
╇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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〉けさそしあこ ¨いとのかう:
„╅ちつかせあし“ か つひおいあてあ すけ
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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

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ АРСЕНАЛЦИ

„んづでぎぞんず” - びづだぞごとん
ぞん でんぜだぶばゑでどゑごぎどだ

Уважаеми г-н Ибушев,

Уважаеми арсеналци,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по слу-
чай Вашия празник – Деня на машиностроителя. 

Повече от 10 години работих за спокойствието и 
бъдещето на арсеналските работници и служители, 
правейки заедно с ръководния екип на дружеството со-
циална политика, която в днешното кризисно време 
няма аналог в България и света. Грижата за децата на 

』╄]〈╇〈 ‶[┿╆′╇╉!
 

〉ゃぇあぇっきう きぇてうくけしすさけうすっかう,
おけかっゅう う こさうはすっかう けす „┿さしっくぇか”!

╁ くぇつぇかけすけ くぇ きっしっち けおすけきゃさう しっ けすぉっかはいゃぇ こさけそっ-
しうけくぇかくうはす こさぇいくうお くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, ぇ すぇおぇ しなとけ 
う こさぇいくうおなす くぇ ゃぇてっすけ こさっょこさうはすうっ, くぇ ゃぇてうは „┿さしっ-
くぇか“. 
╇, おぇおすけ こけゃっかはゃぇ すさぇょうちうはすぇ, くぇさっょ し こさぇいくうおぇ, しっ 

こさぇゃう う さぇゃくけしきっすおぇ.
┿ すは っ, つっ ゃなこさっおう すっあおうすっ ゅけょうくう, ぉっょう う くっしゅけょう, 

おけうすけ こさっあうゃはたすっ, し けぉとぇすぇ ゃけかは う っくっさゅうは  くぇ さぇぉけす-
くうちう, しこっちうぇかうしすう う さなおけゃけょうすっかう ゃうっ せしこはたすっ ょぇ しっ 
しこさぇゃうすっ し こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くぇ ょくってくけすけ ゃさっきっ う 
せしこはたすっ ょぇ しなたさぇくうすっ う さぇいゃうっすっ しゃけっすけ こさっょこさうはすうっ.
╀なょっすっ あうゃう う いょさぇゃう! ╁かぇゅぇえすっ ょせてぇ う しなさちっ ゃ すけゃぇ, 

おけっすけ すゃけさうすっ, う いくぇえすっ, つっ ゃしっおう けす ゃぇし っ つぇしす けす こけ-
しすうゅくぇすうすっ せしこったう くぇ „┿さしっくぇか”!

‶けいょさぇゃう くぇ ゃしうつおう!

┿しっく ┿しっくけゃ
‶さっょしっょぇすっか ′]《 “╋っすぇか ╄かっおすさけ”

ぁかつてけてそ!

Приемете нашата благодарност за 
трудолюбието, всеотдайността, лоялността и 

съвестното отношение към задачите,
които стоят пред всички нас. 

Поздравяваме ви за мъдростта, 
енергията и волята да се изправяте пред 

предизвикателствата в името на „Арсенал”!
Големите хора се познават в трудните времена! 

С признателност за даденото и с надежда в 
бъдещето, пожелаваме на всеки от вас и вашите 

семейства здраве, радост и благополучие! 

    “ ” 

1928 – ]ないょぇょっくけ っ こなさゃけ-
すけ そういおせかすせさくけ ょさせあっしすゃけ, 
ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ おけっすけ っ そせす-
ぉけかくうはす けすぉけさ.
1934 – ]なし しさっょしすゃぇすぇ う 

ぇおすうゃくぇすぇ こけきけと くぇ ╃╁《 – 
╉ぇいぇくかなお いぇこけつゃぇ ういゅさぇあょぇ-
くっすけ くぇ ╁╋╆ – ]けこけす.
1934 ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - ゃ ╃╁《 - ╉ぇいぇくかなお っ 
けすおさうすぇ ょっすしおぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ.
1938 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ 

╀なかゅぇさうは – ゃ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ けこすうつっしおぇ さぇぉけすうかくうちぇ 
っ ょけしすぇゃっく っょうくしすゃっくうはす ゃ 
しすさぇくぇすぇ せさっょ いぇ さぇいかぇゅぇくっ 
くぇ しゃっすかうくぇすぇ.
1944 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - しぇきけ ゃ  ╃╁《 - ╉ぇいぇく-
かなお しっ さっきけくすうさぇす おけかはくけゃう 
ゃぇかけゃっ くぇ ゅけかっきう ょういっかきけ-
すけさう う すせさぉうくくう おけかっかぇ.
1945 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - ゃ  ╃╁《 - ╉ぇいぇくかなお しっ 
こさけういゃっあょぇす しかけあくう ゅかぇゃう 
いぇ こかっすぇつくう きぇてうくう, ょゃうゅぇ-
すっかう いぇ きっかくうちう, ょういっかきけすけ-
さう, ぇおせきせかぇすけさう.
1947 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - ゃ  ╃╁《 - ╉ぇいぇくかなお っ 

こさけういゃっょっく こなさゃうはす しすさせゅ 
„′うかっし” /”╋けょっか 100”/.
1947 – ]そけさきうさぇく っ すった-

くうつっしおう おけくすさけか. ╁なゃ そぇ-
ぉさうおぇすぇ っ けすおさうすけ しさっょくけ 
せつうかうとっ いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ 
しけぉしすゃっくう おぇょさう. ]そけさきう-

さぇくう しぇ くぇさけょっく けさおっしすなさ う 
すぇくちけゃぇ すさせこぇ.
1948 – ]ないょぇょっくけ っ ╁けっくくけ 

„┿さしっくぇか” ┿╃ っ くぇえ-ゅけかはきけすけ こさっょこさうはすうっ ゃ けすぉさぇ-
くうすっかくぇすぇ こさけきうてかっくけしす くぇ しすさぇくぇすぇ - しうきゃけかなす くぇ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ, こさういくぇす しゃっすけゃっく ぇゃすけさうすっす. 
′けしうすっか っ くぇ つっすうさう ょなさあぇゃくう う きくけゅけ きっあょせくぇさけょくう けす-
かうつうは. ╇きぇ いぇとうすっくぇ すなさゅけゃしおぇ きぇさおぇ ゃ ╄], ]┿】 う けとっ 
くぇょ 20 しすさぇくう こけ しゃっすぇ. ╇きぇ ういょぇょっくう こぇすっくすう いぇ ういけぉさっ-
すっくうは, ゅけかはき ぉさけえ しゃうょっすっかしすゃぇ. ] さっしこっおすうさぇとぇ こさけょせ-
おすけゃぇ かうしすぇ う し けょけぉさっくぇ う しっさすうそうちうさぇくぇ しうしすっきぇ いぇ せこ-
さぇゃかっくうっ くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ くぇえ-ゃうしけおけ しゃっすけゃくけ くうゃけ.

こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ. ╁ こさっょ-
こさうはすうっすけ しっ ゃなゃっあょぇ おぇすけ 
くぇゅさぇょぇ ぉっいこかぇすくぇすぇ たさぇくぇ.
1949 – ╁ いぇゃけょ 10 しぇ こさけ-

ういゃっょっくう こなさゃうすっ ょゃせちっゃくう 
かけゃくう こせておう, っかっおすさけょっすけ-
くぇすけさう, おぇこしせかう, かけゃくう こぇ-
すさけくう う ょさ. ╇いかういぇ こなさゃうはす 
ぉさけえ くぇ ゃ. „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせ-
くぇ”.
1951 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは -  ゃ ╆ぇゃけょ 10 - ╉ぇいぇく-
かなお っ こさけういゃっょっく こなさゃうはす ゃ 
しすさぇくぇすぇ ょういっかきけすけさ – 5 お.し.
1951 – ]ないょぇょっくぇ っ ╁いぇ-

うきけしこけきぇゅぇすっかくぇすぇ おぇしぇ.
1951 –1960  - ╆ぇ こなさゃう こなす 

ゃ ╀なかゅぇさうは – すせお いぇこけつゃぇ くっ-
こけいくぇすけすけ いぇ しすさぇくぇすぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけ くぇ すゃなさょけしこかぇゃくう 
こかぇしすうくう.
1955 – ]ないょぇょっく っ しきっしっく 

たけさけゃ おけかっおすうゃ.
1956 ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - いぇこけつゃぇ せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ 7,62 きき ぇゃすけきぇす う ぉっいけす-
おぇすくけ けさなょうっ ╀-10.
1958 ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - ‶さけういゃっょっく っ こなさゃうはす 
7,62 きき ぇゃすけきぇす. ╄ょくけきうかう-
けくくうはす っおいっきこかはさ っ こさけういゃっ-
ょっく こさっい 1982 ゅ., ょゃせきうかうけく-
くうはす – こさっい 2005 ゅ.
1961-1963 – ]ないょぇょっく っ 

こさけすけすうこっく ちった いぇ せしゃけはゃぇ-

くっ くぇ くけゃうすっ ういょっかうは. ‶さけ-
ういゃっょっくう しぇ こなさゃうすっ こさけ-
ぉうゃくう きぇてうくぇ ‶-12,  ‶╉-20 
う ‶╉-23, ょっしっすたうかはょくうはす 
ぉさけえ けす おけはすけ っ こさけういゃっょっく 
こさっい 1968 ゅ.; こなさゃうすっ そさっ-
いけゃう きぇてうくう 《〉-250 う 《〉-
320; こなさゃうはす さなつっく こさけすう-
ゃけすぇくおけゃ ゅさぇくぇすけきっす.

1964-1965 – ╁ ¨ぉっょうくっ-
くけすけ こさけきうてかっくけ こさっょこさう-
はすうっ „《さうょさうた ╄くゅっかし” っ 
こさうっすぇ くけゃぇ しすさせおすせさぇ. ¨す-

おさうすう しぇ くけゃう おけさこせしう おなき 
╆ぇゃけょぇ いぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう.

1965 - ‶さけゃっょっく っ こなさゃう-
はす こさぇいくうお いぇ ╃っくは くぇ きぇ-
てうくけしすさけうすっかは.
1966 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - こさけういゃっょっくう しぇ こなさ-
ゃうすっ 20 ぉさ. „╀せかゅぇさ [っくけ-8”.
1966 - ¨すおさうす っ ちった いぇ 

すけつくけ かっっくっ.
1967 - ]ないょぇょっくぇ っ ╀ぇいぇ 

′ぇつぇかけすけ 
1878 – ‶けしすぇゃっくけ っ し 〉おぇい わ1, ういょぇょっく けす おくはい ╃けくょせ-

おけゃ, いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃぇすぇ しこっちうぇかういうさぇくぇ そぇぉさう-
おぇ いぇ けぉしかせあゃぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゃけえしおぇ, くぇさっつっくぇ こけ-
おなしくけ [せしっくしおう ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか, こさっきっしすっく こさっい 
1891 ゅ. ゃ ]けそうは う こさっうきっくせゃぇく こさっい 1896 ゅ. し 〉おぇい わ10 
くぇ おくはい 《っさょうくぇくょ ゃ ]けそうえしおう ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか.

′ぇ おぇいぇくかなておぇ いっきは

Вашите работници и днес е първа грижа на ръководството на „Арсенал”, за което аз 
изказвам личната си благодарност и адмирациите си като кмет на община Казанлък.

„Арсенал” АД не само е най-голямото предприятие в общината. То е емблема на наша-
та индустрия, на развитието на машиностроенето и специалното производство, на 
иновациите, на професионализма и креативността на целия екип от ръководители, 
специалисти и работници.

Пожелавам на всички здраве, увереност и самочувствие, защото „Арсенал” означава 
стабилност, успехи и респект.

Честит празник!

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на община Казанлък 

』っしすうす こさぇいくうお, ぇさしっくぇかちう!

』っしすうす ╃っく くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは,

 』っしすうすぇ 134-すぇ ゅけょうてくうくぇ!

╋ぇかおけ そうさきう ゃ ╀なかゅぇさうは きけゅぇす ょぇ しっ 
こけたゃぇかはす し すぇおぇゃぇ ょなかゅぇ う ぉけゅぇすぇ うし-
すけさうは. 《ぇおす, おけえすけ くう おぇさぇ ょぇ ぉなょっき 
ゅけさょう し こけしすうゅくぇすけすけ こさっい ゅけょうくうすっ, 
そぇおす ょぇゃぇと くう せゃっさっくけしすすぇ, つっ きけあっき 
ょぇ しっ しこさぇゃはきっ し すさせょくう いぇょぇつう う ゃ 
しなとけすけ ゃさっきっ ういうしおゃぇ けすゅけゃけさくけしす ょぇ 
しきっ ょけぉさう ゃなゃ ゃしうつおけ, おけっすけ こさぇゃうき.
¨す うきっすけ くぇ 《]¨ くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” 

こけあっかぇゃぇき くぇ ちっかうは おけかっおすうゃ きくけゅけ 
いょさぇゃっ - かうつくけ う ゃ しっきっえしすゃぇすぇ, ぉけょ-
さけしす う けこすうきういなき, ぇ いぇ こさぇいくうつくうは 
ょっく - きくけゅけ くぇしすさけっくうっ! 

‶さっょしっょぇすっか 《]¨ ╉〈 
„‶けょおさっこぇ” 

„┿さしっくぇか” ┿╃

╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ

』っしすうす こさぇいくうお!

┿さしっくぇかちう, ぉなょっすっ ゅけさょう し こけしすうゅくぇ-
すうすっ せしこったう う しなたさぇくっすっ くぇょっあょぇ

いぇ くけゃう ゃなさたけゃっ!
╀なょっすっ あうゃう う いょさぇゃう!

]╉ くぇ ╉′]╀ „┿さしっくぇか“ ┿╃
‶さっょしっょぇすっか ┿すぇくぇし ╀けいけゃ

〉ゃぇあぇっきう こさうはすっかう けす „┿さしっくぇか”!

』っしすうす こさけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお!
‶けあっかぇゃぇき ゃう いょさぇゃっ, かうつくけ う 

そうさきっくけ ょなかゅけかっすうっ!
╇ きくけゅけ おなしきっす!

╁なゃ ゃさっきっくぇ くぇ すっあおう うおけくけ-
きうつっしおう おさういう, おぇすけ しっゅぇてくぇすぇ, 
っ くっけぉたけょうきけ けとっ くっとけ, いぇ ょぇ 

ぉなょっすっ しこけおけえくう う ょぇ あうゃっっすっ ょけ-
しすけえくけ. ′せあくう しぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 

しけかうょぇさくけしす う しけちうぇかっく きうさ, いぇ ょぇ 
けすしすけはゃぇすっ しゃけうすっ うくすっさっしう, しゃなさ-
いぇくう しなし しうゅせさくけしすすぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ, 
ょけぉさけすけ いぇこかぇとぇくっ う ういさぇしすゃぇくっすけ 

ゃう おぇすけ しこっちうぇかうしすう. ╆ぇ けすしすけはゃぇくっすけ くぇ すっいう うくすっさっしう, 
けしゃっく きっくうょあきなくすぇ, けすゅけゃけさくけしす くけしはす う しうくょうおぇすうすっ.
′ぇ すはた あっかぇは おせさぇあ う きなょさけしす, せしこってくう こさっゅけゃけさう う 

けすゅけゃけさくけ こぇさすくうさぇくっ. ╇いこけかいゃぇえすっ ちっかうは ぇゃすけさうすっす くぇ 
╉′]╀ う いぇゃけょしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは, いぇ ょぇ くっ ょけこせしくっすっ うく-
しすうすせちうう う ゅさせこう し おけさうしすくう くぇきっさっくうは ょぇ ょっしすぇぉうかう-

いうさぇす „┿さしっくぇか”. [ぇぉけすっとうすっ こさっょこさうはすうは ゃ ぉなかゅぇさしおぇ-
すぇ こさけきうてかっくけしす ょくっし くっ しぇ きくけゅけ, おけっすけ けとっ こけゃっつっ 

こけゃうてぇゃぇ ちっくぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃっくうすっ う すったくけかけゅうつくう-
すっ こけしすうあっくうは くぇ ぇさしっくぇかちう!

╇しおさっくけ ゃぇて:
‶さけそ. ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ, 

けしくけゃぇすっか う こなさゃう こさっょしっょぇすっか くぇ ╉′]╀
╀さのおしっか - ╉うっゃ, 1 けおすけきゃさう, 2012 ゅ.

いぇ すったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ. ¨す-
おさうすぇ っ くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ さぇ-
ぉけすくうつっしおぇすぇ こけかうおかうくうおぇ. 
1969 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - こさけういゃっょっくぇ っ こなさゃぇ-
すぇ ゃ しすさぇくぇすぇ ょっゃっすさぇいさはょくぇ 
しなぉうさぇつくぇ っかっおすさけくくぇ きぇ-
てうくぇ /]╄╋/.
1967-1977 -  ╁なゃっあょぇす しっ 

くけゃう こさけういゃけょしすゃっくう きけと-
くけしすう: いぇゃけょ いぇ こさせあうくう; いぇ 
ぇゅさっゅぇすくぇ すったくうおぇ; いぇ くっし-
すぇくょぇさすくけ けぉけさせょゃぇくっ; ちった 
いぇ きぇてうくう し 『‶〉; ╄╇『. ‶せし-
おぇす しっ ゃ っおしこかけぇすぇちうは くけゃう 
おけさこせしう いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
しすさっかおけゃけ う ぇさすうかっさうえしおけ 
けさなあうっ, かぇぉけさぇすけさうう, しおかぇ-
ょけゃっ, しすさっかぉうとぇ, ういこうすぇすっか-
くう こけかうゅけくう う ょさ. 
1971-1977 - ╆ぇこけつゃぇ しっ-

さうえくけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 9た18 
きき こうしすけかっすくう こぇすさけくう; 7,62 
きき おぇさすっつくうちう; 9 きき こうしすけ-
かっすう; 7,62 きき すぇくおけゃう おぇさ-
すっつくうちう う ょさ.
1973 - ╁ ¨╆ „《さうょさうた ╄く-

1945-1947 – ╁なゃ ゃけっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
しっ こさけういゃっあょぇす おぇさせちう, こっつおう いぇ けすけこかっくうっ う ょさ.

ゅっかし”  っ しないょぇょっく  ╃けき くぇ 
おせかすせさぇすぇ.
1974 - ¨すおさうす っ きせいっはす くぇ 

こさっょこさうはすうっすけ.
1975 - ′ぇこさぇゃっくぇ っ こなさ-

ゃぇすぇ おけこおぇ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか” 
ゃ ゅさぇょぇ, けそうちうぇかくけ けすおさうす 
こさっい 1990 ゅ.
1977-1989 - ╁ ╋╉ „《さ. ╄く-

ゅっかし” しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ しっ さぇいてうさはゃぇ:
1983 - 23 きき いっくうすくう せしすぇ-

くけゃおう;
1984-1986 - 5,45 きき ぇゃすけ-

きぇすう;
1985-1987 - 5,45た39,5 きき 

こぇすさけくう;
1986-1987 - 12 きき ゅぇせぉうちう 

う ょさ.
1984 - ╀ぇいぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ 

こさっさぇしすゃぇ ゃ ╇くしすうすせす いぇ きっ-
すぇかけさっあっとう きぇてうくう.
1987 - ¨すおさうす っ ╆ぇゃけょ いぇ 

しうくすっすうつっく ょうぇきぇくす. ]ないょぇ-
ゃぇ しっ „╇くあっくっさうくゅ”.
1989 - ╆ぇこけつゃぇ こさけういゃけょ-

しすゃけ くぇ くけゃう きぇてうくくう ちっく-
すさう こけ かうちっくい くぇ „ぅきぇいぇおう”. 
¨ぉけさせょゃぇく っ ╆ぇゃけょ いぇ すゃなさ-
ょけしこかぇゃくう しきっしう う こかぇしすう-
くう. ]ないょぇょっくぇ っ きけくけかうすくぇ 
きけょせかくぇ しうしすっきぇ „╁ぇさうかけお”. 
¨すおさうすう しぇ こけきけとくう いぇゃけょう 
う ちったけゃっ ゃ ╋なゅかうあ, 【っえくけ-
ゃけ, 〈なあぇ, ╂ぇぉぇさっゃけ, ┿かっお-
しぇくょさけゃけ う ょさ.
1996 - ╆ぇこけつゃぇ こさけういゃけょ-

しすゃけすけ くぇ うくしすさせきっくすけょなさ-
あぇつう こけ かうちっくい くぇ „╁ぇかすっさ 
┿╂”.

]かっょ 1999 - 〈けゃぇ っ 
ゃさっきっすけ くぇ くぇえ-うく-
すっくいうゃくけすけ せしゃけはゃぇくっ, 
さぇいさぇぉけすゃぇくっ う しっさうえ-
くけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
くけゃう こさけょせおすう. ]ない-
ょぇゃぇす しっ くけゃう きけょう-
そうちうさぇくう ぇゃすけきぇすう, 
いゃせおけゃけ-しゃっすかうくくう う 
ょうきくう ゅさぇくぇすう いぇ こけょ-
ちっゃくう ゅさぇくぇすけきっすう こけ 
しすぇくょぇさすうすっ くぇ ′┿〈¨. 
]すさっかおけゃけすけ けさなあうっ っ 
ゃっつっ う し おぇかうぉなさ, しなけす-
ゃっすしすゃぇと くぇ すっいう しすぇく-
ょぇさすう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

1924 - ‶け こさっょかけ-
あっくうっ くぇ きうくうしすなさぇ 
くぇ ゃけえくぇすぇ ゅっく. ╇ゃぇく 
╁なかおけゃ, さけょっく ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, う しなゅかぇしくけ 
こさうっすうは ╆ぇおけく いぇ 
ょなさあぇゃくぇすぇ ゃけっく-
くぇ そぇぉさうおぇ ちはかけすけ 
けぉけさせょゃぇくっ, ょけおせ-
きっくすぇちうはすぇ う つぇしす 
けす こっさしけくぇかぇ しぇ こさっ-
きっしすっくう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

‶さっょこさうはすうっすけ っ こさっうきっくせゃぇくけ くぇ ╃なさあぇゃくぇ ゃけっくくぇ そぇ-
ぉさうおぇ.

‶なさゃけこさけたけょっちなす
„┿さしっくぇか”  っ こなさゃけすけ こさっょこさうはすうっ, こけかけあうかけ けしくけゃうすっ 

くぇ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは ゃ ╀なかゅぇさうは. „┿さしっくぇか” っ こけ-
しすぇゃうか ぉぇいぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ さっょうちぇ こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇ-
くぇすぇ し ゃぇあくぇ さけかは ゃ さけょくけすけ きぇてうくけしすさけっくっ.

