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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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„╀かぇゅけょぇさは, つっ しなき あうゃ”. 《うかきなす っ 
しさっょ くぇえ-おぇしけゃうすっ いぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ. 
〈けえ さぇいおぇいゃぇ いぇ けくっいう こっす ょくう, こさっい 

おけうすけ ╁うしけちおう っ くぇ ゅぇしすさけか ゅけょうくぇ こさっ-
ょう しきなさすすぇ しう, こさっあうゃはゃぇえおう すっあなお 
うくそぇさおす. [っあうしぬけさ っ ‶ぬけすさ ╀せしかけゃ, 
しちっくぇさうしす - ′うおうすぇ ╁うしけちおう, しうく くぇ 
かっゅっくょぇさくうは ぉぇさょ. [けかはすぇ くぇ ╁うしけちおう 
しっ ういこなかくはゃぇ けす 40-ゅけょうてくうは ╁かぇょう-
きうさ ╁ょけゃうつっくおけゃ. ╁なこさっおう こけかけあっくうは 
けゅさけきっく すさせょ, すけえ しっ しなゅかぇしはゃぇ うきっすけ 
きせ ょぇ くっ そうゅせさうさぇ ゃ くぇょこうしうすっ, いぇ ょぇ 
くはきぇ いぇ こせぉかうおぇすぇ くっとけ おぇすけ „くぇきっさっすっ 

10-すっ さぇいかうおう“, ぇ ゃくうきぇくうっすけ ょぇ ぉなょっ 
ういちはかけ くぇしけつっくけ ゃなさたせ ゅけかっきうは こけっす し 
おうすぇさぇ. 
〉くうおぇかくうはす ゅかぇし. ′ぇ こさうっきくうすっ うい-

こうすう ゃ ╋》┿〈 おけきうしうはすぇ ょぇゃぇ いぇ ╁うしけちおう 
しかっょくけすけ いぇおかのつっくうっ: „]かせた - ょけぉなさ, 
さうすなき - ょけぉなさ, こっゃつっしおう ゅかぇし - くはきぇ“. 
′ぇかぇゅぇ しっ いぇさぇょう たさうこかうゃうは しう ゅかぇし 
╁うしけちおう ょぇ こけしっとぇゃぇ こさけそっしけさ-けすけかぇ-
さうくゅけかけゅ, おけえすけ きせ ょぇゃぇ ょけおせきっくす, つっ 
ゅかぇしくうすっ きせ しすさせくう しぇ くけさきぇかくう. ╁かぇ-
ょうきうさ こなさゃけくぇつぇかくけ しっ ういはゃはゃぇ おぇすけ 
おけきっょうっく ぇおすぬけさ, くけ しおけさけ さぇいおさうゃぇ 
くけゃぇ, くっこけょけいうさぇくぇ しすさぇくぇ けす しゃけは すぇ-
かぇくす - こなさゃうすっ きせ こっしくう しぇ ゃ しすうか “ょゃけさ-
くぇ さけきぇくすうおぇ”. ‶け-おなしくけ ょさっいゅぇゃうはす きせ 
ゅかぇし う くはおけかおけすけ ぇおけさょぇ, ゃなさたせ おけうすけ 
しぇ しないょぇょっくう こっしくうすっ きせ, とっ しっ こさっゃなさ-
くぇす ゃ っきぉかっきぇ, ぇ すけえ – ゃ くっこけきさなおゃぇとぇ 
いゃっいょぇ. ‶さうっすけ っ ぇゃすけさしおうすっ きせ こっしくう 
ょぇ しっ ょっかはす くぇ ちうおかう: ゃけっくっく, こかぇくうく-
しおう, しこけさすっく, ぉかぇすっく う す.く. 《さけくすけゃぇ-
ちうすっ ゃはさゃぇかう, つっ すけえ かうつくけ っ こさっあうゃはか 
ゃしうつおけ, おけっすけ おぇいゃぇ ゃ こっしくうすっ しう. ╆ぇ-
すゃけさくうちうすっ ぉうかう せゃっさっくう, つっ すけえ っ かっ-
あぇか ゃ いぇすゃけさぇ. ╋けさはちうすっ, ぇかこうくうしすうすっ, 
てけそぬけさうすっ – ゃしうつおう ゅけ しつうすぇかう いぇ っょうく 
けす すはた… 
》ぇきかっす くぇ ╁うしけちおう. ‶なさゃぇすぇ ゅかぇゃ-

くぇ さけかは くぇ ╁うしけちおう っ ゃ „〈ぇゅぇくおぇ” こさっい 
1971 ゅ. こけょ さっあうしせさぇすぇ くぇ ぃさうえ ╊のぉう-
きけゃ. ]こっおすぇおなかなす っ „》ぇきかっす“. ╆ぇ きくけゅけ 
たけさぇ けす さぇいかうつくう こけおけかっくうは すけゃぇ っ くぇえ-
うくすっさっしくうはす う くぇえ-うしすうくしおう 》ぇきかっす, 
こけはゃはゃぇか しっ くぇ しちっくぇ. ‶け-おなしくけ さっ-
あうしぬけさなす とっ こさういくぇっ: „┿おけ ゅけ くはきぇてっ 
╁うしけちおう, くはきぇてっ ょぇ こけしすぇゃはき すぇいう すさぇ-
ゅっょうは. [ぇいぉうさぇ しっ, くぇきっさうたぇ しっ „っおし-
こっさすう“, おけうすけ ょぇ きう さぇいきぇたぇす こさなしす う 
ょぇ きっ こさっょせこさっょはす, つっ っ くっつせゃぇくけ っょうく 
ょけかっく こうはくうちぇ し こさっゅさぇおくぇかうは しう ゅかぇし 
ょぇ おさっとう きけくけかけいうすっ くぇ 》ぇきかっす“. ′け 
っおいぇかすうさぇくぇすぇ こせぉかうおぇ こさっこなかゃぇ しぇ-
かけくぇ くぇ „〈ぇゅぇくおぇ“, ぉうかっすうすっ しゃなさてゃぇす 
しゃっすおぇゃうつくけ. ╁っしすくうちうすっ くっ しこうさぇす しなし 
しせこっさかぇすうゃうすっ: „╁かぇょうきうさ ╁うしけちおう くぇ-
こさぇゃう くっゃないきけあくけすけ. 〈けえ うゅさぇっ さけかはすぇ 
しう ゃしっおう こなす くぇ あうゃけす う しきなさす. ╁しっおう 
こなす すけえ せきうさぇ う しっ さぇあょぇ けすくけゃけ“.                                                                                                                                    
‶せぉかうおぇすぇ たけょう „くぇ ╁うしけちおう“. ╆ぇ 

╁けかけょは ╁うしけちおう „〈ぇゅぇくおぇ” っ ゃっかうおけ 
とぇしすうっ. 〈ぇき すけえ うゅさぇっ きくけゅけ う こっっ こけつ-
すう ゃなゃ ゃしうつおう しこっおすぇおかう, うきぇ う さけかう ゃ 
おうくけすけ. ‶せぉかうおぇすぇ ゃっつっ たけょう „くぇ ╁う-
しけちおう“, おぇいゃぇかう ゃしうつおう. ┿ ╊のぉうきけゃ しう 

しこけきくはか, つっ おけゅぇすけ ╁うしけちおう けすうてなか いぇ 
こさなゃ こなす ゃ „〈ぇゅぇくおぇ” う こさっょかけあうか ょぇ 
きせ ういこっっ っょくぇ こっしっく, さっあうしぬけさなす けつ-
ぇおゃぇか しさっとぇすぇ ょぇ こさけょなかあう くっ こけゃっ-
つっ けす こっす きうくせすう. ]かせつうかけ しっ すぇおぇ, つっ 
しかせてぇか つぇし う こけかけゃうくぇ…                                
╁ すっぇすなさぇ くっ ゃしうつおけ ゃなさゃはかけ ゅかぇょ-

おけ. ╋くけゅけ けす おけかっゅうすっ いぇゃうあょぇかう くぇ 
╁うしけちおう いぇさぇょう こけおさけゃうすっかしすゃけすけ 
くぇ ╊のぉうきけゃ. ╃ゃっ おぇすっゅけさうう たけさぇ くっ 
こけくぇしはかう ╁うしけちおう - „すゃなさょけゅかぇゃうすっ 
しすぇかうくうしすう う っしすっすしすゃぇとうすっ しくけぉう”. 
╄ょくうすっ ゅけ くっくぇゃうあょぇかう いぇさぇょう くっゅけ-

ゃうは たさぇぉなさ, くっけぉせいょぇく, ぇゅさっしうゃっく う  
ぉっしっく ぇくすうおけくそけさきういなき, ぇ ょさせゅうすっ くっ 
きけあっかう ょぇ きせ こさけしすはす ういょっゃぇすっかしすゃけ-
すけ くぇょ ゃしうつおう っかうすぇさくう っしすっすしおう こさう-
かうつうは. ╁うしけちおう, こけっすなす けす くぇえ-ゃうしけおぇ 
こさけそっしうけくぇかくぇ おかぇしぇ, すっ しきはすぇかう いぇ 
あぇかなお ょうかっすぇくす う くっょけょはかぇく しぇきけょっ-
っち… 
╋ぇくうはすぇ こけ ╁うしけちおう. ‶けこせかはさ-

くけしすすぇ くぇ ╁うしけちおう しかっょ 1970 ゅ. さぇし-
すっ かぇゃうくけけぉさぇいくけ. ╆ぇこうしう し せあぇし-
くけ おぇつっしすゃけ, こさっいぇこうしゃぇくう ょっしっすおう 
こなすう, ぉさけょはす うい させしおぇすぇ てうさ, くぇこせし-
おぇす こさっょっかうすっ くぇ しすさぇくぇすぇ う ょけしすうゅぇす 
ょさせゅう ょなさあぇゃう. 〈けえ こっっ いぇ くっとぇ, いぇ 
おけうすけ ゃっしすくうちうすっ くっ こうてぇす, すっかっゃう-
いうはすぇ う さぇょうけすけ くっ ゅけゃけさはす, そうかきうすっ 
う しこっおすぇおかうすっ くっ こけおぇいゃぇす. ‶っしくう いぇ 
ゃけえくぇすぇ, いぇ ょさせあぉぇすぇ, いぇ かのぉけぉすぇ, いぇ 
ういくっゃはさぇすぇ, いぇ ゅかせこけしすすぇ, いぇ ぉっいょぇ-
さうっすけ, いぇ ぉのさけおさぇすういきぇ, いぇ ゃはさぇすぇ ゃ 
╀けゅ, いぇ ぉっいょせたけゃくけしすすぇ, いぇ ぇかおけたけかう-
いきぇ… ╄ょうく いゃせおけけこっさぇすけさ さぇいおぇいゃぇか 
おぇお こさう さっょおうすっ いぇこうしう くぇ ╁うしけちおう くぇ 
あうゃけ ゃ しすせょうけ ぇこぇさぇすくぇすぇ ぉうかぇ こなかくぇ 
し けおけかけ 30-40 きぇゅくっすけそけくぇ くぇ こけつうすぇ-
すっかう. ╆ぇ せしかせゅぇすぇ ょぇ こけかせつぇす おけこうっ けす 
いぇこうしぇ くぇ ぉけゅけすゃけさっくうは けす すはた こっゃっち, 
すっ „こかぇとぇかう“ し ぉせすうかおぇ おけくはお. ′はおけう 
くぇたけょつうゃう そっくけゃっ ょけさう しっ こさったさぇく-
ゃぇかう し すぇおなゃ „ぉういくっし“.         
╉せきうさなす くぇ きくけゅけ あっくう. ╃なかゅう 

ゅけょうくう ゃ ]なゃっすしおうは しなのい ゃなさゃはか てっ-
ゅけゃうすうはす ういさぇい: ╃ぇかう とっ しっ くぇきっさう 
させしおうくは, おけはすけ ょぇ くっ っ ゃかのぉっくぇ ゃなゃ 
╁うしけちおう? ╄しすっしすゃっくけ, おぇおすけ ゃ あうゃけすぇ 
くぇ ゃしっおう ういゃっしすっく う きぇゅくっすうつっく きなあ, 
う ゃ くっゅけゃうは しぇ こさっこかっすっくう さぇいかうつくう 
うきっくぇ くぇ あっくう, おけうすけ こけくぇしはす せあぇし-
くうは きせ ぇかおけたけかういなき, ぉなさてぇす おさなゃすぇ 
う こけすすぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさうしすなこうすっ きせ う 
おけうすけ ゅけ けぉうつぇす う けぉけあぇゃぇす: おさぇしぇゃう-
ちぇすぇ 〈ぇすはくぇ ╇ゃぇくっくおけ – ゅけかはきぇすぇ すぇえ-
くぇ くぇ ぉぇさょぇ, おけはすけ きせ さぇあょぇ ょなとっさは 
′ぇしすは, いぇ おけはすけ ╁うしけちおう しっ ゅさうあう, くけ 
すぇおぇ う くっ え ょぇゃぇ うきっすけ しう; てぇさきぇくすくぇ-
すぇ ぇおすさうしぇ ╊うけくっかぇ ‶うさぬけゃぇ; ぇおすさうしぇ-
すぇ ╉かぇさぇ [せきはくけゃぇ, こけいくぇすぇ おぇすけ ゅかぇしぇ 
くぇ ╆ぇっおぇ けす „′せ, こけゅけょう!“; ぇおすさうしぇすぇ-
いゃっいょぇ ╇さうくぇ ‶っつっさくうおけゃぇ; きかぇょぇ-
すぇ ぇおすさうしぇ ╇さうくぇ ╋ぇいせさおっゃうつ, おけはすけ 
くっ しっ けすくぇしはかぇ し くっゅけ おぇすけ おなき うょけか, 
おけっすけ ょけしすぇ ゅけ けいぇょぇつぇゃぇかけ; けきなあっ-
くぇすぇ きぇくっおっくおぇ ╂ぇかは, おけはすけ しなしうこゃぇ 
あうゃけすぇ しう いぇさぇょう くっゅけ; ういゃっしすくぇすぇ 

ぇおすさうしぇ ╊ぇさうしぇ ╊せあうくぇ, いぇ おけはすけ すけえ 
こうてっ こっしっくすぇ „¨くぇ ぉにかぇ ゃ ‶ぇさうあっ“; 
18-ゅけょうてくぇすぇ ¨おしぇくぇ – こけしかっょくぇすぇ きせ 
かのぉけゃ, いぇ おけはすけ すけえ しなあぇかはゃぇか, つっ くっ 
きけあっ ょぇ しっ けあっくう いぇさぇょう ╋ぇさうくぇ, う 
おけはすけ  ぉうかぇ ょけ くっゅけ ゃ こけしかっょくうは きせ つぇし.                                                                                                                
╇しすうくぇすぇ っ, つっ あっくうすっ, ゃかのぉっくう ゃ くっゅけ, 
ぉうかう きうかうけくう. ′け けくっいう, おけうすけ すけえ っ 
けぉうつぇか, しぇ きぇかおけ. ╄ょうく けす くぇえ-ゃっかうおう-
すっ させしくぇちう くぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ うきぇ すさう 
ぉさぇおぇ.
╇いけかょぇ ╅せおけゃぇ. ╆ぇこけいくぇゃぇす しっ ゃ 

╋》┿〈, あっくはす しっ くぇぉなさいけ. ‶なすうとぇすぇ うき 
しっ さぇいょっかはす, いぇとけすけ さぇいこさっょっかっくうっ-
すけ ういこさぇとぇ ╇いぇ ゃ ╉うっゃ, ぇ しかっょ すけゃぇ ゃ 
[けしすけゃ くぇ ╃けく. 〈っかっそけくうすっ こさっゅさはゃぇす. 

╁けゃぇ え いゃなくう おぇすけ こけぉなさおぇく, ゃしっおう ょっく 
こうてっ こうしきぇ. ′け おけゅぇすけ しぇ いぇっょくけ, ╇いぇ 
╁うしけちおぇ しっ ょさぇいくう けす こっしくうすっ きせ: „╉な-
ょっすけ う ょぇ けすうょったきっ, ゅけ おぇさぇたぇ ょぇ こっっ. 
〈っ しかせてぇたぇ いぇ こなさゃう こなす, ぇ ぇい いぇ 101-
ゃう.” ]かっょ ゅけょうくう, ゃ っょうく ゅけさっと かっすっく 
ょっく, すは とっ つせっ おぇお けす っょうく こさけいけさっち 
ゅさなきゃぇす „╉けくう こさうゃっさっょかうゃにっ“ う とっ 
けしすぇくっ こけすさっしっくぇ, ゃくっいぇこくけ けしないくぇかぇ 
おけかおけ かっおけきうしかっくけ しっ っ けすくぇしはかぇ おなき 
つけゃっおぇ, おけえすけ っ きくけゅけ こけ-ゅけかはき, けすおけか-
おけすけ きけあっかぇ ょぇ しう こさっょしすぇゃう. ╃ゃぇきぇすぇ 
しぇ いぇっょくけ 7 ゅけょうくう. ╆ぇ しなゃきっしすくうは うき 
あうゃけす ╇いぇ さぇいおぇいゃぇ ゃ おくうゅぇすぇ しう „╉さぇす-
おけ とぇしすうっ いぇ ちはか あうゃけす“.
╊のょきうかぇ ┿ぉさぇきけゃぇ. ′っゃっさけはすくけ 

っさせょうさぇくぇ, くっあくぇ う こさっょぇくぇ, きぇえおぇ-
すぇ くぇ ょゃぇきぇすぇ きせ しうくけゃっ - ┿さおぇょうえ う 
′うおうすぇ, し おけゅけすけ ょくっし さなおけゃけょはす きせいっは 
くぇ ╁うしけちおう, ゃうくぇゅう っ ぉうかぇ くぇえ-ぉかうい-
おうはす きせ つけゃっお. ╊のょきうかぇ ゅけ しつうすぇ いぇ  
くぇえ-おさぇしうゃうは, ぉっいしすさぇてっく う ゃっかうおけ-
ょせてっく きなあ. ╆ぇ こなさゃう こなす すは ゅけ ゃうあょぇ 
こさっょ たけすっか „╄ゃさけこぇ“ - ういたゃなさかっく, ぉうす, 
けおなさゃぇゃっく, し さぇいおなしぇくぇ さういぇ. ′うすけ いぇ 
きうゅ くっ しっ いぇきうしかは, ういゃぇあょぇ しっきっえくうは 
こさなしすっく し ぇきっすうしす う こかぇとぇ ょなかゅぇ ゃ 
さっしすけさぇくすぇ, ゃ おけえすけ くぇこなかくけ くっこけいくぇ-
すうはす しっ っ くぇこうか う ういこけすさけてうか ゃしうつおけ. 
〈けえ, さぇいぉうさぇ しっ, ゅさぇぉゃぇ おうすぇさぇすぇ う え 
ぉかぇゅけょぇさう しなし しっさっくぇょぇ. „¨きなあっすっ しっ 
いぇ きっく!“, こぇょぇ くぇおさぇは くぇ おけかっくっ すけえ. 
╊のしは くぇせつぇゃぇ, つっ ╁うしけちおう っ あっくっく いぇ 
╇いぇ, くけ いぇ くっは すけゃぇ くはきぇ いくぇつっくうっ. 
〈さなゅゃぇえおう くぇ ゅぇしすさけか, すけえ え けしすぇゃは 
こけしかぇくうっ: „¨ぉうつぇき すっ! ┿い しなき ╁かぇ-
ょうきうさ ]うきぬけくけゃうつ ╁うしけちおう. ╅っくっく 
しなき. 】っ しっ さぇいゃっょぇ! 】っ ぉなょぇ し すっぉ!“                                                                                                                       
╇ すけいう ぉさぇお くぇ ╁うしけちおう すさぇっ 7 ゅけょうくう. 
‶さっい すけゃぇ ゃさっきっ しっ こけはゃはゃぇす しうくうすっ 
けつう くぇ ╋ぇさうくぇ ╁かぇょう… „[けきぇく しかせつうか-
しは こさけしすけ すぇお, さけきぇく すぇお しすさぇくくけ くぇ-
つぇかしは…“
„╆ょさぇゃしすゃせえ, ねすけ は!” ぃかう くぇ 1967 

ゅ. いぇ ╁うしけちおう っ くっけぉうおくけゃっく. 〈けえ っ 
くぇつぇかけすけ くぇ っょくぇ けす くぇえ-さけきぇくすうつくう-
すっ ゃさないおう くぇ しすけかっすうっすけ. ]さっとぇすぇ きせ し 
ぇおすさうしぇすぇ し させしおけ こけすっおかけ ╋ぇさうくぇ ╁かぇ-
ょう しすぇゃぇ ゃ っょうく さっしすけさぇくす - ぉうかけ, しは-

╇]╅╉¨〈¨『  ╇¨』《を[¨

1 きうかうけく う 600 たうかはょう かっゃぇ とっ さぇいこかぇとぇ いぇ しすぇ-
さう いぇょなかあっくうは けす くけゃうは ぉのょあっす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお. 〈っ しぇ つぇしす けす くぇしかっょっくうは ょなかゅ けす 6 きうかうけくぇ 
かっゃぇ けす こさっょたけょくうは おきっすしおう きぇくょぇす. ‶さっい 2012 ゅけ-
ょうくぇ けぉとけ けす けぉとうくしおぇすぇ たぇいくぇ いぇ  さぇいこかぇとぇくっ くぇ 
しすぇさう いぇょなかあっくうは ぉはたぇ いぇょっかっくう 2 きうかうけくぇ う 800 
たうかはょう かっゃぇ. 
╃け おさぇは くぇ はくせぇさう ¨ぉとうくぇすぇ とっ さぇいこかぇすう くぇ 

100% けしすぇすなつくうすっ しすぇさう いぇょなかっあっくうは おなき そうさ-
きぇすぇ, いぇさっあょぇとぇ し ゅけさうゃぇ けぉとうくしおう しけちうぇかくう う 
せつっぉくう いぇゃっょっくうは - „╉さけくけし ╄おけこっすさけかうせき”. ]せきぇ-
すぇ っ 315 たうかはょう かっゃぇ. ╁なこさっおう ゅさぇそうちうすっ いぇ さぇい-
しさけつっくけ こかぇとぇくっ, いぇ こなさゃうすっ 20 ょくう くぇ はくせぇさう けす 
そうさきぇすぇ しぇ くぇこさぇゃうかう うしおぇくうは いぇ 15 いぇこけさぇ くぇ 
けぉとうくしおうすっ しきっすおう いぇさぇょう しすぇさうすっ くっこけおさうすう いぇ-
ょなかあっくうは. 

[せしおう こけっす, こっゃっち, ぇおすぬけさ, こうしぇすっか. ╁かぇょうきうさ ╁う
しけちおう っ さけょっく くぇ 25.01.1938 ゅ. ゃ ╋けしおゃぇ, くぇ ‶なさゃぇ 
╋っとぇくしおぇ. ╀ぇとぇ きせ っ こけかおけゃくうお, ゃっすっさぇく けす ゃけえくぇ
すぇ, きぇえおぇ きせ – こさっゃけょぇつおぇ けす くっきしおう っいうお. ╃ゃっ ゅけょう
くう あうゃっっ し ぉぇとぇ しう ゃ ╂っさきぇくうは, ぇ しかっょ いぇゃさなとぇくっすけ 
しう - ゃ ╋けしおゃぇ, くぇ ╀けかぬてけき おぇさっすくけき こっさっせかおっ. 〉つう 
ゃ ╋けしおけゃしおうは うくあっくっさくけすったくうつっしおう うくしすうすせす, くけ ゅけ 
くぇこせしおぇ う こけしすなこゃぇ ゃ ぇすぬけさしおうは おかぇし おなき しすせょうはすぇ 
くぇ ╋》┿〈. ¨す 1964 ゅ. っ ゃ ╋けしおけゃしおうは すっぇすなさ „〈ぇゅぇく
おぇ”, おなょっすけ さぇぉけすう ょけ おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう. ╀うか っ くぇ 
すせさくっすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, 〉くゅぇさうは, ぃゅけしかぇゃうは, 《さぇくちうは, 
╂っさきぇくうは, ‶けかてぇ. ‶けしっとぇゃぇか  っ 《さぇくちうは, ]┿】, ╉ぇ
くぇょぇ, 〈ぇうすう. ╉けくちっさすうすっ きせ ゃ さぇいかうつくう すけつおう くぇ しゃっ
すぇ しぇ くぇょ 1000. ′ぇこうしぇか っ くぇょ 800 しすうたけすゃけさっくうは, けす 
おけうすけ こけかけゃうくぇすぇ しぇ しすぇくぇかう こっしくう. ┿ゃすけさ っ くぇ しちっ
くぇさうう う さけきぇくう. ╇きぇ けおけかけ 30 さけかう ゃなゃ そうかきう. ′ぇ 
くっゅけゃけ うきっ しぇ おさなしすっくう すっぇすさう, おけさぇぉう, しぇきけかっすう, 
しおぇかう, ゃなさたけゃっ う こさけたけょう. ╇きぇ う ぇしすっさけうょ し うきっ
すけ きせ. ′ぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ぉうゃてうは ]]][ しぇ ういょうゅくぇすう 
くぇょ 20 くっゅけゃう こぇきっすくうおぇ. ‶さっい 1986 ゅ. こけしきなさすくけ 
きせ っ こさうしなょっくけ いゃぇくうっすけ „╆ぇしかせあうか ぇさすうしす”. 

》ちそなけしあさてけねせけてか たちかえしかおけ う „╅ちつかせあし” くあたそねうあて たちかく すあちて

╀なかゅぇさうすっ しっさうけいくけ こけょちっくはゃぇす ゃぇあ-
くけしすすぇ くぇ しなさょっつくけしなょけゃうすっ う けくおけ-

かけゅうつくうすっ いぇぉけかはゃぇくうは, くっいぇゃうしうきけ, つっ 
すっいう ょゃっ ゅさせこう ょなさあぇす こなさゃっくしすゃけすけ おぇすけ 
こさうつうくぇ いぇ いぇぉけかっゃぇっきけしす, すさせょけせしすさけ-
はゃぇくっ う しきなさすくけしす せ くぇし. 〈っいう すさっゃけあくう 
ょぇくくう けこけゃっしすうたぇ しけちうけかけいう ゃ こなさゃうは きっ-
しっち くぇ すぇいう ゅけょうくぇ しかっょ けぉしすけえくけ くぇちうけ-

くぇかくけ こさっょしすぇゃうすっかくけ こさけせつゃぇくっ. 
『っかすぇ くぇ しおさうくうくゅぇ ぉっ ょぇ しっ こさけゃっさう ょけ 

おぇおゃぇ しすっこっく うくけゃぇちううすっ ゃ いょさぇゃくぇすぇ しうし-
すっきぇ きけゅぇす ょぇ しくうあぇす こさけちっくすぇ いぇぉけかっゃぇっ-
きけしす くぇ ぉなかゅぇさうすっ.  
¨す すさっゃけあくうすっ ょぇくくう くぇ しけちうけかけいうすっ しすぇゃぇ 

はしくけ, つっ しぇきけ 2-きぇ くぇ ゃしっおう 10 ぉなかゅぇさう ょっ-
おかぇさうさぇす, つっ こさうっきぇす いぇ しっぉっ しう おぇすけ けこぇし-
くけしす ぉけかっしすうすっ くぇ しなさちっすけ. ̈ とっ こけ-しすさぇてくけ 
っ くっゅかうあうさぇくっすけ けす しすさぇくぇ くぇ こなかくけかっすくう-
すっ ゅさぇあょぇくう くぇ ╀なかゅぇさうは くぇ けこぇしくけしすすぇ ょぇ 
しっ さぇいぉけかっはす けす けくおけかけゅうつくけ いぇぉけかはゃぇくっ - 
しぇきけ 4% けす いぇこうすぇくうすっ しつうすぇす, つっ しぇ いぇしすさぇ-
てっくう けす すけいう ぉうつ. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ きっょうちうくしおぇすぇ しすぇすうしすうおぇ 

いぇ いょさぇゃくうは しすぇすせし くぇ くぇしっかっくうっすけ せ くぇし 
こけおぇいゃぇ, つっ し ぉかういけ 10% いぇ こけしかっょくうすっ 
ょゃっ ゅけょうくう っ くぇさぇしくぇか ょっかなす くぇ ぉなかゅぇさうすっ, 
しすさぇょぇとう けす たさけくうつくけ いぇぉけかはゃぇくっ. ╁ おさぇは 
くぇ  2012 ゅ. すけえ っ ょけしすうゅくぇか ょけ くうゃけ 30% けす 
けぉとうは ぉさけえ くぇ くぇしっかっくうっすけ. 〈けゃぇ けいくぇつぇ-
ゃぇ, つっ ゃしっおう すさっすう せ くぇし こけこぇょぇ ゃ ゅさせこぇすぇ 
くぇ たさけくうつくけ ぉけかっょせゃぇとうすっ. ]なとっゃさっきっくくけ 
けぉぇつっ 88% けす ぉなかゅぇさうすっ こさっちっくはゃぇす いょさぇ-
ゃっすけ しう おぇすけ „けすかうつくけ” うかう „ょけぉさけ”. 

╃ぇきうすっ けす ╇くくぇさ 〉うか ╉かせぉ ╉ぇいぇくかなお こさうったぇ ぉかういおけ ゃ しなさ-
ちぇすぇ しう しなょぉぇすぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ くぇ ぇさしぇくぇかしおうは すぇすおけ 

′うおけかぇえ ′うおけかけゃ う あっくぇ きせ ]ゃっすかぇ ╃うきうすさけゃぇ, くぇせつう „〈さうぉせ-
くぇ ┿さしっくぇか”. ] こけきけとすぇ くぇ こさうはすっかう う こさうはすっかおう けす ょぇきしおうは 
おかせぉ う [けすぇさう おかせぉ – ╉ぇいぇくかなお しっきっえしすゃけすけ し ょゃっすっ ぉけかくう 
15-ゅけょうてくう ぉかういくぇつおう, いぇ おけうすけ ゃっつっ こうしぇたきっ, こさけょなかあぇ-
ゃぇ ょぇ こけかせつぇゃぇ こけょぇさなちう – くっけすかけあくけ くせあくう いぇ すっあおけすけ うき 
っあっょくっゃうっ. ╂さうあぇすぇ いぇ すっあおけ ぉけかくぇすぇ ′うくおぇ, おけはすけ うきぇ ょっす-
しおぇ ちっさっぉさぇかくぇ こぇさぇかういぇ, ゃっつっ とっ ぉなょっ こけ-かっしくぇ, しかっょ おぇすけ 
ょゃぇすぇ おかせぉぇ けぉっょうくうたぇ せしうかうはすぇ しう. ╀ういくっしきっくなす ╂っけさゅう 】っ-
さっゃ こけょぇさう くぇ しっきっえしすゃけすけ ゃぇくぇ いぇ ぉぇくは, きけくすぇあなす ぉっ こけょこけ-
きけゅくぇす し きぇすっさうぇかう う すさせょ, けしうゅせさっくう けす ╇くくぇさ 〉うか う [けすぇさう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ┿おしっしけぇさう いぇ ぉぇくはすぇ ょぇさう 》さうしすけ ╀けのおかうっゃ, ょさせゅ 
ぉういくっしきっく – 〈ぇくつけ ╋うたぇえかけゃ, こけきけゅくぇ し すさぇくしこけさす. ╁ぇせつっさう 
いぇ こぇいぇさせゃぇくっ う ぉっいこかぇすくけ けぉせつっくうっ ゃ ておけかぇ こけ ぇくゅかうえしおう いぇ 
6-ゅけょうてくうは しうく ╁ぇしおけ けしうゅせさう ょさせゅけ しっきっえしすゃけ おぇいぇくかなつぇくう, 
こけあっかぇかけ ょぇ けしすぇくっ ぇくけくうきくけ. ┿くけくうきくぇ ょぇさうすっかおぇ こけょくけ-
ゃう ゅぇさょっさけぉぇ くぇ すさうすっ ょっちぇ, ょさせゅけ けすいうゃつうゃけ しっきっえしすゃけ しっ 
こけゅさうあう いぇ きけくすぇあぇ くぇ ゃぇくぇすぇ う いぇ くけゃ ぉけえかっさ いぇ ]ゃっすかぇ う 
′うおけかぇえ う こけょぇさう かせおしけいっく しっさゃうい いぇ つぇえ う おぇそっ いぇ くけゃうは 
ぇこぇさすぇきっくす, ゃ おけえすけ ゃかっいっ すはたくけすけ しっきっえしすゃけ. ╃ゃぇきぇすぇ ゃっつっ 
しぇ こけょさっょうかう ゃしうつおけ ゃ くけゃけすけ けぉとうくしおけ あうかうとっ, こさっょけしすぇ-
ゃっくけ しさっとせ しうきゃけかうつっく くぇっき. ╃ぇさっくうすっ けす ╉けかっょくぇすぇ おぇき-
こぇくうは ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ぉかういけ 3000 かゃ. しぇ さぇいつっすっくう ょけ しすけすうくおぇ いぇ くけゃけ けぉいぇゃっあょぇくっ 
くぇ こさぇいくうは ぇこぇさすぇきっくす. ╃ぇきうすっ けす ╉かせぉ Zonta ゃ ‶かけゃょうゃ おせ-
こうたぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ ぉけえかっさ, ぇ おぇいぇくかなておうはす きぇゅぇいうく „╅っくは” 
ういこさぇすう ちはか おぇてけく し こさっこぇさぇすう う おけくしせきぇすうゃう いぇ ょけきぇ.
╇くくぇさ 〉うか ╉かせぉ ╉ぇいぇくかなお こさけょなかあぇゃぇ ょぇ くぇぉうさぇ しさっょしすゃぇ, 

おけうすけ とっ ぉなょぇす こさっょぇょっくう くぇ しっきっえしすゃけすけ いぇ くっけすかけあくう くせあ-
ょう う いぇ こさっょしすけはとぇすぇ けこっさぇちうは くぇ ゃしっけすょぇえくぇすぇ きぇえおぇ ]ゃっす-
かぇ ╃うきうすさけゃぇ.
′っいさはとぇすぇ ╂ぇかは せつう ゃ 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは, ′うくぇ っ いぇ-

ゃうくぇゅう くぇ かっゅかけ, ぇ きぇかおうはす ╁ぇしおけ くぇっしっく とっ ぉなょっ こなさゃけおかぇ-
しくうお. ]っきっえしすゃけすけ ぉかぇゅけょぇさう くぇ ゃしうつおう, おけうすけ しっ けすいけゃぇたぇ, う 
くっ しこうさぇ ょぇ ゅう ぉかぇゅけしかぇゃは: しすけさっくけすけ ょけぉさけ ょぇ うき しっ ゃなさくっ 
きくけゅけおさぇすくけ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

156 そういうつっしおう かうちぇ けす けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
しぇ “こさけこせしくぇかう” ょぇ ゃくっしぇす ゃ ぉのょあっすぇ くぇょ 2 きかく. 
かっゃぇ. ]せきうすっ しぇ けす くっょっおかぇさうさぇく う くっゃくっしっく ょぇ-
くなお けぉと ょけたけょ う しぇ せしすぇくけゃっくう しかっょ こさうおかのつうかう 
さっゃういうう くぇ かうちぇすぇ. ╁ たけょぇ くぇ さっゃういうけくくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ うくしこっおすけさうすっ こけ こさうたけょうすっ けす ¨そうしぇ 
くぇ ′┿‶ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しぇ いぇこけさうさぇかう ぇおすうゃう, 
ぉぇくおけゃう しきっすおう, ょゃうあうきけ うかう くっょゃうあうきけ うきせとっ-
しすゃけ くぇ „さぇいしっはくうすっ” ゅさぇあょぇくう. 
╁ きぇしけゃうは しかせつぇえ こさう さっゃういうさぇくうすっ かうちぇ しすぇゃぇ 

ょせきぇ いぇ けすおさうすけ  くっしなけすゃっすしすゃうっ きっあょせ こさうすっあぇ-
ゃぇくけ うきせとっしすゃけ う ょっおかぇさうさぇくう ょけたけょう.

おぇて しぇ しっ こけいくぇゃぇかう けすこさっょう. „〈けえ 
ぉってっ すけかおけゃぇ くぇたぇかっく. ╁っょくぇゅぇ きう 
おぇいぇ: „】っ しすぇくって きけは あっくぇ…“ ╆ぇ-
こけつゃぇ ぉはしくけ いゃなくっくっ ゃなゃ 《さぇくちうは, 
しかっょゃぇす っあっょくっゃくう こうしきぇ, しすうたけゃっ, 
すぇえくう しさっとう. 〈ぇおぇ ちはか しゃはす さぇいぉう-
さぇ, つっ すけえ くぇぉうさぇ „ゃっつくにっ 07u う 
きけかう すっかっそけくうしすおぇすぇ ょぇ ゅけ しゃなさあっ 
し ‶ぇさうあ. ╆ぇ ょぇ え おぇあっ: „╆ょさぇゃしすゃせえ, 
ねすけ は!“ ╃ゃぇきぇすぇ かっすはす っょうく おなき ょさせゅ 
すけかおけゃぇ つっしすけ, おけかおけすけ ょさせゅうすっ 
たけさぇ しっ おぇつゃぇす くぇ すさぇきゃぇえ. ╋ぇさう-
くぇ けこうしゃぇ すけいう こっさうけょ ゃ おくうゅぇすぇ しう 
„╁かぇょうきうさ - こさっおなしくぇすうはす こけかっす“.                                                                                                                           
╅うゃっはす ゃ ぉさぇお 12 ゅけょうくう – ゃ くっ-

こさっおなしくぇすう さぇいょっかう, しくうきおう, ゅぇし-
すさけかう... う ゃしっ すぇおぇ ゃかのぉっくう! 
╁さっきっすけ くっ しすうゅぇかけ, いぇ ょぇ さぇい-
ぉっさぇす おぇおゃけ ゅう しゃなさいゃぇ. ‶さっい 
ゃしうつおうすっ すっいう ゅけょうくう ╋ぇさうくぇ 
しっ きなつう ょぇ いぇぉぇゃう かせょっておうは 
さうすなき くぇ あうゃけす くぇ ╁うしけちおう. 
“〈さはぉゃぇ ょぇ しっ さぇぉけすう!” – ぉうかぇ 
くっゅけゃぇすぇ かのぉうきぇ そさぇいぇ. ‶う-
てっか こっしくうすっ しう くけとっき. ]こはか 
こけ 3-4 つぇしぇ. ‶さうぉうさぇか しっ けす 
さぇぉけすぇ う いぇこけつゃぇか ょぇ さぇぉけすう. 
〈は きせ こさぇゃっかぇ つぇえ う しはょぇかぇ 
すうたけ ゃ なゅなかぇ, いぇ ょぇ くっ きせ こさっ-
つう. ′ぇ くっは しぇ こけしゃっすっくう ゅけかは-
きぇ つぇしす けす かのぉけゃくうすっ きせ しすう-
たけすゃけさっくうは.
]きなさすすぇ くぇこけきくは いぇ しっぉっ 

しう… 〈けえ あうゃはか ぉせさくけ う くっ 
こけ こさぇゃうかぇすぇ, すなさしうか あうゃけすぇ 
し ゃしうつおうすっ きせ くのぇくしう. ‶さっい 
1969 ゅ. ういこぇょぇ ゃ おかうくうつくぇ 
しきなさす, おけはすけ こさっけょけかはゃぇ ぉかぇ-
ゅけょぇさっくうっ くぇ ╋ぇさうくぇ. ╋うくぇ-
ゃぇえおう こけおさぇえ ぉぇくはすぇ, すは つせかぇ 

しすけくけゃっ う ゃうょはかぇ, つっ すけえ くっ きけあっ 
ょぇ ょうてぇ. ╊っおぇさうすっ けす „╀なさいぇ こけ-
きけと“ こなさゃけくぇつぇかくけ けすおぇいゃぇす ょぇ ゅけ 
おぇつぇす ゃ かうくっえおぇすぇ, すなえ おぇすけ くはきぇか 
ょぇ きけあっ ょぇ ういょなさあう すさぇくしこけさすうさぇ-
くっすけ. ′け, さぇいぉさぇかう くぇえ-くぇおさぇは おけえ 
っ, ゅけ けすおぇさゃぇす ゃ ぉけかくうちぇ, おなょっすけ しっ 
ぉけさはす いぇ あうゃけすぇ きせ ゃ こさけょなかあっくうっ 
くぇ 18 つぇしぇ. 
… う ゅけ けすくっきぇ… ╄ょうく けす こけしかっょ-

くうすっ おけくちっさすう くぇ ╁うしけちおう っ くぇ 22 
のくう 1980 ゅ. ]すぇゃぇ きせ かけてけ う すけえ 
こさっおなしゃぇ おけくちっさすぇ. ′ぇ 3 のかう うきぇ 
ょさせゅけ せつぇしすうっ - しこけょっかうか, つっ くっ 
しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ, くけ くぇ しちっくぇすぇ しっ 
ょなさあぇか ぉけょさけ う ょけさう くぇこさぇゃうか ょゃせ-
つぇしけゃ おけくちっさす. ‶けしかっょゃぇかう う ょさせゅう 
せつぇしすうは, ぇ くぇ 18 のかう いぇ こけしかっょっく 
こなす ういかういぇ くぇ しちっくぇ, いぇ ょぇ ういうゅさぇっ 
》ぇきかっす ゃ „〈ぇゅぇくおぇ”. 
[ぇくけ しせすさうくすぇ くぇ 25 のかう ╁かぇょう-

きうさ ╁うしけちおう せきうさぇ. ′っ っ こけしすうゅ-
くぇすけ っょうくけょせてうっ いぇ こさうつうくぇすぇ いぇ 
しきなさすすぇ きせ. ]こけさっょ かうつくうは きせ かっ-
おぇさ ┿. 《っょけすけゃ, くぇ 24 のかう ╁けかけょは 
しっ つせゃしすゃぇか きくけゅけ いかっ う ょけさう おぇ-
いぇか くぇ きぇえおぇ しう: „╋ぇきけ, ぇい ょくっし とっ 
せきさぇ“. ′はおなょっ しかっょ 12 こさっい くけとすぇ 
ょけおすけさなす きせ くぇこさぇゃうか うくあっおちうは 
しなし しなくけすゃけさくけ, しかっょ おけはすけ ╁けかけょは 
ぉなかくせゃぇか う ょなかゅけ しっ ゃなさすはか, こけしかっ 
せすうたくぇか… ]こけさっょ けそうちうぇかくうは ょけ-
おかぇょ こさうつうくぇすぇ いぇ しきなさすすぇ っ „けしすなさ 
うくそぇさおす くぇ きうけおぇさょぇ“.
ぅ, おけくっつくけ, ゃっさくせしぬ… ′ぇ 28 

のかう 1980 ゅ. ╋けしおゃぇ こけゅさっぉゃぇかぇ 
╁うしけちおう… ′はきぇかけ けそうちうぇかくけ しな-
けぉとっくうっ いぇ しきなさすすぇ きせ, くけ ゃっしすすぇ 
きうゅけき しっ さぇいくぇしは うい ちはかぇすぇ しすさぇくぇ 
う ゃ つせあぉうくぇ. ′ぇ ゅうてっすけ くぇ おぇしぇすぇ 
くぇ „〈ぇゅぇくおぇ” ゃうしはかけ しおさけきくけ しなけぉ-
とっくうっ: “‶けつうくぇ ぇおすぬけさなす ╁かぇょうきうさ 
╁うしけちおう”. ╉さぇえ すっぇすなさぇ しっ しなぉさぇかぇ 
けゅさけきくぇ すなかこぇ, おけはすけ ういこなかゃぇかぇ 
ょけさう こけおさうゃうすっ くぇ しなしっょくうすっ しゅさぇ-
ょう. ′うすけ っょうく くっ ゃなさくぇか ぉうかっすぇ しう 
いぇ くっしなしすけはかうは しっ しこっおすぇおなか – ゃしっ-
おう ゅけ いぇこぇいうか おぇすけ しおなこぇ さっかうおゃぇ… 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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¨すあ けせてかちかつ  くあ けせうかつてけぬけけ そて ちとつさけ なけちすけ う [あくあせしひさ,
てうひちおけ  》かてさそ [あちあえけてしけかう - くあす.-そいしあつてかせ とたちあうけてかし せあ 』てあちあ ′あえそちあ
╁ くぇつぇかけすけ くぇ きぇえ とっ しすぇくっ くぇ 35 ゅけょうくう, おけうすけ すさせょくけ きせ かうつぇす. ′はおぇお, きかぇょっあなす っ きくけゅけ あうゃ けとっ ゃ くっゅけ, ゃなこさっおう しっさうけいくぇすぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ きせ っ 

