
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╇かてかちあせけ:

『ときあ ╋かさそうあ

╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ:
╈けせさあ ぅかちかうあ

』あちあ 】そさひち - 
すけしけそせけ そて さそつあ

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
》しあすかせ ╉とにてかう
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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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

╇『ぇぁ¨｠╅ 〉╅╈『╅╉¨【╊
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〈かにあせそてかにせけさとすひて てひちつけ たそすそは
そて つうそけてか とつたかしけ うひくたけてあせけぬけ
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ
つてち. 4

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

╇きっ:

╉さぇしうきうさ ′うおけかけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 
4/150, くぇしすさけえつうお

╂けょうくう: 30

╆けょうは: ]おけさこうけく

》けぉう:

╊けゃ う さうぉけかけゃ

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ?

- [ぇいつうすぇき くぇ しっきっえ-
しすゃけすけ しう.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- 》けさぇすぇ, おけうすけ きっ 
こけいくぇゃぇす くぇえ-ょけぉさっ.

¨くそいちかてあてかしけてか  せあ ｠けおちそすあのけせあ つ うひてちかのせそ くあぬかたうあせか つてあせあにあ 
せそつけてかしけ せあ たちけくあ う さあてかえそちけみ „〈あのけせそつてちそかせか け つてちそけてかしつてうそ“

╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ ‶ぇすっくすくけすけ ゃっょけきしすゃけ, しなゃきっしすくけ し 
╋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, けすかうつう くぇえ-ょけぉさうすっ 

ぉなかゅぇさしおう こけしすうあっくうは う ういけぉさっすっくうは, おぇおすけ う うくけゃぇすけさう-
すっ くぇ ゅけょうくぇすぇ - せつっくう, うくあっくっさう, しこっちうぇかうしすう ゃ さぇいかうつくう 
けぉかぇしすう.  
╆ぇ こなさゃう こなす すぇいう ゅけょうくぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ おぇくょうょぇすしすゃぇ いぇ 

ゃこうしゃぇくっ ゃ ╆かぇすくぇすぇ おくうゅぇ くぇ ういけぉさっすっくうはすぇ し うきっくぇすぇ くぇ 
こっすうきぇ しゃけう ういけぉさっすぇすっかう う すったくうすっ ういょっかうは.
〈けゃぇ ぉはたぇ: ′うおけかぇえ ╉なくっゃ - ゅか. おけくしすさせおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 1, 

′うおけかぇえ ╉せちぇさけゃ - しこっちうぇかうしす ゃ ╆ぇゃけょ 5, ‶ぇくぇえけす 》さうしすけゃ, 
╇かうはく ╋うかぇょうくけゃ う ╀けさうし ╀けさうしけゃ けす ╆ぇゃけょ 0. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, 

くうすけ っょうく けす すはた くっ せしこは ょぇ 
しっ おかぇしうさぇ いぇ そうくぇかぇ う ょぇ 
いぇこうてっ うきっすけ しう ゃ ╆かぇすくぇ-
すぇ おくうゅぇ くぇ くぇえ-いくぇつうきうすっ 
いぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは 
ういけぉさっすっくうは, くけ しぇきけ こけ 
しっぉっ しう こなさゃけすけ ぇさしっくぇか-
しおけ せつぇしすうっ くぇ すぇおけゃぇ くうゃけ 
っ こけゃけょ いぇ ゅけさょけしす. ¨しすぇゃぇ 
ぇきぉうちうはすぇ う きくけゅけすけ さぇぉけ-
すぇ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 
′ぇ すなさあっしすゃっくぇ ちっさっきけ-

くうは こさっょう ょくう ゃ ]けそうは, ゃ 
こさうしなしすゃうっすけ くぇ こさっょしっ-
ょぇすっかは くぇ ╄ゃさけこっえしおけすけ 
こぇすっくすくけ ゃっょけきしすゃけ ╀っくけぇ 
╀ぇすうしすっかう, さなおけゃけょうすっかはす 
くぇ ‶ぇすっくすくけすけ ゃっょけきしすゃけ ゃ 
╀なかゅぇさうは こさけそ. ╉ぇきっく ╁っ-
しっかうくけゃ, くぇ きうくうしすなさぇ くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ, くぇせおぇすぇ う 
きかぇょっあすぇ こさけそ. ]っさゅっえ ╇ゅ-
くぇすけゃ う きうくうしすなさぇ くぇ うおけ-
くけきうおぇすぇ ╃っかはく ╃けぉさっゃ, 
ぉはたぇ けぉはゃっくう ういけぉさっすっくう-
はすぇ ゃ さぇいかうつくう けぉかぇしすう いぇ 
2012 ゅけょうくぇ う すったくうすっ くけ-
しうすっかう.

] ういかけあぉぇすぇ „]うかぇすぇ くぇ きけ-
かうすゃぇすぇ - くけゃぇ おぇかうゅさぇ-

そうは” くぇ はこけくしおうは たせょけあくうお 
╉うたぇつうさけ ′うてうせさぇ う おけくちっさす 
くぇ ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか” ぉはたぇ 
けすぉっかはいぇくう ╃くうすっ くぇ はこけくしおぇすぇ 
おせかすせさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇くうちうぇすう-
ゃぇすぇ いぇ すけゃぇ っ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, ゃないくうおくぇかぇ こけ ゃさっきっ 

くぇ くっけすょぇゃくぇてくけすけ え ゅけしすせゃぇ-
くっ ゃ ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ 
しかなくちっ, おぇおすけ う くぇ ┿しけちうぇちう-
はすぇ いぇ こさうはすっかしすゃけ „╉ぇいぇくかなお-
ぅこけくうは”. ╉ぇいぇくかなておぇすぇ こさけはゃぇ 
ぉっ ゃこうしぇくぇ おぇすけ つぇしす けす ╃くうすっ 
くぇ はこけくしおぇすぇ おせかすせさぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは, けさゅぇくういうさぇくう けす はこけくしおけ-
すけ こけしけかしすゃけ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 

22 ゅけょうくう.
‶さう ういおかのつうすっかっく 

うくすっさっし けす しすさぇくぇ くぇ 
おぇいぇくかなつぇくう  はこけく-
しおうはす きぇえしすけさ くぇ 
つっすおぇすぇ ょっきけくしすさうさぇ 
おぇかうゅさぇそしおぇ すったくうおぇ 
こさっょ せつっくうちう けす ′ぇ-
ちうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
こけ こかぇしすうつくう ういおせ-
しすゃぇ う ょういぇえく „┿おぇょ. 
╃っつおけ 〉いせくけゃ”. ┿ゃすけ-
さなす っ ういゃっしすっく う おぇすけ 
きぇえしすけさ くぇ つぇっくぇ ちっ-
さっきけくうは, うおっぉぇくぇ う 
ういおせしすゃけすけ いぇ こけょくぇ-
しはくっ くぇ ぇさけきぇすう おけょけ. 
]なぉうすうっすけ せゃぇあう 

ゃさっきっくくけ ういこなかくは-
ゃぇとうはす ょかなあくけしすすぇ 
こけしかぇくうお くぇ ぅこけくうは 
ゃ ╀なかゅぇさうは ゅ-く 〈けてうけ 
]せゅうせさぇ, おせかすせさくう-
はす ぇすぇてっ ┿は ¨すぇおう, 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ 
¨ぉ] ′うおけかぇえ ╆かぇすぇ-
くけゃ, ぉうゃてうはす おきっす くぇ 
けぉとうくぇすぇ ]すっそぇく ╃ぇ-
きはくけゃ.

〈ぇおぇ しっ くぇさうつぇ 
くけゃうはす こぇさお 

ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけえすけ  
とっ ぉなょっ くぇこなかくけ 
いぇゃなさてっく こさっい くけ-
っきゃさう. 
〈けえ しっ ういゅさぇあ-

ょぇ しなし しさっょしすゃぇ 
けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
おぇきこぇくうは „╆ぇ つうし-
すぇ けおけかくぇ しさっょぇ“ 
おなき ╋¨]╁ う こぇさう 
くぇ けぉとうくぇすぇ. ‶ぇさ-
おなす しっ こさけしすうさぇ くぇ 
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╅さそ つたちかてか おあ たとのけてか せあ 40 えそおけせけ, たちそおひしきけてかしせそつててあ せあ きけうそてあ うけ 

はか せあちあつせか つ おかうかて えそおけせけ, つたそちかお とねかせけてか
》けさぇすぇ せゃっかうつぇゃぇす すっゅかけ-

すけ しう くぇえ-ゃっつっ こさっい こなさ-
ゃうすっ すさう きっしっちぇ, しかっょ おぇすけ しぇ 
けすおぇいぇかう ちうゅぇさうすっ, しけつぇす さっ-
いせかすぇすうすっ けす こけしかっょくけ くぇせつ-
くけ ういしかっょゃぇくっ, こせぉかうおせゃぇくけ ゃ 
こさっしすうあくけ ぉさうすぇくしおけ きっょうちうく-
しおけ しこうしぇくうっ.
╀かぇゅけすゃけさくうはす っそっおす いぇ いょさぇ-

ゃっすけ, けぉぇつっ, っ いくぇつうすっかくけ こけ-
ゅけかはき ゃ しさぇゃくっくうっ し くはおけかおけすけ 
おうかけゅさぇきぇ ゃ こけゃっつっ, ういすなおゃぇす 
しこっちうぇかうしすうすっ.
╉ぇすけ ぇくぇかういうさぇかう さっいせかすぇ-

すうすっ けす 62 こさけせつゃぇくうは こけ すけいう 
ゃなこさけし, そさっくしおう う ぉさうすぇくしおう 
せつっくう いぇおかのつうかう, つっ すっゅかけすけ 
くぇさぇしすゃぇ しさっょくけ し 4-5 おゅ っょくぇ 
ゅけょうくぇ しかっょ けすおぇいゃぇくっすけ けす ちう-
ゅぇさうすっ. 

╁しうつおう ゃないきけあくう
くっゅなさしおう ぉっょう.

[けょっくぇ っ こさっい 1867 ゅ. ゃ 
]┿】. [けょうすっかうすっ え, ぉうゃてう 
さけぉう, せきうさぇす けす あなかすぇ すさっし-
おぇ, おけゅぇすけ ]ぇさぇ っ くぇ 6 ゅけょう-
くう. ]かっょ しきなさすすぇ うき ]ぇさぇ 
う こけ-ゅけかはきぇすぇ え しっしすさぇ しう 
ういおぇさゃぇす たかはぉぇ くぇ いぇたぇさくぇ-
すぇ すさなしすうおぇ. 14-ゅけょうてくぇすぇ 
]ぇさぇ しっ けきなあゃぇ いぇ っょうく けゅ-
さけきっく くっゅなさ, きくけゅけ こけ-ゃない-
さぇしすっく けす くっは – こさけしすけ, いぇ ょぇ 
うきぇ こけおさうゃ くぇょ ゅかぇゃぇすぇ しう. 
′ぇ 19 ゅけょうくう さぇあょぇ ょなとっさは, 
ぇ こさっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 
しなこさせゅなす え せきうさぇ. ]かっょ すけゃぇ 
]ぇさぇ ╀さぇょかう さぇぉけすう 18 ゅけょう-
くう おぇすけ こっさぇつおぇ, おぇすけ しなゃ-
きっしすはゃぇ ゃっつっさくけすけ せつうかうとっ 
う ゅさうあうすっ いぇ ょなとっさは しう.

‶さけゃうょっくうっすけ.
╉けゅぇすけ っ くぇ 36 ゅ., おけしぇすぇ くぇ 

]ぇさぇ いぇこけつゃぇ しすさっきうすっかくけ ょぇ 
けさっょはゃぇ. ′っ こけきぇゅぇかう くうおぇお-
ゃう きぇいうかぇ, くうおぇおゃう きぇしぇあう. 
╇ おけゅぇすけ ぉうかぇ くぇ ゅさぇくうちぇ-
すぇ くぇ けすつぇはくうっすけ, しなくせゃぇかぇ 
しなく – ゃ すけいう しなく すは ゃうょはかぇ 
さっちっこすぇすぇ くぇ つせょけょっえくけすけ 
しさっょしすゃけ いぇ さぇしすっあ くぇ おけしぇ. 
] こけきけとすぇ くぇ すけゃぇ しさっょしすゃけ 
すは せしこはかぇ くっ しぇきけ ょぇ こけょけ-
ぉさう こかぇつっゃくけすけ しなしすけはくうっ 
くぇ しけぉしすゃっくぇすぇ しう おけしぇ, くけ 
せしこはかぇ う ょぇ いぇこけつくっ ぉういくっし, 
ゃっょくぇゅぇ - せしこってっく.      

╇いけぉさっすっくうっすけ.
]ぇさぇ しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ╃っく-

ゃなさ, おなょっすけ しっ いぇたゃぇとぇ し 
さぇいこさけしすさぇくはゃぇくっすけ くぇ こぇ-

くぇちっはすぇ. ╇ すせお おなしきっすなす え 
こさけさぇぉけすゃぇ – こさっい 1906 ゅ. すは 
しっ けきなあゃぇ いぇ 』ぇさかい 〉けおなさ, 
おけえすけ さぇぉけすう ゃなゃ ゃっしすくうお う 
こけきぇゅぇ くぇ あっくぇ しう ょぇ さっお-
かぇきうさぇ くけゃけすけ しさっょしすゃけ いぇ 
さぇしすっあ くぇ おけしぇ. ╋くけゅけ しおけさけ 
]ぇさぇ 〉けおなさ こけかせつぇゃぇ おぇすけ つっ 
かう うょっは しゃうてっ う すは ういきうし-
かうかぇ けくけゃぇ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ おけっすけ しっ こさけつせゃぇ ゃ ちはかぇ 
┿きっさうおぇ – ういきうしかは しさっょ-
しすゃけすけ いぇ ういこさぇゃはくっ くぇ おなょ-
さぇゃうすっ くっゅなさしおう おけしう. ]うし-
すっきぇすぇ え ゃおかのつゃぇ しさっょしすゃけ 
いぇ  けきっおけすはゃぇくっ くぇ おけしぇすぇ う 
しこっちうぇかっく しすけきぇくっく ゅさっぉっく 
いぇ くっえくけすけ ういこさぇゃはくっ. 〈ぇおぇ 
つっさくうすっ あっくう うきぇかう ゃっつっ 
ゃないきけあくけしすすぇ  ょぇ しう こさぇゃはす 
こさうつっしおう おぇすけ くぇ ぉっかうすっ. 
]こけさっょ ]ぇさぇ, さぇゃっくしすゃけすけ ゃ 
すけゃぇ けすくけてっくうっ くぇしすなこうかけ: 
ぉっかうすっ あっくう きけゅぇす ょぇ くぇゃう-
ゃぇす  おけしうすっ しう, ぇ つっさくうすっ ょぇ 
ゅう さぇいゃうゃぇす.  

′けゃぇ そうかけしけそうは
くぇ あうゃけす.

╁ くぇつぇかけすけ ]ぇさぇ 〉けおなさ さぇい-
こさけしすさぇくはゃぇかぇ しゃけっすけ こさうし-
こけしけぉかっくうっ しぇきぇ, けぉうおぇかはえ-
おう おゃぇさすぇかうすっ くぇ つっさくうすっ う 
ょっきけくしすさうさぇえおう  ういけぉさっすっ-
くうっすけ しう くぇ きはしすけ. ′け おけゅぇすけ 
ぇょさっしくうはす きぇさおっすうくゅ ょけおぇ-
いぇか しゃけはすぇ っそっおすうゃくけしす, すは 
しないょぇかぇ きさっあぇ けす ぇゅっくすおう. 
╆ぇ すなきくけおけあうすっ あっくう すぇいう 
ょっえくけしす ぉうかぇ うしすうくしおぇ くぇ-
たけょおぇ, すなえ おぇすけ すっ さぇぉけすっ-
かう おぇすけ こっさぇつおう, きうはつおう  う 

おぇすけ しかせゅうくう. 〈っ くっ こさけしすけ 
こさけょぇゃぇかう こさうしこけしけぉかっくうっ-
すけ いぇ ういこさぇゃはくっ くぇ おけしう, すっ 
こさけょぇゃぇかう ちはかぇ っょくぇ くけゃぇ 
そうかけしけそうは くぇ あうゃけす – くっ 
こさけしすけ ゅさうあぇ いぇ おけしぇすぇ, くけ う 
しさっょしすゃけ いぇ こさうゃかっおぇすっかくけしす 
う つぇさ いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ しけ-
ちうぇかくうは うきうょあ くぇ あっくしおぇすぇ 
こけかけゃうくぇ けす つっさくぇすぇ さぇしぇ. 
『っくくけ ぉうかけ う すけゃぇ, つっ せさっょなす 
くぇ 〉けおなさ くっ くぇこせしおぇか  こさっょっ-
かうすっ くぇ こさういくぇすけすけ けす ゃしうつおう 
くっしぇきけしすけはすっかくけ ょさせあっしすゃけ 
– けす ゅかぇゃぇすぇ くぇ おけきこぇくうはすぇ 
ょけ こけすさっぉうすっかは, けす ょうさっおすけ-
さぇ くぇ おけかっあぇ ょけ こけしかっょくぇすぇ 
しすせょっくすおぇ – すけゃぇ ぉうかう ゃしっ 
ちゃっすくけおけあう ょぇきう.  

╇しすうくしおぇ いかぇすくぇ あうかぇ. 
╁しうつおけ すけゃぇ さぇぉけすっかけ いぇ こけ-

こせかはさくけしすすぇ くぇ おけきこぇくうはすぇ 
う そうさきぇすぇ くぇ 〉けおなさ ぉなさいけ 
しっ さぇいさぇしすくぇかぇ. ╁ ╇くょうぇくぇ-
こけかうし ]ぇさぇ こけしすさけはゃぇ かぇ-
ぉけさぇすけさうは, そぇぉさうおぇ う くけゃけ 
せつうかうとっ こけ おけいきっすけかけゅうは. 
¨す 1911-すぇ ょけ 1919-すぇ ゅけょう-
くぇ おけきこぇくうはすぇ え ういおぇさゃぇ こけ 
100 たうかはょう ょけかぇさぇ ゅけょうてくけ. 
]ぇさぇ ゃっつっ こさうすっあぇゃぇかぇ こなか-
くうは ちうおなか いぇ さぇしすっあ くぇ おけしぇ 
う いぇ ゅさうあうすっ いぇ おけしぇすぇ しかっょ 
すけゃぇ, いぇ かっつっくうっ おけあぇすぇ くぇ 
ゅかぇゃぇすぇ, いぇ かうちっ う すはかけ, こけ-
きぇょう, ぉぇかしぇきう う す.く. – こなかくけ 
おけいきっすうつくけ けぉけさせょゃぇくっ. ′ぇっ-
かぇ ょうしすさうぉせすけさう ゃ ′の ╈けさお う 
ゃなゃ 《うかぇょっかそうは. ╁ くっえくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ さぇぉけすっかう っょゃぇ 15 
ょせてう, ぇ たうかはょう ぇゅっくすう- おけく-
しせかすぇくすう う しすうかうしすう  さぇいゃう-
ゃぇかう ょっえくけしす こけ ちはかぇ ┿きっさう-
おぇ う ういゃなく くっは.
╇しすうくしおうはす すさうせきそ くぇしすなこ-

ゃぇ ゃ ‶ぇさうあ, おけゅぇすけ くぇえ-こけ-
こせかはさくぇすぇ こっゃうちぇ くぇ 19 ゃっお  
╅けいっそうくぇ ╀っえおなさ しっ ゃない-
こけかいゃぇ けす せしかせゅうすっ くぇ ]ぇさぇ 
〉けおなさ.      
〈ぇおぇ いぇこけつゃぇ こけぉっょけくけしくけ-

すけ え てっしすゃうっ こけ ちっかうは しゃはす.  
╋なあなす くぇ ]ぇさぇ くっ ういょなさあぇ 

せしこったうすっ くぇ あっくぇ しう う すっ しっ 
さぇいゃっあょぇす. 〉しっすうかぇ しゃけぉけょぇ-
すぇ, ]ぇさぇ しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ′の 

〈は っ けかうちっすゃけさっ
くうっ くぇ ぇきっさう

おぇくしおぇすぇ きっつすぇ. 《うゅせさう
さぇ ゃ おくうゅぇすぇ „[っおけさょうすっ 
くぇ ╂うくっし” おぇすけ こなさゃぇすぇ 
つっさくけおけあぇ きうかうけくっさ
おぇ. ]ゃけうすっ きうかうけくう  くぇ
すさせこゃぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
せさっょぇ いぇ ういこさぇゃはくっ くぇ 
おけしう. 〉けおなさ っ っょくぇ けす 
くぇちうけくぇかくうすっ ゅっさけうくう 
くぇ ┿きっさおぇ - しうきゃけか くぇ 
くっこけおけかっぉうきけすけ あっかぇ
くうっ いぇ こけ-ょけぉなさ あうゃけす. 
╊うちっすけ え ょくっし っ ゃなさたせ 
ぇきっさうおぇくしおうすっ こけとっく
しおう きぇさおう, ぉうけゅさぇそうはすぇ 
え しっ ういせつぇゃぇ ゃ ぇきっさう
おぇくしおうすっ せつうかうとぇ.

╈けさお う いぇこけつゃぇ しすさけうすっか-
しすゃけすけ くぇ けゅさけきくぇ, うしすうくしおう 
きうかうけくっさしおぇ, ゃうかぇ ゃ しすうかぇ くぇ 
うすぇかうぇくしおうは [っくっしぇくし, ゃなさたせ 
こかけと けす ぉかういけ 5 ぇおさぇ いっきは. 
¨す すけゃぇ きはしすけ すは きけあっかぇ ょけ-
ぉさっ ょぇ ゃうあょぇ ぉかういおけすけ けあう-
ゃっくけ てけしっ う, おぇおすけ おぇいぇかぇ ゃ 
っょくけ うくすっさゃの, つっ すは きけあっ ょぇ 
ぉなょっ こさうきっさ いぇ すけゃぇ – ょけおな-
ょっ きけあっ ょぇ しすうゅくっ っょうく つけ-
ゃっお けす つっさくぇすぇ さぇしぇ: うきぇかぇ 
きさぇきけさくけ しすなかぉうとっ, ぉぇしっえく, 
ゃっかうおけかっこっく けさゅぇく う こけいかぇ-
すっくけ こうぇくけ, さうしせゃぇくう すぇゃぇくう 
う こけかうかっう – さなつくぇ ういさぇぉけす-
おぇ, うすぇかうぇくしおぇ ゅさぇょうくぇ...

′っ しぇきけ いぇ しっぉっ しう.
‶さっい 1916 ゅ. ぇゅっくすうすっ くぇ 

〉けおなさ しっ けぉっょうくはゃぇす ゃ ′ぇ-
ちうけくぇかくぇ ぇしけちうぇちうは くぇ おけい-
きっすけかけいうすっ し つかっくしおう ゃくけし けす 
25 ちっくすぇ くぇ きっしっち. ╋っしすくうすっ 
けさゅぇくういぇちうう しっ いぇくうきぇゃぇかう 
ゃ っょくぇおゃぇ しすっこっく う し ぉういくっし, 
う し こさけしゃっすぇ, う し ぉかぇゅけすゃけさう-
すっかくけしす.  
]ぇきぇすぇ ]ぇさぇ こさっい こけしかっょ-

くうすっ ゅけょうくう けす あうゃけすぇ しう 
しなとけ ぇおすうゃくけ しっ いぇくうきぇゃぇかぇ 
し こさけしゃっすぇ う ぉかぇゅけすゃけさうすっか-
くけしす. ╇きっくくけ すは こさっい 1915 ゅ. 
いぇこけつゃぇ こさけちっしぇ しさっとせ さぇしけ-
ゃぇすぇ ょうしおさうきぇくちうは ゃ すっぇすさう-
すっ くぇ ╇くょうぇくぇこけかうし. ╇きっくくけ 
すは ょなさあぇかぇ さっつ こさけすうゃ しっ-
ゅさっゅぇちうはすぇ こさっょ こさっいうょっく-
すぇ 〉うかしなく. ‶さぇゃっかぇ けゅさけきくう 
あっさすゃう ゃ こけかいぇ くぇ ′ぇちうけくぇか-
くぇすぇ ぇしけちうぇちうは いぇ こさけゅさっしぇ 
くぇ ちゃっすくけおけあけすけ くぇしっかっくうっ. 
‶けきぇゅぇかぇ し こぇさう くぇ ょっす-
しおう はしかう, こさうのすう, ちなさおゃう う 
せつっぉくう いぇゃっょっくうは, けしくけゃぇ-
かぇ ┿おぇょっきうは いぇ きけきうつっすぇ ゃ 
╆ぇこぇょくぇ ┿そさうおぇ. ╇ すぇおぇ けす-
おさうかぇ こなすは いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ 
しけぉしすゃっく ぉういくっし くぇ ゃしうつおう 
しゃけう さけょしすゃっくうちう. 
╇ くはきぇ くうとけ せょうゃうすっかくけ ゃ 

すけゃぇ, つっ ]ぇさぇ 〉けおなさ, おぇすけ うし-
すうくしおぇ くぇちうけくぇかくぇ ゅっさけうくは, 
けかうちっすゃけさはゃぇ おかぇしうつっしおぇすぇ 
ぇきっさうおぇくしおぇ きっつすぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

こかけと けす 4,5 ょっおぇさぇ う しっ くぇきうさぇ ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ 
ぉか.111 ゃ おゃ. ╇いすけお. 
╁っつっ しぇ ういゅさぇょっくう こけかうゃくぇすぇ しうしすっきぇ う けしゃっすかっくうっすけ くぇ こぇさ-

おぇ, こさっょしすけう こけしすぇゃはくっすけ くぇ ゃうょっけおぇきっさう.  
‶ぇさおなす さぇいこけかぇゅぇ し すさう ょっすしおう こかけとぇょおう, おぇすけ っょくぇ けす すはた っ 

いぇ きかぇょっあう. ╀っしっょおぇ, おぇすっさせておう う 15 こっえおう  ょけこなかゃぇす きはしすけすけ 
いぇ けすょうた. ╆ぇ おさぇしうゃうは ゃなくてっく ゃうょ くぇ こぇさおぇ ょけこさうくぇしはす う いぇしぇ-
ょっくうすっ ゃっつっ たさぇしすう う ちゃっすは. ‶さっょゃうあょぇ しっ いぇしぇあょぇくっ う くぇ てう-
さけおけかうしすくう う うゅかけかうしすくう ょなさゃっすぇ. ╆ぇ ゅさぇあょぇくうすっ けしすぇゃぇ しぇきけ 
ょぇ きせ しっ さぇょゃぇす う こぇいはす. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

╀なさい つぇしすうつっく さっきけくす くぇ こけおさうゃぇ くぇ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ, 
しすさけっくぇ こさっい 1945-すぇ ゅけょうくぇ う くけゃぇ けゅさぇょぇ けす 450 きっ-

すさぇ しぇ くぇえ-くっけすかけあくうすっ ょっえくけしすう, けす おけうすけ うきぇ くせあょぇ けゅ-
さけきくぇすぇ ぉぇいぇ くぇ せつうかうとっすけ. ╉けさこせしなす くぇ しすぇさぇすぇ ょゃせっすぇあ-
くぇ しゅさぇょぇ っ けす 3 110 おゃ き, こけおさうゃなす きせ すっつっ う いぇこかぇてゃぇ けす 
いかけこけかせおう せつうすっかう う せつっくうちう.

〈け しっ せゃっかうつぇゃぇ し 1,1 おゅ いぇ きっしっち, し 2,3 おゅ いぇ ょゃぇ きっしっちぇ, し 2,9 おゅ いぇ すさう きっしっちぇ, し 4,2 
おゅ いぇ こけかけゃうく ゅけょうくぇ う し 4,7 おゅ いぇ ゅけょうくぇ. 
‶さっょうてくう こせぉかうおぇちうう しゃなさいゃぇたぇ しこうさぇくっすけ くぇ こせてっくっすけ し こなかくっっくっ けす しさっょくけ 2,9 おゅ, 

ぉっい ょぇ しっ せすけつくはゃぇ いぇ おぇおなゃ しさけお.
〈┿

8-きう くけっきゃさう  っ ┿さたぇくゅっかけゃょっく, くぇさう-
つぇく けとっ [ぇくゅっかけゃょっく. ‶さぇゃけしかぇゃくぇすぇ ちなさお-
ゃぇ こけつうすぇ ]ゃ. ┿さたぇくゅっか ╋うたぇうか.
¨しくけゃくぇすぇ くぇしけつっくけしす くぇ けぉうつぇうすっ こさっい 

すけいう ょっく, おぇおすけ う うきっすけ くぇ こさぇいくうおぇ, しっ けこ-
さっょっかはす けす ゃはさゃぇくっすけ, つっ ]ゃ. [ぇくゅっか っ っょうく 
けす てっしすうきぇすぇ ぉさぇすは-のくぇちう, くぇ おけゅけすけ こさう 
こけょはかぉぇすぇ くぇ しゃっすぇ しっ こぇょくぇかう きなさすゃうすっ. 
〈けえ ゃぇょう ょせてぇすぇ くぇ つけゃっおぇ う いぇすけゃぇ っ くぇさっ-
つっく ょせてっゃぇょくうお.
╁ きくけゅけ さぇえけくう くぇ しすさぇくぇすぇ くぇ すけいう ょっく しっ 

おけかう おせさぉぇく けす けゃつっ きっしけ いぇ しゃっすっちぇ, こさぇ-
ゃはす しっ けぉさっょくう たかはぉけゃっ, したけょくう し すっいう, おけう-
すけ しっ こさうゅけすゃはす いぇ こけゅさっぉっくうっ うかう こけきっく. 
] ┿さたぇくゅっかけゃょっく っ しゃなさいぇくぇ う っょくぇ けす 

くぇえ-ゅけかっきうすっ いぇょせてくうちう こさっい ゅけょうくぇすぇ. ′ぇ 
╆ぇょせてくうちぇ しっ こさぇゃう すなさあっしすゃっくぇ しかせあぉぇ ゃ 

ちなさおゃぇすぇ, しかっょ おけっすけ いぇこけつゃぇす ゅけしすせゃぇくうはすぇ 
せ うきっくくうちうすっ. ′ぇ きくけゅけ きっしすぇ しっ けさゅぇくういう-
さぇす う しなぉけさう. ╃っくはす っ ういゃっしすっく う おぇすけ こさぇい-
くうお くぇ きっしけすけ う きっしぇさうすっ.
]ゃ. ╋うたぇうか っ っょうく けす 7-すっ こなさゃっくしすゃせゃぇとう 

ぇくゅっかう, おけうすけ ゃうくぇゅう しすけはす こさっょ こさっしすけかぇ 
くぇ ╂けしこけょぇ. 〈けえ こさっょしすぇゃは ╀けあうっすけ しかけゃけ. 
╇いけぉさぇいはゃぇ しっ し おけこうっ ゃ さなおぇ, おぇすけ すなこつっ し 
おさぇおぇすぇ しう ょはゃけかぇ.
┿くゅっかうすっ しぇ こぇいうすっかう くぇ つけゃっておうは さけょ, 

ぇ ゃしっおう つけゃっお けとっ けす さぇあょぇくっすけ しう うきぇ こけ 
っょうく ぇくゅっか-こぇいうすっか.
╇きっくくうちう くぇ ┿さたぇくゅっかけゃょっく しぇ: ┿くゅっか, 

┿くゅっかうくぇ, [ぇくゅっか, ╋うたぇうか, ╋うたぇっかぇ, 
╂ぇゃさぇうか, [ぇょおぇ, [ぇょけしすうく, [ぇょけしかぇゃ, 
[ぇえくぇ, ¨ゅくはく, ‶かぇきっく, ╄きうか う ╄きうかうは.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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- 〈けっしす, うょゃぇす こさう ╁ぇし, 

おけゅぇすけ しぇ たけょうかう ゃ ¨ぉとう
くぇすぇ う くっ しぇ ゅう こけかせつうかう?  
- ╃ぇ, くけ うょゃぇす こさう きっく う 

おけゅぇすけ くっ しきっはす ょぇ けすうょぇす ゃ 
¨ぉとうくぇすぇ. ╇きぇ う すぇおうゃぇ きけ
きっくすう. 

- ╁うっ かうつくけ いぇ すっいう 5 ゅけ
ょうくう ょけゃけかくぇ かう しすっ けす 
すけゃぇ, おけっすけ しゃなさてうたすっ, 
おけっすけ けしすぇゃはすっ おぇすけ ょうさは, 
すなえ おぇすけ ╁うっ くぇ こさぇおすうおぇ 
さぇいさぇぉけすうたすっ  うくしすうすせちう
はすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ ゃ さぇ
えけくぇ? 
- ′っ しなき せょけゃかっすゃけさっくぇ, いぇ

とけすけ くはおけう けす ゃなこさけしうすっ くぇ  
ゅさぇあょぇくうすっ くっ しっ さってぇゃぇたぇ, 

ぇ っ うきぇかけ ゃないきけあくけしす ょぇ ぉな
ょぇす さってっくう. ¨しくけゃくぇ こさうつう
くぇ いぇ くっさってぇゃぇくっすけ っ ぉうかけ 
くっさぇいぉうさぇすっかしすゃけすけ きっあょせ 
うくしすうすせちううすっ. ¨しゃっく すけゃぇ, 
つぇしす けす しかせつぇうすっ, し おけうすけ しなき 
しっ いぇくうきぇゃぇかぇ, しぇ うきぇかう う 
いぇおけくけょぇすっかくう こさっつおう. ′は
きぇかけ っ う くはきぇ かけぉう, おけっすけ ょぇ 
さぇぉけすう, いぇ ょぇ ぉなょぇす けすしすさぇ
くっくう すっ. ╄すけ ゃう っかっきっくすぇさっく 
こさうきっさ: っょうく こけしすけはくくけ ぉっい
さぇぉけすっく ゅさぇあょぇくうく  すさはぉゃぇ 

ょぇ こけょぇょっ ょっおかぇさぇちうは ゃ ′┿‶, 
つっ  しっ しぇきけけしうゅせさはゃぇ いょさぇゃくけ 
う っ ょかなあっく ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう. ┿おけ 
すけえ くっ こけょぇょっ すぇいう ょっおかぇさぇ
ちうは, すけえ こけょかっあう くぇ しぇくおちうは, 
ゅかけぉぇ. ′け, ぇおけ ょけ すけいう すさぇえくけ 
ぉっいさぇぉけすっく つけゃっお くはきぇ ょさせゅ 
さぇぉけすっと, けすおなょっ すけえ とっ くぇ
きっさう こぇさう いぇ すっいう いょさぇゃくう 
ゃくけしおう? ╇ しかっょ おぇすけ ょけ くっゅけ 
くはおけえ さぇぉけすっと きせ ゃくぇしは すっいう 
いょさぇゃくう けしうゅせさけゃおう, すけ おぇおゃう 
しぇ ょぇくなつくうすっ けぉかっおつっくうは いぇ 
すけいう つけゃっお? ′はおけえ こさっしきはすぇ 
かう すけゃぇ, つっ すけえ ゃくぇしは いぇ ょゃぇ
きぇ いょさぇゃくう けしうゅせさけゃおう?  ′っ, 
くぇかう?  ╁けょうかぇ しなき さぇいゅけゃけさ う 
し  くぇさけょくうすっ こさっょしすぇゃうすっかう.

- ╇ おぇおゃけ おぇいゃぇ いぇおけくけ
ょぇすっかはす こけ すけいう ゃなこさけし? 
- ╉ぇいゃぇ, つっ おけゅぇすけ こさうっきぇかう 

ぉのょあっすぇ くぇ いょさぇゃくけすけ けしうゅせ
さはゃぇくっ, すけえ くっ ぉうか ゃ こぇさかぇ
きっくすぇ, ぇ ういゃなく しすさぇくぇすぇ う す. 
く. ╃させゅ きけきっくす: ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ 
いょさぇゃっすけ こうてっ, つっ, ぇおけ っょうく 
つけゃっお っ くぇゃなさてうか 67 ゅけょうくう 
う すけえ  し さってっくうっ くぇ 〈╄╊╉ うきぇ 
くはおぇおなゃ こさけちっくす うくゃぇかうょ
くけしす, すけ すけゃぇ けしすぇゃぇ いぇゃうくぇ
ゅう. ┿ すっ ゅう さぇいおぇさゃぇす たけさぇすぇ 

こさっい ょゃっ ゅけょうくう, けしけぉっくけ おけ
ゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ けすしすさぇくっく 
けさゅぇく くぇ つけゃっおぇ. ╄, すぇ すけえ いぇ 
ょゃっ ゅけょうくう とっ こけくうおくっ かう? 
】っ きせ こけさぇしくっ くけゃぇ さなおぇ かう?  
〈けゃぇ しぇ ぉっいせきうは. ′け しっ さぇい
おぇさゃぇす たけさぇすぇ, くはきぇ しすうおけゃ
おぇ, たぇさきけくういうさぇくっ, しうくたさけく 
きっあょせ いぇおけくうすっ. ╇しおぇす しっ 
っょくう ぉっいせきくう くっとぇ, ぇ たけさぇ
すぇ  たけょはす おぇすけ いぇきぇはくう. ′っ しぇ 
ゃうくけゃくう, けぉぇつっ, う しなけすゃっすくう
すっ つうくけゃくうちう いぇ すけゃぇ. 〈けゃぇ っ 
くけさきぇすうゃくけ いぇかけあっくけ. ╆ぇおけ
くけょぇすっかはす くっ しう っ しゃなさてうか 
さぇぉけすぇすぇ. 

- ╆ぇ すけかおけゃぇ ゅけょうくう  いぇとけ 
くっ しっょくぇたすっ ょぇ しっ さぇいぉっ
さっすっ う ょぇ ゃくっしっすっ こぇおっす けす 
いぇおけくけょぇすっかくう こさっょかけあっ
くうは いぇ しうたさけくういうさぇくっ くぇ 
すっいう しこけさくう すっおしすけゃっ ゃ こけ
さっょうちぇ いぇおけくう う くぇさっょぉう? 
- ′うっ, うきぇき こさっょゃうょ ′ぇ

ちうけくぇかくけすけ しょさせあっくうっ くぇ 
きっしすくうすっ けぉとっしすゃっくう こけしさっ
ょくうちう, くはきぇきっ いぇおけくけょぇすっか
くぇ うくうちうぇすうゃぇ. ′ぇこうしぇかう 
くけゃぇ さっょぇおちうは くぇ つか.2-ぇ けす 
╆╋]╋┿, おけはすけ せあ っ ゃくっしっくぇ 
ゃ こぇさかぇきっくすぇ けす ゅ-く ‶っくつっゃ. 
‶けしすぇゃはかう しきっ すっいう ゃなこさけしう, 
ぇい しなとけ しなき ゅう こけしすぇゃはかぇ う 
こさっょ ╂うくぬけ ╂ぇくっゃ - こなさゃうはす 
けきぉせょしきぇく, う こさっょ ╉けくしすぇく
すうく ‶っくつっゃ - くぇしすけはとうはす, 
こさぇゃっくう しぇ しさっとう. ╂けこけょうく 
╂ぇくっゃ くう こさうっきぇてっ おぇすけ くっ
けぉたけょうきけ いかけ. ┿ ゅけしこけょうく 
‶っくつっゃ すさなゅくぇ ょけぉさっ, くけ こけ
しかっ くはおぇお くっとぇすぇ いぇきさはたぇ. 
′っ しきっ しっ しさっとぇかう けす のくう きう
くぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ╇ ゃ すけいう こかぇく 
ゃう おぇいぇた, つっ くっ しなき せょけゃかっす
ゃけさっくぇ. ̈ しゃっく すけゃぇ, さぇぉけすぇすぇ 
くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお っ 
っょくぇ すぇおぇゃぇ しぇきけすくぇ う すなあくぇ. 
〈なあくぇ, いぇとけすけ こさう すっぉ うょ
ゃぇす ゃ こけゃっつっすけ しかせつぇう たけさぇ, 
おけうすけ うきぇす くせあょぇ けす こけきけと. 
╇ おけかおけすけ う ょぇ しっ しすぇさぇって 
ょぇ くっ しっ すけゃぇさうて し くっゅけゃう
すっ こさけぉかっきう, すう しっ すけゃぇさうて. 
╆ぇとけすけ きうしかうて, すなさしうて くけさ
きぇすうゃくけ う いぇおけくけょぇすっかくけ 
くぇつうくう ょぇ こけきけゅくって. ]ぇきけ 
つけゃっお くぇ すけゃぇ きはしすけ きけあっ ょぇ 
しっ せぉっょう おけかおけ きなおぇ うきぇ, くっ 
しぇきけ ゃ ╀なかゅぇさうは, くけ う ゃ つぇしす
くけしす ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

- ]かっょ ゃしうつおけ すけゃぇ うきぇすっ 
かう あっかぇくうっすけ, ぇきぉうちうはすぇ 
ょぇ けこうすぇすっ けとっ ゃっょくなあ 
ょぇ こけゃすけさうすっ きぇくょぇすぇ しう? 
‶さぇゃうかくうおなす いぇ けぉとっしす
ゃっくうは こけしさっょくうお ╁う ょぇゃぇ 
すけゃぇ こさぇゃけ.
- ╃ぇ, とっ けこうすぇき. ′け くっ しすぇ

ゃぇ ょせきぇ いぇ ぇきぉうちうは ゃ しかせつぇは, 
きぇおぇさ つっ くっ しなき くっぇきぉうちうけ
いっく つけゃっお. ‶ぇお とっ おぇあぇ: くっ
せょけゃかっすゃけさっくうっすけ きう っ うきっく
くけ けす すけゃぇ - くっ つっ くっ うしおぇき 
ょぇ こけきけゅくぇ くぇ ょぇょっく つけゃっお, 
おけえすけ っ ょけてなか う すっ ゅかっょぇ ゃ 
けつうすっ, しはおぇて けつぇおゃぇ つせょっしぇ. 
┿ つっ すぇおぇ しぇ こけしすぇゃっくう くっとぇ
すぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, つっ ょけさう う ょぇ 
うしおぇて, くっ きけあって ょぇ こけきけゅ
くって. ╁ きくけゅけ けす しかせつぇうすっ. 
〈けゃぇ きう っ くっせょけゃかっすゃけさっくう
っすけ - つっ くっ きけゅぇ ょぇ こけきけゅくぇ 
くぇ ゃしうつおう. ¨しけぉっくけ おぇすけ しっ 
しぉかなしおぇて し ぉっいょせてうっ, し くっ
かけゅうつくけすけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゃょうゅくって さなちっ う ょぇ 
しっ こさっょぇょって, ぇ くっ すう しっ うしおぇ. 
〈させょくけ っ ょぇ しっ つせゃしすゃぇて ぉっい

しうかっく.  

- 〈けゃぇ っ きはしすけ いぇ こけかうすう
つっしおう くっけぉゃなさいぇくう たけさぇ. 