на стр.  7
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,

こさっきっしすゃぇ けす さぇえけくぇ こけょ 
ゅぇさぇすぇ くぇ くけゃぇすぇ こかけとぇょ-
おぇ, おなょっすけ っ う ょくっし.  
╁ „┿さしっくぇか” うくあ. 》ぇさう 

]うきっけくけゃ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
60-すっ ゅけょうくう しっ いぇっきぇ  しなし 
しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ くけゃぇ-
すぇ こかけとぇょおぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5. 
]すさけはす ゅけ いぇっょくけ しなし しこっ-
ちうぇかうしすう – おけくしすさせおすけさう 
けす ]]][. ╆ぇ うくあっくっさ ]う-
きっけくけゃ こけきけとすぇ くぇ しなゃっす-
しおうすっ しこっちうぇかうしすう いぇ さぇい-

ゃうすうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
うくょせしすさうは っ さってぇゃぇとぇ う 
ぉっいちっくくぇ.
[ぇいゅさなとぇくっすけ くぇ ょっえ-

くけしすすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5 こさっょ 
けつうすっ くぇ うくあっくっさ ]うきっけ-
くけゃ っ くけゃぇ こなすっおぇ ゃ こさけ-
ういゃけょしすゃっくぇすぇ ょっえくけしす くぇ 
„┿さしっくぇか” – けす  すはしくぇすぇ 
しこっちうぇかういぇちうは ゃなゃ ゃけ-
っくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ おぇ-
いぇくかなておけすけ こさっょこさうはすうっ 
すさなゅゃぇ おなき ゅさぇあょぇくしおけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ.”〉つうたきっ さぇ-
ぉけすくうちうすっ おぇお ょぇ さぇぉけすはす. 
〉つったきっ ゅう くぇ きはしすけ, ゃ こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ, くぇこさぇゃうたきっ 
おせさしけゃっ いぇ きぇてうくけしすさけ-
うすっかう, くぇ おけうすけ ょけえょけたぇ 
ゅけすゃぇつう, ょなさゃけょっかちう, けぉせ-
とぇさう, ぉなつゃぇさう...”, しこけきくは 
しう こなさゃうすっ しすなこおう くぇ  うし-
すうくしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお うくあ. ]うきっけ-
くけゃ, おけえすけ いぇすけゃぇ ゃはさゃぇ, 

つっ う しっゅぇ, ゃなこさっおう かうこしぇすぇ 
くぇ おぇょさう, くっ っ くっゃないきけあくけ 
ょぇ しっ ういゅさぇょはす くけゃう きぇてう-
くけしすさけうすっかう. ╁なこさけしなす いぇ 
おぇょさうすっ ゃうくぇゅう っ ぉうか きくけゅけ 
ゃぇあっく, こけおぇいゃぇ こさぇおすうおぇすぇ 
くぇ けこうすくうは きぇてうくけしすさけう-
すっか. ╁ くぇつぇかけすけ ぉっいおさぇえくけ 
ゃぇあくぇ っ おゃぇかうそうおぇちうはすぇ 
くぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ おぇ-
いぇくかなておうは きったぇくけすっくうおせき, 
ょくっし – ‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうき-
くぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”. 〈っ 

こけかぇゅぇす くぇつぇかけすけ くぇ 〈った-
くけかけゅうつくうは けすょっか くぇ くけゃうは 
╆ぇゃけょ 5, おけえすけ しなぉうさぇ 70 
ょせてう きぇてうくけしすさけうすっかう. ‶け 
すけゃぇ ゃさっきっ うきぇ うしすうくしおけ 
こさけそっしうけくぇかくけ しなしすっいぇくうっ 
きっあょせ おけくしすさせおすけさしおうは けす-
ょっか, ゃけょっく けす うくあ. ′っょっかつけ 
╀さぇすけっゃ う 〈ったくけかけゅうつくうは, 
こけっす けす うくあ. 》ぇさう ]うきっけ-
くけゃ. ]なしすっいぇくうっ, おけっすけ さぇあ-
ょぇ うしすうくしおけ こさうはすっかしすゃけ, 
こけょょなさあぇくけ う ょくっし. ╁さない-
おぇすぇ し „┿さしっくぇか” っ あうゃぇ う 
けすゅけゃけさなす いぇ うくあ. ]うきっけ-
くけゃ くっ こけょかっあう くぇ しなきくっ-
くうっ: ”¨ぉうつぇき しう おけかっおすうゃぇ! 
╋うかう しぇ きう.” „′ぇゃさっきっすけ 
くはきぇてっ すけいう ぇくすぇゅけくういなき 
きっあょせ たけさぇすぇ, おけえすけ ゃうあょぇ-
きっ ゃ ょくってくけ ゃさっきっ”, しこけきくは 
しう けとっ ゃっすっさぇくなす-きぇてうくけ-
しすさけうすっか. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ くぇ-
つぇかくうちうすっ ゃさなとぇかう たけさぇすぇ 
くぇ さぇぉけすぇ けぉさぇすくけ けす こけさすぇ-

かぇ しぇきけ し っょくけすけ: ”╋けきつっすぇ, 
とっ さぇぉけすうき すぇは くけと!”, しこけき-
くは しう けとっ すけゅぇゃぇてくうはす てっそ 
くぇ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか, 
おけえすけ けす こけいうちうはすぇ くぇ ょくって-
くうは ょっく しこけくすぇくくけ  こうすぇ: 
”╁うっ こさっょしすぇゃはすっ かう しう?!...
′うおけえ う くうおけゅぇ くっ っ ぉうか 
いぇこかぇてゃぇく, いぇ ょぇ しっ ゃなさくっ 
くぇ さぇぉけすぇ しかっょ しゃうさおぇすぇ いぇ 
おさぇは くぇ さぇぉけすくうは ょっく... ”. 
¨しゃっく しこけきっくうすっ いぇ ょけぉさけ-

すぇすぇ う しけかうょぇさくけしすすぇ くぇ たけ-

さぇすぇ けすこさっょう 40 - 50 ゅけょう-
くう, うくあ. 》ぇさう ]うきっけくけゃ うきぇ 
う けすかうつくう こさけそっしうけくぇかくう 
ゃこっつぇすかっくうは けす さぇぉけすぇすぇ しう 
し ょうさっおすけさぇ ╁ぇしうか〈のさおっ-
ょあうっゃ, おぇおすけ う しなし ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ.
╃うさっおすけさうすっ こけきぇゅぇかう くっ 

しぇきけ し さってぇゃぇくっすけ くぇ こさけ-
そっしうけくぇかくう いぇょぇつう, くけ う 
ゃ こけかうすうおぇすぇ いぇ こさうゃかうつぇ-
くっ くぇ ょけぉさう おぇょさう. ╆ぇ 》ぇさう 
]うきっけくけゃ ゃぇあくけすけ ゃ こさう-
ゃかうつぇくっすけ くぇ うしすうくしおうすっ 
こさけそっしうけくぇかうしすう – ぉうかけ すけ 
さぇぉけすくうちう うかう さなおけゃけょっく 
しなしすぇゃ, っ くっ こさけしすけ ょぇ うき 
しっ こさっょかけあう さぇぉけすぇ こけ こさけ-
そっしうはすぇ, くけ う しけちうぇかくけ ょぇ 
ぉなょっ けしうゅせさっくけ しっきっえしすゃけ-
すけ. „]なこさせゅぇすぇ – くぇ さぇぉけすぇ 
ゃ いぇゃけょぇ, ょっちぇすぇ – こさうっすう ゃ 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ” , っ そけさきせ-
かぇすぇ, ょけゃっかぇ きくけゅけ けすかうつくう 
おぇょさう ゃ „┿さしっくぇか”, せぉっあょぇゃぇ 

ぞó¡Ü¿íú ごßÜüñç:

しっ かうつくけ うくあ. ]うきっけくけゃ. 
╆ぇ くぇつぇかけすけ, けぉぇつっ, けしゃっく 

たけさぇすぇ, っ くせあくぇ う すったくうおぇ. 
‶さう けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ ╆ぇゃけょ 
5,  くぇえ-くぇこさっょ くはきぇかけ きぇてう-
くう. ¨そうちうぇかくぇすぇ ょけおせきっく-
すぇちうは いぇ すったくうおぇすぇ うょゃぇかぇ 
くぇえ-つっしすけ けす ]]][, くけ うきぇかけ 
う こさぇおすうおぇ くぇ いぇおせこせゃぇくっ 
しなし しおなこぇ ゃぇかせすぇ くぇ きぇてうくう, 
おけうすけ ぉうかう さぇいゅかけぉはゃぇくう, いぇ 
ょぇ しっ こさけせつう おぇお しぇ くぇこさぇ-
ゃっくう, つっ う くうっ こけしかっ ょぇ しう 
しゅかけぉうき すぇおうゃぇ.  》けさぇすぇ こけ-
かぇゅぇかう くぇつぇかけすけ し ゃはさぇすぇ ゃ 
っょくぇ おぇせいぇ: ”╃ぇ しう せおさっこうき 
いぇゃけょぇ! ╃けさう, ぇおけ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけっきっき さうしお!”.
‶さっあうゃはか ゃさっきっすけ くぇ くぇ-

つぇかけすけ, おけゅぇすけ ぉなつゃぇさうすっ けす 
╆っかっくうは きけしす う きぇえしすけさうすっ 
けす ¨ぉせとぇさしおぇすぇ せかうちぇ しすぇ-
ゃぇす うしすうくしおう きぇてうくけしすさけ-
うすっかう, ゃさっきっ, ゃ おけっすけ さってぇ-
ゃぇと っ  うきっくくけ っくすせしうぇいきなす, 
》ぇさう ]うきっけくけゃ くっ しっ しなきくは-
ゃぇ, つっ ゃないゃさなとぇくっすけ くぇ きぇ-
てうくけしすさけうすっかくぇすぇ しかぇゃぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” ょくっし くっ っ くっゃない-
きけあくぇ きっつすぇ. „╁ こしうたうおぇすぇ う 
ゃ さなちっすっ くぇ たけさぇすぇ っ し けぉとう 
せしうかうは ょぇ しっ ゃなさくっ しうかぇすぇ くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかくけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ”, ゃはさゃぇ 81-ゅけょうてくう-
はす うくあっくっさ. ╃けこなかくうすっかくけ 
ゃはさぇ きせ ょぇゃぇ う しこけおけえしすゃう-
っすけ けす こなかくけすぇすぇ くぇ あうゃけすぇ 
きせ, ういおぇいぇくけ こさけしすけ, いぇとけすけ 
っ うしすうくしおけ: ”╋くけゅけ しなき ょけゃけ-
かっく けす ちっかうは しう あうゃけす.” ¨し-
くけゃけこけかけあくうお ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ 
きぇてうくけしすさけっくっ, ぉぇとぇ, いぇっょ-
くけ しなし しなこさせゅぇすぇ ╄おぇすっさうくぇ,  
くぇ ょゃぇきぇ しうくぇ – うくあっくっさ う 
かっおぇさ-たうさせさゅ, くぇしかっょくうおなす 
くぇ けょさうくしおうは しう こさぇょはょけ, こけ 
ぇさきっくしおぇ そぇきうかうは – ╋っおすけこ-
つうはく,  けすくけゃけ おぇいゃぇ: ”╂けさょっは 
しっ し ょっちぇすぇ しう!”. ╇ けすくけゃけ こけ-
すゃなさあょぇゃぇ: „╇ しっゅぇ しなき ょけ-
ゃけかっく!”. ‶けおぇいゃぇす ゅけ う すけこ-
かぇすぇ せしきうゃおぇ, う けゅなくつっすぇすぇ 
ゃ けつうすっ, しこけょっかっくう し ょなかゅけ 
つぇおぇかう こけさっょくぇすぇ しさっとぇ 
こさうはすっかう – おぇいぇくかなておう きぇ-
てうくけしすさけうすっかう: ぅくおけ ̈ さすぇお-
つうえしおう, こけっか おぇいぇくかなておけすけ 
╃]¨ „》うょさぇゃかうおぇ” しかっょ こなさ-
ゃうすっ しう しすなこおう ゃ „┿さしっくぇか”, 
ょなかゅけゅけょうてくうはす ょうさっおすけさ 
くぇ ╆ぇゃけょ 5 - ╋ぇさおけ ╋ぇさう-
くけゃ, うくあ. ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ, 
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... ╁しっ こさけそっしうけ-
くぇかうしすう, おけうすけ うきぇす こなかくけすけ 
こさぇゃけ ょぇ こさぇいくせゃぇす けすくけゃけ 
╃っくは  くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは 
ゃ こなさゃぇすぇ しっょきうちぇ う くぇ すけいう 
ぇさしっくぇかしおう けおすけきゃさう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╇つみさあ えそおけせあ くあ つちかはあてあ せあ あちつかせあしつさけてか うかてかちあせけ う せあうかねかちけかてそ せあ ╉かせみ せあ すあのけせそつてちそけてかしみ かおけせ くあつしときけし すあのけせそつてちそけ-
てかし, つ せあぬけそせあしかせ たちけせそつ さひす ちあくうけてけかてそ せあ てそくけ けせおとつてちけあしかせ そてちあつひし と せあつ, つか うちひはあ う [あくあせしひさ け ╉そすあ せあ さとしてとちあてあ „╅ち-
つかせあし” さあてそ う ちそおかせ おそす. ╇ つしとねあみ, せか えそうそちけす くあ すかてあなそちあ – うちひはあせかてそ と おそすあ か せあ つてそ たちそぬかせてあ. 〈みつてそてそ せあ うかてかちあせつさあてあ 
つちかはあ – ちかつてそちあせて „[あたけてあし”, か すみつてそてそ せあ ちそおせあてあ さひはあ せあ ｠あちけ 』けすかそせそう – せあこ-ねあさあせけみて け しまいけす えそつて せあ つかたてかすうちけこつさけ-
てか あちつかせあしつさけ つちかはけ, ねけみてそ おそつてそしかたせあ うひくちあつて – うかねか せあお 80, せけさあさ せか たちかねけ せあ たちけつてけえあせかてそ すと う [あくあせしひさ そて 》しそうおけう.

„〉けか つすか くあかおせそ つ うあつ, おかしけす つ うあつ おせけ け せそはけ! ′あかおせそ あちつかせあしぬけ すそえあて.” 〈そきか いけ てそねせそ てかくけ おとすけ, さあくあせけ そて けせき. ｠あちけてそせ 
』けすかそせそう せあ 16-てあてあ つちかはあ せあ うかてかちかせけてか-すあのけせそつてちそけてかしけ, そてさしまねうあて そせあくけ てあこせあ, さそみてそ たちあうけ あちつかせあしぬけ たちかく えそおけせけてか 
ちあくしけねせけ, つけしせけ け とつたみうあはけ – とつかはあせかてそ くあ えそしみすそてそ つかすかこつてうそ „╅ちつかせあし”: たそおさちかたあてあ すかきおと たちけみてかしけ, うみちあてあ, ねか てとさ せけさそえあ 
せか つけ つあす -  せけてそ う たちそなかつけそせあしせけてか たちかおけくけうけさあてかしつてうあ, せけてそ  う しけねせけてか つけ いそしさけ.

┿さしっくぇかちう こけきくはす うくあ. 
》ぇさう ]うきっけくけゃ おぇすけ ゅかぇ-

ゃっく すったくけかけゅ くぇ ╆ぇゃけょ 5 – しなさ-
ちっすけ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. 
‶さけそっしうけくぇかうしすうすっ けす ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ ゃ ゅけょうくうすっ くぇ うくょせし-
すさうぇかくうは ぉなかゅぇさしおう ぉせき ゃ 70-
すっ う 80-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお 
こけいくぇゃぇす うくあ. 》ぇさう ]うきっけくけゃ 
おぇすけ けしくけゃぇすっか - こさけっおすぇくす くぇ 
╉ぇさかけゃしおうは すさぇおすけさっく いぇゃけょ う 
けしくけゃぇすっか くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ ょなさゃけ-
けぉさぇぉけすゃぇとう きぇてうくう ゃ ‶かけゃ-
ょうゃ. ‶さけそっしうはすぇ こけしかっ ゅけ こさぇ-
とぇ ゃ ╉せぉぇ, おなょっすけ ゃ ╇くしすうすせすぇ 
こけ こさけっおすうさぇくっ ゃ 》ぇゃぇくぇ こさけ-
っおすうさぇ きったぇくうつくう ちったけゃっ. ′ぇ-
すさせこぇか けこうす ゃ しすさけうすっかしすゃけすけ 
くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくう ちったけゃっ 
う いぇゃけょう, うくあ. 》ぇさう ]うきっけくけゃ 
しっ ゃさなとぇ ゃ ╀なかゅぇさうは – ゃ „╋ぇ-
てこさけっおす” – ‶かけゃょうゃ. ′け こなさ-
ゃうすっ こさけそっしうけくぇかくう せしこったう いぇ 
くっゅけ, おぇおすけ う いぇ きくけいうくぇ ぉなか-
ゅぇさしおう しこっちうぇかうしすう ゃ ぉさぇくてぇ, 
うょゃぇす うきっくくけ ゃ おぇいぇくかなておうは 
„┿さしっくぇか”. 〈せお きかぇょうはす きぇてう-
くっく うくあっくっさ うょゃぇ こさっい 1960-
すぇ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ╋╄╇ 
– ]けそうは う けこうす ゃ しすけかうつくう 
いぇゃけょう. ╇ょゃぇ こけ こぇさすうえくけ こけ-
さなつっくうっ – きっしすはす ゅけ けす こさっし-
すうあくうは  しけそうえしおう いぇゃけょ „6-すう 
しっこすっきゃさう”  こけょ いぇこかぇたぇすぇ, つっ 
ぇおけ けすおぇあっ, とっ ういおかのつぇす ぉぇとぇ 
きせ けす ╀╉‶. ′ぇゃさっきっすけ こけょけぉくう 
„きけすうゃう” いぇ ういぉけさ くぇ さぇぉけすくけ 
きはしすけ しぇ つっしすぇ こさぇおすうおぇ. ╇くあ. 
]うきっけくけゃ けすょぇゃくぇ っ こさっあうゃはか 
こさけとぇゃぇくっすけ しなし しすけかうちぇすぇ う 
くうおぇお くっ しなあぇかはゃぇ いぇ くうとけ けす 
あうゃけすぇ しう しかっょ すけゃぇ.
╀なょっとうはす けしくけゃぇすっか くぇ いぇ-

ゃけょう, いぇゃなさてうか おぇいぇくかなておうは 
きったぇくけすったくうおせき, くっ ゃかういぇ 
ゃっょくぇゅぇ ゃなゃ ╁〉╆. ╆ぇすけゃぇ, ょけおぇ-
すけ ゅけ こさうっきぇす, さぇぉけすう ゃ しけそうえ-
しおうは ╆ぇゃけょ 12, ゃこせしおぇ しっ う ゃ 
ょさせゅう いぇくうきぇくうは – ういおせてっく っ 
けす あせさくぇかうしすうおぇすぇ う さっょぇおすう-
さぇ ゃっしすくうお. „¨すょぇゃぇた しっ う くぇ 
けぉとっしすゃっくう いぇくうきぇくうは...”. ′け

‶ぇさすうはすぇ ゅけ ゃさなとぇ
ゃ ╉ぇいぇくかなお

‶なさゃけ ゅけ こさぇとぇす ゃ ‶さけきおけき-
ぉうくぇすぇ, おなょっすけ しっ こさぇゃう おぇおゃけ 
かう くっ. [ぇぉけすくうちうすっ しぇ こさなしくぇ-
すう こけ 40 ゃうょぇ ょっえくけしすう.  ╇くあ. 
]うきっけくけゃ しっ いぇたゃぇとぇ し っきぇえ-
かうさぇくうすっ こっつおう う こさっしけゃうすっ 
ういょっかうは いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
ょっすしおう うゅさぇつおう. ‶けしかっ ゃょうゅぇ 
しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ けぉくけゃっくぇすぇ 
おぇいぇくかなておぇ そぇぉさうおぇ „╉さっきけ-
くぇ” – っょうくしすゃっくけすけ こさっょこさう-
はすうっ せ くぇし いぇ とさぇえたけゃう きせいう-
おぇかくう うくしすさせきっくすう, おけはすけ しっ 

- ╃っすしおぇすぇ ╁う きっつすぇ? 
- ╃ぇ しすぇくぇ うくあっくっさ こけ 

っかっおすさけくうおぇ. 

- ╊のぉうきぇすぇ ╁う うゅさぇつおぇ 
こうしすけかっす かう っ ぉうかぇ?
- ′っ. ╊のぉうきぇすぇ きう うゅさぇつおぇ 

ぉってっ おけさぇぉつっ, くけ きっつすぇった 
ょぇ うきぇき しぇきけかっす. 〈ぇおぇ うかう 
うくぇつっ - くっ きう しっ ょぇょっ すぇおぇ
ゃぇ ゃないきけあくけしす. ‶けしかっ, おぇすけ 
こけけすさぇしくぇた, しぇき しう こさぇゃった 
しぇきけかっすうすっ. 

- ‶なさゃぇすぇ ょゃけえおぇ ゃ せつう
かうとっ? ╇ こなさゃぇすぇ てっしすうちぇ?
- ‶なさゃぇすぇ きう ょゃけえおぇ ゃ せつう

かうとっ ぉってっ いぇ こけょしおぇいゃぇくっ. 
╁ つっすゃなさすう おかぇし. ′っ こけきくは 
こなさゃぇすぇ しう てっしすうちぇ けすおけゅぇ 
っ, くけ いくぇき, つっ うきぇた ょけしすぇ. 
╀はた けす けくっいう ょっちぇ, おけうすけ 
せつぇす こけ ちはかぇ ゅけょうくぇ, いぇ ょぇ 
きけあっ くぇ 24-すう きぇえ さけょうすっ
かうすっ きう ょぇ きっ いぇゃっょぇす ゃ っょくぇ 
おぇいぇくかなておぇ しかぇょおぇさくうちぇ 
- “′ぇしかぇょぇ”, ぉってっ くぇ なゅな
かぇ くぇ せかうちぇ “]おけぉっかっゃしおぇ” 
う こかけとぇょぇ. ╁しはおぇ ゅけょうくぇ 
きぇえおぇ う すぇすおけ きう おぇいゃぇたぇ: 
いぇ けすかうつっく せしこった - おぇおゃけすけ 
しう こけさなつぇて. ╇ ゃうくぇゅう しう こけ
さなつゃぇた っょくぇ かうきけくぇょぇ, っょくぇ 
しぇゃぇさうくおぇ う っょくぇ こぇしすぇ “╁う
すけておぇ”. ╃させゅう くはきぇてっ. 

- ╊のぉうきぇ おくうゅぇ?
- ╋くけゅけ しぇ かのぉうきうすっ きう 

おくうゅう. ╉ぇすけ のくけてぇ たぇさっしゃぇた 
“╉ゃぇさすうさけくおぇすぇ” くぇ ╋ぇえく 
[うょ. ‶け-おなしくけ – させしおうすっ 
おかぇしうちう. ]っゅぇ つっすぇ けしくけゃくけ 
すったくうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ. 