こけゃっさっくぇ. ¨す 7 きっしっちぇ っ いぇきっしすくうお-けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おぇいぇくけ うくぇつっ - っょうく けす ょゃぇきぇすぇ ゃすけさう ゃ けぉかぇしすすぇ. ╃っかくうちうすっ きせ きう-
くぇゃぇす ゃ さぇいおなしゃぇくっ くぇ きくけゅけ こけしけおう う すっきう: しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, けぉさぇいけゃぇくうっ, おせかすせさぇ, さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ. ′ぇ こさぇおすうおぇ くはきぇ  ゃさっきっ 
いぇ かうつっく あうゃけす  う こさういくぇゃぇ, つっ けす ゅけょうくぇ っ いぇくっきぇさうか ょけさう そうすくっしぇ. ′はきぇ ゃさっきっ ょぇ しゅかけぉう  ょけさう ょけきぇてくうは しう ゃっかけしうこっょ, ういこけかいゃぇく おぇすけ いぇおぇつぇかおぇ. 
╁ きぇかおけすけ おさぇょっくう しゃけぉけょくう きうくせすう しかせてぇ かのぉうきぇすぇ しう ぇさっく ぉう きせいうおぇ うかう いぇかはゅぇ くぇょ せつっぉくうちうすっ いぇ ょゃっすっ しう きぇゅうしすさぇすせさう, おけうすけ せつう こぇさぇかっかくけ ゃ 
╀せさゅぇしおうは せくうゃっさしうすっす - そうくぇくしう う ぉういくっし-ぇょきうくうしすさぇちうは. ‶さっょう すはた うきぇ ぉぇおぇかぇゃなさしおぇ しすっこっく こけ きぇさおっすうくゅ. ╁ しきっかうすっ きせ こかぇくけゃっ ゃかういぇ う ょけおすけさぇく-
すせさぇ. ‶さっょう ょぇ しおけつう ゃ しすけかぇ くぇ いぇきっしすくうお-ゅせぉっさくぇすけさ, ょゃぇ きぇくょぇすぇ っ けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ╂╄[╀-╉ぇいぇくかなお. ╀うか っ う かうょっさ くぇ きかぇょっあおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ こぇさすうはすぇ.
╃け おぇぉうくっすぇ しう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こなすせゃぇ し かうつっく ぇゃすけきけぉうか うかう しっ おけきぉうくうさぇ し こさうはすっかう. ‶さういくぇゃぇ, つっ くっ しっ ぉかぇいくう う くっ しっ ういおせてぇゃぇ けす ゃかぇしすすぇ. ̈ しすぇくぇか 

っ „くけさきぇかっく” いぇ ゃしうつおけすけ ゃさっきっ う くっ しきはすぇ ょぇ こさけきっくは くっとぇすぇ. ‶さっょう ゅけょうくう うきぇ つっしすすぇ ょぇ っ ゃすけさうはす いぇこうしぇか しっ つかっく くぇ しょさせあっくうっ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
しかっょ ╇ゃぇく ╉ぬけしっゃ. [ぇぉけすう けす 15-ゅけょうてっく: おぇすけ しすさけうすっかっく さぇぉけすくうお, つうさぇお う きけきつっ いぇ ゃしうつおけ こけ しすさけっあうすっ, おけうすけ さなおけゃけょう ぉぇとぇ きせ うくあ. ╉けくしすぇくすうく 
╉ぇさぇゅうすかうっゃ. ╁なこさっおう つっ っ っょうくしすゃっくけ ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ, すゃなさょう, つっ けす きぇかなお っ くぇせつっく ょぇ しう ういさぇぉけすゃぇ ゃしうつおけ, おけっすけ こけうしおぇ, う ょぇ あうゃっっ しおさけきくけ. 
╆ぇすけゃぇ う くっ こけいゃけかはゃぇ こけしすなす, くぇ おけえすけ っ, ょぇ こさけきっくう こさうはすっかしすゃぇすぇ きせ. 『っくう ゅう, いぇとけすけ いくぇっ, つっ つけゃっとうくぇすぇ っ くぇょ ゃしうつおけ. ‶さういくぇゃぇ, つっ っ とぇしすかうゃ けす 
きぇかおうすっ くっとぇ ゃ あうゃけすぇ う おけゅぇすけ せしこはゃぇきっ ゃ ょっかくうおぇ. ╁しうつおけ けしすぇくぇかけ こさうっきぇ いぇ ういかうてくぇ しせっすぇ う しくけぉういなき, けす おけうすけ しっ けすゃさぇとぇゃぇ. 〉ぉっょっく っ, つっ おぇさう-
っさぇすぇ くっ こさぇゃう つけゃっお とぇしすかうゃ. ′っしっきっっく. ╅うゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお.  
‶なさゃけすけ うくすっさゃの くぇ ‶っすおけ ╉ぇさぇゅうすかうっゃ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” っ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ こなさゃぇすぇ きせ こさうっきくぇ ゃ さけょくうは ゅさぇょ - すけいう こっすなお ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

- ‶ぇさかぇきっくすぇさくうすっ うい
ぉけさう - ょさせゅぇすぇ ゅけかはきぇ 
すっきぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ. 〉こけさう
すけ ゃっつっ しっ くけしう うくそけさ
きぇちうはすぇ, つっ ゃけょぇつなす くぇ 
かうしすぇすぇ すせお くぇ ╂╄[╀ とっ 
っ ゃなすさってくうはす きうくうしすなさ 
う ゃうちっこさっきうっさ 『ゃっすぇく 

『ゃっすぇくけゃ. 〈けゃぇ ょけ おぇお
ゃぇ しすっこっく っ おけきこかうきっくす 
いぇ けぉかぇしすくぇすぇ しすさせおすせさぇ 
くぇ ╂╄[╀? ╇かう ゃしなとくけしす 
しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ おぇょさけゃう 
ょっそうちうすう くぇ こさぇおすうおぇ 
こさっょゃうょ あっしすけおぇすぇ おけく
おせさっくちうは, おけはすけ しっ けつっさ
すぇゃぇ ゃ かうしすうすっ?
- ‶け-しおけさけ こなさゃけすけ う こけ-

しかっょくけすけ. ¨ぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ ゃうくぇゅう っ ぉうかぇ こさうけ-
さうすっすくぇ いぇ ╂╄[╀. ╂けしこけょうく 
『ゃっすぇくけゃ ゃうくぇゅう っ うきぇか しぇく-
すうきっくす おなき さっゅうけくぇ くう. 〈けえ, 
けしゃっく ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
ょけおけかおけすけ しなき うくそけさきうさぇく, 
とっ っ おぇくょうょぇす う けす ]けそうえ-
しおぇ けぉかぇしす. ╉ぇすけ ゃけょぇつ くぇ 
かうしすぇすぇ, いぇ きっく こけくっ, すけゃぇ 
とっ くけしう しぇきけ こけいうすうゃう くぇ 
かうしすぇすぇ くぇ ╂╄[╀ う いぇ ╂╄[╀. 
〈けゃぇ っ っょうく ょけぉなさ たけょ. 】け 
しっ けすくぇしは ょけ おけくおせさっくちうは-
すぇ, ょぇ. 〈は っ ゅけかはきぇ. ╁ ╂╄[╀ 
うきぇ ょけしすぇ おぇょなさくう う しゃっしすくう 

たけさぇ, おけうすけ うきぇす ょけしすけえくけ 
きはしすけ ゃ かうしすぇすぇ いぇ おぇくょうょぇす-
ょっこせすぇすう. ╋けはすぇ くぇょっあょぇ っ, 
つっ ゃ くっは とっ くぇきっさはす きはしすけ 
くぇえ-ょけぉさうすっ. ╉ぇいぇくかなお しなとけ 
とっ うきぇ しゃけは  つけゃっお ゃ くっは. ′け 
ゃしうつおけ すけゃぇ っ くぇ そぇいぇ こなさ-
ゃけくぇつぇかくう さぇいゅけゃけさう. ′うとけ 

くっ っ はしくけ けとっ. [ぇくけ っ いぇ すっいう 
ゃなこさけしう. 

- ╁ こけしかっょくうすっ すさう きっ
しっちぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
ゃなさゃう すさせょっく ょっぉぇす いぇ 
くっけぉたけょうきけしすすぇ けす うくしすう
すせちうはすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ. 
]かっょ くっせしこってくうは ういぉけさ 
くぇ くけゃ, しっゅぇ けすくけゃけ ゃな
こさけしなす ゃかういぇ いぇ ょっぉぇす ゃ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ╇きぇてっ 
こさっょかけあっくうっ けす しなゃっすくう
おぇ ╃あぇきぇか ‶ぇこぇさかぇくけゃ 
うくしすうすせちうはすぇ くぇ けきぉせょ
しきぇくぇ ょぇ しっ いぇおさうっ. ╉ぇおゃけ 
っ ╁ぇてっすけ きくっくうっ - うきぇ かう 
くせあょぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
けす すぇおなゃ つけゃっお, けす すぇおなゃ 
けさゅぇく?  
- ¨きぉせょしきぇくなす おぇすけ うくしすう-

すせちうは  きけあっ ょぇ っ しぇきけ けす 
こけかいぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╃させゅ っ ゃなこさけしなす おぇおゃけ っ 
しゃなさてうか ょけ きけきっくすぇ  けきぉせょ-
しきぇくなす くぇ ╉ぇいぇくかなお. ′け おぇすけ 

ちはかけ くっゅけゃけすけ しなとっしすゃせゃぇくっ  
っ けとっ っょくぇ ゃないきけあくけしす いぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ すなさしはす こさぇ-
ゃぇすぇ しう, ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす 
すはた, ょぇ ゅう いくぇはす. [ぇぉけすぇすぇ 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ っ けしくけゃくけ ょぇ 
こけおぇいゃぇ こなすは くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
おぇお ょぇ すなさしはす こさぇゃぇすぇ しう, 

ょぇ ゅう くぇしけつゃぇ おなき さぇいかうつくう 
うくしすうすせちうう. ¨きぉせょしきぇくなす 
きけあっ ょぇ ょぇゃぇ しなゃっすう, くぇしけ-
おう, ょぇ おけくしせかすうさぇ たけさぇすぇ, 
すなえ おぇすけ すけえ っ おけきせくうおぇすけ-
さなす きっあょせ うくしすうすせちううすっ. ╆ぇ 
きっく かうつくけ さけかはすぇ くぇ けきぉせょ-
しきぇくぇ くっ っ いぇ こさっくっぉさっゅゃぇ-
くっ, きぇおぇさ つっ うきぇ う すっいう, つっ 
すけえ  っ ういかうてっく. ┿い くっ しきは-
すぇき すぇおぇ. ┿おけ けきぉせょしきぇくなす 
しう ゃなさてう さぇぉけすぇ う っ つけゃっお, 
おけえすけ しっ ぇくゅぇあうさぇ し こさけぉかっ-
きうすっ くぇ たけさぇすぇ, すけ すけえ っ くせ-
あっく つけゃっお. [ぇいぉうさぇ しっ, う おけ-
きせくうおぇちうはすぇ, しさぇぉけすゃぇくっすけ 
しなし しなけすゃっすくぇすぇ けぉとうくしおぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは, こさうっきぇくっすけ 
きせ けす くっは くっ っ いぇ こさっくっぉさっゅ-
ゃぇくっ. ╃ゃっすっ しすさぇくう すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ こさうっきぇす ゃいぇうきくけ, ょぇ 
さぇぉけすはす いぇっょくけ う ょぇ しぇ こけ-
かっいくう っょくぇ いぇ ょさせゅぇ う くぇえ-
ゃっつっ いぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ╁ こさけ-
すうゃっく しかせつぇえ すけゃぇ っ しぇきけ 
っょくぇ そうゅせさぇ ぉっい しきうしなか う 

こけかいぇ.

- 〈せくっかなす こけょ 【うこおぇ. 
╂けかはきぇすぇ すっきぇ くぇ すぇいう う 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ いぇ ̈ ぉ
かぇしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
う ょなさあぇゃぇすぇ くう. ‶さっょう 
くはおけかおけ ょくう ╁うっ いぇはゃう

たすっ こさっょ きっしすっく しぇえす, つっ 
くぇえ-ゃっさけはすくうはす けぉたけょっく 
きぇさてさせす とっ っ おさぇえ ╉さなく 
う ╉けこさうくおぇ - こさっい いぇこぇょ
くぇすぇ つぇしす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
うかう すぇおぇ くぇさっつっくうは しすぇさ 
すぇくおけゃ こなす. 〈けゃぇ けおけくつぇ
すっかくけ かう っ おぇすけ ゃぇさうぇくす 
うかう すっこなさゃぇ とっ しっ  こさけ
せつゃぇ, くぇ おぇおゃぇすけ そぇいぇ 
ぉってっ こさっょう きっしっち う こけ
かけゃうくぇ すけいう ゃなこさけし?
- ┿い かうつくけ くっ いくぇき いぇ すさぇ-

しっすけ くぇ すけいう しすぇさ すぇくおけゃ 
こなす. ‶けしかっょくけすけ, おけっすけ っ ぇお-
すせぇかくけ う おけっすけ しっ っ けぉしなあ-
ょぇかけ ゃ ┿‶╇ う しっ っ くぇかけあうかけ 
おぇすけ っゃっくすせぇかくけ くぇえ-せょぇつっく 
きぇさてさせす, っ けす 【うこおぇ - うい-
すけつくうはす おさぇえ, こけおさぇえ しっかけ 
╉けこさうくおぇ, いぇょ ぉっくいうくけしすぇく-
ちうはすぇ くぇ „‶っすさけか” う すぇき とっ 
しっ しゃなさいゃぇ し けおけかけゃさなしすくけすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ っ ゃしっ けとっ 
うょっっく こさけっおす, くけ, ょけおけかおけ-
すけ いくぇき, こさう すけいう きぇさてさせす 

しすぇゃぇ ょせきぇ う いぇ くぇえ-きぇかなお 
ぉさけえ けすつせあょうすっかくう こさけちっ-
ょせさう, おけっすけ しなとけ っ ゃぇあくけ 
いぇ  さっぇかういぇちうはすぇ くぇ こさけっおすぇ 
おぇすけ ちはかけ. ╁しっ こぇお, ょけゅけょう-
くぇ さっぇかくけ すさはぉゃぇ ょぇ いぇこけつ-
くっ しすさけっあなす くぇ すせくっかぇ こけょ 
【うこおぇ. 

- ╃け おぇおゃぇ しすっこっく ゃかぇしす
すぇ ういおせてう ‶っすおけ ╉ぇさぇゅうす
かうっゃ う おぇおゃう しぇ こかぇくけゃっ
すっ きせ いぇ くっは?  
- ′っ しきはすぇき, つっ きっ っ ういおせ-

てうかぇ. 〈けゃぇ こさけしすけ っ っすぇこ けす 
さぇいゃうすうっすけ きう. ┿い しなき ぉかぇ-
ゅけょぇさっく くぇ ゃしうつおけ, おけっすけ きう 
しっ っ しかせつうかけ, くぇ すけゃぇ, おけっすけ 
しなき しっ ぇくゅぇあうさぇか ょぇ こさぇゃは. 
╀かぇゅけょぇさっく しなき う くぇ ゃないきけあ-
くけしすすぇ ょぇ しっ くぇせつぇ くぇ きくけゅけ 
こけかっいくう くっとぇ, いぇとけすけ さぇぉけ-
すぇすぇ ゃ ̈ ぉかぇしすくぇ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうは っ すさせょくぇ, けすゅけゃけさくぇ う 
せつう くぇ きくけゅけ こけかっいくう くっとぇ. 
╃けこさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう ぉはた 
こけかうすうつっしおう けさうっくすうさぇく, くけ 
くっ う ぇくゅぇあうさぇく. ┿ しっゅぇ しなき 
う ぇくゅぇあうさぇく う くぇ こさぇおすうおぇ 
きけゅぇ ょぇ さぇぉけすは いぇ たけさぇすぇ う 
いぇ ゃうあょぇくうはすぇ しう おぇお けぉとっ-
しすゃけすけ くう ょぇ しすぇくっ こけ-ょけぉさけ. 
╂╄[╀, くけゃけすけ ょはしくけ くぇつぇかけ 
いぇ きっく っ くぇょっあょぇ いぇ っょくけ 
こけ-ょけぉさけ けぉとっしすゃけ. ┿い けとっ 
くっ しなき しっ さぇいけつぇさけゃぇか けす 
すけゃぇ う ゃはさゃぇき, つっ くはきぇ ょぇ 
ょけえょっ すぇおなゃ きけきっくす. ┿い しなき 
きかぇょ つけゃっお, うきぇき しうかう う あっ-
かぇくうっ ょぇ さぇぉけすは いぇ おぇせいう う 
いぇ たけさぇすぇ う とっ しっ さぇょゃぇき ょぇ 
うきぇき すぇいう ゃないきけあくけしす. ‶な-
すはす っ こさぇゃうかっく, せぉっょっく しなき ゃ 
すけゃぇ. ╇ しつうすぇき, つっ ぇおけ ╂╄[╀ 
うきぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しこっつっかう 
けとっ っょうく きぇくょぇす, すけ ゃしうつ-
おけ とっ っ さぇいかうつくけ. ′っとぇすぇ 
とっ しっ こさけきっくはす. [ぇいぉうさぇ しっ, 
こけ こなすは しっ  こさぇゃはす ゅさっておう, 
けとっ こけゃっつっ, ぇおけ しう きかぇょぇ 
こぇさすうは. ′うおけえ くっ っ ぉっいゅさっ-
てっく. ′け くぇかう いぇすけゃぇ っ こなす 
- ょぇ しっ ゃなさゃう くぇこさっょ, ょぇ しっ 
せつうき けす ゅさっておうすっ しう, ょぇ しっ 
ういつうしすうき けす すさなくうすっ. ′ぇおさぇは 
けしすぇゃぇ くぇえ-ょけぉさけすけ, いぇ ょぇ しっ 
しかせつう ょけぉさけすけ. 〈けゃぇ っ! ╋けあっ 
ょぇ ゃう いゃせつう うょっぇかうしすうつくけ, 
っさっすうつくけ, くけ しつうすぇき, つっ ぉっい 
うょっぇかう くはきぇ おぇお ょぇ ゃはさゃぇて 
ゃ ょけぉさけすけ, こけ こさうくちうこ. ╁ けぉ-
とっしすゃけすけ う ゃ たけさぇすぇ. 】け しっ 
けすくぇしは ょけ きっく ゃ かうつっく こかぇく 
- ゃぇさうぇくすう きくけゅけ. ╇ „こなすはす 
おなき ]けそうは” っ しぇきけ っょうく けす 
すはた. ╁かぇしすすぇ くっ きっ ういおせてぇゃぇ 
う くっ っ しぇきけちっか. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╁ „┿さしっくぇか” ]こぇし うょゃぇ こけ 
うょっは くぇ ょうさっおすけさぇ ╇ゃぇく 

╇ゃぇくけゃ, ょくっし ぉういくっしきっく, ぉうゃて 
ょっこせすぇす. ╇ゃぇくけゃ っ ゃこっつぇすかっく 
けす うょっはすぇ くぇ ╋ぇゃさけゃ, つっ „┿さ-
しっくぇか” っ ょけぉさっ ょぇ しう うきぇ ゅかぇ-
ゃっく ょういぇえくっさ. ‶さっょ ょうさっおすけさぇ  
╋ぇゃさけゃ さぇいおぇいゃぇか, つっ くぇ ╆ぇこぇょ 
ゃけょっとうすっ うくょせしすさうぇかくう そうさ-
きう こけしすうゅぇす けゅさけきくう さっいせかすぇすう  
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ こけょけぉさっくうっ 
くぇ っさゅけくけきうつくぇすぇ しさっょぇ う うい-
ぉけさぇ くぇ ちゃっすけゃっすっ ゃ たぇかっすぇすぇ 
いぇ さぇぉけすぇ う こけ きぇてうくうすっ. ]こぇし 
う ょくっし っ せぉっょっく, つっ こさけういゃけ-
ょうすっかくけしすすぇ くぇ すさせょぇ しっ ゃょうゅぇ 
さはいおけ, ぇおけ さぇぉけすくうおなす, ゃきっしすけ 
ょぇ しっ すさせょう くぇ いっかっくうは しすさせゅ, 
おけえすけ けすぉかなしおゃぇ し かっょっくぇ-
すぇ しう „こさっきはくぇ”, こけ-ょけぉさっ ょぇ 
こさっおぇさゃぇ ょっくは しう, くぇょゃっしっく 
くぇょ しゃっあけ ぉけはょうしぇくう きぇてうくう. 
‶さっょう, けぉぇつっ, さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” ょぇ こさうっきっ ぇゃぇく-
ゅぇさょくぇすぇ うょっは くぇ ]こぇし う ょぇ 
さぇいおさうっ とぇす いぇ ゅかぇゃっく ょういぇえ-
くっさ, たせょけあくうおなす けすうゃぇ くぇ さぇ-
ぉけすぇ ゃ ちったぇ いぇ たせょけあっしすゃっくう 
いぇくぇはすう くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, こけょ 
くぇょいけさぇ くぇ ういゃっしすくうは ╀ぇかぬけ 
╀ぇかっゃ. ╁ すけゃぇ いゃっくけ, おけっすけ し 
きぇえしすけさしすゃけすけ くぇ ぇゃすけさうすっ しう 
かなしおぇかけ うきうょあぇ くぇ けゅさけきくけすけ 
こさっょこさうはすうっ, こさけういゃっあょぇえおう 
けさうゅうくぇかくう しせゃっくうさう いぇ ゅけし-
すう う こぇさすくぬけさう, ]こぇし くぇきっさうか 
けすかうつくう しこっちうぇかうしすう, けす おけう-
すけ くぇせつぇゃぇ きくけゅけ. ╀うあせすっさなす 
╊のぉけ ╃せょっゃ, ╇ゃぇく ╋うくつっゃ – 
‶けっすぇ, ょくっし くぇちうけくぇかくけ うい-
ゃっしすくうはす [せきっく ╃っくっゃ – くぇえ-
ょけぉさうはす しなゃさっきっきっく こけっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお, しなとけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ 
ぉうかう こさうのすっくう けす „┿さしっくぇか” う 
つっしすけ しっ くぇゃなさすぇかう おさぇえ たせ-
ょけあくうちうすっ-こさうかけあくうちう. 

Спас резбовал опаковки
за ножове и розово масло    

[ぇぉけすぇすぇ きせ たぇさっしゃぇかぇ, いぇ-
とけすけ っ すゃけさつっしおぇ, せしなさょうっ-
すけ し ょかっすけすけ さぇあょぇかけ さけいけゃう 
ちゃっすけゃっ う ゃしっゃないきけあくう せおさぇ-
しう こけ ょなさゃけすけ, こさっゃさなとぇくけ ゃ 
けさうゅうくぇかくう こけしすぇゃおう いぇ ぇさ-
しっくぇかしおう くけあけゃっ, きせしおぇかう し 
さけいけゃけ きぇしかけ, ゅのかけゃぇ さぇおうは 
う こさけつうっ きっしすくう しせゃっくうさくう 
ぇすさぇおちうう, おけうすけ こけょぇさはゃぇ-
かう くぇ くぇえ-けすぉさぇくうすっ ゅけしすう う 
ぉういくっしこぇさすくぬけさう くぇ きっゅぇけさな-
あっえくうは おけきぉうくぇす. ╋うくうしすさう 
う ょさせゅう ゃっかうつうは しう すさなゅゃぇかう 
けす „┿さしっくぇか” し ぉっいちっくくう しせ-
ゃっくうさう - さなつくぇ ういさぇぉけすおぇ, うい-
かっいかう ういこけょ しさなつくうすっ さなちっ くぇ 
たせょけあくうちうすっ う きぇえしすけさうすっ けす 
》せょけあっしすゃっくうは ちった. 〈せお ]こぇし 
しっ いぇこけいくぇゃぇ う し こさけしかけゃせ-

すうは ╇ゃぇく ′けあぇさぇ. ╆ぇさぇょう 
せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ さぇぉけすう 
すぇき, ]こぇし しっ けすおぇいゃぇ けす 
つぇおぇくぇすぇ ょかなあくけしす „ゅかぇ-
ゃっく ょういぇえくっさ” う けしすぇゃぇ 
こさう こさうかけあくうちうすっ. ┿す-
きけしそっさぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ ぉうかぇ 
きくけゅけ ょけぉさぇ, ╀ぇかぬけ ょぇゃぇか 
こなかくぇ しゃけぉけょぇ こさう ういぉけさぇ 
くぇ きけょっかぇ くぇ しせゃっくうさうすっ. 
╁しうつおう - さっいぉぇさう, ょなさゃけ-
ょっかちう, くけあぇさう, あっかっいぇさう, 
ぉうあせすっさう... さぇぉけすっかう ゃ 
っおうこ う し ゅけかはきけ せょけゃけかしす-
ゃうっ こさっょかぇゅぇかう うょっう う しっ 
さぇょゃぇかう くぇ おさぇしけすぇすぇ くぇ 
さっいせかすぇすぇ. 
¨す ╊のぉけ ]こぇし せつう すぇえ-

くうすっ くぇ いぇゃぇさおうすっ けす しさっ-
ぉさけ, すせお くぇせつぇゃぇ う きくけゅけ 
いぇ けすかうゃおうすっ う かっっくっすけ くぇ 
ちっくくう きっすぇかう う しこかぇゃう, 
おけっすけ きせ ゃなさてう けすかうつくぇ 
さぇぉけすぇ ゃ せしなゃなさてっくしすゃぇ-
くっすけ くぇ しおかせこすけさくけすけ きせ 
きぇえしすけさしすゃけ. ╉なき かっっくっすけ 
]こぇし うきぇか けゅさけきっく うくすっ-
さっし, ゃっつっ いくぇっか きくけゅけ, くけ 
けすおさうゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” けとっ 
すぇえくう. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
すけいう しう うくすっさっし う こけいくぇ-
くうは, すけえ しっ たゃなさかは ゃ っょくけ 
せくうおぇかくけ くぇつうくぇくうっ, こぇお 
し „さぇきけ” けす  ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ ゃ „┿さしっくぇか” 
うきぇかけ ゅけかはき こさけぉかっき し けゅ-
さけきくけすけ おけかうつっしすゃけ ぉさぇお 
こさう かっっくっすけ ゃなゃ ゃしうつおうすっ 
きせ っすぇこう おぇすけ こさけういゃけょ-
しすゃっく こさけちっし. ]すけきぇくっくぇ-
すぇ う ちゃっすくぇすぇ かっはさくぇ くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ, こけ しこけきっ-
くうすっ くぇ ]こぇし, ょぇゃぇかう ぉさぇお 
けす ぉかういけ きうかうけく かっゃぇ きっ-
しっつくけ... [なおけゃけょしすゃけすけ, 
すゃなさょけ さってっくけ ょぇ かうおゃう-
ょうさぇ こさけぉかっきぇ, しかっょ ゃしは-
おぇおゃう ょさせゅう けこうすう, きうくぇ-
かけ くぇ ぇゃぇくゅぇさょくけ う ょけさう 
てけおうさぇとけ さってっくうっ: けす 
ょけかせ ょけ ゅけさっ.

Игрален филм заснел 
всяка грешка

на леярите

] けこうすぇ けす かうつくぇすぇ しう かっ-
はさくぇ けす ぉぇかおけくぇ ゃ ╇いすけつ-
くけすけ, ]こぇし, ゃ おぇつっしすゃけすけ 
しう くぇ しちっくぇさうしす, ういうゅさぇか 
ゅかぇゃくぇすぇ さけかは いぇょ おぇきっ-
さぇすぇ, いぇっょくけ し けこっさぇすけさぇ 
╂っけさゅう, つうはすけ そぇきうかうは 
ょくっし ]こぇし すさせょくけ しう しこけき-
くは, くけ いぇすけゃぇ こなお – こけきくう 
しすけこさけちっくすけゃうは っそっおす けす 
くぇつうくぇくうっすけ. ┿さしっくぇかしおう-
はす ぉさぇお, こけ くっゅけゃうすっ ょせきう, 
くぇきぇかはか ょけ くけさきぇかくうすっ いぇ 
こさけちっしうすっ くぇ かっっくっ さぇい-

きっさう. ¨おぇいぇかけ しっ, つっ くっ しぇ 
こけしすぇゃっくう すけつくうすっ たけさぇ くぇ 
すけつくけすけ きはしすけ. ╉ぇきっさぇすぇ 
„たゃぇくぇかぇ” くっゅさぇきけすっく すった-
くうつっしおう さぇぉけすくうお ょぇ けぉさはい-
ゃぇ けすかうゃおうすっ し こけゅさってくう こけ 
こさけそうか てこぇおかう,  ょさせゅう さぇ-
ぉけすくうちう たゃなさかはかう こはしなお ゃ 
ゅけさっとうは きっすぇか う こさけつうっ... 
]ちっくぇさうはす ぉうか ゅけすけゃ いぇ ょゃっ 
しっょきうちう, しくうきおうすっ こさけょなか-
あうかう しっょきうちぇ し こけきけとすぇ 
う くぇ けとっ っょくぇ おけかっあおぇ う 
ょさせゅう っくすせしうぇしすう. ╉ぇょさうすっ 
けす かっくすぇすぇ きうくぇゃぇす こけ すった-
くけかけゅうはすぇ う けす おさぇえ ょけ おさぇえ 
„かなしゃぇす” ゃしうつおう ゅさっておう こさう 
けすょっかくうすっ こさけちっしう. ╁しうつ-
おう しうくょうおぇすう う ょうさっおすけさう 
ゃ くぇこさぇゃかっくうっすけ しっ しなぉう-
さぇす ょぇ ゅかっょぇす そうかきぇ, こけきくう 

]こぇし, おけえすけ いぇ さっぇかういぇちうは-
すぇ くぇ くぇつうくぇくうっすけ こけかせつぇゃぇ 
ょゃっ いぇこかぇすう いぇ っょうく きっしっち 
- こさっきうは いぇ ょけぉさっ しゃなさてっ-
くぇすぇ さぇぉけすぇ. 〈せお ]こぇし しさっ-
とぇ う けすかうつくうは しこっちうぇかうしす 
– ゅかぇゃくうは すったくけかけゅ ′うおけかぇえ 
′うおけかけゃ, こけ くっゅけゃう ょせきう – 
こけしかっ さぇぉけすうか ゃ [せしうは. ╇ 
ょけ ょくっし ゅけ こさういくぇゃぇ いぇ „くけ-
きっさ っょくけ” ゃ すぇいう こさけそっしうは. 
╃けおぇすけ さぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか”, 
]こぇし しう こさぇゃう う しけぉしすゃっくうすっ 
こさけっおすう. ] おけうすけ しっ いぇくうきぇ-
ゃぇ う ょくっし: きぇかおう こかぇしすうおう, 
こかぇおっすう, おぇさすうくう, しおかせこ-
すせさう, きうくうぇすのさう, うおけくう, 
さっいぉう ゃなさたせ しおなこけちっくくう おぇ-
きなくう. ′っゅけゃう さぇぉけすう しぇ こさう-
すっあぇくうっ くぇ おけかっおちうう ゃなゃ 
╁ぇすうおぇくぇ, ╂っさきぇくうは, ]┿】, 
┿くゅかうは, ╂なさちうは, ╇しこぇくうは, 
]かけゃぇおうは, [せしうは, ┿ゃしすさうは, 
‶けさすせゅぇかうは う, さぇいぉうさぇ しっ – 
╀なかゅぇさうは. ╋ぇおぇさ ょぇ さぇぉけすう 
こさっい ゅけょうくうすっ こけゃっつっ おぇすけ 
たせょけあくうお – ゃ おぇいぇくかなておけすけ 
こさっょこうさはすうっ „]っゃす”; ゃ ′╇‶╉ 
– ]けそうは - さっしすぇゃさぇすけさ くぇ 
うおけくう, ぇくすうつくう きけいぇえおう う 
しすっくけこうし こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ ╊. ╃っかつっゃ; こけしかっ - こさっ-

こけょぇゃぇすっか ゃ せつうかうとっ „╃け-
ぉさう 》さうしすけゃ” ゃなゃ ╁ぇさくぇ う 
おぇいぇくかなておぇすぇ 》せょけあっしすゃっ-
くぇ ゅうきくぇいうは こけ しおせかこすせさぇ う 
こかぇしすうつくぇ ぇくぇすけきうは, いぇ きくけ-
ゅけ ぉなかゅぇさう, くっ しぇきけ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, 

Спас е истински 
езотерик   

╋ぇゃさけゃ こうてっ ょっゃっすぇ おくう-
ゅぇ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ っいけすっさうおぇ-
すぇ. „╉けかけぉなさ”, „╀ぇかおぇくうすっ 
- ╅かっいぇ くぇ ゃさっきっすけ”, „‶な-
すはす くぇ こさけぉせょっくぇすぇ ょせてぇ”, 
„¨すくけてっくうっすけ - そせくおちうは くぇ 
っゃけかのちうはすぇ” しぇ しぇきけ くはおけう 
けす いぇゅかぇゃうはすぇ, し おけうすけ ]こぇし 
っ ういゃっしすっく ゃ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは 

/すけえ うきぇ そっくけゃっ くぇゃしはおなょっ, 
いぇさぇょう うょっうすっ しう いぇ おかのつけ-
ゃけすけ きはしすけ くぇ こさぇぉなかゅぇさうすっ 
う すさぇおうすっ ゃ しゃっすけゃくぇすぇ ょせ-
たけゃくぇ ちうゃうかういぇちうは う おせか-
すせさぇ/. ]こけさっょ ]こぇし ╋ぇゃさけゃ, 
すぇくゅさういきなす, ょけてなか けす ゃはさゃぇ-
くうはすぇ ゃ こさぇぉなかゅぇさしおうは ╀けゅ 
〈ぇくゅさぇ, っ こなさゃけすけ ょせたけゃくけ 
せつっくうっ くぇ ╆っきはすぇ. ╆ぇ ]こぇし 
すけゃぇ っ くっゅけゃけすけ かうつくけ くぇえ-
くっゃっさけはすくけ けすおさうすうっ ゃ しそっ-
さぇすぇ くぇ ょせたけゃくけすけ う くぇせつくけ-
すけ, ゃ おけはすけ きうしかけゃくけ ╋ぇゃさけゃ 
„ょなかぉぇっ” けす ゅけょうくう. ╇ けとっ: 
╋ぇゃさけゃ けすおさうゃぇ, つっ かうつくけ 
╃ぇかぇえ ╊ぇきぇ こさういくぇゃぇ こさう-
くけしぇ くぇ こさっょちうすっ くう こけ ぉなか-
ゅぇさしおうすっ いっきう, けこさっょっかはえおう 
すぇくゅさういきぇ おぇすけ ょかぇくすぇ, けす 
おけはすけ すさなゅゃぇす こさなしすうすっ くぇ 
けしすぇくぇかうすっ けしくけゃくう ょせたけゃくう  
せつっくうは くぇ ╆っきはすぇ. ]こけさっょ 
]こぇし, しうきゃけかなす くぇ すぇくゅさう-
いきぇ - ╉けしすっくせさおぇすぇ - ]かなく-
ちっ - ╆ゃっいょぇ, こぇいう ょゃけさっちぇ 
くぇ ╃ぇかぇえ ╊ぇきぇ, ぇ う ょけ ょくっし 
おうすぇえちうすっ いぇこかうすぇす ゃっつっ  
いぇぉさぇゃっくうは せ くぇし きぇゅうつっしおう 
ゃないっか くぇ きぇさすっくうちうすぇ, いぇうき-
しすゃぇく けとっ う けす させきなくちうすっ.
]こぇし けしけぉっくけ ちっくう いぇゃっ-

すぇ くぇ こさぇぉなかゅぇさうすっ: ”╃せてぇ 
ょせてぇ ょぇ くっ こけさけぉゃぇ う ょせた 
ょせたぇ ょぇ くっ こけょゃっあょぇ!”. ╄いけ-
すっさうおなす すなかおせゃぇ すけゃぇ おぇすけ 
こさうつうくぇ こさぇぉなかゅぇさうすっ くう-
おけゅぇ ょぇ くっ しぇ うきぇかう さけぉう. 
¨す いぇぉさぇくぇすぇ, おけはすけ 〈ぇく-
ゅさぇ くぇかぇゅぇ ゃなさたせ ゃしはおぇおゃぇ 
かなあぇ, うょゃぇ, しこけさっょ ╋ぇゃさけゃ, 
う こけこせかはさくぇすぇ くはおけゅぇ しさっょ 
ょさせゅう くぇさけょう こけゅけゃけさおぇ: 
”╀なょう つっしすっく う おさぇしうゃ おぇすけ 
ぉなかゅぇさうく”. ╁ こさうくちうこうすっ くぇ 
あうゃけす, くぇかぇゅぇくう けす 〈ぇくゅさぇ, 
╋ぇゃさけゃ ゃうあょぇ う おけさっくうすっ 
くぇ  10-すっ ╀けあう いぇこけゃっょう くぇ 
たさうしすうはくしすゃけすけ, ゃないくうおくぇかけ 
ょぇかっつ こけ-おなしくけ.

Траките са другата 
слабост на Мавров

╇いしかっょけゃぇすっかはす くぇ っいけすっ-
さうつくけすけ くぇきうさぇ すさぇおうえしおう 
おけさっくう くぇ ゅっさけは 》っさぇおなか, 
こけ-ういゃっしすっく ゃ ┿くすうつくけしすすぇ 
おぇすけ 》っさおせかっし. ]こぇし けこさっ-
ょっかは 12-すっ こけょゃうゅぇ くぇ 》っ-
さぇおなか おぇすけ 12 いぇょぇつう こさっょ 
12-すっ いけょうう う いぇすけゃぇ, しこけさっょ 
╋ぇゃさけゃ, すさぇおうすっ うきぇす うい-
おかのつうすっかっく こさうくけし いぇ っいけ-
すっさうつくぇすぇ ぇしすさけかけゅうは, おけはすけ 
しっ いぇくうきぇゃぇ し けすくけてっくうはすぇ 
きっあょせ たけさぇすぇ, し くぇつうくぇ, こけ 
おけえすけ あうゃっはす, しなし しきうしなかぇ う 
ちっかすぇ くぇ あうゃけすぇ. ]っゅぇ ]こぇし 
こうてっ くけゃぇ おくうゅぇ いぇ そっくけゃっ-
すっ くぇ っいけすっさうつくけすけ  - „┿かたう-
きうはすぇ おぇすけ くぇせおぇ”. ╁ くけゃけすけ 
ういしかっょゃぇくっ ぇゃすけさなす すなさしう 
おけさっくうすっ くぇ ょさっゃくぇすぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇ くぇせおぇ いぇ すさぇくしきせすぇ-
ちうはすぇ くぇ きぇすっさうはすぇ う っくっさ-
ゅうはすぇ.
¨ぉとっしすゃっくけすけ っ ょさせゅぇすぇ 

しかぇぉけしす くぇ ]こぇし. 〈させょくけ っ 
ょぇ ゅけ ゃうょうて ぉっいさぇいかうつっく 
こけ „ぉけかくうすっ” すっきう くぇ ゃさっ-
きっすけ. [ぇいこぇかっくけ おけきっくすうさぇ, 
せぉっょうすっかくけ ぇくぇかういうさぇ, ゃくせ-
てぇゃぇ... ╇いけぉとけ – ]こぇし, おぇお-
すけ しっ おぇいゃぇ, ”くっ っ かっしっく” – 
おぇすけ うしすうくしおう ╉けいうさけゅ, しぇき 
おぇいゃぇ, つっ しっ いぇくうきぇゃぇ しぇきけ 
し けくけゃぇ, し おけっすけ うしおぇ ょぇ しっ 
いぇくうきぇゃぇ. ′っいぇゃうしうきけ おぇおゃけ 
きせ しすさせゃぇ すけゃぇ – くっこさうはすくけ-
しすう, せゃけかくっくうは う こさけつうっ...  
╉ぇいぇくかなておぇすぇ こさっしぇ うきぇ くっ 
っょくけ しゃうょっすっかしすゃけ いぇ ぉせょくぇ-
すぇ きせ, つっ う ぉせさくぇ こけくはおけゅぇ  
ゅさぇあょぇくしおぇ こけいうちうは. ‶うしぇか 
っ おさうすうおう, けつっさちう, しすぇすうう う 
おけきっくすぇさう ゃ きくけゅけ ゃっしすくうちう, 
しこうしぇくうは う しぉけさくうちう. ╀うか っ 
ょぇあっ いぇき.-ゅかぇゃっく さっょぇおすけさ. 
╁しなとくけしす, 
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╁ いぇゃけょしおうは ゃっしすくうお ╋ぇゃ-
さけゃ っ けすゅけゃけさっく さっょぇおすけさ ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ ゅけょうくう くぇ 
きうくぇかうは 20-すう ゃっお. ‶うしぇ-
すっかしおうすっ けこうすう くぇ ╋ぇゃさけゃ 
くっ きうくぇゃぇす う ぉっい しすうたけゃっ – 
]こぇし こうてっ う こけっいうは. ╀っい こう-
しぇくっ ]こぇし しはおぇて くっ ぉう きけゅなか 
ょぇ しなとっしすゃせゃぇ – くせあくけ きせ っ 
すけかおけゃぇ, おけかおけすけ う たせょけあっ-
しすゃけすけ. 

╇ ]こぇし ╋ぇゃさけゃ っ ぉうか ぇさしっくぇかっち... 〈けゃぇ きぇかおけ あせさくぇ-
かうしすうつっしおけ けすおさうすうっ こけおぇいゃぇ, ゃしなとくけしす, おけかおけ ゅけかはきけ 
っ こさっい ゅけょうくうすっ きはしすけすけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくう-
ちぇ おぇすけ しさっょぇ, おけはすけ そけさきうさぇ くっ しぇきけ うくょせしすさうぇかくけ-
すけ かうちっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, くけ う くっゅけゃうは おせかすせさっく けぉかうお... 
╆ぇとけすけ ]こぇし ╋ぇゃさけゃ っ たせょけあくうお-しおせかこすけさ, こうしぇすっか-
っいけすっさうお, ょういぇえくっさ, ょけこうしくうお う おけさっしこけくょっくす くぇ さぇい-
かうつうく きっしすくう う くぇちうけくぇかくう こっつぇすくう ういょぇくうは, ぉうか っ 
ょけさう... ょうさっおすけさ くぇ すっぇすなさぇ おなき つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”...
╉ぇおゃけ こさぇゃう っょうく しすけこさけちっくすけゃ おせかすせさすさっゅっさ ゃ „┿さ-

しっくぇか” ゃ こっさっしすさけっつくぇすぇ 1987-きぇ, おけゅぇすけ しゃっすなす こけつ-
ゃぇ ょぇ くぇすっあぇゃぇ けす くぇこうさぇとうすっ こさけきっくう ゃ しけちかぇゅっさぇ? 
]こぇし さぇぉけすう こけ しこっちうぇかくけしすすぇ しう. ╆ぇゃなさてうか „╇いけぉさぇ-
いうすっかくけ ういおせしすゃけ” ゃなゃ ╁っかうおけすなさくけゃしおうは せくうゃっさしう-
すっす,  きかぇょうはす たせょけあくうお くぇきうさぇ こけこさうとっ ゃ ぇさしっくぇか-
しおけすけ 》せょけあっしすゃっくけ ぇすっかうっ... ╃ぇ, う すぇおけゃぇ っ うきぇかけ ゃ 
きけとくぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ けぉっょうくっくうっすけ けす いぇゃけょう, うくぇ-
つっ, ういゃっしすくけ こさっょうきくけ し こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ けさなあうっ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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¨ぉとうくしおうはす しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお けすくけゃけ ょぇょっ しすぇさす くぇ こさけ
ちっょせさぇすぇ 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 くぇ けぉ

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ないけぉくけゃはゃぇくっすけ くぇ ゃなこさけしぇ しすぇゃぇ しぇきけ 
きっしっち しかっょ おぇすけ しなゃっすくうちうすっ さってうたぇ ゃさっきっくくけ ょぇ いぇきさぇいはす 
こさけちっょせさぇすぇ  ょけ けぉとっしすゃっく ょっぉぇす けすくけしくけ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす 
すぇおなゃ けさゅぇく くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
‶っすゅけょうてくうはす きぇくょぇす くぇ こなさゃうは けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお くぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ ういすっつっ こさっい しっこすっきゃさう 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ う けすすけゅぇゃぇ ょけ しっゅぇ こさけちっょせさぇすぇ こけ ういぉけさぇ 
くぇ くけゃ しっ すけつう. 
‶さっょかけあっくうっすけ 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 ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しすぇさすうさぇ けすくけゃけ っ くぇ 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 ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ. ╁さっきっくくぇ おけきうしうは 
とっ すさはぉゃぇ ょぇ こさけゃっょっ こなさゃけくぇつぇかくうは こけょぉけさ くぇ おぇくょうょぇすう
すっ いぇ  こけしすぇ.  
╉さうすっさううすっ, くぇ おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ けすゅけゃぇさはす おぇくょうょぇすうすっ, 

しぇ しなとうすっ おぇすけ けす こさっょたけょくうは おけくおせさし: こけいくぇくうは こけ きっしす
くけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ, こけいくぇくうは いぇ ゃいぇうきけけすくけてっくうはすぇ きっしす
くぇ ゃかぇしす - ゅさぇあょぇくう, ゃないきけあくけしすう いぇ いぇとうすぇ くぇ ゅさぇあょぇくしおう 
こさぇゃぇ う うくすっさっしう, つせゃしすゃけ いぇ くっいぇゃうしうきけしす, しこさぇゃっょかうゃけしす う 
すけかっさぇくすくけしす, ょぇ しぇ くけしうすっかう くぇ ゃうしけおう きけさぇかくう おぇつっしすゃぇ. 

