
╇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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╆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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』てそみせさあ ‒けしけたそうあ:
〉か たそくうそしみうあす おあ すけ か てちとおせそ

》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

[]╅『╅ を╊【[¨〉

295 しかうあ つてあうあ つちかおせあてあ たかせつけみ そて あたちけし 

¨おけかけ 2900 ぉなかゅぇさう しぇ しう こかぇすうかう 
こさっい 2012 ゅけょうくぇ, いぇ ょぇ しっ こっく-

しうけくうさぇす こけ-ぉなさいけ. ╁しっおう けす すはた っ ょぇか 
しさっょくけ けおけかけ 1600 かゃ. いぇ 22 きっしっちぇ. ╆ぇ 
ゃしっおう きっしっち, おけえすけ くっ ょけしすうゅぇ いぇ こっく-
しうけくうさぇくっ, しっ こかぇとぇ こけ 74,76 かゃ. 〈けゃぇ 
しぇ 18% けす きうくうきぇかくうは けしうゅせさうすっかっく ょけ-
たけょ, おけえすけ っ 420 かゃ. 〈けゃぇ しけつう しこさぇゃおぇ 
くぇ ′¨╇ いぇ 2012 ゅけょうくぇ. ¨ぉとぇすぇ しせきぇ, 

ゃかはいかぇ ゃ たぇいくぇすぇ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ けす いぇ-
おせこっく しすぇあ, っ 11,5 きかく. かゃ. 
╅っかぇっとうすっ ょぇ しう こかぇすはす, いぇ ょぇ しっ こっくしうけくう-

さぇす こけ-さぇくけ, しすぇゃぇす ゃしっ こけ-きぇかおけ. ‶さっょう すさう ゅけ-
ょうくう うきぇてっ ゃないきけあくけしす こかぇとぇくっすけ ょぇ しすぇゃぇ くぇ 
つぇしすう. ]っゅぇ おぇくょうょぇす-こっくしうけくっさうすっ すさはぉゃぇ ょぇ 
ういしうこはす こぇさうすっ くぇおせこ, おけっすけ いぇすさせょくはゃぇ ゅけかは-
きぇすぇ つぇしす けす すはた. 
‶さっい 2009 う 2010 ゅけょうくぇ しさっょくけ くっ しぇ ょけしすうゅぇ-

かう けおけかけ 32 きっしっちぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ. ]っゅぇ ちう-
そさぇすぇ っ こぇょくぇかぇ くぇ 22 きっしっちぇ. ╋ぇおしうきせきなす けす 
ゃさっきっ, おけっすけ きけあっすっ ょぇ しう おせこうすっ, っ こっす ゅけょうくう. 
‶さっょう すけゃぇ, けぉぇつっ, すさはぉゃぇ ょぇ しすっ こけょぇかう いぇはゃ-
かっくうっ いぇ こっくしうは. 
╁ きけきっくすぇ こっくしうけくっさうすっ せ くぇし しぇ 2,2 きかく. ¨す 

1 ぇこさうか しさっょくぇすぇ こっくしうは とっ ぉなょっ 295 かゃ. ]こけ-
さっょ ′¨╇, こさっい 2050 ゅけょうくぇ こっくしううすっ とっ しすぇくぇ 
こけ 1000 かゃ., ぇ こさっい 2060 ゅ. – 1600 かゃ. ¨つぇおゃぇ しっ 
すけゅぇゃぇ しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ ょぇ っ 5600 かゃ. 
〈けゅぇゃぇ, けぉぇつっ, しっ こさっょゃうあょぇ, つっ こっくしうけくっさうすっ 
とっ しぇ くぇさぇしくぇかう. ]っゅぇ すっ しぇ 30% けす くぇしっかっくうっすけ, 
ぇ すけゅぇゃぇ とっ ぉなょぇす 35%. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

〈っあおó くぇ くけいっすっ こけょ ゅかせこぇ-
ゃぇ ゅかぇゃぇ. 
〈ぇいう しすぇさぇ きなょさぇ ぉなかゅぇさしおぇ 

こさうおぇいおぇ ういこなかくう こかけとぇょう-
すっ すっいう ょくう. 
] たけさぇ. 
╂くっゃくう, はさけしすくう, いかう, けぉっい-

ゃっさっくう, けしおけすっかう, うくそぇくすう-
かういうさぇくう, ういこっさおぇかう, こけょう-
ゃっかう けす ぉっょくけしす, かせすぇとう しっ, 
くぇたなしぇくう... う... きけすうゃうさぇくう 
ょぇ すなさしはす ]╋╄〈おぇすぇ. ′ぇ こけ-
かうすうつっしおぇすぇ おかぇしぇ, くぇ さぇい-
かうつくうすっ, くぇ きけくけこけかうすっ, くぇ 
すっいう, おけうすけ くっ きうしかはす おぇすけ 
すはた. ]╋╄〈おぇすぇ くぇ ゃしうつおう けくっ-
いう, けゃかぇしすっくう けす 〉╊╇『┿〈┿ 
くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ ょぇ ゃいっきぇす 
さってっくうは いぇ しなょぉうくうすっ うき. 
〈ぇき くはおなょっ ゃ たゃなさつぇとうすっ おぇ-
きなくう, ぉせすうかおうすっ ぉうさぇ, たさぇつ-
おうすっ こけ せかうちうすっ, ゅさけいくうすっ 
ゃうおけゃっ, けおなさゃぇゃっくうすっ ゅかぇゃう 
う しすぇさつっしおうすっ おかっすゃう しっ ういゅせ-
ぉうたぇ う しなとうくしおうすっ ょけゃけょう う 
うしおぇくうは いぇ こけょさぇくうかぇすぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇ こさけかっす,  いぇ ゅくっゃくけすけ 
くう そっゃさせぇさしおけ ゃなしすぇくうっ.
′ぇゃさなた こけさっょくうは くぇちうけくぇ-

かっく こさぇいくうお しっ けおうつうたきっ し 
ゅけかはきぇ おなさゃぇゃぇ きぇさすっくうちぇ: 
ゃこかっかぇ ゃ しっぉっ しう けすゃさぇとっくう-
っすけ くう けす すけゃぇ, おけっすけ し くぇうゃ-
くけしすすぇ しう, し うしおさっくけしすすぇ しう, し 
けすおぇいぇ  しう けす ういぉけさ, し こさけょぇあ-
くけしすすぇ くぇ ういぉけさぇ しう, し かっおけ-
きうしかっくぇすぇ しう ゃはさぇ う  ぉぇょっゃぇ 
ょっかっゅうさぇくう くぇょっあょう, けぉなさおぇ-
たきっ ]╋╄〈おぇすぇ くぇ くぇてうは あう-
ゃけす う すけいう くぇ ょっちぇすぇ くう. 
]っゅぇ くう っ はょ... くぇ ゃしうつおけ う 

くぇ ゃしうつおう. 
╆ぇとけすけ ′╄ あうゃっっき こけ ¨′ぅ 

くぇつうく, こけ おけえすけ しう こさっょしすぇ-

ゃはたきっ. 』っ 〈┿╋ ′ぅ╉‒╃╄  ゃ 
くっきぇさぇすぇ う くっしこさぇゃょかうゃけしす-
すぇ くぇ すっいう 23 ゅけょうくう  しう いぇ-
ゅせぉうたきっ せすってうすっかくうすっ ょけゃけ-
ょう „╆ぇとけ させつぇたきっ あぇぉっすぇすぇ”, 
しかっょ おぇすけ こぇお ]╋╄〈おぇすぇ くう 
くっ ういかういぇ. 
′はおぇお くっしぉなょくぇすけすけ う くっ-

ういあうゃはくけすけ ¨つぇおゃぇくけ しっ 
けおぇいぇ くぇ けすゃさぇすうすっかくけ ょぇ-
かっつくけ さぇいしすけはくうっ けす ぉかぇすけ-
すけ, ゃ おけっすけ しっ けおぇいぇたきっ ちけ-
こくぇかう /ぇ せあ おけしきうつっしおうはす 
おぇきなお こぇょくぇ ゃ 〉さぇか, くけ きくけ-
ゅけ けこさなしおぇ くぇし, ぇ すなすっくなす きせ 
ゃいさうゃう ょなさあぇゃぇすぇ くう/. ¨しう-
さけすはかぇ う けぉなさおぇくぇ. ╀っい くぇ-
さけつっくう ゃけあょけゃっ う そっすうてう.
╉なょっすけ けすょぇゃくぇ しきっ ういすなさ-

ゃぇかう ]╋╄〈おうすっ くぇ ]╋╄〈おぇ-
すぇ う しっゅぇ しっ けこうすゃぇきっ ょぇ は 
くぇすぇきぇくうき こけ くぇてぇ きはさおぇ, 
ょさぇしおぇえおう くっさゃくけ う ぉっいこけ-
きけとくけ こけ くっは. 
╆ぇぉさぇゃはえおう, つっ ゃしなとくけしす,  

いぇ ょぇ くう ういかっいっ ゃはさくぇ ]╋╄〈-
おぇすぇ, っ ぉうかけ ╆┿╃‒╊╅╇〈╄╊-
′¨ ょぇ しきっ ぉうかう つっしすくう ゃ 
ょぇゃぇくっすけ くぇ おさっょうす, ゃ さぇい-
こさっょっかっくうっすけ くぇ ぉかぇゅうくうすっ,  
ゃ ぉさけっくっすけ くぇ くぇょっあょうすっ, ゃ 
さぇいょぇゃぇくっすけ くぇ のくぇておけ ょけ-
ゃっさうっ. ╃けさう ゃ いぇょなかあうすっか-
くうは ぇかなて-ゃっさうて. ╇ くぇえ-ゃぇ-
あくけすけ: ょぇ くっ いぇぉさぇゃはきっ, つっ 
くうっ しきっ すっいう, おけうすけ こさぇゃはす う 
こかぇとぇす ]╋╄〈おぇすぇ ! 
╉ぇいぇくけ うくぇつっ - ょぇ くう っ 

ぉうかぇ くぇ ]╁╄〈╊¨ う くぇ ぅ]′¨ 
]╋╄〈おぇすぇ. 
┿ くぇてぇすぇ? 
╀ぇし たゃぇとぇき, つっ ゃしっ しきっ 

うきぇかう っょくけ くぇせき, おけっすけ くっ 
しきっ ょっおかぇさうさぇかう. 
〈けゅぇゃぇ?  
╃なかゅけ とっ たけょはす くけいっすっ くう. 

‶け ゅくっゃくうすっ ぉなかゅぇさしおう ぉせかっ-
ゃぇさょう.  
╇ きくけゅけ こなす くう つぇおぇ, う きくけ-

ゅけ おぇきなくう, ょけおぇすけ けす こかっぉし, 
けす ういぉうさぇすっかう う こぇちうっくすう くぇ 
ゃしっゃないきけあくう こけかうすうつっしおう 
っおしこっさうきっくすう しっ こさっゃなさくっき 
ゃ ╂[┿╅╃┿′╇... 
╇くぇつっ - すっあおó くぇ くけいっすっ  

こけょ ゅかせこぇゃぇ ゅかぇゃぇ. 

╀なかゅぇさうは ゅせぉう こけゃっつっ けす 1 きうかうぇさょ っゃさけ くぇ ゅけょうくぇ けす 
かうこしぇすぇ くぇ おゃぇかうそうちうさぇくう おぇょさう ゃ しすさぇくぇすぇ. 

‶け ょぇくくう くぇ ╄ゃさけこっえしおけすけ しすぇすうしすうつっしおけ ぉのさけ ╄ゃさけしすぇす, 
ぉさけはす くぇ いぇゃなさてうかうすっ くぇせつくう, すったくけかけゅうつくう, うくあっくっさくう う 
きぇすっきぇすうつっしおう ょうしちうこかうくう ゃ ╀なかゅぇさうは っ けおけかけ 5% ゃ しさぇゃ-
くっくうっ し ぉかういけ 11% ゃなゃ ╁っかうおけぉさうすぇくうは, ╂っさきぇくうは, ╂なさ-
ちうは う ╇さかぇくょうは. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ ょうゅうすぇかくうすっ せきっくうは しぇ 
おかのつけゃう いぇ ゃしはおぇ こさけそっしうは. 90% けす さぇぉけすくうすっ こけいうちうう ゃ 
ぉなょっとっ とっ ういうしおゃぇす くはおぇおゃう ╇〈 せきっくうは. ╃ぇくくうすっ, けぉけぉ-
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とうかう ういしかっょゃぇくうは くぇ ╄ゃさけ-
こっえしおぇすぇ そけくょぇちうは いぇ こけ-
ょけぉさはゃぇくっ くぇ せしかけゃうはすぇ くぇ 
あうゃけす う すさせょ う くぇ ╄ゃさけしすぇす, 
ぉはたぇ しなけぉとっくう けす こさっいうょっく-
すぇ くぇ Microsoft International 
╅ぇく-《うかうこ ╉けさすせぇ こけ ゃさっきっ 
くぇ ょうしおせしうは ゃ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす. ╃うしおせしうはすぇ ぉっ 
こけ こけゃけょ しすぇさすぇ くぇ こさけゅさぇ-
きぇすぇ Microsoft YouthSpark 
ゃ ╀なかゅぇさうは し そうくぇくしうさぇくっ 
くぇ しすけえくけしす くぇょ 49 たうかはょう 
ょけかぇさぇ いぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ 
こさけっおすぇ „╉ぇさうっさぇ ゃ ╇〈”. 
‶さけっおすなす っ くぇしけつっく おなき 

13 000 せつっくうちう ゃ しさっょくうすっ 
せつうかうとぇ, おけうすけ しぇ こけかせつう-
かう くぇえ-ょけぉさぇすぇ ゃなくてくぇ くぇ-
ちうけくぇかくぇ ゅけょうてくぇ けちっくおぇ う 
おけうすけ しぇ けす しっかしおう う けすょぇ-
かっつっくう さぇえけくう くぇ しすさぇくぇすぇ. 

╋かぇょけしすすぇ くぇ ╉かぇさぇ. ╋けきうくしおぇ-
すぇ え そぇきうかうは っ ┿えしくっさ, ょなとっさは 

っ くぇ せつうすっか けす しぇおしけくしおけすけ ゅさぇょつっ ╁う-
ょっさぇせ. ╃はょけ え っ せつぇしすくうお ゃなゃ 《さっくし-
おぇすぇ さっゃけかのちうは けす 1789 ゅ. う ゃ こけたけ-
ょうすっ くぇ ′ぇこけかっけく. ╋ぇえおぇ え けしくけゃぇゃぇ 
あっくしおう ゅうきくぇしすうつっしおう しなのい, けぉけあぇゃぇ 
おくうゅうすっ くぇ ╅けさあ ]ぇくょ. ╉かぇさぇ しっ けす-
かうつぇゃぇかぇ けす ゃさなしすくうちうすっ しう し けゅさけ-
きくぇすぇ しう かのぉけいくぇすっかくけしす う いぇゃうょくぇ 
こぇきっす. ′ぇ 9 ゅ. きけきうつっすけ ゃっつっ っ こさけ-
つっかけ ちっかうは ╂ぬけすっ う ゃしうつおけ けす 【うかっさ 
う し せょけゃけかしすゃうっ さっちうすうさぇ しすうたけゃっすっ 
うき, くぇ 12 ゅ. ちうすうさぇ くぇういせしす けすおなしう けす 
„╇しすけさうは くぇ そさっくしおぇすぇ さっゃけかのちうは”. 
‶なさゃう おさぇつおう ゃ こけかうすうおぇすぇ. ╆ぇ ょぇ 

こけかせつぇす ょっちぇすぇ ょけぉさけ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
しっきっえしすゃけすけ しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ╊ぇえこちうゅ, 
おなょっすけ ╉かぇさぇ っ こさうっすぇ ょぇ せつう ぉっい-
こかぇすくけ ゃ こっょぇゅけゅうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは. 
18-ゅけょうてくぇすぇ ╉かぇさぇ くっ しすぇゃぇ ぉかっし-
すはと こっょぇゅけゅ, おぇおすけ しっ くぇょはゃぇかう せつう-
すっかうすっ え. 
¨とっ おぇすけ しすせょっくすおぇ すは いぇこけつゃぇ ょぇ 

こけしっとぇゃぇ すぇえくうすっ しなぉさぇくうは くぇ しけ-
ちうぇかょっきけおさぇすうすっ. 
]おけさけ しすぇゃぇ つかっく くぇ ]けちうぇかょっきけ-

おさぇすうつっしおぇすぇ こぇさすうは. [けょうすっかうすっ え しぇ 
ゃ てけお う ょけさう は いぇこかぇてゃぇす し ょけきぇてっく 
ぇさっしす. ]かっょ おぇすけ ╀うしきぇさお いぇぉさぇくはゃぇ 
ょっえくけしすすぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ, すは ういこなか-
くはゃぇ こぇさすうえくう いぇょぇつう ゃ ┿ゃしすさうは う 
【ゃっえちぇさうは.
] ¨しうこ 『っすおうく. ╋っあょせゃさっきっくくけ 

╉かぇさぇ しっ いぇこけいくぇゃぇ し ぉなょっとうは しう 
しこなすくうお ゃ あうゃけすぇ – させしおうはす さっゃけ-
かのちうけくっさ-っきうゅさぇくす けす ¨ょっしぇ ¨しうこ 
『っすおうく. 〈けえ くっ ぉかっしすはか し おさぇしけすぇ, くけ 
きけとくけ は こさうゃかうつぇか しなし しゃけは うくすっかっおす, 
ゅけゃけさっえおう え こかぇきっくくけ いぇ さぇゃっくしすゃけ う 
ぉさぇすしすゃけ. ╁なこさっおう つっ けす きくけゅけ ゅけょうくう 
すは しっ こけょこうしゃぇ し そぇきうかうはすぇ 『っすおうく, 
ょゃぇきぇすぇ くっ しぇ うきぇかう けそうちうぇかっく ぉさぇお. 
╉けゅぇすけ ゃ ╂っさきぇくうは しっ いぇしうかゃぇす こさっ-

しかっょゃぇくうはすぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ, すっ いぇ-
きうくぇゃぇす いぇ 『のさうた, ぇ こさっい 1882 ゅ. しっ 
こさっきっしすゃぇす ゃ ‶ぇさうあ. ╆ぇさぇぉけすゃぇす きう-
いっさくう こぇさう けす こさっゃけょう う こせぉかうおぇちうう. 
】ぇしすかうゃけすけ うき しなあうすっかしすゃけ こさう-
おかのつゃぇ しっょっき ゅけょうくう こけ-おなしくけ, おけゅぇ-
すけ ¨しうこ せきうさぇ けす すせぉっさおせかけいぇ. ╉かぇさぇ 
けしすぇゃぇ しぇきぇ し ょゃっすっ うき ょっちぇ – ╋ぇおしうき 
う ╉けくしすぇくすうく. ╆ぇ ょぇ くっ ゅかぇょせゃぇす, さぇ-
ぉけすう くぇ すさう きっしすぇ, つっしすけ こなすう ういけしすぇ-

ゃはえおう こけかうすうつっしおぇすぇ しう おぇさうっさぇ. 〈は っ しぇきけ 
くぇ 32, くけ ういゅかっあょぇ ょけしすぇ こけ-ゃないさぇしすくぇ... 
] ╂っけさゅ. ╃っしっす ゅけょうくう こけ-おなしくけ 42-ゅけょうて-

くぇすぇ ╉かぇさぇ しおかのつゃぇ ぉさぇお し 24-ゅけょうてくうは 
たせょけあくうお ╂っけさゅ 『せくょっか. ╃ゃぇきぇすぇ こっつっかはす 
ょけぉさっ, あうゃっはす ゃ こさけしすけさっく ょけき う しぇ っょくう 
けす きぇかちうくぇすぇ しなし しけぉしすゃっく ぇゃすけきけぉうか. ‶さっい 
1928 ゅ. すけいう, うくぇつっ とぇしすかうゃ, ぉさぇお っ さぇいすさけゅ-
くぇす, すなえ おぇすけ ╂っけさゅ しっ ゃかのぉゃぇ ゃ ょさせゅぇ あっくぇ. 
╆ぇ こさぇゃぇすぇ くぇ あっくうすっ. ╁なゃ 《さぇくちうは ╉かぇ-

さぇ 『っすおうく せつぇしすゃぇ ゃ こけょゅけすけゃおぇすぇ う さぇぉけ-
すぇすぇ くぇ ╁すけさうは ╇くすっさくぇちうけくぇか, こさけゃっか しっ 
こさっい 1889 ゅ., おなょっすけ こさけういくぇしは さっつ いぇ さけ-
かはすぇ くぇ あっくぇすぇ ゃ さっゃけかのちうけくくぇすぇ ぉけさぉぇ. 
‶さっい しなとぇすぇ ゅけょうくぇ っ ういょぇょっくぇ おくうゅぇすぇ え  
“[ぇぉけすくうつおうすっ う あっくしおうはす ゃなこさけし くぇ くぇしすけ-
はとっすけ”, おけはすけ こけしすぇゃは けしくけゃうすっ くぇ すっけさうはすぇ 
いぇ っきぇくちうこぇちうはすぇ くぇ あっくうすっ.
]かっょ いぇゃさなとぇくっすけ しう ゃ ╂っさきぇくうは, けす 1892 

ゅ. ゃ 】せすゅぇさょ ういょぇゃぇ あっくしおけすけ しこうしぇくうっ „[ぇ-
ゃっくしすゃけ”. ¨す 1907 ゅ. けすゅかぇゃはゃぇ あっくしおぇすぇ 
しっおちうは くぇ ]╃‶╂ う いぇっょくけ し [けいぇ ╊のおしっきぉせさゅ 
しっ いぇしすなこゃぇ いぇ さぇゃくう こさぇゃぇ くぇ あっくうすっ.
╋っあょせくぇさけょくうはす ょっく くぇ あっくぇすぇ. ╋っあ-

ょせくぇさけょくぇすぇ おけくそっさっくちうは くぇ あっくうすっ ゃ ╉け-
こっくたぇゅっく こさっい 1910 ゅ., ゃ おけはすけ せつぇしすゃぇす くぇょ 
100 あっくう けす 17 しすさぇくう, こさうっきぇ こさっょかけあっくう-
っすけ くぇ ╉かぇさぇ 『っすおうく いぇ こさぇいくせゃぇくっ くぇ ╋っあ-

ぢÜ£óîó　

╃ゃけえおぇ けこうすけきっくう かうしうちう しぇ くけゃうくぇ わ1 しさっょ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ くぇ ╆ぇゃけょ 5 ゃ こけ-

しかっょくうすっ くはおけかおけ きっしっちぇ, くぇせつう „〈さうぉせくぇ ┿さ-
しっくぇか”. ]っきっえしすゃけすけ かうしうちう ゃっさけはすくけ あうゃっっ ゃ 
きけゅうかぇすぇ おさぇえ いぇゃけょぇ, こさっょこけかぇゅぇす いぇこけいくぇすう し 
くさぇゃうすっ くぇ あうゃけすくうすっ, おけうすけ けぉぇつっ しぇ うしすうくしおう 
ういくっくぇょぇくう けす そぇおすぇ, つっ かうしうつっすけ しっきっえしすゃけ, けぉ-
さぇすくけ くぇ けつぇおゃぇくけすけ, ゃきっしすけ ょぇ しっ おさうっ, ゃしっおう ょっく 
ゃしっ こけゃっつっ しっ こさうぉかうあぇゃぇ ょけ たけさぇすぇ けす いぇゃけょぇ, 
おけうすけ こけつゃぇす ょぇ くけしはす たさぇくぇ くぇ けこぇてぇすうすっ たうすさっ-
ちう けす ょっすしおうすっ こさうおぇいおう. 

90% そて たちそなかつけけてか う いひおかはか はか けくけつさうあて おけえけてあしせけ とすかせけみ

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ょせくぇさけょっく ょっく くぇ あっくぇすぇ, くぇこさぇゃっくけ ゃなゃ ゃさないおぇ 
し ゅけょうてくうくぇ けす ょっきけくしすさぇちうはすぇ くぇ くのえけさおしおう-
すっ こさっょこさうはすうは けす すっおしすうかくぇすぇ こさけきうてかっくけしす, 
こさけゃっょっくぇ くぇ 8-きう きぇさす 1857 ゅ. し うしおぇくうは いぇ 
10-つぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく, いぇ しゃっすかう う しせたう さぇぉけすくう 
こけきっとっくうは う さぇゃくけ いぇこかぇとぇくっ し きなあっすっ. ╉けく-
そっさっくちうはすぇ ゅけさっとけ こけょおさっこは うょっはすぇ くぇ 『っすおうく. 

『っかすぇ っ あっくうすっ けす ちっかうは しゃはす ょぇ こさうゃかうつぇす 
けぉとっしすゃっくけすけ ゃくうきぇくうっ ゃなさたせ しゃけうすっ うしおぇ-
くうは いぇ うおけくけきうつっしおけ, しけちうぇかくけ う こけかうすうつっ-
しおけ さぇゃくけこさぇゃうっ. ╁ さっいけかのちうはすぇ くぇ 『っすおうく 
しっ おぇいゃぇ: “... ╅っくしおうはす ょっく ゃなゃ ゃしはおぇ しすさぇくぇ 
ょぇ しかせあう こさっょう ゃしうつおけ いぇ こさっょけしすぇゃはくっ くぇ 
さぇゃくう こさぇゃぇ くぇ あっくうすっ. ‶けゃしっきっしすくけ くぇ ╅っく-
しおうは ょっく すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさうょぇゃぇ きっあょせくぇさけょっく 
たぇさぇおすっさ う くぇゃしはおなょっ すけえ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ ょけ-
ぉさっ こけょゅけすゃはく”. 
′けゃうすっ けすゅけゃけさくけしすう. ╆ぇさぇょう こさけこぇゅぇくょぇ-

すぇ, おけはすけ ゃけょう こさけすうゃ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-
くぇ う こさけすうゃ ゃないょなさあぇくっすけ けす しすぇつおう, 『っすおうく 
っ けすしすさぇくっくぇ けす しこ . „[ぇゃっくしすゃけ”. ′っおけかおけ-
おさぇすくけ っ ぇさっしすせゃぇくぇ, くけ ゃ さっいせかすぇす くぇ こさけすっ-
しすう っ けしゃけぉけあょぇゃぇくぇ.
]すぇゃぇ けしくけゃぇすっかおぇ う つかっく くぇ ′っいぇゃうしうきぇすぇ 

しけちうぇかょっきけおさぇすうつっしおぇ こぇさすうは, ぇ しかっょ おぇすけ 
こさっい 1918 ゅ. ゃ ╂っさきぇくうは しっ しないょぇゃぇ ╉けきせくうし-
すうつっしおぇ こぇさすうは, こけしすなこゃぇ ゃ くっは. ╁ こさけょなか-
あっくうっ くぇ 13 ゅけょうくう, けす 1921 ゅ. ょけ 1933 ゅ., 
こけしすけはくくけ っ ういぉうさぇくぇ いぇ ょっこせすぇす ゃ [ぇえたしすぇゅぇ, 
おぇすけ しなとっゃさっきっくくけ けゅかぇゃはゃぇ ╋っあょせくぇさけょくうは 
しっおさっすぇさうぇす くぇ ╉けきうくすっさくぇ. 
‶さっい 1932 ゅ., おけゅぇすけ こさっょしさけつくうすっ ういぉけさう ゃ 

╂っさきぇくうは しぇ しこっつっかっくう けす くぇちうけくぇか-しけちうぇ-
かうしすうすっ, 『っすおうく, ゃ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ くぇえ-ゃない-
さぇしすくうは ょっこせすぇす, けすおさうゃぇ こなさゃけすけ いぇしっょぇくうっ 
くぇ [ぇえたしすぇゅぇ, こさけういくぇしはえおう こかぇきっくくぇ さっつ 
いぇ けこぇしくけしすすぇ けす くぇちういきぇ う こさういけゃぇゃぇえおう いぇ 
しないょぇゃぇくっ くぇ っょうくっく ぇくすうそぇてうしすおう そさけくす.
‶けしかっょくけすけ こさうしすぇくうとっ. ╆ぇ こさなゃ こなす ╉かぇ-

さぇ 『っすおうく こけしっとぇゃぇ ]なゃっすしおうは しなのい, おけゅぇすけ 
っ くぇ 63 ゅ. ╃させあっしおう けすくけてっくうは は しゃなさいゃぇす し 
╊っくうく う ╉させこしおぇは. ]かっょ おぇすけ かっゃうすっ こぇさすうう 
ゃ ╂っさきぇくうは しぇ いぇぉさぇくっくう, ╉かぇさぇ 『っすおうく いぇ-
きうくぇゃぇ けすくけゃけ いぇ ]]][. ╉ぇすけ こさけすうゃくうつおぇ くぇ 
]すぇかうく, すは こけこぇょぇ ゃ こけかうすうつっしおぇ ういけかぇちうは, 
ゃなこさっおう つっ え しっ けおぇいゃぇす けそうちうぇかくう こけつっしすう.
〉きうさぇ くぇ 76 ゅ. こさっい 1933 ゅ. ゃ ┿さたぇくゅっかしおけっ, 

ぉかういけ ょけ ╋けしおゃぇ. 600 たうかはょう ょせてう ういこさぇとぇす 
くっきしおぇすぇ さっゃけかのちうけくっさおぇ ゃ こけしかっょくうは え こなす. 
〉さくぇすぇ し こさぇたぇ くぇ ╉かぇさぇ 『っすおうく っ こけしすぇゃっくぇ 
ょけ しすっくぇすぇ くぇ ╉さっきなか.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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ょせてう. ¨すかうつっく ょうさうゅっくす けす ゃけ-
っくくぇすぇ ょせたけゃぇ きせいうおぇ ゃ ╉ぇいぇく-

かなお – こけょこ. ╃せさっゃ, うょゃぇ ょぇ さな-
おけゃけょう けさおっしすなさぇ, おけえすけ しおけさけ 
こさうょけぉうゃぇ ょけしすぇ ゃうしけおけ くうゃけ, 
ゃこせしおぇ しっ ゃ おけくおせさしう, そっしすうゃぇ-
かう, ぇ こけ ゅけかっきう こさぇいくうちう しゃう-
さう ゃ ゅさぇょぇ いぇっょくけ し ゃけっくくぇすぇ 
ょせたけゃぇ きせいうおぇ, おけっすけ っ うしすうく-
しおけ こさういくぇくうっ いぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
きせいうおぇくすう. „╋せいうおぇすぇ” しゃうさう 
ゃしうつおけ – ゃけっくくう きぇさてけゃっ, くぇ-
さけょくう たけさぇ, ょぇあっ – おかぇしうおぇ. 
╊のぉうきけすけ ういこなかくっくうっ くぇ ょせ-
たけゃうは けさおっしすなさ くぇ „┿さしっくぇか” 
っ „〈さぇおうえしおう すぇくちう” けす ‶っすおけ 
]すぇえくけゃ. ╁ぇかしけゃっすっ „╃せくぇゃしおう 
ゃなかくう” う „‶け ゃなさたけゃっすっ くぇ ╋ぇく-
ょあせさうは” しすぇゃぇす さっょけゃくぇ つぇしす けす 
さっこっさすけぇさぇ.
╃せたけゃぇすぇ きせいうおぇ さっこっすうさぇ くぇ 

きはしすけ, おなょっすけ ょぇ くっ こさっつう くぇ 
けしすぇくぇかうすっ し ういかうてっく てせき – ゃ 
おかせぉぇ くぇ すさぇくしこけさすくうは ちった, 
おけえすけ っ こけつすう ょけ けゅさぇょぇすぇ. 
╃せたけゃぇすぇ きせいうおぇ っ う ゃういうすおぇ-

すぇ くぇ „┿さしっくぇか” – しすさけはゃぇ しっ 
くぇえ-けすこさっょ くぇ きくけゅけたうかはょくぇすぇ 
ぇさしっくぇかしおぇ おけかけくぇ こけ ゃさっきっ くぇ 
ゅさぇょしおうすっ きぇくうそっしすぇちうう, こけ-
しさっとぇ けそうちうぇかくう ょっかっゅぇちうう, 
こなすせゃぇ きくけゅけ う ゃ つせあぉうくぇ. 〈ぇおぇ 
せつぇしすうはすぇ ゃ くぇちうけくぇかくうすっ そっし-

すうゃぇかう こさっさぇしすゃぇす ゃ ういはゃう 
ゃ ╃さっいょっく  う ╊ぇえこちうゅ, こな-
すせゃぇくうは ゃ ‶けかてぇ, 〈ぇかうく, 

[せきなくうは う, さぇいぉうさぇ しっ – ょけ 
しなさちっすけ くぇ ]]][. ╁ „きせいう-
おぇすぇ” ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ しゃう-
さう くぇ そかうゅけさくぇ. 

〉おぇい 56 こさぇゃう
╃うきうすさけゃ くぇちうけくぇかくけ 

ういゃっしすっく

‶ぇすさけくくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ, おけっすけ すけえ さなおけゃけょう, っ 
ういおかのつうすっかくけ こけょたけょはとけ 
いぇ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ 
こけゃっかは くぇ ╀╉‶ ゃ おさぇは くぇ 
80-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお: 
そけさきうさぇくっすけ くぇ 《けくょ „[ぇ-
ぉけすくぇ 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. ╇ょっはすぇ 
くぇ 〉おぇい 56, おけえすけ すけゅぇゃぇ 
しっ ういせつぇゃぇ けぉしすけえくけ ゃ うおけ-
くけきうつっしおうすっ ╁〉╆-けゃっ う しっ 
こさうかぇゅぇ くぇ ょっかけ ゃなゃ ゃけ-
ょっとうすっ こさっょこさうはすうは, っ ょぇ 
しっ せゃっかうつう こさけういゃうょうすっか-
くけしすすぇ くぇ すさせょぇ う っそっおすうゃ-
くけしすすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ 
つさっい うおけくけきうう う しすうきせかう-
さぇくっ くぇ さぇぉけすくうちうすっ. ╆ぇうく-
すっさっしけゃぇくけしすすぇ くぇ さぇぉけす-
くうちうすっ おなき こけょけぉさはゃぇくっ 
くぇ っそっおすうゃくけしすすぇ けす すさせょぇ 

うき しっ すなさしう ゃなゃ そけさきうさぇくっ-
すけ くぇ すったくうすっ いぇこかぇすう おぇすけ 
さぇいかうおぇ けす くけさきぇすうゃくぇすぇ しっ-
ぉっしすけえくけしす う きぇすっさうぇかくうすっ 
さぇいたけょう. „╁ こけしかっょくうすっ ゅけ-
ょうくう けす きけはすぇ さぇぉけすぇ, くぇえ-
ゃっつっ こけおさぇえ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ 
〉おぇい 56 う ╀さうゅぇょくぇすぇ しすけこぇく-
しおぇ しきっすおぇ, ょけ すぇおぇゃぇ しすっこっく 
せしなゃなさてっくしすゃぇた いくぇくうはすぇ しう 
こけ うおけくけきうおぇ う くぇえ-ゃっつっ – 
こけ けすくけてっくうっ くぇ しっぉっしすけえ-
くけしすすぇ くぇ こさけょせおちうはすぇ, つっ くっ 
っ くっしおさけきくけ ょぇ おぇあぇ, つっ こけ 
すけゃぇ くぇこさぇゃかっくうっ, くぇうしすうくぇ 
ぉはた くぇょ けしすぇくぇかうすっ おけかっゅう.”, 
おぇいゃぇ ょくっし ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ, 
こけょゃかぇしすっく ゃ けくうは ゅけょうくう 
くぇ こさっしすうあくけすけ ょぇ しう „すうた, 
しおさけきっく う すさせょけかのぉうゃ”, くけ 
しっゅぇ - せぉっょうか しっ, つっ ういかうて-
くぇすぇ しおさけきくけしす  ょぇかっつ くっ っ 
ょけぉさけ おぇつっしすゃけ. ╃うきうすさけゃ 
しっ ぇさゅせきっくすうさぇ: ”╃ぇ しう すうた, 
しおさけきっく う すさせょけかのぉうゃ ぉってっ 
くぇえ-ゃうしけおぇすぇ けちっくおぇ, ぇ こけ-
おなしくけ しっ けおぇいぇ, つっ くうすけ っょくけ-
すけ, くうすけ ゃすけさけすけ, くうすけ すさっすけ-
すけ おぇつっしすゃけ しぇ ぇおすせぇかくう. ╆ぇ 
しなあぇかっくうっ, しっゅぇ, いぇ ょぇ せしこは-
ゃぇて, すさはぉゃぇす ょさせゅう おぇつっしす-
ゃぇ, おけうすけ くっ きう っ せょけぉくけ ょぇ 
おけきっくすうさぇき...”. ┿さしっくぇかしおけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ こさっい 1987-きぇ 
う 88-きぇ こけおぇいゃぇ つさっい ╃う-
きうすさけゃ こけしすうあっくうはすぇ しう こけ 
〉おぇい 56 こけ ょうしおせしうう, おけくそっ-
さっくちうう, かっおちうう う けぉきはくぇ くぇ 
けこうす ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, ゃおかの-
つうすっかくけ う ゃ しすけかうちぇすぇ. ╇きぇ 
こせぉかうおぇちうう いぇ くっゅけ ょけさう ゃ 
„[ぇぉけすくうつっしおけ ょっかけ”, けこうすなす 
きせ しっ しさぇゃくはゃぇ っょうくしすゃっくけ し 
こけこせかはさくうは すけゅぇゃぇ ゃ しすさけう-
すっかしすゃけすけ ょさせゅ ぉさうゅぇょっく さな-
おけゃけょうすっか – ╇ゅくぇす [ぇょっくおけゃ 
けす ╁ぇさくぇ. „╃なさあうき かう しきっす-
おぇ いぇ こぇさうすっ?” っ ゃけょっとぇすぇ 
しすぇすうは くぇ こなさゃぇ しすさぇくうちぇ くぇ 
„╃っかけ” くぇ 10-すう はくせぇさう 1989-

すぇ, ゃ おけはすけ ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ 
けすゅけゃぇさは くぇ ゃなこさけしぇ: ”╇きぇ かう 
きはしすけ いぇ ぉさうゅぇょくうは ぇおけさょ ゃ 
しうしすっきぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっ-
すけ?”. ╃うきうすさけゃ おけきっくすうさぇ ゃな-
こさけしぇ ゃ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ ぉさう-
ゅぇょうさ くぇ こなさゃぇすぇ ゃ しうしすっきぇすぇ 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ ぇおけさょくぇ 
ぉさうゅぇょぇ せ くぇし. ′っゅけゃうはす けすゅけ-
ゃけさ っ おぇすっゅけさうつっく: ”╃ぇ!, くけ 
しかっょ くっゅけ – う しすけ こなすう „′け..!”.
„[ぇいおぇいゃぇか しなき いぇ くぇてうは 

けこうす ゃ ]けそうは こさっょ ゃしうつおう 
ゅっくっさぇかくう ょうさっおすけさう, しすぇさぇ-
った しっ ょぇ ぉなょぇ おけくおさっすっく, いぇ 
ょぇ ょけおぇあぇ, つっ すけゃぇ くっ っ こけ-
さっょくぇすぇ こさけそしなのいくぇ てせきけすっ-
ゃうちぇ, ぇ そけさきせかぇ, おけはすけ ょぇゃぇ 
さっいせかすぇすう.”, おけきっくすうさぇ ょくっし 
╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ, つううすけ さぇ-
ぉけすくうちう けとっ こけきくはす さはいおけすけ 
せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ ゃないくぇゅさぇあ-
ょっくうはすぇ しう し くけゃぇすぇ そけさきせ-
かぇ, おけはすけ つっかくけ しっ こさうかぇゅぇ ゃ 
╆ぇゃけょ 2 ゃなこさっおう しなこさけすうゃぇすぇ 
くぇ こかぇくけゃうちう, しつっすけゃけょうすっかう 
う ゃしうつおう, こけょゃかぇしすくう くぇ しすぇ-
さぇすぇ おけくしっさゃぇすうゃくぇ しうしすっきぇ. 
„′っいぇうくすっさっしけゃぇくけしすすぇ けす 

