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

╇きっ: ╇ゃっかうくぇ

╉けかっゃぇ ╂っけさゅうっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 
5/132, ¨こっさぇすけさ 『‶〉

╂けょうくう: 37

╆けょうは: ╃っゃぇ

》けぉう: ]こけさす

╉けゅぇすけ すう っ すさせょ-
くけ?

- [ぇいつうすぇき くぇ こさうは-
すっかう.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- ╀けゅぇすしすゃけ.
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¨しけ  たちかすけかちひて  たちかく  たそえしかおあ  せあ  いけうの  つけせおけさあしかせ しけおかち – つそぬけそしそえ
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〈のすのくなす – けす ┿きっさうおぇ 
ゃ ╄ゃさけこぇ. ╄ょくけ けす こなさ-

ゃうすっ くっとぇ, おけうすけ くぇこさぇゃうかう 
ゃこっつぇすかっくうっ くぇ 》さうしすけそけさ 
╉けかせきぉ こさう こさうしすうゅぇくっすけ きせ 
ゃ ′けゃうは しゃはす, ぉうか けぉうつぇはす くぇ 
うくょうぇくちうすっ ょぇ こせてぇす しゃうすう 
かうしすぇ けす すのすのく. 〈っ こせてっかう 
う しっ けこうはくはゃぇかう けす ょうきぇ… 
‶さうっきぇかう すのすのくぇ こけ きくけゅけ 
くぇつうくう: つさっい こせてっくっ, ょなゃつっ-
くっ う しきなさおぇくっ, ょけさう う つさっい 
おかういきぇ. ′はおけう こかっきっくぇ ょなゃ-
つっかう すのすのくぇ, しきっしっく し くぇ-
すさけてっくう きうょっくう つっさせこおう.                                                                                                                                       
╄ょうく けす きっしすくうすっ あうすっかう 

ょけくっしなか くぇ ╉けかせきぉ きぇかおけ 
ういしせてっくう かうしすぇ, しきはすぇくう いぇ 
ういおかのつうすっかくけ ちっくくう. ╇きっく-
くけ すけえ ゃくぇしは すのすのくぇ けす ┿きっ-
さうおぇ ゃ ╄ゃさけこぇ, おなょっすけ こなさ-
ゃけくぇつぇかくけ っ けすゅかっあょぇく おぇすけ 
しおなこけ ょっおけさぇすうゃくけ さぇしすっくうっ.                                                                                                                           

′うおけ – こなさゃう けこうすう いぇ 
かっつっくうっ し すのすのく. ╂かぇゃくぇ 
いぇしかせゅぇ いぇ さぇいこさけしすさぇくっ-
くうっすけ くぇ すのすのくぇ くぇ ]すぇさうは 
おけくすうくっくす, けぉぇつっ, うきぇ そさっく-
しおうはす かっおしうおけゅさぇそ う こけしかぇ-
くうお ╅ぇく ′うおó. ‶け こさうさけょぇ 
かのぉけこうすっく ういしかっょけゃぇすっか, 
すけえ くっこさっしすぇくくけ くぇぉかのょぇ-
ゃぇか そかけさぇすぇ ゃ ゅさぇょうくうすっ くぇ 
╊うしぇぉけくしおうは ょゃけさ. ╁ っょくぇ けす 
すはた すけえ しっ くぇすなおくぇか くぇ さぇし-
すはとうは すぇき すのすのく. ╃うさっおすけ-
さなす くぇ ゅさぇょうくぇすぇ きせ こけょぇさうか 

すのすのくっゃう しっきっくぇ う, おけゅぇすけ 
しっ いぇゃなさくぇか ゃなゃ 《さぇくちうは, 
ういゃっしすくうはす ゃっつっ ゃ うしすけさうはすぇ, 
かうすっさぇすせさぇすぇ う くぇせおぇすぇ ′うおけ 
しぇき いぇこけつくぇか ょぇ けすゅかっあょぇ 
すのすのく う ょぇ こさぇゃう し くっゅけ さぇい-
かうつくう っおしこっさうきっくすう.                                                                                                                      

╅ぇく ′うおけ ぉうか ょけしっすかうゃ う 
しなけぉさぇいうすっかっく つけゃっお, すけえ 
こけいくぇゃぇか こけすさっぉくけしすうすっ 
くぇ しゃけっすけ ゃさっきっ. ╆くぇっえおう 
いぇ かっつっぉくけすけ ょっえしすゃうっ くぇ 
しせさけゃうは すのすのく ゃなさたせ うく-
ょうぇくちうすっ, すけえ こさっちっくうか, 
つっ すけゃぇ っ てぇくし いぇ くっゅけ ょぇ 
しすぇくっ いくぇきっくうす う ぉけゅぇす.                                                                                
‶さっい 1560 ゅ. ′うおけ いぇこけつくぇか 
ょぇ かっおせゃぇ し すのすのく さぇいくう ぉけ-
かっしすう. ]なし しきかっくう しゃっあう すの-
すのくっゃう かうしすぇ すけえ ういかっおせゃぇか 
っょうく きかぇょ つけゃっお, しすさぇょぇと けす 
さぇいかうつくう ぉけかっしすう くぇ くけしぇ. 
]かっょ すけゃぇ せしこってくけ ういかっおせ-
ゃぇか っょくぇ ょぇきぇ し ょっそっおすう こけ 
おけあぇすぇ くぇ かうちっすけ う ういぉぇゃうか 
けす ぇぉしちっし ゃなさたせ ぉせいぇすぇ っょうく 
ゅけしこけょうく けす ぉかぇゅけさけょっく さけょ, 
おぇすけ くぇかけあうか こさっしくう すの-
すのくっゃう かうしすぇ. 〈っいう う ょさせゅう 
こけょけぉくう しかせつぇう こけょおさっこうかう 
′うおけ ゃ くっゅけゃぇすぇ ゃはさぇ いぇ かっ-
つっぉくけすけ ょっえしすゃうっ くぇ すのすのくぇ.                                                                                                              
‶なすはす おなき ういゃっしすくけしすすぇ ぉうか 
けすおさうす.

„〈さっゃぇすぇ くぇ ′うおけ”. ‶さっい 
16 ゃっお – ょぇ こけょぇさうて すのすのくっ-
ゃう かうしすぇ, しっ しきはすぇかけ いぇ きくけゅけ 
ちっくっく こけょぇさなお. 〈けゃぇ くぇこさぇ-
ゃうか ╅ぇく ′うおけ – すけえ ういこさぇすうか 
しっきっくぇ う かうしすぇ けす すのすのく くぇ 
おさぇかうちぇ ╄おぇすっさうくぇ ╋っょうつう, 
こけ くっえくぇ きけかぉぇ, おぇすけ かっおぇさ-
しすゃけ しさっとせ きうゅさっくぇすぇ, けす 
おけはすけ すは しうかくけ しすさぇょぇかぇ. 〈けえ 
え こさっこけさなつぇか ょぇ ういこけかいゃぇ 
しすさうすう くぇ こさぇた かうしすぇ けす すの-
すのく. ╉さぇかうちぇすぇ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
ゃいっきぇ し こさなしすう けす こさぇたぇ う ょぇ 
ゅけ こけしすぇゃは ゃ くけしぇ しう. ‶さっょうい-
ゃうおぇくうすっ けす すけゃぇ たさっきぇ う おう-
たぇくっ すさはぉゃぇかけ ょぇ けしゃけぉけょはす 
ゅかぇゃぇすぇ くぇ ゃかぇょっすっかおぇすぇ けす 
„かけてけすけ”, おけっすけ とはかけ ょぇ うい-
かっいっ いぇっょくけ し たさっきぇすぇ う おうたぇ-
くっすけ. ╉けかおけすけ う ょぇ っ しすさぇくくけ, 
すけゃぇ こけきけゅくぇかけ くぇ おさぇかうちぇ-
すぇ. ′っとけ こけゃっつっ – すのすのくなす え 
たぇさっしぇか う こけおさぇえ くっは ちっかうはす 
おさぇかしおう ょゃけさ せしなさょくけ いぇこけつ-
くぇか ょぇ きうさうてっ う しきなさおぇ すの-
すのく しさっとせ きうゅさっくぇ う ゃしはおぇお-
ゃう ょさせゅう くっさぇいこけかけあっくうは.                                                              
‶さっい 1561 ゅ. ゃっつっ  こけゃっつっすけ 
こさうょゃけさくう くぇさうつぇす  すのすのくぇ 
„すさっゃぇすぇ くぇ ′うおけ” うかう こさけし-
すけ „くうおけすうぇくぇ”. ╃けしすぇ こさっょう 
すけゃぇ こけ そさっくしおうすっ こさうしすぇくう-

とぇ しっ っ こせてっか すのすのく, ょけくぇ-
しはく けす すなさゅけゃしおうすっ おけさぇぉう, 
くけ ′うおけ っ こなさゃうはす, おけえすけ 
ゅけ ゃなゃっあょぇ しさっょ ょゃけさちけゃうは 
っかうす. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ くっゅけ 
ゃうしけつぇえてうすっ ょぇきう いぇこけつゃぇす 
ょぇ  かっおせゃぇす し すのすのく ょさっぉ-
くうすっ しう ぉけかっあおう, くぇさうつぇえ-
おう ゅけ “こさぇた けす ぉうかおぇすぇ くぇ 
おさぇかうちぇすぇ”. ‶さう けそうちうぇかくう 
しさっとう ゃなゃ ゃうしてっすけ けぉとっ-
しすゃけ こさういくぇお くぇ ょけぉなさ う うい-
うしおぇく ゃおせし ぉうかけ ょぇ しっ しきなさ-
おぇ ぇさけきぇすっく こさぇた けす すのすのく.                                                                                                                                  
╄おぇすっさうくぇ ╋っょうつう けおぇいぇかぇ 
けゅさけきくぇ こけょょさなあおぇ くぇ ′うおけ 
ゃ くっゅけゃうすっ „すのすのくっゃう” くぇ-
つうくぇくうは. ]おけさけ ゃ おさぇかしおうすっ 
ゅさぇょうくう, ぇ しおけさけ う ゃ きくけゅけ 
ょさせゅう ゅさぇょうくう, いぇこけつくぇかう 
ょぇ けすゅかっあょぇす すのすのく. ]かっょ 
しきなさすすぇ くぇ ′うおけ すのすのくなす 
ゃっつっ ぉうか ういゃっしすっく う さぇい-
こさけしすさぇくっく うい ちはかぇ 《さぇく-
ちうは. ‶けしすっこっくくけ くっゅけゃけすけ 
てっしすゃうっ  いぇゃかぇょはかけ う ちはかぇ 
╄ゃさけこぇ, ぇ 《さぇくちうは ぉうかぇ くぇ-

さっつっくぇ „さけょうくぇ くぇ すのすのくぇ”.                                                                                                    

〈のすのくなす おぇすけ せくうゃっさ-
しぇかくけ かっおぇさしすゃけ. ‶さっい 
17-すう ゃっお きくけいうくぇ しきはすはかう 
すのすのくぇ いぇ せくうゃっさしぇかくけ かっ-
おぇさしすゃけ, こさっょこぇいゃぇとけ くっ 
しぇきけ けす ゅかぇゃけぉけかうっ う せきけ-
さぇ, ぇ ょけさう けす ゃなさかせゃぇとぇすぇ 
すけゅぇゃぇ つせきぇ. 〈けゅぇゃぇてくうすっ 
かっおぇさう ゅけ けぉはゃうかう いぇ こけさっょ-
くけすけ つせょけょっえくけ しさっょしすゃけ, 
おけっすけ かっおせゃぇ ゃしうつおう ゃない-
きけあくう ぉけかっしすう, ょぇあっ さぇお.                                                     

╋くっくうっすけ, つっ すのすのくなす っ かっ-
おぇさしすゃけ, しっ いぇこぇいうかけ ょけ くぇ-
てうは ゃっお /ゃしっおう いくぇっ, つっ いぇ 
ょぇ いぇいょさぇゃっはす さぇくうすっ, すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ こけしうこはす し すのすのく/. 

]おけさけ すけえ いぇこけつくぇか ょぇ しっ 
せこけすさっぉはゃぇ う ぉっい けしけぉっく こけ-
ゃけょ.

′ぇいゃぇくうっすけ „くうおけすうく” 
うょゃぇ けす ′うおけ. ‶さっい 18-すう 
ゃっお てゃっょしおうはす せつっく ╉ぇさか 
╊うくっえ, おぇすっゅけさういうさぇか けお. 
4400 あうゃけすくう う 7700 さぇしすっ-
くうは, ょぇゃぇ くぇ すのすのくぇ くぇいゃぇ-
くうっすけ  „くうおけすうぇくぇ すぇぉぇおせき” 
– くぇ うきっすけ くぇ ╅ぇく ′うおけ. 
‶さっい 1828 ゅ. くっきしおう たうきうちう 
ういけかうさぇす こなさゃけすけ たうきうつっしおけ 
ゃっとっしすゃけ けす すのすのくっゃう かうしすぇ. 

╁ つっしす くぇ ╅ぇく ′うおけ ゃっとっ-
しすゃけすけ っ くぇさっつっくけ „くうおけすうく”. 
〈ぇおぇ ╅ぇく ′うおけ しすぇゃぇ おさなしす-
くうお, おぇおすけ くぇ くぇせつくけすけ くぇい-
ゃぇくうっ くぇ すのすのくぇ - くうおけすうく, 
すぇおぇ う くぇ さけょぇ くうおけすうぇくぇ.

〈のすのくなす – „しさっょしすゃけ いぇ 
こさっおさぇしくう つせゃしすゃぇ”. ‶け-
しすっこっくくけ すのすのくなす うょゃぇ くぇ 
きけょぇ う けす ょうゃけ うくょうぇくしおけ 
さぇしすっくうっ しすぇゃぇ „おせかすせさくけ” 
さぇしすっくうっ. ╁ ╄ゃさけこぇ いぇこけつ-
ゃぇす ょぇ おせかすうゃうさぇす すのすのくぇ 
こさっい ゃすけさぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 
16-すう ゃっお う ょぇ ゅけ けすゅかっあょぇす 
おぇすけ “しさっょしすゃけ いぇ こさっおさぇしくう 
つせゃしすゃぇ”. „′うとけ くっ きけあっ ょぇ 
しっ しさぇゃくう し すのすのくぇ, すけゃぇ っ 
しすさぇしすすぇ くぇ ょけしすけえくうすっ たけさぇ, 
う すけいう, おけえすけ あうゃっっ ぉっい すの-
すのく, くっ いぇしかせあぇゃぇ ょぇ あうゃっっ.”, 
とっ おぇあっ こけ-おなしくけ こさけつせすうはす 
しかせゅぇ くぇ ╃けく ╅せぇく けす っょくけ-
うきっくくぇすぇ こうっしぇ くぇ ╋けかうっさ.                                                                                                                                     
‶せてっくっすけ しっ さぇいこさけしすさぇくは-

ゃぇかけ ゃしっ こけゃっつっ う こけゃっつっ, 
ゃなこさっおう つっ くぇ くはおけう きっしすぇ 
しっ ゃなゃっあょぇかう いぇぉさぇくう… ╇い-
ゃっしすくけ っ, つっ ‶っすなさ ┶ ╁っかうおう 
こさっきぇたくぇか いぇぉさぇくぇすぇ いぇ すの-
すのくけこせてっくっ, すなえ おぇすけ しぇきうはす  
すけえ しすぇくぇか しすさぇしすっく こせてぇつ 
しかっょ っょくけ しゃけっ こけしっとっくうっ ゃ 
》けかぇくょうは. ╇きっくくけ すけえ ゃなゃっか 
しゃけぉけょくぇすぇ こさけょぇあぉぇ くぇ すの-
すのく こさっい 1697 ゅ. ¨す すけいう きけ-
きっくす すのすのくけこせてっくっすけ しすぇゃぇ 
すけかおけゃぇ きぇしけゃけ, つっ ゅけ しさぇゃ-
くはゃぇす し っこうょっきうは.

¨すさけゃぇすぇ くうおけすうく. ╃くっし しっ 
いくぇっ, つっ たうきうはすぇ くぇ すのすのくぇ っ 
きくけゅけ ぉけゅぇすぇ – ういけかうさぇくう しぇ 
けおけかけ 4 000 たうきうつっしおう ゃっ-
とっしすゃぇ, こけゃっつっすけ けす すはた すけお-
しうつくう. ¨しくけゃくけすけ ゃっとっしすゃけ ゃ 
すのすのくぇ, し おけっすけ しぇ しゃなさいぇくう 
ゃしうつおう くっゅけゃう ゃないょっえしすゃうは 
ゃなさたせ つけゃっておうは けさゅぇくういなき, 
っ くうおけすうくなす. ‶さっょう ゃしうつおけ 
すけえ いぇしはゅぇ くっさゃくぇすぇ  しうしすっきぇ. 
‶けこぇょぇえおう ゃ ぉっかうすっ ょさけぉけゃっ, 
しっ せすぇはゃぇ う くぇすさせこゃぇ. ╋くけゅけ 
ぉなさいけ しっ ゃしきせおゃぇ ゃ おさなゃすぇ - 
っょくぇ っょうくしすゃっくぇ ちうゅぇさぇ しな-
ょなさあぇ 6-8 ゅ くうおけすうく, けす おけう-
すけ 3-4 きゅ こけこぇょぇす ゃ おさなゃすぇ. 
╁ きけいなつくうすっ おかっすおう くうおけすう-
くなす こけこぇょぇ しぇきけ いぇ 7 しっおせく-
ょう… しかっょ こなさゃけすけ ゃょうてゃぇくっ. 
]きなさすけくけしくぇ ょけいぇ くうおけすうく, 
こけ すゃなさょっくうっすけ くぇ かっおぇさう-
すっ, っ 50-100 きゅ, おけうすけ しっ しな-
ょなさあぇす ゃ 1-2 おせすうう ちうゅぇさう.                                                                             
] すっつっくうっ くぇ ゃさっきっすけ けさゅぇ-
くういきなす くぇ こせてぇつぇ こさうゃうおゃぇ 
おなき こけしすけはくくけ こけしすなこゃぇとうすっ 
ゃ くっゅけ ょけいう くうおけすうく. [っちっこ-
すけさうすっ しゃうおゃぇす う こけしすけはくくけ 
しぇ ゃ しすぇょうえ くぇ こさっゃないぉせ-
ょぇ. ‶けしすっこっくくけ けさゅぇくういきなす 
しっ ぇょぇこすうさぇ おなき くうおけすうくぇ 
う すけ すぇおぇ, つっ おけかうつっしすゃぇすぇ, 
おけうすけ しぇ くせあくう いぇ しすさぇし-
すっく こせてぇつ, きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす 
しきなさすけくけしくう いぇ くぇつうくぇっと.                                                                                                                                 
╊っおぇさうすっ けこさっょっかはす こせてっくっ-
すけ おぇすけ こなさゃぇ くぇさおけすうつくぇ いぇ-
ゃうしうきけしす. ‶け ょぇくくう くぇ ]╆¨, 
すのすのくっゃぇすぇ っこうょっきうは ょくっし 
けぉたゃぇとぇ ゃ しきなさすけくけしくぇ たゃぇす-
おぇ けす 1/3 ょけ 1/2 けす こせてぇつう-
すっ, しなおさぇとぇゃぇえおう あうゃけすぇ うき 
しさっょくけ し 15 ゅけょうくう. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

 Скъпи арсеналци! 

Отива си една нелека година, в която изпитанията вървяха редом с общите ни поводи за радост и гордост. 
Но - хубавото на трудните времена е, че свършват, а техният финал отваря място за Надеждата и Доброто. 
Да изпратим тази година с благодарност за взаимното ни разбирателство и общата ни всеотдайност и да 

посрещнем Новата година с надежда! Нека тя да е по-добра и по-успешна и да ни радва много повече!  
На вас и вашите семейства от сърце желая здраве, лични успехи и много дни на споделена радост и щастие!

За една по-добра за всички ни Нова 2013 година! 
Николай Ибушев

 Изпълнителен директор
„Арсенал” АД

╉くうゅぇ いぇ こさっきうっさぇ 
╀けえおけ ╀けさうしけゃ くぇこうしぇ 

ぉうゃてうはす かうょっさ くぇ ╉′]╀ う 
くぇしすけはと こさっょしっょぇすっか くぇ 
¨ぉっょうくっくうは ぉかけお くぇ すさせ-
ょぇ こさけそ. ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ. 
′けゃぇすぇ  おくうゅぇ っ しなし いぇゅかぇ-
ゃうっ, いぇうきしすゃぇくけ けす おせかすけ-
ゃぇすぇ さっこかうおぇ くぇ ゃかぇょっすっ-
かは くぇ 《さぇくちうは - おさぇか ╊せう 
14-すう „╃なさあぇゃぇすぇ - すけゃぇ 
しなき ぇい”.  
]けちうけかけゅなす, おけえすけ っ うい-

ゃっしすっく し すけゃぇ, つっ けとっ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ くぇ すけすぇかうすぇさくぇ-
すぇ ょなさあぇゃぇ こさなゃ こうしぇ いぇ 
けすつせあょっくうっすけ こさう しけちうぇ-
かういきぇ, ういょぇょっ くけゃぇ おくう-
ゅぇ, おけはすけ っ くぇ こぇいぇさぇ けす 
くぇつぇかけすけ くぇ ょっおっきゃさう. 
╉くうゅぇすぇ こさっょしすぇゃかはゃぇ 
しけちうけかけゅうつっしおう こけさすさっす 

くぇ こさっきうっさぇ ╀けえおけ ╀けさう-
しけゃ. 
』っすうゃけすけ, おけっすけ ゃ さっいの-

きっ きけあっ ょぇ ぉなょっ こさけつっすっ-
くけ う ゃ しこっちうぇかういうさぇくうは 
ぉかけゅ  くぇ こさけそっしけさ ‶っすおけゃ, 
くぇ こさぇおすうおぇ っ けぉっおすうゃっく う 
ぉっいこさうしすさぇしすっく ぇくぇかうい くぇ 
そっくけきっくぇかくうは こけたけょ くぇ 
╀けえおけ ╀けさうしけゃ おなき ゃなさ-
たけゃっすっ くぇ こけかうすうつっしおうは 
きっくうょあきなくす. 〈けゃぇ っ しっさう-
けいくけ ういしかっょゃぇくっ, こさぇゃっとけ 
しけちうけかけゅうつっしおう ぇくぇかうい くぇ 
っょくぇ けす くぇえ-うくすっさっしくうすっ う 
こさけすうゃけさっつうゃう かうつくけしすう ゃ 
ゅけょうくうすっ くぇ こさったけょぇ, おぇ-
おなゃすけ っ  ぉなかゅぇさしおうはす こさっ-
きうっさ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ. 

╆ぇ くぇょ 300 ゃけえくうておう ょかなあくけしすう ゃなゃ ╁すけさぇ きったぇくういうさぇ-
くぇ ぉさうゅぇょぇ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 61-ゃぇ きったぇくういうさぇくぇ ぉさう-

ゅぇょぇ ゃ ╉ぇさかけゃけ っ けぉはゃっく おけくおせさし. 
¨ぉはゃっくうすっ しゃけぉけょくう ょかなあくけしすう いぇ ╁すけさぇ きったぇくういうさぇくぇ 

ぉさうゅぇょぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しぇ 165, ぇ いぇ ぉさうゅぇょぇすぇ ゃ ╉ぇさかけゃけ, 
つぇしす けす おけはすけ っ ょうしかけちうさぇくぇ う ゃ ╉ぇいぇくかなお - 140. 
╉けくおせさしなす  ゃおかのつゃぇ  ういこうす  こけ そういうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ, うい-

こうす-すっしす いぇ けぉとぇ おせかすせさぇ う しなぉっしっょゃぇくっ.
╉けくおせさしくうすっ うくすっさゃのすぇすぇ し おぇくょうょぇすうすっ とっ しっ こさけゃっょぇす ゃ 

こっさうけょぇ けす 18-すう ょけ 28-きう  そっゃさせぇさう 2013 ゅ.
╆ぇ ゃぇおぇくすくうすっ ゃけえくうておう ょかなあくけしすう きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇす-

しすゃぇす かうちぇ, いぇゃなさてうかう しさっょくう うかう ゃうしてう ゅさぇあょぇくしおう せつう-
かうとぇ ゃ しすさぇくぇすぇ う つせあぉうくぇ, おぇおすけ こさっょゃうあょぇ さぇいおさうすぇすぇ 
こさけちっょせさぇ, けぉはゃっくぇ しなし いぇこけゃっょ くぇ きうくうしすなさぇ くぇ けすぉさぇくぇ-
すぇ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ┿くぬけ ┿くゅっかけゃ けす 23-すう くけっきゃさう 
すぇいう ゅけょうくぇ. 
╉ぇくょうょぇすうすっ いぇ ゃけっくくぇ しかせあぉぇ すさはぉゃぇ ょぇ こけょぇょぇす いぇはゃかっ-

くうは ょけ おけきぇくょうさうすっ くぇ ゃけっくくうすっ そけさきうさけゃぇくうは つさっい ╁けっく-
くけ けおさなあうっ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
╁しうつおう おけくおせさしう ゃ けぉはゃっくうすっ ょくう とっ いぇこけつゃぇす ゃ 9 つぇしぇ う 

とっ しっ こさけゃっあょぇす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 》ぇしおけゃけ.  
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ しゃけぉけょくうすっ  ょかなあくけしすう う いぇ おけく-

おせさしうすっ きけあっ ょぇ ぉなょっ くぇきっさっくぇ ゃ ¨ぉかぇしすくうは ゃけっくっく けすょっか 
ゃ けぉとうくぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, しすぇは わ 317 う ╁けっくくけ けおさなあうっ - 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ╁けっくっく けすょっか - ╉ぇいぇくかなお うかう くぇ すっかっそけくう: 
0431/98 366;  98 370 – ╁けっくっく けすょっか – ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 

う 042 / 62 33 93;  042 / 62 32 31;  042 /61 48 11;  042 / 61 
48 12 - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.

〈┿

╀かういけ 370 000 っゃさけ とっ せしゃけう こさっい すぇいう せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” こけ さぇい-
かうつくう っゃさけこっえしおう こさけゅさぇきう. ‶け そけくょ „╉けいかけょせえ” とっ しっ せしゃけはす しさっょしすゃぇ いぇ ちはかけしすくけ 

しぇくうさぇくっ う こけょけぉさはゃぇくっ くぇ っくっさゅうえくぇすぇ っそっおすうゃくけしす くぇ せつっぉくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ せつうかうとっすけ, し 

╃ぇ しっ いぇおさうっ けさゅぇくなす くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお う けすきっくう ‶さぇゃうかくうおなす いぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ う ょっえ-

くけしすすぇ きせ. 
〈けゃぇ こさっょかけあっくうっ し こさけっおす いぇ さってっくうっ っ ゃくっしなか ゃ ょっかけ-

ゃけょしすゃけすけ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╃あぇきぇか ‶ぇこぇさ-
かぇくけゃ - けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす こぇさすうは ╊╇╃╄[. 
‶さっょかけあっくうっすけ くぇ ‶ぇこぇさかぇくけゃ っ けす 4-すう ょっおっきゃさう. 〈け 

うょゃぇ しぇきけ しっょきうちぇ, しかっょ おぇすけ ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇく-
かなお くっ せしこは ょぇ ういぉっさっ くけゃ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. ╉ぇくょう-
ょぇすうすっ いぇ こけしすぇ ぉはたぇ ょゃぇきぇ: ょけしっゅぇてくうはす けぉとっしすゃっく こけ-

しさっょくうお ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ う ╂うくおぇ 】っさっゃぇ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”. ╃け 
すぇいう こさけちっょせさぇ しっ しすうゅくぇ, しかっょ おぇすけ こさっい しっこすっきゃさう ういすっつっ 
きぇくょぇすなす くぇ こなさゃうは ゃ うしすけさうはすぇ くぇ きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. 

っゃさけこっえしおう こぇさう とっ しっ そうくぇくしうさぇ う しこっちうぇかういうさぇくぇ こさぇお-
すうおぇ いぇ 20 せつっくうちう ゃ ゅさぇょ ╃さっいょっく, ╂っさきぇくうは, こけ こさけゅさぇきぇ 
„╊っけくぇさょけ” – こさけっおす ╋けぉうかくけしす. 

Следващият брой на вестник “Трибуна Арсенал” ще излезе на 11 януари 2013 г.
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‶けゃっつっ けす 20 ゅけょうくう こけ-おなしくけ, いぇ ゃしっおう くっこさっょせぉっょっく ういしかっょけゃぇすっか くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ うしすけさうは, ぉなさいけ う ょけしすぇすなつくけ はしくけ しすぇゃぇ っょくけ: おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ す. くぇさ. „さぇいゃうす しけちうぇかういなき” そせくおちうけくうさぇ おぇすけ                               
こさっょこさうはすうっ-ゅさぇょ. ╉ぇすけ けぉとくけしす し くぇょ 15 000 ょせてう, ¨ぉっょうくっくうすっ いぇゃけょう しう 
うきぇす ゃしうつおけ こけ かうくうはすぇ くぇ ってっかけくうすっ けす こさけういゃけょしすゃけすけ ょけ こけすさっぉかっくうっすけ: 
こぇさけちっくすさぇかぇ – こさけういゃけょしすゃけ – すさぇくしこけさす - すなさゅけゃしおう けすょっか – こさけょけゃけか-
しすゃっくけ いゃっくけ – すなさゅけゃしおぇ きさっあぇ – しすけかけゃう... ╇ くっ しぇきけ – ゅさぇょはす しっ いゃっくぇ う 
こけ こうさぇきうょぇすぇ, しこけさっょ うょっけかけゅうはすぇ くぇ けくけゃぇ ゃさっきっ - ”くぇょしすさけえおぇ” くぇ けぉ-
とっしすゃけすけ: おせかすせさぇ – けぉさぇいけゃぇくうっ – しこけさす. ╆ぇすけゃぇ くっ っ つせょくけ, つっ ゃ „┿さしっくぇか” 
こさっい 70-すっ う 80-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお さぇぉけすうかう こけゃっつっ けす 10  たせょけあくうちう.  
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╇ゃぇく 〈けきぇくけゃ っ っょうく けす ょっ-
しっすうくぇすぇ たせょけあくうちう, さぇ-

ぉけすうかう ゃ いぇゃけょうすっ, こさけそおけきう-
すっすぇ, ちっくすさぇかくけすけ せこさぇゃかっくうっ, 
ゃっしすくうおぇ う ょさせゅう ぇさしっくぇかしおう 
しすさせおすせさう. ╄ょうく けす ゃしうつおう – 
すけつくけ すぇおぇ しっ つせゃしすゃぇ う すけえ 
しぇきうはす. 〈けきぇくけゃ っ たせょけあくう-
おなす くぇ ╆ぇゃけょ 3. ‶け こさうはすっか-
しおう しう しこけきくは しぇきけ こけ きぇかおけ 
うきっ こけゃっつっすけ けす おけかっゅうすっ しう 
けす ょさせゅうすっ いぇゃけょう – ╉けかぬけ けす 
╆ぇゃけょ 1, ╃けぉさう けす ╆ぇゃけょ 6, ╁う-
けかっすぇ, ╉けかぬけ ╃ぇこつっゃ けす ╆ぇゃけょ 
2, ′っかう... 》せょけあくうちうすっ ぉうかう 
さぇいこさっょっかっくう こけ いぇゃけょう, くけ 
うきぇかけ う ゃ ちっくすさぇかくけすけ せこさぇ-
ゃかっくうっ. ╁ ╆ぇゃけょ 5 うきぇかけ ょけさう 
ょゃぇきぇ きぇえしすけさう – っょうくうはす ぉうか 
しおせかこすけさ... 》せょけあくうおなす くぇ きぇ-
てうくけしすさけうすっかくうは いぇゃけょ 5 うい-
さぇぉけすゃぇか くぇょこうしうすっ こけ そさっいう 
う ぉけさきぇてうくう, っきぉかっきうすっ, こけ-
しすぇゃはくう こけ おけさこせしぇ くぇ きぇてう-
くうすっ. ′ぇえ-きくけゅけ さぇぉけすぇ, けぉぇ-
つっ, たせょけあくうちうすっ こけ いぇゃけょうすっ 
うきぇかう こけ こぇさすうえくう いぇょぇつう.

┿さしっくぇかしおうすっ たせょけあくうちう
ぉうかう さなおけゃけょっくう けす
こぇさすうえくうは おけきうすっす

╉ぇおすけ こさうかはゅぇ くぇ っょくけ うょっ-
けかけゅういうさぇくけ けぉとっしすゃけ, おぇおゃけ-
すけ ぉってっ ぉなかゅぇさしおけすけ ょけ 1989-
すぇ, ゃしはおぇ ょっえくけしす, けしけぉっくけ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ ょせたぇ, しっ おけくすさけかうさぇ 
けすぉかういけ う さぇぉけすう ゃ すはしくぇ ゃさない-
おぇ し けそうちうぇかくぇすぇ こさけこぇゅぇくょぇ. 
╆ぇすけゃぇ う  ぇさしっくぇかしおうすっ たせょけあ-
くうちう こけかせつぇゃぇかう ょうさっおすくう 
せおぇいぇくうは けす こぇさすうえくうは おけきう-
すっす. ╀╉‶ うき しこせしおぇ いぇょぇつうすっ 
こさはおけ: すっおしすけゃっすっ いぇ かけいせくゅう, 
いぇょぇつうすっ いぇ こけさすさっすう くぇ うょっ-
けかけいうすっ ╋ぇさおし, ╄くゅっかし, ╊っくうく, 
╂っけさゅう ╃うきうすさけゃ... ]ぇきうすっ たせ-
ょけあくうちう, けぉぇつっ, くっ さぇいぉうさぇす 
こさはおぇすぇ しう さぇぉけすぇ こさっょうき-
くけ おぇすけ こさけこぇゅぇくょぇ, きう しすぇゃぇ 
はしくけ けす さぇいゅけゃけさぇ し ╇ゃぇく 〈け-
きぇくけゃ. ]ぇきうはす すけえ こさうっか すぇいう 
さぇぉけすぇ, いぇ ょぇ ぉなょっ ぉかういおけ ょけ 
きっつすうすっ しう – ょけ きうさうしぇ くぇ ぉけう 
し つっすおぇ ゃ さなおぇ. ]かっょ ういこうしゃぇ-
くっすけ くぇ かけいせくゅう, こけょゅけすけゃおぇすぇ 
くぇ きぇおっすう いぇ きぇくうそっしすぇちうう う 
こさけつうっ, こけくはおけゅぇ ゃ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ, 〈けきぇくけゃ たゃぇとぇか つっすおぇ-
すぇ ょぇ さうしせゃぇ. ′ぇ すけゃぇ, けぉぇつっ, 
くっ しっ ゅかっょぇかけ し けしけぉっくけ ょけぉさけ 
けおけ けす てっそけゃっすっ, すぇ こけかせつぇ-
ゃぇか きくけゅけ いぇぉっかっあおう: ”╋くけゅけ 
くっ くう ょぇゃぇたぇ ょぇ さうしせゃぇきっ くぇ 
さぇぉけすくけすけ きはしすけ, おぇさぇたぇ しっ”. 
》せょけあくうちうすっ いぇすけゃぇ けしすぇゃぇかう 
こけ つぇし-ょゃぇ しかっょ さぇぉけすぇ, っえ すなえ 
– ょぇ しう こけさうしせゃぇす. 〈けゅぇゃぇ しっ 
ゅけすゃっかう いぇ ういかけあぉうすっ くぇ しぇきけ-
ょっえくうすっ たせょけあくうちう, おぇおゃうすけ 
ぉうかう けさゅぇくういうさぇくう くぇ ゅさぇょ-

しおけ, けぉかぇしすくけ う くぇちうけくぇか-
くけ くうゃけ. ╁ すっいう ういかけあぉう 
ぇさしっくぇかしおうすっ たせょけあくうちう 
しっ しさっとぇかう し おけかっゅうすっ 
しう けす ょさせゅうすっ こさっょこさうは-
すうは – ]すぇくつけ ╃ぇつっゃ, ╊うかう 
‶っすさけゃぇ, ╃けぉさう ╇ゃぇくけゃ... 
〈けきぇくけゃ ょけさう けとっ こぇいう 
ゅさぇきけすぇ けす せつぇしすうっすけ しう 
ゃ っょくぇ けす ¨おさなあくうすっ しぇ-
きけょっえくう ういかけあぉう ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. [うしせゃぇかう こさっょうき-
くけ こけさすさっすう くぇ さぇぉけすくうちう, 
くけ う ょさせゅう くっとぇ. ′ぇえ-ょけ-
ぉさけすけ けす すっいう っおしこけいうちうう 
けすうゃぇかけ ゃ しっかっおちうは いぇ うい-
かけあぉう くぇ ちっかうは しけちかぇゅっさ. 
〈ぇおうゃぇ しっ こさぇゃっかう ゃ ╂╃[. 