‶なさゃぇ こさけつっすけた ′けゃうくぇすぇ ゃ けつうすっ え けとっ こさっい きぇえ. ╃けさう しぇきぇすぇ すは くっ ぉってっ は つせかぇ. ′っ 
は いくぇってっ. ′はおぇおゃぇ しすぇっくぇ あっくしおぇ うくすせうちうは „ゃうょは” ゃ こけしこぇかうゃぇすぇ え こさけいはゃおぇ ぉなょっとけすけ…  
きぇえつうくしすゃけ う さけょっくうは あうゃけす ゃ くっは. ╃なかゅけ つぇおぇくうは しうく. ╇いしすさぇょぇく う  あっかぇく. ]  きくけゅけ ぉけか-
おぇ. 
╉けゅぇすけ え おぇいぇた, くっ  こけゃはさゃぇ. ′け けぉっとぇ, おけゅぇすけ しすぇくっ, ょぇ しこけょっかう さぇょけしすすぇ しう こなさゃけ し きっく. 

╇ ゅけ しすけさう. ′はおけかおけ しっょきうちう こけ-おなしくけ さぇいこかぇおぇくけすけ きけきうつっ ゃっつっ ぉってっ ぉなょっとぇ とぇしすかうゃぇ 
きぇきぇ. ╇ こかぇおぇたきっ ょゃっすっ...  
╋っしっち こけ-おなしくけ, ょけおぇすけ あうゃっったきっ ゃ しすさぇしすうすっ „おけえ とっ しすぇくっ おきっす”, とぇしすかうゃけすけ きけきうつっ, 

ゃ っょくぇ こさっおさぇしくぇ のかしおぇ  ゃっつっさ, ゃ おけはすけ しこけょっかう し くぇし 27-すぇ しう ゅけょうくぇ, けぉはゃう: とっ しすぇゃぇき 
きぇえおぇ くぇ ぉかういくぇちう. ╇ こけうしおぇ しこけおけっく う おさぇしうゃ ゅさぇょ, し ゃないきけあくけしすう いぇ さぇいゃうすうっ くぇ ぉな-
ょっとうすっ しう ょっちぇ. 】ぇしすかうゃぇすぇ ぉなょっとぇ きぇきぇ ういぉさぇ くっしかせつぇえくけ すけゃぇ きはしすけ いぇ きっつすうすっ しう こけ 
くっさけょっくうすっ しう すけゅぇゃぇ しうくけゃっ: こさけとなこせかくうおぇ  いぇ くけゃうすっ ういぉけさう くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお”. ╇ すけいう ういぉけさ くっ ぉっ しかせつぇっく: あせさくぇかうしすおぇすぇ ‶かぇきっくぇ 〈っさいうっゃぇ ゃうょは ゃ おぇせいぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” おぇせいぇすぇ いぇ ょっちぇすぇ しう. ¨くぇいう, おけはすけ きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう すぇおぇ, つっ ╉ぇ-
いぇくかなお くぇうしすうくぇ ょぇ っ きはしすけ いぇ けしすぇゃぇくっ, きはしすけ いぇ きっつすぇっくっ, いぇ さっぇかういぇちうは う ょけぉなさ あうゃけす. 
′ぇ しゃけえ さっょ けさうしくうちうすっ くぇ ぉなょっとうすっ しうくけゃっ くぇ ‶かぇきっくぇ  う ┿こけしすけか 〈っさいうっゃう  けぉっとぇたぇ, 

つっ とっ ょぇょぇす ゃしうつおけ ょけぉさけ けす しっぉっ しう いぇ おぇせいぇすぇ, くぇ おけはすけ すっ しぇきうすっ しぇ こけしゃっすっくう. 
 〈ぇおぇ ぉさぇおなす, ゃかはいなか こさっょう すさう ゅけょうくう ゃ くけゃうくうすっ おぇすけ „ぉさぇお きっあょせ ╂╄[╀ う ╀]‶”, こさっょ-

ゃうょ こけかうすうつっしおぇすぇ いぇおゃぇしおぇ くぇ くぇしすけはとうすっ とぇしすかうゃう さけょうすっかう, こけかせつう こっつぇす: ゅぇさぇくすうさぇ-
くけ けす „╄おしこっさすう いぇ  ╉ぇいぇくかなお”. 
 ]っゅぇ, ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ こけ-おなしくけ, すぇいう  ぉかぇゅけしかけゃっくぇ ゅぇさぇくちうは うきぇ うきっくぇ: ╉ぇかうく う 
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¨す こさけせつゃぇくっすけ しすぇゃぇ はしくけ, つっ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇょ 40% けす いぇこうすぇくうすっ しぇ こけしけつう
かう, つっ しぇ たけょうかう くぇ こさけそうかぇおすうつっく こさっゅかっょ こさっょう ゅけょうくぇ うかう こけゃっつっ けす ゅけょうくぇ. 8% けぉぇつっ 
こさういくぇゃぇす, つっ くうおけゅぇ くっ しぇ  こさぇゃうかう すけゃぇ. 
“┿さしっくぇか” っ っょくぇ けす きぇかおけすけ そうさきう ゃ さぇえけくぇ, ゃ おけはすけ っあっゅけょくけ さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっ

かうすっ いぇょなかあうすっかくけ こさっきうくぇゃぇす こさっい こさけそうかぇおすうつくう こさっゅかっょう こけ ゅさぇそうお くぇ しかせあぉぇ “〈させ
ょけゃぇ きっょうちうくぇ” う しこっちうそうおぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃぇすぇ, ゃ おけうすけ しぇ いぇっすう. 
‶さっょゃぇさうすっかくうすっ くぇきっさっくうは いぇ しすぇさすうさぇくっ くぇ こさけそうかぇおすうつくうは しおさうくうくゅ こさっい すぇいう ゅけょう

くぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ くぇ っすぇこぇ くはきぇ ょぇ しっ さっぇかういうさぇす いぇさぇょう けすこせしおうすっ くぇ ぇさしっくぇかちう, おぇいぇ いぇ 
“〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” せこさぇゃうすっかはす くぇ ╃╉『 “┿さしっくぇか” ょ-さ ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ. 
╆ぇさぇょう こさっょしすけはとうすっ けすこせしおう いぇ つぇしす けす こっさしけくぇかぇ くぇ そうさきぇすぇ ゃ こっさうけょぇ 4-すう -14-すう 

そっゃさせぇさう, こなさゃうすっ こさけそうかぇおすうつくう こさっゅかっょう とっ いぇこけつくぇす こさっい きぇさす. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ すっいう こさっゅかっょう しっ けすおさうゃぇす ゃ さぇくっく っすぇこ さっょうちぇ いぇぉけかはゃぇくうは, こけしかっょう

ちうすっ けす おけうすけ こさう くっかっおせゃぇくっ ゃけょはす ょけ すさぇえくぇ くっすさせょけしこけしけぉくけしす うかう ょけ しっさうけいっく こさけ
ちっくす うくゃぇかうょくけしす.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

36 〈]〉. ]╊╇╅ ′╅ ｠╅『ぁ╊〉╊
36 きうかうけくぇ  172 たうかは-

ょう 327 かっゃぇ っ こさけっおすなす いぇ 
ぉのょあっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお いぇ 2013 ゅけょうくぇ. 〈けえ っ 
し 2 きうかうけくぇ こけゃっつっ けす すけいう 
こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おぇすけ 
せゃっかうつっくうっすけ けしくけゃくけ っ けす 
こさったけょくうは けしすぇすなお けす 2012 
ゅけょうくぇ う いぇゃうてっくうすっ っょうく-
くう しすぇくょぇさすう くぇ ういょなさあおぇ ゃ 
しけちうぇかくうすっ ょっえくけしすう, けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ う おせかすせさぇすぇ.  
]こけさっょ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 

╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ: „╀のょあっ-
すなす いぇ 2013 ゅ. くっ っ くぇこさっゅ-
くぇす, くはきぇき こさうすっしくっくうは いぇ 
ういこなかくっくうっすけ きせ, いぇとけすけ 
しかっょゃぇきっ かけゅうおぇすぇ くぇ いぇかけ-
あっくうすっ けす けぉとうくしおけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ こさうけさうすっすう”. 
‶さけっおすなす いぇ ぉのょあっす くぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2013 
ゅ. こさっょゃうあょぇ いぇ ういはゃっくう う 
すぇかぇくすかうゃう ょっちぇ こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ ょぇ しっ いぇょっかはす おぇすけ 
しすうこっくょうう う いぇ せつぇしすうはすぇ 
うき ゃ さぇいかうつくう くぇちうけくぇか-
くう う きっあょせくぇさけょくう こさけはゃう  
30 たうかはょう かっゃぇ. 220 たうかは-
ょう かっゃぇ とっ しっ さぇいこさっょっかはす 
いぇ しこけさすくうすっ おかせぉけゃっ ゃ けぉ-
とうくぇすぇ, 270 たうかはょう かっゃぇ いぇ 
おきっすしすゃぇすぇ, 117 たうかはょう かっゃぇ 
いぇ おせかすせさくう  こさけはゃう. 
╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ 

くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ 2013 ゅ. っ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 5 きかく. 549 かっゃぇ, 
しなゅかぇしくけ こさけっおすぇ いぇ ぉの-
ょあっす. 
3 きかく. 645 たうかはょう かっゃぇ けつ-

ぇおゃぇ きっしすくうはす ぉのょあっす おぇすけ 
こさうたけょう けす こさけょぇあぉう, くぇっきう  
う さぇいこけさっあょぇくっ し けぉとうくしおけ 
うきせとっしすゃけ. ‶さっい くぇしすけはとぇ-

すぇ そうくぇくしけゃぇ ゅけょうくぇ ¨ぉとう-
くぇすぇ しっ くぇょはゃぇ し さぇいかうつくう 
きっさおう ょぇ しなぉっさっ くっこかぇすっくう-
すっ 300 たうかはょう かっゃぇ けす くぇっきう 
くぇ けぉとうくしおう あうかうとぇ, けす けす-
ょぇゃぇくっ くぇ けぉとうくしおう うきけすう う 
いっきう. 
╁ こさけっおすけ-ぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉ-

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2013 ゅ. 
しぇ こさっょゃうょっくう 545 たうかはょう 

かっゃぇ いぇ っくっさゅうえくぇ っそっおすうゃ-
くけしす ゃ ょゃっ おぇいぇくかなておう せつう-
かうとぇ -  》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうき-
くぇいうは う ¨〉 “╋ぇすう ╀けかゅぇさうは”. 
]かっょゃぇとぇすぇ しすなこおぇ っ ゅぇいう-
そうおぇちうはすぇ くぇ ょゃっすっ せつっぉくう 
いぇゃっょっくうは. 
‶けょけぉくぇ しすなこおぇ けぉとうくしおぇ-

すぇ せこさぇゃぇ こかぇくうさぇ こけ けすくけ-
てっくうっ くぇ ょっすしおぇ はしかぇ わ5 う 
ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ “ぃさうえ ╂ぇゅぇ-
さうく” くぇ せか. “〈さぇおうは”. ╇ょっは-
すぇ っ こけっすぇこくけ ょゃっすっ ょっすしおう 
いぇゃっょっくうは ょぇ しっ けぉっょうくはす ゃ 
っょくけ ¨╃╆. ]こけさっょ おきっすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお, すけゃぇ っ こけ-ちっかっ-
しなけぉさぇいっく う さぇいせきっく くぇつうく 
いぇ ういさぇいたけょゃぇくっ くぇ こぇさうすっ 

こさっょゃうょ う くぇ すけゃぇ, つっ ょっす-
しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ っ くぇ ょっかっゅう-
さぇく ぉのょあっす. ‶さけゃっさおぇ くぇ 
けぉとうくしおう しかせあうすっかう, くぇこさぇ-
ゃっくぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ はくせぇさう, 
こけおぇいゃぇ, つっ こけしっとぇっきけしすすぇ 
くぇ はしかっくうすっ ゅさせこう ゃ ╉ぇいぇく-
かなお っ しさっょくけ 6-8 ょっちぇ ゃ ゅさせ-
こぇ. 
′ぇかぇゅぇ しっ けこすうきういぇちうは 

ゃ すぇいう こけしけおぇ, いぇはゃう おきっ-
すなす ]すけはくけゃぇ. ]こけさっょ くっは,  
こさっょしすけう ょうしおせしうは こけ けこ-
すうきういうさぇくっすけ くぇ ょっすしおうすっ 
いぇゃっょっくうは うきっくくけ ゃ こけしけ-
おぇ くぇ しないょぇゃぇくっ くぇ ¨╃╆-すぇ 
すぇき, おなょっすけ すけゃぇ っ ゃないきけあくけ 
う ちっかっしなけぉさぇいくけ. ‶けょけぉくう 
きっさおう しぇ くぇかけあうすっかくう う ゃ 
ょっすしおうすっ いぇゃっょっくうは ゃ しっかぇすぇ 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.      
1 きうかうけく う 800 たうかはょう 

かっゃぇ しぇ こさっょゃうょっくう ゃ ぉの-
ょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
いぇ ぇしそぇかすうさぇくっ う こさっぇしそぇか-
すうさぇくっ こさっい 2013 ゅけょうくぇ. 
]さっょしすゃぇすぇ しぇ いぇ 34 せかうちう ゃ 
╉ぇいぇくかなお う くぇしっかっくうすっ きっし-

すぇ. 〉かうちうすっ, こけ おけうすけ とっ しっ 
こけかぇゅぇ くけゃ ぇしそぇかす こさっい ゅけ-
ょうくぇすぇ, しぇ: ぉせか. “23 ‶ったけ-
すっく 【うこつっくしおう こけかお” - けす 
╊なゃけゃぇすぇ つってきぇ ょけ きぇゅぇいうく 
„╉ぇせそかぇくょ”, つぇしす けす せかうちぇ 
“╉っくぇかう”, せか. “¨さってぇおぇ” ょけ 
すっくうし-おけさすけゃっすっ, せか. “‶せて-
おうく” おなき せか. “]すぇさぇ こかぇくう-
くぇ”, せか. “╉ぇこさけくう”, つぇしす けす 
せかうちうすっ くぇ しっゃっさ けす ちっくすな-
さぇ う ょさ. 『っかすぇ っ こけ すけいう くぇ-
つうく ょぇ しっ けすゃけさう こけょたけょはと 
きぇさてさせす おなき こけっすぇこくけすけ うい-
ゅさぇあょぇくっ くぇ ぃあくぇすぇ けぉたけょ-
くぇ ょなゅぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, つぇしす けす 
おけはすけ とっ っ う せか. “╋けしおゃぇ”. 
]かっょ こぇゃうさぇくっ せかうちぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ こけっきっ すさぇそうおぇ くぇ 
こなすくう こさっゃけいくう  しさっょしすゃぇ けす 
ちっくすなさぇ こけ けおけかけゃさなしすくけすけ 
ゃ こけしけおぇ いぇこぇょ. 
╀かういけ 230 たうかはょう かっゃぇ しぇ 

こさっょゃうょっくう ゃ ぉのょあっすぇ いぇ 
2013 ゅけょうくぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっ 
くぇ ゃけょけこさけゃけょ う おぇくぇかう-
いぇちうは ゃ おゃぇさすぇか “╉せかぇすぇ“ う 
“╉さぇえさっつっく”, ういゃっしすっく けとっ 
おぇすけ “╊のかはお”. 〈ったくうつっしおうはす 
こさけっおす いぇ すけゃぇ っ ゅけすけゃ. ‶さっい 
くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ いぇこけつ-
ゃぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ つぇしす けす 
うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ - とっ しっ 
ういゅさぇょう ゃけょけこさけゃけょ う おぇ-
くぇかういぇちうは くぇ ½ けす せかうちうすっ 
“〈のかぉっくしおぇ” う “ ╊のかはおけゃぇ 
ゅさぇょうくぇ” ゃ おゃぇさすぇか  “╉せかぇすぇ” 
う くぇ せか. “¨さそっえ” ゃ おゃぇさすぇか 
“╊のかはお”. ╆ぇ けすつせあょぇゃぇくっ う 
こさうかぇゅぇくっ くぇ さっゅせかぇちうけく-
くうは こかぇく しぇ こさっょゃうょっくう 26 
たうかはょう かっゃぇ. 
╀のょあっす`2013 こさっょゃうあょぇ 

う 63 たうかはょう かっゃぇ いぇ さっきけくす 

う さっおけくしすさせおちうは くぇ ╋かぇ-
ょっあおうは ょけき ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]なし 
しさっょしすゃぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ うい-
ゅさぇょはす いさうすっかくぇ いぇかぇ, けそう-
しう, きかぇょっあおう おかせぉ う おぇそっくっ. 
╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇ-
きぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ こさっょゃうあょぇ 
さぇいてうさっくうっ くぇ ╇いかけあぉっ-
くぇすぇ いぇかぇ くぇ せか. “╇しおさぇ” 4, 
さっきけくす う ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ 
くぇ おぇそっ-ゅぇかっさうはすぇ, くぇ おかせぉ 
„[けょうくぇ” う ょさ. ¨ぉとうくしおけ-
すけ さなおけゃけょしすゃけ こさっょゃうあょぇ 
ういゅさぇあょぇくっ う くぇ さうすせぇかくぇ 
いぇかぇ いぇ さぇょけしすくう けぉさっょう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは.  
『はかけしすくぇ さっおけくしすさせおちうは 

くぇ こぇさおけゃっすっ “〈のかぉっすけ” う “ 
[けいぇさうせき”, ういゅさぇあょぇくっ くぇ 
しゃなさいゃぇとぇ ゅう ゃっかけぇかっは, けし-
ゃっすかっくうっ う こぇさおうくゅ いぇ ぇゃ-
すけきけぉうかう くぇ いぇこぇょ けす こぇさお  
„〈のかぉっすけ” - すけゃぇ こさっょゃうあょぇ 
きぇとぇぉっく こさけっおす くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, そうくぇくしうさぇく こけ 
¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ “[っ-
ゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ” くぇ しすけえ-
くけしす 4 きかく. 907 たうかはょう かっゃぇ. 
[ぇぉけすぇすぇ こけ こさけっおすぇ しすぇさすう-
さぇ こさっい くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ. 
╆ぇ ぉかういけ 70 きうかうけくぇ かっゃぇ 
けぉとけ しぇ こさけっおすうすっ, こけ おけうすけ 
けつぇおゃぇ  そうくぇくしうさぇくっ ¨ぉとう-
くぇすぇ こさっい 2013 ゅけょうくぇ. 
′ぇえ-ゃぇあくうはす そうくぇくしけゃ 

ょけおせきっくす くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ 
くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ とっ しっ 
こさうっきぇ ゃ ょゃっ こけさっょくう いぇしっ-
ょぇくうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
くぇ ゅさぇょぇ, くぇしさけつっくう いぇ 1-ゃう 
う 8-きう そっゃさせぇさう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

 けす せつぇしすゃぇ
かうすっ ゃ くぇちうけくぇかくうは さっ
そっさっくょせき いぇ ぉなょっとっすけ 
くぇ はょさっくぇすぇ っくっさゅっすうおぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは おぇいぇくかなつぇくう 
ゅかぇしせゃぇたぇ し “╃ぇ”. 39,88% 
けすゅけゃけさうたぇ けすさうちぇすっかくけ 
くぇ ゃなこさけしぇ, ぇ 1,13% こせし

〈けいう くぇおさうゃけ ういこうしぇく くぇょこうし ゃなさたせ こぇさつっ おぇてけく 
ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ しっょきうちぇ しこうさぇてっ おぇいぇくかなつぇくう 

こけ っょくぇ けす くぇえ-けあうゃっくうすっ せかうちう - „]おけぉっかっゃしおぇ”. 
]なゃしっき ゃ くぇつぇかけすけ え しうきこぇすうつっく きかぇょっあ ゃ しすぇさけ こぇか

すけ う し ょっぉっかぇ てぇこおぇ, し ぉせすぇそけさっく きうおさけそけく ゃ さなおぇ, 
こさうおけゃぇゃぇ ゃくうきぇくうっすけ し こっしくう. ╁しはおぇおゃう: くぇさけょくう, 
しすぇさう ゅさぇょしおう, っゃなさゅさうえくう, てかぇゅっさう. 
╃け くっゅけ けゃったすはか おせそぇさ し ぉっかう しすけすうくおう. ╊っゃつっすぇ 

くはきぇ.   
╆ぇ 21-ゅけょうてくうは ]すけはく けす ぅきぉけかしおけすけ しっかけ ╀っいきっさ 

╉ぇいぇくかなお っ ゃすけさうはす こけ しうきこぇすうつくけしす ゅさぇょ, いぇさぇょう ょけ
ぉさうすっ きせ たけさぇ. ]かっょ ┿えすけし, おなょっすけ しなとけ ぉうかう けすいうゃ
つうゃう. ]おぇかぇすぇ, こけ おけはすけ きけきつっすけ  きっさう つけゃっておぇすぇ かの
ぉけゃ う しなこさうつぇしすうっ, しぇ しなぉさぇくうすっ かっゃつっすぇ う しすけすうくおう 
ゃ うきっすけ くぇ しゃけはすぇ おぇせいぇ. ╆ぇさぇょう おけはすけ こっっ  う いぇさぇょう 

[っきけくす くぇ ╋かぇょっあおうは 
ょけき, けす ゅけょうくう いぇすゃけさっく 

う おさぇえくけ いぇくっきぇさっく, けぉっとぇ 
けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 
きかぇょうすっ たけさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こけ ゃさっきっ くぇ こせぉかうつくけすけ けぉ
しなあょぇくっ くぇ ╀のょあっす 2013 くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお きうくぇかうは 
こっすなお ゃっつっさすぇ. ‶さっょしっょぇ
すっかはす くぇ きかぇょっあおぇすぇ けさゅぇ
くういぇちうは „╆っかっくぇ しゃっすかうくぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは” ╂っけさゅう ╂さうゅけ
さけゃ ぉっ しさっょ くぇえ-ぇおすうゃくうすっ 
せつぇしすくうちう ゃ けぉしなあょぇくっすけ 
くぇ ぉのょあっすぇ. 〈けえ こけうしおぇ けす 
¨ぉとうくぇすぇ こけゃっつっ ゅさうあぇ おなき 
きかぇょうすっ たけさぇ う こさっょかけあう 
ぇおすうゃくけ せつぇしすうっ けす すはたくぇ 
しすさぇくぇ ゃ こさっょかぇゅぇくっすけ くぇ 
さぇいくけけぉさぇいっく すせさうしすうつっしおう 
こさけょせおす, くっ しぇきけ こけ ゃさっきっ 
くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ, くけ 
う こさっい ちはかぇすぇ ゅけょうくぇ, いぇ ょぇ 
きけゅぇす すせさうしすう う かのぉうすっかう 
くぇ こさうさけょぇすぇ  ょぇ しっ ゃさなとぇす 
けすくけゃけ ゃ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ 
う ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ちぇさっ. ╋かぇょっあうすっ くぇしすけはゃぇす 
いぇ しゃけっ きはしすけ いぇ しぉうさおう ゃ 
╉ぇいぇくかなお, ゃ けすゅけゃけさ くぇ おけっ
すけ おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
しなけぉとう いぇ ゃおかのつっくうは ゃ ぉの
ょあっすぇ さっきけくす くぇ ╋かぇょっあおうは 
ょけき, おなょっすけ けしゃっく ういゅさぇあ
ょぇくっすけ くぇ くけゃぇ いぇかぇ, こけょ
たけょはとぇ う いぇ しこっおすぇおかうすっ くぇ 
¨ぉとうくしおう すっぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ”, とっ うきぇ う こけ
きっとっくうは いぇ おかせぉくぇ ょっえくけしす 
くぇ きかぇょうすっ たけさぇ. 67 000 かゃ. 

′けゃぇ 4-っすぇあくぇ しゅさぇょぇ, ゃうしけおぇ 14,5 きっすさぇ, とっ ぉなょっ ういゅさぇょっくぇ くぇ つぇしす けす こぇさおうくゅぇ ょけ ╋うすくうちぇすぇ ょけ 
„┿さしっくぇか”. ′けゃぇすぇ しゅさぇょぇ とっ っ くぇ すっさっく - しけぉしすゃっくけしす くぇ „┿さしっくぇか”, う ゃ くっは くぇえ-ゃっさけはすくけ しかっょ ゃさっきっ 

とっ ぉなょっ ういくっしっくぇ つぇしす けす きぇさおっすうくゅけゃうは けすょっか くぇ そうさきぇすぇ. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ くぇ こけしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ 
くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, おけゅぇすけ ぉっ けょけぉさっく こかぇくなす いぇ いぇしすさけはゃぇくっ くぇ うきけす, おけえすけ おなき きけきっくすぇ っ つぇしす けす 
こぇさおうくゅぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. ╀なょっとぇすぇ くけゃぇ しゅさぇょぇ くぇ こさぇおすうおぇ とっ しっ „いぇかっこう” いぇ しっゅぇてくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ 
╋うすくうちぇすぇ. ¨ぉとうはす すっさっく, しけぉしすゃっくけしす くぇ „┿さしっくぇか” ういゃなく こけさすぇかぇ くぇ そうさきぇすぇ, っ 15 ょっおぇさぇ. 
『ゃっすぇく 【うおけゃ, さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „‶さけっおすうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う しすさけうすっかしすゃけ” う っょうく けす けぉとうく-

しおうすっ しなゃっすくうちう くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ くぇえ-ゃっさけはすくけ こさけちっしなす こけ こさけっおすうさぇ-
くっすけ くぇ しゅさぇょぇすぇ う ゃしうつおう こさっょてっしすゃぇとう ゅけ こさけちっょせさう とっ こさけょなかあう ょけ かはすけすけ. ╄ょゃぇ しかっょ すけゃぇ きけあっ ょぇ 
いぇこけつくっ う しなとうくしおけすけ しすさけうすっかしすゃけ.
╄ょくぇ けす うょっうすっ いぇ こさっょくぇいくぇつっくうっすけ くぇ ぉなょっとぇすぇ くけゃぇ しゅさぇょぇ っ ゃ くっは ょぇ しっ けしなとっしすゃはゃぇす しさっとうすっ し 

おかうっくすう, ぉっい ょぇ しっ くぇかぇゅぇ すっ ょぇ こさっきうくぇゃぇす こさっい しこっちうぇかくうは こさけこせしおぇすっかっく さっあうき いぇ ゃかういぇくっ ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ. 
¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお けすさっょう こさぇゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” いぇ いぇしすさけはゃぇくっ くぇ しぇくうすぇさくけ-けたさぇくうすっかくう-

すっ いけくう けおけかけ ゃけょけういすけつくうちうすっ くぇ くっゅけゃぇ すっさうすけさうは. ′ぇ こさぇおすうおぇ しゃなさいゃぇくっすけ くぇ ょゃぇすぇ くけゃう おかぇょっくっちぇ, 
おけっすけ ぉっ さぇいさってっくけ けす しなゃっすくうちうすっ, おなき ゃけょけこさっくけしくぇすぇ きさっあぇ くぇ いぇゃけょぇ, とっ こけょしうゅせさう こけしすけはくくけすけ 
ゃけょけこけょぇゃぇくっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, おけっすけ っ きくけゅけ ゃぇあくけ いぇ つぇしす けす こさけういゃけょしすゃぇすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ.

〈┿

くぇたぇ くっょっえしすゃうすっかくう ぉのかっすうくう. 
¨ぉとけ 12 595 けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお せつぇしすゃぇたぇ ゃ くぇちうけくぇか

くうは さっそっさっくょせき. ′けゃうくぇすぇ くぇ すけいう ゃうょ ゃけす っ, つっ いぇ こなさゃう 
こなす ゃ くけゃぇすぇ うしすけさうは くぇ ゅかぇしせゃぇくっ きぇしけゃけ さけきうすっ くっ ういかは
いけたぇ ょぇ ゅかぇしせゃぇす. ╄ょゃぇ 30 さけきう こけょぇょけたぇ ゃけすぇ しう ゃ ょゃっすっ 
しっおちうう ゃ さけきしぇおぇすぇ きぇたぇかぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ ちっかうは ょっく. ╇い
ぉうさぇすっかくぇすぇ ぇおすうゃくけしす ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ぉっ こけょ しさっょくぇすぇ 
いぇ しすさぇくぇすぇ – 17,76%.
¨ぉとけ 33 525 ゅさぇあょぇくう けす けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ けすゅけゃけさうたぇ  

し „╃ぇ” くぇ ゃなこさけしぇ くぇ さっそっさっくょせきぇ. ╃させゅう 41,36 ょぇょけたぇ けす
さうちぇすっかっく けすゅけゃけさ. ¨ぉとうはす ぉさけえ くぇ くっょっえしすゃうすっかくうすっ ぉの
かっすうくう ゃ けぉかぇしすすぇ っ 747 うかう 1,28 %.

╁ ╋ったぇくけすけ とっ けぉせつぇゃぇす
しすさけうすっかくう すったくうちう 

]すさけうすっかっく すったくうお - すけゃぇ っ くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす, おけはすけ しぇ  
こけうしおぇかう けす ‶╂ “╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ 

くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, きかぇょっあすぇ う くぇせおぇすぇ ょぇ ぉなょっ さぇいおさうすぇ 
こさっい くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ゃ ぉうゃてうは ╋ったぇくけすっくうおせき. 〉つう
かうとっすけ, しないょぇょっくけ こさっい 1924 ゅけょうくぇ, ょけしおけさけ うきぇてっ しかぇゃぇ
すぇ くぇ おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう いぇ うくょせしすさうはすぇ ゃ さぇえけくぇ う しすさぇ
くぇすぇ. ‶けつすう ゃしうつおう ょうさっおすけさう くぇ ゅけかっきう そうさきう ゃ さぇえけくぇ しぇ 
ぉうゃてう ゃないこうすぇくうちう くぇ くはおけゅぇてくうは ╋ったぇくけすったくうおせき “『ゃはす
おけ [ぇょけえくけゃ”. ╃せいうくぇ おぇいぇくかなておう おきっすけゃっ けす こさけきっくうすっ 
う こさっょう すけゃぇ しなとけ しぇ せつうかう ゃ くはおけゅぇてくけすけ いぇくぇはすつうえしおけ 
せつうかうとっ. ╁ こけしかっょくうすっ 5-6 ゅけょうくう, けぉぇつっ, けしくけゃくぇ ゅさうあぇ 
くぇ つっしすけ しきっくはとうすっ しっ さなおけゃけょしすゃぇ すぇき っ しこぇしはゃぇくっすけ くぇ 
せつうかうとっすけ, おけっすけ し ゃしはおぇ ういきうくぇかぇ ゅけょうくぇ ゃしっ こけ-すさせょくけ 
くぇきうさぇ  あっかぇっとう ょぇ せつぇす ゃ くっゅけ. ‶さうつうくうすっ いぇ すけゃぇ しぇ おけき
こかっおしくう, くけ っょくぇ けす すはた っ しさせすっくうはす うきうょあ くぇ せつうかうとっすけ, 
くはおけゅぇてくぇ ゅさぇょしおぇ ゅけさょけしす. 

〈┿

3,5 きかく. かゃ. とっ けすこせしくっ ょなさあぇ
ゃぇすぇ いぇ さっおけくしすさせおちうは, おけくしっさゃぇ
ちうは, しけちうぇかういぇちうは, ういゅさぇあょぇくっ くぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇ ょけ けぉとけ 10 すさぇ
おうえしおう きけゅうかう ゃ さぇえけくぇ. ]さっょしすゃぇ
すぇ とっ ぉなょぇす けすこせしくぇすう ょけ おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ, けぉっとぇ ゃうちっこさっきうっさなす 
う きうくうしすなさ くぇ そうくぇくしうすっ ]うきっけく 
╃はくおけゃ こけ ゃさっきっ くぇ けぉとっしすゃっくぇ 

1,8 млн. лв. предвижда Общината за асфалтиране през 2013 г.

╂っけさゅう, う けすこさぇいくせゃぇ こなさゃぇすぇ しう ゅけょうくぇ. ]さっょ ぉかういおう, こさうはすっかう, ょけぉさう けさうしくうちう. 
 ] きくけゅけ こけょぇさなちう, し きくけゅけ さぇょけしす, し こけあっかぇくうは ょぇ さぇしすぇす ょけぉさう う とぇしすかうゃう, ょぇ しすぇくぇす こさっおさぇしくう ゅさぇあょぇくう くぇ ╉ぇいぇくかなお, ょぇ いぇょきうくぇす こけ たせぉけしす う 

しかぇゃぇ さけょうすっかうすっ しう. 

                                                                            ¨す しなさちっ う きくけゅけ かうつくけ: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Близнаците на Пламена и Апостол Терзиеви 

посрещнаха скъпи гости за първия си рожден ден

いぇょっかは ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
ゃ くけゃうは ぉのょあっす いぇ さっおけく
しすさせおちうはすぇ くぇ ういけしすぇゃっくうは 
╋かぇょっあおう ょけき, くぇ おけえすけ しっ 
くぇょはゃぇ ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ 
ょぇ ぉなょっ ゃょなたくぇす くけゃ あうゃけす. 
]すけはくけゃぇ こさっょかけあう けとっ: 
きかぇょうすっ たけさぇ ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ 
さっぇかういぇちうはすぇ くぇ しこっつっかっ
くうは けす ¨ぉとうくぇすぇ こさけっおす いぇ 
すせさうしすうつっしおう きぇさおっすうくゅ ゃ 
さっゅうけくぇ, おけえすけ しっ そうくぇくしう
さぇ けす ╄], う こけおぇくう きかぇょっあう 
くぇ しさっとぇすぇ し そうくぇくしけゃうは 
きうくうしすなさ ]うきっけく ╃はくおけゃ, 
こさけゃっかぇ しっ すけいう ゃすけさくうお ゃ 
╉ぇいぇくかなお  おぇすけ ょうしおせしうは けす
くけしくけ きはしすけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
ゃ すせさうしすうつっしおぇすぇ おぇさすぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは.  
╁ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ とっ ぉなょっ 

けすおさうすぇ う くけゃぇ ╆ぇかぇ いぇ さぇ
ょけしすくう さうすせぇかう, けぉはゃう けとっ 
おきっすなす ]すけはくけゃぇ こけ ゃさっきっ 
くぇ こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇくっ, 
おけっすけ きうくぇ しこけおけえくけ, し きぇ
かけぉさけえくぇ こせぉかうおぇ う こさっょ
しすぇゃうすっかう こさっょうきくけ くぇ けぉ
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう う あせさ
くぇかうしすう.
‶け ゃさっきっ くぇ けぉしなあょぇくっすけ 

おきっすなす くぇ ¨ゃけとくうお こさっょかけ
あう ょぇ しっ いぇきっくう ゃ くけゃうは ぉの
ょあっす さっきけくすうさぇくっすけ くぇ っょくぇ 
けす せかうちうすっ ゃ しっかけすけ いぇ しきっす
おぇ くぇ いぇょっかはくっすけ くぇ こぇさう いぇ 
こけおせこおぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ, おなょっすけ 
しっゅぇ, ゃ こけきっとっくうっ こけょ くぇっき, 
しっ こけきっとぇゃぇ こっくしうけくっさしおう

はす おかせぉ. ╃うさっおすけさなす くぇ 〈っ
ぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ”, 
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ, こけうしおぇ 
ゃ ぉのょあっすぇ ょぇ ぉなょぇす こさっょゃう
ょっくう う 17 000 かゃ. いぇ くぇえ-くっ
けぉたけょうきぇすぇ けいゃせつうすっかくぇ う 
けしゃっすうすっかくぇ すったくうおぇ, くせあくぇ 
いぇ ょっえくけしすすぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
すさせこぇ, おけはすけ おなき きけきっくすぇ 
さぇぉけすう こさう ういおかのつうすっかくけ 
すさせょくう せしかけゃうは う かうこしぇ くぇ 
しけぉしすゃっくぇ きぇすっさうぇかくけ-すった
くうつっしおぇ ぉぇいぇ しかっょ くぇこせしおぇ
くっすけ くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ つうすぇかう
とっ „╇しおさぇ” きうくぇかけすけ かはすけ.
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ [っゅう

けくぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
╉〈 „‶けょおさっこぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお 
– 『ゃっすぇくおぇ ‶うしおけゃぇ, ゃくっしっ 
こさっょかけあっくうっ いぇ こけゃうてぇゃぇ
くっ くぇ いぇこかぇすうすっ ゃ しそっさぇすぇ 
くぇ おせかすせさぇすぇ - ゃ しかせつぇえ, つっ, 
おぇおすけ しっ けつぇおゃぇ, くぇ くぇちうけ
くぇかくけ くうゃけ ういかっいっ こけしすぇくけ
ゃかっくうっ いぇ ゃょうゅぇくっ くぇ ゃないくぇ
ゅさぇあょぇくうはすぇ ゃ すけいう しっおすけさ. 
‶さっょかけあっくうはすぇ ぉはたぇ いぇ

こうしぇくう ゃ こさけすけおけかぇ くぇ けぉ
しなあょぇくっすけ う しっ けつぇおゃぇ ょぇ 
ぉなょぇす ゃこうしぇくう ゃ こさけっおすぇ いぇ 
くけゃ ぉのょあっす, おけえすけ ¨ぉとうくぇ
すぇ こさっょかぇゅぇ し きぇおさけさぇきおぇ 
けす 36 きかく. 172 たうか. 327 かゃ., 
おけっすけ っ し 2 きうかうけくぇ かっゃぇ 
こけゃっつっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ いぇゃうてぇゃぇ
くっすけ くぇ ょなさあぇゃくうすっ しすぇく
ょぇさすう いぇ ょっかっゅうさぇくうすっ ょなさ
あぇゃくう ょっえくけしすう.   

〈┿

おけはすけ っあっょくっゃくけ こなすせゃぇ ゃっつっ しっょきうちぇ し おけかぇすぇ くぇ しゃけえ  こさうはすっか, さぇぉけすっと ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╋けき
つっすけ しなぉうさぇ こぇさう いぇ ぉけかくうは しう ぉぇとぇ. ′せあょぇすぇ, こけ ょせきうすっ きせ, ぉうかう 1000 かっゃぇ いぇ かっつっくうっ くぇ 
ぉっかけょさけぉくけ いぇぉけかはゃぇくっ. ]っきっえしすゃけすけ, けぉぇつっ, くはきぇ すっいう こぇさう, おけっすけ ういゃぇょうかけ ぉっいさぇぉけすくうは 
きかぇょっあ くぇ せかうちぇすぇ し ぉせすぇそけさっく きうおさけそけく. ╋うくせゃぇつうすっ, し きぇかおけ ゃさっきっ ょぇ ゅけ こけしかせてぇす, ゃっょ
くぇゅぇ いぇぉっかはいゃぇす すぇかぇくすぇ くぇ ]すけはく ょぇ こっっ. ╆ぇさぇょう くっゅけ しぇきけせおうはす すぇかぇくす しっゅぇ しっ っ いぇこうしぇか う 
いぇ こさっょしすけはとうは おぇしすうくゅ くぇ こけさっょくけすけ ういょぇくうっ くぇ „╀なかゅぇさうは すなさしう すぇかぇくす”. 〉ぉっょっく, つっ きぇおしう
きぇすぇ „きせいうおぇくす おなとぇ くっ たさぇくう” うきぇ ういおかのつっくうは. 
╃けおぇすけ ゅけゃけさうき, ゃ けさなそぇくうは おせそぇさ くぇ きかぇょっあぇ けす ╀っいきっさ いゃなくゃぇす ちっかう 80 しすけすうくおう. 
]なぉさぇか しなき ゃっつっ 250 かっゃぇ けす  ╉ぇいぇくかなお. ╇ けす ┿えすけし うきぇき, しおけさけ きけあっ う ょぇ ゅう しなぉっさぇ 1000 

かっゃぇ, くうあっ くぇょっあょぇ ]すけはく. ╁ こぇせいぇすぇ きっあょせ すさぇおうえしおぇすぇ う さけょけこしおぇすぇ こっしっく しかっょ くっは すけえ 
くっ しこうさぇ ょぇ くぇさっあょぇ ぉかぇゅけしかけゃうう いぇ ょけぉさうすっ たけさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, けすゃけさうかう しなさちっ う おっしうは いぇ 
おぇさすけくっくぇすぇ くぇょっあょぇ: ”‶っしっくすぇ きけあっ う ょぇ かっおせゃぇ”.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ょうしおせしうは いぇ つせょっしぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, こさけゃっかぇ しっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
┿さたっけかけいう, うしすけさうちう, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さぇいかうつくう ょなさあぇゃくう 
うくしすうすせちうう, おきっすけゃっ う あせさくぇかうしすう せつぇしすゃぇたぇ ゃ ょうしおせしうはすぇ. 
′ぇ くっは いぇ こなさゃう こなす ぉっ こさっょしすぇゃっく くけゃ, きくけゅけ こけ-っゃすうく う 
さっぇかういせっき ゃぇさうぇくす いぇ こさけっおすぇ „]っゃすけこけかうし“. 〈けえ とっ っ くぇ 
しすけえくけしす ぉかういけ 2 きかく. かっゃぇ う とっ こさっょしすぇゃかはゃぇ しゃっすかうくくけ 
てけせ ゃなさたせ こかぇゃぇとぇ こかぇすそけさきぇ ゃなゃ ゃけょうすっ くぇ はいけゃうさ ╉けこ
さうくおぇ. 〉くうおぇかくけすけ こけ しゃけうすっ きぇとぇぉう う しゃっすかうくくけ う ぇせょうけ
ゃういせぇかくけ てけせ  とっ きけあっ ょぇ しっ くぇぉかのょぇゃぇ けす 300 つけゃっおぇ っょ
くけゃさっきっくくけ くぇ はいけゃうさくぇすぇ しすっくぇ. ┿くうきぇちうは, かぇいっさくけ てけせ う 
ぇおすぬけさう しぇ つぇしす けす こさけっおすぇ いぇ ゅさぇくょうけいっく しこっおすぇおなか, おけえすけ 
とっ しっ こさけしすうさぇ こさぇおすうつっしおう くぇ 17 おうかけきっすさぇ こかけと けす ╋っゅぇ
かうすぇ ょけ すさぇおうえしおうすっ きけゅうかう くぇ しっゃっさ けす ╉ぇいぇくかなお. ┿ゃすけさうすっ 
くぇ こさけっおすぇ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ けとっ こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ くけゃう
はす ゃぇさうぇくす くぇ こさけっおす „]っゃすけこけかうし“ とっ ょけくっしっ こっつぇかぉぇ けす 
くぇょ 500 たうかはょう かっゃぇ. ╃ぇ こけょおさっこう こさっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 
くぇつうくぇくうっすけ しっ ぇくゅぇあうさぇ ゃうちっこさっきうっさなす ]うきっけく ╃はくおけゃ. 
„〈けかおけゃぇ っ ぇぉしせさょっく, つっ くはきぇ おぇお ょぇ くっ しすぇくっ“, いぇはゃう こけ 
こけゃけょ こさけっおすぇ ぇさたっけかけゅなす ╃うぇくぇ ╃うきうすさけゃぇ, さぇぉけすうかぇ ゅけ
ょうくう くぇさっょ し ょ-さ ╂っけさゅう ╉うすけゃ. ╉ぇいぇくかなお ぉっ すさっすうはす ゅさぇょ, 
せつぇしすくうお ゃ ょうしおせしうはすぇ くぇ ゃっしすくうお „]すぇょぇさす“ „』せょっしぇすぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは“. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ そけさせきぇ ゃ ゅさぇょぇ ぉっ くぇ おきっすぇ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
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〉╅ [╅ぁ╊』【╇《【《 ╇ „╅『』╊〉╅]”  

╋っくうょあなさ ]すっそぇくけゃぇ 
うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” こなさゃけ 

ゃ ちった 130 くぇ ╆ぇゃけょ 2, こけしかっ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう ゃ ちった 
140 う ゃ ╉けくしすさせおすうゃくうは けす
ょっか くぇ ぉうゃてうは いぇゃけょ 14 くぇ 
こかけとぇょおぇすぇ ゃ 【っえくけゃけ う ゃ 
ちった 300 くぇ ╆ぇゃけょ 1. 〈ぇおぇ, 
つさっい ょなとっさはすぇ, しっきっえくぇすぇ 
すさぇょうちうは くぇ ╋ぇさうは う ╂っけさゅう 
‶っすさけゃう くぇきうさぇ しゃけっすけ っし
すっしすゃっくけ こさけょなかあっくうっ. ╉ぇすけ 
しなゃさっきっくっく さなおけゃけょうすっか, 
]すっそぇくけゃぇ ゅかっょぇ おぇつっしすゃけすけ 
くっ しぇきけ おぇすけ くぇ おぇつっしすゃけ くぇ 
しすけすうちうすっ う たうかはょう ょっすぇえ
かう, おけきこかっおすせゃぇとう  きぇすっさう
ぇかう, けぉけさせょゃぇくっ, くけ う おぇすけ 
くぇ おぇつっしすゃけ くぇ しすけすうちうすっ う 
たうかはょう こさけちっしう くぇ しないょぇ
ゃぇくっ くぇ ういょっかうっすけ. „╆くぇつう, 
すけゃぇ っ おぇつっしすゃけ くぇ しすけすうちう 
う たうかはょう たけさぇ. ╇ ゃしうつおう 
すっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃなゃかっおぇす ゃ 
しうしすっきぇすぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
おぇつっしすゃけすけ”, けぉはしくはゃぇ しかけあ
くぇすぇ しう さぇぉけすぇ さなおけゃけょう
すっかはす くぇ ]〉╉ ゃ けさなあっえくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇ ]すっそぇくけゃぇ きくけゅけ ゃぇあくぇ, 
ぇ きけあっ ぉう – くぇえ-ゅかぇゃくぇすぇ, 
さけかは ゃ しうしすっきぇすぇ いぇ せこさぇ
ゃかっくうっ くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ こさうくぇょかっあう 
くぇ ちっかうは こっさしけくぇか.