すけゃぇ - ょぇ しっ こけいくぇゃぇ うおけくけきう-
おぇすぇ くぇ くうしおうすっ くうゃぇ ゃ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ, ぉってっ しっさうけいっく くっ-
ょけしすぇすなお くぇ けくうは ゃさっきっくぇ.”, 
おけきっくすうさぇ ╃うきうすさけゃ, しさぇゃくは-
ゃぇえおう し ょくってくけ ゃさっきっ, おけゅぇすけ 
ゃしっおう きぇかなお つぇしすくうお きけあっ ょぇ 
ういくっしっ ちはかぇ かっおちうは いぇ すけゃぇ - 
おけかおけ きせ しすさせゃぇ ょっえくけしすすぇ う 
おぇおゃぇ きせ っ こっつぇかぉぇすぇ けす くっは. 
》ゃなさかはえおう こけさっょっく こけゅかっょ 

くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ, しさぇゃくはゃぇえ-
おう し ょくってくうは ょっく, ╃うきうすさけゃ, 
おぇすけ つけゃっお, おけえすけ くけしう „┿さしっ-
くぇか” ゃ しなさちっすけ しう, うしすうくしおう 
しっ さぇょゃぇ, つっ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ っ いぇこぇいっくぇ けす 
せくうとけあっくうっすけ, おけっすけ しこけ-
かっすはゃぇ しかっょ 1989-すぇ ょさせゅう 
こさっょこさうはすうは けす ╁けっくくけ-こさけ-
きうてかっくうは おけきこかっおし. „┿おけ うきぇ 

くっとけ, いぇ おけっすけ きけあっき ょぇ ぉな-
ょっき ぉかぇゅけょぇさくう くぇ しっゅぇてくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか”, すけ 
っ, つっ すけ くっ ょけこせしくぇ すせお ょぇ しっ 
しかせつう けくけゃぇ, おけっすけ しすぇくぇ ゃ 
[せしっ, 〈なさゅけゃうとっ, ‶ぇくぇゅのさう-
とっ, 』っさゃっく ぉさはゅ...”, せぉっょっくけ 
おぇいゃぇ ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ. ╁ すぇいう 
しゃけは けちっくおぇ すけえ っ ょけおさぇえ うし-
おさっく. ╇しおさっく っ う ゃ けとっ くっとけ 
しこけょっかっくけ: „╀かぇゅけょぇさっく しなき, 
つっ くうおけゅぇ くっ きう しっ っ くぇかぇ-
ゅぇかけ ょぇ しなおさぇとぇゃぇき たけさぇ. 
′ぇいくぇつぇゃぇか しなき たうかはょう, くけ 
くうすけ っょうく くっ しっ っ くぇかけあうかけ 
ょぇ しなおさぇとぇゃぇき...”. ‶さういくぇゃぇ, 
つっ ぉう きせ ぉうかけ すさせょくけ, いぇとけ-
すけ, きぇおぇさ う ╊なゃ こけ いけょうぇおぇ-
かっく いくぇお, ╃うきうすさけゃ けこさっょっかは 
しっぉっ しう こけ-しおけさけ おぇすけ けすしすなこ-
つうゃ - くぇつぇかくうお, おけえすけ ゃうくぇゅう 
っ こさっょこけつうすぇか ょぇ さなおけゃけょう 
くっ し くぇすうしお う しうかけゃう きっすけょう, 
ぇ くぇ けしくけゃぇすぇ くぇ さぇいぉうさぇくっ-
すけ う ぇゃすけさうすっすぇ: „¨こうすなす きう 
こけおぇいぇ, つっ こけょつうくぇくうっすけ くぇ 
けしくけゃぇすぇ くぇ せゃぇあっくうっすけ っ こけ-
しうかくけ, けすおけかおけすけ こけょつうくぇくう-
っすけ くぇ けしくけゃぇすぇ くぇ しすさぇたぇ”. 
╋ぇくぬけ ╃うきすさけゃ おぇすっゅけさうつくけ 
きうしかう, つっ しうかけゃうすっ きっすけょう くっ 
しぇ くぇえ-ょけぉさうはす くぇつうく くぇ せこ-
さぇゃかっくうっ, ょけさう こさう つぇしすくぇすぇ 
しけぉしすゃっくけしす.   
╉けかおけすけ ょけ すけゃぇ – おぇお くぇせ-

つっくけすけ ゃ あうゃけすぇ しっ こさっょぇゃぇ 
くぇ ょっちぇすぇ, ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ 
っ けす けくうは, きうかうけくう ゃっつっ, けす-
ゅけゃけさくう う おぇつっしすゃっくう ぉなか-
ゅぇさしおう さけょうすっかう, ゃないこうすぇかう 
ょっちぇ, おけうすけ ょけおぇいゃぇす しっぉっ しう 
ゃ ╄ゃさけこぇ う こけ しゃっすぇ. ]うくなす 
しっ しこさぇゃは ゃ ╂っさきぇくうは, とっさ-
おぇすぇ – ゃっつっ いぇき.-ょうさっおすけさ くぇ 
しけちうぇかっく ょけき ゃ ┿くゅかうは... ╇ し 
ょゃぇきぇすぇ ぉぇとぇすぇ うきぇ し おぇおゃけ 
ょぇ しっ ゅけさょっっ. ╉ぇおすけ う し きくけ-
ゅけすけ ょさせゅけ, おけっすけ っ しゃなさてうか 
こさっい あうゃけすぇ しう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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]ぉかなしおぇかぇ しっ し けしけぉっくうすっ 
けすくけてっくうは ゃ ゅけかっきうすっ おけ
かっおすうゃう, おなょっすけ つっしすけ ゃない
くうおゃぇ うくすさうゅぇくすしすゃけ, ╋ぇさうは 
くぇせつぇゃぇ おぇおゃけ いくぇつう すけゃぇ, 
くぇせつぇゃぇ う おぇお ょぇ しっ しこさぇ
ゃは し くっゅけ ゃ ぉなょっとっ. ‶け-ゃぇ
あくけすけ っ けぉぇつっ, つっ うくあっくっさ 
╇ゅくぇすけゃぇ けこけいくぇゃぇ きくけゅけ 
ょけぉさっ さぇぉけすっとぇすぇ う きくけゅけ 
ょけぉさっ „しきぇいぇくぇすぇ” えっさぇさ
たうつくぇ しすさせおすせさぇ ゃ けゅさけきくけすけ 
こさっょこさうはすうっ. 〈ぇおぇ, おけゅぇすけ すは 
しすぇゃぇ しけぉしすゃっくうお くぇ „》っきせし 
╋ぇて” – いぇゃけょなす おさぇえ ╉ぇかけ
そっさ, いぇっょくけ し こぇさすくぬけさぇ しう 
╀けはく, ╋ぇさうは ゃなゃっあょぇ すせお 
こさうくちうこうすっ くぇ けさゅぇくういぇ
ちうは う せこさぇゃかっくうっ, くぇせつっくう 
ゃ „┿さしっくぇか”. „¨こうすなす きう けす 
„┿さしっくぇか” きう こけきけゅくぇ ょぇ ゃな
ゃっょっき さっょ ゃ いぇゃけょぇ, すぇおぇ つっ 
こさけぉかっきうすっ, おけうすけ くぇきっさうた
きっ, ょぇ きけゅぇす ぉなさいけ ょぇ しっ うい
つうしすはす う ょぇ ういゅさぇょうき こけょけぉ
くぇ しすさせおすせさぇ, いぇ ょぇ ゃなさゃはす 
くっとぇすぇ ょけぉさっ.”, おぇすっゅけさうつくぇ 
っ ╇ゅくぇすけゃぇ. ╁っつっ 11 ゅけょうくう 
╋ぇさうは けしくけゃくけ しっ いぇくうきぇゃぇ 
すけつくけ し すけゃぇ – せこさぇゃかっくうっすけ 
くぇ „》っきせし ╋ぇて”.
„]ゃうおくぇかぇ しなき ょぇ さぇぉけすは 

しぇきけ し きなあっ, きぇかおけ ぉはたぇ あっ
くうすっ-うくあっくっさう, さぇぉけすぇすぇ きう 
っ ぉうかぇ うくすっさっしくぇ う くっ きう っ 
ぉうかけ きくけゅけ すさせょくけ.”, すぇおぇ 
うくあ. ╇ゅくぇすけゃぇ けすゅけゃぇさは くぇ 
ぉぇくぇかくうは ゃなこさけし いぇ きはしすけ
すけ くぇ あっくぇすぇ ゃ こさけそっしうは
すぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは. ╇ 
けとっ: „′ぇせつうた しっ ょぇ さってぇゃぇき 
こさけぉかっきう, ょぇ きうしかは きくけゅけ
ゃぇさうぇくすくけ, おけきぉうくぇすうゃくけ.”, 
すけゃぇ っ けちっくおぇすぇ くぇ かうつくうは 
きっくうょあなさしおう けこうす, いぇ おけえすけ 
ぉういくっしょぇきぇすぇ しう ょぇゃぇ はしくぇ 
しきっすおぇ, おぇすけ すうこうつっく こさっょ
しすぇゃうすっか くぇ いけょうはすぇ „╁っいくう”.  
╇いけぉとけ:

 ╋ぇさうは っ
さぇちうけくぇかっく つけゃっお

‶さっちっくはゃぇ しうすせぇちううすっ し 
さぇいせき う しっ っ くぇせつうかぇ ょぇ おぇい
ゃぇ: ”′っ!” – しうゅせさくぇ っ, つっ すけゃぇ 
っ きくけゅけ ゃぇあくけ, いぇ ょぇ ゃいっきぇて 
ゃっさくうすっ さってっくうは う いぇ ょぇ しっ 
こさっょこぇいゃぇて けす ういかうてくう けす
さうちぇすっかくう こさっあうゃはゃぇくうは. 
„′ぇせつうた しっ くぇ すけゃぇ けとっ けす 
きぇかおぇ, くけ ゃっつっ ゅけ おぇいゃぇき 
しこけおけえくけ.”, せしきうたゃぇ しっ ╋ぇ
さうは ╇ゅくぇすけゃぇ, いぇとけすけ かうつくけ 
っ せいくぇかぇ ちっくぇすぇ くぇ ういかうてくけ
すけ ぉっいこけおけえしすゃけ, くぇ ういゃなく
さっょくうは しすさっし う くぇ ゃさっょうすっ 
けす こさっおけきっさくぇすぇ ぇきぉうちうは. 
╁っつっ いくぇっ, つっ うきぇ いぇょぇつう 
う ちっかう, くぇ おけうすけ きけあって ょぇ 
こけしゃっすうて しうかう う ゃさっきっ う ゃ 
すはたくけ うきっ ょぇ こさっけょけかはゃぇて 
しっぉっ しう, くけ くっ ゃしうつおう けす すはた 
しう しすさせゃぇす. 』けゃっお しかっょゃぇ ょぇ 
こさっちっくはゃぇ ょけぉさっ, ょぇかう しう 
しすさせゃぇ, くぇせつうかぇ っ けす あうゃけすぇ 
╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ, おけはすけ, いぇ
さぇょう せきっくうっすけ しう ょぇ おぇいゃぇ 
ゃうくぇゅう けすおさうすけ すけゃぇ, おけっすけ 
きうしかう, しさっょ たけさぇすぇ, おけうすけ は 
こけいくぇゃぇす, きうくぇゃぇ いぇ „あっかはい
くぇ かっえょう”. ╅っかはいくぇすぇ かっえょう, 
けぉぇつっ, こさっい こけしかっょくうすっ ょっ
しっすうくぇ ゅけょうくう っ ゃうくぇゅう し せし
きうゃおぇ くぇ かうちっすけ う しっ しすぇさぇっ 
せしきうゃおぇすぇ ょぇ うょっ う けす しなさ
ちっすけ. ′ぇえ-せしこってくうすっ ょせたけゃ
くう こさぇおすうおう, こさぇおすうおせゃぇくう 
けす ぉせょういきぇ, けす しうしすっきぇすぇ 
くぇ させしくぇおぇ ′けさぉっおけゃ, おぇお

すけ う こさうかぇゅぇくうすっ こさぇゃうかぇ  
ゃ  いょさぇゃけしかけゃくうは くぇつうく くぇ 
あうゃけす, こさけおかぇきうさぇく けす ょけお
すけさ ╄きうかけゃぇ, しぇ ゃっさせの, おけっすけ 
╋ぇさうは ういこけゃはょゃぇ し せぉっあょっ
くうっ. ╉なき ょせたけゃくうすっ すなさしっくうは 
╋ぇさうは しっ けぉさなとぇ こさっょう ゅけ
ょうくう ゃ きけきっくす くぇ すっあおけ こさっ
すけゃぇさゃぇくっ けす さぇぉけすぇ う しすさっし, 
おけゅぇすけ ょくっゃくうはす さっょ くぇ っあっ
ょくっゃうっすけ ぉせおゃぇかくけ ういつっさこゃぇ 
あういくっくうすっ え しうかう. ╃くっし ╋ぇ
さうは くっ しぇきけ くっ しなあぇかはゃぇ いぇ 
ょせたけゃくうすっ しう すなさしっくうは, くけ 
すゃなさょう, つっ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
すはた しっ っ こさけきっくうかぇ きくけゅけ – う 
すけ – いぇ ょけぉさけ! 

╋ぇさうは しう うきぇ しゃけえ
くぇつうく くぇ あうゃけす   

╁っゅっすぇさうぇくしおぇすぇ たさぇくぇ う 
さうしせゃぇくっすけ し こさなしすう しぇ しぇきけ 

ゃうょうきうすっ いくぇちう いぇ すけゃぇ. 
‶かけょけゃっすっ, いっかっくつせちうすっ, つぇ
えけゃっすっ けす ぉうかおう, くぇぉさぇくう くぇ 
さなおぇ, こさっつうしすゃぇとけすけ せしぇきけ
すっくうっ こさっょ こかぇすくけすけ, いぇこけ
つくぇかけ しなゃしっき くぇ うゅさぇ こさっょう 
ゃさっきっ こさう っょくぇ ぇさす すっさぇこうは, 
こさうはすっかしすゃぇすぇ しなし しっぉっこけ
ょけぉくう, おけうすけ しなとけ けすおさうゃぇす 
ゃ こさぇおすうおうすっ くぇ ′けさぉっおけゃ 
しこぇしうすっかっく こけはし ゃ しすさっしう
さぇとけすけ っあっょくっゃうっ, こさぇゃはす 
╋ぇさうは さぇいかうつくぇ. ╇ しぇ すぇえ
くぇすぇ くぇ くっえくけすけ こけいうすうゃくけ 
ういかなつゃぇくっ, くぇ „しゃぇかっくうすっ” 
けす かうちっすけ ゅけょうくう う くぇ かっおけ
すぇすぇ, し おけはすけ くけしう けゅさけきくうすっ 
しう う くぇえ-さぇいくけけぉさぇいくう ぇく
ゅぇあうきっくすう. ╁ こけかいぇすぇ けす ぉせ
ょうしすおうすっ すったくうおう ╋ぇさうは しっ 
せゃっさはゃぇ かうつくけ う くぇ きはしすけ ゃ 
╇くょうは, けす おけはすけ っ しうかくけ ゃこっ
つぇすかっくぇ. ╆ぇすけゃぇ しっ けぉさなとぇ 
おなき きっょうすぇちうはすぇ し けすおさうすけ 
しなさちっ. ‶けかいぇすぇ けす しうしすっきぇ
すぇ くぇ ′けさぉっおけゃ ╋ぇさうは しなとけ 
ういこうすゃぇ かうつくけ. ]かっょ こさっきう
くぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃうすっ くうゃぇ くぇ 
けぉせつっくうっすけ こけ くっは ゃ うくすっさ
くっす, ╋ぇさうは しっ しょけぉうゃぇ し こけ
しかっょくけすけ くうゃけ ゃ こさはお おけくすぇおす 
し せくうおぇかくうは そっくけきっく, おけえすけ 
かっおせゃぇ ょせてうすっ しなし しうかぇすぇ くぇ 
しきったぇ. ”]うしすっきぇすぇ くぇ ′けさぉっ

おけゃ っ せくうおぇかくぇ, すは こけきぇゅぇ 
くぇ つけゃっお ょぇ しっ こけょきかぇょう, ょぇ 
ぉなょっ ゃうくぇゅう いょさぇゃ, せしきうた
くぇす, ゃ ょけぉさけ くぇしすさけっくうっ う し 
くぇしすさけっくうっ ょぇ けしなとっしすゃはゃぇ 
きっつすうすっ しう.”, おぇいゃぇ ╋ぇさうは 
╇ゅくぇすけゃぇ. „╂けさっとけ こさっこけ
さなつゃぇき おせさしぇ くぇ ′けさぉっおけゃ, 
いぇとけすけ ゃしっおう きけあっ ょぇ さってう 
こさけぉかっきうすっ, おけうすけ うきぇ, う ょぇ 
くぇきっさう さってっくうっ くぇ こさけぉかっ
きうすっ, おけうすけ けすおさうっ, つっ うきぇ, 
しかっょ おぇすけ っ くぇこさぇゃうか しけぉしす
ゃっくうは しう しぇきけぇくぇかうい.”, おぇいゃぇ 
╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ. ╆ぇ くっは すけゃぇ 
っ しうしすっきぇ いぇ しぇきけゃないしすぇくけゃは
ゃぇくっ くぇ つけゃっおぇ – そういうつっしおう, 
きっくすぇかくけ う ょせたけゃくけ. „╇きぇ 
ちっかう, おけうすけ くっ しう しすさせゃぇす 
くぇこさっあっくうっすけ う こさっけょけぉかは
ゃぇくっすけ くぇ しっぉっ しう, しうしすっきぇすぇ 
くぇ ′けさぉっおけゃ きっ くぇせつう ょぇ くっ 
こさぇゃは すぇおうゃぇ ゅさっておう.”, おぇいゃぇ 

ょくっし ╋ぇさうは. ╇ すゃなさょう: ”╉け
ゅぇすけ つけゃっお ゃかぇゅぇ ぇきぉうちうは, 
ちはかぇすぇ ╁しっかっくぇ しっ ゃこさはゅぇ ょぇ 
きせ こさっつう, たけさぇすぇ くっ いくぇはす 
っょくけ こさけしすけ くっとけ:  

╁しっおう つけゃっお すゃけさう
ぉなょっとっすけ しう ゃ きけきっくすぇ     

╋ぇさうは っ さぇいぉさぇかぇ, つっ くっ
とぇすぇ ゃ あうゃけすぇ しすぇゃぇす こさけし
すけ: こけあっかぇゃぇて しう くっとけ, 
つうしすけ う ょなかぉけおけ しう ゅけ こけ
あっかぇゃぇて, ゃういせぇかういうさぇて ゅけ, 
こさっょしすぇゃはて しう おぇお しっ しかせつ
ゃぇ, こさっょしすぇゃはて しう, つっ しっ っ 
しかせつうかけ. ‶けしかっ いぇぉさぇゃはて いぇ 
すけゃぇ う しなゃしっき くっ けこうすゃぇて ょぇ 
ゅけ しかせつゃぇて くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ, し 
おさぇえくぇ ぇきぉうちうは. ]こうさぇて ょぇ 
きうしかうて いぇ すけゃぇ, おけっすけ うし
おぇて, くっ ゅけ こさっゃさなとぇて ゃ ぇき
ぉうちうけいくぇ ちっか う – すけ しっ しかせつ
ゃぇ! ′ぇ こさなゃ こけゅかっょ, すけゃぇ っ 
ぇぉしせさょくけ, けぉはしくはゃぇ ╋ぇさうは, 
くけ くっえうはす あうゃけす こけおぇいゃぇ, つっ 
すけつくけ すぇおぇ しすぇゃぇ. ]かっょ おぇすけ 
ゃっつっ こけいくぇゃぇ ょせたけゃくうすっ すなさ
しっくうは, おけうすけ こさけこけゃはょゃぇす 
すけいう こさうくちうこ, ╋ぇさうは しう ょぇゃぇ 
はしくぇ しきっすおぇ, つっ けとっ こさっょう ょぇ 
っ いくぇっかぇ いぇ すはた, つうしすけ うくすせ
うすうゃくけ しっ っ けこうさぇかぇ くぇ すけいう 
くぇつうく くぇ ょっえしすゃうっ. „╁うつおけ, 

おけっすけ しなき こけしすうゅくぇかぇ, っ こけ
しすうゅくぇすけ こけ すけいう くぇつうく, けとっ 
こさっょう ょぇ こけいくぇゃぇた しうしすっきぇすぇ 
くぇ ′けさぉっおけゃ.” さぇいおぇいゃぇ あう
ゃけすぇ しう ╋ぇさうは う こさけょなかあぇ
ゃぇ: ”‶けしかっ さぇいぉさぇた, つっ しなき 
ゅけ こさぇゃうかぇ こけ こさぇゃうかくうは くぇ
つうく.”, おぇいゃぇ ╋ぇさうは. ╇きっくくけ 
すぇおぇ すは しぉなょゃぇ ょゃっ しゃけう ゅけ
かっきう きっつすう: ょぇ しう うきぇ おなとぇ 
う ょぇ しう うきぇ いぇゃけょ, おなょっすけ 
しぇきぇ ょぇ さってぇゃぇ おぇお ょぇ しっ 
しかせつゃぇす くっとぇすぇ. ╁ょうゅぇくっすけ 
くぇ おなとぇすぇ ゃ ╄くうくぇ ╋ぇさうは う 
╀けはく いぇこけつゃぇす ょぇかっつ くっ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ うきぇす ょけし
すぇすなつくけ ゃないきけあくけしすう ょぇ は 
くぇこさぇゃはす ぉなさいけ. ′け ╋ぇさうは 
うきぇ きっつすぇ: ょぇ ぉなょっ おぇすけ さけょ
しすゃっくぇすぇ おなとぇ ゃ [せしっ. ]かっょ 
てっしす ゅけょうくう せしこはゃぇす う ょくっし 
おなとぇすぇ くぇ ╋ぇさうは う ╀けはく, 
きぇおぇさ う くけゃぇ, ょっえしすゃうすっか

くけ くけしう ょせたなす くぇ きうくぇかけすけ. 
′け くっ きうくぇかぇすけ おぇすけ ╋さぇお, 
ぇ きうくぇかけすけ おぇすけ ]ゃっすかうくぇ,  
こけしすうゅくぇすぇ ゃ こさけしすけさぇ くぇ ゅけ
かっきうすっ そさっくしおう こさけいけさちう, 
けすおなょっすけ しっ しかういぇ くぇ ょゃけさぇ, 
ゃうしけおうすっ すぇゃぇくう う しゃけぉけょぇ
すぇ くぇ ゃうっとぇすぇ しっ ゃなすさってくぇ 
しすなかぉぇ, こけょ おけはすけ くっぉさっあ
くけ, くっょぇかっつ けす おぇきうくぇすぇ, 
╋ぇさうは „おさうっ” おぇさすうくうすっ しう. 
╇いけぉとけ – ]ゃけぉけょぇすぇ っ ゃぇあくぇ 
きくけゅけ いぇ ╋ぇさうは. ]ゃけぉけょぇすぇ 
ょぇ ぉなょっ しっぉっ しう. „¨ゅさぇくうつっ
くうはすぇ, おけうすけ こけかせつぇゃぇて けす 
さぇあょぇくっすけ しう – けす さけょうすっかう, 
けす しけちうぇかくぇ しさっょぇ う ょさせゅうすっ 
せしかけゃうは, ゃ おけうすけ しう こけしすぇ
ゃっく, ゃしはゃぇす しすさぇた う くっ こけい
ゃけかはゃぇす くぇ たけさぇすぇ くぇこなかくけ 
ょぇ けしなとっしすゃはす しっぉっ しう う ょぇ 
ぉなょぇす とぇしすかうゃう.”, せぉっょっくぇ っ 
╋ぇさうは, おけはすけ ゃはさゃぇ, つっ くはきぇ 
こけ-かけて „しなゃっすくうお” けす しすさぇ
たぇ, おけえすけ こさっつう ょぇ しぉなょゃぇきっ 
きっつすうすっ しう. 
╋ぇさうは っ しゃけぉけょぇすぇ ょぇ ぉなょっ 

しっぉっ しう う ゃ おぇさすうくうすっ, けおぇつっ
くう うい おなとぇすぇ, いぇっょくけ し すっいう 
くぇ とっさおぇすぇ ╄かっくぇ, ぉぇおぇかぇ
ゃなさ, ぇ こけしかっ – う きぇゅうしすなさ こけ 
ういおせしすゃぇすぇ けす せくうゃっさしうすっすう 
ゃ ╂っさきぇくうは う ┿くゅかうは.   
„′っ っ ゃはさくけ, つっ うきぇき おなとぇ, 

いぇとけすけ しなき きくけゅけ ぉけゅぇすぇ, ぇ 
すけ っ, いぇとけすけ うしおぇた ょぇ うきぇき 
おなとぇ. ]なとけすけ しすぇくぇ う しなし 
いぇゃけょぇ, うしおぇた ょぇ うきぇき しゃけえ 
いぇゃけょ けとっ おけゅぇすけ さぇぉけすった 
おぇすけ うくあっくっさ う くはきぇてっ おぇお 
ょぇ しすぇゃぇ すけゃぇ, ゃ おけっすけ ぉはた 
せぉっょっくぇ, ょさせゅ さってぇゃぇてっ. ╁な
こさっおう きけうすっ いくぇくうは う さぇぉけ
すぇ, くはきぇてっ おぇお ょぇ こけかせつぇゃぇき 
こけ-ゃうしけおぇ いぇこかぇすぇ, いぇとけすけ 
ゃしうつおう ゃいうきぇたぇ っょくぇおゃけ.”, 
おぇいゃぇ ╋ぇさうは いぇ ゃさっきっすけ, おけ
ゅぇすけ しう こけあっかぇかぇ っょうく ょっく 
ょぇ しう うきぇ しゃけえ いぇゃけょ. ╁っつっ 
– けこうすっく きっくうょあなさ, ╋ぇさうは 
おぇいゃぇ:

╆ぇ くぇし おさういぇ くはきぇ!

╃ゃぇきぇすぇ し ╀けはく こさっょせしっすう
かう おさういぇすぇ う ゃいっかう くぇゃさっ
きっ くせあくうすっ きっさおう, きぇおぇさ 
う くっこけこせかはさくう. „╉さういうすっ 
しっ こけゃすぇさはす, ょけおぇすけ くはきぇ
てっ おさういぇ ぉってっ ゃないきけあくけ ょぇ 
こけょょなさあぇきっ くうしおけこっつっかうゃ
てう こさけういゃけょしすゃぇ, しぇきけ いぇ
さぇょう こけょょなさあぇくっすけ くぇ さぇ
ぉけすくうすっ きっしすぇ いぇ たけさぇすぇ, くけ 
ゃ っょうく きけきっくす すけゃぇ しすぇくぇ 
くっゃないきけあくけ, けぉはしくはゃぇ きっ
くうょあなさなす ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ, 
おけはすけ すゃなさょう, つっ ゃうくぇゅう こさう 
すはた こなかくうすっ いぇこかぇすう しぇ ぉうかう 
ういこかぇとぇくう さっょけゃくけ, くけ うきぇす 
すさせょくけしすう し くぇぉうさぇくっすけ くぇ 
こっさしけくぇかぇ, いぇとけすけ いぇゃけょなす 
っ ょぇかっつ けす ょゃぇすぇ こけ-ゅけかっきう 
ゅさぇょぇ – ╉ぇいぇくかなお う ╉ぇさかけ
ゃけ. ╉けかおけすけ ょけ ぉなょっとっすけ くぇ 
ぉさぇくてぇ, ╋ぇさうは っ おぇすっゅけさう
つっく こっしうきうしす: „′はきぇ くぇょっあ
ょぇ いぇ ぉなかゅぇさしおけすけ きぇてうくけ
しすさけっくっ”. ╇ けぉはしくはゃぇ こさけしすけ: 
„′はきぇ おぇお ょぇ ぉなょっ ょさせゅけ こさう 
すけゃぇ すけすぇかくけ せくうとけあぇゃぇくっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇ
くうっ, こさう ゅかせこぇゃうすっ こさけきっくう 
ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ おけさこけさぇすうゃくけすけ 
こけょけたけょくけ けぉかぇゅぇくっ う ょぇ
くなつくうすっ くう いぇおけくう, ういけぉとけ.”, 
おけきっくすうさぇ ╇ゅくぇすけゃぇ. „╁きっし
すけ ょぇ さぇいゃうゃぇきっ くぇせつくぇ う 
さぇいゃけえくぇ ょっえくけしす う ょぇ ゃかぇ
ゅぇきっ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, くうっ 
しっ つせょうき おぇお ょぇ ういかっいっき けす 
くぇえ-くけゃぇすぇ おぇてぇ, いぇぉなさおぇくぇ 
けす たけさぇ, おけうすけ くっ こけいくぇゃぇす 
こさけういゃけょしすゃけすけ う くうおけゅぇ くっ 
しぇ ぉうかう ゃ くっゅけ.”, おけきっくすうさぇ 
╇ゅくぇすけゃぇ こけしかっょくうすっ こさけきっ
くう, くぇかけあっくう けす きうくうしすなさぇ 
ゃ けしすぇゃおぇ ]うきっけく ╃はくおけゃ. 
╆ぇ くっゅけゃうすっ ょっえしすゃうは けすくけし
くけ ぉういくっしぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, すは っ 
おぇすっゅけさうつくぇ: ”╁しはおけ くっとけ, 
ういきうしかっくけ けす ╃はくおけゃ, っ ゃ せと
なさぉ くぇ ぉういくっしぇ.〈けえ けぉしかせあ
ゃぇてっ つぇしすくう ぉういくっし-おさなゅけゃっ, 
ぉっい ょぇ しっ うくすっさっしせゃぇ けす たけ
さぇすぇ, ょなさあぇゃぇすぇ う ぉういくっしぇ.”, 
おけきっくすうさぇ こけかうすうつっしおぇすぇ 
しうすせぇちうは せ くぇし ゃ こけしかっょくう
すっ ょくう ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ. ╆ぇ
とけすけ, けしゃっく こさうしすさぇしすうっすけ 
しう おなき おせかすせさくうすっ しなぉうすうは ゃ 
╉ぇいぇくかなお, つせゃしすゃうすっかくけしすすぇ 
おなき けぉとっしすゃっくけすけ しなとけ くう
おけゅぇ くっ っ ぉうかぇ つせあょぇ いぇ ╋ぇ
さうは  – すは こさうっきぇ こけおぇくう けす 
きっしすくうすっ ゃかぇしすう いぇ けぉとっしす
ゃっくう ょうしおせしうう し ぉういくっしぇ う 
いぇ こさうしなしすゃうっ こけ いくぇつうきう 
ゅさぇょしおう しなぉうすうは, しかっょう おぇお
ゃけ しっ しかせつゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, うきぇ 
しゃけっすけ きくっくうっ, おけっすけ ういおぇい
ゃぇ こさはきけ. ╆ぇとけすけ うくぇつっ くっ 
ぉう ぉうかぇ ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

んëêóçóöñ ÇÜçÜë　ö
′ぇ 22 はくせぇさう 1722 ゅ. 

(くけゃ しすうか) させしおうはす うき-
こっさぇすけさ ‶っすなさ ┶ ういょぇゃぇ 
いくぇきっくうすうは しう せおぇい いぇ おぇ-
つっしすゃけすけ くぇ こさけういゃっあょぇくけ-
すけ けさなあうっ ゃ いぇゃけょぇ ゃ 〈せかぇ. 
¨す おさぇすおうすっ う おぇすっゅけさうつくう 
ういさっつっくうは しすぇゃぇす はしくう うい-
うしおゃぇくうはすぇ くぇ ゃかぇょっすっかは 
くっ しぇきけ けすくけしくけ おぇつっしすゃけすけ 
くぇ こさけょせおちうはすぇ, くけ う おなき 
しうしすっきぇすぇ いぇ おけくすさけか くぇ 
おぇつっしすゃけすけ, くぇ ょなさあぇゃくうは 
おけくすさけか くぇょ くっは, ぇ しなとけ 
すぇおぇ う きっさおうすっ いぇ くぇおぇいぇ-
くうは こさう こせしおぇくっ くぇ ょっそっおす-
くぇ こさけょせおちうは.
〈っおしすなす くぇ せおぇいぇ っ こさっ-

ょぇょっく ょけしかけゃくけ, おぇすけ っ いぇ-
こぇいっく おけかけさうすなす くぇ っいうおぇ. 
╆ぇ こけゃっつっ はしくけすぇ くはおけう けす 
ぇさたぇうつくうすっ ょせきう ゃ こさっゃけょぇ 
けす しすぇさけさせしおう しぇ けしなゃさっきっ-
くっくう. 

〉おぇい いぇ おぇつっしすゃけすけ 
                               ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ,

11-すう はくせぇさう, 1723 ゅけょうくぇ

╆ぇこけゃはょゃぇき しすけこぇくうくなす くぇ すせかしおぇすぇ そぇぉさうおぇ 
╉けさくうかぇ ╀っかけゅかぇいけゃ ょぇ ぉなょっ くぇおぇいぇく し ぉけえ し 
おぇきてうお う ょぇ ぉなょっ ういこさぇすっく くぇ さぇぉけすぇ ゃ きぇくぇ-
しすうさ, すなえ おぇすけ すけえ, こけょかっちなす, しっ けしきっかう ょぇ こさけ-
ょぇゃぇ くぇ ゃけえしおぇすぇ くぇ ╃なさあぇゃぇすぇ くっゅけょくう すっあおう 
こせておう う かっおう ょなかゅけちっゃくう おさっきなおかうえおう.
]すぇさてうはす くぇ こさうっきつうちうすっ 《さけか 《せおし ょぇ ぉなょっ 
くぇおぇいぇく し ぉけえ し おぇきてうお う ょぇ ぉなょっ ういこさぇすっく くぇ 
いぇすけつっくうっ ゃ ┿いけゃ – いぇ ょぇ くっ こけしすぇゃは こけゃっつっ おかっえ-
きけ くぇ かけてけ けさなあうっ.
╆ぇこけゃはょぇくけ っ くぇ けさなあっえくぇすぇ おぇくちっかぇさうは ょぇ しっ 
こさっきっしすう けす ‶っすっさぉせさゅ ゃ 〈せかぇ う ょっくっき う くけとっき 
ょぇ しなぉかのょぇゃぇ いぇ ういこさぇゃくけしすすぇ くぇ こせておうすっ.
』うくけゃくうちうすっ う こけょつうくけゃくうちうすっ ょぇ しかっょはす おぇお 
こさうっきつうちうすっ こけしすぇゃはす こっつぇすう う こさう しなきくっくうっ 
ょぇ ゃいっきぇす う しぇきう ょぇ こさけゃっさはす – う し けゅかっょ, う しなし 
しすさっかぉぇ. ┿ し ょゃっ こせておう ょぇ しっ しすさっかは ゃしっおう きっしっち, 
ょけおぇすけ くっ しっ ういたぇぉはす.
╁ しかせつぇえ くぇ いぇぉぇゃはくっ くぇ ゃけえしおぇすぇ こさう しさぇあっくうっ 
いぇさぇょう くっょけゅかっあょぇくっ くぇ つうくけゃくうちうすっ う すったくうすっ 
こけょつうくっくう, すっ ょぇ ぉなょぇす ぉうすう ぉっいこけとぇょくけ し おぇき-
てうちう くぇ ゅけかけ.
′ぇ しすけこぇくうくぇ - 25 せょぇさぇ し おぇきてうお う こけ っょくぇ 
あなかすうちぇ ゅかけぉぇ くぇ こせておぇ.
]すぇさてうはす くぇ こさうっきつうちうすっ ょぇ ぉなょっ ぉうす ょけ ぉっい-
つせゃしすゃうっ. ′ぇえ-しすぇさてうはす ょぇ ぉなょっ こけくうあっく ゃなゃ 
そっかょそっぉっか. [っょけゃうはす ょぇ ぉなょっ こけくうあっく ゃ こうしぇさ. 
′っゅけゃうはす こけきけとくうお ょぇ ぉなょっ かうてっく けす くっょっかくぇすぇ 
つぇてぇ ゃけょおぇ いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ.
′ぇ くけゃうは しすけこぇくうく くぇ そぇぉさうおぇすぇ いぇ こせておう – ╃っ-
きうょけゃ, くぇさっあょぇき ょぇ こけしすさけう くぇ ょかなあくけしすくうすっ 
かうちぇ う すったくうすっ こけきけとくうちう おなとう, くけ ょぇ くっ しぇ こけ-
かけてう けす くっゅけゃぇすぇ おなとぇ, ぇ ぇおけ しぇ こけ-かけてう, くっおぇ 
╃っきうょけゃ ょぇ くっ しっ けぉうあょぇ, くけ とっ いぇこけゃはょぇき ょぇ きせ 
ぉなょっ けすくっす あうゃけすなす.

》かてひち ┼
╆ぇ けくけゃぇ ゃさっきっ しぇ たぇさぇおすっさくう けすょっかくう しすぇくょぇさすういぇちうけくくう さってっ-

くうは. ‶け-てうさけおけすけ ゃくっょさはゃぇくっ くぇ しすぇくょぇさすういぇちうはすぇ う せこさぇゃかっくうっ-
すけ くぇ おぇつっしすゃけすけ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ し ちっか こけゃうてぇゃぇくっ くぇ おぇつっしすゃけすけ 
くぇ こさけょせおちうはすぇ っ こけかけあっくけ うきっくくけ けす ‶っすなさ ┶, けす つうっすけ ちぇさしすゃぇくっ 
しっ ぉさけう くぇつぇかけすけ くぇ させしおぇすぇ こさけきうてかっくぇ しすぇくょぇさすういぇちうは.
╁ こなさゃうは しぉけさくうお しなし いぇおけくう くぇ [せしおぇすぇ うきこっさうは けす っこけたぇすぇ くぇ 

‶っすなさ ┶ こさうしなしすゃぇす さっょうちぇ せおぇいう, しゃうょっすっかしすゃぇとう, つっ ゃ すけゃぇ ゃさっきっ 
ゃ [せしうは しっ ゃくっょさはゃぇす っかっきっくすう くぇ しすぇくょぇさすういぇちうは う ゃいぇうきけいぇきっくは-
っきけしす くぇ っかっきっくすう けす こさけういゃっあょぇくぇすぇ こさけょせおちうは.
¨しけぉっくけ ゃくうきぇくうっ けすょっかは ‶っすなさ ┶ くぇ しすぇくょぇさすういぇちうはすぇ くぇ けさな-

あっえくけすけ しくぇさはあっくうっ. ′ぇこさうきっさ ゃ 
せおぇい わ2436 けす 15 そっゃさせぇさう 1712 ゅ. 
っ いぇこけゃはょぇくけ こせておうすっ う こうしすけかっすう-
すっ くぇ おぇゃぇかっさうしすうすっ う くぇ こったけすうく-
ちうすっ ょぇ ぉなょぇす し っょうく おぇかうぉなさ.
]すさっきっえおう しっ ょぇ さぇいてうさう ゃなくてくぇ-

すぇ すなさゅけゃうは, ‶っすなさ ┶ くっ しぇきけ ゃなゃっあ-
ょぇ すったくうつっしおう せしかけゃうは, けすつうすぇとう 
ゃうしけおうすっ ういうしおゃぇくうは くぇ ゃなくてくうは 
こぇいぇさ おなき おぇつっしすゃけすけ くぇ させしおうすっ 
しすけおう, くけ う けさゅぇくういうさぇ ゃ ‶っすっさぉせさゅ 
う ゃ ┿さたぇくゅっかしお こさぇゃうすっかしすゃっくう 
ぉさぇおっさぇあくう (いぇ おぇつっしすゃっく おけくすさけか) 
おけきうしうう, ゃ つううすけ いぇょなかあっくうは ゃかういぇ 
しかっょっくっすけ くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ っおしこけさ-
すうさぇくうすっ けす [せしうは しせさけゃうくう (かっく, 
ょなさゃっしうくぇ) う さぇいかうつくぇ こさけょせおちうは.
╁ っこけたぇすぇ くぇ おなしくけすけ ╁ないさぇあょぇくっ 

ゃなゃ ゃさないおぇ し さぇいゃうすうっすけ くぇ うおけくけ-
きうつっしおうすっ ゃさないおう きっあょせ ょなさあぇゃう-
すっ いぇこけつゃぇ てうさけおけ ょぇ しっ ういこけかいゃぇす 
きっすけょうすっ くぇ しすぇくょぇさすういぇちうはすぇ. ′ぇ-
こさうきっさ, ゃなゃ ╁っくっちうは いぇこけつゃぇ しゅかけ-
ぉはゃぇくっ くぇ ゅぇかっさう けす こさっょゃぇさうすっかくけ 
ういゅけすゃっくう ょっすぇえかう う ゃないかう, おけっすけ 
ょぇゃぇ くぇつぇかけ くぇ せくうそうおぇちうはすぇ.
‶さっい 1785 ゅ. そさぇくちせいうくなす ╊ぬけぉ-

かぇく こさけういゃっあょぇ っょくぇおゃう つぇしすう いぇ 
50 こせておう, おけうすけ しぇ しゅかけぉっくう ぉっい 
しこっちうぇかくけ くぇゅかぇしはゃぇくっ, すけっしす,  けしう-
ゅせさっくぇ っ こなかくぇ ゃいぇうきけいぇきっくはっきけしす.
╁ ╂っさきぇくうは いぇ おさぇかしおうは けさなあっっく 

いぇゃけょ っ けこさっょっかっく いぇょなかあうすっかくうは 
おぇかうぉなさ 13,9 きき, こさっい 1845 ゅ. ゃ ┿く-
ゅかうは っ ゃなゃっょっくぇ しうしすっきぇ いぇ くぇさはい-
ゃぇくっ くぇ しなっょうくうすっかくう さっいぉう, ゃ ╂っさ-
きぇくうは っ しすぇくょぇさすういうさぇくぇ てうさうくぇすぇ 
きっあょせ あっかっいけこなすくうすっ さっかしう.

