せつうかうとっ, いぇとけ-
すけ こなさゃけおかぇしくうちうすっ ゃっつっ こけかいゃぇす ょゃぇ おけきこかっ-
おすぇ: っょうく ゃ おかぇしくぇすぇ しすぇは う っょうく - せ ょけきぇ. ╃くう 
こさっょう くぇつぇかけすけ くぇ せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ, いぇしっゅぇ, 
╁かぇょぇ ゃぇょう けす さぇくうつおぇすぇ - こかのてっくぇ うゅさぇつおぇ! 
╇ ちゃっすくう こぇしすっかう...

╆ぇ ぉなょっとぇすぇ こなさゃけおかぇしくうつおぇ っ ゃぇあくけ, つっ ゃ せつうかうとっ すは 
とっ うきぇ う こさうはすっかう けす ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ - けとっ すさう きけきう-
つっくちぇ けす 『╃╂ „╆ょさぇゃっち”.
╀せおっすなす し ちゃっすは ゃ こなさゃうは せつっぉっく ょっく ╁かぇょぇ とっ ょぇょっ くぇ 

ゅけしこけあぇすぇ, おけはすけ とっ は こけしさっとくっ ゃ ¨〉 „╉せかぇすぇ” - ゅ-あぇ 
╉っかつっゃぇ /きぇかおぇすぇ けとっ しっ おけかっぉぇっ し うきっすけ.../. [けょうすっ-
かうすっ しぇ ういぉさぇかう せつうかうとっすけ, いぇとけすけ くっ っ ゅけかはきけ う っ こけ-
ぉっいけこぇしくけ いぇ ょっすっすけ, ぇ う いぇとけすけ きぇかおけすけ ょっちぇ こけいゃけかは-
ゃぇす おなき ゃしはおけ けす すはた ょぇ うきぇ こけゃっつっ ゃくうきぇくうっ. ′ぇ 17-すう 
しっこすっきゃさう ╁かぇょぇ とっ ぉなょっ ういこさぇすっくぇ ゃ てせきくうは こさぇいくう-
つっく ょゃけさ くぇ せつうかうとっすけ けす ゃしうつおう ぉかういおう う くぇ ょゃっすっ しっ-
きっえしすゃぇ - くぇ きぇきぇ う すぇすう.

╁かぇょぇ けとっ くっ いくぇっ おぇおゃぇ うしおぇ ょぇ しすぇくっ

╀ぇとぇ え しう きっつすぇっ すは ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し くっとけ, ぉかういおけ ょけ 
おけきこのすさうすっ うかう ょけ たせきぇくうすぇさくぇすぇ けぉかぇしす, くけ くっ きせ しっ 
とっ ょぇ しすぇゃぇ たせょけあくうお, きぇおぇさ ょぇ うきぇ ょぇょっくけしすう いぇ すけゃぇ. 
╉ぇおゃけすけ う ょぇ ういぉっさっ こけしかっ きぇかおぇすぇ ╁かぇょぇ, さけょうすっかうすっ 
ゃはさゃぇす, つっ とっ せしこっっ. ′っ しぇきけ いぇとけすけ こなさゃうはす え せつっぉっく 
ょっく っ ╃っくはす くぇ ╁はさぇすぇ, ′ぇょっあょぇすぇ う ╊のぉけゃすぇ. 〈ぇえくぇすぇ 
くぇ うょゃぇくっすけ くぇ ぉはか しゃはす くぇ ╁かぇょぇ しっ おさうっ ゃ っょくけ ぉけ-
ゅけせゅけょくけ ょっかけ: しかっょ おぇすけ きっしっちう つぇおぇかう ゃっしす いぇ こなさ-
ゃぇ さけあぉぇ, つせょけすけ しすぇゃぇ うきっくくけ ゃ ょくうすっ, おけゅぇすけ ┿かぉっくぇ 
ういけゅさぇそうしゃぇ ちっかうは こぇさぇおかうし くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉけかくう-
ちぇ - ゃしっけすょぇえくけ, し きくけゅけ しなさちっ う しなゃしっき ぉっいゃないきっいょくけ 
ゃ しすせょぇ くぇ いうきぇすぇ くぇ 2004-すぇ... 』せょっしぇすぇ しっ しかせつゃぇす. ] 
ゃはさぇ, くぇょっあょぇ う かのぉけゃ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ういこうしゃぇ こさぇゃけしかぇゃくうすっ こぇさぇおかうしう ゃ しっかけ ┿しっく, ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇすぇ ╋うすさけこけかうは, ]ゃうかっくゅさぇょ. 
′っえくぇ っ う さっしすぇゃさぇちうはすぇ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ しすっくけこうしう う うおけくけしすぇしぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
ちなさおゃぇ „]ゃっすう ╈けぇく ‶さっょすっつぇ”, ういさうしせゃぇ う ょっしっすおう うおけくう. [けょうすっかうすっ くっ あうゃっはす いぇっょくけ, くけ 
し けぉとう ゅさうあう こけょゅけすゃはす こなさゃけかぇおぇ う いぇっょくけ とっ ういこさぇすはす ╁かぇょぇ くぇ せつうかうとっ ゃ こなさゃうは せつっぉっく 
ょっく.

》そねてけ つかおかすえそおけのせあてあ ╇しあおあ つか えそてうけ くあ たひちうけみ つけ とねかいかせ おかせ つ えちけきけてか せあ てあてさそてそ - あちつかせあしかぬ ¨うあせ ′おちあうさそう.
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〈っきぇ し こさけょなかあっくうっ:

¨す ぉかういけ 700-すっ きっしすぇ いぇ 
しかせあっぉくけ こけかいゃぇくっ しさっとせ 
こかぇすっく ゅけょうてっく ぇぉけくぇきっくす 
けす 360 かっゃぇ, しぇ こさっょくぇいくぇ-
つっくう 30% けす こぇさおけきっしすぇすぇ. 
╋っしすぇすぇ いぇ しかせあっぉっく ぇぉけくぇ-
きっくす とっ ぉなょぇす けすぉっかはいぇくう し 
すぇぉっかう こけ せすゃなさょっく けぉさぇいっち.
′けゃぇすぇ ′ぇさっょぉぇ わ 30 ゃな-

ゃっあょぇ う さっゅかぇきっくす いぇ こさっ-
そっさっくちうぇかくけ こぇさおうさぇくっ くぇ 
ぇゃすけきけぉうかう くぇ  ゅさぇあょぇくう-
すっ, あうゃっっとう こけ こけしすけはくっく 
うかう くぇしすけはと ぇょさっし ゃ いけくうすっ, 
おなょっすけ っ ゃなゃっょっく さっあうき くぇ 
おさぇすおけゃさっきっくくけ こぇさおうさぇくっ. 
‶さぇゃけすけ いぇ  こさっそっさっくちうぇか-
くけ こぇさおうさぇくっ しっ こさっょけしすぇゃは 
いぇ 1 ぇゃすけきけぉうか くぇ あうかうとっ, 
こさう せしかけゃうっ, つっ くはきぇ ゅぇさぇあ 
うかう きはしすけ いぇ こぇさおうさぇくっ. 
〈っいう ゅさぇあょぇくう しなとけ とっ こけ-
かせつぇゃぇす こさけこせしお いぇ こさっそっ-
さっくちうぇかくけ こぇさおうさぇくっ, おぇすけ 
いぇこかぇすはす しぇきけ ちっくぇすぇ いぇ 
ういさぇぉけすおぇすぇ きせ, おけはすけ とっ っ 
さぇゃくぇ くぇ しすけえくけしすすぇ いぇ ういさぇ-
ぉけすおぇすぇ くぇ こさけこせしおぇ う きぇお-
しうきせき 20% くぇょちっくおぇ.  

]なし ╆ぇこけゃっょ くぇ おきっすぇ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けす 29-すう 
ぇゃゅせしす しぇ けょけぉさっくう けぉさぇ-
いちうすっ くぇ ょけおせきっくすうすっ, おけう-
すけ すさはぉゃぇ ょぇ こけょぇょぇす ゃしうつおう 
あっかぇっとう ょぇ こけかせつぇす こさけこせし-
おう いぇ こさっそっさっくちうぇかくけ こぇさ-
おうさぇくっ. ╇くそけさきぇちうは いぇ すけゃぇ 
しっ こさっょけしすぇゃは ゃ ょっかけゃけょ-
しすゃけすけ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ しゅさぇょぇ 
くぇ ̈ ぉとうくぇすぇ, すぇき しっ こけょぇゃぇす 
う ょけおせきっくすうすっ. 
╁ぇあくけ っ ょぇ しっ けすぉっかっあう, 

つっ ういょぇょっくうすっ こさけこせしおう くぇ 
ゅさぇあょぇくう いぇ こさっそっさっくちう-
ぇかくけ こぇさおうさぇくっ くっ うき ゅぇ-
さぇくすうさぇす いぇこぇいっくけ きはしすけ いぇ 
こぇさおうさぇくっ, ぇ しぇきけ うき ょぇゃぇす 
こさぇゃけ ょぇ こぇさおうさぇす くぇ すっいう 
きっしすぇ, ぉっい すぇおしせゃぇくっ. ╆ぇ けし-
すぇくぇかうすっ しかせつぇう くぇ こさっそっ-
さっくちうぇかくけ こぇさおうさぇくっ - いぇ 
しかせあっぉっく ぇぉけくぇきっくす, いぇ あう-
ゃっっとうすっ こけ こけしすけはくっく うかう 
くぇしすけはと ぇょさっし う いぇ たけさぇすぇ し 
せゃさっあょぇくうは しっ ういうしおゃぇ, けし-
ゃっく けしすぇくぇかうすっ ょけおせきっくすう, う 
しかせあっぉくぇ ぉっかっあおぇ いぇ かうこしぇ 
くぇ いぇょなかあっくうは おなき ¨ぉとうくぇ 

╉ぇいぇくかなお.
] ちっか さぇいはしくはゃぇくっ くぇ くけ-

ゃぇすぇ くぇさっょぉぇ いぇ こぇさおうさぇくっ 
こさっい ちっかうは きっしっち しっこすっき-
ゃさう しっ ゃなゃっあょぇ ゅさぇすうしっく 
こっさうけょ う くぇ こさぇおすうおぇ くけゃう-
すっ さぇいこけさっょう くぇ くぇさっょぉぇ-
すぇ くはきぇ ょぇ ょっえしすゃぇす. ‶さっい 
すけゃぇ ゃさっきっ っおうこうすっ くぇ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ さぇいはし-
くはゃぇす ゃなゃっょっくけすけ こけ すけいう 
くぇつうく こぇさおうさぇくっ ゃ ゅさぇょぇ, 
ぉっい ょぇ くぇかぇゅぇす ゅかけぉう. 
]おけぉう いぇ ぉかけおうさぇくっ くぇ 

おけかっかけ くぇ くっこさぇゃうかくけ こぇさ-
おうさぇくうすっ ぇゃすけきけぉうかう とっ 
ぉなょぇす こけしすぇゃはくう. ′はきぇ ょぇ 
けすこぇょくっ う すぇおしぇすぇ いぇ こさっ-
しすけえ. [ぇいかうおぇすぇ っ, つっ ゃ ゅさぇ-
すうしくうは こっさうけょ ゃけょぇつうすっ 
くはきぇ ょぇ ぉなょぇす ゅかけぉはゃぇくう 
いぇ こけしすぇゃっくぇ しおけぉぇ くぇ ぇゃ-
すけきけぉうかぇ, おけえすけ しぇ こぇさおう-
さぇかう くっこさぇゃうかくけ.
]かっょ 30-すう しっこすっきゃさう 

ゅかけぉぇすぇ いぇ こけしすぇゃっくぇ しおけぉぇ 
けしすぇゃぇ しなとぇすぇ, おぇおすけ ょけしっ-
ゅぇ – 10 かゃ.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ
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¨す すけいう きっしっち くぇ こさうくちうこぇ 
くぇ おっすなさうくゅ とっ しっ ういたさぇく-

ゃぇす ょっちぇすぇ ゃ ょっすしおうすっ いぇゃっょっくうは 
う くぇしすぇくっくうすっ ゃ しけちうぇかくうすっ ょけ-
きけゃっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. 
╃けしすぇゃつうちうすっ くぇ ゅけすけゃぇ たさぇくぇ 

とっ しぇ ょゃっ おぇいぇくかなておう そうさきう: 
„╈けゅう 5” ¨¨╃ , しこっつっかうかぇ けぉ-
とっしすゃっくぇすぇ こけさなつおぇ いぇ ょっすしおうすっ 
いぇゃっょっくうは – ょっすしおう はしかう, ょっすしおう 
ゅさぇょうくう, けぉっょうくっくう ょっすしおう いぇ-
ゃっょっくうは, う そうさきぇ „ぅくおけ ╋っさきっ-
おかうっゃ” ╄〈, しこっつっかうかぇ けぉとっしすゃっ-
くぇ こけさなつおぇ いぇ ょけきけゃっすっ いぇ しすぇさう 
たけさぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお.
╁ いぇょなかあっくうはすぇ うき ゃかういぇ: ゃしは-

おぇ こぇさすうょぇ ょぇ ぉなょっ こさうょさせあっくぇ 
けす ょけおせきっくす, せょけしすけゃっさはゃぇと くぇ-

[っしすぇゃさぇちうは くぇ せくうおぇかっく 
くぇゅさなょくうお けす すさぇおうえしおぇすぇ 

ゅさけぉくうちぇ ¨しすさせてぇ おさぇえ ╉ぇいぇく-
かなお こけおぇいぇ いぇ こさなゃ こなす ゃ しなゃしっき 
くけゃぇ っおしこけいうちうは おぇいぇくかなておうはす 
うしすけさうつっしおう きせいっえ ゃ ういかけあぉぇ, 
けすおさうすぇ こけ ゃさっきっ くぇ ╃くうすっ くぇ 
すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ, こさけゃっかう しっ ゃ 
おさぇは くぇ ぇゃゅせしす. ╆ぇこぇいっくうすっ つぇし-
すう けす くぇゅさなょくうおぇ しぇ し せくうおぇかくぇ 
しさっぉなさくぇ ういさぇぉけすおぇ しなし いかぇすくけ 
こけおさうすうっ, ういおかのつうすっかくけ そうくけ 
ういさぇぉけすっくう けす ょさっゃくうすっ きぇえしすけ-
さう. ╁ っおしこけいうちうはすぇ しぇ こけょさっょっくう 
けとっ ちゃっすくうすっ しすなおかっくう こせかつっすぇ 
う ぉさけくいけゃう いぇさつっすぇ し うしすうくしおう 
すけつおう こけ しすっくうすっ けす ゅさけぉくうちぇすぇ 
くぇ ]っゃす 〈さっすう - ╂けかはきぇ ╉けしきぇすおぇ 
おさぇえ 【うこおぇ. 
╇いかけあぉぇすぇ けす せくうおぇかくう くっこけ-

おぇいゃぇくう くぇたけょおう, さっしすぇゃさうさぇくう 

うきっくけゃぇくうっすけ くぇ ょけしすぇゃはくぇすぇ しすけおぇ, 
つぇし くぇ こさけういゃけょしすゃけ, おけかうつっしすゃけ, 
くけきっさ くぇ すさぇくしこけさすくけすけ しさっょしすゃけ, 
しさけお くぇ すさぇえくけしす う すっきこっさぇすせさぇ くぇ 
しなたさぇくっくうっ. ‶さう すさぇくしこけさすうさぇ-
くっ くぇ たさぇくうすっ とっ しっ しこぇいゃぇす たうゅう-
っくくうすっ ういうしおゃぇくうは くぇ ′ぇさっょぉぇ わ 
5/25.05.2006 ゅ.
╇いゅけすゃはくっすけ くぇ きっくのすぇすぇ とっ っ しな-

ゅかぇしくけ ╆ぇおけくぇ いぇ たさぇくうすっ う ょっえしす-
ゃぇとうすっ おなき きけきっくすぇ いぇおけくけゃう う 
こけょいぇおけくけゃう ぇおすけゃっ. ¨す ¨ぉとうくぇすぇ 
しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ しすさうおすくけ とっ しっ 
しこぇいゃぇす ′ぇさっょぉぇ わ 9 けす きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ  - いぇ しこっちうそうつくうすっ ういうしおゃぇ-
くうは おなき ぉっいけこぇしくけしすすぇ う おぇつっしすゃけすけ 
くぇ たさぇくうすっ, こさっょかぇゅぇくう ゃ ょっすしおうすっ 
いぇゃっょっくうは う せつうかうとぇすぇ.
¨こすうきういぇちうは くぇ さぇいたけょうすっ う しすさけゅ 

おけくすさけか くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ こさけょせおうすっ しぇ 
ょさせゅうすっ こけかいう けす くけゃけすけ くぇつうくぇくうっ. 
 ╆ぇしっゅぇ くっ っ はしくけ ょぇかう くけゃうはす くぇ-

つうく くぇ たさぇくっくっ とっ ょけゃっょっ ょけ こさけきっ-
くう ゃ  きっしっつくうすっ すぇおしう, いぇこかぇとぇくう けす 
さけょうすっかうすっ いぇ ょっすしおうすっ いぇゃっょっくうは. 

╉っすなさうくゅ:
1. ╁うょ せしかせゅぇ - こさうゅけすゃはくっ, 

ょけしすぇゃはくっ くぇ たさぇくう くぇ ぇょさっし こけ 
いぇはゃおぇ.
2. ¨さゅぇくういうさぇくっ くぇ こぇさすうすぇ う 

すなさあっしすゃぇ.

こけ こさけっおす „¨こぇいゃぇくっ う こけょけぉさはゃぇくっ くぇ ┿く-
すうつくうは そけくょ くぇ ╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ” 
- ╉ぇいぇくかなお” ゃ しなすさせょくうつっしすゃけ くぇ きせいっは し 
┿きっさうおぇくしおうは くぇせつっく ちっくすなさ - ]けそうは う 
《けくょぇちうは „┿きっさうおぇ いぇ ╀なかゅぇさうは”, きけあっ ょぇ 
しっ ゃうょう ょけ おさぇは くぇ きっしっち しっこすっきゃさう ゃ いぇかぇ-
すぇ いぇ ゃさっきっくくう っおしこけいうちうう くぇ きせいっは.
15 たうかはょう かっゃぇ しぇ こかぇすっくう けす ょぇさうすっかうすっ 

いぇ さっしすぇゃさぇちうはすぇ くぇ ょっしっすおう ぇくすうつくう くぇ-
たけょおう, こけょぉさぇくう ゃなゃ そけくょぇ くぇ おぇいぇくかなて-
おうは きせいっえ けす ぇさたっけかけゅぇ ╋っゅかっくぇ ‶なさゃうく, 
せさっょくうお ¨すょっか „┿さたっけかけゅうは う ┿くすうつくけしす”.
╄かっゅぇくすくぇ つぇてぇ けす しゃっすかけいっかっくけ しすなおかけ 

- きけょうけかせし しぇ ゃないしすぇくけゃうかう けとっ さっしすぇゃ-
さぇすけさうすっ. ╁ ういかけあぉぇすぇ しぇ う, おぇおすけ ょっしっす-
おう ぇくすうつくう きけくっすう けすこさっょう 》さうしすぇ, すぇおぇ う 
さうきしおけ ちっくすさぇかくけ う こさけゃうくちうぇかくけ きけくっすけ-
しっつっくっ, ゃ す.つ. し ういけぉさぇあっくうっすけ くぇ ┿かっおしぇく-
ょなさ ╋ぇおっょけくしおう. ]さっょ っおしこけくぇすうすっ しぇ けとっ 
きっすぇかっく とうす けす さぇいおけこおう おさぇえ 〈せかけゃけ こさっい 
60-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお, さはょおけ しさっとぇくう-
すっ ゃなゃ ゃなすさってくけしすすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ こなさゃう けぉ-
さぇいちう くぇ こぇさうつくうすっ いくぇちう - す.くぇさ.”しすさっかう-
こぇさう” - こさっょてっしすゃっくうちう くぇ きけくっすくうすっ 
そけさきう くぇ さぇいきっくくけすけ しさっょしすゃけ.  
‶なさゃうはす っすぇこ けす こさけっおすぇ, おけえすけ こさうおかのつう 

こさっょう こけかけゃうく ゅけょうくぇ, けしうゅせさう ういちはかけ くけゃ 
ゃうょ くぇ ぇくすうつくけすけ そけくょけたさぇくうかうとっ くぇ おぇ-
いぇくかなておうは きせいっえ. 〈け ゃっつっ っ し くけゃう しすっかぇ-
あう う おせすうう いぇ しなたさぇくっくうっ くぇ ぇさすっそぇおすうすっ, 
くけゃけ けしゃっすかっくうっ う くけゃぇ こけょけゃぇ くぇしすうかおぇ.