- ╊のぉうき そうかき?
- ╇ すっ しぇ きくけゅけ, こさっょう ゃしうつ

おけ させしおう: “╂ぇさぇ いぇ ょゃぇきぇ” ,“ 
╉ぇかうくぇ ┿かっくぇ”… 

- ′っしぉなょくぇすぇすぇ ╁う きっつすぇ?
- ╃ぇ しすぇくぇ うくあっくっさ こけ 

っかっおすさけくうおぇ. ╆ぇ とぇしすうっ 
すけゃぇ きう けしすぇくぇ おぇすけ たけぉう. 

- ′っこけしすうゅくぇすぇ ちっか?
- ╋うしかは, つっ しなき こけしすうゅ

くぇか ゃしうつおう  けくっいう ちっかう ゃ 
あうゃけすぇ しう, おけうすけ ぇい しなき しう 
こけしすぇゃうか. ¨すすせお くぇすぇすなお ちっ
かうすっ しぇ ょさせゅう, きくけゅけ かうつくう: 
いょさぇゃっすけ, くけゃけすけ しっきっえしすゃけ,  
こさけしこっさうすっすなす くぇ “┿さしっくぇか”.  

- ╉けゅぇ しすっ くはきぇかう こぇさう?
- ╁うくぇゅう しなき うきぇか こぇさう, 

くけ くうおけゅぇ くっ しぇ きう しすうゅぇかう. 
╆ぇ しなあぇかっくうっ, おけかおけすけ う ょぇ 
うきぇて, くっ すう しすうゅぇす. 

- ╉けゅぇ こかぇつっすっ? 
- ╋くけゅけ さはょおけ. ‶さう いぇゅせぉぇ 

くぇ きくけゅけ ぉかういなお つけゃっお - けす 
くっゃないきけあくけしす ょぇ こさけきっくは 
くっとけ, しゃなさいぇくけ し たけさぇすぇ.  
╉けゅぇすけ しっ しかせつゃぇ くっとけ, くっ
いぇゃうしっとけ けす きっく, こさう そけさし

きぇあけさくう けぉしすけはすっかしすゃぇ, 
おけうすけ きう こさっつぇす ょぇ くぇこさぇゃは 
くっとけ ょけぉさけ. 

- ]ゃけぉけょくけすけ ╁う ゃさっきっ っ 
いぇ…?
- ‶けつすう くはきぇき しゃけぉけょくけ 

ゃさっきっ. ′け, ぇおけ うきぇき, ゅけ うい
こけかいゃぇき いぇ しさっとう し きぇかおけ
すけ しう ぉかういおう こさうはすっかう うかう 
ょぇ ゅかっょぇき くぇせつくけ-こけこせかはさ
くう そうかきう. ╊のぉけこうすっく つけ
ゃっお しなき. ╁なかくせゃぇ きっ ゃしうつおけ 
くけゃけ. 

- ╁ すさせょくう きけきっくすう しっ 
せこけゃぇゃぇすっ くぇ…?

- ¨しくけゃくけ くぇ しっぉっ しう. ┿ おけ
ゅぇすけ しすぇゃぇ ゃなこさけし いぇ すさせょくう 
きけきっくすう ゃ “┿さしっくぇか” - くぇ 
っおうこぇ しう, くぇ しっきっえしすゃけすけ きう 

う くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ きう こさうは
すっかう う さけょくうくう. 

- ╂けかはきぇすぇ ╁う こけぉっょぇ?
- ╇きぇか しなき ょけしすぇ こけぉっょう, ゃ 

いぇゃうしうきけしす けす ちっかうすっ, おけうすけ 
しなき しう こけしすぇゃはか. ′ぇえ-ゅけかは
きぇすぇ きう こけぉっょぇ ゃ こさけそっしう
けくぇかっく こかぇく っ ういゃぇあょぇくっすけ 
くぇ “┿さしっくぇか” けす ぉかぇすけすけ, ゃ 
おけっすけ ゅけ くぇきっさうた, おけゅぇすけ 
こけった さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさ
きぇすぇ いぇっょくけ し っおうこぇ しう. 

¨すゃなょ けそうちうけいぇ - こけさすさっす けす とさうたう  

〈けえ っ ゃうしけおけ ょなさゃけ. ¨す けくっいう, おけうすけ あうゃけすなす けぉうつぇ う こけ すぇいう こさうつうくぇ しなょぉぇすぇ こなお 
っ ぉっいこけとぇょくぇ おなき すはた.  

╆ぇ くっゅけ けぉうおくけゃっくけ しっ こうてっ ゃなゃ ╁うっ-そけさきぇ, し けぉさなとっくうっ ょっかけゃけ, ゃぇあくけ, ゃうくぇゅう けす 
こうっょっしすぇかぇ くぇ ゃうしけおうは う おさぇえくけ けすゅけゃけさっく しすけか, くぇ おけえすけ しすけう. 
╁ しかせあっぉくうは しう あうゃけす っ くっこさけぉうゃぇっき, ゃ かうつくうは っ おぇすけ ゃしうつおう ょさせゅう. ╇きぇ しう しゃけうすっ  

ゃっかうおう う すさせょくう きけきっくすう, しゃけうすっ ぉけかおう, すさっゃけゅう, さぇょけしすう う ういくっくぇょう. ╁すけさけ こけおけかっ
くうっ ぇさしっくぇかっち っ. 
╋ぇえおぇ きせ ╆けさおぇ っ けしくけゃぇすっか くぇ ╁いぇうきけしこけきぇゅぇすっかくぇすぇ おぇしぇ くぇ “┿さしっくぇか” – すは っ こなさ

ゃうはす つけゃっお すぇき. “]かっょ くっは っ しぇきけ かっかは 《ぇくつっ”, こさっょう ょくう けすおさけゃっくけ しこけょっかう, くはおぇお 
しきぇえゃぇとけ いぇ こけしすぇ しう, しぇきうはす すけえ.  
‶なこなす きせ くっ っ たゃなさかっく ゃ “┿さしっくぇか”, くけ っ いぇたさぇくっく し ぇさしっくぇかしおぇ つけさぉぇ けす しすけかぇ くぇ 

けさなあっえくうちぇすぇ. ╁けょうかう ゅけ さけょうすっかうすっ きせ, おけゅぇすけ くはきぇかけ おけえ ょぇ しっ こけゅさうあう いぇ くっゅけ. 
¨すすけゅぇゃぇ こけきくう ┿かっはすぇ くぇ こなさゃっくちうすっ - ゃこっつぇすかはゃぇかぇ ゅけ. ′っゅけゃうはす ぉぇとぇ – 》さうしすけ, ぉうか 
くぇ しくうきおぇ すぇき. ¨すかうつっく そさっいうしす. 
¨す くっょけしっとぇくっ こさけこせしおぇき ょぇ こけこうすぇき ょぇかう すけえ しぇきうはす っ うきぇか つっしすすぇ ょぇ っ ゃ すぇいう しかぇゃ

くぇ さっょうつおぇ. ╂さなぉくぇおなす くぇ “┿さしっくぇか”. ′はおけゅぇ. ╇ しっゅぇ. ′け こなお し ゅけさょけしす しこけょっかは, つっ う 
しうくなす きせ 》さうしすけ - すさっすけ こけおけかっくうっ ぇさしっくぇかっち, ゃっつっ 8 ゅけょうくう っ くぇ すけいう そさけくす.

╆ぇゃうくぇゅう こけきくう 16 ぇゃゅせしす 1967 ゅけょうくぇ. ╉けゅぇすけ けす しすせょっくすしおぇすぇ きせ きっつすぇ ょぇ しすぇくっ うくあっくっさ こけ っかっおすさけくうおぇ くっ けしすぇゃぇ くうとけ. ╁うしけつぇえてう けしけぉう ゃ 
すけゅぇゃぇてくけすけ ╋うくうしすっさしすゃけ くぇ けすぉさぇくぇすぇ ゅけ こさうゃうおゃぇす ゃ ゅけかはきぇ おぇくちっかぇさうは し けとっ くはおけかおけ きかぇょっあう けす しすさぇくぇすぇ う しかっょ しっょきうちぇ すっ しっ けおぇいゃぇす 

っょくぇ けす こなさゃうすっ “こけさちうう” ぉなかゅぇさしおう きかぇょう くぇょっあょう, けすかうつくうちう けす さぇいかうつくう しさっょくう せつうかうとぇ ゃ しすさぇくぇすぇ, おけうすけ ょなさあぇゃぇすぇ ╀なかゅぇさうは “くぇちっかゃぇ” いぇ 
けぉせつっくうっ いぇ くせあょうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ ゃ こさっしすうあくうすっ すけゅぇゃぇ ╁〉╆-けゃっ ゃ ]なゃっすしおうは しなのい.  
‶なさゃうすっ 60 させぉかう 18-ゅけょうてくうはす ′うおけかぇえ こけかせつぇゃぇ ゃ こかうお. ╆ぇ ういょさなあおぇ ゃ ょぇかっつくぇすぇ しすさぇくぇ. ¨す ゅぇさぇすぇ ゃ ]けそうは しかっょ しっょきうちぇ ゅけ しなこさけゃけあょぇ ぉぇぉぇ 

きせ ]すぇくおぇ. ╇きぇかぇ すさっぉゃぇくっ おぇすけ あっくぇ くぇ あっこっっち う きけあっかぇ ょぇ こなすせゃぇ ぉっいこかぇすくけ. 〈けえ - ゃ しこぇかっく ゃぇゅけく し ぉなょっとうすっ しう しなしすせょっくすう, すは - ゃ くけさきぇかっく. 
〈けえ こさけょなかあぇゃぇ いぇ ╋けしおゃぇ, すは しかういぇ くぇ こけしかっょくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ゅぇさぇ. 
]かっょ すけいう くっゃっさけはすっく ぇゃゅせしす けすこさっょう 45 ゅけょうくう あうゃけすなす くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ しっ こさけきっくは. ]なょぉぇすぇ きせ しなとけ. ╆ぇゃうくぇゅう. ]かっょゃぇす こけさっょうちぇ けぉさぇすう, 

おけうすけ ゃうくぇゅう ゅけ ゃさなとぇす ゃ “きっさくうおぇ” くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. ╇ くうおけゅぇ くっ ういかういぇ けす くっゅけ. ╆ぇ ょけぉさけ うかう かけてけ. 
╁ ょくうすっ けおけかけ こけさっょくうは こさぇいくうお くぇ “┿さしっくぇか”, こけ うさけくうは くぇ ╁さっきっすけ, ╉ぇかっくょぇさぇ う ]なょぉぇすぇ, しなゃこぇょぇと う し かうつくうは きせ こさぇいくうお - さけょっく っ くぇ 1-ゃう 

けおすけきゃさう, こけったきっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけすけ いぇ っょうく くっけぉうつぇっく - くけさきぇかっく, さぇいかうつっく, つけゃっておう う けすおさけゃっくけ かうつっく さぇいゅけゃけさ. ] ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - つけゃっ
おなす, ぉぇとぇすぇ, こさうはすっかはす, おけかっゅぇすぇ. ‶け ゃけかはすぇ くぇ しなょぉぇすぇ - ぇさしっくぇかっち わ1 - ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ, くぇえ-ょなかゅけ さなおけゃけょうか こさっょこさうはすうっすけ 
ゃ 134-ゅけょうてくぇすぇ きせ うしすけさうは.
╃ぇくけ ょぇ しっ っ こけかせつうかけ.

〈けえ っ ╁っいくぇ. ¨す けくっいう… おけう-
すけ くっ こかぇとぇす ょぇくなお けぉとっしす-

ゃっくけ きくっくうっ, いぇとけすけ うきぇす くっ-
ゃっさけはすくけ ういけしすさっくけ つせゃしすゃけ いぇ 
しこさぇゃっょかうゃけしす う ゃうしけおぇ しすっこっく 
くぇ しゃけぉけょぇ. ‶け すぇいう こさうつうくぇ しぇ 
う けすおさけゃっくう. ‶けくはおけゅぇ ょっかうおぇす-
くけ, ょさせゅ こなす - あっしすけおけ. 
¨すおさけゃっくけしすすぇ う つせゃしすゃけすけ うき 

いぇ しこさぇゃっかうゃけしす しぇ くぇえ-しうかくけすけ 
うき けさなあうっ. ]なつっすぇくけ し ういゃうさぇ-
とうは う けす くぇえ-こさっしなたくぇかうすっ うい-
ゃけさう くぇ あうゃけすぇ けこすうきういなき, しぇ 
しさっょ くぇえ-おさっぇすうゃくうすっ う けちっかは-
ゃぇとう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ つけゃって-
おうは さけょ. ]なょっくけ うき っ ょぇ しぇ ゃけ-
ょぇつう, ょぇ くけしはす ゅけかっきう う すっあおう 
おさなしすけゃっ. 
┿ こさういくぇくうっすけ ょぇ うょゃぇ… こけしかっ.

- “┿さしっくぇか” う...?
- … しっきっえしすゃけすけ, こさうはすっ

かうすっ. ′はきぇ ょさせゅけ. 

- ‶さぇいくうおなす くぇ “┿さしっ
くぇか” いぇ ╁ぇし っ...?
- ‶さぇいくうおなす っ っょくけ けす ゃぇ

あくうすっ しなぉうすうは ゃ きけは あう
ゃけす, くぇさぇゃくけ し きけは さけあょっく 
ょっく, し さけあょっくうすっ ょくう くぇ 
ょっちぇすぇ きう, くぇ ゃくせちうすっ きう. 
〈けえ ゃっつっ しすぇくぇ すさぇょうちうは 
いぇ たけさぇすぇ くぇ “┿さしっくぇか”, いぇ 
おぇいぇくかなつぇくう. ′ぇょはゃぇき しっ, 
つっ う すっ ゅけ けつぇおゃぇす. ‶さぇい
くうおなす くぇ „┿さしっくぇか” っ ゃっくっち 

くぇ っょくけゅけょうてっく こっさうけょ くぇ 
さぇぉけすぇ. ┿い しなき けこすうきうしす, うし
おぇき う たけさぇすぇ  おさぇえ きっく ょぇ しぇ 
けこすうきうしすう, いぇ ょぇ こさぇいくせゃぇきっ 
けとっ ょなかゅう, ょなかゅう ゅけょうくう. 

- “┿さしっくぇか” かう っ しなょぉぇすぇ 
╁う? 
- 〈ぇおぇ しっ けおぇいぇ ゃ おさぇえくぇ 

しきっすおぇ. “┿さしっくぇか” っ きけはすぇ 
しなょぉぇ. ′うおけえ くっ きけあっ ょぇ うい
ぉはゅぇ けす しなょぉぇすぇ しう, けす けくけゃぇ, 
おけっすけ きせ っ ょさぇしくぇすけ ゃ あうゃけ
すぇ. ┿い しなき ゃすけさけ こけおけかっくうっ 
ぇさしっくぇかっち, しうくなす きう 》さうしすけ 
- すさっすけ. ╁っつっ 8 ゅけょうくう すけえ 
しなとけ っ ゃ “┿さしっくぇか”. ′ぇょはゃぇき 
しっ, つっ とっ うきぇ う こけ-くぇすぇすなお… 

- ╉けっ っ かのぉうきけすけ ╁う 
けさなあうっ ゃ あうゃけすぇ?
- ╊うつくうはす こさうきっさ う しこけしけぉ

くけしすすぇ ょぇ せぉっあょぇゃぇき し ぇさ
ゅせきっくすう, し きけすうゃう, し かうつくう 
こさうきっさう けす きけは あうゃけす.  

- ╆ぇゅせぉぇ っ …
- …. おけゅぇすけ いぇゅせぉうて きくけゅけ 

ぉかういなお つけゃっお. ╆ぇゅせぉぇ っ, おけ
ゅぇすけ くっ せしこっって ょぇ くぇこさぇゃうて 
すけゃぇ, いぇ おけっすけ しう きっつすぇか, 
いぇ おけっすけ しう ゃかけあうか っくっさ
ゅうは, すさせょ, ゃさっきっ. ′っ っ けしけ
ぉっくぇ いぇゅせぉぇ, おけゅぇすけ いぇゅせぉうて 
こぇさう. ‶ぇさうすっ しぇ ゃぇあくう, いぇ 
ょぇ きけあっ つけゃっお ょぇ しなとっしすゃせ
ゃぇ  う ょぇ しないょぇゃぇ ゃ ういゃっしすくぇ 
しすっこっく せょけゃけかしすゃうは くぇ しっぉっ 
しう う くぇ しゃけうすっ こさうはすっかう.

- ╀うか しなき とぇしすかうゃ... 
- ╀うか しなき とぇしすかうゃ きくけゅけ 

こなすう ゃ あうゃけすぇ しう. ╀っい とぇし
すうっ くっ きけあっ ょぇ しっ あうゃっっ. 
┿おけ くはきぇ おけえ ょぇ きう ょけしすぇゃう 
とぇしすうっ, しう ゅけ こさぇゃは しぇき. ╁ 
きけきっくすぇ しなき とぇしすかうゃ つけゃっお. 
╇ ぉうた うしおぇか, うしおさっくけ あっかぇは 
ゃしうつおう ょぇ しぇ とぇしすかうゃう. 

- ′ぇえ-ょけぉさうはす こけょぇさなお, 
いぇ おけえすけ きっつすぇっすっ?
- ┿い うきぇき きくけゅけ くっとぇ. ′ぇえ-

ょけぉさうはす  こけょぇさなお  いぇ きっく ぉう 
ぉうか ょけぉさけ いょさぇゃっ う ょけぉさけ 
くぇしすさけっくうっ くぇ たけさぇすぇ けおけかけ 
きっく.  

- ┿おけ けすくけゃけ すさはぉゃぇ ょぇ 
ういあうゃっっすっ しゃけうすっ 62 ゅけ
ょうくう, ぉっい おぇおゃけ ゃ すはた ぉう
たすっ きけゅかう?
- ╀うた ういあうゃはか こけ しなとうは  

くぇつうく すっいう ゅけょうくう. ′っ きけゅぇ 
ぉっい くうとけ, おけっすけ しなき こさっ
あうゃはか. ╀うた ゅけ こけゃすけさうか しな
とけすけ けすくけゃけ. 〉ょけゃかっすゃけさっく 
しなき けす あうゃけすぇ しう. ╁さなとぇえおう 
しっ くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ, きうしかは, 
つっ しなき こさぇゃうか くぇえ-さぇちうけ
くぇかくけすけ ゃ きぇおしうきぇかくけ ゃない
きけあくけすけ, おけっすけ っ きけあっかけ ょぇ 
しっ くぇこさぇゃう けす きっく くぇ ょぇょっく 
っすぇこ. ╇ すぇおぇ こさけょなかあぇゃぇき… 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Хари Симеонов (вдясно)

с Янко Ортакчийски
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╁っすっさぇくなす ′っょっかつけ ╀さぇすけ
っゃ - いぇき.-ょうさっおすけさ こけ すったくう
つっしおうすっ ゃなこさけしう くぇ “┿さしっ
くぇか” ょけ 1988 ゅけょうくぇ

╇くあ. ‶っすなさ 】うさはくけゃ - ょう
さっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5

╋うくつけ ╃うきうすさけゃ - そさっ
いうしす ╆ぇゃけょ 1, ちった 130

╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ - ゃっすっ
さぇく, くぇつぇかくうお ちった 〉つっぉっく - 
“┿さしっくぇか” ┿╃

》さうしすけ ]すけはくけゃ - ぇくしぇき
ぉなか “┿さしっくぇか”

]くっあぇくおぇ ‶っすさけゃぇ - ╆ぇゃけょ 
4, ちった 140 

‶っくおぇ ╉けえつっゃぇ - うくしこっお
すけさ こけ こっくしうけくうさぇくっ

╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ - ゃっすっさぇく, 11 
ゅけょうくう ゅっくっさぇかっく ょうさっおすけさ 
くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃

〈ぇくは ╉けいぇさっゃぇ - けこっさぇすけさ 
『‶〉 - ╆ぇゃけょ 5, ちった 510

》さうしすけ ╋うすっゃ - ゃっすっさぇく, 
こさけそしなのいっく ょっはすっか

╁っしっかうくぇ ╃っさゃうてっゃぇ - ゃっ
すっさぇく - ゅか. さっょぇおすけさ くぇ ゃっしす
くうお “╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”

╇くあ. ╀けゅょぇくぇ ╉なくつっゃぇ - 
くぇつぇかくうお ちった 130, ╆ぇゃけょ 4

うくあ. 〈っきっくせあおぇ ‶けこけゃぇ 
-  こぇすっくすっく しこっちうぇかうしす ゃ 
“┿さしっくぇか”, っょうくしすゃっくうはす ゃ 
さぇえけくぇ╃っくうちぇ ]かぇゃつっゃぇ - けおぇ

つっしすゃうすっか, ╆ぇゃけょ 2 うくあ. ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ - ゃっ
すっさぇく, ぇさしっくぇかっち, ╄╇『, 
ぉうゃて おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお

“┿さしっくぇか” きう ょぇょっ せょけ
ゃかっすゃけさっくうっすけ けす さぇぉけ
すぇすぇ う こさけそっしうけくぇかういきぇ. 
〈ぇいう そうさきぇ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ こけょょなさあぇ しぇきけつせゃしす
ゃうっすけ くぇ おぇいぇくかなつぇくう”.

“╁ „┿さしっくぇか” しぇ ゃしうつおう
すっ きう ゃぇあくう しさっとう う たけさぇ 
ゃ あうゃけすぇ. ╃けえょけた すせお くぇ 
15 ゅけょうくう, しぇき, し っょうく おせ
そぇさ う けしすぇくぇた... ょけしっゅぇ. 
‶さけしすけ すせお しっ しかせつう あう
ゃけすなす きう. “

“′ぇえ-たせぉぇゃけすけ きう っ さぇ
ぉけすぇすぇ. ┿おけ くはきぇ さぇぉけ
すぇ, きう っ すさせょくけ. ]さぇしくぇか 
しなき しっ し “┿さしっくぇか”. ] たけ
さぇすぇ すせお ゃいぇうきくけ しっ せゃぇ
あぇゃぇきっ”.

“『はかけすけ きう しっきっえしすゃけ 
ぉはたぇ ぇさしっくぇかちう. ]つうすぇき, 
つっ おぇきなおなす しう すっあう くぇ 
きはしすけすけ. 》せぉぇゃけ っ, つっ う 
ょくってくけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
くぇ そうさきぇすぇ うきぇ うょっは いぇ 
しうしすっきぇ いぇ こさけそっしうけかくぇ 
こけょゅけすけゃおぇ くぇ おぇょさうすっ  
いぇ さっぇかくうすっ せしかけゃうは くぇ 
すさせょ. ╁ “┿さしっくぇか” ぉはたぇ 
くぇえ-こさっおさぇしくうすっ きう ゅけ
ょうくう”.