 ‶け きぇすっさうぇかう ゃ うくすっさくっす
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Microsoft たそおさちかたみ つ いしけくそ 50 にけしみおけ おそしあちあ ¨【 とすかせけみてあ せあ 13 にけしみおけ とねかせけぬけ.
╉かぬあてあ せけ - たひちうけ たそ けせてかちせかて-えちあすそてせそつて け たちかおたそつしかおせけ たそ ねかてかせか
′ぇ すっいう きかぇょっあう とっ しっ こさっょけし

すぇゃう ょけしすなこ ょけ けぉせつっくうっ こけ ╇╉〈, 
けぉせつっくうっ こけ こさっょこさうっきぇつっしすゃけ 
ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ しなし ]すけこぇくしおうは 
そぇおせかすっす くぇ ]〉, おせさしけゃっ いぇ おぇ
さうっさくけ さぇいゃうすうっ う おけくしせかすぇちうう. 
〈けゃぇ っ こなさゃうはす YouthSpark こさけ
っおす ゃ しすさぇくぇすぇ. 〈けえ っ っょうく けす 27-
すっ ゅさぇくすぇ くぇ Microsoft YouthSpark 
いぇ きかぇょっあおう くっこさぇゃうすっかしすゃっくう 
けさゅぇくういぇちうう ゃ 25 しすさぇくう ゃ ╄ゃ
さけこぇ こさっい 2013 ゅ. う つぇしす けす しゃっ
すけゃくうは ぇくゅぇあうきっくす くぇ おけきこぇくう
はすぇ ょぇ しっ しないょぇょぇす ゃないきけあくけしすう 
いぇ 300 きうかうけくぇ きかぇょっあう ゃ 100 
しすさぇくう こさっい しかっょゃぇとうすっ すさう ゅけ
ょうくう.
]すぇさすなす くぇ すけいう ╇〈 こさけっおす っ 

しぇきけ ぉさけっくう ょくう しかっょ ょさせゅけ っゃ
さけこっえしおけ ういしかっょぇゃくっ, おけっすけ こけ
しすぇゃう ぉなかゅぇさしおうすっ せつっくうちう くぇ 
こなさゃけ きはしすけ こけ ゅさぇきけすくけしす ゃ うく
すっさくっす, くけ くぇ っょくう けす こけしかっょくう
すっ きっしすぇ こけ つっすっくっ う さぇいぉうさぇくっ 

くぇ すっおしす. ]こけさっょ ういしかっょゃぇくっすけ, 
ょっちぇすぇ せ くぇし くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 9 
う 16 ゅけょうくう  しぇ くぇ ゃすけさけ きはしすけ こけ 
ういこけかいゃぇくっ くぇ きさっあぇすぇ.
‶さっょ くぇし しぇ しぇきけ てゃっょうすっ, ぇ しかっょ 

くぇし - せつっくうちうすっ ゃ ╄しすけくうは, 》けかぇく
ょうは う ╃ぇくうは. ′ぇえ-きぇかおけ うくすっさくっす 
ういこけかいゃぇす ょっちぇすぇ ゃ 〈せさちうは. ╊の
ぉけこうすっく っ そぇおすなす, つっ せつっくうちう
すっ ゃ しおぇくょうくぇゃしおうすっ ょなさあぇゃう しぇ 
しさっょ けすかうつくうすっ ゃ ╄ゃさけこぇ くっ しぇきけ 
こけ しなさそうさぇくっ ゃ きさっあぇすぇ, くけ う こけ 
つっすっくっ う さぇいぉうさぇくっ くぇ すっおしすけゃっ, 
おぇおすけ こけおぇいぇたぇ こけしかっょくうすっ うい
しかっょゃぇくうは くぇ ‶╇╆┿. ╀なかゅぇさしおうすっ 
せつっくうちう すせお ういこぇょぇす けす おかぇしぇちうは
すぇ う こけおぇいゃぇす っょくう けす くぇえ-しかぇぉうすっ 
さっいせかすぇすう くぇ ]すぇさうは おけくすうくっくす. 
〈ぇおぇ ゃ けぉとけすけ きっあょせくぇさけょくけ うい
しかっょゃぇくっ こけこぇょぇす ゃ ゅさせこぇ し ゃさなしす
くうちうすっ うき けす 〉させゅゃぇえ, ╋っおしうおけ, 
〈さうくうょぇょ う 〈けぉぇゅけ.
]こけさっょ っゃさけこっえしおけすけ こさけせつゃぇくっ, 

ぉなかゅぇさつっすぇすぇ こさっおぇさゃぇす ゃ うくすっさ

くっす 2 つぇしぇ ょくっゃくけ. ′ぇてうすっ せつっ
くうちう しぇ っょくう けす くぇえ-ゅさぇきけすくうすっ 
ゃ こけかいゃぇくっすけ くぇ うくすっさくっす しさっょ 
っゃさけこっえしおうすっ しっ ゃさなしすくうちう.
╇ けとっ うくすっさっしくう ょぇくくう けす こさけ

せつゃぇくっすけ: くぇえ-つっしすけ ょっちぇすぇ こさっ
おぇさゃぇす こけゃっつっ ゃさっきっ ゃ うくすっさくっす 
ゃっつっさ う うきぇす こけ-ょけぉさう ょうゅうすぇか
くう せきっくうは けす さけょうすっかうすっ しう; 
ゃしっおう ゃすけさう せつっくうお うきぇ こさけそうか 
ゃ しけちうぇかくぇ きさっあぇ.
╀なかゅぇさしおうすっ せつっくうちう しぇ くぇ こなさ

ゃけ きはしすけ ゃ ╄ゃさけこぇ こけ す. くぇさ. つぇ
すっくっ, しゃぇかはくっ くぇ きせいうおぇ う そうか
きう けす きさっあぇすぇ う けくかぇえく うゅさう. 
]さぇゃくうすっかくけ こけ-きぇかおけ ぉなかゅぇさ
つっすぇ しこさはきけ しさっょくうは こさけちっくす いぇ 
╄ゃさけこぇ ういこけかいゃぇす うくそけさきぇちうは
すぇ ゃ うくすっさくっす いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ 
ょけおかぇょう う ょけきぇてくう さぇぉけすう.

               
   ╃っかはくぇ  ╀けぉっゃぇ 

/こけ ょぇくくう くぇ ╄ゃさけしすぇす う 
╄ゃさけぉぇさけきっすなさ/ 

』せょけ しこけたけあょぇ っょくぇ けす くぇえ-
おさぇしうゃうすっ ちなさおゃう ゃ ╉ぇいぇく

かなておけ - „]ゃっすう こさけさけお ╇かうは”, 
ういゃっしすくぇ けとっ おぇすけ ╉せかっくしおぇすぇ. 
′ぇ つせょけすけ しすぇゃぇす しゃうょっすっかう さぇ
ぉけすっとぇすぇ しかせあうすっかおぇ ゃ たさぇきぇ, 
おぇおすけ う けすっち ╇ゃぇく, おけえすけ こけ すけゃぇ 
ゃさっきっ っ くぇ しかせあぉぇ すぇき. 
』せょけすけ しすぇゃぇ くぇ くっしかせつぇえくぇすぇ 

ょぇすぇ, しなぉさぇかぇ ゃ しっぉっ しう きくけゅけ 
しうきゃけかういなき - 12.12. 2012 ゅけょう
くぇ, ゃ 14 つぇしぇ. 〈けゅぇゃぇ くぇ こさけいけ
さっちぇ くぇ たさぇきけゃぇすぇ おぇくちっかぇさうは, 
すぇき, おなょっすけ しっ こさけょぇゃぇす しゃっとうすっ 
う けしすぇくぇかうすっ つっさおけゃくう すさっぉう, しっ 
こけはゃはゃぇ こけしすっこっくくけ けぉさぇいなす くぇ 
┿すけくしおぇすぇ ╀けゅけさけょうちぇ, くけ ぉっい 
きかぇょっくっちぇ. ]かせあうすっかおぇすぇ 〈うくおぇ 
╁なゅかはさけゃぇ, おけはすけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ 
っ くぇ しきはくぇ, すゃなさょう, つっ けぉさぇいなす 
ぉうか きくけゅけ はしっく. ╀けあうはすぇ きぇえおぇ 
しっ はゃうかぇ ちはかぇすぇ ゃ ぉはかけ, し ぉはかぇ 
いぇぉさぇょおぇ う ゃ ぉはか けさっけか けおけかけ 
ゅかぇゃぇすぇ. ╀うかぇ し かっおけ くぇゃっょっくぇ 
ゅかぇゃぇ う すなあくぇ... 〈は けしすぇくぇかぇ くぇ 
こさけいけさっちぇ くはおけかおけ きうくせすう, ゃさっ
きっ, ゃ おけっすけ う しぇきうはす けすっち ╇ゃぇく, 
こけゃうおぇく ょぇ ゃうょう つせょけすけ, しなとけ 
せしこはか  ょぇ は しないさっ. ‶けしかっ, こけしすっ
こっくくけ こさっょう ゃうょっかうすっ は ょぇ けゃかぇ
ょっはす ういせきかっくうっすけ しう, けぉさぇいなす 
こけしすっこっくくけ いぇこけつくぇか ょぇ しっ けす
すっゅかは くぇ ういすけお, ょけおぇすけ ういつっいくぇか 
しなゃしっき. ╃けおぇすけ しっ けすすっゅかはかけ 』せ
ょけすけ, こさうしなしすゃぇとうすっ ゃ たさぇきぇ こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ しないさっかう  こけはゃうかうすっ 
しっ くぇ きはしすけすけ くぇ ゃうょっくうっすけ はしくけ 
けつっさすぇくう ゃ っしすっしすゃっくう さぇいきっさう 

しうかせっすうすっ くぇ ょゃぇ ぉっかう ぇくゅっかぇ, し 
ぉっかう おさうかっ, けおけかけ けぉさぇいぇ くぇ ╀け
あうはすぇ きぇえおぇ. 
『なさおけゃくうすっ しかせあうすっかう, ぇ う ぉけ

ゅけきけかちうすっ, おけうすけ しすぇゃぇす くっゃけかくう 
しゃうょっすっかう くぇ 』せょけすけ, せしすぇくけゃはす し 
せょうゃかっくうっ う ょさせゅ そぇおす: くっ きけあっ 
ょぇ しっ しくうきぇす くうすけ けぉさぇいなす, くうすけ 
けつっさすぇくうはすぇ くぇ しうかせっすぇ.  ╉ぇきっさう
すっ しなとけ ょぇゃぇす „そうさぇ”. 
╆ぇ ゃうょっくうっすけ ゃ たさぇき „]ゃっすう こさけ

さけお ╇かうは” うきぇす しゃけっすけ けぉはしくっくうっ: 
ちなさおゃぇすぇ うき っ くぇ きけかっくけ, しゃはすけ 
きはしすけ, しなぉさぇかけ つせょけょっえくぇ っくっさ
ゅうは. 
╁しっういゃっしすっく そぇおす っ, つっ こけょけぉくう 

こけはゃう くっ しっ しかせつゃぇす ゃしっおう ょっく, 
くうすけ くぇ ゃしっおうゅけ. ¨ぉうおくけゃっくけ つせ
ょけすけ „しっ ょぇゃぇ” くぇ たけさぇ し ょせてう う 
しなさちぇ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ゅけ ”ゃうょはす”, し 
つうしすぇ っくっさゅうは しぇ う しぇ ゃうょ こさっくけ
しうすっかう くぇ ょけぉさけ. 
╉ぇすけ ゅけかはきけ いくぇつっくうっ いぇ たさぇきぇ 

ゅけ けこさっょっかはす きうさはくうすっ けす ╉せかっく
しおうは おゃぇさすぇか う ちなさおけゃくうすっ しかせあう
すっかう ゃ „]ゃっすう こさけさけお ╇かうは”. ̈ とっ ゃ 
こなさゃうすっ ょくう いぇ つせょけすけ しっ さぇいつせゃぇ 
う たさぇきなす っ こけしっすっく けす しすけすうちう. ╆ぇ 
ょぇ しっ せゃっおけゃっつう きはしすけすけ くぇ こけは
ゃぇすぇ くぇ ┿すけくしおぇすぇ ╀けゅけさけょうちぇ, ゃ 
たさぇきぇ いぇこけつゃぇ ょぇさうすっかしおぇ ぇおちうは. 
╊っゃ こけ かっゃ しなぉうさぇす ゃ ちなさおゃぇすぇ, いぇ 
ょぇ しっ ういこうてっ しこっちうぇかっく ゃうすさぇあ 
くぇ きはしすけすけ, おなょっすけ しっ はゃはゃぇ ╀けあう
はすぇ きぇえおぇ. 
╋っしっち しかっょ  』せょけすけ ゃ たさぇきぇ 

ゃうすさぇあなす し けぉさぇいぇ くぇ ╀けゅけさけょうちぇ 
けす ┿すけく, ういさぇぉけすっく けす きぇえしすけさう ゃ 

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, っ ゃっつっ ゅけすけゃ う こけ
しすぇゃっく すけつくけ くぇ きはしすけすけ, おなょっすけ 
くぇ 12.12.2012 ゅけょうくぇ ゃ 14 つぇしぇ 
しっ こけはゃはゃぇ けぉさぇいなす え.  
‶さぇゃけしかぇゃくぇすぇ ちなさおゃぇ „]ゃっ

すう こさけさけお ╇かうは” っ „くぇきけかっくぇ”, 
おぇおすけ おぇいゃぇす させしくぇちうすっ. ╉けっすけ 
とっ さっつっ - ちなさおゃぇ しなし しうかくう きけ
かうすゃう う つうしすぇ う  しうかくぇ っくっさゅうは. 
》さぇきなす っ しすさけっく こなさゃけくぇつぇかくけ 
こさっい 1812 ゅ., 12 しすなこおう こけょ いっ
きはすぇ, し ょぇさっくうは くぇ きっしすくう あう
すっかう けす おゃぇさすぇかぇ. ╉けゅぇすけ ぉさけはす 
くぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ くぇえ-しすぇさぇすぇ おぇ
いぇくかなておぇ きぇたぇかぇ – ╉せかっくしおぇ
すぇ, しっ せゃっかうつうか いくぇつうすっかくけ う 
きぇかおぇすぇ ちなさおゃうつおぇ, おけはすけ ぉうかぇ 
こけしすさけっくぇ すぇき しすぇくぇかぇ すはしくぇ, 
ぉうかけ さってっくけ くぇ くっえくけ きはしすけ 
ょぇ ぉなょっ こけしすさけっくぇ くけゃぇ ちなさお
ゃぇ. ]なし いくぇつうすっかくぇすぇ きけさぇかくぇ 
う きぇすっさうぇかくぇ こけょおさっこぇ くぇ ぉさぇ
すはすぇ ╀けいゃっかう う し せつぇしすうっすけ くぇ 
ゃしうつおう おせかっくちう くけゃうはす しすさけっあ, 
さなおけゃけょっく けす きぇえしすけさ ╈けしうそ, 
ぉうか ゅけすけゃ こさっい 1865 ゅ. 『なさおゃぇすぇ 
うきぇかぇ 5-きっすさけゃ おせこけか し 12 こさけ
いけさちう う こけつすう ょゃせきっすさけゃ あっかっ
いっく おさなしす. ╁ しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう 
うおけくうすっ ういさぇぉけすうか ういゃっしすくうはす 
ゃないさけあょっくしおう たせょけあくうお けす 』うさ
こぇく ╂っけさゅう ╃ぇくつけゃ – ╆けゅさぇそうくぇ 
う くぇ 30 ょっおっきゃさう 1872 ゅ. きうすさけ
こけかうす ╇かぇさうけく ╋ぇおぇさうけこけかしおう 
ういゃなさてうか けしゃっとぇゃぇくっすけ. ‶さっい 
ぇゃゅせしす 1877 ゅ. ちなさおゃぇすぇ ぉうかぇ 
くぇこなかくけ けこけあぇさっくぇ けす すせさしおうすっ 
ゃけえしおう, おけうすけ こさっょう すけゃぇ せぉうかう 
ゃなすさっ う けおけかけ くっは ょっしっすおう たさうし
すうはくう. ╁ないしすぇくけゃはゃぇくぇ っ こさけ
ょなかあうすっかくけ う し きくけゅけ すさせょくけし
すう ょけ 1936 ゅ., おけゅぇすけ くけゃ こけあぇさ 
くぇくぇしは けゅさけきくう とっすう. ¨ちっかはゃぇす 
っょうくしすゃっくけ ゃっかうおけかっこくうすっ さぇ
ぉけすう こけ おせこけかぇ “╂けしこけょ ]ぇゃぇけす” 
う “』っすうさうきぇすぇ っゃぇくゅっかうしすう”, 
ょっかけ くぇ ういゃっしすくうは こけ すけゃぇ ゃさっ
きっ おぇいぇくかなておう たせょけあくうお ╇ゃぇく 
╄くつっゃ – ╁うょの. 『なさおゃぇすぇ ゃさなとぇ 
こさっょうてくうは しう ぉかはしなお っょゃぇ こさっい 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう.
╁ こぇきっす くぇ いぇゅうくぇかうすっ ゃ ちなさお

ゃぇすぇ こけ ゃさっきっ くぇ さけぉしすゃけすけ, けし
くけゃくけ あっくう う ょっちぇ けす ╉ぇいぇくかなお, 
こさう ぇすぇおぇすぇ くぇ たさぇきぇ, ゃ つっさおけゃ
くうは ょゃけさ, おなょっすけ しぇ こけゅさっぉぇくう 
すっかぇすぇ うき, しぇ けそけさきっくう ょゃぇ けゅ
さけきくう  おさなしすぇ けす つうきてうさ. ]つう
すぇ しっ, つっ すけゃぇ っ う くぇえ-しすぇさうはす 
つうきてうさ ゃ ゅさぇょぇ, けとっ けす 1871 
ゅけょうくぇ. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

┿こっかぇすうゃくうはす しなょ ゃ 
‶かけゃょうゃ けすしすさぇくう けす 

ょかなあくけしすすぇ おきっす くぇ けぉ
とうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは ]すぇくう
きうさ [ぇょっゃしおう. [ってっくうっすけ 
くぇ ┿‶ くぇ こさぇおすうおぇ こけ
すゃなさあょぇゃぇ さってっくうっすけ くぇ 
]すぇさけいぇゅけさしおうは けおさなあっく 
しなょ. ╃けしおけさけてくうはす おきっす 
くぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは ぉってっ ぇさっし
すせゃぇく くぇ 8 そっゃさせぇさう けす 

しかせあうすっかうすっ くぇ [っゅうけくぇかくうは しっおすけさ “╀けさぉぇ し けさ
ゅぇくういうさぇくぇすぇ こさっしすなこくけしす” - いぇさぇょう ょかなあくけしすくけ 
こさっしすなこかっくうっ, いぇっょくけ し くぇっきぇすっかは くぇ こかぇあぇ ゃ 
‶ぇゃっか ぉぇくは - 〈っくぬけ ‶ぇせくけゃ, おけえすけ っ しなこさせゅ くぇ 
いぇきっしすくうお-おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ╋うかっくぇ ‶ぇせくけゃぇ. 
〈さう ょくう こけ-おなしくけ [ぇょっゃしおう う ‶ぇせくけゃ ぉはたぇ けしゃけ
ぉけょっくう しさっとせ こぇさうつくぇ ゅぇさぇくちうは けす 10 たうかはょう 
かっゃぇ. ‶さっょ きっょううすっ う ょゃぇきぇすぇ こけおぇいぇたぇ こけ-おなし
くけ ょけおせきっくすう う すゃなさょはたぇ, つっ くっ しぇ ゃうくけゃくう う 
くっ しぇ けとっすうかう けぉとうくぇすぇ. ]こけさっょ しこっちこけかうちぇうすっ 
けぉぇつっ しょっかおぇすぇ, いぇさぇょう おけはすけ ‶ぇせくけゃ う [ぇょっゃしおう 
ぉはたぇ ぇさっしすせゃぇくう, っ けとっすうかぇ ¨ぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは 
し 800 000 かっゃぇ. ‶けしすぇ くぇ [ぇょっゃしおう ゃさっきっくくけ しっ 
こけっきぇ けす いぇきっしすくうお-おきっすぇ ╈けさょぇくおぇ ╄くっゃぇ.  

„╃けぉさけゃけかくぇ ぇゃぇさうえくけ-しこぇしうすっかくぇ ゅさせこぇ いぇ 
こさっけょけかはゃぇくっ うかう けゃかぇょはゃぇくっ くぇ ぉっょしすゃうは, こけ
あぇさう う ういゃなくさっょくう しうすせ
ぇちうう う けすしすさぇくはゃぇくっ くぇ 
こけしかっょうちうすっ けす すはた” ぉっ 
しそけさきうさぇくぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお. ╉ぇいぇくかなお っ っょくぇ 
けす こなさゃうすっ けぉとうくう, ゃない
こけかいゃぇかう しっ けす ゃないきけあ
くけしすすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ 
すぇおけゃぇ そけさきうさけゃぇくうっ. 

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ
こけつくぇ ょっえくけしすう こけ 

こけつうしすゃぇくっすけ う ゃないしすぇくけ
ゃはゃぇくっすけ くぇ こぇさお „〈のかぉっ
すけ”. ‶ぇさおなす とっ しっ つうしすう けす 
こぇょくぇかう おかけくう う かうしすぇ う 
ういしなたくぇかぇ ょなさゃっしくぇ きぇしぇ, 
けす ういかうてくう たさぇしすう う ょさせ
ゅう けすこぇょなちう. ‶け ゃさっきっ くぇ 
ぇおちうはすぇ とっ ぉなょぇす ゃないしすぇ
くけゃっくう しつせこっくうすっ う ういおなさ
すっくう こかけつおう くぇ こなすっおうすっ 
う しすなかぉうすっ ゃ こぇさおぇ. 】っ 
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ぉなょぇす こけしすぇゃっくう くけゃう こっえおう う おけてつっすぇ いぇ けすこぇ
ょなちう. 』ってきぇすぇ, おけはすけ しっ くぇきうさぇ くぇ きっあょうくくぇすぇ 
こかけとぇょおぇ くぇ しすなかぉうすっ けす こけょくけあうっすけ くぇ „〈のか
ぉっすけ” おなき ╉ぇいぇくかなておぇすぇ すさぇおうえしおぇ ゅさけぉくうちぇ, とっ 
ぉなょっ いぇたさぇくっくぇ し ゃけょぇ, すさなゅゃぇとうはす けす くっは ゃけょけし
おけお - しなとけ. ╁ くぇつぇかけすけ くぇ こさけかっすすぇ しっ こさっょゃうあょぇ 
う きぇとぇぉくぇ いぇかっしうすっかくぇ おぇきこぇくうは, うくうちううさぇくぇ 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ おけはすけ しっ こさういけゃぇゃぇす う 
ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ ゃいっきぇす せつぇしすうっ. ‶さっょゃうあょぇ しっ いぇ
かっしはゃぇくっ くぇ ぉかういけ 14 ょおぇ こかけと ゃ こぇさおぇ, おなょっすけ 
こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゅけさは こけあぇさ.

‶さけすっしすう しさっとせ 
きけくけこけかうすっ う  

くっゃないきけあくけしすすぇ ょぇ しっ 
あうゃっっ し くうしおうすっ ょけ
たけょう, おけうすけ こけゃっつっすけ 
ぉなかゅぇさう うきぇす ゃ きけ
きっくすぇ, しっ こさけゃっょけたぇ う 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶け ゃさっきっ 
くぇ こさけすっしすうすっ くぇ くはおけかおけ こなすう ぉっ ぇすぇおせゃぇくぇ し 
おぇきなくう う さぇいかうつくう こさっょきっすう しゅさぇょぇすぇ くぇ EVN, 
しつせこっくう ぉはたぇ しうきゃけかうつくけ う しすぇさう っかっおすさけきっさう. 
╋ぇとぇぉくうすっ こさけすっしすう ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ ょけゃっょけたぇ う 
ょけ けしすぇゃおぇ くぇ おぇぉうくっすぇ „╀けさうしけゃ”.

╁っつっ っ ゅけすけゃぇ こさけゅさぇきぇすぇ くぇ のぉうかっえくうは こさぇい
くうお くぇ さけいぇすぇ こさっい 2013 ゅ., おけゅぇすけ しっ くぇ

ゃなさてゃぇす 110 ゅけょうくう けす こなさゃうは ‶さぇいくうお くぇ さけいぇ
すぇ, つっしすゃぇく ゃ ょけかうくぇすぇ. 40-ょくっゃくうすっ すなさあっしすゃぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお う けおけかくけしすうすっ  いぇこけつゃぇす くぇ 11-すう きぇえ 
ゃっつっさすぇ, おけゅぇすけ けす 19 つぇしぇ し てけせ-しこっおすぇおなか ゃ ╃╉ 
„┿さしっくぇか” とっ ぉなょっ ういぉさぇくぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ`2013. 
╆ぇ こなさゃう こなす ゃ うしすけさうはすぇ くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ 
ちぇさうちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお しっ ういぉうさぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
こさぇいくうちうすっ. ‶さぇいくうつくけすけ てっしすゃうっ すぇいう ゅけょうくぇ 
とっ っ くぇ 2-さう のくう.  
╋ぇかおぇすぇ ちぇさうちぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお - ╋うくう きうし 『ぇさう

ちぇ [けいぇ とっ しっ ういぉうさぇ くぇ 1-ゃう のくう けす 18 つぇしぇ くぇ 
こか. „]っゃすけこけかうし”. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

〈╅『¨っ - 〈╊〉¨╉╋ぇ『ぇ【, [《‶【《 『¨』】╇╅ 』 》『ぇ』【¨

╅『』╊〉╅]』[╅ 【《『【╅ 》《╉』]╅╉¨
『《╋╉╊〉¨っ ╉╊〉 〉╅ ╉¨╅〉╅

┿おけ くっ は こけいくぇゃぇす かうつくけ, すけ こけゃっつっすけ おぇいぇくかなつぇくう しなし しう-
ゅせさくけしす しぇ つせゃぇかう いぇ くっは – ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ, ょぇきぇすぇ, いぇ おけはすけ 
こなさゃけ しっ しっとぇきっ ゃ ╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ, とけき しすぇくっ ょせきぇ いぇ ぉうい-
くっし, さなおけゃけょっく けす あっくぇ. ╇ おぇおすけ くぇこけしかっょなお けすおさうたきっ – う 
こさう くっは, おぇおすけ いぇ きくけゅけ せしこっかう しなゅさぇあょぇくう, ゃしうつおけ いぇこけつゃぇ 
ゃ „┿さしっくぇか”. ╃けてかぇ けす さけょくうは [せしっ う きけさしおぇすぇ しすけかうちぇ ╁ぇ-
さくぇ おぇすけ うくあっくっさ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ こさっい 1982-さぇ う くぇこせしくぇ-
かぇ こさっい 1990-すぇ, ゃっょくぇゅぇ しかっょ さっゅうしすさぇちうはすぇ くぇ かうつくぇすぇ しう 
そうさきぇ, いぇ ょぇ しっ けすょぇょっ くぇ しけぉしすゃっく ぉういくっし, けすくけゃけ ゃ きぇてう-
くけしすさけっくっすけ, ょくっし ╇ゅくぇすけゃぇ こさういくぇゃぇ: ”‶けかいぇすぇ けす さぇぉけすぇすぇ 
きう ゃ „┿さしっくぇか” っ けゅさけきくぇ.”
′け ゃ あうゃけすぇ くぇ ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ うきぇ う ょさせゅう くっとぇ, けしゃっく 
きっくうょあきなくすぇ う きぇてうくけしすさけっくっすけ. ╋くけゅけ ょさせゅう くっとぇ. ╆ぇすけ-
ゃぇ しさっとぇすぇ し くっは っ うくすっさっしくぇ, いぇこけきくはとぇ しっ う いぇさっあょぇとぇ し 
ゃはさぇすぇ, つっ ゃ あうゃけすぇ くっとぇすぇ しっ こけしすうゅぇす, しすうゅぇ ょぇ ゅう あっかぇって 
うしすうくしおう. ‶けしすうゅぇす しっ し あっかぇくうっ, ぇ くっ し こぇさう, せぉっょっくぇ っ ╋ぇ-
さうは, しぉなょくぇかぇ こけゃっつっ けす っょくぇ ゅけかはきぇ しゃけは きっつすぇ.
╋くうょなあなさ くぇ しけぉしすゃっく いぇゃけょ, ╋ぇさうは しっ ゃこせしおぇ う ゃ ょさせゅけ 
くぇつうくぇくうっ – ういょぇすっかしすゃけすけ. ‶さけゃけおうさぇくぇ っ ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう し 
ういょぇゃぇくっすけ こけ しけぉしすゃっく こさっゃけょ けす させしおう くぇ おくうゅぇすぇ いぇ ゃせく-
ょっさおうくょうすっ くぇ すさっすけすけ たうかはょけかっすうっ – „╃っちぇすぇ – うくょうゅけ”, 
おくうゅぇすぇ くぇ ょけおすけさぇ くぇ くぇせおうすっ ╂っけさゅう ╀っかうきけゃ, かうつっく こさう-

„【けお!” っ すけつくぇすぇ ょせきぇ, 
し おけはすけ ╇ゅくぇすけゃぇ けこうしゃぇ 
こなさゃけすけ しう ゃこっつぇすかっくうっ けす 
うょゃぇくっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお しかっょ 
さぇいこさっょっかっくうっすけ しう ゃ „┿さ-
しっくぇか”. ╂さぇょなす っ きぇかなお, 
さぇいたけょおぇすぇ すせお しゃなさてゃぇ 
いぇ 10 きうくせすう, ゃしうつおけ っ 
すゃなさょっ さぇいかうつくけ けす [せしっ 
う ╁ぇさくぇ. ╇ょゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
しなゃしっき しぇきぇ, くうおけゅけ くっ こけ-
いくぇゃぇ, くけ おぇおすけ しっ ゃうあょぇ 
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¨ゅさけきくぇ う くっせしすけうきけ ゃおせしくぇ すけさすぇ, ういかはいかぇ ういこけょ さなちっすっ 
くぇ ぇさしっくぇかしおう きぇえしすけさう, こけしさっとくぇ ょっしっすおうすっ ゅけしすう くぇ 

さけあょっくうは ょっく くぇ ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ, くぇて しなすさせょくうお う ょうさっお-
すけさ くぇ けぉとうくしおうは すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╃うぇくぇ ういぉうさぇ うきっくくけ きぇえしすけさうすっ くぇ „┿さしっくぇか” し せぉっあょっくうっ-
すけ, つっ こさうゅけすゃはす すけさすう しぇきけ けす っしすっしすゃっくう こさけょせおすう, くけ – おぇお-
すけ しぇきぇ こさういくぇ, ぉっい う ょぇ こけょけいうさぇ, つっ ょっえしすゃうすっかくけしすすぇ とっ 
くぇょきうくっ けつぇおゃぇくうはすぇ. „〈けさすぇすぇ, おけはすけ きう こさうゅけすゃう „ゅさせこぇすぇ いぇ 
ぉなさいけ さっぇゅうさぇくっ” くぇ ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ, ぉっ くぇえ-たせぉぇゃぇすぇ ういくっくぇょぇ 
いぇ さけあょっくうは きう ょっく, おけえすけ しなゃこぇょぇ し 〈さうそけく ╆ぇさっいぇく う ]ゃっ-
すう ╁ぇかっくすうく”, しこけょっかう ╃うぇくぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. ╀かぇゅけょぇさは 
いぇ きぇえしすけさしすゃけすけ くぇ ′っさゅのか 【ぇおうさ, いぇ ゃかけあっくうすっ せしうかうは う 
うしすうくしおぇすぇ かのぉけゃ ゃ さぇぉけすぇすぇ けす ]すっそおぇ ╋ぇくつっゃぇ う ╄おぇすっさうくぇ 
[ぇたきぇくかうっゃぇ! ╇ かうつくけ くぇ 〈ぇくぬけ ╉ぇゃぇかけゃ – すけえ いくぇっ いぇとけ. ╀かぇ-
ゅけょぇさは う いぇ ゃくうきぇくうっすけ おなき きっく, ういさぇいっくけ けす こさっょしっょぇすっかは くぇ 
╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿すぇくぇし ╀けいけゃ. ╀なょっすっ いょさぇゃう, ゃしっ すぇおぇ こなかくう 
し けぉうつ う つけゃっつくけしす, いぇ ょぇ さぇょゃぇすっ たけさぇすぇ おさぇえ しっぉっ しう う ょぇ ゃう 
しっ ゃさなとぇ さぇょけしすすぇ, おけはすけ さぇいょぇゃぇすっ!”, こけあっかぇゃぇ つさっい „┿さっし-
くぇか” けとっ ╃うぇくぇ.

はすっか くぇ ╋ぇさうは.     
╋ぇさうは っ こなさゃう こさっいうょっくす くぇ ょぇきしおうは ╇くくぇさ 〉うえか ╉かせぉ ゃ ╉ぇいぇくかなお, せつさっょっく こけ くっえくぇ うょっは こさっょう 10 ゅけょうくう, すは っ すさう ゅけょうくう しっおさっすぇさ 
くぇ くぇちうけくぇかくうは ╃うしすさうおす くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ, おけはすけ っ ゃなすさってっく おさなゅ くぇ [けすぇさう.
[ぇいゅけゃけさなす くう し ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ っ ょくう こさっょう いぇきうくぇゃぇくっすけ え いぇ ′の ╈けさお, おなょっすけ とっ こさっょしすぇゃう 5 しゃけう おぇさすうくう, さうしせゃぇくう し こさなしすう, くぇ 
そっしすうゃぇかぇ „┿さす ╄おしこけ ′の ╈けさお” - 35-ゅけょうてっく そっしすうゃぇか, くぇえ-ゅけかはき こけ さけょぇ しう ゃ しゃっすぇ, おけえすけ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす くぇ ぇゃすけさう おぇすけ ╋ぇさうは 
ょぇ しっ こさっょしすぇゃはす かうつくけ, ぉっい こけしさっょくうつっしすゃけすけ くぇ ゅぇかっさうは, おぇおすけ つっしすけ しすぇゃぇ.

ょくっし – せしこはゃぇ ょぇ しっ しこさぇゃう 
し あうすっえしおうすっ こさっょういゃうおぇ-
すっかしすゃぇ こけゃっつっ けす ょけぉさっ. ╁ 
しこけきっくぇ いぇ すけつくぇすぇ ょぇすぇ くぇ 
こさうしすうゅぇくっすけ しう ゃ おぇいぇく-
かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ – 8-きう 
けおすけきゃさう 1982-さぇ, ╋ぇさうは くっ 
こさぇゃう ういおかのつっくうっ けす ゃしうつ-
おう ょさせゅう ぇさしっくぇかちう: „〈けゃぇ っ 
こぇきっすくけ ゃ きけは あうゃけす.” ]かっょ 
こさうおかのつゃぇくっすけ くぇ ょうこかけき-
くぇすぇ しう さぇぉけすぇ, おけっすけ しすぇゃぇ 

ゃ 〈ったくけかけゅうつくぇすぇ さぇいゃけえくぇ 
ぉぇいぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5, ╋ぇさうは けし-
すぇゃぇ ゃ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか 
くぇ ╆ぇゃけょ 5 3 ゅけょうくう おぇすけ 
すったくけかけゅ. 〈ぇおぇ, しかっょ けぉせ-
つっくうっ いぇ こさけゅさぇきうさぇくっ くぇ 
こなさゃぇすぇ はこけくしおぇ きぇてうくぇ, 
ょけしすぇゃっくぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ, うくあっくっさ ╇ゅくぇ-
すけゃぇ しすぇゃぇ こなさゃうはす しこっちうぇ-
かうしす ゃ „┿さしっくぇか”, こさけゅさぇきう-
さぇか くぇ しうしすっきぇ „╋ぇいぇすさけか”. 

[ぇぉけすぇすぇ っ うくすっさっしくぇ, くけ 
ゃしっ こぇお – „こさけいぇ...”, けす こけいう-
ちうはすぇ くぇ ゅけょうくうすっ しっ ゃさなとぇ 
くぇいぇょ うくあ. ╇ゅくぇすけゃぇ. ‶けしかっ 
すは さぇぉけすう ゃ ╆ぇゃけょ 1, おなょっすけ 
しぇ きけくすうさぇくう しかっょゃぇとうすっ 5 
はこけくしおう きぇてうくう くぇ „ぅきぇいぇ-
おう”. 〈せお せしゃけはゃぇす ちっゃくぇすぇ 
おせすうは くぇ ╆っくうすくぇすぇ せしすぇ-
くけゃおぇ. ╃けおぇすけ っ ゃ „┿さしっくぇか”, 
ょゃぇ こなすう うくあ. ╇ゅくぇすけゃぇ しこっ-
ちうぇかういうさぇ ゃ ╀っかゅうは, おなょっすけ 

しっ けぉせつぇゃぇ いぇ こさけゅさぇきう-
さぇくっ くぇ きぇてうくう し 『うそさけ-
ゃけ-こさけゅさぇきくけ せこさぇゃかっくうっ, 
いぇ さぇぉけすぇ し 3, 4 う 5 けしう こけ 
„《ぇくせお” う „╋ぇいぇすさけか”. ′け 
すったくうつっしおうすっ せきっくうは, こさう-
ょけぉうすう ゃ „┿さしっくぇか”, しぇ っょゃぇ 
つぇしす けす こけかっいくうは けこうす すせお.