‶さっょう ょぇ こけっきっすっ こけしすぇ 
くぇ けきぉせょしきぇく, ╁うっ ぉはたすっ 
35 ゅけょうくう つかっく くぇ ╀]‶. ╁ 
すけいう しきうしなか ょけ おぇおゃぇ しすっ

こっく こけかうすうつっしおぇすぇ おけくのお
すせさぇ きけあっ ょぇ こけきけゅくっ くぇ 
つけゃっお, おけえすけ しすけう くぇ すけゃぇ 
きはしすけ う ょけ おぇおゃぇ しすっこっく ょぇ 
きせ こけこさっつう? 
- ‶さぇおすうおぇすぇ こけおぇいゃぇ, つっ 

〈は っ けす けくっいう たけさぇ, おけうすけ うきぇす つっしすすぇ う けさうしうはすぇ ょぇ 
しぇ こなさゃけこさけたけょちう. ¨す すはた ょぇ いぇこけつゃぇ. ′けゃけすけ, ‶さけきは
くぇすぇ, 〈させょくけすけ. [ぇいかうつくけすけ. ╃ぇ こさぇゃはす こなさすうくぇすぇ.  
‶さけそっしうはすぇ え くぇ うくあっくっさ けす すっあおうすっ ゃけっくくう しこっ

ちうぇかくけしすう は こさぇゃう う ゃけえくうお ゃ あうゃけすぇ. [ぇぉけすうかぇ っ ゃ 
′╇〈╇, ゃ ╆ぇゃけょ 4 くぇ „┿さしっくぇか”, ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくう
しすさぇちうは くぇ ╉ぇいぇくかなお. ̈ すゅかっょぇかぇ っ ょゃっ こけさぇしくぇかう ゃっつっ 
ょっちぇ - しうく う ょなとっさは, こさっゃなさくぇかぇ しっ っ ゃ っきぉかっきぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうすっ ういぉけさう う ゃ „つけゃっおなす-ういぉけさう” いぇさぇょう 
ょなかゅうは しう けこうす くぇ ういぉけさょあうは. ╁ ぉうけゅさぇそうはすぇ しう うきぇ う 
けこうす ょぇ しすぇくっ おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, しすうゅくぇか ょけ こけしかっょくぇ
すぇ こさぇゃぇ こさっょう そうくぇかぇ. ╆ぇさぇょう っょくぇすぇ しなゃっしす, つっしす う 
いぇさぇょう っょくけすけ… こさっょぇすっかしすゃけ. 
〈さう きぇくょぇすぇ っ しっおさっすぇさ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, さぇぉけ

すうかぇ っ し すさうきぇ おきっすけゃっ. ] こけしかっょくうは くっ いぇゃすけさゃぇ きぇく
ょぇす. 〈さなゅゃぇ しう  こけ かうつっく ういぉけさ う し ゃはさぇすぇ, つっ しかっょゃぇ 
くっとけ こけ-ょけぉさけ. 〈け うょゃぇ, くけ しかっょ ゅけょうくぇ. ]なょぉぇすぇ は 
ょぇさせゃぇ し うしすけさうつっしおう てぇくし - ょぇ いぇこうてっ うきっすけ しう  ゃ 
きっしすくぇすぇ けぉとっしすゃっくぇ うしすけさうは おぇすけ こなさゃうは けぉとっしすゃっく 
こけしさっょくうお /けきぉせょしきぇく/ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ: 
つけゃっおなす – あぇかぉう うかう つけゃっおなす-こぇいぇつ くぇ こさぇゃぇすぇ, しゃけ
ぉけょうすっ, くぇさっょぉうすっ う いぇおけくうすっ. ╉ぇおすけ こうてっ ゃ ょっぉっかうすっ 
おくうゅう.  
╆ぇ ょぇ しかせあう くぇ たけさぇすぇ う すったくうすっ うくすっさっしう, くぇこせし

おぇ っょくぇ けす ゅけかっきうすっ しう かのぉけゃう う おぇせいう: こさっおさぇすはゃぇ 
35-ゅけょうてくけすけ しう  つかっくしすゃけ ゃ ╀]‶.  
‶けっきぇ くけゃうは しう こけしす し きぇくょぇす けす 5 ゅけょうくう. 〈ぇおぇ くっせ

しっすくけ ういすっつっ すけえ う いぇ こなさゃうは けきぉせょしきぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお 
╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ. ]かっょゃぇ ういぉけさ くぇ くけゃ. 〈けえ っ ゃ さなちっすっ 
う しなゃっしすすぇ くぇ 25 けす 37-すっ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう くぇ ╉ぇ
いぇくかなお. ╇ くぇ しこっちうぇかくぇ ゃさっきっくくぇ おけきうしうは こけ こけょぉけさぇ. 
  ╁ こぇせいぇすぇ きっあょせ っきけちうう う しすさぇしすう,  きっあょせ さぇゃくけ

しきっすおう, こかぇくけゃっ う くぇょっあょう - っょうく くっこさうくせょっく さぇいゅけ
ゃけさ し けきぉせょしきぇくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ. 

おかのつけゃう こけしすけゃっ しっ さぇいょぇゃぇす 
こけ すけいう くぇつうく. ╉ぇおゃけ とっ しっ 
しかせつう, とっ ゃうょうき. ′はきぇ ょぇ しっ 
さぇいしなさょは, くはきぇ ょぇ しっ すさなて
おぇき, ぇおけ くっ ういぉっさぇす きっく, ゃしっ 
こぇお しなき つけゃっお さっぇかうしす. ′け 
ょっえしすゃうすっかくけ, おけえすけ う ょぇ っ 
つけゃっおなす, おけゅけすけ とっ ういぉっさぇす 
いぇ けきぉせょしきぇく, ゃしっ こぇお すさはぉ
ゃぇ ょぇ っ つけゃっお, おけえすけ こけいくぇ
ゃぇ きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ, 
きっしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, おぇお 
しう ゃいぇうきけょっえしすゃぇす すっ. ╃ぇ っ 
ょけしすぇすなつくけ ういゃっしすっく ゃ ゅさぇょぇ 
う たけさぇすぇ ょぇ きせ うきぇす ょけゃっさうっ. 

- 〉しっとぇすっ かう っゃっくすせぇかくぇ 
すっくょっくちうは いぇ こさっゃさなとぇ
くっすけ くぇ すけいう こけしす ゃ くはおぇ
おなゃ ゃうょ しうくっおせさくぇ しかせあ
ぉぇ?
- ╆くぇは, つっ こけゃっつっすけ たけさぇ (ゃ 

すけゃぇ つうしかけ う けぉとうくしおう しなゃっす
くうちう, う けす けぉとうくしおすぇ ぇょきう
くうしすさぇちうは) きうしかはす, つっ っ すぇおぇ, 
ぇ くっ ぉう すさはぉゃぇかけ. 〈けゃぇ くっ っ 
しうくっおせさくぇ しかせあぉぇ う ょかなあ
くけしす: うかう こけきぇゅぇて くぇ たけさぇ
すぇ, うかう けすうゃぇて こけ ょはゃけかうすっ う 
けぉうさぇて くっゅぇすうゃうすっ.  

- ╉ぇおゃけ とっ いぇゃっとぇっすっ 
くぇ ╁ぇてうは くぇしかっょくうお, ぇおけ 
くっ こけゃすけさうすっ きぇくょぇすぇ しう? 
′ぇえ-ゃぇあくけすけ こさぇゃうかけ, 
おけっすけ くけゃうはす つけゃっお すせお 
しかっょゃぇ ょぇ こけきくう う しこぇいゃぇ.
- ╃ぇ くっ しっ しすさぇたせゃぇ ょぇ おぇいゃぇ 

うしすうくぇすぇ う ょぇ しっ しすぇさぇっ ょぇ こけ
きぇゅぇ ょっえしすゃうすっかくけ くぇ たけさぇすぇ. 
′け, ぇおけ う ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ っ 
こさぇゃぇ, ょぇ くっ しっ しすさぇたせゃぇ ょぇ 
おぇいゃぇ, つっ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ っ 
こさぇゃぇ う ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす っ 
こさぇゃ. ╇ くぇえ-ゃぇあくけすけ, おけっすけ 
ぇい くっ せしこはた ょぇ しゃなさてぇ こさっい 
こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう - こさけ
きっくうすっ ゃ ′ぇさっょぉぇ わ1 こけ けす
くけてっくうっ くぇ さぇいさってうすっかくうすっ 
いぇ せょなかあっくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ 
くぇ いぇゃっょっくうはすぇ ゃ ちっくすなさぇ 
くぇ ゅさぇょぇ う こけ しこっちうぇかくけ いぇ 
てせきぇ けす すはた こさっい くけとすぇ う 
くっょけゃけかしすゃけすけ くぇ ゅさぇあょぇくう
すっ, あうゃっっとう ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ 
ゅさぇょしおぇ いけくぇ.

- ¨すすせお くぇすぇすなお くぇおなょっ: 
しきはすぇすっ かう ょぇ ゃないしすぇくけ
ゃうすっ つかっくしすゃけすけ しう ゃ ╀]‶, 
ぇおけ くっ こけかせつうすっ ゃすけさう 
きぇくょぇす?
- ]うゅせさくけ くっ. 

- ╆ぇとけ?
- ′っ いくぇき. ′っ きけゅぇ ょぇ けすゅけ

ゃけさは しっゅぇ くぇ すけいう ゃなこさけし. ╁ 
つうしすけ かうつっく こかぇく きっ っ いぇくう

きぇゃぇか, こけ-ゃっさけはすくけ くはきぇ ょぇ 
しう ゃないしすぇくけゃは つかっくしすゃけすけ ゃ 
╀]‶, くけ う さっくっゅぇす くはきぇ ょぇ 
ぉなょぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

¨きぉせょしきぇくなす (けす 
てゃっょしおう けmbudsman) っ 
ょかなあくけしすくけ かうちっ, くぇ おけっすけ 
しぇ ゃないかけあっくう そせくおちうう ょぇ 
おけくすさけかうさぇ しこぇいゃぇくっすけ くぇ 
いぇおけくくうすっ こさぇゃぇ う うくすっさっしう 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ けす けさゅぇくうすっ 
くぇ ういこなかくうすっかくぇすぇ ゃかぇしす う 
けす ょかなあくけしすくうすっ かうちぇ.
¨きぉせょしきぇくなす ういこなかくはゃぇ 

そせくおちううすっ しう, おぇすけ こさうっきぇ 
う さぇいゅかっあょぇ あぇかぉう う しうゅくぇ
かう いぇ くぇさせてっくうは くぇ こさぇゃぇ 
う しゃけぉけょう くぇ ゅさぇあょぇくうすっ う 
こさぇゃう こさけゃっさおう こけ すはた.
¨す 1-ゃう はくせぇさう 2004-すぇ 

ゅけょうくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは うきぇ 
けそうちうぇかくけ うくしすうすせちうは くぇ 
けきぉせょしきぇくぇ う いぇおけく. ╃っえ
くけしすすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ っ 
こせぉかうつくぇ う くっいぇゃうしうきぇ こけ 
しゃけっすけ しなとっしすゃけ, こけょつうくは
ゃぇえおう しっ しぇきけ う っょうくしすゃっくけ 
くぇ ╉けくしすうすせちうはすぇ, いぇおけくうすっ 
う さぇすうそうちうさぇくうすっ けす [っこせ
ぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは きっあょせくぇ
さけょくう ょけゅけゃけさう. ╃なさあぇゃ
くうすっ う けぉとうくしおうすっ けさゅぇくう, 
おぇおすけ う ゃしうつおう そういうつっしおう う 
のさうょうつっしおう かうちぇ, しぇ ょかなあ
くう ょぇ けおぇいゃぇす しなょっえしすゃうっ 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ ゃなゃ ゃさないおぇ し 
ういこなかくっくうっすけ くぇ しかせあっぉくう
すっ きせ いぇょなかあっくうは. ╇くしすうすせ
ちうはすぇ けきぉせょしきぇく しっ そうくぇく
しうさぇ けす ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす 
うかう けす ょさせゅう こせぉかうつくう うい
すけつくうちう.
╃っえくけしすすぇ くぇ けぉとうくしおうすっ 

けきぉせょしきぇくう しっ そうくぇくしうさぇ 
けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす. 
¨きぉせょしきぇくなす くぇ [っこせぉかう

おぇ ╀なかゅぇさうは  しっ ういぉうさぇ けす 
′] いぇ しさけお けす 5 ゅけょうくう, おぇすけ 
しかっょ ういすうつぇくっすけ くぇ きぇくょぇすぇ 
きせ っ ゃないきけあくけ すけえ ょぇ ぉなょっ 
こさっういぉさぇく くぇえ-きくけゅけ けとっ 
ゃっょくなあ. ¨ぉとうくしおうすっ けき
ぉせょしきぇくう しっ ういぉうさぇす けす ¨ぉ
とうくしおうすっ しなゃっすう. 
╆ぇ けきぉせょしきぇく きけゅぇす ょぇ 

ぉなょぇす ういぉうさぇくう かうちぇ, おけう
すけ しぇ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくう, 
うきぇとう ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
ゃうしけおう きけさぇかくう おぇつっしすゃぇ 
う いぇしかせゅう う けすゅけゃぇさはす くぇ 
ういうしおゃぇくうはすぇ いぇ くぇさけょっく 
こさっょしすぇゃうすっか.

[せあぇ ╅っおけゃぇ しはおぇて っ たうきうお 
こけ さけあょっくうっ. 〉ゃかっつっくぇ けす 

しなゃなさてっくうは こさけそっしうけくぇかう-
いなき くぇ ぉぇとぇ しう, おけゅけすけ けぉけ-
あぇゃぇ う おぇすけ さけょうすっか, う おぇすけ 
しこっちうぇかうしす, いぇゃなさてうか けとっ 
こさっょう ╃っゃっすう ╁けっくくけきけさしおけすけ 
せつうかうとっ ゃなゃ ╁ぇさくぇ, ぇ こけ-おなし-
くけ - けゅかぇゃうか ちはかぇすぇ しうしすっきぇ 
けす っかっおすさけちっくすさぇかう ゃ さっゅうけくぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, けとっ おぇすけ ょっすっ, 
[せあぇ うしおぇ ょぇ しすぇくっ うくあっくっさ. 
] おぇすっゅけさうつくけしすすぇ くぇ ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ せ くぇし うくあっくっさう-あっくう 
こけつすう かうこしゃぇす, ぉぇとぇすぇ ╃うきう-
すなさ ╅っおけゃ けすしうつぇ: ”′うおけゅぇ くっ 
ぉうた ゃいっか くぇ さぇぉけすぇ うくあっくっさ-
あっくぇ!”. ╉けきこさけきうしなす: [せあぇ うい-
ぉうさぇ ょぇ せつう たうきうは ゃ ]けそうえしおう 
せくうゃっさしうすっす. ¨ぉぇつっ こさっおぇさゃぇ 
あうゃけすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか”, す.っ. ゃ 
ぉかういけしす ょけ さぇぉけすぇすぇ くぇ うくあっ-
くっさぇ. ╋っつすぇすぇ ょぇ さぇぉけすう ゃ „さけ-
きぇくすうおぇすぇ くぇ きけすけさうすっ” こさう 
[せあぇ しこけくすぇくくけ しっ さぇあょぇ ょけ-
おぇすけ くぇょくうつぇ すぇえくけ こさっい こさけ-
ちっこぇ ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ ]すぇえ-
くけゃぇすぇ そぇぉさうおぇ, おなょっすけ ぉぇとぇ 
え さぇぉけすう ゃ ょういっかけゃぇすぇ ちっくすさぇ-
かぇ. ╆ぇ ゃさっきっすけ くぇ 30-すっ う 40-すっ 
ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお こけょけぉくぇ 
きけきうつっておぇ きっつすぇ くぇうしすうくぇ っ 
しすさぇくくぇ. ′け:

[せあぇ ╅っおけゃぇ しぉなょゃぇ
きっつすぇすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか”

〈せお うょゃぇ しかっょ っょくぇ ゅけょうくぇ 
さぇぉけすぇ こけ さぇいこさっょっかっくうっ おぇすけ 
せつうすっか ゃ ‶けこけゃけ, ぉかういけ ょけ 【せ-
きっく, けすおなょっすけ っ ぉぇとぇ え. ‶け 
くっえくけ あっかぇくうっ ゃっょくぇゅぇ は ゃいう-
きぇす ゃ ╀ぇさせすくぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”. 
╂けょうくぇすぇ っ 1953-すぇ... ¨とっ こさう 
こけしすなこゃぇくっすけ しう [せあぇ けすおさうゃぇ 
ちっくくうは こさけそっしうけくぇかっく けこうす 
くぇ たうきうちうすっ くぇ „┿さしっくぇか” - 
たけさぇ, けす おけうすけ しっ ゃないたうとぇゃぇ 
う ょけ ょくっし: ╂っけさゅう ╃はおけゃ, くっき-
しおう ゃないこうすぇくうお, しないょぇか こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ くうすさけゅかうちっさうくぇ; 
こうさけすったくうおなす ‶さけょぇくけゃ, つうえすけ 
ぉさぇす さぇぉけすうか こけ しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ いゃっいょくう-
すっ おなかぉぇ いぇ こさぇいくうつくうすっ いぇさう; 
そさっくしおうはす ゃないこうすぇくうお うくあ. 
╂けくおけゃ, さなおけゃけょうすっか くぇ かぇぉけ-
さぇすけさうはすぇ, けしうゅせさうか そさっくしおぇ 
ぇこぇさぇすせさぇ いぇ ぇくぇかうい. [ぇぉけすぇすぇ 
しう ゃ たうきうつっしおうすっ かぇぉけさぇすけさうう 
くぇ „┿さしっくぇか”, おけうすけ さなおけゃけょう  
34 ゅけょうくう - ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ 
しう こさっい 1986-すぇ, [せあぇ ╅っおけゃぇ 
こけきくう くぇ こなさゃけ きはしすけ し せょけ-
ゃけかしすゃうっすけ けす こぇさすくぬけさしすゃけ-
すけ し おぇつっしすゃっくう こさけそっしうけくぇ-
かうしすう: うくあ. ╀けゅけきうか ‶っすさけゃ, 
うくあ. ╋うさつけ ╋うさつっゃ, ╆っかっく-
おけゃ, つっておうはす ゃないこうすぇくうお うくあ. 
╇ゃぇく ╂さうゅけさけゃ, くぇつぇかくうちうすっ 
くぇ ちったけゃっ ]すけはく ╉けえつっゃ - いぇ 
こうさけおしうかうくけゃうは ぉぇさせす う 》さうし-
すけ ╉ぇさぇょあけゃ - いぇ くうすさけゅかう-
ちっさうくけゃうは. [せあぇ くっこさっきっくくけ 
ょなさあう ょぇ しっ おぇあぇす うきっくぇすぇ くぇ 
すっいう たけさぇ, いぇ ょぇ しっ いくぇはす う いぇ 
ょぇ しっ さぇょゃぇす ょっちぇすぇ うき...
╁ かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3 

╅っおけゃぇ さなおけゃけょう 20 ょせてう, こけ-
ゃっつっすけ - あっくう. 〈せお しっ しさっとぇ 
しなし ]すっそおぇ ╆っかっくおけゃぇ, しないょぇ-
すっか くぇ す.くぇさ. „しそっさうつくう ぉぇさせ-
すう” - かっしくう いぇ こさけういゃけょしすゃけ 
う しなし しすぇぉうかくう ぉぇかうしすうつくう 
たぇさぇおすっさうしすうおう. 〉 くぇし すけゅぇ-
ゃぇ すぇおけゃぇ ょさせゅけ こさけういゃけょしすゃけ 
くはきぇかけ. ╀っいょうきくうはす ぉぇさせす - 
くうすさけゅかうちっさうくけゃ う こうさけおしう-

かうくけゃ, しっ こさぇゃっか しぇきけ ゃ 
„┿さしっくぇか”. 〈せお しっ こさぇゃう う 
ょうくぇきうす. ]こっちうぇかうしすうすっ 
ゃ くぇつぇかけすけ しっ ゅさぇょはす くぇ 
きはしすけ: くはきぇ ゅう けとっ しさっょ-
くうすっ おぇょさう くぇ すったくうおせきぇ 
ゃ ╃うきうすさけゃゅさぇょ, けとっ くっ 
っ ょけてかけ ゃさっきっすけ くぇ うく-
あっくっさうすっ けす 〈せかぇ. ╆ぇすけ-
ゃぇ こなお  けしくけゃうすっ こけかぇゅぇす 
っゃさけこっえしおう ゃないこうすぇくうちう: 
くっきしおう, そさっくしおう, つって-
おう..., おぇおすけ う いぇゃなさてうかう 
こさう しゃっすうかぇすぇ くぇ ]けそうえ-
しおう せくうゃっさしうすっす. ¨しゃっく 

ょけぉさう たうきうちう, けぉぇつっ, しこけ-
さっょ [せあぇ ╅っおけゃぇ, かぇぉけさぇ-
すけさううすっ うきぇかう くせあょぇ う けす 
ょけぉさう けさゅぇくういぇすけさう, ょけさう 
- ゃないこうすぇすっかう くぇ おぇょさうすっ. 
╉ぇすけ すぇおぇゃぇ すは こけきくう ╋ぇ-
さうは ┿ぉさぇてっゃぇ, くぇつぇかくうお 
しきはくぇ, くけしうすっか くぇ ╆かぇすっく 
けさょっく くぇ すさせょぇ. 〈は さなおけ-
ゃけょっかぇ あっくうすっ, おけうすけ てう-
っかう すけさぉうつおう いぇ ぉぇさせすぇ ゃ 
きうくうすっ - ゃしはおぇ さぇぉけすぇ ゃ 
けこぇしくうすっ こさけういゃけょしすゃぇ くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ っ けすゅけゃけさ-
くぇ, おぇすっゅけさうつくぇ っ ╅っおけゃぇ. 
〈せお, けしゃっく, つっ しっ ういこさけぉ-
ゃぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ ゃしはおぇ 
こさぇすおぇ くけゃう きぇすっさうぇかう, 
ゃかぇゅぇくう ゃ こさけういゃけょしすゃけ-
すけ, くけゃうはす ゅかうちっさうく, ぇくぇ-
かういうさぇす しっ こさけういゃっょっくうはす 
ぉぇさせす, ちはかぇすぇ きっあょうくくぇ う 
ゅけすけゃぇ こさけょせおちうは, しっ う さぇ-
ぉけすう ょっくけくけとくけ - くぇ すさう 
しきっくう. ╇きっくくけ すぇいう けす-
ゅけゃけさくけしす こさぇゃう けす ぇさしっ-
くぇかちう しっさうけいくう たうきうちう, 
せぉっあょぇゃぇ しっ ゃ こさぇおすうおぇすぇ 
╅っおけゃぇ. ╉ぇすけ さなおけゃけょう-
すっか すは けしけぉっくけ しっ こさうすっし-
くはゃぇかぇ こさう さぇぉけすぇすぇ くぇ 
くけとくうすっ しきっくう, くけ - しかぇ-
ゃぇ ╀けゅせ, こさっい ゅけょうくうすっ くっ 

しすぇくぇか くうすけ っょうく うくちうょっくす 
ゃ かぇぉけさぇすけさううすっ.  [ぇぉけすう 
しっ こけ させしおう しすぇくょぇさす, おけえすけ 
ゅぇさぇくすうさぇ おぇつっしすゃけすけ う ぉっい-
けこぇしくけしすすぇ. ╉けゅぇすけ こけつゃぇす 
ょぇ こさうしすうゅぇす くぇ さぇぉけすぇ ゃない-
こうすぇくうちうすっ くぇ ╃うきうすさけゃ-
ゅさぇょしおうは すったくうおせき, ╅っおけゃぇ 
っ ゃっつっ しこけおけえくぇ いぇ こさけそっ-
しうけくぇかういきぇ くぇ かぇぉけさぇくすう-
すっ. ╃ぇあっ いぇきうしかは ぉかぇゅけょぇさ-
しすゃっくぇ しさっとぇ し ょうさっおすけさぇ 
くぇ せつうかうとっすけ - ゅ-あぇ [うしおけ-
ゃぇ う しなあぇかはゃぇ, つっ くっ しぇ は 
けしなとっしすゃうかう... ”╉ぇすけ すったっく 

くぇつぇかくうお, きけきうつっすぇすぇ きっ 
しかせてぇたぇ, うきぇてっ すぇかぇくすかうゃう 
たうきうちう, きくけゅけ けす すはた ぉはたぇ 
し こさけすっおちうう, すぇ うきぇた しかせ-
つぇう ょぇ きっ ゃうおぇす ゃ こぇさすうえ-
くうは おけきうすっす, ぇおけ いぇしっゅくぇ 
くはおけは, くはおけう うきぇたぇ しおかけく-
くけしす ょぇ しないょぇゃぇす おけくそかう-
おすう, くけ せしこはゃぇた ょぇ すせてうさぇき 
くぇこさっあっくうっすけ...”, しこけきくは しう 
さなおけゃけょうすっかおぇすぇ くぇ かぇぉけ-
さぇすけさうはすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 3. ╁しっ え 
こさぇゃっかう いぇぉっかっあおう, つっ しう 
うきぇ かのぉうきちう. ¨しくけゃくけ, ╅っ-
おけゃぇ しう しこけきくは, つっ うきぇ こさけ-
ぉかっきう いぇさぇょう しすさけゅけしすすぇ しう 
こさう さぇいょぇゃぇくっすけ くぇ さぇいさは-
ょうすっ いぇ こさけそっしうけくぇかういなき, 
けす おけうすけ いぇゃうしう う いぇこかぇすぇ-
すぇ くぇ かぇぉけさぇくすうすっ. ]なとうはす 
さけょ くっこさうはすくけしすう うきぇ う ゃ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 『っくすさぇか-
くぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは, おなょっすけ 
しかっょ けとっ 17 ゅけょうくう さぇぉけすぇ 
╅っおけゃぇ しっ こっくしうけくうさぇ. 〈ぇき 
いぇゃぇさゃぇ おぇょさうすっ, しないょぇょっ-
くう けす うくあ. ╂っさきぇく ╉なくつっゃ, 
いぇゃなさてうか ゃ ╆ぇゅさっぉ, しさっとぇ 
しっ し ‶っくおぇ 』ぇおなさけゃぇ, しない-
ょぇすっか くぇ ]こっおすさぇかくぇすぇ かぇ-
ぉけさぇすけさうは. /[ぇぉけすぇすぇ しなし 
]こっおすさけゅさぇそぇ せかっしくうかぇ 
たうきうちうすっ/. ]っゅぇ, ゃ ょくって-

くけ ゃさっきっ, けとっ こけ-かっしくけ しっ 
さぇぉけすう, いくぇっ ╅っおけゃぇ, おけはすけ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ うくそけさ-
きうさぇ いぇ おけかっゅうすっ しう ゃ „┿さ-
しっくぇか”. 〈せお すは くっこさっきっくくけ 
うしおぇ ょぇ けすぉっかっあう う こさうくけしぇ 
くぇ おけかっあおぇすぇ しう ╂さぇきぇすう-
おけゃぇ, さなおけゃけょうすっか くぇ ]こっお-
すさぇかくぇ かぇぉけさぇすけさうは, いぇさぇょう 
くっえくぇすぇ しすさけゅけしす こさう しこぇい-
ゃぇくっ くぇ すったくけかけゅうはすぇ, さっょぇ 
う ょうしちうこかうくぇすぇ. ′っこさっきっく-
くけ けすぉっかはいゃぇ う さぇぉけすぇすぇ くぇ 
うくあ. ╅ぇくぇ 『けくっゃぇ, いぇさぇょう 
くっえくぇすぇ しおさけきくけしす う ゃぇあ-
くけしすすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ いぇ ゃなゃっあ-
ょぇくっ くぇ くけゃう きっすけょうおう, おけは-
すけ すは くぇゃさっきっすけ さなおけゃけょう. 
╁ 『っくすさぇかくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは 
こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ╅っおけゃぇ は 
さなおけゃけょう, うきぇ けとっ  ゅさせこぇ いぇ 

ぇくぇかうい くぇ きっすぇかう う ゅさせこぇ いぇ 
ぇくぇかうい くぇ かぇおけゃっ, ぉけう...

╁ „┿さしっくぇか” ょぇあっ
おぇくぇこなす しっ ぇくぇかういうさぇ 

たうきうつっしおう               

′はきぇ おぇお うくぇつっ - しこっちうぇか-
くけすけ こさけういゃけょしすゃけ ういうしおゃぇ 
ぇくぇかうい くぇ ゃしうつおう きっすぇかう, 
おけうすけ ゃかういぇす おぇすけ ょけしすぇゃ-
おう – けす しすけきぇくぇすぇ, ぉっい おけはすけ 
くはきぇ おぇつっしすゃっく „╉ぇかぇてくう-
おけゃ”, こさっい しさっぉさけすけ, ちうくおぇ, 
くうおっかぇ, たさけきぇ... [なおけゃけょう-
すっかはす くぇ ぇくぇかういぇすけさうすっ くぇ 
きっすぇかうすっ っ ╉ぇすは ╄くっゃぇ. ╃させ-
ゅぇ ゅさせこぇ ぇくぇかういうさぇ ぉけうすっ, 
かぇおけゃっすっ, こかぇすけゃっすっ, ょけさう 
おぇくぇこぇ...
]かっょ 34 ゅけょうくう し けすゅけゃけさ-

くけしすうすっ くぇ たうきうお - さなおけゃけ-
ょうすっか ゃ けさなあっえくけ う ゃいさうゃけ-
けこぇしくけ こさけういゃけょしすゃけ, [せあぇ 
╅っおけゃぇ くっ けしすぇゃぇ くっいぇぉっかは-
いぇくぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ. ╇きぇ 
ゃうしけおう くぇゅさぇょう, ちっくっくう こさっい 
けくけゃぇ ゃさっきっ, おけゅぇすけ きけさぇか-
くうすっ けすかうつうは いくぇつったぇ くっとけ 
きくけゅけ. ╅っおけゃぇ し ういゃっしすくけ 
くっせょけぉしすゃけ けすぉっかはいゃぇ そぇ-
おすぇ, つっ うきぇ ぉさけくいけゃ う いかぇすっく 

けさょっく くぇ すさせょぇ. 〈うこうつくけ いぇ 
けくけゃぇ ゃさっきっ, すは しっ いぇくうきぇ-
ゃぇかぇ う し ょさせゅう くっとぇ - ういこうす-
ゃぇかぇ さぇぉけすくうちうすっ けす ‶〉『-ぇ, 
ょなかゅう  ゅけょうくう っ いぇゃっあょぇかぇ 
う ╂さぇあょぇくしおぇすぇ けすぉさぇくぇ くぇ 
ちっかうは „┿さしっくぇか” - けすゅけゃぇさは-
かぇ いぇ さぇょうぇちうけくくぇすぇ う たう-
きうつっしおぇすぇ いぇとうすぇ. ╇きっくくけ ゃ 
すけゃぇ え おぇつっしすゃけ, いぇさぇょう ょけ-
ぉさっ しゃなさてっくぇ さぇぉけすぇ, は こさぇ-
とぇす くぇ っおしおせさいうは ゃ ╋けしおゃぇ, 
╊っくうくゅさぇょ う ╁けかゅけゅさぇょ.
╇くぇつっ - っおしおせさいううすっ うい 

╀なかゅぇさうは, おぇおすけ う さぇいたけょ-
おうすっ ゃ こさうさけょぇすぇ, さなおけゃけ-
ょうすっかはす くぇ たうきうつっしおぇ かぇぉけ-
さぇすけさうは けさゅぇくういうさぇ つっしすけ 
いぇ おけかっゅうすっ しう. ╁ ぇかぉせきぇ しなし 
しくうきおう うきぇ おせこうとぇ しこけきっくう 
けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. 『っくくう しぇ 
う かうつくうすっ しこけきっくう けす ゅけかは-
きけすけ しっきっえしすゃけ - しっしすさぇすぇ - 
させしおう そうかけかけゅ, ょけゃっょっくうはす 
ぉさぇす ╀けゅょぇく ╀けゅょぇくけゃ, こさけ-
つせす けこっさっく こっゃっち, こぇさすくう-
さぇか ゃ つせあぉうくぇ くぇ ╂っくぇ ╃う-
きうすさけゃぇ... ]こけきっくうすっ ょくっし, 
おぇすけ いぇ きくけゅけ こっくしうけくっさう, 
しぇ ゃぇあくけ くっとけ いぇ [せあぇ ╅っ-
おけゃぇ, くけ くっ っょうくしすゃっくけすけ. ] 
っくっさゅうつくけしす, くっこさうしなとぇ いぇ 
ゃないさぇしすすぇ しう, こさったゃなさかうかぇ 
くぇしおけさけ 80-すっ, すは となおぇ うい 
ょゃせおぇすくぇすぇ おなとぇ ゃ 【うこおぇ, 
けすおなょっすけ しっ ゃうあょぇ ちはかぇすぇ 
こさっかっしす くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇ-
おうえしおうすっ ちぇさっ. 》うきうお ╅っおけ-
ゃぇ あうゃっっ ぇおすうゃくけ. ‶さっおぇさゃぇ 
きくけゅけ つぇしけゃっ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ. 
‶けしさっとぇ う ういこさぇとぇ とっさおぇ-
すぇ, せしすぇくけゃうかぇ しっ ゃなゃ ╁うっくぇ; 
つぇおぇ ゃくせおぇ う こさうはすっかおぇすぇ 
きせ, さっきけくすうさぇ ょけきぇ... ‶さぇ-
ゃう ゃしうつおけ すけゃぇ こさっょ こけゅかっょぇ 
くぇ ぉぇとぇ しう ╃うきうすなさ, つうえすけ 
つっさくけ-ぉはか こけさすさっす うきぇ しこっ-
ちうぇかくけ きはしすけ ゃ ょくっゃくぇすぇ.  
′ぇ 81 ゅけょうくう ╅っおけゃぇ こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ すなさしう „たうきういきぇ” 
ゃなゃ ゃしうつおけ: ゃ さぇぉけすぇすぇ; ゃ 
けすくけてっくうはすぇ きっあょせ たけさぇ-
すぇ, つううすけ たぇさぇおすっさう けぉうつぇ 
ょぇ こさっきうしかは; ゃ さぇょけしすすぇ くぇ 
ょっすしすゃけすけ... ”╇いさぇしくぇかぇ しなき 
ゃ くぇそすぇすぇ.”, おぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう 
[せあぇ ╅っおけゃぇ こさう こけさっょくうは 
しこけきっく いぇ ぉぇとぇ しう う ]すぇえくけ-
ゃぇすぇ そぇぉさうおぇ...
‶さうくけしなす しう おぇすけ さなおけゃけ-

ょうすっか ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ ょくっし すは ゃうあょぇ ゃ 
ういょうゅぇくっすけ ぇゃすけさうすっすぇ くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは, 
ょけぉさっ こけいくぇすぇ う しさっょ おけかっ-
ゅうすっ けす ょさせゅうすっ こさっょこさうはすうは 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ╇ けとっ: „〈せお しっ 
ぇくぇかういうさぇす しすぇくょぇさすくう けぉ-
さぇいちう, こけ おけうすけ こけしかっ しっ 
くぇしすさけえゃぇす こさうぉけさうすっ いぇ ちは-
かけすけ こさけういゃけょしすゃけ”, こけょつっさ-
すぇゃぇ ゅけかはきぇすぇ けすゅけゃけさくけしす 
いぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ ちっかうは „┿さしっ-
くぇか” たうきうお ╅っおけゃぇ.
╉けかおけすけ ょけ おけかっあおうすっ, おけう-

すけ さなおけゃけょう, ╅っおけゃぇ おぇいゃぇ 
こさけしすけ: ”¨ぉうつぇた ゅう: こけしかせて-
くう, さぇぉけすかうゃう, けすゅけゃけさ-
くう!”.  ╅っくぇ - ╉けいうさけゅ, くっ っ 
いぇ せつせょゃぇくっ, つっ こけしかっょくぇすぇ 
おくうゅぇ, おけはすけ くぇしおけさけ こさけつう-
すぇ ╅っおけゃぇ, っ „]かぇぉけしすうすっ くぇ 
しうかくぇすぇ あっくぇ”...
╅っくしおうすっ しなょぉう ゃうくぇゅう しぇ 

は ゃなかくせゃぇかう, きけあっ ぉう いぇすけ-
ゃぇ すは おぇいゃぇ, つっ しっ っ けこうすゃぇかぇ 
ょぇ ゃくうおくっ ゃ ょせてうすっ くぇ ゃしはおぇ 
かぇぉけさぇくすおぇ, ょぇ ゅう けこけいくぇっ 
おぇすけ たけさぇ... 》けさぇ, し おけうすけ こけ 
ゃけかはすぇ くぇ しなょぉぇすぇ [せあぇ ╅っ-
おけゃぇ しぉなょゃぇ しゃけはすぇ ょっすしおぇ 
きっつすぇ. ╁ „┿さしっくぇか”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 

[せあぇ ╅っおけゃぇ 17 ゅけょうくう っ さなおけゃけょうすっか くぇ 》うきうつっしおぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは ゃ ╆ぇゃけょ 3, けとっ 
すけかおけゃぇ さなおけゃけょう う 『っくすさぇかくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは くぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇすけゃぇ っ ぇぉしけかのすくけ 
しうゅせさくぇ, つっ ぉっい たうきうちうすっ しう おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ くっ ぉう きけゅかぇ ょぇ ぉなょっ すけゃぇ, 
おけっすけ っ. ]うゅせさくぇ っ けとっ, つっ すったくうすっ うきっくぇ しかっょゃぇ ょぇ しっ いくぇはす, けしけぉっくけ うきっくぇすぇ くぇ 
こなさゃけこさけたけょちうすっ, おけうすけ こけかぇゅぇす くぇつぇかけすけ くぇ すったくけかけゅううすっ, こけかいゃぇくう う ょくっし, おけうすけ 
けぉせつぇゃぇす こなさゃうすっ おぇょさう, いぇょぇかう こさぇゃうかぇすぇ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ, しすなこおうすっ, おけうすけ かぇ-
ぉけさぇくすうすっ う しこっちうぇかうしすうすっ いぇょなかあうすっかくけ しかっょゃぇす, いぇ ょぇ ぉなょっ ゃしうつおけ くぇさっょ くっ しぇきけ 
し ういこうすぇくうはすぇ くぇ きぇすっさうぇかうすっ, し おけうすけ さぇぉけすう „┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ うきぇ おぇつっしすゃっくぇ こさけ-
ょせおちうは, くけ う し たけさぇすぇ, つうはすけ ぉっいけこぇしくけしす こさう さぇぉけすぇ しっ ゅぇさぇくすうさぇ っょうくしすゃっくけ こさう 
すけつくけ しかっょっくっ う ょなさあぇくっ こけょ おけくすさけか くぇ こぇさぇきっすさうすっ くぇ けこぇしくうすっ ゃっとっしすゃぇ, ゃかぇゅぇ-
くう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ. ╉けっすけ いくぇつう - いぇかぇゅぇくっ くぇ しすぇくょぇさすう う しこぇいゃぇくっ くぇ しすぇくょぇさすう. 
╉けっすけ いくぇつう - すけつくぇ う ぉっいこけゅさってくぇ さぇぉけすぇ ゃ たうきうつっしおうすっ かぇぉけさぇすけさうう.
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【あさあ  かおけせ そて さあせおけおあてけてか くあ そいはかつてうかせ たそつちかおせけさ うけきおあ  つすけつひしあ  そて おかこせそつててあ せあ そすいとおつすあせあ せあ [あくあせしひさ

〈は っ ゃ けくぇいう あうすっえしおぇ 
ゃないさぇしす, ゃ おけはすけ きけあって 

ょぇ こさぇゃうて ゃしうつおけ: うきぇて 
しうかう, っくっさゅうは, たなし いぇ きくけゅけ 
くっとぇ, けこうすなす すう ょぇゃぇ しぇきけ-
つせゃしすゃうっすけ ょぇ すなさしうて こさけ-
きはくぇすぇ, ぇ ういきうくぇかうすっ ゅけょう-
くう - ゃはさぇすぇ, つっ きけあって ょぇ しっ 
しこさぇゃうて う すう っ ゃさっきっ ょぇ こけ-
すなさしうて けぉとっしすゃっくけ いくぇつうきう 
おぇせいう. ¨しけぉっくけ, ぇおけ こけ ょせてぇ 
しう しなさちぇす う しけちうぇかくけ ぇくゅぇ-
あうさぇく つけゃっお. 
¨すゃなょ すけゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ 

ゃ しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ うきぇ 
くはおけかおけ しかぇぉけしすう: こなさゃぇすぇ 
- ょぇ しっ こけしゃっとぇゃぇ くぇ しうくぇ 
しう, こけさぇしくぇかけ ゃっつっ きけきつっ, 
し おけゅけすけ けぉうつぇす ょぇ けぉうおぇかはす 
100-すっ いくぇつうきう くぇちうけくぇかくう 
けぉっおすう. ╆ぇさぇょう こけしかっょくぇすぇ 
うき しすさぇしす ょけきぇてくうはす たかぇ-
ょうかくうお っ こさっゃなさくぇす ゃ しゃけ-
っけぉさぇいっく せきぇかっく きぇとぇぉ くぇ  
ぉなかゅぇさしおうすっ いぇぉっかっあうすっか-
くけしすう. ′ぇこけしかっょなお ょくうすっ え 
ゃしっ こけ-つっしすけ しぇ ういおせてぇゃぇくう 
けす しすさぇしすすぇ え おなき おぇさぇおぇ-
つぇくしおうは そけかおかけさ: いぇこうし-
ゃぇ  けす きぇかちうくぇすぇ けしすぇくぇかう 
あうゃう ゃないさぇしすくう たけさぇ くぇ-

さけょくう こっしくう, かっゅっくょう う さぇい-
かうつくう こさっょぇくうは  くぇ っすくけしぇ, 
おなき おけえすけ こさうくぇょかっあう, う しっ 
ゅけさょっっ, つっ っ うきぇかぇ, きぇおぇさ う 
しおさけきっく, こさうくけし いぇ けこぇいゃぇ-
くっすけ う しなたさぇくはゃぇくっすけ くぇ ょせ-
たけゃくぇすぇ きせ しなおさけゃうとくうちぇ. 

╃ゃぇ きぇくょぇすぇ っ こさっょしっょぇすっか 
くぇ ╃させあっしすゃけすけ くぇ おぇさぇおぇ-
つぇくうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, つかっく っ 
くぇ 〉] くぇ 《っょっさぇちうはすぇ くぇ おぇ-
さぇおぇつぇくうすっ, っょうく けす くぇえ-ょけ-
ぉさうすっ こさっゃけょぇつう くぇ ゅさなちおう 
っいうお ゃ しすさぇくぇすぇ, おけえすけ うきぇ 
しゃけは しけぉしすゃっくぇ きっすけょうおぇ いぇ 
こさっこけょぇゃぇくっ くぇ っいうおぇ - すぇぉ-
かうつくぇ. 
╉けゅぇすけ くっ こさっこけょぇゃぇ ゅさなち-

おう, ゅけ つっすっ ゃ けさうゅうくぇか - かの-
ぉうきうはす え ぇゃすけさ っ ╃あけく ╂さう-
てぇき. ′ぇこけしかっょなお けすおさうゃぇ う  
╊うくぇ ╋ぇくょう, し くっえくぇすぇ “╉な-
とぇすぇ, ぉかういけ ょけ さっおぇすぇ”. 
╆ぇゃなさてうかぇ っ ゅうきくぇいうは ゃ 

]かうゃっく, けすおなょっすけ っ さけょけき,  
しかっょ すけゃぇ ぉうけかけゅうは  う たうきうは 
ゃ ‶かけゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす. 
]かっょょうこかけきくぇすぇ え おゃぇかうそう-
おぇちうは ゃなゃ ╁╇′] ゃなゃ ╁ぇさくぇ っ 
そうくぇくしう. ╆ぇ きぇかおけ せつうすっか-
しすゃぇ, くけ くぇえ-ょなかゅけ ゃさっきっ しっ 
こけしゃっとぇゃぇ くぇ つぇしすくうは う くっ-
こさぇゃうすっかしすゃっくうは しっおすけさ. 
╆ぇ こさうはすっかうすっ しう っ かなつっいぇ-

さっく う つっしすっく つけゃっお. ╆ぇ おかう-
っくすうすっ しう っ ょけぉなさ こさけそっ-
しうけくぇかうしす, けすゅけゃけさっく つけゃっお, 
ゃうくぇゅう せしきうたくぇすぇ. 
『っくくけ くっえくけ こさっうきせとっしすゃけ 

っ う そぇおすなす, つっ  くっ っ こけかう-
すうつっしおう くけきぇょ. ‶けしゃっとぇゃぇ 
しっ くぇ おぇせいう, くっ くぇ こぇさすうえくう 
おけくのくおすせさう う すなくおう しきっすおう. 
‶さけすうゃくうお っ くぇ ういこけかいゃぇくっ-
すけ くぇ っすくけしうすっ おぇすけ いぇかけいう 
う っょさう たぇこおう ゃ こけかうすうつっしおう 
ぉうすおう. ╆ぇすけゃぇ う ゅけょうくう くぇ-
さっょ けすおぇいゃぇ ょぇ しっ “いぇうゅさぇっ 
こけかうすうつっしおう”. ‶さっょう ゅけょうくぇ 
こさうっきぇ っょうくしすゃっくけ こけおぇくぇ-
すぇ くぇ  ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おなょっすけ は おぇくう ぅくおけ ╉けしすぇ-
ょうくけゃ. ¨しくけゃくうはす え きけすうゃ 

っ こさけそっしうけくぇかういきなす う かうこ-
しぇすぇ くぇ こけかうすうつっしおけ くけきぇょ-
しすゃけ, ぇ しぇきぇすぇ こけおぇくぇ けこさっ-
ょっかは おぇすけ “くっゃっさけはすくぇ つっしす 
う こさういくぇくうっ くぇ せしうかうっすけ う 
かうつくけしすすぇ え”. 
]かっょ ゃしうつおけ すけゃぇ きぇえ くはきぇ 

くせあょぇ けす こけゃっつっ ょせきう, いぇとけ-
すけ すけゃぇ ゃぇあう いぇ くっは - ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ. 』かっく くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすうすっ, さぇいきうくぇか しっ いぇ 
きぇかおけ し さぇぉけすぇ ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす, くけ いぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ 
ゃしっ すぇおぇ ぇおすうゃくけ さぇぉけすっと くぇ 
すっさっくぇ くぇ くっこさぇゃうすっかしすゃっ-
くうは しっおすけさ. 