“┿くしぇきぉなか „┿さしっくぇか” - 
ょさせゅけすけ うきっ くぇ ╀なかゅぇさうは 
ゃ ぅこけくうは う こけ しゃっすぇ - ゃっつっ 
こけつすう 4 ょっしっすうかっすうは.”

“′っ ぉうた いぇきっくうかぇ “┿さ
しっくぇか” し きぇかおぇ つぇしすくぇ 
そうさきぇ, おなょっすけ さぇぉけすくう
おなす っ しはおぇて ぉっい こさぇゃぇ. 
〈せお きう たぇさっしゃぇ. 〈さう こなすう 
しなき しっ ゃさなとぇかぇ ゃ “┿さしっ
くぇか”.

“┿さしっくぇか” っ きけはす ょけき, 
きけはす あうゃけす.”

“┿さしっくぇか” っ きくけゅけ こけゃっつっ 
けす つぇしす けす あうゃけすぇ きう. 〈けゃぇ 
っ すぇおぇ いぇさぇょう ぉっいちっくくうすっ 
せさけちう, くぇせつっくう ゃなゃ そぇ
ぉさうおぇすぇ. ╇ いぇさぇょう くっゃっさけ
はすくうすっ たけさぇ, し おけうすけ きっ っ 
しさっとくぇかぇ しなょぉぇすぇ.“

“┿さしっくぇか” っ こけゃっつっ 
けす ょけき. 〈せお こさっおぇさゃぇ
きっ こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす 
ょっくは, ゃおなとう しっ こさうぉうさぇ
きっ しぇきけ いぇ しこぇくっ. 〈せお しっ 
つせゃしすゃぇき ょけぉさっ. 》せぉぇゃけ  
っ, つっ しっ こさぇゃはす けこうすう ょぇ 
しっ いぇこぇいはす すさぇょうちうすっ ゃ 
“┿さしっくぇか” - し すぇくちけゃうは 
しなしすぇゃ, し そせすぉけかくうは けす
ぉけさ いぇ きかぇょっあう, し ゃっしすくう
おぇ ょけさう. “┿さしっくぇか” いくぇつう 
きくけゅけ いぇ ╉ぇいぇくかなお”.

“┿さしっくぇか“ しう けしすぇゃぇ 
きけはす ょけき. 〈けえ っ おけゃぇつくう
ちぇ くぇ おぇょさう. ╇ しっゅぇ さな
おけゃけょしすゃけすけ しっ しすさっきう ょぇ 
さぇぉけすう し おゃぇかうそうちうさぇくう 
さぇぉけすくうちう う しこっちうぇかう
しすう, ょぇゃぇ しっ ゃないきけあくけしす 
ょぇ くぇせつうて きくけゅけ いぇ こさけ
そっしうはすぇ, ぇおけ うしおぇて. 〈せお 
こさぇゃったきっ しぇさおけそぇゅぇ いぇ 
╂っけさゅう ╃うきうすさけゃ. ‶けょ
きっくはてっ しっ ちはかけしすくけ こさっい 
くはおけかおけ ゅけょうくう. 『っかうはす 
ぉってっ けす くっさなあょぇゃっえおぇ. ╁ 
おさぇは くぇ 70-すっ ゅけょうくう ゃない
かけあうたぇ すぇいう いぇょぇつぇ ういちは
かけ くぇ ╆ぇゃけょ 5.

„╆ぇ きっく “┿さししっくぇか” っ 
おぇすけ っょくけ こさうしすぇくうとっ 
- ゃうくぇゅう とっ すっ こさうのすう, 
しぇきけ いぇとけすけ くはおけゅぇ しう 
ぉうか つぇしす けす くっゅけ. ╇きぇき 
せしっとぇくっすけ, つっ すぇいう しすさぇ
くうちぇ, ぇさしっくぇかしおぇすぇ, っ 
あうゃぇ, くっ しなき は いぇすゃけ
さうかぇ. 』けゃっお ゃうくぇゅう しっ 
ゃさなとぇ こさう こなさゃけういゃけさぇ. 
“┿さしっくぇか” っ くっゃっさけはすくぇ 
ておけかぇ. ┿おけ くぇせつうて ょけ
ぉさっ せさけおぇ しう すぇき, しすぇゃぇて 
ょはかぇく おぇきなお. ¨すゃしはおなょっ 
すっ うしおぇす. 〈ぇいう そうさきぇ きう 
ょぇょっ きくけゅけ う とっ きう かうこし
ゃぇ ゃうくぇゅう”.

“╅うゃけすなす きう きうくぇ すせお. 
“┿さしっくぇか” っ ておけかぇ. 〈せお 
こさっきうくぇゃぇて こさっい ゃしうつおけ, 
くぇせつぇゃぇて きくけゅけ くっとぇ, 
さぇいかうつくう こさけういゃけょしすゃぇ. 
┿おけ くっ っ “┿さしっくぇか”, おなょっ 
とっ けすうょぇす たけさぇすぇ? ╁しうつ
おう くうっ くけしうき けすゅけゃけさくけしす 
いぇ すけゃぇ ょぇかう とっ うきぇきっ 
さぇぉけすぇ う こけゃっつっ こけさなつ
おう. ¨すゅけゃけさくけしすすぇ おなき 
おぇつっしすゃけすけ くぇ さぇぉけすぇすぇ っ 
くぇえ-ゃぇあくぇ.“

“┿さしっくぇか” いぇ きっく っ ぉけか
おぇ. ′っ きけゅぇ ょぇ ゅけ けしすぇゃは. 
╃ぇ おぇあぇ: しすうゅぇ すけかおけゃぇ, 
すさなゅゃぇき しう. ‶けかせつっくけすけ 
ょけゃっさうっ いぇょなかあぇゃぇ, くっ 
けぉうつぇて かう さぇぉけすぇすぇ しう, 
しっ こさっつせこゃぇて”.

“〈せお たけさぇすぇ きう たぇさっしゃぇす. 
〉しきうゃおうすっ うき しぇ ぉっいちっく
くう. ′っ きけゅぇ ょぇ しう こさっょしすぇ
ゃは ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ っょうく 
ょっく とっ しっ しなぉせょは う くはきぇ 
ょぇ すさなゅくぇ いぇ さぇぉけすぇ “.

“】ぇしすかうゃ しなき, つっ けこぇいう
たきっ “┿さしっくぇか” けす さぇいさせ
たぇすぇ”. 

〈┿

74% そて ちあいそてそおあてかしけてか と せあつ つねけてあて, ねか ちひつて せあ 〈『′ とうかしけねあうあ いかくちあいそてけぬあてあ
]ぇきけ 5,6% けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ ゃ ╀なかゅぇ-

さうは こさうっきぇす うょっはすぇ 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, くけ, ぇおけ すけゃぇ 
ゃしっ こぇお しすぇくっ けそうちうぇかくけ, すけ すっ とっ は  けしな-
とっしすゃはす しなし しなおさぇとっくうは くぇ こっさしけくぇかぇ, ぇ 
14,3% くっ ぉうたぇ せゃけかくうかう くうおけゅけ. 
〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす っおしこさっしくけ こさけせつゃぇ-

くっ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ-こさけきうてかっ-
くぇ こぇかぇすぇ, くぇこさぇゃっくけ こけ こけゃけょ ゃくっしっく けす 
くぇさけょくうは こさっょしすぇゃうすっか う かうょっさ くぇ こぇさすうは 
„┿すぇおぇ” ╁けかっく ]うょっさけゃ ╆ぇおけくけこさけっおす いぇ 
ういきっくっくうっ う ょけこなかくっくうっ くぇ ╉けょっおしぇ くぇ 
すさせょぇ こけ けすくけてっくうっ 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. ¨しくけゃくぇすぇ すっいぇ ゃ くっゅけゃうすっ 
こさっょかけあっくうは っ いぇ ぇょきうくうしすさうさぇくっ  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 ゃ ╀なかゅぇさうは けす 
╋うくうしすっさしおうは しなゃっす.
  ¨おけかけ 70% けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ くっ しぇ 

しなゅかぇしくう し こけゃうてぇゃぇくっすけ くぇ きうくうきぇかくけ-
すけ すさせょけゃけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, こけおぇいゃぇ けとっ  
こさけせつゃぇくっすけ. ╁ くっゅけ さぇぉけすっとうすっ しっ さぇいょっ-
かはす こけつすう こけ さぇゃくけ ゃ きくっくうっすけ しう ょぇかう せゃっ-
かうつっくうっすけ くぇ ╋[╆ すさはぉゃぇ ょぇ っ けぉゃなさいぇくけ 
しなし しなおさぇとっくうは: 51,22% しっ けぉはゃはゃぇす “いぇ” 
くぇきぇかはゃぇくっすけ くぇ こっさしけくぇかぇ. ′ぇ ゃなこさけしぇ 
おなき さぇぉけすけょぇすっかうすっ: „┿おけ うきぇ ぇょきうくうしすさぇ-
すうゃくけ せゃっかうつっくうっ 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, ゅけすけゃう かう しすっ ょぇ せゃっかうつうすっ こさけ-
こけさちうけくぇかくけ いぇこかぇすうすっ くぇ ゃしうつおう しかせあう-
すっかう”, っょゃぇ 10,4% けすゅけゃけさはす こけかけあうすっかくけ. 
¨しすぇくぇかうすっ しぇ こさけすうゃ.  ‶さう さぇぉけすっとうすっ 
きくっくうはすぇ ゃ こさけちっくすくけ しなけすくけてっくうっ こけ すけいう 
ゃなこさけし しぇ けぉさぇすくう. ¨おけかけ 40% けす さぇぉけすけ-
ょぇすっかうすっ しぇ くぇ きくっくうっ, つっ ぇおけ しっ こけゃうてぇす 
いぇこかぇすうすっ, とっ しっ せゃっかうつう ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, ぇ 
くぇょ 53% しきはすぇす, つっ とっ うきぇ こさっきうくぇゃぇくっ 
くぇ そうさきう けす けそうちうぇかくぇすぇ うおけくけきうおぇ おなき 
くっそけさきぇかくぇすぇ.
′ぇ こさぇおすうおぇ こけゃうてぇゃぇくっすけ 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 とっ くぇすけゃぇさう 
ぉういくっしぇ ょけこなかくうすっかくけ, おけっすけ とっ 
くぇかけあう こさっょこさうっきぇくっすけ くぇ きっさおう 
いぇ くっゅけゃけすけ おけきこっくしうさぇくっ.
 ╉けくしすぇすぇちうはすぇ っ ゃ こさけすうゃけゃっし くぇ 

けぉはゃっくうすっ う いぇすゃなさょっくう  こさっい うい-
きうくぇかうすっ ょくう くぇきっさっくうは くぇ こさぇ-
ゃうすっかしすゃけすけ ょぇ せゃっかうつう 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 し 20 かっゃぇ けす 
くぇつぇかけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ う 
し 10% こっくしううすっ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
ういぉけさうすっ ょけゅけょうくぇ.  
¨す ╀〈‶‶ ゃ  さぇいこさけしすさぇくっくけ しこっ-

ちうぇかくけ しすぇくけゃうとっ  いぇはゃうたぇ, つっ 
おぇすっゅけさうつくけ くっ こけょおさっこはす ╆ぇおけ-

くけこさけっおすぇ, すなえ おぇすけ „さぇぉけすくぇすぇ 
いぇこかぇすぇ  くっ っ しけちうぇかくぇ こけきけと, 
ぇ そうくぇくしけゃぇ さぇゃくけしすけえくけしす いぇ 
こけかけあっく すさせょ”. ]すぇくけゃうとっすけ くぇ 
さぇぉけすけょぇすっかうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは っ, つっ  

„こけさぇょう すっいう しなけぉさぇあっくうは  ╋[╆ 
ゃ ╀なかゅぇさうは しかっょゃぇ ょぇ ぉなょっ けこさっ-
ょっかっくぇ くぇ ぉぇいぇ うおけくけきうつっしおうすっ 
こさっょこけしすぇゃおう ゃ しすさぇくぇすぇ, けこさっょっ-
かはとう そうくぇくしけゃぇすぇ さぇゃくけしすけえくけしす 
くぇ こけかけあっくうは すさせょ”. 
‶け ょぇくくう くぇ ╄ゃさけしすぇす いぇ 2011 

ゅ. ╀なかゅぇさうは っ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ 
しさっょ ょなさあぇゃうすっ けす ╄] こけ ╀させすっく 
ゃなすさってっく こさけょせおす /╀╁‶/ くぇ ゅかぇ-

ゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ ゃ しすぇくょぇさすう くぇ 
こけおせこぇすっかくぇ しこけしけぉくけしす, こさう しな-
けすくけてっくうっ 45 くぇ 100 ゃ こけかいぇ くぇ  
けしすぇくぇかうすっ しすさぇくう- つかっくおう くぇ ╄].
 ¨そうちうぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ せ くぇし, 

こけすゃなさょっくぇ う けす ょぇくくうすっ くぇ ╄ゃ-
さけしすぇす, しけつう, つっ う  こさっい ゃすけさけすけ 
すさうきっしっつうっ くぇ 2012 ゅ. ゃ ╀なかゅぇ-
さうは しっ いぇこぇいゃぇ ういこさっゃぇさゃぇとぇすぇ 
すっくょっくちうは ゃ せゃっかうつっくうっすけ くぇ さぇ-
ぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ, ゃ しさぇゃくっくうっ し 
ょさせゅうすっ ょなさあぇゃう けす ╄]. ]すさぇくぇすぇ 
くう っ くぇ ゃすけさけ きはしすけ こけ さなしす くぇ 
いぇこかぇすう: し 5,9% しっ せゃっかうつぇゃぇす 
ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ いぇ 1 けすさぇぉけ-
すっく つぇし こさっい ゃすけさけすけ すさうきっしっつうっ 
くぇ 2012 ゅ. しこさはきけ ゃすけさけすけ すさう-
きっしっつうっ くぇ 2011 ゅ., こさう しさっょくけ-
すけ うき くぇさぇしすゃぇくっ けす 1,9% ゃ ╄]. 
]かっょけゃぇすっかくけ, うおけくけきうつっしおうすっ 
さっいせかすぇすう こけおぇいゃぇす, つっ そうくぇくしけ-
ゃぇすぇ さぇゃくけしすけえくけしす くぇ すさせょぇ (ゃ 
す. つ.  う くぇ くぇえ-くうしおけおゃぇかうそうちう-
さぇくうは すさせょ, いぇ おけえすけ しっ こけかせつぇ-
ゃぇ ╋[╆), くっ っ こさけこけさちうけくぇかくぇ くぇ 
こさけういゃけょうすっかくけしすすぇ, さっしこっおすうゃ-
くけ くぇ さなしすぇ くぇ ╀╁‶. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ 
- こけかせつぇゃぇきっ こけゃっつっ, けすおけかおけすけ 
ぉう しかっょゃぇかけ. ╇ ゃしうつおけ すけゃぇ - くぇ 
そけくぇ  くぇ こさけょなかあぇゃぇとぇすぇ くっゅぇ-
すうゃくぇ すっくょっくちうは いぇ いぇっすけしすすぇ. 
‶け ょぇくくう くぇ ╄ゃさけしすぇす いぇ ゃすけさけすけ 
すさうきっしっつうっ くぇ 2012 ゅ. ╀なかゅぇさうは っ 
くぇ こなさゃけ きはしすけ こけ くぇえ-ゅけかはき しこぇょ 
くぇ いぇっすけしすすぇ - し 1,3% しこさはきけ こさっ-
ょたけょくけすけ すさうきっしっつうっ. 

                 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉′]╀ いぇこけつくぇ くぇちうけくぇかくぇ おぇきこぇくうは 
こけ うくそけさきうさぇくっ う おけくしせかすうさぇくっ こけょ 
くぇょしかけゃ „╀なょう うくそけ”. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ しっ 
こさけゃっあょぇ ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ し ╀なかゅぇさしおぇすぇ 
しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ. 
╋うしうはすぇ くぇ おぇきこぇくうはすぇ っ ゃ さぇきおうすっ くぇ 

5 きっしっちぇ ょぇ ぉなょぇす けぉせつっくう きうくうきせき 20 
000 さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう. 〉つぇしすくうちうすっ 
ゃ おぇきこぇくうはすぇ とっ こさけゃっょぇす しさっとう う ょうし-
おせしうう こけ ゃなこさけしうすっ くぇ うくそけさきうさぇくっすけ う 
おけくしせかすうさぇくっすけ, くぇ おけうすけ とっ ぉなょっ こさっ-
ょけしすぇゃっくぇ うくそけさきぇちうは おぇお すさせょっとうすっ しっ 

きけゅぇす ょぇ ういこけかいゃぇす すけゃぇ しゃけっ こさぇゃけ ゃ こさっょこさうはすうっすけ しう.
„╀なょう うくそけ” しう こけしすはゃぇ しかっょくうすっ けしくけゃくう いぇょぇつう: こけょこけきぇゅぇくっ くぇ 

さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ, ういこさぇゃっくう こさっょ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ 
くぇ しなゃさっきっくくうは こぇいぇさ くぇ すさせょぇ ゃ ╀なかゅぇさうは; こけょおさっこぇ う さぇいゃうすうっ くぇ 
っそっおすうゃくうは ょうぇかけゅ し さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ けし-
くけゃくうすっ うき こさぇゃぇ, ゃおかのつうすっかくけ う こさぇゃけすけ くぇ うくそけさきうさぇくっ う おけくしせか-
すうさぇくっ. 
‶け ゃさっきっ くぇ おぇきこぇくうはすぇ さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ とっ うきぇす ゃない-

きけあくけしす ょぇ こけかせつぇす うくそけさきぇちうは いぇ さぇいかうつくう せしかせゅう, おけうすけ ╉′]╀ 
こさっょけしすぇゃは いぇ しゃけうすっ つかっくけゃっ - „╆ぇしすさぇたけゃおぇ しさっとせ ぉっいさぇぉけすうちぇ”, 
《けくょ いぇ そうくぇくしけゃけ けぉっいこっつぇゃぇくっ う ぇょゃけおぇすしおぇ いぇとうすぇ ゃ しかせつぇえ くぇ 
ぉっいさぇぉけすうちぇ う ょさ.
 ‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ おぇきこぇくうはすぇ - ゃ しぇえすぇ くぇ ╉′]╀.

                                               〈┿

′けゃ こさぇゃけしかぇゃっく たさぇき とっ 
しっ ういゅさぇあょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

〈けゃぇ  っ さってっくうっ けす こけしかっょくけ-
すけ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′けゃうはす たさぇき とっ くけしう うきっすけ 

くぇ ]ゃっすぇ ‶っすおぇ ╀なかゅぇさしおぇ, とっ 
e くぇ こかけと けす 747 おゃ. き., ゃ ぉかう-
いけしす ょけ ぉか. 20 ゃ おゃぇさすぇかぇ, ぇ いぇ 
ゅさぇょっあぇ きせ とっ しぇ くせあくう けおけかけ 
2 きうかうけくぇ かっゃぇ. ‶さっょしっょぇすっか 
くぇ ′ぇしすけはすっかしすゃけすけ くぇ ぉなょっ-
とうは たさぇき っ しゃっとっくうお ╇ゃぇく 
′ういぇきけゃ けす ゅさ. 【うこおぇ. 
╋っあょせゃさっきっくくけ, こけ ゃさっきっ くぇ 

こなすせゃぇとぇ こさっしおけくそっさっくちうは 
くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 

╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ぉはたぇ こけおぇいぇくう すっおせとう さっきけくすくう ょっえくけしすう ゃ けとっ すさう こさぇ-
ゃけしかぇゃくう たさぇきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ういこなかくはゃぇくう しなし しさっょしすゃぇ けす きっしすくうは ぉのょあっす: 
こさっこけおさうゃぇくっ しなし しすぇさけぉなかゅぇさしおう おっさっきうょう くぇ こけおさうゃぇ くぇ たさぇき „]ゃ. 〈さけうちぇ”, 
こさっきぇたゃぇくっ くぇ しすぇさぇすぇ くぇしすうかおぇ う こけかぇゅぇくっ くぇ くけゃぇ ゃ ょゃけさぇ くぇ たさぇき „]ゃ. 
╈けぇく ‶さっょすっつぇ” う たさぇき „〉しこっくうっ くぇ ]ゃ. ╀けゅけさけょうちぇ”. ¨ぉとぇすぇ しすけえくけしす くぇ さっ-
きけくすうすっ っ  13 161 かゃ. ぉっい ╃╃]. ′ぇしおけさけ  し くけゃう ゃうすさぇあう ゃ けかすぇさぇ しっ しょけぉう う  
たさぇき „ „]ゃ. こさけさけお ╇かうは” ゃ おゃ. „╉せかぇすぇ”. ]さっょしすゃぇすぇ - 8300 かゃ., しぇ けしうゅせさっくう 
しなとけ けす けぉとうくぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨ぉさなとっくうっ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

〉ゃぇあぇっきう しなゅさぇあょぇくう,

╁なゃ ゃさないおぇ し こさけょなかあうすっかくけすけ いぇしせてぇゃぇくっ, くぇきぇかっくうは ょっぉうす くぇ ゃけょけういすけつくうちうすっ, いぇたさぇくゃぇとう ゃけょけこさけゃけょくぇすぇ しうしすっきぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, せゃっかう-
つっくぇすぇ おけくしせきぇちうは くぇ ゃけょぇ う し ちっか ょぇ しっ ういぉっゅくっ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ さっあうき くぇ ゃけょけこけょぇゃぇくっすけ, ゃう こさういけゃぇゃぇき ょぇ しっ けゅさぇくうつう こけかいゃぇくっすけ くぇ こうすっえくぇ 
ゃけょぇ ゃ しかっょくうすっ しかせつぇう: こけかうゃぇくっ くぇ つぇしすくう ょゃけさくう きっしすぇ う いっかっくう こかけとう; きうっくっ くぇ きけすけさくう こさっゃけいくう しさっょしすゃぇ; こさぇくっ くぇ おうかうきう; きうっくっ くぇ すさけ-
すけぇさう, せかうちう, けぉとう こさけしすさぇくしすゃぇ ゃ あうかうとくう う けぉとっしすゃっくう しゅさぇょう う こさっょ すはた.
╋けかは あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ こけかいゃぇす こっしすっかうゃけ う さぇいせきくけ ゃけょぇすぇ けす ゃけょけこさけゃけょくぇすぇ きさっあぇ けしくけゃくけ いぇ こうすっえくけ-ぉうすけゃう くせあょう. ] けぉとうすっ 

せしうかうは くぇ ゃしうつおう くぇし – ゅさぇあょぇくうすっ う うくしすうすせちううすっ, くはきぇ ょぇ しっ くぇかぇゅぇ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ ゃけょっく さっあうき う とっ うきぇきっ ょけしすぇすなつくけ おけかうつっしすゃけ こうすっえくぇ ゃけょぇ.
╀かぇゅけょぇさは ╁う いぇ さぇいぉうさぇくっすけ!

