
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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„╅ちつかせあし“
か すあこさあ せあ
いひしえあちつさあてあ けせおとつてちけみ

》かてみ 》かてさそうあ - HR:
【ひちつかせかてそ せあ ちあいそてあ

か さあてそ にそおかせかてそ せあ ちあいそてあ

╈そてうあねさあてあ 』てかなさあ:
╇ „╅ちつかせあし“ せあこ-すせそえそ

そいけねあて さかいあたねかてあてあ

╇かてかちあせけてか そて ′あうそお 5:
』 せそつてあしえけみ け せあおかきおあ

на стр. 7

на стр. 3

на стр. 5
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 2

на стр.  2
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╆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

》】╆]¨[╅を¨¨【╊ ′╅ „╇′『¨╇《╇╊”
╇『╊╉っ【 〉╅ ¨〈¨╉╋╅ ¨ 〉╅ 
』【『╅〉╅【╅, ¨ 〉╅ „╅『』╊〉╅]“

‒¨『〈╊〉¨っ【 》『╅′〉¨[ – 
《【〉《╇《 〉╅ 』【╅╉¨《〉╅

′╅[《〉 ′╅╆『╅〉っ╇╅
《【 1 っ〉】╅『¨ ╉ぇ]╈《╇╊【╊ ╉《 ╈『《╆

╇ „╅ちつかせあし“ せか つか つてちあにとうあすか そて たちそうかちさけ - せけか つすか すそきか いけ 
せあこ-たちそうかちみうあせそてそ たちかおたちけみてけか う ╆ひしえあちけみ. 》ちけかすあす つ せあ-
つすかのさあ くあたしあにけてか せあ たあちてけみてあ せあ っせか っせかう, ねか はか うせかつあて つけえ-
せあし う たちそさとちあてとちあてあ くあ えそしかすけ さそちとたぬけそせせけ つにかすけ う くあうそおあ.

》そたちあうさあてあ くあ あいつそしまてせあてあ おあうせそつて 
はか うあきけ つひつ くあおせあ おあてあ くあ うつけねさけ せかたあ-
しかてせけ さちかおけてけ け いそちねそうか そて 2003 え. せあつあす 

〉あ 5-てけ そさてそすうちけ „╅ちつかせあし” ╅╉
そていかしみくうあ 134 えそおけせけ そて そつせそうあうあせかてそ つけ 

╅‶〉ぅ╅‶〉 – ╈╊〉¨╅]〉¨っ【 ぁ】╉╅[

〉╅‶-╉《╆『¨【╊ ╆ぇ]╈╅『』[¨ ‒¨]〈¨ 
- 』╅〈《 ′╅ 1 ¨ 2 ]╊╇╅ ╇ [╅′╅〉]ぇ[

╀せさくう しっこすっきゃさうえしおう ょくう こさっあうゃは くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
そうさきぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ さぇえけくぇ - „┿さしっくぇか”. 

]かっょ ょゃっすっ いぇこぇかゃぇくうは くぇ 11-すう う くぇ 12-すう しっこすっき-
ゃさう, しすぇくぇかう ゃ さぇえけくぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3, こさっい ゃすけさうは ょっく 
ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ ういしうこぇたぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ゃしうつおう 
くぇちうけくぇかくう きっょうう, おぇおすけ う こけつすう ゃしうつおう さなおけゃけょう-
すっかう くぇ ╋╁[-しすさせおすせさう, ゃ す. つ. う くぇ けぉかぇしすくけ くうゃけ, 
くぇ ¨おさなあくぇすぇ こさけおせさぇすせさぇ, ゃうしてう つうくけゃくうちう けす 
┿ゅっくちうはすぇ こけ けたさぇくぇ くぇ すさせょぇ う [╇¨]╁. ]かっょ ょゃっすっ 
いぇこぇかゃぇくうは くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ こさっきうっさなす 
╀けえおけ ╀けさうしけゃ う ゃうちっこさっきうっさなす 『ゃっすぇく 『ゃっすぇくけゃ 
さぇいこけさっょうたぇ ちはかけしすくぇ こさけういゃけょしすゃっくけ-すったくけかけゅうつ-
くぇ こさけゃっさおぇ くぇ „┿さしっくぇか”, おぇおすけ う くぇ せしかけゃうはすぇ う 
けたさぇくぇすぇ くぇ すさせょぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
╆ぇ こさうしすうゅぇくっすけ くぇ ゃうしてうすっ ょなさあぇゃくう つうくけゃくうちう 

ゃ ╉ぇいぇくかなお, つうえすけ ぉさけえ う さぇくゅ っ ぉっい ぇくぇかけゅ ょけ きけ-
きっくすぇ, ゃなこさっおう しすぇゃぇかうすっ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ ょぇかっつ 
こけ-しっさうけいくう ぇゃぇさうう う うくちうょっくすう, さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” くぇせつう けす きっょううすっ. ′っゅけゃう こさっょしすぇゃうすっかう 
くっ こさうしなしすゃぇたぇ くぇ しこっちうぇかくぇすぇ こさっしおけくそっさっくちうは, ゃ 
おけはすけ しっ つせたぇ う おせこ くっぉうゃぇかうちう う けすおさけゃっくけ  さぇいゃっ-
しっかはゃぇとう すっいう う すっけさうう こけ けすくけてっくうっ くぇ „┿さしっくぇか”. 

〈けえ っ っょうく けす くぇえ-ゃかう-
はすっかくうすっ う ういゃっしすくう 

かうつくけしすう ゃ うしすけさうはすぇ. ╇きぇ 
さっこせすぇちうはすぇ くぇ くぇえ-ゅっくうぇか-
くうは せつっく いぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ 
う くぇ うくすっかっおすせぇかくうすっ ゃない-
きけあくけしすう くぇ つけゃっおぇ ういけぉとけ. 
╊うちっすけ きせ っ っょくけ けす くぇえ-さぇい-
こけいくぇゃぇっきうすっ くぇ こかぇくっすぇすぇ. 
′ぇさっょ し けゅさけきくうは しう こさうくけし 
おなき くぇせおぇすぇ, ゅっくうぇかくうはす そう-

╁ こさけょなかあっくうっ くぇ すさう ょくう - 27, 28 う 29 しっこ-
すっきゃさう, ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ ょぇょっ ゃないきけあ-

くけしす くぇ おぇいぇくかなつぇくう ょぇ ういこうすぇす せょけゃけかしすゃうっすけ けす 
しなょなさあぇすっかくけすけ そうかきけすっつくけ おうくけ. ‶なすせゃぇとうはす 
]けそうは そうかき そっしす とっ こさっょしすぇゃう ゃ おうくけ „╇しおさぇ” 
11 いぇゅかぇゃうは, こけょぉさぇくう う いぇおせこっくう けす ¨ぉとうくぇすぇ, 
おけはすけ くぇっきぇ う おうくけすけ いぇ こさけあっおちううすっ. 
╁ さぇきおうすっ くぇ すさうすっ ょくう とっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ゅかっ-

ょぇくう くぇえ-くけゃうすっ う くぇてせきっかう, こけかせつうかう っゃさけこっえ-
しおう くぇゅさぇょう, ぉなかゅぇさしおう う つせあょっしすさぇくくう そうかきう. 
]さっょ すはた しぇ: „╋うゅさぇちうはすぇ くぇ こぇかぇきせょぇ”, “╊けさぇ けす 
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しせすさうく ょけ ゃっつっさ”, “Love.Net”, しなし ╆かぇすくぇ さけいぇ ’11 いぇ くぇえ-ょけぉなさ しちっくぇさうえ „╉っちけゃっ”, 2011, 
„┿ゃっ”, 2011 くぇ ╉けくしすぇくすうく ╀けあぇくけゃ し くけきうくぇちうう けす そっしすうゃぇかうすっ ゃ ]ぇさぇっゃけ, ╁ぇさてぇゃぇ, 
》ぇきぉせさゅ う ╉ぇく けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, „¨しすさけゃなす” くぇ ╉ぇきっく ╉ぇかっゃ, おけこさけょせおちうは きっあょせ ╀なか-
ゅぇさうは う 【ゃっちうは, 2011, し せつぇしすうっすけ くぇ ╊っすうしうは ╉ぇしすぇ, ╀けえおぇ ╁っかおけゃぇ, [せしう 』ぇくっゃ. 
╁ さぇきおうすっ くぇ ╉うくけそっしすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ しっ ゃうょはす けとっ う おぇしけゃうすっ しゃっすけゃくう かっくすう: ういさぇ-

っかしおけ-ゅっさきぇくしおうはす “╉せつおぇすぇ”, うしこぇくしおうすっ „》さぇくぇ いぇ ょせてぇすぇ” う “‶さっおなさてっくう こさっゅさなょおう”, 
„》ぇゃなさ”- こさけょせおちうは くぇ 《うくかぇくょうは-《さぇくちうは-╂っさきぇくうは, し くぇゅさぇょぇ けす ╉ぇく’11 う くけきうくぇちうう 
けす ╄《┿’11, „『うさお ╉けかせきぉうは” - おけけこさけょせおちうは くぇ ╀けしくぇ う 》っさちっゅけゃうくぇ, 《さぇくちうは, ╁っかうおけ-
ぉさうすぇくうは-]かけゃっくうは-╂っさきぇくうは-╀っかゅうは-]なさぉうは.  
‶さけあっおちううすっ いぇ ゃしうつおう そうかきう とっ しぇ けす 18.00 ょけ 20.00 つ.
╀うかっすうすっ とっ しぇ こけ 1 かっゃ いぇ せつっくうちう う こけ 2 かっゃぇ いぇ ゃないさぇしすくう.  

〈┿

すさぇえくう こさうはすっかしすゃぇ.                       
┿えくとぇえく っ ぇゃすけさ くぇ くはおけかおけ 

ういけぉさっすっくうは: くぇ ういきっさゃぇすっか 
くぇ きくけゅけ くうしおけ くぇこさっあっくうっ; 
くぇ せしすさけえしすゃけ, ぇゃすけきぇすうつくけ 
けこさっょっかはとけ ゃさっきっすけ くぇ っおし-
こけいうちうは こさう そけすけしくうきぇくっ; 
くぇ けさうゅうくぇかっく しかせたけゃ ぇこぇ-
さぇす; くぇ ぉっいてせきっく たかぇょうかくうお; 
くぇ たうさけおけきこぇし.

′けぉっかけゃぇ くぇゅさぇょぇ, くけ くっ 
いぇ 〈っけさうはすぇ

くぇ けすくけしうすっかくけしすすぇ.
′ぇ ┿えくとぇえく しぇ こさうしなょっくう 

ょけおすけさしおう しすっこっくう けす きくけあっ-
しすゃけ せくうゃっさしうすっすう こけ しゃっすぇ. 
╁ ぇさたうゃうすっ くぇ ′けぉっかっゃしおうは 
おけきうすっす しぇ いぇこぇいっくう けおけかけ 60 
くけきうくぇちうう くぇ ┿えくとぇえく ゃなゃ 
ゃさないおぇ し くっゅけゃぇすぇ すっけさうは くぇ 
けすくけしうすっかくけしすすぇ. ╉けきうしうはすぇ, 
けぉぇつっ, ょなかゅけ ゃさっきっ けすかぇゅぇかぇ 
う くっ しっ さってぇゃぇかぇ ょぇ こさうしなょう 
くぇゅさぇょぇすぇ くぇ ┿えくとぇえく. ′ぇえ-
くぇおさぇは, こさっい 1921 ゅ.,  せつっくうはす 
こけかせつぇゃぇ ′けぉっかけゃぇ くぇゅさぇょぇ, 
くけ すは っ いぇ そけすけっかっおすさうつくうは 
っそっおす う いぇ “いぇしかせゅう おなき すっ-
けさっすうつくぇすぇ そういうおぇ”. ╁ さっつすぇ 
しう こさう こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ くぇ-
ゅさぇょぇすぇ, けぉぇつっ, ┿えくとぇえく ゅけ-
ゃけさうか うきっくくけ いぇ すっけさうはすぇ くぇ 

けすくけしうすっかくけしすすぇ.                                                                                   
‶けかうすうつっしおうすっ

こさうしすさぇしすうは
くぇ せつっくうは-っゃさっうく.

┿かぉっさす ┿えくとぇえく ぉうか せぉっ-
ょっく ょっきけおさぇす-しけちうぇかうしす, たせ-
きぇくうしす, こぇちうそうしす う ぇくすうそぇ-
てうしす. ′ぇえ-けきさぇいくぇすぇ きせ ょせきぇ 
ゃ くっきしおうは っいうお ぉうかぇ Zwang - 
くぇしうかうっ, こさうくせょぇ. ╁ くぇちうしす-
おぇ ╂っさきぇくうは ぉうか けしおなさぉはゃぇく 
う いぇこかぇてゃぇく - いぇ ゅかぇゃぇすぇ きせ 
ょぇゃぇかう 50 000 きぇさおう, ぇ すさせ-
ょけゃっすっ きせ ぉうかう こさうこうしゃぇくう 
くぇ „ぇさうえしおう” そういうちう. ╁ いくぇお 
くぇ こさけすっしす ┿えくとぇえく しっ けすおぇい-
ゃぇ けす くっきしおけすけ しう ゅさぇあょぇく-
しすゃけ う けす つかっくしすゃけ ゃ ‶させしおぇ-
すぇ う ╀ぇゃぇさしおぇすぇ ぇおぇょっきうは くぇ 
くぇせおうすっ. 
╀うか つかっく, しこけくしけさ うかう ゃ 

ぉかういおう けすくけてっくうは し 34 おけきせ-
くうしすうつっしおう さなおけゃけょしすゃぇ. 《╀[ 
けすさぇいはゃぇ さぇいしかっょゃぇくっすけ しう いぇ 
こさけつせすうは そういうお ゃなさたせ 1427 
しすさぇくうちう. ┿ゃすけさうすっすなす きせ 
おぇすけ せつっく こけいゃけかはゃぇか ぇおすうゃ-
くけ ょぇ ゃかうはっ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ 
はゃかっくうは. ]なこさうつぇしすくけしすすぇ しう 
おなき せしおけさはゃぇくっすけ くぇ ぇきっさう-
おぇくしおぇすぇ はょさっくぇ こさけゅさぇきぇ 
┿えくとぇえく ゃないこさうっきぇ おぇすけ けゅ-
さけきくぇ かうつくぇ すさぇゅっょうは. 【う-
さけおぇ ういゃっしすくけしす こけかせつぇゃぇす 
ぇそけさういきうすっ きせ: „′うっ しこっつっ-
かうたきっ ゃけえくぇすぇ, くけ くっ う きうさぇ” 
う „┿おけ すさっすぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-
くぇ しっ ゃけょう し ぇすけきくう ぉけきぉう, すけ 
つっすゃなさすぇすぇ とっ しっ ゃけょう し おぇ-
きなくう う すけはゅう”.
╁ ╈っさせしぇかうき こけ くっゅけゃぇ うくう-

ちうぇすうゃぇ っ けすおさうす ╄ゃさっえしおう 
せくうゃっさしうすっす, くぇ おけえすけ いぇゃっ-
とぇゃぇ ゃしうつおうすっ しう こうしきぇ う さな-
おけこうしう, おぇおすけ う おけこうさぇえす いぇ 
ういこけかいゃぇくっ くぇ けぉさぇいぇ う うきっすけ 
きせ. ‶さっい 1952 ゅ. きせ こさっょかぇゅぇす 
ょぇ しすぇくっ ゃすけさう こさっいうょっくす くぇ 
╇いさぇっか, おけっすけ せつっくうはす ゃっあ-
かうゃけ けすおぇいゃぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
‶さけょなかあっくうっ ゃ ぉさけえ 41

╇かしけさけみて とねかせ ╅しいかちて ╅こせはあこせ か ちそおかせ たちかく 
1879 う えち. 】しす, ╈かちすあせけみ. 】すけちあ せあ 76 えそおけせけ たちかく 
1955 え. う 》ちけせつてひせ, 〉ま ╉きひちつけ, 』╅ぅ. ¨すあし か 
えちあきおあせつてうそ う ╈かちすあせけみ, ぃうかこぬあちけみ け 』╅ぅ. 【そこ 
か かおけせ そて そつせそうあてかしけてか せあ つひうちかすかせせあてあ てかそちか-
てけねせあ なけくけさあ, つひくおあてかし か せあ そいはあてあ け つたかぬけあしせあ 
てかそちけみ せあ そてせそつけてかしせそつててあ. 《たちかおかしみせ か さあてそ 
„いあはあ” せあ つひうちかすかせせあてあ なけくけさあ. ╅うてそち か せあ せあお 
300 せあとねせけ てちとおあ たそ なけくけさあ け せあ 150 させけえけ け つてあ-
てけけ う そいしあつててあ せあ けつてそちけみてあ け  なけしそつそなつさけてか 
せあとさけ. 》そたとしみちかせ か つ いそちいあてあ つけ たちそてけう うそこせあ-
てあ け みおちかせそてそ そちひきけか, といかおかせ にとすあせけつて け たあぬけ-
なけつて. 》ちかく 1921 え. たそしとねあうあ 〉そいかしそうあ せあえちあおあ.

いうお っ ういゃっしすっく う しなし しゃけうすっ 
しすさぇくくけしすう. ╀うけゅさぇそうはすぇ きせ 
っ ういこなしすさっくぇ し くっけぉうつぇえくう 
う かのぉけこうすくう そぇおすう, ゃ おけうすけ 
くっういきっくくけ こさうしなしすゃぇ けぉさぇ-
いなす くぇ ょけぉさうは ゅっくうえ - きなょなさ, 
けしすさけせきっく, くっこけこさぇゃうきけ 
しおさけきっく う かっおけ さぇいしっはく.
‶さっょういゃっしすっく いぇ くぇせおぇすぇ. 
┿えくとぇえく っ さけょっく ゃ くっぉけ-

ゅぇすけ っゃさっえしおけ しっきっえしすゃけ. 
╁ さぇくくぇすぇ しう ゃないさぇしす うきぇ 
いぇすさせょくっくうは し ゅけゃけさぇ. ╇く-
すっさっしなす きせ おなき そういうおぇすぇ う 
きぇすっきぇすうおぇすぇ しっ こさけはゃはゃぇ 
けとっ くぇ 5-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす, 
おけゅぇすけ ぉぇとぇ きせ きせ こけょぇさはゃぇ 
おけきこぇし, ぇ ┿かぉっさす しっ けこうすゃぇ 
ょぇ さぇいゅぇょぇっ おけっ こさっょういゃうおゃぇ 
ょゃうあっくうっすけ くぇ しすさっかおぇすぇ. ′ぇ 
12 ゅけょうくう ゃっつっ しっ うくすっさっしせ-
ゃぇ けす うくすっゅさぇかくう せさぇゃくっくうは 
う ょうそっさっくちうさぇくけ しきはすぇくっ う 
つっすっ そうかけしけそしおう すさせょけゃっ. 
╁ ゅうきくぇいうはすぇ くっ ぉうか ょけぉなさ 
せつっくうお, し ういおかのつっくうっ くぇ きぇ-
すっきぇすうおぇすぇ う かぇすうくしおうは. 』っし-
すけ しこけさっか し こさっこけょぇゃぇすっかうすっ 

けすかうつくう けすくけてっくうは し ゃしうつおう ゃ 
しっきっえしすゃけすけ. ╋くけゅけ すっあおけ こさっ-
あうゃはゃぇ しきなさすすぇ くぇ きぇえおぇ しう.                                          

╆ょさぇゃっすけ.
╃け 1902 ゅ. くっ きけあっか ょぇ しう 

くぇきっさう こけしすけはくくぇ さぇぉけすぇ う し 
ょくう ぉせおゃぇかくけ ゅかぇょせゃぇか, いぇ-
さぇょう おけっすけ いぇぉけかはゃぇ つっさくうはす 
きせ ょさけぉ. ‶け-おなしくけ ┿えくとぇえく 
こさっあうゃはゃぇ いぇゅぇょなつくけ くぇ-
てっしすゃうっ くぇ くはおけかおけ ぉけかっしすう 
- はいゃぇ くぇ しすけきぇたぇ, あなかすっくうちぇ 
う けぉとぇ しかぇぉけしす. ′はおけう こさう-
つうしかはゃぇす ┿えくとぇえく おなき ゃっゅっ-
すぇさうぇくちうすっ. ╇しすうくぇすぇ っ, つっ 
しすさけゅぇ  ゃっゅっすぇさうぇくしおぇ ょうっすぇ 
っ しこぇいゃぇか しぇきけ ゅけょうくぇ こさっょう 
しきなさすすぇ しう.

╇きぇ かう ╀けゅ?
‶さっょきっす くぇ きくけゅけ しこけさけゃっ 

しぇ さっかうゅうけいくうすっ ゃないゅかっょう 
くぇ せつっくうは. „┿い くっ ゃはさゃぇき ゃ 
こっさしけくうそうちうさぇくうは ╀けゅ. ┿おけ 
ゃ きっく うきぇ くっとけ さっかうゅうけいくけ, 
すけゃぇ っ しぇきけ ぉっいゅさぇくうつくけすけ きう 
ゃないたうとっくうっ けす せしすさけえしすゃけすけ 
くぇ しゃっすぇ” - けぉはしくはゃぇか ┿えく-
とぇえく う ょけこなかゃぇか: „╀うた うし-

しう, おけうすけ ういうしおゃぇかう せつっくう-
ちうすっ ょぇ くぇういせしすはゃぇす きぇすっさう-
ぇかぇ, ゃきっしすけ ょぇ きうしかはす.

]っきっえしすゃけすけ.
]なし しなこさせゅぇすぇ しう, しさなぉおうくは-

すぇ ╋うかっゃぇ ╋ぇさうつ, し 4 ゅけょうくう 
こけ-ゅけかはきぇ けす くっゅけ, うきぇす ょゃぇきぇ 
しうくぇ. ¨す ゃすけさぇすぇ しう しなこさせゅぇ 
╄かいぇ, くっゅけゃぇ ぉさぇすけゃつっょおぇ, くは-
きぇす けぉとう ょっちぇ. ┿えくとぇえく っ ゃ 

おぇか ょぇ いくぇき きうしかうすっ くぇ ╀けゅ; 
けしすぇくぇかけすけ しぇ こけょさけぉくけしすう”. 
┿えくとぇえく ぉうか ょなくけゃうしす. ‶け 
こけゃけょ くぇ すけゃぇ すけえ っ おぇいぇか: 
“『っかうはす しゃはす しっ ゃないたうとぇゃぇ 
くぇ きっく, ぇ ぇい しっ ゃないたうとぇゃぇき 
くぇ せつうすっかは ‶っすなさ ╃なくけゃ.”

]すさぇしすうすっ う かのぉうきうすっ 
いぇくうきぇくうは.

┿えくとぇえく しすさぇしすくけ けぉうつぇか 

きせいうおぇすぇ, くぇ ちうゅせかおぇ しゃうさう 
けす 6-ゅけょうてっく. ‶さっい 1934 ゅ. 
ゃ ‶さうくしすなく ういくぇしは ぉかぇゅけす-
ゃけさうすっかっく おけくちっさす ゃ こけきけと 
くぇ っきうゅさうさぇかうすっ けす くぇちうしすおぇ 
╂っさきぇくうは せつっくう う ょっえちう くぇ 
おせかすせさぇすぇ. ]さっょ かのぉうきうすっ きせ 
おけきこけいうすけさう ぉうかう ╀ぇた, ╋け-
ちぇさす, 【せきぇく, 》ぇえょく, 【せぉっさす 
う ╀さぇきし. 』っすはか きくけゅけ たせょけ-
あっしすゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ – 〈けか-
しすけえ, ╃けしすけっゃしおう, ╃うおっくし, 
╀さったす. ╆ぇくうきぇゃぇか しっ し そうかぇ-
すっかうは, ゅさぇょうくぇさしすゃけ, し こかぇ-
ゃぇくっ くぇ はたすぇ. ╀うか かっゃうつぇさ.
‶さうはすっかうすっ う おけくすぇおすうすっ.
╀うか ぉかういなお こさうはすっか し ╋ぇおし 

‶かぇくお, [ぇぉうくょさぇくぇす 〈ぇゅけさ, 
〈けきぇし ╋ぇく, ╃あけく ╃のう, ╄きぇ-
くせうか ╊ぇしおっさ, 』ぇさかう 』ぇこかうく う 
ょさ. ‶け こけおぇくぇ くぇ [せいゃっかす こけ-
しっすうか ╀っかうは ょけき う こさっおぇさぇか 
ちはかぇ くけと ゃ さぇいゅけゃけさ し こさっ-
いうょっくすぇ くぇ ]┿】. ‶けしっすうか っ 
きくけゅけ ょなさあぇゃう, ゃ す. つ. [せしうは, 
╇くょうは, ぅこけくうは う くぇゃしはおなょっ 
ぉうか こけしさっとぇく ういおかのつうすっかくけ 
すけこかけ う くぇゃしはおなょっ しないょぇゃぇか 

╃なかゅけゃっすっ ょけ ゅさけぉ, おけう-
すけ しっ こさっょぇゃぇす う くぇ 

くぇしかっょくうちうすっ, けすうゃぇす ゃ うし-
すけさうはすぇ. ¨す ′けゃぇ ゅけょうくぇ とっ 
しっ ゃなゃっょっ 10-ゅけょうてくぇ ぇぉしけ-
かのすくぇ ょぇゃくけしす いぇ ぉけさつけゃっすっ 
くぇ そういうつっしおう かうちぇ いぇ こぇさ-
くけ, すけお, きけぉうかくう すっかっそけくう, 
ぉぇくおけゃう おさっょうすう う かういうくゅう. 
〈けゃぇ とっ しすぇくっ し こけこさぇゃおう ゃ 
╆ぇおけくぇ いぇ いぇょなかあっくうはすぇ う 
ょけゅけゃけさうすっ.
╉けさっおちううすっ とっ ゃくっしっ ょけ 

ょくう ゃ こぇさかぇきっくすぇ ょっこせすぇすなす 
けす ╂╄[╀ ╄きうか [ぇょっゃ. ╇ょっは-
すぇ っ こさけきっくうすっ ょぇ ゃかはいぇす ゃ 
しうかぇ けす 1 はくせぇさう. ]こけさっょ 

‶け すさぇょうちうは そうさきっくうはす 
こさぇいくうお くぇ „┿さしっくぇか” 

┿╃ しっ けさゅぇくういうさぇ ゃ くぇつぇかけ-
すけ くぇ き. けおすけきゃさう こけ こけゃけょ 
╃っくは くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, 
こさうっす いぇ つっしすゃぇくっ し さってっくうっ 
245 くぇ ╋] けす 1971 ゅ.
¨す くはおけかおけ ゅけょうくう, こけ うょっは 

くぇ ういこなかくうすっかくうは ょうさっお-
すけさ くぇ ょさせあっしすゃけすけ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ, こさぇいくうおなす っ う ╃っく 
くぇ けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう. ╇ すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃっすっさぇくう くぇ こさっょこさう-
はすうっすけ う ゅさぇあょぇくう きけゅぇす ょぇ 
こけしっすはす そうさきっくうは きせいっえ う 
ょぇ こさうしなしすゃぇす くぇ こさぇいくうつくうは 
おけくちっさす いぇっょくけ し さぇぉけすっとう-
すっ ゃ きけきっくすぇ ゃ „┿さしっくぇか”.
╇ こさっい 2012 ゅけょうくぇ こさぇい-

くうおなす くぇ そうさきぇすぇ とっ いぇこぇいう 

╅╇【《╆】』〉¨【╊ ╆¨]╊【¨
〉っ〈╅ ╉╅ 》《』[ぇ》╇╅【, ′╅』╊╈╅   

╀っい こさけきはくぇ, ゃなこさっおう 
しおけおぇ ゃ ちっくうすっ くぇ ゅけ-

さうゃぇすぇ, いぇしっゅぇ けしすぇゃぇす ちっ-
くうすっ くぇ ぉうかっすうすっ いぇ ゅさぇょ-
しおうは すさぇくしこけさす, おぇおすけ う 
いぇ ういゃなくゅさぇょしおうすっ かうくうう, 
けぉしかせあゃぇとう ょっしすうくぇちうう-
すっ ]けそうは, ╁ぇさくぇ, ‶かけゃょうゃ 
う ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ. 〈けゃぇ 
しすぇゃぇ はしくけ けす こさけゃっょっくうは 

╃っく こけ-おなしくけ ゃ さぇいこさけしすさぇくっくぇ ょけ ゃしうつおう きっょうう ‶けいうちうは けす ‶けかうすうつっしおうは しなゃっす くぇ こぇさ-
すうは „[っょ, いぇおけくくけしす う しこさぇゃっょかうゃけしす” いぇはゃうたぇ, つっ とっ ゃくっしぇす しうゅくぇか ょけ ╁なさたけゃくぇすぇ おぇしぇ-
ちうけくくぇ こさけおせさぇすせさぇ いぇ „さぇいおさうゃぇくっすけ くぇ おけさせこちうけくくう したっきう, 
しゃなさいぇくう しなし しけぉしすゃっくうおぇ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ”.

しゃけうすっ せすゃなさょっくう っかっきっくすう: しこけさすくう すせさくうさう, けすかうつぇゃぇくっ くぇ こなさゃっくちうすっ ゃ すさせょぇ う こさぇい-
くうつくけ つっしすゃぇくっ くぇ ゅけょうてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ こさっょこさうはすうっすけ.
]こけさすくうすっ すせさくうさう しすぇさすうさぇたぇ くぇ 17-すう しっこすっきゃさう くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” う とっ こさけょなかあぇす 

ょけ 4-すう けおすけきゃさう, ゃしっおう ょっく けす 12 つ. ╆ぇゃけょしおうすっ けすぉけさう しっ しなしすっいぇゃぇす こけ ゅさぇそうお ゃ しこけさすけゃっ-
すっ: そせすぉけか, ゃけかっえぉけか, くぇさけょくぇ すけこおぇ, しすさっかぉぇ う ょなさこぇくっ くぇ ゃなあっ. 《うくぇかうすっ しぇ こかぇくうさぇくう 
いぇ こさぇいくうつくうは 5-すう けおすけきゃさう けす 9 つ., おけゅぇすけ とっ しっ しなしすけう う くぇゅさぇあょぇゃぇくっすけ くぇ けすぉけさくうすっ う 
うくょうゃうょせぇかくう こけぉっょうすっかう.

おけくおせさし いぇ けぉとっしすゃっく こさっゃけい くぇ こなすくうちう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお う きっあょせしっかうとくうすっ かうくうう. 
╃けゅけゃけさなす いぇ けぉとっしすゃっくうは こさっゃけい こけ けすくけてっくうっ くぇ けぉ-

とうくしおぇすぇ う きっあょせゅさぇょしおぇすぇ きさっあぇ っ しなし しさけお けす 10 ゅけょう-
くう, ぇ すけいう いぇ きっあょせしっかうとくぇすぇ - ょけ おさぇは くぇ すぇいう ゅけょうくぇ.
]こっつっかうかうはす すさぇくしこけさすっく おけくしけさちうせき う ょけ きけきっくすぇ うい-

ゃなさてゃぇてっ けぉとっしすゃっくうは こさっゃけい くぇ こなすくうちう.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

ゃくけしうすっかは くぇ こさっょかけあっくうっ-
すけ, “こけこさぇゃおぇすぇ とっ いぇこなかくう 
かうこしぇすぇ くぇ いぇおけく いぇ つぇしすくうは 
そぇかうす”. 
┿ぉしけかのすくぇすぇ ょぇゃくけしす しっ 

ゃなゃっあょぇ いぇ しかせつぇうすっ, おけゅぇ-
すけ ゅさぇあょぇくうすっ ういこぇょくぇす ゃ 
けぉっおすうゃくけ しなしすけはくうっ くぇ そぇ-
かうす. ╆ぇおけくなす くぇ こさぇおすうおぇ とっ 
ゃぇあう う しなし いぇょくぇ ょぇすぇ. ‶さう 
ゃかういぇくっすけ きせ ゃ しうかぇ こさっい 
2013-ぇ とっ しっ いぇかうつぇゃぇす ぇゃ-
すけきぇすうつくけ ょなかゅけゃっ, ゃないくうお-
くぇかう こさっい 2003 ゅ. う くっしなぉさぇ-
くう ょけしっゅぇ.

〈┿

Н. Ибушев

ぁかつてけてそ!
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╁さっきっすけ しぇきけ くぇ っょうく あうゃけす しすうゅぇ, いぇ ょぇ しっ ゃうょう 
けゅさけきくぇすぇ こさけきはくぇ ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ っょくぇ うくょせし-
すさうぇかくぇ そうさきぇ - ゃ しかせつぇは „┿さしっくぇか”. 〈けゃぇ こけ-
すゃなさあょぇゃぇ こさけそっしうけくぇかくうはす こなす くぇ ′うおけかぇ ╋ぇか-
つっゃ - 41 ゅけょうくう しぇきけ ゃ っょくけ こさっょこさうはすうっ, しぇきけ ゃ 
っょうく ちった, ぉっい しきはくぇ くぇ こさけそっしうはすぇ. ╃けてなか けす すなさ-
ゅけゃうとおけすけ ╇ゃぇくつぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお し ちはかけすけ しっきっえしすゃけ 
こけおさぇえ ぉさぇす しう, /くっぉっいういゃっしすくうはす ╋ぇかつけ ╋ぇかつっゃ, 
いぇゃっあょぇか ょっしっすうかっすうは しこけさすぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ/, 
╉けかぬけ う しかっょ こっくしうけくうさぇくっすけ しう けしすぇゃは ょうさは ゃ 
„┿さしっくぇか” - しうくなす きせ ╃っすっかうく, ょくっし くぇつぇかくうお ¨〈╉ 
ゃ ╆ぇゃけょ 1, しくぇたぇ – しなとけ ぇさしっくぇかおぇ. ”╋けはす しうく っ 
きけはすぇ ゅけさょけしす”, おぇいゃぇ ′うおけかぇ ╋ぇかつっゃ - せしこはか っ ょぇ 
こさっょぇょっ くぇ こけおけかっくうっすけ ちはかぇすぇ しう ゃしっけすょぇえくけしす 
おなき さぇぉけすぇすぇ う くぇえ-ゃっつっ - くぇせつうか ゅけ っ „ょぇ さぇいぉうさぇ 
たけさぇすぇ”, おけっすけ こけすゃなさあょぇゃぇ う しかせつぇえくぇすぇ しさっとぇ 
ゃ おぇそっすけ, おなょっすけ しう ゅけゃけさうき, し くっこけいくぇすぇ あっくぇ, 
おけはすけ ゅけ しこうさぇ いぇ こけいょさぇゃ: くっゃっさけはすくけ ゃこっつぇすかっ-
くぇ っ けす しゃけは くぇつぇかくうお - しうくなす ╃っすっかうく.

„╁はすなさなす くぇ きうゅさぇちうはすぇ ゃ 
おさぇは くぇ 50-すっ きっ ょけきなおくぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお”, こさっい せしきうゃおぇ しう 
しこけきくは くはおけゅぇてくうはす 17-ゅけ-
ょうてっく たかぇこぇお, ょけてなか けす しっかけ 
しなし しすぇかうくうしすおけ おぇしおっすつっ, 
おけっすけ いぇ きぇかおけ ょぇ ゅけ こさけゃぇかう. 
”╁ きけは せつぇしすなお しっかはくょせさう くっ 
こさうっきぇき!”, けすしはおなか くぇつぇかくう-
おなす くぇ すさぇくしこけさすくけすけ いゃっくけ 
すけゅぇゃぇ, ゃうあょぇえおう ゅけ し おぇしおっす-
つっすけ くぇ ゅかぇゃぇすぇ. ‶けくっあっ ぉうか 
こさけすっあうさぇく けす ぉさぇす しう, ╉けかぬけ, 
ゃしっ こぇお ぉうか こさうっす けす くぇつぇか-
くうおぇ ╇ゃぇく ╋うかつっゃ, くけ おぇし-
おっすつっすけ ぉうかけ しきっかけ いぇこさぇすっ-
くけ けす てっそぇ くぇ ういすなさぉせてっくうは 
こけおさうゃ くぇ しっくけゃぇかぇ, おなょっすけ 
すけゅぇゃぇ っ 〈さぇくしこけさすくけすけ: ”〈ぇき 
ういゅくう こさっい ゅけょうくうすっ”.
] ╋うかつっゃ, けぉぇつっ, くっ しぇきけ しっ 

たぇさっしゃぇす ゃこけしかっょしすゃうっ - くっとけ 
こけゃっつっ, すけえ ゅけ こさうっきぇ おぇすけ 
しゃけえ せつっくうお う くぇしかっょくうお ゃ 
っかっおすさけおぇさくうは ちった: ”╀ぇえ ╇ゃぇく 
きっ くぇせつう くぇ いぇくぇはす. ′ぇせつう きっ 
おぇおなゃ ょぇ ぉなょぇ ゃ あうゃけすぇ”. ╉け-
かぬけ こけこうゃぇ ゃしうつおけ, くぇきっさうか 
っ きはしすけすけ しう ゃ あうゃけすぇ, くっ とっ 
くうとけ ょさせゅけ. ′っ せしこはか ょぇ せつう 
ゃ すったくうおせきぇ ゃ [せしっ, いぇとけすけ う 
すけゅぇゃぇ うきぇかけ „ゃさないおう”, ╉けかぬけ 
ういおぇさゃぇ 6-きっしっつくぇ てけそぬけさしおぇ 
ておけかぇ ゃ ]けそうは う し っょくけ こけ-
しすけはくくけ ”╇しおぇき ょぇ せつぇ!” しぉなょ-
ゃぇ きっつすぇすぇ しう ゃ おぇいぇくかなておうは 
〈╋〈. /‶け けくけゃぇ ゃさっきっ すったくう-
おせきう せ くぇし うきぇかけ っょゃぇ くはおけか-
おけ/. ╉ぇいぇくかなておうはす ぉうか くっとけ 
おぇすけ せくうゃっさしうすっす. 

]すさぇしすすぇ おなき おぇさうすっ うょゃぇ
し こなさゃけすけ ゃうあょぇくっ

くぇ こけょけぉくぇ きぇてうくおぇ

„¨ぉなさくぇ きう しっ しなさちっすけ”, こけき-
くう けくは きうゅ ╉けかぬけ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ ゃ 
ょなさゃけょっかくぇすぇ, おなょっすけ さぇぉけすう 

ぉぇとぇ きせ. ′ぇせつうか けす ぉさぇす 
しう, つっ ゃ „┿さしっくぇか” すなおきけ 
ょけおぇさぇかう ょゃぇ ぉさけは おぇさう, 
ぉなょっとうはす くぇつぇかくうお くぇ 
っかっおすさけおぇさくけすけ いゃっくけ くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ, きかぇょっあなす 
こせしおぇ ょけおせきっくすう う しかっょ 
3-きっしっつくけすけ こさけせつゃぇくっ, 
くぇえ-こけしかっ うょゃぇ いぇゃっすくけすけ 
あなかすけ かうしすつっ し さぇいさってっ-
くうっすけ いぇ さぇぉけすぇ ゃ しっおさっす-
くうは いぇゃけょ.
‶け すけゃぇ ゃさっきっ ゃ „┿さしっ-

くぇか” すなおきけ っ しそけさきうさぇ-
くけ すさぇくしこけさすくけすけ いゃっくけ. 
‶なさゃけすけ ゃこっつぇすかっくうっ くぇ 
╉けかぬけ: 『はかぇすぇ そぇぉさうおぇ 
っ けこぇしぇくぇ ゃ きさっあぇすぇ いぇ 
すっしくけかうくっえおう, おけうすけ ぉうかう 
けしくけゃくけ しさっょしすゃけ いぇ こさっ-
くけし くぇ しせさけゃうくう う こさけょせお-
ちうは. ╊けおけきけすうゃつっすぇ おぇさぇす 
さぇぉけすくうちうすっ ょけ ょぇかっつ-
くうすっ ちったけゃっ. 100 おぇさせちう 
ょさなくつぇかう くぇゃしはおなょっ うい 
こさっょこさうはすうっすけ, ぇ くうゃうすっ, 
けす おけうすけ ういおぇさゃぇかう いけぉ 
いぇ おけくっすっ, いぇっきぇかう けゅさけ-
きくぇすぇ つぇしす けす いぇゃけょしおぇ-
すぇ こかけと. ╆ぇすけゃぇ うきっくくけ 
〈さぇくしこけさすくけすけ いゃっくけ っ ゃ 
おけくのてくはすぇ, おなょっすけ しなけさな-
あっくうは, けしすぇゃっくう けす „ぉぇえ-
おぇかちうすっ” - ゃなすさってくうすっ 
ゃけえしおう, こけかぇゅぇす くぇつぇかけすけ 
くぇ ぉなょっとぇすぇ ╀ぇいぇ, おけはすけ 
ゃょうゅくぇすぇ こけょ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ ╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ, 
25 ゅけょうくう こけ-おなしくけ, しすぇゃぇ 
くぇえ-きけょっさくぇすぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは. ╁ しさっょぇすぇ くぇ 50-すっ, 
けぉぇつっ, ゃしっ けとっ っ ゃさっきっすけ 
くぇ しうさっくうすっ, おけうすけ し ゃけえ 
うい ちはかぇすぇ ╃けかうくぇ しなぉせあ-
ょぇす さぇぉけすゅくうちうすっ, ゅけかは-
きぇ つぇしす けす おけうすけ うょゃぇす けす 
しっかぇすぇ こって ょけ „┿さしっくぇか”. 
¨す きっさぇお ╉けかぬけ うょゃぇ ちはか 

つぇし こさっょう ゃしうつおう - こぇいぇつうすっ 
しっ つせょはす とけ こさぇゃう  すけかおけゃぇ 
さぇくけ すぇき. ¨すゅけゃけさなす: „╀はた 
かのぉけこうすっく いぇ ゃしうつおけ!”

