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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 『ゃっすぇく 【う-

おけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけ-
ゃぇ, ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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„╅ちつかせあし“ か すそかてそ きけてけか

〉そう いそしせけねかせ しけつて そて 1-うけ ましけ
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╇きっ:
╇ゃぇく ′ぇくっゃ ┿つおけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ:
„┿さしっくぇか“ ┿╃, いぇゃけょ 1

╃かなあくけしす:  ′ぇしすさけえつうお 
くぇ ╋╋ し 『‶〉

╂けょうくう:

╆けょうは: [うぉう

》けぉう: ]こけさす

•	 ¨せてかちうま つ ¨くたひしせけてかしせけみ おけちかさてそち せあ „╅ち-
つかせあし“ ╅╉  〉けさそしあこ ¨いとのかう

•	 ╅ちつかせあしつさけ たちけせそつ くあ さあくあせしひのさあてあ いそしせけぬあ
•	 》そくせあてけみて - せかたそくせあて ╉そいちけせ ╉ちあえせかう
•	 ぅか けすあ しけ さそしかき たそ すあのけせそつてちそかせか う [あくあせ-

しひさ け さそえあ?
•	 【かくけ け そはか すせそえそ けせてかちかつせけ つてあてけけ け けせ-

てかちうまてあ, ねかてかてか う いちそこ 6 せあ „【ちけいとせあ ╅ちつか-
せあし“, 8-すけ ましけ.
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╉さういぇすぇ くぇうしすうくぇ くぇこう-

さぇ, くけ いぇ くぇてぇ さぇょけしす 
ゃしっ けとっ せしこはゃぇきっ ょぇ は ょなさ-

あうき ういゃなく こけさすぇかぇ. 
〈けゃぇ いぇはゃう くぇ うきこさけゃういう-

さぇく ぉさうそうくゅ ういこなかくうすっかくう-

はす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ  こさっょ きっしす-
くう あせさくぇかうしすう. 
 〈けえ おぇいぇ, つっ ゃしうつおう せしう-

かうは くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ ゃ きけきっくすぇ しぇ くぇしけ-

つっくう うきっくくけ おなき ゅかぇゃくぇすぇ 
ちっか: おさういぇすぇ う くっえくうすっ こけ-

しかっょしすゃうは ょぇ しぇ ゃなく けす こけさ-

すぇかうすっ くぇ „┿さしっくぇか”. 
 ╇ぉせてっゃ  おけきっくすうさぇ う さぇい-

かうつくうすっ うくそけさきぇちうう, おけうすけ 
しっ さぇいこさけしすさぇくはゃぇす いぇ  ぉな-

ょっとう しなおさぇとっくうは くぇ こっさしけ-

くぇか ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
〈けえ おぇすっゅけさうつくけ いぇはゃう, つっ 

„おなき きけきっくすぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くはきぇ くうおぇおゃけ くぇきっさっくうっ ょぇ 
しなおさぇとぇゃぇ たけさぇ. 〈っいう くぇきっ-

さっくうは しぇ こさはおけ けぉゃなさいぇくう  し 
さっいせかすぇすぇ けす そうくぇかういうさぇくっ 
くぇ さぇいゅけゃけさうすっ いぇ しおかのつゃぇ-

くっ くぇ ょゃぇ ょけしすぇ ょけぉさう, こけ 
ょせきうすっ くぇ ういこなかくうすっかくうは 
ょうさっおすけさ, ょけゅけゃけさぇ. ╇ぉせてっゃ 
せすけつくう, つっ すけゃぇ とっ „しすぇくっ 
はしくけ ゃ しかっょゃぇとうすっ すさう しっょ-

きうちう”. 
„┿おけ すけゃぇ しすぇくっ, きけゅぇ ょぇ 

ゅぇさぇくすうさぇき, つっ こけくっ いぇ 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ くはきぇ ょぇ 

うきぇきっ くうおぇおなゃ こさけぉかっき”, 
ょけこなかくう すけえ. 
 ‶さう こけかけあっくうっ, つっ ょけ こけょ-

こうしゃぇくっ くぇ ょけゅけゃけさうすっ くっ しっ 
しすうゅくっ,  とっ うきぇ ぇおすせぇかういぇ-

ちうは  くぇ しなしすぇゃぇ くぇ そうさきぇすぇ, 
くっ しおさう ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ,  
おぇすけ せすけつくう, つっ ゃ きけきっくすぇ 
すっつっ こさけちっょせさぇ こけ こさっょゃぇ-

さうすっかっく こけょぉけさ くぇ おぇょさうすっ 
こけ けこさっょっかっくう おさうすっさうう, 
おぇおすけ っ けこうしぇくけ ゃ くけさきぇすうゃ-

くうすっ ょけおせきっくすう.” 
‶なさゃうはす さなおけゃけょうすっか ゃ 

けさなあっえくうちぇすぇ くっ しっ ぇくゅぇあう-

さぇ し おけくおさっすくぇ ちうそさぇ うかう 
こさけちっくす くぇ ぇおすせぇかういぇちうは  
くぇ しなしすぇゃぇ, すなえ おぇすけ „ くっ しきっ 
すさなゅくぇかう ゃ すぇいう こけしけおぇ”.
„┿い しなき けこすうきうしす, おなき  

ょくってくぇ ょぇすぇ くっ こかぇくうさぇきっ 
う くはきぇ しなおさぇとっくうは. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ けこすうきう-

いきぇ う せしうかうはすぇ くぇ ちはかけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” 
ょなかゅう ゅけょうくう せしこはゃぇきっ,  いぇ-

はゃう ′うおけかぇえ  ╇ぉせてっゃ. 
 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ぞだゑ ぢんづとごぞゎ
げん んづでぎぞんずぴご

] くけゃ こぇさおうくゅ さぇいこけかぇゅぇす けす しさっょぇすぇ くぇ のくう 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 くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉ-

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお – „┿さしっくぇか” ┿╃.
〈けえ ぉっ けすおさうす  けす ういこなかくうすっかくうは  ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” うくあ. 

′うおけかぇえ  ╇ぉせてっゃ う けす おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, 
おぇすけ いくぇお いぇ ょけぉさけ こぇさすくぬけさしすゃけ  きっあょせ けぉとうくぇ う そうさきう. 
¨すおさうゃぇくっすけ くぇ こぇさおうくゅぇ しなゃこぇょくぇ  し ょっくは いぇ くぇちうけくぇかっく  

すさぇせさ. ╁  しなぉうすうっすけ うくあ. ╇ぉせてっゃ  ゃうょは う ょさせゅ しきうしなか: ぇさしっ-

くぇかしおう こさうくけし いぇ ぉっいけこぇしくけ ょゃうあっくうっ う ぉけさぉぇすぇ し くぇさせてっ-

くうはすぇ こけ こなすうとぇすぇ.  
] くけゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ しっ  くぇょはゃぇきっ ょぇ くぇきぇかっはす  けこぇしくけ-

しすうすっ, おけうすけ ょっぉくぇす てけそぬけさうすっ う こってったけょちうすっ いぇさぇょう いぇ-

すさせこぇくう こかぇすくぇ し  おけかう ゃ ょゃっすっ こけしけおう  おさぇえ „┿さしっくぇか”, 
おぇいぇ ╇ぉせてっゃ う おぇすけ かうつっく こさうきっさ しぇき こぇさおうさぇ おけかぇすぇ しう 
くぇ  くけゃうは こぇさおうくゅ. 

╆ぇ こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう 
しきっ いぇゅせぉうかう 2 きうかうけくぇ 

ょせてう, おけきっくすうさぇ ゃ ╉ぇいぇく-

かなお ょっきけゅさぇそしおぇすぇ おさういぇ 
せ くぇし  いぇき. こさっょしっょぇすっかはす 
くぇ ╁╋[¨, ╉けしすぇょうく ╉けしすぇ-

ょうくけゃ, おけえすけ ぉっ ゃ ゅさぇょぇ くぇ 
さけいうすっ, こさっょう ょぇ こさっょしすぇゃう 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ おくうゅぇすぇ しう 
„〈さっすぇすぇ くぇちうけくぇかくぇ おぇ-

すぇしすさけそぇ”. ╁ おくうゅぇすぇ すけえ 
ういくぇしは すさっゃけあくう ょぇくくう, 
さっいせかすぇす けす けぉうおけかおうすっ きせ 
うい ちはかぇ ╀なかゅぇさうは う ぇくぇかうい 
くぇ しすぇすうしすうつっしおうすっ ょぇくくう 
けす こけしかっょくうすっ ょゃっ こさっぉさけ-

はゃぇくうは, ぉっい こけしかっょくけすけ けす 
1-ゃう そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょう-

くぇ, いぇ おけっすけ とっ くぇこうてっ 
けすょっかくけ ういしかっょゃぇくっ. „╁っつっ 
ぉなかゅぇさう くはきぇ. ╇きぇ ちっかう 
つぇしすう けす しすさぇくぇすぇ, ゃ おけうすけ 
くっ しぇ しっ さぇあょぇかう ょっちぇ けす 
ゅけょうくう うかう こなお しぇ しっ さぇあ-

ょぇかう, くけ くっ う ぉなかゅぇさつっすぇ. 
╇きぇ ちっかう つぇしすう けす しすさぇくぇ-

すぇ – 40 % けす すっさうすけさうはすぇ, 
おなょっすけ いっきはすぇ こせしすっっ, うきぇ 
けゅさけきくう つぇしすう, おなょっすけ, こけ 
けそうちうぇかくぇ しすぇすうしすうおぇ, いっ-

きはすぇ っ くっけぉさぇぉけすゃぇっきぇ,  おぇお ょさせゅけはつっ ょぇ くぇさっつっき すけゃぇ, 
おけっすけ しっ しかせつゃぇ, けしゃっく すさっすぇ くぇちうけくぇかくぇ おぇすぇしすさけそぇ?”, 
こうすぇ さっすけさうつくけ ╉けしすぇょうくけゃ. ]こけさっょ くっゅけ, しかっょ 15 ゅけょうくう 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ きけあっ ゃっつっ ょぇ くっ ぉなょっ ょなさあぇゃぇ くぇ 
ぉなかゅぇさうすっ, いぇとけすけ けす 2007 ゅけょうくぇ くぇしぇき さけょっくうすっ ょっちぇ 
けす ぉなかゅぇさしおう こさけういたけょ しぇ こけょ 50% けす ゃしうつおう くけゃけさけょっくう.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはくご ぴぎずばゑとんどん ごぜん ぢづんげぞごと!
╇つみさあ ぬかしとうさあ とおひしきあうあ きけうそてあ つ すけせとてあ
′ぇ 6 のかう っ ]ゃっすけゃくうはす ょっく 

くぇ ちっかせゃおぇすぇ. 〈けえ しっ けす
ぉっかはいゃぇ けそうちうぇかくけ けす 1988 
ゅけょうくぇ. ╆ぇ すけゃぇ - おけゅぇ, おぇお う 
いぇとけ しっ っ こけはゃうかぇ ちっかせゃおぇすぇ, 
しなとっしすゃせゃぇす くぇえ-さぇいかうつくう 
きうすけゃっ う かっゅっくょう. ‶さっい ゃっ
おけゃっすっ うくすうきくうはす あっしす しっ っ 
こさうっきぇか おぇすけ ういさぇい くぇ こさう
ゃっすしすゃうっ, ゃはさぇ, せゃぇあっくうっ う 
かのぉけゃ.
]こけさっょ っょくぇ けす ゃっさしううすっ 

ちっかせゃおぇすぇ っ ういきうしかっくぇ けす 
しさっょくけゃっおけゃくうすっ さうちぇさう, 
おけうすけ こけ すけいう くぇつうく さぇいぉう
さぇかう ょぇかう すったくうすっ しなこさせゅう 
しぇ こうかう ゃうくけ. ]こけさっょ ょさせゅぇ, 
ちっかせゃおぇすぇ ゃけょう くぇつぇかけすけ しう 
けす うしおけくくぇすぇ ゃさないおぇ きっあょせ 
きぇえおぇすぇ う ぉっぉっすけ. ╋くけいうくぇ 
こなお しぇ せぉっょっくう, つっ ちっかせゃおぇ
すぇ せしすぇ ゃ せしすぇ っ けすおさうすうっ くぇ 
きぇえきせくうすっ.
╇いしかっょけゃぇすっかうすっ ゃしっ こぇお 

しきはすぇす, つっ ゃ くぇつぇかけすけ ちっかせゃ
おぇすぇ しっ っ ういこけかいゃぇかぇ おぇすけ うい
さぇい くぇ しけちうぇかくう, こけかうすうつっしおう 
う かうつくう ゃいぇうきけけすくけてっくうは, ぇ  
こけ-おなしくけ すは いぇこけつゃぇ ょぇ こさう
ょけぉうゃぇ ゃしっ こけ-っさけすうつくけ いくぇ

つっくうっ. ╁ しなゃさっきっくくうは くぇつうく 
くぇ あうゃけす ちっかせゃおぇすぇ こさうしなしす
ゃぇ こけしすけはくくけ う すけかおけゃぇ しきっ 
しゃうおくぇかう し くっは, つっ つっしすけ こなすう 
ょけさう くっ けぉさなとぇきっ ゃくうきぇくうっ 
くぇ すけゃぇ, おけえ う こけ おぇおなゃ こけゃけょ 
くう ょぇさはゃぇ し くっは. ′け くっ くぇゃしは
おなょっ こけ しゃっすぇ っ すぇおぇ. ╁ ╇くょう
ぇくぇ, ]┿】, う ょけ ょっく ょくってっく 
ちっかせゃおぇすぇ しっ おゃぇかうそうちうさぇ 
おぇすけ こさっしすなこかっくうっ う しこけさっょ 
ょっえしすゃぇと ゃ とぇすぇ いぇおけく すけいう 
ういさぇい くぇ ぉかういけしす っ いぇぉさぇくっく. 

╁ ╉なくっおすうおなす しなとっしすゃせゃぇ 
ょさせゅ こぇさぇょけおし – いぇぉさぇくっくけ っ 
あっくうすっ ょぇ ぉなょぇす ちっかせゃぇくう ゃ 
くっょっかは, ぇ ゃ ┿えけゃぇ きっしすくうはす 
てっさうそ うきぇ ゃかぇしすすぇ ょぇ ぇさっし
すせゃぇ ゃしっおう, おけえすけ ちっかせゃぇ くっ
こけいくぇす. 
╃ぇかう ゃ けしすぇくぇかうすっ しすさぇくう 

こけ しゃっすぇ ちっかせゃおぇすぇ ょくっし っ 
せくうゃっさしぇかっく こけいょさぇゃ? ╁しはおぇ 
しすさぇくぇ っ こさうっかぇ けこさっょっかっくう 
っすうおっす う こさぇゃうかぇ, おけうすけ さっ
ゅかぇきっくすうさぇす ょけこうさぇ し せしすくう.  

╁なゃ 《さぇくちうは, くぇこさうきっさ, ゃいぇ
うきくけすけ さぇいきっくはくっ くぇ ちっかせゃ
おう しっ こさうっきぇ いぇ くっとけ しなゃしっき 
くけさきぇかくけ. ╁ ‶ぇさうあ たけさぇすぇ しっ 
ょけおけしゃぇす し せしすくう  こけ 4 こなすう, 
おぇすけ いぇょなかあうすっかくけ いぇこけつゃぇす 
けす かはゃぇすぇ ぉせいぇ. ╁ 》けかぇくょうは っ 
こさうっすけ ちっかせゃおぇすぇ ょぇ いぇこけつ
ゃぇ う しゃなさてゃぇ けす っょくぇ う しなとぇ 
しすさぇくぇ. ╁ ╇すぇかうは しっ しきはすぇ, つっ 
ちっかせゃおうすっ しぇ こさっょくぇいくぇつっくう 
いぇ しっきっえしすゃけすけ う いぇ くぇえ-ぉかうい
おうすっ, すぇき っ こさうっすけ たけさぇすぇ ょぇ 
しっ こけいょさぇゃはゃぇす し さなおけしすうしおぇ
くっ うかう し こさっゅさなょおぇ. ╁ ╀っか
ゅうは, ぇおけ こさうゃっすしすゃぇすっ くはおけゅけ, 
おけえすけ っ くぇ ゃぇてぇすぇ ゃないさぇしす, 
こさうっすけ っ ょぇ ゅけ ちっかせくっすっ 1 
こなす, くけ, ぇおけ っ こけ-ゃないさぇしすっく 
– 3 こなすう. ╁ ╇しこぇくうは, ┿ゃしすさうは 
う しおぇくょうくぇゃしおうすっ しすさぇくう っ 
せすゃなさょっく さうすせぇか し ょゃっ ちっかせゃ
おう こけ ぉせいうすっ. ╁ ╂っさきぇくうは ちっ
かせゃおうすっ しぇ いぇ くぇえ-ぉかういおうすっ. 
╆ぇ ぇくゅかうつぇくうすっ ちっかせゃおぇすぇ っ 
すゃなさょっ うくすうきっく あっしす, いぇすけゃぇ 
ゃ ょっかけゃぇ けぉしすぇくけゃおぇ すっ ういぉはゅ
ゃぇす こけょけぉくう こけいょさぇゃう – こさう
ゃっすしすゃぇす し さなおけしすうしおぇくうは. ╁ 
[せしうは ちっかせゃおうすっ しぇ くっとけ しなゃ
しっき けぉうつぇえくけ う しっ ゃないこさうっ

きぇす おぇすけ しなさょっつくけしす. ‶さう すはた 
っ こさうっすけ ちっかせゃおうすっ ょぇ しぇ 3. 
〈ぇおぇ っ う ゃ ぇさぇぉしおうは しゃはす.
╇しすうくしおぇすぇ しすさぇしすくぇ ちっかせゃ

おぇ せゃっかうつぇゃぇ こせかしぇ し くぇょ 100 
せょぇさぇ ゃ きうくせすぇ, せゃっかうつぇゃぇ くう
ゃけすけ くぇ たけさきけくうすっ ゃ おさなゃすぇ う 
しこけさっょ しこっちうぇかうしすうすっ ゃしはおぇ 
ちっかせゃおぇ せょなかあぇゃぇ あうゃけすぇ し 
きうくせすぇ. ]すさぇしすくぇすぇ ちっかせゃおぇ 
ういゅぇさは 6,4 おぇかけさうう, せしこけおけ
はゃぇ くっさゃくぇすぇ しうしすっきぇ う ぉけさう 
せしこってくけ しすさっしぇ.『っかせゃおぇすぇ 
けぉぇつっ きけあっ う ょぇ っ けこぇしくぇ. 
』さっい くっは きけゅぇす ょぇ しっ こさっくっしぇす 
くはおけう うくそっおちうう おぇすけ たっさこっし, 
たっこぇすうす ┿ う ╁. ╀っいこさけぉかっきっく 
っ けぉきっくなす う くぇ くはおけう ゃうょけゃっ 
ぉぇおすっさうう, くけ いぇ さぇょけしす 95% けす 
すはた くっ しぇ けこぇしくう いぇ いょさぇゃっすけ.
╆ぇ ちっかせゃおぇすぇ しぇ ういこうしぇくう 

きうかうけくう ょせきう, ういこっすう しぇ きう
かうけくう こっしくう, くぇさうしせゃぇくう しぇ 
たうかはょう こかぇすくぇ. ′っいぇゃうしうきけ 
けす すけゃぇ, ちっかせゃおぇすぇ くうおけゅぇ くっ 
っ しぇきけ こさけしすけ ちっかせゃおぇ. ╆ぇ
とけすけ すは きけあっ ょぇ ぉなょっ: けぉけ
あぇくうっ, かのぉけゃ, こさうはすっかしすゃけ, 
さぇょけしす, せゃぇあっくうっ, こさっおかけくっ
くうっ, しなゅかぇしうっ, こけくはおけゅぇ ょけさう 
けすゃさぇとっくうっ う こさっょぇすっかしすゃけ.

〈┿

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ 《せすぉけかっく おかせぉ „┿さしっくぇか 2000” 
けぉはゃはゃぇ こさうっき  くぇ ょっちぇ, さけょっくう こさっい 2000 ゅ. , 2001 
ゅ. う 2002 ゅ., いぇ こけょゅけすゃうすっかくうすっ ゅさせこう くぇ 【おけかぇすぇ 
こけ そせすぉけか.
′っけぉたけょうきけ っ ょぇ こけょぇょっすっ きけかぉぇ こけ けぉさぇいっち, 

おけえすけ きけあっすっ ょぇ こけかせつうすっ けす ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さ-

しっくぇか” ┿╃, おぇおすけ う けす しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ 
いぇゃけょう うかう けす すさっくぬけさぇ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ                  
すっか. 36 51 う 0887 749 705.
╉なき きけかぉぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ っ こさうかけあっくぇ ぉっかっあおぇ けす 

かうつくうは かっおぇさ - いぇ いょさぇゃくうは しすぇすせし う いぇ きうくぇかう いぇ-

ぉけかはゃぇくうは くぇ おぇくょうょぇすぇ.
╋っしっつくぇすぇ すぇおしぇ いぇ せつぇしすうっ っ 5 /こっす/ かっゃぇ. 〈は とっ 

しっ ういこけかいゃぇ いぇ しくぇぉょはゃぇくっ くぇ ょっちぇすぇ し っおうこうさけゃおぇ.

〉] くぇ 《╉ „┿さしっくぇか 2000”

《╆っ╇╅

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

╉ぇいぇくかなお

27.06, こけくっょっかくうお, 16.40 つ., 』っさゃっ
くうは しぇかけく くぇ ╃╉ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃
‶さっきうっさぇ くぇ おくうゅぇすぇ くぇ あせさくぇかうしすぇ けす 
ゃっしすくうお „〈させょ” ╊のぉつけ ╇ゃぇくけゃ „╅うゃけす ゃ 
ょゃっ っこけたう”. ╉くうゅぇすぇ さぇいおぇいゃぇ いぇ あうゃけすぇ 
くぇ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. 
]さっとぇ –さぇいゅけゃけさ し ぇゃすけさぇ くぇ おくうゅぇすぇ う 
くっゅけゃうは ゅっさけえ.

╁たけょ - しゃけぉけょっく

29.06, しさはょぇ, ╇╋ „╇しおさぇ” 
16 つ. - 18 つ. ‶け こけゃけょ 110 –すぇ ゅけょうてくう
くぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ きせいっは しっ けすおさうゃぇす 
6 さぇいかうつくう っおしこけいうちうう: 
[ぇくくぇ  くっけかうすくぇ おっさぇきうおぇ, ]さっょくけゃっ
おけゃくう う ゃないさけあょっくしおう おくうゅう, [っょおう きけ
くっすう けす そけくょぇ くぇ けすょっか „′せきういきぇすうおぇ”,  
‶っつぇすう けす こっさうけょぇ 15-18 ゃっお, ╊のすうっさ
しすゃけすけ  ゃ ╉ぇいぇくかなお  う さっすさけしこっおすうゃくぇ  
ういかけあぉぇ しなし しくうきおう う ょけおせきっくすう, さぇい
おぇいゃぇとう いぇ こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ きせいっは ょけ 
くぇてう ょくう. 

╁たけょ - しゃけぉけょっく

╃け 30 のくう ゃ ╇くそけさきぇちうけくくうは ちっく
すなさ くぇ ╉ぇいぇくかなお
きけあっすっ ょぇ  ゃうょうすっ ういかけあぉぇすぇ „]すけこ くぇ 
ゃけえくぇすぇ こけ こなすうとぇすぇ”, ゃおかのつゃぇとぇ 65 
ょっすしおう さうしせくおう こけ すっきぇすぇ. ¨さゅぇくういぇすけさ 
くぇ こさけはゃぇすぇ っ っょくけうきっくくけすけ しょさせあっくうっ 
し くっしすけこぇくしおぇ ちっか. 

╁たけょ - しゃけぉけょっく

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ

24 のくう, こっすなお
╃っきけくしすさぇすうゃくけ ょけぉうゃぇくっ う ょっゅせしすぇ
ちうは くぇ きっょ けす ‶つっかぇさしおけ ょさせあっしすゃけ 
„╊うこぇ”
11.00 つ., ‶ぇさお „‶っすう けおすけきゃさう”

„╄くぬけゃょっく – こさぇいくうお くぇ ちゃっすはすぇ” - 
おけくちっさす くぇ  ょっすしおう そけかおかけさっく ぇくしぇき
ぉなか „╆ぇゅけさつっ”  
19.00 つ., ¨こっさっく すっぇすなさ, ゃたけょ - しゃけぉけょっく

25 のくう, しなぉけすぇ

„《けかおかけさくぇ てっゃうちぇ” – おけくちっさす くぇ たせ
ょけあっしすゃっくう しなしすぇゃう けす くぇさけょくうすっ つう
すぇかうとぇ う ゅさぇょぇ
10.00 つ., ‶ぇさお „‶っすう けおすけきゃさう” 

„╇いゅさはゃぇとう いゃっいょう” – しなしすっいぇくうっ こけ 
しこけさすくう すぇくちう
12.00 つ., ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ

╉けくちっさす くぇ ゅさせこぇ „〉うおっょぇ”
20.00 つ., ‶かけとぇょぇ こさっょ ¨ぉとうくぇすぇ

26 のくう, くっょっかは

„〉しきうゃおけゃぇ すっさぇこうは” – おぇきこぇくうは こけ 
こけゃけょ ╋っあょせくぇさけょくうは ょっく いぇ ぉけさぉぇ し 
くぇさおけきぇくううすっ
10.00 つ., ‶かけとぇょぇ こさっょ ¨ぉとうくぇすぇ

〈[╇╃′╄╁╄′ ‶┿╉╄〈
]こっちうぇかくう ちっくう いぇ ょぇすうすっ:
22.06 – 25.06; 05.07 – 08.07; 15.07 – 18.07; 
25.07 – 28.07; 04.08 – 07.08; 14.08 – 17.08; 
24.08 – 27.08
╆ぇ さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” – 90,00 かゃ.
╆ぇ くっさぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” – 99,00 かゃ.
╃っちぇ ょけ 12 ゅ. こけかいゃぇす 20 % けすしすなこおぇ.
『っくぇすぇ っ ゃぇかうょくぇ しぇきけ いぇ こけしけつっくうすっ 
ょぇすう う ゃおかのつゃぇ:
- 3 くけとせゃおう しなし いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/; けぉはょ /
きっくの/; ゃっつっさは /ぉかけお きぇしぇ/
- こけかいゃぇくっ くぇ くぇ けすおさうす ぉぇしっえく, てっいかけくゅう う 
つぇょなさう
- internet /かけぉう ぉぇさ/
- itness くぇ けすおさうすけ
- おせささけすくぇ すぇおしぇ

｠《【╊] „╅『』╊〉╅]” – 〉╊』╊╆ぇ『

《‒╊『【╅
『╄′╇ ¨〈 01.06 2011 ゅ. – 31.08.2011 ゅ.
1. ╆ぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ 
„┿さしっくぇか” う つかっくけゃっ くぇ しっきっえしすゃぇすぇ 
うき – ちっくぇ くぇ ょっく 20,00 かゃ. – くけとせゃおぇ しなし 
いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/
2. ╆ぇ ょっすっ ょけ 12 ゅ. し ょゃぇきぇ こなかくけこかぇとぇ
とう さけょうすっかう – ちっくぇ くぇ ょっく 10,00 かゃ. – 
くけとせゃおぇ しなし いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/
3. ╆ぇ ょっすっ ょけ 12 ゅ. し っょうく さけょうすっか – ちっくぇ 
くぇ ょっく 15,00 かゃ. – くけとせゃおぇ しなし いぇおせしおぇ /
ぉかけお きぇしぇ/
4. ╆ぇ くっさぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” – ちっくぇ 
くぇ ょっく – 35,00 かゃ.; ょっちぇ ょけ 12 ゅ. こけかいゃぇす 
20% けすしすなこおぇ.

‶[╇ ╂[〉‶╇ けす 15 いぇこうしぇくう ょせてう – 
ぉけくせし – 1 ぉっいこかぇすくけ
╃╄『┿ ╃¨ 2 ゅ. – ぉっいこかぇすくけ

╆ぇこうしゃぇくっ う いぇこかぇとぇくっ – ゃ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” うかう ゃ しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ いぇゃけょう.
]こさぇゃおう う うくそけさきぇちうは – すっか. 21 56; 7 21 56; 0431/6 22 07

′. ╇ぉせてっゃ

╋けきっくす  けす けすおさうゃぇくっすけ くぇ こぇさおうくゅぇ 

ぢづだゎぞだげんどん ぞん ゑぜづだ:
がぎぜだゎづんぱでとんどん とづごげん ばゐごゑん ゐぺずゎんづごé 
ぢづぎげ 2025-どん

╉ぇょさう けす きうくぇかけすけ うかう けす ぉなょっとっすけ?
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

24 のくう – [けあょっくうっ くぇ ]ゃ. ╈けぇく ╉さなしすうすっか. ╄くぬけゃょっく. ╃っく くぇ 
ぉなかゅぇさしおけすけ かっおぇさしすゃけ う くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ そぇさきぇちっゃすうおぇ. 770 ゅ. けす 
しきなさすすぇ くぇ ╇ゃぇく ┿しっく ┶┶ – こけ ゃさっきっ くぇ ちぇさせゃぇくっすけ きせ ╀なかゅぇさうは 
うきぇ ういかぇい くぇ すさう きけさっすぇ.
25 のくう – ╁ ╇しこぇくうは っ くけとすぇ くぇ ]ぇく 》せぇく, くぇえ-おさぇすおぇすぇ くけと, ゃ 
おけはすけ ゃしうつおう きっつすう しっ しぉなょゃぇす.
26 のくう – ′っょっかは くぇ ゃしうつおう ぉなかゅぇさしおう しゃっすうう. ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく こさけすうゃ せこけすさっぉぇすぇ う すなさゅけゃうはすぇ し くぇさおけすうちう. ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく ゃ こけょおさっこぇ くぇ あっさすゃうすっ くぇ ういすっいぇくうは. 15 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ 
╄ょせぇさょ ╆ぇたぇさうっゃ – ぉなかゅぇさしおう おうくけさっあうしぬけさ /”]おなこぇ きけは, しおなこう 
きけえ”, „╁うかくぇ いけくぇ”, „╋なあおう ゃさっきっくぇ”/ 
27 のくう –  65 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╃╆╇. ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ さうぉけかけ-
ゃぇ – ゃしはおぇ さうぉぇ, せかけゃっくぇ ゃ すけいう ょっく, せょゃけはゃぇ すっゅかけすけ しう.
28 のくう – 20 ゅ. けす さぇいこせしおぇくっすけ くぇ ]╇╁ –]なゃっす いぇ うおけくけきうつっしおぇ 
ゃいぇうきけこけきけと.
29 のくう – ]ゃ. こなさゃけゃなさたけゃくう ぇこけしすけかう ‶っすなさ う ‶ぇゃっか. ‶っすさけゃ-
ょっく. ‶っすなさ けす ゅさなちおう けいくぇつぇゃぇ „おぇきなお”. 1901 ゅ. – ‶. 〈けこせいけゃ しない-
ょぇゃぇ きせいっえ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 145 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ [けぉéさ 【せきáく , 
こけしすぇゃうか くぇつぇかけすけ くぇ っゃさけこっえしおぇすぇ うくすっゅさぇちうは, ょくっし ╄]. 
30 のくう – ]なぉけさ くぇ ]ゃ. しかぇゃくう 12 ぇこけしすけかう. ‶ぇかぬけゃょっく – くっ しっ 
さぇぉけすう, „ゃしうつおけ, とけ しっ こけたゃぇくっ, しっ こぇかう”. ╃っく くぇ いぇくぇはすうすっ. 40 ゅ. 
けす ゅうぉっかすぇ くぇ そせすぉけかうしすうすっ-くぇちうけくぇかう ╂っけさゅう ┿しこぇさせたけゃ う ′う-
おけかぇ ╉けすおけゃ. 75 ゅ. けす ういかういぇくっすけ くぇ さけきぇくぇ „̈ すくっしっくう けす ゃうたなさぇ” 
くぇ ╋ぇさゅぇさっす ╋うつなか.
01 のかう – ]ゃっすう ぉっいしさっぉさっくうちう ╉けいきぇ う ╃ぇきはく, かっおせゃぇかう ょぇさけき. 
]ゃ. ╁さぇつう – ょっく くぇ ゃさぇつおうすっ う ぉぇはつおうすっ. ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ くぇさけょけ-
くぇしっかっくうっすけ – けぉはゃっく こけ こけゃけょ さぇあょぇくっすけ くぇ 5-きうかうぇさょくうは あう-
すっか くぇ こかぇくっすぇすぇ こさっい 1987 ゅ.. 100 ゅ. けす けすおさうゃぇくっすけ くぇ ゃうすぇきうくう-
すっ けす こけかしおうは ぉうけたうきうお ╉ぇいうきうさ 《せくお, ゃなゃっか すっさきうくぇ „ゃうすぇきうく”. 
90 ゅ. けす ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ けこさけしすっく こさぇゃけこうし せ くぇし – こさっきぇたゃぇす しっ 
おさぇえくうすっ っさけゃっ, ょゃけえくけすけ „っ” う おさなしすぇすけすけ „な”. 90 ゅ. けす さけあょっくう-
っすけ くぇ ぇおすさうしぇすぇ ╋ぇさゅぇさうすぇ ╃せこぇさうくけゃぇ, こけつ. こさっい 2005 ゅ. 50 ゅ. 
けす さけあょっくうっすけ くぇ かっえょう ╃ぇはくぇ.
02 のかう – ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ おけけこっさぇちううすっ. 50 ゅ. けす しき. くぇ 
‒さくっしす 》っきうくゅせっえ, しぇきけせぉうゃぇ しっ こさっい 1961 ゅ./”╀っいおさぇっく こさぇい-
くうお”, „]ぉけゅけき くぇ けさなあうはすぇ”, „]すぇさっちなす う きけさっすけ”/.
03 のかう – 85 ゅ. けす しき. くぇ けこなかつっくっちぇ けす おぇいぇくかなておうは おさぇえ ╂っけさゅう 
╉ぇすさっゃ. 40 ゅ. けす しき. くぇ こっゃっちぇ ╃あうき ╋けさうしなく, くぇきっさっく きなさすなゃ 
ゃなゃ ゃぇくぇすぇ しう.
04 のかう - 95 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╁けっくくけうしすけさうつっしおうは きせいっえ ゃ 
]けそうは, し ちぇさしおう せおぇい けす 1916 ゅ. 40 ゅ. けす ういぉうさぇくっすけ くぇ きうすさけ-
こけかうす ╋ぇおしうき いぇ こぇすさうぇさた くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ こさぇゃけしかぇゃくぇ ちなさおゃぇ, 
1971 ゅ. 80 ゅ. けす しき. くぇ 〈けょけさ ‶けこけゃ - かっおぇさ, つうすぇかうとっく くぇしすけはすっか 
けす ╉ぇいぇくかなお. 235 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ]┿】, ╃っく くぇ くっいぇゃうしう-
きけしすすぇ.
05 のかう – ╊っすくう ]ゃ. ┿すぇくぇし, ┿すぇくぇし あなすゃぇさ うかう ]さっょかはすけ. ‶さぇい-
くうお くぇ しかせあうすっかうすっ くぇ ╋╁[, しないょぇょっくけ くぇ 5 のかう 1879 ゅ. – つっしすゃぇ 
しっ けす 1992 ゅ. 165 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ′うおけかぇえ ╋うおかせたけ-╋ぇおかぇえ 
– させしおう っすくけゅさぇそ, ぇくすさけこけかけゅ う こなすってっしすゃっくうお, ういせつぇゃぇか くぇしっ-
かっくうっすけ くぇ  ぃゅけういすけつくぇ ┿いうは, ┿ゃしすさぇかうは う ¨おっぇくうは. こさっょう 170 
ゅ. ぇくゅかうつぇくうくなす 〈けきぇし ╉せお けすおさうゃぇ こなさゃぇすぇ ゃ しゃっすぇ すせさうしすうつっしおぇ 
ぇゅっくちうは. 65 ゅ. けす こなさゃけすけ こけおぇいゃぇくっ ゃ ‶ぇさうあ くぇ あっくしおう ぉぇくしおう 
おけしすのき けす ょゃっ つぇしすう, くぇさっつっく ゃ いくぇお くぇ こさけすっしす ぉうおうくう - こけ うきっすけ 
くぇ すうたけけおっぇくしおうは けしすさけゃ, くぇ おけえすけ ]┿】 こさぇゃはす はょさっく けこうす.
06 のかう – 65 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ]うかゃっしすなさ ]すぇかけせく – ぇきっさう-
おぇくしおう ぇおすぬけさ, しちっくぇさうしす う さっあうしぬけさ. 40 ゅ. けす しき. くぇ くぇえ-うい-
ゃっしすくうは ょあぇい-ういこなかくうすっか くぇ 20 ゃっお ╊せうし ┿さきしすさけくゅ – ]ぇつきけ.                                                                                                                                          
07 のかう – ╁きつちぇ ′っょっかは. ╄ゃさけこっえしおう ょっく くぇ てけおけかぇょぇ, くぇ すぇいう 
ょぇすぇ こさっい 1550 ゅ. けす ぃあくぇ ┿きっさうおぇ ゃ ╇しこぇくうは しぇ ょけしすぇゃっくう こなさ-
ゃうすっ おぇおぇけゃう いなさくぇ. ‶さぇいくうお くぇ いゃっいょうすっ ゃ ぅこけくうは. 125 ゅ. けす さけあ-
ょっくうっすけ くぇ ╋ぇさお 【ぇゅぇか – そさっくしおう たせょけあくうお けす させしおう こさけういたけょ, 
こなさゃうはす こさっょしすぇゃうすっか くぇ しのささっぇかういきぇ. 110 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ 
╁うすけさうけ ╃っ ]うおぇ – うすぇかうぇくしおう さっあうしぬけさ /”╀さぇお こけ うすぇかうぇくしおう”, 
„』けつぇさおぇ”, „╉さぇょちう くぇ ゃっかけしうこっょう”/. 100 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ 
╃あぇくおぇさかけ ╋っくけすう – ぇきっさうおぇくしおう けこっさっく おけきこけいうすけさ /”╉けくしせ-
かなす”, ”〈っかっそけくなす”, „╋っょうせきなす”/.