╂┿╊╇′┿ ]〈¨ぅ′¨╁┿
╉きっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお
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》『╅ぅ╅ 《ぅ╊ ‒¨『〈¨ ╇ 』¨╇¨っ 』╊[【《『

[〉』╆ ′╅》《ぁ〉╅ 
„╆ぇ╉¨ ¨〉‒《”

╇ ¨′【《ぁ〉《【《 ぅ╊ 
¨〈╅ 〉《╇╅ をぇ『[╇╅

╁っすっさぇくなす ′っょっかつけ ╀さぇすけ-
っゃ - いぇき.-ょうさっおすけさ こけ すったくう-
つっしおうすっ ゃなこさけしう くぇ “┿さしっ-
くぇか” ょけ 1988 ゅけょうくぇ

╇くあ. ‶っすなさ 】うさはくけゃ - ょう-
さっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5

╋うくつけ ╃うきうすさけゃ - そさっ-
いうしす ╆ぇゃけょ 1, ちった 130

╂っさゅぇくぇ ╋けさすっゃぇ - ゃっすっ-
さぇく, くぇつぇかくうお ちった 〉つっぉっく - 
“┿さしっくぇか” ┿╃

》さうしすけ ]すけはくけゃ - ぇくしぇき-
ぉなか “┿さしっくぇか”

]くっあぇくおぇ ‶っすさけゃぇ - ╆ぇゃけょ 
4, ちった 140 

‶っくおぇ ╉けえつっゃぇ - うくしこっお-
すけさ こけ こっくしうけくうさぇくっ

╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ - ゃっすっさぇく, 11 
ゅけょうくう ゅっくっさぇかっく ょうさっおすけさ 
くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃

〈ぇくは ╉けいぇさっゃぇ - けこっさぇすけさ 
『‶〉 - ╆ぇゃけょ 5, ちった 510

》さうしすけ ╋うすっゃ - ゃっすっさぇく, 
こさけそしなのいっく ょっはすっか

╁っしっかうくぇ ╃っさゃうてっゃぇ - ゃっ-
すっさぇく - ゅか. さっょぇおすけさ くぇ ゃっしす-
くうお “╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”

╇くあ. ╀けゅょぇくぇ ╉なくつっゃぇ - 
くぇつぇかくうお ちった 130, ╆ぇゃけょ 4

うくあ. 〈っきっくせあおぇ ‶けこけゃぇ 
-  こぇすっくすっく しこっちうぇかうしす ゃ 
“┿さしっくぇか”, っょうくしすゃっくうはす ゃ 
さぇえけくぇ╃っくうちぇ ]かぇゃつっゃぇ - けおぇ-

つっしすゃうすっか, ╆ぇゃけょ 2 うくあ. ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ - ゃっ-
すっさぇく, ぇさしっくぇかっち, ╄╇『, 
ぉうゃて おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお

“┿さしっくぇか” きう ょぇょっ せょけ-
ゃかっすゃけさっくうっすけ けす さぇぉけ-
すぇすぇ う こさけそっしうけくぇかういきぇ. 
〈ぇいう そうさきぇ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ こけょょなさあぇ しぇきけつせゃしす-
ゃうっすけ くぇ おぇいぇくかなつぇくう”.

“╁ „┿さしっくぇか” しぇ ゃしうつおう-
すっ きう ゃぇあくう しさっとう う たけさぇ 
ゃ あうゃけすぇ. ╃けえょけた すせお くぇ 
15 ゅけょうくう, しぇき, し っょうく おせ-
そぇさ う けしすぇくぇた... ょけしっゅぇ. 
‶さけしすけ すせお しっ しかせつう あう-
ゃけすなす きう. “

“′ぇえ-たせぉぇゃけすけ きう っ さぇ-
ぉけすぇすぇ. ┿おけ くはきぇ さぇぉけ-
すぇ, きう っ すさせょくけ. ]さぇしくぇか 
しなき しっ し “┿さしっくぇか”. ] たけ-
さぇすぇ すせお ゃいぇうきくけ しっ せゃぇ-
あぇゃぇきっ”.

“『はかけすけ きう しっきっえしすゃけ 
ぉはたぇ ぇさしっくぇかちう. ]つうすぇき, 
つっ おぇきなおなす しう すっあう くぇ 
きはしすけすけ. 》せぉぇゃけ っ, つっ う 
ょくってくけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
くぇ そうさきぇすぇ うきぇ うょっは いぇ 
しうしすっきぇ いぇ こさけそっしうけかくぇ 
こけょゅけすけゃおぇ くぇ おぇょさうすっ  
いぇ さっぇかくうすっ せしかけゃうは くぇ 
すさせょ. ╁ “┿さしっくぇか” ぉはたぇ 
くぇえ-こさっおさぇしくうすっ きう ゅけ-
ょうくう”.

“┿くしぇきぉなか „┿さしっくぇか” - 
ょさせゅけすけ うきっ くぇ ╀なかゅぇさうは 
ゃ ぅこけくうは う こけ しゃっすぇ - ゃっつっ 
こけつすう 4 ょっしっすうかっすうは.”

“′っ ぉうた いぇきっくうかぇ “┿さ-
しっくぇか” し きぇかおぇ つぇしすくぇ 
そうさきぇ, おなょっすけ さぇぉけすくう-
おなす っ しはおぇて ぉっい こさぇゃぇ. 
〈せお きう たぇさっしゃぇ. 〈さう こなすう 
しなき しっ ゃさなとぇかぇ ゃ “┿さしっ-
くぇか”.

“┿さしっくぇか” っ きけはす ょけき, 
きけはす あうゃけす.”

“┿さしっくぇか” っ きくけゅけ こけゃっつっ 
けす つぇしす けす あうゃけすぇ きう. 〈けゃぇ 
っ すぇおぇ いぇさぇょう ぉっいちっくくうすっ 
せさけちう, くぇせつっくう ゃなゃ そぇ-
ぉさうおぇすぇ. ╇ いぇさぇょう くっゃっさけ-
はすくうすっ たけさぇ, し おけうすけ きっ っ 
しさっとくぇかぇ しなょぉぇすぇ.“

“┿さしっくぇか” っ こけゃっつっ 
けす ょけき. 〈せお こさっおぇさゃぇ-
きっ こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす 
ょっくは, ゃおなとう しっ こさうぉうさぇ-
きっ しぇきけ いぇ しこぇくっ. 〈せお しっ 
つせゃしすゃぇき ょけぉさっ. 》せぉぇゃけ  
っ, つっ しっ こさぇゃはす けこうすう ょぇ 
しっ いぇこぇいはす すさぇょうちうすっ ゃ 
“┿さしっくぇか” - し すぇくちけゃうは 
しなしすぇゃ, し そせすぉけかくうは けす-
ぉけさ いぇ きかぇょっあう, し ゃっしすくう-
おぇ ょけさう. “┿さしっくぇか” いくぇつう 
きくけゅけ いぇ ╉ぇいぇくかなお”.

“┿さしっくぇか“ しう けしすぇゃぇ 
きけはす ょけき. 〈けえ っ おけゃぇつくう-
ちぇ くぇ おぇょさう. ╇ しっゅぇ さな-
おけゃけょしすゃけすけ しっ しすさっきう ょぇ 
さぇぉけすう し おゃぇかうそうちうさぇくう 
さぇぉけすくうちう う しこっちうぇかう-
しすう, ょぇゃぇ しっ ゃないきけあくけしす 
ょぇ くぇせつうて きくけゅけ いぇ こさけ-
そっしうはすぇ, ぇおけ うしおぇて. 〈せお 
こさぇゃったきっ しぇさおけそぇゅぇ いぇ 
╂っけさゅう ╃うきうすさけゃ. ‶けょ-
きっくはてっ しっ ちはかけしすくけ こさっい 
くはおけかおけ ゅけょうくう. 『っかうはす 
ぉってっ けす くっさなあょぇゃっえおぇ. ╁ 
おさぇは くぇ 70-すっ ゅけょうくう ゃない-
かけあうたぇ すぇいう いぇょぇつぇ ういちは-
かけ くぇ ╆ぇゃけょ 5.

„╆ぇ きっく “┿さししっくぇか” っ 
おぇすけ っょくけ こさうしすぇくうとっ 
- ゃうくぇゅう とっ すっ こさうのすう, 
しぇきけ いぇとけすけ くはおけゅぇ しう 
ぉうか つぇしす けす くっゅけ. ╇きぇき 
せしっとぇくっすけ, つっ すぇいう しすさぇ-
くうちぇ, ぇさしっくぇかしおぇすぇ, っ 
あうゃぇ, くっ しなき は いぇすゃけ-
さうかぇ. 』けゃっお ゃうくぇゅう しっ 
ゃさなとぇ こさう こなさゃけういゃけさぇ. 
“┿さしっくぇか” っ くっゃっさけはすくぇ 
ておけかぇ. ┿おけ くぇせつうて ょけ-
ぉさっ せさけおぇ しう すぇき, しすぇゃぇて 
ょはかぇく おぇきなお. ¨すゃしはおなょっ 
すっ うしおぇす. 〈ぇいう そうさきぇ きう 
ょぇょっ きくけゅけ う とっ きう かうこし-
ゃぇ ゃうくぇゅう”.

“╅うゃけすなす きう きうくぇ すせお. 
“┿さしっくぇか” っ ておけかぇ. 〈せお 
こさっきうくぇゃぇて こさっい ゃしうつおけ, 
くぇせつぇゃぇて きくけゅけ くっとぇ, 
さぇいかうつくう こさけういゃけょしすゃぇ. 
┿おけ くっ っ “┿さしっくぇか”, おなょっ 
とっ けすうょぇす たけさぇすぇ? ╁しうつ-
おう くうっ くけしうき けすゅけゃけさくけしす 
いぇ すけゃぇ ょぇかう とっ うきぇきっ 
さぇぉけすぇ う こけゃっつっ こけさなつ-
おう. ¨すゅけゃけさくけしすすぇ おなき 
おぇつっしすゃけすけ くぇ さぇぉけすぇすぇ っ 
くぇえ-ゃぇあくぇ.“

“┿さしっくぇか” いぇ きっく っ ぉけか-
おぇ. ′っ きけゅぇ ょぇ ゅけ けしすぇゃは. 
╃ぇ おぇあぇ: しすうゅぇ すけかおけゃぇ, 
すさなゅゃぇき しう. ‶けかせつっくけすけ 
ょけゃっさうっ いぇょなかあぇゃぇ, くっ 
けぉうつぇて かう さぇぉけすぇすぇ しう, 
しっ こさっつせこゃぇて”.

“〈せお たけさぇすぇ きう たぇさっしゃぇす. 
〉しきうゃおうすっ うき しぇ ぉっいちっく-
くう. ′っ きけゅぇ ょぇ しう こさっょしすぇ-
ゃは ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ っょうく 
ょっく とっ しっ しなぉせょは う くはきぇ 
ょぇ すさなゅくぇ いぇ さぇぉけすぇ “.

“】ぇしすかうゃ しなき, つっ けこぇいう-
たきっ “┿さしっくぇか” けす さぇいさせ-
たぇすぇ”. 

〈┿

74% そて ちあいそてそおあてかしけてか と せあつ つねけてあて, ねか ちひつて せあ 〈『′ とうかしけねあうあ いかくちあいそてけぬあてあ
]ぇきけ 5,6% けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ ゃ ╀なかゅぇ

さうは こさうっきぇす うょっはすぇ 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, くけ, ぇおけ すけゃぇ 
ゃしっ こぇお しすぇくっ けそうちうぇかくけ, すけ すっ とっ は  けしな
とっしすゃはす しなし しなおさぇとっくうは くぇ こっさしけくぇかぇ, ぇ 
14,3% くっ ぉうたぇ せゃけかくうかう くうおけゅけ. 
〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす っおしこさっしくけ こさけせつゃぇ

くっ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ-こさけきうてかっ
くぇ こぇかぇすぇ, くぇこさぇゃっくけ こけ こけゃけょ ゃくっしっく けす 
くぇさけょくうは こさっょしすぇゃうすっか う かうょっさ くぇ こぇさすうは 
„┿すぇおぇ” ╁けかっく ]うょっさけゃ ╆ぇおけくけこさけっおす いぇ 
ういきっくっくうっ う ょけこなかくっくうっ くぇ ╉けょっおしぇ くぇ 
すさせょぇ こけ けすくけてっくうっ 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. ¨しくけゃくぇすぇ すっいぇ ゃ くっゅけゃうすっ 
こさっょかけあっくうは っ いぇ ぇょきうくうしすさうさぇくっ  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 ゃ ╀なかゅぇさうは けす 
╋うくうしすっさしおうは しなゃっす.
  ¨おけかけ 70% けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ くっ しぇ 

しなゅかぇしくう し こけゃうてぇゃぇくっすけ くぇ きうくうきぇかくけ
すけ すさせょけゃけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, こけおぇいゃぇ けとっ  
こさけせつゃぇくっすけ. ╁ くっゅけ さぇぉけすっとうすっ しっ さぇいょっ
かはす こけつすう こけ さぇゃくけ ゃ きくっくうっすけ しう ょぇかう せゃっ
かうつっくうっすけ くぇ ╋[╆ すさはぉゃぇ ょぇ っ けぉゃなさいぇくけ 
しなし しなおさぇとっくうは: 51,22% しっ けぉはゃはゃぇす “いぇ” 
くぇきぇかはゃぇくっすけ くぇ こっさしけくぇかぇ. ′ぇ ゃなこさけしぇ 
おなき さぇぉけすけょぇすっかうすっ: „┿おけ うきぇ ぇょきうくうしすさぇ
すうゃくけ せゃっかうつっくうっ 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, ゅけすけゃう かう しすっ ょぇ せゃっかうつうすっ こさけ
こけさちうけくぇかくけ いぇこかぇすうすっ くぇ ゃしうつおう しかせあう
すっかう”, っょゃぇ 10,4% けすゅけゃけさはす こけかけあうすっかくけ. 
¨しすぇくぇかうすっ しぇ こさけすうゃ.  ‶さう さぇぉけすっとうすっ 
きくっくうはすぇ ゃ こさけちっくすくけ しなけすくけてっくうっ こけ すけいう 
ゃなこさけし しぇ けぉさぇすくう. ¨おけかけ 40% けす さぇぉけすけ
ょぇすっかうすっ しぇ くぇ きくっくうっ, つっ ぇおけ しっ こけゃうてぇす 
いぇこかぇすうすっ, とっ しっ せゃっかうつう ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, ぇ 
くぇょ 53% しきはすぇす, つっ とっ うきぇ こさっきうくぇゃぇくっ 
くぇ そうさきう けす けそうちうぇかくぇすぇ うおけくけきうおぇ おなき 
くっそけさきぇかくぇすぇ.
′ぇ こさぇおすうおぇ こけゃうてぇゃぇくっすけ 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 とっ くぇすけゃぇさう 
ぉういくっしぇ ょけこなかくうすっかくけ, おけっすけ とっ 
くぇかけあう こさっょこさうっきぇくっすけ くぇ きっさおう 
いぇ くっゅけゃけすけ おけきこっくしうさぇくっ.
 ╉けくしすぇすぇちうはすぇ っ ゃ こさけすうゃけゃっし くぇ 

けぉはゃっくうすっ う いぇすゃなさょっくう  こさっい うい
きうくぇかうすっ ょくう くぇきっさっくうは くぇ こさぇ
ゃうすっかしすゃけすけ ょぇ せゃっかうつう 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 し 20 かっゃぇ けす 
くぇつぇかけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ う 
し 10% こっくしううすっ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
ういぉけさうすっ ょけゅけょうくぇ.  
¨す ╀〈‶‶ ゃ  さぇいこさけしすさぇくっくけ しこっ

ちうぇかくけ しすぇくけゃうとっ  いぇはゃうたぇ, つっ 
おぇすっゅけさうつくけ くっ こけょおさっこはす ╆ぇおけ

くけこさけっおすぇ, すなえ おぇすけ „さぇぉけすくぇすぇ 
いぇこかぇすぇ  くっ っ しけちうぇかくぇ こけきけと, 
ぇ そうくぇくしけゃぇ さぇゃくけしすけえくけしす いぇ 
こけかけあっく すさせょ”. ]すぇくけゃうとっすけ くぇ 
さぇぉけすけょぇすっかうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは っ, つっ  

„こけさぇょう すっいう しなけぉさぇあっくうは  ╋[╆ 
ゃ ╀なかゅぇさうは しかっょゃぇ ょぇ ぉなょっ けこさっ
ょっかっくぇ くぇ ぉぇいぇ うおけくけきうつっしおうすっ 
こさっょこけしすぇゃおう ゃ しすさぇくぇすぇ, けこさっょっ
かはとう そうくぇくしけゃぇすぇ さぇゃくけしすけえくけしす 
くぇ こけかけあっくうは すさせょ”. 
‶け ょぇくくう くぇ ╄ゃさけしすぇす いぇ 2011 

ゅ. ╀なかゅぇさうは っ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ 
しさっょ ょなさあぇゃうすっ けす ╄] こけ ╀させすっく 
ゃなすさってっく こさけょせおす /╀╁‶/ くぇ ゅかぇ

ゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ ゃ しすぇくょぇさすう くぇ 
こけおせこぇすっかくぇ しこけしけぉくけしす, こさう しな
けすくけてっくうっ 45 くぇ 100 ゃ こけかいぇ くぇ  
けしすぇくぇかうすっ しすさぇくう- つかっくおう くぇ ╄].
 ¨そうちうぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ せ くぇし, 

こけすゃなさょっくぇ う けす ょぇくくうすっ くぇ ╄ゃ
さけしすぇす, しけつう, つっ う  こさっい ゃすけさけすけ 
すさうきっしっつうっ くぇ 2012 ゅ. ゃ ╀なかゅぇ
さうは しっ いぇこぇいゃぇ ういこさっゃぇさゃぇとぇすぇ 
すっくょっくちうは ゃ せゃっかうつっくうっすけ くぇ さぇ
ぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ, ゃ しさぇゃくっくうっ し 
ょさせゅうすっ ょなさあぇゃう けす ╄]. ]すさぇくぇすぇ 
くう っ くぇ ゃすけさけ きはしすけ こけ さなしす くぇ 
いぇこかぇすう: し 5,9% しっ せゃっかうつぇゃぇす 
ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ いぇ 1 けすさぇぉけ
すっく つぇし こさっい ゃすけさけすけ すさうきっしっつうっ 
くぇ 2012 ゅ. しこさはきけ ゃすけさけすけ すさう
きっしっつうっ くぇ 2011 ゅ., こさう しさっょくけ
すけ うき くぇさぇしすゃぇくっ けす 1,9% ゃ ╄]. 
]かっょけゃぇすっかくけ, うおけくけきうつっしおうすっ 
さっいせかすぇすう こけおぇいゃぇす, つっ そうくぇくしけ
ゃぇすぇ さぇゃくけしすけえくけしす くぇ すさせょぇ (ゃ 
す. つ.  う くぇ くぇえ-くうしおけおゃぇかうそうちう
さぇくうは すさせょ, いぇ おけえすけ しっ こけかせつぇ
ゃぇ ╋[╆), くっ っ こさけこけさちうけくぇかくぇ くぇ 
こさけういゃけょうすっかくけしすすぇ, さっしこっおすうゃ
くけ くぇ さなしすぇ くぇ ╀╁‶. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ 
- こけかせつぇゃぇきっ こけゃっつっ, けすおけかおけすけ 
ぉう しかっょゃぇかけ. ╇ ゃしうつおけ すけゃぇ - くぇ 
そけくぇ  くぇ こさけょなかあぇゃぇとぇすぇ くっゅぇ
すうゃくぇ すっくょっくちうは いぇ いぇっすけしすすぇ. 
‶け ょぇくくう くぇ ╄ゃさけしすぇす いぇ ゃすけさけすけ 
すさうきっしっつうっ くぇ 2012 ゅ. ╀なかゅぇさうは っ 
くぇ こなさゃけ きはしすけ こけ くぇえ-ゅけかはき しこぇょ 
くぇ いぇっすけしすすぇ - し 1,3% しこさはきけ こさっ
ょたけょくけすけ すさうきっしっつうっ. 

                 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉′]╀ いぇこけつくぇ くぇちうけくぇかくぇ おぇきこぇくうは 
こけ うくそけさきうさぇくっ う おけくしせかすうさぇくっ こけょ 
くぇょしかけゃ „╀なょう うくそけ”. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ しっ 
こさけゃっあょぇ ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ し ╀なかゅぇさしおぇすぇ 
しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ. 
╋うしうはすぇ くぇ おぇきこぇくうはすぇ っ ゃ さぇきおうすっ くぇ 

5 きっしっちぇ ょぇ ぉなょぇす けぉせつっくう きうくうきせき 20 
000 さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう. 〉つぇしすくうちうすっ 
ゃ おぇきこぇくうはすぇ とっ こさけゃっょぇす しさっとう う ょうし
おせしうう こけ ゃなこさけしうすっ くぇ うくそけさきうさぇくっすけ う 
おけくしせかすうさぇくっすけ, くぇ おけうすけ とっ ぉなょっ こさっ
ょけしすぇゃっくぇ うくそけさきぇちうは おぇお すさせょっとうすっ しっ 

きけゅぇす ょぇ ういこけかいゃぇす すけゃぇ しゃけっ こさぇゃけ ゃ こさっょこさうはすうっすけ しう.
„╀なょう うくそけ” しう こけしすはゃぇ しかっょくうすっ けしくけゃくう いぇょぇつう: こけょこけきぇゅぇくっ くぇ 

さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ, ういこさぇゃっくう こさっょ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ 
くぇ しなゃさっきっくくうは こぇいぇさ くぇ すさせょぇ ゃ ╀なかゅぇさうは; こけょおさっこぇ う さぇいゃうすうっ くぇ 
っそっおすうゃくうは ょうぇかけゅ し さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ けし
くけゃくうすっ うき こさぇゃぇ, ゃおかのつうすっかくけ う こさぇゃけすけ くぇ うくそけさきうさぇくっ う おけくしせか
すうさぇくっ. 
‶け ゃさっきっ くぇ おぇきこぇくうはすぇ さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ とっ うきぇす ゃない

きけあくけしす ょぇ こけかせつぇす うくそけさきぇちうは いぇ さぇいかうつくう せしかせゅう, おけうすけ ╉′]╀ 
こさっょけしすぇゃは いぇ しゃけうすっ つかっくけゃっ - „╆ぇしすさぇたけゃおぇ しさっとせ ぉっいさぇぉけすうちぇ”, 
《けくょ いぇ そうくぇくしけゃけ けぉっいこっつぇゃぇくっ う ぇょゃけおぇすしおぇ いぇとうすぇ ゃ しかせつぇえ くぇ 
ぉっいさぇぉけすうちぇ う ょさ.
 ‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ おぇきこぇくうはすぇ - ゃ しぇえすぇ くぇ ╉′]╀.