〈┿

でäÜëö

ごÑó ó çó¢

′ぇえ-ゅけかっきうはす ╋¨╊ くぇ すっ-
さうすけさうはすぇ くぇ けぉかぇしすうすっ 

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ]かうゃっく, 》ぇ-
しおけゃけ う ぅきぉけか とっ ょけきぇおうく-
しすゃぇ せくうおぇかくぇ ういかけあぉぇ, おけは-
すけ こさっょしすぇゃは つぇしす けす すぇえくうすっ 
くぇ ╋っおぇすぇ くぇ おうくけすけ. 
¨す 15-すう しっこすっきゃさう いぇかう-

すっ くぇ ╋¨╊ ╂ぇかっさうは - ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ とっ しっ こさっゃなさくぇす ゃ 
きうくう しくうきぇつくぇ こかけとぇょおぇ 
しなし しゃけはすぇ せくうおぇかくぇ こけ さけょぇ 
しう っおしこけいうちうは けす おけしすのきう くぇ 
ゅかぇゃくうすっ  ゅっさけう くぇ くぇえ-おぇしけ-
ゃうすっ たけかうゃせょしおう こさけょせおちうう 
いぇ こけしかっょくうすっ すさう ょっしっすうかっ-
すうは. ╇いかけあぉぇすぇ とっ ゃないおさっしう 
きうゅけゃっ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
おせかすけゃう そうかきけゃう こさけょせお-
ちうう, とっ こけおぇあっ おけしすのきう う 
こさっょきっすう, ょけ おけうすけ しぇ しっ ょけ-
おけしゃぇかう かっゅっくょうすっ くぇ 》けかう-
ゃせょ - 》ぇさうしなく 《けさょ, ┿さくけかょ 
【ゃぇさちっくっゅっさ, [なしっか ╉さけせ. 
¨さうゅうくぇかっく さっおゃういうす, つぇしす 

けす おけえすけ とっ しぇ おけしすのきうすっ くぇ 

〈っさきうくぇすけさぇ, ╇くょうぇくぇ ╃あけ-
せくし う ╂かぇょうぇすけさなす, けさなあうは 
う ょさせゅう ぇさすっそぇおすう とっ こさうし-
すうゅくぇす けす ╋っおぇすぇ くぇ おうくけすけ. 
╇いかけあぉぇすぇ Hollywood in 

Galleria とっ  こけおぇあっ う こけさっ-
ょうちぇ けす しおうちう, こさっしないょぇゃぇ-
とう しちっくぇさうう, とっ こけおぇあっ  くぇ 
かのぉけこうすくうすっ こけしっすうすっかう くぇ 
くぇえ-ゅけかっきうは すなさゅけゃしおう ちっく-
すなさ ゃ さっゅうけくぇ ゃしはおぇ しすなこおぇ 
けす しないょぇゃぇくっすけ うき, ぇ しすぇすせう 
くぇ ゅっさけうすっ ゃ うしすうくしおう さぇい-
きっさう とっ しないょぇゃぇす せしっとぇくっ-
すけ, つっ こけしっすうすっかうすっ しぇ つぇしす 
けす きうしすっさうはすぇ くぇ そうかきうすっ. 
╂けしすうすっ とっ ゃうょはす う っょうく けす 

くぇえ-いぇこけきくはとうすっ しっ こっさしけ-
くぇあう くぇ そぇくすぇしすうつくけすけ おうくけ 
– けゅさけきくぇ ょうけゅさぇきぇ /きぇおっす-
くぇ うくしすぇかぇちうは/ くぇ しすさぇたけゃう-
すぇすぇ おさぇつっとぇ おぇくすけくっさおぇ けす 
„╇きこっさうはすぇ けすゃさなとぇ くぇ せょぇ-
さぇ”. 〈せお とっ しぇ う けさうゅうくぇか-
くうすっ おけしすのきう, ういこけかいゃぇくう ゃ  
„》さけくうおうすっ くぇ [うょうお”, „╂かぇ-

ょうぇすけさ”, „》さけくうおうすっ くぇ 
′ぇさくうは”, „╇くょうぇくぇ ╃あけ-
せくし”. 】っ かうこしゃぇ しぇきけ  っき-
ぉかっきぇすうつくうはす おぇきてうお くぇ 
ゅかぇゃくうは ゅっさけえ, こさけょぇょっく 
こさっょう きっしっち くぇ すなさゅ ゃ ╊けし 
┿くあっかうし いぇ 31 250 ょけかぇさぇ. 
]こっちうぇかくぇ ¨さなあっえくぇ とっ 

こけおぇいゃぇ きっつけゃっ, とうすけゃっ, 
くけあけゃっ う ょけさう こせておぇすぇ くぇ 
′うおなかぇし ╉っえょあ けす „‶さう-
いさぇつっく っいょぇつ”. 
╆ぇ ゃしうつおう こけしっすうすっかう くぇ 

せくうおぇかくぇすぇ う っょうくしすゃっ-
くぇ こけ さけょぇ しう っおしこけいうちうは 
けさゅぇくういぇすけさうすっ しぇ こさっょゃう-
ょうかう こけさっょうちぇ けす ゃないきけあ-
くけしすう いぇ ょうさっおすっく ょけしっゅ し 
きぇゅうはすぇ くぇ おうくけすけ: ゃしっおう 
とっ きけあっ ょぇ しっ ょけおけしくっ ょけ 
すはた う ょぇ さぇいきぇたぇ きっつけゃっすっ 
くぇ しせこっさ-ゅっさけうすっ けす おせか-
すけゃうすっ こさけょせおちうう う ょぇ しっ 
こけつせゃしすゃぇ おぇすけ すはた. ╃けこなか-
くうすっかっく ぉけくせし いぇ こけしっすう-
すっかうすっ とっ っ ゃないきけあくけしすすぇ 
ょぇ しっ しくうきぇす し けさうゅうくぇかくう-
すっ けぉかっおかぇ う しくぇさはあっくうはすぇ 
くぇ かのぉうきうすっ しう そうかきけゃう 
ゅっさけう.  
╁たけょなす いぇ っおしこけいうちうはすぇ ゃ 

╋¨╊ ╂ぇかっさうは - ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ とっ っ 1 かっゃ, ぇ しさっとせ いぇ-
おせこっく ぉうかっす けす 5 かっゃぇ ゃしっ-
おう けす こけしっすうすっかうすっ ゃ ょくうすっ 
くぇ たけかうゃせょしおぇすぇ ういかけあぉぇ 
とっ きけあっ ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇ 
ちっかけょくっゃっくけ けす そうかきうすっ ゃ 
Cinema City. 
╇いかけあぉぇすぇ Hollywood in 

Galleria ゃ ╋¨╊ ╂ぇかっさうは 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ っ こさっおさぇしっく 
う ゃなかくせゃぇと こけょぇさなお いぇ 
ゃしっおう かのぉうすっか くぇ しゃっすけゃ-
くぇすぇ そぇくすぇしすうおぇ う こさうお-
かのつっくしおけ おうくけ, おぇおすけ う  
こさっおさぇしっく こけょぇさなお いぇ くぇ-
つぇかけすけ くぇ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ. 
                                       

〈┿

Организационният комитет кани всички желаещи 
да вземат участие в традиционната среща на 

основателите и работещите
в Завод 5 - „Арсенал” АД,

която ще се проведе на
6-ти септември в 12,30 ч.

в ресторант „Капитал” в Казанлък.

За повече информация и записвания – телефони:                                                     
0896 665 309 и 04326/ 23 46

ПОКАНА
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╅『』╊〉╅]』[¨ 【╅【[《 【『ぇ》〉╊ 』 》ぇ『╇《]╅[》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╇ゃぇく っ ぇさしっくぇかっち – せあ おぇすけ ゃしうつおう, 
くけ くっ しなゃしっき. 〉つう ぇゃすけきぇすうおぇ ゃ ╂ぇぉさけ-
ゃけ, くけ こけ-うくすっさっしくけすけ っ, つっ ゃ くっゅけゃう-
すっ さなちっ „こさけこかぇおぇ” こなさゃうはす ぉさけえ くぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, すったくうつっしおう ういさぇ-
ぉけすっく けす  けこっさぇすけさぇ くぇ きぇてうくう し 『‶〉 
ゃ ちった 400 くぇ いぇゃけょ 1 ╇ゃぇく ╆ょさぇゃおけゃ. 
╇くぇつっ - つけゃっお し きくけゅけ たけぉうすぇ, おぇおすけ 
しぇき しっ てっゅせゃぇ, おけゅぇすけ ゅけゃけさう いぇ ぉかう-
いけしすすぇ しう し きっょううすっ う 〉╄╀-ょういぇえくぇ. 
╇ゃぇく っ ういゃぇょうか けす こっつぇす ょっしっすおう ぉさけっ-
ゃっ くぇ けぉとうくしおうは ゃっしすくうお „╇しおさぇ”, ょゃっ 
おくうゅう - さっおかぇきくぇすぇ くぇ „╇しおさぇ” - „‶け 
]すなさゅぇかけすけ” こさっい 2009-すぇ, いぇ 85-すぇすぇ 
ゅけょうてくうくぇ くぇ ういょぇくうっすけ, う こけっすうつくうは 
しぉけさくうお くぇ ╉なくつけ ]すけはくけゃ. 〈けえ っ ぇゃすけさ 
くぇ ょういぇえくぇ う すったくうつっしおぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ 
くぇ ょっしっすおう しぇえすけゃっ, しさっょ おけうすけ しっ けす-
おさけはゃぇ うくそけさきぇちうけくくうはす おぇいぇくかなておう 
しぇえす „5 きうくせすう”, くぇ おけえすけ ╇ゃぇく っ けし-
くけゃぇすっか. ╋ぇえおぇすぇ くぇ ╁かぇょぇ - ┿かぉっくぇ, っ 
こさけそっしうけくぇかっく たせょけあくうお - いけゅさぇそ. 〈は 

』╇¨『っ【 》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

 ¨す 13 しっこすっきゃさう

『っくう いぇ さぇぉけすっとう う くっ さぇぉけすっとう ゃ “┿さしっくぇか” ┿╃
 23 かっゃぇ くぇ ょっく

╃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/ 
 
╆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/ 62 207 
[っちっこちうは た-か „┿さしっくぇか“ - すっか: 0554/ 43 445
 GSM: 0888 58 26 73

]なぉうさぇす くけゃう こけこなかくっくうは いぇ ╃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 くぇ 《╉ “┿さしっくぇか 2000”. ′けゃうすっ こけこなかくっくうは しぇ 

さけょっくう ゃ こっさうけょぇ 2003-2004-すぇ ゅけょうくぇ, しなけぉとう しすぇさてう-すさっ-
くぬけさなす くぇ ておけかぇすぇ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ - ╃あけくう. 
‶なさゃぇすぇ すさっくうさけゃおぇ くぇ くぇえ-きぇかおうすっ とっ っ くぇ 10-すう しっこすっき-

ゃさう けす 10 つぇしぇ くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく “┿さしっくぇか”. 
¨つぇおゃぇ しっ ぉなょっとうすっ そせすぉけかうしすう ょぇ しぇ し くけゃ くぇしすぇゃくうお, おけえ-

すけ ょぇ こけっきっ こなさゃけくぇつぇかくけすけ うき けぉせつっくうっ. 
╁しっ けとっ くっ っ はしっく ゅさぇそうおなす くぇ [っゅうけくぇかくけすけ そせすぉけかくけ こなさ-

ゃっくしすゃけ いぇ ょっちぇ う のくけてう こけ そせすぉけか, くぇ おけっすけ ぇさしっくぇかしおうすっ 
くぇょっあょう, くぇこさぇゃうかう しゃけは そせすぉけかっく こさけとなこせかくうお きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ, とっ きけゅぇす ょぇ ょっきけくしすさうさぇす くぇせつっくけすけ.
]なし しうゅせさくけしす, けぉぇつっ, すっ とっ しぇ しさっょ ぇおちっくすうすっ ゃ こさっょしすけ-

はとうすっ しこけさすくう ういはゃう, こけしゃっすっくう くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお くぇ 
“┿さしっくぇか”, おけえすけ すぇいう ゅけょうくぇ とっ っ くぇ 5-すう けおすけきゃさう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╁かぇょぇ とっ すさなゅくっ し ぉせおっす ゃ さなおぇ いぇ こなさ-
ゃうは しう せつっぉっく ょっく - すぇいう ゅけょうくぇ - 17-

すう しっこすっきゃさう, ╃っくはす くぇ ╁はさぇすぇ, ′ぇょっあょぇすぇ 
う ╊のぉけゃすぇ. ╁っつっ ょっしっすうくぇ ょくう ╇ゃぇく う つぇ-
さけゃくぇすぇ きせ とっさおぇ ╁かぇょぇ けぉうおぇかはす さなおぇ いぇ 
さなおぇ おくうあぇさくうちう う きぇゅぇいうくう ゃ こけょゅけすけゃおぇ-
すぇ いぇ せつうかうとっ .
‶けょゅけすけゃおぇすぇ さぇいょっかはす すぇおぇ: し きぇきぇ おせ-

こせゃぇす すっすさぇょおうすっ, そかせきぇしすさうすっ う こけしけぉうは-
すぇ, し すぇすう - さぇくうつおぇすぇ, しこけさすくうは おけきこかっおす, 
ょさっておう う けぉせゃおう. 
╁かぇょぇ ゃっつっ いくぇっ, つっ „╁ せつうかうとっ とっ せつうき”, 

こけいくぇゃぇ ゃしうつおう ぉせおゃう けす ぇいぉせおぇすぇ, きけあっ ょぇ 

しきはすぇ ょけ 90! - いぇとけすけ しぇ ゅけ せつうかう ゃ こけょ-
ゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこぇ くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ. 
‶けゃっつっ けす ゃしうつおけ, けぉぇつっ, きぇかおぇすぇ すなきくけけ-
おぇ おさぇしぇゃうちぇ きけあっ ょぇ さうしせゃぇ. ′はきぇ おぇお ょぇ 
くっ っ すぇおぇ - けしゃっく, つっ すぇすう しっ いぇくうきぇゃぇ う 
し 〉╄╀-ょういぇえく, きぇきぇ ┿かぉっくぇ っ うしすうくしおぇ たせ-
ょけあくうつおぇ. ╋ぇかおぇすぇ ╁かぇょぇ しぇきぇ しう おぇいゃぇ, つっ 
うきぇ ゃっつっ ょゃっ くぇゅさぇょう けす おけくおせさしう いぇ ょっす-
しおう さうしせくおう - きっょぇかう けす „╋ぇかおうすっ くぇてっく-
ちう” ゃ すぇいゅけょうてくうすっ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう 
う けす さうしせゃぇすっかくぇすぇ くぇょこさっゃぇさぇ ゃ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ. ╁かぇょぇ ゃっつっ こけしっとぇゃぇ う ておけかぇ 
こけ さうしせゃぇくっ - すぇいう くぇ ╉ぇすは ╆けゅさぇそけゃぇ. ¨す 
すぇいう ゅけょうくぇ とっ は ゃけょはす う くぇ こかせゃぇくっ. ¨ぉう-
つぇ う おけきこのすなさくうすっ うゅさう: ”〈ぇすう くぇこさぇゃう すぇ-
おぇゃぇ”. 
]っゅぇ, けぉぇつっ, くぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ ╁かぇょぇ っ こさぇい-

くうおなす くぇ 17-すう しっこすっきゃさう. ╆ぇ ょぇ しぇ ぇぉしけかのすくけ 
ゅけすけゃう いぇ くっゅけ, し すぇすう けぉうおぇかはす おくうあぇさくうちう 
う きぇゅぇいうくう こけ しこうしなお, ょぇょっく けす せつうかうとっ: すっ-
そすっさつっ いぇ ゃさないおぇ し さけょうすっかうすっ; すっそすっさつっ いぇ 
せつうかうとっ; ゅせきっくおう, すっくうしおう... ‶けょゅけすけゃおぇすぇ いぇ 
せつうかうとっ っ しっさうけいっく ぇくゅぇあうきっくす いぇ さけょうすっかう 
し ょけたけょう けす いぇこかぇすう, こけおぇいぇかう けぉうおけかおうすっ.  
┿くちせゅ いぇ そういうつっしおけ しっ くぇきうさぇ いぇ こけ 50 かゃ., 

けぉせゃつうちう - いぇ こけ 20-30 かゃ., さけおかはすぇ いぇ こさぇいくう-
おぇ きけあっ ょぇ しすうゅくっ う くはおけかおけ こなすう こけ すけかおけゃぇ. 
╁かぇょぇ けとっ くっ っ ういぉさぇかぇ すけぇかっすぇ, くけ しなし しうゅせさ-
くけしす こさっょこけつうすぇ さけいけゃけ う かうかぇゃけ - おぇすけ こけ-
ゃっつっすけ きぇかおう ゅけしこけあうちう. ╆ぇ けぉせゃおうすっ っ ゃっつっ 
しうゅせさくぇ, つっ とっ ぉなょぇす ゃ かうかぇゃけ. 

╁かぇょぇ っ ういぉさぇかぇ う さけいけゃぇ さぇくうつおぇ

[けいけゃぇすぇ さぇくうつおぇ し そっはすぇ ]すっかぇ, おけはすけ ゃ ぇくう-
きぇちうけくくうすっ そうかきう しっ ぉけさう し ゃっとうちうすっ, しすさせ-
ゃぇ おなき 50 かゃ. ╇ゃぇく っ こさっょこけつっか ぇくぇすけきうつっく 
きけょっか – ょぇ しっ こぇいう けす ういおさうゃはゃぇくっ ゅさなぉつっすけ 
くぇ きうくうぇすのさくぇすぇ こなさゃけおかぇしくうつおぇ. ╁かぇょぇ くっ 
きけあっ ょぇ しう くけしう さぇくうつおぇすぇ しぇきぇ: ”]っゅぇ は くけしう 
すぇすう”. ╇ゃぇく っ ょけゃけかっく, つっ くはきぇ こけくっ ょぇ しっ さぇい-
きなおゃぇす せつっぉくうちう けす ゃおなとう ょけ せつうかうとっ, いぇとけ-
すけ こなさゃけおかぇしくうちうすっ ゃっつっ こけかいゃぇす ょゃぇ おけきこかっ-
おすぇ: っょうく ゃ おかぇしくぇすぇ しすぇは う っょうく - せ ょけきぇ. ╃くう 
こさっょう くぇつぇかけすけ くぇ せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ, いぇしっゅぇ, 
╁かぇょぇ ゃぇょう けす さぇくうつおぇすぇ - こかのてっくぇ うゅさぇつおぇ! 
╇ ちゃっすくう こぇしすっかう...

╆ぇ ぉなょっとぇすぇ こなさゃけおかぇしくうつおぇ っ ゃぇあくけ, つっ ゃ せつうかうとっ すは 
とっ うきぇ う こさうはすっかう けす ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ - けとっ すさう きけきう-
つっくちぇ けす 『╃╂ „╆ょさぇゃっち”.
╀せおっすなす し ちゃっすは ゃ こなさゃうは せつっぉっく ょっく ╁かぇょぇ とっ ょぇょっ くぇ 

ゅけしこけあぇすぇ, おけはすけ とっ は こけしさっとくっ ゃ ¨〉 „╉せかぇすぇ” - ゅ-あぇ 
╉っかつっゃぇ /きぇかおぇすぇ けとっ しっ おけかっぉぇっ し うきっすけ.../. [けょうすっ-
かうすっ しぇ ういぉさぇかう せつうかうとっすけ, いぇとけすけ くっ っ ゅけかはきけ う っ こけ-
ぉっいけこぇしくけ いぇ ょっすっすけ, ぇ う いぇとけすけ きぇかおけすけ ょっちぇ こけいゃけかは-
ゃぇす おなき ゃしはおけ けす すはた ょぇ うきぇ こけゃっつっ ゃくうきぇくうっ. ′ぇ 17-すう 
しっこすっきゃさう ╁かぇょぇ とっ ぉなょっ ういこさぇすっくぇ ゃ てせきくうは こさぇいくう-
つっく ょゃけさ くぇ せつうかうとっすけ けす ゃしうつおう ぉかういおう う くぇ ょゃっすっ しっ-
きっえしすゃぇ - くぇ きぇきぇ う すぇすう.

╁かぇょぇ けとっ くっ いくぇっ おぇおゃぇ うしおぇ ょぇ しすぇくっ

╀ぇとぇ え しう きっつすぇっ すは ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し くっとけ, ぉかういおけ ょけ 
おけきこのすさうすっ うかう ょけ たせきぇくうすぇさくぇすぇ けぉかぇしす, くけ くっ きせ しっ 
とっ ょぇ しすぇゃぇ たせょけあくうお, きぇおぇさ ょぇ うきぇ ょぇょっくけしすう いぇ すけゃぇ. 
╉ぇおゃけすけ う ょぇ ういぉっさっ こけしかっ きぇかおぇすぇ ╁かぇょぇ, さけょうすっかうすっ 
ゃはさゃぇす, つっ とっ せしこっっ. ′っ しぇきけ いぇとけすけ こなさゃうはす え せつっぉっく 
ょっく っ ╃っくはす くぇ ╁はさぇすぇ, ′ぇょっあょぇすぇ う ╊のぉけゃすぇ. 〈ぇえくぇすぇ 
くぇ うょゃぇくっすけ くぇ ぉはか しゃはす くぇ ╁かぇょぇ しっ おさうっ ゃ っょくけ ぉけ-
ゅけせゅけょくけ ょっかけ: しかっょ おぇすけ きっしっちう つぇおぇかう ゃっしす いぇ こなさ-
ゃぇ さけあぉぇ, つせょけすけ しすぇゃぇ うきっくくけ ゃ ょくうすっ, おけゅぇすけ ┿かぉっくぇ 
ういけゅさぇそうしゃぇ ちっかうは こぇさぇおかうし くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉけかくう-
ちぇ - ゃしっけすょぇえくけ, し きくけゅけ しなさちっ う しなゃしっき ぉっいゃないきっいょくけ 
ゃ しすせょぇ くぇ いうきぇすぇ くぇ 2004-すぇ... 』せょっしぇすぇ しっ しかせつゃぇす. ] 
ゃはさぇ, くぇょっあょぇ う かのぉけゃ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ういこうしゃぇ こさぇゃけしかぇゃくうすっ こぇさぇおかうしう ゃ しっかけ ┿しっく, ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇすぇ ╋うすさけこけかうは, ]ゃうかっくゅさぇょ. 
′っえくぇ っ う さっしすぇゃさぇちうはすぇ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ しすっくけこうしう う うおけくけしすぇしぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
ちなさおゃぇ „]ゃっすう ╈けぇく ‶さっょすっつぇ”, ういさうしせゃぇ う ょっしっすおう うおけくう. [けょうすっかうすっ くっ あうゃっはす いぇっょくけ, くけ 
し けぉとう ゅさうあう こけょゅけすゃはす こなさゃけかぇおぇ う いぇっょくけ とっ ういこさぇすはす ╁かぇょぇ くぇ せつうかうとっ ゃ こなさゃうは せつっぉっく 
ょっく.

》そねてけ つかおかすえそおけのせあてあ ╇しあおあ つか えそてうけ くあ たひちうけみ つけ とねかいかせ おかせ つ えちけきけてか せあ てあてさそてそ - あちつかせあしかぬ ¨うあせ ′おちあうさそう.
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〈っきぇ し こさけょなかあっくうっ:

¨す ぉかういけ 700-すっ きっしすぇ いぇ 
しかせあっぉくけ こけかいゃぇくっ しさっとせ 
こかぇすっく ゅけょうてっく ぇぉけくぇきっくす 
けす 360 かっゃぇ, しぇ こさっょくぇいくぇ-
つっくう 30% けす こぇさおけきっしすぇすぇ. 
╋っしすぇすぇ いぇ しかせあっぉっく ぇぉけくぇ-
きっくす とっ ぉなょぇす けすぉっかはいぇくう し 
すぇぉっかう こけ せすゃなさょっく けぉさぇいっち.
′けゃぇすぇ ′ぇさっょぉぇ わ 30 ゃな-

ゃっあょぇ う さっゅかぇきっくす いぇ こさっ-
そっさっくちうぇかくけ こぇさおうさぇくっ くぇ 
ぇゃすけきけぉうかう くぇ  ゅさぇあょぇくう-
すっ, あうゃっっとう こけ こけしすけはくっく 
うかう くぇしすけはと ぇょさっし ゃ いけくうすっ, 
おなょっすけ っ ゃなゃっょっく さっあうき くぇ 
おさぇすおけゃさっきっくくけ こぇさおうさぇくっ. 
‶さぇゃけすけ いぇ  こさっそっさっくちうぇか-
くけ こぇさおうさぇくっ しっ こさっょけしすぇゃは 
いぇ 1 ぇゃすけきけぉうか くぇ あうかうとっ, 
こさう せしかけゃうっ, つっ くはきぇ ゅぇさぇあ 
うかう きはしすけ いぇ こぇさおうさぇくっ. 
〈っいう ゅさぇあょぇくう しなとけ とっ こけ-
かせつぇゃぇす こさけこせしお いぇ こさっそっ-
さっくちうぇかくけ こぇさおうさぇくっ, おぇすけ 
いぇこかぇすはす しぇきけ ちっくぇすぇ いぇ 
ういさぇぉけすおぇすぇ きせ, おけはすけ とっ っ 
さぇゃくぇ くぇ しすけえくけしすすぇ いぇ ういさぇ-
ぉけすおぇすぇ くぇ こさけこせしおぇ う きぇお-
しうきせき 20% くぇょちっくおぇ.  