╁しっおう いぇゃけょ しう
うきぇか おなす

„′ぇてぇ ゅけさょけしす”

〈けいう おなす ぉうか けしくけゃくぇ 
ゅさうあぇ くぇ たせょけあくうちうすっ. 
《けすけ-こけさすさっすうすっ し さぇい-
きっさう 40/30 しっ こけしすぇゃはかう 
ゃなさたせ しこっちうぇかくけ ういさぇぉけ-
すっくう すぇぉかぇ, ゃ けぉっきくう さぇき-
おう, こけょこかなすっくう し おぇさすけく. 
[っきけくすくうすっ さぇぉけすうかくうちう 
ういこなかくはゃぇかう こさけっおすぇ くぇ 
„′ぇてぇ ゅけさょけしす”, くけ, ぇおけ 
うきぇかけ しこってくう こさけういゃけょ-
しすゃっくう こけさなつおう, さぇきおうすっ  
う こさけつうっ こけょさけぉくけしすう, しっ 
こさぇゃっかう けす たせょけあくうちうすっ. 
╃させゅぇ ゅさうあぇ くぇ こぇさすうえ-
くうすっ さぇぉけすくうちう し つっすおぇ ゃ 
さなおぇ ぉうかう しすぇくけちうすっ こけ 
いぇゃけょうすっ, おなょっすけ しっ しかぇ-
ゅぇかう す. くぇさ. „すさぇえくう くぇ-
ゅかっょくう きぇすっさうぇかう” う こかぇ-
おぇすう. ╇いさぇぉけすゃぇかう しっ けす 
そぇいっさっく おぇさすけく し ょなさゃっくう 
さぇきおう, こけしかっ おぇさすけくなす しっ 
ゅさせくょうさぇか う っょゃぇ すけゅぇ-
ゃぇ うょゃぇ さっょ くぇ ぉせおゃうすっ. 
〈っきうすっ しこせしおぇか けすゅけさっ 
╋うくつけ 〈ぇつっゃ. 【っそ くぇ たせ-
ょけあくうちうすっ すけゅぇゃぇ ぉうか こけ-
おけえくうはす [ぇつけ 〈さうそけくけゃ. 
〈ぇおぇ ╀╉‶ こけょぇゃぇかぇ くぇょ-
こうしうすっ いぇ ぇゅうすぇちうは, くけ こけ-
くはおけゅぇ けょけぉさはゃぇかぇ う うょっう 
けすょけかせ.
”╃ぇ あうゃっっ 9-すう しっこすっき-

ゃさう!”, „‶さうゃっす くぇ ぉさぇすしおうは 
しなゃっすしおう くぇさけょ!”, „╁うくぇゅう 
ゃっさくう くぇ ‶ぇさすうはすぇ”..., しぇ 
っょくう けす くぇえ-つっしすけ こうしぇくう-
すっ かけいせくゅう, いぇ おけうすけ 〈けきぇ-
くけゃ しう しこけきくは. /] せゅけゃけさ-
おぇすぇ, つっ きくけゅけ くっとぇ ゃっつっ 
っ いぇぉさぇゃうか/. 》せょけあくうちうすっ 
ういさぇぉけすゃぇかう う すぇぉかぇすぇ いぇ 
けすつっす くぇ しけちうぇかうしすうつっしおけ-
すけ しなさっゃくけゃぇくうっ, おなょっすけ 
いぇゃけょうすっ, ちったけゃっすっ う ぉさう-
ゅぇょうすっ しっ くぇょこさっゃぇさゃぇかう 
こけきっあょせ しう こけ さっょうちぇ こけ-
おぇいぇすっかう. 〈ぇぉかぇすぇ しっ しかぇ-
ゅぇかう くぇ つっかくけ きはしすけ, ょぇ しっ  
ゃうあょぇす けす ゃしうつおう – う いぇ 
こけたゃぇかぇ, う いぇ こけさうちぇくうっ. 
╂けかはき すさせょ おうこはか う こさっょう 
8-きう きぇさす, 3-すう きぇさす, おけう-
すけ くぇゃさっきっすけ しっ こさぇいくせゃぇす 

し こなかくぇ しうかぇ こけゃしっきっしすくけ し 
おけくちっさすう う しぇきけょっえくう こさけ-
はゃう けす ちったけゃっすっ -  こさっい いぇ-
ゃけょうすっ – ょけ おけきぉうくぇすしおけすけ 
くうゃけ.  ‶かぇおぇすうすっ いぇ すはた しっ 
しかぇゅぇかう 10 ょくう こさっょう こさぇい-
くうおぇ. ‶さっょう ‶なさゃう きぇえ, ╃っ-
ゃっすう しっこすっきゃさう う ]っょきう くけ-
っきゃさう しすぇゃぇかけ つせょけ. ╆ぇとけすけ

′ぇえ-ゅけかはきぇ けそぇくいうゃぇ 
うきぇかけ こさっょう

きぇくうそっしすぇちうう  

¨ゅさけきくう,  ょけ ょっしっすきっすさけゃう 
きぇおっすう しっ こけしすぇゃはかう ゃなさたせ 
こかぇすそけさきうすっ くぇ おぇきうけくう, 
っかっおすさけ- う きけすけ-おぇさう う ゃしは-
おぇおゃう こけょゃうあくう きぇてうくう. 
‶っすけかなつおう, しなさこけゃっ う つせ-
おけゃっ けす しすうさけこけさ, ぉっかう ゅな-
かなぉつっすぇ う おかけくおう くぇ きうさぇ 
ぉうかう くぇえ-つっしすけ ういさぇぉけすゃぇ-
くうすっ きぇおっすう, くけ ぇさしっくぇか-
しおうすっ たせょけあくうちう う すうかなす けす 
きぇえしすけさう ゃ さぇぉけすうかくうちうすっ 
くぇょきうくぇかう しっぉっ しう ゃ っょうく 
くっいぇぉさぇゃうき きぇおっす, おけえすけ う 
╇ゃぇく 〈けきぇくけゃ しう しこけきくは: 
きぇおっすなす くぇ おさぇえちっさぇ „┿ゃさけ-
さぇ”! ‶さっょう きぇくうそっしすぇちうう 
しっ こさぇゃっかう う しすけすうちう いくぇ-
きっくぇ – すさうおけかぬけさう, つっさゃっくう 
う しうくう, くけしっくう こさっょ すさうぉせ-
くうすっ けす しこっちうぇかくう いくぇきっくくう 
ゅさせこう. ′はおけう けす こけさすさっすうすっ 
くぇ ╋ぇさおし, ╄くゅっかし う ╊っくうく 
しっ ういゃうしはゃぇかう ょけ 3-4 きっすさぇ 
こさう てうさけつうくぇ けす ょゃぇ きっすさぇ. 
〈けかおけゃぇ ぉうかう すっあおう, つっ こけ 
ゃさっきっ くぇ てっしすゃうっすけ ゅう くけ-
しっかう こけ ょゃぇきぇ さぇぉけすくうちう.  
》せょけあくうちうすっ さうしせゃぇかう こけす-
さっすうすっ ゃなさたせ ういこなくぇす ぇきっ-
さうおぇく こけ けぉさぇいちう けす ]]][ 
うかう さけょくう おけこうは. ╁しっおう 
こけさすさっす けすくっきぇか こけ 3-4 ょくう, 
しかけあくけしすすぇ くぇ いぇょぇつぇすぇ うょ-
ゃぇかぇ けす くせあょぇすぇ けぉさぇいなす 
ょぇ ぉなょっ せゃっかうつっく くはおけかおけ 
こなすう. 》せょけあくうちうすっ こさぇゃっかう 
すけゃぇ し すったくけかけゅうはすぇ くぇ おゃぇ-
ょさぇすつっすぇすぇ, くぇ おけうすけ „さぇい-
おさけはゃぇかう” こけさすさっすうすっ うかう し 
こけきけとすぇ くぇ  こさけあっおちうけくくう 
ぇこぇさぇすう, とけき すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ ぉなさいぇ.
╋くけゅけ さぇぉけすぇ けすゃぇさはかう 

う ょなかゅうすっ すさぇくしこぇさぇくすう し 
くぇょこうしう, おけうすけ „たゃぇとぇす” 
せかうちぇすぇ くぇ てうさうくぇ けす おさぇえ 
ょけ おさぇえ. ╃なかあうくぇすぇ うき ぉうかぇ 
こけ 4-5 きっすさぇ. ′けしっくう けす 
ょゃぇきぇ ょせてう, すっ ょぇゃぇかう くぇ-
つぇかけすけ くぇ てっしすゃうっすけ くぇ ゃしっ-
おう いぇゃけょ. ╁なさたせ ういこなくぇす くぇ 
さぇきおぇ つっさゃっく こかぇす しっ かっこっ-
かう ぉせおゃうすっ けす しすうさけこけさ. 
╋ぇおぇさ う ういこなかくうすっかう くぇ 

うょっけかけゅうつっしおう いぇょぇつう, いぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ たせょけあくうちう 
こぇさすうえくけすけ つかっくしすゃけ くっ 
ぉうかけ いぇょなかあうすっかくけ. „╁ぇあくけ 
ぉってっ ょぇ しう しゃなさてうて さぇぉけ-
すぇすぇ”, おぇすっゅけさうつっく っ 〈けきぇ-
くけゃ, 18 ゅけょうくう さぇぉけすうか おぇすけ 
たせょけあくうお くぇ ╆ぇゃけょ 3. ╁ „┿さ-
しっくぇか” ゅけ ゃけょう ゃかっつっくうっすけ 

おなき さうしせゃぇくっすけ: ”╇ょゃぇ すう 
けすゃなすさっ”. ╉ぇすけ こけゃっつっすけ しう 
おけかっゅう ゃ こさっょこさうはすうっすけ, すけえ 
くはきぇ ゃうしてっ たせょけあっしすゃっくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, くけ っ いぇゃなさてうか 
》せょけあっしすゃっくうは すったくうおせき 
ゃ ]けそうは. 〈ぇき しっ けぉせつぇゃぇす 
ぇさぇくあけさう, きぇえしすけさう くぇ うゅ-

さぇつおう う ょさせゅう しこっちうぇかうしすう 
こけ たせょけあっしすゃっくう しさなつくけしすう. 
‶けしかっ きけきうつっすぇすぇ ゅう ゃいうきぇす 
ぇさぇくあけさう くぇ ゃうすさうくう こけ きぇ-
ゅぇいうくうすっ いぇ こかぇすけゃっ う ょさっ-
たう, ぇ きけきつっすぇすぇ – おぇすけ ╇ゃぇく 
– ゃ „》さぇくうすっかくう しすけおう”. ]さっょ 
ぇさしっくぇかしおうすっ たせょけあくうちう, 
けぉぇつっ, うきぇかけ う ゃうしてうしすう, 
しこけきくは しう 〈けきぇくけゃ. ╇きぇかけ う 
すぇおうゃぇ, おけうすけ しっ ういはゃはゃぇす  う 
くぇ ゅさぇょしおけ くうゃけ. 
╃けてなか こさっい 1971-ゃぇ こなさ-

ゃけ ゃ ′╇〈╇, 〈けきぇくけゃ すせお しっ 
しさっとぇ し っょうく けす くぇえ-ょけぉさう-
すっ おぇいぇくかなておう ういはとくうちう – 
しおせかこすけさなす ╋ぇさゅぇさうす ╋うちっゃ. 
╋くけゅけ くぇせつうか けす くっゅけ, せょけ-
ゃけかしすゃうっ ぉうかけ けぉとせゃぇくっすけ. 
╇ゃぇく 〈けきぇくけゃ しっ ゅけさょっっ し 
╉ぇいぇくかなお おぇすけ ╂さぇょ くぇ しすけすっ 
たせょけあくうちう. ╁っつっ さはょおけ たけょう 
こけ ういかけあぉう, いぇとけすけ いょさぇゃっ-
すけ くっ こけいゃけかはゃぇ, くけ う しっゅぇ しっ 
さぇょゃぇ くぇ こけしすうあっくうはすぇ くぇ 
たけさぇすぇ けす しゃけっすけ こけおけかっくうっ 
– ╇ゃぇく [ぇょっゃ, ′ぇょっあょぇ ╉なく-
つっゃぇ...
〉ゃかっつっくうっすけ こけ さうしせゃぇくっすけ 

こさう くっゅけ しっ けすおかのつゃぇ けとっ ゃ 
ょっすしすゃけすけ ゃ ╄くうくぇ. ╋ぇえおぇ きせ 
ゃしっ きせ さぇいおぇいゃぇ いぇ すぇかぇくすぇ 
くぇ しこけきうくぇか しっ ぉさぇすけゃつっょ, 

くぇゃさっきっすけ せつうか さっいぉぇさしすゃけ 
ゃ 〈さはゃくぇ. ′ぇ きぇかおうは ╇ゃぇく 
ゃしっ きせ しっ うしおぇ ょぇ っ ぉうか あうゃ 
すけは ぉさぇすけゃつっょ ]すっそぇく, つっ 
ょぇ ゅけ くぇせつう う くっゅけ くぇ きぇえ-
しすけさかなお. ╇ くぇえ-ゃぇあくけすけ – 
ょぇ うきぇ し おけゅけ ょぇ しう ゅけゃけさう 
いぇ ういおせしすゃけ. ╁ しっきっえしすゃけすけ 
こさっょちうすっ ゃしっ ぉうかう しさなつくう 
– おけえ てうゃぇつ う おさけはつ くぇ てぇ-
はつくう ょさったう, おけえ うきぇか おさぇしうゃ 
こけつっさお... ]うくけゃっすっ くぇ 〈けきぇ-
くけゃ, けぉぇつっ, くっ しぇ こさうゃかっつっ-
くう けす さうしせゃぇくっすけ, こけしゃっすっくう 
しぇ くぇ すったくうおぇすぇ.╆ぇ しきっすおぇ くぇ 
すけゃぇ - う ょゃっすっ ゃくせつおう けぉうつぇす 
ょぇ さうしせゃぇす. ╋ぇかおぇすぇ, おけはすけ 
あうゃっっ ゃ 』ったうは, ゃっつっ こっつっかう 
こけたゃぇかう けす せつうすっかおぇすぇ.  
╁ こっくしうけくっさしおうすっ しう ょくう, 

し こけさぇいおかぇすっくけ いょさぇゃっ しかっょ 

ょゃっ しなさょっつくう けこっさぇちうう, 
ぉうゃてうはす ぇさしっくぇかしおう たせょけあ-
くうお, おけえすけ けこさっょっかは しっぉっ 
しう おぇすけ „っょうく けす ゃしうつおう”, くっ 
しこうさぇ ょぇ しう さうしせゃぇ. ‶さっょこけ-
つうすぇ かはすけすけ ゃ しっかしおぇすぇ おなとぇ, 
こさっい いうきぇすぇ こけかいゃぇ こけゃっつっ 
こぇしすっかう う きけかうゃ. 〈けきぇくけゃ 
さうしせゃぇ いぇ しっぉっ しう – こっえいぇ-
あう, こけさすさっすう, くぇすのさきけさすう, 
くはきぇ うょっは ょぇ こさぇゃう ういかけあ-
ぉぇ. [うしせゃぇ しう, いぇとけすけ: ”¨くけ-
ゃぇ, おけっすけ  うょっ けすゃなすさっ, すっ けし-
すぇゃは くぇえ-きくけゅけ いぇ 3-4 ょくう”. 
[ぇょゃぇ しっ, つっ ゃ „┿さしっくぇか” っ 
こけかせつうか ゃないきけあくけしす ょぇ ぉなょっ 
ぉかういけ ょけ けぉうつくけすけ いぇくうきぇ-
くうっ. ]こけきくは しう っおしおせさいううすっ 
ょけ ¨さってぇおぇ, ょけ ]けそうは – いぇ 
ういかけあぉう. 》せょけあくうちうすっ ょぇ-
かっつ くっ ぉうかう ゅぇかっくうちう ゃ „┿さ-
しっくぇか” おぇすけ しぇきけょっえちうすっ – 
こなすせゃぇかう しぇきけ うい ╀なかゅぇさうは, 
くはきぇかけ くぇゅさぇょう うい つせあぉうくぇ. 
〈けきぇくけゃ くはきぇ かけて しこけきっく けす 
しなおさぇとっくうっすけ ゃっょくぇゅぇ しかっょ 
こさけきっくうすっ こさっい 1989-すぇ, おけ-
ゅぇすけ しう けすうゃぇす う こけゃっつっすけ けす 
たせょけあくうちうすっ ゃ けさなあっえくうちぇ-
すぇ. ╆ぇ おけかっゅうすっ すけえ しう しこけき-
くは し ょけぉさけ う し くぇょっあょぇすぇ: 
”╃ぇくけ しぇ あうゃう!”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 

』たそちかお てちあおけぬけみてあ, せあ 31-うけ おかさかすうちけ つか たちけえそてうみ せそうそえそおけのせあ たけてさあ, せあちかねかせあ そはか ╇あ-
つけしけかうあ, う さそみてそ くあおひしきけてかしせそ つか つしあえあ たあちけねさあ. 《てさひおか うそおけ せあねあしそてそ つけ てそくけ そいけねあこ?

¨ぉうつぇはす ゃ くけゃけゅけょうてくぇすぇ こうすおぇ 
ょぇ しっ こけしすぇゃは こぇさうつおぇ っ しゃなさ

いぇく し あうすうっすけ くぇ ]ゃ. ╁ぇしうかうえ. ‶さっい 
4-すう ゃっお すけえ ぉうか ょせたけゃっく こぇしすうさ くぇ 
ゅさぇょ ╉っしぇさうは.                                    
╇きこっさぇすけさ ぃかうはく いぇこかぇてうか, つっ 

とっ ういゅけさう ゅさぇょぇ う とっ こかっくう あうすっ
かうすっ きせ. ╁ぇしうかうえ こさういけゃぇか ゃしうつおう 
ょぇ ょけくっしぇす いかぇすけ, しさっぉさけ, しおなこけ
ちっくくけしすう う こぇさう, いぇ ょぇ ゅう たゃなさかはす 
ゃ くけいっすっ くぇ しぇきけょなさあっちぇ う ょぇ ゅけ 
けきうかけしすうゃはす.
╁ けこぇしくうは つぇし ╁ぇしうかうえ うきぇか ゃう

ょっくうっ う し こけきけとすぇ くぇ ]ゃ. ╋っさおせ
さうえ うきこっさぇすけさなす ぉうか せぉうす, ぇ ゅさぇ
ょなす しこぇしっく.

『っこっかうく くぇ ]っょきけすけ 
くっぉっ”, すぇおぇ しっ くぇさうつぇ  ょっしっ
すぇすぇ おくうゅぇ くぇ おぇいぇくかなておうは 
あせさくぇかうしす, こうしぇすっか う ぇゃすけさ 
くぇ しちっくぇさうう いぇ そうかきう ‶っ
すなさ ╋ぇさつっゃ. ╋ぇさつっゃ, おけえすけ っ 
ぉうゃて おぇょなさ くぇ こさっょてっしすゃっ
くうおぇ  くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”- 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”,  ういょぇゃぇ 
おくうゅぇすぇ-さけきぇく ゃ ょゃっ つぇしすう  ゃ 
くぇゃっつっさうっすけ くぇ くけゃぇすぇ ゅけょう
くぇ. 
╁ „『っこっかうく くぇ ]っょきけすけ 

くっぉっ” ぇゃすけさなす さぇいおぇいゃぇ ぇゃ
すっくすうつくう あうすっえしおう うしすけさうう,  
おけうすけ しっ しかせつゃぇす くぇ さっぇかくう 
きっしすぇ, し さっぇかくけ しなとっしすゃせゃぇ
とう  かうつくけしすう, ゅけかはきぇ つぇしす けす 
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╁ぇしうかうえ さってうか ょぇ ゃなさくっ こぇさう
すっ くぇ たけさぇすぇ, くけ くっ しっ いくぇっかけ おけえ 
おけかおけ う おぇおゃけ っ ょぇか. 〈けゅぇゃぇ すけえ 
くぇさっょうか ょぇ くぇこさぇゃはす こてっくうつっくう 
こうすおう, おぇすけ ゃなゃ ゃしはおぇ けす すはた しっ 
こけしすぇゃう けす いかぇすけすけ, しさっぉさけすけ う けす 
こぇさうすっ. ]ゃっすっちなす ぉかぇゅけしかけゃうか こう
すおうすっ う ゅう さぇいょぇか くぇ たけさぇすぇ.
¨すすけゅぇゃぇ しっ すなさおせかくぇかぇ ╁ぇしうかう

っゃぇすぇ こうすおぇ し こぇさうつおぇすぇ… すぇ ょけ 
ょくっし.
╁ ぉなかゅぇさしおぇすぇ すさぇょうちうは - おけゅぇ

すけ こさうゅけすゃは くけゃけゅけょうてくぇすぇ こう
すおぇ, あっくぇすぇ けぉかうつぇ こさぇいくうつくぇ 
こさっきはくぇ. ╃けおぇすけ きっしう こうすおぇすぇ, すは 
こさったゃなさかは こさっい せきぇ しう ゃしうつおけ, けす 

おけっすけ いぇゃうしう ぉかぇゅけょっくしすゃうっすけ 
くぇ くっえくけすけ しっきっえしすゃけ. ╇いさうつぇ 
きうしかうすっ しう ゃ ぉかぇゅけしかけゃうう う 
ゅう ゃなこかなすはゃぇ ゃ てぇさおうすっ ゃなさたせ 
くけゃけゅけょうてくぇすぇ こうすおぇ. ┿ ゃしうつ
おけ, おけっすけ くっ きけあっ ょぇ ういさうしせ
ゃぇ, すは ‘’くぇいけゃぇゃぇ’’ し ょさはくけゃう 
こなこおう - おなしきっすつっすぇ う ゅう ゃかぇ
ゅぇ ゃ すっしすけすけ - いょさぇゃっ, おなしきっす, 
あっくうすぉぇ, くけゃぇ さけあぉぇ... ′ぇおさぇは 
こなたゃぇ こぇさうつおぇ: いぇ おなしきっす, いぇ 
うきけすくけしす う ぉかぇゅけょっくしすゃうっ. ╉け
ゅぇすけ くけゃけゅけょうてくぇすぇ こうすおぇ しっ 
けこっつっ, しすけこぇくおぇすぇ は こけょさっあょぇ 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ こさぇいくうつくぇすぇ すさぇ
こっいぇ.                                                                                                             

》かはぉけゃっ し さぇいかうつくぇ ゅけかっきうくぇ う そけさきぇ しっ こさうゅけすゃはす しなとけ う おぇすけ ょぇさ いぇ けぉさっょくうすっ ゅけしすう こけ こさぇいくうちうすっ - いぇ しせさゃぇおぇさうすっ, おけうすけ うょゃぇす ょぇ ぉかぇゅけしかけゃはす 
し こっしくう う くぇさうつぇくうは しぉなょゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう くぇょっあょう こさっい ′けゃぇすぇ ゅけょうくぇ. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

すはた - こけいくぇすう うきっくぇ う かうちぇ 
けす おぇいぇくかなておうは こっえいぇあ. ╁ 
ょゃっ ゅかぇゃう けす さけきぇくぇ ょっえしす
ゃうっすけ しっ さぇいゃうゃぇ くぇ すっさう
すけさうはすぇ  くぇ „┿さしっくぇか”. ]さっょ 
けこうしぇくうすっ ゅっさけう ゃ くっゅけ っ う 
こなさゃうはす きっしすっく すけすけきうかう
けくっさ, おさなくつぇくうくなす  ╋ぇさうく 
]けおけかけゃ, きっしすくぇ こぇさすうえくぇ 
しっおさっすぇさおぇ, おけはすけ こけ-おなし
くけ しすぇゃぇ っおしすさぇしっくし, きっしすっく 
ぉうゃて ゃけっくっく, せつぇしすゃぇか ゃ 
こさけおけこぇゃぇくっすけ くぇ 『ぇさうつうく
しおぇすぇ ょせこおぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
90-すっ ゅけょうくう ゃ こっつぇかくけ うい
ゃっしすくぇすぇ けこっさぇちうは „]かぇゃぇ”, 
いぇ さっえくょあなさ,  せぉうか くっゃけかくけ 
しゃけえ おけかっゅぇ ゃ ╉ぇきぉけょあぇ う 
ょさせゅう. 』ぇしす けす うしすけさううすっ しぇ 

こさけきっくっくう こけ けすくけてっくうっ くぇ 
きはしすけ う ゃさっきっ, くけ おぇすけ ちはかけ 
しのあっすうすっ しぇ ぇゃすっくすうつくう. 
╉くうゅぇすぇ くっ っ そぇくすぇしすうおぇ, 

きぇおぇさ くぇ こなさゃ こけゅかっょ ょぇ 
ういゅかっあょぇ すぇおぇゃぇ. ╃っかけ っ くぇ 
ういょぇすっかしすゃけ „╅ぇくっす-45”  う 
きけあっ ょぇ ぉなょっ くぇきっさっくぇ こけ 
きっしすくうすっ おくうあぇさくうちう. 
„┿さしっくぇかしおうは” けすおなし けす くっは  

とっ こせぉかうおせゃぇきっ  ゃ しかっょゃぇ
とうは ぉさけえ.  
52-ゅけょうてくうはす ‶っすなさ ╋ぇさ

つっゃ っ ぇゃすけさ くぇ さけきぇくう, さぇい
おぇいう, こうっしう, おうくけしちっくぇさうう, 
さけお-こけっいうは, こせぉかうちうしすうおぇ. 
‶さけとなこせかくうおなす きせ ゃ あせさくぇ
かうしすうおぇすぇ っ ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”. ╁ きけ

きっくすぇ っ ゅかぇゃっく さっょぇおすけさ くぇ 
きっしすくうは  ゃっしすくうお „]っょきうちぇ”.  
╊うすっさぇすせさくうはす しちっくぇさうえ こけ 
こなさゃぇすぇ つぇしす くぇ „『っこっかうく 
くぇ ]っょきけすけ くっぉっ” しこっつっかう 
こなさゃぇ くぇゅさぇょぇ ゃ しちっくぇさくうは 
おけくおせさし くぇ ╋っあょせくぇさけょくうは 
おうくけそっしすうゃぇか „‶けおさけゃ“ ゃ 
╉うっゃ.
╁ おさぇは くぇ かはすけすけ ╋ぇさつっゃ 

しっ こさけつせ し くぇきっさっくうっすけ しう 
ょぇ こさぇゃう  うゅさぇかっく そうかき 
くぇ すっきぇ: けぉゅぇいはゃぇくうはすぇ ゃ 
]すぇさけいぇゅけさしおけ. [ぇぉけすくけすけ 
いぇゅかぇゃうっ くぇ かっくすぇすぇ とっ っ 
„┿こけおぇかうこしうし  ょけ こけうしおゃぇ
くっ”.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ
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‶けょぇょっくうすっ  いぇ こさうはすっかしすゃけ さなちっ きけゅぇす きくけゅけ. ╁さなとぇす ゃはさぇすぇ, ょぇゃぇす くけゃぇ くぇょっあょぇ, けしきうしかはす ょくうすっ..., しかせつゃぇす つせょっしぇ! ╋ぇかおけ つせょけ ゃ 
ょくうすっ こさっょう ╉けかっょぇ しっ しかせつゃぇ う ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ ]ゃっすかぇ ╃うきうすさけゃぇ う ′うおけかぇえ ′うおけかけゃ, そさっいうしす けす ちった 240 くぇ ╆ぇゃけょ 1. ‶けょぇょっくぇすぇ 
けす ′ぇすぇかうは ]うきっけくけゃぇ う  „‶さっょぇえ くぇすぇすなお”  さなおぇ しぉなょゃぇ うしすうくしおう きけすけすけ くぇ こさっょぇゃぇくっすけ くぇ ╀う 〈う ╁う. ╃っしっすおう, ょけさう しすけすうちう ょかぇくう 
ゃ こけょおさっこぇ くぇ ]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ ょくっし うき ょぇゃぇす くぇょっあょぇ, つっ  ゃ ういこうすぇくうっすけ くぇ あうゃけすぇ しう – ゅさうあぇすぇ いぇ ょゃっ ぉけかくう ょっちぇ, すっ こけゃっつっ 
くはきぇ ょぇ ぉなょぇす すけかおけゃぇ しぇきう.
15 ゅけょうくう けすおぇおすけ ょゃぇきぇすぇ きかぇょう さけょうすっかう つせゃぇす しすさぇてくぇすぇ ょうぇゅくけいぇ: ょゃっすっ うき くけゃけさけょっくう ぉかういくぇつおう しぇ し すっあおけ せゃさっょっくけ いょさぇゃっ. 

╆ぇゃうくぇゅう...
[けょっくう きぇかおけ しかっょ てっしすうは きっしっち くぇ ぉさっきっくくけしすすぇ, ′うくぇ う ╂ぇかは こさっしすけはゃぇす こけゃっつっ けす  すさう きっしっちぇ ゃ おせゃぬけい. [っいせかすぇすなす: ょっすしおぇ ちっ-

さっぉさぇかくぇ こぇさぇかういぇ いぇ ′うくぇ う さっすさけょっくすぇかくぇ そうぉさけこかぇいうは いぇ ╂ぇかは. 〉きくけあっく こけ ょゃっ, しすさっしなす けす せあぇしくぇすぇ くけゃうくぇ しすぇゃぇ 15-ゅけょうてくけ 
すっあおけ っあっょくっゃうっ いぇ ]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ. ╉けっすけ すっ こけしさっとぇす しなし いぇゃうょくぇ しうかぇ, けぉうつ う  すなさこっくうっ. ]すさぇょぇくうっ し ょけしすけえくしすゃけ! ╇ しきうさっくうっ, 
こさっょ おけっすけ きけあっき しぇきけ ょぇ いぇきなかつうき.

╁しなとくけしす, ]ゃっすかぇ う ′うおけ-
かぇえ すゃなさょっ ょなかゅけ きなか-

つぇす いぇ かうつくぇすぇ しう ぉけかおぇ – くっ 
いぇくうきぇゃぇす し くっは けぉとっしすゃけ-
すけ, くっ すなさしはす こけょおさっこぇすぇ くぇ 
ょさせゅうすっ くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ. ‶さう-
っきぇす ういこうすぇくうっすけ おぇすけ くっとけ 
しゃけっ う きせ しっ けすょぇゃぇす ういちはかけ. 
„′っ しなき う きうしかうかぇ ょぇ しなょは 
ょなさあぇゃぇすぇ, おぇお かう とっ は けしな-
ょは...”, ぉっい おぇこおぇ ゅくはゃ しこけょっ-
かは きぇえおぇすぇ ]ゃっすかぇ, とけき は 
こうすぇき ょぇかう っ こけすなさしうかぇ けす-
ゅけゃけさくけしす いぇ すけゃぇ, つっ こさっおけ-
きっさくけすけ おけかうつっしすゃけ こけょぇょっく 
おうしかけさけょ ゃ おせゃぬけいぇ しかぇゅぇ いぇ-
ゃうくぇゅう くぇ ぉかういくぇつおうすっ っすう-
おっすぇ ”ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは”. 
‶さうつうくぇすぇ いぇ ぉけかっしすうすっ くぇ 
ょっちぇすぇ しう ]ゃっすかぇ くぇせつぇゃぇ 
こけ-おなしくけ. ╁ [けょうかくけすけ ゃ ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ  ょけさう くっ え おぇいゃぇす 
こさう ういこうしゃぇくっすけ, つっ ょっちぇすぇ 
うきぇす いょさぇゃけしかけゃくう こさけぉかっ-
きう... ′け – おけゅぇすけ こっかっくぇつっ-
すけ ╂ぇかは こけかせつぇゃぇ こさうしすなこ, 
しかっょ おけえすけ しっ さぇいぉうさぇ, つっ 
うきぇ ういゅぇさはくっ くぇ さっすうくぇすぇ, 
ぇ ′うくぇ くっ しこうさぇ ょぇ こかぇつっ – 
ょけさう ゃっつっ こけさぇしくぇかけ ぉっぉっ, 
うしすうくぇすぇ うょゃぇ おぇすけ くっおぇくっくぇ 
ゅけしすっくおぇ. ╉けはすけ けしすぇゃぇ ゃ しっ-
きっえしすゃけすけ いぇゃうくぇゅう. 
¨すすけゅぇゃぇ くぇしぇき きぇえおぇすぇ 

くうおけゅぇ こけゃっつっ くっ けすうゃぇ くぇ 
さぇぉけすぇ. 〈は っ こさけしすけ ╋ぇえおぇ. 
╂さうあうすっ いぇ ′うくおぇ う ょけしっゅぇ 
しぇ ゅさうあう おぇすけ いぇ こっかっくぇつっ – 
こぇきこっさしう, たさぇくっくっ, おなこぇくっ, 
しさっしゃぇくっ, かぇしおう いぇ しこうさぇくっ 
くぇ くっこさっしすぇくくうは こかぇつ, こけょ-
ゅけすけゃおぇ いぇ しなく..., きぇえつうくしおけ 
15-ゅけょうてくけ ぉっいしなくうっ. 
╆ぇすけゃぇ しっきっえしすゃけすけ しっ さぇょ-

ゃぇ すけかおけゃぇ くぇ こけょぇさっくぇすぇ 
うくゃぇかうょくぇ おけかうつおぇ, おけはすけ 
ょけくぇしは ′ぇすぇかうは ]うきっけくけゃぇ. 
]すぇさぇすぇ おけかうつおぇ せきぇかはかぇ, 
15-ゅけょうてくぇすぇ ゃっつっ ′うくぇ くっ 
しっ こけぉうさぇ ゃ くっは – くはきぇ おぇお 
ょぇ ういかっいっ ういけぉとけ くぇ さぇいたけょ-
おぇ くぇゃなく. ‶けょおさっこぇすぇ けす ╀う 
〈う ╁う ゃしなとくけしす うょゃぇ けす っょうく 
おぇいぇくかなつぇくうく – ]すっそぇく ‶ぇ-
こせおつうっゃ. 〈けえ しっ けぉぇあょぇ くぇ 
こさっょぇゃぇくっすけ. ‶ぇこせおつうっゃ こけ-
きぇゅぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ けすょぇゃくぇ 
– つさっい 《けくょぇちうは „¨ぇいうし” – し 
こけきけとう けす たさぇくぇ, ょさっておう... 
‶けきぇゅぇす, くぇえ-ゃっつっ しかっょ すゃ 
こさっょぇゃぇくっすけ, う ょさせゅう ょけぉさう 
しなさちぇ. ╃っちぇすぇ けす ╂うきくぇいうは 
„╉うさうか う ╋っすけょうえ”, おなょっすけ 
せつう ╂ぇかは, けさゅぇくういうさぇす しなし  
しなせつっくうちう ぉかぇゅけすゃけさうすっ-
かっく おけくちっさす いぇ しっきっえしすゃけすけ 
こさっょう ╉けかっょぇ,  くぇ 18-すう ょっ-
おっきゃさう. ′ぇ しかっょゃぇとうは ょっく 
っ ょぇさうすっかしおうはす おけくちっさす ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, けさゅぇくういうさぇく 
けす ╂ぇかうくぇ ╂っけさゅうっゃぇ. ╃ぇ-
きぇすぇ くぇせつうかぇ いぇ しなょぉぇすぇ くぇ 
しっきっえしすゃけすけ こけ すっかっゃういうはすぇ. 
╀ぇとぇすぇ くぇ しなせつっくうお くぇ ╂ぇかは  
ょけおぇさぇか ょなさゃぇ いぇ けゅさっゃ いぇ 
たけかぇ – うくぇつっ, しっきっえしすゃけすけ 
おぇさぇ いうきぇすぇ し おかうきぇすうおぇ ゃ 
しこぇかくはすぇ, いぇ ょぇ ぉなょぇす ゃうくぇ-

ゅう ょけ ′うくおぇ, おけはすけ くっ きけあっ 
ょぇ  くぇこせしおぇ しすぇはすぇ ぉっい つせあ-
ょぇ こけきけと. ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
こさっょけしすぇゃう くぇ しっきっえしすゃけすけ 
しさっとせ しけちうぇかっく くぇっき くけゃけ 
けぉとうくしおけ あうかうとっ, すなえ おぇすけ 
しっゅぇてくけすけ うきぇ くっせょけぉしすゃぇ. 
〈ぇおぇ う おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけは-
くけゃぇ こけっ とぇそっすぇすぇ けす ′ぇすぇ-
かうは ]うきっけくけゃぇ. „′うおけゅぇ くっ 
しなき きうしかうかぇ, つっ すけかおけゃぇ たけさぇ 
とっ うしおぇす ょぇ くう こけきけゅくぇす. ′っ 
しなき しっ くぇすさぇこゃぇかぇ ょぇ すなさしは 
こけきけと.”, おぇいゃぇ しなし いぇゃうょくけ 
ょけしすけえくしすゃけ きぇえおぇすぇ ]ゃっすかぇ. 
‶けきけと けす おけかっゅうすっ くぇ ′うおけ-
かぇえ – ぇさしっくぇかちう, くぇ ]ゃっすかぇ 
くっ え しっ うしおぇ, いぇとけすけ いくぇっ, つっ 

たけさぇすぇ あうゃっはす すさせょくけ, ういこうす-
ゃぇ くっせょけぉしすゃけ こさう きうしなかすぇ, 
つっ とっ けすょっかはす しさっょしすゃぇ う  いぇ 
すはたくけすけ しっきっえしすゃけ... 

╆ぇ くうとけ くぇ しゃっすぇ くっ ぉうた 
けしすぇゃうかぇ ょっすっすけ しう ゃ ょけき!    

〈っいう, ういすさなゅくぇすう けす しなさちっすけ 
くぇ ]ゃっすかぇ, ょせきう つせゃぇ ゃしっおう, 
おけえすけ え こさっょかぇゅぇ ょぇ こさぇすう ゃ 
ょけき ぉけかくうすっ しう ょっちぇ. ]かぇゃぇ 
╀けゅせ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ けゅさけ-
きくうすっ ゅさうあう , ょくっし ╂ぇかは しっ 
しこさぇゃは し あうゃけすぇ しう う せつうかう-
とっすけ きくけゅけ ょけぉさっ, ゃなこさっおう 
つっ くっ ゃうあょぇ. 〉つう こけ ぉさぇえかけ-
ゃう せつっぉくうちう, けす ゅうきくぇいうはすぇ 
しぇ え けしうゅせさうかう う しすぇくょぇさすっく 
おけきこかっおす いぇ さけょうすっかうすっ – ょぇ 
こけきぇゅぇす ゃ こけょゅけすけゃおぇすぇ. ‶さけ-
ぉかっき, けぉぇつっ, けしすぇゃぇ こさうょ-
ゃうあゃぇくっすけ うい ゅさぇょぇ: ゃしっおう 
ょっく は ゃけょはす ょけ せつうかうとっ, こさっい 
きっあょせつぇしうっすけ しすけう ゃ しすぇは-
すぇ... ╋ぇえおぇすぇ っ ういおかのつうすっか-
くけ ぉかぇゅけょぇさくぇ くぇ ょっちぇすぇ けす 
せつうかうとっ, おけうすけ こさうょさせあぇゃぇす 
╂ぇかは けす おぇぉうくっす ゃ おぇぉうくっす, 
ゃしはつっしおう  は こけょおさっこはす う くっ は 
ょっかはす けす しっぉっ しう. „╇きぇき くぇ-
ょっあょぇ, つっ ╂ぇかは とっ しっ しこさぇゃう 
ゃ あうゃけすぇ, うしおぇ ょぇ せつう う ょぇ 
しすぇくっ さったぇぉうかうすぇすけさ”, しこけ-
ょっかは ]ゃっすかぇ ╃うきうすさけゃぇ. ╆ぇ 
′うくおぇ, けぉぇつっ, しはおぇて くはきぇ 
くうおぇおゃぇ くぇょっあょぇ – う  こけ-
しかっょくけすけ こうしきけ ょけ おかうくうおう, 
すけいう こなす ゃ [せしうは, っ し けすさう-

ちぇすっかっく けすゅけゃけさ いぇ かっつっくうっ. 
╋けいなつくうはす おさなゃけういかうゃ ゃ おせ-
ゃぬけいぇ うきぇ くっこけこさぇゃうきう こけ-
しかっょうちう...
]ゃけはす „こさうくけし” ゃ ょさぇきぇすぇ くぇ 

しっきっえしすゃけすけ うきぇ う かうこしぇすぇ くぇ 
ょけぉさう  せしかけゃうは いぇ こさうょゃうあ-
ゃぇくっ くぇ たけさぇ し せゃさっあょぇくうは  ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ′ぇかうつくうすっ さぇきこう  
こさっょ ‶けかうちうはすぇ う „]けちうぇかくう 
ゅさうあう”  ′うくおぇ くはきぇ くせあょぇ ょぇ 
こけかいゃぇ. ‶さっょ ‶けかうおかうくうおぇすぇ 
しなけさなあっくうっすけ くっ っ こけょたけょは-
とけ – おけかうつおぇすぇ ゃなさゃう くぇゅけ-
さっ すさせょくけ, っょゃぇ くっ いぇすさせこゃぇ 
]ゃっすかぇ, ょけおぇすけ しっ おぇつゃぇす. 
╃けしすなこっく けす きぇゅぇいうくうすっ っ 
しぇきけ 〉くうゃっさしぇかくうはす. ╆ぇ おぇつ-

ゃぇくっ ゃ ぇゃすけぉせしう ういけぉとけ くっ 
しすぇゃぇ う ょせきぇ.
‶さけぉかっきうすっ くぇ ょっくは ゃ しっ-

きっえしすゃけ, ゃ おけうすけ うきぇ ょっちぇ 
し せゃさっあょぇくうは, しぇ ぉっいぉさけえ: 
]ゃっすかぇ こけかせつぇゃぇ きうくうきぇかくぇ 
いぇこかぇすぇ う けしうゅせさけゃおう おぇすけ 
かうつっく ぇしうしすっくす こけ こさけゅさぇきぇ, 
おけはすけ ういすうつぇ こさっょう ╉けかっょぇ. 
‶けしかっ けしすぇゃぇ ぉっい ょけたけょう. 
‶けきけとうすっ けす こけ 168 かゃ. こけ 
つか. 43 いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇ-
くうは しっ ょぇゃぇす ょけ けこさっょっかっくぇ 
ゃないさぇしす. ╉ぇすけ  たけさぇ しなし しこっ-
ちうぇかくう くせあょう, ょっちぇすぇ こけ-
かせつぇゃぇす う きぇかおう ょけぉぇゃおう いぇ 
すさぇくしこけさす う ょさせゅう ょっえくけしすう. 
]ゃっすかぇ, う ょぇ うしおぇ, くっ きけあっ 
ょぇ さぇぉけすう: ′うくおぇ けすくっきぇ ちは-
かけすけ え ゃさっきっ. ╉けゅぇすけ きぇえおぇ-
すぇ ういかういぇ, いぇ ぉっいこけきけとくぇすぇ 
ょっゃけえおぇ しっ ゅさうあう くっゃうあょぇ-
とぇすぇ え しっしすさぇ, ょはょけすけ, こけ-
くはおけゅぇ – ぉぇぉぇすぇ, くけ – くぇえ-
ゃっつっ しなしっょおぇすぇ, かっかは ╉ぇすは. 
„′っ いくぇき おぇおゃけ とっ こさぇゃは ぉっい 
かっかは ╉ぇすは...! 〈は ゅかっょぇ ′うくぇ, 
ゃけょう ╂ぇかは くぇ せつうかうとっ, こけきぇ-
ゅぇ し おぇおゃけすけ きけあっ う っ すせお, ゃ 
ぉかけおぇ”, すさっゃけあう しっ ]ゃっすかぇ, 
とけき しう こけきうしかう, つっ ゃ くけゃけすけ 
あうかうとっ くはきぇ ょぇ っ すぇおぇ. ╃け-
おぇすけ しう ゅけゃけさうき し かっかは ╉ぇすは, 
おけはすけ ょくっし こぇお っ すせお, ]ゃっすかぇ 
しっ せしきうたゃぇ. ╋ぇえおぇすぇ しっ てっゅせ-
ゃぇ, つっ, きぇおぇさ ょぇ くっ たけょう くぇ 
さぇぉけすぇ, こさうかぇゅぇ ゃおなとう くぇせ-
つっくけすけ けす こさけそっしうけくぇかくけすけ 
さっしすけさぇくすぬけさしおけ せつうかうとっ ゃ 

‶ぇゃっか ぉぇくは: ”╋けゅぇ ょぇ しゅけすゃは 
けす くうとけ くっとけ...”. 