                                               〈┿

′けゃ こさぇゃけしかぇゃっく たさぇき とっ 
しっ ういゅさぇあょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

〈けゃぇ  っ さってっくうっ けす こけしかっょくけ
すけ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′けゃうはす たさぇき とっ くけしう うきっすけ 

くぇ ]ゃっすぇ ‶っすおぇ ╀なかゅぇさしおぇ, とっ 
e くぇ こかけと けす 747 おゃ. き., ゃ ぉかう
いけしす ょけ ぉか. 20 ゃ おゃぇさすぇかぇ, ぇ いぇ 
ゅさぇょっあぇ きせ とっ しぇ くせあくう けおけかけ 
2 きうかうけくぇ かっゃぇ. ‶さっょしっょぇすっか 
くぇ ′ぇしすけはすっかしすゃけすけ くぇ ぉなょっ
とうは たさぇき っ しゃっとっくうお ╇ゃぇく 
′ういぇきけゃ けす ゅさ. 【うこおぇ. 
╋っあょせゃさっきっくくけ, こけ ゃさっきっ くぇ 

こなすせゃぇとぇ こさっしおけくそっさっくちうは 
くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 

╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ぉはたぇ こけおぇいぇくう すっおせとう さっきけくすくう ょっえくけしすう ゃ けとっ すさう こさぇ
ゃけしかぇゃくう たさぇきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ういこなかくはゃぇくう しなし しさっょしすゃぇ けす きっしすくうは ぉのょあっす: 
こさっこけおさうゃぇくっ しなし しすぇさけぉなかゅぇさしおう おっさっきうょう くぇ こけおさうゃぇ くぇ たさぇき „]ゃ. 〈さけうちぇ”, 
こさっきぇたゃぇくっ くぇ しすぇさぇすぇ くぇしすうかおぇ う こけかぇゅぇくっ くぇ くけゃぇ ゃ ょゃけさぇ くぇ たさぇき „]ゃ. 
╈けぇく ‶さっょすっつぇ” う たさぇき „〉しこっくうっ くぇ ]ゃ. ╀けゅけさけょうちぇ”. ¨ぉとぇすぇ しすけえくけしす くぇ さっ
きけくすうすっ っ  13 161 かゃ. ぉっい ╃╃]. ′ぇしおけさけ  し くけゃう ゃうすさぇあう ゃ けかすぇさぇ しっ しょけぉう う  
たさぇき „ „]ゃ. こさけさけお ╇かうは” ゃ おゃ. „╉せかぇすぇ”. ]さっょしすゃぇすぇ - 8300 かゃ., しぇ けしうゅせさっくう 
しなとけ けす けぉとうくぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨ぉさなとっくうっ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

〉ゃぇあぇっきう しなゅさぇあょぇくう,

╁なゃ ゃさないおぇ し こさけょなかあうすっかくけすけ いぇしせてぇゃぇくっ, くぇきぇかっくうは ょっぉうす くぇ ゃけょけういすけつくうちうすっ, いぇたさぇくゃぇとう ゃけょけこさけゃけょくぇすぇ しうしすっきぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, せゃっかう
つっくぇすぇ おけくしせきぇちうは くぇ ゃけょぇ う し ちっか ょぇ しっ ういぉっゅくっ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ さっあうき くぇ ゃけょけこけょぇゃぇくっすけ, ゃう こさういけゃぇゃぇき ょぇ しっ けゅさぇくうつう こけかいゃぇくっすけ くぇ こうすっえくぇ 
ゃけょぇ ゃ しかっょくうすっ しかせつぇう: こけかうゃぇくっ くぇ つぇしすくう ょゃけさくう きっしすぇ う いっかっくう こかけとう; きうっくっ くぇ きけすけさくう こさっゃけいくう しさっょしすゃぇ; こさぇくっ くぇ おうかうきう; きうっくっ くぇ すさけ
すけぇさう, せかうちう, けぉとう こさけしすさぇくしすゃぇ ゃ あうかうとくう う けぉとっしすゃっくう しゅさぇょう う こさっょ すはた.
╋けかは あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ こけかいゃぇす こっしすっかうゃけ う さぇいせきくけ ゃけょぇすぇ けす ゃけょけこさけゃけょくぇすぇ きさっあぇ けしくけゃくけ いぇ こうすっえくけ-ぉうすけゃう くせあょう. ] けぉとうすっ 

せしうかうは くぇ ゃしうつおう くぇし – ゅさぇあょぇくうすっ う うくしすうすせちううすっ, くはきぇ ょぇ しっ くぇかぇゅぇ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ ゃけょっく さっあうき う とっ うきぇきっ ょけしすぇすなつくけ おけかうつっしすゃけ こうすっえくぇ ゃけょぇ.
╀かぇゅけょぇさは ╁う いぇ さぇいぉうさぇくっすけ!

╂┿╊╇′┿ ]〈¨ぅ′¨╁┿
╉きっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお



75 октомври 2012 г.ゑñöñëíÖó んëïñÖí¿ï¡í ÇÜëÑÜïö

おけ
か
ぇ 

1
 ゅ

さ
な
ぉ

』¨]╅【╅ 〉╅ 〈╅ぃ¨〉《』【『《╊〉╊【《
╊ ╇ 『ぇを╊【╊ 〉╅ ╅『』╊〉╅]を¨  

ごÖ¢ñÖñë びíëó でó½ñÜÖÜç:

“╅『』╊〉╅]” ╊ 』ぇ╉╆╅【╅ 〈¨

こさっきっしすゃぇ けす さぇえけくぇ こけょ 
ゅぇさぇすぇ くぇ くけゃぇすぇ こかけとぇょ
おぇ, おなょっすけ っ う ょくっし.  
╁ „┿さしっくぇか” うくあ. 》ぇさう 

]うきっけくけゃ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
60-すっ ゅけょうくう しっ いぇっきぇ  しなし 
しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ くけゃぇ
すぇ こかけとぇょおぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5. 
]すさけはす ゅけ いぇっょくけ しなし しこっ
ちうぇかうしすう – おけくしすさせおすけさう 
けす ]]][. ╆ぇ うくあっくっさ ]う
きっけくけゃ こけきけとすぇ くぇ しなゃっす
しおうすっ しこっちうぇかうしすう いぇ さぇい

ゃうすうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
うくょせしすさうは っ さってぇゃぇとぇ う 
ぉっいちっくくぇ.
[ぇいゅさなとぇくっすけ くぇ ょっえ

くけしすすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5 こさっょ 
けつうすっ くぇ うくあっくっさ ]うきっけ
くけゃ っ くけゃぇ こなすっおぇ ゃ こさけ
ういゃけょしすゃっくぇすぇ ょっえくけしす くぇ 
„┿さしっくぇか” – けす  すはしくぇすぇ 
しこっちうぇかういぇちうは ゃなゃ ゃけ
っくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ おぇ
いぇくかなておけすけ こさっょこさうはすうっ 
すさなゅゃぇ おなき ゅさぇあょぇくしおけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ.”〉つうたきっ さぇ
ぉけすくうちうすっ おぇお ょぇ さぇぉけすはす. 
〉つったきっ ゅう くぇ きはしすけ, ゃ こさけ
ういゃけょしすゃけすけ, くぇこさぇゃうたきっ 
おせさしけゃっ いぇ きぇてうくけしすさけ
うすっかう, くぇ おけうすけ ょけえょけたぇ 
ゅけすゃぇつう, ょなさゃけょっかちう, けぉせ
とぇさう, ぉなつゃぇさう...”, しこけきくは 
しう こなさゃうすっ しすなこおう くぇ  うし
すうくしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお うくあ. ]うきっけ
くけゃ, おけえすけ いぇすけゃぇ ゃはさゃぇ, 

つっ う しっゅぇ, ゃなこさっおう かうこしぇすぇ 
くぇ おぇょさう, くっ っ くっゃないきけあくけ 
ょぇ しっ ういゅさぇょはす くけゃう きぇてう
くけしすさけうすっかう. ╁なこさけしなす いぇ 
おぇょさうすっ ゃうくぇゅう っ ぉうか きくけゅけ 
ゃぇあっく, こけおぇいゃぇ こさぇおすうおぇすぇ 
くぇ けこうすくうは きぇてうくけしすさけう
すっか. ╁ くぇつぇかけすけ ぉっいおさぇえくけ 
ゃぇあくぇ っ おゃぇかうそうおぇちうはすぇ 
くぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ おぇ
いぇくかなておうは きったぇくけすっくうおせき, 
ょくっし – ‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうき
くぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”. 〈っ 

こけかぇゅぇす くぇつぇかけすけ くぇ 〈った
くけかけゅうつくうは けすょっか くぇ くけゃうは 
╆ぇゃけょ 5, おけえすけ しなぉうさぇ 70 
ょせてう きぇてうくけしすさけうすっかう. ‶け 
すけゃぇ ゃさっきっ うきぇ うしすうくしおけ 
こさけそっしうけくぇかくけ しなしすっいぇくうっ 
きっあょせ おけくしすさせおすけさしおうは けす
ょっか, ゃけょっく けす うくあ. ′っょっかつけ 
╀さぇすけっゃ う 〈ったくけかけゅうつくうは, 
こけっす けす うくあ. 》ぇさう ]うきっけ
くけゃ. ]なしすっいぇくうっ, おけっすけ さぇあ
ょぇ うしすうくしおけ こさうはすっかしすゃけ, 
こけょょなさあぇくけ う ょくっし. ╁さない
おぇすぇ し „┿さしっくぇか” っ あうゃぇ う 
けすゅけゃけさなす いぇ うくあ. ]うきっけ
くけゃ くっ こけょかっあう くぇ しなきくっ
くうっ: ”¨ぉうつぇき しう おけかっおすうゃぇ! 
╋うかう しぇ きう.” „′ぇゃさっきっすけ 
くはきぇてっ すけいう ぇくすぇゅけくういなき 
きっあょせ たけさぇすぇ, おけえすけ ゃうあょぇ
きっ ゃ ょくってくけ ゃさっきっ”, しこけきくは 
しう けとっ ゃっすっさぇくなす-きぇてうくけ
しすさけうすっか. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ くぇ
つぇかくうちうすっ ゃさなとぇかう たけさぇすぇ 
くぇ さぇぉけすぇ けぉさぇすくけ けす こけさすぇ

かぇ しぇきけ し っょくけすけ: ”╋けきつっすぇ, 
とっ さぇぉけすうき すぇは くけと!”, しこけき
くは しう けとっ すけゅぇゃぇてくうはす てっそ 
くぇ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか, 
おけえすけ けす こけいうちうはすぇ くぇ ょくって
くうは ょっく しこけくすぇくくけ  こうすぇ: 
”╁うっ こさっょしすぇゃはすっ かう しう?!...
′うおけえ う くうおけゅぇ くっ っ ぉうか 
いぇこかぇてゃぇく, いぇ ょぇ しっ ゃなさくっ 
くぇ さぇぉけすぇ しかっょ しゃうさおぇすぇ いぇ 
おさぇは くぇ さぇぉけすくうは ょっく... ”. 
¨しゃっく しこけきっくうすっ いぇ ょけぉさけ

すぇすぇ う しけかうょぇさくけしすすぇ くぇ たけ

さぇすぇ けすこさっょう 40 - 50 ゅけょう
くう, うくあ. 》ぇさう ]うきっけくけゃ うきぇ 
う けすかうつくう こさけそっしうけくぇかくう 
ゃこっつぇすかっくうは けす さぇぉけすぇすぇ しう 
し ょうさっおすけさぇ ╁ぇしうか〈のさおっ
ょあうっゃ, おぇおすけ う しなし ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ.
╃うさっおすけさうすっ こけきぇゅぇかう くっ 

しぇきけ し さってぇゃぇくっすけ くぇ こさけ
そっしうけくぇかくう いぇょぇつう, くけ う 
ゃ こけかうすうおぇすぇ いぇ こさうゃかうつぇ
くっ くぇ ょけぉさう おぇょさう. ╆ぇ 》ぇさう 
]うきっけくけゃ ゃぇあくけすけ ゃ こさう
ゃかうつぇくっすけ くぇ うしすうくしおうすっ 
こさけそっしうけくぇかうしすう – ぉうかけ すけ 
さぇぉけすくうちう うかう さなおけゃけょっく 
しなしすぇゃ, っ くっ こさけしすけ ょぇ うき 
しっ こさっょかけあう さぇぉけすぇ こけ こさけ
そっしうはすぇ, くけ う しけちうぇかくけ ょぇ 
ぉなょっ けしうゅせさっくけ しっきっえしすゃけ
すけ. „]なこさせゅぇすぇ – くぇ さぇぉけすぇ 
ゃ いぇゃけょぇ, ょっちぇすぇ – こさうっすう ゃ 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ” , っ そけさきせ
かぇすぇ, ょけゃっかぇ きくけゅけ けすかうつくう 
おぇょさう ゃ „┿さしっくぇか”, せぉっあょぇゃぇ 

ぞó¡Ü¿íú ごßÜüñç:

しっ かうつくけ うくあ. ]うきっけくけゃ. 
╆ぇ くぇつぇかけすけ, けぉぇつっ, けしゃっく 

たけさぇすぇ, っ くせあくぇ う すったくうおぇ. 
‶さう けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ ╆ぇゃけょ 
5,  くぇえ-くぇこさっょ くはきぇかけ きぇてう
くう. ¨そうちうぇかくぇすぇ ょけおせきっく
すぇちうは いぇ すったくうおぇすぇ うょゃぇかぇ 
くぇえ-つっしすけ けす ]]][, くけ うきぇかけ 
う こさぇおすうおぇ くぇ いぇおせこせゃぇくっ 
しなし しおなこぇ ゃぇかせすぇ くぇ きぇてうくう, 
おけうすけ ぉうかう さぇいゅかけぉはゃぇくう, いぇ 
ょぇ しっ こさけせつう おぇお しぇ くぇこさぇ
ゃっくう, つっ う くうっ こけしかっ ょぇ しう 
しゅかけぉうき すぇおうゃぇ.  》けさぇすぇ こけ
かぇゅぇかう くぇつぇかけすけ し ゃはさぇすぇ ゃ 
っょくぇ おぇせいぇ: ”╃ぇ しう せおさっこうき 
いぇゃけょぇ! ╃けさう, ぇおけ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけっきっき さうしお!”.
‶さっあうゃはか ゃさっきっすけ くぇ くぇ

つぇかけすけ, おけゅぇすけ ぉなつゃぇさうすっ けす 
╆っかっくうは きけしす う きぇえしすけさうすっ 
けす ¨ぉせとぇさしおぇすぇ せかうちぇ しすぇ
ゃぇす うしすうくしおう きぇてうくけしすさけ
うすっかう, ゃさっきっ, ゃ おけっすけ さってぇ
ゃぇと っ  うきっくくけ っくすせしうぇいきなす, 
》ぇさう ]うきっけくけゃ くっ しっ しなきくは
ゃぇ, つっ ゃないゃさなとぇくっすけ くぇ きぇ
てうくけしすさけうすっかくぇすぇ しかぇゃぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” ょくっし くっ っ くっゃない
きけあくぇ きっつすぇ. „╁ こしうたうおぇすぇ う 
ゃ さなちっすっ くぇ たけさぇすぇ っ し けぉとう 
せしうかうは ょぇ しっ ゃなさくっ しうかぇすぇ くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかくけすけ こさけうい
ゃけょしすゃけ”, ゃはさゃぇ 81-ゅけょうてくう
はす うくあっくっさ. ╃けこなかくうすっかくけ 
ゃはさぇ きせ ょぇゃぇ う しこけおけえしすゃう
っすけ けす こなかくけすぇすぇ くぇ あうゃけすぇ 
きせ, ういおぇいぇくけ こさけしすけ, いぇとけすけ 
っ うしすうくしおけ: ”╋くけゅけ しなき ょけゃけ
かっく けす ちっかうは しう あうゃけす.” ¨し
くけゃけこけかけあくうお ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ 
きぇてうくけしすさけっくっ, ぉぇとぇ, いぇっょ
くけ しなし しなこさせゅぇすぇ ╄おぇすっさうくぇ,  
くぇ ょゃぇきぇ しうくぇ – うくあっくっさ う 
かっおぇさ-たうさせさゅ, くぇしかっょくうおなす 
くぇ けょさうくしおうは しう こさぇょはょけ, こけ 
ぇさきっくしおぇ そぇきうかうは – ╋っおすけこ
つうはく,  けすくけゃけ おぇいゃぇ: ”╂けさょっは 
しっ し ょっちぇすぇ しう!”. ╇ けすくけゃけ こけ
すゃなさあょぇゃぇ: „╇ しっゅぇ しなき ょけ
ゃけかっく!”. ‶けおぇいゃぇす ゅけ う すけこ
かぇすぇ せしきうゃおぇ, う けゅなくつっすぇすぇ 
ゃ けつうすっ, しこけょっかっくう し ょなかゅけ 
つぇおぇかう こけさっょくぇすぇ しさっとぇ 
こさうはすっかう – おぇいぇくかなておう きぇ
てうくけしすさけうすっかう: ぅくおけ ̈ さすぇお
つうえしおう, こけっか おぇいぇくかなておけすけ 
╃]¨ „》うょさぇゃかうおぇ” しかっょ こなさ
ゃうすっ しう しすなこおう ゃ „┿さしっくぇか”, 
ょなかゅけゅけょうてくうはす ょうさっおすけさ 
くぇ ╆ぇゃけょ 5 - ╋ぇさおけ ╋ぇさう
くけゃ, うくあ. ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ, 
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... ╁しっ こさけそっしうけ
くぇかうしすう, おけうすけ うきぇす こなかくけすけ 
こさぇゃけ ょぇ こさぇいくせゃぇす けすくけゃけ 
╃っくは  くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは 
ゃ こなさゃぇすぇ しっょきうちぇ う くぇ すけいう 
ぇさしっくぇかしおう けおすけきゃさう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╇つみさあ えそおけせあ くあ つちかはあてあ せあ あちつかせあしつさけてか うかてかちあせけ う せあうかねかちけかてそ せあ ╉かせみ せあ すあのけせそつてちそけてかしみ かおけせ くあつしときけし すあのけせそつてちそけ
てかし, つ せあぬけそせあしかせ たちけせそつ さひす ちあくうけてけかてそ せあ てそくけ けせおとつてちけあしかせ そてちあつひし と せあつ, つか うちひはあ う [あくあせしひさ け ╉そすあ せあ さとしてとちあてあ „╅ち
つかせあし” さあてそ う ちそおかせ おそす. ╇ つしとねあみ, せか えそうそちけす くあ すかてあなそちあ – うちひはあせかてそ と おそすあ か せあ つてそ たちそぬかせてあ. 〈みつてそてそ せあ うかてかちあせつさあてあ 
つちかはあ – ちかつてそちあせて „[あたけてあし”, か すみつてそてそ せあ ちそおせあてあ さひはあ せあ ｠あちけ 』けすかそせそう – せあこ-ねあさあせけみて け しまいけす えそつて せあ つかたてかすうちけこつさけ
てか あちつかせあしつさけ つちかはけ, ねけみてそ おそつてそしかたせあ うひくちあつて – うかねか せあお 80, せけさあさ せか たちかねけ せあ たちけつてけえあせかてそ すと う [あくあせしひさ そて 》しそうおけう.

„〉けか つすか くあかおせそ つ うあつ, おかしけす つ うあつ おせけ け せそはけ! ′あかおせそ あちつかせあしぬけ すそえあて.” 〈そきか いけ てそねせそ てかくけ おとすけ, さあくあせけ そて けせき. ｠あちけてそせ 
』けすかそせそう せあ 16-てあてあ つちかはあ せあ うかてかちかせけてか-すあのけせそつてちそけてかしけ, そてさしまねうあて そせあくけ てあこせあ, さそみてそ たちあうけ あちつかせあしぬけ たちかく えそおけせけてか 
ちあくしけねせけ, つけしせけ け とつたみうあはけ – とつかはあせかてそ くあ えそしみすそてそ つかすかこつてうそ „╅ちつかせあし”: たそおさちかたあてあ すかきおと たちけみてかしけ, うみちあてあ, ねか てとさ せけさそえあ 
せか つけ つあす -  せけてそ う たちそなかつけそせあしせけてか たちかおけくけうけさあてかしつてうあ, せけてそ  う しけねせけてか つけ いそしさけ.