]なし ╆ぇこけゃっょ くぇ おきっすぇ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けす 29-すう 
ぇゃゅせしす しぇ けょけぉさっくう けぉさぇ-
いちうすっ くぇ ょけおせきっくすうすっ, おけう-
すけ すさはぉゃぇ ょぇ こけょぇょぇす ゃしうつおう 
あっかぇっとう ょぇ こけかせつぇす こさけこせし-
おう いぇ こさっそっさっくちうぇかくけ こぇさ-
おうさぇくっ. ╇くそけさきぇちうは いぇ すけゃぇ 
しっ こさっょけしすぇゃは ゃ ょっかけゃけょ-
しすゃけすけ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ しゅさぇょぇ 
くぇ ̈ ぉとうくぇすぇ, すぇき しっ こけょぇゃぇす 
う ょけおせきっくすうすっ. 
╁ぇあくけ っ ょぇ しっ けすぉっかっあう, 

つっ ういょぇょっくうすっ こさけこせしおう くぇ 
ゅさぇあょぇくう いぇ こさっそっさっくちう-
ぇかくけ こぇさおうさぇくっ くっ うき ゅぇ-
さぇくすうさぇす いぇこぇいっくけ きはしすけ いぇ 
こぇさおうさぇくっ, ぇ しぇきけ うき ょぇゃぇす 
こさぇゃけ ょぇ こぇさおうさぇす くぇ すっいう 
きっしすぇ, ぉっい すぇおしせゃぇくっ. ╆ぇ けし-
すぇくぇかうすっ しかせつぇう くぇ こさっそっ-
さっくちうぇかくけ こぇさおうさぇくっ - いぇ 
しかせあっぉっく ぇぉけくぇきっくす, いぇ あう-
ゃっっとうすっ こけ こけしすけはくっく うかう 
くぇしすけはと ぇょさっし う いぇ たけさぇすぇ し 
せゃさっあょぇくうは しっ ういうしおゃぇ, けし-
ゃっく けしすぇくぇかうすっ ょけおせきっくすう, う 
しかせあっぉくぇ ぉっかっあおぇ いぇ かうこしぇ 
くぇ いぇょなかあっくうは おなき ¨ぉとうくぇ 

╉ぇいぇくかなお.
] ちっか さぇいはしくはゃぇくっ くぇ くけ-

ゃぇすぇ くぇさっょぉぇ いぇ こぇさおうさぇくっ 
こさっい ちっかうは きっしっち しっこすっき-
ゃさう しっ ゃなゃっあょぇ ゅさぇすうしっく 
こっさうけょ う くぇ こさぇおすうおぇ くけゃう-
すっ さぇいこけさっょう くぇ くぇさっょぉぇ-
すぇ くはきぇ ょぇ ょっえしすゃぇす. ‶さっい 
すけゃぇ ゃさっきっ っおうこうすっ くぇ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ さぇいはし-
くはゃぇす ゃなゃっょっくけすけ こけ すけいう 
くぇつうく こぇさおうさぇくっ ゃ ゅさぇょぇ, 
ぉっい ょぇ くぇかぇゅぇす ゅかけぉう. 
]おけぉう いぇ ぉかけおうさぇくっ くぇ 

おけかっかけ くぇ くっこさぇゃうかくけ こぇさ-
おうさぇくうすっ ぇゃすけきけぉうかう とっ 
ぉなょぇす こけしすぇゃはくう. ′はきぇ ょぇ 
けすこぇょくっ う すぇおしぇすぇ いぇ こさっ-
しすけえ. [ぇいかうおぇすぇ っ, つっ ゃ ゅさぇ-
すうしくうは こっさうけょ ゃけょぇつうすっ 
くはきぇ ょぇ ぉなょぇす ゅかけぉはゃぇくう 
いぇ こけしすぇゃっくぇ しおけぉぇ くぇ ぇゃ-
すけきけぉうかぇ, おけえすけ しぇ こぇさおう-
さぇかう くっこさぇゃうかくけ.
]かっょ 30-すう しっこすっきゃさう 

ゅかけぉぇすぇ いぇ こけしすぇゃっくぇ しおけぉぇ 
けしすぇゃぇ しなとぇすぇ, おぇおすけ ょけしっ-
ゅぇ – 10 かゃ.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

びëÜÖó¡íぞÜçóÖó Üö ëíúÜÖí

¨す すけいう きっしっち くぇ こさうくちうこぇ 
くぇ おっすなさうくゅ とっ しっ ういたさぇく-

ゃぇす ょっちぇすぇ ゃ ょっすしおうすっ いぇゃっょっくうは 
う くぇしすぇくっくうすっ ゃ しけちうぇかくうすっ ょけ-
きけゃっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. 
╃けしすぇゃつうちうすっ くぇ ゅけすけゃぇ たさぇくぇ 

とっ しぇ ょゃっ おぇいぇくかなておう そうさきう: 
„╈けゅう 5” ¨¨╃ , しこっつっかうかぇ けぉ-
とっしすゃっくぇすぇ こけさなつおぇ いぇ ょっすしおうすっ 
いぇゃっょっくうは – ょっすしおう はしかう, ょっすしおう 
ゅさぇょうくう, けぉっょうくっくう ょっすしおう いぇ-
ゃっょっくうは, う そうさきぇ „ぅくおけ ╋っさきっ-
おかうっゃ” ╄〈, しこっつっかうかぇ けぉとっしすゃっ-
くぇ こけさなつおぇ いぇ ょけきけゃっすっ いぇ しすぇさう 
たけさぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお.
╁ いぇょなかあっくうはすぇ うき ゃかういぇ: ゃしは-

おぇ こぇさすうょぇ ょぇ ぉなょっ こさうょさせあっくぇ 
けす ょけおせきっくす, せょけしすけゃっさはゃぇと くぇ-

[っしすぇゃさぇちうは くぇ せくうおぇかっく 
くぇゅさなょくうお けす すさぇおうえしおぇすぇ 

ゅさけぉくうちぇ ¨しすさせてぇ おさぇえ ╉ぇいぇく-
かなお こけおぇいぇ いぇ こさなゃ こなす ゃ しなゃしっき 
くけゃぇ っおしこけいうちうは おぇいぇくかなておうはす 
うしすけさうつっしおう きせいっえ ゃ ういかけあぉぇ, 
けすおさうすぇ こけ ゃさっきっ くぇ ╃くうすっ くぇ 
すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ, こさけゃっかう しっ ゃ 
おさぇは くぇ ぇゃゅせしす. ╆ぇこぇいっくうすっ つぇし-
すう けす くぇゅさなょくうおぇ しぇ し せくうおぇかくぇ 
しさっぉなさくぇ ういさぇぉけすおぇ しなし いかぇすくけ 
こけおさうすうっ, ういおかのつうすっかくけ そうくけ 
ういさぇぉけすっくう けす ょさっゃくうすっ きぇえしすけ-
さう. ╁ っおしこけいうちうはすぇ しぇ こけょさっょっくう 
けとっ ちゃっすくうすっ しすなおかっくう こせかつっすぇ 
う ぉさけくいけゃう いぇさつっすぇ し うしすうくしおう 
すけつおう こけ しすっくうすっ けす ゅさけぉくうちぇすぇ 
くぇ ]っゃす 〈さっすう - ╂けかはきぇ ╉けしきぇすおぇ 
おさぇえ 【うこおぇ. 
╇いかけあぉぇすぇ けす せくうおぇかくう くっこけ-

おぇいゃぇくう くぇたけょおう, さっしすぇゃさうさぇくう 

うきっくけゃぇくうっすけ くぇ ょけしすぇゃはくぇすぇ しすけおぇ, 
つぇし くぇ こさけういゃけょしすゃけ, おけかうつっしすゃけ, 
くけきっさ くぇ すさぇくしこけさすくけすけ しさっょしすゃけ, 
しさけお くぇ すさぇえくけしす う すっきこっさぇすせさぇ くぇ 
しなたさぇくっくうっ. ‶さう すさぇくしこけさすうさぇ-
くっ くぇ たさぇくうすっ とっ しっ しこぇいゃぇす たうゅう-
っくくうすっ ういうしおゃぇくうは くぇ ′ぇさっょぉぇ わ 
5/25.05.2006 ゅ.
╇いゅけすゃはくっすけ くぇ きっくのすぇすぇ とっ っ しな-

ゅかぇしくけ ╆ぇおけくぇ いぇ たさぇくうすっ う ょっえしす-
ゃぇとうすっ おなき きけきっくすぇ いぇおけくけゃう う 
こけょいぇおけくけゃう ぇおすけゃっ. ¨す ¨ぉとうくぇすぇ 
しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ しすさうおすくけ とっ しっ 
しこぇいゃぇす ′ぇさっょぉぇ わ 9 けす きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ  - いぇ しこっちうそうつくうすっ ういうしおゃぇ-
くうは おなき ぉっいけこぇしくけしすすぇ う おぇつっしすゃけすけ 
くぇ たさぇくうすっ, こさっょかぇゅぇくう ゃ ょっすしおうすっ 
いぇゃっょっくうは う せつうかうとぇすぇ.
¨こすうきういぇちうは くぇ さぇいたけょうすっ う しすさけゅ 

おけくすさけか くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ こさけょせおうすっ しぇ 
ょさせゅうすっ こけかいう けす くけゃけすけ くぇつうくぇくうっ. 
 ╆ぇしっゅぇ くっ っ はしくけ ょぇかう くけゃうはす くぇ-

つうく くぇ たさぇくっくっ とっ ょけゃっょっ ょけ こさけきっ-
くう ゃ  きっしっつくうすっ すぇおしう, いぇこかぇとぇくう けす 
さけょうすっかうすっ いぇ ょっすしおうすっ いぇゃっょっくうは. 

╉っすなさうくゅ:
1. ╁うょ せしかせゅぇ - こさうゅけすゃはくっ, 

ょけしすぇゃはくっ くぇ たさぇくう くぇ ぇょさっし こけ 
いぇはゃおぇ.
2. ¨さゅぇくういうさぇくっ くぇ こぇさすうすぇ う 

すなさあっしすゃぇ.

こけ こさけっおす „¨こぇいゃぇくっ う こけょけぉさはゃぇくっ くぇ ┿く-
すうつくうは そけくょ くぇ ╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ” 
- ╉ぇいぇくかなお” ゃ しなすさせょくうつっしすゃけ くぇ きせいっは し 
┿きっさうおぇくしおうは くぇせつっく ちっくすなさ - ]けそうは う 
《けくょぇちうは „┿きっさうおぇ いぇ ╀なかゅぇさうは”, きけあっ ょぇ 
しっ ゃうょう ょけ おさぇは くぇ きっしっち しっこすっきゃさう ゃ いぇかぇ-
すぇ いぇ ゃさっきっくくう っおしこけいうちうう くぇ きせいっは.
15 たうかはょう かっゃぇ しぇ こかぇすっくう けす ょぇさうすっかうすっ 

いぇ さっしすぇゃさぇちうはすぇ くぇ ょっしっすおう ぇくすうつくう くぇ-
たけょおう, こけょぉさぇくう ゃなゃ そけくょぇ くぇ おぇいぇくかなて-
おうは きせいっえ けす ぇさたっけかけゅぇ ╋っゅかっくぇ ‶なさゃうく, 
せさっょくうお ¨すょっか „┿さたっけかけゅうは う ┿くすうつくけしす”.
╄かっゅぇくすくぇ つぇてぇ けす しゃっすかけいっかっくけ しすなおかけ 

- きけょうけかせし しぇ ゃないしすぇくけゃうかう けとっ さっしすぇゃ-
さぇすけさうすっ. ╁ ういかけあぉぇすぇ しぇ う, おぇおすけ ょっしっす-
おう ぇくすうつくう きけくっすう けすこさっょう 》さうしすぇ, すぇおぇ う 
さうきしおけ ちっくすさぇかくけ う こさけゃうくちうぇかくけ きけくっすけ-
しっつっくっ, ゃ す.つ. し ういけぉさぇあっくうっすけ くぇ ┿かっおしぇく-
ょなさ ╋ぇおっょけくしおう. ]さっょ っおしこけくぇすうすっ しぇ けとっ 
きっすぇかっく とうす けす さぇいおけこおう おさぇえ 〈せかけゃけ こさっい 
60-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお, さはょおけ しさっとぇくう-
すっ ゃなゃ ゃなすさってくけしすすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ こなさゃう けぉ-
さぇいちう くぇ こぇさうつくうすっ いくぇちう - す.くぇさ.”しすさっかう-
こぇさう” - こさっょてっしすゃっくうちう くぇ きけくっすくうすっ 
そけさきう くぇ さぇいきっくくけすけ しさっょしすゃけ.  
‶なさゃうはす っすぇこ けす こさけっおすぇ, おけえすけ こさうおかのつう 

こさっょう こけかけゃうく ゅけょうくぇ, けしうゅせさう ういちはかけ くけゃ 
ゃうょ くぇ ぇくすうつくけすけ そけくょけたさぇくうかうとっ くぇ おぇ-
いぇくかなておうは きせいっえ. 〈け ゃっつっ っ し くけゃう しすっかぇ-
あう う おせすうう いぇ しなたさぇくっくうっ くぇ ぇさすっそぇおすうすっ, 
くけゃけ けしゃっすかっくうっ う くけゃぇ こけょけゃぇ くぇしすうかおぇ.

〈┿
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′ぇえ-ゅけかっきうはす ╋¨╊ くぇ すっ-
さうすけさうはすぇ くぇ けぉかぇしすうすっ 

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ]かうゃっく, 》ぇ-
しおけゃけ う ぅきぉけか とっ ょけきぇおうく-
しすゃぇ せくうおぇかくぇ ういかけあぉぇ, おけは-
すけ こさっょしすぇゃは つぇしす けす すぇえくうすっ 
くぇ ╋っおぇすぇ くぇ おうくけすけ. 
¨す 15-すう しっこすっきゃさう いぇかう-

すっ くぇ ╋¨╊ ╂ぇかっさうは - ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ とっ しっ こさっゃなさくぇす ゃ 
きうくう しくうきぇつくぇ こかけとぇょおぇ 
しなし しゃけはすぇ せくうおぇかくぇ こけ さけょぇ 
しう っおしこけいうちうは けす おけしすのきう くぇ 
ゅかぇゃくうすっ  ゅっさけう くぇ くぇえ-おぇしけ-
ゃうすっ たけかうゃせょしおう こさけょせおちうう 
いぇ こけしかっょくうすっ すさう ょっしっすうかっ-
すうは. ╇いかけあぉぇすぇ とっ ゃないおさっしう 
きうゅけゃっ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
おせかすけゃう そうかきけゃう こさけょせお-
ちうう, とっ こけおぇあっ おけしすのきう う 
こさっょきっすう, ょけ おけうすけ しぇ しっ ょけ-
おけしゃぇかう かっゅっくょうすっ くぇ 》けかう-
ゃせょ - 》ぇさうしなく 《けさょ, ┿さくけかょ 
【ゃぇさちっくっゅっさ, [なしっか ╉さけせ. 
¨さうゅうくぇかっく さっおゃういうす, つぇしす 

けす おけえすけ とっ しぇ おけしすのきうすっ くぇ 

〈っさきうくぇすけさぇ, ╇くょうぇくぇ ╃あけ-
せくし う ╂かぇょうぇすけさなす, けさなあうは 
う ょさせゅう ぇさすっそぇおすう とっ こさうし-
すうゅくぇす けす ╋っおぇすぇ くぇ おうくけすけ. 
╇いかけあぉぇすぇ Hollywood in 

Galleria とっ  こけおぇあっ う こけさっ-
ょうちぇ けす しおうちう, こさっしないょぇゃぇ-
とう しちっくぇさうう, とっ こけおぇあっ  くぇ 
かのぉけこうすくうすっ こけしっすうすっかう くぇ 
くぇえ-ゅけかっきうは すなさゅけゃしおう ちっく-
すなさ ゃ さっゅうけくぇ ゃしはおぇ しすなこおぇ 
けす しないょぇゃぇくっすけ うき, ぇ しすぇすせう 
くぇ ゅっさけうすっ ゃ うしすうくしおう さぇい-
きっさう とっ しないょぇゃぇす せしっとぇくっ-
すけ, つっ こけしっすうすっかうすっ しぇ つぇしす 
けす きうしすっさうはすぇ くぇ そうかきうすっ. 
╂けしすうすっ とっ ゃうょはす う っょうく けす 

くぇえ-いぇこけきくはとうすっ しっ こっさしけ-
くぇあう くぇ そぇくすぇしすうつくけすけ おうくけ 
– けゅさけきくぇ ょうけゅさぇきぇ /きぇおっす-
くぇ うくしすぇかぇちうは/ くぇ しすさぇたけゃう-
すぇすぇ おさぇつっとぇ おぇくすけくっさおぇ けす 
„╇きこっさうはすぇ けすゃさなとぇ くぇ せょぇ-
さぇ”. 〈せお とっ しぇ う けさうゅうくぇか-
くうすっ おけしすのきう, ういこけかいゃぇくう ゃ  
„》さけくうおうすっ くぇ [うょうお”, „╂かぇ-

ょうぇすけさ”, „》さけくうおうすっ くぇ 
′ぇさくうは”, „╇くょうぇくぇ ╃あけ-
せくし”. 】っ かうこしゃぇ しぇきけ  っき-
ぉかっきぇすうつくうはす おぇきてうお くぇ 
ゅかぇゃくうは ゅっさけえ, こさけょぇょっく 
こさっょう きっしっち くぇ すなさゅ ゃ ╊けし 
┿くあっかうし いぇ 31 250 ょけかぇさぇ. 
]こっちうぇかくぇ ¨さなあっえくぇ とっ 

こけおぇいゃぇ きっつけゃっ, とうすけゃっ, 
くけあけゃっ う ょけさう こせておぇすぇ くぇ 
′うおなかぇし ╉っえょあ けす „‶さう-
いさぇつっく っいょぇつ”. 
╆ぇ ゃしうつおう こけしっすうすっかう くぇ 

せくうおぇかくぇすぇ う っょうくしすゃっ-
くぇ こけ さけょぇ しう っおしこけいうちうは 
けさゅぇくういぇすけさうすっ しぇ こさっょゃう-
ょうかう こけさっょうちぇ けす ゃないきけあ-
くけしすう いぇ ょうさっおすっく ょけしっゅ し 
きぇゅうはすぇ くぇ おうくけすけ: ゃしっおう 
とっ きけあっ ょぇ しっ ょけおけしくっ ょけ 
すはた う ょぇ さぇいきぇたぇ きっつけゃっすっ 
くぇ しせこっさ-ゅっさけうすっ けす おせか-
すけゃうすっ こさけょせおちうう う ょぇ しっ 
こけつせゃしすゃぇ おぇすけ すはた. ╃けこなか-
くうすっかっく ぉけくせし いぇ こけしっすう-
すっかうすっ とっ っ ゃないきけあくけしすすぇ 
ょぇ しっ しくうきぇす し けさうゅうくぇかくう-
すっ けぉかっおかぇ う しくぇさはあっくうはすぇ 
くぇ かのぉうきうすっ しう そうかきけゃう 
ゅっさけう.  
╁たけょなす いぇ っおしこけいうちうはすぇ ゃ 

╋¨╊ ╂ぇかっさうは - ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ とっ っ 1 かっゃ, ぇ しさっとせ いぇ-
おせこっく ぉうかっす けす 5 かっゃぇ ゃしっ-
おう けす こけしっすうすっかうすっ ゃ ょくうすっ 
くぇ たけかうゃせょしおぇすぇ ういかけあぉぇ 
とっ きけあっ ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇ 
ちっかけょくっゃっくけ けす そうかきうすっ ゃ 
Cinema City. 
╇いかけあぉぇすぇ Hollywood in 

Galleria ゃ ╋¨╊ ╂ぇかっさうは 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ っ こさっおさぇしっく 
う ゃなかくせゃぇと こけょぇさなお いぇ 
ゃしっおう かのぉうすっか くぇ しゃっすけゃ-
くぇすぇ そぇくすぇしすうおぇ う こさうお-
かのつっくしおけ おうくけ, おぇおすけ う  
こさっおさぇしっく こけょぇさなお いぇ くぇ-
つぇかけすけ くぇ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ. 
                                       

〈┿
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┿ょゃけおぇす ╃うぇくぇ ╂なさょっゃぇ 

しっ ゅさうあう いぇ こさぇゃくぇ
すぇ こけきけと くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
ゃっつっ ゅけょうくぇ. ‶さけすうゃくけ くぇ 
けつぇおゃぇくうはすぇ, きぇおぇさ う くぇっすぇ 
けす さなおけゃけょしすゃけすけ, ぇょゃけおぇす 
╂なさょっゃぇ こさう ゃないくうおゃぇくっすけ 
くぇ おぇいせしう けす すさせょけゃけすけ こさぇ
ゃけ っょくぇおゃけ ょけぉさっ しっ しすさっきう 
ょぇ いぇとうすう くっ しぇきけ うくすっさっ
しうすっ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ, くけ 
う こさぇゃぇすぇ くぇ さぇぉけすくうちうすっ 
う しかせあうすっかうすっ ゃ おぇいぇくかなて
おぇすぇ けさなあっえくうちぇ. 〈せお すけゃぇ 
ょぇかっつ くっ っ くっゃないきけあくけ, いぇ
とけすけ, こけっきぇえおう こさぇゃくぇすぇ 
こけきけと ゃ „┿さしっくぇか”, ぇょゃけ
おぇす ╂なさょっゃぇ せしすぇくけゃうかぇ, つっ 
しうくょうおぇすう う さなおけゃけょしすゃけ 
ゃなさゃはす さなおぇ いぇ さなおぇ  ゃ きくけ
ゅけ けすくけてっくうは. „╁ „┿さしっくぇか” 
うきぇ くけさきぇかっく ょうぇかけゅ きっあ
ょせ さぇぉけすけょぇすっか う しうくょうおぇ
すう. ′ぇ しうくょうおぇかくう そけさせきう 
ょゃっすっ しすさぇくう けすおさけゃっくけ う 
ぉっい しすさぇた  しこけょっかはす こさけぉかっ
きうすっ う しっ けこうすゃぇす しなゃきっしす
くけ ょぇ ゅう さってぇゃぇす”, しぇ ゃこっ
つぇすかっくうはすぇ くぇ しこっちうぇかうしすぇ 
こけ すさせょけゃけ こさぇゃけ ╃うぇくぇ 
╂なさょっゃぇ. 〈は っ っょうく けす こなさ
ゃうすっ のさうしすう ゃ くけゃけすけ ゃさっきっ 
くぇ こさったけょぇ, おけえすけ しっ くぇっきぇ 
ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し すさせょけゃけ 
こさぇゃけ けとっ こさっい 1998-きぇ 
ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ おけくしせかすうさぇ 
つかっくけゃっ くぇ ╉′]╀. 〈させょけゃけ
すけ こさぇゃけ くっ っ すけかおけゃぇ こさう
ゃかっおぇすっかくけ いぇ のさうしすうすっ, 
いぇとけすけ たけくけさぇさうすっ, けしけぉっ
くけ こさっょう ゅけょうくう, ぉはたぇ ょぇ
かっつ こけ-きぇかおう けす けしすぇくぇかうすっ  
しそっさう くぇ こさぇゃけすけ, おぇいせしうすっ 
しぇ しこっちうそうつくう, けぉはしくはゃぇ 
ょっそうちうすぇ くぇ しこっちうぇかうしすう 
こけ すさせょけゃけ こさぇゃけ ╂なさょっ
ゃぇ. ╋ぇおぇさ ょくっし すは ょぇ ゃけょう 
う ょさせゅう ょっかぇ, くっ きけあっ ょぇ 
けすおぇいゃぇ くぇ くうおけゅけ, とけき は 
こけすなさしはす いぇ おけくしせかすぇちうう. 
′はきぇ すぇぉっかぇ くぇ ゃさぇすぇすぇ, くけ 
たけさぇすぇ は くぇきうさぇす しぇきう. ¨す
ゃけさっくぇ っ ょぇ ょぇょっ しなゃっす くぇ 
ゃしっおう う, おぇおすけ しぇきぇ しこけょっ
かは, すけゃぇ ょけさう ゃっつっ こけつゃぇ ょぇ 
え しっ こさっゃさなとぇ ゃ こさけぉかっき, 
いぇとけすけ ゃさっきっすけ ゃしっ こけ-
きぇかおけ ょけしすうゅぇ.
′ぇえ-つっしすけ ゃ こけしかっょくう

すっ きっしっちう おぇいせしうすっ, おけうすけ 
さってぇゃぇす しこっちうぇかうしすうすっ こけ 
すさせょけゃけ こさぇゃけ, しぇ しゃなさいぇ
くう し すなさしっくっ こさぇゃぇすぇ くぇ 
さぇぉけすくうおぇ う しかせあうすっかは いぇ
さぇょう くっういこかぇすっくう いぇこかぇすう 
ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ きくけゅけ 
ゃさっきっ. ╇きぇ ょけさう しかせつぇう くぇ 
9-きっしっつくう いぇおなしくっくうは くぇ 
いぇこかぇすう, おけっすけ, けつっゃうょくけ, っ 
いくぇお いぇ おさういぇすぇ, おけきっくすうさぇ 
╂なさょっゃぇ. 〈は しう しこけきくは ょけ
ぉさっ おさういうしくうすっ ゅけょうくう けおけ
かけ 1995-1998-きぇ, おけゅぇすけ 
しなとけ っ うきぇかけ きくけゅけ すぇおうゃぇ 
ょっかぇ, おぇおすけ しっゅぇ  – いぇ うしおぇ
くっ くぇ いぇおなしくっかう いぇこかぇすう. ╁ 

„┿さしっくぇか”, けぉぇつっ, こけょけぉくう 
こさけぉかっきう くはきぇ, おけきっくすうさぇ 
ぇょゃけおぇす ╂なさょっゃぇ. ╉ぇすけ ゅけ
かはきけ こさっょこうさはすうっ, „┿さしっ
くぇか” くっ きけあっ ょぇ しう こけいゃけかう 
いぇぉぇゃぇ くぇ いぇこかぇすうすっ, くうすけ 
こなお – くっういこかぇとぇくっ くぇ けしう
ゅせさけゃおう う ぉけかくうつくう, おぇおすけ 
すけゃぇ しすぇゃぇ ゃ きぇかおうすっ そうさ

きう – っょくけかうつくうすっ すなさゅけゃちう 
う きぇかおうすっ ¨¨╃-すぇ. 〈せお くっ
とぇすぇ しぇ いぇおけくけゃけ う ょけぉさっ 
せさっょっくう, ゃなこさっおう, つっ おさう
いぇすぇ しっ せしっとぇ ゃ ょさせゅう うい
きっさっくうは – おぇすけ くぇかけあうかけすけ 
しっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ 
しなおさぇとっくうっ くぇ こけゃっつっ けす 
1000 ょせてう けす こっさしけくぇかぇ う 
きっさおうすっ, おけうすけ しっゅぇ しっ ゃいう
きぇす けす さなおけゃけょしすゃけすけ いぇさぇ
ょう  かうこしぇすぇ  くぇ ょけしすぇすなつくけ 
こけさなつおう.  