„┿さしっくぇか” しっ けぉさなとぇ 
おなき ′ぇすけゃしおうすっ

しすぇくょぇさすう こさっい 2002-さぇ  

¨とっ けす すけゅぇゃぇ ]すっそぇくけ
ゃぇ ゃいっきぇ ぇおすうゃくけ せつぇしすうっ 
ゃ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ ょさせあっ
しすゃけすけ いぇ しっさすうそうおぇちうは, 
いぇゃなさてうかぇ し ういょぇゃぇくっすけ くぇ 
こなさゃうは しっさすうそうおぇす いぇ しなけす
ゃっすしすゃうっ AQAP 110 くぇ 13-すう 
ょっおっきゃさう 2002 ゅ., ゃさなつっく 
すなさあっしすゃっくけ くぇ そうさきっくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ ゃ いぇしっょぇすっか
くぇすぇ いぇかぇ くぇ 〉こさぇゃかっくうっすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” けす すけゅぇゃぇてくうは 
いぇき.-きうくうしすなさ くぇ けすぉさぇくぇすぇ 
╂っけさゅう ‶ぇしおけゃ. ′ぇ けそうちうぇか
くぇすぇ ちっさっきけくうは, すぇおぇ ゃぇあくぇ 
いぇ ぇさしっくぇかちう ゃ くけゃうは こなす 
くぇ さぇいゃうすうっ くぇ そうさきぇすぇ, 
こさうしなしすゃぇす う しかせあうすっかう けす 
╃うさっおちうは „‶けかうすうおぇ こけ ゃな
けさなあっくうっすけ” おなき ╋うくうしすっさ
しすゃけすけ くぇ けすぉさぇくぇすぇ, しこけきくは 
しう ]すっそぇくけゃぇ.

¨とっ こけ すけゃぇ ゃさっきっ いぇ ]すっ
そぇくけゃぇ しすぇゃぇ はしくけ, つっ しうし
すっきぇすぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
おぇつっしすゃけすけ けぉたゃぇとぇ ゃしうつ
おう こさけちっしう う ゃしうつおう いゃっくぇ, 
ゃしうつおう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっ
かう ゃなゃ そうさきぇすぇ, つっ けいくぇつぇゃぇ 
おぇつっしすゃけ くぇ こかぇくうさぇくっすけ, 
せこさぇゃかっくうっ くぇ こさけういゃけょ
しすゃけすけ, ちはかぇすぇ きっくうょあなさしおぇ 
しうしすっきぇ, ぇ くっ こさけしすけ – そせくお
ちうは くぇ こさけょせおちうはすぇ. ¨す くぇ
つぇかけすけ くぇ さぇぉけすぇすぇ しう ゃ すけいう 
しっおすけさ ]すっそぇくけゃぇ いくぇっ, つっ 
くぇえ-ゃぇあくけすけ, いぇ ょぇ ぉなょって 
さなおけゃけょうすっか くぇ ]〉╉, っ けこう
すなす う こけいくぇゃぇくっすけ くぇ ちはかけ
すけ しこっちうぇかくけ こさけういゃけょしすゃけ 
くぇ „┿さしっくぇか” -  たうかはょうすっ う 
ょっしっすおうすっ たうかはょう ょっすぇえかう 
う ういょっかうは, ぉけっこさうこぇしうすっ, 
っかっきっくすうすっ おなき すはた, ゃなけさな
あっくうっすけ. ]すっそぇくけゃぇ けぉぇつっ 
くっ しこうさぇ う ょぇ しっ せつう – こさっ
きうくぇゃぇ こさっい ╀ういくっし ておけかぇすぇ 
おなき 『っくすなさぇ いぇ ういこうすゃぇくっ う 
っゃさけこっえしおぇ しっさすうそうおぇちうは, 
こさっい ╀のさけ „╁っさうすぇし” ゃなゃ ╁ぇ
さくぇ, ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ 
おぇきぇさぇ ゃ ]けそうは, ]ょさせあっくうっ 
„╉かせぉ 9000” – ╁ぇさくぇ, 『っくすな
さぇ いぇ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ おぇつっしす
ゃけすけ ゃ ]けそうは. ]すっそぇくけゃぇ 
ゃけょう ちはかぇすぇ おけさっしこけくょっくちうは 
くぇ „┿さしっくぇか” こけ しっさすうそうちう
さぇくっすけ ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
けすぉさぇくぇすぇ.
′っえくうすっ けすゅけゃけさくけしすう しっ 

こさけしすうさぇす けす こさうしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ おけょうそうちうさぇくう くけきっさぇ こけ 
しうしすっきぇすぇ くぇ ′┿〈¨ くぇ ういょっ
かうは けす しこっちうぇかくぇすぇ こさけょせお
ちうは くぇ „┿さしっくぇか”, しっさすうそう
おぇちうはすぇ くぇ けこぇおけゃおうすっ いぇ 
けこぇしくうすっ すけゃぇさう ょけ  こさけょせ
おすうすっ. 〈は せつぇしすゃぇ う ゃ せしゃけは
ゃぇくっすけ くぇ くけゃうすっ ういょっかうは けす 
しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ – 
つかっく っ くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ こさう
っきぇくっ くぇ くけゃうすっ ういょっかうは. 
‶さけゃっさおぇすぇ いぇ しなけすゃっしすゃうっすけ 
くぇ こさけょせおちうはすぇ う こさけちっしうすっ 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 
し さぇいこうしぇくうすっ こぇさぇきっすさう, 
いぇょぇょっくう けす しすぇくょぇさすぇ, こけ 
おけえすけ しっ さぇぉけすう, っ ょっえくけしす, 
し おけはすけ ゃ „┿さしっくぇか” しっ いぇ
くうきぇゃぇす しぇきけ あっくう. ¨しゃっく 
╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ, おけえすけ っ 
こさっおうはす さなおけゃけょうすっか くぇ ]すっ
そぇくけゃぇ, けしすぇくぇかうすっ けす ]〉╉ 
しぇ あっくう. ]すっそぇくけゃぇ おぇいゃぇ 

すけゃぇ, しはおぇて くぇえ-っしすっしすゃっ
くけすけ くっとけ くぇ しゃっすぇ っ あっくう
すっ ょぇ けぉゅさうあゃぇす けさなあうっすけ. 
„╅っくうすっ しぇ こけ-けすゅけゃけさくう 
おなき さぇぉけすぇすぇ しう, こけ-おけきせ
くうおぇすうゃくう う こけ-こさっちういくう ゃ 
さぇぉけすぇすぇ しなし しかけあくぇすぇ ょけおせ
きっくすぇちうは”, けぉはしくはゃぇ こさけしすけ 
きっくうょあなさなす こけ ]〉╉ ゃ しこっ
ちうぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
„┿さしっくぇか”. ╃ゃぇきぇ しこっちうぇかう

しすう しぇ くぇ くっえくけ ぇょきうくうしすさぇ
すうゃくけ こけょつうくっくうっ, けとっ 6 しぇ 
こけ けすょっかくうすっ いぇゃけょう, おなょっすけ 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくけ ゅう さなおけ
ゃけょう てっそなす くぇ いぇゃけょぇ, くけ 
きっすけょうつっしおう しぇ こけょつうくっくう 
くぇ きっくうょあなさぇ くぇ ぇさしっくぇか
しおぇすぇ ]〉╉. 〈っいう あっくう しかっょはす 
しすさうおすくけ いぇ しなけすゃっすしすゃうっ
すけ くぇ しすぇくょぇさすうすっ, おけっすけ っ 
きくけゅけ ゃぇあくけ いぇ おけくおせさっくす
くけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ ぇさしっくぇか
しおぇすぇ けさなあっえくぇ こさけょせおちうは, 
いぇとけすけ しっさすうそうおぇすなす けい
くぇつぇゃぇ ゅぇさぇくちうは, けぉはしくはゃぇ 
╃けさぇ ]すっそぇくけゃぇ. 〈は けぉせつぇゃぇ 
けょうすけさうすっ こけ いぇゃけょう ゃ しすぇく
ょぇさすうすっ いぇ しっさすうそうちうさぇくっ, 
おけうすけ ういうしおゃぇす しこぇいゃぇくっすけ 
くぇ さぇいこうしぇくうすっ こさけちっょせ

さう  くぇょけかせ こけ ゃしうつおう いゃっ
くぇ. 『っかすぇ っ こさけゃっさおうすっ ょぇ 
こさっょけすゃさぇすはす う おけさうゅうさぇす 
けすおかけくっくうは けす ょっえくけしすすう
すっ, けこうしぇくう ゃ しすぇくょぇさすぇ いぇ 
しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 
╁けっくくけすけ きうくうしすっさしすゃけ っ 
しっさすうそうおぇすけさなす くぇ すけゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけ, けぉはしくはゃぇ いぇ 
かぇうちうすっ ]すっそぇくけゃぇ. ]すぇさすう
さぇか こさっい 2002 し AQAP 110, 
ょくっし „┿さしっくぇか” うきぇ う AQAP 
2110 いぇ ゃけっくくけすけ こさけういゃけょ
しすゃけ. ╂さぇあょぇくしおけすけ しっ „ょゃう
あう” こけ ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ ISO 
9001, し おけっすけ しっ いぇくうきぇゃぇ 
ょさせゅけ いゃっくけ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
]こけさっょ ╃けさぇ ]すっそぇくけゃぇ, 
くぇえ-すさせょくけすけ ゃ さぇぉけすぇすぇ しぇ 
せしうかうはすぇ ょぇ しっ せぉっょはす たけさぇ
すぇ おけかおけ っ ゃぇあくけ ょぇ しこぇいゃぇす 
ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ しすぇくょぇさすぇ, 
ょぇ さぇいぉっさぇす しきうしなかぇ う いくぇ
つっくうっすけ くぇ ]〉╉. 
] すけかおけゃぇ けこうす ょくっし ]すっ

そぇくけゃぇ っ せぉっょっくぇ, つっ

]〉╉ ゃ „┿さしっくぇか” っ
くぇえ-ょけぉさぇすぇ ゃなゃ

╁‶╉ せ くぇし

„╁しうつおう うしおぇす ょぇ しっ せつぇす 
けす くぇし, くけ しこっちうそうおぇすぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ くっ こけいゃけかはゃぇ ょぇ 
さぇいおさうゃぇきっ すぇえくぇすぇ くぇ せし
こったぇ しう”, し くっゃけかくぇ せしきうゃ
おぇ しこけょっかは きっくうょあなさなす. „╁ 
しさぇゃくっくうっ し ょさせゅうすっ おけかっゅう, 
„┿さしっくぇか” うきぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
う くぇえ-ょけぉさっ ういゅさぇょっくぇ ]うし

すっきぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ おぇ
つっしすゃけすけ”, おぇいゃぇ ]すっそぇくけゃぇ. 
‶けょぉけさなす くぇ おぇょさうすっ ゃ すけゃぇ 
いゃっくけ しっ こさぇゃう くぇ ぉぇいぇすぇ 
くぇ こけくっ すさうゅけょうてっく けこうす ゃ 
けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ, 
ゃぇあくけ っ ょぇ しっ こけいくぇゃぇす こさけ
ちっしうすっ ゃ しこっちうぇかくけすけ こさけ
ういゃけょしすゃけ ゃ ょなかぉけつうくぇ う ゃ 
ょっすぇえかう. „〈なさしうき けすかうつくけ 
ゅさぇきけすくう すったくうつっしおう おぇょさう, 
おけきせくうおぇすうゃくう – すぇおうゃぇ, 
おけうすけ せきっはす ょぇ けぉとせゃぇす し 
たけさぇすぇ, ゃぇあくけ っ ょぇ しぇ こけいう
すうゃくう.”, けぉはしくはゃぇ しうしすっきぇすぇ 
くぇ こけょぉけさ くぇ おぇょさうすっ ゃ ]〉╉ 
くっえくうはす さなおけゃけょうすっか ╃けさぇ 
]すっそぇくけゃぇ.
╁ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ ]すっ

そぇくけゃぇ こけこぇょぇ こけ こさっょかけ

╋ぇかおけ ぇさしっくぇかちう ぉうたぇ こさっょこけかけあうかう, 
ぇおけ こけゃっつっすけ くっ いくぇったぇ いぇ くっは, つっ いぇょ 
しおせつくぇすぇ ぇぉさっゃうぇすせさぇ ]〉╉, ゃしなとくけしす, ゃ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ しっ おさうっ っょくぇ 
うしすうくしおう こさうはすくぇ あっくぇ – し すけこかけ  う すうたけ 
ういかなつゃぇくっ. ′け – しうかくぇ う せゃっさっくぇ, おぇすけ 
ゃしっおう うしすうくしおう こさけそっしうけくぇかうしす, おけえすけ 
いくぇっ おぇおゃけ う おぇお ょぇ こさぇゃう.
╃けさぇ ]すっそぇくけゃぇ っ きっくうょあなさ くぇ ]うし

すっきぇすぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ おぇつっしすゃけすけ /
]〉╉/ けす 2007-きぇ. ′け しっ いぇくうきぇゃぇ し すけゃぇ 
くぇこさぇゃかっくうっ けとっ けす くぇつぇかけすけ くぇ ゃなゃっあ
ょぇくっ くぇ しうしすっきぇすぇ, ゃ きぇすっさうはすぇ くぇ しかけあ
くけすけ せこさぇゃかっくうっ くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ しこっちう
ぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけすけ すは っ けす 2002-さぇ. 
¨す 20 ゅけょうくう ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ

くうちぇ, ]すっそぇくけゃぇ っ ぇさしっくぇかっち こけ しなさちっ 
きくけゅけ こけ-けすょぇゃくぇ. ¨すゅかっょぇくぇ けす ょゃぇきぇ 
さけょうすっかう - ぇさしっくぇかちう, すは けす きぇかおぇ しゃうお
ゃぇ ゃおなとう ょぇ しっ ゅけゃけさう いぇ こさっょこさうはすうっすけ 
おぇすけ いぇ つぇしす けす しっきっえしすゃけすけ. ╇ しっゅぇ っ すぇおぇ.     
╆けょうは ]おけさこうけく, ╃けさぇ ]すっそぇくけゃぇ っ 

]すさっかっち こけ こさうさけょぇ う〈ぇくちぬけさ こけ ょせてぇ. 
╁しはおけ しゃけぉけょくけ ゃさっきっ すぇくちせゃぇ ゃ ゅさせこぇ
すぇ いぇ くぇこさっょくぇかう くぇ ╃けさぇ ‶っすおけゃぇ, うきぇ う 
ょっしっすおう けすかうつうは ゃ すせさくうさうすっ こけ しすさっかぉぇ 
くぇ „┿さしっくぇか”.

》]╅【╊〉 《【》】』[ ′╅ 
ぁ╅』【 《【 ╅『』╊〉╅]を¨

╁ 10-ょくっゃっく こかぇすっく けすこせしお ういかういぇ つぇしす けす しなしすぇゃぇ くぇ 
“┿さしっくぇか” けす 4-すう ょけ 15-すう そっゃさせぇさう ゃおかのつうすっかくけ. ¨す-

こせしおなす っ くぇ ぉぇいぇ ういょぇょっくぇ いぇこけゃっょ くぇ ういこなかくうすっかくうは ょう-
さっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ, しなゅかぇしせゃぇくぇ し ょゃぇすぇ しうくょうおぇすぇ – ╉′]╀ 
う ╉〈 “‶けょおさっこぇ”. ‶さうつうくぇすぇ, おけはすけ くぇかぇゅぇ つぇしす けす こっさしけ-
くぇかぇ ょぇ っ ゃ こかぇすっく けすこせしお, っ くっょけしすぇすなつくうはす けぉっき さぇぉけすぇ, 
おけえすけ くっ こけいゃけかはゃぇ ちっかうはす こっさしけくぇか ょぇ っ くぇすけゃぇさっく きぇおしう-
きぇかくけ. ] ちっか うおけくけきうう くぇ さぇいたけょう さなおけゃけょしすゃけすけ こさっょこさう-
っきぇ すぇいう きはさおぇ くっいぇゃうしうきけ, つっ ゃ くぇつぇかぇすけ くぇ おぇかっくょぇさくぇすぇ 
ゅけょうくぇ さぇぉけすくうおなす うかう しかせあうすっかはす くはきぇ こさぇゃけ ょぇ こけかいゃぇ 
すけかおけゃぇ ょくう こかぇすっく けすこせしお.
]けちうぇかくぇすぇ くぇ こさぇおすうおぇ きはさおぇ うきぇ いぇ ちっか ょぇ ょぇょっ ゃない-

きけあくけしす くぇ たけさぇすぇ ょぇ こけかせつぇゃぇす こなかくうすっ しう いぇこかぇすう, ぉっい 
ょぇ しっ くぇかぇゅぇ けこすうきういぇちうは くぇ こっさしけくぇか くぇ っすぇこぇ, ょけ けしうゅせ-
さはゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ いぇ ゃしうつおう. 

あっくうっ くぇ しゃけは さなおけゃけょうすっか 
╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ – ょうさっお
すけさ こけ 〉こさぇゃかっくうっ くぇ こさけ
ちっしうすっ, おけゅけすけ くぇしかっょはゃぇ くぇ 
こけしすぇ きっくうょあなさ こけ ]〉╉ こさっい 
2007-きぇ う し おけゅけすけ さぇぉけすう 
けすかうつくけ. ′っ いぇぉさぇゃは けぉぇつっ 
う さぇぉけすぇすぇ しう くぇゃさっきっすけ ゃ 
╆ぇゃけょ 2 し ╂ぇくつけ ]すけえつっゃ, おけ
ゅぇすけ おなき ¨]¨ – すけゅぇゃぇてくぇすぇ 
„¨さゅぇくういぇちうは いぇ しなょっえしすゃうっ 
くぇ けすぉさぇくぇすぇ”, ]すっそぇくけゃぇ 
すさっくうさぇ しすさっかぉぇ し きぇかけおぇ
かうぉさっくぇ こせておぇ. ¨すすけゅぇゃぇ っ う 
くっえくうはす くっしすうたゃぇと うくすっさっし 
おなき けさなあうっすけ. ╃けさぇ しなあぇかは
ゃぇ, つっ ゃ ╉ぇいぇくかなお すさせょくけ しっ 
くぇきうさぇ しすさっかぉうとっ, おなょっすけ 
こけ-つっしすけ ょぇ ちっかう きうてっくうすっ 
う ょぇ さぇいすけゃぇさゃぇ し かのぉうきけ
すけ しう いぇくうきぇくうっ しかっょ さぇぉけ
すぇ. ╆ぇすけゃぇ こなお さぇぉけすぇすぇ え っ 
ょぇかぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しすさっかは し 
おぇおゃう かう くっ けさなあうは. ╁ しこう
しなおぇ くぇ ╃けさぇ ]すっそぇくけゃぇ しぇ 
しすさっかぉう し „╉けかす”, „╋ぇおぇさけゃ”, 
ちっかうは しこっおすなさ くぇ ぇゃすけきぇす う 
おぇさすっつくうちぇ „╉ぇかぇてくうおけゃ”, 
ぇさしっくぇかしおうはす „╉けきこぇおす”, きぇ
かけおぇかうぉさっくうすっ こせておう... ′け:

′ぇ ╃けさぇ え こぇしゃぇ
くぇえ-ょけぉさっ „╁ぇかすっさ”

‶ぇしゃぇす え しなとけ う ぉなかゅぇさしおう
すっ くぇさけょくう すぇくちう. ╋っくうょあな
さなす こけ ]〉╉ くぇ けさなあっえくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” 
こけしゃっとぇゃぇ くぇ さけょくうは そけかお
かけさ こけつすう ちはかけすけ しう しゃけ
ぉけょくけ ゃさっきっ. ] ゅさせこぇすぇ いぇ 
くぇこさっょくぇかう くぇ つうすぇかうとっ 
„╅ぇさ” くぇ ╃けさぇ ‶っすおけゃぇ う ‶っ
すなさ ╀っかつっゃ すぇくちせゃぇす くっ しぇきけ 
しかっょ さぇぉけすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くけ 
けぉうおぇかはす ゃ くぇょうゅさぇゃぇくっ う 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ – [ぇいかけゅ, ‶け
きけさうっ, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ╁っかうおけ 
〈なさくけゃけ, ╅っさぇゃくぇ し そっしすう
ゃぇかぇ くぇ くけしうはすぇ. ′っ こさけこせし
おぇす う ゃっつっ すさぇょうちうけくくけすけ 
おぇいぇくかなておけ くぇょうゅさぇゃぇくっ ゃ 
‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ. ”〈ぇく
ちうすっ ょぇゃぇす きくけゅけ, けしゃけぉけあ
ょぇゃぇす, いぇさっあょぇす し っきけちうは う 
おさぇしけすぇ”, しこけょっかは すぇえくぇすぇ 
くぇ しすさぇしすすぇ „そけかおかけさ” ╃けさぇ 
]すっそぇくけゃぇ.
╃ゃぇ こなすう うくょうゃうょせぇかっく う 

けすぉけさっく こなさゃっくっち, くけしうすっか 
う くぇ ょさせゅう こさういけゃう きっしすぇ ゃ 
すせさくうさぇ こけ しすさっかぉぇ くぇ „┿さ
しっくぇか”, ╃けさぇ ]すっそぇくけゃぇ くっ 
しこうさぇ ょぇ しっ ちっかう くぇえ-ゃうしけおけ 
ゃ こさけそっしうけくぇかくけすけ しう さぇい
ゃうすうっ. ‶さぇゃう ゅけ ぉっい てせき う 
ういかうてくぇ こぇさぇょくけしす – こさけしすけ 
しう „すっあう くぇ きはしすけすけ”. ╉ぇすけ 
うしすうくしおう しこけおけっく う ゃゅかなぉっく 
つけゃっお, いぇ おけえすけ かのぉうきぇすぇ 
こけつうゃおぇ っ „し おくうあおぇすぇ くぇ 
ょうゃぇくぇ”. ╆ぇ おけはすけ うきぇ ゃさっきっ 
しぇきけ こさっい いうきぇすぇ. 
╃けさぇ くっ っ けす たけさぇすぇ, おけう

すけ しっ うくすっさっしせゃぇす けす ゃしうつおけ 
う くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ – ゅさぇょしおぇ
すぇ おかのおぇ くっ は ゃなかくせゃぇ, くけ は 
ゃなかくせゃぇ ょぇかう たけょう う てけそう
さぇ こけ さぇいぉうすう せかうちう... ”╇きぇき 
けぉおさなあっくうっ けす たけさぇ, し おけうすけ 
きう っ こさうはすくけ ょぇ しきっ いぇっょくけ. 
]さっょぇすぇ, おけはすけ しなき しう うい
ゅさぇょうかぇ, きう っ くぇこなかくけ ょけし
すぇすなつくぇ.” – ょけこなかゃぇ しこけおけえ
くぇすぇ おぇさすうくぇ くぇ とぇしすうっすけ 
しう うくぇつっ しすさけゅうはす きっくうょあなさ 
くぇ ]〉╉, つうはすけ あっくしおぇ しうかぇ 
う こっさそっおちうけくういなき ゅぇさぇくすう
さぇす おぇつっしすゃけすけ う こさっしすうあぇ 
くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ けさなあうっ こけ 
しゃっすぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╇』╊[¨ 【『╊【¨...

╇¨〉《【《 ╊ 【ぇ〉[╅ 『╅╆《【╅

¨す こさけせつゃぇくっすけ しすぇゃぇ はしくけ, つっ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇょ 
40% けす いぇこうすぇくうすっ しぇ こけしけつうかう, つっ しぇ たけょうかう くぇ こさけそう-
かぇおすうつっく こさっゅかっょ こさっょう ゅけょうくぇ うかう こけゃっつっ けす ゅけょうくぇ. 8% 
けぉぇつっ こさういくぇゃぇす, つっ くうおけゅぇ くっ しぇ こさぇゃうかう すけゃぇ. 
“┿さしっくぇか” っ っょくぇ けす きぇかおけすけ そうさきう ゃ さぇえけくぇ, ゃ おけはすけ っあっ-

ゅけょくけ さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ いぇょなかあうすっかくけ こさっきうくぇ-
ゃぇす こさっい こさけそうかぇおすうつくう こさっゅかっょう こけ ゅさぇそうお くぇ しかせあぉぇ 
“〈させょけゃぇ きっょうちうくぇ” う しこっちうそうおぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃぇすぇ, ゃ 
おけうすけ しぇ いぇっすう. 
‶さっょゃぇさうすっかくうすっ くぇきっさっくうは いぇ しすぇさすうさぇくっ くぇ こさけそうかぇお-

すうつくうは しおさうくうくゅ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ くぇ っすぇこぇ 
くはきぇ ょぇ しっ さっぇかういうさぇす いぇさぇょう けすこせしおうすっ くぇ ぇさしっくぇかちう, おぇいぇ 
いぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” せこさぇゃうすっかはす くぇ ╃╉『 “┿さしっくぇか” ょ-さ 
╁ぇくは 》さうしすけゃぇ. 
╆ぇさぇょう こさっょしすけはとうすっ けすこせしおう いぇ つぇしす けす こっさしけくぇかぇ くぇ 

そうさきぇすぇ ゃ こっさうけょぇ 4-すう -14-すう そっゃさせぇさう, こなさゃうすっ こさけそう-
かぇおすうつくう こさっゅかっょう とっ いぇこけつくぇす こさっい きぇさす. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ すっいう こさっゅかっょう しっ けすおさうゃぇす ゃ さぇくっく っすぇこ 

さっょうちぇ いぇぉけかはゃぇくうは, こけしかっょうちうすっ けす おけうすけ こさう くっかっおせゃぇくっ 
ゃけょはす ょけ すさぇえくぇ くっすさせょけしこけしけぉくけしす うかう ょけ しっさうけいっく こさけ-
ちっくす うくゃぇかうょくけしす.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈けゃぇ すゃなさょう っょうく けす くぇえ-いぇおかっすうすっ きぇえしすけさう くぇ ゃうくけすけ ゃ “┿さしっくぇか” うくあ. ‶っすなさ 】うさは-
くけゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5. ╆ぇ くっゅけ こさぇゃっくっすけ くぇ ゃうくけ っ すなくおぇ さぇぉけすぇ, きぇえしすけさかなお, ゃうして 

こうかけすぇあ, おけえすけ, けしゃっく こけいくぇくうは いぇ しけさすけゃっすっ ゅさけいょっ, ゃおせしけゃうすっ うき おぇつっしすゃぇ う しこっちうそうおう, 
すったくけかけゅうはすぇ こけ こさうゅけすゃはくっすけ うき,  “つぇかなきうすっ” う ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ, ういうしおゃぇ う... かのぉけゃ. ╆ぇとけ-
すけ くうおけは さぇぉけすぇ くっ しすぇゃぇ つうすぇゃぇ, ぇおけ ゃ くっは くっ しっ ゃかけあう かのぉけゃ. ╆ぇすけゃぇ う ゃうくけすけ, おけっすけ すけえ 
くぇかうゃぇ ゃ ぉなつゃうすっ, けおけかけ 300 かうすさぇ ゅけょうてくけ, っ し くっくぇょきうくぇすう おぇつっしすゃぇ う ぉなさいけ しっ ういこうゃぇ. 
¨す こさうはすっかう, おけかっゅう, ぉかういおう. 〈ぇいう ゅけょうくぇ ゃ ぉなつゃうすっ きせ ゃ ょけきぇてくけすけ きぇいっ けすかっあぇゃぇす おぇぉっさ-
くっ, きっさかけ, おぇかぇょけさ. 
╋ぇえしすけさかなおなす きせ ょぇ こさぇゃう ゃうくけ っ くぇしかっょしすゃっくぇ つっさすぇ, し おけはすけ しっ ゅけさょっっ. ′っ いぇとけすけ っ けす 

しすぇさ ゃうくぇさしおう さけょ, ぇ いぇとけすけ っ さけょけき けす ╋っおぇすぇ くぇ ゃうくけすけ - しっかけ ╋っいっお, 》ぇさきぇくかうえしおけ.
╃っょうすっ きせ くぇかうゃぇかう し すけくけゃっ ゃうくけ ゃ ぉなつゃうすっ, くけ くっ いぇ こさけょぇく, ぇ いぇ さぇょけしす. ‶けしはゅぇかう おなき 

くっゅけ う ゃ すさせょくう, う ゃ とぇしすかうゃう きけきっくすう. ¨す すはた うくあ. 】うさはくけゃ こさうたゃぇくぇか すなくおけしすうすっ くぇ いぇ-
くぇはすぇ う くっ おさうっ, つっ っ しさっょ きぇえしすけさうすっ ゃ さけょぇ. ╂けすけゃ っ ょぇ こさっょぇゃぇ いぇくぇはすぇ う くぇ ゃくせちうすっ しう, 
いぇ ょぇ けしすぇくっ きぇえしすけさかなおなす ゃ さけょぇ. ╇ すぇえくうすっ いぇ くっゅけ.  
]さっょ ょさせゅうすっ, こさけつせすう し せきっくうはすぇ しう ょぇ こさぇゃはす ゃうくけ, ゃうょくう ぇさしっくぇかちう, っ うくあ. ぅくおけ ╆ぇこさは-

くけゃ, ょうさっおすけさ “〈ったくけかけゅうつくけ けぉけさせょゃぇくっ う うくけゃぇちうう”. 〉きっくうっすけ きせ ょぇ こさぇゃう ょけぉさう ゃうくぇ っ 
けす おけさっくうすっ きせ - ╀はかけ こけかっ, ¨こぇくしおけ.  
╁ さっょうちぇすぇ けす くっくぇょきうくぇすう きぇえしすけさう くぇ ょけぉさけ ゃうくけ, し せきっくうは う すぇえくう, しっ くぇさっあょぇす しなとけ 

ょうさっおすけさなす くぇ いぇゃけょ 1 うくあ. ╃うくおけ ╉のきのさっゃ, うおけくけきうつっしおうはす ょうさっおすけさ ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ 
- きぇえしすけさ くぇ きっさかけすけ, う ょさせゅう.  
‶け いぇゃけょう こなさゃっくしすゃけすけ し けすはゃかっくう う ういはゃっくう ゃうくぇさう しっ こぇょぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5, しけつう ゃなすさってくけそうさきっくけ ぇくけくうきくけ „こさけせつゃぇくっ”. ′っ うき けすしすなこゃぇす こけ ゃうくっくぇ 

しかぇゃぇ う きぇえしすけさうすっ-ゃうくぇさう けす ╆ぇゃけょ 1 う ╆ぇゃけょ 6. 
‶けゃっつっすけ けす すはた こさういくぇゃぇす, つっ  こさうゅけすゃはす ゃうくけ くっ すけかおけゃぇ いぇ しけそさぇ う こうっくっ, おけかおけすけ いぇ おっそ う きぇえしすけさかなお.  
╉ぇぉっさくっ, きっさかけ, きぇゃさせょ, けすっかけ, さぇおぇちうすっかう, こぇきうょ, きうしおっす - しぇ ゃうょけゃっすっ ゅさけいょっ, おけうすけ しぇ くぇえ-つっしすけ こさっょこけつうすぇくう けす ぇさしっくぇかちう いぇ ょけきぇてくうすっ ぉなつゃう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

』[】]》【《『-╊′《【╊『¨[  〈╅‶』【《『¨]  ╇ „╅『』╊〉╅]”
〉つぇしすゃぇ し ょけおかぇょう くぇ きっあ-

ょせくぇさけょくう おけくそっさっくちうう 
う しうきこけいうせきう ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ ぇさたっけかけゅうはすぇ, こぇかっけぇし-
すさけくけきうはすぇ う しぇおさぇかくけすけ 
いくぇつっくうっ くぇ たせょけあっしすゃっくう-
すっ こさけういゃっょっくうは: ‶なさゃうはす 
きっあょせくぇさけょっく しうきこけいうせき 
„]っゃすけこけかうし”, しっきうくぇさ くぇ 
¨おしそけさょしおうは せくうゃっさしうすっす – 
94, ╋っあょせくぇさけょっく おけくゅさっし 
くぇ こぇさぇこしうたけかけゅうはすぇ – 1992, 
╋っあょせくぇさけょくぇ くぇせつくぇ おけく-
そっさっくちうは „╀なかゅぇさうは う しゃっ-
すけゃくぇすぇ うしすけさうは う ちうゃうかう-
いぇちうは – ょせた う おせかすせさぇ” – けす 
2000 ょけ 2008-きぇ ゅけょうくぇ, ′ぇ-
ちうけくぇかくぇすぇ おけくそっさっくちうは こけ 
すさぇおけかけゅうは ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 
2008-きぇ... ╉なき ゃしうつおけ すけゃぇ 
╋ぇゃさけゃ しっ けすくぇしは ぇぉしけかのすくけ 
しっさうけいくけ う けすゅけゃけさくけ, きぇおぇさ 
けすくけてっくうっすけ おなき っいけすっさうつ-
くけすけ くっ ゃうくぇゅう ょぇ っ ょけぉさけ, 
おぇおすけ しさっょ きぇしけゃぇすぇ こせぉかう-
おぇ, すぇおぇ う ゃ かけくけすけ くぇ こさぇゃけ-
しかぇゃくぇすぇ ちなさおゃぇ.
]っさうけいくけしすすぇ くぇ いぇくう-

きぇくうはすぇ しう う せゃかっつっくうっすけ 
ゃ ょせたけゃくうすっ くぇせおう, つううすけ 
こけしすせかぇすう ]こぇし しゃなさいゃぇ こけ 
しけぉしすゃっく, くっけぉうつぇっく くぇつうく, 
いぇ くっゅけ うきぇ しゃけうすっ おけさっくう 
ゃなゃ... ゃけえくうておうは きせ あうゃけす.

Старшина от „Врана” 
води Чудото в живота 

на Спас   

¨そうちうぇかくけ ゃっつっ こっくしうけ-
くっさ, ょくっし ╋ぇゃさけゃ っ しうゅせさっく, 
つっ 【ぇくしなす くぇ あうゃけすぇ いぇ くっゅけ 
っ しさっとぇすぇ しなし しすぇさてうくぇすぇ ゃ 
おぇいぇさきぇすぇ. ‶さけすうゃくけ くぇ さぇい-
こさけしすさぇくっくけすけ きくっくうっ, ′っ-
ゅけゃうはす しすぇさてうくぇ くっ っ すけゃぇ, 
おけっすけ っ ]すぇさてうくぇすぇ ゃ おぇ-
いぇさきぇすぇ くぇ しけち-ぇ. ╆ぇとけすけ う 
おぇいぇさきぇすぇ, おけはすけ ]こぇし おぇさぇ 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 70-すっ ゅけょうくう 
くぇ 20-すう ゃっお, くっ っ けぉうおくけ-
ゃっくけ こけょっかっくうっ, ぇ ょゃけさっち. 
╇しすうくしおう. 》せょけあくうお う ぉうぉ-
かうけすっおぇさ ゃ っかうすくけすけ こけょっ-
かっくうっ ゃなゃ ╁さぇくぇ, きけきつっすけ けす 
┿えすけしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, さけょっくけ 
ゃなゃ ╁っくっち, しさっとぇ すせお くっけ-
ぉうおくけゃっくう たけさぇ, ぉっかはいぇかう 
あうゃけすぇ きせ いぇゃうくぇゅう. ╋ぇゃ-
さけゃ くっ いぇぉさぇゃは すっいう うきっくぇ. 
]すぇさうはす ゃけえくうお ╃うきうすなさ 
]すぇくうきうさけゃ, こさけしかけゃせすうはす 
ゅっくっさぇか-かっえすっくぇくす ╂さなぉつっゃ 
う けそうちっさなす, おけえすけ ゃっつっさ きせ 
ょぇゃぇ おかのつ いぇ おぇくちっかぇさうはすぇ 
しう, おなょっすけ きかぇょうはす ゃけえくうお 
さうしせゃぇ いぇっょくけ し けとっ っょうく 

こさうはすっか – すけゃぇ しぇ たけさぇ-
すぇ, けすゃけさうかう くっゃっょけきうすっ 
こなすっおう, おけうすけ ゃけょはす っょくけ 
きけきつっ けす こさけゃうくちうはすぇ おなき 
っかうすくう しけそうえしおう すゃけさつっ-
しおう おさなゅけゃっ. ]かっょ っょくぇ せし-
かせゅぇ いぇ しすぇさてうくぇすぇ, ]こぇし 
こけかせつぇゃぇ ょけしすなこ ょけ しおせかこ-
すけさおぇすぇ ╆かぇすおぇ ┿しっくけゃぇ, ぇ 
つさっい くっは – ょけ すぇおうゃぇ おけ-
かけしう くぇ さけょくけすけ ういおせしすゃけ 
こさっょう 40 ゅけょうくう, おぇすけ 
┿こけしすけか ╉ぇさぇきうすっゃ, ╃っつおけ 
〉いせくけゃ, ]すけはく ╁っくっゃ, ╁かぇ-
ょけ ╂けかっゃ, ╁ぇおかせて 〈けかっゃ...

Дървена „гъба” вкарва 
Спас в елитното 

общество

╁さぇすぇすぇ くぇ すけは おさなゅ しっ けす-
ゃけさうかぇ いぇ きかぇょうは ╋ぇゃさけゃ, 
しかっょ おぇすけ, „ぉっい ょぇ きせ きうゅ-
くっ けおけすけ”, すけえ ういょはかおぇか う 
しゅかけぉうか いぇ しすぇさてうくぇすぇ しう, 
こけ くっゅけゃぇ きけかぉぇ, かのぉうきうは 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ しせゃっくうさ – 
ょなさゃっくぇ おなとうつおぇ-ゅなぉぇ. 〈は 
„こけさぇしくぇかぇ” ゃ おぬけてっすけ くぇ 
しすけかうつくうは ぇこぇさすぇきっくす くぇ 
しすぇさてうくぇすぇ. ╇きぇかぇ しう ょぇあっ 
っおしすさう – かぇきこうつおぇ, おけは-
すけ しゃっすっかぇ くけとっき... 〈けゃぇ 

„こさけういゃっょっくうっ くぇ ういおせしすゃけすけ” 
しすぇくぇかけ こさうつうくぇ しすぇさてうくぇすぇ 
ょぇ いぇこけいくぇっ きかぇょうは ゃけえくうお 
しなし ╆かぇすおぇ ┿しっくけゃぇ, おけはすけ 
ょぇかぇ くぇ ]こぇし こなさゃう こさっこけさな-
おう. ‶け-おなしくけ ]こぇし ぉうか くぇしなさ-
つっく ゃ ういおせしすゃけすけ う けす しぇきうは 
╀ぇえ ╃っつおけ. ╆ぇ ╃っつおけ 〉いせくけゃ 
]こぇし うきぇ っょうく くっいぇぉさぇゃうき 
しこけきっく: ぉうか しゃうょっすっか, おけゅぇすけ 
ゃ おけきこぇくうは ぇおぇょっきうおなす こけ-
おぇいぇか こなさゃうすっ しう  こかぇすくぇ けす 
す. くぇさ. くっゅけゃ „ぉはか こっさうけょ” – 
おぇおゃけすけ っ う こぇくけすけ ゃ たけすっか 
„╉ぇいぇくかなお”, しっゅぇ いぇおさうすけ けす 
こけゅかっょぇ くぇ ちっくうすっかうすっ. „] すぇ-
おけゃぇ こさうすっしくっくうっ すけいう ゃっつっ 
くぇょ 60-ゅけょうてっく ゃしっこさういくぇす 
きぇえしすけさ ういゃぇょう こかぇすくけすけ しう 
こさっょ ょさせゅうすっ, つっ けしすぇくぇた しきぇ-
はく けす くっゅけゃぇすぇ しおさけきくけしす う 
ょけさう しすさぇた けす すけゃぇ, ょぇかう さぇ-
ぉけすぇすぇ きせ とっ しっ たぇさっしぇ くぇ おけ-
かっゅうすっ. ╃ぇあっ こけうしおぇ しなゃっす けす 
╆かぇすおぇ ┿しっくけゃぇ...”, いぇこけきくは 
いぇゃうくぇゅう ぉなょっとうはす しおせかこすけさ.
¨す  すけゃぇ ゃさっきっ っ う しすさぇしす-

すぇ くぇ ]こぇし おなき っいけすっさうつくけすけ 
– しさっとぇすぇ きせ し ╁ぇおかせて 〈け-
かっゃ, こさっしかっょゃぇく けす すけゅぇゃぇて-
くぇすぇ ゃかぇしす, しすぇゃぇ しなょぉけゃくぇ. 
╁ぇおかせて せつう ]こぇし おぇお ょぇ つっすっ 
╀うぉかうはすぇ, おぇお ょぇ けすおさうゃぇ 
うょっうすっ ゃ ╉くうゅぇすぇ くぇ おくうゅうすっ, 

おけはすけ ょけ すけいう きけきっくす きかぇょう-
はす ゃけえくうお けすゅさなとぇか きくけゅけ-
おさぇすくけ, くけ くうおけゅぇ いぇ ょなかゅけ.
〈けつくけ こさっい すっいう ゅけょうくう ゃ 

]けそうは, けす 1971-ゃぇ ょけ 1976-
すぇ, ]こぇし けすおさうゃぇ つさっい ょせきう-
すっ くぇ ゅけかっきうは ぇおすぬけさ ┿こけし-
すけか ╉ぇさぇきうすっゃ すぇえくぇすぇ くぇ 
しきうしかっくうは う うくすっさっしっく あう-
ゃけす, おぇおなゃすけ きかぇょけおなす うしおぇ 
う おぇおなゃすけ, ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ, 
しう ゅけ こさぇゃう. ╉けゅぇすけ くぇ しぉうさ-
おぇ し こさうはすっかう っょうく けす すはた 
こうすぇ ╉ぇさぇきうすっゃ おけっ いぇ くっゅけ 
っ くぇえ-ゃぇあくけ ゃ あうゃけすぇ きせ, 
いゃっいょぇすぇ くぇ さけょくうは すっぇすなさ う 
おうくけ けすゅけゃけさは: ”′ぇえ-ゃぇあくけ-
すけ ゃ あうゃけすぇ きう しっ けおぇいぇ すけゃぇ, 
つっ ぇい きくけゅけ さぇくけ さぇいぉさぇた, つっ 
あうゃけすぇ しう ゅけ こさぇゃうて しぇき う 
っょうくしすゃっくけ しぇき きけあって ょぇ 
くぇこさぇゃうて あうゃけすぇ しう うくすっ-
さっしっく...”. ]こぇし くうおけゅぇ くっ いぇ-
ぉさぇゃは すけゃぇ う, ぇおけ ょくっし たゃなさ-
かは こけゅかっょ  くぇいぇょ - おなき っょうく, 
うしすうくしおう うくすっさっしっく しゃけえ 
あうゃけす, すけ っ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
すけゃぇ けすおさけゃっくうっ くぇ ゃっかうおうは 
┿こけしすけか ╉ぇさぇきうすっゃ. ] おけゅけすけ 
ゅけ しさっとぇ こぇお ╆かぇすおぇ ┿しっくけ-
ゃぇ. ′ぇ おけはすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
ぉかぇゅけょぇさう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2

╃け さっょぇおちうけくくけすけ こさうおかのつゃぇくっ くぇ ぉさけは くっ ぉっ ういすっおなか しさけおなす いぇ けおけくつぇすっかくけ せすけつくはゃぇ-
くっ くぇ ぉさけは くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ “┿さしっくぇか”, おけうすけ とっ しぇ ゃ こかぇすっく けすこせしお. ╃うさっおすけさなす こけ うおけ-
くけきうつっしおうすっ ゃなこさけしう ゃ “┿さしっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす 
けす こっさしけくぇかぇ くぇ “┿さしっくぇか” とっ っ くぇ さぇぉけすぇ う とっ さぇぉけすう こさう こなかっく さぇぉけすっく ょっく. ╁ こかぇすっく 
けすこせしお とっ しぇ ょぇかっつ こけ-きぇかおけ さぇぉけすっとう けす すっいう, おけうすけ ぉはたぇ ゃ けすこせしお こさっい ょっおっきゃさう. ′はおけう 
いぇゃけょう う ちったけゃっ くぇ こさぇおすうおぇ とっ さぇぉけすはす くぇ 100%  しなし しゃけは こっさしけくぇか. 
╁なこさっおう すさせょくけしすうすっ し けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ いぇ つぇしす けす ちったけゃっすっ ゃ “┿さしっくぇか” う くぇきぇ-

かっくうすっ こけさなつおう, さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ こさぇゃう ゃしうつおけ ゃないきけあくけ いぇ ういこかぇとぇくっ ゃ しさけお 
くぇ さぇぉけすくうすっ いぇこかぇすう. ╃け きけきっくぇす くはきぇ いぇおなしくっくうは ゃ ゅさぇそうおぇ くぇ ういこかぇとぇくっすけ うき. 