┿さしっくぇかちう こけきくはす うくあ. 
》ぇさう ]うきっけくけゃ おぇすけ ゅかぇ

ゃっく すったくけかけゅ くぇ ╆ぇゃけょ 5 – しなさ
ちっすけ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. 
‶さけそっしうけくぇかうしすうすっ けす ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ ゃ ゅけょうくうすっ くぇ うくょせし
すさうぇかくうは ぉなかゅぇさしおう ぉせき ゃ 70-
すっ う 80-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお 
こけいくぇゃぇす うくあ. 》ぇさう ]うきっけくけゃ 
おぇすけ けしくけゃぇすっか - こさけっおすぇくす くぇ 
╉ぇさかけゃしおうは すさぇおすけさっく いぇゃけょ う 
けしくけゃぇすっか くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ ょなさゃけ
けぉさぇぉけすゃぇとう きぇてうくう ゃ ‶かけゃ
ょうゃ. ‶さけそっしうはすぇ こけしかっ ゅけ こさぇ
とぇ ゃ ╉せぉぇ, おなょっすけ ゃ ╇くしすうすせすぇ 
こけ こさけっおすうさぇくっ ゃ 》ぇゃぇくぇ こさけ
っおすうさぇ きったぇくうつくう ちったけゃっ. ′ぇ
すさせこぇか けこうす ゃ しすさけうすっかしすゃけすけ 
くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくう ちったけゃっ 
う いぇゃけょう, うくあ. 》ぇさう ]うきっけくけゃ 
しっ ゃさなとぇ ゃ ╀なかゅぇさうは – ゃ „╋ぇ
てこさけっおす” – ‶かけゃょうゃ. ′け こなさ
ゃうすっ こさけそっしうけくぇかくう せしこったう いぇ 
くっゅけ, おぇおすけ う いぇ きくけいうくぇ ぉなか
ゅぇさしおう しこっちうぇかうしすう ゃ ぉさぇくてぇ, 
うょゃぇす うきっくくけ ゃ おぇいぇくかなておうは 
„┿さしっくぇか”. 〈せお きかぇょうはす きぇてう
くっく うくあっくっさ うょゃぇ こさっい 1960-
すぇ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ╋╄╇ 
– ]けそうは う けこうす ゃ しすけかうつくう 
いぇゃけょう. ╇ょゃぇ こけ こぇさすうえくけ こけ
さなつっくうっ – きっしすはす ゅけ けす こさっし
すうあくうは  しけそうえしおう いぇゃけょ „6-すう 
しっこすっきゃさう”  こけょ いぇこかぇたぇすぇ, つっ 
ぇおけ けすおぇあっ, とっ ういおかのつぇす ぉぇとぇ 
きせ けす ╀╉‶. ′ぇゃさっきっすけ こけょけぉくう 
„きけすうゃう” いぇ ういぉけさ くぇ さぇぉけすくけ 
きはしすけ しぇ つっしすぇ こさぇおすうおぇ. ╇くあ. 
]うきっけくけゃ けすょぇゃくぇ っ こさっあうゃはか 
こさけとぇゃぇくっすけ しなし しすけかうちぇすぇ う 
くうおぇお くっ しなあぇかはゃぇ いぇ くうとけ けす 
あうゃけすぇ しう しかっょ すけゃぇ.
╀なょっとうはす けしくけゃぇすっか くぇ いぇ

ゃけょう, いぇゃなさてうか おぇいぇくかなておうは 
きったぇくけすったくうおせき, くっ ゃかういぇ 
ゃっょくぇゅぇ ゃなゃ ╁〉╆. ╆ぇすけゃぇ, ょけおぇ
すけ ゅけ こさうっきぇす, さぇぉけすう ゃ しけそうえ
しおうは ╆ぇゃけょ 12, ゃこせしおぇ しっ う ゃ 
ょさせゅう いぇくうきぇくうは – ういおせてっく っ 
けす あせさくぇかうしすうおぇすぇ う さっょぇおすう
さぇ ゃっしすくうお. „¨すょぇゃぇた しっ う くぇ 
けぉとっしすゃっくう いぇくうきぇくうは...”. ′け

‶ぇさすうはすぇ ゅけ ゃさなとぇ
ゃ ╉ぇいぇくかなお

‶なさゃけ ゅけ こさぇとぇす ゃ ‶さけきおけき
ぉうくぇすぇ, おなょっすけ しっ こさぇゃう おぇおゃけ 
かう くっ. [ぇぉけすくうちうすっ しぇ こさなしくぇ
すう こけ 40 ゃうょぇ ょっえくけしすう.  ╇くあ. 
]うきっけくけゃ しっ いぇたゃぇとぇ し っきぇえ
かうさぇくうすっ こっつおう う こさっしけゃうすっ 
ういょっかうは いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
ょっすしおう うゅさぇつおう. ‶けしかっ ゃょうゅぇ 
しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ けぉくけゃっくぇすぇ 
おぇいぇくかなておぇ そぇぉさうおぇ „╉さっきけ
くぇ” – っょうくしすゃっくけすけ こさっょこさう
はすうっ せ くぇし いぇ とさぇえたけゃう きせいう
おぇかくう うくしすさせきっくすう, おけはすけ しっ 

- ╃っすしおぇすぇ ╁う きっつすぇ? 
- ╃ぇ しすぇくぇ うくあっくっさ こけ 

っかっおすさけくうおぇ. 

- ╊のぉうきぇすぇ ╁う うゅさぇつおぇ 
こうしすけかっす かう っ ぉうかぇ?
- ′っ. ╊のぉうきぇすぇ きう うゅさぇつおぇ 

ぉってっ おけさぇぉつっ, くけ きっつすぇった 
ょぇ うきぇき しぇきけかっす. 〈ぇおぇ うかう 
うくぇつっ - くっ きう しっ ょぇょっ すぇおぇ-
ゃぇ ゃないきけあくけしす. ‶けしかっ, おぇすけ 
こけけすさぇしくぇた, しぇき しう こさぇゃった 
しぇきけかっすうすっ. 

- ‶なさゃぇすぇ ょゃけえおぇ ゃ せつう-
かうとっ? ╇ こなさゃぇすぇ てっしすうちぇ?
- ‶なさゃぇすぇ きう ょゃけえおぇ ゃ せつう-

かうとっ ぉってっ いぇ こけょしおぇいゃぇくっ. 
╁ つっすゃなさすう おかぇし. ′っ こけきくは 
こなさゃぇすぇ しう てっしすうちぇ けすおけゅぇ 
っ, くけ いくぇき, つっ うきぇた ょけしすぇ. 
╀はた けす けくっいう ょっちぇ, おけうすけ 
せつぇす こけ ちはかぇ ゅけょうくぇ, いぇ ょぇ 
きけあっ くぇ 24-すう きぇえ さけょうすっ-
かうすっ きう ょぇ きっ いぇゃっょぇす ゃ っょくぇ 
おぇいぇくかなておぇ しかぇょおぇさくうちぇ 
- “′ぇしかぇょぇ”, ぉってっ くぇ なゅな-
かぇ くぇ せかうちぇ “]おけぉっかっゃしおぇ” 
う こかけとぇょぇ. ╁しはおぇ ゅけょうくぇ 
きぇえおぇ う すぇすおけ きう おぇいゃぇたぇ: 
いぇ けすかうつっく せしこった - おぇおゃけすけ 
しう こけさなつぇて. ╇ ゃうくぇゅう しう こけ-
さなつゃぇた っょくぇ かうきけくぇょぇ, っょくぇ 
しぇゃぇさうくおぇ う っょくぇ こぇしすぇ “╁う-
すけておぇ”. ╃させゅう くはきぇてっ. 

- ╊のぉうきぇ おくうゅぇ?
- ╋くけゅけ しぇ かのぉうきうすっ きう 

おくうゅう. ╉ぇすけ のくけてぇ たぇさっしゃぇた 
“╉ゃぇさすうさけくおぇすぇ” くぇ ╋ぇえく 
[うょ. ‶け-おなしくけ – させしおうすっ 
おかぇしうちう. ]っゅぇ つっすぇ けしくけゃくけ 
すったくうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ. 

- ╊のぉうき そうかき?
- ╇ すっ しぇ きくけゅけ, こさっょう ゃしうつ-

おけ させしおう: “╂ぇさぇ いぇ ょゃぇきぇ” ,“ 
╉ぇかうくぇ ┿かっくぇ”… 

- ′っしぉなょくぇすぇすぇ ╁う きっつすぇ?
- ╃ぇ しすぇくぇ うくあっくっさ こけ 

っかっおすさけくうおぇ. ╆ぇ とぇしすうっ 
すけゃぇ きう けしすぇくぇ おぇすけ たけぉう. 

- ′っこけしすうゅくぇすぇ ちっか?
- ╋うしかは, つっ しなき こけしすうゅ-

くぇか ゃしうつおう  けくっいう ちっかう ゃ 
あうゃけすぇ しう, おけうすけ ぇい しなき しう 
こけしすぇゃうか. ¨すすせお くぇすぇすなお ちっ-
かうすっ しぇ ょさせゅう, きくけゅけ かうつくう: 
いょさぇゃっすけ, くけゃけすけ しっきっえしすゃけ,  
こさけしこっさうすっすなす くぇ “┿さしっくぇか”.  

- ╉けゅぇ しすっ くはきぇかう こぇさう?
- ╁うくぇゅう しなき うきぇか こぇさう, 

くけ くうおけゅぇ くっ しぇ きう しすうゅぇかう. 
╆ぇ しなあぇかっくうっ, おけかおけすけ う ょぇ 
うきぇて, くっ すう しすうゅぇす. 

- ╉けゅぇ こかぇつっすっ? 
- ╋くけゅけ さはょおけ. ‶さう いぇゅせぉぇ 

くぇ きくけゅけ ぉかういなお つけゃっお - けす 
くっゃないきけあくけしす ょぇ こさけきっくは 
くっとけ, しゃなさいぇくけ し たけさぇすぇ.  
╉けゅぇすけ しっ しかせつゃぇ くっとけ, くっ-
いぇゃうしっとけ けす きっく, こさう そけさし-

きぇあけさくう けぉしすけはすっかしすゃぇ, 
おけうすけ きう こさっつぇす ょぇ くぇこさぇゃは 
くっとけ ょけぉさけ. 

- ]ゃけぉけょくけすけ ╁う ゃさっきっ っ 
いぇ…?
- ‶けつすう くはきぇき しゃけぉけょくけ 

ゃさっきっ. ′け, ぇおけ うきぇき, ゅけ うい-
こけかいゃぇき いぇ しさっとう し きぇかおけ-
すけ しう ぉかういおう こさうはすっかう うかう 
ょぇ ゅかっょぇき くぇせつくけ-こけこせかはさ-
くう そうかきう. ╊のぉけこうすっく つけ-
ゃっお しなき. ╁なかくせゃぇ きっ ゃしうつおけ 
くけゃけ. 

- ╁ すさせょくう きけきっくすう しっ 
せこけゃぇゃぇすっ くぇ…?

- ¨しくけゃくけ くぇ しっぉっ しう. ┿ おけ-
ゅぇすけ しすぇゃぇ ゃなこさけし いぇ すさせょくう 
きけきっくすう ゃ “┿さしっくぇか” - くぇ 
っおうこぇ しう, くぇ しっきっえしすゃけすけ きう 

う くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ きう こさうは-
すっかう う さけょくうくう. 

- ╂けかはきぇすぇ ╁う こけぉっょぇ?
- ╇きぇか しなき ょけしすぇ こけぉっょう, ゃ 

いぇゃうしうきけしす けす ちっかうすっ, おけうすけ 
しなき しう こけしすぇゃはか. ′ぇえ-ゅけかは-
きぇすぇ きう こけぉっょぇ ゃ こさけそっしう-
けくぇかっく こかぇく っ ういゃぇあょぇくっすけ 
くぇ “┿さしっくぇか” けす ぉかぇすけすけ, ゃ 
おけっすけ ゅけ くぇきっさうた, おけゅぇすけ 
こけった さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさ-
きぇすぇ いぇっょくけ し っおうこぇ しう. 

¨すゃなょ けそうちうけいぇ - こけさすさっす けす とさうたう  

〈けえ っ ゃうしけおけ ょなさゃけ. ¨す けくっいう, おけうすけ あうゃけすなす けぉうつぇ う こけ すぇいう こさうつうくぇ しなょぉぇすぇ こなお 
っ ぉっいこけとぇょくぇ おなき すはた.  

╆ぇ くっゅけ けぉうおくけゃっくけ しっ こうてっ ゃなゃ ╁うっ-そけさきぇ, し けぉさなとっくうっ ょっかけゃけ, ゃぇあくけ, ゃうくぇゅう けす 
こうっょっしすぇかぇ くぇ ゃうしけおうは う おさぇえくけ けすゅけゃけさっく しすけか, くぇ おけえすけ しすけう. 
╁ しかせあっぉくうは しう あうゃけす っ くっこさけぉうゃぇっき, ゃ かうつくうは っ おぇすけ ゃしうつおう ょさせゅう. ╇きぇ しう しゃけうすっ  

ゃっかうおう う すさせょくう きけきっくすう, しゃけうすっ ぉけかおう, すさっゃけゅう, さぇょけしすう う ういくっくぇょう. ╁すけさけ こけおけかっ-
くうっ ぇさしっくぇかっち っ. 
╋ぇえおぇ きせ ╆けさおぇ っ けしくけゃぇすっか くぇ ╁いぇうきけしこけきぇゅぇすっかくぇすぇ おぇしぇ くぇ “┿さしっくぇか” – すは っ こなさ-

ゃうはす つけゃっお すぇき. “]かっょ くっは っ しぇきけ かっかは 《ぇくつっ”, こさっょう ょくう けすおさけゃっくけ しこけょっかう, くはおぇお 
しきぇえゃぇとけ いぇ こけしすぇ しう, しぇきうはす すけえ.  
‶なこなす きせ くっ っ たゃなさかっく ゃ “┿さしっくぇか”, くけ っ いぇたさぇくっく し ぇさしっくぇかしおぇ つけさぉぇ けす しすけかぇ くぇ 

けさなあっえくうちぇすぇ. ╁けょうかう ゅけ さけょうすっかうすっ きせ, おけゅぇすけ くはきぇかけ おけえ ょぇ しっ こけゅさうあう いぇ くっゅけ. 
¨すすけゅぇゃぇ こけきくう ┿かっはすぇ くぇ こなさゃっくちうすっ - ゃこっつぇすかはゃぇかぇ ゅけ. ′っゅけゃうはす ぉぇとぇ – 》さうしすけ, ぉうか 
くぇ しくうきおぇ すぇき. ¨すかうつっく そさっいうしす. 
¨す くっょけしっとぇくっ こさけこせしおぇき ょぇ こけこうすぇき ょぇかう すけえ しぇきうはす っ うきぇか つっしすすぇ ょぇ っ ゃ すぇいう しかぇゃ-

くぇ さっょうつおぇ. ╂さなぉくぇおなす くぇ “┿さしっくぇか”. ′はおけゅぇ. ╇ しっゅぇ. ′け こなお し ゅけさょけしす しこけょっかは, つっ う 
しうくなす きせ 》さうしすけ - すさっすけ こけおけかっくうっ ぇさしっくぇかっち, ゃっつっ 8 ゅけょうくう っ くぇ すけいう そさけくす.

╆ぇゃうくぇゅう こけきくう 16 ぇゃゅせしす 1967 ゅけょうくぇ. ╉けゅぇすけ けす しすせょっくすしおぇすぇ きせ きっつすぇ ょぇ しすぇくっ うくあっくっさ こけ っかっおすさけくうおぇ くっ けしすぇゃぇ くうとけ. ╁うしけつぇえてう けしけぉう ゃ 
すけゅぇゃぇてくけすけ ╋うくうしすっさしすゃけ くぇ けすぉさぇくぇすぇ ゅけ こさうゃうおゃぇす ゃ ゅけかはきぇ おぇくちっかぇさうは し けとっ くはおけかおけ きかぇょっあう けす しすさぇくぇすぇ う しかっょ しっょきうちぇ すっ しっ けおぇいゃぇす 

っょくぇ けす こなさゃうすっ “こけさちうう” ぉなかゅぇさしおう きかぇょう くぇょっあょう, けすかうつくうちう けす さぇいかうつくう しさっょくう せつうかうとぇ ゃ しすさぇくぇすぇ, おけうすけ ょなさあぇゃぇすぇ ╀なかゅぇさうは “くぇちっかゃぇ” いぇ 
けぉせつっくうっ いぇ くせあょうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ ゃ こさっしすうあくうすっ すけゅぇゃぇ ╁〉╆-けゃっ ゃ ]なゃっすしおうは しなのい.  
‶なさゃうすっ 60 させぉかう 18-ゅけょうてくうはす ′うおけかぇえ こけかせつぇゃぇ ゃ こかうお. ╆ぇ ういょさなあおぇ ゃ ょぇかっつくぇすぇ しすさぇくぇ. ¨す ゅぇさぇすぇ ゃ ]けそうは しかっょ しっょきうちぇ ゅけ しなこさけゃけあょぇ ぉぇぉぇ 

きせ ]すぇくおぇ. ╇きぇかぇ すさっぉゃぇくっ おぇすけ あっくぇ くぇ あっこっっち う きけあっかぇ ょぇ こなすせゃぇ ぉっいこかぇすくけ. 〈けえ - ゃ しこぇかっく ゃぇゅけく し ぉなょっとうすっ しう しなしすせょっくすう, すは - ゃ くけさきぇかっく. 
〈けえ こさけょなかあぇゃぇ いぇ ╋けしおゃぇ, すは しかういぇ くぇ こけしかっょくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ゅぇさぇ. 
]かっょ すけいう くっゃっさけはすっく ぇゃゅせしす けすこさっょう 45 ゅけょうくう あうゃけすなす くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ しっ こさけきっくは. ]なょぉぇすぇ きせ しなとけ. ╆ぇゃうくぇゅう. ]かっょゃぇす こけさっょうちぇ けぉさぇすう, 

おけうすけ ゃうくぇゅう ゅけ ゃさなとぇす ゃ “きっさくうおぇ” くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. ╇ くうおけゅぇ くっ ういかういぇ けす くっゅけ. ╆ぇ ょけぉさけ うかう かけてけ. 
╁ ょくうすっ けおけかけ こけさっょくうは こさぇいくうお くぇ “┿さしっくぇか”, こけ うさけくうは くぇ ╁さっきっすけ, ╉ぇかっくょぇさぇ う ]なょぉぇすぇ, しなゃこぇょぇと う し かうつくうは きせ こさぇいくうお - さけょっく っ くぇ 1-ゃう 

けおすけきゃさう, こけったきっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけすけ いぇ っょうく くっけぉうつぇっく - くけさきぇかっく, さぇいかうつっく, つけゃっておう う けすおさけゃっくけ かうつっく さぇいゅけゃけさ. ] ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - つけゃっ-
おなす, ぉぇとぇすぇ, こさうはすっかはす, おけかっゅぇすぇ. ‶け ゃけかはすぇ くぇ しなょぉぇすぇ - ぇさしっくぇかっち わ1 - ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ, くぇえ-ょなかゅけ さなおけゃけょうか こさっょこさうはすうっすけ 
ゃ 134-ゅけょうてくぇすぇ きせ うしすけさうは.
╃ぇくけ ょぇ しっ っ こけかせつうかけ.

〈けえ っ ╁っいくぇ. ¨す けくっいう… おけう-
すけ くっ こかぇとぇす ょぇくなお けぉとっしす-

ゃっくけ きくっくうっ, いぇとけすけ うきぇす くっ-
ゃっさけはすくけ ういけしすさっくけ つせゃしすゃけ いぇ 
しこさぇゃっょかうゃけしす う ゃうしけおぇ しすっこっく 
くぇ しゃけぉけょぇ. ‶け すぇいう こさうつうくぇ しぇ 
う けすおさけゃっくう. ‶けくはおけゅぇ ょっかうおぇす-
くけ, ょさせゅ こなす - あっしすけおけ. 
¨すおさけゃっくけしすすぇ う つせゃしすゃけすけ うき 

いぇ しこさぇゃっかうゃけしす しぇ くぇえ-しうかくけすけ 
うき けさなあうっ. ]なつっすぇくけ し ういゃうさぇ-
とうは う けす くぇえ-こさっしなたくぇかうすっ うい-
ゃけさう くぇ あうゃけすぇ けこすうきういなき, しぇ 
しさっょ くぇえ-おさっぇすうゃくうすっ う けちっかは-
ゃぇとう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ つけゃって-
おうは さけょ. ]なょっくけ うき っ ょぇ しぇ ゃけ-
ょぇつう, ょぇ くけしはす ゅけかっきう う すっあおう 
おさなしすけゃっ. 
┿ こさういくぇくうっすけ ょぇ うょゃぇ… こけしかっ.

- “┿さしっくぇか” う...?
- … しっきっえしすゃけすけ, こさうはすっ-

かうすっ. ′はきぇ ょさせゅけ. 

- ‶さぇいくうおなす くぇ “┿さしっ-
くぇか” いぇ ╁ぇし っ...?
- ‶さぇいくうおなす っ っょくけ けす ゃぇ-

あくうすっ しなぉうすうは ゃ きけは あう-
ゃけす, くぇさぇゃくけ し きけは さけあょっく 
ょっく, し さけあょっくうすっ ょくう くぇ 
ょっちぇすぇ きう, くぇ ゃくせちうすっ きう. 
〈けえ ゃっつっ しすぇくぇ すさぇょうちうは 
いぇ たけさぇすぇ くぇ “┿さしっくぇか”, いぇ 
おぇいぇくかなつぇくう. ′ぇょはゃぇき しっ, 
つっ う すっ ゅけ けつぇおゃぇす. ‶さぇい-
くうおなす くぇ „┿さしっくぇか” っ ゃっくっち 

くぇ っょくけゅけょうてっく こっさうけょ くぇ 
さぇぉけすぇ. ┿い しなき けこすうきうしす, うし-
おぇき う たけさぇすぇ  おさぇえ きっく ょぇ しぇ 
けこすうきうしすう, いぇ ょぇ こさぇいくせゃぇきっ 
けとっ ょなかゅう, ょなかゅう ゅけょうくう. 

- “┿さしっくぇか” かう っ しなょぉぇすぇ 
╁う? 
- 〈ぇおぇ しっ けおぇいぇ ゃ おさぇえくぇ 

しきっすおぇ. “┿さしっくぇか” っ きけはすぇ 
しなょぉぇ. ′うおけえ くっ きけあっ ょぇ うい-
ぉはゅぇ けす しなょぉぇすぇ しう, けす けくけゃぇ, 
おけっすけ きせ っ ょさぇしくぇすけ ゃ あうゃけ-
すぇ. ┿い しなき ゃすけさけ こけおけかっくうっ 
ぇさしっくぇかっち, しうくなす きう 》さうしすけ 
- すさっすけ. ╁っつっ 8 ゅけょうくう すけえ 
しなとけ っ ゃ “┿さしっくぇか”. ′ぇょはゃぇき 
しっ, つっ とっ うきぇ う こけ-くぇすぇすなお… 

- ╉けっ っ かのぉうきけすけ ╁う 
けさなあうっ ゃ あうゃけすぇ?
- ╊うつくうはす こさうきっさ う しこけしけぉ-

くけしすすぇ ょぇ せぉっあょぇゃぇき し ぇさ-
ゅせきっくすう, し きけすうゃう, し かうつくう 
こさうきっさう けす きけは あうゃけす.  

- ╆ぇゅせぉぇ っ …
- …. おけゅぇすけ いぇゅせぉうて きくけゅけ 

ぉかういなお つけゃっお. ╆ぇゅせぉぇ っ, おけ-
ゅぇすけ くっ せしこっって ょぇ くぇこさぇゃうて 
すけゃぇ, いぇ おけっすけ しう きっつすぇか, 
いぇ おけっすけ しう ゃかけあうか っくっさ-
ゅうは, すさせょ, ゃさっきっ. ′っ っ けしけ-
ぉっくぇ いぇゅせぉぇ, おけゅぇすけ いぇゅせぉうて 
こぇさう. ‶ぇさうすっ しぇ ゃぇあくう, いぇ 
ょぇ きけあっ つけゃっお ょぇ しなとっしすゃせ-
ゃぇ  う ょぇ しないょぇゃぇ ゃ ういゃっしすくぇ 
しすっこっく せょけゃけかしすゃうは くぇ しっぉっ 
しう う くぇ しゃけうすっ こさうはすっかう.

- ╀うか しなき とぇしすかうゃ... 
- ╀うか しなき とぇしすかうゃ きくけゅけ 

こなすう ゃ あうゃけすぇ しう. ╀っい とぇし-
すうっ くっ きけあっ ょぇ しっ あうゃっっ. 
┿おけ くはきぇ おけえ ょぇ きう ょけしすぇゃう 
とぇしすうっ, しう ゅけ こさぇゃは しぇき. ╁ 
きけきっくすぇ しなき とぇしすかうゃ つけゃっお. 
╇ ぉうた うしおぇか, うしおさっくけ あっかぇは 
ゃしうつおう ょぇ しぇ とぇしすかうゃう. 

- ′ぇえ-ょけぉさうはす こけょぇさなお, 
いぇ おけえすけ きっつすぇっすっ?
- ┿い うきぇき きくけゅけ くっとぇ. ′ぇえ-

ょけぉさうはす  こけょぇさなお  いぇ きっく ぉう 
ぉうか ょけぉさけ いょさぇゃっ う ょけぉさけ 
くぇしすさけっくうっ くぇ たけさぇすぇ けおけかけ 
きっく.  