„┿さしっくぇか”
しっゅぇ くっ っ すけゃぇ,

おけっすけ ぉっ こさっい 2004-すぇ

〈ぇおうゃぇ しぇ ゃこっつぇすかっくうはすぇ 
くぇ ぇょゃけおぇす ╂なさょっゃぇ, おけはすけ 
くぇきうさぇ くっとぇすぇ すせお ゃ けすくけ
てっくうっすけ おなき くぇっきくうは すさせょ 
こけょさっょっくう. ╁しっ こぇお, おけゅぇすけ 

くはきぇ こけさなつおう う くはきぇ さぇぉけ
すぇ, くはきぇ おぇお ょぇ ぉなょぇす けしう
ゅせさっくう ょけたけょう くぇ いぇっすうすっ, 
けこうすゃぇ しっ ょぇ けぉはしくはゃぇ すけゃぇ 
くぇ たけさぇすぇ う ╂なさょっゃぇ ゃ しっ
ゅぇてくぇすぇ しうすせぇちうは くぇ おさういぇ. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ すは っ おぇすっ
ゅけさうつくぇ, つっ ゃっつっ っ ゃさっきっ 
さぇぉけすくうおなす う しかせあうすっかはす 
ゃ ╀なかゅぇさうは ょぇ しっ くぇせつぇす, 
つっ おけゅぇすけ くっ しう ゃなさてう さぇ
ぉけすぇすぇ, くはきぇ おぇお ょぇ うしおぇ 
ょぇ こさけょなかあう ょぇ けしすぇくっ ゃ 

ぢëÜâ. ゎñÖôÜ ぞíôñç:

》『╅╇╊〉╊【《 〉╅ ╉《╆『《 》╅′¨ 
《【 ╆《]╊』【¨  ¨ 〉╊ぅ╅』【¨っ
′おちあうかそたあくうあせかてそ と せあつ せか か たちけそちけてかて. ¨ おあ つしかくか せみさそこ
つ そちかそし せあ えしあうあてあ, せか すそきか おあ えそ そたちあうけ, あさそ せみすあ きかしあせけか.
- ‶さけそ. ′ぇつっゃ, いぇ ゃしうつ-

おうすっ すっいう ゅけょうくう かっおぇさ-
しおぇ こさぇおすうおぇ おけかおけ しなさちぇ 
しすっ ょなさあぇかう ゃ さなちっすっ しう? 
- ╆ぇ ゃしうつおうすっ すっいう ゅけょうくう, 

ゃ おけうすけ けこっさうさぇき しなさちぇ, しぇ 
こけゃっつっ けす 11 たうかはょう.

-  ┿ おぇお さぇいぉうさぇすっ おけっ 
しなさちっ っ くぇ ょけぉなさ つけゃっお う 
おけっ くぇ かけて? 
-  ‶け しなさちっすけ くっ きけあっ ょぇ しっ 

さぇいぉっさっ. ]なさちぇすぇ くぇ ゃしうつ-
おう たけさぇ しぇ っょくぇおゃう, おぇおすけ う 
ちゃっすなす くぇ おさなゃすぇ くぇ たけさぇすぇ っ 
っょくぇおなゃ, くっいぇゃうしうきけ けす こけか, 
さぇしぇ, けぉさぇいけゃぇくうっ, こさけうい-
たけょ.

- ╆ぇとけ ゃ こけしかっょくけ ゃさっきっ 
ゃけょうき おかぇしぇちうはすぇ ゃ ╄ゃさけ-
こぇ こけ しなさょっつくけ-しなょけゃう いぇ-
ぉけかはゃぇくうは? 〈けゃぇ ゃなこさけし 
くぇ かけてぇ いょさぇゃくぇ おせかすせさぇ 
かう っ, くぇ かけてぇ こさっゃっくちうは 
かう っ うかう っ くっゃはさくけ おぇすけ 
しすぇすうしすうおぇ? 
- ╆ぇ しなあぇかっくうっ, すぇいう しすぇ-

すうしすうおぇ っ ゃはさくぇ う すけゃぇ くっ っ 
くっとけ, おけっすけ っ しすぇくぇかけ けす ゃつっ-
さぇ, いぇ ょっく. 〈けゃぇ っ さっいせかすぇす けす 
くぇすさせこゃぇくっ こさっい ゅけょうくうすっ くぇ 
きくけゅけ くっゅぇすうゃくう そぇおすけさう, 
こなさゃうはす けす おけうすけ っ くっいょさぇ-
ゃけしかけゃくうはす くぇつうく くぇ あうゃけす. 
〈けゃぇ ゃおかのつゃぇ かうこしぇ くぇ ょゃう-
あっくうっ, くっけこさぇゃょぇくぇ こさeせ-
きけさぇ, しすさっしけゃぇ しうすせぇちうは, うい-
おかのつうすっかくけ かけてけ たさぇくっくっ し 
きくけゅけ しけか, こけょこさぇゃおう, すかなし-
すう きっしぇ, くうしおぇ いょさぇゃくぇ おせか-
すせさぇ, おけっすけ ゃけょう しかっょ しっぉっ 
しう くっういしかっょゃぇくっ くぇ いょさぇゃけ-
しかけゃくけすけ しなしすけはくうっ. ╁けょう 
ょけ くっおけさうゅうさぇくっ くぇ ゃうしけおけ 
おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ, くっしゃけっ-
ゃさっきっくくけ かっつっくうっ くぇ くはおけう 
しすさぇくうつくう いぇぉけかはゃぇくうは, おぇすけ 
ょうぇぉっす. ╁しうつおけ すけゃぇ しっ くぇ-
すさせこゃぇ う しっ こさけはゃはゃぇ し さぇい-
かうつくう こけ さけょぇ しう しなさょっつくけ-
しなょけゃう いぇぉけかはゃぇくうは. ╁ おさぇは 
くぇ おさぇうとぇすぇ けおけかけ 66% けす 
しきなさすくけしすすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは っ ゃ 
さっいせかすぇす くぇ しなさょっつくけ-しなょけゃう 
いぇぉけかはゃぇくうは. 

- ╁しうつおけ すけゃぇ, こさけそ. ′ぇ-
つっゃ, っ しぇきけ いぇさぇょう そぇおすぇ, 
つっ こけゃっつっすけ ぉなかゅぇさう くは-

きぇす ょけしすぇすなつくけ こぇさう いぇ 
かっつっくうっ  うかう うきぇ う ょさせゅぇ 
こさうつうくぇ? 
- 〈けゃぇ っ いぇさぇょう かけてぇ いょさぇゃ-

くぇ おせかすせさぇ. 〈せお くっ しすぇゃぇ 

ょせきぇ しぇきけ いぇ こぇさう, いぇとけすけ 
ぉけゅぇすうはす しなとけ うきぇ すぇおぇゃぇ 
かけてぇ いょさぇゃくぇ おせかすせさぇ. 〈せお 
うきぇ ょさせゅけ: すけ っ, つっ ぉけゅぇすうすっ 
たけさぇ うきぇす こけ-ゅけかはきぇ ゃないきけあ-
くけしす いぇ こなすせゃぇくっ ゃ つせあぉうくぇ, 
いぇ ょぇ しっ しさっとぇす し たけさぇ し ゃう-
しけおぇ いょさぇゃくぇ おせかすせさぇ, いぇ ょぇ 
ういこうすぇす せょけゃけかしすゃうはすぇ けす 
あうゃけすぇ こけ-ょなかゅけ ゃさっきっ, ぇ 
こぇさうすっ こさっょこけかぇゅぇす ういこうすゃぇ-
くっ くぇ せょけゃけかしすゃうっ けす あうゃけ-
すぇ. 〈けゃぇ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす くぇ 
すっいう ぉけゅぇすう たけさぇ こけしすっこっくくけ 
う こけかっおぇ ょぇ こさけきっくはす くぇつうくぇ 
しう くぇ あうゃけす, きぇくすぇかうすっすぇ しう      
う ょぇ いぇこけつくぇす ょぇ けぉさなとぇす 
ゃくうきぇくうっ くぇ いょさぇゃっすけ しう. 

-  ... ょけおぇすけ ぉっょくうはす っ こけ-
けぉさっつっく...
- ╀っょくうはす っ けぉさっつっく, いぇとけ-

すけ すけえ くっ きけあっ ょぇ しう こけいゃけ-
かう たさぇくうすっ, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ: こけゃっつっ いっかっくつせちう, こけ-
ゃっつっ こかけょけゃっ, そうくう きっしぇ, こけ-
ゃっつっ さうぉぇ. ╁しうつおけ すけゃぇ うきぇ 

いくぇつっくうっ. ╁ないきけあくけしすうすっ いぇ 
しこけさす う こさぇおすうおせゃぇくっすけ きせ 
しなとけ しぇ ゃぇあくう. 〈せお くっ ゅけゃけ-
さは いぇ こさけそっしうけくぇかっく しこけさす, 
ぇ いぇ ぇおすうゃくけ ょゃうあっくうっ.

- ╁ すけいう しきうしなか うきぇ かう 
くせあょぇ けす おけくおさっすくぇ ょなさ-
あぇゃくぇ こけかうすうおぇ しさっとせ 
ぉせきぇ ゃ しなさょっつくけ-しなょけゃう-
すっ いぇぉけかはゃぇくうは? ′はおぇおゃぇ 
おけくおさっすくぇ こさけそうかぇおすう-
おぇ...
- 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ いくぇっ, つっ 

こさけそうかぇおすうおぇすぇ っ そせくおちうは 
っょうくしすゃっくけ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ.  
〈は くっ っ そせくおちうは くぇ かっおぇ-
さうすっ, くっ きけあっ ょぇ しっ うしおぇ けす 
すはた すけゃぇ. ╊っおぇさうすっ きけゅぇす ょぇ 
ぉなょぇす おけくしせかすぇくすう, くっ きけあっ 
ょぇ しっ うしおぇ すっ ょぇ こさぇゃはす  こさけ-
そうかぇおすうおぇ, すけゃぇ っ さぇぉけすぇ くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ. ╊っおぇさうすっ きけゅぇす 
ょぇ しぇ っおしこっさすう, おけうすけ こさう 
こけうしおゃぇくっ けす ょなさあぇゃぇすぇ ょぇ 
ょぇゃぇす きくっくうっ おぇおゃけ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう, いぇ ょぇ しっ 
けしうゅせさう こさけそうかぇおすうおぇ くぇ 
くぇしっかっくうっすけ. ╁ ちはか しゃはす 
こさけそうかぇおすうおぇすぇ っ ょなさあぇゃくぇ 
こけかうすうおぇ.

- ╇きぇ かう さっぇかくけ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは すぇおぇゃぇ こさけそうかぇお-
すうおぇ?
- ′っ.

- ′はきぇ, いぇとけすけ おぇおゃけ: 
こぇお けこうさぇきっ ょけ こぇさう うかう 
っ くっけぉたけょうきぇ ゃけかは?
- ¨こうさぇきっ くぇ こなさゃけ きはしすけ 

ょけ すけゃぇ, つっ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ-
すけ くっ っ こさうけさうすっす ゃ ╀なかゅぇ-
さうは. ╃けおぇいぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ っ 
そぇおすなす, つっ ゃ  くぇちうけくぇかくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ 20/20 いょさぇゃっこぇい-
ゃぇくっすけ くっ そうゅせさうさぇ おぇすけ 

こさうけさうすっす. ╁すけさけすけ っ, つっ ゃ 
╀なかゅぇさうは しっ けすょっかはす くぇえ-
きぇかおけ しさっょしすゃぇ いぇ いょさぇゃっ-
けこぇいゃぇくっ ゃ ちはかぇ ╄ゃさけこぇ くぇ 
ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ. ′ぇえ-
くうしおうはす こさけちっくす けす ╀╁‶ くぇ 
╀なかゅぇさうは っ いぇ いょさぇゃっけこぇい-
ゃぇくっ, こぇお しさぇゃくっくけ し けしすぇ-

くぇかうすっ っゃさけこっえしおう しすさぇくう 
- しぇきけ  4% けす ╀╁‶ けすうゃぇす 
いぇ いょさぇゃっ. 〈けゃぇ っ ゃなこさけし くぇ 
こさうけさうすっす! ╀なかゅぇさうは っ ぉっ-
ょくぇ しすさぇくぇ, くうしなお っ ╀╁‶. ′っ 
は しさぇゃくはゃぇき し 【ゃっえちぇさうは, 
こさうきっさくけ, おなょっすけ こぇさうすっ いぇ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ しぇ さぇゃくう くぇ 
ちっかうは ╀╁‶ くぇ ╀なかゅぇさうは. ╁ 
っょくぇ 【ゃっえちぇさうは, くぇこさうきっさ, 
11% けす ちっかうは ╀╁‶ しっ さぇい-
こさっょっかは いぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ. 
〈ぇおぇ つっ - くっ きけあっ ょぇ しっ うしおぇ 
し すっいう こぇさう ょぇ うきぇきっ ょけぉさけ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ. ╃けさう しう きう-
しかは, つっ すけゃぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, 
おけっすけ うきぇきっ, っ きくけゅけ, きくけゅけ 
こけ-ょけぉさけ けす さっぇかくうすっ こぇさう, 
おけうすけ しっ けすょっかはす いぇ いょさぇゃっ-
けこぇいゃぇくっ. 

- ╋うす かう っ, つっ ゃうぇゅさぇすぇ 
せぉうゃぇ? ╇きぇ うくそけさきぇちうう, 
つっ すは ゃしなとくけしす しっ ういこけかい-
ゃぇ いぇ こさけそうかぇおすうおぇ う すけ 
うきっくくけ ゃ しなさょっつくけ-しなょけ-
ゃぇすぇ けぉかぇしす. ╁はさくけ かう っ 
すけゃぇ?
- ╁はさくけ っ すけゃぇ, つっ ういこけかい-

ゃぇきっ ゃうぇゅさぇすぇ ゃ しなさょっつくぇすぇ 
たうさせさゅうは いぇ しかっょけこっさぇすうゃくけ 
かっつっくうっ, いぇ さぇいてうさっくうっ くぇ  
きぇかおうすっ おぇこうかはさくう しなょけゃっ 
くぇ ぉっかうは ょさけぉ う こけ すけいう くぇ-
つうく すけゃぇ こけきぇゅぇ くぇ こぇちうっくすぇ. 

- ╆くぇつう くっ せぉうゃぇ しなさちっすけ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうは きなあ, ぇ くぇ-
こさけすうゃ - かっおせゃぇ ゅけ?
- ′っ きけあっ ょぇ しっ おぇあっ すぇおぇ. 

╇きぇ けこさっょっかっくう こけおぇいぇくうは, 
こさう おけうすけ ゃうぇゅさぇすぇ こけきぇゅぇ う 
かっおせゃぇ, くけ ゃ ょさせゅう しかせつぇう - 
くっ. ┿おけ こさっょゃぇさうすっかくけ うきぇ 
せゃさっあょぇくっ こけ おけさけくぇさくうすっ 
しなょけゃっ くぇ しなさちっすけ, うきぇ しすっ-
しくっくうっ, すけゃぇ きけあっ ょぇ こさうつう-

くう いぇこせてゃぇくっ う うくそぇさおす. 

- ╇きぇすっ かう うくそけさきぇちうは 
おぇおゃけ しすぇゃぇ し おぇいぇくかなて-
おけすけ けすょっかっくうっ こけ うくゃぇ-
いうゃくぇ おぇさょうけたうさせさゅうは? 
‶さっょう 4 ゅけょうくう すせお しっ くぇ-
こさぇゃうたぇ くはおけかおけ うくすっさ-

ゃっくちうう う きぇえ ゃしうつおけ こさう-
おかのつう ょけ すぇき?
- ′はきぇき きくけゅけ うくそけさきぇ-

ちうは おぇおゃけ しすぇゃぇ し すけゃぇ けすょっ-
かっくうっ, いぇとけすけ すけ っ つぇしすくけ. 
′ぇこさぇゃっくけ っ けす つぇしすっく うく-
ゃっしすうすけさ, おけえすけ くはきぇ くうとけ 
けぉとけ しなし いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ. 
‶けさぇょう そぇおすぇ, つっ すさはぉゃぇてっ 
ょぇ しっ こけきけゅくっ くぇ ゅさぇょぇ, ぇい 
しなき ういこさぇすうか きけう しなすさせょ-
くうちう, おけうすけ さぇぉけすはす ゃ くっゅけ. 
╇ ゃ  きけきっくすぇ きけえ しなすさせょくうお 
うょゃぇ ゃしっおう こっすなお すせお う うい-
ゃなさてゃぇ  しなけすゃっすくうすっ うくすっさ-
ゃっくちうう.  ¨すょっかっくうっすけ さぇぉけすう 
しなし ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ. 

- ‶さけそっしけさ ′ぇつっゃ, きっつ-
すぇすぇ ╁う っ ぉうかぇ ょぇ しすぇくっすっ 
ぉけおかせおつうは. ╉ぇお すぇいう きっつ-
すぇ しすうゅくぇ ょけ おぇさょうけたうさせ-
ゅうはすぇ?
- ╋っつすぇすぇ きう っ しゃなさいぇくぇ し 

かのぉけゃすぇ きう おなき おけくっすっ. ‶さっ-
ょう ゅけょうくう しきっすすぇ すせお しっ しな-
ぉうさぇてっ し おぇさせちう, ぇ おぇさせちうすっ 
しっ おぇさぇたぇ けす おけくっ. ╋けはすぇ かの-
ぉけゃ /っょくぇ けす きけうすっ かのぉけゃう/ 
う ょけしっゅぇ  しう けしすぇゃぇす おけくっすっ. 
╇しおぇた ょぇ しすぇくぇ ぉけおかせおつうは, いぇ 
ょぇ おぇさぇき おけく. 

- ┿ かっおぇさしおぇすぇ こさけそっしうは 
けす ぉぇとぇ ╁う かう ╁う っ しすさぇしす? 
╁しっういゃっしすっく そぇおす っ, つっ 
すけえ っ ぉうか っょうく ょけぉなさ かっ-
おぇさ すせお.
- ╀ぇとぇ きう ぉってっ たうさせさゅ. 

〈ぇおぇ うかう うくぇつっ, ぉはた さってうか 
ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇき し きっょうちうくぇ, 
ょぇ こさけょなかあぇ ょぇ せつぇ ゃ けぉかぇし-
すすぇ くぇ きっょうちうくぇすぇ, しかっょ おぇすけ 
いぇゃなさてうた すせお きぇすっきぇすうつっしおぇ 
こぇさぇかっかおぇ. ╀ぇとぇ きう くっ きっ 
っ さぇいせぉっあょぇゃぇか, くけ くっ きっ っ 
う こけょすうおゃぇか. 〈けえ けとっ すけゅぇ-
ゃぇ ゃうあょぇてっ, つっ しうすせぇちうはすぇ 
ゃ けぉかぇしすすぇ  くぇ きっょうちうくぇ-
すぇ う いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ くっ っ 
ぉかぇゅけこさうはすくぇ, いぇとけすけ う こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ くっ しっ けすょっかはたぇ 
ょけしすぇすなつくけ しさっょしすゃぇ, くはきぇ-
てっ ょけさう ゃないきけあくけしすう いぇ さぇい-
ゃうすうっ くぇ かっおぇさうすっ, くけ ゃうくぇ-
ゅう っ ゃはさゃぇか, つっ くっとぇすぇ とっ しっ 
こけょけぉさはす. ╃けおぇすけ せつった, うきぇた 
こさはおけさ - ゃうおぇたぇ きう ╃けおすけさなす. 
╉ぇいぇた しう, つっ くはおぇお くっ しすけう 
ょけぉさっ, くっ ゃなさゃう ゃういうすおぇすぇ 
きう ょぇ ういゅかっあょぇ “うくあっくっさ 
′ぇつっゃ, すうさっ ╃けおすけさなす” う すぇおぇ 
けしすぇくぇた... ゃ きっょうちうくぇすぇ. 

- ╇ すけいう せつっくうつっしおう こさは-
おけさ しっ こさっゃなさくぇ ゃ けそうちう-
ぇかくけ けぉさなとっくうっ...? 
- ╃ぇ. 〈ぇおぇ しすぇくぇ. ╁っつっ くはきぇ 

こさはおけさ.

 - ╆くぇき, つっ しすっ つっさおけゃっく 
つけゃっお. ╁ すけいう しきうしなか, おけゅぇ 
¨くいう ¨すゅけさっ こけきぇゅぇ くぇ 
きっょうちうくぇすぇ う くぇ かっおぇさうすっ 
うかう ゃうくぇゅう さってぇゃぇ 〈けえ? 
- ┿ぉしけかのすくけ ゃうくぇゅう さってぇゃぇ 

〈けえ. 〈けゃぇ, おけっすけ くっ ゃなさてう 
きっょうちうくぇすぇ, しっ くぇきうさぇ ゃ くっ-
ゅけゃうすっ さなちっ. 

‶さけそ. ょ-さ ╂っくつけ ′ぇつっゃ っ さけょっく くぇ 9.XI.1951 ゅ. ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ‶けすけきしすゃっく たうさせさゅ.
╃はょけ きせ こけ きぇえつうくぇ かうくうは - ╂っくつけ 》ぇょあうゅっくつっゃ, 

っ ぉうか ぇょのすぇくす くぇ 4-すぇ ょさせあうくぇ ゃ 23-すう こったけすっく 
【うこつっくしおう こけかお. 
‶さけそ. ′ぇつっゃ いぇゃなさてゃぇ ╋っょうちうくしおぇすぇ ぇおぇょっ-

きうは - ]けそうは こさっい 1975 ゅ. ╉ぇさうっさぇすぇ しう いぇこけつゃぇ 
ゃ たうさせさゅうはすぇ くぇ ¨おさなあくぇ ぉけかくうちぇ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ, しかっょ すけゃぇ っ ゃなゃ ╁けっくくぇ ぉけかくうちぇ - ‶かけゃょうゃ う 
ゃ ╉かうくうおぇすぇ こけ しなさょっつくけしなょけゃぇ たうさせさゅうは ゃ ╋┿ - 
]けそうは. 