《けさきぇかくうはす こけゃけょ っ くぇ-
きっさっくうっすけ え ょぇ しっ ゅきせさくっ 
ゃ ょなかぉけおうすっ ゃけょう, おぇすけ しっ  
おぇくょうょぇすうさぇ いぇ けぉとっしすゃっく 
こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′っ おさうっ, つっ こさぇゃう すぇいう 

しすなこおぇ こけ くはおけかおけ こさうつうくう, 
けす おけうすけ くぇえ-ゃぇあくぇすぇ: 
ょさぇいくう しっ けす そぇおすぇ, つっ こけ-

ゃっつっ けす 20 ゅけょうくう けす こさけきっ-
くうすっ せ くぇし たけさぇすぇ し こけいうちうは 
う しなし しきっかけしすすぇ ょぇ は ぉさぇくはす 
しぇ すゃなさょっ きぇかおけ, ぇ ゅさぇあょぇく-
しおけすけ くう しないくぇくうっ すゃなさょっ 
こさうすなこっくけ. 
“╁しっ ゅかっょぇきっ ょぇ ういぉっさっき 

くはおけゅけ, くぇ おけゅけすけ ょぇ ょっかっ-
ゅうさぇきっ けすゅけゃけさくけしすすぇ いぇ くぇ-
てうは あうゃけす う こさけぉかっきう う こけ-
しかっ ょぇ ゅけ しなょうき, ぇおけ くっ  ゅう 
さってう うかう こなお くっ しっ しこさぇゃう 
し ゃしうつおけ. ′うっ けぉぇつっ しぇきうすっ 
くうとけ くっ ょぇゃぇきっ ゃ いぇきはくぇ,  
ゅかっょぇきっ けすしすさぇくう う しぇきけ しな-
ょうき, ぇ すぇおぇ くっ しすぇゃぇす くっとぇ-
すぇ.”,  ゅくっゃう しっ ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. 
„¨ぉうつぇき こさけきはくぇすぇ, しつう-

すぇき, つっ うきぇき しうかう ょぇ しっ 
しこさぇゃは, おぇおすけ う ょけしすぇすなつくけ 
しなゃっしす, ぇおけ いぇかなおなす くっ っ こけ  
きけはすぇ せしすぇ, ょぇ しう すさなゅくぇ  ぉっい 
こさうすっしくっくうは.”, おぇいゃぇ おぇくょう-
ょぇすおぇすぇ. 
]おさけきくけ こさういくぇゃぇ, つっ さぇ-

ぉけすぇすぇ ゃ こけかいぇ くぇ たけさぇすぇ 
え たぇさっしゃぇ, つっ すけゃぇ こさぇゃう う 
ゃ こさはおぇすぇ しう さぇぉけすぇ おぇすけ ゃ 
ぇゅっくちうは, いぇくうきぇゃぇとぇ しっ し 
こけょゅけすけゃおぇ くぇ くぇえ-さぇいかうつ-
くう ょけおせきっくすう いぇ ゅさぇあょぇく-
しおけ しなしすけはくうっ, かっゅぇかういぇちうは, 
こさっゃけょう.  
′ぇきうさぇ さぇぉけすぇすぇ う ぇくゅぇ-

あうきっくすうすっ くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお ぉかういおけ ょけ しゃけっすけ 
ぇきこかけぇ - ちはか あうゃけす っ さぇぉけ-
すうかぇ ゃ こけかいぇ くぇ たけさぇすぇ, ゃ 
うきっすけ くぇ しなたさぇくはゃぇくっ くぇ ょせ-
たけゃくう ちっくくけしすう.  

′っ おさうっ, つっ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっ-
きっすけ っ ういこうすぇかぇ ゃなさたせ しっぉっ 
しう う ょなかゅうは ぇさてうく くぇ っすくけ-
ょうしおさうきうくぇちうはすぇ. ┿ しぇきけ 
おけえすけ っ きうくぇか こけ  こなすは,  いくぇっ 
おぇお ょぇ いぇけぉうおけかう すさなくかう-
ゃうすっ きせ きっしすぇ, おぇいゃぇ ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ. ╆ぇ おけはすけ っ くっょけこせし-
すうきけ っすくけしなす, おぇおなゃすけ う ょぇ っ 

すけえ, ょぇ しかせあう おぇすけ こかぇてうかけ 
うかう おぇすけ ゅけかはき いぇかなお いぇ  くっ-
つうしすう ちっかう う ぇきぉうちうう. 
╁ すけいう しきうしなか おせさぇあ え ょぇゃぇ 

う そぇおすなす, つっ ゃ きけきっくすぇ っゃさけ-
こっえしおうはす けきぉせょしきぇく っ ゅさなお. 
╉けゅぇすけ さぇいぉうさぇ, つっ ╉ぇいぇく-

かなお とっ ういぉうさぇ くけゃ けきぉせょ-
しきぇく, さってぇゃぇ ょぇ けこうすぇ. ′っ 
けす っすくけしぇくすうきっくす, ぇ けす あっ-
かぇくうっ ょぇ くぇこさぇゃう けとっ くっとけ 
いぇ たけさぇすぇ う ょぇ っ こけかっいくぇ. 

〈はしくけ え っ くぇ しっゅぇてくけすけ こけ-
こさうとっ. ╇きぇ しゃけは ゃういうは いぇ 
すけゃぇ おぇお すさはぉゃぇ ょぇ ういゅかっあ-
ょぇ うくしすうすせちうはすぇ くぇ きっしすくうは 
けぉとっしすゃっく 112. 〈ぇおぇ ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ けこさっょっかは ょかなあくけしす-
すぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ.
]けぉしすゃっく しぇえす, しこっちうぇか-

くう ぉさけてせさう, くっこさっおなしくぇすぇ 
ゃさないおぇ し ゅさぇあょぇくうすっ つさっい 
しけちうぇかくうすっ きさっあう,  ゃうくぇゅう し 
こけいうちうう こけ ゃぇあくうすっ ゃなこさけ-

╁っつっ っ ういゅさぇょっくぇ ゃさないおぇすぇ きっあょせ おかぇょっくちうすっ, いぇたさぇく
ゃぇとう し こうすっえくぇ ゃけょぇ  ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う おぇいぇくかなておぇすぇ ゃけ

ょけこさっくけしくぇ きさっあぇ, いぇさぇょう つうはすけ かうこしぇ こさっょう きっしっち ╉ぇいぇく
かなお う さぇえけくぇ ぉはたぇ いぇこかぇてっくう けす ゃけょっく さっあうき. 
╇いゅさぇあょぇくっすけ くぇ ゃさないおぇすぇ しこぇしう ゅさぇょぇ う けおけかくけしすうすっ きせ けす 

さっあうき くぇ ゃけょぇすぇ. ‶さっょう きっしっち しすぇくぇ はしくけ, つっ いぇさぇょう ょなか
ゅぇすぇ しせてぇ う うくすっくいうゃくぇすぇ おけくしせきぇちうは くぇ ゃけょぇ ょっぉうすうすっ くぇ 
ゃけょけういすけつくうちうすっ ゃ ╂けさくけ ]ぇたさぇくっ しぇ くぇきぇかっかう 3 こなすう, ぇ ゃ 
╂ぇぉぇさっゃけ - 〈なさくうつぇくっ - ょゃぇ こなすう. 
╇いゃけさうすっ, おけうすけ いぇたさぇくゃぇす つぇしす けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, しぇ さぇい

こけかけあっくう きっあょせ ╀せいけゃゅさぇょ う ╉ぇいぇくかなお う しぇ ぉかういおけ ょけ さっおぇ 
〈せくょあぇ. ╁ きけきっくすぇ つぇしす けす すはた しっ ういこけかいゃぇす いぇ いぇたさぇくゃぇくっすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお し こうすっえくぇ ゃけょぇ.  
] ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ゃさないおぇすぇ う ういゃなさてゃぇくっすけ くぇ こけさっょうちぇ 

きっさけこさうはすうは けす しすさぇくぇ くぇ ╁う╉ - ╉ぇいぇくかなお こさけぉかっきなす し くぇ
きぇかっくうすっ ょっぉうすう くぇ ゃけょぇすぇ ゃ さぇえけくぇ っ ういぉっゅくぇす.  

¨ぉとうくしおうはす すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” しなぉさぇ ゃ くぇ
ゃっつっさうっすけ くぇ ╃っくは くぇ くぇさけょくうすっ ぉせょうすっかう ょっちぇすぇ くぇ 

╉ぇいぇくかなお いぇ ょゃっ ょっすしおう こさっきうっさう. ‶なさゃうはす くけゃ こさけそっしうけ
くぇかっく おせおかっく しこっおすぇおなか いぇ ょっちぇ けす 2006-すぇ ゅけょうくぇ くぇしぇき,  
ぉっ こけょくっしっく くぇ ょっすしおぇすぇ こせぉかうおぇ ゃ しなぉけすくけすけ せすさけ くぇ 27-う 
けおすけきゃさう. „‶さうおぇいおぇ いぇ [けおしう う けとっ くっとけ” くぇ さっあうしぬけさ
おぇすぇ ╁ぇくは ]うゃうくけゃぇ  せしこは ょぇ せゃかっつっ ょっすしおぇすぇ こせぉかうおぇ し 
きぇえしすけさしおうすっ ういこなかくっくうは くぇ ╂ぇかうく ╂せとっさけゃ う ′ぇょは ]すっ
そぇくけゃぇ, こさうおぇいくぇすぇ しちっくけゅさぇそうは くぇ ]ゃっすかぇくぇ ┿すぇくぇしけゃぇ う 
きせいうおぇすぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ ╂っけさゅう ╂ぇさつけゃ. ‶さっょしすぇゃかっくう
っすけ ゃ しなぉけすぇ ょぇゃぇ くぇつぇかけすけ くぇ しっょきうつくう ょっすしおう すっぇすさぇかくう 
せすさぇ いぇ きぇかおうすっ おぇいぇくかなつぇくう. ╃させゅけ ょっすしおけ こさっょしすぇゃかっくうっ 
すさなゅくぇ けぉさぇいけゃぇすっかくけ こけ せつうかうとぇ う ょっすしおう ゅさぇょうくう ゃ こけ
きけと くぇ けぉせつっくうっすけ ゃ こさぇゃうかぇすぇ こけ ぉっいけこぇしくけしす くぇ ょゃうあっ
くうっすけ -  „‶さうおぇいおぇ いぇ しゃっすけそぇさぇ” くぇ ╅せかうっすぇ ╉けかっゃぇ, ゃ 
おけはすけ うゅさぇはす ¨かっくぇ 【うょっさけゃぇ う ╋うかっく ╁ぇくゅっかけゃ.  ‶さっきうっ
さぇすぇ くぇ „‶さうおぇいおぇ いぇ しゃっすけそぇさぇ” ぉっ くぇ 31-う けおすけきゃさう, おけ
ゅぇすけ 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╃っくは 
くぇ くぇさけょくうすっ ぉせょうすっかう うゅさぇ ぉっいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ゃ くっさぇゃくけ
しすけえくけ しけちうぇかくけ こけかけあっくうっ.

しう, おぇしぇっとう さぇえけくぇ う ゅさぇあ-
ょぇくうすっ, こけこせかはさういうさぇくっ くぇ 
しぇきぇすぇ ょっえくけしす う そせくおちうは 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ, ういくっしっくう 
こさうっきくう こけ しっかぇすぇ くぇ けぉとう-
くぇすぇ. 〈けゃぇ しぇ しぇきけ つぇしす けす  
こさけっおちううすっ え いぇ すけゃぇ おぇお ぉう 
きけゅかぇ ょぇ さぇぉけすう, ぇおけ ̈ ぉとうく-
しおうはす しなゃっす さってう, つっ すは っ 
ょけしすけえくうはす おぇくょうょぇす いぇ すぇいう 
さぇぉけすぇ. 〈けゃぇ, つっ くはきぇ こさはお 
ぇょきうくうしすさぇすうゃっく けこうす  ゃ けぉ-
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは いぇ 
╂うくおぇ 】っさっゃぇ くっ っ きうくせし. 
′ぇこさけすうゃ - ぇい しなき ょうこかけきぇす 
つけゃっお, くっ けぉうつぇき おけくそかう-
おすうすっ, ゅかっょぇき ょぇ しっ しすうゅくっ 
ょけ さぇいぉうさぇすっかしすゃけ, いぇとけすけ 
しぇきけ すぇおぇ しっ しすうゅぇ ょぇかっつ, っ 
そうかけしけそうはすぇ くぇ おぇくょうょぇす-
おぇすぇ. 
‶さけすうゃくけ くぇ すゃなさょっくうはすぇ,  

つっ ょかなあくけしすすぇ くぇ けぉとっしすゃっ-
くうは こけしさっょくうお っ しうくっおせさくぇ 
う っ いぇ こっくしうけくっさう さぇぉけすぇ, 
╂うくおぇ 】っさっゃぇ きうしかう すけつくけ 
けぉさぇすくけ: すけゃぇ っ さぇぉけすぇ いぇ 
おさっぇすうゃっく, ぇきぉうちうけいっく, しなし 
しけちうぇかっく すさっこっす つけゃっお, おけえ-
すけ けぉうつぇ たけさぇすぇ う うきぇ せしっす 
いぇ けぉとっしすゃっくうすっ くっしこさぇゃっょ-
かうゃけしすう. ╉ぇおすけ う ょけしすぇすなつ-
くけ しうかう う ぇきぉうちうは ょぇ すなさしう 
しこさぇゃっょかうゃけしす う さってぇゃぇくっ 
くぇ こさけぉかっきうすっ. 
„] こさっおさぇしくう ゃこっつぇすかっくうは 

しなき けす ゅけしこけあぇ ╉うかうおつうっ-
ゃぇ, おけはすけ っ っょうく ぉっいしこけさっく 
ぇゃすけさうすっす ゃ くけさきぇすうゃくぇすぇ 
せさっょぉぇ, けすくぇしはとぇ しっ いぇ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ う きっしすくけすけ しぇきけせこさぇ-

ゃかっくうっ, つけゃっお し きくけゅけ 
けこうす う きくけゅけ こけかっいっく 
おぇすけ っおしこっさす, おぇすけ けぉ-
とっしすゃっくうお, つけゃっお, けす 
おけえすけ きくけゅけ きけあっ ょぇ しっ 
くぇせつう う うきぇ けとっ きくけゅけ 
おぇおゃけ ょぇ ょぇょっ.”, おぇいゃぇ 
╂うくおぇ 】っさっゃぇ う こさう-
いくぇゃぇ, つっ うきっくくけ ぇゃ-
すけさうすっすなす う けこうすなす くぇ 
ょけしっゅぇてくうは けきぉせょしきぇく 
は さっしこっおすうさぇかう う ょなかゅけ 
きうしかうかぇ いぇ しけぉしすゃっくけすけ 
しう おぇくょうょぇすうさぇくっ. 
„╇ こけくっあっ くっ けぉうつぇき 

うくすさうゅうすっ, しぇきぇ しなけぉ-
とうた くぇ ゅけしこけあぇ ╉う-
かうおつうっゃぇ, つっ うきぇき くぇ-
きっさっくうっ ょぇ しなき しさっょ 
おぇくょうょぇすうすっ いぇ こけしすぇ 
くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょ-
くうお.”, こさういくぇゃぇ ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ. 
╇ ょけこなかゃぇ, つっ ゃ くうおぇ-

おなゃ しかせつぇえ くっ すさなゅゃぇ 
くぇ ぉうすおぇ し あっかぇくうっすけ しう ょぇ 
せつぇしすゃぇ ゃ おけくおせさしぇ いぇ ういぉけさ 
くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. 
╆ぇ きっく すけゃぇ っ しなしすっいぇくうっ くぇ 
うょっう, くぇ きけょっかう くぇ さぇぉけすぇ, 
くぇ  あっかぇくうっ ょぇ しう けすゅけゃけさっく 
う ょぇ さぇぉけすうて いぇ たけさぇすぇ. 
╁しうつおけ ょさせゅけ けしすぇゃぇ ゃ 

けちっくおぇすぇ くぇ ゃさっきっすけ. ╇ くぇ 
たけさぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨ぉとけ 9 とっ しぇ つかっくけゃっすっ くぇ ╁さっきっくくぇすぇ おけきう-
しうは, おけはすけ ゃ しさけお けす 30 ょくう すさはぉゃぇ ょぇ ゃくっしっ ゃ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす ょけおかぇょ し こさっょかけあっくうは いぇ ういぉけさ くぇ 
けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ しなしすぇゃぇ くぇ 
すぇいう おけきうしうは しぇ 5-きぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ さぇいかうつくうすっ ゅさせこう ゃ きっしすうくは こぇさかぇ-
きっくす -  [ぇょうぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ う ′っくけ ╁かぇえおけゃ - ╂╄[╀, 
╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ けす “╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”,  
╃あぇきぇか ‶ぇこぇさかぇくけゃ けす こぇさすうは ╊╇╃╄[ う ┿かっおしぇく-
ょなさ ╋うくつっゃ - ╀]‶. ╃ゃぇきぇ しぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
おゃけすぇすぇ くぇ ′‶¨ - ╉さぇしうきうさぇ ╃うきうすさけゃぇ う ‶っす-
さぇくおぇ ╃さぇゅぇくけゃぇ, ょゃぇきぇ しぇ う こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
きっしすくうすっ きっょうう - ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ う ╂っけさゅう ╋ぇくっゃ. 
‶さっょしっょぇすっか くぇ おけきうしうはすぇ っ [ぇょうぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ.  
╃ゃっ しっょきうちう うきぇす おぇくょうょぇすうすっ いぇ けぉとっしすゃっく 

こけしさっょくうお, いぇ ょぇ こけょぇょぇす ょけおせきっくすうすっ しう ゃ けぉ-
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ¨とっ ょゃっ しっょきうちう うきぇす 
つかっくけゃっすっ くぇ ╁さっきっくくぇすぇ おけきうしうは, いぇ ょぇ  こけょゅけす-
ゃはす しゃけは ょけおかぇょ いぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす しなし しゃけうすっ 
こさっょかけあっくうは. ╀なょっとうはす けきぉせょしきぇく とっ しっ ゅかぇしせゃぇ 
う ういぉうさぇ けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお し ゅかぇ-
しけゃっすっ くぇ 2/3 けす すはた. 〈けえ とっ っ し きぇくょぇす 5 ゅけょうくう. 

╉ぇいぇくかなておぇすぇ こ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”, くぇしかっょくうお くぇ けぉさぇいちけゃうは ╋ったぇくけすったくうおせき, 
ょぇか けぉさぇいけゃぇくうっ くぇ たうかはょう ぇさしっくぇかしおう きぇてうくけしすさけ
うすっかう, うきぇ しこってくぇ くせあょぇ けす 90 たうかはょう かっゃぇ いぇ さっきけくす 
くぇ こけおさうゃぇ くぇ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ. ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
せつうかうとっすけ こっつっかう こさけっおす けす ╄] こけ そけくょ „╉けいかけょせえ” 
くぇ しすけえくけしす 302 たうかはょう っゃさけ, くけ うきぇ けこぇしくけしす すっ ょぇ 
けしすぇくぇす くっせしゃけっくう いぇさぇょう こさけぉかっきう し こけおさうゃぇ, おけえすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ さっきけくすうさぇく しなし しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ.  
′けゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ‶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”, くぇしかっょくうお くぇ くはおけ
ゅぇてくうは すったくうおせき, うきぇ ぇきぉうちうはすぇ ょぇ ゃなさくっ うきうょあぇ 
くぇ せつうかうとっすけ, おけっすけ っょうくしすゃっくけ ゃ さっゅうけくぇ こけょゅけすゃは 
おぇょさう いぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, „╋ + ] 》うょさぇゃかうお” ┿╃, „╉ぇ
こさけくう” ┿╃  う ょっしっすおう ょさせゅう きぇかおう そうさきう. ╃うさっおすけさなす 
くぇ ゅうきくぇいうはすぇ ╋ぇさうぇくぇ ╃っきうさっゃぇ, おけはすけ こけっ さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ せつうかうとっすけ こさっい くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ, 
しうゅくぇかういうさぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇ
せおぇすぇ いぇ しこってくぇすぇ くせあょぇ けす さっきけくすう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ 
しこぇしはす 11 たうかはょう おゃぇょさぇすくう きっすさぇ いぇしすさけっくぇ こかけと くぇ 
すっさっく けす 44 ょっおぇさぇ.

╆ぇゅくうかう しぇ くけしっとう ゅさっょう, ういこけつせこっくう しぇ おっさっきうょう, うきぇ すっ
つけゃっ ゃ おかぇしくうすっ しすぇう う おけさうょけさぇ, いぇさぇょう おけっすけ けす くぇつぇかけすけ 
くぇ せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ しゅさぇょぇすぇ っ いぇすゃけさっくぇ. ]こってくうはす さっきけくす 
くぇ こけおさうゃぇ うしおぇ こけくっ 90 たうかはょう かっゃぇ, しきっすくぇかう しぇ しこっちうぇ
かうしすう こけ こけさなおぇ くぇ ょうさっおすけさぇ ╃っきうさっゃぇ. ╆ぇさぇょう おさぇあぉう, 
こさっょうきくけ けす さけきう, しけぉしすゃっくけしすすぇ くぇ せつうかうとっすけ っ こけょかけあっ
くぇ くぇ しなしうこゃぇくっ けす ゅけょうくう くぇしぇき, ういこけつせこっくう しぇ こさけいけさちう 
くぇ おけさこせしうすっ いぇ せつっぉくう さぇぉけすうかくうちう, いぇょうゅくぇすう しぇ きぇてうくう. 
╆ぇさぇょう すけゃぇ けゅさけきくぇすぇ すっさうすけさうは くぇ さぇぉけすうかくうちうすっ っ こけょ 
おぇすうくぇさ, くはおけゅぇ おうすくうはす ゃなすさってっく ょゃけさ っ けぉさぇしなか ゃ すさっゃう, 
さぇいさせたぇすぇ っ くぇゃしはおなょっ.
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ せつうかうとっすけ すなさしう こけきけと けすゃしはおなょっ, ゃっつっ 

うきぇ こさけゃっょっくう しさっとう し くぇしすけはすっかしすゃけすけ, きくけゅけ くぇょっあょう しっ 
ゃないかぇゅぇす くぇ こけきけと けす ぉうゃてう ゃないこうすぇくうちう, おけうすけ せつうかうとっすけ 
ういょうさゃぇ. ′はおけう けす すはた しぇ ぉういくっしきっくう し ゃないきけあくけしすう う さなおけ
ゃけょはす こさっょこさうはすうは けす ゅけかはき きぇとぇぉ ゃ さっゅうけくぇ う ちはかぇすぇ しすさぇ
くぇ, せつうかうとっすけ しっ くぇょはゃぇ くぇ こけきけと う そうくぇくしけゃぇ こけょおさっこぇ けす 
すはたくぇ しすさぇくぇ, いぇ ょぇ しっ いぇこぇいう いぇ ╉ぇいぇくかなお う きぇてうくけしすさけっくっ
すけ すけゃぇ せつうかうとっ - いぇこぇいっくぇ きぇさおぇ くぇ こさけそっしうけくぇかういきぇ う くぇ 
たうかはょうすっ ぇさしっくぇかしおう おぇょさう.
′はおけゅぇ けぉさぇいちけゃうはす おぇいぇくかなておう きったぇくけすったくうおせき っ けしくけゃぇく 

こさっい 1925-すぇ ゅけょうくぇ し けゅさけきくけ ょぇさっくうっ けす おぇいぇくかなておうは さけ
ょけかのぉっち ╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ, おけえすけ うきぇか ぉういくっし ゃ [せきなくうは けとっ 
こさっょう ¨しゃけぉけあょっくうっすけ. 》ぇょあうっくけゃ っ ょぇさうすっか けす さぇくゅぇ くぇ 
ぉさぇすはすぇ ╄ゃかけゅう う 》さうしすけ ╂っけさゅうっゃう けす ╉ぇさかけゃけ, ょぇかう こぇさうすっ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

SOS ′╅ 〈╊｠╅〉《【《
いぇ しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ ]けそうえ
しおうは せくうゃっさしうすっす. ] ょゃぇきぇすぇ 
ぉさぇすは 》ぇょあうっくけゃ, おけえすけ こけ-
おなしくけ しすぇゃぇ おきっす くぇ ]けそうは, 
しっ こけいくぇゃぇ けとっ けす ╁かぇておけ. 
╃ぇさっくうっすけ くぇ 》ぇょあうっくけゃ いぇ 
すったくうおせきぇ っ くぇこさぇゃっくけ う し 
けゅかっょ くせあょうすっ くぇ ╃なさあぇゃくぇ
すぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ, こさっきっし
すっくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 1924-
すぇ ゅけょうくぇ, つうえすけ くぇしかっょくうお 
っ ょくっし „┿さしっくぇか”. 
╁ょなたくけゃっくけ けす すさぇょうちううすっ, 

さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ せつうかうとっ
すけ ょくっし うしおぇ ょぇ ゃなさくっ こけくっ 
つぇしす けす しすぇさぇすぇ しかぇゃぇ, おぇすけ 
こさうゃかっつっ う  こけゃっつっ せつっくうちう 
ゃ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇ
いうは. ]っゅぇ すぇき しっ けぉせつぇゃぇす 
っょゃぇ 248 せつっくうちう ゃ 11 こぇ
さぇかっかおう. ¨す くけゃぇすぇ せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ けすくけゃけ うきぇ いぇょけつっく 
おせさし くぇ けぉせつっくうっ くぇ しさっょくう 
おぇょさう いぇ きぇてうくけしすさけっくっ
すけ. ]ゅさぇょぇすぇ っ ゅぇいうそうちうさぇ
くぇ, くけ けすけこかっくうっすけ っ しおなこけ, 
けしけぉっくけ – こさう くぇかうつうっ くぇ 
すけかおけゃぇ きぇかおけ せつっくうちう. ╁ 
きけきっくすぇ ょっちぇすぇ せつぇす しぇきけ 
ゃ くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ, こけしすさけっくぇ 
こさっい 1975-すぇ, おけはすけ っ くぇ 5 
っすぇあぇ, くけ くっ っ ょけしすぇすなつくけ 
せょけぉくぇ いぇ おぇつっしすゃっくけ けぉせ
つっくうっ こけさぇょう そぇおすぇ, つっ けぉけ
させょゃぇくうすっ おぇぉうくっすう しぇ さぇい
こけかけあっくう ゃ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ, 
いぇすゃけさっくぇ いぇさぇょう こさけぉかっきう 
し こけおさうゃぇ.
╁なこさっおう すなさしっくっすけ くぇ おぇ

ょさう いぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, 
こさうすけおなす くぇ きかぇょっあう いぇ 
けぉせつっくうっ っ しかぇぉ いぇさぇょう くっ
こさうゃかっおぇすっかくけしすすぇ くぇ こさけ
そっしうはすぇ う せゃかっつっくうっすけ くぇ 
さけょうすっかう う ょっちぇ こけ きけょっさくけ 
くぇうきっくけゃぇくう しこっちうぇかくけしすう, 
おけうすけ くっ ょぇゃぇす さっぇかういぇちうは ゃ 
ぉなょっとっ, こけおぇいゃぇ こさぇおすうおぇすぇ 
けす こけしかっょくうすっ ゅけょうくう. ̈ すかうゃ 
けす きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ しこっ
ちうぇかくけしすう うきぇ う いぇさぇょう くう
しおけすけ いぇこかぇとぇくっ ゃ ぉさぇくてぇ ゃ 
こさっょこさうはすうはすぇ けす さっゅうけくぇ.        
〉つうかうとっすけ さぇいこけかぇゅぇ けとっ し 

そういおせかすせさっく しぇかけく くぇ 2 っすぇ
あぇ, しすさけっく こさっい 1971-ゃぇ う 
さっおけくしすさせうさぇく こさっい 2008-きぇ 
ゅけょうくぇ; しすけかけゃぇ けす 1035 おゃぇ
ょさぇすくう きっすさぇ, しすさけっくぇ こさっい 
1974-すぇ; けぉとっあうすうっ くぇ 5 
っすぇあぇ, ゃょうゅくぇすけ こさっい 1974-
すぇ し 951 おゃ. きっすさぇ いぇしすさけっくぇ 
こかけと.
‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇ

いうは おなき きけきっくすぇ っ くぇ こけょ
つうくっくうっ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ つさっい 
けぉさぇいけゃぇすっかくけすけ きうくうしすっさ
しすゃけ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

Със сина

Спомен от детството

 50 000 かゃ. ょけこなかくうすっかくけ とっ 
こけかせつう ょけ おさぇは くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
′』 „╇しおさぇ-1860”. [ってっくうっすけ いぇ 
すけゃぇ ぉっ ゃいっすけ し きくけいうくしすゃけ くぇ 
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. ]さっょしすぇゃぇすぇ しっ ょぇゃぇす 
くぇ つうすぇかうとっすけ し ちっか ょぇ しっ こさっ
ょぇょっ すっぇすさぇかくうは さっおゃういうす, おけえすけ 
こけ しうかぇすぇ くぇ ょけゅけゃけさ, くっこさういくぇす 
けす くけゃぇすぇ せこさぇゃぇ くぇ すっぇすなさぇ う くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ, っ しけぉしすゃっくけしす くぇ つうすぇ
かうとっすけ, おぇおすけ う いぇ こけょこけきぇゅぇくっ 
くぇ ょっえくけしすすぇ きせ う そけさきぇちううすっ, ゃ 
おけうすけ しっ けぉせつぇゃぇす ょっちぇすぇ くぇ ╉ぇ
いぇくかなお. 

‶け ょせきうすっ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, こぇさうすっ しっ ょぇゃぇす, いぇ 
ょぇ くっ いぇすゃけさう つうすぇかうとっすけ ゃさぇすう. 
]さっょしすゃぇすぇ しう つうすぇかうとっすけ とっ こけかせつう, しかっょ おぇすけ ちっかうはす 

さっおゃういうす くぇ ¨ぉとうくしおう すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ”, いぇおせ
こっく しなし しさっょしすゃぇ くぇ すっぇすなさぇ, くけ いぇゃっょっく くぇ つうすぇかうとっすけ, 
ぉなょっ こさったゃなさかっく し こさうっきけ-こさっょぇゃぇすっかっく こさけすけおけか くぇ すっ
ぇすなさぇ う ぉなょっ こけょこうしぇくけ しこけさぇいせきっくうっ し ¨╀ „╇しおさぇ” う 〈っ
ぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ”, つっ ′』 „╇しおさぇ-1860” しっ けすおぇい
ゃぇ けす こさっすっくちううすっ しう おなき すはた いぇ くぇっき いぇ 2012 ゅけょうくぇ. ‶け 
ゃさっきっ くぇ ょっぉぇすうすっ いぇ こさっょけしすぇゃはくっ くぇ しさっょしすぇゃぇすぇ くぇ ′』 
“╇しおさぇ-1860” けぉとうくしおうはす しなゃっすくうお けす ′]╃╁ ╂ぇかうく ╂っけさゅう
っゃ せこさっおくぇ おきっすぇ ]すけはくけゃぇ, つっ っ ゃかはいかぇ ゃ ょけゅけゃけさおう し つうすぇ
かうとくぇすぇ せこさぇゃぇ, おけはすけ こなお ういくせょゃぇかぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ′ぇ 
しゃけえ さっょ おきっすなす こさっょせこさっょう しなゃっすくうおぇ ょぇ ゃくうきぇゃぇ おぇおゃう 
ゃくせてっくうは こさぇゃう こせぉかうつくけ, すなえ おぇすけ ゃ こさけすうゃっく しかせつぇえ とっ 
ゃくっしっ あぇかぉぇ いぇ すけゃぇ ゃ こさけおせさぇすせさぇすぇ. ╁ おさぇは くぇ ょっぉぇすうすっ 
こけ ゃなこさけしぇ しなゃっすくうおなす けす ′╃]╁ いぇはゃう, つっ ぉう しっ ういゃうくうか いぇ 
ょせきうすっ しう. 

‶けさっょくけ こさっょこう
しぇくうっ - ょぇ こさっせし

すぇくけゃう ういゅぇさはくっすけ くぇ 
ょなさゃっしっく こさぇた ゃ ょゃっすっ 
しせてうかくう うくしすぇかぇちうう ょけ 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ こさっつうし
すゃぇすっかくけ しなけさなあっくうっ, 
おけっすけ ょぇ せかぇゃは こさぇたぇ ゃ 
けすこぇょなつくうすっ ゅぇいけゃっ, ぉっ 
ういょぇょっくけ けす [╇¨]╁ - 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ くぇ ょなさゃけこ
さっさぇぉけすゃぇとけすけ こさっょ
こさうはすうっ „╉ぇしすぇきけくせ 
╀なかゅぇさうは” ┿╃ ゃ し. ╂けさくけ 
]ぇたさぇくっ. 

‶けゃけょ いぇ すけゃぇ しすぇくぇ ういゃなくさっょくぇ こさけゃっさおぇ しかっょ こけょぇょっくう 
しうゅくぇかう くぇ „いっかっくうは すっかっそけく” いぇ いぇきなさしはゃぇくっ くぇ ゃないょせたぇ.
‶さう ういゃなさてっくうは おけくすさけか くぇ きはしすけ っおしこっさすうすっ しぇ おけくしすぇ

すうさぇかう, つっ ょゃっすっ しせてうかくう うくしすぇかぇちうう さぇぉけすはす くぇ しきっしっくけ 
ゅけさうゃけ, おぇすけ ういこけかいゃぇす こさうさけょっく ゅぇい う ょなさゃっしっく けすこぇょなつっく 
こさぇた けす こさけういゃけょしすゃっくうは こさけちっし. ╆ぇ くぇさせてっくうっ くぇ っおけ
くけさきうすっ う ょけ きけきっくすぇ こさっょこさうはすうっすけ いぇこかぇとぇ っあっきっしっつくぇ 
しぇくおちうは ゃ さぇいきっさ くぇ くぇょ 2 たうかはょう かっゃぇ. 

╃ゃっ さうすせぇかくう けゅくうとぇ う さっょうちぇ ょさっゃ
くう しなけさなあっくうは けすおさう ぇさたっけかけゅなす 

ょけち. ╂っけさゅう ′うたさういけゃ けす ′ぇちうけくぇかくうは 
ぇさたっけかけゅうつっしおう うくしすうすせす し きせいっえ こさう 
╀┿′, おけえすけ さなおけゃけょう さぇいおけこおうすっ くぇ すさぇ
おうえしおぇすぇ きけゅうかぇ おさぇえ し. ╀せいけゃゅさぇょ, けぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╄ょくぇすぇ っしたぇさぇ (おせかすけゃけ 
けゅくうとっ), おさぇしうゃけ う ぉけゅぇすけ せおさぇしっくぇ しなし 
しこうさぇかけゃうょくう けさくぇきっくすう, っ くぇこさぇゃっくぇ 
けす ゅかうくっくぇ いぇきぇいおぇ し ぉけゅぇすぇ けさくぇきっくすぇ
ちうは. ‶けょ くっは っ くぇきっさっくぇ ゃすけさぇ - こけ-さぇく
くぇ っしたぇさぇ, おけはすけ っ こけ-きぇかおぇ う し こけ-ぉっ
ょくぇ せおさぇしぇ. ̈ おけかけ ょゃっすっ けゅくうとぇ っ うきぇかけ 
こけしすさけえおう し ょなさゃっくぇ おけくしすさせおちうは, しすっ
くうすっ くぇ おけうすけ しぇ ぉうかう ういきぇいぇくう し ゅかうくぇ. 
¨おけかけ すはた ぉはたぇ けすおさうすう ゅけかはきけ おけかうつっ

しすゃけ そさぇゅきっくすう けす おっさぇきうつくう しなょけゃっ, たさけきっかう, すっあっしすう いぇ しすぇく, けさなょうは けす さけゅ くぇ っかっく 
う ょさ. ぅゃくけ すっいう っしたぇさう う しなけさなあっくうはすぇ けおけかけ すはた しぇ しゃなさいぇくう し こけきっくぇかくうすっ こさぇおすうおう, 
けしなとっしすゃはゃぇくう こっさうけょうつくけ こさっょ ゃたけょぇ くぇ ゅさけぉくうちぇすぇ. ╃けち. ′うたさういけゃ しこけょっかう, つっ けすおさう
ゃぇくっすけ くぇ ょゃっ ょけぉさっ しなたさぇくっくう っしたぇさう こさっょ ゅさけぉくうちぇすぇ っ ういおかのつうすっかくけ ゃぇあくけ けす くぇせつくぇ 
ゅかっょくぇ すけつおぇ. ¨すおさうすうすっ くぇたけょおう とっ ぉなょぇす おけくしっさゃうさぇくう う ういかけあっくう いぇ っおしこけくうさぇくっ.

 ‶けょゅけすゃう: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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〈]╅╉¨ ¨ [╅╉ぇ『〉¨ ｠《『╅

〈さっすけ こけおけかっくうっ ぇさしっくぇかっち, おぇおすけ けこさっょっかは しっぉっ しう, ‶かぇ
きっく ╃せたすっゃ っ つけゃっおなす, おけえすけ いぇょぇゃぇ こせかしぇ くぇ „おさなゃけくけしくぇすぇ 
しうしすっきぇ” くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ╇きっくくけ „おさなゃけくけし
くぇ しうしすっきぇ” っ ういさぇいなす, し おけえすけ くはおけゅぇ しっ けこさっょっかはたぇ すさぇくし
こけさすくうすっ ゃさないおう: こけ しなとっしすゃけ - し そせくおちうはすぇ くぇ けぉしかせあゃぇとぇ 
ょっえくけしす, くけ こけ いくぇつっくうっ - ょっえくけしす, ぉっい おけはすけ くうおぇお くっ きけあっ. 
45 ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” けしすぇゃは ぉぇとぇすぇ くぇ ‶かぇきっく - 

╋うかつけ, ぇゃすけきけくすぬけさ, ぇおすうゃっく ょっはすっか くぇ ]こけさすくうは ぇゃすけきけ
ぉうかっく おかせぉ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ╆ぇさぇいっく こけおさぇえ 
ぉぇとぇ しう けす きうさうしぇ くぇ ぇゃすけきけぉうかう けす さぇくくけ ょっすしすゃけ, ‶かぇ
きっく ちはか あうゃけす うきぇ くせあょぇ けす くっゅけ. ′はきぇ おぇお うくぇつっ - ゃしっ こぇお 
╃せたすっゃ - きかぇょてう っ さなおけゃけょうすっか ′ぇこさぇゃかっくうっ „〈さぇくしこけさす” ゃ 
„┿さしっくぇか”. 〈けゃぇさくう, かっおけすけゃぇさくう おけかう, ぇゃすけぉせしう, こけょょさなあ
おぇすぇ くぇ きけすけおぇさうすっ, こけつうしすゃぇとうすっ おけかう, こけあぇさくうすっ ぇゃすけ
きけぉうかう, ょけさう かうくっえおうすっ しぇ こけょ けこっおぇすぇ くぇ ‶かぇきっく ╃せたすっゃ, 
おけえすけ うょゃぇ おぇすけ くぇつぇかくうお すせお こさっい 2004-すぇ, けとっ 32-ゅけょう
てっく. ‶ぇさおなす すけゅぇゃぇ っ „こけょ ゃしはおぇおゃぇ おさうすうおぇ” う ╃せたすっゃ っ ょけ
ゃけかっく, つっ ょくっし ょぇかっつ くっ っ すぇおぇ. „[なおけゃけょしすゃけすけ こけかけあう きくけ
ゅけ せしうかうは う ゃかけあう ゅけかっきう うくゃっしすうちうう ゃ すさぇくしこけさすぇ, おけっすけ 
けこさぇゃょぇゃぇ けつぇおゃぇくうはすぇ” - すけゃぇ っ けしくけゃぇくうっすけ いぇ くぇょっあょぇすぇ 
くぇ さなおけゃけょうすっかは くぇ くぇこさぇゃかっくうっすけ, おけっすけ こさぇゃう ゃないきけあくぇ 
くっいぇゃうしうきけしすすぇ くぇ „┿さしっくぇか” けす おぇこさういうすっ うかう くっかけはかくけしす
すぇ くぇ ゃなくてくう そうさきう こさう ういゃなさてゃぇくっすけ くぇ けすゅけゃけさくうすっ っおし
こっょうちうう くぇ ゅけすけゃぇすぇ こさけょせおちうは. ]けぉしすゃっくけすけ すさぇくしこけさすくけ 
いゃっくけ, おけっすけ くぇ こさぇおすうおぇ しう っ ちはかぇ っょくぇ けすょっかくぇ そうさきぇ, ゅぇ
さぇくすうさぇ う ょけしすぇゃおうすっ くぇ きぇすっさうぇかう, おぇおすけ う ぉっいけこぇしくけしすすぇ 
こさう こさっゃけいぇ くぇ けこぇしくうすっ すけゃぇさう. ╁しっ こぇさぇきっすさう, おけうすけ しぇ 
すけかおけゃぇ しこっちうそうつくう, つっ ういうしおゃぇす こさけそっしうけくぇかういなき, おけえすけ 
きけあっ ょぇ しっ くぇきっさう しぇきけ ゃ すさぇょうちううすっ う けすゅけゃけさくけしすすぇ こさう 
さぇぉけすぇ, たぇさぇおすっさくう いぇ „┿さしっくぇか”.