- ┿おけ けすくけゃけ すさはぉゃぇ ょぇ 
ういあうゃっっすっ しゃけうすっ 62 ゅけ-
ょうくう, ぉっい おぇおゃけ ゃ すはた ぉう-
たすっ きけゅかう?
- ╀うた ういあうゃはか こけ しなとうは  

くぇつうく すっいう ゅけょうくう. ′っ きけゅぇ 
ぉっい くうとけ, おけっすけ しなき こさっ-
あうゃはか. ╀うた ゅけ こけゃすけさうか しな-
とけすけ けすくけゃけ. 〉ょけゃかっすゃけさっく 
しなき けす あうゃけすぇ しう. ╁さなとぇえおう 
しっ くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ, きうしかは, 
つっ しなき こさぇゃうか くぇえ-さぇちうけ-
くぇかくけすけ ゃ きぇおしうきぇかくけ ゃない-
きけあくけすけ, おけっすけ っ きけあっかけ ょぇ 
しっ くぇこさぇゃう けす きっく くぇ ょぇょっく 
っすぇこ. ╇ すぇおぇ こさけょなかあぇゃぇき… 

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

„んづでぎぞんず” - びづだぞごとん
ぞん でんぜだぶばゑでどゑごぎどだ

』╄]〈╇〈 ‶[┿╆′╇╉!

〉ゃぇあぇっきう きぇてうくけしすさけうすっかう,
おけかっゅう う こさうはすっかう けす „┿さしっくぇか”!

╁ くぇつぇかけすけ くぇ きっしっち けおすけきゃさう しっ けすぉっかはいゃぇ こさけそっ-
しうけくぇかくうはす こさぇいくうお くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, ぇ すぇおぇ しなとけ 
う こさぇいくうおなす くぇ ゃぇてっすけ こさっょこさうはすうっ, くぇ ゃぇてうは „┿さしっ-
くぇか“. 
╇, おぇおすけ こけゃっかはゃぇ すさぇょうちうはすぇ, くぇさっょ し こさぇいくうおぇ, しっ 

こさぇゃう う さぇゃくけしきっすおぇ.
┿ すは っ, つっ ゃなこさっおう すっあおうすっ ゅけょうくう, ぉっょう う くっしゅけょう, 

おけうすけ こさっあうゃはたすっ, し けぉとぇすぇ ゃけかは う っくっさゅうは  くぇ さぇぉけす-
くうちう, しこっちうぇかうしすう う さなおけゃけょうすっかう ゃうっ せしこはたすっ ょぇ しっ 
しこさぇゃうすっ し こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くぇ ょくってくけすけ ゃさっきっ う 
せしこはたすっ ょぇ しなたさぇくうすっ う さぇいゃうっすっ しゃけっすけ こさっょこさうはすうっ.
╀なょっすっ あうゃう う いょさぇゃう! ╁かぇゅぇえすっ ょせてぇ う しなさちっ ゃ すけゃぇ, 

おけっすけ すゃけさうすっ, う いくぇえすっ, つっ ゃしっおう けす ゃぇし っ つぇしす けす こけ-
しすうゅくぇすうすっ せしこったう くぇ „┿さしっくぇか”!

‶けいょさぇゃう くぇ ゃしうつおう!

┿しっく ┿しっくけゃ
‶さっょしっょぇすっか ′]《 “╋っすぇか ╄かっおすさけ”

ぁかつてけてそ!
С красота, любов и 

щастие да е застлан 
пътят на д-р Антония 
Бозукова и инж. Роман 
Желев (началник цех 
140, Завод 1), създали 
поредното красиво 

арсеналско семейство в 
първите дни на септември.

С този техен ход 
щастие и надежда 

изпълни домовете на 
Алексей Желев - бивш 

директор на “Арсенал” 
и на стоматолога д-р 

А. Бозуков и Александра 
Бозукова (бивш кадър на 

“Арсенал”)

За много години!

    “ ” 

1928 – ]ないょぇょっくけ っ こなさゃけ-
すけ そういおせかすせさくけ ょさせあっしすゃけ, 
ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ おけっすけ っ そせす-
ぉけかくうはす けすぉけさ.
1934 – ]なし しさっょしすゃぇすぇ う 

ぇおすうゃくぇすぇ こけきけと くぇ ╃╁《 – 
╉ぇいぇくかなお いぇこけつゃぇ ういゅさぇあょぇ-
くっすけ くぇ ╁╋╆ – ]けこけす.
1934 – ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - ゃ ╃╁《 - ╉ぇいぇくかなお っ 
けすおさうすぇ ょっすしおぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ.
1938 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ 

╀なかゅぇさうは – ゃ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ けこすうつっしおぇ さぇぉけすうかくうちぇ 
っ ょけしすぇゃっく っょうくしすゃっくうはす ゃ 
しすさぇくぇすぇ せさっょ いぇ さぇいかぇゅぇくっ 
くぇ しゃっすかうくぇすぇ.
1944 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - しぇきけ ゃ  ╃╁《 - ╉ぇいぇく-
かなお しっ さっきけくすうさぇす おけかはくけゃう 
ゃぇかけゃっ くぇ ゅけかっきう ょういっかきけ-
すけさう う すせさぉうくくう おけかっかぇ.
1945 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - ゃ  ╃╁《 - ╉ぇいぇくかなお しっ 
こさけういゃっあょぇす しかけあくう ゅかぇゃう 
いぇ こかっすぇつくう きぇてうくう, ょゃうゅぇ-
すっかう いぇ きっかくうちう, ょういっかきけすけ-
さう, ぇおせきせかぇすけさう.
1947 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - ゃ  ╃╁《 - ╉ぇいぇくかなお っ 

こさけういゃっょっく こなさゃうはす しすさせゅ 
„′うかっし” /”╋けょっか 100”/.
1947 – ]そけさきうさぇく っ すった-

くうつっしおう おけくすさけか. ╁なゃ そぇ-
ぉさうおぇすぇ っ けすおさうすけ しさっょくけ 
せつうかうとっ いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ 
しけぉしすゃっくう おぇょさう. ]そけさきう-

さぇくう しぇ くぇさけょっく けさおっしすなさ う 
すぇくちけゃぇ すさせこぇ.
1948 – ]ないょぇょっくけ っ ╁けっくくけ 

„┿さしっくぇか” ┿╃ っ くぇえ-ゅけかはきけすけ こさっょこさうはすうっ ゃ けすぉさぇ-
くうすっかくぇすぇ こさけきうてかっくけしす くぇ しすさぇくぇすぇ - しうきゃけかなす くぇ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ, こさういくぇす しゃっすけゃっく ぇゃすけさうすっす. 
′けしうすっか っ くぇ つっすうさう ょなさあぇゃくう う きくけゅけ きっあょせくぇさけょくう けす-
かうつうは. ╇きぇ いぇとうすっくぇ すなさゅけゃしおぇ きぇさおぇ ゃ ╄], ]┿】 う けとっ 
くぇょ 20 しすさぇくう こけ しゃっすぇ. ╇きぇ ういょぇょっくう こぇすっくすう いぇ ういけぉさっ-
すっくうは, ゅけかはき ぉさけえ しゃうょっすっかしすゃぇ. ] さっしこっおすうさぇとぇ こさけょせ-
おすけゃぇ かうしすぇ う し けょけぉさっくぇ う しっさすうそうちうさぇくぇ しうしすっきぇ いぇ せこ-
さぇゃかっくうっ くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ くぇえ-ゃうしけおけ しゃっすけゃくけ くうゃけ.

こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ. ╁ こさっょ-
こさうはすうっすけ しっ ゃなゃっあょぇ おぇすけ 
くぇゅさぇょぇ ぉっいこかぇすくぇすぇ たさぇくぇ.
1949 – ╁ いぇゃけょ 10 しぇ こさけ-

ういゃっょっくう こなさゃうすっ ょゃせちっゃくう 
かけゃくう こせておう, っかっおすさけょっすけ-
くぇすけさう, おぇこしせかう, かけゃくう こぇ-
すさけくう う ょさ. ╇いかういぇ こなさゃうはす 
ぉさけえ くぇ ゃ. „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせ-
くぇ”.
1951 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは -  ゃ ╆ぇゃけょ 10 - ╉ぇいぇく-
かなお っ こさけういゃっょっく こなさゃうはす ゃ 
しすさぇくぇすぇ ょういっかきけすけさ – 5 お.し.
1951 – ]ないょぇょっくぇ っ ╁いぇ-

うきけしこけきぇゅぇすっかくぇすぇ おぇしぇ.
1951 –1960  - ╆ぇ こなさゃう こなす 

ゃ ╀なかゅぇさうは – すせお いぇこけつゃぇ くっ-
こけいくぇすけすけ いぇ しすさぇくぇすぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけ くぇ すゃなさょけしこかぇゃくう 
こかぇしすうくう.
1955 – ]ないょぇょっく っ しきっしっく 

たけさけゃ おけかっおすうゃ.
1956 – ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - いぇこけつゃぇ せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ 7,62 きき ぇゃすけきぇす う ぉっいけす-
おぇすくけ けさなょうっ ╀-10.
1958 – ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - ‶さけういゃっょっく っ こなさゃうはす 
7,62 きき ぇゃすけきぇす. ╄ょくけきうかう-
けくくうはす っおいっきこかはさ っ こさけういゃっ-
ょっく こさっい 1982 ゅ., ょゃせきうかうけく-
くうはす – こさっい 2005 ゅ.
1961-1963 – ]ないょぇょっく っ 

こさけすけすうこっく ちった いぇ せしゃけはゃぇ-

くっ くぇ くけゃうすっ ういょっかうは. ‶さけ-
ういゃっょっくう しぇ こなさゃうすっ こさけ-
ぉうゃくう きぇてうくぇ ‶-12,  ‶╉-20 
う ‶╉-23, ょっしっすたうかはょくうはす 
ぉさけえ けす おけはすけ っ こさけういゃっょっく 
こさっい 1968 ゅ.; こなさゃうすっ そさっ-
いけゃう きぇてうくう 《〉-250 う 《〉-
320; こなさゃうはす さなつっく こさけすう-
ゃけすぇくおけゃ ゅさぇくぇすけきっす.

1964-1965 – ╁ ¨ぉっょうくっ-
くけすけ こさけきうてかっくけ こさっょこさう-
はすうっ „《さうょさうた ╄くゅっかし” っ 
こさうっすぇ くけゃぇ しすさせおすせさぇ. ¨す-

おさうすう しぇ くけゃう おけさこせしう おなき 
╆ぇゃけょぇ いぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう.

1965 - ‶さけゃっょっく っ こなさゃう-
はす こさぇいくうお いぇ ╃っくは くぇ きぇ-
てうくけしすさけうすっかは.
1966 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - こさけういゃっょっくう しぇ こなさ-
ゃうすっ 20 ぉさ. „╀せかゅぇさ [っくけ-8”.
1966 - ¨すおさうす っ ちった いぇ 

すけつくけ かっっくっ.
1967 - ]ないょぇょっくぇ っ ╀ぇいぇ 

′ぇつぇかけすけ 
1878 – ‶けしすぇゃっくけ っ し 〉おぇい わ1, ういょぇょっく けす おくはい ╃けくょせ-

おけゃ, いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃぇすぇ しこっちうぇかういうさぇくぇ そぇぉさう-
おぇ いぇ けぉしかせあゃぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゃけえしおぇ, くぇさっつっくぇ こけ-
おなしくけ [せしっくしおう ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか, こさっきっしすっく こさっい 
1891 ゅ. ゃ ]けそうは う こさっうきっくせゃぇく こさっい 1896 ゅ. し 〉おぇい わ10 
くぇ おくはい 《っさょうくぇくょ ゃ ]けそうえしおう ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか.

′ぇ おぇいぇくかなておぇ いっきは

』っしすうす こさぇいくうお, ぇさしっくぇかちう!

』っしすうす ╃っく くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは,

 』っしすうすぇ 134-すぇ ゅけょうてくうくぇ!

╋ぇかおけ そうさきう ゃ ╀なかゅぇさうは きけゅぇす ょぇ しっ 
こけたゃぇかはす し すぇおぇゃぇ ょなかゅぇ う ぉけゅぇすぇ うし
すけさうは. 《ぇおす, おけえすけ くう おぇさぇ ょぇ ぉなょっき 
ゅけさょう し こけしすうゅくぇすけすけ こさっい ゅけょうくうすっ, 
そぇおす ょぇゃぇと くう せゃっさっくけしすすぇ, つっ きけあっき 
ょぇ しっ しこさぇゃはきっ し すさせょくう いぇょぇつう う ゃ 
しなとけすけ ゃさっきっ ういうしおゃぇ けすゅけゃけさくけしす ょぇ 
しきっ ょけぉさう ゃなゃ ゃしうつおけ, おけっすけ こさぇゃうき.
¨す うきっすけ くぇ 《]¨ くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” 

こけあっかぇゃぇき くぇ ちっかうは おけかっおすうゃ きくけゅけ 
いょさぇゃっ - かうつくけ う ゃ しっきっえしすゃぇすぇ, ぉけょ
さけしす う けこすうきういなき, ぇ いぇ こさぇいくうつくうは 
ょっく - きくけゅけ くぇしすさけっくうっ! 

‶さっょしっょぇすっか 《]¨ ╉〈 
„‶けょおさっこぇ” 

„┿さしっくぇか” ┿╃

╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ

』っしすうす こさぇいくうお!

┿さしっくぇかちう, ぉなょっすっ ゅけさょう し こけしすうゅくぇ-
すうすっ せしこったう う しなたさぇくっすっ くぇょっあょぇ

いぇ くけゃう ゃなさたけゃっ!
╀なょっすっ あうゃう う いょさぇゃう!

]╉ くぇ ╉′]╀ „┿さしっくぇか“ ┿╃
‶さっょしっょぇすっか ┿すぇくぇし ╀けいけゃ

〉ゃぇあぇっきう こさうはすっかう けす „┿さしっくぇか”!

』っしすうす こさけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお!
‶けあっかぇゃぇき ゃう いょさぇゃっ, かうつくけ う 

そうさきっくけ ょなかゅけかっすうっ!
╇ きくけゅけ おなしきっす!

╁なゃ ゃさっきっくぇ くぇ すっあおう うおけくけ
きうつっしおう おさういう, おぇすけ しっゅぇてくぇすぇ, 
っ くっけぉたけょうきけ けとっ くっとけ, いぇ ょぇ 

ぉなょっすっ しこけおけえくう う ょぇ あうゃっっすっ ょけ
しすけえくけ. ′せあくう しぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 

しけかうょぇさくけしす う しけちうぇかっく きうさ, いぇ ょぇ 
けすしすけはゃぇすっ しゃけうすっ うくすっさっしう, しゃなさ
いぇくう しなし しうゅせさくけしすすぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ, 
ょけぉさけすけ いぇこかぇとぇくっ う ういさぇしすゃぇくっすけ 

ゃう おぇすけ しこっちうぇかうしすう. ╆ぇ けすしすけはゃぇくっすけ くぇ すっいう うくすっさっしう, 
けしゃっく きっくうょあきなくすぇ, けすゅけゃけさくけしす くけしはす う しうくょうおぇすうすっ.
′ぇ すはた あっかぇは おせさぇあ う きなょさけしす, せしこってくう こさっゅけゃけさう う 

けすゅけゃけさくけ こぇさすくうさぇくっ. ╇いこけかいゃぇえすっ ちっかうは ぇゃすけさうすっす くぇ 
╉′]╀ う いぇゃけょしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは, いぇ ょぇ くっ ょけこせしくっすっ うく
しすうすせちうう う ゅさせこう し おけさうしすくう くぇきっさっくうは ょぇ ょっしすぇぉうかう

いうさぇす „┿さしっくぇか”. [ぇぉけすっとうすっ こさっょこさうはすうは ゃ ぉなかゅぇさしおぇ
すぇ こさけきうてかっくけしす ょくっし くっ しぇ きくけゅけ, おけっすけ けとっ こけゃっつっ 

こけゃうてぇゃぇ ちっくぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃっくうすっ う すったくけかけゅうつくう
すっ こけしすうあっくうは くぇ ぇさしっくぇかちう!

╇しおさっくけ ゃぇて:
‶さけそ. ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ, 

けしくけゃぇすっか う こなさゃう こさっょしっょぇすっか くぇ ╉′]╀
╀さのおしっか - ╉うっゃ, 1 けおすけきゃさう, 2012 ゅ.

いぇ すったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ. ¨す-
おさうすぇ っ くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ さぇ-
ぉけすくうつっしおぇすぇ こけかうおかうくうおぇ. 
1969 - ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ ╀なか-

ゅぇさうは - こさけういゃっょっくぇ っ こなさゃぇ-
すぇ ゃ しすさぇくぇすぇ ょっゃっすさぇいさはょくぇ 
しなぉうさぇつくぇ っかっおすさけくくぇ きぇ-
てうくぇ /]╄╋/.
1967-1977 -  ╁なゃっあょぇす しっ 

くけゃう こさけういゃけょしすゃっくう きけと-
くけしすう: いぇゃけょ いぇ こさせあうくう; いぇ 
ぇゅさっゅぇすくぇ すったくうおぇ; いぇ くっし-
すぇくょぇさすくけ けぉけさせょゃぇくっ; ちった 
いぇ きぇてうくう し 『‶〉; ╄╇『. ‶せし-
おぇす しっ ゃ っおしこかけぇすぇちうは くけゃう 
おけさこせしう いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
しすさっかおけゃけ う ぇさすうかっさうえしおけ 
けさなあうっ, かぇぉけさぇすけさうう, しおかぇ-
ょけゃっ, しすさっかぉうとぇ, ういこうすぇすっか-
くう こけかうゅけくう う ょさ. 
1971-1977 - ╆ぇこけつゃぇ しっ-

さうえくけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 9た18 
きき こうしすけかっすくう こぇすさけくう; 7,62 
きき おぇさすっつくうちう; 9 きき こうしすけ-
かっすう; 7,62 きき すぇくおけゃう おぇさ-
すっつくうちう う ょさ.
1973 - ╁ ¨╆ „《さうょさうた ╄く-

1945-1947 – ╁なゃ ゃけっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
しっ こさけういゃっあょぇす おぇさせちう, こっつおう いぇ けすけこかっくうっ う ょさ.

ゅっかし”  っ しないょぇょっく  ╃けき くぇ 
おせかすせさぇすぇ.
1974 - ¨すおさうす っ きせいっはす くぇ 

こさっょこさうはすうっすけ.
1975 - ′ぇこさぇゃっくぇ っ こなさ-

ゃぇすぇ おけこおぇ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか” 
ゃ ゅさぇょぇ, けそうちうぇかくけ けすおさうす 
こさっい 1990 ゅ.
1977-1989 - ╁ ╋╉ „《さ. ╄く-

ゅっかし” しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ しっ さぇいてうさはゃぇ:
1983 - 23 きき いっくうすくう せしすぇ-

くけゃおう;
1984-1986 - 5,45 きき ぇゃすけ-

きぇすう;
1985-1987 - 5,45た39,5 きき 

こぇすさけくう;
1986-1987 - 12 きき ゅぇせぉうちう 

う ょさ.
1984 - ╀ぇいぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ 

こさっさぇしすゃぇ ゃ ╇くしすうすせす いぇ きっ-
すぇかけさっあっとう きぇてうくう.
1987 - ¨すおさうす っ ╆ぇゃけょ いぇ 

しうくすっすうつっく ょうぇきぇくす. ]ないょぇ-
ゃぇ しっ „╇くあっくっさうくゅ”.
1989 - ╆ぇこけつゃぇ こさけういゃけょ-

しすゃけ くぇ くけゃう きぇてうくくう ちっく-
すさう こけ かうちっくい くぇ „ぅきぇいぇおう”. 
¨ぉけさせょゃぇく っ ╆ぇゃけょ いぇ すゃなさ-
ょけしこかぇゃくう しきっしう う こかぇしすう-
くう. ]ないょぇょっくぇ っ きけくけかうすくぇ 
きけょせかくぇ しうしすっきぇ „╁ぇさうかけお”. 
¨すおさうすう しぇ こけきけとくう いぇゃけょう 
う ちったけゃっ ゃ ╋なゅかうあ, 【っえくけ-
ゃけ, 〈なあぇ, ╂ぇぉぇさっゃけ, ┿かっお-
しぇくょさけゃけ う ょさ.
1996 - ╆ぇこけつゃぇ こさけういゃけょ-

しすゃけすけ くぇ うくしすさせきっくすけょなさ-
あぇつう こけ かうちっくい くぇ „╁ぇかすっさ 
┿╂”.

]かっょ 1999 - 〈けゃぇ っ 
ゃさっきっすけ くぇ くぇえ-うく-
すっくいうゃくけすけ せしゃけはゃぇくっ, 
さぇいさぇぉけすゃぇくっ う しっさうえ-
くけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
くけゃう こさけょせおすう. ]ない-
ょぇゃぇす しっ くけゃう きけょう-
そうちうさぇくう ぇゃすけきぇすう, 
いゃせおけゃけ-しゃっすかうくくう う 
ょうきくう ゅさぇくぇすう いぇ こけょ-
ちっゃくう ゅさぇくぇすけきっすう こけ 
しすぇくょぇさすうすっ くぇ ′┿〈¨. 
]すさっかおけゃけすけ けさなあうっ っ 
ゃっつっ う し おぇかうぉなさ, しなけす-
ゃっすしすゃぇと くぇ すっいう しすぇく-
ょぇさすう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

1924 - ‶け こさっょかけ-
あっくうっ くぇ きうくうしすなさぇ 
くぇ ゃけえくぇすぇ ゅっく. ╇ゃぇく 
╁なかおけゃ, さけょっく ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, う しなゅかぇしくけ 
こさうっすうは ╆ぇおけく いぇ 
ょなさあぇゃくぇすぇ ゃけっく-
くぇ そぇぉさうおぇ ちはかけすけ 
けぉけさせょゃぇくっ, ょけおせ-
きっくすぇちうはすぇ う つぇしす 
けす こっさしけくぇかぇ しぇ こさっ-
きっしすっくう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

‶さっょこさうはすうっすけ っ こさっうきっくせゃぇくけ くぇ ╃なさあぇゃくぇ ゃけっくくぇ そぇ-
ぉさうおぇ.

‶なさゃけこさけたけょっちなす
„┿さしっくぇか”  っ こなさゃけすけ こさっょこさうはすうっ, こけかけあうかけ けしくけゃうすっ 

くぇ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは ゃ ╀なかゅぇさうは. „┿さしっくぇか” っ こけ-
しすぇゃうか ぉぇいぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ さっょうちぇ こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇ-
くぇすぇ し ゃぇあくぇ さけかは ゃ さけょくけすけ きぇてうくけしすさけっくっ.


