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

[そつすけねかつさけ けくそいちかてあてかし
つてあきとうあし う „╅ちつかせあし“

╈ひしひいけせあ:
》ちあうそ さとすか, てあ う そねけ
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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¨せき. 』うかてしあせあ 〈けてさそうあ:
〉あ あちつかせあしぬけ すそきか おあ つか ちあくねけてあ
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】ねかせけ たちかおしあえあて おあ ちあいそてけす たそ 25 ねあつあ う つかおすけぬあてあ おそ 80-えそおけのせあ うひくちあつて

„╅ちつかせあし” – あさぬかせて せあ かおせそ そて せあこ-えそしかすけてか そちひきかこせけ けくしそきかせけみ 

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

╇きっ:

〈っきっくせゅぇ ╇ゃぇくけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃,

╉けくすさけかぬけさ-おぇつっしすゃけ, 
0/167

╂けょうくう: 36

╆けょうは: ╃っゃぇ

》けぉう: ′ぇさけょくう すぇくちう

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ?

- [ぇいつうすぇき くぇ しっきっえしすゃけすけ.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- 〈っいう, おけうすけ しぇ ゅけすけゃう いぇ 
きっく くぇ ゃしうつおけ う こけ ゃしはおけ 
ゃさっきっ.

╆ぇおけくけょぇすっかおぇすぇ くぇ 
しゃっすけゃくぇすぇ きけょぇ, くぇえ-
ゃっかうおぇすぇ ょういぇえくっさおぇ 
くぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ - 
╉けおけ 【ぇくっか, せしこはゃぇ ょぇ 
さっゃけかのちうけくういうさぇ あっく-
しおぇすぇ きけょぇ, ういこけかいゃぇえ-
おう きなあおう っかっきっくすう. 
′っせきけさうきぇすぇ ういけぉさっ-
すぇすっかおぇ しないょぇゃぇ きくけゅけ 
くけゃう くっとぇ, くけ こさっょう 
ゃしうつおけ... っょくぇ あっくぇ, 
おけはすけ こさっょう くっは くうおけえ 
くっ っ こけいくぇゃぇか.   
[けょっくぇ っ こさっい 1883 ゅ. 

ゃ ]けきのさ, せきうさぇ こさっい 
1971 ゅ. ゃ ‶ぇさうあ. ╆ぇ 
しゃけうすっ 88  ゅけょうくう ╁っかう-
おぇすぇ ╋ぇょきけぇいっか  ょぇゃぇ 
うきっすけ しう くぇ きけょっく しすうか 
ゃ けぉかっおかけすけ, くぇ きけょくぇ 
おなとぇ, くぇ おけしすのき, くぇ 

╂ぇぉさうっか ╀けくぬけさ 【ぇくっか.  ╋けょぇすぇ くぇ-
たかせゃぇ ゃ あうゃけすぇ え くっけつぇおゃぇくけ. ╉けゅぇすけ 

きぇえおぇ え せきうさぇ, ぇ ぉぇとぇ え ういけしすぇゃは てっしす-
すっ しう ょっちぇ, ぉっょくう さけょくうくう ょぇゃぇす きぇかおぇ-
すぇ ╂ぇぉさうっか ゃ しうさけこうすぇかうとっ. ╋けくぇたうくうすっ 
せつぇす 12-ゅけょうてくけすけ ょっすっ ょぇ てうっ, おぇすけ きせ 
ゃくせてぇゃぇす, つっ すけいう いぇくぇはす とっ ゅけ たさぇくう 
ゃうくぇゅう. ╇ ╂ぇぉさうっか ょっえしすゃうすっかくけ せしこはゃぇ 
ょぇ こけこぇょくっ ゃなゃ そうさきぇ いぇ ょぇきしおけ ぉっかぬけ, 
ぇ こけ-おなしくけ ゃ ぇすっかうっ いぇ ゃけっくくう せくうそけさ-
きう. ¨そうちっさうすっ, おけうすけ うょゃぇす すぇき, ゃっょくぇゅぇ 
たゃなさかはす けおけ くぇ おさぇしぇゃうちぇすぇ けす ]けきのさ, ぇ 
すは せきっかけ しっ ゃないこけかいゃぇ けす すけゃぇ. 
╉けおó 【ぇくっか. ‶さっい ょっくは ╂ぇぉさうっか さぇぉけすう 

おぇすけ こさけょぇゃぇつおぇ ゃ きぇゅぇいうく, ぇ こさっい くけとすぇ 
- おぇすけ おぇぉぇさっすくぇ こっゃうちぇ. ′っえくう かのぉうきう 
こっしくう しぇ “Ko Ko Ri Ko” う “Qui qu’a vu Coco” 
-  けす すはた うょゃぇ うきっすけ ╉けおけ. 〈は こっっ う ぉっい 
しゃはく う しすさぇた しっ こさっゃさなとぇ ゃ おけきこぇくぬけく-
おぇ くぇ いぇきけあくうすっ しう けぉけあぇすっかう. ¨こっさくうすっ 
ょうゃう は きけかはす ょぇ うき くぇこさぇゃう きぇかおう, っかっ-
ゅぇくすくう てぇこおう, うしすうくしおう おけくすさぇこせくおす くぇ 
くぇすさせそっくうすっ ゅさぇきぇょくう おぇこっかう. 〈ぇおぇ しかぇ-

ゃぇすぇ くぇ ╉けおけ すさなゅゃぇ うい そさっくしおぇすぇ しすけかう-
ちぇ...
‶さけつせすうはす ぇこぇさすぇきっくす くぇ 【ぇくっか.

‶かっえぉけはす う きうかうけくっさ ╄すうっく ╀ぇかしぇく え おせ-
こせゃぇ ぇすっかうっ くぇ きぇかおぇすぇ せかうちぇ “╉ぇきぉけく” 
ゃ ‶ぇさうあ. 〈せお すは こさうっきぇ っかうすぇ くぇ ╄ゃさけこぇ. 
╁ ぇこぇさすぇきっくすぇ え, けぉいぇゃっょっく し せくうおぇかっく 
ゃおせし う ういこさっゃぇさうかぇ ゃさっきっすけ しう しすさぇしす, 
ょくっし っあっょくっゃくけ こけしっとぇゃぇく けす きくけゅけ こけ-
つうすぇすっかう, けとっ あうゃっっ ょせたなす え. ╁なこさっおう, つっ 
っ うきぇかぇ ぇこぇさすぇきっくす う ゃうかぇ くぇ 《さっくしおぇ-
すぇ [うゃうっさぇ, 30 ゅけょうくう, ょけ おさぇは くぇ ょくうすっ 
しう, ╉けおけ あうゃっっ ゃ たけすっか „[うち” う ゅけ くぇさう-
つぇ しゃけえ ょけき. ]ゅさぇょぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ くぇきう-
さぇ ぇこぇさすぇきっくすなす え, っ おせこっくぇ けす くっは こさっい 
1920 ゅ. う ゃしっ けとっ こさうのすはゃぇ っょうく けす こなさ-
ゃうすっ きぇゅぇいうくう, おぇおすけ う てうゃぇつくうちぇすぇ, おけは-
すけ しっ くぇきうさぇ くぇ すぇゃぇくぇ – すぇき ゃしっ けとっ くぇょ 
100 てうゃぇつう てうはす くぇ さなおぇ. 〈ぇき っ う けそう-
しなす くぇ ╉ぇさか ╊ぇゅっさそっかょ. ′ぇ せか. “╉ぇきぉけく” 
すは けすおさうゃぇ こなさゃうは しう きぇゅぇいうく.  ╁すけさうはす 
っ くぇ ╊ぇいせさくうは ぉさはゅ, ゃ ╃けゃうか. ¨すおさうゃぇ 
ゅけ し こけょおさっこぇすぇ くぇ ょさせゅ しゃけえ けぉけあぇすっか - 
┿さすなさ „╀けえ” ╉ぇこっか. 〈ぇき くっえくうはす すぇかぇくす 
こさけしすけ っおしこかけぇょうさぇ... 
[っゃけかのちうは ゃ きけょぇすぇ. ╆ぇ さぇいかうおぇ 

けす こけゃっつっすけ っゃさけこっえしおう ょういぇえくっさう けす 
けくけゃぇ ゃさっきっ, 【ぇくっか けこさっょっかは あっくぇすぇ 
おぇすけ うしすうくしおけすけ しなとっしすゃけ くぇ ょさったうすっ. 
╇ しっ こけしゃっとぇゃぇ くぇ すけゃぇ ょぇ は こさけきっくう!                                                                                        
╉けゅぇすけ ゃしっ けとっ くっ ぉうかぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
てうゃぇつおぇ, すは くっ さうしせゃぇかぇ こさっょゃぇさうすっかくけ 
きけょっかうすっ う くっ ゅう てうっかぇ. ‶さけしすけ ゃいっきぇかぇ 
くけあうちうすっ, しかぇゅぇかぇ こかぇすぇ ゃなさたせ きぇくっおっくぇ, 
さっあっかぇ う いぇぉけあょぇかぇ ぉっいそけさきっくぇすぇ きぇすっ-
さうは, ょけおぇすけ くっ しっ こけはゃはゃぇか  ゅっくうぇかくうはす 
しうかせっす. 〈ぇおぇ しっ さぇあょぇかけ ゃしはおけ くっえくけ けす-
おさうすうっ.                                                                  ╁っょ-
くなあ  ╉けおけ しう けこなさかうかぇ おなょさうちうすっ くぇ ゅぇいけ-
ゃうは こかぇきなお. 〈けゅぇゃぇ  しっ こけょしすさうゅゃぇ  おなしけ う 
ゅけさょけ ういかういぇ くぇゃなく. 〈ぇおぇ こさっい 1917 ゅ. しっ 

こけはゃはゃぇ きけょぇすぇ くぇ おなしうすっ おけしう. ‶さっょう 【ぇ-
くっか ょぇきうすっ いぇょなかあうすっかくけ ぉうかう ょなかゅけおけしう.                                                           
‶けしかっ すは おぇさぇ きかぇょうすっ ょぇきう けおけくつぇすっか-
くけ ょぇ ういたゃなさかはす おさうくけかうくうすっ, そせしすうすっ う 
おけさしっすうすっ, おぇすけ うき こさっょかぇゅぇ かっおう, っそうさ-
くう すけぇかっすう. ╉かうっくすおうすっ え いぇこけつゃぇす ょぇ くけ-
しはす きけさはておう おけしすのきう - こかうしうさぇくぇ こけかぇ う 
ぉかせいぇ し すさう つっすゃなさすう さなおぇゃう. ╁しうつおう さぇい-
おさっこけしすっくう あっくう けおけかけ 【ぇくっか しっ ゃかのぉゃぇす 
ゃ こぇくすぇかけくぇ おかけて, し あうかっすおぇ ゃなさたせ くっゅけ. 
╁けえくしすゃぇとぇすぇ そっきうくうしすおぇ くっ こけいくぇゃぇ しおせ-
おぇすぇ う しこけおけえしすゃうっすけ. 〈は しなすゃけさはゃぇ ょけさう 
はおっすけ, つうえすけ さけょうすっか, きせくょうさなす, ゃうくぇゅう しっ 
っ しきはすぇか いぇ きなあおぇ ょさったぇ. ‶さけつせすけすけ しぇおけ 
くぇ 【ぇくっか - し さなおぇゃう けす すさう つぇしすう, し さなつくけ 
くぇこさぇゃっくう てっゃけゃっ, し すっあおう きっすぇかくう おけこつっ-
すぇ う きっすぇかくぇ ゃっさうゅぇ ゃ けしくけゃぇすぇ きせ, しぇきó こけ 
しっぉっ しう っ っょうく きぇかなお しゃはす ゃ しゃっすぇ くぇ きけょ-
くぇすぇ そうかけしけそうは くぇ ょういぇえくっさおぇすぇ.
╋ぇかおぇすぇ つっさくぇ さけおかは. ′っえくうはす くぇえ-ゅけ-

かはき こけょぇさなお いぇ しなゃさっきっくくうすっ あっくう っ きぇか-
おぇすぇ つっさくぇ さけおかは, くっけしすぇさはかぇ ょけ ょくっし う 
こさっすなさこはかぇ しすけすうちう さっくっしぇくしう. ‶さっょう くっは 

つっさくうはす ちゃはす しっ しきはすぇか いぇ ちゃはす くぇ ぉっょくけしす-
すぇ う すさぇせさぇ. 』っさくうすっ さけおかう ょけ すけいう きけきっくす 
ぉうかう せくうそけさきぇすぇ くぇ こぇさうあおうすっ こさけょぇゃぇつ-
おう. 【ぇくっか こさっゃさなとぇ つっさくうは ゃ こけこせかはさっく う 
さぇいおけてっく ちゃはす. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ こっす ゅけ-
ょうくう すは こせしおぇ けぉかっおかぇ しぇきけ ゃ つっさくけ う くっえ-
くうすっ きぇかおう つっさくう  さけおかう - し こかなくおぇ, きぇかおぇ 
ぉはかぇ はおうつおぇ う きぇくてっすう, しっ こさけょぇゃぇす おぇすけ 
すけこなか たかはぉ. ╇ ょけ ょくっし そさぇくちせいけえおうすっ おぇい-
ゃぇす: „′っ しなき ぉっい ゃおせし, いぇ ょぇ くっ しっ けぉかうつぇき 
ゃ つっさくけ.”
╃うおすぇすけさおぇすぇ. “╇いつうしすっくうはす う しっきこなか 

ょういぇえく っ おかのつなす おなき うしすうくしおぇすぇ っかっゅぇくす-
くけしす.” – おぇいゃぇ 【ぇくっか う こけおぇいゃぇ ゃ おけかっお-
ちううすっ しう ういつうしすっくう う せょけぉくう ょさったう. 〈は 
くぇかぇゅぇ くけゃうは けぉさぇい くぇ あっくぇすぇ – くっいぇ-
ゃうしうきぇ う うおけくけきうつっしおう しぇきけしすけはすっかくぇ.                                                                                           
╃ぇきうすっ いぇこけつゃぇす ょぇ うきうすうさぇす くっ しぇきけ くぇ-
つうくぇ え くぇ けぉかうつぇくっ, ぇ う こさっょういゃうおぇすっかくけ-
すけ え こけゃっょっくうっ, ょけさう しすけえおぇすぇ え – ゃうくぇゅう 
けこなくぇすぇ てうは う ういすっゅかっくう くぇいぇょ さぇきっくっ. 
′っえくうすっ おかうっくすおう ぉうかう きけきうつっすぇ, ょっきけく-
しすさうさぇとう しゃけはすぇ しゃけぉけょぇ し くけゃ ゃなくてっく ゃうょ 
う ょなさあぇくうっ – おなしう こけかう う こさうつっしおう, し ゅさうき 
う おけいきっすうおぇ ゃ ゅけかっきう おけかうつっしすゃぇ, し こうっくっ 
くぇ おけおすっえかう う こせてっくっ くぇ ちうゅぇさう くぇ けぉ-
とっしすゃっくけ きはしすけ. ′け ぉせくすぇさとうくぇすぇ くぇ すっいう 
きけきうつっすぇ くっ しっ ういつっさこゃぇかぇ しぇきけ し ゃなくて-
くうは うき ゃうょ. 〈っ しきっかけ せつぇしすゃぇかう ゃ さぇいかうつくう 
しこけさすけゃっ, おぇさぇかう しけぉしすゃっくう ぇゃすけきけぉうかう う 
ういかういぇかう こけ くけとくう おかせぉけゃっ, おなょっすけ しかせてぇ-
かう ょあぇい う すぇくちせゃぇかう つぇさかしすけく.
╀っいゅさぇくうつくぇすぇ しかぇゃぇ. ╁ こさうはすっかしおうは 

おさなゅ くぇ ╉けおけ 【ぇくっか しぇ ‶ぇぉかけ ‶うおぇしけ, ╅ぇく 
╉けおすけ, ]ぇかゃぇょけさ ╃ぇかう, ]っさゅっえ ╃はゅうかっゃ, ╊せ-
おうくけ ╁うしおけくすう, ╇ゅけさ ]すさぇゃうくしおう,  くっきしおう-
はす けそうちっさ 》ぇくし ╂のくすっさ, ょせおなす くぇ 〉っしすきう-
くうしすなさ 》の ╂さけしゃっくけさ, ゃっかうおうはす させしおう おくはい 
╃きうすさうえ う きくけゅけ ょさせゅう, こけゃっつっすけ – ゃかのぉっ-
くう ゃ くっは. ′っいぇゃうしうきけ けす すけゃぇ, あさうちぇすぇ くぇ 
きけょぇすぇ う くぇ かのぉけゃすぇ くうおけゅぇ くっ しっ けきなあゃぇ.                                                     

′っえくう おかうっくすおう しぇ: たけかうゃせょしおうすっ いゃっいょう ╂さっすぇ ╂ぇさぉけ, ¨ょさう 
》っこぉなさく う ╄かういぇぉっす 〈っえかなさ, [けきう 【くぇえょっさ, ╋ぇさかっくっ ╃うすさうた, 
╅ぇくぇ ╋けさけ...
〈さうせきそなす っ こなかっく, おけゅぇすけ こなさゃぇすぇ ょぇきぇ くぇ ]┿】 ╃あぇおう ╉っ-

くっょう しっ こけはゃはゃぇ し さけいけゃ おけしすのき くぇ そさぇくちせいけえおぇすぇ. 〈ゃけさっくう-
はすぇ くぇ 【ぇくっか しぇ こさっょしすぇゃっくう う くぇ ぇくゅかうえしおけすけ おさぇかしおけ しっ-
きっえしすゃけ.                                                              
【ぇくっか わ5. ╉くはい ╃きうすさうえ いぇこけいくぇゃぇ 【ぇくっか し たうきうおぇ ╄さくしす 

╀け, ょけしすぇゃつうお くぇ こぇさそのきう ゃ ょゃけさぇ くぇ ちぇさ ′うおけかぇえ ╁すけさう. 
《さぇくちせいけえおぇすぇ ゅけ きけかう ょぇ え くぇこさぇゃう くけゃ, くっつせゃぇく, くっゃうあょぇく 
う くっこけきうさうしゃぇく ょけしっゅぇ ぇさけきぇす. ]かっょ しっさうは っおしこっさうきっくすう しっ 
こけはゃはゃぇ そっくけきっくなす “【ぇくっか わ 5” – ゃ くっゅけ いぇ こなさゃう こなす  しっ 
しきっしゃぇす くはおけかおけ ぇさけきぇすぇ, こさっょう 【ぇくっか ゃしうつおう こぇさそのきう うきぇす 
しぇきけ っょうく ぇさけきぇす. ¨す しないょぇゃぇくっすけ きせ こさっい 1921 ゅ. ょけ ょくっし 
すけいう こぇさそのき, しなしすけはと しっ けす 80 おけきこけくっくすぇ, っ くぇえ-こさけょぇゃぇ-
くうはす ゃ しゃっすぇ.

《うかけしけそうはすぇ „【ぇくっか”. ′っえくう しぇ しっくすっくちううすっ: ′うおけゅぇ 
くはきぇ ょぇ うきぇすっ ゃすけさぇ ゃないきけあくけしす ょぇ くぇこさぇゃうすっ こなさゃけ ゃこっつぇす
かっくうっ; ╉けかおけすけ っ こけ-ゃないさぇしすくぇ ょぇきぇすぇ, すけかおけゃぇ こけ-ゃぇあくけ いぇ 
くっは っ ょぇ ぉなょっ おさぇしうゃぇ; ′うとけ くっ しなしすぇさはゃぇ すぇおぇ, おぇおすけ しすさっ
きっあなす ょぇ きかぇょっって; ╅っくぇすぇ っ くぇえ-ぉかういけ ょけ ゅけかけすぇすぇ, おけゅぇすけ 
っ ょけぉさっ けぉかっつっくぇ; ╉けかおけすけ こけ-いかっ しすけはす くっとぇすぇ こさう っょくぇ 
あっくぇ, すけかおけゃぇ こけ-ょけぉさっ すさはぉゃぇ ょぇ ういゅかっあょぇ すは.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

こぇさそのき. 
〈は っ っょうくしすゃっくぇすぇ あっくぇ ゃ おかぇしぇちうはすぇ くぇ しこ. 〈ぇえきし いぇ 100-すっ くぇえ-ゃかうはすっかくう 

かうつくけしすう くぇ 20-すう ゃっお. 

¨しっき つぇしぇ, こっす ょくう ゃ しっょきうちぇすぇ, ぇ こけくはおけゅぇ う 
ゃ しなぉけすぇ ょけ けぉはょ. ¨す ゃさっきっ くぇ ゃさっきっ う ょけこなか-

くうすっかくう つぇしけゃっ しかっょ 5 ゃっつっさすぇ. 〈けゃぇ きけあっ う ょぇ っ 
くけさきぇかっく さうすなき いぇ くはおけう, ぇ いぇ あうゃっっとうすっ くぇ いぇ-
こぇょ けすょぇゃくぇ っ う くぇつうく う しすっさけすうこ くぇ あうゃけす. ╆ぇ くぇし, 
ぉなかゅぇさうすっ, すけゃぇ ゃしっ けとっ っ すさせょくけしきうかぇっきけ う すっあ-
おけ ぉさっきっ. ╉かうてっすけ “けす 8 ょけ 5” しうかくけ しっ っ くぇしすぇ-
くうかけ ゃ ゅかぇゃうすっ くう, すさせょくけ しっ こさっつせこゃぇきっ う きなつくけ 
しすぇゃぇきっ おさっぇすうゃくう, けとっ こけゃっつっ, おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ ゅなゃおぇゃぇ さぇぉけすくぇ しっょきうちぇ うかう いぇ こけゃっつっ つぇしけゃっ 

さぇぉけすぇ ういゃなく さぇいこうしぇくけすけ こけ すさせょけゃ ょけ-
ゅけゃけさ. ]なきくっくうはすぇ, つっ とっ くう ゃないきっいょはす 
いぇ こけかけあっくうは すさせょ こけょけぉぇゃぇとけ, させてぇす 
う くぇえ-ゃっょさけすけ すさせょけゃけ しないくぇくうっ う しぇ くぇ 
こなす ょぇ けすおぇあぇす う くぇえ-しなゃっしすくうは さぇぉけすくうお 
/くっいぇゃうしうきけ, つっ こけゃっつっすけ さぇぉけすけょぇすっかう ゃ 
╀なかゅぇさうは しぇ おけさっおすくう たけさぇ/.   
′っ いゃせつう こさっおさぇしくけ, くけ すさはぉゃぇ ょぇ しう ゅけ 

こさういくぇっき: こけ けすくけてっくうっ くぇ すけゃぇ おけかおけ 
う おけゅぇ とっ さぇぉけすうき, さけぉせゃぇきっ きぇしけゃけ くぇ 
おかうてっすけ けす しすぇさけすけ ゃさっきっ „すっ しう きうしかはす, 
つっ くう こかぇとぇす, くうっ しう きうしかうき, つっ さぇぉけ-
すうき”. ] くっすなさこっくうっ つぇおぇきっ こけつうゃくうすっ 
ょくう, こっすなお ゃしっ けとっ っ “ょっく くぇ きぇえしすけさぇ” いぇ 
きくけゅけ けす くぇし, “しぇくうすぇさっく こけかせょっく”, “さぇおう-
っくけ  ゃさっきっ”, „ょなかゅぇ そぇし-こぇせいぇ”, さぇぉけすくけ 
きけすぇくっ ぉっい さっぇかくけ しゃなさてっくぇ さぇぉけすぇ. 〈せお 
くっ しっ ぉさけう さっぇかくけ かうこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ 
さぇぉけすぇ, おけはすけ ょぇ せこかなすくはゃぇ おぇつっしすゃっくけ 
さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ. 

¨す 1-ゃう きぇさす すぇいう ゅけょう-
くぇ ゃしっおう, おけえすけ あっかぇっ, 

きけあっ ょぇ しう くぇこさぇゃう しおさうくうくゅ 
いぇ けくおけいぇぉけかはゃぇくっ. 〈けゃぇ とっ 
っ ゃないきけあくけ ょけ おさぇは くぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ. ╆ぇ ちっかすぇ あっかぇっとうすっ 
とっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けぉなさくぇす おなき 
しゃけうすっ かうつくう かっおぇさう, おけうすけ 
ょぇ ゅう せこなすはす おなき しなけすゃっすくう-
すっ おかうくうおう う しこっちうぇかうしすう. 
╁ないきけあくけしすすぇ いぇ すけいう しおさう-

くうくゅ っ こけ しこっつっかっく けとっ こさっい 
2009 ゅ. っゃさけこっえしおう こさけっおす 
こけ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ 
つけゃっておうすっ さっしせさしう”. ‶さけっお-
すなす っ いぇ 19,5 きうかうけくぇ かっゃぇ 
う こさっょゃうあょぇ し すっいう こぇさう ょぇ 
しっ こけおさうはす ぉっいこかぇすくうすっ こさっ-
ゅかっょう いぇ けくおけいぇぉけかはゃぇくうは くぇ 
400 たうかはょう ぉなかゅぇさう, けしくけゃ-
くけ あっくう. ′ぇさうつぇ しっ „]こさう う 
しっ こさっゅかっょぇえ”. ‶けょこうしぇく っ ゃ 
きぇくょぇすぇ くぇ ょ-さ ╄ゃゅっくうえ ╅っ-
かっゃ, きうくうしすなさ くぇ いょさぇゃっけこぇい-
ゃぇくっすけ ゃ すさけえくぇすぇ おけぇかうちうは. 
╃け くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
くぇ こさぇおすうおぇ, けぉぇつっ, こけ こさけ-
っおすぇ っ くはきぇかけ くうおぇおゃけ ょゃう-
あっくうっ. 〈けゃぇ  けぉはゃう ゃ ╉ぇいぇく-
かなお こさっい しっょきうちぇすぇ しぇきうはす 
ょ-さ ╅っかっゃ, ゃっつっ ゃ おぇつっしすゃけ-
すけ しう くぇ ょっこせすぇす けす ╉けぇかう-
ちうは „╆ぇ ╀なかゅぇさうは”. 〈けえ おぇいぇ 
しなとけ, つっ くっょけせきはゃぇ いぇとけ 3 
ゅけょうくう こさぇおすうつっしおう こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ くぇ ╂╄[╀ う さっしけさ-
くけすけ きうくうしすっさしすゃけ くっ こさぇゃはす 

くうとけ こけ こさけっおすぇ いぇ せしゃけは-
ゃぇくっ くぇ すっいう こぇさう ゃ こけかいぇ 
くぇ いょさぇゃっすけ くぇ ぉなかゅぇさうすっ. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ かうこしゃぇとぇすぇ 
こさけそうかぇおすうおぇ う さぇくくぇ ょうぇゅ-
くけしすうおぇ くぇ くぇえ-おけゃぇさくけすけ いぇ 
ゃっおぇ いぇぉけかはゃぇくっ ゃけょはす ょけ 33 
たうかはょう くけゃう しかせつぇは くぇ けくおけ-
いぇぉけかはゃぇくうは ゃ ╀なかゅぇさうは いぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ‶さっい 2011 
ゅ. くけゃけけすおさうすうすっ しかせつぇう くぇ 
さぇお せ くぇし しぇ ぉうかう 34 たうかはょう, 
さっおけさょなす こさう あっくうすっ っ こさっい 
2009-すぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ うきぇ 
くけゃけけすおさうすう 40 たうかはょう しかせ-
つぇは くぇ さぇお こさう あっくうすっ せ くぇし. 
‶け ょぇくくう いぇ 2012 ゅ. けぉとうはす 
ぉさけえ くぇ ぉけかくうすっ けす さぇお せ くぇし 
っ くぇょ 325 たうかはょう ょせてう.  
╂けょうてくけ きっあょせ 15 う 20 たう-

かはょう ゃ しすさぇくぇすぇ せきうさぇす けす 
さぇお うかう, おぇいぇくけ うくぇつっ, うい-
つっいゃぇ こけ っょうく しさっょくけ ゅけかはき 
ゅさぇょ. ╁なこさっおう すっいう, こけゃっつっ 
けす しすさはしおぇとう, ょぇくくう, ょけ きけ-
きっくすぇ くうすけ っょうく ぉなかゅぇさうく 
くっ っ こさっゅかっょぇく こけ こさけっおすぇ, 
おぇいぇ けとっ ょ-さ ╄ゃゅっくうえ ╅っ-
かっゃ, しこけさっょ おけゅけすけ すけゃぇ っ 
ういさぇい くぇ „ういおかのつうすっかくぇすぇ 
せこさぇゃかっくしおぇ くっきけと くぇ しっ-
ゅぇてくうすっ せこさぇゃかはゃぇとう, こさけ-
こせしくぇかう ょぇ たゃぇくぇす ゃ くぇつぇ-
かっく しすぇょうえ くぇ ぉけかっしすすぇ くぇょ 
300 000 ぉなかゅぇさう”. 

┿おけ ¨ぉっょうくっくうっすけ くぇ そうさきうすっ, ういゃなさてゃぇとう 
ぇゃすけぉせしくう こさっゃけいう 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 う ういゃなく くっは, くぇきぇかう くぇこけかけゃう-
くぇ ちっくうすっ くぇ ぉうかっすうすっ いぇ こなすせゃぇとうすっ, ¨ぉとうくぇすぇ 
きけあっ ょぇ くぇきっさう う ゃぇさうぇくす いぇ ょけそうくぇくしうさぇくっ くぇ 
すさぇくしこけさすぇ いぇ こっくしうけくっさう う せつっくうちう. 
 〈けゃぇ いぇはゃう ゃ こさぇゃ すっおしす こけ ゃさっきっ 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 ゃ ╉ぇいぇくかなお 
おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 〈は おぇいぇ 
すけゃぇ ゃ けすゅけゃけさ くぇ さぇいきっくっくう さっこかうおう う うしおぇくっ 
けす ぉうゃてうは おきっす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ いぇ こけょこけきぇゅぇくっ 
し 330 たうか. かっゃぇ くぇ ¨ぉっょうくっくうっすけ くぇ こさっゃけいゃぇ-
つうすっ し ちっか こけっゃすうくはゃぇくっ し 50% くぇ ぉうかっすうすっ いぇ 
こなすせゃぇくっ くぇ せつっくうちう う こっくしうけくっさう. 

┿ゃすけさうすっすくぇ ゅさせこぇ, くぇつっかけ し ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う ういこなかくうすっかくうは ょう-

さっおすけさ くぇ すなさゅけゃしおけすけ ょさせあっしすゃけ „┿さしっくぇか 2000” 》さうしすけ 
╇ぉせてっゃ, いぇきうくぇゃぇす ょくっし いぇ ┿ぉせ ╃ぇぉう - ¨ぉっょうくっくう ぇさぇぉしおう 
っきうさしすゃぇ. 〈っ しぇ くぇつっかけ くぇ ょっかっゅぇちうは, おけはすけ せつぇしすゃぇ ゃ っょくけ 
けす くぇえ-ゅけかっきうすっ う くぇえ-ぇゃすけさうすっすくう しゃっすけゃくう ういかけあっくうは くぇ 
しこっちこさけょせおちうは IDEX 2013. 
〉つぇしすうっすけ いぇ ゃしはおぇ そうさきぇ くぇ すけいう  こさっしすうあっく しゃっすけゃっく 

40 - ぁ╅』《╇╅【╅ 『╅╆《【〉╅
』╊╉〈¨を╅ ╊ ╉╊〈《╉╊? 

そけさせき っ こけゃっつっ けす しなぉう-
すうっ, すなえ おぇすけ くぇ くっゅけ しさっとぇ 
しう ょぇゃぇす くぇえ-ょけぉさうすっ しさっょ 
くぇえ-ょけぉさうすっ ゃ しゃっすぇ くぇ けす-
ぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは.  
¨つぇおゃぇくうはすぇ くぇ さなおけゃけょ-

しすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” けす IDEX 
2013 しぇ けこすうきうしすうつくう, くっ 
しぇきけ こけさぇょう ょけぉさけすけ うきっ 
う すさぇょうちうう, おけうすけ きぇさおぇすぇ 
„┿さしっくぇか” うきぇ う っ けしすぇゃうかぇ 
ゃ ┿さぇぉしおうは しゃはす.  
‶さけょせおちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 

う くぇえ-くけゃうすっ さぇいさぇぉけすおう 
くぇ そうさきぇすぇ とっ ぉなょぇす ょっ-
きけくしすさうさぇくう ゃ こさけょなかあっ-
くうっ くぇ 5 ょくう くぇ ょゃぇ とぇくょぇ. 
‶け すさぇょうちうは, ういかけあっくうは けす 
さぇくゅぇ くぇ IDEX しぇ ゃうょ ぉけさ-
しぇ, ぇ こけしっすうすっかうすっ しぇ ゃうしてう 
こさっょしすぇゃうすっかう ゃ しそっさぇすぇ くぇ 
ゃけっくくぇすぇ  うくょせしすさうは くぇ こさぇ-
ゃうすっかしすゃぇ う ゅけかっきう しゃっすけゃ-
くう きぇさおう. 

╆けしかてけてか - せあたそしそうけせあ, おそなけせあせつけちあすか くあ たかせつけそせかちけ け とねかせけぬけ?
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〈うこうつくけ いぇ そうさきぇすぇ-しっきっえ-
しすゃけ - „┿さしっくぇか”, ╃うきう-

すさけゃ すさなゅくぇか おなき くぇつぇかしすゃけすけ 
くぇ ちったぇ くぇ こさうくちうこぇ ”けすょけかせ-
くぇゅけさっ”. ‶なさゃうすっ ゅけょうくう ぉうか 
くぇしすさけえつうお くぇ きぇてうくう いぇ おけく-
すさけか くぇ さぇいきっさうすっ くぇ こぇすさけくぇ. 
╉ぇすけ ういこっつっく おぇょなさ くぇ すったくう-
おせきぇ, おなょっすけ しっ ゃかういぇかけ しかっょ 
すっあおう ういこうすう こけ ぉなかゅぇさしおう う 
きぇすっきぇすうおぇ う おなょっすけ けぉせつぇ-

ゃぇかう すったくうちうすっ しすさけゅけ う „あっ-
かはいくけ”, ╃うきうすさけゃ っ いぇぉっかはいぇく 
ぉなさいけ. 〈ぇおぇ しすぇゃぇ くぇつぇかくうお 
しきはくぇ. ]きはくぇすぇ けぉぇつっ ぉうかぇ くっ 
おぇおゃぇ ょぇ っ, くぇょ 200 ょせてう ぉうかう 
こけょつうくっくうすっ くぇ ╃うきうすさけゃ ゃ 
っょくけ こさけういゃけょしすゃけ, おけっすけ すけえ 
けこさっょっかは おぇすけ しかけあくけ, いぇとけすけ 
っ しゃなさいぇくけ し さぇいくけさけょくう しこっ-

ちうぇかくけしすう – たうきうは, きったぇくうおぇ, 
っかっおすさけすったくうおぇ, きっすぇかせさゅうは. 
╆ぇ ゃしうつおけ すけゃぇ すったくうおせきなす 
ょぇか くぇ ╃うきうすさけゃ けすかうつくぇ こけょ-
ゅけすけゃおぇ, おけはすけ きせ „しゃなさてうかぇ 
さぇぉけすぇ” いぇ ちはか あうゃけす. „‶さけうい-
ゃっあょぇたきっ いょさぇゃけ くぇ すさう しきっ-
くう.”, くっ いぇぉさぇゃは ゃっすっさぇくなす. 
╆ぇすけゃぇ ゃなすさってくけ しっ ぉせくすせゃぇ, 
おぇすけ つせゃぇ ょくっし, つっ こさっい しけちうぇ-
かういきぇ くっ しっ さぇぉけすっかけ...

╄あっょくっゃくけ „┿さしっくぇか” 
ぉなかゃぇか こけかけゃうく きうかうけく 

こぇすさけくぇ     

‶さう すけゃぇ - ゅけょくう! „]すうゅぇかう 
しきっ ょぇあっ ょけ 550 たうかはょう ぉさけは.”, 
くっ いぇぉさぇゃは  くぇつぇかくうおなす くぇ 
ちったぇ, おけえすけ けすさうつぇ ゃしはおぇおゃう 
きうしかけゃくう とぇきこう, おけうすけ くぇかぇ-
ゅぇす きくっくうっすけ, つっ きぇしけゃけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ っ こさけしすけ. „┿い くっ いくぇは 
ょさせゅ ゃうょ こさけういゃけょしすゃけ, おけっすけ 
ょぇ うきぇ すぇおうゃぇ きぇとぇぉう おぇすけ おけ-
かうつっしすゃけ. ′うすけ ぉけくぉけくう, くうすけ 
おけこつっすぇ, くうすけ ゅゃけいょっう きけゅぇす ょぇ 
しすうゅくぇす すぇおうゃぇ ぉさけえおう いぇ っょうく 
ょっく.”, おぇすっゅけさうつっく っ ╃うきうすさけゃ, 
おけえすけ けぉはしくはゃぇ くぇ くっしゃっょせとう-
すっ, つっ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ っょうく 
こぇすさけく きうくぇゃぇ こさっい 400 けこっ-
さぇちうう, ぇ しぇきけ いぇ ゅうかいぇすぇ ぉうかう 
くせあくう 200 けこっさぇちうけくくう おぇさ-

すう. ╉ぇすけ ょけぉぇゃうき しすさけゅうは  
おけくすさけか くぇ おぇつっしすゃけすけ ゃなゃ 
ゃけっくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ う 
あっしすけおうすっ せしかけゃうは くぇ うい-
こうすぇくうは くぇ こぇさすけくうすっ こさう 
ぇきこかうすせょぇ くぇ すっきこっすせさぇすぇ 
けす  -50 ょけ + 50 ゅさぇょせしぇ こけ 
『っかいうえ, „こさけしすけすけ” しっさうえ-
くけ こさけういゃけょしすゃけ, しっ けつっさ-
すぇゃぇ おぇすけ „こさけしすけ” しぇきけ くぇ 
ょせきう. 〈っいう ういこうすぇくうは いぇ 

╃うきうすさけゃ う ょけ ょくっし しう けし-
すぇゃぇす „こさけしすけ” ”しすさぇてくう!”. 
╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ っ くぇ-

つっかけ くぇ ちったぇ 12 ゅけょうくう 
– ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ しう.               
′ぇえ-はさおうはす きせ しこけきっく けす 
すけゅぇゃぇ, ゃ かうつっく こかぇく, っ 
„ゃうしっくっすけ” ょけ おなしくけ ゃっつっさ 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ くぇ 31-ゃう ょっ-

おっきゃさう. „′っ こけきくは ょぇ しなき 
しっ こさうぉさぇか しさっとせ ′けゃぇ 
ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ けす 8-9 
つぇしぇ ゃっつっさすぇ.”, おぇいゃぇ ╃う-
きうすさけゃ, こさうこけきくはえおう いぇ-
こっつぇすゃぇくっすけ くぇ ちったけゃっすっ ゃ 
おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ. 〈せお すけえ 
しう こさうこけきくは ういおぇいゃぇくっすけ 
くぇ おけかっゅぇ – かっゅっくょぇさくうはす 
くぇつぇかくうお ちった けす ╆ぇゃけょ 6, 
╃けぉさう ╉ぇうてっゃ, おけえすけ くぇ 
けこっさぇすうゃおぇ こさう ょうさっおすけ-
さぇ  ╉させき 》さうしすけゃ おぇいぇか: 
„╃さ. 》さうしすけゃ, けすおぇおすけ しなき 
くぇつぇかくうお, ゃっつっさはき しすせ-
ょっくぇ きぇくょあぇ う かはゅぇき こさう 
いぇしこぇかぇ あっくぇ...”. „╇ すけゃぇ 
くっ っ てっゅぇ”, せすけつくはゃぇ ょくっし 
╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ, おけえすけ 
しう しこけきくは, つっ せゃかっつっく ゃ 
さぇぉけすぇすぇ, すさう こなすう こさっい 
ゅけょうくうすっ しう いぇぉさぇゃはか おけ-
かぇすぇ こさっょ „┿さしっくぇか”, すぇ 
しっ くぇかぇゅぇかけ けす おなとう ょぇ しっ 
ゃさなとぇ こけ くけとうすっ ょぇ は こさう-
ぉうさぇ. 

[けすけさくうすっ かうくうう けす 
1981-ゃぇ ょぇかう くけゃ しすぇさす 

くぇ くぇょこさっゃぇさぇすぇ

‶さけういゃけょうすっかくけしすすぇ くぇ 
すさせょぇ „ょさなこくぇかぇ” けとっ 
こけゃっつっ し せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 

ぇゃすけきぇすうつくうすっ さけすけさくう かう-
くうう – ┿[╊, おけゅぇすけ ╃うきうすさけゃ 
しすぇゃぇ くぇつぇかくうお ちった „くぇ ゅけかぇ 
こかけとぇょおぇ”. ]ぇきけ いぇ くはおけかおけ 
きっしっちぇ けぉっおすなす しっ けぉけさせょ-
ゃぇ し くぇえ-きけょっさくうすっ すけゅぇゃぇ 
しなゃっすしおう こぇすさけくくう きぇてうくう, 
うょゃぇす させしおう しこっちうぇかうしすう 
ょぇ けぉせつぇゃぇす くぇてうすっ, くぇいくぇ-
つぇゃぇす しっ いぇ „けすさうちぇすっかくけ” 
ゃさっきっ くぇょ 400 さぇぉけすくうちう う 

いぇ くはおけかおけ きっしっちぇ しっ ょけし-
すうゅぇ こさけっおすくぇすぇ きけとくけしす, 
くぇょきうくぇすぇ こけ こけおぇいぇすっかう 
しかっょ っょくぇ ゅけょうくぇ /”すうこうつくけ 
こけ ぉなかゅぇさしおう”, しこけさっょ ╃う-
きうすさけゃ/, おけっすけ けぉぇつっ おけしすゃぇ 
しかっょゃぇとう ゅけかっきう こさけぉかっきう 
し こけょょさなあおぇすぇ くぇ けぉけさせょゃぇ-
くっすけ.
‶さけういゃけょしすゃけすけ くぇ こさぇおすう-

おぇ いぇっきぇ ちっかうは こさけそっしうけくぇ-
かっく こなす くぇ ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ, 
くけ すけえ っ うきぇか う ぇくゅぇあうきっくすう 
けすくけしくけ こさけういゃけょしすゃけすけ おぇすけ 
すっけさうは. 〈ぇおなゃ うきっくくけ ぇくゅぇ-
あうきっくす うきぇか すけえ おぇすけ おぇこう-
すぇく くぇ ぇさしっくぇかしおうは おけきぉう-
くぇすしおう けすぉけさ いぇ ゃうおすけさうくぇすぇ 
„╇おけくけきうおぇ う けさゅぇくういぇちうは 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ”. ‶なさゃけ 
ぉうか しぇきけ こさっょしすぇゃうすっか くぇ 
╆ぇゃけょ 2, くけ しかっょ くはおけかおけ 
ゃなすさってくう ゃうおすけさうくう しっ けつ-
っさすぇか おぇすけ すうすせかはさ-おぇこうすぇく, 
こさう すけゃぇ – くぇ けすぉけさ くぇ うおけ-
くけきうしすう! ╋ぇさうは ╋せすぇそけゃぇ, 
╄かっくぇ 《うかうこけゃぇ う ╇ゃぇくおぇ 
╉さぇゃぇっゃぇ いぇとうすぇゃぇかう ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ こさけういゃけょしすゃっくけ-
うおけくけきうつっしおぇ つっしす くぇえ-くぇ-
こさっょ ゃ いぇゃけょぇ, こけしかっ – おぇすけ 
こなさゃっくちう ゃ ゅさぇょしおうは う けお-
さなあっく おけくおせさし, しかっょ おけっすけ 
かけゅうつくけ けすうゃぇす くぇ そうくぇかうすっ 
ゃ ╀かぇゅけっゃゅさぇょ, おなょっすけ しっ ぉけ-
さはす し けすぉけさうすっ くぇ けおさないうすっ 
【せきっく, ‶かっゃっく, ‶っさくうお う 
ょけきぇおうくうすっ けす ╀かぇゅけっゃゅさぇょ. 
〈せお ぇさしっくぇかちう ょけてかう し こけょ-
おさっこかっくうっ けす 100 ょせてう おけ-
かっゅう, ういきうくぇかう くぇょ 300 おき 
し ぇゃすけぉせし, いぇ ょぇ こけょょなさあぇす 
けすぉけさぇ くぇ ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ. 
╁なゃ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ こけょけぉ-
くう こさけはゃう ういこなかゃぇす しなさちぇすぇ 
くぇ さぇぉけすくうちうすっ, ぇさしっくぇかちう 
うしすうくしおう しっ ょけおぇつうかう けす いぇ-
ょぇゃぇとぇすぇ しっ きぇくうこせかぇちうは ゃ 
しなしすっいぇくうっすけ: こさっょしっょぇすっ-
かはす くぇ あせさうすけ – こさけそっしけさ けす 
╁╇╇ „╉ぇさか ╋ぇさおし”, さけょけき けす 
‶っさくうお, ぇたぇ-ぇたぇ ょぇ こさけおぇ-
さぇ こなさゃけすけ きはしすけ いぇ しゃけうすっ 
しなゅさぇあょぇくう. ┿さしっくぇかしおぇすぇ 
ぇゅうすおぇ けぉぇつっ しっ くぇきっしうかぇ 
きけとくけ, こさうゃかはおかぇ そっくけゃっ う 
けす ょさせゅうすっ けすぉけさう う ‶っさくうお 
ぉうか っかうきうくうさぇく おぇすけ „こなさ-
ゃっくっち くぇゅけすけゃけ”.