╁ ぇさしっくぇかしおけすけ すさぇくしこけさす
くけ いゃっくけ ょくっし うきぇ しぇきけ 

っょくぇ きぇてうくぇ し ょぇすぇ くぇ こさけ
ういゃけょしすゃけ こさっょう 1978-きぇ. 8 
ぇゃすけきけぉうかぇ ╉かぇし 1, 4 くけゃう 
すけゃぇさくう „╋っさちっょっしぇ”, しこっ
ちうぇかういうさぇくう ぇゃすけきけぉうかう いぇ 
こさっゃけい くぇ けこぇしくう すけゃぇさう, 
こけょきっくっくう ぇゃすけぉせしう, ういたゃなさ
かうかう 30-ゅけょうてくうすっ させしおう う 
ぉなかゅぇさしおう ぇゃすけぉせしう, しうゅせさくう 
かっおう ぇゃすけきけぉうかう, しぇ しっゅぇ ゃ 
ぇさしっくぇかしおうは ぇゃすけこぇさお. ‶けょ
きっくっくう しぇ こけあぇさくうすっ おけかう う 
かうくっえおうすっ, くけ - いぇ しなあぇかっ
くうっ, すっ しっ こけかいゃぇす けゅさぇくうつっ
くけ しかっょ いぇおけくけゃうすっ こさけきっくう, 
おけうすけ くぇかぇゅぇす さっょうちぇ いぇぉさぇ
くう. ′ぇこさぇゃかっくうっすけ, さなおけゃけ
ょっくけ けす ‶かぇきっく ╃せたすっゃ, けすゅけ
ゃぇさは う いぇ さっきけくすぇ くぇ ゃしはおぇ 
きぇてうくぇ くぇ おけかっかぇ ゃ けさな
あっえくうちぇすぇ. ¨すゅけゃけさくけしすうすっ 
う ういうしおゃぇくうはすぇ おなき たけさぇすぇ, 
おけうすけ さぇぉけすはす し ぇゃすけきけぉうかう
すっ, しすぇゃぇす ゃしっ こけゃっつっ, けすおぇお
すけ しぇ ゃなゃっょっくう ういうしおゃぇくうはすぇ 
くぇ ╄] う いぇすけゃぇ ╃せたすっゃ きくけゅけ 
しっ ょさぇいくう, おけゅぇすけ つせっ ういさぇ
いぇ ”こさけしす てけそぬけさ”. ‶さけしすう 
てけそぬけさう, しこけさっょ くっゅけ, ょくっし 
くはきぇ - すせお さぇぉけすはす たけさぇ しなし 
しっさすうそうおぇすう いぇ こさけそっしうけ
くぇかくぇ おけきこっすっくすくけしす いぇ こさっ
ゃけい くぇ こなすくうちう う すけゃぇさう, 
たけさぇ, おけうすけ くけしはす けすゅけゃけさ
くけしすうすっ いぇ しすけすうちう あうゃけ
すう くぇ こなすは こさう  こさっゃけいぇ くぇ 
けこぇしくうすっ すけゃぇさう, たけさぇ, おけうすけ 
こけいくぇゃぇす すなくおけしすうすっ くぇ っおし
こっょうちうはすぇ, おけうすけ せこさぇゃかは
ゃぇす ょけ 40 すけくぇ こさけょせおちうは くぇ 
こなすは, おけうすけ しぇ こさけゃっさはゃぇくう 
う しかっょっくう いけさおけ けす ╃┿╇ う 
╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ. ╆ぇ
とけすけ, おぇおすけ おぇいゃぇ ╃せたすっゃ: 
”‶さう くぇし させてゃっすうすっ くっ ゃなさ
ゃはす. ′うっ くっ しっ „けこさぇゃはきっ” し 
させてゃっすう こさっょ おけくすさけかくうすっ 
けさゅぇくう, ぇ しぇきけ しなし しこぇいゃぇくっ 
くぇ ういうしおゃぇくうはすぇ う こさぇゃうかぇ
すぇ”. ╉けっすけ, おぇおすけ しっ いくぇっ, せ 
くぇし くっ っ つっしすぇ こさぇおすうおぇ. 〈せお 
ょぇあっ たけさぇすぇ けす けたさぇくぇすぇ こさう 
すさぇしこけさすうさぇくっすけ うきぇす ういおぇ
さぇく おせさし いぇ こさっゃけい くぇ けこぇしくう 
すけゃぇさう, こけょつっさすぇゃぇ ╃せたすっゃ. 
╉なき ぇさしっくぇかしおうは すさぇくしこけさ

すっく こぇさお けさゅぇくうすっ くぇ さっょぇ 
しっ けすくぇしはす し けしけぉっくけ ゃくうきぇ
くうっ, さぇいぉさぇか こさっい ゅけょうくうすっ 
╃せたすっゃ. ╁しっおう ぇさしっくぇかしおう 
ぇゃすけきけぉうか う てけそぬけさ くぇ こなすは 
しすさけゅけ しっ しかっょう, いぇとけすけ くっ
ゃくうきぇくうっすけ, すったくうつっしおうすっ 
こけゃさっょう うかう ょさせゅう こさけこせし
おう きけゅぇす ょぇ ょけゃっょぇす ょけ すっあ
おう つけゃっておう あっさすゃう. ]うゅせさくけ 
いぇすけゃぇ ‶かぇきっく ╃せたすっゃ こさう
いくぇゃぇ, つっ „きさぇいう こなさゃぇすぇ 
しくっあうくおぇ”, いぇとけすけ こなすうとぇすぇ 
しすぇゃぇす けこぇしくう; こけくはおけゅぇ くっ 
きけあっ ょぇ しこう; けぉうつぇ きっしすぇすぇ 
ぉっい すっかっそけくくけ こけおさうすうっ; くっ
くぇゃうあょぇ すっかっそけくっく いゃなく う しっ 
しすさはしおぇ, おけゅぇすけ けぉぇあょぇくっすけ っ 
こけ くうおけっ ゃさっきっ, いぇとけすけ ゃしっ 
かけてけすけ しう きうしかう. ′ぇえ-かけてけ
すけ, しかぇゃぇ ╀けゅせ, いぇしっゅぇ くっ しっ っ 
しかせつゃぇかけ. ′け いぇょ すけいう そぇおす し 
こけかけあうすっかっく いくぇお しすけはす っあっ
ょくっゃくう けすゅけゃけさくけしすう くぇ 60 
ょせてう こっさしけくぇか. „╇いうしおゃぇくう
はすぇ う こさけちっょせさうすっ しぇ しかけあくう, 
ぇ いぇこかぇとぇくっすけ くぇ てけそぬけさうすっ 
くっ っ けす くぇえ-ゃうしけおうすっ せ くぇし” 
- たぇさぇおすっさういうさぇ こさけそっしうは
すぇ ╃せたすっゃ. ╆ぇすけゃぇ くぇえ-きくけゅけ 
くぇつぇかくうおぇ „ゅけ ぉけかう”, おけゅぇ
すけ しう けすうゃぇす たけさぇ - けこうすくう う 
こけょゅけすゃっくう. ‶けゃっつっ ゅけ ぉけかう, 
おけゅぇすけ くぇこせしおぇす きかぇょう たけさぇ. 
¨しけぉっくけ すさっゃけあくけ しすぇゃぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ おさういぇ, おぇおすけ っ しっゅぇ, 
しすぇゃぇ はしくけ けす しこけょっかっくけすけ 
けす さなおけゃけょうすっかは くぇ すさぇくし
こけさすくけすけ くぇこさぇゃかっくうっ くぇ 
„┿さしっくぇか”. ¨こすうきういぇちうはすぇ くぇ 
こっさしけくぇかぇ, おけはすけ おさういぇすぇ くぇ
かぇゅぇ, っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ きせ すさっ
ゃけゅぇ, こさっあうゃはくぇ いぇ こさなゃ こなす 
こさっい 2004-すぇ. ¨ぉはしくっくうっすけ 
いぇ ゃしうつおけ すけゃぇ っ こさけしすけ:

‶かぇきっく ╃せたすっゃ けぉうつぇ 
すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう    

¨ぉうつぇ う ゃしうつおけ ょぇ きせ っ 
くぇさっょ ゃ さぇぉけすぇすぇ: くぇかうつくう 
すったくうつっしおう こさっゅかっょう, いぇ
しすさぇたけゃおう, ょけおせきっくすぇちうは, 
ゃうくっすおう, ゅさぇきけすくう てけそぬけ
さう, すけつくけ こかぇくうさぇくっ くぇ つぇ
しけゃっすっ くぇ さぇぉけすぇ う こけつうゃおぇ, 
すけつっく さぇいたけょ くぇ ゅけさうゃけすけ, 
ょゃうあっくうっ こけ ゅさぇそうお... ╇い
おかのつうすっかくけ けすゅけゃけさっく おなき 

ぉっいけこぇしくけしすすぇ くぇ たけさぇすぇ くぇ 
こなすは, ╃せたすっゃ しっ さぇょゃぇ, つっ 
”╄] くう くぇせつう くぇ きくけゅけ くっとぇ”. 
〈けえ こさういくぇゃぇ, つっ うきぇ ょゃっ 
ょせきう, おけうすけ しこけきっくぇゃぇ けとっ 
ゃ こなさゃうは きうゅ こさっょ こけしすなこ
ゃぇとうすっ くぇ さぇぉけすぇ: „ぇかおけたけか” 
う „おさぇあぉぇ”. 〉こけすさっぉぇすぇ くぇ 
ぇかおけたけか こさう てけそうさぇくっ いぇ 
てっそぇ くぇ すさぇくしこけさすくけすけ いゃっ
くけ くぇ „┿さしっくぇか” っ こさっしすなこくぇ. 
„′っ しなき ゃさぇゅ くぇ ぇかおけたけかぇ, くけ 
しなき ゃさぇゅ くぇ ぇかおけたけかぇ ゃ さぇ
ぉけすくけ ゃさっきっ.”, おっすっゅけさうつっく 
っ ‶かぇきっく ╃せたすっゃ. 〈けえ ょなさあう 
くぇ しすけこさけちっくすけゃぇすぇ こさけゃっさ
おぇ いぇ ぇかおけたけか こさっょう おせさし う 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっ
きっ. ╃ぇあっ しう うきぇ ょさっゅっさ. ‶さけ
ゃっさはゃぇ しっ う おさなゃくけすけ くぇかはゅぇ
くっ くぇ てけそぬけさうすっ, くうおけえ くっ 
しっ いぇょなかあぇゃぇ ょぇ こなすせゃぇ, ぇおけ 
くっ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ. ╉さぇあぉう
すっ しっ けゅさぇくうつぇゃぇす こけ きくけゅけ 
くぇつうくう, くけ ╃せたすっゃ こさういくぇゃぇ, 
つっ すけゃぇ っ すさせょくぇ ぉけさぉぇ こさっい 
ゅけょうくうすっ. ¨しけぉっくけ こけかっいくぇ 
ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ っ くけゃぇ
すぇ しうしすっきぇ くぇ おけくすさけか つさっい 
GPS-う, おけはすけ こけおぇいゃぇ くぇ ぇさ
しっくぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ おなょっ 
っ ゃしっおう っょうく すったっく ぇゃすけきけ
ぉうか こけ ゃしはおけ ゃさっきっ, おぇおすけ う 
おぇおなゃ っ さぇいたけょなす くぇ ゅけさうゃけ.  
] くっは ぇさしっくぇかしおけすけ さなおけゃけょ
しすゃけ くぇうしすうくぇ しっ ゅけさょっっ くっ 
しぇきけ いぇさぇょう っそっおすぇ けす おけく
すさけかぇ, ぇ う いぇさぇょう そぇおすぇ, つっ 
くっえくけすけ ういこけかいゃぇくっ っ うきう
ょあけゃ いくぇお いぇ ゃしはおぇ きけょっさくぇ 
そうさきぇ, おぇおゃぇすけ っ „┿さしっくぇか”.
╉けかうすっ う たけさぇすぇ くぇ こけょつう

くぇくうっ くぇ ╃せたすっゃ けぉっいこっつぇゃぇす 
ょけしすぇゃおうすっ くぇ きぇすっさうぇかう いぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ, しおかぇょうさぇくっ
すけ う っおしこっょうちうはすぇ ょけ かっすうとっ 
う こさうしすぇくうとっ, ょけしすぇゃおうすっ 
こけ こさけういゃけょしすゃぇ こけ こかけとぇょ
おうすっ くぇ „┿さしっくぇか”,  こさっゃけいぇ 
くぇ たけさぇ ょけ ょぇかっつくけすけ こさけ
ういゃけょしすゃけ くぇ ╆ぇゃけょ 3 う すけゃぇ 
- ういゃなく けしくけゃくぇすぇ こかけとぇょ
おぇ - くぇ ╆ぇゃけょ 4. ′はおけゅぇ すけゃぇ 
いゃっくけ こさっゃけいゃぇ  う ぇさしっくぇか
ちう けす ゃしはおぇ すけつおぇ くぇ ╉ぇいぇく
かなておけ, くけ しかっょ ゃなゃっあょぇくっ 
くぇ ういうしおゃぇくうはすぇ いぇ こさっゃけい 
くぇ こなすくうちう けす すさぇくしこけさすくう 

そうさきう こさっい 2000-すぇ ゅけょうくぇ 
すけゃぇ ゃっつっ っ くっゃないきけあくけ. ╆ぇ 
しなあぇかっくうっ くぇ ぇさしっくぇかちう, けす 
こけゃっつっ けす 40 くぇしっかっくう きっしすぇ 
ゃ さっゅうけくぇ.
‶けょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 

╃せたすっゃ っ う こけょょさなあおぇすぇ くぇ 
しぇきけしゃぇかうすっ う ょさせゅうすっ こけ
つうしすゃぇとう きぇてうくう. [っかしけゃ 
すさぇくしこけさす ゃ „┿さしっくぇか” ゃっつっ 
くはきぇ, こけょょなさあぇす しっ つぇしすうつ
くけ しぇきけ くはおけう すさぇしっすぇ, くけ しっ 
こけかいゃぇす ういおかのつうすっかくけ さはょ
おけ - し きぇくっゃさぇ, けしうゅせさっくぇ けす 
╅‶-ゅぇさぇ ╉ぇいぇくかなお. ] ╀╃╅ 
おけきせくうおぇちうはすぇ っ ょけぉさぇ. 〈ぇいう 
いうきぇ ょぇあっ こけ うしおぇくっ くぇ „┿さ
しっくぇか” しっ こさけきっくう ゅさぇそうおなす 
くぇ ゃかぇおけゃっ, おけうすけ ういゃけいゃぇす 
さぇぉけすくうちう けす さぇえけくぇ くぇ ╉ぇ
かけそっさ. ╇きぇ う ょけぉさぇ おけきせ
くうおぇちうは し ¨ぉとうくぇすぇ, おけはすけ 
つっしすけ こけかいゃぇ すさぇくしこけさすくぇ 
すったくうおぇ くぇ „┿さしっくぇか” - ぉうかけ 
いぇ こけつうしすゃぇくっ こさっい いうきぇすぇ, 
ぉうかけ いぇ きうっくっ くぇ せかうちうすっ こけ 
‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ. 
╉けかおけすけ ょけ けぉとうくしおうすっ 

ょっかぇ - ぇさしっくぇかしおうはす すさぇくし
こけさすっく てっそ っ おぇすっゅけさうつっく, 
つっ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ こけ-ょけぉさっ ょぇ 
くっ しっ おぇつゃぇて くぇ おけかぇ: かうこしゃぇ 
ゃしはおぇおなゃ さっょ う けさゅぇくういぇちうは 
くぇ ょゃうあっくうっすけ... ╆ぇ ¨ぉとうくぇ
すぇ すけえ しっ しっとぇ う おけゅぇすけ こさっい 
いうきぇすぇ しっ くぇかぇゅぇ こさっゃけい こけ 
こなすは おなき ]さっょくけゅけさけゃけ, おけえ
すけ しっ こけつうしすゃぇ こけしかっょっく, ぇ 
っ ゅかぇょなお おぇすけ けゅかっょぇかけ う きせ 
しないょぇゃぇ ゅけかっきう はょけゃっ いぇさぇょう 
ゃいさうゃけけこぇしくうすっ ゃっとっしすゃぇ ゃ 
おぇきうけくうすっ こけ かっょっくぇすぇ こなさ
いぇかおぇ.  

【っそなす くぇ すさぇしこけさすぇ っ 
╊なゃ, くけ くっ すうこうつっく

‶かぇきっく, し おけゅけすけ こけょつうくっ
くうすっ しっ てっゅせゃぇす, けおぇつゃぇえおう ゃ 
すさぇくしこけさすくぇすぇ ぉぇいぇ こけさすさっすぇ 
きせ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ, こけ
ょけぉくけ くぇ うおけくぇ, おけはすけ ょぇ ゅう 
こぇいう けす こさけういてっしすゃうは, けぉはし
くはゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう すぇおぇ: „╋くけ
ゅけ しなき ぉかぇゅけょぇさっく, ういおかの
つうすっかくけ しなき ぉかぇゅけょぇさっく くぇ 
たけさぇすぇ, し おけうすけ さぇぉけすは. ┿おけ 
しう こけうしおぇ, ゃしっおう けす すはた きけあっ 
ょぇ くぇこさぇゃう こさけゃぇか. ′うとけ くっ 

きけあっ ぉっい たけさぇ, おけうすけ さぇぉけすはす 
いぇっょくけ... ] さぇいぉうさぇくっ しっ さぇ
ぉけすう, おぇすけ さなおけゃけょうすっか しなき 
しおかけくっく ょぇ こさけとぇゃぇき /ぉっい 
ぇかおけたけかぇ う おさぇあぉうすっ/”.  
【っそなす くぇ 〈さぇくしこけさすぇ, おけえ

すけ さぇぉけすう し „あっかっいくう ぇさ
しっくぇかしおう おぇょさう”, こけゃっつっすけ 
- こさう しさっょくぇ ゃないさぇしす けおけかけ 
50-すっ, しこけょっかは しこけおけえくけ: „′っ 
きう っ こけょ ょけしすけえくしすゃけすけ ょぇ 
おぇあぇ, つっ しなき しゅさってうか. ╃けゃけ
かっく しなき けす たけさぇすぇ - おけゅぇすけ しっ 
くぇかけあう ょぇ しっ しゃなさてう くっとけ う 
ういゃなく さぇぉけすくけ ゃさっきっ, ゃうくぇゅう 
しっ けすいけゃぇゃぇす.”, おぇいゃぇ ‶かぇきっく 
╃せたすっゃ, おけえすけ つっすっ „‶さうおぇい
おぇ いぇ しすなかぉぇすぇ” う くぇうしすうくぇ 
ゃはさゃぇ, つっ おけゅぇすけ けすうゃぇて くぇ
ゅけさっ, すさはぉゃぇ ょぇ いくぇって おぇおゃけ 
すっ つぇおぇ, ぇおけ しっ くぇかけあう ょぇ しっ 
ゃなさくって けぉさぇすくけ: すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ おぇおゃけ う し おけゅけ ょぇ しう おぇ
あって くぇ しかういぇくっ. ╃せたすっゃ くっ 
けぉうつぇ かぇしおぇすっかしすゃけすけ, ょけくけし
くうつっしすゃけすけ う しっ けこうすゃぇ ょぇ ゅけ 
こぇさうさぇ しさっょ こけょつうくっくうすっ しう.  
【っそなす くぇ 〈さぇくしこけさすぇ ゃ „┿さ

しっくぇか” っ こさっちういっく, こけしかっ
ょけゃぇすっかっく う けすゅけゃけさっく おぇすけ 
ゃしっおう けす いけょうは ╊なゃ. ′け くっ 
すぇおぇ いぇすゃけさっく, しゃさなたぇきぉうちう
けいっく, きなかつぇかうゃ う くぇしすなこぇすっ
かっく. ]ぇき しう ゅけ いくぇっ. ′はきぇ う 
しゃさなたけつぇおゃぇくうは ゃ あうゃけすぇ - 
しすうゅぇ きせ おぇつっしすゃっくぇすぇ しっきっえ
くぇ こけつうゃおぇ ゃっょくなあ ゅけょうてくけ 
- ゃ  〈せさちうは, いぇとけすけ すぇき  しっ 
つせゃしすゃぇ せたぇあゃぇく おぇすけ すせ
さうしす. ╁ くっゅけゃけすけ しっきっえしすゃけ, 
おぇおすけ う こさう さけょうすっかうすっ けす 
ょゃっすっ しすさぇくう, うきぇ しうかくぇ ぇさ
しっくぇかしおぇ ゃさないおぇ. ]なし しなこさせ
ゅぇすぇ ′ぇょっあょぇ しっ いぇこけいくぇゃぇす 
ゃ „┿さしっくぇか”. ╉けゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ 
すは ょぇ くぇこせしくっ, くっ きうくぇゃぇ ぉっい 
しなかいう... ╁おなとう ‶かぇきっく ぉはゅぇ 
けす きうしなかすぇ いぇ おけかうすっ う すけゃぇ
さうすっ こけ こなすうとぇすぇ し っおしこっさう
きっくすう くぇ ゅけすゃぇさしおぇすぇ こっつおぇ う 
おけきこぇくうはすぇ くぇ とっさおぇすぇ [ぇ
ょうぇくぇ, おけはすけ うゅさぇっ しこけさすくう 
すぇくちう. ╋っつすうすっ くぇ しっきっえしすゃけ
すけ しぇ きっつすうすっ くぇ [ぇょうぇくぇ. ′け 
いぇ ょぇ きけあっ ょぇ しかっょゃぇ きっつすうすっ 
くぇ ょっすっすけ しう, ょくっし つけゃっお っ ゃぇ
あくけ こさっょう ゃしうつおけ ょぇ さぇぉけすう, 
さぇいしなあょぇゃぇ くぇ ゅかぇし ‶かぇきっく 
╃せたすっゃ. ╆ぇすけゃぇ ゃ ょくってくけすけ 
すさせょくけ ゃさっきっ しこけょっかは けとっ: 
”[ぇょゃぇき しっ, つっ しきっ くぇ さぇぉけすぇ, 
こけあっかぇゃぇき くぇ ゃしうつおう ょぇ うきぇす 
さぇぉけすぇ!”. 
╆ぇ ょぇ きけあっ しこけおけえくけ う おぇ

つっしすゃっくけ ょぇ ゃなさてう しゃけはすぇ さぇ
ぉけすぇ, くぇ おけはすけ ょなさあう, ‶かぇきっく 
╃せたすっゃ くっ しこうさぇ ょぇ せつう ちはか 
あうゃけす. ╆ぇゃなさてうか 〈ったくうおせきぇ 
ゃ ╋なゅかうあ, こけしかっ - ╇くしすうすせすぇ 
いぇ ぇゃすけきけぉうかくう うくしすさせおすせさう 
ゃ ぅきぉけか, こけしかっ - ぉぇおぇかぇゃなさ 
こけ „〈ったくけかけゅうは う せこさぇゃかっ
くうっ くぇ すさぇくしこけさすぇ” ゃ 〈〉 ゃ 
[せしっ, しっゅぇ ╃せたすっゃ いぇゃなさて
ゃぇ う きぇゅうしすさぇすせさぇ すぇき. ╇きぇ 
おせこ しっさすうそうおぇすう いぇ こさけそっ
しうけくぇかくぇ おけきこっすっくすくけしす いぇ 
こさっゃけい くぇ こなすくうちう う すけゃぇさう, 
せょけしすけゃっさっくうは いぇ こけいくぇゃぇくっ 
くぇ っゃさけくけさきうすっ, おけくしせかすぇくす 
っ こけ ぉっいけこぇしくけしす こさう こさっゃけい 
くぇ けこぇしくう すけゃぇさう... ”『はか あう
ゃけす しっ はゃはゃぇき くぇ ういこうすう...”, 
てっゅせゃぇ しっ さなおけゃけょうすっかはす くぇ 
′ぇこさぇゃかっくうっ „〈さぇくしこけさす” ゃ 
„┿さしっくぇか” ‶かぇきっく ╃せたすっゃ. ′け 
くうおぇお くっ しっ てっゅせゃぇ, おぇすけ おぇい
ゃぇ: ”〈さぇくしこけさすなす くぇ けこぇしくう 
すけゃぇさう しう っ ちはかぇ くぇせおぇ”. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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¨ゅくはく ┿かうこうっゃ, ╇ゃぇえかけ ′う-
おけかぇっゃ, ╂っくつけ ‶けこけゃ う ╃うきう-
すなさ ╆ぇそうさけゃ - ういけぉさっすぇすっかう 
くぇ 》うょさけきぇてうくぇ し ゃなすさってくけ 
いぇちっこゃぇくっ こけかせつうたぇ こさういぇ 
ういけぉさっすっくうっ くぇ ゅけょうくぇすぇ ゃ 
おぇすっゅけさうは „╋ぇてうくけしすさけっくっ う 
しすさけうすっかしすゃけ“. ]ないょぇょっくぇすぇ 
けす すはた きぇてうくぇ ょぇゃぇ こけ-ゃうしけおぇ 
こさけういゃけょうすっかくけしす こさう きうくう-
きぇかくう ゅっけきっすさうつくう さぇいきっさう, 
おけはすけ しっ ょなかあう くぇ こけ-ゅけかはき 
けぉっき くぇ おぇきっさうすっ いぇ ゃうしけおけ う 
くうしおけ くぇかはゅぇくっ, けぉさぇいせゃぇくう 
けす おせたうくうすっ くぇ くっこさっおなしくぇすけ 
おけくすぇおすせゃぇとうすっ こけゃなさたくうくう 
くぇ すさう しなゃきっしすくけ いぇちっこっくう 
いなぉくう おけかっかぇ.
》うょさけきぇてうくぇすぇ さぇぉけすう ゃ 

さっあうき くぇ いなぉくぇ こけきこぇ う ゃ さっ-
あうき くぇ たうょさけきけすけさ ゃ たうょさぇ-
ゃかうつくうすっ しうしすっきう くぇ さぇいかうつ-
くう ゃうょけゃっ しなけさなあっくうは.
╁ おぇすっゅけさうは “╄かっおすさけくうおぇ 

う っかっおすさけすったくうおぇ“ っ けすかうつっく 
╄くつけ ‶けこけゃ. ‶なかくけすけ うきっ くぇ 
ういけぉさっすっくうっすけ っ ╀っいつっすおけゃ 
ぇかすっさくぇすけさ し さけすけさ し おかのくけ-
けぉさぇいくう こけかのしう.
┿かすっさくぇすけさなす っ こさっょくぇい-

くぇつっく いぇ いぇさっあょぇくっ くぇ 
ぇおせきせかぇすけさう. ‶さけういゃっあょぇ 
っかっおすさうつっしすゃけ し こけしすけはく-
くけ くぇこさっあっくうっ いぇ ぇゃすけきけ-
ぉうかう うかう けぉっおすう. ╇いこけかいゃぇ 
しっ こさう ぇゃすけぉせしう, こけあぇさくう う 
ゃけっくくう ぇゃすけきけぉうかう, しこっちうぇ-
かういうさぇくう おけかう いぇ きうくくぇすぇ 
う しすさけうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは. 
╇いけぉさっすっくうっすけ くぇ ╄くつけ ‶け-
こけゃ こさっゃないたけあょぇ ぇくぇかけいうすっ, 
こさけういゃっあょぇくう けす しゃっすけゃくうすっ 
ゅうゅぇくすう “╃っかおけ [っきう”, “′う-
たけゃ” う “‶さっしすけかぇえす” けす ]┿】, 
“╀けて” けす ╂っさきぇくうは, はこけくしおうは 
“╋うちせぉうてう”. 〈けえ っ くぇ こなさゃけ 
きはしすけ こけ すさうすっ くぇえ-ゃぇあくう 
こけおぇいぇすっかう いぇ しなゃさっきっくくうすっ 
っかっおすさうつっしおう きぇてうくう: うきぇ 
こけ-ゃうしけお ╉‶╃, こけ-ゃうしけおぇ くぇ-
ょっあょくけしす う こけ-くうしおぇ しっぉっ-
しすけえくけしす.
┿かすっさくぇすけさなす っ こぇすっくすけゃぇく 

う ゃ ]┿】. 〈っしすけゃっ し ぇゃすけぉせしう 
ゃ ]┿】 しぇ せしすぇくけゃうかう ゃこっつぇす-
かはゃぇとぇ うおけくけきうは くぇ ゅけさうゃけ 
- 15%. ┿かすっさくぇすけさなす しっ うい-
こけかいゃぇ いぇ こなさゃうつくけ ゃゅさぇあょぇ-

くっ ゃ しこっちうぇかういうさぇくう きぇてう-
くう いぇ ぇさきうはすぇ くぇ ]┿】. 〈けゃぇ 
っ さっいせかすぇすなす けす 2-ゅけょうてくう 
すっあおう ういこうすぇくうは ゃ さっぇかくう 
せしかけゃうは.
]ないょぇすっかはす くぇ こさっこぇさぇすぇ いぇ 

かっつっくうっ くぇ すせきけさう “╉ぇすさぇこし” 
]こぇさすぇお 》ぇょあうっゃ ぉっ けすかうつっく 
ゃ おぇすっゅけさうはすぇ “》うきうは う ぉうけ-
すったくけかけゅうう”. 
‶さっこぇさぇすなす うきぇ くぇえ-ょけぉさう 

さっいせかすぇすう こさう かっつっくうっすけ くぇ 
くぇえ-さぇいこさけしすさぇくっくうすっ すせ-
きけさくう そけさきう, おぇおゃうすけ しぇ 
さぇおなす くぇ ゅなさょぇすぇ, くぇ ぉっかうは 
ょさけぉ, さぇおなす くぇ ょっぉっかけすけ つっさ-
ゃけ, くぇ こさけしすぇすぇすぇ, くぇ きぇすおぇすぇ 
う はえつくうちうすっ, くぇ しすけきぇたぇ, くぇ 
かぇさうくおしぇ, きけいなつくうすっ すせきけさう 
う きっかぇくけきぇ.
╆かぇすくぇすぇ おくうゅぇ くぇ ぉなかゅぇさ-

しおうすっ けすおさうゃぇすっかう う ういけぉさっ-
すぇすっかう 2012: 
╃けちっくす ょ-さ ╁うけかっすぇ ┿く-

ょけくけゃぇ - そぇさきぇちっゃす. ]ない-
ょぇかぇ っ くぇょ 120 かっおぇさしすゃっ-
くう こさけょせおすぇ, ゃくっょさっくう ゃ 
こさけういゃけょしすゃけ. ]さっょ すはた しぇ: 
“〈っきこぇかゅうく”, “[ぇくうすうょうく”, 
“《ぇきけすうょうく”, “《っかけさぇく”, 
“『うくぇさういうく” う ょさ. ‶さっょしすけう 
さっゅうしすさぇちうはすぇ う こさけういゃけょ-
しすゃけすけ くぇ くけゃう 35 そぇさきぇちっゃ-
すうつくう こさけょせおすぇ.
‶さけそっしけさ ]うは ╊けいぇくけゃぇ - 

さぇぉけすう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ しっくいけ-
さうおぇすぇ, くぇくけ- う きうおさけすったくけ-
かけゅううすっ. ′っえくうすっ すったくうつっしおう 
さってっくうは しっ こさうかぇゅぇす ゃ きっょう-
ちうくぇすぇ, こさう ぉっいおけくすぇおすくぇすぇ 
ぇゃすけきぇすうおぇ う きっすさけかけゅうはすぇ, 
ゃけっくくけすけ ょっかけ う ぉけさぉぇすぇ し 
すっさけさういきぇ. [ぇいさぇぉけすおうすっ え 
こさっょしすぇゃかはゃぇす こさけぉうゃ ゃなゃ 
ゃうしけおうすっ すったくけかけゅうう. ╇おけ-
くけきうつっしおうはす っそっおす けす しぇきけ 
っょくけ けす ういけぉさっすっくうはすぇ え っ 
くぇょ 650 たうか. かゃ. ‶さっい 2008 
ゅ. すは こけかせつぇゃぇ くぇえ-こさっしすうあ-
くぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ╀┿′ いぇ きかぇょ 
せつっく ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ うくあっくっさ-
くうすっ くぇせおう “‶さけそっしけさ ╋ぇさうく 
╃さうくけゃ”.
‶さけそっしけさ ╁かぇょおけ ‶ぇくぇえ-

けすけゃ っ しないょぇすっか くぇ ゃうしてっすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ きうくくけすけ ょっかけ. 
┿ゃすけさ っ くぇ くけゃぇ すったくけかけゅうつ-
くぇ したっきぇ いぇ そかけすぇちうは くぇ こけ-

かうきっすぇかくう させょう, きっすけょ いぇ 
けつうしすゃぇくっ くぇ けすこぇょなつくう 
ゃけょう, そかけすぇちうけくくぇ おかっすおぇ 
う きっすけょ いぇ ういゃかうつぇくっ くぇ 
ちっくくう う ぉかぇゅけさけょくう きっすぇ-
かう けす おけくちっくすさぇすう う すった-
くけかけゅうつくう けすこぇょなちう. ╇いけ-
ぉさっすっくうはすぇ きせ うきぇす いくぇつうき 
しけちうぇかっく, っおけかけゅうつっく う 
うおけくけきうつっしおう っそっおす.
╃けしっゅぇ ゃ ╆かぇすくぇすぇ おくうゅぇ 

しぇ ゃこうしぇくう 114 ぇゃすけさう う 
おけかっおすうゃう.
╇いゃなく こさういけゃっすっ, しぇきけ し 

くけきうくぇちうはすぇ しう いぇ „╇いけぉさっ-
すっくうっ くぇ ゅけょうくぇすぇ“, けしすぇくぇ 
っょくぇ うくすさっしくぇ う うくけゃぇすうゃ-
くぇ さぇいさぇぉけすおぇ, こさっょういゃう-
おぇかぇ うくすっさっし. ]すぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ ゃうしけおけすったくけかけゅうつっく 

しっくいけさ, おけえすけ しこうさぇ おさぇあ-
ぉうすっ くぇ すけお. ]っくいけさなす っ 
さぇいさぇぉけすっく けす ぇおぇょっきうお 
』ぇゃょぇさ [せきっくうく う っおうこ けす 
╇くしすうすせすぇ こけ しうしすっきくけ うく-
あっくっさしすゃけ うさけぉけすうおぇ ╀┿′. 
╇ょっはすぇ くぇ  ゃうしけおけすったくけかけ-

ゅうつくうは しっくいけさ っ しなとけ おぇすけ 
くぇ っかっおすさけきっさぇ, くけ ゃなさ-
てう さぇぉけすぇ けす さぇいしすけはくうっ. 
╃けぉかうあぇゃぇえおう しっくいけさぇ ょけ 
こさけゃけょくうお, こけ おけえすけ すっつっ 
すけお, しっ ういきっさゃぇ きぇゅくうすくけすけ 
こけかっ, おけっすけ しないょぇゃぇ すけおなす. 
]っくいけさなす しなぉうさぇ うくそけさきぇ-
ちうは いぇ すけおぇ う すっきこっさぇすせさぇ-
すぇ くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ, おけはすけ 
こけしかっ しっ けぉさぇぉけすゃぇ. 〈ぇおぇ 
きけあっ ょぇ しっ しかっょう ょぇかう うきぇ 
おさぇあぉう くぇ っくっさゅうは う おけかおけ 
しきっ ういこけかいゃぇかう - おぇおすけ せ 
ょけきぇ, すぇおぇ う ゃ くはおけっ こさっょ-
こさうはすうっ.
]こけさっょ せつっくうは, ょぇくくうすっ 

きけゅぇす ょぇ しっ しなぉうさぇす くぇ っょくけ 
きはしすけ う ょぇ こけきぇゅぇす いぇ けこ-
すうきういぇちうは くぇ さぇいたけょうすっ くぇ 
ょぇょっくけ こさっょこさうはすうっ.

      〈┿
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]こっちうぇかくう ゅけしすう くぇ ╃くうすっ くぇ ぅこけくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉはたぇ う 
すさう おぇいぇくかなておう 『ぇさうちう くぇ さけいぇすぇ: 『ぇさうちぇ [けいぇ ‘2012 ′っかう 
]かぇゃけゃぇ, 『ぇさうちぇ [けいぇ ‘2011 ]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ, 『ぇさうちぇ [けいぇ 
‘2008 ╁ぇしうかっくぇ ′ぇえょっくけゃぇ, おぇおすけ う きくけゅけ おぇいぇくかなつぇくう - 
ぉういくっしきっくう う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さぇいかうつくう けさゅぇくういぇちうう, こけ-

しっすうかう ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさは-
ゃぇとけすけ しかなくちっ こけ かうくうは くぇ 
こさうはすっかしすゃけすけ う しなすさせょくう-
つっしすゃけすけ し はこけくしおうすっ ゅさぇ-
ょけゃっ う ょけこさうくっしかう し ょっえ-
くけしすすぇ しう いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
ょゃせしすさぇくくうすっ おけくすぇおすう.
╆ぇ ゅけしすうすっ う おぇいぇくかなつぇくう, 

ょけこさうくっしかう いぇ さぇいゃうすうっ-
すけ くぇ けすくけてっくうはすぇ きっあょせ 
╉ぇいぇくかなお う 《せおせはきぇ う くぇ 
╀なかゅぇさうは し ぅこけくうは, しゃけえ 
こけさっょっく おさぇしうゃ あっしす くぇ-
こさぇゃう  ぇくしぇきぉなか “┿さしっくぇか” 
し たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょう-
すっか 》さうしすけ ]すけはくけゃ. 
┿くしぇきぉなかなす ゃ こさけょなかあっ-

くうっ くぇ 12 ゅけょうくう っ こけしかぇ-
くうお くぇ ょけぉさぇ ゃけかは くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ゃ こけぉさぇすうきっくうは くう 
ゅさぇょ ╋せくぇおぇすぇ. 〈ぇき ゃしはおぇ 
っしっく しっ こさけゃっあょぇ 《っしすう-
ゃぇか くぇ ╀なかゅぇさうは, こけしゃっすっく 
くぇ ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ, 
くぇちうけくぇかくぇすぇ くう おせたくは う 
けぉうつぇう.
                                  〈┿

ぢ¿í½ñÖ がÜêöñç:

Три казанлъшки царици Роза

‶けさぇょう くぇきぇかっくうは けぉっき くぇ さぇぉけすぇ ゃ つぇしす けす こさけういゃけょ-
しすゃっくうすっ いぇゃけょう う ちったけゃっ くぇ “┿さしっくぇか” しっ くぇかぇゅぇ けこすう-

きういうさぇくっすけ くぇ くはおけう さぇいたけょう - けしくけゃくけ いぇ きぇすっさうぇかう. ′ぇかけ-
あうすっかくう しぇ うおけくけきうう う くぇ っくっさゅうえくう う すさせょけゃう さぇいたけょう.  ′ぇ 
こさぇおすうおぇ すけゃぇ ゃけょう ょけ こさけきはくぇ ゃ さうすなきぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ つぇしす けす 
すっいう  こさけういゃけょしすぇ. ]なし いぇこけゃっょ 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 ゃっつっ しぇ くぇこさぇゃっくう う しなけすゃっすくう さぇいつっすう いぇ 
いぇっすうは こっさしけくぇか こけ いぇゃけょう. [ぇいつっすう しぇ くぇこさぇゃっくう う いぇ すっいう, 
おけうすけ  くはきぇ ょぇ さぇぉけすはす くぇ  こなかっく さぇぉけすっく ちうおなか.                                                                 
╆ぇ くけっきゃさう さぇいつっすうすっ こけおぇいゃぇす, つっ いぇっすけしすすぇ くぇ こっさしけくぇ-

かぇ ゃ “┿さしっくぇか” とっ っ くぇ 76%, ぇ 24% けす さぇぉけすっとうすっ とっ しぇ ゃ 
けすこせしお, おぇすけ こさけぉかぇょぇゃぇとぇすぇ つぇしす とっ しぇ ゃ くっこかぇすっく けすこせしお 
こけさぇょう ういつっさこゃぇくっ くぇ こかぇすっくうは. 
╆ぇ きっしっち ょっおっきゃさう ゃしっ けとっ くっ しぇ くぇこさぇゃっくう さぇいつっすう, すなえ 

おぇすけ しっ けつぇおゃぇ そうくぇかういうさぇくっすけ くぇ くはおけう ょけゅけゃけさう, こけ おけうすけ 
ゃ きけきっくすぇ さぇぉけすう きっくうょあなさしおうはす っおうこ くぇ そうさきぇすぇ. 
 ‶さっい くけっきゃさう こっさしけくぇかなす くぇ くはおけう けす いぇゃけょうすっ とっ さぇぉけすう 

し くぇすけゃぇさっくけしす くぇ 90 う こけゃっつっ こさけちっくすぇ. 〈ぇおうゃぇ しぇ しかせつぇうすっ 
しなし いぇゃけょ 5, おなょっすけ こさっい くけっきゃさう とっ さぇぉけすう 91% けす しなしすぇゃぇ 
きせ, う しなし いぇゃけょ 4 -  しなし いぇっすけしす 80% けす しなしすぇゃぇ. ′ぇえ-きぇかおけ 
いぇっすう とっ うきぇ こさっい きっしっち くけっきゃさう ゃ いぇゃけょうすっ 1,2 う 3. 〈ぇき 
っ くぇえ-ゅけかっきうはす こさけちっくす くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ とっ しぇ ゃ けすこせしお けす 
5-すう ょけ 16-すう くけっきゃさう ゃおかのつうすっかくけ. ╁ こっさうけょぇ ょけ おさぇは くぇ 
くけっきゃさう すったくうつっしおうすっ う ょさせゅう おぇょさう, しゃなさいぇくう し けぉっいこっつぇ-
ゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすくうは こさけちっし ゃ すっいう いぇゃけょう, とっ さぇぉけすはす くぇ すさう-
ょくっゃくぇ さぇぉけすくぇ しっょきうちぇ. ‶けくっょっかくうお う こっすなお とっ しぇ こけつうゃくう 
ょくう.
   

                                 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

′ぇょ 120 しぇ しゃけぉけょくうすっ さぇぉけす-
くう きっしすぇ ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, ゃぇかうょくう おなき 23-すう 
けおすけきゃさう.
]さっょ すはた うきぇ しぇきけ 9 ゃないきけあ-

くけしすう, おけうすけ ょぇゃぇす てぇくし いぇ さぇ-
ぉけすぇ くぇ ゃうしてうしすう. 〈なさしはす しっ 
こさっょうきくけ かっおぇさう けす さぇいかうつくう 
しこっちうぇかくけしすう, すったくけかけゅ ゃ てう-
ゃぇておけすけ こさけういゃけょしすゃけ, しつっすけ-
ゃけょうすっかう う ぇゅさけくけき. 
╋ぇしけゃけ っ すなさしっくっすけ くぇ おぇょさう 

いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ しなし しさっょくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ う こけ-くうしおけ, くけ し 
おゃぇかうそうおぇちうは. 
′ぇえ-きくけゅけ – 20, しぇ しゃけぉけょくう-

すっ さぇぉけすくう きっしすぇ いぇ ょうしすさうぉせ-
すけさう くぇ しつっすけゃけょくう  ういょぇくうは. 
]ゃけぉけょくう こけいうちうう うきぇ いぇ 16 
てうゃぇつおう う 14 さぇぉけすくうちう いぇ 
しゅかけぉはゃぇくっ くぇ ょっすぇえかう, し けこうす. 
╆ぇ くせあょうすっ くぇ すっおしすうかくぇ そぇ-

ぉさうおぇ しっ すなさしはす う 15 きぇてうくくう 
けこっさぇすけさう いぇ てうっくっ う 4 いぇ こさっ-
しせおゃぇくっ くぇ おけくちう. 
【ぇくし いぇ さぇぉけすぇ うきぇ いぇ っかっお-

すさけきけくすぬけさう, てけそぬけさ くぇ 〈╇[,  

ゅけすゃぇつう, しっさゃうすぬけさう, ぉぇさ-
きぇくう, おけいきっすうつおぇ, こさけょぇゃぇ-
つう し ういうしおゃぇくっ いぇ ゃかぇょっっくっ 
くぇ  ぇくゅかうえしおう,  おけきこのすなさ う 
すせさしおう っいうお.  
╇いうしおゃぇくうはすぇ いぇ すったくうつっ-

しおうすっ こさけそっしうう - てかけしっさう, 
きけくすぬけさう, しすさせゅぇさう, っかっお-
すさけきけくすぬけさう う くぇしすけさえつうお 
くぇ 『‶〉, しぇ いぇ しこっちうぇかうしすう 
しなし しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ う 
しすぇあ こけくっ 2 ゅけょうくう こけ しこっ-
ちうぇかくけしすすぇ.  ╆ぇ くぇしすさけえつうお 
くぇ きぇてうくう し  『‶〉  おぇくょう-
ょぇすなす  きけあっ ょぇ っ う ゃうしてうしす. 
 ‶さっょかぇゅぇ しっ ゃないきけあくけしす 

いぇ さぇぉけすぇ う いぇ ゃないこうすぇすっか 
‶〉╀, し こけかせゃうしてっ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ.
 ╆ぇ うくすっさっしせゃぇとうすっ しっ けす 

しゃけぉけょくうすっ さぇぉけすくう きっしすぇ 
ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, おけうすけ しっ ぇおすせぇかういうさぇす 
っあっょくっゃくけ, ゃ こけきけと っ う すっ-
かっそけく : 0431/64592 うかう 
e-mail: dbt905@mbox.

contact.bg
¨すょっかくけ けす すけゃぇ, うくすっさくっす 

しぇえすけゃっすっ, けぉしかせあゃぇとう さぇ-
えけくぇ, しなとけ こさっょかぇゅぇす さぇい-
かうつくう ゃぇさうぇくすう いぇ こけつぇ-
しけゃぇ さぇぉけすぇ うかう さぇぉけすぇ いぇ 
こっくしうけくっさう - けしくけゃくけ ょっ-
すっゅかっょぇつう うかう さぇぉけすくうちう ゃ 
きぇかおう つぇしすくう そうさきう. 
╃させゅ ゃぇさうぇくす しぇ こさっょかけ-

あっくうはすぇ ゃ jobs.bg  うかう ゃ  
rabota.bg.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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〈さっすけ こけおけかっくうっ ぇさしっくぇかっち, おぇおすけ けこさっょっかは しっぉっ しう, ‶かぇ-
きっく ╃せたすっゃ っ つけゃっおなす, おけえすけ いぇょぇゃぇ こせかしぇ くぇ „おさなゃけくけしくぇすぇ 
しうしすっきぇ” くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ╇きっくくけ „おさなゃけくけし-
くぇ しうしすっきぇ” っ ういさぇいなす, し おけえすけ くはおけゅぇ しっ けこさっょっかはたぇ すさぇくし-
こけさすくうすっ ゃさないおう: こけ しなとっしすゃけ - し そせくおちうはすぇ くぇ けぉしかせあゃぇとぇ 
ょっえくけしす, くけ こけ いくぇつっくうっ - ょっえくけしす, ぉっい おけはすけ くうおぇお くっ きけあっ. 
45 ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” けしすぇゃは ぉぇとぇすぇ くぇ ‶かぇきっく - 

╋うかつけ, ぇゃすけきけくすぬけさ, ぇおすうゃっく ょっはすっか くぇ ]こけさすくうは ぇゃすけきけ-
ぉうかっく おかせぉ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ╆ぇさぇいっく こけおさぇえ 
ぉぇとぇ しう けす きうさうしぇ くぇ ぇゃすけきけぉうかう けす さぇくくけ ょっすしすゃけ, ‶かぇ-
きっく ちはか あうゃけす うきぇ くせあょぇ けす くっゅけ. ′はきぇ おぇお うくぇつっ - ゃしっ こぇお 
╃せたすっゃ - きかぇょてう っ さなおけゃけょうすっか ′ぇこさぇゃかっくうっ „〈さぇくしこけさす” ゃ 
„┿さしっくぇか”. 〈けゃぇさくう, かっおけすけゃぇさくう おけかう, ぇゃすけぉせしう, こけょょさなあ-
おぇすぇ くぇ きけすけおぇさうすっ, こけつうしすゃぇとうすっ おけかう, こけあぇさくうすっ ぇゃすけ-
きけぉうかう, ょけさう かうくっえおうすっ しぇ こけょ けこっおぇすぇ くぇ ‶かぇきっく ╃せたすっゃ, 
おけえすけ うょゃぇ おぇすけ くぇつぇかくうお すせお こさっい 2004-すぇ, けとっ 32-ゅけょう-
てっく. ‶ぇさおなす すけゅぇゃぇ っ „こけょ ゃしはおぇおゃぇ おさうすうおぇ” う ╃せたすっゃ っ ょけ-
ゃけかっく, つっ ょくっし ょぇかっつ くっ っ すぇおぇ. „[なおけゃけょしすゃけすけ こけかけあう きくけ-
ゅけ せしうかうは う ゃかけあう ゅけかっきう うくゃっしすうちうう ゃ すさぇくしこけさすぇ, おけっすけ 
けこさぇゃょぇゃぇ けつぇおゃぇくうはすぇ” - すけゃぇ っ けしくけゃぇくうっすけ いぇ くぇょっあょぇすぇ 
くぇ さなおけゃけょうすっかは くぇ くぇこさぇゃかっくうっすけ, おけっすけ こさぇゃう ゃないきけあくぇ 
くっいぇゃうしうきけしすすぇ くぇ „┿さしっくぇか” けす おぇこさういうすっ うかう くっかけはかくけしす-
すぇ くぇ ゃなくてくう そうさきう こさう ういゃなさてゃぇくっすけ くぇ けすゅけゃけさくうすっ っおし-
こっょうちうう くぇ ゅけすけゃぇすぇ こさけょせおちうは. ]けぉしすゃっくけすけ すさぇくしこけさすくけ 
いゃっくけ, おけっすけ くぇ こさぇおすうおぇ しう っ ちはかぇ っょくぇ けすょっかくぇ そうさきぇ, ゅぇ-
さぇくすうさぇ う ょけしすぇゃおうすっ くぇ きぇすっさうぇかう, おぇおすけ う ぉっいけこぇしくけしすすぇ 
こさう こさっゃけいぇ くぇ けこぇしくうすっ すけゃぇさう. ╁しっ こぇさぇきっすさう, おけうすけ しぇ 
すけかおけゃぇ しこっちうそうつくう, つっ ういうしおゃぇす こさけそっしうけくぇかういなき, おけえすけ 
きけあっ ょぇ しっ くぇきっさう しぇきけ ゃ すさぇょうちううすっ う けすゅけゃけさくけしすすぇ こさう 
さぇぉけすぇ, たぇさぇおすっさくう いぇ „┿さしっくぇか”.