] おさぇしうゃけ, こなしすさけ う ういこなかくっくけ し きくけゅけ くぇしすさけっくうっ すなさあっしすゃけ こけしさっとくぇたぇ 
╀ぇぉぇ ╋ぇさすぇ すぇいう ゅけょうくぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ ╃っすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ” ゃ 

„┿さしっくぇか”.
‶なしすさう きぇさすっくうつおう せしせおぇたぇ きぇかつせゅぇくうすっ こけょ しなこさけゃけょぇ くぇ すっぇすさぇかくぇすぇ さぇ-

ぉけすうかくうちぇ う しすせょうは こさう ′』 „╇しおさぇ”, おぇおすけ う し こけきけとすぇ くぇ しゃけうすっ くけゃう こさうは-
すっかう けす ╃けきぇ いぇ きっょうおけ-しけちうぇかくう ゅさうあう „╋ぇさうは ╊せういぇ” ゃ ╀せいけゃゅさぇょ. ╆ぇ こなさゃう 
こなす ょっちぇ けす ょけきぇ ゅけしすせゃぇす くぇ „╀せさぇすうくけ”. 
′ぇ そうくぇかぇ くぇ すなさあっしすゃけすけ, こけ すさぇょうちうは, ╀ぇぉぇ ╋ぇさすぇ こけつっさこう し こうすぇ う かぇ-

おけきしすゃぇ, ぇ ゃしうつおう しう すさなゅくぇたぇ し ゅけかっきう きぇさすっくうちう, いぇゃなさいぇかう くぇさうつぇくうはすぇ 
いぇ いょさぇゃっ う ぉっさっおっす.

げÑëíçñÖ ïäëíçÜôÖó¡

でどだぜんどだずだげご

“╋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/

Тел.за връзка: ул. ”Климент”№1

-0431/6 53 40; 0889237020 

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

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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〉╊ 》《′╇《]っ╇╅〈 ╉╅ 〈¨ ╊ 【『】╉〉《
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 』てそみせさあ そて 1/120:

【み か きかせあ, さそみてそ せみすあ さあさ おあ せか くあいかしかきけの
╃けさう ゃなゃ ゃなさゃけかうちぇすぇ 

こなしすさう きぇさすっくうつぇさう, 
おけうすけ すっいう ょくう しぇ せおさぇしうかう  
おぇいぇくかなておうは こかけとぇょ.  
╆ぇさぇょう ゃっょさぇすぇ せしきうゃおぇ, 

けこすうきういきぇ, おけえすけ しすさせう けす 
けしぇくおぇすぇ え, けす きかぇょっあおけすけ え 
ういかなつゃぇくっ う っくっさうゅはすぇ, おけは

すけ うょゃぇ けす くっは. ╉ぇすけ ゃ こっ
しっくすぇ: しかなくつっゃぇ う かなつっいぇさ
くぇ -おぇすけ きぇさすっくうちうすっ, おけうすけ 
っ くぇさっょうかぇ くぇ しゃけは すっいゅはた. 
] うょっはすぇ ょぇ いぇさぇょゃぇす くっつうっ 
けおけ う しなさちっ. 
]こけさすくぇすぇ え う いぇこぇいっくぇ 

そうゅせさぇ ういょぇゃぇ きけきうつっすけ ぉっい 
ゃないさぇしす ゃ くっは. ╁ しなとけすけ ゃさっ
きっ う さっしこっおすうさぇ, おけっすけ こなお 
っ いくぇお けす おうかけきっすなさ いぇ すけゃぇ, 
つっ っ ぉうすおぇょあうは. ]なたさぇくうか 
たなしぇ しう いぇ しこけさすくう こけぉっょう う 
ゃ あうゃけすぇ. ′っ しっ ょぇゃぇ かっしくけ. 
′ぇ すさせょくけしすうすっ う くぇ こさっょうい
ゃうおぇすっかしすゃぇすぇ, おけうすけ っあっ
ょくっゃうっすけ しっさゃうさぇ.
╃けぉなさ しこさうくすぬけさ っ くぇ おなしう 

さぇいしすけはくうは: う ゃ しこけさすぇ, う ゃ 
あうゃけすぇ. ′っ こさぇゃう ょぇかっつくう 
こかぇくけゃっ, くけ いぇ しきっすおぇ くぇ 
すけゃぇ しっ しすぇさぇっ ょぇ あうゃっっ こなか
くけちっくくけ ゃしっおう きうゅ. ╆ぇすけゃぇ 
けぉうつぇ う おさぇしけすぇすぇ. ╁なゃ ゃしうつ
おうすっ え そけさきう. 〈ゃなさょう, つっ 
いぇすけゃぇ くっ しぇ くせあくう すけかおけゃぇ 
こぇさう, おけかおけすけ あっかぇくうっ う けつう 
いぇ おさぇしうゃけすけ ゃ あうゃけすぇ. 

〈ぇおぇ しっ しこさうはすっかうかぇ う し 
つっさゃっくけ-ぉはかぇすぇ おさぇしけすぇ 

ゃ あうゃけすぇ
こさっょう 5-6 ゅけょうくう,

おけゅぇすけ ゃっつっさうすっ え しすぇくぇかう 
しぇきけすくう う ょなかゅう, こけさぇしくぇ
かうすっ え ょゃぇきぇ しうくけゃっ こけっかう 
こけ しゃけう こなすうとぇ, ぇ しなこさせゅなす 
- くぇしすけはと ぇさしっくぇかっち, ぉうか くぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ょさせゅ ゅさぇょ. 
〈けゅぇゃぇ ぉうゃてぇすぇ しこけさすうしすおぇ 

]すけはくおぇ 《うかうこけゃぇ けすおさう
かぇ きぇさすっくうつぇさしすゃけすけ. ╉ぇすけ 
たけぉう う ぇくすうしすさっし たぇこつっ. 
╉ぇすけ こけかっいっく さっかぇおし, こさう 
すけゃぇ ゅぇさくうさぇく し おさぇしけすぇ. 
╃くっし すゃなさょう, つっ し すけゃぇ ぉぇ
かぇくしうさぇ ょせた う たさぇくう ょせてぇ, 

きぇおぇさ ょぇ “こさけういゃっあょぇ” こけつ
すう こさけきうてかっくう おけかうつっしすゃぇ 
きぇさすっくうちう. ╁しはおぇ, けぉぇつっ, 
しぇきぇ いぇ しっぉっ しう おさぇしうゃぇ う 
せくうおぇかくぇ. ′ぇ しっいけく いぇこかう
すぇ こけ 2000-2100 きぇさすっくうちう, 
おぇすけ うき こけしゃっとぇゃぇ つぇしけゃっ 
う しかっょ こけかせくけと. ╂けさょぇ っ けす 

そぇおすぇ, つっ しすけおぇすぇ え くっ “いぇかっ
あぇゃぇ”, いぇとけすけ ょけ しかっょゃぇとうは 
きぇさす くっ けしすぇゃぇ う きぇさすっくうちぇ. 
╁しうつおけ しっ こさけょぇゃぇ. ¨すょっかくけ 
おうつう し こけくっ 150 きぇさすっくうちう 
こさうはすっかう う おけかっゅう.

]すぇさぇっ しっ
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ ょぇ うきぇ くけゃう 

きけょっかう う
こさっょかけあっくうは,

いぇとけすけ おけくおせさっくちうはすぇ う ゃ 
すけいう ぉういくっし くっ しこう, おぇいゃぇ くぇ 
てっゅぇ きぇえしすけさおぇすぇ くぇ きぇさすっ
くうちう, ゅけさょぇ し そぇおすぇ, つっ きう
くぇかぇすぇ こさけかっす うきっくくけ くっえくう 
きぇさすっくうちう おさぇしうかう おぇぉうくっ
すうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ さなおけ
ゃけょしすゃけ 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 そうさきぇすぇ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ╋くけゅけ しう 
ゅう たぇさっしゃぇき すっいう ょさなゃつっすぇ 
し きぇさすっくうつおう, しこけょっかは いぇ 
“〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” きぇさすっ
くうつぇさおぇすぇ ]すけはくおぇ. ╇ すぇいう 
ゅけょうくぇ こぇお し かのぉけゃ っ せゃうかぇ 
ょさなゃつっすぇすぇ, おけうすけ こけおさぇえ 
こさぇいくうおぇ しっ たぇさつぇす おぇすけ すけ
こなか たかはぉ.  
╇きぇ, けぉぇつっ, う くけゃう きけょっ

かう, おぇいゃぇ し さぇょけしす  すは, おけうすけ 
ぉうかう たうす しさっょ ぉなかゅぇさうすっ ゃ 
つせあぉうくぇ. ╀かういおうすっ うき おせこせ
ゃぇかう こさっこかっすっくうすっ ゃなさぉけゃう 
ゃっくちう, せおさぇしっくう し つっさゃっ
くけ-ぉはか おけくっち う きぇかおうすっ ぉせ
おっすつっすぇ けす あうすくう おかぇしけゃっ し 
せゃうすぇ きぇさすっくうちぇ おぇすけ ちっかけ
ゅけょうてっく すぇかうしきぇく いぇ いょさぇゃっ 
う ょけぉさけ. 
]ぇきぇ ういきうしかは きけょっかうすっ しう, 

せおさぇてっくうはすぇ こけ すはた, おけき
ぉうくうさぇ し さぇいかうつくう そけさきう う 
ょあせくょあせさうえおう, し おけうすけ ょぇ 
ゅう しなつっすぇっ う こさっょかぇゅぇ きぇさ
すっくうちぇ くぇ こぇいぇさぇ, しぇきけ ぇおけ 
くぇ くっは かうつくけ え たぇさっしぇ. ╁なゃ 

ゃしはおぇ ういさぇぉけすっくぇ けす くっは 
きぇさすっくうちぇ ゃこかうすぇ こけ くっとけ 
けす くぇしすさけっくうっすけ しう, けす あっ
かぇくうっすけ う くぇょっあょうすっ しう. 
╆ぇとけすけ つけゃっお っ ょけぉさっ, ぇおけ 
すっいう, おけうすけ しぇ けおけかけ くっゅけ しぇ 
ょけぉさっ, っ っょくぇ けす しなたさぇくは
ゃぇとうすっ は かうつくう そうかけしけそうう 

くぇ きぇさすっくうつぇさおぇすぇ ]すけはくおぇ 
- いぇ きうくせゃぇつうすっ けす こかけとぇょ 
“]っゃすけこけかうし” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

╇ しすぇすうしすうつおぇすぇ
]すけはくおぇ 《うかうこけゃぇ - いぇ 
おけかっゅうすっ え けす ちったけゃっすっ 
120 う 130 くぇ ╆ぇゃけょ 1

ゃ “┿さしっくぇか” 

]ゃっあうは しう ゃなくてっく ゃうょ う 

きけきうつっておけ ういかなつゃぇくっ おなすぇ 
し たけょっくっ, せきくけ たさぇくっくっ – う 

すけ くぇゃさっきっ, きぇかおけ ゅうきくぇしすう
おぇ, 20 かうちっゃう けこけさう う 100 
おけさっきくう こさっしう ょくっゃくけ. ‶さう
いくぇゃぇ, つっ ゃしはおぇ あっくぇ きけあっ 
ょぇ ういゅかっあょぇ ょけぉさっ う いぇすけゃぇ 
くっ しぇ くせあくう くうすけ しおなこう せさっ
ょう, くうすけ しおなこう おけいきっすうおう. 
‶け-きぇかおけ たさぇくぇ, くうおぇおゃう 
ちうゅぇさう, こけくっ 2 おうかけきっすさぇ 
たけょっくっ こってぇ ゃしっおう ょっく, こけ
いうすうゃくう きうしかう う きかぇょう たけさぇ 
けおけかけ すっぉ. 〈けゃぇ しぇ こさけしすうすっ 
すぇえくう くぇ  ]すけはくおぇ 《うかうこけ
ゃぇ. ′ぇゃなさてうかぇ くぇ てっゅぇ う 
おぇすけ くぇきうゅぇくっ おなき しなょぉぇすぇ 
しゃけうすっ こさっおさぇしくう 56  すっいう 
ょくう.  
′はおけゅぇてくぇすぇ ゃないこうすぇくうつおぇ 

くぇ すさっくぬけさぇ ‶っすなさ [ぇたきぇく
かうっゃ, つぇしす けす “いかぇすくけすけ こけ
おけかっくうっ” ╊のすゃはく ╋けかかけゃぇ, 
╃っすっかうく ╋ぇしかけゃ, ╃けくおぇ ‶っ
っゃぇ う ╈けゃおぇ ╋うかっゃぇ, こけこぇ
ょぇ ゃ “┿さしっくぇか” こさっょう... 33 
ゅけょうくう. ′っ っ こさっょこけかぇゅぇ
ゅぇかぇ, つっ とっ っ いぇゃうくぇゅう. ╆ぇ 
おさぇすおけ しぇきけ しきっくは ╉ぇいぇく
かなお し ╂ぇぉさけゃけ, けすおなょっすけ っ 
しなこさせゅなす ]すけはく 《うかうこけゃ - 
こさけそっしうけくぇかっく すさっくぬけさ こけ  
そせすぉけか, しっゅぇ しなとけ つぇしす けす 
ぇさきうはすぇ ぇさしっくぇかちう.  

]こさうくすぬけさおぇすぇ くぇ
400 きっすさぇ いぇこけつゃぇ

ゃ “┿さしっくぇか”
おぇすけ そういおせかすせさくうお 

こさう  ょけぇえっくぇ くぇ しこけさすくぇ
すぇ ておけかぇ ゃ “┿さしっくぇか” ╋ぇかつけ 
╇ゃぇくけゃ. 〈せお ょゃぇきぇすぇ しっ いぇ
くうきぇゃぇす し きぇしけゃうは しこけさす ゃ 
“┿さしっくぇか”. ¨す すけいう こっさうけょ 
っ ゅけかはきぇすぇ ゅけさょけしす: 4 こなすう 
“┿さしっくぇか” しすぇゃぇ おけかっおすうゃっく 
さっこせぉかうおぇくしおう てぇきこうけく 
ゃ くぇちうけくぇかくけすけ しなしすっいぇ
くうっ “╆ょさぇゃう, しうかくう, さぇぉけ
すけしこけしけぉくう”. ╇きぇたきっ きくけゅけ 
しなしすっいぇくうは, すせさくうさう, ゃしは
おぇ けぉっょくぇ こけつうゃおぇ しこけさす

くぇ ゅうきくぇしすうおぇ こけ ちったけゃっすっ, 
くけ う たけさぇすぇ ぉはたぇ こけ-いょさぇ
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‶さっょこけかぇゅぇ しっ ょけさう, つっ ょゃけえおぇすぇ - かうしうちぇ う かうしせゅっさ, ゃっつっ うきぇす う こけおけかっくうっ - 
きぇかおけ かうしうつっ, いぇ おけっすけ さぇぉけすくうちうすっ けす いぇゃけょ 5 ょけこせしおぇす, つっ さけょうすっかうすっ くけしはす 
たさぇくぇ. 
╊うしうつっすけ しっきっえしすゃけ うょゃぇ しなゃしっき ぉかういけ ょけ ゃたけょぇ くぇ おけさこせしぇ くぇ いぇゃけょぇ, けぉうおぇかは 

おさぇえ „つっさゃっくうは しぇかけく” う しっ つせゃしすゃぇ しなゃしっき おぇすけ せ ょけきぇ しう ゃ こぇさおけゃっすっ くぇ „┿さしっ-
くぇか”, おけうすけ いぇこけつゃぇす ょぇ くぇこけきくはす いけけこぇさお, こさっょゃうょ おぇすっさうつおうすっ, きくけゅけぉさけえくうすっ 
こすうちう, けたさぇくっくうすっ おせつっすぇ, ぇ しっゅぇ ゃっつっ う かうしうちうすっ, てっゅせゃぇす しっ ぇさしっくぇかちう. ′はおけう 
けす すはた けとっ こけきくはす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ しなさくうつおう おさなしすけしゃぇす こけかはくうすっ う ゅけさうつおうすっ くぇ 
いぇゃけょうすっ, おけくっ ょなさこぇす おぇさせちう し こさけょせおちうは, ぇ ゃ くぇえ-ゅけさっとうすっ かっすくう ょくう すせお しっ 
ゃうあょぇす ょけさう う いきうう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
ゃう, こけ-きけすうゃうさぇくう, うきぇてっ 
おけかっおすうゃっく ょせた, あっかぇくうっ, 
うょっぇかういなき くはおぇおなゃ, ぇ しっゅぇ っ 
ょさせゅけ ゃさっきっ, ゃさなとぇ しっ くぇいぇょ 
ゃ ゅけょうくうすっ しこけさすうしすおぇすぇ. 
╊うつう え, つっ ぉけかっっ いぇ こけ

ゃったくぇかぇすぇ くう しこけさすくぇ しかぇゃぇ 
ょくっし う いぇさぇょう こけゃしっきっしすくぇすぇ 
おけきっさしうぇかういぇちうは くぇ あうゃけすぇ 
う ゃ つぇしすくけしす くぇ しこけさすぇ. ]こけさ
すせゃぇ しっ けしくけゃくけ いぇ こぇさう, ぇ 
くっ すけかおけゃぇ いぇ いょさぇゃっ, きっょぇ
かう, こさっしすうあ. ′うっ ぉはたきっ おぇすけ 
つっ かう ゅけかっきう うょっぇかうしすう, 
さぇいしなあょぇゃぇ くぇ ゅかぇし ]すけはくおぇ 
《うかうこけゃぇ. 
]かっょ おぇすけ いぇゃなさてゃぇ きっ

たぇくけすったくうおせきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
こけっきぇ う おなき くはおけゅぇてくぇ
すぇ っかうすくぇ しこけさすくぇ ておけかぇ 
おなき ╁╇《, しっゅぇ ′ぇちうけくぇかくぇ 
しこけさすくぇ ぇおぇょっきうは. ╁ こさけそっ
しうけくぇかくぇすぇ しう ぉうけゅさぇそうは  しっ 
っ いぇくうきぇゃぇかぇ し ゃしうつおう ゃうょけ
ゃっ しこけさす, し ういおかのつっくうっ くぇ 
てぇたきぇす. ‶さぇゃったきっ すけゃぇ いぇ 
せょけゃけかしすゃうっ, いぇさぇょう たなしぇ う 
あっかぇくうっすけ いぇ こけぉっょぇ, おぇいゃぇ 
しすぇすうしすうつおぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 1. 
] せきうかっくうっ しう しこけきくは, つっ 

“いぇしかせあうかぇ” こなさゃうは しう 
しうかけくけゃ ぇくちせゅ
しなし しこっつっかっくう

4 いかぇすくう きっょぇかぇ けす
¨おさなあくけ こなさゃっくしすゃけ. 

╆ぇすけゃぇ せゃぇあぇゃぇ たけさぇすぇ, 
おけうすけ こけしすうゅぇす くっとぇすぇ し 
すさせょ う こけしすけはくしすゃけ. ╇ ょけこせし
おぇ すぇおうゃぇ ょけ しっぉっ しう: けすおさうす 
う てうさけおけ しおさけっく つけゃっお しなき, 
けこすうきうしす, おぇいゃぇ ]すけはくおぇ 《う
かうこけゃぇ. ╇ くっ おさうっ, つっ つっし
すけ ゃ ょけきぇ え ゅけしすせゃぇす きかぇょう 
たけさぇ, こさうはすっかう くぇ しうくけゃっすっ 
え - [けしっく う ′うおけかぇえ 《うかうこけ
ゃう, くぇきっさうかう くけゃうは しう ょけき う 
さぇぉけすぇ ゃ ╋ぇかすぇ. 】ぇしすかうゃぇすぇ 
きぇえおぇ くっ おさうっ さぇょけしすすぇ しう けす 
そぇおすぇ, つっ う ょゃぇきぇすぇ しぇ こけし
ゃっすうかう あうゃけすぇ しう う こさけそっ
しうはすぇ しう くぇ しこけさすぇ. 
¨すゃなょ  しっきっえしすゃけすけ, いぇ ぉう

ゃてぇすぇ しこけさすうしすおぇ う くぇしすけはと 
けすつっすくうお-しすぇすうしすうお こけ すさせょぇ, 
おぇおゃけすけ っ こなかくけすけ くぇうきっくけ
ゃぇくうっ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ え 
さぇぉけすぇ ゃ “┿さしっくぇか”, あうゃけすなす 
うきぇ う ょさせゅう こさっおさぇしくう ういきっ
さっくうは. 〈ゃなさょう すけゃぇ し ちはかけすけ 
かなつっいぇさうっ くぇ しゃけはすぇ こさうさけ
ょぇ う くっ しっ しおなこう くぇ ゃさっきっ いぇ 
しっぉっ しう. ╉けゅぇすけ うきぇ すぇおけゃぇ, 
ゅけ こけしゃっとぇゃぇ くぇ たせぉぇゃぇ おくう
ゅぇ, しこけさすくけ こさっょぇゃぇくっ, さぇい
たけょおぇ しさっょ こさうさけょぇすぇ - つぇしす 
けす くっえくうは そういうつっしおう う ょせたけ
ゃっく さっかぇおし. ′っ しぇきけ いぇとけすけ 
しこけさすせゃぇ ぇおすうゃくけ ょけ 36-すぇすぇ 
しう ゅけょうくぇ, ぇ いぇとけすけ うきぇ しゃけは 
かうつくぇ そうかけしけそうは いぇ けこぇいゃぇ
くっ くぇ ょせてぇすぇ  くぇ きけきうつっすけ ゃ  
あっくぇすぇ. 

′っ こけいゃけかはゃぇき
ょぇ きう っ すさせょくけ,
くっ しっ こさっょぇゃぇき,

しこけょっかは けすおさけゃっくけ きぇえ
しすけさおぇすぇ くぇ きぇさすっくうちう ]すけ
はくおぇ, かっおけぇすかっすおぇすぇ, おけはすけ 
ゃしっおう ょっく こさっきうくぇゃぇ ぇさしっ
くぇかしおうは こけさすぇか. ╁っつっ 33 ゅけ
ょうくう. 

                   
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

【っしすゅけょうてくうはす ╉さうしすうはく ╉けえ-
つっゃ, ゃないこうすぇくうお くぇ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ”, ぉっ 
けすかうつっく し くぇゅさぇょぇ ゃ V┶-は くぇちうけ-
くぇかっく おけくおせさし いぇ きかぇょう すぇかぇく-
すう くぇ ういけぉさぇいうすっかくけすけ ういおせしすゃけ 
„′ぇしかっょくうちう くぇ ╃っつおけ 〉いせくけゃ”. 
╉さうしすうはく こけかせつう しこっちうぇかくぇ ゅさぇ-
きけすぇ けす けさゅぇくういぇすけさうすっ - ′ぇちうけ-
くぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは こけ こかぇしすうつくう 
ういおせしすゃぇ う ょういぇえく „┿おぇょ. ╃っ-
つおけ 〉いせくけゃ”. ╋ぇかおうはす たせょけあくうお 
せつぇしすゃぇ いぇ こなさゃう こなす ゃ おけくおせさしぇ, 
おぇすけ ゃないこうすぇくうお くぇ しこっちうぇかくぇすぇ 
ゅさせこぇ こけ ういけぉさぇいうすっかくけ ういおせしすゃけ 
ゃ いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ, さなおけゃけょっくぇ けす 
たせょけあくうつおぇすぇ 『ゃっすぇくぇ ╁うすおけゃぇ. 
╉さうしすうはく こけかせつう くぇゅさぇょぇすぇ いぇ 

しゃけはすぇ すゃけさぉぇ う ぉっ ぉせさくけ ぇこかけょう-
さぇく けす しこっちうぇかくぇ ゅさせこぇ けす „╀せさぇ-
すうくけ”, ょけてかぇ ょぇ しこけょっかう さぇょけしす-
すぇ きせ. ╉ぇすけ こさけたけあょぇと すぇかぇくす ゃ 
ういけぉさぇいうすっかくけすけ ういおせしすゃけ, ╉さうし-
すうはく ょぇょっ う こなさゃけすけ しう うくすっさゃの 
いぇ きっしすくぇすぇ すっかっゃういうは ‶さっしし 〈╁, 
ゃ おけっすけ しこけょっかう, つっ けす ゃしうつおけ 
くぇえ-きくけゅけ けぉうつぇ ょぇ さうしせゃぇ „こさう-
さけょぇすぇ う こっこっさせょう”. 
′ぇっしっく ╉さうしすうはく とっ っ せつっくうお 

ゃ こなさゃう おかぇし, くけ けとっ けすしっゅぇ とっ 
きうしかう いぇ しのあっすぇ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ 

だ ゐ é ゑ ん 
¨ぉかぇしすっく ゃけっくっく けすょっか – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ くぇぉうさぇ おぇくょうょぇすう いぇ ょけぉさけゃけかくうは さっいっさゃ くぇ 

ぇさきうはすぇ しなゅかぇしくけ ╆ぇこけゃっょ くぇ きうくうしすなさぇ くぇ けすぉさぇくぇすぇ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは わ ¨》 – 
889 けす 21.12.2012 ゅ.
╃けおせきっくすう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ しっ こけかせつぇゃぇす けす ¨ぉかぇしすっく ゃけっくっく けすょっか – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 

/けす こけくっょっかくうお ょけ こっすなお/ うかう けす けそうしぇ ゃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお (せか. „‶ぇうしうえ 》うかっくょぇさしおう” 2) /
こけくっょっかくうお, しさはょぇ う こっすなお/.
╉さぇっく しさけお いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ ゅけすけゃうすっ ょけおせきっくすう – 28.03.2013 ゅ. ゃ ¨ぉかぇしすっく ゃけっくっく けす-
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1 ╊っおぇさ, こせかきけかけゅ - ╁うしてっ きっょうちうくしおけ-こせかきけかけゅうは

1 ╊っおぇさ, ゃなすさってくう ぉけかっしすう - ╁うしてっ きっょうちうくしおけ-ゃなすさってくう ぉけかっしすう

1 ╊っおぇさ, けぉさぇいくぇ ょうぇゅくけしすうおぇ - ╁うしてっ きっょうちうくしおけ-けぉさぇいくぇ ょう-
ぇゅくけしすうおぇ

1 ╊っおぇさ, そういうおぇかくぇ う さったぇぉうかうすぇちうけくくぇ きっょうちうくぇ - ╁うしてっ きっ-
ょうちうくしおけ - そういうおぇかくぇ う さったぇぉうかうすぇちうけくくぇ きっょうちうくぇ うかう くっゃさけ-
かけゅうは う けさすけこっょうは

1 〉つうすっか こけ ぇくゅかうえしおう っいうお - ╁うしてっ - ぉぇおぇかぇゃなさ

1 〉つうすっか こけ ぉうけかけゅうは う いょさぇゃくけ けぉさぇいけゃぇくうっ - ╁うしてっ - ぉぇおぇかぇゃなさ

1 ╇くあっくっさ, おけくしすさせおすけさ - ╁うしてっ-きぇてうくっく うくあっくっさ, けこうす こけ こさけ-
そっしうはすぇ, さぇぉけすぇ し Auto Cad うかう Solid Works

1 ╄かっおすさけうくあっくっさ - ╁うしてっ-っかっおすさけうくあっくっさ, おけきこのすなさくう せきっくうは

1 ′ぇしすさけえつうお, きっすぇかけけぉさぇぉけすゃぇとう きぇてうくう し ちうそさけゃけ せこさぇゃかっ-
くうっ - ]さっょくけ すったくうつっしおけ 

1 〈ったくうつっしおう さなおけゃけょうすっか, しすさけうすっかしすゃけ - ╁うしてっ, しさっょくけ - しすさけ-
うすっかくぇ しこっちうぇかくけしす

1 《ういうお - ╁うしてっ-そういうおぇ, きっすぇかせさゅうは, きっすぇかけいくぇくうっ, きっすぇかけゅさぇ-
そうは, おけきこのすなさくう せきっくうは

1 ]なすさせょくうお ゃ すなさゅけゃしおう けすょっか - ╁うしてっ すったくうつっしおけ うかう うおけくけきう-
つっしおけ, けこうす ゃ すなさゅけゃうはすぇ, おけきこのすなさくう せきっくうは

30 ¨しうゅせさうすっかっく こけしさっょくうお - ╁うしてっ うかう しさっょくけ, おけきせくうおぇすうゃくけしす

1 〈ったくうつっしおう しなすさせょくうお - ]さっょくけ, おけきこのすなさくう せきっくうは

32 ╃けきぇてっく こけきけとくうお - ]さっょくけ

1 ‶さけょぇゃぇつ - おけくしせかすぇくす ゃ ょさけゅっさうは - ╁うしてっ, こけかせゃうしてっ きっょう-
ちうくしおけ-きっょ.しっしすさぇ うかう そっかょてっさ

6 ]っさゃうすぬけさ - ]さっょくけ, おゃぇかうそうおぇちうは うかう けこうす, あっかぇすっかくけ ゃかぇ-
ょっっくっ くぇ  つせあょ っいうお

2 ╀ぇさきぇく - ]さっょくけ, けこうす

1 《さういぬけさ  -]さっょくけ, 1 ゅ. しすぇあ

2 ╋ぇくうおのさうしす - ]さっょくけ, ょけおせきっくす いぇ きぇくうおのさうしす うかう けこうす こけ 
こさけそっしうはすぇ

20 [ぇぉけすくうお, しゅかけぉはゃぇくっ くぇ ょっすぇえかう - ¨しくけゃくけ, しさなつくけしす

1 ╋けくすぇあくうお, ういょっかうは けす きっすぇか - ╁うしてっ, しさっょくけ すったくうつっしおけ, 5 ゅ. 
しすぇあ ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ

43 ¨こぇおけゃぇつ - ¨しくけゃくけ

11 ╋ぇてうくっく けこっさぇすけさ, こさっしせおゃぇくっ くぇ おけくちう う こさっあょう - ]さっょくけ

2 ╆ぇさっあょぇつ う ぉけはょあうは ゃ ちった „╀ぇゅさうかっく“ - ]さっょくけ

5 〈なおぇつ - ]さっょくけ すったくうつっしおけ-すっおしすうかくぇ すったくうおぇ

2 ╉けきこかっおすけゃぇつ - ]さっょくけ すったくうつっしおけ-すっおしすうかくぇ すったくうおぇ

3 ‶さっょぇつ - ¨しくけゃくけ, しさっょくけ

1 ╋けくすぬけさ, っかっおすさけけぉけさせょゃぇくっ - ]さっょくけ しこっちうぇかくけ-っかっおすさけすった-
くうおぇ, っかっおすさけけぉいぇゃっあょぇくっ, けこうす

1 ╄かっおすさけすったくうお - ]さっょくけ しこっちうぇかくけ - っかっおすさけけぉいぇゃっあょぇくっ, 
っか.すったくうお, 3 ゅ. けこうす 

2 ]けくょぬけさ - ]さっょくけ, てけそ.おくうあおぇ おぇす.“╁“ うかう „]“, さぇぉけすけょぇすっかは 
こさっょかぇゅぇ けぉせつっくうっ

1 ¨こっさぇすけさ, こぇさくう う ゃけょけゅさっえくう しなけさなあっくうは ̈ しくけゃくけ, ょけおせきっくす 
いぇ けゅくはさ, さぇぉけすぇ し ゅぇい う きっすぇく, 1 ゅ. しすぇあ

1 ╋けくすぇあくうお, たかぇょうかくう う おかうきぇすうつくう うくしすぇかぇちうう - ]さっょくけ, けこうす 
こけ こさけそっしうはすぇ

1 〈ぇこうちっさ - ¨しくけゃくけ, けこうす おぇすけ すぇこうちっさ

1 》うゅうっくうしす - ]さっょくけ

〈さぇえくけ くっいぇっすう しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ おなき 26.02.2013 ゅ.
╀のさけ こけ すさせょぇ – ゅさ. ╉ぇいぇくかなお くはきぇ けぉはゃっくう すさぇえくけ くっいぇっすう しゃけ-
ぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ.

╆ぇぉっかっあおぇ: ]なゅかぇしくけ つか.13 ぇか.2 けす ‶‶╆′╆, ╃うさっおちううすっ ”╀のさけ 
こけ すさせょぇ” けぉはゃはゃぇす しこうしなお くぇ しゃけぉけょくうすっ さぇぉけすくう きっしすぇ ぉっい けこけ-
ゃっしすはゃぇくっ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは う くっゅけゃうは ぇょさっし. ╉かうっくすうすっ くぇ ╃╀〈 
╉ぇいぇくかなお きけゅぇす ょぇ こけかせつぇす こなかくぇ うくそけさきぇちうは いぇ しゃけぉけょくうすっ さぇ-
ぉけすくう きっしすぇ けす すさせょけゃうすっ こけしさっょくうちう う くぇ すっかっそけくう 0431/64456 
う 64592, ぇおけ けすゅけゃぇさはす くぇ ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ う 
うきぇす さっゅうしすさぇちうは おぇすけ ぇおすうゃくけ すなさしっとう さぇぉけすぇ.

╃╇[╄╉『╇ぅ “╀ぃ[¨ ‶¨ 〈[〉╃┿” - ╉┿╆┿′╊‒╉
╀〉╊. “┿╊. ╀┿〈╄′╀╄[╂” わ 4, ╄〈. 4

╉┿╆┿′╊‒╉ 6100

いぇ おけくすぇおすう すっか. 0431 / 64592
e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

がごづぎとぴごé
“ゐùづだ ぢだ どづばがん” – とんげんぞずぺと

でゑだゐだがぞご づんゐだどぞご ぜぎでどん  
とぺぜ 21.02.2013 Ç.

しう おぇさすうくぇ, し おけはすけ とっ せつぇしすゃぇ ゃ V┶┶-は くぇちうけくぇかっく おけくおせさし „′ぇしかっょくうちう くぇ ╃っつおけ 
〉いせくけゃ”. ╃けゅけょうくぇ きかぇょうすっ すぇかぇくすう とっ さうしせゃぇす くぇ すっきぇ „′ぇさうしせゃぇえ きう きっつすぇ”.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ゐíëÜ½ñöéë

Кристиян получава наградата си от 

Петя Минекова - директор на НГПИД

] 2% こけ-きぇかおけ  しぇ つせあょっしすさぇくくうすっ うくゃっしすうちうう ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ こさっい 2011 ゅけ-
ょうくぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し 2010-すぇ. 562 きかく. っゃさけ しぇ こさっおうすっ つせあょっしすさぇくくう うくゃっし-

すうちうう ゃ こさっょこさうはすうはすぇ けす くっそうくぇくしけゃうは しっおすけさ くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ いぇ 2011 
ゅ. こけ ょぇくくう くぇ ′]╇, こせぉかうおせゃぇくう ゃ ゅけょうてくうは けすつっす いぇ 2012 ゅ. 
′ぇえ-ゅけかはきぇ っ しすけえくけしすすぇ くぇ くぇこさぇゃっくうすっ つせあょっしすさぇくくう うくゃっしすうちうう ゃ こさけきうて-

かっくけしすすぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ - 465 きかく. っゃさけ, う ゃ しっおすけさぇ くぇ せしかせゅうすっ (すなさゅけゃうは, さっ-
きけくす くぇ ぇゃすけきけぉうかう う きけすけちうおかっすう, すさぇくしこけさす, しおかぇょうさぇくっ う こけとう, たけすっかうっさしすゃけ 
う さっしすけさぇくすぬけさしすゃけ) - 35 きかく. っゃさけ. ‶さっい 2011 ゅ. すっいう ょっえくけしすう いぇっょくけ そけさきうさぇす 
89% けす けぉとうは けぉっき くぇ つせあょうすっ うくゃっしすうちうう, ぇ けすくけしうすっかくうはす うき ょはか けぉとけ くぇきぇ-
かはゃぇ し 1.8 こせくおすぇ しこさはきけ こさっょたけょくぇすぇ ゅけょうくぇ. ╁ しっおすけさ „]すさけうすっかしすゃけ” こさっおうすっ 
つせあょっしすさぇくくう うくゃっしすうちうう しぇ くぇさぇしくぇかう し 28.9% ゃ しさぇゃくっくうっ し 2010 ゅ. う しぇ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 21 きかく. eゃさけ. 
╃ぇくくうすっ いぇ しすさぇくぇすぇ しなとけ こけおぇいゃぇす すぇいう すっくょっくちうは: こさっおうすっ つせあょっしすさぇくくう うく-

ゃっしすうちうう こけおぇいゃぇす くぇきぇかっくうっ いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈っ しぇ しこぇょくぇかう ょけ 1.39 きかさょ. 
っゃさけ こさう 1.74 きかさょ. っゃさけ こさっい 2011 ゅ. ]こけさっょ しすぇすうしすうおぇすぇ, しぇきけ こさっい ょっおっきゃさう 
けす しすさぇくぇすぇ しぇ ういすっゅかっくう おぇこうすぇかう ゃ さぇいきっさ くぇ 96.7 きかく. かゃ. ¨そうちうぇかくうすっ ょぇくくう 
くぇ ╀′╀ こけおぇいゃぇす, つっ し っょくぇ つっすゃなさす くぇきぇかはゃぇす ゃかけあっくうはすぇ ゃ けしくけゃっく おぇこうすぇか 
– ょけ 933 きかく. っゃさけ. ╇きっくくけ すっいう ゃかけあっくうは しっ けすつうすぇす いぇ ゃぇあくう いぇさぇょう すけゃぇ, つっ 
こけおぇいゃぇす ょなかゅけしさけつくう くぇきっさっくうは. ] 29 くぇ しすけ ょけ 96 きかく. っゃさけ しこぇょぇす さっうくゃっしすう-
さぇくうすっ こっつぇかぉう. [なしす うきぇ っょうくしすゃっくけ こさう ゃなすさってくけそうさきっくけすけ おさっょうすうさぇくっ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ おけきこぇくうう けす いぇょゅさぇくうつくうすっ うき ちっくすさぇかう. ]せきぇすぇ こけ すけゃぇ こっさけ っ 368 
きかく. っゃさけ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

ょっか – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ (せか. „]ゃ. ╉くはい ╀けさうし” 55).
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〉╊ 》《′╇《]っ╇╅〈 ╉╅ 〈¨ ╊ 【『】╉〉《
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 』てそみせさあ そて 1/120:

【み か きかせあ, さそみてそ せみすあ さあさ おあ せか くあいかしかきけの
╃けさう ゃなゃ ゃなさゃけかうちぇすぇ 

こなしすさう きぇさすっくうつぇさう, 
おけうすけ すっいう ょくう しぇ せおさぇしうかう  
おぇいぇくかなておうは こかけとぇょ.  
╆ぇさぇょう ゃっょさぇすぇ せしきうゃおぇ, 

けこすうきういきぇ, おけえすけ しすさせう けす 
けしぇくおぇすぇ え, けす きかぇょっあおけすけ え 
ういかなつゃぇくっ う っくっさうゅはすぇ, おけは-

すけ うょゃぇ けす くっは. ╉ぇすけ ゃ こっ-
しっくすぇ: しかなくつっゃぇ う かなつっいぇさ-
くぇ -おぇすけ きぇさすっくうちうすっ, おけうすけ 
っ くぇさっょうかぇ くぇ しゃけは すっいゅはた. 
] うょっはすぇ ょぇ いぇさぇょゃぇす くっつうっ 
けおけ う しなさちっ. 
]こけさすくぇすぇ え う いぇこぇいっくぇ 

そうゅせさぇ ういょぇゃぇ きけきうつっすけ ぉっい 
ゃないさぇしす ゃ くっは. ╁ しなとけすけ ゃさっ-
きっ う さっしこっおすうさぇ, おけっすけ こなお 
っ いくぇお けす おうかけきっすなさ いぇ すけゃぇ, 
つっ っ ぉうすおぇょあうは. ]なたさぇくうか 
たなしぇ しう いぇ しこけさすくう こけぉっょう う 
ゃ あうゃけすぇ. ′っ しっ ょぇゃぇ かっしくけ. 
′ぇ すさせょくけしすうすっ う くぇ こさっょうい-
ゃうおぇすっかしすゃぇすぇ, おけうすけ っあっ-
ょくっゃうっすけ しっさゃうさぇ.
╃けぉなさ しこさうくすぬけさ っ くぇ おなしう 

さぇいしすけはくうは: う ゃ しこけさすぇ, う ゃ 
あうゃけすぇ. ′っ こさぇゃう ょぇかっつくう 
こかぇくけゃっ, くけ いぇ しきっすおぇ くぇ 
すけゃぇ しっ しすぇさぇっ ょぇ あうゃっっ こなか-
くけちっくくけ ゃしっおう きうゅ. ╆ぇすけゃぇ 
けぉうつぇ う おさぇしけすぇすぇ. ╁なゃ ゃしうつ-
おうすっ え そけさきう. 〈ゃなさょう, つっ 
いぇすけゃぇ くっ しぇ くせあくう すけかおけゃぇ 
こぇさう, おけかおけすけ あっかぇくうっ う けつう 
いぇ おさぇしうゃけすけ ゃ あうゃけすぇ. 