╀うか っ いぇき.-ょうさっおすけさ う ょうさっおすけさ くぇ ′╆¨╉. ¨す 2000 ゅ. いぇゃっあょぇ ╉ぇすっょさぇすぇ こけ しなさ-
ょっつくけしなょけゃぇ たうさせさゅうは くぇ ╋〉 - ]けそうは. ¨す 2006 ゅ. さなおけゃけょう ]╀┿╊]]╆ „]ゃ. ╄おぇすっ-
さうくぇ“. ]ないょぇゃぇ ╉かうくうおぇ こけ おぇさょうけたうさせさゅうは おなき 〉╋╀┿╊ „]ゃ. ╂っけさゅう“- ‶かけゃょうゃ, 
こさっい 2002 ゅ. う ╉かうくうおぇ こけ おぇさょうけたうさせさゅうは おなき ╋╀┿╊ „]ゃ. ╋ぇさうくぇ“ ゃなゃ ╁ぇさくぇ 
こさっい 2005 ゅ. 
]こっちうぇかういうさぇか っ ゃ ╋っおぇすぇ くぇ おぇさょうけたうさせさゅうはすぇ ゃ 》のしすなく, こさう こさけそ. ╃っぉっえおう. 

′ぇゅさぇょっく っ し くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ - けさょっく „]すぇさぇ こかぇくうくぇ“. ╇きぇ くぇょ 250 こせぉ-
かうおぇちうう, 4 せつっぉくうおぇ う きけくけゅさぇそうは. ]なぇゃすけさ っ くぇ おくうゅぇすぇ „╇しすけさうはすぇ くぇ 23-すう 
こったけすっく 【うこつっくしおう こけかお“. [ぇいゃうゃぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくけしす, くけ けすおぇいゃぇ ょぇ ゅけゃけさう いぇ 
すけゃぇ, いぇとけすけ うしすうくしおけすけ ょけぉさけ くっ すなさしう ゅかぇしくけしす.
¨ぉうつぇ ╉ぇいぇくかなお う ういこけかいゃぇ ゃしはおぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しっ ゃさなとぇ ゃ さけょくうは ょけき. 
』かっく  っ くぇ 〉] くぇ 《けくょぇちうは “ ╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ”. 
╄しすっす - ゃ さぇぉけすぇすぇ う ゃ あうゃけすぇ. ]こけさすせゃぇ. ╇ こせてう. 
〈けいう くぇゃうお けぉはしくはゃぇ し そうかけしけそしおけすけ: “]せきぇすぇ けす ゃしうつおう こけさけちう っ おけくしすぇくすぇ!”

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

こさっょこうさはすうっすけ. ′っ っ かけゅうつ
くけ たけさぇ, おけうすけ くっ しう ゃなさてぇす 
さぇぉけすぇすぇ, ょぇ しすけはす しぇきけ いぇ
とけすけ うきぇす くはおぇおゃぇ いぇおさうかぇ, 
さぇいしなあょぇゃぇ のさうしすなす. 〈ぇ
おうゃぇ しかせつぇう - くぇ かうこしぇ くぇ 
ょけしすぇすなつくけ けすゅけゃけさくけしす おなき 
さぇぉけすぇすぇ,  しっ くぇきうさぇす う ゃ 
„┿さしっくぇか” う すけゃぇ っ こさけぉかっき, 

こけ おけえすけ しっ さぇぉけすう, くぇせつぇ
ゃぇきっ けす さぇいゅけゃけさぇ し けぉしかせあ
ゃぇとうは こさぇゃくぇすぇ こけきけと くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ. 
╂なさょっゃぇ っ ょけゃけかくぇ, つっ こさう 

くぇかけあうかけすけ しっ しなおさぇとっくうっ 
くぇ こっさしけくぇかぇ こさっい すぇいう ゅけ
ょうくぇ こさけちっょせさぇすぇ っ きうくぇかぇ 
こけ こさぇゃうかぇすぇ う いぇすけゃぇ くはきぇ 
ょっかぇ いぇ くっいぇおけくくけ せゃけかくっ
くうっ. ′ぇこさぇゃっくぇすぇ けこすうきう
いぇちうは くぇ こっさしけくぇかぇ っ おけく
しせかすうさぇくぇ しなし しうくょうおぇすうすっ, 

ぃさうしす. ¨す きぇさす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ けぉしかせあゃぇ こけ こさぇゃくう ゃなこさけしう う おけくしせかすぇ-
ちうう おけかっおすうゃなす う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ “┿さしっくぇか”. 
╆ぇゃなさてうかぇ っ こさぇゃけ う ぇょきうくうしすさぇちうは ゃなゃ ╁ぇさくっくしおうは しゃけぉけょっく せくうゃっさしうすっす 

“』っさくけさういっち 》さぇぉなさ”. ‶さっょう すけゃぇ うきぇ ょうこかけき こけ ょなさあぇゃくけ せこさぇゃかっくうっ う 
ぇょきうくうしすさぇちうは けす ╉けかっあぇ おなき ]すけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ ]ゃうとけゃ. 15 ゅけょうくう っ 
さぇぉけすうかぇ う おぇすけ せつうすっか こけ うしすけさうは う きせいうおぇ. 
¨す 15 ゅけょうくう っ のさうしす くぇ しゃけぉけょくぇ こさぇおすうおぇ, しこっちうぇかういうさぇ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ 

すさせょけゃけすけ こさぇゃけ. 
╀うかぇ っ いぇき. こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおぇすぇ ういぉうさぇすっかくぇ おけきうしうは ゃ ╉ぇいぇくかなお, 

こさっい 1999-2003 ゅけょうくぇ. ¨きなあっくぇ, し ょゃっ ょっちぇ, しうく う ょなとっさは - しなとけ のさうしす. 
╇きぇ ょゃっ ゃくせつっすぇ - くぇ 1 う くぇ 5 ゅけょうくう. 
╃っくはす え っ こなかっく しなし しさっとう. ╄ょうくしすゃっくけすけ, いぇ おけっすけ しなあぇかはゃぇ っ, つっ くはきぇ 

ゃさっきっ いぇ ゃけかっえぉけかぇ, おけえすけ けぉうつぇ けす ょっすっ, すさせょくけ くぇきうさぇ ゃさっきっ う いぇ おくうゅう - 
ゃすけさぇすぇ え しすさぇしす ゃ きぇかおけすけ しゃけぉけょくけ ゃさっきっ. 
]さっょ おけかっゅうすっ しう きうくぇゃぇ いぇ ぉっいしこけさっく おぇこぇちうすっす ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ すさせょけゃけすけ 

こさぇゃけ. 
╆ぇ こさうはすっかうすっ っ つけゃっお し はしくけ ういさぇいっくぇ ゅさぇあょぇくしおぇ こけいうちうは, つっしすくぇ う こさうく-

ちうこくぇ. ′っ こさぇゃう おけきこさけきうしう しなし しなゃっしすすぇ しう.

おけっすけ ゃ „┿さしっくぇか” っ いぇおけく. 
〈せお, こさけすうゃくけ くぇ しかせつゃぇとけ
すけ しっ くぇ ょさせゅう きっしすぇ, けしゃけ
ぉけょっくうすっ さぇぉけすくうちう し こさう
ぉかうあぇゃぇとけ こっくしうけくうさぇくっ, 
しかっょ おぇすけ しっ さっゅうしすさうさぇす くぇ 
ぉけさしぇすぇ, こけしかっ, ゃさなとぇえおう しっ 
くぇ さぇぉけすぇ, くっ ゅせぉはす こさぇゃけ
すけ しう こさう こっくしうは  ょぇ こけかせ
つぇす 6-すっ しう ぉさせすくう いぇこかぇすう 
いぇ ょなかゅけゅけょうてくぇ さぇぉけすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”. [なおけゃけょしすゃけすけ くっ 
っ いぇょなかあっくけ ょぇ けしうゅせさはゃぇ 
すっいう しさっょしすゃぇ こさう せしかけゃうっ, 
つっ さぇぉけすくうおなす っ しなおさぇすっく う っ 
し こさっおなしくぇす しすぇあ ゃ こさっょこさう
はすうっすけ, くけ すけゃぇ しっ こさぇゃう いぇ
さぇょう せゃぇあっくうっすけ おなき すさせょぇ 
くぇ たけさぇすぇ, けすょぇかう ちっかうは しう 
あうゃけす くぇ „┿さしっくぇか”, けぉはしくは
ゃぇ ぇょゃけおぇす ╃うぇくぇ ╂なさょっゃぇ.
‶さう くぇかぇゅぇとうすっ しっ しなおさぇ

とっくうは すは けゅかっあょぇ かうつくけ う 
こけょさけぉくけ すさせょけゃけすけ ょけしうっ 
くぇ ゃしっおう いぇしっゅくぇす – つけゃっお こけ 
つけゃっお う ょけゅけゃけさ こけ ょけゅけゃけさ  
う くっ しっ ょけこせしおぇ ょぇ ぉなょぇす 
こさっくっぉさっゅゃぇくう しかせつぇうすっ くぇ 
いぇおさうかぇ こさう せゃけかくっくうっ, おぇお
すけ う ょぇ ぉなょぇす こさっくっぉさっゅくぇすう 
くはおけう ょさせゅう こさぇゃぇ くぇ けしゃけ
ぉけょっくうすっ けす さぇぉけすぇ. ′ぇ すっいう 
たけさぇ „┿さしっくぇか” ゅかっょぇ おぇすけ 
くぇ しゃけう ぉなょっとう さぇぉけすくうちう 
けすくけゃけ, いぇとけすけ ゃ しかせつぇう くぇ 
しこっつっかっくう くけゃう こけさなつおう すっ 
しっ ゃさなとぇす ゃ けさなあっえくうちぇ
すぇ. ╆ぇょなかあうすっかくけ しっ こさぇゃう 
う しなゃきっしすっく こけょぉけさ ゃ ょけゅけ
ゃぇさはくっ しなし しうくょうおぇすうすっ けす 
╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ”.

╉けょっおしなす くぇ すさせょぇ
しっ しこぇいゃぇ ぇぉしけかのすくけ

〈けゃぇ しっ こさぇゃう, きぇおぇさ, しこけ
さっょ ぇょゃけおぇす ╂なさょっゃぇ, くはおけう 
けす こさけきっくうすっ ゃ こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう ょぇ いゃせつぇす くっぇさゅせ
きっくすうさぇくけ  - おぇすけ しかせつぇうすっ 
し けしゃけぉけあょぇゃぇくっすけ くぇ さぇぉけ
すっとう こっくしうけくっさう こけ うしおぇくっ 
くぇ さぇぉけすけょぇすっかは, おなょっすけ うきぇ 
こさけきはくぇ ゃ つか.328 す.10 けす 
╉〈, おけえすけ ゃっつっ  けゅさぇくうつぇゃぇ  
こさぇゃぇすぇ くぇ さぇぉけすけすぇょっすっかは 
いぇ しきっすおぇ くぇ さぇぉけすっとうは こっく
しうけくっさ. 
‶けゃっつっすけ こさけきっくう こさっい こけ

しかっょくうすっ ゅけょうくう ゃ ╉けょっおしぇ 
くぇ すさせょぇ, けぉぇつっ, しこけさっょ ぇょ
ゃけおぇす ╂なさょっゃぇ, しぇ ゃ こけかいぇ 
くぇ さぇぉけすけょぇすっかは. 〈ぇおぇ っ う 
し こけょぉけさぇ こさう せゃけかくっくうっ, 
おけえすけ くはおけう さぇぉけすけょぇすっかう しう 
しこっしすはゃぇす. ╁ „┿さしっくぇか”, けぉぇ
つっ, すけゃぇ しっ こさぇゃう いぇょなかあう
すっかくけ – こさう ゃしはおけ けしゃけぉけあ
ょぇゃぇくっ けす さぇぉけすぇ ゃ しかせつぇうすっ 
くぇ ゅけかっきう しなおさぇとっくうは. ┿ 
すけゃぇ いぇこぇいゃぇ ゃ こけ-ゅけかはきぇ 
しすっこっく こさぇゃぇすぇ くぇ くぇこせしおぇ
とうすっ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっ
かう, こけはしくはゃぇ ぇょゃけおぇす ╃うぇくぇ 
╂なさょっゃぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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》『╅╇╊〉╊【《 〉╅ ╉《╆『《 》╅′¨ 
《【 ╆《]╊』【¨  ¨ 〉╊ぅ╅』【¨っ

¨すゃなょ けゅかっょぇかけすけ - こさけそ. ′ぇつっゃ いぇ ′ぇつっゃ う きっ-
ょうちうくぇすぇ:  
]なょぉぇすぇ きぇえ ゃうくぇゅう きう っ こけきぇゅぇかぇ. ] こさけそっしうは-

すぇ, しなし しっきっえしすゃけすけ, し こさうはすっかうすっ.
′はきぇ こぇくぇちっは ゃ きっょうちうくぇすぇ! 
′ぇえ-ゅけかはきけすけ きう せょけゃかっすゃけさっくうっ っ, つっ しないょぇょけた 

ておけかぇ ゃ おぇさょうけたうさせさゅうはすぇ. 〉すさっ ょぇ しこさぇ ょぇ けこっ-
さうさぇき, くはきぇ ょぇ しっ せしっすう, くうおけえ くはきぇ ょぇ さぇいぉっさっ.
╁ きっょうちうくぇすぇ っ こさっしすなこかっくうっ ょぇ おさうって くぇせつっくけすけ!
╊っおぇさ, おけえすけ くっ しかっょう くけゃけすけ う くっ しっ せつう けす くぇえ-

ょけぉさうすっ, っ いぇゅせぉっく.
╁ きっょうちうくぇすぇ しきなさすすぇ くっ きけあっ ょぇ しっ ういぉっゅくっ, くけ 

くぇえ-ゃぇあくけすけ すけゅぇゃぇ っ ぇい ょぇ くはきぇき こさっすっくちうう おなき 
しっぉっ しう. 
]ゃっすなす しっ おさっこう くぇ さっょぇ. 
╁ぇあくけすけ っ ょぇ いくぇって おぇおゃけ きけあって ょぇ こさけきっくうて. 
‶ぇさうすっ しぇ しさっょしすゃけ, くっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす しぇきけちっか.
¨ぉうつぇき こさけしすうすっ くっとぇ - くぇこさうきっさ, ょぇ かっゅくぇ くぇ 

すさっゃぇすぇ う ょぇ つせゃぇき おぇおゃけ ゅけゃけさう いっきはすぇ. ╉けえすけ くっ 
ゅけ っ ういこうすぇか, すけえ くっ きけあっ ょぇ さぇいぉっさっ.
[ってう かう ╂けしこけょ つけゃっおなす ょぇ あうゃっっ, くうおけえ くっ 

きけあっ ょぇ こけこさっつう.
′っ しなき こけ こけいうすっ. 』けゃっお すさはぉゃぇ ょぇ っ けしゃけぉけょっく, 

くっこさっしすけさっく, ょさせゅけすけ っ いぇぉかせょぇ - ゅかぇゃくけ いぇ くっゅけ. 

〈さうょっしっすうくぇ きかぇょけちう ゃ せつっくうつっしおう せくうそけさきう, ゃこっさうかう せしすさっきっく こけゅかっょ ゃ 
ぉなょっとっすけ, しすぇさぇすっかくけ こけょさっょっくう ゃ つっさくけ-ぉはかぇすぇ しくうきおぇ いぇ しこけきっく - う くっこさっ-
きっくくけ - し おかぇしくぇすぇ ゃ しさっょぇすぇ... ╁しっおう ぇぉうすせさうっくす けす ゃすけさぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 20-すう 
ゃっお こぇいう ゃ ぇかぉせきぇ しう くっとけ すぇおけゃぇ. ╁ ぇかぉせきぇ しう. ¨ぉぇつっ っょくぇ さぇいかうつくぇ おかぇしくぇ 
- ょさせゅぇさおぇすぇ ╋ぇさうは 『ぇさっゃぇ, おけはすけ おなすぇ ぉっいぉさけえ ぇかぉせきう, ういゃぇあょぇ „こさっょ しおけぉう” 
ゃ せさぇゃくっくうっすけ くぇ あうゃけすぇ しう こさけそっしうはすぇ くぇ せつうすっか う いぇすけゃぇ し きかぇょっあうすっ し そせ-
さぇあおうすっ けす III „ぉ” おせさし すは ゃしっおう ょっく しう おぇいゃぇ う ”╃けぉさけ せすさけ!”, う „╊っおぇ くけと!”. 
‶さけしすけ - ゅけかはきぇすぇ しくうきおぇ ゃ こけしすぇゃおぇ, ういさぇぉけすっくぇ こけ うょっは くぇ おかぇしくぇすぇ ゃ つぇしけ-
ゃっすっ こけ すったくうつっしおう こさっょきっすう, くうおけゅぇ くっ っ こさうぉうさぇくぇ ゃ ぇかぉせきぇ きっあょせ しすっくうすっ 
くぇ しこけきっくうすっ. 〈は っ こけょさっょっくぇ くぇ ゃうょくけ きはしすけ ゃ ょくっゃくぇすぇ くぇ おなとぇすぇ し つうきてうさっ-
くうは ょゃけさ ゃ ╄くうくぇ. ′ぇょ すっかっゃういけさぇ. 〉つうすっかしすゃけすけ いぇ 『ぇさっゃぇ しう けしすぇゃぇ ゃけょっとぇすぇ 
くけゃうくぇ ゃ あうゃけすぇ, ゃっつっ ぉかういけ 25 ゅけょうくう しかっょ ういかういぇくっすけ ゃ こっくしうは. ╋けあっ ぉう, 
いぇとけすけ っ ぉうかぇ せつうすっか くっ ょさせゅぇょっ, ぇ ゃ こさけそっしうけくぇかくけすけ せつうかうとっ くぇ „┿さしっくぇか”.

‶なさゃけくぇつぇかくけ ぇさしっくぇかしおけすけ 
せつうかうとっ, おけっすけ こけょゅけすゃは 

さぇぉけすくうちう いぇ ょっしっすおうすっ こさけうい
ゃけょしすゃぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, っ しなし 
しすぇすせす くぇ ‶〈〉. ‶〈〉-すぇすぇ, おぇおすけ 
いくぇはす けおけかけ う くぇょ 50-ゅけょうてくうすっ 
ょくっし, しぇ こさけそっしうけくぇかくう せつうかう
とぇ, おけうすけ くぇゃさっきっすけ いぇゃけょうすっ 
こけょょなさあぇす. ′ぇえ-くぇこさっょ せつう
かうとっすけ しっ こけきっとぇゃぇかけ ゃ おけさ
こせしうすっ くぇ ′╇〈╇, こけしかっ しっ こさっ
きっしすゃぇ ゃ しけぉしすゃっくぇすぇ しう しゅさぇょぇ 
- くぇ おさぇつおぇ けす しっゃっさくうは こけさすぇか. 
╉なょっすけ しう しすけう う ょくっし. ′け ゃっつっ 
- ぉっい せつっくうちう, おけくしすぇすうさぇ しなし 
あぇかけしす くはおけゅぇてくぇすぇ こさっこけょぇ
ゃぇすっかおぇ こけ きぇてうくくけ つっさすぇくっ, 
すったくけかけゅうは くぇ きっすぇかうすっ, けぉとぇ 
う しこっちうぇかくぇ すったくけかけゅうは, つっ う 
こさぇおすうおぇ. ]ないょぇょっくけ, いぇ ょぇ せつう 
きかぇょうすっ たけさぇ くぇ いぇくぇはす, せつう
かうとっすけ ういょぇゃぇ おぇょさう, ゅけすけゃう 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ. ╋けきつっすぇすぇ 
う きけきうつっすぇすぇ, こけ きっすけょうおぇすぇ 
けす ぉかういおけすけ きうくぇかけ, こさっおぇさゃぇす 
こけつすう っょくぇおゃけ ゃさっきっ いぇょ つうくぇ 
ゃ おかぇしくぇすぇ しすぇは う こけ きぇてうくうすっ 
ゃ せつっぉくうすっ さぇぉけすうかくうちう う ちっ
たけゃっすっ くぇ „┿さしっくぇか”. ]すけすうちう 
ょっちぇ ゃ 8 こぇさぇかっかおう ゅけょうてくけ うょ
ゃぇかう すせお, いぇ ょぇ しすぇくぇす ぉなょっとう 
ぇさしっくぇかちう. „╇きぇたきっ こぇさぇかっか
おう けす ぉせおゃぇ „ぇ” ょけ ぉせおゃぇ „あ”, し 
ゅけさょぇ せしきうゃおぇ しう しこけきくは 『ぇさっ
ゃぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ うきぇかけ こけ 44 
せつっくうちう ゃ おかぇし. 〈は こさけたけょうかぇ 
ゃ こさけそっしうはすぇ いぇっょくけ しなし しな
こさせゅぇ しう - ╃うきけ 『ぇさっゃ, けすかうつくけ 
こけいくぇす くぇ しすけすうちう けさなあっえくうちう 
おぇすけ こさっこけょぇゃぇすっか こけ „╋ぇてうく
くう っかっきっくすう” う „╉せさしけゃ こさけっおす” 
ゃ ╋ったぇくけすったくうおせきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╃ゃぇきぇすぇ しっ いぇこけいくぇかう ゃ ]けそうは, 
おなょっすけ せつぇす, ぇ こけしかっ こけしゃっとぇ
ゃぇす こさけそっしうけくぇかくうは しう あうゃけす 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ う こっょぇゅけ
ゅうおぇすぇ. ╆ぇ 『ぇさっゃぇ,  ゃないこうすぇくう
ちうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ せつうかうとっ, 
おけっすけ こけしかっ しすぇゃぇ ]‶〈〉 こけ きぇ
てうくけしすさけっくっ おなき  ¨╆ „《さうょさうた 
╄くゅっかし”, ょくってくうはす „┿さしっくぇか”, 
ゃうくぇゅう しぇ しう けしすぇゃぇかう ょっちぇ. 〈は 
う ょくっし おぇいゃぇ: ”╋くけゅけ ょけぉさう ぉはたぇ 
ょっちぇすぇ, きくけゅけ さぇぉけすかうゃう.” ╉ぇいゃぇ 
ゅけ し けぉうつ う こけょつっさすぇゃぇ, つっ ゃうくぇ
ゅう しう っ けぉうつぇかぇ う ういゃなくおかぇしくぇすぇ 
さぇぉけすぇ, いぇとけすけ: ”╋くけゅけ っ かっしくけ 
しぇきけ ょぇ しう ういこっって せさけおぇ う ょぇ 
しう たけょうて”. 〈は くっ ゅけ っ こさぇゃうかぇ 
くうおけゅぇ. ╁ しこけきっくうすっ けす さぇぉけすぇ
すぇ しう ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ せつうかうとっ 
『ぇさっゃぇ しはおぇて くはきぇ かけてう しかっょう 
けす くっこけしかせてくう せつっくうちう. ╇かう 
- こさけしすけ こさうっきぇ きかぇょっあおうすっ 
ぉせえしすゃぇ くぇ „ょっちぇすぇ” し せしきうゃおぇ. 
〈は しっ しきっっ くぇ ぉっかうすっ けす けくけゃぇ 
ゃさっきっ, くぇえ-かのぉうきう くぇ せつっくうちう
すっ ゃ きっしっちうすっ くぇ こさけしかけゃせすうすっ 
せつっくうつっしおう ぉさうゅぇょう. ╆ぇょなかあう
すっかくうすっ すさせょけょくう, おけうすけ きかぇ
ょっあうすっ こさっい しけちうぇかういきぇ ょぇゃぇたぇ 
こけ ょゃぇ きっしっちぇ - かっすっ う っしっく こけ 
ぉなかゅぇさしおうすっ こけかっすぇ, くぇうしすうくぇ 
しぇ けしすぇゃうかう せ ゃしっおう すけゅぇゃぇてっく 
せつっくうお う しすせょっくす ぉっいちっくくう しこけ
きっくう. ┿ しなとけ - う いぇ せつうすっかうすっ. 
‶さっい せつっぉくけ ゃさっきっ せつうすっかうすっ くっ 
こさけしすけ こさっこけょぇゃぇかう ゃ おかぇし, こけ
こなかゃぇかう ぉっかっあくうちう, ょくっゃくうちう 
う さぇいこさっょっかっくうは, いぇしっょぇゃぇかう くぇ 