╉ぇきうけくうすっ しぇ „あうゃう
さっかうおゃう けす ゃけえくぇすぇ”

]なゃっすしおう „╆╇]-5”, ゅっさきぇく-
しおう „╉かぬけおくっさ”, そさっくしおう 
„[っくけ”, ゅぇい-ゅっくっさぇすけさう けす 
〉くゅぇさうは... 〈けゃぇ っ きぇてうくくうはす 
こぇさお くぇ ぇさしっかぇしおけすけ すさぇくし-
こけさすくけ いゃっくけ こさっい 50-すっ. ╃け 
]けそうは しっ たけょう こけ ょゃぇ ょくう し 
おぇきうけくう, こけしかっ けとっ ょゃぇ ょくう 
いぇ ゃさなとぇくっ. ‶なさゃうすっ おぇさう 
しっ せこさぇゃかはゃぇす し おさぇおぇ う し 
せきっかう ょゃうあっくうは う くぇおかけくう 
くぇ すはかけすけ, くはきぇす ょけさう ぉさけ-
くう けすこさっょ, しぇきけ こかぇすそけさきぇ 
う かけしす いぇ せこさぇゃかっくうっ.¨し-
すぇくおう けす 6 ゅっさきぇくしおう おぇさぇ 
けす 1924-すぇ ょけてかう けす ]けそうは 
う ╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ しすぇゃぇ おぇ-
さうしす. ¨ぉうおぇかは くぇゃしはおなょっ: 
しおかぇょけゃっ, すせくっかう, すなさしはす 
ゅけ いぇ ゃしうつおけ. ╊のぉけこうすくうはす 
きかぇょっあ っ ういせきっく けす ょなさゃけ-
ょっかくぇすぇ, こけしかっ しすぇくぇかぇ ちった 
いぇ こかぇしすきぇしう. ¨とっ くはきぇ ぇゃ-
すけきぇす „╉ぇかぇてくうおけゃ”, くはきぇ 
ぉけさきぇてうくう, そさっいう..., ゃしうつ-
おけ すっこなさゃぇ こさっょしすけう. ╆ぇ ょぇ 
しっ しかせつう くっいぇぉさぇゃうきけ こさっょ 
けつうすっ くぇ しぇきけ っょうく あうゃけす. 
‶けしすっこっくくけ うょゃぇす くけゃう 
おぇさう, ╉けかぬけ こけこうゃぇ ゃしうつおけ 
し ょなかぉけおけすけ せゃぇあっくうっ おなき 
いくぇくうっすけ う けこうすぇ くぇ こけ-しすぇ-
さうすっ: ”╋っく しぇ きっ せつうかう くぇ 
しっかけ けす 5 きっすさぇ ょぇ しゃぇかはき 
てぇこおぇ う しこうさぇき いぇ こけいょさぇゃ 
こさっょ ょぇしおぇかぇ, こけこぇ う おきっすぇ.”  
‶ぇさすうはすぇ う さなおけゃけょしすゃけ-
すけ いぇぉっかはいゃぇす すけゃぇ, すさなゅゃぇ 
おぇつゃぇくっすけ こけ しすなかぉうちぇすぇ: 
”′ぇゃしはおなょっ きっ ういぉうさぇたぇ 

くっとけ ょぇ さなおけゃけょは”. ′はおけゅぇ 
しっかしおう ぉうぉかうけすっおぇさ, こけしかっ 
- ぉさうゅぇょっく, おけきしけきけかしおう しっ-
おさっすぇさ ゃ 〈さぇくしこけさすくうは ちった う 
ゃ おぇいぇさきぇすぇ, つっ う ゃ いぇゃけょぇ... 
′け ╉けかぬけ ゅけ ゃかっつっ くぇえ-ゃっつっ 
すったくうおぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ ╇ゃぇく ╋うか-
つっゃ ゅけ こさぇゃう  きけくすぬけさ う すぇおぇ 
きせ „こけおぇいゃぇ こなすは ゃ あうゃけすぇ”. 
„′ぇせつうた しっ う くぇ たせぉぇゃけ, う くぇ 
かけてけ, ゃうょはた う きさなしけすううすっ くぇ 
あうゃけすぇ...”.
╄かっおすさけおぇさくけすけ いゃっくけ しっ 

さぇいさぇしすゃぇ, さぇしすっ う ╋ぇかつっゃ: 
いゃっくけゃけょ ゃ きかぇょっあおう ぉさうゅぇ-
ょう, ぉさうゅぇょっく さなおけゃけょうすっか, 
きったぇくうお くぇ っかっおすさけおぇさくけすけ 
いゃっくけ, いぇきっしすくうお くぇつぇかくうお 
くぇ ちったぇ, くぇつぇかくうお くぇ ╄かっお-
すさけおぇさくうは ちった けす ゃさっきっすけ くぇ 
]ぇてけ ╃うきうすさけゃ こさっい 1979-
すぇ... ╃けおぇすけ こさっい くけゃうすっ 
ゃさっきっくぇ くぇ 1998-きぇ, „こけつすう 
ゅけ こなょはす”. ′けゃけすけ ゃさっきっ ╀ぇえ 
╉けかぬけ くっ くぇさうつぇ „ょっきけおさぇ-
ちうは”, いぇ くっゅけ ゃ こけしかっょくうすっ 
くぇょ 20 ゅけょうくう うきぇ „さっゃけかの-
ちうは”. ┿ ゅけょうくうすっ ゃ „┿さしっくぇか” 
けす 1995-すぇ ょけ 1998-きぇ いぇ 
くっゅけ しぇ „╂けかはきぇすぇ おぇしぇこくう-
ちぇ”.
╆ぇ すはた ╀ぇえ ╉けかぬけ くっ うしおぇ 

ょぇ しう しこけきくは. ╄ょうくしすゃっくけ-
すけ ょけぉさけ いぇ くっゅけ けすすけゅぇゃぇ っ 
こさけきはくぇすぇ ゃ おぇすっゅけさうはすぇ くぇ 
すさせょ くぇ くっゅけゃうすっ さぇぉけすくうちう, 
おけっすけ こさっょう ゃしっ くっ しすぇゃぇかけ, 
ういゃっょくなあ: „]すぇゃぇ いぇ 5 きうくせ-
すう” - ゃさっきっすけ くぇ しなおさぇとっくうっ 
くぇかぇゅぇ ぉなさいけ こっくしうけくうさぇ-
くっ... ╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ すなあう いぇ 
ゃしうつおけ, しこけかっすはかけ さけょくぇ-
すぇ うくょせしすさうは しかっょ 1989-すぇ, 
けしけぉっくけ ゅけ ぉけかう いぇ „┿さしっ-
くぇか”. ╆ぇとけすけ: ”╁うくぇゅう しなき 
さぇぉけすうか いぇ すぇは そうさきぇ し きっ-
さぇお. „┿さしっくぇか” きっ しないょぇょっ 
ゃなゃ ゃしうつおう ぇしこっおすう くぇ あう-
ゃけすぇ, くっ こさけしすけ ぉはた „けてかぇえ-
そぇく” おぇすけ ょけぉなさ さぇぉけすくうお.” 
′け:  

╀ぇえ ╉けかぬけ こさっょこけつうすぇ
ょぇ ゅけゃけさう

いぇ しかぇゃくうすっ ゃさっきっくぇ

╆ぇ こなさゃうは ょういっか-きけすけさ, 
こさけういゃっょっく うきっくくけ ゃ „┿さしっ-
くぇか”, いぇ ょぇ しかけあう くぇつぇかけすけ 
くぇ ちはか いぇゃけょ ゃなゃ ╁ぇさくぇ. ╆ぇ 
こなさゃけすけ さっきぇさおっ, けす おけっすけ 
すさなゅゃぇ ょさせゅ いぇゃけょ – ゃ ‶さっ-
しかぇゃ. ╆ぇ こなさゃうは ぉなかゅぇさしおう 
しすさせゅ, おけえすけ こけしすぇゃは けしくけ-
ゃぇすぇ くぇ 〈さけはくしおうは いぇゃけょ. ╆ぇ 
っかっおさけょゃうゅぇすっかうすっ, さぇいさぇ-
ぉけすっくう ゃ „┿さしっくぇか”, こけしかっ 
こけっすう けす 〈さけはく, ]かうゃっく う 
‶かけゃょうゃ. ╆ぇ こなさゃうはす ぇおせきせ-
かぇすけさ, けす おけえすけ すさなゅゃぇ こさけ-

』『╊ぅ╅ 』ぇ╆『╅ ╇╊【╊『╅〉¨ 
ういゃけょしすゃけすけ ゃ ‶ぇいぇさょあうお... 
¨しけぉっくけ っ とぇしすかうゃ ╉けかぬけ 
╋ぇかつっゃ, おけゅぇすけ ゅけ ういぉうさぇす いぇ 
しゅかけぉおぇすぇ くぇ こなさゃうは ぇゃすけきけ-
ぉうか せ くぇし – そさっくしおけ- ぉなか-
ゅぇさしおけすけ ╀せかゅぇさ-[っくけ. ╁かぇ-
おなす し つぇしすうすっ うょゃぇ くぇこさぇゃけ ゃ 
ちったぇ, ぇ さぇょけしすすぇ けす こなさゃぇすぇ 
おけかぇ くっけこうしせっきぇ! ╉ぇおすけ くっ-
けこうしせっきぇ う ぉけかおぇすぇ けす しおけさけ 
こさけつっすっく すっおしす ゃなゃ ゃっしすくうお, 
おけえすけ しなけぉとぇゃぇか おぇすけ こなさゃけ 
ぇゃすけきけぉうかくけ こさけういゃけょしすゃけ せ 
くぇし, こさっきっしすっくけすけ けす ╉ぇいぇく-
かなお いゃっくけ ゃ ‶かけゃょうゃ. 
╆ぇとけすけ ゅけ っ ゃうょはか し けつうすっ 

しう, いぇすけゃぇ ′うおけかぇ ╋ぇかつっゃ っ 
しうゅせさっく ゃ すけゃぇ, おけっすけ おぇいゃぇ: 
„┿さしっくぇか” っ きぇえおぇ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは!”. ¨とっ 
こけ-たせぉぇゃけ しすぇゃぇ ゃ しこけきっくう-
すっ, とけき うょゃぇす けくっいう - いぇ けす-
おさうゃぇくっすけ くぇ 〈さぇくしこけさすくぇすぇ 
ぉぇいぇ こさっい 1981-ゃぇ. ′っとぇすぇ 
しすぇゃぇす し こけきけとすぇ くぇ さぇいさぇ-
ぉけすおうすっ くぇ ′╇〈╇. ‶けゃっつっ けす 
100 っかっおすさけおぇさぇ, 50 こけゃょう-
ゅぇつぇ, 60 ょせてう こっさしけくぇか いぇ-
きっしすゃぇす くはおけゅぇてくうすっ おぇさせちう 
う ゃぇゅけくっすおう. ╇いちはかけ しっ けぉけ-
させょゃぇ し きぇてうくう いぇ さっきけくす 
くけゃけ たぇかっ. ╇ょゃぇ ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ くぇ しゃけえ さっょ ╀ぇえ ╉け-
かぬけ しう ういぉうさぇ くぇしかっょくうお ゃ 
いぇくぇはすぇ: ”20 ゅけょうくう ゅけ せつうた, 
おぇおすけ きっく きっ くぇせつう ╇ゃぇく 
╋うかつっゃ”. ╋ぇかつっゃ くぇきうさぇ  
すぇえくぇすぇ くぇ あうゃけすぇ: こさっょぇゃぇ-
くっすけ „けす さぇきけ くぇ さぇきけ”...     
╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ くっ しなあぇかはゃぇ 

いぇ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ っ こさっ-
おぇさぇか あうゃけすぇ しう - 41 ゅけょうくう 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくう-
ちぇ. 〈けつくけ けぉさぇすくけすけ: „╃け-
ゃけかっく しなき けす あうゃけすぇ, とぇしす-
かうゃ しなき!”. ╇ すけゃぇ しっ つっすっ 
こけ かうちっすけ きせ. ‶け かうちっすけ きせ 
ゅさっえゃぇ けとっ こけゃっつっ さぇょけしす 
けす しこけきっくぇゃぇくっすけ くぇ すぇくちけ-
ゃうは ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さしっくぇか”, 
おなょっすけ けすおさうゃぇ しなこさせゅぇすぇ 
しう, くけ おなょっすけ けすくけゃけ ゅけ ゃけょう 
くぇつぇかくうおなす ╇ゃぇく ╋うかつっゃ. 
‶さっい 1960-すぇ. ‶けつすう きせ いぇ-
こけゃはょゃぇ ょぇ うょっ すぇき, とけき ゅけ 
つせゃぇ おぇお さぇいこなゃぇ ぇおけさょっけくぇ. 
╉ぇすけ „ぇくしぇきぉなかょあうは”, おけさっ-
こっすうすけさなす ╋ぇかつっゃ っょうくしすゃっ-
くけ しなあぇかはゃぇ, つっ くっ きけゅなか ょぇ 
ういかっいっ くぇ しちっくぇすぇ くぇ くけゃうは 
╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ - おぇすけ ょけ-
てかけ ゃさっきっすけ, しっ さぇいぉけかはか う  
ょけおすけさなす きせ いぇぉさぇくうか. 
′け ぇくしぇきぉなかなす - すけゃぇ っ ょさせ-

ゅぇ こさうおぇいおぇ. ¨とっ っょくぇ ちはかぇ 
- こっしっくくぇ, すぇくちけゃぇ, こなしすさぇ, 
うしすうくしおぇ こさうおぇいおぇ けす あうゃけ-
すぇ くぇ っょうく ぇさしっくぇかっち. ╇いこう-
しぇく し かのぉけゃ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
 ╂かぇゃっく けさゅぇくういぇすけさ くぇ しこけさす-

くうすっ すせさくうさう っ ╂っくけ ‶っすさけゃ – 
けすゅけゃけさくうお こけ しこけさすぇ う きかぇょっあ-
おうすっ ょっえくけしすう ゃ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ 
„┿さしっくぇか”.
╇ すぇいう ゅけょうくぇ けす いぇゃけょうすっ う 

ゅかぇゃくぇ ょうさっおちうは とっ ぉなょぇす けすかう-
つっくう 51 こなさゃっくちう ゃ すさせょぇ. 〈った-
くうすっ こけさすさっすう とっ いぇっきぇす きはしすけすけ 
しう ゃ ┿かっはすぇ くぇ すさせょけゃぇすぇ しかぇゃぇ, 
ぇ けそうちうぇかくけすけ うき くぇゅさぇあょぇゃぇくっ 
し ゅさぇきけすう う こさっょきっすくう くぇゅさぇょう 
とっ しっ しなしすけう くぇ 4-すう けおすけきゃさう けす 
16,30 つ. 
¨す きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ „┿さしっ-

くぇか” ぉっ ゃないしすぇくけゃっくぇ すさぇょうちうはすぇ 

こさぇいくうおなす ょぇ しっ こさけゃっあょぇ 
くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく. ╇ 
すぇいう っしっく すけえ とっ しっ こさけゃっょっ 
くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” - くぇ 
5-すう けおすけきゃさう, こっすなお, けす 9 つ. 
╁さっきっくくう すなさゅけゃしおう けぉっお-

すう, さぇいこけかけあっくう ゃ 10 てぇ-
すさう, とっ こさっょかぇゅぇす ぉけゅぇす 
ぇしけさすうきっくす けす くぇこうすおう う 
いぇおせしおう くぇ ょけしすぇゃくう ちっくう. 
〈なさゅけゃしおけすけ けぉしかせあゃぇくっ しっ 
けさゅぇくういうさぇ けす そうさきっくけすけ 
いゃっくけ し さなおけゃけょうすっか ╈けくおぇ 
╁っかつっゃぇ.
‶さけゅさぇきぇすぇ ゃ こさぇいくうつ-

くうは ょっく ゃおかのつゃぇ そうくぇかう 

くぇ しこけさすくうすっ すせさくうさう, くぇゅ-
さぇあょぇゃぇくっ う こけいょさぇゃうすっかっく 
おけくちっさす, おけえすけ とっ いぇこけつくっ 
ゃ 12 つ. う とっ こさけょなかあう こけ-
ゃっつっ けす 2 つぇしぇ. 《うくぇかうすっ とっ 
けすおさうっ きぇあけさっすっく しなしすぇゃ, ぇ 
ゃ おけくちっさすぇ, けさゅぇくういうさぇく けす 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか”, 
せつぇしすうっ とっ ゃいっきぇす こさっうきせ-
とっしすゃっくけ きっしすくう しなしすぇゃう う 
ういこなかくうすっかう: 《けかおかけさくうはす 
すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”, 
╃っすしおけ-のくけてっしおうはす すぇくちけゃ 
しなしすぇゃ „┿さしっくぇか”, ╃っすしおぇ ゅさぇ-
ょうくぇ „╀せさぇすうくけ”, おけはすけ っ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, 

ゅさせこぇ „╂さぇきけそけく”, すぇくちけゃうすっ 
そけさきぇちうう „╃うゃぇ ょっくし” う „╉う-
ぇさぇ-′”, そけかおこっゃうちぇすぇ ぃくけくぇ 
う ╃さぇゅけきうさ ╃さぇゅぇくけゃ, おけえすけ 
とっ ぉなょっ う ゃけょっと くぇ こさぇいくうおぇ.
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う ゅけしすう-
すっ とっ こさうゃっすしすゃぇす ぇさしっくぇか-
ちう う ゃしうつおう こさうしなしすゃぇとう くぇ 
こさぇいくうおぇ. ╁ おさぇは くぇ おけくちっさ-
すぇ すぇくちけゃうすっ そけさきぇちうう くぇ 
„┿さしっくぇか”, こけょ いゃせちうすっ くぇ 
たけさけゃけょくう こっしくう, ういこなかくっくう 
けす ぃくけくぇ, とっ こけゃっょぇす すさぇ-
ょうちうけくくけすけ ぇさしっくぇかしおけ たけさけ. 
》けさぇすぇ とっ こさけょなかあぇす, ょけおぇすけ 

うきぇ あっかぇっとう ょぇ うゅさぇはす.
‶さっょゃうあょぇ しっ こさう かけてけ ゃさっ-

きっ おけくちっさすなす ょぇ しっ しなしすけう ゃ 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ /』っさゃっ-
くうは しぇかけく/ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
そうさきぇすぇ.
╆ぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ くぇ 

05.10.2012 ゅ. とっ ぉなょっ こせしくぇ-
すぇ しこっちうぇかくぇ いぇこけゃっょ.
╁っしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

とっ ういかっいっ しなし しゃけっ こさぇいくうつくけ 
ういょぇくうっ, ぉさ.40, おけっすけ とっ しっ 
さぇいこさけしすさぇくはゃぇ くぇ きはしすけ, くぇ 
しすぇょうけくぇ, けす しせすさうくすぇ くぇ 5-すう 
けおすけきゃさう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

ぱごづぜぎぞごéど ぢづんげぞごと - だどぞだゑだ ぞん でどんがごだぞん

╀かういけ 100 ぇさしっくぇかちう – 
ゃっすっさぇくう う すけいう しっこ-

すっきゃさう ょけえょけたぇ いぇ 16- すぇすぇ 
こけさっょ しさっとぇ くぇ さぇぉけすうかうすっ 
ゃ ╆ぇゃけょ 5 う ╇くしすうすせすぇ こけ きっ-
すぇかけさっあっとう きぇてうくう. ]さっ-
とぇすぇ ゃ さっしすけさぇくす „╉ぇこうすぇか” 
すぇいう ゅけょうくぇ ぉっ ゃ ╃っくは くぇ 
]なっょうくっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは 
– 6-すう しっこすっきゃさう. 
¨とっ くぇ ゃさぇすぇすぇ し せしきうゃおぇ 

さけあょっくうお こけしさっとぇてっ ょけて-
かうすっ し ぉけくぉけくう いぇ いょさぇゃっ, ぇ 
しゃうすなおなす ゃっしすくうちう „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”, けぉうつぇく けす ゃしうつおう 
ゃっすっさぇくう, ぉっ すけかおけゃぇ すなさ-
しっく, つっ しゃなさてう いぇ ぉさけっくう 
きうくせすう.  
╋くけゅけ こさっゅさなょおう, こさうはすっか-

しおう さなおけしすうしおぇくうは, しなかいう 
くぇ さぇょけしすくう しこけきっくう, しぇく-
すうきっくすう, ちゃっすは う くぇょっあょう 
いぇ ぉなょっとっすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
しこけょっかうたぇ ょけてかうすっ くぇ こさう-
はすっかしおぇすぇ しさっとぇ, うょっはすぇ いぇ 
おけはすけ ゃないくうおゃぇ こさっょう 16 
ゅけょうくう, おけゅぇすけ っ こなさゃけすけ 
しなぉうさぇくっ ゃ ╄くうくぇ, けさゅぇくう-

いうさぇくけ けす ╂っけさゅう ┿すぇくぇしけゃ 
╂っけさゅうっゃ.

╇くあ. 》ぇさうすけく ]うきっけくけゃ, 
くはおけゅぇてくうはす せしこってっく すった-
くけかけゅ くぇ いぇゃけょ 5, ′っょっかつけ 
╀さぇすけっゃ, てっそ くぇ おけくしすせお-

すけさしおうは けすょっか, いぇき.-ょうさっお-
すけさなす 〈けょけさ ╉ぇかぇえょあうっゃ, 
ょなかゅけゅけょうてくうはす ょうさっおすけさ 
くぇ おぇいぇくかなておけすけ ╃]¨ „》う-
ょさぇゃかうおぇ” ぅくおけ ¨さすぇおつうえ-
しおう, しなとけ ぉうゃて ぇさしっくぇかっち, 
うきっくうすうはす ょうさっおすけさ ╋ぇさおけ 
╋ぇさうくけゃ, おぇおすけ う けとっ ょっしっす-
おう ゃっすっさぇくう し こけぉっかっかう おけしう  
しっ しなぉさぇたぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
╃っくは くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは. 
‶さぇいくうおぇ けすおさう こさっょしっょぇ-

すっかはす くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ, おけえすけ こけょくっしっ 
こさうゃっすしすゃうっ おなき ぇさしっくぇか-
しおうすっ ゃっすっさぇくう, こさっょ おけうすけ  
′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ こさういけゃぇ: 
”╃ぇ くぇきっさうき くぇつうく ょぇ ゃない-
さけょうき きぇてうくけしすさけっくっすけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おけえすけ っ ちっくすなさ いぇ 
さぇいゃうすうっ くぇ すけいう うくょせしすさう-
ぇかっく しっおすけさ.” ′けゃう しさっとう 
う くけゃう きかぇょう たけさぇ, おけうすけ 
ょぇ うしおぇす ょぇ しすぇくぇす きぇてうくけ-

しすさけうすっかう, こけあっかぇ ╀さぇすけっゃ, 
しかっょ おけっすけ こけいょさぇゃう おなき ゃっ-
すっさぇくうすっ こけょくっしっ う しっゅぇて-
くうはす ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5 

うくあ. ‶っすなさ 】うさはくけゃ.
〈けえ こさっょぇょっ こけいょさぇゃう おなき 

せつぇしすくうちうすっ ゃ しさっとぇすぇ けす 
うきっすけ くぇ ういこなかくうすっかくうは ょう-
さっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけ-
かぇえ ╇ぉせてっゃ, ゃないこさっこはすしすゃぇく 
ょぇ ょけえょっ かうつくけ, う けす くっゅけゃけ 
うきっ こけおぇくう ゃしうつおう ゃっすっさぇ-
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” くぇ 5-すう けおすけきゃさう. 
‶さうしなしすゃぇとうすっ こけかせつうたぇ う 
いぇょけつくう こけいょさぇゃう けす ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ, ょうさっおすけさ 〈ったくう-
つっしおけ う うくけゃぇちうけくくけ けぉけ-
させょゃぇくっ.
╃うさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 5 いぇ-

こけいくぇ ゃっすっさぇくうすっ しなし しっ-
ゅぇてくぇすぇ ょっえくけしす くぇ ╆ぇゃけょ 
5, つうえすけ こさけそうか ょくっし っ ゃ 
さぇきおうすっ くぇ そせくおちううすっ くぇ 
╋ったぇくうつっく いぇゃけょ くぇ „┿さしっ-
くぇか”. [っゃっさぇくし おなき ゃっすっさぇ-
くうすっ ぉっ う しうきゃけかうつくぇすぇ こけ-
おぇくぇ, けすこさぇゃっくぇ おなき すはた けす 
しっゅぇてくうは ょうさっおすけさ: ”╇ょっ きう 
ゃしうつおう すせお ょぇ ゃう ゃいっきぇ くぇ 

さぇぉけすぇ, いぇとけすけ ょけぉさう おぇょさう 
ゃしっ こけ-すさせょくけ しっ くぇきうさぇす”, 
おぇいぇ 】うさはくけゃ.   
╀けかおぇすぇ けす かうこしぇすぇ くぇ ょけ-

ぉさっ こけょゅけすゃっくう おぇょさう いぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ う  くけしすぇか-
ゅうはすぇ こけ ゃさっきっすけ くぇ 1000-
すぇ そさっいう ゅけょうてくけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ ╆ぇゃけょ 5 くぇ 6-すう 

しっこすっきゃさう しっ しきっしうたぇ し さぇ-
ょけしすすぇ けす しさっとぇすぇ し おけかっゅう 
う こさうはすっかう う くぇょっあょぇすぇ いぇ 
ぉなょっとっすけ, ゅぇさくうさぇくぇ けす ょけ-
ぉさけすけ くぇしすさけっくうっ ゃ ういこなか-
くっくうはすぇ くぇ ╁ぇしおけ ╂かせすくうおけゃ, 
けすゃけさうか しなさちぇすぇ くぇ ゃっすっさぇ-
くうすっ けとっ し こなさゃぇすぇ しう こっしっく 
„‶さうはすっかう”.
《うさきっくう こけょぇさなちう いぇ しこけ-

きっく こけかせつうたぇ けさゅぇくういぇすけ-
さなす ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ, ╂っけさゅう 
『けくっゃ, ]すっそぇく [せしっゃ, おぇおすけ 
う  ょけきぇおうくうすっ けす さっしすけさぇくす 
„╉ぇこうすぇか”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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┿ とけ しっ おぇしぇっ ょけ こけょけぉっく さけょ こせぉかうおぇちうう, おぇすけ 
ゃいさうゃけゃっすっ う おぇすけ くっゅけゃうすっ ういおぇいゃぇくうは, うしおぇき ょぇ 
おぇあぇ う ょぇ くぇこけきくは くぇ ゃしうつおう ゃぇてう おけかっゅう あせさ-
くぇかうしすう, つっ すけゃぇ ぉっいおさぇえくけ いかっ ゃかうはっ ゃなさたせ ╀なか-
ゅぇさうは, ゃなさたせ くっえくうは うきうょあ, さっしこっおすうゃくけ ゃなさたせ 
ゃけっくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ, ╁けっくくけ-こさけきうてかっくうは 
おけきこかっおし う くぇえ-くぇおさぇは くぇ „┿さしっくぇか”. 〈けゃぇ ゃかう-
はっ きくけゅけ いかっ. ′うっ, ぇ  う ぇい かうつくけ, ゃっつっ うきぇきっ くは-
おけかおけ けぉぇあょぇくうは けす ょなさあぇゃう, こけしけかしすゃぇ, ゃけっくくう 
ぇすぇてっすぇ, し おけうすけ うきぇきっ おけくおさっすくう ょけゅけゃけさう, おけう-
すけ ういこなかくはゃぇきっ ゃ きけきっくすぇ. 〈っ, さぇいすさっゃけあっくう けす 
„しすさぇてくうすっ うくそけさきぇちうう”, つっ „┿さしっくぇか” っ ゃょうゅくぇす 
ゃなゃ ゃないょせたぇ けす ゃいさうゃけゃっ, しっ けぉぇあょぇす う こうすぇす „╉ぇお-
ゃけ しすぇゃぇ? ╉ぇおゃぇ っ しなょぉぇすぇ くぇ くぇてうは ょけゅけゃけさ, とっ 
しっ ういこなかくう かう う すぇおぇ くぇすぇすなお?”. ╇しおぇき ょぇ ゃう おぇあぇ, 
つっ こけょけぉくう くっとぇ ゃ つせあぉうくぇ くっ しっ こさぇゃはす う ぉなか-
ゅぇさしおけすけ ゃ あせさくぇかうしすうすっ う ゃなゃ ゃしうつおう うくしすうすせちうう, 
おけうすけ こさっょしすぇゃかはゃぇす ╀なかゅぇさうは, っ おさぇえくけ ゃさっきっ ょぇ 
くぇょょっかっっ う ょぇ いぇこけつくっき ょぇ きうしかうき いぇ しけぉしすゃっくぇ-
すぇ しう ょなさあぇゃぇ. ╇きぇき つせゃしすゃけすけ, つっ しきっ ゃ こかっく くぇ  
っょくぇ きぇくうは ょぇ しぇ けこかのゃぇきっ っょうく ょさせゅ, ょぇ さぇいょせ-

ゃぇきっ ぉぇかけくう, ょぇ しう こぇおけしすうき, けす 
おけっすけ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ しぇきうすっ 
くうっ しすさぇょぇきっ - う おぇすけ くぇさけょ, う 
おぇすけ けすょっかくう ゅさぇあょぇくう.

- ]ぇき いぇゅけゃけさうたすっ いぇ すけゃぇ 
おぇお しっ けすさぇいはゃぇ しかせつうかけすけ 
しっ くぇ ぉういくっしぇ. ╃けおけかおけ う おぇお 
しぇ いぇしっゅくぇすう こさっい こけしかっょくう
すっ きっしっちう こけさなつおうすっ ゃう けす 
おさういぇすぇ? ╉ぇおゃけ しっ しかせつゃぇ う 
し さぇぉけすっとうすっ ゃ いぇゃけょぇ, さっ
ょけゃくけ かう こけかせつぇゃぇす いぇこかぇすう
すっ しう, うきぇ かう たけさぇ, おけうすけ しぇ 
ゃ けすこせしおう う しぇ ぉっい さぇぉけすぇ ゃ 
きけきっくすぇ?
- ╆ぇ しなあぇかっくうっ, おさういぇすぇ ぉぇゃ-

くけ, ぉぇゃくけ, くけ しうゅせさくけ くぇしすなこう 
う ゃ „┿さしっくぇか”, ゃ ういゃっしすくぇ しすっ-
こっく. ‶さぇゃうき ゃしうつおけ ゃないきけあくけ, 
ぇい う きっくうょあなさしおうはす っおうこ, ょぇ 
しきっおつうき くっえくうは くぇすうしお ゃなさたせ 
くぇし. 〈ぇおぇ しきっ ゅけ こさぇゃうかう ょなか-
ゅう ゅけょうくう う すぇおぇ こけしすなこゃぇきっ う 
ゃ きけきっくすぇ. ╉さういぇすぇ しう っ おさういぇ 
う ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ しっ こさっょこさうっ-
きぇす う くはおけう くっこけこせかはさくう きっさおう. 
╂かっょぇきっ ょぇ ゅう しきっおつうき, ょけおけか-
おけすけ っ ゃないきけあくけ. 】け しっ おぇしぇっ 
ょけ さぇぉけすくうすっ いぇこかぇすう, こかぇとぇきっ 
ゅう さっょけゃくけ, くっいぇゃうしうきけ けす おさう-
いぇすぇ. 〈けゃぇ きけあっ ょぇ ゃう こけすゃなさ-
ょう ゃしっおう さぇぉけすっと ゃ „┿さしっくぇか”. 
[ぇいぉうさぇ しっ, し ちっくぇすぇ くぇ くぇてうすっ 
くっさゃう, くぇ くぇてうは すさせょ, くけ せしこは-
ゃぇきっ いぇしっゅぇ, ょぇえ, ╀けあっ, ょぇ せし-
こはゃぇきっ う ゃ ぉなょっとっ. [ぇいぉうさぇ しっ, 
うきぇ たけさぇ ゃ こさうくせょうすっかっく けすこせしお 

う くぇ くぇきぇかっく さぇぉけすっく ょっく, くぇえ-
ゃっさけはすくけ すけゃぇ とっ こさけょなかあう ゃ 
くはおぇおゃぇ しすっこっく, きけあっ ょぇ うきぇ 
う くはおぇおゃぇ おけさっおちうは ゃ しなしすぇゃぇ, 
ぇおすせぇかういうさぇくっ. 〈けゃぇ っ こけかけ-
あっくうっすけ. ′うっ こさぇゃうき ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ たっき ゃなかおなす ょぇ っ しうす, 
たっき ぇゅくっすけ ちはかけ.  ′け くっ っ かっしくけ. 
╃ぇ ゃうょうき ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ おぇお 
とっ しすぇくっ. ┿い しなき けこすうきうしす, つっ 
ゃしうつおけ とっ いぇゃなさてう け`おっえ.

- ‶けしかっょくうすっ しなぉうすうは ゃなゃ 
そうさきぇすぇ けすくけゃけ けすゃけさうたぇ  
すっきぇすぇ いぇ しけぉしすゃっくけしすすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”. ‶さっょゃうあょぇ かう しっ 
くはおぇおゃぇ こさけきはくぇ ゃ しけぉしすゃっ
くけしすすぇ? ╆ぇゃけょなす しすけ こさけ
ちっくすぇ ╁ぇて かう っ, いぇとけすけ こさう 
くぇかうつうっ くぇ けそてけさくう おけき
こぇくうう, いぇ おぇおゃうすけ しっ つせ すっいう 
ょくう,  ゃうくぇゅう しっ こけはゃはゃぇす 
しなきくっくうは ゃ きっょううすっ いぇ すけゃぇ?
- ′うおぇおゃぇ こさけきはくぇ ゃ しけぉしすゃっ-

くけしすすぇ くっ しっ こさっょゃうあょぇ. 《うさきぇ 
„┿さしっくぇか” っ しすけ こさけちっくすぇ つぇしす-
くぇ そうさきぇ. ╁ ╀なかゅぇさうは うきぇ さっ-
ゅうしすなさ くぇ そうさきうすっ. ╁しっおう うきぇ 
ょけしすなこ ょけ くっゅけ. ′っおぇ, おけえすけ しっ 
うくすっさっしせゃぇ, ょぇ ゃかっいっ う ょぇ ゃうょう 
おけう しぇ ぇおちうけくっさうすっ ゃ „┿さしっ-
くぇか”. ╇ すぇき し せつせょゃぇくっ ゃしっおう とっ 
いぇぉっかっあう, つっ くはきぇ くうすけ っょくぇ 
けそてけさくぇ そうさきぇ, こさうすっあぇゃぇとぇ 
ぇおちうう くぇ „┿さしっくぇか”. „┿さしっくぇか” 
っ しなし しすけ こさけちっくすぇ ぉなかゅぇさしおけ 
せつぇしすうっ, しすけ こさけちっくすぇ! ′っ 99.9, 
ぇ 100 こさけちっくすぇ. 〈っいう けそてけさくう 

そうさきう, いぇ おけうすけ しっ ゅけゃけさう, しぇ 
くはおぇおゃう ぇさたぇうつくう くっとぇ, くっょけし-
すぇすなつくけ けぉきうしかっくう, こさうおぇいおう くぇ 
くっうくそけさきうさぇくう たけさぇ, いぇ あぇかけしす 
つぇしす けす すはた けこさっょっかはす う けぉとっしす-
ゃっくけすけ きくっくうっ. ╄すけ ゅけ さっゅうしすな-
さなす, ゃしっおう ょぇ ゃかっいっ う ょぇ こけゅかっょ-
くっ. 〈けゃぇ こけくっ っ ょけしすなこくけ くっとけ!

- ¨す ゅけょうくう ゃなゃ ╁‶╉ ゃ ╀なか
ゅぇさうは ゃうしう っょうく ゃなこさけし: すっ
きぇすぇ いぇ かうちっくいううすっ くぇ けさな
あうはすぇ, けすくけてっくうはすぇ し [せしうは 
こけ すっいう ゃなこさけしう. ╇きぇ かう けとっ 
くぇこさっあっくうっ くぇ きっあょせょなさ
あぇゃくけ うかう きっあょせそうさきっくけ 
くうゃけ? 〈けゃぇ ゃうしはとう ゃなこさけしう 
かう しぇ ゃしっ けとっ ?
- ╁なこさけしなす し すけいう すぇおぇ くぇさっ-

つっく こさけぉかっき し こさっょけしすぇゃはくっすけ 
くぇ すったくうつっしおぇ ょけおせきっくすぇちうは 
けす しすさぇくぇ くぇ ぉうゃてうは ]なゃっすしおう 
しなのい おなき ╀なかゅぇさうは, さっしこっおすうゃ-
くけ ょさせあっしすゃぇすぇ, おけうすけ こさけうい-
ゃっあょぇす ゃけっくくぇ こさけょせおちうは, ゃう-
すぇっ ゃ こさけしすさぇくしすゃけすけ けす ょけしすぇ 
ゅけょうくう. ]つうすぇき, つっ すさせょくけ とっ 
くぇきっさう さぇいさってっくうっ, くぇえ-きぇか-
おけすけ いぇとけすけ おぇいせしうすっ しぇ ょけし-
すぇ こさけすうゃけさっつうゃう. ╁なこさけしなす っ 
きくけゅけ おけきこかうちうさぇく. 〈けえ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ さぇいゅかっあょぇ う しっ さぇいゅかっあょぇ 
こっさうけょうつくけ くぇ しきっしっくうすっ ぉなか-
ゅぇさしおけ-させしおう おけきうしうう, くぇ おけうすけ 
ぇい しなき つかっく. ]かけあっく っ ゃなこさけしなす. 
╋うしかは, つっ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ おけく-
しっくしせし とっ しっ くぇきっさう.

〈┿,

,
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【ぇ『』╊〉╊【《 〉╅ 『╅╆《【╅ ╊ 
[╅【《 ｠《╉╊〉╊【《 〉╅ 『╅╆《【╅ 
〉かこせけみて そたけて たそさあくうあ, ねか 95% そて にそちあてあ せか つあ はあつてしけうけ, にそおかこさけ せあ ちあいそてあてあ, さそみ-
てそ けすあて. [しまねひて せあ はあつてけかてそ か う たちかうちひはあせかてそ せあ にそいけてそ う ちあいそてあ, てうひちおけ てみ.

′あ つすかてさあ せあ てそうあ 42 たひちうそさしあつせけぬけ う さう. „[あちすかせ“, 
おちとえけ 44 はか うしみくあて う さしあつ おそえそおけせあ

【そうあ てうひちおけ つたかぬけあしけつてひて たそ ねそうかのさけ ちかつとちつけ 》かてみ 》かてさそうあ

]こっちうぇかうしす こけ つけゃっておう さeしせさしう, しけぉ-
しすゃっくうお くぇ ぇゅっくちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ こけょぉけさ 
くぇ こっさしけくぇか. 
╆けょうは ]すさっかっち. ╁ くぇえ-こさっおさぇしくぇすぇ あっく-

しおぇ ゃないさぇしす. ] ょゃっ こけさぇしくぇかう きけきうつっすぇ. 
╁ ╉ぇいぇくかなお こさうしすうゅぇ いぇさぇょう っょうく きなあ う 
っょくぇ かのぉけゃ. ‶さっょう ゅけょうくう. ‶さうしすさぇしすくぇ 
おなき おぇせいぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお きくけ-
ゅけ かうつくけ - しなこさせゅなす え ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ っ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさ-
すうすっ, こさっょしっょぇすっか くぇ ぉのょあっすくぇすぇ おけきうしうは 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ‶っすは ‶っすおけゃぇ うきぇ ょゃっ 
ゃうしてう けぉさぇいけゃぇくうは: いぇゃなさてうかぇ っ ╋╄╇ - 
╁ぇさくぇ, しこっちうぇかくけしす っかっおすさけうくあっくっさ, おぇお-
すけ う きっくうょあきなくす う きぇさおっすうくゅ ゃなゃ ╁╇′] - 
╁ぇさくぇ. ╃なかゅう ゅけょうくう さぇぉけすう ゃ ╀〈╉, おなょっすけ 
っ しこっちうぇかうしす こけ つけゃっておう さっしせさしう. ‶さけ-
きはくぇすぇ は しゃぇさゃぇ くぇ っょくけ けす くぇえ-すさせょくうすっ 
きっしすぇ ゃ おけきこぇくうはすぇ, くけ すなゃさょう, つっ すけつくけ 
すけゅぇゃぇ う すぇき くぇせつぇゃぇ きくけゅけ. 〈は っ つけゃっおなす, 

〈っいうすっ くぇ ‶っすは:

‶さう こけょぉけさぇ くぇ こけょたけ-
ょはと こっさしけくぇか くぇえ-ゃぇ-

あくけすけ - 50%, っ あっかぇくうっすけ, 
きけすうゃぇちうはすぇ くぇ ょぇょっく つけゃっお 
いぇ すぇいう さぇぉけすぇ. ╃うこかけきうすっ, 
ょさせゅうすっ おけきこっすっくちうう くっ しぇ 
けす さってぇゃぇとけ いくぇつっくうっ. 

┿おけ つけゃっお うきぇ あっかぇくうっ 
いぇ ょぇょっくぇ さぇぉけすぇ, すけえ 

しっ せつう.

′ぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ たけさぇすぇ, 
けしすぇくぇかう ぉっい さぇぉけすぇ, っ 

ょぇ くっ しすけはす くぇ っょくけ きはしすけ う 
ょぇ しっ くぇょはゃぇす さぇぉけすぇすぇ しぇきぇ 
ょぇ ゅう くぇきっさう. 〈なさしっくっすけ くぇ 
さぇぉけすぇ っ おぇすけ たけょっくっすけ くぇ 
さぇぉけすぇ. ╁しっおう ょっく けす しせすさうく 
ょけ ゃっつっさ, し せしきうゃおぇ, きけすうゃぇ-
ちうは う せぉっょっくけしす, つっ くっこさっ-
きっくくけ とっ は くぇきっさうて. 

′ぇえ-ゃぇあくぇすぇ ちっか こさう 
すなさしっくっすけ くぇ さぇぉけすぇ っ 

ょぇ うしおぇて ょぇ しう くぇきっさうて さぇ-
ぉけすぇ.  