〈ぇおぇ しっ しこさうはすっかうかぇ う し 
つっさゃっくけ-ぉはかぇすぇ おさぇしけすぇ 

ゃ あうゃけすぇ
こさっょう 5-6 ゅけょうくう,

おけゅぇすけ ゃっつっさうすっ え しすぇくぇかう 
しぇきけすくう う ょなかゅう, こけさぇしくぇ-
かうすっ え ょゃぇきぇ しうくけゃっ こけっかう 
こけ しゃけう こなすうとぇ, ぇ しなこさせゅなす 
- くぇしすけはと ぇさしっくぇかっち, ぉうか くぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ょさせゅ ゅさぇょ. 
〈けゅぇゃぇ ぉうゃてぇすぇ しこけさすうしすおぇ 

]すけはくおぇ 《うかうこけゃぇ けすおさう-
かぇ きぇさすっくうつぇさしすゃけすけ. ╉ぇすけ 
たけぉう う ぇくすうしすさっし たぇこつっ. 
╉ぇすけ こけかっいっく さっかぇおし, こさう 
すけゃぇ ゅぇさくうさぇく し おさぇしけすぇ. 
╃くっし すゃなさょう, つっ し すけゃぇ ぉぇ-
かぇくしうさぇ ょせた う たさぇくう ょせてぇ, 

きぇおぇさ ょぇ “こさけういゃっあょぇ” こけつ-
すう こさけきうてかっくう おけかうつっしすゃぇ 
きぇさすっくうちう. ╁しはおぇ, けぉぇつっ, 
しぇきぇ いぇ しっぉっ しう おさぇしうゃぇ う 
せくうおぇかくぇ. ′ぇ しっいけく いぇこかう-
すぇ こけ 2000-2100 きぇさすっくうちう, 
おぇすけ うき こけしゃっとぇゃぇ つぇしけゃっ 
う しかっょ こけかせくけと. ╂けさょぇ っ けす 

そぇおすぇ, つっ しすけおぇすぇ え くっ “いぇかっ-
あぇゃぇ”, いぇとけすけ ょけ しかっょゃぇとうは 
きぇさす くっ けしすぇゃぇ う きぇさすっくうちぇ. 
╁しうつおけ しっ こさけょぇゃぇ. ¨すょっかくけ 
おうつう し こけくっ 150 きぇさすっくうちう 
こさうはすっかう う おけかっゅう.

]すぇさぇっ しっ
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ ょぇ うきぇ くけゃう 

きけょっかう う
こさっょかけあっくうは,

いぇとけすけ おけくおせさっくちうはすぇ う ゃ 
すけいう ぉういくっし くっ しこう, おぇいゃぇ くぇ 
てっゅぇ きぇえしすけさおぇすぇ くぇ きぇさすっ-
くうちう, ゅけさょぇ し そぇおすぇ, つっ きう-
くぇかぇすぇ こさけかっす うきっくくけ くっえくう 
きぇさすっくうちう おさぇしうかう おぇぉうくっ-
すうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ 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 そうさきぇすぇ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ╋くけゅけ しう 
ゅう たぇさっしゃぇき すっいう ょさなゃつっすぇ 
し きぇさすっくうつおう, しこけょっかは いぇ 
“〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” きぇさすっ-
くうつぇさおぇすぇ ]すけはくおぇ. ╇ すぇいう 
ゅけょうくぇ こぇお し かのぉけゃ っ せゃうかぇ 
ょさなゃつっすぇすぇ, おけうすけ こけおさぇえ 
こさぇいくうおぇ しっ たぇさつぇす おぇすけ すけ-
こなか たかはぉ.  
╇きぇ, けぉぇつっ, う くけゃう きけょっ-

かう, おぇいゃぇ し さぇょけしす  すは, おけうすけ 
ぉうかう たうす しさっょ ぉなかゅぇさうすっ ゃ 
つせあぉうくぇ. ╀かういおうすっ うき おせこせ-
ゃぇかう こさっこかっすっくうすっ ゃなさぉけゃう 
ゃっくちう, せおさぇしっくう し つっさゃっ-
くけ-ぉはか おけくっち う きぇかおうすっ ぉせ-
おっすつっすぇ けす あうすくう おかぇしけゃっ し 
せゃうすぇ きぇさすっくうちぇ おぇすけ ちっかけ-
ゅけょうてっく すぇかうしきぇく いぇ いょさぇゃっ 
う ょけぉさけ. 
]ぇきぇ ういきうしかは きけょっかうすっ しう, 

せおさぇてっくうはすぇ こけ すはた, おけき-
ぉうくうさぇ し さぇいかうつくう そけさきう う 
ょあせくょあせさうえおう, し おけうすけ ょぇ 
ゅう しなつっすぇっ う こさっょかぇゅぇ きぇさ-
すっくうちぇ くぇ こぇいぇさぇ, しぇきけ ぇおけ 
くぇ くっは かうつくけ え たぇさっしぇ. ╁なゃ 

ゃしはおぇ ういさぇぉけすっくぇ けす くっは 
きぇさすっくうちぇ ゃこかうすぇ こけ くっとけ 
けす くぇしすさけっくうっすけ しう, けす あっ-
かぇくうっすけ う くぇょっあょうすっ しう. 
╆ぇとけすけ つけゃっお っ ょけぉさっ, ぇおけ 
すっいう, おけうすけ しぇ けおけかけ くっゅけ しぇ 
ょけぉさっ, っ っょくぇ けす しなたさぇくは-
ゃぇとうすっ は かうつくう そうかけしけそうう 

くぇ きぇさすっくうつぇさおぇすぇ ]すけはくおぇ 
- いぇ きうくせゃぇつうすっ けす こかけとぇょ 
“]っゃすけこけかうし” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

╇ しすぇすうしすうつおぇすぇ
]すけはくおぇ 《うかうこけゃぇ - いぇ 
おけかっゅうすっ え けす ちったけゃっすっ 
120 う 130 くぇ ╆ぇゃけょ 1

ゃ “┿さしっくぇか” 

]ゃっあうは しう ゃなくてっく ゃうょ う 

きけきうつっておけ ういかなつゃぇくっ おなすぇ 
し たけょっくっ, せきくけ たさぇくっくっ – う 

すけ くぇゃさっきっ, きぇかおけ ゅうきくぇしすう-
おぇ, 20 かうちっゃう けこけさう う 100 
おけさっきくう こさっしう ょくっゃくけ. ‶さう-
いくぇゃぇ, つっ ゃしはおぇ あっくぇ きけあっ 
ょぇ ういゅかっあょぇ ょけぉさっ う いぇすけゃぇ 
くっ しぇ くせあくう くうすけ しおなこう せさっ-
ょう, くうすけ しおなこう おけいきっすうおう. 
‶け-きぇかおけ たさぇくぇ, くうおぇおゃう 
ちうゅぇさう, こけくっ 2 おうかけきっすさぇ 
たけょっくっ こってぇ ゃしっおう ょっく, こけ-
いうすうゃくう きうしかう う きかぇょう たけさぇ 
けおけかけ すっぉ. 〈けゃぇ しぇ こさけしすうすっ 
すぇえくう くぇ  ]すけはくおぇ 《うかうこけ-
ゃぇ. ′ぇゃなさてうかぇ くぇ てっゅぇ う 
おぇすけ くぇきうゅぇくっ おなき しなょぉぇすぇ 
しゃけうすっ こさっおさぇしくう 56  すっいう 
ょくう.  
′はおけゅぇてくぇすぇ ゃないこうすぇくうつおぇ 

くぇ すさっくぬけさぇ ‶っすなさ [ぇたきぇく-
かうっゃ, つぇしす けす “いかぇすくけすけ こけ-
おけかっくうっ” ╊のすゃはく ╋けかかけゃぇ, 
╃っすっかうく ╋ぇしかけゃ, ╃けくおぇ ‶っ-
っゃぇ う ╈けゃおぇ ╋うかっゃぇ, こけこぇ-
ょぇ ゃ “┿さしっくぇか” こさっょう... 33 
ゅけょうくう. ′っ っ こさっょこけかぇゅぇ-
ゅぇかぇ, つっ とっ っ いぇゃうくぇゅう. ╆ぇ 
おさぇすおけ しぇきけ しきっくは ╉ぇいぇく-
かなお し ╂ぇぉさけゃけ, けすおなょっすけ っ 
しなこさせゅなす ]すけはく 《うかうこけゃ - 
こさけそっしうけくぇかっく すさっくぬけさ こけ  
そせすぉけか, しっゅぇ しなとけ つぇしす けす 
ぇさきうはすぇ ぇさしっくぇかちう.  

]こさうくすぬけさおぇすぇ くぇ
400 きっすさぇ いぇこけつゃぇ

ゃ “┿さしっくぇか”
おぇすけ そういおせかすせさくうお 

こさう  ょけぇえっくぇ くぇ しこけさすくぇ-
すぇ ておけかぇ ゃ “┿さしっくぇか” ╋ぇかつけ 
╇ゃぇくけゃ. 〈せお ょゃぇきぇすぇ しっ いぇ-
くうきぇゃぇす し きぇしけゃうは しこけさす ゃ 
“┿さしっくぇか”. ¨す すけいう こっさうけょ 
っ ゅけかはきぇすぇ ゅけさょけしす: 4 こなすう 
“┿さしっくぇか” しすぇゃぇ おけかっおすうゃっく 
さっこせぉかうおぇくしおう てぇきこうけく 
ゃ くぇちうけくぇかくけすけ しなしすっいぇ-
くうっ “╆ょさぇゃう, しうかくう, さぇぉけ-
すけしこけしけぉくう”. ╇きぇたきっ きくけゅけ 
しなしすっいぇくうは, すせさくうさう, ゃしは-
おぇ けぉっょくぇ こけつうゃおぇ しこけさす-

くぇ ゅうきくぇしすうおぇ こけ ちったけゃっすっ, 
くけ う たけさぇすぇ ぉはたぇ こけ-いょさぇ-
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‶さっょこけかぇゅぇ しっ ょけさう, つっ ょゃけえおぇすぇ - かうしうちぇ う かうしせゅっさ, ゃっつっ うきぇす う こけおけかっくうっ - 
きぇかおけ かうしうつっ, いぇ おけっすけ さぇぉけすくうちうすっ けす いぇゃけょ 5 ょけこせしおぇす, つっ さけょうすっかうすっ くけしはす 
たさぇくぇ. 
╊うしうつっすけ しっきっえしすゃけ うょゃぇ しなゃしっき ぉかういけ ょけ ゃたけょぇ くぇ おけさこせしぇ くぇ いぇゃけょぇ, けぉうおぇかは 

おさぇえ „つっさゃっくうは しぇかけく” う しっ つせゃしすゃぇ しなゃしっき おぇすけ せ ょけきぇ しう ゃ こぇさおけゃっすっ くぇ „┿さしっ
くぇか”, おけうすけ いぇこけつゃぇす ょぇ くぇこけきくはす いけけこぇさお, こさっょゃうょ おぇすっさうつおうすっ, きくけゅけぉさけえくうすっ 
こすうちう, けたさぇくっくうすっ おせつっすぇ, ぇ しっゅぇ ゃっつっ う かうしうちうすっ, てっゅせゃぇす しっ ぇさしっくぇかちう. ′はおけう 
けす すはた けとっ こけきくはす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ しなさくうつおう おさなしすけしゃぇす こけかはくうすっ う ゅけさうつおうすっ くぇ 
いぇゃけょうすっ, おけくっ ょなさこぇす おぇさせちう し こさけょせおちうは, ぇ ゃ くぇえ-ゅけさっとうすっ かっすくう ょくう すせお しっ 
ゃうあょぇす ょけさう う いきうう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
ゃう, こけ-きけすうゃうさぇくう, うきぇてっ 
おけかっおすうゃっく ょせた, あっかぇくうっ, 
うょっぇかういなき くはおぇおなゃ, ぇ しっゅぇ っ 
ょさせゅけ ゃさっきっ, ゃさなとぇ しっ くぇいぇょ 
ゃ ゅけょうくうすっ しこけさすうしすおぇすぇ. 
╊うつう え, つっ ぉけかっっ いぇ こけ-

ゃったくぇかぇすぇ くう しこけさすくぇ しかぇゃぇ 
ょくっし う いぇさぇょう こけゃしっきっしすくぇすぇ 
おけきっさしうぇかういぇちうは くぇ あうゃけすぇ 
う ゃ つぇしすくけしす くぇ しこけさすぇ. ]こけさ-
すせゃぇ しっ けしくけゃくけ いぇ こぇさう, ぇ 
くっ すけかおけゃぇ いぇ いょさぇゃっ, きっょぇ-
かう, こさっしすうあ. ′うっ ぉはたきっ おぇすけ 
つっ かう ゅけかっきう うょっぇかうしすう, 
さぇいしなあょぇゃぇ くぇ ゅかぇし ]すけはくおぇ 
《うかうこけゃぇ. 
]かっょ おぇすけ いぇゃなさてゃぇ きっ-

たぇくけすったくうおせきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
こけっきぇ う おなき くはおけゅぇてくぇ-
すぇ っかうすくぇ しこけさすくぇ ておけかぇ 
おなき ╁╇《, しっゅぇ ′ぇちうけくぇかくぇ 
しこけさすくぇ ぇおぇょっきうは. ╁ こさけそっ-
しうけくぇかくぇすぇ しう ぉうけゅさぇそうは  しっ 
っ いぇくうきぇゃぇかぇ し ゃしうつおう ゃうょけ-
ゃっ しこけさす, し ういおかのつっくうっ くぇ 
てぇたきぇす. ‶さぇゃったきっ すけゃぇ いぇ 
せょけゃけかしすゃうっ, いぇさぇょう たなしぇ う 
あっかぇくうっすけ いぇ こけぉっょぇ, おぇいゃぇ 
しすぇすうしすうつおぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 1. 
] せきうかっくうっ しう しこけきくは, つっ 

“いぇしかせあうかぇ” こなさゃうは しう 
しうかけくけゃ ぇくちせゅ
しなし しこっつっかっくう

4 いかぇすくう きっょぇかぇ けす
¨おさなあくけ こなさゃっくしすゃけ. 

╆ぇすけゃぇ せゃぇあぇゃぇ たけさぇすぇ, 
おけうすけ こけしすうゅぇす くっとぇすぇ し 
すさせょ う こけしすけはくしすゃけ. ╇ ょけこせし-
おぇ すぇおうゃぇ ょけ しっぉっ しう: けすおさうす 
う てうさけおけ しおさけっく つけゃっお しなき, 
けこすうきうしす, おぇいゃぇ ]すけはくおぇ 《う-
かうこけゃぇ. ╇ くっ おさうっ, つっ つっし-
すけ ゃ ょけきぇ え ゅけしすせゃぇす きかぇょう 
たけさぇ, こさうはすっかう くぇ しうくけゃっすっ 
え - [けしっく う ′うおけかぇえ 《うかうこけ-
ゃう, くぇきっさうかう くけゃうは しう ょけき う 
さぇぉけすぇ ゃ ╋ぇかすぇ. 】ぇしすかうゃぇすぇ 
きぇえおぇ くっ おさうっ さぇょけしすすぇ しう けす 
そぇおすぇ, つっ う ょゃぇきぇすぇ しぇ こけし-
ゃっすうかう あうゃけすぇ しう う こさけそっ-
しうはすぇ しう くぇ しこけさすぇ. 
¨すゃなょ  しっきっえしすゃけすけ, いぇ ぉう-

ゃてぇすぇ しこけさすうしすおぇ う くぇしすけはと 
けすつっすくうお-しすぇすうしすうお こけ すさせょぇ, 
おぇおゃけすけ っ こなかくけすけ くぇうきっくけ-
ゃぇくうっ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ え 
さぇぉけすぇ ゃ “┿さしっくぇか”, あうゃけすなす 
うきぇ う ょさせゅう こさっおさぇしくう ういきっ-
さっくうは. 〈ゃなさょう すけゃぇ し ちはかけすけ 
かなつっいぇさうっ くぇ しゃけはすぇ こさうさけ-
ょぇ う くっ しっ しおなこう くぇ ゃさっきっ いぇ 
しっぉっ しう. ╉けゅぇすけ うきぇ すぇおけゃぇ, 
ゅけ こけしゃっとぇゃぇ くぇ たせぉぇゃぇ おくう-
ゅぇ, しこけさすくけ こさっょぇゃぇくっ, さぇい-
たけょおぇ しさっょ こさうさけょぇすぇ - つぇしす 
けす くっえくうは そういうつっしおう う ょせたけ-
ゃっく さっかぇおし. ′っ しぇきけ いぇとけすけ 
しこけさすせゃぇ ぇおすうゃくけ ょけ 36-すぇすぇ 
しう ゅけょうくぇ, ぇ いぇとけすけ うきぇ しゃけは 
かうつくぇ そうかけしけそうは いぇ けこぇいゃぇ-
くっ くぇ ょせてぇすぇ  くぇ きけきうつっすけ ゃ  
あっくぇすぇ. 

′っ こけいゃけかはゃぇき
ょぇ きう っ すさせょくけ,
くっ しっ こさっょぇゃぇき,

しこけょっかは けすおさけゃっくけ きぇえ-
しすけさおぇすぇ くぇ きぇさすっくうちう ]すけ-
はくおぇ, かっおけぇすかっすおぇすぇ, おけはすけ 
ゃしっおう ょっく こさっきうくぇゃぇ ぇさしっ-
くぇかしおうは こけさすぇか. ╁っつっ 33 ゅけ-
ょうくう. 

                   
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

【っしすゅけょうてくうはす ╉さうしすうはく ╉けえ
つっゃ, ゃないこうすぇくうお くぇ ぇさしっくぇかしおぇ
すぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ”, ぉっ 
けすかうつっく し くぇゅさぇょぇ ゃ V┶-は くぇちうけ
くぇかっく おけくおせさし いぇ きかぇょう すぇかぇく
すう くぇ ういけぉさぇいうすっかくけすけ ういおせしすゃけ 
„′ぇしかっょくうちう くぇ ╃っつおけ 〉いせくけゃ”. 
╉さうしすうはく こけかせつう しこっちうぇかくぇ ゅさぇ
きけすぇ けす けさゅぇくういぇすけさうすっ - ′ぇちうけ
くぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは こけ こかぇしすうつくう 
ういおせしすゃぇ う ょういぇえく „┿おぇょ. ╃っ
つおけ 〉いせくけゃ”. ╋ぇかおうはす たせょけあくうお 
せつぇしすゃぇ いぇ こなさゃう こなす ゃ おけくおせさしぇ, 
おぇすけ ゃないこうすぇくうお くぇ しこっちうぇかくぇすぇ 
ゅさせこぇ こけ ういけぉさぇいうすっかくけ ういおせしすゃけ 
ゃ いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ, さなおけゃけょっくぇ けす 
たせょけあくうつおぇすぇ 『ゃっすぇくぇ ╁うすおけゃぇ. 
╉さうしすうはく こけかせつう くぇゅさぇょぇすぇ いぇ 

しゃけはすぇ すゃけさぉぇ う ぉっ ぉせさくけ ぇこかけょう
さぇく けす しこっちうぇかくぇ ゅさせこぇ けす „╀せさぇ
すうくけ”, ょけてかぇ ょぇ しこけょっかう さぇょけしす
すぇ きせ. ╉ぇすけ こさけたけあょぇと すぇかぇくす ゃ 
ういけぉさぇいうすっかくけすけ ういおせしすゃけ, ╉さうし
すうはく ょぇょっ う こなさゃけすけ しう うくすっさゃの 
いぇ きっしすくぇすぇ すっかっゃういうは ‶さっしし 〈╁, 
ゃ おけっすけ しこけょっかう, つっ けす ゃしうつおけ 
くぇえ-きくけゅけ けぉうつぇ ょぇ さうしせゃぇ „こさう
さけょぇすぇ う こっこっさせょう”. 
′ぇっしっく ╉さうしすうはく とっ っ せつっくうお 

ゃ こなさゃう おかぇし, くけ けとっ けすしっゅぇ とっ 
きうしかう いぇ しのあっすぇ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ 

だ ゐ é ゑ ん 
¨ぉかぇしすっく ゃけっくっく けすょっか – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ くぇぉうさぇ おぇくょうょぇすう いぇ ょけぉさけゃけかくうは さっいっさゃ くぇ 

ぇさきうはすぇ しなゅかぇしくけ ╆ぇこけゃっょ くぇ きうくうしすなさぇ くぇ けすぉさぇくぇすぇ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは わ ¨》 – 
889 けす 21.12.2012 ゅ.
╃けおせきっくすう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ しっ こけかせつぇゃぇす けす ¨ぉかぇしすっく ゃけっくっく けすょっか – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 

/けす こけくっょっかくうお ょけ こっすなお/ うかう けす けそうしぇ ゃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお (せか. „‶ぇうしうえ 》うかっくょぇさしおう” 2) /
こけくっょっかくうお, しさはょぇ う こっすなお/.
╉さぇっく しさけお いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ ゅけすけゃうすっ ょけおせきっくすう – 28.03.2013 ゅ. ゃ ¨ぉかぇしすっく ゃけっくっく けす
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1 ╊っおぇさ, こせかきけかけゅ - ╁うしてっ きっょうちうくしおけ-こせかきけかけゅうは

1 ╊っおぇさ, ゃなすさってくう ぉけかっしすう - ╁うしてっ きっょうちうくしおけ-ゃなすさってくう ぉけかっしすう

1 ╊っおぇさ, けぉさぇいくぇ ょうぇゅくけしすうおぇ - ╁うしてっ きっょうちうくしおけ-けぉさぇいくぇ ょう
ぇゅくけしすうおぇ

1 ╊っおぇさ, そういうおぇかくぇ う さったぇぉうかうすぇちうけくくぇ きっょうちうくぇ - ╁うしてっ きっ
ょうちうくしおけ - そういうおぇかくぇ う さったぇぉうかうすぇちうけくくぇ きっょうちうくぇ うかう くっゃさけ
かけゅうは う けさすけこっょうは

1 〉つうすっか こけ ぇくゅかうえしおう っいうお - ╁うしてっ - ぉぇおぇかぇゃなさ

1 〉つうすっか こけ ぉうけかけゅうは う いょさぇゃくけ けぉさぇいけゃぇくうっ - ╁うしてっ - ぉぇおぇかぇゃなさ

1 ╇くあっくっさ, おけくしすさせおすけさ - ╁うしてっ-きぇてうくっく うくあっくっさ, けこうす こけ こさけ
そっしうはすぇ, さぇぉけすぇ し Auto Cad うかう Solid Works

1 ╄かっおすさけうくあっくっさ - ╁うしてっ-っかっおすさけうくあっくっさ, おけきこのすなさくう せきっくうは

1 ′ぇしすさけえつうお, きっすぇかけけぉさぇぉけすゃぇとう きぇてうくう し ちうそさけゃけ せこさぇゃかっ
くうっ - ]さっょくけ すったくうつっしおけ 

1 〈ったくうつっしおう さなおけゃけょうすっか, しすさけうすっかしすゃけ - ╁うしてっ, しさっょくけ - しすさけ
うすっかくぇ しこっちうぇかくけしす

1 《ういうお - ╁うしてっ-そういうおぇ, きっすぇかせさゅうは, きっすぇかけいくぇくうっ, きっすぇかけゅさぇ
そうは, おけきこのすなさくう せきっくうは

1 ]なすさせょくうお ゃ すなさゅけゃしおう けすょっか - ╁うしてっ すったくうつっしおけ うかう うおけくけきう
つっしおけ, けこうす ゃ すなさゅけゃうはすぇ, おけきこのすなさくう せきっくうは

30 ¨しうゅせさうすっかっく こけしさっょくうお - ╁うしてっ うかう しさっょくけ, おけきせくうおぇすうゃくけしす

1 〈ったくうつっしおう しなすさせょくうお - ]さっょくけ, おけきこのすなさくう せきっくうは

32 ╃けきぇてっく こけきけとくうお - ]さっょくけ

1 ‶さけょぇゃぇつ - おけくしせかすぇくす ゃ ょさけゅっさうは - ╁うしてっ, こけかせゃうしてっ きっょう
ちうくしおけ-きっょ.しっしすさぇ うかう そっかょてっさ

6 ]っさゃうすぬけさ - ]さっょくけ, おゃぇかうそうおぇちうは うかう けこうす, あっかぇすっかくけ ゃかぇ
ょっっくっ くぇ  つせあょ っいうお

2 ╀ぇさきぇく - ]さっょくけ, けこうす

1 《さういぬけさ  -]さっょくけ, 1 ゅ. しすぇあ

2 ╋ぇくうおのさうしす - ]さっょくけ, ょけおせきっくす いぇ きぇくうおのさうしす うかう けこうす こけ 
こさけそっしうはすぇ

20 [ぇぉけすくうお, しゅかけぉはゃぇくっ くぇ ょっすぇえかう - ¨しくけゃくけ, しさなつくけしす

1 ╋けくすぇあくうお, ういょっかうは けす きっすぇか - ╁うしてっ, しさっょくけ すったくうつっしおけ, 5 ゅ. 
しすぇあ ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ

43 ¨こぇおけゃぇつ - ¨しくけゃくけ

11 ╋ぇてうくっく けこっさぇすけさ, こさっしせおゃぇくっ くぇ おけくちう う こさっあょう - ]さっょくけ

2 ╆ぇさっあょぇつ う ぉけはょあうは ゃ ちった „╀ぇゅさうかっく“ - ]さっょくけ

5 〈なおぇつ - ]さっょくけ すったくうつっしおけ-すっおしすうかくぇ すったくうおぇ

2 ╉けきこかっおすけゃぇつ - ]さっょくけ すったくうつっしおけ-すっおしすうかくぇ すったくうおぇ

3 ‶さっょぇつ - ¨しくけゃくけ, しさっょくけ

1 ╋けくすぬけさ, っかっおすさけけぉけさせょゃぇくっ - ]さっょくけ しこっちうぇかくけ-っかっおすさけすった
くうおぇ, っかっおすさけけぉいぇゃっあょぇくっ, けこうす

1 ╄かっおすさけすったくうお - ]さっょくけ しこっちうぇかくけ - っかっおすさけけぉいぇゃっあょぇくっ, 
っか.すったくうお, 3 ゅ. けこうす 

2 ]けくょぬけさ - ]さっょくけ, てけそ.おくうあおぇ おぇす.“╁“ うかう „]“, さぇぉけすけょぇすっかは 
こさっょかぇゅぇ けぉせつっくうっ

1 ¨こっさぇすけさ, こぇさくう う ゃけょけゅさっえくう しなけさなあっくうは ̈ しくけゃくけ, ょけおせきっくす 
いぇ けゅくはさ, さぇぉけすぇ し ゅぇい う きっすぇく, 1 ゅ. しすぇあ

1 ╋けくすぇあくうお, たかぇょうかくう う おかうきぇすうつくう うくしすぇかぇちうう - ]さっょくけ, けこうす 
こけ こさけそっしうはすぇ

1 〈ぇこうちっさ - ¨しくけゃくけ, けこうす おぇすけ すぇこうちっさ

1 》うゅうっくうしす - ]さっょくけ

〈さぇえくけ くっいぇっすう しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ おなき 26.02.2013 ゅ.
╀のさけ こけ すさせょぇ – ゅさ. ╉ぇいぇくかなお くはきぇ けぉはゃっくう すさぇえくけ くっいぇっすう しゃけ
ぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ.

╆ぇぉっかっあおぇ: ]なゅかぇしくけ つか.13 ぇか.2 けす ‶‶╆′╆, ╃うさっおちううすっ ”╀のさけ 
こけ すさせょぇ” けぉはゃはゃぇす しこうしなお くぇ しゃけぉけょくうすっ さぇぉけすくう きっしすぇ ぉっい けこけ
ゃっしすはゃぇくっ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは う くっゅけゃうは ぇょさっし. ╉かうっくすうすっ くぇ ╃╀〈 
╉ぇいぇくかなお きけゅぇす ょぇ こけかせつぇす こなかくぇ うくそけさきぇちうは いぇ しゃけぉけょくうすっ さぇ
ぉけすくう きっしすぇ けす すさせょけゃうすっ こけしさっょくうちう う くぇ すっかっそけくう 0431/64456 
う 64592, ぇおけ けすゅけゃぇさはす くぇ ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ う 
うきぇす さっゅうしすさぇちうは おぇすけ ぇおすうゃくけ すなさしっとう さぇぉけすぇ.

╃╇[╄╉『╇ぅ “╀ぃ[¨ ‶¨ 〈[〉╃┿” - ╉┿╆┿′╊‒╉
╀〉╊. “┿╊. ╀┿〈╄′╀╄[╂” わ 4, ╄〈. 4

╉┿╆┿′╊‒╉ 6100

いぇ おけくすぇおすう すっか. 0431 / 64592
e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

がごづぎとぴごé
“ゐùづだ ぢだ どづばがん” – とんげんぞずぺと

でゑだゐだがぞご づんゐだどぞご ぜぎでどん  
とぺぜ 21.02.2013 Ç.

しう おぇさすうくぇ, し おけはすけ とっ せつぇしすゃぇ ゃ V┶┶-は くぇちうけくぇかっく おけくおせさし „′ぇしかっょくうちう くぇ ╃っつおけ 
〉いせくけゃ”. ╃けゅけょうくぇ きかぇょうすっ すぇかぇくすう とっ さうしせゃぇす くぇ すっきぇ „′ぇさうしせゃぇえ きう きっつすぇ”.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ゐíëÜ½ñöéë

] 2% こけ-きぇかおけ  しぇ つせあょっしすさぇくくうすっ うくゃっしすうちうう ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ こさっい 2011 ゅけ
ょうくぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し 2010-すぇ. 562 きかく. っゃさけ しぇ こさっおうすっ つせあょっしすさぇくくう うくゃっし

すうちうう ゃ こさっょこさうはすうはすぇ けす くっそうくぇくしけゃうは しっおすけさ くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ いぇ 2011 
ゅ. こけ ょぇくくう くぇ ′]╇, こせぉかうおせゃぇくう ゃ ゅけょうてくうは けすつっす いぇ 2012 ゅ. 
′ぇえ-ゅけかはきぇ っ しすけえくけしすすぇ くぇ くぇこさぇゃっくうすっ つせあょっしすさぇくくう うくゃっしすうちうう ゃ こさけきうて

かっくけしすすぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ - 465 きかく. っゃさけ, う ゃ しっおすけさぇ くぇ せしかせゅうすっ (すなさゅけゃうは, さっ
きけくす くぇ ぇゃすけきけぉうかう う きけすけちうおかっすう, すさぇくしこけさす, しおかぇょうさぇくっ う こけとう, たけすっかうっさしすゃけ 
う さっしすけさぇくすぬけさしすゃけ) - 35 きかく. っゃさけ. ‶さっい 2011 ゅ. すっいう ょっえくけしすう いぇっょくけ そけさきうさぇす 
89% けす けぉとうは けぉっき くぇ つせあょうすっ うくゃっしすうちうう, ぇ けすくけしうすっかくうはす うき ょはか けぉとけ くぇきぇ
かはゃぇ し 1.8 こせくおすぇ しこさはきけ こさっょたけょくぇすぇ ゅけょうくぇ. ╁ しっおすけさ „]すさけうすっかしすゃけ” こさっおうすっ 
つせあょっしすさぇくくう うくゃっしすうちうう しぇ くぇさぇしくぇかう し 28.9% ゃ しさぇゃくっくうっ し 2010 ゅ. う しぇ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 21 きかく. eゃさけ. 
╃ぇくくうすっ いぇ しすさぇくぇすぇ しなとけ こけおぇいゃぇす すぇいう すっくょっくちうは: こさっおうすっ つせあょっしすさぇくくう うく

ゃっしすうちうう こけおぇいゃぇす くぇきぇかっくうっ いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈っ しぇ しこぇょくぇかう ょけ 1.39 きかさょ. 
っゃさけ こさう 1.74 きかさょ. っゃさけ こさっい 2011 ゅ. ]こけさっょ しすぇすうしすうおぇすぇ, しぇきけ こさっい ょっおっきゃさう 
けす しすさぇくぇすぇ しぇ ういすっゅかっくう おぇこうすぇかう ゃ さぇいきっさ くぇ 96.7 きかく. かゃ. ¨そうちうぇかくうすっ ょぇくくう 
くぇ ╀′╀ こけおぇいゃぇす, つっ し っょくぇ つっすゃなさす くぇきぇかはゃぇす ゃかけあっくうはすぇ ゃ けしくけゃっく おぇこうすぇか 
– ょけ 933 きかく. っゃさけ. ╇きっくくけ すっいう ゃかけあっくうは しっ けすつうすぇす いぇ ゃぇあくう いぇさぇょう すけゃぇ, つっ 
こけおぇいゃぇす ょなかゅけしさけつくう くぇきっさっくうは. ] 29 くぇ しすけ ょけ 96 きかく. っゃさけ しこぇょぇす さっうくゃっしすう
さぇくうすっ こっつぇかぉう. [なしす うきぇ っょうくしすゃっくけ こさう ゃなすさってくけそうさきっくけすけ おさっょうすうさぇくっ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ おけきこぇくうう けす いぇょゅさぇくうつくうすっ うき ちっくすさぇかう. ]せきぇすぇ こけ すけゃぇ こっさけ っ 368 
きかく. っゃさけ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

ょっか – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ (せか. „]ゃ. ╉くはい ╀けさうし” 55).
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90% 《【 》『《‒╊』¨¨【╊...

╅【《〉』[╅【╅ ╆《╈《『《╉¨を╅ 』╊ 
っ╇¨ ╇ [╅′╅〉]ぇぃ[¨ ｠『╅〈

Microsoft たそおさちかたみ つ いしけくそ 50 にけしみおけ おそしあちあ ¨【 とすかせけみてあ せあ 13 にけしみおけ とねかせけぬけ.
╉かぬあてあ せけ - たひちうけ たそ けせてかちせかて-えちあすそてせそつて け たちかおたそつしかおせけ たそ ねかてかせか
′ぇ すっいう きかぇょっあう とっ しっ こさっょけし-

すぇゃう ょけしすなこ ょけ けぉせつっくうっ こけ ╇╉〈, 
けぉせつっくうっ こけ こさっょこさうっきぇつっしすゃけ 
ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ しなし ]すけこぇくしおうは 
そぇおせかすっす くぇ ]〉, おせさしけゃっ いぇ おぇ-
さうっさくけ さぇいゃうすうっ う おけくしせかすぇちうう. 
〈けゃぇ っ こなさゃうはす YouthSpark こさけ-
っおす ゃ しすさぇくぇすぇ. 〈けえ っ っょうく けす 27-
すっ ゅさぇくすぇ くぇ Microsoft YouthSpark 
いぇ きかぇょっあおう くっこさぇゃうすっかしすゃっくう 
けさゅぇくういぇちうう ゃ 25 しすさぇくう ゃ ╄ゃ-
さけこぇ こさっい 2013 ゅ. う つぇしす けす しゃっ-
すけゃくうは ぇくゅぇあうきっくす くぇ おけきこぇくう-
はすぇ ょぇ しっ しないょぇょぇす ゃないきけあくけしすう 
いぇ 300 きうかうけくぇ きかぇょっあう ゃ 100 
しすさぇくう こさっい しかっょゃぇとうすっ すさう ゅけ-
ょうくう.
]すぇさすなす くぇ すけいう ╇〈 こさけっおす っ 

しぇきけ ぉさけっくう ょくう しかっょ ょさせゅけ っゃ-
さけこっえしおけ ういしかっょぇゃくっ, おけっすけ こけ-
しすぇゃう ぉなかゅぇさしおうすっ せつっくうちう くぇ 
こなさゃけ きはしすけ こけ ゅさぇきけすくけしす ゃ うく-
すっさくっす, くけ くぇ っょくう けす こけしかっょくう-
すっ きっしすぇ こけ つっすっくっ う さぇいぉうさぇくっ 

くぇ すっおしす. ]こけさっょ ういしかっょゃぇくっすけ, 
ょっちぇすぇ せ くぇし くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 9 
う 16 ゅけょうくう  しぇ くぇ ゃすけさけ きはしすけ こけ 
ういこけかいゃぇくっ くぇ きさっあぇすぇ.
‶さっょ くぇし しぇ しぇきけ てゃっょうすっ, ぇ しかっょ 

くぇし - せつっくうちうすっ ゃ ╄しすけくうは, 》けかぇく-
ょうは う ╃ぇくうは. ′ぇえ-きぇかおけ うくすっさくっす 
ういこけかいゃぇす ょっちぇすぇ ゃ 〈せさちうは. ╊の-
ぉけこうすっく っ そぇおすなす, つっ せつっくうちう-
すっ ゃ しおぇくょうくぇゃしおうすっ ょなさあぇゃう しぇ 
しさっょ けすかうつくうすっ ゃ ╄ゃさけこぇ くっ しぇきけ 
こけ しなさそうさぇくっ ゃ きさっあぇすぇ, くけ う こけ 
つっすっくっ う さぇいぉうさぇくっ くぇ すっおしすけゃっ, 
おぇおすけ こけおぇいぇたぇ こけしかっょくうすっ うい-
しかっょゃぇくうは くぇ ‶╇╆┿. ╀なかゅぇさしおうすっ 
せつっくうちう すせお ういこぇょぇす けす おかぇしぇちうは-
すぇ う こけおぇいゃぇす っょくう けす くぇえ-しかぇぉうすっ 
さっいせかすぇすう くぇ ]すぇさうは おけくすうくっくす. 
〈ぇおぇ ゃ けぉとけすけ きっあょせくぇさけょくけ うい-
しかっょゃぇくっ こけこぇょぇす ゃ ゅさせこぇ し ゃさなしす-
くうちうすっ うき けす 〉させゅゃぇえ, ╋っおしうおけ, 
〈さうくうょぇょ う 〈けぉぇゅけ.
]こけさっょ っゃさけこっえしおけすけ こさけせつゃぇくっ, 

ぉなかゅぇさつっすぇすぇ こさっおぇさゃぇす ゃ うくすっさ-

くっす 2 つぇしぇ ょくっゃくけ. ′ぇてうすっ せつっ-
くうちう しぇ っょくう けす くぇえ-ゅさぇきけすくうすっ 
ゃ こけかいゃぇくっすけ くぇ うくすっさくっす しさっょ 
っゃさけこっえしおうすっ しっ ゃさなしすくうちう.
╇ けとっ うくすっさっしくう ょぇくくう けす こさけ-

せつゃぇくっすけ: くぇえ-つっしすけ ょっちぇすぇ こさっ-
おぇさゃぇす こけゃっつっ ゃさっきっ ゃ うくすっさくっす 
ゃっつっさ う うきぇす こけ-ょけぉさう ょうゅうすぇか-
くう せきっくうは けす さけょうすっかうすっ しう; 
ゃしっおう ゃすけさう せつっくうお うきぇ こさけそうか 
ゃ しけちうぇかくぇ きさっあぇ.
╀なかゅぇさしおうすっ せつっくうちう しぇ くぇ こなさ-

ゃけ きはしすけ ゃ ╄ゃさけこぇ こけ す. くぇさ. つぇ-
すっくっ, しゃぇかはくっ くぇ きせいうおぇ う そうか-
きう けす きさっあぇすぇ う けくかぇえく うゅさう. 
]さぇゃくうすっかくけ こけ-きぇかおけ ぉなかゅぇさ-
つっすぇ しこさはきけ しさっょくうは こさけちっくす いぇ 
╄ゃさけこぇ ういこけかいゃぇす うくそけさきぇちうは-
すぇ ゃ うくすっさくっす いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ 
ょけおかぇょう う ょけきぇてくう さぇぉけすう.

               
   ╃っかはくぇ  ╀けぉっゃぇ 

/こけ ょぇくくう くぇ ╄ゃさけしすぇす う 
╄ゃさけぉぇさけきっすなさ/ 

』せょけ しこけたけあょぇ っょくぇ けす くぇえ-
おさぇしうゃうすっ ちなさおゃう ゃ ╉ぇいぇく-

かなておけ - „]ゃっすう こさけさけお ╇かうは”, 
ういゃっしすくぇ けとっ おぇすけ ╉せかっくしおぇすぇ. 
′ぇ つせょけすけ しすぇゃぇす しゃうょっすっかう さぇ-
ぉけすっとぇすぇ しかせあうすっかおぇ ゃ たさぇきぇ, 
おぇおすけ う けすっち ╇ゃぇく, おけえすけ こけ すけゃぇ 
ゃさっきっ っ くぇ しかせあぉぇ すぇき. 
』せょけすけ しすぇゃぇ くぇ くっしかせつぇえくぇすぇ 

ょぇすぇ, しなぉさぇかぇ ゃ しっぉっ しう きくけゅけ 
しうきゃけかういなき - 12.12. 2012 ゅけょう-
くぇ, ゃ 14 つぇしぇ. 〈けゅぇゃぇ くぇ こさけいけ-
さっちぇ くぇ たさぇきけゃぇすぇ おぇくちっかぇさうは, 
すぇき, おなょっすけ しっ こさけょぇゃぇす しゃっとうすっ 
う けしすぇくぇかうすっ つっさおけゃくう すさっぉう, しっ 
こけはゃはゃぇ こけしすっこっくくけ けぉさぇいなす くぇ 
┿すけくしおぇすぇ ╀けゅけさけょうちぇ, くけ ぉっい 
きかぇょっくっちぇ. ]かせあうすっかおぇすぇ 〈うくおぇ 
╁なゅかはさけゃぇ, おけはすけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ 
っ くぇ しきはくぇ, すゃなさょう, つっ けぉさぇいなす 
ぉうか きくけゅけ はしっく. ╀けあうはすぇ きぇえおぇ 
しっ はゃうかぇ ちはかぇすぇ ゃ ぉはかけ, し ぉはかぇ 
いぇぉさぇょおぇ う ゃ ぉはか けさっけか けおけかけ 
ゅかぇゃぇすぇ. ╀うかぇ し かっおけ くぇゃっょっくぇ 
ゅかぇゃぇ う すなあくぇ... 〈は けしすぇくぇかぇ くぇ 
こさけいけさっちぇ くはおけかおけ きうくせすう, ゃさっ-
きっ, ゃ おけっすけ う しぇきうはす けすっち ╇ゃぇく, 
こけゃうおぇく ょぇ ゃうょう つせょけすけ, しなとけ 
せしこはか  ょぇ は しないさっ. ‶けしかっ, こけしすっ-
こっくくけ こさっょう ゃうょっかうすっ は ょぇ けゃかぇ-
ょっはす ういせきかっくうっすけ しう, けぉさぇいなす 
こけしすっこっくくけ いぇこけつくぇか ょぇ しっ けす-
すっゅかは くぇ ういすけお, ょけおぇすけ ういつっいくぇか 
しなゃしっき. ╃けおぇすけ しっ けすすっゅかはかけ 』せ-
ょけすけ, こさうしなしすゃぇとうすっ ゃ たさぇきぇ こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ しないさっかう  こけはゃうかうすっ 
しっ くぇ きはしすけすけ くぇ ゃうょっくうっすけ はしくけ 
けつっさすぇくう ゃ っしすっしすゃっくう さぇいきっさう 

しうかせっすうすっ くぇ ょゃぇ ぉっかう ぇくゅっかぇ, し 
ぉっかう おさうかっ, けおけかけ けぉさぇいぇ くぇ ╀け-
あうはすぇ きぇえおぇ. 
『なさおけゃくうすっ しかせあうすっかう, ぇ う ぉけ-

ゅけきけかちうすっ, おけうすけ しすぇゃぇす くっゃけかくう 
しゃうょっすっかう くぇ 』せょけすけ, せしすぇくけゃはす し 
せょうゃかっくうっ う ょさせゅ そぇおす: くっ きけあっ 
ょぇ しっ しくうきぇす くうすけ けぉさぇいなす, くうすけ 
けつっさすぇくうはすぇ くぇ しうかせっすぇ.  ╉ぇきっさう-
すっ しなとけ ょぇゃぇす „そうさぇ”. 
╆ぇ ゃうょっくうっすけ ゃ たさぇき „]ゃっすう こさけ-

さけお ╇かうは” うきぇす しゃけっすけ けぉはしくっくうっ: 
ちなさおゃぇすぇ うき っ くぇ きけかっくけ, しゃはすけ 
きはしすけ, しなぉさぇかけ つせょけょっえくぇ っくっさ-
ゅうは. 
╁しっういゃっしすっく そぇおす っ, つっ こけょけぉくう 

こけはゃう くっ しっ しかせつゃぇす ゃしっおう ょっく, 
くうすけ くぇ ゃしっおうゅけ. ¨ぉうおくけゃっくけ つせ-
ょけすけ „しっ ょぇゃぇ” くぇ たけさぇ し ょせてう う 
しなさちぇ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ゅけ ”ゃうょはす”, し 
つうしすぇ っくっさゅうは しぇ う しぇ ゃうょ こさっくけ-
しうすっかう くぇ ょけぉさけ. 
╉ぇすけ ゅけかはきけ いくぇつっくうっ いぇ たさぇきぇ 

ゅけ けこさっょっかはす きうさはくうすっ けす ╉せかっく-
しおうは おゃぇさすぇか う ちなさおけゃくうすっ しかせあう-
すっかう ゃ „]ゃっすう こさけさけお ╇かうは”. ̈ とっ ゃ 
こなさゃうすっ ょくう いぇ つせょけすけ しっ さぇいつせゃぇ 
う たさぇきなす っ こけしっすっく けす しすけすうちう. ╆ぇ 
ょぇ しっ せゃっおけゃっつう きはしすけすけ くぇ こけは-
ゃぇすぇ くぇ ┿すけくしおぇすぇ ╀けゅけさけょうちぇ, ゃ 
たさぇきぇ いぇこけつゃぇ ょぇさうすっかしおぇ ぇおちうは. 
╊っゃ こけ かっゃ しなぉうさぇす ゃ ちなさおゃぇすぇ, いぇ 
ょぇ しっ ういこうてっ しこっちうぇかっく ゃうすさぇあ 
くぇ きはしすけすけ, おなょっすけ しっ はゃはゃぇ ╀けあう-
はすぇ きぇえおぇ. 
╋っしっち しかっょ  』せょけすけ ゃ たさぇきぇ 

ゃうすさぇあなす し けぉさぇいぇ くぇ ╀けゅけさけょうちぇ 
けす ┿すけく, ういさぇぉけすっく けす きぇえしすけさう ゃ 

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, っ ゃっつっ ゅけすけゃ う こけ-
しすぇゃっく すけつくけ くぇ きはしすけすけ, おなょっすけ 
くぇ 12.12.2012 ゅけょうくぇ ゃ 14 つぇしぇ 
しっ こけはゃはゃぇ けぉさぇいなす え.  
‶さぇゃけしかぇゃくぇすぇ ちなさおゃぇ „]ゃっ-

すう こさけさけお ╇かうは” っ „くぇきけかっくぇ”, 
おぇおすけ おぇいゃぇす させしくぇちうすっ. ╉けっすけ 
とっ さっつっ - ちなさおゃぇ しなし しうかくう きけ-
かうすゃう う つうしすぇ う  しうかくぇ っくっさゅうは. 
》さぇきなす っ しすさけっく こなさゃけくぇつぇかくけ 
こさっい 1812 ゅ., 12 しすなこおう こけょ いっ-
きはすぇ, し ょぇさっくうは くぇ きっしすくう あう-
すっかう けす おゃぇさすぇかぇ. ╉けゅぇすけ ぉさけはす 
くぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ くぇえ-しすぇさぇすぇ おぇ-
いぇくかなておぇ きぇたぇかぇ – ╉せかっくしおぇ-
すぇ, しっ せゃっかうつうか いくぇつうすっかくけ う 
きぇかおぇすぇ ちなさおゃうつおぇ, おけはすけ ぉうかぇ 
こけしすさけっくぇ すぇき しすぇくぇかぇ すはしくぇ, 
ぉうかけ さってっくけ くぇ くっえくけ きはしすけ 
ょぇ ぉなょっ こけしすさけっくぇ くけゃぇ ちなさお-
ゃぇ. ]なし いくぇつうすっかくぇすぇ きけさぇかくぇ 
う きぇすっさうぇかくぇ こけょおさっこぇ くぇ ぉさぇ-
すはすぇ ╀けいゃっかう う し せつぇしすうっすけ くぇ 
ゃしうつおう おせかっくちう くけゃうはす しすさけっあ, 
さなおけゃけょっく けす きぇえしすけさ ╈けしうそ, 
ぉうか ゅけすけゃ こさっい 1865 ゅ. 『なさおゃぇすぇ 
うきぇかぇ 5-きっすさけゃ おせこけか し 12 こさけ-
いけさちう う こけつすう ょゃせきっすさけゃ あっかっ-
いっく おさなしす. ╁ しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう 
うおけくうすっ ういさぇぉけすうか ういゃっしすくうはす 
ゃないさけあょっくしおう たせょけあくうお けす 』うさ-
こぇく ╂っけさゅう ╃ぇくつけゃ – ╆けゅさぇそうくぇ 
う くぇ 30 ょっおっきゃさう 1872 ゅ. きうすさけ-
こけかうす ╇かぇさうけく ╋ぇおぇさうけこけかしおう 
ういゃなさてうか けしゃっとぇゃぇくっすけ. ‶さっい 
ぇゃゅせしす 1877 ゅ. ちなさおゃぇすぇ ぉうかぇ 
くぇこなかくけ けこけあぇさっくぇ けす すせさしおうすっ 
ゃけえしおう, おけうすけ こさっょう すけゃぇ せぉうかう 
ゃなすさっ う けおけかけ くっは ょっしっすおう たさうし-
すうはくう. ╁ないしすぇくけゃはゃぇくぇ っ こさけ-
ょなかあうすっかくけ う し きくけゅけ すさせょくけし-
すう ょけ 1936 ゅ., おけゅぇすけ くけゃ こけあぇさ 
くぇくぇしは けゅさけきくう とっすう. ¨ちっかはゃぇす 
っょうくしすゃっくけ ゃっかうおけかっこくうすっ さぇ-
ぉけすう こけ おせこけかぇ “╂けしこけょ ]ぇゃぇけす” 
う “』っすうさうきぇすぇ っゃぇくゅっかうしすう”, 
ょっかけ くぇ ういゃっしすくうは こけ すけゃぇ ゃさっ-
きっ おぇいぇくかなておう たせょけあくうお ╇ゃぇく 
╄くつっゃ – ╁うょの. 『なさおゃぇすぇ ゃさなとぇ 
こさっょうてくうは しう ぉかはしなお っょゃぇ こさっい 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう.
╁ こぇきっす くぇ いぇゅうくぇかうすっ ゃ ちなさお-

ゃぇすぇ こけ ゃさっきっ くぇ さけぉしすゃけすけ, けし-
くけゃくけ あっくう う ょっちぇ けす ╉ぇいぇくかなお, 
こさう ぇすぇおぇすぇ くぇ たさぇきぇ, ゃ つっさおけゃ-
くうは ょゃけさ, おなょっすけ しぇ こけゅさっぉぇくう 
すっかぇすぇ うき, しぇ けそけさきっくう ょゃぇ けゅ-
さけきくう  おさなしすぇ けす つうきてうさ. ]つう-
すぇ しっ, つっ すけゃぇ っ う くぇえ-しすぇさうはす 
つうきてうさ ゃ ゅさぇょぇ, けとっ けす 1871 
ゅけょうくぇ. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

┿こっかぇすうゃくうはす しなょ ゃ 
‶かけゃょうゃ けすしすさぇくう けす 

ょかなあくけしすすぇ おきっす くぇ けぉ-
とうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは ]すぇくう-
きうさ [ぇょっゃしおう. [ってっくうっすけ 
くぇ ┿‶ くぇ こさぇおすうおぇ こけ-
すゃなさあょぇゃぇ さってっくうっすけ くぇ 
]すぇさけいぇゅけさしおうは けおさなあっく 
しなょ. ╃けしおけさけてくうはす おきっす 
くぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは ぉってっ ぇさっし-
すせゃぇく くぇ 8 そっゃさせぇさう けす 

しかせあうすっかうすっ くぇ [っゅうけくぇかくうは しっおすけさ “╀けさぉぇ し けさ-
ゅぇくういうさぇくぇすぇ こさっしすなこくけしす” - いぇさぇょう ょかなあくけしすくけ 
こさっしすなこかっくうっ, いぇっょくけ し くぇっきぇすっかは くぇ こかぇあぇ ゃ 
‶ぇゃっか ぉぇくは - 〈っくぬけ ‶ぇせくけゃ, おけえすけ っ しなこさせゅ くぇ 
いぇきっしすくうお-おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ╋うかっくぇ ‶ぇせくけゃぇ. 
〈さう ょくう こけ-おなしくけ [ぇょっゃしおう う ‶ぇせくけゃ ぉはたぇ けしゃけ-
ぉけょっくう しさっとせ こぇさうつくぇ ゅぇさぇくちうは けす 10 たうかはょう 
かっゃぇ. ‶さっょ きっょううすっ う ょゃぇきぇすぇ こけおぇいぇたぇ こけ-おなし-
くけ ょけおせきっくすう う すゃなさょはたぇ, つっ くっ しぇ ゃうくけゃくう う 
くっ しぇ けとっすうかう けぉとうくぇすぇ. ]こけさっょ しこっちこけかうちぇうすっ 
けぉぇつっ しょっかおぇすぇ, いぇさぇょう おけはすけ ‶ぇせくけゃ う [ぇょっゃしおう 
ぉはたぇ ぇさっしすせゃぇくう, っ けとっすうかぇ ¨ぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは 
し 800 000 かっゃぇ. ‶けしすぇ くぇ [ぇょっゃしおう ゃさっきっくくけ しっ 
こけっきぇ けす いぇきっしすくうお-おきっすぇ ╈けさょぇくおぇ ╄くっゃぇ.  

„╃けぉさけゃけかくぇ ぇゃぇさうえくけ-しこぇしうすっかくぇ ゅさせこぇ いぇ 
こさっけょけかはゃぇくっ うかう けゃかぇょはゃぇくっ くぇ ぉっょしすゃうは, こけ-
あぇさう う ういゃなくさっょくう しうすせ-
ぇちうう う けすしすさぇくはゃぇくっ くぇ 
こけしかっょうちうすっ けす すはた” ぉっ 
しそけさきうさぇくぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. ╉ぇいぇくかなお っ っょくぇ 
けす こなさゃうすっ けぉとうくう, ゃない-
こけかいゃぇかう しっ けす ゃないきけあ-
くけしすすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ 
すぇおけゃぇ そけさきうさけゃぇくうっ. 

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ-
こけつくぇ ょっえくけしすう こけ 

こけつうしすゃぇくっすけ う ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇくっすけ くぇ こぇさお „〈のかぉっ-
すけ”. ‶ぇさおなす とっ しっ つうしすう けす 
こぇょくぇかう おかけくう う かうしすぇ う 
ういしなたくぇかぇ ょなさゃっしくぇ きぇしぇ, 
けす ういかうてくう たさぇしすう う ょさせ-
ゅう けすこぇょなちう. ‶け ゃさっきっ くぇ 
ぇおちうはすぇ とっ ぉなょぇす ゃないしすぇ-
くけゃっくう しつせこっくうすっ う ういおなさ-
すっくう こかけつおう くぇ こなすっおうすっ 
う しすなかぉうすっ ゃ こぇさおぇ. 】っ 
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ぉなょぇす こけしすぇゃっくう くけゃう こっえおう う おけてつっすぇ いぇ けすこぇ-
ょなちう. 』ってきぇすぇ, おけはすけ しっ くぇきうさぇ くぇ きっあょうくくぇすぇ 
こかけとぇょおぇ くぇ しすなかぉうすっ けす こけょくけあうっすけ くぇ „〈のか-
ぉっすけ” おなき ╉ぇいぇくかなておぇすぇ すさぇおうえしおぇ ゅさけぉくうちぇ, とっ 
ぉなょっ いぇたさぇくっくぇ し ゃけょぇ, すさなゅゃぇとうはす けす くっは ゃけょけし-
おけお - しなとけ. ╁ くぇつぇかけすけ くぇ こさけかっすすぇ しっ こさっょゃうあょぇ 
う きぇとぇぉくぇ いぇかっしうすっかくぇ おぇきこぇくうは, うくうちううさぇくぇ 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ おけはすけ しっ こさういけゃぇゃぇす う 
ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ ゃいっきぇす せつぇしすうっ. ‶さっょゃうあょぇ しっ いぇ-
かっしはゃぇくっ くぇ ぉかういけ 14 ょおぇ こかけと ゃ こぇさおぇ, おなょっすけ 
こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゅけさは こけあぇさ.

‶さけすっしすう しさっとせ 
きけくけこけかうすっ う  

くっゃないきけあくけしすすぇ ょぇ しっ 
あうゃっっ し くうしおうすっ ょけ-
たけょう, おけうすけ こけゃっつっすけ 
ぉなかゅぇさう うきぇす ゃ きけ-
きっくすぇ, しっ こさけゃっょけたぇ う 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶け ゃさっきっ 
くぇ こさけすっしすうすっ くぇ くはおけかおけ こなすう ぉっ ぇすぇおせゃぇくぇ し 
おぇきなくう う さぇいかうつくう こさっょきっすう しゅさぇょぇすぇ くぇ EVN, 
しつせこっくう ぉはたぇ しうきゃけかうつくけ う しすぇさう っかっおすさけきっさう. 
╋ぇとぇぉくうすっ こさけすっしすう ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ ょけゃっょけたぇ う 
ょけ けしすぇゃおぇ くぇ おぇぉうくっすぇ „╀けさうしけゃ”.

╁っつっ っ ゅけすけゃぇ こさけゅさぇきぇすぇ くぇ のぉうかっえくうは こさぇい-
くうお くぇ さけいぇすぇ こさっい 2013 ゅ., おけゅぇすけ しっ くぇ-

ゃなさてゃぇす 110 ゅけょうくう けす こなさゃうは ‶さぇいくうお くぇ さけいぇ-
すぇ, つっしすゃぇく ゃ ょけかうくぇすぇ. 40-ょくっゃくうすっ すなさあっしすゃぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお う けおけかくけしすうすっ  いぇこけつゃぇす くぇ 11-すう きぇえ 
ゃっつっさすぇ, おけゅぇすけ けす 19 つぇしぇ し てけせ-しこっおすぇおなか ゃ ╃╉ 
„┿さしっくぇか” とっ ぉなょっ ういぉさぇくぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ`2013. 
╆ぇ こなさゃう こなす ゃ うしすけさうはすぇ くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ 
ちぇさうちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお しっ ういぉうさぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
こさぇいくうちうすっ. ‶さぇいくうつくけすけ てっしすゃうっ すぇいう ゅけょうくぇ 
とっ っ くぇ 2-さう のくう.  
╋ぇかおぇすぇ ちぇさうちぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお - ╋うくう きうし 『ぇさう-

ちぇ [けいぇ とっ しっ ういぉうさぇ くぇ 1-ゃう のくう けす 18 つぇしぇ くぇ 
こか. „]っゃすけこけかうし”. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

〈╅『¨っ - 〈╊〉¨╉╋ぇ『ぇ【, [《‶【《 『¨』】╇╅ 』 》『ぇ』【¨

╅『』╊〉╅]』[╅ 【《『【╅ 》《╉』]╅╉¨
『《╋╉╊〉¨っ ╉╊〉 〉╅ ╉¨╅〉╅

┿おけ くっ は こけいくぇゃぇす かうつくけ, すけ こけゃっつっすけ おぇいぇくかなつぇくう しなし しう
ゅせさくけしす しぇ つせゃぇかう いぇ くっは – ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ, ょぇきぇすぇ, いぇ おけはすけ 
こなさゃけ しっ しっとぇきっ ゃ ╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ, とけき しすぇくっ ょせきぇ いぇ ぉうい
くっし, さなおけゃけょっく けす あっくぇ. ╇ おぇおすけ くぇこけしかっょなお けすおさうたきっ – う 
こさう くっは, おぇおすけ いぇ きくけゅけ せしこっかう しなゅさぇあょぇくう, ゃしうつおけ いぇこけつゃぇ 
ゃ „┿さしっくぇか”. ╃けてかぇ けす さけょくうは [せしっ う きけさしおぇすぇ しすけかうちぇ ╁ぇ
さくぇ おぇすけ うくあっくっさ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ こさっい 1982-さぇ う くぇこせしくぇ
かぇ こさっい 1990-すぇ, ゃっょくぇゅぇ しかっょ さっゅうしすさぇちうはすぇ くぇ かうつくぇすぇ しう 
そうさきぇ, いぇ ょぇ しっ けすょぇょっ くぇ しけぉしすゃっく ぉういくっし, けすくけゃけ ゃ きぇてう
くけしすさけっくっすけ, ょくっし ╇ゅくぇすけゃぇ こさういくぇゃぇ: ”‶けかいぇすぇ けす さぇぉけすぇすぇ 
きう ゃ „┿さしっくぇか” っ けゅさけきくぇ.”
′け ゃ あうゃけすぇ くぇ ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ うきぇ う ょさせゅう くっとぇ, けしゃっく 
きっくうょあきなくすぇ う きぇてうくけしすさけっくっすけ. ╋くけゅけ ょさせゅう くっとぇ. ╆ぇすけ
ゃぇ しさっとぇすぇ し くっは っ うくすっさっしくぇ, いぇこけきくはとぇ しっ う いぇさっあょぇとぇ し 
ゃはさぇすぇ, つっ ゃ あうゃけすぇ くっとぇすぇ しっ こけしすうゅぇす, しすうゅぇ ょぇ ゅう あっかぇって 
うしすうくしおう. ‶けしすうゅぇす しっ し あっかぇくうっ, ぇ くっ し こぇさう, せぉっょっくぇ っ ╋ぇ
さうは, しぉなょくぇかぇ こけゃっつっ けす っょくぇ ゅけかはきぇ しゃけは きっつすぇ.
╋くうょなあなさ くぇ しけぉしすゃっく いぇゃけょ, ╋ぇさうは しっ ゃこせしおぇ う ゃ ょさせゅけ 
くぇつうくぇくうっ – ういょぇすっかしすゃけすけ. ‶さけゃけおうさぇくぇ っ ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう し 
ういょぇゃぇくっすけ こけ しけぉしすゃっく こさっゃけょ けす させしおう くぇ おくうゅぇすぇ いぇ ゃせく
ょっさおうくょうすっ くぇ すさっすけすけ たうかはょけかっすうっ – „╃っちぇすぇ – うくょうゅけ”, 
おくうゅぇすぇ くぇ ょけおすけさぇ くぇ くぇせおうすっ ╂っけさゅう ╀っかうきけゃ, かうつっく こさう

„【けお!” っ すけつくぇすぇ ょせきぇ, 
し おけはすけ ╇ゅくぇすけゃぇ けこうしゃぇ 
こなさゃけすけ しう ゃこっつぇすかっくうっ けす 
うょゃぇくっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお しかっょ 
さぇいこさっょっかっくうっすけ しう ゃ „┿さ
しっくぇか”. ╂さぇょなす っ きぇかなお, 
さぇいたけょおぇすぇ すせお しゃなさてゃぇ 
いぇ 10 きうくせすう, ゃしうつおけ っ 
すゃなさょっ さぇいかうつくけ けす [せしっ 
う ╁ぇさくぇ. ╇ょゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
しなゃしっき しぇきぇ, くうおけゅけ くっ こけ
いくぇゃぇ, くけ おぇおすけ しっ ゃうあょぇ 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

¨ゅさけきくぇ う くっせしすけうきけ ゃおせしくぇ すけさすぇ, ういかはいかぇ ういこけょ さなちっすっ 
くぇ ぇさしっくぇかしおう きぇえしすけさう, こけしさっとくぇ ょっしっすおうすっ ゅけしすう くぇ 

さけあょっくうは ょっく くぇ ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ, くぇて しなすさせょくうお う ょうさっお
すけさ くぇ けぉとうくしおうは すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╃うぇくぇ ういぉうさぇ うきっくくけ きぇえしすけさうすっ くぇ „┿さしっくぇか” し せぉっあょっくうっ
すけ, つっ こさうゅけすゃはす すけさすう しぇきけ けす っしすっしすゃっくう こさけょせおすう, くけ – おぇお
すけ しぇきぇ こさういくぇ, ぉっい う ょぇ こけょけいうさぇ, つっ ょっえしすゃうすっかくけしすすぇ とっ 
くぇょきうくっ けつぇおゃぇくうはすぇ. „〈けさすぇすぇ, おけはすけ きう こさうゅけすゃう „ゅさせこぇすぇ いぇ 
ぉなさいけ さっぇゅうさぇくっ” くぇ ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ, ぉっ くぇえ-たせぉぇゃぇすぇ ういくっくぇょぇ 
いぇ さけあょっくうは きう ょっく, おけえすけ しなゃこぇょぇ し 〈さうそけく ╆ぇさっいぇく う ]ゃっ
すう ╁ぇかっくすうく”, しこけょっかう ╃うぇくぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. ╀かぇゅけょぇさは 
いぇ きぇえしすけさしすゃけすけ くぇ ′っさゅのか 【ぇおうさ, いぇ ゃかけあっくうすっ せしうかうは う 
うしすうくしおぇすぇ かのぉけゃ ゃ さぇぉけすぇすぇ けす ]すっそおぇ ╋ぇくつっゃぇ う ╄おぇすっさうくぇ 
[ぇたきぇくかうっゃぇ! ╇ かうつくけ くぇ 〈ぇくぬけ ╉ぇゃぇかけゃ – すけえ いくぇっ いぇとけ. ╀かぇ
ゅけょぇさは う いぇ ゃくうきぇくうっすけ おなき きっく, ういさぇいっくけ けす こさっょしっょぇすっかは くぇ 
╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿すぇくぇし ╀けいけゃ. ╀なょっすっ いょさぇゃう, ゃしっ すぇおぇ こなかくう 
し けぉうつ う つけゃっつくけしす, いぇ ょぇ さぇょゃぇすっ たけさぇすぇ おさぇえ しっぉっ しう う ょぇ ゃう 
しっ ゃさなとぇ さぇょけしすすぇ, おけはすけ さぇいょぇゃぇすっ!”, こけあっかぇゃぇ つさっい „┿さっし
くぇか” けとっ ╃うぇくぇ.

はすっか くぇ ╋ぇさうは.     
╋ぇさうは っ こなさゃう こさっいうょっくす くぇ ょぇきしおうは ╇くくぇさ 〉うえか ╉かせぉ ゃ ╉ぇいぇくかなお, せつさっょっく こけ くっえくぇ うょっは こさっょう 10 ゅけょうくう, すは っ すさう ゅけょうくう しっおさっすぇさ 
くぇ くぇちうけくぇかくうは ╃うしすさうおす くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ, おけはすけ っ ゃなすさってっく おさなゅ くぇ [けすぇさう.
[ぇいゅけゃけさなす くう し ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ っ ょくう こさっょう いぇきうくぇゃぇくっすけ え いぇ ′の ╈けさお, おなょっすけ とっ こさっょしすぇゃう 5 しゃけう おぇさすうくう, さうしせゃぇくう し こさなしすう, くぇ 
そっしすうゃぇかぇ „┿さす ╄おしこけ ′の ╈けさお” - 35-ゅけょうてっく そっしすうゃぇか, くぇえ-ゅけかはき こけ さけょぇ しう ゃ しゃっすぇ, おけえすけ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす くぇ ぇゃすけさう おぇすけ ╋ぇさうは 
ょぇ しっ こさっょしすぇゃはす かうつくけ, ぉっい こけしさっょくうつっしすゃけすけ くぇ ゅぇかっさうは, おぇおすけ つっしすけ しすぇゃぇ.

ょくっし – せしこはゃぇ ょぇ しっ しこさぇゃう 
し あうすっえしおうすっ こさっょういゃうおぇ
すっかしすゃぇ こけゃっつっ けす ょけぉさっ. ╁ 
しこけきっくぇ いぇ すけつくぇすぇ ょぇすぇ くぇ 
こさうしすうゅぇくっすけ しう ゃ おぇいぇく
かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ – 8-きう 
けおすけきゃさう 1982-さぇ, ╋ぇさうは くっ 
こさぇゃう ういおかのつっくうっ けす ゃしうつ
おう ょさせゅう ぇさしっくぇかちう: „〈けゃぇ っ 
こぇきっすくけ ゃ きけは あうゃけす.” ]かっょ 
こさうおかのつゃぇくっすけ くぇ ょうこかけき
くぇすぇ しう さぇぉけすぇ, おけっすけ しすぇゃぇ 

ゃ 〈ったくけかけゅうつくぇすぇ さぇいゃけえくぇ 
ぉぇいぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5, ╋ぇさうは けし
すぇゃぇ ゃ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか 
くぇ ╆ぇゃけょ 5 3 ゅけょうくう おぇすけ 
すったくけかけゅ. 〈ぇおぇ, しかっょ けぉせ
つっくうっ いぇ こさけゅさぇきうさぇくっ くぇ 
こなさゃぇすぇ はこけくしおぇ きぇてうくぇ, 
ょけしすぇゃっくぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ, うくあっくっさ ╇ゅくぇ
すけゃぇ しすぇゃぇ こなさゃうはす しこっちうぇ
かうしす ゃ „┿さしっくぇか”, こさけゅさぇきう
さぇか くぇ しうしすっきぇ „╋ぇいぇすさけか”. 

[ぇぉけすぇすぇ っ うくすっさっしくぇ, くけ 
ゃしっ こぇお – „こさけいぇ...”, けす こけいう
ちうはすぇ くぇ ゅけょうくうすっ しっ ゃさなとぇ 
くぇいぇょ うくあ. ╇ゅくぇすけゃぇ. ‶けしかっ 
すは さぇぉけすう ゃ ╆ぇゃけょ 1, おなょっすけ 
しぇ きけくすうさぇくう しかっょゃぇとうすっ 5 
はこけくしおう きぇてうくう くぇ „ぅきぇいぇ
おう”. 〈せお せしゃけはゃぇす ちっゃくぇすぇ 
おせすうは くぇ ╆っくうすくぇすぇ せしすぇ
くけゃおぇ. ╃けおぇすけ っ ゃ „┿さしっくぇか”, 
ょゃぇ こなすう うくあ. ╇ゅくぇすけゃぇ しこっ
ちうぇかういうさぇ ゃ ╀っかゅうは, おなょっすけ 

しっ けぉせつぇゃぇ いぇ こさけゅさぇきう
さぇくっ くぇ きぇてうくう し 『うそさけ
ゃけ-こさけゅさぇきくけ せこさぇゃかっくうっ, 
いぇ さぇぉけすぇ し 3, 4 う 5 けしう こけ 
„《ぇくせお” う „╋ぇいぇすさけか”. ′け 
すったくうつっしおうすっ せきっくうは, こさう
ょけぉうすう ゃ „┿さしっくぇか”, しぇ っょゃぇ 
つぇしす けす こけかっいくうは けこうす すせお.

] おさぇしうゃけ, こなしすさけ う ういこなかくっくけ し きくけゅけ くぇしすさけっくうっ すなさあっしすゃけ こけしさっとくぇたぇ 
╀ぇぉぇ ╋ぇさすぇ すぇいう ゅけょうくぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ ╃っすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ” ゃ 

„┿さしっくぇか”.
‶なしすさう きぇさすっくうつおう せしせおぇたぇ きぇかつせゅぇくうすっ こけょ しなこさけゃけょぇ くぇ すっぇすさぇかくぇすぇ さぇ

ぉけすうかくうちぇ う しすせょうは こさう ′』 „╇しおさぇ”, おぇおすけ う し こけきけとすぇ くぇ しゃけうすっ くけゃう こさうは
すっかう けす ╃けきぇ いぇ きっょうおけ-しけちうぇかくう ゅさうあう „╋ぇさうは ╊せういぇ” ゃ ╀せいけゃゅさぇょ. ╆ぇ こなさゃう 
こなす ょっちぇ けす ょけきぇ ゅけしすせゃぇす くぇ „╀せさぇすうくけ”. 
′ぇ そうくぇかぇ くぇ すなさあっしすゃけすけ, こけ すさぇょうちうは, ╀ぇぉぇ ╋ぇさすぇ こけつっさこう し こうすぇ う かぇ

おけきしすゃぇ, ぇ ゃしうつおう しう すさなゅくぇたぇ し ゅけかっきう きぇさすっくうちう, いぇゃなさいぇかう くぇさうつぇくうはすぇ 
いぇ いょさぇゃっ う ぉっさっおっす.
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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

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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】[╅′ 56 》『╅╇¨ 〈╅〉ゃ《
╉¨〈¨【『《╇ 〉╅を¨《〉╅]╊〉 』》╊を 

〈╅『¨っ – 〈╊〉¨╉╋ぇ『ぇ【, 
[《‶【《 『¨』】╇╅ 』 》『ぇ』【¨╀なさいけ しっ けそけさきは しなしすぇゃ けす 25 

ょせてう. ¨すかうつっく ょうさうゅっくす けす ゃけ
っくくぇすぇ ょせたけゃぇ きせいうおぇ ゃ ╉ぇいぇく

かなお – こけょこ. ╃せさっゃ, うょゃぇ ょぇ さな
おけゃけょう けさおっしすなさぇ, おけえすけ しおけさけ 
こさうょけぉうゃぇ ょけしすぇ ゃうしけおけ くうゃけ, 
ゃこせしおぇ しっ ゃ おけくおせさしう, そっしすうゃぇ
かう, ぇ こけ ゅけかっきう こさぇいくうちう しゃう
さう ゃ ゅさぇょぇ いぇっょくけ し ゃけっくくぇすぇ 
ょせたけゃぇ きせいうおぇ, おけっすけ っ うしすうく
しおけ こさういくぇくうっ いぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
きせいうおぇくすう. „╋せいうおぇすぇ” しゃうさう 
ゃしうつおけ – ゃけっくくう きぇさてけゃっ, くぇ
さけょくう たけさぇ, ょぇあっ – おかぇしうおぇ. 
╊のぉうきけすけ ういこなかくっくうっ くぇ ょせ
たけゃうは けさおっしすなさ くぇ „┿さしっくぇか” 
っ „〈さぇおうえしおう すぇくちう” けす ‶っすおけ 
]すぇえくけゃ. ╁ぇかしけゃっすっ „╃せくぇゃしおう 
ゃなかくう” う „‶け ゃなさたけゃっすっ くぇ ╋ぇく
ょあせさうは” しすぇゃぇす さっょけゃくぇ つぇしす けす 
さっこっさすけぇさぇ.
╃せたけゃぇすぇ きせいうおぇ さっこっすうさぇ くぇ 

きはしすけ, おなょっすけ ょぇ くっ こさっつう くぇ 
けしすぇくぇかうすっ し ういかうてっく てせき – ゃ 
おかせぉぇ くぇ すさぇくしこけさすくうは ちった, 
おけえすけ っ こけつすう ょけ けゅさぇょぇすぇ. 
╃せたけゃぇすぇ きせいうおぇ っ う ゃういうすおぇ

すぇ くぇ „┿さしっくぇか” – しすさけはゃぇ しっ 
くぇえ-けすこさっょ くぇ きくけゅけたうかはょくぇすぇ 
ぇさしっくぇかしおぇ おけかけくぇ こけ ゃさっきっ くぇ 
ゅさぇょしおうすっ きぇくうそっしすぇちうう, こけ
しさっとぇ けそうちうぇかくう ょっかっゅぇちうう, 
こなすせゃぇ きくけゅけ う ゃ つせあぉうくぇ. 〈ぇおぇ 
せつぇしすうはすぇ ゃ くぇちうけくぇかくうすっ そっし

すうゃぇかう こさっさぇしすゃぇす ゃ ういはゃう 
ゃ ╃さっいょっく  う ╊ぇえこちうゅ, こな
すせゃぇくうは ゃ ‶けかてぇ, 〈ぇかうく, 

[せきなくうは う, さぇいぉうさぇ しっ – ょけ 
しなさちっすけ くぇ ]]][. ╁ „きせいう
おぇすぇ” ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ しゃう
さう くぇ そかうゅけさくぇ. 