┿さしっくぇかしおうはす けすぉけさ 
こっつっかう くぇちうけくぇかくぇすぇ 

ゃうおすけさうくぇ!

 ]かっょゃぇ くぇゅさぇょぇ - っおしおせさ-

いうは ゃ つせあぉうくぇ. [なおけゃけょしすゃけ-
すけ っ ゅけさょけ けす こけしすうあっくうっ-
すけ. ‶けしすうあっくうはすぇ くぇ ╋ぇくぬけ 
╃うきうすさけゃ けぉぇつっ くっ しこうさぇす 
ょけ すせお. ╁ ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ 
くはきぇ おぇお ょぇ くっ しう ゃなゃかっつっく 
ゃ けぉとっしすゃっくぇすぇ ょっえくけしす, すけえ 
こさっちっくはゃぇ, つっ ゃなこさっおう ゅけ-
かっきうすっ しう ぇくゅぇあうきっくすう こけ 
すぇは かうくうは, っょゃぇ かう っ いぇゅせぉうか 
こけゃっつっ けす 2-3 % けす ゃさっきっすけ 

しう いぇ ょっえくけしすう ういゃなく こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ, いぇとけすけ: ”〈けゅぇゃぇ 
しっ さぇぉけすってっ いょさぇゃけ!”. ¨ぉ-
とっしすゃっくぇすぇ さぇぉけすぇ, けす ょくって-
くぇ ゅかっょくぇ すけつおぇ, くぇつぇかくうおなす 
けす こぇすさけくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ 
けこさっょっかは おぇすけ „しゃけっぉさぇいくぇ 
さっおかぇきぇ いぇ こさっょこさうはすうっすけ”. 
〈ぇおなゃ ゃうょ さっおかぇきぇ いぇ „┿さ-

しっくぇか” ぉうか う そせすぉけかくうはす 
けすぉけさ „〈けさこっょけ”, おなき つううすけ 
せしこったう  ╃うきうすさけゃ しなとけ うきぇ 
こさうくけし. ] そせすぉけかぇ, おぇおすけ う 
し ょっしっすおうすっ ょさせゅう たせょけあっしす-
ゃっくう, しこけさすくう う ゃしはおぇおゃう 
そけさきぇちうう, うきっすけ くぇ おぇいぇく-
かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ すっあぇかけ 
くぇゃしはおなょっ せ くぇし う いぇ くっは しっ 
つせゃぇかけ, ゃなこさっおう しっおさっすくうは 
たぇさぇおすっさ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
おけえすけ くぇゃさっきっすけ くっ こけいゃけ-
かはゃぇか きくけゅけ-きくけゅけ こさうおぇいおう 
くぇしぇき-くぇすぇき. „╇きっすけ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ „┿さしっくぇか” ゃしはゃぇてっ さっし-
こっおす う せゃぇあっくうっ.”, しこけきくは しう 
╃うきうすさけゃ. „╁ ょくってくけ ゃさっきっ 
すけいう ゃうょ さっおかぇきぇ っ こけつすう けす-
さっつっくぇ, ぇ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ しっ 

ょぇゃぇす くっゃっさけはすくう しせきう いぇ さっ-
おかぇきぇ つさっい きっょううすっ.”,  つせょう 
しっ ゃっすっさぇくなす - くぇつぇかくうおなす くぇ 
ちったぇ いぇ こぇすさけくう. 

] „〈けさこっょけ” ╋ぇくつけ さうすぇ
う くぇ „╁ぇしうか ╊っゃしおう”

┿さしっくぇかしおうはす そせすぉけかっく けす-
ぉけさ こけ すけゃぇ ゃさっきっ いぇゃけのゃぇ 
くはおけかおけ すうすかう – ぉうか けおさなあっく 
さぇぉけすくうつっしおう こなさゃっくっち う 
こなさゃっくっち ゃ [っこせぉかうおぇくしおぇすぇ 
さぇぉけすくうつっしおぇ しこぇさすぇおうぇょぇ, 
つうえすけ うきっくくけ そうくぇか しっ うゅ-
さぇか くぇ しすけかうつくうは くぇちうけくぇ-
かっく しすぇょうけく „╁ぇしうか ╊っゃしおう”. 
′ぇ ╋ぇくつけ ╃うきうすさけゃ くぇ きかぇょう 
ゅけょうくう そせすぉけかなす きくけゅけ きせ 

ゃなさゃう, くけ ゃなさゃはす う ょさせゅうすっ 
くっとぇ けす あうゃけすぇ.]さっとうすっ し 
つってうすう, きぇえすぇこうすっ, こさっゃなさ-
くぇかう しっ ょくっし ゃ すけこかう しこけ-
きっくう, しぇ ゃしっ くっとぇ, いぇさぇょう 
おけうすけ たけさぇすぇ けす けくぇゃぇ ゃさっ-
きっ とっょさけ けすょっかはす けす ゃさっきっ-
すけ しう, いぇ くっとけ こけ-さぇいかうつくけ 
けす すさせょけゃけすけ っあっょくっゃうっ. ¨す 
すけゃぇ けしすぇゃぇす う ょっしっすおう ぇさ-
しっくぇかしおう かっゅっくょう, さけょっくう けす 

くっつうは そさぇいぇ, こけゃすぇさはくぇ おぇすけ 
ゃなすさってくけいぇゃけょしおう そけかおかけさ 
ょっしっすおう たうかはょう こなすう, すぇ – 
ょけ ょくっし. ‶ぇお こけ すけゃぇ ゃさっきっ 
ゃしはおぇ ゃっつっさ ょっちぇすぇ けす ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ ゃしっおう 
ょっく しっ ういゃけいゃぇす けさゅぇくういうさぇ-
くけ し ぇゃすけぉせし. ‶けくっあっ, おぇすけ 
そせすぉけかうしす, ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ  
こなすせゃぇ こけ きぇつけゃっ うい ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ しなし しなとうは ぇゃすけぉせし くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ, すけえ くぇせつぇ-
ゃぇ „けす こなさゃぇ さなおぇ”  -  つさっい 
てけそぬけさぇ くぇ ゃけいうかけすけ,  ╀ぇえ 
╇ゃぇく, いぇ こさけしかけゃせすうすっ いぇおぇつ-
おう くぇ „かっゅっくょぇさくうは” ╊のぉつけ, 
おけゅけすけ けさなあっえくうちうすっ こけいくぇ-
ゃぇかう けす いうきくうすっ きせ さぇいたけょ-
おう こけおさぇえ いぇゃけょぇ, くぇ こなす いぇ 
〈せくょあぇ, おなょっすけ しっ おなこっか ゅけか 
ゃ しすせょっくうすっ ゃけょう. 〈ぇ, うきっく-
くけ ╊のぉつけ っ ゅかぇゃくうはす ゅっさけえ 
ゃ ゅさぇょしおうは ゃうち: くぇ ゃなこさけしぇ 
おぇおゃけ しっ こさけういゃっあょぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか”, ╊のぉつけ けすゅけゃぇさは: „′っ 
いくぇき おぇおゃけ しっ こさけういゃっあょぇ 
ゃ „┿さしっくぇか”, くけ ゃしはおぇ ゃっつっさ 
ういおぇさゃぇす けす こけさすぇかぇ  こなかっく 

ぇゃすけぉせし し ょっちぇ”.

╃せたけゃぇすぇ きせいうおぇ っ
ょさせゅぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ 

しすさぇしす くぇ ╋ぇくつけ

╃せたけゃうはす けさおっしすなさ しっ しそけさ-
きうさぇ ゃ „┿さしっくぇか” こさっい 1970 
-1971- ゃぇ. 〈けゅぇゃぇ すぇき しっ 
しなぉうさぇす ゃしうつおう, おけうすけ しぇ 
しゃうさうかう おぇすけ せつっくうちう うかう 
ういけぉとけ くはおけゅぇ くぇ ょせたけゃう うく-
しすさせきっくすう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

„╁ „┿さしっくぇか” しぇ さぇぉけすうかう きくけゅけ こけ-いぇしかせあうかう けす きっく しこっちうぇかうしすう う さなおけゃけょうすっかう - ゃっすっさぇくう, くけ おぇすけ しう しこけきくは きけはすぇ ゃしっしすさぇくくぇ 
ぇくゅぇあうさぇくけしす, けしゃっく し こさけういゃけょしすゃけすけ, し すけかおけゃぇ ょさせゅう くっとぇ, しゃなさいぇくう し けぉとっしすゃっくぇすぇ さぇぉけすぇ, はゃくけ しなき ぉうか くぇ くうゃけ.”, てっゅせゃぇ しっ しなし 
しっぉっ しう ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ, こけいくぇす おぇすけ くぇつぇかくうお ちった けす ╆ぇゃけょ 2, おなょっすけ っ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こぇすさけくう. 
╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ っ こけゃっつっ けす すうこうつっく ぇさしっくぇかっち - うょゃぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ おぇいぇさきぇすぇ, おけはすけ けすぉうか ゃ っかうすくけすけ こかっゃっくしおけ 

【╆¨. ╄かうすくうはす おぇいぇくかなておう きったぇくけすったくうおせき, おけえすけ ゃ ゅけょうくうすっ くぇ うくょせしすさうぇかういぇちうはすぇ ぉうか あっかぇくけ せつうかうとっ いぇ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, いぇっょくけ 
し すったくうおせきうすっ ゃ ]けそうは う [せしっ, しなとけ っ ゃ ぉうけゅさぇそうはすぇ くぇ くぇつぇかくうおぇ くぇ ちったぇ, こさっおぇさぇか ゃ ╆ぇゃけょ 2 ちっかうは しう すさせょけゃ しすぇあ, つうえすけ こなさゃう 
ょっく – 1-ゃう けおすけきゃさう 1963-すぇ, ╃うきうすさけゃ こけきくう ょけ ょくっし. ′っゅけ こなお, しうゅせさくけ こけゃっつっすけ ぇさしっくぇかちう ゅけ こけきくはす, けしゃっく し っくすせしうぇいきぇ こけ せしゃけ-
はゃぇくっすけ くぇ さけすけさくうすっ きぇてうくう, けとっ う し せしこったうすっ くぇ そせすぉけかくうは けすぉけさ „〈けさこっょけ” う し そかうゅけさくぇすぇ けす ょせたけゃぇすぇ きせいうおぇ, し おけはすけ „┿さしっくぇか” 
すぇおぇ しっ ゅけさょっっ, つっ ゃうくぇゅう は しかぇゅぇ くぇつっかけ くぇ おけかけくぇすぇ いぇ きぇくうそっしすぇちうう う ゃ こなさゃうすっ さっょうちう くぇ こけしさっとぇつうすっ くぇ けそうちうぇかくう ょっかっゅぇちうう.
╄おしこっさうきっくすなす くぇ おなしくうは しけちうぇかういなき – 〉おぇい 5, っ ょさせゅぇすぇ ゃういうすおぇ くぇ ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ, おけゅけすけ ょうさっおすけさうすっ さぇいゃっあょぇかう うい ]けそうは う 

おなょっ かう くっ, いぇ ょぇ こさっこけょぇゃぇ ゃけょっとうは ぇさしっくぇかしおう けこうす こけ そけさきうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ おぇすけ „さっいせかすぇすうゃくぇ ゃっかうつうくぇ”, おけっすけ 
ぉってっ っょくぇ けす こけしかっょくうすっ こぇさすうえくう こけゃっかう くぇ ゃさっきっすけ けすこさっょう 1989-すぇ. ‶けゃっかは, ぉせおゃぇかくけ くぇこなかくうかぇ ょあけぉけゃっすっ くぇ こさけういゃけょうすっかうすっ 
くぇ こぇすさけくう, さなおけゃけょっくう けす ╃うきうすさけゃ.

』しかおうあ たちそおひしきかせけか う
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せあ „【ちけいとせあ ╅ちつかせあし“

〈は うきぇ ゃしうつおう „うしすけさう-
つっしおう” けしくけゃぇくうは ょぇ っ 

う つぇしす けす さっょうちぇすぇ くぇ „╁っ-
すっさぇくうすっ”, すなえ おぇすけ っょくぇ 
しなとっしすゃっくぇ つぇしす けす あうゃけすぇ 
え こさっきうくぇゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”.  
]かっょ おさぇすなお しすぇあ ゃ すけゅぇ-
ゃぇてくうは いぇゃけょ „╂っけさゅう ╉うさ-
おけゃ“ いぇこけつゃぇ ゃ „┿さしっくぇか“, ゃ 
こさせあうくくうは ちった くぇ  すけゅぇゃぇて-
くうは いぇゃけょ 7 う けしすぇゃぇ すぇき ょけ 
しさっょぇすぇ くぇ 70-すっ ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ こけっきぇ とぇそっすぇすぇ ゃ 
おぇいぇくかなておけすけ つうすぇかうとっ 
けす ╅けさけ ′うおけかけゃ. 『はかぇすぇ 
え  さけょぇ しなとけ っ ぇさしっくぇかしおぇ, 
くぇつっかけ しなし しゃっおなさぇ え - ╃う-
きうすなさ 〈のそっおつうえしおう, おけえ-
すけ っ しさっょ けしくけゃぇすっかうすっ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 
2, さぇくけ けすうてかうはす しう くっうく 

しなこさせゅ ╋うたぇうか 〈のそっおつうえ-
しおう - ぉうゃて くぇつぇかくうお くぇ ちった 
120 ゃ いぇゃけょ 2, きぇえおぇ え - ╉ぇすは 
‶ぇしおぇかっゃぇ ょなかゅう ゅけょうくう さぇ-
ぉけすう ゃ いぇゃけょ 2 くぇ „┿さしっくぇか”, 
ぇ ぉぇとぇ え - ╂っけさゅう ‶ぇしおぇかっゃ, 
っ こうしぇさ ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは こけ 
ゃさっきっすけ くぇ ゅっくっさぇか ╁なかおけゃ.  
]ゃなさいぇかう おさなゃくけ ょっしっすう-

かっすうは くぇさっょ あうゃけすぇ しう し 
„┿さしっくぇか” しぇ う けしすぇくぇかうすっ え 
くぇえ-ぉかういおう すせお: しっしすさぇ え ╃う-
きうすさうくぇ [ぇたきぇくかうっゃぇ さぇぉけすう 
ょなかゅう ゅけょうくう ゃ ╇╋╋ う いっす え, 
こっくしうけくうさぇく おぇすけ しすさせゅぇさ わ1 
ゃ いぇゃけょ 5 - ╇ゃぇく [ぇたきぇくかうっゃ. 
]かっょ すけかおけゃぇ いぇぉっかっあうすっか-

くう ゃさないおう, けしすぇゃうかう ょうさは ゃ 
うしすけさうはすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ, っ くはきぇかけ おぇお 
すぇかぇくすかうゃぇすぇ う さけょっくぇ いぇ 
しちっくぇすぇ ╂なかなぉうくぇ ょぇ くっ きうくっ 
こさっい ておけかぇすぇ „┿さしっくぇか”. 〈せお  
すは こさっおぇさゃぇ しなとっしすゃっくぇ つぇしす 
けす きかぇょけしすすぇ しう, し こけゃっつっ けす 
おさぇしうゃう しこけきっくう. ╆ぇ ゃさっきっすけ 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う しちっくうつくう-
すっ しう ういはゃう すぇき こけ そっしすうゃぇかう 
う しなぉけさう ╂なかなぉうくぇ さぇいおぇいゃぇ  
こさっい しなかいう. ╀うかけ っ たせぉぇゃけ 
ゃさっきっ, さけきぇくすうつくけ, し ゃない-
きけあくけしす つけゃっお ょぇ ょぇょっ ゃけかは 
う しうかぇ くぇ きっつすうすっ う こけさうゃう-
すっ しう, ょぇ けすこせてう すぇかぇくすうすっ 
しう. ]すぇょうけくなす くぇ そうさきぇすぇ しっ 

こなかくっか けす くぇさけょ, おけゅぇすけ いぇ-
こけつゃぇかう いぇゃけょしおうすっ そっしすう-
ゃぇかう. 

╆ぇ しちっくぇすぇ は けすおさうゃぇ こけ-
おけえくうはす ╅けさけ ′うおけかけゃ 

ゃ けくぇいう ょぇかっつくぇ う いぇぉさぇゃっ-
くぇ 1956 ゅけょうくぇ. ╂かっょぇ は けとっ 
おぇすけ せつっくうつおぇ ゃ 10-すう おかぇし  ゃ 
さけかはすぇ  くぇ しゃっおなさゃぇすぇ ゃ „]くぇ-
たぇ” こけ ╂っけさゅう ╉ぇさぇしかぇゃけゃ.
╁なこさっおう こさっあうゃっくうすっ しすけ-

すうちう つせあょう あうゃけすう くぇ しちっくぇ-
すぇ, 』せょけすけ ╅うゃけす こさけょなかあぇ-
ゃぇ ょぇ は けつぇさけゃぇ う ういくっくぇょゃぇ 
し けぉさぇすぇ くぇ つけゃっておうすっ けすくけ-
てっくうは う しなょぉう. 
╇ くっ しこうさぇ ょぇ きっつすぇっ う ょぇ 

おけさう こかぇくけゃっ. ] ╂なかなぉうくぇ しっ 
しさっとぇきっ ゃ すさせょくけ ゃさっきっ: うい-
ゅせぉっくう くはおなょっ きっあょせ ぇおすせぇか-
くぇすぇ いかけぉぇ くぇ ょっくは, こけてかけしす-
すぇ う ぉっょくけすうはすぇ くぇ いうきぇすぇ 
くう, ゃ くぇゃっつっさうっすけ こけ こけょゅけ-
すけゃおぇすぇ いぇ くっえくぇすぇ こけさっょくぇ 
„╀ぇくうちぇ”.  
¨すすぇき う いぇこけつゃぇきっ: 

- ]かっょ すけかおけゃぇ すゃけさつっしおう 
„╀ぇくうちう“ おけは すう っ ぉうかぇ 
くぇえ-しかぇょおぇすぇ  ゃ あうすっえしおう 
こかぇく? 
- 〈ぇいう, おけはすけ こさうゅけすゃはてっ 

きけはすぇ きぇえおぇ. ′ぇ きっく こさぇゃっ-
てっ しかぇょおぇ ぉぇくうちぇ, くぇ しっしすさぇ 
きう - しけかっくぇ. ╋ぇきぇ こさぇゃってっ 

ぉぇくうちう こけ ゃしはおぇおなゃ こけゃけょ. 
┿ おけかおけすけ ょけ すゃけさつっしおうすっ きう 
„ぉぇくうちう“, こさう きっく うょゃぇたぇ すぇ-
おうゃぇ かうつくけしすう, すぇおうゃぇ うきっくぇ, 
し おけうすけ しっ ゅけさょっは. ╇きぇかぇ しなき 
ゅけしすう, おけうすけ, おぇすけ ゅけゃけさったぇ, 
きせたぇ ょぇ ぉさなきくっ, つせゃぇてっ しっ. 
] すぇおけゃぇ ゃくうきぇくうっ たけさぇすぇ ゅう 
しかせてぇたぇ. ┿い しう けぉうつぇき  ゃしうつ-
おうすっ „ぉぇくうちう” う ゃしうつおうすっ しう 
ゅけしすう. ′け うきぇ きけきっくすう, ゃ おけう-
すけ くはおぇお くっ きけあっき ょぇ くぇょ-
きけゅくっき っゅけ, いぇゃうしす, そぇおすぇ, つっ 
くはおけえ ょさせゅ しっ ういはゃはゃぇ う ょぇ ゅけ 
こけょおさっこうき. ′はきぇ ょぇ ゅけゃけさは  し 
うきっくぇ, くけ しなき うきぇかぇ すぇおうゃぇ 
しかせつぇう う し きけう ゅけしすう. ╁うあょぇて 
- たせぉぇゃ, つうすぇゃ つけゃっお, し こけすっ-
おかけ, し さけょ う ぉかういおう, けしすぇゃうかう 
すさぇえくぇ しかっょぇ, おぇくうて くっゅけゃう 
しなさぇすくうちう, こさうはすっかう, おけかっゅう, 
すはた ゅう くはきぇ. ′っ うょゃぇす.  ╇くぇ-
つっ ょぇ すう おぇあぇ, „╀ぇくうちうすっ“ きう 
ゃっつっ くぇょたゃなさかはす 120. 
- ┿ こけきくうて かう ゅう ゃしうつおうすっ? 
- [ぇいぉうさぇ しっ. ‶なさゃうはす きう 

ゅけしす こさっい 2001-ゃぇ ぉってっ ぇお-
すぬけさなす ‶っすなさ ╃けぉさっゃ, ゃすけさう-
はす - おぇいぇくかなつぇくうくなす こさけそ. 
╂っくつけ ′ぇつっゃ, ゅけしすせゃぇか きう っ 
こさけそ. ╉けしぬけ 』っさくっゃ う おせこ 
うきっくぇ くぇ きくけゅけ ょけぉかっしすくう 
たけさぇ, ういゃっしすくう おぇいぇくかなつぇくう, 
おきっすけゃっ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ, 
きっつすぇは ょぇ こけおぇくは しっゅぇ 〈ぇすは-
くぇ ╊けかけゃぇ, うきぇ こけゃけょ, ]すけはく-
おぇ ╋せすぇそけゃぇ, けぉっとぇかぇ きう っ, 
しすうゅぇ ょぇ しっ けこさぇゃう. ]なあぇかは-
ゃぇき,  つっ ╉ぇかけくつっゃ くっ せしこは ょぇ 
きう っ ゅけしす くぇ „╀ぇくうちぇすぇ“. 
- ╆ぇ おぇおゃけ こさぇゃうて ゃしうつ

おけ すけゃぇ?
- ╆ぇ ょぇ けしすぇくっ くっとけ, ょぇ いくぇ-

はす たけさぇすぇ. ╆ぇさぇょう たけさぇすぇ, 
おけうすけ くっ しぇ きっ ういけしすぇゃうかう ゃ 
すさせょくう きけきっくすう, ぇ こけきぇゅぇたぇ 
くぇ きけうすっ „╀ぇくうちう“, くぇ  おせかすせ-
さぇすぇ ゃ すけいう ゅさぇょ. ╆ぇとけすけ, ぇおけ 
ゅう くはきぇてっ すっいう たけさぇ, すっいう す. 
くぇさ. しこけくしけさう う つうすぇかうとっすけ, 
う すっぇすなさぇ, う けとっ おせこ  ょせたけゃ-
くう うくしすうすせちうう, とはたぇ ょぇ しぇ し 
おぇすうくぇさ. ‶けゅさってくけ しっ きうしかう, 
つっ しこけくしけさ っ かけてぇ ょせきぇ, かけて 
ぉけゅぇす. [ぇいぉうさぇ しっ, つっ うきぇ ぉけ-
ゅぇすう う ぉけゅぇすう. ′け ぉっい すっいう 
こぇさう くぇ たけさぇすぇ けす ぉういくっしぇ, 
ぉっい すぇいう こけょおさっこぇ ょせたけゃくけ-
すけ  せ くぇし くはきぇてっ ょぇ けちっかっっ 
ゃ すっいう ゅけょうくう. 〈せお うしおぇき ょぇ 
ぉかぇゅけょぇさは くぇ しっゅぇてくけすけ けぉ-
とうくしおけ さなおけゃけょしすゃけ, くぇ けす-
ょっか „╉せかすせさぇ“ いぇ すけゃぇ, つっ 
„╀ぇくうちうすっ“ きう ゃっつっ しぇ つぇしす 
けす ╉せかすせさくうは おぇかっくょぇさ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.   
- ╃っかうかぇ しう っょくぇ しちっくぇ 

し おせこ うきっくぇ – っきぉかっきう くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは すっぇすなさ. ╉けえ すう 
っ くぇえ-はさおうはす しこけきっく いぇ 
くぇえ-ゅけかっきうすっ? 
- ╀っいしこけさくけ くぇえ-はさなお っ すけいう 

いぇ ╂っけさゅう ╉ぇかけはくつっゃ, すけえ っ 
つけゃっお し ゅけかはきけ „』“. ╉ぇすけ うゅ-
さぇっ し すっぉ, くっ ゅかっょぇ ぇおすぬけさうすっ, 
ゅかっょぇ すっぉ ゃ けつうすっ, いぇさっあょぇ すっ. 
¨ぉうつぇてっ ょぇ さぇいしきうゃぇ こぇさす-
くぬけさうすっ しう. ′ぇさけつくけ. ╂かっょぇ-
かぇ しなき ゅけ すけゃぇ おぇお ゅけ こさぇゃう 
しなし ]すぇさけいぇゅけさしおうは すっぇすなさ. 
′け うきぇた こさっょしすぇゃかっくうっ し 
くっゅけ ゃ ╉ぇさかけゃけ, すけえ きう おぇいぇ: 
„┿ ぉっ, あっくぇ, くっ さぇいぉうさぇて かう, 
とっ すっ さぇいしきっは“. ╇ ゃなゃ ゃすけさけ 
ょっえしすゃうっ くぇ こうっしぇすぇ すけえ きう 
おぇいゃぇ, ぉっい ょぇ ゅけ つせっ こせぉかう-
おぇすぇ: „]っゅぇ とっ すう ぉさなおくぇ ゃ 

こぇいゃぇすぇ“. ┿い きせ おぇいゃぇき: „┿おけ 
すう きう ぉさなおくって ゃ こぇいゃぇすぇ, ぇい 
とっ すう さぇいおけこつぇは ょのおはくぇ“. ╁ 
すけいう きけきっくす こせぉかうおぇすぇ しぇきけ 
つせ くっゅけゃけすけ: „′っ, こさっょぇゃぇき 
しっ!“. ′ぇこさうきっさ, っょうく 》うくょけ 
╉ぇしうきけゃ, おけえすけ ぉってっ さはょおけ 
ゃないこうすぇく う うくすっかうゅっくすっく つけ-
ゃっお, おけえすけ けとっ し ういかういぇくっすけ 
しう くぇ しちっくぇすぇ さっしこっおすうさぇてっ 
し うくすっかうゅっくすくけしす. ╁しっ けとっ, 
しこけさっょ きっく, くっ しっ っ さけょうか ぇお-
すぬけさ, おけえすけ ょぇ きけあっ こけょ くは-
おぇおゃぇ そけさきぇ ょぇ くぇこけきくは くぇ 
くっゅけゃけすけ ういかなつゃぇくっ ゃ すっぇすなさぇ 
う おうくけすけ. ╄ょうく ′うおけかぇ ┿くぇ-
しすぇしけゃ, っょうく ╃うきうすなさ ╋ぇく-
つっゃ - しなとけ たけさぇ しなし しゃけえ こけ-
つっさお, さはょおけ うくすっかうゅっくすくう う 
し ょせたけゃくけ ういかなつゃぇくっ. ╂っけさゅう 
‶ぇさちぇかっゃ - ょさせゅ くっゃっさけはすくうお 
いぇ すっぇすなさぇ くう. 〈けえ きう おぇいゃぇ-
てっ し けくいう くっゅけゃ くっこけょさぇあぇっき 
う たぇさぇおすっさっく ゅかぇし: /うきうすうさぇ 
ゅけ - ぉっか. ぇゃす./ „╂なかなぉうくけ, ぇおけ 
きっ うくすっさっしせゃぇたぇ あっくうすっ, すう 
とってっ ょぇ ぉなょって きけは あっくぇ!“. 
╃けおぇすけ ちうくちぇさかなおなす くぇ ╉ぇ-
かけはくつっゃ, ╀けゅ ょぇ ゅけ こさけしすう, ゅけ 
くはきぇ くうおなょっ! ┿ おぇおゃけ くっとけ っ 
こけしすぇくけゃつうおなす ╇ゃぇくおぇ ╃うきう-
すさけゃぇ, くっ きけゅぇ ょぇ ゃう けこうてぇ. 
〈は っ ゅけかはきぇ あっくぇ. ╇ すは きっ  
こけおぇくう ょぇ せつぇしすゃぇき ゃ „╁うかぇ-
すぇ くぇ ]すぇかうく“. ╇ゃぇくおぇ ╃うきう-
すさけゃぇ ぉってっ ゅけかはきけ けすおさうすうっ 
いぇ すっぇすなさぇ くう. ╉けしすぇ 『けくっゃ っ  
╂けかはき つけゃっお!  〈せお とっ しこけょっかは 
くっとけ きくけゅけ かうつくけ. [ぇいかうおぇすぇ 
くう し くっゅけ ぉってっ 10 ゅけょうくう. ┿い 
くぇゃなさてうた 60, すけえ 70 ゅけょうくう. 
╁っょくなあ きせ しこけょっかうた: さってう-
かぇ  しなき, ╉けしすぇ, くぇ 60 ゅけょうくう 
ょぇ しこさぇ. 〈けえ きう おぇいぇ: ╋けかは? 
╉ぇお とっ しこさって, ぉっ?  ぅ しっ ゃなさ-
くう きぇかおけ くぇいぇょ? ′っ しっ かう 
つせゃしすゃぇて こけ-いさはかぇ, こけ-きけあっ-
とぇ, こけ-いくぇっとぇ? ┿い すう いぇぉさぇ-
くはゃぇき! ] ╉けしすぇ 『けくっゃ うきぇき 
きくけゅけ しこけきっくう. ╆ぇゅせぉぇすぇ きせ 
いぇ すっぇすなさぇ  とっ けしすぇくっ ょなかゅけ 
ゃさっきっ くっいぇこなかくっくぇ. 
- ╇きぇて かう さっちっこすぇ いぇ しゃけっ

すけ すゃけさつっしおけ ょなかゅけかっすうっ?
- ′っ いくぇき, きけあっ ぉう くぇ こなさゃけ 

きはしすけ っ すさせょけかけぉうっすけ. ╆ぇとけ-
すけ きけあっ ょぇ しう きくけゅけ すぇかぇくす-
かうゃ, くけ ぇおけ しう きなさいっかうゃ う 
ぉっいけすゅけゃけさっく, くうとけ くはきぇ ょぇ 
こけしすうゅくって. ‶けいくぇゃぇき, いぇ あぇ-
かけしす, きくけゅけ すぇかぇくすかうゃう おけかっ-
ゅう-ぇおすぬけさう, くけ きくけゅけ ぉっいけすゅけ-
ゃけさくう  う しせっすくう, おけうすけ くはきぇ 
おぇお ょぇ せしこっはす. ╋なさいっかなす くっ 
こさけとぇゃぇ!  ┿  ういかうてくぇすぇ しせっすぇ 
っ かけて しなゃっすくうお. 
- ╁ こけ-ょせたけゃくけ うかう ゃ こけ-

ぉっいょせたけゃくけ ゃさっきっ あうゃっっき 
しっゅぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し ゃさっきっ
すけ けすこさっょう 20-25 ゅけょうくう?
- ╁  こけ-ぉっいょせたけゃくけ. ′っ うしおぇき 

ょぇ せこさっおゃぇき くうおけゅけ, いぇとけすけ 
しなき きくけゅけ きぇかおぇ, くっ くぇ ゅけょう-
くう, うくぇつっ  しなき きくけゅけ きぇかおぇ. 
′け うしおぇき ょぇ おぇあぇ しかっょくけすけ: 
ゃしはおぇ おさせておぇ しう うきぇ けこぇておぇ. 
′っ きけあっ ょぇ ゅかっょぇて くぇしうかうっ  
う こさけしすけすうう こけ すっかっゃういうはすぇ, 
くっ きけあっ しせすさうく ゃ さぇょうけすけ くぇ 
こなさゃう こかぇく ょぇ っ かけてけすけ う ょぇ 
うしおぇて ょぇ しう こけいうすうゃっく つけゃっお. 
╇ こけくっあっ くうとけ くっ ういかっいっ けす 
くぇてぇすぇ ょっきけおさぇちうは う おさうゃけ-
さぇいぉさぇくぇ こっさっしすさけえおぇ, ゃはさ-
ゃぇき, つっ くぇてうすっ ゃくせちう とっ あう-
ゃっはす ゃ  うしすうくしおぇ ょっきけおさぇちうは, 
ゃ こけ-ょけぉさけすけ ゃさっきっ. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈は っ ╊なゃうちぇ, いぇ おけはすけ 
しっ こうてっ すさせょくけ. [けょっ-

くぇ っ こけょ すけいう ういこっこっかはゃぇと 
しなし ]かなくちっすけ しう けゅくっく いくぇお 
う くけしう くっかっおうは しう, くけ いぇ-
ぉっかっあうすっかっく たぇさぇおすっさ う 
おさなしす こけ くっゅけ ゃっつっ 7 ょっしっ-
すうかっすうは. ╇ けすゃなょ. 
╊なゃしおけすけ しすさっかは けす けつう-

すっ え, けす ぉっいこけとぇょくけしすすぇ 
くぇ けちっくおうすっ う ょせきうすっ, けす 
しうかぇすぇ くぇ けすおさけゃっくうはすぇ ゃ 
さぇいおぇいうすっ え いぇ ゃさっきっすけ う 
たけさぇすぇ, こさっこかっかう あうゃけすぇ え. 
‶なこなす え くっ っ たゃなさかっく くぇ 

しちっくぇすぇ, いぇとけすけ っ さうぉぇさ-
しおぇ ょなとっさは, くけ けつっゃうょくけ 
ぇさうしすけおさぇすうつくぇすぇ  え けしぇくおぇ 
う そうくっし, おけうすけ くぇしかっょはゃぇ 
けす しゃけはすぇ ぉぇぉぇ, つうっすけ うきっ 
くけしう, ぉっかっあぇす こなすは え いぇゃう-
くぇゅう. ]すなこゃぇ  くぇ すっぇすさぇかくぇ  
しちっくぇ けとっ おぇすけ せつっくうつおぇ ゃ 
9-すう おかぇし う しかういぇ けす くっは... 
きぇかおけ こさっょう 7-すけ しう ょっしっすう-
かっすうっ. ╁しなとくけしす しかういぇ かう? 
〈ぇおうゃぇ, おぇすけ くっは, くっ しかう-

いぇす くうおけゅぇ, こさけしすけ しきっくはす 
っょくぇ しちっくぇ し ょさせゅぇ, こけくは-
おけゅぇ しぇ いぇょ いぇゃっしうすっ, ょさせゅ 
こなす こさっょ すはた, くけ しちっくぇすぇ っ 
すったくうはす ょけき. ¨す しすけすうちうすっ 
え さけかう, し おけうすけ は こけきくはす 
おぇいぇくかなつぇくう う そっくけゃっすっ 
くぇ ╋っかこけきっくぇ うい しすさぇくぇすぇ, 
おぇすけ „くぇえ-くっえくぇ” けこさっょっかは 
さけかうすっ くぇ 』せょけきうさけゃうすっ  
《さけしおぇ うかう おぇおぇ ]うえおぇ. 
¨ゅくっくうはす え くさぇゃ くぇ こさぇお-

すうおぇ は こさっゃさなとぇ ゃ せくうゃっさ-
しぇかくぇ ぇおすさうしぇ, おけはすけ きけあっ 
ょぇ ういうゅさぇっ こけつすう ゃしうつおけ - う 
っ しさっょ きぇかおけすけ とぇしすかうゃう, 
ぉっい こさけそっしうけくぇかくけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ, うきぇかう くっゃっさけはす-
くけすけ とぇしすうっ う あうすっえしおぇ 
くぇゅさぇょぇ  くぇ しちっくぇすぇ ょぇ しう 
こぇさすくうさぇす  し ゅけかっきうすっ しゃっ-
すうかぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは  すっぇすなさ 
- ╂っけさゅう ╉ぇかけはくつっゃ,  ╂っ-
けさゅう  ‶ぇさちぇかっゃ, ]すけはくおぇ 
╋せすぇそけゃぇ, ╉けしすぇ 『けくっゃ, 
》うくょけ ╉ぇしうきけゃ, ′うおけかぇ 
┿くぇしすぇしけゃ, ┿くゅっか ╂っけさゅう-
っゃ, ]ぇさおうい ╋せたうぉはく, ╁ぇしうか 
‶けこけゃ, ╃うきうすなさ ╋ぇくつっゃ, 
╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ, ╇ゃぇく-
おぇ ╃うきうすさけゃぇ, ╅けさあっすぇ 
』ぇおなさけゃぇ, 〈ぇすはくぇ ╊けかけゃぇ, 
〈ぇくは ╋ぇしぇかうすうくけゃぇ う けとっ 
こかっはょぇ うきっくぇ, けしすぇくぇかう ゃ 
すっぇすさぇかくぇすぇ くう うしすけさうは, 
ゅけかはきぇ つぇしす けす おけうすけ ゃっつっ  
くっ しぇ すせお.

′っいぇゃうしうきけ, つっ しかういぇ けそうちうぇかくけ こさっょう ょっしっすうくぇ ゅけょうくう 
けす しちっくぇすぇ, し こけゃっつっ けす „ょけしすけえくうすっ” 140 かっゃぇ こさういくぇくうっ 
いぇ しゃけは すさせょ, う ょけ ょくっし すは っ くっせきけさうきぇ. ╉ぇすけ しすうたうは っ, けす-
くぇしは. ] っくすせしうぇいきぇ しう, し あっかぇくうっすけ しう ょぇ こぇかう くけゃう しなさちぇ 
いぇ すっぇすさぇかくぇすぇ きぇゅうは, し くっゃっさけはすくけすけ しすぇさぇくうっ ょぇ しなたさぇ-
くはゃぇ こぇさつっ こけ こぇさつっ しこけきっくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ うきっくうすうすっ 
くっゅけゃう ゅさぇあょぇくう う いぇ うきっくぇ けす う あうゃけすぇ くう, けしすぇゃうかう  
しゃけは けすこっつぇすなお ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ ゅさぇょぇ う しすさぇくぇすぇ くう. 
]なし しゃけうすっ くぇょ 120 „╀ぇくうちう” ╂なかなぉうくぇ ╋うたぇえかけゃぇ くぇ 

こさぇおすうおぇ こうてっ っょくぇ しなとっしすゃっくぇ つぇしす けす ょせたけゃくぇすぇ うしすけ-
さうは くぇ ╀なかゅぇさうは う ゃ つぇしすくけしす くぇ ╉ぇいぇくかなお, こけかぇゅぇ せしうかうは  
あうゃう ょぇ けしすぇくぇす けくっいう ゃなゅかっくつっすぇ くぇ くぇちうけくぇかくけ しぇきけ-
つせゃしすゃうっ う くぇさけょくぇ こぇきっす, ぉっい おけうすけ ぉうたきっ しっ こさっゃなさくぇ-
かう ゃ けぉうおくけゃっくぇ きぇしぇ くぇさけょ. 
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╁ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ しっょ-
きうちぇ ぉっ こさうっす くぇ ゃすけさけ 

つっすっくっ ╀のょあっす`2013 くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╋ぇかおけ くぇょ 
36 きうかうけくぇ かっゃぇ とっ たぇさつう 
けぉとうくぇすぇ こさっい すぇいう ゅけょう-
くぇ, ゃ おけはすけ とっ しっ ゃさなとぇす う 
けとっ 1,6 きうかうけくぇ かっゃぇ  しすぇさう 
いぇょなかあっくうは けす こさっょたけょくうは 
きぇくょぇす. ╀っい ょっぉぇす う し っょうくけ-
ょせてうっ, しなゃっすくうちうすっ こさうったぇ 
う ゃくっしっくうすっ きっあょせ こなさゃけすけ 
う ゃすけさけ つっすっくっ こさけきっくう  う 
こさっょかけあっくうは ゃ ぉのょあっすぇ いぇ 
2013 ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ しぇ こさっょ-
かけあっくうはすぇ けす おきっすぇ くぇ しっかけ 
¨ゃけとくうお いぇ いぇおせこせゃぇくっ ぉぇ-
いぇすぇ くぇ ╀〈╉ いぇ こっくしうけくっさしおう 
おかせぉ ゃ くぇしっかっくけすけ きはしすけ; けす 
こさっょしっょぇすっかは くぇ ╉〈 „‶けょおさっ-
こぇ“ – ╉ぇいぇくかなお いぇ ぇおすせぇかう-
いぇちうは くぇ ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ 
ゃ けぉとうくしおうすっ おせかすせさくう うく-

しすうすせすう ゃ しなけすゃっすしすゃうっ しなし 
しすぇくょぇさすうすっ ゃ ょなさあぇゃくうすっ 
おせかすせさくう うくしすうすせすう くぇ すっ-
さうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ; くぇ 
ょうさっおすけさぇ くぇ ¨ぉとうくしおう すっ-
ぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“ 
いぇ せゃっかうつぇゃぇくっ しなし 17 000 
かゃ. ぉのょあっすぇ くぇ すっぇすなさぇ いぇ 
いぇおせこせゃぇくっ くぇ くっけぉたけょうきぇすぇ 
すったくうおぇ. ‶さうっすけ ぉっ う こさっょ-
かけあっくうっすけ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ 
╃くっゃくうは ちっくすなさ いぇ ょっちぇ し 
せゃさっあょぇくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ 
せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ しせきぇすぇ いぇ いぇ-
おせこせゃぇくっ くぇ きうおさけぉせし - し 15 
000 かゃ. いぇ しきっすおぇ くぇ こさったけょ-
くうは けしすぇすなお.
‶け しなとうは くぇつうく, し おけくしっく-

しせし, ぉっ こさうっす う しぇきうはす ぉの-
ょあっす, しかっょ ょけぉさぇ さぇぉけすぇ う 
ゃいぇうきけょっえしすゃうっ ゃ たけょぇ くぇ ょっ-
ぉぇすうすっ こけ くっゅけ ゃ こけしすけはくくうすっ  
おけきうしうう くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす.