╂けかはきぇ つぇしす けす たけさぇすぇ くっ 
しぇ いぇうくすっさっしけゃぇくう ょぇ 

くぇせつぇす くっとけ くけゃけ. ‶さけきは-
くぇすぇ ゅう こかぇてう. ╇しおぇす しぇきけ 
しうゅせさくけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ う 
さぇぉけすぇ. ┿ こさけちっしなす いぇ すけゃぇ 
っ ょゃせしすさぇくっく: さぇぉけすけょぇすっか 
– さぇぉけすくうお. ╆ぇ せょけゃかっすゃけさは-
ゃぇとう う ょゃっすっ しすさぇくう さっいせか-
すぇすう っ くせあくけ つけゃっお ょぇ ょぇょっ 
けす しっぉっ しう.  

╋くけゅけ っ ゃぇあくけ つけゃっお ょぇ 
いくぇっ おぇおゃけ うしおぇ, おぇおゃけ 

うきぇ あっかぇくうっ ょぇ さぇぉけすう. ‶け-
ゃっつっすけ たけさぇ, けぉぇつっ, くっ しう いぇ-
ょぇゃぇす すけいう ゃなこさけし, いぇすけゃぇ う 
すさせょくけ くぇきうさぇす こけょたけょはとぇ 
う せょけゃかっすゃけさはゃぇとぇ さぇぉけすぇ.

╋かぇょうすっ たけさぇ ょけ 30 ゅけ-
ょうくう しぇ こけ-おさっぇすうゃくう, 

こけ-しきっかう ゃ さってっくうはすぇ しう いぇ 
こさけきはくぇ. 

╅っくうすっ しぇ こけ-おさっぇすうゃくう 
ゃ すなさしっくっすけ くぇ さぇぉけすぇ, 

くけ すっ こけ-つっしすけ くはきぇす ういぉけさ. 

╆ぇ ょぇ けすおさうって こけょたけょは-
とうは つけゃっお いぇ ょぇょっくぇ さぇ-

ぉけすぇ, けす けしけぉっくけ いくぇつっくうっ っ 
おなょっ  う おぇお っ こせぉかうおせゃぇくぇ  
けぉはゃぇすぇ. ‶さぇゃうかくけすけ こけしかぇ-
くうっ ゃけょう しかっょ しっぉっ しう すけつ-
くうは つけゃっお. 

╆ぇ ゃさないおぇ し っおしこっさすぇ こけ つけ-
ゃっておう さっしせさしう ‶っすは ‶っすおけゃぇ:  

petya.petkova@vistahr.bg
www.vistahr.bg

╁ すさせょくうすっ ゃさっきっくぇ いぇ 
たけさぇすぇ, けしすぇくぇかう ぉっい 

さぇぉけすぇ, こけすなさしうたきっ しこっちうぇ-
かうしすぇ こけ つけゃっておう さっしせさしう 
‶っすは ‶っすおけゃぇ いぇ っょくけ こけかっい-
くけ う けすおさけゃっくけ うくすっさゃの. 

- ‶っすは, おぇお ょぇ くぇきっさう 
つけゃっお きっつすぇくぇすぇ さぇぉけすぇ?
- ╃ぇ くぇきっさうて きっつすぇくぇすぇ 

さぇぉけすぇ くっ っ かっしくけ. ╇しおぇ しっ 
ょぇ くぇこさぇゃうて すけつくけ けこさっょっ-
かっくう くっとぇ, おけうすけ しぇきけ すう う 
くうおけえ ょさせゅ きけあっ ょぇ くぇこさぇ-
ゃう. ╇ すっいう くっとぇ くっ しっ しゃっあ-
ょぇす っょうくしすゃっくけ ょけ しなしすぇゃは-
くっすけ くぇ ぇゃすけぉうけゅさぇそうは うかう 
きけすうゃぇちうけくくけ こうしきけ. 

- ┿ きけあっ かう つけゃっお ょぇ しう 
くぇきっさう さぇぉけすぇ, ぉっい ょぇ 
いくぇっ おぇおゃけ すけつくけ すなさしう? 
- ]こけさっょ きっく, うしすうくぇすぇ っ, 

つっ きぇかおけ たけさぇ しきっはす ょぇ しう 
こさういくぇはす, つっ くっ いくぇはす おぇおゃけ 
うしおぇす. ╀かなしおぇす しっ ちはか あうゃけす 
ゃ かせすぇくっ う こさぇゃっくっ くぇ すけゃぇ 
うかう けくけゃぇ, くけ くっ けしないくぇゃぇす, 
つっ ゅけ こさぇゃはす すけつくけ, いぇとけすけ 
くっ いくぇはす おぇおゃけ うしおぇす. ╆ぇとけ 
こさうぉかういうすっかくけ 60% けす きかぇ-
ょうすっ たけさぇ くっ せつぇす う しなけすゃっす-
くけ ゃこけしかっょしすゃうっ くっ さぇぉけすはす 
すけゃぇ, おけっすけ うしおぇす う きけゅぇす, ぇ 
こさぇゃはす すけゃぇ, おけっすけ „すさはぉゃぇ”?
]こけさっょ きっく, けすゅけゃけさなす っ 

きくけゅけ こさけしす, くけ しなとっゃさっ-
きっくくけ きくけゅけ すなあっく.
〈けつくけ, おけゅぇすけ ょっすっすけ すさはぉ-

ゃぇ ょぇ ういぉっさっ おぇおゃけ ょぇ せつう, 
す. っ. くぇうしすうくぇ ょぇ せつう くっとけ, 
おけっすけ ゅけ ゃかっつっ う おなき おけっ-
すけ うきぇ くはおぇおなゃ ぇそうくうすっす, 
すけつくけ すけゅぇゃぇ さけょうすっかうすっ 
けすしなしすゃぇす! ╉けゅぇすけ こさぇゃうかくけ 
しきっ しっ けさうっくすうさぇかう こさけそっ-
しうけくぇかくけ う しかっょゃぇきっ おぇさう-
っさくけすけ しう さぇいゃうすうっ, くっとぇすぇ 
こさけしすけ しっ しかせつゃぇす. 〈なさしっくっ-
すけ くぇ さぇぉけすぇ っ おぇすけ たけょっくっすけ 
くぇ さぇぉけすぇ けす 8 ょけ 17 つぇしぇ. 
]すぇゃぇて しせすさうく, いぇさっょっく こけ-
かけあうすっかくけ… う すぇおぇ ょけ おさぇは 
くぇ ょっくは. ‶さけせつゃぇて ゃしうつおう 
ゃないきけあくけしすう. ]さっとぇて しっ し 
こさうはすっかう, こさけはゃはゃぇて きぇか-
おけ こけゃっつっ うくうちうぇすうゃくけしす う 
こさぇゃうて こさけせつゃぇくっ くぇ ぇぉしけ-
かのすくけ ゃしうつおう ゃないきけあくけしす-
うすっ ゃ ゅさぇょぇ う ょけさう ういゃなく 
ゅさぇょぇ. ╁ すけいう しきうしなか きくけゅけ 
こけかっいくけ きけあっ ょぇ しっ けおぇあっ う 
きけすうゃぇちうけくくけすけ けぉせつっくうっ, ゃ 
おけっすけ つけゃっお くぇせつぇゃぇ しうかくう-
すっ しう しすさぇくう, おぇお ょぇ ゅう こさっょ-
しすぇゃは こけ ゃさっきっ くぇ うくすっさゃの 
いぇ さぇぉけすぇ, こさう しさっとぇ し さぇ-
ぉけすけょぇすっか, おぇお ょぇ しっ ょなさあう 
こけ ゃさっきっ くぇ すぇいう しさっとぇ う 
けとっ おせこ くっとぇ, しゃなさいぇくう し 
こけゃっょっくうっすけ, し ゃなすさってくけすけ 
せしっとぇくっ いぇ いくぇつうきけしす う せぉっ-
ょっくけしす, つっ ょぇょっくぇすぇ さぇぉけすぇ 
っ すけつくけ いぇ すけいう つけゃっお. 〈けゃぇ 
しぇ こけかっいくう こさぇおすうおう, おけうすけ 
さぇぉけすはす. 

- ′ぇこけしかっょなお ゃしっ こけ-
きけょくぇ ゃ ゅけかっきうすっ そうさきう 
せ くぇし しすぇゃぇ せしかせゅぇすぇ ╊う-
いうくゅ くぇ こっさしけくぇか. ╉ぇおゃけ 
こさっょしすぇゃかはゃぇ すは う おけえ 
きけあっ ょぇ しっ こけかいゃぇ けす 
くっは?
- ╊ういうくゅなす くぇ こっさしけくぇか っ 

のさうょうつっしおぇすぇ ゃないきけあくけしす 
ょぇ しっ くぇっきぇす しかせあうすっかう, 

おけうすけ そけさきぇかくけ しっ ゃけょはす 
くぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ くぇ ょさせゅぇ 
そうさきぇ, けぉうおくけゃっくけ くぇ おけく-
しせかすぇくす こけ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
つけゃっておうすっ さっしせさしう, ぇ さっぇか-
くけ さぇぉけすはす いぇ しなけすゃっすくぇすぇ 
おけきこぇくうは, こけさなつぇかぇ せしかせゅぇ-
すぇ. ╋けあっ ょぇ しっ こけかいゃぇ いぇ くっ-
けゅさぇくうつっく こっさうけょ けす ゃさっきっ. 
〈ぇいう せしかせゅぇ っ けしけぉっくけ さぇい-
こさけしすさぇくっくぇ くぇ ╆ぇこぇょ. 
《うさきぇすぇ-おかうっくす しぇきぇ こけょ-

ぉうさぇ うかう せつぇしすゃぇ ぇおすうゃくけ ゃ 
こけょぉけさぇ くぇ こっさしけくぇかぇ, くぇっ-
きぇく くぇ かういうくゅ, けこさっょっかは いぇ-
こかぇすうすっ, ぉけくせしうすっ う しぇくおちう-

うすっ. ╉けくしせかすぇくすなす しおかのつゃぇ 
すさせょけゃう ょけゅけゃけさう し けこさっょっ-
かっくうすっ しかせあうすっかう う そけさきぇか-
くけ こけっきぇ ゃしうつおう いぇょなかあっくうは 
くぇ さぇぉけすけょぇすっか - ゅさうあう しっ 
いぇ いぇょなかあうすっかくうすっ そけさきぇか-
くけしすう こけ すさせょけゃけすけ こさぇゃけ-
けすくけてっくうっ, ゃけょう すさせょけゃぇすぇ 
おくうあおぇ, ういゅけすゃは ういうしおゃぇくうすっ 
けす さぇいかうつくう けさゅぇくう しこさぇゃおう, 
しかっょう いぇ けすこせしおうすっ. ╁ しなとけ-
すけ ゃさっきっ しなけすゃっすくうすっ しかせ-
あうすっかう さぇぉけすはす いぇ そうさきぇ-

すぇ-おかうっくす くぇ けこさっょっかっくう けす 
くっゅけ さぇぉけすくう きっしすぇ. ╊ういうく-
ゅなす っ せょけぉっく しなとけ こさう けゅさぇ-
くうつっくう ゃなゃ ゃさっきっすけ こさけっおすう 
- つっしすけ そうさきうすっ うきぇす きぇさ-
おっすうくゅけゃう, すなさゅけゃしおう うかう 
こさけういゃけょしすゃっくう こさけっおすう し 
こさけょなかあうすっかくけしす こけかけゃうく 
ょけ っょくぇ ゅけょうくぇ う くっ ゃうあょぇす 
しきうしなか ょぇ くぇいくぇつぇゃぇす たけさぇ 
くぇ しけぉしすゃっく とぇす しぇきけ いぇ くは-
おけかおけ きっしっちぇ. ‶けょけぉくう しぇ 
しかせつぇうすっ, おけゅぇすけ つせあょう けさ-
ゅぇくういぇちうう ぉっい さっゅうしすさぇちうは せ 
くぇし さぇぉけすはす こけ おさぇすおけしさけつくう 
こさけっおすう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╆ぇ すはた 

ょぇ ういこけかいゃぇす こっさしけくぇか くぇ 
かういうくゅ っ こけ-ういゅけょくけ, けすおけか-
おけすけ ょぇ しっ さっゅうしすさうさぇす う ょぇ 
くぇっきぇす つけゃっお, おけえすけ ょぇ けぉ-
しかせあゃぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけ くぇ-
っすうは こっさしけくぇか.

-  ╆ぇとけ ぉなかゅぇさしおうはす さぇ-
ぉけすけょぇすっか  ゃしっ けとっ っ  こけ-
しおかけくっく ょぇ うくゃっしすうさぇ ゃ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ すっしくうすっ 
おけきこっすっくちうう くぇ しゃけうすっ 
しかせあうすっかう, けすおけかおけすけ ゃ 

さぇいゃうすうっ くぇ  ゅなゃおぇゃうすっ 
うき  せきっくうは, ゃ たけさぇ, おけう-
すけ くはきぇす くせあくぇすぇ こさけそっ-
しうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは, 
くけ うきぇす けゅさけきくけすけ あっかぇ-
くうっ ょぇ しっ せつぇす う ょぇ  さぇぉけ-
すはす すぇいう さぇぉけすぇ?
- ‶っさしけくぇかなす くぇ おけきこぇくうは-

すぇ っ くぇえ-ちっくくうはす え ぇおすうゃ う 
うくゃっしすうちうはすぇ ゃ くっゅけ きけあっ ょぇ 
ょけくっしっ くぇえ-ゅけかはきぇ ゃないゃさな-
とぇっきけしす. 〈けゃぇ, けぉぇつっ, ゃしっ 
けとっ くっ しっ さぇいぉうさぇ けす ゃしうつ-
おう さぇぉけすけょぇすっかう こけ くぇつうくぇ, 
こけ おけえすけ しかっょゃぇ. ╇くっさちうはすぇ 
ゃうくぇゅう ょぇ しっ すなさしう ゅけすけゃ, 
けぉせつっく, くぇせつっく おぇょなさ いぇ 
ょぇょっくぇすぇ さぇぉけすぇ っ ゃしっ けとっ 
きくけゅけ しうかくぇ. ╃けぉさうすっ きっくう-
ょあなさう けぉぇつっ いくぇはす, つっ つっしすけ 
ょけぉさっ きけすうゃうさぇくうはす, うきぇと 
あっかぇくうっ いぇ さぇぉけすぇ つけゃっお っ 
ょぇかっつ こけ-こけょたけょはと いぇ くっは, 
けすおけかおけすけ すけいう し ょけぉさぇすぇ 
おけきこっすっくちうは う けぉさぇいけゃぇ-
くうっ, くけ ぉっい くせあくぇすぇ きけすうゃぇ-
ちうは. ╇ すけつくけ こけ すけゃぇ きけあっ 
ょぇ しっ けすかうつう HR きっくうょあなさぇ 
けす しつっすけゃけょうすっかは 〈[╆. ′け う 
すせお, おぇすけ こさう ゃしはおぇ うくゃっしすう-
ちうは, すさはぉゃぇ ょぇ しっ うくゃっしすうさぇ 
ゃくうきぇすっかくけ, ちっかっくぇしけつっくけ, 
しなけぉさぇいくけ しすさぇすっゅうはすぇ いぇ 
さぇいゃうすうっ, ょぇ しっ けすつうすぇす さうし-
おけゃっすっ う ょぇ しっ しかっょう ゃないゃさな-
とぇっきけしすすぇ. ╀なょっとっすけ っ くぇ 
ゃしっ こけ-けぉさぇいけゃぇくうすっ さぇぉけす-
くうちう, くけ う くぇ こけ-きけすうゃうさぇ-
くうすっ. ┿おけ くっ しっ ゃかぇゅぇす こぇさう 
ゃ けぉせつっくうっすけ くぇ しかせあうすっかう, 
さぇぉけすけょぇすっかはす とっ しさっとくっ 
ういおかのつうすっかくう すさせょくけしすう ょぇ 
さっぇかういうさぇ こかぇくけゃっすっ しう いぇ 
こさけしこっさうすっす くぇ そうさきぇすぇ, 
こけくっあっ くはきぇ ょぇ うきぇ こけょゅけす-
ゃっく こっさしけくぇか, おけえすけ ょぇ さぇい-
ぉっさっ おぇおゃけ しっ うしおぇ けす くっゅけ. 
╆ぇ しなあぇかっくうっ, きぇかおぇ つぇしす けす 
さぇぉけすけょぇすっかうすっ いぇかぇゅぇす くぇ  
ょっえしすゃうは し ちっか こけゃうてぇゃぇくっ 
くぇ おゃぇかうそうおぇちうはすぇ, おけっすけ 
きっ おぇさぇ ょぇ きうしかは, つっ さぇ-

ぉけすけょぇすっかうすっ しぇ こけ-しおかけく-
くう ょぇ くぇきうさぇす ゃっつっ ゃうしけおけ 
おゃぇかうそうちうさぇく こっさしけくぇか う 
ゃこけしかっょしすゃうっ ょぇ ゅけ いぇきっくはす 
し こけ-ゃうしけおけ おゃぇかうそうちうさぇく 
こっさしけくぇか, けすおけかおけすけ ょぇ ゃかけ-
あぇす ゃ くぇしすけはとうすっ しう しかせあう-
すっかう, おけっすけ っ ょけしすぇ あぇかおけ.

くぇぉうさぇか っおうこう いぇ くぇょ 200 うくそけさきぇちうけくくう ちっくすさけゃっ くぇ ╀〈╉ う 300 きぇゅぇいうくぇ ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. 
〈ゃなさょう, つっ ょけぉさうはす しかせあうすっか っ くっ すけいう, くっこさっきっくくけ し きくけゅけすけ けこうす, ぇ けくいう, ゃ おけゅけすけ うきぇ 

こけすっくちうぇか. ╇ ょけ ょくっし っ せぉっょっくぇ, つっ さぇぉけすけょぇすっかうすっ しかっょゃぇ ょぇ しっ けゅかっょぇす すけつくけ いぇ すぇおうゃぇ 
たけさぇ, いぇとけすけ ゃ すはた きけあっ ょぇ しっ うくゃっしすうさぇ う ょぇ けつぇおゃぇて ょぇ すう ゃなさくぇす うくゃっしすうちうはすぇ ゃ こさうょけ-
ぉうすうすっ くけゃう おけきこっすっくちうう. 
╇いゃっしすくけ ゃさっきっ っ しかせあうすっか う くぇ そうさきぇ „╉なかゃぇつっゃ”. 〈ゃなさょう, つっ っ とぇしすかうゃぇ, いぇとけすけ さぇぉけすう 

たけぉうすけ しう: すは っ けす けくっいう 5%, おけうすけ ゃしっおう ょっく けすうゃぇす ょけゃけかくう くぇ さぇぉけすぇ, し あっかぇくうっ う さぇょけしす. 
╆ぇとけすけ こさぇゃう すけゃぇ, おけっすけ うしおぇ. 〈ゃなさょう, つっ くはきぇ くっこけょたけょはとぇ さぇぉけすぇ いぇ ょぇょっく つけゃっお, こさけしすけ 
つけゃっおなす くっ っ くぇきっさうか さぇぉけすぇ, おけはすけ っ いぇ くっゅけ. ¨こさっょっかは こさけそっしうはすぇ しう くぇ しこっちうぇかうしす こけ 
つけゃっておうすっ さっしせさしう おぇすけ っょくぇ けす くぇえ-うくすっさっしくうすっ, いぇとけすけ, けしゃっく けすかうつくけ こけいくぇゃぇくっ くぇ くけさ-
きぇすうゃくぇすぇ せさっょぉぇ, しっ ういうしおゃぇ ょぇ しう う ょけぉなさ こしうたけかけゅ. ╁ ぉぇいぇすぇ しう ょぇくくう うきぇ くぇょ 20 たうかはょう 
CV-すぇ くぇ たけさぇ, すなさしっとう さぇぉけすぇ, う すぇおうゃぇ, おけうすけ すなさしはす こけ-ょけぉさぇ さぇぉけすぇ. ′ぇょ 3 たうかはょう しぇ 
けょけぉさっくうすっ う くぇきっさうかう しゃけっすけ きはしすけ ゃ あうゃけすぇ くっえくう おかうっくすう. 
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‶っすなさ ╉けしっゃ, いぇき.-おきっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, しなけぉ
とう, つっ しこけさっょ こさっょかけあっくうっ くぇ こさっゃけいゃぇつぇ, ゃ さぇきおう
すっ くぇ ょっえしすゃうっすけ くぇ ょけゅけゃけさぇ, ちっくうすっ くぇ ぇゃすけぉせしくうすっ 
かうくうう きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす いぇゃうてっくう し けおけかけ 20% けす しっ
ゅぇてくぇすぇ しすけえくけしす. 〈けゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ いぇ 
ゅさぇょしおうすっ う けぉとうくしおう かうくうう さっぇかくけ ちっくぇすぇ ぉう きけゅかぇ 
ょぇ しおけつう し 30 しすけすうくおう いぇ ゅさぇょしおぇすぇ きさっあぇ う し 40 
しすけすうくおう いぇ きっあょせゅさぇょしおぇすぇ しこけさっょ けすょぇかっつっくけしすすぇ 
くぇ くぇしっかっくけすけ きはしすけ. 
‶け かうくううすっ ]けそうは, ‶かけゃょうゃ, ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ う ╁ぇ

さくぇ こさっょゃうょっくけすけ せゃっかうつっくうっ っ し ょけ 5 かっゃぇ けす くぇ
しすけはとうすっ ちっくう. 〈ぇおぇ くぇこさうきっさ, こけ かうくうはすぇ ╉ぇいぇく
かなお - 【うこおぇ しっゅぇ ぉうかっすなす しすさせゃぇ 1,20 かゃ., ぇ ゃ しかせつぇえ 
くぇ せゃっかうつっくうっ ちっくぇすぇ ぉう きけゅかぇ ょぇ ょけしすうゅくっ ょけ 1,50 
かゃ., くけ くっ う ょぇ こさっゃうてう すぇいう ゅさぇくうちぇ. ¨す 17 かっゃぇ 
ょけ 22 かっゃぇ くぇえ-きくけゅけ きけあっ ょぇ しっ せゃっかうつう ゃ さぇきおうすっ 
くぇ くけゃうは ょけゅけゃけさ ちっくぇすぇ くぇ っょくけこけしけつくうは ぉうかっす ょけ 
]けそうは. 
′ぇえ-ゅけかはきけすけ せゃっかうつっくうっ, いぇかけあっくけ ゃ くけゃうは ょけ

ゅけゃけさ きっあょせ すさぇくしこけさすくうは おけくしけさちうせき う ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, っ こけ きぇさてさせすぇ ╉ぇいぇくかなお - ╁ぇさくぇ, おなょっすけ 
ぉうかっすなす きけあっ ょぇ しっ こけゃうてう しなとけ し ょけ 5 かっゃぇ う ょぇ 
しすぇくっ 30, こさう しっゅぇてくうすっ 25 かっゃぇ. 〈けゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ 
くはきぇ ょぇ しすぇくっ, すなえ おぇすけ ょけゅけゃけさなす いぇ すっいう かうくうう っ 
ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ, ぇ ぇゃすけぉせしうすっ いぇ ╁ぇさくぇ こなすせゃぇす 
こさっょうきくけ しっいけくくけ.
╁ こけょこうしぇくうは くけゃ ょけゅけゃけさ しっ こさっょゃうあょぇす う くぇきぇかっ

くうは いぇ こっくしうけくっさう う せつっくうちう. ╁ないさぇしすくうすっ たけさぇ くぇょ 
70 ゅけょうくう とっ こけかいゃぇす 50% くぇきぇかっくうっ いぇ こなすせゃぇくっ 
ゃ ゅさぇょしおぇすぇ う きっあょせゅさぇょしおぇ きさっあぇ しさっとせ こさっょしすぇ
ゃっく ょけおせきっくす, ぇ すっいう ょけ 70 ゅけょうくう - 20% くぇきぇかっくうっ. 
20% くぇきぇかっくうっ とっ こけかいゃぇす う せつっくうちうすっ. 
╆ぇこぇいゃぇす しっ けすしすなこおうすっ う いぇ しすせょっくすう.

                 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

 こなさゃけおかぇしくうちう けす 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, けす けぉとけ 3 
たうかはょう ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ,  
こさっおさぇつうたぇ こさぇゅぇ くぇ せつうかう
とっすけ ゃ ╃っくは くぇ 
ゃはさぇすぇ, くぇょっあ
ょぇすぇ う かのぉけゃすぇ. 
╆ぇさぇょう ぉかぇゅけ
しおかけくくけしすすぇ くぇ 
おぇかっくょぇさぇ すぇい
ゅけょうてくぇすぇ かはす
くぇ ゃぇおぇくちうは ぉっ 
せょなかあっくぇ し ょゃぇ 
ょくう う すぇおぇ しすぇさ
すなす くぇ くけゃぇすぇ 
せつっぉくぇ ゅけょうくぇ 
しなゃこぇょくぇ し っょうく 
けす くぇえ-おさぇしうゃう
すっ う ょせたけゃくけ くぇ
しうすっくう ぉなかゅぇさ
しおう こさぇいくうちう.
╆ぇ いくぇきっくぇすっか

くうは しう ょっく ゃしっおう 
けす こなさゃけかぇちうすっ 
ゃ けぉとうくぇすぇ こけ
かせつう しこっちうぇかっく 
こけょぇさなお けす おきっ
すぇ ╂ぇかうくぇ ]すけは
くけゃぇ – おくうあおぇ し 
ぉなかゅぇさしおう こさう
おぇいおう. 
¨ぉとうはす ぉさけえ 

くぇ せつっくうちうすっ ゃ 
せつうかうとぇすぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお こさっい すぇいう ゅけょうくぇ っ 7 450, 
ょさせゅう 2 500 しぇ ゃ いぇぉぇゃぇつくうちうすっ 
ゃ ゅさぇょぇ う しっかぇすぇ. ′けゃぇすぇ せつっぉ
くぇ ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ いぇこけつ
ゃぇ う し くけゃう ょうさっおすけさう くぇ すさう 
けぉとうくしおう せつうかうとぇ う くぇ っょくけ 
こさけそっしうけくぇかくけ. 
]かっょ こさけゃっょっくう おけくおせさしう [ぇ

ょうぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ こけっ くぇえ-ゅけかは
きけすけ けぉとうくしおけ せつうかうとっ - ]¨〉 
“╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう”, ╇ゃぇくおぇ 
╇ゃぇくけゃぇ とっ さなおけゃけょう せつうかう
とっすけ ゃ しっかけ 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ, 

╉ぇいぇくかなておうはす あせさくぇかうしす う ぉなょっと 
さっあうしぬけさ ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ とっ しくうきぇ 

こなかくけきっすさぇあっく うゅさぇかっく そうかき いぇ けぉゅぇ
いはゃぇくうはすぇ ゃ さっゅうけくぇ けす 2006-すぇ ゅけょうくぇ. 
╁っつっ っ ゅけすけゃ しちっくぇさうはす, くぇこさぇゃっく こけょ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ こさけそっしけさ ]ゃっすけしかぇゃ 
¨ゃつぇさけゃ, こさう おけゅけすけ しっ けぉせつぇゃぇ ╋ぇさ
つっゃ. 《うかきけゃうはす こさけっおす くぇ あせさくぇかうしすぇ, 
し ょうこかけき くぇ たうきうお-うくあっくっさ, しっ くぇさうつぇ 
“┿こけおぇかうこしうし ょけ こけうしおゃぇくっ” う ゃ ゅかぇゃくぇ
すぇ さけかは くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ こさっゃなこかなすう 

ぇおすけさなす けす そうかきうすっ “〈うかす“ う ]すなおかっく ょけき” ぅゃけさ ╀ぇたぇ
さけゃ.  
《うかきなす, こけ ょせきうすっ くぇ しちっくぇさうしすぇ, とっ こさっしないょぇゃぇ こけ 

たせょけあっしすゃっく くぇつうく ぇそっさぇ, ゃ おけはすけ ょゃっ ぉなかゅぇさしおう こさぇ
ゃうすっかしすゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ いぇかけあうたぇ あうゃけすぇ う いょさぇゃっすけ  くぇ 
300 たうかはょう ぉなかゅぇさう ゃ うきっすけ くぇ こぇさうすっ. ╆ぇ けしくけゃぇ くぇ 
しちっくぇさうは くぇ そうかきぇ っ こけしかせあうかけ あせさくぇかうしすうつっしおけ さぇい
しかっょぇゃくっ くぇ ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ, ょけくっしかけ きせ くぇゅさぇょぇすぇ いぇ 
あせさくぇかうしすうおぇ くぇ ╇さかぇくょしおけすけ こけしけかしすゃけ こさっい 2010 ゅけ
ょうくぇ.
]のあっすなす くぇ そうかきぇ さぇいおぇいゃぇ いぇ きかぇょ あせさくぇかうしす し うきっ 

╁かぇょけ, おけえすけ こけこぇょぇ ゃ っょくけ ぉなかゅぇさしおけ しっかけ, いぇ ょぇ さぇい
こかっすっ すぇいう ぇそっさぇ. ‶け すさぇょうちうは, しのあっすなす こさっょゃうあょぇ う 
うくすさうゅぇすぇ くぇ かのぉけゃっく すさうなゅなかくうお, ゃ おけえすけ せつぇしすくうお 
とっ っ う ょけちっくす - こさっこけょぇゃぇすっか くぇ あせさくぇかうしすぇ, う きかぇょぇ 
あっくぇ, つうえすけ しなこさせゅ っ くぇ ゅせさぉっす ゃ ╇しこぇくうは, ぇ ょっすっすけ うき っ 
ぉけかくけ けす かっゃおっきうは ゃしかっょしすゃうっ くぇ けぉゅぇいはゃぇくうはすぇ. 
╁しっ けとっ くっ しぇ せすけつくっくう うきっくぇすぇ くぇ けしすぇくぇかうすっ ぇおすぬけさう, 

おけうすけ くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ しくうきぇす ゃ ぉなょっとぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
かっくすぇ, くけ うょっはすぇ くぇ しちっくぇさうしすうすっ ゃおかのつゃぇ ぇおすさうしぇすぇ 
╁うけかっすぇ ╋ぇさおけゃしおぇ, ぇおすさうしぇ けす おぇいぇくかなておうは すっぇすなさ う 
ょけさう そせすぉけかくぇすぇ いゃっいょぇ ╃うきうすなさ ╀っさぉぇすけゃ. ] くっゅけ ゃしっ 
けとっ くっ しぇ ゃけょっくう さぇいゅけゃけさう, くけ しっ すなさしはす おけくすぇおすう. 
‶かぇくけゃっすっ くぇ しちっくぇさうしすぇ ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ こさっょゃうあょぇす 

いぇしくっきぇくっすけ くぇ ぉなょっとうは そうかき ょぇ いぇこけつくっ こさっい っしっくすぇ 
くぇ 2013 ゅけょうくぇ, ぇ ょけすけゅぇゃぇ とっ しっ すなさしう そうくぇくしけゃけ けぉっい
こっつぇゃぇくっ くぇ こさけっおすぇ “┿こけおぇかうこしうし ょけ こけうしおゃぇくっ”. 
╆ぇ すっさっく くぇ ぉなょっとうすっ しくうきおう しっ こさっょゃうあょぇす けしくけゃくけ 

ゅさぇょ ‶ぇゃっか ぉぇくは う さぇえけくなす, ╉ぇいぇくかなお う しっかぇすぇ けおけかけ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.  
]ちっくぇさうしすなす しっ くぇょはゃぇ おさせこくう そうさきう けす さっゅうけくぇ, こさう

っかう こさうしなさちっ っおけうょっはすぇ, ょぇ こけきけゅくぇす し こぇさう いぇ さっぇかう
いぇちうはすぇ くぇ かっくすぇすぇ. 
‶っすなさ ╋ぇさつっゃ っ ょなかゅけゅけょうてっく あせさくぇかうしす ゃ ╉ぇいぇくかなお, 

ぇ ゃすけさぇ くっゅけゃぇ しすさぇしす, しおけさけ う しこっちうぇかくけしす, っ そうかきけゃけ
すけ ういおせしすゃけ.

╃っかはくぇ 〈さうそけくけゃぇ

‶しうたけかけゅうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ けす くぇえ-さぇいかうつくけ っし
すっしすゃけ - けす しなゃっすう いぇ ょけぉさけ こしうたうつっしおけ いょさぇゃっ, せこ

さぇあくっくうは いぇ せきぇ, くぇつうくう いぇ しゃぇかはくっ くぇ しすさっしぇ ょけ しな
ゃっすう いぇ すけゃぇ おぇお しっ しすぇゃぇ ぉけゅぇす, おせこせゃぇす おぇいぇくかなつぇくう. 
]さっょ あっかぇくうすっ ぇゃすけさう こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しぇ せすゃなさょっ

くうすっ けす こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう 》けさたっ ╀せおぇえ, ‶ぇけかせ ╉け
っかの, おぇおすけ う おくうゅう くぇ こけ-きぇかおけ こけいくぇすう せ くぇし ぇゃすけさう. 
¨しくけゃくけすけ, おけっすけ しっ すなさしう, しぇ おくうゅう し こさぇおすうつっしおけ 
こさうかけあっくうっ, おけうすけ つっしすけ きけゅぇす ょぇ いぇきっしすはす かっおぇさう 
うかう こしうたけすっさぇこっゃすう, すゃなさょはす こさけょぇゃぇつう くぇ おくうゅう. 
‶け-つっしすうすっ おせこせゃぇつう くぇ すぇおぇゃぇ かうすっさぇすせさぇ しぇ あっくう 

くぇ しさっょくぇ ゃないさぇしす, し ょけぉさけ けぉさぇいけゃぇくうっ. ]さっょくけしすぇ

 ̈╇』╊ 》╅[ ぁ╊【╊〈:
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すうしすうつっしおぇすぇ あっくぇ ゃしっ こけ-つっしすけ  こけしはゅぇ おなき おくうゅう しなし 
いょさぇゃくぇ ちっか - くぇ ‶っすなさ ╃うきおけゃ, ‶っすなさ ╃なくけゃ う ょさせゅう 
ちっかっぉくうちう. 』うすぇすっかう くぇ すぇおぇゃぇ かうすっさぇすせさぇ しぇ う こっく
しうけくっさうすっ.  
╋なあっすっ こさっょこけつうすぇす そっくすないう, おさうきうくぇかくう さけきぇくう う 

ゃしっ こけ-つっしすけ っいけすっさうおぇ.
′ぇえ-けしゃけぉけょっくうすっ つうすぇすっかう しう けしすぇゃぇす すうえくっえょあな

さうすっ, おけうすけ つっすぇす けしくけゃくけ そっくすないう, たけさなさう う かうすっさぇ
すせさぇ し くぇせつくぇ ちっか.  
╃っすしおぇすぇ かうすっさぇすせさぇ こけ すさぇょうちうは しっ さぇょゃぇ くぇ くぇえ-

ゅけかはき うくっすっさっし う うきぇ くぇえ-きくけゅけ おせこせゃぇつう. ̈ しくけゃくけ しっ 
おせこせゃぇす おくうあおう いぇ けちゃっすはゃぇくっ うかう おくうあおう し こけ っょくぇ 
こさうおぇいおぇ う きくけゅけ おぇさすうくおう. ]こけさっょ こさけょぇゃぇつうすっ, ゃしっ 
こけ-つっしすけ きかぇょうすっ きぇえおう しぇ しおかけくくう ょぇ っおしこっさうきっくすう
さぇす う おせこせゃぇす くぇ ょっちぇすぇ しう こなしすさう, てぇさっくう おくうゅう けす 
くっういゃっしすくう ぇゃすけさう. 
╁しっ こけゃっつっ しすぇゃぇす う おせこせゃぇつうすっ くぇ きくけあぇとぇすぇ しっ くぇ

こけしかっょなお せ くぇし かうすっさぇすせさぇ けす ╇いすけおぇ う ┿さぇぉしおうは しゃはす. 
╋けょくう ゃ こけしかっょくうすっ きっしっちう しぇ さけきぇくうすっ くぇ すせさしおぇすぇ 
こうしぇすっかおぇ ╄かうそ 【ぇそぇお. ╄くちうおかけこっょうう, あっくしおう しこう
しぇくうは う ぉうけゅさぇそうつくう おくうゅう いぇ あうゃけすぇ くぇ ういゃっしすくう 
かうつくけしすう しぇ ょさせゅうはす たうす しさっょ おぇいぇくかなつぇくう, おけうすけ ゃしっ 
けとっ つっすぇす おくうゅう. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

╃ぇくうっかぇ ]すけはくけゃぇ - せつうかう
とっすけ ゃ ╉なくつっゃけ. ╋ぇすっきぇすうおなす 
『ゃっすぇく ‶ぇゃかけゃ さなおけゃけょう ‶╂ 
こけ しすさけうすっかしすゃけ. 

40 しぇ きぇかけきっさくうすっ こぇさぇかっか
おう いぇ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 13 とっ しぇ 
しかっすうすっ. 
╆ぇ ょけそうくぇくしうさぇくっすけ くぇ きぇ

かけきっさくうすっ こぇさぇかっかおう ょけ おさぇは 
くぇ  すぇいう ゅけょうくぇ けす きっしすくうは 
ぉのょあっす とっ しっ いぇょっかはす 15 105 
かっゃぇ. 
′ぇえ-きくけゅけ しかっすう こぇさぇかっかおう 

うきぇ ゃ せつうかうとぇすぇ ゃ 【っえくけゃけ, 
ゃ 【うこおぇ う ゃ ╀せいけゃゅさぇょ. 
╁なこさっおう くっょけしすうゅぇ くぇ せつっ

くうちう ゃ しっかぇすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ, 

こさっい くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ 
くはきぇ いぇおさうすけ しっかしおけ せつうかう
とっ, し ういおかのつっくうっ くぇ いぇおさう
すぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ ゃ しっかけ 
╃せくぇゃちう. ╃ゃっすっ ょっちぇ けす しっ
かけすけ とっ ぉなょぇす こさったゃなさかっくう 
ゃ 【うこおぇ. 

′ぇ そけくぇ くぇ 
くっょけしすうゅぇ くぇ 
せつっくうちう ゃ しっ
かぇすぇ う ゃ くは
おけう こぇさぇかっかおう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
せつうかうとっすけ ゃ 
おゃぇさすぇか “╉ぇさ
きっく” こさっい くけ
ゃぇすぇ せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ っ こなか
くけ し こなさゃけかぇ
ちう. ′ぇ つっすきけ 
う こうしきけ とっ 
いぇかはゅぇす 42-きぇ 
こ な さ ゃ け お か ぇ し
くうちう けす さけき
しおぇすぇ きぇたぇかぇ, 
さぇいこさっょっかっくう 
ゃ ょゃっ こぇさぇ
かっかおう. ╃ゃっ しぇ 
う こけょゅけすゃう
すっかくうすっ ゅさせこう 
し ぉなょっとう 44 
こ な さ ゃ け お か ぇ し
くうちう. ¨ぉとけ ゃ 
さけきしおけすけ せつう
かうとっ こなさゃうはす 
いゃなくっち ぉう いぇ 
372 せつっくうちう ゃ 

17 こぇさぇかっかおう. 
╀っい こさけぉかっき いぇこけつくぇ くけゃぇ

すぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ う いぇ ょっちぇすぇ 
ゃ いぇょなかあうすっかくうすっ ゃっつっ こけょ
ゅけすゃうすっかくう ゅさせこう いぇ 5-ゅけ
ょうてくうすっ. ‶さっけょけかはく っ こさけ
ぉかっきなす し くぇぉうさぇくっすけ くぇ ょっちぇ 
ゃ しっかぇすぇ, おなょっすけ せしうかうはすぇ 
くぇ こさっこけょぇゃぇすっかうすっ しぇ ぉうかう 
くぇしけつっくう おなき せぉっあょぇゃぇくっ くぇ 
さけょうすっかうすっ ょぇ ういこさぇすはす ょっ
ちぇすぇ しう ゃ ょっすしおけ いぇゃっょっくうっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 ん¡îñÖöó 』てかなさあ 〉あせかうあ か かおせあ そて おかつかてけせあてあ う つてそしそうあてあ せあ „╅ちつかせあし”, さそみてそ うつかさけ おかせ たちけえそてうみ つ せかたそおたちあうかせあ しまいそう そいかおせあてあ ちあおそつて せあ ちあ
いそてせけぬけ け つしときけてかしけ. ╊おせあ そて うつけねさけ, せそ つ かおせそ けくさしまねかせけか – てみ か きかせあてあ つ とつすけうさあてあ, さそみてそ たそつちかはあ そていちあせけてか えそつてけ け たあちてせへそちけ せあ 
そちひきかこせけぬあてあ う たちかおつてあうけてかしせあてあ くあしあ, さひおかてそ つか にちあせみて おかしかえあぬけけ け ちひさそうそおけてかしけ そて すかせけおきひちつさけみ つひつてあう. 《はか さあてそ み うけきおあす, ちあくいけ
ちあす, ねか か けくいちあせあ くあ てそうあ くあちあおけ とつすけうさあてあ  け つうかてしけせさけてか う そねけてか. 《いあねか, おそさあてそ つけ えそうそちけす, せあとねあうあす け そはか せかはそ – さあてそ  たちけ けつてけせつさけてか 
たちそなかつけそせあしけつてけ, つしあおさそてそ け うさとつせそてそ たちけ せかみ つか たそしとねあうあて せか てそしさそうあ つ たそおたちあうさけ, さそしさそてそ つ しまいそう.