]ゃっすかぇ くぇきうさぇ しうかう
ょぇ しっ せしきうたゃぇ 

〉しきうたゃぇ しっ, きぇおぇさ くうおけ-
ゅぇ ょぇ くっ きけあっ ょぇ ういかっいっ し 
こさうはすっかおう くぇ おぇそっ, きぇおぇさ 
こさっい ぉさけっくう きうくせすう しすっくぇ-
くうはすぇ くぇ ′うくおぇ ょぇ は ゃうおぇす 
けす しこぇかくはすぇ いぇ こけきけと... ′ぇ-
きうさぇ しうかう ょぇ すうつぇ くぇこさっょ-
くぇいぇょ うい おなとう, ゃなこさっおう, つっ 
くぇしおけさけ っ くぇせつうかぇ けとっ っょくぇ 
しすさぇてくぇ ょうぇゅくけいぇ -  すけいう こなす 
– いぇ しっぉっ しう. ]かっょ ′けゃぇ ゅけ-
ょうくぇ ]ゃっすかぇ は つぇおぇ けこっさぇ-

ちうは くぇ とうすけゃうょくぇすぇ あかっいぇ 
– しすさっしなす え ょけおぇさゃぇ すっあおぇ 
ぉけかっしす... ]すさぇたせゃぇ しっ けす けこっ-
さぇちうはすぇ くっ いぇさぇょう しっぉっ しう, 
ぇ いぇさぇょう すさっゃけゅぇすぇ, つっ くはきぇ 
くぇ おけゅけ ょぇ けしすぇゃう ゅさうあぇすぇ いぇ 
きけきうつっすぇすぇ.
╇ いぇ 6-ゅけょうてくうは しうく – ╁ぇしおけ.

]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ
しっ さぇょゃぇす し ╁ぇしおけ          

╋ぇかおうはす っ ゃ こさっょせつうかうとくぇ 
ゃないさぇしす, ゃっつっ しっ せつう ょぇ こうてっ 
う つっすっ. ╋っつすぇっ ╃はょけ ╉けかっょぇ 
ょぇ きせ ょけくっしっ かぇこすけこ... ┿おけ くっ 
うしすうくしおう, こけくっ – けす うゅさぇつおう-
すっ. ]ゃっすかぇ くっ っ しうゅせさくぇ, つっ 
すけゃぇ とっ しっ しかせつう..., くけ くっ 
しきっっ ょぇ こけきさぇつう くぇょっあょぇすぇ 
くぇ きぇかおうは, おけえすけ くっ しこうさぇ ょぇ 
しっ せしきうたゃぇ. ╁ぇしおけ しっ さぇょゃぇ 
くぇ ゃしはおぇ ょさっぉけかうは. „╁しっ くぇ-
きうさぇ ょぇ おぇあっ くっとけ いぇぉぇゃくけ”, 
しこけょっかは とぇしすかうゃけ きぇえおぇ-
すぇ. 〈うたぇすぇ さぇょけしす うょゃぇ こさっい 
しすさぇょぇくうっすけ くぇ くっえくうすっ けつう 
すけかおけゃぇ しきうさっくけ, つっ くはきぇ 
おぇお ょぇ くっ ゃうょうて ¨ぉうつすぇ -  
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ しうかぇ くぇ しっきっえ-
しすゃけすけ ゃ くっゅけゃうすっ ういこうすぇくうは. 
]ゃっすかぇ しっ ゅけさょっっ しなし しなこさせゅぇ 
しう ′うおけかぇえ: ”¨ぉうつぇ しう さぇぉけ-
すぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, ちっくはす ゅけ, 
しこさぇゃは しっ しなゃっしすくけ!”. „]こさぇ-
ゃはきっ しっ, ゅかぇょくう う あぇょくう くっ 
しきっ けしすぇゃぇかう. ′っ しきっ しっ おぇ-
さぇかう ょけさう, おけゅぇすけ しきっ ぉっい 
っょくぇ しすけすうくおぇ”, おぇいゃぇ ]ゃっす-

かぇ, くけ けとっ こさっょう ょぇ ゅけ っ おぇ-
いぇかぇ, しなき しうゅせさくぇ, つっ っ すぇおぇ. 
╁ ょけきぇ くぇ ]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ 
ちぇさう けくぇいう しゃっすかうくぇ, おけはすけ 
ういかなつゃぇす しぇきけ けぉうつすぇ う ゃいぇ-
うきくぇすぇ こけょおさっこぇ きっあょせ ょゃぇ-
きぇ. ╅うゃっはす しおさけきくけ, くけ うきぇ 
さっょ くぇゃしはおなょっ. ‶けしさっとぇす 
╉けかっょぇ くぇえ-ゃっつっ くぇ おぇさすけそう, 
くけ くっ ゅせぉはす くぇょっあょぇ. ]こはす 
いぇっょくけ ゃ っょくぇ しすぇは し ょっちぇすぇ 
– いぇ ょぇ しぇ ゃしうつおう くぇ こけきけと 
こさう くせあょぇ いぇ ′うくおぇ. ′っ いぇ-
ぉさぇゃはす, つっ うきぇ う こけ-いかっ: こさっい 
すっあおぇすぇ 1997-きぇ ]ゃっすかぇ しぇきぇ 
きっしう たかはぉ ゃしっおう ょっく. ¨しゃっく 
あっしすけおぇすぇ おさういぇ いぇ ゃしうつおう, 
ゃ しっきっえしすゃけすけ すけゅぇゃぇ うょゃぇす 
う ょゃっすっ  ぉけかくう こっかっくぇつっすぇ, 
つうっすけ けすゅかっあょぇくっ ょなさあぇゃぇすぇ 
„こけょおさっこは” し  こけ 8 かゃ. ょっすしおう 
こけきけとう. 〈けゅぇゃぇ っょくう ょけぉさう 
たけさぇ けす „╋ +] 》うょさぇゃかうお” ┿╃ 
ゃいっかう 19-ゅけょうてくぇすぇ ]ゃっすかぇ 
くぇ さぇぉけすぇ いぇ ぉさけっくう ょくう, いぇ 
ょぇ きけあっ ょぇ こけかせつぇゃぇ くはおぇお-
ゃう ょけたけょう こけ きぇえつうくしすゃけ. 
╃っしっす ゅけょうくう ょゃぇきぇすぇ きかぇ-

ょう さけょうすっかう, くぇきっさうかう しっ 
おぇすけ しっきっえしすゃけ こさっょ ぉかけおぇ 
ゃ ╆ぇこぇょくけすけ, あうゃっはす し ぉかうい-
くぇつおうすっ こさう くっゃなけぉさぇいうきう 
すさせょくけしすう. ╇ょゃぇ さぇょけしすすぇ けす 
さぇあょぇくっすけ くぇ ╁ぇしうか. ] くっゅけ 
ゃしうつおけ っ くぇさっょ. ‶けしかっ – こさっい 
2007-きぇ, うき ょぇゃぇす しっゅぇてくけすけ 
けぉとうくしおけ あうかうとっ. ] ′うおけ-
かぇえ おせこせゃぇす ゃしうつおけ くぇ ういこかぇ-
とぇくっ. „╁うくぇゅう しなき ういさはょくぇ し 
ゃくけしおうすっ. ‶ぇさう, ょぇょっくう し ょけ-
ゃっさうっ, しっ ゃさなとぇす し ょけゃっさうっ”, 
おぇいゃぇ ]ゃっすかぇ. 
╀うすけゃうすっ すさせょくけしすう くはきぇ ょぇ 

しゃなさてぇす しおけさけ. ]っゅぇ とっ うき 
すさはぉゃぇす きくけゅけ くっとぇ いぇ くけゃうは 
ぇこぇさすぇきっくす, おけえすけ っ ういちはかけ 
こさぇいっく... ╋けあっ ょぇ しっ くぇしすぇ-
くはす っょゃぇ くぇこさけかっす. ╃けすけゅぇゃぇ, 
けぉぇつっ, こさっい いうきぇすぇ, ょけきぇおう-
くはすぇ とっ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ きうっ 
しなょけゃっすっ しなし しすせょっくぇ ゃけょぇ 
– すけこかぇ ゃ おせたくはすぇ くはきぇす... 
╁ ぉぇくはすぇ, おなょっすけ っょゃぇ おなこはす 
′うくおぇ, とっ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
ぉなょっ しすせょっくけ. 
′け うきぇす ょさせゅけすけ: さぇょけしすすぇ 

こっすうきぇすぇ ょぇ ぉなょぇす いぇっょくけ. 
„‶け こさぇいくうちうすっ しきっ しう ゃおな-
とう – ゃしうつおけ いぇっょくけ. ╆ぇ ╉け-
かっょぇ しう こけあっかぇゃぇき ょぇ  ぉなょっき 
いょさぇゃう, いぇっょくけ ょぇ しう ゅかっょぇ-
きっ ょっちぇすぇ!”, おぇいゃぇ ]ゃっすかぇ. 〈は 
けすょぇゃくぇ っ ういこうすぇかぇ っょくぇ けす 
くぇえ-ゅけかっきうすっ ぉけかおう くぇ しゃっすぇ 
- ゃしっおう ょっく ょぇ しすさぇょぇて, ょっ-
くけくけとくけ ょぇ しすさぇょぇて けす ぉけか-
おぇすぇ - ょっちぇすぇ すう ょぇ くっ しぇ おぇすけ 
ょさせゅうすっ, ょぇ くっ きけゅぇす けくけゃぇ, 
おけっすけ いぇ ょさせゅうすっ っ っしすっしすゃっ-
くけ ょけしすなこくけ. 
] こけゃっつっ こさけすっゅくぇすう いぇ こけょ-

おさっこぇ さなちっ, けぉぇつっ, ぉけかおぇすぇ 
くぇきぇかはゃぇ, ぇ くぇょっあょぇすぇ さぇし-
すっ. 〈っいう ょくう  ゃ しっきっえしすゃけすけ 
くぇ ]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ すけゃぇ 
しっ しかせつゃぇ. ╉けっすけ っ しなとうくしおけ 
きぇかおけ つせょけ. ‶さっょう ╉けかっょぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

сн. Община Казанлък

„╉ぇ『╋╅╇╅【╅ – 【《╇╅ 』ぇ〈 ╅′” 

╆ぇ さぇいかうおぇ けす ょけしっゅぇ ういかういぇかうすっ おくうゅう 
いぇ ╀けさうしけゃ, おけうすけ しぇ こさっょうきくけ あなかすう, し 
おかのおぇさしおけ しなょなさあぇくうっ う しっくいぇちうけくくう 
うしすけさうう, „╃なさあぇゃぇすぇ - すけゃぇ しなき ぇい“ ょぇゃぇ 
ょけしすけゃっさっく けすゅけゃけさ くぇ きくけゅけ ゃぇあくう こさけ
ぉかっきう う すっきう, おけうすけ せきうてかっくけ しぇ こさっきなか
つぇゃぇくう けす こけかうすうつっしおぇすぇ おかぇしぇ.
╇ょっはすぇ  こさけそっしけさなす  こけ しけちうけかけゅうは ょぇ 

くぇこうてっ おくうゅぇ いぇ こさっきうっさぇ っ けすこさっょう ょゃっ 
ゅけょうくう. 
„╃なさあぇゃぇすぇ – すけゃぇ しなき ぇい” っ こさっょてっ

しすゃぇくぇ けす こけさっょうちぇ っしっすぇ, ゃ おけうすけ  しけちう
けかけゅなす こさぇゃう けちっくおう くぇ こなさゃうすっ しすなこおう 
くぇ ╀けさうしけゃ ゃ こけかうすうおぇすぇ う おぇすけ こさっきうっさ, 
けこさっょっかっく おぇすけ „っょくぇ ういゅさはゃぇとぇ こけかうすう
つっしおぇ いゃっいょぇ, し くっしすぇくょぇさすっく,  たうぉさうょっく 
ぉっお ゅさぇせくょ: こけあぇさくうおぇさ, ぉけょうゅぇさょ くぇ ょゃっ 
ぉうゃてう ゃっかうつうは (〈けょけさ ╅うゃおけゃ う ]うきっけく 
]ぇおしおけぉせさゅゅけすしおう), すけこ-こけかうちぇえ, おきっす くぇ 
]けそうは”. ╁っさっく  くぇ こけかうすうつっしおうは しう  くのた, 
しけちうけかけゅなす  けとっ すけゅぇゃぇ せしっとぇ, つっ ╀けえおけ 
╀けさうしけゃ くっ っ いぇしすさぇたけゃぇく けす “ういおせてっくう
はすぇ“ くぇ ゃかぇしすすぇ, けす せこさぇゃかっくしおう ゅさっておう う 
ょけさう けす おさぇっく こさけゃぇか, こけょけぉっく くぇ すけいう くぇ 
くっゅけゃうは こぇすさけく ]うきっけく ]ぇおしおけぉせさゅゅけすしおう. 
╁ おくうゅぇすぇ くはきぇ  くうおぇおゃう しっくいぇちうけくくう 

╆╊′ 《〈╆】╉』〈╅〉...

╁ きけすうゃうすっ しう いぇ いぇおさうゃぇくっ 
くぇ 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 ╉ぇいぇくかなお, しないょぇょっく こさっょう 
5 ゅけょうくう, ╃あぇきぇか ‶ぇこぇさかぇくけゃ 
っ こけしけつうか, つっ けす 264 けぉとうくう 
しぇきけ 22 うきぇす ういぉさぇく けきぉせょ
しきぇく. 
╋くけゅけすけ しさっょしすゃぇ - 30 たうかはょう 

くぇ ゅけょうくぇ, いぇ ういょさなあおぇすぇ くぇ 
うくしすうすせちうはすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ 
しなとけ っ しさっょ きけすうゃうすっ くぇ しな
ゃっすくうおぇ けす ╊╇╃╄[ いぇ うしおぇくけすけ 
いぇおさうゃぇくっ . 
‶ぇこぇさかぇくけゃ こけしけつゃぇ しなとけ, 

つっ いぇこかぇすぇすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ 
っ くぇ 100 %  おぇすけ  おきっすしおぇすぇ, 
おぇすけ すっいう しさっょしすゃぇ, しこけさっょ 
くっゅけ, きけゅぇす ょぇ しっ さぇいたけょゃぇす いぇ 
ょさせゅう ゃぇあくう う ちっかっしなけぉさぇいくう 
ょっえくけしすう - きかぇょっあおう うかう いぇ 
おせかすせさぇ. ‶けしかっょくけすけ くっ っ しなゃ
しっき おけさっおすくけ, すなえ おぇすけ しなゅかぇし
くけ ‶さぇゃうかくうおぇ いぇ ょっえくけしすすぇ 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ, きっしっつくけすけ きせ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうっ っ 80% けす いぇ
こかぇすぇ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ. 
╁ ょけおかぇょぇ しう けぉとうくしおうはす しな

ゃっすくうお っ ぇくぇかういうさぇか う けすつっすぇ 
くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお, 
ゃくっしっく ゃ ¨ぉ]-╉ぇいぇくかなお すぇいう 
ゅけょうくぇ, けぉけぉとぇゃぇえおう, つっ ょけさう 
くはきぇ こけ っょくぇ あぇかぉぇ くぇ ょっく う 

しすぇすうしすうおぇすぇ けす くっゅけ しなとけ っ 
ういこけかいゃぇくぇ ゃ こけかいぇ くぇ うしおぇくけ
すけ いぇおさうゃぇくっ くぇ けさゅぇくぇ. 
‶ぇこぇさかぇくけゃ すゃなさょう けとっ, つっ 

ゃ いぇとうすぇ くぇ うくすっさっしうすっ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ ぇょっおゃぇすくけ さぇぉけ
すはす, おぇおすけ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきう
くうしすさぇちうは, すぇおぇ う けぉとうくしおうすっ 
しなゃっすくうちう, う くはきぇ くせあょぇ すけゃぇ 
ょぇ しっ こさぇゃう けす けとっ っょうく けさゅぇく, 
おぇおなゃすけ しっ はゃはゃぇ けぉとっしすゃっくう
はす こけしさっょくうお.  
╆ぇ こさっょかけあっくうっすけ しう いぇ いぇ

おさうゃぇくっ くぇ うくしすうすせちうはすぇ くぇ 
けきぉせょしきぇくぇ こさっょしすぇゃうすっかはす 
くぇ こぇさすうは ╊╇╃╄[ しっ っ „ゃょなた
くけゃうか” けす ゅけさつうゃうは けこうす 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 
ゃ ╀せさゅぇし -  4 こなすう う ゃしっ ぉっい 
さっいせかすぇす. ╆ぇ すけゃぇ すけえ しぇきうはす 
こうてっ ゃ ょけおかぇょぇ しう ょけ こさっょしっ
ょぇすっかは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ‶け ょせきうすっ くぇ ╃あぇ
きぇか ‶ぇこぇさかぇくけゃ, おけくおせさしなす ゃ 
╀せさゅぇし っ こさうょけぉうか “ゃけょっゃうかっく 
たぇさぇおすっさ”. ‶けょけぉくぇ けこぇしくけしす 
すけえ しないうさぇ う ゃ こさけちっょせさぇすぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, こさけゃぇかっくぇ ゃっつっ 
ゃっょくなあ.  
¨ぉとうくしおうはす しなゃっすくうお けす ╊╇

╃╄[, くぇこさぇゃうか こさっょかけあっくう
っすけ, ぉっ つかっく くぇ ╁さっきっくくぇすぇ 
おけきうしうは いぇ ういぉけさ くぇ くけゃ けぉ
とっしすゃっく こけしさっょくうお. 
‶さっょかけあっくうっすけ きせ くぇ こさぇお

すうおぇ „しぉなょゃぇ”  こさっょこけかけあっくうは  
くぇ ゃさっかう う おうこっかう ゃ こけかうすうつっ
しおうすっ うくすさうゅう う うくしすうすせちうけく
くう たゃぇすおう  ゃ ╉ぇいぇくかなお しこっちけゃっ, 
おけうすけ けとっ しなし しすぇさすぇ くぇ こさけ
ちっょせさぇすぇ 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 しないさはたぇ ょぇかっつ 
こけ-ょさせゅ しちっくぇさうえ: ぇ うきっくくけ 
- くぇ こさぇおすうおぇ ょぇ くっ しっ しすうゅくっ 
ょけ さっぇかっく ういぉけさ くぇ こさうっきくうお  
くぇ こけしすぇ くぇ ╉うかうおつうっゃぇ う し 
さぇいかうつくう こさけちっょせさくう たゃぇすおう 

う こさけきっくう ゃ ‶さぇゃうかくうおぇ  いぇ 
ょっえくけしすすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけ
しさっょくうお, /ぇ いぇとけ くっ う し せこけ
すさっぉぇすぇ くぇ けすょっかくう かうつくけしすう/,   
すけいう けさゅぇく ょぇ しっ いぇおさうっ . 
]なょっえおう けす きけすうゃうすっ ゃ ょけ

おかぇょぇ くぇ けぉとうくしおうは しなゃっすくうお 
けす ╊╇╃╄[, けつっゃうょくけ しっ ゃなさゃう 
ゃ すぇおぇゃぇ くぇしけおぇ. 
╀せょう くっょけせきっくうっ, けぉぇつっ, ゃな

こさけしなす: おぇおゃう ょさせゅう うくすっさっ
しう こさけいうさぇす いぇょ すぇいう, うくぇつっ 
しなてうすぇ し すゃなさょっ こけこせかうしすおう 
ょけゃけょう う きぇくうっさう, „ゅさうあぇ” いぇ 
こぇさうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ う ちっかっしな
けぉさぇいくけしすすぇ, つっ ょぇ しっ こけしはゅぇ 
くぇ ういゃけのゃぇくぇ ゃっつっ ょっきけおさぇ
すうつくぇ うくしすうすせちうは う うくしすさせ
きっくす.  
╇かう かうつくけしすすぇ くっ っ こけ ゃおせ

しぇ くぇ くはおけゅけ, うかう しすぇゃぇ  ょせきぇ 
いぇ ょぇかっつ こけ- しすさぇてっく こかぇく 
けす  ]すぇかうくけゃけすけ: „うきぇ つけゃっお 
- うきぇ こさけぉかっき, くはきぇ  つけゃっお - 
くはきぇ こさけぉかっき”. 
╁くっしっくうはす けす ╃あぇきぇか ‶ぇこぇさ

かぇくけゃ ょけおかぇょ ゃ  ¨ぉとうくしおうは  
しなゃっす  くぇ ╉ぇいぇくかなお  しすぇくぇ 
こけゃけょ う いぇ ゅくっゃくぇ さっぇおちうは 
けすしすさぇくぇ くぇ こけつっすくうは  こさっょ
しっょぇすっか くぇ ]ょさせあっくうっすけ  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 ゃ ╀なかゅぇさうは  ╇ゃぇく ╃うきう
すさけゃ. ╁ しこっちうぇかくけ しすぇくけゃうとっ 
すけえ ういさぇいう すさっゃけゅぇすぇ しう  けす 
こけしっゅぇすっかしすゃぇすぇ ゃなさたせ っょうく 
けす しうきゃけかうすっ くぇ ょっきけおさぇすうつ
くうすっ ょなさあぇゃう - うくしすうすせちうはすぇ 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ.
╃けおかぇょなす-こさっょかけあっくうっ くぇ 

╃あぇきぇか ‶ぇこぇさかぇくけゃ  とっ しっ 
さぇいゅかっあょぇ けす ¨ぉとうくしおうは しな
ゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお.  [ってっくうっすけ くぇ 
しなゃっすくうちうすっ くぇ こさぇおすうおぇ  とっ 
けすゅけゃけさう くぇ こけしすぇゃっくうすっ こけ-
ゅけさっ ゃなこさけしう.  

                ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

さぇいおさうすうは うかう すっおしすけゃっ いぇ „すなきくけすけ きうくぇかけ” 
くぇ こさっきうっさぇ.   
„╃なさあぇゃぇすぇ - すけゃぇ しなき ぇい” くぇ こさぇおすうおぇ っ 

きうおし けす しけちうけかけゅうつっしおう, しけちうぇかくけ-こしうたけ
かけゅうつっしおう う こけかうすうおけ-ぇくすさけこけかけゅうつっしおう 
ぇくぇかうい くぇ かうつくけしすすぇ くぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ, くぇ
こさぇゃっく ゃ  おけくすっおしすぇ くぇ ゃいぇうきけょっえしすゃうはすぇ 
„うくょうゃうょ-ゅさせこぇ”, „しさっょぇ-かうつくけしす”, „こけおけかっ
くうは-こさったけょ”. ]こっちうぇかっく うくすっさっし こさっょういゃうお
ゃぇ う  す. くぇさ. “ゅさせこけゃぇ うしすけさうは“ くぇ こさっきうっさぇ.  
╁ しけちうけかけゅうつっしおけすけ しう ういしかっょゃぇくっ こさけそ. ‶っ
すおけゃ こけしすぇゃは う ょゃぇ ゃなこさけしぇ, くぇ おけうすけ けぉとっ
しすゃけすけ う こけかうすうつっしおぇすぇ おかぇしぇ すっこなさゃぇ すさはぉ
ゃぇ ょぇ ょぇょぇす けすゅけゃけさ:
╉ぇお しっ しかせつう すぇおぇ, つっ ゃ おさぇは くぇ こさったけょぇ 

╀なかゅぇさうは いぇゃう おなき っょくけかうつくぇ ゃかぇしす?
╉ぇおゃけ きけあっ ょぇ けつぇおゃぇきっ ゃ ぉかういおけ ぉなょっとっ, 

しかっょ おぇすけ いぇ こけ-きぇかおけ けす つっすゃなさす ゃっお ういあう
ゃはゃぇきっ くけゃ, すけいう こなす こけしすすけすぇかうすぇさっく, ぇゃすけ
さうすぇさういなき?
′けゃぇすぇ おくうゅぇ っ つっすうゃけ ぉっい ぇくぇかけゅ  しさっょ 

ゃしうつおうすっ ういゃっしすくう ょけ きけきっくすぇ くぇょ 12 きうかう
けくぇ う こけかけゃうくぇ  きぇすっさうぇかう, けすおさうすう けす すなさ
しぇつおぇすぇ ╂せゅなか いぇ ぉなかゅぇさしおうは こさっきうっさ . 
〈けゃぇ っ ゃすけさぇすぇ おくうゅぇ – しけちうけかけゅうつっしおう う 

こけかうすけかけゅうつっしおう こけさすさっす くぇ ぉなかゅぇさしおう ゃう
ょっく ょなさあぇゃくうお けす  くぇえ-くけゃぇすぇ うしすけさうは, くぇ
こうしぇくぇ けす こさけそ. ‶っすおけゃ. ‶さっい 2005-すぇ ゅけょうくぇ  
ういかっいっ けす こっつぇす  くっゅけゃうはす うしすけさうおけ-しけちうけかけ
ゅうつっしおう  けつっさお „╆ぇゃさなとぇくっすけ くぇ きけくぇさたぇ”, 
こけしゃっすっく くぇ ]うきっけく ]ぇおしおけぉせさゅゅけすしおう.
„╃なさあぇゃぇすぇ – すけゃぇ しなき ぇい” きけあっ ょぇ ぉなょっ くぇ

きっさっくぇ  ゃ おくうあぇさくうちうすっ くぇ 〉′]] - ]けそうは,  
くぇ ╄ゃさけこっえしおうは おけかっあ こけ うおけくけきうおぇ う きっ
くうょあきなくす ゃ  ‶かけゃょうゃ, ゃ „╀なかゅぇさしおう おくうあくう
ちう”, おぇおすけ う ょぇ しっ こけさなつぇ こけ うくすっさくっす.
』っすうゃけすけ っ せゃかっおぇすっかくけ, くぇこうしぇくけ かっおけ う っ 

こけょたけょはとけ ょけさう いぇ おけかっょっく こけょぇさなお.
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

】ぁ╊〉¨を¨ 〉╅ 〈╊｠╅〉《【《...

╅ちつかせあしつさそ おかてか つてあせあ くうかくおあ
う さあしかせおあち せあ すかつてせあ なけちすあ

]なとけ し っゃさけこっえしおう しさっょしすゃぇ とっ ぉなょっ  いぇこかぇすっくぇ う せつう
かうとくぇすぇ こさぇおすうおぇ くぇ せつっくうちうすっ くぇ せつうかうとっすけ ゃ きっしすくう 

そうさきう, おぇおすけ う きっあょせくぇさけょくけ こぇさすくぬけさしすゃけ こけ こさけゅさぇきぇすぇ 
„╉けきっくしおう” う こなすせゃぇくうは くぇ せつっくうちう ょけ [うゅぇ, ╊ぇすゃうは う ╇し
すぇくぉせか, 〈せさちうは.  
〈けゃぇ しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ╉さぇしうきうさぇ 』けさぉぇょあうえ

しおぇ, こさっこけょぇゃぇすっか ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” - せつうかうとっすけ, 
おけっすけ しぇきけ ょけこさっょう ょゃぇ ぉさけは ぉっ ゅっさけえ し ょぇかっつ こけ-きさぇつっく 
ぇおちっくす ゃなゃ ゃっしすくうおぇ くう. 
¨おぇいゃぇ しっ, けぉぇつっ, つっ ゃなこさっおう すさせょくけしすうすっ, しゃなさいぇくう し くぇ

きうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ  いぇ しこぇしはゃぇくっ くぇ させてぇとぇすぇ しっ しゅさぇ
ょぇ, ゃ せつうかうとっすけ しっ さぇぉけすう う すけ くぇ っゃさけこっえしおけ くうゃけ. ‶さっょう 
ぉさけっくう ょくう しっ こさけゃっょっ うくそけさきぇちうけくくぇ しさっとぇ し せつっくうちう う 
さけょうすっかう, くぇ おけはすけ  ぉっ こさっょしすぇゃっくぇ くけゃぇすぇ ゃないきけあくけしす いぇ 
せしこってくぇ さっぇかういぇちうは くぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ ぉうゃてうは ╋ったぇくけ
すったくうおせき. 〈は っ こけ っゃさけこっえしおうは こさけっおす „‶さうかぇゅぇくっ くぇ おけき
このすなさくうすっ すったくけかけゅうう こさう せこけすさっぉぇすぇ くぇ ╁╄╇ ゃ こさけきうて
かっくけしすすぇ う ぉうすぇ”, しこっつっかっく けす せつうかうとっすけ. ′ぇ ぉぇいぇ こさけっおすぇ  
おぇいぇくかなておうすっ きかぇょっあう とっ くぇぉかのょぇゃぇす う せしゃけはゃぇす っゃさけ
こっえしおうすっ こけしすうあっくうは う しすぇくょぇさすう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ „いっかっくぇすぇ 
っくっさゅうは”. 
╂っさきぇくしおうはす けぉせつうすっかっく こぇさすくぬけさ けす ゅさぇょ ╃さっいょっく, こけかい

ゃぇえおう おけくすぇおすうすっ しう し くっきしおう せつうかうとぇ, せくうゃっさしうすっすう う 
そうさきう, とっ いぇこけいくぇっ せつっくうちうすっ, けょけぉさっくう いぇ せつぇしすうっ ゃ すけいう 
こさけっおす, し そせくおちうけくうさぇくっすけ くぇ そけすけゃけかすぇうつくうすっ こぇさおけゃっ う 
しけかぇさくうすっ しうしすっきう, おぇおすけ う とっ こさっょかけあう ぇすさぇおすうゃくぇ おせか
すせさくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ きかぇょっあうすっ こさう こさっしすけは うき けす 21 ょくう ゃ 
╂っさきぇくうは.
『っかすぇ くぇ こさけっおすぇ っ せつっくうちうすっ, おけうすけ しっゅぇ しっ けぉせつぇゃぇす ゃ 

せつうかうとっすけ, ゃ ぉなょっとっ ょぇ ぉなょぇす こけかっいくう くぇ けぉとうくぇすぇ すせお, 
こさっょゃうょ くぇ すけゃぇ, つっ  さぇえけくなす くう っ し  ぇきぉうちうう  ょぇ しっ こさっゃなさ
くっ ゃ っょうく けす くぇえ-ゅけかっきうすっ そけすけゃけかすぇうつくう こぇさおけゃっ ゃ ╄ゃさけこぇ 
し ういゅさぇょっくうすっ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう すせお こぇさおけゃっ いぇ ぇか
すっさくぇすうゃくぇ っかっおすさけっくっさゅうは. ╁ すぇいう しそっさぇ, けぉぇつっ, ゃしっ けとっ 
しっ こけかいゃぇす しこっちうぇかうしすう こさっょうきくけ けす つせあぉうくぇ.
] くぇしすけはとぇすぇ っゃさけこっえしおぇ こさぇおすうおぇ  せつっくうちうすっ くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 

》ぇょあうっくけゃ” とっ うきぇす っょうく てぇくし ゃ こけゃっつっ いぇ さっぇかういぇちうは くぇ 
きっしすくけ くうゃけ. ¨しゃっく すけゃぇ, とっ ょけぉうはす くけゃう せきっくうは, とっ ぉなょぇす 
くぇしなさつっくう おなき うくうちうぇすうゃくけしす う こさっょこさうっきぇつっしすゃけ 
〉つぇしすゃぇとうすっ ゃ しこっちうぇかういうさぇくぇすぇ こさぇおすうおぇ ゃ ╃さっいょっく せつっ

くうちう ゃ おさぇは くぇ けぉせつっくうっすけ しう とっ こけかせつぇす ‶さけそっしうけくぇかっく う 
っいうおけゃ しっさすうそうおぇす, Europass ╋けぉうかくけしす, おけっすけ くぇ こさぇおすう
おぇ っ ╄ゃさけこっえしおうはす  こぇしこけさす, けしうゅせさはゃぇと くぇ ぇきぉうちうけいくうすっ 
きかぇょっあう こさっょうきしすゃけ こさっょ ぉなょっとうすっ うき さぇぉけすけょぇすっかう.

                         〈┿

〈さうゅけょうてくうはす ╇かうぇく ′うおけかけゃ,  こなさゃけ
さけょっく しうく くぇ ┿くくぇ ╃っつっゃぇ けす こかぇくけ

ゃうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 4 う こなさゃけさけょっく ゃくせお 
くぇ ╂ぇかうくぇ 〈っくっゃぇ けす いぇゃけょ 5 ゃ „┿さしっくぇか”, 
しすぇくぇ いゃっいょぇ ゃ  おぇかっくょぇさぇ いぇ 2013 ゅけょうくぇ 
くぇ おぇぉっかくうは けこっさぇすけさ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか”. 
』ぇさけゃくうおなす ぉっ ういぉさぇく しかっょ きうくう-おぇしすうくゅ, 
こさけゃっょっく ゃ しさっょぇすぇ くぇ くけっきゃさう. 〈けえ う ょゃっ
ゅけょうてくうはす ╋うたぇうか ╂っけさゅうっゃ しぇ ょゃっすっ ょっちぇ, 
おけうすけ しっ しくうきぇたぇ いぇ さぇいかうつくうすっ  ゃぇさうぇくすう 
くぇ くけゃうは おぇかっくょぇさ くぇ そうさきぇすぇ こけょ きけすけすけ 
„╄かぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ”. ╇かうはく う ╋うてけ うきぇたぇ 
つっしすすぇ ょぇ しう こぇさすくうさぇす し っょくけ けす くぇえ-おさぇ
しうゃうすっ きけきうつっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, こけょゅかぇしくうつ
おぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ いぇ 2011 ゅけょうくぇ, ╀けさはくぇ 
′ぇいなさけゃぇ.  ╃ゃっすっ ょっちぇ こさけはゃうたぇ しきっかけしす 
う こさけそっしうけくぇかういなき う せしすけはたぇ くぇ ょなあょけゃ
くけすけ ゃさっきっ ゃ しさっょぇすぇ くぇ くけっきゃさう. 〈っ しっ 
しこさぇゃうたぇ こさけそっしうけくぇかくけ しなし しくうきおうすっ いぇ 
こけ-きぇかおけ けす ょゃぇ つぇしぇ. ╆ぇ すさせょぇ しう きぇかつせゅぇ
くうすっ こけかせつうたぇ  たけくけさぇさう こけょ  そけさきぇすぇ くぇ 
うゅさぇつおう う かぇおけきしすゃぇ, おぇおすけ う ちっかけゅけょうてくぇ 
しかぇゃぇ ゃ くはおけかおけ たうかはょっく すうさぇあ. 
╆ぇ ょぇ しう しゃなさてぇす こさけそっしうけくぇかくけ こけっすうは 

ぇくゅぇあうきっくす, ╇かうぇく う ╋うてけ こさっくっぉさっゅくぇたぇ 

こさうはすくうすっ きう
ゅけゃっ いぇ うゅさぇ ゃ 
いぇぉぇゃぇつくうちう
すっ, おけうすけ こけしっ
とぇゃぇす. 
′ぇ こさうくちうこぇ 

„ょっく ゅけょうくぇ 
たさぇくう” ょゃぇきぇ
すぇ きぇかつせゅぇくう 
しぇ せぉっょっくう, つっ 
しゃなさてっくけすけ けす 
すはた とっ いぇさぇょ
ゃぇ きくけゅけ たけさぇ 
う すっ とっ おさぇしはす 
ょけきけゃっすっ うき 
くっ しぇきけ こさっい 
くけゃぇすぇ 2013 
ゅけょうくぇ. 
′うとけ つせょ

くけ すけいう きぇかなお 
こさけそっしうけくぇ
かっく ぇくゅぇあう
きっくす ょぇ  けすおさうっ 
くけゃう こけしけおう いぇ 
ういはゃぇ くぇ きぇか
おうすっ すぇかぇくすう 
う ょぇ しっ けおぇあっ 
こなさすうくぇすぇ おなき 
ょぇかっつ こけ-うい
ゃっしすくう あうすっえ
しおう こけょうせきう. 
]くうきおうすっ いぇ 

そうさきっくうは おぇ
かっくょぇさ しぇ ょっかけ 
くぇ けこっさぇすけさぇ 
けす ‶[╄]] 〈╁ 
╄ゃゅっくう ┿すぇくぇ
しけゃ, ぉうゃて おぇ
ょなさ くぇ いぇゃけょ 6 
ゃ „┿さしっくぇか”.

〈┿
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〉あ 54 えそおけせけ てそこ ついひおせあ おかてつさあてあ つけ すかねてあ. 
╃ぇ ゅけ ゃうょう ちはかぇ ╀なかゅぇさうは う ょぇ きせ しっ さぇょゃぇ.
′ぇ 54 ゅけょうくう すけえ せしこは ょぇ さぇいしきっっ いぇ きうくせすぇ う 

こけかけゃうくぇ っょうく けす ゅけかっきうすっ てけせきっくう くぇ ╀なかゅぇさうは. 
╇ こぇお くぇ 54 ゅけょうくう, っえ すぇおぇ, いぇ 3 きうくせすう ゃさっきっ, 
しこっつっかう 2 たうかはょう かっゃぇ. 