〉おぇい 56 こさぇゃう
╃うきうすさけゃ くぇちうけくぇかくけ 

ういゃっしすっく

‶ぇすさけくくけすけ こさけういゃけょ
しすゃけ, おけっすけ すけえ さなおけゃけょう, っ 
ういおかのつうすっかくけ こけょたけょはとけ 
いぇ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ 
こけゃっかは くぇ ╀╉‶ ゃ おさぇは くぇ 
80-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお: 
そけさきうさぇくっすけ くぇ 《けくょ „[ぇ
ぉけすくぇ 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. ╇ょっはすぇ 
くぇ 〉おぇい 56, おけえすけ すけゅぇゃぇ 
しっ ういせつぇゃぇ けぉしすけえくけ ゃ うおけ
くけきうつっしおうすっ ╁〉╆-けゃっ う しっ 
こさうかぇゅぇ くぇ ょっかけ ゃなゃ ゃけ
ょっとうすっ こさっょこさうはすうは, っ ょぇ 
しっ せゃっかうつう こさけういゃうょうすっか
くけしすすぇ くぇ すさせょぇ う っそっおすうゃ
くけしすすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ 
つさっい うおけくけきうう う しすうきせかう
さぇくっ くぇ さぇぉけすくうちうすっ. ╆ぇうく
すっさっしけゃぇくけしすすぇ くぇ さぇぉけす
くうちうすっ おなき こけょけぉさはゃぇくっ 
くぇ っそっおすうゃくけしすすぇ けす すさせょぇ 

うき しっ すなさしう ゃなゃ そけさきうさぇくっ
すけ くぇ すったくうすっ いぇこかぇすう おぇすけ 
さぇいかうおぇ けす くけさきぇすうゃくぇすぇ しっ
ぉっしすけえくけしす う きぇすっさうぇかくうすっ 
さぇいたけょう. „╁ こけしかっょくうすっ ゅけ
ょうくう けす きけはすぇ さぇぉけすぇ, くぇえ-
ゃっつっ こけおさぇえ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ 
〉おぇい 56 う ╀さうゅぇょくぇすぇ しすけこぇく
しおぇ しきっすおぇ, ょけ すぇおぇゃぇ しすっこっく 
せしなゃなさてっくしすゃぇた いくぇくうはすぇ しう 
こけ うおけくけきうおぇ う くぇえ-ゃっつっ – 
こけ けすくけてっくうっ くぇ しっぉっしすけえ
くけしすすぇ くぇ こさけょせおちうはすぇ, つっ くっ 
っ くっしおさけきくけ ょぇ おぇあぇ, つっ こけ 
すけゃぇ くぇこさぇゃかっくうっ, くぇうしすうくぇ 
ぉはた くぇょ けしすぇくぇかうすっ おけかっゅう.”, 
おぇいゃぇ ょくっし ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ, 
こけょゃかぇしすっく ゃ けくうは ゅけょうくう 
くぇ こさっしすうあくけすけ ょぇ しう „すうた, 
しおさけきっく う すさせょけかのぉうゃ”, くけ 
しっゅぇ - せぉっょうか しっ, つっ ういかうて
くぇすぇ しおさけきくけしす  ょぇかっつ くっ っ 
ょけぉさけ おぇつっしすゃけ. ╃うきうすさけゃ 
しっ ぇさゅせきっくすうさぇ: ”╃ぇ しう すうた, 
しおさけきっく う すさせょけかのぉうゃ ぉってっ 
くぇえ-ゃうしけおぇすぇ けちっくおぇ, ぇ こけ-
おなしくけ しっ けおぇいぇ, つっ くうすけ っょくけ
すけ, くうすけ ゃすけさけすけ, くうすけ すさっすけ
すけ おぇつっしすゃけ しぇ ぇおすせぇかくう. ╆ぇ 
しなあぇかっくうっ, しっゅぇ, いぇ ょぇ せしこは
ゃぇて, すさはぉゃぇす ょさせゅう おぇつっしす
ゃぇ, おけうすけ くっ きう っ せょけぉくけ ょぇ 
おけきっくすうさぇき...”. ┿さしっくぇかしおけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ こさっい 1987-きぇ 
う 88-きぇ こけおぇいゃぇ つさっい ╃う
きうすさけゃ こけしすうあっくうはすぇ しう こけ 
〉おぇい 56 こけ ょうしおせしうう, おけくそっ
さっくちうう, かっおちうう う けぉきはくぇ くぇ 
けこうす ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, ゃおかの
つうすっかくけ う ゃ しすけかうちぇすぇ. ╇きぇ 
こせぉかうおぇちうう いぇ くっゅけ ょけさう ゃ 
„[ぇぉけすくうつっしおけ ょっかけ”, けこうすなす 
きせ しっ しさぇゃくはゃぇ っょうくしすゃっくけ し 
こけこせかはさくうは すけゅぇゃぇ ゃ しすさけう
すっかしすゃけすけ ょさせゅ ぉさうゅぇょっく さな
おけゃけょうすっか – ╇ゅくぇす [ぇょっくおけゃ 
けす ╁ぇさくぇ. „╃なさあうき かう しきっす
おぇ いぇ こぇさうすっ?” っ ゃけょっとぇすぇ 
しすぇすうは くぇ こなさゃぇ しすさぇくうちぇ くぇ 
„╃っかけ” くぇ 10-すう はくせぇさう 1989-

すぇ, ゃ おけはすけ ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ 
けすゅけゃぇさは くぇ ゃなこさけしぇ: ”╇きぇ かう 
きはしすけ いぇ ぉさうゅぇょくうは ぇおけさょ ゃ 
しうしすっきぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっ
すけ?”. ╃うきうすさけゃ おけきっくすうさぇ ゃな
こさけしぇ ゃ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ ぉさう
ゅぇょうさ くぇ こなさゃぇすぇ ゃ しうしすっきぇすぇ 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ ぇおけさょくぇ 
ぉさうゅぇょぇ せ くぇし. ′っゅけゃうはす けすゅけ
ゃけさ っ おぇすっゅけさうつっく: ”╃ぇ!, くけ 
しかっょ くっゅけ – う しすけ こなすう „′け..!”.
„[ぇいおぇいゃぇか しなき いぇ くぇてうは 

けこうす ゃ ]けそうは こさっょ ゃしうつおう 
ゅっくっさぇかくう ょうさっおすけさう, しすぇさぇ
った しっ ょぇ ぉなょぇ おけくおさっすっく, いぇ 
ょぇ ょけおぇあぇ, つっ すけゃぇ くっ っ こけ
さっょくぇすぇ こさけそしなのいくぇ てせきけすっ
ゃうちぇ, ぇ そけさきせかぇ, おけはすけ ょぇゃぇ 
さっいせかすぇすう.”, おけきっくすうさぇ ょくっし 
╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ, つううすけ さぇ
ぉけすくうちう けとっ こけきくはす さはいおけすけ 
せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ ゃないくぇゅさぇあ
ょっくうはすぇ しう し くけゃぇすぇ そけさきせ
かぇ, おけはすけ つっかくけ しっ こさうかぇゅぇ ゃ 
╆ぇゃけょ 2 ゃなこさっおう しなこさけすうゃぇすぇ 
くぇ こかぇくけゃうちう, しつっすけゃけょうすっかう 
う ゃしうつおう, こけょゃかぇしすくう くぇ しすぇ
さぇすぇ おけくしっさゃぇすうゃくぇ しうしすっきぇ. 
„′っいぇうくすっさっしけゃぇくけしすすぇ けす 

すけゃぇ - ょぇ しっ こけいくぇゃぇ うおけくけきう
おぇすぇ くぇ くうしおうすっ くうゃぇ ゃ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ, ぉってっ しっさうけいっく くっ
ょけしすぇすなお くぇ けくうは ゃさっきっくぇ.”, 
おけきっくすうさぇ ╃うきうすさけゃ, しさぇゃくは
ゃぇえおう し ょくってくけ ゃさっきっ, おけゅぇすけ 
ゃしっおう きぇかなお つぇしすくうお きけあっ ょぇ 
ういくっしっ ちはかぇ かっおちうは いぇ すけゃぇ - 
おけかおけ きせ しすさせゃぇ ょっえくけしすすぇ う 
おぇおゃぇ きせ っ こっつぇかぉぇすぇ けす くっは. 
》ゃなさかはえおう こけさっょっく こけゅかっょ 

くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ, しさぇゃくはゃぇえ
おう し ょくってくうは ょっく, ╃うきうすさけゃ, 
おぇすけ つけゃっお, おけえすけ くけしう „┿さしっ
くぇか” ゃ しなさちっすけ しう, うしすうくしおう 
しっ さぇょゃぇ, つっ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ っ いぇこぇいっくぇ けす 
せくうとけあっくうっすけ, おけっすけ しこけ
かっすはゃぇ しかっょ 1989-すぇ ょさせゅう 
こさっょこさうはすうは けす ╁けっくくけ-こさけ
きうてかっくうは おけきこかっおし. „┿おけ うきぇ 

くっとけ, いぇ おけっすけ きけあっき ょぇ ぉな
ょっき ぉかぇゅけょぇさくう くぇ しっゅぇてくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか”, すけ 
っ, つっ すけ くっ ょけこせしくぇ すせお ょぇ しっ 
しかせつう けくけゃぇ, おけっすけ しすぇくぇ ゃ 
[せしっ, 〈なさゅけゃうとっ, ‶ぇくぇゅのさう
とっ, 』っさゃっく ぉさはゅ...”, せぉっょっくけ 
おぇいゃぇ ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ. ╁ すぇいう 
しゃけは けちっくおぇ すけえ っ ょけおさぇえ うし
おさっく. ╇しおさっく っ う ゃ けとっ くっとけ 
しこけょっかっくけ: „╀かぇゅけょぇさっく しなき, 
つっ くうおけゅぇ くっ きう しっ っ くぇかぇ
ゅぇかけ ょぇ しなおさぇとぇゃぇき たけさぇ. 
′ぇいくぇつぇゃぇか しなき たうかはょう, くけ 
くうすけ っょうく くっ しっ っ くぇかけあうかけ 
ょぇ しなおさぇとぇゃぇき...”. ‶さういくぇゃぇ, 
つっ ぉう きせ ぉうかけ すさせょくけ, いぇとけ
すけ, きぇおぇさ う ╊なゃ こけ いけょうぇおぇ
かっく いくぇお, ╃うきうすさけゃ けこさっょっかは 
しっぉっ しう こけ-しおけさけ おぇすけ けすしすなこ
つうゃ - くぇつぇかくうお, おけえすけ ゃうくぇゅう 
っ こさっょこけつうすぇか ょぇ さなおけゃけょう 
くっ し くぇすうしお う しうかけゃう きっすけょう, 
ぇ くぇ けしくけゃぇすぇ くぇ さぇいぉうさぇくっ
すけ う ぇゃすけさうすっすぇ: „¨こうすなす きう 
こけおぇいぇ, つっ こけょつうくぇくうっすけ くぇ 
けしくけゃぇすぇ くぇ せゃぇあっくうっすけ っ こけ-
しうかくけ, けすおけかおけすけ こけょつうくぇくう
っすけ くぇ けしくけゃぇすぇ くぇ しすさぇたぇ”. 
╋ぇくぬけ ╃うきすさけゃ おぇすっゅけさうつくけ 
きうしかう, つっ しうかけゃうすっ きっすけょう くっ 
しぇ くぇえ-ょけぉさうはす くぇつうく くぇ せこ
さぇゃかっくうっ, ょけさう こさう つぇしすくぇすぇ 
しけぉしすゃっくけしす.   
╉けかおけすけ ょけ すけゃぇ – おぇお くぇせ

つっくけすけ ゃ あうゃけすぇ しっ こさっょぇゃぇ 
くぇ ょっちぇすぇ, ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ 
っ けす けくうは, きうかうけくう ゃっつっ, けす
ゅけゃけさくう う おぇつっしすゃっくう ぉなか
ゅぇさしおう さけょうすっかう, ゃないこうすぇかう 
ょっちぇ, おけうすけ ょけおぇいゃぇす しっぉっ しう 
ゃ ╄ゃさけこぇ う こけ しゃっすぇ. ]うくなす 
しっ しこさぇゃは ゃ ╂っさきぇくうは, とっさ
おぇすぇ – ゃっつっ いぇき.-ょうさっおすけさ くぇ 
しけちうぇかっく ょけき ゃ ┿くゅかうは... ╇ し 
ょゃぇきぇすぇ ぉぇとぇすぇ うきぇ し おぇおゃけ 
ょぇ しっ ゅけさょっっ. ╉ぇおすけ う し きくけ
ゅけすけ ょさせゅけ, おけっすけ っ しゃなさてうか 
こさっい あうゃけすぇ しう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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]ぉかなしおぇかぇ しっ し けしけぉっくうすっ 
けすくけてっくうは ゃ ゅけかっきうすっ おけ-
かっおすうゃう, おなょっすけ つっしすけ ゃない-
くうおゃぇ うくすさうゅぇくすしすゃけ, ╋ぇさうは 
くぇせつぇゃぇ おぇおゃけ いくぇつう すけゃぇ, 
くぇせつぇゃぇ う おぇお ょぇ しっ しこさぇ-
ゃは し くっゅけ ゃ ぉなょっとっ. ‶け-ゃぇ-
あくけすけ っ けぉぇつっ, つっ うくあっくっさ 
╇ゅくぇすけゃぇ けこけいくぇゃぇ きくけゅけ 
ょけぉさっ さぇぉけすっとぇすぇ う きくけゅけ 
ょけぉさっ „しきぇいぇくぇすぇ” えっさぇさ-
たうつくぇ しすさせおすせさぇ ゃ けゅさけきくけすけ 
こさっょこさうはすうっ. 〈ぇおぇ, おけゅぇすけ すは 
しすぇゃぇ しけぉしすゃっくうお くぇ „》っきせし 
╋ぇて” – いぇゃけょなす おさぇえ ╉ぇかけ-
そっさ, いぇっょくけ し こぇさすくぬけさぇ しう 
╀けはく, ╋ぇさうは ゃなゃっあょぇ すせお 
こさうくちうこうすっ くぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは う せこさぇゃかっくうっ, くぇせつっくう 
ゃ „┿さしっくぇか”. „¨こうすなす きう けす 
„┿さしっくぇか” きう こけきけゅくぇ ょぇ ゃな-
ゃっょっき さっょ ゃ いぇゃけょぇ, すぇおぇ つっ 
こさけぉかっきうすっ, おけうすけ くぇきっさうた-
きっ, ょぇ きけゅぇす ぉなさいけ ょぇ しっ うい-
つうしすはす う ょぇ ういゅさぇょうき こけょけぉ-
くぇ しすさせおすせさぇ, いぇ ょぇ ゃなさゃはす 
くっとぇすぇ ょけぉさっ.”, おぇすっゅけさうつくぇ 
っ ╇ゅくぇすけゃぇ. ╁っつっ 11 ゅけょうくう 
╋ぇさうは けしくけゃくけ しっ いぇくうきぇゃぇ 
すけつくけ し すけゃぇ – せこさぇゃかっくうっすけ 
くぇ „》っきせし ╋ぇて”.
„]ゃうおくぇかぇ しなき ょぇ さぇぉけすは 

しぇきけ し きなあっ, きぇかおけ ぉはたぇ あっ-
くうすっ-うくあっくっさう, さぇぉけすぇすぇ きう 
っ ぉうかぇ うくすっさっしくぇ う くっ きう っ 
ぉうかけ きくけゅけ すさせょくけ.”, すぇおぇ 
うくあ. ╇ゅくぇすけゃぇ けすゅけゃぇさは くぇ 
ぉぇくぇかくうは ゃなこさけし いぇ きはしすけ-
すけ くぇ あっくぇすぇ ゃ こさけそっしうは-
すぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは. ╇ 
けとっ: „′ぇせつうた しっ ょぇ さってぇゃぇき 
こさけぉかっきう, ょぇ きうしかは きくけゅけ-
ゃぇさうぇくすくけ, おけきぉうくぇすうゃくけ.”, 
すけゃぇ っ けちっくおぇすぇ くぇ かうつくうは 
きっくうょあなさしおう けこうす, いぇ おけえすけ 
ぉういくっしょぇきぇすぇ しう ょぇゃぇ はしくぇ 
しきっすおぇ, おぇすけ すうこうつっく こさっょ-
しすぇゃうすっか くぇ いけょうはすぇ „╁っいくう”.  
╇いけぉとけ:

 ╋ぇさうは っ
さぇちうけくぇかっく つけゃっお

‶さっちっくはゃぇ しうすせぇちううすっ し 
さぇいせき う しっ っ くぇせつうかぇ ょぇ おぇい-
ゃぇ: ”′っ!” – しうゅせさくぇ っ, つっ すけゃぇ 
っ きくけゅけ ゃぇあくけ, いぇ ょぇ ゃいっきぇて 
ゃっさくうすっ さってっくうは う いぇ ょぇ しっ 
こさっょこぇいゃぇて けす ういかうてくう けす-
さうちぇすっかくう こさっあうゃはゃぇくうは. 
„′ぇせつうた しっ くぇ すけゃぇ けとっ けす 
きぇかおぇ, くけ ゃっつっ ゅけ おぇいゃぇき 
しこけおけえくけ.”, せしきうたゃぇ しっ ╋ぇ-
さうは ╇ゅくぇすけゃぇ, いぇとけすけ かうつくけ 
っ せいくぇかぇ ちっくぇすぇ くぇ ういかうてくけ-
すけ ぉっいこけおけえしすゃけ, くぇ ういゃなく-
さっょくうは しすさっし う くぇ ゃさっょうすっ 
けす こさっおけきっさくぇすぇ ぇきぉうちうは. 
╁っつっ いくぇっ, つっ うきぇ いぇょぇつう 
う ちっかう, くぇ おけうすけ きけあって ょぇ 
こけしゃっすうて しうかう う ゃさっきっ う ゃ 
すはたくけ うきっ ょぇ こさっけょけかはゃぇて 
しっぉっ しう, くけ くっ ゃしうつおう けす すはた 
しう しすさせゃぇす. 』けゃっお しかっょゃぇ ょぇ 
こさっちっくはゃぇ ょけぉさっ, ょぇかう しう 
しすさせゃぇ, くぇせつうかぇ っ けす あうゃけすぇ 
╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ, おけはすけ, いぇ-
さぇょう せきっくうっすけ しう ょぇ おぇいゃぇ 
ゃうくぇゅう けすおさうすけ すけゃぇ, おけっすけ 
きうしかう, しさっょ たけさぇすぇ, おけうすけ は 
こけいくぇゃぇす, きうくぇゃぇ いぇ „あっかはい-
くぇ かっえょう”. ╅っかはいくぇすぇ かっえょう, 
けぉぇつっ, こさっい こけしかっょくうすっ ょっ-
しっすうくぇ ゅけょうくう っ ゃうくぇゅう し せし-
きうゃおぇ くぇ かうちっすけ う しっ しすぇさぇっ 
せしきうゃおぇすぇ ょぇ うょっ う けす しなさ-
ちっすけ. ′ぇえ-せしこってくうすっ ょせたけゃ-
くう こさぇおすうおう, こさぇおすうおせゃぇくう 
けす ぉせょういきぇ, けす しうしすっきぇすぇ 
くぇ させしくぇおぇ ′けさぉっおけゃ, おぇお-

すけ う こさうかぇゅぇくうすっ こさぇゃうかぇ  
ゃ  いょさぇゃけしかけゃくうは くぇつうく くぇ 
あうゃけす, こさけおかぇきうさぇく けす ょけお-
すけさ ╄きうかけゃぇ, しぇ ゃっさせの, おけっすけ 
╋ぇさうは ういこけゃはょゃぇ し せぉっあょっ-
くうっ. ╉なき ょせたけゃくうすっ すなさしっくうは 
╋ぇさうは しっ けぉさなとぇ こさっょう ゅけ-
ょうくう ゃ きけきっくす くぇ すっあおけ こさっ-
すけゃぇさゃぇくっ けす さぇぉけすぇ う しすさっし, 
おけゅぇすけ ょくっゃくうはす さっょ くぇ っあっ-
ょくっゃうっすけ ぉせおゃぇかくけ ういつっさこゃぇ 
あういくっくうすっ え しうかう. ╃くっし ╋ぇ-
さうは くっ しぇきけ くっ しなあぇかはゃぇ いぇ 
ょせたけゃくうすっ しう すなさしっくうは, くけ 
すゃなさょう, つっ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
すはた しっ っ こさけきっくうかぇ きくけゅけ – う 
すけ – いぇ ょけぉさけ! 

╋ぇさうは しう うきぇ しゃけえ
くぇつうく くぇ あうゃけす   

╁っゅっすぇさうぇくしおぇすぇ たさぇくぇ う 
さうしせゃぇくっすけ し こさなしすう しぇ しぇきけ 

ゃうょうきうすっ いくぇちう いぇ すけゃぇ. 
‶かけょけゃっすっ, いっかっくつせちうすっ, つぇ-
えけゃっすっ けす ぉうかおう, くぇぉさぇくう くぇ 
さなおぇ, こさっつうしすゃぇとけすけ せしぇきけ-
すっくうっ こさっょ こかぇすくけすけ, いぇこけ-
つくぇかけ しなゃしっき くぇ うゅさぇ こさっょう 
ゃさっきっ こさう っょくぇ ぇさす すっさぇこうは, 
こさうはすっかしすゃぇすぇ しなし しっぉっこけ-
ょけぉくう, おけうすけ しなとけ けすおさうゃぇす 
ゃ こさぇおすうおうすっ くぇ ′けさぉっおけゃ 
しこぇしうすっかっく こけはし ゃ しすさっしう-
さぇとけすけ っあっょくっゃうっ, こさぇゃはす 
╋ぇさうは さぇいかうつくぇ. ╇ しぇ すぇえ-
くぇすぇ くぇ くっえくけすけ こけいうすうゃくけ 
ういかなつゃぇくっ, くぇ „しゃぇかっくうすっ” 
けす かうちっすけ ゅけょうくう う くぇ かっおけ-
すぇすぇ, し おけはすけ くけしう けゅさけきくうすっ 
しう う くぇえ-さぇいくけけぉさぇいくう ぇく-
ゅぇあうきっくすう. ╁ こけかいぇすぇ けす ぉせ-
ょうしすおうすっ すったくうおう ╋ぇさうは しっ 
せゃっさはゃぇ かうつくけ う くぇ きはしすけ ゃ 
╇くょうは, けす おけはすけ っ しうかくけ ゃこっ-
つぇすかっくぇ. ╆ぇすけゃぇ しっ けぉさなとぇ 
おなき きっょうすぇちうはすぇ し けすおさうすけ 
しなさちっ. ‶けかいぇすぇ けす しうしすっきぇ-
すぇ くぇ ′けさぉっおけゃ ╋ぇさうは しなとけ 
ういこうすゃぇ かうつくけ. ]かっょ こさっきう-
くぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃうすっ くうゃぇ くぇ 
けぉせつっくうっすけ こけ くっは ゃ うくすっさ-
くっす, ╋ぇさうは しっ しょけぉうゃぇ し こけ-
しかっょくけすけ くうゃけ ゃ こさはお おけくすぇおす 
し せくうおぇかくうは そっくけきっく, おけえすけ 
かっおせゃぇ ょせてうすっ しなし しうかぇすぇ くぇ 
しきったぇ. ”]うしすっきぇすぇ くぇ ′けさぉっ-

おけゃ っ せくうおぇかくぇ, すは こけきぇゅぇ 
くぇ つけゃっお ょぇ しっ こけょきかぇょう, ょぇ 
ぉなょっ ゃうくぇゅう いょさぇゃ, せしきうた-
くぇす, ゃ ょけぉさけ くぇしすさけっくうっ う し 
くぇしすさけっくうっ ょぇ けしなとっしすゃはゃぇ 
きっつすうすっ しう.”, おぇいゃぇ ╋ぇさうは 
╇ゅくぇすけゃぇ. „╂けさっとけ こさっこけ-
さなつゃぇき おせさしぇ くぇ ′けさぉっおけゃ, 
いぇとけすけ ゃしっおう きけあっ ょぇ さってう 
こさけぉかっきうすっ, おけうすけ うきぇ, う ょぇ 
くぇきっさう さってっくうっ くぇ こさけぉかっ-
きうすっ, おけうすけ けすおさうっ, つっ うきぇ, 
しかっょ おぇすけ っ くぇこさぇゃうか しけぉしす-
ゃっくうは しう しぇきけぇくぇかうい.”, おぇいゃぇ 
╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ. ╆ぇ くっは すけゃぇ 
っ しうしすっきぇ いぇ しぇきけゃないしすぇくけゃは-
ゃぇくっ くぇ つけゃっおぇ – そういうつっしおう, 
きっくすぇかくけ う ょせたけゃくけ. „╇きぇ 
ちっかう, おけうすけ くっ しう しすさせゃぇす 
くぇこさっあっくうっすけ う こさっけょけぉかは-
ゃぇくっすけ くぇ しっぉっ しう, しうしすっきぇすぇ 
くぇ ′けさぉっおけゃ きっ くぇせつう ょぇ くっ 
こさぇゃは すぇおうゃぇ ゅさっておう.”, おぇいゃぇ 

ょくっし ╋ぇさうは. ╇ すゃなさょう: ”╉け-
ゅぇすけ つけゃっお ゃかぇゅぇ ぇきぉうちうは, 
ちはかぇすぇ ╁しっかっくぇ しっ ゃこさはゅぇ ょぇ 
きせ こさっつう, たけさぇすぇ くっ いくぇはす 
っょくけ こさけしすけ くっとけ:  

╁しっおう つけゃっお すゃけさう
ぉなょっとっすけ しう ゃ きけきっくすぇ     

╋ぇさうは っ さぇいぉさぇかぇ, つっ くっ-
とぇすぇ ゃ あうゃけすぇ しすぇゃぇす こさけし-
すけ: こけあっかぇゃぇて しう くっとけ, 
つうしすけ う ょなかぉけおけ しう ゅけ こけ-
あっかぇゃぇて, ゃういせぇかういうさぇて ゅけ, 
こさっょしすぇゃはて しう おぇお しっ しかせつ-
ゃぇ, こさっょしすぇゃはて しう, つっ しっ っ 
しかせつうかけ. ‶けしかっ いぇぉさぇゃはて いぇ 
すけゃぇ う しなゃしっき くっ けこうすゃぇて ょぇ 
ゅけ しかせつゃぇて くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ, し 
おさぇえくぇ ぇきぉうちうは. ]こうさぇて ょぇ 
きうしかうて いぇ すけゃぇ, おけっすけ うし-
おぇて, くっ ゅけ こさっゃさなとぇて ゃ ぇき-
ぉうちうけいくぇ ちっか う – すけ しっ しかせつ-
ゃぇ! ′ぇ こさなゃ こけゅかっょ, すけゃぇ っ 
ぇぉしせさょくけ, けぉはしくはゃぇ ╋ぇさうは, 
くけ くっえうはす あうゃけす こけおぇいゃぇ, つっ 
すけつくけ すぇおぇ しすぇゃぇ. ]かっょ おぇすけ 
ゃっつっ こけいくぇゃぇ ょせたけゃくうすっ すなさ-
しっくうは, おけうすけ こさけこけゃはょゃぇす 
すけいう こさうくちうこ, ╋ぇさうは しう ょぇゃぇ 
はしくぇ しきっすおぇ, つっ けとっ こさっょう ょぇ 
っ いくぇっかぇ いぇ すはた, つうしすけ うくすせ-
うすうゃくけ しっ っ けこうさぇかぇ くぇ すけいう 
くぇつうく くぇ ょっえしすゃうっ. „╁うつおけ, 

おけっすけ しなき こけしすうゅくぇかぇ, っ こけ-
しすうゅくぇすけ こけ すけいう くぇつうく, けとっ 
こさっょう ょぇ こけいくぇゃぇた しうしすっきぇすぇ 
くぇ ′けさぉっおけゃ.” さぇいおぇいゃぇ あう-
ゃけすぇ しう ╋ぇさうは う こさけょなかあぇ-
ゃぇ: ”‶けしかっ さぇいぉさぇた, つっ しなき 
ゅけ こさぇゃうかぇ こけ こさぇゃうかくうは くぇ-
つうく.”, おぇいゃぇ ╋ぇさうは. ╇きっくくけ 
すぇおぇ すは しぉなょゃぇ ょゃっ しゃけう ゅけ-
かっきう きっつすう: ょぇ しう うきぇ おなとぇ 
う ょぇ しう うきぇ いぇゃけょ, おなょっすけ 
しぇきぇ ょぇ さってぇゃぇ おぇお ょぇ しっ 
しかせつゃぇす くっとぇすぇ. ╁ょうゅぇくっすけ 
くぇ おなとぇすぇ ゃ ╄くうくぇ ╋ぇさうは う 
╀けはく いぇこけつゃぇす ょぇかっつ くっ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ うきぇす ょけし-
すぇすなつくけ ゃないきけあくけしすう ょぇ は 
くぇこさぇゃはす ぉなさいけ. ′け ╋ぇさうは 
うきぇ きっつすぇ: ょぇ ぉなょっ おぇすけ さけょ-
しすゃっくぇすぇ おなとぇ ゃ [せしっ. ]かっょ 
てっしす ゅけょうくう せしこはゃぇす う ょくっし 
おなとぇすぇ くぇ ╋ぇさうは う ╀けはく, 
きぇおぇさ う くけゃぇ, ょっえしすゃうすっか-

くけ くけしう ょせたなす くぇ きうくぇかけすけ. 
′け くっ きうくぇかぇすけ おぇすけ ╋さぇお, 
ぇ きうくぇかけすけ おぇすけ ]ゃっすかうくぇ,  
こけしすうゅくぇすぇ ゃ こさけしすけさぇ くぇ ゅけ-
かっきうすっ そさっくしおう こさけいけさちう, 
けすおなょっすけ しっ しかういぇ くぇ ょゃけさぇ, 
ゃうしけおうすっ すぇゃぇくう う しゃけぉけょぇ-
すぇ くぇ ゃうっとぇすぇ しっ ゃなすさってくぇ 
しすなかぉぇ, こけょ おけはすけ くっぉさっあ-
くけ, くっょぇかっつ けす おぇきうくぇすぇ, 
╋ぇさうは „おさうっ” おぇさすうくうすっ しう. 
╇いけぉとけ – ]ゃけぉけょぇすぇ っ ゃぇあくぇ 
きくけゅけ いぇ ╋ぇさうは. ]ゃけぉけょぇすぇ 
ょぇ ぉなょっ しっぉっ しう. „¨ゅさぇくうつっ-
くうはすぇ, おけうすけ こけかせつぇゃぇて けす 
さぇあょぇくっすけ しう – けす さけょうすっかう, 
けす しけちうぇかくぇ しさっょぇ う ょさせゅうすっ 
せしかけゃうは, ゃ おけうすけ しう こけしすぇ-
ゃっく, ゃしはゃぇす しすさぇた う くっ こけい-
ゃけかはゃぇす くぇ たけさぇすぇ くぇこなかくけ 
ょぇ けしなとっしすゃはす しっぉっ しう う ょぇ 
ぉなょぇす とぇしすかうゃう.”, せぉっょっくぇ っ 
╋ぇさうは, おけはすけ ゃはさゃぇ, つっ くはきぇ 
こけ-かけて „しなゃっすくうお” けす しすさぇ-
たぇ, おけえすけ こさっつう ょぇ しぉなょゃぇきっ 
きっつすうすっ しう. 
╋ぇさうは っ しゃけぉけょぇすぇ ょぇ ぉなょっ 

しっぉっ しう う ゃ おぇさすうくうすっ, けおぇつっ-
くう うい おなとぇすぇ, いぇっょくけ し すっいう 
くぇ とっさおぇすぇ ╄かっくぇ, ぉぇおぇかぇ-
ゃなさ, ぇ こけしかっ – う きぇゅうしすなさ こけ 
ういおせしすゃぇすぇ けす せくうゃっさしうすっすう 
ゃ ╂っさきぇくうは う ┿くゅかうは.   
„′っ っ ゃはさくけ, つっ うきぇき おなとぇ, 

いぇとけすけ しなき きくけゅけ ぉけゅぇすぇ, ぇ 
すけ っ, いぇとけすけ うしおぇた ょぇ うきぇき 
おなとぇ. ]なとけすけ しすぇくぇ う しなし 
いぇゃけょぇ, うしおぇた ょぇ うきぇき しゃけえ 
いぇゃけょ けとっ おけゅぇすけ さぇぉけすった 
おぇすけ うくあっくっさ う くはきぇてっ おぇお 
ょぇ しすぇゃぇ すけゃぇ, ゃ おけっすけ ぉはた 
せぉっょっくぇ, ょさせゅ さってぇゃぇてっ. ╁な-
こさっおう きけうすっ いくぇくうは う さぇぉけ-
すぇ, くはきぇてっ おぇお ょぇ こけかせつぇゃぇき 
こけ-ゃうしけおぇ いぇこかぇすぇ, いぇとけすけ 
ゃしうつおう ゃいうきぇたぇ っょくぇおゃけ.”, 
おぇいゃぇ ╋ぇさうは いぇ ゃさっきっすけ, おけ-
ゅぇすけ しう こけあっかぇかぇ っょうく ょっく 
ょぇ しう うきぇ しゃけえ いぇゃけょ. ╁っつっ 
– けこうすっく きっくうょあなさ, ╋ぇさうは 
おぇいゃぇ:

╆ぇ くぇし おさういぇ くはきぇ!

╃ゃぇきぇすぇ し ╀けはく こさっょせしっすう-
かう おさういぇすぇ う ゃいっかう くぇゃさっ-
きっ くせあくうすっ きっさおう, きぇおぇさ 
う くっこけこせかはさくう. „╉さういうすっ 
しっ こけゃすぇさはす, ょけおぇすけ くはきぇ-
てっ おさういぇ ぉってっ ゃないきけあくけ ょぇ 
こけょょなさあぇきっ くうしおけこっつっかうゃ-
てう こさけういゃけょしすゃぇ, しぇきけ いぇ-
さぇょう こけょょなさあぇくっすけ くぇ さぇ-
ぉけすくうすっ きっしすぇ いぇ たけさぇすぇ, くけ 
ゃ っょうく きけきっくす すけゃぇ しすぇくぇ 
くっゃないきけあくけ, けぉはしくはゃぇ きっ-
くうょあなさなす ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ, 
おけはすけ すゃなさょう, つっ ゃうくぇゅう こさう 
すはた こなかくうすっ いぇこかぇすう しぇ ぉうかう 
ういこかぇとぇくう さっょけゃくけ, くけ うきぇす 
すさせょくけしすう し くぇぉうさぇくっすけ くぇ 
こっさしけくぇかぇ, いぇとけすけ いぇゃけょなす 
っ ょぇかっつ けす ょゃぇすぇ こけ-ゅけかっきう 
ゅさぇょぇ – ╉ぇいぇくかなお う ╉ぇさかけ-
ゃけ. ╉けかおけすけ ょけ ぉなょっとっすけ くぇ 
ぉさぇくてぇ, ╋ぇさうは っ おぇすっゅけさう-
つっく こっしうきうしす: „′はきぇ くぇょっあ-
ょぇ いぇ ぉなかゅぇさしおけすけ きぇてうくけ-
しすさけっくっ”. ╇ けぉはしくはゃぇ こさけしすけ: 
„′はきぇ おぇお ょぇ ぉなょっ ょさせゅけ こさう 
すけゃぇ すけすぇかくけ せくうとけあぇゃぇくっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ, こさう ゅかせこぇゃうすっ こさけきっくう 
ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ おけさこけさぇすうゃくけすけ 
こけょけたけょくけ けぉかぇゅぇくっ う ょぇ-
くなつくうすっ くう いぇおけくう, ういけぉとけ.”, 
おけきっくすうさぇ ╇ゅくぇすけゃぇ. „╁きっし-
すけ ょぇ さぇいゃうゃぇきっ くぇせつくぇ う 
さぇいゃけえくぇ ょっえくけしす う ょぇ ゃかぇ-
ゅぇきっ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, くうっ 
しっ つせょうき おぇお ょぇ ういかっいっき けす 
くぇえ-くけゃぇすぇ おぇてぇ, いぇぉなさおぇくぇ 
けす たけさぇ, おけうすけ くっ こけいくぇゃぇす 
こさけういゃけょしすゃけすけ う くうおけゅぇ くっ 
しぇ ぉうかう ゃ くっゅけ.”, おけきっくすうさぇ 
╇ゅくぇすけゃぇ こけしかっょくうすっ こさけきっ-
くう, くぇかけあっくう けす きうくうしすなさぇ 
ゃ けしすぇゃおぇ ]うきっけく ╃はくおけゃ. 
╆ぇ くっゅけゃうすっ ょっえしすゃうは けすくけし-
くけ ぉういくっしぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, すは っ 
おぇすっゅけさうつくぇ: ”╁しはおけ くっとけ, 
ういきうしかっくけ けす ╃はくおけゃ, っ ゃ せと-
なさぉ くぇ ぉういくっしぇ.〈けえ けぉしかせあ-
ゃぇてっ つぇしすくう ぉういくっし-おさなゅけゃっ, 
ぉっい ょぇ しっ うくすっさっしせゃぇ けす たけ-
さぇすぇ, ょなさあぇゃぇすぇ う ぉういくっしぇ.”, 
おけきっくすうさぇ こけかうすうつっしおぇすぇ 
しうすせぇちうは せ くぇし ゃ こけしかっょくう-
すっ ょくう ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ. ╆ぇ-
とけすけ, けしゃっく こさうしすさぇしすうっすけ 
しう おなき おせかすせさくうすっ しなぉうすうは ゃ 
╉ぇいぇくかなお, つせゃしすゃうすっかくけしすすぇ 
おなき けぉとっしすゃっくけすけ しなとけ くう-
おけゅぇ くっ っ ぉうかぇ つせあょぇ いぇ ╋ぇ-
さうは  – すは こさうっきぇ こけおぇくう けす 
きっしすくうすっ ゃかぇしすう いぇ けぉとっしす-
ゃっくう ょうしおせしうう し ぉういくっしぇ う 
いぇ こさうしなしすゃうっ こけ いくぇつうきう 
ゅさぇょしおう しなぉうすうは, しかっょう おぇお-
ゃけ しっ しかせつゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, うきぇ 
しゃけっすけ きくっくうっ, おけっすけ ういおぇい-
ゃぇ こさはきけ. ╆ぇとけすけ うくぇつっ くっ 
ぉう ぉうかぇ ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

んëêóçóöñ ÇÜçÜë　ö
′ぇ 22 はくせぇさう 1722 ゅ. 

(くけゃ しすうか) させしおうはす うき
こっさぇすけさ ‶っすなさ ┶ ういょぇゃぇ 
いくぇきっくうすうは しう せおぇい いぇ おぇ
つっしすゃけすけ くぇ こさけういゃっあょぇくけ
すけ けさなあうっ ゃ いぇゃけょぇ ゃ 〈せかぇ. 
¨す おさぇすおうすっ う おぇすっゅけさうつくう 
ういさっつっくうは しすぇゃぇす はしくう うい
うしおゃぇくうはすぇ くぇ ゃかぇょっすっかは 
くっ しぇきけ けすくけしくけ おぇつっしすゃけすけ 
くぇ こさけょせおちうはすぇ, くけ う おなき 
しうしすっきぇすぇ いぇ おけくすさけか くぇ 
おぇつっしすゃけすけ, くぇ ょなさあぇゃくうは 
おけくすさけか くぇょ くっは, ぇ しなとけ 
すぇおぇ う きっさおうすっ いぇ くぇおぇいぇ
くうは こさう こせしおぇくっ くぇ ょっそっおす
くぇ こさけょせおちうは.
〈っおしすなす くぇ せおぇいぇ っ こさっ

ょぇょっく ょけしかけゃくけ, おぇすけ っ いぇ
こぇいっく おけかけさうすなす くぇ っいうおぇ. 
╆ぇ こけゃっつっ はしくけすぇ くはおけう けす 
ぇさたぇうつくうすっ ょせきう ゃ こさっゃけょぇ 
けす しすぇさけさせしおう しぇ けしなゃさっきっ
くっくう. 

〉おぇい いぇ おぇつっしすゃけすけ 
                               ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ,

11-すう はくせぇさう, 1723 ゅけょうくぇ

╆ぇこけゃはょゃぇき しすけこぇくうくなす くぇ すせかしおぇすぇ そぇぉさうおぇ 
╉けさくうかぇ ╀っかけゅかぇいけゃ ょぇ ぉなょっ くぇおぇいぇく し ぉけえ し 
おぇきてうお う ょぇ ぉなょっ ういこさぇすっく くぇ さぇぉけすぇ ゃ きぇくぇ
しすうさ, すなえ おぇすけ すけえ, こけょかっちなす, しっ けしきっかう ょぇ こさけ
ょぇゃぇ くぇ ゃけえしおぇすぇ くぇ ╃なさあぇゃぇすぇ くっゅけょくう すっあおう 
こせておう う かっおう ょなかゅけちっゃくう おさっきなおかうえおう.
]すぇさてうはす くぇ こさうっきつうちうすっ 《さけか 《せおし ょぇ ぉなょっ 
くぇおぇいぇく し ぉけえ し おぇきてうお う ょぇ ぉなょっ ういこさぇすっく くぇ 
いぇすけつっくうっ ゃ ┿いけゃ – いぇ ょぇ くっ こけしすぇゃは こけゃっつっ おかっえ
きけ くぇ かけてけ けさなあうっ.
╆ぇこけゃはょぇくけ っ くぇ けさなあっえくぇすぇ おぇくちっかぇさうは ょぇ しっ 
こさっきっしすう けす ‶っすっさぉせさゅ ゃ 〈せかぇ う ょっくっき う くけとっき 
ょぇ しなぉかのょぇゃぇ いぇ ういこさぇゃくけしすすぇ くぇ こせておうすっ.
』うくけゃくうちうすっ う こけょつうくけゃくうちうすっ ょぇ しかっょはす おぇお 
こさうっきつうちうすっ こけしすぇゃはす こっつぇすう う こさう しなきくっくうっ 
ょぇ ゃいっきぇす う しぇきう ょぇ こさけゃっさはす – う し けゅかっょ, う しなし 
しすさっかぉぇ. ┿ し ょゃっ こせておう ょぇ しっ しすさっかは ゃしっおう きっしっち, 
ょけおぇすけ くっ しっ ういたぇぉはす.
╁ しかせつぇえ くぇ いぇぉぇゃはくっ くぇ ゃけえしおぇすぇ こさう しさぇあっくうっ 
いぇさぇょう くっょけゅかっあょぇくっ くぇ つうくけゃくうちうすっ う すったくうすっ 
こけょつうくっくう, すっ ょぇ ぉなょぇす ぉうすう ぉっいこけとぇょくけ し おぇき
てうちう くぇ ゅけかけ.
′ぇ しすけこぇくうくぇ - 25 せょぇさぇ し おぇきてうお う こけ っょくぇ 
あなかすうちぇ ゅかけぉぇ くぇ こせておぇ.
]すぇさてうはす くぇ こさうっきつうちうすっ ょぇ ぉなょっ ぉうす ょけ ぉっい
つせゃしすゃうっ. ′ぇえ-しすぇさてうはす ょぇ ぉなょっ こけくうあっく ゃなゃ 
そっかょそっぉっか. [っょけゃうはす ょぇ ぉなょっ こけくうあっく ゃ こうしぇさ. 
′っゅけゃうはす こけきけとくうお ょぇ ぉなょっ かうてっく けす くっょっかくぇすぇ 
つぇてぇ ゃけょおぇ いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ.
′ぇ くけゃうは しすけこぇくうく くぇ そぇぉさうおぇすぇ いぇ こせておう – ╃っ
きうょけゃ, くぇさっあょぇき ょぇ こけしすさけう くぇ ょかなあくけしすくうすっ 
かうちぇ う すったくうすっ こけきけとくうちう おなとう, くけ ょぇ くっ しぇ こけ-
かけてう けす くっゅけゃぇすぇ おなとぇ, ぇ ぇおけ しぇ こけ-かけてう, くっおぇ 
╃っきうょけゃ ょぇ くっ しっ けぉうあょぇ, くけ とっ いぇこけゃはょぇき ょぇ きせ 
ぉなょっ けすくっす あうゃけすなす.

》かてひち ┼
╆ぇ けくけゃぇ ゃさっきっ しぇ たぇさぇおすっさくう けすょっかくう しすぇくょぇさすういぇちうけくくう さってっ

くうは. ‶け-てうさけおけすけ ゃくっょさはゃぇくっ くぇ しすぇくょぇさすういぇちうはすぇ う せこさぇゃかっくうっ
すけ くぇ おぇつっしすゃけすけ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ し ちっか こけゃうてぇゃぇくっ くぇ おぇつっしすゃけすけ 
くぇ こさけょせおちうはすぇ っ こけかけあっくけ うきっくくけ けす ‶っすなさ ┶, けす つうっすけ ちぇさしすゃぇくっ 
しっ ぉさけう くぇつぇかけすけ くぇ させしおぇすぇ こさけきうてかっくぇ しすぇくょぇさすういぇちうは.
╁ こなさゃうは しぉけさくうお しなし いぇおけくう くぇ [せしおぇすぇ うきこっさうは けす っこけたぇすぇ くぇ 

‶っすなさ ┶ こさうしなしすゃぇす さっょうちぇ せおぇいう, しゃうょっすっかしすゃぇとう, つっ ゃ すけゃぇ ゃさっきっ 
ゃ [せしうは しっ ゃくっょさはゃぇす っかっきっくすう くぇ しすぇくょぇさすういぇちうは う ゃいぇうきけいぇきっくは
っきけしす くぇ っかっきっくすう けす こさけういゃっあょぇくぇすぇ こさけょせおちうは.
¨しけぉっくけ ゃくうきぇくうっ けすょっかは ‶っすなさ ┶ くぇ しすぇくょぇさすういぇちうはすぇ くぇ けさな

あっえくけすけ しくぇさはあっくうっ. ′ぇこさうきっさ ゃ 
せおぇい わ2436 けす 15 そっゃさせぇさう 1712 ゅ. 
っ いぇこけゃはょぇくけ こせておうすっ う こうしすけかっすう
すっ くぇ おぇゃぇかっさうしすうすっ う くぇ こったけすうく
ちうすっ ょぇ ぉなょぇす し っょうく おぇかうぉなさ.
]すさっきっえおう しっ ょぇ さぇいてうさう ゃなくてくぇ

すぇ すなさゅけゃうは, ‶っすなさ ┶ くっ しぇきけ ゃなゃっあ
ょぇ すったくうつっしおう せしかけゃうは, けすつうすぇとう 
ゃうしけおうすっ ういうしおゃぇくうは くぇ ゃなくてくうは 
こぇいぇさ おなき おぇつっしすゃけすけ くぇ させしおうすっ 
しすけおう, くけ う けさゅぇくういうさぇ ゃ ‶っすっさぉせさゅ 
う ゃ ┿さたぇくゅっかしお こさぇゃうすっかしすゃっくう 
ぉさぇおっさぇあくう (いぇ おぇつっしすゃっく おけくすさけか) 
おけきうしうう, ゃ つううすけ いぇょなかあっくうは ゃかういぇ 
しかっょっくっすけ くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ っおしこけさ
すうさぇくうすっ けす [せしうは しせさけゃうくう (かっく, 
ょなさゃっしうくぇ) う さぇいかうつくぇ こさけょせおちうは.
╁ っこけたぇすぇ くぇ おなしくけすけ ╁ないさぇあょぇくっ 

ゃなゃ ゃさないおぇ し さぇいゃうすうっすけ くぇ うおけくけ
きうつっしおうすっ ゃさないおう きっあょせ ょなさあぇゃう
すっ いぇこけつゃぇ てうさけおけ ょぇ しっ ういこけかいゃぇす 
きっすけょうすっ くぇ しすぇくょぇさすういぇちうはすぇ. ′ぇ
こさうきっさ, ゃなゃ ╁っくっちうは いぇこけつゃぇ しゅかけ
ぉはゃぇくっ くぇ ゅぇかっさう けす こさっょゃぇさうすっかくけ 
ういゅけすゃっくう ょっすぇえかう う ゃないかう, おけっすけ 
ょぇゃぇ くぇつぇかけ くぇ せくうそうおぇちうはすぇ.
‶さっい 1785 ゅ. そさぇくちせいうくなす ╊ぬけぉ

かぇく こさけういゃっあょぇ っょくぇおゃう つぇしすう いぇ 
50 こせておう, おけうすけ しぇ しゅかけぉっくう ぉっい 
しこっちうぇかくけ くぇゅかぇしはゃぇくっ, すけっしす,  けしう
ゅせさっくぇ っ こなかくぇ ゃいぇうきけいぇきっくはっきけしす.
╁ ╂っさきぇくうは いぇ おさぇかしおうは けさなあっっく 

いぇゃけょ っ けこさっょっかっく いぇょなかあうすっかくうは 
おぇかうぉなさ 13,9 きき, こさっい 1845 ゅ. ゃ ┿く
ゅかうは っ ゃなゃっょっくぇ しうしすっきぇ いぇ くぇさはい
ゃぇくっ くぇ しなっょうくうすっかくう さっいぉう, ゃ ╂っさ
きぇくうは っ しすぇくょぇさすういうさぇくぇ てうさうくぇすぇ 
きっあょせ あっかっいけこなすくうすっ さっかしう.

 ‶け きぇすっさうぇかう ゃ うくすっさくっす
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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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╆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

╈】╆¨〈 〈¨]¨╅『╉ ╊╇『《 
《【 [╅ぁ╊』【╇╊〉¨ [╅╉『¨

』〈╊【[╅【╅ 

』てそみせさあ ‒けしけたそうあ:
〉か たそくうそしみうあす おあ すけ か てちとおせそ

》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

[]╅『╅ を╊【[¨〉

295 しかうあ つてあうあ つちかおせあてあ たかせつけみ そて あたちけし 

Жената, на която дължим празника Осми март

¨おけかけ 2900 ぉなかゅぇさう しぇ しう こかぇすうかう 
こさっい 2012 ゅけょうくぇ, いぇ ょぇ しっ こっく-

しうけくうさぇす こけ-ぉなさいけ. ╁しっおう けす すはた っ ょぇか 
しさっょくけ けおけかけ 1600 かゃ. いぇ 22 きっしっちぇ. ╆ぇ 
ゃしっおう きっしっち, おけえすけ くっ ょけしすうゅぇ いぇ こっく-
しうけくうさぇくっ, しっ こかぇとぇ こけ 74,76 かゃ. 〈けゃぇ 
しぇ 18% けす きうくうきぇかくうは けしうゅせさうすっかっく ょけ-
たけょ, おけえすけ っ 420 かゃ. 〈けゃぇ しけつう しこさぇゃおぇ 
くぇ ′¨╇ いぇ 2012 ゅけょうくぇ. ¨ぉとぇすぇ しせきぇ, 

ゃかはいかぇ ゃ たぇいくぇすぇ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ けす いぇ-
おせこっく しすぇあ, っ 11,5 きかく. かゃ. 
╅っかぇっとうすっ ょぇ しう こかぇすはす, いぇ ょぇ しっ こっくしうけくう-

さぇす こけ-さぇくけ, しすぇゃぇす ゃしっ こけ-きぇかおけ. ‶さっょう すさう ゅけ-
ょうくう うきぇてっ ゃないきけあくけしす こかぇとぇくっすけ ょぇ しすぇゃぇ くぇ 
つぇしすう. ]っゅぇ おぇくょうょぇす-こっくしうけくっさうすっ すさはぉゃぇ ょぇ 
ういしうこはす こぇさうすっ くぇおせこ, おけっすけ いぇすさせょくはゃぇ ゅけかは-
きぇすぇ つぇしす けす すはた. 
‶さっい 2009 う 2010 ゅけょうくぇ しさっょくけ くっ しぇ ょけしすうゅぇ-

かう けおけかけ 32 きっしっちぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ. ]っゅぇ ちう-
そさぇすぇ っ こぇょくぇかぇ くぇ 22 きっしっちぇ. ╋ぇおしうきせきなす けす 
ゃさっきっ, おけっすけ きけあっすっ ょぇ しう おせこうすっ, っ こっす ゅけょうくう. 
‶さっょう すけゃぇ, けぉぇつっ, すさはぉゃぇ ょぇ しすっ こけょぇかう いぇはゃ-
かっくうっ いぇ こっくしうは. 
╁ きけきっくすぇ こっくしうけくっさうすっ せ くぇし しぇ 2,2 きかく. ¨す 

1 ぇこさうか しさっょくぇすぇ こっくしうは とっ ぉなょっ 295 かゃ. ]こけ-
さっょ ′¨╇, こさっい 2050 ゅけょうくぇ こっくしううすっ とっ しすぇくぇ 
こけ 1000 かゃ., ぇ こさっい 2060 ゅ. – 1600 かゃ. ¨つぇおゃぇ しっ 
すけゅぇゃぇ しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ ょぇ っ 5600 かゃ. 
〈けゅぇゃぇ, けぉぇつっ, しっ こさっょゃうあょぇ, つっ こっくしうけくっさうすっ 
とっ しぇ くぇさぇしくぇかう. ]っゅぇ すっ しぇ 30% けす くぇしっかっくうっすけ, 
ぇ すけゅぇゃぇ とっ ぉなょぇす 35%. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

〈っあおó くぇ くけいっすっ こけょ ゅかせこぇ-
ゃぇ ゅかぇゃぇ. 
〈ぇいう しすぇさぇ きなょさぇ ぉなかゅぇさしおぇ 

こさうおぇいおぇ ういこなかくう こかけとぇょう-
すっ すっいう ょくう. 
] たけさぇ. 
╂くっゃくう, はさけしすくう, いかう, けぉっい-

ゃっさっくう, けしおけすっかう, うくそぇくすう-
かういうさぇくう, ういこっさおぇかう, こけょう-
ゃっかう けす ぉっょくけしす, かせすぇとう しっ, 
くぇたなしぇくう... う... きけすうゃうさぇくう 
ょぇ すなさしはす ]╋╄〈おぇすぇ. ′ぇ こけ-
かうすうつっしおぇすぇ おかぇしぇ, くぇ さぇい-
かうつくうすっ, くぇ きけくけこけかうすっ, くぇ 
すっいう, おけうすけ くっ きうしかはす おぇすけ 
すはた. ]╋╄〈おぇすぇ くぇ ゃしうつおう けくっ-
いう, けゃかぇしすっくう けす 〉╊╇『┿〈┿ 
くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ ょぇ ゃいっきぇす 
さってっくうは いぇ しなょぉうくうすっ うき. 
〈ぇき くはおなょっ ゃ たゃなさつぇとうすっ おぇ-
きなくう, ぉせすうかおうすっ ぉうさぇ, たさぇつ-
おうすっ こけ せかうちうすっ, ゅさけいくうすっ 
ゃうおけゃっ, けおなさゃぇゃっくうすっ ゅかぇゃう 
う しすぇさつっしおうすっ おかっすゃう しっ ういゅせ-
ぉうたぇ う しなとうくしおうすっ ょけゃけょう う 
うしおぇくうは いぇ こけょさぇくうかぇすぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇ こさけかっす,  いぇ ゅくっゃくけすけ 
くう そっゃさせぇさしおけ ゃなしすぇくうっ.
′ぇゃさなた こけさっょくうは くぇちうけくぇ-

かっく こさぇいくうお しっ けおうつうたきっ し 
ゅけかはきぇ おなさゃぇゃぇ きぇさすっくうちぇ: 
ゃこかっかぇ ゃ しっぉっ しう けすゃさぇとっくう-
っすけ くう けす すけゃぇ, おけっすけ し くぇうゃ-
くけしすすぇ しう, し うしおさっくけしすすぇ しう, し 
けすおぇいぇ  しう けす ういぉけさ, し こさけょぇあ-
くけしすすぇ くぇ ういぉけさぇ しう, し かっおけ-
きうしかっくぇすぇ しう ゃはさぇ う  ぉぇょっゃぇ 
ょっかっゅうさぇくう くぇょっあょう, けぉなさおぇ-
たきっ ]╋╄〈おぇすぇ くぇ くぇてうは あう-
ゃけす う すけいう くぇ ょっちぇすぇ くう. 
]っゅぇ くう っ はょ... くぇ ゃしうつおけ う 

くぇ ゃしうつおう. 
╆ぇとけすけ ′╄ あうゃっっき こけ ¨′ぅ 

くぇつうく, こけ おけえすけ しう こさっょしすぇ-

ゃはたきっ. 』っ 〈┿╋ ′ぅ╉‒╃╄  ゃ 
くっきぇさぇすぇ う くっしこさぇゃょかうゃけしす-
すぇ くぇ すっいう 23 ゅけょうくう  しう いぇ-
ゅせぉうたきっ せすってうすっかくうすっ ょけゃけ-
ょう „╆ぇとけ させつぇたきっ あぇぉっすぇすぇ”, 
しかっょ おぇすけ こぇお ]╋╄〈おぇすぇ くう 
くっ ういかういぇ. 
′はおぇお くっしぉなょくぇすけすけ う くっ-

ういあうゃはくけすけ ¨つぇおゃぇくけ しっ 
けおぇいぇ くぇ けすゃさぇすうすっかくけ ょぇ-
かっつくけ さぇいしすけはくうっ けす ぉかぇすけ-
すけ, ゃ おけっすけ しっ けおぇいぇたきっ ちけ-
こくぇかう /ぇ せあ おけしきうつっしおうはす 
おぇきなお こぇょくぇ ゃ 〉さぇか, くけ きくけ-
ゅけ けこさなしおぇ くぇし, ぇ すなすっくなす きせ 
ゃいさうゃう ょなさあぇゃぇすぇ くう/. ¨しう-
さけすはかぇ う けぉなさおぇくぇ. ╀っい くぇ-
さけつっくう ゃけあょけゃっ う そっすうてう.
╉なょっすけ けすょぇゃくぇ しきっ ういすなさ-

ゃぇかう ]╋╄〈おうすっ くぇ ]╋╄〈おぇ-
すぇ う しっゅぇ しっ けこうすゃぇきっ ょぇ は 
くぇすぇきぇくうき こけ くぇてぇ きはさおぇ, 
ょさぇしおぇえおう くっさゃくけ う ぉっいこけ-
きけとくけ こけ くっは. 
╆ぇぉさぇゃはえおう, つっ ゃしなとくけしす,  

いぇ ょぇ くう ういかっいっ ゃはさくぇ ]╋╄〈-
おぇすぇ, っ ぉうかけ ╆┿╃‒╊╅╇〈╄╊-
′¨ ょぇ しきっ ぉうかう つっしすくう ゃ 
ょぇゃぇくっすけ くぇ おさっょうす, ゃ さぇい-
こさっょっかっくうっすけ くぇ ぉかぇゅうくうすっ,  
ゃ ぉさけっくっすけ くぇ くぇょっあょうすっ, ゃ 
さぇいょぇゃぇくっすけ くぇ のくぇておけ ょけ-
ゃっさうっ. ╃けさう ゃ いぇょなかあうすっか-
くうは ぇかなて-ゃっさうて. ╇ くぇえ-ゃぇ-
あくけすけ: ょぇ くっ いぇぉさぇゃはきっ, つっ 
くうっ しきっ すっいう, おけうすけ こさぇゃはす う 
こかぇとぇす ]╋╄〈おぇすぇ ! 
╉ぇいぇくけ うくぇつっ - ょぇ くう っ 

ぉうかぇ くぇ ]╁╄〈╊¨ う くぇ ぅ]′¨ 
]╋╄〈おぇすぇ. 
┿ くぇてぇすぇ? 
╀ぇし たゃぇとぇき, つっ ゃしっ しきっ 

うきぇかう っょくけ くぇせき, おけっすけ くっ 
しきっ ょっおかぇさうさぇかう. 
〈けゅぇゃぇ?  
╃なかゅけ とっ たけょはす くけいっすっ くう. 

‶け ゅくっゃくうすっ ぉなかゅぇさしおう ぉせかっ-
ゃぇさょう.  
╇ きくけゅけ こなす くう つぇおぇ, う きくけ-

ゅけ おぇきなくう, ょけおぇすけ けす こかっぉし, 
けす ういぉうさぇすっかう う こぇちうっくすう くぇ 
ゃしっゃないきけあくう こけかうすうつっしおう 
っおしこっさうきっくすう しっ こさっゃなさくっき 
ゃ ╂[┿╅╃┿′╇... 
╇くぇつっ - すっあおó くぇ くけいっすっ  

こけょ ゅかせこぇゃぇ ゅかぇゃぇ. 

╀なかゅぇさうは ゅせぉう こけゃっつっ けす 1 きうかうぇさょ っゃさけ くぇ ゅけょうくぇ けす 
かうこしぇすぇ くぇ おゃぇかうそうちうさぇくう おぇょさう ゃ しすさぇくぇすぇ. 

‶け ょぇくくう くぇ ╄ゃさけこっえしおけすけ しすぇすうしすうつっしおけ ぉのさけ ╄ゃさけしすぇす, 
ぉさけはす くぇ いぇゃなさてうかうすっ くぇせつくう, すったくけかけゅうつくう, うくあっくっさくう う 
きぇすっきぇすうつっしおう ょうしちうこかうくう ゃ ╀なかゅぇさうは っ けおけかけ 5% ゃ しさぇゃ-
くっくうっ し ぉかういけ 11% ゃなゃ ╁っかうおけぉさうすぇくうは, ╂っさきぇくうは, ╂なさ-
ちうは う ╇さかぇくょうは. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ ょうゅうすぇかくうすっ せきっくうは しぇ 
おかのつけゃう いぇ ゃしはおぇ こさけそっしうは. 90% けす さぇぉけすくうすっ こけいうちうう ゃ 
ぉなょっとっ とっ ういうしおゃぇす くはおぇおゃう ╇〈 せきっくうは. ╃ぇくくうすっ, けぉけぉ-

〉╅〈╅]っ╇╅ ╆『《っ【 〉╅
„》]╅【╊〉¨【╊” 》╊〉』¨《〉╊『¨ 

′╅╇《╉ 5 《》¨【《〈¨ 
]¨』¨ぁ╊ 』╊〈╊‶』【╇《

とうかう ういしかっょゃぇくうは くぇ ╄ゃさけ-
こっえしおぇすぇ そけくょぇちうは いぇ こけ-
ょけぉさはゃぇくっ くぇ せしかけゃうはすぇ くぇ 
あうゃけす う すさせょ う くぇ ╄ゃさけしすぇす, 
ぉはたぇ しなけぉとっくう けす こさっいうょっく-
すぇ くぇ Microsoft International 
╅ぇく-《うかうこ ╉けさすせぇ こけ ゃさっきっ 
くぇ ょうしおせしうは ゃ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす. ╃うしおせしうはすぇ ぉっ 
こけ こけゃけょ しすぇさすぇ くぇ こさけゅさぇ-
きぇすぇ Microsoft YouthSpark 
ゃ ╀なかゅぇさうは し そうくぇくしうさぇくっ 
くぇ しすけえくけしす くぇょ 49 たうかはょう 
ょけかぇさぇ いぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ 
こさけっおすぇ „╉ぇさうっさぇ ゃ ╇〈”. 
‶さけっおすなす っ くぇしけつっく おなき 

13 000 せつっくうちう ゃ しさっょくうすっ 
せつうかうとぇ, おけうすけ しぇ こけかせつう-
かう くぇえ-ょけぉさぇすぇ ゃなくてくぇ くぇ-
ちうけくぇかくぇ ゅけょうてくぇ けちっくおぇ う 
おけうすけ しぇ けす しっかしおう う けすょぇ-
かっつっくう さぇえけくう くぇ しすさぇくぇすぇ. 

Малко познатата на днешните млади хора активна боркиня за правата 
на жените в Европа и света Клара Цеткин е родена през 1857 г. в Германия. 
Включва се в социалдемократическото движение, членува в ръководните органи 
на Коминтерна, 13 години е депутат в Райхстага. Умира през 1933 г.в Русия. 

В историята на 20-ти век тя влиза като жената-реформатор, поставила 

основите на женската еманципация.

╋かぇょけしすすぇ くぇ ╉かぇさぇ. ╋けきうくしおぇ-
すぇ え そぇきうかうは っ ┿えしくっさ, ょなとっさは 

っ くぇ せつうすっか けす しぇおしけくしおけすけ ゅさぇょつっ ╁う-
ょっさぇせ. ╃はょけ え っ せつぇしすくうお ゃなゃ 《さっくし-
おぇすぇ さっゃけかのちうは けす 1789 ゅ. う ゃ こけたけ-
ょうすっ くぇ ′ぇこけかっけく. ╋ぇえおぇ え けしくけゃぇゃぇ 
あっくしおう ゅうきくぇしすうつっしおう しなのい, けぉけあぇゃぇ 
おくうゅうすっ くぇ ╅けさあ ]ぇくょ. ╉かぇさぇ しっ けす-
かうつぇゃぇかぇ けす ゃさなしすくうちうすっ しう し けゅさけ-
きくぇすぇ しう かのぉけいくぇすっかくけしす う いぇゃうょくぇ 
こぇきっす. ′ぇ 9 ゅ. きけきうつっすけ ゃっつっ っ こさけ-
つっかけ ちっかうは ╂ぬけすっ う ゃしうつおけ けす 【うかっさ 
う し せょけゃけかしすゃうっ さっちうすうさぇ しすうたけゃっすっ 
うき, くぇ 12 ゅ. ちうすうさぇ くぇういせしす けすおなしう けす 
„╇しすけさうは くぇ そさっくしおぇすぇ さっゃけかのちうは”. 
‶なさゃう おさぇつおう ゃ こけかうすうおぇすぇ. ╆ぇ ょぇ 

こけかせつぇす ょっちぇすぇ ょけぉさけ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
しっきっえしすゃけすけ しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ╊ぇえこちうゅ, 
おなょっすけ ╉かぇさぇ っ こさうっすぇ ょぇ せつう ぉっい-
こかぇすくけ ゃ こっょぇゅけゅうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは. 
18-ゅけょうてくぇすぇ ╉かぇさぇ くっ しすぇゃぇ ぉかっし-
すはと こっょぇゅけゅ, おぇおすけ しっ くぇょはゃぇかう せつう-
すっかうすっ え. 
¨とっ おぇすけ しすせょっくすおぇ すは いぇこけつゃぇ ょぇ 

こけしっとぇゃぇ すぇえくうすっ しなぉさぇくうは くぇ しけ-
ちうぇかょっきけおさぇすうすっ. 
]おけさけ しすぇゃぇ つかっく くぇ ]けちうぇかょっきけ-

おさぇすうつっしおぇすぇ こぇさすうは. [けょうすっかうすっ え しぇ 
ゃ てけお う ょけさう は いぇこかぇてゃぇす し ょけきぇてっく 
ぇさっしす. ]かっょ おぇすけ ╀うしきぇさお いぇぉさぇくはゃぇ 
ょっえくけしすすぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ, すは ういこなか-
くはゃぇ こぇさすうえくう いぇょぇつう ゃ ┿ゃしすさうは う 
【ゃっえちぇさうは.
] ¨しうこ 『っすおうく. ╋っあょせゃさっきっくくけ 

╉かぇさぇ しっ いぇこけいくぇゃぇ し ぉなょっとうは しう 
しこなすくうお ゃ あうゃけすぇ – させしおうはす さっゃけ-
かのちうけくっさ-っきうゅさぇくす けす ¨ょっしぇ ¨しうこ 
『っすおうく. 〈けえ くっ ぉかっしすはか し おさぇしけすぇ, くけ 
きけとくけ は こさうゃかうつぇか しなし しゃけは うくすっかっおす, 
ゅけゃけさっえおう え こかぇきっくくけ いぇ さぇゃっくしすゃけ う 
ぉさぇすしすゃけ. ╁なこさっおう つっ けす きくけゅけ ゅけょうくう 
すは しっ こけょこうしゃぇ し そぇきうかうはすぇ 『っすおうく, 
ょゃぇきぇすぇ くっ しぇ うきぇかう けそうちうぇかっく ぉさぇお. 
╉けゅぇすけ ゃ ╂っさきぇくうは しっ いぇしうかゃぇす こさっ-

しかっょゃぇくうはすぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ, すっ いぇ-
きうくぇゃぇす いぇ 『のさうた, ぇ こさっい 1882 ゅ. しっ 
こさっきっしすゃぇす ゃ ‶ぇさうあ. ╆ぇさぇぉけすゃぇす きう-
いっさくう こぇさう けす こさっゃけょう う こせぉかうおぇちうう. 
】ぇしすかうゃけすけ うき しなあうすっかしすゃけ こさう-
おかのつゃぇ しっょっき ゅけょうくう こけ-おなしくけ, おけゅぇ-
すけ ¨しうこ せきうさぇ けす すせぉっさおせかけいぇ. ╉かぇさぇ 
けしすぇゃぇ しぇきぇ し ょゃっすっ うき ょっちぇ – ╋ぇおしうき 
う ╉けくしすぇくすうく. ╆ぇ ょぇ くっ ゅかぇょせゃぇす, さぇ-
ぉけすう くぇ すさう きっしすぇ, つっしすけ こなすう ういけしすぇ-

ゃはえおう こけかうすうつっしおぇすぇ しう おぇさうっさぇ. 〈は っ しぇきけ 
くぇ 32, くけ ういゅかっあょぇ ょけしすぇ こけ-ゃないさぇしすくぇ... 
] ╂っけさゅ. ╃っしっす ゅけょうくう こけ-おなしくけ 42-ゅけょうて-

くぇすぇ ╉かぇさぇ しおかのつゃぇ ぉさぇお し 24-ゅけょうてくうは 
たせょけあくうお ╂っけさゅ 『せくょっか. ╃ゃぇきぇすぇ こっつっかはす 
ょけぉさっ, あうゃっはす ゃ こさけしすけさっく ょけき う しぇ っょくう 
けす きぇかちうくぇすぇ しなし しけぉしすゃっく ぇゃすけきけぉうか. ‶さっい 
1928 ゅ. すけいう, うくぇつっ とぇしすかうゃ, ぉさぇお っ さぇいすさけゅ-
くぇす, すなえ おぇすけ ╂っけさゅ しっ ゃかのぉゃぇ ゃ ょさせゅぇ あっくぇ. 
╆ぇ こさぇゃぇすぇ くぇ あっくうすっ. ╁なゃ 《さぇくちうは ╉かぇ-

さぇ 『っすおうく せつぇしすゃぇ ゃ こけょゅけすけゃおぇすぇ う さぇぉけ-
すぇすぇ くぇ ╁すけさうは ╇くすっさくぇちうけくぇか, こさけゃっか しっ 
こさっい 1889 ゅ., おなょっすけ こさけういくぇしは さっつ いぇ さけ-
かはすぇ くぇ あっくぇすぇ ゃ さっゃけかのちうけくくぇすぇ ぉけさぉぇ. 
‶さっい しなとぇすぇ ゅけょうくぇ っ ういょぇょっくぇ おくうゅぇすぇ え  
“[ぇぉけすくうつおうすっ う あっくしおうはす ゃなこさけし くぇ くぇしすけ-
はとっすけ”, おけはすけ こけしすぇゃは けしくけゃうすっ くぇ すっけさうはすぇ 
いぇ っきぇくちうこぇちうはすぇ くぇ あっくうすっ.
]かっょ いぇゃさなとぇくっすけ しう ゃ ╂っさきぇくうは, けす 1892 

ゅ. ゃ 】せすゅぇさょ ういょぇゃぇ あっくしおけすけ しこうしぇくうっ „[ぇ-
ゃっくしすゃけ”. ¨す 1907 ゅ. けすゅかぇゃはゃぇ あっくしおぇすぇ 
しっおちうは くぇ ]╃‶╂ う いぇっょくけ し [けいぇ ╊のおしっきぉせさゅ 
しっ いぇしすなこゃぇ いぇ さぇゃくう こさぇゃぇ くぇ あっくうすっ.
╋っあょせくぇさけょくうはす ょっく くぇ あっくぇすぇ. ╋っあ-

ょせくぇさけょくぇすぇ おけくそっさっくちうは くぇ あっくうすっ ゃ ╉け-
こっくたぇゅっく こさっい 1910 ゅ., ゃ おけはすけ せつぇしすゃぇす くぇょ 
100 あっくう けす 17 しすさぇくう, こさうっきぇ こさっょかけあっくう-
っすけ くぇ ╉かぇさぇ 『っすおうく いぇ こさぇいくせゃぇくっ くぇ ╋っあ-

ОСМИ МАРТ ДНЕС
Едновременно възхваляван 

и отричан, днес Осми март 
е сред най-предпочитаните 
празници - нарежда се 
на четвърто място след 
Нова година, Рождество и 
Великден.

Години след учредяването 
му през 1910 г., Осми март 
преминава под егидата на 
ООН като Ден за правата 
на жените и международния 
мир. 

Денят е официален 
празник в Русия, Полша, Китай, Беларус, Сърбия, Куба, Албания, 
Армения, Азърбайджан, Виетнам, Босна и Херцеговина, Камерун, 
Казахстан, Киргизстан,  Куба, Македония, Молдова, Монголия, 
Грузия,Таджикистан, Украйна, Узбекистан, Черна гора, Лаос, 
Уганда, Непал.

В много страни продължава традицията на жените да се 
подаряват цветя, в някои празникът се идентифицира с Деня 
на майката. В Китай денят е работен за всички. В Мадагаскар 
почиват само жените. В Италия е обичайно мъжете да 
подаряват жълти мимози на жените, а в страни като 
Португалия - да се организират женски партита.

Днес женските съюзи по света организират многобройни 
събития и кампании: за финансова независимост, модернизация, 
екология, ненасилие, за еднакво присъствие с мъжете в листите 
за избори, за здравето на бременните жени и майките и др.

Глобалната женска организация „Аврора” поддържа свободен 
регистър в интернет, на който събитията се отбелязват

(www.internationalwomensday.com).
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╃ゃけえおぇ けこうすけきっくう かうしうちう しぇ くけゃうくぇ わ1 しさっょ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ くぇ ╆ぇゃけょ 5 ゃ こけ-

しかっょくうすっ くはおけかおけ きっしっちぇ, くぇせつう „〈さうぉせくぇ ┿さ-
しっくぇか”. ]っきっえしすゃけすけ かうしうちう ゃっさけはすくけ あうゃっっ ゃ 
きけゅうかぇすぇ おさぇえ いぇゃけょぇ, こさっょこけかぇゅぇす いぇこけいくぇすう し 
くさぇゃうすっ くぇ あうゃけすくうすっ, おけうすけ けぉぇつっ しぇ うしすうくしおう 
ういくっくぇょぇくう けす そぇおすぇ, つっ かうしうつっすけ しっきっえしすゃけ, けぉ-
さぇすくけ くぇ けつぇおゃぇくけすけ, ゃきっしすけ ょぇ しっ おさうっ, ゃしっおう ょっく 
ゃしっ こけゃっつっ しっ こさうぉかうあぇゃぇ ょけ たけさぇすぇ けす いぇゃけょぇ, 
おけうすけ こけつゃぇす ょぇ くけしはす たさぇくぇ くぇ けこぇてぇすうすっ たうすさっ-
ちう けす ょっすしおうすっ こさうおぇいおう. 

90% そて たちそなかつけけてか う いひおかはか はか けくけつさうあて おけえけてあしせけ とすかせけみ

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Честит Рожден Ден!

ょせくぇさけょっく ょっく くぇ あっくぇすぇ, くぇこさぇゃっくけ ゃなゃ ゃさないおぇ 
し ゅけょうてくうくぇ けす ょっきけくしすさぇちうはすぇ くぇ くのえけさおしおう-
すっ こさっょこさうはすうは けす すっおしすうかくぇすぇ こさけきうてかっくけしす, 
こさけゃっょっくぇ くぇ 8-きう きぇさす 1857 ゅ. し うしおぇくうは いぇ 
10-つぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく, いぇ しゃっすかう う しせたう さぇぉけすくう 
こけきっとっくうは う さぇゃくけ いぇこかぇとぇくっ し きなあっすっ. ╉けく-
そっさっくちうはすぇ ゅけさっとけ こけょおさっこは うょっはすぇ くぇ 『っすおうく. 

『っかすぇ っ あっくうすっ けす ちっかうは しゃはす ょぇ こさうゃかうつぇす 
けぉとっしすゃっくけすけ ゃくうきぇくうっ ゃなさたせ しゃけうすっ うしおぇ-
くうは いぇ うおけくけきうつっしおけ, しけちうぇかくけ う こけかうすうつっ-
しおけ さぇゃくけこさぇゃうっ. ╁ さっいけかのちうはすぇ くぇ 『っすおうく 
しっ おぇいゃぇ: “... ╅っくしおうはす ょっく ゃなゃ ゃしはおぇ しすさぇくぇ 
ょぇ しかせあう こさっょう ゃしうつおけ いぇ こさっょけしすぇゃはくっ くぇ 
さぇゃくう こさぇゃぇ くぇ あっくうすっ. ‶けゃしっきっしすくけ くぇ ╅っく-
しおうは ょっく すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさうょぇゃぇ きっあょせくぇさけょっく 
たぇさぇおすっさ う くぇゃしはおなょっ すけえ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ ょけ-
ぉさっ こけょゅけすゃはく”. 
′けゃうすっ けすゅけゃけさくけしすう. ╆ぇさぇょう こさけこぇゅぇくょぇ-

すぇ, おけはすけ ゃけょう こさけすうゃ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-
くぇ う こさけすうゃ ゃないょなさあぇくっすけ けす しすぇつおう, 『っすおうく 
っ けすしすさぇくっくぇ けす しこ . „[ぇゃっくしすゃけ”. ′っおけかおけ-
おさぇすくけ っ ぇさっしすせゃぇくぇ, くけ ゃ さっいせかすぇす くぇ こさけすっ-
しすう っ けしゃけぉけあょぇゃぇくぇ.
]すぇゃぇ けしくけゃぇすっかおぇ う つかっく くぇ ′っいぇゃうしうきぇすぇ 

しけちうぇかょっきけおさぇすうつっしおぇ こぇさすうは, ぇ しかっょ おぇすけ 
こさっい 1918 ゅ. ゃ ╂っさきぇくうは しっ しないょぇゃぇ ╉けきせくうし-
すうつっしおぇ こぇさすうは, こけしすなこゃぇ ゃ くっは. ╁ こさけょなか-
あっくうっ くぇ 13 ゅけょうくう, けす 1921 ゅ. ょけ 1933 ゅ., 
こけしすけはくくけ っ ういぉうさぇくぇ いぇ ょっこせすぇす ゃ [ぇえたしすぇゅぇ, 
おぇすけ しなとっゃさっきっくくけ けゅかぇゃはゃぇ ╋っあょせくぇさけょくうは 
しっおさっすぇさうぇす くぇ ╉けきうくすっさくぇ. 
‶さっい 1932 ゅ., おけゅぇすけ こさっょしさけつくうすっ ういぉけさう ゃ 

╂っさきぇくうは しぇ しこっつっかっくう けす くぇちうけくぇか-しけちうぇ-
かうしすうすっ, 『っすおうく, ゃ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ くぇえ-ゃない-
さぇしすくうは ょっこせすぇす, けすおさうゃぇ こなさゃけすけ いぇしっょぇくうっ 
くぇ [ぇえたしすぇゅぇ, こさけういくぇしはえおう こかぇきっくくぇ さっつ 
いぇ けこぇしくけしすすぇ けす くぇちういきぇ う こさういけゃぇゃぇえおう いぇ 
しないょぇゃぇくっ くぇ っょうくっく ぇくすうそぇてうしすおう そさけくす.
‶けしかっょくけすけ こさうしすぇくうとっ. ╆ぇ こさなゃ こなす ╉かぇ-

さぇ 『っすおうく こけしっとぇゃぇ ]なゃっすしおうは しなのい, おけゅぇすけ 
っ くぇ 63 ゅ. ╃させあっしおう けすくけてっくうは は しゃなさいゃぇす し 
╊っくうく う ╉させこしおぇは. ]かっょ おぇすけ かっゃうすっ こぇさすうう 
ゃ ╂っさきぇくうは しぇ いぇぉさぇくっくう, ╉かぇさぇ 『っすおうく いぇ-
きうくぇゃぇ けすくけゃけ いぇ ]]][. ╉ぇすけ こさけすうゃくうつおぇ くぇ 
]すぇかうく, すは こけこぇょぇ ゃ こけかうすうつっしおぇ ういけかぇちうは, 
ゃなこさっおう つっ え しっ けおぇいゃぇす けそうちうぇかくう こけつっしすう.
〉きうさぇ くぇ 76 ゅ. こさっい 1933 ゅ. ゃ ┿さたぇくゅっかしおけっ, 

ぉかういけ ょけ ╋けしおゃぇ. 600 たうかはょう ょせてう ういこさぇとぇす 
くっきしおぇすぇ さっゃけかのちうけくっさおぇ ゃ こけしかっょくうは え こなす. 
〉さくぇすぇ し こさぇたぇ くぇ ╉かぇさぇ 『っすおうく っ こけしすぇゃっくぇ 
ょけ しすっくぇすぇ くぇ ╉さっきなか.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

На неуморната, лъчезарна
и винаги с очи за красивото и доброто

Дора Николова
технически сътрудник в Главна дирекция.

Здраве, красиви надежди и сбъднати добрини
във всичките й следващи дни.

От колеги и тези, които я обичат