╁ ぇさしっくぇかしおけすけ すさぇくしこけさす-
くけ いゃっくけ ょくっし うきぇ しぇきけ 

っょくぇ きぇてうくぇ し ょぇすぇ くぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけ こさっょう 1978-きぇ. 8 
ぇゃすけきけぉうかぇ ╉かぇし 1, 4 くけゃう 
すけゃぇさくう „╋っさちっょっしぇ”, しこっ-
ちうぇかういうさぇくう ぇゃすけきけぉうかう いぇ 
こさっゃけい くぇ けこぇしくう すけゃぇさう, 
こけょきっくっくう ぇゃすけぉせしう, ういたゃなさ-
かうかう 30-ゅけょうてくうすっ させしおう う 
ぉなかゅぇさしおう ぇゃすけぉせしう, しうゅせさくう 
かっおう ぇゃすけきけぉうかう, しぇ しっゅぇ ゃ 
ぇさしっくぇかしおうは ぇゃすけこぇさお. ‶けょ-
きっくっくう しぇ こけあぇさくうすっ おけかう う 
かうくっえおうすっ, くけ - いぇ しなあぇかっ-
くうっ, すっ しっ こけかいゃぇす けゅさぇくうつっ-
くけ しかっょ いぇおけくけゃうすっ こさけきっくう, 
おけうすけ くぇかぇゅぇす さっょうちぇ いぇぉさぇ-
くう. ′ぇこさぇゃかっくうっすけ, さなおけゃけ-
ょっくけ けす ‶かぇきっく ╃せたすっゃ, けすゅけ-
ゃぇさは う いぇ さっきけくすぇ くぇ ゃしはおぇ 
きぇてうくぇ くぇ おけかっかぇ ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ. ¨すゅけゃけさくけしすうすっ 
う ういうしおゃぇくうはすぇ おなき たけさぇすぇ, 
おけうすけ さぇぉけすはす し ぇゃすけきけぉうかう-
すっ, しすぇゃぇす ゃしっ こけゃっつっ, けすおぇお-
すけ しぇ ゃなゃっょっくう ういうしおゃぇくうはすぇ 
くぇ ╄] う いぇすけゃぇ ╃せたすっゃ きくけゅけ 
しっ ょさぇいくう, おけゅぇすけ つせっ ういさぇ-
いぇ ”こさけしす てけそぬけさ”. ‶さけしすう 
てけそぬけさう, しこけさっょ くっゅけ, ょくっし 
くはきぇ - すせお さぇぉけすはす たけさぇ しなし 
しっさすうそうおぇすう いぇ こさけそっしうけ-
くぇかくぇ おけきこっすっくすくけしす いぇ こさっ-
ゃけい くぇ こなすくうちう う すけゃぇさう, 
たけさぇ, おけうすけ くけしはす けすゅけゃけさ-
くけしすうすっ いぇ しすけすうちう あうゃけ-
すう くぇ こなすは こさう  こさっゃけいぇ くぇ 
けこぇしくうすっ すけゃぇさう, たけさぇ, おけうすけ 
こけいくぇゃぇす すなくおけしすうすっ くぇ っおし-
こっょうちうはすぇ, おけうすけ せこさぇゃかは-
ゃぇす ょけ 40 すけくぇ こさけょせおちうは くぇ 
こなすは, おけうすけ しぇ こさけゃっさはゃぇくう 
う しかっょっくう いけさおけ けす ╃┿╇ う 
╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ. ╆ぇ-
とけすけ, おぇおすけ おぇいゃぇ ╃せたすっゃ: 
”‶さう くぇし させてゃっすうすっ くっ ゃなさ-
ゃはす. ′うっ くっ しっ „けこさぇゃはきっ” し 
させてゃっすう こさっょ おけくすさけかくうすっ 
けさゅぇくう, ぇ しぇきけ しなし しこぇいゃぇくっ 
くぇ ういうしおゃぇくうはすぇ う こさぇゃうかぇ-
すぇ”. ╉けっすけ, おぇおすけ しっ いくぇっ, せ 
くぇし くっ っ つっしすぇ こさぇおすうおぇ. 〈せお 
ょぇあっ たけさぇすぇ けす けたさぇくぇすぇ こさう 
すさぇしこけさすうさぇくっすけ うきぇす ういおぇ-
さぇく おせさし いぇ こさっゃけい くぇ けこぇしくう 
すけゃぇさう, こけょつっさすぇゃぇ ╃せたすっゃ. 
╉なき ぇさしっくぇかしおうは すさぇくしこけさ-

すっく こぇさお けさゅぇくうすっ くぇ さっょぇ 
しっ けすくぇしはす し けしけぉっくけ ゃくうきぇ-
くうっ, さぇいぉさぇか こさっい ゅけょうくうすっ 
╃せたすっゃ. ╁しっおう ぇさしっくぇかしおう 
ぇゃすけきけぉうか う てけそぬけさ くぇ こなすは 
しすさけゅけ しっ しかっょう, いぇとけすけ くっ-
ゃくうきぇくうっすけ, すったくうつっしおうすっ 
こけゃさっょう うかう ょさせゅう こさけこせし-
おう きけゅぇす ょぇ ょけゃっょぇす ょけ すっあ-
おう つけゃっておう あっさすゃう. ]うゅせさくけ 
いぇすけゃぇ ‶かぇきっく ╃せたすっゃ こさう-
いくぇゃぇ, つっ „きさぇいう こなさゃぇすぇ 
しくっあうくおぇ”, いぇとけすけ こなすうとぇすぇ 
しすぇゃぇす けこぇしくう; こけくはおけゅぇ くっ 
きけあっ ょぇ しこう; けぉうつぇ きっしすぇすぇ 
ぉっい すっかっそけくくけ こけおさうすうっ; くっ-
くぇゃうあょぇ すっかっそけくっく いゃなく う しっ 
しすさはしおぇ, おけゅぇすけ けぉぇあょぇくっすけ っ 
こけ くうおけっ ゃさっきっ, いぇとけすけ ゃしっ 
かけてけすけ しう きうしかう. ′ぇえ-かけてけ-
すけ, しかぇゃぇ ╀けゅせ, いぇしっゅぇ くっ しっ っ 
しかせつゃぇかけ. ′け いぇょ すけいう そぇおす し 
こけかけあうすっかっく いくぇお しすけはす っあっ-
ょくっゃくう けすゅけゃけさくけしすう くぇ 60 
ょせてう こっさしけくぇか. „╇いうしおゃぇくう-
はすぇ う こさけちっょせさうすっ しぇ しかけあくう, 
ぇ いぇこかぇとぇくっすけ くぇ てけそぬけさうすっ 
くっ っ けす くぇえ-ゃうしけおうすっ せ くぇし” 
- たぇさぇおすっさういうさぇ こさけそっしうは-
すぇ ╃せたすっゃ. ╆ぇすけゃぇ くぇえ-きくけゅけ 
くぇつぇかくうおぇ „ゅけ ぉけかう”, おけゅぇ-
すけ しう けすうゃぇす たけさぇ - けこうすくう う 
こけょゅけすゃっくう. ‶けゃっつっ ゅけ ぉけかう, 
おけゅぇすけ くぇこせしおぇす きかぇょう たけさぇ. 
¨しけぉっくけ すさっゃけあくけ しすぇゃぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ おさういぇ, おぇおすけ っ しっゅぇ, 
しすぇゃぇ はしくけ けす しこけょっかっくけすけ 
けす さなおけゃけょうすっかは くぇ すさぇくし-
こけさすくけすけ くぇこさぇゃかっくうっ くぇ 
„┿さしっくぇか”. ¨こすうきういぇちうはすぇ くぇ 
こっさしけくぇかぇ, おけはすけ おさういぇすぇ くぇ-
かぇゅぇ, っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ きせ すさっ-
ゃけゅぇ, こさっあうゃはくぇ いぇ こさなゃ こなす 
こさっい 2004-すぇ. ¨ぉはしくっくうっすけ 
いぇ ゃしうつおけ すけゃぇ っ こさけしすけ:

‶かぇきっく ╃せたすっゃ けぉうつぇ 
すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう    

¨ぉうつぇ う ゃしうつおけ ょぇ きせ っ 
くぇさっょ ゃ さぇぉけすぇすぇ: くぇかうつくう 
すったくうつっしおう こさっゅかっょう, いぇ-
しすさぇたけゃおう, ょけおせきっくすぇちうは, 
ゃうくっすおう, ゅさぇきけすくう てけそぬけ-
さう, すけつくけ こかぇくうさぇくっ くぇ つぇ-
しけゃっすっ くぇ さぇぉけすぇ う こけつうゃおぇ, 
すけつっく さぇいたけょ くぇ ゅけさうゃけすけ, 
ょゃうあっくうっ こけ ゅさぇそうお... ╇い-
おかのつうすっかくけ けすゅけゃけさっく おなき 

ぉっいけこぇしくけしすすぇ くぇ たけさぇすぇ くぇ 
こなすは, ╃せたすっゃ しっ さぇょゃぇ, つっ 
”╄] くう くぇせつう くぇ きくけゅけ くっとぇ”. 
〈けえ こさういくぇゃぇ, つっ うきぇ ょゃっ 
ょせきう, おけうすけ しこけきっくぇゃぇ けとっ 
ゃ こなさゃうは きうゅ こさっょ こけしすなこ-
ゃぇとうすっ くぇ さぇぉけすぇ: „ぇかおけたけか” 
う „おさぇあぉぇ”. 〉こけすさっぉぇすぇ くぇ 
ぇかおけたけか こさう てけそうさぇくっ いぇ 
てっそぇ くぇ すさぇくしこけさすくけすけ いゃっ-
くけ くぇ „┿さしっくぇか” っ こさっしすなこくぇ. 
„′っ しなき ゃさぇゅ くぇ ぇかおけたけかぇ, くけ 
しなき ゃさぇゅ くぇ ぇかおけたけかぇ ゃ さぇ-
ぉけすくけ ゃさっきっ.”, おっすっゅけさうつっく 
っ ‶かぇきっく ╃せたすっゃ. 〈けえ ょなさあう 
くぇ しすけこさけちっくすけゃぇすぇ こさけゃっさ-
おぇ いぇ ぇかおけたけか こさっょう おせさし う 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっ-
きっ. ╃ぇあっ しう うきぇ ょさっゅっさ. ‶さけ-
ゃっさはゃぇ しっ う おさなゃくけすけ くぇかはゅぇ-
くっ くぇ てけそぬけさうすっ, くうおけえ くっ 
しっ いぇょなかあぇゃぇ ょぇ こなすせゃぇ, ぇおけ 
くっ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ. ╉さぇあぉう-
すっ しっ けゅさぇくうつぇゃぇす こけ きくけゅけ 
くぇつうくう, くけ ╃せたすっゃ こさういくぇゃぇ, 
つっ すけゃぇ っ すさせょくぇ ぉけさぉぇ こさっい 
ゅけょうくうすっ. ¨しけぉっくけ こけかっいくぇ 
ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ っ くけゃぇ-
すぇ しうしすっきぇ くぇ おけくすさけか つさっい 
GPS-う, おけはすけ こけおぇいゃぇ くぇ ぇさ-
しっくぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ おなょっ 
っ ゃしっおう っょうく すったっく ぇゃすけきけ-
ぉうか こけ ゃしはおけ ゃさっきっ, おぇおすけ う 
おぇおなゃ っ さぇいたけょなす くぇ ゅけさうゃけ.  
] くっは ぇさしっくぇかしおけすけ さなおけゃけょ-
しすゃけ くぇうしすうくぇ しっ ゅけさょっっ くっ 
しぇきけ いぇさぇょう っそっおすぇ けす おけく-
すさけかぇ, ぇ う いぇさぇょう そぇおすぇ, つっ 
くっえくけすけ ういこけかいゃぇくっ っ うきう-
ょあけゃ いくぇお いぇ ゃしはおぇ きけょっさくぇ 
そうさきぇ, おぇおゃぇすけ っ „┿さしっくぇか”.
╉けかうすっ う たけさぇすぇ くぇ こけょつう-

くぇくうっ くぇ ╃せたすっゃ けぉっいこっつぇゃぇす 
ょけしすぇゃおうすっ くぇ きぇすっさうぇかう いぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ, しおかぇょうさぇくっ-
すけ う っおしこっょうちうはすぇ ょけ かっすうとっ 
う こさうしすぇくうとっ, ょけしすぇゃおうすっ 
こけ こさけういゃけょしすゃぇ こけ こかけとぇょ-
おうすっ くぇ „┿さしっくぇか”,  こさっゃけいぇ 
くぇ たけさぇ ょけ ょぇかっつくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ くぇ ╆ぇゃけょ 3 う すけゃぇ 
- ういゃなく けしくけゃくぇすぇ こかけとぇょ-
おぇ - くぇ ╆ぇゃけょ 4. ′はおけゅぇ すけゃぇ 
いゃっくけ こさっゃけいゃぇ  う ぇさしっくぇか-
ちう けす ゃしはおぇ すけつおぇ くぇ ╉ぇいぇく-
かなておけ, くけ しかっょ ゃなゃっあょぇくっ 
くぇ ういうしおゃぇくうはすぇ いぇ こさっゃけい 
くぇ こなすくうちう けす すさぇくしこけさすくう 

そうさきう こさっい 2000-すぇ ゅけょうくぇ 
すけゃぇ ゃっつっ っ くっゃないきけあくけ. ╆ぇ 
しなあぇかっくうっ くぇ ぇさしっくぇかちう, けす 
こけゃっつっ けす 40 くぇしっかっくう きっしすぇ 
ゃ さっゅうけくぇ.
‶けょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 

╃せたすっゃ っ う こけょょさなあおぇすぇ くぇ 
しぇきけしゃぇかうすっ う ょさせゅうすっ こけ-
つうしすゃぇとう きぇてうくう. [っかしけゃ 
すさぇくしこけさす ゃ „┿さしっくぇか” ゃっつっ 
くはきぇ, こけょょなさあぇす しっ つぇしすうつ-
くけ しぇきけ くはおけう すさぇしっすぇ, くけ しっ 
こけかいゃぇす ういおかのつうすっかくけ さはょ-
おけ - し きぇくっゃさぇ, けしうゅせさっくぇ けす 
╅‶-ゅぇさぇ ╉ぇいぇくかなお. ] ╀╃╅ 
おけきせくうおぇちうはすぇ っ ょけぉさぇ. 〈ぇいう 
いうきぇ ょぇあっ こけ うしおぇくっ くぇ „┿さ-
しっくぇか” しっ こさけきっくう ゅさぇそうおなす 
くぇ ゃかぇおけゃっ, おけうすけ ういゃけいゃぇす 
さぇぉけすくうちう けす さぇえけくぇ くぇ ╉ぇ-
かけそっさ. ╇きぇ う ょけぉさぇ おけきせ-
くうおぇちうは し ¨ぉとうくぇすぇ, おけはすけ 
つっしすけ こけかいゃぇ すさぇくしこけさすくぇ 
すったくうおぇ くぇ „┿さしっくぇか” - ぉうかけ 
いぇ こけつうしすゃぇくっ こさっい いうきぇすぇ, 
ぉうかけ いぇ きうっくっ くぇ せかうちうすっ こけ 
‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ. 
╉けかおけすけ ょけ けぉとうくしおうすっ 

ょっかぇ - ぇさしっくぇかしおうはす すさぇくし-
こけさすっく てっそ っ おぇすっゅけさうつっく, 
つっ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ こけ-ょけぉさっ ょぇ 
くっ しっ おぇつゃぇて くぇ おけかぇ: かうこしゃぇ 
ゃしはおぇおなゃ さっょ う けさゅぇくういぇちうは 
くぇ ょゃうあっくうっすけ... ╆ぇ ¨ぉとうくぇ-
すぇ すけえ しっ しっとぇ う おけゅぇすけ こさっい 
いうきぇすぇ しっ くぇかぇゅぇ こさっゃけい こけ 
こなすは おなき ]さっょくけゅけさけゃけ, おけえ-
すけ しっ こけつうしすゃぇ こけしかっょっく, ぇ 
っ ゅかぇょなお おぇすけ けゅかっょぇかけ う きせ 
しないょぇゃぇ ゅけかっきう はょけゃっ いぇさぇょう 
ゃいさうゃけけこぇしくうすっ ゃっとっしすゃぇ ゃ 
おぇきうけくうすっ こけ かっょっくぇすぇ こなさ-
いぇかおぇ.  

【っそなす くぇ すさぇしこけさすぇ っ 
╊なゃ, くけ くっ すうこうつっく

‶かぇきっく, し おけゅけすけ こけょつうくっ-
くうすっ しっ てっゅせゃぇす, けおぇつゃぇえおう ゃ 
すさぇくしこけさすくぇすぇ ぉぇいぇ こけさすさっすぇ 
きせ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ, こけ-
ょけぉくけ くぇ うおけくぇ, おけはすけ ょぇ ゅう 
こぇいう けす こさけういてっしすゃうは, けぉはし-
くはゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう すぇおぇ: „╋くけ-
ゅけ しなき ぉかぇゅけょぇさっく, ういおかの-
つうすっかくけ しなき ぉかぇゅけょぇさっく くぇ 
たけさぇすぇ, し おけうすけ さぇぉけすは. ┿おけ 
しう こけうしおぇ, ゃしっおう けす すはた きけあっ 
ょぇ くぇこさぇゃう こさけゃぇか. ′うとけ くっ 

きけあっ ぉっい たけさぇ, おけうすけ さぇぉけすはす 
いぇっょくけ... ] さぇいぉうさぇくっ しっ さぇ-
ぉけすう, おぇすけ さなおけゃけょうすっか しなき 
しおかけくっく ょぇ こさけとぇゃぇき /ぉっい 
ぇかおけたけかぇ う おさぇあぉうすっ/”.  
【っそなす くぇ 〈さぇくしこけさすぇ, おけえ-

すけ さぇぉけすう し „あっかっいくう ぇさ-
しっくぇかしおう おぇょさう”, こけゃっつっすけ 
- こさう しさっょくぇ ゃないさぇしす けおけかけ 
50-すっ, しこけょっかは しこけおけえくけ: „′っ 
きう っ こけょ ょけしすけえくしすゃけすけ ょぇ 
おぇあぇ, つっ しなき しゅさってうか. ╃けゃけ-
かっく しなき けす たけさぇすぇ - おけゅぇすけ しっ 
くぇかけあう ょぇ しっ しゃなさてう くっとけ う 
ういゃなく さぇぉけすくけ ゃさっきっ, ゃうくぇゅう 
しっ けすいけゃぇゃぇす.”, おぇいゃぇ ‶かぇきっく 
╃せたすっゃ, おけえすけ つっすっ „‶さうおぇい-
おぇ いぇ しすなかぉぇすぇ” う くぇうしすうくぇ 
ゃはさゃぇ, つっ おけゅぇすけ けすうゃぇて くぇ-
ゅけさっ, すさはぉゃぇ ょぇ いくぇって おぇおゃけ 
すっ つぇおぇ, ぇおけ しっ くぇかけあう ょぇ しっ 
ゃなさくって けぉさぇすくけ: すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ おぇおゃけ う し おけゅけ ょぇ しう おぇ-
あって くぇ しかういぇくっ. ╃せたすっゃ くっ 
けぉうつぇ かぇしおぇすっかしすゃけすけ, ょけくけし-
くうつっしすゃけすけ う しっ けこうすゃぇ ょぇ ゅけ 
こぇさうさぇ しさっょ こけょつうくっくうすっ しう.  
【っそなす くぇ 〈さぇくしこけさすぇ ゃ „┿さ-

しっくぇか” っ こさっちういっく, こけしかっ-
ょけゃぇすっかっく う けすゅけゃけさっく おぇすけ 
ゃしっおう けす いけょうは ╊なゃ. ′け くっ 
すぇおぇ いぇすゃけさっく, しゃさなたぇきぉうちう-
けいっく, きなかつぇかうゃ う くぇしすなこぇすっ-
かっく. ]ぇき しう ゅけ いくぇっ. ′はきぇ う 
しゃさなたけつぇおゃぇくうは ゃ あうゃけすぇ - 
しすうゅぇ きせ おぇつっしすゃっくぇすぇ しっきっえ-
くぇ こけつうゃおぇ ゃっょくなあ ゅけょうてくけ 
- ゃ  〈せさちうは, いぇとけすけ すぇき  しっ 
つせゃしすゃぇ せたぇあゃぇく おぇすけ すせ-
さうしす. ╁ くっゅけゃけすけ しっきっえしすゃけ, 
おぇおすけ う こさう さけょうすっかうすっ けす 
ょゃっすっ しすさぇくう, うきぇ しうかくぇ ぇさ-
しっくぇかしおぇ ゃさないおぇ. ]なし しなこさせ-
ゅぇすぇ ′ぇょっあょぇ しっ いぇこけいくぇゃぇす 
ゃ „┿さしっくぇか”. ╉けゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ 
すは ょぇ くぇこせしくっ, くっ きうくぇゃぇ ぉっい 
しなかいう... ╁おなとう ‶かぇきっく ぉはゅぇ 
けす きうしなかすぇ いぇ おけかうすっ う すけゃぇ-
さうすっ こけ こなすうとぇすぇ し っおしこっさう-
きっくすう くぇ ゅけすゃぇさしおぇすぇ こっつおぇ う 
おけきこぇくうはすぇ くぇ とっさおぇすぇ [ぇ-
ょうぇくぇ, おけはすけ うゅさぇっ しこけさすくう 
すぇくちう. ╋っつすうすっ くぇ しっきっえしすゃけ-
すけ しぇ きっつすうすっ くぇ [ぇょうぇくぇ. ′け 
いぇ ょぇ きけあっ ょぇ しかっょゃぇ きっつすうすっ 
くぇ ょっすっすけ しう, ょくっし つけゃっお っ ゃぇ-
あくけ こさっょう ゃしうつおけ ょぇ さぇぉけすう, 
さぇいしなあょぇゃぇ くぇ ゅかぇし ‶かぇきっく 
╃せたすっゃ. ╆ぇすけゃぇ ゃ ょくってくけすけ 
すさせょくけ ゃさっきっ しこけょっかは けとっ: 
”[ぇょゃぇき しっ, つっ しきっ くぇ さぇぉけすぇ, 
こけあっかぇゃぇき くぇ ゃしうつおう ょぇ うきぇす 
さぇぉけすぇ!”. 
╆ぇ ょぇ きけあっ しこけおけえくけ う おぇ-

つっしすゃっくけ ょぇ ゃなさてう しゃけはすぇ さぇ-
ぉけすぇ, くぇ おけはすけ ょなさあう, ‶かぇきっく 
╃せたすっゃ くっ しこうさぇ ょぇ せつう ちはか 
あうゃけす. ╆ぇゃなさてうか 〈ったくうおせきぇ 
ゃ ╋なゅかうあ, こけしかっ - ╇くしすうすせすぇ 
いぇ ぇゃすけきけぉうかくう うくしすさせおすせさう 
ゃ ぅきぉけか, こけしかっ - ぉぇおぇかぇゃなさ 
こけ „〈ったくけかけゅうは う せこさぇゃかっ-
くうっ くぇ すさぇくしこけさすぇ” ゃ 〈〉 ゃ 
[せしっ, しっゅぇ ╃せたすっゃ いぇゃなさて-
ゃぇ う きぇゅうしすさぇすせさぇ すぇき. ╇きぇ 
おせこ しっさすうそうおぇすう いぇ こさけそっ-
しうけくぇかくぇ おけきこっすっくすくけしす いぇ 
こさっゃけい くぇ こなすくうちう う すけゃぇさう, 
せょけしすけゃっさっくうは いぇ こけいくぇゃぇくっ 
くぇ っゃさけくけさきうすっ, おけくしせかすぇくす 
っ こけ ぉっいけこぇしくけしす こさう こさっゃけい 
くぇ けこぇしくう すけゃぇさう... ”『はか あう-
ゃけす しっ はゃはゃぇき くぇ ういこうすう...”, 
てっゅせゃぇ しっ さなおけゃけょうすっかはす くぇ 
′ぇこさぇゃかっくうっ „〈さぇくしこけさす” ゃ 
„┿さしっくぇか” ‶かぇきっく ╃せたすっゃ. ′け 
くうおぇお くっ しっ てっゅせゃぇ, おぇすけ おぇい-
ゃぇ: ”〈さぇくしこけさすなす くぇ けこぇしくう 
すけゃぇさう しう っ ちはかぇ くぇせおぇ”. 

╃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. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
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¨ゅくはく ┿かうこうっゃ, ╇ゃぇえかけ ′う
おけかぇっゃ, ╂っくつけ ‶けこけゃ う ╃うきう
すなさ ╆ぇそうさけゃ - ういけぉさっすぇすっかう 
くぇ 》うょさけきぇてうくぇ し ゃなすさってくけ 
いぇちっこゃぇくっ こけかせつうたぇ こさういぇ 
ういけぉさっすっくうっ くぇ ゅけょうくぇすぇ ゃ 
おぇすっゅけさうは „╋ぇてうくけしすさけっくっ う 
しすさけうすっかしすゃけ“. ]ないょぇょっくぇすぇ 
けす すはた きぇてうくぇ ょぇゃぇ こけ-ゃうしけおぇ 
こさけういゃけょうすっかくけしす こさう きうくう
きぇかくう ゅっけきっすさうつくう さぇいきっさう, 
おけはすけ しっ ょなかあう くぇ こけ-ゅけかはき 
けぉっき くぇ おぇきっさうすっ いぇ ゃうしけおけ う 
くうしおけ くぇかはゅぇくっ, けぉさぇいせゃぇくう 
けす おせたうくうすっ くぇ くっこさっおなしくぇすけ 
おけくすぇおすせゃぇとうすっ こけゃなさたくうくう 
くぇ すさう しなゃきっしすくけ いぇちっこっくう 
いなぉくう おけかっかぇ.
》うょさけきぇてうくぇすぇ さぇぉけすう ゃ 

さっあうき くぇ いなぉくぇ こけきこぇ う ゃ さっ
あうき くぇ たうょさけきけすけさ ゃ たうょさぇ
ゃかうつくうすっ しうしすっきう くぇ さぇいかうつ
くう ゃうょけゃっ しなけさなあっくうは.
╁ おぇすっゅけさうは “╄かっおすさけくうおぇ 

う っかっおすさけすったくうおぇ“ っ けすかうつっく 
╄くつけ ‶けこけゃ. ‶なかくけすけ うきっ くぇ 
ういけぉさっすっくうっすけ っ ╀っいつっすおけゃ 
ぇかすっさくぇすけさ し さけすけさ し おかのくけ
けぉさぇいくう こけかのしう.
┿かすっさくぇすけさなす っ こさっょくぇい

くぇつっく いぇ いぇさっあょぇくっ くぇ 
ぇおせきせかぇすけさう. ‶さけういゃっあょぇ 
っかっおすさうつっしすゃけ し こけしすけはく
くけ くぇこさっあっくうっ いぇ ぇゃすけきけ
ぉうかう うかう けぉっおすう. ╇いこけかいゃぇ 
しっ こさう ぇゃすけぉせしう, こけあぇさくう う 
ゃけっくくう ぇゃすけきけぉうかう, しこっちうぇ
かういうさぇくう おけかう いぇ きうくくぇすぇ 
う しすさけうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは. 
╇いけぉさっすっくうっすけ くぇ ╄くつけ ‶け
こけゃ こさっゃないたけあょぇ ぇくぇかけいうすっ, 
こさけういゃっあょぇくう けす しゃっすけゃくうすっ 
ゅうゅぇくすう “╃っかおけ [っきう”, “′う
たけゃ” う “‶さっしすけかぇえす” けす ]┿】, 
“╀けて” けす ╂っさきぇくうは, はこけくしおうは 
“╋うちせぉうてう”. 〈けえ っ くぇ こなさゃけ 
きはしすけ こけ すさうすっ くぇえ-ゃぇあくう 
こけおぇいぇすっかう いぇ しなゃさっきっくくうすっ 
っかっおすさうつっしおう きぇてうくう: うきぇ 
こけ-ゃうしけお ╉‶╃, こけ-ゃうしけおぇ くぇ
ょっあょくけしす う こけ-くうしおぇ しっぉっ
しすけえくけしす.
┿かすっさくぇすけさなす っ こぇすっくすけゃぇく 

う ゃ ]┿】. 〈っしすけゃっ し ぇゃすけぉせしう 
ゃ ]┿】 しぇ せしすぇくけゃうかう ゃこっつぇす
かはゃぇとぇ うおけくけきうは くぇ ゅけさうゃけ 
- 15%. ┿かすっさくぇすけさなす しっ うい
こけかいゃぇ いぇ こなさゃうつくけ ゃゅさぇあょぇ

くっ ゃ しこっちうぇかういうさぇくう きぇてう
くう いぇ ぇさきうはすぇ くぇ ]┿】. 〈けゃぇ 
っ さっいせかすぇすなす けす 2-ゅけょうてくう 
すっあおう ういこうすぇくうは ゃ さっぇかくう 
せしかけゃうは.
]ないょぇすっかはす くぇ こさっこぇさぇすぇ いぇ 

かっつっくうっ くぇ すせきけさう “╉ぇすさぇこし” 
]こぇさすぇお 》ぇょあうっゃ ぉっ けすかうつっく 
ゃ おぇすっゅけさうはすぇ “》うきうは う ぉうけ
すったくけかけゅうう”. 
‶さっこぇさぇすなす うきぇ くぇえ-ょけぉさう 

さっいせかすぇすう こさう かっつっくうっすけ くぇ 
くぇえ-さぇいこさけしすさぇくっくうすっ すせ
きけさくう そけさきう, おぇおゃうすけ しぇ 
さぇおなす くぇ ゅなさょぇすぇ, くぇ ぉっかうは 
ょさけぉ, さぇおなす くぇ ょっぉっかけすけ つっさ
ゃけ, くぇ こさけしすぇすぇすぇ, くぇ きぇすおぇすぇ 
う はえつくうちうすっ, くぇ しすけきぇたぇ, くぇ 
かぇさうくおしぇ, きけいなつくうすっ すせきけさう 
う きっかぇくけきぇ.
╆かぇすくぇすぇ おくうゅぇ くぇ ぉなかゅぇさ

しおうすっ けすおさうゃぇすっかう う ういけぉさっ
すぇすっかう 2012: 
╃けちっくす ょ-さ ╁うけかっすぇ ┿く

ょけくけゃぇ - そぇさきぇちっゃす. ]ない
ょぇかぇ っ くぇょ 120 かっおぇさしすゃっ
くう こさけょせおすぇ, ゃくっょさっくう ゃ 
こさけういゃけょしすゃけ. ]さっょ すはた しぇ: 
“〈っきこぇかゅうく”, “[ぇくうすうょうく”, 
“《ぇきけすうょうく”, “《っかけさぇく”, 
“『うくぇさういうく” う ょさ. ‶さっょしすけう 
さっゅうしすさぇちうはすぇ う こさけういゃけょ
しすゃけすけ くぇ くけゃう 35 そぇさきぇちっゃ
すうつくう こさけょせおすぇ.
‶さけそっしけさ ]うは ╊けいぇくけゃぇ - 

さぇぉけすう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ しっくいけ
さうおぇすぇ, くぇくけ- う きうおさけすったくけ
かけゅううすっ. ′っえくうすっ すったくうつっしおう 
さってっくうは しっ こさうかぇゅぇす ゃ きっょう
ちうくぇすぇ, こさう ぉっいおけくすぇおすくぇすぇ 
ぇゃすけきぇすうおぇ う きっすさけかけゅうはすぇ, 
ゃけっくくけすけ ょっかけ う ぉけさぉぇすぇ し 
すっさけさういきぇ. [ぇいさぇぉけすおうすっ え 
こさっょしすぇゃかはゃぇす こさけぉうゃ ゃなゃ 
ゃうしけおうすっ すったくけかけゅうう. ╇おけ
くけきうつっしおうはす っそっおす けす しぇきけ 
っょくけ けす ういけぉさっすっくうはすぇ え っ 
くぇょ 650 たうか. かゃ. ‶さっい 2008 
ゅ. すは こけかせつぇゃぇ くぇえ-こさっしすうあ
くぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ╀┿′ いぇ きかぇょ 
せつっく ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ うくあっくっさ
くうすっ くぇせおう “‶さけそっしけさ ╋ぇさうく 
╃さうくけゃ”.
‶さけそっしけさ ╁かぇょおけ ‶ぇくぇえ

けすけゃ っ しないょぇすっか くぇ ゃうしてっすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ きうくくけすけ ょっかけ. 
┿ゃすけさ っ くぇ くけゃぇ すったくけかけゅうつ
くぇ したっきぇ いぇ そかけすぇちうは くぇ こけ

かうきっすぇかくう させょう, きっすけょ いぇ 
けつうしすゃぇくっ くぇ けすこぇょなつくう 
ゃけょう, そかけすぇちうけくくぇ おかっすおぇ 
う きっすけょ いぇ ういゃかうつぇくっ くぇ 
ちっくくう う ぉかぇゅけさけょくう きっすぇ
かう けす おけくちっくすさぇすう う すった
くけかけゅうつくう けすこぇょなちう. ╇いけ
ぉさっすっくうはすぇ きせ うきぇす いくぇつうき 
しけちうぇかっく, っおけかけゅうつっく う 
うおけくけきうつっしおう っそっおす.
╃けしっゅぇ ゃ ╆かぇすくぇすぇ おくうゅぇ 

しぇ ゃこうしぇくう 114 ぇゃすけさう う 
おけかっおすうゃう.
╇いゃなく こさういけゃっすっ, しぇきけ し 

くけきうくぇちうはすぇ しう いぇ „╇いけぉさっ
すっくうっ くぇ ゅけょうくぇすぇ“, けしすぇくぇ 
っょくぇ うくすさっしくぇ う うくけゃぇすうゃ
くぇ さぇいさぇぉけすおぇ, こさっょういゃう
おぇかぇ うくすっさっし. ]すぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ ゃうしけおけすったくけかけゅうつっく 

しっくいけさ, おけえすけ しこうさぇ おさぇあ
ぉうすっ くぇ すけお. ]っくいけさなす っ 
さぇいさぇぉけすっく けす ぇおぇょっきうお 
』ぇゃょぇさ [せきっくうく う っおうこ けす 
╇くしすうすせすぇ こけ しうしすっきくけ うく
あっくっさしすゃけ うさけぉけすうおぇ ╀┿′. 
╇ょっはすぇ くぇ  ゃうしけおけすったくけかけ

ゅうつくうは しっくいけさ っ しなとけ おぇすけ 
くぇ っかっおすさけきっさぇ, くけ ゃなさ
てう さぇぉけすぇ けす さぇいしすけはくうっ. 
╃けぉかうあぇゃぇえおう しっくいけさぇ ょけ 
こさけゃけょくうお, こけ おけえすけ すっつっ 
すけお, しっ ういきっさゃぇ きぇゅくうすくけすけ 
こけかっ, おけっすけ しないょぇゃぇ すけおなす. 
]っくいけさなす しなぉうさぇ うくそけさきぇ
ちうは いぇ すけおぇ う すっきこっさぇすせさぇ
すぇ くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ, おけはすけ 
こけしかっ しっ けぉさぇぉけすゃぇ. 〈ぇおぇ 
きけあっ ょぇ しっ しかっょう ょぇかう うきぇ 
おさぇあぉう くぇ っくっさゅうは う おけかおけ 
しきっ ういこけかいゃぇかう - おぇおすけ せ 
ょけきぇ, すぇおぇ う ゃ くはおけっ こさっょ
こさうはすうっ.
]こけさっょ せつっくうは, ょぇくくうすっ 

きけゅぇす ょぇ しっ しなぉうさぇす くぇ っょくけ 
きはしすけ う ょぇ こけきぇゅぇす いぇ けこ
すうきういぇちうは くぇ さぇいたけょうすっ くぇ 
ょぇょっくけ こさっょこさうはすうっ.
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]こっちうぇかくう ゅけしすう くぇ ╃くうすっ くぇ ぅこけくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉはたぇ う 
すさう おぇいぇくかなておう 『ぇさうちう くぇ さけいぇすぇ: 『ぇさうちぇ [けいぇ ‘2012 ′っかう 
]かぇゃけゃぇ, 『ぇさうちぇ [けいぇ ‘2011 ]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ, 『ぇさうちぇ [けいぇ 
‘2008 ╁ぇしうかっくぇ ′ぇえょっくけゃぇ, おぇおすけ う きくけゅけ おぇいぇくかなつぇくう - 
ぉういくっしきっくう う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さぇいかうつくう けさゅぇくういぇちうう, こけ

しっすうかう ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさは
ゃぇとけすけ しかなくちっ こけ かうくうは くぇ 
こさうはすっかしすゃけすけ う しなすさせょくう
つっしすゃけすけ し はこけくしおうすっ ゅさぇ
ょけゃっ う ょけこさうくっしかう し ょっえ
くけしすすぇ しう いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
ょゃせしすさぇくくうすっ おけくすぇおすう.
╆ぇ ゅけしすうすっ う おぇいぇくかなつぇくう, 

ょけこさうくっしかう いぇ さぇいゃうすうっ
すけ くぇ けすくけてっくうはすぇ きっあょせ 
╉ぇいぇくかなお う 《せおせはきぇ う くぇ 
╀なかゅぇさうは し ぅこけくうは, しゃけえ 
こけさっょっく おさぇしうゃ あっしす くぇ
こさぇゃう  ぇくしぇきぉなか “┿さしっくぇか” 
し たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょう
すっか 》さうしすけ ]すけはくけゃ. 
┿くしぇきぉなかなす ゃ こさけょなかあっ

くうっ くぇ 12 ゅけょうくう っ こけしかぇ
くうお くぇ ょけぉさぇ ゃけかは くぇ ╉ぇ
いぇくかなお ゃ こけぉさぇすうきっくうは くう 
ゅさぇょ ╋せくぇおぇすぇ. 〈ぇき ゃしはおぇ 
っしっく しっ こさけゃっあょぇ 《っしすう
ゃぇか くぇ ╀なかゅぇさうは, こけしゃっすっく 
くぇ ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ, 
くぇちうけくぇかくぇすぇ くう おせたくは う 
けぉうつぇう.
                                  〈┿
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‶けさぇょう くぇきぇかっくうは けぉっき くぇ さぇぉけすぇ ゃ つぇしす けす こさけういゃけょ
しすゃっくうすっ いぇゃけょう う ちったけゃっ くぇ “┿さしっくぇか” しっ くぇかぇゅぇ けこすう

きういうさぇくっすけ くぇ くはおけう さぇいたけょう - けしくけゃくけ いぇ きぇすっさうぇかう. ′ぇかけ
あうすっかくう しぇ うおけくけきうう う くぇ っくっさゅうえくう う すさせょけゃう さぇいたけょう.  ′ぇ 
こさぇおすうおぇ すけゃぇ ゃけょう ょけ こさけきはくぇ ゃ さうすなきぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ つぇしす けす 
すっいう  こさけういゃけょしすぇ. ]なし いぇこけゃっょ 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 ゃっつっ しぇ くぇこさぇゃっくう う しなけすゃっすくう さぇいつっすう いぇ 
いぇっすうは こっさしけくぇか こけ いぇゃけょう. [ぇいつっすう しぇ くぇこさぇゃっくう う いぇ すっいう, 
おけうすけ  くはきぇ ょぇ さぇぉけすはす くぇ  こなかっく さぇぉけすっく ちうおなか.                                                                 
╆ぇ くけっきゃさう さぇいつっすうすっ こけおぇいゃぇす, つっ いぇっすけしすすぇ くぇ こっさしけくぇ

かぇ ゃ “┿さしっくぇか” とっ っ くぇ 76%, ぇ 24% けす さぇぉけすっとうすっ とっ しぇ ゃ 
けすこせしお, おぇすけ こさけぉかぇょぇゃぇとぇすぇ つぇしす とっ しぇ ゃ くっこかぇすっく けすこせしお 
こけさぇょう ういつっさこゃぇくっ くぇ こかぇすっくうは. 
╆ぇ きっしっち ょっおっきゃさう ゃしっ けとっ くっ しぇ くぇこさぇゃっくう さぇいつっすう, すなえ 

おぇすけ しっ けつぇおゃぇ そうくぇかういうさぇくっすけ くぇ くはおけう ょけゅけゃけさう, こけ おけうすけ 
ゃ きけきっくすぇ さぇぉけすう きっくうょあなさしおうはす っおうこ くぇ そうさきぇすぇ. 
 ‶さっい くけっきゃさう こっさしけくぇかなす くぇ くはおけう けす いぇゃけょうすっ とっ さぇぉけすう 

し くぇすけゃぇさっくけしす くぇ 90 う こけゃっつっ こさけちっくすぇ. 〈ぇおうゃぇ しぇ しかせつぇうすっ 
しなし いぇゃけょ 5, おなょっすけ こさっい くけっきゃさう とっ さぇぉけすう 91% けす しなしすぇゃぇ 
きせ, う しなし いぇゃけょ 4 -  しなし いぇっすけしす 80% けす しなしすぇゃぇ. ′ぇえ-きぇかおけ 
いぇっすう とっ うきぇ こさっい きっしっち くけっきゃさう ゃ いぇゃけょうすっ 1,2 う 3. 〈ぇき 
っ くぇえ-ゅけかっきうはす こさけちっくす くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ とっ しぇ ゃ けすこせしお けす 
5-すう ょけ 16-すう くけっきゃさう ゃおかのつうすっかくけ. ╁ こっさうけょぇ ょけ おさぇは くぇ 
くけっきゃさう すったくうつっしおうすっ う ょさせゅう おぇょさう, しゃなさいぇくう し けぉっいこっつぇ
ゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすくうは こさけちっし ゃ すっいう いぇゃけょう, とっ さぇぉけすはす くぇ すさう
ょくっゃくぇ さぇぉけすくぇ しっょきうちぇ. ‶けくっょっかくうお う こっすなお とっ しぇ こけつうゃくう 
ょくう.
   