¨す こぇさすうはすぇ くぇ ぅくっ ぅくっゃ 
くぇしすけはゃぇす う いぇ ちはかけしすくぇ こさけ-
ゃっさおぇ くぇ そうさきぇすぇ, さぇいこけさっ-
ょっくぇ けす くぇえ-ゃうしてっ くうゃけ, ょぇ 
しっ こさけゃっさう う „ちはかぇすぇ ょっえくけしす 
くぇ そうさきぇすぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさっ-
たけょぇ, しゃなさいぇくぇ  しなし しおぇくょぇかう 
いぇ くっいぇおけくくけ こさけういゃけょしすゃけ う 
ういくけし くぇ けさなあうっ”. 
╁ おさぇは くぇ こけいうちうはすぇ, しすさぇく-

くけ こけょこうしぇくぇ しぇきけ けす „‶さっし-
ちっくすなさ [╆]”, ぉっい ょぇすぇ う こっつぇす, 
ぉっい しなけすゃっすくうすっ ぇすさうぉせすう, 
いぇょなかあうすっかくけ こさうょさせあぇゃぇ-
とう すっおしす けす すぇおけゃぇ っしすっしすゃけ 
う さぇくゅ う しなょなさあぇと すけかおけゃぇ 
しっさうけいくう せこさっちう, っおしこっさすうすっ 
くぇ [╆] けぉはゃはゃぇす, つっ しかせつゃぇ-
とけすけ しっ ゃ „┿さしっくぇか” っ „いぇこかぇ-
たぇ いぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ しうゅせさ-
くけしす くぇ ╀なかゅぇさうは”. 
]ぇきけ くはおけかおけ きっょうう, /いぇ 

さぇいかうおぇ けす きぇしけゃけ ういしうこぇ-
かうすっ しっ ょっく こさっょう すけゃぇ こさっょ 
こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか”/ しう くぇ-
こさぇゃうたぇ すさせょぇ ょぇ こけすなさしはす 
いぇ おけきっくすぇさ う しすぇくけゃうとっ こけ 
すっいう けぉゃうくっくうは ういこなかくうすっか-
くうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
‶せぉかうおせゃぇきっ うくすっさゃの くぇ 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ょぇょっくけ こけ 
すっきぇすぇ いぇ ╃ぇさうお さぇょうけ.
http://dariknews.bg/
view_article.php?article_
id=961906

- ╂-く ╇ぉせてっゃ, うきぇたすっ ゃない-
きけあくけしす くはおけかおけ こなすう 
こさっい すっいう ょくう ょぇ けこさけゃっさ-
ゅぇっすっ すゃなさょっくうはすぇ いぇ ゃいさう-
ゃけゃっ ゃ „┿さしっくぇか”. ╉ぇおゃけ 
しっ しかせつゃぇ ゃ いぇゃけょぇ: くっ しっ 
しこぇいゃぇす こさぇゃうかぇすぇ いぇ さぇぉけ-
すぇ うかう くっとけ ょさせゅけ, すぇ うきぇ 
しなきくっくうは いぇ ゃいさうゃけゃっ?
- ╉ぇすっゅけさうつくけ くっ ぉうた おぇ-

いぇか, つっ くっ しっ しこぇいゃぇす こさぇゃう-
かぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ. [ぇいぉうさぇ しっ, 
こさう こっさしけくぇか けす こけさはょなおぇ くぇ 
6000 う こけゃっつっ ょせてう, さうしおなす 
けす ゅさっておぇ ゃうくぇゅう しなとっしすゃせ-
ゃぇ. 〈けゃぇ っ くけさきぇかくけ. ╇きぇかけ っ 
すぇおうゃぇ しかせつぇう う こさっょう, うきぇ う 
しっゅぇ, くっ ょぇえ, ╀けあっ, ょぇ うきぇ う 
ゃ ぉなょっとっ, くけ くぇえ-ゃぇあくけすけ っ 
すっ ょぇ くっ ぉなょぇす し そぇすぇかくう こけ-
しかっょしすゃうは. 〈ぇおぇ, おぇおすけ ゃ ょぇ-
ょっくうは しかせつぇえ くはきぇてっ くうおぇお-
ゃう そぇすぇかくう こけしかっょしすゃうは. ╇きぇ 
きけきっくすう, おけゅぇすけ つけゃっておうすっ 
ゅさっておう ゃけょはす ょけ けこさっょっかっくう 
うくちうょっくすう. 〈ぇおなゃ ぉってっ しかせ-
つぇはす, いぇ しなあぇかっくうっ, し ょゃぇすぇ 
こけさっょくう うくちうょっくすぇ こさっょう 
くはおけかおけ ょくう ゃっつっさすぇ う くぇ 
ょさせゅぇすぇ しせすさうく. ╆ぇ しせすさって-
くうは しかせつぇえ ぉってっ ぇぉしけかのすくけ 
ょけおぇいぇくけ, つっ しっ ょなかあう くぇ つけ-
ゃっておぇ ゅさっておぇ, くっょけゅかっあょぇくっ 
けす しすさぇくぇ くぇ くぇてう しかせあうすっかう 
う すけゃぇ ょけゃっょっ ょけ っょうく うくちう-
ょっくす くぇ いぇこぇかゃぇくっ ゃ せつぇしすなお 
くぇ っょうく けす ちったけゃっすっ, おなょっすけ 
うきぇ かっしくけ いぇこぇかうきう しせさけゃうくう 
う きぇすっさうぇかう, おけうすけ しぇ ういゅけさっ-
かう. [ぇいぉうさぇ しっ, しうしすっきうすっ いぇ 
ゅぇしっくっ くぇ こけあぇさう しぇ しさぇぉけすう-
かう, こかのし こけあぇさくぇすぇ, し おけはすけ 
さぇいこけかぇゅぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇゅぇしっく 
っ こけあぇさなす う ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
くはきぇきっ くうおぇおゃう あっさすゃう, くう-
おぇおゃう さぇいさせてっくうは う こけつすう 
くうおぇおゃう きぇすっさうぇかくう とっすう. 
】け しっ おぇしぇっ いぇ こなさゃうは しかせつぇえ 
くぇ しぇきけいぇこぇかゃぇくっ ゃ しおかぇょ, 
けす 11-すう しっこすっきゃさう, けすくけゃけ 
くぇ こけょけぉくう こけかせそぇぉさうおぇすう, 
かっしくけいぇこぇかうきう, ゃ きけきっくすぇ くっ 
しっ くぇっきぇき ょぇ おぇあぇ こさうつうくぇ-
すぇ, すなえ おぇすけ うきぇ しないょぇょっくぇ 
おけきうしうは, おけはすけ しっ いぇくうきぇゃぇ し 
ういはしくはゃぇくっ くぇ こさうつうくうすっ, ょけ-
ゃっかう ょけ すけいう うくちうょっくす. 〈は とっ 
しっ こさけういくっしっ しなゃしっき しおけさけ う 
すけゃぇ とっ ゅけ けこけゃっしすうき. ′け, うい-
たけあょぇえおう けす ょなかゅけゅけょうてくうは  
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しう けこうす ゃなゃ そうさきぇすぇ, きけゅぇ ょぇ 
おぇあぇ, つっ おぇおゃうすけ う さぇいしかっょ-
ゃぇくうは ょぇ しきっ こさぇゃうかう ょけしっ-
ゅぇ, おぇおゃけすけ う ょぇ しきっ こさぇゃうかう, 
ゃしうつおけ しっ しゃっあょぇ ょけ くはおぇおなゃ 
つけゃっておう こさけこせしお, しぇきけせしこけ-
おけっくうっ, くはおぇおゃけ いぇぉさぇゃはくっ 
くぇ こさぇゃうかぇ うかう くっしこぇいゃぇくっ 
くぇ こさぇゃうかけ う すぇおぇ くぇすぇすなお. 
′け おけえ う おぇお ゅけ っ くぇさせてうか? 
′はおけえ こなす しぇきうはす こけあぇさ せくう-
とけあぇゃぇ しかっょうすっ, すぇおぇ つっ こけ-
くはおけゅぇ う おけきうしうはすぇ くはきぇ ょぇ 
きけあっ ょぇ こけしけつう おけくおさっすくぇ  
こさうつうくぇ うかう ゃうくけゃくうお. 

- ]かせつうかけすけ しっ, けぉぇつっ, 
くぇしけつう ゃくうきぇくうっすけ くぇ 
ゃかぇしすうすっ う きっょううすっ おなき 
いぇゃけょぇ. ‶さっょう ょぇ こけゅけゃけ-
さうき おぇお すけゃぇ しっ けすさぇいはゃぇ 
くぇ ぉういくっしぇ ╁う, しすぇくぇ はしくけ, 
つっ ╂かぇゃくぇすぇ うくしこっおちうは こけ 
すさせょぇ っ ういゃなさてうかぇ きうくぇ-
かぇすぇ ゅけょうくぇ ょけしすぇ こさけゃっさ-
おう - くぇょ 30, おけくしすぇすうさぇくう 

しぇ こけゃっつっ けす 200 くぇさせてっ-
くうは. ╆ぇ ょさっぉくう くぇさせてっ-
くうは かう しすぇゃぇ ゃなこさけし?
- ‶なさゃけ, しすぇゃぇ ゃなこさけし いぇ 

きくけゅけ ょさっぉくう くぇさせてっくうは. 
╂けかはきぇ つぇしす けす すはた しぇ かうおゃう-
ょうさぇくう. ′け くっおぇ しっ ゃなさくっき 
おなき こけ-ゃぇあくうは ゃなこさけし, おけえ-
すけ ゃうっ いぇょぇょけたすっ: おぇお ゃしうつおけ 
すけゃぇ しっ けすさぇいはゃぇ? ╇しおぇき ょぇ 
ゃう おぇあぇ, つっ こけさぇょう ゅさっておぇ 
うかう くっょけさぇいぉうさぇくっ けす さっょう-
ちぇ そぇおすけさう, たけさぇ, おけうすけ こなさ-
ゃう ょぇょけたぇ うくそけさきぇちうは ゃ きっ-
ょううすっ, いぇこけつくぇたぇ し すけゃぇ, つっ ゃ 
„┿さしっくぇか” しぇ しすぇくぇかう ゃいさうゃけ-
ゃっ. ╉ぇすっゅけさうつくけ こけょつっさすぇゃぇき 
いぇ おけえ かう こけさっょっく こなす, つっ ゃ 
ょぇょっくうは しかせつぇえ う いぇこぇかゃぇ-
くっすけ ゃ しおかぇょぇ, う いぇこぇかゃぇくっすけ 
くぇ しかっょゃぇとぇすぇ しせすさうく ゃ っょうく 
けす せつぇしすなちうすっ くぇ ちった 140 くぇ 
╆ぇゃけょ 3, しぇ いぇこぇかゃぇくうは, すけゃぇ 
くっ しぇ ゃいさうゃけゃっ. ╁いさうゃけゃっ 
うきぇきっ, おけゅぇすけ うきぇ きぇすっさうぇかう 
おぇすけ すさけすうか, たっおしけゅっく, おけゅぇすけ 
うきぇ ょっすけくぇちうは, ゃいさうゃ. ¨ぉうお-
くけゃっくけ しっ ゃいさうゃはゃぇす しくぇさは-
ょう, きうくう, さぇおっすう. 〈せお しすぇゃぇ 
ゃなこさけし いぇ いぇこぇかゃぇくっ くぇ こけ-
かせそぇぉさうおぇすう, きぇすっさうぇかう, 
おけうすけ しぇ かっしくけ いぇこぇかうきう う 
かっしくけ ゅけさうきう. ╆ぇ すけゃぇ しすぇゃぇ 
ゃなこさけし. ′はきぇ ゃいさうゃけゃっ, くはきぇ 
あっさすゃう. ╇ すなえ おぇすけ ょけしすぇ けす 
きっょううすっ, けしけぉっくけ ゃっしすくうちう-
すっ, しっ つっすぇす, おけゅぇすけ うきぇ くは-

おぇおゃう しっくいぇちうけくくう, ゅさなきおう 
いぇゅかぇゃうは, うきぇき つせゃしすゃけすけ, 
つっ う すけゃぇ しさぇぉけすう きくけゅけ 
ょけぉさっ ゃ くはおぇおゃぇ こけしけおぇ 
- „ゃいさうゃけゃっ ゃ „┿さしっくぇか”, 
„ゅさなきけゃっ”, くっ いくぇき おぇおゃけ. 
〈ぇおけゃぇ きう っ せしっとぇくっすけ, 
ょぇくけ ぉなさおぇき, くけ ゃ こけしかっょ-
くうすっ ゅけょうくう けぉうおくけゃっくけ しっ 
すなさしう くはおぇおゃぇ しっくいぇちうは けす 
ゅかっょくぇ すけつおぇ くぇ こさけょぇゃぇっ-
きけしす, ぉっい ょぇ しっ ょぇゃぇ しきっすおぇ 
いぇ さっぇかくうすっ ゃさっょう ゃ さぇい-
かうつくう こけしけおう. ╁ おけくおさっす-
くうすっ ょゃぇ しかせつぇは, けぉぇつっ, しっ 
けおぇいぇ, つっ しっくいぇちうはすぇ っ, つっ 
くはきぇ しっくいぇちうは. 〈けゃぇ しぇ いぇ-
こぇかゃぇくうは, くっ しぇ ゃいさうゃけゃっ. 
¨すくけゃけ ゅけ おぇいゃぇき う しぇきけ 
しこっちうぇかうしすうすっ, おけうすけ さぇい-
ぉうさぇす けす ぉぇさせすう う きぇすっさう-
ぇかう いぇ すはたくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ, いくぇはす, つっ ぉぇさせすうすっ くっ 
しっ ゃいさうゃはゃぇす, ぉぇさせすうすっ ゅけ-
さはす. 〈けゃぇ っ きくけゅけ しなとっしすゃっ-
くぇ さぇいかうおぇ - っそっおすなす っ さぇい-

かうつっく う おさぇえくうはす さっいせかすぇす 
っ さぇいかうつっく. ╁ 』っかけこっつっくっ 
うきぇたきっ ゃいさうゃけゃっ. ′ぇ ‶っすけ-
かなつおぇすぇ うきぇてっ ゃいさうゃけゃっ. 
〈ぇき うきぇてっ しくぇさはょう, きうくう. 
〈せお, ゃ しおかぇょぇ, ゃ ちったぇ, くはきぇ 
すぇおうゃぇ くっとぇ. 〈せお うきぇ かっしくけ 
ゅけさうきう きぇすっさうぇかう, おけうすけ しっ 
いぇこぇかゃぇす.

- ╁うe しぇきうはす う ╁ぇてう おけ-
かっゅう けす いぇゃけょぇ すゃなさょうすっ, 
つっ „┿さしっくぇか” っ っょくぇ けす 
くぇえ-こさけゃっさはゃぇくうすっ そうさ-
きう. ]っゅぇ, けぉぇつっ, かうつくけ 
こさっきうっさなす う きうくうしすなさ 
『ゃっすぇくけゃ くぇしすけはたぇ いぇ 
こなかくぇ こさけゃっさおぇ くぇ いぇゃけ-
ょぇ. ]ぇきけ すったくけかけゅうつくう-
すっ こさけちっしう かう とっ ぉなょぇす 
こさけゃっさはゃぇくう うかう う そう-
くぇくしうすっ くぇ „┿さしっくぇか”?
- ‶さっきうっさなす う ゃうちっこさっ-

きうっさなす 『ゃっすぇくけゃ, くぇ ぉぇいぇ 
くぇ うくそけさきぇちうう, こけょぇょっくう 
ぉうかけ けす きっょううすっ, ぉうかけ けす 
くっこさぇゃうかくけ こけょくっしっくう う 
けぉはしくっくう うくそけさきぇちうう いぇ 
ゃいさうゃけゃっ,  ゃいっきぇす さってっくうっ  
う すけ っ こさぇゃうかくけ: ょぇ しっ くぇ-
こさぇゃう こさけゃっさおぇ. ┿い しきっは 
ょぇ すゃなさょは, つっ „┿さしっくぇか” っ 
きけあっ ぉう くぇえ-こさけゃっさはゃぇ-
くけすけ こさっょこさうはすうっ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは. ′ぇし くう こさけゃっさはゃぇす 
こけしすけはくくけ. 〈せお うきぇきっ こけ-
しすけはくくけ おけくすさけかくう けさゅぇくう - 

う そうくぇくしけゃう, う こけ けすくけてっくうっ 
くぇ すったくうおぇ くぇ ぉっいけこぇしくけしす, 
う こけ けすくけてっくうっ くぇ せしかけゃうは 
くぇ すさせょぇ, う こけ けすくけてっくうっ くぇ 
すったくけかけゅうつくう こさけちっしう, う こけ 
けすくけてっくうっ くぇ しなたさぇくはゃぇくっ, 
う こけ けすくけてっくうっ くぇ っおけかけゅうは. 
„┿さしっくぇか” っ っょくけ ういおかのつうすっか-
くけ こさけゃっさはゃぇくけ こさっょこさうはすうっ. 
┿きぇ きくけゅけ こさけゃっさはゃぇくけ. ′うっ 
くっ しっ しすさぇたせゃぇきっ けす こさけゃっさおう. 
╉ぇおなゃ とっ ぉなょっ けぉっきなす くぇ すっいう 
こさけゃっさおう? ╃けおけかおけすけ さぇいぉさぇた, 
ゅけしこけょうく ╀けさうしけゃ っ さぇいこけさっ-
ょうか こさけゃっさおう ゃ こけしけおぇ - いぇとけ 
う おぇお しぇ しっ しかせつうかう すっいう ょゃっ 
いぇこぇかゃぇくうは, きぇおぇさ つっ しうゅせさ-
くけ くぇ くっゅけ きせ っ ょけおかぇょゃぇくけ いぇ 
ゃいさうゃけゃっ. ┿い すぇおぇ さぇいぉうさぇき けす 
きっょううすっ, つっ すけえ っ さぇいぉさぇか, つっ 
うきぇ ゃいさうゃけゃっ, きぇおぇさ つっ くはきぇ 
ゃいさうゃけゃっ, ぇ うきぇ いぇこぇかゃぇくうは. 
╃ぇあっ しきっは ょぇ すゃなさょは, つっ とっ-
すうすっ, おけうすけ こさう くぇし うきぇ, しぇ しう-
ゅせさくけ ょけしすぇ こけ-きぇかおう けす すっいう, 
おけうすけ こけくっしっ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 

くぇ いっきっょっかうっすけ う たさぇくうすっ し 
すっいう こけあぇさう こさっい こけしかっょくうは 
きっしっち ゃ ╀なかゅぇさうは し ゅけさしおう 
きぇしうゃう. ′け こさけゃっさおぇすぇ しう っ 
こさけゃっさおぇ, くっおぇ ょぇ ぉなょっ うい-
ゃなさてっくぇ. ′け くぇ すけゃぇ, おけっすけ しっ 
こせぉかうおせゃぇ すっいう ょくう,  くぇ うしおぇ-
くっすけ くぇ [╆], けぉかっつっくけ ゃ ‶けいう-
ちうは, ゅかっょぇき し かっおぇ くぇしきっておぇ.

- ╂-く ╇ぉせてっゃ, おぇお とっ おけ-
きっくすうさぇすっ すぇいう ‶けいうちうは くぇ 
こぇさすうは „[っょ, いぇおけくくけしす う 
しこさぇゃっかうゃけしす“ う うしおぇくっすけ 
え ょっしっす ゅけょうくう くぇいぇょ ょぇ ゃう 
こさけゃっさはす ゃしうつおう おけくすさけか-
くう けさゅぇくう - う ┿ゅっくちうはすぇ いぇ 
こさうたけょうすっ, う ┿ゅっくちうはすぇ いぇ 
こさうゃぇすういぇちうは う しかっょこさう-
ゃぇすういぇちうけくっく おけくすさけか, うい-
けぉとけ っょくぇ こなかくぇ しっさうけいくぇ 
こさけゃっさおぇ. ╃ぇあっ ぅくっ ぅくっゃ 
しっ いぇおぇくう, つっ とっ さぇいおさうっ 
ゅけかっきう おけさせこちうけくくう したっ-
きう, しゃなさいぇくう し ╁ぇし おぇすけ 
しけぉしすゃっくうお くぇ „┿さしっくぇか”?
- ぅくっ ぅくっゃ, おぇおゃうすけ う ょうき-

おう ょぇ っ こせしおぇか ょけしっゅぇ, さっ-
いせかすぇすなす っ ぉうか しぇきけ ょうきおぇ 
いぇ きけきっくすぇ う くうとけ こけゃっつっ. 
‶さけゃっさおう ゃ „┿さしっくぇか” しっ こさぇ-
ゃはす くっこさっおなしくぇすけ, くうとけ くけゃけ 
くはきぇ ょぇ しっ けすおさうっ, こけょ ゃけかぇ 
すっかっ くはきぇ. ]つうすぇき, つっ すけえ しう 
こさぇゃう こけさっょくぇすぇ ‶[-ぇおちうは 
ゃなゃ ゃさないおぇ し こさっしすけはとうすっ うい-
ぉけさう. ╇ きけあっ ぉう すけゃぇ っ っょうく 

けす けしくけゃくうすっ きせ きけすうゃう. 】け 
しっ おぇしぇっ ょけ きけはすぇ かうつくけしす, 
おなょっすけ きっ けぉゃうくはゃぇ ゃ くは-
おぇおゃう おけくすさぇぉぇくょう, けぉなさくっ-
すっ ゃくうきぇくうっ おけかおけ しきってくけ 
いゃせつう: すけえ すけゃぇ ゅけ こさぇゃう くぇ 
けしくけゃぇくうっ くぇ すけゃぇ, つっ ╋╁[ 
けす ゃさっきっ くぇ ゃさっきっ たゃぇとぇかけ 
こけ ょゃぇきぇ-すさうきぇ くぇさせてうすっかう, 
おけうすけ しぉけさせゃぇかう けす さぇいゃぇかっ-
くう さっいっさゃくう つぇしすう う こさぇゃっかう 
こうしすけかっすう, ぇゃすけきぇすう, こせておう 
う くっ いくぇき けとっ おぇおゃけ, おさうきう-
くぇかっく おけくすうくゅっくす. ╇ すせお ゃっつっ 
しっ しうこはす う かうつくう けぉうょう おなき 
きけはすぇ かうつくけしす, おなき しうくぇ きう. 
〈けゃぇ っ こさっおぇかっくけ, きっおけ おぇいぇ-
くけ. ╁っつっ しなき こけしすぇゃうか いぇょぇ-
つぇすぇ くぇ きけう ぇょゃけおぇすう ょぇ こさけ-
せつぇす おぇおゃけ きけゅぇ ょぇ くぇこさぇゃは 
いぇ せさけくゃぇくっ くぇ ょけしすけえくしすゃけ, 
こさっしすうあ. 》けさぇすぇ, おけうすけ きっ 
こけいくぇゃぇす, いくぇはす, つっ すけゃぇ くっ 
っ すぇおぇ. ┿ とけ しっ おぇしぇっ ょけ くっ-
ゅけゃうすっ すゃなさょっくうは, つっ けす „┿さ-
しっくぇか“ こさけょぇゃぇきっ くっいぇおけくくけ 
けさなあうっ, ぇい ゃう きけかは おぇすけ しっ-
さうけいくぇ きっょうは, ゃうっ ょぇ しっ いぇ-
うくすっさっしせゃぇすっ う ょぇ くぇこさぇゃうすっ 
うくすっさゃの し こさっょしすぇゃうすっか うかう 
し てっそぇ くぇ ╋っあょせゃっょけきしすゃっ-
くぇすぇ おけきうしうは おなき ╋うくうし-
すっさしすゃけすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ, 
おけうすけ ういょぇゃぇす さぇいさってっくうはすぇ 
いぇ すなさゅけゃうは. ′ぇてうすっ けさなあうは 
くっ しっ こさけょぇゃぇす おぇすけ おさぇしすぇ-
ゃうちう う ょけきぇすう おけえ おなょっすけ しう 
こけあっかぇっ. ╇きぇ さぇいさってっくうっ 
くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 〈っ しっ こさけょぇ-
ゃぇす こけょ ょなさあぇゃっく う くっ しぇきけ 
ょなさあぇゃっく, ぇ う きっあょせくぇさけ-
ょっく おけくすさけか. 〈けいう ゃうょ すなさ-
ゅけゃうは っ こけょ けしけぉっく おけくすさけか, 
さっゅかぇきっくす, さぇいさってうすっかっく 
さっあうき. 〈ぇおぇ つっ すゃなさょっくうはすぇ 
くぇ ゅけしこけょうく ぅくっゃ しぇ ゃないょせた 
こけょ くぇかはゅぇくっ. 〈っ しぇ すゃなさょっ-
くうは, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ゃこっつぇ-
すかはす しぇきけ たけさぇ, おけうすけ くっ しぇ ゃ 
すっつっくうっ くぇ くぇつうくうすっ くぇ こさけ-
ょぇあぉぇ, さっゅせかぇちうはすぇ う おけく-
すさけかぇ ゃなさたせ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ 
けさなあうは. ′ぇこさぇゃっすっ しこさぇゃおぇ: 
„┿さしっくぇか“ ゃ きけっ かうちっ こさけ-
ょぇゃぇか かう っ くぇ すっさけさうしすうつくう 
ょなさあぇゃう, くぇ くはおぇおゃう こさっし-
すなこくう きっあょせくぇさけょくう きさっあう, 
くぇ っきぉぇさゅけゃう ょなさあぇゃう? ′っおぇ 
くっいぇゃうしうきうはす けさゅぇく - ╋っあょせ-
ゃっょけきしすゃっくぇすぇ おけきうしうは, ょぇ 
しっ こさけういくっしっ こけ すけいう ゃなこさけし.

- ¨す ょせきうすっ ╁う しすぇゃぇ 
はしくけ, つっ けぉきうしかはすっ ょぇかう 
ょぇ しなょうすっ ぅくっ ぅくっゃ いぇ けす-
こさぇゃっくうすっ けぉゃうくっくうは, つっ 
しすっ つぇしす けす きっあょせくぇさけょくぇ 
こさっしすなこくぇ きさっあぇ.  ╉けゅぇすけ, 
けぉぇつっ, ぅくっ ぅくっゃ ゅけゃけさう, 
けぉうおくけゃっくけ ゃ こせぉかうつくけすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ しっ おけきっくすう-
さぇ, つっ くはおけえ ょさせゅ しすけう いぇょ 
くっゅけゃうすっ ぇすぇおう. ╁うっ かうつくけ 
せしっとぇすっ かう ゃなゃ ゃしうつおけ, 
しかせつうかけ しっ すっいう ょくう - ゃ 
おけきっくすぇさうすっ けおけかけ ょゃっ-
すっ いぇこぇかゃぇくうは ゃ いぇゃけょぇ, ゃ 
こけしかっょゃぇかうすっ うしおぇくうは いぇ 
こさけゃっさおう くはおぇおゃぇ ぇすぇおぇ う 
くぇすうしお しさっとせ ╁ぇし?
- ‶けいくぇゃぇえおう ょけぉさっ ぅくっ 

ぅくっゃ こけ ょさせゅう かうくうう, すさはぉ-
ゃぇ ょぇ ゃう おぇあぇ, つっ しこけさっょ きっく 
すぇいう すっいぇ くっ さぇぉけすう. 〉しっとぇ-
くっすけ きう っ, つっ くはきぇ くうおけえ 
いぇょ ゅなさぉぇ きせ こけ すけいう ゃなこさけし, 
すけゃぇ しぇ かうつくけ くっゅけゃう けこうすう 
いぇ ‶[-ぇおちうう. ┿い ょぇあっ ょなかぉけ-
おけ しっ しなきくはゃぇき ょぇかう とっ すさなゅ-
くぇ う ょぇ ゅけ しなょは. ′っ しう しすさせゃぇ, 
こさけしすけ くっ しう しすさせゃぇ ょぇ しう ちぇ-
こぇき うきっすけ し こけょけぉくう ょっかぇ.

┿ とけ しっ おぇしぇっ ょけ こけょけぉっく 

]すっそおぇ うょゃぇ すせお こけ うょっは
くぇ しなこさせゅぇ しう

– しなとけ ぇさしっくぇかっち  

╇ けしすぇゃぇ ゃっつっ 10 ゅけょうくう. 
¨すゅけゃけさなす: ”╁ „┿さしっくぇか” きう 
っ ょけぉさっ. ]こけおけえくけ っ.” 』っ たぇ
さっしゃぇ しこけおけえしすゃうっすけ う せきっ
さっくけしすすぇ, くぇ ]すっそおぇ え かうつう 
– ういかなつゃぇ ゃっょさけしす う っしすっしす
ゃっくけしす, ぉっい おぇこおぇ しせっすぇ. 
]こけょっかは, つっ ょけさう ゃ はしすうはすぇ 

こさっょこけつうすぇ こさけしすうすっ, くけ うい
こうすぇくう う けぉうつぇくう さっちっこすう – 
ぉっい ういかうてくう っおしこっさうきっくすう 
し こけょこさぇゃおうすっ. ‶け ぉなかゅぇさ
しおう しかぇゅぇ ゃ ゅけいぉうすっ きぇゅょぇ
くけい う ょあけょあっく, こなさあけかうすっ 
こさぇゃう こさけしすけ しなし しけか, つっさっく 
こうこっさ う きぇかおけ きぇいくうくおぇ. 
╁おなとう ゅけすゃう けくけゃぇ, おけっ
すけ けぉうつぇす ょっちぇすぇ – こうかっ し 
おぇさすけそおう, ぉぇくうちぇ... ╂けすゃう 
いぇ しっきっえしすゃけすけ しう しかっょ さぇ
ぉけすぇ, おなょっすけ しなとけ こけ ちはか 
ょっく ゅけすゃう. ╂けすゃう けす しせすさうく 
ょけ ゃっつっさ, くけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
けぉうつぇ ょぇ こさぇゃう すけゃぇ, おけっすけ 

けぉうつぇ. ╆ぇ くっえくぇ さぇょけしす, けぉ
うつくけすけ いぇくうきぇくうっ っ う こさけ
そっしうは. ╉なき おけはすけ は くぇしけつゃぇ 
くっえくうはす ぉぇとぇ. ¨ぉせつっくうっすけ ゃ 
〈¨》 – ╂ぇぉさけゃけ ういぉうさぇす, しかっょ 
おぇすけ ゃおなとう くぇ ゃさっきっすけ こさっ
ちっくうかう, つっ きぇてうくけしすさけうすっか
くぇすぇ さぇぉけすぇ くっ っ いぇ くっは. 
╂けすゃっくっすけ せ ょけきぇ いぇ ]すっ

そおぇ  っ くぇえ-かのぉうきけ こけ こさぇい
くうちうすっ, けしけぉっくけ – こけ ╉けかっ
ょぇ. 〈けゅぇゃぇ うょゃぇす くぇえ-きくけゅけ 

こさうはすっかう. ╇くぇつっ - こさうはすっかう 
うょゃぇす こけしすけはくくけ ゃ おなとぇ
すぇ し ゅさぇょうくおぇすぇ ゃ ╉なくつっゃけ, 
おなょっすけ あうゃっっ しっきっえしすゃけすけ. 
╉けかっょくけすけ きっくの ゃおなとう くっ 
きうくぇゃぇ ぉっい こなさあけかう しなし しう
さっくぇ う ゅなぉう, くけ くぇえ-ゃぇあくぇ 
っ さぇょけしすすぇ けす ぉかういけしすすぇ くぇ 
すさぇこっいぇすぇ.
]すっそおぇ くっ しこうさぇ ょぇ ゅけすゃう う 

ゃ しなぉけすぇ,  う  ゃ くっょっかは. ╃ぇあっ 
– けぉさぇすくけすけ! 〈ぇおぇ っ, いぇとけすけ 
16-ゅけょうてくうはす しうく せつう ゃ ╉かう
しせさぇ う こなすせゃぇ いぇすぇき し こなかくう 
つぇくすう ゃしはおぇ しっょきうちぇ. ╋ぇかおぇすぇ 
とっさおぇ っ っょゃぇ 6-ゅけょうてくぇ, くけ 

]すっそおぇ しっ さぇょゃぇ, つっ しっ っ けし
きっかうかぇ いぇ ゃすけさけ ょっすっ, いぇとけすけ 
さぇょけしすすぇ っ ぉっいおさぇえくぇ. ╋うかっ
くぇ っ ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” う ゃしっおう ょっく し きぇきぇ 
いぇっょくけ うょゃぇす う しっ こさうぉうさぇす. 
〈ぇすおけすけ – ╋うかっく, さぇぉけすう ゃ 
╆ぇゃけょ 6. ]っきっえしすゃけすけ っ ぇさしっ
くぇかしおけ くぇ しすけ こさけちっくすぇ.

┿さしっくぇかちう けぉうつぇす
くぇえ-きくけゅけ おっぉぇこつっすぇ

〈ぇは しすぇさぇ うしすうくぇ さぇいぉうさぇ 
う ]すっそおぇ ′ぇくっゃぇ. ╉っぉぇこつっ
すぇすぇ くぇえ-ぉなさいけ しゃなさてゃぇす, 
くうとけ, つっ ぇさしっくぇかちう くっ しぇ 
おぇこさういくう う くっ しっ ちせこはす くぇ 
きっくのすけ, きぇおぇさ ゃうくぇゅう ょぇ 
うきぇ う くっょけゃけかくう. ╁しっおう ょっく 
こけ っょくけ きっしくけ う っょくけ こけしす
くけ はしすうっ しっ こさっょかぇゅぇ ゃ ぇさ
しっくぇかしおうは しすけか, おなょっすけ うきぇ 
けとっ しせこうつおぇ, ょっしっさす. ╂けすゃう 
しっ くぇえ-ゃっつっ すさぇょうちうけくくけ 
ぉなかゅぇさしおけ きっくの, いぇ ょっしっさすう
すっ しっ しこうさぇす くぇ きぇおぇさけくう くぇ 
そせさくぇ, こぇしすうつおう, おさっきつっすぇ. 
╆ぇ こけ かっゃ う こっすょっしっす しすけすうく
おう きけあって ょぇ しう しこさっすくって 
きぇかなお けぉはょ. ╃くっし, おけゅぇすけ 
しう ゅけゃけさうき, ゃ しすけかぇ っ うきぇかけ 
こうかっておう おっぉぇこ いぇ こけ 1.56 
かゃ., おさっきつっ いぇ 40 しすけすうくおう う 
こぇしすぇ いぇ 60 しすけすうくおう. ]せこぇ
すぇ っ こけ 0.70 かゃ.
》さぇくっくっすけ ゃ しすけかぇ っ いょさぇ

ゃけしかけゃくけ, おぇすっゅけさうつくぇ っ 
]すっそおぇ ′ぇくっゃぇ. 》ぇさっしゃぇ しっ 
ょけさう くぇ こさっすっくちうけいくうすっ ゅけし
すう けす つせあぉうくぇ. 〈っ しなとけ けこ
うすゃぇす たさぇくぇすぇ, おけはすけ たぇこゃぇす 
う ょさせゅうすっ ゃ しすけかぇ. [ぇいかうおぇ
すぇ っ, つっ ゃ かうちっすけ くぇ ]すっそおぇ 
うきぇす かのぉっいくぇ しっさゃうすぬけさおぇ. 
╉ぇおすけ う ゃ すけゃぇ, つっ くはおけう しう 
こけさなつゃぇす しぇかぇすぇ う ういぉうさぇす 
しこけさっょ くぇちうけくぇかくぇすぇ おせたくは. 
┿さぇぉうすっ くうおけゅぇ くっ たぇこゃぇかう 
しゃうくしおけ, いぇ すはた しっ こさうゅけすゃは 
こうかっておけ う すっかっておけ, きくけ
ゅけ たぇさっしゃぇす しぇかぇすぇ し さうぉぇ 
すけく う こぇかぇつうくおう しなし しかぇょ
おけ, さぇいおぇいゃぇ ]すっそおぇ.  ┿きっ
さうおぇくちうすっ こなお, すうこうつくけ こけ 
すはたくけきせ, けぉうつぇす こなさあっくう 
おぇさすけそう, こうかっ, かのすけ...
╋っくうょあなさしおうはす っおうこ くぇ 

„┿さしっくぇか” しう うきぇ かのぉうきけ 
ぉかのょけ – ういょぇゃぇ すぇえくう けす 

おせたくはすぇ ]すっそおぇ ′ぇくっゃぇ. 
╊のぉうきけすけ ぉかのょけ っ こなしすなさゃぇ 
ゃなゃ そけかうけ. [うぉぇすぇ しっ けゃおせ
しはゃぇ しなし いっかっくつせちう – ょけきぇす, 
きけさおけゃ, こけしすぇゃっくう ゃなゃ ゃな
すさってくけしすすぇ しかっょ こけつうしすゃぇ

くっすけ. ╁なさゃう ょぇ しっ 
しかけあう う おけこなさ. ‶けしかっ  しすぇ
さぇすっかくけ しっ いぇゃうゃぇ ゃなゃ そけ
かうけすけ しかっょ かっおけ けきぇいくはゃぇくっ 
くぇ けぉゃうゃおぇすぇ, けこぇおけゃぇ しっ う 
しっすくっ しっ こっつっ くぇ しおぇさぇすぇ し 
くっおけかおけおさぇすくけ けぉさなとぇくっ. 
]っさゃうさぇ しっ し かうきけく. ╇ くっ
こさっきっくくけ しっ すなさしう けすくけゃけ.

]すっそおぇ ′ぇくっゃぇ っ
とぇしすかうゃぇ しなし しっきっえしすゃけ 

う こさけそっしうは.

‶けつうゃおぇすぇ しっきっえしすゃけすけ 
こさっおぇさゃぇ くぇ きけさっ. ]ゃけぉけょ
くけすけ ゃさっきっ っ こけしゃっすっくけ くぇ 
おなとぇすぇ, いっかっくつせおけゃぇすぇ ゅさぇ
ょうくぇ, ちゃっすはすぇ, いうきくうくぇすぇ... 
╇ くぇえ-ゃっつっ: ょっちぇすぇ! ¨ぉうつぇ 
ょぇ こけしさっとぇ う ゅけしすう, くぇ ゃしうつ
おう さぇいこさぇゃは, つっ くっ っ すさせょくけ 

ょぇ しっ くぇせつうて ょぇ ゅけすゃうて, しすう
ゅぇ ょぇ うきぇて あっかぇくうっ. ╉けえすけ 
うきぇ あっかぇくうっ, しっ しこさぇゃは, ゃはさ
ゃぇ ゅけすゃぇつなす ゃ ぇさしっくぇかしおうは 
しすけか, おなょっすけ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
さぇょけしす っ ょぇ すう おぇあぇす: ”╀かぇゅけ
ょぇさは!” しかっょ けぉはょぇ. ]すっそおぇ しっ 

さぇょゃぇ きくけゅけ くぇ すけゃぇ, けつうすっ え 
しゃっすゃぇす. [ぇょゃぇ しっ う くぇ とぇし
すうっすけ ょぇ さぇぉけすう し けすかうつくう 
おけかっゅう. ¨しけぉっくけ しう こけきぇゅぇす し 
〈ぇくぬけ ╉ぇゃぇかけゃ: すけえ っ こけ しこっ
ちうぇかうすっすうすっ, すは  こけっきぇ すさぇ
ょうちうけくくうすっ はたくうう, おのそすっすぇ
すぇ... ′っ しう くぇきうさぇす おせしせさ う 
きくけゅけ しう こけきぇゅぇす. ╇ ょゃぇきぇすぇ 
しぇ ぉかぇゅけょぇさくう, つっ さぇぉけすぇすぇ 
ゅう しさっとぇ し てっそおぇすぇ – ╈けく
おぇ ╁っかつっゃぇ. 〈は っ すぇいう, おけはすけ 
おさっこう ょせたぇ, しないょぇゃぇ ぇすきけし
そっさぇ くぇ こさけそっしうけくぇかういなき, 
さぇいぉうさぇくっ, ょけぉさけ くぇしすさけっ
くうっ, おけはすけ けぉせつぇゃぇ, しなゃっすゃぇ 
う こけょおさっこは.
〈ぇおぇ けすうゃぇて くぇ さぇぉけすぇ ゃしっ

おう ょっく し かのぉけゃ. ╇ ゃこさなしおゃぇて 
こけ とうこおぇ けす くっは いぇ ゃしっおう. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7
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╀かういけ 80 こさけちっくすぇ けす ぉなかゅぇさうすっ しこけょっかはす, つっ くっ きけゅぇす ょぇ しこっしすはす ょけさう っょくけ っゃさけ, ぇ しなとうはす こさけちっくす けす たけさぇ
すぇ おぇいゃぇす, つっ くはきぇす しうゅせさくけしす ゃ いぇっすけしすすぇ. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ ういしかっょゃぇくっ くぇ ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ おけくそっょっさぇちうは くぇ 

こさけそしなのいうすっ, こさけゃっょっくけ しさっょ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ さぇいかうつくう っゃさけこっえしおう ょなさあぇゃう, しさっょ おけうすけ っ う ╀なかゅぇさうは. 
[っいせかすぇすうすっ ぉはたぇ けぉはゃっくう けす ゅっくっさぇかくうは しっおさっすぇさ くぇ ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ すさせょぇ 【ぇさなく ╀なさけせ 

しかっょ こさけゃっょっくぇ おけくそっさっくちうは いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすくう きっしすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, けさゅぇくういうさぇくぇ けす ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょ
おさっこぇ”. ‶さっいうょっくすなす くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ いぇはゃう, つっ こさっい しかっょゃぇとうすっ くはおけかおけ きっしっちぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ う 
しけちうぇかくうすっ こぇさすくぬけさう すさはぉゃぇ ょぇ ょけゅけゃけさはす きっさおう いぇ しすうきせかうさぇくっ くぇ うおけくけきうつっしおう さぇしすっあ, おぇすけ ぉなょっ いぇこぇいっくぇ 
そうくぇくしけゃぇすぇ しすぇぉうかくけしす. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ いぇきさぇいっくうすっ ょけたけょう う こけしおなこゃぇくっすけ くぇ っくっさゅけくけしうすっかうすっ とっ こさっ
ょういゃうおぇす しけちうぇかくう ゃいさうゃけゃっ, こさっょせこさっょうたぇ しうくょうおぇすうすっ.
╂っくっさぇかくうはす しっおさっすぇさ くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ すさせょぇ 【ぇさなく ╀なさけせ こけょおさっこう うしおぇくうはすぇ くぇ ╉′]╀ 

いぇ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, こっくしううすっ う ぉのょあっすくうすっ ゃないくぇゅさぇあょっくうは. ╉なき すはた かうょっさなす くぇ 
╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ ょけぉぇゃう こさっそっさっくちうぇかくう おさっょうすう いぇ きぇかおうすっ う しさっょくう こさっょこさうはすうは けす さぇいゃうゃぇとうすっ しっ 
しっおすけさう う ういこけかいゃぇくっ くぇ さっしせさしぇ けす 500 きうかうけくぇ っゃさけ こけ けこっさぇすうゃくぇすぇ こさけゅさぇきぇ „╉けくおせさっくすけしこけしけぉくけしす” いぇ 
ゅっくっさうさぇくっ くぇ さぇしすっあ.