╇ くぇ 54 ゅけょうくう うきぇ てぇくしぇ ょぇ 

せょぇさう ょあぇおこけすぇ ゃ ぇさすうしすうつくうは しう あうゃけす, 

おぇすけ しこっつっかう くぇえ-ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ ゃ っょくぇ けす 
くぇえ-ゅかっょぇくうすっ てけせ-こさけゅさぇきう せ くぇし - “【けせすけ くぇ 
]かぇゃう”, ゃ おけくおせさしぇ “ [ぇいしきっえ ]かぇゃう”. 
┿おけ しなょぉぇすぇ くぇ さけょっくうは ゃ しっかけ ╁っすさっく おぇいぇくかな-

つぇくうく しっ せしきうたくっ ゃ おさぇは くぇ ょっおっきゃさう, ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ すけえ とっ っ とぇしすかうゃ こさうすっあぇ-
すっか くぇ こうおぇこ う あうゃけ ぇゅくっ. ] こうおぇこぇ とっ こなすせゃぇ ょけ 
‶ぇさうあ, いぇ ょぇ ゃうょう ゃくせちうすっ しう, ぇ ぇゅくっすけ とっ こけょっかう 
し こさうはすっかう.
¨すゃなょ ゃしうつおけ すけゃぇ  っ しこけさすくぇ くぇすせさぇ - ゃしはおぇ しせ-

すさうく しすぇゃぇ ゃ 5 – いぇ さっょけゃくうは しう おさけし う ゅうきくぇしすう-
おぇ. ‶けょょなさあぇ いょさぇゃけ すはかけ し ゃっょなさ ょせた う ゃっゅっすぇ-
さうぇくしすゃけ. ]こけさすくうはす きせ たなし しう っ けす きかぇょっあおうすっ 
ゅけょうくう, おけゅぇすけ いぇっょくけ しなし しうくぇ くぇ ‶ぇくけ ╉けいぇさけゃ – 
╉けえつけ, しぇ きっしすくうすっ “こうけくっさう” ゃ ぉけえくうすっ ういおせしすゃぇ.  
 

′ぇ 54 ゅけょうくう すけえ しこけおけえくけ
きけあっ ょぇ しおさうっ こけくっ 10 けす すはた. 

 ╃けゃけかっく っ けす あうゃけすぇ しう, ょっかう ょけき し かのぉうきぇすぇ 
あっくぇ. [ぇょけしすすぇ きせ つっしすけ ゅけ しこけたけあょぇ こけ しおぇえこ, 
おなょっすけ こけつすう ゃしはおぇ ゃっつっさ ゅかっょぇ  ょゃっすっ しう ゃくせつっすぇ 
╉さぇしうきうさ う ┿くすけぇく  けすょぇかっつ - つぇお けす ‶ぇさうあ, おな-
ょっすけ けす ゅけょうくう あうゃっっ っょうくしすゃっくぇすぇ きせ ょなとっさは.  

[ぇぉけすう ゃ “┿さしっくぇか” - ぉけさゃっさゅっさうしす ゃ
ちった 221 くぇ ╆ぇゃけょ 5. 

¨す 2-さう くけっきゃさう, けぉぇつっ, すけえ っ っょうく けす くぇえ-うい-
ゃっしすくうすっ おぇいぇくかなつぇくう, いぇとけすけ せしこは ょぇ さぇいしきっっ 
っょうく けす くぇえ-すさせょくけ さぇいしきうゃぇとうすっ しっ ぉなかゅぇさう - 
]かぇゃう 〈さうそけくけゃ.

′はきぇ ゅさっておぇ: 
 
┿くゅっか ╂うくっゃ - つけゃっおなす, おけえすけ きけあっ ょぇ うきう-

すうさぇ ゃしっゃないきけあくう いゃせちう 

くぇ こすうちう, ぇゃすけきけぉうかう, きぇてうくう, ょうゃう う こうすけきくう 
あうゃけすくう, ょぇ こさぇゃう さぇいかうつくう かぇおぇさょうう  う いぇょはゃおう, 
おけうすけ きけゅぇす ょぇ ょけゃっょぇす つけゃっお ょけ きせしおせかくぇ すさっしおぇ 
くぇ しすけきぇたぇ... けす しきはた. 
╂かっょぇ し ゃっょなさ こけゅかっょ くぇ あうゃけすぇ う きせ かうつう けす 

さぇいしすけはくうっ: くっ しぇきけ いぇとけすけ きかぇょっっ しおぇくょぇかくけ いぇ 
ゅけょうくうすっ しう う くぇ こさぇおすうおぇ こけ くっゅけ こけゅかっょう きけゅぇす 
ょぇ きはすぇす う ゃさなしすくうつおう くぇ ょなとっさは きせ, ぇ う いぇとけすけ 
っ せしこはか ょぇ こさっゃなさくっ  しゃけは すぇかぇくす ゃ くっとけ, おけっすけ 
きせ くけしう さぇょけしす う せょけゃけかしすゃうっ.  
╀けさゃっさゅっさうしすなす けす ╆ぇゃけょ 5 こさういくぇゃぇ, つっ しっ つせゃ-

しすゃぇ とぇしすかうゃ, おけゅぇすけ せしこはゃぇ ょぇ さぇいゃっしっかう たけさぇすぇ 
けおけかけ くっゅけ. 〈ぇおなゃ ぉうか けす きぇかなお. ]すさぇしすすぇ きせ おなき 
ぇおすぬけさかなおぇ う うきうすぇちううすっ っ けとっ けす せつうかうとくうすっ 
ゅけょうくう, おけゅぇすけ いぇ こさなゃ こなす しっ おぇつゃぇ くぇ しちっくぇすぇ 
くぇ つうすぇかうとっ “╇しおさぇ”. 〈ぇかぇくすぇ きせ こけけとさうか くっゅけ-
ゃうはす こけおけっく ゃっつっ ぉぇとぇ - 》さうしすけ ╂うくっゃ, っょうく けす 
しないょぇすっかうすっ くぇ ]ぇすうさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
┿くゅっか しっ ゅけさょっっ し ぉぇとぇ しう, おけえすけ うきぇか つっしすすぇ ょぇ 

こぇさすくうさぇ くぇ しちっくぇ くぇ っきぉかっきぇすぇ くぇ ]ぇすうさぇすぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは ╂っけさゅう ╉ぇかけはくつっゃ, くぇ くっゃっさけはすくぇすぇ ╂な-
かなぉうくぇ ╋うたぇえかけゃぇ, くぇ ╂っけさゅう ┿くすけゃ う ╅けさけ ′う-
おけかけゃ - ゃしっ っきぉかっきぇすうつくう うきっくぇ いぇ  おぇいぇくかなておぇ-
すぇ ]ぇすうさぇ う くっえくう けしくけゃぇすっかう.  
╉ぇすけ  せつっくうお, こさっすっくょっくすなす いぇ ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇ-

ょぇ けす てけせすけ “[ぇいしきっえ ]かぇゃう”  ぉうか つぇしす けす ゅさせこぇ 
ぉせそけしうくたさけくうしすう, くけ し ゃさっきっすけ ゃしうつおう しっ さぇいこう-
かっかう. ╇きぇかけ っ こっさうけょう くぇ ゅぇしすさけかう ゃ さっしすけさぇく-
すう う さぇいかうつくう しなぉけさう, くぇ おけうすけ ゅけ おぇくっかう しさっとせ 
たけくけさぇさ. ╉ぇすっゅけさうつっく っ, けぉぇつっ, つっ くぇしすけはとうはす 
きせ ぇくゅぇあうきっくす う こさっょしすけはと ゅけかはき そうくぇか ゃ “【け-
せすけ くぇ ]かぇゃう” しぇ くぇえ-ゃぇあくう. ╆ぇ すけゃぇ - し おぇおゃけ 
すけいう こなす とっ さぇいしきうゃぇ ゅけかけゅかぇゃうは ゃけょっと, ┿くゅっか 
くっ うしおぇ ょぇ さぇいおぇいゃぇ. ′っ いぇとけすけ っ そぇすぇかうしす, ぇ いぇ-
とけすけ っ せぉっょっく, つっ ょけぉさうすっ  くっとぇ しすぇゃぇす すけゅぇゃぇ, 
おけゅぇすけ きくけゅけ-きくけゅけ くっ しっ てせきう いぇ すはた. 
╆ぇ せつぇしすうっすけ しう, おけっすけ くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ っ  

くぇ 26-すう ょっおっきゃさう ゃ “【けせすけ くぇ ]かぇゃう”,
う すけ くぇ あうゃけ, ┿くゅっか ╂うくっゃ 

しっ ゅけすゃう せしうかっくけ う けすょぇかっつ. ╇しおぇ ょぇ っ くぇえ-ょけ-
ぉさうはす. ╆ぇすけゃぇ, けぉぇつっ, とっ きせ っ くせあくぇ う こけょおさっこぇ.  
′ぇ つうしすけ ゅさぇょしおう こさうくちうこ: すっいう, おけうすけ ゅけ たぇさっし-
ゃぇす うかう たぇさっしゃぇす きぇさおぇすぇ “╉ぇいぇくかなお”, ょぇ ゅかぇしせ-
ゃぇす いぇ くっゅけ. ]ぇきけすけ ゅかぇしせゃぇくっ とっ っ ゃ こっさうけょぇ 
28-きう ょっおっきゃさう - 2-さう はくせぇさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょう-

くぇ. ╄ょゃぇ しかっょ すけゃぇ とっ しすぇくっ はしっく そうくぇかうしすなす けす 
“[ぇいしきっえ ]かぇゃう”. 
╁しっおう うしおぇ ょぇ しっ ゃうょう しさっょ こなさゃうすっ, おぇすっゅけさう-

つっく っ ぉけさゃっさゅっさうしすなす けす ╆ぇゃけょ 5. 
′っ おさうっ, つっ しっ くぇょはゃぇ ゅさぇょなす ょぇ ゅけ こけょおさっこう, 

おけかっゅうすっ しなとけ. ╋ぇおぇさ, つっ こけくはおけゅぇ うき しこさはすぇ しけ-
かっくう てっゅうつおう. ╉ぇいゃぇ, つっ しぇ きせ しゃうおくぇかう, ぇ こけ-
ょせたけゃうすうすっ きせ けすゃさなとぇす ゃ しなとうは ょせた. 
‶さっょう すけゃぇ, くぇ 14-すう ょっおっきゃさう, ┿くゅっか ╂うくっゃ 

こさぇゃう “ゅっくっさぇかくぇ” さっこっすうちうは - し せつぇしすうっすけ しう ゃ 
おけかっょくうは おけくちっさす くぇ “╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. 
╆ぇ しぇきけすけ しう せつぇしすうっ ゃ “[ぇいしきっえ ]かぇゃう” ┿くゅっか 

くぇせつうか... けす すっかっゃういうはすぇ. ╄ょくぇ ゃっつっさ, おぇおすけ ゅかっ-
ょぇか てけせすけ, ゃうょはか つぇしす けす おぇくょうょぇすうすっ いぇ  ゅけかはきぇ-
すぇ くぇゅさぇょぇ くぇ おけくおせさしぇ. ‶さっちっくうか, つっ うきぇ てぇくし. 
╉ぇすけ すうこうつっく ╊なゃ, ぉなさいけ くぇきっさうか おけけさょうくぇすう, 
しゃなさいぇか しっ し てけせすけ  う ゅけ こけおぇくうかう いぇ せつぇしすうっ. 
]かぇゃう しっ けこうすぇ ょぇ きっ こさっょういゃうおぇ, おぇすけ けす さぇい 

しこっつっかうた 500-すっ かっゃぇ, くけ ぇい くっ しっ けすおぇいゃぇき 
かっしくけ. ╉ぇいぇた きせ, つっ うしおぇき ょぇ うゅさぇは いぇ ╂けかっきうは 
そうくぇか う すぇおぇ しかっょ けとっ 90 しっおせくょう うきぇた ゃっつっ 
さぇいこうしぇく ぉうかっす いぇ くっゅけ, さぇいおぇいゃぇ いぇ  っきけちううすっ 
しう けす 2-さう くけっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ ┿くゅっか. 
〈っいう, おけうすけ くっ しぇ ゃうょっかう すさうすっ きせ いゃっいょくう 

きうくせすう, きけゅぇす ょぇ ゅけ くぇこさぇゃはす こさっい うくすっさくっす. 
┿くゅっか, けぉぇつっ, しっ くぇょはゃぇ, しかっょ 26-すう ょっおっき-

ゃさう う ゃ こなさゃうすっ ょくう くぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ, ょぇ うきぇ 
けとっ こけゃっつっ こけゃけょう いぇ いゃっいょくう きうゅけゃっ. ′っ いぇ-
とけすけ っ いぇさぇいっく けす しかぇゃぇすぇ, ぇ いぇとけすけ っ こけいうすう-
ゃっく つけゃっお う けぉうつぇ ょぇ ょけしすぇゃは さぇょけしす. 
¨すゃなょ すぇいう こさっょしすけはとぇ っきけちうは, 

54-ゅけょうてくうはす おぇいぇくかなつぇくうく
うきぇ うくすっさっしっく あうゃけす.

 ╃っしっす ゅけょうくう っ ぉうか っきうゅさぇくす しなし しっきっえしすゃけ-
すけ  しう ゃ つっておぇすぇ しすけかうちぇ ‶さぇゅぇ, おなょっすけ さぇぉけ-
すうか. ‶さっょう ょぇ いぇきうくっ, うきぇ ょなかゅう ゅけょうくう さぇ-
ぉけすぇ ゃ “┿さしっくぇか”. ]かっょ つっておうは こっさうけょ, こさっい 
2007-きぇ ゅけょうくぇ, しっ ゃさなとぇ けすくけゃけ ゃ “┿さしっくぇか” 
- こなさゃけ ゃ ╆ぇゃけょ 6, おぇすけ けこっさぇすけさ くぇ 『‶〉, ぇ 
こけしかっ  ゃ ╆ぇゃけょ 5. 
〈させこぇか っ しすぇあ ゃ けとっ くっおけかちうくぇ おぇいぇくかなておう 

そうさきう. [ぇぉけすはゅぇ っ. ╇きぇ あうゃう けつう う こけゃっつっ けす 
ゃっょさけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ. 》けぉうすけ きせ っ しこけさすなす, 
ぉけえくうすっ ういおせしすゃぇ, ういゃっしすくけ ゃさっきっ しっ っ いぇくう-
きぇゃぇか う し ゅかぇょけかっつっくうっ. ╇くすっさっしせゃぇ しっ けす ょせ-
たけゃくう くっとぇ. ╅うゃっっ しっきこかけ, くけ うくすっさっしくけ. 
╆ぇ すぇいう ╉けかっょぇ う すぇいう ′けゃぇ ゅけょうくぇ ゃしっ けとっ 

くはきぇ こかぇく, きぇおぇさ こさっょしすけはとけすけ せつぇしすうっ ゃ 
“【けせすけ くぇ ]かぇゃう” ょぇ しう っ こけゃっつっ けす かうつくぇ ╉け-
かっょぇ う こかぇく. ′け し さぇょけしす しこけょっかは, つっ きうくぇ-
かうすっ ╉けかっょぇ う ′けゃぇ ゅけょうくぇ ぉうかう くっいぇぉさぇゃうきう 
いぇ くっゅけ う しなこさせゅぇすぇ きせ - ゅかぇゃくぇ おぇきっさうっさおぇ 
ゃ たけすっか “ ‶ぇかぇし” - ╉ぇいぇくかなお. 〈けゅぇゃぇ こけかせつう 
こけおぇくぇ けす とっさおぇすぇ う いっすは ょぇ こけしっすはす ‶ぇさうあ う 
こさっおぇさぇす いぇっょくけ こさぇいくうちうすっ. ╇きぇかけ う こけゃけょ - 
けす こさけかっすすぇ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ うきうすぇすけさなす ┿くゅっか 
╂うくっゃ  ゃっつっ っ “ょゃけっく ょはょけ” - うきぇ ゃすけさう ゃくせお, 
さけょっく ゃ ‶ぇさうあ. 
〈けゃぇ, けぉぇつっ, くっ けこけしおゃぇ さぇょけしすすぇ きせ, くうすけ ゅけ 

すけさきけいはす さぇいしすけはくうはすぇ. ╁うくぇゅう ゃ すっかっそけくぇ しう 
くけしう こけしかっょくぇすぇ う くぇえ-ぇおすせぇかくぇ しおぇえこ ゃっさしうは 
くぇ しさっとぇすぇ し ゃくせちうすっ. ‶けつすう ゃしはおぇ ゃっつっさ. ╁ 
くけゃうすっ ゃさっきっくぇ っ すぇおぇ, おぇいゃぇ し くぇきうゅぇくっ うきう-
すぇすけさなす. 
╀さけっくう ょくう こさっょう そうくぇかぇ くぇ 2012 ゅけょうくぇ  

┿くゅっか ╂うくっゃ 

うきぇ ょゃっ きっつすう いぇ しぉなょゃぇくっ: 

ょぇ しこっつっかう ╂けかっきうは そうくぇか くぇ “[ぇいしきっえ ]かぇ-
ゃう”, ぇ こさっい かはすけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ ょぇ ゃうょう ゃくせ-
ちうすっ しう  すせお, ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╇ いくぇっ, つっ くはきぇ くっこけしすうあううきう つけゃっておう 

くっとぇ: けしけぉっくけ, ぇおけ きくけゅけ ゃはさゃぇて ゃ すはた  う ゅう 
うしおぇて.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╅さそ たちあうけの せかはそ つ しまいそう, しけねけ - てうひちおけ 』てかなさあ ╆かしねかうあ, ちひさそうそおけてかし せあたちあうしかせけか „》ちそおあきいけ” う „╅ちつかせあし”

〈は っ くっすうこうつっく ]すさっかっち. ]すぇゃぇ さぇくけ, くはきぇ しすさなゃ 
„おなき ゅけかぇ“, けぉうつぇ ょけきぇてくうは せのす, さけょくけすけ しう 

しっかけ う しっきっえしすゃけすけ. ′っょけかのぉゃぇ てせきぇ けおけかけ しっぉっ 
しう. ′っ しすさぇょぇ けす ぉけかくう ぇきぉうちうう. ′っとけ こけゃっつっ - ゃ 
すけいう しきうしなか しう っ あうゃけ ういおかのつっくうっ, いぇとけすけ けす ょう-
こかけきうさぇくっすけ え ょけ きけきっくすぇ くっ っ しきっくはかぇ さぇぉけすくけすけ 
しう きはしすけ. ╇いぉさぇかぇ っ ょぇ こさぇゃう おぇさうっさぇ ゃ „┿さしっくぇか”. 
] ちっくぇすぇ くぇ きくけゅけ さぇぉけすぇ う おけきこさけきうしう ゃ かうつくうは 
あうゃけす. 
 ¨こさっょっかは しっぉっ しう おぇすけ とぇしすかうゃ つけゃっお, おけえすけ くっ 

いぇゃうあょぇ. 
 ╇いこけゃはょゃぇ きぇおしうきぇすぇ, つっ „たけさぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ゃなさ-

ゃはす こけ こなすは くぇ ょけぉさけすけ う ょぇ けすおさうゃぇす ぉっいぉさけえ きっつ-
すう. ┿おけ しぉなょくぇす ょけさう っょくぇ けす すはた, すけ しかっょぇすぇ っ けし-
すぇゃっくぇ”.
 ╁はさゃぇ ゃ ╀けゅ, ゃ しっきっえしすゃけすけ しう う うしすうくしおうすっ こさう-

はすっかう. ╉ぇすけ  つけゃっお „くぇ あういくっくけすけ こけこさうとっ ゃ しさっ-
ょぇすぇ”, ゃっつっ いくぇっ, つっ ゃさっきっすけ けすしはゃぇ  こさうはすっかうすっ. 
 ′っ あぇかう, ぇおけ こけ ‶なすは ╁さっきっすけ こさっしっっ  くはおけえ けす 

すはた. 〈ぇおぇ っ すさはぉゃぇかけ, すぇおぇ っ しすぇくぇかけ. 
 〈ゃなさょう, つっ とぇしすかうゃ っ けくいう, おけえすけ くっ つぇおぇ くぇゅさぇ-

ょぇ, くけ こなお ょぇゃぇ ゃしうつおけ けす しっぉっ しう. ╉ぇおすけ う つっ, ぇおけ 
こさぇゃうて くっとけ し かのぉけゃ, すけ ゃうくぇゅう かうつう. ╇ ゃうくぇゅう しっ 
ゃさなとぇ… かのぉけゃすぇ. 
 ′っ こけくぇしは くっすけかっさぇくすくけしすすぇ ゃなゃ ゃしうつおうすっ え そけさ-

きう, いぇとけすけ っ せぉっょっくぇ つっ すけゃぇ っ っょくけ けす くっとぇすぇ, 
おけうすけ くう こさぇゃはす くっとぇしすくう. 
 ′っくぇゃうあょぇ かなあぇすぇ, ぉっいょせてうっすけ, すなくおうすっ しきっすおう 

う あぇかおうは しすさっきっあ  ょぇ くぇょたうすさうき あうゃけすぇ. 〈ゃなさょう, 
つっ すけゃぇ しぇ こさうえけきう  くぇ しかぇぉう う ぉっいちゃっすくう たけさぇ. 
╂っくっすうつくけ っ けこっさうさぇくぇ けす いぇゃうしすすぇ う は くっくぇゃうあ-

ょぇ, いぇとけすけ ゃはさゃぇ, つっ つけゃっお しぇき しかっょゃぇ ょぇ つっすっ おくう-
ゅうすっ しう, くけ ょぇ こうっ し こさうはすっかう. 
〈ゃなさょう, つっ いぇ かのぉけゃすぇ しっ うしおぇ しなさちっ う ぉなさいぇ ょぇ 

けすぉっかっあう, つっ くっえくけすけ けすょぇゃくぇ っ こけょぇさっくけ くぇ „┿さ-
しっくぇか”. ╆ぇとけすけ けぉうつぇ こさけそっしうはすぇ しう う きはしすけすけ, 
おなょっすけ くぇ こさぇおすうおぇ しっ っ しかせつうか あうゃけすなす え.

]すっそおぇ ╀っかつっゃぇ - さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃ-
かっくうっ „‶さけょぇあぉう” ゃ „┿さしっくぇか”

╁うくぇゅう しなき うしおぇかぇ ょぇ しっ 
いぇこけいくぇは  し すぇいう くぇゅかっょ きくけ-
ゅけ しすさけゅぇ, ゃうくぇゅう ういうしおぇくけ 
ょっかけゃぇ, くけ くはおぇお  ゃなすさってくけ  
くっゃっさけはすくけ しうきこぇすうつくぇ う 
ゃっょさぇ あっくぇ.
〉ぉっょっくぇ, つっ おけかおけすけ う ょぇ っ 

かうてっく けす しせっすぇ つけゃっお う つっ 
ゃしっおうきせ ゃ あうゃけすぇ しっ こけかぇゅぇす 
すさう きうくせすう しかぇゃぇ,  しっ さってうた 
ょぇ こけすなさしは すさぇっおすけさうはすぇ くぇ 
くっえくぇすぇ. ¨すゃなょ さっょうつおぇすぇ 
くぇ いぇしかせあうかうすっ ぇさしっくぇかちう, 
おけはすけ すは けゅかぇゃはゃぇ すぇいう ゅけょう-
くぇ. ╆ぇ こけさっょっく こなす. 
〉ぉっょっくぇ, つっ  しなし しうゅせさくけしす 

とっ ういかっいっ くっとけ うくすっさっしくけ.  
′っ しっ ういかなゅぇた. 
 

『っかう 150  ゅけょうくう っ 
けぉとうはす すさせょけゃ しすぇあ くぇ 
そぇきうかうはすぇ くぇ ]すっそおぇ 
╀っかつっゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”

〈は, しなこさせゅなす え [せきっく ╀っか-
つっゃ, おけえすけ さぇぉけすう おぇすけ くぇ-

つぇかくうお ちった こかけとぇょおぇ ╋なゅ-
かうあ, けしすぇくぇかうすっ  え ぉかういおう… 
╀っいしこけさくけ, けぉぇつっ, ゃっすっさぇ-
くなす っ しゃっおなさなす え - ぉぇえ ╀っか-
つけ, おぇおすけ ゅけ こけきくはす ゃしうつおう, 
おけえすけ っ ゃっすっさぇく くぇ すさせょぇ. 
╆ぇこうしぇか ゃ すさせょけゃぇすぇ しう ぉう-
けゅさぇそうは 55 ゅけょうくう しすぇあ ゃ 
„┿さしっくぇか”. 
╁はさくぇ くぇ  いょさぇゃうは しう さけょけゃ 

おけさっく - ╂ぇぉぇさっゃしおうはす, けすおな-
ょっすけ っ う すは, う しなこさせゅなす え, 
]すっそおぇ ╀っかつっゃぇ こけしすなこゃぇ くぇ 
さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” ゃっょくぇゅぇ 
しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ ゃうしてっ-
すけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ ]ゃうとけゃ, 
しこっちうぇかくけしす „]つっすけゃけょくぇ 
けすつっすくけしす”. ╀うかけ ゃ さぇいきうさ-
くぇすぇ う すさせょくぇ 1989 ゅけょうくぇ. 
] ょうこかけき ゃ さなおぇ は こさうっきぇす ゃ 
けすょっか „‶かぇしきっくす”, つうえすけ くぇ-
つぇかくうお すけゅぇゃぇ っ ╊のぉおぇ ]けおけ-
かけゃぇ. „╀ってっ ういおかのつうすっかっく 
てっそ う くっゃっさけはすっく つけゃっお”, 
おぇいゃぇ いぇ くっは ]すっそおぇ ╀っかつっ-
ゃぇ. 

╆ぇ 30-すっ しう ゅけょうくう ゃっつっ さぇ-
ぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”,  23 けす おけう-
すけ おぇすけ さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃ-
かっくうっ  „‶さけょぇあぉう”, ]すっそおぇ 
╀っかつっゃぇ っ くぇせつうかぇ くっとけ 
きくけゅけ ゃぇあくけ: いぇ ょぇ ゃなさゃう 
さぇぉけすぇすぇ, たけさぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ つせゃしすゃぇす  ょけぉさっ ゃ おけかっお-
すうゃぇ,  ょぇ うきぇ ょけゃっさうっ きっあょせ 
すはた. ╃ぇ くはきぇ きはしすけ いぇ うくすさう-
ゅう. ‶けしすうゅくって かう すけゃぇ, くはきぇ 
こさけぉかっき し おけかっおすうゃぇ. 

╋けうすっ きけきうつっすぇ, 

すぇおぇ  てっそおぇすぇ ╀っかつっゃぇ 
くぇさうつぇ おけかっゅうすっ しう けす けす-
ょっか „‶かぇしきっくす” くぇ „┿さしっ-
くぇか”. ‶さっい すはた こさっきうくぇゃぇ 
くぇ こさぇおすうおぇ ちはかぇすぇ おけさっし-
こけくょっくちうは し おかうっくすう う ょけし-
すぇゃつうちう, ゃしうつおけ しゃなさいぇくけ し 
こさけょぇあぉうすっ う ょけしすぇゃおうすっ. 
〈っ しぇ すっいう, おけうすけ しぇ ゃ おけく-
すぇおす し ゃしうつおう いぇゃけょう, くぇ-
こさぇゃかっくうは, ちったけゃっ. ¨ぉさぇ-
ぉけすゃぇす ちはかぇすぇ うくそけさきぇちうは  
こさう いぇこうすゃぇくっ けす おかうっくす, 
しなゅかぇしせゃぇす けそっさすう, ういこなか-
くはゃぇす こけさなつおう, こさっょぇゃぇす くぇ 
しおかぇょ ゅけすけゃぇすぇ こさけょせおちうは う 
っおしこっょうさぇす. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ - 
すっ しぇ あうゃぇすぇ ゃさないおぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか”- おさなゃけくけしくぇすぇ しうし-
すっきぇ, ぉっい おけはすけ くぇ こさぇおすうおぇ 
そうさきぇすぇ  くっ きけあっ .  
 ╀っい すさせょぇ  くぇ すっいう きくけゅけ 

しうきこぇすうつくう ょっしっすうくぇ きけ-
きうつっすぇ  う しぇきけ っょうく きなあ ゃ 
けすょっかぇ, おけえすけ けすゅけゃぇさは いぇ 
すさぇくしこけさすぇ, „┿さしっくぇか” くはきぇ 
ょぇ っ しなとうはす. 
╇きぇき おなしきっす ょぇ さぇぉけすは し 

くっゃっさけはすくう こさけそっしうけくぇかう-
しすう, おけうすけ いくぇはす おぇおゃけ こさぇ-
ゃはす, きけゅぇす ょぇ ゃいっきぇす しぇきけし-
すけはすっかくう さってっくうは, こさぇゃはす  
おけきこさけきうしう し かうつくうは しう あう-
ゃけす う くぇえ-ゃぇあくけすけ - ゃうくぇゅう 
しぇ ゃっょさう う せしきうたくぇすう, おぇいゃぇ 
くっ ぉっい いぇょけゃけかしすゃけ ]すっそおぇ 
╀っかつっゃぇ.  ╇ けすおさったゃぇ つぇしす けす 
すぇえくぇすぇ いぇ すけゃぇ: 

╉ぇすけ っょくけ しっきっえしすゃけ しぇ
ゃ けすょっかぇ.

]こけょっかはす しう, うきぇす けぉとう 
こさぇいくうちう, いくぇはす しっ, ゅけしすせ-
ゃぇす しう う くぇえ-ゃぇあくけすけ: こけくっ 
ゃっょくなあ ゃ ゅけょうくぇすぇ しぇ くぇ 
っおしおせさいうは くはおなょっ. ′はきぇきっ 
くっけぉうおけかっくけ おなすつっ うかう くっ-
こけいくぇすけ きはしすけ ゃ しすさぇくぇすぇ, 
さぇいおぇいゃぇ  さなおけゃけょうすっかはす 
くぇこさぇゃかっくうっ „ ‶さけょぇあぉう” ゃ 
„┿さしっくぇか”, しぇきぇすぇ すは  しすさぇし-
すっく そっく くぇ こなすせゃぇくうはすぇ. 
╃けおぇすけ  しかせてぇき すぇいう ゃっょ-

さぇ, ういこなかくっくぇ し っくっさゅうは う 
し ぉかはしおぇゃう けつう あっくぇ, きう 
っ きぇかおけ すさせょくけ ょぇ こさうっきぇ 
そぇおすぇ, つっ っ しすぇくぇかぇ ゃ 4,30 
しせすさうくすぇ. ╉ぇすけ ゃしはおぇ しせすさうく 
ゃっつっ 30 ゅけょうくう. ╇ つっ ゃうくぇゅう 
うょゃぇ こなさゃぇ くぇ さぇぉけすぇ, „しかっょ 
つうしすぇつおぇすぇ”. 
〈ぇおぇ え たぇさっしゃぇ, „┿さしっくぇか”っ 

ゃすけさうはす え ょけき, しかっょ おぇすけ 
ょゃっすっ え こけさぇしくぇかう ゃっつっ 
きけきつっすぇ しぇ こけっかう こけ しけぉしす-
ゃっくう こなすうとぇ. 

』っ さぇぉけすぇすぇ っ
„ゃすけさぇすぇ え おなとぇ”,

かうつう けす せのすぇ ゃ きぇかおう-
すっ ょさっぉけかうう う しうきこぇすうつくう 
ょあせくょあせさうえおう  ゃ けそうしぇ え. 
〉かけゃうかぇ こけゅかっょぇ きう ゃなさたせ 

させしおうすっ おぇさすうつおう くぇ っすぇ-
あっさおぇすぇ, ]すっそおぇ ╀っかつっゃぇ 

こさういくぇゃぇ, つっ すけゃぇ っ しすさぇ-
くぇすぇ, おけはすけ きくけゅけ は ゃこっつぇす-
かはゃぇ.  ╇くぇつっ くはきぇ ゅけかっきう 
う おけくおさっすくう きっつすう. ‶さけしすけ 
しかっょゃぇ こなすは くぇ ょけぉさけすけ う 
いくぇっ, つっ ょけぉさけすけ とっ は ょぇさう 
し きっつすう - すぇおうゃぇ, おけうすけ とっ は 
くぇこさぇゃはす けとっ こけ-ょけぉなさ つけ-
ゃっお. 】ぇしすかうゃ. 
′っ かぇきすう いぇ きくけゅけ, すなえ おぇすけ 

すけゃぇ, おけっすけ うきぇ, っ こけゃっつっ けす 
きくけゅけ: かのぉうきぇ さぇぉけすぇ, おけは-
すけ たぇさっしゃぇ, う くぇえ-ゃぇあくけすけ 
- こさぇゃう は とぇしすかうゃぇ し  せょけ-
ゃかっすゃけさっくうっすけ, おけっすけ くけしう 
-  こさうはすくぇ せきけさぇ ゃっつっさ, 
おけはすけ は おぇさぇ  ょぇ しっ つせゃしすゃぇ 
あうゃぇ, くっゃっさけはすくう きうゅけゃっ, 
しこけょっかっくう し くぇえ-ぉかういおうすっ う 
っょうく いぇこぇいっく せのす ゃ さけょくけすけ 

╂ぇぉぇさっゃけ, こさう おけえすけ ゃうくぇゅう 
きけあっ ょぇ しこさっ, ぇおけ しおけさけしすすぇ 
は せきけさう.  
┿ くせあくけ かう っ こけゃっつっ? ‶うすぇ 

きっ さっすけさうつくけ ]すっそおぇ ╀っかつっ-
ゃぇ, せつせょっくぇ けす すけゃぇ, つっ くは-
おぇお ういぉさけっくけすけ けす くっは きう しっ 
つうくう くっょけしすぇすなつくけ.  
¨すょぇょっくぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ しう, 

おけはすけ ういうしおゃぇ すなさこっくうっ, 
すけかっさぇくすくけしす, こさけそっしうけくぇ-
かういなき, せきっくうっ ょぇ ゃいっきぇて 
ぉなさいう さってっくうは, ょぇ くけしうて 
けすゅけゃけさくけしす いぇ きくけゅけ たけさぇ, 
いぇけぉうおけかっくぇ けす こさうはすっかう, 
さぇぉけすっとぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ え 
くけしう さぇょけしす う せょけゃかっすゃけさっ-
くうっ,  こさういくぇゃぇ, つっ すさせょくけ  
くぇきうさぇ  ゃさっきっ う きはしすけ う いぇ… 
たけぉう. 

[ぇぉけすは たけぉうすけ しう,
おぇいゃぇ し

せしきうゃおぇ ]すっそおぇ. 

╁ きうゅけゃっすっ, おけゅぇすけ しう けす-
おさぇょくっ しゃけぉけょくけ ゃさっきっ, 
けぉうつぇ ょぇ つっすっ: ゃしうつおけ. ‶さっ-
しぇ, しこうしぇくうは, うくすっさくっす, おくう-
ゅう. ╇かう ょぇ こなすせゃぇ…  ‶さういくぇ-

でöñâ¡í ゐñ¿ôñçí:

ゃぇ, けぉぇつっ, つっ くぇえ-ょけぉさっ しっ 
つせゃしすゃぇ ゃ さけょくけすけ ╂ぇぉぇさっゃけ. 
′っ しぇきけ いぇさぇょう ょなかぉけおうすっ 
おけさっくう う いぇとけすけ ょなさゃけ ぉっい 
おけさっく  くっ さぇあょぇ, ぇ いぇとけすけ 
っ せぉっょっくぇ, つっ おぇきなおなす  しう 
すっあう くぇ きはしすけすけ. 
╆ぇすけゃぇ う くっ っ くぇこせしくぇかぇ 

„┿さしっくぇか”, くうすけ ょけさう え っ きう-
くぇゃぇかぇ すぇおぇゃぇ きうしなか, きぇおぇさ 
ゃ けいなぉっくぇすぇ  いうきぇ くぇ 1992 
ゅけょうくぇ っょうく ょっく こさけしすけ くっ 
きけゅかぇ ょぇ ゃかっいっ し  おけかっゅう ゃ 
しゅさぇょぇすぇ ょけ さぇぉけすくけすけ しう 
きはしすけ.  ‶さけすっしすうさぇとう すけゅぇゃぇ 
さぇぉけすくうちう けおせこうさぇかう ゃしうつ-
おけ けおけかけ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは. 
〈けゅぇゃぇ さぇぉけすったきっ ゃ しゅさぇょぇすぇ 
くぇ おけきっくょぇくすしすゃけすけ, ぉってっ 
しすさぇてくけ, しこけきくは しう けくっいう 

ゅけょうくう ]すっそおぇ ╀っかつっゃぇ, ゃしっ 
けとっ  さっょけゃう おぇょなさ ゃ „‶かぇし-
きっくすぇ”. 
¨すすけゅぇゃぇ ょけしっゅぇ っ ういすっおかぇ 

きくけゅけ ゃけょぇ. 
╆ぇ ]すっそおぇ ╀っかつっゃぇ, けぉぇ-

つっ, すは っ ぉうかぇ あうゃぇ…, いぇとけすけ 
ゃさっきっすけ  すせお  は っ ういゅさぇょうかけ 
おぇすけ かうつくけしす う こさけそっしうけくぇ-
かうしす, ょぇかけ え っ くぇえ-ちっくくうすっ 
こさうはすっかう, しこけきっくう う くぇえ-ょけ-
ぉさぇすぇ さぇぉけすぇ. 
╃させゅけ くっ うしおぇき, おぇいゃぇ  さな-

おけゃけょうすっかおぇすぇ くぇ くぇこさぇゃ-
かっくうっ  „ ‶かぇしきっくす”, ういこけょ 
おけはすけ ょっかけゃうすけしす くぇょくうつぇ 
しきせゅかぇ おさぇしぇゃうちぇ う くっゃっさけ-
はすくけ かなつっいぇさっく, いっきっく  つけ-
ゃっお. 
╇いさうつぇ ゅけ し  さっしこっおすうさぇとぇ-

すぇ おぇすっゅけさうつくけしす くぇ っょくぇ ょけ-
ゃけかくぇ う とぇしすかうゃぇ けす あうゃけすぇ 
しう  あっくぇ.  ╆ぇ おけはすけ さぇぉけすぇすぇ 
っ ょさせゅけすけ うきっ くぇ かのぉけゃすぇ . 
 ┿ こさうはすっかうすっ う しっきっえしすゃけ-

すけ – おかのつなす おなき けとっ きくけゅけ 
とぇしすかうゃう  ゅけょうくう.  

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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〉あ 54 えそおけせけ てそこ ついひおせあ おかてつさあてあ つけ すかねてあ. 
╃ぇ ゅけ ゃうょう ちはかぇ ╀なかゅぇさうは う ょぇ きせ しっ さぇょゃぇ.
′ぇ 54 ゅけょうくう すけえ せしこは ょぇ さぇいしきっっ いぇ きうくせすぇ う 

こけかけゃうくぇ っょうく けす ゅけかっきうすっ てけせきっくう くぇ ╀なかゅぇさうは. 
╇ こぇお くぇ 54 ゅけょうくう, っえ すぇおぇ, いぇ 3 きうくせすう ゃさっきっ, 
しこっつっかう 2 たうかはょう かっゃぇ. 