                                 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

′ぇょ 120 しぇ しゃけぉけょくうすっ さぇぉけす
くう きっしすぇ ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, ゃぇかうょくう おなき 23-すう 
けおすけきゃさう.
]さっょ すはた うきぇ しぇきけ 9 ゃないきけあ

くけしすう, おけうすけ ょぇゃぇす てぇくし いぇ さぇ
ぉけすぇ くぇ ゃうしてうしすう. 〈なさしはす しっ 
こさっょうきくけ かっおぇさう けす さぇいかうつくう 
しこっちうぇかくけしすう, すったくけかけゅ ゃ てう
ゃぇておけすけ こさけういゃけょしすゃけ, しつっすけ
ゃけょうすっかう う ぇゅさけくけき. 
╋ぇしけゃけ っ すなさしっくっすけ くぇ おぇょさう 

いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ しなし しさっょくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ う こけ-くうしおけ, くけ し 
おゃぇかうそうおぇちうは. 
′ぇえ-きくけゅけ – 20, しぇ しゃけぉけょくう

すっ さぇぉけすくう きっしすぇ いぇ ょうしすさうぉせ
すけさう くぇ しつっすけゃけょくう  ういょぇくうは. 
]ゃけぉけょくう こけいうちうう うきぇ いぇ 16 
てうゃぇつおう う 14 さぇぉけすくうちう いぇ 
しゅかけぉはゃぇくっ くぇ ょっすぇえかう, し けこうす. 
╆ぇ くせあょうすっ くぇ すっおしすうかくぇ そぇ

ぉさうおぇ しっ すなさしはす う 15 きぇてうくくう 
けこっさぇすけさう いぇ てうっくっ う 4 いぇ こさっ
しせおゃぇくっ くぇ おけくちう. 
【ぇくし いぇ さぇぉけすぇ うきぇ いぇ っかっお

すさけきけくすぬけさう, てけそぬけさ くぇ 〈╇[,  

ゅけすゃぇつう, しっさゃうすぬけさう, ぉぇさ
きぇくう, おけいきっすうつおぇ, こさけょぇゃぇ
つう し ういうしおゃぇくっ いぇ ゃかぇょっっくっ 
くぇ  ぇくゅかうえしおう,  おけきこのすなさ う 
すせさしおう っいうお.  
╇いうしおゃぇくうはすぇ いぇ すったくうつっ

しおうすっ こさけそっしうう - てかけしっさう, 
きけくすぬけさう, しすさせゅぇさう, っかっお
すさけきけくすぬけさう う くぇしすけさえつうお 
くぇ 『‶〉, しぇ いぇ しこっちうぇかうしすう 
しなし しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ う 
しすぇあ こけくっ 2 ゅけょうくう こけ しこっ
ちうぇかくけしすすぇ.  ╆ぇ くぇしすさけえつうお 
くぇ きぇてうくう し  『‶〉  おぇくょう
ょぇすなす  きけあっ ょぇ っ う ゃうしてうしす. 
 ‶さっょかぇゅぇ しっ ゃないきけあくけしす 

いぇ さぇぉけすぇ う いぇ ゃないこうすぇすっか 
‶〉╀, し こけかせゃうしてっ けぉさぇいけ
ゃぇくうっ.
 ╆ぇ うくすっさっしせゃぇとうすっ しっ けす 

しゃけぉけょくうすっ さぇぉけすくう きっしすぇ 
ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇく
かなお, おけうすけ しっ ぇおすせぇかういうさぇす 
っあっょくっゃくけ, ゃ こけきけと っ う すっ
かっそけく : 0431/64592 うかう 
e-mail: dbt905@mbox.

contact.bg
¨すょっかくけ けす すけゃぇ, うくすっさくっす 

しぇえすけゃっすっ, けぉしかせあゃぇとう さぇ
えけくぇ, しなとけ こさっょかぇゅぇす さぇい
かうつくう ゃぇさうぇくすう いぇ こけつぇ
しけゃぇ さぇぉけすぇ うかう さぇぉけすぇ いぇ 
こっくしうけくっさう - けしくけゃくけ ょっ
すっゅかっょぇつう うかう さぇぉけすくうちう ゃ 
きぇかおう つぇしすくう そうさきう. 
╃させゅ ゃぇさうぇくす しぇ こさっょかけ

あっくうはすぇ ゃ jobs.bg  うかう ゃ  
rabota.bg.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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【あさあ  かおけせ そて さあせおけおあてけてか くあ そいはかつてうかせ たそつちかおせけさ うけきおあ  つすけつひしあ  そて おかこせそつててあ せあ そすいとおつすあせあ せあ [あくあせしひさ

〈は っ ゃ けくぇいう あうすっえしおぇ 
ゃないさぇしす, ゃ おけはすけ きけあって 

ょぇ こさぇゃうて ゃしうつおけ: うきぇて 
しうかう, っくっさゅうは, たなし いぇ きくけゅけ 
くっとぇ, けこうすなす すう ょぇゃぇ しぇきけ
つせゃしすゃうっすけ ょぇ すなさしうて こさけ
きはくぇすぇ, ぇ ういきうくぇかうすっ ゅけょう
くう - ゃはさぇすぇ, つっ きけあって ょぇ しっ 
しこさぇゃうて う すう っ ゃさっきっ ょぇ こけ
すなさしうて けぉとっしすゃっくけ いくぇつうきう 
おぇせいう. ¨しけぉっくけ, ぇおけ こけ ょせてぇ 
しう しなさちぇす う しけちうぇかくけ ぇくゅぇ
あうさぇく つけゃっお. 
¨すゃなょ すけゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ 

ゃ しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ うきぇ 
くはおけかおけ しかぇぉけしすう: こなさゃぇすぇ 
- ょぇ しっ こけしゃっとぇゃぇ くぇ しうくぇ 
しう, こけさぇしくぇかけ ゃっつっ きけきつっ, 
し おけゅけすけ けぉうつぇす ょぇ けぉうおぇかはす 
100-すっ いくぇつうきう くぇちうけくぇかくう 
けぉっおすう. ╆ぇさぇょう こけしかっょくぇすぇ 
うき しすさぇしす ょけきぇてくうはす たかぇ
ょうかくうお っ こさっゃなさくぇす ゃ しゃけ
っけぉさぇいっく せきぇかっく きぇとぇぉ くぇ  
ぉなかゅぇさしおうすっ いぇぉっかっあうすっか
くけしすう. ′ぇこけしかっょなお ょくうすっ え 
ゃしっ こけ-つっしすけ しぇ ういおせてぇゃぇくう 
けす しすさぇしすすぇ え おなき おぇさぇおぇ
つぇくしおうは そけかおかけさ: いぇこうし
ゃぇ  けす きぇかちうくぇすぇ けしすぇくぇかう 
あうゃう ゃないさぇしすくう たけさぇ くぇ

さけょくう こっしくう, かっゅっくょう う さぇい
かうつくう こさっょぇくうは  くぇ っすくけしぇ, 
おなき おけえすけ こさうくぇょかっあう, う しっ 
ゅけさょっっ, つっ っ うきぇかぇ, きぇおぇさ う 
しおさけきっく, こさうくけし いぇ けこぇいゃぇ
くっすけ う しなたさぇくはゃぇくっすけ くぇ ょせ
たけゃくぇすぇ きせ しなおさけゃうとくうちぇ. 

╃ゃぇ きぇくょぇすぇ っ こさっょしっょぇすっか 
くぇ ╃させあっしすゃけすけ くぇ おぇさぇおぇ
つぇくうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, つかっく っ 
くぇ 〉] くぇ 《っょっさぇちうはすぇ くぇ おぇ
さぇおぇつぇくうすっ, っょうく けす くぇえ-ょけ
ぉさうすっ こさっゃけょぇつう くぇ ゅさなちおう 
っいうお ゃ しすさぇくぇすぇ, おけえすけ うきぇ 
しゃけは しけぉしすゃっくぇ きっすけょうおぇ いぇ 
こさっこけょぇゃぇくっ くぇ っいうおぇ - すぇぉ
かうつくぇ. 
╉けゅぇすけ くっ こさっこけょぇゃぇ ゅさなち

おう, ゅけ つっすっ ゃ けさうゅうくぇか - かの
ぉうきうはす え ぇゃすけさ っ ╃あけく ╂さう
てぇき. ′ぇこけしかっょなお けすおさうゃぇ う  
╊うくぇ ╋ぇくょう, し くっえくぇすぇ “╉な
とぇすぇ, ぉかういけ ょけ さっおぇすぇ”. 
╆ぇゃなさてうかぇ っ ゅうきくぇいうは ゃ 

]かうゃっく, けすおなょっすけ っ さけょけき,  
しかっょ すけゃぇ ぉうけかけゅうは  う たうきうは 
ゃ ‶かけゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす. 
]かっょょうこかけきくぇすぇ え おゃぇかうそう
おぇちうは ゃなゃ ╁╇′] ゃなゃ ╁ぇさくぇ っ 
そうくぇくしう. ╆ぇ きぇかおけ せつうすっか
しすゃぇ, くけ くぇえ-ょなかゅけ ゃさっきっ しっ 
こけしゃっとぇゃぇ くぇ つぇしすくうは う くっ
こさぇゃうすっかしすゃっくうは しっおすけさ. 
╆ぇ こさうはすっかうすっ しう っ かなつっいぇ

さっく う つっしすっく つけゃっお. ╆ぇ おかう
っくすうすっ しう っ ょけぉなさ こさけそっ
しうけくぇかうしす, けすゅけゃけさっく つけゃっお, 
ゃうくぇゅう せしきうたくぇすぇ. 
『っくくけ くっえくけ こさっうきせとっしすゃけ 

っ う そぇおすなす, つっ  くっ っ こけかう
すうつっしおう くけきぇょ. ‶けしゃっとぇゃぇ 
しっ くぇ おぇせいう, くっ くぇ こぇさすうえくう 
おけくのくおすせさう う すなくおう しきっすおう. 
‶さけすうゃくうお っ くぇ ういこけかいゃぇくっ
すけ くぇ っすくけしうすっ おぇすけ いぇかけいう 
う っょさう たぇこおう ゃ こけかうすうつっしおう 
ぉうすおう. ╆ぇすけゃぇ う ゅけょうくう くぇ
さっょ けすおぇいゃぇ ょぇ しっ “いぇうゅさぇっ 
こけかうすうつっしおう”. ‶さっょう ゅけょうくぇ 
こさうっきぇ っょうくしすゃっくけ こけおぇくぇ
すぇ くぇ  ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おなょっすけ は おぇくう ぅくおけ ╉けしすぇ
ょうくけゃ. ¨しくけゃくうはす え きけすうゃ 

っ こさけそっしうけくぇかういきなす う かうこ
しぇすぇ くぇ こけかうすうつっしおけ くけきぇょ
しすゃけ, ぇ しぇきぇすぇ こけおぇくぇ けこさっ
ょっかは おぇすけ “くっゃっさけはすくぇ つっしす 
う こさういくぇくうっ くぇ せしうかうっすけ う 
かうつくけしすすぇ え”. 
]かっょ ゃしうつおけ すけゃぇ きぇえ くはきぇ 

くせあょぇ けす こけゃっつっ ょせきう, いぇとけ
すけ すけゃぇ ゃぇあう いぇ くっは - ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ. 』かっく くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすうすっ, さぇいきうくぇか しっ いぇ 
きぇかおけ し さぇぉけすぇ ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす, くけ いぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ 
ゃしっ すぇおぇ ぇおすうゃくけ さぇぉけすっと くぇ 
すっさっくぇ くぇ くっこさぇゃうすっかしすゃっ
くうは しっおすけさ. 

《けさきぇかくうはす こけゃけょ っ くぇ
きっさっくうっすけ え ょぇ しっ ゅきせさくっ 
ゃ ょなかぉけおうすっ ゃけょう, おぇすけ しっ  
おぇくょうょぇすうさぇ いぇ けぉとっしすゃっく 
こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′っ おさうっ, つっ こさぇゃう すぇいう 

しすなこおぇ こけ くはおけかおけ こさうつうくう, 
けす おけうすけ くぇえ-ゃぇあくぇすぇ: 
ょさぇいくう しっ けす そぇおすぇ, つっ こけ

ゃっつっ けす 20 ゅけょうくう けす こさけきっ
くうすっ せ くぇし たけさぇすぇ し こけいうちうは 
う しなし しきっかけしすすぇ ょぇ は ぉさぇくはす 
しぇ すゃなさょっ きぇかおけ, ぇ ゅさぇあょぇく
しおけすけ くう しないくぇくうっ すゃなさょっ 
こさうすなこっくけ. 
“╁しっ ゅかっょぇきっ ょぇ ういぉっさっき 

くはおけゅけ, くぇ おけゅけすけ ょぇ ょっかっ
ゅうさぇきっ けすゅけゃけさくけしすすぇ いぇ くぇ
てうは あうゃけす う こさけぉかっきう う こけ
しかっ ょぇ ゅけ しなょうき, ぇおけ くっ  ゅう 
さってう うかう こなお くっ しっ しこさぇゃう 
し ゃしうつおけ. ′うっ けぉぇつっ しぇきうすっ 
くうとけ くっ ょぇゃぇきっ ゃ いぇきはくぇ,  
ゅかっょぇきっ けすしすさぇくう う しぇきけ しな
ょうき, ぇ すぇおぇ くっ しすぇゃぇす くっとぇ
すぇ.”,  ゅくっゃう しっ ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. 
„¨ぉうつぇき こさけきはくぇすぇ, しつう

すぇき, つっ うきぇき しうかう ょぇ しっ 
しこさぇゃは, おぇおすけ う ょけしすぇすなつくけ 
しなゃっしす, ぇおけ いぇかなおなす くっ っ こけ  
きけはすぇ せしすぇ, ょぇ しう すさなゅくぇ  ぉっい 
こさうすっしくっくうは.”, おぇいゃぇ おぇくょう
ょぇすおぇすぇ. 
]おさけきくけ こさういくぇゃぇ, つっ さぇ

ぉけすぇすぇ ゃ こけかいぇ くぇ たけさぇすぇ 
え たぇさっしゃぇ, つっ すけゃぇ こさぇゃう う 
ゃ こさはおぇすぇ しう さぇぉけすぇ おぇすけ ゃ 
ぇゅっくちうは, いぇくうきぇゃぇとぇ しっ し 
こけょゅけすけゃおぇ くぇ くぇえ-さぇいかうつ
くう ょけおせきっくすう いぇ ゅさぇあょぇく
しおけ しなしすけはくうっ, かっゅぇかういぇちうは, 
こさっゃけょう.  
′ぇきうさぇ さぇぉけすぇすぇ う ぇくゅぇ

あうきっくすうすっ くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお ぉかういおけ ょけ しゃけっすけ 
ぇきこかけぇ - ちはか あうゃけす っ さぇぉけ
すうかぇ ゃ こけかいぇ くぇ たけさぇすぇ, ゃ 
うきっすけ くぇ しなたさぇくはゃぇくっ くぇ ょせ
たけゃくう ちっくくけしすう.  

′っ おさうっ, つっ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっ
きっすけ っ ういこうすぇかぇ ゃなさたせ しっぉっ 
しう う ょなかゅうは ぇさてうく くぇ っすくけ
ょうしおさうきうくぇちうはすぇ. ┿ しぇきけ 
おけえすけ っ きうくぇか こけ  こなすは,  いくぇっ 
おぇお ょぇ いぇけぉうおけかう すさなくかう
ゃうすっ きせ きっしすぇ, おぇいゃぇ ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ. ╆ぇ おけはすけ っ くっょけこせし
すうきけ っすくけしなす, おぇおなゃすけ う ょぇ っ 

すけえ, ょぇ しかせあう おぇすけ こかぇてうかけ 
うかう おぇすけ ゅけかはき いぇかなお いぇ  くっ
つうしすう ちっかう う ぇきぉうちうう. 
╁ すけいう しきうしなか おせさぇあ え ょぇゃぇ 

う そぇおすなす, つっ ゃ きけきっくすぇ っゃさけ
こっえしおうはす けきぉせょしきぇく っ ゅさなお. 
╉けゅぇすけ さぇいぉうさぇ, つっ ╉ぇいぇく

かなお とっ ういぉうさぇ くけゃ けきぉせょ
しきぇく, さってぇゃぇ ょぇ けこうすぇ. ′っ 
けす っすくけしぇくすうきっくす, ぇ けす あっ
かぇくうっ ょぇ くぇこさぇゃう けとっ くっとけ 
いぇ たけさぇすぇ う ょぇ っ こけかっいくぇ. 

〈はしくけ え っ くぇ しっゅぇてくけすけ こけ
こさうとっ. ╇きぇ しゃけは ゃういうは いぇ 
すけゃぇ おぇお すさはぉゃぇ ょぇ ういゅかっあ
ょぇ うくしすうすせちうはすぇ くぇ きっしすくうは 
けぉとっしすゃっく 112. 〈ぇおぇ ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ けこさっょっかは ょかなあくけしす
すぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ.
]けぉしすゃっく しぇえす, しこっちうぇか

くう ぉさけてせさう, くっこさっおなしくぇすぇ 
ゃさないおぇ し ゅさぇあょぇくうすっ つさっい 
しけちうぇかくうすっ きさっあう,  ゃうくぇゅう し 
こけいうちうう こけ ゃぇあくうすっ ゃなこさけ

╁っつっ っ ういゅさぇょっくぇ ゃさないおぇすぇ きっあょせ おかぇょっくちうすっ, いぇたさぇく-
ゃぇとう し こうすっえくぇ ゃけょぇ  ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う おぇいぇくかなておぇすぇ ゃけ-

ょけこさっくけしくぇ きさっあぇ, いぇさぇょう つうはすけ かうこしぇ こさっょう きっしっち ╉ぇいぇく-
かなお う さぇえけくぇ ぉはたぇ いぇこかぇてっくう けす ゃけょっく さっあうき. 
╇いゅさぇあょぇくっすけ くぇ ゃさないおぇすぇ しこぇしう ゅさぇょぇ う けおけかくけしすうすっ きせ けす 

さっあうき くぇ ゃけょぇすぇ. ‶さっょう きっしっち しすぇくぇ はしくけ, つっ いぇさぇょう ょなか-
ゅぇすぇ しせてぇ う うくすっくいうゃくぇすぇ おけくしせきぇちうは くぇ ゃけょぇ ょっぉうすうすっ くぇ 
ゃけょけういすけつくうちうすっ ゃ ╂けさくけ ]ぇたさぇくっ しぇ くぇきぇかっかう 3 こなすう, ぇ ゃ 
╂ぇぉぇさっゃけ - 〈なさくうつぇくっ - ょゃぇ こなすう. 
╇いゃけさうすっ, おけうすけ いぇたさぇくゃぇす つぇしす けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, しぇ さぇい-

こけかけあっくう きっあょせ ╀せいけゃゅさぇょ う ╉ぇいぇくかなお う しぇ ぉかういおけ ょけ さっおぇ 
〈せくょあぇ. ╁ きけきっくすぇ つぇしす けす すはた しっ ういこけかいゃぇす いぇ いぇたさぇくゃぇくっすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお し こうすっえくぇ ゃけょぇ.  
] ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ゃさないおぇすぇ う ういゃなさてゃぇくっすけ くぇ こけさっょうちぇ 

きっさけこさうはすうは けす しすさぇくぇ くぇ ╁う╉ - ╉ぇいぇくかなお こさけぉかっきなす し くぇ-
きぇかっくうすっ ょっぉうすう くぇ ゃけょぇすぇ ゃ さぇえけくぇ っ ういぉっゅくぇす.  

¨ぉとうくしおうはす すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” しなぉさぇ ゃ くぇ-
ゃっつっさうっすけ くぇ ╃っくは くぇ くぇさけょくうすっ ぉせょうすっかう ょっちぇすぇ くぇ 

╉ぇいぇくかなお いぇ ょゃっ ょっすしおう こさっきうっさう. ‶なさゃうはす くけゃ こさけそっしうけ-
くぇかっく おせおかっく しこっおすぇおなか いぇ ょっちぇ けす 2006-すぇ ゅけょうくぇ くぇしぇき,  
ぉっ こけょくっしっく くぇ ょっすしおぇすぇ こせぉかうおぇ ゃ しなぉけすくけすけ せすさけ くぇ 27-う 
けおすけきゃさう. „‶さうおぇいおぇ いぇ [けおしう う けとっ くっとけ” くぇ さっあうしぬけさ-
おぇすぇ ╁ぇくは ]うゃうくけゃぇ  せしこは ょぇ せゃかっつっ ょっすしおぇすぇ こせぉかうおぇ し 
きぇえしすけさしおうすっ ういこなかくっくうは くぇ ╂ぇかうく ╂せとっさけゃ う ′ぇょは ]すっ-
そぇくけゃぇ, こさうおぇいくぇすぇ しちっくけゅさぇそうは くぇ ]ゃっすかぇくぇ ┿すぇくぇしけゃぇ う 
きせいうおぇすぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ ╂っけさゅう ╂ぇさつけゃ. ‶さっょしすぇゃかっくう-
っすけ ゃ しなぉけすぇ ょぇゃぇ くぇつぇかけすけ くぇ しっょきうつくう ょっすしおう すっぇすさぇかくう 
せすさぇ いぇ きぇかおうすっ おぇいぇくかなつぇくう. ╃させゅけ ょっすしおけ こさっょしすぇゃかっくうっ 
すさなゅくぇ けぉさぇいけゃぇすっかくけ こけ せつうかうとぇ う ょっすしおう ゅさぇょうくう ゃ こけ-
きけと くぇ けぉせつっくうっすけ ゃ こさぇゃうかぇすぇ こけ ぉっいけこぇしくけしす くぇ ょゃうあっ-
くうっすけ -  „‶さうおぇいおぇ いぇ しゃっすけそぇさぇ” くぇ ╅せかうっすぇ ╉けかっゃぇ, ゃ 
おけはすけ うゅさぇはす ¨かっくぇ 【うょっさけゃぇ う ╋うかっく ╁ぇくゅっかけゃ.  ‶さっきうっ-
さぇすぇ くぇ „‶さうおぇいおぇ いぇ しゃっすけそぇさぇ” ぉっ くぇ 31-う けおすけきゃさう, おけ-
ゅぇすけ 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╃っくは 
くぇ くぇさけょくうすっ ぉせょうすっかう うゅさぇ ぉっいこかぇすくけ いぇ ょっちぇ ゃ くっさぇゃくけ-
しすけえくけ しけちうぇかくけ こけかけあっくうっ.

しう, おぇしぇっとう さぇえけくぇ う ゅさぇあ
ょぇくうすっ, こけこせかはさういうさぇくっ くぇ 
しぇきぇすぇ ょっえくけしす う そせくおちうは 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ, ういくっしっくう 
こさうっきくう こけ しっかぇすぇ くぇ けぉとう
くぇすぇ. 〈けゃぇ しぇ しぇきけ つぇしす けす  
こさけっおちううすっ え いぇ すけゃぇ おぇお ぉう 
きけゅかぇ ょぇ さぇぉけすう, ぇおけ ̈ ぉとうく
しおうはす しなゃっす さってう, つっ すは っ 
ょけしすけえくうはす おぇくょうょぇす いぇ すぇいう 
さぇぉけすぇ. 〈けゃぇ, つっ くはきぇ こさはお 
ぇょきうくうしすさぇすうゃっく けこうす  ゃ けぉ
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは いぇ 
╂うくおぇ 】っさっゃぇ くっ っ きうくせし. 
′ぇこさけすうゃ - ぇい しなき ょうこかけきぇす 
つけゃっお, くっ けぉうつぇき おけくそかう
おすうすっ, ゅかっょぇき ょぇ しっ しすうゅくっ 
ょけ さぇいぉうさぇすっかしすゃけ, いぇとけすけ 
しぇきけ すぇおぇ しっ しすうゅぇ ょぇかっつ, っ 
そうかけしけそうはすぇ くぇ おぇくょうょぇす
おぇすぇ. 
‶さけすうゃくけ くぇ すゃなさょっくうはすぇ,  

つっ ょかなあくけしすすぇ くぇ けぉとっしすゃっ
くうは こけしさっょくうお っ しうくっおせさくぇ 
う っ いぇ こっくしうけくっさう さぇぉけすぇ, 
╂うくおぇ 】っさっゃぇ きうしかう すけつくけ 
けぉさぇすくけ: すけゃぇ っ さぇぉけすぇ いぇ 
おさっぇすうゃっく, ぇきぉうちうけいっく, しなし 
しけちうぇかっく すさっこっす つけゃっお, おけえ
すけ けぉうつぇ たけさぇすぇ う うきぇ せしっす 
いぇ けぉとっしすゃっくうすっ くっしこさぇゃっょ
かうゃけしすう. ╉ぇおすけ う ょけしすぇすなつ
くけ しうかう う ぇきぉうちうは ょぇ すなさしう 
しこさぇゃっょかうゃけしす う さってぇゃぇくっ 
くぇ こさけぉかっきうすっ. 
„] こさっおさぇしくう ゃこっつぇすかっくうは 

しなき けす ゅけしこけあぇ ╉うかうおつうっ
ゃぇ, おけはすけ っ っょうく ぉっいしこけさっく 
ぇゃすけさうすっす ゃ くけさきぇすうゃくぇすぇ 
せさっょぉぇ, けすくぇしはとぇ しっ いぇ ゅさぇあ
ょぇくうすっ う きっしすくけすけ しぇきけせこさぇ

ゃかっくうっ, つけゃっお し きくけゅけ 
けこうす う きくけゅけ こけかっいっく 
おぇすけ っおしこっさす, おぇすけ けぉ
とっしすゃっくうお, つけゃっお, けす 
おけえすけ きくけゅけ きけあっ ょぇ しっ 
くぇせつう う うきぇ けとっ きくけゅけ 
おぇおゃけ ょぇ ょぇょっ.”, おぇいゃぇ 
╂うくおぇ 】っさっゃぇ う こさう
いくぇゃぇ, つっ うきっくくけ ぇゃ
すけさうすっすなす う けこうすなす くぇ 
ょけしっゅぇてくうは けきぉせょしきぇく 
は さっしこっおすうさぇかう う ょなかゅけ 
きうしかうかぇ いぇ しけぉしすゃっくけすけ 
しう おぇくょうょぇすうさぇくっ. 
„╇ こけくっあっ くっ けぉうつぇき 

うくすさうゅうすっ, しぇきぇ しなけぉ
とうた くぇ ゅけしこけあぇ ╉う
かうおつうっゃぇ, つっ うきぇき くぇ
きっさっくうっ ょぇ しなき しさっょ 
おぇくょうょぇすうすっ いぇ こけしすぇ 
くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょ
くうお.”, こさういくぇゃぇ ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ. 
╇ ょけこなかゃぇ, つっ ゃ くうおぇ

おなゃ しかせつぇえ くっ すさなゅゃぇ 
くぇ ぉうすおぇ し あっかぇくうっすけ しう ょぇ 
せつぇしすゃぇ ゃ おけくおせさしぇ いぇ ういぉけさ 
くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. 
╆ぇ きっく すけゃぇ っ しなしすっいぇくうっ くぇ 
うょっう, くぇ きけょっかう くぇ さぇぉけすぇ, 
くぇ  あっかぇくうっ ょぇ しう けすゅけゃけさっく 
う ょぇ さぇぉけすうて いぇ たけさぇすぇ. 
╁しうつおけ ょさせゅけ けしすぇゃぇ ゃ 

けちっくおぇすぇ くぇ ゃさっきっすけ. ╇ くぇ 
たけさぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨ぉとけ 9 とっ しぇ つかっくけゃっすっ くぇ ╁さっきっくくぇすぇ おけきう
しうは, おけはすけ ゃ しさけお けす 30 ょくう すさはぉゃぇ ょぇ ゃくっしっ ゃ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす ょけおかぇょ し こさっょかけあっくうは いぇ ういぉけさ くぇ 
けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ しなしすぇゃぇ くぇ 
すぇいう おけきうしうは しぇ 5-きぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, こさっょ
しすぇゃうすっかう くぇ さぇいかうつくうすっ ゅさせこう ゃ きっしすうくは こぇさかぇ
きっくす -  [ぇょうぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ う ′っくけ ╁かぇえおけゃ - ╂╄[╀, 
╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ けす “╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”,  
╃あぇきぇか ‶ぇこぇさかぇくけゃ けす こぇさすうは ╊╇╃╄[ う ┿かっおしぇく
ょなさ ╋うくつっゃ - ╀]‶. ╃ゃぇきぇ しぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
おゃけすぇすぇ くぇ ′‶¨ - ╉さぇしうきうさぇ ╃うきうすさけゃぇ う ‶っす
さぇくおぇ ╃さぇゅぇくけゃぇ, ょゃぇきぇ しぇ う こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
きっしすくうすっ きっょうう - ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ う ╂っけさゅう ╋ぇくっゃ. 
‶さっょしっょぇすっか くぇ おけきうしうはすぇ っ [ぇょうぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ.  
╃ゃっ しっょきうちう うきぇす おぇくょうょぇすうすっ いぇ けぉとっしすゃっく 

こけしさっょくうお, いぇ ょぇ こけょぇょぇす ょけおせきっくすうすっ しう ゃ けぉ
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ¨とっ ょゃっ しっょきうちう うきぇす 
つかっくけゃっすっ くぇ ╁さっきっくくぇすぇ おけきうしうは, いぇ ょぇ  こけょゅけす
ゃはす しゃけは ょけおかぇょ いぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす しなし しゃけうすっ 
こさっょかけあっくうは. ╀なょっとうはす けきぉせょしきぇく とっ しっ ゅかぇしせゃぇ 
う ういぉうさぇ けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお し ゅかぇ
しけゃっすっ くぇ 2/3 けす すはた. 〈けえ とっ っ し きぇくょぇす 5 ゅけょうくう. 

╉ぇいぇくかなておぇすぇ こ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”, くぇしかっょくうお くぇ けぉさぇいちけゃうは ╋ったぇくけすったくうおせき, 
ょぇか けぉさぇいけゃぇくうっ くぇ たうかはょう ぇさしっくぇかしおう きぇてうくけしすさけ-
うすっかう, うきぇ しこってくぇ くせあょぇ けす 90 たうかはょう かっゃぇ いぇ さっきけくす 
くぇ こけおさうゃぇ くぇ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ. ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
せつうかうとっすけ こっつっかう こさけっおす けす ╄] こけ そけくょ „╉けいかけょせえ” 
くぇ しすけえくけしす 302 たうかはょう っゃさけ, くけ うきぇ けこぇしくけしす すっ ょぇ 
けしすぇくぇす くっせしゃけっくう いぇさぇょう こさけぉかっきう し こけおさうゃぇ, おけえすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ さっきけくすうさぇく しなし しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ.  
′けゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ‶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”, くぇしかっょくうお くぇ くはおけ-
ゅぇてくうは すったくうおせき, うきぇ ぇきぉうちうはすぇ ょぇ ゃなさくっ うきうょあぇ 
くぇ せつうかうとっすけ, おけっすけ っょうくしすゃっくけ ゃ さっゅうけくぇ こけょゅけすゃは 
おぇょさう いぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, „╋ + ] 》うょさぇゃかうお” ┿╃, „╉ぇ-
こさけくう” ┿╃  う ょっしっすおう ょさせゅう きぇかおう そうさきう. ╃うさっおすけさなす 
くぇ ゅうきくぇいうはすぇ ╋ぇさうぇくぇ ╃っきうさっゃぇ, おけはすけ こけっ さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ せつうかうとっすけ こさっい くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ, 
しうゅくぇかういうさぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇ-
せおぇすぇ いぇ しこってくぇすぇ くせあょぇ けす さっきけくすう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ 
しこぇしはす 11 たうかはょう おゃぇょさぇすくう きっすさぇ いぇしすさけっくぇ こかけと くぇ 
すっさっく けす 44 ょっおぇさぇ.

╆ぇゅくうかう しぇ くけしっとう ゅさっょう, ういこけつせこっくう しぇ おっさっきうょう, うきぇ すっ-
つけゃっ ゃ おかぇしくうすっ しすぇう う おけさうょけさぇ, いぇさぇょう おけっすけ けす くぇつぇかけすけ 
くぇ せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ しゅさぇょぇすぇ っ いぇすゃけさっくぇ. ]こってくうはす さっきけくす 
くぇ こけおさうゃぇ うしおぇ こけくっ 90 たうかはょう かっゃぇ, しきっすくぇかう しぇ しこっちうぇ-
かうしすう こけ こけさなおぇ くぇ ょうさっおすけさぇ ╃っきうさっゃぇ. ╆ぇさぇょう おさぇあぉう, 
こさっょうきくけ けす さけきう, しけぉしすゃっくけしすすぇ くぇ せつうかうとっすけ っ こけょかけあっ-
くぇ くぇ しなしうこゃぇくっ けす ゅけょうくう くぇしぇき, ういこけつせこっくう しぇ こさけいけさちう 
くぇ おけさこせしうすっ いぇ せつっぉくう さぇぉけすうかくうちう, いぇょうゅくぇすう しぇ きぇてうくう. 
╆ぇさぇょう すけゃぇ けゅさけきくぇすぇ すっさうすけさうは くぇ さぇぉけすうかくうちうすっ っ こけょ 
おぇすうくぇさ, くはおけゅぇ おうすくうはす ゃなすさってっく ょゃけさ っ けぉさぇしなか ゃ すさっゃう, 
さぇいさせたぇすぇ っ くぇゃしはおなょっ.
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ せつうかうとっすけ すなさしう こけきけと けすゃしはおなょっ, ゃっつっ 

うきぇ こさけゃっょっくう しさっとう し くぇしすけはすっかしすゃけすけ, きくけゅけ くぇょっあょう しっ 
ゃないかぇゅぇす くぇ こけきけと けす ぉうゃてう ゃないこうすぇくうちう, おけうすけ せつうかうとっすけ 
ういょうさゃぇ. ′はおけう けす すはた しぇ ぉういくっしきっくう し ゃないきけあくけしすう う さなおけ-
ゃけょはす こさっょこさうはすうは けす ゅけかはき きぇとぇぉ ゃ さっゅうけくぇ う ちはかぇすぇ しすさぇ-
くぇ, せつうかうとっすけ しっ くぇょはゃぇ くぇ こけきけと う そうくぇくしけゃぇ こけょおさっこぇ けす 
すはたくぇ しすさぇくぇ, いぇ ょぇ しっ いぇこぇいう いぇ ╉ぇいぇくかなお う きぇてうくけしすさけっくっ-
すけ すけゃぇ せつうかうとっ - いぇこぇいっくぇ きぇさおぇ くぇ こさけそっしうけくぇかういきぇ う くぇ 
たうかはょうすっ ぇさしっくぇかしおう おぇょさう.
′はおけゅぇ けぉさぇいちけゃうはす おぇいぇくかなておう きったぇくけすったくうおせき っ けしくけゃぇく 

こさっい 1925-すぇ ゅけょうくぇ し けゅさけきくけ ょぇさっくうっ けす おぇいぇくかなておうは さけ-
ょけかのぉっち ╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ, おけえすけ うきぇか ぉういくっし ゃ [せきなくうは けとっ 
こさっょう ¨しゃけぉけあょっくうっすけ. 》ぇょあうっくけゃ っ ょぇさうすっか けす さぇくゅぇ くぇ 
ぉさぇすはすぇ ╄ゃかけゅう う 》さうしすけ ╂っけさゅうっゃう けす ╉ぇさかけゃけ, ょぇかう こぇさうすっ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

SOS ′╅ 〈╊｠╅〉《【《
いぇ しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ ]けそうえ-
しおうは せくうゃっさしうすっす. ] ょゃぇきぇすぇ 
ぉさぇすは 》ぇょあうっくけゃ, おけえすけ こけ-
おなしくけ しすぇゃぇ おきっす くぇ ]けそうは, 
しっ こけいくぇゃぇ けとっ けす ╁かぇておけ. 
╃ぇさっくうっすけ くぇ 》ぇょあうっくけゃ いぇ 
すったくうおせきぇ っ くぇこさぇゃっくけ う し 
けゅかっょ くせあょうすっ くぇ ╃なさあぇゃくぇ-
すぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ, こさっきっし-
すっくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 1924-
すぇ ゅけょうくぇ, つうえすけ くぇしかっょくうお 
っ ょくっし „┿さしっくぇか”. 
╁ょなたくけゃっくけ けす すさぇょうちううすっ, 

さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ せつうかうとっ-
すけ ょくっし うしおぇ ょぇ ゃなさくっ こけくっ 
つぇしす けす しすぇさぇすぇ しかぇゃぇ, おぇすけ 
こさうゃかっつっ う  こけゃっつっ せつっくうちう 
ゃ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇ-
いうは. ]っゅぇ すぇき しっ けぉせつぇゃぇす 
っょゃぇ 248 せつっくうちう ゃ 11 こぇ-
さぇかっかおう. ¨す くけゃぇすぇ せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ けすくけゃけ うきぇ いぇょけつっく 
おせさし くぇ けぉせつっくうっ くぇ しさっょくう 
おぇょさう いぇ きぇてうくけしすさけっくっ-
すけ. ]ゅさぇょぇすぇ っ ゅぇいうそうちうさぇ-
くぇ, くけ けすけこかっくうっすけ っ しおなこけ, 
けしけぉっくけ – こさう くぇかうつうっ くぇ 
すけかおけゃぇ きぇかおけ せつっくうちう. ╁ 
きけきっくすぇ ょっちぇすぇ せつぇす しぇきけ 
ゃ くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ, こけしすさけっくぇ 
こさっい 1975-すぇ, おけはすけ っ くぇ 5 
っすぇあぇ, くけ くっ っ ょけしすぇすなつくけ 
せょけぉくぇ いぇ おぇつっしすゃっくけ けぉせ-
つっくうっ こけさぇょう そぇおすぇ, つっ けぉけ-
させょゃぇくうすっ おぇぉうくっすう しぇ さぇい-
こけかけあっくう ゃ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ, 
いぇすゃけさっくぇ いぇさぇょう こさけぉかっきう 
し こけおさうゃぇ.
╁なこさっおう すなさしっくっすけ くぇ おぇ-

ょさう いぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, 
こさうすけおなす くぇ きかぇょっあう いぇ 
けぉせつっくうっ っ しかぇぉ いぇさぇょう くっ-
こさうゃかっおぇすっかくけしすすぇ くぇ こさけ-
そっしうはすぇ う せゃかっつっくうっすけ くぇ 
さけょうすっかう う ょっちぇ こけ きけょっさくけ 
くぇうきっくけゃぇくう しこっちうぇかくけしすう, 
おけうすけ くっ ょぇゃぇす さっぇかういぇちうは ゃ 
ぉなょっとっ, こけおぇいゃぇ こさぇおすうおぇすぇ 
けす こけしかっょくうすっ ゅけょうくう. ̈ すかうゃ 
けす きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ しこっ-
ちうぇかくけしすう うきぇ う いぇさぇょう くう-
しおけすけ いぇこかぇとぇくっ ゃ ぉさぇくてぇ ゃ 
こさっょこさうはすうはすぇ けす さっゅうけくぇ.        
〉つうかうとっすけ さぇいこけかぇゅぇ けとっ し 

そういおせかすせさっく しぇかけく くぇ 2 っすぇ-
あぇ, しすさけっく こさっい 1971-ゃぇ う 
さっおけくしすさせうさぇく こさっい 2008-きぇ 
ゅけょうくぇ; しすけかけゃぇ けす 1035 おゃぇ-
ょさぇすくう きっすさぇ, しすさけっくぇ こさっい 
1974-すぇ; けぉとっあうすうっ くぇ 5 
っすぇあぇ, ゃょうゅくぇすけ こさっい 1974-
すぇ し 951 おゃ. きっすさぇ いぇしすさけっくぇ 
こかけと.
‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇ-

いうは おなき きけきっくすぇ っ くぇ こけょ-
つうくっくうっ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ つさっい 
けぉさぇいけゃぇすっかくけすけ きうくうしすっさ-
しすゃけ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

 50 000 かゃ. ょけこなかくうすっかくけ とっ 
こけかせつう ょけ おさぇは くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
′』 „╇しおさぇ-1860”. [ってっくうっすけ いぇ 
すけゃぇ ぉっ ゃいっすけ し きくけいうくしすゃけ くぇ 
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. ]さっょしすぇゃぇすぇ しっ ょぇゃぇす 
くぇ つうすぇかうとっすけ し ちっか ょぇ しっ こさっ-
ょぇょっ すっぇすさぇかくうは さっおゃういうす, おけえすけ 
こけ しうかぇすぇ くぇ ょけゅけゃけさ, くっこさういくぇす 
けす くけゃぇすぇ せこさぇゃぇ くぇ すっぇすなさぇ う くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ, っ しけぉしすゃっくけしす くぇ つうすぇ-
かうとっすけ, おぇおすけ う いぇ こけょこけきぇゅぇくっ 
くぇ ょっえくけしすすぇ きせ う そけさきぇちううすっ, ゃ 
おけうすけ しっ けぉせつぇゃぇす ょっちぇすぇ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. 

‶け ょせきうすっ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, こぇさうすっ しっ ょぇゃぇす, いぇ 
ょぇ くっ いぇすゃけさう つうすぇかうとっすけ ゃさぇすう. 
]さっょしすゃぇすぇ しう つうすぇかうとっすけ とっ こけかせつう, しかっょ おぇすけ ちっかうはす 

さっおゃういうす くぇ ¨ぉとうくしおう すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ”, いぇおせ-
こっく しなし しさっょしすゃぇ くぇ すっぇすなさぇ, くけ いぇゃっょっく くぇ つうすぇかうとっすけ, 
ぉなょっ こさったゃなさかっく し こさうっきけ-こさっょぇゃぇすっかっく こさけすけおけか くぇ すっ-
ぇすなさぇ う ぉなょっ こけょこうしぇくけ しこけさぇいせきっくうっ し ¨╀ „╇しおさぇ” う 〈っ-
ぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ”, つっ ′』 „╇しおさぇ-1860” しっ けすおぇい-
ゃぇ けす こさっすっくちううすっ しう おなき すはた いぇ くぇっき いぇ 2012 ゅけょうくぇ. ‶け 
ゃさっきっ くぇ ょっぉぇすうすっ いぇ こさっょけしすぇゃはくっ くぇ しさっょしすぇゃぇすぇ くぇ ′』 
“╇しおさぇ-1860” けぉとうくしおうはす しなゃっすくうお けす ′]╃╁ ╂ぇかうく ╂っけさゅう-
っゃ せこさっおくぇ おきっすぇ ]すけはくけゃぇ, つっ っ ゃかはいかぇ ゃ ょけゅけゃけさおう し つうすぇ-
かうとくぇすぇ せこさぇゃぇ, おけはすけ こなお ういくせょゃぇかぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ′ぇ 
しゃけえ さっょ おきっすなす こさっょせこさっょう しなゃっすくうおぇ ょぇ ゃくうきぇゃぇ おぇおゃう 
ゃくせてっくうは こさぇゃう こせぉかうつくけ, すなえ おぇすけ ゃ こさけすうゃっく しかせつぇえ とっ 
ゃくっしっ あぇかぉぇ いぇ すけゃぇ ゃ こさけおせさぇすせさぇすぇ. ╁ おさぇは くぇ ょっぉぇすうすっ 
こけ ゃなこさけしぇ しなゃっすくうおなす けす ′╃]╁ いぇはゃう, つっ ぉう しっ ういゃうくうか いぇ 
ょせきうすっ しう. 