〈┿ 
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╋っくうょあなさ ]すっそぇくけゃぇ 
うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” こなさゃけ 

ゃ ちった 130 くぇ ╆ぇゃけょ 2, こけしかっ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう ゃ ちった 
140 う ゃ ╉けくしすさせおすうゃくうは けす-
ょっか くぇ ぉうゃてうは いぇゃけょ 14 くぇ 
こかけとぇょおぇすぇ ゃ 【っえくけゃけ う ゃ 
ちった 300 くぇ ╆ぇゃけょ 1. 〈ぇおぇ, 
つさっい ょなとっさはすぇ, しっきっえくぇすぇ 
すさぇょうちうは くぇ ╋ぇさうは う ╂っけさゅう 
‶っすさけゃう くぇきうさぇ しゃけっすけ っし-
すっしすゃっくけ こさけょなかあっくうっ. ╉ぇすけ 
しなゃさっきっくっく さなおけゃけょうすっか, 
]すっそぇくけゃぇ ゅかっょぇ おぇつっしすゃけすけ 
くっ しぇきけ おぇすけ くぇ おぇつっしすゃけ くぇ 
しすけすうちうすっ う たうかはょう ょっすぇえ-
かう, おけきこかっおすせゃぇとう  きぇすっさう-
ぇかう, けぉけさせょゃぇくっ, くけ う おぇすけ 
くぇ おぇつっしすゃけ くぇ しすけすうちうすっ う 
たうかはょう こさけちっしう くぇ しないょぇ-
ゃぇくっ くぇ ういょっかうっすけ. „╆くぇつう, 
すけゃぇ っ おぇつっしすゃけ くぇ しすけすうちう 
う たうかはょう たけさぇ. ╇ ゃしうつおう 
すっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃなゃかっおぇす ゃ 
しうしすっきぇすぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
おぇつっしすゃけすけ”, けぉはしくはゃぇ しかけあ-
くぇすぇ しう さぇぉけすぇ さなおけゃけょう-
すっかはす くぇ ]〉╉ ゃ けさなあっえくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇ ]すっそぇくけゃぇ きくけゅけ ゃぇあくぇ, 
ぇ きけあっ ぉう – くぇえ-ゅかぇゃくぇすぇ, 
さけかは ゃ しうしすっきぇすぇ いぇ せこさぇ-
ゃかっくうっ くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ こさうくぇょかっあう 
くぇ ちっかうは こっさしけくぇか.

„┿さしっくぇか” しっ けぉさなとぇ 
おなき ′ぇすけゃしおうすっ

しすぇくょぇさすう こさっい 2002-さぇ  

¨とっ けす すけゅぇゃぇ ]すっそぇくけ-
ゃぇ ゃいっきぇ ぇおすうゃくけ せつぇしすうっ 
ゃ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ ょさせあっ-
しすゃけすけ いぇ しっさすうそうおぇちうは, 
いぇゃなさてうかぇ し ういょぇゃぇくっすけ くぇ 
こなさゃうは しっさすうそうおぇす いぇ しなけす-
ゃっすしすゃうっ AQAP 110 くぇ 13-すう 
ょっおっきゃさう 2002 ゅ., ゃさなつっく 
すなさあっしすゃっくけ くぇ そうさきっくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ ゃ いぇしっょぇすっか-
くぇすぇ いぇかぇ くぇ 〉こさぇゃかっくうっすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” けす すけゅぇゃぇてくうは 
いぇき.-きうくうしすなさ くぇ けすぉさぇくぇすぇ 
╂っけさゅう ‶ぇしおけゃ. ′ぇ けそうちうぇか-
くぇすぇ ちっさっきけくうは, すぇおぇ ゃぇあくぇ 
いぇ ぇさしっくぇかちう ゃ くけゃうは こなす 
くぇ さぇいゃうすうっ くぇ そうさきぇすぇ, 
こさうしなしすゃぇす う しかせあうすっかう けす 
╃うさっおちうは „‶けかうすうおぇ こけ ゃな-
けさなあっくうっすけ” おなき ╋うくうしすっさ-
しすゃけすけ くぇ けすぉさぇくぇすぇ, しこけきくは 
しう ]すっそぇくけゃぇ.

¨とっ こけ すけゃぇ ゃさっきっ いぇ ]すっ-
そぇくけゃぇ しすぇゃぇ はしくけ, つっ しうし-
すっきぇすぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
おぇつっしすゃけすけ けぉたゃぇとぇ ゃしうつ-
おう こさけちっしう う ゃしうつおう いゃっくぇ, 
ゃしうつおう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっ-
かう ゃなゃ そうさきぇすぇ, つっ けいくぇつぇゃぇ 
おぇつっしすゃけ くぇ こかぇくうさぇくっすけ, 
せこさぇゃかっくうっ くぇ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ, ちはかぇすぇ きっくうょあなさしおぇ 
しうしすっきぇ, ぇ くっ こさけしすけ – そせくお-
ちうは くぇ こさけょせおちうはすぇ. ¨す くぇ-
つぇかけすけ くぇ さぇぉけすぇすぇ しう ゃ すけいう 
しっおすけさ ]すっそぇくけゃぇ いくぇっ, つっ 
くぇえ-ゃぇあくけすけ, いぇ ょぇ ぉなょって 
さなおけゃけょうすっか くぇ ]〉╉, っ けこう-
すなす う こけいくぇゃぇくっすけ くぇ ちはかけ-
すけ しこっちうぇかくけ こさけういゃけょしすゃけ 
くぇ „┿さしっくぇか” -  たうかはょうすっ う 
ょっしっすおうすっ たうかはょう ょっすぇえかう 
う ういょっかうは, ぉけっこさうこぇしうすっ, 
っかっきっくすうすっ おなき すはた, ゃなけさな-
あっくうっすけ. ]すっそぇくけゃぇ けぉぇつっ 
くっ しこうさぇ う ょぇ しっ せつう – こさっ-
きうくぇゃぇ こさっい ╀ういくっし ておけかぇすぇ 
おなき 『っくすなさぇ いぇ ういこうすゃぇくっ う 
っゃさけこっえしおぇ しっさすうそうおぇちうは, 
こさっい ╀のさけ „╁っさうすぇし” ゃなゃ ╁ぇ-
さくぇ, ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ 
おぇきぇさぇ ゃ ]けそうは, ]ょさせあっくうっ 
„╉かせぉ 9000” – ╁ぇさくぇ, 『っくすな-
さぇ いぇ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ おぇつっしす-
ゃけすけ ゃ ]けそうは. ]すっそぇくけゃぇ 
ゃけょう ちはかぇすぇ おけさっしこけくょっくちうは 
くぇ „┿さしっくぇか” こけ しっさすうそうちう-
さぇくっすけ ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
けすぉさぇくぇすぇ.
′っえくうすっ けすゅけゃけさくけしすう しっ 

こさけしすうさぇす けす こさうしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ おけょうそうちうさぇくう くけきっさぇ こけ 
しうしすっきぇすぇ くぇ ′┿〈¨ くぇ ういょっ-
かうは けす しこっちうぇかくぇすぇ こさけょせお-
ちうは くぇ „┿さしっくぇか”, しっさすうそう-
おぇちうはすぇ くぇ けこぇおけゃおうすっ いぇ 
けこぇしくうすっ すけゃぇさう ょけ  こさけょせ-
おすうすっ. 〈は せつぇしすゃぇ う ゃ せしゃけは-
ゃぇくっすけ くぇ くけゃうすっ ういょっかうは けす 
しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ – 
つかっく っ くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ こさう-
っきぇくっ くぇ くけゃうすっ ういょっかうは. 
‶さけゃっさおぇすぇ いぇ しなけすゃっしすゃうっすけ 
くぇ こさけょせおちうはすぇ う こさけちっしうすっ 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 
し さぇいこうしぇくうすっ こぇさぇきっすさう, 
いぇょぇょっくう けす しすぇくょぇさすぇ, こけ 
おけえすけ しっ さぇぉけすう, っ ょっえくけしす, 
し おけはすけ ゃ „┿さしっくぇか” しっ いぇ-
くうきぇゃぇす しぇきけ あっくう. ¨しゃっく 
╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ, おけえすけ っ 
こさっおうはす さなおけゃけょうすっか くぇ ]すっ-
そぇくけゃぇ, けしすぇくぇかうすっ けす ]〉╉ 
しぇ あっくう. ]すっそぇくけゃぇ おぇいゃぇ 

すけゃぇ, しはおぇて くぇえ-っしすっしすゃっ-
くけすけ くっとけ くぇ しゃっすぇ っ あっくう-
すっ ょぇ けぉゅさうあゃぇす けさなあうっすけ. 
„╅っくうすっ しぇ こけ-けすゅけゃけさくう 
おなき さぇぉけすぇすぇ しう, こけ-おけきせ-
くうおぇすうゃくう う こけ-こさっちういくう ゃ 
さぇぉけすぇすぇ しなし しかけあくぇすぇ ょけおせ-
きっくすぇちうは”, けぉはしくはゃぇ こさけしすけ 
きっくうょあなさなす こけ ]〉╉ ゃ しこっ-
ちうぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
„┿さしっくぇか”. ╃ゃぇきぇ しこっちうぇかう-

しすう しぇ くぇ くっえくけ ぇょきうくうしすさぇ-
すうゃくけ こけょつうくっくうっ, けとっ 6 しぇ 
こけ けすょっかくうすっ いぇゃけょう, おなょっすけ 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくけ ゅう さなおけ-
ゃけょう てっそなす くぇ いぇゃけょぇ, くけ 
きっすけょうつっしおう しぇ こけょつうくっくう 
くぇ きっくうょあなさぇ くぇ ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ ]〉╉. 〈っいう あっくう しかっょはす 
しすさうおすくけ いぇ しなけすゃっすしすゃうっ-
すけ くぇ しすぇくょぇさすうすっ, おけっすけ っ 
きくけゅけ ゃぇあくけ いぇ おけくおせさっくす-
くけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ けさなあっえくぇ こさけょせおちうは, 
いぇとけすけ しっさすうそうおぇすなす けい-
くぇつぇゃぇ ゅぇさぇくちうは, けぉはしくはゃぇ 
╃けさぇ ]すっそぇくけゃぇ. 〈は けぉせつぇゃぇ 
けょうすけさうすっ こけ いぇゃけょう ゃ しすぇく-
ょぇさすうすっ いぇ しっさすうそうちうさぇくっ, 
おけうすけ ういうしおゃぇす しこぇいゃぇくっすけ 
くぇ さぇいこうしぇくうすっ こさけちっょせ-

さう  くぇょけかせ こけ ゃしうつおう いゃっ-
くぇ. 『っかすぇ っ こさけゃっさおうすっ ょぇ 
こさっょけすゃさぇすはす う おけさうゅうさぇす 
けすおかけくっくうは けす ょっえくけしすすう-
すっ, けこうしぇくう ゃ しすぇくょぇさすぇ いぇ 
しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 
╁けっくくけすけ きうくうしすっさしすゃけ っ 
しっさすうそうおぇすけさなす くぇ すけゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけ, けぉはしくはゃぇ いぇ 
かぇうちうすっ ]すっそぇくけゃぇ. ]すぇさすう-
さぇか こさっい 2002 し AQAP 110, 
ょくっし „┿さしっくぇか” うきぇ う AQAP 
2110 いぇ ゃけっくくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ. ╂さぇあょぇくしおけすけ しっ „ょゃう-
あう” こけ ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ ISO 
9001, し おけっすけ しっ いぇくうきぇゃぇ 
ょさせゅけ いゃっくけ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
]こけさっょ ╃けさぇ ]すっそぇくけゃぇ, 
くぇえ-すさせょくけすけ ゃ さぇぉけすぇすぇ しぇ 
せしうかうはすぇ ょぇ しっ せぉっょはす たけさぇ-
すぇ おけかおけ っ ゃぇあくけ ょぇ しこぇいゃぇす 
ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ しすぇくょぇさすぇ, 
ょぇ さぇいぉっさぇす しきうしなかぇ う いくぇ-
つっくうっすけ くぇ ]〉╉. 
] すけかおけゃぇ けこうす ょくっし ]すっ-

そぇくけゃぇ っ せぉっょっくぇ, つっ

]〉╉ ゃ „┿さしっくぇか” っ
くぇえ-ょけぉさぇすぇ ゃなゃ

╁‶╉ せ くぇし

„╁しうつおう うしおぇす ょぇ しっ せつぇす 
けす くぇし, くけ しこっちうそうおぇすぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ くっ こけいゃけかはゃぇ ょぇ 
さぇいおさうゃぇきっ すぇえくぇすぇ くぇ せし-
こったぇ しう”, し くっゃけかくぇ せしきうゃ-
おぇ しこけょっかは きっくうょあなさなす. „╁ 
しさぇゃくっくうっ し ょさせゅうすっ おけかっゅう, 
„┿さしっくぇか” うきぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
う くぇえ-ょけぉさっ ういゅさぇょっくぇ ]うし-

すっきぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ おぇ-
つっしすゃけすけ”, おぇいゃぇ ]すっそぇくけゃぇ. 
‶けょぉけさなす くぇ おぇょさうすっ ゃ すけゃぇ 
いゃっくけ しっ こさぇゃう くぇ ぉぇいぇすぇ 
くぇ こけくっ すさうゅけょうてっく けこうす ゃ 
けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ, 
ゃぇあくけ っ ょぇ しっ こけいくぇゃぇす こさけ-
ちっしうすっ ゃ しこっちうぇかくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ ゃ ょなかぉけつうくぇ う ゃ 
ょっすぇえかう. „〈なさしうき けすかうつくけ 
ゅさぇきけすくう すったくうつっしおう おぇょさう, 
おけきせくうおぇすうゃくう – すぇおうゃぇ, 
おけうすけ せきっはす ょぇ けぉとせゃぇす し 
たけさぇすぇ, ゃぇあくけ っ ょぇ しぇ こけいう-
すうゃくう.”, けぉはしくはゃぇ しうしすっきぇすぇ 
くぇ こけょぉけさ くぇ おぇょさうすっ ゃ ]〉╉ 
くっえくうはす さなおけゃけょうすっか ╃けさぇ 
]すっそぇくけゃぇ.
╁ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ ]すっ-

そぇくけゃぇ こけこぇょぇ こけ こさっょかけ-

╋ぇかおけ ぇさしっくぇかちう ぉうたぇ こさっょこけかけあうかう, 
ぇおけ こけゃっつっすけ くっ いくぇったぇ いぇ くっは, つっ いぇょ 
しおせつくぇすぇ ぇぉさっゃうぇすせさぇ ]〉╉, ゃしなとくけしす, ゃ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ しっ おさうっ っょくぇ 
うしすうくしおう こさうはすくぇ あっくぇ – し すけこかけ  う すうたけ 
ういかなつゃぇくっ. ′け – しうかくぇ う せゃっさっくぇ, おぇすけ 
ゃしっおう うしすうくしおう こさけそっしうけくぇかうしす, おけえすけ 
いくぇっ おぇおゃけ う おぇお ょぇ こさぇゃう.
╃けさぇ ]すっそぇくけゃぇ っ きっくうょあなさ くぇ ]うし-

すっきぇすぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ おぇつっしすゃけすけ /
]〉╉/ けす 2007-きぇ. ′け しっ いぇくうきぇゃぇ し すけゃぇ 
くぇこさぇゃかっくうっ けとっ けす くぇつぇかけすけ くぇ ゃなゃっあ-
ょぇくっ くぇ しうしすっきぇすぇ, ゃ きぇすっさうはすぇ くぇ しかけあ-
くけすけ せこさぇゃかっくうっ くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ しこっちう-
ぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけすけ すは っ けす 2002-さぇ. 
¨す 20 ゅけょうくう ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ-

くうちぇ, ]すっそぇくけゃぇ っ ぇさしっくぇかっち こけ しなさちっ 
きくけゅけ こけ-けすょぇゃくぇ. ¨すゅかっょぇくぇ けす ょゃぇきぇ 
さけょうすっかう - ぇさしっくぇかちう, すは けす きぇかおぇ しゃうお-
ゃぇ ゃおなとう ょぇ しっ ゅけゃけさう いぇ こさっょこさうはすうっすけ 
おぇすけ いぇ つぇしす けす しっきっえしすゃけすけ. ╇ しっゅぇ っ すぇおぇ.     
╆けょうは ]おけさこうけく, ╃けさぇ ]すっそぇくけゃぇ っ 

]すさっかっち こけ こさうさけょぇ う〈ぇくちぬけさ こけ ょせてぇ. 
╁しはおけ しゃけぉけょくけ ゃさっきっ すぇくちせゃぇ ゃ ゅさせこぇ-
すぇ いぇ くぇこさっょくぇかう くぇ ╃けさぇ ‶っすおけゃぇ, うきぇ う 
ょっしっすおう けすかうつうは ゃ すせさくうさうすっ こけ しすさっかぉぇ 
くぇ „┿さしっくぇか”.

》]╅【╊〉 《【》】』[ ′╅ 
ぁ╅』【 《【 ╅『』╊〉╅]を¨

╁ 10-ょくっゃっく こかぇすっく けすこせしお ういかういぇ つぇしす けす しなしすぇゃぇ くぇ 
“┿さしっくぇか” けす 4-すう ょけ 15-すう そっゃさせぇさう ゃおかのつうすっかくけ. ¨す

こせしおなす っ くぇ ぉぇいぇ ういょぇょっくぇ いぇこけゃっょ くぇ ういこなかくうすっかくうは ょう
さっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ, しなゅかぇしせゃぇくぇ し ょゃぇすぇ しうくょうおぇすぇ – ╉′]╀ 
う ╉〈 “‶けょおさっこぇ”. ‶さうつうくぇすぇ, おけはすけ くぇかぇゅぇ つぇしす けす こっさしけ
くぇかぇ ょぇ っ ゃ こかぇすっく けすこせしお, っ くっょけしすぇすなつくうはす けぉっき さぇぉけすぇ, 
おけえすけ くっ こけいゃけかはゃぇ ちっかうはす こっさしけくぇか ょぇ っ くぇすけゃぇさっく きぇおしう
きぇかくけ. ] ちっか うおけくけきうう くぇ さぇいたけょう さなおけゃけょしすゃけすけ こさっょこさう
っきぇ すぇいう きはさおぇ くっいぇゃうしうきけ, つっ ゃ くぇつぇかぇすけ くぇ おぇかっくょぇさくぇすぇ 
ゅけょうくぇ さぇぉけすくうおなす うかう しかせあうすっかはす くはきぇ こさぇゃけ ょぇ こけかいゃぇ 
すけかおけゃぇ ょくう こかぇすっく けすこせしお.
]けちうぇかくぇすぇ くぇ こさぇおすうおぇ きはさおぇ うきぇ いぇ ちっか ょぇ ょぇょっ ゃない

きけあくけしす くぇ たけさぇすぇ ょぇ こけかせつぇゃぇす こなかくうすっ しう いぇこかぇすう, ぉっい 
ょぇ しっ くぇかぇゅぇ けこすうきういぇちうは くぇ こっさしけくぇか くぇ っすぇこぇ, ょけ けしうゅせ
さはゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ いぇ ゃしうつおう. 

あっくうっ くぇ しゃけは さなおけゃけょうすっか 
╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ – ょうさっお-
すけさ こけ 〉こさぇゃかっくうっ くぇ こさけ-
ちっしうすっ, おけゅけすけ くぇしかっょはゃぇ くぇ 
こけしすぇ きっくうょあなさ こけ ]〉╉ こさっい 
2007-きぇ う し おけゅけすけ さぇぉけすう 
けすかうつくけ. ′っ いぇぉさぇゃは けぉぇつっ 
う さぇぉけすぇすぇ しう くぇゃさっきっすけ ゃ 
╆ぇゃけょ 2 し ╂ぇくつけ ]すけえつっゃ, おけ-
ゅぇすけ おなき ¨]¨ – すけゅぇゃぇてくぇすぇ 
„¨さゅぇくういぇちうは いぇ しなょっえしすゃうっ 
くぇ けすぉさぇくぇすぇ”, ]すっそぇくけゃぇ 
すさっくうさぇ しすさっかぉぇ し きぇかけおぇ-
かうぉさっくぇ こせておぇ. ¨すすけゅぇゃぇ っ う 
くっえくうはす くっしすうたゃぇと うくすっさっし 
おなき けさなあうっすけ. ╃けさぇ しなあぇかは-
ゃぇ, つっ ゃ ╉ぇいぇくかなお すさせょくけ しっ 
くぇきうさぇ しすさっかぉうとっ, おなょっすけ 
こけ-つっしすけ ょぇ ちっかう きうてっくうすっ 
う ょぇ さぇいすけゃぇさゃぇ し かのぉうきけ-
すけ しう いぇくうきぇくうっ しかっょ さぇぉけ-
すぇ. ╆ぇすけゃぇ こなお さぇぉけすぇすぇ え っ 
ょぇかぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しすさっかは し 
おぇおゃう かう くっ けさなあうは. ╁ しこう-
しなおぇ くぇ ╃けさぇ ]すっそぇくけゃぇ しぇ 
しすさっかぉう し „╉けかす”, „╋ぇおぇさけゃ”, 
ちっかうは しこっおすなさ くぇ ぇゃすけきぇす う 
おぇさすっつくうちぇ „╉ぇかぇてくうおけゃ”, 
ぇさしっくぇかしおうはす „╉けきこぇおす”, きぇ-
かけおぇかうぉさっくうすっ こせておう... ′け:

′ぇ ╃けさぇ え こぇしゃぇ
くぇえ-ょけぉさっ „╁ぇかすっさ”

‶ぇしゃぇす え しなとけ う ぉなかゅぇさしおう-
すっ くぇさけょくう すぇくちう. ╋っくうょあな-
さなす こけ ]〉╉ くぇ けさなあっえくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” 
こけしゃっとぇゃぇ くぇ さけょくうは そけかお-
かけさ こけつすう ちはかけすけ しう しゃけ-
ぉけょくけ ゃさっきっ. ] ゅさせこぇすぇ いぇ 
くぇこさっょくぇかう くぇ つうすぇかうとっ 
„╅ぇさ” くぇ ╃けさぇ ‶っすおけゃぇ う ‶っ-
すなさ ╀っかつっゃ すぇくちせゃぇす くっ しぇきけ 
しかっょ さぇぉけすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くけ 
けぉうおぇかはす ゃ くぇょうゅさぇゃぇくっ う 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ – [ぇいかけゅ, ‶け-
きけさうっ, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ╁っかうおけ 
〈なさくけゃけ, ╅っさぇゃくぇ し そっしすう-
ゃぇかぇ くぇ くけしうはすぇ. ′っ こさけこせし-
おぇす う ゃっつっ すさぇょうちうけくくけすけ 
おぇいぇくかなておけ くぇょうゅさぇゃぇくっ ゃ 
‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ. ”〈ぇく-
ちうすっ ょぇゃぇす きくけゅけ, けしゃけぉけあ-
ょぇゃぇす, いぇさっあょぇす し っきけちうは う 
おさぇしけすぇ”, しこけょっかは すぇえくぇすぇ 
くぇ しすさぇしすすぇ „そけかおかけさ” ╃けさぇ 
]すっそぇくけゃぇ.
╃ゃぇ こなすう うくょうゃうょせぇかっく う 

けすぉけさっく こなさゃっくっち, くけしうすっか 
う くぇ ょさせゅう こさういけゃう きっしすぇ ゃ 
すせさくうさぇ こけ しすさっかぉぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか”, ╃けさぇ ]すっそぇくけゃぇ くっ 
しこうさぇ ょぇ しっ ちっかう くぇえ-ゃうしけおけ 
ゃ こさけそっしうけくぇかくけすけ しう さぇい-
ゃうすうっ. ‶さぇゃう ゅけ ぉっい てせき う 
ういかうてくぇ こぇさぇょくけしす – こさけしすけ 
しう „すっあう くぇ きはしすけすけ”. ╉ぇすけ 
うしすうくしおう しこけおけっく う ゃゅかなぉっく 
つけゃっお, いぇ おけえすけ かのぉうきぇすぇ 
こけつうゃおぇ っ „し おくうあおぇすぇ くぇ 
ょうゃぇくぇ”. ╆ぇ おけはすけ うきぇ ゃさっきっ 
しぇきけ こさっい いうきぇすぇ. 
╃けさぇ くっ っ けす たけさぇすぇ, おけう-

すけ しっ うくすっさっしせゃぇす けす ゃしうつおけ 
う くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ – ゅさぇょしおぇ-
すぇ おかのおぇ くっ は ゃなかくせゃぇ, くけ は 
ゃなかくせゃぇ ょぇかう たけょう う てけそう-
さぇ こけ さぇいぉうすう せかうちう... ”╇きぇき 
けぉおさなあっくうっ けす たけさぇ, し おけうすけ 
きう っ こさうはすくけ ょぇ しきっ いぇっょくけ. 
]さっょぇすぇ, おけはすけ しなき しう うい-
ゅさぇょうかぇ, きう っ くぇこなかくけ ょけし-
すぇすなつくぇ.” – ょけこなかゃぇ しこけおけえ-
くぇすぇ おぇさすうくぇ くぇ とぇしすうっすけ 
しう うくぇつっ しすさけゅうはす きっくうょあなさ 
くぇ ]〉╉, つうはすけ あっくしおぇ しうかぇ 
う こっさそっおちうけくういなき ゅぇさぇくすう-
さぇす おぇつっしすゃけすけ う こさっしすうあぇ 
くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ けさなあうっ こけ 
しゃっすぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╇』╊[¨ 【『╊【¨...

╇¨〉《【《 ╊ 【ぇ〉[╅ 『╅╆《【╅

¨す こさけせつゃぇくっすけ しすぇゃぇ はしくけ, つっ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇょ 
40% けす いぇこうすぇくうすっ しぇ こけしけつうかう, つっ しぇ たけょうかう くぇ こさけそう
かぇおすうつっく こさっゅかっょ こさっょう ゅけょうくぇ うかう こけゃっつっ けす ゅけょうくぇ. 8% 
けぉぇつっ こさういくぇゃぇす, つっ くうおけゅぇ くっ しぇ こさぇゃうかう すけゃぇ. 
“┿さしっくぇか” っ っょくぇ けす きぇかおけすけ そうさきう ゃ さぇえけくぇ, ゃ おけはすけ っあっ

ゅけょくけ さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ いぇょなかあうすっかくけ こさっきうくぇ
ゃぇす こさっい こさけそうかぇおすうつくう こさっゅかっょう こけ ゅさぇそうお くぇ しかせあぉぇ 
“〈させょけゃぇ きっょうちうくぇ” う しこっちうそうおぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃぇすぇ, ゃ 
おけうすけ しぇ いぇっすう. 
‶さっょゃぇさうすっかくうすっ くぇきっさっくうは いぇ しすぇさすうさぇくっ くぇ こさけそうかぇお

すうつくうは しおさうくうくゅ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ くぇ っすぇこぇ 
くはきぇ ょぇ しっ さっぇかういうさぇす いぇさぇょう けすこせしおうすっ くぇ ぇさしっくぇかちう, おぇいぇ 
いぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” せこさぇゃうすっかはす くぇ ╃╉『 “┿さしっくぇか” ょ-さ 
╁ぇくは 》さうしすけゃぇ. 
╆ぇさぇょう こさっょしすけはとうすっ けすこせしおう いぇ つぇしす けす こっさしけくぇかぇ くぇ 

そうさきぇすぇ ゃ こっさうけょぇ 4-すう -14-すう そっゃさせぇさう, こなさゃうすっ こさけそう
かぇおすうつくう こさっゅかっょう とっ いぇこけつくぇす こさっい きぇさす. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ すっいう こさっゅかっょう しっ けすおさうゃぇす ゃ さぇくっく っすぇこ 

さっょうちぇ いぇぉけかはゃぇくうは, こけしかっょうちうすっ けす おけうすけ こさう くっかっおせゃぇくっ 
ゃけょはす ょけ すさぇえくぇ くっすさせょけしこけしけぉくけしす うかう ょけ しっさうけいっく こさけ
ちっくす うくゃぇかうょくけしす.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈けゃぇ すゃなさょう っょうく けす くぇえ-いぇおかっすうすっ きぇえしすけさう くぇ ゃうくけすけ ゃ “┿さしっくぇか” うくあ. ‶っすなさ 】うさは
くけゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5. ╆ぇ くっゅけ こさぇゃっくっすけ くぇ ゃうくけ っ すなくおぇ さぇぉけすぇ, きぇえしすけさかなお, ゃうして 

こうかけすぇあ, おけえすけ, けしゃっく こけいくぇくうは いぇ しけさすけゃっすっ ゅさけいょっ, ゃおせしけゃうすっ うき おぇつっしすゃぇ う しこっちうそうおう, 
すったくけかけゅうはすぇ こけ こさうゅけすゃはくっすけ うき,  “つぇかなきうすっ” う ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ, ういうしおゃぇ う... かのぉけゃ. ╆ぇとけ
すけ くうおけは さぇぉけすぇ くっ しすぇゃぇ つうすぇゃぇ, ぇおけ ゃ くっは くっ しっ ゃかけあう かのぉけゃ. ╆ぇすけゃぇ う ゃうくけすけ, おけっすけ すけえ 
くぇかうゃぇ ゃ ぉなつゃうすっ, けおけかけ 300 かうすさぇ ゅけょうてくけ, っ し くっくぇょきうくぇすう おぇつっしすゃぇ う ぉなさいけ しっ ういこうゃぇ. 
¨す こさうはすっかう, おけかっゅう, ぉかういおう. 〈ぇいう ゅけょうくぇ ゃ ぉなつゃうすっ きせ ゃ ょけきぇてくけすけ きぇいっ けすかっあぇゃぇす おぇぉっさ
くっ, きっさかけ, おぇかぇょけさ. 
╋ぇえしすけさかなおなす きせ ょぇ こさぇゃう ゃうくけ っ くぇしかっょしすゃっくぇ つっさすぇ, し おけはすけ しっ ゅけさょっっ. ′っ いぇとけすけ っ けす 

しすぇさ ゃうくぇさしおう さけょ, ぇ いぇとけすけ っ さけょけき けす ╋っおぇすぇ くぇ ゃうくけすけ - しっかけ ╋っいっお, 》ぇさきぇくかうえしおけ.
╃っょうすっ きせ くぇかうゃぇかう し すけくけゃっ ゃうくけ ゃ ぉなつゃうすっ, くけ くっ いぇ こさけょぇく, ぇ いぇ さぇょけしす. ‶けしはゅぇかう おなき 

くっゅけ う ゃ すさせょくう, う ゃ とぇしすかうゃう きけきっくすう. ¨す すはた うくあ. 】うさはくけゃ こさうたゃぇくぇか すなくおけしすうすっ くぇ いぇ
くぇはすぇ う くっ おさうっ, つっ っ しさっょ きぇえしすけさうすっ ゃ さけょぇ. ╂けすけゃ っ ょぇ こさっょぇゃぇ いぇくぇはすぇ う くぇ ゃくせちうすっ しう, 
いぇ ょぇ けしすぇくっ きぇえしすけさかなおなす ゃ さけょぇ. ╇ すぇえくうすっ いぇ くっゅけ.  
]さっょ ょさせゅうすっ, こさけつせすう し せきっくうはすぇ しう ょぇ こさぇゃはす ゃうくけ, ゃうょくう ぇさしっくぇかちう, っ うくあ. ぅくおけ ╆ぇこさは

くけゃ, ょうさっおすけさ “〈ったくけかけゅうつくけ けぉけさせょゃぇくっ う うくけゃぇちうう”. 〉きっくうっすけ きせ ょぇ こさぇゃう ょけぉさう ゃうくぇ っ 
けす おけさっくうすっ きせ - ╀はかけ こけかっ, ¨こぇくしおけ.  
╁ さっょうちぇすぇ けす くっくぇょきうくぇすう きぇえしすけさう くぇ ょけぉさけ ゃうくけ, し せきっくうは う すぇえくう, しっ くぇさっあょぇす しなとけ 

ょうさっおすけさなす くぇ いぇゃけょ 1 うくあ. ╃うくおけ ╉のきのさっゃ, うおけくけきうつっしおうはす ょうさっおすけさ ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ 
- きぇえしすけさ くぇ きっさかけすけ, う ょさせゅう.  
‶け いぇゃけょう こなさゃっくしすゃけすけ し けすはゃかっくう う ういはゃっくう ゃうくぇさう しっ こぇょぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5, しけつう ゃなすさってくけそうさきっくけ ぇくけくうきくけ „こさけせつゃぇくっ”. ′っ うき けすしすなこゃぇす こけ ゃうくっくぇ 

しかぇゃぇ う きぇえしすけさうすっ-ゃうくぇさう けす ╆ぇゃけょ 1 う ╆ぇゃけょ 6. 
‶けゃっつっすけ けす すはた こさういくぇゃぇす, つっ  こさうゅけすゃはす ゃうくけ くっ すけかおけゃぇ いぇ しけそさぇ う こうっくっ, おけかおけすけ いぇ おっそ う きぇえしすけさかなお.  
╉ぇぉっさくっ, きっさかけ, きぇゃさせょ, けすっかけ, さぇおぇちうすっかう, こぇきうょ, きうしおっす - しぇ ゃうょけゃっすっ ゅさけいょっ, おけうすけ しぇ くぇえ-つっしすけ こさっょこけつうすぇくう けす ぇさしっくぇかちう いぇ ょけきぇてくうすっ ぉなつゃう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

』[】]》【《『-╊′《【╊『¨[  〈╅‶』【《『¨]  ╇ „╅『』╊〉╅]”
〉つぇしすゃぇ し ょけおかぇょう くぇ きっあ

ょせくぇさけょくう おけくそっさっくちうう 
う しうきこけいうせきう ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ ぇさたっけかけゅうはすぇ, こぇかっけぇし
すさけくけきうはすぇ う しぇおさぇかくけすけ 
いくぇつっくうっ くぇ たせょけあっしすゃっくう
すっ こさけういゃっょっくうは: ‶なさゃうはす 
きっあょせくぇさけょっく しうきこけいうせき 
„]っゃすけこけかうし”, しっきうくぇさ くぇ 
¨おしそけさょしおうは せくうゃっさしうすっす – 
94, ╋っあょせくぇさけょっく おけくゅさっし 
くぇ こぇさぇこしうたけかけゅうはすぇ – 1992, 
╋っあょせくぇさけょくぇ くぇせつくぇ おけく
そっさっくちうは „╀なかゅぇさうは う しゃっ
すけゃくぇすぇ うしすけさうは う ちうゃうかう
いぇちうは – ょせた う おせかすせさぇ” – けす 
2000 ょけ 2008-きぇ ゅけょうくぇ, ′ぇ
ちうけくぇかくぇすぇ おけくそっさっくちうは こけ 
すさぇおけかけゅうは ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 
2008-きぇ... ╉なき ゃしうつおけ すけゃぇ 
╋ぇゃさけゃ しっ けすくぇしは ぇぉしけかのすくけ 
しっさうけいくけ う けすゅけゃけさくけ, きぇおぇさ 
けすくけてっくうっすけ おなき っいけすっさうつ
くけすけ くっ ゃうくぇゅう ょぇ っ ょけぉさけ, 
おぇおすけ しさっょ きぇしけゃぇすぇ こせぉかう
おぇ, すぇおぇ う ゃ かけくけすけ くぇ こさぇゃけ
しかぇゃくぇすぇ ちなさおゃぇ.
]っさうけいくけしすすぇ くぇ いぇくう

きぇくうはすぇ しう う せゃかっつっくうっすけ 
ゃ ょせたけゃくうすっ くぇせおう, つううすけ 
こけしすせかぇすう ]こぇし しゃなさいゃぇ こけ 
しけぉしすゃっく, くっけぉうつぇっく くぇつうく, 
いぇ くっゅけ うきぇ しゃけうすっ おけさっくう 
ゃなゃ... ゃけえくうておうは きせ あうゃけす.

   

¨そうちうぇかくけ ゃっつっ こっくしうけ
くっさ, ょくっし ╋ぇゃさけゃ っ しうゅせさっく, 
つっ 【ぇくしなす くぇ あうゃけすぇ いぇ くっゅけ 
っ しさっとぇすぇ しなし しすぇさてうくぇすぇ ゃ 
おぇいぇさきぇすぇ. ‶さけすうゃくけ くぇ さぇい
こさけしすさぇくっくけすけ きくっくうっ, ′っ
ゅけゃうはす しすぇさてうくぇ くっ っ すけゃぇ, 
おけっすけ っ ]すぇさてうくぇすぇ ゃ おぇ
いぇさきぇすぇ くぇ しけち-ぇ. ╆ぇとけすけ う 
おぇいぇさきぇすぇ, おけはすけ ]こぇし おぇさぇ 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 70-すっ ゅけょうくう 
くぇ 20-すう ゃっお, くっ っ けぉうおくけ
ゃっくけ こけょっかっくうっ, ぇ ょゃけさっち. 
╇しすうくしおう. 》せょけあくうお う ぉうぉ
かうけすっおぇさ ゃ っかうすくけすけ こけょっ
かっくうっ ゃなゃ ╁さぇくぇ, きけきつっすけ けす 
┿えすけしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, さけょっくけ 
ゃなゃ ╁っくっち, しさっとぇ すせお くっけ
ぉうおくけゃっくう たけさぇ, ぉっかはいぇかう 
あうゃけすぇ きせ いぇゃうくぇゅう. ╋ぇゃ
さけゃ くっ いぇぉさぇゃは すっいう うきっくぇ. 
]すぇさうはす ゃけえくうお ╃うきうすなさ 
]すぇくうきうさけゃ, こさけしかけゃせすうはす 
ゅっくっさぇか-かっえすっくぇくす ╂さなぉつっゃ 
う けそうちっさなす, おけえすけ ゃっつっさ きせ 
ょぇゃぇ おかのつ いぇ おぇくちっかぇさうはすぇ 
しう, おなょっすけ きかぇょうはす ゃけえくうお 
さうしせゃぇ いぇっょくけ し けとっ っょうく 

こさうはすっか – すけゃぇ しぇ たけさぇ
すぇ, けすゃけさうかう くっゃっょけきうすっ 
こなすっおう, おけうすけ ゃけょはす っょくけ 
きけきつっ けす こさけゃうくちうはすぇ おなき 
っかうすくう しけそうえしおう すゃけさつっ
しおう おさなゅけゃっ. ]かっょ っょくぇ せし
かせゅぇ いぇ しすぇさてうくぇすぇ, ]こぇし 
こけかせつぇゃぇ ょけしすなこ ょけ しおせかこ
すけさおぇすぇ ╆かぇすおぇ ┿しっくけゃぇ, ぇ 
つさっい くっは – ょけ すぇおうゃぇ おけ
かけしう くぇ さけょくけすけ ういおせしすゃけ 
こさっょう 40 ゅけょうくう, おぇすけ 
┿こけしすけか ╉ぇさぇきうすっゃ, ╃っつおけ 
〉いせくけゃ, ]すけはく ╁っくっゃ, ╁かぇ
ょけ ╂けかっゃ, ╁ぇおかせて 〈けかっゃ...

╁さぇすぇすぇ くぇ すけは おさなゅ しっ けす
ゃけさうかぇ いぇ きかぇょうは ╋ぇゃさけゃ, 
しかっょ おぇすけ, „ぉっい ょぇ きせ きうゅ
くっ けおけすけ”, すけえ ういょはかおぇか う 
しゅかけぉうか いぇ しすぇさてうくぇすぇ しう, 
こけ くっゅけゃぇ きけかぉぇ, かのぉうきうは 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ しせゃっくうさ – 
ょなさゃっくぇ おなとうつおぇ-ゅなぉぇ. 〈は 
„こけさぇしくぇかぇ” ゃ おぬけてっすけ くぇ 
しすけかうつくうは ぇこぇさすぇきっくす くぇ 
しすぇさてうくぇすぇ. ╇きぇかぇ しう ょぇあっ 
っおしすさう – かぇきこうつおぇ, おけは
すけ しゃっすっかぇ くけとっき... 〈けゃぇ 

„こさけういゃっょっくうっ くぇ ういおせしすゃけすけ” 
しすぇくぇかけ こさうつうくぇ しすぇさてうくぇすぇ 
ょぇ いぇこけいくぇっ きかぇょうは ゃけえくうお 
しなし ╆かぇすおぇ ┿しっくけゃぇ, おけはすけ 
ょぇかぇ くぇ ]こぇし こなさゃう こさっこけさな
おう. ‶け-おなしくけ ]こぇし ぉうか くぇしなさ
つっく ゃ ういおせしすゃけすけ う けす しぇきうは 
╀ぇえ ╃っつおけ. ╆ぇ ╃っつおけ 〉いせくけゃ 
]こぇし うきぇ っょうく くっいぇぉさぇゃうき 
しこけきっく: ぉうか しゃうょっすっか, おけゅぇすけ 
ゃ おけきこぇくうは ぇおぇょっきうおなす こけ
おぇいぇか こなさゃうすっ しう  こかぇすくぇ けす 
す. くぇさ. くっゅけゃ „ぉはか こっさうけょ” – 
おぇおゃけすけ っ う こぇくけすけ ゃ たけすっか 
„╉ぇいぇくかなお”, しっゅぇ いぇおさうすけ けす 
こけゅかっょぇ くぇ ちっくうすっかうすっ. „] すぇ
おけゃぇ こさうすっしくっくうっ すけいう ゃっつっ 
くぇょ 60-ゅけょうてっく ゃしっこさういくぇす 
きぇえしすけさ ういゃぇょう こかぇすくけすけ しう 
こさっょ ょさせゅうすっ, つっ けしすぇくぇた しきぇ
はく けす くっゅけゃぇすぇ しおさけきくけしす う 
ょけさう しすさぇた けす すけゃぇ, ょぇかう さぇ
ぉけすぇすぇ きせ とっ しっ たぇさっしぇ くぇ おけ
かっゅうすっ. ╃ぇあっ こけうしおぇ しなゃっす けす 
╆かぇすおぇ ┿しっくけゃぇ...”, いぇこけきくは 
いぇゃうくぇゅう ぉなょっとうはす しおせかこすけさ.
¨す  すけゃぇ ゃさっきっ っ う しすさぇしす

すぇ くぇ ]こぇし おなき っいけすっさうつくけすけ 
– しさっとぇすぇ きせ し ╁ぇおかせて 〈け
かっゃ, こさっしかっょゃぇく けす すけゅぇゃぇて
くぇすぇ ゃかぇしす, しすぇゃぇ しなょぉけゃくぇ. 
╁ぇおかせて せつう ]こぇし おぇお ょぇ つっすっ 
╀うぉかうはすぇ, おぇお ょぇ けすおさうゃぇ 
うょっうすっ ゃ ╉くうゅぇすぇ くぇ おくうゅうすっ, 

おけはすけ ょけ すけいう きけきっくす きかぇょう
はす ゃけえくうお けすゅさなとぇか きくけゅけ
おさぇすくけ, くけ くうおけゅぇ いぇ ょなかゅけ.
〈けつくけ こさっい すっいう ゅけょうくう ゃ 

]けそうは, けす 1971-ゃぇ ょけ 1976-
すぇ, ]こぇし けすおさうゃぇ つさっい ょせきう
すっ くぇ ゅけかっきうは ぇおすぬけさ ┿こけし
すけか ╉ぇさぇきうすっゃ すぇえくぇすぇ くぇ 
しきうしかっくうは う うくすっさっしっく あう
ゃけす, おぇおなゃすけ きかぇょけおなす うしおぇ 
う おぇおなゃすけ, ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ, 
しう ゅけ こさぇゃう. ╉けゅぇすけ くぇ しぉうさ
おぇ し こさうはすっかう っょうく けす すはた 
こうすぇ ╉ぇさぇきうすっゃ おけっ いぇ くっゅけ 
っ くぇえ-ゃぇあくけ ゃ あうゃけすぇ きせ, 
いゃっいょぇすぇ くぇ さけょくうは すっぇすなさ う 
おうくけ けすゅけゃけさは: ”′ぇえ-ゃぇあくけ
すけ ゃ あうゃけすぇ きう しっ けおぇいぇ すけゃぇ, 
つっ ぇい きくけゅけ さぇくけ さぇいぉさぇた, つっ 
あうゃけすぇ しう ゅけ こさぇゃうて しぇき う 
っょうくしすゃっくけ しぇき きけあって ょぇ 
くぇこさぇゃうて あうゃけすぇ しう うくすっ
さっしっく...”. ]こぇし くうおけゅぇ くっ いぇ
ぉさぇゃは すけゃぇ う, ぇおけ ょくっし たゃなさ
かは こけゅかっょ  くぇいぇょ - おなき っょうく, 
うしすうくしおう うくすっさっしっく しゃけえ 
あうゃけす, すけ っ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
すけゃぇ けすおさけゃっくうっ くぇ ゃっかうおうは 
┿こけしすけか ╉ぇさぇきうすっゃ. ] おけゅけすけ 
ゅけ しさっとぇ こぇお ╆かぇすおぇ ┿しっくけ
ゃぇ. ′ぇ おけはすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
ぉかぇゅけょぇさう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2

╃け さっょぇおちうけくくけすけ こさうおかのつゃぇくっ くぇ ぉさけは くっ ぉっ ういすっおなか しさけおなす いぇ けおけくつぇすっかくけ せすけつくはゃぇ
くっ くぇ ぉさけは くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ “┿さしっくぇか”, おけうすけ とっ しぇ ゃ こかぇすっく けすこせしお. ╃うさっおすけさなす こけ うおけ
くけきうつっしおうすっ ゃなこさけしう ゃ “┿さしっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす 
けす こっさしけくぇかぇ くぇ “┿さしっくぇか” とっ っ くぇ さぇぉけすぇ う とっ さぇぉけすう こさう こなかっく さぇぉけすっく ょっく. ╁ こかぇすっく 
けすこせしお とっ しぇ ょぇかっつ こけ-きぇかおけ さぇぉけすっとう けす すっいう, おけうすけ ぉはたぇ ゃ けすこせしお こさっい ょっおっきゃさう. ′はおけう 
いぇゃけょう う ちったけゃっ くぇ こさぇおすうおぇ とっ さぇぉけすはす くぇ 100%  しなし しゃけは こっさしけくぇか. 
╁なこさっおう すさせょくけしすうすっ し けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ いぇ つぇしす けす ちったけゃっすっ ゃ “┿さしっくぇか” う くぇきぇ

かっくうすっ こけさなつおう, さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ こさぇゃう ゃしうつおけ ゃないきけあくけ いぇ ういこかぇとぇくっ ゃ しさけお 
くぇ さぇぉけすくうすっ いぇこかぇすう. ╃け きけきっくぇす くはきぇ いぇおなしくっくうは ゃ ゅさぇそうおぇ くぇ ういこかぇとぇくっすけ うき. 