╇ くぇ 54 ゅけょうくう うきぇ てぇくしぇ ょぇ 

せょぇさう ょあぇおこけすぇ ゃ ぇさすうしすうつくうは しう あうゃけす, 

おぇすけ しこっつっかう くぇえ-ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ ゃ っょくぇ けす 
くぇえ-ゅかっょぇくうすっ てけせ-こさけゅさぇきう せ くぇし - “【けせすけ くぇ 
]かぇゃう”, ゃ おけくおせさしぇ “ [ぇいしきっえ ]かぇゃう”. 
┿おけ しなょぉぇすぇ くぇ さけょっくうは ゃ しっかけ ╁っすさっく おぇいぇくかな-

つぇくうく しっ せしきうたくっ ゃ おさぇは くぇ ょっおっきゃさう, ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ すけえ とっ っ とぇしすかうゃ こさうすっあぇ-
すっか くぇ こうおぇこ う あうゃけ ぇゅくっ. ] こうおぇこぇ とっ こなすせゃぇ ょけ 
‶ぇさうあ, いぇ ょぇ ゃうょう ゃくせちうすっ しう, ぇ ぇゅくっすけ とっ こけょっかう 
し こさうはすっかう.
¨すゃなょ ゃしうつおけ すけゃぇ  っ しこけさすくぇ くぇすせさぇ - ゃしはおぇ しせ-

すさうく しすぇゃぇ ゃ 5 – いぇ さっょけゃくうは しう おさけし う ゅうきくぇしすう-
おぇ. ‶けょょなさあぇ いょさぇゃけ すはかけ し ゃっょなさ ょせた う ゃっゅっすぇ-
さうぇくしすゃけ. ]こけさすくうはす きせ たなし しう っ けす きかぇょっあおうすっ 
ゅけょうくう, おけゅぇすけ いぇっょくけ しなし しうくぇ くぇ ‶ぇくけ ╉けいぇさけゃ – 
╉けえつけ, しぇ きっしすくうすっ “こうけくっさう” ゃ ぉけえくうすっ ういおせしすゃぇ.  
 

′ぇ 54 ゅけょうくう すけえ しこけおけえくけ
きけあっ ょぇ しおさうっ こけくっ 10 けす すはた. 

 ╃けゃけかっく っ けす あうゃけすぇ しう, ょっかう ょけき し かのぉうきぇすぇ 
あっくぇ. [ぇょけしすすぇ きせ つっしすけ ゅけ しこけたけあょぇ こけ しおぇえこ, 
おなょっすけ こけつすう ゃしはおぇ ゃっつっさ ゅかっょぇ  ょゃっすっ しう ゃくせつっすぇ 
╉さぇしうきうさ う ┿くすけぇく  けすょぇかっつ - つぇお けす ‶ぇさうあ, おな-
ょっすけ けす ゅけょうくう あうゃっっ っょうくしすゃっくぇすぇ きせ ょなとっさは.  

[ぇぉけすう ゃ “┿さしっくぇか” - ぉけさゃっさゅっさうしす ゃ
ちった 221 くぇ ╆ぇゃけょ 5. 

¨す 2-さう くけっきゃさう, けぉぇつっ, すけえ っ っょうく けす くぇえ-うい-
ゃっしすくうすっ おぇいぇくかなつぇくう, いぇとけすけ せしこは ょぇ さぇいしきっっ 
っょうく けす くぇえ-すさせょくけ さぇいしきうゃぇとうすっ しっ ぉなかゅぇさう - 
]かぇゃう 〈さうそけくけゃ.

′はきぇ ゅさっておぇ: 
 
┿くゅっか ╂うくっゃ - つけゃっおなす, おけえすけ きけあっ ょぇ うきう-

すうさぇ ゃしっゃないきけあくう いゃせちう 

くぇ こすうちう, ぇゃすけきけぉうかう, きぇてうくう, ょうゃう う こうすけきくう 
あうゃけすくう, ょぇ こさぇゃう さぇいかうつくう かぇおぇさょうう  う いぇょはゃおう, 
おけうすけ きけゅぇす ょぇ ょけゃっょぇす つけゃっお ょけ きせしおせかくぇ すさっしおぇ 
くぇ しすけきぇたぇ... けす しきはた. 
╂かっょぇ し ゃっょなさ こけゅかっょ くぇ あうゃけすぇ う きせ かうつう けす 

さぇいしすけはくうっ: くっ しぇきけ いぇとけすけ きかぇょっっ しおぇくょぇかくけ いぇ 
ゅけょうくうすっ しう う くぇ こさぇおすうおぇ こけ くっゅけ こけゅかっょう きけゅぇす 
ょぇ きはすぇす う ゃさなしすくうつおう くぇ ょなとっさは きせ, ぇ う いぇとけすけ 
っ せしこはか ょぇ こさっゃなさくっ  しゃけは すぇかぇくす ゃ くっとけ, おけっすけ 
きせ くけしう さぇょけしす う せょけゃけかしすゃうっ.  
╀けさゃっさゅっさうしすなす けす ╆ぇゃけょ 5 こさういくぇゃぇ, つっ しっ つせゃ-

しすゃぇ とぇしすかうゃ, おけゅぇすけ せしこはゃぇ ょぇ さぇいゃっしっかう たけさぇすぇ 
けおけかけ くっゅけ. 〈ぇおなゃ ぉうか けす きぇかなお. ]すさぇしすすぇ きせ おなき 
ぇおすぬけさかなおぇ う うきうすぇちううすっ っ けとっ けす せつうかうとくうすっ 
ゅけょうくう, おけゅぇすけ いぇ こさなゃ こなす しっ おぇつゃぇ くぇ しちっくぇすぇ 
くぇ つうすぇかうとっ “╇しおさぇ”. 〈ぇかぇくすぇ きせ こけけとさうか くっゅけ-
ゃうはす こけおけっく ゃっつっ ぉぇとぇ - 》さうしすけ ╂うくっゃ, っょうく けす 
しないょぇすっかうすっ くぇ ]ぇすうさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
┿くゅっか しっ ゅけさょっっ し ぉぇとぇ しう, おけえすけ うきぇか つっしすすぇ ょぇ 

こぇさすくうさぇ くぇ しちっくぇ くぇ っきぉかっきぇすぇ くぇ ]ぇすうさぇすぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは ╂っけさゅう ╉ぇかけはくつっゃ, くぇ くっゃっさけはすくぇすぇ ╂な-
かなぉうくぇ ╋うたぇえかけゃぇ, くぇ ╂っけさゅう ┿くすけゃ う ╅けさけ ′う-
おけかけゃ - ゃしっ っきぉかっきぇすうつくう うきっくぇ いぇ  おぇいぇくかなておぇ-
すぇ ]ぇすうさぇ う くっえくう けしくけゃぇすっかう.  
╉ぇすけ  せつっくうお, こさっすっくょっくすなす いぇ ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇ-

ょぇ けす てけせすけ “[ぇいしきっえ ]かぇゃう”  ぉうか つぇしす けす ゅさせこぇ 
ぉせそけしうくたさけくうしすう, くけ し ゃさっきっすけ ゃしうつおう しっ さぇいこう-
かっかう. ╇きぇかけ っ こっさうけょう くぇ ゅぇしすさけかう ゃ さっしすけさぇく-
すう う さぇいかうつくう しなぉけさう, くぇ おけうすけ ゅけ おぇくっかう しさっとせ 
たけくけさぇさ. ╉ぇすっゅけさうつっく っ, けぉぇつっ, つっ くぇしすけはとうはす 
きせ ぇくゅぇあうきっくす う こさっょしすけはと ゅけかはき そうくぇか ゃ “【け-
せすけ くぇ ]かぇゃう” しぇ くぇえ-ゃぇあくう. ╆ぇ すけゃぇ - し おぇおゃけ 
すけいう こなす とっ さぇいしきうゃぇ ゅけかけゅかぇゃうは ゃけょっと, ┿くゅっか 
くっ うしおぇ ょぇ さぇいおぇいゃぇ. ′っ いぇとけすけ っ そぇすぇかうしす, ぇ いぇ-
とけすけ っ せぉっょっく, つっ ょけぉさうすっ  くっとぇ しすぇゃぇす すけゅぇゃぇ, 
おけゅぇすけ きくけゅけ-きくけゅけ くっ しっ てせきう いぇ すはた. 
╆ぇ せつぇしすうっすけ しう, おけっすけ くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ っ  

くぇ 26-すう ょっおっきゃさう ゃ “【けせすけ くぇ ]かぇゃう”,
う すけ くぇ あうゃけ, ┿くゅっか ╂うくっゃ 

しっ ゅけすゃう せしうかっくけ う けすょぇかっつ. ╇しおぇ ょぇ っ くぇえ-ょけ-
ぉさうはす. ╆ぇすけゃぇ, けぉぇつっ, とっ きせ っ くせあくぇ う こけょおさっこぇ.  
′ぇ つうしすけ ゅさぇょしおう こさうくちうこ: すっいう, おけうすけ ゅけ たぇさっし-
ゃぇす うかう たぇさっしゃぇす きぇさおぇすぇ “╉ぇいぇくかなお”, ょぇ ゅかぇしせ-
ゃぇす いぇ くっゅけ. ]ぇきけすけ ゅかぇしせゃぇくっ とっ っ ゃ こっさうけょぇ 
28-きう ょっおっきゃさう - 2-さう はくせぇさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょう-

くぇ. ╄ょゃぇ しかっょ すけゃぇ とっ しすぇくっ はしっく そうくぇかうしすなす けす 
“[ぇいしきっえ ]かぇゃう”. 
╁しっおう うしおぇ ょぇ しっ ゃうょう しさっょ こなさゃうすっ, おぇすっゅけさう-

つっく っ ぉけさゃっさゅっさうしすなす けす ╆ぇゃけょ 5. 
′っ おさうっ, つっ しっ くぇょはゃぇ ゅさぇょなす ょぇ ゅけ こけょおさっこう, 

おけかっゅうすっ しなとけ. ╋ぇおぇさ, つっ こけくはおけゅぇ うき しこさはすぇ しけ-
かっくう てっゅうつおう. ╉ぇいゃぇ, つっ しぇ きせ しゃうおくぇかう, ぇ こけ-
ょせたけゃうすうすっ きせ けすゃさなとぇす ゃ しなとうは ょせた. 
‶さっょう すけゃぇ, くぇ 14-すう ょっおっきゃさう, ┿くゅっか ╂うくっゃ 

こさぇゃう “ゅっくっさぇかくぇ” さっこっすうちうは - し せつぇしすうっすけ しう ゃ 
おけかっょくうは おけくちっさす くぇ “╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. 
╆ぇ しぇきけすけ しう せつぇしすうっ ゃ “[ぇいしきっえ ]かぇゃう” ┿くゅっか 

くぇせつうか... けす すっかっゃういうはすぇ. ╄ょくぇ ゃっつっさ, おぇおすけ ゅかっ-
ょぇか てけせすけ, ゃうょはか つぇしす けす おぇくょうょぇすうすっ いぇ  ゅけかはきぇ-
すぇ くぇゅさぇょぇ くぇ おけくおせさしぇ. ‶さっちっくうか, つっ うきぇ てぇくし. 
╉ぇすけ すうこうつっく ╊なゃ, ぉなさいけ くぇきっさうか おけけさょうくぇすう, 
しゃなさいぇか しっ し てけせすけ  う ゅけ こけおぇくうかう いぇ せつぇしすうっ. 
]かぇゃう しっ けこうすぇ ょぇ きっ こさっょういゃうおぇ, おぇすけ けす さぇい 

しこっつっかうた 500-すっ かっゃぇ, くけ ぇい くっ しっ けすおぇいゃぇき 
かっしくけ. ╉ぇいぇた きせ, つっ うしおぇき ょぇ うゅさぇは いぇ ╂けかっきうは 
そうくぇか う すぇおぇ しかっょ けとっ 90 しっおせくょう うきぇた ゃっつっ 
さぇいこうしぇく ぉうかっす いぇ くっゅけ, さぇいおぇいゃぇ いぇ  っきけちううすっ 
しう けす 2-さう くけっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ ┿くゅっか. 
〈っいう, おけうすけ くっ しぇ ゃうょっかう すさうすっ きせ いゃっいょくう 

きうくせすう, きけゅぇす ょぇ ゅけ くぇこさぇゃはす こさっい うくすっさくっす. 
┿くゅっか, けぉぇつっ, しっ くぇょはゃぇ, しかっょ 26-すう ょっおっき-

ゃさう う ゃ こなさゃうすっ ょくう くぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ, ょぇ うきぇ 
けとっ こけゃっつっ こけゃけょう いぇ いゃっいょくう きうゅけゃっ. ′っ いぇ-
とけすけ っ いぇさぇいっく けす しかぇゃぇすぇ, ぇ いぇとけすけ っ こけいうすう-
ゃっく つけゃっお う けぉうつぇ ょぇ ょけしすぇゃは さぇょけしす. 
¨すゃなょ すぇいう こさっょしすけはとぇ っきけちうは, 

54-ゅけょうてくうはす おぇいぇくかなつぇくうく
うきぇ うくすっさっしっく あうゃけす.

 ╃っしっす ゅけょうくう っ ぉうか っきうゅさぇくす しなし しっきっえしすゃけ-
すけ  しう ゃ つっておぇすぇ しすけかうちぇ ‶さぇゅぇ, おなょっすけ さぇぉけ-
すうか. ‶さっょう ょぇ いぇきうくっ, うきぇ ょなかゅう ゅけょうくう さぇ-
ぉけすぇ ゃ “┿さしっくぇか”. ]かっょ つっておうは こっさうけょ, こさっい 
2007-きぇ ゅけょうくぇ, しっ ゃさなとぇ けすくけゃけ ゃ “┿さしっくぇか” 
- こなさゃけ ゃ ╆ぇゃけょ 6, おぇすけ けこっさぇすけさ くぇ 『‶〉, ぇ 
こけしかっ  ゃ ╆ぇゃけょ 5. 
〈させこぇか っ しすぇあ ゃ けとっ くっおけかちうくぇ おぇいぇくかなておう 

そうさきう. [ぇぉけすはゅぇ っ. ╇きぇ あうゃう けつう う こけゃっつっ けす 
ゃっょさけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ. 》けぉうすけ きせ っ しこけさすなす, 
ぉけえくうすっ ういおせしすゃぇ, ういゃっしすくけ ゃさっきっ しっ っ いぇくう-
きぇゃぇか う し ゅかぇょけかっつっくうっ. ╇くすっさっしせゃぇ しっ けす ょせ-
たけゃくう くっとぇ. ╅うゃっっ しっきこかけ, くけ うくすっさっしくけ. 
╆ぇ すぇいう ╉けかっょぇ う すぇいう ′けゃぇ ゅけょうくぇ ゃしっ けとっ 

くはきぇ こかぇく, きぇおぇさ こさっょしすけはとけすけ せつぇしすうっ ゃ 
“【けせすけ くぇ ]かぇゃう” ょぇ しう っ こけゃっつっ けす かうつくぇ ╉け-
かっょぇ う こかぇく. ′け し さぇょけしす しこけょっかは, つっ きうくぇ-
かうすっ ╉けかっょぇ う ′けゃぇ ゅけょうくぇ ぉうかう くっいぇぉさぇゃうきう 
いぇ くっゅけ う しなこさせゅぇすぇ きせ - ゅかぇゃくぇ おぇきっさうっさおぇ 
ゃ たけすっか “ ‶ぇかぇし” - ╉ぇいぇくかなお. 〈けゅぇゃぇ こけかせつう 
こけおぇくぇ けす とっさおぇすぇ う いっすは ょぇ こけしっすはす ‶ぇさうあ う 
こさっおぇさぇす いぇっょくけ こさぇいくうちうすっ. ╇きぇかけ う こけゃけょ - 
けす こさけかっすすぇ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ うきうすぇすけさなす ┿くゅっか 
╂うくっゃ  ゃっつっ っ “ょゃけっく ょはょけ” - うきぇ ゃすけさう ゃくせお, 
さけょっく ゃ ‶ぇさうあ. 
〈けゃぇ, けぉぇつっ, くっ けこけしおゃぇ さぇょけしすすぇ きせ, くうすけ ゅけ 

すけさきけいはす さぇいしすけはくうはすぇ. ╁うくぇゅう ゃ すっかっそけくぇ しう 
くけしう こけしかっょくぇすぇ う くぇえ-ぇおすせぇかくぇ しおぇえこ ゃっさしうは 
くぇ しさっとぇすぇ し ゃくせちうすっ. ‶けつすう ゃしはおぇ ゃっつっさ. ╁ 
くけゃうすっ ゃさっきっくぇ っ すぇおぇ, おぇいゃぇ し くぇきうゅぇくっ うきう-
すぇすけさなす. 
╀さけっくう ょくう こさっょう そうくぇかぇ くぇ 2012 ゅけょうくぇ  

┿くゅっか ╂うくっゃ 

うきぇ ょゃっ きっつすう いぇ しぉなょゃぇくっ: 

ょぇ しこっつっかう ╂けかっきうは そうくぇか くぇ “[ぇいしきっえ ]かぇ-
ゃう”, ぇ こさっい かはすけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ ょぇ ゃうょう ゃくせ-
ちうすっ しう  すせお, ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╇ いくぇっ, つっ くはきぇ くっこけしすうあううきう つけゃっておう 

くっとぇ: けしけぉっくけ, ぇおけ きくけゅけ ゃはさゃぇて ゃ すはた  う ゅう 
うしおぇて.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╅さそ たちあうけの せかはそ つ しまいそう, しけねけ - てうひちおけ 』てかなさあ ╆かしねかうあ, ちひさそうそおけてかし せあたちあうしかせけか „》ちそおあきいけ” う „╅ちつかせあし”

〈は っ くっすうこうつっく ]すさっかっち. ]すぇゃぇ さぇくけ, くはきぇ しすさなゃ 
„おなき ゅけかぇ“, けぉうつぇ ょけきぇてくうは せのす, さけょくけすけ しう 

しっかけ う しっきっえしすゃけすけ. ′っょけかのぉゃぇ てせきぇ けおけかけ しっぉっ 
しう. ′っ しすさぇょぇ けす ぉけかくう ぇきぉうちうう. ′っとけ こけゃっつっ - ゃ 
すけいう しきうしなか しう っ あうゃけ ういおかのつっくうっ, いぇとけすけ けす ょう-
こかけきうさぇくっすけ え ょけ きけきっくすぇ くっ っ しきっくはかぇ さぇぉけすくけすけ 
しう きはしすけ. ╇いぉさぇかぇ っ ょぇ こさぇゃう おぇさうっさぇ ゃ „┿さしっくぇか”. 
] ちっくぇすぇ くぇ きくけゅけ さぇぉけすぇ う おけきこさけきうしう ゃ かうつくうは 
あうゃけす. 
 ¨こさっょっかは しっぉっ しう おぇすけ とぇしすかうゃ つけゃっお, おけえすけ くっ 

いぇゃうあょぇ. 
 ╇いこけゃはょゃぇ きぇおしうきぇすぇ, つっ „たけさぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ゃなさ-

ゃはす こけ こなすは くぇ ょけぉさけすけ う ょぇ けすおさうゃぇす ぉっいぉさけえ きっつ-
すう. ┿おけ しぉなょくぇす ょけさう っょくぇ けす すはた, すけ しかっょぇすぇ っ けし-
すぇゃっくぇ”.
 ╁はさゃぇ ゃ ╀けゅ, ゃ しっきっえしすゃけすけ しう う うしすうくしおうすっ こさう-

はすっかう. ╉ぇすけ  つけゃっお „くぇ あういくっくけすけ こけこさうとっ ゃ しさっ-
ょぇすぇ”, ゃっつっ いくぇっ, つっ ゃさっきっすけ けすしはゃぇ  こさうはすっかうすっ. 
 ′っ あぇかう, ぇおけ こけ ‶なすは ╁さっきっすけ こさっしっっ  くはおけえ けす 

すはた. 〈ぇおぇ っ すさはぉゃぇかけ, すぇおぇ っ しすぇくぇかけ. 
 〈ゃなさょう, つっ とぇしすかうゃ っ けくいう, おけえすけ くっ つぇおぇ くぇゅさぇ-

ょぇ, くけ こなお ょぇゃぇ ゃしうつおけ けす しっぉっ しう. ╉ぇおすけ う つっ, ぇおけ 
こさぇゃうて くっとけ し かのぉけゃ, すけ ゃうくぇゅう かうつう. ╇ ゃうくぇゅう しっ 
ゃさなとぇ… かのぉけゃすぇ. 
 ′っ こけくぇしは くっすけかっさぇくすくけしすすぇ ゃなゃ ゃしうつおうすっ え そけさ-

きう, いぇとけすけ っ せぉっょっくぇ つっ すけゃぇ っ っょくけ けす くっとぇすぇ, 
おけうすけ くう こさぇゃはす くっとぇしすくう. 
 ′っくぇゃうあょぇ かなあぇすぇ, ぉっいょせてうっすけ, すなくおうすっ しきっすおう 

う あぇかおうは しすさっきっあ  ょぇ くぇょたうすさうき あうゃけすぇ. 〈ゃなさょう, 
つっ すけゃぇ しぇ こさうえけきう  くぇ しかぇぉう う ぉっいちゃっすくう たけさぇ. 
╂っくっすうつくけ っ けこっさうさぇくぇ けす いぇゃうしすすぇ う は くっくぇゃうあ-

ょぇ, いぇとけすけ ゃはさゃぇ, つっ つけゃっお しぇき しかっょゃぇ ょぇ つっすっ おくう-
ゅうすっ しう, くけ ょぇ こうっ し こさうはすっかう. 
〈ゃなさょう, つっ いぇ かのぉけゃすぇ しっ うしおぇ しなさちっ う ぉなさいぇ ょぇ 

けすぉっかっあう, つっ くっえくけすけ けすょぇゃくぇ っ こけょぇさっくけ くぇ „┿さ-
しっくぇか”. ╆ぇとけすけ けぉうつぇ こさけそっしうはすぇ しう う きはしすけすけ, 
おなょっすけ くぇ こさぇおすうおぇ しっ っ しかせつうか あうゃけすなす え.

]すっそおぇ ╀っかつっゃぇ - さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃ-
かっくうっ „‶さけょぇあぉう” ゃ „┿さしっくぇか”

╁うくぇゅう しなき うしおぇかぇ ょぇ しっ 
いぇこけいくぇは  し すぇいう くぇゅかっょ きくけ-
ゅけ しすさけゅぇ, ゃうくぇゅう ういうしおぇくけ 
ょっかけゃぇ, くけ くはおぇお  ゃなすさってくけ  
くっゃっさけはすくけ しうきこぇすうつくぇ う 
ゃっょさぇ あっくぇ.
〉ぉっょっくぇ, つっ おけかおけすけ う ょぇ っ 

かうてっく けす しせっすぇ つけゃっお う つっ 
ゃしっおうきせ ゃ あうゃけすぇ しっ こけかぇゅぇす 
すさう きうくせすう しかぇゃぇ,  しっ さってうた 
ょぇ こけすなさしは すさぇっおすけさうはすぇ くぇ 
くっえくぇすぇ. ¨すゃなょ さっょうつおぇすぇ 
くぇ いぇしかせあうかうすっ ぇさしっくぇかちう, 
おけはすけ すは けゅかぇゃはゃぇ すぇいう ゅけょう-
くぇ. ╆ぇ こけさっょっく こなす. 
〉ぉっょっくぇ, つっ  しなし しうゅせさくけしす 

とっ ういかっいっ くっとけ うくすっさっしくけ.  
′っ しっ ういかなゅぇた. 
 

『っかう 150  ゅけょうくう っ 
けぉとうはす すさせょけゃ しすぇあ くぇ 
そぇきうかうはすぇ くぇ ]すっそおぇ 
╀っかつっゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”

〈は, しなこさせゅなす え [せきっく ╀っか-
つっゃ, おけえすけ さぇぉけすう おぇすけ くぇ-

つぇかくうお ちった こかけとぇょおぇ ╋なゅ-
かうあ, けしすぇくぇかうすっ  え ぉかういおう… 
╀っいしこけさくけ, けぉぇつっ, ゃっすっさぇ-
くなす っ しゃっおなさなす え - ぉぇえ ╀っか-
つけ, おぇおすけ ゅけ こけきくはす ゃしうつおう, 
おけえすけ っ ゃっすっさぇく くぇ すさせょぇ. 
╆ぇこうしぇか ゃ すさせょけゃぇすぇ しう ぉう-
けゅさぇそうは 55 ゅけょうくう しすぇあ ゃ 
„┿さしっくぇか”. 
╁はさくぇ くぇ  いょさぇゃうは しう さけょけゃ 

おけさっく - ╂ぇぉぇさっゃしおうはす, けすおな-
ょっすけ っ う すは, う しなこさせゅなす え, 
]すっそおぇ ╀っかつっゃぇ こけしすなこゃぇ くぇ 
さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” ゃっょくぇゅぇ 
しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ ゃうしてっ-
すけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ ]ゃうとけゃ, 
しこっちうぇかくけしす „]つっすけゃけょくぇ 
けすつっすくけしす”. ╀うかけ ゃ さぇいきうさ-
くぇすぇ う すさせょくぇ 1989 ゅけょうくぇ. 
] ょうこかけき ゃ さなおぇ は こさうっきぇす ゃ 
けすょっか „‶かぇしきっくす”, つうえすけ くぇ-
つぇかくうお すけゅぇゃぇ っ ╊のぉおぇ ]けおけ-
かけゃぇ. „╀ってっ ういおかのつうすっかっく 
てっそ う くっゃっさけはすっく つけゃっお”, 
おぇいゃぇ いぇ くっは ]すっそおぇ ╀っかつっ-
ゃぇ. 

╆ぇ 30-すっ しう ゅけょうくう ゃっつっ さぇ-
ぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”,  23 けす おけう-
すけ おぇすけ さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃ-
かっくうっ  „‶さけょぇあぉう”, ]すっそおぇ 
╀っかつっゃぇ っ くぇせつうかぇ くっとけ 
きくけゅけ ゃぇあくけ: いぇ ょぇ ゃなさゃう 
さぇぉけすぇすぇ, たけさぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ つせゃしすゃぇす  ょけぉさっ ゃ おけかっお-
すうゃぇ,  ょぇ うきぇ ょけゃっさうっ きっあょせ 
すはた. ╃ぇ くはきぇ きはしすけ いぇ うくすさう-
ゅう. ‶けしすうゅくって かう すけゃぇ, くはきぇ 
こさけぉかっき し おけかっおすうゃぇ. 

╋けうすっ きけきうつっすぇ, 

すぇおぇ  てっそおぇすぇ ╀っかつっゃぇ 
くぇさうつぇ おけかっゅうすっ しう けす けす-
ょっか „‶かぇしきっくす” くぇ „┿さしっ-
くぇか”. ‶さっい すはた こさっきうくぇゃぇ 
くぇ こさぇおすうおぇ ちはかぇすぇ おけさっし-
こけくょっくちうは し おかうっくすう う ょけし-
すぇゃつうちう, ゃしうつおけ しゃなさいぇくけ し 
こさけょぇあぉうすっ う ょけしすぇゃおうすっ. 
〈っ しぇ すっいう, おけうすけ しぇ ゃ おけく-
すぇおす し ゃしうつおう いぇゃけょう, くぇ-
こさぇゃかっくうは, ちったけゃっ. ¨ぉさぇ-
ぉけすゃぇす ちはかぇすぇ うくそけさきぇちうは  
こさう いぇこうすゃぇくっ けす おかうっくす, 
しなゅかぇしせゃぇす けそっさすう, ういこなか-
くはゃぇす こけさなつおう, こさっょぇゃぇす くぇ 
しおかぇょ ゅけすけゃぇすぇ こさけょせおちうは う 
っおしこっょうさぇす. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ - 
すっ しぇ あうゃぇすぇ ゃさないおぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか”- おさなゃけくけしくぇすぇ しうし-
すっきぇ, ぉっい おけはすけ くぇ こさぇおすうおぇ 
そうさきぇすぇ  くっ きけあっ .  
 ╀っい すさせょぇ  くぇ すっいう きくけゅけ 

しうきこぇすうつくう ょっしっすうくぇ きけ-
きうつっすぇ  う しぇきけ っょうく きなあ ゃ 
けすょっかぇ, おけえすけ けすゅけゃぇさは いぇ 
すさぇくしこけさすぇ, „┿さしっくぇか” くはきぇ 
ょぇ っ しなとうはす. 
╇きぇき おなしきっす ょぇ さぇぉけすは し 

くっゃっさけはすくう こさけそっしうけくぇかう-
しすう, おけうすけ いくぇはす おぇおゃけ こさぇ-
ゃはす, きけゅぇす ょぇ ゃいっきぇす しぇきけし-
すけはすっかくう さってっくうは, こさぇゃはす  
おけきこさけきうしう し かうつくうは しう あう-
ゃけす う くぇえ-ゃぇあくけすけ - ゃうくぇゅう 
しぇ ゃっょさう う せしきうたくぇすう, おぇいゃぇ 
くっ ぉっい いぇょけゃけかしすゃけ ]すっそおぇ 
╀っかつっゃぇ.  ╇ けすおさったゃぇ つぇしす けす 
すぇえくぇすぇ いぇ すけゃぇ: 

╉ぇすけ っょくけ しっきっえしすゃけ しぇ
ゃ けすょっかぇ.

]こけょっかはす しう, うきぇす けぉとう 
こさぇいくうちう, いくぇはす しっ, ゅけしすせ-
ゃぇす しう う くぇえ-ゃぇあくけすけ: こけくっ 
ゃっょくなあ ゃ ゅけょうくぇすぇ しぇ くぇ 
っおしおせさいうは くはおなょっ. ′はきぇきっ 
くっけぉうおけかっくけ おなすつっ うかう くっ-
こけいくぇすけ きはしすけ ゃ しすさぇくぇすぇ, 
さぇいおぇいゃぇ  さなおけゃけょうすっかはす 
くぇこさぇゃかっくうっ „ ‶さけょぇあぉう” ゃ 
„┿さしっくぇか”, しぇきぇすぇ すは  しすさぇし-
すっく そっく くぇ こなすせゃぇくうはすぇ. 
╃けおぇすけ  しかせてぇき すぇいう ゃっょ-

さぇ, ういこなかくっくぇ し っくっさゅうは う 
し ぉかはしおぇゃう けつう あっくぇ, きう 
っ きぇかおけ すさせょくけ ょぇ こさうっきぇ 
そぇおすぇ, つっ っ しすぇくぇかぇ ゃ 4,30 
しせすさうくすぇ. ╉ぇすけ ゃしはおぇ しせすさうく 
ゃっつっ 30 ゅけょうくう. ╇ つっ ゃうくぇゅう 
うょゃぇ こなさゃぇ くぇ さぇぉけすぇ, „しかっょ 
つうしすぇつおぇすぇ”. 
〈ぇおぇ え たぇさっしゃぇ, „┿さしっくぇか”っ 

ゃすけさうはす え ょけき, しかっょ おぇすけ 
ょゃっすっ え こけさぇしくぇかう ゃっつっ 
きけきつっすぇ しぇ こけっかう こけ しけぉしす-
ゃっくう こなすうとぇ. 

』っ さぇぉけすぇすぇ っ
„ゃすけさぇすぇ え おなとぇ”,

かうつう けす せのすぇ ゃ きぇかおう-
すっ ょさっぉけかうう う しうきこぇすうつくう 
ょあせくょあせさうえおう  ゃ けそうしぇ え. 
〉かけゃうかぇ こけゅかっょぇ きう ゃなさたせ 

させしおうすっ おぇさすうつおう くぇ っすぇ-
あっさおぇすぇ, ]すっそおぇ ╀っかつっゃぇ 

こさういくぇゃぇ, つっ すけゃぇ っ しすさぇ-
くぇすぇ, おけはすけ きくけゅけ は ゃこっつぇす-
かはゃぇ.  ╇くぇつっ くはきぇ ゅけかっきう 
う おけくおさっすくう きっつすう. ‶さけしすけ 
しかっょゃぇ こなすは くぇ ょけぉさけすけ う 
いくぇっ, つっ ょけぉさけすけ とっ は ょぇさう 
し きっつすう - すぇおうゃぇ, おけうすけ とっ は 
くぇこさぇゃはす けとっ こけ-ょけぉなさ つけ-
ゃっお. 】ぇしすかうゃ. 
′っ かぇきすう いぇ きくけゅけ, すなえ おぇすけ 

すけゃぇ, おけっすけ うきぇ, っ こけゃっつっ けす 
きくけゅけ: かのぉうきぇ さぇぉけすぇ, おけは-
すけ たぇさっしゃぇ, う くぇえ-ゃぇあくけすけ 
- こさぇゃう は とぇしすかうゃぇ し  せょけ-
ゃかっすゃけさっくうっすけ, おけっすけ くけしう 
-  こさうはすくぇ せきけさぇ ゃっつっさ, 
おけはすけ は おぇさぇ  ょぇ しっ つせゃしすゃぇ 
あうゃぇ, くっゃっさけはすくう きうゅけゃっ, 
しこけょっかっくう し くぇえ-ぉかういおうすっ う 
っょうく いぇこぇいっく せのす ゃ さけょくけすけ 

╂ぇぉぇさっゃけ, こさう おけえすけ ゃうくぇゅう 
きけあっ ょぇ しこさっ, ぇおけ しおけさけしすすぇ 
は せきけさう.  
┿ くせあくけ かう っ こけゃっつっ? ‶うすぇ 

きっ さっすけさうつくけ ]すっそおぇ ╀っかつっ-
ゃぇ, せつせょっくぇ けす すけゃぇ, つっ くは-
おぇお ういぉさけっくけすけ けす くっは きう しっ 
つうくう くっょけしすぇすなつくけ.  
¨すょぇょっくぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ しう, 

おけはすけ ういうしおゃぇ すなさこっくうっ, 
すけかっさぇくすくけしす, こさけそっしうけくぇ-
かういなき, せきっくうっ ょぇ ゃいっきぇて 
ぉなさいう さってっくうは, ょぇ くけしうて 
けすゅけゃけさくけしす いぇ きくけゅけ たけさぇ, 
いぇけぉうおけかっくぇ けす こさうはすっかう, 
さぇぉけすっとぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ え 
くけしう さぇょけしす う せょけゃかっすゃけさっ-
くうっ,  こさういくぇゃぇ, つっ すさせょくけ  
くぇきうさぇ  ゃさっきっ う きはしすけ う いぇ… 
たけぉう. 

[ぇぉけすは たけぉうすけ しう,
おぇいゃぇ し

せしきうゃおぇ ]すっそおぇ. 

╁ きうゅけゃっすっ, おけゅぇすけ しう けす-
おさぇょくっ しゃけぉけょくけ ゃさっきっ, 
けぉうつぇ ょぇ つっすっ: ゃしうつおけ. ‶さっ-
しぇ, しこうしぇくうは, うくすっさくっす, おくう-
ゅう. ╇かう ょぇ こなすせゃぇ…  ‶さういくぇ-

でöñâ¡í ゐñ¿ôñçí:

ゃぇ, けぉぇつっ, つっ くぇえ-ょけぉさっ しっ 
つせゃしすゃぇ ゃ さけょくけすけ ╂ぇぉぇさっゃけ. 
′っ しぇきけ いぇさぇょう ょなかぉけおうすっ 
おけさっくう う いぇとけすけ ょなさゃけ ぉっい 
おけさっく  くっ さぇあょぇ, ぇ いぇとけすけ 
っ せぉっょっくぇ, つっ おぇきなおなす  しう 
すっあう くぇ きはしすけすけ. 
╆ぇすけゃぇ う くっ っ くぇこせしくぇかぇ 

„┿さしっくぇか”, くうすけ ょけさう え っ きう-
くぇゃぇかぇ すぇおぇゃぇ きうしなか, きぇおぇさ 
ゃ けいなぉっくぇすぇ  いうきぇ くぇ 1992 
ゅけょうくぇ っょうく ょっく こさけしすけ くっ 
きけゅかぇ ょぇ ゃかっいっ し  おけかっゅう ゃ 
しゅさぇょぇすぇ ょけ さぇぉけすくけすけ しう 
きはしすけ.  ‶さけすっしすうさぇとう すけゅぇゃぇ 
さぇぉけすくうちう けおせこうさぇかう ゃしうつ-
おけ けおけかけ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは. 
〈けゅぇゃぇ さぇぉけすったきっ ゃ しゅさぇょぇすぇ 
くぇ おけきっくょぇくすしすゃけすけ, ぉってっ 
しすさぇてくけ, しこけきくは しう けくっいう 

ゅけょうくう ]すっそおぇ ╀っかつっゃぇ, ゃしっ 
けとっ  さっょけゃう おぇょなさ ゃ „‶かぇし-
きっくすぇ”. 
¨すすけゅぇゃぇ ょけしっゅぇ っ ういすっおかぇ 

きくけゅけ ゃけょぇ. 
╆ぇ ]すっそおぇ ╀っかつっゃぇ, けぉぇ-

つっ, すは っ ぉうかぇ あうゃぇ…, いぇとけすけ 
ゃさっきっすけ  すせお  は っ ういゅさぇょうかけ 
おぇすけ かうつくけしす う こさけそっしうけくぇ-
かうしす, ょぇかけ え っ くぇえ-ちっくくうすっ 
こさうはすっかう, しこけきっくう う くぇえ-ょけ-
ぉさぇすぇ さぇぉけすぇ. 
╃させゅけ くっ うしおぇき, おぇいゃぇ  さな-

おけゃけょうすっかおぇすぇ くぇ くぇこさぇゃ-
かっくうっ  „ ‶かぇしきっくす”, ういこけょ 
おけはすけ ょっかけゃうすけしす くぇょくうつぇ 
しきせゅかぇ おさぇしぇゃうちぇ う くっゃっさけ-
はすくけ かなつっいぇさっく, いっきっく  つけ-
ゃっお. 
╇いさうつぇ ゅけ し  さっしこっおすうさぇとぇ-

すぇ おぇすっゅけさうつくけしす くぇ っょくぇ ょけ-
ゃけかくぇ う とぇしすかうゃぇ けす あうゃけすぇ 
しう  あっくぇ.  ╆ぇ おけはすけ さぇぉけすぇすぇ 
っ ょさせゅけすけ うきっ くぇ かのぉけゃすぇ . 
 ┿ こさうはすっかうすっ う しっきっえしすゃけ-

すけ – おかのつなす おなき けとっ きくけゅけ 
とぇしすかうゃう  ゅけょうくう.  

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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‶けょぇょっくうすっ  いぇ こさうはすっかしすゃけ さなちっ きけゅぇす きくけゅけ. ╁さなとぇす ゃはさぇすぇ, ょぇゃぇす くけゃぇ くぇょっあょぇ, けしきうしかはす ょくうすっ..., しかせつゃぇす つせょっしぇ! ╋ぇかおけ つせょけ ゃ 
ょくうすっ こさっょう ╉けかっょぇ しっ しかせつゃぇ う ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ ]ゃっすかぇ ╃うきうすさけゃぇ う ′うおけかぇえ ′うおけかけゃ, そさっいうしす けす ちった 240 くぇ ╆ぇゃけょ 1. ‶けょぇょっくぇすぇ 
けす ′ぇすぇかうは ]うきっけくけゃぇ う  „‶さっょぇえ くぇすぇすなお”  さなおぇ しぉなょゃぇ うしすうくしおう きけすけすけ くぇ こさっょぇゃぇくっすけ くぇ ╀う 〈う ╁う. ╃っしっすおう, ょけさう しすけすうちう ょかぇくう 
ゃ こけょおさっこぇ くぇ ]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ ょくっし うき ょぇゃぇす くぇょっあょぇ, つっ  ゃ ういこうすぇくうっすけ くぇ あうゃけすぇ しう – ゅさうあぇすぇ いぇ ょゃっ ぉけかくう ょっちぇ, すっ こけゃっつっ 
くはきぇ ょぇ ぉなょぇす すけかおけゃぇ しぇきう.
15 ゅけょうくう けすおぇおすけ ょゃぇきぇすぇ きかぇょう さけょうすっかう つせゃぇす しすさぇてくぇすぇ ょうぇゅくけいぇ: ょゃっすっ うき くけゃけさけょっくう ぉかういくぇつおう しぇ し すっあおけ せゃさっょっくけ いょさぇゃっ. 