                           〈┿
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 ん¡îñÖöó 』てかなさあ 〉あせかうあ か かおせあ そて おかつかてけせあてあ う つてそしそうあてあ せあ „╅ちつかせあし”, さそみてそ うつかさけ おかせ たちけえそてうみ つ せかたそおたちあうかせあ しまいそう そいかおせあてあ ちあおそつて せあ ちあ-
いそてせけぬけ け つしときけてかしけ. ╊おせあ そて うつけねさけ, せそ つ かおせそ けくさしまねかせけか – てみ か きかせあてあ つ とつすけうさあてあ, さそみてそ たそつちかはあ そていちあせけてか えそつてけ け たあちてせへそちけ せあ 
そちひきかこせけぬあてあ う たちかおつてあうけてかしせあてあ くあしあ, さひおかてそ つか にちあせみて おかしかえあぬけけ け ちひさそうそおけてかしけ そて すかせけおきひちつさけみ つひつてあう. 《はか さあてそ み うけきおあす, ちあくいけ-
ちあす, ねか か けくいちあせあ くあ てそうあ くあちあおけ とつすけうさあてあ  け つうかてしけせさけてか う そねけてか. 《いあねか, おそさあてそ つけ えそうそちけす, せあとねあうあす け そはか せかはそ – さあてそ  たちけ けつてけせつさけてか 
たちそなかつけそせあしけつてけ, つしあおさそてそ け うさとつせそてそ たちけ せかみ つか たそしとねあうあて せか てそしさそうあ つ たそおたちあうさけ, さそしさそてそ つ しまいそう.

¨す こぇさすうはすぇ くぇ ぅくっ ぅくっゃ 
くぇしすけはゃぇす う いぇ ちはかけしすくぇ こさけ
ゃっさおぇ くぇ そうさきぇすぇ, さぇいこけさっ
ょっくぇ けす くぇえ-ゃうしてっ くうゃけ, ょぇ 
しっ こさけゃっさう う „ちはかぇすぇ ょっえくけしす 
くぇ そうさきぇすぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさっ
たけょぇ, しゃなさいぇくぇ  しなし しおぇくょぇかう 
いぇ くっいぇおけくくけ こさけういゃけょしすゃけ う 
ういくけし くぇ けさなあうっ”. 
╁ おさぇは くぇ こけいうちうはすぇ, しすさぇく

くけ こけょこうしぇくぇ しぇきけ けす „‶さっし
ちっくすなさ [╆]”, ぉっい ょぇすぇ う こっつぇす, 
ぉっい しなけすゃっすくうすっ ぇすさうぉせすう, 
いぇょなかあうすっかくけ こさうょさせあぇゃぇ
とう すっおしす けす すぇおけゃぇ っしすっしすゃけ 
う さぇくゅ う しなょなさあぇと すけかおけゃぇ 
しっさうけいくう せこさっちう, っおしこっさすうすっ 
くぇ [╆] けぉはゃはゃぇす, つっ しかせつゃぇ
とけすけ しっ ゃ „┿さしっくぇか” っ „いぇこかぇ
たぇ いぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ しうゅせさ
くけしす くぇ ╀なかゅぇさうは”. 
]ぇきけ くはおけかおけ きっょうう, /いぇ 

さぇいかうおぇ けす きぇしけゃけ ういしうこぇ
かうすっ しっ ょっく こさっょう すけゃぇ こさっょ 
こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか”/ しう くぇ
こさぇゃうたぇ すさせょぇ ょぇ こけすなさしはす 
いぇ おけきっくすぇさ う しすぇくけゃうとっ こけ 
すっいう けぉゃうくっくうは ういこなかくうすっか
くうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
‶せぉかうおせゃぇきっ うくすっさゃの くぇ 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ょぇょっくけ こけ 
すっきぇすぇ いぇ ╃ぇさうお さぇょうけ.

- ╂-く ╇ぉせてっゃ, うきぇたすっ ゃない
きけあくけしす くはおけかおけ こなすう 
こさっい すっいう ょくう ょぇ けこさけゃっさ
ゅぇっすっ すゃなさょっくうはすぇ いぇ ゃいさう
ゃけゃっ ゃ „┿さしっくぇか”. ╉ぇおゃけ 
しっ しかせつゃぇ ゃ いぇゃけょぇ: くっ しっ 
しこぇいゃぇす こさぇゃうかぇすぇ いぇ さぇぉけ
すぇ うかう くっとけ ょさせゅけ, すぇ うきぇ 
しなきくっくうは いぇ ゃいさうゃけゃっ?
- ╉ぇすっゅけさうつくけ くっ ぉうた おぇ

いぇか, つっ くっ しっ しこぇいゃぇす こさぇゃう
かぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ. [ぇいぉうさぇ しっ, 
こさう こっさしけくぇか けす こけさはょなおぇ くぇ 
6000 う こけゃっつっ ょせてう, さうしおなす 
けす ゅさっておぇ ゃうくぇゅう しなとっしすゃせ
ゃぇ. 〈けゃぇ っ くけさきぇかくけ. ╇きぇかけ っ 
すぇおうゃぇ しかせつぇう う こさっょう, うきぇ う 
しっゅぇ, くっ ょぇえ, ╀けあっ, ょぇ うきぇ う 
ゃ ぉなょっとっ, くけ くぇえ-ゃぇあくけすけ っ 
すっ ょぇ くっ ぉなょぇす し そぇすぇかくう こけ
しかっょしすゃうは. 〈ぇおぇ, おぇおすけ ゃ ょぇ
ょっくうは しかせつぇえ くはきぇてっ くうおぇお
ゃう そぇすぇかくう こけしかっょしすゃうは. ╇きぇ 
きけきっくすう, おけゅぇすけ つけゃっておうすっ 
ゅさっておう ゃけょはす ょけ けこさっょっかっくう 
うくちうょっくすう. 〈ぇおなゃ ぉってっ しかせ
つぇはす, いぇ しなあぇかっくうっ, し ょゃぇすぇ 
こけさっょくう うくちうょっくすぇ こさっょう 
くはおけかおけ ょくう ゃっつっさすぇ う くぇ 
ょさせゅぇすぇ しせすさうく. ╆ぇ しせすさって
くうは しかせつぇえ ぉってっ ぇぉしけかのすくけ 
ょけおぇいぇくけ, つっ しっ ょなかあう くぇ つけ
ゃっておぇ ゅさっておぇ, くっょけゅかっあょぇくっ 
けす しすさぇくぇ くぇ くぇてう しかせあうすっかう 
う すけゃぇ ょけゃっょっ ょけ っょうく うくちう
ょっくす くぇ いぇこぇかゃぇくっ ゃ せつぇしすなお 
くぇ っょうく けす ちったけゃっすっ, おなょっすけ 
うきぇ かっしくけ いぇこぇかうきう しせさけゃうくう 
う きぇすっさうぇかう, おけうすけ しぇ ういゅけさっ
かう. [ぇいぉうさぇ しっ, しうしすっきうすっ いぇ 
ゅぇしっくっ くぇ こけあぇさう しぇ しさぇぉけすう
かう, こかのし こけあぇさくぇすぇ, し おけはすけ 
さぇいこけかぇゅぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇゅぇしっく 
っ こけあぇさなす う ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
くはきぇきっ くうおぇおゃう あっさすゃう, くう
おぇおゃう さぇいさせてっくうは う こけつすう 
くうおぇおゃう きぇすっさうぇかくう とっすう. 
】け しっ おぇしぇっ いぇ こなさゃうは しかせつぇえ 
くぇ しぇきけいぇこぇかゃぇくっ ゃ しおかぇょ, 
けす 11-すう しっこすっきゃさう, けすくけゃけ 
くぇ こけょけぉくう こけかせそぇぉさうおぇすう, 
かっしくけいぇこぇかうきう, ゃ きけきっくすぇ くっ 
しっ くぇっきぇき ょぇ おぇあぇ こさうつうくぇ
すぇ, すなえ おぇすけ うきぇ しないょぇょっくぇ 
おけきうしうは, おけはすけ しっ いぇくうきぇゃぇ し 
ういはしくはゃぇくっ くぇ こさうつうくうすっ, ょけ
ゃっかう ょけ すけいう うくちうょっくす. 〈は とっ 
しっ こさけういくっしっ しなゃしっき しおけさけ う 
すけゃぇ とっ ゅけ けこけゃっしすうき. ′け, うい
たけあょぇえおう けす ょなかゅけゅけょうてくうは  

》】╆]¨[╅を¨¨【╊ ′╅ „╇′『¨╇《╇╊” ╇『╊╉っ【 〉╅ „╅『』╊〉╅]“
しう けこうす ゃなゃ そうさきぇすぇ, きけゅぇ ょぇ 
おぇあぇ, つっ おぇおゃうすけ う さぇいしかっょ
ゃぇくうは ょぇ しきっ こさぇゃうかう ょけしっ
ゅぇ, おぇおゃけすけ う ょぇ しきっ こさぇゃうかう, 
ゃしうつおけ しっ しゃっあょぇ ょけ くはおぇおなゃ 
つけゃっておう こさけこせしお, しぇきけせしこけ
おけっくうっ, くはおぇおゃけ いぇぉさぇゃはくっ 
くぇ こさぇゃうかぇ うかう くっしこぇいゃぇくっ 
くぇ こさぇゃうかけ う すぇおぇ くぇすぇすなお. 
′け おけえ う おぇお ゅけ っ くぇさせてうか? 
′はおけえ こなす しぇきうはす こけあぇさ せくう
とけあぇゃぇ しかっょうすっ, すぇおぇ つっ こけ
くはおけゅぇ う おけきうしうはすぇ くはきぇ ょぇ 
きけあっ ょぇ こけしけつう おけくおさっすくぇ  
こさうつうくぇ うかう ゃうくけゃくうお. 

- ]かせつうかけすけ しっ, けぉぇつっ, 
くぇしけつう ゃくうきぇくうっすけ くぇ 
ゃかぇしすうすっ う きっょううすっ おなき 
いぇゃけょぇ. ‶さっょう ょぇ こけゅけゃけ
さうき おぇお すけゃぇ しっ けすさぇいはゃぇ 
くぇ ぉういくっしぇ ╁う, しすぇくぇ はしくけ, 
つっ ╂かぇゃくぇすぇ うくしこっおちうは こけ 
すさせょぇ っ ういゃなさてうかぇ きうくぇ
かぇすぇ ゅけょうくぇ ょけしすぇ こさけゃっさ
おう - くぇょ 30, おけくしすぇすうさぇくう 

しぇ こけゃっつっ けす 200 くぇさせてっ
くうは. ╆ぇ ょさっぉくう くぇさせてっ
くうは かう しすぇゃぇ ゃなこさけし?
- ‶なさゃけ, しすぇゃぇ ゃなこさけし いぇ 

きくけゅけ ょさっぉくう くぇさせてっくうは. 
╂けかはきぇ つぇしす けす すはた しぇ かうおゃう
ょうさぇくう. ′け くっおぇ しっ ゃなさくっき 
おなき こけ-ゃぇあくうは ゃなこさけし, おけえ
すけ ゃうっ いぇょぇょけたすっ: おぇお ゃしうつおけ 
すけゃぇ しっ けすさぇいはゃぇ? ╇しおぇき ょぇ 
ゃう おぇあぇ, つっ こけさぇょう ゅさっておぇ 
うかう くっょけさぇいぉうさぇくっ けす さっょう
ちぇ そぇおすけさう, たけさぇ, おけうすけ こなさ
ゃう ょぇょけたぇ うくそけさきぇちうは ゃ きっ
ょううすっ, いぇこけつくぇたぇ し すけゃぇ, つっ ゃ 
„┿さしっくぇか” しぇ しすぇくぇかう ゃいさうゃけ
ゃっ. ╉ぇすっゅけさうつくけ こけょつっさすぇゃぇき 
いぇ おけえ かう こけさっょっく こなす, つっ ゃ 
ょぇょっくうは しかせつぇえ う いぇこぇかゃぇ
くっすけ ゃ しおかぇょぇ, う いぇこぇかゃぇくっすけ 
くぇ しかっょゃぇとぇすぇ しせすさうく ゃ っょうく 
けす せつぇしすなちうすっ くぇ ちった 140 くぇ 
╆ぇゃけょ 3, しぇ いぇこぇかゃぇくうは, すけゃぇ 
くっ しぇ ゃいさうゃけゃっ. ╁いさうゃけゃっ 
うきぇきっ, おけゅぇすけ うきぇ きぇすっさうぇかう 
おぇすけ すさけすうか, たっおしけゅっく, おけゅぇすけ 
うきぇ ょっすけくぇちうは, ゃいさうゃ. ¨ぉうお
くけゃっくけ しっ ゃいさうゃはゃぇす しくぇさは
ょう, きうくう, さぇおっすう. 〈せお しすぇゃぇ 
ゃなこさけし いぇ いぇこぇかゃぇくっ くぇ こけ
かせそぇぉさうおぇすう, きぇすっさうぇかう, 
おけうすけ しぇ かっしくけ いぇこぇかうきう う 
かっしくけ ゅけさうきう. ╆ぇ すけゃぇ しすぇゃぇ 
ゃなこさけし. ′はきぇ ゃいさうゃけゃっ, くはきぇ 
あっさすゃう. ╇ すなえ おぇすけ ょけしすぇ けす 
きっょううすっ, けしけぉっくけ ゃっしすくうちう
すっ, しっ つっすぇす, おけゅぇすけ うきぇ くは

おぇおゃう しっくいぇちうけくくう, ゅさなきおう 
いぇゅかぇゃうは, うきぇき つせゃしすゃけすけ, 
つっ う すけゃぇ しさぇぉけすう きくけゅけ 
ょけぉさっ ゃ くはおぇおゃぇ こけしけおぇ 
- „ゃいさうゃけゃっ ゃ „┿さしっくぇか”, 
„ゅさなきけゃっ”, くっ いくぇき おぇおゃけ. 
〈ぇおけゃぇ きう っ せしっとぇくっすけ, 
ょぇくけ ぉなさおぇき, くけ ゃ こけしかっょ
くうすっ ゅけょうくう けぉうおくけゃっくけ しっ 
すなさしう くはおぇおゃぇ しっくいぇちうは けす 
ゅかっょくぇ すけつおぇ くぇ こさけょぇゃぇっ
きけしす, ぉっい ょぇ しっ ょぇゃぇ しきっすおぇ 
いぇ さっぇかくうすっ ゃさっょう ゃ さぇい
かうつくう こけしけおう. ╁ おけくおさっす
くうすっ ょゃぇ しかせつぇは, けぉぇつっ, しっ 
けおぇいぇ, つっ しっくいぇちうはすぇ っ, つっ 
くはきぇ しっくいぇちうは. 〈けゃぇ しぇ いぇ
こぇかゃぇくうは, くっ しぇ ゃいさうゃけゃっ. 
¨すくけゃけ ゅけ おぇいゃぇき う しぇきけ 
しこっちうぇかうしすうすっ, おけうすけ さぇい
ぉうさぇす けす ぉぇさせすう う きぇすっさう
ぇかう いぇ すはたくけすけ こさけういゃけょ
しすゃけ, いくぇはす, つっ ぉぇさせすうすっ くっ 
しっ ゃいさうゃはゃぇす, ぉぇさせすうすっ ゅけ
さはす. 〈けゃぇ っ きくけゅけ しなとっしすゃっ
くぇ さぇいかうおぇ - っそっおすなす っ さぇい

かうつっく う おさぇえくうはす さっいせかすぇす 
っ さぇいかうつっく. ╁ 』っかけこっつっくっ 
うきぇたきっ ゃいさうゃけゃっ. ′ぇ ‶っすけ
かなつおぇすぇ うきぇてっ ゃいさうゃけゃっ. 
〈ぇき うきぇてっ しくぇさはょう, きうくう. 
〈せお, ゃ しおかぇょぇ, ゃ ちったぇ, くはきぇ 
すぇおうゃぇ くっとぇ. 〈せお うきぇ かっしくけ 
ゅけさうきう きぇすっさうぇかう, おけうすけ しっ 
いぇこぇかゃぇす.

- ╁うe しぇきうはす う ╁ぇてう おけ
かっゅう けす いぇゃけょぇ すゃなさょうすっ, 
つっ „┿さしっくぇか” っ っょくぇ けす 
くぇえ-こさけゃっさはゃぇくうすっ そうさ
きう. ]っゅぇ, けぉぇつっ, かうつくけ 
こさっきうっさなす う きうくうしすなさ 
『ゃっすぇくけゃ くぇしすけはたぇ いぇ 
こなかくぇ こさけゃっさおぇ くぇ いぇゃけ
ょぇ. ]ぇきけ すったくけかけゅうつくう
すっ こさけちっしう かう とっ ぉなょぇす 
こさけゃっさはゃぇくう うかう う そう
くぇくしうすっ くぇ „┿さしっくぇか”?
- ‶さっきうっさなす う ゃうちっこさっ

きうっさなす 『ゃっすぇくけゃ, くぇ ぉぇいぇ 
くぇ うくそけさきぇちうう, こけょぇょっくう 
ぉうかけ けす きっょううすっ, ぉうかけ けす 
くっこさぇゃうかくけ こけょくっしっくう う 
けぉはしくっくう うくそけさきぇちうう いぇ 
ゃいさうゃけゃっ,  ゃいっきぇす さってっくうっ  
う すけ っ こさぇゃうかくけ: ょぇ しっ くぇ
こさぇゃう こさけゃっさおぇ. ┿い しきっは 
ょぇ すゃなさょは, つっ „┿さしっくぇか” っ 
きけあっ ぉう くぇえ-こさけゃっさはゃぇ
くけすけ こさっょこさうはすうっ ゃ ╀なか
ゅぇさうは. ′ぇし くう こさけゃっさはゃぇす 
こけしすけはくくけ. 〈せお うきぇきっ こけ
しすけはくくけ おけくすさけかくう けさゅぇくう - 

う そうくぇくしけゃう, う こけ けすくけてっくうっ 
くぇ すったくうおぇ くぇ ぉっいけこぇしくけしす, 
う こけ けすくけてっくうっ くぇ せしかけゃうは 
くぇ すさせょぇ, う こけ けすくけてっくうっ くぇ 
すったくけかけゅうつくう こさけちっしう, う こけ 
けすくけてっくうっ くぇ しなたさぇくはゃぇくっ, 
う こけ けすくけてっくうっ くぇ っおけかけゅうは. 
„┿さしっくぇか” っ っょくけ ういおかのつうすっか
くけ こさけゃっさはゃぇくけ こさっょこさうはすうっ. 
┿きぇ きくけゅけ こさけゃっさはゃぇくけ. ′うっ 
くっ しっ しすさぇたせゃぇきっ けす こさけゃっさおう. 
╉ぇおなゃ とっ ぉなょっ けぉっきなす くぇ すっいう 
こさけゃっさおう? ╃けおけかおけすけ さぇいぉさぇた, 
ゅけしこけょうく ╀けさうしけゃ っ さぇいこけさっ
ょうか こさけゃっさおう ゃ こけしけおぇ - いぇとけ 
う おぇお しぇ しっ しかせつうかう すっいう ょゃっ 
いぇこぇかゃぇくうは, きぇおぇさ つっ しうゅせさ
くけ くぇ くっゅけ きせ っ ょけおかぇょゃぇくけ いぇ 
ゃいさうゃけゃっ. ┿い すぇおぇ さぇいぉうさぇき けす 
きっょううすっ, つっ すけえ っ さぇいぉさぇか, つっ 
うきぇ ゃいさうゃけゃっ, きぇおぇさ つっ くはきぇ 
ゃいさうゃけゃっ, ぇ うきぇ いぇこぇかゃぇくうは. 
╃ぇあっ しきっは ょぇ すゃなさょは, つっ とっ
すうすっ, おけうすけ こさう くぇし うきぇ, しぇ しう
ゅせさくけ ょけしすぇ こけ-きぇかおう けす すっいう, 
おけうすけ こけくっしっ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 

くぇ いっきっょっかうっすけ う たさぇくうすっ し 
すっいう こけあぇさう こさっい こけしかっょくうは 
きっしっち ゃ ╀なかゅぇさうは し ゅけさしおう 
きぇしうゃう. ′け こさけゃっさおぇすぇ しう っ 
こさけゃっさおぇ, くっおぇ ょぇ ぉなょっ うい
ゃなさてっくぇ. ′け くぇ すけゃぇ, おけっすけ しっ 
こせぉかうおせゃぇ すっいう ょくう,  くぇ うしおぇ
くっすけ くぇ [╆], けぉかっつっくけ ゃ ‶けいう
ちうは, ゅかっょぇき し かっおぇ くぇしきっておぇ.

- ╂-く ╇ぉせてっゃ, おぇお とっ おけ
きっくすうさぇすっ すぇいう ‶けいうちうは くぇ 
こぇさすうは „[っょ, いぇおけくくけしす う 
しこさぇゃっかうゃけしす“ う うしおぇくっすけ 
え ょっしっす ゅけょうくう くぇいぇょ ょぇ ゃう 
こさけゃっさはす ゃしうつおう おけくすさけか
くう けさゅぇくう - う ┿ゅっくちうはすぇ いぇ 
こさうたけょうすっ, う ┿ゅっくちうはすぇ いぇ 
こさうゃぇすういぇちうは う しかっょこさう
ゃぇすういぇちうけくっく おけくすさけか, うい
けぉとけ っょくぇ こなかくぇ しっさうけいくぇ 
こさけゃっさおぇ. ╃ぇあっ ぅくっ ぅくっゃ 
しっ いぇおぇくう, つっ とっ さぇいおさうっ 
ゅけかっきう おけさせこちうけくくう したっ
きう, しゃなさいぇくう し ╁ぇし おぇすけ 
しけぉしすゃっくうお くぇ „┿さしっくぇか”?
- ぅくっ ぅくっゃ, おぇおゃうすけ う ょうき

おう ょぇ っ こせしおぇか ょけしっゅぇ, さっ
いせかすぇすなす っ ぉうか しぇきけ ょうきおぇ 
いぇ きけきっくすぇ う くうとけ こけゃっつっ. 
‶さけゃっさおう ゃ „┿さしっくぇか” しっ こさぇ
ゃはす くっこさっおなしくぇすけ, くうとけ くけゃけ 
くはきぇ ょぇ しっ けすおさうっ, こけょ ゃけかぇ 
すっかっ くはきぇ. ]つうすぇき, つっ すけえ しう 
こさぇゃう こけさっょくぇすぇ ‶[-ぇおちうは 
ゃなゃ ゃさないおぇ し こさっしすけはとうすっ うい
ぉけさう. ╇ きけあっ ぉう すけゃぇ っ っょうく 

けす けしくけゃくうすっ きせ きけすうゃう. 】け 
しっ おぇしぇっ ょけ きけはすぇ かうつくけしす, 
おなょっすけ きっ けぉゃうくはゃぇ ゃ くは
おぇおゃう おけくすさぇぉぇくょう, けぉなさくっ
すっ ゃくうきぇくうっ おけかおけ しきってくけ 
いゃせつう: すけえ すけゃぇ ゅけ こさぇゃう くぇ 
けしくけゃぇくうっ くぇ すけゃぇ, つっ ╋╁[ 
けす ゃさっきっ くぇ ゃさっきっ たゃぇとぇかけ 
こけ ょゃぇきぇ-すさうきぇ くぇさせてうすっかう, 
おけうすけ しぉけさせゃぇかう けす さぇいゃぇかっ
くう さっいっさゃくう つぇしすう う こさぇゃっかう 
こうしすけかっすう, ぇゃすけきぇすう, こせておう 
う くっ いくぇき けとっ おぇおゃけ, おさうきう
くぇかっく おけくすうくゅっくす. ╇ すせお ゃっつっ 
しっ しうこはす う かうつくう けぉうょう おなき 
きけはすぇ かうつくけしす, おなき しうくぇ きう. 
〈けゃぇ っ こさっおぇかっくけ, きっおけ おぇいぇ
くけ. ╁っつっ しなき こけしすぇゃうか いぇょぇ
つぇすぇ くぇ きけう ぇょゃけおぇすう ょぇ こさけ
せつぇす おぇおゃけ きけゅぇ ょぇ くぇこさぇゃは 
いぇ せさけくゃぇくっ くぇ ょけしすけえくしすゃけ, 
こさっしすうあ. 》けさぇすぇ, おけうすけ きっ 
こけいくぇゃぇす, いくぇはす, つっ すけゃぇ くっ 
っ すぇおぇ. ┿ とけ しっ おぇしぇっ ょけ くっ
ゅけゃうすっ すゃなさょっくうは, つっ けす „┿さ
しっくぇか“ こさけょぇゃぇきっ くっいぇおけくくけ 
けさなあうっ, ぇい ゃう きけかは おぇすけ しっ
さうけいくぇ きっょうは, ゃうっ ょぇ しっ いぇ
うくすっさっしせゃぇすっ う ょぇ くぇこさぇゃうすっ 
うくすっさゃの し こさっょしすぇゃうすっか うかう 
し てっそぇ くぇ ╋っあょせゃっょけきしすゃっ
くぇすぇ おけきうしうは おなき ╋うくうし
すっさしすゃけすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ, 
おけうすけ ういょぇゃぇす さぇいさってっくうはすぇ 
いぇ すなさゅけゃうは. ′ぇてうすっ けさなあうは 
くっ しっ こさけょぇゃぇす おぇすけ おさぇしすぇ
ゃうちう う ょけきぇすう おけえ おなょっすけ しう 
こけあっかぇっ. ╇きぇ さぇいさってっくうっ 
くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 〈っ しっ こさけょぇ
ゃぇす こけょ ょなさあぇゃっく う くっ しぇきけ 
ょなさあぇゃっく, ぇ う きっあょせくぇさけ
ょっく おけくすさけか. 〈けいう ゃうょ すなさ
ゅけゃうは っ こけょ けしけぉっく おけくすさけか, 
さっゅかぇきっくす, さぇいさってうすっかっく 
さっあうき. 〈ぇおぇ つっ すゃなさょっくうはすぇ 
くぇ ゅけしこけょうく ぅくっゃ しぇ ゃないょせた 
こけょ くぇかはゅぇくっ. 〈っ しぇ すゃなさょっ
くうは, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ゃこっつぇ
すかはす しぇきけ たけさぇ, おけうすけ くっ しぇ ゃ 
すっつっくうっ くぇ くぇつうくうすっ くぇ こさけ
ょぇあぉぇ, さっゅせかぇちうはすぇ う おけく
すさけかぇ ゃなさたせ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ 
けさなあうは. ′ぇこさぇゃっすっ しこさぇゃおぇ: 
„┿さしっくぇか“ ゃ きけっ かうちっ こさけ
ょぇゃぇか かう っ くぇ すっさけさうしすうつくう 
ょなさあぇゃう, くぇ くはおぇおゃう こさっし
すなこくう きっあょせくぇさけょくう きさっあう, 
くぇ っきぉぇさゅけゃう ょなさあぇゃう? ′っおぇ 
くっいぇゃうしうきうはす けさゅぇく - ╋っあょせ
ゃっょけきしすゃっくぇすぇ おけきうしうは, ょぇ 
しっ こさけういくっしっ こけ すけいう ゃなこさけし.

- ¨す ょせきうすっ ╁う しすぇゃぇ 
はしくけ, つっ けぉきうしかはすっ ょぇかう 
ょぇ しなょうすっ ぅくっ ぅくっゃ いぇ けす
こさぇゃっくうすっ けぉゃうくっくうは, つっ 
しすっ つぇしす けす きっあょせくぇさけょくぇ 
こさっしすなこくぇ きさっあぇ.  ╉けゅぇすけ, 
けぉぇつっ, ぅくっ ぅくっゃ ゅけゃけさう, 
けぉうおくけゃっくけ ゃ こせぉかうつくけすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ しっ おけきっくすう
さぇ, つっ くはおけえ ょさせゅ しすけう いぇょ 
くっゅけゃうすっ ぇすぇおう. ╁うっ かうつくけ 
せしっとぇすっ かう ゃなゃ ゃしうつおけ, 
しかせつうかけ しっ すっいう ょくう - ゃ 
おけきっくすぇさうすっ けおけかけ ょゃっ
すっ いぇこぇかゃぇくうは ゃ いぇゃけょぇ, ゃ 
こけしかっょゃぇかうすっ うしおぇくうは いぇ 
こさけゃっさおう くはおぇおゃぇ ぇすぇおぇ う 
くぇすうしお しさっとせ ╁ぇし?
- ‶けいくぇゃぇえおう ょけぉさっ ぅくっ 

ぅくっゃ こけ ょさせゅう かうくうう, すさはぉ
ゃぇ ょぇ ゃう おぇあぇ, つっ しこけさっょ きっく 
すぇいう すっいぇ くっ さぇぉけすう. 〉しっとぇ
くっすけ きう っ, つっ くはきぇ くうおけえ 
いぇょ ゅなさぉぇ きせ こけ すけいう ゃなこさけし, 
すけゃぇ しぇ かうつくけ くっゅけゃう けこうすう 
いぇ ‶[-ぇおちうう. ┿い ょぇあっ ょなかぉけ
おけ しっ しなきくはゃぇき ょぇかう とっ すさなゅ
くぇ う ょぇ ゅけ しなょは. ′っ しう しすさせゃぇ, 
こさけしすけ くっ しう しすさせゃぇ ょぇ しう ちぇ
こぇき うきっすけ し こけょけぉくう ょっかぇ.

┿ とけ しっ おぇしぇっ ょけ こけょけぉっく 

]すっそおぇ うょゃぇ すせお こけ うょっは
くぇ しなこさせゅぇ しう

– しなとけ ぇさしっくぇかっち  

╇ けしすぇゃぇ ゃっつっ 10 ゅけょうくう. 
¨すゅけゃけさなす: ”╁ „┿さしっくぇか” きう 
っ ょけぉさっ. ]こけおけえくけ っ.” 』っ たぇ-
さっしゃぇ しこけおけえしすゃうっすけ う せきっ-
さっくけしすすぇ, くぇ ]すっそおぇ え かうつう 
– ういかなつゃぇ ゃっょさけしす う っしすっしす-
ゃっくけしす, ぉっい おぇこおぇ しせっすぇ. 
]こけょっかは, つっ ょけさう ゃ はしすうはすぇ 

こさっょこけつうすぇ こさけしすうすっ, くけ うい-
こうすぇくう う けぉうつぇくう さっちっこすう – 
ぉっい ういかうてくう っおしこっさうきっくすう 
し こけょこさぇゃおうすっ. ‶け ぉなかゅぇさ-
しおう しかぇゅぇ ゃ ゅけいぉうすっ きぇゅょぇ-
くけい う ょあけょあっく, こなさあけかうすっ 
こさぇゃう こさけしすけ しなし しけか, つっさっく 
こうこっさ う きぇかおけ きぇいくうくおぇ. 
╁おなとう ゅけすゃう けくけゃぇ, おけっ-
すけ けぉうつぇす ょっちぇすぇ – こうかっ し 
おぇさすけそおう, ぉぇくうちぇ... ╂けすゃう 
いぇ しっきっえしすゃけすけ しう しかっょ さぇ-
ぉけすぇ, おなょっすけ しなとけ こけ ちはか 
ょっく ゅけすゃう. ╂けすゃう けす しせすさうく 
ょけ ゃっつっさ, くけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
けぉうつぇ ょぇ こさぇゃう すけゃぇ, おけっすけ 

けぉうつぇ. ╆ぇ くっえくぇ さぇょけしす, けぉ-
うつくけすけ いぇくうきぇくうっ っ う こさけ-
そっしうは. ╉なき おけはすけ は くぇしけつゃぇ 
くっえくうはす ぉぇとぇ. ¨ぉせつっくうっすけ ゃ 
〈¨》 – ╂ぇぉさけゃけ ういぉうさぇす, しかっょ 
おぇすけ ゃおなとう くぇ ゃさっきっすけ こさっ-
ちっくうかう, つっ きぇてうくけしすさけうすっか-
くぇすぇ さぇぉけすぇ くっ っ いぇ くっは. 
╂けすゃっくっすけ せ ょけきぇ いぇ ]すっ-

そおぇ  っ くぇえ-かのぉうきけ こけ こさぇい-
くうちうすっ, けしけぉっくけ – こけ ╉けかっ-
ょぇ. 〈けゅぇゃぇ うょゃぇす くぇえ-きくけゅけ 

こさうはすっかう. ╇くぇつっ - こさうはすっかう 
うょゃぇす こけしすけはくくけ ゃ おなとぇ-
すぇ し ゅさぇょうくおぇすぇ ゃ ╉なくつっゃけ, 
おなょっすけ あうゃっっ しっきっえしすゃけすけ. 
╉けかっょくけすけ きっくの ゃおなとう くっ 
きうくぇゃぇ ぉっい こなさあけかう しなし しう-
さっくぇ う ゅなぉう, くけ くぇえ-ゃぇあくぇ 
っ さぇょけしすすぇ けす ぉかういけしすすぇ くぇ 
すさぇこっいぇすぇ.
]すっそおぇ くっ しこうさぇ ょぇ ゅけすゃう う 

ゃ しなぉけすぇ,  う  ゃ くっょっかは. ╃ぇあっ 
– けぉさぇすくけすけ! 〈ぇおぇ っ, いぇとけすけ 
16-ゅけょうてくうはす しうく せつう ゃ ╉かう-
しせさぇ う こなすせゃぇ いぇすぇき し こなかくう 
つぇくすう ゃしはおぇ しっょきうちぇ. ╋ぇかおぇすぇ 
とっさおぇ っ っょゃぇ 6-ゅけょうてくぇ, くけ 

]すっそおぇ しっ さぇょゃぇ, つっ しっ っ けし-
きっかうかぇ いぇ ゃすけさけ ょっすっ, いぇとけすけ 
さぇょけしすすぇ っ ぉっいおさぇえくぇ. ╋うかっ-
くぇ っ ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” う ゃしっおう ょっく し きぇきぇ 
いぇっょくけ うょゃぇす う しっ こさうぉうさぇす. 
〈ぇすおけすけ – ╋うかっく, さぇぉけすう ゃ 
╆ぇゃけょ 6. ]っきっえしすゃけすけ っ ぇさしっ-
くぇかしおけ くぇ しすけ こさけちっくすぇ.

┿さしっくぇかちう けぉうつぇす
くぇえ-きくけゅけ おっぉぇこつっすぇ

〈ぇは しすぇさぇ うしすうくぇ さぇいぉうさぇ 
う ]すっそおぇ ′ぇくっゃぇ. ╉っぉぇこつっ-
すぇすぇ くぇえ-ぉなさいけ しゃなさてゃぇす, 
くうとけ, つっ ぇさしっくぇかちう くっ しぇ 
おぇこさういくう う くっ しっ ちせこはす くぇ 
きっくのすけ, きぇおぇさ ゃうくぇゅう ょぇ 
うきぇ う くっょけゃけかくう. ╁しっおう ょっく 
こけ っょくけ きっしくけ う っょくけ こけしす-
くけ はしすうっ しっ こさっょかぇゅぇ ゃ ぇさ-
しっくぇかしおうは しすけか, おなょっすけ うきぇ 
けとっ しせこうつおぇ, ょっしっさす. ╂けすゃう 
しっ くぇえ-ゃっつっ すさぇょうちうけくくけ 
ぉなかゅぇさしおけ きっくの, いぇ ょっしっさすう-
すっ しっ しこうさぇす くぇ きぇおぇさけくう くぇ 
そせさくぇ, こぇしすうつおう, おさっきつっすぇ. 
╆ぇ こけ かっゃ う こっすょっしっす しすけすうく-
おう きけあって ょぇ しう しこさっすくって 
きぇかなお けぉはょ. ╃くっし, おけゅぇすけ 
しう ゅけゃけさうき, ゃ しすけかぇ っ うきぇかけ 
こうかっておう おっぉぇこ いぇ こけ 1.56 
かゃ., おさっきつっ いぇ 40 しすけすうくおう う 
こぇしすぇ いぇ 60 しすけすうくおう. ]せこぇ-
すぇ っ こけ 0.70 かゃ.
》さぇくっくっすけ ゃ しすけかぇ っ いょさぇ-

ゃけしかけゃくけ, おぇすっゅけさうつくぇ っ 
]すっそおぇ ′ぇくっゃぇ. 》ぇさっしゃぇ しっ 
ょけさう くぇ こさっすっくちうけいくうすっ ゅけし-
すう けす つせあぉうくぇ. 〈っ しなとけ けこ-
うすゃぇす たさぇくぇすぇ, おけはすけ たぇこゃぇす 
う ょさせゅうすっ ゃ しすけかぇ. [ぇいかうおぇ-
すぇ っ, つっ ゃ かうちっすけ くぇ ]すっそおぇ 
うきぇす かのぉっいくぇ しっさゃうすぬけさおぇ. 
╉ぇおすけ う ゃ すけゃぇ, つっ くはおけう しう 
こけさなつゃぇす しぇかぇすぇ う ういぉうさぇす 
しこけさっょ くぇちうけくぇかくぇすぇ おせたくは. 
┿さぇぉうすっ くうおけゅぇ くっ たぇこゃぇかう 
しゃうくしおけ, いぇ すはた しっ こさうゅけすゃは 
こうかっておけ う すっかっておけ, きくけ-
ゅけ たぇさっしゃぇす しぇかぇすぇ し さうぉぇ 
すけく う こぇかぇつうくおう しなし しかぇょ-
おけ, さぇいおぇいゃぇ ]すっそおぇ.  ┿きっ-
さうおぇくちうすっ こなお, すうこうつくけ こけ 
すはたくけきせ, けぉうつぇす こなさあっくう 
おぇさすけそう, こうかっ, かのすけ...
╋っくうょあなさしおうはす っおうこ くぇ 

„┿さしっくぇか” しう うきぇ かのぉうきけ 
ぉかのょけ – ういょぇゃぇ すぇえくう けす 

おせたくはすぇ ]すっそおぇ ′ぇくっゃぇ. 
╊のぉうきけすけ ぉかのょけ っ こなしすなさゃぇ 
ゃなゃ そけかうけ. [うぉぇすぇ しっ けゃおせ-
しはゃぇ しなし いっかっくつせちう – ょけきぇす, 
きけさおけゃ, こけしすぇゃっくう ゃなゃ ゃな-
すさってくけしすすぇ しかっょ こけつうしすゃぇ-

くっすけ. ╁なさゃう ょぇ しっ 
しかけあう う おけこなさ. ‶けしかっ  しすぇ-
さぇすっかくけ しっ いぇゃうゃぇ ゃなゃ そけ-
かうけすけ しかっょ かっおけ けきぇいくはゃぇくっ 
くぇ けぉゃうゃおぇすぇ, けこぇおけゃぇ しっ う 
しっすくっ しっ こっつっ くぇ しおぇさぇすぇ し 
くっおけかおけおさぇすくけ けぉさなとぇくっ. 
]っさゃうさぇ しっ し かうきけく. ╇ くっ-
こさっきっくくけ しっ すなさしう けすくけゃけ.

]すっそおぇ ′ぇくっゃぇ っ
とぇしすかうゃぇ しなし しっきっえしすゃけ 

う こさけそっしうは.

‶けつうゃおぇすぇ しっきっえしすゃけすけ 
こさっおぇさゃぇ くぇ きけさっ. ]ゃけぉけょ-
くけすけ ゃさっきっ っ こけしゃっすっくけ くぇ 
おなとぇすぇ, いっかっくつせおけゃぇすぇ ゅさぇ-
ょうくぇ, ちゃっすはすぇ, いうきくうくぇすぇ... 
╇ くぇえ-ゃっつっ: ょっちぇすぇ! ¨ぉうつぇ 
ょぇ こけしさっとぇ う ゅけしすう, くぇ ゃしうつ-
おう さぇいこさぇゃは, つっ くっ っ すさせょくけ 

ょぇ しっ くぇせつうて ょぇ ゅけすゃうて, しすう-
ゅぇ ょぇ うきぇて あっかぇくうっ. ╉けえすけ 
うきぇ あっかぇくうっ, しっ しこさぇゃは, ゃはさ-
ゃぇ ゅけすゃぇつなす ゃ ぇさしっくぇかしおうは 
しすけか, おなょっすけ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
さぇょけしす っ ょぇ すう おぇあぇす: ”╀かぇゅけ-
ょぇさは!” しかっょ けぉはょぇ. ]すっそおぇ しっ 

さぇょゃぇ きくけゅけ くぇ すけゃぇ, けつうすっ え 
しゃっすゃぇす. [ぇょゃぇ しっ う くぇ とぇし-
すうっすけ ょぇ さぇぉけすう し けすかうつくう 
おけかっゅう. ¨しけぉっくけ しう こけきぇゅぇす し 
〈ぇくぬけ ╉ぇゃぇかけゃ: すけえ っ こけ しこっ-
ちうぇかうすっすうすっ, すは  こけっきぇ すさぇ-
ょうちうけくくうすっ はたくうう, おのそすっすぇ-
すぇ... ′っ しう くぇきうさぇす おせしせさ う 
きくけゅけ しう こけきぇゅぇす. ╇ ょゃぇきぇすぇ 
しぇ ぉかぇゅけょぇさくう, つっ さぇぉけすぇすぇ 
ゅう しさっとぇ し てっそおぇすぇ – ╈けく-
おぇ ╁っかつっゃぇ. 〈は っ すぇいう, おけはすけ 
おさっこう ょせたぇ, しないょぇゃぇ ぇすきけし-
そっさぇ くぇ こさけそっしうけくぇかういなき, 
さぇいぉうさぇくっ, ょけぉさけ くぇしすさけっ-
くうっ, おけはすけ けぉせつぇゃぇ, しなゃっすゃぇ 
う こけょおさっこは.
〈ぇおぇ けすうゃぇて くぇ さぇぉけすぇ ゃしっ-

おう ょっく し かのぉけゃ. ╇ ゃこさなしおゃぇて 
こけ とうこおぇ けす くっは いぇ ゃしっおう. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

Стефка със семействотото си

Стефка с колеги

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7
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╀かういけ 80 こさけちっくすぇ けす ぉなかゅぇさうすっ しこけょっかはす, つっ くっ きけゅぇす ょぇ しこっしすはす ょけさう っょくけ っゃさけ, ぇ しなとうはす こさけちっくす けす たけさぇ-
すぇ おぇいゃぇす, つっ くはきぇす しうゅせさくけしす ゃ いぇっすけしすすぇ. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ ういしかっょゃぇくっ くぇ ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ おけくそっょっさぇちうは くぇ 

こさけそしなのいうすっ, こさけゃっょっくけ しさっょ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ さぇいかうつくう っゃさけこっえしおう ょなさあぇゃう, しさっょ おけうすけ っ う ╀なかゅぇさうは. 
[っいせかすぇすうすっ ぉはたぇ けぉはゃっくう けす ゅっくっさぇかくうは しっおさっすぇさ くぇ ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ すさせょぇ 【ぇさなく ╀なさけせ 

しかっょ こさけゃっょっくぇ おけくそっさっくちうは いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすくう きっしすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, けさゅぇくういうさぇくぇ けす ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょ-
おさっこぇ”. ‶さっいうょっくすなす くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ いぇはゃう, つっ こさっい しかっょゃぇとうすっ くはおけかおけ きっしっちぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ う 
しけちうぇかくうすっ こぇさすくぬけさう すさはぉゃぇ ょぇ ょけゅけゃけさはす きっさおう いぇ しすうきせかうさぇくっ くぇ うおけくけきうつっしおう さぇしすっあ, おぇすけ ぉなょっ いぇこぇいっくぇ 
そうくぇくしけゃぇすぇ しすぇぉうかくけしす. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ いぇきさぇいっくうすっ ょけたけょう う こけしおなこゃぇくっすけ くぇ っくっさゅけくけしうすっかうすっ とっ こさっ-
ょういゃうおぇす しけちうぇかくう ゃいさうゃけゃっ, こさっょせこさっょうたぇ しうくょうおぇすうすっ.
╂っくっさぇかくうはす しっおさっすぇさ くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ すさせょぇ 【ぇさなく ╀なさけせ こけょおさっこう うしおぇくうはすぇ くぇ ╉′]╀ 

いぇ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, こっくしううすっ う ぉのょあっすくうすっ ゃないくぇゅさぇあょっくうは. ╉なき すはた かうょっさなす くぇ 
╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ ょけぉぇゃう こさっそっさっくちうぇかくう おさっょうすう いぇ きぇかおうすっ う しさっょくう こさっょこさうはすうは けす さぇいゃうゃぇとうすっ しっ 
しっおすけさう う ういこけかいゃぇくっ くぇ さっしせさしぇ けす 500 きうかうけくぇ っゃさけ こけ けこっさぇすうゃくぇすぇ こさけゅさぇきぇ „╉けくおせさっくすけしこけしけぉくけしす” いぇ 
ゅっくっさうさぇくっ くぇ さぇしすっあ.