しなゃっすう ょけ すなきくけ, くけ う ゃっ
つっさ - けぉうおぇかはかう こけ おなとうすっ 
う おゃぇさすうさうすっ くぇ ょっちぇすぇ ょぇ 
こさけゃっさはゃぇす ょうしちうこかうくぇすぇ 
ういゃなく せつうかうとっ, ぉうすけゃうすっ 
せしかけゃうは う こしうたけおかうきぇすぇ ゃ 
しっきっえしすゃけすけ. ′っとけ こけゃっつっ 
- せつうすっかうすっ ゃっつっさ しかっょっかう 
うきぇ かう こけしっとっくうは こけ いぇゃっ
ょっくうは, おなょっすけ こさうしなしすゃう
っすけ くぇ せつっくうちう ぉっ いぇぉさぇ
くっくけ. ╇しすうくしおう いぇぉさぇくっくけ, 
くっ おぇすけ ょくっし. ‶け けくけゃぇ 
ゃさっきっ, おけゅぇすけ くぇさせてうすっ
かうすっ しっ おさうはす こけょ きぇしうすっ, 
とけき せしっすはす せつうすっかしおう おさぇお 
ゃ おぇそっくっすけ, うしすうくしおうすっ 
おせこけくう しすぇゃぇす こけ おなとうすっ 
う けしけぉっくけ - こけ おゃぇさすうさうすっ. 
′ぇえ-ゃっつっ - こけ ぉさうゅぇょうすっ 
うい しっかぇすぇ. ╉ぇいぇくかなておけすけ 
]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ 
けぉうおけかうかけ ちはかぇ 』うさこぇく
しおぇ ╀なかゅぇさうは いぇ ぉっさうすぉぇ 
くぇ ゅさけいょっ う こぇきせお. 『ぇさっゃぇ 
けとっ しう しこけきくは おぇお し せしこっ
てっく こっょぇょけゅうつっしおう こさうえ
けき /いぇとけすけ くぇおぇいぇくうっすけ 

すさはぉゃぇ ょぇ しなけすゃっすしすゃぇ くぇ 
こさけゃうくっくうっすけ!/ せしこはかぇ ょぇ 
しこぇしう けす くぇおぇいぇくうっ う うい
おかのつゃぇくっ くはおけかおけ こさけゃう
くうかう しっ し ぉせえしすゃぇ ゃ おゃぇさ
すうさぇすぇ きかぇょっあう. 
‶さけしすけ こさっょかけあうかぇ ょぇ 

いぇきっくはす けすしすさぇくはゃぇくっすけ 
けす せつうかうとっ し すさせょ くぇ こけ
かっすけ. ¨ぉっとぇかぇ しこぇしっくうっ 
けす ういおかのつゃぇくっすけ, けしうゅせ
さうかぇ すっくょあっさぇ し おのそすっすぇ 
いぇ しすうきせか う すぇおぇ せしこはかぇ 
ょぇ „いぇこぇかう” くぇさせてうすっかうすっ 
ょぇ こさっういこなかくはす くけさきうすっ し 
さぇょけしす, つっ ういかっいかう う こなさ
ゃっくちう ゃ しけちうぇかうしすうつっしおけ
すけ しなさっゃくけゃぇくうっ. ╆ぇ おけっすけ 
ょっちぇすぇ こけかせつうかう くぇゅさぇょぇ 
けす てっそぇ くぇ しっかしおぇすぇ おけけ
こっさぇちうは. 〈けえ ょけてなか くぇこさぇ
ゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお しかっょ きっしっち, 
いぇ ょぇ ゃさなつう こけょぇさなお - ゅさぇ
きけそけく, し おけえすけ おかぇしなす ょなかゅけ 
けさゅぇくういうさぇか „いぇぉぇゃう”... 

〉つうすっかはす ぉっ くぇ
ゅけかはきぇ こけつうす.

〈けゃぇ っ うしすうくしおぇすぇ さぇいかう
おぇ けす こけかけあっくうっすけ くぇ こさっ
こけょぇゃぇすっかは ょくっし う こさっょう, 
おぇすっゅけさうつくぇ っ 『ぇさっゃぇ. ╋ぇ
おぇさ う ょぇ くっ っ せつうすっかしすゃぇかぇ 
ゃ くけゃけすけ ゃさっきっ, すは しこけょっかは 
ゃこっつぇすかっくうは し ょくってくう おけ
かっゅう う っ ういせきっくぇ けす すけゃぇ, 
おけっすけ しっ しかせつゃぇ ゃ ぉなかゅぇさ
しおけすけ せつうかうとっ, おなょっすけ くうすけ 
ょっちぇすぇ しっ せつぇす くぇ いぇくぇはす 
おぇおすけ すさはぉゃぇ, くうすけ しっ ゃない
こうすぇゃぇす, くうすけ せつうすっかうすっ しっ 
せゃぇあぇゃぇす..., ういけぉとけ - くうとけ 
くっ っ くぇさっょ. ┿ くぇゃさっきっすけ - 
ょっちぇすぇ しう しゃぇかはかう てぇこおうすっ 
こさっょ くっは. ╉けゅぇすけ こけしすなこう
かぇ ゃ せつうかうとっ こさっい 1960-
すぇ, せつっくうちうすっ けとっ くけしっかう 
そせさぇあおう こけ ゅかぇゃうすっ, けしゃっく 
せくうそけさきうすっ. „『はかぇ ゅけょうくぇ 
せつうすっかはす こけ そういうつっしおけ ゅう 
せつってっ おぇお ょぇ しゃぇかはす てぇこ
おぇ...”, こけきくう 『ぇさっゃぇ, おけはすけ 

うきぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう ちっかう 13 
ゃうこせしおぇ こさけそっしうけくぇかくう 
ぇさしっくぇかしおう きぇてうくけしすさけ
うすっかう. ‶さけすうゃくけ くぇ さぇい
こさけしすさぇくっくけすけ きくっくうっ, つっ 
ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ せつうかうとっ 
うょゃぇかう しかぇぉぇちうすっ, 『ぇさっゃぇ 
こけきくう ょさせゅけ けす ゃさっきっすけ くぇ 
ょうさっおすけさぇ ╆かぇすう ╆かぇすっゃ: 
ょぇあっ ょっちぇ し こなかくけ てっしす ょう
こかけきぇ しぇ せつうかう すせお. 〈けかおけ
ゃぇ ゅけかはき ぉうか くぇこかうゃなす いぇ 
せつうかうとぇすぇ, つっ う ゃ ]‶〈〉-すけ 
うょゃぇかう けすかうつくうちう. ′はおけう 
けす すはた しすぇくぇかう うくあっくっさう, 
っょうく - てぇきこうけく こけ ぉけさぉぇ, 
くけ きくけいうくしすゃけすけ - けすかうつくう 
ぇさしっくぇかちう:  しすさせゅぇさう, そさっ
いうしすう, きけくすぬけさう, かっはさう, 
てかけしっさう... ‶けゃっつっすけ けす すはた 
いぇゃなさてゃぇかう ょけこなかくうすっかくけ 
う ╋ったぇくけすったくうおせきぇ. ╋くけゅけ 
う ょくっし こけきくはす ょさせゅぇさおぇすぇ 
『ぇさっゃぇ. ╇ は しこうさぇす こけ せかう
ちうすっ, おぇくはす は くぇ しさっとう くぇ 

ゃうこせしおぇ. 〈うは せつっくうちう, くは
おけう けす おけうすけ ゃっつっ しっ こっく
しうけくうさぇす ゃ „┿さしっくぇか”, けとっ 
こさっょう ょぇ ゃいっきぇす ょうこかけきぇ, 
しすぇゃぇかう しこっちうぇかうしすう, さぇい
おぇいゃぇ せつうすっかおぇすぇ こけ こさけそっ
しうは. ‶けしすうあっくうはすぇ ゅけゃけさはす 
しぇきう.

40 ぉけさきぇてうくう ゅけょうてくけ 
こさけういゃっあょぇかう

ぇさしっくぇかしおうすっ せつっくうちう.        

‶さけょせおちうはすぇ くぇ せつっくうちう
すっ ぉうかぇ すなさしっくぇ けす きぇてう
くけしすさけうすっかくうすっ こさっょこさうは
すうは ゃ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, おけうすけ 
„ゅかぇょせゃぇす” いぇ さっいっさゃくう つぇし
すう. „╂けかはきけ こさけういゃけょしすゃけ 
ぉってっ!”, おぇいゃぇ 『ぇさっゃぇ, いぇ 
おけはすけ っ ゃぇあくけ, つっ いぇ すさせょぇ 
しう ょっちぇすぇ こけかせつぇゃぇかう う こさっ
きうう - こけ 80-100 かっゃぇ ゅけょうて
くけ. ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ „こさっきうは”, 
けぉぇつっ, しう けしすぇゃぇ けしうゅせさっくぇ
すぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ くぇゃさっきっ
すけ ょうこかけきぇすぇ ゅぇさぇくすうさぇてっ. 
¨しゃっく し ょうこかけきぇ う しゃうょっ

すっかしすゃけ いぇ こさけそっしうけくぇかくう 
せきっくうは, ぇさしっくぇかしおうはす ぇぉう
すせさうっくす ういかういぇか けす ]‶〈〉-すけ 
し けしうゅせさっくぇ さぇぉけすぇ ゃ けさな
あっえくうちぇすぇ. ╁っょくぇゅぇ ゅけ こさぇ
とぇかう くぇ さぇぉけすぇ う ょけさう くはおけう 
しっ しなさょっかう, つっ くっ きけゅぇす ょぇ 
うょぇす くぇ きけさっ しかっょ いぇゃなさて
ゃぇくっすけ. „]ないょぇゃぇたきっ ょけぉさう 
きぇえしすけさう” - すけゃぇ っ けぉはしくっ
くうっすけ くぇ ╋ぇさうは 『ぇさっゃぇ. ╆ぇ 
こけょゅけすけゃおぇすぇ こさうくけし うきぇかう 
ょけぉさうすっ せしかけゃうは くぇ けぉせつっ
くうっ: けぉけさせょゃぇくう おぇぉうくっすう 
し すったくうつっしおう しさっょしすゃぇ, けしう
ゅせさっくう けす しぇきけすけ ぇさしっくぇかしおけ 
こさけういゃけょしすゃけ, さぇぉけすうかくうちう, 
さぇぉけすくう きっしすぇ こけ ちったけゃっすっ... 
╇ - „〈けこかけ くぇゃしはおなょっ!”. 〈け
こかはす う しこけきっくうすっ いぇ つぇしけゃっ
すっ し ょっちぇすぇ ういゃなく せつうかうとっ:

„╉ぇおゃう っおしおせさいうう
こさぇゃったきっ!”

〉つうすっか けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
おかぇしくうはす ぉっ ゃしうつおけ, けしけぉっくけ 
いぇ ょっちぇすぇ こけ おゃぇさすうさう ゃ つせあ
ょう ゅさぇょけゃっ, 『ぇさっゃぇ けさゅぇくう
いうさぇかぇ う っおしおせさいうう.    ╄ょくぇ 
けす すはた しなゃこぇょくぇかぇ し ゅけかはきけすけ 
しなぉうすうっ くぇ 80-すっ: ”]きなさすすぇ 
くぇ しなゃっすしおうは ゃけょぇつ ╊っけくうょ 
╀さっあくっゃ, いぇ おけゅけすけ くうおけえ くっ 
ゃはさゃぇてっ, つっ きけあっ ょぇ せきさっ. 
〈うは ょくう ちはかぇ ╀なかゅぇさうは こけ
すなくぇかぇ ゃ すさぇせさ, けぉぇつっ せつっ
くうちうすっ くぇ 『ぇさっゃぇ ぉうかう くぇ 
っおしおせさいうは う ょさないくぇかう ょぇ しっ 
こけゃっしっかはす. ╉けっすけ いぇ きぇかおけ 
ょぇ うき しないょぇょっ けゅさけきくう こさけ
ぉかっきう. ¨す おけっすけ ょさせゅぇさおぇすぇ 
『ぇさっゃぇ せしこはかぇ ょぇ ゅう けすすなさゃっ.
〉しきうゃおぇすぇ くぇ ╋ぇさうは 『ぇ

さっゃぇ, おけはすけ っ いぇこっつぇすぇくぇ ゃ 
つっさくけ-ぉはかぇすぇ しくうきおぇ くぇょ すっ
かっゃういけさぇ し III „ぉ” おせさし, けつっ
ゃうょくけ っ けすゃぇさはかぇ ゃさぇすう. 〈は 
ゅけ こさぇゃう う ょくっし: ゃうっ こうすおう う 
ぉぇくうちう いぇ こけつっさこおぇ くぇ  ょっしっ
すうくぇすぇ しなしっょう けす しっょはくおぇすぇ, 
おなょっすけ ゃしはおぇ かはすくぇ ゃっつっさ しっ 
しなぉうさぇす いぇ さぇいょせきおぇ くぇ こっえ
おぇすぇ, きぇえしすけさしおう  くぇこさぇゃっくぇ 
けす しうくぇ - こけかおけゃくうお 》さうしすけ 
『ぇさっゃ. 〈けえ  いぇ きぇかおけ きうくぇ
かぇすぇ っしっく ょぇ しこっつっかう ういぉけさう
すっ いぇ おきっす くぇ ╄くうくぇ..., ぇ しっゅぇ 
っ ゃ ┿くゅかうは. ╀ぇくうちう, きせしぇおぇ 
う けとっ かのぉうきう さけょくう ゅけいぉう 
╋ぇさうは しこさはすぇ う いぇ こさうはすっかう
すっ ぇきっさうおぇくちう - ょけぉさけゃけか
ちう けす ]┿】, おけうすけ こけしさっとぇす 
くぇえ-しおなこうすっ しう ゅけしすう  しう し 
ゃおせしけすううすっ くぇ ╋ぇさうは. 『ぇさっ
ゃぇ てっしす ゅけょうくう こけしさっとぇ う 
ういこさぇとぇ ゅけしすう ゃ こっくしうけくっさ
しおうは おかせぉ くぇ ╄くうくぇ, おけえすけ 
こさっょしっょぇすっかしすゃぇ けす 2004-すぇ 
ょけ 2010-すぇ. ┿ っくうくしおうはす おかせぉ 
くっ っ いぇ こけょちっくはゃぇくっ. 〈せお しっ 
けさゅぇくういうさぇす かっおちうう, しこはゃおう, 
っおしおせさいうう, こさぇいくうちう... ‶さぇい
くうちうすっ くっ しこうさぇす う ゃ ょけきぇ くぇ 
╋ぇさうは. ¨しっきすっ ゃくせちう - ょっ
ちぇすぇ くぇ 》さうしすけ う ]すっそおぇ, くっ 
しこうさぇす ょぇ うょゃぇす ゃ おなとぇすぇ し 
つうきてうさっくうは ょゃけさ, こけょさっあ
ょぇく けす ぉぇぉぇ. 
′っ しこうさぇす ょぇ うょゃぇす ゃくせちう

すっ - くはおけう - ょぇあっ けす つせあぉう
くぇ, くはおけう - ゃっつっ う しなし しゃけう 
ょっちぇ. ╇ くっういきっくくけ しっ しくうきぇす 
いぇ しこけきっく. ]くうきおう けす しゃぇすぉう, 
さけあょっくくう ょくう, ぉぇかけゃっ, ょさせ
ゅぇさしおう しさっとう う しっきっえくう のぉう
かっう しぇ ういこなかくうかう こけゃっつっ けす 
10 ぇかぉせきぇ けぉうつくう しこけきっくう. 
′け しぇきけ っょくぇ っ けおぇつっくぇ こけ-
ゃうしけおけ けす くけゃうくうすっ  う すゃ-しっ
さうぇかうすっ - ”╉かぇしくぇすぇ し ょっちぇすぇ 
けす ぇさしっくぇかしおけすけ せつうかうとっ”. 
╋ぇさうは こけゅかっあょぇ こけしすけはくくけ 
おなき くっは う ゃ さっおかぇきくうすっ こぇせ
いう きっあょせ けぉさぇいうすっ くぇ ╇くょあう 
う ╋ったきっょ, かのぉうきう くぇ ゃしっおう 
さけょっく こっくしうけくっさ, う ょけおぇすけ 
しこうさぇ ぉけょゃぇくっすけ し おせおぇすぇ いぇ 
こかっすっくっ ゃ  せくうおぇかくうすっ ゃない
ゅかぇゃくうつおう, すっさかうつおう, ょっすしおう 
こぇかすっくちぇ, つっさょあっくちぇ, しせゃっ
くうさつっすぇ う こさけつうっ - しぇきけ くっえ
くう きぇえしすけさかなちう, し おけうすけ うし
すうくしおう しっ ゅけさょっっ. ╆ぇとけすけ しぇ 
くっえくう う いぇとけすけ しぇ おさぇしうゃう. ╇ 
いぇとけすけ けぉうつぇ ょぇ ゅう こけょぇさは
ゃぇ, いぇ ょぇ さぇょゃぇ ょさせゅうすっ.  
╁しっ しなとぇすぇ さぇょけしす, おけは

すけ しゃっすゃぇ くぇしおけさけ ゃ けつうすっ 
きっあょせ ょさせゅぇさおぇすぇ 『ぇさっゃぇ う 
けくいう, ゃっつっ 50-ゅけょうてっく, せつっ
くうお こさっょ ぇさしっくぇかしおぇ こっくしうは, 
おけえすけ ゃ しかせつぇえくぇ しさっとぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうは こぇいぇさ は しこうさぇ, 
いぇ ょぇ え ちっかせくっ さなおぇ.  

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

- ╉けゅぇ たけさぇ おぇすけ ╁ぇし しっ 
せこけゃぇゃぇす くぇ ′っゅけ?
- ‶さけそっしうはすぇ きう っ ょぇかぇ たう-

かはょう ょけおぇいぇすっかしすゃぇ, つっ くうっ 
しきっ こうけくおう, けさなょうっ ゃ さなちっすっ 
くぇ くはおぇおゃぇ こけ-ゃうしてぇ しうかぇ. 
╃ぇかう っ ╀けゅ, ょぇかう っ くっとけ ょさせ-
ゅけ, くっ おけきっくすうさぇき.

- ╆くぇつう つせょっしぇ しすぇゃぇす?
- ┿ぉしけかのすくけ!

- ┿ うきぇすっ かう ゅけかはきけ 』せょけ 
ゃ こさけそっしうはすぇ しう? 
- ′っこさっおなしくけすけ しっ しかせつゃぇす 

くはおぇおゃう つせょっしぇ. ╁ こけゃっつっ-
すけ しかせつぇう しぇ こけかけあうすっかくう. 
]ぇきけ こさっょう きっしっち けこっさうさぇた 
こぇちうっくす, おけえすけ こけ ゃしうつおう 
こさぇゃうかぇ すさはぉゃぇてっ ょぇ せきさっ. 
′け すけえ けあうゃは. ╉ぇおすけ おぇいゃぇす 
くはおけう, ゃなこさっおう ゃしうつおう くぇきっ-
しう くぇ ょけおすけさうすっ, すけえ けあうゃは う 
しっゅぇ っ ょけぉさっ. ′ぇかけあう しっ ょぇ 
きせ しかぇゅぇきっ ういおせしすゃっくけ しなさ-
ちっ - こけきこぇ, し けすゃけさっく ゅさなょっく 
おけて, ういかっいっ し こけおぇいぇすっかう, 
くっしなゃきっしすうきう し くけさきぇかくうは 
あうゃけす, くけ すけえ しっ けこさぇゃう. 
‶ぇちうっくすなす ぉっ くぇ 67 ゅけょうくう. 
〈ぇおぇ つっ, っすけ ゃう っょうく こさうきっさ 
いぇ すけゃぇ, つっ ゃうくぇゅう けくいう 〈ぇき, 
くっ くうっ. 

- ╀ぇえこぇしなす - すけゃぇ かう っ こぇ-
くぇちっはすぇ いぇ ぉけかくけすけ しなさちっ?
- ′はきぇ こぇくぇちっは ゃ きっょうちう-

くぇすぇ! ′はきぇ かっおぇさしすゃけ, おけっすけ 
ょぇ かっおせゃぇ ゃしうつおけ.  ╆ぇ ゃしっおう 
くぇつうく くぇ かっつっくうっ うきぇ けこさっ-
ょっかっくう こけおぇいぇくうは う ゃ いぇゃう-
しうきけしす けす すけゃぇ おぇおゃう しぇ すっ, 
しっ こさうかぇゅぇ っょくけ うかう ょさせゅけ 
かっつっくうっ. ╀ぇえこぇしなす っ っょうく けす 
きっすけょうすっ いぇ かっつっくうっ くぇ うしたっ-
きうつくぇすぇ ぉけかっしす くぇ しなさちっ-
すけ. ╇したっつきうつくぇすぇ ぉけかっしす くぇ 

しなさちっすけ っ いぇぉけかはゃぇくっ, おけっすけ 
しっ かっおせゃぇ けす くはおけかおけ しこっちう-
ぇかくけしすう う いぇすけゃぇ ╄ゃさけこっえ-
しおぇすぇ ぇしけちうぇちうは こけ ゅさなょくぇ う 
しなさょっつくけ-しなょけゃぇ たうさせゅうは う 
╄ゃこけこっえしおけすけ ょさせあっしすゃけ こけ 
おぇさょうけかけゅうは しっ しなぉさぇたぇ, うい-
ぉさぇたぇ っょくぇ おけきうしうは う ういょぇ-
ょけたぇ っょくけ さなおけゃけょしすゃけ, おけっすけ 
おぇいゃぇ, つっ うしたっきうつくぇすぇ ぉけかっしす 
くぇ しなさちっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ かっ-

おせゃぇ けす すうき, けす けすぉけさ かっおぇさう. 
╁ すけいう けすぉけさ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ 
しなさょっつっく かっおぇさ, すっさぇこっゃすう-
つっく おぇさょうけかけゅ, おけえすけ かっおせゃぇ 
し かっおぇさしすゃぇ, うくすっさゃっくちうけくぇ-
かっく おぇさょうけかけゅ, おけえすけ かっおせゃぇ 
し おぇすっすさう う うくすっさゃっくちうう, う 
しなさょっつっく たうさせゅ, おけえすけ かっおせゃぇ 
し たうさせさゅうは. ╁ すけゃぇ さなおけゃけょ-
しすゃけ きくけゅけ しすさけゅけ っ せおぇいぇくけ 
おけゅぇ きけあっ ょぇ しっ こさぇゃう しすっくょ, 
おけゅぇ きけあっ ょぇ しっ けすうょっ くぇ けこっ-
さぇちうは, おけゅぇ きけあっ ょぇ しっ かっおせ-
ゃぇ しぇきけ し かっおぇさしすゃぇ. ╇ ょゃっすっ 
ょさせあっしすゃぇ ゃ ╀なかゅぇさうは - こけ 
おぇさょうけたうさせさゅうは う こけ おぇさょう-
けかけゅうは, しなとけ しぇ こさっこけょこうしぇ-
かう う こさうっかう すけいう っゃさけこっえしおう 
ょけおせきっくす う しぇ こさういくぇかう, つっ 
ゅけ こさうっきぇす う とっ ゅけ こさうかぇゅぇす, 
くけ, いぇ しなあぇかっくうっ, くぇ きくけ-
ゅけ きっしすぇ すけゃぇ ゃしっ けとっ くっ しっ 
しこぇいゃぇ. ╀けかくうすっ しっ かっおせゃぇす 
しぇきけ けす っょうく かっおぇさ: くはきぇ ゃすけ-
さけ, すさっすけ きくっくうっ, おけっすけ っ いぇ-
ょなかあうすっかくけ ゃ ╄ゃさけこぇ. ′ぇ ぉけ-
かくうすっ くっ しっ けぉはしくはゃぇ いぇ おぇおけ 
しすぇゃぇ ょせきぇ. ┿おけ しっ うしおぇ くっゅけ-
ゃけすけ しなゅかぇしうっ, すぇおぇ くぇさっつっくけ 
“うくそけさきうさぇくけ しなゅかぇしうっ”, すけ 
っ ぉっいおさぇえくけ くっうくそけさきうさぇ-
くけ しなゅかぇしうっ. ¨ぉはしくはゃぇ しっ くぇ 
こぇちうっくすぇ しぇきけ けす っょうく つけゃっお, 
おけえすけ っ くぇ ゃたけょぇ う くぇ ういたけ-
ょぇ - すけゃぇ っ おぇさょうけかけゅなす, すけえ 

くっ ゃうくぇゅう おぇいゃぇ ゃしうつおけ. [ぇい-
ぉうさぇ しっ, うきぇ う きくけゅけ ょけぉさけ-
しなゃっしすくう おぇさょうけかけいう, おけうすけ 
くぇしけつゃぇす こぇちうっくすぇ すけつくけ すぇき, 
おなょっすけ すさはぉゃぇ, しこけさっょ こけおぇ-
いぇくうはすぇ うき. ╇ しこけさっょ すけゃぇ 
さなおけゃけょしすゃけ. ′け, いぇ しなあぇかっ-
くうっ, おけくすさけかなす ゃなさたせ すっいう 
くっとぇ っ くっこなかくけちっくっく ゃ ╀なか-
ゅぇさうは, ゃしっ けとっ. ┿ すけえ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ ういゃなさてゃぇ ゃっょくなあ けす 
╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ, いぇとけすけ ゃ ぇか-
ゅけさうすなきぇ くぇ おかうくうつくうすっ こな-
すっおう すけゃぇ くっとけ っ いぇかけあっくけ. 
╇ ゃすけさう こなす けす ╋うくうしすっさしすゃけ 
くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ. 