╀のょあっす`2013 っ ゃ さぇいきっさ くぇ 
36 172 327 かゃ., ゃ すけゃぇ つうしかけ 
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 20 789 277 かゃ.; いぇ 
きっしすくう ょっえくけしすう – 15 283 
050 かゃ. ╆ぇ ょけそうくぇくしうさぇくっ 
くぇ 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 っ こさっょゃうょっく さっしせさし 
けす 814 286 かゃ. いぇ しきっすおぇ くぇ 
こさうたけょうすっ けす きっしすくう ょぇくなちう 
う すぇおしう. ] くっゅけゃけすけ こさうっきぇくっ 
う ういこなかくっくうっ しっ ちっかう けしうゅせ-
さはゃぇくっ くぇ さっしせさし いぇ きけしすけゃけ 
そうくぇくしうさぇくっ う しなそうくぇくしう-
さぇくっ こさう しこっつっかゃぇくっ くぇ っゃ-
さけこさけっおすう; こさけょなかあぇゃぇくっ 
くぇ うくゃっしすうちうけくくぇすぇ こけかうすう-
おぇ けす こさっょたけょくぇすぇ ゅけょうくぇ; 
こさけょなかあぇゃぇくっ くぇ こさけちっしぇ くぇ 
そうくぇくしけゃぇ ょうしちうこかうくぇ つさっい 
さぇいしさけつゃぇくっ くぇ くぇしかっょっくう 
いぇょなかあっくうは う くっこけっきぇくっ くぇ 
くけゃう ぉっい けしうゅせさっく そうくぇくしけゃ 

╃け 31-ゃう きぇさす すぇいう 
ゅけょうくぇ しすけこぇくう

すっ くぇ ょけきぇてくう おせつっすぇ 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
すさはぉゃぇ ょぇ ゅう さっゅうし
すさうさぇす. ‶ぇさぇかっかくけ し 
さっゅうしすさぇちうはすぇ うき, くぇ 
ぉぇいぇ  さってっくうっ くぇ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす, しすけこぇ

くうすっ くぇ つっすうさうくけゅうすっ しかっょゃぇ ょぇ こかぇすはす う ゅけょうてくぇ すぇおしぇ 
いぇ けすゅかっあょぇくっ くぇ おせつっ ゃ さぇいきっさ くぇ 10 かっゃぇ. 〈ぇおしぇ くっ しっ 
いぇこかぇとぇ いぇ おせつっすぇすぇ, おけうすけ しぇ くぇ しぇきけすくう しすけこぇくう くぇ くぇょ 
70-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. ¨す すぇおしぇ しぇ けしゃけぉけょっくう う おせつっすぇすぇ, 
しけぉしすゃっくけしす くぇ たけさぇ し ょゃうゅぇすっかくう せゃさっあょぇくうは, しかせあっぉくうすっ 
う かけゃくうすっ おせつっすぇ, つうこうさぇくうすっ おせつっすぇ いぇ こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ う 
おぇしすさうさぇくうすっ おせつっすぇ.
] おきっすしおぇ いぇこけゃっょ けす こさっょう ゅけょうくぇ しぇ けこさっょっかっくう う いけくう

すっ いぇ しゃけぉけょくけ さぇいたけあょぇくっ くぇ ょけきぇてくうすっ おせつっすぇ ゃ ╉ぇいぇく
かなお. ╆ぇ すぇおうゃぇ しぇ こけしけつっくう すっさうすけさううすっ いぇこぇょくけ けす 〈のか
ぉっすけ, こけおさぇえ ]すぇさぇすぇ さっおぇ, しっゃっさくけ けす こぇさお ╉けかけょさせきぇ う 
すっさっくぇ しっゃっさくけ けす しすぇょうけくぇ.
‶さう ういゃっあょぇくっすけ くぇ おせつっすぇすぇ しう, すったくうすっ しけぉしすゃっくうちう 

すさはぉゃぇ ょぇ くけしはす ゃ しっぉっ しう ゃっすっさうくぇさくうは うき こぇしこけさす う ょけ
おせきっくす いぇ こかぇすっくぇ すぇおしぇ, おけえすけ ょぇ こさっょけしすぇゃはす いぇ こさけゃっさおぇ 
くぇ けぉとうくしおうすっ う ゃっすっさうくぇさくうすっ おけくすさけかぬけさう, しっ こけしけつゃぇ ゃ 
いぇこけゃっょすぇ くぇ おきっすぇ.
]けぉしすゃっくうちうすっ くぇ おせつっすぇ しぇ ょかなあくう ょぇ ゃいうきぇす きっさおう あう

ゃけすくうすっ うき ょぇ くっ いぇきなさしはゃぇす けぉとっしすゃっくうすっ きっしすぇ, おぇすけ こけ
つうしすゃぇす しかっょ すはた, おぇおすけ う ょぇ ゃいうきぇす きっさおう あうゃけすくうすっ うき ょぇ 
くっ しないょぇゃぇす けこぇしくけしす いぇ ょさせゅう たけさぇ う あうゃけすくう. 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“

 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.
╁ ょさせゅう - „さぇいしっはくうすっ” ゅさぇあょぇくう, けすこせしくぇかう いぇっきう くぇ こさけ

ゃっさはゃぇくうすっ, くっ きけゅぇす ょぇ ょけおぇあぇす こさけういたけょぇ くぇ しさっょしすゃぇすぇ 
しう, くはきぇす ょけゅけゃけさっくぇ かうたゃぇ いぇ さぇいきっさぇ くぇ いぇっきぇ うかう, ぇおけ 
うきぇす, くっ は ういこかぇとぇす さっぇかくけ.
‶さっい 2012 ゅ. さっゃういけさうすっ けす ′┿‶ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しぇ こさう

おかのつうかう 511 さっゃういうう. ‶さう 92% けす さっゃういうさぇくうすっ そうさきう しぇ 
せしすぇくけゃっくう せおさうすう ょぇくなちう う けしうゅせさけゃおう. ‶さっょけすゃさぇすっくう しぇ 
ょぇくなつくう う けしうゅせさうすっかくう ういきぇきう いぇ 91 きかく. かっゃぇ. 
87,2 きかく. かっゃぇ っ くっょっおかぇさうさぇくうはす う くっくぇつうしかっく ょぇくなお ょけ

ぉぇゃっくぇ しすけえくけしす (╃╃]), せしすぇくけゃっく けす 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 こさっい 2012 ゅ. ′はおけう 
そうさきう しぇ „しこっしすうかう” おけさこけさぇすうゃっく ょぇくなお ゃ さぇいきっさ くぇ 5,4 
きかく. かっゃぇ.
′ぇえ-しっさうけいくう しぇ くぇさせてっくうはすぇ けす すなさゅけゃちうすっ くぇ っょさけ. ‶さう

おかのつうかうすっ 104 さっゃういうう しぇ し ょけこなかくうすっかくけ せしすぇくけゃっくう いぇ
ょなかあっくうは ゃ さぇいきっさ くぇょ 59 きかく. かっゃぇ. 18 いっきっょっかしおう こさけうい
ゃけょうすっかう う すなさゅけゃちう くぇ いなさくっくう おせかすせさう しぇ しっ けこうすぇかう ょぇ 
せおさうはす ょぇくなお こっつぇかぉぇ, ╃╃] う けしうゅせさけゃおう ゃ さぇいきっさ くぇ くぇょ 
4,3 きかく. かっゃぇ.
‶さっょけすゃさぇすっくう しぇ けこうすう いぇ ういきぇきぇ くぇ ぉのょあっすぇ ゃ さうしおけゃう 

ぉさぇくてけゃっ - ゃ  こさけういゃけょしすゃけすけ う すなさゅけゃうはすぇ し ゅけさうゃぇ, こさう 
ぇゃすけきけぉうかくうすっ こさっゃけいゃぇつう う ゃ すさぇくしこけさすくうすっ せしかせゅう - いぇ 
くぇょ 5,2 きかく. かっゃぇ.

 /‶け ょぇくくう くぇ ′┿‶ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ/ 

¨す 1-ゃう ょけ 31-ゃう きぇさす  ゃ 
しゅさぇょぇすぇ くぇ ょけきぇてくうは 

しけちうぇかっく こぇすさけくぇあ ゃ ╉ぇいぇく
かなお, くぇ せか. „¨すっち ‶ぇうしうえ“ 
わ 3, しっ こさうっきぇす いぇはゃかっくうは 
くぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ ょけきぇてくう 
こけきけとくうちう う こけすさっぉうすっかう 
くぇ しけちうぇかくぇすぇ せしかせゅぇ „╃けきぇ
てっく こけきけとくうお“. ╃けおせきっくすう
すっ とっ しっ こさうっきぇす ゃしっおう さぇ
ぉけすっく ょっく けす 10 ょけ 16 つぇしぇ. 
′ぇっすうすっ う こけかいゃぇすっかうすっ くぇ 

すぇいう せしかせゅぇ とっ うきぇす ゃないきけあ
くけしす しなけすゃっすくけ いぇ ょけたけょう  
うかう いぇ こけきけと ゃ ょけきぇ, ぉかぇゅけ
ょぇさっくうっ くぇ しこっつっかっく けす ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお う しすぇさすうさぇと 
こさけっおす  „‶けきけと ゃ ょけきぇ ゃ けぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお“. ‶さけっおすなす っ 
くぇ しすけえくけしす 225 179.78 かゃ.  
100%  けす しさっょしすゃぇすぇ しぇ ぉっい
ゃないきっいょくぇ そうくぇくしけゃぇ こけ
きけと こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇ
きぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ 
さっしせさしう“, しなそうくぇくしうさぇくぇ けす 
╄ゃさけこっえしおうは しけちうぇかっく そけくょ 
くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい.
‶さけょなかあうすっかくけしすすぇ くぇ ]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ - けぉ-
とうくしおう しなゃっすくうお – „╄おしこっさ-
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, いぇき.-こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ 
こさうゃぇすういぇちうは う さぇいこけさっあ-
ょぇくっ し けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっ-
くけしす: 

¨すくけしくけ せこさっおぇ くぇ おきっ-
すぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ おなき 
こさっょうてくうすっ けぉとうくしおう 
せこさぇゃう, くっくぇこさぇゃうかう 
くうとけ いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ 

╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ - こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ‶╉ こけ ぉのょあっす う そう-
くぇしう ゃ ¨ぉとうくしうおは しなゃっす – „╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”:  

╁ぇあっく っかっきっくす ゃ ╀のょあっす`2013 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ さっしせさ-

しなす, おけえすけ ¨ぉとうくぇすぇ とっ けすょっかう 
いぇ せつぇしすうっ ゃ こさけゅさぇきう こけ っゃさけ-
そけくょけゃっすっ. 〈けゃぇ っ きくけゅけ しっさう-
けいくぇ すっきぇ, おけはすけ くっしこさぇゃっょかうゃけ 
っ くっゅかうあうさぇくぇ. ′けゃけすけ ゃ すぇいゅけ-
ょうてくうは ぉのょあっす, いぇ さぇいかうおぇ けす 
すけいう こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇ-
すけ うきぇたきっ 0 しさっょしすゃぇ いぇ けぉとうく-
しおう ょなかゅ, すけ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ すっ 
とっ しぇ 2 きかく. 930 たうかはょう かっゃぇ. 
〈けえ っ けしくけゃくけ けす ょゃぇ ういすけつくうおぇ 

╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ - けぉとうく-
しおう しなゃっすくうお けす „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお”, つかっく くぇ ‶╉ こけ っゃさけ-
こっえしおう ゃなこさけしう う ぉういくっしさっょぇ: 

‶さっょかけあっくうっすけ いぇ さぇぉけすくぇ 
ゅさせこぇ っ きくけゅけ さっいけくくけ, いぇ-

とけすけ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ はしくう こさぇ-
ゃうかぇ. ′ぇきぇかはす しっ ちっくうすっ くぇ ぉう-
かっすうすっ けす ゃしうつおう こさっゃけいゃぇつう, 
ぇ さぇいかうおぇすぇ ¨ぉとうくぇすぇ くぇきうさぇ 
くぇつうく おぇお ょぇ は そうくぇしうさぇ, いぇ ょぇ 
おけきこっくしうさぇ すけゃぇ くぇきぇかっくうっ. ′け 
すけゃぇ すさはぉゃぇ くぇうしすうくぇ さぇぉけすくぇ 
おけきうしうは ょぇ ゅけ せすけつくはゃぇ: おけかおけ 
しぇ こなすせゃぇとうすっ たけさぇ, おけかおけ とっ っ 
こけっゃすうくはゃぇくっすけ くぇ しなけすゃっすくうすっ 
ゅさせこう こなすせゃぇとう う ょさせゅう. ╇ょっはすぇ 

‶っすなさ ╉けしっゃ – いぇき. - おきっす  
こけ そうくぇくしうすっ ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお:

′うっ, おぇすけ ぇょきうくうしすさぇちうは, 
すさはぉゃぇ ょぇ くぇきっさうき くぇつうくぇ 

ょぇ けしうゅせさうき しさっょしすゃぇすぇ, おけうすけ 
っゃっくすせぇかくけ きけゅぇす ょぇ しっ けすょっ-
かはす いぇ こけっゃすうくはゃぇくっ くぇ ぉうかっ-
すうすっ. ╉けかおけすけ ょけ すっいう 330 たうかは-
ょう かっゃぇ, いぇ おけうすけ くぇしすけはゃぇ ゅ-く 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, すけ ぇい うしおぇき けす 
¨ぉっょうくっくうっすけ くぇ ぇゃすけぉせしくうすっ 
こさっゃけいゃぇつう ょぇ きう おぇあぇす おぇお すっ 
しすうゅくぇたぇ ょけ ちうそさぇすぇ, けす おけはすけ 
しっ くせあょぇはす, いぇ ょぇ くぇきぇかはす ぉう-
かっすうすっ – 330 たうかはょう かっゃぇ. ╆ぇ 

さっしせさし.
 ╁ ぉのょあっすぇ いぇ 2013 ゅけょうくぇ 

くっ ぉっ こさうっすけ こさっょかけあっくう-
っすけ くぇ けぉとうくしおうは しなゃっすくうお 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ いぇ ょけそう-
くぇくしうさぇくっ くぇ ぇゃすけぉせしくうすっ 
こさっゃけいう ゃ けぉとうくぇすぇ し 330 
たうか. かゃ., きけすうゃなす – くっゅけゃぇすぇ 
くっいぇおけくけしなけぉさぇいくけしす. ╃ぇきは-
くけゃ こけうしおぇ 330 たうかはょう かっゃぇ 
けす ぉのょあっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ 
こさっゃけいゃぇつうすっ し ちっか くぇきぇかは-
ゃぇくっ ちっくぇすぇ くぇ ぇゃすけぉせしくうすっ 
ぉうかっすう いぇ こっくしうけくっさう う せつっ-
くうちう し 50% う こけしけつう っゃっく-
すせぇかくうすっ ういすけつくうちう いぇ すっいう 
しさっょしすゃぇ: けす こぇさうすっ いぇ ぇし-
そぇかすうさぇくっ - 230 たうかはょう かっゃぇ 
う けす そけくょ „╀っょしすゃうは う ぇゃぇ-
さうう” - 100 たうかはょう かっゃぇ.  
╇しおぇくっすけ くぇ ╃ぇきはくけゃ しすぇくぇ 

こけゃけょ いぇ ょっぉぇす し おきっすぇ ╂ぇかう-
くぇ ]すけはくけゃぇ, おけはすけ いぇはゃう, つっ, 

ぇおけ ぇゃすけぉせしくうすっ こさっゃけいゃぇつう 
くぇきぇかはす ちっくうすっ くぇ ぉうかっすうすっ 
くぇこけかけゃうくぇ けす しっゅぇてくうすっ, すけ 
¨ぉとうくぇすぇ とっ すなさしう いぇおけくけゃう 
ゃぇさうぇくすう ぉうかっすうすっ いぇ こなすせ-
ゃぇくっ くぇ こっくしうけくっさう う せつぇとう 
しっ ょぇ ぉなょぇす くぇきぇかっくう, ぇ さぇい-
かうおぇすぇ ゃ ちっくぇすぇ うき ょぇ ぉなょっ 
こけっすぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ.
¨す くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう しっょきうちぇ 

し ゃなこさけしぇ いぇ ちっくうすっ くぇ ぉうかっ-
すうすっ う ゃないきけあくけしすすぇ いぇ すはた-
くけすけ くぇきぇかはゃぇくっ しっ いぇくうきぇゃぇ 
う さぇぉけすくぇ ゅさせこぇ けす こさっょしすぇ-
ゃうすっかう 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, ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
う くぇ ¨ぉっょうくっくうっすけ くぇ ぇゃすけ-
ぉせしくうすっ こさっゃけいゃぇつう けす けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお.
‶け すっきぇすぇ こけすなさしうたきっ う っおし-

こっさすくけすけ きくっくうっ くぇ こさっょしすぇ-
ゃうすっかう 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”. 

„『╅′』╊っ〉¨”  』》╊』【¨｠╅
〉╅╉ 2 〈]〉. ]╊╇╅ 

【ぇ『』っ【 ╉《〈╅ぃ〉¨ 》《〈《ぅ〉¨を¨

╉《 [『╅っ 〉╅ 〈╅『【
》]╅ぅ╅〈╊ „【╅[』╅ [】ぁ╊“

っ たけさぇすぇ こさはおけ ょぇ しぇ こけょこけきけゅくぇすう, 
こさうきっさくけ し 50% くぇきぇかっくうっ.
】け しっ おぇしぇっ おけくおさっすくけ いぇ “┿さしっくぇか”, 

くはきぇき こさっょしすぇゃぇ おけかおけ けす くっゅけゃうすっ 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう こなすせゃぇす ゃしっ-
おう ょっく ゃ ゅさぇょしおぇすぇ う ういゃなくゅさぇょしおぇ 
きさっあぇ, くけ しぇ きくけゅけ. ╋うしかは, つっ くぇょ 
30% けす たけさぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” こなすせゃぇす 
ゃしっおう ょっく  ょけ ょさせゅう くぇしっかっくう きっしすぇ, ぇ 
ゅさぇょしおうはす すさぇくしこけさす きぇしけゃけ しっ こけかい-
ゃぇ けす ぇさしっくぇかちう. ′ぇ っすぇこぇ そうさきぇすぇ 
くっ おけきこっくしうさぇ すさぇくしこけさすくうすっ さぇいたけ-
ょう いぇ しゃけうすっ さぇぉけすくうちう, こなすせゃぇとう けす 
ょさせゅう くぇしっかっくう きっしすぇ. ╁ すけいう しきうしなか, 
ぇおけ しっ こけくうあう ちっくぇすぇ くぇ ぉうかっすうすっ, すけ 
すけゃぇ とっ けぉかっおつう こなすせゃぇとうすっ さぇぉけすっ-
とう, すなえ おぇすけ  とっ こかぇとぇす こけ-きぇかおけ いぇ 
すぇおうゃぇ さぇいたけょう う さっしこっおすうゃくけ とっ うき 
けしすぇゃぇす こけゃっつっ こぇさう いぇ ょさせゅう くせあょう. 
‶さうきっさくけ, ぇおけ しっゅぇ しっ こかぇとぇす こけ 100 
かっゃぇ いぇ おぇさすう いぇ こなすせゃぇくっ ょけ しっかけ 》., 
すけ ゃ こけあっかぇすっかくうは しかせつぇえ すぇいう ちっくぇ 
きけあっ ょぇ っ ょぇかっつ こけ-くうしおぇ. [ぇいぉうさぇ 
しっ, つっ たけさぇすぇ とっ しぇ ょけゃけかくう. ′け いぇ 
ゃしうつおけ すけゃぇ とっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇきっさう 
しなけすゃっすくぇすぇ したっきぇ けす さぇぉけすくぇすぇ ゅさせ-
こぇ. 
╂させこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 

とっ さぇぉけすう いぇ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ したっきぇすぇ, 
おけはすけ とっ いぇとうすぇゃぇ うくすっさっしうすっ くぇ たけ-
さぇすぇ, とっ いぇとうすぇゃぇ うくすっさっしうすっ くぇ こさっ-
ゃけいゃぇつうすっ う とっ いぇとうすぇゃぇ うくすっさっしうすっ 
くぇ しぇきうは ぉのょあっす. 

つうは しきっすおぇ しぇ すっいう こぇさう? ╆ぇ しきっすおぇ 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ うかう いぇ しきっすおぇ くぇ こさっ-
ゃけいゃぇつうすっ? 〈せお とっ おぇあぇ, つっ, ぇおけ しっ 
こかっょうさぇ いぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ ちっくぇすぇ くぇ 
ぉうかっすうすっ いぇ ゃしうつおう, すけ ゃっつっ しっ けすう-
ゃぇ ゃ こけしけおぇ こさけきはくぇ くぇ せしかけゃうはすぇ くぇ 
おけくおせさしぇ. ╉けっすけ とっ さっつっ - ぇくせかうさぇ-
くっ くぇ こさっょうてくうは おけくおせさし, けぉはゃはゃぇくっ 
くぇ くけゃう せしかけゃうは う くけゃぇ けぉとっしすゃっくぇ 
こけさなつおぇ. ′け すけゃぇ っ きくけゅけ ょなかゅぇ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ こさけちっょせさぇ. 〈ぇおぇ うかう うくぇつっ, 
さぇぉけすくぇすぇ おけきうしうは, おけはすけ いぇこけつゃぇ 
さぇぉけすぇ こけ ゃなこさけしぇ し ちっくうすっ くぇ ぉうかっ-
すうすっ う うしおぇくうはすぇ くぇ ¨ぉっょうくっくうっすけ, 
とっ すさはぉゃぇ ょぇ さってう う ょぇ こさっょかけあう 
ゃぇさうぇくすう, せょけゃかっすゃけさはゃぇとう ゃ きぇお-
しうきぇかくぇ しすっこっく しすさぇくうすっ.  
╄ょうくしすゃっくけすけ こっさけ, けす おけっすけ きけあっき 

ょぇ ゃいっきっき くはおぇおゃう こぇさう, いぇ ょぇ せょけ-
ゃかっすゃけさうき うしおぇくうはすぇ くぇ こさっゃけいゃぇ-
つうすっ, っ ょぇ しっ かうてうき けす こけゅぇしはゃぇくっすけ 
くぇ しすぇさうすっ いぇょなかあっくうは くぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
おなき さぇいかうつくう ょけしすぇゃつうちう, おけうすけ しぇ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 1,6 きかく. かっゃぇ いぇ すぇいう ゅけょう-
くぇ. ¨すおぇいゃぇえおう, けぉぇつっ, っょくけ すぇおけゃぇ 
しすぇさけ こかぇとぇくっ, うきぇ しっさうけいっく さうしお 
けす ぉかけおうさぇくっ くぇ けぉとうくしおうすっ しきっすおう 
– くっとけ, おけっすけ ゃっつっ くう しっ しかせつう くは-
おけかおけ こなすう こさっい ういきうくぇかうは こっさうけょ. 
┿ すけゃぇ くっ きけあっき ょぇ しう ゅけ こけいゃけかうき, 
いぇとけすけ うきぇきっ こけゅぇしうすっかくう こかぇくけゃっ し 
そうさきうすっ いぇ しすぇさう こっさうけょう う こさう っょくけ 
くっういこなかくっくうっ すなさこうき くけゃう しぇくおちうう. 

- っょうくうはす けす おさっょうすぇ, おけえすけ ¨ぉとうくぇ-
すぇ ういすっゅかう きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, う ょさせ-
ゅうすっ しさっょしすゃぇ, し おけうすけ ¨ぉとうくぇすぇ とっ 
おぇくょうょぇすしすゃぇ こけ そけくょ 《╊┿╂. 〈けゃぇ っ 
そけくょなす, おけえすけ こさっょかぇゅぇ くぇえ-くうしなお 
そうくぇくしけゃ さっしせさし, いぇ ょぇ きけあっ ¨ぉとう-
くぇすぇ ょぇ そうくぇくしうさぇ しけぉしすゃっくけすけ しう 
せつぇしすうっ けす 5% ゃ こさけっおすうすっ, こけ おけうすけ 
おぇくょうょぇすしすゃぇ, けぉとけ くぇ しすけえくけしす 70 
きかく. かっゃぇ. 〈けゃぇ くっ っ こさうすっしくうすっかくけ, 
こさけしすけ っ そけさきぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ こさけっお-
すうすっ, いぇとけすけ くっ きけあっ ょぇ しっ ういすなさゃぇす 
70 きうかうけくぇ かっゃぇ いぇ けぉとうくぇすぇ, いぇさぇ-
ょう ょぇかっつ こけ-ょさっぉくう しせきう いぇ かうこしゃぇ-
とけ しなそうくぇくしうさぇくっ. 〈せお っ きけきっくすなす 
ょぇ おぇあぇ, つっ ¨ぉとうくぇすぇ こけょたけょう きくけゅけ 
さぇいせきくけ, おぇすけ こさっちっくう ゃ おけう こさけっおすう 
っ ちっかっしなけぉさぇいくけ う くっけぉたけょうきけ ょぇ しっ 
せつぇしすゃぇ.  
╃させゅ ゃぇあっく きけきっくす ゃ ╀のょあっす`2013 

くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ, つっ くはきぇ せゃっ-
かうつっくうっ くぇ きっしすくうすっ ょぇくなちう う すぇおしう, 
いぇこぇいゃぇ しっ さぇいきっさなす うき けす きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ. 
╀のょあっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ っ ぉぇかぇくしう-

さぇく, きくけゅけ っ こさっきっさっくぇ こさうたけょくぇすぇ 
つぇしす, くはきぇ おせたう けぉっきう. 〈けゃぇ っ っょうく 
さっぇかうしすうつっく ぉのょあっす, いぇ さぇいかうおぇ けす 
ょさせゅう ゅけょうくう, ゃ おけうすけ うきぇてっ いぇかけ-
あっくう おせたう こさうたけょう けす くぇょ 2 きうかうけくぇ 
かっゃぇ /おぇすけ こさうきっさ - うきけすうすっ くぇ ╉なか-
ゃぇつぇ/ う ょさせゅう. [ぇいょせゃぇきっ さぇいたけょくぇすぇ 
つぇしす, ぇ おぇすけ ゅう くはきぇ こさうたけょうすっ, くっ しっ 
ういこなかくはゃぇす う さぇいたけょうすっ  う しっ こけかせつぇ-
ゃぇ くぇこさっあっくうっ.

ぉういくっし-おかうきぇすぇ ゃ さぇえけくぇ: 

〈させょくけ っ すけゃぇ ょぇ しっ こさっちっくう ょぇかう 
っ すけつくけ すぇおぇ, いぇとけすけ かけしすけゃっすっ いぇ 

ゃかうはくうっ くぇ ぉういくっしぇ, おけうすけ うきぇす けぉとうくう-
すっ, くっ しぇ すぇおぇ こさはおけ しゃなさいぇくう しなし しなけす-
ゃっすくうすっ  うおけくけきうつっしおう しせぉっおすう くぇ くっえくぇ 
すっさうすけさうは. ′け けぉとうくしおぇすぇ ゃかぇしす きけあっ 
ょぇ すなさしう さぇいかうつくう そけさきう, おけうすけ うくょう-
さっおすくけ ゃないょっえしすゃぇす. ‶せぉかうつくけ-つぇしすくけ-
すけ こぇさすくぬけさしすゃけ っ っょくぇ けす すっいう そけさきう.  
╉さうすうおぇすぇ ゃ すけいう しきうしなか おなき こさっょうてくう-
すっ せこさぇゃう きけあっ ょぇ しっ けすこさぇゃう ゃ こけしけ-
おぇ くぇ すけゃぇ, つっ こさっょうてくけすけ せこさぇゃかっくうっ 
くっ ぉってっ すぇおぇ ぇおすうゃくけ こけ けすくけてっくうっ くぇ 
っゃさけこっえしおうすっ こさけゅさぇきう. ┿ すけゃぇ, おけっすけ 
しっ こさぇゃう こけ すはた, ゃかうはっ ょうさっおすくけ ゃなさたせ 
けぉとうくうすっ, こぇさうすっ, おけうすけ しっ けすこせしおぇす こけ 
すはた, ゃかういぇす ょうさっおすくけ ゃ けぉとうくうすっ. ╁ すけいう 
しきうしなか おさうすうおぇすぇ きけあっ ょぇ っ ゃはさくぇ. 
】け しっ けすくぇしは いぇ ╀のょあっす`2013, すけ きくけ-

ゅけ しこけおけえくけ しっ さぇぉけすう し けぉとうくしおぇ ぇょきう-
くうしすさぇちうは こけ すけいう ゃなこさけし, ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす - しなとけ. ′ぇこさぇゃうたきっ こさっょゃぇさうすっか-
くけ けぉしなあょぇくっ, くけゃうすっ こさっょかけあっくうは しっ 
けぉしなょうたぇ さぇいせきくけ う ゃくうきぇすっかくけ, すぇおぇ つっ 
ょぇ くはきぇ しこけさけゃっ う こけ しぇきうすっ こさけちっょせさう 
くぇ けぉしなあょぇくっ う こさうっきぇくっ. ¨ゅかっょぇかう しきっ 
くっとぇすぇ, きうしかは, つっ こけしすうゅくぇたきっ さぇいせきくう 
おけきこさけきうしう こけ けすくけてっくうっ くぇ ぉのょあっすぇ. 

』╉╊][╅: 《╆ぅ¨〉╅-》『╊╇《′╇╅ぁ¨ 
‶さっょかけあっくうっすけ ╃ぇきはくけゃ 

くぇこさぇゃう けとっ こけ ゃさっきっ くぇ 
こなさゃけすけ つっすっくっ くぇ ぉのょあっすぇ 
う ょけさう こけしけつう ういすけつくうちうすっ 
いぇ ょけそうくぇくしうさぇくっすけ. ]さっょ 
きけすうゃうすっ いぇ うしおぇくっすけ しう すけえ 
こけしけつう う くぇきぇかっかうは ぉさけえ こな
すせゃぇとう し ぇゃすけぉせしう こけさぇょう 
おけくおせさっくちうはすぇ くぇ すぇおしうすぇすぇ, 
おけうすけ けぉうさぇす こなすせゃぇとうすっ. 
╉きっすなす ]すけはくけゃぇ けしこけさう うし

おぇくっすけ くぇ ╃ぇきはくけゃ し ちうそさう, 
こけしけつゃぇえおう, つっ いぇ きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ こけ ょゃっ こけしすぇくけゃかっくうは 
くぇ ╋] すさぇくしこけさすくうすっ こさっ
ゃけいゃぇつう ゃ さぇえけくぇ しぇ こけかせ
つうかう けぉとけ 895 たうかはょう かっゃぇ 
いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ ゅさぇょしおうは 
すさぇくしこけさす, おぇすけ ゅせぉっと, う いぇ 
ょけこかぇとぇくっ おなき おぇさすうすっ くぇ 
こっくしうけくっさうすっ う せつっくうちうすっ. ╁ 
きけきっくすぇ ょゃっすっ ゅさせこう こなすせゃぇ
とう こけかいゃぇす  20% くぇきぇかっくうっ 
こさう こなすせゃぇくっ. ]こけさっょ けそう
ちうぇかくうすっ ょぇくくう, こなすせゃぇとうすっ 
し おぇさすう こっくしうけくっさう ゃ けぉとう
くぇすぇ しぇ  きっあょせ 6 う 8  たうかはょう, 
ぇ せつっくうちうすっ – 2 たうかはょう. 

]すけはくけゃぇ ょっおかぇさうさぇ あっかぇ
くうっすけ しう ょぇ しっ くぇきっさう ゃぇさう
ぇくす いぇ いぇおけくけしなけぉさぇいくけ こけょ
こけきぇゅぇくっ くぇ ¨ぉっょうくっくうっすけ 
くぇ こさっゃけいゃぇつうすっ う おぇすっゅけさうつ
くけ くっ しっ しなゅかぇしう し くぇこさぇゃっくけ
すけ こさっょかけあっくうっ けす ╃ぇきはくけゃ. 
] ちっか くぇきうさぇくっ くぇ さってっくうっ 
くぇ しっさうけいくうは こさけぉかっき けす くぇ
つぇかけすけ くぇ しっょきうちぇすぇ ゃ けぉ
とうくぇすぇ いぇさぇぉけすう しこっちうぇかくけ 
しそけさきうさぇくぇ いぇ ちっかすぇ さぇぉけす
くぇ ゅさせこぇ し こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
すさうすっ しすさぇくう - きっしすっく こぇさかぇ
きっくす, けぉとうくしおぇ ぇょきうくうしすさぇ
ちうは う こさっゃけいゃぇつう. 
′はきぇ ゃないきけあくけしす ちっくうすっ くぇ 

ぉうかっすうすっ ょぇ こぇょくぇす くぇこけかけ
ゃうくぇ, おぇすっゅけさうつっく ぉっ 》のしっ
うく ╉ったぇえけゃ, おけえすけ っ くぇつぇか
くうお “┿ゃすけぉせしくう こさっゃけいう” おなき 
¨ぉっょうくっくうっすけ くぇ ぇゃすけぉせしくう
すっ こさっゃけいゃぇつう. 〈けえ おぇいぇ, つっ 
しぇ こさっょかけあうかう くぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
ゃぇさうぇくす いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ けぉ
とうくしおけ ょさせあっしすゃけ いぇ こさっゃけ
いう くぇ ゅさぇあょぇくう  こけ こさうきっさぇ 
くぇ  ゅけかっきうすっ ゅさぇょけゃっ くぇ しすさぇ

くぇすぇ. ╁ すけいう ゃぇさうぇくす ¨ぉっ
ょうくっくうっすけ くぇ こさっゃけいゃぇつうすっ 
ういゃなさてゃぇ しぇきぇすぇ せしかせゅぇ, いぇ 
おけはすけ こけかせつぇゃぇ しせきう, けこさっ
ょっかっくう くぇ おうかけきっすなさ こさけぉっゅ. 
╁しうつおう けしすぇくぇかう ょっえくけしすう 
– こさけょぇあぉぇ くぇ ぉうかっすう, おけく
すさけか くぇ こさうたけょうすっ う しなけすゃっす
くけ ぇおせきせかうさぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ 
こけ さっしけさくうすっ こけしすぇくけゃかっくうは 
くぇ ╋], しぇ ぇくゅぇあうきっくす くぇ ¨ぉ
とうくぇすぇ.  
′っ けすおぇいゃぇきっ ょぇ ゃけょうき しけ

ちうぇかくぇ こけかうすうおぇ, しすうゅぇ ょぇ 
しっ くぇきっさう ゃぇさうぇくす いぇ すけゃぇ, 
おぇすっゅけさうつっく ぉっ ╉ったぇえけゃ. 
]きっすおうすっ くぇ ¨ぉっょうくっくうっすけ 
くぇ ぇゃすけぉせしくうすっ こさっゃけいゃぇ
つう  こけおぇいゃぇす, つっ, いぇ ょぇ しすぇくっ 
そぇおす  50-こさけちっくすくけすけ こけっゃ
すうくはゃぇくっ くぇ ぉうかっすうすっ しぇきけ 
いぇ こっくしうけくっさう う せつっくうちう, ゃ 
ぉのょあっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお すさはぉゃぇ  ょぇ しっ いぇょっかはす  
540 たうかはょう かっゃぇ. 

¨とっ こけ すっきぇすぇ – くぇ しすさ 3. 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

...》『《‒¨]╅[【¨ぁ〉¨ 》『╊╈]╊╉¨ ′╅ 『╅[
〈けえ う くっゅけゃう おけかっゅう-きっょうちう けす さぇえけくぇ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ しさっょしすゃぇすぇ くはきぇ 

ょぇ きけゅぇす ょぇ しっ けこけかいけすゃけさはす こけ こさっょくぇいくぇつっくうっすけ うき, すなえ おぇすけ  くはきぇ くせあくうはす おぇこぇちうすっす けす 
おかうくううおう, しこっちうぇかうしすう う ゃさっきっ ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ いぇ すけゃぇ. 〈けゅぇゃぇ ういすうつぇ しさけおなす くぇ こさけっお
すぇ. ′はきぇ ゃなきけあくけしす いぇ すけゃぇ ゃさっきっ ょぇ しっ くぇこさぇゃはす こさっゅかっょう くぇ 400 たうかはょう ょせてう, ぇぉしせさょくけ っ, 
おぇいぇ ょ-さ ╅っかっゃ. 
‶さけゃっさおぇ くぇ 〈┿ こけおぇいぇ, つっ  きぇしけゃけ けくおけしこっちうぇかうしすう う ゅうくっおけかけいう, さぇぉけすっとう けしくけゃくけ し おけく

すうくゅっくすぇ あっくう ゃ さうしお ょぇ こけこぇょくぇす ゃ おぇこぇくぇ くぇ さぇおけゃうすっ いぇぉけかはゃぇくうは, ょけさう くっ しぇ つせゃぇかう いぇ 
すぇいう ゃないきけあくけしす, ゃなこさっおう つっ  こけ こさけっおすぇ しぇ こさっょゃうょっくう 4 きうかうけくぇ かっゃぇ いぇ うくそけさきぇちうけくくぇ 
おぇきこぇくうは. ╉ぇお, いぇ おぇおゃけ  う おなょっ しぇ こけたぇさつっくう しさっょしすゃぇすぇ, くっ っ はしくけ.
] けしすぇくぇかうすっ ぉかういけ 16 きうかうけくぇ かっゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけおさうはす さぇいくけしおうすっ いぇ ぉっいこかぇすくう こさけそう

かぇおすうつくう ういしかっょゃぇくうは  いぇ さぇくくぇ ょうぇゅくけしすうおぇ くぇ けくおけいぇぉけかはゃぇくうは, けす おけうすけ  200 000 ういしかっょ
ゃぇくうは いぇ さぇお くぇ ゅなさょぇすぇ, 50 000 – いぇ さぇお くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ う 50 000 – いぇ ょさせゅう けくおけかけゅうつくう 
いぇぉけかはゃぇくうは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

こさけっおすぇ っ 
ゅけょうくぇ う 
こっす きっしっ
ちぇ, おぇすけ 
12 けす すはた 
しぇ いぇ こさっ
ょけしすぇゃは
くっ くぇ しけ
ちうぇかくぇすぇ 
せ し か せ ゅ ぇ 
„ ╃ け き ぇ
てっく こけ
きけとくうお“.
‶け こさけ

っおすぇ とっ 
しっ しない

ょぇょっ ╆ゃっくけ いぇ せしかせゅう ゃ ょけ
きぇてくぇ しさっょぇ おなき ╃けきぇてくうは  
しけちうぇかっく こぇすさけくぇあ - ╉ぇいぇく
かなお, し おけっすけ とっ しっ さぇいてうさう 
ょっえくけしすすぇ くぇ こぇすさけくぇあぇ う 
とっ しっ しないょぇょぇす せしかけゃうは いぇ 
こさうっきしすゃっくけしす う ゅぇさぇくすうさぇ
くっ けぉしかせあゃぇくっすけ くぇ かうちぇ, 
こけかいゃぇかう せしかせゅぇすぇ „╃けきぇ
てっく こけきけとくうお“. 
╆ゃっくけすけ いぇ せしかせゅう ゃ ょけ

きぇてくぇ しさっょぇ とっ こさっょかぇゅぇ 
こさっょけしすぇゃはくっ くぇ こけつぇしけゃう 
せしかせゅう いぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ 
おけきせくぇかくけ-ぉうすけゃう ょっえくけしすう 
おぇすけ: こぇいぇさせゃぇくっ, こけょょなさ
あぇくっ くぇ たうゅうっくぇすぇ ゃ あうかう
とぇすぇ, けぉうすぇゃぇくう けす こけかい
ゃぇすっかうすっ, ういゃなさてゃぇくっ うかう 
しなょっえしすゃうっ いぇ ういゃなさてゃぇくっ 
くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう せしかせゅう 
う こかぇとぇくうは, こさうゅけすゃはくっ くぇ 
たさぇくぇ し こさけょせおすう くぇ こけすさっ
ぉうすっかは. ╆ぇ ゃしうつおう すっいう せしかせ
ゅう  こけすさっぉうすっかうすっ とっ いぇこかぇ
とぇす こけ 22 しすけすうくおう くぇ つぇし. 
〈ぇおしぇすぇ っ けこさっょっかっくぇ けす ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけ さっょぇ くぇ 
╆ぇおけくぇ いぇ きっしすくうすっ ょぇくなちう 

う すぇおしう.
╉ぇくょうょぇすうすっ いぇ ょけきぇてくう 

こけきけとくうちう きけゅぇす ょぇ しぇ ぉっい
さぇぉけすくう かうちぇ ゃ すさせょけしこけ
しけぉくぇ ゃないさぇしす, おけうすけ くっ しぇ 
こさうょけぉうかう こさぇゃけ くぇ こっくしうは 
いぇ けしうゅせさうすっかっく しすぇあ う ゃない
さぇしす うかう くぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
こっくしうは いぇ さぇくくけ こっくしうけくう
さぇくっ. 〈っ こけょぇゃぇす おけきこかっおす 
ょけおせきっくすう こけ けぉさぇいっち.
╉ぇくょうょぇすう いぇ こけすさっぉうすっかう 

くぇ せしかせゅうすっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす 
かうちぇ し すさぇえくう せゃさっあょぇくうは 
し けゅさぇくうつっくうは うかう くっゃない
きけあくけしす いぇ しぇきけけぉしかせあゃぇ
くっ, おぇおすけ う ゃないさぇしすくう たけさぇ し 
けゅさぇくうつっくうは うかう くっゃないきけあ
くけしす いぇ しぇきけけぉしかせあゃぇくっ.
╅っかぇっとうすっ ょぇ こけかいゃぇす 

せしかせゅうすっ くぇ ょけきぇてくう こけ
きけとくうちう  こけょぇゃぇす しかっょくう
すっ ょけおせきっくすう: いぇはゃかっくうっ こけ 
けぉさぇいっち, おけこうっ くぇ ょけおせきっくす 
いぇ しぇきけかうつくけしす, っおしこっさすくけ 
さってっくうっ くぇ 〈╄╊╉,  ょけおせ
きっくす, けこさっょっかはと おけくおさっす
くけすけ かうちっ いぇ くぇしすけえくうお  うかう 
こけこっつうすっか くぇ おぇくょうょぇすぇ いぇ 
せしかせゅぇすぇ, ょっおかぇさぇちうは, つっ 
おなき きけきっくすぇ くぇ おぇくょうょぇす
しすゃぇくっすけ くっ こけかいゃぇ しけちうぇか
くぇ せしかせゅぇ „かうつっく ぇしうしすっくす“, 
„しけちうぇかっく ぇしうしすっくす“ うかう 
„ょけきぇてっく こけきけとくうお“ こけ 
ょさせゅう くぇちうけくぇかくう こさけゅさぇきう 
うかう こけ こさけゅさぇきう, そうくぇく
しうさぇくう けす ょさせゅう ういすけつくうちう 
うかう こけ ょさせゅ さっょ, おぇおすけ う 
こなかくけきけとくけ  いぇ かうちっ, おけっ
すけ ょぇ こけょぇょっ いぇはゃかっくうっすけ けす 
うきっすけ くぇ おぇくょうょぇすぇ, おけゅぇすけ 
くっ しっ こけょぇゃぇ かうつくけ.
                                                            

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 ¨せきかせかち 〈けてさそうあ:

╇くあっくっさ ]ゃっすかぇくぇ ╋うすおけゃぇ っ あっくぇ, きうくぇかぇ せし
こってくけ こさっい „〈さうすっ ╋なおう”: こけこせかはさくけすけ しさっょ しすせ
ょっくすうすっ ゃ ╋╄╇ うきっ くぇ しこっちうぇかくけしすすぇ:”〈ったくけかけゅうは 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ う きっすぇかけさっあっとうすっ きぇてう
くう”. ╆ぇゃなさてゃぇ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃなゃ ╁ぇ
さくぇ, いぇっょくけ しなし しなこさせゅぇ しう. ′うおぇお くっ っ かっしくけ いぇ 
きけきうつっ, ょけてかけ けす ╋ぇすっきぇすうつっしおぇ ゅうきくぇいうは, くけ 
かっしくけすけ しはおぇて, くうおけゅぇ くっ っ ぉうかけ こさうきぇきおぇ いぇ 
]ゃっすかぇ. ╉ぇおすけくっ は こさうゃかうつぇ う しゃっすかうくぇすぇ くぇ こさけ
あっおすけさうすっ. ╉ぇすけ きくけゅけ ぇさしっくぇかちう, おけうすけ こさけしすけ 
けぉうつぇす ょぇ しう ゃなさてぇす さぇぉけすぇすぇ, うくあ. ╋うすおけゃぇ しっ 
こさうすっしくはゃぇ, つっ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ こうてっ いぇ 
くっは. ′け くうっ いくぇっき, つっ  しう しすさせゃぇす  ょせきうすっ いぇ ゃしっおう, 
おけえすけ おぇすけ しこっちうぇかうしす しう すっあう くぇ きはしすけすけ. ′っえ
くけすけ きはしすけ っ ゃ ¨すょっかぇ くぇ ╇かうはく ╊っしっゃ けす ╆ぇゃけょ 6. 
〈ぇき ]ゃっすかぇくぇ  さなおけゃけょう ╆ゃっくけすけ くぇ うくしすさせきっくすう 
いぇ かっっくっ./????/
╉ぇいゃぇ, つっ さぇぉけすぇすぇ くぇ おけくしすさせおすけさぇ  っ ういおかのつうすっか
くけ うくすっさっしくぇ. ╉ぇいゃぇ けとっ, つっ っ „ういゃぇょうかぇ おなしきっす”, 
おけゅぇすけ しかっょ ょゃせゅけょうてくけすけ しう くぇこせしおぇくっ けす  „┿さ
しっくぇか” こさう ゅけかはきぇすぇ おさういぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ くけゃうは 
ゃっお, ]ゃっすかぇ しさっとぇ しすぇさうは しう くぇつぇかくうお ╇ゃぇく ╂っさ
ょあうおけゃ, おけえすけ は ゃさなとぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ.”╃けぉさっ, 
つっ ぉってっ すけえ ょぇ きう こさっょかけあう ょぇ しっ ゃなさくぇ...!”, ぉかぇ
ゅけょぇさくぇ っ うくあ. ╋うすおけゃぇ.

[なおけゃけょうすっかはす くぇ ╆ゃっくけ
すけ いぇ うくしすさせきっくすぇかくけ 

かっっくっ, うくあ. ╋うすおけゃぇ, さぇ
ぉけすう いぇっょくけ し けとっ てっしすうきぇ 
しこっちうぇかうしすう ゃ くけゃけしないょぇ
ょっくうは こさっょう ょゃっ ゅけょうくう くけゃ 
けすょっか ゃ ╆ぇゃけょ 6, おなょっすけ しっ 
しなぉうさぇす ゃしうつおう おけくしすさせおすけ
さう くぇ うくしすさせきっくすぇかくぇ っおう
こうさけゃおぇ. ′はおけう うょゃぇす けす 
しぇきうは ╆ぇゃけょ 6, ょさせゅう, おぇすけ 
]ゃっすかぇ – けす ¨》〈. ╁ ¨すょっかぇ 
しぇ 4 あっくう. ]こけさっょ ]ゃっすかぇ, 
あっくうすっ うきぇす おぇつっしすゃけすけ ょぇ 
しぇ こけ-せこけさうすう う こけ-すなさこっ
かうゃう, ょぇ さぇぉけすはす ちっかっくぇ
しけつっくけ う ょぇ くっ しっ けすおぇい
ゃぇす, ょけおぇすけ くっとけすけ, おけっすけ 
しぇ いぇたゃぇくぇかう, くっ しすうゅくっ ょけ 
おさぇは.
╁ ̈ すょっかぇ ゃしうつおけ っ きけょっさくけ 

– いぇかぇすぇ っ けぉけさせょゃぇくぇ うい
ちはかけ し おけきこのすさう, さぇぉけすう しっ 
しなし しこっちうぇかっく しけそすせっさ. „′っ 
きけゅぇ ょぇ しう こさっょしすぇゃは, つっ 
しなき つっさすぇかぇ くはおけゅぇ くぇ ょなし
おぇ...!”, おぇいゃぇ ょくっし うくあっくっ
さなす – おけくしすさせおすけさ. ╋うすおけゃぇ 
うょゃぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ こさっい 
1997-きぇ くぇ こかけとぇょおぇすぇ ゃ 
【っえくけゃけ ゃ ╉けくしすさせおすけさしおうは 
けすょっか. ╇ょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”, いぇ
とけすけ しっ すなさしはす おけくしすさせおすけ
さう. ]なこさせゅなす しなとけ っ ぇさしっ
くぇかっち, しっゅぇ ゃっつっ っ くぇつぇかくうお 
¨〈╉ くぇ ╆ぇゃけょ 1. ]かっょ こさっ
きっしすゃぇくっすけ くぇ こかけとぇょおぇすぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, うょっ ゃさっきっすけ 
くぇ おさういぇすぇ う ゅけかっきうすっ しな
おさぇとっくうは きぇかおけ しかっょ 2000-
すぇ ゅけょうくぇ. ╇くあ. ╋うすおけゃぇ 
くぇこせしおぇ ╉けくしすさせおすけさしおうは 
けすょっか う ちっかう ょゃっ ゅけょうくう 
さぇぉけすう おぇすけ てかけしっさ ゃ 『った 
290 くぇ ╆ぇゃけょ 1. ╁ くぇつぇかけすけ 
くけさきうすっ しっ しすけさうかう けゅさけきくう 
いぇ あっくぇすぇ し ゃうしてっ けぉさぇいけ
ゃぇくうっ, くっこさっゃうおくぇかぇ おなき 
そういうつっしおうすっ くぇすけゃぇさゃぇくうは. 
′ぇえ-すっあおけ ぉうかけ こけかけあっ
くうっすけ し さなちっすっ, おぇおすけ っ こけ 
こさうくちうこ し てかけしっさうすっ. ]ゃっす
かぇ っ せょうゃっくぇ, おぇお さぇぉけすくうつ
おうすっ しっ しこさぇゃはす し こうかぇすぇ う 
こけしすっこっくくけ しっ くぇせつぇゃぇ くぇ 
すけゃぇ. ‶けしかっ う こさっょかぇゅぇす さぇ
ぉけすぇすぇ おぇすけ おけくしすさせおすけさ くぇ 
うくしすさせきっくすぇかくぇ っおうこうさけゃ
おぇ いぇ こかぇしすきぇしけゃう ょっすぇえかう 
– さぇぉけすぇすぇ ゃ ¨》〈. 〈せお うくあ. 
╋うすおけゃぇ, おけはすけ おけくしすさせうさぇ 
うくしすさせきっくすう いぇ こかぇしすきぇ
しけゃう ょっすぇえかう – てこさうちそけさ
きう う こさっしそけさきう, ゃおせしゃぇ けす 
せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ ゃうょうて 
さっいせかすぇすぇ けす すさせょぇ しう  - けす 
おけくしすさせうさぇくっすけ, ょけ ういさぇ
ぉけすおぇすぇ. [ぇぉけすぇすぇ っ うくすっ
さっしくぇ う いぇとけすけ しゃなさいぇ こさけ
ういゃけょしすゃけすけ くぇ ょゃぇ いぇゃけょぇ, 
けぉはしくはゃぇ けとっ うくあ. ╋うすおけ
ゃぇ. ╇くしすさせきっくすなす っ ゃ ╆ぇゃけょ 
6, ぇ すぇき, おなょっすけ うくしすさせきっく
すうすっ しっ ういこけかいゃぇす ゃっつっ こさは

おけ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, すぇき っ 
ょっえくけしすすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 1. 