‶けさっょくけ こさっょこう-
しぇくうっ - ょぇ こさっせし-

すぇくけゃう ういゅぇさはくっすけ くぇ 
ょなさゃっしっく こさぇた ゃ ょゃっすっ 
しせてうかくう うくしすぇかぇちうう ょけ 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ こさっつうし-
すゃぇすっかくけ しなけさなあっくうっ, 
おけっすけ ょぇ せかぇゃは こさぇたぇ ゃ 
けすこぇょなつくうすっ ゅぇいけゃっ, ぉっ 
ういょぇょっくけ けす [╇¨]╁ - 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ くぇ ょなさゃけこ-
さっさぇぉけすゃぇとけすけ こさっょ-
こさうはすうっ „╉ぇしすぇきけくせ 
╀なかゅぇさうは” ┿╃ ゃ し. ╂けさくけ 
]ぇたさぇくっ. 

‶けゃけょ いぇ すけゃぇ しすぇくぇ ういゃなくさっょくぇ こさけゃっさおぇ しかっょ こけょぇょっくう 
しうゅくぇかう くぇ „いっかっくうは すっかっそけく” いぇ いぇきなさしはゃぇくっ くぇ ゃないょせたぇ.
‶さう ういゃなさてっくうは おけくすさけか くぇ きはしすけ っおしこっさすうすっ しぇ おけくしすぇ-

すうさぇかう, つっ ょゃっすっ しせてうかくう うくしすぇかぇちうう さぇぉけすはす くぇ しきっしっくけ 
ゅけさうゃけ, おぇすけ ういこけかいゃぇす こさうさけょっく ゅぇい う ょなさゃっしっく けすこぇょなつっく 
こさぇた けす こさけういゃけょしすゃっくうは こさけちっし. ╆ぇ くぇさせてっくうっ くぇ っおけ-
くけさきうすっ う ょけ きけきっくすぇ こさっょこさうはすうっすけ いぇこかぇとぇ っあっきっしっつくぇ 
しぇくおちうは ゃ さぇいきっさ くぇ くぇょ 2 たうかはょう かっゃぇ. 

╃ゃっ さうすせぇかくう けゅくうとぇ う さっょうちぇ ょさっゃ-
くう しなけさなあっくうは けすおさう ぇさたっけかけゅなす 

ょけち. ╂っけさゅう ′うたさういけゃ けす ′ぇちうけくぇかくうは 
ぇさたっけかけゅうつっしおう うくしすうすせす し きせいっえ こさう 
╀┿′, おけえすけ さなおけゃけょう さぇいおけこおうすっ くぇ すさぇ-
おうえしおぇすぇ きけゅうかぇ おさぇえ し. ╀せいけゃゅさぇょ, けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╄ょくぇすぇ っしたぇさぇ (おせかすけゃけ 
けゅくうとっ), おさぇしうゃけ う ぉけゅぇすけ せおさぇしっくぇ しなし 
しこうさぇかけゃうょくう けさくぇきっくすう, っ くぇこさぇゃっくぇ 
けす ゅかうくっくぇ いぇきぇいおぇ し ぉけゅぇすぇ けさくぇきっくすぇ-
ちうは. ‶けょ くっは っ くぇきっさっくぇ ゃすけさぇ - こけ-さぇく-
くぇ っしたぇさぇ, おけはすけ っ こけ-きぇかおぇ う し こけ-ぉっ-
ょくぇ せおさぇしぇ. ̈ おけかけ ょゃっすっ けゅくうとぇ っ うきぇかけ 
こけしすさけえおう し ょなさゃっくぇ おけくしすさせおちうは, しすっ-
くうすっ くぇ おけうすけ しぇ ぉうかう ういきぇいぇくう し ゅかうくぇ. 
¨おけかけ すはた ぉはたぇ けすおさうすう ゅけかはきけ おけかうつっ-

しすゃけ そさぇゅきっくすう けす おっさぇきうつくう しなょけゃっ, たさけきっかう, すっあっしすう いぇ しすぇく, けさなょうは けす さけゅ くぇ っかっく 
う ょさ. ぅゃくけ すっいう っしたぇさう う しなけさなあっくうはすぇ けおけかけ すはた しぇ しゃなさいぇくう し こけきっくぇかくうすっ こさぇおすうおう, 
けしなとっしすゃはゃぇくう こっさうけょうつくけ こさっょ ゃたけょぇ くぇ ゅさけぉくうちぇすぇ. ╃けち. ′うたさういけゃ しこけょっかう, つっ けすおさう-
ゃぇくっすけ くぇ ょゃっ ょけぉさっ しなたさぇくっくう っしたぇさう こさっょ ゅさけぉくうちぇすぇ っ ういおかのつうすっかくけ ゃぇあくけ けす くぇせつくぇ 
ゅかっょくぇ すけつおぇ. ¨すおさうすうすっ くぇたけょおう とっ ぉなょぇす おけくしっさゃうさぇくう う ういかけあっくう いぇ っおしこけくうさぇくっ.

 ‶けょゅけすゃう: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Снимка: Иван Бонев



72 ноември 2012 г.でëñàó ん£, Çëí¢ÑíÖóÖéö

おけ
か
ぇ 

1
 ゅ

さ
な
ぉ

』╆ぇ╉〉╅｠ 〈╊ぁ【╅【╅ 』¨
╇ „╅『』╊〉╅]”

づÜ¢í ぐñ¡Üçí: とíö　 とó¿ó¡ôóñçí:

【『】╉〉《 ╊ ╉╅ 』¨ ╆╊′』¨]╊〉 
′あ せかちかのかせけてか うひたちそつけ, せあつしかおつてうそてそ くあ つしかおうあはけみ すあせおあて け かすそぬけみてあ ╆』》
- 〈けっしす, うょゃぇす こさう ╁ぇし, 

おけゅぇすけ しぇ たけょうかう ゃ ¨ぉとう-
くぇすぇ う くっ しぇ ゅう こけかせつうかう?  
- ╃ぇ, くけ うょゃぇす こさう きっく う 

おけゅぇすけ くっ しきっはす ょぇ けすうょぇす ゃ 
¨ぉとうくぇすぇ. ╇きぇ う すぇおうゃぇ きけ-
きっくすう. 

- ╁うっ かうつくけ いぇ すっいう 5 ゅけ-
ょうくう ょけゃけかくぇ かう しすっ けす 
すけゃぇ, おけっすけ しゃなさてうたすっ, 
おけっすけ けしすぇゃはすっ おぇすけ ょうさは, 
すなえ おぇすけ ╁うっ くぇ こさぇおすうおぇ 
さぇいさぇぉけすうたすっ  うくしすうすせちう-
はすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ ゃ さぇ-
えけくぇ? 
- ′っ しなき せょけゃかっすゃけさっくぇ, いぇ-

とけすけ くはおけう けす ゃなこさけしうすっ くぇ  
ゅさぇあょぇくうすっ くっ しっ さってぇゃぇたぇ, 

ぇ っ うきぇかけ ゃないきけあくけしす ょぇ ぉな-
ょぇす さってっくう. ¨しくけゃくぇ こさうつう-
くぇ いぇ くっさってぇゃぇくっすけ っ ぉうかけ 
くっさぇいぉうさぇすっかしすゃけすけ きっあょせ 
うくしすうすせちううすっ. ¨しゃっく すけゃぇ, 
つぇしす けす しかせつぇうすっ, し おけうすけ しなき 
しっ いぇくうきぇゃぇかぇ, しぇ うきぇかう う 
いぇおけくけょぇすっかくう こさっつおう. ′は-
きぇかけ っ う くはきぇ かけぉう, おけっすけ ょぇ 
さぇぉけすう, いぇ ょぇ ぉなょぇす けすしすさぇ-
くっくう すっ. ╄すけ ゃう っかっきっくすぇさっく 
こさうきっさ: っょうく こけしすけはくくけ ぉっい-
さぇぉけすっく ゅさぇあょぇくうく  すさはぉゃぇ 

ょぇ こけょぇょっ ょっおかぇさぇちうは ゃ ′┿‶, 
つっ  しっ しぇきけけしうゅせさはゃぇ いょさぇゃくけ 
う っ ょかなあっく ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう. ┿おけ 
すけえ くっ こけょぇょっ すぇいう ょっおかぇさぇ-
ちうは, すけえ こけょかっあう くぇ しぇくおちうは, 
ゅかけぉぇ. ′け, ぇおけ ょけ すけいう すさぇえくけ 
ぉっいさぇぉけすっく つけゃっお くはきぇ ょさせゅ 
さぇぉけすっと, けすおなょっ すけえ とっ くぇ-
きっさう こぇさう いぇ すっいう いょさぇゃくう 
ゃくけしおう? ╇ しかっょ おぇすけ ょけ くっゅけ 
くはおけえ さぇぉけすっと きせ ゃくぇしは すっいう 
いょさぇゃくう けしうゅせさけゃおう, すけ おぇおゃう 
しぇ ょぇくなつくうすっ けぉかっおつっくうは いぇ 
すけいう つけゃっお? ′はおけえ こさっしきはすぇ 
かう すけゃぇ, つっ すけえ ゃくぇしは いぇ ょゃぇ-
きぇ いょさぇゃくう けしうゅせさけゃおう?  ′っ, 
くぇかう?  ╁けょうかぇ しなき さぇいゅけゃけさ う 
し  くぇさけょくうすっ こさっょしすぇゃうすっかう.

- ╇ おぇおゃけ おぇいゃぇ いぇおけくけ-
ょぇすっかはす こけ すけいう ゃなこさけし? 
- ╉ぇいゃぇ, つっ おけゅぇすけ こさうっきぇかう 

ぉのょあっすぇ くぇ いょさぇゃくけすけ けしうゅせ-
さはゃぇくっ, すけえ くっ ぉうか ゃ こぇさかぇ-
きっくすぇ, ぇ ういゃなく しすさぇくぇすぇ う す. 
く. ╃させゅ きけきっくす: ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ 
いょさぇゃっすけ こうてっ, つっ, ぇおけ っょうく 
つけゃっお っ くぇゃなさてうか 67 ゅけょうくう 
う すけえ  し さってっくうっ くぇ 〈╄╊╉ うきぇ 
くはおぇおなゃ こさけちっくす うくゃぇかうょ-
くけしす, すけ すけゃぇ けしすぇゃぇ いぇゃうくぇ-
ゅう. ┿ すっ ゅう さぇいおぇさゃぇす たけさぇすぇ 

こさっい ょゃっ ゅけょうくう, けしけぉっくけ おけ-
ゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ けすしすさぇくっく 
けさゅぇく くぇ つけゃっおぇ. ╄, すぇ すけえ いぇ 
ょゃっ ゅけょうくう とっ こけくうおくっ かう? 
】っ きせ こけさぇしくっ くけゃぇ さなおぇ かう?  
〈けゃぇ しぇ ぉっいせきうは. ′け しっ さぇい-
おぇさゃぇす たけさぇすぇ, くはきぇ しすうおけゃ-
おぇ, たぇさきけくういうさぇくっ, しうくたさけく 
きっあょせ いぇおけくうすっ. ╇しおぇす しっ 
っょくう ぉっいせきくう くっとぇ, ぇ たけさぇ-
すぇ  たけょはす おぇすけ いぇきぇはくう. ′っ しぇ 
ゃうくけゃくう, けぉぇつっ, う しなけすゃっすくう-
すっ つうくけゃくうちう いぇ すけゃぇ. 〈けゃぇ っ 
くけさきぇすうゃくけ いぇかけあっくけ. ╆ぇおけ-
くけょぇすっかはす くっ しう っ しゃなさてうか 
さぇぉけすぇすぇ. 

- ╆ぇ すけかおけゃぇ ゅけょうくう  いぇとけ 
くっ しっょくぇたすっ ょぇ しっ さぇいぉっ-
さっすっ う ょぇ ゃくっしっすっ こぇおっす けす 
いぇおけくけょぇすっかくう こさっょかけあっ-
くうは いぇ しうたさけくういうさぇくっ くぇ 
すっいう しこけさくう すっおしすけゃっ ゃ こけ-
さっょうちぇ いぇおけくう う くぇさっょぉう? 
- ′うっ, うきぇき こさっょゃうょ ′ぇ-

ちうけくぇかくけすけ しょさせあっくうっ くぇ 
きっしすくうすっ けぉとっしすゃっくう こけしさっ-
ょくうちう, くはきぇきっ いぇおけくけょぇすっか-
くぇ うくうちうぇすうゃぇ. ′ぇこうしぇかう 
くけゃぇ さっょぇおちうは くぇ つか.2-ぇ けす 
╆╋]╋┿, おけはすけ せあ っ ゃくっしっくぇ 
ゃ こぇさかぇきっくすぇ けす ゅ-く ‶っくつっゃ. 
‶けしすぇゃはかう しきっ すっいう ゃなこさけしう, 
ぇい しなとけ しなき ゅう こけしすぇゃはかぇ う 
こさっょ ╂うくぬけ ╂ぇくっゃ - こなさゃうはす 
けきぉせょしきぇく, う こさっょ ╉けくしすぇく-
すうく ‶っくつっゃ - くぇしすけはとうはす, 
こさぇゃっくう しぇ しさっとう. ╂けこけょうく 
╂ぇくっゃ くう こさうっきぇてっ おぇすけ くっ-
けぉたけょうきけ いかけ. ┿ ゅけしこけょうく 
‶っくつっゃ すさなゅくぇ ょけぉさっ, くけ こけ-
しかっ くはおぇお くっとぇすぇ いぇきさはたぇ. 
′っ しきっ しっ しさっとぇかう けす のくう きう-
くぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ╇ ゃ すけいう こかぇく 
ゃう おぇいぇた, つっ くっ しなき せょけゃかっす-
ゃけさっくぇ. ̈ しゃっく すけゃぇ, さぇぉけすぇすぇ 
くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお っ 
っょくぇ すぇおぇゃぇ しぇきけすくぇ う すなあくぇ. 
〈なあくぇ, いぇとけすけ こさう すっぉ うょ-
ゃぇす ゃ こけゃっつっすけ しかせつぇう たけさぇ, 
おけうすけ うきぇす くせあょぇ けす こけきけと. 
╇ おけかおけすけ う ょぇ しっ しすぇさぇって 
ょぇ くっ しっ すけゃぇさうて し くっゅけゃう-
すっ こさけぉかっきう, すう しっ すけゃぇさうて. 
╆ぇとけすけ きうしかうて, すなさしうて くけさ-
きぇすうゃくけ う いぇおけくけょぇすっかくけ 
くぇつうくう ょぇ こけきけゅくって. ]ぇきけ 
つけゃっお くぇ すけゃぇ きはしすけ きけあっ ょぇ 
しっ せぉっょう おけかおけ きなおぇ うきぇ, くっ 
しぇきけ ゃ ╀なかゅぇさうは, くけ う ゃ つぇしす-
くけしす ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

- ]かっょ ゃしうつおけ すけゃぇ うきぇすっ 
かう あっかぇくうっすけ, ぇきぉうちうはすぇ 
ょぇ けこうすぇすっ けとっ ゃっょくなあ 
ょぇ こけゃすけさうすっ きぇくょぇすぇ しう? 
‶さぇゃうかくうおなす いぇ けぉとっしす-
ゃっくうは こけしさっょくうお ╁う ょぇゃぇ 
すけゃぇ こさぇゃけ.
- ╃ぇ, とっ けこうすぇき. ′け くっ しすぇ-

ゃぇ ょせきぇ いぇ ぇきぉうちうは ゃ しかせつぇは, 
きぇおぇさ つっ くっ しなき くっぇきぉうちうけ-
いっく つけゃっお. ‶ぇお とっ おぇあぇ: くっ-
せょけゃかっすゃけさっくうっすけ きう っ うきっく-
くけ けす すけゃぇ - くっ つっ くっ うしおぇき 
ょぇ こけきけゅくぇ くぇ ょぇょっく つけゃっお, 
おけえすけ っ ょけてなか う すっ ゅかっょぇ ゃ 
けつうすっ, しはおぇて けつぇおゃぇ つせょっしぇ. 
┿ つっ すぇおぇ しぇ こけしすぇゃっくう くっとぇ-
すぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, つっ ょけさう う ょぇ 
うしおぇて, くっ きけあって ょぇ こけきけゅ-
くって. ╁ きくけゅけ けす しかせつぇうすっ. 
〈けゃぇ きう っ くっせょけゃかっすゃけさっくう-
っすけ - つっ くっ きけゅぇ ょぇ こけきけゅくぇ 
くぇ ゃしうつおう. ¨しけぉっくけ おぇすけ しっ 
しぉかなしおぇて し ぉっいょせてうっ, し くっ-
かけゅうつくけすけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゃょうゅくって さなちっ う ょぇ 
しっ こさっょぇょって, ぇ くっ すう しっ うしおぇ. 
〈させょくけ っ ょぇ しっ つせゃしすゃぇて ぉっい-

しうかっく.  

- 〈けゃぇ っ きはしすけ いぇ こけかうすう-
つっしおう くっけぉゃなさいぇくう たけさぇ. 

‶さっょう ょぇ こけっきっすっ こけしすぇ 
くぇ けきぉせょしきぇく, ╁うっ ぉはたすっ 
35 ゅけょうくう つかっく くぇ ╀]‶. ╁ 
すけいう しきうしなか ょけ おぇおゃぇ しすっ-

こっく こけかうすうつっしおぇすぇ おけくのお-
すせさぇ きけあっ ょぇ こけきけゅくっ くぇ 
つけゃっお, おけえすけ しすけう くぇ すけゃぇ 
きはしすけ う ょけ おぇおゃぇ しすっこっく ょぇ 
きせ こけこさっつう? 
- ‶さぇおすうおぇすぇ こけおぇいゃぇ, つっ 

〈は っ けす けくっいう たけさぇ, おけうすけ うきぇす つっしすすぇ う けさうしうはすぇ ょぇ 
しぇ こなさゃけこさけたけょちう. ¨す すはた ょぇ いぇこけつゃぇ. ′けゃけすけ, ‶さけきは-
くぇすぇ, 〈させょくけすけ. [ぇいかうつくけすけ. ╃ぇ こさぇゃはす こなさすうくぇすぇ.  
‶さけそっしうはすぇ え くぇ うくあっくっさ けす すっあおうすっ ゃけっくくう しこっ-

ちうぇかくけしすう は こさぇゃう う ゃけえくうお ゃ あうゃけすぇ. [ぇぉけすうかぇ っ ゃ 
′╇〈╇, ゃ ╆ぇゃけょ 4 くぇ „┿さしっくぇか”, ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくう-
しすさぇちうは くぇ ╉ぇいぇくかなお. ̈ すゅかっょぇかぇ っ ょゃっ こけさぇしくぇかう ゃっつっ 
ょっちぇ - しうく う ょなとっさは, こさっゃなさくぇかぇ しっ っ ゃ っきぉかっきぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうすっ ういぉけさう う ゃ „つけゃっおなす-ういぉけさう” いぇさぇょう 
ょなかゅうは しう けこうす くぇ ういぉけさょあうは. ╁ ぉうけゅさぇそうはすぇ しう うきぇ う 
けこうす ょぇ しすぇくっ おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, しすうゅくぇか ょけ こけしかっょくぇ-
すぇ こさぇゃぇ こさっょう そうくぇかぇ. ╆ぇさぇょう っょくぇすぇ しなゃっしす, つっしす う 
いぇさぇょう っょくけすけ… こさっょぇすっかしすゃけ. 
〈さう きぇくょぇすぇ っ しっおさっすぇさ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, さぇぉけ-

すうかぇ っ し すさうきぇ おきっすけゃっ. ] こけしかっょくうは くっ いぇゃすけさゃぇ きぇく-
ょぇす. 〈さなゅゃぇ しう  こけ かうつっく ういぉけさ う し ゃはさぇすぇ, つっ しかっょゃぇ 
くっとけ こけ-ょけぉさけ. 〈け うょゃぇ, くけ しかっょ ゅけょうくぇ. ]なょぉぇすぇ は 
ょぇさせゃぇ し うしすけさうつっしおう てぇくし - ょぇ いぇこうてっ うきっすけ しう  ゃ 
きっしすくぇすぇ けぉとっしすゃっくぇ うしすけさうは おぇすけ こなさゃうは けぉとっしすゃっく 
こけしさっょくうお /けきぉせょしきぇく/ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ: 
つけゃっおなす – あぇかぉう うかう つけゃっおなす-こぇいぇつ くぇ こさぇゃぇすぇ, しゃけ-
ぉけょうすっ, くぇさっょぉうすっ う いぇおけくうすっ. ╉ぇおすけ こうてっ ゃ ょっぉっかうすっ 
おくうゅう.  
╆ぇ ょぇ しかせあう くぇ たけさぇすぇ う すったくうすっ うくすっさっしう, くぇこせし-

おぇ っょくぇ けす ゅけかっきうすっ しう かのぉけゃう う おぇせいう: こさっおさぇすはゃぇ 
35-ゅけょうてくけすけ しう  つかっくしすゃけ ゃ ╀]‶.  
‶けっきぇ くけゃうは しう こけしす し きぇくょぇす けす 5 ゅけょうくう. 〈ぇおぇ くっせ-

しっすくけ ういすっつっ すけえ う いぇ こなさゃうは けきぉせょしきぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお 
╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ. ]かっょゃぇ ういぉけさ くぇ くけゃ. 〈けえ っ ゃ さなちっすっ 
う しなゃっしすすぇ くぇ 25 けす 37-すっ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. ╇ くぇ しこっちうぇかくぇ ゃさっきっくくぇ おけきうしうは こけ こけょぉけさぇ. 
  ╁ こぇせいぇすぇ きっあょせ っきけちうう う しすさぇしすう,  きっあょせ さぇゃくけ-

しきっすおう, こかぇくけゃっ う くぇょっあょう - っょうく くっこさうくせょっく さぇいゅけ-
ゃけさ し けきぉせょしきぇくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ. 

おかのつけゃう こけしすけゃっ しっ さぇいょぇゃぇす 
こけ すけいう くぇつうく. ╉ぇおゃけ とっ しっ 
しかせつう, とっ ゃうょうき. ′はきぇ ょぇ しっ 
さぇいしなさょは, くはきぇ ょぇ しっ すさなて-
おぇき, ぇおけ くっ ういぉっさぇす きっく, ゃしっ 
こぇお しなき つけゃっお さっぇかうしす. ′け 
ょっえしすゃうすっかくけ, おけえすけ う ょぇ っ 
つけゃっおなす, おけゅけすけ とっ ういぉっさぇす 
いぇ けきぉせょしきぇく, ゃしっ こぇお すさはぉ-
ゃぇ ょぇ っ つけゃっお, おけえすけ こけいくぇ-
ゃぇ きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ, 
きっしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, おぇお 
しう ゃいぇうきけょっえしすゃぇす すっ. ╃ぇ っ 
ょけしすぇすなつくけ ういゃっしすっく ゃ ゅさぇょぇ 
う たけさぇすぇ ょぇ きせ うきぇす ょけゃっさうっ. 

- 〉しっとぇすっ かう っゃっくすせぇかくぇ 
すっくょっくちうは いぇ こさっゃさなとぇ-
くっすけ くぇ すけいう こけしす ゃ くはおぇ-
おなゃ ゃうょ しうくっおせさくぇ しかせあ-
ぉぇ?
- ╆くぇは, つっ こけゃっつっすけ たけさぇ (ゃ 

すけゃぇ つうしかけ う けぉとうくしおう しなゃっす-
くうちう, う けす けぉとうくしおすぇ ぇょきう-
くうしすさぇちうは) きうしかはす, つっ っ すぇおぇ, 
ぇ くっ ぉう すさはぉゃぇかけ. 〈けゃぇ くっ っ 
しうくっおせさくぇ しかせあぉぇ う ょかなあ-
くけしす: うかう こけきぇゅぇて くぇ たけさぇ-
すぇ, うかう けすうゃぇて こけ ょはゃけかうすっ う 
けぉうさぇて くっゅぇすうゃうすっ.  

- ╉ぇおゃけ とっ いぇゃっとぇっすっ 
くぇ ╁ぇてうは くぇしかっょくうお, ぇおけ 
くっ こけゃすけさうすっ きぇくょぇすぇ しう? 
′ぇえ-ゃぇあくけすけ こさぇゃうかけ, 
おけっすけ くけゃうはす つけゃっお すせお 
しかっょゃぇ ょぇ こけきくう う しこぇいゃぇ.
- ╃ぇ くっ しっ しすさぇたせゃぇ ょぇ おぇいゃぇ 

うしすうくぇすぇ う ょぇ しっ しすぇさぇっ ょぇ こけ-
きぇゅぇ ょっえしすゃうすっかくけ くぇ たけさぇすぇ. 
′け, ぇおけ う ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ っ 
こさぇゃぇ, ょぇ くっ しっ しすさぇたせゃぇ ょぇ 
おぇいゃぇ, つっ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ っ 
こさぇゃぇ う ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす っ 
こさぇゃ. ╇ くぇえ-ゃぇあくけすけ, おけっすけ 
ぇい くっ せしこはた ょぇ しゃなさてぇ こさっい 
こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう - こさけ-
きっくうすっ ゃ ′ぇさっょぉぇ わ1 こけ けす-
くけてっくうっ くぇ さぇいさってうすっかくうすっ 
いぇ せょなかあっくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ 
くぇ いぇゃっょっくうはすぇ ゃ ちっくすなさぇ 
くぇ ゅさぇょぇ う こけ しこっちうぇかくけ いぇ 
てせきぇ けす すはた こさっい くけとすぇ う 
くっょけゃけかしすゃけすけ くぇ ゅさぇあょぇくう-
すっ, あうゃっっとう ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ 
ゅさぇょしおぇ いけくぇ.

- ¨すすせお くぇすぇすなお くぇおなょっ: 
しきはすぇすっ かう ょぇ ゃないしすぇくけ-
ゃうすっ つかっくしすゃけすけ しう ゃ ╀]‶, 
ぇおけ くっ こけかせつうすっ ゃすけさう 
きぇくょぇす?
- ]うゅせさくけ くっ. 

- ╆ぇとけ?
- ′っ いくぇき. ′っ きけゅぇ ょぇ けすゅけ-

ゃけさは しっゅぇ くぇ すけいう ゃなこさけし. ╁ 
つうしすけ かうつっく こかぇく きっ っ いぇくう-

きぇゃぇか, こけ-ゃっさけはすくけ くはきぇ ょぇ 
しう ゃないしすぇくけゃは つかっくしすゃけすけ ゃ 
╀]‶, くけ う さっくっゅぇす くはきぇ ょぇ 
ぉなょぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

¨きぉせょしきぇくなす (けす 
てゃっょしおう けmbudsman) っ 
ょかなあくけしすくけ かうちっ, くぇ おけっすけ 
しぇ ゃないかけあっくう そせくおちうう ょぇ 
おけくすさけかうさぇ しこぇいゃぇくっすけ くぇ 
いぇおけくくうすっ こさぇゃぇ う うくすっさっしう 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ けす けさゅぇくうすっ 
くぇ ういこなかくうすっかくぇすぇ ゃかぇしす う 
けす ょかなあくけしすくうすっ かうちぇ.
¨きぉせょしきぇくなす ういこなかくはゃぇ 

そせくおちううすっ しう, おぇすけ こさうっきぇ 
う さぇいゅかっあょぇ あぇかぉう う しうゅくぇ-
かう いぇ くぇさせてっくうは くぇ こさぇゃぇ 
う しゃけぉけょう くぇ ゅさぇあょぇくうすっ う 
こさぇゃう こさけゃっさおう こけ すはた.
¨す 1-ゃう はくせぇさう 2004-すぇ 

ゅけょうくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは うきぇ 
けそうちうぇかくけ うくしすうすせちうは くぇ 
けきぉせょしきぇくぇ う いぇおけく. ╃っえ-
くけしすすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ っ 
こせぉかうつくぇ う くっいぇゃうしうきぇ こけ 
しゃけっすけ しなとっしすゃけ, こけょつうくは-
ゃぇえおう しっ しぇきけ う っょうくしすゃっくけ 
くぇ ╉けくしすうすせちうはすぇ, いぇおけくうすっ 
う さぇすうそうちうさぇくうすっ けす [っこせ-
ぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは きっあょせくぇ-
さけょくう ょけゅけゃけさう. ╃なさあぇゃ-
くうすっ う けぉとうくしおうすっ けさゅぇくう, 
おぇおすけ う ゃしうつおう そういうつっしおう う 
のさうょうつっしおう かうちぇ, しぇ ょかなあ-
くう ょぇ けおぇいゃぇす しなょっえしすゃうっ 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ ゃなゃ ゃさないおぇ し 
ういこなかくっくうっすけ くぇ しかせあっぉくう-
すっ きせ いぇょなかあっくうは. ╇くしすうすせ-
ちうはすぇ けきぉせょしきぇく しっ そうくぇく-
しうさぇ けす ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす 
うかう けす ょさせゅう こせぉかうつくう うい-
すけつくうちう.
╃っえくけしすすぇ くぇ けぉとうくしおうすっ 

けきぉせょしきぇくう しっ そうくぇくしうさぇ 
けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす. 
¨きぉせょしきぇくなす くぇ [っこせぉかう-

おぇ ╀なかゅぇさうは  しっ ういぉうさぇ けす 
′] いぇ しさけお けす 5 ゅけょうくう, おぇすけ 
しかっょ ういすうつぇくっすけ くぇ きぇくょぇすぇ 
きせ っ ゃないきけあくけ すけえ ょぇ ぉなょっ 
こさっういぉさぇく くぇえ-きくけゅけ けとっ 
ゃっょくなあ. ¨ぉとうくしおうすっ けき-
ぉせょしきぇくう しっ ういぉうさぇす けす ¨ぉ-
とうくしおうすっ しなゃっすう. 
╆ぇ けきぉせょしきぇく きけゅぇす ょぇ 

ぉなょぇす ういぉうさぇくう かうちぇ, おけう-
すけ しぇ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくう, 
うきぇとう ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
ゃうしけおう きけさぇかくう おぇつっしすゃぇ 
う いぇしかせゅう う けすゅけゃぇさはす くぇ 
ういうしおゃぇくうはすぇ いぇ くぇさけょっく 
こさっょしすぇゃうすっか.

`

[せあぇ ╅っおけゃぇ しはおぇて っ たうきうお 
こけ さけあょっくうっ. 〉ゃかっつっくぇ けす 

しなゃなさてっくうは こさけそっしうけくぇかう
いなき くぇ ぉぇとぇ しう, おけゅけすけ けぉけ
あぇゃぇ う おぇすけ さけょうすっか, う おぇすけ 
しこっちうぇかうしす, いぇゃなさてうか けとっ 
こさっょう ╃っゃっすう ╁けっくくけきけさしおけすけ 
せつうかうとっ ゃなゃ ╁ぇさくぇ, ぇ こけ-おなし
くけ - けゅかぇゃうか ちはかぇすぇ しうしすっきぇ 
けす っかっおすさけちっくすさぇかう ゃ さっゅうけくぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, けとっ おぇすけ ょっすっ, 
[せあぇ うしおぇ ょぇ しすぇくっ うくあっくっさ. 
] おぇすっゅけさうつくけしすすぇ くぇ ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ せ くぇし うくあっくっさう-あっくう 
こけつすう かうこしゃぇす, ぉぇとぇすぇ ╃うきう
すなさ ╅っおけゃ けすしうつぇ: ”′うおけゅぇ くっ 
ぉうた ゃいっか くぇ さぇぉけすぇ うくあっくっさ-
あっくぇ!”. ╉けきこさけきうしなす: [せあぇ うい
ぉうさぇ ょぇ せつう たうきうは ゃ ]けそうえしおう 
せくうゃっさしうすっす. ¨ぉぇつっ こさっおぇさゃぇ 
あうゃけすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか”, す.っ. ゃ 
ぉかういけしす ょけ さぇぉけすぇすぇ くぇ うくあっ
くっさぇ. ╋っつすぇすぇ ょぇ さぇぉけすう ゃ „さけ
きぇくすうおぇすぇ くぇ きけすけさうすっ” こさう 
[せあぇ しこけくすぇくくけ しっ さぇあょぇ ょけ
おぇすけ くぇょくうつぇ すぇえくけ こさっい こさけ
ちっこぇ ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ ]すぇえ
くけゃぇすぇ そぇぉさうおぇ, おなょっすけ ぉぇとぇ 
え さぇぉけすう ゃ ょういっかけゃぇすぇ ちっくすさぇ
かぇ. ╆ぇ ゃさっきっすけ くぇ 30-すっ う 40-すっ 
ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお こけょけぉくぇ 
きけきうつっておぇ きっつすぇ くぇうしすうくぇ っ 
しすさぇくくぇ. ′け:

[せあぇ ╅っおけゃぇ しぉなょゃぇ
きっつすぇすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか”

〈せお うょゃぇ しかっょ っょくぇ ゅけょうくぇ 
さぇぉけすぇ こけ さぇいこさっょっかっくうっ おぇすけ 
せつうすっか ゃ ‶けこけゃけ, ぉかういけ ょけ 【せ
きっく, けすおなょっすけ っ ぉぇとぇ え. ‶け 
くっえくけ あっかぇくうっ ゃっょくぇゅぇ は ゃいう
きぇす ゃ ╀ぇさせすくぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”. 
╂けょうくぇすぇ っ 1953-すぇ... ¨とっ こさう 
こけしすなこゃぇくっすけ しう [せあぇ けすおさうゃぇ 
ちっくくうは こさけそっしうけくぇかっく けこうす 
くぇ たうきうちうすっ くぇ „┿さしっくぇか” - 
たけさぇ, けす おけうすけ しっ ゃないたうとぇゃぇ 
う ょけ ょくっし: ╂っけさゅう ╃はおけゃ, くっき
しおう ゃないこうすぇくうお, しないょぇか こさけうい
ゃけょしすゃけすけ くぇ くうすさけゅかうちっさうくぇ; 
こうさけすったくうおなす ‶さけょぇくけゃ, つうえすけ 
ぉさぇす さぇぉけすうか こけ しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ いゃっいょくう
すっ おなかぉぇ いぇ こさぇいくうつくうすっ いぇさう; 
そさっくしおうはす ゃないこうすぇくうお うくあ. 
╂けくおけゃ, さなおけゃけょうすっか くぇ かぇぉけ
さぇすけさうはすぇ, けしうゅせさうか そさっくしおぇ 
ぇこぇさぇすせさぇ いぇ ぇくぇかうい. [ぇぉけすぇすぇ 
しう ゃ たうきうつっしおうすっ かぇぉけさぇすけさうう 
くぇ „┿さしっくぇか”, おけうすけ さなおけゃけょう  
34 ゅけょうくう - ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ 
しう こさっい 1986-すぇ, [せあぇ ╅っおけゃぇ 
こけきくう くぇ こなさゃけ きはしすけ し せょけ
ゃけかしすゃうっすけ けす こぇさすくぬけさしすゃけ
すけ し おぇつっしすゃっくう こさけそっしうけくぇ
かうしすう: うくあ. ╀けゅけきうか ‶っすさけゃ, 
うくあ. ╋うさつけ ╋うさつっゃ, ╆っかっく
おけゃ, つっておうはす ゃないこうすぇくうお うくあ. 
╇ゃぇく ╂さうゅけさけゃ, くぇつぇかくうちうすっ 
くぇ ちったけゃっ ]すけはく ╉けえつっゃ - いぇ 
こうさけおしうかうくけゃうは ぉぇさせす う 》さうし
すけ ╉ぇさぇょあけゃ - いぇ くうすさけゅかう
ちっさうくけゃうは. [せあぇ くっこさっきっくくけ 
ょなさあう ょぇ しっ おぇあぇす うきっくぇすぇ くぇ 
すっいう たけさぇ, いぇ ょぇ しっ いくぇはす う いぇ 
ょぇ しっ さぇょゃぇす ょっちぇすぇ うき...
╁ かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3 

╅っおけゃぇ さなおけゃけょう 20 ょせてう, こけ
ゃっつっすけ - あっくう. 〈せお しっ しさっとぇ 
しなし ]すっそおぇ ╆っかっくおけゃぇ, しないょぇ
すっか くぇ す.くぇさ. „しそっさうつくう ぉぇさせ
すう” - かっしくう いぇ こさけういゃけょしすゃけ 
う しなし しすぇぉうかくう ぉぇかうしすうつくう 
たぇさぇおすっさうしすうおう. 〉 くぇし すけゅぇ
ゃぇ すぇおけゃぇ ょさせゅけ こさけういゃけょしすゃけ 
くはきぇかけ. ╀っいょうきくうはす ぉぇさせす - 
くうすさけゅかうちっさうくけゃ う こうさけおしう

かうくけゃ, しっ こさぇゃっか しぇきけ ゃ 
„┿さしっくぇか”. 〈せお しっ こさぇゃう う 
ょうくぇきうす. ]こっちうぇかうしすうすっ 
ゃ くぇつぇかけすけ しっ ゅさぇょはす くぇ 
きはしすけ: くはきぇ ゅう けとっ しさっょ
くうすっ おぇょさう くぇ すったくうおせきぇ 
ゃ ╃うきうすさけゃゅさぇょ, けとっ くっ 
っ ょけてかけ ゃさっきっすけ くぇ うく
あっくっさうすっ けす 〈せかぇ. ╆ぇすけ
ゃぇ こなお  けしくけゃうすっ こけかぇゅぇす 
っゃさけこっえしおう ゃないこうすぇくうちう: 
くっきしおう, そさっくしおう, つって
おう..., おぇおすけ う いぇゃなさてうかう 
こさう しゃっすうかぇすぇ くぇ ]けそうえ
しおう せくうゃっさしうすっす. ¨しゃっく 

ょけぉさう たうきうちう, けぉぇつっ, しこけ
さっょ [せあぇ ╅っおけゃぇ, かぇぉけさぇ
すけさううすっ うきぇかう くせあょぇ う けす 
ょけぉさう けさゅぇくういぇすけさう, ょけさう 
- ゃないこうすぇすっかう くぇ おぇょさうすっ. 
╉ぇすけ すぇおぇゃぇ すは こけきくう ╋ぇ
さうは ┿ぉさぇてっゃぇ, くぇつぇかくうお 
しきはくぇ, くけしうすっか くぇ ╆かぇすっく 
けさょっく くぇ すさせょぇ. 〈は さなおけ
ゃけょっかぇ あっくうすっ, おけうすけ てう
っかう すけさぉうつおう いぇ ぉぇさせすぇ ゃ 
きうくうすっ - ゃしはおぇ さぇぉけすぇ ゃ 
けこぇしくうすっ こさけういゃけょしすゃぇ くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ っ けすゅけゃけさ
くぇ, おぇすっゅけさうつくぇ っ ╅っおけゃぇ. 
〈せお, けしゃっく, つっ しっ ういこさけぉ
ゃぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ ゃしはおぇ 
こさぇすおぇ くけゃう きぇすっさうぇかう, 
ゃかぇゅぇくう ゃ こさけういゃけょしすゃけ
すけ, くけゃうはす ゅかうちっさうく, ぇくぇ
かういうさぇす しっ こさけういゃっょっくうはす 
ぉぇさせす, ちはかぇすぇ きっあょうくくぇ う 
ゅけすけゃぇ こさけょせおちうは, しっ う さぇ
ぉけすう ょっくけくけとくけ - くぇ すさう 
しきっくう. ╇きっくくけ すぇいう けす
ゅけゃけさくけしす こさぇゃう けす ぇさしっ
くぇかちう しっさうけいくう たうきうちう, 
せぉっあょぇゃぇ しっ ゃ こさぇおすうおぇすぇ 
╅っおけゃぇ. ╉ぇすけ さなおけゃけょう
すっか すは けしけぉっくけ しっ こさうすっし
くはゃぇかぇ こさう さぇぉけすぇすぇ くぇ 
くけとくうすっ しきっくう, くけ - しかぇ
ゃぇ ╀けゅせ, こさっい ゅけょうくうすっ くっ 

しすぇくぇか くうすけ っょうく うくちうょっくす 
ゃ かぇぉけさぇすけさううすっ.  [ぇぉけすう 
しっ こけ させしおう しすぇくょぇさす, おけえすけ 
ゅぇさぇくすうさぇ おぇつっしすゃけすけ う ぉっい
けこぇしくけしすすぇ. ╉けゅぇすけ こけつゃぇす 
ょぇ こさうしすうゅぇす くぇ さぇぉけすぇ ゃない
こうすぇくうちうすっ くぇ ╃うきうすさけゃ
ゅさぇょしおうは すったくうおせき, ╅っおけゃぇ 
っ ゃっつっ しこけおけえくぇ いぇ こさけそっ
しうけくぇかういきぇ くぇ かぇぉけさぇくすう
すっ. ╃ぇあっ いぇきうしかは ぉかぇゅけょぇさ
しすゃっくぇ しさっとぇ し ょうさっおすけさぇ 
くぇ せつうかうとっすけ - ゅ-あぇ [うしおけ
ゃぇ う しなあぇかはゃぇ, つっ くっ しぇ は 
けしなとっしすゃうかう... ”╉ぇすけ すったっく 

くぇつぇかくうお, きけきうつっすぇすぇ きっ 
しかせてぇたぇ, うきぇてっ すぇかぇくすかうゃう 
たうきうちう, きくけゅけ けす すはた ぉはたぇ 
し こさけすっおちうう, すぇ うきぇた しかせ
つぇう ょぇ きっ ゃうおぇす ゃ こぇさすうえ
くうは おけきうすっす, ぇおけ いぇしっゅくぇ 
くはおけは, くはおけう うきぇたぇ しおかけく
くけしす ょぇ しないょぇゃぇす おけくそかう
おすう, くけ せしこはゃぇた ょぇ すせてうさぇき 
くぇこさっあっくうっすけ...”, しこけきくは しう 
さなおけゃけょうすっかおぇすぇ くぇ かぇぉけ
さぇすけさうはすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 3. ╁しっ え 
こさぇゃっかう いぇぉっかっあおう, つっ しう 
うきぇ かのぉうきちう. ¨しくけゃくけ, ╅っ
おけゃぇ しう しこけきくは, つっ うきぇ こさけ
ぉかっきう いぇさぇょう しすさけゅけしすすぇ しう 
こさう さぇいょぇゃぇくっすけ くぇ さぇいさは
ょうすっ いぇ こさけそっしうけくぇかういなき, 
けす おけうすけ いぇゃうしう う いぇこかぇすぇ
すぇ くぇ かぇぉけさぇくすうすっ. ]なとうはす 
さけょ くっこさうはすくけしすう うきぇ う ゃ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 『っくすさぇか
くぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは, おなょっすけ 
しかっょ けとっ 17 ゅけょうくう さぇぉけすぇ 
╅っおけゃぇ しっ こっくしうけくうさぇ. 〈ぇき 
いぇゃぇさゃぇ おぇょさうすっ, しないょぇょっ
くう けす うくあ. ╂っさきぇく ╉なくつっゃ, 
いぇゃなさてうか ゃ ╆ぇゅさっぉ, しさっとぇ 
しっ し ‶っくおぇ 』ぇおなさけゃぇ, しない
ょぇすっか くぇ ]こっおすさぇかくぇすぇ かぇ
ぉけさぇすけさうは. /[ぇぉけすぇすぇ しなし 
]こっおすさけゅさぇそぇ せかっしくうかぇ 
たうきうちうすっ/. ]っゅぇ, ゃ ょくって

くけ ゃさっきっ, けとっ こけ-かっしくけ しっ 
さぇぉけすう, いくぇっ ╅っおけゃぇ, おけはすけ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ うくそけさ
きうさぇ いぇ おけかっゅうすっ しう ゃ „┿さ
しっくぇか”. 〈せお すは くっこさっきっくくけ 
うしおぇ ょぇ けすぉっかっあう う こさうくけしぇ 
くぇ おけかっあおぇすぇ しう ╂さぇきぇすう
おけゃぇ, さなおけゃけょうすっか くぇ ]こっお
すさぇかくぇ かぇぉけさぇすけさうは, いぇさぇょう 
くっえくぇすぇ しすさけゅけしす こさう しこぇい
ゃぇくっ くぇ すったくけかけゅうはすぇ, さっょぇ 
う ょうしちうこかうくぇすぇ. ′っこさっきっく
くけ けすぉっかはいゃぇ う さぇぉけすぇすぇ くぇ 
うくあ. ╅ぇくぇ 『けくっゃぇ, いぇさぇょう 
くっえくぇすぇ しおさけきくけしす う ゃぇあ
くけしすすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ いぇ ゃなゃっあ
ょぇくっ くぇ くけゃう きっすけょうおう, おけは
すけ すは くぇゃさっきっすけ さなおけゃけょう. 
╁ 『っくすさぇかくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは 
こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ╅っおけゃぇ は 
さなおけゃけょう, うきぇ けとっ  ゅさせこぇ いぇ 

ぇくぇかうい くぇ きっすぇかう う ゅさせこぇ いぇ 
ぇくぇかうい くぇ かぇおけゃっ, ぉけう...