- 〈さう こなすう ゃっつっ ╁う おぇくはす 
いぇ きうくうしすなさ くぇ いょさぇゃっけ-
こぇいゃぇくっすけ う ╁うっ すさう こなすう 
けすおぇいゃぇすっ. ╆ぇとけ?
- ‶なさゃけ: ゃしうつおう こけおぇくう しa 

ぉうかう くっそけさきぇかくう, すけっしす くっ 
しぇ けそうちうぇかういうさぇくう, ぇ ゃ こさう-
はすっかしおう さぇいゅけゃけさ. ╁すけさけ: くぇ 
ゃしうつおう しなき おぇいゃぇか, こさっょう 
ょぇ きっ こけおぇくはす, つっ いょさぇゃっけ-
こぇいゃぇくっすけ くっ っ こさうけさうすっす ゃ 
╀なかゅぇさうは. ╇ ょぇ しかっいっ くはおけえ 
し けさっけか くぇ ゅかぇゃぇすぇ, くっ きけあっ 
ょぇ ゅけ けこさぇゃう, いぇとけすけ くはきぇ 
あっかぇくうっ ょぇ しっ けこさぇゃう. ╆ぇ 
ょぇ けしすぇくっ くはおけえ きうくうしすなさ 
ゃ うしすけさうはすぇ, すけえ すさはぉゃぇ ょぇ 
こさけゃっょっ きっさけこさうはすうは, おけうすけ 
くはきぇ ょぇ ぉなょぇす ょけぉさっ こさうっすう 
ゃ くぇつぇかけすけ くうすけ けす しなしかけゃう-
っすけ, くうすけ けす こぇちうっくすうすっ. ┿, 
ゃしなとくけしす, ゃ さぇきおうすっ くぇ 6 きっ-
しっちぇ とっ しっ さぇいぉっさっ, つっ しすぇゃぇ 
きくけゅけ こけ-ょけぉさっ: おぇおすけ いぇ こぇ-
ちうっくすうすっ, すぇおぇ う いぇ しなしかけゃう-
っすけ. ′け すけゃぇ しぇ くっこけこせかはさくう 
きっさおう, くけ くはおけえ すはさぉゃぇ ょぇ 
ゅう ういゃなさてう! ╁すけさけすけ, おけっすけ 
っ, おけゅぇすけ くはおけえ しすぇゃぇ きうくうし-
すなさ, すさはぉゃぇ ょぇ  いくぇっ おぇおゃぇ 
こさけゅさぇきぇ とっ しっ ういこなかくはゃぇ 
けす しなけすゃっすくぇすぇ こぇさすうは う すけえ 
しぇきうはす ょぇ うきぇ こさけゅさぇきぇ, ぇ くっ 
こけかうすうつっしおぇすぇ こぇさすうは こうてっ 
っょくぇ こさけゅさぇきぇ, おけはすけ しかっょ 
すけゃぇ くうおけえ くっ ういこなかくはゃぇ. 〈は 
っ すぇおぇゃぇ, つっ きけあっ ょぇ くぇおぇさぇ 
ゅかぇしけこけょぇゃぇすっかうすっ ょぇ ゅかぇしせ-
ゃぇす いぇ すぇいう こぇさすうは, くけ くっ っ 
さっぇかうしすうつくぇ いぇ ういこなかくっくうっ. 
‶さけゅさぇきぇ っ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ しっ 
おぇいゃぇ: ゃ こなさゃうすっ ょゃぇ うかう すさう 
きっしっちぇ とっ くぇこさぇゃう すけゃぇ, すけゃぇ 
う すけゃぇ. 《うくぇくしけゃぇすぇ けぉっいこっ-
つっくけしす くぇ すけゃぇ, おけっすけ こさっょかぇ-
ゅぇきっ, し すっいう う すっいう しさっょしすゃぇ, 
すけっしす ょぇ うきぇ おけくおさっすうおぇ. 》け-
さぇすぇ けぉうつぇす ょぇ うき しっ ゅけゃけさう 
おけくおさっすくけ. 〈けゅぇゃぇ きけあっ ょぇ しっ 
ういこなかくはゃぇ. ╇ すなえ おぇすけ すけゃぇ っ 
すさせょくけ くっとけ, すけ ゃしっおう こせしおぇ 
さぇいくう こさけゅさぇきう, ゃ おけうすけ しっ 
けぉっとぇゃぇ ょぇ しっ しゃぇかう しかなくちっ-
すけ くぇ いっきはすぇ, さぇはす ょぇ ぉなょっ すせお 
う す.く. ┿ すけゃぇ っ くっういこなかくうきけ. 
》けさぇすぇ しっ かなあぇす, ゅかぇしせゃぇす う 
くぇおさぇは くっょけゃけかしすゃぇす. ╃させゅけ-
すけ, おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇ-
ゃう, っ, つっ ぇおけ しっ こさぇゃう こけかうすう-
つっしおぇ こさけゅさぇきぇ, すさはぉゃぇ けとっ 
こさっょう ういぉけさうすっ ょぇ しっ おぇあっ: 
ぇおけ しこっつっかうき ゃかぇしすすぇ, すけいう 
とっ っ きうくうしすなさ くぇ いょさぇゃっすけ, 
ょさせゅうはす - くぇ そうくぇくしうすっ, すっ しぇ 
いぇこけいくぇすう し こさけゅさぇきぇすぇ くう う 
とっ すさはぉゃぇ ょぇ は ういこなかくはゃぇす けす 
こなさゃうは ょっく. ╇ こけくっあっ すけゃぇ くっ 
きけあっ ょぇ しすぇくっ, ぇ たぇけしなす, おけえ-
すけ しなとっしすゃせゃぇ, っ せょけぉっく くぇ 
きくけゅけ たけさぇ, くうとけ, つっ くぇさけょなす 
うしおぇ ょぇ しっ こさけきっくはす くっとぇすぇ, 
くっ しっ う こさけきっくは くうとけ. 

- ╁うっ しすっ う つかっく くぇ 〉] 
くぇ 《けくょぇちうは “╀なかゅぇさしおぇ 
さけいぇ”. 〈ぇいう ゅけょうくぇ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっょこけつっすっ 
ょぇ くっ けぉとせゃぇ し そけくょぇちう-
はすぇ, おけはすけ ゅけょうくう くぇさっょ 
けさゅぇくういうさぇてっ しなゃきっしすくけ 
し くっは ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ. 
╇きぇてっ う きぇかおけ こけ-たぇさょ 
ょっえしすゃうは 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 
しこさはきけ そけくょぇちうはすぇ, おぇいぇ-
たぇ しっ しうかくう ょせきう... ¨ぉうょう 
かう ╁う すけゃぇ けすくけてっくうっ?
- ‶なさゃけ, すさはぉゃぇ ょぇ ゃう おぇあぇ, 

つっ ぇい くっ しなき つけゃっお, おけえすけ 
きくけゅけ かっしくけ しっ けぉうあょぇ. ′っ 
きう ぉってっ けぉぇつっ こさうはすくけ, つっ 
いぇょ ゅなさぉぇ くぇ そけくょぇちうはすぇ 
しっ ういゃなさてうたぇ くはおけう ょっえしす-
ゃうは,  おけうすけ くっ しぇ たぇさぇおすっさくう 
いぇ うくすっかうゅっくすくう たけさぇ, きっおけ 
おぇいぇくけ. ╁っょくぇゅぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
おぇあぇ, つっ しかっょ ゃしうつおけ, こさっょう 
くはおけかおけ しっょきうちう うきぇた ゃない-
きけあくけしすすぇ ょぇ しっ しさっとくぇ し 
おきっすうちぇすぇ ゅけしこけあぇ ]すけはくけゃぇ. 
╇ ゅけしこけあぇ ]すけはくけゃぇ こけおぇいぇ, 
つっ ょけしすぇ っきけちうう しぇ くぇょょっ-
かはかう ゃ けくいう きけきっくす, うきぇかぇ っ 
ぇきぉうちうはすぇ ょぇ こけおぇあっ くはおけう 
くっとぇ, おけっすけ くっ っ かけてけ. ┿い ゅけ 
こさうっきぇき, きうしかは, つっ っ たせぉぇゃけ 
つけゃっお ょぇ ぉなょっ ぇきぉうちうけいっく. 
╇ しなき しおかけくっく ょぇ けこさぇゃょぇは, 
こぇお おぇいゃぇき, かうこしぇすぇ くぇ うくすっ-
かうゅっくすっく こけょたけょ. ┿ くぇつうくなす 
くぇ ょっえしすゃうは しこさはきけ そけくょぇ-
ちうはすぇ こけおぇいゃぇてっ, つっ くはきぇ 
うくすっかうゅっくすっく こけょたけょ. ╁ おさぇは 
くぇ おさぇうとぇすぇ くうっ しきっ さぇいせきくう 
たけさぇ. ]こっちうぇかくけ ぇい くうおけゅぇ 
くっ しなき うきぇか くはおぇおなゃ きぇすっさう-
ぇかっく うくすっさっし けす すぇいう そけく-
ょぇちうは, ぇ くぇこさけすうゃ. ╂かっょぇか 
しなき ょぇ ょぇゃぇき, ょぇ こけきぇゅぇき. ┿ 
う うょっはすぇ くぇ すぇいう そけくょぇちうは 
ぉってっ ょぇ さぇぉけすう ゃ こけかいぇ くぇ 
けぉとっしすゃけすけ: ょぇかう すけゃぇ とっ っ 
ゃ こけかいぇ くぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ さけ-
いけこさけういゃけょしすゃけすけ うかう とっ っ 

おけくおさっすくぇ おぇせいぇ うかう こけょこけ-
きぇゅぇくっ くぇ すぇかぇくすかうゃう ょっちぇ, 
ゃなゃ ゃしうつおう しかせつぇう とっ しぇ ゃしっ 
ょっえしすゃうは ゃ こけかいぇ くぇ たけさぇすぇ, 
くぇ けぉとっしすゃけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╃させゅ っ ゃなこさけしなす, つっ う そけくょぇ-
ちうはすぇ しうゅせさくけ くっ っ ういこなかくは-
ゃぇかぇ ゃしうつおう いぇょぇつう う そせくお-
ちうう, おけうすけ しぇ え ょっかっゅうさぇくう. 
╇ いぇすけゃぇ しっゅぇ こさっょしすけう  〉] 
くぇ そけくょぇちうはすぇ, おけえすけ こなお 

とっ くぇしさけつう くけゃけ ¨ぉとけ けす-
つっすくけ-ういぉけさくけ しなぉさぇくうっ, くぇ 
おけっすけ ょぇ しっ ういぉっさっ くけゃ 〉], 
ょぇ しっ こけしすぇゃはす ちっかうすっ くぇ 
そけくょぇちうはすぇ, はしくけ う こさぇゅきぇ-
すうつくけ, いぇかっゅくぇかう ゃ 〉しすぇゃぇ くぇ 
そけくょぇちうはすぇ, ょぇ しっ おぇあっ はしくけ 
し おぇおゃう しさっょしすゃぇ とっ しっ うい-
こなかくはゃぇす しなけすゃっすくうすっ ちっかう. 
[ぇいぉうさぇ しっ, ゅけしこけあぇ ]すけはくけ-
ゃぇ, おぇすけ おきっす くぇ けぉとうくぇすぇ, 
っ う こけ こさぇゃけ つかっく くぇ 〉] くぇ 
“╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ”, すは とっ こさう-
しなしすゃぇ. ¨す こさけゃっょっくうは きっあょせ 
くぇし ょゃぇきぇすぇ こさっょう くはおけかおけ 
しっょきうちう さぇいゅけゃけさ, ぇい うきぇき 
せゃっさっくうっすけ う きけっすけ かうつくけ 
せしっとぇくっ っ, つっ とっ きけあっき ょぇ 
さぇぉけすうき いぇっょくけ し ¨ぉとうくぇすぇ. 
╁ おさぇは くぇ おさぇうとぇすぇ, ぇおけ しっ 
こけょたけょう さぇいせきくけ, そけくょぇちうは-
すぇ きけあっ ょぇ っ こけかっいくぇ - けしくけゃ-
くけ う いぇ さぇぉけすぇすぇ う ょっえくけしすすぇ 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 

- ¨とっ かう ゃはさゃぇすっ ゃ こけ-
かうつぉぇすぇ, つっ こさぇゃっくけすけ くぇ 
ょけぉさけ こぇいう けす ぉけかっしすう う 
くっとぇしすうは?
- [ぇいぉうさぇ しっ.

- 〈けゃぇ けす かうつっく けこうす かう っ 
うかう っ ゃなすさってくけ せしっとぇくっ? 
- ╁なこさけし くぇ きくけゅけ かけゅうおぇ っ. 

╉けゅぇすけ こさぇゃうて ょけぉけさ, ういこうす-
ゃぇて せょけゃけかしすゃうっ. 〈け っ いぇ すっぉ, 
くっ いぇ すけいう, くぇ おけゅけすけ ゅけ こさぇ-
ゃうて, いぇとけすけ すけえ ゃうくぇゅう しっ 
つせゃしすゃぇ くっせょけぉくけ, いぇょなかあっく. 
〉ょけゃけかしすゃうっすけ, とぇしすうっすけ, さぇ-
ょけしすすぇ けす こさぇゃっくっすけ くぇ ょけぉさけ 
っ いぇ すっぉ. ╉けゅぇすけ こけょぇさはゃぇて 
くぇ くはおけゅけ くっとけ, せょけゃけかしす-
ゃうっすけ っ すゃけっ, いぇとけすけ こさぇゃうて 
こけょぇさなお う さぇょゃぇて くはおけゅけ. 〈け 
くっ っ いぇ すけいう, おけえすけ こけかせつぇゃぇ 
こけょぇさなおぇ. ╉けゅぇすけ しっ こさぇゃう 
ょけぉさけ, すけゃぇ っ ぇおせきせかうさぇくっ くぇ 
ゅけかはきけ おけかうつっしすゃけ こけいうすうゃくぇ 
っくっさゅうは. ┿ こけいうすうゃくぇすぇ っくっさ-
ゅうは ゃけょう ょけ いょさぇゃっ う ょけぉさけ 
しぇきけつせゃしすゃうっ. ╃ぇゃぇとうはす っ 

とぇしすかうゃ つけゃっお う こけかけあうすっか-
くぇすぇ っくっさゅうは っ とうすなす きせ.

- ′ぇ そうくぇかぇ - かうつっく ゃな-
こさけし: いょさぇゃけ かう っ ╁ぇてっすけ 
しなさちっ? 
- ¨すくけしうすっかくけ.  

- ┿おけ くはおけえ ゅけ けすゃけさう, 
おぇおゃけ とっ くぇきっさう ゃなすさっ?
- ╃ぇくけ しぇきけ くっ さぇいぉっさぇ.         

  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 6
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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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╅おうそさあて ╈ひちおかうあ: ╇ „╅ちつかせあし“ 
ちひさそうそおつてうそ け つけせおけさあてけ
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 【あこせそ そちひきけか 
『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

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

╇きっ:

╁ぇかっくすうく ╉けしすけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 
5/600

╂けょうくう: 20

╆けょうは: ╊なゃ

》けぉう:

]こけさす.

╉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, おけうすけ きっ こけょ-
おさっこはす ゃうくぇゅう.

╇]╊′╊ ╇ 』¨]╅ 〉╅『╊╉╆╅【╅ ′╅
》]╅【╊〉《 》╅『[¨『╅〉╊

╅〉』╅〈╆ぇ]ぇ【 〉╅
„ ╅ 『 』 ╊ 〉 ╅ ] ” 
》╅[ ╇ っ》《〉¨っ

〈かつかぬ つかたてかすうちけ – えちあてけつ, せそ つさそいけてか そつてあうあて. 《い
はけせつさけてか つしときけてかしけ はか ちあくみつせみうあて, せみすあ おあ えしそいみうあて.

′あ 』てちあせあてあ せあ けくえちみうあはそ
てそ つしひせぬか くあすけせあうあて け さすかてひて 
』てそみせそうあ, け をあちけぬあ 『そくあ 2012

╆《╋╊』【╇╊〉╅【╅ 』╅『╅ ╆╊『〉╅『  

╊っゅっくょぇさくぇすぇ そさっくしおぇ ぇおすさうしぇ けす っゃさっえしおう 
こさけういたけょ ]ぇさぇ ╀っさくぇさ っ さけょっくぇ こさっい 1844 ゅ. 
ゃ ‶ぇさうあ, ょっすっ くぇ くっういゃっしすっく ぉぇとぇ う きぇえおぇ 
おせさすういぇくおぇ. ]ないょぇゃぇ くぇょ 170 ぉかはしおぇゃう さけかう, 
ゅぇしすさけかうさぇ ゃ ╄ゃさけこぇ う ┿きっさうおぇ. 〈は っ こなさ-
ゃぇすぇ あっくぇ, ょさないくぇかぇ ょぇ うゅさぇっ きなあおう さけかう /
》ぇきかっす/, くぇさうつぇかう は ╃けく ╅せぇく ゃ こけかぇ. ] ういせ-
きうすっかくけ っおしこさっしうゃくうすっ しう さけかう さっゃけかのちうけ-
くういうさぇ きはしすけすけ くぇ あっくうすっ ゃ おかぇしうつっしおうは すっぇ-
すなさ. ‶なさゃぇ けす ゅけかっきうすっ すっぇすさぇかくう ぇおすさうしう しっ 
しくうきぇ ゃ おうくけすけ. ′ぇえ-そけすけゅさぇそうさぇくぇすぇ あっくぇ ゃ 
しゃっすぇ, かうちっ くぇ きくけあっしすゃけ さっおかぇきう. 
‶け ゃさっきっ くぇ ょゃっすっ ゃけえくう こさっゃさなとぇ ょけきぇ しう 

ゃ ぉけかくうちぇ いぇ さぇくっくう. ] ╉ぇさせいけ ういくぇしはす ぉかぇ-
ゅけすゃけさうすっかくう おけくちっさすう ゃ こけかいぇ くぇ ゃけえくうちうすっ.
╇いおかのつうすっかくぇすぇ え こけこせかはさくけしす くぇ ぇおすさうしぇ 

う すっぇすさぇかっく こさっょこさうっきぇつ しないょぇゃぇ きけょっかぇ くぇ 
ょくってくうすっ たけかうゃせょしおう いゃっいょう. 
〉きうさぇ くぇ 79 ゅけょうくう こさっい 1923-すぇ. ′ぇ こけゅさっ-

ぉっくうっすけ え ゃ ‶っさ ╊ぇてっい うょゃぇす すけかおけゃぇ きくけゅけ 
たけさぇ, つっ ょゃうあっくうっすけ ゃ ‶ぇさうあ っ こぇさぇかういうさぇ-
くけ. ′ぇさっつっくぇ けす ¨しおぇさ 〉ぇえかょ „╀けあっしすゃっくぇ-
すぇ ]ぇさぇ“, すは けしすぇゃぇ ぉっいしこけさくぇすぇ おさぇかうちぇ くぇ 
そさっくしおぇすぇ さけきぇくすうつくぇ う おかぇしうつっしおぇ すさぇゅっょうは.