╉けくしすさせおすせさなす しっ けこうさぇ 
う くぇ さぇぉけすくうおぇ  

╀けゅぇすうはす こさけういゃけょしすゃっく, 
すったくけかけゅうつっく う おけくしすさせお
すけさしおう けこうす ゃ おぇいぇくかなておぇ
すぇ けさなあっえくうちぇ っ ょけおぇいぇか, 
つっ ょけぉさうはす おけくしすさせおすけさ, 
いぇょなかあうすっかくけ しっ けこうさぇ くぇ 
さぇぉけすくうおぇ, すなさしう くっゅけゃうすっ 
しなゃっすう う しっ けこうすゃぇ ょぇ おけく
しすさせうさぇ すぇおぇ, つっ ょぇ ぉなょっ 
せょけぉくけ いぇ ういこなかくうすっかうすっ. 
〈ぇおなゃ っ う こけょたけょなす くぇ うくあ. 
╋うすおけゃぇ.”[ぇぉけすくうちうすっ しぇ ゅけ
かっきう しこっちうぇかうしすう – ういこなか
くはゃぇす ゃしうつおけ すけつくけ, きくけゅけ 
こなすう しっ ょけこうすゃぇきっ ょけ すはた 
– おけっ とっ っ こけ-せょけぉくけ, ょけ
こうすゃぇきっ しっ う ょけ すっいう, おけうすけ 
こけしかっ とっ ういこけかいゃぇす うくしすさせ
きっくすぇ.”, けぉはしくはゃぇ うくあっくっ
さなす – おけくしすさせおすけさ, おけえすけ 
うくぇつっ さぇぉけすう しぇきけ くぇ おけき
このすなさ, おなょっすけ ゃしうつおけ, おけっすけ 
しっ こさぇゃう, ゃっょくぇゅぇ しっ ゃうあょぇ 
っょくけ おなき っょくけ ゃ こさけしすさぇく
しすゃけすけ う しすぇゃぇ きくけゅけ ぉなさいけ. 
]ゃっすかぇ こさういくぇゃぇ, つっ せしゃけ
はゃぇくっすけ くぇ しこっちうそうつくうは 
しけそすせっさ, し おけえすけ さぇぉけすう 
すったくうはす けすょっか,  くっ っ ぉうかけ 
かっしくけ. ‶さう ゃさなとぇくっすけ しう ゃ 
„┿さしっくぇか” ゃ しさっょぇすぇ くぇ きう
くぇかけすけ ょっしっすうかっすうっ, ]ゃっすかぇ 
くぇきうさぇ, つっ ゃっつっ ゃしうつおけ っ 
きくけゅけ くぇこさっょ, こさぇゃう しっ   3D 
– きけょっかうさぇくっ くぇ おけきこのすなさ う 
ぉっい こけきけとすぇ くぇ おけかっゅうすっ しう, 
]ゃっすかぇ こさういくぇゃぇ, つっ っょゃぇ かう 

ぉう きけゅかぇ ょぇ しっ しこさぇゃう. ¨とっ 
こけゃっつっ, つっ っょくけゃさっきっくくけ し 
けぉせつっくうっすけ こけ しけそすせっさぇ, すは 

すさはぉゃぇかけ う さっぇかくけ ょぇ こさう
かぇゅぇ こさけゅさぇきくうは こさけょせおす 
ゃ おけくおさっすくうすっ しう さぇぉけすくう 
いぇょぇつう. „╋くけゅけ きう こけきけゅくぇ 
]すっそぇく ]すっそぇくけゃ, さなおけゃけ
ょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „┿ゃすけ
きぇすういぇちうは くぇ うくあっくっさくうは 
すさせょ“, きくけゅけ すさせょくけ しっ せつう 
しけそすせっさ”, ぉかぇゅけょぇさう きせ う 
しっゅぇ. ╇いけぉとけ, すは さぇいつうすぇ 
きくけゅけ くぇ おけかっゅうすっ しう. ╁ „┿さ
しっくぇか” すけゃぇ っ ゃないきけあくけ, いぇ
とけすけ すせお しっ さぇぉけすう ゃ っおうこ, 

おけっすけ ]ゃっすかぇ, しかっょ けこうすぇ しう 
ゃ ょさせゅう そうさきう いくぇっ, つっ くっ 
くぇゃしはおなょっ っ すぇおぇ.
′ぇ ゃなこさけしぇ きう, おぇおゃう しぇ いぇ 

くっは ぇさしっくぇかちう, ]ゃっすかぇ けす
ゅけゃけさは ゃっょくぇゅぇ う ぉっい ょぇ しっ 
いぇきうしかう:”]こっちうぇかうしすう!”. ′け 
しなとけ う:”┿おけ ゃないくうおくっ くは
おぇおなゃ こさけぉかっき ゃ さぇぉけすぇすぇ, 
ゃ „┿さしっくぇか” しぇ ぇくゅぇあうさぇくう 
ゃしうつおう – けす さぇぉけすくうおぇ, ょけ 
ょうさっおすけさぇ, うきぇ ういゅさぇょっくぇ 
し きくけゅけ ゅけょうくう しうしすっきぇ, すせお 
しっ ょなさあう ういおかのつうすっかくけ くぇ 
さっょぇ う しすぇくょぇさすぇ, うきぇ さっょ”, 
おぇすっゅけさうつくぇ っ うくあ. ╋うすおけゃぇ 
う すけゃぇ ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ 
う たぇさっしゃぇ. „╁しっおう しう ゃなさてう 
さぇぉけすぇすぇ, しこっちうぇかうしすうすっ しぇ 
こけ きっしすぇすぇ しう, おけっすけ くっ いくぇ
つう, つっ すせお さぇぉけすはす しこっちうぇ
かうしすう こけ ゃしうつおけ. ′ぇこさけすうゃ 
– ゃしっおう さぇいぉうさぇ けすかうつくけ けす 

しけぉしすゃっくぇすぇ しう さぇぉけすぇ”, おけ
きっくすうさぇ けとっ ぇさしっくぇかしおうはす 
おけくしすさせおすけさ けす ┿かっはすぇ くぇ 

しかぇゃぇすぇ. ╁ ┿かっはすぇ, さぇいぉうさぇ 
しっ, こけこぇょぇ こけ こさっょかけあっくうっ 
くぇ くぇつぇかくうおぇ. ╆ぇ ]ゃっすかぇ 
すけゃぇ っ ちっくくけ こさういくぇくうっ, くけ 
すは けとっ ゃっょくぇゅぇ きう しこけょっかは, 
つっ こさっょこけつうすぇ しおさけきくけしすすぇ 
う くっ けぉうつぇ „ょぇ しっ くぇぉうゃぇ くぇ 
けつう” -    
ゃこさけつっき – おぇすけ こけゃっつっすけ 

ぇさしっくぇかちう. 
„′ぇ ぇさしっくぇかちう きけあっ ょぇ しっ 

さぇいつうすぇ”, おぇいゃぇ けとっ さなおけ
ゃけょうすっかはす – おけくしすさせおすけさ. 

]ゃっすかぇ しっ さぇょゃぇ うしすうくしおう, 
つっ ぇさしっくぇかちう きけゅぇす ょぇ さぇ
ぉけすはす ゃ っおうこ, つっ しぇ けすいうゃ
つうゃう っょうく おなき ょさせゅ, ょけぉさけ
ょせてくう しぇ, ちっくっくう しぇ くぇゃなく. 
╆ぇすけゃぇ すは っ とぇしすかうゃぇ, つっ 
しっ っ ゃなさくぇかぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
う しっ くぇょはゃぇ, つっ くっとぇすぇ とっ 
こけすさなゅくぇす けすくけゃけ う とっ うい
かはいぇす けす しっゅぇてくぇすぇ おさういうし
くぇ しうすせぇちうは, いぇとけすけ けくけゃぇ, 
おけっすけ うきぇ „┿さしっくぇか”, すさはぉ
ゃぇ ょぇ しっ いぇこぇいう, すけ っ ちっくくけ.

╁ すぇいう きなあおぇ こさけそっしうは 
きくけゅけ っ すさせょくけ いぇ あっくぇ

〈けゃぇ っ さぇいぉさぇかぇ ]ゃっすかぇ
くぇ こさっい ゅけょうくうすっ:”〈させょくけ 
っ あっくぇ ょぇ しっ せすゃなさょう う ょぇ 
しこっつっかう ょけゃっさうっすけ くぇ たけさぇ
すぇ,  し おけうすけ さぇぉけすう. ′ぇ きな
あっすっ ゅっくくけ うき っ いぇかけあっくけ 
ょぇ ぉなょぇす すったくうちう, ぇ くうっ あっ
くうすっ , ゃしうつおけ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ 
すったくうおぇすぇ こけしすうゅぇきっ し きくけ
ゅけ すさせょ, せこけさうすけしす う ょうしちう
こかうくぇ. [ぇぉけすぇ, さぇぉけすぇ う こぇお 
さぇぉけすぇ. ╋けはすぇ さぇぉけすぇ くっ 
しゃなさてゃぇ し さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ 
, こさけょなかあぇゃぇき ょぇ きうしかは いぇ 
おけくしすさせおちうはすぇ くぇ うくしすさせ
きっくすぇ,  おけえすけ おけくしすさせうさぇき 
ょけさう う ゃ おなとう. ]なこさせゅなす きう 
╅っおけ ╋うすおけゃ,  おけえすけ しなとけ 
さぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか”,  きっ さぇい
ぉうさぇ う こけょおさっこは.”, しこけょっかは 
けすおさけゃっくけ うくあ. ╋うすおけゃぇ.
╆ぇ おけくおさっすくぇすぇ しう さぇ

ぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, すは 
おぇいゃぇ:”¨すょっかなす くう っ しないょぇ
ょっく こさっょう 2 ゅけょうくう. [ぇいょっ
かっくう しきっ くぇ 2 いゃっくぇ.
╆ゃっくけすけ くぇ おけっすけ しなき さな

おけゃけょうすっか おけくしすさせうさぇ 
てこさうちそけさきう う こさっしそけさ
きう いぇ こかぇしすきぇしけゃう ょっすぇえ
かう, こさっしそけさきう いぇ かっっくっ くぇ 
ぇかせきうくうっゃう ょっすぇえかう, こさっ
しそけさきう いぇ しすけこはっきう きけょっかう 
う しなさちっゃう おせすうう. ╃させゅけすけ 
いゃっくけ おけくしすさせうさぇ とぇくちう う 
とぇきこう.
╁しっおう っょうく けす くぇし っ しこっ

ちうぇかうしす ゃ しゃけはすぇ けぉかぇしす う 
いぇすけゃぇ こけしすぇゃっくうすっ くう いぇ
ょぇつう しっ ういこなかくはゃぇす ゃ しさけお. 
』けゃっおなす, おけえすけ くう けぉっょうくは
ゃぇ う しこかけすはゃぇ っ くぇてうは くぇ
つぇかくうお ╇かうはく ╊っしっゃ. ╋くけ
ゅけ くう こけきぇゅぇ う こけょおさっこは. 
╆くぇっき, つっ ゃうくぇゅう きけあっき ょぇ 
さぇいつうすぇきっ くぇ くっゅけ. ]すさっきう 
しっ ょぇ くう せかっしくう ゃ さぇぉけすぇすぇ 
う ょぇ くう しないょぇょっ くけさきぇかくう 
せしかけゃうは くぇ すさせょ. ╉けゅぇすけ うきぇ 
くけゃぇ いぇょぇつぇ, しっ しなぉうさぇきっ, 
けぉしなあょぇきっ さぇいかうつくうすっ ゃぇ
さうぇくすう いぇ おけくしすさせおちうはすぇ 
くぇ うくしさせきっくすぇ う ういぉうさぇきっ 
くぇえ-すったくけかけゅうつくうは ゃぇさうぇくす 
す.っ さぇぉけすうき ゃ っおうこ”, けぉはし
くはゃぇ うくあ. ╋うすおけゃぇ さぇぉうさぇ
っきけ う いぇ かぇうちう. 〈なくおけしすうすっ 
くぇ さぇぉけすぇすぇ, すは けぉはしくぇゃぇ 
すぇおぇ:”╇くしすさせきっくすなす すさはぉゃぇ 
ょぇ ぉなょっ おぇおすけ すったくけかけゅうつっく 
いぇ ういさぇぉけすおぇ,  すぇおぇ う かっし
くけ ょぇ しっ さぇぉけすう し くっゅけ しかっょ 
くっゅけゃけすけ せしゃけはゃぇくっ. ¨しゃっく 
すけゃぇ すさはぉゃぇ けすかうつくけ ょぇ こけ
いくぇゃぇきっ しなけすゃっすくうすっ しすぇく
ょぇさすう いぇ おけくしすさせうさぇくっ.”

]っきっえしすゃけすけ くぇ ]ゃっすかぇ 
けすこせしおぇ ゃ ╀ぇかおぇくぇ

╃ゃぇきぇすぇ しなし しなこさせゅぇ しっ 
せゃかうつぇす こけ こけたけょうすっ ゃ こかぇ
くうくぇすぇ けす っょくけ こさうはすっかしおけ 
しっきっえしすゃけ, し おけっすけ ゅう しゃなさい
ゃぇ こぇお „┿さしっくぇか”.  ╁ けおけか
くけしすうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお けぉう
つぇす ょぇ おぇつゃぇす ]ぇさな はさ くぇょ 
╄くうくぇ う ょぇ ゃうあょぇす ゅかっょおぇすぇ 
おなき ╃けかうくぇすぇ けす ╋っゅぇかうすぇ 
くぇょ ╀せいけゃゅさぇょ. ′ぇえ-こさっ
おさぇしくけすけ きはしすけ せ くぇし, けぉぇ
つっ しぇ ]っょっきすっ さうかしおう っいっさぇ, 
おぇすっゅけさうつくぇ っ ]ゃっすかぇ. ╉ぇすけ 
けこうすっく すせさうしすう, すは こさぇゃう う 
ゅけかっきう こってったけょくう こさったけょう, 
すさっくうさぇくぇ っ う くっ しっ こかぇてう 
けす ういおぇつゃぇくうはすぇ ゃ こかぇくう
くぇすぇ. ┿おけ くっ しぇ さぇいたけょおうすっ 
うい こかぇくうくぇすぇ こさっい せうおっょくぇ, 
]ゃっすかぇ こさういくぇゃぇ, つっ ゃっつっさ 
しっ こさうぉうさぇ おぇすけ きくけゅけ けす 
くぇし ょくっし:”おぇこくぇかぇ けす さぇぉけ
すぇ”. ╃ゃぇきぇすぇ しうくぇ しぇ ゃっつっ 
こけさぇしくぇかう, っょうくうはす こけ こなすは 
くぇ きぇきぇ う すぇすう, っ しすせょっくす 
ゃなゃ ╁ぇさくぇ, せつう いぇ うくあっくっさ 
こけ っかっおすさけすったくうおぇ. „‶なこなす 
きせ っ たゃなさかっく すぇき, くっ うしおぇ
てっ くうおなょっ ょさせゅぇょっ ょぇ せつう”, 
けぉはしくはゃぇ ]ゃっすかぇ し せしきうゃおぇ. 
╋ぇかおうはす っ けとっ せつっくうお ゃ 》せ
きぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは. ╁な
こさっおう すさせょくけしすうすっ う おさういう
すっ くぇ こさったけょぇ, ょゃぇきぇすぇ しなし 
しなこさせゅぇ, すゃなさょけ さってぇゃぇす ょぇ 
うきぇす ょゃっ ょっちぇ. [ぇいせきくけ けす
かぇゅぇす すけゃぇ いぇ しかっょ せくうゃっさしう
しっすっすぇ, いぇとけすけ „〈さうすっ ╋-すぇ” 
しぇ しっさうけいくけ ういこうすぇくうっ...
]っさうけいくう しっ けおぇいゃぇす う ういこう
すぇくうはすけ くぇ おさういぇすぇ, こさっょうい
ゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くぇ ょくってくけすけ 
ゃさっきっ, おけうすけ くっ こけいゃけかはゃぇす  
くぇ けぉうおくけゃっくうは ぉなかゅぇさうく 
ょぇ あうゃっっ しこけおけえくけ.′け: „′ぇ
せつうたきっ しぇ ょぇ しっ しこさぇゃはきっ.”, 
し せしきうゃおぇ けぉはしくはゃぇ うくあ. 
]ゃっすかぇ ╋うすおけゃぇ けす ぇさしっくぇか
しおぇすぇ ┿かっは くぇ しかぇゃぇすぇ.   ╇ 
くっこさっきっくくけ ょなさあう ょぇ しっ 
けすぉっかっあう: „╀かぇゅけょぇさくぇ しなき 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ, つっ きう 
ょぇょっ ゃすけさう てぇくし ょぇ さぇぉけすは 
けすくけゃけ ゃ さっょうちうすっ くぇ ┿さしっ
くぇか う ょぇ しなき つかっく くぇ すけゃぇ 
ゅけかはきけ しっきっえしすゃけ”, おぇいゃぇ ゃ 
いぇおかのつっくうっ さなおけゃけょうすっかはす 
ゃ けおくしすさせおすけさしおうは けすょっか くぇ 
╆ぇゃけょ 6. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

40 - ぁ╅』《╇╅【╅ 『╅╆《【〉╅
』╊╉〈¨を╅ ╊ ╉╊〈《╉╊? 
 ╄さっすうつくぇすぇ すっいぇ っ くぇ せつっくう けす くぇしおけさけ しない-

ょぇょっく ょぇすしおう ういしかっょけゃぇすっかしおう うくしすうすせす Max-
Planck Odense Center, つうえすけ すさせょ っ こせぉかうおせゃぇく 
ゃ うくすっさくっす こけさすぇかぇ いぇ くぇせおぇ Sciencenordic.com. 
]こけさっょ こさけそっしけさ ╃あっえきし ╁けこなか, うょっけかけゅ くぇ 

すぇいう すっいぇ, たけさぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすはす こけ-きぇかおけ 
つぇしけゃっ くぇ しっょきうちぇ, くけ しせきぇさくけ こけゃっつっ しっょきう-
ちう こさっい あうゃけすぇ しう. ]こけさっょ くっゅけ, たけさぇすぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ こさけょなかあぇす ょぇ さぇぉけすはす ょけ くぇゃなさてゃぇくっ くぇ 80 
ゅけょうくう.
╄すけ う かけゅうおぇすぇ きせ ゃ こけょおさっこぇ くぇ すけゃぇ:  
╃けおぇすけ  つけゃっお っ くぇ 20 ゅけょうくう, うきぇ くせあょぇ けす 

こけゃっつっ ゃさっきっ いぇ こさうはすっかうすっ しう, けす こけゃっつっ いぇぉぇ-
ゃかっくうは う ゃさっきっ ょぇ しっ せしなゃなさてっくしすゃぇ. 
′ぇ 35 うしおぇ こけゃっつっ ゃさっきっ いぇ ょっちぇすぇ しう, ぇ しかっょ 

70-すぇすぇ しう ゅけょうくぇ うきぇ こさっょけしすぇすなつくけ しゃけぉけょくけ 
ゃさっきっ, おけっすけ つっしすけ くっ いくぇっ おぇお ょぇ ういこけかいゃぇ う 
すけゃぇ ゅけ せぉうゃぇ.
“‶さっい 20-すう ゃっお しすぇくぇたきっ しゃうょっすっかう くぇ けゅさけ-

きくけ こさっさぇいこさっょっかっくうっ くぇ ぉけゅぇすしすゃけすけ. ╁はさゃぇき, 
つっ こさっい すけいう ゃっお ゅけかはきけすけ こさっさぇいこさっょっかっくうっ とっ 
ぉなょっ こけ けすくけてっくうっ くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ.”, おぇいゃぇ 
こさけそっしけさなす, ちうすうさぇく けす Sciencenordic.com.
〈けえ すゃなさょう, つっ いぇくぇこさっょ けす いくぇつっくうっ いぇ こっくしう-

はすぇ とっ っ けぉとうはす ぉさけえ さぇぉけすくう つぇしけゃっ ゃ あうゃけすぇ 
くぇ つけゃっお, ぇ くっ くぇ おぇおゃぇ ゃないさぇしす しぇ いぇさぇぉけすっくう 
すっいう つぇしけゃっ. 
╃ぇすしおうはす せつっく っ せぉっょっく, つっ 25-つぇしけゃぇすぇ さぇぉけす-

くぇ しっょきうちぇ とっ こけいゃけかう くぇ きかぇょうすっ たけさぇ ょぇ こさっ-
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“╋っょうちうくしおう 『っくすなさ - ┿[]╄′┿╊” ╄¨¨╃, ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100 /‶けかうおかうくうおぇ ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃/
せか. ”╉かうきっくす” わ1, /╀うゃてぇ いなぉけすったくうつっしおぇ かぇぉけさぇすけさうは ょけ ¨ぉとうくぇすぇ/
せか.”]す. こかぇくうくぇ” わ12, /‶けかうおかうくうおぇ ょけ [けいぇさうせきぇ, っす. 4. おぇぉうくっす 97/
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Поликлиника в “Арсенал” АД

- 0431/6 40 55; вътр.  34-45

╃-さ ╆ぇたぇさう ]すけえつっゃ - ぇおせてっさしすゃけ う ゅうくっ-
おけかけゅうは: ╁すけさくうお, 』っすゃなさすなお - 14.00-17.30, 
]なぉけすぇ - 9.30-12.30
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか.╉かうきっくす 1  
╃-さ ╊なつっいぇさ ╃せょせかけゃ たうさせさゅうは: ‶けくっょっか-
くうお - ‶っすなお - 14.00-16.30
┿きぉせかぇす. こさっゅかっょう せか.╉かうきっくす 1
╃-さ ╃うきうすなさ ╉せおせてっゃ けさすけこっょうは: ‶け-
くっょっかくうお, 』っすゃなさすなお - 11.30/かおお-12.30-
14.30/, ╁すけさくうお, ]さはょぇ, ‶っすなお - 12.00/かおお-
12.30-14.30/
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか.╉かうきっくす 1

╃-さ 】うかはくぇ [ぇつっゃぇ: ‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 8.30-13.00
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100
╃-さ ╇ゃけく ╀なつゃぇさけゃぇ: ╁すけさくうお う 』っすゃなさすなお - 8.30-13.30, 
]さはょぇ う ‶っすなお - 8.30-12.30
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ”わ100

〈けゃぇ っ きぇかおけ うかう こけつすう 
くっういゃっしすっく  そぇおす いぇ しゃっ-

すけゃくけ ういゃっしすっく つけゃっお, ゃ つうはすけ 
しなょぉぇ „┿さしっくぇか” いぇっきぇ  きくけゅけ 
ゃぇあくぇ つぇしす. ¨こさっょっかはとぇ. 
╇きっすけ きせ っ ╇ゃぇく ′けつっゃ, おけえ-

すけ こけ-おなしくけ しすぇゃぇ ╃あけく ′けつっゃ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ くっゅけ しすぇゃぇ 
ゃないきけあくけ おぇちぇくっすけ くぇ ╊せくぇすぇ 
こさっい 1969 ゅけょうくぇ, すなえ おぇすけ すけえ 
っ つけゃっおなす, ういけぉさっすうか さっぇおすうゃ-
くうすっ ょゃうゅぇすっかう くぇ かせくくうは きけ-
ょせか „¨さっか”, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
おけえすけ しっ けしなとっしすゃはゃぇ せしこってくけ 
“こさうかせくはゃぇくっすけ”. 
╇ょっはすぇ くぇ きけょせかぇ っ しかっょくぇすぇ: 

ょゃうゅぇすっかうすっ しぇ おけくしすさせうさぇくう 
すぇおぇ, つっ ょっえしすゃぇす こさう おぇちぇくっ-
すけ おぇすけ しこうさぇつっく きったぇくういなき, ぇ 
こさう ういかうすぇくっすけ - おぇすけ せしおけさう-
すっかう, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ こさっ-
けょけかはくぇ かせくくぇすぇ ゅさぇゃうすぇちうは, 
おぇおすけ う ょぇ しっ せかっしくう しおぇつゃぇくっ-
すけ くぇ きけょせかぇ し おけさぇぉぇ-きぇえおぇ, 
くぇきうさぇと しっ ゃ けさぉうすぇ. ¨しゃっく 
すけゃぇ, こけょしうゅせさはゃぇす せしこってくけ-
すけ うき いぇゃさなとぇくっ う しおぇつゃぇくっ 

し けつぇおゃぇとうは ゅう ゃ けおけかけかせくくぇ 
けさぉうすぇ おけしきうつっしおう おけさぇぉ.
┿さしっくぇかっちなす ╇ゃぇく ′けつっゃ っ 

さけょっく ゃ ╉ぇさかけゃけ くぇ 23-すう しっこ-
すっきゃさう 1916 ゅけょうくぇ. ¨す きぇかなお 
しっ せゃかうつぇ こけ すったくうおぇすぇ う しなゃ-
しっき かけゅうつくけ いぇゃなさてゃぇ きっしす-
くけすけ すったくうつっしおけ せつうかうとっ ゃ 
╉ぇさかけゃけ. 
]かっょ すけゃぇ しすぇあせゃぇ ゃ おぇいぇく-

かなておうは いぇゃけょ „┿さしっくぇか”, しかっょ 
おけっすけ こけしすなこゃぇ ゃ ╃なさあぇゃくぇすぇ 
ぇっさけこかぇくくぇ さぇぉけすうかくうちぇ ゃ 
╀けあせさうとっ. ‶け-おなしくけ けしくけゃぇ-
ゃぇ ┿っさけこかぇくくぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ 
おなき かっすうとっ “╋ぇさうくけ こけかっ” - 
╉ぇさかけゃけ.
‶さっい 1942 ゅ., し ゅさせこぇ ぇゃうけ-

すったくうちう, ╇ゃぇく ′けつっゃ ういおぇさゃぇ 
すさうきっしっつくぇ しこっちうぇかういぇちうは 
ゃ ╂っさきぇくうは う っ こさうっす いぇ しすせ-
ょっくす ゃ ╀っさかうくしおぇすぇ こけかうすっ-
たくうおぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇすぇ 
しゅさぇょぇすぇ くぇ こけかうすったくうおぇすぇ っ 
さぇいさせてっくぇ う すけえ しっ いぇゃさなとぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ╁ くぇつぇかけすけ くぇ 1944 
ゅ. こさけょなかあぇゃぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ 
しう ゃ ‶さぇゅぇ う ゅけ いぇゃなさてゃぇ ゃなゃ 
╁うっくぇ, おなょっすけ こけかせつぇゃぇ ょけお-
すけさぇす こけ うくあっくっさくう くぇせおう. 
[ぇぉけすう ういゃっしすくけ ゃさっきっ くぇ かっ-
すうとっすけ くぇ ぇゃしすさうえしおぇすぇ しすけ-
かうちぇ う けすくけゃけ しっ ゃさなとぇ せ くぇし.
‶さっい 1951 ゅ. ╇ゃぇく ′けつっゃ いぇ-

きうくぇゃぇ いぇ ╉ぇくぇょぇ, おなょっすけ さぇ-
ぉけすう ゃ „╉ぇくぇょぇっなさ”. ‶さっい 1956 
ゅ. いぇきうくぇゃぇ いぇ ]┿】. [ぇぉけすう いぇ 
ぇっさけおけしきうつっしおうは ゅうゅぇくす „╃あっ-
くっさぇか ╃ぇえくぇきうおし ╉けさこけさっえ-
てなく” ゃ けすょっか ╉けくゃっなさ. ‶さっい 
1962-さぇ ょ-さ うくあ. ╃あけく ′けつっゃ 
しすぇゃぇ ぇきっさうおぇくしおう ゅさぇあょぇくうく 

う しないょぇゃぇ しけぉしすゃっくぇ そうさきぇ 
ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ ぇっさけおけしきうつっ-
しおうすっ ういしかっょゃぇくうは - Lancea. 
╁ くっは さぇぉけすはす くぇょ 200 ぉなか-
ゅぇさしおう ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇ-
くう うくあっくっさう. ╆ぇ いぇしかせゅうすっ 
しう おなき ′┿]┿ ぉなかゅぇさうくなす っ 
せょけしすけっく し けすかうつうっ くぇ ┿きっ-
さうおぇくしおうは おけくゅさっし.
]かっょ 10 くけっきゃさう 1989 ゅ. 

′けつっゃ ういはゃはゃぇ あっかぇくうっ 
ょぇ しっ いぇゃなさくっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは, くけ 
ゃくっいぇこくけ いぇぉけかは-
ゃぇくっ しすぇゃぇ こさう-
つうくぇ いぇ しきなさすすぇ 
きせ. ╇ゃぇく ′けつっゃ 
しう けすうゃぇ けす しゃっすぇ 
くぇ 13 きぇさす 1991 
ゅ. ゃ ]ぇく ╃うっゅけ. 
′ぇ こけゅさっぉっくうっ-
すけ きせ こさうしなしすゃぇす 
すさうきぇ ぇきっさうおぇく-
しおう こさっいうょっくすう 
– ╉ぇさすなさ, [っえゅなく 
う ╀せて.
╂けょうくぇ こけ-おなしくけ, こさっい 

1992 ゅ., せきうさぇ う しなこさせゅぇすぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうは うくあっくっさ - 
╁っしっかぇ. 
╇ゃぇく う ╁っしっかぇ ′けつっゃう くっ 

けしすぇゃはす くぇしかっょくうちう. 
′ぇ  24 きぇえ 2002 ゅけょうくぇ ゃ 

╉ぇさかけゃけ しっ せつさっょはゃぇ ╉けし-
きうつっしおう おかせぉ “╃あけく ′けつっゃ” 
こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ うくあ. 
╉けしすぇ ′ってっゃ, ぉうゃて いぇきっしす-
くうお-ょうさっおすけさ くぇ ╃]¨ “╋っ-
すぇかたうき” - ]けこけす. 
╈けさょぇくおぇ ╀けくっゃぇ っ ぉなか-

ゅぇさおぇすぇ, おけはすけ ょなかゅう ゅけょうくう 
しなぉうさぇ しこけきっくう くぇ おぇさかけゃ-

ちう いぇ  ╇ゃぇく ′けつっゃ. ]さっとぇ しっ 
し くっゅけゃう しなゅさぇあょぇくう くぇ 10-すう 
ぇこさうか 2002-さぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇ-
すけ しっ こけょゅけすゃは せつさっょはゃぇくっすけ ゃ 
╉ぇさかけゃけ くぇ おけしきうつっしおう おかせぉ し 
くっゅけゃけすけ うきっ. ╁ しこけきっくうすっ しう 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ っきうゅさぇくすおぇ こうてっ:  
„╃なかゅう ゅけょうくう くはきぇ ょぇ しっ ゅけ-

ゃけさう いぇ ╃あけく ′けつっゃ. ¨す くっゅけ-
ゃう しなゅさぇあょぇくう くぇせつうた, つっ けとっ 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ こさけきっくうすっ しかっょ 

1989 ゅ. すっ しぇ けすこさぇゃうかう けそう-
ちうぇかくけ いぇこうすゃぇくっ いぇ しなぉうさぇ-
くっ くぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ 
あうゃけすぇ う くぇせつくうすっ けすおさうすうは 
くぇ ′けつっゃ, くけ うき っ けすゅけゃけさっくけ, 
つっ すぇおなゃ つけゃっお くうおけゅぇ くっ っ しな-
とっしすゃせゃぇか. ╀かういおうすっ くぇ ╃あけく 
′けつっゃ う しなゅさぇあょぇくうすっ きせ けす 
╉ぇさかけゃけ, おけうすけ しぇ こけょょなさあぇかう 
ゃさないおう し くっゅけ, すゃなさょはす, つっ っ ぉうか 
せぉうす. 〈ったくうすっ けこうすう ょぇ けすおさうはす 
くっとけ こけゃっつっ いぇ ′けつっゃ ゅう おぇさぇ 
ょぇ きうしかはす, つっ ゅけかはきぇ つぇしす けす 
ぉうけゅさぇそうはすぇ きせ っ いぇしっおさっすっ-
くぇ. „╃あけく ′けつっゃ うきぇてっ しかっょ 9 
しっこすっきゃさう 1944 ゅけょうくぇ しきなさす-

』 〉╅╉╊╋╉╅...
„¨つぇおゃぇきっ こけゃっつっ けす ょけぉさう さっいせかすぇすう くぇ そうくぇかぇ くぇ ういかけあっ-

くうっすけ.”, いぇはゃう こさっょう ょぇ けすこなすせゃぇ いぇ ┿ぉせ ╃ぇぉう ういこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ‶けゃっつっ おけくおさっすうおぇ 
すけえ けぉっとぇ しかっょ いぇゃさなとぇくっすけ くぇ ょっかっゅぇちうはすぇ けす ういかけあっくうっすけ.  
IDEX 2013 ゅけょうくぇ しっ けすおさうゃぇ ゃ くっょっかは, 17-すう そっゃさせぇさう う とっ 

こさけょなかあう ょけ 21-ゃう そっゃさせぇさう. 
╆ぇさぇょう ょけぉさけすけ しう おぇつっしすゃけ う 

けすかうつくう ゃないきけあくけしすう こさけょせおちう-
はすぇ くぇ „┿さしっくぇか” こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
っ しさっょ くぇえ-すなさしっくうすっ ゃ しゃっすけゃっく 
きぇとぇぉ. 《うさきぇすぇ っ ゃけょっとぇ くぇ こぇ-
いぇさぇ いぇ かけゃくけ う しこけさすくけ けさなあうっ 
ゃ ┿きっさうおぇ う ゃ きけきっくすぇ いぇこけつゃぇ 
ょぇ こさけういゃっあょぇ う ぉけっこさうこぇしうすっ 
いぇ くっゅけ, おぇいぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか” 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ – ういこなかくう-
すっかっく ょうさっおすけさ くぇ すなさゅけゃしおけすけ 

ょさせあっしすゃけ „┿さしっくぇか 2000”. ]こけさっょ くっゅけ, けこすうきうしすうつくぇ こさけゅ-
くけいぇ っ ゃさなとぇくっすけ くぇ こぇいぇさうすっ ゃ ┿さぇぉしおうは しゃはす.  
╂さぇくぇすけきっすう う ょうきくぇ ゅさぇくぇすぇ し きうゅくけゃっくけ ょっえしすゃうっ しぇ ょゃっ-

すっ くけゃう さぇいさぇぉけすおう う  ょゃぇすぇ ゅけかっきう こけしかっょくう たうすぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか”. 〉くうおぇかくうはす 6-ちっゃっく さっゃけかゃっさっく ゅさぇくぇすけきっす, くぇすけゃ-
しおう おぇかうぉなさ, っ さぇいさぇぉけすっく けす けさなあっえくうちうすっ-おけくしすさせおすけさう 
]うきっけく ╆ぇゅぇさけゃ う ╂っけさゅう ╂っゃゅぇかけゃ. 〈けえ っ こさっょくぇいくぇつっく いぇ 
せくうとけあぇゃぇくっ くぇ っょうくうつくう ちっかう うかう くぇ ゅさせこう けす ちっかう ゃ けす-
おさうすう きっしすくけしすう, おぇおすけ う ゃ けおけこう う かっおう せおさっこかっくうは くぇ さぇい-
しすけはくうっ ょけ 400 き. ‶けょたけょはと っ いぇ せこけすさっぉぇ けす ぇさきうはすぇ, ゅさぇ-
くうつくぇすぇ こけかうちうは う しこっちうぇかくうすっ こけかうちっえしおう つぇしすう. ╇ ょゃっすっ 
ういょっかうは しぇ きくけゅけ すなさしっくう くぇ こぇいぇさうすっ いぇ しこっちこさけょせおちうは.                                                                                                    
╆ぇ ゅけょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” しっ さぇいさぇぉけすゃぇす う こさけういゃっあょぇす きっあょせ 
10 う 15 くけゃう ういょっかうは.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“

おぇさゃぇす こけゃっつっ ゃさっきっ し ょっちぇすぇ しう う ょぇ しっ ゅさうあぇす 
こけ-ょけぉさっ いぇ すはたくけすけ いょさぇゃっ. 〈は とっ ょけこさうくっしっ 
いぇ こけゃうてぇゃぇくっ くぇ しさっょくぇすぇ こさけょなかあうすっかくけしす 
くぇ あうゃけすぇ, おぇおすけ う いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ おぇつっしす-
ゃけすけ くぇ あうゃけす くぇ こけ-ゃないさぇしすくけすけ くぇしっかっくうっ.
“╇きぇ せぉっょうすっかくう ょけおぇいぇすっかしすゃぇ, つっ ゃないさぇしす-

くうすっ たけさぇ, おけうすけ さぇぉけすはす くぇ くっこなかくけ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ, しぇ こけ-いょさぇゃう けす こっくしうけくっさうすっ, おけうすけ しう 
しすけはす せ ょけきぇ.”, ぇさゅせきっくすうさぇ しっ こさけそっしけさなす.
 〈っけさうはすぇ いぇ 25-つぇしけゃぇ さぇぉけすくぇ しっょきうちぇ ゃっつっ 

うきぇ さっしこっおすうさぇと ぉさけえ こけょょさなあくうちう ゃ しけちうぇか-
くうすっ きさっあう 〈せうすなさ う 《っえしぉせお. ‶さっけぉかぇょぇゃぇす 
きくっくうはすぇ, つっ  40-つぇしけゃぇすぇ さぇぉけすくぇ しっょきうちぇ っ 
くっ しぇきけ ゃさっょくぇ いぇ いょさぇゃっすけ, くけ う くっこさけょせおすうゃ-
くぇ.
╀っいしこけさくけ, すっけさうはすぇ くぇ ょぇすしおうは こさけそっしけさ っ 

ゃうょ ぉかぇゅけしかけゃうは くぇ そけくぇ くぇ ゃしっ こけ-ゅけかっきうすっ 
すさっゃけゅう くぇ しゃっすけゃくうすっ かうょっさう けす いぇしすぇさはゃぇとけ-
すけ ゃ ゅかけぉぇかっく きぇとぇぉ くぇしっかっくうっ, つうえすけ こなさゃっく-
しすゃけ こけ すけいう こけおぇいぇすっか  ょなさあう うきっくくけ ╄ゃさけこぇ. 
‶け すっいぇすぇ ゃしっ けとっ くはきぇ さっぇおちうは くぇ しうくょうおぇか-
くうすっ けさゅぇくういぇちうう ゃ ╄ゃさけこぇ, くうすけ こなお くぇ こっくしう-
けくくうすっ そけくょけゃっ.
¨とっ けすしっゅぇ, けぉぇつっ, っ はしくけ, つっ せ くぇし すぇいう すっ-

けさうは  くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ こさっゃなさくっ ゃ くっいょさぇ-
ゃけしかけゃくぇ ょなゃおぇ いぇ しっょはくおう, ぉっい ょぇ しっ ゃくうおくっ ゃ 
しうかぇすぇ くぇ ぇさゅせきっくすうすっ う くっせきけかうきうすっ いぇおけくう 
くぇ あうゃけすぇ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

くぇ こさうしなょぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈けえ 
ぉってっ こけかうすうつっしおう っきうゅさぇくす.“, 
おぇいゃぇ  くっゅけゃうはす こさうはすっか  ‶さけ-
ょぇく 》さうしすけゃ, おけえすけ あうゃっっ ゃなゃ 
╁うっくぇ けす 1955 ゅけょうくぇ. “╃あけく 
′けつっゃ ぉってっ し ょけぉさけ きぇすっさう-
ぇかくけ こけかけあっくうっ ゃ ┿きっさうおぇ. 
[ぇぉけすっとうすっ ぉなかゅぇさう  いぇ くっゅけ  
しっ いぇくうきぇゃぇたぇ しなし いぇおさっこゃぇくっ 
くぇ きけすけさうすっ くぇ しぇきけかっすうすっ. 
′けつっゃ ぉってっ きぇてうくっく うくあっ-
くっさ こけ しぇきけかっすうすっ.”, さぇいおぇいぇ 
‶さけょぇく 》さうしすけゃ. 
′けつっゃ っ あうゃはか ゃ ]ぇく ╃うっ-

ゅけ, くけ っ うきぇか う おなとう くぇ ぉさっ-
ゅぇ くぇ ┿すかぇくすうつっしおうは けおっぇく う 
ゃ 【ゃっえちぇさうは. ╀なかゅぇさしおうはす 
おけくしすさせおすけさ う しなこさせゅぇすぇ きせ 
╁っしっかぇ しぇ こさっおぇさゃぇかう かっすくうすっ 
きっしっちう ゃ ╄ゃさけこぇ, おなょっすけ しぇ しっ 
しさっとぇかう し ぉかういおうすっ しう.”, こうてっ 
ゃ しなぉさぇくうすっ しこけきっくう ╈けさょぇく-
おぇ ╀けくっゃぇ. 
╃くっし, こけゃっつっ けす 2 ょっしっすうかっ-

すうは しかっょ しきなさすすぇ きせ, おけゅぇすけ 
しゃっすなす けすくけゃけ しっ ゃすけさぇつゃぇ ゃ 
╉けしきけしぇ, こけこせかはさくけしすすぇ くぇ 
╃あけく ′けつっゃ こけしすっこっくくけ くぇ-
さぇしすゃぇ. ]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ  
ぉなかゅぇさしおうすっ きっょうう いぇょ けおっぇ-
くぇ, ╃あけく ′けつっゃ しすぇゃぇ ういゃっし-
すっく う しさっょ ぉなかゅぇさうすっ ゃ ]┿】.
┿ いぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは 

うきっすけ くぇ すけいう ゃっかうお つけゃっお 
けしすぇゃぇ くっこけいくぇすけ. ╆ぇ けゅさけきくけ 
しなあぇかっくうっ. ╆ぇ くぇしすけはとうすっ う 
ぉうゃてう さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” 
すけゃぇ っ こさけしすけ こけさっょくけすけ けす 
こかっはょぇすぇ ょけおぇいぇすっかしすゃぇ いぇ 
おけゃぇつくうちぇすぇ くぇ おぇょさう, つぇしす けす 
おけはすけ し ゅけさょけしす しぇ ぉうかう う すっ.  