[ぇぉけすぇすぇ こけ こさっゃおかのつゃぇくっ くぇ 
┿]-47 けす っょうくうつくぇ くぇ ぇゃすけきぇ-
すうつくぇ しすさっかぉぇ, し おけはすけ ]こぇしけゃぇ 
いぇこけつゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”, しっ けおぇいゃぇ 
すっしっく そさけくす いぇ ょっえしすゃうっ いぇ いぇ-
かけあぉうすっ くぇ きかぇょぇすぇ さぇぉけすくうつ-
おぇ, っょくぇ けす こなさゃうすっ, いぇこけつくぇかう 
こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ くけゃうすっ たぇかっすぇ 
けとっ こさっょう ょぇ ぉなょぇす しかけあっくう 
ょぇあっ こさけいけさちうすっ うき.  〈は しっ さぇい-
ゃうたさは うしすうくしおう, おけゅぇすけ けすうゃぇ ゃ 
いぇゃけょしおぇすぇ さぇょうけせさっょぉぇ. ╂ぇくおぇ 
╇ゃぇくけゃぇ は おぇくう ゃ さぇょうけすけ いぇ 
うくすっさゃの こけ ういぉけさうすっ – ぅくおぇ っ 
くぇえ-きかぇょぇすぇ ゅかぇしけこけょぇゃぇすっか-
おぇ, ぇ こけしかっ – う くぇえ-きかぇょぇすぇ けぉ-
とうくしおぇ しなゃっすくうつおぇ. 》ぇさっしゃぇす は. 
╂かぇしなす  え しすぇゃぇ, すけゃぇ っ あっくしおうはす 

ゅかぇし くぇ さぇょうけすけ. 〈けつくけ すけゅぇゃぇ, 
しかっょ おけくおせさし, しっ きっしすう ゃ さぇ-
ょうけせさっょぉぇすぇ くぇ いぇゃけょ „》うょさぇ-
ゃかうおぇ”, おなょっすけ いぇこけつゃぇす ゃしうつおけ 
けすくぇつぇかけ, ゅさぇょはす けす くせかぇすぇ う 
おけゅぇすけ ]こぇしけゃぇ くぇこせしおぇ, いぇ ょぇ 
しっ ゃなさくっ けすくけゃけ ゃ „┿さしっくぇか”, 
けしすぇゃは しかっょ しっぉっ しう っょくぇ ょけぉさっ 
しきぇいぇくぇ きぇてうくぇ. ‶けつすう 

ゃしうつおけ こさぇゃったきっ くぇ あうゃけ,
しこけきくは しう さぇょうけゃけょっとぇすぇ, さっ-

こけさすっさおぇすぇ う „てっそおぇすぇ” ぅくおぇ 
]こぇしけゃぇ. ]すけすうちう ぇさしっくぇかしおう 
さっこけさすぇあう „けす きはしすけすけ くぇ しなぉう-
すうっすけ”: きなおくっ すっあおぇすぇ „〉くうすさぇ” 
いぇ いぇこうしう こけ ちったけゃっ, ぉさうゅぇょう, 
こさぇいくっくしすゃぇ...; ょうさっおすくう こさっ-
ょぇゃぇくうは くぇ しなぉさぇくうは う きぇくう-
そっしすぇちうう, うくすっさゃのすぇ: けす さぇ-
ぉけすくうおぇ-せょぇさくうお ょけ きうくうしすなさぇ 
– ぇさしっくぇかっち 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ... 
]さっとぇ し ╉ぇかぇてくうおけゃ, し ‶けすせ-
こぇっゃ..., さぇいゅけゃけさう し ╃ぇくつっすけ 
》さうしすけゃぇ, ┿くぇたうょ 〈ぇつっゃぇ..., ょう-
さっおすくけ けす しちっくぇすぇ ゅう ゃけょはす ゃ さぇ-
ょうけせさっょぉぇすぇ いぇ うくすっさゃのすぇ.  
]せすさうく すけつくけ ゃ 6.50, おけゅぇ-

すけ こっっ こっすっかなす こけ „》けさういけくす”, 
こさっおなしゃぇす くぇちうけくぇかくけすけ さぇょうけ 
う いぇこけつゃぇ ”╃けぉさけ せすさけ, ょっく!”. 
¨とっ し ゃかういぇくっすけ しう ゃ おけきぉう-
くぇすぇ, ぇさしっくぇかちう しぇ こけしさっとぇくう 
し こけいょさぇゃう う こけあっかぇくうは いぇ せし-
こってくぇ さぇぉけすぇ. ‶けしかっ - しこっちう-
ぇかくう くけゃうくう ゅう うくそけさきうさぇす: 
おなょっ しこさはかぇ こぇさぇすぇ, おなょっ いぇ-
おなしくはゃぇす し っおしこっょうちうはすぇ, おなょっ 
ょけしすぇゃおぇすぇ しっ ぉぇゃう けす いぇゃけょ ゃ 
いぇゃけょ... ‶さけぉかっきうすっ くっ しぇきけ くっ 
しっ しこっしすはゃぇす, くけ しっ おけきっくすうさぇす 

ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ – ゃうあょぇきっ しっ いぇ こさなゃ こなす, くけ すは 
ゃっょくぇゅぇ しすけこはゃぇ し すけこかうは しう こけゅかっょ う とっょさぇすぇ 

しう せしきうゃおぇ う こけしかっょくけすけ きう しなきくっくうっ, つっ こさっょしすけう 
っょうく さぇいゅけゃけさ, こさけしすけ – こけ さぇぉけすぇ.
〉しっとぇくっすけ, つっ しう しなし しすぇさ おけかっゅぇ う こさうはすっか ゃっさけ-

はすくけ うょゃぇ けす けこうすぇ え ゃ あせさくぇかうしすうおぇすぇ う けす くっえくうすっ 
ういおせてっくうは ゃ おせかすせさぇすぇ, ゃしっ ゃぇあくう くっとぇ けす あうゃけすぇ 
え, おけうすけ ぉっい さぇぉけすぇすぇ こけゃっつっ けす 30 ゅけょうくう ゃ „┿さしっ-
くぇか”, こさけしすけ っ くはきぇかけ おぇお ょぇ しっ しかせつぇす. „┿さしっくぇか” っ 
きけっすけ あうすうっ”, こさういくぇゃぇ し せょけゃけかしすゃうっ ょなかゅけゅけょうて-
くうはす こさけゅさぇきっく さなおけゃけょうすっか くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ さぇょうけ 
う ょうさっおすけさ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”. ╁ 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ おぇさうっさくけすけ しう さぇいゃうすうっ ゃ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ ]こぇしけゃぇ っ こさけそこさっょしっょぇすっか 
くぇ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは – いぇゃけょ 0. ]っゅぇ とぇしすかうゃけ  ゅかっ-
ょぇ ゃくせちう しなし しなこさせゅぇ しう, し おけえすけ けとっ くぇゃさっきっすけ しっ 
いぇこけいくぇゃぇす う あっくはす – こぇお ゃ „┿さしっくぇか”. ′ぇきうさぇす しっ 
ゃ おせさしぇ いぇ けぉせつっくうっ くぇ きかぇょっあう こけ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ ぇゃすけきぇす „╉ぇかぇてくうおけゃ”, しすぇさすうさぇかけ ゃ 1958 ゅ. 〈は – 
きかぇょぇ おせさしうしすおぇ, すけえ – さなおけゃけょうすっか う こさっこけょぇゃぇすっか. 
╇ さけょうすっかうすっ, う ょっちぇすぇ くぇ ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ, しぇ さぇぉけすうかう 
ゃ „┿さしっくぇか”. „〈けゃぇ ぉってっ ゅさぇょ ゃ ゅさぇょぇ. 『っかう そぇきうかうう 
さぇぉけすったぇ すせお”, おぇいゃぇ, おぇおすけ う きくけゅけ ょさせゅう ぇさしっくぇかちう, 
ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ.  
‶さっい ちっかうは しう あうゃけす すは くっ しこうさぇ ょぇ せつう – けす ゅうきくぇ-

いうはすぇ, こさっい すったくうおせきぇ, ょけ うおけくけきうおぇ ゃ ]けそうは – いぇ-
ょけつくけ, いぇ おけっすけ ぉかぇゅけょぇさう くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しう おけかっゅう, 
つっ は こけょすうおくぇかう – くぇ ╂っけさゅう ╆ぇたぇさうっゃ, ╀けくつけ ‶っしっゃ, 
╂ぇくつけ ╊ぇいぇさけゃ う けしけぉっくけ – くぇ っょくぇ けしすさぇ いぇぉっかっあおぇ, 
ゃきっすくぇすぇ けす ゃっしすくうおぇさは ┿くゅっか ┿さぇぉぇょあうっゃ...  

けすゅけゃけさくけ けす ょうさっおすけさう-
すっ, おけうすけ „くうおけゅぇ くっ しぇ きっ 
こうすぇかう: いぇとけ ゅけゃけさうすっ いぇ 
すけゃぇ, いぇとけ – いぇ けくけゃぇ?”. 
]かせつゃぇかけ しっ っ, ょけさう ょう-
さっおすくけ ゃ „╆ゃなくっすっ くぇ すっ-
かっそけく 290!”, ょぇ こさうしすうゅぇ 
ょうさっおすけさ ょぇ けすゅけゃぇさは くぇ 
こけしすぇゃっく ゃ きけきっくすぇ ゃなこさけし 
けす ちったけゃっすっ. ╇ すぇおぇ ょけ 19 
つぇしぇ ゃっつっさ. ╆ぇとけすけ たけさぇすぇ 
しぇ くぇ しきっくう. ╁ 16.05 こさっ-
おなしゃぇす, いぇ ょぇ おぇあぇす くぇ けすう-
ゃぇとうすっ しう ”》せぉぇゃぇ ゃっつっさ” 
う ょぇ うき こさうこけきくはす おぇおゃぇ 
こけしすぇくけゃおぇ しっ うゅさぇっ ゃ „╇し-
おさぇ” う おぇおゃけ おうくけ ょぇゃぇす ゃ 
ゅさぇょぇ. ┿! -  

[ぇょうけすけ こさぇゃう ょけさう おうくけ!

′け – くぇえ-きくけゅけ しぇ こけいょさぇ-
ゃうすっ けす つけゃっお おなき つけゃっおぇ: 
のぉうかはさう, こなさゃっくちう, しぇきけ-
ょっえちう, いぇょけつくう しすせょっくすう... 
′ぇ いぇこうし ゃなさゃう しぇきけ しぇすう-
さうつくけすけ こさっょぇゃぇくっ „╇いこけさ-
すっくぇすぇ ゅぇえおぇ” し かのぉうきうすっ 
╊のぉつけ ‶けこけゃ う ′うおけかぇ ╂っ-

けさゅうっゃ. ]すっそぇく ′けっゃ ゃうおぇ 
くぇつぇかしすゃけすけ くぇ さぇょうけすけ ゃ 4 
しせすさうくすぇ ょぇ こさけしかせてぇ いぇ-
こうしぇ, くけ: ”『っくいせさぇ くうおけゅぇ 
くっ っ うきぇかけ!”. ╁しうつおう しすけはたぇ 
いぇょ くぇし, ちはかけすけ さなおけゃけょ-

しすゃけ, さぇいおぇいゃぇ ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ, 
くぇ おけはすけ くうおけえ くっ しきっっ ょぇ けす-
おぇあっ くうとけ, たけさぇすぇ ゅけゃけさはす: 
”′ぇ ぅくおぇ う けす こすうつっ きかはおけ しっ 
ょぇゃぇ...”. 〈ぇおぇ, し こけきけとすぇ くぇ 
てっそぇ くぇ ╉ぇこうすぇかくけすけ ╇ゃぇく 
╉せくつっゃ, しすせょうけすけ っ さっきけく-
すうさぇくけ う けぉけさせょゃぇくけ し くぇえ-
きけょっさくぇ すったくうおぇ, ぇ すったくうおなす 
‶っすなさ ╁うょっゃ こさぇゃう うしすうくしおう 
つせょっしぇ, いぇ ょぇ しっ しかせつぇす さっ-
こけさすぇあうすっ う ょうさっおすくうすっ こさっ-
ょぇゃぇくうは くぇ あうゃけ.
〉つぇす しっ けす „[ぇいゅけゃけさ し ゃぇし” 

くぇ ╀けあぇくぇ ╃うきうすさけゃぇ, おけは-
すけ うょゃぇ かうつくけ ょぇ せつう っおうこぇ 
くぇ こさぇゃうかっく ゅけゃけさ; けす ╂っけさ-
ゅう ╉うさうかけゃ う  こさけそ. ╁っしっかうく 
╃うきうすさけゃ, ょなかゅけゅけょうてっく ょっ-
おぇく くぇ 《ぇおせかすっすぇ こけ あせさくぇ-
かうしすうおぇ ゃ ]けそうえしおうは せくう-
ゃっさしうすっす, こけしすけはくくけ たけょはす こけ 
あせさくぇかうしすうつっしおう けぉせつっくうは 
う おゃぇかうそうおぇちうう う いぇすけゃぇ 
ょくっし ]こぇしけゃぇ しっ せつせょゃぇ くぇ 
こさけそっしうけくぇかくうすっ  „くっょけさぇ-
いせきっくうは” ゃ くぇちうけくぇかくうは すゃ う 
さぇょうけっそうさ. 
 7 700 さぇょうけすけつおう いゃせつぇす 

うい „┿さしっくぇか”
こけ すけゃぇ ゃさっきっ し くっえくうは ゅかぇし 

う ゅかぇしけゃっすっ くぇ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ 
/”くぇてぇすぇ ╀さうゅうすぇ 』けかぇおけ-
ゃぇ”/, [ぇえくぇ 【うさけゃぇ, ╃っすっかう-
くぇ ‶けこけゃぇ, ]すぇくおぇ ╂ぇきういけゃぇ 
う ┿くすけぇくっすぇ ╃あうきけゃぇ. ‶さぇ-
ゃう しっ こさっゅかっょ くぇ いぇゃけょしおうは 
ゃっしすくうお, きうくせすう しかっょ けぉは-
ゃはゃぇくっすけ くぇ さっいせかすぇすうすっ けす 
いぇゃけょしおうすっ しなさっゃくけゃぇくうは, 
さぇょうけすけ ゃっつっ ゅう しなけぉとぇゃぇ..., 
いゃせおなす けす きはしすけすけ くぇ しなぉうすう-
っすけ っ いぇょなかあうすっかっく... /╁なゃ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ くはきぇてっ ょう-
ゅうすぇかくう ょうおすけそけくう う おけきこの-
すさう/.
]かっょ くぇちうけくぇかくうは こさっゅかっょ 

いぇ くぇえ-ょけぉさう さぇょうけゃけょっとう 
]こぇしけゃぇ こけかせつぇゃぇ けさょっく „╉う-
さうか う ╋っすけょうえ”. 
′うおけゅぇ くっ しなき しう すさなゅゃぇ-

かぇ ゃ 17 つぇしぇ, ぉってっ こさうはすくけ 
ょぇ こけけしすぇくって し おけかっゅう しかっょ 
さぇぉけすぇ, ょぇ ういおけきっくすうさぇて 
おぇお っ きうくぇか ょっくはす う ゃしっ さぇい-
くぇしはたきっ こぇこおう – しちっくぇさうう, 
しちっくぇさうう... ‶け けくけゃぇ ゃさっきっ 
ゃしはおけ さぇょうけこさっょぇゃぇくっ しっ 
しなたさぇくはゃぇ くぇ きぇてうくけこうしくう 
かうしすけゃっ し こなかくけ けこうしぇくうっ くぇ 
しなょなさあぇくうっすけ う し さぇいつっす こけ 
きうくせすう – „╉なょっ かう しぇ しっゅぇ すうは 

ぇさたうゃう?”, こうすぇ しっ ]こぇしけゃぇ. 
〈は しう しこけきくは あうゃけ う し ゃなか-

くっくうっ けすさぇいはゃぇくっすけ くぇ  おけく-
ちっさすぇ ゃ しすせょぇ くぇ けすおさうすけ こさう 
こさうおかのつゃぇくっ くぇ こなさゃうは っすぇこ 
けす しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ ╃けきぇ 

くぇ おせかすせさぇすぇ: ”╉ぇおゃぇ さぇょけしす 
ぉってっ...!”. ╆ぇすけゃぇ, おけゅぇすけ しすぇ-
ゃぇ くっゅけゃ ょうさっおすけさ, いぇ さぇょう-
けすけ しう しこけきくは し くけしすぇかゅうは. ╁ 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ すは けすくけゃけ 
っ くぇ きはしすけすけ しう – さなおけゃけょう 
21 しぇきけょっえくう しなしすぇゃぇ, おけうすけ 

くけしはす くぇゅさぇょう けす ゃしうつおう そっし-
すうゃぇかう: ”21 いかぇすくう きっょぇかぇ!”. 
]こけきくは しう こなさゃうすっ しすなこおう くぇ 
╃ぇさうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ ゃ ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ すっぇすさぇかくぇ そけさきぇちうは. 
╇きっくくけ すぇき は けすおさうか さっあう-
しぬけさなす ′うおけかぇえ ╉けかっゃ う くぇ-
しけつうか ぉなょっとぇすぇ ぉういくっし ょぇきぇ 

おなき ╁╇〈╇╆. 
┿さしっくぇかしおうすっ ぇおすぬけさう こけ 

すけゃぇ ゃさっきっ たけょはす ょけ ]けそうは 
くぇ こけしすぇくけゃおう いぇょなかあうすっかくけ 
– ”いぇ ょぇ しう しゃっさはゃぇす つぇしけゃくう-
おぇ”. ′け – くぇえ-かぇくしうさぇく う すけ-

ゅぇゃぇ ぉってっ すぇくちけゃうはす しなしすぇゃ, 
こさういくぇゃぇ くはおけゅぇてくうはす ょう-
さっおすけさ くぇ おせかすせさくうは ょけき くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ.
′っ すぇおぇ たせぉぇゃう しぇ しこけきっくうすっ 

くぇ ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ けす こけしかっょ-
くうすっ え ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか” – 

あっしすけおけすけ くぇつぇかけ くぇ 90-すっ, 
おけゅぇすけ たうかはょう しう けすうゃぇす けす 
こさっょこさうはすうっすけ こさうくせょうすっか-
くけ, しかっょ しなおさぇとっくうは. ¨とっ しう 
しこけきくは ぉぇとぇすぇ けす 〈なあぇ, けし-
すぇくぇか ぉっい ょけたけょう いぇ ういょさなあ-
おぇ くぇ ょゃぇきぇ しうくぇ – しすせょっくすう, 
いぇおさうゃぇくっすけ くぇ しすけかけゃっすっ 
いぇ たさぇくっくっ – すけゅぇゃぇ 21 くぇ 
ぉさけえ... ”′っ ぉはたきっ う つせゃぇかう いぇ 
ぉけさしぇ う ぉっいさぇぉけすくう...! ╉ぇおなゃ 
せあぇし!”. ]かっょ うょゃぇくっすけ くぇ てっ-
そけゃっすっ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ 
¨╃]  ╇ゃぇく ╉けしすけゃ う ╃うきうすなさ 
╊せょあっゃ, ゅう つせゃぇ ょぇ おぇいゃぇす: 
”╁しうつおけ すせお っ くぇさっょ. ]すぇつおぇ 
とっ うきぇ!”. ′っさぇいぉけさううすっ こけ-
おさぇえ しすぇつおぇすぇ, ぉっいこぇさうつうっすけ 
う うくそかぇちうはすぇ けす けくけゃぇ ゃさっきっ 
くっ しぇ かのぉうきぇ すっきぇ いぇ ぅくおぇ 
]こぇしけゃぇ, おけはすけ くぇさうつぇ しかせ-
つうかけすけ しっ すけゅぇゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”: 
„‶さっゃさぇす”.

╊のぉうきう, けぉぇつっ, けしすぇゃぇす 
たうかはょうすっ しさっとう し たけさぇ 

う けしけぉっくけ さぇぉけすぇすぇ え ゃ さぇ-
ょうけせさっょぉぇすぇ: „〈けかおけゃぇ きくけゅけ 
うしすけさうう...” ╇ けくけゃぇ: ”╃けぉさけ 
せすさけ!” う „‶さうはすくぇ ゃっつっさ!”, し 
おけうすけ こけ おぇくちっかぇさうう, ちったけゃっ, 
しおかぇょけゃっ, かぇゃおう, しすけかけゃっ う 
こぇさおけゃう ぇかっう ょっくはす くぇ ぇさしっ-
くぇかちう しすぇゃぇ こけ-しかなくつっゃ. ぅゃくけ 
いぇすけゃぇ ]こぇしけゃぇ しこけょっかは: ”′う-
おけゅぇ くっ しなき おぇいゃぇかぇ „╃くっし くっ 
きう しっ たけょう くぇ さぇぉけすぇ!”. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╂けかっきうは ちなさおけゃっく こさぇい-
くうお – [けあょっくうっ くぇ ]ゃ. 

╈けぇく ╉さなしすうすっか, くぇてうはす くぇ-
さけょ すぇつう う おぇすけ ╄くぬけゃょっく 
うかう ╀うかぬけぉっさ. ]こけさっょ くぇ-
さけょくうすっ こさっょしすぇゃう すけゃぇ っ 
ょっくはす くぇ かはすくけすけ しかなくちっしすけ-
っくっ – ]ゃ. ╄くぬけ „けぉかうつぇ おけあせ-
たぇ う けすうゃぇ ょぇ ょけくっしっ いうきぇ”, 
ぇ しかなくちっすけ, こさっょう ょぇ こけっきっ 
ょなかゅうは こなす おなき いうきぇすぇ, しこう-
さぇ ょぇ しう こけつうくっ. 〈け ういゅさはゃぇ 
きくけゅけ さぇくけ しせすさうくすぇ, いぇ ょぇ 
しっ こさけしすう しなし しゃっすぇ, おけえすけ 
くはきぇ ょぇ ゃうょう ょけ ょけゅけょうくぇ. 
╆ぇ しぉけゅせゃぇくっ し っくぬけゃょっくしおけ-
すけ しかなくちっ, ゃしうつおう すさはぉゃぇ ょぇ 
こけしさっとくぇす くっゅけゃうは ういゅさっゃ, 
いぇ ょぇ せしっすはす かっおけゃうすぇすぇ さけしぇ, 
おけはすけ すけ けすなさしゃぇ けす しっぉっ 
しう, きうっえおう しっ こさっょう こなす. ╁ 
すぇいう くけと かっつっぉくぇすぇ しうかぇ 

くぇ さぇしすっくうはすぇ っ くぇえ-ゅけかはきぇ.                                                                                 
′ぇゃさっきっすけ たけさぇすぇ いくぇっかう, つっ 
くぇ しゃっすぇ うきぇ 77 う こけかけゃうくぇ 
さぇいかうつくう ぉけかっしすう う くぇょ ゃしうつ-
おう すはた っ こけしすぇゃっく ╇ゃぇく ╀うか-
おけぉっさ. ′ぇ ゃしはおぇ ぉけかっしす っ こけし-
ゃっすっく ょっく, いぇ くっは うきぇ う かっお 
– ぉうかおぇすぇ. „╆ぇ ゃしはおぇ ぉけかおぇ しう 
うきぇ う ぉうかおぇ”, ゅかぇしう くぇさけょくぇすぇ 
こけゅけゃけさおぇ. ′け すなえ おぇすけ つけゃっお 
くっ いくぇっ ゃしうつおう ぉうかおう, いぇすけゃぇ 
ゅう こけつうすぇ ゃしうつおうすっ ゃっょくなあ ゃ 
ゅけょうくぇすぇ – くぇ ╄くぬけゃょっく, おけゅぇ-
すけ ぉうかおうすっ しぇ くぇえ-かっおけゃうすう.                                                                                                                              
]こけさっょ くぇさけょくぇすぇ すさぇょうちうは 
くぇ ╂っさゅぬけゃょっく う ]こぇしけゃょっく しっ 
ぉっさぇす ぉうかおう, し おけうすけ しっ かっおせ-
ゃぇ ょけぉうすなおなす, ぇ っくぬけゃょっくしおう-
すっ ぉうかおう しぇ こさっょくぇいくぇつっくう いぇ 
たけさぇすぇ. ‶けゃっさうっすけ おぇいゃぇ, つっ 
すっ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ くっ こけ-きぇかおけ 
けす 77 う くぇ ゃしはおぇ しっ けすおなしゃぇ 
しぇきけ こけかけゃうくおぇすぇ. ]なぉさぇくう-
すっ ゃ さぇくくう いけさう ぉうかおう しっ うい-
こけかいゃぇす いぇ かっお こさっい ちはかぇすぇ 
ゅけょうくぇ. ╀うかおうすっ しっ ゃうはす くぇ 
ゃっくちう う しっ さぇいこさっょっかはす くぇ 
]ゃ. ╁さぇつ (1 のかう). ╇ きぇかおう, う 
ゅけかっきう しっ こさけゃうさぇす こさっい ゃっ-
くっち, ういこかっすっく けす ぉうかおう – いぇ 
ょぇ しっ けすなさゃぇす けす ぉけかっしすうすっ. 
╆ぇさぇょう いょさぇゃけしかけゃくぇすぇ しうかぇ 

くぇ ぉうかおうすっ, 24 のくう - ╄くぬけゃょっく, 
っ けぉはゃっく いぇ ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ 
かっおぇさしすゃけ, ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
そぇさきぇちっゃすうおぇ.
]さっょ ぉうかおうすっ うきぇ う すぇおう-

ゃぇ, おけうすけ, けしゃっく いぇ いょさぇゃっ, しっ 
ょぇゃぇす いぇ けぉうつ うかう こなお いぇ さぇい-
かのぉゃぇくっ. 
┿おけ しっ くぇこさなしおぇ こぇさすくぬけ-

さなす こけ ゃさっきっ くぇ しなく し こさぇた 

けす しすさうす ぉけしうかっお うかう, ぇおけ ゃ 
ょあけぉけゃっすっ きせ こさう こなすせゃぇくっ 
しっ しかけあぇす しっきっくぇ けす ゅかせたぇさつっ 
うかう けす おけこなさ, すけえ くはきぇ う ょぇ 
こけきうしかう いぇ ういくっゃはさぇ. ╉かけくおぇ 
けす ぉさなてかはく くけしう くぇ きかぇょぇすぇ 
ぉせかおぇ とぇしすうっ ゃ ぉさぇおぇ. ┿おけ 
おかけくおぇ けす ぉはか うきっか しっ いぇおぇ-
つう くぇょ かっゅかけすけ くぇ ょっゃけえおぇ, すは 
とっ しさっとくっ かのぉうきうは  うかう とっ 
しっ けきなあう いぇ くっゅけ. ┿おけ きけきぇ 
しっ くぇおうつう し ゃさぇすうおぇ, けおけかけ 
くっは とっ しっ ゃなさすはす きけきちうすっ. ] 
すさっゃぇ, くぇさっつっくぇ かせょぇ すうおゃぇ, 
しっ こさうゃかうつぇ かのぉうき. ╋ぇすけつう-
くぇすぇ っ ぉうかおぇ いぇ たぇさっしゃぇくっ. 
┿おけ ゃ ょけきぇ しっ ういゅけさう とうこおぇ 
ょあうくょあうそうか うかう こなお くぇ ょゃぇ-
きぇ ょせてう しっ しうこっ けぉうつくうお ゃなゃ 
ゃけょぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ おなこはす, すっ 
とっ しっ しょけぉさはす. ‶けすぇえくうおなす 
おぇきっくけかけきおぇすぇ/ こけさぇあょぇ つせゃ-
しすゃけ くぇ けぉうつ. ┿おけ くぇ かのぉうきうは 
しっ こけょぇょっ おかけくおぇ し ちゃっすけゃっ くぇ 
おうしっかうちぇ, かのぉけゃすぇ きせ とっ っ いぇ 
ちはか あうゃけす. ┿ ぇおけ ぉうかおぇすぇ かの-
ぉうつっ しっ くけしう いぇてうすぇ ゃ かっくっくぇ 
さういぇ うかう しっ ょぇょっ くぇ きけきなおぇ 
ょぇ こうっ けす くっは, すけえ とっ けぉうおくっ 
ょっゃけえおぇすぇ いぇゃうくぇゅう.
╉けきせくうゅぇすぇ っ さぇいょっかくぇ ぉうか-

おぇ. ‶っかうくなす しなとけ っ ぉうかおぇ 
いぇ さぇいょはかぇ. ╃っかはくおぇすぇ っ いぇ 
くぇきさぇいゃぇくっ.  ┿おけ しっ くぇすなさ-
おぇ し ょっかはくおぇ こさっょきっす, おけえすけ 
きなあなす たゃぇとぇ, かのぉうきぇすぇ きせ 
とっ ゅけ くぇきさぇいう. ′け こなお し けき-
さぇいくうつっすけ けきさぇいぇすぇ きけあっ ょぇ 
しっ せくうとけあう う ょぇ しっ こさっょうい-
ゃうおぇ かのぉけゃ.
╃っえしすゃうはすぇ くぇ ぉうかおうすっ-すぇ-

かうしきぇくう しぇ いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ, 

‶っすさけゃょっく っ くぇえ-こけつう-
すぇくうはす かっすっく こさぇいくうお 

ゃ すさぇょうちううすっ くぇ くぇてうは くぇ-
さけょ. ‶さぇいくせゃぇ しっ ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ あなすゃぇすぇ. ′け しこけさっょ くぇ-
さけょくうすっ したゃぇとぇくうは くぇ すけいう 
ょっく くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ ゃなさてう ゃぇ-
あくぇ いっきっょっかしおぇ さぇぉけすぇ.
╁ ちなさおゃぇすぇ しっ くけしはす 

こっすさけゃしおう おけかぇちう, はぉなかおう-
こっすさけゃおう う しかうゃう-こっすさけゃおう, 
しかっょ すけゃぇ しっ さぇいょぇゃぇす くぇ 
しなしっょう う ぉかういおう. ╁はさゃぇ しっ, 
つっ くぇ けくは しゃはす ぉかういおうすっ うき 
とっ うきぇ おぇおゃけ ょぇ しう たぇこくぇす.  
╃け すけいう ょっく くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ はょぇす はぉなかおう. ぅょっくっすけ くぇ  
はぉなかおう っ さぇいさってっくけ しぇきけ, 
しかっょ おぇすけ ぉなょぇす いぇくっしっくう ゃ 
ちなさおゃぇ.
¨すゅけゃはゃぇくっすけ しかっょ ‶っすさけ-

ゃうすっ こけしすう しすぇゃぇ し こうかっ う 
こうかっておぇ おぇてぇ. ‶うかっすけ っ 
しうきゃけかなす くぇ ‶っすさけゃょっく. 
¨すすせお っ こさけういかはいなか ういさぇ-
いなす „′っ しっ きはすぇえ おぇすけ こうかっ 
くぇ ‶っすさけゃょっく.” ‶さぇゃう しっ う 
きかっつくぇ ぉぇくうちぇ – ょぇ っ しかぇょ-
おぇ ゅけょうくぇすぇ おぇすけ きかはおけすけ.
]きはすぇ しっ, つっ けおけかけ ‶っすさけゃ-

ょっく ゃさっきっすけ っ きくけゅけ ゅけさっ-
とけ, いぇすけゃぇ ういさぇいなす „こっすさけゃ-
しおう こっおけゃっ” っ こけこせかはさっく 
くぇさぇゃくけ し ういさぇいぇ „うゃぇくけゃ-
しおう しすせょけゃっ”.
‶っすさけゃょっく っ ょっく いぇ しぉけ-

さけゃっ こけ しっかぇすぇ, いぇ くぇさけょくけ 
ゃっしっかうっ う こけつうす おなき しゃっすっ-
ちぇ. ╇きっくくうちう ゃ すけいう ょっく しぇ 
ゃしうつおう, おけうすけ くけしはす うきっくぇ-
すぇ ‶っすなさ, ‶っすさぇ, ‶っすさぇくぇ, 
‶っすさせくぇ う ょさ., ぇ すぇおぇ しなとけ 
う ╉ぇきっく, ╉ぇきっくぇ, すなえ おぇすけ  

‶っすなさ けいくぇつぇゃぇ „おぇきなお” – けす 
ゅさなちおけすけ „こっすさけし”.
]ゃ. ‶っすなさ っ しうく くぇ さうぉぇさ. 

╀うか っょうく けす かのぉうきちうすっ くぇ 
》さうしすけし, こさうしなしすゃぇか っ くぇ くっ-
ゅけゃうすっ しすさぇょぇくうは う っ ゃうょはか 
‶さっけぉさぇあっくうっすけ ╂けしこけょくっ. 
╆ぇ すぇいう きせ ゃはさぇ ╇しせし きせ おぇ-
いぇか: „〈う しう ‶っすなさ う くぇ すけは 
„おぇきなお” とっ しなゅさぇょは ちなさおゃぇ-
すぇ しう…う とっ すう ょぇき おかのつけゃっすっ 
くぇ ちぇさしすゃけすけ くっぉっしくけ.”
╁ くぇさけょくけすけ しないくぇくうっ ]ゃ. 

‶っすなさ っ さぇえしおう おかのつぇさ. 〈けえ 
きっさう くぇ ゃっいくう ゅさったけゃっすっ う 
ょけぉさうすっ ょっかぇ う けすしなあょぇ おなょっ 
すさはぉゃぇ ょぇ けすうょっ ょせてぇすぇ くぇ 
つけゃっおぇ – ゃ さぇは うかう ゃ ぇょぇ.
]かっょ ╁ないくっしっくうっすけ くぇ 

》さうしすけし ]ゃ. ‶っすなさ さぇいこさけし-
すさぇくはゃぇか しかけゃけすけ ╀けあうっ ゃ 
さぇいかうつくう しすさぇくう. ╉けゅぇすけ 
こさっい 67-きぇ ゅけょうくぇ ′っさけく 
こさっょこさうっか あっしすけおう ゅけくっくうは  
しさっとせ たさうしすうはくうすっ, ぇこけしすけか 
‶っすなさ ぉうか いぇすゃけさっく ゃ すなき-
くうちぇ,  しかっょ すけゃぇ, くぇ 29 のくう, 
ぉうか さぇいこくぇす. ‶けうしおぇか ょぇ ゅけ 
さぇいこなくぇす し ゅかぇゃぇすぇ くぇょけかせ, 
いぇとけすけ しつうすぇか, つっ っ くっょけしすけ-
っく くぇ っょくぇおゃぇ しきなさす しなし ]こぇ-

しうすっかは. ╀うか くぇ 75 ゅけょうくう.
╂けょうくぇ こけ-おなしくけ くぇ しなとぇ-

すぇ ょぇすぇ, しかっょ ょなかゅう ゅけょうくう 
いぇすゃけさ, すぇき ぉうか こけしっつっく う 
]ゃ. ぇこけしすけか ‶ぇゃっか. ╆ぇすけ-
ゃぇ 29 のくう っ ょっく いぇ こけつうす 
くぇ  ]ゃっすうすっ こなさゃけゃなさたけゃくう 
ぇこけしすけかう ‶っすなさ う ‶ぇゃっか.
╉けゅぇすけ ぉうか くぇ 30 ゅけょうくう, 

けす ゅけくうすっか くぇ たさうしすうはくうすっ 
‶ぇゃっか しっ こさっゃなさくぇか ゃ すったっく 
いぇとうすくうお, しかっょ おぇすけ ゃっょ-
くなあ しぇき 》さうしすけし きせ しっ はゃうか 
ゃ つせょくぇ しゃっすかうくぇ. ‶さっけぉさぇ-
いっく, すけえ しきっくうか さけあょっくけすけ 
しう うきっ ]ぇゃっか – „くぇえ-ゅけかはき”, 
し ‶ぇゃっか – „くぇえ-きぇかなお”, う 
しすぇくぇか  》さうしすけゃ ぇこけしすけか. 
¨しすぇゃうか 14 こけしかぇくうは, しすぇ-
くぇかう しすなかぉけゃっ くぇ ちなさおゃぇすぇ 
う くぇしすぇゃかはゃぇとう ゃ けしくけゃくう-
すっ うしすうくう くぇ たさうしすうはくしおぇすぇ 
ゃはさぇ.
′ぇてうはす くぇさけょ こさうっきぇ 

おぇすけ しぇきけしすけはすっかっく こさぇい-
くうお ょっくは, こけしゃっすっく くぇ ]ゃ. 
ぇこ. ‶ぇゃっか, う ゅけ けすぉっかはいゃぇ 
くぇ しかっょゃぇとうは ょっく – 30 のくう, 
‶ぇゃかぬけゃょっく. 〈けゃぇ っ くぇさけょっく 
こさぇいくうお いぇ こさっょこぇいゃぇくっ けす 
けゅなく, こけあぇさ, ゅさなき う こけ-さはょ-
おけ けす ゅさぇょせておぇ. ]ゃなさいゃぇ しっ 
しなし しすぇさう くぇさけょくう こさっょ-
しすぇゃう いぇ せくうとけあうすっかくぇすぇ 
しうかぇ くぇ けゅなくは, いぇすけゃぇ ょっくはす 
しっ くぇさうつぇ う ‶ぇかぬけゃょっく. ′ぇ 
‶ぇゃかぬけゃょっく しすさけゅけ しっ しかっ-
ょう ょぇ くっ しっ さぇぉけすう, ょぇ くっ しっ 
あなくっ, ょぇ くっ しっ こぇかう けゅなく - 
ょけさう いぇ こさうゅけすゃはくっ くぇ たさぇ-
くぇ, いぇ ょぇ しっ こさっょこぇいはす さっ-
おけかすぇすぇ, うきけすなす う ょけきなす けす 
けゅなく う こけあぇさう.

くけ すっ ぉうたぇ きけゅかう ょぇ こさっけぉさぇ-
いはす あうゃけすぇ くぇ ゃしっおう.
╁ぇあっく けぉうつぇえ くぇ こさぇいくうおぇ っ 

╄くぬけゃぇ ぉせかは. ╋ぇかおけ きけきうつっ, 
けぉかっつっくけ おぇすけ ぉせかおぇ, くけしっくけ 
くぇ さぇきっくっすっ くぇ つっすうさう ゅけかっきう 
ょっゃけえおう, ゅぇょぇっ いぇ こかけょけさけ-
ょうっすけ くぇ くうゃうすっ う ゅさぇょうくうすっ. 
〈ぇき, おなょっすけ っ きうくぇかぇ ╄くぬけゃぇ 
ぉせかは, くはきぇ ょぇ うきぇ ぉっょう う ぉけ-
かっしすう. ╋けきうすっ こさぇゃはす っくぬけゃ-
しおう こさうこっゃおう くぇ こさなしすっくう う 
つさっい すはた こさっょしおぇいゃぇす おぇおなゃ 
とっ ぉなょっ あっくうたなす – ぉけゅぇす うかう 
ぉっょっく, たせぉぇゃっち うかう しすぇさ っさ-
ゅっく, のくぇお うかう しすさぇたかうゃっち. ╇い-
こなかくはゃぇ しっ けぉうつぇはす ╊ぇょせゃぇくっ. 
』さっい くっゅけ きけあっ ょぇ しっ けこさっ-

ょっかう くっ しぇきけ おぇおなゃ いぇくぇはす う 
こけかけあっくうっ とっ うきぇ かのぉうきうはす, 
くけ う おぇおなゃ とっ っ すけえ こけ しなさ-
ちっ. ╆ぇすけゃぇ ょっゃけえおうすっ しっ けぉさな-
とぇす おなき ぉけゅうくはすぇ くぇ かのぉけゃすぇ 
╊ぇょぇ:  „¨え, ╊ぇょけ, ╊ぇょけ, ぉけゅう-
くぬけ きかぇょけ” . ‶さう すけいう けぉうつぇえ 
╄くぬけゃぇすぇ ぉせかは ゃぇょう けす ぉはか おけ-
すっか こさなしすっくうすっ うかう おうすおうすっ くぇ 
きけきうすっ, しかけあっくう こさっょうてくぇすぇ 
ゃっつっさ ゃ きなかつぇくぇ ゃけょぇ /くぇかは-
すぇ こさう こなかくぇ すうてうくぇ, いぇ ょぇ くっ 
ういつっいくっ きぇゅうつっしおぇすぇ え しうかぇ/. 
╋けきうすっ こさうこはゃぇす こっしくう-くぇさう-
つぇくうは: いぇ さぇぉけすぇ, いぇ こけかけあっ-
くうっ ゃ けぉとっしすゃけすけ, たぇさぇおすっさ, 
うきけすくけしす … - ゃしっ ゃぇあくう くっとぇ, 
こなしすさう う さぇいかうつくう, すけつくけ おぇお-
すけ っ う ゃ あうゃけすぇ. 
]きはすぇ しっ, つっ ゃ うきっすけ くぇ 

╄くぬけゃょっく しぇ しかっすう ょゃっ うきっ-
くぇ – ╈けぇく /╇ゃぇく/ う ╄くぬけ – けす 
こさぇぉなかゅぇさしおけすけ „っくう”, おけっすけ 
けいくぇつぇゃぇ „くけゃ” うかう „くけゃ ょっく”. 
╆ぇすけゃぇ うきっくくうちう, けしゃっく ╄くぬけ, 
╄くつけ, ╄くうちぇ, しぇ う  すっいう, おけう-
すけ こさぇいくせゃぇす くぇ ╇ゃぇくけゃょっく – 
╈けぇく, ╈けぇくぇ, ╇ゃぇく, ╇ゃぇくおぇ う 
すったくうすっ こさけういゃけょくう.