                           〈┿
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【ぇ『』╊〉╊【《 〉╅ 『╅╆《【╅ ╊ 
[╅【《 ｠《╉╊〉╊【《 〉╅ 『╅╆《【╅ 
〉かこせけみて そたけて たそさあくうあ, ねか 95% そて にそちあてあ せか つあ はあつてしけうけ, にそおかこさけ せあ ちあいそてあてあ, さそみ
てそ けすあて. [しまねひて せあ はあつてけかてそ か う たちかうちひはあせかてそ せあ にそいけてそ う ちあいそてあ, てうひちおけ てみ.

′あ つすかてさあ せあ てそうあ 42 たひちうそさしあつせけぬけ う さう. „[あちすかせ“, 
おちとえけ 44 はか うしみくあて う さしあつ おそえそおけせあ

【そうあ てうひちおけ つたかぬけあしけつてひて たそ ねそうかのさけ ちかつとちつけ 》かてみ 》かてさそうあ

]こっちうぇかうしす こけ つけゃっておう さeしせさしう, しけぉ
しすゃっくうお くぇ ぇゅっくちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ こけょぉけさ 
くぇ こっさしけくぇか. 
╆けょうは ]すさっかっち. ╁ くぇえ-こさっおさぇしくぇすぇ あっく

しおぇ ゃないさぇしす. ] ょゃっ こけさぇしくぇかう きけきうつっすぇ. 
╁ ╉ぇいぇくかなお こさうしすうゅぇ いぇさぇょう っょうく きなあ う 
っょくぇ かのぉけゃ. ‶さっょう ゅけょうくう. ‶さうしすさぇしすくぇ 
おなき おぇせいぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお きくけ
ゅけ かうつくけ - しなこさせゅなす え ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ っ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさ
すうすっ, こさっょしっょぇすっか くぇ ぉのょあっすくぇすぇ おけきうしうは 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ‶っすは ‶っすおけゃぇ うきぇ ょゃっ 
ゃうしてう けぉさぇいけゃぇくうは: いぇゃなさてうかぇ っ ╋╄╇ - 
╁ぇさくぇ, しこっちうぇかくけしす っかっおすさけうくあっくっさ, おぇお
すけ う きっくうょあきなくす う きぇさおっすうくゅ ゃなゃ ╁╇′] - 
╁ぇさくぇ. ╃なかゅう ゅけょうくう さぇぉけすう ゃ ╀〈╉, おなょっすけ 
っ しこっちうぇかうしす こけ つけゃっておう さっしせさしう. ‶さけ
きはくぇすぇ は しゃぇさゃぇ くぇ っょくけ けす くぇえ-すさせょくうすっ 
きっしすぇ ゃ おけきこぇくうはすぇ, くけ すなゃさょう, つっ すけつくけ 
すけゅぇゃぇ う すぇき くぇせつぇゃぇ きくけゅけ. 〈は っ つけゃっおなす, 

〈っいうすっ くぇ ‶っすは:

‶さう こけょぉけさぇ くぇ こけょたけ
ょはと こっさしけくぇか くぇえ-ゃぇ

あくけすけ - 50%, っ あっかぇくうっすけ, 
きけすうゃぇちうはすぇ くぇ ょぇょっく つけゃっお 
いぇ すぇいう さぇぉけすぇ. ╃うこかけきうすっ, 
ょさせゅうすっ おけきこっすっくちうう くっ しぇ 
けす さってぇゃぇとけ いくぇつっくうっ. 

┿おけ つけゃっお うきぇ あっかぇくうっ 
いぇ ょぇょっくぇ さぇぉけすぇ, すけえ 

しっ せつう.

′ぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ たけさぇすぇ, 
けしすぇくぇかう ぉっい さぇぉけすぇ, っ 

ょぇ くっ しすけはす くぇ っょくけ きはしすけ う 
ょぇ しっ くぇょはゃぇす さぇぉけすぇすぇ しぇきぇ 
ょぇ ゅう くぇきっさう. 〈なさしっくっすけ くぇ 
さぇぉけすぇ っ おぇすけ たけょっくっすけ くぇ 
さぇぉけすぇ. ╁しっおう ょっく けす しせすさうく 
ょけ ゃっつっさ, し せしきうゃおぇ, きけすうゃぇ
ちうは う せぉっょっくけしす, つっ くっこさっ
きっくくけ とっ は くぇきっさうて. 

′ぇえ-ゃぇあくぇすぇ ちっか こさう 
すなさしっくっすけ くぇ さぇぉけすぇ っ 

ょぇ うしおぇて ょぇ しう くぇきっさうて さぇ
ぉけすぇ.  

╂けかはきぇ つぇしす けす たけさぇすぇ くっ 
しぇ いぇうくすっさっしけゃぇくう ょぇ 

くぇせつぇす くっとけ くけゃけ. ‶さけきは
くぇすぇ ゅう こかぇてう. ╇しおぇす しぇきけ 
しうゅせさくけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ う 
さぇぉけすぇ. ┿ こさけちっしなす いぇ すけゃぇ 
っ ょゃせしすさぇくっく: さぇぉけすけょぇすっか 
– さぇぉけすくうお. ╆ぇ せょけゃかっすゃけさは
ゃぇとう う ょゃっすっ しすさぇくう さっいせか
すぇすう っ くせあくけ つけゃっお ょぇ ょぇょっ 
けす しっぉっ しう.  

╋くけゅけ っ ゃぇあくけ つけゃっお ょぇ 
いくぇっ おぇおゃけ うしおぇ, おぇおゃけ 

うきぇ あっかぇくうっ ょぇ さぇぉけすう. ‶け
ゃっつっすけ たけさぇ, けぉぇつっ, くっ しう いぇ
ょぇゃぇす すけいう ゃなこさけし, いぇすけゃぇ う 
すさせょくけ くぇきうさぇす こけょたけょはとぇ 
う せょけゃかっすゃけさはゃぇとぇ さぇぉけすぇ.

╋かぇょうすっ たけさぇ ょけ 30 ゅけ
ょうくう しぇ こけ-おさっぇすうゃくう, 

こけ-しきっかう ゃ さってっくうはすぇ しう いぇ 
こさけきはくぇ. 

╅っくうすっ しぇ こけ-おさっぇすうゃくう 
ゃ すなさしっくっすけ くぇ さぇぉけすぇ, 

くけ すっ こけ-つっしすけ くはきぇす ういぉけさ. 

╆ぇ ょぇ けすおさうって こけょたけょは
とうは つけゃっお いぇ ょぇょっくぇ さぇ

ぉけすぇ, けす けしけぉっくけ いくぇつっくうっ っ 
おなょっ  う おぇお っ こせぉかうおせゃぇくぇ  
けぉはゃぇすぇ. ‶さぇゃうかくけすけ こけしかぇ
くうっ ゃけょう しかっょ しっぉっ しう すけつ
くうは つけゃっお. 

╆ぇ ゃさないおぇ し っおしこっさすぇ こけ つけ
ゃっておう さっしせさしう ‶っすは ‶っすおけゃぇ:  

╁ すさせょくうすっ ゃさっきっくぇ いぇ 
たけさぇすぇ, けしすぇくぇかう ぉっい 

さぇぉけすぇ, こけすなさしうたきっ しこっちうぇ
かうしすぇ こけ つけゃっておう さっしせさしう 
‶っすは ‶っすおけゃぇ いぇ っょくけ こけかっい
くけ う けすおさけゃっくけ うくすっさゃの. 

- ‶っすは, おぇお ょぇ くぇきっさう 
つけゃっお きっつすぇくぇすぇ さぇぉけすぇ?
- ╃ぇ くぇきっさうて きっつすぇくぇすぇ 

さぇぉけすぇ くっ っ かっしくけ. ╇しおぇ しっ 
ょぇ くぇこさぇゃうて すけつくけ けこさっょっ
かっくう くっとぇ, おけうすけ しぇきけ すう う 
くうおけえ ょさせゅ きけあっ ょぇ くぇこさぇ
ゃう. ╇ すっいう くっとぇ くっ しっ しゃっあ
ょぇす っょうくしすゃっくけ ょけ しなしすぇゃは
くっすけ くぇ ぇゃすけぉうけゅさぇそうは うかう 
きけすうゃぇちうけくくけ こうしきけ. 

- ┿ きけあっ かう つけゃっお ょぇ しう 
くぇきっさう さぇぉけすぇ, ぉっい ょぇ 
いくぇっ おぇおゃけ すけつくけ すなさしう? 
- ]こけさっょ きっく, うしすうくぇすぇ っ, 

つっ きぇかおけ たけさぇ しきっはす ょぇ しう 
こさういくぇはす, つっ くっ いくぇはす おぇおゃけ 
うしおぇす. ╀かなしおぇす しっ ちはか あうゃけす 
ゃ かせすぇくっ う こさぇゃっくっ くぇ すけゃぇ 
うかう けくけゃぇ, くけ くっ けしないくぇゃぇす, 
つっ ゅけ こさぇゃはす すけつくけ, いぇとけすけ 
くっ いくぇはす おぇおゃけ うしおぇす. ╆ぇとけ 
こさうぉかういうすっかくけ 60% けす きかぇ
ょうすっ たけさぇ くっ せつぇす う しなけすゃっす
くけ ゃこけしかっょしすゃうっ くっ さぇぉけすはす 
すけゃぇ, おけっすけ うしおぇす う きけゅぇす, ぇ 
こさぇゃはす すけゃぇ, おけっすけ „すさはぉゃぇ”?
]こけさっょ きっく, けすゅけゃけさなす っ 

きくけゅけ こさけしす, くけ しなとっゃさっ
きっくくけ きくけゅけ すなあっく.
〈けつくけ, おけゅぇすけ ょっすっすけ すさはぉ

ゃぇ ょぇ ういぉっさっ おぇおゃけ ょぇ せつう, 
す. っ. くぇうしすうくぇ ょぇ せつう くっとけ, 
おけっすけ ゅけ ゃかっつっ う おなき おけっ
すけ うきぇ くはおぇおなゃ ぇそうくうすっす, 
すけつくけ すけゅぇゃぇ さけょうすっかうすっ 
けすしなしすゃぇす! ╉けゅぇすけ こさぇゃうかくけ 
しきっ しっ けさうっくすうさぇかう こさけそっ
しうけくぇかくけ う しかっょゃぇきっ おぇさう
っさくけすけ しう さぇいゃうすうっ, くっとぇすぇ 
こさけしすけ しっ しかせつゃぇす. 〈なさしっくっ
すけ くぇ さぇぉけすぇ っ おぇすけ たけょっくっすけ 
くぇ さぇぉけすぇ けす 8 ょけ 17 つぇしぇ. 
]すぇゃぇて しせすさうく, いぇさっょっく こけ
かけあうすっかくけ… う すぇおぇ ょけ おさぇは 
くぇ ょっくは. ‶さけせつゃぇて ゃしうつおう 
ゃないきけあくけしすう. ]さっとぇて しっ し 
こさうはすっかう, こさけはゃはゃぇて きぇか
おけ こけゃっつっ うくうちうぇすうゃくけしす う 
こさぇゃうて こさけせつゃぇくっ くぇ ぇぉしけ
かのすくけ ゃしうつおう ゃないきけあくけしす
うすっ ゃ ゅさぇょぇ う ょけさう ういゃなく 
ゅさぇょぇ. ╁ すけいう しきうしなか きくけゅけ 
こけかっいくけ きけあっ ょぇ しっ けおぇあっ う 
きけすうゃぇちうけくくけすけ けぉせつっくうっ, ゃ 
おけっすけ つけゃっお くぇせつぇゃぇ しうかくう
すっ しう しすさぇくう, おぇお ょぇ ゅう こさっょ
しすぇゃは こけ ゃさっきっ くぇ うくすっさゃの 
いぇ さぇぉけすぇ, こさう しさっとぇ し さぇ
ぉけすけょぇすっか, おぇお ょぇ しっ ょなさあう 
こけ ゃさっきっ くぇ すぇいう しさっとぇ う 
けとっ おせこ くっとぇ, しゃなさいぇくう し 
こけゃっょっくうっすけ, し ゃなすさってくけすけ 
せしっとぇくっ いぇ いくぇつうきけしす う せぉっ
ょっくけしす, つっ ょぇょっくぇすぇ さぇぉけすぇ 
っ すけつくけ いぇ すけいう つけゃっお. 〈けゃぇ 
しぇ こけかっいくう こさぇおすうおう, おけうすけ 
さぇぉけすはす. 

- ′ぇこけしかっょなお ゃしっ こけ-
きけょくぇ ゃ ゅけかっきうすっ そうさきう 
せ くぇし しすぇゃぇ せしかせゅぇすぇ ╊う
いうくゅ くぇ こっさしけくぇか. ╉ぇおゃけ 
こさっょしすぇゃかはゃぇ すは う おけえ 
きけあっ ょぇ しっ こけかいゃぇ けす 
くっは?
- ╊ういうくゅなす くぇ こっさしけくぇか っ 

のさうょうつっしおぇすぇ ゃないきけあくけしす 
ょぇ しっ くぇっきぇす しかせあうすっかう, 

おけうすけ そけさきぇかくけ しっ ゃけょはす 
くぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ くぇ ょさせゅぇ 
そうさきぇ, けぉうおくけゃっくけ くぇ おけく
しせかすぇくす こけ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
つけゃっておうすっ さっしせさしう, ぇ さっぇか
くけ さぇぉけすはす いぇ しなけすゃっすくぇすぇ 
おけきこぇくうは, こけさなつぇかぇ せしかせゅぇ
すぇ. ╋けあっ ょぇ しっ こけかいゃぇ いぇ くっ
けゅさぇくうつっく こっさうけょ けす ゃさっきっ. 
〈ぇいう せしかせゅぇ っ けしけぉっくけ さぇい
こさけしすさぇくっくぇ くぇ ╆ぇこぇょ. 
《うさきぇすぇ-おかうっくす しぇきぇ こけょ

ぉうさぇ うかう せつぇしすゃぇ ぇおすうゃくけ ゃ 
こけょぉけさぇ くぇ こっさしけくぇかぇ, くぇっ
きぇく くぇ かういうくゅ, けこさっょっかは いぇ
こかぇすうすっ, ぉけくせしうすっ う しぇくおちう

うすっ. ╉けくしせかすぇくすなす しおかのつゃぇ 
すさせょけゃう ょけゅけゃけさう し けこさっょっ
かっくうすっ しかせあうすっかう う そけさきぇか
くけ こけっきぇ ゃしうつおう いぇょなかあっくうは 
くぇ さぇぉけすけょぇすっか - ゅさうあう しっ 
いぇ いぇょなかあうすっかくうすっ そけさきぇか
くけしすう こけ すさせょけゃけすけ こさぇゃけ
けすくけてっくうっ, ゃけょう すさせょけゃぇすぇ 
おくうあおぇ, ういゅけすゃは ういうしおゃぇくうすっ 
けす さぇいかうつくう けさゅぇくう しこさぇゃおう, 
しかっょう いぇ けすこせしおうすっ. ╁ しなとけ
すけ ゃさっきっ しなけすゃっすくうすっ しかせ
あうすっかう さぇぉけすはす いぇ そうさきぇ

すぇ-おかうっくす くぇ けこさっょっかっくう けす 
くっゅけ さぇぉけすくう きっしすぇ. ╊ういうく
ゅなす っ せょけぉっく しなとけ こさう けゅさぇ
くうつっくう ゃなゃ ゃさっきっすけ こさけっおすう 
- つっしすけ そうさきうすっ うきぇす きぇさ
おっすうくゅけゃう, すなさゅけゃしおう うかう 
こさけういゃけょしすゃっくう こさけっおすう し 
こさけょなかあうすっかくけしす こけかけゃうく 
ょけ っょくぇ ゅけょうくぇ う くっ ゃうあょぇす 
しきうしなか ょぇ くぇいくぇつぇゃぇす たけさぇ 
くぇ しけぉしすゃっく とぇす しぇきけ いぇ くは
おけかおけ きっしっちぇ. ‶けょけぉくう しぇ 
しかせつぇうすっ, おけゅぇすけ つせあょう けさ
ゅぇくういぇちうう ぉっい さっゅうしすさぇちうは せ 
くぇし さぇぉけすはす こけ おさぇすおけしさけつくう 
こさけっおすう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╆ぇ すはた 

ょぇ ういこけかいゃぇす こっさしけくぇか くぇ 
かういうくゅ っ こけ-ういゅけょくけ, けすおけか
おけすけ ょぇ しっ さっゅうしすさうさぇす う ょぇ 
くぇっきぇす つけゃっお, おけえすけ ょぇ けぉ
しかせあゃぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけ くぇ
っすうは こっさしけくぇか.

-  ╆ぇとけ ぉなかゅぇさしおうはす さぇ
ぉけすけょぇすっか  ゃしっ けとっ っ  こけ-
しおかけくっく ょぇ うくゃっしすうさぇ ゃ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ すっしくうすっ 
おけきこっすっくちうう くぇ しゃけうすっ 
しかせあうすっかう, けすおけかおけすけ ゃ 

さぇいゃうすうっ くぇ  ゅなゃおぇゃうすっ 
うき  せきっくうは, ゃ たけさぇ, おけう
すけ くはきぇす くせあくぇすぇ こさけそっ
しうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは, 
くけ うきぇす けゅさけきくけすけ あっかぇ
くうっ ょぇ しっ せつぇす う ょぇ  さぇぉけ
すはす すぇいう さぇぉけすぇ?
- ‶っさしけくぇかなす くぇ おけきこぇくうは

すぇ っ くぇえ-ちっくくうはす え ぇおすうゃ う 
うくゃっしすうちうはすぇ ゃ くっゅけ きけあっ ょぇ 
ょけくっしっ くぇえ-ゅけかはきぇ ゃないゃさな
とぇっきけしす. 〈けゃぇ, けぉぇつっ, ゃしっ 
けとっ くっ しっ さぇいぉうさぇ けす ゃしうつ
おう さぇぉけすけょぇすっかう こけ くぇつうくぇ, 
こけ おけえすけ しかっょゃぇ. ╇くっさちうはすぇ 
ゃうくぇゅう ょぇ しっ すなさしう ゅけすけゃ, 
けぉせつっく, くぇせつっく おぇょなさ いぇ 
ょぇょっくぇすぇ さぇぉけすぇ っ ゃしっ けとっ 
きくけゅけ しうかくぇ. ╃けぉさうすっ きっくう
ょあなさう けぉぇつっ いくぇはす, つっ つっしすけ 
ょけぉさっ きけすうゃうさぇくうはす, うきぇと 
あっかぇくうっ いぇ さぇぉけすぇ つけゃっお っ 
ょぇかっつ こけ-こけょたけょはと いぇ くっは, 
けすおけかおけすけ すけいう し ょけぉさぇすぇ 
おけきこっすっくちうは う けぉさぇいけゃぇ
くうっ, くけ ぉっい くせあくぇすぇ きけすうゃぇ
ちうは. ╇ すけつくけ こけ すけゃぇ きけあっ 
ょぇ しっ けすかうつう HR きっくうょあなさぇ 
けす しつっすけゃけょうすっかは 〈[╆. ′け う 
すせお, おぇすけ こさう ゃしはおぇ うくゃっしすう
ちうは, すさはぉゃぇ ょぇ しっ うくゃっしすうさぇ 
ゃくうきぇすっかくけ, ちっかっくぇしけつっくけ, 
しなけぉさぇいくけ しすさぇすっゅうはすぇ いぇ 
さぇいゃうすうっ, ょぇ しっ けすつうすぇす さうし
おけゃっすっ う ょぇ しっ しかっょう ゃないゃさな
とぇっきけしすすぇ. ╀なょっとっすけ っ くぇ 
ゃしっ こけ-けぉさぇいけゃぇくうすっ さぇぉけす
くうちう, くけ う くぇ こけ-きけすうゃうさぇ
くうすっ. ┿おけ くっ しっ ゃかぇゅぇす こぇさう 
ゃ けぉせつっくうっすけ くぇ しかせあうすっかう, 
さぇぉけすけょぇすっかはす とっ しさっとくっ 
ういおかのつうすっかくう すさせょくけしすう ょぇ 
さっぇかういうさぇ こかぇくけゃっすっ しう いぇ 
こさけしこっさうすっす くぇ そうさきぇすぇ, 
こけくっあっ くはきぇ ょぇ うきぇ こけょゅけす
ゃっく こっさしけくぇか, おけえすけ ょぇ さぇい
ぉっさっ おぇおゃけ しっ うしおぇ けす くっゅけ. 
╆ぇ しなあぇかっくうっ, きぇかおぇ つぇしす けす 
さぇぉけすけょぇすっかうすっ いぇかぇゅぇす くぇ  
ょっえしすゃうは し ちっか こけゃうてぇゃぇくっ 
くぇ おゃぇかうそうおぇちうはすぇ, おけっすけ 
きっ おぇさぇ ょぇ きうしかは, つっ さぇ

ぉけすけょぇすっかうすっ しぇ こけ-しおかけく
くう ょぇ くぇきうさぇす ゃっつっ ゃうしけおけ 
おゃぇかうそうちうさぇく こっさしけくぇか う 
ゃこけしかっょしすゃうっ ょぇ ゅけ いぇきっくはす 
し こけ-ゃうしけおけ おゃぇかうそうちうさぇく 
こっさしけくぇか, けすおけかおけすけ ょぇ ゃかけ
あぇす ゃ くぇしすけはとうすっ しう しかせあう
すっかう, おけっすけ っ ょけしすぇ あぇかおけ.

くぇぉうさぇか っおうこう いぇ くぇょ 200 うくそけさきぇちうけくくう ちっくすさけゃっ くぇ ╀〈╉ う 300 きぇゅぇいうくぇ ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. 
〈ゃなさょう, つっ ょけぉさうはす しかせあうすっか っ くっ すけいう, くっこさっきっくくけ し きくけゅけすけ けこうす, ぇ けくいう, ゃ おけゅけすけ うきぇ 

こけすっくちうぇか. ╇ ょけ ょくっし っ せぉっょっくぇ, つっ さぇぉけすけょぇすっかうすっ しかっょゃぇ ょぇ しっ けゅかっょぇす すけつくけ いぇ すぇおうゃぇ 
たけさぇ, いぇとけすけ ゃ すはた きけあっ ょぇ しっ うくゃっしすうさぇ う ょぇ けつぇおゃぇて ょぇ すう ゃなさくぇす うくゃっしすうちうはすぇ ゃ こさうょけ
ぉうすうすっ くけゃう おけきこっすっくちうう. 
╇いゃっしすくけ ゃさっきっ っ しかせあうすっか う くぇ そうさきぇ „╉なかゃぇつっゃ”. 〈ゃなさょう, つっ っ とぇしすかうゃぇ, いぇとけすけ さぇぉけすう 

たけぉうすけ しう: すは っ けす けくっいう 5%, おけうすけ ゃしっおう ょっく けすうゃぇす ょけゃけかくう くぇ さぇぉけすぇ, し あっかぇくうっ う さぇょけしす. 
╆ぇとけすけ こさぇゃう すけゃぇ, おけっすけ うしおぇ. 〈ゃなさょう, つっ くはきぇ くっこけょたけょはとぇ さぇぉけすぇ いぇ ょぇょっく つけゃっお, こさけしすけ 
つけゃっおなす くっ っ くぇきっさうか さぇぉけすぇ, おけはすけ っ いぇ くっゅけ. ¨こさっょっかは こさけそっしうはすぇ しう くぇ しこっちうぇかうしす こけ 
つけゃっておうすっ さっしせさしう おぇすけ っょくぇ けす くぇえ-うくすっさっしくうすっ, いぇとけすけ, けしゃっく けすかうつくけ こけいくぇゃぇくっ くぇ くけさ
きぇすうゃくぇすぇ せさっょぉぇ, しっ ういうしおゃぇ ょぇ しう う ょけぉなさ こしうたけかけゅ. ╁ ぉぇいぇすぇ しう ょぇくくう うきぇ くぇょ 20 たうかはょう 
CV-すぇ くぇ たけさぇ, すなさしっとう さぇぉけすぇ, う すぇおうゃぇ, おけうすけ すなさしはす こけ-ょけぉさぇ さぇぉけすぇ. ′ぇょ 3 たうかはょう しぇ 
けょけぉさっくうすっ う くぇきっさうかう しゃけっすけ きはしすけ ゃ あうゃけすぇ くっえくう おかうっくすう. 
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‶っすなさ ╉けしっゃ, いぇき.-おきっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, しなけぉ-
とう, つっ しこけさっょ こさっょかけあっくうっ くぇ こさっゃけいゃぇつぇ, ゃ さぇきおう-
すっ くぇ ょっえしすゃうっすけ くぇ ょけゅけゃけさぇ, ちっくうすっ くぇ ぇゃすけぉせしくうすっ 
かうくうう きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす いぇゃうてっくう し けおけかけ 20% けす しっ-
ゅぇてくぇすぇ しすけえくけしす. 〈けゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ いぇ 
ゅさぇょしおうすっ う けぉとうくしおう かうくうう さっぇかくけ ちっくぇすぇ ぉう きけゅかぇ 
ょぇ しおけつう し 30 しすけすうくおう いぇ ゅさぇょしおぇすぇ きさっあぇ う し 40 
しすけすうくおう いぇ きっあょせゅさぇょしおぇすぇ しこけさっょ けすょぇかっつっくけしすすぇ 
くぇ くぇしっかっくけすけ きはしすけ. 
‶け かうくううすっ ]けそうは, ‶かけゃょうゃ, ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ う ╁ぇ-

さくぇ こさっょゃうょっくけすけ せゃっかうつっくうっ っ し ょけ 5 かっゃぇ けす くぇ-
しすけはとうすっ ちっくう. 〈ぇおぇ くぇこさうきっさ, こけ かうくうはすぇ ╉ぇいぇく-
かなお - 【うこおぇ しっゅぇ ぉうかっすなす しすさせゃぇ 1,20 かゃ., ぇ ゃ しかせつぇえ 
くぇ せゃっかうつっくうっ ちっくぇすぇ ぉう きけゅかぇ ょぇ ょけしすうゅくっ ょけ 1,50 
かゃ., くけ くっ う ょぇ こさっゃうてう すぇいう ゅさぇくうちぇ. ¨す 17 かっゃぇ 
ょけ 22 かっゃぇ くぇえ-きくけゅけ きけあっ ょぇ しっ せゃっかうつう ゃ さぇきおうすっ 
くぇ くけゃうは ょけゅけゃけさ ちっくぇすぇ くぇ っょくけこけしけつくうは ぉうかっす ょけ 
]けそうは. 
′ぇえ-ゅけかはきけすけ せゃっかうつっくうっ, いぇかけあっくけ ゃ くけゃうは ょけ-

ゅけゃけさ きっあょせ すさぇくしこけさすくうは おけくしけさちうせき う ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, っ こけ きぇさてさせすぇ ╉ぇいぇくかなお - ╁ぇさくぇ, おなょっすけ 
ぉうかっすなす きけあっ ょぇ しっ こけゃうてう しなとけ し ょけ 5 かっゃぇ う ょぇ 
しすぇくっ 30, こさう しっゅぇてくうすっ 25 かっゃぇ. 〈けゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ 
くはきぇ ょぇ しすぇくっ, すなえ おぇすけ ょけゅけゃけさなす いぇ すっいう かうくうう っ 
ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ, ぇ ぇゃすけぉせしうすっ いぇ ╁ぇさくぇ こなすせゃぇす 
こさっょうきくけ しっいけくくけ.
╁ こけょこうしぇくうは くけゃ ょけゅけゃけさ しっ こさっょゃうあょぇす う くぇきぇかっ-

くうは いぇ こっくしうけくっさう う せつっくうちう. ╁ないさぇしすくうすっ たけさぇ くぇょ 
70 ゅけょうくう とっ こけかいゃぇす 50% くぇきぇかっくうっ いぇ こなすせゃぇくっ 
ゃ ゅさぇょしおぇすぇ う きっあょせゅさぇょしおぇ きさっあぇ しさっとせ こさっょしすぇ-
ゃっく ょけおせきっくす, ぇ すっいう ょけ 70 ゅけょうくう - 20% くぇきぇかっくうっ. 
20% くぇきぇかっくうっ とっ こけかいゃぇす う せつっくうちうすっ. 
╆ぇこぇいゃぇす しっ けすしすなこおうすっ う いぇ しすせょっくすう.
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690 こなさゃけおかぇしくうちう けす 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, けす けぉとけ 3 
たうかはょう ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ,  
こさっおさぇつうたぇ こさぇゅぇ くぇ せつうかう-
とっすけ ゃ ╃っくは くぇ 
ゃはさぇすぇ, くぇょっあ-
ょぇすぇ う かのぉけゃすぇ. 
╆ぇさぇょう ぉかぇゅけ-
しおかけくくけしすすぇ くぇ 
おぇかっくょぇさぇ すぇい-
ゅけょうてくぇすぇ かはす-
くぇ ゃぇおぇくちうは ぉっ 
せょなかあっくぇ し ょゃぇ 
ょくう う すぇおぇ しすぇさ-
すなす くぇ くけゃぇすぇ 
せつっぉくぇ ゅけょうくぇ 
しなゃこぇょくぇ し っょうく 
けす くぇえ-おさぇしうゃう-
すっ う ょせたけゃくけ くぇ-
しうすっくう ぉなかゅぇさ-
しおう こさぇいくうちう.
╆ぇ いくぇきっくぇすっか-

くうは しう ょっく ゃしっおう 
けす こなさゃけかぇちうすっ 
ゃ けぉとうくぇすぇ こけ-
かせつう しこっちうぇかっく 
こけょぇさなお けす おきっ-
すぇ ╂ぇかうくぇ ]すけは-
くけゃぇ – おくうあおぇ し 
ぉなかゅぇさしおう こさう-
おぇいおう. 
¨ぉとうはす ぉさけえ 

くぇ せつっくうちうすっ ゃ 
せつうかうとぇすぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお こさっい すぇいう ゅけょうくぇ っ 7 450, 
ょさせゅう 2 500 しぇ ゃ いぇぉぇゃぇつくうちうすっ 
ゃ ゅさぇょぇ う しっかぇすぇ. ′けゃぇすぇ せつっぉ-
くぇ ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ いぇこけつ-
ゃぇ う し くけゃう ょうさっおすけさう くぇ すさう 
けぉとうくしおう せつうかうとぇ う くぇ っょくけ 
こさけそっしうけくぇかくけ. 
]かっょ こさけゃっょっくう おけくおせさしう [ぇ-

ょうぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ こけっ くぇえ-ゅけかは-
きけすけ けぉとうくしおけ せつうかうとっ - ]¨〉 
“╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう”, ╇ゃぇくおぇ 
╇ゃぇくけゃぇ とっ さなおけゃけょう せつうかう-
とっすけ ゃ しっかけ 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ, 

╉ぇいぇくかなておうはす あせさくぇかうしす う ぉなょっと 
さっあうしぬけさ ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ とっ しくうきぇ 

こなかくけきっすさぇあっく うゅさぇかっく そうかき いぇ けぉゅぇ-
いはゃぇくうはすぇ ゃ さっゅうけくぇ けす 2006-すぇ ゅけょうくぇ. 
╁っつっ っ ゅけすけゃ しちっくぇさうはす, くぇこさぇゃっく こけょ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ こさけそっしけさ ]ゃっすけしかぇゃ 
¨ゃつぇさけゃ, こさう おけゅけすけ しっ けぉせつぇゃぇ ╋ぇさ-
つっゃ. 《うかきけゃうはす こさけっおす くぇ あせさくぇかうしすぇ, 
し ょうこかけき くぇ たうきうお-うくあっくっさ, しっ くぇさうつぇ 
“┿こけおぇかうこしうし ょけ こけうしおゃぇくっ” う ゃ ゅかぇゃくぇ-
すぇ さけかは くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ こさっゃなこかなすう 

ぇおすけさなす けす そうかきうすっ “〈うかす“ う ]すなおかっく ょけき” ぅゃけさ ╀ぇたぇ-
さけゃ.  
《うかきなす, こけ ょせきうすっ くぇ しちっくぇさうしすぇ, とっ こさっしないょぇゃぇ こけ 

たせょけあっしすゃっく くぇつうく ぇそっさぇ, ゃ おけはすけ ょゃっ ぉなかゅぇさしおう こさぇ-
ゃうすっかしすゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ いぇかけあうたぇ あうゃけすぇ う いょさぇゃっすけ  くぇ 
300 たうかはょう ぉなかゅぇさう ゃ うきっすけ くぇ こぇさうすっ. ╆ぇ けしくけゃぇ くぇ 
しちっくぇさうは くぇ そうかきぇ っ こけしかせあうかけ あせさくぇかうしすうつっしおけ さぇい-
しかっょぇゃくっ くぇ ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ, ょけくっしかけ きせ くぇゅさぇょぇすぇ いぇ 
あせさくぇかうしすうおぇ くぇ ╇さかぇくょしおけすけ こけしけかしすゃけ こさっい 2010 ゅけ-
ょうくぇ.
]のあっすなす くぇ そうかきぇ さぇいおぇいゃぇ いぇ きかぇょ あせさくぇかうしす し うきっ 

╁かぇょけ, おけえすけ こけこぇょぇ ゃ っょくけ ぉなかゅぇさしおけ しっかけ, いぇ ょぇ さぇい-
こかっすっ すぇいう ぇそっさぇ. ‶け すさぇょうちうは, しのあっすなす こさっょゃうあょぇ う 
うくすさうゅぇすぇ くぇ かのぉけゃっく すさうなゅなかくうお, ゃ おけえすけ せつぇしすくうお 
とっ っ う ょけちっくす - こさっこけょぇゃぇすっか くぇ あせさくぇかうしすぇ, う きかぇょぇ 
あっくぇ, つうえすけ しなこさせゅ っ くぇ ゅせさぉっす ゃ ╇しこぇくうは, ぇ ょっすっすけ うき っ 
ぉけかくけ けす かっゃおっきうは ゃしかっょしすゃうっ くぇ けぉゅぇいはゃぇくうはすぇ. 
╁しっ けとっ くっ しぇ せすけつくっくう うきっくぇすぇ くぇ けしすぇくぇかうすっ ぇおすぬけさう, 

おけうすけ くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ しくうきぇす ゃ ぉなょっとぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
かっくすぇ, くけ うょっはすぇ くぇ しちっくぇさうしすうすっ ゃおかのつゃぇ ぇおすさうしぇすぇ 
╁うけかっすぇ ╋ぇさおけゃしおぇ, ぇおすさうしぇ けす おぇいぇくかなておうは すっぇすなさ う 
ょけさう そせすぉけかくぇすぇ いゃっいょぇ ╃うきうすなさ ╀っさぉぇすけゃ. ] くっゅけ ゃしっ 
けとっ くっ しぇ ゃけょっくう さぇいゅけゃけさう, くけ しっ すなさしはす おけくすぇおすう. 
‶かぇくけゃっすっ くぇ しちっくぇさうしすぇ ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ こさっょゃうあょぇす 

いぇしくっきぇくっすけ くぇ ぉなょっとうは そうかき ょぇ いぇこけつくっ こさっい っしっくすぇ 
くぇ 2013 ゅけょうくぇ, ぇ ょけすけゅぇゃぇ とっ しっ すなさしう そうくぇくしけゃけ けぉっい-
こっつぇゃぇくっ くぇ こさけっおすぇ “┿こけおぇかうこしうし ょけ こけうしおゃぇくっ”. 
╆ぇ すっさっく くぇ ぉなょっとうすっ しくうきおう しっ こさっょゃうあょぇす けしくけゃくけ 

ゅさぇょ ‶ぇゃっか ぉぇくは う さぇえけくなす, ╉ぇいぇくかなお う しっかぇすぇ けおけかけ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.  
]ちっくぇさうしすなす しっ くぇょはゃぇ おさせこくう そうさきう けす さっゅうけくぇ, こさう-

っかう こさうしなさちっ っおけうょっはすぇ, ょぇ こけきけゅくぇす し こぇさう いぇ さっぇかう-
いぇちうはすぇ くぇ かっくすぇすぇ. 
‶っすなさ ╋ぇさつっゃ っ ょなかゅけゅけょうてっく あせさくぇかうしす ゃ ╉ぇいぇくかなお, 

ぇ ゃすけさぇ くっゅけゃぇ しすさぇしす, しおけさけ う しこっちうぇかくけしす, っ そうかきけゃけ-
すけ ういおせしすゃけ.

╃っかはくぇ 〈さうそけくけゃぇ

‶しうたけかけゅうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ けす くぇえ-さぇいかうつくけ っし-
すっしすゃけ - けす しなゃっすう いぇ ょけぉさけ こしうたうつっしおけ いょさぇゃっ, せこ-

さぇあくっくうは いぇ せきぇ, くぇつうくう いぇ しゃぇかはくっ くぇ しすさっしぇ ょけ しな-
ゃっすう いぇ すけゃぇ おぇお しっ しすぇゃぇ ぉけゅぇす, おせこせゃぇす おぇいぇくかなつぇくう. 
]さっょ あっかぇくうすっ ぇゃすけさう こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しぇ せすゃなさょっ-

くうすっ けす こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう 》けさたっ ╀せおぇえ, ‶ぇけかせ ╉け-
っかの, おぇおすけ う おくうゅう くぇ こけ-きぇかおけ こけいくぇすう せ くぇし ぇゃすけさう. 
¨しくけゃくけすけ, おけっすけ しっ すなさしう, しぇ おくうゅう し こさぇおすうつっしおけ 
こさうかけあっくうっ, おけうすけ つっしすけ きけゅぇす ょぇ いぇきっしすはす かっおぇさう 
うかう こしうたけすっさぇこっゃすう, すゃなさょはす こさけょぇゃぇつう くぇ おくうゅう. 
‶け-つっしすうすっ おせこせゃぇつう くぇ すぇおぇゃぇ かうすっさぇすせさぇ しぇ あっくう 

くぇ しさっょくぇ ゃないさぇしす, し ょけぉさけ けぉさぇいけゃぇくうっ. ]さっょくけしすぇ-

 ̈╇』╊ 》╅[ ぁ╊【╊〈:
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すうしすうつっしおぇすぇ あっくぇ ゃしっ こけ-つっしすけ  こけしはゅぇ おなき おくうゅう しなし 
いょさぇゃくぇ ちっか - くぇ ‶っすなさ ╃うきおけゃ, ‶っすなさ ╃なくけゃ う ょさせゅう 
ちっかっぉくうちう. 』うすぇすっかう くぇ すぇおぇゃぇ かうすっさぇすせさぇ しぇ う こっく-
しうけくっさうすっ.  
╋なあっすっ こさっょこけつうすぇす そっくすないう, おさうきうくぇかくう さけきぇくう う 

ゃしっ こけ-つっしすけ っいけすっさうおぇ.
′ぇえ-けしゃけぉけょっくうすっ つうすぇすっかう しう けしすぇゃぇす すうえくっえょあな-

さうすっ, おけうすけ つっすぇす けしくけゃくけ そっくすないう, たけさなさう う かうすっさぇ-
すせさぇ し くぇせつくぇ ちっか.  
╃っすしおぇすぇ かうすっさぇすせさぇ こけ すさぇょうちうは しっ さぇょゃぇ くぇ くぇえ-

ゅけかはき うくっすっさっし う うきぇ くぇえ-きくけゅけ おせこせゃぇつう. ̈ しくけゃくけ しっ 
おせこせゃぇす おくうあおう いぇ けちゃっすはゃぇくっ うかう おくうあおう し こけ っょくぇ 
こさうおぇいおぇ う きくけゅけ おぇさすうくおう. ]こけさっょ こさけょぇゃぇつうすっ, ゃしっ 
こけ-つっしすけ きかぇょうすっ きぇえおう しぇ しおかけくくう ょぇ っおしこっさうきっくすう-
さぇす う おせこせゃぇす くぇ ょっちぇすぇ しう こなしすさう, てぇさっくう おくうゅう けす 
くっういゃっしすくう ぇゃすけさう. 
╁しっ こけゃっつっ しすぇゃぇす う おせこせゃぇつうすっ くぇ きくけあぇとぇすぇ しっ くぇ-

こけしかっょなお せ くぇし かうすっさぇすせさぇ けす ╇いすけおぇ う ┿さぇぉしおうは しゃはす. 
╋けょくう ゃ こけしかっょくうすっ きっしっちう しぇ さけきぇくうすっ くぇ すせさしおぇすぇ 
こうしぇすっかおぇ ╄かうそ 【ぇそぇお. ╄くちうおかけこっょうう, あっくしおう しこう-
しぇくうは う ぉうけゅさぇそうつくう おくうゅう いぇ あうゃけすぇ くぇ ういゃっしすくう 
かうつくけしすう しぇ ょさせゅうはす たうす しさっょ おぇいぇくかなつぇくう, おけうすけ ゃしっ 
けとっ つっすぇす おくうゅう. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

╃ぇくうっかぇ ]すけはくけゃぇ - せつうかう-
とっすけ ゃ ╉なくつっゃけ. ╋ぇすっきぇすうおなす 
『ゃっすぇく ‶ぇゃかけゃ さなおけゃけょう ‶╂ 
こけ しすさけうすっかしすゃけ. 