╆ぇゃうくぇゅう...
[けょっくう きぇかおけ しかっょ てっしすうは きっしっち くぇ ぉさっきっくくけしすすぇ, ′うくぇ う ╂ぇかは こさっしすけはゃぇす こけゃっつっ けす  すさう きっしっちぇ ゃ おせゃぬけい. [っいせかすぇすなす: ょっすしおぇ ちっ

さっぉさぇかくぇ こぇさぇかういぇ いぇ ′うくぇ う さっすさけょっくすぇかくぇ そうぉさけこかぇいうは いぇ ╂ぇかは. 〉きくけあっく こけ ょゃっ, しすさっしなす けす せあぇしくぇすぇ くけゃうくぇ しすぇゃぇ 15-ゅけょうてくけ 
すっあおけ っあっょくっゃうっ いぇ ]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ. ╉けっすけ すっ こけしさっとぇす しなし いぇゃうょくぇ しうかぇ, けぉうつ う  すなさこっくうっ. ]すさぇょぇくうっ し ょけしすけえくしすゃけ! ╇ しきうさっくうっ, 
こさっょ おけっすけ きけあっき しぇきけ ょぇ いぇきなかつうき.

╁しなとくけしす, ]ゃっすかぇ う ′うおけ
かぇえ すゃなさょっ ょなかゅけ きなか

つぇす いぇ かうつくぇすぇ しう ぉけかおぇ – くっ 
いぇくうきぇゃぇす し くっは けぉとっしすゃけ
すけ, くっ すなさしはす こけょおさっこぇすぇ くぇ 
ょさせゅうすっ くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ. ‶さう
っきぇす ういこうすぇくうっすけ おぇすけ くっとけ 
しゃけっ う きせ しっ けすょぇゃぇす ういちはかけ. 
„′っ しなき う きうしかうかぇ ょぇ しなょは 
ょなさあぇゃぇすぇ, おぇお かう とっ は けしな
ょは...”, ぉっい おぇこおぇ ゅくはゃ しこけょっ
かは きぇえおぇすぇ ]ゃっすかぇ, とけき は 
こうすぇき ょぇかう っ こけすなさしうかぇ けす
ゅけゃけさくけしす いぇ すけゃぇ, つっ こさっおけ
きっさくけすけ おけかうつっしすゃけ こけょぇょっく 
おうしかけさけょ ゃ おせゃぬけいぇ しかぇゅぇ いぇ
ゃうくぇゅう くぇ ぉかういくぇつおうすっ っすう
おっすぇ ”ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは”. 
‶さうつうくぇすぇ いぇ ぉけかっしすうすっ くぇ 
ょっちぇすぇ しう ]ゃっすかぇ くぇせつぇゃぇ 
こけ-おなしくけ. ╁ [けょうかくけすけ ゃ ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ  ょけさう くっ え おぇいゃぇす 
こさう ういこうしゃぇくっすけ, つっ ょっちぇすぇ 
うきぇす いょさぇゃけしかけゃくう こさけぉかっ
きう... ′け – おけゅぇすけ こっかっくぇつっ
すけ ╂ぇかは こけかせつぇゃぇ こさうしすなこ, 
しかっょ おけえすけ しっ さぇいぉうさぇ, つっ 
うきぇ ういゅぇさはくっ くぇ さっすうくぇすぇ, 
ぇ ′うくぇ くっ しこうさぇ ょぇ こかぇつっ – 
ょけさう ゃっつっ こけさぇしくぇかけ ぉっぉっ, 
うしすうくぇすぇ うょゃぇ おぇすけ くっおぇくっくぇ 
ゅけしすっくおぇ. ╉けはすけ けしすぇゃぇ ゃ しっ
きっえしすゃけすけ いぇゃうくぇゅう. 
¨すすけゅぇゃぇ くぇしぇき きぇえおぇすぇ 

くうおけゅぇ こけゃっつっ くっ けすうゃぇ くぇ 
さぇぉけすぇ. 〈は っ こさけしすけ ╋ぇえおぇ. 
╂さうあうすっ いぇ ′うくおぇ う ょけしっゅぇ 
しぇ ゅさうあう おぇすけ いぇ こっかっくぇつっ – 
こぇきこっさしう, たさぇくっくっ, おなこぇくっ, 
しさっしゃぇくっ, かぇしおう いぇ しこうさぇくっ 
くぇ くっこさっしすぇくくうは こかぇつ, こけょ
ゅけすけゃおぇ いぇ しなく..., きぇえつうくしおけ 
15-ゅけょうてくけ ぉっいしなくうっ. 
╆ぇすけゃぇ しっきっえしすゃけすけ しっ さぇょ

ゃぇ すけかおけゃぇ くぇ こけょぇさっくぇすぇ 
うくゃぇかうょくぇ おけかうつおぇ, おけはすけ 
ょけくぇしは ′ぇすぇかうは ]うきっけくけゃぇ. 
]すぇさぇすぇ おけかうつおぇ せきぇかはかぇ, 
15-ゅけょうてくぇすぇ ゃっつっ ′うくぇ くっ 
しっ こけぉうさぇ ゃ くっは – くはきぇ おぇお 
ょぇ ういかっいっ ういけぉとけ くぇ さぇいたけょ
おぇ くぇゃなく. ‶けょおさっこぇすぇ けす ╀う 
〈う ╁う ゃしなとくけしす うょゃぇ けす っょうく 
おぇいぇくかなつぇくうく – ]すっそぇく ‶ぇ
こせおつうっゃ. 〈けえ しっ けぉぇあょぇ くぇ 
こさっょぇゃぇくっすけ. ‶ぇこせおつうっゃ こけ
きぇゅぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ けすょぇゃくぇ 
– つさっい 《けくょぇちうは „¨ぇいうし” – し 
こけきけとう けす たさぇくぇ, ょさっておう... 
‶けきぇゅぇす, くぇえ-ゃっつっ しかっょ すゃ 
こさっょぇゃぇくっすけ, う ょさせゅう ょけぉさう 
しなさちぇ. ╃っちぇすぇ けす ╂うきくぇいうは 
„╉うさうか う ╋っすけょうえ”, おなょっすけ 
せつう ╂ぇかは, けさゅぇくういうさぇす しなし  
しなせつっくうちう ぉかぇゅけすゃけさうすっ
かっく おけくちっさす いぇ しっきっえしすゃけすけ 
こさっょう ╉けかっょぇ,  くぇ 18-すう ょっ
おっきゃさう. ′ぇ しかっょゃぇとうは ょっく 
っ ょぇさうすっかしおうはす おけくちっさす ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, けさゅぇくういうさぇく 
けす ╂ぇかうくぇ ╂っけさゅうっゃぇ. ╃ぇ
きぇすぇ くぇせつうかぇ いぇ しなょぉぇすぇ くぇ 
しっきっえしすゃけすけ こけ すっかっゃういうはすぇ. 
╀ぇとぇすぇ くぇ しなせつっくうお くぇ ╂ぇかは  
ょけおぇさぇか ょなさゃぇ いぇ けゅさっゃ いぇ 
たけかぇ – うくぇつっ, しっきっえしすゃけすけ 
おぇさぇ いうきぇすぇ し おかうきぇすうおぇ ゃ 
しこぇかくはすぇ, いぇ ょぇ ぉなょぇす ゃうくぇ

ゅう ょけ ′うくおぇ, おけはすけ くっ きけあっ 
ょぇ  くぇこせしおぇ しすぇはすぇ ぉっい つせあ
ょぇ こけきけと. ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
こさっょけしすぇゃう くぇ しっきっえしすゃけすけ 
しさっとせ しけちうぇかっく くぇっき くけゃけ 
けぉとうくしおけ あうかうとっ, すなえ おぇすけ 
しっゅぇてくけすけ うきぇ くっせょけぉしすゃぇ. 
〈ぇおぇ う おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけは
くけゃぇ こけっ とぇそっすぇすぇ けす ′ぇすぇ
かうは ]うきっけくけゃぇ. „′うおけゅぇ くっ 
しなき きうしかうかぇ, つっ すけかおけゃぇ たけさぇ 
とっ うしおぇす ょぇ くう こけきけゅくぇす. ′っ 
しなき しっ くぇすさぇこゃぇかぇ ょぇ すなさしは 
こけきけと.”, おぇいゃぇ しなし いぇゃうょくけ 
ょけしすけえくしすゃけ きぇえおぇすぇ ]ゃっすかぇ. 
‶けきけと けす おけかっゅうすっ くぇ ′うおけ
かぇえ – ぇさしっくぇかちう, くぇ ]ゃっすかぇ 
くっ え しっ うしおぇ, いぇとけすけ いくぇっ, つっ 

たけさぇすぇ あうゃっはす すさせょくけ, ういこうす
ゃぇ くっせょけぉしすゃけ こさう きうしなかすぇ, 
つっ とっ けすょっかはす しさっょしすゃぇ う  いぇ 
すはたくけすけ しっきっえしすゃけ... 

╆ぇ くうとけ くぇ しゃっすぇ くっ ぉうた 
けしすぇゃうかぇ ょっすっすけ しう ゃ ょけき!    

〈っいう, ういすさなゅくぇすう けす しなさちっすけ 
くぇ ]ゃっすかぇ, ょせきう つせゃぇ ゃしっおう, 
おけえすけ え こさっょかぇゅぇ ょぇ こさぇすう ゃ 
ょけき ぉけかくうすっ しう ょっちぇ. ]かぇゃぇ 
╀けゅせ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ けゅさけ
きくうすっ ゅさうあう , ょくっし ╂ぇかは しっ 
しこさぇゃは し あうゃけすぇ しう う せつうかう
とっすけ きくけゅけ ょけぉさっ, ゃなこさっおう 
つっ くっ ゃうあょぇ. 〉つう こけ ぉさぇえかけ
ゃう せつっぉくうちう, けす ゅうきくぇいうはすぇ 
しぇ え けしうゅせさうかう う しすぇくょぇさすっく 
おけきこかっおす いぇ さけょうすっかうすっ – ょぇ 
こけきぇゅぇす ゃ こけょゅけすけゃおぇすぇ. ‶さけ
ぉかっき, けぉぇつっ, けしすぇゃぇ こさうょ
ゃうあゃぇくっすけ うい ゅさぇょぇ: ゃしっおう 
ょっく は ゃけょはす ょけ せつうかうとっ, こさっい 
きっあょせつぇしうっすけ しすけう ゃ しすぇは
すぇ... ╋ぇえおぇすぇ っ ういおかのつうすっか
くけ ぉかぇゅけょぇさくぇ くぇ ょっちぇすぇ けす 
せつうかうとっ, おけうすけ こさうょさせあぇゃぇす 
╂ぇかは けす おぇぉうくっす ゃ おぇぉうくっす, 
ゃしはつっしおう  は こけょおさっこはす う くっ は 
ょっかはす けす しっぉっ しう. „╇きぇき くぇ
ょっあょぇ, つっ ╂ぇかは とっ しっ しこさぇゃう 
ゃ あうゃけすぇ, うしおぇ ょぇ せつう う ょぇ 
しすぇくっ さったぇぉうかうすぇすけさ”, しこけ
ょっかは ]ゃっすかぇ ╃うきうすさけゃぇ. ╆ぇ 
′うくおぇ, けぉぇつっ, しはおぇて くはきぇ 
くうおぇおゃぇ くぇょっあょぇ – う  こけ
しかっょくけすけ こうしきけ ょけ おかうくうおう, 
すけいう こなす ゃ [せしうは, っ し けすさう

ちぇすっかっく けすゅけゃけさ いぇ かっつっくうっ. 
╋けいなつくうはす おさなゃけういかうゃ ゃ おせ
ゃぬけいぇ うきぇ くっこけこさぇゃうきう こけ
しかっょうちう...
]ゃけはす „こさうくけし” ゃ ょさぇきぇすぇ くぇ 

しっきっえしすゃけすけ うきぇ う かうこしぇすぇ くぇ 
ょけぉさう  せしかけゃうは いぇ こさうょゃうあ
ゃぇくっ くぇ たけさぇ し せゃさっあょぇくうは  ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ′ぇかうつくうすっ さぇきこう  
こさっょ ‶けかうちうはすぇ う „]けちうぇかくう 
ゅさうあう”  ′うくおぇ くはきぇ くせあょぇ ょぇ 
こけかいゃぇ. ‶さっょ ‶けかうおかうくうおぇすぇ 
しなけさなあっくうっすけ くっ っ こけょたけょは
とけ – おけかうつおぇすぇ ゃなさゃう くぇゅけ
さっ すさせょくけ, っょゃぇ くっ いぇすさせこゃぇ 
]ゃっすかぇ, ょけおぇすけ しっ おぇつゃぇす. 
╃けしすなこっく けす きぇゅぇいうくうすっ っ 
しぇきけ 〉くうゃっさしぇかくうはす. ╆ぇ おぇつ

ゃぇくっ ゃ ぇゃすけぉせしう ういけぉとけ くっ 
しすぇゃぇ う ょせきぇ.
‶さけぉかっきうすっ くぇ ょっくは ゃ しっ

きっえしすゃけ, ゃ おけうすけ うきぇ ょっちぇ 
し せゃさっあょぇくうは, しぇ ぉっいぉさけえ: 
]ゃっすかぇ こけかせつぇゃぇ きうくうきぇかくぇ 
いぇこかぇすぇ う けしうゅせさけゃおう おぇすけ 
かうつっく ぇしうしすっくす こけ こさけゅさぇきぇ, 
おけはすけ ういすうつぇ こさっょう ╉けかっょぇ. 
‶けしかっ けしすぇゃぇ ぉっい ょけたけょう. 
‶けきけとうすっ けす こけ 168 かゃ. こけ 
つか. 43 いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇ
くうは しっ ょぇゃぇす ょけ けこさっょっかっくぇ 
ゃないさぇしす. ╉ぇすけ  たけさぇ しなし しこっ
ちうぇかくう くせあょう, ょっちぇすぇ こけ
かせつぇゃぇす う きぇかおう ょけぉぇゃおう いぇ 
すさぇくしこけさす う ょさせゅう ょっえくけしすう. 
]ゃっすかぇ, う ょぇ うしおぇ, くっ きけあっ 
ょぇ さぇぉけすう: ′うくおぇ けすくっきぇ ちは
かけすけ え ゃさっきっ. ╉けゅぇすけ きぇえおぇ
すぇ ういかういぇ, いぇ ぉっいこけきけとくぇすぇ 
ょっゃけえおぇ しっ ゅさうあう くっゃうあょぇ
とぇすぇ え しっしすさぇ, ょはょけすけ, こけ
くはおけゅぇ – ぉぇぉぇすぇ, くけ – くぇえ-
ゃっつっ しなしっょおぇすぇ, かっかは ╉ぇすは. 
„′っ いくぇき おぇおゃけ とっ こさぇゃは ぉっい 
かっかは ╉ぇすは...! 〈は ゅかっょぇ ′うくぇ, 
ゃけょう ╂ぇかは くぇ せつうかうとっ, こけきぇ
ゅぇ し おぇおゃけすけ きけあっ う っ すせお, ゃ 
ぉかけおぇ”, すさっゃけあう しっ ]ゃっすかぇ, 
とけき しう こけきうしかう, つっ ゃ くけゃけすけ 
あうかうとっ くはきぇ ょぇ っ すぇおぇ. ╃け
おぇすけ しう ゅけゃけさうき し かっかは ╉ぇすは, 
おけはすけ ょくっし こぇお っ すせお, ]ゃっすかぇ 
しっ せしきうたゃぇ. ╋ぇえおぇすぇ しっ てっゅせ
ゃぇ, つっ, きぇおぇさ ょぇ くっ たけょう くぇ 
さぇぉけすぇ, こさうかぇゅぇ ゃおなとう くぇせ
つっくけすけ けす こさけそっしうけくぇかくけすけ 
さっしすけさぇくすぬけさしおけ せつうかうとっ ゃ 

‶ぇゃっか ぉぇくは: ”╋けゅぇ ょぇ しゅけすゃは 
けす くうとけ くっとけ...”. 

]ゃっすかぇ くぇきうさぇ しうかう
ょぇ しっ せしきうたゃぇ 

〉しきうたゃぇ しっ, きぇおぇさ くうおけ
ゅぇ ょぇ くっ きけあっ ょぇ ういかっいっ し 
こさうはすっかおう くぇ おぇそっ, きぇおぇさ 
こさっい ぉさけっくう きうくせすう しすっくぇ
くうはすぇ くぇ ′うくおぇ ょぇ は ゃうおぇす 
けす しこぇかくはすぇ いぇ こけきけと... ′ぇ
きうさぇ しうかう ょぇ すうつぇ くぇこさっょ-
くぇいぇょ うい おなとう, ゃなこさっおう, つっ 
くぇしおけさけ っ くぇせつうかぇ けとっ っょくぇ 
しすさぇてくぇ ょうぇゅくけいぇ -  すけいう こなす 
– いぇ しっぉっ しう. ]かっょ ′けゃぇ ゅけ
ょうくぇ ]ゃっすかぇ は つぇおぇ けこっさぇ

ちうは くぇ とうすけゃうょくぇすぇ あかっいぇ 
– しすさっしなす え ょけおぇさゃぇ すっあおぇ 
ぉけかっしす... ]すさぇたせゃぇ しっ けす けこっ
さぇちうはすぇ くっ いぇさぇょう しっぉっ しう, 
ぇ いぇさぇょう すさっゃけゅぇすぇ, つっ くはきぇ 
くぇ おけゅけ ょぇ けしすぇゃう ゅさうあぇすぇ いぇ 
きけきうつっすぇすぇ.
╇ いぇ 6-ゅけょうてくうは しうく – ╁ぇしおけ.

]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ
しっ さぇょゃぇす し ╁ぇしおけ          

╋ぇかおうはす っ ゃ こさっょせつうかうとくぇ 
ゃないさぇしす, ゃっつっ しっ せつう ょぇ こうてっ 
う つっすっ. ╋っつすぇっ ╃はょけ ╉けかっょぇ 
ょぇ きせ ょけくっしっ かぇこすけこ... ┿おけ くっ 
うしすうくしおう, こけくっ – けす うゅさぇつおう
すっ. ]ゃっすかぇ くっ っ しうゅせさくぇ, つっ 
すけゃぇ とっ しっ しかせつう..., くけ くっ 
しきっっ ょぇ こけきさぇつう くぇょっあょぇすぇ 
くぇ きぇかおうは, おけえすけ くっ しこうさぇ ょぇ 
しっ せしきうたゃぇ. ╁ぇしおけ しっ さぇょゃぇ 
くぇ ゃしはおぇ ょさっぉけかうは. „╁しっ くぇ
きうさぇ ょぇ おぇあっ くっとけ いぇぉぇゃくけ”, 
しこけょっかは とぇしすかうゃけ きぇえおぇ
すぇ. 〈うたぇすぇ さぇょけしす うょゃぇ こさっい 
しすさぇょぇくうっすけ くぇ くっえくうすっ けつう 
すけかおけゃぇ しきうさっくけ, つっ くはきぇ 
おぇお ょぇ くっ ゃうょうて ¨ぉうつすぇ -  
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ しうかぇ くぇ しっきっえ
しすゃけすけ ゃ くっゅけゃうすっ ういこうすぇくうは. 
]ゃっすかぇ しっ ゅけさょっっ しなし しなこさせゅぇ 
しう ′うおけかぇえ: ”¨ぉうつぇ しう さぇぉけ
すぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, ちっくはす ゅけ, 
しこさぇゃは しっ しなゃっしすくけ!”. „]こさぇ
ゃはきっ しっ, ゅかぇょくう う あぇょくう くっ 
しきっ けしすぇゃぇかう. ′っ しきっ しっ おぇ
さぇかう ょけさう, おけゅぇすけ しきっ ぉっい 
っょくぇ しすけすうくおぇ”, おぇいゃぇ ]ゃっす

かぇ, くけ けとっ こさっょう ょぇ ゅけ っ おぇ
いぇかぇ, しなき しうゅせさくぇ, つっ っ すぇおぇ. 
╁ ょけきぇ くぇ ]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ 
ちぇさう けくぇいう しゃっすかうくぇ, おけはすけ 
ういかなつゃぇす しぇきけ けぉうつすぇ う ゃいぇ
うきくぇすぇ こけょおさっこぇ きっあょせ ょゃぇ
きぇ. ╅うゃっはす しおさけきくけ, くけ うきぇ 
さっょ くぇゃしはおなょっ. ‶けしさっとぇす 
╉けかっょぇ くぇえ-ゃっつっ くぇ おぇさすけそう, 
くけ くっ ゅせぉはす くぇょっあょぇ. ]こはす 
いぇっょくけ ゃ っょくぇ しすぇは し ょっちぇすぇ 
– いぇ ょぇ しぇ ゃしうつおう くぇ こけきけと 
こさう くせあょぇ いぇ ′うくおぇ. ′っ いぇ
ぉさぇゃはす, つっ うきぇ う こけ-いかっ: こさっい 
すっあおぇすぇ 1997-きぇ ]ゃっすかぇ しぇきぇ 
きっしう たかはぉ ゃしっおう ょっく. ¨しゃっく 
あっしすけおぇすぇ おさういぇ いぇ ゃしうつおう, 
ゃ しっきっえしすゃけすけ すけゅぇゃぇ うょゃぇす 
う ょゃっすっ  ぉけかくう こっかっくぇつっすぇ, 
つうっすけ けすゅかっあょぇくっ ょなさあぇゃぇすぇ 
„こけょおさっこは” し  こけ 8 かゃ. ょっすしおう 
こけきけとう. 〈けゅぇゃぇ っょくう ょけぉさう 
たけさぇ けす „╋ +] 》うょさぇゃかうお” ┿╃ 
ゃいっかう 19-ゅけょうてくぇすぇ ]ゃっすかぇ 
くぇ さぇぉけすぇ いぇ ぉさけっくう ょくう, いぇ 
ょぇ きけあっ ょぇ こけかせつぇゃぇ くはおぇお
ゃう ょけたけょう こけ きぇえつうくしすゃけ. 
╃っしっす ゅけょうくう ょゃぇきぇすぇ きかぇ

ょう さけょうすっかう, くぇきっさうかう しっ 
おぇすけ しっきっえしすゃけ こさっょ ぉかけおぇ 
ゃ ╆ぇこぇょくけすけ, あうゃっはす し ぉかうい
くぇつおうすっ こさう くっゃなけぉさぇいうきう 
すさせょくけしすう. ╇ょゃぇ さぇょけしすすぇ けす 
さぇあょぇくっすけ くぇ ╁ぇしうか. ] くっゅけ 
ゃしうつおけ っ くぇさっょ. ‶けしかっ – こさっい 
2007-きぇ, うき ょぇゃぇす しっゅぇてくけすけ 
けぉとうくしおけ あうかうとっ. ] ′うおけ
かぇえ おせこせゃぇす ゃしうつおけ くぇ ういこかぇ
とぇくっ. „╁うくぇゅう しなき ういさはょくぇ し 
ゃくけしおうすっ. ‶ぇさう, ょぇょっくう し ょけ
ゃっさうっ, しっ ゃさなとぇす し ょけゃっさうっ”, 
おぇいゃぇ ]ゃっすかぇ. 
╀うすけゃうすっ すさせょくけしすう くはきぇ ょぇ 

しゃなさてぇす しおけさけ. ]っゅぇ とっ うき 
すさはぉゃぇす きくけゅけ くっとぇ いぇ くけゃうは 
ぇこぇさすぇきっくす, おけえすけ っ ういちはかけ 
こさぇいっく... ╋けあっ ょぇ しっ くぇしすぇ
くはす っょゃぇ くぇこさけかっす. ╃けすけゅぇゃぇ, 
けぉぇつっ, こさっい いうきぇすぇ, ょけきぇおう
くはすぇ とっ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ きうっ 
しなょけゃっすっ しなし しすせょっくぇ ゃけょぇ 
– すけこかぇ ゃ おせたくはすぇ くはきぇす... 
╁ ぉぇくはすぇ, おなょっすけ っょゃぇ おなこはす 
′うくおぇ, とっ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
ぉなょっ しすせょっくけ. 
′け うきぇす ょさせゅけすけ: さぇょけしすすぇ 

こっすうきぇすぇ ょぇ ぉなょぇす いぇっょくけ. 
„‶け こさぇいくうちうすっ しきっ しう ゃおな
とう – ゃしうつおけ いぇっょくけ. ╆ぇ ╉け
かっょぇ しう こけあっかぇゃぇき ょぇ  ぉなょっき 
いょさぇゃう, いぇっょくけ ょぇ しう ゅかっょぇ
きっ ょっちぇすぇ!”, おぇいゃぇ ]ゃっすかぇ. 〈は 
けすょぇゃくぇ っ ういこうすぇかぇ っょくぇ けす 
くぇえ-ゅけかっきうすっ ぉけかおう くぇ しゃっすぇ 
- ゃしっおう ょっく ょぇ しすさぇょぇて, ょっ
くけくけとくけ ょぇ しすさぇょぇて けす ぉけか
おぇすぇ - ょっちぇすぇ すう ょぇ くっ しぇ おぇすけ 
ょさせゅうすっ, ょぇ くっ きけゅぇす けくけゃぇ, 
おけっすけ いぇ ょさせゅうすっ っ っしすっしすゃっ
くけ ょけしすなこくけ. 
] こけゃっつっ こさけすっゅくぇすう いぇ こけょ

おさっこぇ さなちっ, けぉぇつっ, ぉけかおぇすぇ 
くぇきぇかはゃぇ, ぇ くぇょっあょぇすぇ さぇし
すっ. 〈っいう ょくう  ゃ しっきっえしすゃけすけ 
くぇ ]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ すけゃぇ 
しっ しかせつゃぇ. ╉けっすけ っ しなとうくしおけ 
きぇかおけ つせょけ. ‶さっょう ╉けかっょぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

„╉ぇ『╋╅╇╅【╅ – 【《╇╅ 』ぇ〈 ╅′” 

╆ぇ さぇいかうおぇ けす ょけしっゅぇ ういかういぇかうすっ おくうゅう 
いぇ ╀けさうしけゃ, おけうすけ しぇ こさっょうきくけ あなかすう, し 
おかのおぇさしおけ しなょなさあぇくうっ う しっくいぇちうけくくう 
うしすけさうう, „╃なさあぇゃぇすぇ - すけゃぇ しなき ぇい“ ょぇゃぇ 
ょけしすけゃっさっく けすゅけゃけさ くぇ きくけゅけ ゃぇあくう こさけ-
ぉかっきう う すっきう, おけうすけ せきうてかっくけ しぇ こさっきなか-
つぇゃぇくう けす こけかうすうつっしおぇすぇ おかぇしぇ.
╇ょっはすぇ  こさけそっしけさなす  こけ しけちうけかけゅうは ょぇ 

くぇこうてっ おくうゅぇ いぇ こさっきうっさぇ っ けすこさっょう ょゃっ 
ゅけょうくう. 
„╃なさあぇゃぇすぇ – すけゃぇ しなき ぇい” っ こさっょてっ-

しすゃぇくぇ けす こけさっょうちぇ っしっすぇ, ゃ おけうすけ  しけちう-
けかけゅなす こさぇゃう けちっくおう くぇ こなさゃうすっ しすなこおう 
くぇ ╀けさうしけゃ ゃ こけかうすうおぇすぇ う おぇすけ こさっきうっさ, 
けこさっょっかっく おぇすけ „っょくぇ ういゅさはゃぇとぇ こけかうすう-
つっしおぇ いゃっいょぇ, し くっしすぇくょぇさすっく,  たうぉさうょっく 
ぉっお ゅさぇせくょ: こけあぇさくうおぇさ, ぉけょうゅぇさょ くぇ ょゃっ 
ぉうゃてう ゃっかうつうは (〈けょけさ ╅うゃおけゃ う ]うきっけく 
]ぇおしおけぉせさゅゅけすしおう), すけこ-こけかうちぇえ, おきっす くぇ 
]けそうは”. ╁っさっく  くぇ こけかうすうつっしおうは しう  くのた, 
しけちうけかけゅなす  けとっ すけゅぇゃぇ せしっとぇ, つっ ╀けえおけ 
╀けさうしけゃ くっ っ いぇしすさぇたけゃぇく けす “ういおせてっくう-
はすぇ“ くぇ ゃかぇしすすぇ, けす せこさぇゃかっくしおう ゅさっておう う 
ょけさう けす おさぇっく こさけゃぇか, こけょけぉっく くぇ すけいう くぇ 
くっゅけゃうは こぇすさけく ]うきっけく ]ぇおしおけぉせさゅゅけすしおう. 
╁ おくうゅぇすぇ くはきぇ  くうおぇおゃう しっくいぇちうけくくう 

╆╊′ 《〈╆】╉』〈╅〉...

╁ きけすうゃうすっ しう いぇ いぇおさうゃぇくっ 
くぇ 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 ╉ぇいぇくかなお, しないょぇょっく こさっょう 
5 ゅけょうくう, ╃あぇきぇか ‶ぇこぇさかぇくけゃ 
っ こけしけつうか, つっ けす 264 けぉとうくう 
しぇきけ 22 うきぇす ういぉさぇく けきぉせょ-
しきぇく. 
╋くけゅけすけ しさっょしすゃぇ - 30 たうかはょう 

くぇ ゅけょうくぇ, いぇ ういょさなあおぇすぇ くぇ 
うくしすうすせちうはすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ 
しなとけ っ しさっょ きけすうゃうすっ くぇ しな-
ゃっすくうおぇ けす ╊╇╃╄[ いぇ うしおぇくけすけ 
いぇおさうゃぇくっ . 
‶ぇこぇさかぇくけゃ こけしけつゃぇ しなとけ, 

つっ いぇこかぇすぇすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ 
っ くぇ 100 %  おぇすけ  おきっすしおぇすぇ, 
おぇすけ すっいう しさっょしすゃぇ, しこけさっょ 
くっゅけ, きけゅぇす ょぇ しっ さぇいたけょゃぇす いぇ 
ょさせゅう ゃぇあくう う ちっかっしなけぉさぇいくう 
ょっえくけしすう - きかぇょっあおう うかう いぇ 
おせかすせさぇ. ‶けしかっょくけすけ くっ っ しなゃ-
しっき おけさっおすくけ, すなえ おぇすけ しなゅかぇし-
くけ ‶さぇゃうかくうおぇ いぇ ょっえくけしすすぇ 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ, きっしっつくけすけ きせ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうっ っ 80% けす いぇ-
こかぇすぇ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ. 
╁ ょけおかぇょぇ しう けぉとうくしおうはす しな-

ゃっすくうお っ ぇくぇかういうさぇか う けすつっすぇ 
くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお, 
ゃくっしっく ゃ ¨ぉ]-╉ぇいぇくかなお すぇいう 
ゅけょうくぇ, けぉけぉとぇゃぇえおう, つっ ょけさう 
くはきぇ こけ っょくぇ あぇかぉぇ くぇ ょっく う 

Искането за закриване на органа идва случайно или не дни 

след провала на избора за нов обществен посредник в Казанлък
しすぇすうしすうおぇすぇ けす くっゅけ しなとけ っ 
ういこけかいゃぇくぇ ゃ こけかいぇ くぇ うしおぇくけ-
すけ いぇおさうゃぇくっ くぇ けさゅぇくぇ. 
‶ぇこぇさかぇくけゃ すゃなさょう けとっ, つっ 

ゃ いぇとうすぇ くぇ うくすっさっしうすっ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ ぇょっおゃぇすくけ さぇぉけ-
すはす, おぇおすけ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきう-
くうしすさぇちうは, すぇおぇ う けぉとうくしおうすっ 
しなゃっすくうちう, う くはきぇ くせあょぇ すけゃぇ 
ょぇ しっ こさぇゃう けす けとっ っょうく けさゅぇく, 
おぇおなゃすけ しっ はゃはゃぇ けぉとっしすゃっくう-
はす こけしさっょくうお.  
╆ぇ こさっょかけあっくうっすけ しう いぇ いぇ-

おさうゃぇくっ くぇ うくしすうすせちうはすぇ くぇ 
けきぉせょしきぇくぇ こさっょしすぇゃうすっかはす 
くぇ こぇさすうは ╊╇╃╄[ しっ っ „ゃょなた-
くけゃうか” けす ゅけさつうゃうは けこうす 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 
ゃ ╀せさゅぇし -  4 こなすう う ゃしっ ぉっい 
さっいせかすぇす. ╆ぇ すけゃぇ すけえ しぇきうはす 
こうてっ ゃ ょけおかぇょぇ しう ょけ こさっょしっ-
ょぇすっかは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ‶け ょせきうすっ くぇ ╃あぇ-
きぇか ‶ぇこぇさかぇくけゃ, おけくおせさしなす ゃ 
╀せさゅぇし っ こさうょけぉうか “ゃけょっゃうかっく 
たぇさぇおすっさ”. ‶けょけぉくぇ けこぇしくけしす 
すけえ しないうさぇ う ゃ こさけちっょせさぇすぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, こさけゃぇかっくぇ ゃっつっ 
ゃっょくなあ.  
¨ぉとうくしおうはす しなゃっすくうお けす ╊╇-

╃╄[, くぇこさぇゃうか こさっょかけあっくう-
っすけ, ぉっ つかっく くぇ ╁さっきっくくぇすぇ 
おけきうしうは いぇ ういぉけさ くぇ くけゃ けぉ-
とっしすゃっく こけしさっょくうお. 
‶さっょかけあっくうっすけ きせ くぇ こさぇお-

すうおぇ „しぉなょゃぇ”  こさっょこけかけあっくうは  
くぇ ゃさっかう う おうこっかう ゃ こけかうすうつっ-
しおうすっ うくすさうゅう う うくしすうすせちうけく-
くう たゃぇすおう  ゃ ╉ぇいぇくかなお しこっちけゃっ, 
おけうすけ けとっ しなし しすぇさすぇ くぇ こさけ-
ちっょせさぇすぇ 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 しないさはたぇ ょぇかっつ 
こけ-ょさせゅ しちっくぇさうえ: ぇ うきっくくけ 
- くぇ こさぇおすうおぇ ょぇ くっ しっ しすうゅくっ 
ょけ さっぇかっく ういぉけさ くぇ こさうっきくうお  
くぇ こけしすぇ くぇ ╉うかうおつうっゃぇ う し 
さぇいかうつくう こさけちっょせさくう たゃぇすおう 

う こさけきっくう ゃ ‶さぇゃうかくうおぇ  いぇ 
ょっえくけしすすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけ-
しさっょくうお, /ぇ いぇとけ くっ う し せこけ-
すさっぉぇすぇ くぇ けすょっかくう かうつくけしすう/,   
すけいう けさゅぇく ょぇ しっ いぇおさうっ . 
]なょっえおう けす きけすうゃうすっ ゃ ょけ-

おかぇょぇ くぇ けぉとうくしおうは しなゃっすくうお 
けす ╊╇╃╄[, けつっゃうょくけ しっ ゃなさゃう 
ゃ すぇおぇゃぇ くぇしけおぇ. 
╀せょう くっょけせきっくうっ, けぉぇつっ, ゃな-

こさけしなす: おぇおゃう ょさせゅう うくすっさっ-
しう こさけいうさぇす いぇょ すぇいう, うくぇつっ 
しなてうすぇ し すゃなさょっ こけこせかうしすおう 
ょけゃけょう う きぇくうっさう, „ゅさうあぇ” いぇ 
こぇさうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ う ちっかっしな-
けぉさぇいくけしすすぇ, つっ ょぇ しっ こけしはゅぇ 
くぇ ういゃけのゃぇくぇ ゃっつっ ょっきけおさぇ-
すうつくぇ うくしすうすせちうは う うくしすさせ-
きっくす.  
╇かう かうつくけしすすぇ くっ っ こけ ゃおせ-

しぇ くぇ くはおけゅけ, うかう しすぇゃぇ  ょせきぇ 
いぇ ょぇかっつ こけ- しすさぇてっく こかぇく 
けす  ]すぇかうくけゃけすけ: „うきぇ つけゃっお 
- うきぇ こさけぉかっき, くはきぇ  つけゃっお - 
くはきぇ こさけぉかっき”. 
╁くっしっくうはす けす ╃あぇきぇか ‶ぇこぇさ-

かぇくけゃ ょけおかぇょ ゃ  ¨ぉとうくしおうは  
しなゃっす  くぇ ╉ぇいぇくかなお  しすぇくぇ 
こけゃけょ う いぇ ゅくっゃくぇ さっぇおちうは 
けすしすさぇくぇ くぇ こけつっすくうは  こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ]ょさせあっくうっすけ  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 ゃ ╀なかゅぇさうは  ╇ゃぇく ╃うきう-
すさけゃ. ╁ しこっちうぇかくけ しすぇくけゃうとっ 
すけえ ういさぇいう すさっゃけゅぇすぇ しう  けす 
こけしっゅぇすっかしすゃぇすぇ ゃなさたせ っょうく 
けす しうきゃけかうすっ くぇ ょっきけおさぇすうつ-
くうすっ ょなさあぇゃう - うくしすうすせちうはすぇ 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ.
╃けおかぇょなす-こさっょかけあっくうっ くぇ 

╃あぇきぇか ‶ぇこぇさかぇくけゃ  とっ しっ 
さぇいゅかっあょぇ けす ¨ぉとうくしおうは しな-
ゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお.  [ってっくうっすけ くぇ 
しなゃっすくうちうすっ くぇ こさぇおすうおぇ  とっ 
けすゅけゃけさう くぇ こけしすぇゃっくうすっ こけ-
ゅけさっ ゃなこさけしう.  

                ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

さぇいおさうすうは うかう すっおしすけゃっ いぇ „すなきくけすけ きうくぇかけ” 
くぇ こさっきうっさぇ.   
„╃なさあぇゃぇすぇ - すけゃぇ しなき ぇい” くぇ こさぇおすうおぇ っ 

きうおし けす しけちうけかけゅうつっしおう, しけちうぇかくけ-こしうたけ-
かけゅうつっしおう う こけかうすうおけ-ぇくすさけこけかけゅうつっしおう 
ぇくぇかうい くぇ かうつくけしすすぇ くぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ, くぇ-
こさぇゃっく ゃ  おけくすっおしすぇ くぇ ゃいぇうきけょっえしすゃうはすぇ 
„うくょうゃうょ-ゅさせこぇ”, „しさっょぇ-かうつくけしす”, „こけおけかっ-
くうは-こさったけょ”. ]こっちうぇかっく うくすっさっし こさっょういゃうお-
ゃぇ う  す. くぇさ. “ゅさせこけゃぇ うしすけさうは“ くぇ こさっきうっさぇ.  
╁ しけちうけかけゅうつっしおけすけ しう ういしかっょゃぇくっ こさけそ. ‶っ-
すおけゃ こけしすぇゃは う ょゃぇ ゃなこさけしぇ, くぇ おけうすけ けぉとっ-
しすゃけすけ う こけかうすうつっしおぇすぇ おかぇしぇ すっこなさゃぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ ょぇょぇす けすゅけゃけさ:
╉ぇお しっ しかせつう すぇおぇ, つっ ゃ おさぇは くぇ こさったけょぇ 

╀なかゅぇさうは いぇゃう おなき っょくけかうつくぇ ゃかぇしす?
╉ぇおゃけ きけあっ ょぇ けつぇおゃぇきっ ゃ ぉかういおけ ぉなょっとっ, 

しかっょ おぇすけ いぇ こけ-きぇかおけ けす つっすゃなさす ゃっお ういあう-
ゃはゃぇきっ くけゃ, すけいう こなす こけしすすけすぇかうすぇさっく, ぇゃすけ-
さうすぇさういなき?
′けゃぇすぇ おくうゅぇ っ つっすうゃけ ぉっい ぇくぇかけゅ  しさっょ 

ゃしうつおうすっ ういゃっしすくう ょけ きけきっくすぇ くぇょ 12 きうかう-
けくぇ う こけかけゃうくぇ  きぇすっさうぇかう, けすおさうすう けす すなさ-
しぇつおぇすぇ ╂せゅなか いぇ ぉなかゅぇさしおうは こさっきうっさ . 
〈けゃぇ っ ゃすけさぇすぇ おくうゅぇ – しけちうけかけゅうつっしおう う 

こけかうすけかけゅうつっしおう こけさすさっす くぇ ぉなかゅぇさしおう ゃう-
ょっく ょなさあぇゃくうお けす  くぇえ-くけゃぇすぇ うしすけさうは, くぇ-
こうしぇくぇ けす こさけそ. ‶っすおけゃ. ‶さっい 2005-すぇ ゅけょうくぇ  
ういかっいっ けす こっつぇす  くっゅけゃうはす うしすけさうおけ-しけちうけかけ-
ゅうつっしおう  けつっさお „╆ぇゃさなとぇくっすけ くぇ きけくぇさたぇ”, 
こけしゃっすっく くぇ ]うきっけく ]ぇおしおけぉせさゅゅけすしおう.
„╃なさあぇゃぇすぇ – すけゃぇ しなき ぇい” きけあっ ょぇ ぉなょっ くぇ-

きっさっくぇ  ゃ おくうあぇさくうちうすっ くぇ 〉′]] - ]けそうは,  
くぇ ╄ゃさけこっえしおうは おけかっあ こけ うおけくけきうおぇ う きっ-
くうょあきなくす ゃ  ‶かけゃょうゃ, ゃ „╀なかゅぇさしおう おくうあくう-
ちう”, おぇおすけ う ょぇ しっ こけさなつぇ こけ うくすっさくっす.
』っすうゃけすけ っ せゃかっおぇすっかくけ, くぇこうしぇくけ かっおけ う っ 

こけょたけょはとけ ょけさう いぇ おけかっょっく こけょぇさなお.
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╅ちつかせあしつさそ おかてか つてあせあ くうかくおあ
う さあしかせおあち せあ すかつてせあ なけちすあ

]なとけ し っゃさけこっえしおう しさっょしすゃぇ とっ ぉなょっ  いぇこかぇすっくぇ う せつう-
かうとくぇすぇ こさぇおすうおぇ くぇ せつっくうちうすっ くぇ せつうかうとっすけ ゃ きっしすくう 

そうさきう, おぇおすけ う きっあょせくぇさけょくけ こぇさすくぬけさしすゃけ こけ こさけゅさぇきぇすぇ 
„╉けきっくしおう” う こなすせゃぇくうは くぇ せつっくうちう ょけ [うゅぇ, ╊ぇすゃうは う ╇し-
すぇくぉせか, 〈せさちうは.  
〈けゃぇ しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ╉さぇしうきうさぇ 』けさぉぇょあうえ-

しおぇ, こさっこけょぇゃぇすっか ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” - せつうかうとっすけ, 
おけっすけ しぇきけ ょけこさっょう ょゃぇ ぉさけは ぉっ ゅっさけえ し ょぇかっつ こけ-きさぇつっく 
ぇおちっくす ゃなゃ ゃっしすくうおぇ くう. 
¨おぇいゃぇ しっ, けぉぇつっ, つっ ゃなこさっおう すさせょくけしすうすっ, しゃなさいぇくう し くぇ-

きうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ  いぇ しこぇしはゃぇくっ くぇ させてぇとぇすぇ しっ しゅさぇ-
ょぇ, ゃ せつうかうとっすけ しっ さぇぉけすう う すけ くぇ っゃさけこっえしおけ くうゃけ. ‶さっょう 
ぉさけっくう ょくう しっ こさけゃっょっ うくそけさきぇちうけくくぇ しさっとぇ し せつっくうちう う 
さけょうすっかう, くぇ おけはすけ  ぉっ こさっょしすぇゃっくぇ くけゃぇすぇ ゃないきけあくけしす いぇ 
せしこってくぇ さっぇかういぇちうは くぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ ぉうゃてうは ╋ったぇくけ-
すったくうおせき. 〈は っ こけ っゃさけこっえしおうは こさけっおす „‶さうかぇゅぇくっ くぇ おけき-
このすなさくうすっ すったくけかけゅうう こさう せこけすさっぉぇすぇ くぇ ╁╄╇ ゃ こさけきうて-
かっくけしすすぇ う ぉうすぇ”, しこっつっかっく けす せつうかうとっすけ. ′ぇ ぉぇいぇ こさけっおすぇ  
おぇいぇくかなておうすっ きかぇょっあう とっ くぇぉかのょぇゃぇす う せしゃけはゃぇす っゃさけ-
こっえしおうすっ こけしすうあっくうは う しすぇくょぇさすう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ „いっかっくぇすぇ 
っくっさゅうは”. 
╂っさきぇくしおうはす けぉせつうすっかっく こぇさすくぬけさ けす ゅさぇょ ╃さっいょっく, こけかい-

ゃぇえおう おけくすぇおすうすっ しう し くっきしおう せつうかうとぇ, せくうゃっさしうすっすう う 
そうさきう, とっ いぇこけいくぇっ せつっくうちうすっ, けょけぉさっくう いぇ せつぇしすうっ ゃ すけいう 
こさけっおす, し そせくおちうけくうさぇくっすけ くぇ そけすけゃけかすぇうつくうすっ こぇさおけゃっ う 
しけかぇさくうすっ しうしすっきう, おぇおすけ う とっ こさっょかけあう ぇすさぇおすうゃくぇ おせか-
すせさくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ きかぇょっあうすっ こさう こさっしすけは うき けす 21 ょくう ゃ 
╂っさきぇくうは.
『っかすぇ くぇ こさけっおすぇ っ せつっくうちうすっ, おけうすけ しっゅぇ しっ けぉせつぇゃぇす ゃ 

せつうかうとっすけ, ゃ ぉなょっとっ ょぇ ぉなょぇす こけかっいくう くぇ けぉとうくぇすぇ すせお, 
こさっょゃうょ くぇ すけゃぇ, つっ  さぇえけくなす くう っ し  ぇきぉうちうう  ょぇ しっ こさっゃなさ-
くっ ゃ っょうく けす くぇえ-ゅけかっきうすっ そけすけゃけかすぇうつくう こぇさおけゃっ ゃ ╄ゃさけこぇ 
し ういゅさぇょっくうすっ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう すせお こぇさおけゃっ いぇ ぇか-
すっさくぇすうゃくぇ っかっおすさけっくっさゅうは. ╁ すぇいう しそっさぇ, けぉぇつっ, ゃしっ けとっ 
しっ こけかいゃぇす しこっちうぇかうしすう こさっょうきくけ けす つせあぉうくぇ.
] くぇしすけはとぇすぇ っゃさけこっえしおぇ こさぇおすうおぇ  せつっくうちうすっ くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 

》ぇょあうっくけゃ” とっ うきぇす っょうく てぇくし ゃ こけゃっつっ いぇ さっぇかういぇちうは くぇ 
きっしすくけ くうゃけ. ¨しゃっく すけゃぇ, とっ ょけぉうはす くけゃう せきっくうは, とっ ぉなょぇす 
くぇしなさつっくう おなき うくうちうぇすうゃくけしす う こさっょこさうっきぇつっしすゃけ 
〉つぇしすゃぇとうすっ ゃ しこっちうぇかういうさぇくぇすぇ こさぇおすうおぇ ゃ ╃さっいょっく せつっ-

くうちう ゃ おさぇは くぇ けぉせつっくうっすけ しう とっ こけかせつぇす ‶さけそっしうけくぇかっく う 
っいうおけゃ しっさすうそうおぇす, Europass ╋けぉうかくけしす, おけっすけ くぇ こさぇおすう-
おぇ っ ╄ゃさけこっえしおうはす  こぇしこけさす, けしうゅせさはゃぇと くぇ ぇきぉうちうけいくうすっ 
きかぇょっあう こさっょうきしすゃけ こさっょ ぉなょっとうすっ うき さぇぉけすけょぇすっかう.

                         〈┿

〈さうゅけょうてくうはす ╇かうぇく ′うおけかけゃ,  こなさゃけ-
さけょっく しうく くぇ ┿くくぇ ╃っつっゃぇ けす こかぇくけ-

ゃうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 4 う こなさゃけさけょっく ゃくせお 
くぇ ╂ぇかうくぇ 〈っくっゃぇ けす いぇゃけょ 5 ゃ „┿さしっくぇか”, 
しすぇくぇ いゃっいょぇ ゃ  おぇかっくょぇさぇ いぇ 2013 ゅけょうくぇ 
くぇ おぇぉっかくうは けこっさぇすけさ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか”. 
』ぇさけゃくうおなす ぉっ ういぉさぇく しかっょ きうくう-おぇしすうくゅ, 
こさけゃっょっく ゃ しさっょぇすぇ くぇ くけっきゃさう. 〈けえ う ょゃっ-
ゅけょうてくうはす ╋うたぇうか ╂っけさゅうっゃ しぇ ょゃっすっ ょっちぇ, 
おけうすけ しっ しくうきぇたぇ いぇ さぇいかうつくうすっ  ゃぇさうぇくすう 
くぇ くけゃうは おぇかっくょぇさ くぇ そうさきぇすぇ こけょ きけすけすけ 
„╄かぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ”. ╇かうはく う ╋うてけ うきぇたぇ 
つっしすすぇ ょぇ しう こぇさすくうさぇす し っょくけ けす くぇえ-おさぇ-
しうゃうすっ きけきうつっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, こけょゅかぇしくうつ-
おぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ いぇ 2011 ゅけょうくぇ, ╀けさはくぇ 
′ぇいなさけゃぇ.  ╃ゃっすっ ょっちぇ こさけはゃうたぇ しきっかけしす 
う こさけそっしうけくぇかういなき う せしすけはたぇ くぇ ょなあょけゃ-
くけすけ ゃさっきっ ゃ しさっょぇすぇ くぇ くけっきゃさう. 〈っ しっ 
しこさぇゃうたぇ こさけそっしうけくぇかくけ しなし しくうきおうすっ いぇ 
こけ-きぇかおけ けす ょゃぇ つぇしぇ. ╆ぇ すさせょぇ しう きぇかつせゅぇ-
くうすっ こけかせつうたぇ  たけくけさぇさう こけょ  そけさきぇすぇ くぇ 
うゅさぇつおう う かぇおけきしすゃぇ, おぇおすけ う ちっかけゅけょうてくぇ 
しかぇゃぇ ゃ くはおけかおけ たうかはょっく すうさぇあ. 
╆ぇ ょぇ しう しゃなさてぇす こさけそっしうけくぇかくけ こけっすうは 

ぇくゅぇあうきっくす, ╇かうぇく う ╋うてけ こさっくっぉさっゅくぇたぇ 

Звезден прах

こさうはすくうすっ きう-
ゅけゃっ いぇ うゅさぇ ゃ 
いぇぉぇゃぇつくうちう-
すっ, おけうすけ こけしっ-
とぇゃぇす. 
′ぇ こさうくちうこぇ 

„ょっく ゅけょうくぇ 
たさぇくう” ょゃぇきぇ-
すぇ きぇかつせゅぇくう 
しぇ せぉっょっくう, つっ 
しゃなさてっくけすけ けす 
すはた とっ いぇさぇょ-
ゃぇ きくけゅけ たけさぇ 
う すっ とっ おさぇしはす 
ょけきけゃっすっ うき 
くっ しぇきけ こさっい 
くけゃぇすぇ 2013 
ゅけょうくぇ. 
′うとけ つせょ-

くけ すけいう きぇかなお 
こさけそっしうけくぇ-
かっく ぇくゅぇあう-
きっくす ょぇ  けすおさうっ 
くけゃう こけしけおう いぇ 
ういはゃぇ くぇ きぇか-
おうすっ すぇかぇくすう 
う ょぇ しっ けおぇあっ 
こなさすうくぇすぇ おなき 
ょぇかっつ こけ-うい-
ゃっしすくう あうすっえ-
しおう こけょうせきう. 
]くうきおうすっ いぇ 

そうさきっくうは おぇ-
かっくょぇさ しぇ ょっかけ 
くぇ けこっさぇすけさぇ 
けす ‶[╄]] 〈╁ 
╄ゃゅっくう ┿すぇくぇ-
しけゃ, ぉうゃて おぇ-
ょなさ くぇ いぇゃけょ 6 
ゃ „┿さしっくぇか”.

〈┿
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‶けゃっつっ けす 20 ゅけょうくう こけ-おなしくけ, いぇ ゃしっおう くっこさっょせぉっょっく ういしかっょけゃぇすっか くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ うしすけさうは, ぉなさいけ う ょけしすぇすなつくけ はしくけ しすぇゃぇ っょくけ: おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ す. くぇさ. „さぇいゃうす しけちうぇかういなき” そせくおちうけくうさぇ おぇすけ                               
こさっょこさうはすうっ-ゅさぇょ. ╉ぇすけ けぉとくけしす し くぇょ 15 000 ょせてう, ¨ぉっょうくっくうすっ いぇゃけょう しう 
うきぇす ゃしうつおけ こけ かうくうはすぇ くぇ ってっかけくうすっ けす こさけういゃけょしすゃけすけ ょけ こけすさっぉかっくうっすけ: 
こぇさけちっくすさぇかぇ – こさけういゃけょしすゃけ – すさぇくしこけさす - すなさゅけゃしおう けすょっか – こさけょけゃけか-
しすゃっくけ いゃっくけ – すなさゅけゃしおぇ きさっあぇ – しすけかけゃう... ╇ くっ しぇきけ – ゅさぇょはす しっ いゃっくぇ う 
こけ こうさぇきうょぇすぇ, しこけさっょ うょっけかけゅうはすぇ くぇ けくけゃぇ ゃさっきっ - ”くぇょしすさけえおぇ” くぇ けぉ-
とっしすゃけすけ: おせかすせさぇ – けぉさぇいけゃぇくうっ – しこけさす. ╆ぇすけゃぇ くっ っ つせょくけ, つっ ゃ „┿さしっくぇか” 
こさっい 70-すっ う 80-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお さぇぉけすうかう こけゃっつっ けす 10  たせょけあくうちう.  

どëíÑóîóó

ごÑñ　 £í äÜÑíëé¡ 

ごÑó ó çó¢

╇ゃぇく 〈けきぇくけゃ っ っょうく けす ょっ
しっすうくぇすぇ たせょけあくうちう, さぇ

ぉけすうかう ゃ いぇゃけょうすっ, こさけそおけきう
すっすぇ, ちっくすさぇかくけすけ せこさぇゃかっくうっ, 
ゃっしすくうおぇ う ょさせゅう ぇさしっくぇかしおう 
しすさせおすせさう. ╄ょうく けす ゃしうつおう – 
すけつくけ すぇおぇ しっ つせゃしすゃぇ う すけえ 
しぇきうはす. 〈けきぇくけゃ っ たせょけあくう
おなす くぇ ╆ぇゃけょ 3. ‶け こさうはすっか
しおう しう しこけきくは しぇきけ こけ きぇかおけ 
うきっ こけゃっつっすけ けす おけかっゅうすっ しう 
けす ょさせゅうすっ いぇゃけょう – ╉けかぬけ けす 
╆ぇゃけょ 1, ╃けぉさう けす ╆ぇゃけょ 6, ╁う
けかっすぇ, ╉けかぬけ ╃ぇこつっゃ けす ╆ぇゃけょ 
2, ′っかう... 》せょけあくうちうすっ ぉうかう 
さぇいこさっょっかっくう こけ いぇゃけょう, くけ 
うきぇかけ う ゃ ちっくすさぇかくけすけ せこさぇ
ゃかっくうっ. ╁ ╆ぇゃけょ 5 うきぇかけ ょけさう 
ょゃぇきぇ きぇえしすけさう – っょうくうはす ぉうか 
しおせかこすけさ... 》せょけあくうおなす くぇ きぇ
てうくけしすさけうすっかくうは いぇゃけょ 5 うい
さぇぉけすゃぇか くぇょこうしうすっ こけ そさっいう 
う ぉけさきぇてうくう, っきぉかっきうすっ, こけ
しすぇゃはくう こけ おけさこせしぇ くぇ きぇてう
くうすっ. ′ぇえ-きくけゅけ さぇぉけすぇ, けぉぇ
つっ, たせょけあくうちうすっ こけ いぇゃけょうすっ 
うきぇかう こけ こぇさすうえくう いぇょぇつう.

┿さしっくぇかしおうすっ たせょけあくうちう
ぉうかう さなおけゃけょっくう けす
こぇさすうえくうは おけきうすっす

╉ぇおすけ こさうかはゅぇ くぇ っょくけ うょっ
けかけゅういうさぇくけ けぉとっしすゃけ, おぇおゃけ
すけ ぉってっ ぉなかゅぇさしおけすけ ょけ 1989-
すぇ, ゃしはおぇ ょっえくけしす, けしけぉっくけ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ ょせたぇ, しっ おけくすさけかうさぇ 
けすぉかういけ う さぇぉけすう ゃ すはしくぇ ゃさない
おぇ し けそうちうぇかくぇすぇ こさけこぇゅぇくょぇ. 
╆ぇすけゃぇ う  ぇさしっくぇかしおうすっ たせょけあ
くうちう こけかせつぇゃぇかう ょうさっおすくう 
せおぇいぇくうは けす こぇさすうえくうは おけきう
すっす. ╀╉‶ うき しこせしおぇ いぇょぇつうすっ 
こさはおけ: すっおしすけゃっすっ いぇ かけいせくゅう, 
いぇょぇつうすっ いぇ こけさすさっすう くぇ うょっ
けかけいうすっ ╋ぇさおし, ╄くゅっかし, ╊っくうく, 
╂っけさゅう ╃うきうすさけゃ... ]ぇきうすっ たせ
ょけあくうちう, けぉぇつっ, くっ さぇいぉうさぇす 
こさはおぇすぇ しう さぇぉけすぇ こさっょうき
くけ おぇすけ こさけこぇゅぇくょぇ, きう しすぇゃぇ 
はしくけ けす さぇいゅけゃけさぇ し ╇ゃぇく 〈け
きぇくけゃ. ]ぇきうはす すけえ こさうっか すぇいう 
さぇぉけすぇ, いぇ ょぇ ぉなょっ ぉかういおけ ょけ 
きっつすうすっ しう – ょけ きうさうしぇ くぇ ぉけう 
し つっすおぇ ゃ さなおぇ. ]かっょ ういこうしゃぇ
くっすけ くぇ かけいせくゅう, こけょゅけすけゃおぇすぇ 
くぇ きぇおっすう いぇ きぇくうそっしすぇちうう う 
こさけつうっ, こけくはおけゅぇ ゃ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ, 〈けきぇくけゃ たゃぇとぇか つっすおぇ
すぇ ょぇ さうしせゃぇ. ′ぇ すけゃぇ, けぉぇつっ, 
くっ しっ ゅかっょぇかけ し けしけぉっくけ ょけぉさけ 
けおけ けす てっそけゃっすっ, すぇ こけかせつぇ
ゃぇか きくけゅけ いぇぉっかっあおう: ”╋くけゅけ 
くっ くう ょぇゃぇたぇ ょぇ さうしせゃぇきっ くぇ 
さぇぉけすくけすけ きはしすけ, おぇさぇたぇ しっ”. 
》せょけあくうちうすっ いぇすけゃぇ けしすぇゃぇかう 
こけ つぇし-ょゃぇ しかっょ さぇぉけすぇ, っえ すなえ 
– ょぇ しう こけさうしせゃぇす. 〈けゅぇゃぇ しっ 
ゅけすゃっかう いぇ ういかけあぉうすっ くぇ しぇきけ
ょっえくうすっ たせょけあくうちう, おぇおゃうすけ 
ぉうかう けさゅぇくういうさぇくう くぇ ゅさぇょ

しおけ, けぉかぇしすくけ う くぇちうけくぇか
くけ くうゃけ. ╁ すっいう ういかけあぉう 
ぇさしっくぇかしおうすっ たせょけあくうちう 
しっ しさっとぇかう し おけかっゅうすっ 
しう けす ょさせゅうすっ こさっょこさうは
すうは – ]すぇくつけ ╃ぇつっゃ, ╊うかう 
‶っすさけゃぇ, ╃けぉさう ╇ゃぇくけゃ... 
〈けきぇくけゃ ょけさう けとっ こぇいう 
ゅさぇきけすぇ けす せつぇしすうっすけ しう 
ゃ っょくぇ けす ¨おさなあくうすっ しぇ
きけょっえくう ういかけあぉう ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. [うしせゃぇかう こさっょうき
くけ こけさすさっすう くぇ さぇぉけすくうちう, 
くけ う ょさせゅう くっとぇ. ′ぇえ-ょけ
ぉさけすけ けす すっいう っおしこけいうちうう 
けすうゃぇかけ ゃ しっかっおちうは いぇ うい
かけあぉう くぇ ちっかうは しけちかぇゅっさ. 
〈ぇおうゃぇ しっ こさぇゃっかう ゃ ╂╃[. 

╁しっおう いぇゃけょ しう
うきぇか おなす

„′ぇてぇ ゅけさょけしす”

〈けいう おなす ぉうか けしくけゃくぇ 
ゅさうあぇ くぇ たせょけあくうちうすっ. 
《けすけ-こけさすさっすうすっ し さぇい
きっさう 40/30 しっ こけしすぇゃはかう 
ゃなさたせ しこっちうぇかくけ ういさぇぉけ
すっくう すぇぉかぇ, ゃ けぉっきくう さぇき
おう, こけょこかなすっくう し おぇさすけく. 
[っきけくすくうすっ さぇぉけすうかくうちう 
ういこなかくはゃぇかう こさけっおすぇ くぇ 
„′ぇてぇ ゅけさょけしす”, くけ, ぇおけ 
うきぇかけ しこってくう こさけういゃけょ
しすゃっくう こけさなつおう, さぇきおうすっ  
う こさけつうっ こけょさけぉくけしすう, しっ 
こさぇゃっかう けす たせょけあくうちうすっ. 
╃させゅぇ ゅさうあぇ くぇ こぇさすうえ
くうすっ さぇぉけすくうちう し つっすおぇ ゃ 
さなおぇ ぉうかう しすぇくけちうすっ こけ 
いぇゃけょうすっ, おなょっすけ しっ しかぇ
ゅぇかう す. くぇさ. „すさぇえくう くぇ
ゅかっょくう きぇすっさうぇかう” う こかぇ
おぇすう. ╇いさぇぉけすゃぇかう しっ けす 
そぇいっさっく おぇさすけく し ょなさゃっくう 
さぇきおう, こけしかっ おぇさすけくなす しっ 
ゅさせくょうさぇか う っょゃぇ すけゅぇ
ゃぇ うょゃぇ さっょ くぇ ぉせおゃうすっ. 
〈っきうすっ しこせしおぇか けすゅけさっ 
╋うくつけ 〈ぇつっゃ. 【っそ くぇ たせ
ょけあくうちうすっ すけゅぇゃぇ ぉうか こけ
おけえくうはす [ぇつけ 〈さうそけくけゃ. 
〈ぇおぇ ╀╉‶ こけょぇゃぇかぇ くぇょ
こうしうすっ いぇ ぇゅうすぇちうは, くけ こけ
くはおけゅぇ けょけぉさはゃぇかぇ う うょっう 
けすょけかせ.
”╃ぇ あうゃっっ 9-すう しっこすっき

ゃさう!”, „‶さうゃっす くぇ ぉさぇすしおうは 
しなゃっすしおう くぇさけょ!”, „╁うくぇゅう 
ゃっさくう くぇ ‶ぇさすうはすぇ”..., しぇ 
っょくう けす くぇえ-つっしすけ こうしぇくう
すっ かけいせくゅう, いぇ おけうすけ 〈けきぇ
くけゃ しう しこけきくは. /] せゅけゃけさ
おぇすぇ, つっ きくけゅけ くっとぇ ゃっつっ 
っ いぇぉさぇゃうか/. 》せょけあくうちうすっ 
ういさぇぉけすゃぇかう う すぇぉかぇすぇ いぇ 
けすつっす くぇ しけちうぇかうしすうつっしおけ
すけ しなさっゃくけゃぇくうっ, おなょっすけ 
いぇゃけょうすっ, ちったけゃっすっ う ぉさう
ゅぇょうすっ しっ くぇょこさっゃぇさゃぇかう 
こけきっあょせ しう こけ さっょうちぇ こけ
おぇいぇすっかう. 〈ぇぉかぇすぇ しっ しかぇ
ゅぇかう くぇ つっかくけ きはしすけ, ょぇ しっ  
ゃうあょぇす けす ゃしうつおう – う いぇ 
こけたゃぇかぇ, う いぇ こけさうちぇくうっ. 
╂けかはき すさせょ おうこはか う こさっょう 
8-きう きぇさす, 3-すう きぇさす, おけう
すけ くぇゃさっきっすけ しっ こさぇいくせゃぇす 

し こなかくぇ しうかぇ こけゃしっきっしすくけ し 
おけくちっさすう う しぇきけょっえくう こさけ
はゃう けす ちったけゃっすっ -  こさっい いぇ
ゃけょうすっ – ょけ おけきぉうくぇすしおけすけ 
くうゃけ.  ‶かぇおぇすうすっ いぇ すはた しっ 
しかぇゅぇかう 10 ょくう こさっょう こさぇい
くうおぇ. ‶さっょう ‶なさゃう きぇえ, ╃っ
ゃっすう しっこすっきゃさう う ]っょきう くけ
っきゃさう しすぇゃぇかけ つせょけ. ╆ぇとけすけ

′ぇえ-ゅけかはきぇ けそぇくいうゃぇ 
うきぇかけ こさっょう

きぇくうそっしすぇちうう  

¨ゅさけきくう,  ょけ ょっしっすきっすさけゃう 
きぇおっすう しっ こけしすぇゃはかう ゃなさたせ 
こかぇすそけさきうすっ くぇ おぇきうけくう, 
っかっおすさけ- う きけすけ-おぇさう う ゃしは
おぇおゃう こけょゃうあくう きぇてうくう. 
‶っすけかなつおう, しなさこけゃっ う つせ
おけゃっ けす しすうさけこけさ, ぉっかう ゅな
かなぉつっすぇ う おかけくおう くぇ きうさぇ 
ぉうかう くぇえ-つっしすけ ういさぇぉけすゃぇ
くうすっ きぇおっすう, くけ ぇさしっくぇか
しおうすっ たせょけあくうちう う すうかなす けす 
きぇえしすけさう ゃ さぇぉけすうかくうちうすっ 
くぇょきうくぇかう しっぉっ しう ゃ っょうく 
くっいぇぉさぇゃうき きぇおっす, おけえすけ う 
╇ゃぇく 〈けきぇくけゃ しう しこけきくは: 
きぇおっすなす くぇ おさぇえちっさぇ „┿ゃさけ
さぇ”! ‶さっょう きぇくうそっしすぇちうう 
しっ こさぇゃっかう う しすけすうちう いくぇ
きっくぇ – すさうおけかぬけさう, つっさゃっくう 
う しうくう, くけしっくう こさっょ すさうぉせ
くうすっ けす しこっちうぇかくう いくぇきっくくう 
ゅさせこう. ′はおけう けす こけさすさっすうすっ 
くぇ ╋ぇさおし, ╄くゅっかし う ╊っくうく 
しっ ういゃうしはゃぇかう ょけ 3-4 きっすさぇ 
こさう てうさけつうくぇ けす ょゃぇ きっすさぇ. 
〈けかおけゃぇ ぉうかう すっあおう, つっ こけ 
ゃさっきっ くぇ てっしすゃうっすけ ゅう くけ
しっかう こけ ょゃぇきぇ さぇぉけすくうちう.  
》せょけあくうちうすっ さうしせゃぇかう こけす
さっすうすっ ゃなさたせ ういこなくぇす ぇきっ
さうおぇく こけ けぉさぇいちう けす ]]][ 
うかう さけょくう おけこうは. ╁しっおう 
こけさすさっす けすくっきぇか こけ 3-4 ょくう, 
しかけあくけしすすぇ くぇ いぇょぇつぇすぇ うょ
ゃぇかぇ けす くせあょぇすぇ けぉさぇいなす 
ょぇ ぉなょっ せゃっかうつっく くはおけかおけ 
こなすう. 》せょけあくうちうすっ こさぇゃっかう 
すけゃぇ し すったくけかけゅうはすぇ くぇ おゃぇ
ょさぇすつっすぇすぇ, くぇ おけうすけ „さぇい
おさけはゃぇかう” こけさすさっすうすっ うかう し 
こけきけとすぇ くぇ  こさけあっおちうけくくう 
ぇこぇさぇすう, とけき すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ ぉなさいぇ.
╋くけゅけ さぇぉけすぇ けすゃぇさはかう 

う ょなかゅうすっ すさぇくしこぇさぇくすう し 
くぇょこうしう, おけうすけ „たゃぇとぇす” 
せかうちぇすぇ くぇ てうさうくぇ けす おさぇえ 
ょけ おさぇえ. ╃なかあうくぇすぇ うき ぉうかぇ 
こけ 4-5 きっすさぇ. ′けしっくう けす 
ょゃぇきぇ ょせてう, すっ ょぇゃぇかう くぇ
つぇかけすけ くぇ てっしすゃうっすけ くぇ ゃしっ
おう いぇゃけょ. ╁なさたせ ういこなくぇす くぇ 
さぇきおぇ つっさゃっく こかぇす しっ かっこっ
かう ぉせおゃうすっ けす しすうさけこけさ. 
╋ぇおぇさ う ういこなかくうすっかう くぇ 

うょっけかけゅうつっしおう いぇょぇつう, いぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ たせょけあくうちう 
こぇさすうえくけすけ つかっくしすゃけ くっ 
ぉうかけ いぇょなかあうすっかくけ. „╁ぇあくけ 
ぉってっ ょぇ しう しゃなさてうて さぇぉけ
すぇすぇ”, おぇすっゅけさうつっく っ 〈けきぇ
くけゃ, 18 ゅけょうくう さぇぉけすうか おぇすけ 
たせょけあくうお くぇ ╆ぇゃけょ 3. ╁ „┿さ
しっくぇか” ゅけ ゃけょう ゃかっつっくうっすけ 

おなき さうしせゃぇくっすけ: ”╇ょゃぇ すう 
けすゃなすさっ”. ╉ぇすけ こけゃっつっすけ しう 
おけかっゅう ゃ こさっょこさうはすうっすけ, すけえ 
くはきぇ ゃうしてっ たせょけあっしすゃっくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, くけ っ いぇゃなさてうか 
》せょけあっしすゃっくうは すったくうおせき 
ゃ ]けそうは. 〈ぇき しっ けぉせつぇゃぇす 
ぇさぇくあけさう, きぇえしすけさう くぇ うゅ

さぇつおう う ょさせゅう しこっちうぇかうしすう 
こけ たせょけあっしすゃっくう しさなつくけしすう. 
‶けしかっ きけきうつっすぇすぇ ゅう ゃいうきぇす 
ぇさぇくあけさう くぇ ゃうすさうくう こけ きぇ
ゅぇいうくうすっ いぇ こかぇすけゃっ う ょさっ
たう, ぇ きけきつっすぇすぇ – おぇすけ ╇ゃぇく 
– ゃ „》さぇくうすっかくう しすけおう”. ]さっょ 
ぇさしっくぇかしおうすっ たせょけあくうちう, 
けぉぇつっ, うきぇかけ う ゃうしてうしすう, 
しこけきくは しう 〈けきぇくけゃ. ╇きぇかけ う 
すぇおうゃぇ, おけうすけ しっ ういはゃはゃぇす  う 
くぇ ゅさぇょしおけ くうゃけ. 
╃けてなか こさっい 1971-ゃぇ こなさ

ゃけ ゃ ′╇〈╇, 〈けきぇくけゃ すせお しっ 
しさっとぇ し っょうく けす くぇえ-ょけぉさう
すっ おぇいぇくかなておう ういはとくうちう – 
しおせかこすけさなす ╋ぇさゅぇさうす ╋うちっゃ. 
╋くけゅけ くぇせつうか けす くっゅけ, せょけ
ゃけかしすゃうっ ぉうかけ けぉとせゃぇくっすけ. 
╇ゃぇく 〈けきぇくけゃ しっ ゅけさょっっ し 
╉ぇいぇくかなお おぇすけ ╂さぇょ くぇ しすけすっ 
たせょけあくうちう. ╁っつっ さはょおけ たけょう 
こけ ういかけあぉう, いぇとけすけ いょさぇゃっ
すけ くっ こけいゃけかはゃぇ, くけ う しっゅぇ しっ 
さぇょゃぇ くぇ こけしすうあっくうはすぇ くぇ 
たけさぇすぇ けす しゃけっすけ こけおけかっくうっ 
– ╇ゃぇく [ぇょっゃ, ′ぇょっあょぇ ╉なく
つっゃぇ...
〉ゃかっつっくうっすけ こけ さうしせゃぇくっすけ 

こさう くっゅけ しっ けすおかのつゃぇ けとっ ゃ 
ょっすしすゃけすけ ゃ ╄くうくぇ. ╋ぇえおぇ きせ 
ゃしっ きせ さぇいおぇいゃぇ いぇ すぇかぇくすぇ 
くぇ しこけきうくぇか しっ ぉさぇすけゃつっょ, 

くぇゃさっきっすけ せつうか さっいぉぇさしすゃけ 
ゃ 〈さはゃくぇ. ′ぇ きぇかおうは ╇ゃぇく 
ゃしっ きせ しっ うしおぇ ょぇ っ ぉうか あうゃ 
すけは ぉさぇすけゃつっょ ]すっそぇく, つっ 
ょぇ ゅけ くぇせつう う くっゅけ くぇ きぇえ
しすけさかなお. ╇ くぇえ-ゃぇあくけすけ – 
ょぇ うきぇ し おけゅけ ょぇ しう ゅけゃけさう 
いぇ ういおせしすゃけ. ╁ しっきっえしすゃけすけ 
こさっょちうすっ ゃしっ ぉうかう しさなつくう 
– おけえ てうゃぇつ う おさけはつ くぇ てぇ
はつくう ょさったう, おけえ うきぇか おさぇしうゃ 
こけつっさお... ]うくけゃっすっ くぇ 〈けきぇ
くけゃ, けぉぇつっ, くっ しぇ こさうゃかっつっ
くう けす さうしせゃぇくっすけ, こけしゃっすっくう 
しぇ くぇ すったくうおぇすぇ.╆ぇ しきっすおぇ くぇ 
すけゃぇ - う ょゃっすっ ゃくせつおう けぉうつぇす 
ょぇ さうしせゃぇす. ╋ぇかおぇすぇ, おけはすけ 
あうゃっっ ゃ 』ったうは, ゃっつっ こっつっかう 
こけたゃぇかう けす せつうすっかおぇすぇ.  
╁ こっくしうけくっさしおうすっ しう ょくう, 

し こけさぇいおかぇすっくけ いょさぇゃっ しかっょ 

ょゃっ しなさょっつくう けこっさぇちうう, 
ぉうゃてうはす ぇさしっくぇかしおう たせょけあ
くうお, おけえすけ けこさっょっかは しっぉっ 
しう おぇすけ „っょうく けす ゃしうつおう”, くっ 
しこうさぇ ょぇ しう さうしせゃぇ. ‶さっょこけ
つうすぇ かはすけすけ ゃ しっかしおぇすぇ おなとぇ, 
こさっい いうきぇすぇ こけかいゃぇ こけゃっつっ 
こぇしすっかう う きけかうゃ. 〈けきぇくけゃ 
さうしせゃぇ いぇ しっぉっ しう – こっえいぇ
あう, こけさすさっすう, くぇすのさきけさすう, 
くはきぇ うょっは ょぇ こさぇゃう ういかけあ
ぉぇ. [うしせゃぇ しう, いぇとけすけ: ”¨くけ
ゃぇ, おけっすけ  うょっ けすゃなすさっ, すっ けし
すぇゃは くぇえ-きくけゅけ いぇ 3-4 ょくう”. 
[ぇょゃぇ しっ, つっ ゃ „┿さしっくぇか” っ 
こけかせつうか ゃないきけあくけしす ょぇ ぉなょっ 
ぉかういけ ょけ けぉうつくけすけ いぇくうきぇ
くうっ. ]こけきくは しう っおしおせさいううすっ 
ょけ ¨さってぇおぇ, ょけ ]けそうは – いぇ 
ういかけあぉう. 》せょけあくうちうすっ ょぇ
かっつ くっ ぉうかう ゅぇかっくうちう ゃ „┿さ
しっくぇか” おぇすけ しぇきけょっえちうすっ – 
こなすせゃぇかう しぇきけ うい ╀なかゅぇさうは, 
くはきぇかけ くぇゅさぇょう うい つせあぉうくぇ. 
〈けきぇくけゃ くはきぇ かけて しこけきっく けす 
しなおさぇとっくうっすけ ゃっょくぇゅぇ しかっょ 
こさけきっくうすっ こさっい 1989-すぇ, おけ
ゅぇすけ しう けすうゃぇす う こけゃっつっすけ けす 
たせょけあくうちうすっ ゃ けさなあっえくうちぇ
すぇ. ╆ぇ おけかっゅうすっ すけえ しう しこけき
くは し ょけぉさけ う し くぇょっあょぇすぇ: 
”╃ぇくけ しぇ あうゃう!”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 

Изложба - живопис на Сирак Скитник

Колекция от фонда на Художествена 

галерия “Димитър Добрович” -  Сливен
Място - Художествена галерия - 

Казанлък 

Площад „Севтополис” - 

Открита сцена край елхата

』たそちかお てちあおけぬけみてあ, せあ 31-うけ おかさかすうちけ つか たちけえそてうみ せそうそえそおけのせあ たけてさあ, せあちかねかせあ そはか ╇あ-
つけしけかうあ, う さそみてそ くあおひしきけてかしせそ つか つしあえあ たあちけねさあ. 《てさひおか うそおけ せあねあしそてそ つけ てそくけ そいけねあこ?

¨ぉうつぇはす ゃ くけゃけゅけょうてくぇすぇ こうすおぇ 
ょぇ しっ こけしすぇゃは こぇさうつおぇ っ しゃなさ-

いぇく し あうすうっすけ くぇ ]ゃ. ╁ぇしうかうえ. ‶さっい 
4-すう ゃっお すけえ ぉうか ょせたけゃっく こぇしすうさ くぇ 
ゅさぇょ ╉っしぇさうは.                                    
╇きこっさぇすけさ ぃかうはく いぇこかぇてうか, つっ 

とっ ういゅけさう ゅさぇょぇ う とっ こかっくう あうすっ-
かうすっ きせ. ╁ぇしうかうえ こさういけゃぇか ゃしうつおう 
ょぇ ょけくっしぇす いかぇすけ, しさっぉさけ, しおなこけ-
ちっくくけしすう う こぇさう, いぇ ょぇ ゅう たゃなさかはす 
ゃ くけいっすっ くぇ しぇきけょなさあっちぇ う ょぇ ゅけ 
けきうかけしすうゃはす.
╁ けこぇしくうは つぇし ╁ぇしうかうえ うきぇか ゃう-

ょっくうっ う し こけきけとすぇ くぇ ]ゃ. ╋っさおせ-
さうえ うきこっさぇすけさなす ぉうか せぉうす, ぇ ゅさぇ-
ょなす しこぇしっく.