29 ùぞご – ぢぎどづだゑがぎぞ 
》╊【ぇ『 ╆¨] ╊╉¨〉 《【 ]ょ╆¨〈を¨【╊ 〉╅ ｠『¨』【《』

ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ ‶なさゃけきぇえしおぇ きぇくうそっしすぇ-
ちうは, おけはすけ しっ こさっょぇゃぇ くぇ あうゃけ こけ ぇさしっくぇかしおけすけ さぇょうけ

╃っかくうちう う こさぇいくうちう

 ] おけかっゅう

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう: ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

]ゃ. ╈けぇく ╉さなしすうすっか
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》ちかく すあこ 2008 え. せけか, „╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ”, くあつてあせあにすか つ しけぬあてあ け けすかせあてあ つけ たちかお うあつ け たそけつ-
さあにすか うあのあてあ たそおさちかたあ, くあ おあ たちそすかせけす くあかおせそ ちあいそてあてあ せあ 《いはけせつさけみ つひうかて. 【ちけ えそおけせけ たそ-さひつ-

せそ か うちかすか くあ ちあうせそつすかてさあ – さあさうそ とつたみにすか け さあさうそ せか とつたみにすか おあ つうひちのけす. ╇あきせそ か おあ けせなそちすけちあすか せか 
つあすそ せあのけてか けくいけちあてかしけ, せそ け うつけねさけ さあくあせしひねあせけ くあ おかこせそつててあ せあ ╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ う 《いはけせつさけみ 
つひうかて たちかく てかくけ てちけ えそおけせけ. 》そつてけえせあにすか け すせそえそ, け すあしさそ. 〈せそえそ, くあはそてそ うつみさそ せそうそ せあねあしそ け うつみさあ 
たちそすみせあ か つうひちくあせあ つ そえちそすせけ とつけしけみ. 〈あしさそ, くあはそてそ う 《いはけせつさけみ つひうかて うつか そはか うしあつてうあて てかつせけてか 
たあちてけこせけ けせてかちかつけ け つすかてさけ, さそけてそ せあ たちあさてけさあ いしそさけちあて おかこせそつててあ すと.

]なそうくぇくしうさぇくっ くぇ ┿くゅうけゅさぇそしおうは  ちっくすなさ おなき ╋╀┿╊ – ╉ぇいぇくかなお  - こけ こさっょかけ-
あっくうっ くぇ ぎ¡ïäñëöóöñ ¨ぉ] こさうっ さってっくうっ いぇ しなそうくぇくしうさぇくっすけ ゃ さぇいきっさ くぇ 18 たうかはょう かゃ. 
]っこすっきゃさう 2008 ゅ.

]きはくぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╋╀┿╊ – ╉ぇいぇくかなお -  こけ くぇしすけはゃぇくっ くぇ ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう 
けす ぎと ゃなゃ ゃさないおぇ し かけてけすけ そうくぇくしけゃけ しなしすけはくうっ くぇ ぉけかくうちぇすぇ ぉっ しきっくっく せこさぇゃうすっかはす え. 
╁ さっいせかすぇす くぇ くけゃうは きっくうょあきなくす そうくぇくしけゃけすけ しなしすけはくうっ くぇ ぉけかくうちぇすぇ しっ こけょけぉさう う ょなか-
ゅけゃっすっ え くぇきぇかはたぇ し くぇょ 1 きうかうけく かゃ. ′けっきゃさう 2008 ゅ.

380 000 かゃ. ょけこなかくうすっか-
くけ こけしすなこうたぇ ゃ しきっすおうすっ 
くぇ ぉけかくうちぇすぇ こけ こさっょかけ-
あっくうっ くぇ しなゃっすくうちうすっ けす 
ぎと いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ ょっえ-
くけしすすぇ くぇ ╋╀┿╊ – ╉ぇいぇくかなお. 
ぅくせぇさう 2009 ゅ.

‶けょけぉさはゃぇくっ くぇ おけく-
すさけかa こけ けすくけてっくうっ くぇ 
おぇつっしすゃけすけ う くぇきぇかはゃぇ-
くっ くぇ  いかけせこけすさっぉうすっ こさう 
]╋[ (しすさけうすっかくけ-きけくすぇあくう 
さぇぉけすう) ゃ けぉとうくぇすぇ – さっ-
いせかすぇす くぇ ぇおすうゃくぇすぇ さぇぉけすぇ 
くぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう けす 
ぎと ゃなゃ ╁さっきっくくぇすぇ おけきうしうは 
いぇ こさけゃっさおぇ くぇ おぇつっしすゃけすけ 
くぇ ういゃなさてゃぇくうすっ ]╋[ ゃ けぉ-
とうくぇすぇ -  2008 - 2009 ゅ.

せあ えちとたあてあ つひうかてせけぬけ そて ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡
くあ ちあいそてあてあ けす う 《いはけせつさけみ つひうかて くあ たかちけそおあ

ましけ 2008 – すあこ 2011 え.

╁おかのつゃぇくっ ゃ さっゅせかぇちうは くぇ ょけこなかくうすっかくう すっさうすけさうう くぇ ゃたけょけゃっすっ けす う おなき ]け-
そうは, はい. ╉けこさうくおぇ, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ゅさ. 【うこおぇ, し. ╄くうくぇ, し. ╀せいけゃゅさぇょ う ╋うくっさぇかくう 
ぉぇくう - し. ¨ゃけとくうお - こけ こさっょかけあっくうっ くぇ しなゃっすくうちうすっ けす ぎと ぉっ けすおさうすぇ こさけちっょせさぇ いぇ 
ぇおすせぇかういうさぇくっ くぇ ¨ぉとうは せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ けぉとうくぇすぇ し すっいう すっさうすけさうう. ‶さっょしすけう けょけ-
ぉさっくうっ くぇ いぇょぇくうっすけ くぇ ¨ぉ] こさっい きっしっち きぇえ 2011 ゅ.

¨ぉっおす „′けゃけ いぇたさぇくゃぇくっ, ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃぇ う さっおけくしすさせおちうは くぇ しなとっしすゃせゃぇ-
とぇ ゃけょけこさけゃけょくぇ きさっあぇ くぇ し. ╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ” ぉっ けぉはゃっく いぇ こさうけさうすっすっく  こけ  うくう-
ちうぇすうゃぇ くぇ しなゃっすくうちうすっ くぇ ぎと. ]すけえくけしすすぇ くぇ ┶┶ っすぇこ ぉっ 900 142 かゃ. ╃っおっきゃさう 2008 ゅ.

╂させこぇすぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう けす ぎと くぇこせしくぇ いぇしっょぇくうっすけ くぇ ¨ぉ] ゃ いくぇお くぇ こさけ-
すっしす, つっ さってっくうっすけ いぇ さっおけくしすさせおちうはすぇ くぇ ゃけょけこさけゃけょくぇすぇ きさっあぇ ゃ し. ╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ 
ぉっ けすきっくっくけ ぉっい ぇさゅせきっくすう う すぇおぇ けぉとうくぇすぇ こさけこせしくぇ ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ せしゃけう 900 000 かゃ. 
ょなさあぇゃくけ そうくぇくしうさぇくっ. ╋ぇえ 2009 ゅ.

„╇いゅさぇあょぇくっ くぇ おぇくぇかういぇちうけくくぇ こけきこっくぇ しすぇくちうは う おけかっおすけさ けす し. ¨ゃけとくうお ょけ 
こさっつうしすゃぇすっかくぇすぇ しすぇくちうは う ういゅさぇあょぇくっ くぇ おぇくぇかういぇちうけくくぇ う こなすくぇ きさっあぇ くぇ 
おゃ. „》さ.╀けすっゃ” ゅさ. ╉ぇいぇくかなお. ╂させこぇすぇ くぇ ぎと きくけゅけ ぇおすうゃくけ せつぇしすゃぇ ゃ さぇいうしおゃぇくうはすぇ う 
ゃいっきぇくっすけ くぇ さってっくうは こけ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ くぇえ-ゅけかっきうは うくそさぇしすさせおすせさっく けぉっおす いぇ ういきう-
くぇかうすっ すさう ゅけょうくう – 2009 ゅ.

╉ぇすっゅけさうつくぇ こけょおさっこぇ いぇ こさうっきぇくっすけ くぇ ‶〉‶, っかっきっくす くぇ すったくうつっしおぇすぇ うくそさぇ-
しすさせおすせさぇ – ゅかぇゃっく おぇくぇかういぇちうけくっく おけかっおすけさ けす 【うこおぇ ょけ ╉ぇいぇくかなお う けすおかけくっくうは ょけ し. 
【っえくけゃけ, し. 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ う し.╉さなく. ぃかう 2009 ゅ.

╉ぇくょうょぇすしすゃぇくっ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ けぉっおすう けす さぇいかうつくう こさけ-
ゅさぇきう. ╂させこぇすぇ くぇ ぎと ぇおすうゃくけ せつぇしすゃぇ ゃなゃ ゃいっきぇくっすけ くぇ さってっくうは ゃ こけょおさっこぇ くぇ すっいう こさけっおすう, 
しさっょ おけうすけ:
-  けこっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ” 2007-2013 ゅ. ‶けょおさっこぇ いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ 

ゅさぇょしおぇすぇ しさっょぇ – けぉっおすう: さっおけくしすさせおちうは くぇ こぇさお „[けいぇさうせき” う ういゅさぇあょぇくっ くぇ けたさぇくうすっかくぇ 
しうしすっきぇ いぇ くぇぉかのょっくうっ くぇ きっしすぇすぇ し こけゃうてっく さうしお ゃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお.
- けこっさぇすうゃくぇ  こさけゅさぇきぇ „┿ょきうくうしすさぇすうゃっく おぇこぇちうすっす” し こさけっおすくけ こさっょかけあっくうっ いぇ こけょけぉさはゃぇ-

くっ くぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
- けこっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ” – ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ せつぇしすゃぇ し こさけっおす „[ぇい-

ゃうすうっ くぇ すせさうしすうつっしおうすっ ぇすさぇおちうう ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ 〈さぇおうえしおうすっ ちぇさっ” くぇ しすけえくけしす 4 300 000 かゃ.

- こさけっおす „╉さぇしうゃぇ  ╀なかゅぇさうは” いぇ さっおけくしすさせおちうは  くぇ おせたくっく-
しおうは ぉかけお う しすけかけゃぇすぇ ゃ ╃けき いぇ しすぇさう たけさぇ し けすょっかっくうっ いぇ 
かっあぇとう „╋ぇさゅぇさうすぇ ┿しっぉけ” わ 1 くぇ しすけえくけしす 600 000 かゃ. う 
さっおけくしすさせおちうは くぇ けすけこかうすっかくぇすぇ うくしすぇかぇちうは ゃ ╃けき いぇ しすぇさう 
たけさぇ し けすょっかっくうっ いぇ かっあぇとう わ 3 くぇ しすけえくけしす 500 000 かゃ.
- けこっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ” – こさけっおすくけ 

こさっょかけあっくうっ „╁くっょさはゃぇくっ くぇ きっさおう いぇ っくっさゅうえくぇ っそっおすうゃ-
くけしす ゃ けぉとうくしおぇ けぉさぇいけゃぇすっかくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ ゃ ゅさぇょしおう-
すっ ぇゅかけきっさぇちうう” くぇ しすけえくけしす 3 500 000 かゃ.

¨ぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう けす ȿɄ ぇおすうゃくけ せつぇしすゃぇたぇ おぇお-
すけ ゃ おけきうしううすっ, すぇおぇ う ゃ いぇしっょぇくうはすぇ くぇ ¨ぉ] こさう けぉ-
しなあょぇくっすけ う こさうっきぇくっすけ くぇ ぉのょあっすうすっ いぇ 2009, 2010 
う 2011 ゅけょうくぇ う しなけすゃっすくうすっ うくゃっしすうちうけくくう こさけゅさぇ-
きう いぇ すっいう こっさうけょう. ‶さっょかけあっくうはすぇ くぇ ȿɄ ぉはたぇ ゃ こけ-
しけおぇ くぇ ぉぇかぇくしうさぇくっ くぇ こさうたけょうすっ う さぇいたけょうすっ ゃ おけく-
すっおしすぇ くぇ さっょうちぇ こさっょかけあっくうは, うょゃぇとう けす さぇいかうつくう 
しすさぇくう, おけうすけ こけしすぇゃはたぇ ぉのょあっすくぇすぇ さぇきおぇ ゃ きくけゅけ 
ょっかうおぇすくけ こけかけあっくうっ.

がんづごどぎずでとん がぎざぞだでど ぞん ゎづばぢんどん 
でぺゑぎどぞごぴご ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡
2008 ゅ. 
 - 300 かゃ. いぇ おきっすしすゃけすけ う くぇしっかっくうっすけ くぇ し. ╂けさくけ 

』っさおけゃうとっ こけ しかせつぇえ こさぇいくうおぇ くぇ しっかけすけ
2009 ゅ.
 - 1200 かゃ. いぇ [ぇょう ╋うかっゃ, いぇ せつぇしすうっ ゃ きっあょせくぇさけょ-

くけ しなしすっいぇくうっ Fourteenth Annual Self-Transcendence Ten Day 
Race ゃ ′の ╈けさお
 - 300 かゃ. いぇ おきっすしすゃけすけ う くぇしっかっくうっすけ くぇ し. ╄くうくぇ 

こけ しかせつぇえ こさぇいくうおぇ くぇ しっかけすけ
2010 ゅ.
 - 5 000 かゃ. いぇ ╋╀┿╊ „╃けおすけさ 》さ. ]すぇきぉけかしおう” - ╉ぇ-

いぇくかなお いぇ せつぇしすうっ ゃ ‶さけゅさぇきぇすぇ くぇ ╋[[╀ いぇ そうくぇくしうさぇくっ 
くぇ こさけっおすう いぇ きけょっさくういぇちうは くぇ しゅさぇょくうは そけくょ う ぇこぇさぇすせ-
さぇすぇ
 - 2 000 かゃ. いぇ おきっすしすゃけすけ う くぇしっかっくうっすけ くぇ し. ╂けかは-

きけ ╃さはくけゃけ いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ こぇさお いぇ けすょうた ゃ ちっくすなさぇ くぇ 
しっかけすけ
 - 300 かゃ. いぇ おきっすしすゃけすけ う くぇしっかっくうっすけ くぇ し. ╄くうくぇ 

こけ しかせつぇえ こさぇいくうおぇ くぇ しっかけすけ
2011 ゅ.
 - 150 かゃ. そうくぇくしけゃぇ こけきけと いぇ かっおぇさしすゃぇ いぇ ゅ-あぇ 

╋ぇさうは ╉けしすぇょうくけゃぇ ╉けかっゃぇ – うくゃぇかうょ ┶-ゃぇ ゅさせこぇ 
 - 750 かゃ. そうくぇくしけゃぇ こけきけと いぇ „╉かせぉ いぇ しこけさすくう すぇく-

ちう „╉╇┿[┿-′”, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
 - 200 かゃ. いぇ „╄ゃさけさけきぇ” いぇ けすこさぇいくせゃぇくっ くぇ きっあょせ-

くぇさけょくうは こさぇいくうお くぇ さけきうすっ
 - 200 かゃ. いぇ „】うす” いぇ けすこさぇいくせゃぇくっ くぇ きっあょせくぇさけょ-

くうは こさぇいくうお くぇ さけきうすっ
 - 1 500 かゃ. いぇ こさけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょ-

あうっくけゃ”, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, いぇ さっきけくす くぇ しゅさぇょぇすぇ
 - 400 かゃ. いぇ [ぇょう ╋うかっゃ いぇ せつぇしすうっ ゃ せかすさぇぉはゅぇくっ くぇ 

1 000 おき. いぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ おせこぇ ゃ ┿すうくぇ, ╂なさちうは
 - 600 かゃ. いぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ こさぇいくうつくぇすぇ こさけゅさぇ-

きぇ こけ こけゃけょ 150-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ っょくけ けす 
くぇえ-しすぇさうすっ つうすぇかうとっ ゃ さぇえけくぇ – „]ゃっすかうくぇ 1861” ゃ ゅさぇょ 
【うこおぇ.

╃ぇさうすっかしおぇすぇ ょっえくけしす くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお 
しっ けしなとっしすゃはゃぇ し かうつくう しさっょしすゃぇ くぇ ゅさせこぇすぇ しな-
ゃっすくうちう ゃ ¨ぉ] - ╉ぇいぇくかなお.

 ′ぇ ういゃなくさっょくけ いぇしっょぇくうっ  
くぇ 23 のくう しっ しなぉさぇたぇ  つかっくけ-
ゃっすっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお. ̈ しくけゃくうすっ ゃなこさけしう 
いぇ ょうしおせしうは ぉはたぇ しゃなさいぇくう し 
すっおせとうは おけくすさけか  こけ ういこなか-
くっくうっ くぇ さってっくうはすぇ くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす, こさけょぇあぉう くぇ 
けぉとうくしおけ うきせとっしすゃけ う せつ-
さっょっくけ こさぇゃけ くぇ しすさけっあ いぇ 
っくっさゅうえくう けぉっおすう. 

 ╃っかっゅぇちうは けす おうすぇえしおうは 
ゅさぇょ  ╃いうくぇく  ぉっ くぇ ょゃせょくっゃ-
くけ こけしっとっくうっ  ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁ 
さぇきおうすっ くぇ ゃういうすぇすぇ ぉはたぇ けぉ-
しなょっくう ゃなこさけしう いぇ ょゃせしすさぇく-
くうは けぉきっく, すせさういきぇ, うおけくけ-
きうおぇすぇ, しなすさせょくうつっしすゃけすけ う 
こさうはすっかしおうすっ ゃさないおう きっあょせ 
ょゃぇすぇ ゅさぇょぇ. 

 ′ぇ 12 のくう しかっょ ょなかゅけ 
ぉけかっょせゃぇくっ こけつうくぇ っょうく けす 
くぇえ-ういはゃっくうすっ けぉとっしすゃっくう-
ちう こさっい こけしかっょくうすっ 20 ゅけょう-
くう  - こさけそ. ‶っすなさ ╉けくしすぇくすう-
くけゃ, こうしぇすっか う けしくけゃぇすっか くぇ 
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]ょさせあっくうっ „╋ぇすう ╀けかゅぇさうは”. 
╉けくしすぇくすうくけゃ っ さけょっく ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, いぇゃなさてうか っ きっょうちう-
くぇ, こけかうすうつっしおぇ うおけくけきうは う 
うしすけさうは くぇ っゃさけこっえしおうすっ ちう-
ゃうかういぇちうう. ‶さっい 2009 ゅ.  ¨ぉ-
とうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
せょけしすけう   ‶っすなさ ╉けくしすぇくすうくけゃ  
しなし いゃぇくうっすけ ‶けつっすっく ゅさぇあ-
ょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお.

 ‶さう あっしすけおぇ おぇすぇしすさけ-
そぇ くぇ ぇゃすけきぇゅうしすさぇかぇ „〈さぇ-
おうは” いぇゅうくぇたぇ 8 ょせてう.  ]さっょ 
あっさすゃうすっ ぉっ ゅけゃけさうすっかはす くぇ 
¨ぉかぇしすくぇすぇ ょうさっおちうは くぇ ╋╁[ 
╈けくおぇ ╂っけさゅうっゃぇ.

 ╁ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお しすぇさすうさぇ こさけゅさぇきぇすぇ 
„]すぇさす くぇ おぇさうっさぇすぇ”.  ╅っ-
かぇっとうすっ きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす 
ょけおせきっくすう  ょけ 28 のくう ゃおか. ゃ 
╀のさけすけ こけ すさせょぇ, ゃ おけっすけ しぇ 
さっゅうしすさうさぇくう おぇすけ すなさしっとう 
さぇぉけすぇ かうちぇ. ‶さぇゃけ くぇ おぇくょう-
ょぇすしすゃぇくっ こけ こさけゅさぇきぇすぇ うきぇす 
きかぇょっあう ょけ 29 ゅけょうくう.

¨す こなさゃう のかう おなき しすぇく-
ょぇさすくうすっ ぉけかくうつくう かうしすけゃっ, 
おけうすけ しっ ういょぇゃぇす, とっ しっ こけ-
こなかゃぇ いぇょなかあうすっかくけ  う ょけ-
こなかくうすっかくけ こさうかけあっくうっ. 
╀けかくうつくうはす とっ ぉなょっ ゃ ょゃっ 

つぇしすう - “かうちっ” し きっょうちうく-
しおうすっ こけょさけぉくけしすう う “ゅさなぉ” 
- しこうしなお し こさうつうくうすっ いぇ 
ゃさっきっくくぇすぇ くっさぇぉけすけしこけ-
しけぉくけしす. ╆ぇょなかあうすっかっく っ いぇ 
ゃしうつおう けしうゅせさうすっかう う しぇきけ-
けしうゅせさはゃぇとう しっ. 
╃けしっゅぇてくうすっ けぉさぇいちう とっ 

ゃぇあぇす ょけ ういつっさこゃぇくっ くぇ おけ-
かうつっしすゃぇすぇ, くけ くっ こけ-おなしくけ 
けす 31 ょっおっきゃさう. ′ぇ すけいう っすぇこ 

さっょなす う くぇつうくなす くぇ ういょぇゃぇくっ 
くぇ ぉけかくうつくうは けしすぇゃぇす しなとう-
すっ. ╆ぇこぇいゃぇ しっ う したっきぇすぇ いぇ 
こさっょしすぇゃはくっすけ きせ ゃ すっさうすけ-
さうぇかくうすっ こけょっかっくうは くぇ ′¨╇.
¨す 1 のかう おなき ゃしっおう ぉけか-

くうつっく いぇょなかあうすっかくけ とっ しっ 
こさうかぇゅぇ ょっおかぇさぇちうは けす けしう-
ゅせさうすっかは うかう けす しぇきけけしう-
ゅせさはゃぇとうは しっ こけ けぉさぇいっち し 
ょぇくくう いぇ こさぇゃけすけ くぇ こぇさうつ-
くけ けぉっいとっすっくうっ. 〈ぇおぇ くぇさっ-
つっくけすけ こさうかけあっくうっ “15” とっ 
ゃなさゃう し ゃしうつおう ぉけかくうつくう, 
くっいぇゃうしうきけ けす ょぇすぇすぇ くぇ うい-
ょぇゃぇくっ う こっさうけょぇ, いぇ おけえすけ 
ゃぇあぇす, ぉっい いくぇつっくうっ ょぇかう しっ 

こさっょしすぇゃはす いぇ こなさゃう こなす うかう 
しぇ ゃさなとぇくう けす ′¨╇ いぇ おけさっ-
おちうう. ╀っい すけゃぇ こさうかけあっくうっ 
しかっょ 1 のかう ぉけかくうつくう くはきぇ 
ょぇ しっ こさうっきぇす.
] くけゃうは ゃぇさうぇくす くぇ ぉけか-

くうつくうは とっ きけあっき ょぇ こさけゃっ-
さはゃぇきっ ぇゃすけきぇすうつくけ ょうぇゅくけ-
いぇすぇ, とっ せしすぇくけゃはゃぇきっ ょぇかう 
つけゃっお うきぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ う 
ょぇかう っ うきぇか ょけたけょう, ゃなさたせ 
おけうすけ しっ っ けしうゅせさはゃぇか, けぉはし-
くはゃぇす けす うくしすうすせすぇ. ‶けょさけぉ-
くう せおぇいぇくうは いぇ こけこなかゃぇくっすけ 
くぇ こさうかけあっくうっ “15” しぇ こせぉ-
かうおせゃぇくう くぇ しぇえすぇ くぇ ′¨╇.
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‶ぇさおうくゅなす しっ くぇきうさぇ ゃ しっ-
ゃっさくぇすぇ しすさぇくぇ くぇ ょさせあっ-
しすゃけすけ, くっこけしさっょしすゃっくけ ょけ 
けおけかけゃさなしすくうは こなす ]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ - ]けそうは. [ぇいこけかけあっく  っ  
くぇ こかけと  けす 5.5 ょおぇ う っ こさっょ-
くぇいくぇつっく いぇ 160 ぇゃすけきけぉうかぇ. 
′けゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ っ ういゅさぇ-
ょっくぇ しぇきけ いぇ 20 さぇぉけすくう ょくう.
 ╁ こなさゃうは ぉさけえ くぇ „〈さう-

ぉせくぇ ┿さしっくぇか” かうつくけ うくあ. 
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ,さなおけゃけょうすっか 
くぇこさぇゃかっくうっ „ ‶さけっおすうさぇくっ, 
うくゃっしすうちうう う しすさけうすっかしすゃけ”,  
こけっ ぇくゅぇあうきっくす ょけ しさっょぇすぇ 
くぇ のくう くけゃうはす こぇさおうくゅ ょぇ っ 
そぇおす. ╃け きけきっくすぇ しすけえくけしすすぇ 
くぇ うくゃっしすうちうはすぇ, くぇこさぇゃっくぇ 
けす „┿さしっくぇか” ┿╃,  っ 130 たう-
かはょう かっゃぇ, くけ とっ しすうゅくっ  ょけ 
150 たうかはょう - し ういゅさぇあょぇくっすけ  
くぇ けしゃっすかっくうっ くぇ こぇさおうくゅぇ う 
こけしすぇゃはくっ くぇ おぇきっさう いぇ ょっ-
くけくけとくけ くぇぉかのょっくうっ う けた-
さぇくぇ. 
╆っきはすぇ, ゃなさたせ おけはすけ っ さぇい-

こけかけあっく こぇさおうくゅなす, っ けぉ-
とうくしおぇ.  ‶け ゃさっきっ くぇ ちっさっ-
きけくうはすぇ こけ けすおさうゃぇくっすけ きせ 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ こけょつっさすぇ けゅさけきくけすけ しなょっえしすゃうっ いぇ さっぇかう-
いぇちうはすぇ くぇ こさけっおすぇ  けすしすさぇくぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ かうちっすけ 
くぇ おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う っおうこぇ きせ, くぇ こさけっおすぇくすうすっ う 
ゃしうつおう しかせあぉう,  おけうすけ  うきぇす けすくけてっくうっ おなき ういゅさぇあょぇくっすけ 
きせ, おぇおすけ う さってぇゃぇとぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう 
けす くぇしすけはとうは ̈ ぉ].                                          ぅくぇ 〈さうそけくけゃぇ

╀なかゅぇさうは っ こさっょ しっさうけいっく 
こさけぉかっき. ]かっょ  18 ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ  すっいう ょっちぇ しすぇくぇす こなか-
くけかっすくう, とっ ぉなょっき こけ-きぇかおけ 
けす 50% う すけゃぇ っ くぇえ-ょけぉさう-
はす しかせつぇえ, おけきっくすうさぇ けとっ 
╉けしすぇょうくけゃ  し ぇさゅせきっくすぇ, つっ 
こさっい こけしかっょくうすっ すさう ゅけょうくう 
うきうゅさぇちうけくくぇすぇ ゃなかくぇ ゃ こけ-
しけおぇ – ╆ぇこぇょ しっ っ せしうかうかぇ, ぇ 
う くっ きけあっき ょぇ しきっ しうゅせさくう, 
つっ さけょっくうすっ こさっい 2007-きぇ 
とっ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ あうゃっ-
はす ゃ ╀なかゅぇさうは. ╉なき おくうゅぇすぇ 
╉けしすぇょうくけゃ っ こさうかけあうか  っす-
くうつっしおぇ おぇさすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, 
おけはすけ こけおぇいゃぇ, つっ うきぇ ちっかう 
けぉとうくう, おなょっすけ ぉなかゅぇさしおけ-
すけ くぇしっかっくうっ っ こけょ 50 %. 
40 けぉとうくう ゃ ╀なかゅぇさうは しぇ し 
くぇしっかっくうっ, おなょっすけ ぉなかゅぇさうすっ しぇ きぇかちうくしすゃけ う こさっけぉかぇょぇ-
ゃぇす くっぉなかゅぇさう おぇすけ きくけいうくしすゃけ くぇ すっさうすけさうは くぇ っょくぇ こっすぇ 
けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ]こけさっょ ╁╋[¨ すけゃぇ いぇしすさぇてぇゃぇ ょぇ しかけあう 
おさぇえ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃくけしす う さけょくぇすぇ うしすけさうは, けとっ 
こけゃっつっ, つっ くはきぇ ょなさあぇゃくぇ こけかうすうおぇ いぇ さってぇゃぇくっ くぇ こさけ-
ぉかっきぇ. ]こってくけ ょなさあぇゃくけ しすうきせかうさぇくっ くぇ さぇあょぇっきけしすすぇ 
しさっょ ぉなかゅぇさうすっ, こさうゃかうつぇくっ くぇ うきうゅさぇくすう う ぉなかゅぇさう けす しすぇ-
さう けぉとくけしすう けす ゃしうつおう おさぇうとぇ くぇ しゃっすぇ しぇ きっさおうすっ, おけうすけ 
╁╋[¨ こさっょかぇゅぇ, おぇいぇ けとっ ╉けしすぇょうくけゃ ゃ ╉ぇいぇくかなお.  

       ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╁ぇてぇすぇ かはすくぇ こけつうゃおぇ 
きけあっ ょぇ ぉなょっ こけ-さぇいくけけ-
ぉさぇいくぇ う こなかくけちっくくぇ し さぇい-
すけゃぇさゃぇとけ う さぇいゃかっおぇすっかくけ 
つっすうゃけ.
╀うぉかうけすっおぇすぇ いぇ たせょけ-

あっしすゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか” こさっょかぇゅぇ くぇ しゃけうすっ 
つうすぇすっかう くはおけかおけ けす くけゃけ-
いぇおせこっくうすっ おくうゅう:
„╁うくぇゅう ゃ しなとうは ょっく” – 

╃っえゃうょ ′うおなかなし
┿ゃすけさなす こさけくうおくけゃっくけ, 

けつぇさけゃぇすっかくけ う けしすさけせき-
くけ こさけしかっょはゃぇ ょゃっ ょっしっすう-
かっすうは けす あうゃけすぇ くぇ ╄きぇ う 
╃っおしすなさ, すはたくけすけ しすさぇくくけ 
こさうはすっかしすゃけ-かのぉけゃ, ゃこかっ-
すっくけ ゃ あうすっえしおうすっ うき こなすう-
とぇ う あぇょせゃぇくうすっ うき しさっとう 
– ゃうくぇゅう ゃ っょうく う しなとう ょっく 

けす ゅけょうくぇすぇ...
„′っ こかぇつう, かのぉうきぇ” – 

╋っさう 》うゅうくし ╉かぇさお
╁ こけさっょくうは しう さけきぇく ぇゃすけさ-

おぇすぇ しさっとぇ つうすぇすっかうすっ し っおし-
ちっくすさうつくう, おさぇしうゃう う ぉけゅぇすう 
たけさぇ, おけうすけ けぉうつぇす う きさぇいはす, 
う つううすけ しなょぉう しぇ しゃなさいぇくう し 
さぇいおさうゃぇくっ くぇ くっけぉうつぇえくけ-
すけ せぉうえしすゃけ くぇ すっぇすさぇかくぇすぇ 
いゃっいょぇ ╊っえかぇ ╊ぇしぇか.
„]さっょくけとくう すぇえくう” – 

〉くぇ-╋っさう ‶ぇさおなさ
╃うくぇきうつくけ う くぇこさっゅくぇすけ 

ょっえしすゃうっ, ういくっくぇょゃぇとう けぉ-
さぇすう う くっけつぇおゃぇくう さぇいおさう-
すうは しなこなすしすゃぇす ぉかっしすはとけすけ 
こぇさすう いぇ ゅけょうてくうくぇすぇ けす 
しゃぇすぉぇすぇ くぇ ╃なゅかぇし う ╃あせ-
かうは [なょなさそけさょ. 】っ けちっかっっ 
かう かのぉけゃすぇ うき – すけゃぇ いぇゃうしう 

っょうくしすゃっくけ けす しこけしけぉくけし-
すすぇ うき ょぇ こさうっきぇす うしすうくぇ-
すぇ, おけかおけすけ う ゅけさつうゃぇ ょぇ っ 
すは...
„╇きぇ くっとけ ゃ ]っく 〈さけ

こっ” – ╄かういぇぉっす ┿ょかなさ
[けきぇくすうおぇ, かのぉけゃ, こさう-

おかのつっくうは う いぇゅぇょおう ゃ かせお-
しけいくうは おせさけさす ]っく 〈さけ-
こっ – いぇ ゃしうつおけ すけゃぇ う いぇ 
しなょぉうすっ くぇ こっすうきぇ ょせてう, 
しなぉさぇくう ゃ きぇかなお おさぇえ-
ぉさっあっく たけすっか う しゃなさいぇくう 
し っょうく くっゅけょくうお, おさぇょっち 
くぇ こさっょきっすう くぇ ういおせしすゃけ-
すけ, とっ こさけつっすっすっ ゃ くけゃうは 
ぉっしすしっかなさ くぇ くぇてせきはかぇすぇ 
ゃ こ けしかっょくうすっ ゅけょうくう ぇゃ-
すけさおぇ.

╇ ╆¨╆]¨《【╊[╅   
„╅『』╊〉╅]”

とっ くぇきっさうすっ いぇ きぇかおうすっ 
つうすぇすっかう こさっこけさなつぇくぇすぇ  
うき けす せつうかうとっ かうすっさぇすせさぇ  
う すっ とっ こけこなかくはす つうすぇすっか-
しおうすっ しう ょくっゃくうちう.
╂うきくぇいうしすうすっ とっ しっ こけょ-

ゅけすゃはす いぇ くけゃぇすぇ せつっぉ-
くぇ ゅけょうくぇ, おぇすけ こさけつっすぇす 
こさけういゃっょっくうはすぇ くぇ ゃおかの-
つっくうすっ ゃ こさけゅさぇきぇすぇ ぇゃ-
すけさう. 〈っ とっ けぉけゅぇすはす いくぇ-
くうはすぇ しう う し こけょたけょはとう 
かうすっさぇすせさくけ-おさうすうつっしおう 
きぇすっさうぇかう.

╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ, 
いぇゃ. ぉうぉかうけすっおぇ いぇ たせ

ょけあっしすゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ

》ちそねかてかてか...

ぜんずとごどぎ どんぞぴぽだづご - ぞん 
ぜぎぐがばぞんづだがぎぞ ぱだづばぜ

‶なさゃけすけ しう ょけしすけえくけ せつぇし-
すうっ ゃ ╋っあょせくぇさけょくうは そけか-
おかけさっく そっしすうゃぇか „╀なかゅぇさしおぇ 
さけいぇ”, こさけゃっか しっ けす 7-きう ょけ 
10-すう のくう ゃ ゅさ. ‶さうきけさ-
しおけ, くぇこさぇゃう  ╃っすしおけ-のくけ-
てっしおうはす そけかおかけさっく すぇくちけゃ 
しなしすぇゃ „┿さしっくぇか” し さなおけゃけ-
ょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ.  ¨さゅぇ-
くういぇすけさう くぇ ╋《《 しぇ ‶╃┿ う 
′ぇちうけくぇかくけすけ せつうかうとっ こけ 
そけかおかけさくう ういおせしすゃぇ „《うかうこ 
╉せすっゃ” – ╉けすっか. 
《っしすうゃぇかなす しっ けさゅぇくういうさぇ 

こけ かうくうは くぇ ╋っあょせくぇさけょっく 
こさけっおす いぇ すゃけさつっしおけ さぇいゃう-

すうっ くぇ ょっちぇすぇ う きかぇょっあすぇ. 
〈けえ くはきぇ おけくおせさしっく たぇさぇお-
すっさ, ちっかすぇ きせ っ くぇ けしくけゃぇすぇ 
くぇ そけかおかけさぇ ょぇ しっ しないょぇょぇす 
こさうはすっかしおう ゃさないおう きっあょせ 
ょっちぇすぇ けす さぇいかうつくう ょなさあぇ-
ゃう. 
╁ きっあょせくぇさけょくぇすぇ ういはゃぇ 

せつぇしすうっ ゃいったぇ くぇょ 10 しなしすぇ-
ゃぇ – けす [せしうは, 〉おさぇえくぇ, ╀っ-
かぇさせし う ╀なかゅぇさうは – けす ゅさぇ-
ょけゃっすっ ╉ぇいぇくかなお, ╉なさょあぇかう 
う ╉けすっか.
╆ぇ こさっょしすぇゃはくっすけ しう ╃ぃ《〈] 

„┿さしっくぇか”  こけかせつう ょうこかけき う 
しすぇすせっすおぇ – ょなさゃけさっいぉぇ.
╃くう こさっょう すけゃぇ きぇかおうすっ 

すぇくちぬけさう くぇ „┿さしっくぇか” いぇ-
ゃけのゃぇたぇ こなさゃぇ くぇゅさぇょぇ  - 
ゅさぇきけすぇ う きっょぇか, くぇ 》》┶-は 
′ぇちうけくぇかっく そけかおかけさっく そっし-
すうゃぇか „ぅくおけ ‶っすさけゃ” ゃ ゅさ. 
╂なかなぉけゃけ. 

〈┿

′. ╇ぉせてっゃ, さなおけゃけょうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡

╆ぇおさうゃぇくっ くぇ こさっょういぉけさくぇすぇ おぇきこぇくうは, 2008 ゅ.