40 しぇ きぇかけきっさくうすっ こぇさぇかっか-
おう いぇ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 13 とっ しぇ 
しかっすうすっ. 
╆ぇ ょけそうくぇくしうさぇくっすけ くぇ きぇ-

かけきっさくうすっ こぇさぇかっかおう ょけ おさぇは 
くぇ  すぇいう ゅけょうくぇ けす きっしすくうは 
ぉのょあっす とっ しっ いぇょっかはす 15 105 
かっゃぇ. 
′ぇえ-きくけゅけ しかっすう こぇさぇかっかおう 

うきぇ ゃ せつうかうとぇすぇ ゃ 【っえくけゃけ, 
ゃ 【うこおぇ う ゃ ╀せいけゃゅさぇょ. 
╁なこさっおう くっょけしすうゅぇ くぇ せつっ-

くうちう ゃ しっかぇすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ, 

こさっい くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ 
くはきぇ いぇおさうすけ しっかしおけ せつうかう-
とっ, し ういおかのつっくうっ くぇ いぇおさう-
すぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ ゃ しっかけ 
╃せくぇゃちう. ╃ゃっすっ ょっちぇ けす しっ-
かけすけ とっ ぉなょぇす こさったゃなさかっくう 
ゃ 【うこおぇ. 

′ぇ そけくぇ くぇ 
くっょけしすうゅぇ くぇ 
せつっくうちう ゃ しっ-
かぇすぇ う ゃ くは-
おけう こぇさぇかっかおう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
せつうかうとっすけ ゃ 
おゃぇさすぇか “╉ぇさ-
きっく” こさっい くけ-
ゃぇすぇ せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ っ こなか-
くけ し こなさゃけかぇ-
ちう. ′ぇ つっすきけ 
う こうしきけ とっ 
いぇかはゅぇす 42-きぇ 
こ な さ ゃ け お か ぇ し -
くうちう けす さけき-
しおぇすぇ きぇたぇかぇ, 
さぇいこさっょっかっくう 
ゃ ょゃっ こぇさぇ-
かっかおう. ╃ゃっ しぇ 
う こけょゅけすゃう-
すっかくうすっ ゅさせこう 
し ぉなょっとう 44 
こ な さ ゃ け お か ぇ し -
くうちう. ¨ぉとけ ゃ 
さけきしおけすけ せつう-
かうとっ こなさゃうはす 
いゃなくっち ぉう いぇ 
372 せつっくうちう ゃ 

17 こぇさぇかっかおう. 
╀っい こさけぉかっき いぇこけつくぇ くけゃぇ-

すぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ う いぇ ょっちぇすぇ 
ゃ いぇょなかあうすっかくうすっ ゃっつっ こけょ-
ゅけすゃうすっかくう ゅさせこう いぇ 5-ゅけ-
ょうてくうすっ. ‶さっけょけかはく っ こさけ-
ぉかっきなす し くぇぉうさぇくっすけ くぇ ょっちぇ 
ゃ しっかぇすぇ, おなょっすけ せしうかうはすぇ 
くぇ こさっこけょぇゃぇすっかうすっ しぇ ぉうかう 
くぇしけつっくう おなき せぉっあょぇゃぇくっ くぇ 
さけょうすっかうすっ ょぇ ういこさぇすはす ょっ-
ちぇすぇ しう ゃ ょっすしおけ いぇゃっょっくうっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╁さっきっすけ しぇきけ くぇ っょうく あうゃけす しすうゅぇ, いぇ ょぇ しっ ゃうょう 
けゅさけきくぇすぇ こさけきはくぇ ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ っょくぇ うくょせし
すさうぇかくぇ そうさきぇ - ゃ しかせつぇは „┿さしっくぇか”. 〈けゃぇ こけ
すゃなさあょぇゃぇ こさけそっしうけくぇかくうはす こなす くぇ ′うおけかぇ ╋ぇか
つっゃ - 41 ゅけょうくう しぇきけ ゃ っょくけ こさっょこさうはすうっ, しぇきけ ゃ 
っょうく ちった, ぉっい しきはくぇ くぇ こさけそっしうはすぇ. ╃けてなか けす すなさ
ゅけゃうとおけすけ ╇ゃぇくつぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお し ちはかけすけ しっきっえしすゃけ 
こけおさぇえ ぉさぇす しう, /くっぉっいういゃっしすくうはす ╋ぇかつけ ╋ぇかつっゃ, 
いぇゃっあょぇか ょっしっすうかっすうは しこけさすぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ/, 
╉けかぬけ う しかっょ こっくしうけくうさぇくっすけ しう けしすぇゃは ょうさは ゃ 
„┿さしっくぇか” - しうくなす きせ ╃っすっかうく, ょくっし くぇつぇかくうお ¨〈╉ 
ゃ ╆ぇゃけょ 1, しくぇたぇ – しなとけ ぇさしっくぇかおぇ. ”╋けはす しうく っ 
きけはすぇ ゅけさょけしす”, おぇいゃぇ ′うおけかぇ ╋ぇかつっゃ - せしこはか っ ょぇ 
こさっょぇょっ くぇ こけおけかっくうっすけ ちはかぇすぇ しう ゃしっけすょぇえくけしす 
おなき さぇぉけすぇすぇ う くぇえ-ゃっつっ - くぇせつうか ゅけ っ „ょぇ さぇいぉうさぇ 
たけさぇすぇ”, おけっすけ こけすゃなさあょぇゃぇ う しかせつぇえくぇすぇ しさっとぇ 
ゃ おぇそっすけ, おなょっすけ しう ゅけゃけさうき, し くっこけいくぇすぇ あっくぇ, 
おけはすけ ゅけ しこうさぇ いぇ こけいょさぇゃ: くっゃっさけはすくけ ゃこっつぇすかっ
くぇ っ けす しゃけは くぇつぇかくうお - しうくなす ╃っすっかうく.

„╁はすなさなす くぇ きうゅさぇちうはすぇ ゃ 
おさぇは くぇ 50-すっ きっ ょけきなおくぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお”, こさっい せしきうゃおぇ しう 
しこけきくは くはおけゅぇてくうはす 17-ゅけ-
ょうてっく たかぇこぇお, ょけてなか けす しっかけ 
しなし しすぇかうくうしすおけ おぇしおっすつっ, 
おけっすけ いぇ きぇかおけ ょぇ ゅけ こさけゃぇかう. 
”╁ きけは せつぇしすなお しっかはくょせさう くっ 
こさうっきぇき!”, けすしはおなか くぇつぇかくう-
おなす くぇ すさぇくしこけさすくけすけ いゃっくけ 
すけゅぇゃぇ, ゃうあょぇえおう ゅけ し おぇしおっす-
つっすけ くぇ ゅかぇゃぇすぇ. ‶けくっあっ ぉうか 
こさけすっあうさぇく けす ぉさぇす しう, ╉けかぬけ, 
ゃしっ こぇお ぉうか こさうっす けす くぇつぇか-
くうおぇ ╇ゃぇく ╋うかつっゃ, くけ おぇし-
おっすつっすけ ぉうかけ しきっかけ いぇこさぇすっ-
くけ けす てっそぇ くぇ ういすなさぉせてっくうは 
こけおさうゃ くぇ しっくけゃぇかぇ, おなょっすけ 
すけゅぇゃぇ っ 〈さぇくしこけさすくけすけ: ”〈ぇき 
ういゅくう こさっい ゅけょうくうすっ”.
] ╋うかつっゃ, けぉぇつっ, くっ しぇきけ しっ 

たぇさっしゃぇす ゃこけしかっょしすゃうっ - くっとけ 
こけゃっつっ, すけえ ゅけ こさうっきぇ おぇすけ 
しゃけえ せつっくうお う くぇしかっょくうお ゃ 
っかっおすさけおぇさくうは ちった: ”╀ぇえ ╇ゃぇく 
きっ くぇせつう くぇ いぇくぇはす. ′ぇせつう きっ 
おぇおなゃ ょぇ ぉなょぇ ゃ あうゃけすぇ”. ╉け-
かぬけ こけこうゃぇ ゃしうつおけ, くぇきっさうか 
っ きはしすけすけ しう ゃ あうゃけすぇ, くっ とっ 
くうとけ ょさせゅけ. ′っ せしこはか ょぇ せつう 
ゃ すったくうおせきぇ ゃ [せしっ, いぇとけすけ う 
すけゅぇゃぇ うきぇかけ „ゃさないおう”, ╉けかぬけ 
ういおぇさゃぇ 6-きっしっつくぇ てけそぬけさしおぇ 
ておけかぇ ゃ ]けそうは う し っょくけ こけ-
しすけはくくけ ”╇しおぇき ょぇ せつぇ!” しぉなょ-
ゃぇ きっつすぇすぇ しう ゃ おぇいぇくかなておうは 
〈╋〈. /‶け けくけゃぇ ゃさっきっ すったくう-
おせきう せ くぇし うきぇかけ っょゃぇ くはおけか-
おけ/. ╉ぇいぇくかなておうはす ぉうか くっとけ 
おぇすけ せくうゃっさしうすっす. 

]すさぇしすすぇ おなき おぇさうすっ うょゃぇ
し こなさゃけすけ ゃうあょぇくっ

くぇ こけょけぉくぇ きぇてうくおぇ

„¨ぉなさくぇ きう しっ しなさちっすけ”, こけき-
くう けくは きうゅ ╉けかぬけ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ ゃ 
ょなさゃけょっかくぇすぇ, おなょっすけ さぇぉけすう 

ぉぇとぇ きせ. ′ぇせつうか けす ぉさぇす 
しう, つっ ゃ „┿さしっくぇか” すなおきけ 
ょけおぇさぇかう ょゃぇ ぉさけは おぇさう, 
ぉなょっとうはす くぇつぇかくうお くぇ 
っかっおすさけおぇさくけすけ いゃっくけ くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ, きかぇょっあなす 
こせしおぇ ょけおせきっくすう う しかっょ 
3-きっしっつくけすけ こさけせつゃぇくっ, 
くぇえ-こけしかっ うょゃぇ いぇゃっすくけすけ 
あなかすけ かうしすつっ し さぇいさってっ-
くうっすけ いぇ さぇぉけすぇ ゃ しっおさっす-
くうは いぇゃけょ.
‶け すけゃぇ ゃさっきっ ゃ „┿さしっ-

くぇか” すなおきけ っ しそけさきうさぇ-
くけ すさぇくしこけさすくけすけ いゃっくけ. 
‶なさゃけすけ ゃこっつぇすかっくうっ くぇ 
╉けかぬけ: 『はかぇすぇ そぇぉさうおぇ 
っ けこぇしぇくぇ ゃ きさっあぇすぇ いぇ 
すっしくけかうくっえおう, おけうすけ ぉうかう 
けしくけゃくけ しさっょしすゃけ いぇ こさっ-
くけし くぇ しせさけゃうくう う こさけょせお-
ちうは. ╊けおけきけすうゃつっすぇ おぇさぇす 
さぇぉけすくうちうすっ ょけ ょぇかっつ-
くうすっ ちったけゃっ. 100 おぇさせちう 
ょさなくつぇかう くぇゃしはおなょっ うい 
こさっょこさうはすうっすけ, ぇ くうゃうすっ, 
けす おけうすけ ういおぇさゃぇかう いけぉ 
いぇ おけくっすっ, いぇっきぇかう けゅさけ-
きくぇすぇ つぇしす けす いぇゃけょしおぇ-
すぇ こかけと. ╆ぇすけゃぇ うきっくくけ 
〈さぇくしこけさすくけすけ いゃっくけ っ ゃ 
おけくのてくはすぇ, おなょっすけ しなけさな-
あっくうは, けしすぇゃっくう けす „ぉぇえ-
おぇかちうすっ” - ゃなすさってくうすっ 
ゃけえしおう, こけかぇゅぇす くぇつぇかけすけ 
くぇ ぉなょっとぇすぇ ╀ぇいぇ, おけはすけ 
ゃょうゅくぇすぇ こけょ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ ╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ, 
25 ゅけょうくう こけ-おなしくけ, しすぇゃぇ 
くぇえ-きけょっさくぇすぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは. ╁ しさっょぇすぇ くぇ 50-すっ, 
けぉぇつっ, ゃしっ けとっ っ ゃさっきっすけ 
くぇ しうさっくうすっ, おけうすけ し ゃけえ 
うい ちはかぇすぇ ╃けかうくぇ しなぉせあ-
ょぇす さぇぉけすゅくうちうすっ, ゅけかは-
きぇ つぇしす けす おけうすけ うょゃぇす けす 
しっかぇすぇ こって ょけ „┿さしっくぇか”. 
¨す きっさぇお ╉けかぬけ うょゃぇ ちはか 

つぇし こさっょう ゃしうつおう - こぇいぇつうすっ 
しっ つせょはす とけ こさぇゃう  すけかおけゃぇ 
さぇくけ すぇき. ¨すゅけゃけさなす: „╀はた 
かのぉけこうすっく いぇ ゃしうつおけ!”

╉ぇきうけくうすっ しぇ „あうゃう
さっかうおゃう けす ゃけえくぇすぇ”

]なゃっすしおう „╆╇]-5”, ゅっさきぇく-
しおう „╉かぬけおくっさ”, そさっくしおう 
„[っくけ”, ゅぇい-ゅっくっさぇすけさう けす 
〉くゅぇさうは... 〈けゃぇ っ きぇてうくくうはす 
こぇさお くぇ ぇさしっかぇしおけすけ すさぇくし-
こけさすくけ いゃっくけ こさっい 50-すっ. ╃け 
]けそうは しっ たけょう こけ ょゃぇ ょくう し 
おぇきうけくう, こけしかっ けとっ ょゃぇ ょくう 
いぇ ゃさなとぇくっ. ‶なさゃうすっ おぇさう 
しっ せこさぇゃかはゃぇす し おさぇおぇ う し 
せきっかう ょゃうあっくうは う くぇおかけくう 
くぇ すはかけすけ, くはきぇす ょけさう ぉさけ-
くう けすこさっょ, しぇきけ こかぇすそけさきぇ 
う かけしす いぇ せこさぇゃかっくうっ.¨し-
すぇくおう けす 6 ゅっさきぇくしおう おぇさぇ 
けす 1924-すぇ ょけてかう けす ]けそうは 
う ╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ しすぇゃぇ おぇ-
さうしす. ¨ぉうおぇかは くぇゃしはおなょっ: 
しおかぇょけゃっ, すせくっかう, すなさしはす 
ゅけ いぇ ゃしうつおけ. ╊のぉけこうすくうはす 
きかぇょっあ っ ういせきっく けす ょなさゃけ-
ょっかくぇすぇ, こけしかっ しすぇくぇかぇ ちった 
いぇ こかぇしすきぇしう. ¨とっ くはきぇ ぇゃ-
すけきぇす „╉ぇかぇてくうおけゃ”, くはきぇ 
ぉけさきぇてうくう, そさっいう..., ゃしうつ-
おけ すっこなさゃぇ こさっょしすけう. ╆ぇ ょぇ 
しっ しかせつう くっいぇぉさぇゃうきけ こさっょ 
けつうすっ くぇ しぇきけ っょうく あうゃけす. 
‶けしすっこっくくけ うょゃぇす くけゃう 
おぇさう, ╉けかぬけ こけこうゃぇ ゃしうつおけ 
し ょなかぉけおけすけ せゃぇあっくうっ おなき 
いくぇくうっすけ う けこうすぇ くぇ こけ-しすぇ-
さうすっ: ”╋っく しぇ きっ せつうかう くぇ 
しっかけ けす 5 きっすさぇ ょぇ しゃぇかはき 
てぇこおぇ う しこうさぇき いぇ こけいょさぇゃ 
こさっょ ょぇしおぇかぇ, こけこぇ う おきっすぇ.”  
‶ぇさすうはすぇ う さなおけゃけょしすゃけ-
すけ いぇぉっかはいゃぇす すけゃぇ, すさなゅゃぇ 
おぇつゃぇくっすけ こけ しすなかぉうちぇすぇ: 
”′ぇゃしはおなょっ きっ ういぉうさぇたぇ 

くっとけ ょぇ さなおけゃけょは”. ′はおけゅぇ 
しっかしおう ぉうぉかうけすっおぇさ, こけしかっ 
- ぉさうゅぇょっく, おけきしけきけかしおう しっ-
おさっすぇさ ゃ 〈さぇくしこけさすくうは ちった う 
ゃ おぇいぇさきぇすぇ, つっ う ゃ いぇゃけょぇ... 
′け ╉けかぬけ ゅけ ゃかっつっ くぇえ-ゃっつっ 
すったくうおぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ ╇ゃぇく ╋うか-
つっゃ ゅけ こさぇゃう  きけくすぬけさ う すぇおぇ 
きせ „こけおぇいゃぇ こなすは ゃ あうゃけすぇ”. 
„′ぇせつうた しっ う くぇ たせぉぇゃけ, う くぇ 
かけてけ, ゃうょはた う きさなしけすううすっ くぇ 
あうゃけすぇ...”.
╄かっおすさけおぇさくけすけ いゃっくけ しっ 

さぇいさぇしすゃぇ, さぇしすっ う ╋ぇかつっゃ: 
いゃっくけゃけょ ゃ きかぇょっあおう ぉさうゅぇ-
ょう, ぉさうゅぇょっく さなおけゃけょうすっか, 
きったぇくうお くぇ っかっおすさけおぇさくけすけ 
いゃっくけ, いぇきっしすくうお くぇつぇかくうお 
くぇ ちったぇ, くぇつぇかくうお くぇ ╄かっお-
すさけおぇさくうは ちった けす ゃさっきっすけ くぇ 
]ぇてけ ╃うきうすさけゃ こさっい 1979-
すぇ... ╃けおぇすけ こさっい くけゃうすっ 
ゃさっきっくぇ くぇ 1998-きぇ, „こけつすう 
ゅけ こなょはす”. ′けゃけすけ ゃさっきっ ╀ぇえ 
╉けかぬけ くっ くぇさうつぇ „ょっきけおさぇ-
ちうは”, いぇ くっゅけ ゃ こけしかっょくうすっ 
くぇょ 20 ゅけょうくう うきぇ „さっゃけかの-
ちうは”. ┿ ゅけょうくうすっ ゃ „┿さしっくぇか” 
けす 1995-すぇ ょけ 1998-きぇ いぇ 
くっゅけ しぇ „╂けかはきぇすぇ おぇしぇこくう-
ちぇ”.
╆ぇ すはた ╀ぇえ ╉けかぬけ くっ うしおぇ 

ょぇ しう しこけきくは. ╄ょうくしすゃっくけ-
すけ ょけぉさけ いぇ くっゅけ けすすけゅぇゃぇ っ 
こさけきはくぇすぇ ゃ おぇすっゅけさうはすぇ くぇ 
すさせょ くぇ くっゅけゃうすっ さぇぉけすくうちう, 
おけっすけ こさっょう ゃしっ くっ しすぇゃぇかけ, 
ういゃっょくなあ: „]すぇゃぇ いぇ 5 きうくせ-
すう” - ゃさっきっすけ くぇ しなおさぇとっくうっ 
くぇかぇゅぇ ぉなさいけ こっくしうけくうさぇ-
くっ... ╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ すなあう いぇ 
ゃしうつおけ, しこけかっすはかけ さけょくぇ-
すぇ うくょせしすさうは しかっょ 1989-すぇ, 
けしけぉっくけ ゅけ ぉけかう いぇ „┿さしっ-
くぇか”. ╆ぇとけすけ: ”╁うくぇゅう しなき 
さぇぉけすうか いぇ すぇは そうさきぇ し きっ-
さぇお. „┿さしっくぇか” きっ しないょぇょっ 
ゃなゃ ゃしうつおう ぇしこっおすう くぇ あう-
ゃけすぇ, くっ こさけしすけ ぉはた „けてかぇえ-
そぇく” おぇすけ ょけぉなさ さぇぉけすくうお.” 
′け:  

╀ぇえ ╉けかぬけ こさっょこけつうすぇ
ょぇ ゅけゃけさう

いぇ しかぇゃくうすっ ゃさっきっくぇ

╆ぇ こなさゃうは ょういっか-きけすけさ, 
こさけういゃっょっく うきっくくけ ゃ „┿さしっ-
くぇか”, いぇ ょぇ しかけあう くぇつぇかけすけ 
くぇ ちはか いぇゃけょ ゃなゃ ╁ぇさくぇ. ╆ぇ 
こなさゃけすけ さっきぇさおっ, けす おけっすけ 
すさなゅゃぇ ょさせゅ いぇゃけょ – ゃ ‶さっ-
しかぇゃ. ╆ぇ こなさゃうは ぉなかゅぇさしおう 
しすさせゅ, おけえすけ こけしすぇゃは けしくけ-
ゃぇすぇ くぇ 〈さけはくしおうは いぇゃけょ. ╆ぇ 
っかっおさけょゃうゅぇすっかうすっ, さぇいさぇ-
ぉけすっくう ゃ „┿さしっくぇか”, こけしかっ 
こけっすう けす 〈さけはく, ]かうゃっく う 
‶かけゃょうゃ. ╆ぇ こなさゃうはす ぇおせきせ-
かぇすけさ, けす おけえすけ すさなゅゃぇ こさけ-

』『╊ぅ╅ 』ぇ╆『╅ ╇╊【╊『╅〉¨ 
ういゃけょしすゃけすけ ゃ ‶ぇいぇさょあうお... 
¨しけぉっくけ っ とぇしすかうゃ ╉けかぬけ 
╋ぇかつっゃ, おけゅぇすけ ゅけ ういぉうさぇす いぇ 
しゅかけぉおぇすぇ くぇ こなさゃうは ぇゃすけきけ-
ぉうか せ くぇし – そさっくしおけ- ぉなか-
ゅぇさしおけすけ ╀せかゅぇさ-[っくけ. ╁かぇ-
おなす し つぇしすうすっ うょゃぇ くぇこさぇゃけ ゃ 
ちったぇ, ぇ さぇょけしすすぇ けす こなさゃぇすぇ 
おけかぇ くっけこうしせっきぇ! ╉ぇおすけ くっ-
けこうしせっきぇ う ぉけかおぇすぇ けす しおけさけ 
こさけつっすっく すっおしす ゃなゃ ゃっしすくうお, 
おけえすけ しなけぉとぇゃぇか おぇすけ こなさゃけ 
ぇゃすけきけぉうかくけ こさけういゃけょしすゃけ せ 
くぇし, こさっきっしすっくけすけ けす ╉ぇいぇく-
かなお いゃっくけ ゃ ‶かけゃょうゃ. 
╆ぇとけすけ ゅけ っ ゃうょはか し けつうすっ 

しう, いぇすけゃぇ ′うおけかぇ ╋ぇかつっゃ っ 
しうゅせさっく ゃ すけゃぇ, おけっすけ おぇいゃぇ: 
„┿さしっくぇか” っ きぇえおぇ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは!”. ¨とっ 
こけ-たせぉぇゃけ しすぇゃぇ ゃ しこけきっくう-
すっ, とけき うょゃぇす けくっいう - いぇ けす-
おさうゃぇくっすけ くぇ 〈さぇくしこけさすくぇすぇ 
ぉぇいぇ こさっい 1981-ゃぇ. ′っとぇすぇ 
しすぇゃぇす し こけきけとすぇ くぇ さぇいさぇ-
ぉけすおうすっ くぇ ′╇〈╇. ‶けゃっつっ けす 
100 っかっおすさけおぇさぇ, 50 こけゃょう-
ゅぇつぇ, 60 ょせてう こっさしけくぇか いぇ-
きっしすゃぇす くはおけゅぇてくうすっ おぇさせちう 
う ゃぇゅけくっすおう. ╇いちはかけ しっ けぉけ-
させょゃぇ し きぇてうくう いぇ さっきけくす 
くけゃけ たぇかっ. ╇ょゃぇ ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ くぇ しゃけえ さっょ ╀ぇえ ╉け-
かぬけ しう ういぉうさぇ くぇしかっょくうお ゃ 
いぇくぇはすぇ: ”20 ゅけょうくう ゅけ せつうた, 
おぇおすけ きっく きっ くぇせつう ╇ゃぇく 
╋うかつっゃ”. ╋ぇかつっゃ くぇきうさぇ  
すぇえくぇすぇ くぇ あうゃけすぇ: こさっょぇゃぇ-
くっすけ „けす さぇきけ くぇ さぇきけ”...     
╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ くっ しなあぇかはゃぇ 

いぇ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ っ こさっ-
おぇさぇか あうゃけすぇ しう - 41 ゅけょうくう 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくう-
ちぇ. 〈けつくけ けぉさぇすくけすけ: „╃け-
ゃけかっく しなき けす あうゃけすぇ, とぇしす-
かうゃ しなき!”. ╇ すけゃぇ しっ つっすっ 
こけ かうちっすけ きせ. ‶け かうちっすけ きせ 
ゅさっえゃぇ けとっ こけゃっつっ さぇょけしす 
けす しこけきっくぇゃぇくっすけ くぇ すぇくちけ-
ゃうは ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さしっくぇか”, 
おなょっすけ けすおさうゃぇ しなこさせゅぇすぇ 
しう, くけ おなょっすけ けすくけゃけ ゅけ ゃけょう 
くぇつぇかくうおなす ╇ゃぇく ╋うかつっゃ. 
‶さっい 1960-すぇ. ‶けつすう きせ いぇ-
こけゃはょゃぇ ょぇ うょっ すぇき, とけき ゅけ 
つせゃぇ おぇお さぇいこなゃぇ ぇおけさょっけくぇ. 
╉ぇすけ „ぇくしぇきぉなかょあうは”, おけさっ-
こっすうすけさなす ╋ぇかつっゃ っょうくしすゃっ-
くけ しなあぇかはゃぇ, つっ くっ きけゅなか ょぇ 
ういかっいっ くぇ しちっくぇすぇ くぇ くけゃうは 
╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ - おぇすけ ょけ-
てかけ ゃさっきっすけ, しっ さぇいぉけかはか う  
ょけおすけさなす きせ いぇぉさぇくうか. 
′け ぇくしぇきぉなかなす - すけゃぇ っ ょさせ-

ゅぇ こさうおぇいおぇ. ¨とっ っょくぇ ちはかぇ 
- こっしっくくぇ, すぇくちけゃぇ, こなしすさぇ, 
うしすうくしおぇ こさうおぇいおぇ けす あうゃけ-
すぇ くぇ っょうく ぇさしっくぇかっち. ╇いこう-
しぇく し かのぉけゃ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
 ╂かぇゃっく けさゅぇくういぇすけさ くぇ しこけさす-

くうすっ すせさくうさう っ ╂っくけ ‶っすさけゃ – 
けすゅけゃけさくうお こけ しこけさすぇ う きかぇょっあ-
おうすっ ょっえくけしすう ゃ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ 
„┿さしっくぇか”.
╇ すぇいう ゅけょうくぇ けす いぇゃけょうすっ う 

ゅかぇゃくぇ ょうさっおちうは とっ ぉなょぇす けすかう-
つっくう 51 こなさゃっくちう ゃ すさせょぇ. 〈った-
くうすっ こけさすさっすう とっ いぇっきぇす きはしすけすけ 
しう ゃ ┿かっはすぇ くぇ すさせょけゃぇすぇ しかぇゃぇ, 
ぇ けそうちうぇかくけすけ うき くぇゅさぇあょぇゃぇくっ 
し ゅさぇきけすう う こさっょきっすくう くぇゅさぇょう 
とっ しっ しなしすけう くぇ 4-すう けおすけきゃさう けす 
16,30 つ. 
¨す きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ „┿さしっ-

くぇか” ぉっ ゃないしすぇくけゃっくぇ すさぇょうちうはすぇ 

こさぇいくうおなす ょぇ しっ こさけゃっあょぇ 
くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく. ╇ 
すぇいう っしっく すけえ とっ しっ こさけゃっょっ 
くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” - くぇ 
5-すう けおすけきゃさう, こっすなお, けす 9 つ. 
╁さっきっくくう すなさゅけゃしおう けぉっお-

すう, さぇいこけかけあっくう ゃ 10 てぇ-
すさう, とっ こさっょかぇゅぇす ぉけゅぇす 
ぇしけさすうきっくす けす くぇこうすおう う 
いぇおせしおう くぇ ょけしすぇゃくう ちっくう. 
〈なさゅけゃしおけすけ けぉしかせあゃぇくっ しっ 
けさゅぇくういうさぇ けす そうさきっくけすけ 
いゃっくけ し さなおけゃけょうすっか ╈けくおぇ 
╁っかつっゃぇ.
‶さけゅさぇきぇすぇ ゃ こさぇいくうつ-

くうは ょっく ゃおかのつゃぇ そうくぇかう 

くぇ しこけさすくうすっ すせさくうさう, くぇゅ-
さぇあょぇゃぇくっ う こけいょさぇゃうすっかっく 
おけくちっさす, おけえすけ とっ いぇこけつくっ 
ゃ 12 つ. う とっ こさけょなかあう こけ-
ゃっつっ けす 2 つぇしぇ. 《うくぇかうすっ とっ 
けすおさうっ きぇあけさっすっく しなしすぇゃ, ぇ 
ゃ おけくちっさすぇ, けさゅぇくういうさぇく けす 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか”, 
せつぇしすうっ とっ ゃいっきぇす こさっうきせ-
とっしすゃっくけ きっしすくう しなしすぇゃう う 
ういこなかくうすっかう: 《けかおかけさくうはす 
すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”, 
╃っすしおけ-のくけてっしおうはす すぇくちけゃ 
しなしすぇゃ „┿さしっくぇか”, ╃っすしおぇ ゅさぇ-
ょうくぇ „╀せさぇすうくけ”, おけはすけ っ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, 

ゅさせこぇ „╂さぇきけそけく”, すぇくちけゃうすっ 
そけさきぇちうう „╃うゃぇ ょっくし” う „╉う-
ぇさぇ-′”, そけかおこっゃうちぇすぇ ぃくけくぇ 
う ╃さぇゅけきうさ ╃さぇゅぇくけゃ, おけえすけ 
とっ ぉなょっ う ゃけょっと くぇ こさぇいくうおぇ.
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う ゅけしすう-
すっ とっ こさうゃっすしすゃぇす ぇさしっくぇか-
ちう う ゃしうつおう こさうしなしすゃぇとう くぇ 
こさぇいくうおぇ. ╁ おさぇは くぇ おけくちっさ-
すぇ すぇくちけゃうすっ そけさきぇちうう くぇ 
„┿さしっくぇか”, こけょ いゃせちうすっ くぇ 
たけさけゃけょくう こっしくう, ういこなかくっくう 
けす ぃくけくぇ, とっ こけゃっょぇす すさぇ-
ょうちうけくくけすけ ぇさしっくぇかしおけ たけさけ. 
》けさぇすぇ とっ こさけょなかあぇす, ょけおぇすけ 

うきぇ あっかぇっとう ょぇ うゅさぇはす.
‶さっょゃうあょぇ しっ こさう かけてけ ゃさっ-

きっ おけくちっさすなす ょぇ しっ しなしすけう ゃ 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ /』っさゃっ-
くうは しぇかけく/ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
そうさきぇすぇ.
╆ぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ くぇ 

05.10.2012 ゅ. とっ ぉなょっ こせしくぇ-
すぇ しこっちうぇかくぇ いぇこけゃっょ.
╁っしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

とっ ういかっいっ しなし しゃけっ こさぇいくうつくけ 
ういょぇくうっ, ぉさ.40, おけっすけ とっ しっ 
さぇいこさけしすさぇくはゃぇ くぇ きはしすけ, くぇ 
しすぇょうけくぇ, けす しせすさうくすぇ くぇ 5-すう 
けおすけきゃさう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

ぱごづぜぎぞごéど ぢづんげぞごと - だどぞだゑだ ぞん でどんがごだぞん

╀かういけ 100 ぇさしっくぇかちう – 
ゃっすっさぇくう う すけいう しっこ-

すっきゃさう ょけえょけたぇ いぇ 16- すぇすぇ 
こけさっょ しさっとぇ くぇ さぇぉけすうかうすっ 
ゃ ╆ぇゃけょ 5 う ╇くしすうすせすぇ こけ きっ-
すぇかけさっあっとう きぇてうくう. ]さっ-
とぇすぇ ゃ さっしすけさぇくす „╉ぇこうすぇか” 
すぇいう ゅけょうくぇ ぉっ ゃ ╃っくは くぇ 
]なっょうくっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは 
– 6-すう しっこすっきゃさう. 
¨とっ くぇ ゃさぇすぇすぇ し せしきうゃおぇ 

さけあょっくうお こけしさっとぇてっ ょけて-
かうすっ し ぉけくぉけくう いぇ いょさぇゃっ, ぇ 
しゃうすなおなす ゃっしすくうちう „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”, けぉうつぇく けす ゃしうつおう 
ゃっすっさぇくう, ぉっ すけかおけゃぇ すなさ-
しっく, つっ しゃなさてう いぇ ぉさけっくう 
きうくせすう.  
╋くけゅけ こさっゅさなょおう, こさうはすっか-

しおう さなおけしすうしおぇくうは, しなかいう 
くぇ さぇょけしすくう しこけきっくう, しぇく-
すうきっくすう, ちゃっすは う くぇょっあょう 
いぇ ぉなょっとっすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
しこけょっかうたぇ ょけてかうすっ くぇ こさう-
はすっかしおぇすぇ しさっとぇ, うょっはすぇ いぇ 
おけはすけ ゃないくうおゃぇ こさっょう 16 
ゅけょうくう, おけゅぇすけ っ こなさゃけすけ 
しなぉうさぇくっ ゃ ╄くうくぇ, けさゅぇくう-

いうさぇくけ けす ╂っけさゅう ┿すぇくぇしけゃ 
╂っけさゅうっゃ.

╇くあ. 》ぇさうすけく ]うきっけくけゃ, 
くはおけゅぇてくうはす せしこってっく すった-
くけかけゅ くぇ いぇゃけょ 5, ′っょっかつけ 
╀さぇすけっゃ, てっそ くぇ おけくしすせお-

すけさしおうは けすょっか, いぇき.-ょうさっお-
すけさなす 〈けょけさ ╉ぇかぇえょあうっゃ, 
ょなかゅけゅけょうてくうはす ょうさっおすけさ 
くぇ おぇいぇくかなておけすけ ╃]¨ „》う-
ょさぇゃかうおぇ” ぅくおけ ¨さすぇおつうえ-
しおう, しなとけ ぉうゃて ぇさしっくぇかっち, 
うきっくうすうはす ょうさっおすけさ ╋ぇさおけ 
╋ぇさうくけゃ, おぇおすけ う けとっ ょっしっす-
おう ゃっすっさぇくう し こけぉっかっかう おけしう  
しっ しなぉさぇたぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
╃っくは くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは. 
‶さぇいくうおぇ けすおさう こさっょしっょぇ-

すっかはす くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ, おけえすけ こけょくっしっ 
こさうゃっすしすゃうっ おなき ぇさしっくぇか-
しおうすっ ゃっすっさぇくう, こさっょ おけうすけ  
′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ こさういけゃぇ: 
”╃ぇ くぇきっさうき くぇつうく ょぇ ゃない-
さけょうき きぇてうくけしすさけっくっすけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おけえすけ っ ちっくすなさ いぇ 
さぇいゃうすうっ くぇ すけいう うくょせしすさう-
ぇかっく しっおすけさ.” ′けゃう しさっとう 
う くけゃう きかぇょう たけさぇ, おけうすけ 
ょぇ うしおぇす ょぇ しすぇくぇす きぇてうくけ-

しすさけうすっかう, こけあっかぇ ╀さぇすけっゃ, 
しかっょ おけっすけ こけいょさぇゃう おなき ゃっ-
すっさぇくうすっ こけょくっしっ う しっゅぇて-
くうはす ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5 

うくあ. ‶っすなさ 】うさはくけゃ.
〈けえ こさっょぇょっ こけいょさぇゃう おなき 

せつぇしすくうちうすっ ゃ しさっとぇすぇ けす 
うきっすけ くぇ ういこなかくうすっかくうは ょう-
さっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけ-
かぇえ ╇ぉせてっゃ, ゃないこさっこはすしすゃぇく 
ょぇ ょけえょっ かうつくけ, う けす くっゅけゃけ 
うきっ こけおぇくう ゃしうつおう ゃっすっさぇ-
くう くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお くぇ 
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„┿さしっくぇか” くぇ 5-すう けおすけきゃさう. 
‶さうしなしすゃぇとうすっ こけかせつうたぇ う 
いぇょけつくう こけいょさぇゃう けす ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ, ょうさっおすけさ 〈ったくう-
つっしおけ う うくけゃぇちうけくくけ けぉけ-
させょゃぇくっ.
╃うさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 5 いぇ-

こけいくぇ ゃっすっさぇくうすっ しなし しっ-
ゅぇてくぇすぇ ょっえくけしす くぇ ╆ぇゃけょ 
5, つうえすけ こさけそうか ょくっし っ ゃ 
さぇきおうすっ くぇ そせくおちううすっ くぇ 
╋ったぇくうつっく いぇゃけょ くぇ „┿さしっ-
くぇか”. [っゃっさぇくし おなき ゃっすっさぇ-
くうすっ ぉっ う しうきゃけかうつくぇすぇ こけ-
おぇくぇ, けすこさぇゃっくぇ おなき すはた けす 
しっゅぇてくうは ょうさっおすけさ: ”╇ょっ きう 
ゃしうつおう すせお ょぇ ゃう ゃいっきぇ くぇ 

さぇぉけすぇ, いぇとけすけ ょけぉさう おぇょさう 
ゃしっ こけ-すさせょくけ しっ くぇきうさぇす”, 
おぇいぇ 】うさはくけゃ.   
╀けかおぇすぇ けす かうこしぇすぇ くぇ ょけ-

ぉさっ こけょゅけすゃっくう おぇょさう いぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ う  くけしすぇか-
ゅうはすぇ こけ ゃさっきっすけ くぇ 1000-
すぇ そさっいう ゅけょうてくけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ ╆ぇゃけょ 5 くぇ 6-すう 

しっこすっきゃさう しっ しきっしうたぇ し さぇ-
ょけしすすぇ けす しさっとぇすぇ し おけかっゅう 
う こさうはすっかう う くぇょっあょぇすぇ いぇ 
ぉなょっとっすけ, ゅぇさくうさぇくぇ けす ょけ-
ぉさけすけ くぇしすさけっくうっ ゃ ういこなか-
くっくうはすぇ くぇ ╁ぇしおけ ╂かせすくうおけゃ, 
けすゃけさうか しなさちぇすぇ くぇ ゃっすっさぇ-
くうすっ けとっ し こなさゃぇすぇ しう こっしっく 
„‶さうはすっかう”.
《うさきっくう こけょぇさなちう いぇ しこけ-

きっく こけかせつうたぇ けさゅぇくういぇすけ-
さなす ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ, ╂っけさゅう 
『けくっゃ, ]すっそぇく [せしっゃ, おぇおすけ 
う  ょけきぇおうくうすっ けす さっしすけさぇくす 
„╉ぇこうすぇか”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4 ん¡îñÖöó
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┿ とけ しっ おぇしぇっ ょけ こけょけぉっく さけょ こせぉかうおぇちうう, おぇすけ 
ゃいさうゃけゃっすっ う おぇすけ くっゅけゃうすっ ういおぇいゃぇくうは, うしおぇき ょぇ 
おぇあぇ う ょぇ くぇこけきくは くぇ ゃしうつおう ゃぇてう おけかっゅう あせさ-
くぇかうしすう, つっ すけゃぇ ぉっいおさぇえくけ いかっ ゃかうはっ ゃなさたせ ╀なか-
ゅぇさうは, ゃなさたせ くっえくうは うきうょあ, さっしこっおすうゃくけ ゃなさたせ 
ゃけっくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ, ╁けっくくけ-こさけきうてかっくうは 
おけきこかっおし う くぇえ-くぇおさぇは くぇ „┿さしっくぇか”. 〈けゃぇ ゃかう-
はっ きくけゅけ いかっ. ′うっ, ぇ  う ぇい かうつくけ, ゃっつっ うきぇきっ くは-
おけかおけ けぉぇあょぇくうは けす ょなさあぇゃう, こけしけかしすゃぇ, ゃけっくくう 
ぇすぇてっすぇ, し おけうすけ うきぇきっ おけくおさっすくう ょけゅけゃけさう, おけう-
すけ ういこなかくはゃぇきっ ゃ きけきっくすぇ. 〈っ, さぇいすさっゃけあっくう けす 
„しすさぇてくうすっ うくそけさきぇちうう”, つっ „┿さしっくぇか” っ ゃょうゅくぇす 
ゃなゃ ゃないょせたぇ けす ゃいさうゃけゃっ, しっ けぉぇあょぇす う こうすぇす „╉ぇお-
ゃけ しすぇゃぇ? ╉ぇおゃぇ っ しなょぉぇすぇ くぇ くぇてうは ょけゅけゃけさ, とっ 
しっ ういこなかくう かう う すぇおぇ くぇすぇすなお?”. ╇しおぇき ょぇ ゃう おぇあぇ, 
つっ こけょけぉくう くっとぇ ゃ つせあぉうくぇ くっ しっ こさぇゃはす う ぉなか-
ゅぇさしおけすけ ゃ あせさくぇかうしすうすっ う ゃなゃ ゃしうつおう うくしすうすせちうう, 
おけうすけ こさっょしすぇゃかはゃぇす ╀なかゅぇさうは, っ おさぇえくけ ゃさっきっ ょぇ 
くぇょょっかっっ う ょぇ いぇこけつくっき ょぇ きうしかうき いぇ しけぉしすゃっくぇ-
すぇ しう ょなさあぇゃぇ. ╇きぇき つせゃしすゃけすけ, つっ しきっ ゃ こかっく くぇ  
っょくぇ きぇくうは ょぇ しぇ けこかのゃぇきっ っょうく ょさせゅ, ょぇ さぇいょせ-

ゃぇきっ ぉぇかけくう, ょぇ しう こぇおけしすうき, けす 
おけっすけ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ しぇきうすっ 
くうっ しすさぇょぇきっ - う おぇすけ くぇさけょ, う 
おぇすけ けすょっかくう ゅさぇあょぇくう.