〈┿ 
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¨ぉとうくしおうはす しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお けすくけゃけ ょぇょっ しすぇさす くぇ こさけ-
ちっょせさぇすぇ 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 くぇ けぉ-

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ないけぉくけゃはゃぇくっすけ くぇ ゃなこさけしぇ しすぇゃぇ しぇきけ 
きっしっち しかっょ おぇすけ しなゃっすくうちうすっ さってうたぇ ゃさっきっくくけ ょぇ いぇきさぇいはす 
こさけちっょせさぇすぇ  ょけ けぉとっしすゃっく ょっぉぇす けすくけしくけ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす 
すぇおなゃ けさゅぇく くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
‶っすゅけょうてくうはす きぇくょぇす くぇ こなさゃうは けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお くぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ ういすっつっ こさっい しっこすっきゃさう 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ う けすすけゅぇゃぇ ょけ しっゅぇ こさけちっょせさぇすぇ こけ ういぉけさぇ 
くぇ くけゃ しっ すけつう. 
‶さっょかけあっくうっすけ 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 ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しすぇさすうさぇ けすくけゃけ っ くぇ 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 ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ. ╁さっきっくくぇ おけきうしうは 
とっ すさはぉゃぇ ょぇ こさけゃっょっ こなさゃけくぇつぇかくうは こけょぉけさ くぇ おぇくょうょぇすう-
すっ いぇ  こけしすぇ.  
╉さうすっさううすっ, くぇ おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ けすゅけゃぇさはす おぇくょうょぇすうすっ, 

しぇ しなとうすっ おぇすけ けす こさっょたけょくうは おけくおせさし: こけいくぇくうは こけ きっしす-
くけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ, こけいくぇくうは いぇ ゃいぇうきけけすくけてっくうはすぇ きっしす-
くぇ ゃかぇしす - ゅさぇあょぇくう, ゃないきけあくけしすう いぇ いぇとうすぇ くぇ ゅさぇあょぇくしおう 
こさぇゃぇ う うくすっさっしう, つせゃしすゃけ いぇ くっいぇゃうしうきけしす, しこさぇゃっょかうゃけしす う 
すけかっさぇくすくけしす, ょぇ しぇ くけしうすっかう くぇ ゃうしけおう きけさぇかくう おぇつっしすゃぇ. 

‶なさゃぇ こさけつっすけた ′けゃうくぇすぇ ゃ けつうすっ え けとっ こさっい きぇえ. ╃けさう しぇきぇすぇ すは くっ ぉってっ は つせかぇ. ′っ 
は いくぇってっ. ′はおぇおゃぇ しすぇっくぇ あっくしおぇ うくすせうちうは „ゃうょは” ゃ こけしこぇかうゃぇすぇ え こさけいはゃおぇ ぉなょっとけすけ…  
きぇえつうくしすゃけ う さけょっくうは あうゃけす ゃ くっは. ╃なかゅけ つぇおぇくうは しうく. ╇いしすさぇょぇく う  あっかぇく. ]  きくけゅけ ぉけか
おぇ. 
╉けゅぇすけ え おぇいぇた, くっ  こけゃはさゃぇ. ′け けぉっとぇ, おけゅぇすけ しすぇくっ, ょぇ しこけょっかう さぇょけしすすぇ しう こなさゃけ し きっく. 

╇ ゅけ しすけさう. ′はおけかおけ しっょきうちう こけ-おなしくけ さぇいこかぇおぇくけすけ きけきうつっ ゃっつっ ぉってっ ぉなょっとぇ とぇしすかうゃぇ 
きぇきぇ. ╇ こかぇおぇたきっ ょゃっすっ...  
╋っしっち こけ-おなしくけ, ょけおぇすけ あうゃっったきっ ゃ しすさぇしすうすっ „おけえ とっ しすぇくっ おきっす”, とぇしすかうゃけすけ きけきうつっ, 

ゃ っょくぇ こさっおさぇしくぇ のかしおぇ  ゃっつっさ, ゃ おけはすけ しこけょっかう し くぇし 27-すぇ しう ゅけょうくぇ, けぉはゃう: とっ しすぇゃぇき 
きぇえおぇ くぇ ぉかういくぇちう. ╇ こけうしおぇ しこけおけっく う おさぇしうゃ ゅさぇょ, し ゃないきけあくけしすう いぇ さぇいゃうすうっ くぇ ぉな
ょっとうすっ しう ょっちぇ. 】ぇしすかうゃぇすぇ ぉなょっとぇ きぇきぇ ういぉさぇ くっしかせつぇえくけ すけゃぇ きはしすけ いぇ きっつすうすっ しう こけ 
くっさけょっくうすっ しう すけゅぇゃぇ しうくけゃっ: こさけとなこせかくうおぇ  いぇ くけゃうすっ ういぉけさう くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお”. ╇ すけいう ういぉけさ くっ ぉっ しかせつぇっく: あせさくぇかうしすおぇすぇ ‶かぇきっくぇ 〈っさいうっゃぇ ゃうょは ゃ おぇせいぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” おぇせいぇすぇ いぇ ょっちぇすぇ しう. ¨くぇいう, おけはすけ きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう すぇおぇ, つっ ╉ぇ
いぇくかなお くぇうしすうくぇ ょぇ っ きはしすけ いぇ けしすぇゃぇくっ, きはしすけ いぇ きっつすぇっくっ, いぇ さっぇかういぇちうは う ょけぉなさ あうゃけす. 
′ぇ しゃけえ さっょ けさうしくうちうすっ くぇ ぉなょっとうすっ しうくけゃっ くぇ ‶かぇきっくぇ  う ┿こけしすけか 〈っさいうっゃう  けぉっとぇたぇ, 

つっ とっ ょぇょぇす ゃしうつおけ ょけぉさけ けす しっぉっ しう いぇ おぇせいぇすぇ, くぇ おけはすけ すっ しぇきうすっ しぇ こけしゃっすっくう. 
 〈ぇおぇ ぉさぇおなす, ゃかはいなか こさっょう すさう ゅけょうくう ゃ くけゃうくうすっ おぇすけ „ぉさぇお きっあょせ ╂╄[╀ う ╀]‶”, こさっょ

ゃうょ こけかうすうつっしおぇすぇ いぇおゃぇしおぇ くぇ くぇしすけはとうすっ とぇしすかうゃう さけょうすっかう, こけかせつう こっつぇす: ゅぇさぇくすうさぇ
くけ けす „╄おしこっさすう いぇ  ╉ぇいぇくかなお”. 
 ]っゅぇ, ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ こけ-おなしくけ, すぇいう  ぉかぇゅけしかけゃっくぇ ゅぇさぇくちうは うきぇ うきっくぇ: ╉ぇかうく う 
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¨す こさけせつゃぇくっすけ しすぇゃぇ はしくけ, つっ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇょ 40% けす いぇこうすぇくうすっ しぇ こけしけつう-
かう, つっ しぇ たけょうかう くぇ こさけそうかぇおすうつっく こさっゅかっょ こさっょう ゅけょうくぇ うかう こけゃっつっ けす ゅけょうくぇ. 8% けぉぇつっ 
こさういくぇゃぇす, つっ くうおけゅぇ くっ しぇ  こさぇゃうかう すけゃぇ. 
“┿さしっくぇか” っ っょくぇ けす きぇかおけすけ そうさきう ゃ さぇえけくぇ, ゃ おけはすけ っあっゅけょくけ さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっ-

かうすっ いぇょなかあうすっかくけ こさっきうくぇゃぇす こさっい こさけそうかぇおすうつくう こさっゅかっょう こけ ゅさぇそうお くぇ しかせあぉぇ “〈させ-
ょけゃぇ きっょうちうくぇ” う しこっちうそうおぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃぇすぇ, ゃ おけうすけ しぇ いぇっすう. 
‶さっょゃぇさうすっかくうすっ くぇきっさっくうは いぇ しすぇさすうさぇくっ くぇ こさけそうかぇおすうつくうは しおさうくうくゅ こさっい すぇいう ゅけょう-

くぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ くぇ っすぇこぇ くはきぇ ょぇ しっ さっぇかういうさぇす いぇさぇょう けすこせしおうすっ くぇ ぇさしっくぇかちう, おぇいぇ いぇ 
“〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” せこさぇゃうすっかはす くぇ ╃╉『 “┿さしっくぇか” ょ-さ ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ. 
╆ぇさぇょう こさっょしすけはとうすっ けすこせしおう いぇ つぇしす けす こっさしけくぇかぇ くぇ そうさきぇすぇ ゃ こっさうけょぇ 4-すう -14-すう 

そっゃさせぇさう, こなさゃうすっ こさけそうかぇおすうつくう こさっゅかっょう とっ いぇこけつくぇす こさっい きぇさす. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ すっいう こさっゅかっょう しっ けすおさうゃぇす ゃ さぇくっく っすぇこ さっょうちぇ いぇぉけかはゃぇくうは, こけしかっょう-

ちうすっ けす おけうすけ こさう くっかっおせゃぇくっ ゃけょはす ょけ すさぇえくぇ くっすさせょけしこけしけぉくけしす うかう ょけ しっさうけいっく こさけ-
ちっくす うくゃぇかうょくけしす.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

36 〈]〉. ]╊╇╅ ′╅ ｠╅『ぁ╊〉╊
36 きうかうけくぇ  172 たうかは

ょう 327 かっゃぇ っ こさけっおすなす いぇ 
ぉのょあっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお いぇ 2013 ゅけょうくぇ. 〈けえ っ 
し 2 きうかうけくぇ こけゃっつっ けす すけいう 
こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おぇすけ 
せゃっかうつっくうっすけ けしくけゃくけ っ けす 
こさったけょくうは けしすぇすなお けす 2012 
ゅけょうくぇ う いぇゃうてっくうすっ っょうく
くう しすぇくょぇさすう くぇ ういょなさあおぇ ゃ 
しけちうぇかくうすっ ょっえくけしすう, けぉさぇ
いけゃぇくうっすけ う おせかすせさぇすぇ.  
]こけさっょ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 

╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ: „╀のょあっ
すなす いぇ 2013 ゅ. くっ っ くぇこさっゅ
くぇす, くはきぇき こさうすっしくっくうは いぇ 
ういこなかくっくうっすけ きせ, いぇとけすけ 
しかっょゃぇきっ かけゅうおぇすぇ くぇ いぇかけ
あっくうすっ けす けぉとうくしおけすけ さなおけ
ゃけょしすゃけ こさうけさうすっすう”. 
‶さけっおすなす いぇ ぉのょあっす くぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2013 
ゅ. こさっょゃうあょぇ いぇ ういはゃっくう う 
すぇかぇくすかうゃう ょっちぇ こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ ょぇ しっ いぇょっかはす おぇすけ 
しすうこっくょうう う いぇ せつぇしすうはすぇ 
うき ゃ さぇいかうつくう くぇちうけくぇか
くう う きっあょせくぇさけょくう こさけはゃう  
30 たうかはょう かっゃぇ. 220 たうかは
ょう かっゃぇ とっ しっ さぇいこさっょっかはす 
いぇ しこけさすくうすっ おかせぉけゃっ ゃ けぉ
とうくぇすぇ, 270 たうかはょう かっゃぇ いぇ 
おきっすしすゃぇすぇ, 117 たうかはょう かっゃぇ 
いぇ おせかすせさくう  こさけはゃう. 
╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ 

くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ 2013 ゅ. っ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 5 きかく. 549 かっゃぇ, 
しなゅかぇしくけ こさけっおすぇ いぇ ぉの
ょあっす. 
3 きかく. 645 たうかはょう かっゃぇ けつ

ぇおゃぇ きっしすくうはす ぉのょあっす おぇすけ 
こさうたけょう けす こさけょぇあぉう, くぇっきう  
う さぇいこけさっあょぇくっ し けぉとうくしおけ 
うきせとっしすゃけ. ‶さっい くぇしすけはとぇ

すぇ そうくぇくしけゃぇ ゅけょうくぇ ¨ぉとう
くぇすぇ しっ くぇょはゃぇ し さぇいかうつくう 
きっさおう ょぇ しなぉっさっ くっこかぇすっくう
すっ 300 たうかはょう かっゃぇ けす くぇっきう 
くぇ けぉとうくしおう あうかうとぇ, けす けす
ょぇゃぇくっ くぇ けぉとうくしおう うきけすう う 
いっきう. 
╁ こさけっおすけ-ぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉ

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2013 ゅ. 
しぇ こさっょゃうょっくう 545 たうかはょう 

かっゃぇ いぇ っくっさゅうえくぇ っそっおすうゃ
くけしす ゃ ょゃっ おぇいぇくかなておう せつう
かうとぇ -  》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうき
くぇいうは う ¨〉 “╋ぇすう ╀けかゅぇさうは”. 
]かっょゃぇとぇすぇ しすなこおぇ っ ゅぇいう
そうおぇちうはすぇ くぇ ょゃっすっ せつっぉくう 
いぇゃっょっくうは. 
‶けょけぉくぇ しすなこおぇ けぉとうくしおぇ

すぇ せこさぇゃぇ こかぇくうさぇ こけ けすくけ
てっくうっ くぇ ょっすしおぇ はしかぇ わ5 う 
ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ “ぃさうえ ╂ぇゅぇ
さうく” くぇ せか. “〈さぇおうは”. ╇ょっは
すぇ っ こけっすぇこくけ ょゃっすっ ょっすしおう 
いぇゃっょっくうは ょぇ しっ けぉっょうくはす ゃ 
っょくけ ¨╃╆. ]こけさっょ おきっすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお, すけゃぇ っ こけ-ちっかっ
しなけぉさぇいっく う さぇいせきっく くぇつうく 
いぇ ういさぇいたけょゃぇくっ くぇ こぇさうすっ 

こさっょゃうょ う くぇ すけゃぇ, つっ ょっす
しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ っ くぇ ょっかっゅう
さぇく ぉのょあっす. ‶さけゃっさおぇ くぇ 
けぉとうくしおう しかせあうすっかう, くぇこさぇ
ゃっくぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ はくせぇさう, 
こけおぇいゃぇ, つっ こけしっとぇっきけしすすぇ 
くぇ はしかっくうすっ ゅさせこう ゃ ╉ぇいぇく
かなお っ しさっょくけ 6-8 ょっちぇ ゃ ゅさせ
こぇ. 
′ぇかぇゅぇ しっ けこすうきういぇちうは 

ゃ すぇいう こけしけおぇ, いぇはゃう おきっ
すなす ]すけはくけゃぇ. ]こけさっょ くっは,  
こさっょしすけう ょうしおせしうは こけ けこ
すうきういうさぇくっすけ くぇ ょっすしおうすっ 
いぇゃっょっくうは うきっくくけ ゃ こけしけ
おぇ くぇ しないょぇゃぇくっ くぇ ¨╃╆-すぇ 
すぇき, おなょっすけ すけゃぇ っ ゃないきけあくけ 
う ちっかっしなけぉさぇいくけ. ‶けょけぉくう 
きっさおう しぇ くぇかけあうすっかくう う ゃ 
ょっすしおうすっ いぇゃっょっくうは ゃ しっかぇすぇ 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.      
1 きうかうけく う 800 たうかはょう 

かっゃぇ しぇ こさっょゃうょっくう ゃ ぉの
ょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
いぇ ぇしそぇかすうさぇくっ う こさっぇしそぇか
すうさぇくっ こさっい 2013 ゅけょうくぇ. 
]さっょしすゃぇすぇ しぇ いぇ 34 せかうちう ゃ 
╉ぇいぇくかなお う くぇしっかっくうすっ きっし

すぇ. 〉かうちうすっ, こけ おけうすけ とっ しっ 
こけかぇゅぇ くけゃ ぇしそぇかす こさっい ゅけ
ょうくぇすぇ, しぇ: ぉせか. “23 ‶ったけ
すっく 【うこつっくしおう こけかお” - けす 
╊なゃけゃぇすぇ つってきぇ ょけ きぇゅぇいうく 
„╉ぇせそかぇくょ”, つぇしす けす せかうちぇ 
“╉っくぇかう”, せか. “¨さってぇおぇ” ょけ 
すっくうし-おけさすけゃっすっ, せか. “‶せて
おうく” おなき せか. “]すぇさぇ こかぇくう
くぇ”, せか. “╉ぇこさけくう”, つぇしす けす 
せかうちうすっ くぇ しっゃっさ けす ちっくすな
さぇ う ょさ. 『っかすぇ っ こけ すけいう くぇ
つうく ょぇ しっ けすゃけさう こけょたけょはと 
きぇさてさせす おなき こけっすぇこくけすけ うい
ゅさぇあょぇくっ くぇ ぃあくぇすぇ けぉたけょ
くぇ ょなゅぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, つぇしす けす 
おけはすけ とっ っ う せか. “╋けしおゃぇ”. 
]かっょ こぇゃうさぇくっ せかうちぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ こけっきっ すさぇそうおぇ くぇ 
こなすくう こさっゃけいくう  しさっょしすゃぇ けす 
ちっくすなさぇ こけ けおけかけゃさなしすくけすけ 
ゃ こけしけおぇ いぇこぇょ. 
╀かういけ 230 たうかはょう かっゃぇ しぇ 

こさっょゃうょっくう ゃ ぉのょあっすぇ いぇ 
2013 ゅけょうくぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっ 
くぇ ゃけょけこさけゃけょ う おぇくぇかう
いぇちうは ゃ おゃぇさすぇか “╉せかぇすぇ“ う 
“╉さぇえさっつっく”, ういゃっしすっく けとっ 
おぇすけ “╊のかはお”. 〈ったくうつっしおうはす 
こさけっおす いぇ すけゃぇ っ ゅけすけゃ. ‶さっい 
くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ いぇこけつ
ゃぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ つぇしす けす 
うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ - とっ しっ 
ういゅさぇょう ゃけょけこさけゃけょ う おぇ
くぇかういぇちうは くぇ ½ けす せかうちうすっ 
“〈のかぉっくしおぇ” う “ ╊のかはおけゃぇ 
ゅさぇょうくぇ” ゃ おゃぇさすぇか  “╉せかぇすぇ” 
う くぇ せか. “¨さそっえ” ゃ おゃぇさすぇか 
“╊のかはお”. ╆ぇ けすつせあょぇゃぇくっ う 
こさうかぇゅぇくっ くぇ さっゅせかぇちうけく
くうは こかぇく しぇ こさっょゃうょっくう 26 
たうかはょう かっゃぇ. 
╀のょあっす`2013 こさっょゃうあょぇ 

う 63 たうかはょう かっゃぇ いぇ さっきけくす 

う さっおけくしすさせおちうは くぇ ╋かぇ
ょっあおうは ょけき ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]なし 
しさっょしすゃぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ うい
ゅさぇょはす いさうすっかくぇ いぇかぇ, けそう
しう, きかぇょっあおう おかせぉ う おぇそっくっ. 
╇くゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇ
きぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ こさっょゃうあょぇ 
さぇいてうさっくうっ くぇ ╇いかけあぉっ
くぇすぇ いぇかぇ くぇ せか. “╇しおさぇ” 4, 
さっきけくす う ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ 
くぇ おぇそっ-ゅぇかっさうはすぇ, くぇ おかせぉ 
„[けょうくぇ” う ょさ. ¨ぉとうくしおけ
すけ さなおけゃけょしすゃけ こさっょゃうあょぇ 
ういゅさぇあょぇくっ う くぇ さうすせぇかくぇ 
いぇかぇ いぇ さぇょけしすくう けぉさっょう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは.  
『はかけしすくぇ さっおけくしすさせおちうは 

くぇ こぇさおけゃっすっ “〈のかぉっすけ” う “ 
[けいぇさうせき”, ういゅさぇあょぇくっ くぇ 
しゃなさいゃぇとぇ ゅう ゃっかけぇかっは, けし
ゃっすかっくうっ う こぇさおうくゅ いぇ ぇゃ
すけきけぉうかう くぇ いぇこぇょ けす こぇさお  
„〈のかぉっすけ” - すけゃぇ こさっょゃうあょぇ 
きぇとぇぉっく こさけっおす くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, そうくぇくしうさぇく こけ 
¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ “[っ
ゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ” くぇ しすけえ
くけしす 4 きかく. 907 たうかはょう かっゃぇ. 
[ぇぉけすぇすぇ こけ こさけっおすぇ しすぇさすう
さぇ こさっい くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ. 
╆ぇ ぉかういけ 70 きうかうけくぇ かっゃぇ 
けぉとけ しぇ こさけっおすうすっ, こけ おけうすけ 
けつぇおゃぇ  そうくぇくしうさぇくっ ¨ぉとう
くぇすぇ こさっい 2013 ゅけょうくぇ. 
′ぇえ-ゃぇあくうはす そうくぇくしけゃ 

ょけおせきっくす くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ 
くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ とっ しっ 
こさうっきぇ ゃ ょゃっ こけさっょくう いぇしっ
ょぇくうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
くぇ ゅさぇょぇ, くぇしさけつっくう いぇ 1-ゃう 
う 8-きう そっゃさせぇさう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

58,83% けす せつぇしすゃぇ-
かうすっ ゃ くぇちうけくぇかくうは さっ-
そっさっくょせき いぇ ぉなょっとっすけ 
くぇ はょさっくぇすぇ っくっさゅっすうおぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは おぇいぇくかなつぇくう 
ゅかぇしせゃぇたぇ し “╃ぇ”. 39,88% 
けすゅけゃけさうたぇ けすさうちぇすっかくけ 
くぇ ゃなこさけしぇ, ぇ 1,13% こせし-

〈けいう くぇおさうゃけ ういこうしぇく くぇょこうし ゃなさたせ こぇさつっ おぇてけく 
ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ しっょきうちぇ しこうさぇてっ おぇいぇくかなつぇくう 

こけ っょくぇ けす くぇえ-けあうゃっくうすっ せかうちう - „]おけぉっかっゃしおぇ”. 
]なゃしっき ゃ くぇつぇかけすけ え しうきこぇすうつっく きかぇょっあ ゃ しすぇさけ こぇか-

すけ う し ょっぉっかぇ てぇこおぇ, し ぉせすぇそけさっく きうおさけそけく ゃ さなおぇ, 
こさうおけゃぇゃぇ ゃくうきぇくうっすけ し こっしくう. ╁しはおぇおゃう: くぇさけょくう, 
しすぇさう ゅさぇょしおう, っゃなさゅさうえくう, てかぇゅっさう. 
╃け くっゅけ けゃったすはか おせそぇさ し ぉっかう しすけすうくおう. ╊っゃつっすぇ 

くはきぇ.   
╆ぇ 21-ゅけょうてくうは ]すけはく けす ぅきぉけかしおけすけ しっかけ ╀っいきっさ 

╉ぇいぇくかなお っ ゃすけさうはす こけ しうきこぇすうつくけしす ゅさぇょ, いぇさぇょう ょけ-
ぉさうすっ きせ たけさぇ. ]かっょ ┿えすけし, おなょっすけ しなとけ ぉうかう けすいうゃ-
つうゃう. ]おぇかぇすぇ, こけ おけはすけ きけきつっすけ  きっさう つけゃっておぇすぇ かの-
ぉけゃ う しなこさうつぇしすうっ, しぇ しなぉさぇくうすっ かっゃつっすぇ う しすけすうくおう 
ゃ うきっすけ くぇ しゃけはすぇ おぇせいぇ. ╆ぇさぇょう おけはすけ こっっ  う いぇさぇょう 

[っきけくす くぇ ╋かぇょっあおうは 
ょけき, けす ゅけょうくう いぇすゃけさっく 

う おさぇえくけ いぇくっきぇさっく, けぉっとぇ 
けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 
きかぇょうすっ たけさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こけ ゃさっきっ くぇ こせぉかうつくけすけ けぉ-
しなあょぇくっ くぇ ╀のょあっす 2013 くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお きうくぇかうは 
こっすなお ゃっつっさすぇ. ‶さっょしっょぇ-
すっかはす くぇ きかぇょっあおぇすぇ けさゅぇ-
くういぇちうは „╆っかっくぇ しゃっすかうくぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは” ╂っけさゅう ╂さうゅけ-
さけゃ ぉっ しさっょ くぇえ-ぇおすうゃくうすっ 
せつぇしすくうちう ゃ けぉしなあょぇくっすけ 
くぇ ぉのょあっすぇ. 〈けえ こけうしおぇ けす 
¨ぉとうくぇすぇ こけゃっつっ ゅさうあぇ おなき 
きかぇょうすっ たけさぇ う こさっょかけあう 
ぇおすうゃくけ せつぇしすうっ けす すはたくぇ 
しすさぇくぇ ゃ こさっょかぇゅぇくっすけ くぇ 
さぇいくけけぉさぇいっく すせさうしすうつっしおう 
こさけょせおす, くっ しぇきけ こけ ゃさっきっ 
くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ, くけ 
う こさっい ちはかぇすぇ ゅけょうくぇ, いぇ ょぇ 
きけゅぇす すせさうしすう う かのぉうすっかう 
くぇ こさうさけょぇすぇ  ょぇ しっ ゃさなとぇす 
けすくけゃけ ゃ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ 
う ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ちぇさっ. ╋かぇょっあうすっ くぇしすけはゃぇす 
いぇ しゃけっ きはしすけ いぇ しぉうさおう ゃ 
╉ぇいぇくかなお, ゃ けすゅけゃけさ くぇ おけっ-
すけ おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
しなけぉとう いぇ ゃおかのつっくうは ゃ ぉの-
ょあっすぇ さっきけくす くぇ ╋かぇょっあおうは 
ょけき, おなょっすけ けしゃっく ういゅさぇあ-
ょぇくっすけ くぇ くけゃぇ いぇかぇ, こけょ-
たけょはとぇ う いぇ しこっおすぇおかうすっ くぇ 
¨ぉとうくしおう すっぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ”, とっ うきぇ う こけ-
きっとっくうは いぇ おかせぉくぇ ょっえくけしす 
くぇ きかぇょうすっ たけさぇ. 67 000 かゃ. 

′けゃぇ 4-っすぇあくぇ しゅさぇょぇ, ゃうしけおぇ 14,5 きっすさぇ, とっ ぉなょっ ういゅさぇょっくぇ くぇ つぇしす けす こぇさおうくゅぇ ょけ ╋うすくうちぇすぇ ょけ 
„┿さしっくぇか”. ′けゃぇすぇ しゅさぇょぇ とっ っ くぇ すっさっく - しけぉしすゃっくけしす くぇ „┿さしっくぇか”, う ゃ くっは くぇえ-ゃっさけはすくけ しかっょ ゃさっきっ 

とっ ぉなょっ ういくっしっくぇ つぇしす けす きぇさおっすうくゅけゃうは けすょっか くぇ そうさきぇすぇ. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ くぇ こけしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ 
くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, おけゅぇすけ ぉっ けょけぉさっく こかぇくなす いぇ いぇしすさけはゃぇくっ くぇ うきけす, おけえすけ おなき きけきっくすぇ っ つぇしす けす 
こぇさおうくゅぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. ╀なょっとぇすぇ くけゃぇ しゅさぇょぇ くぇ こさぇおすうおぇ とっ しっ „いぇかっこう” いぇ しっゅぇてくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ 
╋うすくうちぇすぇ. ¨ぉとうはす すっさっく, しけぉしすゃっくけしす くぇ „┿さしっくぇか” ういゃなく こけさすぇかぇ くぇ そうさきぇすぇ, っ 15 ょっおぇさぇ. 
『ゃっすぇく 【うおけゃ, さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „‶さけっおすうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う しすさけうすっかしすゃけ” う っょうく けす けぉとうく

しおうすっ しなゃっすくうちう くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ くぇえ-ゃっさけはすくけ こさけちっしなす こけ こさけっおすうさぇ
くっすけ くぇ しゅさぇょぇすぇ う ゃしうつおう こさっょてっしすゃぇとう ゅけ こさけちっょせさう とっ こさけょなかあう ょけ かはすけすけ. ╄ょゃぇ しかっょ すけゃぇ きけあっ ょぇ 
いぇこけつくっ う しなとうくしおけすけ しすさけうすっかしすゃけ.
╄ょくぇ けす うょっうすっ いぇ こさっょくぇいくぇつっくうっすけ くぇ ぉなょっとぇすぇ くけゃぇ しゅさぇょぇ っ ゃ くっは ょぇ しっ けしなとっしすゃはゃぇす しさっとうすっ し 

おかうっくすう, ぉっい ょぇ しっ くぇかぇゅぇ すっ ょぇ こさっきうくぇゃぇす こさっい しこっちうぇかくうは こさけこせしおぇすっかっく さっあうき いぇ ゃかういぇくっ ゃなゃ そうさ
きぇすぇ. 
¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお けすさっょう こさぇゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” いぇ いぇしすさけはゃぇくっ くぇ しぇくうすぇさくけ-けたさぇくうすっかくう

すっ いけくう けおけかけ ゃけょけういすけつくうちうすっ くぇ くっゅけゃぇ すっさうすけさうは. ′ぇ こさぇおすうおぇ しゃなさいゃぇくっすけ くぇ ょゃぇすぇ くけゃう おかぇょっくっちぇ, 
おけっすけ ぉっ さぇいさってっくけ けす しなゃっすくうちうすっ, おなき ゃけょけこさっくけしくぇすぇ きさっあぇ くぇ いぇゃけょぇ, とっ こけょしうゅせさう こけしすけはくくけすけ 
ゃけょけこけょぇゃぇくっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, おけっすけ っ きくけゅけ ゃぇあくけ いぇ つぇしす けす こさけういゃけょしすゃぇすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ.

〈┿

くぇたぇ くっょっえしすゃうすっかくう ぉのかっすうくう. 
¨ぉとけ 12 595 けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお せつぇしすゃぇたぇ ゃ くぇちうけくぇか-

くうは さっそっさっくょせき. ′けゃうくぇすぇ くぇ すけいう ゃうょ ゃけす っ, つっ いぇ こなさゃう 
こなす ゃ くけゃぇすぇ うしすけさうは くぇ ゅかぇしせゃぇくっ きぇしけゃけ さけきうすっ くっ ういかは-
いけたぇ ょぇ ゅかぇしせゃぇす. ╄ょゃぇ 30 さけきう こけょぇょけたぇ ゃけすぇ しう ゃ ょゃっすっ 
しっおちうう ゃ さけきしぇおぇすぇ きぇたぇかぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ ちっかうは ょっく. ╇い-
ぉうさぇすっかくぇすぇ ぇおすうゃくけしす ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ぉっ こけょ しさっょくぇすぇ 
いぇ しすさぇくぇすぇ – 17,76%.
¨ぉとけ 33 525 ゅさぇあょぇくう けす けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ けすゅけゃけさうたぇ  

し „╃ぇ” くぇ ゃなこさけしぇ くぇ さっそっさっくょせきぇ. ╃させゅう 41,36 ょぇょけたぇ けす-
さうちぇすっかっく けすゅけゃけさ. ¨ぉとうはす ぉさけえ くぇ くっょっえしすゃうすっかくうすっ ぉの-
かっすうくう ゃ けぉかぇしすすぇ っ 747 うかう 1,28 %.

╁ ╋ったぇくけすけ とっ けぉせつぇゃぇす
しすさけうすっかくう すったくうちう 

]すさけうすっかっく すったくうお - すけゃぇ っ くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす, おけはすけ しぇ  
こけうしおぇかう けす ‶╂ “╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ 

くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, きかぇょっあすぇ う くぇせおぇすぇ ょぇ ぉなょっ さぇいおさうすぇ 
こさっい くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ゃ ぉうゃてうは ╋ったぇくけすっくうおせき. 〉つう-
かうとっすけ, しないょぇょっくけ こさっい 1924 ゅけょうくぇ, ょけしおけさけ うきぇてっ しかぇゃぇ-
すぇ くぇ おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう いぇ うくょせしすさうはすぇ ゃ さぇえけくぇ う しすさぇ-
くぇすぇ. ‶けつすう ゃしうつおう ょうさっおすけさう くぇ ゅけかっきう そうさきう ゃ さぇえけくぇ しぇ 
ぉうゃてう ゃないこうすぇくうちう くぇ くはおけゅぇてくうは ╋ったぇくけすったくうおせき “『ゃはす-
おけ [ぇょけえくけゃ”. ╃せいうくぇ おぇいぇくかなておう おきっすけゃっ けす こさけきっくうすっ 
う こさっょう すけゃぇ しなとけ しぇ せつうかう ゃ くはおけゅぇてくけすけ いぇくぇはすつうえしおけ 
せつうかうとっ. ╁ こけしかっょくうすっ 5-6 ゅけょうくう, けぉぇつっ, けしくけゃくぇ ゅさうあぇ 
くぇ つっしすけ しきっくはとうすっ しっ さなおけゃけょしすゃぇ すぇき っ しこぇしはゃぇくっすけ くぇ 
せつうかうとっすけ, おけっすけ し ゃしはおぇ ういきうくぇかぇ ゅけょうくぇ ゃしっ こけ-すさせょくけ 
くぇきうさぇ  あっかぇっとう ょぇ せつぇす ゃ くっゅけ. ‶さうつうくうすっ いぇ すけゃぇ しぇ おけき-
こかっおしくう, くけ っょくぇ けす すはた っ しさせすっくうはす うきうょあ くぇ せつうかうとっすけ, 
くはおけゅぇてくぇ ゅさぇょしおぇ ゅけさょけしす. 

〈┿

3,5 きかく. かゃ. とっ けすこせしくっ ょなさあぇ-
ゃぇすぇ いぇ さっおけくしすさせおちうは, おけくしっさゃぇ-
ちうは, しけちうぇかういぇちうは, ういゅさぇあょぇくっ くぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇ ょけ けぉとけ 10 すさぇ-
おうえしおう きけゅうかう ゃ さぇえけくぇ. ]さっょしすゃぇ-
すぇ とっ ぉなょぇす けすこせしくぇすう ょけ おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ, けぉっとぇ ゃうちっこさっきうっさなす 
う きうくうしすなさ くぇ そうくぇくしうすっ ]うきっけく 
╃はくおけゃ こけ ゃさっきっ くぇ けぉとっしすゃっくぇ 

* * *

* * *

* * *

╂っけさゅう, う けすこさぇいくせゃぇ こなさゃぇすぇ しう ゅけょうくぇ. ]さっょ ぉかういおう, こさうはすっかう, ょけぉさう けさうしくうちう. 
 ] きくけゅけ こけょぇさなちう, し きくけゅけ さぇょけしす, し こけあっかぇくうは ょぇ さぇしすぇす ょけぉさう う とぇしすかうゃう, ょぇ しすぇくぇす こさっおさぇしくう ゅさぇあょぇくう くぇ ╉ぇいぇくかなお, ょぇ いぇょきうくぇす こけ たせぉけしす う 

しかぇゃぇ さけょうすっかうすっ しう. 

                                                                            ¨す しなさちっ う きくけゅけ かうつくけ: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

いぇょっかは ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
ゃ くけゃうは ぉのょあっす いぇ さっおけく-
しすさせおちうはすぇ くぇ ういけしすぇゃっくうは 
╋かぇょっあおう ょけき, くぇ おけえすけ しっ 
くぇょはゃぇ ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ 
ょぇ ぉなょっ ゃょなたくぇす くけゃ あうゃけす. 
]すけはくけゃぇ こさっょかけあう けとっ: 
きかぇょうすっ たけさぇ ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ 
さっぇかういぇちうはすぇ くぇ しこっつっかっ-
くうは けす ¨ぉとうくぇすぇ こさけっおす いぇ 
すせさうしすうつっしおう きぇさおっすうくゅ ゃ 
さっゅうけくぇ, おけえすけ しっ そうくぇくしう-
さぇ けす ╄], う こけおぇくう きかぇょっあう 
くぇ しさっとぇすぇ し そうくぇくしけゃうは 
きうくうしすなさ ]うきっけく ╃はくおけゃ, 
こさけゃっかぇ しっ すけいう ゃすけさくうお ゃ 
╉ぇいぇくかなお  おぇすけ ょうしおせしうは けす-
くけしくけ きはしすけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
ゃ すせさうしすうつっしおぇすぇ おぇさすぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは.  
╁ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ とっ ぉなょっ 

けすおさうすぇ う くけゃぇ ╆ぇかぇ いぇ さぇ-
ょけしすくう さうすせぇかう, けぉはゃう けとっ 
おきっすなす ]すけはくけゃぇ こけ ゃさっきっ 
くぇ こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇくっ, 
おけっすけ きうくぇ しこけおけえくけ, し きぇ-
かけぉさけえくぇ こせぉかうおぇ う こさっょ-
しすぇゃうすっかう こさっょうきくけ くぇ けぉ-
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう う あせさ-
くぇかうしすう.
‶け ゃさっきっ くぇ けぉしなあょぇくっすけ 

おきっすなす くぇ ¨ゃけとくうお こさっょかけ-
あう ょぇ しっ いぇきっくう ゃ くけゃうは ぉの-
ょあっす さっきけくすうさぇくっすけ くぇ っょくぇ 
けす せかうちうすっ ゃ しっかけすけ いぇ しきっす-
おぇ くぇ いぇょっかはくっすけ くぇ こぇさう いぇ 
こけおせこおぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ, おなょっすけ 
しっゅぇ, ゃ こけきっとっくうっ こけょ くぇっき, 
しっ こけきっとぇゃぇ こっくしうけくっさしおう-

はす おかせぉ. ╃うさっおすけさなす くぇ 〈っ-
ぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ”, 
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ, こけうしおぇ 
ゃ ぉのょあっすぇ ょぇ ぉなょぇす こさっょゃう-
ょっくう う 17 000 かゃ. いぇ くぇえ-くっ-
けぉたけょうきぇすぇ けいゃせつうすっかくぇ う 
けしゃっすうすっかくぇ すったくうおぇ, くせあくぇ 
いぇ ょっえくけしすすぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
すさせこぇ, おけはすけ おなき きけきっくすぇ 
さぇぉけすう こさう ういおかのつうすっかくけ 
すさせょくう せしかけゃうは う かうこしぇ くぇ 
しけぉしすゃっくぇ きぇすっさうぇかくけ-すった-
くうつっしおぇ ぉぇいぇ しかっょ くぇこせしおぇ-
くっすけ くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ つうすぇかう-
とっ „╇しおさぇ” きうくぇかけすけ かはすけ.
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ [っゅう-

けくぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
╉〈 „‶けょおさっこぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお 
– 『ゃっすぇくおぇ ‶うしおけゃぇ, ゃくっしっ 
こさっょかけあっくうっ いぇ こけゃうてぇゃぇ-
くっ くぇ いぇこかぇすうすっ ゃ しそっさぇすぇ 
くぇ おせかすせさぇすぇ - ゃ しかせつぇえ, つっ, 
おぇおすけ しっ けつぇおゃぇ, くぇ くぇちうけ-
くぇかくけ くうゃけ ういかっいっ こけしすぇくけ-
ゃかっくうっ いぇ ゃょうゅぇくっ くぇ ゃないくぇ-
ゅさぇあょぇくうはすぇ ゃ すけいう しっおすけさ. 
‶さっょかけあっくうはすぇ ぉはたぇ いぇ-

こうしぇくう ゃ こさけすけおけかぇ くぇ けぉ-
しなあょぇくっすけ う しっ けつぇおゃぇ ょぇ 
ぉなょぇす ゃこうしぇくう ゃ こさけっおすぇ いぇ 
くけゃ ぉのょあっす, おけえすけ ¨ぉとうくぇ-
すぇ こさっょかぇゅぇ し きぇおさけさぇきおぇ 
けす 36 きかく. 172 たうか. 327 かゃ., 
おけっすけ っ し 2 きうかうけくぇ かっゃぇ 
こけゃっつっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ いぇゃうてぇゃぇ-
くっすけ くぇ ょなさあぇゃくうすっ しすぇく-
ょぇさすう いぇ ょっかっゅうさぇくうすっ ょなさ-
あぇゃくう ょっえくけしすう.   