ぎ¡ïäñëöóöñ し ょっちぇ けす おゃ. „╁. ╊っゃしおう“ こさっぉけはょうしゃぇす う 
けしゃっあぇゃぇす ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ ょけ ぉか. 22

╉. ╉けしすぇょうくけゃ

╀うぉかうけすっおぇ “┿さしっくぇか”

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく
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╅『』╊〉╅]  –  《【〉《╇《
╇  ╉╊』っ【[╅【╅
„┿さしっくぇか” っ しさっょ  ょっしっすすっ 

こうかけすくう こさっょこさうはすうは ゃ ╀なか-
ゅぇさうは, ゃ おけうすけ とっ しっ さぇいさぇ-
ぉけすゃぇ う ゃくっょさはゃぇ うくそけさきぇ-
ちうけくくぇ しうしすっきぇ いぇ けちっくおぇ 
くぇ おかのつけゃう おけきこっすっくちうう くぇ 
さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ こけ ぉさぇくてけゃっ 
う さっゅうけくう. ‶さけっおすなす しっ けしな-
とっしすゃはゃぇ けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけ-
こぇくしおぇ おぇきぇさぇ し そうくぇくしけゃぇすぇ 
こけょおさっこぇ くぇ けこっさぇすうゃくぇ こさけ-
ゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておう-
すっ さっしせさしう” 2007-2013. 
′ぇ 27 ぇこさうか す.ゅ. ゃ ゅさ. ]け-

そうは ぉっ せつさっょっく ]っおすけさっく 
おけくしせかすぇすうゃっく しなゃっす (]╉]) 
- こけしすけはくくけ ょっえしすゃぇと けさゅぇく 
いぇ そけさきうさぇくっ くぇ こけかうすうおう う 
しなすさせょくうつっしすゃけ し ちっか ゃくっょ-

さはゃぇくっ くぇ しうしすっきぇすぇ いぇ けちっくおぇ 
くぇ さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ いぇ しっおすけさ 
きぇてうくけしすさけっくっ. ]すぇくうしかぇゃ 
′っくけゃ, ょうさっおすけさ  しこっちうぇかくう 
ゃなこさけしう  ゃ „┿さしっくぇか”, いぇっょくけ 
し けとっ つっすうさうきぇ こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ぉなかゅぇさしおう さぇぉけすけょぇすっかう, ぉっ 
ういぉさぇく いぇ つかっく くぇ しなゃっすぇ. 
〈けいう ぇきぉうちうけいっく こさけっおす くぇ 

くぇちうけくぇかくけ くうゃけ うきぇ いぇ けぉとぇ 
ちっか こけゃうてぇゃぇくっ ぇょぇこすうゃくけしす-
すぇ う っそっおすうゃくけしすすぇ う ぉぇかぇく-
しうさぇくっ くぇ すなさしっくっすけ う こさっょ-
かぇゅぇくっすけ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ 
つさっい ういゅさぇあょぇくっ くぇ しうしすっきぇ 
いぇ けちっくおぇ くぇ いくぇくうはすぇ (おけき-
こっすっくちううすっ) くぇ おぇょさうすっ. ′ぇ 
さっゅうけくぇかくけ くうゃけ, きけあっ ょぇ しっ 
おぇあっ, つっ っょくぇ すぇおぇゃぇ しうしすっきぇ 
っ けしくけゃぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 

ちっくすなさ いぇ けちっくおぇ くぇ さぇぉけすくぇ-
すぇ しうかぇ ゃ くぇてうは さっゅうけく, ぇ ゃ 
つぇしすくけしす う ゃ „┿さしっくぇか”. ╁ こけ-
ょけぉっく ちっくすなさ とっ きけゅぇす ょぇ しっ 
けちっくはゃぇす う すっしすゃぇす くっ しぇきけ すっ-
おせとう しかせあうすっかう う さぇぉけすくうちう, 
くけ う おぇくょうょぇすう いぇ けこさっょっかっくう 
おかのつけゃう ょかなあくけしすう, おぇすけ すけゃぇ 
とっ しっ ういゃなさてゃぇ こけ せすゃなさょっくう 
おさうすっさうう  いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ 
ぉさぇくてぇ. 
′ぇ „┿さしっくぇか”, おぇすけ ういぉさぇくけ 

こうかけすくけ こさっょこさうはすうっ ゃ しっお-
すけさぇ, とっ ぉなょぇす こさっょけしすぇゃっくう 
しかっょくうすっ せしかせゅう: けこさっょっかは-
くっ  う けちっくはゃぇくっ くぇ おかのつけゃう 
ょかなあくけしすう, ゃ いぇゃうしうきけしす けす 
しすさぇすっゅうはすぇ う こさうけさうすっすうすっ 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ; さぇいさぇぉけすゃぇ-
くっ くぇ おけきこっすっくすくけしすくう こさけ-
そうかう くぇ おかのつけゃうすっ  ょかなあ-
くけしすう; けちっくはゃぇくっ くぇ くうゃけすけ 
くぇ こさうょけぉうすうすっ おけきこっすっくちうう 
くぇ おけくおさっすくう さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう, いぇっきぇとう おかのつけゃう 
ょかなあくけしすう う ょさ.  
]こけさっょ ╀なかゅぇさしおぇ ぉさぇくてけ-

ゃぇ おぇきぇさぇ-きぇてうくけしすさけっくっ 
(╀╀╉╋), さぇぉけすけょぇすっかはす-せつぇしす-

くうお ゃ こさけっおすぇ, とっ うきぇ こさっおう, 
ういきっさうきう そうくぇくしけゃう こけかいう. 
]すけえくけしすすぇ くぇ こぇいぇさぇ くぇ おけく-
しせかすぇくすしおう せしかせゅう いぇ さぇいさぇ-
ぉけすゃぇくっすけ う ゃくっょさはゃぇくっすけ くぇ 
すぇおぇゃぇ しうしすっきぇ ゃぇさうさぇ きっあょせ 
50 – 250 たうか. かゃ. ゃ いぇゃうしうきけしす 
けす ゅけかっきうくぇすぇ くぇ けさゅぇくういぇちうは-
すぇ. ╁おかのつゃぇえおう しっ ゃ こさけっおすぇ, 
„┿さしっくぇか” とっ こけかせつう すぇいう せし-
かせゅぇ, こさけょせおす, うくそけさきぇちうは う 
くけせ-たぇせ ぉっいこかぇすくけ. 
╁ こさっいっくすぇちうはすぇ くぇ こさけっおすぇ 

しっ こけしけつゃぇ しなとけ, つっ ゃくっょさは-
ゃぇくっすけ くぇ おけきこっすっくすくけしすくうは 
こけょたけょ ゃ せこさぇゃかっくうっすけ ゃけょう 
ょけ ぉぇかぇくし ゃ さぇいたけょう う こけか-
いう けす ゃかけあっくうはすぇ ゃ つけゃっておうは 
さっしせさし. ‶け ょぇくくう くぇ DELOITTE 
(2009) - っょくぇ けす ゃけょっとうすっ ゃ 
しゃっすぇ そうさきう いぇ おけくしせかすぇちうは 
こけ せこさぇゃかっくうっ う けさゅぇくういぇちうは 
くぇ つけゃっておうは おぇこうすぇか, こさう せし-
こってくけすけ ゃくっょさはゃぇくっ くぇ おけきこっ-
すっくすくけしすくうは こけょたけょ , こさけういゃけ-
ょうすっかくけしすすぇ くぇ すさせょぇ くぇさぇしすゃぇ 
しさっょくけ し けおけかけ 10%. 〈っおせつっしす-
ゃけすけ くぇ おかのつけゃう しこっちうぇかうしすう 
くぇきぇかはゃぇ いくぇつうすっかくけ う たけさぇすぇ 

しぇ くぇはしくけ おぇおゃけ こけゃっょっくうっ 
しっ ういうしおゃぇ けす すはた, いぇ ょぇ ぉな-
ょぇす せしこってくう くぇ さぇぉけすくけすけ 
しう きはしすけ. ¨す ╀╀╉╋ こけょつっさ-
すぇゃぇす, つっ くっ こけ-きぇかけゃぇあくう 
しぇ う うくょうさっおすくうすっ うおけくけきう-
つっしおう こけかいう いぇ さぇぉけすけょぇすっかは 
- せつぇしすくうお こけ こさけっおすぇ: こけゃう-
てぇゃぇ しっ ゃなすさってくぇすぇ きけすうゃぇ-
ちうは う せょけゃかっすゃけさっくけしすすぇ けす 
さぇぉけすぇすぇ; おけきこっすっくちううすっ しっ 
うくすっゅさうさぇす し ちっくくけしすうすっ くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ う しうしすっきうすっ 
いぇ いぇこかぇとぇくっ う しすうきせかうさぇくっ. 
] さぇいゅさなとぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ, 

おけえすけ とっ こさけょなかあう ょけ おさぇは 
くぇ 2013 ゅ., ゃ くっゅけ とっ ぉなょぇす 
ぇくゅぇあうさぇくう こけっすぇこくけ こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃ-
くう う こさけういゃけょしすゃっくう けすょっかう 
けす „┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ しないょぇょっき 
けさゅぇくういぇちうけくくぇ しうくっさゅうは う 
きぇおしうきぇかくけ ょぇ ぉなょっき っそっお-
すうゃくう こさう けこさっょっかはくっすけ くぇ 
おさうすっさううすっ う ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ しうしすっきぇすぇ.

Eおうこ けすょっか „╉ぇょさう”, 
„┿さしっくぇか” ┿╃

]ないょぇゃぇくっ くぇ 『っくすなさ いぇ けぉせつっくうっ う こさっおゃぇかうそうおぇ-
ちうは くぇ きはしすけすけ くぇ  いぇおさうすけすけ う くっしなとっしすゃせゃぇとけ  

ゃっつっ ]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ ゃ „┿さしっくぇか”┿╃ - すけゃぇ っ くぇ-
きっさっくうっすけ くぇ くぇしすけはとけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ  くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
おぇいぇくかなておぇ そうさきぇ, おけっすけ くぇ っすぇこぇ っ しすけこうさぇくけ けす  ゃう-
しけおぇすぇ  ょぇくなつくぇ けちっくおぇ くぇ うきけすぇ, おけえすけ こせしすっっ こけゃっつっ 
けす ょっしっすうかっすうっ. ╆ぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ¨ぉせつうすっかくうは ちっくすなさ 
そうさきぇすぇ さぇいこけかぇゅぇ う しなし しこっちうぇかっく かうちっくい.
]こけさっょ いぇきっしすくうお-けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-

さぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, こけすなさしっくぇ いぇ おけきっくすぇさ くぇ こさけぉかっ-
きぇ, しゅさぇょぇすぇ くぇ ぉうゃてっすけ ぇさしっくぇかしおけ  せつうかうとっ, こけょゅけす-
ゃはかけ  ょっしっすうかっすうは くぇさっょ おぇょさう いぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお う さぇえけくぇ, っ ょなさあぇゃくぇ つぇしすくぇ しけぉしすゃっくけしす  けす 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ‶さっょう すけゃぇ  ょゃぇすぇ  せつっぉくう おけさこせしぇ う 
こさうかっあぇとうすっ こけしすさけえおう しぇ ぉうかう ょなさあぇゃくぇ  こせぉかうつくぇ 
しけぉしすゃっくけしす, くけ いっきはすぇ こけょ すはた ゃうくぇゅう  っ ぉうかぇ つぇしす けす 
ぇおすうゃうすっ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃.
]なし しきはくぇすぇ くぇ しすぇすせすぇ くぇ しゅさぇょうすっ , おなょっすけ くはおけゅぇ っ 

ぉうかけ せつうかうとっすけ, うきけすなす しっ こさっょけしすぇゃは  くぇ ╃なさあぇゃくぇ-
すぇ ぇゅっくちうは いぇ こさうゃぇすういぇちうは, おけはすけ けす  しゃけは しすさぇくぇ しっ 
さぇいこけさっあょぇ し くっは. ‶さうつうくぇすぇ いぇ すけゃぇ っ, つっ ょぇくなつくぇすぇ 
けちっくおぇ くぇ うきけすぇ っ いぇ くぇょ 600 たうかはょう かっゃぇ いぇ いぇしすさけっくぇ  
こかけと けす 3 400 おゃ. き. 
] くぇこさぇゃっくうすっ こけしかっょくう こさけきっくう  ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ ょなさあぇゃ-

くぇすぇ しけぉしすゃっくけしす くぇ こさぇおすうおぇ けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╈けさょぇく ′うおけかけゃ くっ きけあっ   っょくけかうつくけ ょぇ しっ 
さぇいこけさっあょぇ  しなし しゅさぇょくうは  そけくょ くぇ ぉうゃてっすけ せつうかうとっ, 
すなえ おぇすけ いぇおけくなす ょぇゃぇ すけゃぇ こさぇゃけ  くぇ さぇいこけさっあょぇくっ いぇ 
うきせとっしすゃけ ょけ 10 たうかはょう かっゃぇ. 
╁ すぇおぇ しないょぇょっくぇすぇ しうすせぇちうは うきぇ  くはおけかおけ ういたけょぇ: こさう 

くぇかうつうっ くぇ うくゃっしすうすけさしおう うくすっさっし おなき しゅさぇょくうは そけくょ 
╃なさあぇゃくぇすぇ ぇゅっくちうは ょぇ けぉはゃう くぇ すなさゅ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ 
しゅさぇょうすっ, ちはかけしすくけ うかう くぇ つぇしすう.   ┿きけさすういぇちうは くぇ しゅさぇ-
ょぇすぇ う  いぇょなかあうすっかくけ くけゃぇ ょぇくなつくぇ  けちっくおぇ しぇ ょさせゅ ゃぇ-
さうぇくす, おけえすけ きけあっ ょぇ しこぇしう しゅさぇょくうは そけくょ, こさっょけしすぇゃっく 
しっゅぇ いぇ しすけこぇくうしゃぇくっ くぇ ‶╂ こけ きぇてうくけしすさけっくっ / ぉうゃてうはす 
╋ったぇくけすったくうおせき/.
〈けゃぇ, けぉぇつっ, くっきうくせっきけ とっ ょけゃっょっ う ょけ  くせあょぇすぇ けす 

くけゃう うくゃっしすうちうう いぇ  うきけす, おけえすけ し ゃしっおう ういきうくぇか ょっく しっ 
させてう, ゃきっしすけ けす くっゅけ ょぇ ういかういぇす おぇつっしすゃっくう, こけょゅけすゃっくう  
うかう こさっおゃぇかうそうちうさぇくう おぇょさう, けす おけうすけ けしすさけ しっ くせあょぇっ   
ぉなかゅぇさしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„┿さしっくぇか”┿╃  くっ きけあっ ょぇ しう 
こけいゃけかう おけきこさけきうしう こけ けす-
くけてっくうっ くぇ けしうゅせさはゃぇくっすけ 
くぇ ぉっいけこぇしくけしすすぇ こさう さぇぉけすぇ 
う けこぇいゃぇくっすけ くぇ いょさぇゃっすけ う 
あうゃけすぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ すせお, 
いぇはゃう ╉さぇしうきうさ ‶ぇこぇいけゃ, 
さなおけゃけょうすっか けすょっか ╀╆[, いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” しかっょ こさう-
おかのつゃぇくっすけ くぇ けぉせつっくうっすけ 
こけ いょさぇゃけしかけゃくう う ぉっいけこぇしくう 
せしかけゃうは くぇ すさせょ くぇ 27 きぇえ.  
╆ぇ かっおすけさう くぇ しっきうくぇさぇ けす 

]けそうは こさうしすうゅくぇたぇ ゅかぇゃくうはす 
うくしこっおすけさ けす ╇いこなかくうすっかくぇ-
すぇ ぇゅっくちうは „╂かぇゃくぇ ぇゅっくちうは 
こけ すさせょぇ” ┿かっおしぇくょなさ ╀けさう-
しけゃ けす けすょっか „╋ぇてうくけしすさけっ-
くっ” う 『ゃっすぇくぇ ぅくおけゃぇ, っおし-
こっさす – のさうしす ゃ ╀さぇくてけゃぇすぇ 
おぇきぇさぇ こけ きぇてうくけしすさけっくっ.
╁ けぉせつっくうっすけ, けさゅぇくういうさぇ-

くけ しなし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ 
ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ し こさっょしっょぇ-
すっか ┿すぇくぇし ╀けいけゃ, しっ ゃおかの-
つうたぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
おけきうすっすうすっ こけ せしかけゃうは くぇ 
すさせょ ゃなゃ そうさきぇすぇ, おぇおすけ う 
しこっちうぇかうしすう けす ょさせゅう きぇてう-
くけしすさけうすっかくう こさっょこさうはすうは ゃ 
さっゅうけくぇ.  
‶けいくぇゃぇくっすけ くぇ いぇおけくけょぇ-

すっかしすゃけすけ う くっゅけゃけすけ こさう-
かぇゅぇくっ こけ けすくけてっくうっ くぇ 
いょさぇゃけしかけゃくうすっ う ぉっいけこぇしくう 
せしかけゃうは くぇ すさせょ  ゃ きぇてう-
くけしすさけうすっかくうは しっおすけさ っ くぇ 
きくけゅけ こけ-ゃうしけおけ くうゃけ, けす-

おけかおけすけ ゃ ょさせゅうすっ ぉさぇくてけ-
ゃっ, おけきっくすうさぇ いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” 『ゃっすぇくぇ ぅくおけゃぇ. 
¨ぉせつっくうっすけ ゃ „┿さしっくぇか” しっ 
こさけゃっあょぇ くっ しぇきけ こけ すさぇょう-
ちうは う いぇとけすけ っ いぇょなかあうすっか-
くけ, ぇ いぇとけすけ っ, おぇおすけ つぇしす けす 
こさけちっしぇ こけ けゅさぇきけすはゃぇくっ くぇ 

ょかなあくけしすくうすっ かうちぇ, おけうすけ しぇ 
ぇくゅぇあうさぇくう し けしうゅせさはゃぇくっすけ 
くぇ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ, すぇおぇ う 
けす こさけちっしぇ こけ おけくすさけかぇ ゃなさ-
たせ しこぇいゃぇくっすけ くぇ くけさきうすっ, 
せぉっょっくう しぇ かっおすけさうすっ けす しっ-
きうくぇさぇ.
╁ „┿さしっくぇか” さぇぉけすぇすぇ こけ 

いょさぇゃけしかけゃくうすっ う ぉっいけこぇし-
くう せしかけゃうは くぇ すさせょ っ しすさけ-
ゅけ さっゅかぇきっくすうさぇくぇ う いぇ くぇし 
っ こさうけさうすっす, おぇすっゅけさうつっく ぉっ 
╉さぇしうきうさ ‶ぇこぇいけゃ. ╁ ょさせあっ-
しすゃけすけ しぇ こさっょこさうっすう っそっお-
すうゃくう きっさおう こけ さってぇゃぇくっ くぇ 
こさけぉかっきぇ し せこけすさっぉぇすぇ くぇ 
ぇかおけたけか くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ, 
おけうすけ ょぇゃぇす さっいせかすぇす, うく-
そけさきうさぇ すけえ. ]ぇきけ こさっい きう-
くぇかぇすぇ ゅけょうくぇ さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ „┿さしっくぇか” っ いぇおせこうかけ 
5 700 さぇぉけすくう おけしすのきぇ, くけ 
こさけぉかっき けしすぇゃぇ さっょけゃくけすけ 
うき くけしっくっ けす こっさしけくぇかぇ. ╁しっ 
けとっ うきぇ さぇぉけすくうちう, おけうすけ 
けすおぇいゃぇす ょぇ くけしはす いぇょなかあう-
すっかくけすけ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ, 
くはおけう ょけさう ゅけ こさけょぇゃぇす, 
くっ しおさう こさけぉかっきぇ ‶ぇこぇいけゃ. 
]こけさっょ くっゅけ けとっ しっ くぇきう-
さぇす さぇぉけすくうちう, おけうすけ せしこは-
ゃぇす ょぇ ゃくっしぇす こさっい こけさすぇかぇ 
„こぇすさけくつっすぇ ” し こけ 20 - 50 
ゅさぇきぇ ぇかおけたけか, くけ しぇくおちううすっ 
おなき すはた しぇ おぇすっゅけさうつくう, とけき 
ぉなょぇす さぇいおさうすう くぇさせてっくうは-
すぇ. ╁ „┿さしっくぇか” しなきくっくうはすぇ 
いぇ せこけすさっぉぇ くぇ ぇかおけたけか しっ 

ょけおぇいゃぇす し ょさっゅっさ, し おけえすけ 
さぇぉけすう しこっちうぇかっく しかせあうすっか, 
けぉはしくう ‶ぇこぇいけゃ.  ╆ぇ くっしこぇい-
ゃぇくっ くけさきうすっ くぇ ぉっいけこぇしくう 
せしかけゃうは くぇ すさせょ こさっい きうくぇ-
かぇすぇ ゅけょうくぇ うきぇ 26 しぇくおちうけ-
くうさぇくう ょかなあくけしすくう かうちぇ – 
さなおけゃけょうすっかう う さぇぉけすくうちう, 

しなけぉとう けとっ ‶ぇこぇいけゃ.
‶さけぉかっきなす し けすけこかっくうっすけ 

とっ ぉなょっ けおけくつぇすっかくけ さってっく, 
ぇおけ さなおけゃけょしすゃけすけ せしこっっ ょぇ 
こさけおぇさぇ ょけおさぇえ うょっはすぇ しう 
いぇ ゅぇいうそうおぇちうは, うくそけさきうさぇ 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ. ╉なき きけきっく-
すぇ こけゃっつっすけ けす さぇぉけすくうすっ 
きっしすぇ, けしけぉっくけ おなょっすけ すけゃぇ 
しっ くぇかぇゅぇ けす すったくけかけゅうはすぇ, 
ゃっつっ しぇ し けしうゅせさっくう くうゃぇ くぇ 
すっきこっさぇすせさぇすぇ こさっい かはすけすけ 
う こさっい いうきぇすぇ. ¨しすぇゃぇ けぉぇ-
つっ こさけぉかっきなす し こかけとぇょおうすっ 
くぇ ╆ぇゃけょ 1 う ╆ぇゃけょ 5, おなょっ-
すけ けゅさけきくうすっ たぇかっすぇ こさぇゃはす 
けすけこかっくうっすけ ういおかのつうすっかくけ 
すさせょくけ こさう かうこしぇすぇ くぇ ちっく-
すさぇかくけ すけこかけしくぇぉょはゃぇくっ. 
╂けかはきぇ つぇしす けす ちったけゃっすっ しぇ 
しくぇぉょっくう し おぇかけさうそっさう, かけ-
おぇかくう っかっおすさうつっしおう おけすかっすぇ 
うかう おかうきぇすうちう, くけ ゃうしけおぇすぇ 
ちっくぇ くぇ きぇいせすぇ っ けしくけゃくぇ 
こさっつおぇ いぇ ゅっくっさぇかくけすけ さっ-
てぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきぇ. ╆ぇすけゃぇ 
しっ すなさしはす ぇかすっさくぇすうゃう.
„┿さしっくぇか” きけあっ ょぇ おぇく-

ょうょぇすしすゃぇ いぇ しさっょしすゃぇ こけ 
„〉しかけゃうは くぇ すさせょ” けす ¨こっ-
さぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃう-
すうっ くぇ つけゃっておうすっ さっしせさしう”, 
しなけぉとう 『ゃっすぇくぇ ぅくおけゃぇ. 
′ぇしおけさけ せ くぇし しっ けつぇおゃぇ ょぇ 
しすぇさすうさぇ こさけちっょせさぇすぇ こけ 
すけゃぇ くぇこさぇゃかっくうっ, こけ おけっ-
すけ そうくぇくしうさぇくっすけ きけあっ ょぇ 
ょけしすうゅくっ けす 50 ょけ 390 たうか. 
かゃ. いぇ さぇいさぇぉけすおぇ, ゃくっょさは-
ゃぇくっ う さぇいゃうすうっ くぇ しうしすっきう 
こけ せこさぇゃかっくうっ う さぇいゃうすうっ 
せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょぇ, けぉはしくう 
すは. ]さっょしすゃぇ きけゅぇす ょぇ しっ せし-
ゃけはす う けす 《けくょ „〉しかけゃうは くぇ 
すさせょ”, ゃ おけえすけ „┿さしっくぇか” さっ-
ょけゃくけ ゃくぇしは きくけゅけ しさっょしすゃぇ, 
おぇいぇ けとっ っおしこっさす ぅくおけゃぇ. 
〈は けこさっょっかう おぇすけ ういおかのつう-
すっかくけ こけかっいくぇ ゃなゃっょっくぇすぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” しうしすっきぇ くぇ こけ-
ょぇゃぇくっ くぇ しうゅくぇかう  いぇ くぇさせ-
てっくうは くぇ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ 
けす  さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう 
つさっい こけとっくしおうすっ おせすうう, こけ-
しすぇゃっくう くぇ さぇいかうつくう きっしすぇ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ 
うかう つさっい すっかっそけくくけ けぉぇあ-
ょぇくっ くぇ しこっちうぇかっく くけきっさ.    

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

„んづでぎぞんず” べぎ どぺづでご ぢんづご 
だど ぎで げん ばでずだゑごéどん ぞん どづばが ╆ぇ]╈╅『¨〉ぇ【 ′〉╅╊ ╉╇╊ ̈  ╉╇╊』【╅, 

【╇ぇ『╉¨  〈《〉【ゃ《『ぇ【 》]╅〈╊〉 〈╅』]╅『』[¨

〈けえ くっ っ けす たけさぇすぇ, おけう
すけ しっ くぇぉうゃぇす くぇ けつう. 

′っ いぇさぇょう しさぇゃくうすっかくけ くう
しおうは しう さなしす, くうすけ いぇさぇょう 
しゃっくかうゃけしすすぇ, おけはすけ くうおぇお 
くっ おけさっしこけくょうさぇ し ゃないょせて
くぇすぇ  いけょうは, つうえすけ こさっょ
しすぇゃうすっか っ. ‶さけしすけ ‶かぇきっく 
]すっそぇくけゃ ╋ぇしかぇさしおう しう っ 
すぇおなゃ: しおさけきっく, すさせょけかのぉうゃ 
う いょさぇゃけ しゃなさいぇく し おけさっくうすっ 
しう つけゃっお. ╄くうくっち. ‶けゃっつっ けす 
けいぇょぇつっく っ, つっ うきっくくけ くっゅけ 
すなさしうき. ′っ さぇいぉうさぇ し おぇお
ゃけ っ こさうゃかはおなか ゃくうきぇくうっ
すけ, しかっょ おぇすけ っ ゃ „┿さしっくぇか” 
しぇきけ けす ょゃっ ゅけょうくう, う くうおけえ 
けす さけょáすぇ きせ こさっょう すけゃぇ くっ っ 
ぉうか さぇぉけすくうお すせお. 
╋うくぇゃぇ こけさすぇかぇ くぇ そうさきぇ

すぇ いぇ こなさゃう こなす くぇ 43 ゅけょう
くう. 〈ゃなさょう,つっ いぇ さぇいかうおぇ けす 
きくけゅけ ょさせゅう たけさぇ, いぇ おけうすけ  
すけえ っ こしうたけかけゅうつっしおぇ ぉぇさう
っさぇ, ‶かぇきっく  くっ しっ こかぇてう けす 
すけゃぇ. ]ゃっすなす う こさっょ こけさすぇかぇ, 
う いぇょ くっゅけ いぇ  きけくすぬけさぇ ‶かぇ
きっく っ っょうく. ‶さけしすけ つけゃっお 

いくぇっ ょゃっ う ょゃっしすぇ, ゃしうつおけ  
いぇゃうしう けす ぇさてうくぇ, し おけえすけ 
きっさう いぇかなおぇ, おけえすけ っ さってうか 
ょぇ こけっきっ. 
〈けえ っ しさっょ ょっしっすおうすっ ぇさしっ

くぇかちう, おけうすけ しぇ ゃ すぇいゅけょうて
くぇすぇ ┿かっは くぇ しかぇゃぇすぇ. ‶けこぇょぇ 
すぇき こけ こさっこけさなおぇ くぇ くぇつぇかくうお 
ちったぇ ╀っかつけ ╇ゃぇくけゃ. ╆ぇさぇょう 
せしなさょうっすけ う すさせょけかのぉうっすけ, 
かのぉけゃすぇ う しっぉっけすょぇえくけしすすぇ, 
おけうすけ ゃかぇゅぇ ゃ こさけそっしうはすぇ しう. 
╇ こけつすう くぇしうかぇ っ いぇゃっょっく くぇ 
こさうっきぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ, ょぇゃぇく こけ すさぇょうちうは 
いぇ けすかうつくうちうすっ くぇゃさなた こさぇい
くうおぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは.  
╆ぇゃなさてうか っ くはおけゅぇてくけすけ 

]‶〈〉 こけ たうょさぇゃかうおぇ, しこっ
ちうぇかくけしす しすさせゅぇさけ-そさっいうしす, 
くけ きけくすぬけさかなおなす ゅけ ゃかっつっ 
けす ょっすっ. ╆ぇすけゃぇ う し あっかぇくうっ 
たけょう くぇ さぇぉけすぇ. ¨すゅけゃぇさは いぇ 
6 きぇてうくう, ゃ けこっさぇちうは „けぉさはい
ゃぇくっ” くぇ ちった 110 くぇ ╆ぇゃけょ 2.
‶け-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす おけ

かっゅうすっ くぇ ‶かぇきっく しぇ あっくう, 
おけっすけ こさぇゃう さぇぉけすぇ きせ けとっ 
こけ-けすゅけゃけさくぇ. ′っ きせ すっあぇす 
う しきっくうすっ, くぇ おけうすけ さぇぉけ
すう, いぇとけすけ こけ すけいう くぇつうく しう 
„けすゃぇさは” ゃさっきっ いぇ ょゃけさつっすけ 
ゃ ╄くうくぇ, いぇ こさうはすっかうすっ う いぇ 
たけぉうすけ しう - ょぇ けすきぇさは ゃ こかぇ

くうくぇすぇ. 
‶さういくぇゃぇ, けぉぇつっ, つっ けす 

ゃしうつおけ くぇえ きせ たぇさっしゃぇ ょぇ っ 
しなし しっきっえしすゃけすけ しう: うきぇ ょゃっ 
こけさぇしくぇかう ゃっつっ ょなとっさう: こけ-
ゅけかはきぇすぇ ]すっかぇ ゃっつっ っ さっ
たぇぉうかうすぇすけさ, ぇ こけ-きぇかおぇすぇ  
[ぇかうちぇ っ ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ 
[せしおぇすぇ  っいうおけゃぇ ゅうきくぇいうは ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ]なこさせゅぇすぇ きせ 
さぇぉけすう ゃ いぇゃけょぇ いぇ おぇこぇつおう 
う ょけいぇすけさう. 

╆ぇ ‶かぇきっく くぇえ-ゃぇあくけすけ っ 
つけゃっお ょぇ しゃなさてう ょけぉさっ, ゃ 
しさけお う おぇつっしすゃっくけ さぇぉけすぇすぇ 
しう, いぇ おけはすけ けすゅけゃぇさは.  ╆ぇすけゃぇ 
けぉうつぇ ょぇ ういこうこゃぇ くっとぇすぇ. ] 

ぉけかおぇ しこけょっかは, つっ くぇえ-きくけゅけ 
ゅけ ぉけかう いぇょっすけ ゃ „┿さしっくぇか” 
ゃしっ こけ-すさせょくけ しっ きけすうゃうさぇす 
たけさぇすぇ いぇ ょぇょっくぇ さぇぉけすぇ, 
きなつくけ しっ くぇきうさぇす しこっちうぇかう
しすう う おゃぇかうそうちうさぇくう  さぇぉけす
くうちう, ぇ う いぇこかぇとぇくっすけ しなとけ 
しう おぇいゃぇかけ ょせきぇすぇ.
╆ぇさぇょう ゃしうつおけ  すけゃぇ う いぇさぇ

ょう けぉとけすけ さぇいけつぇさけゃぇくうっ けす 
しうすせぇちうはすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは , ‶かぇ
きっく けすょぇゃくぇ しっ っ けすおぇいぇか けす 

きっつすうすっ しう. ╃けさう くっ しきっっ ょぇ 
ゅう しこけょっかう, きぇおぇさ う ゃ きうくぇ
かけ ゃさっきっ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ くぇょっあょうすっ くぇ 

くっゅけゃけすけ こけおけかっくうっ ゃ ゅけかはきぇ 

しすっこっく しぇ こさっゅけさっかう - いぇさぇょう 
いぇゅせぉっくけすけ ゃさっきっ  う すなこつっ
くっすけ くぇ っょくけ きはしすけ. ╁なこさっおう 
つっ ゅかぇしせゃぇ くぇ ゃしうつおう ういぉけさう 
ょけしっゅぇ, ゃ きけきっくすぇ くっ っ しうゅせ
さっく ょぇかう とっ くぇこさぇゃう しなとけ
すけ くぇっしっく. ′っ しぇきけ いぇさぇょう 
さぇいけつぇさけゃぇくっすけ, ぇ  う いぇとけすけ 
こさぇおすうおぇすぇ こけおぇいゃぇかぇ, つっ う 
すけゃぇ しゃっとっくけ つけゃっておけ こさぇゃけ 
ゃっつっ っ けこけさけつっくけ. 
 ‶さっょう ょぇ ぇおけしすうさぇ ゃ „┿さ

しっくぇか”, ‶かぇきっく きうくぇゃぇ こさっい 
つうしすうかうとっすけ くぇ おさぇすおうは ゅせさ
ぉっすかなお ゃ ╂なさちうは, ういゃっしすくけ 
ゃさっきっ さぇぉけすう ゃ ぉうゃてぇすぇ „》う
ょさぇゃかうおぇ”, ゃ ┿╄『 „╉けいかけょせえ” 
う おなょっ かう けとっ くっ. 〈ゃなさょう, 
つっ うきっくくけ すけいう きせ ぉけゅぇす すさせ
ょけゃ けこうす ゅけ っ くぇせつうか ょぇ ちっくう 
すけゃぇ, おけっすけ うきぇ ゃ きけきっくすぇ. 
]すさぇょぇ けす すけゃぇ, つっ あうゃけ

すなす う きかぇょけしすすぇ しっ ういくういゃぇす 
きっあょせ こさなしすうすっ くう, ゃ しすぇ
さぇくうっすけ う しすさぇょぇくうっすけ ょぇ 
しないょぇょっき こけ-ょけぉさけ ぉなょっとっ 
いぇ ょっちぇすぇ しう, „ゃなこさっおう あう
ゃけすぇ くぇ さなぉぇ”,  う しっ くぇょはゃぇ 
っょうく ょっく う すけえ ょぇ っ けこっさっく 
う とぇしすかうゃ ょはょけ くぇ さけはお ゃくせ
ちう. ╇ おけっすけ っ こけ-ゃぇあくけすけ: 
きけすうゃうさぇく っ こけくっ っょうく ょぇ 
くぇしかっょう こさけそっしうはすぇ きせ.

╃っかはくぇ  ╀けぉっゃぇ

╁っつっ 20 ゅけょう
くう ぇさしっくぇかしおう 
おぇょなさ っ ゃ ょなくけすけ 
くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ 
う さっゃくうゃけすけ けす
ゅかっあょぇくっ くぇ っょうく
しすゃっくうは くぇ ╀ぇか
おぇくうすっ そけさせき くぇ 
さぇょうけかのぉうすっかうすっ 
- ′ぇちうけくぇかくけすけ 
ういかけあっくうっ くぇ さぇ
ょうけかのぉうすっかうすっ.  
¨す 10-すう ょけ 12-

すう のくう すぇいう ゅけょう
くぇ ╉ぇいぇくかなお けすくけ
ゃけ ぉっ ょけきぇおうく くぇ 
そけさせきぇ, ぉかぇゅけょぇ
さっくうっ う くぇ ╁かぇ
ょうきうさ ╃ぇしおぇかけゃ, 
さぇょうけかのぉうすっか う 
しかせあうすっか ゃ ╇い
つうしかうすっかくうは ちっく
すなさ くぇ „┿さしっくぇか”.  
╆ぇ ゃすけさう こなす けす  

しすぇさすぇ くぇ こさけはゃぇすぇ こさっい 1991 ゅけょうくぇ そけさせきなす ゃ ╉ぇいぇく
かなお ぉっ せゃぇあっく う けす 《っょっさぇちうはすぇ くぇ さぇょうけかのぉうすっかうすっ ゃ 
[せきなくうは. 
╆ぇ しなぉうすうっすけ ゃ ゅさぇょぇ こさうしすうゅくぇたぇ  しすけすうちう さぇょうけかのぉうすっかう 

けす しすさぇくぇすぇ, しなしっょくう くぇ ╀なかゅぇさうは  ょなさあぇゃう う しこっちうぇかくけ 
ゅけしすう けす [せきなくうは.  ‶け すさぇょうちうは ういかけあっくうっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ 
こさっゃさなとぇ ゃ ぉさぇくてけゃぇ しさっとぇ くぇ くぇょ 4-すっ たうかはょう さぇょうけかの
ぉうすっかう しぇきけ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╁ さぇきおうすっ くぇ くぇちうけくぇかくけすけ ういかけあっくうっ  ぉっ こさけゃっょっくけ う 

しなゃっとぇくうっ くぇ くけゃけういぉさぇくうは ]なゃっす くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ そっょっ
さぇちうは くぇ さぇょうけかのぉうすっかうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
′ぇ けしけぉっく うくすっさっし すぇいう ゅけょうくぇ こけ ゃさっきっ くぇ ういかけあっくうっすけ 

しっ さぇょゃぇたぇ  しこっちうぇかういうさぇくうすっ とぇくょけゃっ くぇ そうさきうすっ, こさけ
ういゃっあょぇとう う こさっょかぇゅぇとう さぇょうけっかっおすさけくくぇ すったくうおぇ,  おぇおすけ 
う かうつくうすっ とぇくょけゃっ くぇ さぇょうけかのぉうすっかうすっ う おけかっおちうけくっさうすっ 
くぇ すぇおぇゃぇ すったくうおぇ. ]さっょ ぇすさぇおすうゃくうすっ っおしこけくぇすう ぉっ さぇょう
けぇこぇさぇす し きぇさおぇ „〈せかぇく”, こさけういゃっょっく ゃ ╀せさゅぇし こさっい 1924 
ゅけょうくぇ. 

〈┿

ぷんぞで げん でゎづんがんどん 
ぞん でぢどば „んづでぎぞんず”

‶せしすっっとぇすぇ  11 ゅけょうくう しゅさぇょぇ

‶かぇきっく しなし しっきっえしすゃけすけ しう

┿くすうおぇすぇ 〈〉╊┿′

ゐíëÜ½ñöéë

ぢだでずぎがぞごどぎ ぜごぞばどご

1. ]すっそおぇ ╋うさつっゃぇ, すった
くけかけゅ, ╆ぇゃけょ 3
[ぇぉけすは.

2. 》ぇさぇかぇきこう 》ぇょあうっゃ, 
╆ぇゃけょ 5
┿い かう?. ┿い しなき くぇつぇかくうお-

せつぇしすなお, さぇいょぇゃぇき こさけこせ
しおうすっ う しう すさなゅゃぇき.

3. ╃うきうすなさ ╋うすっゃ, いぇゃけょ 
12,  ちった 170 
‶けしかっょくうすっ  こっす きうくせすう?  

┿い くっ しなき ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ 
う… 』ぇおぇきっ ょぇ しすぇくっ ゃさっきっ 
ょぇ しっ けぉかうつぇきっ. ╁さなとぇきっ 
うくしすさせきっくすうすっ しう.

4. ╊のょきうか, ╆ぇゃけょ 12, 
っかっおすさけちった
╋うは しっ う しっ こさうゅけすゃはき いぇ 

けすうゃぇくっ.

5. 〈けょけさ, ╆ぇゃけょ 5, ちった 143
¨ぉかうつぇき しっ… ‶さうゅけすゃはき しう 

さぇぉけすくけすけ  きはしすけ いぇ しかっょゃぇ
とうは ょっく, いぇさっあょぇき しう きぇてう
くぇすぇ.

6. ╁っかおけ ╂っくつっゃ, ╆ぇゃけょ 
12, ゅか. きったぇくうお
 ‶け こさうくちうこ しっ こさうゅけすゃはきっ 

いぇ ょさせゅうは ょっく くはおけう くっとぇ. 
〈け くはきぇ ょさせゅけ.

7. ╀けすぬけ ╋うたぇえかけゃ, ╆ぇゃけょ 
0, ╄おしこっょうちうは 
╉ぇお おぇおゃけ こさぇゃは? ╋うは しっ くぇ 

つってきぇすぇ, けぉかうつぇき しっ. 〈せえ いぇ 
おぇおゃけ すう っ? 

〈┿

╁なこさけしなす いぇ こけしかっょくうすっ 5 きうくせすう ゃうくぇゅう っ ゃなかくせゃぇか しけ
ちうけかいう う きっくうょあなさう. ′っ すけかおけゃぇ いぇさぇょう ╉‶╃-すけ うき, ぇ 

おけかおけすけ いぇさぇょう くぇつうくぇ, こけ おけえすけ しっ けこけかいけすゃけさはゃす けす しぇ
きうすっ さぇぉけすっとう. ‶け ゃなこさけしぇ NovaVizia.com こせしくぇ しこっちうぇかくぇ 
ぇくおっすぇ し っょうく-っょうくしすゃっく ゃなこさけし: “╉ぇおゃけ こさぇゃうすっ こさっい こけ
しかっょくうすっ 5 きうくせすう くぇ さぇぉけすくうは ょっく?” [っいせかすぇすうすっ しぇ しかっょ
くうすっ:

• ╋うしかは いぇ ういきうくぇかうは さぇぉけすっく ょっく – 8.46% 
• ¨ぉしなあょぇき し おけかっゅう しかせつおう けす さぇぉけすくうは ょっく – 12.05% 
• [ぇぉけすは ょけ こけしかっょくぇすぇ きうくせすぇ – 24.87% 
• ‶けつうしすゃぇき さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ – 21.28% 
• ╁っつっ きうしかは いぇ ょっちぇ, ゃっつっさは, こさうはすっかう う す.く. – 16.92% 
• ‶さけしすけ ういつぇおゃぇき おさぇは くぇ さぇぉけすくうは ょっく – 9.74% 
• ╃させゅけ – 6.67% 

┿くおっすぇすぇ くっ っ こさっょしすぇゃうすっかくぇ, くけ ゃしっ こぇお ょぇゃぇ こけゃけょう いぇ 
くはおけう さぇいきうてかっくうは. 
〈ぇ, さっいせかすぇすうすっ けす うくすっさくっす ぇくおっすぇすぇ “╉ぇおゃけ こさぇゃうすっ こさっい 

こけしかっょくうすっ 5 きうくせすう けす さぇぉけすくう ょっく” しぇ こけゃけょ ょぇ さぇいきうて
かはゃぇきっ.
╄すけ 3 けす くぇえ-つっしすけ しさっとぇくうすっ ゃ くっは けすゅけゃけさう: 
„[ぇぉけすは ょけ こけしかっょくぇすぇ きうくせすぇ”
‶けつすう っょくぇ つっすゃなさす けす けすゅけゃけさうすっ しぇ すっいう. 》せぉぇゃけ っ ょぇ さぇ

ぉけすうて ょけ こけしかっょくぇすぇ きうくせすぇ. ┿おけ うきぇて おかうっくすう, せつっくうちう, 
しすせょっくすう, くはおぇおなゃ すったくけかけゅうつっく こさけちっし, すゃけさつっしおぇ さぇぉけすぇ 
うかう くっとけ ょさせゅけ, しっ さぇぉけすう ょけ こけしかっょくけ. ′け ぇおけ さぇぉけすぇすぇ 
っ けす ょさせゅけ っしすっしすゃけ, こけしかっょくうすっ 5 きうくせすう きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす 
ういこけかいゃぇくう いぇ ょさせゅけ. 
“‶けつうしすゃぇき さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ”
〈けいう けすゅけゃけさ っ ゅっくっさうさぇか 21% けす けすゅけゃけさうすっ くぇ せつぇしすくう

ちうすっ. ‶けょょなさあぇくっすけ くぇ さっょ う たうゅうっくぇ っ こけたゃぇかくけ. 〈ぇおぇ 
すさはぉゃぇ. ′け こけしかっょくうすっ 5 きうくせすう きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ういこけかいゃぇ
くう いぇ ょさせゅけ.
“╋うしかは いぇ ういきうくぇかうは さぇぉけすっく ょっく”
╄ょゃぇ 8.46% けす けすゅけゃけさうすっ しぇ ゃ すけゃぇ くぇこさぇゃかっくうっ. ╉けかおけ 

あぇかおけ!

╉さぇはす くぇ さぇぉけすくうは ょっく こさうかうつぇ くぇ おさぇは くぇ おぇかっくょぇさくうは 
ょっく. ′はおけう こけしゃっとぇゃぇす 5 きうくせすう, いぇ ょぇ くぇこさぇゃはす さっおぇこうすせ
かぇちうは くぇ ういきうくぇかうは ょっく – おぇおゃけ しぇ しゃなさてうかう, おぇおゃけ くっ しぇ 
せしこっかう ょぇ しゃなさてぇす, おぇおゃけ こさっょしすけう ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっくけ こさっい 
しかっょゃぇとうは ょっく. 〈けゃぇ っ つせょっしくぇ こさぇおすうおぇ いぇ さぇゃくけしきっすおぇ, 
いぇ こさけゅさっし ゃ ういこなかくっくうっすけ くぇ こけしすぇゃっくう ちっかう. ╉ぇおゃけ くう 
こさっつう ょぇ は こさっくっしっき ゃ さぇぉけすくけすけ しう っあっょくっゃうっ? ╇いゅさぇょっ
くうすっ くぇゃうちう? ¨さゅぇくういぇちうけくくぇすぇ おせかすせさぇ? ′っとけ ょさせゅけ?
╆ぇ かうつっく けすゅけゃけさ くぇ ゃなこさけしぇ ゃう こさっょかぇゅぇきっ う  おさぇすおぇ ぇく

おっすぇ こけ すっきぇすぇ, くぇこさぇゃっくぇ し さぇぉけすくうちう  ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃. 

╉ぇおゃけ こさぇゃうすっ ゃ こけしかっょくうすっ 
5 きうくせすう けす さぇぉけすくうは ょっく?
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„┿さしっくぇか” っ しさっょ  ょっしっすすっ 

こうかけすくう こさっょこさうはすうは ゃ ╀なか
ゅぇさうは, ゃ おけうすけ とっ しっ さぇいさぇ
ぉけすゃぇ う ゃくっょさはゃぇ うくそけさきぇ
ちうけくくぇ しうしすっきぇ いぇ けちっくおぇ 
くぇ おかのつけゃう おけきこっすっくちうう くぇ 
さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ こけ ぉさぇくてけゃっ 
う さっゅうけくう. ‶さけっおすなす しっ けしな
とっしすゃはゃぇ けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけ
こぇくしおぇ おぇきぇさぇ し そうくぇくしけゃぇすぇ 
こけょおさっこぇ くぇ けこっさぇすうゃくぇ こさけ
ゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておう
すっ さっしせさしう” 2007-2013. 
′ぇ 27 ぇこさうか す.ゅ. ゃ ゅさ. ]け

そうは ぉっ せつさっょっく ]っおすけさっく 
おけくしせかすぇすうゃっく しなゃっす (]╉]) 
- こけしすけはくくけ ょっえしすゃぇと けさゅぇく 
いぇ そけさきうさぇくっ くぇ こけかうすうおう う 
しなすさせょくうつっしすゃけ し ちっか ゃくっょ

さはゃぇくっ くぇ しうしすっきぇすぇ いぇ けちっくおぇ 
くぇ さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ いぇ しっおすけさ 
きぇてうくけしすさけっくっ. ]すぇくうしかぇゃ 
′っくけゃ, ょうさっおすけさ  しこっちうぇかくう 
ゃなこさけしう  ゃ „┿さしっくぇか”, いぇっょくけ 
し けとっ つっすうさうきぇ こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ぉなかゅぇさしおう さぇぉけすけょぇすっかう, ぉっ 
ういぉさぇく いぇ つかっく くぇ しなゃっすぇ. 
〈けいう ぇきぉうちうけいっく こさけっおす くぇ 

くぇちうけくぇかくけ くうゃけ うきぇ いぇ けぉとぇ 
ちっか こけゃうてぇゃぇくっ ぇょぇこすうゃくけしす
すぇ う っそっおすうゃくけしすすぇ う ぉぇかぇく
しうさぇくっ くぇ すなさしっくっすけ う こさっょ
かぇゅぇくっすけ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ 
つさっい ういゅさぇあょぇくっ くぇ しうしすっきぇ 
いぇ けちっくおぇ くぇ いくぇくうはすぇ (おけき
こっすっくちううすっ) くぇ おぇょさうすっ. ′ぇ 
さっゅうけくぇかくけ くうゃけ, きけあっ ょぇ しっ 
おぇあっ, つっ っょくぇ すぇおぇゃぇ しうしすっきぇ 
っ けしくけゃぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 

ちっくすなさ いぇ けちっくおぇ くぇ さぇぉけすくぇ
すぇ しうかぇ ゃ くぇてうは さっゅうけく, ぇ ゃ 
つぇしすくけしす う ゃ „┿さしっくぇか”. ╁ こけ
ょけぉっく ちっくすなさ とっ きけゅぇす ょぇ しっ 
けちっくはゃぇす う すっしすゃぇす くっ しぇきけ すっ
おせとう しかせあうすっかう う さぇぉけすくうちう, 
くけ う おぇくょうょぇすう いぇ けこさっょっかっくう 
おかのつけゃう ょかなあくけしすう, おぇすけ すけゃぇ 
とっ しっ ういゃなさてゃぇ こけ せすゃなさょっくう 
おさうすっさうう  いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ 
ぉさぇくてぇ. 
′ぇ „┿さしっくぇか”, おぇすけ ういぉさぇくけ 

こうかけすくけ こさっょこさうはすうっ ゃ しっお
すけさぇ, とっ ぉなょぇす こさっょけしすぇゃっくう 
しかっょくうすっ せしかせゅう: けこさっょっかは
くっ  う けちっくはゃぇくっ くぇ おかのつけゃう 
ょかなあくけしすう, ゃ いぇゃうしうきけしす けす 
しすさぇすっゅうはすぇ う こさうけさうすっすうすっ 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ; さぇいさぇぉけすゃぇ
くっ くぇ おけきこっすっくすくけしすくう こさけ
そうかう くぇ おかのつけゃうすっ  ょかなあ
くけしすう; けちっくはゃぇくっ くぇ くうゃけすけ 
くぇ こさうょけぉうすうすっ おけきこっすっくちうう 
くぇ おけくおさっすくう さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう, いぇっきぇとう おかのつけゃう 
ょかなあくけしすう う ょさ.  
]こけさっょ ╀なかゅぇさしおぇ ぉさぇくてけ

ゃぇ おぇきぇさぇ-きぇてうくけしすさけっくっ 
(╀╀╉╋), さぇぉけすけょぇすっかはす-せつぇしす

くうお ゃ こさけっおすぇ, とっ うきぇ こさっおう, 
ういきっさうきう そうくぇくしけゃう こけかいう. 
]すけえくけしすすぇ くぇ こぇいぇさぇ くぇ おけく
しせかすぇくすしおう せしかせゅう いぇ さぇいさぇ
ぉけすゃぇくっすけ う ゃくっょさはゃぇくっすけ くぇ 
すぇおぇゃぇ しうしすっきぇ ゃぇさうさぇ きっあょせ 
50 – 250 たうか. かゃ. ゃ いぇゃうしうきけしす 
けす ゅけかっきうくぇすぇ くぇ けさゅぇくういぇちうは
すぇ. ╁おかのつゃぇえおう しっ ゃ こさけっおすぇ, 
„┿さしっくぇか” とっ こけかせつう すぇいう せし
かせゅぇ, こさけょせおす, うくそけさきぇちうは う 
くけせ-たぇせ ぉっいこかぇすくけ. 
╁ こさっいっくすぇちうはすぇ くぇ こさけっおすぇ 

しっ こけしけつゃぇ しなとけ, つっ ゃくっょさは
ゃぇくっすけ くぇ おけきこっすっくすくけしすくうは 
こけょたけょ ゃ せこさぇゃかっくうっすけ ゃけょう 
ょけ ぉぇかぇくし ゃ さぇいたけょう う こけか
いう けす ゃかけあっくうはすぇ ゃ つけゃっておうは 
さっしせさし. ‶け ょぇくくう くぇ DELOITTE 
(2009) - っょくぇ けす ゃけょっとうすっ ゃ 
しゃっすぇ そうさきう いぇ おけくしせかすぇちうは 
こけ せこさぇゃかっくうっ う けさゅぇくういぇちうは 
くぇ つけゃっておうは おぇこうすぇか, こさう せし
こってくけすけ ゃくっょさはゃぇくっ くぇ おけきこっ
すっくすくけしすくうは こけょたけょ , こさけういゃけ
ょうすっかくけしすすぇ くぇ すさせょぇ くぇさぇしすゃぇ 
しさっょくけ し けおけかけ 10%. 〈っおせつっしす
ゃけすけ くぇ おかのつけゃう しこっちうぇかうしすう 
くぇきぇかはゃぇ いくぇつうすっかくけ う たけさぇすぇ 

しぇ くぇはしくけ おぇおゃけ こけゃっょっくうっ 
しっ ういうしおゃぇ けす すはた, いぇ ょぇ ぉな
ょぇす せしこってくう くぇ さぇぉけすくけすけ 
しう きはしすけ. ¨す ╀╀╉╋ こけょつっさ
すぇゃぇす, つっ くっ こけ-きぇかけゃぇあくう 
しぇ う うくょうさっおすくうすっ うおけくけきう
つっしおう こけかいう いぇ さぇぉけすけょぇすっかは 
- せつぇしすくうお こけ こさけっおすぇ: こけゃう
てぇゃぇ しっ ゃなすさってくぇすぇ きけすうゃぇ
ちうは う せょけゃかっすゃけさっくけしすすぇ けす 
さぇぉけすぇすぇ; おけきこっすっくちううすっ しっ 
うくすっゅさうさぇす し ちっくくけしすうすっ くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ う しうしすっきうすっ 
いぇ いぇこかぇとぇくっ う しすうきせかうさぇくっ. 
] さぇいゅさなとぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ, 

おけえすけ とっ こさけょなかあう ょけ おさぇは 
くぇ 2013 ゅ., ゃ くっゅけ とっ ぉなょぇす 
ぇくゅぇあうさぇくう こけっすぇこくけ こさっょ
しすぇゃうすっかう くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃ
くう う こさけういゃけょしすゃっくう けすょっかう 
けす „┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ しないょぇょっき 
けさゅぇくういぇちうけくくぇ しうくっさゅうは う 
きぇおしうきぇかくけ ょぇ ぉなょっき っそっお
すうゃくう こさう けこさっょっかはくっすけ くぇ 
おさうすっさううすっ う ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ しうしすっきぇすぇ.

Eおうこ けすょっか „╉ぇょさう”, 
„┿さしっくぇか” ┿╃

]ないょぇゃぇくっ くぇ 『っくすなさ いぇ けぉせつっくうっ う こさっおゃぇかうそうおぇ
ちうは くぇ きはしすけすけ くぇ  いぇおさうすけすけ う くっしなとっしすゃせゃぇとけ  

ゃっつっ ]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ ゃ „┿さしっくぇか”┿╃ - すけゃぇ っ くぇ
きっさっくうっすけ くぇ くぇしすけはとけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ  くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
おぇいぇくかなておぇ そうさきぇ, おけっすけ くぇ っすぇこぇ っ しすけこうさぇくけ けす  ゃう
しけおぇすぇ  ょぇくなつくぇ けちっくおぇ くぇ うきけすぇ, おけえすけ こせしすっっ こけゃっつっ 
けす ょっしっすうかっすうっ. ╆ぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ¨ぉせつうすっかくうは ちっくすなさ 
そうさきぇすぇ さぇいこけかぇゅぇ う しなし しこっちうぇかっく かうちっくい.
]こけさっょ いぇきっしすくうお-けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ

さぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, こけすなさしっくぇ いぇ おけきっくすぇさ くぇ こさけぉかっ
きぇ, しゅさぇょぇすぇ くぇ ぉうゃてっすけ ぇさしっくぇかしおけ  せつうかうとっ, こけょゅけす
ゃはかけ  ょっしっすうかっすうは くぇさっょ おぇょさう いぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお う さぇえけくぇ, っ ょなさあぇゃくぇ つぇしすくぇ しけぉしすゃっくけしす  けす 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ‶さっょう すけゃぇ  ょゃぇすぇ  せつっぉくう おけさこせしぇ う 
こさうかっあぇとうすっ こけしすさけえおう しぇ ぉうかう ょなさあぇゃくぇ  こせぉかうつくぇ 
しけぉしすゃっくけしす, くけ いっきはすぇ こけょ すはた ゃうくぇゅう  っ ぉうかぇ つぇしす けす 
ぇおすうゃうすっ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃.
]なし しきはくぇすぇ くぇ しすぇすせすぇ くぇ しゅさぇょうすっ , おなょっすけ くはおけゅぇ っ 

ぉうかけ せつうかうとっすけ, うきけすなす しっ こさっょけしすぇゃは  くぇ ╃なさあぇゃくぇ
すぇ ぇゅっくちうは いぇ こさうゃぇすういぇちうは, おけはすけ けす  しゃけは しすさぇくぇ しっ 
さぇいこけさっあょぇ し くっは. ‶さうつうくぇすぇ いぇ すけゃぇ っ, つっ ょぇくなつくぇすぇ 
けちっくおぇ くぇ うきけすぇ っ いぇ くぇょ 600 たうかはょう かっゃぇ いぇ いぇしすさけっくぇ  
こかけと けす 3 400 おゃ. き. 
] くぇこさぇゃっくうすっ こけしかっょくう こさけきっくう  ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ ょなさあぇゃ

くぇすぇ しけぉしすゃっくけしす くぇ こさぇおすうおぇ けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╈けさょぇく ′うおけかけゃ くっ きけあっ   っょくけかうつくけ ょぇ しっ 
さぇいこけさっあょぇ  しなし しゅさぇょくうは  そけくょ くぇ ぉうゃてっすけ せつうかうとっ, 
すなえ おぇすけ いぇおけくなす ょぇゃぇ すけゃぇ こさぇゃけ  くぇ さぇいこけさっあょぇくっ いぇ 
うきせとっしすゃけ ょけ 10 たうかはょう かっゃぇ. 
╁ すぇおぇ しないょぇょっくぇすぇ しうすせぇちうは うきぇ  くはおけかおけ ういたけょぇ: こさう 

くぇかうつうっ くぇ うくゃっしすうすけさしおう うくすっさっし おなき しゅさぇょくうは そけくょ 
╃なさあぇゃくぇすぇ ぇゅっくちうは ょぇ けぉはゃう くぇ すなさゅ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ 
しゅさぇょうすっ, ちはかけしすくけ うかう くぇ つぇしすう.   ┿きけさすういぇちうは くぇ しゅさぇ
ょぇすぇ う  いぇょなかあうすっかくけ くけゃぇ ょぇくなつくぇ  けちっくおぇ しぇ ょさせゅ ゃぇ
さうぇくす, おけえすけ きけあっ ょぇ しこぇしう しゅさぇょくうは そけくょ, こさっょけしすぇゃっく 
しっゅぇ いぇ しすけこぇくうしゃぇくっ くぇ ‶╂ こけ きぇてうくけしすさけっくっ / ぉうゃてうはす 
╋ったぇくけすったくうおせき/.
〈けゃぇ, けぉぇつっ, くっきうくせっきけ とっ ょけゃっょっ う ょけ  くせあょぇすぇ けす 

くけゃう うくゃっしすうちうう いぇ  うきけす, おけえすけ し ゃしっおう ういきうくぇか ょっく しっ 
させてう, ゃきっしすけ けす くっゅけ ょぇ ういかういぇす おぇつっしすゃっくう, こけょゅけすゃっくう  
うかう こさっおゃぇかうそうちうさぇくう おぇょさう, けす おけうすけ けしすさけ しっ くせあょぇっ   
ぉなかゅぇさしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„┿さしっくぇか”┿╃  くっ きけあっ ょぇ しう 
こけいゃけかう おけきこさけきうしう こけ けす
くけてっくうっ くぇ けしうゅせさはゃぇくっすけ 
くぇ ぉっいけこぇしくけしすすぇ こさう さぇぉけすぇ 
う けこぇいゃぇくっすけ くぇ いょさぇゃっすけ う 
あうゃけすぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ すせお, 
いぇはゃう ╉さぇしうきうさ ‶ぇこぇいけゃ, 
さなおけゃけょうすっか けすょっか ╀╆[, いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” しかっょ こさう
おかのつゃぇくっすけ くぇ けぉせつっくうっすけ 
こけ いょさぇゃけしかけゃくう う ぉっいけこぇしくう 
せしかけゃうは くぇ すさせょ くぇ 27 きぇえ.  
╆ぇ かっおすけさう くぇ しっきうくぇさぇ けす 

]けそうは こさうしすうゅくぇたぇ ゅかぇゃくうはす 
うくしこっおすけさ けす ╇いこなかくうすっかくぇ
すぇ ぇゅっくちうは „╂かぇゃくぇ ぇゅっくちうは 
こけ すさせょぇ” ┿かっおしぇくょなさ ╀けさう
しけゃ けす けすょっか „╋ぇてうくけしすさけっ
くっ” う 『ゃっすぇくぇ ぅくおけゃぇ, っおし
こっさす – のさうしす ゃ ╀さぇくてけゃぇすぇ 
おぇきぇさぇ こけ きぇてうくけしすさけっくっ.
╁ けぉせつっくうっすけ, けさゅぇくういうさぇ

くけ しなし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ 
ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ し こさっょしっょぇ
すっか ┿すぇくぇし ╀けいけゃ, しっ ゃおかの
つうたぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
おけきうすっすうすっ こけ せしかけゃうは くぇ 
すさせょ ゃなゃ そうさきぇすぇ, おぇおすけ う 
しこっちうぇかうしすう けす ょさせゅう きぇてう
くけしすさけうすっかくう こさっょこさうはすうは ゃ 
さっゅうけくぇ.  
‶けいくぇゃぇくっすけ くぇ いぇおけくけょぇ

すっかしすゃけすけ う くっゅけゃけすけ こさう
かぇゅぇくっ こけ けすくけてっくうっ くぇ 
いょさぇゃけしかけゃくうすっ う ぉっいけこぇしくう 
せしかけゃうは くぇ すさせょ  ゃ きぇてう
くけしすさけうすっかくうは しっおすけさ っ くぇ 
きくけゅけ こけ-ゃうしけおけ くうゃけ, けす

おけかおけすけ ゃ ょさせゅうすっ ぉさぇくてけ
ゃっ, おけきっくすうさぇ いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” 『ゃっすぇくぇ ぅくおけゃぇ. 
¨ぉせつっくうっすけ ゃ „┿さしっくぇか” しっ 
こさけゃっあょぇ くっ しぇきけ こけ すさぇょう
ちうは う いぇとけすけ っ いぇょなかあうすっか
くけ, ぇ いぇとけすけ っ, おぇおすけ つぇしす けす 
こさけちっしぇ こけ けゅさぇきけすはゃぇくっ くぇ 

ょかなあくけしすくうすっ かうちぇ, おけうすけ しぇ 
ぇくゅぇあうさぇくう し けしうゅせさはゃぇくっすけ 
くぇ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ, すぇおぇ う 
けす こさけちっしぇ こけ おけくすさけかぇ ゃなさ
たせ しこぇいゃぇくっすけ くぇ くけさきうすっ, 
せぉっょっくう しぇ かっおすけさうすっ けす しっ
きうくぇさぇ.
╁ „┿さしっくぇか” さぇぉけすぇすぇ こけ 

いょさぇゃけしかけゃくうすっ う ぉっいけこぇし
くう せしかけゃうは くぇ すさせょ っ しすさけ
ゅけ さっゅかぇきっくすうさぇくぇ う いぇ くぇし 
っ こさうけさうすっす, おぇすっゅけさうつっく ぉっ 
╉さぇしうきうさ ‶ぇこぇいけゃ. ╁ ょさせあっ
しすゃけすけ しぇ こさっょこさうっすう っそっお
すうゃくう きっさおう こけ さってぇゃぇくっ くぇ 
こさけぉかっきぇ し せこけすさっぉぇすぇ くぇ 
ぇかおけたけか くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ, 
おけうすけ ょぇゃぇす さっいせかすぇす, うく
そけさきうさぇ すけえ. ]ぇきけ こさっい きう
くぇかぇすぇ ゅけょうくぇ さなおけゃけょしすゃけ
すけ くぇ „┿さしっくぇか” っ いぇおせこうかけ 
5 700 さぇぉけすくう おけしすのきぇ, くけ 
こさけぉかっき けしすぇゃぇ さっょけゃくけすけ 
うき くけしっくっ けす こっさしけくぇかぇ. ╁しっ 
けとっ うきぇ さぇぉけすくうちう, おけうすけ 
けすおぇいゃぇす ょぇ くけしはす いぇょなかあう
すっかくけすけ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ, 
くはおけう ょけさう ゅけ こさけょぇゃぇす, 
くっ しおさう こさけぉかっきぇ ‶ぇこぇいけゃ. 
]こけさっょ くっゅけ けとっ しっ くぇきう
さぇす さぇぉけすくうちう, おけうすけ せしこは
ゃぇす ょぇ ゃくっしぇす こさっい こけさすぇかぇ 
„こぇすさけくつっすぇ ” し こけ 20 - 50 
ゅさぇきぇ ぇかおけたけか, くけ しぇくおちううすっ 
おなき すはた しぇ おぇすっゅけさうつくう, とけき 
ぉなょぇす さぇいおさうすう くぇさせてっくうは
すぇ. ╁ „┿さしっくぇか” しなきくっくうはすぇ 
いぇ せこけすさっぉぇ くぇ ぇかおけたけか しっ 

ょけおぇいゃぇす し ょさっゅっさ, し おけえすけ 
さぇぉけすう しこっちうぇかっく しかせあうすっか, 
けぉはしくう ‶ぇこぇいけゃ.  ╆ぇ くっしこぇい
ゃぇくっ くけさきうすっ くぇ ぉっいけこぇしくう 
せしかけゃうは くぇ すさせょ こさっい きうくぇ
かぇすぇ ゅけょうくぇ うきぇ 26 しぇくおちうけ
くうさぇくう ょかなあくけしすくう かうちぇ – 
さなおけゃけょうすっかう う さぇぉけすくうちう, 

しなけぉとう けとっ ‶ぇこぇいけゃ.
‶さけぉかっきなす し けすけこかっくうっすけ 

とっ ぉなょっ けおけくつぇすっかくけ さってっく, 
ぇおけ さなおけゃけょしすゃけすけ せしこっっ ょぇ 
こさけおぇさぇ ょけおさぇえ うょっはすぇ しう 
いぇ ゅぇいうそうおぇちうは, うくそけさきうさぇ 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ. ╉なき きけきっく
すぇ こけゃっつっすけ けす さぇぉけすくうすっ 
きっしすぇ, けしけぉっくけ おなょっすけ すけゃぇ 
しっ くぇかぇゅぇ けす すったくけかけゅうはすぇ, 
ゃっつっ しぇ し けしうゅせさっくう くうゃぇ くぇ 
すっきこっさぇすせさぇすぇ こさっい かはすけすけ 
う こさっい いうきぇすぇ. ¨しすぇゃぇ けぉぇ
つっ こさけぉかっきなす し こかけとぇょおうすっ 
くぇ ╆ぇゃけょ 1 う ╆ぇゃけょ 5, おなょっ
すけ けゅさけきくうすっ たぇかっすぇ こさぇゃはす 
けすけこかっくうっすけ ういおかのつうすっかくけ 
すさせょくけ こさう かうこしぇすぇ くぇ ちっく
すさぇかくけ すけこかけしくぇぉょはゃぇくっ. 
╂けかはきぇ つぇしす けす ちったけゃっすっ しぇ 
しくぇぉょっくう し おぇかけさうそっさう, かけ
おぇかくう っかっおすさうつっしおう おけすかっすぇ 
うかう おかうきぇすうちう, くけ ゃうしけおぇすぇ 
ちっくぇ くぇ きぇいせすぇ っ けしくけゃくぇ 
こさっつおぇ いぇ ゅっくっさぇかくけすけ さっ
てぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきぇ. ╆ぇすけゃぇ 
しっ すなさしはす ぇかすっさくぇすうゃう.
„┿さしっくぇか” きけあっ ょぇ おぇく

ょうょぇすしすゃぇ いぇ しさっょしすゃぇ こけ 
„〉しかけゃうは くぇ すさせょ” けす ¨こっ
さぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃう
すうっ くぇ つけゃっておうすっ さっしせさしう”, 
しなけぉとう 『ゃっすぇくぇ ぅくおけゃぇ. 
′ぇしおけさけ せ くぇし しっ けつぇおゃぇ ょぇ 
しすぇさすうさぇ こさけちっょせさぇすぇ こけ 
すけゃぇ くぇこさぇゃかっくうっ, こけ おけっ
すけ そうくぇくしうさぇくっすけ きけあっ ょぇ 
ょけしすうゅくっ けす 50 ょけ 390 たうか. 
かゃ. いぇ さぇいさぇぉけすおぇ, ゃくっょさは
ゃぇくっ う さぇいゃうすうっ くぇ しうしすっきう 
こけ せこさぇゃかっくうっ う さぇいゃうすうっ 
せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょぇ, けぉはしくう 
すは. ]さっょしすゃぇ きけゅぇす ょぇ しっ せし
ゃけはす う けす 《けくょ „〉しかけゃうは くぇ 
すさせょ”, ゃ おけえすけ „┿さしっくぇか” さっ
ょけゃくけ ゃくぇしは きくけゅけ しさっょしすゃぇ, 
おぇいぇ けとっ っおしこっさす ぅくおけゃぇ. 
〈は けこさっょっかう おぇすけ ういおかのつう
すっかくけ こけかっいくぇ ゃなゃっょっくぇすぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” しうしすっきぇ くぇ こけ
ょぇゃぇくっ くぇ しうゅくぇかう  いぇ くぇさせ
てっくうは くぇ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ 
けす  さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう 
つさっい こけとっくしおうすっ おせすうう, こけ
しすぇゃっくう くぇ さぇいかうつくう きっしすぇ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ 
うかう つさっい すっかっそけくくけ けぉぇあ
ょぇくっ くぇ しこっちうぇかっく くけきっさ.    

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

„んづでぎぞんず” べぎ どぺづでご ぢんづご 
だど ぎで げん ばでずだゑごéどん ぞん どづばが ╆ぇ]╈╅『¨〉ぇ【 ′〉╅╊ ╉╇╊ ̈  ╉╇╊』【╅, 

【╇ぇ『╉¨  〈《〉【ゃ《『ぇ【 》]╅〈╊〉 〈╅』]╅『』[¨

〈けえ くっ っ けす たけさぇすぇ, おけう-
すけ しっ くぇぉうゃぇす くぇ けつう. 

′っ いぇさぇょう しさぇゃくうすっかくけ くう-
しおうは しう さなしす, くうすけ いぇさぇょう 
しゃっくかうゃけしすすぇ, おけはすけ くうおぇお 
くっ おけさっしこけくょうさぇ し ゃないょせて-
くぇすぇ  いけょうは, つうえすけ こさっょ-
しすぇゃうすっか っ. ‶さけしすけ ‶かぇきっく 
]すっそぇくけゃ ╋ぇしかぇさしおう しう っ 
すぇおなゃ: しおさけきっく, すさせょけかのぉうゃ 
う いょさぇゃけ しゃなさいぇく し おけさっくうすっ 
しう つけゃっお. ╄くうくっち. ‶けゃっつっ けす 
けいぇょぇつっく っ, つっ うきっくくけ くっゅけ 
すなさしうき. ′っ さぇいぉうさぇ し おぇお-
ゃけ っ こさうゃかはおなか ゃくうきぇくうっ-
すけ, しかっょ おぇすけ っ ゃ „┿さしっくぇか” 
しぇきけ けす ょゃっ ゅけょうくう, う くうおけえ 
けす さけょáすぇ きせ こさっょう すけゃぇ くっ っ 
ぉうか さぇぉけすくうお すせお. 
╋うくぇゃぇ こけさすぇかぇ くぇ そうさきぇ-

すぇ いぇ こなさゃう こなす くぇ 43 ゅけょう-
くう. 〈ゃなさょう,つっ いぇ さぇいかうおぇ けす 
きくけゅけ ょさせゅう たけさぇ, いぇ おけうすけ  
すけえ っ こしうたけかけゅうつっしおぇ ぉぇさう-
っさぇ, ‶かぇきっく  くっ しっ こかぇてう けす 
すけゃぇ. ]ゃっすなす う こさっょ こけさすぇかぇ, 
う いぇょ くっゅけ いぇ  きけくすぬけさぇ ‶かぇ-
きっく っ っょうく. ‶さけしすけ つけゃっお 

いくぇっ ょゃっ う ょゃっしすぇ, ゃしうつおけ  
いぇゃうしう けす ぇさてうくぇ, し おけえすけ 
きっさう いぇかなおぇ, おけえすけ っ さってうか 
ょぇ こけっきっ. 
〈けえ っ しさっょ ょっしっすおうすっ ぇさしっ-

くぇかちう, おけうすけ しぇ ゃ すぇいゅけょうて-
くぇすぇ ┿かっは くぇ しかぇゃぇすぇ. ‶けこぇょぇ 
すぇき こけ こさっこけさなおぇ くぇ くぇつぇかくうお 
ちったぇ ╀っかつけ ╇ゃぇくけゃ. ╆ぇさぇょう 
せしなさょうっすけ う すさせょけかのぉうっすけ, 
かのぉけゃすぇ う しっぉっけすょぇえくけしすすぇ, 
おけうすけ ゃかぇゅぇ ゃ こさけそっしうはすぇ しう. 
╇ こけつすう くぇしうかぇ っ いぇゃっょっく くぇ 
こさうっきぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ, ょぇゃぇく こけ すさぇょうちうは 
いぇ けすかうつくうちうすっ くぇゃさなた こさぇい-
くうおぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは.  
╆ぇゃなさてうか っ くはおけゅぇてくけすけ 

]‶〈〉 こけ たうょさぇゃかうおぇ, しこっ-
ちうぇかくけしす しすさせゅぇさけ-そさっいうしす, 
くけ きけくすぬけさかなおなす ゅけ ゃかっつっ 
けす ょっすっ. ╆ぇすけゃぇ う し あっかぇくうっ 
たけょう くぇ さぇぉけすぇ. ¨すゅけゃぇさは いぇ 
6 きぇてうくう, ゃ けこっさぇちうは „けぉさはい-
ゃぇくっ” くぇ ちった 110 くぇ ╆ぇゃけょ 2.
‶け-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす おけ-

かっゅうすっ くぇ ‶かぇきっく しぇ あっくう, 
おけっすけ こさぇゃう さぇぉけすぇ きせ けとっ 
こけ-けすゅけゃけさくぇ. ′っ きせ すっあぇす 
う しきっくうすっ, くぇ おけうすけ さぇぉけ-
すう, いぇとけすけ こけ すけいう くぇつうく しう 
„けすゃぇさは” ゃさっきっ いぇ ょゃけさつっすけ 
ゃ ╄くうくぇ, いぇ こさうはすっかうすっ う いぇ 
たけぉうすけ しう - ょぇ けすきぇさは ゃ こかぇ-

くうくぇすぇ. 
‶さういくぇゃぇ, けぉぇつっ, つっ けす 

ゃしうつおけ くぇえ きせ たぇさっしゃぇ ょぇ っ 
しなし しっきっえしすゃけすけ しう: うきぇ ょゃっ 
こけさぇしくぇかう ゃっつっ ょなとっさう: こけ-
ゅけかはきぇすぇ ]すっかぇ ゃっつっ っ さっ-
たぇぉうかうすぇすけさ, ぇ こけ-きぇかおぇすぇ  
[ぇかうちぇ っ ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ 
[せしおぇすぇ  っいうおけゃぇ ゅうきくぇいうは ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ]なこさせゅぇすぇ きせ 
さぇぉけすう ゃ いぇゃけょぇ いぇ おぇこぇつおう 
う ょけいぇすけさう. 

╆ぇ ‶かぇきっく くぇえ-ゃぇあくけすけ っ 
つけゃっお ょぇ しゃなさてう ょけぉさっ, ゃ 
しさけお う おぇつっしすゃっくけ さぇぉけすぇすぇ 
しう, いぇ おけはすけ けすゅけゃぇさは.  ╆ぇすけゃぇ 
けぉうつぇ ょぇ ういこうこゃぇ くっとぇすぇ. ] 

ぉけかおぇ しこけょっかは, つっ くぇえ-きくけゅけ 
ゅけ ぉけかう いぇょっすけ ゃ „┿さしっくぇか” 
ゃしっ こけ-すさせょくけ しっ きけすうゃうさぇす 
たけさぇすぇ いぇ ょぇょっくぇ さぇぉけすぇ, 
きなつくけ しっ くぇきうさぇす しこっちうぇかう-
しすう う おゃぇかうそうちうさぇくう  さぇぉけす-
くうちう, ぇ う いぇこかぇとぇくっすけ しなとけ 
しう おぇいゃぇかけ ょせきぇすぇ.
╆ぇさぇょう ゃしうつおけ  すけゃぇ う いぇさぇ-

ょう けぉとけすけ さぇいけつぇさけゃぇくうっ けす 
しうすせぇちうはすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは , ‶かぇ-
きっく けすょぇゃくぇ しっ っ けすおぇいぇか けす 

きっつすうすっ しう. ╃けさう くっ しきっっ ょぇ 
ゅう しこけょっかう, きぇおぇさ う ゃ きうくぇ-
かけ ゃさっきっ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ くぇょっあょうすっ くぇ 

くっゅけゃけすけ こけおけかっくうっ ゃ ゅけかはきぇ 

しすっこっく しぇ こさっゅけさっかう - いぇさぇょう 
いぇゅせぉっくけすけ ゃさっきっ  う すなこつっ-
くっすけ くぇ っょくけ きはしすけ. ╁なこさっおう 
つっ ゅかぇしせゃぇ くぇ ゃしうつおう ういぉけさう 
ょけしっゅぇ, ゃ きけきっくすぇ くっ っ しうゅせ-
さっく ょぇかう とっ くぇこさぇゃう しなとけ-
すけ くぇっしっく. ′っ しぇきけ いぇさぇょう 
さぇいけつぇさけゃぇくっすけ, ぇ  う いぇとけすけ 
こさぇおすうおぇすぇ こけおぇいゃぇかぇ, つっ う 
すけゃぇ しゃっとっくけ つけゃっておけ こさぇゃけ 
ゃっつっ っ けこけさけつっくけ. 
 ‶さっょう ょぇ ぇおけしすうさぇ ゃ „┿さ-

しっくぇか”, ‶かぇきっく きうくぇゃぇ こさっい 
つうしすうかうとっすけ くぇ おさぇすおうは ゅせさ-
ぉっすかなお ゃ ╂なさちうは, ういゃっしすくけ 
ゃさっきっ さぇぉけすう ゃ ぉうゃてぇすぇ „》う-
ょさぇゃかうおぇ”, ゃ ┿╄『 „╉けいかけょせえ” 
う おなょっ かう けとっ くっ. 〈ゃなさょう, 
つっ うきっくくけ すけいう きせ ぉけゅぇす すさせ-
ょけゃ けこうす ゅけ っ くぇせつうか ょぇ ちっくう 
すけゃぇ, おけっすけ うきぇ ゃ きけきっくすぇ. 
]すさぇょぇ けす すけゃぇ, つっ あうゃけ-

すなす う きかぇょけしすすぇ しっ ういくういゃぇす 
きっあょせ こさなしすうすっ くう, ゃ しすぇ-
さぇくうっすけ う しすさぇょぇくうっすけ ょぇ 
しないょぇょっき こけ-ょけぉさけ ぉなょっとっ 
いぇ ょっちぇすぇ しう, „ゃなこさっおう あう-
ゃけすぇ くぇ さなぉぇ”,  う しっ くぇょはゃぇ 
っょうく ょっく う すけえ ょぇ っ けこっさっく 
う とぇしすかうゃ ょはょけ くぇ さけはお ゃくせ-
ちう. ╇ おけっすけ っ こけ-ゃぇあくけすけ: 
きけすうゃうさぇく っ こけくっ っょうく ょぇ 
くぇしかっょう こさけそっしうはすぇ きせ.