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
╃-さ 》さ. 》さうしすけゃ - おぇさょうけかけゅうは: ‶けくっ-
ょっかくうお - ‶っすなお - 16.00-19.00  
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. ”]すぇさぇ こかぇくう-
くぇ” わ12
╃-さ ╂. ╇かうっゃ - [っくすゅっくけゃ おぇぉうくっす - 
0887478116: ‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 8.00-
12.00 う 14-17.30
せか.╉かうきっくす 1
╉かうく.かぇぉけさぇすけさうは ╁なすさ.す.28-30: ‶けくっ-
ょっかくうお - ‶っすなお - 8.30-14.00
╃-さ ╁ぇくは ╀けくつっゃぇ - すっさぇこっゃす: 
‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 12.00-14.00
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. ”[. ょけかうくぇ” 100
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[《』〈¨ぁ╊』[¨ ¨′《╆『╊【╅【╊] 』【╅╋】╇╅] ╇ „╅『』╊〉╅]”

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 ¨せきかせかち 〈けてさそうあ:

╇くあっくっさ ]ゃっすかぇくぇ ╋うすおけゃぇ っ あっくぇ, きうくぇかぇ せし-
こってくけ こさっい „〈さうすっ ╋なおう”: こけこせかはさくけすけ しさっょ しすせ-
ょっくすうすっ ゃ ╋╄╇ うきっ くぇ しこっちうぇかくけしすすぇ:”〈ったくけかけゅうは 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ う きっすぇかけさっあっとうすっ きぇてう-
くう”. ╆ぇゃなさてゃぇ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃなゃ ╁ぇ-
さくぇ, いぇっょくけ しなし しなこさせゅぇ しう. ′うおぇお くっ っ かっしくけ いぇ 
きけきうつっ, ょけてかけ けす ╋ぇすっきぇすうつっしおぇ ゅうきくぇいうは, くけ 
かっしくけすけ しはおぇて, くうおけゅぇ くっ っ ぉうかけ こさうきぇきおぇ いぇ 
]ゃっすかぇ. ╉ぇおすけくっ は こさうゃかうつぇ う しゃっすかうくぇすぇ くぇ こさけ-
あっおすけさうすっ. ╉ぇすけ きくけゅけ ぇさしっくぇかちう, おけうすけ こさけしすけ 
けぉうつぇす ょぇ しう ゃなさてぇす さぇぉけすぇすぇ, うくあ. ╋うすおけゃぇ しっ 
こさうすっしくはゃぇ, つっ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ こうてっ いぇ 
くっは. ′け くうっ いくぇっき, つっ  しう しすさせゃぇす  ょせきうすっ いぇ ゃしっおう, 
おけえすけ おぇすけ しこっちうぇかうしす しう すっあう くぇ きはしすけすけ. ′っえ-
くけすけ きはしすけ っ ゃ ¨すょっかぇ くぇ ╇かうはく ╊っしっゃ けす ╆ぇゃけょ 6. 
〈ぇき ]ゃっすかぇくぇ  さなおけゃけょう ╆ゃっくけすけ くぇ うくしすさせきっくすう 
いぇ かっっくっ./????/
╉ぇいゃぇ, つっ さぇぉけすぇすぇ くぇ おけくしすさせおすけさぇ  っ ういおかのつうすっか-
くけ うくすっさっしくぇ. ╉ぇいゃぇ けとっ, つっ っ „ういゃぇょうかぇ おなしきっす”, 
おけゅぇすけ しかっょ ょゃせゅけょうてくけすけ しう くぇこせしおぇくっ けす  „┿さ-
しっくぇか” こさう ゅけかはきぇすぇ おさういぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ くけゃうは 
ゃっお, ]ゃっすかぇ しさっとぇ しすぇさうは しう くぇつぇかくうお ╇ゃぇく ╂っさ-
ょあうおけゃ, おけえすけ は ゃさなとぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ.”╃けぉさっ, 
つっ ぉってっ すけえ ょぇ きう こさっょかけあう ょぇ しっ ゃなさくぇ...!”, ぉかぇ-
ゅけょぇさくぇ っ うくあ. ╋うすおけゃぇ.

[なおけゃけょうすっかはす くぇ ╆ゃっくけ-
すけ いぇ うくしすさせきっくすぇかくけ 

かっっくっ, うくあ. ╋うすおけゃぇ, さぇ-
ぉけすう いぇっょくけ し けとっ てっしすうきぇ 
しこっちうぇかうしすう ゃ くけゃけしないょぇ-
ょっくうは こさっょう ょゃっ ゅけょうくう くけゃ 
けすょっか ゃ ╆ぇゃけょ 6, おなょっすけ しっ 
しなぉうさぇす ゃしうつおう おけくしすさせおすけ-
さう くぇ うくしすさせきっくすぇかくぇ っおう-
こうさけゃおぇ. ′はおけう うょゃぇす けす 
しぇきうは ╆ぇゃけょ 6, ょさせゅう, おぇすけ 
]ゃっすかぇ – けす ¨》〈. ╁ ¨すょっかぇ 
しぇ 4 あっくう. ]こけさっょ ]ゃっすかぇ, 
あっくうすっ うきぇす おぇつっしすゃけすけ ょぇ 
しぇ こけ-せこけさうすう う こけ-すなさこっ-
かうゃう, ょぇ さぇぉけすはす ちっかっくぇ-
しけつっくけ う ょぇ くっ しっ けすおぇい-
ゃぇす, ょけおぇすけ くっとけすけ, おけっすけ 
しぇ いぇたゃぇくぇかう, くっ しすうゅくっ ょけ 
おさぇは.
╁ ̈ すょっかぇ ゃしうつおけ っ きけょっさくけ 

– いぇかぇすぇ っ けぉけさせょゃぇくぇ うい-
ちはかけ し おけきこのすさう, さぇぉけすう しっ 
しなし しこっちうぇかっく しけそすせっさ. „′っ 
きけゅぇ ょぇ しう こさっょしすぇゃは, つっ 
しなき つっさすぇかぇ くはおけゅぇ くぇ ょなし-
おぇ...!”, おぇいゃぇ ょくっし うくあっくっ-
さなす – おけくしすさせおすけさ. ╋うすおけゃぇ 
うょゃぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ こさっい 
1997-きぇ くぇ こかけとぇょおぇすぇ ゃ 
【っえくけゃけ ゃ ╉けくしすさせおすけさしおうは 
けすょっか. ╇ょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”, いぇ-
とけすけ しっ すなさしはす おけくしすさせおすけ-
さう. ]なこさせゅなす しなとけ っ ぇさしっ-
くぇかっち, しっゅぇ ゃっつっ っ くぇつぇかくうお 
¨〈╉ くぇ ╆ぇゃけょ 1. ]かっょ こさっ-
きっしすゃぇくっすけ くぇ こかけとぇょおぇすぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, うょっ ゃさっきっすけ 
くぇ おさういぇすぇ う ゅけかっきうすっ しな-
おさぇとっくうは きぇかおけ しかっょ 2000-
すぇ ゅけょうくぇ. ╇くあ. ╋うすおけゃぇ 
くぇこせしおぇ ╉けくしすさせおすけさしおうは 
けすょっか う ちっかう ょゃっ ゅけょうくう 
さぇぉけすう おぇすけ てかけしっさ ゃ 『った 
290 くぇ ╆ぇゃけょ 1. ╁ くぇつぇかけすけ 
くけさきうすっ しっ しすけさうかう けゅさけきくう 
いぇ あっくぇすぇ し ゃうしてっ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ, くっこさっゃうおくぇかぇ おなき 
そういうつっしおうすっ くぇすけゃぇさゃぇくうは. 
′ぇえ-すっあおけ ぉうかけ こけかけあっ-
くうっすけ し さなちっすっ, おぇおすけ っ こけ 
こさうくちうこ し てかけしっさうすっ. ]ゃっす-
かぇ っ せょうゃっくぇ, おぇお さぇぉけすくうつ-
おうすっ しっ しこさぇゃはす し こうかぇすぇ う 
こけしすっこっくくけ しっ くぇせつぇゃぇ くぇ 
すけゃぇ. ‶けしかっ う こさっょかぇゅぇす さぇ-
ぉけすぇすぇ おぇすけ おけくしすさせおすけさ くぇ 
うくしすさせきっくすぇかくぇ っおうこうさけゃ-
おぇ いぇ こかぇしすきぇしけゃう ょっすぇえかう 
– さぇぉけすぇすぇ ゃ ¨》〈. 〈せお うくあ. 
╋うすおけゃぇ, おけはすけ おけくしすさせうさぇ 
うくしすさせきっくすう いぇ こかぇしすきぇ-
しけゃう ょっすぇえかう – てこさうちそけさ-
きう う こさっしそけさきう, ゃおせしゃぇ けす 
せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ ゃうょうて 
さっいせかすぇすぇ けす すさせょぇ しう  - けす 
おけくしすさせうさぇくっすけ, ょけ ういさぇ-
ぉけすおぇすぇ. [ぇぉけすぇすぇ っ うくすっ-
さっしくぇ う いぇとけすけ しゃなさいぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ くぇ ょゃぇ いぇゃけょぇ, 
けぉはしくはゃぇ けとっ うくあ. ╋うすおけ-
ゃぇ. ╇くしすさせきっくすなす っ ゃ ╆ぇゃけょ 
6, ぇ すぇき, おなょっすけ うくしすさせきっく-
すうすっ しっ ういこけかいゃぇす ゃっつっ こさは-

おけ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, すぇき っ 
ょっえくけしすすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 1. 

╉けくしすさせおすせさなす しっ けこうさぇ 
う くぇ さぇぉけすくうおぇ  

╀けゅぇすうはす こさけういゃけょしすゃっく, 
すったくけかけゅうつっく う おけくしすさせお-
すけさしおう けこうす ゃ おぇいぇくかなておぇ-
すぇ けさなあっえくうちぇ っ ょけおぇいぇか, 
つっ ょけぉさうはす おけくしすさせおすけさ, 
いぇょなかあうすっかくけ しっ けこうさぇ くぇ 
さぇぉけすくうおぇ, すなさしう くっゅけゃうすっ 
しなゃっすう う しっ けこうすゃぇ ょぇ おけく-
しすさせうさぇ すぇおぇ, つっ ょぇ ぉなょっ 
せょけぉくけ いぇ ういこなかくうすっかうすっ. 
〈ぇおなゃ っ う こけょたけょなす くぇ うくあ. 
╋うすおけゃぇ.”[ぇぉけすくうちうすっ しぇ ゅけ-
かっきう しこっちうぇかうしすう – ういこなか-
くはゃぇす ゃしうつおけ すけつくけ, きくけゅけ 
こなすう しっ ょけこうすゃぇきっ ょけ すはた 
– おけっ とっ っ こけ-せょけぉくけ, ょけ-
こうすゃぇきっ しっ う ょけ すっいう, おけうすけ 
こけしかっ とっ ういこけかいゃぇす うくしすさせ-
きっくすぇ.”, けぉはしくはゃぇ うくあっくっ-
さなす – おけくしすさせおすけさ, おけえすけ 
うくぇつっ さぇぉけすう しぇきけ くぇ おけき-
このすなさ, おなょっすけ ゃしうつおけ, おけっすけ 
しっ こさぇゃう, ゃっょくぇゅぇ しっ ゃうあょぇ 
っょくけ おなき っょくけ ゃ こさけしすさぇく-
しすゃけすけ う しすぇゃぇ きくけゅけ ぉなさいけ. 
]ゃっすかぇ こさういくぇゃぇ, つっ せしゃけ-
はゃぇくっすけ くぇ しこっちうそうつくうは 
しけそすせっさ, し おけえすけ さぇぉけすう 
すったくうはす けすょっか,  くっ っ ぉうかけ 
かっしくけ. ‶さう ゃさなとぇくっすけ しう ゃ 
„┿さしっくぇか” ゃ しさっょぇすぇ くぇ きう-
くぇかけすけ ょっしっすうかっすうっ, ]ゃっすかぇ 
くぇきうさぇ, つっ ゃっつっ ゃしうつおけ っ 
きくけゅけ くぇこさっょ, こさぇゃう しっ   3D 
– きけょっかうさぇくっ くぇ おけきこのすなさ う 
ぉっい こけきけとすぇ くぇ おけかっゅうすっ しう, 
]ゃっすかぇ こさういくぇゃぇ, つっ っょゃぇ かう 

ぉう きけゅかぇ ょぇ しっ しこさぇゃう. ¨とっ 
こけゃっつっ, つっ っょくけゃさっきっくくけ し 
けぉせつっくうっすけ こけ しけそすせっさぇ, すは 

すさはぉゃぇかけ う さっぇかくけ ょぇ こさう-
かぇゅぇ こさけゅさぇきくうは こさけょせおす 
ゃ おけくおさっすくうすっ しう さぇぉけすくう 
いぇょぇつう. „╋くけゅけ きう こけきけゅくぇ 
]すっそぇく ]すっそぇくけゃ, さなおけゃけ-
ょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „┿ゃすけ-
きぇすういぇちうは くぇ うくあっくっさくうは 
すさせょ“, きくけゅけ すさせょくけ しっ せつう 
しけそすせっさ”, ぉかぇゅけょぇさう きせ う 
しっゅぇ. ╇いけぉとけ, すは さぇいつうすぇ 
きくけゅけ くぇ おけかっゅうすっ しう. ╁ „┿さ-
しっくぇか” すけゃぇ っ ゃないきけあくけ, いぇ-
とけすけ すせお しっ さぇぉけすう ゃ っおうこ, 

おけっすけ ]ゃっすかぇ, しかっょ けこうすぇ しう 
ゃ ょさせゅう そうさきう いくぇっ, つっ くっ 
くぇゃしはおなょっ っ すぇおぇ.
′ぇ ゃなこさけしぇ きう, おぇおゃう しぇ いぇ 

くっは ぇさしっくぇかちう, ]ゃっすかぇ けす-
ゅけゃけさは ゃっょくぇゅぇ う ぉっい ょぇ しっ 
いぇきうしかう:”]こっちうぇかうしすう!”. ′け 
しなとけ う:”┿おけ ゃないくうおくっ くは-
おぇおなゃ こさけぉかっき ゃ さぇぉけすぇすぇ, 
ゃ „┿さしっくぇか” しぇ ぇくゅぇあうさぇくう 
ゃしうつおう – けす さぇぉけすくうおぇ, ょけ 
ょうさっおすけさぇ, うきぇ ういゅさぇょっくぇ 
し きくけゅけ ゅけょうくう しうしすっきぇ, すせお 
しっ ょなさあう ういおかのつうすっかくけ くぇ 
さっょぇ う しすぇくょぇさすぇ, うきぇ さっょ”, 
おぇすっゅけさうつくぇ っ うくあ. ╋うすおけゃぇ 
う すけゃぇ ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ 
う たぇさっしゃぇ. „╁しっおう しう ゃなさてう 
さぇぉけすぇすぇ, しこっちうぇかうしすうすっ しぇ 
こけ きっしすぇすぇ しう, おけっすけ くっ いくぇ-
つう, つっ すせお さぇぉけすはす しこっちうぇ-
かうしすう こけ ゃしうつおけ. ′ぇこさけすうゃ 
– ゃしっおう さぇいぉうさぇ けすかうつくけ けす 

しけぉしすゃっくぇすぇ しう さぇぉけすぇ”, おけ-
きっくすうさぇ けとっ ぇさしっくぇかしおうはす 
おけくしすさせおすけさ けす ┿かっはすぇ くぇ 

しかぇゃぇすぇ. ╁ ┿かっはすぇ, さぇいぉうさぇ 
しっ, こけこぇょぇ こけ こさっょかけあっくうっ 
くぇ くぇつぇかくうおぇ. ╆ぇ ]ゃっすかぇ 
すけゃぇ っ ちっくくけ こさういくぇくうっ, くけ 
すは けとっ ゃっょくぇゅぇ きう しこけょっかは, 
つっ こさっょこけつうすぇ しおさけきくけしすすぇ 
う くっ けぉうつぇ „ょぇ しっ くぇぉうゃぇ くぇ 
けつう” -    
ゃこさけつっき – おぇすけ こけゃっつっすけ 

ぇさしっくぇかちう. 
„′ぇ ぇさしっくぇかちう きけあっ ょぇ しっ 

さぇいつうすぇ”, おぇいゃぇ けとっ さなおけ-
ゃけょうすっかはす – おけくしすさせおすけさ. 

]ゃっすかぇ しっ さぇょゃぇ うしすうくしおう, 
つっ ぇさしっくぇかちう きけゅぇす ょぇ さぇ-
ぉけすはす ゃ っおうこ, つっ しぇ けすいうゃ-
つうゃう っょうく おなき ょさせゅ, ょけぉさけ-
ょせてくう しぇ, ちっくっくう しぇ くぇゃなく. 
╆ぇすけゃぇ すは っ とぇしすかうゃぇ, つっ 
しっ っ ゃなさくぇかぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
う しっ くぇょはゃぇ, つっ くっとぇすぇ とっ 
こけすさなゅくぇす けすくけゃけ う とっ うい-
かはいぇす けす しっゅぇてくぇすぇ おさういうし-
くぇ しうすせぇちうは, いぇとけすけ けくけゃぇ, 
おけっすけ うきぇ „┿さしっくぇか”, すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ いぇこぇいう, すけ っ ちっくくけ.

╁ すぇいう きなあおぇ こさけそっしうは 
きくけゅけ っ すさせょくけ いぇ あっくぇ

〈けゃぇ っ さぇいぉさぇかぇ ]ゃっすかぇ-
くぇ こさっい ゅけょうくうすっ:”〈させょくけ 
っ あっくぇ ょぇ しっ せすゃなさょう う ょぇ 
しこっつっかう ょけゃっさうっすけ くぇ たけさぇ-
すぇ,  し おけうすけ さぇぉけすう. ′ぇ きな-
あっすっ ゅっくくけ うき っ いぇかけあっくけ 
ょぇ ぉなょぇす すったくうちう, ぇ くうっ あっ-
くうすっ , ゃしうつおけ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ 
すったくうおぇすぇ こけしすうゅぇきっ し きくけ-
ゅけ すさせょ, せこけさうすけしす う ょうしちう-
こかうくぇ. [ぇぉけすぇ, さぇぉけすぇ う こぇお 
さぇぉけすぇ. ╋けはすぇ さぇぉけすぇ くっ 
しゃなさてゃぇ し さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ 
, こさけょなかあぇゃぇき ょぇ きうしかは いぇ 
おけくしすさせおちうはすぇ くぇ うくしすさせ-
きっくすぇ,  おけえすけ おけくしすさせうさぇき 
ょけさう う ゃ おなとう. ]なこさせゅなす きう 
╅っおけ ╋うすおけゃ,  おけえすけ しなとけ 
さぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか”,  きっ さぇい-
ぉうさぇ う こけょおさっこは.”, しこけょっかは 
けすおさけゃっくけ うくあ. ╋うすおけゃぇ.
╆ぇ おけくおさっすくぇすぇ しう さぇ-

ぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, すは 
おぇいゃぇ:”¨すょっかなす くう っ しないょぇ-
ょっく こさっょう 2 ゅけょうくう. [ぇいょっ-
かっくう しきっ くぇ 2 いゃっくぇ.
╆ゃっくけすけ くぇ おけっすけ しなき さな-

おけゃけょうすっか おけくしすさせうさぇ 
てこさうちそけさきう う こさっしそけさ-
きう いぇ こかぇしすきぇしけゃう ょっすぇえ-
かう, こさっしそけさきう いぇ かっっくっ くぇ 
ぇかせきうくうっゃう ょっすぇえかう, こさっ-
しそけさきう いぇ しすけこはっきう きけょっかう 
う しなさちっゃう おせすうう. ╃させゅけすけ 
いゃっくけ おけくしすさせうさぇ とぇくちう う 
とぇきこう.
╁しっおう っょうく けす くぇし っ しこっ-

ちうぇかうしす ゃ しゃけはすぇ けぉかぇしす う 
いぇすけゃぇ こけしすぇゃっくうすっ くう いぇ-
ょぇつう しっ ういこなかくはゃぇす ゃ しさけお. 
』けゃっおなす, おけえすけ くう けぉっょうくは-
ゃぇ う しこかけすはゃぇ っ くぇてうは くぇ-
つぇかくうお ╇かうはく ╊っしっゃ. ╋くけ-
ゅけ くう こけきぇゅぇ う こけょおさっこは. 
╆くぇっき, つっ ゃうくぇゅう きけあっき ょぇ 
さぇいつうすぇきっ くぇ くっゅけ. ]すさっきう 
しっ ょぇ くう せかっしくう ゃ さぇぉけすぇすぇ 
う ょぇ くう しないょぇょっ くけさきぇかくう 
せしかけゃうは くぇ すさせょ. ╉けゅぇすけ うきぇ 
くけゃぇ いぇょぇつぇ, しっ しなぉうさぇきっ, 
けぉしなあょぇきっ さぇいかうつくうすっ ゃぇ-
さうぇくすう いぇ おけくしすさせおちうはすぇ 
くぇ うくしさせきっくすぇ う ういぉうさぇきっ 
くぇえ-すったくけかけゅうつくうは ゃぇさうぇくす 
す.っ さぇぉけすうき ゃ っおうこ”, けぉはし-
くはゃぇ うくあ. ╋うすおけゃぇ さぇぉうさぇ-
っきけ う いぇ かぇうちう. 〈なくおけしすうすっ 
くぇ さぇぉけすぇすぇ, すは けぉはしくぇゃぇ 
すぇおぇ:”╇くしすさせきっくすなす すさはぉゃぇ 
ょぇ ぉなょっ おぇおすけ すったくけかけゅうつっく 
いぇ ういさぇぉけすおぇ,  すぇおぇ う かっし-
くけ ょぇ しっ さぇぉけすう し くっゅけ しかっょ 
くっゅけゃけすけ せしゃけはゃぇくっ. ¨しゃっく 
すけゃぇ すさはぉゃぇ けすかうつくけ ょぇ こけ-
いくぇゃぇきっ しなけすゃっすくうすっ しすぇく-
ょぇさすう いぇ おけくしすさせうさぇくっ.”

]っきっえしすゃけすけ くぇ ]ゃっすかぇ 
けすこせしおぇ ゃ ╀ぇかおぇくぇ

╃ゃぇきぇすぇ しなし しなこさせゅぇ しっ 
せゃかうつぇす こけ こけたけょうすっ ゃ こかぇ-
くうくぇすぇ けす っょくけ こさうはすっかしおけ 
しっきっえしすゃけ, し おけっすけ ゅう しゃなさい-
ゃぇ こぇお „┿さしっくぇか”.  ╁ けおけか-
くけしすうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお けぉう-
つぇす ょぇ おぇつゃぇす ]ぇさな はさ くぇょ 
╄くうくぇ う ょぇ ゃうあょぇす ゅかっょおぇすぇ 
おなき ╃けかうくぇすぇ けす ╋っゅぇかうすぇ 
くぇょ ╀せいけゃゅさぇょ. ′ぇえ-こさっ-
おさぇしくけすけ きはしすけ せ くぇし, けぉぇ-
つっ しぇ ]っょっきすっ さうかしおう っいっさぇ, 
おぇすっゅけさうつくぇ っ ]ゃっすかぇ. ╉ぇすけ 
けこうすっく すせさうしすう, すは こさぇゃう う 
ゅけかっきう こってったけょくう こさったけょう, 
すさっくうさぇくぇ っ う くっ しっ こかぇてう 
けす ういおぇつゃぇくうはすぇ ゃ こかぇくう-
くぇすぇ. ┿おけ くっ しぇ さぇいたけょおうすっ 
うい こかぇくうくぇすぇ こさっい せうおっょくぇ, 
]ゃっすかぇ こさういくぇゃぇ, つっ ゃっつっさ 
しっ こさうぉうさぇ おぇすけ きくけゅけ けす 
くぇし ょくっし:”おぇこくぇかぇ けす さぇぉけ-
すぇ”. ╃ゃぇきぇすぇ しうくぇ しぇ ゃっつっ 
こけさぇしくぇかう, っょうくうはす こけ こなすは 
くぇ きぇきぇ う すぇすう, っ しすせょっくす 
ゃなゃ ╁ぇさくぇ, せつう いぇ うくあっくっさ 
こけ っかっおすさけすったくうおぇ. „‶なこなす 
きせ っ たゃなさかっく すぇき, くっ うしおぇ-
てっ くうおなょっ ょさせゅぇょっ ょぇ せつう”, 
けぉはしくはゃぇ ]ゃっすかぇ し せしきうゃおぇ. 
╋ぇかおうはす っ けとっ せつっくうお ゃ 》せ-
きぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは. ╁な-
こさっおう すさせょくけしすうすっ う おさういう-
すっ くぇ こさったけょぇ, ょゃぇきぇすぇ しなし 
しなこさせゅぇ, すゃなさょけ さってぇゃぇす ょぇ 
うきぇす ょゃっ ょっちぇ. [ぇいせきくけ けす-
かぇゅぇす すけゃぇ いぇ しかっょ せくうゃっさしう-
しっすっすぇ, いぇとけすけ „〈さうすっ ╋-すぇ” 
しぇ しっさうけいくけ ういこうすぇくうっ...
]っさうけいくう しっ けおぇいゃぇす う ういこう-
すぇくうはすけ くぇ おさういぇすぇ, こさっょうい-
ゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くぇ ょくってくけすけ 
ゃさっきっ, おけうすけ くっ こけいゃけかはゃぇす  
くぇ けぉうおくけゃっくうは ぉなかゅぇさうく 
ょぇ あうゃっっ しこけおけえくけ.′け: „′ぇ-
せつうたきっ しぇ ょぇ しっ しこさぇゃはきっ.”, 
し せしきうゃおぇ けぉはしくはゃぇ うくあ. 
]ゃっすかぇ ╋うすおけゃぇ けす ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ ┿かっは くぇ しかぇゃぇすぇ.   ╇ 
くっこさっきっくくけ ょなさあう ょぇ しっ 
けすぉっかっあう: „╀かぇゅけょぇさくぇ しなき 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ, つっ きう 
ょぇょっ ゃすけさう てぇくし ょぇ さぇぉけすは 
けすくけゃけ ゃ さっょうちうすっ くぇ ┿さしっ-
くぇか う ょぇ しなき つかっく くぇ すけゃぇ 
ゅけかはきけ しっきっえしすゃけ”, おぇいゃぇ ゃ 
いぇおかのつっくうっ さなおけゃけょうすっかはす 
ゃ けおくしすさせおすけさしおうは けすょっか くぇ 
╆ぇゃけょ 6. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

40 - ぁ╅』《╇╅【╅ 『╅╆《【〉╅
』╊╉〈¨を╅ ╊ ╉╊〈《╉╊? 
 ╄さっすうつくぇすぇ すっいぇ っ くぇ せつっくう けす くぇしおけさけ しない

ょぇょっく ょぇすしおう ういしかっょけゃぇすっかしおう うくしすうすせす Max-
Planck Odense Center, つうえすけ すさせょ っ こせぉかうおせゃぇく 
ゃ うくすっさくっす こけさすぇかぇ いぇ くぇせおぇ Sciencenordic.com. 
]こけさっょ こさけそっしけさ ╃あっえきし ╁けこなか, うょっけかけゅ くぇ 

すぇいう すっいぇ, たけさぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすはす こけ-きぇかおけ 
つぇしけゃっ くぇ しっょきうちぇ, くけ しせきぇさくけ こけゃっつっ しっょきう
ちう こさっい あうゃけすぇ しう. ]こけさっょ くっゅけ, たけさぇすぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ こさけょなかあぇす ょぇ さぇぉけすはす ょけ くぇゃなさてゃぇくっ くぇ 80 
ゅけょうくう.
╄すけ う かけゅうおぇすぇ きせ ゃ こけょおさっこぇ くぇ すけゃぇ:  
╃けおぇすけ  つけゃっお っ くぇ 20 ゅけょうくう, うきぇ くせあょぇ けす 

こけゃっつっ ゃさっきっ いぇ こさうはすっかうすっ しう, けす こけゃっつっ いぇぉぇ
ゃかっくうは う ゃさっきっ ょぇ しっ せしなゃなさてっくしすゃぇ. 
′ぇ 35 うしおぇ こけゃっつっ ゃさっきっ いぇ ょっちぇすぇ しう, ぇ しかっょ 

70-すぇすぇ しう ゅけょうくぇ うきぇ こさっょけしすぇすなつくけ しゃけぉけょくけ 
ゃさっきっ, おけっすけ つっしすけ くっ いくぇっ おぇお ょぇ ういこけかいゃぇ う 
すけゃぇ ゅけ せぉうゃぇ.
“‶さっい 20-すう ゃっお しすぇくぇたきっ しゃうょっすっかう くぇ けゅさけ

きくけ こさっさぇいこさっょっかっくうっ くぇ ぉけゅぇすしすゃけすけ. ╁はさゃぇき, 
つっ こさっい すけいう ゃっお ゅけかはきけすけ こさっさぇいこさっょっかっくうっ とっ 
ぉなょっ こけ けすくけてっくうっ くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ.”, おぇいゃぇ 
こさけそっしけさなす, ちうすうさぇく けす Sciencenordic.com.
〈けえ すゃなさょう, つっ いぇくぇこさっょ けす いくぇつっくうっ いぇ こっくしう

はすぇ とっ っ けぉとうはす ぉさけえ さぇぉけすくう つぇしけゃっ ゃ あうゃけすぇ 
くぇ つけゃっお, ぇ くっ くぇ おぇおゃぇ ゃないさぇしす しぇ いぇさぇぉけすっくう 
すっいう つぇしけゃっ. 
╃ぇすしおうはす せつっく っ せぉっょっく, つっ 25-つぇしけゃぇすぇ さぇぉけす

くぇ しっょきうちぇ とっ こけいゃけかう くぇ きかぇょうすっ たけさぇ ょぇ こさっ
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“╋っょうちうくしおう 『っくすなさ - ┿[]╄′┿╊” ╄¨¨╃, ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100 /‶けかうおかうくうおぇ ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃/
せか. ”╉かうきっくす” わ1, /╀うゃてぇ いなぉけすったくうつっしおぇ かぇぉけさぇすけさうは ょけ ¨ぉとうくぇすぇ/
せか.”]す. こかぇくうくぇ” わ12, /‶けかうおかうくうおぇ ょけ [けいぇさうせきぇ, っす. 4. おぇぉうくっす 97/

╃-さ ╆ぇたぇさう ]すけえつっゃ - ぇおせてっさしすゃけ う ゅうくっ
おけかけゅうは: ╁すけさくうお, 』っすゃなさすなお - 14.00-17.30, 
]なぉけすぇ - 9.30-12.30
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか.╉かうきっくす 1  
╃-さ ╊なつっいぇさ ╃せょせかけゃ たうさせさゅうは: ‶けくっょっか
くうお - ‶っすなお - 14.00-16.30
┿きぉせかぇす. こさっゅかっょう せか.╉かうきっくす 1
╃-さ ╃うきうすなさ ╉せおせてっゃ けさすけこっょうは: ‶け
くっょっかくうお, 』っすゃなさすなお - 11.30/かおお-12.30-
14.30/, ╁すけさくうお, ]さはょぇ, ‶っすなお - 12.00/かおお-
12.30-14.30/
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか.╉かうきっくす 1

╃-さ 】うかはくぇ [ぇつっゃぇ: ‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 8.30-13.00
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100
╃-さ ╇ゃけく ╀なつゃぇさけゃぇ: ╁すけさくうお う 』っすゃなさすなお - 8.30-13.30, 
]さはょぇ う ‶っすなお - 8.30-12.30
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ”わ100

〈けゃぇ っ きぇかおけ うかう こけつすう 
くっういゃっしすっく  そぇおす いぇ しゃっ

すけゃくけ ういゃっしすっく つけゃっお, ゃ つうはすけ 
しなょぉぇ „┿さしっくぇか” いぇっきぇ  きくけゅけ 
ゃぇあくぇ つぇしす. ¨こさっょっかはとぇ. 
╇きっすけ きせ っ ╇ゃぇく ′けつっゃ, おけえ

すけ こけ-おなしくけ しすぇゃぇ ╃あけく ′けつっゃ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ くっゅけ しすぇゃぇ 
ゃないきけあくけ おぇちぇくっすけ くぇ ╊せくぇすぇ 
こさっい 1969 ゅけょうくぇ, すなえ おぇすけ すけえ 
っ つけゃっおなす, ういけぉさっすうか さっぇおすうゃ
くうすっ ょゃうゅぇすっかう くぇ かせくくうは きけ
ょせか „¨さっか”, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
おけえすけ しっ けしなとっしすゃはゃぇ せしこってくけ 
“こさうかせくはゃぇくっすけ”. 
╇ょっはすぇ くぇ きけょせかぇ っ しかっょくぇすぇ: 

ょゃうゅぇすっかうすっ しぇ おけくしすさせうさぇくう 
すぇおぇ, つっ ょっえしすゃぇす こさう おぇちぇくっ
すけ おぇすけ しこうさぇつっく きったぇくういなき, ぇ 
こさう ういかうすぇくっすけ - おぇすけ せしおけさう
すっかう, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ こさっ
けょけかはくぇ かせくくぇすぇ ゅさぇゃうすぇちうは, 
おぇおすけ う ょぇ しっ せかっしくう しおぇつゃぇくっ
すけ くぇ きけょせかぇ し おけさぇぉぇ-きぇえおぇ, 
くぇきうさぇと しっ ゃ けさぉうすぇ. ¨しゃっく 
すけゃぇ, こけょしうゅせさはゃぇす せしこってくけ
すけ うき いぇゃさなとぇくっ う しおぇつゃぇくっ 

し けつぇおゃぇとうは ゅう ゃ けおけかけかせくくぇ 
けさぉうすぇ おけしきうつっしおう おけさぇぉ.
┿さしっくぇかっちなす ╇ゃぇく ′けつっゃ っ 

さけょっく ゃ ╉ぇさかけゃけ くぇ 23-すう しっこ
すっきゃさう 1916 ゅけょうくぇ. ¨す きぇかなお 
しっ せゃかうつぇ こけ すったくうおぇすぇ う しなゃ
しっき かけゅうつくけ いぇゃなさてゃぇ きっしす
くけすけ すったくうつっしおけ せつうかうとっ ゃ 
╉ぇさかけゃけ. 
]かっょ すけゃぇ しすぇあせゃぇ ゃ おぇいぇく

かなておうは いぇゃけょ „┿さしっくぇか”, しかっょ 
おけっすけ こけしすなこゃぇ ゃ ╃なさあぇゃくぇすぇ 
ぇっさけこかぇくくぇ さぇぉけすうかくうちぇ ゃ 
╀けあせさうとっ. ‶け-おなしくけ けしくけゃぇ
ゃぇ ┿っさけこかぇくくぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ 
おなき かっすうとっ “╋ぇさうくけ こけかっ” - 
╉ぇさかけゃけ.
‶さっい 1942 ゅ., し ゅさせこぇ ぇゃうけ

すったくうちう, ╇ゃぇく ′けつっゃ ういおぇさゃぇ 
すさうきっしっつくぇ しこっちうぇかういぇちうは 
ゃ ╂っさきぇくうは う っ こさうっす いぇ しすせ
ょっくす ゃ ╀っさかうくしおぇすぇ こけかうすっ
たくうおぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇすぇ 
しゅさぇょぇすぇ くぇ こけかうすったくうおぇすぇ っ 
さぇいさせてっくぇ う すけえ しっ いぇゃさなとぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ╁ くぇつぇかけすけ くぇ 1944 
ゅ. こさけょなかあぇゃぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ 
しう ゃ ‶さぇゅぇ う ゅけ いぇゃなさてゃぇ ゃなゃ 
╁うっくぇ, おなょっすけ こけかせつぇゃぇ ょけお
すけさぇす こけ うくあっくっさくう くぇせおう. 
[ぇぉけすう ういゃっしすくけ ゃさっきっ くぇ かっ
すうとっすけ くぇ ぇゃしすさうえしおぇすぇ しすけ
かうちぇ う けすくけゃけ しっ ゃさなとぇ せ くぇし.
‶さっい 1951 ゅ. ╇ゃぇく ′けつっゃ いぇ

きうくぇゃぇ いぇ ╉ぇくぇょぇ, おなょっすけ さぇ
ぉけすう ゃ „╉ぇくぇょぇっなさ”. ‶さっい 1956 
ゅ. いぇきうくぇゃぇ いぇ ]┿】. [ぇぉけすう いぇ 
ぇっさけおけしきうつっしおうは ゅうゅぇくす „╃あっ
くっさぇか ╃ぇえくぇきうおし ╉けさこけさっえ
てなく” ゃ けすょっか ╉けくゃっなさ. ‶さっい 
1962-さぇ ょ-さ うくあ. ╃あけく ′けつっゃ 
しすぇゃぇ ぇきっさうおぇくしおう ゅさぇあょぇくうく 

う しないょぇゃぇ しけぉしすゃっくぇ そうさきぇ 
ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ ぇっさけおけしきうつっ
しおうすっ ういしかっょゃぇくうは - Lancea. 
╁ くっは さぇぉけすはす くぇょ 200 ぉなか
ゅぇさしおう ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇ
くう うくあっくっさう. ╆ぇ いぇしかせゅうすっ 
しう おなき ′┿]┿ ぉなかゅぇさうくなす っ 
せょけしすけっく し けすかうつうっ くぇ ┿きっ
さうおぇくしおうは おけくゅさっし.
]かっょ 10 くけっきゃさう 1989 ゅ. 

′けつっゃ ういはゃはゃぇ あっかぇくうっ 
ょぇ しっ いぇゃなさくっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは, くけ 
ゃくっいぇこくけ いぇぉけかは
ゃぇくっ しすぇゃぇ こさう
つうくぇ いぇ しきなさすすぇ 
きせ. ╇ゃぇく ′けつっゃ 
しう けすうゃぇ けす しゃっすぇ 
くぇ 13 きぇさす 1991 
ゅ. ゃ ]ぇく ╃うっゅけ. 
′ぇ こけゅさっぉっくうっ
すけ きせ こさうしなしすゃぇす 
すさうきぇ ぇきっさうおぇく
しおう こさっいうょっくすう 
– ╉ぇさすなさ, [っえゅなく 
う ╀せて.
╂けょうくぇ こけ-おなしくけ, こさっい 

1992 ゅ., せきうさぇ う しなこさせゅぇすぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうは うくあっくっさ - 
╁っしっかぇ. 
╇ゃぇく う ╁っしっかぇ ′けつっゃう くっ 

けしすぇゃはす くぇしかっょくうちう. 
′ぇ  24 きぇえ 2002 ゅけょうくぇ ゃ 

╉ぇさかけゃけ しっ せつさっょはゃぇ ╉けし
きうつっしおう おかせぉ “╃あけく ′けつっゃ” 
こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ うくあ. 
╉けしすぇ ′ってっゃ, ぉうゃて いぇきっしす
くうお-ょうさっおすけさ くぇ ╃]¨ “╋っ
すぇかたうき” - ]けこけす. 
╈けさょぇくおぇ ╀けくっゃぇ っ ぉなか

ゅぇさおぇすぇ, おけはすけ ょなかゅう ゅけょうくう 
しなぉうさぇ しこけきっくう くぇ おぇさかけゃ

ちう いぇ  ╇ゃぇく ′けつっゃ. ]さっとぇ しっ 
し くっゅけゃう しなゅさぇあょぇくう くぇ 10-すう 
ぇこさうか 2002-さぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇ
すけ しっ こけょゅけすゃは せつさっょはゃぇくっすけ ゃ 
╉ぇさかけゃけ くぇ おけしきうつっしおう おかせぉ し 
くっゅけゃけすけ うきっ. ╁ しこけきっくうすっ しう 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ っきうゅさぇくすおぇ こうてっ:  
„╃なかゅう ゅけょうくう くはきぇ ょぇ しっ ゅけ

ゃけさう いぇ ╃あけく ′けつっゃ. ¨す くっゅけ
ゃう しなゅさぇあょぇくう くぇせつうた, つっ けとっ 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ こさけきっくうすっ しかっょ 

1989 ゅ. すっ しぇ けすこさぇゃうかう けそう
ちうぇかくけ いぇこうすゃぇくっ いぇ しなぉうさぇ
くっ くぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ 
あうゃけすぇ う くぇせつくうすっ けすおさうすうは 
くぇ ′けつっゃ, くけ うき っ けすゅけゃけさっくけ, 
つっ すぇおなゃ つけゃっお くうおけゅぇ くっ っ しな
とっしすゃせゃぇか. ╀かういおうすっ くぇ ╃あけく 
′けつっゃ う しなゅさぇあょぇくうすっ きせ けす 
╉ぇさかけゃけ, おけうすけ しぇ こけょょなさあぇかう 
ゃさないおう し くっゅけ, すゃなさょはす, つっ っ ぉうか 
せぉうす. 〈ったくうすっ けこうすう ょぇ けすおさうはす 
くっとけ こけゃっつっ いぇ ′けつっゃ ゅう おぇさぇ 
ょぇ きうしかはす, つっ ゅけかはきぇ つぇしす けす 
ぉうけゅさぇそうはすぇ きせ っ いぇしっおさっすっ
くぇ. „╃あけく ′けつっゃ うきぇてっ しかっょ 9 
しっこすっきゃさう 1944 ゅけょうくぇ しきなさす

Със семейството

』 〉╅╉╊╋╉╅...
„¨つぇおゃぇきっ こけゃっつっ けす ょけぉさう さっいせかすぇすう くぇ そうくぇかぇ くぇ ういかけあっ

くうっすけ.”, いぇはゃう こさっょう ょぇ けすこなすせゃぇ いぇ ┿ぉせ ╃ぇぉう ういこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ‶けゃっつっ おけくおさっすうおぇ 
すけえ けぉっとぇ しかっょ いぇゃさなとぇくっすけ くぇ ょっかっゅぇちうはすぇ けす ういかけあっくうっすけ.  
IDEX 2013 ゅけょうくぇ しっ けすおさうゃぇ ゃ くっょっかは, 17-すう そっゃさせぇさう う とっ 

こさけょなかあう ょけ 21-ゃう そっゃさせぇさう. 
╆ぇさぇょう ょけぉさけすけ しう おぇつっしすゃけ う 

けすかうつくう ゃないきけあくけしすう こさけょせおちう
はすぇ くぇ „┿さしっくぇか” こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
っ しさっょ くぇえ-すなさしっくうすっ ゃ しゃっすけゃっく 
きぇとぇぉ. 《うさきぇすぇ っ ゃけょっとぇ くぇ こぇ
いぇさぇ いぇ かけゃくけ う しこけさすくけ けさなあうっ 
ゃ ┿きっさうおぇ う ゃ きけきっくすぇ いぇこけつゃぇ 
ょぇ こさけういゃっあょぇ う ぉけっこさうこぇしうすっ 
いぇ くっゅけ, おぇいぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか” 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ – ういこなかくう
すっかっく ょうさっおすけさ くぇ すなさゅけゃしおけすけ 

ょさせあっしすゃけ „┿さしっくぇか 2000”. ]こけさっょ くっゅけ, けこすうきうしすうつくぇ こさけゅ
くけいぇ っ ゃさなとぇくっすけ くぇ こぇいぇさうすっ ゃ ┿さぇぉしおうは しゃはす.  
╂さぇくぇすけきっすう う ょうきくぇ ゅさぇくぇすぇ し きうゅくけゃっくけ ょっえしすゃうっ しぇ ょゃっ

すっ くけゃう さぇいさぇぉけすおう う  ょゃぇすぇ ゅけかっきう こけしかっょくう たうすぇ くぇ „┿さ
しっくぇか”. 〉くうおぇかくうはす 6-ちっゃっく さっゃけかゃっさっく ゅさぇくぇすけきっす, くぇすけゃ
しおう おぇかうぉなさ, っ さぇいさぇぉけすっく けす けさなあっえくうちうすっ-おけくしすさせおすけさう 
]うきっけく ╆ぇゅぇさけゃ う ╂っけさゅう ╂っゃゅぇかけゃ. 〈けえ っ こさっょくぇいくぇつっく いぇ 
せくうとけあぇゃぇくっ くぇ っょうくうつくう ちっかう うかう くぇ ゅさせこう けす ちっかう ゃ けす
おさうすう きっしすくけしすう, おぇおすけ う ゃ けおけこう う かっおう せおさっこかっくうは くぇ さぇい
しすけはくうっ ょけ 400 き. ‶けょたけょはと っ いぇ せこけすさっぉぇ けす ぇさきうはすぇ, ゅさぇ
くうつくぇすぇ こけかうちうは う しこっちうぇかくうすっ こけかうちっえしおう つぇしすう. ╇ ょゃっすっ 
ういょっかうは しぇ きくけゅけ すなさしっくう くぇ こぇいぇさうすっ いぇ しこっちこさけょせおちうは.                                                                                                    
╆ぇ ゅけょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” しっ さぇいさぇぉけすゃぇす う こさけういゃっあょぇす きっあょせ 
10 う 15 くけゃう ういょっかうは.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“

おぇさゃぇす こけゃっつっ ゃさっきっ し ょっちぇすぇ しう う ょぇ しっ ゅさうあぇす 
こけ-ょけぉさっ いぇ すはたくけすけ いょさぇゃっ. 〈は とっ ょけこさうくっしっ 
いぇ こけゃうてぇゃぇくっ くぇ しさっょくぇすぇ こさけょなかあうすっかくけしす 
くぇ あうゃけすぇ, おぇおすけ う いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ おぇつっしす
ゃけすけ くぇ あうゃけす くぇ こけ-ゃないさぇしすくけすけ くぇしっかっくうっ.
“╇きぇ せぉっょうすっかくう ょけおぇいぇすっかしすゃぇ, つっ ゃないさぇしす

くうすっ たけさぇ, おけうすけ さぇぉけすはす くぇ くっこなかくけ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ, しぇ こけ-いょさぇゃう けす こっくしうけくっさうすっ, おけうすけ しう 
しすけはす せ ょけきぇ.”, ぇさゅせきっくすうさぇ しっ こさけそっしけさなす.
 〈っけさうはすぇ いぇ 25-つぇしけゃぇ さぇぉけすくぇ しっょきうちぇ ゃっつっ 

うきぇ さっしこっおすうさぇと ぉさけえ こけょょさなあくうちう ゃ しけちうぇか
くうすっ きさっあう 〈せうすなさ う 《っえしぉせお. ‶さっけぉかぇょぇゃぇす 
きくっくうはすぇ, つっ  40-つぇしけゃぇすぇ さぇぉけすくぇ しっょきうちぇ っ 
くっ しぇきけ ゃさっょくぇ いぇ いょさぇゃっすけ, くけ う くっこさけょせおすうゃ
くぇ.
╀っいしこけさくけ, すっけさうはすぇ くぇ ょぇすしおうは こさけそっしけさ っ 

ゃうょ ぉかぇゅけしかけゃうは くぇ そけくぇ くぇ ゃしっ こけ-ゅけかっきうすっ 
すさっゃけゅう くぇ しゃっすけゃくうすっ かうょっさう けす いぇしすぇさはゃぇとけ
すけ ゃ ゅかけぉぇかっく きぇとぇぉ くぇしっかっくうっ, つうえすけ こなさゃっく
しすゃけ こけ すけいう こけおぇいぇすっか  ょなさあう うきっくくけ ╄ゃさけこぇ. 
‶け すっいぇすぇ ゃしっ けとっ くはきぇ さっぇおちうは くぇ しうくょうおぇか
くうすっ けさゅぇくういぇちうう ゃ ╄ゃさけこぇ, くうすけ こなお くぇ こっくしう
けくくうすっ そけくょけゃっ.
¨とっ けすしっゅぇ, けぉぇつっ, っ はしくけ, つっ せ くぇし すぇいう すっ

けさうは  くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ こさっゃなさくっ ゃ くっいょさぇ
ゃけしかけゃくぇ ょなゃおぇ いぇ しっょはくおう, ぉっい ょぇ しっ ゃくうおくっ ゃ 
しうかぇすぇ くぇ ぇさゅせきっくすうすっ う くっせきけかうきうすっ いぇおけくう 
くぇ あうゃけすぇ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

くぇ こさうしなょぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈けえ 
ぉってっ こけかうすうつっしおう っきうゅさぇくす.“, 
おぇいゃぇ  くっゅけゃうはす こさうはすっか  ‶さけ
ょぇく 》さうしすけゃ, おけえすけ あうゃっっ ゃなゃ 
╁うっくぇ けす 1955 ゅけょうくぇ. “╃あけく 
′けつっゃ ぉってっ し ょけぉさけ きぇすっさう
ぇかくけ こけかけあっくうっ ゃ ┿きっさうおぇ. 
[ぇぉけすっとうすっ ぉなかゅぇさう  いぇ くっゅけ  
しっ いぇくうきぇゃぇたぇ しなし いぇおさっこゃぇくっ 
くぇ きけすけさうすっ くぇ しぇきけかっすうすっ. 
′けつっゃ ぉってっ きぇてうくっく うくあっ
くっさ こけ しぇきけかっすうすっ.”, さぇいおぇいぇ 
‶さけょぇく 》さうしすけゃ. 
′けつっゃ っ あうゃはか ゃ ]ぇく ╃うっ

ゅけ, くけ っ うきぇか う おなとう くぇ ぉさっ
ゅぇ くぇ ┿すかぇくすうつっしおうは けおっぇく う 
ゃ 【ゃっえちぇさうは. ╀なかゅぇさしおうはす 
おけくしすさせおすけさ う しなこさせゅぇすぇ きせ 
╁っしっかぇ しぇ こさっおぇさゃぇかう かっすくうすっ 
きっしっちう ゃ ╄ゃさけこぇ, おなょっすけ しぇ しっ 
しさっとぇかう し ぉかういおうすっ しう.”, こうてっ 
ゃ しなぉさぇくうすっ しこけきっくう ╈けさょぇく
おぇ ╀けくっゃぇ. 
╃くっし, こけゃっつっ けす 2 ょっしっすうかっ

すうは しかっょ しきなさすすぇ きせ, おけゅぇすけ 
しゃっすなす けすくけゃけ しっ ゃすけさぇつゃぇ ゃ 
╉けしきけしぇ, こけこせかはさくけしすすぇ くぇ 
╃あけく ′けつっゃ こけしすっこっくくけ くぇ
さぇしすゃぇ. ]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ  
ぉなかゅぇさしおうすっ きっょうう いぇょ けおっぇ
くぇ, ╃あけく ′けつっゃ しすぇゃぇ ういゃっし
すっく う しさっょ ぉなかゅぇさうすっ ゃ ]┿】.
┿ いぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは 

うきっすけ くぇ すけいう ゃっかうお つけゃっお 
けしすぇゃぇ くっこけいくぇすけ. ╆ぇ けゅさけきくけ 
しなあぇかっくうっ. ╆ぇ くぇしすけはとうすっ う 
ぉうゃてう さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” 
すけゃぇ っ こさけしすけ こけさっょくけすけ けす 
こかっはょぇすぇ ょけおぇいぇすっかしすゃぇ いぇ 
おけゃぇつくうちぇすぇ くぇ おぇょさう, つぇしす けす 
おけはすけ し ゅけさょけしす しぇ ぉうかう う すっ.  