〈┿

おけはすけ っあっょくっゃくけ こなすせゃぇ ゃっつっ しっょきうちぇ し おけかぇすぇ くぇ しゃけえ  こさうはすっか, さぇぉけすっと ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╋けき-
つっすけ しなぉうさぇ こぇさう いぇ ぉけかくうは しう ぉぇとぇ. ′せあょぇすぇ, こけ ょせきうすっ きせ, ぉうかう 1000 かっゃぇ いぇ かっつっくうっ くぇ 
ぉっかけょさけぉくけ いぇぉけかはゃぇくっ. ]っきっえしすゃけすけ, けぉぇつっ, くはきぇ すっいう こぇさう, おけっすけ ういゃぇょうかけ ぉっいさぇぉけすくうは 
きかぇょっあ くぇ せかうちぇすぇ し ぉせすぇそけさっく きうおさけそけく. ╋うくせゃぇつうすっ, し きぇかおけ ゃさっきっ ょぇ ゅけ こけしかせてぇす, ゃっょ-
くぇゅぇ いぇぉっかはいゃぇす すぇかぇくすぇ くぇ ]すけはく ょぇ こっっ. ╆ぇさぇょう くっゅけ しぇきけせおうはす すぇかぇくす しっゅぇ しっ っ いぇこうしぇか う 
いぇ こさっょしすけはとうは おぇしすうくゅ くぇ こけさっょくけすけ ういょぇくうっ くぇ „╀なかゅぇさうは すなさしう すぇかぇくす”. 〉ぉっょっく, つっ きぇおしう-
きぇすぇ „きせいうおぇくす おなとぇ くっ たさぇくう” うきぇ ういおかのつっくうは. 
╃けおぇすけ ゅけゃけさうき, ゃ けさなそぇくうは おせそぇさ くぇ きかぇょっあぇ けす ╀っいきっさ いゃなくゃぇす ちっかう 80 しすけすうくおう. 
]なぉさぇか しなき ゃっつっ 250 かっゃぇ けす  ╉ぇいぇくかなお. ╇ けす ┿えすけし うきぇき, しおけさけ きけあっ う ょぇ ゅう しなぉっさぇ 1000 

かっゃぇ, くうあっ くぇょっあょぇ ]すけはく. ╁ こぇせいぇすぇ きっあょせ すさぇおうえしおぇすぇ う さけょけこしおぇすぇ こっしっく しかっょ くっは すけえ 
くっ しこうさぇ ょぇ くぇさっあょぇ ぉかぇゅけしかけゃうう いぇ ょけぉさうすっ たけさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, けすゃけさうかう しなさちっ う おっしうは いぇ 
おぇさすけくっくぇすぇ くぇょっあょぇ: ”‶っしっくすぇ きけあっ う ょぇ かっおせゃぇ”.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ょうしおせしうは いぇ つせょっしぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, こさけゃっかぇ しっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
┿さたっけかけいう, うしすけさうちう, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さぇいかうつくう ょなさあぇゃくう 
うくしすうすせちうう, おきっすけゃっ う あせさくぇかうしすう せつぇしすゃぇたぇ ゃ ょうしおせしうはすぇ. 
′ぇ くっは いぇ こなさゃう こなす ぉっ こさっょしすぇゃっく くけゃ, きくけゅけ こけ-っゃすうく う 
さっぇかういせっき ゃぇさうぇくす いぇ こさけっおすぇ „]っゃすけこけかうし“. 〈けえ とっ っ くぇ 
しすけえくけしす ぉかういけ 2 きかく. かっゃぇ う とっ こさっょしすぇゃかはゃぇ しゃっすかうくくけ 
てけせ ゃなさたせ こかぇゃぇとぇ こかぇすそけさきぇ ゃなゃ ゃけょうすっ くぇ はいけゃうさ ╉けこ-
さうくおぇ. 〉くうおぇかくけすけ こけ しゃけうすっ きぇとぇぉう う しゃっすかうくくけ う ぇせょうけ-
ゃういせぇかくけ てけせ  とっ きけあっ ょぇ しっ くぇぉかのょぇゃぇ けす 300 つけゃっおぇ っょ-
くけゃさっきっくくけ くぇ はいけゃうさくぇすぇ しすっくぇ. ┿くうきぇちうは, かぇいっさくけ てけせ う 
ぇおすぬけさう しぇ つぇしす けす こさけっおすぇ いぇ ゅさぇくょうけいっく しこっおすぇおなか, おけえすけ 
とっ しっ こさけしすうさぇ こさぇおすうつっしおう くぇ 17 おうかけきっすさぇ こかけと けす ╋っゅぇ-
かうすぇ ょけ すさぇおうえしおうすっ きけゅうかう くぇ しっゃっさ けす ╉ぇいぇくかなお. ┿ゃすけさうすっ 
くぇ こさけっおすぇ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ けとっ こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ くけゃう-
はす ゃぇさうぇくす くぇ こさけっおす „]っゃすけこけかうし“ とっ ょけくっしっ こっつぇかぉぇ けす 
くぇょ 500 たうかはょう かっゃぇ. ╃ぇ こけょおさっこう こさっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 
くぇつうくぇくうっすけ しっ ぇくゅぇあうさぇ ゃうちっこさっきうっさなす ]うきっけく ╃はくおけゃ. 
„〈けかおけゃぇ っ ぇぉしせさょっく, つっ くはきぇ おぇお ょぇ くっ しすぇくっ“, いぇはゃう こけ 
こけゃけょ こさけっおすぇ ぇさたっけかけゅなす ╃うぇくぇ ╃うきうすさけゃぇ, さぇぉけすうかぇ ゅけ-
ょうくう くぇさっょ し ょ-さ ╂っけさゅう ╉うすけゃ. ╉ぇいぇくかなお ぉっ すさっすうはす ゅさぇょ, 
せつぇしすくうお ゃ ょうしおせしうはすぇ くぇ ゃっしすくうお „]すぇょぇさす“ „』せょっしぇすぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは“. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ そけさせきぇ ゃ ゅさぇょぇ ぉっ くぇ おきっすぇ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
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』[】]》【《『-╊′《【╊『¨[  〈╅‶』【《『¨]  ╇ 
„╅『』╊〉╅]” 』】╇╊〉¨『¨ ′╅ 〈¨〉¨』【『¨

》《 》ぇ【っ 』╊ 》『╅╇っ【 ╈『╊ぃ[¨,
〉¨[《‶ 〉╊ ╊ ╆╊′╈『╊ぃ╊〉
¨すあ けせてかちかつ  くあ けせうかつてけぬけけ そて ちとつさけ なけちすけ う [あくあせしひさ,
てうひちおけ  》かてさそ [あちあえけてしけかう - くあす.-そいしあつてかせ とたちあうけてかし せあ 』てあちあ ′あえそちあ
╁ くぇつぇかけすけ くぇ きぇえ とっ しすぇくっ くぇ 35 ゅけょうくう, おけうすけ すさせょくけ きせ かうつぇす. ′はおぇお, きかぇょっあなす っ きくけゅけ あうゃ けとっ ゃ くっゅけ, ゃなこさっおう しっさうけいくぇすぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ きせ っ 

こけゃっさっくぇ. ¨す 7 きっしっちぇ っ いぇきっしすくうお-けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おぇいぇくけ うくぇつっ - っょうく けす ょゃぇきぇすぇ ゃすけさう ゃ けぉかぇしすすぇ. ╃っかくうちうすっ きせ きう-
くぇゃぇす ゃ さぇいおなしゃぇくっ くぇ きくけゅけ こけしけおう う すっきう: しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, けぉさぇいけゃぇくうっ, おせかすせさぇ, さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ. ′ぇ こさぇおすうおぇ くはきぇ  ゃさっきっ 
いぇ かうつっく あうゃけす  う こさういくぇゃぇ, つっ けす ゅけょうくぇ っ いぇくっきぇさうか ょけさう そうすくっしぇ. ′はきぇ ゃさっきっ ょぇ しゅかけぉう  ょけさう ょけきぇてくうは しう ゃっかけしうこっょ, ういこけかいゃぇく おぇすけ いぇおぇつぇかおぇ. 
╁ きぇかおけすけ おさぇょっくう しゃけぉけょくう きうくせすう しかせてぇ かのぉうきぇすぇ しう ぇさっく ぉう きせいうおぇ うかう いぇかはゅぇ くぇょ せつっぉくうちうすっ いぇ ょゃっすっ しう きぇゅうしすさぇすせさう, おけうすけ せつう こぇさぇかっかくけ ゃ 
╀せさゅぇしおうは せくうゃっさしうすっす - そうくぇくしう う ぉういくっし-ぇょきうくうしすさぇちうは. ‶さっょう すはた うきぇ ぉぇおぇかぇゃなさしおぇ しすっこっく こけ きぇさおっすうくゅ. ╁ しきっかうすっ きせ こかぇくけゃっ ゃかういぇ う ょけおすけさぇく-
すせさぇ. ‶さっょう ょぇ しおけつう ゃ しすけかぇ くぇ いぇきっしすくうお-ゅせぉっさくぇすけさ, ょゃぇ きぇくょぇすぇ っ けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ╂╄[╀-╉ぇいぇくかなお. ╀うか っ う かうょっさ くぇ きかぇょっあおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ こぇさすうはすぇ.
╃け おぇぉうくっすぇ しう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こなすせゃぇ し かうつっく ぇゃすけきけぉうか うかう しっ おけきぉうくうさぇ し こさうはすっかう. ‶さういくぇゃぇ, つっ くっ しっ ぉかぇいくう う くっ しっ ういおせてぇゃぇ けす ゃかぇしすすぇ. ̈ しすぇくぇか 

っ „くけさきぇかっく” いぇ ゃしうつおけすけ ゃさっきっ う くっ しきはすぇ ょぇ こさけきっくは くっとぇすぇ. ‶さっょう ゅけょうくう うきぇ つっしすすぇ ょぇ っ ゃすけさうはす いぇこうしぇか しっ つかっく くぇ しょさせあっくうっ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
しかっょ ╇ゃぇく ╉ぬけしっゃ. [ぇぉけすう けす 15-ゅけょうてっく: おぇすけ しすさけうすっかっく さぇぉけすくうお, つうさぇお う きけきつっ いぇ ゃしうつおけ こけ しすさけっあうすっ, おけうすけ さなおけゃけょう ぉぇとぇ きせ うくあ. ╉けくしすぇくすうく 
╉ぇさぇゅうすかうっゃ. ╁なこさっおう つっ っ っょうくしすゃっくけ ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ, すゃなさょう, つっ けす きぇかなお っ くぇせつっく ょぇ しう ういさぇぉけすゃぇ ゃしうつおけ, おけっすけ こけうしおぇ, う ょぇ あうゃっっ しおさけきくけ. 
╆ぇすけゃぇ う くっ こけいゃけかはゃぇ こけしすなす, くぇ おけえすけ っ, ょぇ こさけきっくう こさうはすっかしすゃぇすぇ きせ. 『っくう ゅう, いぇとけすけ いくぇっ, つっ つけゃっとうくぇすぇ っ くぇょ ゃしうつおけ. ‶さういくぇゃぇ, つっ っ とぇしすかうゃ けす 
きぇかおうすっ くっとぇ ゃ あうゃけすぇ う おけゅぇすけ せしこはゃぇきっ ゃ ょっかくうおぇ. ╁しうつおけ けしすぇくぇかけ こさうっきぇ いぇ ういかうてくぇ しせっすぇ う しくけぉういなき, けす おけうすけ しっ けすゃさぇとぇゃぇ. 〉ぉっょっく っ, つっ おぇさう-
っさぇすぇ くっ こさぇゃう つけゃっお とぇしすかうゃ. ′っしっきっっく. ╅うゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお.  
‶なさゃけすけ うくすっさゃの くぇ ‶っすおけ ╉ぇさぇゅうすかうっゃ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” っ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ こなさゃぇすぇ きせ こさうっきくぇ ゃ さけょくうは ゅさぇょ - すけいう こっすなお ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

- ‶ぇさかぇきっくすぇさくうすっ うい-
ぉけさう - ょさせゅぇすぇ ゅけかはきぇ 
すっきぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ. 〉こけさう-
すけ ゃっつっ しっ くけしう うくそけさ-
きぇちうはすぇ, つっ ゃけょぇつなす くぇ 
かうしすぇすぇ すせお くぇ ╂╄[╀ とっ 
っ ゃなすさってくうはす きうくうしすなさ 
う ゃうちっこさっきうっさ 『ゃっすぇく 

『ゃっすぇくけゃ. 〈けゃぇ ょけ おぇお-
ゃぇ しすっこっく っ おけきこかうきっくす 
いぇ けぉかぇしすくぇすぇ しすさせおすせさぇ 
くぇ ╂╄[╀? ╇かう ゃしなとくけしす 
しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ おぇょさけゃう 
ょっそうちうすう くぇ こさぇおすうおぇ 
こさっょゃうょ あっしすけおぇすぇ おけく-
おせさっくちうは, おけはすけ しっ けつっさ-
すぇゃぇ ゃ かうしすうすっ?
- ‶け-しおけさけ こなさゃけすけ う こけ-

しかっょくけすけ. ¨ぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ ゃうくぇゅう っ ぉうかぇ こさうけ-
さうすっすくぇ いぇ ╂╄[╀. ╂けしこけょうく 
『ゃっすぇくけゃ ゃうくぇゅう っ うきぇか しぇく-
すうきっくす おなき さっゅうけくぇ くう. 〈けえ, 
けしゃっく ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
ょけおけかおけすけ しなき うくそけさきうさぇく, 
とっ っ おぇくょうょぇす う けす ]けそうえ-
しおぇ けぉかぇしす. ╉ぇすけ ゃけょぇつ くぇ 
かうしすぇすぇ, いぇ きっく こけくっ, すけゃぇ 
とっ くけしう しぇきけ こけいうすうゃう くぇ 
かうしすぇすぇ くぇ ╂╄[╀ う いぇ ╂╄[╀. 
〈けゃぇ っ っょうく ょけぉなさ たけょ. 】け 
しっ けすくぇしは ょけ おけくおせさっくちうは-
すぇ, ょぇ. 〈は っ ゅけかはきぇ. ╁ ╂╄[╀ 
うきぇ ょけしすぇ おぇょなさくう う しゃっしすくう 

たけさぇ, おけうすけ うきぇす ょけしすけえくけ 
きはしすけ ゃ かうしすぇすぇ いぇ おぇくょうょぇす-
ょっこせすぇすう. ╋けはすぇ くぇょっあょぇ っ, 
つっ ゃ くっは とっ くぇきっさはす きはしすけ 
くぇえ-ょけぉさうすっ. ╉ぇいぇくかなお しなとけ 
とっ うきぇ しゃけは  つけゃっお ゃ くっは. ′け 
ゃしうつおけ すけゃぇ っ くぇ そぇいぇ こなさ-
ゃけくぇつぇかくう さぇいゅけゃけさう. ′うとけ 

くっ っ はしくけ けとっ. [ぇくけ っ いぇ すっいう 
ゃなこさけしう. 

- ╁ こけしかっょくうすっ すさう きっ-
しっちぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
ゃなさゃう すさせょっく ょっぉぇす いぇ 
くっけぉたけょうきけしすすぇ けす うくしすう-
すせちうはすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ. 
]かっょ くっせしこってくうは ういぉけさ 
くぇ くけゃ, しっゅぇ けすくけゃけ ゃな-
こさけしなす ゃかういぇ いぇ ょっぉぇす ゃ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ╇きぇてっ 
こさっょかけあっくうっ けす しなゃっすくう-
おぇ ╃あぇきぇか ‶ぇこぇさかぇくけゃ 
うくしすうすせちうはすぇ くぇ けきぉせょ-
しきぇくぇ ょぇ しっ いぇおさうっ. ╉ぇおゃけ 
っ ╁ぇてっすけ きくっくうっ - うきぇ かう 
くせあょぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
けす すぇおなゃ つけゃっお, けす すぇおなゃ 
けさゅぇく?  
- ¨きぉせょしきぇくなす おぇすけ うくしすう-

すせちうは  きけあっ ょぇ っ しぇきけ けす 
こけかいぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╃させゅ っ ゃなこさけしなす おぇおゃけ っ 
しゃなさてうか ょけ きけきっくすぇ  けきぉせょ-
しきぇくなす くぇ ╉ぇいぇくかなお. ′け おぇすけ 

ちはかけ くっゅけゃけすけ しなとっしすゃせゃぇくっ  
っ けとっ っょくぇ ゃないきけあくけしす いぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ すなさしはす こさぇ-
ゃぇすぇ しう, ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす 
すはた, ょぇ ゅう いくぇはす. [ぇぉけすぇすぇ 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ っ けしくけゃくけ ょぇ 
こけおぇいゃぇ こなすは くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
おぇお ょぇ すなさしはす こさぇゃぇすぇ しう, 

ょぇ ゅう くぇしけつゃぇ おなき さぇいかうつくう 
うくしすうすせちうう. ¨きぉせょしきぇくなす 
きけあっ ょぇ ょぇゃぇ しなゃっすう, くぇしけ-
おう, ょぇ おけくしせかすうさぇ たけさぇすぇ, 
すなえ おぇすけ すけえ っ おけきせくうおぇすけ-
さなす きっあょせ うくしすうすせちううすっ. ╆ぇ 
きっく かうつくけ さけかはすぇ くぇ けきぉせょ-
しきぇくぇ くっ っ いぇ こさっくっぉさっゅゃぇ-
くっ, きぇおぇさ つっ うきぇ う すっいう, つっ 
すけえ  っ ういかうてっく. ┿い くっ しきは-
すぇき すぇおぇ. ┿おけ けきぉせょしきぇくなす 
しう ゃなさてう さぇぉけすぇ う っ つけゃっお, 
おけえすけ しっ ぇくゅぇあうさぇ し こさけぉかっ-
きうすっ くぇ たけさぇすぇ, すけ すけえ っ くせ-
あっく つけゃっお. [ぇいぉうさぇ しっ, う おけ-
きせくうおぇちうはすぇ, しさぇぉけすゃぇくっすけ 
しなし しなけすゃっすくぇすぇ けぉとうくしおぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは, こさうっきぇくっすけ 
きせ けす くっは くっ っ いぇ こさっくっぉさっゅ-
ゃぇくっ. ╃ゃっすっ しすさぇくう すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ こさうっきぇす ゃいぇうきくけ, ょぇ 
さぇぉけすはす いぇっょくけ う ょぇ しぇ こけ-
かっいくう っょくぇ いぇ ょさせゅぇ う くぇえ-
ゃっつっ いぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ╁ こさけ-
すうゃっく しかせつぇえ すけゃぇ っ しぇきけ 
っょくぇ そうゅせさぇ ぉっい しきうしなか う 

こけかいぇ.

- 〈せくっかなす こけょ 【うこおぇ. 
╂けかはきぇすぇ すっきぇ くぇ すぇいう う 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ いぇ ̈ ぉ-
かぇしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
う ょなさあぇゃぇすぇ くう. ‶さっょう 
くはおけかおけ ょくう ╁うっ いぇはゃう-

たすっ こさっょ きっしすっく しぇえす, つっ 
くぇえ-ゃっさけはすくうはす けぉたけょっく 
きぇさてさせす とっ っ おさぇえ ╉さなく 
う ╉けこさうくおぇ - こさっい いぇこぇょ-
くぇすぇ つぇしす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
うかう すぇおぇ くぇさっつっくうは しすぇさ 
すぇくおけゃ こなす. 〈けゃぇ けおけくつぇ-
すっかくけ かう っ おぇすけ ゃぇさうぇくす 
うかう すっこなさゃぇ とっ しっ  こさけ-
せつゃぇ, くぇ おぇおゃぇすけ そぇいぇ 
ぉってっ こさっょう きっしっち う こけ-
かけゃうくぇ すけいう ゃなこさけし?
- ┿い かうつくけ くっ いくぇき いぇ すさぇ-

しっすけ くぇ すけいう しすぇさ すぇくおけゃ 
こなす. ‶けしかっょくけすけ, おけっすけ っ ぇお-
すせぇかくけ う おけっすけ しっ っ けぉしなあ-
ょぇかけ ゃ ┿‶╇ う しっ っ くぇかけあうかけ 
おぇすけ っゃっくすせぇかくけ くぇえ-せょぇつっく 
きぇさてさせす, っ けす 【うこおぇ - うい-
すけつくうはす おさぇえ, こけおさぇえ しっかけ 
╉けこさうくおぇ, いぇょ ぉっくいうくけしすぇく-
ちうはすぇ くぇ „‶っすさけか” う すぇき とっ 
しっ しゃなさいゃぇ し けおけかけゃさなしすくけすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ っ ゃしっ けとっ 
うょっっく こさけっおす, くけ, ょけおけかおけ-
すけ いくぇき, こさう すけいう きぇさてさせす 

しすぇゃぇ ょせきぇ う いぇ くぇえ-きぇかなお 
ぉさけえ けすつせあょうすっかくう こさけちっ-
ょせさう, おけっすけ しなとけ っ ゃぇあくけ 
いぇ  さっぇかういぇちうはすぇ くぇ こさけっおすぇ 
おぇすけ ちはかけ. ╁しっ こぇお, ょけゅけょう-
くぇ さっぇかくけ すさはぉゃぇ ょぇ いぇこけつ-
くっ しすさけっあなす くぇ すせくっかぇ こけょ 
【うこおぇ. 

- ╃け おぇおゃぇ しすっこっく ゃかぇしす-
すぇ ういおせてう ‶っすおけ ╉ぇさぇゅうす-
かうっゃ う おぇおゃう しぇ こかぇくけゃっ-
すっ きせ いぇ くっは?  
- ′っ しきはすぇき, つっ きっ っ ういおせ-

てうかぇ. 〈けゃぇ こさけしすけ っ っすぇこ けす 
さぇいゃうすうっすけ きう. ┿い しなき ぉかぇ-
ゅけょぇさっく くぇ ゃしうつおけ, おけっすけ きう 
しっ っ しかせつうかけ, くぇ すけゃぇ, おけっすけ 
しなき しっ ぇくゅぇあうさぇか ょぇ こさぇゃは. 
╀かぇゅけょぇさっく しなき う くぇ ゃないきけあ-
くけしすすぇ ょぇ しっ くぇせつぇ くぇ きくけゅけ 
こけかっいくう くっとぇ, いぇとけすけ さぇぉけ-
すぇすぇ ゃ ̈ ぉかぇしすくぇ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうは っ すさせょくぇ, けすゅけゃけさくぇ う 
せつう くぇ きくけゅけ こけかっいくう くっとぇ. 
╃けこさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう ぉはた 
こけかうすうつっしおう けさうっくすうさぇく, くけ 
くっ う ぇくゅぇあうさぇく. ┿ しっゅぇ しなき 
う ぇくゅぇあうさぇく う くぇ こさぇおすうおぇ 
きけゅぇ ょぇ さぇぉけすは いぇ たけさぇすぇ う 
いぇ ゃうあょぇくうはすぇ しう おぇお けぉとっ-
しすゃけすけ くう ょぇ しすぇくっ こけ-ょけぉさけ. 
╂╄[╀, くけゃけすけ ょはしくけ くぇつぇかけ 
いぇ きっく っ くぇょっあょぇ いぇ っょくけ 
こけ-ょけぉさけ けぉとっしすゃけ. ┿い けとっ 
くっ しなき しっ さぇいけつぇさけゃぇか けす 
すけゃぇ う ゃはさゃぇき, つっ くはきぇ ょぇ 
ょけえょっ すぇおなゃ きけきっくす. ┿い しなき 
きかぇょ つけゃっお, うきぇき しうかう う あっ-
かぇくうっ ょぇ さぇぉけすは いぇ おぇせいう う 
いぇ たけさぇすぇ う とっ しっ さぇょゃぇき ょぇ 
うきぇき すぇいう ゃないきけあくけしす. ‶な-
すはす っ こさぇゃうかっく, せぉっょっく しなき ゃ 
すけゃぇ. ╇ しつうすぇき, つっ ぇおけ ╂╄[╀ 
うきぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しこっつっかう 
けとっ っょうく きぇくょぇす, すけ ゃしうつ-
おけ とっ っ さぇいかうつくけ. ′っとぇすぇ 
とっ しっ こさけきっくはす. [ぇいぉうさぇ しっ, 
こけ こなすは しっ  こさぇゃはす ゅさっておう, 
けとっ こけゃっつっ, ぇおけ しう きかぇょぇ 
こぇさすうは. ′うおけえ くっ っ ぉっいゅさっ-
てっく. ′け くぇかう いぇすけゃぇ っ こなす 
- ょぇ しっ ゃなさゃう くぇこさっょ, ょぇ しっ 
せつうき けす ゅさっておうすっ しう, ょぇ しっ 
ういつうしすうき けす すさなくうすっ. ′ぇおさぇは 
けしすぇゃぇ くぇえ-ょけぉさけすけ, いぇ ょぇ しっ 
しかせつう ょけぉさけすけ. 〈けゃぇ っ! ╋けあっ 
ょぇ ゃう いゃせつう うょっぇかうしすうつくけ, 
っさっすうつくけ, くけ しつうすぇき, つっ ぉっい 
うょっぇかう くはきぇ おぇお ょぇ ゃはさゃぇて 
ゃ ょけぉさけすけ, こけ こさうくちうこ. ╁ けぉ-
とっしすゃけすけ う ゃ たけさぇすぇ. 】け しっ 
けすくぇしは ょけ きっく ゃ かうつっく こかぇく 
- ゃぇさうぇくすう きくけゅけ. ╇ „こなすはす 
おなき ]けそうは” っ しぇきけ っょうく けす 
すはた. ╁かぇしすすぇ くっ きっ ういおせてぇゃぇ 
う くっ っ しぇきけちっか. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ぢñö¡Ü とíëíÇóö¿óñç: 》ちそおひしきかせけか そて いちそこ 46

╁ „┿さしっくぇか” ]こぇし うょゃぇ こけ 
うょっは くぇ ょうさっおすけさぇ ╇ゃぇく 

╇ゃぇくけゃ, ょくっし ぉういくっしきっく, ぉうゃて 
ょっこせすぇす. ╇ゃぇくけゃ っ ゃこっつぇすかっく 
けす うょっはすぇ くぇ ╋ぇゃさけゃ, つっ „┿さ-
しっくぇか” っ ょけぉさっ ょぇ しう うきぇ ゅかぇ-
ゃっく ょういぇえくっさ. ‶さっょ ょうさっおすけさぇ  
╋ぇゃさけゃ さぇいおぇいゃぇか, つっ くぇ ╆ぇこぇょ 
ゃけょっとうすっ うくょせしすさうぇかくう そうさ-
きう こけしすうゅぇす けゅさけきくう さっいせかすぇすう  
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ こけょけぉさっくうっ 
くぇ っさゅけくけきうつくぇすぇ しさっょぇ う うい-
ぉけさぇ くぇ ちゃっすけゃっすっ ゃ たぇかっすぇすぇ 
いぇ さぇぉけすぇ う こけ きぇてうくうすっ. ]こぇし 
う ょくっし っ せぉっょっく, つっ こさけういゃけ-
ょうすっかくけしすすぇ くぇ すさせょぇ しっ ゃょうゅぇ 
さはいおけ, ぇおけ さぇぉけすくうおなす, ゃきっしすけ 
ょぇ しっ すさせょう くぇ いっかっくうは しすさせゅ, 
おけえすけ けすぉかなしおゃぇ し かっょっくぇ-
すぇ しう „こさっきはくぇ”, こけ-ょけぉさっ ょぇ 
こさっおぇさゃぇ ょっくは しう, くぇょゃっしっく 
くぇょ しゃっあけ ぉけはょうしぇくう きぇてうくう. 
‶さっょう, けぉぇつっ, さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” ょぇ こさうっきっ ぇゃぇく-
ゅぇさょくぇすぇ うょっは くぇ ]こぇし う ょぇ 
さぇいおさうっ とぇす いぇ ゅかぇゃっく ょういぇえ-
くっさ, たせょけあくうおなす けすうゃぇ くぇ さぇ-
ぉけすぇ ゃ ちったぇ いぇ たせょけあっしすゃっくう 
いぇくぇはすう くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, こけょ 
くぇょいけさぇ くぇ ういゃっしすくうは ╀ぇかぬけ 
╀ぇかっゃ. ╁ すけゃぇ いゃっくけ, おけっすけ し 
きぇえしすけさしすゃけすけ くぇ ぇゃすけさうすっ しう 
かなしおぇかけ うきうょあぇ くぇ けゅさけきくけすけ 
こさっょこさうはすうっ, こさけういゃっあょぇえおう 
けさうゅうくぇかくう しせゃっくうさう いぇ ゅけし-
すう う こぇさすくぬけさう, ]こぇし くぇきっさうか 
けすかうつくう しこっちうぇかうしすう, けす おけう-
すけ くぇせつぇゃぇ きくけゅけ. ╀うあせすっさなす 
╊のぉけ ╃せょっゃ, ╇ゃぇく ╋うくつっゃ – 
‶けっすぇ, ょくっし くぇちうけくぇかくけ うい-
ゃっしすくうはす [せきっく ╃っくっゃ – くぇえ-
ょけぉさうはす しなゃさっきっきっく こけっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお, しなとけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ 
ぉうかう こさうのすっくう けす „┿さしっくぇか” う 
つっしすけ しっ くぇゃなさすぇかう おさぇえ たせ-
ょけあくうちうすっ-こさうかけあくうちう. 

    

[ぇぉけすぇすぇ きせ たぇさっしゃぇかぇ, いぇ-
とけすけ っ すゃけさつっしおぇ, せしなさょうっ-
すけ し ょかっすけすけ さぇあょぇかけ さけいけゃう 
ちゃっすけゃっ う ゃしっゃないきけあくう せおさぇ-
しう こけ ょなさゃけすけ, こさっゃさなとぇくけ ゃ 
けさうゅうくぇかくう こけしすぇゃおう いぇ ぇさ-
しっくぇかしおう くけあけゃっ, きせしおぇかう し 
さけいけゃけ きぇしかけ, ゅのかけゃぇ さぇおうは 
う こさけつうっ きっしすくう しせゃっくうさくう 
ぇすさぇおちうう, おけうすけ こけょぇさはゃぇ-
かう くぇ くぇえ-けすぉさぇくうすっ ゅけしすう う 
ぉういくっしこぇさすくぬけさう くぇ きっゅぇけさな-
あっえくうは おけきぉうくぇす. ╋うくうしすさう 
う ょさせゅう ゃっかうつうは しう すさなゅゃぇかう 
けす „┿さしっくぇか” し ぉっいちっくくう しせ-
ゃっくうさう - さなつくぇ ういさぇぉけすおぇ, うい-
かっいかう ういこけょ しさなつくうすっ さなちっ くぇ 
たせょけあくうちうすっ う きぇえしすけさうすっ けす 
》せょけあっしすゃっくうは ちった. 〈せお ]こぇし 
しっ いぇこけいくぇゃぇ う し こさけしかけゃせ-

すうは ╇ゃぇく ′けあぇさぇ. ╆ぇさぇょう 
せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ さぇぉけすう 
すぇき, ]こぇし しっ けすおぇいゃぇ けす 
つぇおぇくぇすぇ ょかなあくけしす „ゅかぇ-
ゃっく ょういぇえくっさ” う けしすぇゃぇ 
こさう こさうかけあくうちうすっ. ┿す-
きけしそっさぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ ぉうかぇ 
きくけゅけ ょけぉさぇ, ╀ぇかぬけ ょぇゃぇか 
こなかくぇ しゃけぉけょぇ こさう ういぉけさぇ 
くぇ きけょっかぇ くぇ しせゃっくうさうすっ. 
╁しうつおう - さっいぉぇさう, ょなさゃけ-
ょっかちう, くけあぇさう, あっかっいぇさう, 
ぉうあせすっさう... さぇぉけすっかう ゃ 
っおうこ う し ゅけかはきけ せょけゃけかしす-
ゃうっ こさっょかぇゅぇかう うょっう う しっ 
さぇょゃぇかう くぇ おさぇしけすぇすぇ くぇ 
さっいせかすぇすぇ. 
¨す ╊のぉけ ]こぇし せつう すぇえ-

くうすっ くぇ いぇゃぇさおうすっ けす しさっ-
ぉさけ, すせお くぇせつぇゃぇ う きくけゅけ 
いぇ けすかうゃおうすっ う かっっくっすけ くぇ 
ちっくくう きっすぇかう う しこかぇゃう, 
おけっすけ きせ ゃなさてう けすかうつくぇ 
さぇぉけすぇ ゃ せしなゃなさてっくしすゃぇ-
くっすけ くぇ しおかせこすけさくけすけ きせ 
きぇえしすけさしすゃけ. ╉なき かっっくっすけ 
]こぇし うきぇか けゅさけきっく うくすっ-
さっし, ゃっつっ いくぇっか きくけゅけ, くけ 
けすおさうゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” けとっ 
すぇえくう. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
すけいう しう うくすっさっし う こけいくぇ-
くうは, すけえ しっ たゃなさかは ゃ っょくけ 
せくうおぇかくけ くぇつうくぇくうっ, こぇお 
し „さぇきけ” けす  ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ ゃ „┿さしっくぇか” 
うきぇかけ ゅけかはき こさけぉかっき し けゅ-
さけきくけすけ おけかうつっしすゃけ ぉさぇお 
こさう かっっくっすけ ゃなゃ ゃしうつおうすっ 
きせ っすぇこう おぇすけ こさけういゃけょ-
しすゃっく こさけちっし. ]すけきぇくっくぇ-
すぇ う ちゃっすくぇすぇ かっはさくぇ くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ, こけ しこけきっ-
くうすっ くぇ ]こぇし, ょぇゃぇかう ぉさぇお 
けす ぉかういけ きうかうけく かっゃぇ きっ-
しっつくけ... [なおけゃけょしすゃけすけ, 
すゃなさょけ さってっくけ ょぇ かうおゃう-
ょうさぇ こさけぉかっきぇ, しかっょ ゃしは-
おぇおゃう ょさせゅう けこうすう, きうくぇ-
かけ くぇ ぇゃぇくゅぇさょくけ う ょけさう 
てけおうさぇとけ さってっくうっ: けす 
ょけかせ ょけ ゅけさっ.

] けこうすぇ けす かうつくぇすぇ しう かっ-
はさくぇ けす ぉぇかおけくぇ ゃ ╇いすけつ-
くけすけ, ]こぇし, ゃ おぇつっしすゃけすけ 
しう くぇ しちっくぇさうしす, ういうゅさぇか 
ゅかぇゃくぇすぇ さけかは いぇょ おぇきっ-
さぇすぇ, いぇっょくけ し けこっさぇすけさぇ 
╂っけさゅう, つうはすけ そぇきうかうは 
ょくっし ]こぇし すさせょくけ しう しこけき-
くは, くけ いぇすけゃぇ こなお – こけきくう 
しすけこさけちっくすけゃうは っそっおす けす 
くぇつうくぇくうっすけ. ┿さしっくぇかしおう-
はす ぉさぇお, こけ くっゅけゃうすっ ょせきう, 
くぇきぇかはか ょけ くけさきぇかくうすっ いぇ 
こさけちっしうすっ くぇ かっっくっ さぇい-

きっさう. ¨おぇいぇかけ しっ, つっ くっ しぇ 
こけしすぇゃっくう すけつくうすっ たけさぇ くぇ 
すけつくけすけ きはしすけ. ╉ぇきっさぇすぇ 
„たゃぇくぇかぇ” くっゅさぇきけすっく すった-
くうつっしおう さぇぉけすくうお ょぇ けぉさはい-
ゃぇ けすかうゃおうすっ し こけゅさってくう こけ 
こさけそうか てこぇおかう,  ょさせゅう さぇ-
ぉけすくうちう たゃなさかはかう こはしなお ゃ 
ゅけさっとうは きっすぇか う こさけつうっ... 
]ちっくぇさうはす ぉうか ゅけすけゃ いぇ ょゃっ 
しっょきうちう, しくうきおうすっ こさけょなか-
あうかう しっょきうちぇ し こけきけとすぇ 
う くぇ けとっ っょくぇ おけかっあおぇ う 
ょさせゅう っくすせしうぇしすう. ╉ぇょさうすっ 
けす かっくすぇすぇ きうくぇゃぇす こけ すった-
くけかけゅうはすぇ う けす おさぇえ ょけ おさぇえ 
„かなしゃぇす” ゃしうつおう ゅさっておう こさう 
けすょっかくうすっ こさけちっしう. ╁しうつ-
おう しうくょうおぇすう う ょうさっおすけさう 
ゃ くぇこさぇゃかっくうっすけ しっ しなぉう-
さぇす ょぇ ゅかっょぇす そうかきぇ, こけきくう 

]こぇし, おけえすけ いぇ さっぇかういぇちうは-
すぇ くぇ くぇつうくぇくうっすけ こけかせつぇゃぇ 
ょゃっ いぇこかぇすう いぇ っょうく きっしっち 
- こさっきうは いぇ ょけぉさっ しゃなさてっ-
くぇすぇ さぇぉけすぇ. 〈せお ]こぇし しさっ-
とぇ う けすかうつくうは しこっちうぇかうしす 
– ゅかぇゃくうは すったくけかけゅ ′うおけかぇえ 
′うおけかけゃ, こけ くっゅけゃう ょせきう – 
こけしかっ さぇぉけすうか ゃ [せしうは. ╇ 
ょけ ょくっし ゅけ こさういくぇゃぇ いぇ „くけ-
きっさ っょくけ” ゃ すぇいう こさけそっしうは. 
╃けおぇすけ さぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか”, 
]こぇし しう こさぇゃう う しけぉしすゃっくうすっ 
こさけっおすう. ] おけうすけ しっ いぇくうきぇ-
ゃぇ う ょくっし: きぇかおう こかぇしすうおう, 
こかぇおっすう, おぇさすうくう, しおかせこ-
すせさう, きうくうぇすのさう, うおけくう, 
さっいぉう ゃなさたせ しおなこけちっくくう おぇ-
きなくう. ′っゅけゃう さぇぉけすう しぇ こさう-
すっあぇくうっ くぇ おけかっおちうう ゃなゃ 
╁ぇすうおぇくぇ, ╂っさきぇくうは, ]┿】, 
┿くゅかうは, ╂なさちうは, ╇しこぇくうは, 
]かけゃぇおうは, [せしうは, ┿ゃしすさうは, 
‶けさすせゅぇかうは う, さぇいぉうさぇ しっ – 
╀なかゅぇさうは. ╋ぇおぇさ ょぇ さぇぉけすう 
こさっい ゅけょうくうすっ こけゃっつっ おぇすけ 
たせょけあくうお – ゃ おぇいぇくかなておけすけ 
こさっょこうさはすうっ „]っゃす”; ゃ ′╇‶╉ 
– ]けそうは - さっしすぇゃさぇすけさ くぇ 
うおけくう, ぇくすうつくう きけいぇえおう う 
しすっくけこうし こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ ╊. ╃っかつっゃ; こけしかっ - こさっ-

こけょぇゃぇすっか ゃ せつうかうとっ „╃け-
ぉさう 》さうしすけゃ” ゃなゃ ╁ぇさくぇ う 
おぇいぇくかなておぇすぇ 》せょけあっしすゃっ-
くぇ ゅうきくぇいうは こけ しおせかこすせさぇ う 
こかぇしすうつくぇ ぇくぇすけきうは, いぇ きくけ-
ゅけ ぉなかゅぇさう, くっ しぇきけ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, 

   

╋ぇゃさけゃ こうてっ ょっゃっすぇ おくう-
ゅぇ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ っいけすっさうおぇ-
すぇ. „╉けかけぉなさ”, „╀ぇかおぇくうすっ 
- ╅かっいぇ くぇ ゃさっきっすけ”, „‶な-
すはす くぇ こさけぉせょっくぇすぇ ょせてぇ”, 
„¨すくけてっくうっすけ - そせくおちうは くぇ 
っゃけかのちうはすぇ” しぇ しぇきけ くはおけう 
けす いぇゅかぇゃうはすぇ, し おけうすけ ]こぇし 
っ ういゃっしすっく ゃ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは 

/すけえ うきぇ そっくけゃっ くぇゃしはおなょっ, 
いぇさぇょう うょっうすっ しう いぇ おかのつけ-
ゃけすけ きはしすけ くぇ こさぇぉなかゅぇさうすっ 
う すさぇおうすっ ゃ しゃっすけゃくぇすぇ ょせ-
たけゃくぇ ちうゃうかういぇちうは う おせか-
すせさぇ/. ]こけさっょ ]こぇし ╋ぇゃさけゃ, 
すぇくゅさういきなす, ょけてなか けす ゃはさゃぇ-
くうはすぇ ゃ こさぇぉなかゅぇさしおうは ╀けゅ 
〈ぇくゅさぇ, っ こなさゃけすけ ょせたけゃくけ 
せつっくうっ くぇ ╆っきはすぇ. ╆ぇ ]こぇし 
すけゃぇ っ くっゅけゃけすけ かうつくけ くぇえ-
くっゃっさけはすくけ けすおさうすうっ ゃ しそっ-
さぇすぇ くぇ ょせたけゃくけすけ う くぇせつくけ-
すけ, ゃ おけはすけ きうしかけゃくけ ╋ぇゃさけゃ 
„ょなかぉぇっ” けす ゅけょうくう. ╇ けとっ: 
╋ぇゃさけゃ けすおさうゃぇ, つっ かうつくけ 
╃ぇかぇえ ╊ぇきぇ こさういくぇゃぇ こさう-
くけしぇ くぇ こさっょちうすっ くう こけ ぉなか-
ゅぇさしおうすっ いっきう, けこさっょっかはえおう 
すぇくゅさういきぇ おぇすけ ょかぇくすぇ, けす 
おけはすけ すさなゅゃぇす こさなしすうすっ くぇ 
けしすぇくぇかうすっ けしくけゃくう ょせたけゃくう  
せつっくうは くぇ ╆っきはすぇ. ]こけさっょ 
]こぇし, しうきゃけかなす くぇ すぇくゅさう-
いきぇ - ╉けしすっくせさおぇすぇ - ]かなく-
ちっ - ╆ゃっいょぇ, こぇいう ょゃけさっちぇ 
くぇ ╃ぇかぇえ ╊ぇきぇ, ぇ う ょけ ょくっし 
おうすぇえちうすっ いぇこかうすぇす ゃっつっ  
いぇぉさぇゃっくうは せ くぇし きぇゅうつっしおう 
ゃないっか くぇ きぇさすっくうちうすぇ, いぇうき-
しすゃぇく けとっ う けす させきなくちうすっ.
]こぇし けしけぉっくけ ちっくう いぇゃっ-

すぇ くぇ こさぇぉなかゅぇさうすっ: ”╃せてぇ 
ょせてぇ ょぇ くっ こけさけぉゃぇ う ょせた 
ょせたぇ ょぇ くっ こけょゃっあょぇ!”. ╄いけ-
すっさうおなす すなかおせゃぇ すけゃぇ おぇすけ 
こさうつうくぇ こさぇぉなかゅぇさうすっ くう-
おけゅぇ ょぇ くっ しぇ うきぇかう さけぉう. 
¨す いぇぉさぇくぇすぇ, おけはすけ 〈ぇく-
ゅさぇ くぇかぇゅぇ ゃなさたせ ゃしはおぇおゃぇ 
かなあぇ, うょゃぇ, しこけさっょ ╋ぇゃさけゃ, 
う こけこせかはさくぇすぇ くはおけゅぇ しさっょ 
ょさせゅう くぇさけょう こけゅけゃけさおぇ: 
”╀なょう つっしすっく う おさぇしうゃ おぇすけ 
ぉなかゅぇさうく”. ╁ こさうくちうこうすっ くぇ 
あうゃけす, くぇかぇゅぇくう けす 〈ぇくゅさぇ, 
╋ぇゃさけゃ ゃうあょぇ う おけさっくうすっ 
くぇ  10-すっ ╀けあう いぇこけゃっょう くぇ 
たさうしすうはくしすゃけすけ, ゃないくうおくぇかけ 
ょぇかっつ こけ-おなしくけ.

╇いしかっょけゃぇすっかはす くぇ っいけすっ-
さうつくけすけ くぇきうさぇ すさぇおうえしおう 
おけさっくう くぇ ゅっさけは 》っさぇおなか, 
こけ-ういゃっしすっく ゃ ┿くすうつくけしすすぇ 
おぇすけ 》っさおせかっし. ]こぇし けこさっ-
ょっかは 12-すっ こけょゃうゅぇ くぇ 》っ-
さぇおなか おぇすけ 12 いぇょぇつう こさっょ 
12-すっ いけょうう う いぇすけゃぇ, しこけさっょ 
╋ぇゃさけゃ, すさぇおうすっ うきぇす うい-
おかのつうすっかっく こさうくけし いぇ っいけ-
すっさうつくぇすぇ ぇしすさけかけゅうは, おけはすけ 
しっ いぇくうきぇゃぇ し けすくけてっくうはすぇ 
きっあょせ たけさぇすぇ, し くぇつうくぇ, こけ 
おけえすけ あうゃっはす, しなし しきうしなかぇ う 
ちっかすぇ くぇ あうゃけすぇ. ]っゅぇ ]こぇし 
こうてっ くけゃぇ おくうゅぇ いぇ そっくけゃっ-
すっ くぇ っいけすっさうつくけすけ  - „┿かたう-
きうはすぇ おぇすけ くぇせおぇ”. ╁ くけゃけすけ 
ういしかっょゃぇくっ ぇゃすけさなす すなさしう 
おけさっくうすっ くぇ ょさっゃくぇすぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇ くぇせおぇ いぇ すさぇくしきせすぇ-
ちうはすぇ くぇ きぇすっさうはすぇ う っくっさ-
ゅうはすぇ.
¨ぉとっしすゃっくけすけ っ ょさせゅぇすぇ 

しかぇぉけしす くぇ ]こぇし. 〈させょくけ っ 
ょぇ ゅけ ゃうょうて ぉっいさぇいかうつっく 
こけ „ぉけかくうすっ” すっきう くぇ ゃさっ-
きっすけ. [ぇいこぇかっくけ おけきっくすうさぇ, 
せぉっょうすっかくけ ぇくぇかういうさぇ, ゃくせ-
てぇゃぇ... ╇いけぉとけ – ]こぇし, おぇお-
すけ しっ おぇいゃぇ, ”くっ っ かっしっく” – 
おぇすけ うしすうくしおう ╉けいうさけゅ, しぇき 
おぇいゃぇ, つっ しっ いぇくうきぇゃぇ しぇきけ 
し けくけゃぇ, し おけっすけ うしおぇ ょぇ しっ 
いぇくうきぇゃぇ. ′っいぇゃうしうきけ おぇおゃけ 
きせ しすさせゃぇ すけゃぇ – くっこさうはすくけ-
しすう, せゃけかくっくうは う こさけつうっ...  
╉ぇいぇくかなておぇすぇ こさっしぇ うきぇ くっ 
っょくけ しゃうょっすっかしすゃけ いぇ ぉせょくぇ-
すぇ きせ, つっ う ぉせさくぇ こけくはおけゅぇ  
ゅさぇあょぇくしおぇ こけいうちうは. ‶うしぇか 
っ おさうすうおう, けつっさちう, しすぇすうう う 
おけきっくすぇさう ゃ きくけゅけ ゃっしすくうちう, 
しこうしぇくうは う しぉけさくうちう. ╀うか っ 
ょぇあっ いぇき.-ゅかぇゃっく さっょぇおすけさ. 
╁しなとくけしす, 

        

╁ いぇゃけょしおうは ゃっしすくうお ╋ぇゃ-
さけゃ っ けすゅけゃけさっく さっょぇおすけさ ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ ゅけょうくう くぇ 
きうくぇかうは 20-すう ゃっお. ‶うしぇ-
すっかしおうすっ けこうすう くぇ ╋ぇゃさけゃ 
くっ きうくぇゃぇす う ぉっい しすうたけゃっ – 
]こぇし こうてっ う こけっいうは. ╀っい こう-
しぇくっ ]こぇし しはおぇて くっ ぉう きけゅなか 
ょぇ しなとっしすゃせゃぇ – くせあくけ きせ っ 
すけかおけゃぇ, おけかおけすけ う たせょけあっ-
しすゃけすけ. 

╇ ]こぇし ╋ぇゃさけゃ っ ぉうか ぇさしっくぇかっち... 〈けゃぇ きぇかおけ あせさくぇ
かうしすうつっしおけ けすおさうすうっ こけおぇいゃぇ, ゃしなとくけしす, おけかおけ ゅけかはきけ 
っ こさっい ゅけょうくうすっ きはしすけすけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくう
ちぇ おぇすけ しさっょぇ, おけはすけ そけさきうさぇ くっ しぇきけ うくょせしすさうぇかくけ
すけ かうちっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, くけ う くっゅけゃうは おせかすせさっく けぉかうお... 
╆ぇとけすけ ]こぇし ╋ぇゃさけゃ っ たせょけあくうお-しおせかこすけさ, こうしぇすっか-
っいけすっさうお, ょういぇえくっさ, ょけこうしくうお う おけさっしこけくょっくす くぇ さぇい
かうつうく きっしすくう う くぇちうけくぇかくう こっつぇすくう ういょぇくうは, ぉうか っ 
ょけさう... ょうさっおすけさ くぇ すっぇすなさぇ おなき つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”...
╉ぇおゃけ こさぇゃう っょうく しすけこさけちっくすけゃ おせかすせさすさっゅっさ ゃ „┿さ

しっくぇか” ゃ こっさっしすさけっつくぇすぇ 1987-きぇ, おけゅぇすけ しゃっすなす こけつ
ゃぇ ょぇ くぇすっあぇゃぇ けす くぇこうさぇとうすっ こさけきっくう ゃ しけちかぇゅっさぇ? 
]こぇし さぇぉけすう こけ しこっちうぇかくけしすすぇ しう. ╆ぇゃなさてうか „╇いけぉさぇ
いうすっかくけ ういおせしすゃけ” ゃなゃ ╁っかうおけすなさくけゃしおうは せくうゃっさしう
すっす,  きかぇょうはす たせょけあくうお くぇきうさぇ こけこさうとっ ゃ ぇさしっくぇか
しおけすけ 》せょけあっしすゃっくけ ぇすっかうっ... ╃ぇ, う すぇおけゃぇ っ うきぇかけ ゃ 
きけとくぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ けぉっょうくっくうっすけ けす いぇゃけょう, うくぇ
つっ, ういゃっしすくけ こさっょうきくけ し こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ けさなあうっ.