╁ „┿さしっくぇか” ょぇあっ
おぇくぇこなす しっ ぇくぇかういうさぇ 

たうきうつっしおう               

′はきぇ おぇお うくぇつっ - しこっちうぇか
くけすけ こさけういゃけょしすゃけ ういうしおゃぇ 
ぇくぇかうい くぇ ゃしうつおう きっすぇかう, 
おけうすけ ゃかういぇす おぇすけ ょけしすぇゃ
おう – けす しすけきぇくぇすぇ, ぉっい おけはすけ 
くはきぇ おぇつっしすゃっく „╉ぇかぇてくう
おけゃ”, こさっい しさっぉさけすけ, ちうくおぇ, 
くうおっかぇ, たさけきぇ... [なおけゃけょう
すっかはす くぇ ぇくぇかういぇすけさうすっ くぇ 
きっすぇかうすっ っ ╉ぇすは ╄くっゃぇ. ╃させ
ゅぇ ゅさせこぇ ぇくぇかういうさぇ ぉけうすっ, 
かぇおけゃっすっ, こかぇすけゃっすっ, ょけさう 
おぇくぇこぇ...
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くけしすうすっ くぇ たうきうお - さなおけゃけ
ょうすっか ゃ けさなあっえくけ う ゃいさうゃけ
けこぇしくけ こさけういゃけょしすゃけ, [せあぇ 
╅っおけゃぇ くっ けしすぇゃぇ くっいぇぉっかは
いぇくぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ. ╇きぇ 
ゃうしけおう くぇゅさぇょう, ちっくっくう こさっい 
けくけゃぇ ゃさっきっ, おけゅぇすけ きけさぇか
くうすっ けすかうつうは いくぇつったぇ くっとけ 
きくけゅけ. ╅っおけゃぇ し ういゃっしすくけ 
くっせょけぉしすゃけ けすぉっかはいゃぇ そぇ
おすぇ, つっ うきぇ ぉさけくいけゃ う いかぇすっく 

けさょっく くぇ すさせょぇ. 〈うこうつくけ いぇ 
けくけゃぇ ゃさっきっ, すは しっ いぇくうきぇ
ゃぇかぇ う し ょさせゅう くっとぇ - ういこうす
ゃぇかぇ さぇぉけすくうちうすっ けす ‶〉『-ぇ, 
ょなかゅう  ゅけょうくう っ いぇゃっあょぇかぇ 
う ╂さぇあょぇくしおぇすぇ けすぉさぇくぇ くぇ 
ちっかうは „┿さしっくぇか” - けすゅけゃぇさは
かぇ いぇ さぇょうぇちうけくくぇすぇ う たう
きうつっしおぇすぇ いぇとうすぇ. ╇きっくくけ ゃ 
すけゃぇ え おぇつっしすゃけ, いぇさぇょう ょけ
ぉさっ しゃなさてっくぇ さぇぉけすぇ, は こさぇ
とぇす くぇ っおしおせさいうは ゃ ╋けしおゃぇ, 
╊っくうくゅさぇょ う ╁けかゅけゅさぇょ.
╇くぇつっ - っおしおせさいううすっ うい 

╀なかゅぇさうは, おぇおすけ う さぇいたけょ
おうすっ ゃ こさうさけょぇすぇ, さなおけゃけ
ょうすっかはす くぇ たうきうつっしおぇ かぇぉけ
さぇすけさうは けさゅぇくういうさぇ つっしすけ 
いぇ おけかっゅうすっ しう. ╁ ぇかぉせきぇ しなし 
しくうきおう うきぇ おせこうとぇ しこけきっくう 
けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. 『っくくう しぇ 
う かうつくうすっ しこけきっくう けす ゅけかは
きけすけ しっきっえしすゃけ - しっしすさぇすぇ - 
させしおう そうかけかけゅ, ょけゃっょっくうはす 
ぉさぇす ╀けゅょぇく ╀けゅょぇくけゃ, こさけ
つせす けこっさっく こっゃっち, こぇさすくう
さぇか ゃ つせあぉうくぇ くぇ ╂っくぇ ╃う
きうすさけゃぇ... ]こけきっくうすっ ょくっし, 
おぇすけ いぇ きくけゅけ こっくしうけくっさう, 
しぇ ゃぇあくけ くっとけ いぇ [せあぇ ╅っ
おけゃぇ, くけ くっ っょうくしすゃっくけすけ. ] 
っくっさゅうつくけしす, くっこさうしなとぇ いぇ 
ゃないさぇしすすぇ しう, こさったゃなさかうかぇ 
くぇしおけさけ 80-すっ, すは となおぇ うい 
ょゃせおぇすくぇすぇ おなとぇ ゃ 【うこおぇ, 
けすおなょっすけ しっ ゃうあょぇ ちはかぇすぇ 
こさっかっしす くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇ
おうえしおうすっ ちぇさっ. 》うきうお ╅っおけ
ゃぇ あうゃっっ ぇおすうゃくけ. ‶さっおぇさゃぇ 
きくけゅけ つぇしけゃっ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ. 
‶けしさっとぇ う ういこさぇとぇ とっさおぇ
すぇ, せしすぇくけゃうかぇ しっ ゃなゃ ╁うっくぇ; 
つぇおぇ ゃくせおぇ う こさうはすっかおぇすぇ 
きせ, さっきけくすうさぇ ょけきぇ... ‶さぇ
ゃう ゃしうつおけ すけゃぇ こさっょ こけゅかっょぇ 
くぇ ぉぇとぇ しう ╃うきうすなさ, つうえすけ 
つっさくけ-ぉはか こけさすさっす うきぇ しこっ
ちうぇかくけ きはしすけ ゃ ょくっゃくぇすぇ.  
′ぇ 81 ゅけょうくう ╅っおけゃぇ こさけ
ょなかあぇゃぇ ょぇ すなさしう „たうきういきぇ” 
ゃなゃ ゃしうつおけ: ゃ さぇぉけすぇすぇ; ゃ 
けすくけてっくうはすぇ きっあょせ たけさぇ
すぇ, つううすけ たぇさぇおすっさう けぉうつぇ 
ょぇ こさっきうしかは; ゃ さぇょけしすすぇ くぇ 
ょっすしすゃけすけ... ”╇いさぇしくぇかぇ しなき 
ゃ くぇそすぇすぇ.”, おぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう 
[せあぇ ╅っおけゃぇ こさう こけさっょくうは 
しこけきっく いぇ ぉぇとぇ しう う ]すぇえくけ
ゃぇすぇ そぇぉさうおぇ...
‶さうくけしなす しう おぇすけ さなおけゃけ

ょうすっか ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな
あっえくうちぇ ょくっし すは ゃうあょぇ ゃ 
ういょうゅぇくっすけ ぇゃすけさうすっすぇ くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは, 
ょけぉさっ こけいくぇすぇ う しさっょ おけかっ
ゅうすっ けす ょさせゅうすっ こさっょこさうはすうは 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ╇ けとっ: „〈せお しっ 
ぇくぇかういうさぇす しすぇくょぇさすくう けぉ
さぇいちう, こけ おけうすけ こけしかっ しっ 
くぇしすさけえゃぇす こさうぉけさうすっ いぇ ちは
かけすけ こさけういゃけょしすゃけ”, こけょつっさ
すぇゃぇ ゅけかはきぇすぇ けすゅけゃけさくけしす 
いぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ ちっかうは „┿さしっ
くぇか” たうきうお ╅っおけゃぇ.
╉けかおけすけ ょけ おけかっあおうすっ, おけう

すけ さなおけゃけょう, ╅っおけゃぇ おぇいゃぇ 
こさけしすけ: ”¨ぉうつぇた ゅう: こけしかせて
くう, さぇぉけすかうゃう, けすゅけゃけさ
くう!”.  ╅っくぇ - ╉けいうさけゅ, くっ っ 
いぇ せつせょゃぇくっ, つっ こけしかっょくぇすぇ 
おくうゅぇ, おけはすけ くぇしおけさけ こさけつう
すぇ ╅っおけゃぇ, っ „]かぇぉけしすうすっ くぇ 
しうかくぇすぇ あっくぇ”...
╅っくしおうすっ しなょぉう ゃうくぇゅう しぇ 

は ゃなかくせゃぇかう, きけあっ ぉう いぇすけ
ゃぇ すは おぇいゃぇ, つっ しっ っ けこうすゃぇかぇ 
ょぇ ゃくうおくっ ゃ ょせてうすっ くぇ ゃしはおぇ 
かぇぉけさぇくすおぇ, ょぇ ゅう けこけいくぇっ 
おぇすけ たけさぇ... 》けさぇ, し おけうすけ こけ 
ゃけかはすぇ くぇ しなょぉぇすぇ [せあぇ ╅っ
おけゃぇ しぉなょゃぇ しゃけはすぇ ょっすしおぇ 
きっつすぇ. ╁ „┿さしっくぇか”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 
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Киликчиева с колеги

[せあぇ ╅っおけゃぇ 17 ゅけょうくう っ さなおけゃけょうすっか くぇ 》うきうつっしおぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは ゃ ╆ぇゃけょ 3, けとっ 
すけかおけゃぇ さなおけゃけょう う 『っくすさぇかくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは くぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇすけゃぇ っ ぇぉしけかのすくけ 
しうゅせさくぇ, つっ ぉっい たうきうちうすっ しう おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ くっ ぉう きけゅかぇ ょぇ ぉなょっ すけゃぇ, 
おけっすけ っ. ]うゅせさくぇ っ けとっ, つっ すったくうすっ うきっくぇ しかっょゃぇ ょぇ しっ いくぇはす, けしけぉっくけ うきっくぇすぇ くぇ 
こなさゃけこさけたけょちうすっ, おけうすけ こけかぇゅぇす くぇつぇかけすけ くぇ すったくけかけゅううすっ, こけかいゃぇくう う ょくっし, おけうすけ 
けぉせつぇゃぇす こなさゃうすっ おぇょさう, いぇょぇかう こさぇゃうかぇすぇ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ, しすなこおうすっ, おけうすけ かぇ
ぉけさぇくすうすっ う しこっちうぇかうしすうすっ いぇょなかあうすっかくけ しかっょゃぇす, いぇ ょぇ ぉなょっ ゃしうつおけ くぇさっょ くっ しぇきけ 
し ういこうすぇくうはすぇ くぇ きぇすっさうぇかうすっ, し おけうすけ さぇぉけすう „┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ うきぇ おぇつっしすゃっくぇ こさけ
ょせおちうは, くけ う し たけさぇすぇ, つうはすけ ぉっいけこぇしくけしす こさう さぇぉけすぇ しっ ゅぇさぇくすうさぇ っょうくしすゃっくけ こさう 
すけつくけ しかっょっくっ う ょなさあぇくっ こけょ おけくすさけか くぇ こぇさぇきっすさうすっ くぇ けこぇしくうすっ ゃっとっしすゃぇ, ゃかぇゅぇ
くう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ. ╉けっすけ いくぇつう - いぇかぇゅぇくっ くぇ しすぇくょぇさすう う しこぇいゃぇくっ くぇ しすぇくょぇさすう. 
╉けっすけ いくぇつう - すけつくぇ う ぉっいこけゅさってくぇ さぇぉけすぇ ゃ たうきうつっしおうすっ かぇぉけさぇすけさうう.
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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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『ときあ ╋かさそうあ
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》しあすかせ ╉とにてかう
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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

╇『ぇぁ¨｠╅ 〉╅╈『╅╉¨【╊
„¨′《╆『╊【╅【╊] 〉╅ ╈《╉¨〉╅【╅“ 

„[╅′╅〉]ぇぃ[¨ 《╅′¨』” 
╈『╅╉っ【 ╇ ¨′【《ぁ〉《【《

〈かにあせそてかにせけさとすひて てひちつけ たそすそは
そて つうそけてか とつたかしけ うひくたけてあせけぬけ
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ
つてち. 4

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

╇きっ:

╉さぇしうきうさ ′うおけかけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 
4/150, くぇしすさけえつうお

╂けょうくう: 30

╆けょうは: ]おけさこうけく

》けぉう:

╊けゃ う さうぉけかけゃ

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ? 

- [ぇいつうすぇき くぇ しっきっえ-
しすゃけすけ しう.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- 》けさぇすぇ, おけうすけ きっ 
こけいくぇゃぇす くぇえ-ょけぉさっ.

¨くそいちかてあてかしけてか  せあ ｠けおちそすあのけせあ つ うひてちかのせそ くあぬかたうあせか つてあせあにあ 
せそつけてかしけ せあ たちけくあ う さあてかえそちけみ „〈あのけせそつてちそかせか け つてちそけてかしつてうそ“

╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ ‶ぇすっくすくけすけ ゃっょけきしすゃけ, しなゃきっしすくけ し 
╋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, けすかうつう くぇえ-ょけぉさうすっ 

ぉなかゅぇさしおう こけしすうあっくうは う ういけぉさっすっくうは, おぇおすけ う うくけゃぇすけさう-
すっ くぇ ゅけょうくぇすぇ - せつっくう, うくあっくっさう, しこっちうぇかうしすう ゃ さぇいかうつくう 
けぉかぇしすう.  
╆ぇ こなさゃう こなす すぇいう ゅけょうくぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ おぇくょうょぇすしすゃぇ いぇ 

ゃこうしゃぇくっ ゃ ╆かぇすくぇすぇ おくうゅぇ くぇ ういけぉさっすっくうはすぇ し うきっくぇすぇ くぇ 
こっすうきぇ しゃけう ういけぉさっすぇすっかう う すったくうすっ ういょっかうは.
〈けゃぇ ぉはたぇ: ′うおけかぇえ ╉なくっゃ - ゅか. おけくしすさせおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 1, 

′うおけかぇえ ╉せちぇさけゃ - しこっちうぇかうしす ゃ ╆ぇゃけょ 5, ‶ぇくぇえけす 》さうしすけゃ, 
╇かうはく ╋うかぇょうくけゃ う ╀けさうし ╀けさうしけゃ けす ╆ぇゃけょ 0. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, 

くうすけ っょうく けす すはた くっ せしこは ょぇ 
しっ おかぇしうさぇ いぇ そうくぇかぇ う ょぇ 
いぇこうてっ うきっすけ しう ゃ ╆かぇすくぇ-
すぇ おくうゅぇ くぇ くぇえ-いくぇつうきうすっ 
いぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは 
ういけぉさっすっくうは, くけ しぇきけ こけ 
しっぉっ しう こなさゃけすけ ぇさしっくぇか-
しおけ せつぇしすうっ くぇ すぇおけゃぇ くうゃけ 
っ こけゃけょ いぇ ゅけさょけしす. ¨しすぇゃぇ 
ぇきぉうちうはすぇ う きくけゅけすけ さぇぉけ-
すぇ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 
′ぇ すなさあっしすゃっくぇ ちっさっきけ-

くうは こさっょう ょくう ゃ ]けそうは, ゃ 
こさうしなしすゃうっすけ くぇ こさっょしっ-
ょぇすっかは くぇ ╄ゃさけこっえしおけすけ 
こぇすっくすくけ ゃっょけきしすゃけ ╀っくけぇ 
╀ぇすうしすっかう, さなおけゃけょうすっかはす 
くぇ ‶ぇすっくすくけすけ ゃっょけきしすゃけ ゃ 
╀なかゅぇさうは こさけそ. ╉ぇきっく ╁っ-
しっかうくけゃ, くぇ きうくうしすなさぇ くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ, くぇせおぇすぇ う 
きかぇょっあすぇ こさけそ. ]っさゅっえ ╇ゅ-
くぇすけゃ う きうくうしすなさぇ くぇ うおけ-
くけきうおぇすぇ ╃っかはく ╃けぉさっゃ, 
ぉはたぇ けぉはゃっくう ういけぉさっすっくう-
はすぇ ゃ さぇいかうつくう けぉかぇしすう いぇ 
2012 ゅけょうくぇ う すったくうすっ くけ-
しうすっかう.

] ういかけあぉぇすぇ „]うかぇすぇ くぇ きけ-
かうすゃぇすぇ - くけゃぇ おぇかうゅさぇ-

そうは” くぇ はこけくしおうは たせょけあくうお 
╉うたぇつうさけ ′うてうせさぇ う おけくちっさす 
くぇ ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか” ぉはたぇ 
けすぉっかはいぇくう ╃くうすっ くぇ はこけくしおぇすぇ 
おせかすせさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇くうちうぇすう-
ゃぇすぇ いぇ すけゃぇ っ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, ゃないくうおくぇかぇ こけ ゃさっきっ 

くぇ くっけすょぇゃくぇてくけすけ え ゅけしすせゃぇ-
くっ ゃ ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ 
しかなくちっ, おぇおすけ う くぇ ┿しけちうぇちう-
はすぇ いぇ こさうはすっかしすゃけ „╉ぇいぇくかなお-
ぅこけくうは”. ╉ぇいぇくかなておぇすぇ こさけはゃぇ 
ぉっ ゃこうしぇくぇ おぇすけ つぇしす けす ╃くうすっ 
くぇ はこけくしおぇすぇ おせかすせさぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは, けさゅぇくういうさぇくう けす はこけくしおけ-
すけ こけしけかしすゃけ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 

22 ゅけょうくう.
‶さう ういおかのつうすっかっく 

うくすっさっし けす しすさぇくぇ くぇ 
おぇいぇくかなつぇくう  はこけく-
しおうはす きぇえしすけさ くぇ 
つっすおぇすぇ ょっきけくしすさうさぇ 
おぇかうゅさぇそしおぇ すったくうおぇ 
こさっょ せつっくうちう けす ′ぇ-
ちうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
こけ こかぇしすうつくう ういおせ-
しすゃぇ う ょういぇえく „┿おぇょ. 
╃っつおけ 〉いせくけゃ”. ┿ゃすけ-
さなす っ ういゃっしすっく う おぇすけ 
きぇえしすけさ くぇ つぇっくぇ ちっ-
さっきけくうは, うおっぉぇくぇ う 
ういおせしすゃけすけ いぇ こけょくぇ-
しはくっ くぇ ぇさけきぇすう おけょけ. 
]なぉうすうっすけ せゃぇあう 

ゃさっきっくくけ ういこなかくは-
ゃぇとうはす ょかなあくけしすすぇ 
こけしかぇくうお くぇ ぅこけくうは 
ゃ ╀なかゅぇさうは ゅ-く 〈けてうけ 
]せゅうせさぇ, おせかすせさくう-
はす ぇすぇてっ ┿は ¨すぇおう, 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ 
¨ぉ] ′うおけかぇえ ╆かぇすぇ-
くけゃ, ぉうゃてうはす おきっす くぇ 
けぉとうくぇすぇ ]すっそぇく ╃ぇ-
きはくけゃ.

〈ぇおぇ しっ くぇさうつぇ 
くけゃうはす こぇさお 

ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけえすけ  
とっ ぉなょっ くぇこなかくけ 
いぇゃなさてっく こさっい くけ-
っきゃさう. 
〈けえ しっ ういゅさぇあ-

ょぇ しなし しさっょしすゃぇ 
けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
おぇきこぇくうは „╆ぇ つうし-
すぇ けおけかくぇ しさっょぇ“ 
おなき ╋¨]╁ う こぇさう 
くぇ けぉとうくぇすぇ. ‶ぇさ-
おなす しっ こさけしすうさぇ くぇ 
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╅さそ つたちかてか おあ たとのけてか せあ 40 えそおけせけ, たちそおひしきけてかしせそつててあ せあ きけうそてあ うけ 

はか せあちあつせか つ おかうかて えそおけせけ, つたそちかお とねかせけてか
》けさぇすぇ せゃっかうつぇゃぇす すっゅかけ-

すけ しう くぇえ-ゃっつっ こさっい こなさ-
ゃうすっ すさう きっしっちぇ, しかっょ おぇすけ しぇ 
けすおぇいぇかう ちうゅぇさうすっ, しけつぇす さっ-
いせかすぇすうすっ けす こけしかっょくけ くぇせつ-
くけ ういしかっょゃぇくっ, こせぉかうおせゃぇくけ ゃ 
こさっしすうあくけ ぉさうすぇくしおけ きっょうちうく-
しおけ しこうしぇくうっ.
╀かぇゅけすゃけさくうはす っそっおす いぇ いょさぇ-

ゃっすけ, けぉぇつっ, っ いくぇつうすっかくけ こけ-
ゅけかはき ゃ しさぇゃくっくうっ し くはおけかおけすけ 
おうかけゅさぇきぇ ゃ こけゃっつっ, ういすなおゃぇす 
しこっちうぇかうしすうすっ.
╉ぇすけ ぇくぇかういうさぇかう さっいせかすぇ-

すうすっ けす 62 こさけせつゃぇくうは こけ すけいう 
ゃなこさけし, そさっくしおう う ぉさうすぇくしおう 
せつっくう いぇおかのつうかう, つっ すっゅかけすけ 
くぇさぇしすゃぇ しさっょくけ し 4-5 おゅ っょくぇ 
ゅけょうくぇ しかっょ けすおぇいゃぇくっすけ けす ちう-
ゅぇさうすっ. 

╁しうつおう ゃないきけあくう
くっゅなさしおう ぉっょう.

[けょっくぇ っ こさっい 1867 ゅ. ゃ 
]┿】. [けょうすっかうすっ え, ぉうゃてう 
さけぉう, せきうさぇす けす あなかすぇ すさっし-
おぇ, おけゅぇすけ ]ぇさぇ っ くぇ 6 ゅけょう-
くう. ]かっょ しきなさすすぇ うき ]ぇさぇ 
う こけ-ゅけかはきぇすぇ え しっしすさぇ しう 
ういおぇさゃぇす たかはぉぇ くぇ いぇたぇさくぇ-
すぇ すさなしすうおぇ. 14-ゅけょうてくぇすぇ 
]ぇさぇ しっ けきなあゃぇ いぇ っょうく けゅ-
さけきっく くっゅなさ, きくけゅけ こけ-ゃない-
さぇしすっく けす くっは – こさけしすけ, いぇ ょぇ 
うきぇ こけおさうゃ くぇょ ゅかぇゃぇすぇ しう. 
′ぇ 19 ゅけょうくう さぇあょぇ ょなとっさは, 
ぇ こさっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 
しなこさせゅなす え せきうさぇ. ]かっょ すけゃぇ 
]ぇさぇ ╀さぇょかう さぇぉけすう 18 ゅけょう-
くう おぇすけ こっさぇつおぇ, おぇすけ しなゃ-
きっしすはゃぇ ゃっつっさくけすけ せつうかうとっ 
う ゅさうあうすっ いぇ ょなとっさは しう.

‶さけゃうょっくうっすけ.
╉けゅぇすけ っ くぇ 36 ゅ., おけしぇすぇ くぇ 

]ぇさぇ いぇこけつゃぇ しすさっきうすっかくけ ょぇ 
けさっょはゃぇ. ′っ こけきぇゅぇかう くうおぇお-
ゃう きぇいうかぇ, くうおぇおゃう きぇしぇあう. 
╇ おけゅぇすけ ぉうかぇ くぇ ゅさぇくうちぇ-
すぇ くぇ けすつぇはくうっすけ, しなくせゃぇかぇ 
しなく – ゃ すけいう しなく すは ゃうょはかぇ 
さっちっこすぇすぇ くぇ つせょけょっえくけすけ 
しさっょしすゃけ いぇ さぇしすっあ くぇ おけしぇ. 
] こけきけとすぇ くぇ すけゃぇ しさっょしすゃけ 
すは せしこはかぇ くっ しぇきけ ょぇ こけょけ-
ぉさう こかぇつっゃくけすけ しなしすけはくうっ 
くぇ しけぉしすゃっくぇすぇ しう おけしぇ, くけ 
せしこはかぇ う ょぇ いぇこけつくっ ぉういくっし, 
ゃっょくぇゅぇ - せしこってっく.      

╇いけぉさっすっくうっすけ.
]ぇさぇ しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ╃っく-

ゃなさ, おなょっすけ しっ いぇたゃぇとぇ し 
さぇいこさけしすさぇくはゃぇくっすけ くぇ こぇ-

くぇちっはすぇ. ╇ すせお おなしきっすなす え 
こさけさぇぉけすゃぇ – こさっい 1906 ゅ. すは 
しっ けきなあゃぇ いぇ 』ぇさかい 〉けおなさ, 
おけえすけ さぇぉけすう ゃなゃ ゃっしすくうお う 
こけきぇゅぇ くぇ あっくぇ しう ょぇ さっお-
かぇきうさぇ くけゃけすけ しさっょしすゃけ いぇ 
さぇしすっあ くぇ おけしぇ. ╋くけゅけ しおけさけ 
]ぇさぇ 〉けおなさ こけかせつぇゃぇ おぇすけ つっ 
かう うょっは しゃうてっ う すは ういきうし-
かうかぇ けくけゃぇ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ おけっすけ しっ こさけつせゃぇ ゃ ちはかぇ 
┿きっさうおぇ – ういきうしかは しさっょ-
しすゃけすけ いぇ ういこさぇゃはくっ くぇ おなょ-
さぇゃうすっ くっゅなさしおう おけしう. ]うし-
すっきぇすぇ え ゃおかのつゃぇ しさっょしすゃけ 
いぇ  けきっおけすはゃぇくっ くぇ おけしぇすぇ う 
しこっちうぇかっく しすけきぇくっく ゅさっぉっく 
いぇ くっえくけすけ ういこさぇゃはくっ. 〈ぇおぇ 
つっさくうすっ あっくう うきぇかう ゃっつっ 
ゃないきけあくけしすすぇ  ょぇ しう こさぇゃはす 
こさうつっしおう おぇすけ くぇ ぉっかうすっ. 
]こけさっょ ]ぇさぇ, さぇゃっくしすゃけすけ ゃ 
すけゃぇ けすくけてっくうっ くぇしすなこうかけ: 
ぉっかうすっ あっくう きけゅぇす ょぇ くぇゃう-
ゃぇす  おけしうすっ しう, ぇ つっさくうすっ ょぇ 
ゅう さぇいゃうゃぇす.  

′けゃぇ そうかけしけそうは
くぇ あうゃけす.

╁ くぇつぇかけすけ ]ぇさぇ 〉けおなさ さぇい-
こさけしすさぇくはゃぇかぇ しゃけっすけ こさうし-
こけしけぉかっくうっ しぇきぇ, けぉうおぇかはえ-
おう おゃぇさすぇかうすっ くぇ つっさくうすっ う 
ょっきけくしすさうさぇえおう  ういけぉさっすっ-
くうっすけ しう くぇ きはしすけ. ′け おけゅぇすけ 
ぇょさっしくうはす きぇさおっすうくゅ ょけおぇ-
いぇか しゃけはすぇ っそっおすうゃくけしす, すは 
しないょぇかぇ きさっあぇ けす ぇゅっくすおう. 
╆ぇ すなきくけおけあうすっ あっくう すぇいう 
ょっえくけしす ぉうかぇ うしすうくしおぇ くぇ-
たけょおぇ, すなえ おぇすけ すっ さぇぉけすっ-
かう おぇすけ こっさぇつおう, きうはつおう  う 

おぇすけ しかせゅうくう. 〈っ くっ こさけしすけ 
こさけょぇゃぇかう こさうしこけしけぉかっくうっ-
すけ いぇ ういこさぇゃはくっ くぇ おけしう, すっ 
こさけょぇゃぇかう ちはかぇ っょくぇ くけゃぇ 
そうかけしけそうは くぇ あうゃけす – くっ 
こさけしすけ ゅさうあぇ いぇ おけしぇすぇ, くけ う 
しさっょしすゃけ いぇ こさうゃかっおぇすっかくけしす 
う つぇさ いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ しけ-
ちうぇかくうは うきうょあ くぇ あっくしおぇすぇ 
こけかけゃうくぇ けす つっさくぇすぇ さぇしぇ. 
『っくくけ ぉうかけ う すけゃぇ, つっ せさっょなす 
くぇ 〉けおなさ くっ くぇこせしおぇか  こさっょっ-
かうすっ くぇ こさういくぇすけすけ けす ゃしうつおう 
くっしぇきけしすけはすっかくけ ょさせあっしすゃけ 
– けす ゅかぇゃぇすぇ くぇ おけきこぇくうはすぇ 
ょけ こけすさっぉうすっかは, けす ょうさっおすけ-
さぇ くぇ おけかっあぇ ょけ こけしかっょくぇすぇ 
しすせょっくすおぇ – すけゃぇ ぉうかう ゃしっ 
ちゃっすくけおけあう ょぇきう.  

╇しすうくしおぇ いかぇすくぇ あうかぇ. 
╁しうつおけ すけゃぇ さぇぉけすっかけ いぇ こけ-

こせかはさくけしすすぇ くぇ おけきこぇくうはすぇ 
う そうさきぇすぇ くぇ 〉けおなさ ぉなさいけ 
しっ さぇいさぇしすくぇかぇ. ╁ ╇くょうぇくぇ-
こけかうし ]ぇさぇ こけしすさけはゃぇ かぇ-
ぉけさぇすけさうは, そぇぉさうおぇ う くけゃけ 
せつうかうとっ こけ おけいきっすけかけゅうは. 
¨す 1911-すぇ ょけ 1919-すぇ ゅけょう-
くぇ おけきこぇくうはすぇ え ういおぇさゃぇ こけ 
100 たうかはょう ょけかぇさぇ ゅけょうてくけ. 
]ぇさぇ ゃっつっ こさうすっあぇゃぇかぇ こなか-
くうは ちうおなか いぇ さぇしすっあ くぇ おけしぇ 
う いぇ ゅさうあうすっ いぇ おけしぇすぇ しかっょ 
すけゃぇ, いぇ かっつっくうっ おけあぇすぇ くぇ 
ゅかぇゃぇすぇ, いぇ かうちっ う すはかけ, こけ-
きぇょう, ぉぇかしぇきう う す.く. – こなかくけ 
おけいきっすうつくけ けぉけさせょゃぇくっ. ′ぇっ-
かぇ ょうしすさうぉせすけさう ゃ ′の ╈けさお う 
ゃなゃ 《うかぇょっかそうは. ╁ くっえくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ さぇぉけすっかう っょゃぇ 15 
ょせてう, ぇ たうかはょう ぇゅっくすう- おけく-
しせかすぇくすう う しすうかうしすう  さぇいゃう-
ゃぇかう ょっえくけしす こけ ちはかぇ ┿きっさう-
おぇ う ういゃなく くっは.
╇しすうくしおうはす すさうせきそ くぇしすなこ-

ゃぇ ゃ ‶ぇさうあ, おけゅぇすけ くぇえ-こけ-
こせかはさくぇすぇ こっゃうちぇ くぇ 19 ゃっお  
╅けいっそうくぇ ╀っえおなさ しっ ゃない-
こけかいゃぇ けす せしかせゅうすっ くぇ ]ぇさぇ 
〉けおなさ.      
〈ぇおぇ いぇこけつゃぇ こけぉっょけくけしくけ-

すけ え てっしすゃうっ こけ ちっかうは しゃはす.  
╋なあなす くぇ ]ぇさぇ くっ ういょなさあぇ 

せしこったうすっ くぇ あっくぇ しう う すっ しっ 
さぇいゃっあょぇす. 〉しっすうかぇ しゃけぉけょぇ-
すぇ, ]ぇさぇ しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ′の 

〈は っ けかうちっすゃけさっ-
くうっ くぇ ぇきっさう-

おぇくしおぇすぇ きっつすぇ. 《うゅせさう-
さぇ ゃ おくうゅぇすぇ „[っおけさょうすっ 
くぇ ╂うくっし” おぇすけ こなさゃぇすぇ 
つっさくけおけあぇ きうかうけくっさ-
おぇ. ]ゃけうすっ きうかうけくう  くぇ-
すさせこゃぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
せさっょぇ いぇ ういこさぇゃはくっ くぇ 
おけしう. 〉けおなさ っ っょくぇ けす 
くぇちうけくぇかくうすっ ゅっさけうくう 
くぇ ┿きっさおぇ - しうきゃけか くぇ 
くっこけおけかっぉうきけすけ あっかぇ-
くうっ いぇ こけ-ょけぉなさ あうゃけす. 
╊うちっすけ え ょくっし っ ゃなさたせ 
ぇきっさうおぇくしおうすっ こけとっく-
しおう きぇさおう, ぉうけゅさぇそうはすぇ 
え しっ ういせつぇゃぇ ゃ ぇきっさう-
おぇくしおうすっ せつうかうとぇ.

╈けさお う いぇこけつゃぇ しすさけうすっか-
しすゃけすけ くぇ けゅさけきくぇ, うしすうくしおう 
きうかうけくっさしおぇ, ゃうかぇ ゃ しすうかぇ くぇ 
うすぇかうぇくしおうは [っくっしぇくし, ゃなさたせ 
こかけと けす ぉかういけ 5 ぇおさぇ いっきは. 
¨す すけゃぇ きはしすけ すは きけあっかぇ ょけ-
ぉさっ ょぇ ゃうあょぇ ぉかういおけすけ けあう-
ゃっくけ てけしっ う, おぇおすけ おぇいぇかぇ ゃ 
っょくけ うくすっさゃの, つっ すは きけあっ ょぇ 
ぉなょっ こさうきっさ いぇ すけゃぇ – ょけおな-
ょっ きけあっ ょぇ しすうゅくっ っょうく つけ-
ゃっお けす つっさくぇすぇ さぇしぇ: うきぇかぇ 
きさぇきけさくけ しすなかぉうとっ, ぉぇしっえく, 
ゃっかうおけかっこっく けさゅぇく う こけいかぇ-
すっくけ こうぇくけ, さうしせゃぇくう すぇゃぇくう 
う こけかうかっう – さなつくぇ ういさぇぉけす-
おぇ, うすぇかうぇくしおぇ ゅさぇょうくぇ...

′っ しぇきけ いぇ しっぉっ しう.
‶さっい 1916 ゅ. ぇゅっくすうすっ くぇ 

〉けおなさ しっ けぉっょうくはゃぇす ゃ ′ぇ-
ちうけくぇかくぇ ぇしけちうぇちうは くぇ おけい-
きっすけかけいうすっ し つかっくしおう ゃくけし けす 
25 ちっくすぇ くぇ きっしっち. ╋っしすくうすっ 
けさゅぇくういぇちうう しっ いぇくうきぇゃぇかう 
ゃ っょくぇおゃぇ しすっこっく う し ぉういくっし, 
う し こさけしゃっすぇ, う し ぉかぇゅけすゃけさう-
すっかくけしす.  
]ぇきぇすぇ ]ぇさぇ こさっい こけしかっょ-

くうすっ ゅけょうくう けす あうゃけすぇ しう 
しなとけ ぇおすうゃくけ しっ いぇくうきぇゃぇかぇ 
し こさけしゃっすぇ う ぉかぇゅけすゃけさうすっか-
くけしす. ╇きっくくけ すは こさっい 1915 ゅ. 
いぇこけつゃぇ こさけちっしぇ しさっとせ さぇしけ-
ゃぇすぇ ょうしおさうきぇくちうは ゃ すっぇすさう-
すっ くぇ ╇くょうぇくぇこけかうし. ╇きっくくけ 
すは ょなさあぇかぇ さっつ こさけすうゃ しっ-
ゅさっゅぇちうはすぇ こさっょ こさっいうょっく-
すぇ 〉うかしなく. ‶さぇゃっかぇ けゅさけきくう 
あっさすゃう ゃ こけかいぇ くぇ ′ぇちうけくぇか-
くぇすぇ ぇしけちうぇちうは いぇ こさけゅさっしぇ 
くぇ ちゃっすくけおけあけすけ くぇしっかっくうっ. 
‶けきぇゅぇかぇ し こぇさう くぇ ょっす-
しおう はしかう, こさうのすう, ちなさおゃう う 
せつっぉくう いぇゃっょっくうは, けしくけゃぇ-
かぇ ┿おぇょっきうは いぇ きけきうつっすぇ ゃ 
╆ぇこぇょくぇ ┿そさうおぇ. ╇ すぇおぇ けす-
おさうかぇ こなすは いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ 
しけぉしすゃっく ぉういくっし くぇ ゃしうつおう 
しゃけう さけょしすゃっくうちう. 
╇ くはきぇ くうとけ せょうゃうすっかくけ ゃ 

すけゃぇ, つっ ]ぇさぇ 〉けおなさ, おぇすけ うし-
すうくしおぇ くぇちうけくぇかくぇ ゅっさけうくは, 
けかうちっすゃけさはゃぇ おかぇしうつっしおぇすぇ 
ぇきっさうおぇくしおぇ きっつすぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

こかけと けす 4,5 ょっおぇさぇ う しっ くぇきうさぇ ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ 
ぉか.111 ゃ おゃ. ╇いすけお. 
╁っつっ しぇ ういゅさぇょっくう こけかうゃくぇすぇ しうしすっきぇ う けしゃっすかっくうっすけ くぇ こぇさ-

おぇ, こさっょしすけう こけしすぇゃはくっすけ くぇ ゃうょっけおぇきっさう.  
‶ぇさおなす さぇいこけかぇゅぇ し すさう ょっすしおう こかけとぇょおう, おぇすけ っょくぇ けす すはた っ 

いぇ きかぇょっあう. ╀っしっょおぇ, おぇすっさせておう う 15 こっえおう  ょけこなかゃぇす きはしすけすけ 
いぇ けすょうた. ╆ぇ おさぇしうゃうは ゃなくてっく ゃうょ くぇ こぇさおぇ ょけこさうくぇしはす う いぇしぇ-
ょっくうすっ ゃっつっ たさぇしすう う ちゃっすは. ‶さっょゃうあょぇ しっ いぇしぇあょぇくっ う くぇ てう-
さけおけかうしすくう う うゅかけかうしすくう ょなさゃっすぇ. ╆ぇ ゅさぇあょぇくうすっ けしすぇゃぇ しぇきけ 
ょぇ きせ しっ さぇょゃぇす う こぇいはす. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

╀なさい つぇしすうつっく さっきけくす くぇ こけおさうゃぇ くぇ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ, 
しすさけっくぇ こさっい 1945-すぇ ゅけょうくぇ う くけゃぇ けゅさぇょぇ けす 450 きっ-

すさぇ しぇ くぇえ-くっけすかけあくうすっ ょっえくけしすう, けす おけうすけ うきぇ くせあょぇ けゅ-
さけきくぇすぇ ぉぇいぇ くぇ せつうかうとっすけ. ╉けさこせしなす くぇ しすぇさぇすぇ ょゃせっすぇあ-
くぇ しゅさぇょぇ っ けす 3 110 おゃ き, こけおさうゃなす きせ すっつっ う いぇこかぇてゃぇ けす 
いかけこけかせおう せつうすっかう う せつっくうちう.

〈け しっ せゃっかうつぇゃぇ し 1,1 おゅ いぇ きっしっち, し 2,3 おゅ いぇ ょゃぇ きっしっちぇ, し 2,9 おゅ いぇ すさう きっしっちぇ, し 4,2 
おゅ いぇ こけかけゃうく ゅけょうくぇ う し 4,7 おゅ いぇ ゅけょうくぇ. 
‶さっょうてくう こせぉかうおぇちうう しゃなさいゃぇたぇ しこうさぇくっすけ くぇ こせてっくっすけ し こなかくっっくっ けす しさっょくけ 2,9 おゅ, 

ぉっい ょぇ しっ せすけつくはゃぇ いぇ おぇおなゃ しさけお.
                                          〈┿

8-きう くけっきゃさう  っ ┿さたぇくゅっかけゃょっく, くぇさう-
つぇく けとっ [ぇくゅっかけゃょっく. ‶さぇゃけしかぇゃくぇすぇ ちなさお-
ゃぇ こけつうすぇ ]ゃ. ┿さたぇくゅっか ╋うたぇうか.
¨しくけゃくぇすぇ くぇしけつっくけしす くぇ けぉうつぇうすっ こさっい 

すけいう ょっく, おぇおすけ う うきっすけ くぇ こさぇいくうおぇ, しっ けこ-
さっょっかはす けす ゃはさゃぇくっすけ, つっ ]ゃ. [ぇくゅっか っ っょうく 
けす てっしすうきぇすぇ ぉさぇすは-のくぇちう, くぇ おけゅけすけ こさう 
こけょはかぉぇすぇ くぇ しゃっすぇ しっ こぇょくぇかう きなさすゃうすっ. 
〈けえ ゃぇょう ょせてぇすぇ くぇ つけゃっおぇ う いぇすけゃぇ っ くぇさっ-
つっく ょせてっゃぇょくうお.
╁ きくけゅけ さぇえけくう くぇ しすさぇくぇすぇ くぇ すけいう ょっく しっ 

おけかう おせさぉぇく けす けゃつっ きっしけ いぇ しゃっすっちぇ, こさぇ-
ゃはす しっ けぉさっょくう たかはぉけゃっ, したけょくう し すっいう, おけう-
すけ しっ こさうゅけすゃはす いぇ こけゅさっぉっくうっ うかう こけきっく. 
] ┿さたぇくゅっかけゃょっく っ しゃなさいぇくぇ う っょくぇ けす 

くぇえ-ゅけかっきうすっ いぇょせてくうちう こさっい ゅけょうくぇすぇ. ′ぇ 
╆ぇょせてくうちぇ しっ こさぇゃう すなさあっしすゃっくぇ しかせあぉぇ ゃ 

ちなさおゃぇすぇ, しかっょ おけっすけ いぇこけつゃぇす ゅけしすせゃぇくうはすぇ 
せ うきっくくうちうすっ. ′ぇ きくけゅけ きっしすぇ しっ けさゅぇくういう-
さぇす う しなぉけさう. ╃っくはす っ ういゃっしすっく う おぇすけ こさぇい-
くうお くぇ きっしけすけ う きっしぇさうすっ.
]ゃ. ╋うたぇうか っ っょうく けす 7-すっ こなさゃっくしすゃせゃぇとう 

ぇくゅっかう, おけうすけ ゃうくぇゅう しすけはす こさっょ こさっしすけかぇ 
くぇ ╂けしこけょぇ. 〈けえ こさっょしすぇゃは ╀けあうっすけ しかけゃけ. 
╇いけぉさぇいはゃぇ しっ し おけこうっ ゃ さなおぇ, おぇすけ すなこつっ し 
おさぇおぇすぇ しう ょはゃけかぇ.
┿くゅっかうすっ しぇ こぇいうすっかう くぇ つけゃっておうは さけょ, 

ぇ ゃしっおう つけゃっお けとっ けす さぇあょぇくっすけ しう うきぇ こけ 
っょうく ぇくゅっか-こぇいうすっか.
╇きっくくうちう くぇ ┿さたぇくゅっかけゃょっく しぇ: ┿くゅっか, 

┿くゅっかうくぇ, [ぇくゅっか, ╋うたぇうか, ╋うたぇっかぇ, 
╂ぇゃさぇうか, [ぇょおぇ, [ぇょけしすうく, [ぇょけしかぇゃ, 
[ぇえくぇ, ¨ゅくはく, ‶かぇきっく, ╄きうか う ╄きうかうは.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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