„『っこっかうく くぇ ]っょきけすけ 
くっぉっ”, すぇおぇ しっ くぇさうつぇ  ょっしっ-
すぇすぇ おくうゅぇ くぇ おぇいぇくかなておうは 
あせさくぇかうしす, こうしぇすっか う ぇゃすけさ 
くぇ しちっくぇさうう いぇ そうかきう ‶っ-
すなさ ╋ぇさつっゃ. ╋ぇさつっゃ, おけえすけ っ 
ぉうゃて おぇょなさ くぇ こさっょてっしすゃっ-
くうおぇ  くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”- 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”,  ういょぇゃぇ 
おくうゅぇすぇ-さけきぇく ゃ ょゃっ つぇしすう  ゃ 
くぇゃっつっさうっすけ くぇ くけゃぇすぇ ゅけょう-
くぇ. 
╁ „『っこっかうく くぇ ]っょきけすけ 

くっぉっ” ぇゃすけさなす さぇいおぇいゃぇ ぇゃ-
すっくすうつくう あうすっえしおう うしすけさうう,  
おけうすけ しっ しかせつゃぇす くぇ さっぇかくう 
きっしすぇ, し さっぇかくけ しなとっしすゃせゃぇ-
とう  かうつくけしすう, ゅけかはきぇ つぇしす けす 

17. 12 - понеделник – 16, 00 часа - изява на 
ЦДГ „Звънче” и ОУ „П. Хилендарски” 
17,30 часа - „Да пеем за Коледа” - концерт на 
певческите формации при НЧ „Искра-1860”

18. 12  – вторник  - 18,00 часа - концерти 
на ЦДГ „Роза”, НЧ „Светлина-1904” 
- с. Дунавци, НЧ „Звезда-1918” с. 
Хаджидимитрово , ВГ „Хармония” -  
Пенсионерски клуб  – Казанлък 

19. 12 - сряда – 18,30 часа – Концерт на 
Веселин Маринов 

20. 12 – четвъртък - 17,30 часа – Празнична 
фиеста - концерт на НЧ „Възродена Искра – 

2000”

21. 12 – петък - 16,00 часа - пенсионерски клуб 
с. Ясеново, Спортен клуб за здраве „Бели рози”, 
ХГ „ Св. Св. Кирил и Методий” 

 24. 12 – понеделник - 11,00 
часа - „Добре ми дошли, 
коледари” – концерт 
на коледарски групи от 
общината 

25. 12 – вторник - 9,00 часа – Празнична Света 
литургия по случай Рождество Христово - 
всички православни храмове 
11,30 часа - Коледно мегданско надиграване - 
НЧ „Жар” 

31.12 - понеделник – 23,00 часа – Новогодишна 
сцена на площад „Севтополис” – Веселие в 
новогодишната нощ

1.01. 2013 година , вторник  - 9,00 часа - 
Василиева Света литургия- благодарствен 
молебен за здраве и добруване през 2013 
година 

╁ぇしうかうえ さってうか ょぇ ゃなさくっ こぇさう-
すっ くぇ たけさぇすぇ, くけ くっ しっ いくぇっかけ おけえ 
おけかおけ う おぇおゃけ っ ょぇか. 〈けゅぇゃぇ すけえ 
くぇさっょうか ょぇ くぇこさぇゃはす こてっくうつっくう 
こうすおう, おぇすけ ゃなゃ ゃしはおぇ けす すはた しっ 
こけしすぇゃう けす いかぇすけすけ, しさっぉさけすけ う けす 
こぇさうすっ. ]ゃっすっちなす ぉかぇゅけしかけゃうか こう-
すおうすっ う ゅう さぇいょぇか くぇ たけさぇすぇ.
¨すすけゅぇゃぇ しっ すなさおせかくぇかぇ ╁ぇしうかう-

っゃぇすぇ こうすおぇ し こぇさうつおぇすぇ… すぇ ょけ 
ょくっし.
╁ ぉなかゅぇさしおぇすぇ すさぇょうちうは - おけゅぇ-

すけ こさうゅけすゃは くけゃけゅけょうてくぇすぇ こう-
すおぇ, あっくぇすぇ けぉかうつぇ こさぇいくうつくぇ 
こさっきはくぇ. ╃けおぇすけ きっしう こうすおぇすぇ, すは 
こさったゃなさかは こさっい せきぇ しう ゃしうつおけ, けす 

おけっすけ いぇゃうしう ぉかぇゅけょっくしすゃうっすけ 
くぇ くっえくけすけ しっきっえしすゃけ. ╇いさうつぇ 
きうしかうすっ しう ゃ ぉかぇゅけしかけゃうう う 
ゅう ゃなこかなすはゃぇ ゃ てぇさおうすっ ゃなさたせ 
くけゃけゅけょうてくぇすぇ こうすおぇ. ┿ ゃしうつ-
おけ, おけっすけ くっ きけあっ ょぇ ういさうしせ-
ゃぇ, すは ‘’くぇいけゃぇゃぇ’’ し ょさはくけゃう 
こなこおう - おなしきっすつっすぇ う ゅう ゃかぇ-
ゅぇ ゃ すっしすけすけ - いょさぇゃっ, おなしきっす, 
あっくうすぉぇ, くけゃぇ さけあぉぇ... ′ぇおさぇは 
こなたゃぇ こぇさうつおぇ: いぇ おなしきっす, いぇ 
うきけすくけしす う ぉかぇゅけょっくしすゃうっ. ╉け-
ゅぇすけ くけゃけゅけょうてくぇすぇ こうすおぇ しっ 
けこっつっ, しすけこぇくおぇすぇ は こけょさっあょぇ 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ こさぇいくうつくぇすぇ すさぇ-
こっいぇ.                                                                                                             

》かはぉけゃっ し さぇいかうつくぇ ゅけかっきうくぇ う そけさきぇ しっ こさうゅけすゃはす しなとけ う おぇすけ ょぇさ いぇ けぉさっょくうすっ ゅけしすう こけ こさぇいくうちうすっ - いぇ しせさゃぇおぇさうすっ, おけうすけ うょゃぇす ょぇ ぉかぇゅけしかけゃはす 
し こっしくう う くぇさうつぇくうは しぉなょゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう くぇょっあょう こさっい ′けゃぇすぇ ゅけょうくぇ. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

すはた - こけいくぇすう うきっくぇ う かうちぇ 
けす おぇいぇくかなておうは こっえいぇあ. ╁ 
ょゃっ ゅかぇゃう けす さけきぇくぇ ょっえしす-
ゃうっすけ しっ さぇいゃうゃぇ くぇ すっさう-
すけさうはすぇ  くぇ „┿さしっくぇか”. ]さっょ 
けこうしぇくうすっ ゅっさけう ゃ くっゅけ っ う 
こなさゃうはす きっしすっく すけすけきうかう-
けくっさ, おさなくつぇくうくなす  ╋ぇさうく 
]けおけかけゃ, きっしすくぇ こぇさすうえくぇ 
しっおさっすぇさおぇ, おけはすけ こけ-おなし-
くけ しすぇゃぇ っおしすさぇしっくし, きっしすっく 
ぉうゃて ゃけっくっく, せつぇしすゃぇか ゃ 
こさけおけこぇゃぇくっすけ くぇ 『ぇさうつうく-
しおぇすぇ ょせこおぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
90-すっ ゅけょうくう ゃ こっつぇかくけ うい-
ゃっしすくぇすぇ けこっさぇちうは „]かぇゃぇ”, 
いぇ さっえくょあなさ,  せぉうか くっゃけかくけ 
しゃけえ おけかっゅぇ ゃ ╉ぇきぉけょあぇ う 
ょさせゅう. 』ぇしす けす うしすけさううすっ しぇ 

こさけきっくっくう こけ けすくけてっくうっ くぇ 
きはしすけ う ゃさっきっ, くけ おぇすけ ちはかけ 
しのあっすうすっ しぇ ぇゃすっくすうつくう. 
╉くうゅぇすぇ くっ っ そぇくすぇしすうおぇ, 

きぇおぇさ くぇ こなさゃ こけゅかっょ ょぇ 
ういゅかっあょぇ すぇおぇゃぇ. ╃っかけ っ くぇ 
ういょぇすっかしすゃけ „╅ぇくっす-45”  う 
きけあっ ょぇ ぉなょっ くぇきっさっくぇ こけ 
きっしすくうすっ おくうあぇさくうちう. 
„┿さしっくぇかしおうは” けすおなし けす くっは  

とっ こせぉかうおせゃぇきっ  ゃ しかっょゃぇ-
とうは ぉさけえ.  
52-ゅけょうてくうはす ‶っすなさ ╋ぇさ-

つっゃ っ ぇゃすけさ くぇ さけきぇくう, さぇい-
おぇいう, こうっしう, おうくけしちっくぇさうう, 
さけお-こけっいうは, こせぉかうちうしすうおぇ. 
‶さけとなこせかくうおなす きせ ゃ あせさくぇ-
かうしすうおぇすぇ っ ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”. ╁ きけ-

きっくすぇ っ ゅかぇゃっく さっょぇおすけさ くぇ 
きっしすくうは  ゃっしすくうお „]っょきうちぇ”.  
╊うすっさぇすせさくうはす しちっくぇさうえ こけ 
こなさゃぇすぇ つぇしす くぇ „『っこっかうく 
くぇ ]っょきけすけ くっぉっ” しこっつっかう 
こなさゃぇ くぇゅさぇょぇ ゃ しちっくぇさくうは 
おけくおせさし くぇ ╋っあょせくぇさけょくうは 
おうくけそっしすうゃぇか „‶けおさけゃ“ ゃ 
╉うっゃ.
╁ おさぇは くぇ かはすけすけ ╋ぇさつっゃ 

しっ こさけつせ し くぇきっさっくうっすけ しう 
ょぇ こさぇゃう  うゅさぇかっく そうかき 
くぇ すっきぇ: けぉゅぇいはゃぇくうはすぇ ゃ 
]すぇさけいぇゅけさしおけ. [ぇぉけすくけすけ 
いぇゅかぇゃうっ くぇ かっくすぇすぇ とっ っ 
„┿こけおぇかうこしうし  ょけ こけうしおゃぇ-
くっ”.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╅ちつかせあしつさあ
えそちおそつて:
』てかなさあ ╆かしねかうあ

《てうひお [そしかおあてあ けしけ
くあ せかはあつてけかてそ つ そいけね
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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『╋╅╇╅【╅ – 
【《╇╅ 』ぇ〈 ╅′” 

【ぇ『』っ【 〉《╇¨ 300 
[╅╉『《╇¨ ╇《‶〉¨を¨ 

】ぁ╊〉¨を¨ 〉╅ 〈╊｠╅〉《【《 〉╅ 
』》╊を¨╅]¨′╅を¨っ ╇ ╈╊『〈╅〉¨っ 

╆╊′ 《〈╆】╉』〈╅〉 ╇ 
《╆ぅ¨〉╅ [╅′╅〉]ぇ[ ?

 【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: ╇ゃっかうくぇ

╉けかっゃぇ ╂っけさゅうっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 
5/132, ¨こっさぇすけさ 『‶〉

╂けょうくう: 37

╆けょうは: ╃っゃぇ

》けぉう: ]こけさす

╉けゅぇすけ すう っ すさせょ-
くけ? 

- [ぇいつうすぇき くぇ こさうは-
すっかう.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- ╀けゅぇすしすゃけ.

╋╅〉 〉¨[《

¨しけ  たちかすけかちひて  たちかく  たそえしかおあ  せあ  いけうの  つけせおけさあしかせ しけおかち – つそぬけそしそえ

》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. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

ぁ《╇╊[ぇ【, ぁ¨╊【《 ¨〈╊ 
〉《』¨ 〉¨[《【¨〉ぇ【

Световната слава на Жан Никó е свързана не с огромната му ерудиция, 

а с тютюна. Той не знаел нищо за вредата от никотина, но разбирал 
от дипломация  и бил защитник на френския език по онова време. Нико е 
основоположник и реформатор на френската лексикография. Шест години 
след смъртта му излиза първият речник, посветен на неговия майчин език 
- „Богатството на френския език”.  

Роден е в град Ним в семейството на беден нотариус. История и 

литература е учил в Тулуза. Бил е посланик в Испания и Португалия. През 
1559 г. е изпратен като посланик в Лисабон, но се твърди, че той  всъщност 
трябвало да уреди важен брак между кралски особи на двата двора - 
португалския и френския. 

Жан Нико умира през 1600 г. в Париж, без да подозира, че един ден  хората  
ще бъдат застрашени от  никотина като причинител на ужасни болести. 

〈のすのくなす – けす ┿きっさうおぇ 
ゃ ╄ゃさけこぇ. ╄ょくけ けす こなさ-

ゃうすっ くっとぇ, おけうすけ くぇこさぇゃうかう 
ゃこっつぇすかっくうっ くぇ 》さうしすけそけさ 
╉けかせきぉ こさう こさうしすうゅぇくっすけ きせ 
ゃ ′けゃうは しゃはす, ぉうか けぉうつぇはす くぇ 
うくょうぇくちうすっ ょぇ こせてぇす しゃうすう 
かうしすぇ けす すのすのく. 〈っ こせてっかう 
う しっ けこうはくはゃぇかう けす ょうきぇ… 
‶さうっきぇかう すのすのくぇ こけ きくけゅけ 
くぇつうくう: つさっい こせてっくっ, ょなゃつっ-
くっ う しきなさおぇくっ, ょけさう う つさっい 
おかういきぇ. ′はおけう こかっきっくぇ ょなゃ-
つっかう すのすのくぇ, しきっしっく し くぇ-
すさけてっくう きうょっくう つっさせこおう.                                                                                                                                       
╄ょうく けす きっしすくうすっ あうすっかう 

ょけくっしなか くぇ ╉けかせきぉ きぇかおけ 
ういしせてっくう かうしすぇ, しきはすぇくう いぇ 
ういおかのつうすっかくけ ちっくくう. ╇きっく-
くけ すけえ ゃくぇしは すのすのくぇ けす ┿きっ-
さうおぇ ゃ ╄ゃさけこぇ, おなょっすけ こなさ-
ゃけくぇつぇかくけ っ けすゅかっあょぇく おぇすけ 
しおなこけ ょっおけさぇすうゃくけ さぇしすっくうっ.                                                                                                                           

′うおけ – こなさゃう けこうすう いぇ 
かっつっくうっ し すのすのく. ╂かぇゃくぇ 
いぇしかせゅぇ いぇ さぇいこさけしすさぇくっ-
くうっすけ くぇ すのすのくぇ くぇ ]すぇさうは 
おけくすうくっくす, けぉぇつっ, うきぇ そさっく-
しおうはす かっおしうおけゅさぇそ う こけしかぇ-
くうお ╅ぇく ′うおó. ‶け こさうさけょぇ 
かのぉけこうすっく ういしかっょけゃぇすっか, 
すけえ くっこさっしすぇくくけ くぇぉかのょぇ-
ゃぇか そかけさぇすぇ ゃ ゅさぇょうくうすっ くぇ 
╊うしぇぉけくしおうは ょゃけさ. ╁ っょくぇ けす 
すはた すけえ しっ くぇすなおくぇか くぇ さぇし-
すはとうは すぇき すのすのく. ╃うさっおすけ-
さなす くぇ ゅさぇょうくぇすぇ きせ こけょぇさうか 

すのすのくっゃう しっきっくぇ う, おけゅぇすけ 
しっ いぇゃなさくぇか ゃなゃ 《さぇくちうは, 
ういゃっしすくうはす ゃっつっ ゃ うしすけさうはすぇ, 
かうすっさぇすせさぇすぇ う くぇせおぇすぇ ′うおけ 
しぇき いぇこけつくぇか ょぇ けすゅかっあょぇ 
すのすのく う ょぇ こさぇゃう し くっゅけ さぇい-
かうつくう っおしこっさうきっくすう.                                                                                                                      

╅ぇく ′うおけ ぉうか ょけしっすかうゃ う 
しなけぉさぇいうすっかっく つけゃっお, すけえ 
こけいくぇゃぇか こけすさっぉくけしすうすっ 
くぇ しゃけっすけ ゃさっきっ. ╆くぇっえおう 
いぇ かっつっぉくけすけ ょっえしすゃうっ くぇ 
しせさけゃうは すのすのく ゃなさたせ うく-
ょうぇくちうすっ, すけえ こさっちっくうか, 
つっ すけゃぇ っ てぇくし いぇ くっゅけ ょぇ 
しすぇくっ いくぇきっくうす う ぉけゅぇす.                                                                                
‶さっい 1560 ゅ. ′うおけ いぇこけつくぇか 
ょぇ かっおせゃぇ し すのすのく さぇいくう ぉけ-
かっしすう. ]なし しきかっくう しゃっあう すの-
すのくっゃう かうしすぇ すけえ ういかっおせゃぇか 
っょうく きかぇょ つけゃっお, しすさぇょぇと けす 
さぇいかうつくう ぉけかっしすう くぇ くけしぇ. 
]かっょ すけゃぇ せしこってくけ ういかっおせ-
ゃぇか っょくぇ ょぇきぇ し ょっそっおすう こけ 
おけあぇすぇ くぇ かうちっすけ う ういぉぇゃうか 
けす ぇぉしちっし ゃなさたせ ぉせいぇすぇ っょうく 
ゅけしこけょうく けす ぉかぇゅけさけょっく さけょ, 
おぇすけ くぇかけあうか こさっしくう すの-
すのくっゃう かうしすぇ. 〈っいう う ょさせゅう 
こけょけぉくう しかせつぇう こけょおさっこうかう 
′うおけ ゃ くっゅけゃぇすぇ ゃはさぇ いぇ かっ-
つっぉくけすけ ょっえしすゃうっ くぇ すのすのくぇ.                                                                                                              
‶なすはす おなき ういゃっしすくけしすすぇ ぉうか 
けすおさうす.

„〈さっゃぇすぇ くぇ ′うおけ”. ‶さっい 
16 ゃっお – ょぇ こけょぇさうて すのすのくっ-
ゃう かうしすぇ, しっ しきはすぇかけ いぇ きくけゅけ 
ちっくっく こけょぇさなお. 〈けゃぇ くぇこさぇ-
ゃうか ╅ぇく ′うおけ – すけえ ういこさぇすうか 
しっきっくぇ う かうしすぇ けす すのすのく くぇ 
おさぇかうちぇ ╄おぇすっさうくぇ ╋っょうつう, 
こけ くっえくぇ きけかぉぇ, おぇすけ かっおぇさ-
しすゃけ しさっとせ きうゅさっくぇすぇ, けす 
おけはすけ すは しうかくけ しすさぇょぇかぇ. 〈けえ 
え こさっこけさなつぇか ょぇ ういこけかいゃぇ 
しすさうすう くぇ こさぇた かうしすぇ けす すの-
すのく. ╉さぇかうちぇすぇ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
ゃいっきぇ し こさなしすう けす こさぇたぇ う ょぇ 
ゅけ こけしすぇゃは ゃ くけしぇ しう. ‶さっょうい-
ゃうおぇくうすっ けす すけゃぇ たさっきぇ う おう-
たぇくっ すさはぉゃぇかけ ょぇ けしゃけぉけょはす 
ゅかぇゃぇすぇ くぇ ゃかぇょっすっかおぇすぇ けす 
„かけてけすけ”, おけっすけ とはかけ ょぇ うい-
かっいっ いぇっょくけ し たさっきぇすぇ う おうたぇ-
くっすけ. ╉けかおけすけ う ょぇ っ しすさぇくくけ, 
すけゃぇ こけきけゅくぇかけ くぇ おさぇかうちぇ-
すぇ. ′っとけ こけゃっつっ – すのすのくなす え 
たぇさっしぇか う こけおさぇえ くっは ちっかうはす 
おさぇかしおう ょゃけさ せしなさょくけ いぇこけつ-
くぇか ょぇ きうさうてっ う しきなさおぇ すの-
すのく しさっとせ きうゅさっくぇ う ゃしはおぇお-
ゃう ょさせゅう くっさぇいこけかけあっくうは.                                                              
‶さっい 1561 ゅ. ゃっつっ  こけゃっつっすけ 
こさうょゃけさくう くぇさうつぇす  すのすのくぇ 
„すさっゃぇすぇ くぇ ′うおけ” うかう こさけし-
すけ „くうおけすうぇくぇ”. ╃けしすぇ こさっょう 
すけゃぇ こけ そさっくしおうすっ こさうしすぇくう-

とぇ しっ っ こせてっか すのすのく, ょけくぇ-
しはく けす すなさゅけゃしおうすっ おけさぇぉう, 
くけ ′うおけ っ こなさゃうはす, おけえすけ 
ゅけ ゃなゃっあょぇ しさっょ ょゃけさちけゃうは 
っかうす. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ くっゅけ 
ゃうしけつぇえてうすっ ょぇきう いぇこけつゃぇす 
ょぇ  かっおせゃぇす し すのすのく ょさっぉ-
くうすっ しう ぉけかっあおう, くぇさうつぇえ-
おう ゅけ “こさぇた けす ぉうかおぇすぇ くぇ 
おさぇかうちぇすぇ”. ‶さう けそうちうぇかくう 
しさっとう ゃなゃ ゃうしてっすけ けぉとっ-
しすゃけ こさういくぇお くぇ ょけぉなさ う うい-
うしおぇく ゃおせし ぉうかけ ょぇ しっ しきなさ-
おぇ ぇさけきぇすっく こさぇた けす すのすのく.                                                                                                                                  
╄おぇすっさうくぇ ╋っょうつう けおぇいぇかぇ 
けゅさけきくぇ こけょょさなあおぇ くぇ ′うおけ 
ゃ くっゅけゃうすっ „すのすのくっゃう” くぇ-
つうくぇくうは. ]おけさけ ゃ おさぇかしおうすっ 
ゅさぇょうくう, ぇ しおけさけ う ゃ きくけゅけ 
ょさせゅう ゅさぇょうくう, いぇこけつくぇかう 
ょぇ けすゅかっあょぇす すのすのく. ]かっょ 
しきなさすすぇ くぇ ′うおけ すのすのくなす 
ゃっつっ ぉうか ういゃっしすっく う さぇい-
こさけしすさぇくっく うい ちはかぇ 《さぇく-
ちうは. ‶けしすっこっくくけ くっゅけゃけすけ 
てっしすゃうっ  いぇゃかぇょはかけ う ちはかぇ 
╄ゃさけこぇ, ぇ 《さぇくちうは ぉうかぇ くぇ-

さっつっくぇ „さけょうくぇ くぇ すのすのくぇ”.                                                                                                    

〈のすのくなす おぇすけ せくうゃっさ-
しぇかくけ かっおぇさしすゃけ. ‶さっい 
17-すう ゃっお きくけいうくぇ しきはすはかう 
すのすのくぇ いぇ せくうゃっさしぇかくけ かっ-
おぇさしすゃけ, こさっょこぇいゃぇとけ くっ 
しぇきけ けす ゅかぇゃけぉけかうっ う せきけ-
さぇ, ぇ ょけさう けす ゃなさかせゃぇとぇすぇ 
すけゅぇゃぇ つせきぇ. 〈けゅぇゃぇてくうすっ 
かっおぇさう ゅけ けぉはゃうかう いぇ こけさっょ-
くけすけ つせょけょっえくけ しさっょしすゃけ, 
おけっすけ かっおせゃぇ ゃしうつおう ゃない-
きけあくう ぉけかっしすう, ょぇあっ さぇお.                                                     

╋くっくうっすけ, つっ すのすのくなす っ かっ-
おぇさしすゃけ, しっ いぇこぇいうかけ ょけ くぇ-
てうは ゃっお /ゃしっおう いくぇっ, つっ いぇ 
ょぇ いぇいょさぇゃっはす さぇくうすっ, すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ こけしうこはす し すのすのく/. 

]おけさけ すけえ いぇこけつくぇか ょぇ しっ 
せこけすさっぉはゃぇ う ぉっい けしけぉっく こけ-
ゃけょ.

′ぇいゃぇくうっすけ „くうおけすうく” 
うょゃぇ けす ′うおけ. ‶さっい 18-すう 
ゃっお てゃっょしおうはす せつっく ╉ぇさか 
╊うくっえ, おぇすっゅけさういうさぇか けお. 
4400 あうゃけすくう う 7700 さぇしすっ-
くうは, ょぇゃぇ くぇ すのすのくぇ くぇいゃぇ-
くうっすけ  „くうおけすうぇくぇ すぇぉぇおせき” 
– くぇ うきっすけ くぇ ╅ぇく ′うおけ. 
‶さっい 1828 ゅ. くっきしおう たうきうちう 
ういけかうさぇす こなさゃけすけ たうきうつっしおけ 
ゃっとっしすゃけ けす すのすのくっゃう かうしすぇ. 

╁ つっしす くぇ ╅ぇく ′うおけ ゃっとっ-
しすゃけすけ っ くぇさっつっくけ „くうおけすうく”. 
〈ぇおぇ ╅ぇく ′うおけ しすぇゃぇ おさなしす-
くうお, おぇおすけ くぇ くぇせつくけすけ くぇい-
ゃぇくうっ くぇ すのすのくぇ - くうおけすうく, 
すぇおぇ う くぇ さけょぇ くうおけすうぇくぇ.

〈のすのくなす – „しさっょしすゃけ いぇ 
こさっおさぇしくう つせゃしすゃぇ”. ‶け-
しすっこっくくけ すのすのくなす うょゃぇ くぇ 
きけょぇ う けす ょうゃけ うくょうぇくしおけ 
さぇしすっくうっ しすぇゃぇ „おせかすせさくけ” 
さぇしすっくうっ. ╁ ╄ゃさけこぇ いぇこけつ-
ゃぇす ょぇ おせかすうゃうさぇす すのすのくぇ 
こさっい ゃすけさぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 
16-すう ゃっお う ょぇ ゅけ けすゅかっあょぇす 
おぇすけ “しさっょしすゃけ いぇ こさっおさぇしくう 
つせゃしすゃぇ”. „′うとけ くっ きけあっ ょぇ 
しっ しさぇゃくう し すのすのくぇ, すけゃぇ っ 
しすさぇしすすぇ くぇ ょけしすけえくうすっ たけさぇ, 
う すけいう, おけえすけ あうゃっっ ぉっい すの-
すのく, くっ いぇしかせあぇゃぇ ょぇ あうゃっっ.”, 
とっ おぇあっ こけ-おなしくけ こさけつせすうはす 
しかせゅぇ くぇ ╃けく ╅せぇく けす っょくけ-
うきっくくぇすぇ こうっしぇ くぇ ╋けかうっさ.                                                                                                                                     
‶せてっくっすけ しっ さぇいこさけしすさぇくは-

ゃぇかけ ゃしっ こけゃっつっ う こけゃっつっ, 
ゃなこさっおう つっ くぇ くはおけう きっしすぇ 
しっ ゃなゃっあょぇかう いぇぉさぇくう… ╇い-
ゃっしすくけ っ, つっ ‶っすなさ ┶ ╁っかうおう 
こさっきぇたくぇか いぇぉさぇくぇすぇ いぇ すの-
すのくけこせてっくっ, すなえ おぇすけ しぇきうはす  
すけえ しすぇくぇか しすさぇしすっく こせてぇつ 
しかっょ っょくけ しゃけっ こけしっとっくうっ ゃ 
》けかぇくょうは. ╇きっくくけ すけえ ゃなゃっか 
しゃけぉけょくぇすぇ こさけょぇあぉぇ くぇ すの-
すのく こさっい 1697 ゅ. ¨す すけいう きけ-
きっくす すのすのくけこせてっくっすけ しすぇゃぇ 
すけかおけゃぇ きぇしけゃけ, つっ ゅけ しさぇゃ-
くはゃぇす し っこうょっきうは.

¨すさけゃぇすぇ くうおけすうく. ╃くっし しっ 
いくぇっ, つっ たうきうはすぇ くぇ すのすのくぇ っ 
きくけゅけ ぉけゅぇすぇ – ういけかうさぇくう しぇ 
けおけかけ 4 000 たうきうつっしおう ゃっ-
とっしすゃぇ, こけゃっつっすけ けす すはた すけお-
しうつくう. ¨しくけゃくけすけ ゃっとっしすゃけ ゃ 
すのすのくぇ, し おけっすけ しぇ しゃなさいぇくう 
ゃしうつおう くっゅけゃう ゃないょっえしすゃうは 
ゃなさたせ つけゃっておうは けさゅぇくういなき, 
っ くうおけすうくなす. ‶さっょう ゃしうつおけ 
すけえ いぇしはゅぇ くっさゃくぇすぇ  しうしすっきぇ. 
‶けこぇょぇえおう ゃ ぉっかうすっ ょさけぉけゃっ, 
しっ せすぇはゃぇ う くぇすさせこゃぇ. ╋くけゅけ 
ぉなさいけ しっ ゃしきせおゃぇ ゃ おさなゃすぇ - 
っょくぇ っょうくしすゃっくぇ ちうゅぇさぇ しな-
ょなさあぇ 6-8 ゅ くうおけすうく, けす おけう-
すけ 3-4 きゅ こけこぇょぇす ゃ おさなゃすぇ. 
╁ きけいなつくうすっ おかっすおう くうおけすう-
くなす こけこぇょぇ しぇきけ いぇ 7 しっおせく-
ょう… しかっょ こなさゃけすけ ゃょうてゃぇくっ. 
]きなさすけくけしくぇ ょけいぇ くうおけすうく, 
こけ すゃなさょっくうっすけ くぇ かっおぇさう-
すっ, っ 50-100 きゅ, おけうすけ しっ しな-
ょなさあぇす ゃ 1-2 おせすうう ちうゅぇさう.                                                                             
] すっつっくうっ くぇ ゃさっきっすけ けさゅぇ-
くういきなす くぇ こせてぇつぇ こさうゃうおゃぇ 
おなき こけしすけはくくけ こけしすなこゃぇとうすっ 
ゃ くっゅけ ょけいう くうおけすうく. [っちっこ-
すけさうすっ しゃうおゃぇす う こけしすけはくくけ 
しぇ ゃ しすぇょうえ くぇ こさっゃないぉせ-
ょぇ. ‶けしすっこっくくけ けさゅぇくういきなす 
しっ ぇょぇこすうさぇ おなき くうおけすうくぇ 
う すけ すぇおぇ, つっ おけかうつっしすゃぇすぇ, 
おけうすけ しぇ くせあくう いぇ しすさぇし-
すっく こせてぇつ, きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす 
しきなさすけくけしくう いぇ くぇつうくぇっと.                                                                                                                                 
╊っおぇさうすっ けこさっょっかはす こせてっくっ-
すけ おぇすけ こなさゃぇ くぇさおけすうつくぇ いぇ-
ゃうしうきけしす. ‶け ょぇくくう くぇ ]╆¨, 
すのすのくっゃぇすぇ っこうょっきうは ょくっし 
けぉたゃぇとぇ ゃ しきなさすけくけしくぇ たゃぇす-
おぇ けす 1/3 ょけ 1/2 けす こせてぇつう-
すっ, しなおさぇとぇゃぇえおう あうゃけすぇ うき 
しさっょくけ し 15 ゅけょうくう. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╉くうゅぇ いぇ こさっきうっさぇ 
╀けえおけ ╀けさうしけゃ くぇこうしぇ 

ぉうゃてうはす かうょっさ くぇ ╉′]╀ う 
くぇしすけはと こさっょしっょぇすっか くぇ 
¨ぉっょうくっくうは ぉかけお くぇ すさせ-
ょぇ こさけそ. ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ. 
′けゃぇすぇ  おくうゅぇ っ しなし いぇゅかぇ-
ゃうっ, いぇうきしすゃぇくけ けす おせかすけ-
ゃぇすぇ さっこかうおぇ くぇ ゃかぇょっすっ-
かは くぇ 《さぇくちうは - おさぇか ╊せう 
14-すう „╃なさあぇゃぇすぇ - すけゃぇ 
しなき ぇい”.  
]けちうけかけゅなす, おけえすけ っ うい-

ゃっしすっく し すけゃぇ, つっ けとっ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ くぇ すけすぇかうすぇさくぇ-
すぇ ょなさあぇゃぇ こさなゃ こうしぇ いぇ 
けすつせあょっくうっすけ こさう しけちうぇ-
かういきぇ, ういょぇょっ くけゃぇ おくう-
ゅぇ, おけはすけ っ くぇ こぇいぇさぇ けす 
くぇつぇかけすけ くぇ ょっおっきゃさう. 
╉くうゅぇすぇ こさっょしすぇゃかはゃぇ 
しけちうけかけゅうつっしおう こけさすさっす 

くぇ こさっきうっさぇ ╀けえおけ ╀けさう-
しけゃ. 
』っすうゃけすけ, おけっすけ ゃ さっいの-

きっ きけあっ ょぇ ぉなょっ こさけつっすっ-
くけ う ゃ しこっちうぇかういうさぇくうは 
ぉかけゅ  くぇ こさけそっしけさ ‶っすおけゃ, 
くぇ こさぇおすうおぇ っ けぉっおすうゃっく う 
ぉっいこさうしすさぇしすっく ぇくぇかうい くぇ 
そっくけきっくぇかくうは こけたけょ くぇ 
╀けえおけ ╀けさうしけゃ おなき ゃなさ-
たけゃっすっ くぇ こけかうすうつっしおうは 
きっくうょあきなくす. 〈けゃぇ っ しっさう-
けいくけ ういしかっょゃぇくっ, こさぇゃっとけ 
しけちうけかけゅうつっしおう ぇくぇかうい くぇ 
っょくぇ けす くぇえ-うくすっさっしくうすっ う 
こさけすうゃけさっつうゃう かうつくけしすう ゃ 
ゅけょうくうすっ くぇ こさったけょぇ, おぇ-
おなゃすけ っ  ぉなかゅぇさしおうはす こさっ-
きうっさ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ. 

╆ぇ くぇょ 300 ゃけえくうておう ょかなあくけしすう ゃなゃ ╁すけさぇ きったぇくういうさぇ-
くぇ ぉさうゅぇょぇ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 61-ゃぇ きったぇくういうさぇくぇ ぉさう-

ゅぇょぇ ゃ ╉ぇさかけゃけ っ けぉはゃっく おけくおせさし. 
¨ぉはゃっくうすっ しゃけぉけょくう ょかなあくけしすう いぇ ╁すけさぇ きったぇくういうさぇくぇ 

ぉさうゅぇょぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しぇ 165, ぇ いぇ ぉさうゅぇょぇすぇ ゃ ╉ぇさかけゃけ, 
つぇしす けす おけはすけ っ ょうしかけちうさぇくぇ う ゃ ╉ぇいぇくかなお - 140. 
╉けくおせさしなす  ゃおかのつゃぇ  ういこうす  こけ そういうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ, うい-

こうす-すっしす いぇ けぉとぇ おせかすせさぇ う しなぉっしっょゃぇくっ.
╉けくおせさしくうすっ うくすっさゃのすぇすぇ し おぇくょうょぇすうすっ とっ しっ こさけゃっょぇす ゃ 

こっさうけょぇ けす 18-すう ょけ 28-きう  そっゃさせぇさう 2013 ゅ.
╆ぇ ゃぇおぇくすくうすっ ゃけえくうておう ょかなあくけしすう きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇす-

しすゃぇす かうちぇ, いぇゃなさてうかう しさっょくう うかう ゃうしてう ゅさぇあょぇくしおう せつう-
かうとぇ ゃ しすさぇくぇすぇ う つせあぉうくぇ, おぇおすけ こさっょゃうあょぇ さぇいおさうすぇすぇ 
こさけちっょせさぇ, けぉはゃっくぇ しなし いぇこけゃっょ くぇ きうくうしすなさぇ くぇ けすぉさぇくぇ-
すぇ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ┿くぬけ ┿くゅっかけゃ けす 23-すう くけっきゃさう 
すぇいう ゅけょうくぇ. 
╉ぇくょうょぇすうすっ いぇ ゃけっくくぇ しかせあぉぇ すさはぉゃぇ ょぇ こけょぇょぇす いぇはゃかっ-

くうは ょけ おけきぇくょうさうすっ くぇ ゃけっくくうすっ そけさきうさけゃぇくうは つさっい ╁けっく-
くけ けおさなあうっ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
╁しうつおう おけくおせさしう ゃ けぉはゃっくうすっ ょくう とっ いぇこけつゃぇす ゃ 9 つぇしぇ う 

とっ しっ こさけゃっあょぇす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 》ぇしおけゃけ.  
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ しゃけぉけょくうすっ  ょかなあくけしすう う いぇ おけく-

おせさしうすっ きけあっ ょぇ ぉなょっ くぇきっさっくぇ ゃ ¨ぉかぇしすくうは ゃけっくっく けすょっか 
ゃ けぉとうくぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, しすぇは わ 317 う ╁けっくくけ けおさなあうっ - 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ╁けっくっく けすょっか - ╉ぇいぇくかなお うかう くぇ すっかっそけくう: 
0431/98 366;  98 370 – ╁けっくっく けすょっか – ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 

う 042 / 62 33 93;  042 / 62 32 31;  042 /61 48 11;  042 / 61 
48 12 - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.

〈┿

╀かういけ 370 000 っゃさけ とっ せしゃけう こさっい すぇいう せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” こけ さぇい-
かうつくう っゃさけこっえしおう こさけゅさぇきう. ‶け そけくょ „╉けいかけょせえ” とっ しっ せしゃけはす しさっょしすゃぇ いぇ ちはかけしすくけ 

しぇくうさぇくっ う こけょけぉさはゃぇくっ くぇ っくっさゅうえくぇすぇ っそっおすうゃくけしす くぇ せつっぉくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ せつうかうとっすけ, し 

╃ぇ しっ いぇおさうっ けさゅぇくなす くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお う けすきっくう ‶さぇゃうかくうおなす いぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ う ょっえ-

くけしすすぇ きせ. 
〈けゃぇ こさっょかけあっくうっ し こさけっおす いぇ さってっくうっ っ ゃくっしなか ゃ ょっかけ-

ゃけょしすゃけすけ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╃あぇきぇか ‶ぇこぇさ-
かぇくけゃ - けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす こぇさすうは ╊╇╃╄[. 
‶さっょかけあっくうっすけ くぇ ‶ぇこぇさかぇくけゃ っ けす 4-すう ょっおっきゃさう. 〈け 

うょゃぇ しぇきけ しっょきうちぇ, しかっょ おぇすけ ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇく-
かなお くっ せしこは ょぇ ういぉっさっ くけゃ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. ╉ぇくょう-
ょぇすうすっ いぇ こけしすぇ ぉはたぇ ょゃぇきぇ: ょけしっゅぇてくうはす けぉとっしすゃっく こけ-

しさっょくうお ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ う ╂うくおぇ 】っさっゃぇ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”. ╃け 
すぇいう こさけちっょせさぇ しっ しすうゅくぇ, しかっょ おぇすけ こさっい しっこすっきゃさう ういすっつっ 
きぇくょぇすなす くぇ こなさゃうは ゃ うしすけさうはすぇ くぇ きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. 

っゃさけこっえしおう こぇさう とっ しっ そうくぇくしうさぇ う しこっちうぇかういうさぇくぇ こさぇお-
すうおぇ いぇ 20 せつっくうちう ゃ ゅさぇょ ╃さっいょっく, ╂っさきぇくうは, こけ こさけゅさぇきぇ 
„╊っけくぇさょけ” – こさけっおす ╋けぉうかくけしす. 