╃っかはくぇ  ╀けぉっゃぇ

╁っつっ 20 ゅけょう-
くう ぇさしっくぇかしおう 
おぇょなさ っ ゃ ょなくけすけ 
くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ 
う さっゃくうゃけすけ けす-
ゅかっあょぇくっ くぇ っょうく-
しすゃっくうは くぇ ╀ぇか-
おぇくうすっ そけさせき くぇ 
さぇょうけかのぉうすっかうすっ 
- ′ぇちうけくぇかくけすけ 
ういかけあっくうっ くぇ さぇ-
ょうけかのぉうすっかうすっ.  
¨す 10-すう ょけ 12-

すう のくう すぇいう ゅけょう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお けすくけ-
ゃけ ぉっ ょけきぇおうく くぇ 
そけさせきぇ, ぉかぇゅけょぇ-
さっくうっ う くぇ ╁かぇ-
ょうきうさ ╃ぇしおぇかけゃ, 
さぇょうけかのぉうすっか う 
しかせあうすっか ゃ ╇い-
つうしかうすっかくうは ちっく-
すなさ くぇ „┿さしっくぇか”.  
╆ぇ ゃすけさう こなす けす  

しすぇさすぇ くぇ こさけはゃぇすぇ こさっい 1991 ゅけょうくぇ そけさせきなす ゃ ╉ぇいぇく-
かなお ぉっ せゃぇあっく う けす 《っょっさぇちうはすぇ くぇ さぇょうけかのぉうすっかうすっ ゃ 
[せきなくうは. 
╆ぇ しなぉうすうっすけ ゃ ゅさぇょぇ こさうしすうゅくぇたぇ  しすけすうちう さぇょうけかのぉうすっかう 

けす しすさぇくぇすぇ, しなしっょくう くぇ ╀なかゅぇさうは  ょなさあぇゃう う しこっちうぇかくけ 
ゅけしすう けす [せきなくうは.  ‶け すさぇょうちうは ういかけあっくうっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ 
こさっゃさなとぇ ゃ ぉさぇくてけゃぇ しさっとぇ くぇ くぇょ 4-すっ たうかはょう さぇょうけかの-
ぉうすっかう しぇきけ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╁ さぇきおうすっ くぇ くぇちうけくぇかくけすけ ういかけあっくうっ  ぉっ こさけゃっょっくけ う 

しなゃっとぇくうっ くぇ くけゃけういぉさぇくうは ]なゃっす くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ そっょっ-
さぇちうは くぇ さぇょうけかのぉうすっかうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
′ぇ けしけぉっく うくすっさっし すぇいう ゅけょうくぇ こけ ゃさっきっ くぇ ういかけあっくうっすけ 

しっ さぇょゃぇたぇ  しこっちうぇかういうさぇくうすっ とぇくょけゃっ くぇ そうさきうすっ, こさけ-
ういゃっあょぇとう う こさっょかぇゅぇとう さぇょうけっかっおすさけくくぇ すったくうおぇ,  おぇおすけ 
う かうつくうすっ とぇくょけゃっ くぇ さぇょうけかのぉうすっかうすっ う おけかっおちうけくっさうすっ 
くぇ すぇおぇゃぇ すったくうおぇ. ]さっょ ぇすさぇおすうゃくうすっ っおしこけくぇすう ぉっ さぇょう-
けぇこぇさぇす し きぇさおぇ „〈せかぇく”, こさけういゃっょっく ゃ ╀せさゅぇし こさっい 1924 
ゅけょうくぇ. 

〈┿

ぷんぞで げん でゎづんがんどん 
ぞん でぢどば „んづでぎぞんず”

‶せしすっっとぇすぇ  11 ゅけょうくう しゅさぇょぇ

‶かぇきっく しなし しっきっえしすゃけすけ しう

┿くすうおぇすぇ 〈〉╊┿′

ゐíëÜ½ñöéë

ぢだでずぎがぞごどぎ 5 ぜごぞばどご

1. ]すっそおぇ ╋うさつっゃぇ, すった-
くけかけゅ, ╆ぇゃけょ 3
[ぇぉけすは.

2. 》ぇさぇかぇきこう 》ぇょあうっゃ, 
╆ぇゃけょ 5
┿い かう?. ┿い しなき くぇつぇかくうお-

せつぇしすなお, さぇいょぇゃぇき こさけこせ-
しおうすっ う しう すさなゅゃぇき.

3. ╃うきうすなさ ╋うすっゃ, いぇゃけょ 
12,  ちった 170 
‶けしかっょくうすっ  こっす きうくせすう?  

┿い くっ しなき ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ 
う… 』ぇおぇきっ ょぇ しすぇくっ ゃさっきっ 
ょぇ しっ けぉかうつぇきっ. ╁さなとぇきっ 
うくしすさせきっくすうすっ しう.

4. ╊のょきうか, ╆ぇゃけょ 12, 
っかっおすさけちった
╋うは しっ う しっ こさうゅけすゃはき いぇ 

けすうゃぇくっ.

5. 〈けょけさ, ╆ぇゃけょ 5, ちった 143
¨ぉかうつぇき しっ… ‶さうゅけすゃはき しう 

さぇぉけすくけすけ  きはしすけ いぇ しかっょゃぇ-
とうは ょっく, いぇさっあょぇき しう きぇてう-
くぇすぇ.

6. ╁っかおけ ╂っくつっゃ, ╆ぇゃけょ 
12, ゅか. きったぇくうお
 ‶け こさうくちうこ しっ こさうゅけすゃはきっ 

いぇ ょさせゅうは ょっく くはおけう くっとぇ. 
〈け くはきぇ ょさせゅけ.

7. ╀けすぬけ ╋うたぇえかけゃ, ╆ぇゃけょ 
0, ╄おしこっょうちうは 
╉ぇお おぇおゃけ こさぇゃは? ╋うは しっ くぇ 

つってきぇすぇ, けぉかうつぇき しっ. 〈せえ いぇ 
おぇおゃけ すう っ? 

〈┿

╁なこさけしなす いぇ こけしかっょくうすっ 5 きうくせすう ゃうくぇゅう っ ゃなかくせゃぇか しけ-
ちうけかいう う きっくうょあなさう. ′っ すけかおけゃぇ いぇさぇょう ╉‶╃-すけ うき, ぇ 

おけかおけすけ いぇさぇょう くぇつうくぇ, こけ おけえすけ しっ けこけかいけすゃけさはゃす けす しぇ-
きうすっ さぇぉけすっとう. ‶け ゃなこさけしぇ NovaVizia.com こせしくぇ しこっちうぇかくぇ 
ぇくおっすぇ し っょうく-っょうくしすゃっく ゃなこさけし: “╉ぇおゃけ こさぇゃうすっ こさっい こけ-
しかっょくうすっ 5 きうくせすう くぇ さぇぉけすくうは ょっく?” [っいせかすぇすうすっ しぇ しかっょ-
くうすっ:

• ╋うしかは いぇ ういきうくぇかうは さぇぉけすっく ょっく – 8.46% 
• ¨ぉしなあょぇき し おけかっゅう しかせつおう けす さぇぉけすくうは ょっく – 12.05% 
• [ぇぉけすは ょけ こけしかっょくぇすぇ きうくせすぇ – 24.87% 
• ‶けつうしすゃぇき さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ – 21.28% 
• ╁っつっ きうしかは いぇ ょっちぇ, ゃっつっさは, こさうはすっかう う す.く. – 16.92% 
• ‶さけしすけ ういつぇおゃぇき おさぇは くぇ さぇぉけすくうは ょっく – 9.74% 
• ╃させゅけ – 6.67% 

┿くおっすぇすぇ くっ っ こさっょしすぇゃうすっかくぇ, くけ ゃしっ こぇお ょぇゃぇ こけゃけょう いぇ 
くはおけう さぇいきうてかっくうは. 
〈ぇ, さっいせかすぇすうすっ けす うくすっさくっす ぇくおっすぇすぇ “╉ぇおゃけ こさぇゃうすっ こさっい 

こけしかっょくうすっ 5 きうくせすう けす さぇぉけすくう ょっく” しぇ こけゃけょ ょぇ さぇいきうて-
かはゃぇきっ.
╄すけ 3 けす くぇえ-つっしすけ しさっとぇくうすっ ゃ くっは けすゅけゃけさう: 
„[ぇぉけすは ょけ こけしかっょくぇすぇ きうくせすぇ”
‶けつすう っょくぇ つっすゃなさす けす けすゅけゃけさうすっ しぇ すっいう. 》せぉぇゃけ っ ょぇ さぇ-

ぉけすうて ょけ こけしかっょくぇすぇ きうくせすぇ. ┿おけ うきぇて おかうっくすう, せつっくうちう, 
しすせょっくすう, くはおぇおなゃ すったくけかけゅうつっく こさけちっし, すゃけさつっしおぇ さぇぉけすぇ 
うかう くっとけ ょさせゅけ, しっ さぇぉけすう ょけ こけしかっょくけ. ′け ぇおけ さぇぉけすぇすぇ 
っ けす ょさせゅけ っしすっしすゃけ, こけしかっょくうすっ 5 きうくせすう きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす 
ういこけかいゃぇくう いぇ ょさせゅけ. 
“‶けつうしすゃぇき さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ”
〈けいう けすゅけゃけさ っ ゅっくっさうさぇか 21% けす けすゅけゃけさうすっ くぇ せつぇしすくう-

ちうすっ. ‶けょょなさあぇくっすけ くぇ さっょ う たうゅうっくぇ っ こけたゃぇかくけ. 〈ぇおぇ 
すさはぉゃぇ. ′け こけしかっょくうすっ 5 きうくせすう きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ういこけかいゃぇ-
くう いぇ ょさせゅけ.
“╋うしかは いぇ ういきうくぇかうは さぇぉけすっく ょっく”
╄ょゃぇ 8.46% けす けすゅけゃけさうすっ しぇ ゃ すけゃぇ くぇこさぇゃかっくうっ. ╉けかおけ 

あぇかおけ!

╉さぇはす くぇ さぇぉけすくうは ょっく こさうかうつぇ くぇ おさぇは くぇ おぇかっくょぇさくうは 
ょっく. ′はおけう こけしゃっとぇゃぇす 5 きうくせすう, いぇ ょぇ くぇこさぇゃはす さっおぇこうすせ-
かぇちうは くぇ ういきうくぇかうは ょっく – おぇおゃけ しぇ しゃなさてうかう, おぇおゃけ くっ しぇ 
せしこっかう ょぇ しゃなさてぇす, おぇおゃけ こさっょしすけう ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっくけ こさっい 
しかっょゃぇとうは ょっく. 〈けゃぇ っ つせょっしくぇ こさぇおすうおぇ いぇ さぇゃくけしきっすおぇ, 
いぇ こさけゅさっし ゃ ういこなかくっくうっすけ くぇ こけしすぇゃっくう ちっかう. ╉ぇおゃけ くう 
こさっつう ょぇ は こさっくっしっき ゃ さぇぉけすくけすけ しう っあっょくっゃうっ? ╇いゅさぇょっ-
くうすっ くぇゃうちう? ¨さゅぇくういぇちうけくくぇすぇ おせかすせさぇ? ′っとけ ょさせゅけ?
╆ぇ かうつっく けすゅけゃけさ くぇ ゃなこさけしぇ ゃう こさっょかぇゅぇきっ う  おさぇすおぇ ぇく-

おっすぇ こけ すっきぇすぇ, くぇこさぇゃっくぇ し さぇぉけすくうちう  ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃. 

╉ぇおゃけ こさぇゃうすっ ゃ こけしかっょくうすっ 
5 きうくせすう けす さぇぉけすくうは ょっく?
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》ちかく すあこ 2008 え. せけか, „╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ”, くあつてあせあにすか つ しけぬあてあ け けすかせあてあ つけ たちかお うあつ け たそけつ
さあにすか うあのあてあ たそおさちかたあ, くあ おあ たちそすかせけす くあかおせそ ちあいそてあてあ せあ 《いはけせつさけみ つひうかて. 【ちけ えそおけせけ たそ-さひつ

せそ か うちかすか くあ ちあうせそつすかてさあ – さあさうそ とつたみにすか け さあさうそ せか とつたみにすか おあ つうひちのけす. ╇あきせそ か おあ けせなそちすけちあすか せか 
つあすそ せあのけてか けくいけちあてかしけ, せそ け うつけねさけ さあくあせしひねあせけ くあ おかこせそつててあ せあ ╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ う 《いはけせつさけみ 
つひうかて たちかく てかくけ てちけ えそおけせけ. 》そつてけえせあにすか け すせそえそ, け すあしさそ. 〈せそえそ, くあはそてそ うつみさそ せそうそ せあねあしそ け うつみさあ 
たちそすみせあ か つうひちくあせあ つ そえちそすせけ とつけしけみ. 〈あしさそ, くあはそてそ う 《いはけせつさけみ つひうかて うつか そはか うしあつてうあて てかつせけてか 
たあちてけこせけ けせてかちかつけ け つすかてさけ, さそけてそ せあ たちあさてけさあ いしそさけちあて おかこせそつててあ すと.

]なそうくぇくしうさぇくっ くぇ ┿くゅうけゅさぇそしおうは  ちっくすなさ おなき ╋╀┿╊ – ╉ぇいぇくかなお  - こけ こさっょかけ-
あっくうっ くぇ ぎ¡ïäñëöóöñ ¨ぉ] こさうっ さってっくうっ いぇ しなそうくぇくしうさぇくっすけ ゃ さぇいきっさ くぇ 18 たうかはょう かゃ. 
]っこすっきゃさう 2008 ゅ.

]きはくぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╋╀┿╊ – ╉ぇいぇくかなお -  こけ くぇしすけはゃぇくっ くぇ ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう 
けす ぎと ゃなゃ ゃさないおぇ し かけてけすけ そうくぇくしけゃけ しなしすけはくうっ くぇ ぉけかくうちぇすぇ ぉっ しきっくっく せこさぇゃうすっかはす え. 
╁ さっいせかすぇす くぇ くけゃうは きっくうょあきなくす そうくぇくしけゃけすけ しなしすけはくうっ くぇ ぉけかくうちぇすぇ しっ こけょけぉさう う ょなか-
ゅけゃっすっ え くぇきぇかはたぇ し くぇょ 1 きうかうけく かゃ. ′けっきゃさう 2008 ゅ.

380 000 かゃ. ょけこなかくうすっか
くけ こけしすなこうたぇ ゃ しきっすおうすっ 
くぇ ぉけかくうちぇすぇ こけ こさっょかけ-
あっくうっ くぇ しなゃっすくうちうすっ けす 
ぎと いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ ょっえ-
くけしすすぇ くぇ ╋╀┿╊ – ╉ぇいぇくかなお. 
ぅくせぇさう 2009 ゅ.

‶けょけぉさはゃぇくっ くぇ おけく
すさけかa こけ けすくけてっくうっ くぇ 
おぇつっしすゃけすけ う くぇきぇかはゃぇ
くっ くぇ  いかけせこけすさっぉうすっ こさう 
]╋[ (しすさけうすっかくけ-きけくすぇあくう 
さぇぉけすう) ゃ けぉとうくぇすぇ – さっ-
いせかすぇす くぇ ぇおすうゃくぇすぇ さぇぉけすぇ 
くぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう けす 
ぎと ゃなゃ ╁さっきっくくぇすぇ おけきうしうは 
いぇ こさけゃっさおぇ くぇ おぇつっしすゃけすけ 
くぇ ういゃなさてゃぇくうすっ ]╋[ ゃ けぉ-
とうくぇすぇ -  2008 - 2009 ゅ.

せあ えちとたあてあ つひうかてせけぬけ そて ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡
くあ ちあいそてあてあ けす う 《いはけせつさけみ つひうかて くあ たかちけそおあ

ましけ 2008 – すあこ 2011 え.

╁おかのつゃぇくっ ゃ さっゅせかぇちうは くぇ ょけこなかくうすっかくう すっさうすけさうう くぇ ゃたけょけゃっすっ けす う おなき ]け
そうは, はい. ╉けこさうくおぇ, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ゅさ. 【うこおぇ, し. ╄くうくぇ, し. ╀せいけゃゅさぇょ う ╋うくっさぇかくう 
ぉぇくう - し. ¨ゃけとくうお - こけ こさっょかけあっくうっ くぇ しなゃっすくうちうすっ けす ぎと ぉっ けすおさうすぇ こさけちっょせさぇ いぇ 
ぇおすせぇかういうさぇくっ くぇ ¨ぉとうは せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ けぉとうくぇすぇ し すっいう すっさうすけさうう. ‶さっょしすけう けょけ-
ぉさっくうっ くぇ いぇょぇくうっすけ くぇ ¨ぉ] こさっい きっしっち きぇえ 2011 ゅ.

¨ぉっおす „′けゃけ いぇたさぇくゃぇくっ, ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃぇ う さっおけくしすさせおちうは くぇ しなとっしすゃせゃぇ
とぇ ゃけょけこさけゃけょくぇ きさっあぇ くぇ し. ╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ” ぉっ けぉはゃっく いぇ こさうけさうすっすっく  こけ  うくう-
ちうぇすうゃぇ くぇ しなゃっすくうちうすっ くぇ ぎと. ]すけえくけしすすぇ くぇ ┶┶ っすぇこ ぉっ 900 142 かゃ. ╃っおっきゃさう 2008 ゅ.

╂させこぇすぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう けす ぎと くぇこせしくぇ いぇしっょぇくうっすけ くぇ ¨ぉ] ゃ いくぇお くぇ こさけ
すっしす, つっ さってっくうっすけ いぇ さっおけくしすさせおちうはすぇ くぇ ゃけょけこさけゃけょくぇすぇ きさっあぇ ゃ し. ╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ 
ぉっ けすきっくっくけ ぉっい ぇさゅせきっくすう う すぇおぇ けぉとうくぇすぇ こさけこせしくぇ ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ せしゃけう 900 000 かゃ. 
ょなさあぇゃくけ そうくぇくしうさぇくっ. ╋ぇえ 2009 ゅ.

„╇いゅさぇあょぇくっ くぇ おぇくぇかういぇちうけくくぇ こけきこっくぇ しすぇくちうは う おけかっおすけさ けす し. ¨ゃけとくうお ょけ 
こさっつうしすゃぇすっかくぇすぇ しすぇくちうは う ういゅさぇあょぇくっ くぇ おぇくぇかういぇちうけくくぇ う こなすくぇ きさっあぇ くぇ 
おゃ. „》さ.╀けすっゃ” ゅさ. ╉ぇいぇくかなお. ╂させこぇすぇ くぇ ぎと きくけゅけ ぇおすうゃくけ せつぇしすゃぇ ゃ さぇいうしおゃぇくうはすぇ う 
ゃいっきぇくっすけ くぇ さってっくうは こけ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ くぇえ-ゅけかっきうは うくそさぇしすさせおすせさっく けぉっおす いぇ ういきう-
くぇかうすっ すさう ゅけょうくう – 2009 ゅ.

╉ぇすっゅけさうつくぇ こけょおさっこぇ いぇ こさうっきぇくっすけ くぇ ‶〉‶, っかっきっくす くぇ すったくうつっしおぇすぇ うくそさぇ-
しすさせおすせさぇ – ゅかぇゃっく おぇくぇかういぇちうけくっく おけかっおすけさ けす 【うこおぇ ょけ ╉ぇいぇくかなお う けすおかけくっくうは ょけ し. 
【っえくけゃけ, し. 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ う し.╉さなく. ぃかう 2009 ゅ.

╉ぇくょうょぇすしすゃぇくっ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ けぉっおすう けす さぇいかうつくう こさけ
ゅさぇきう. ╂させこぇすぇ くぇ ぎと ぇおすうゃくけ せつぇしすゃぇ ゃなゃ ゃいっきぇくっすけ くぇ さってっくうは ゃ こけょおさっこぇ くぇ すっいう こさけっおすう, 
しさっょ おけうすけ:
-  けこっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ” 2007-2013 ゅ. ‶けょおさっこぇ いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ 

ゅさぇょしおぇすぇ しさっょぇ – けぉっおすう: さっおけくしすさせおちうは くぇ こぇさお „[けいぇさうせき” う ういゅさぇあょぇくっ くぇ けたさぇくうすっかくぇ 
しうしすっきぇ いぇ くぇぉかのょっくうっ くぇ きっしすぇすぇ し こけゃうてっく さうしお ゃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお.
- けこっさぇすうゃくぇ  こさけゅさぇきぇ „┿ょきうくうしすさぇすうゃっく おぇこぇちうすっす” し こさけっおすくけ こさっょかけあっくうっ いぇ こけょけぉさはゃぇ-

くっ くぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
- けこっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ” – ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ せつぇしすゃぇ し こさけっおす „[ぇい-

ゃうすうっ くぇ すせさうしすうつっしおうすっ ぇすさぇおちうう ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ 〈さぇおうえしおうすっ ちぇさっ” くぇ しすけえくけしす 4 300 000 かゃ.

- こさけっおす „╉さぇしうゃぇ  ╀なかゅぇさうは” いぇ さっおけくしすさせおちうは  くぇ おせたくっく-
しおうは ぉかけお う しすけかけゃぇすぇ ゃ ╃けき いぇ しすぇさう たけさぇ し けすょっかっくうっ いぇ 
かっあぇとう „╋ぇさゅぇさうすぇ ┿しっぉけ” わ 1 くぇ しすけえくけしす 600 000 かゃ. う 
さっおけくしすさせおちうは くぇ けすけこかうすっかくぇすぇ うくしすぇかぇちうは ゃ ╃けき いぇ しすぇさう 
たけさぇ し けすょっかっくうっ いぇ かっあぇとう わ 3 くぇ しすけえくけしす 500 000 かゃ.
- けこっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ” – こさけっおすくけ 

こさっょかけあっくうっ „╁くっょさはゃぇくっ くぇ きっさおう いぇ っくっさゅうえくぇ っそっおすうゃ-
くけしす ゃ けぉとうくしおぇ けぉさぇいけゃぇすっかくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ ゃ ゅさぇょしおう-
すっ ぇゅかけきっさぇちうう” くぇ しすけえくけしす 3 500 000 かゃ.

¨ぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう けす ȿɄ ぇおすうゃくけ せつぇしすゃぇたぇ おぇお
すけ ゃ おけきうしううすっ, すぇおぇ う ゃ いぇしっょぇくうはすぇ くぇ ¨ぉ] こさう けぉ
しなあょぇくっすけ う こさうっきぇくっすけ くぇ ぉのょあっすうすっ いぇ 2009, 2010 
う 2011 ゅけょうくぇ う しなけすゃっすくうすっ うくゃっしすうちうけくくう こさけゅさぇ
きう いぇ すっいう こっさうけょう. ‶さっょかけあっくうはすぇ くぇ ȿɄ ぉはたぇ ゃ こけ
しけおぇ くぇ ぉぇかぇくしうさぇくっ くぇ こさうたけょうすっ う さぇいたけょうすっ ゃ おけく
すっおしすぇ くぇ さっょうちぇ こさっょかけあっくうは, うょゃぇとう けす さぇいかうつくう 
しすさぇくう, おけうすけ こけしすぇゃはたぇ ぉのょあっすくぇすぇ さぇきおぇ ゃ きくけゅけ 
ょっかうおぇすくけ こけかけあっくうっ.

がんづごどぎずでとん がぎざぞだでど ぞん ゎづばぢんどん 
でぺゑぎどぞごぴご ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡
2008 ゅ. 
 - 300 かゃ. いぇ おきっすしすゃけすけ う くぇしっかっくうっすけ くぇ し. ╂けさくけ 

』っさおけゃうとっ こけ しかせつぇえ こさぇいくうおぇ くぇ しっかけすけ
2009 ゅ.
 - 1200 かゃ. いぇ [ぇょう ╋うかっゃ, いぇ せつぇしすうっ ゃ きっあょせくぇさけょ-

くけ しなしすっいぇくうっ Fourteenth Annual Self-Transcendence Ten Day 
Race ゃ ′の ╈けさお
 - 300 かゃ. いぇ おきっすしすゃけすけ う くぇしっかっくうっすけ くぇ し. ╄くうくぇ 

こけ しかせつぇえ こさぇいくうおぇ くぇ しっかけすけ
2010 ゅ.
 - 5 000 かゃ. いぇ ╋╀┿╊ „╃けおすけさ 》さ. ]すぇきぉけかしおう” - ╉ぇ-

いぇくかなお いぇ せつぇしすうっ ゃ ‶さけゅさぇきぇすぇ くぇ ╋[[╀ いぇ そうくぇくしうさぇくっ 
くぇ こさけっおすう いぇ きけょっさくういぇちうは くぇ しゅさぇょくうは そけくょ う ぇこぇさぇすせ-
さぇすぇ
 - 2 000 かゃ. いぇ おきっすしすゃけすけ う くぇしっかっくうっすけ くぇ し. ╂けかは-

きけ ╃さはくけゃけ いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ こぇさお いぇ けすょうた ゃ ちっくすなさぇ くぇ 
しっかけすけ
 - 300 かゃ. いぇ おきっすしすゃけすけ う くぇしっかっくうっすけ くぇ し. ╄くうくぇ 

こけ しかせつぇえ こさぇいくうおぇ くぇ しっかけすけ
2011 ゅ.
 - 150 かゃ. そうくぇくしけゃぇ こけきけと いぇ かっおぇさしすゃぇ いぇ ゅ-あぇ 

╋ぇさうは ╉けしすぇょうくけゃぇ ╉けかっゃぇ – うくゃぇかうょ ┶-ゃぇ ゅさせこぇ 
 - 750 かゃ. そうくぇくしけゃぇ こけきけと いぇ „╉かせぉ いぇ しこけさすくう すぇく-

ちう „╉╇┿[┿-′”, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
 - 200 かゃ. いぇ „╄ゃさけさけきぇ” いぇ けすこさぇいくせゃぇくっ くぇ きっあょせ-

くぇさけょくうは こさぇいくうお くぇ さけきうすっ
 - 200 かゃ. いぇ „】うす” いぇ けすこさぇいくせゃぇくっ くぇ きっあょせくぇさけょ-

くうは こさぇいくうお くぇ さけきうすっ
 - 1 500 かゃ. いぇ こさけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょ-

あうっくけゃ”, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, いぇ さっきけくす くぇ しゅさぇょぇすぇ
 - 400 かゃ. いぇ [ぇょう ╋うかっゃ いぇ せつぇしすうっ ゃ せかすさぇぉはゅぇくっ くぇ 

1 000 おき. いぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ おせこぇ ゃ ┿すうくぇ, ╂なさちうは
 - 600 かゃ. いぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ こさぇいくうつくぇすぇ こさけゅさぇ-

きぇ こけ こけゃけょ 150-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ っょくけ けす 
くぇえ-しすぇさうすっ つうすぇかうとっ ゃ さぇえけくぇ – „]ゃっすかうくぇ 1861” ゃ ゅさぇょ 
【うこおぇ.

╃ぇさうすっかしおぇすぇ ょっえくけしす くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお 
しっ けしなとっしすゃはゃぇ し かうつくう しさっょしすゃぇ くぇ ゅさせこぇすぇ しな
ゃっすくうちう ゃ ¨ぉ] - ╉ぇいぇくかなお.

* ′ぇ ういゃなくさっょくけ いぇしっょぇくうっ  
くぇ 23 のくう しっ しなぉさぇたぇ  つかっくけ-
ゃっすっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお. ̈ しくけゃくうすっ ゃなこさけしう 
いぇ ょうしおせしうは ぉはたぇ しゃなさいぇくう し 
すっおせとうは おけくすさけか  こけ ういこなか-
くっくうっ くぇ さってっくうはすぇ くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす, こさけょぇあぉう くぇ 
けぉとうくしおけ うきせとっしすゃけ う せつ-
さっょっくけ こさぇゃけ くぇ しすさけっあ いぇ 
っくっさゅうえくう けぉっおすう. 

* ╃っかっゅぇちうは けす おうすぇえしおうは 
ゅさぇょ  ╃いうくぇく  ぉっ くぇ ょゃせょくっゃ-
くけ こけしっとっくうっ  ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁ 
さぇきおうすっ くぇ ゃういうすぇすぇ ぉはたぇ けぉ-
しなょっくう ゃなこさけしう いぇ ょゃせしすさぇく-
くうは けぉきっく, すせさういきぇ, うおけくけ-
きうおぇすぇ, しなすさせょくうつっしすゃけすけ う 
こさうはすっかしおうすっ ゃさないおう きっあょせ 
ょゃぇすぇ ゅさぇょぇ. 

* ′ぇ 12 のくう しかっょ ょなかゅけ 
ぉけかっょせゃぇくっ こけつうくぇ っょうく けす 
くぇえ-ういはゃっくうすっ けぉとっしすゃっくう-
ちう こさっい こけしかっょくうすっ 20 ゅけょう-
くう  - こさけそ. ‶っすなさ ╉けくしすぇくすう-
くけゃ, こうしぇすっか う けしくけゃぇすっか くぇ 
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]ょさせあっくうっ „╋ぇすう ╀けかゅぇさうは”. 
╉けくしすぇくすうくけゃ っ さけょっく ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, いぇゃなさてうか っ きっょうちう-
くぇ, こけかうすうつっしおぇ うおけくけきうは う 
うしすけさうは くぇ っゃさけこっえしおうすっ ちう-
ゃうかういぇちうう. ‶さっい 2009 ゅ.  ¨ぉ-
とうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
せょけしすけう   ‶っすなさ ╉けくしすぇくすうくけゃ  
しなし いゃぇくうっすけ ‶けつっすっく ゅさぇあ-
ょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお.

* ‶さう あっしすけおぇ おぇすぇしすさけ-
そぇ くぇ ぇゃすけきぇゅうしすさぇかぇ „〈さぇ-
おうは” いぇゅうくぇたぇ 8 ょせてう.  ]さっょ 
あっさすゃうすっ ぉっ ゅけゃけさうすっかはす くぇ 
¨ぉかぇしすくぇすぇ ょうさっおちうは くぇ ╋╁[ 
╈けくおぇ ╂っけさゅうっゃぇ.

* ╁ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお しすぇさすうさぇ こさけゅさぇきぇすぇ 
„]すぇさす くぇ おぇさうっさぇすぇ”.  ╅っ-
かぇっとうすっ きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす 
ょけおせきっくすう  ょけ 28 のくう ゃおか. ゃ 
╀のさけすけ こけ すさせょぇ, ゃ おけっすけ しぇ 
さっゅうしすさうさぇくう おぇすけ すなさしっとう 
さぇぉけすぇ かうちぇ. ‶さぇゃけ くぇ おぇくょう-
ょぇすしすゃぇくっ こけ こさけゅさぇきぇすぇ うきぇす 
きかぇょっあう ょけ 29 ゅけょうくう.

¨す こなさゃう のかう おなき しすぇく-
ょぇさすくうすっ ぉけかくうつくう かうしすけゃっ, 
おけうすけ しっ ういょぇゃぇす, とっ しっ こけ-
こなかゃぇ いぇょなかあうすっかくけ  う ょけ-
こなかくうすっかくけ こさうかけあっくうっ. 
╀けかくうつくうはす とっ ぉなょっ ゃ ょゃっ 

つぇしすう - “かうちっ” し きっょうちうく-
しおうすっ こけょさけぉくけしすう う “ゅさなぉ” 
- しこうしなお し こさうつうくうすっ いぇ 
ゃさっきっくくぇすぇ くっさぇぉけすけしこけ-
しけぉくけしす. ╆ぇょなかあうすっかっく っ いぇ 
ゃしうつおう けしうゅせさうすっかう う しぇきけ-
けしうゅせさはゃぇとう しっ. 
╃けしっゅぇてくうすっ けぉさぇいちう とっ 

ゃぇあぇす ょけ ういつっさこゃぇくっ くぇ おけ-
かうつっしすゃぇすぇ, くけ くっ こけ-おなしくけ 
けす 31 ょっおっきゃさう. ′ぇ すけいう っすぇこ 

さっょなす う くぇつうくなす くぇ ういょぇゃぇくっ 
くぇ ぉけかくうつくうは けしすぇゃぇす しなとう-
すっ. ╆ぇこぇいゃぇ しっ う したっきぇすぇ いぇ 
こさっょしすぇゃはくっすけ きせ ゃ すっさうすけ-
さうぇかくうすっ こけょっかっくうは くぇ ′¨╇.
¨す 1 のかう おなき ゃしっおう ぉけか-

くうつっく いぇょなかあうすっかくけ とっ しっ 
こさうかぇゅぇ ょっおかぇさぇちうは けす けしう-
ゅせさうすっかは うかう けす しぇきけけしう-
ゅせさはゃぇとうは しっ こけ けぉさぇいっち し 
ょぇくくう いぇ こさぇゃけすけ くぇ こぇさうつ-
くけ けぉっいとっすっくうっ. 〈ぇおぇ くぇさっ-
つっくけすけ こさうかけあっくうっ “15” とっ 
ゃなさゃう し ゃしうつおう ぉけかくうつくう, 
くっいぇゃうしうきけ けす ょぇすぇすぇ くぇ うい-
ょぇゃぇくっ う こっさうけょぇ, いぇ おけえすけ 
ゃぇあぇす, ぉっい いくぇつっくうっ ょぇかう しっ 

こさっょしすぇゃはす いぇ こなさゃう こなす うかう 
しぇ ゃさなとぇくう けす ′¨╇ いぇ おけさっ-
おちうう. ╀っい すけゃぇ こさうかけあっくうっ 
しかっょ 1 のかう ぉけかくうつくう くはきぇ 
ょぇ しっ こさうっきぇす.
] くけゃうは ゃぇさうぇくす くぇ ぉけか-

くうつくうは とっ きけあっき ょぇ こさけゃっ-
さはゃぇきっ ぇゃすけきぇすうつくけ ょうぇゅくけ-
いぇすぇ, とっ せしすぇくけゃはゃぇきっ ょぇかう 
つけゃっお うきぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ う 
ょぇかう っ うきぇか ょけたけょう, ゃなさたせ 
おけうすけ しっ っ けしうゅせさはゃぇか, けぉはし-
くはゃぇす けす うくしすうすせすぇ. ‶けょさけぉ-
くう せおぇいぇくうは いぇ こけこなかゃぇくっすけ 
くぇ こさうかけあっくうっ “15” しぇ こせぉ-
かうおせゃぇくう くぇ しぇえすぇ くぇ ′¨╇.
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‶ぇさおうくゅなす しっ くぇきうさぇ ゃ しっ-
ゃっさくぇすぇ しすさぇくぇ くぇ ょさせあっ-
しすゃけすけ, くっこけしさっょしすゃっくけ ょけ 
けおけかけゃさなしすくうは こなす ]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ - ]けそうは. [ぇいこけかけあっく  っ  
くぇ こかけと  けす 5.5 ょおぇ う っ こさっょ-
くぇいくぇつっく いぇ 160 ぇゃすけきけぉうかぇ. 
′けゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ っ ういゅさぇ-
ょっくぇ しぇきけ いぇ 20 さぇぉけすくう ょくう.
 ╁ こなさゃうは ぉさけえ くぇ „〈さう-

ぉせくぇ ┿さしっくぇか” かうつくけ うくあ. 
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ,さなおけゃけょうすっか 
くぇこさぇゃかっくうっ „ ‶さけっおすうさぇくっ, 
うくゃっしすうちうう う しすさけうすっかしすゃけ”,  
こけっ ぇくゅぇあうきっくす ょけ しさっょぇすぇ 
くぇ のくう くけゃうはす こぇさおうくゅ ょぇ っ 
そぇおす. ╃け きけきっくすぇ しすけえくけしすすぇ 
くぇ うくゃっしすうちうはすぇ, くぇこさぇゃっくぇ 
けす „┿さしっくぇか” ┿╃,  っ 130 たう-
かはょう かっゃぇ, くけ とっ しすうゅくっ  ょけ 
150 たうかはょう - し ういゅさぇあょぇくっすけ  
くぇ けしゃっすかっくうっ くぇ こぇさおうくゅぇ う 
こけしすぇゃはくっ くぇ おぇきっさう いぇ ょっ-
くけくけとくけ くぇぉかのょっくうっ う けた-
さぇくぇ. 
╆っきはすぇ, ゃなさたせ おけはすけ っ さぇい-

こけかけあっく こぇさおうくゅなす, っ けぉ-
とうくしおぇ.  ‶け ゃさっきっ くぇ ちっさっ-
きけくうはすぇ こけ けすおさうゃぇくっすけ きせ 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ こけょつっさすぇ けゅさけきくけすけ しなょっえしすゃうっ いぇ さっぇかう-
いぇちうはすぇ くぇ こさけっおすぇ  けすしすさぇくぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ かうちっすけ 
くぇ おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う っおうこぇ きせ, くぇ こさけっおすぇくすうすっ う 
ゃしうつおう しかせあぉう,  おけうすけ  うきぇす けすくけてっくうっ おなき ういゅさぇあょぇくっすけ 
きせ, おぇおすけ う さってぇゃぇとぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう 
けす くぇしすけはとうは ̈ ぉ].                                          ぅくぇ 〈さうそけくけゃぇ

╀なかゅぇさうは っ こさっょ しっさうけいっく 
こさけぉかっき. ]かっょ  18 ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ  すっいう ょっちぇ しすぇくぇす こなか-
くけかっすくう, とっ ぉなょっき こけ-きぇかおけ 
けす 50% う すけゃぇ っ くぇえ-ょけぉさう-
はす しかせつぇえ, おけきっくすうさぇ けとっ 
╉けしすぇょうくけゃ  し ぇさゅせきっくすぇ, つっ 
こさっい こけしかっょくうすっ すさう ゅけょうくう 
うきうゅさぇちうけくくぇすぇ ゃなかくぇ ゃ こけ-
しけおぇ – ╆ぇこぇょ しっ っ せしうかうかぇ, ぇ 
う くっ きけあっき ょぇ しきっ しうゅせさくう, 
つっ さけょっくうすっ こさっい 2007-きぇ 
とっ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ あうゃっ-
はす ゃ ╀なかゅぇさうは. ╉なき おくうゅぇすぇ 
╉けしすぇょうくけゃ っ こさうかけあうか  っす-
くうつっしおぇ おぇさすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, 
おけはすけ こけおぇいゃぇ, つっ うきぇ ちっかう 
けぉとうくう, おなょっすけ ぉなかゅぇさしおけ-
すけ くぇしっかっくうっ っ こけょ 50 %. 
40 けぉとうくう ゃ ╀なかゅぇさうは しぇ し 
くぇしっかっくうっ, おなょっすけ ぉなかゅぇさうすっ しぇ きぇかちうくしすゃけ う こさっけぉかぇょぇ-
ゃぇす くっぉなかゅぇさう おぇすけ きくけいうくしすゃけ くぇ すっさうすけさうは くぇ っょくぇ こっすぇ 
けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ]こけさっょ ╁╋[¨ すけゃぇ いぇしすさぇてぇゃぇ ょぇ しかけあう 
おさぇえ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃくけしす う さけょくぇすぇ うしすけさうは, けとっ 
こけゃっつっ, つっ くはきぇ ょなさあぇゃくぇ こけかうすうおぇ いぇ さってぇゃぇくっ くぇ こさけ-
ぉかっきぇ. ]こってくけ ょなさあぇゃくけ しすうきせかうさぇくっ くぇ さぇあょぇっきけしすすぇ 
しさっょ ぉなかゅぇさうすっ, こさうゃかうつぇくっ くぇ うきうゅさぇくすう う ぉなかゅぇさう けす しすぇ-
さう けぉとくけしすう けす ゃしうつおう おさぇうとぇ くぇ しゃっすぇ しぇ きっさおうすっ, おけうすけ 
╁╋[¨ こさっょかぇゅぇ, おぇいぇ けとっ ╉けしすぇょうくけゃ ゃ ╉ぇいぇくかなお.  

       ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╁ぇてぇすぇ かはすくぇ こけつうゃおぇ 
きけあっ ょぇ ぉなょっ こけ-さぇいくけけ-
ぉさぇいくぇ う こなかくけちっくくぇ し さぇい-
すけゃぇさゃぇとけ う さぇいゃかっおぇすっかくけ 
つっすうゃけ.
╀うぉかうけすっおぇすぇ いぇ たせょけ-

あっしすゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか” こさっょかぇゅぇ くぇ しゃけうすっ 
つうすぇすっかう くはおけかおけ けす くけゃけ-
いぇおせこっくうすっ おくうゅう:
„╁うくぇゅう ゃ しなとうは ょっく” – 

╃っえゃうょ ′うおなかなし
┿ゃすけさなす こさけくうおくけゃっくけ, 

けつぇさけゃぇすっかくけ う けしすさけせき-
くけ こさけしかっょはゃぇ ょゃっ ょっしっすう-
かっすうは けす あうゃけすぇ くぇ ╄きぇ う 
╃っおしすなさ, すはたくけすけ しすさぇくくけ 
こさうはすっかしすゃけ-かのぉけゃ, ゃこかっ-
すっくけ ゃ あうすっえしおうすっ うき こなすう-
とぇ う あぇょせゃぇくうすっ うき しさっとう 
– ゃうくぇゅう ゃ っょうく う しなとう ょっく 

けす ゅけょうくぇすぇ...
„′っ こかぇつう, かのぉうきぇ” – 

╋っさう 》うゅうくし ╉かぇさお
╁ こけさっょくうは しう さけきぇく ぇゃすけさ-

おぇすぇ しさっとぇ つうすぇすっかうすっ し っおし-
ちっくすさうつくう, おさぇしうゃう う ぉけゅぇすう 
たけさぇ, おけうすけ けぉうつぇす う きさぇいはす, 
う つううすけ しなょぉう しぇ しゃなさいぇくう し 
さぇいおさうゃぇくっ くぇ くっけぉうつぇえくけ-
すけ せぉうえしすゃけ くぇ すっぇすさぇかくぇすぇ 
いゃっいょぇ ╊っえかぇ ╊ぇしぇか.
„]さっょくけとくう すぇえくう” – 

〉くぇ-╋っさう ‶ぇさおなさ
╃うくぇきうつくけ う くぇこさっゅくぇすけ 

ょっえしすゃうっ, ういくっくぇょゃぇとう けぉ-
さぇすう う くっけつぇおゃぇくう さぇいおさう-
すうは しなこなすしすゃぇす ぉかっしすはとけすけ 
こぇさすう いぇ ゅけょうてくうくぇすぇ けす 
しゃぇすぉぇすぇ くぇ ╃なゅかぇし う ╃あせ-
かうは [なょなさそけさょ. 】っ けちっかっっ 
かう かのぉけゃすぇ うき – すけゃぇ いぇゃうしう 

っょうくしすゃっくけ けす しこけしけぉくけし-
すすぇ うき ょぇ こさうっきぇす うしすうくぇ-
すぇ, おけかおけすけ う ゅけさつうゃぇ ょぇ っ 
すは...
„╇きぇ くっとけ ゃ ]っく 〈さけ-

こっ” – ╄かういぇぉっす ┿ょかなさ
[けきぇくすうおぇ, かのぉけゃ, こさう-

おかのつっくうは う いぇゅぇょおう ゃ かせお-
しけいくうは おせさけさす ]っく 〈さけ-
こっ – いぇ ゃしうつおけ すけゃぇ う いぇ 
しなょぉうすっ くぇ こっすうきぇ ょせてう, 
しなぉさぇくう ゃ きぇかなお おさぇえ-
ぉさっあっく たけすっか う しゃなさいぇくう 
し っょうく くっゅけょくうお, おさぇょっち 
くぇ こさっょきっすう くぇ ういおせしすゃけ-
すけ, とっ こさけつっすっすっ ゃ くけゃうは 
ぉっしすしっかなさ くぇ くぇてせきはかぇすぇ 
ゃ こ けしかっょくうすっ ゅけょうくう ぇゃ-
すけさおぇ.

╇ ╆¨╆]¨《【╊[╅   
„╅『』╊〉╅]”

とっ くぇきっさうすっ いぇ きぇかおうすっ 
つうすぇすっかう こさっこけさなつぇくぇすぇ  
うき けす せつうかうとっ かうすっさぇすせさぇ  
う すっ とっ こけこなかくはす つうすぇすっか-
しおうすっ しう ょくっゃくうちう.
╂うきくぇいうしすうすっ とっ しっ こけょ-

ゅけすゃはす いぇ くけゃぇすぇ せつっぉ-
くぇ ゅけょうくぇ, おぇすけ こさけつっすぇす 
こさけういゃっょっくうはすぇ くぇ ゃおかの-
つっくうすっ ゃ こさけゅさぇきぇすぇ ぇゃ-
すけさう. 〈っ とっ けぉけゅぇすはす いくぇ-
くうはすぇ しう う し こけょたけょはとう 
かうすっさぇすせさくけ-おさうすうつっしおう 
きぇすっさうぇかう.

╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ, 
いぇゃ. ぉうぉかうけすっおぇ いぇ たせ-

ょけあっしすゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ

》ちそねかてかてか...

ぜんずとごどぎ どんぞぴぽだづご - ぞん 
ぜぎぐがばぞんづだがぎぞ ぱだづばぜ

‶なさゃけすけ しう ょけしすけえくけ せつぇし-
すうっ ゃ ╋っあょせくぇさけょくうは そけか-
おかけさっく そっしすうゃぇか „╀なかゅぇさしおぇ 
さけいぇ”, こさけゃっか しっ けす 7-きう ょけ 
10-すう のくう ゃ ゅさ. ‶さうきけさ-
しおけ, くぇこさぇゃう  ╃っすしおけ-のくけ-
てっしおうはす そけかおかけさっく すぇくちけゃ 
しなしすぇゃ „┿さしっくぇか” し さなおけゃけ-
ょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ.  ¨さゅぇ-
くういぇすけさう くぇ ╋《《 しぇ ‶╃┿ う 
′ぇちうけくぇかくけすけ せつうかうとっ こけ 
そけかおかけさくう ういおせしすゃぇ „《うかうこ 
╉せすっゃ” – ╉けすっか. 
《っしすうゃぇかなす しっ けさゅぇくういうさぇ 

こけ かうくうは くぇ ╋っあょせくぇさけょっく 
こさけっおす いぇ すゃけさつっしおけ さぇいゃう-

すうっ くぇ ょっちぇすぇ う きかぇょっあすぇ. 
〈けえ くはきぇ おけくおせさしっく たぇさぇお-
すっさ, ちっかすぇ きせ っ くぇ けしくけゃぇすぇ 
くぇ そけかおかけさぇ ょぇ しっ しないょぇょぇす 
こさうはすっかしおう ゃさないおう きっあょせ 
ょっちぇすぇ けす さぇいかうつくう ょなさあぇ-
ゃう. 
╁ きっあょせくぇさけょくぇすぇ ういはゃぇ 

せつぇしすうっ ゃいったぇ くぇょ 10 しなしすぇ-
ゃぇ – けす [せしうは, 〉おさぇえくぇ, ╀っ-
かぇさせし う ╀なかゅぇさうは – けす ゅさぇ-
ょけゃっすっ ╉ぇいぇくかなお, ╉なさょあぇかう 
う ╉けすっか.
╆ぇ こさっょしすぇゃはくっすけ しう ╃ぃ《〈] 

„┿さしっくぇか”  こけかせつう ょうこかけき う 
しすぇすせっすおぇ – ょなさゃけさっいぉぇ.
╃くう こさっょう すけゃぇ きぇかおうすっ 

すぇくちぬけさう くぇ „┿さしっくぇか” いぇ-
ゃけのゃぇたぇ こなさゃぇ くぇゅさぇょぇ  - 
ゅさぇきけすぇ う きっょぇか, くぇ 》》┶-は 
′ぇちうけくぇかっく そけかおかけさっく そっし-
すうゃぇか „ぅくおけ ‶っすさけゃ” ゃ ゅさ. 
╂なかなぉけゃけ. 

〈┿

′. ╇ぉせてっゃ, さなおけゃけょうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡

╆ぇおさうゃぇくっ くぇ こさっょういぉけさくぇすぇ おぇきこぇくうは, 2008 ゅ.

ぎ¡ïäñëöóöñ し ょっちぇ けす おゃ. „╁. ╊っゃしおう“ こさっぉけはょうしゃぇす う 
けしゃっあぇゃぇす ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ ょけ ぉか. 22

╉. ╉けしすぇょうくけゃ

╀うぉかうけすっおぇ “┿さしっくぇか”

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

24 のくう – [けあょっくうっ くぇ ]ゃ. ╈けぇく ╉さなしすうすっか. ╄くぬけゃょっく. ╃っく くぇ 
ぉなかゅぇさしおけすけ かっおぇさしすゃけ う くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ そぇさきぇちっゃすうおぇ. 770 ゅ. けす 
しきなさすすぇ くぇ ╇ゃぇく ┿しっく ┶┶ – こけ ゃさっきっ くぇ ちぇさせゃぇくっすけ きせ ╀なかゅぇさうは 
うきぇ ういかぇい くぇ すさう きけさっすぇ.
25 のくう – ╁ ╇しこぇくうは っ くけとすぇ くぇ ]ぇく 》せぇく, くぇえ-おさぇすおぇすぇ くけと, ゃ 
おけはすけ ゃしうつおう きっつすう しっ しぉなょゃぇす.
26 のくう – ′っょっかは くぇ ゃしうつおう ぉなかゅぇさしおう しゃっすうう. ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく こさけすうゃ せこけすさっぉぇすぇ う すなさゅけゃうはすぇ し くぇさおけすうちう. ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく ゃ こけょおさっこぇ くぇ あっさすゃうすっ くぇ ういすっいぇくうは. 15 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ 
╄ょせぇさょ ╆ぇたぇさうっゃ – ぉなかゅぇさしおう おうくけさっあうしぬけさ /”]おなこぇ きけは, しおなこう 
きけえ”, „╁うかくぇ いけくぇ”, „╋なあおう ゃさっきっくぇ”/ 
27 のくう –  65 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╃╆╇. ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ さうぉけかけ-
ゃぇ – ゃしはおぇ さうぉぇ, せかけゃっくぇ ゃ すけいう ょっく, せょゃけはゃぇ すっゅかけすけ しう.
28 のくう – 20 ゅ. けす さぇいこせしおぇくっすけ くぇ ]╇╁ –]なゃっす いぇ うおけくけきうつっしおぇ 
ゃいぇうきけこけきけと.
29 のくう – ]ゃ. こなさゃけゃなさたけゃくう ぇこけしすけかう ‶っすなさ う ‶ぇゃっか. ‶っすさけゃ-
ょっく. ‶っすなさ けす ゅさなちおう けいくぇつぇゃぇ „おぇきなお”. 1901 ゅ. – ‶. 〈けこせいけゃ しない-
ょぇゃぇ きせいっえ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 145 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ [けぉéさ 【せきáく , 
こけしすぇゃうか くぇつぇかけすけ くぇ っゃさけこっえしおぇすぇ うくすっゅさぇちうは, ょくっし ╄]. 
30 のくう – ]なぉけさ くぇ ]ゃ. しかぇゃくう 12 ぇこけしすけかう. ‶ぇかぬけゃょっく – くっ しっ 
さぇぉけすう, „ゃしうつおけ, とけ しっ こけたゃぇくっ, しっ こぇかう”. ╃っく くぇ いぇくぇはすうすっ. 40 ゅ. 
けす ゅうぉっかすぇ くぇ そせすぉけかうしすうすっ-くぇちうけくぇかう ╂っけさゅう ┿しこぇさせたけゃ う ′う-
おけかぇ ╉けすおけゃ. 75 ゅ. けす ういかういぇくっすけ くぇ さけきぇくぇ „̈ すくっしっくう けす ゃうたなさぇ” 
くぇ ╋ぇさゅぇさっす ╋うつなか.
01 のかう – ]ゃっすう ぉっいしさっぉさっくうちう ╉けいきぇ う ╃ぇきはく, かっおせゃぇかう ょぇさけき. 
]ゃ. ╁さぇつう – ょっく くぇ ゃさぇつおうすっ う ぉぇはつおうすっ. ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ くぇさけょけ-
くぇしっかっくうっすけ – けぉはゃっく こけ こけゃけょ さぇあょぇくっすけ くぇ 5-きうかうぇさょくうは あう-
すっか くぇ こかぇくっすぇすぇ こさっい 1987 ゅ.. 100 ゅ. けす けすおさうゃぇくっすけ くぇ ゃうすぇきうくう-
すっ けす こけかしおうは ぉうけたうきうお ╉ぇいうきうさ 《せくお, ゃなゃっか すっさきうくぇ „ゃうすぇきうく”. 
90 ゅ. けす ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ けこさけしすっく こさぇゃけこうし せ くぇし – こさっきぇたゃぇす しっ 
おさぇえくうすっ っさけゃっ, ょゃけえくけすけ „っ” う おさなしすぇすけすけ „な”. 90 ゅ. けす さけあょっくう-
っすけ くぇ ぇおすさうしぇすぇ ╋ぇさゅぇさうすぇ ╃せこぇさうくけゃぇ, こけつ. こさっい 2005 ゅ. 50 ゅ. 
けす さけあょっくうっすけ くぇ かっえょう ╃ぇはくぇ.
02 のかう – ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ おけけこっさぇちううすっ. 50 ゅ. けす しき. くぇ 
‒さくっしす 》っきうくゅせっえ, しぇきけせぉうゃぇ しっ こさっい 1961 ゅ./”╀っいおさぇっく こさぇい-
くうお”, „]ぉけゅけき くぇ けさなあうはすぇ”, „]すぇさっちなす う きけさっすけ”/.
03 のかう – 85 ゅ. けす しき. くぇ けこなかつっくっちぇ けす おぇいぇくかなておうは おさぇえ ╂っけさゅう 
╉ぇすさっゃ. 40 ゅ. けす しき. くぇ こっゃっちぇ ╃あうき ╋けさうしなく, くぇきっさっく きなさすなゃ 
ゃなゃ ゃぇくぇすぇ しう.
04 のかう - 95 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╁けっくくけうしすけさうつっしおうは きせいっえ ゃ 
]けそうは, し ちぇさしおう せおぇい けす 1916 ゅ. 40 ゅ. けす ういぉうさぇくっすけ くぇ きうすさけ-
こけかうす ╋ぇおしうき いぇ こぇすさうぇさた くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ こさぇゃけしかぇゃくぇ ちなさおゃぇ, 
1971 ゅ. 80 ゅ. けす しき. くぇ 〈けょけさ ‶けこけゃ - かっおぇさ, つうすぇかうとっく くぇしすけはすっか 
けす ╉ぇいぇくかなお. 235 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ]┿】, ╃っく くぇ くっいぇゃうしう-
きけしすすぇ.
05 のかう – ╊っすくう ]ゃ. ┿すぇくぇし, ┿すぇくぇし あなすゃぇさ うかう ]さっょかはすけ. ‶さぇい-
くうお くぇ しかせあうすっかうすっ くぇ ╋╁[, しないょぇょっくけ くぇ 5 のかう 1879 ゅ. – つっしすゃぇ 
しっ けす 1992 ゅ. 165 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ′うおけかぇえ ╋うおかせたけ-╋ぇおかぇえ 
– させしおう っすくけゅさぇそ, ぇくすさけこけかけゅ う こなすってっしすゃっくうお, ういせつぇゃぇか くぇしっ-
かっくうっすけ くぇ  ぃゅけういすけつくぇ ┿いうは, ┿ゃしすさぇかうは う ¨おっぇくうは. こさっょう 170 
ゅ. ぇくゅかうつぇくうくなす 〈けきぇし ╉せお けすおさうゃぇ こなさゃぇすぇ ゃ しゃっすぇ すせさうしすうつっしおぇ 
ぇゅっくちうは. 65 ゅ. けす こなさゃけすけ こけおぇいゃぇくっ ゃ ‶ぇさうあ くぇ あっくしおう ぉぇくしおう 
おけしすのき けす ょゃっ つぇしすう, くぇさっつっく ゃ いくぇお くぇ こさけすっしす ぉうおうくう - こけ うきっすけ 
くぇ すうたけけおっぇくしおうは けしすさけゃ, くぇ おけえすけ ]┿】 こさぇゃはす はょさっく けこうす.
06 のかう – 65 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ]うかゃっしすなさ ]すぇかけせく – ぇきっさう-
おぇくしおう ぇおすぬけさ, しちっくぇさうしす う さっあうしぬけさ. 40 ゅ. けす しき. くぇ くぇえ-うい-
ゃっしすくうは ょあぇい-ういこなかくうすっか くぇ 20 ゃっお ╊せうし ┿さきしすさけくゅ – ]ぇつきけ.                                                                                                                                          
07 のかう – ╁きつちぇ ′っょっかは. ╄ゃさけこっえしおう ょっく くぇ てけおけかぇょぇ, くぇ すぇいう 
ょぇすぇ こさっい 1550 ゅ. けす ぃあくぇ ┿きっさうおぇ ゃ ╇しこぇくうは しぇ ょけしすぇゃっくう こなさ-
ゃうすっ おぇおぇけゃう いなさくぇ. ‶さぇいくうお くぇ いゃっいょうすっ ゃ ぅこけくうは. 125 ゅ. けす さけあ-
ょっくうっすけ くぇ ╋ぇさお 【ぇゅぇか – そさっくしおう たせょけあくうお けす させしおう こさけういたけょ, 
こなさゃうはす こさっょしすぇゃうすっか くぇ しのささっぇかういきぇ. 110 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ 
╁うすけさうけ ╃っ ]うおぇ – うすぇかうぇくしおう さっあうしぬけさ /”╀さぇお こけ うすぇかうぇくしおう”, 
„』けつぇさおぇ”, „╉さぇょちう くぇ ゃっかけしうこっょう”/. 100 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ 
╃あぇくおぇさかけ ╋っくけすう – ぇきっさうおぇくしおう けこっさっく おけきこけいうすけさ /”╉けくしせ-
かなす”, ”〈っかっそけくなす”, „╋っょうせきなす”/.

[ぇぉけすぇすぇ こけ こさっゃおかのつゃぇくっ くぇ 
┿]-47 けす っょうくうつくぇ くぇ ぇゃすけきぇ-
すうつくぇ しすさっかぉぇ, し おけはすけ ]こぇしけゃぇ 
いぇこけつゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”, しっ けおぇいゃぇ 
すっしっく そさけくす いぇ ょっえしすゃうっ いぇ いぇ-
かけあぉうすっ くぇ きかぇょぇすぇ さぇぉけすくうつ-
おぇ, っょくぇ けす こなさゃうすっ, いぇこけつくぇかう 
こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ くけゃうすっ たぇかっすぇ 
けとっ こさっょう ょぇ ぉなょぇす しかけあっくう 
ょぇあっ こさけいけさちうすっ うき.  〈は しっ さぇい-
ゃうたさは うしすうくしおう, おけゅぇすけ けすうゃぇ ゃ 
いぇゃけょしおぇすぇ さぇょうけせさっょぉぇ. ╂ぇくおぇ 
╇ゃぇくけゃぇ は おぇくう ゃ さぇょうけすけ いぇ 
うくすっさゃの こけ ういぉけさうすっ – ぅくおぇ っ 
くぇえ-きかぇょぇすぇ ゅかぇしけこけょぇゃぇすっか-
おぇ, ぇ こけしかっ – う くぇえ-きかぇょぇすぇ けぉ-
とうくしおぇ しなゃっすくうつおぇ. 》ぇさっしゃぇす は. 
╂かぇしなす  え しすぇゃぇ, すけゃぇ っ あっくしおうはす 

ゅかぇし くぇ さぇょうけすけ. 〈けつくけ すけゅぇゃぇ, 
しかっょ おけくおせさし, しっ きっしすう ゃ さぇ-
ょうけせさっょぉぇすぇ くぇ いぇゃけょ „》うょさぇ-
ゃかうおぇ”, おなょっすけ いぇこけつゃぇす ゃしうつおけ 
けすくぇつぇかけ, ゅさぇょはす けす くせかぇすぇ う 
おけゅぇすけ ]こぇしけゃぇ くぇこせしおぇ, いぇ ょぇ 
しっ ゃなさくっ けすくけゃけ ゃ „┿さしっくぇか”, 
けしすぇゃは しかっょ しっぉっ しう っょくぇ ょけぉさっ 
しきぇいぇくぇ きぇてうくぇ. ‶けつすう 

ゃしうつおけ こさぇゃったきっ くぇ あうゃけ,
しこけきくは しう さぇょうけゃけょっとぇすぇ, さっ-

こけさすっさおぇすぇ う „てっそおぇすぇ” ぅくおぇ 
]こぇしけゃぇ. ]すけすうちう ぇさしっくぇかしおう 
さっこけさすぇあう „けす きはしすけすけ くぇ しなぉう-
すうっすけ”: きなおくっ すっあおぇすぇ „〉くうすさぇ” 
いぇ いぇこうしう こけ ちったけゃっ, ぉさうゅぇょう, 
こさぇいくっくしすゃぇ...; ょうさっおすくう こさっ-
ょぇゃぇくうは くぇ しなぉさぇくうは う きぇくう-
そっしすぇちうう, うくすっさゃのすぇ: けす さぇ-
ぉけすくうおぇ-せょぇさくうお ょけ きうくうしすなさぇ 
– ぇさしっくぇかっち 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ... 
]さっとぇ し ╉ぇかぇてくうおけゃ, し ‶けすせ-
こぇっゃ..., さぇいゅけゃけさう し ╃ぇくつっすけ 
》さうしすけゃぇ, ┿くぇたうょ 〈ぇつっゃぇ..., ょう-
さっおすくけ けす しちっくぇすぇ ゅう ゃけょはす ゃ さぇ-
ょうけせさっょぉぇすぇ いぇ うくすっさゃのすぇ.  
]せすさうく すけつくけ ゃ 6.50, おけゅぇ-

すけ こっっ こっすっかなす こけ „》けさういけくす”, 
こさっおなしゃぇす くぇちうけくぇかくけすけ さぇょうけ 
う いぇこけつゃぇ ”╃けぉさけ せすさけ, ょっく!”. 
¨とっ し ゃかういぇくっすけ しう ゃ おけきぉう-
くぇすぇ, ぇさしっくぇかちう しぇ こけしさっとぇくう 
し こけいょさぇゃう う こけあっかぇくうは いぇ せし-
こってくぇ さぇぉけすぇ. ‶けしかっ - しこっちう-
ぇかくう くけゃうくう ゅう うくそけさきうさぇす: 
おなょっ しこさはかぇ こぇさぇすぇ, おなょっ いぇ-
おなしくはゃぇす し っおしこっょうちうはすぇ, おなょっ 
ょけしすぇゃおぇすぇ しっ ぉぇゃう けす いぇゃけょ ゃ 
いぇゃけょ... ‶さけぉかっきうすっ くっ しぇきけ くっ 
しっ しこっしすはゃぇす, くけ しっ おけきっくすうさぇす 

ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ – ゃうあょぇきっ しっ いぇ こさなゃ こなす, くけ すは 
ゃっょくぇゅぇ しすけこはゃぇ し すけこかうは しう こけゅかっょ う とっょさぇすぇ 

しう せしきうゃおぇ う こけしかっょくけすけ きう しなきくっくうっ, つっ こさっょしすけう 
っょうく さぇいゅけゃけさ, こさけしすけ – こけ さぇぉけすぇ.
〉しっとぇくっすけ, つっ しう しなし しすぇさ おけかっゅぇ う こさうはすっか ゃっさけ-

はすくけ うょゃぇ けす けこうすぇ え ゃ あせさくぇかうしすうおぇすぇ う けす くっえくうすっ 
ういおせてっくうは ゃ おせかすせさぇすぇ, ゃしっ ゃぇあくう くっとぇ けす あうゃけすぇ 
え, おけうすけ ぉっい さぇぉけすぇすぇ こけゃっつっ けす 30 ゅけょうくう ゃ „┿さしっ-
くぇか”, こさけしすけ っ くはきぇかけ おぇお ょぇ しっ しかせつぇす. „┿さしっくぇか” っ 
きけっすけ あうすうっ”, こさういくぇゃぇ し せょけゃけかしすゃうっ ょなかゅけゅけょうて-
くうはす こさけゅさぇきっく さなおけゃけょうすっか くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ さぇょうけ 
う ょうさっおすけさ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”. ╁ 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ おぇさうっさくけすけ しう さぇいゃうすうっ ゃ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ ]こぇしけゃぇ っ こさけそこさっょしっょぇすっか 
くぇ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは – いぇゃけょ 0. ]っゅぇ とぇしすかうゃけ  ゅかっ-
ょぇ ゃくせちう しなし しなこさせゅぇ しう, し おけえすけ けとっ くぇゃさっきっすけ しっ 
いぇこけいくぇゃぇす う あっくはす – こぇお ゃ „┿さしっくぇか”. ′ぇきうさぇす しっ 
ゃ おせさしぇ いぇ けぉせつっくうっ くぇ きかぇょっあう こけ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ ぇゃすけきぇす „╉ぇかぇてくうおけゃ”, しすぇさすうさぇかけ ゃ 1958 ゅ. 〈は – 
きかぇょぇ おせさしうしすおぇ, すけえ – さなおけゃけょうすっか う こさっこけょぇゃぇすっか. 
╇ さけょうすっかうすっ, う ょっちぇすぇ くぇ ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ, しぇ さぇぉけすうかう 
ゃ „┿さしっくぇか”. „〈けゃぇ ぉってっ ゅさぇょ ゃ ゅさぇょぇ. 『っかう そぇきうかうう 
さぇぉけすったぇ すせお”, おぇいゃぇ, おぇおすけ う きくけゅけ ょさせゅう ぇさしっくぇかちう, 
ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ.  
‶さっい ちっかうは しう あうゃけす すは くっ しこうさぇ ょぇ せつう – けす ゅうきくぇ-

いうはすぇ, こさっい すったくうおせきぇ, ょけ うおけくけきうおぇ ゃ ]けそうは – いぇ-
ょけつくけ, いぇ おけっすけ ぉかぇゅけょぇさう くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しう おけかっゅう, 
つっ は こけょすうおくぇかう – くぇ ╂っけさゅう ╆ぇたぇさうっゃ, ╀けくつけ ‶っしっゃ, 
╂ぇくつけ ╊ぇいぇさけゃ う けしけぉっくけ – くぇ っょくぇ けしすさぇ いぇぉっかっあおぇ, 
ゃきっすくぇすぇ けす ゃっしすくうおぇさは ┿くゅっか ┿さぇぉぇょあうっゃ...

けすゅけゃけさくけ けす ょうさっおすけさう-
すっ, おけうすけ „くうおけゅぇ くっ しぇ きっ 
こうすぇかう: いぇとけ ゅけゃけさうすっ いぇ 
すけゃぇ, いぇとけ – いぇ けくけゃぇ?”. 
]かせつゃぇかけ しっ っ, ょけさう ょう-
さっおすくけ ゃ „╆ゃなくっすっ くぇ すっ-
かっそけく 290!”, ょぇ こさうしすうゅぇ 
ょうさっおすけさ ょぇ けすゅけゃぇさは くぇ 
こけしすぇゃっく ゃ きけきっくすぇ ゃなこさけし 
けす ちったけゃっすっ. ╇ すぇおぇ ょけ 19 
つぇしぇ ゃっつっさ. ╆ぇとけすけ たけさぇすぇ 
しぇ くぇ しきっくう. ╁ 16.05 こさっ-
おなしゃぇす, いぇ ょぇ おぇあぇす くぇ けすう-
ゃぇとうすっ しう ”》せぉぇゃぇ ゃっつっさ” 
う ょぇ うき こさうこけきくはす おぇおゃぇ 
こけしすぇくけゃおぇ しっ うゅさぇっ ゃ „╇し-
おさぇ” う おぇおゃけ おうくけ ょぇゃぇす ゃ 
ゅさぇょぇ. ┿! -  

[ぇょうけすけ こさぇゃう ょけさう おうくけ!

′け – くぇえ-きくけゅけ しぇ こけいょさぇ-
ゃうすっ けす つけゃっお おなき つけゃっおぇ: 
のぉうかはさう, こなさゃっくちう, しぇきけ-
ょっえちう, いぇょけつくう しすせょっくすう... 
′ぇ いぇこうし ゃなさゃう しぇきけ しぇすう-
さうつくけすけ こさっょぇゃぇくっ „╇いこけさ-
すっくぇすぇ ゅぇえおぇ” し かのぉうきうすっ 
╊のぉつけ ‶けこけゃ う ′うおけかぇ ╂っ-

けさゅうっゃ. ]すっそぇく ′けっゃ ゃうおぇ 
くぇつぇかしすゃけすけ くぇ さぇょうけすけ ゃ 4 
しせすさうくすぇ ょぇ こさけしかせてぇ いぇ-
こうしぇ, くけ: ”『っくいせさぇ くうおけゅぇ 
くっ っ うきぇかけ!”. ╁しうつおう しすけはたぇ 
いぇょ くぇし, ちはかけすけ さなおけゃけょ-

しすゃけ, さぇいおぇいゃぇ ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ, 
くぇ おけはすけ くうおけえ くっ しきっっ ょぇ けす-
おぇあっ くうとけ, たけさぇすぇ ゅけゃけさはす: 
”′ぇ ぅくおぇ う けす こすうつっ きかはおけ しっ 
ょぇゃぇ...”. 〈ぇおぇ, し こけきけとすぇ くぇ 
てっそぇ くぇ ╉ぇこうすぇかくけすけ ╇ゃぇく 
╉せくつっゃ, しすせょうけすけ っ さっきけく-
すうさぇくけ う けぉけさせょゃぇくけ し くぇえ-
きけょっさくぇ すったくうおぇ, ぇ すったくうおなす 
‶っすなさ ╁うょっゃ こさぇゃう うしすうくしおう 
つせょっしぇ, いぇ ょぇ しっ しかせつぇす さっ-
こけさすぇあうすっ う ょうさっおすくうすっ こさっ-
ょぇゃぇくうは くぇ あうゃけ.
〉つぇす しっ けす „[ぇいゅけゃけさ し ゃぇし” 

くぇ ╀けあぇくぇ ╃うきうすさけゃぇ, おけは-
すけ うょゃぇ かうつくけ ょぇ せつう っおうこぇ 
くぇ こさぇゃうかっく ゅけゃけさ; けす ╂っけさ-
ゅう ╉うさうかけゃ う  こさけそ. ╁っしっかうく 
╃うきうすさけゃ, ょなかゅけゅけょうてっく ょっ-
おぇく くぇ 《ぇおせかすっすぇ こけ あせさくぇ-
かうしすうおぇ ゃ ]けそうえしおうは せくう-
ゃっさしうすっす, こけしすけはくくけ たけょはす こけ 
あせさくぇかうしすうつっしおう けぉせつっくうは 
う おゃぇかうそうおぇちうう う いぇすけゃぇ 
ょくっし ]こぇしけゃぇ しっ せつせょゃぇ くぇ 
こさけそっしうけくぇかくうすっ  „くっょけさぇ-
いせきっくうは” ゃ くぇちうけくぇかくうは すゃ う 
さぇょうけっそうさ. 
 7 700 さぇょうけすけつおう いゃせつぇす 

うい „┿さしっくぇか”
こけ すけゃぇ ゃさっきっ し くっえくうは ゅかぇし 

う ゅかぇしけゃっすっ くぇ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ 
/”くぇてぇすぇ ╀さうゅうすぇ 』けかぇおけ-
ゃぇ”/, [ぇえくぇ 【うさけゃぇ, ╃っすっかう-
くぇ ‶けこけゃぇ, ]すぇくおぇ ╂ぇきういけゃぇ 
う ┿くすけぇくっすぇ ╃あうきけゃぇ. ‶さぇ-
ゃう しっ こさっゅかっょ くぇ いぇゃけょしおうは 
ゃっしすくうお, きうくせすう しかっょ けぉは-
ゃはゃぇくっすけ くぇ さっいせかすぇすうすっ けす 
いぇゃけょしおうすっ しなさっゃくけゃぇくうは, 
さぇょうけすけ ゃっつっ ゅう しなけぉとぇゃぇ..., 
いゃせおなす けす きはしすけすけ くぇ しなぉうすう-
っすけ っ いぇょなかあうすっかっく... /╁なゃ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ くはきぇてっ ょう-
ゅうすぇかくう ょうおすけそけくう う おけきこの-
すさう/.
]かっょ くぇちうけくぇかくうは こさっゅかっょ 

いぇ くぇえ-ょけぉさう さぇょうけゃけょっとう 
]こぇしけゃぇ こけかせつぇゃぇ けさょっく „╉う-
さうか う ╋っすけょうえ”. 
′うおけゅぇ くっ しなき しう すさなゅゃぇ-

かぇ ゃ 17 つぇしぇ, ぉってっ こさうはすくけ 
ょぇ こけけしすぇくって し おけかっゅう しかっょ 
さぇぉけすぇ, ょぇ ういおけきっくすうさぇて 
おぇお っ きうくぇか ょっくはす う ゃしっ さぇい-
くぇしはたきっ こぇこおう – しちっくぇさうう, 
しちっくぇさうう... ‶け けくけゃぇ ゃさっきっ 
ゃしはおけ さぇょうけこさっょぇゃぇくっ しっ 
しなたさぇくはゃぇ くぇ きぇてうくけこうしくう 
かうしすけゃっ し こなかくけ けこうしぇくうっ くぇ 
しなょなさあぇくうっすけ う し さぇいつっす こけ 
きうくせすう – „╉なょっ かう しぇ しっゅぇ すうは 

ぇさたうゃう?”, こうすぇ しっ ]こぇしけゃぇ. 
〈は しう しこけきくは あうゃけ う し ゃなか-

くっくうっ けすさぇいはゃぇくっすけ くぇ  おけく-
ちっさすぇ ゃ しすせょぇ くぇ けすおさうすけ こさう 
こさうおかのつゃぇくっ くぇ こなさゃうは っすぇこ 
けす しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ ╃けきぇ 

くぇ おせかすせさぇすぇ: ”╉ぇおゃぇ さぇょけしす 
ぉってっ...!”. ╆ぇすけゃぇ, おけゅぇすけ しすぇ-
ゃぇ くっゅけゃ ょうさっおすけさ, いぇ さぇょう-
けすけ しう しこけきくは し くけしすぇかゅうは. ╁ 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ すは けすくけゃけ 
っ くぇ きはしすけすけ しう – さなおけゃけょう 
21 しぇきけょっえくう しなしすぇゃぇ, おけうすけ 

くけしはす くぇゅさぇょう けす ゃしうつおう そっし-
すうゃぇかう: ”21 いかぇすくう きっょぇかぇ!”. 
]こけきくは しう こなさゃうすっ しすなこおう くぇ 
╃ぇさうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ ゃ ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ すっぇすさぇかくぇ そけさきぇちうは. 
╇きっくくけ すぇき は けすおさうか さっあう-
しぬけさなす ′うおけかぇえ ╉けかっゃ う くぇ-
しけつうか ぉなょっとぇすぇ ぉういくっし ょぇきぇ 

おなき ╁╇〈╇╆. 
┿さしっくぇかしおうすっ ぇおすぬけさう こけ 

すけゃぇ ゃさっきっ たけょはす ょけ ]けそうは 
くぇ こけしすぇくけゃおう いぇょなかあうすっかくけ 
– ”いぇ ょぇ しう しゃっさはゃぇす つぇしけゃくう-
おぇ”. ′け – くぇえ-かぇくしうさぇく う すけ-

ゅぇゃぇ ぉってっ すぇくちけゃうはす しなしすぇゃ, 
こさういくぇゃぇ くはおけゅぇてくうはす ょう-
さっおすけさ くぇ おせかすせさくうは ょけき くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ.
′っ すぇおぇ たせぉぇゃう しぇ しこけきっくうすっ 

くぇ ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ けす こけしかっょ-
くうすっ え ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか” – 

あっしすけおけすけ くぇつぇかけ くぇ 90-すっ, 
おけゅぇすけ たうかはょう しう けすうゃぇす けす 
こさっょこさうはすうっすけ こさうくせょうすっか-
くけ, しかっょ しなおさぇとっくうは. ¨とっ しう 
しこけきくは ぉぇとぇすぇ けす 〈なあぇ, けし-
すぇくぇか ぉっい ょけたけょう いぇ ういょさなあ-
おぇ くぇ ょゃぇきぇ しうくぇ – しすせょっくすう, 
いぇおさうゃぇくっすけ くぇ しすけかけゃっすっ 
いぇ たさぇくっくっ – すけゅぇゃぇ 21 くぇ 
ぉさけえ... ”′っ ぉはたきっ う つせゃぇかう いぇ 
ぉけさしぇ う ぉっいさぇぉけすくう...! ╉ぇおなゃ 
せあぇし!”. ]かっょ うょゃぇくっすけ くぇ てっ-
そけゃっすっ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ 
¨╃]  ╇ゃぇく ╉けしすけゃ う ╃うきうすなさ 
╊せょあっゃ, ゅう つせゃぇ ょぇ おぇいゃぇす: 
”╁しうつおけ すせお っ くぇさっょ. ]すぇつおぇ 
とっ うきぇ!”. ′っさぇいぉけさううすっ こけ-
おさぇえ しすぇつおぇすぇ, ぉっいこぇさうつうっすけ 
う うくそかぇちうはすぇ けす けくけゃぇ ゃさっきっ 
くっ しぇ かのぉうきぇ すっきぇ いぇ ぅくおぇ 
]こぇしけゃぇ, おけはすけ くぇさうつぇ しかせ-
つうかけすけ しっ すけゅぇゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”: 
„‶さっゃさぇす”.

╊のぉうきう, けぉぇつっ, けしすぇゃぇす 
たうかはょうすっ しさっとう し たけさぇ 

う けしけぉっくけ さぇぉけすぇすぇ え ゃ さぇ-
ょうけせさっょぉぇすぇ: „〈けかおけゃぇ きくけゅけ 
うしすけさうう...” ╇ けくけゃぇ: ”╃けぉさけ 
せすさけ!” う „‶さうはすくぇ ゃっつっさ!”, し 
おけうすけ こけ おぇくちっかぇさうう, ちったけゃっ, 
しおかぇょけゃっ, かぇゃおう, しすけかけゃっ う 
こぇさおけゃう ぇかっう ょっくはす くぇ ぇさしっ-
くぇかちう しすぇゃぇ こけ-しかなくつっゃ. ぅゃくけ 
いぇすけゃぇ ]こぇしけゃぇ しこけょっかは: ”′う-
おけゅぇ くっ しなき おぇいゃぇかぇ „╃くっし くっ 
きう しっ たけょう くぇ さぇぉけすぇ!”. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╂けかっきうは ちなさおけゃっく こさぇい-
くうお – [けあょっくうっ くぇ ]ゃ. 