╁しっ こぇお! “′うおけゅぇ くっ とっ しっ 
しこさぇ..., いぇ ょぇ くっ せきさぇ!” - 

おぇいゃぇかぇ ]ぇさぇ ╀っさくぇさ, おけゅぇすけ 
ぉうかぇ ゃっつっ しすぇさぇ, し こさけすっいぇ, し 
ぇすぇおう くぇ すさっしおぇ, し ぉけかくう ぉな-
ぉさっちう う ゅかぇゃけぉけかうっ. ′ぇ ゃない-
ゅかぇゃくうちぇすぇ, ゃなさたせ おけはすけ くはおけ-
ゅぇ しっ さぇいこうかはゃぇかう ぉせえくうすっ え 
おけしう, ぉうかけ ういぉさけょうさぇくけ “╁しっ 
こぇお!”
〈は ぉうかぇ こかっくうすっかくぇ. ¨つう-

すっ え ゅけかっきう, しうくう, はしくう う かな-
つうしすう, おけしぇすぇ え - ぉせえくぇ う つっさ-
ゃっくうおぇゃぇ. ′ぇ しちっくぇすぇ ぉうかぇ 
ゃうくぇゅう こなしすさけちゃっすくぇ う はさおぇ, 
ぇ ゃ あうゃけすぇ - ゃうくぇゅう ゃ ぉはかけ - 
ぇすかぇい, おけこさうくぇ うかう ょぇくすっかぇ, 
こさうしすっゅくぇすぇ し こさけつせすうすっ しう 
いかぇすくう おけかぇくう. ╂さぇちうはすぇ う 
しすさぇしすくぇすぇ うど くぇすせさぇ は こさっゃさな-
とぇす ゃ くぇえ-こさけつせすぇすぇ ぇおすさうしぇ 
う っょくぇ けす くぇえ-きぇゅくっすうつくうすっ 
かうつくけしすう くぇ しゃけっすけ ゃさっきっ. 
‶けいうさぇかぇ くぇ きくけゅけ けす くぇえ-
きけょくうすっ たせょけあくうちう. ┿かそけくし 
╋せたぇ こさぇゃう くはおけかおけ けす くぇえ-
ういゃっしすくうすっ しう おぇさすうくう ゃ しすうか 
ぇさ くせゃけ, ゃょなたくけゃっく けす くっは. 
╃け こけしかっょくうすっ しう ょくう うきぇかぇ 

いゃせつっく う おさぇしうゃ ゅかぇし, くぇさうつぇ-
かう ゅけ „いかぇすっく”. ╄ょうしけく いぇこうしゃぇ 
すけいう ゅかぇし し すけおせ-とけ ういけぉさっすっ-
くうは けす くっゅけ そけくけゅさぇそ.
‶なすはす おなき しちっくぇすぇ. ]ぇさぇ 

╀っさくぇさ ぉうかぇ つけゃっお くぇ くっせ-
おさけすうきぇすぇ あういくっくぇ っくっさゅうは う 
くぇ ういせきうすっかくぇすぇ ゃけかは. ╁ ょっす-
しすゃけすけ え すけゃぇ ょさぇいくっかけ きぇえおぇ 
え う いぇすけゃぇ けこなさくうつぇゃぇすぇ ]ぇさぇ 
ぉうかぇ ういこさぇすっくぇ ゃ きぇくぇしすうさ.
]かせつぇえくけしす けすゃっあょぇ ]ぇさぇ-

╋ぇさう-┿くさうっす [けいうく ╀っさくぇさ  
ょけ ゅけかはきぇすぇ しちっくぇ. ╋ぇえおぇ え う 
くっえくうすっ こけおさけゃうすっかう さってうかう 
すは ょぇ しすぇくっ ぇおすさうしぇ, すなえ おぇすけ 
すけゃぇ ぉうか っょうく けす くぇえ-かっしくうすっ 
くぇつうくう たせぉぇゃうすっ あっくう ょぇ しう 
くぇきっさはす ぉけゅぇすう けこっおせくう. ]ちっ-
くうつくぇすぇ おぇさうっさぇ  くぇ ]ぇさぇ いぇ-
こけつゃぇ こさっい 1862 ゅけょうくぇ, ょけおぇ-
すけ せつっかぇ ゃ „╉けきっょう 《さぇくしっい”. 
╆ぇさぇょう ういぉせたかうゃうは しう くさぇゃ, 
けぉぇつっ, こさっしすけはす え くっ こさけょなか-
あうか ょなかゅけ. ¨しゃっく すけゃぇ, くっ 
ゃうあょぇかう ゃ くっは おけえ いくぇっ おぇおなゃ 
すぇかぇくす. [ぇいけつぇさけゃぇくぇ, ]ぇさぇ 
けこうすぇかぇ ょぇ しっ しぇきけせぉうっ... 
╊のぉけゃすぇ う ぉさぇおなす. ‶さっい 

しなとぇすぇ ゅけょうくぇ しすぇゃぇ おせさすう-
いぇくおぇ. ¨すおぇいぇかぇ ょぇ しっ けきなあう 
いぇ ういぉさぇくうは けす きぇえおぇ え おぇく-

ょうょぇす う ういぉはゅぇかぇ ゃ ╀さのおしっか. 
〈せお すは こさっあうゃはゃぇ こなさゃぇすぇ しう 
かのぉけゃ - し こさうくち ┿くさう ょっ ╊うく, 
おけえすけ え いぇぉさぇくはゃぇか ょぇ ぉなょっ 
ぇおすさうしぇ, ぇ しっきっえしすゃけすけ きせ きせ 
いぇぉさぇくはゃぇかけ ょぇ しっ けあっくう いぇ 
くっは. ‶さっい 1864 ゅ. ]ぇさぇ さぇあょぇ 
っょうくしすゃっくけすけ しう ょっすっ - ╋けさうし 

╀っさくぇさ. ╉けゅぇすけ しうくなす え こけさぇし-
くぇか, こっす こなすう しっ ぉうか くぇ ょせっか 
いぇさぇょう けしおなさぉかっくうは こけ ぇょさっし 
くぇ きぇえおぇ しう. 
‶さっい 1882 ゅけょうくぇ ゃ ╊けくょけく 

すは しっ あっくう いぇ しゃけは „ゅさなちおう 
ぉけゅ” – ょうこかけきぇすなす ┿さうしすうょっし 
╃ぇきぇかぇ. 〈けゃぇ っ っょうくしすゃっくう-
はす え ぉさぇお, こさけょなかあうか しぇきけ 
くはおけかおけ きっしっちぇ. 〈けえ しっ たゃぇ-
かっか し ういくっゃっさうすっ しう う し せょけ-
ゃけかしすゃうっ せくうあぇゃぇか ]ぇさぇ くぇ 
けぉとっしすゃっくう きっしすぇ. ‶けつうくぇか 
くぇ 34 ゅけょうくう けす いかけせこけすさっぉぇ 
し くぇさおけすうちう. 
]ぇさぇ うきぇかぇ ゃさないおぇ う し ╄ょせ-

ぇさょ VII, こさうくち くぇ 〉っかし.]こけさっょ 
しかせたけゃっ, すは うきぇかぇ ゃさないおぇ う し 
ょさせゅう っゃさけこっえしおう きけくぇさしう, 
おけうすけ は いぇしうこゃぇかう しなし しおなこう 
こけょぇさなちう. 
╃けきなす くぇ ]ぇさぇ ╀っさくぇさ ぉうか 

ちっくすなさ いぇ いくぇきっくうすけしすう: ╄きうか 
╆けかぇ, ╊せう ‶ぇしすぬけさ, 【ぇさか 
╂せくけ, ¨しおぇさ 〉ぇえかょ, ╅けさあ 
╉かっきぇくしけ う きくけゅけ ょさせゅう. 

〈そみてあ つしあうあ ういかつみうあのか うちあえそうかてか すけ け おそつあきおあのか せあ たちけみてかしけてか すけ.
』あちあ ╆かちせあち
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]なょぉけくけしくぇすぇ1886-すぇ.  
42-ゅけょうてくぇすぇ ぇおすさうしぇ こさっ-
すなさこはゃぇ すっあおぇ いかけこけかせおぇ, 
ょけおぇすけ うゅさぇっ ゃ [うけ ょっ ╅ぇくっえ-
さけ, う くぇさぇくはゃぇ くっこけこさぇゃうきけ 
ょはしくけすけ しう おけかはくけ. ‶け-おなしくけ 
ちっかうはす え おさぇお っ ぇきこせすうさぇく 
こけさぇょう ゅぇくゅさっくぇ. ╁なこさっ-

おう すさせょくけしすうすっ し こさけすっいぇすぇ, 
]ぇさぇ ╀っさくぇさ こさけょなかあぇゃぇ ぇお-
すぬけさしおぇすぇ しう おぇさうっさぇ う せしこは-
ゃぇ ゃしっ すぇおぇ ょぇ けきぇゅぬけしゃぇ こせぉ-
かうおぇすぇ. 
〈さうせきそなす. ]かっょ おぇすけ しっ 

しくうきぇ ゃ くはきけすけ おうくけ ゃ 8 うゅ-
さぇかくう う 2 ぉうけゅさぇそうつくう そうか-
きぇ, ]ぇさぇ ╀っさくぇさ うゅさぇっ ゃ “┿すぇ-
かう”, “╉うく”, “《っょさぇ”, „╋っょっは”, 
„╃ぇきぇすぇ し おぇきっかううすっ”, “[のう 
╀かぇし”, “¨すっかけ” う きくけゅけ, きくけゅけ 
ょさせゅう. ]ぇきぇ ゅさぇょう こせぉかうつくうは 
しう けぉさぇい, ういこけかいゃぇ ゃしはおぇ すった-
くけかけゅうつくぇ くけゃけしす. ╉ぇさうっさぇすぇ 
え ゃおかのつゃぇ しけぉしすゃっくう すっぇすさう 
う せこさぇゃかっくうっ くぇ ゃしうつおうすっ え 
すっぇすさぇかくう こさけょせおちうう. ]すぇゃぇ 
ういゃっしすくぇ こけ しちっくうすっ くぇ ┿きっ-
さうおぇ う ╄ゃさけこぇ. ′ぇえ-ういゃっしすくぇ-
すぇ ぇおすさうしぇ くぇ XIX ゃっお.  
╀っさくぇさ ぉうかぇ すけかおけゃぇ ゃっかう-

おぇ, つっ ¨. 〉ぇえかょ こうてっ しゃけはすぇ 
„]ぇかけきっ“ こなさゃけ くぇ そさっくしおう 
っいうお しこっちうぇかくけ いぇ くっは, ぇ ‶せ-
つうくう こうてっ けこっさぇすぇ しう „〈け-

しおぇ“, しかっょ おぇすけ は ゅかっょぇ ゃ おけ-
さけくくぇすぇ うど さけかは ゃ こうっしぇすぇ くぇ 
╁. ]ぇさょせ „〈けしおぇ“. ╉けゅぇすけ すは 
ういうゅさぇゃぇ ょけくぇ ]けかぇ ゃ “╄さくぇ-
くう”, ╁うおすけさ ぃゅけ え こけょぇさはゃぇ 
ょうぇきぇくす, おけえすけ すは ゃうくぇゅう くけ-
しっかぇ くぇ てうはすぇ しう. ”┿い しなき ゃなゃ 
╁ぇてうすっ おさぇおぇ” - こうしぇか え すけえ.

]かぇゃぇすぇ くぇ ぇおすさうしぇすぇ てっきっす-
くけ さぇしすはかぇ. 》うかはょう いさうすっかう しっ 
こさっおかぇくはかう こさっょ すぇかぇくすぇ え. ╁ 
[せしうは  こさう くぇえ-ゅけかはき しすせょ こけ 
ちっかう くけとう しっ けぉさぇいせゃぇかう けゅ-
さけきくう けこぇておう. ╁ ┿きっさうおぇ っお-
いぇかすうさぇくぇ こけつうすぇすっかおぇ さぇいさは-
いぇかぇ さなおぇすぇ しう, くぇすけこうかぇ っょくけ 
こっさけ けす てぇこおぇすぇ しう ゃ おさなゃすぇ 
う は こけょくっしかぇ くぇ ぇおすさうしぇすぇ いぇ 
ぇゃすけゅさぇそ. ‶けつすう ゃしっおう ょっく ゃっ-
かうおぇすぇ ╀っさくぇさ こけかせつぇゃぇかぇ こけ 
16 おけてくうちう し ちゃっすは. 
╁っかうおけかっこっく ょぇさ, こけょゃうあっく 

せき, ゃうさすせけいくぇ すったくうおぇ – ]ぇさぇ 
╀っさくぇさ うきぇかぇ こけゃっつっ けす こけかけ-
ゃうく ゃっお くぇ しちっくぇすぇ... 〈は ちはかぇ 
ういゅぇさはかぇ ゃ ういおせしすゃけすけ.
〉ょけしすけうかう は し すうすかぇすぇ ╉ぇゃぇ-

かっさ くぇ ¨さょっくぇ くぇ つっしすすぇ う しなし 
いゃっいょぇ くぇ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ.
╄おしちっくすさうつくぇすぇ ]ぇさぇ. 

〈なえ おぇすけ かっおぇさうすっ え こさっょさっ-
おかう, つっ しおけさけ とっ せきさっ, いぇ ょぇ 
こさっけょけかっっ しすさぇたぇ けす しきなさすすぇ, 
すは つっしすけ しこはかぇ ゃ おけゃつっゅ, しなし 
しおさなしすっくう さなちっ. ╉ぇいゃぇかぇ, つっ 
すけゃぇ うど こけきぇゅぇ ょぇ さぇいぉっさっ こけ-
ょけぉさっ すさぇゅうつくうすっ さけかう. 
]ぇさぇ ぉうかぇ っょうくしすゃっくぇすぇ, 

おけはすけ しっ こさっしすさぇてうかぇ ょぇ 
しっ おぇつう くぇ ぉぇかけくぇ くぇ ゃない-
ょせたけこかぇゃぇすっかは ╅っさぇさ. ╃っゃっす 
こなすう こさっおけしうかぇ けおっぇくぇ. 
╉けゅぇすけ くぇこせしくぇかぇ きぇくぇしすう-

さぇ, 18-ゅけょうてくぇ, ゃ しゃうすぇすぇ 
え うきぇかけ 4 おけいう し 4 おけいかっすぇ, 
っょくけ きなさてぇゃけ おせつっ, っょくけ 
おけすっ, っょうく おぇそっい し こすうつおう う 
っょくぇ おけしすっくせさおぇ. ]すさぇしすすぇ え 
おなき あうゃけすくうすっ けしすぇくぇかぇ ょけ 
おさぇは くぇ あうゃけすぇ え. ‶け-おなしくけ 
すは しすさぇくしすゃぇかぇ, こさうょさせあっくぇ 
けす おさなゃけあぇょっく ぇくすせさぇあ – おさけ-
おけょうかう, たぇきっかっけくう, ゃかっつせゅう, 
かっけこぇさょう, こぇくすっさう, かなゃつっすぇ, 
きっつおう, きぇえきせくう...
╁っょくなあ しう おせこうかぇ ぉけぇ, おけは-

すけ, いぇ ょぇ ぉなょっ せおさけすっくぇ ゃ 
こぇさぇたけょぇ, すさはぉゃぇかけ ょぇ うい-
はょっ ちはかぇ しゃうくは. ╃させゅ こなす こけ-
あっかぇかぇ ょぇ え ぉなょっ こさうしぇょっくぇ 
うしすうくしおぇ けこぇておぇ けす すうゅなさ, くけ 
こさうはすっかうすっ え せしこっかう ょぇ さぇいせ-
ぉっょはす かっおぇさは, しなゅかぇしうか しっ くぇ 
ぉっいせきくぇすぇ けこっさぇちうは. 
┿おすさうしぇ - ょけ おさぇは. ╉けゅぇすけ 

ぉうかぇ くぇ 78, いぇこけつくぇかぇ しくうき-
おう いぇ そうかきぇ “╂かっょぇつおぇすぇ”. ╆ぇ 
ょぇ くっ しっ こさっせきけさはゃぇ, しくうきぇかう 
ゃ ょけきぇ え. ‶さけあっおすけさう, おぇさすけ-
くっくう ょっおけさう, ぉかっしすはとう けつう... 
‶けしかっょゃぇか こさうこぇょなお. ‶けしかっょ-
くぇすぇ ぉけさぉぇ くぇ っょうく きくけゅけ しう-
かっく ょせた ゃ っょくけ くっきけとくけ ゃっつっ 
すはかけ.
“′ぇてうはす うしすうくしおう あうゃけす っ 

すぇき, おなょっすけ ゃしっおう ょっく っ しさぇ-
あっくうっ.” - こうしぇかぇ ゃ しゃけはすぇ うい-
こけゃっょ ]ぇさぇ ╀っさくぇさ. 〈は うきぇかぇ 
こさっょゃうょ すっぇすさぇかくぇすぇ しちっくぇ.

           ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╁ っょうく けす くぇえ-ゅけさっとうすっ ょくう くぇ かはすけ 
2012-すけ, くぇ 18-すう ぇゃゅせしす, ゃ こさうしなしすゃうっ-

すけ くぇ くぇえ-ぉかういおう さけょくうくう う おせこ こさうはすっかう, 
しっ ゃっくつぇたぇ ‶かぇきっくぇ ′っくけゃぇ ╀けくっゃぇ う ╂っ-
けさゅう ╇ゃぇくけゃ 』ぇおさなおつうっゃ. ╀さぇおけしなつっすぇくうっ-
すけ しっ ういゃなさてう ゃ すうたぇすぇ こさけたかぇょぇ くぇ ╉さなく-
しおけすけ たぇくつっ, し ういはとくぇ しけそさぇ. ′ぇ こさぇおすうおぇ 
すけ っ しなのい きっあょせ おさぇしうゃぇ ぇさしっくぇかおぇ, ゅけさょけ 
„〈ぇえくけ けさなあうっ“ う ょけしおけさってっく つかっく くぇ おけ-
かっおすうゃぇ くぇ „┿さしっくぇか“. 
╆ぇ きかぇょけあっくっちぇ ╂っけさゅう, ょけしおけさけ つぇしす けす 

しなしすぇゃぇ くぇ ちった 400 ゃ ╆ぇゃけょ 1, ゃっくつぇゃおぇすぇ 
ぉっ ょゃけえくぇ さぇょけしす, いぇとけすけ, けしゃっく おさぇしうゃぇ う 
さぇぉけすくぇ ぉせかおぇ, ゃっつっ っ とぇしすかうゃ ぉなょっと すぇす-
おけ, おけえすけ こけ ╉けかっょぇ とっ しっ さぇょゃぇ くぇ こなさゃぇ 
さけあぉぇ. 
′ぇ ゃっくつぇゃおぇすぇ ぉせかおぇすぇ ‶かぇきっくぇ, おけはすけ っ 

いぇき.-さなおけゃけょうすっか くぇ けすょっか „╇おけくけきうつっしおう“ 
くぇ ╆ぇゃけょ 2, ちった 150, ゅさっってっ, けしゃっく ゃ うい-
はとくぇ こさっきはくぇ, う ゃ ちっかうは つぇさ くぇ ぉなょっとけすけ 
きぇえつうくしすゃけ. 
╇ すなえ おぇすけ, けすおなょっすけ う ょぇ しっ こけゅかっょくっ, 

とぇしすかうゃけすけ しなぉうすうっ っ ゃしっ くぇ ぉっさっおっす, すけ しなし 
しうゅせさくけしす きかぇょけあっくちうすっ くはきぇ ょぇ しっ けすなさゃぇす 
けす ぉかぇゅうくう う ぉけゅぇすしすゃぇ. ╉けっすけ とっ さっつっ, つっ - 
とけ っ ゃさっきっ こさっょ すはた, くぇ たぇうさ とっ っ! 

╃ぇえ, ╀けあっ, ゃしっおうきせ かのぉけゃ う とぇしすうっ!

〈っきぇ し こさけょなかあっくうっ:

¨す 40 しすけすうくおう ょけ 2 かっゃぇ とっ しすさせゃぇ すぇかけくなす いぇ おさぇすおけ-
ゃさっきっくくけ こぇさおうさぇくっ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ けぉけしけぉっくぇすぇ くけゃぇ, 

す.くぇさ. „しうくは いけくぇ”, ゃかはいかぇ ゃ しうかぇ けす 3-すう しっこすっきゃさう し ′ぇ-
さっょぉぇ わ 30 いぇ ょゃうあっくうっすけ くぇ こさっゃけいくうすっ しさっょしすゃぇ くぇ すっ-
さうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
〈は せさっあょぇ こさぇゃうかぇすぇ いぇ ういうしおゃぇくうはすぇ, けゅさぇくうつっくうはすぇ う 

いぇぉさぇくうすっ, しゃなさいぇくう し ょゃうあっくうっすけ くぇ こなすくうすっ こさっゃけいくう 
しさっょしすゃぇ こけ せかうちうすっ, こかけとぇょうすっ う こなすうとぇすぇ くぇ すっさうすけさうは-
すぇ くぇ けぉとうくぇすぇ. 
] ′ぇさっょぉぇすぇ, こさうっすぇ けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 

こさっい のかう, ゃ ゅさぇょぇ しっ けこさっょっかはす けぉとけ 22 いけくう いぇ おさぇすおけゃさっ-
きっくくけ こぇさおうさぇくっ くぇ かっおう ぇゃすけきけぉうかう う っょくぇ いけくぇ いぇ すけゃぇさ-
くう ぇゃすけきけぉうかう. ¨ぉとうはす ぉさけえ くぇ けこさっょっかっくうすっ こぇさおけきっしすぇ 
ゃなゃ ゃしうつおう いけくう っ ぉかういけ 700. ′けゃうすっ きっしすぇ いぇ おさぇすおけゃさっ-
きっくくけ こかぇすっくけ こぇさおうさぇくっ しっ けぉけいくぇつぇゃぇす しなし しこっちうぇかくう 
せおぇいぇすっかくう すぇぉっかう けす そうさきぇ „〈さぇそうお-‶なすくぇ しうゅくぇかういぇちうは” 
╄¨¨╃. ╁ さぇぉけすくう ょくう さっあうきなす くぇ こぇさおうさぇくっ っ けす 7 ょけ 20 
つぇしぇ, おぇすけ すぇおしぇすぇ いぇ おさぇすおけゃさっきっくくけ こぇさおうさぇくっ けしすぇゃぇ しな-

とぇすぇ, おぇおすけ ょけしっゅぇ - 0.40 かゃ. 
ょけ 30 きうくせすう; 0.80 かゃ. - ょけ 1 
つぇし; けす 1 ょけ 2 つぇしぇ - 1.20 かゃ. 
う けす 2 ょけ 3 つぇしぇ - 2 かゃ. 
¨しゃっく くぇ きっしすぇすぇ, おなょっすけ 

ゃっつっ うきぇ こけしすぇゃっくう こぇさおけ-
きぇすう, ょけ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう 
しっ けつぇおゃぇす けとっ 4 くけゃう こぇさ-
おけきぇすぇ. 〈ぇかけくう いぇ こぇさおうさぇ-
くっ とっ きけゅぇす ょぇ しっ おせこはす けす 
ょゃぇすぇ っおうこぇ, けすゅけゃぇさはとう いぇ 
おさぇすおけゃさっきっくくけすけ こぇさおうさぇ-
くっ, けす [╄‶-けゃっすっ, けす 『っくすなさぇ 
いぇ うくそけさきぇちうは う せしかせゅう くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ 
しゅさぇょぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おぇおすけ う けす くはおけう すなさゅけゃしおう 
けぉっおすう, し おけうすけ ゃ きけきっくすぇ しっ 
ゃけょはす さぇいゅけゃけさう, しなけぉとうたぇ 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
╁ けこさっょっかっくうすっ いぇ こぇさおうさぇ-

くっ くけゃう ぉかういけ 700 きっしすぇ うきぇ 
しこっちうぇかくけ けぉけしけぉっくう きっしすぇ 
いぇ こぇさおうさぇくっ くぇ ぇゃすけきけぉう-
かう くぇ たけさぇ しなし しこっちうそうつくう 
そういうつっしおう こけすさっぉくけしすう, し 
くぇきぇかっくぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす 
くぇ 50% う こけゃっつっ けす 50%, 
おぇすけ くぇえ-ゅけかはき ぉさけえ すぇおうゃぇ 
きっしすぇ とっ しぇ おさぇえ しゅさぇょう いぇ 
かっつっぉくう, しけちうぇかくう う ょさせゅう 
さったぇぉうかうすぇちうけくくう ょっえくけし-
すう.  ╆ぇ ちっかすぇ こさうすっあぇすっかうすっ 
くぇ すぇおうゃぇ ぇゃすけきけぉうかう  とっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しう ういゃぇょはす けす ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお しこっちうぇかくう 
ゃうくっすくう こさけこせしおう. 

〈ぇくちけゃうはす ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ し さなおけゃけょう-
すっか 》さうしすけ ]すけはくけゃ いぇきうくぇゃぇ いぇ ぅこけくうは いぇ せつぇし-

すうっ ゃ 12-は 《っしすうゃぇか くぇ ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ ゃ ╋せくぇおぇすぇ.                                                                                                                             
╃くうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは すぇき しっ こさけゃっあょぇす けす 2000-すぇ ゅけょうくぇ, 
ゃうくぇゅう し せつぇしすうっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ すぇくちぬけさう. 〈ぇいう ゅけょう-
くぇ そっしすうゃぇかなす しっ こさけゃっあょぇ けす 11-すう ょけ 28-きう しっこすっきゃさう. 
┿さしぇくぇかちう とっ こけょくっしぇす くぇ はこけくしおぇすぇ こせぉかうおぇ 25 おけく-
ちっさすぇ ゃ けゅさけきくうすっ 8-たうかはょくう いぇかう くぇ ╋せくぇおぇすぇ, 《せおけけ-
おぇ う ちはかぇすぇ こさっそっおすせさぇ ′ぇゅぇいぇおう. ¨さゅぇくういぇちうはすぇ う きはし-
すけすけ くぇ おけくちっさすうすっ しぇ ういちはかけ こけょゅけすゃっくう けす はこけくしおぇすぇ 
しすさぇくぇ, とっ うきぇ う おけくちっさすう くぇ けすおさうすけ ゃ はこけくしおう こぇさおけ-
ゃっ, きっしすぇ いぇ けすょうた, せつうかうとぇ う せくうゃっさしうすっすう, しなけぉとう いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” たせょけあっしすゃっくうはす さなおけゃけょうすっか う ょうさっお-
すけさ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 》さうしすけ ]すけはくけゃ.                                                            
《うくぇくしうさぇくっすけ くぇ こさけはゃうすっ っ ういちはかけ けしうゅせさっくけ けす はこけく-
しおぇすぇ そうさきぇ „]ぇくうおし”, おけはすけ こけょおさっこは すせさくっすけ くぇ 23-きぇすぇ 
すぇくちぬけさう. ╆ぇ ぅこけくうは し ぇさしっくぇかちう かっすう う おきっすなす ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, おぇおすけ う 『ぇさうちぇ [けいぇ 2012 - ′っかう ]かぇゃけゃぇ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ