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
╃-さ 》さ. 》さうしすけゃ - おぇさょうけかけゅうは: ‶けくっ
ょっかくうお - ‶っすなお - 16.00-19.00  
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. ”]すぇさぇ こかぇくう
くぇ” わ12
╃-さ ╂. ╇かうっゃ - [っくすゅっくけゃ おぇぉうくっす - 
0887478116: ‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 8.00-
12.00 う 14-17.30
せか.╉かうきっくす 1
╉かうく.かぇぉけさぇすけさうは ╁なすさ.す.28-30: ‶けくっ
ょっかくうお - ‶っすなお - 8.30-14.00
╃-さ ╁ぇくは ╀けくつっゃぇ - すっさぇこっゃす: 
‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 12.00-14.00
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. ”[. ょけかうくぇ” 100
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╁ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ しっょ
きうちぇ ぉっ こさうっす くぇ ゃすけさけ 

つっすっくっ ╀のょあっす`2013 くぇ けぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╋ぇかおけ くぇょ 
36 きうかうけくぇ かっゃぇ とっ たぇさつう 
けぉとうくぇすぇ こさっい すぇいう ゅけょう
くぇ, ゃ おけはすけ とっ しっ ゃさなとぇす う 
けとっ 1,6 きうかうけくぇ かっゃぇ  しすぇさう 
いぇょなかあっくうは けす こさっょたけょくうは 
きぇくょぇす. ╀っい ょっぉぇす う し っょうくけ
ょせてうっ, しなゃっすくうちうすっ こさうったぇ 
う ゃくっしっくうすっ きっあょせ こなさゃけすけ 
う ゃすけさけ つっすっくっ こさけきっくう  う 
こさっょかけあっくうは ゃ ぉのょあっすぇ いぇ 
2013 ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ しぇ こさっょ
かけあっくうはすぇ けす おきっすぇ くぇ しっかけ 
¨ゃけとくうお いぇ いぇおせこせゃぇくっ ぉぇ
いぇすぇ くぇ ╀〈╉ いぇ こっくしうけくっさしおう 
おかせぉ ゃ くぇしっかっくけすけ きはしすけ; けす 
こさっょしっょぇすっかは くぇ ╉〈 „‶けょおさっ
こぇ“ – ╉ぇいぇくかなお いぇ ぇおすせぇかう
いぇちうは くぇ ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ 
ゃ けぉとうくしおうすっ おせかすせさくう うく

しすうすせすう ゃ しなけすゃっすしすゃうっ しなし 
しすぇくょぇさすうすっ ゃ ょなさあぇゃくうすっ 
おせかすせさくう うくしすうすせすう くぇ すっ
さうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ; くぇ 
ょうさっおすけさぇ くぇ ¨ぉとうくしおう すっ
ぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“ 
いぇ せゃっかうつぇゃぇくっ しなし 17 000 
かゃ. ぉのょあっすぇ くぇ すっぇすなさぇ いぇ 
いぇおせこせゃぇくっ くぇ くっけぉたけょうきぇすぇ 
すったくうおぇ. ‶さうっすけ ぉっ う こさっょ
かけあっくうっすけ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ 
╃くっゃくうは ちっくすなさ いぇ ょっちぇ し 
せゃさっあょぇくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ 
せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ しせきぇすぇ いぇ いぇ
おせこせゃぇくっ くぇ きうおさけぉせし - し 15 
000 かゃ. いぇ しきっすおぇ くぇ こさったけょ
くうは けしすぇすなお.
‶け しなとうは くぇつうく, し おけくしっく

しせし, ぉっ こさうっす う しぇきうはす ぉの
ょあっす, しかっょ ょけぉさぇ さぇぉけすぇ う 
ゃいぇうきけょっえしすゃうっ ゃ たけょぇ くぇ ょっ
ぉぇすうすっ こけ くっゅけ ゃ こけしすけはくくうすっ  
おけきうしうう くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす.

╀のょあっす`2013 っ ゃ さぇいきっさ くぇ 
36 172 327 かゃ., ゃ すけゃぇ つうしかけ 
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 20 789 277 かゃ.; いぇ 
きっしすくう ょっえくけしすう – 15 283 
050 かゃ. ╆ぇ ょけそうくぇくしうさぇくっ 
くぇ 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 っ こさっょゃうょっく さっしせさし 
けす 814 286 かゃ. いぇ しきっすおぇ くぇ 
こさうたけょうすっ けす きっしすくう ょぇくなちう 
う すぇおしう. ] くっゅけゃけすけ こさうっきぇくっ 
う ういこなかくっくうっ しっ ちっかう けしうゅせ
さはゃぇくっ くぇ さっしせさし いぇ きけしすけゃけ 
そうくぇくしうさぇくっ う しなそうくぇくしう
さぇくっ こさう しこっつっかゃぇくっ くぇ っゃ
さけこさけっおすう; こさけょなかあぇゃぇくっ 
くぇ うくゃっしすうちうけくくぇすぇ こけかうすう
おぇ けす こさっょたけょくぇすぇ ゅけょうくぇ; 
こさけょなかあぇゃぇくっ くぇ こさけちっしぇ くぇ 
そうくぇくしけゃぇ ょうしちうこかうくぇ つさっい 
さぇいしさけつゃぇくっ くぇ くぇしかっょっくう 
いぇょなかあっくうは う くっこけっきぇくっ くぇ 
くけゃう ぉっい けしうゅせさっく そうくぇくしけゃ 

╃け 31-ゃう きぇさす すぇいう 
ゅけょうくぇ しすけこぇくう-

すっ くぇ ょけきぇてくう おせつっすぇ 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
すさはぉゃぇ ょぇ ゅう さっゅうし-
すさうさぇす. ‶ぇさぇかっかくけ し 
さっゅうしすさぇちうはすぇ うき, くぇ 
ぉぇいぇ  さってっくうっ くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす, しすけこぇ-

くうすっ くぇ つっすうさうくけゅうすっ しかっょゃぇ ょぇ こかぇすはす う ゅけょうてくぇ すぇおしぇ 
いぇ けすゅかっあょぇくっ くぇ おせつっ ゃ さぇいきっさ くぇ 10 かっゃぇ. 〈ぇおしぇ くっ しっ 
いぇこかぇとぇ いぇ おせつっすぇすぇ, おけうすけ しぇ くぇ しぇきけすくう しすけこぇくう くぇ くぇょ 
70-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. ¨す すぇおしぇ しぇ けしゃけぉけょっくう う おせつっすぇすぇ, 
しけぉしすゃっくけしす くぇ たけさぇ し ょゃうゅぇすっかくう せゃさっあょぇくうは, しかせあっぉくうすっ 
う かけゃくうすっ おせつっすぇ, つうこうさぇくうすっ おせつっすぇ いぇ こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ う 
おぇしすさうさぇくうすっ おせつっすぇ.
] おきっすしおぇ いぇこけゃっょ けす こさっょう ゅけょうくぇ しぇ けこさっょっかっくう う いけくう-

すっ いぇ しゃけぉけょくけ さぇいたけあょぇくっ くぇ ょけきぇてくうすっ おせつっすぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. ╆ぇ すぇおうゃぇ しぇ こけしけつっくう すっさうすけさううすっ いぇこぇょくけ けす 〈のか-
ぉっすけ, こけおさぇえ ]すぇさぇすぇ さっおぇ, しっゃっさくけ けす こぇさお ╉けかけょさせきぇ う 
すっさっくぇ しっゃっさくけ けす しすぇょうけくぇ.
‶さう ういゃっあょぇくっすけ くぇ おせつっすぇすぇ しう, すったくうすっ しけぉしすゃっくうちう 

すさはぉゃぇ ょぇ くけしはす ゃ しっぉっ しう ゃっすっさうくぇさくうは うき こぇしこけさす う ょけ-
おせきっくす いぇ こかぇすっくぇ すぇおしぇ, おけえすけ ょぇ こさっょけしすぇゃはす いぇ こさけゃっさおぇ 
くぇ けぉとうくしおうすっ う ゃっすっさうくぇさくうすっ おけくすさけかぬけさう, しっ こけしけつゃぇ ゃ 
いぇこけゃっょすぇ くぇ おきっすぇ.
]けぉしすゃっくうちうすっ くぇ おせつっすぇ しぇ ょかなあくう ょぇ ゃいうきぇす きっさおう あう-

ゃけすくうすっ うき ょぇ くっ いぇきなさしはゃぇす けぉとっしすゃっくうすっ きっしすぇ, おぇすけ こけ-
つうしすゃぇす しかっょ すはた, おぇおすけ う ょぇ ゃいうきぇす きっさおう あうゃけすくうすっ うき ょぇ 
くっ しないょぇゃぇす けこぇしくけしす いぇ ょさせゅう たけさぇ う あうゃけすくう. 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“

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.
╁ ょさせゅう - „さぇいしっはくうすっ” ゅさぇあょぇくう, けすこせしくぇかう いぇっきう くぇ こさけ-

ゃっさはゃぇくうすっ, くっ きけゅぇす ょぇ ょけおぇあぇす こさけういたけょぇ くぇ しさっょしすゃぇすぇ 
しう, くはきぇす ょけゅけゃけさっくぇ かうたゃぇ いぇ さぇいきっさぇ くぇ いぇっきぇ うかう, ぇおけ 
うきぇす, くっ は ういこかぇとぇす さっぇかくけ.
‶さっい 2012 ゅ. さっゃういけさうすっ けす ′┿‶ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しぇ こさう-

おかのつうかう 511 さっゃういうう. ‶さう 92% けす さっゃういうさぇくうすっ そうさきう しぇ 
せしすぇくけゃっくう せおさうすう ょぇくなちう う けしうゅせさけゃおう. ‶さっょけすゃさぇすっくう しぇ 
ょぇくなつくう う けしうゅせさうすっかくう ういきぇきう いぇ 91 きかく. かっゃぇ. 
87,2 きかく. かっゃぇ っ くっょっおかぇさうさぇくうはす う くっくぇつうしかっく ょぇくなお ょけ-

ぉぇゃっくぇ しすけえくけしす (╃╃]), せしすぇくけゃっく けす 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 こさっい 2012 ゅ. ′はおけう 
そうさきう しぇ „しこっしすうかう” おけさこけさぇすうゃっく ょぇくなお ゃ さぇいきっさ くぇ 5,4 
きかく. かっゃぇ.
′ぇえ-しっさうけいくう しぇ くぇさせてっくうはすぇ けす すなさゅけゃちうすっ くぇ っょさけ. ‶さう-

おかのつうかうすっ 104 さっゃういうう しぇ し ょけこなかくうすっかくけ せしすぇくけゃっくう いぇ-
ょなかあっくうは ゃ さぇいきっさ くぇょ 59 きかく. かっゃぇ. 18 いっきっょっかしおう こさけうい-
ゃけょうすっかう う すなさゅけゃちう くぇ いなさくっくう おせかすせさう しぇ しっ けこうすぇかう ょぇ 
せおさうはす ょぇくなお こっつぇかぉぇ, ╃╃] う けしうゅせさけゃおう ゃ さぇいきっさ くぇ くぇょ 
4,3 きかく. かっゃぇ.
‶さっょけすゃさぇすっくう しぇ けこうすう いぇ ういきぇきぇ くぇ ぉのょあっすぇ ゃ さうしおけゃう 

ぉさぇくてけゃっ - ゃ  こさけういゃけょしすゃけすけ う すなさゅけゃうはすぇ し ゅけさうゃぇ, こさう 
ぇゃすけきけぉうかくうすっ こさっゃけいゃぇつう う ゃ すさぇくしこけさすくうすっ せしかせゅう - いぇ 
くぇょ 5,2 きかく. かっゃぇ.

 /‶け ょぇくくう くぇ ′┿‶ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ/ 

¨す 1-ゃう ょけ 31-ゃう きぇさす  ゃ 
しゅさぇょぇすぇ くぇ ょけきぇてくうは 

しけちうぇかっく こぇすさけくぇあ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, くぇ せか. „¨すっち ‶ぇうしうえ“ 
わ 3, しっ こさうっきぇす いぇはゃかっくうは 
くぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ ょけきぇてくう 
こけきけとくうちう う こけすさっぉうすっかう 
くぇ しけちうぇかくぇすぇ せしかせゅぇ „╃けきぇ-
てっく こけきけとくうお“. ╃けおせきっくすう-
すっ とっ しっ こさうっきぇす ゃしっおう さぇ-
ぉけすっく ょっく けす 10 ょけ 16 つぇしぇ. 
′ぇっすうすっ う こけかいゃぇすっかうすっ くぇ 

すぇいう せしかせゅぇ とっ うきぇす ゃないきけあ-
くけしす しなけすゃっすくけ いぇ ょけたけょう  
うかう いぇ こけきけと ゃ ょけきぇ, ぉかぇゅけ-
ょぇさっくうっ くぇ しこっつっかっく けす ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお う しすぇさすうさぇと 
こさけっおす  „‶けきけと ゃ ょけきぇ ゃ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお“. ‶さけっおすなす っ 
くぇ しすけえくけしす 225 179.78 かゃ.  
100%  けす しさっょしすゃぇすぇ しぇ ぉっい-
ゃないきっいょくぇ そうくぇくしけゃぇ こけ-
きけと こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇ-
きぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ 
さっしせさしう“, しなそうくぇくしうさぇくぇ けす 
╄ゃさけこっえしおうは しけちうぇかっく そけくょ 
くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい.
‶さけょなかあうすっかくけしすすぇ くぇ ]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ - けぉ
とうくしおう しなゃっすくうお – „╄おしこっさ
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, いぇき.-こさっょ
しっょぇすっか くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ 
こさうゃぇすういぇちうは う さぇいこけさっあ
ょぇくっ し けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっ
くけしす: 

¨すくけしくけ せこさっおぇ くぇ おきっ
すぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ おなき 
こさっょうてくうすっ けぉとうくしおう 
せこさぇゃう, くっくぇこさぇゃうかう 
くうとけ いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ 

╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ - こさっょ
しっょぇすっか くぇ ‶╉ こけ ぉのょあっす う そう
くぇしう ゃ ¨ぉとうくしうおは しなゃっす – „╄おし
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”:  

╁ぇあっく っかっきっくす ゃ ╀のょあっす`2013 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ さっしせさ

しなす, おけえすけ ¨ぉとうくぇすぇ とっ けすょっかう 
いぇ せつぇしすうっ ゃ こさけゅさぇきう こけ っゃさけ
そけくょけゃっすっ. 〈けゃぇ っ きくけゅけ しっさう
けいくぇ すっきぇ, おけはすけ くっしこさぇゃっょかうゃけ 
っ くっゅかうあうさぇくぇ. ′けゃけすけ ゃ すぇいゅけ
ょうてくうは ぉのょあっす, いぇ さぇいかうおぇ けす 
すけいう こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇ
すけ うきぇたきっ 0 しさっょしすゃぇ いぇ けぉとうく
しおう ょなかゅ, すけ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ すっ 
とっ しぇ 2 きかく. 930 たうかはょう かっゃぇ. 
〈けえ っ けしくけゃくけ けす ょゃぇ ういすけつくうおぇ 

╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ - けぉとうく
しおう しなゃっすくうお けす „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお”, つかっく くぇ ‶╉ こけ っゃさけ
こっえしおう ゃなこさけしう う ぉういくっしさっょぇ: 

‶さっょかけあっくうっすけ いぇ さぇぉけすくぇ 
ゅさせこぇ っ きくけゅけ さっいけくくけ, いぇ

とけすけ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ はしくう こさぇ
ゃうかぇ. ′ぇきぇかはす しっ ちっくうすっ くぇ ぉう
かっすうすっ けす ゃしうつおう こさっゃけいゃぇつう, 
ぇ さぇいかうおぇすぇ ¨ぉとうくぇすぇ くぇきうさぇ 
くぇつうく おぇお ょぇ は そうくぇしうさぇ, いぇ ょぇ 
おけきこっくしうさぇ すけゃぇ くぇきぇかっくうっ. ′け 
すけゃぇ すさはぉゃぇ くぇうしすうくぇ さぇぉけすくぇ 
おけきうしうは ょぇ ゅけ せすけつくはゃぇ: おけかおけ 
しぇ こなすせゃぇとうすっ たけさぇ, おけかおけ とっ っ 
こけっゃすうくはゃぇくっすけ くぇ しなけすゃっすくうすっ 
ゅさせこう こなすせゃぇとう う ょさせゅう. ╇ょっはすぇ 

‶っすなさ ╉けしっゃ – いぇき. - おきっす  
こけ そうくぇくしうすっ ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお:

′うっ, おぇすけ ぇょきうくうしすさぇちうは, 
すさはぉゃぇ ょぇ くぇきっさうき くぇつうくぇ 

ょぇ けしうゅせさうき しさっょしすゃぇすぇ, おけうすけ 
っゃっくすせぇかくけ きけゅぇす ょぇ しっ けすょっ
かはす いぇ こけっゃすうくはゃぇくっ くぇ ぉうかっ
すうすっ. ╉けかおけすけ ょけ すっいう 330 たうかは
ょう かっゃぇ, いぇ おけうすけ くぇしすけはゃぇ ゅ-く 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, すけ ぇい うしおぇき けす 
¨ぉっょうくっくうっすけ くぇ ぇゃすけぉせしくうすっ 
こさっゃけいゃぇつう ょぇ きう おぇあぇす おぇお すっ 
しすうゅくぇたぇ ょけ ちうそさぇすぇ, けす おけはすけ 
しっ くせあょぇはす, いぇ ょぇ くぇきぇかはす ぉう
かっすうすっ – 330 たうかはょう かっゃぇ. ╆ぇ 

さっしせさし.
 ╁ ぉのょあっすぇ いぇ 2013 ゅけょうくぇ 

くっ ぉっ こさうっすけ こさっょかけあっくう
っすけ くぇ けぉとうくしおうは しなゃっすくうお 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ いぇ ょけそう
くぇくしうさぇくっ くぇ ぇゃすけぉせしくうすっ 
こさっゃけいう ゃ けぉとうくぇすぇ し 330 
たうか. かゃ., きけすうゃなす – くっゅけゃぇすぇ 
くっいぇおけくけしなけぉさぇいくけしす. ╃ぇきは
くけゃ こけうしおぇ 330 たうかはょう かっゃぇ 
けす ぉのょあっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ 
こさっゃけいゃぇつうすっ し ちっか くぇきぇかは
ゃぇくっ ちっくぇすぇ くぇ ぇゃすけぉせしくうすっ 
ぉうかっすう いぇ こっくしうけくっさう う せつっ
くうちう し 50% う こけしけつう っゃっく
すせぇかくうすっ ういすけつくうちう いぇ すっいう 
しさっょしすゃぇ: けす こぇさうすっ いぇ ぇし
そぇかすうさぇくっ - 230 たうかはょう かっゃぇ 
う けす そけくょ „╀っょしすゃうは う ぇゃぇ
さうう” - 100 たうかはょう かっゃぇ.  
╇しおぇくっすけ くぇ ╃ぇきはくけゃ しすぇくぇ 

こけゃけょ いぇ ょっぉぇす し おきっすぇ ╂ぇかう
くぇ ]すけはくけゃぇ, おけはすけ いぇはゃう, つっ, 

ぇおけ ぇゃすけぉせしくうすっ こさっゃけいゃぇつう 
くぇきぇかはす ちっくうすっ くぇ ぉうかっすうすっ 
くぇこけかけゃうくぇ けす しっゅぇてくうすっ, すけ 
¨ぉとうくぇすぇ とっ すなさしう いぇおけくけゃう 
ゃぇさうぇくすう ぉうかっすうすっ いぇ こなすせ
ゃぇくっ くぇ こっくしうけくっさう う せつぇとう 
しっ ょぇ ぉなょぇす くぇきぇかっくう, ぇ さぇい
かうおぇすぇ ゃ ちっくぇすぇ うき ょぇ ぉなょっ 
こけっすぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ.
¨す くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう しっょきうちぇ 

し ゃなこさけしぇ いぇ ちっくうすっ くぇ ぉうかっ
すうすっ う ゃないきけあくけしすすぇ いぇ すはた
くけすけ くぇきぇかはゃぇくっ しっ いぇくうきぇゃぇ 
う さぇぉけすくぇ ゅさせこぇ けす こさっょしすぇ
ゃうすっかう 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, ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
う くぇ ¨ぉっょうくっくうっすけ くぇ ぇゃすけ
ぉせしくうすっ こさっゃけいゃぇつう けす けぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお.
‶け すっきぇすぇ こけすなさしうたきっ う っおし

こっさすくけすけ きくっくうっ くぇ こさっょしすぇ
ゃうすっかう 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”. 

„『╅′』╊っ〉¨”  』》╊』【¨｠╅
〉╅╉ 2 〈]〉. ]╊╇╅ 

【ぇ『』っ【 ╉《〈╅ぃ〉¨ 》《〈《ぅ〉¨を¨

╉《 [『╅っ 〉╅ 〈╅『【
》]╅ぅ╅〈╊ „【╅[』╅ [】ぁ╊“

っ たけさぇすぇ こさはおけ ょぇ しぇ こけょこけきけゅくぇすう, 
こさうきっさくけ し 50% くぇきぇかっくうっ.
】け しっ おぇしぇっ おけくおさっすくけ いぇ “┿さしっくぇか”, 

くはきぇき こさっょしすぇゃぇ おけかおけ けす くっゅけゃうすっ 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう こなすせゃぇす ゃしっ
おう ょっく ゃ ゅさぇょしおぇすぇ う ういゃなくゅさぇょしおぇ 
きさっあぇ, くけ しぇ きくけゅけ. ╋うしかは, つっ くぇょ 
30% けす たけさぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” こなすせゃぇす 
ゃしっおう ょっく  ょけ ょさせゅう くぇしっかっくう きっしすぇ, ぇ 
ゅさぇょしおうはす すさぇくしこけさす きぇしけゃけ しっ こけかい
ゃぇ けす ぇさしっくぇかちう. ′ぇ っすぇこぇ そうさきぇすぇ 
くっ おけきこっくしうさぇ すさぇくしこけさすくうすっ さぇいたけ
ょう いぇ しゃけうすっ さぇぉけすくうちう, こなすせゃぇとう けす 
ょさせゅう くぇしっかっくう きっしすぇ. ╁ すけいう しきうしなか, 
ぇおけ しっ こけくうあう ちっくぇすぇ くぇ ぉうかっすうすっ, すけ 
すけゃぇ とっ けぉかっおつう こなすせゃぇとうすっ さぇぉけすっ
とう, すなえ おぇすけ  とっ こかぇとぇす こけ-きぇかおけ いぇ 
すぇおうゃぇ さぇいたけょう う さっしこっおすうゃくけ とっ うき 
けしすぇゃぇす こけゃっつっ こぇさう いぇ ょさせゅう くせあょう. 
‶さうきっさくけ, ぇおけ しっゅぇ しっ こかぇとぇす こけ 100 
かっゃぇ いぇ おぇさすう いぇ こなすせゃぇくっ ょけ しっかけ 》., 
すけ ゃ こけあっかぇすっかくうは しかせつぇえ すぇいう ちっくぇ 
きけあっ ょぇ っ ょぇかっつ こけ-くうしおぇ. [ぇいぉうさぇ 
しっ, つっ たけさぇすぇ とっ しぇ ょけゃけかくう. ′け いぇ 
ゃしうつおけ すけゃぇ とっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇきっさう 
しなけすゃっすくぇすぇ したっきぇ けす さぇぉけすくぇすぇ ゅさせ
こぇ. 
╂させこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 

とっ さぇぉけすう いぇ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ したっきぇすぇ, 
おけはすけ とっ いぇとうすぇゃぇ うくすっさっしうすっ くぇ たけ
さぇすぇ, とっ いぇとうすぇゃぇ うくすっさっしうすっ くぇ こさっ
ゃけいゃぇつうすっ う とっ いぇとうすぇゃぇ うくすっさっしうすっ 
くぇ しぇきうは ぉのょあっす. 

つうは しきっすおぇ しぇ すっいう こぇさう? ╆ぇ しきっすおぇ 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ うかう いぇ しきっすおぇ くぇ こさっ
ゃけいゃぇつうすっ? 〈せお とっ おぇあぇ, つっ, ぇおけ しっ 
こかっょうさぇ いぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ ちっくぇすぇ くぇ 
ぉうかっすうすっ いぇ ゃしうつおう, すけ ゃっつっ しっ けすう
ゃぇ ゃ こけしけおぇ こさけきはくぇ くぇ せしかけゃうはすぇ くぇ 
おけくおせさしぇ. ╉けっすけ とっ さっつっ - ぇくせかうさぇ
くっ くぇ こさっょうてくうは おけくおせさし, けぉはゃはゃぇくっ 
くぇ くけゃう せしかけゃうは う くけゃぇ けぉとっしすゃっくぇ 
こけさなつおぇ. ′け すけゃぇ っ きくけゅけ ょなかゅぇ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ こさけちっょせさぇ. 〈ぇおぇ うかう うくぇつっ, 
さぇぉけすくぇすぇ おけきうしうは, おけはすけ いぇこけつゃぇ 
さぇぉけすぇ こけ ゃなこさけしぇ し ちっくうすっ くぇ ぉうかっ
すうすっ う うしおぇくうはすぇ くぇ ¨ぉっょうくっくうっすけ, 
とっ すさはぉゃぇ ょぇ さってう う ょぇ こさっょかけあう 
ゃぇさうぇくすう, せょけゃかっすゃけさはゃぇとう ゃ きぇお
しうきぇかくぇ しすっこっく しすさぇくうすっ.  
╄ょうくしすゃっくけすけ こっさけ, けす おけっすけ きけあっき 

ょぇ ゃいっきっき くはおぇおゃう こぇさう, いぇ ょぇ せょけ
ゃかっすゃけさうき うしおぇくうはすぇ くぇ こさっゃけいゃぇ
つうすっ, っ ょぇ しっ かうてうき けす こけゅぇしはゃぇくっすけ 
くぇ しすぇさうすっ いぇょなかあっくうは くぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
おなき さぇいかうつくう ょけしすぇゃつうちう, おけうすけ しぇ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 1,6 きかく. かっゃぇ いぇ すぇいう ゅけょう
くぇ. ¨すおぇいゃぇえおう, けぉぇつっ, っょくけ すぇおけゃぇ 
しすぇさけ こかぇとぇくっ, うきぇ しっさうけいっく さうしお 
けす ぉかけおうさぇくっ くぇ けぉとうくしおうすっ しきっすおう 
– くっとけ, おけっすけ ゃっつっ くう しっ しかせつう くは
おけかおけ こなすう こさっい ういきうくぇかうは こっさうけょ. 
┿ すけゃぇ くっ きけあっき ょぇ しう ゅけ こけいゃけかうき, 
いぇとけすけ うきぇきっ こけゅぇしうすっかくう こかぇくけゃっ し 
そうさきうすっ いぇ しすぇさう こっさうけょう う こさう っょくけ 
くっういこなかくっくうっ すなさこうき くけゃう しぇくおちうう. 

- っょうくうはす けす おさっょうすぇ, おけえすけ ¨ぉとうくぇ
すぇ ういすっゅかう きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, う ょさせ
ゅうすっ しさっょしすゃぇ, し おけうすけ ¨ぉとうくぇすぇ とっ 
おぇくょうょぇすしすゃぇ こけ そけくょ 《╊┿╂. 〈けゃぇ っ 
そけくょなす, おけえすけ こさっょかぇゅぇ くぇえ-くうしなお 
そうくぇくしけゃ さっしせさし, いぇ ょぇ きけあっ ¨ぉとう
くぇすぇ ょぇ そうくぇくしうさぇ しけぉしすゃっくけすけ しう 
せつぇしすうっ けす 5% ゃ こさけっおすうすっ, こけ おけうすけ 
おぇくょうょぇすしすゃぇ, けぉとけ くぇ しすけえくけしす 70 
きかく. かっゃぇ. 〈けゃぇ くっ っ こさうすっしくうすっかくけ, 
こさけしすけ っ そけさきぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ こさけっお
すうすっ, いぇとけすけ くっ きけあっ ょぇ しっ ういすなさゃぇす 
70 きうかうけくぇ かっゃぇ いぇ けぉとうくぇすぇ, いぇさぇ
ょう ょぇかっつ こけ-ょさっぉくう しせきう いぇ かうこしゃぇ
とけ しなそうくぇくしうさぇくっ. 〈せお っ きけきっくすなす 
ょぇ おぇあぇ, つっ ¨ぉとうくぇすぇ こけょたけょう きくけゅけ 
さぇいせきくけ, おぇすけ こさっちっくう ゃ おけう こさけっおすう 
っ ちっかっしなけぉさぇいくけ う くっけぉたけょうきけ ょぇ しっ 
せつぇしすゃぇ.  
╃させゅ ゃぇあっく きけきっくす ゃ ╀のょあっす`2013 

くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ, つっ くはきぇ せゃっ
かうつっくうっ くぇ きっしすくうすっ ょぇくなちう う すぇおしう, 
いぇこぇいゃぇ しっ さぇいきっさなす うき けす きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ. 
╀のょあっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ っ ぉぇかぇくしう

さぇく, きくけゅけ っ こさっきっさっくぇ こさうたけょくぇすぇ 
つぇしす, くはきぇ おせたう けぉっきう. 〈けゃぇ っ っょうく 
さっぇかうしすうつっく ぉのょあっす, いぇ さぇいかうおぇ けす 
ょさせゅう ゅけょうくう, ゃ おけうすけ うきぇてっ いぇかけ
あっくう おせたう こさうたけょう けす くぇょ 2 きうかうけくぇ 
かっゃぇ /おぇすけ こさうきっさ - うきけすうすっ くぇ ╉なか
ゃぇつぇ/ う ょさせゅう. [ぇいょせゃぇきっ さぇいたけょくぇすぇ 
つぇしす, ぇ おぇすけ ゅう くはきぇ こさうたけょうすっ, くっ しっ 
ういこなかくはゃぇす う さぇいたけょうすっ  う しっ こけかせつぇ
ゃぇ くぇこさっあっくうっ.

ぉういくっし-おかうきぇすぇ ゃ さぇえけくぇ: 

〈させょくけ っ すけゃぇ ょぇ しっ こさっちっくう ょぇかう 
っ すけつくけ すぇおぇ, いぇとけすけ かけしすけゃっすっ いぇ 

ゃかうはくうっ くぇ ぉういくっしぇ, おけうすけ うきぇす けぉとうくう
すっ, くっ しぇ すぇおぇ こさはおけ しゃなさいぇくう しなし しなけす
ゃっすくうすっ  うおけくけきうつっしおう しせぉっおすう くぇ くっえくぇ 
すっさうすけさうは. ′け けぉとうくしおぇすぇ ゃかぇしす きけあっ 
ょぇ すなさしう さぇいかうつくう そけさきう, おけうすけ うくょう
さっおすくけ ゃないょっえしすゃぇす. ‶せぉかうつくけ-つぇしすくけ
すけ こぇさすくぬけさしすゃけ っ っょくぇ けす すっいう そけさきう.  
╉さうすうおぇすぇ ゃ すけいう しきうしなか おなき こさっょうてくう
すっ せこさぇゃう きけあっ ょぇ しっ けすこさぇゃう ゃ こけしけ
おぇ くぇ すけゃぇ, つっ こさっょうてくけすけ せこさぇゃかっくうっ 
くっ ぉってっ すぇおぇ ぇおすうゃくけ こけ けすくけてっくうっ くぇ 
っゃさけこっえしおうすっ こさけゅさぇきう. ┿ すけゃぇ, おけっすけ 
しっ こさぇゃう こけ すはた, ゃかうはっ ょうさっおすくけ ゃなさたせ 
けぉとうくうすっ, こぇさうすっ, おけうすけ しっ けすこせしおぇす こけ 
すはた, ゃかういぇす ょうさっおすくけ ゃ けぉとうくうすっ. ╁ すけいう 
しきうしなか おさうすうおぇすぇ きけあっ ょぇ っ ゃはさくぇ. 
】け しっ けすくぇしは いぇ ╀のょあっす`2013, すけ きくけ

ゅけ しこけおけえくけ しっ さぇぉけすう し けぉとうくしおぇ ぇょきう
くうしすさぇちうは こけ すけいう ゃなこさけし, ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす - しなとけ. ′ぇこさぇゃうたきっ こさっょゃぇさうすっか
くけ けぉしなあょぇくっ, くけゃうすっ こさっょかけあっくうは しっ 
けぉしなょうたぇ さぇいせきくけ う ゃくうきぇすっかくけ, すぇおぇ つっ 
ょぇ くはきぇ しこけさけゃっ う こけ しぇきうすっ こさけちっょせさう 
くぇ けぉしなあょぇくっ う こさうっきぇくっ. ¨ゅかっょぇかう しきっ 
くっとぇすぇ, きうしかは, つっ こけしすうゅくぇたきっ さぇいせきくう 
おけきこさけきうしう こけ けすくけてっくうっ くぇ ぉのょあっすぇ. 

』╉╊][╅: 《╆ぅ¨〉╅-》『╊╇《′╇╅ぁ¨ 
‶さっょかけあっくうっすけ ╃ぇきはくけゃ 

くぇこさぇゃう けとっ こけ ゃさっきっ くぇ 
こなさゃけすけ つっすっくっ くぇ ぉのょあっすぇ 
う ょけさう こけしけつう ういすけつくうちうすっ 
いぇ ょけそうくぇくしうさぇくっすけ. ]さっょ 
きけすうゃうすっ いぇ うしおぇくっすけ しう すけえ 
こけしけつう う くぇきぇかっかうは ぉさけえ こな-
すせゃぇとう し ぇゃすけぉせしう こけさぇょう 
おけくおせさっくちうはすぇ くぇ すぇおしうすぇすぇ, 
おけうすけ けぉうさぇす こなすせゃぇとうすっ. 
╉きっすなす ]すけはくけゃぇ けしこけさう うし-

おぇくっすけ くぇ ╃ぇきはくけゃ し ちうそさう, 
こけしけつゃぇえおう, つっ いぇ きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ こけ ょゃっ こけしすぇくけゃかっくうは 
くぇ ╋] すさぇくしこけさすくうすっ こさっ-
ゃけいゃぇつう ゃ さぇえけくぇ しぇ こけかせ-
つうかう けぉとけ 895 たうかはょう かっゃぇ 
いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ ゅさぇょしおうは 
すさぇくしこけさす, おぇすけ ゅせぉっと, う いぇ 
ょけこかぇとぇくっ おなき おぇさすうすっ くぇ 
こっくしうけくっさうすっ う せつっくうちうすっ. ╁ 
きけきっくすぇ ょゃっすっ ゅさせこう こなすせゃぇ-
とう こけかいゃぇす  20% くぇきぇかっくうっ 
こさう こなすせゃぇくっ. ]こけさっょ けそう-
ちうぇかくうすっ ょぇくくう, こなすせゃぇとうすっ 
し おぇさすう こっくしうけくっさう ゃ けぉとう-
くぇすぇ しぇ  きっあょせ 6 う 8  たうかはょう, 
ぇ せつっくうちうすっ – 2 たうかはょう. 

]すけはくけゃぇ ょっおかぇさうさぇ あっかぇ-
くうっすけ しう ょぇ しっ くぇきっさう ゃぇさう-
ぇくす いぇ いぇおけくけしなけぉさぇいくけ こけょ-
こけきぇゅぇくっ くぇ ¨ぉっょうくっくうっすけ 
くぇ こさっゃけいゃぇつうすっ う おぇすっゅけさうつ-
くけ くっ しっ しなゅかぇしう し くぇこさぇゃっくけ-
すけ こさっょかけあっくうっ けす ╃ぇきはくけゃ. 
] ちっか くぇきうさぇくっ くぇ さってっくうっ 
くぇ しっさうけいくうは こさけぉかっき けす くぇ-
つぇかけすけ くぇ しっょきうちぇすぇ ゃ けぉ-
とうくぇすぇ いぇさぇぉけすう しこっちうぇかくけ 
しそけさきうさぇくぇ いぇ ちっかすぇ さぇぉけす-
くぇ ゅさせこぇ し こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
すさうすっ しすさぇくう - きっしすっく こぇさかぇ-
きっくす, けぉとうくしおぇ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうは う こさっゃけいゃぇつう. 
′はきぇ ゃないきけあくけしす ちっくうすっ くぇ 

ぉうかっすうすっ ょぇ こぇょくぇす くぇこけかけ-
ゃうくぇ, おぇすっゅけさうつっく ぉっ 》のしっ-
うく ╉ったぇえけゃ, おけえすけ っ くぇつぇか-
くうお “┿ゃすけぉせしくう こさっゃけいう” おなき 
¨ぉっょうくっくうっすけ くぇ ぇゃすけぉせしくう-
すっ こさっゃけいゃぇつう. 〈けえ おぇいぇ, つっ 
しぇ こさっょかけあうかう くぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
ゃぇさうぇくす いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ けぉ-
とうくしおけ ょさせあっしすゃけ いぇ こさっゃけ-
いう くぇ ゅさぇあょぇくう  こけ こさうきっさぇ 
くぇ  ゅけかっきうすっ ゅさぇょけゃっ くぇ しすさぇ-

くぇすぇ. ╁ すけいう ゃぇさうぇくす ¨ぉっ-
ょうくっくうっすけ くぇ こさっゃけいゃぇつうすっ 
ういゃなさてゃぇ しぇきぇすぇ せしかせゅぇ, いぇ 
おけはすけ こけかせつぇゃぇ しせきう, けこさっ-
ょっかっくう くぇ おうかけきっすなさ こさけぉっゅ. 
╁しうつおう けしすぇくぇかう ょっえくけしすう 
– こさけょぇあぉぇ くぇ ぉうかっすう, おけく-
すさけか くぇ こさうたけょうすっ う しなけすゃっす-
くけ ぇおせきせかうさぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ 
こけ さっしけさくうすっ こけしすぇくけゃかっくうは 
くぇ ╋], しぇ ぇくゅぇあうきっくす くぇ ¨ぉ-
とうくぇすぇ.  
′っ けすおぇいゃぇきっ ょぇ ゃけょうき しけ-

ちうぇかくぇ こけかうすうおぇ, しすうゅぇ ょぇ 
しっ くぇきっさう ゃぇさうぇくす いぇ すけゃぇ, 
おぇすっゅけさうつっく ぉっ ╉ったぇえけゃ. 
]きっすおうすっ くぇ ¨ぉっょうくっくうっすけ 
くぇ ぇゃすけぉせしくうすっ こさっゃけいゃぇ-
つう  こけおぇいゃぇす, つっ, いぇ ょぇ しすぇくっ 
そぇおす  50-こさけちっくすくけすけ こけっゃ-
すうくはゃぇくっ くぇ ぉうかっすうすっ しぇきけ 
いぇ こっくしうけくっさう う せつっくうちう, ゃ 
ぉのょあっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお すさはぉゃぇ  ょぇ しっ いぇょっかはす  
540 たうかはょう かっゃぇ. 

¨とっ こけ すっきぇすぇ – くぇ しすさ 3. 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

...》『《‒¨]╅[【¨ぁ〉¨ 》『╊╈]╊╉¨ ′╅ 『╅[
〈けえ う くっゅけゃう おけかっゅう-きっょうちう けす さぇえけくぇ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ しさっょしすゃぇすぇ くはきぇ 

ょぇ きけゅぇす ょぇ しっ けこけかいけすゃけさはす こけ こさっょくぇいくぇつっくうっすけ うき, すなえ おぇすけ  くはきぇ くせあくうはす おぇこぇちうすっす けす 
おかうくううおう, しこっちうぇかうしすう う ゃさっきっ ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ いぇ すけゃぇ. 〈けゅぇゃぇ ういすうつぇ しさけおなす くぇ こさけっお-
すぇ. ′はきぇ ゃなきけあくけしす いぇ すけゃぇ ゃさっきっ ょぇ しっ くぇこさぇゃはす こさっゅかっょう くぇ 400 たうかはょう ょせてう, ぇぉしせさょくけ っ, 
おぇいぇ ょ-さ ╅っかっゃ. 
‶さけゃっさおぇ くぇ 〈┿ こけおぇいぇ, つっ  きぇしけゃけ けくおけしこっちうぇかうしすう う ゅうくっおけかけいう, さぇぉけすっとう けしくけゃくけ し おけく-

すうくゅっくすぇ あっくう ゃ さうしお ょぇ こけこぇょくぇす ゃ おぇこぇくぇ くぇ さぇおけゃうすっ いぇぉけかはゃぇくうは, ょけさう くっ しぇ つせゃぇかう いぇ 
すぇいう ゃないきけあくけしす, ゃなこさっおう つっ  こけ こさけっおすぇ しぇ こさっょゃうょっくう 4 きうかうけくぇ かっゃぇ いぇ うくそけさきぇちうけくくぇ 
おぇきこぇくうは. ╉ぇお, いぇ おぇおゃけ  う おなょっ しぇ こけたぇさつっくう しさっょしすゃぇすぇ, くっ っ はしくけ.
] けしすぇくぇかうすっ ぉかういけ 16 きうかうけくぇ かっゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけおさうはす さぇいくけしおうすっ いぇ ぉっいこかぇすくう こさけそう-

かぇおすうつくう ういしかっょゃぇくうは  いぇ さぇくくぇ ょうぇゅくけしすうおぇ くぇ けくおけいぇぉけかはゃぇくうは, けす おけうすけ  200 000 ういしかっょ-
ゃぇくうは いぇ さぇお くぇ ゅなさょぇすぇ, 50 000 – いぇ さぇお くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ う 50 000 – いぇ ょさせゅう けくおけかけゅうつくう 
いぇぉけかはゃぇくうは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

こさけっおすぇ っ 
ゅけょうくぇ う 
こっす きっしっ-
ちぇ, おぇすけ 
12 けす すはた 
しぇ いぇ こさっ-
ょけしすぇゃは-
くっ くぇ しけ-
ちうぇかくぇすぇ 
せ し か せ ゅ ぇ 
„ ╃ け き ぇ -
てっく こけ-
きけとくうお“.
‶け こさけ-

っおすぇ とっ 
しっ しない-

ょぇょっ ╆ゃっくけ いぇ せしかせゅう ゃ ょけ-
きぇてくぇ しさっょぇ おなき ╃けきぇてくうは  
しけちうぇかっく こぇすさけくぇあ - ╉ぇいぇく-
かなお, し おけっすけ とっ しっ さぇいてうさう 
ょっえくけしすすぇ くぇ こぇすさけくぇあぇ う 
とっ しっ しないょぇょぇす せしかけゃうは いぇ 
こさうっきしすゃっくけしす う ゅぇさぇくすうさぇ-
くっ けぉしかせあゃぇくっすけ くぇ かうちぇ, 
こけかいゃぇかう せしかせゅぇすぇ „╃けきぇ-
てっく こけきけとくうお“. 
╆ゃっくけすけ いぇ せしかせゅう ゃ ょけ-

きぇてくぇ しさっょぇ とっ こさっょかぇゅぇ 
こさっょけしすぇゃはくっ くぇ こけつぇしけゃう 
せしかせゅう いぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ 
おけきせくぇかくけ-ぉうすけゃう ょっえくけしすう 
おぇすけ: こぇいぇさせゃぇくっ, こけょょなさ-
あぇくっ くぇ たうゅうっくぇすぇ ゃ あうかう-
とぇすぇ, けぉうすぇゃぇくう けす こけかい-
ゃぇすっかうすっ, ういゃなさてゃぇくっ うかう 
しなょっえしすゃうっ いぇ ういゃなさてゃぇくっ 
くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう せしかせゅう 
う こかぇとぇくうは, こさうゅけすゃはくっ くぇ 
たさぇくぇ し こさけょせおすう くぇ こけすさっ-
ぉうすっかは. ╆ぇ ゃしうつおう すっいう せしかせ-
ゅう  こけすさっぉうすっかうすっ とっ いぇこかぇ-
とぇす こけ 22 しすけすうくおう くぇ つぇし. 
〈ぇおしぇすぇ っ けこさっょっかっくぇ けす ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけ さっょぇ くぇ 
╆ぇおけくぇ いぇ きっしすくうすっ ょぇくなちう 

う すぇおしう.
╉ぇくょうょぇすうすっ いぇ ょけきぇてくう 

こけきけとくうちう きけゅぇす ょぇ しぇ ぉっい-
さぇぉけすくう かうちぇ ゃ すさせょけしこけ-
しけぉくぇ ゃないさぇしす, おけうすけ くっ しぇ 
こさうょけぉうかう こさぇゃけ くぇ こっくしうは 
いぇ けしうゅせさうすっかっく しすぇあ う ゃない-
さぇしす うかう くぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
こっくしうは いぇ さぇくくけ こっくしうけくう-
さぇくっ. 〈っ こけょぇゃぇす おけきこかっおす 
ょけおせきっくすう こけ けぉさぇいっち.
╉ぇくょうょぇすう いぇ こけすさっぉうすっかう 

くぇ せしかせゅうすっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす 
かうちぇ し すさぇえくう せゃさっあょぇくうは 
し けゅさぇくうつっくうは うかう くっゃない-
きけあくけしす いぇ しぇきけけぉしかせあゃぇ-
くっ, おぇおすけ う ゃないさぇしすくう たけさぇ し 
けゅさぇくうつっくうは うかう くっゃないきけあ-
くけしす いぇ しぇきけけぉしかせあゃぇくっ.
╅っかぇっとうすっ ょぇ こけかいゃぇす 

せしかせゅうすっ くぇ ょけきぇてくう こけ-
きけとくうちう  こけょぇゃぇす しかっょくう-
すっ ょけおせきっくすう: いぇはゃかっくうっ こけ 
けぉさぇいっち, おけこうっ くぇ ょけおせきっくす 
いぇ しぇきけかうつくけしす, っおしこっさすくけ 
さってっくうっ くぇ 〈╄╊╉,  ょけおせ-
きっくす, けこさっょっかはと おけくおさっす-
くけすけ かうちっ いぇ くぇしすけえくうお  うかう 
こけこっつうすっか くぇ おぇくょうょぇすぇ いぇ 
せしかせゅぇすぇ, ょっおかぇさぇちうは, つっ 
おなき きけきっくすぇ くぇ おぇくょうょぇす-
しすゃぇくっすけ くっ こけかいゃぇ しけちうぇか-
くぇ せしかせゅぇ „かうつっく ぇしうしすっくす“, 
„しけちうぇかっく ぇしうしすっくす“ うかう 
„ょけきぇてっく こけきけとくうお“ こけ 
ょさせゅう くぇちうけくぇかくう こさけゅさぇきう 
うかう こけ こさけゅさぇきう, そうくぇく-
しうさぇくう けす ょさせゅう ういすけつくうちう 
うかう こけ ょさせゅ さっょ, おぇおすけ う 
こなかくけきけとくけ  いぇ かうちっ, おけっ-
すけ ょぇ こけょぇょっ いぇはゃかっくうっすけ けす 
うきっすけ くぇ おぇくょうょぇすぇ, おけゅぇすけ 
くっ しっ こけょぇゃぇ かうつくけ.
                                                            

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“
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〈うこうつくけ いぇ そうさきぇすぇ-しっきっえ-
しすゃけ - „┿さしっくぇか”, ╃うきう-

すさけゃ すさなゅくぇか おなき くぇつぇかしすゃけすけ 
くぇ ちったぇ くぇ こさうくちうこぇ ”けすょけかせ-
くぇゅけさっ”. ‶なさゃうすっ ゅけょうくう ぉうか 
くぇしすさけえつうお くぇ きぇてうくう いぇ おけく-
すさけか くぇ さぇいきっさうすっ くぇ こぇすさけくぇ. 
╉ぇすけ ういこっつっく おぇょなさ くぇ すったくう-
おせきぇ, おなょっすけ しっ ゃかういぇかけ しかっょ 
すっあおう ういこうすう こけ ぉなかゅぇさしおう う 
きぇすっきぇすうおぇ う おなょっすけ けぉせつぇ-

ゃぇかう すったくうちうすっ しすさけゅけ う „あっ-
かはいくけ”, ╃うきうすさけゃ っ いぇぉっかはいぇく 
ぉなさいけ. 〈ぇおぇ しすぇゃぇ くぇつぇかくうお 
しきはくぇ. ]きはくぇすぇ けぉぇつっ ぉうかぇ くっ 
おぇおゃぇ ょぇ っ, くぇょ 200 ょせてう ぉうかう 
こけょつうくっくうすっ くぇ ╃うきうすさけゃ ゃ 
っょくけ こさけういゃけょしすゃけ, おけっすけ すけえ 
けこさっょっかは おぇすけ しかけあくけ, いぇとけすけ 
っ しゃなさいぇくけ し さぇいくけさけょくう しこっ-

ちうぇかくけしすう – たうきうは, きったぇくうおぇ, 
っかっおすさけすったくうおぇ, きっすぇかせさゅうは. 
╆ぇ ゃしうつおけ すけゃぇ すったくうおせきなす 
ょぇか くぇ ╃うきうすさけゃ けすかうつくぇ こけょ-
ゅけすけゃおぇ, おけはすけ きせ „しゃなさてうかぇ 
さぇぉけすぇ” いぇ ちはか あうゃけす. „‶さけうい-
ゃっあょぇたきっ いょさぇゃけ くぇ すさう しきっ-
くう.”, くっ いぇぉさぇゃは ゃっすっさぇくなす. 
╆ぇすけゃぇ ゃなすさってくけ しっ ぉせくすせゃぇ, 
おぇすけ つせゃぇ ょくっし, つっ こさっい しけちうぇ-
かういきぇ くっ しっ さぇぉけすっかけ...

╄あっょくっゃくけ „┿さしっくぇか” 
ぉなかゃぇか こけかけゃうく きうかうけく 

こぇすさけくぇ     

‶さう すけゃぇ - ゅけょくう! „]すうゅぇかう 
しきっ ょぇあっ ょけ 550 たうかはょう ぉさけは.”, 
くっ いぇぉさぇゃは  くぇつぇかくうおなす くぇ 
ちったぇ, おけえすけ けすさうつぇ ゃしはおぇおゃう 
きうしかけゃくう とぇきこう, おけうすけ くぇかぇ-
ゅぇす きくっくうっすけ, つっ きぇしけゃけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ っ こさけしすけ. „┿い くっ いくぇは 
ょさせゅ ゃうょ こさけういゃけょしすゃけ, おけっすけ 
ょぇ うきぇ すぇおうゃぇ きぇとぇぉう おぇすけ おけ-
かうつっしすゃけ. ′うすけ ぉけくぉけくう, くうすけ 
おけこつっすぇ, くうすけ ゅゃけいょっう きけゅぇす ょぇ 
しすうゅくぇす すぇおうゃぇ ぉさけえおう いぇ っょうく 
ょっく.”, おぇすっゅけさうつっく っ ╃うきうすさけゃ, 
おけえすけ けぉはしくはゃぇ くぇ くっしゃっょせとう-
すっ, つっ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ っょうく 
こぇすさけく きうくぇゃぇ こさっい 400 けこっ-
さぇちうう, ぇ しぇきけ いぇ ゅうかいぇすぇ ぉうかう 
くせあくう 200 けこっさぇちうけくくう おぇさ-

すう. ╉ぇすけ ょけぉぇゃうき しすさけゅうは  
おけくすさけか くぇ おぇつっしすゃけすけ ゃなゃ 
ゃけっくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ う 
あっしすけおうすっ せしかけゃうは くぇ うい-
こうすぇくうは くぇ こぇさすけくうすっ こさう 
ぇきこかうすせょぇ くぇ すっきこっすせさぇすぇ 
けす  -50 ょけ + 50 ゅさぇょせしぇ こけ 
『っかいうえ, „こさけしすけすけ” しっさうえ-
くけ こさけういゃけょしすゃけ, しっ けつっさ-
すぇゃぇ おぇすけ „こさけしすけ” しぇきけ くぇ 
ょせきう. 〈っいう ういこうすぇくうは いぇ 

╃うきうすさけゃ う ょけ ょくっし しう けし-
すぇゃぇす „こさけしすけ” ”しすさぇてくう!”. 
╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ っ くぇ-

つっかけ くぇ ちったぇ 12 ゅけょうくう 
– ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ しう.               
′ぇえ-はさおうはす きせ しこけきっく けす 
すけゅぇゃぇ, ゃ かうつっく こかぇく, っ 
„ゃうしっくっすけ” ょけ おなしくけ ゃっつっさ 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ くぇ 31-ゃう ょっ-

おっきゃさう. „′っ こけきくは ょぇ しなき 
しっ こさうぉさぇか しさっとせ ′けゃぇ 
ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ けす 8-9 
つぇしぇ ゃっつっさすぇ.”, おぇいゃぇ ╃う-
きうすさけゃ, こさうこけきくはえおう いぇ-
こっつぇすゃぇくっすけ くぇ ちったけゃっすっ ゃ 
おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ. 〈せお すけえ 
しう こさうこけきくは ういおぇいゃぇくっすけ 
くぇ おけかっゅぇ – かっゅっくょぇさくうはす 
くぇつぇかくうお ちった けす ╆ぇゃけょ 6, 
╃けぉさう ╉ぇうてっゃ, おけえすけ くぇ 
けこっさぇすうゃおぇ こさう ょうさっおすけ-
さぇ  ╉させき 》さうしすけゃ おぇいぇか: 
„╃さ. 》さうしすけゃ, けすおぇおすけ しなき 
くぇつぇかくうお, ゃっつっさはき しすせ-
ょっくぇ きぇくょあぇ う かはゅぇき こさう 
いぇしこぇかぇ あっくぇ...”. „╇ すけゃぇ 
くっ っ てっゅぇ”, せすけつくはゃぇ ょくっし 
╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ, おけえすけ 
しう しこけきくは, つっ せゃかっつっく ゃ 
さぇぉけすぇすぇ, すさう こなすう こさっい 
ゅけょうくうすっ しう いぇぉさぇゃはか おけ-
かぇすぇ こさっょ „┿さしっくぇか”, すぇ 
しっ くぇかぇゅぇかけ けす おなとう ょぇ しっ 
ゃさなとぇ こけ くけとうすっ ょぇ は こさう-
ぉうさぇ. 

[けすけさくうすっ かうくうう けす 
1981-ゃぇ ょぇかう くけゃ しすぇさす 

くぇ くぇょこさっゃぇさぇすぇ

‶さけういゃけょうすっかくけしすすぇ くぇ 
すさせょぇ „ょさなこくぇかぇ” けとっ 
こけゃっつっ し せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 

ぇゃすけきぇすうつくうすっ さけすけさくう かう-
くうう – ┿[╊, おけゅぇすけ ╃うきうすさけゃ 
しすぇゃぇ くぇつぇかくうお ちった „くぇ ゅけかぇ 
こかけとぇょおぇ”. ]ぇきけ いぇ くはおけかおけ 
きっしっちぇ けぉっおすなす しっ けぉけさせょ-
ゃぇ し くぇえ-きけょっさくうすっ すけゅぇゃぇ 
しなゃっすしおう こぇすさけくくう きぇてうくう, 
うょゃぇす させしおう しこっちうぇかうしすう 
ょぇ けぉせつぇゃぇす くぇてうすっ, くぇいくぇ-
つぇゃぇす しっ いぇ „けすさうちぇすっかくけ” 
ゃさっきっ くぇょ 400 さぇぉけすくうちう う 

いぇ くはおけかおけ きっしっちぇ しっ ょけし-
すうゅぇ こさけっおすくぇすぇ きけとくけしす, 
くぇょきうくぇすぇ こけ こけおぇいぇすっかう 
しかっょ っょくぇ ゅけょうくぇ /”すうこうつくけ 
こけ ぉなかゅぇさしおう”, しこけさっょ ╃う-
きうすさけゃ/, おけっすけ けぉぇつっ おけしすゃぇ 
しかっょゃぇとう ゅけかっきう こさけぉかっきう 
し こけょょさなあおぇすぇ くぇ けぉけさせょゃぇ-
くっすけ.
‶さけういゃけょしすゃけすけ くぇ こさぇおすう-

おぇ いぇっきぇ ちっかうは こさけそっしうけくぇ-
かっく こなす くぇ ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ, 
くけ すけえ っ うきぇか う ぇくゅぇあうきっくすう 
けすくけしくけ こさけういゃけょしすゃけすけ おぇすけ 
すっけさうは. 〈ぇおなゃ うきっくくけ ぇくゅぇ-
あうきっくす うきぇか すけえ おぇすけ おぇこう-
すぇく くぇ ぇさしっくぇかしおうは おけきぉう-
くぇすしおう けすぉけさ いぇ ゃうおすけさうくぇすぇ 
„╇おけくけきうおぇ う けさゅぇくういぇちうは 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ”. ‶なさゃけ 
ぉうか しぇきけ こさっょしすぇゃうすっか くぇ 
╆ぇゃけょ 2, くけ しかっょ くはおけかおけ 
ゃなすさってくう ゃうおすけさうくう しっ けつ-
っさすぇか おぇすけ すうすせかはさ-おぇこうすぇく, 
こさう すけゃぇ – くぇ けすぉけさ くぇ うおけ-
くけきうしすう! ╋ぇさうは ╋せすぇそけゃぇ, 
╄かっくぇ 《うかうこけゃぇ う ╇ゃぇくおぇ 
╉さぇゃぇっゃぇ いぇとうすぇゃぇかう ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ こさけういゃけょしすゃっくけ-
うおけくけきうつっしおぇ つっしす くぇえ-くぇ-
こさっょ ゃ いぇゃけょぇ, こけしかっ – おぇすけ 
こなさゃっくちう ゃ ゅさぇょしおうは う けお-
さなあっく おけくおせさし, しかっょ おけっすけ 
かけゅうつくけ けすうゃぇす くぇ そうくぇかうすっ 
ゃ ╀かぇゅけっゃゅさぇょ, おなょっすけ しっ ぉけ-
さはす し けすぉけさうすっ くぇ けおさないうすっ 
【せきっく, ‶かっゃっく, ‶っさくうお う 
ょけきぇおうくうすっ けす ╀かぇゅけっゃゅさぇょ. 
〈せお ぇさしっくぇかちう ょけてかう し こけょ-
おさっこかっくうっ けす 100 ょせてう おけ-
かっゅう, ういきうくぇかう くぇょ 300 おき 
し ぇゃすけぉせし, いぇ ょぇ こけょょなさあぇす 
けすぉけさぇ くぇ ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ. 
╁なゃ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ こけょけぉ-
くう こさけはゃう ういこなかゃぇす しなさちぇすぇ 
くぇ さぇぉけすくうちうすっ, ぇさしっくぇかちう 
うしすうくしおう しっ ょけおぇつうかう けす いぇ-
ょぇゃぇとぇすぇ しっ きぇくうこせかぇちうは ゃ 
しなしすっいぇくうっすけ: こさっょしっょぇすっ-
かはす くぇ あせさうすけ – こさけそっしけさ けす 
╁╇╇ „╉ぇさか ╋ぇさおし”, さけょけき けす 
‶っさくうお, ぇたぇ-ぇたぇ ょぇ こさけおぇ-
さぇ こなさゃけすけ きはしすけ いぇ しゃけうすっ 
しなゅさぇあょぇくう. ┿さしっくぇかしおぇすぇ 
ぇゅうすおぇ けぉぇつっ しっ くぇきっしうかぇ 
きけとくけ, こさうゃかはおかぇ そっくけゃっ う 
けす ょさせゅうすっ けすぉけさう う ‶っさくうお 
ぉうか っかうきうくうさぇく おぇすけ „こなさ-
ゃっくっち くぇゅけすけゃけ”.

┿さしっくぇかしおうはす けすぉけさ 
こっつっかう くぇちうけくぇかくぇすぇ 

ゃうおすけさうくぇ!

 ]かっょゃぇ くぇゅさぇょぇ - っおしおせさ-

いうは ゃ つせあぉうくぇ. [なおけゃけょしすゃけ-
すけ っ ゅけさょけ けす こけしすうあっくうっ-
すけ. ‶けしすうあっくうはすぇ くぇ ╋ぇくぬけ 
╃うきうすさけゃ けぉぇつっ くっ しこうさぇす 
ょけ すせお. ╁ ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ 
くはきぇ おぇお ょぇ くっ しう ゃなゃかっつっく 
ゃ けぉとっしすゃっくぇすぇ ょっえくけしす, すけえ 
こさっちっくはゃぇ, つっ ゃなこさっおう ゅけ-
かっきうすっ しう ぇくゅぇあうきっくすう こけ 
すぇは かうくうは, っょゃぇ かう っ いぇゅせぉうか 
こけゃっつっ けす 2-3 % けす ゃさっきっすけ 

しう いぇ ょっえくけしすう ういゃなく こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ, いぇとけすけ: ”〈けゅぇゃぇ 
しっ さぇぉけすってっ いょさぇゃけ!”. ¨ぉ-
とっしすゃっくぇすぇ さぇぉけすぇ, けす ょくって-
くぇ ゅかっょくぇ すけつおぇ, くぇつぇかくうおなす 
けす こぇすさけくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ 
けこさっょっかは おぇすけ „しゃけっぉさぇいくぇ 
さっおかぇきぇ いぇ こさっょこさうはすうっすけ”. 
〈ぇおなゃ ゃうょ さっおかぇきぇ いぇ „┿さ-

しっくぇか” ぉうか う そせすぉけかくうはす 
けすぉけさ „〈けさこっょけ”, おなき つううすけ 
せしこったう  ╃うきうすさけゃ しなとけ うきぇ 
こさうくけし. ] そせすぉけかぇ, おぇおすけ う 
し ょっしっすおうすっ ょさせゅう たせょけあっしす-
ゃっくう, しこけさすくう う ゃしはおぇおゃう 
そけさきぇちうう, うきっすけ くぇ おぇいぇく-
かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ すっあぇかけ 
くぇゃしはおなょっ せ くぇし う いぇ くっは しっ 
つせゃぇかけ, ゃなこさっおう しっおさっすくうは 
たぇさぇおすっさ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
おけえすけ くぇゃさっきっすけ くっ こけいゃけ-
かはゃぇか きくけゅけ-きくけゅけ こさうおぇいおう 
くぇしぇき-くぇすぇき. „╇きっすけ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ „┿さしっくぇか” ゃしはゃぇてっ さっし-
こっおす う せゃぇあっくうっ.”, しこけきくは しう 
╃うきうすさけゃ. „╁ ょくってくけ ゃさっきっ 
すけいう ゃうょ さっおかぇきぇ っ こけつすう けす-
さっつっくぇ, ぇ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ しっ 

ょぇゃぇす くっゃっさけはすくう しせきう いぇ さっ-
おかぇきぇ つさっい きっょううすっ.”,  つせょう 
しっ ゃっすっさぇくなす - くぇつぇかくうおなす くぇ 
ちったぇ いぇ こぇすさけくう. 

] „〈けさこっょけ” ╋ぇくつけ さうすぇ
う くぇ „╁ぇしうか ╊っゃしおう”

┿さしっくぇかしおうはす そせすぉけかっく けす-
ぉけさ こけ すけゃぇ ゃさっきっ いぇゃけのゃぇ 
くはおけかおけ すうすかう – ぉうか けおさなあっく 
さぇぉけすくうつっしおう こなさゃっくっち う 
こなさゃっくっち ゃ [っこせぉかうおぇくしおぇすぇ 
さぇぉけすくうつっしおぇ しこぇさすぇおうぇょぇ, 
つうえすけ うきっくくけ そうくぇか しっ うゅ-
さぇか くぇ しすけかうつくうは くぇちうけくぇ-
かっく しすぇょうけく „╁ぇしうか ╊っゃしおう”. 
′ぇ ╋ぇくつけ ╃うきうすさけゃ くぇ きかぇょう 
ゅけょうくう そせすぉけかなす きくけゅけ きせ 

ゃなさゃう, くけ ゃなさゃはす う ょさせゅうすっ 
くっとぇ けす あうゃけすぇ.]さっとうすっ し 
つってうすう, きぇえすぇこうすっ, こさっゃなさ-
くぇかう しっ ょくっし ゃ すけこかう しこけ-
きっくう, しぇ ゃしっ くっとぇ, いぇさぇょう 
おけうすけ たけさぇすぇ けす けくぇゃぇ ゃさっ-
きっ とっょさけ けすょっかはす けす ゃさっきっ-
すけ しう, いぇ くっとけ こけ-さぇいかうつくけ 
けす すさせょけゃけすけ っあっょくっゃうっ. ¨す 
すけゃぇ けしすぇゃぇす う ょっしっすおう ぇさ-
しっくぇかしおう かっゅっくょう, さけょっくう けす 

くっつうは そさぇいぇ, こけゃすぇさはくぇ おぇすけ 
ゃなすさってくけいぇゃけょしおう そけかおかけさ 
ょっしっすおう たうかはょう こなすう, すぇ – 
ょけ ょくっし. ‶ぇお こけ すけゃぇ ゃさっきっ 
ゃしはおぇ ゃっつっさ ょっちぇすぇ けす ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ ゃしっおう 
ょっく しっ ういゃけいゃぇす けさゅぇくういうさぇ-
くけ し ぇゃすけぉせし. ‶けくっあっ, おぇすけ 
そせすぉけかうしす, ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ  
こなすせゃぇ こけ きぇつけゃっ うい ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ しなし しなとうは ぇゃすけぉせし くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ, すけえ くぇせつぇ-
ゃぇ „けす こなさゃぇ さなおぇ”  -  つさっい 
てけそぬけさぇ くぇ ゃけいうかけすけ,  ╀ぇえ 
╇ゃぇく, いぇ こさけしかけゃせすうすっ いぇおぇつ-
おう くぇ „かっゅっくょぇさくうは” ╊のぉつけ, 
おけゅけすけ けさなあっえくうちうすっ こけいくぇ-
ゃぇかう けす いうきくうすっ きせ さぇいたけょ-
おう こけおさぇえ いぇゃけょぇ, くぇ こなす いぇ 
〈せくょあぇ, おなょっすけ しっ おなこっか ゅけか 
ゃ しすせょっくうすっ ゃけょう. 〈ぇ, うきっく-
くけ ╊のぉつけ っ ゅかぇゃくうはす ゅっさけえ 
ゃ ゅさぇょしおうは ゃうち: くぇ ゃなこさけしぇ 
おぇおゃけ しっ こさけういゃっあょぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか”, ╊のぉつけ けすゅけゃぇさは: „′っ 
いくぇき おぇおゃけ しっ こさけういゃっあょぇ 
ゃ „┿さしっくぇか”, くけ ゃしはおぇ ゃっつっさ 
ういおぇさゃぇす けす こけさすぇかぇ  こなかっく 

ぇゃすけぉせし し ょっちぇ”.

╃せたけゃぇすぇ きせいうおぇ っ
ょさせゅぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ 

しすさぇしす くぇ ╋ぇくつけ

╃せたけゃうはす けさおっしすなさ しっ しそけさ-
きうさぇ ゃ „┿さしっくぇか” こさっい 1970 
-1971- ゃぇ. 〈けゅぇゃぇ すぇき しっ 
しなぉうさぇす ゃしうつおう, おけうすけ しぇ 
しゃうさうかう おぇすけ せつっくうちう うかう 
ういけぉとけ くはおけゅぇ くぇ ょせたけゃう うく-
しすさせきっくすう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

„╁ „┿さしっくぇか” しぇ さぇぉけすうかう きくけゅけ こけ-いぇしかせあうかう けす きっく しこっちうぇかうしすう う さなおけゃけょうすっかう - ゃっすっさぇくう, くけ おぇすけ しう しこけきくは きけはすぇ ゃしっしすさぇくくぇ 
ぇくゅぇあうさぇくけしす, けしゃっく し こさけういゃけょしすゃけすけ, し すけかおけゃぇ ょさせゅう くっとぇ, しゃなさいぇくう し けぉとっしすゃっくぇすぇ さぇぉけすぇ, はゃくけ しなき ぉうか くぇ くうゃけ.”, てっゅせゃぇ しっ しなし 
しっぉっ しう ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ, こけいくぇす おぇすけ くぇつぇかくうお ちった けす ╆ぇゃけょ 2, おなょっすけ っ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こぇすさけくう. 
╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ っ こけゃっつっ けす すうこうつっく ぇさしっくぇかっち - うょゃぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ おぇいぇさきぇすぇ, おけはすけ けすぉうか ゃ っかうすくけすけ こかっゃっくしおけ 

【╆¨. ╄かうすくうはす おぇいぇくかなておう きったぇくけすったくうおせき, おけえすけ ゃ ゅけょうくうすっ くぇ うくょせしすさうぇかういぇちうはすぇ ぉうか あっかぇくけ せつうかうとっ いぇ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, いぇっょくけ 
し すったくうおせきうすっ ゃ ]けそうは う [せしっ, しなとけ っ ゃ ぉうけゅさぇそうはすぇ くぇ くぇつぇかくうおぇ くぇ ちったぇ, こさっおぇさぇか ゃ ╆ぇゃけょ 2 ちっかうは しう すさせょけゃ しすぇあ, つうえすけ こなさゃう 
ょっく – 1-ゃう けおすけきゃさう 1963-すぇ, ╃うきうすさけゃ こけきくう ょけ ょくっし. ′っゅけ こなお, しうゅせさくけ こけゃっつっすけ ぇさしっくぇかちう ゅけ こけきくはす, けしゃっく し っくすせしうぇいきぇ こけ せしゃけ-
はゃぇくっすけ くぇ さけすけさくうすっ きぇてうくう, けとっ う し せしこったうすっ くぇ そせすぉけかくうは けすぉけさ „〈けさこっょけ” う し そかうゅけさくぇすぇ けす ょせたけゃぇすぇ きせいうおぇ, し おけはすけ „┿さしっくぇか” 
すぇおぇ しっ ゅけさょっっ, つっ ゃうくぇゅう は しかぇゅぇ くぇつっかけ くぇ おけかけくぇすぇ いぇ きぇくうそっしすぇちうう う ゃ こなさゃうすっ さっょうちう くぇ こけしさっとぇつうすっ くぇ けそうちうぇかくう ょっかっゅぇちうう.
╄おしこっさうきっくすなす くぇ おなしくうは しけちうぇかういなき – 〉おぇい 5, っ ょさせゅぇすぇ ゃういうすおぇ くぇ ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ, おけゅけすけ ょうさっおすけさうすっ さぇいゃっあょぇかう うい ]けそうは う 

おなょっ かう くっ, いぇ ょぇ こさっこけょぇゃぇ ゃけょっとうは ぇさしっくぇかしおう けこうす こけ そけさきうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ おぇすけ „さっいせかすぇすうゃくぇ ゃっかうつうくぇ”, おけっすけ 
ぉってっ っょくぇ けす こけしかっょくうすっ こぇさすうえくう こけゃっかう くぇ ゃさっきっすけ けすこさっょう 1989-すぇ. ‶けゃっかは, ぉせおゃぇかくけ くぇこなかくうかぇ ょあけぉけゃっすっ くぇ こさけういゃけょうすっかうすっ 
くぇ こぇすさけくう, さなおけゃけょっくう けす ╃うきうすさけゃ.

』しかおうあ たちそおひしきかせけか う
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せあ „【ちけいとせあ ╅ちつかせあし“

〈は うきぇ ゃしうつおう „うしすけさう-
つっしおう” けしくけゃぇくうは ょぇ っ 

う つぇしす けす さっょうちぇすぇ くぇ „╁っ-
すっさぇくうすっ”, すなえ おぇすけ っょくぇ 
しなとっしすゃっくぇ つぇしす けす あうゃけすぇ 
え こさっきうくぇゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”.  
]かっょ おさぇすなお しすぇあ ゃ すけゅぇ-
ゃぇてくうは いぇゃけょ „╂っけさゅう ╉うさ-
おけゃ“ いぇこけつゃぇ ゃ „┿さしっくぇか“, ゃ 
こさせあうくくうは ちった くぇ  すけゅぇゃぇて-
くうは いぇゃけょ 7 う けしすぇゃぇ すぇき ょけ 
しさっょぇすぇ くぇ 70-すっ ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ こけっきぇ とぇそっすぇすぇ ゃ 
おぇいぇくかなておけすけ つうすぇかうとっ 
けす ╅けさけ ′うおけかけゃ. 『はかぇすぇ 
え  さけょぇ しなとけ っ ぇさしっくぇかしおぇ, 
くぇつっかけ しなし しゃっおなさぇ え - ╃う-
きうすなさ 〈のそっおつうえしおう, おけえ-
すけ っ しさっょ けしくけゃぇすっかうすっ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 
2, さぇくけ けすうてかうはす しう くっうく 

しなこさせゅ ╋うたぇうか 〈のそっおつうえ-
しおう - ぉうゃて くぇつぇかくうお くぇ ちった 
120 ゃ いぇゃけょ 2, きぇえおぇ え - ╉ぇすは 
‶ぇしおぇかっゃぇ ょなかゅう ゅけょうくう さぇ-
ぉけすう ゃ いぇゃけょ 2 くぇ „┿さしっくぇか”, 
ぇ ぉぇとぇ え - ╂っけさゅう ‶ぇしおぇかっゃ, 
っ こうしぇさ ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは こけ 
ゃさっきっすけ くぇ ゅっくっさぇか ╁なかおけゃ.  
]ゃなさいぇかう おさなゃくけ ょっしっすう-

かっすうは くぇさっょ あうゃけすぇ しう し 
„┿さしっくぇか” しぇ う けしすぇくぇかうすっ え 
くぇえ-ぉかういおう すせお: しっしすさぇ え ╃う-
きうすさうくぇ [ぇたきぇくかうっゃぇ さぇぉけすう 
ょなかゅう ゅけょうくう ゃ ╇╋╋ う いっす え, 
こっくしうけくうさぇく おぇすけ しすさせゅぇさ わ1 
ゃ いぇゃけょ 5 - ╇ゃぇく [ぇたきぇくかうっゃ. 
]かっょ すけかおけゃぇ いぇぉっかっあうすっか-

くう ゃさないおう, けしすぇゃうかう ょうさは ゃ 
うしすけさうはすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ, っ くはきぇかけ おぇお 
すぇかぇくすかうゃぇすぇ う さけょっくぇ いぇ 
しちっくぇすぇ ╂なかなぉうくぇ ょぇ くっ きうくっ 
こさっい ておけかぇすぇ „┿さしっくぇか”. 〈せお  
すは こさっおぇさゃぇ しなとっしすゃっくぇ つぇしす 
けす きかぇょけしすすぇ しう, し こけゃっつっ けす 
おさぇしうゃう しこけきっくう. ╆ぇ ゃさっきっすけ 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う しちっくうつくう-
すっ しう ういはゃう すぇき こけ そっしすうゃぇかう 
う しなぉけさう ╂なかなぉうくぇ さぇいおぇいゃぇ  
こさっい しなかいう. ╀うかけ っ たせぉぇゃけ 
ゃさっきっ, さけきぇくすうつくけ, し ゃない-
きけあくけしす つけゃっお ょぇ ょぇょっ ゃけかは 
う しうかぇ くぇ きっつすうすっ う こけさうゃう-
すっ しう, ょぇ けすこせてう すぇかぇくすうすっ 
しう. ]すぇょうけくなす くぇ そうさきぇすぇ しっ 

こなかくっか けす くぇさけょ, おけゅぇすけ いぇ-
こけつゃぇかう いぇゃけょしおうすっ そっしすう-
ゃぇかう. 

╆ぇ しちっくぇすぇ は けすおさうゃぇ こけ-
おけえくうはす ╅けさけ ′うおけかけゃ 

ゃ けくぇいう ょぇかっつくぇ う いぇぉさぇゃっ-
くぇ 1956 ゅけょうくぇ. ╂かっょぇ は けとっ 
おぇすけ せつっくうつおぇ ゃ 10-すう おかぇし  ゃ 
さけかはすぇ  くぇ しゃっおなさゃぇすぇ ゃ „]くぇ-
たぇ” こけ ╂っけさゅう ╉ぇさぇしかぇゃけゃ.
╁なこさっおう こさっあうゃっくうすっ しすけ-

すうちう つせあょう あうゃけすう くぇ しちっくぇ-
すぇ, 』せょけすけ ╅うゃけす こさけょなかあぇ-
ゃぇ ょぇ は けつぇさけゃぇ う ういくっくぇょゃぇ 
し けぉさぇすぇ くぇ つけゃっておうすっ けすくけ-
てっくうは う しなょぉう. 
╇ くっ しこうさぇ ょぇ きっつすぇっ う ょぇ 

おけさう こかぇくけゃっ. ] ╂なかなぉうくぇ しっ 
しさっとぇきっ ゃ すさせょくけ ゃさっきっ: うい-
ゅせぉっくう くはおなょっ きっあょせ ぇおすせぇか-
くぇすぇ いかけぉぇ くぇ ょっくは, こけてかけしす-
すぇ う ぉっょくけすうはすぇ くぇ いうきぇすぇ 
くう, ゃ くぇゃっつっさうっすけ こけ こけょゅけ-
すけゃおぇすぇ いぇ くっえくぇすぇ こけさっょくぇ 
„╀ぇくうちぇ”.  
¨すすぇき う いぇこけつゃぇきっ: 

- ]かっょ すけかおけゃぇ すゃけさつっしおう 
„╀ぇくうちう“ おけは すう っ ぉうかぇ 
くぇえ-しかぇょおぇすぇ  ゃ あうすっえしおう 
こかぇく? 
- 〈ぇいう, おけはすけ こさうゅけすゃはてっ 

きけはすぇ きぇえおぇ. ′ぇ きっく こさぇゃっ-
てっ しかぇょおぇ ぉぇくうちぇ, くぇ しっしすさぇ 
きう - しけかっくぇ. ╋ぇきぇ こさぇゃってっ 

ぉぇくうちう こけ ゃしはおぇおなゃ こけゃけょ. 
┿ おけかおけすけ ょけ すゃけさつっしおうすっ きう 
„ぉぇくうちう“, こさう きっく うょゃぇたぇ すぇ-
おうゃぇ かうつくけしすう, すぇおうゃぇ うきっくぇ, 
し おけうすけ しっ ゅけさょっは. ╇きぇかぇ しなき 
ゅけしすう, おけうすけ, おぇすけ ゅけゃけさったぇ, 
きせたぇ ょぇ ぉさなきくっ, つせゃぇてっ しっ. 
] すぇおけゃぇ ゃくうきぇくうっ たけさぇすぇ ゅう 
しかせてぇたぇ. ┿い しう けぉうつぇき  ゃしうつ-
おうすっ „ぉぇくうちう” う ゃしうつおうすっ しう 
ゅけしすう. ′け うきぇ きけきっくすう, ゃ おけう-
すけ くはおぇお くっ きけあっき ょぇ くぇょ-
きけゅくっき っゅけ, いぇゃうしす, そぇおすぇ, つっ 
くはおけえ ょさせゅ しっ ういはゃはゃぇ う ょぇ ゅけ 
こけょおさっこうき. ′はきぇ ょぇ ゅけゃけさは  し 
うきっくぇ, くけ しなき うきぇかぇ すぇおうゃぇ 
しかせつぇう う し きけう ゅけしすう. ╁うあょぇて 
- たせぉぇゃ, つうすぇゃ つけゃっお, し こけすっ-
おかけ, し さけょ う ぉかういおう, けしすぇゃうかう 
すさぇえくぇ しかっょぇ, おぇくうて くっゅけゃう 
しなさぇすくうちう, こさうはすっかう, おけかっゅう, 
すはた ゅう くはきぇ. ′っ うょゃぇす.  ╇くぇ-
つっ ょぇ すう おぇあぇ, „╀ぇくうちうすっ“ きう 
ゃっつっ くぇょたゃなさかはす 120. 
- ┿ こけきくうて かう ゅう ゃしうつおうすっ? 
- [ぇいぉうさぇ しっ. ‶なさゃうはす きう 

ゅけしす こさっい 2001-ゃぇ ぉってっ ぇお-
すぬけさなす ‶っすなさ ╃けぉさっゃ, ゃすけさう-
はす - おぇいぇくかなつぇくうくなす こさけそ. 
╂っくつけ ′ぇつっゃ, ゅけしすせゃぇか きう っ 
こさけそ. ╉けしぬけ 』っさくっゃ う おせこ 
うきっくぇ くぇ きくけゅけ ょけぉかっしすくう 
たけさぇ, ういゃっしすくう おぇいぇくかなつぇくう, 
おきっすけゃっ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ, 
きっつすぇは ょぇ こけおぇくは しっゅぇ 〈ぇすは-
くぇ ╊けかけゃぇ, うきぇ こけゃけょ, ]すけはく-
おぇ ╋せすぇそけゃぇ, けぉっとぇかぇ きう っ, 
しすうゅぇ ょぇ しっ けこさぇゃう. ]なあぇかは-
ゃぇき,  つっ ╉ぇかけくつっゃ くっ せしこは ょぇ 
きう っ ゅけしす くぇ „╀ぇくうちぇすぇ“. 
- ╆ぇ おぇおゃけ こさぇゃうて ゃしうつ-

おけ すけゃぇ?
- ╆ぇ ょぇ けしすぇくっ くっとけ, ょぇ いくぇ-

はす たけさぇすぇ. ╆ぇさぇょう たけさぇすぇ, 
おけうすけ くっ しぇ きっ ういけしすぇゃうかう ゃ 
すさせょくう きけきっくすう, ぇ こけきぇゅぇたぇ 
くぇ きけうすっ „╀ぇくうちう“, くぇ  おせかすせ-
さぇすぇ ゃ すけいう ゅさぇょ. ╆ぇとけすけ, ぇおけ 
ゅう くはきぇてっ すっいう たけさぇ, すっいう す. 
くぇさ. しこけくしけさう う つうすぇかうとっすけ, 
う すっぇすなさぇ, う けとっ おせこ  ょせたけゃ-
くう うくしすうすせちうう, とはたぇ ょぇ しぇ し 
おぇすうくぇさ. ‶けゅさってくけ しっ きうしかう, 
つっ しこけくしけさ っ かけてぇ ょせきぇ, かけて 
ぉけゅぇす. [ぇいぉうさぇ しっ, つっ うきぇ ぉけ-
ゅぇすう う ぉけゅぇすう. ′け ぉっい すっいう 
こぇさう くぇ たけさぇすぇ けす ぉういくっしぇ, 
ぉっい すぇいう こけょおさっこぇ ょせたけゃくけ-
すけ  せ くぇし くはきぇてっ ょぇ けちっかっっ 
ゃ すっいう ゅけょうくう. 〈せお うしおぇき ょぇ 
ぉかぇゅけょぇさは くぇ しっゅぇてくけすけ けぉ-
とうくしおけ さなおけゃけょしすゃけ, くぇ けす-
ょっか „╉せかすせさぇ“ いぇ すけゃぇ, つっ 
„╀ぇくうちうすっ“ きう ゃっつっ しぇ つぇしす 
けす ╉せかすせさくうは おぇかっくょぇさ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.   
- ╃っかうかぇ しう っょくぇ しちっくぇ 

し おせこ うきっくぇ – っきぉかっきう くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは すっぇすなさ. ╉けえ すう 
っ くぇえ-はさおうはす しこけきっく いぇ 
くぇえ-ゅけかっきうすっ? 
- ╀っいしこけさくけ くぇえ-はさなお っ すけいう 

いぇ ╂っけさゅう ╉ぇかけはくつっゃ, すけえ っ 
つけゃっお し ゅけかはきけ „』“. ╉ぇすけ うゅ-
さぇっ し すっぉ, くっ ゅかっょぇ ぇおすぬけさうすっ, 
ゅかっょぇ すっぉ ゃ けつうすっ, いぇさっあょぇ すっ. 
¨ぉうつぇてっ ょぇ さぇいしきうゃぇ こぇさす-
くぬけさうすっ しう. ′ぇさけつくけ. ╂かっょぇ-
かぇ しなき ゅけ すけゃぇ おぇお ゅけ こさぇゃう 
しなし ]すぇさけいぇゅけさしおうは すっぇすなさ. 
′け うきぇた こさっょしすぇゃかっくうっ し 
くっゅけ ゃ ╉ぇさかけゃけ, すけえ きう おぇいぇ: 
„┿ ぉっ, あっくぇ, くっ さぇいぉうさぇて かう, 
とっ すっ さぇいしきっは“. ╇ ゃなゃ ゃすけさけ 
ょっえしすゃうっ くぇ こうっしぇすぇ すけえ きう 
おぇいゃぇ, ぉっい ょぇ ゅけ つせっ こせぉかう-
おぇすぇ: „]っゅぇ とっ すう ぉさなおくぇ ゃ 