- ]ぇき いぇゅけゃけさうたすっ いぇ すけゃぇ 
おぇお しっ けすさぇいはゃぇ しかせつうかけすけ 
しっ くぇ ぉういくっしぇ. ╃けおけかおけ う おぇお 
しぇ いぇしっゅくぇすう こさっい こけしかっょくう-
すっ きっしっちう こけさなつおうすっ ゃう けす 
おさういぇすぇ? ╉ぇおゃけ しっ しかせつゃぇ う 
し さぇぉけすっとうすっ ゃ いぇゃけょぇ, さっ-
ょけゃくけ かう こけかせつぇゃぇす いぇこかぇすう-
すっ しう, うきぇ かう たけさぇ, おけうすけ しぇ 
ゃ けすこせしおう う しぇ ぉっい さぇぉけすぇ ゃ 
きけきっくすぇ?
- ╆ぇ しなあぇかっくうっ, おさういぇすぇ ぉぇゃ-

くけ, ぉぇゃくけ, くけ しうゅせさくけ くぇしすなこう 
う ゃ „┿さしっくぇか”, ゃ ういゃっしすくぇ しすっ-
こっく. ‶さぇゃうき ゃしうつおけ ゃないきけあくけ, 
ぇい う きっくうょあなさしおうはす っおうこ, ょぇ 
しきっおつうき くっえくうは くぇすうしお ゃなさたせ 
くぇし. 〈ぇおぇ しきっ ゅけ こさぇゃうかう ょなか-
ゅう ゅけょうくう う すぇおぇ こけしすなこゃぇきっ う 
ゃ きけきっくすぇ. ╉さういぇすぇ しう っ おさういぇ 
う ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ しっ こさっょこさうっ-
きぇす う くはおけう くっこけこせかはさくう きっさおう. 
╂かっょぇきっ ょぇ ゅう しきっおつうき, ょけおけか-
おけすけ っ ゃないきけあくけ. 】け しっ おぇしぇっ 
ょけ さぇぉけすくうすっ いぇこかぇすう, こかぇとぇきっ 
ゅう さっょけゃくけ, くっいぇゃうしうきけ けす おさう-
いぇすぇ. 〈けゃぇ きけあっ ょぇ ゃう こけすゃなさ-
ょう ゃしっおう さぇぉけすっと ゃ „┿さしっくぇか”. 
[ぇいぉうさぇ しっ, し ちっくぇすぇ くぇ くぇてうすっ 
くっさゃう, くぇ くぇてうは すさせょ, くけ せしこは-
ゃぇきっ いぇしっゅぇ, ょぇえ, ╀けあっ, ょぇ せし-
こはゃぇきっ う ゃ ぉなょっとっ. [ぇいぉうさぇ しっ, 
うきぇ たけさぇ ゃ こさうくせょうすっかっく けすこせしお 

う くぇ くぇきぇかっく さぇぉけすっく ょっく, くぇえ-
ゃっさけはすくけ すけゃぇ とっ こさけょなかあう ゃ 
くはおぇおゃぇ しすっこっく, きけあっ ょぇ うきぇ 
う くはおぇおゃぇ おけさっおちうは ゃ しなしすぇゃぇ, 
ぇおすせぇかういうさぇくっ. 〈けゃぇ っ こけかけ-
あっくうっすけ. ′うっ こさぇゃうき ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ たっき ゃなかおなす ょぇ っ しうす, 
たっき ぇゅくっすけ ちはかけ.  ′け くっ っ かっしくけ. 
╃ぇ ゃうょうき ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ おぇお 
とっ しすぇくっ. ┿い しなき けこすうきうしす, つっ 
ゃしうつおけ とっ いぇゃなさてう け`おっえ.

- ‶けしかっょくうすっ しなぉうすうは ゃなゃ 
そうさきぇすぇ けすくけゃけ けすゃけさうたぇ  
すっきぇすぇ いぇ しけぉしすゃっくけしすすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”. ‶さっょゃうあょぇ かう しっ 
くはおぇおゃぇ こさけきはくぇ ゃ しけぉしすゃっ-
くけしすすぇ? ╆ぇゃけょなす しすけ こさけ-
ちっくすぇ ╁ぇて かう っ, いぇとけすけ こさう 
くぇかうつうっ くぇ けそてけさくう おけき-
こぇくうう, いぇ おぇおゃうすけ しっ つせ すっいう 
ょくう,  ゃうくぇゅう しっ こけはゃはゃぇす 
しなきくっくうは ゃ きっょううすっ いぇ すけゃぇ?
- ′うおぇおゃぇ こさけきはくぇ ゃ しけぉしすゃっ-

くけしすすぇ くっ しっ こさっょゃうあょぇ. 《うさきぇ 
„┿さしっくぇか” っ しすけ こさけちっくすぇ つぇしす-
くぇ そうさきぇ. ╁ ╀なかゅぇさうは うきぇ さっ-
ゅうしすなさ くぇ そうさきうすっ. ╁しっおう うきぇ 
ょけしすなこ ょけ くっゅけ. ′っおぇ, おけえすけ しっ 
うくすっさっしせゃぇ, ょぇ ゃかっいっ う ょぇ ゃうょう 
おけう しぇ ぇおちうけくっさうすっ ゃ „┿さしっ-
くぇか”. ╇ すぇき し せつせょゃぇくっ ゃしっおう とっ 
いぇぉっかっあう, つっ くはきぇ くうすけ っょくぇ 
けそてけさくぇ そうさきぇ, こさうすっあぇゃぇとぇ 
ぇおちうう くぇ „┿さしっくぇか”. „┿さしっくぇか” 
っ しなし しすけ こさけちっくすぇ ぉなかゅぇさしおけ 
せつぇしすうっ, しすけ こさけちっくすぇ! ′っ 99.9, 
ぇ 100 こさけちっくすぇ. 〈っいう けそてけさくう 

そうさきう, いぇ おけうすけ しっ ゅけゃけさう, しぇ 
くはおぇおゃう ぇさたぇうつくう くっとぇ, くっょけし-
すぇすなつくけ けぉきうしかっくう, こさうおぇいおう くぇ 
くっうくそけさきうさぇくう たけさぇ, いぇ あぇかけしす 
つぇしす けす すはた けこさっょっかはす う けぉとっしす-
ゃっくけすけ きくっくうっ. ╄すけ ゅけ さっゅうしすな-
さなす, ゃしっおう ょぇ ゃかっいっ う ょぇ こけゅかっょ-
くっ. 〈けゃぇ こけくっ っ ょけしすなこくけ くっとけ!

- ¨す ゅけょうくう ゃなゃ ╁‶╉ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは ゃうしう っょうく ゃなこさけし: すっ-
きぇすぇ いぇ かうちっくいううすっ くぇ けさな-
あうはすぇ, けすくけてっくうはすぇ し [せしうは 
こけ すっいう ゃなこさけしう. ╇きぇ かう けとっ 
くぇこさっあっくうっ くぇ きっあょせょなさ-
あぇゃくけ うかう きっあょせそうさきっくけ 
くうゃけ? 〈けゃぇ ゃうしはとう ゃなこさけしう 
かう しぇ ゃしっ けとっ ?
- ╁なこさけしなす し すけいう すぇおぇ くぇさっ-

つっく こさけぉかっき し こさっょけしすぇゃはくっすけ 
くぇ すったくうつっしおぇ ょけおせきっくすぇちうは 
けす しすさぇくぇ くぇ ぉうゃてうは ]なゃっすしおう 
しなのい おなき ╀なかゅぇさうは, さっしこっおすうゃ-
くけ ょさせあっしすゃぇすぇ, おけうすけ こさけうい-
ゃっあょぇす ゃけっくくぇ こさけょせおちうは, ゃう-
すぇっ ゃ こさけしすさぇくしすゃけすけ けす ょけしすぇ 
ゅけょうくう. ]つうすぇき, つっ すさせょくけ とっ 
くぇきっさう さぇいさってっくうっ, くぇえ-きぇか-
おけすけ いぇとけすけ おぇいせしうすっ しぇ ょけし-
すぇ こさけすうゃけさっつうゃう. ╁なこさけしなす っ 
きくけゅけ おけきこかうちうさぇく. 〈けえ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ さぇいゅかっあょぇ う しっ さぇいゅかっあょぇ 
こっさうけょうつくけ くぇ しきっしっくうすっ ぉなか-
ゅぇさしおけ-させしおう おけきうしうう, くぇ おけうすけ 
ぇい しなき つかっく. ]かけあっく っ ゃなこさけしなす. 
╋うしかは, つっ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ おけく-
しっくしせし とっ しっ くぇきっさう.

〈┿,

,
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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„╅ちつかせあし“
か すあこさあ せあ
いひしえあちつさあてあ けせおとつてちけみ

》かてみ 》かてさそうあ - HR:
【ひちつかせかてそ せあ ちあいそてあ

か さあてそ にそおかせかてそ せあ ちあいそてあ

╈そてうあねさあてあ 』てかなさあ:
╇ „╅ちつかせあし“ せあこ-すせそえそ

そいけねあて さかいあたねかてあてあ

╇かてかちあせけてか そて ′あうそお 5:
』 せそつてあしえけみ け せあおかきおあ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 2
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╆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

》】╆]¨[╅を¨¨【╊ ′╅ „╇′『¨╇《╇╊”
╇『╊╉っ【 〉╅ ¨〈¨╉╋╅ ¨ 〉╅ 
』【『╅〉╅【╅, ¨ 〉╅ „╅『』╊〉╅]“

‒¨『〈╊〉¨っ【 》『╅′〉¨[ – 
《【〉《╇《 〉╅ 』【╅╉¨《〉╅

′╅[《〉 ′╅╆『╅〉っ╇╅
《【 1 っ〉】╅『¨ ╉ぇ]╈《╇╊【╊ ╉《 ╈『《╆

╇ „╅ちつかせあし“ せか つか つてちあにとうあすか そて たちそうかちさけ - せけか つすか すそきか いけ 
せあこ-たちそうかちみうあせそてそ たちかおたちけみてけか う ╆ひしえあちけみ. 》ちけかすあす つ せあ-
つすかのさあ くあたしあにけてか せあ たあちてけみてあ せあ っせか っせかう, ねか はか うせかつあて つけえ-
せあし う たちそさとちあてとちあてあ くあ えそしかすけ さそちとたぬけそせせけ つにかすけ う くあうそおあ.

》そたちあうさあてあ くあ あいつそしまてせあてあ おあうせそつて 
はか うあきけ つひつ くあおせあ おあてあ くあ うつけねさけ せかたあ-
しかてせけ さちかおけてけ け いそちねそうか そて 2003 え. せあつあす 

〉あ 5-てけ そさてそすうちけ „╅ちつかせあし” ╅╉
そていかしみくうあ 134 えそおけせけ そて そつせそうあうあせかてそ つけ 

╅‶〉ぅ╅‶〉 – ╈╊〉¨╅]〉¨っ【 ぁ】╉╅[

〉╅‶-╉《╆『¨【╊ ╆ぇ]╈╅『』[¨ ‒¨]〈¨ 
- 』╅〈《 ′╅ 1 ¨ 2 ]╊╇╅ ╇ [╅′╅〉]ぇ[

╀せさくう しっこすっきゃさうえしおう ょくう こさっあうゃは くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
そうさきぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ さぇえけくぇ - „┿さしっくぇか”. 

]かっょ ょゃっすっ いぇこぇかゃぇくうは くぇ 11-すう う くぇ 12-すう しっこすっき-
ゃさう, しすぇくぇかう ゃ さぇえけくぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3, こさっい ゃすけさうは ょっく 
ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ ういしうこぇたぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ゃしうつおう 
くぇちうけくぇかくう きっょうう, おぇおすけ う こけつすう ゃしうつおう さなおけゃけょう-
すっかう くぇ ╋╁[-しすさせおすせさう, ゃ す. つ. う くぇ けぉかぇしすくけ くうゃけ, 
くぇ ¨おさなあくぇすぇ こさけおせさぇすせさぇ, ゃうしてう つうくけゃくうちう けす 
┿ゅっくちうはすぇ こけ けたさぇくぇ くぇ すさせょぇ う [╇¨]╁. ]かっょ ょゃっすっ 
いぇこぇかゃぇくうは くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ こさっきうっさなす 
╀けえおけ ╀けさうしけゃ う ゃうちっこさっきうっさなす 『ゃっすぇく 『ゃっすぇくけゃ 
さぇいこけさっょうたぇ ちはかけしすくぇ こさけういゃけょしすゃっくけ-すったくけかけゅうつ-
くぇ こさけゃっさおぇ くぇ „┿さしっくぇか”, おぇおすけ う くぇ せしかけゃうはすぇ う 
けたさぇくぇすぇ くぇ すさせょぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
╆ぇ こさうしすうゅぇくっすけ くぇ ゃうしてうすっ ょなさあぇゃくう つうくけゃくうちう 

ゃ ╉ぇいぇくかなお, つうえすけ ぉさけえ う さぇくゅ っ ぉっい ぇくぇかけゅ ょけ きけ-
きっくすぇ, ゃなこさっおう しすぇゃぇかうすっ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ ょぇかっつ 
こけ-しっさうけいくう ぇゃぇさうう う うくちうょっくすう, さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” くぇせつう けす きっょううすっ. ′っゅけゃう こさっょしすぇゃうすっかう 
くっ こさうしなしすゃぇたぇ くぇ しこっちうぇかくぇすぇ こさっしおけくそっさっくちうは, ゃ 
おけはすけ しっ つせたぇ う おせこ くっぉうゃぇかうちう う けすおさけゃっくけ  さぇいゃっ-
しっかはゃぇとう すっいう う すっけさうう こけ けすくけてっくうっ くぇ „┿さしっくぇか”. 

〈けえ っ っょうく けす くぇえ-ゃかう-
はすっかくうすっ う ういゃっしすくう 

かうつくけしすう ゃ うしすけさうはすぇ. ╇きぇ 
さっこせすぇちうはすぇ くぇ くぇえ-ゅっくうぇか-
くうは せつっく いぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ 
う くぇ うくすっかっおすせぇかくうすっ ゃない-
きけあくけしすう くぇ つけゃっおぇ ういけぉとけ. 
╊うちっすけ きせ っ っょくけ けす くぇえ-さぇい-
こけいくぇゃぇっきうすっ くぇ こかぇくっすぇすぇ. 
′ぇさっょ し けゅさけきくうは しう こさうくけし 
おなき くぇせおぇすぇ, ゅっくうぇかくうはす そう-

╁ こさけょなかあっくうっ くぇ すさう ょくう - 27, 28 う 29 しっこ-
すっきゃさう, ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ ょぇょっ ゃないきけあ-

くけしす くぇ おぇいぇくかなつぇくう ょぇ ういこうすぇす せょけゃけかしすゃうっすけ けす 
しなょなさあぇすっかくけすけ そうかきけすっつくけ おうくけ. ‶なすせゃぇとうはす 
]けそうは そうかき そっしす とっ こさっょしすぇゃう ゃ おうくけ „╇しおさぇ” 
11 いぇゅかぇゃうは, こけょぉさぇくう う いぇおせこっくう けす ¨ぉとうくぇすぇ, 
おけはすけ くぇっきぇ う おうくけすけ いぇ こさけあっおちううすっ. 
╁ さぇきおうすっ くぇ すさうすっ ょくう とっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ゅかっ-

ょぇくう くぇえ-くけゃうすっ う くぇてせきっかう, こけかせつうかう っゃさけこっえ-
しおう くぇゅさぇょう, ぉなかゅぇさしおう う つせあょっしすさぇくくう そうかきう. 
]さっょ すはた しぇ: „╋うゅさぇちうはすぇ くぇ こぇかぇきせょぇ”, “╊けさぇ けす 
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しせすさうく ょけ ゃっつっさ”, “Love.Net”, しなし ╆かぇすくぇ さけいぇ ’11 いぇ くぇえ-ょけぉなさ しちっくぇさうえ „╉っちけゃっ”, 2011, 
„┿ゃっ”, 2011 くぇ ╉けくしすぇくすうく ╀けあぇくけゃ し くけきうくぇちうう けす そっしすうゃぇかうすっ ゃ ]ぇさぇっゃけ, ╁ぇさてぇゃぇ, 
》ぇきぉせさゅ う ╉ぇく けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, „¨しすさけゃなす” くぇ ╉ぇきっく ╉ぇかっゃ, おけこさけょせおちうは きっあょせ ╀なか-
ゅぇさうは う 【ゃっちうは, 2011, し せつぇしすうっすけ くぇ ╊っすうしうは ╉ぇしすぇ, ╀けえおぇ ╁っかおけゃぇ, [せしう 』ぇくっゃ. 
╁ さぇきおうすっ くぇ ╉うくけそっしすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ しっ ゃうょはす けとっ う おぇしけゃうすっ しゃっすけゃくう かっくすう: ういさぇ-

っかしおけ-ゅっさきぇくしおうはす “╉せつおぇすぇ”, うしこぇくしおうすっ „》さぇくぇ いぇ ょせてぇすぇ” う “‶さっおなさてっくう こさっゅさなょおう”, 
„》ぇゃなさ”- こさけょせおちうは くぇ 《うくかぇくょうは-《さぇくちうは-╂っさきぇくうは, し くぇゅさぇょぇ けす ╉ぇく’11 う くけきうくぇちうう 
けす ╄《┿’11, „『うさお ╉けかせきぉうは” - おけけこさけょせおちうは くぇ ╀けしくぇ う 》っさちっゅけゃうくぇ, 《さぇくちうは, ╁っかうおけ-
ぉさうすぇくうは-]かけゃっくうは-╂っさきぇくうは-╀っかゅうは-]なさぉうは.  
‶さけあっおちううすっ いぇ ゃしうつおう そうかきう とっ しぇ けす 18.00 ょけ 20.00 つ.
╀うかっすうすっ とっ しぇ こけ 1 かっゃ いぇ せつっくうちう う こけ 2 かっゃぇ いぇ ゃないさぇしすくう.  

                                                            〈┿

Най-трудното за разбиране нещо на света е данъкът върху доходите.
Алберт Айнщайн.すさぇえくう こさうはすっかしすゃぇ.                       

┿えくとぇえく っ ぇゃすけさ くぇ くはおけかおけ 
ういけぉさっすっくうは: くぇ ういきっさゃぇすっか 
くぇ きくけゅけ くうしおけ くぇこさっあっくうっ; 
くぇ せしすさけえしすゃけ, ぇゃすけきぇすうつくけ 
けこさっょっかはとけ ゃさっきっすけ くぇ っおし-
こけいうちうは こさう そけすけしくうきぇくっ; 
くぇ けさうゅうくぇかっく しかせたけゃ ぇこぇ-
さぇす; くぇ ぉっいてせきっく たかぇょうかくうお; 
くぇ たうさけおけきこぇし.

′けぉっかけゃぇ くぇゅさぇょぇ, くけ くっ 
いぇ 〈っけさうはすぇ

くぇ けすくけしうすっかくけしすすぇ.
′ぇ ┿えくとぇえく しぇ こさうしなょっくう 

ょけおすけさしおう しすっこっくう けす きくけあっ-
しすゃけ せくうゃっさしうすっすう こけ しゃっすぇ. 
╁ ぇさたうゃうすっ くぇ ′けぉっかっゃしおうは 
おけきうすっす しぇ いぇこぇいっくう けおけかけ 60 
くけきうくぇちうう くぇ ┿えくとぇえく ゃなゃ 
ゃさないおぇ し くっゅけゃぇすぇ すっけさうは くぇ 
けすくけしうすっかくけしすすぇ. ╉けきうしうはすぇ, 
けぉぇつっ, ょなかゅけ ゃさっきっ けすかぇゅぇかぇ 
う くっ しっ さってぇゃぇかぇ ょぇ こさうしなょう 
くぇゅさぇょぇすぇ くぇ ┿えくとぇえく. ′ぇえ-
くぇおさぇは, こさっい 1921 ゅ.,  せつっくうはす 
こけかせつぇゃぇ ′けぉっかけゃぇ くぇゅさぇょぇ, 
くけ すは っ いぇ そけすけっかっおすさうつくうは 
っそっおす う いぇ “いぇしかせゅう おなき すっ-
けさっすうつくぇすぇ そういうおぇ”. ╁ さっつすぇ 
しう こさう こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ くぇ-
ゅさぇょぇすぇ, けぉぇつっ, ┿えくとぇえく ゅけ-
ゃけさうか うきっくくけ いぇ すっけさうはすぇ くぇ 

けすくけしうすっかくけしすすぇ.                                                                                   
‶けかうすうつっしおうすっ

こさうしすさぇしすうは
くぇ せつっくうは-っゃさっうく.

┿かぉっさす ┿えくとぇえく ぉうか せぉっ-
ょっく ょっきけおさぇす-しけちうぇかうしす, たせ-
きぇくうしす, こぇちうそうしす う ぇくすうそぇ-
てうしす. ′ぇえ-けきさぇいくぇすぇ きせ ょせきぇ 
ゃ くっきしおうは っいうお ぉうかぇ Zwang - 
くぇしうかうっ, こさうくせょぇ. ╁ くぇちうしす-
おぇ ╂っさきぇくうは ぉうか けしおなさぉはゃぇく 
う いぇこかぇてゃぇく - いぇ ゅかぇゃぇすぇ きせ 
ょぇゃぇかう 50 000 きぇさおう, ぇ すさせ-
ょけゃっすっ きせ ぉうかう こさうこうしゃぇくう 
くぇ „ぇさうえしおう” そういうちう. ╁ いくぇお 
くぇ こさけすっしす ┿えくとぇえく しっ けすおぇい-
ゃぇ けす くっきしおけすけ しう ゅさぇあょぇく-
しすゃけ う けす つかっくしすゃけ ゃ ‶させしおぇ-
すぇ う ╀ぇゃぇさしおぇすぇ ぇおぇょっきうは くぇ 
くぇせおうすっ. 
╀うか つかっく, しこけくしけさ うかう ゃ 

ぉかういおう けすくけてっくうは し 34 おけきせ-
くうしすうつっしおう さなおけゃけょしすゃぇ. 《╀[ 
けすさぇいはゃぇ さぇいしかっょゃぇくっすけ しう いぇ 
こさけつせすうは そういうお ゃなさたせ 1427 
しすさぇくうちう. ┿ゃすけさうすっすなす きせ 
おぇすけ せつっく こけいゃけかはゃぇか ぇおすうゃ-
くけ ょぇ ゃかうはっ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ 
はゃかっくうは. ]なこさうつぇしすくけしすすぇ しう 
おなき せしおけさはゃぇくっすけ くぇ ぇきっさう-
おぇくしおぇすぇ はょさっくぇ こさけゅさぇきぇ 
┿えくとぇえく ゃないこさうっきぇ おぇすけ けゅ-
さけきくぇ かうつくぇ すさぇゅっょうは. 【う-
さけおぇ ういゃっしすくけしす こけかせつぇゃぇす 
ぇそけさういきうすっ きせ: „′うっ しこっつっ-
かうたきっ ゃけえくぇすぇ, くけ くっ う きうさぇ” 
う „┿おけ すさっすぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-
くぇ しっ ゃけょう し ぇすけきくう ぉけきぉう, すけ 
つっすゃなさすぇすぇ とっ しっ ゃけょう し おぇ-
きなくう う すけはゅう”.
╁ ╈っさせしぇかうき こけ くっゅけゃぇ うくう-

ちうぇすうゃぇ っ けすおさうす ╄ゃさっえしおう 
せくうゃっさしうすっす, くぇ おけえすけ いぇゃっ-
とぇゃぇ ゃしうつおうすっ しう こうしきぇ う さな-
おけこうしう, おぇおすけ う おけこうさぇえす いぇ 
ういこけかいゃぇくっ くぇ けぉさぇいぇ う うきっすけ 
きせ. ‶さっい 1952 ゅ. きせ こさっょかぇゅぇす 
ょぇ しすぇくっ ゃすけさう こさっいうょっくす くぇ 
╇いさぇっか, おけっすけ せつっくうはす ゃっあ-
かうゃけ けすおぇいゃぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
‶さけょなかあっくうっ ゃ ぉさけえ 41

╇かしけさけみて とねかせ ╅しいかちて ╅こせはあこせ か ちそおかせ たちかく 
1879 う えち. 】しす, ╈かちすあせけみ. 】すけちあ せあ 76 えそおけせけ たちかく 
1955 え. う 》ちけせつてひせ, 〉ま ╉きひちつけ, 』╅ぅ. ¨すあし か 
えちあきおあせつてうそ う ╈かちすあせけみ, ぃうかこぬあちけみ け 』╅ぅ. 【そこ 
か かおけせ そて そつせそうあてかしけてか せあ つひうちかすかせせあてあ てかそちか-
てけねせあ なけくけさあ, つひくおあてかし か せあ そいはあてあ け つたかぬけあしせあ 
てかそちけみ せあ そてせそつけてかしせそつててあ. 《たちかおかしみせ か さあてそ 
„いあはあ” せあ つひうちかすかせせあてあ なけくけさあ. ╅うてそち か せあ せあお 
300 せあとねせけ てちとおあ たそ なけくけさあ け せあ 150 させけえけ け つてあ-
てけけ う そいしあつててあ せあ けつてそちけみてあ け  なけしそつそなつさけてか 
せあとさけ. 》そたとしみちかせ か つ いそちいあてあ つけ たちそてけう うそこせあ-
てあ け みおちかせそてそ そちひきけか, といかおかせ にとすあせけつて け たあぬけ-
なけつて. 》ちかく 1921 え. たそしとねあうあ 〉そいかしそうあ せあえちあおあ.

いうお っ ういゃっしすっく う しなし しゃけうすっ 
しすさぇくくけしすう. ╀うけゅさぇそうはすぇ きせ 
っ ういこなしすさっくぇ し くっけぉうつぇえくう 
う かのぉけこうすくう そぇおすう, ゃ おけうすけ 
くっういきっくくけ こさうしなしすゃぇ けぉさぇ-
いなす くぇ ょけぉさうは ゅっくうえ - きなょなさ, 
けしすさけせきっく, くっこけこさぇゃうきけ 
しおさけきっく う かっおけ さぇいしっはく.
‶さっょういゃっしすっく いぇ くぇせおぇすぇ. 
┿えくとぇえく っ さけょっく ゃ くっぉけ-

ゅぇすけ っゃさっえしおけ しっきっえしすゃけ. 
╁ さぇくくぇすぇ しう ゃないさぇしす うきぇ 
いぇすさせょくっくうは し ゅけゃけさぇ. ╇く-
すっさっしなす きせ おなき そういうおぇすぇ う 
きぇすっきぇすうおぇすぇ しっ こさけはゃはゃぇ 
けとっ くぇ 5-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす, 
おけゅぇすけ ぉぇとぇ きせ きせ こけょぇさはゃぇ 
おけきこぇし, ぇ ┿かぉっさす しっ けこうすゃぇ 
ょぇ さぇいゅぇょぇっ おけっ こさっょういゃうおゃぇ 
ょゃうあっくうっすけ くぇ しすさっかおぇすぇ. ′ぇ 
12 ゅけょうくう ゃっつっ しっ うくすっさっしせ-
ゃぇ けす うくすっゅさぇかくう せさぇゃくっくうは 
う ょうそっさっくちうさぇくけ しきはすぇくっ う 
つっすっ そうかけしけそしおう すさせょけゃっ. 
╁ ゅうきくぇいうはすぇ くっ ぉうか ょけぉなさ 
せつっくうお, し ういおかのつっくうっ くぇ きぇ-
すっきぇすうおぇすぇ う かぇすうくしおうは. 』っし-
すけ しこけさっか し こさっこけょぇゃぇすっかうすっ 

けすかうつくう けすくけてっくうは し ゃしうつおう ゃ 
しっきっえしすゃけすけ. ╋くけゅけ すっあおけ こさっ-
あうゃはゃぇ しきなさすすぇ くぇ きぇえおぇ しう.                                          

╆ょさぇゃっすけ.
╃け 1902 ゅ. くっ きけあっか ょぇ しう 

くぇきっさう こけしすけはくくぇ さぇぉけすぇ う し 
ょくう ぉせおゃぇかくけ ゅかぇょせゃぇか, いぇ-
さぇょう おけっすけ いぇぉけかはゃぇ つっさくうはす 
きせ ょさけぉ. ‶け-おなしくけ ┿えくとぇえく 
こさっあうゃはゃぇ いぇゅぇょなつくけ くぇ-
てっしすゃうっ くぇ くはおけかおけ ぉけかっしすう 
- はいゃぇ くぇ しすけきぇたぇ, あなかすっくうちぇ 
う けぉとぇ しかぇぉけしす. ′はおけう こさう-
つうしかはゃぇす ┿えくとぇえく おなき ゃっゅっ-
すぇさうぇくちうすっ. ╇しすうくぇすぇ っ, つっ 
しすさけゅぇ  ゃっゅっすぇさうぇくしおぇ ょうっすぇ 
っ しこぇいゃぇか しぇきけ ゅけょうくぇ こさっょう 
しきなさすすぇ しう.

╇きぇ かう ╀けゅ?
‶さっょきっす くぇ きくけゅけ しこけさけゃっ 

しぇ さっかうゅうけいくうすっ ゃないゅかっょう 
くぇ せつっくうは. „┿い くっ ゃはさゃぇき ゃ 
こっさしけくうそうちうさぇくうは ╀けゅ. ┿おけ 
ゃ きっく うきぇ くっとけ さっかうゅうけいくけ, 
すけゃぇ っ しぇきけ ぉっいゅさぇくうつくけすけ きう 
ゃないたうとっくうっ けす せしすさけえしすゃけすけ 
くぇ しゃっすぇ” - けぉはしくはゃぇか ┿えく-
とぇえく う ょけこなかゃぇか: „╀うた うし-

しう, おけうすけ ういうしおゃぇかう せつっくう-
ちうすっ ょぇ くぇういせしすはゃぇす きぇすっさう-
ぇかぇ, ゃきっしすけ ょぇ きうしかはす.

]っきっえしすゃけすけ.
]なし しなこさせゅぇすぇ しう, しさなぉおうくは-

すぇ ╋うかっゃぇ ╋ぇさうつ, し 4 ゅけょうくう 
こけ-ゅけかはきぇ けす くっゅけ, うきぇす ょゃぇきぇ 
しうくぇ. ¨す ゃすけさぇすぇ しう しなこさせゅぇ 
╄かいぇ, くっゅけゃぇ ぉさぇすけゃつっょおぇ, くは-
きぇす けぉとう ょっちぇ. ┿えくとぇえく っ ゃ 

おぇか ょぇ いくぇき きうしかうすっ くぇ ╀けゅ; 
けしすぇくぇかけすけ しぇ こけょさけぉくけしすう”. 
┿えくとぇえく ぉうか ょなくけゃうしす. ‶け 
こけゃけょ くぇ すけゃぇ すけえ っ おぇいぇか: 
“『っかうはす しゃはす しっ ゃないたうとぇゃぇ 
くぇ きっく, ぇ ぇい しっ ゃないたうとぇゃぇき 
くぇ せつうすっかは ‶っすなさ ╃なくけゃ.”

]すさぇしすうすっ う かのぉうきうすっ 
いぇくうきぇくうは.

┿えくとぇえく しすさぇしすくけ けぉうつぇか 

きせいうおぇすぇ, くぇ ちうゅせかおぇ しゃうさう 
けす 6-ゅけょうてっく. ‶さっい 1934 ゅ. 
ゃ ‶さうくしすなく ういくぇしは ぉかぇゅけす-
ゃけさうすっかっく おけくちっさす ゃ こけきけと 
くぇ っきうゅさうさぇかうすっ けす くぇちうしすおぇ 
╂っさきぇくうは せつっくう う ょっえちう くぇ 
おせかすせさぇすぇ. ]さっょ かのぉうきうすっ きせ 
おけきこけいうすけさう ぉうかう ╀ぇた, ╋け-
ちぇさす, 【せきぇく, 》ぇえょく, 【せぉっさす 
う ╀さぇきし. 』っすはか きくけゅけ たせょけ-
あっしすゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ – 〈けか-
しすけえ, ╃けしすけっゃしおう, ╃うおっくし, 
╀さったす. ╆ぇくうきぇゃぇか しっ し そうかぇ-
すっかうは, ゅさぇょうくぇさしすゃけ, し こかぇ-
ゃぇくっ くぇ はたすぇ. ╀うか かっゃうつぇさ.
‶さうはすっかうすっ う おけくすぇおすうすっ. 
╀うか ぉかういなお こさうはすっか し ╋ぇおし 

‶かぇくお, [ぇぉうくょさぇくぇす 〈ぇゅけさ, 
〈けきぇし ╋ぇく, ╃あけく ╃のう, ╄きぇ-
くせうか ╊ぇしおっさ, 』ぇさかう 』ぇこかうく う 
ょさ. ‶け こけおぇくぇ くぇ [せいゃっかす こけ-
しっすうか ╀っかうは ょけき う こさっおぇさぇか 
ちはかぇ くけと ゃ さぇいゅけゃけさ し こさっ-
いうょっくすぇ くぇ ]┿】. ‶けしっすうか っ 
きくけゅけ ょなさあぇゃう, ゃ す. つ. [せしうは, 
╇くょうは, ぅこけくうは う くぇゃしはおなょっ 
ぉうか こけしさっとぇく ういおかのつうすっかくけ 
すけこかけ う くぇゃしはおなょっ しないょぇゃぇか 

╃なかゅけゃっすっ ょけ ゅさけぉ, おけう-
すけ しっ こさっょぇゃぇす う くぇ 

くぇしかっょくうちうすっ, けすうゃぇす ゃ うし-
すけさうはすぇ. ¨す ′けゃぇ ゅけょうくぇ とっ 
しっ ゃなゃっょっ 10-ゅけょうてくぇ ぇぉしけ-
かのすくぇ ょぇゃくけしす いぇ ぉけさつけゃっすっ 
くぇ そういうつっしおう かうちぇ いぇ こぇさ-
くけ, すけお, きけぉうかくう すっかっそけくう, 
ぉぇくおけゃう おさっょうすう う かういうくゅう. 
〈けゃぇ とっ しすぇくっ し こけこさぇゃおう ゃ 
╆ぇおけくぇ いぇ いぇょなかあっくうはすぇ う 
ょけゅけゃけさうすっ.
╉けさっおちううすっ とっ ゃくっしっ ょけ 

ょくう ゃ こぇさかぇきっくすぇ ょっこせすぇすなす 
けす ╂╄[╀ ╄きうか [ぇょっゃ. ╇ょっは-
すぇ っ こさけきっくうすっ ょぇ ゃかはいぇす ゃ 
しうかぇ けす 1 はくせぇさう. ]こけさっょ 

‶け すさぇょうちうは そうさきっくうはす 
こさぇいくうお くぇ „┿さしっくぇか” 

┿╃ しっ けさゅぇくういうさぇ ゃ くぇつぇかけ-
すけ くぇ き. けおすけきゃさう こけ こけゃけょ 
╃っくは くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, 
こさうっす いぇ つっしすゃぇくっ し さってっくうっ 
245 くぇ ╋] けす 1971 ゅ.
¨す くはおけかおけ ゅけょうくう, こけ うょっは 

くぇ ういこなかくうすっかくうは ょうさっお-
すけさ くぇ ょさせあっしすゃけすけ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ, こさぇいくうおなす っ う ╃っく 
くぇ けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう. ╇ すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃっすっさぇくう くぇ こさっょこさう-
はすうっすけ う ゅさぇあょぇくう きけゅぇす ょぇ 
こけしっすはす そうさきっくうは きせいっえ う 
ょぇ こさうしなしすゃぇす くぇ こさぇいくうつくうは 
おけくちっさす いぇっょくけ し さぇぉけすっとう-
すっ ゃ きけきっくすぇ ゃ „┿さしっくぇか”.
╇ こさっい 2012 ゅけょうくぇ こさぇい-

くうおなす くぇ そうさきぇすぇ とっ いぇこぇいう 

╅╇【《╆】』〉¨【╊ ╆¨]╊【¨
〉っ〈╅ ╉╅ 》《』[ぇ》╇╅【, ′╅』╊╈╅   

╀っい こさけきはくぇ, ゃなこさっおう 
しおけおぇ ゃ ちっくうすっ くぇ ゅけ-

さうゃぇすぇ, いぇしっゅぇ けしすぇゃぇす ちっ-
くうすっ くぇ ぉうかっすうすっ いぇ ゅさぇょ-
しおうは すさぇくしこけさす, おぇおすけ う 
いぇ ういゃなくゅさぇょしおうすっ かうくうう, 
けぉしかせあゃぇとう ょっしすうくぇちうう-
すっ ]けそうは, ╁ぇさくぇ, ‶かけゃょうゃ 
う ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ. 〈けゃぇ 
しすぇゃぇ はしくけ けす こさけゃっょっくうは 

╃っく こけ-おなしくけ ゃ さぇいこさけしすさぇくっくぇ ょけ ゃしうつおう きっょうう ‶けいうちうは けす ‶けかうすうつっしおうは しなゃっす くぇ こぇさ-
すうは „[っょ, いぇおけくくけしす う しこさぇゃっょかうゃけしす” いぇはゃうたぇ, つっ とっ ゃくっしぇす しうゅくぇか ょけ ╁なさたけゃくぇすぇ おぇしぇ-
ちうけくくぇ こさけおせさぇすせさぇ いぇ „さぇいおさうゃぇくっすけ くぇ おけさせこちうけくくう したっきう, 
しゃなさいぇくう しなし しけぉしすゃっくうおぇ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ”.

しゃけうすっ せすゃなさょっくう っかっきっくすう: しこけさすくう すせさくうさう, けすかうつぇゃぇくっ くぇ こなさゃっくちうすっ ゃ すさせょぇ う こさぇい-
くうつくけ つっしすゃぇくっ くぇ ゅけょうてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ こさっょこさうはすうっすけ.
]こけさすくうすっ すせさくうさう しすぇさすうさぇたぇ くぇ 17-すう しっこすっきゃさう くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” う とっ こさけょなかあぇす 

ょけ 4-すう けおすけきゃさう, ゃしっおう ょっく けす 12 つ. ╆ぇゃけょしおうすっ けすぉけさう しっ しなしすっいぇゃぇす こけ ゅさぇそうお ゃ しこけさすけゃっ-
すっ: そせすぉけか, ゃけかっえぉけか, くぇさけょくぇ すけこおぇ, しすさっかぉぇ う ょなさこぇくっ くぇ ゃなあっ. 《うくぇかうすっ しぇ こかぇくうさぇくう 
いぇ こさぇいくうつくうは 5-すう けおすけきゃさう けす 9 つ., おけゅぇすけ とっ しっ しなしすけう う くぇゅさぇあょぇゃぇくっすけ くぇ けすぉけさくうすっ う 
うくょうゃうょせぇかくう こけぉっょうすっかう.

おけくおせさし いぇ けぉとっしすゃっく こさっゃけい くぇ こなすくうちう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお う きっあょせしっかうとくうすっ かうくうう. 
╃けゅけゃけさなす いぇ けぉとっしすゃっくうは こさっゃけい こけ けすくけてっくうっ くぇ けぉ-

とうくしおぇすぇ う きっあょせゅさぇょしおぇすぇ きさっあぇ っ しなし しさけお けす 10 ゅけょう-
くう, ぇ すけいう いぇ きっあょせしっかうとくぇすぇ - ょけ おさぇは くぇ すぇいう ゅけょうくぇ.
]こっつっかうかうはす すさぇくしこけさすっく おけくしけさちうせき う ょけ きけきっくすぇ うい-

ゃなさてゃぇてっ けぉとっしすゃっくうは こさっゃけい くぇ こなすくうちう.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

ゃくけしうすっかは くぇ こさっょかけあっくうっ-
すけ, “こけこさぇゃおぇすぇ とっ いぇこなかくう 
かうこしぇすぇ くぇ いぇおけく いぇ つぇしすくうは 
そぇかうす”. 
┿ぉしけかのすくぇすぇ ょぇゃくけしす しっ 

ゃなゃっあょぇ いぇ しかせつぇうすっ, おけゅぇ-
すけ ゅさぇあょぇくうすっ ういこぇょくぇす ゃ 
けぉっおすうゃくけ しなしすけはくうっ くぇ そぇ-
かうす. ╆ぇおけくなす くぇ こさぇおすうおぇ とっ 
ゃぇあう う しなし いぇょくぇ ょぇすぇ. ‶さう 
ゃかういぇくっすけ きせ ゃ しうかぇ こさっい 
2013-ぇ とっ しっ いぇかうつぇゃぇす ぇゃ-
すけきぇすうつくけ ょなかゅけゃっ, ゃないくうお-
くぇかう こさっい 2003 ゅ. う くっしなぉさぇ-
くう ょけしっゅぇ.

〈┿

ぁかつてけてそ!
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