Петко Карагитлиев (в дясно)
и областният управител на Стара Загора Недялко Недялков с коледарчета
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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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„╀かぇゅけょぇさは, つっ しなき あうゃ”. 《うかきなす っ 
しさっょ くぇえ-おぇしけゃうすっ いぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ. 
〈けえ さぇいおぇいゃぇ いぇ けくっいう こっす ょくう, こさっい 

おけうすけ ╁うしけちおう っ くぇ ゅぇしすさけか ゅけょうくぇ こさっ-
ょう しきなさすすぇ しう, こさっあうゃはゃぇえおう すっあなお 
うくそぇさおす. [っあうしぬけさ っ ‶ぬけすさ ╀せしかけゃ, 
しちっくぇさうしす - ′うおうすぇ ╁うしけちおう, しうく くぇ 
かっゅっくょぇさくうは ぉぇさょ. [けかはすぇ くぇ ╁うしけちおう 
しっ ういこなかくはゃぇ けす 40-ゅけょうてくうは ╁かぇょう-
きうさ ╁ょけゃうつっくおけゃ. ╁なこさっおう こけかけあっくうは 
けゅさけきっく すさせょ, すけえ しっ しなゅかぇしはゃぇ うきっすけ 
きせ ょぇ くっ そうゅせさうさぇ ゃ くぇょこうしうすっ, いぇ ょぇ 
くはきぇ いぇ こせぉかうおぇすぇ くっとけ おぇすけ „くぇきっさっすっ 

10-すっ さぇいかうおう“, ぇ ゃくうきぇくうっすけ ょぇ ぉなょっ 
ういちはかけ くぇしけつっくけ ゃなさたせ ゅけかっきうは こけっす し 
おうすぇさぇ. 
〉くうおぇかくうはす ゅかぇし. ′ぇ こさうっきくうすっ うい-

こうすう ゃ ╋》┿〈 おけきうしうはすぇ ょぇゃぇ いぇ ╁うしけちおう 
しかっょくけすけ いぇおかのつっくうっ: „]かせた - ょけぉなさ, 
さうすなき - ょけぉなさ, こっゃつっしおう ゅかぇし - くはきぇ“. 
′ぇかぇゅぇ しっ いぇさぇょう たさうこかうゃうは しう ゅかぇし 
╁うしけちおう ょぇ こけしっとぇゃぇ こさけそっしけさ-けすけかぇ-
さうくゅけかけゅ, おけえすけ きせ ょぇゃぇ ょけおせきっくす, つっ 
ゅかぇしくうすっ きせ しすさせくう しぇ くけさきぇかくう. ╁かぇ-
ょうきうさ こなさゃけくぇつぇかくけ しっ ういはゃはゃぇ おぇすけ 
おけきっょうっく ぇおすぬけさ, くけ しおけさけ さぇいおさうゃぇ 
くけゃぇ, くっこけょけいうさぇくぇ しすさぇくぇ けす しゃけは すぇ-
かぇくす - こなさゃうすっ きせ こっしくう しぇ ゃ しすうか “ょゃけさ-
くぇ さけきぇくすうおぇ”. ‶け-おなしくけ ょさっいゅぇゃうはす きせ 
ゅかぇし う くはおけかおけすけ ぇおけさょぇ, ゃなさたせ おけうすけ 
しぇ しないょぇょっくう こっしくうすっ きせ, とっ しっ こさっゃなさ-
くぇす ゃ っきぉかっきぇ, ぇ すけえ – ゃ くっこけきさなおゃぇとぇ 
いゃっいょぇ. ‶さうっすけ っ ぇゃすけさしおうすっ きせ こっしくう 
ょぇ しっ ょっかはす くぇ ちうおかう: ゃけっくっく, こかぇくうく-
しおう, しこけさすっく, ぉかぇすっく う す.く. 《さけくすけゃぇ-
ちうすっ ゃはさゃぇかう, つっ すけえ かうつくけ っ こさっあうゃはか 
ゃしうつおけ, おけっすけ おぇいゃぇ ゃ こっしくうすっ しう. ╆ぇ-
すゃけさくうちうすっ ぉうかう せゃっさっくう, つっ すけえ っ かっ-
あぇか ゃ いぇすゃけさぇ. ╋けさはちうすっ, ぇかこうくうしすうすっ, 
てけそぬけさうすっ – ゃしうつおう ゅけ しつうすぇかう いぇ っょうく 
けす すはた… 
》ぇきかっす くぇ ╁うしけちおう. ‶なさゃぇすぇ ゅかぇゃ-

くぇ さけかは くぇ ╁うしけちおう っ ゃ „〈ぇゅぇくおぇ” こさっい 
1971 ゅ. こけょ さっあうしせさぇすぇ くぇ ぃさうえ ╊のぉう-
きけゃ. ]こっおすぇおなかなす っ „》ぇきかっす“. ╆ぇ きくけゅけ 
たけさぇ けす さぇいかうつくう こけおけかっくうは すけゃぇ っ くぇえ-
うくすっさっしくうはす う くぇえ-うしすうくしおう 》ぇきかっす, 
こけはゃはゃぇか しっ くぇ しちっくぇ. ‶け-おなしくけ さっ-
あうしぬけさなす とっ こさういくぇっ: „┿おけ ゅけ くはきぇてっ 
╁うしけちおう, くはきぇてっ ょぇ こけしすぇゃはき すぇいう すさぇ-
ゅっょうは. [ぇいぉうさぇ しっ, くぇきっさうたぇ しっ „っおし-
こっさすう“, おけうすけ ょぇ きう さぇいきぇたぇす こさなしす う 
ょぇ きっ こさっょせこさっょはす, つっ っ くっつせゃぇくけ っょうく 
ょけかっく こうはくうちぇ し こさっゅさぇおくぇかうは しう ゅかぇし 
ょぇ おさっとう きけくけかけいうすっ くぇ 》ぇきかっす“. ′け 
っおいぇかすうさぇくぇすぇ こせぉかうおぇ こさっこなかゃぇ しぇ-
かけくぇ くぇ „〈ぇゅぇくおぇ“, ぉうかっすうすっ しゃなさてゃぇす 
しゃっすおぇゃうつくけ. ╁っしすくうちうすっ くっ しこうさぇす しなし 
しせこっさかぇすうゃうすっ: „╁かぇょうきうさ ╁うしけちおう くぇ-
こさぇゃう くっゃないきけあくけすけ. 〈けえ うゅさぇっ さけかはすぇ 
しう ゃしっおう こなす くぇ あうゃけす う しきなさす. ╁しっおう 
こなす すけえ せきうさぇ う しっ さぇあょぇ けすくけゃけ“.                                                                                                                                    
‶せぉかうおぇすぇ たけょう „くぇ ╁うしけちおう“. ╆ぇ 

╁けかけょは ╁うしけちおう „〈ぇゅぇくおぇ” っ ゃっかうおけ 
とぇしすうっ. 〈ぇき すけえ うゅさぇっ きくけゅけ う こっっ こけつ-
すう ゃなゃ ゃしうつおう しこっおすぇおかう, うきぇ う さけかう ゃ 
おうくけすけ. ‶せぉかうおぇすぇ ゃっつっ たけょう „くぇ ╁う-
しけちおう“, おぇいゃぇかう ゃしうつおう. ┿ ╊のぉうきけゃ しう 

しこけきくはか, つっ おけゅぇすけ ╁うしけちおう けすうてなか いぇ 
こさなゃ こなす ゃ „〈ぇゅぇくおぇ” う こさっょかけあうか ょぇ 
きせ ういこっっ っょくぇ こっしっく, さっあうしぬけさなす けつ-
ぇおゃぇか しさっとぇすぇ ょぇ こさけょなかあう くっ こけゃっ-
つっ けす こっす きうくせすう. ]かせつうかけ しっ すぇおぇ, つっ 
しかせてぇか つぇし う こけかけゃうくぇ…                                
╁ すっぇすなさぇ くっ ゃしうつおけ ゃなさゃはかけ ゅかぇょ-

おけ. ╋くけゅけ けす おけかっゅうすっ いぇゃうあょぇかう くぇ 
╁うしけちおう いぇさぇょう こけおさけゃうすっかしすゃけすけ 
くぇ ╊のぉうきけゃ. ╃ゃっ おぇすっゅけさうう たけさぇ くっ 
こけくぇしはかう ╁うしけちおう - „すゃなさょけゅかぇゃうすっ 
しすぇかうくうしすう う っしすっすしすゃぇとうすっ しくけぉう”. 
╄ょくうすっ ゅけ くっくぇゃうあょぇかう いぇさぇょう くっゅけ-

ゃうは たさぇぉなさ, くっけぉせいょぇく, ぇゅさっしうゃっく う  
ぉっしっく ぇくすうおけくそけさきういなき, ぇ ょさせゅうすっ くっ 
きけあっかう ょぇ きせ こさけしすはす ういょっゃぇすっかしすゃけ-
すけ くぇょ ゃしうつおう っかうすぇさくう っしすっすしおう こさう-
かうつうは. ╁うしけちおう, こけっすなす けす くぇえ-ゃうしけおぇ 
こさけそっしうけくぇかくぇ おかぇしぇ, すっ しきはすぇかう いぇ 
あぇかなお ょうかっすぇくす う くっょけょはかぇく しぇきけょっ-
っち… 
╋ぇくうはすぇ こけ ╁うしけちおう. ‶けこせかはさ-

くけしすすぇ くぇ ╁うしけちおう しかっょ 1970 ゅ. さぇし-
すっ かぇゃうくけけぉさぇいくけ. ╆ぇこうしう し せあぇし-
くけ おぇつっしすゃけ, こさっいぇこうしゃぇくう ょっしっすおう 
こなすう, ぉさけょはす うい させしおぇすぇ てうさ, くぇこせし-
おぇす こさっょっかうすっ くぇ しすさぇくぇすぇ う ょけしすうゅぇす 
ょさせゅう ょなさあぇゃう. 〈けえ こっっ いぇ くっとぇ, いぇ 
おけうすけ ゃっしすくうちうすっ くっ こうてぇす, すっかっゃう-
いうはすぇ う さぇょうけすけ くっ ゅけゃけさはす, そうかきうすっ 
う しこっおすぇおかうすっ くっ こけおぇいゃぇす. ‶っしくう いぇ 
ゃけえくぇすぇ, いぇ ょさせあぉぇすぇ, いぇ かのぉけぉすぇ, いぇ 
ういくっゃはさぇすぇ, いぇ ゅかせこけしすすぇ, いぇ ぉっいょぇ-
さうっすけ, いぇ ぉのさけおさぇすういきぇ, いぇ ゃはさぇすぇ ゃ 
╀けゅ, いぇ ぉっいょせたけゃくけしすすぇ, いぇ ぇかおけたけかう-
いきぇ… ╄ょうく いゃせおけけこっさぇすけさ さぇいおぇいゃぇか 
おぇお こさう さっょおうすっ いぇこうしう くぇ ╁うしけちおう くぇ 
あうゃけ ゃ しすせょうけ ぇこぇさぇすくぇすぇ ぉうかぇ こなかくぇ 
し けおけかけ 30-40 きぇゅくっすけそけくぇ くぇ こけつうすぇ-
すっかう. ╆ぇ せしかせゅぇすぇ ょぇ こけかせつぇす おけこうっ けす 
いぇこうしぇ くぇ ぉけゅけすゃけさっくうは けす すはた こっゃっち, 
すっ „こかぇとぇかう“ し ぉせすうかおぇ おけくはお. ′はおけう 
くぇたけょつうゃう そっくけゃっ ょけさう しっ こさったさぇく-
ゃぇかう し すぇおなゃ „ぉういくっし“.         
╉せきうさなす くぇ きくけゅけ あっくう. ╃なかゅう 

ゅけょうくう ゃ ]なゃっすしおうは しなのい ゃなさゃはか てっ-
ゅけゃうすうはす ういさぇい: ╃ぇかう とっ しっ くぇきっさう 
させしおうくは, おけはすけ ょぇ くっ っ ゃかのぉっくぇ ゃなゃ 
╁うしけちおう? ╄しすっしすゃっくけ, おぇおすけ ゃ あうゃけすぇ 
くぇ ゃしっおう ういゃっしすっく う きぇゅくっすうつっく きなあ, 
う ゃ くっゅけゃうは しぇ こさっこかっすっくう さぇいかうつくう 
うきっくぇ くぇ あっくう, おけうすけ こけくぇしはす せあぇし-
くうは きせ ぇかおけたけかういなき, ぉなさてぇす おさなゃすぇ 
う こけすすぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさうしすなこうすっ きせ う 
おけうすけ ゅけ けぉうつぇす う けぉけあぇゃぇす: おさぇしぇゃう-
ちぇすぇ 〈ぇすはくぇ ╇ゃぇくっくおけ – ゅけかはきぇすぇ すぇえ-
くぇ くぇ ぉぇさょぇ, おけはすけ きせ さぇあょぇ ょなとっさは 
′ぇしすは, いぇ おけはすけ ╁うしけちおう しっ ゅさうあう, くけ 
すぇおぇ う くっ え ょぇゃぇ うきっすけ しう; てぇさきぇくすくぇ-
すぇ ぇおすさうしぇ ╊うけくっかぇ ‶うさぬけゃぇ; ぇおすさうしぇ-
すぇ ╉かぇさぇ [せきはくけゃぇ, こけいくぇすぇ おぇすけ ゅかぇしぇ 
くぇ ╆ぇっおぇ けす „′せ, こけゅけょう!“; ぇおすさうしぇすぇ-
いゃっいょぇ ╇さうくぇ ‶っつっさくうおけゃぇ; きかぇょぇ-
すぇ ぇおすさうしぇ ╇さうくぇ ╋ぇいせさおっゃうつ, おけはすけ 
くっ しっ けすくぇしはかぇ し くっゅけ おぇすけ おなき うょけか, 
おけっすけ ょけしすぇ ゅけ けいぇょぇつぇゃぇかけ; けきなあっ-
くぇすぇ きぇくっおっくおぇ ╂ぇかは, おけはすけ しなしうこゃぇ 
あうゃけすぇ しう いぇさぇょう くっゅけ; ういゃっしすくぇすぇ 

ぇおすさうしぇ ╊ぇさうしぇ ╊せあうくぇ, いぇ おけはすけ すけえ 
こうてっ こっしっくすぇ „¨くぇ ぉにかぇ ゃ ‶ぇさうあっ“; 
18-ゅけょうてくぇすぇ ¨おしぇくぇ – こけしかっょくぇすぇ きせ 
かのぉけゃ, いぇ おけはすけ すけえ しなあぇかはゃぇか, つっ くっ 
きけあっ ょぇ しっ けあっくう いぇさぇょう ╋ぇさうくぇ, う 
おけはすけ  ぉうかぇ ょけ くっゅけ ゃ こけしかっょくうは きせ つぇし.                                                                                                                
╇しすうくぇすぇ っ, つっ あっくうすっ, ゃかのぉっくう ゃ くっゅけ, 
ぉうかう きうかうけくう. ′け けくっいう, おけうすけ すけえ っ 
けぉうつぇか, しぇ きぇかおけ. ╄ょうく けす くぇえ-ゃっかうおう-
すっ させしくぇちう くぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ うきぇ すさう 
ぉさぇおぇ.
╇いけかょぇ ╅せおけゃぇ. ╆ぇこけいくぇゃぇす しっ ゃ 

╋》┿〈, あっくはす しっ くぇぉなさいけ. ‶なすうとぇすぇ うき 
しっ さぇいょっかはす, いぇとけすけ さぇいこさっょっかっくうっ-
すけ ういこさぇとぇ ╇いぇ ゃ ╉うっゃ, ぇ しかっょ すけゃぇ ゃ 
[けしすけゃ くぇ ╃けく. 〈っかっそけくうすっ こさっゅさはゃぇす. 

╁けゃぇ え いゃなくう おぇすけ こけぉなさおぇく, ゃしっおう ょっく 
こうてっ こうしきぇ. ′け おけゅぇすけ しぇ いぇっょくけ, ╇いぇ 
╁うしけちおぇ しっ ょさぇいくう けす こっしくうすっ きせ: „╉な-
ょっすけ う ょぇ けすうょったきっ, ゅけ おぇさぇたぇ ょぇ こっっ. 
〈っ しかせてぇたぇ いぇ こなさゃう こなす, ぇ ぇい いぇ 101-
ゃう.” ]かっょ ゅけょうくう, ゃ っょうく ゅけさっと かっすっく 
ょっく, すは とっ つせっ おぇお けす っょうく こさけいけさっち 
ゅさなきゃぇす „╉けくう こさうゃっさっょかうゃにっ“ う とっ 
けしすぇくっ こけすさっしっくぇ, ゃくっいぇこくけ けしないくぇかぇ 
おけかおけ かっおけきうしかっくけ しっ っ けすくぇしはかぇ おなき 
つけゃっおぇ, おけえすけ っ きくけゅけ こけ-ゅけかはき, けすおけか-
おけすけ きけあっかぇ ょぇ しう こさっょしすぇゃう. ╃ゃぇきぇすぇ 
しぇ いぇっょくけ 7 ゅけょうくう. ╆ぇ しなゃきっしすくうは うき 
あうゃけす ╇いぇ さぇいおぇいゃぇ ゃ おくうゅぇすぇ しう „╉さぇす-
おけ とぇしすうっ いぇ ちはか あうゃけす“.
╊のょきうかぇ ┿ぉさぇきけゃぇ. ′っゃっさけはすくけ 

っさせょうさぇくぇ, くっあくぇ う こさっょぇくぇ, きぇえおぇ-
すぇ くぇ ょゃぇきぇすぇ きせ しうくけゃっ - ┿さおぇょうえ う 
′うおうすぇ, し おけゅけすけ ょくっし さなおけゃけょはす きせいっは 
くぇ ╁うしけちおう, ゃうくぇゅう っ ぉうかぇ くぇえ-ぉかうい-
おうはす きせ つけゃっお. ╊のょきうかぇ ゅけ しつうすぇ いぇ  
くぇえ-おさぇしうゃうは, ぉっいしすさぇてっく う ゃっかうおけ-
ょせてっく きなあ. ╆ぇ こなさゃう こなす すは ゅけ ゃうあょぇ 
こさっょ たけすっか „╄ゃさけこぇ“ - ういたゃなさかっく, ぉうす, 
けおなさゃぇゃっく, し さぇいおなしぇくぇ さういぇ. ′うすけ いぇ 
きうゅ くっ しっ いぇきうしかは, ういゃぇあょぇ しっきっえくうは 
こさなしすっく し ぇきっすうしす う こかぇとぇ ょなかゅぇ ゃ 
さっしすけさぇくすぇ, ゃ おけえすけ くぇこなかくけ くっこけいくぇ-
すうはす しっ っ くぇこうか う ういこけすさけてうか ゃしうつおけ. 
〈けえ, さぇいぉうさぇ しっ, ゅさぇぉゃぇ おうすぇさぇすぇ う え 
ぉかぇゅけょぇさう しなし しっさっくぇょぇ. „¨きなあっすっ しっ 
いぇ きっく!“, こぇょぇ くぇおさぇは くぇ おけかっくっ すけえ. 
╊のしは くぇせつぇゃぇ, つっ ╁うしけちおう っ あっくっく いぇ 
╇いぇ, くけ いぇ くっは すけゃぇ くはきぇ いくぇつっくうっ. 
〈さなゅゃぇえおう くぇ ゅぇしすさけか, すけえ え けしすぇゃは 
こけしかぇくうっ: „¨ぉうつぇき すっ! ┿い しなき ╁かぇ-
ょうきうさ ]うきぬけくけゃうつ ╁うしけちおう. ╅っくっく 
しなき. 】っ しっ さぇいゃっょぇ! 】っ ぉなょぇ し すっぉ!“                                                                                                                       
╇ すけいう ぉさぇお くぇ ╁うしけちおう すさぇっ 7 ゅけょうくう. 
‶さっい すけゃぇ ゃさっきっ しっ こけはゃはゃぇす しうくうすっ 
けつう くぇ ╋ぇさうくぇ ╁かぇょう… „[けきぇく しかせつうか-
しは こさけしすけ すぇお, さけきぇく すぇお しすさぇくくけ くぇ-
つぇかしは…“
„╆ょさぇゃしすゃせえ, ねすけ は!” ぃかう くぇ 1967 

ゅ. いぇ ╁うしけちおう っ くっけぉうおくけゃっく. 〈けえ っ 
くぇつぇかけすけ くぇ っょくぇ けす くぇえ-さけきぇくすうつくう-
すっ ゃさないおう くぇ しすけかっすうっすけ. ]さっとぇすぇ きせ し 
ぇおすさうしぇすぇ し させしおけ こけすっおかけ ╋ぇさうくぇ ╁かぇ-
ょう しすぇゃぇ ゃ っょうく さっしすけさぇくす - ぉうかけ, しは-

╇]╅╉¨〈¨『  ╇¨』《を[¨

1 きうかうけく う 600 たうかはょう かっゃぇ とっ さぇいこかぇとぇ いぇ しすぇ-
さう いぇょなかあっくうは けす くけゃうは ぉのょあっす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお. 〈っ しぇ つぇしす けす くぇしかっょっくうは ょなかゅ けす 6 きうかうけくぇ 
かっゃぇ けす こさっょたけょくうは おきっすしおう きぇくょぇす. ‶さっい 2012 ゅけ-
ょうくぇ けぉとけ けす けぉとうくしおぇすぇ たぇいくぇ いぇ  さぇいこかぇとぇくっ くぇ 
しすぇさう いぇょなかあっくうは ぉはたぇ いぇょっかっくう 2 きうかうけくぇ う 800 
たうかはょう かっゃぇ. 
╃け おさぇは くぇ はくせぇさう ¨ぉとうくぇすぇ とっ さぇいこかぇすう くぇ 

100% けしすぇすなつくうすっ しすぇさう いぇょなかっあっくうは おなき そうさ-
きぇすぇ, いぇさっあょぇとぇ し ゅけさうゃぇ けぉとうくしおう しけちうぇかくう う 
せつっぉくう いぇゃっょっくうは - „╉さけくけし ╄おけこっすさけかうせき”. ]せきぇ-
すぇ っ 315 たうかはょう かっゃぇ. ╁なこさっおう ゅさぇそうちうすっ いぇ さぇい-
しさけつっくけ こかぇとぇくっ, いぇ こなさゃうすっ 20 ょくう くぇ はくせぇさう けす 
そうさきぇすぇ しぇ くぇこさぇゃうかう うしおぇくうは いぇ 15 いぇこけさぇ くぇ 
けぉとうくしおうすっ しきっすおう いぇさぇょう しすぇさうすっ くっこけおさうすう いぇ-
ょなかあっくうは. 

75 години от рождението му

[せしおう こけっす, こっゃっち, ぇおすぬけさ, こうしぇすっか. ╁かぇょうきうさ ╁う-
しけちおう っ さけょっく くぇ 25.01.1938 ゅ. ゃ ╋けしおゃぇ, くぇ ‶なさゃぇ 
╋っとぇくしおぇ. ╀ぇとぇ きせ っ こけかおけゃくうお, ゃっすっさぇく けす ゃけえくぇ-
すぇ, きぇえおぇ きせ – こさっゃけょぇつおぇ けす くっきしおう っいうお. ╃ゃっ ゅけょう-
くう あうゃっっ し ぉぇとぇ しう ゃ ╂っさきぇくうは, ぇ しかっょ いぇゃさなとぇくっすけ 
しう - ゃ ╋けしおゃぇ, くぇ ╀けかぬてけき おぇさっすくけき こっさっせかおっ. 〉つう 
ゃ ╋けしおけゃしおうは うくあっくっさくけすったくうつっしおう うくしすうすせす, くけ ゅけ 
くぇこせしおぇ う こけしすなこゃぇ ゃ ぇすぬけさしおうは おかぇし おなき しすせょうはすぇ 
くぇ ╋》┿〈. ¨す 1964 ゅ. っ ゃ ╋けしおけゃしおうは すっぇすなさ „〈ぇゅぇく-
おぇ”, おなょっすけ さぇぉけすう ょけ おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう. ╀うか っ くぇ 
すせさくっすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, 〉くゅぇさうは, ぃゅけしかぇゃうは, 《さぇくちうは, 
╂っさきぇくうは, ‶けかてぇ. ‶けしっとぇゃぇか  っ 《さぇくちうは, ]┿】, ╉ぇ-
くぇょぇ, 〈ぇうすう. ╉けくちっさすうすっ きせ ゃ さぇいかうつくう すけつおう くぇ しゃっ-
すぇ しぇ くぇょ 1000. ′ぇこうしぇか っ くぇょ 800 しすうたけすゃけさっくうは, けす 
おけうすけ こけかけゃうくぇすぇ しぇ しすぇくぇかう こっしくう. ┿ゃすけさ っ くぇ しちっ-
くぇさうう う さけきぇくう. ╇きぇ けおけかけ 30 さけかう ゃなゃ そうかきう. ′ぇ 
くっゅけゃけ うきっ しぇ おさなしすっくう すっぇすさう, おけさぇぉう, しぇきけかっすう, 
しおぇかう, ゃなさたけゃっ う こさけたけょう. ╇きぇ う ぇしすっさけうょ し うきっ-
すけ きせ. ′ぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ぉうゃてうは ]]][ しぇ ういょうゅくぇすう 
くぇょ 20 くっゅけゃう こぇきっすくうおぇ. ‶さっい 1986 ゅ. こけしきなさすくけ 
きせ っ こさうしなょっくけ いゃぇくうっすけ „╆ぇしかせあうか ぇさすうしす”. 

》ちそなけしあさてけねせけてか たちかえしかおけ う „╅ちつかせあし” くあたそねうあて たちかく すあちて

╀なかゅぇさうすっ しっさうけいくけ こけょちっくはゃぇす ゃぇあ-
くけしすすぇ くぇ しなさょっつくけしなょけゃうすっ う けくおけ-

かけゅうつくうすっ いぇぉけかはゃぇくうは, くっいぇゃうしうきけ, つっ 
すっいう ょゃっ ゅさせこう ょなさあぇす こなさゃっくしすゃけすけ おぇすけ 
こさうつうくぇ いぇ いぇぉけかっゃぇっきけしす, すさせょけせしすさけ-
はゃぇくっ う しきなさすくけしす せ くぇし. 〈っいう すさっゃけあくう 
ょぇくくう けこけゃっしすうたぇ しけちうけかけいう ゃ こなさゃうは きっ-
しっち くぇ すぇいう ゅけょうくぇ しかっょ けぉしすけえくけ くぇちうけ-

くぇかくけ こさっょしすぇゃうすっかくけ こさけせつゃぇくっ. 
『っかすぇ くぇ しおさうくうくゅぇ ぉっ ょぇ しっ こさけゃっさう ょけ 

おぇおゃぇ しすっこっく うくけゃぇちううすっ ゃ いょさぇゃくぇすぇ しうし-
すっきぇ きけゅぇす ょぇ しくうあぇす こさけちっくすぇ いぇぉけかっゃぇっ-
きけしす くぇ ぉなかゅぇさうすっ.  
¨す すさっゃけあくうすっ ょぇくくう くぇ しけちうけかけいうすっ しすぇゃぇ 

はしくけ, つっ しぇきけ 2-きぇ くぇ ゃしっおう 10 ぉなかゅぇさう ょっ-
おかぇさうさぇす, つっ こさうっきぇす いぇ しっぉっ しう おぇすけ けこぇし-
くけしす ぉけかっしすうすっ くぇ しなさちっすけ. ̈ とっ こけ-しすさぇてくけ 
っ くっゅかうあうさぇくっすけ けす しすさぇくぇ くぇ こなかくけかっすくう-
すっ ゅさぇあょぇくう くぇ ╀なかゅぇさうは くぇ けこぇしくけしすすぇ ょぇ 
しっ さぇいぉけかっはす けす けくおけかけゅうつくけ いぇぉけかはゃぇくっ - 
しぇきけ 4% けす いぇこうすぇくうすっ しつうすぇす, つっ しぇ いぇしすさぇ-
てっくう けす すけいう ぉうつ. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ きっょうちうくしおぇすぇ しすぇすうしすうおぇ 

いぇ いょさぇゃくうは しすぇすせし くぇ くぇしっかっくうっすけ せ くぇし 
こけおぇいゃぇ, つっ し ぉかういけ 10% いぇ こけしかっょくうすっ 
ょゃっ ゅけょうくう っ くぇさぇしくぇか ょっかなす くぇ ぉなかゅぇさうすっ, 
しすさぇょぇとう けす たさけくうつくけ いぇぉけかはゃぇくっ. ╁ おさぇは 
くぇ  2012 ゅ. すけえ っ ょけしすうゅくぇか ょけ くうゃけ 30% けす 
けぉとうは ぉさけえ くぇ くぇしっかっくうっすけ. 〈けゃぇ けいくぇつぇ-
ゃぇ, つっ ゃしっおう すさっすう せ くぇし こけこぇょぇ ゃ ゅさせこぇすぇ 
くぇ たさけくうつくけ ぉけかっょせゃぇとうすっ. ]なとっゃさっきっくくけ 
けぉぇつっ 88% けす ぉなかゅぇさうすっ こさっちっくはゃぇす いょさぇ-
ゃっすけ しう おぇすけ „けすかうつくけ” うかう „ょけぉさけ”. 

╃ぇきうすっ けす ╇くくぇさ 〉うか ╉かせぉ ╉ぇいぇくかなお こさうったぇ ぉかういおけ ゃ しなさ-
ちぇすぇ しう しなょぉぇすぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ くぇ ぇさしぇくぇかしおうは すぇすおけ 

′うおけかぇえ ′うおけかけゃ う あっくぇ きせ ]ゃっすかぇ ╃うきうすさけゃぇ, くぇせつう „〈さうぉせ-
くぇ ┿さしっくぇか”. ] こけきけとすぇ くぇ こさうはすっかう う こさうはすっかおう けす ょぇきしおうは 
おかせぉ う [けすぇさう おかせぉ – ╉ぇいぇくかなお しっきっえしすゃけすけ し ょゃっすっ ぉけかくう 
15-ゅけょうてくう ぉかういくぇつおう, いぇ おけうすけ ゃっつっ こうしぇたきっ, こさけょなかあぇ-
ゃぇ ょぇ こけかせつぇゃぇ こけょぇさなちう – くっけすかけあくけ くせあくう いぇ すっあおけすけ うき 
っあっょくっゃうっ. ╂さうあぇすぇ いぇ すっあおけ ぉけかくぇすぇ ′うくおぇ, おけはすけ うきぇ ょっす-
しおぇ ちっさっぉさぇかくぇ こぇさぇかういぇ, ゃっつっ とっ ぉなょっ こけ-かっしくぇ, しかっょ おぇすけ 
ょゃぇすぇ おかせぉぇ けぉっょうくうたぇ せしうかうはすぇ しう. ╀ういくっしきっくなす ╂っけさゅう 】っ-
さっゃ こけょぇさう くぇ しっきっえしすゃけすけ ゃぇくぇ いぇ ぉぇくは, きけくすぇあなす ぉっ こけょこけ-
きけゅくぇす し きぇすっさうぇかう う すさせょ, けしうゅせさっくう けす ╇くくぇさ 〉うか う [けすぇさう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ┿おしっしけぇさう いぇ ぉぇくはすぇ ょぇさう 》さうしすけ ╀けのおかうっゃ, ょさせゅ 
ぉういくっしきっく – 〈ぇくつけ ╋うたぇえかけゃ, こけきけゅくぇ し すさぇくしこけさす. ╁ぇせつっさう 
いぇ こぇいぇさせゃぇくっ う ぉっいこかぇすくけ けぉせつっくうっ ゃ ておけかぇ こけ ぇくゅかうえしおう いぇ 
6-ゅけょうてくうは しうく ╁ぇしおけ けしうゅせさう ょさせゅけ しっきっえしすゃけ おぇいぇくかなつぇくう, 
こけあっかぇかけ ょぇ けしすぇくっ ぇくけくうきくけ. ┿くけくうきくぇ ょぇさうすっかおぇ こけょくけ-
ゃう ゅぇさょっさけぉぇ くぇ すさうすっ ょっちぇ, ょさせゅけ けすいうゃつうゃけ しっきっえしすゃけ しっ 
こけゅさうあう いぇ きけくすぇあぇ くぇ ゃぇくぇすぇ う いぇ くけゃ ぉけえかっさ いぇ ]ゃっすかぇ う 
′うおけかぇえ う こけょぇさう かせおしけいっく しっさゃうい いぇ つぇえ う おぇそっ いぇ くけゃうは 
ぇこぇさすぇきっくす, ゃ おけえすけ ゃかっいっ すはたくけすけ しっきっえしすゃけ. ╃ゃぇきぇすぇ ゃっつっ 
しぇ こけょさっょうかう ゃしうつおけ ゃ くけゃけすけ けぉとうくしおけ あうかうとっ, こさっょけしすぇ-
ゃっくけ しさっとせ しうきゃけかうつっく くぇっき. ╃ぇさっくうすっ けす ╉けかっょくぇすぇ おぇき-
こぇくうは ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ぉかういけ 3000 かゃ. しぇ さぇいつっすっくう ょけ しすけすうくおぇ いぇ くけゃけ けぉいぇゃっあょぇくっ 
くぇ こさぇいくうは ぇこぇさすぇきっくす. ╃ぇきうすっ けす ╉かせぉ Zonta ゃ ‶かけゃょうゃ おせ-
こうたぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ ぉけえかっさ, ぇ おぇいぇくかなておうはす きぇゅぇいうく „╅っくは” 
ういこさぇすう ちはか おぇてけく し こさっこぇさぇすう う おけくしせきぇすうゃう いぇ ょけきぇ.
╇くくぇさ 〉うか ╉かせぉ ╉ぇいぇくかなお こさけょなかあぇゃぇ ょぇ くぇぉうさぇ しさっょしすゃぇ, 

おけうすけ とっ ぉなょぇす こさっょぇょっくう くぇ しっきっえしすゃけすけ いぇ くっけすかけあくう くせあ-
ょう う いぇ こさっょしすけはとぇすぇ けこっさぇちうは くぇ ゃしっけすょぇえくぇすぇ きぇえおぇ ]ゃっす-
かぇ ╃うきうすさけゃぇ.
′っいさはとぇすぇ ╂ぇかは せつう ゃ 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは, ′うくぇ っ いぇ-

ゃうくぇゅう くぇ かっゅかけ, ぇ きぇかおうはす ╁ぇしおけ くぇっしっく とっ ぉなょっ こなさゃけおかぇ-
しくうお. ]っきっえしすゃけすけ ぉかぇゅけょぇさう くぇ ゃしうつおう, おけうすけ しっ けすいけゃぇたぇ, う 
くっ しこうさぇ ょぇ ゅう ぉかぇゅけしかぇゃは: しすけさっくけすけ ょけぉさけ ょぇ うき しっ ゃなさくっ 
きくけゅけおさぇすくけ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

156 そういうつっしおう かうちぇ けす けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
しぇ “こさけこせしくぇかう” ょぇ ゃくっしぇす ゃ ぉのょあっすぇ くぇょ 2 きかく. 
かっゃぇ. ]せきうすっ しぇ けす くっょっおかぇさうさぇく う くっゃくっしっく ょぇ-
くなお けぉと ょけたけょ う しぇ せしすぇくけゃっくう しかっょ こさうおかのつうかう 
さっゃういうう くぇ かうちぇすぇ. ╁ たけょぇ くぇ さっゃういうけくくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ うくしこっおすけさうすっ こけ こさうたけょうすっ けす ¨そうしぇ 
くぇ ′┿‶ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しぇ いぇこけさうさぇかう ぇおすうゃう, 
ぉぇくおけゃう しきっすおう, ょゃうあうきけ うかう くっょゃうあうきけ うきせとっ-
しすゃけ くぇ „さぇいしっはくうすっ” ゅさぇあょぇくう. 
╁ きぇしけゃうは しかせつぇえ こさう さっゃういうさぇくうすっ かうちぇ しすぇゃぇ 

ょせきぇ いぇ けすおさうすけ  くっしなけすゃっすしすゃうっ きっあょせ こさうすっあぇ-
ゃぇくけ うきせとっしすゃけ う ょっおかぇさうさぇくう ょけたけょう.

おぇて しぇ しっ こけいくぇゃぇかう けすこさっょう. „〈けえ 
ぉってっ すけかおけゃぇ くぇたぇかっく. ╁っょくぇゅぇ きう 
おぇいぇ: „】っ しすぇくって きけは あっくぇ…“ ╆ぇ-
こけつゃぇ ぉはしくけ いゃなくっくっ ゃなゃ 《さぇくちうは, 
しかっょゃぇす っあっょくっゃくう こうしきぇ, しすうたけゃっ, 
すぇえくう しさっとう. 〈ぇおぇ ちはか しゃはす さぇいぉう-
さぇ, つっ すけえ くぇぉうさぇ „ゃっつくにっ 07u う 
きけかう すっかっそけくうしすおぇすぇ ょぇ ゅけ しゃなさあっ 
し ‶ぇさうあ. ╆ぇ ょぇ え おぇあっ: „╆ょさぇゃしすゃせえ, 
ねすけ は!“ ╃ゃぇきぇすぇ かっすはす っょうく おなき ょさせゅ 
すけかおけゃぇ つっしすけ, おけかおけすけ ょさせゅうすっ 
たけさぇ しっ おぇつゃぇす くぇ すさぇきゃぇえ. ╋ぇさう-
くぇ けこうしゃぇ すけいう こっさうけょ ゃ おくうゅぇすぇ しう 
„╁かぇょうきうさ - こさっおなしくぇすうはす こけかっす“.                                                                                                                           
╅うゃっはす ゃ ぉさぇお 12 ゅけょうくう – ゃ くっ-

こさっおなしくぇすう さぇいょっかう, しくうきおう, ゅぇし-
すさけかう... う ゃしっ すぇおぇ ゃかのぉっくう! 
╁さっきっすけ くっ しすうゅぇかけ, いぇ ょぇ さぇい-
ぉっさぇす おぇおゃけ ゅう しゃなさいゃぇ. ‶さっい 
ゃしうつおうすっ すっいう ゅけょうくう ╋ぇさうくぇ 
しっ きなつう ょぇ いぇぉぇゃう かせょっておうは 
さうすなき くぇ あうゃけす くぇ ╁うしけちおう. 
“〈さはぉゃぇ ょぇ しっ さぇぉけすう!” – ぉうかぇ 
くっゅけゃぇすぇ かのぉうきぇ そさぇいぇ. ‶う-
てっか こっしくうすっ しう くけとっき. ]こはか 
こけ 3-4 つぇしぇ. ‶さうぉうさぇか しっ けす 
さぇぉけすぇ う いぇこけつゃぇか ょぇ さぇぉけすう. 
〈は きせ こさぇゃっかぇ つぇえ う しはょぇかぇ 
すうたけ ゃ なゅなかぇ, いぇ ょぇ くっ きせ こさっ-
つう. ′ぇ くっは しぇ こけしゃっすっくう ゅけかは-
きぇ つぇしす けす かのぉけゃくうすっ きせ しすう-
たけすゃけさっくうは.
]きなさすすぇ くぇこけきくは いぇ しっぉっ 

しう… 〈けえ あうゃはか ぉせさくけ う くっ 
こけ こさぇゃうかぇすぇ, すなさしうか あうゃけすぇ 
し ゃしうつおうすっ きせ くのぇくしう. ‶さっい 
1969 ゅ. ういこぇょぇ ゃ おかうくうつくぇ 
しきなさす, おけはすけ こさっけょけかはゃぇ ぉかぇ-
ゅけょぇさっくうっ くぇ ╋ぇさうくぇ. ╋うくぇ-
ゃぇえおう こけおさぇえ ぉぇくはすぇ, すは つせかぇ 

しすけくけゃっ う ゃうょはかぇ, つっ すけえ くっ きけあっ 
ょぇ ょうてぇ. ╊っおぇさうすっ けす „╀なさいぇ こけ-
きけと“ こなさゃけくぇつぇかくけ けすおぇいゃぇす ょぇ ゅけ 
おぇつぇす ゃ かうくっえおぇすぇ, すなえ おぇすけ くはきぇか 
ょぇ きけあっ ょぇ ういょなさあう すさぇくしこけさすうさぇ-
くっすけ. ′け, さぇいぉさぇかう くぇえ-くぇおさぇは おけえ 
っ, ゅけ けすおぇさゃぇす ゃ ぉけかくうちぇ, おなょっすけ しっ 
ぉけさはす いぇ あうゃけすぇ きせ ゃ こさけょなかあっくうっ 
くぇ 18 つぇしぇ. 
… う ゅけ けすくっきぇ… ╄ょうく けす こけしかっょ-

くうすっ おけくちっさすう くぇ ╁うしけちおう っ くぇ 22 
のくう 1980 ゅ. ]すぇゃぇ きせ かけてけ う すけえ 
こさっおなしゃぇ おけくちっさすぇ. ′ぇ 3 のかう うきぇ 
ょさせゅけ せつぇしすうっ - しこけょっかうか, つっ くっ 
しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ, くけ くぇ しちっくぇすぇ しっ 
ょなさあぇか ぉけょさけ う ょけさう くぇこさぇゃうか ょゃせ-
つぇしけゃ おけくちっさす. ‶けしかっょゃぇかう う ょさせゅう 
せつぇしすうは, ぇ くぇ 18 のかう いぇ こけしかっょっく 
こなす ういかういぇ くぇ しちっくぇ, いぇ ょぇ ういうゅさぇっ 
》ぇきかっす ゃ „〈ぇゅぇくおぇ”. 
[ぇくけ しせすさうくすぇ くぇ 25 のかう ╁かぇょう-

きうさ ╁うしけちおう せきうさぇ. ′っ っ こけしすうゅ-
くぇすけ っょうくけょせてうっ いぇ こさうつうくぇすぇ いぇ 
しきなさすすぇ きせ. ]こけさっょ かうつくうは きせ かっ-
おぇさ ┿. 《っょけすけゃ, くぇ 24 のかう ╁けかけょは 
しっ つせゃしすゃぇか きくけゅけ いかっ う ょけさう おぇ-
いぇか くぇ きぇえおぇ しう: „╋ぇきけ, ぇい ょくっし とっ 
せきさぇ“. ′はおなょっ しかっょ 12 こさっい くけとすぇ 
ょけおすけさなす きせ くぇこさぇゃうか うくあっおちうは 
しなし しなくけすゃけさくけ, しかっょ おけはすけ ╁けかけょは 
ぉなかくせゃぇか う ょなかゅけ しっ ゃなさすはか, こけしかっ 
せすうたくぇか… ]こけさっょ けそうちうぇかくうは ょけ-
おかぇょ こさうつうくぇすぇ いぇ しきなさすすぇ っ „けしすなさ 
うくそぇさおす くぇ きうけおぇさょぇ“.
ぅ, おけくっつくけ, ゃっさくせしぬ… ′ぇ 28 

のかう 1980 ゅ. ╋けしおゃぇ こけゅさっぉゃぇかぇ 
╁うしけちおう… ′はきぇかけ けそうちうぇかくけ しな-
けぉとっくうっ いぇ しきなさすすぇ きせ, くけ ゃっしすすぇ 
きうゅけき しっ さぇいくぇしは うい ちはかぇすぇ しすさぇくぇ 
う ゃ つせあぉうくぇ. ′ぇ ゅうてっすけ くぇ おぇしぇすぇ 
くぇ „〈ぇゅぇくおぇ” ゃうしはかけ しおさけきくけ しなけぉ-
とっくうっ: “‶けつうくぇ ぇおすぬけさなす ╁かぇょうきうさ 
╁うしけちおう”. ╉さぇえ すっぇすなさぇ しっ しなぉさぇかぇ 
けゅさけきくぇ すなかこぇ, おけはすけ ういこなかゃぇかぇ 
ょけさう こけおさうゃうすっ くぇ しなしっょくうすっ しゅさぇ-
ょう. ′うすけ っょうく くっ ゃなさくぇか ぉうかっすぇ しう 
いぇ くっしなしすけはかうは しっ しこっおすぇおなか – ゃしっ-
おう ゅけ いぇこぇいうか おぇすけ しおなこぇ さっかうおゃぇ… 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

   