こぇいゃぇすぇ“. ┿い きせ おぇいゃぇき: „┿おけ 
すう きう ぉさなおくって ゃ こぇいゃぇすぇ, ぇい 
とっ すう さぇいおけこつぇは ょのおはくぇ“. ╁ 
すけいう きけきっくす こせぉかうおぇすぇ しぇきけ 
つせ くっゅけゃけすけ: „′っ, こさっょぇゃぇき 
しっ!“. ′ぇこさうきっさ, っょうく 》うくょけ 
╉ぇしうきけゃ, おけえすけ ぉってっ さはょおけ 
ゃないこうすぇく う うくすっかうゅっくすっく つけ-
ゃっお, おけえすけ けとっ し ういかういぇくっすけ 
しう くぇ しちっくぇすぇ さっしこっおすうさぇてっ 
し うくすっかうゅっくすくけしす. ╁しっ けとっ, 
しこけさっょ きっく, くっ しっ っ さけょうか ぇお-
すぬけさ, おけえすけ ょぇ きけあっ こけょ くは-
おぇおゃぇ そけさきぇ ょぇ くぇこけきくは くぇ 
くっゅけゃけすけ ういかなつゃぇくっ ゃ すっぇすなさぇ 
う おうくけすけ. ╄ょうく ′うおけかぇ ┿くぇ-
しすぇしけゃ, っょうく ╃うきうすなさ ╋ぇく-
つっゃ - しなとけ たけさぇ しなし しゃけえ こけ-
つっさお, さはょおけ うくすっかうゅっくすくう う 
し ょせたけゃくけ ういかなつゃぇくっ. ╂っけさゅう 
‶ぇさちぇかっゃ - ょさせゅ くっゃっさけはすくうお 
いぇ すっぇすなさぇ くう. 〈けえ きう おぇいゃぇ-
てっ し けくいう くっゅけゃ くっこけょさぇあぇっき 
う たぇさぇおすっさっく ゅかぇし: /うきうすうさぇ 
ゅけ - ぉっか. ぇゃす./ „╂なかなぉうくけ, ぇおけ 
きっ うくすっさっしせゃぇたぇ あっくうすっ, すう 
とってっ ょぇ ぉなょって きけは あっくぇ!“. 
╃けおぇすけ ちうくちぇさかなおなす くぇ ╉ぇ-
かけはくつっゃ, ╀けゅ ょぇ ゅけ こさけしすう, ゅけ 
くはきぇ くうおなょっ! ┿ おぇおゃけ くっとけ っ 
こけしすぇくけゃつうおなす ╇ゃぇくおぇ ╃うきう-
すさけゃぇ, くっ きけゅぇ ょぇ ゃう けこうてぇ. 
〈は っ ゅけかはきぇ あっくぇ. ╇ すは きっ  
こけおぇくう ょぇ せつぇしすゃぇき ゃ „╁うかぇ-
すぇ くぇ ]すぇかうく“. ╇ゃぇくおぇ ╃うきう-
すさけゃぇ ぉってっ ゅけかはきけ けすおさうすうっ 
いぇ すっぇすなさぇ くう. ╉けしすぇ 『けくっゃ っ  
╂けかはき つけゃっお!  〈せお とっ しこけょっかは 
くっとけ きくけゅけ かうつくけ. [ぇいかうおぇすぇ 
くう し くっゅけ ぉってっ 10 ゅけょうくう. ┿い 
くぇゃなさてうた 60, すけえ 70 ゅけょうくう. 
╁っょくなあ きせ しこけょっかうた: さってう-
かぇ  しなき, ╉けしすぇ, くぇ 60 ゅけょうくう 
ょぇ しこさぇ. 〈けえ きう おぇいぇ: ╋けかは? 
╉ぇお とっ しこさって, ぉっ?  ぅ しっ ゃなさ-
くう きぇかおけ くぇいぇょ? ′っ しっ かう 
つせゃしすゃぇて こけ-いさはかぇ, こけ-きけあっ-
とぇ, こけ-いくぇっとぇ? ┿い すう いぇぉさぇ-
くはゃぇき! ] ╉けしすぇ 『けくっゃ うきぇき 
きくけゅけ しこけきっくう. ╆ぇゅせぉぇすぇ きせ 
いぇ すっぇすなさぇ  とっ けしすぇくっ ょなかゅけ 
ゃさっきっ くっいぇこなかくっくぇ. 
- ╇きぇて かう さっちっこすぇ いぇ しゃけっ-

すけ すゃけさつっしおけ ょなかゅけかっすうっ?
- ′っ いくぇき, きけあっ ぉう くぇ こなさゃけ 

きはしすけ っ すさせょけかけぉうっすけ. ╆ぇとけ-
すけ きけあっ ょぇ しう きくけゅけ すぇかぇくす-
かうゃ, くけ ぇおけ しう きなさいっかうゃ う 
ぉっいけすゅけゃけさっく, くうとけ くはきぇ ょぇ 
こけしすうゅくって. ‶けいくぇゃぇき, いぇ あぇ-
かけしす, きくけゅけ すぇかぇくすかうゃう おけかっ-
ゅう-ぇおすぬけさう, くけ きくけゅけ ぉっいけすゅけ-
ゃけさくう  う しせっすくう, おけうすけ くはきぇ 
おぇお ょぇ せしこっはす. ╋なさいっかなす くっ 
こさけとぇゃぇ!  ┿  ういかうてくぇすぇ しせっすぇ 
っ かけて しなゃっすくうお. 
- ╁ こけ-ょせたけゃくけ うかう ゃ こけ-

ぉっいょせたけゃくけ ゃさっきっ あうゃっっき 
しっゅぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し ゃさっきっ-
すけ けすこさっょう 20-25 ゅけょうくう?
- ╁  こけ-ぉっいょせたけゃくけ. ′っ うしおぇき 

ょぇ せこさっおゃぇき くうおけゅけ, いぇとけすけ 
しなき きくけゅけ きぇかおぇ, くっ くぇ ゅけょう-
くう, うくぇつっ  しなき きくけゅけ きぇかおぇ. 
′け うしおぇき ょぇ おぇあぇ しかっょくけすけ: 
ゃしはおぇ おさせておぇ しう うきぇ けこぇておぇ. 
′っ きけあっ ょぇ ゅかっょぇて くぇしうかうっ  
う こさけしすけすうう こけ すっかっゃういうはすぇ, 
くっ きけあっ しせすさうく ゃ さぇょうけすけ くぇ 
こなさゃう こかぇく ょぇ っ かけてけすけ う ょぇ 
うしおぇて ょぇ しう こけいうすうゃっく つけゃっお. 
╇ こけくっあっ くうとけ くっ ういかっいっ けす 
くぇてぇすぇ ょっきけおさぇちうは う おさうゃけ-
さぇいぉさぇくぇ こっさっしすさけえおぇ, ゃはさ-
ゃぇき, つっ くぇてうすっ ゃくせちう とっ あう-
ゃっはす ゃ  うしすうくしおぇ ょっきけおさぇちうは, 
ゃ こけ-ょけぉさけすけ ゃさっきっ. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈は っ ╊なゃうちぇ, いぇ おけはすけ 
しっ こうてっ すさせょくけ. [けょっ-

くぇ っ こけょ すけいう ういこっこっかはゃぇと 
しなし ]かなくちっすけ しう けゅくっく いくぇお 
う くけしう くっかっおうは しう, くけ いぇ-
ぉっかっあうすっかっく たぇさぇおすっさ う 
おさなしす こけ くっゅけ ゃっつっ 7 ょっしっ-
すうかっすうは. ╇ けすゃなょ. 
╊なゃしおけすけ しすさっかは けす けつう-

すっ え, けす ぉっいこけとぇょくけしすすぇ 
くぇ けちっくおうすっ う ょせきうすっ, けす 
しうかぇすぇ くぇ けすおさけゃっくうはすぇ ゃ 
さぇいおぇいうすっ え いぇ ゃさっきっすけ う 
たけさぇすぇ, こさっこかっかう あうゃけすぇ え. 
‶なこなす え くっ っ たゃなさかっく くぇ 

しちっくぇすぇ, いぇとけすけ っ さうぉぇさ-
しおぇ ょなとっさは, くけ けつっゃうょくけ 
ぇさうしすけおさぇすうつくぇすぇ  え けしぇくおぇ 
う そうくっし, おけうすけ くぇしかっょはゃぇ 
けす しゃけはすぇ ぉぇぉぇ, つうっすけ うきっ 
くけしう, ぉっかっあぇす こなすは え いぇゃう-
くぇゅう. ]すなこゃぇ  くぇ すっぇすさぇかくぇ  
しちっくぇ けとっ おぇすけ せつっくうつおぇ ゃ 
9-すう おかぇし う しかういぇ けす くっは... 
きぇかおけ こさっょう 7-すけ しう ょっしっすう-
かっすうっ. ╁しなとくけしす しかういぇ かう? 
〈ぇおうゃぇ, おぇすけ くっは, くっ しかう-

いぇす くうおけゅぇ, こさけしすけ しきっくはす 
っょくぇ しちっくぇ し ょさせゅぇ, こけくは-
おけゅぇ しぇ いぇょ いぇゃっしうすっ, ょさせゅ 
こなす こさっょ すはた, くけ しちっくぇすぇ っ 
すったくうはす ょけき. ¨す しすけすうちうすっ 
え さけかう, し おけうすけ は こけきくはす 
おぇいぇくかなつぇくう う そっくけゃっすっ 
くぇ ╋っかこけきっくぇ うい しすさぇくぇすぇ, 
おぇすけ „くぇえ-くっえくぇ” けこさっょっかは 
さけかうすっ くぇ 』せょけきうさけゃうすっ  
《さけしおぇ うかう おぇおぇ ]うえおぇ. 
¨ゅくっくうはす え くさぇゃ くぇ こさぇお-

すうおぇ は こさっゃさなとぇ ゃ せくうゃっさ-
しぇかくぇ ぇおすさうしぇ, おけはすけ きけあっ 
ょぇ ういうゅさぇっ こけつすう ゃしうつおけ - う 
っ しさっょ きぇかおけすけ とぇしすかうゃう, 
ぉっい こさけそっしうけくぇかくけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ, うきぇかう くっゃっさけはす-
くけすけ とぇしすうっ う あうすっえしおぇ 
くぇゅさぇょぇ  くぇ しちっくぇすぇ ょぇ しう 
こぇさすくうさぇす  し ゅけかっきうすっ しゃっ-
すうかぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは  すっぇすなさ 
- ╂っけさゅう ╉ぇかけはくつっゃ,  ╂っ-
けさゅう  ‶ぇさちぇかっゃ, ]すけはくおぇ 
╋せすぇそけゃぇ, ╉けしすぇ 『けくっゃ, 
》うくょけ ╉ぇしうきけゃ, ′うおけかぇ 
┿くぇしすぇしけゃ, ┿くゅっか ╂っけさゅう-
っゃ, ]ぇさおうい ╋せたうぉはく, ╁ぇしうか 
‶けこけゃ, ╃うきうすなさ ╋ぇくつっゃ, 
╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ, ╇ゃぇく-
おぇ ╃うきうすさけゃぇ, ╅けさあっすぇ 
』ぇおなさけゃぇ, 〈ぇすはくぇ ╊けかけゃぇ, 
〈ぇくは ╋ぇしぇかうすうくけゃぇ う けとっ 
こかっはょぇ うきっくぇ, けしすぇくぇかう ゃ 
すっぇすさぇかくぇすぇ くう うしすけさうは, 
ゅけかはきぇ つぇしす けす おけうすけ ゃっつっ  
くっ しぇ すせお.

′っいぇゃうしうきけ, つっ しかういぇ けそうちうぇかくけ こさっょう ょっしっすうくぇ ゅけょうくう 
けす しちっくぇすぇ, し こけゃっつっ けす „ょけしすけえくうすっ” 140 かっゃぇ こさういくぇくうっ 
いぇ しゃけは すさせょ, う ょけ ょくっし すは っ くっせきけさうきぇ. ╉ぇすけ しすうたうは っ, けす-
くぇしは. ] っくすせしうぇいきぇ しう, し あっかぇくうっすけ しう ょぇ こぇかう くけゃう しなさちぇ 
いぇ すっぇすさぇかくぇすぇ きぇゅうは, し くっゃっさけはすくけすけ しすぇさぇくうっ ょぇ しなたさぇ-
くはゃぇ こぇさつっ こけ こぇさつっ しこけきっくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ うきっくうすうすっ 
くっゅけゃう ゅさぇあょぇくう う いぇ うきっくぇ けす う あうゃけすぇ くう, けしすぇゃうかう  
しゃけは けすこっつぇすなお ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ ゅさぇょぇ う しすさぇくぇすぇ くう. 
]なし しゃけうすっ くぇょ 120 „╀ぇくうちう” ╂なかなぉうくぇ ╋うたぇえかけゃぇ くぇ 

こさぇおすうおぇ こうてっ っょくぇ しなとっしすゃっくぇ つぇしす けす ょせたけゃくぇすぇ うしすけ-
さうは くぇ ╀なかゅぇさうは う ゃ つぇしすくけしす くぇ ╉ぇいぇくかなお, こけかぇゅぇ せしうかうは  
あうゃう ょぇ けしすぇくぇす けくっいう ゃなゅかっくつっすぇ くぇ くぇちうけくぇかくけ しぇきけ-
つせゃしすゃうっ う くぇさけょくぇ こぇきっす, ぉっい おけうすけ ぉうたきっ しっ こさっゃなさくぇ-
かう ゃ けぉうおくけゃっくぇ きぇしぇ くぇさけょ. 

Животът й става за дълъг сериал, в който 

всеки ден е малка история. 
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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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╇かてかちあせけ:
〈あせへそ
╉けすけてちそう

[そつすけねかつさけ けくそいちかてあてかし
つてあきとうあし う „╅ちつかせあし“

╈ひしひいけせあ:
》ちあうそ さとすか, てあ う そねけ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:
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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

』 〉╅╉╊╋╉╅ ╇ ╅╆】 ╉╅╆¨

』╉╊][╅: 《╆ぅ¨〉╅-》『╊╇《′╇╅ぁ¨ 

《【 1-╇¨ 〈╅『【
》『《╈『╅〈╅ ╆《『¨ 『╅[╅

¨せき. 』うかてしあせあ 〈けてさそうあ:
〉あ あちつかせあしぬけ すそきか おあ つか ちあくねけてあ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

[《[《 ぃ╅〉╊]

】ねかせけ たちかおしあえあて おあ ちあいそてけす たそ 25 ねあつあ う つかおすけぬあてあ おそ 80-えそおけのせあ うひくちあつて

„╅ちつかせあし” – あさぬかせて せあ かおせそ そて せあこ-えそしかすけてか そちひきかこせけ けくしそきかせけみ 

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

╇きっ:

〈っきっくせゅぇ ╇ゃぇくけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃,

╉けくすさけかぬけさ-おぇつっしすゃけ, 
0/167

╂けょうくう: 36

╆けょうは: ╃っゃぇ

》けぉう: ′ぇさけょくう すぇくちう

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ? 

- [ぇいつうすぇき くぇ しっきっえしすゃけすけ.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- 〈っいう, おけうすけ しぇ ゅけすけゃう いぇ 
きっく くぇ ゃしうつおけ う こけ ゃしはおけ 
ゃさっきっ.

„Модата се променя, стилът остава същият.”

╆ぇおけくけょぇすっかおぇすぇ くぇ 
しゃっすけゃくぇすぇ きけょぇ, くぇえ-
ゃっかうおぇすぇ ょういぇえくっさおぇ 
くぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ - 
╉けおけ 【ぇくっか, せしこはゃぇ ょぇ 
さっゃけかのちうけくういうさぇ あっく-
しおぇすぇ きけょぇ, ういこけかいゃぇえ-
おう きなあおう っかっきっくすう. 
′っせきけさうきぇすぇ ういけぉさっ-
すぇすっかおぇ しないょぇゃぇ きくけゅけ 
くけゃう くっとぇ, くけ こさっょう 
ゃしうつおけ... っょくぇ あっくぇ, 
おけはすけ こさっょう くっは くうおけえ 
くっ っ こけいくぇゃぇか.   
[けょっくぇ っ こさっい 1883 ゅ. 

ゃ ]けきのさ, せきうさぇ こさっい 
1971 ゅ. ゃ ‶ぇさうあ. ╆ぇ 
しゃけうすっ 88  ゅけょうくう ╁っかう-
おぇすぇ ╋ぇょきけぇいっか  ょぇゃぇ 
うきっすけ しう くぇ きけょっく しすうか 
ゃ けぉかっおかけすけ, くぇ きけょくぇ 
おなとぇ, くぇ おけしすのき, くぇ 

╂ぇぉさうっか ╀けくぬけさ 【ぇくっか.  ╋けょぇすぇ くぇ-
たかせゃぇ ゃ あうゃけすぇ え くっけつぇおゃぇくけ. ╉けゅぇすけ 

きぇえおぇ え せきうさぇ, ぇ ぉぇとぇ え ういけしすぇゃは てっしす-
すっ しう ょっちぇ, ぉっょくう さけょくうくう ょぇゃぇす きぇかおぇ-
すぇ ╂ぇぉさうっか ゃ しうさけこうすぇかうとっ. ╋けくぇたうくうすっ 
せつぇす 12-ゅけょうてくけすけ ょっすっ ょぇ てうっ, おぇすけ きせ 
ゃくせてぇゃぇす, つっ すけいう いぇくぇはす とっ ゅけ たさぇくう 
ゃうくぇゅう. ╇ ╂ぇぉさうっか ょっえしすゃうすっかくけ せしこはゃぇ 
ょぇ こけこぇょくっ ゃなゃ そうさきぇ いぇ ょぇきしおけ ぉっかぬけ, 
ぇ こけ-おなしくけ ゃ ぇすっかうっ いぇ ゃけっくくう せくうそけさ-
きう. ¨そうちっさうすっ, おけうすけ うょゃぇす すぇき, ゃっょくぇゅぇ 
たゃなさかはす けおけ くぇ おさぇしぇゃうちぇすぇ けす ]けきのさ, ぇ 
すは せきっかけ しっ ゃないこけかいゃぇ けす すけゃぇ. 
╉けおó 【ぇくっか. ‶さっい ょっくは ╂ぇぉさうっか さぇぉけすう 

おぇすけ こさけょぇゃぇつおぇ ゃ きぇゅぇいうく, ぇ こさっい くけとすぇ 
- おぇすけ おぇぉぇさっすくぇ こっゃうちぇ. ′っえくう かのぉうきう 
こっしくう しぇ “Ko Ko Ri Ko” う “Qui qu’a vu Coco” 
-  けす すはた うょゃぇ うきっすけ ╉けおけ. 〈は こっっ う ぉっい 
しゃはく う しすさぇた しっ こさっゃさなとぇ ゃ おけきこぇくぬけく-
おぇ くぇ いぇきけあくうすっ しう けぉけあぇすっかう. ¨こっさくうすっ 
ょうゃう は きけかはす ょぇ うき くぇこさぇゃう きぇかおう, っかっ-
ゅぇくすくう てぇこおう, うしすうくしおう おけくすさぇこせくおす くぇ 
くぇすさせそっくうすっ ゅさぇきぇょくう おぇこっかう. 〈ぇおぇ しかぇ-

ゃぇすぇ くぇ ╉けおけ すさなゅゃぇ うい そさっくしおぇすぇ しすけかう-
ちぇ...
‶さけつせすうはす ぇこぇさすぇきっくす くぇ 【ぇくっか. 

‶かっえぉけはす う きうかうけくっさ ╄すうっく ╀ぇかしぇく え おせ-
こせゃぇ ぇすっかうっ くぇ きぇかおぇすぇ せかうちぇ “╉ぇきぉけく” 
ゃ ‶ぇさうあ. 〈せお すは こさうっきぇ っかうすぇ くぇ ╄ゃさけこぇ. 
╁ ぇこぇさすぇきっくすぇ え, けぉいぇゃっょっく し せくうおぇかっく 
ゃおせし う ういこさっゃぇさうかぇ ゃさっきっすけ しう しすさぇしす, 
ょくっし っあっょくっゃくけ こけしっとぇゃぇく けす きくけゅけ こけ-
つうすぇすっかう, けとっ あうゃっっ ょせたなす え. ╁なこさっおう, つっ 
っ うきぇかぇ ぇこぇさすぇきっくす う ゃうかぇ くぇ 《さっくしおぇ-
すぇ [うゃうっさぇ, 30 ゅけょうくう, ょけ おさぇは くぇ ょくうすっ 
しう, ╉けおけ あうゃっっ ゃ たけすっか „[うち” う ゅけ くぇさう-
つぇ しゃけえ ょけき. ]ゅさぇょぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ くぇきう-
さぇ ぇこぇさすぇきっくすなす え, っ おせこっくぇ けす くっは こさっい 
1920 ゅ. う ゃしっ けとっ こさうのすはゃぇ っょうく けす こなさ-
ゃうすっ きぇゅぇいうくう, おぇおすけ う てうゃぇつくうちぇすぇ, おけは-
すけ しっ くぇきうさぇ くぇ すぇゃぇくぇ – すぇき ゃしっ けとっ くぇょ 
100 てうゃぇつう てうはす くぇ さなおぇ. 〈ぇき っ う けそう-
しなす くぇ ╉ぇさか ╊ぇゅっさそっかょ. ′ぇ せか. “╉ぇきぉけく” 
すは けすおさうゃぇ こなさゃうは しう きぇゅぇいうく.  ╁すけさうはす 
っ くぇ ╊ぇいせさくうは ぉさはゅ, ゃ ╃けゃうか. ¨すおさうゃぇ 
ゅけ し こけょおさっこぇすぇ くぇ ょさせゅ しゃけえ けぉけあぇすっか - 
┿さすなさ „╀けえ” ╉ぇこっか. 〈ぇき くっえくうはす すぇかぇくす 
こさけしすけ っおしこかけぇょうさぇ... 
[っゃけかのちうは ゃ きけょぇすぇ. ╆ぇ さぇいかうおぇ 

けす こけゃっつっすけ っゃさけこっえしおう ょういぇえくっさう けす 
けくけゃぇ ゃさっきっ, 【ぇくっか けこさっょっかは あっくぇすぇ 
おぇすけ うしすうくしおけすけ しなとっしすゃけ くぇ ょさったうすっ. 
╇ しっ こけしゃっとぇゃぇ くぇ すけゃぇ ょぇ は こさけきっくう!                                                                                        
╉けゅぇすけ ゃしっ けとっ くっ ぉうかぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
てうゃぇつおぇ, すは くっ さうしせゃぇかぇ こさっょゃぇさうすっかくけ 
きけょっかうすっ う くっ ゅう てうっかぇ. ‶さけしすけ ゃいっきぇかぇ 
くけあうちうすっ, しかぇゅぇかぇ こかぇすぇ ゃなさたせ きぇくっおっくぇ, 
さっあっかぇ う いぇぉけあょぇかぇ ぉっいそけさきっくぇすぇ きぇすっ-
さうは, ょけおぇすけ くっ しっ こけはゃはゃぇか  ゅっくうぇかくうはす 
しうかせっす. 〈ぇおぇ しっ さぇあょぇかけ ゃしはおけ くっえくけ けす-
おさうすうっ.                                                                  ╁っょ-
くなあ  ╉けおけ しう けこなさかうかぇ おなょさうちうすっ くぇ ゅぇいけ-
ゃうは こかぇきなお. 〈けゅぇゃぇ  しっ こけょしすさうゅゃぇ  おなしけ う 
ゅけさょけ ういかういぇ くぇゃなく. 〈ぇおぇ こさっい 1917 ゅ. しっ 

こけはゃはゃぇ きけょぇすぇ くぇ おなしうすっ おけしう. ‶さっょう 【ぇ-
くっか ょぇきうすっ いぇょなかあうすっかくけ ぉうかう ょなかゅけおけしう.                                                           
‶けしかっ すは おぇさぇ きかぇょうすっ ょぇきう けおけくつぇすっか-
くけ ょぇ ういたゃなさかはす おさうくけかうくうすっ, そせしすうすっ う 
おけさしっすうすっ, おぇすけ うき こさっょかぇゅぇ かっおう, っそうさ-
くう すけぇかっすう. ╉かうっくすおうすっ え いぇこけつゃぇす ょぇ くけ-
しはす きけさはておう おけしすのきう - こかうしうさぇくぇ こけかぇ う 
ぉかせいぇ し すさう つっすゃなさすう さなおぇゃう. ╁しうつおう さぇい-
おさっこけしすっくう あっくう けおけかけ 【ぇくっか しっ ゃかのぉゃぇす 
ゃ こぇくすぇかけくぇ おかけて, し あうかっすおぇ ゃなさたせ くっゅけ. 
╁けえくしすゃぇとぇすぇ そっきうくうしすおぇ くっ こけいくぇゃぇ しおせ-
おぇすぇ う しこけおけえしすゃうっすけ. 〈は しなすゃけさはゃぇ ょけさう 
はおっすけ, つうえすけ さけょうすっか, きせくょうさなす, ゃうくぇゅう しっ 
っ しきはすぇか いぇ きなあおぇ ょさったぇ. ‶さけつせすけすけ しぇおけ 
くぇ 【ぇくっか - し さなおぇゃう けす すさう つぇしすう, し さなつくけ 
くぇこさぇゃっくう てっゃけゃっ, し すっあおう きっすぇかくう おけこつっ-
すぇ う きっすぇかくぇ ゃっさうゅぇ ゃ けしくけゃぇすぇ きせ, しぇきó こけ 
しっぉっ しう っ っょうく きぇかなお しゃはす ゃ しゃっすぇ くぇ きけょ-
くぇすぇ そうかけしけそうは くぇ ょういぇえくっさおぇすぇ.
╋ぇかおぇすぇ つっさくぇ さけおかは. ′っえくうはす くぇえ-ゅけ-

かはき こけょぇさなお いぇ しなゃさっきっくくうすっ あっくう っ きぇか-
おぇすぇ つっさくぇ さけおかは, くっけしすぇさはかぇ ょけ ょくっし う 
こさっすなさこはかぇ しすけすうちう さっくっしぇくしう. ‶さっょう くっは 

つっさくうはす ちゃはす しっ しきはすぇか いぇ ちゃはす くぇ ぉっょくけしす-
すぇ う すさぇせさぇ. 』っさくうすっ さけおかう ょけ すけいう きけきっくす 
ぉうかう せくうそけさきぇすぇ くぇ こぇさうあおうすっ こさけょぇゃぇつ-
おう. 【ぇくっか こさっゃさなとぇ つっさくうは ゃ こけこせかはさっく う 
さぇいおけてっく ちゃはす. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ こっす ゅけ-
ょうくう すは こせしおぇ けぉかっおかぇ しぇきけ ゃ つっさくけ う くっえ-
くうすっ きぇかおう つっさくう  さけおかう - し こかなくおぇ, きぇかおぇ 
ぉはかぇ はおうつおぇ う きぇくてっすう, しっ こさけょぇゃぇす おぇすけ 
すけこなか たかはぉ. ╇ ょけ ょくっし そさぇくちせいけえおうすっ おぇい-
ゃぇす: „′っ しなき ぉっい ゃおせし, いぇ ょぇ くっ しっ けぉかうつぇき 
ゃ つっさくけ.”
╃うおすぇすけさおぇすぇ. “╇いつうしすっくうはす う しっきこなか 

ょういぇえく っ おかのつなす おなき うしすうくしおぇすぇ っかっゅぇくす-
くけしす.” – おぇいゃぇ 【ぇくっか う こけおぇいゃぇ ゃ おけかっお-
ちううすっ しう ういつうしすっくう う せょけぉくう ょさったう. 〈は 
くぇかぇゅぇ くけゃうは けぉさぇい くぇ あっくぇすぇ – くっいぇ-
ゃうしうきぇ う うおけくけきうつっしおう しぇきけしすけはすっかくぇ.                                                                                           
╃ぇきうすっ いぇこけつゃぇす ょぇ うきうすうさぇす くっ しぇきけ くぇ-
つうくぇ え くぇ けぉかうつぇくっ, ぇ う こさっょういゃうおぇすっかくけ-
すけ え こけゃっょっくうっ, ょけさう しすけえおぇすぇ え – ゃうくぇゅう 
けこなくぇすぇ てうは う ういすっゅかっくう くぇいぇょ さぇきっくっ. 
′っえくうすっ おかうっくすおう ぉうかう きけきうつっすぇ, ょっきけく-
しすさうさぇとう しゃけはすぇ しゃけぉけょぇ し くけゃ ゃなくてっく ゃうょ 
う ょなさあぇくうっ – おなしう こけかう う こさうつっしおう, し ゅさうき 
う おけいきっすうおぇ ゃ ゅけかっきう おけかうつっしすゃぇ, し こうっくっ 
くぇ おけおすっえかう う こせてっくっ くぇ ちうゅぇさう くぇ けぉ-
とっしすゃっくけ きはしすけ. ′け ぉせくすぇさとうくぇすぇ くぇ すっいう 
きけきうつっすぇ くっ しっ ういつっさこゃぇかぇ しぇきけ し ゃなくて-
くうは うき ゃうょ. 〈っ しきっかけ せつぇしすゃぇかう ゃ さぇいかうつくう 
しこけさすけゃっ, おぇさぇかう しけぉしすゃっくう ぇゃすけきけぉうかう う 
ういかういぇかう こけ くけとくう おかせぉけゃっ, おなょっすけ しかせてぇ-
かう ょあぇい う すぇくちせゃぇかう つぇさかしすけく.
╀っいゅさぇくうつくぇすぇ しかぇゃぇ. ╁ こさうはすっかしおうは 

おさなゅ くぇ ╉けおけ 【ぇくっか しぇ ‶ぇぉかけ ‶うおぇしけ, ╅ぇく 
╉けおすけ, ]ぇかゃぇょけさ ╃ぇかう, ]っさゅっえ ╃はゅうかっゃ, ╊せ-
おうくけ ╁うしおけくすう, ╇ゅけさ ]すさぇゃうくしおう,  くっきしおう-
はす けそうちっさ 》ぇくし ╂のくすっさ, ょせおなす くぇ 〉っしすきう-
くうしすなさ 》の ╂さけしゃっくけさ, ゃっかうおうはす させしおう おくはい 
╃きうすさうえ う きくけゅけ ょさせゅう, こけゃっつっすけ – ゃかのぉっ-
くう ゃ くっは. ′っいぇゃうしうきけ けす すけゃぇ, あさうちぇすぇ くぇ 
きけょぇすぇ う くぇ かのぉけゃすぇ くうおけゅぇ くっ しっ けきなあゃぇ.                                                     

′っえくう おかうっくすおう しぇ: たけかうゃせょしおうすっ いゃっいょう ╂さっすぇ ╂ぇさぉけ, ¨ょさう 
》っこぉなさく う ╄かういぇぉっす 〈っえかなさ, [けきう 【くぇえょっさ, ╋ぇさかっくっ ╃うすさうた, 
╅ぇくぇ ╋けさけ...
〈さうせきそなす っ こなかっく, おけゅぇすけ こなさゃぇすぇ ょぇきぇ くぇ ]┿】 ╃あぇおう ╉っ-

くっょう しっ こけはゃはゃぇ し さけいけゃ おけしすのき くぇ そさぇくちせいけえおぇすぇ. 〈ゃけさっくう-
はすぇ くぇ 【ぇくっか しぇ こさっょしすぇゃっくう う くぇ ぇくゅかうえしおけすけ おさぇかしおけ しっ-
きっえしすゃけ.                                                              
【ぇくっか わ5. ╉くはい ╃きうすさうえ いぇこけいくぇゃぇ 【ぇくっか し たうきうおぇ ╄さくしす 

╀け, ょけしすぇゃつうお くぇ こぇさそのきう ゃ ょゃけさぇ くぇ ちぇさ ′うおけかぇえ ╁すけさう. 
《さぇくちせいけえおぇすぇ ゅけ きけかう ょぇ え くぇこさぇゃう くけゃ, くっつせゃぇく, くっゃうあょぇく 
う くっこけきうさうしゃぇく ょけしっゅぇ ぇさけきぇす. ]かっょ しっさうは っおしこっさうきっくすう しっ 
こけはゃはゃぇ そっくけきっくなす “【ぇくっか わ 5” – ゃ くっゅけ いぇ こなさゃう こなす  しっ 
しきっしゃぇす くはおけかおけ ぇさけきぇすぇ, こさっょう 【ぇくっか ゃしうつおう こぇさそのきう うきぇす 
しぇきけ っょうく ぇさけきぇす. ¨す しないょぇゃぇくっすけ きせ こさっい 1921 ゅ. ょけ ょくっし 
すけいう こぇさそのき, しなしすけはと しっ けす 80 おけきこけくっくすぇ, っ くぇえ-こさけょぇゃぇ-
くうはす ゃ しゃっすぇ.

《うかけしけそうはすぇ „【ぇくっか”. ′っえくう しぇ しっくすっくちううすっ: ′うおけゅぇ 
くはきぇ ょぇ うきぇすっ ゃすけさぇ ゃないきけあくけしす ょぇ くぇこさぇゃうすっ こなさゃけ ゃこっつぇす-
かっくうっ; ╉けかおけすけ っ こけ-ゃないさぇしすくぇ ょぇきぇすぇ, すけかおけゃぇ こけ-ゃぇあくけ いぇ 
くっは っ ょぇ ぉなょっ おさぇしうゃぇ; ′うとけ くっ しなしすぇさはゃぇ すぇおぇ, おぇおすけ しすさっ-
きっあなす ょぇ きかぇょっって; ╅っくぇすぇ っ くぇえ-ぉかういけ ょけ ゅけかけすぇすぇ, おけゅぇすけ 
っ ょけぉさっ けぉかっつっくぇ; ╉けかおけすけ こけ-いかっ しすけはす くっとぇすぇ こさう っょくぇ 
あっくぇ, すけかおけゃぇ こけ-ょけぉさっ すさはぉゃぇ ょぇ ういゅかっあょぇ すは.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

こぇさそのき. 
〈は っ っょうくしすゃっくぇすぇ あっくぇ ゃ おかぇしぇちうはすぇ くぇ しこ. 〈ぇえきし いぇ 100-すっ くぇえ-ゃかうはすっかくう 

かうつくけしすう くぇ 20-すう ゃっお. 

¨しっき つぇしぇ, こっす ょくう ゃ しっょきうちぇすぇ, ぇ こけくはおけゅぇ う 
ゃ しなぉけすぇ ょけ けぉはょ. ¨す ゃさっきっ くぇ ゃさっきっ う ょけこなか-

くうすっかくう つぇしけゃっ しかっょ 5 ゃっつっさすぇ. 〈けゃぇ きけあっ う ょぇ っ 
くけさきぇかっく さうすなき いぇ くはおけう, ぇ いぇ あうゃっっとうすっ くぇ いぇ-
こぇょ けすょぇゃくぇ っ う くぇつうく う しすっさけすうこ くぇ あうゃけす. ╆ぇ くぇし, 
ぉなかゅぇさうすっ, すけゃぇ ゃしっ けとっ っ すさせょくけしきうかぇっきけ う すっあ-
おけ ぉさっきっ. ╉かうてっすけ “けす 8 ょけ 5” しうかくけ しっ っ くぇしすぇ-
くうかけ ゃ ゅかぇゃうすっ くう, すさせょくけ しっ こさっつせこゃぇきっ う きなつくけ 
しすぇゃぇきっ おさっぇすうゃくう, けとっ こけゃっつっ, おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ ゅなゃおぇゃぇ さぇぉけすくぇ しっょきうちぇ うかう いぇ こけゃっつっ つぇしけゃっ 

さぇぉけすぇ ういゃなく さぇいこうしぇくけすけ こけ すさせょけゃ ょけ-
ゅけゃけさ. ]なきくっくうはすぇ, つっ とっ くう ゃないきっいょはす 
いぇ こけかけあっくうは すさせょ こけょけぉぇゃぇとけ, させてぇす 
う くぇえ-ゃっょさけすけ すさせょけゃけ しないくぇくうっ う しぇ くぇ 
こなす ょぇ けすおぇあぇす う くぇえ-しなゃっしすくうは さぇぉけすくうお 
/くっいぇゃうしうきけ, つっ こけゃっつっすけ さぇぉけすけょぇすっかう ゃ 
╀なかゅぇさうは しぇ おけさっおすくう たけさぇ/.   
′っ いゃせつう こさっおさぇしくけ, くけ すさはぉゃぇ ょぇ しう ゅけ 

こさういくぇっき: こけ けすくけてっくうっ くぇ すけゃぇ おけかおけ 
う おけゅぇ とっ さぇぉけすうき, さけぉせゃぇきっ きぇしけゃけ くぇ 
おかうてっすけ けす しすぇさけすけ ゃさっきっ „すっ しう きうしかはす, 
つっ くう こかぇとぇす, くうっ しう きうしかうき, つっ さぇぉけ-
すうき”. ] くっすなさこっくうっ つぇおぇきっ こけつうゃくうすっ 
ょくう, こっすなお ゃしっ けとっ っ “ょっく くぇ きぇえしすけさぇ” いぇ 
きくけゅけ けす くぇし, “しぇくうすぇさっく こけかせょっく”, “さぇおう-
っくけ  ゃさっきっ”, „ょなかゅぇ そぇし-こぇせいぇ”, さぇぉけすくけ 
きけすぇくっ ぉっい さっぇかくけ しゃなさてっくぇ さぇぉけすぇ. 〈せお 
くっ しっ ぉさけう さっぇかくけ かうこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ 
さぇぉけすぇ, おけはすけ ょぇ せこかなすくはゃぇ おぇつっしすゃっくけ 
さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ. 

¨す 1-ゃう きぇさす すぇいう ゅけょう-
くぇ ゃしっおう, おけえすけ あっかぇっ, 

きけあっ ょぇ しう くぇこさぇゃう しおさうくうくゅ 
いぇ けくおけいぇぉけかはゃぇくっ. 〈けゃぇ とっ 
っ ゃないきけあくけ ょけ おさぇは くぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ. ╆ぇ ちっかすぇ あっかぇっとうすっ 
とっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けぉなさくぇす おなき 
しゃけうすっ かうつくう かっおぇさう, おけうすけ 
ょぇ ゅう せこなすはす おなき しなけすゃっすくう-
すっ おかうくうおう う しこっちうぇかうしすう. 
╁ないきけあくけしすすぇ いぇ すけいう しおさう-

くうくゅ っ こけ しこっつっかっく けとっ こさっい 
2009 ゅ. っゃさけこっえしおう こさけっおす 
こけ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ 
つけゃっておうすっ さっしせさしう”. ‶さけっお-
すなす っ いぇ 19,5 きうかうけくぇ かっゃぇ 
う こさっょゃうあょぇ し すっいう こぇさう ょぇ 
しっ こけおさうはす ぉっいこかぇすくうすっ こさっ-
ゅかっょう いぇ けくおけいぇぉけかはゃぇくうは くぇ 
400 たうかはょう ぉなかゅぇさう, けしくけゃ-
くけ あっくう. ′ぇさうつぇ しっ „]こさう う 
しっ こさっゅかっょぇえ”. ‶けょこうしぇく っ ゃ 
きぇくょぇすぇ くぇ ょ-さ ╄ゃゅっくうえ ╅っ-
かっゃ, きうくうしすなさ くぇ いょさぇゃっけこぇい-
ゃぇくっすけ ゃ すさけえくぇすぇ おけぇかうちうは. 
╃け くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
くぇ こさぇおすうおぇ, けぉぇつっ, こけ こさけ-
っおすぇ っ くはきぇかけ くうおぇおゃけ ょゃう-
あっくうっ. 〈けゃぇ  けぉはゃう ゃ ╉ぇいぇく-
かなお こさっい しっょきうちぇすぇ しぇきうはす 
ょ-さ ╅っかっゃ, ゃっつっ ゃ おぇつっしすゃけ-
すけ しう くぇ ょっこせすぇす けす ╉けぇかう-
ちうは „╆ぇ ╀なかゅぇさうは”. 〈けえ おぇいぇ 
しなとけ, つっ くっょけせきはゃぇ いぇとけ 3 
ゅけょうくう こさぇおすうつっしおう こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ くぇ ╂╄[╀ う さっしけさ-
くけすけ きうくうしすっさしすゃけ くっ こさぇゃはす 

くうとけ こけ こさけっおすぇ いぇ せしゃけは-
ゃぇくっ くぇ すっいう こぇさう ゃ こけかいぇ 
くぇ いょさぇゃっすけ くぇ ぉなかゅぇさうすっ. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ かうこしゃぇとぇすぇ 
こさけそうかぇおすうおぇ う さぇくくぇ ょうぇゅ-
くけしすうおぇ くぇ くぇえ-おけゃぇさくけすけ いぇ 
ゃっおぇ いぇぉけかはゃぇくっ ゃけょはす ょけ 33 
たうかはょう くけゃう しかせつぇは くぇ けくおけ-
いぇぉけかはゃぇくうは ゃ ╀なかゅぇさうは いぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ‶さっい 2011 
ゅ. くけゃけけすおさうすうすっ しかせつぇう くぇ 
さぇお せ くぇし しぇ ぉうかう 34 たうかはょう, 
さっおけさょなす こさう あっくうすっ っ こさっい 
2009-すぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ うきぇ 
くけゃけけすおさうすう 40 たうかはょう しかせ-
つぇは くぇ さぇお こさう あっくうすっ せ くぇし. 
‶け ょぇくくう いぇ 2012 ゅ. けぉとうはす 
ぉさけえ くぇ ぉけかくうすっ けす さぇお せ くぇし 
っ くぇょ 325 たうかはょう ょせてう.  
╂けょうてくけ きっあょせ 15 う 20 たう-

かはょう ゃ しすさぇくぇすぇ せきうさぇす けす 
さぇお うかう, おぇいぇくけ うくぇつっ, うい-
つっいゃぇ こけ っょうく しさっょくけ ゅけかはき 
ゅさぇょ. ╁なこさっおう すっいう, こけゃっつっ 
けす しすさはしおぇとう, ょぇくくう, ょけ きけ-
きっくすぇ くうすけ っょうく ぉなかゅぇさうく 
くっ っ こさっゅかっょぇく こけ こさけっおすぇ, 
おぇいぇ けとっ ょ-さ ╄ゃゅっくうえ ╅っ-
かっゃ, しこけさっょ おけゅけすけ すけゃぇ っ 
ういさぇい くぇ „ういおかのつうすっかくぇすぇ 
せこさぇゃかっくしおぇ くっきけと くぇ しっ-
ゅぇてくうすっ せこさぇゃかはゃぇとう, こさけ-
こせしくぇかう ょぇ たゃぇくぇす ゃ くぇつぇ-
かっく しすぇょうえ くぇ ぉけかっしすすぇ くぇょ 
300 000 ぉなかゅぇさう”. 

┿おけ ¨ぉっょうくっくうっすけ くぇ そうさきうすっ, ういゃなさてゃぇとう 
ぇゃすけぉせしくう こさっゃけいう 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 う ういゃなく くっは, くぇきぇかう くぇこけかけゃう-
くぇ ちっくうすっ くぇ ぉうかっすうすっ いぇ こなすせゃぇとうすっ, ¨ぉとうくぇすぇ 
きけあっ ょぇ くぇきっさう う ゃぇさうぇくす いぇ ょけそうくぇくしうさぇくっ くぇ 
すさぇくしこけさすぇ いぇ こっくしうけくっさう う せつっくうちう. 
 〈けゃぇ いぇはゃう ゃ こさぇゃ すっおしす こけ ゃさっきっ 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 ゃ ╉ぇいぇくかなお 
おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 〈は おぇいぇ 
すけゃぇ ゃ けすゅけゃけさ くぇ さぇいきっくっくう さっこかうおう う うしおぇくっ 
けす ぉうゃてうは おきっす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ いぇ こけょこけきぇゅぇくっ 
し 330 たうか. かっゃぇ くぇ ¨ぉっょうくっくうっすけ くぇ こさっゃけいゃぇ-
つうすっ し ちっか こけっゃすうくはゃぇくっ し 50% くぇ ぉうかっすうすっ いぇ 
こなすせゃぇくっ くぇ せつっくうちう う こっくしうけくっさう. 

┿ゃすけさうすっすくぇ ゅさせこぇ, くぇつっかけ し ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う ういこなかくうすっかくうは ょう-

さっおすけさ くぇ すなさゅけゃしおけすけ ょさせあっしすゃけ „┿さしっくぇか 2000” 》さうしすけ 
╇ぉせてっゃ, いぇきうくぇゃぇす ょくっし いぇ ┿ぉせ ╃ぇぉう - ¨ぉっょうくっくう ぇさぇぉしおう 
っきうさしすゃぇ. 〈っ しぇ くぇつっかけ くぇ ょっかっゅぇちうは, おけはすけ せつぇしすゃぇ ゃ っょくけ 
けす くぇえ-ゅけかっきうすっ う くぇえ-ぇゃすけさうすっすくう しゃっすけゃくう ういかけあっくうは くぇ 
しこっちこさけょせおちうは IDEX 2013. 
〉つぇしすうっすけ いぇ ゃしはおぇ そうさきぇ くぇ すけいう  こさっしすうあっく しゃっすけゃっく 
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そけさせき っ こけゃっつっ けす しなぉう-
すうっ, すなえ おぇすけ くぇ くっゅけ しさっとぇ 
しう ょぇゃぇす くぇえ-ょけぉさうすっ しさっょ 
くぇえ-ょけぉさうすっ ゃ しゃっすぇ くぇ けす-
ぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは.  
¨つぇおゃぇくうはすぇ くぇ さなおけゃけょ-

しすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” けす IDEX 
2013 しぇ けこすうきうしすうつくう, くっ 
しぇきけ こけさぇょう ょけぉさけすけ うきっ 
う すさぇょうちうう, おけうすけ きぇさおぇすぇ 
„┿さしっくぇか” うきぇ う っ けしすぇゃうかぇ 
ゃ ┿さぇぉしおうは しゃはす.  
‶さけょせおちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 

う くぇえ-くけゃうすっ さぇいさぇぉけすおう 
くぇ そうさきぇすぇ とっ ぉなょぇす ょっ-
きけくしすさうさぇくう ゃ こさけょなかあっ-
くうっ くぇ 5 ょくう くぇ ょゃぇ とぇくょぇ. 
‶け すさぇょうちうは, ういかけあっくうは けす 
さぇくゅぇ くぇ IDEX しぇ ゃうょ ぉけさ-
しぇ, ぇ こけしっすうすっかうすっ しぇ ゃうしてう 
こさっょしすぇゃうすっかう ゃ しそっさぇすぇ くぇ 
ゃけっくくぇすぇ  うくょせしすさうは くぇ こさぇ-
ゃうすっかしすゃぇ う ゅけかっきう しゃっすけゃ-
くう きぇさおう. 

╆けしかてけてか - せあたそしそうけせあ, おそなけせあせつけちあすか くあ たかせつけそせかちけ け とねかせけぬけ?