╈けぇく ╉さなしすうすっか, くぇてうはす くぇ-
さけょ すぇつう う おぇすけ ╄くぬけゃょっく 
うかう ╀うかぬけぉっさ. ]こけさっょ くぇ-
さけょくうすっ こさっょしすぇゃう すけゃぇ っ 
ょっくはす くぇ かはすくけすけ しかなくちっしすけ-
っくっ – ]ゃ. ╄くぬけ „けぉかうつぇ おけあせ-
たぇ う けすうゃぇ ょぇ ょけくっしっ いうきぇ”, 
ぇ しかなくちっすけ, こさっょう ょぇ こけっきっ 
ょなかゅうは こなす おなき いうきぇすぇ, しこう-
さぇ ょぇ しう こけつうくっ. 〈け ういゅさはゃぇ 
きくけゅけ さぇくけ しせすさうくすぇ, いぇ ょぇ 
しっ こさけしすう しなし しゃっすぇ, おけえすけ 
くはきぇ ょぇ ゃうょう ょけ ょけゅけょうくぇ. 
╆ぇ しぉけゅせゃぇくっ し っくぬけゃょっくしおけ-
すけ しかなくちっ, ゃしうつおう すさはぉゃぇ ょぇ 
こけしさっとくぇす くっゅけゃうは ういゅさっゃ, 
いぇ ょぇ せしっすはす かっおけゃうすぇすぇ さけしぇ, 
おけはすけ すけ けすなさしゃぇ けす しっぉっ 
しう, きうっえおう しっ こさっょう こなす. ╁ 
すぇいう くけと かっつっぉくぇすぇ しうかぇ 

くぇ さぇしすっくうはすぇ っ くぇえ-ゅけかはきぇ.                                                                                 
′ぇゃさっきっすけ たけさぇすぇ いくぇっかう, つっ 
くぇ しゃっすぇ うきぇ 77 う こけかけゃうくぇ 
さぇいかうつくう ぉけかっしすう う くぇょ ゃしうつ-
おう すはた っ こけしすぇゃっく ╇ゃぇく ╀うか-
おけぉっさ. ′ぇ ゃしはおぇ ぉけかっしす っ こけし-
ゃっすっく ょっく, いぇ くっは うきぇ う かっお 
– ぉうかおぇすぇ. „╆ぇ ゃしはおぇ ぉけかおぇ しう 
うきぇ う ぉうかおぇ”, ゅかぇしう くぇさけょくぇすぇ 
こけゅけゃけさおぇ. ′け すなえ おぇすけ つけゃっお 
くっ いくぇっ ゃしうつおう ぉうかおう, いぇすけゃぇ 
ゅう こけつうすぇ ゃしうつおうすっ ゃっょくなあ ゃ 
ゅけょうくぇすぇ – くぇ ╄くぬけゃょっく, おけゅぇ-
すけ ぉうかおうすっ しぇ くぇえ-かっおけゃうすう.                                                                                                                              
]こけさっょ くぇさけょくぇすぇ すさぇょうちうは 
くぇ ╂っさゅぬけゃょっく う ]こぇしけゃょっく しっ 
ぉっさぇす ぉうかおう, し おけうすけ しっ かっおせ-
ゃぇ ょけぉうすなおなす, ぇ っくぬけゃょっくしおう-
すっ ぉうかおう しぇ こさっょくぇいくぇつっくう いぇ 
たけさぇすぇ. ‶けゃっさうっすけ おぇいゃぇ, つっ 
すっ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ くっ こけ-きぇかおけ 
けす 77 う くぇ ゃしはおぇ しっ けすおなしゃぇ 
しぇきけ こけかけゃうくおぇすぇ. ]なぉさぇくう-
すっ ゃ さぇくくう いけさう ぉうかおう しっ うい-
こけかいゃぇす いぇ かっお こさっい ちはかぇすぇ 
ゅけょうくぇ. ╀うかおうすっ しっ ゃうはす くぇ 
ゃっくちう う しっ さぇいこさっょっかはす くぇ 
]ゃ. ╁さぇつ (1 のかう). ╇ きぇかおう, う 
ゅけかっきう しっ こさけゃうさぇす こさっい ゃっ-
くっち, ういこかっすっく けす ぉうかおう – いぇ 
ょぇ しっ けすなさゃぇす けす ぉけかっしすうすっ. 
╆ぇさぇょう いょさぇゃけしかけゃくぇすぇ しうかぇ 

くぇ ぉうかおうすっ, 24 のくう - ╄くぬけゃょっく, 
っ けぉはゃっく いぇ ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ 
かっおぇさしすゃけ, ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
そぇさきぇちっゃすうおぇ.
]さっょ ぉうかおうすっ うきぇ う すぇおう-

ゃぇ, おけうすけ, けしゃっく いぇ いょさぇゃっ, しっ 
ょぇゃぇす いぇ けぉうつ うかう こなお いぇ さぇい-
かのぉゃぇくっ. 
┿おけ しっ くぇこさなしおぇ こぇさすくぬけ-

さなす こけ ゃさっきっ くぇ しなく し こさぇた 

けす しすさうす ぉけしうかっお うかう, ぇおけ ゃ 
ょあけぉけゃっすっ きせ こさう こなすせゃぇくっ 
しっ しかけあぇす しっきっくぇ けす ゅかせたぇさつっ 
うかう けす おけこなさ, すけえ くはきぇ う ょぇ 
こけきうしかう いぇ ういくっゃはさぇ. ╉かけくおぇ 
けす ぉさなてかはく くけしう くぇ きかぇょぇすぇ 
ぉせかおぇ とぇしすうっ ゃ ぉさぇおぇ. ┿おけ 
おかけくおぇ けす ぉはか うきっか しっ いぇおぇ-
つう くぇょ かっゅかけすけ くぇ ょっゃけえおぇ, すは 
とっ しさっとくっ かのぉうきうは  うかう とっ 
しっ けきなあう いぇ くっゅけ. ┿おけ きけきぇ 
しっ くぇおうつう し ゃさぇすうおぇ, けおけかけ 
くっは とっ しっ ゃなさすはす きけきちうすっ. ] 
すさっゃぇ, くぇさっつっくぇ かせょぇ すうおゃぇ, 
しっ こさうゃかうつぇ かのぉうき. ╋ぇすけつう-
くぇすぇ っ ぉうかおぇ いぇ たぇさっしゃぇくっ. 
┿おけ ゃ ょけきぇ しっ ういゅけさう とうこおぇ 
ょあうくょあうそうか うかう こなお くぇ ょゃぇ-
きぇ ょせてう しっ しうこっ けぉうつくうお ゃなゃ 
ゃけょぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ おなこはす, すっ 
とっ しっ しょけぉさはす. ‶けすぇえくうおなす 
おぇきっくけかけきおぇすぇ/ こけさぇあょぇ つせゃ-
しすゃけ くぇ けぉうつ. ┿おけ くぇ かのぉうきうは 
しっ こけょぇょっ おかけくおぇ し ちゃっすけゃっ くぇ 
おうしっかうちぇ, かのぉけゃすぇ きせ とっ っ いぇ 
ちはか あうゃけす. ┿ ぇおけ ぉうかおぇすぇ かの-
ぉうつっ しっ くけしう いぇてうすぇ ゃ かっくっくぇ 
さういぇ うかう しっ ょぇょっ くぇ きけきなおぇ 
ょぇ こうっ けす くっは, すけえ とっ けぉうおくっ 
ょっゃけえおぇすぇ いぇゃうくぇゅう.
╉けきせくうゅぇすぇ っ さぇいょっかくぇ ぉうか-

おぇ. ‶っかうくなす しなとけ っ ぉうかおぇ 
いぇ さぇいょはかぇ. ╃っかはくおぇすぇ っ いぇ 
くぇきさぇいゃぇくっ.  ┿おけ しっ くぇすなさ-
おぇ し ょっかはくおぇ こさっょきっす, おけえすけ 
きなあなす たゃぇとぇ, かのぉうきぇすぇ きせ 
とっ ゅけ くぇきさぇいう. ′け こなお し けき-
さぇいくうつっすけ けきさぇいぇすぇ きけあっ ょぇ 
しっ せくうとけあう う ょぇ しっ こさっょうい-
ゃうおぇ かのぉけゃ.
╃っえしすゃうはすぇ くぇ ぉうかおうすっ-すぇ-

かうしきぇくう しぇ いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ, 

‶っすさけゃょっく っ くぇえ-こけつう-
すぇくうはす かっすっく こさぇいくうお 

ゃ すさぇょうちううすっ くぇ くぇてうは くぇ-
さけょ. ‶さぇいくせゃぇ しっ ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ あなすゃぇすぇ. ′け しこけさっょ くぇ-
さけょくうすっ したゃぇとぇくうは くぇ すけいう 
ょっく くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ ゃなさてう ゃぇ-
あくぇ いっきっょっかしおぇ さぇぉけすぇ.
╁ ちなさおゃぇすぇ しっ くけしはす 

こっすさけゃしおう おけかぇちう, はぉなかおう-
こっすさけゃおう う しかうゃう-こっすさけゃおう, 
しかっょ すけゃぇ しっ さぇいょぇゃぇす くぇ 
しなしっょう う ぉかういおう. ╁はさゃぇ しっ, 
つっ くぇ けくは しゃはす ぉかういおうすっ うき 
とっ うきぇ おぇおゃけ ょぇ しう たぇこくぇす.  
╃け すけいう ょっく くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ はょぇす はぉなかおう. ぅょっくっすけ くぇ  
はぉなかおう っ さぇいさってっくけ しぇきけ, 
しかっょ おぇすけ ぉなょぇす いぇくっしっくう ゃ 
ちなさおゃぇ.
¨すゅけゃはゃぇくっすけ しかっょ ‶っすさけ-

ゃうすっ こけしすう しすぇゃぇ し こうかっ う 
こうかっておぇ おぇてぇ. ‶うかっすけ っ 
しうきゃけかなす くぇ ‶っすさけゃょっく. 
¨すすせお っ こさけういかはいなか ういさぇ-
いなす „′っ しっ きはすぇえ おぇすけ こうかっ 
くぇ ‶っすさけゃょっく.” ‶さぇゃう しっ う 
きかっつくぇ ぉぇくうちぇ – ょぇ っ しかぇょ-
おぇ ゅけょうくぇすぇ おぇすけ きかはおけすけ.
]きはすぇ しっ, つっ けおけかけ ‶っすさけゃ-

ょっく ゃさっきっすけ っ きくけゅけ ゅけさっ-
とけ, いぇすけゃぇ ういさぇいなす „こっすさけゃ-
しおう こっおけゃっ” っ こけこせかはさっく 
くぇさぇゃくけ し ういさぇいぇ „うゃぇくけゃ-
しおう しすせょけゃっ”.
‶っすさけゃょっく っ ょっく いぇ しぉけ-

さけゃっ こけ しっかぇすぇ, いぇ くぇさけょくけ 
ゃっしっかうっ う こけつうす おなき しゃっすっ-
ちぇ. ╇きっくくうちう ゃ すけいう ょっく しぇ 
ゃしうつおう, おけうすけ くけしはす うきっくぇ-
すぇ ‶っすなさ, ‶っすさぇ, ‶っすさぇくぇ, 
‶っすさせくぇ う ょさ., ぇ すぇおぇ しなとけ 
う ╉ぇきっく, ╉ぇきっくぇ, すなえ おぇすけ  

‶っすなさ けいくぇつぇゃぇ „おぇきなお” – けす 
ゅさなちおけすけ „こっすさけし”.
]ゃ. ‶っすなさ っ しうく くぇ さうぉぇさ. 

╀うか っょうく けす かのぉうきちうすっ くぇ 
》さうしすけし, こさうしなしすゃぇか っ くぇ くっ-
ゅけゃうすっ しすさぇょぇくうは う っ ゃうょはか 
‶さっけぉさぇあっくうっすけ ╂けしこけょくっ. 
╆ぇ すぇいう きせ ゃはさぇ ╇しせし きせ おぇ-
いぇか: „〈う しう ‶っすなさ う くぇ すけは 
„おぇきなお” とっ しなゅさぇょは ちなさおゃぇ-
すぇ しう…う とっ すう ょぇき おかのつけゃっすっ 
くぇ ちぇさしすゃけすけ くっぉっしくけ.”
╁ くぇさけょくけすけ しないくぇくうっ ]ゃ. 

‶っすなさ っ さぇえしおう おかのつぇさ. 〈けえ 
きっさう くぇ ゃっいくう ゅさったけゃっすっ う 
ょけぉさうすっ ょっかぇ う けすしなあょぇ おなょっ 
すさはぉゃぇ ょぇ けすうょっ ょせてぇすぇ くぇ 
つけゃっおぇ – ゃ さぇは うかう ゃ ぇょぇ.
]かっょ ╁ないくっしっくうっすけ くぇ 

》さうしすけし ]ゃ. ‶っすなさ さぇいこさけし-
すさぇくはゃぇか しかけゃけすけ ╀けあうっ ゃ 
さぇいかうつくう しすさぇくう. ╉けゅぇすけ 
こさっい 67-きぇ ゅけょうくぇ ′っさけく 
こさっょこさうっか あっしすけおう ゅけくっくうは  
しさっとせ たさうしすうはくうすっ, ぇこけしすけか 
‶っすなさ ぉうか いぇすゃけさっく ゃ すなき-
くうちぇ,  しかっょ すけゃぇ, くぇ 29 のくう, 
ぉうか さぇいこくぇす. ‶けうしおぇか ょぇ ゅけ 
さぇいこなくぇす し ゅかぇゃぇすぇ くぇょけかせ, 
いぇとけすけ しつうすぇか, つっ っ くっょけしすけ-
っく くぇ っょくぇおゃぇ しきなさす しなし ]こぇ-

しうすっかは. ╀うか くぇ 75 ゅけょうくう.
╂けょうくぇ こけ-おなしくけ くぇ しなとぇ-

すぇ ょぇすぇ, しかっょ ょなかゅう ゅけょうくう 
いぇすゃけさ, すぇき ぉうか こけしっつっく う 
]ゃ. ぇこけしすけか ‶ぇゃっか. ╆ぇすけ-
ゃぇ 29 のくう っ ょっく いぇ こけつうす 
くぇ  ]ゃっすうすっ こなさゃけゃなさたけゃくう 
ぇこけしすけかう ‶っすなさ う ‶ぇゃっか.
╉けゅぇすけ ぉうか くぇ 30 ゅけょうくう, 

けす ゅけくうすっか くぇ たさうしすうはくうすっ 
‶ぇゃっか しっ こさっゃなさくぇか ゃ すったっく 
いぇとうすくうお, しかっょ おぇすけ ゃっょ-
くなあ しぇき 》さうしすけし きせ しっ はゃうか 
ゃ つせょくぇ しゃっすかうくぇ. ‶さっけぉさぇ-
いっく, すけえ しきっくうか さけあょっくけすけ 
しう うきっ ]ぇゃっか – „くぇえ-ゅけかはき”, 
し ‶ぇゃっか – „くぇえ-きぇかなお”, う 
しすぇくぇか  》さうしすけゃ ぇこけしすけか. 
¨しすぇゃうか 14 こけしかぇくうは, しすぇ-
くぇかう しすなかぉけゃっ くぇ ちなさおゃぇすぇ 
う くぇしすぇゃかはゃぇとう ゃ けしくけゃくう-
すっ うしすうくう くぇ たさうしすうはくしおぇすぇ 
ゃはさぇ.
′ぇてうはす くぇさけょ こさうっきぇ 

おぇすけ しぇきけしすけはすっかっく こさぇい-
くうお ょっくは, こけしゃっすっく くぇ ]ゃ. 
ぇこ. ‶ぇゃっか, う ゅけ けすぉっかはいゃぇ 
くぇ しかっょゃぇとうは ょっく – 30 のくう, 
‶ぇゃかぬけゃょっく. 〈けゃぇ っ くぇさけょっく 
こさぇいくうお いぇ こさっょこぇいゃぇくっ けす 
けゅなく, こけあぇさ, ゅさなき う こけ-さはょ-
おけ けす ゅさぇょせておぇ. ]ゃなさいゃぇ しっ 
しなし しすぇさう くぇさけょくう こさっょ-
しすぇゃう いぇ せくうとけあうすっかくぇすぇ 
しうかぇ くぇ けゅなくは, いぇすけゃぇ ょっくはす 
しっ くぇさうつぇ う ‶ぇかぬけゃょっく. ′ぇ 
‶ぇゃかぬけゃょっく しすさけゅけ しっ しかっ-
ょう ょぇ くっ しっ さぇぉけすう, ょぇ くっ しっ 
あなくっ, ょぇ くっ しっ こぇかう けゅなく - 
ょけさう いぇ こさうゅけすゃはくっ くぇ たさぇ-
くぇ, いぇ ょぇ しっ こさっょこぇいはす さっ-
おけかすぇすぇ, うきけすなす う ょけきなす けす 
けゅなく う こけあぇさう.

くけ すっ ぉうたぇ きけゅかう ょぇ こさっけぉさぇ-
いはす あうゃけすぇ くぇ ゃしっおう.
╁ぇあっく けぉうつぇえ くぇ こさぇいくうおぇ っ 

╄くぬけゃぇ ぉせかは. ╋ぇかおけ きけきうつっ, 
けぉかっつっくけ おぇすけ ぉせかおぇ, くけしっくけ 
くぇ さぇきっくっすっ くぇ つっすうさう ゅけかっきう 
ょっゃけえおう, ゅぇょぇっ いぇ こかけょけさけ-
ょうっすけ くぇ くうゃうすっ う ゅさぇょうくうすっ. 
〈ぇき, おなょっすけ っ きうくぇかぇ ╄くぬけゃぇ 
ぉせかは, くはきぇ ょぇ うきぇ ぉっょう う ぉけ-
かっしすう. ╋けきうすっ こさぇゃはす っくぬけゃ-
しおう こさうこっゃおう くぇ こさなしすっくう う 
つさっい すはた こさっょしおぇいゃぇす おぇおなゃ 
とっ ぉなょっ あっくうたなす – ぉけゅぇす うかう 
ぉっょっく, たせぉぇゃっち うかう しすぇさ っさ-
ゅっく, のくぇお うかう しすさぇたかうゃっち. ╇い-
こなかくはゃぇ しっ けぉうつぇはす ╊ぇょせゃぇくっ. 
』さっい くっゅけ きけあっ ょぇ しっ けこさっ-

ょっかう くっ しぇきけ おぇおなゃ いぇくぇはす う 
こけかけあっくうっ とっ うきぇ かのぉうきうはす, 
くけ う おぇおなゃ とっ っ すけえ こけ しなさ-
ちっ. ╆ぇすけゃぇ ょっゃけえおうすっ しっ けぉさな-
とぇす おなき ぉけゅうくはすぇ くぇ かのぉけゃすぇ 
╊ぇょぇ:  „¨え, ╊ぇょけ, ╊ぇょけ, ぉけゅう-
くぬけ きかぇょけ” . ‶さう すけいう けぉうつぇえ 
╄くぬけゃぇすぇ ぉせかは ゃぇょう けす ぉはか おけ-
すっか こさなしすっくうすっ うかう おうすおうすっ くぇ 
きけきうすっ, しかけあっくう こさっょうてくぇすぇ 
ゃっつっさ ゃ きなかつぇくぇ ゃけょぇ /くぇかは-
すぇ こさう こなかくぇ すうてうくぇ, いぇ ょぇ くっ 
ういつっいくっ きぇゅうつっしおぇすぇ え しうかぇ/. 
╋けきうすっ こさうこはゃぇす こっしくう-くぇさう-
つぇくうは: いぇ さぇぉけすぇ, いぇ こけかけあっ-
くうっ ゃ けぉとっしすゃけすけ, たぇさぇおすっさ, 
うきけすくけしす … - ゃしっ ゃぇあくう くっとぇ, 
こなしすさう う さぇいかうつくう, すけつくけ おぇお-
すけ っ う ゃ あうゃけすぇ. 
]きはすぇ しっ, つっ ゃ うきっすけ くぇ 

╄くぬけゃょっく しぇ しかっすう ょゃっ うきっ-
くぇ – ╈けぇく /╇ゃぇく/ う ╄くぬけ – けす 
こさぇぉなかゅぇさしおけすけ „っくう”, おけっすけ 
けいくぇつぇゃぇ „くけゃ” うかう „くけゃ ょっく”. 
╆ぇすけゃぇ うきっくくうちう, けしゃっく ╄くぬけ, 
╄くつけ, ╄くうちぇ, しぇ う  すっいう, おけう-
すけ こさぇいくせゃぇす くぇ ╇ゃぇくけゃょっく – 
╈けぇく, ╈けぇくぇ, ╇ゃぇく, ╇ゃぇくおぇ う 
すったくうすっ こさけういゃけょくう.

29 ùぞご – ぢぎどづだゑがぎぞ 
》╊【ぇ『 ╆¨] ╊╉¨〉 《【 ]ょ╆¨〈を¨【╊ 〉╅ ｠『¨』【《』

ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ ‶なさゃけきぇえしおぇ きぇくうそっしすぇ
ちうは, おけはすけ しっ こさっょぇゃぇ くぇ あうゃけ こけ ぇさしっくぇかしおけすけ さぇょうけ

╃っかくうちう う こさぇいくうちう

 ] おけかっゅう

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう: ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

]ゃ. ╈けぇく ╉さなしすうすっか
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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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╇ゃぇく ′ぇくっゃ ┿つおけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ:
„┿さしっくぇか“ ┿╃, いぇゃけょ 1

╃かなあくけしす:  ′ぇしすさけえつうお 
くぇ ╋╋ し 『‶〉

╂けょうくう: 25

╆けょうは: [うぉう

》けぉう: ]こけさす

•	 ¨せてかちうま つ ¨くたひしせけてかしせけみ おけちかさてそち せあ „╅ち-
つかせあし“ ╅╉  〉けさそしあこ ¨いとのかう

•	 ╅ちつかせあしつさけ たちけせそつ くあ さあくあせしひのさあてあ いそしせけぬあ
•	 》そくせあてけみて - せかたそくせあて ╉そいちけせ ╉ちあえせかう
•	 ぅか けすあ しけ さそしかき たそ すあのけせそつてちそかせか う [あくあせ-

しひさ け さそえあ?
•	 【かくけ け そはか すせそえそ けせてかちかつせけ つてあてけけ け けせ-

てかちうまてあ, ねかてかてか う いちそこ 6 せあ „【ちけいとせあ ╅ちつか-
せあし“, 8-すけ ましけ.

ゑ ï¿ñÑçíàó　 ßëÜú ôñöñöñ:

╉さういぇすぇ くぇうしすうくぇ くぇこう
さぇ, くけ いぇ くぇてぇ さぇょけしす 

ゃしっ けとっ せしこはゃぇきっ ょぇ は ょなさ
あうき ういゃなく こけさすぇかぇ. 
〈けゃぇ いぇはゃう くぇ うきこさけゃういう

さぇく ぉさうそうくゅ ういこなかくうすっかくう
はす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ  こさっょ きっしす
くう あせさくぇかうしすう. 
 〈けえ おぇいぇ, つっ ゃしうつおう せしう

かうは くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ ゃ きけきっくすぇ しぇ くぇしけ
つっくう うきっくくけ おなき ゅかぇゃくぇすぇ 
ちっか: おさういぇすぇ う くっえくうすっ こけ
しかっょしすゃうは ょぇ しぇ ゃなく けす こけさ
すぇかうすっ くぇ „┿さしっくぇか”. 
 ╇ぉせてっゃ  おけきっくすうさぇ う さぇい

かうつくうすっ うくそけさきぇちうう, おけうすけ 
しっ さぇいこさけしすさぇくはゃぇす いぇ  ぉな
ょっとう しなおさぇとっくうは くぇ こっさしけ
くぇか ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
〈けえ おぇすっゅけさうつくけ いぇはゃう, つっ 

„おなき きけきっくすぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くはきぇ くうおぇおゃけ くぇきっさっくうっ ょぇ 
しなおさぇとぇゃぇ たけさぇ. 〈っいう くぇきっ
さっくうは しぇ こさはおけ けぉゃなさいぇくう  し 
さっいせかすぇすぇ けす そうくぇかういうさぇくっ 
くぇ さぇいゅけゃけさうすっ いぇ しおかのつゃぇ

くっ くぇ ょゃぇ ょけしすぇ ょけぉさう, こけ 
ょせきうすっ くぇ ういこなかくうすっかくうは 
ょうさっおすけさ, ょけゅけゃけさぇ. ╇ぉせてっゃ 
せすけつくう, つっ すけゃぇ とっ „しすぇくっ 
はしくけ ゃ しかっょゃぇとうすっ すさう しっょ
きうちう”. 
„┿おけ すけゃぇ しすぇくっ, きけゅぇ ょぇ 

ゅぇさぇくすうさぇき, つっ こけくっ いぇ 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ くはきぇ ょぇ 

うきぇきっ くうおぇおなゃ こさけぉかっき”, 
ょけこなかくう すけえ. 
 ‶さう こけかけあっくうっ, つっ ょけ こけょ

こうしゃぇくっ くぇ ょけゅけゃけさうすっ くっ しっ 
しすうゅくっ,  とっ うきぇ ぇおすせぇかういぇ
ちうは  くぇ しなしすぇゃぇ くぇ そうさきぇすぇ, 
くっ しおさう ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ,  
おぇすけ せすけつくう, つっ ゃ きけきっくすぇ 
すっつっ こさけちっょせさぇ こけ こさっょゃぇ
さうすっかっく こけょぉけさ くぇ おぇょさうすっ 
こけ けこさっょっかっくう おさうすっさうう, 
おぇおすけ っ けこうしぇくけ ゃ くけさきぇすうゃ
くうすっ ょけおせきっくすう.” 
‶なさゃうはす さなおけゃけょうすっか ゃ 

けさなあっえくうちぇすぇ くっ しっ ぇくゅぇあう
さぇ し おけくおさっすくぇ ちうそさぇ うかう 
こさけちっくす くぇ ぇおすせぇかういぇちうは  
くぇ しなしすぇゃぇ, すなえ おぇすけ „ くっ しきっ 
すさなゅくぇかう ゃ すぇいう こけしけおぇ”.
„┿い しなき けこすうきうしす, おなき  

ょくってくぇ ょぇすぇ くっ こかぇくうさぇきっ 
う くはきぇ しなおさぇとっくうは. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ けこすうきう

いきぇ う せしうかうはすぇ くぇ ちはかけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” 
ょなかゅう ゅけょうくう せしこはゃぇきっ,  いぇ
はゃう ′うおけかぇえ  ╇ぉせてっゃ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ぞだゑ ぢんづとごぞゎ
げん んづでぎぞんずぴご

] くけゃ こぇさおうくゅ さぇいこけかぇゅぇす けす しさっょぇすぇ くぇ のくう 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 くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお – „┿さしっくぇか” ┿╃.
〈けえ ぉっ けすおさうす  けす ういこなかくうすっかくうは  ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” うくあ. 

′うおけかぇえ  ╇ぉせてっゃ う けす おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, 
おぇすけ いくぇお いぇ ょけぉさけ こぇさすくぬけさしすゃけ  きっあょせ けぉとうくぇ う そうさきう. 
¨すおさうゃぇくっすけ くぇ こぇさおうくゅぇ しなゃこぇょくぇ  し ょっくは いぇ くぇちうけくぇかっく  

すさぇせさ. ╁  しなぉうすうっすけ うくあ. ╇ぉせてっゃ  ゃうょは う ょさせゅ しきうしなか: ぇさしっ
くぇかしおう こさうくけし いぇ ぉっいけこぇしくけ ょゃうあっくうっ う ぉけさぉぇすぇ し くぇさせてっ
くうはすぇ こけ こなすうとぇすぇ.  
] くけゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ しっ  くぇょはゃぇきっ ょぇ くぇきぇかっはす  けこぇしくけ

しすうすっ, おけうすけ ょっぉくぇす てけそぬけさうすっ う こってったけょちうすっ いぇさぇょう いぇ
すさせこぇくう こかぇすくぇ し  おけかう ゃ ょゃっすっ こけしけおう  おさぇえ „┿さしっくぇか”, 
おぇいぇ ╇ぉせてっゃ う おぇすけ かうつっく こさうきっさ しぇき こぇさおうさぇ おけかぇすぇ しう 
くぇ  くけゃうは こぇさおうくゅ. 

╆ぇ こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう 
しきっ いぇゅせぉうかう 2 きうかうけくぇ 

ょせてう, おけきっくすうさぇ ゃ ╉ぇいぇく
かなお ょっきけゅさぇそしおぇすぇ おさういぇ 
せ くぇし  いぇき. こさっょしっょぇすっかはす 
くぇ ╁╋[¨, ╉けしすぇょうく ╉けしすぇ
ょうくけゃ, おけえすけ ぉっ ゃ ゅさぇょぇ くぇ 
さけいうすっ, こさっょう ょぇ こさっょしすぇゃう 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ おくうゅぇすぇ しう 
„〈さっすぇすぇ くぇちうけくぇかくぇ おぇ
すぇしすさけそぇ”. ╁ おくうゅぇすぇ すけえ 
ういくぇしは すさっゃけあくう ょぇくくう, 
さっいせかすぇす けす けぉうおけかおうすっ きせ 
うい ちはかぇ ╀なかゅぇさうは う ぇくぇかうい 
くぇ しすぇすうしすうつっしおうすっ ょぇくくう 
けす こけしかっょくうすっ ょゃっ こさっぉさけ
はゃぇくうは, ぉっい こけしかっょくけすけ けす 
1-ゃう そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょう
くぇ, いぇ おけっすけ とっ くぇこうてっ 
けすょっかくけ ういしかっょゃぇくっ. „╁っつっ 
ぉなかゅぇさう くはきぇ. ╇きぇ ちっかう 
つぇしすう けす しすさぇくぇすぇ, ゃ おけうすけ 
くっ しぇ しっ さぇあょぇかう ょっちぇ けす 
ゅけょうくう うかう こなお しぇ しっ さぇあ
ょぇかう, くけ くっ う ぉなかゅぇさつっすぇ. 
╇きぇ ちっかう つぇしすう けす しすさぇくぇ
すぇ – 40 % けす すっさうすけさうはすぇ, 
おなょっすけ いっきはすぇ こせしすっっ, うきぇ 
けゅさけきくう つぇしすう, おなょっすけ, こけ 
けそうちうぇかくぇ しすぇすうしすうおぇ, いっ

きはすぇ っ くっけぉさぇぉけすゃぇっきぇ,  おぇお ょさせゅけはつっ ょぇ くぇさっつっき すけゃぇ, 
おけっすけ しっ しかせつゃぇ, けしゃっく すさっすぇ くぇちうけくぇかくぇ おぇすぇしすさけそぇ?”, 
こうすぇ さっすけさうつくけ ╉けしすぇょうくけゃ. ]こけさっょ くっゅけ, しかっょ 15 ゅけょうくう 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ きけあっ ゃっつっ ょぇ くっ ぉなょっ ょなさあぇゃぇ くぇ 
ぉなかゅぇさうすっ, いぇとけすけ けす 2007 ゅけょうくぇ くぇしぇき さけょっくうすっ ょっちぇ 
けす ぉなかゅぇさしおう こさけういたけょ しぇ こけょ 50% けす ゃしうつおう くけゃけさけょっくう.
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しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはくご ぴぎずばゑとんどん ごぜん ぢづんげぞごと!
╇つみさあ ぬかしとうさあ とおひしきあうあ きけうそてあ つ すけせとてあ
′ぇ 6 のかう っ ]ゃっすけゃくうはす ょっく 

くぇ ちっかせゃおぇすぇ. 〈けえ しっ けす-
ぉっかはいゃぇ けそうちうぇかくけ けす 1988 
ゅけょうくぇ. ╆ぇ すけゃぇ - おけゅぇ, おぇお う 
いぇとけ しっ っ こけはゃうかぇ ちっかせゃおぇすぇ, 
しなとっしすゃせゃぇす くぇえ-さぇいかうつくう 
きうすけゃっ う かっゅっくょう. ‶さっい ゃっ-

おけゃっすっ うくすうきくうはす あっしす しっ っ 
こさうっきぇか おぇすけ ういさぇい くぇ こさう-

ゃっすしすゃうっ, ゃはさぇ, せゃぇあっくうっ う 
かのぉけゃ.
]こけさっょ っょくぇ けす ゃっさしううすっ 

ちっかせゃおぇすぇ っ ういきうしかっくぇ けす 
しさっょくけゃっおけゃくうすっ さうちぇさう, 
おけうすけ こけ すけいう くぇつうく さぇいぉう-

さぇかう ょぇかう すったくうすっ しなこさせゅう 
しぇ こうかう ゃうくけ. ]こけさっょ ょさせゅぇ, 
ちっかせゃおぇすぇ ゃけょう くぇつぇかけすけ しう 
けす うしおけくくぇすぇ ゃさないおぇ きっあょせ 
きぇえおぇすぇ う ぉっぉっすけ. ╋くけいうくぇ 
こなお しぇ せぉっょっくう, つっ ちっかせゃおぇ-

すぇ せしすぇ ゃ せしすぇ っ けすおさうすうっ くぇ 
きぇえきせくうすっ.
╇いしかっょけゃぇすっかうすっ ゃしっ こぇお 

しきはすぇす, つっ ゃ くぇつぇかけすけ ちっかせゃ-

おぇすぇ しっ っ ういこけかいゃぇかぇ おぇすけ うい-
さぇい くぇ しけちうぇかくう, こけかうすうつっしおう 
う かうつくう ゃいぇうきけけすくけてっくうは, ぇ  
こけ-おなしくけ すは いぇこけつゃぇ ょぇ こさう-

ょけぉうゃぇ ゃしっ こけ-っさけすうつくけ いくぇ-

つっくうっ. ╁ しなゃさっきっくくうは くぇつうく 
くぇ あうゃけす ちっかせゃおぇすぇ こさうしなしす-
ゃぇ こけしすけはくくけ う すけかおけゃぇ しきっ 
しゃうおくぇかう し くっは, つっ つっしすけ こなすう 
ょけさう くっ けぉさなとぇきっ ゃくうきぇくうっ 
くぇ すけゃぇ, おけえ う こけ おぇおなゃ こけゃけょ 
くう ょぇさはゃぇ し くっは. ′け くっ くぇゃしは-

おなょっ こけ しゃっすぇ っ すぇおぇ. ╁ ╇くょう-

ぇくぇ, ]┿】, う ょけ ょっく ょくってっく 
ちっかせゃおぇすぇ しっ おゃぇかうそうちうさぇ 
おぇすけ こさっしすなこかっくうっ う しこけさっょ 
ょっえしすゃぇと ゃ とぇすぇ いぇおけく すけいう 
ういさぇい くぇ ぉかういけしす っ いぇぉさぇくっく. 

╁ ╉なくっおすうおなす しなとっしすゃせゃぇ 
ょさせゅ こぇさぇょけおし – いぇぉさぇくっくけ っ 
あっくうすっ ょぇ ぉなょぇす ちっかせゃぇくう ゃ 
くっょっかは, ぇ ゃ ┿えけゃぇ きっしすくうはす 
てっさうそ うきぇ ゃかぇしすすぇ ょぇ ぇさっし-
すせゃぇ ゃしっおう, おけえすけ ちっかせゃぇ くっ-

こけいくぇす. 
╃ぇかう ゃ けしすぇくぇかうすっ しすさぇくう 

こけ しゃっすぇ ちっかせゃおぇすぇ ょくっし っ 
せくうゃっさしぇかっく こけいょさぇゃ? ╁しはおぇ 
しすさぇくぇ っ こさうっかぇ けこさっょっかっくう 
っすうおっす う こさぇゃうかぇ, おけうすけ さっ-

ゅかぇきっくすうさぇす ょけこうさぇ し せしすくう.  

╁なゃ 《さぇくちうは, くぇこさうきっさ, ゃいぇ-

うきくけすけ さぇいきっくはくっ くぇ ちっかせゃ-

おう しっ こさうっきぇ いぇ くっとけ しなゃしっき 
くけさきぇかくけ. ╁ ‶ぇさうあ たけさぇすぇ しっ 
ょけおけしゃぇす し せしすくう  こけ 4 こなすう, 
おぇすけ いぇょなかあうすっかくけ いぇこけつゃぇす 
けす かはゃぇすぇ ぉせいぇ. ╁ 》けかぇくょうは っ 
こさうっすけ ちっかせゃおぇすぇ ょぇ いぇこけつ-

ゃぇ う しゃなさてゃぇ けす っょくぇ う しなとぇ 
しすさぇくぇ. ╁ ╇すぇかうは しっ しきはすぇ, つっ 
ちっかせゃおうすっ しぇ こさっょくぇいくぇつっくう 
いぇ しっきっえしすゃけすけ う いぇ くぇえ-ぉかうい-
おうすっ, すぇき っ こさうっすけ たけさぇすぇ ょぇ 
しっ こけいょさぇゃはゃぇす し さなおけしすうしおぇ-

くっ うかう し こさっゅさなょおぇ. ╁ ╀っか-

ゅうは, ぇおけ こさうゃっすしすゃぇすっ くはおけゅけ, 
おけえすけ っ くぇ ゃぇてぇすぇ ゃないさぇしす, 
こさうっすけ っ ょぇ ゅけ ちっかせくっすっ 1 
こなす, くけ, ぇおけ っ こけ-ゃないさぇしすっく 
– 3 こなすう. ╁ ╇しこぇくうは, ┿ゃしすさうは 
う しおぇくょうくぇゃしおうすっ しすさぇくう っ 
せすゃなさょっく さうすせぇか し ょゃっ ちっかせゃ-

おう こけ ぉせいうすっ. ╁ ╂っさきぇくうは ちっ-

かせゃおうすっ しぇ いぇ くぇえ-ぉかういおうすっ. 
╆ぇ ぇくゅかうつぇくうすっ ちっかせゃおぇすぇ っ 
すゃなさょっ うくすうきっく あっしす, いぇすけゃぇ 
ゃ ょっかけゃぇ けぉしすぇくけゃおぇ すっ ういぉはゅ-
ゃぇす こけょけぉくう こけいょさぇゃう – こさう-

ゃっすしすゃぇす し さなおけしすうしおぇくうは. ╁ 
[せしうは ちっかせゃおうすっ しぇ くっとけ しなゃ-

しっき けぉうつぇえくけ う しっ ゃないこさうっ-

きぇす おぇすけ しなさょっつくけしす. ‶さう すはた 
っ こさうっすけ ちっかせゃおうすっ ょぇ しぇ 3. 
〈ぇおぇ っ う ゃ ぇさぇぉしおうは しゃはす.
╇しすうくしおぇすぇ しすさぇしすくぇ ちっかせゃ-

おぇ せゃっかうつぇゃぇ こせかしぇ し くぇょ 100 
せょぇさぇ ゃ きうくせすぇ, せゃっかうつぇゃぇ くう-

ゃけすけ くぇ たけさきけくうすっ ゃ おさなゃすぇ う 
しこけさっょ しこっちうぇかうしすうすっ ゃしはおぇ 
ちっかせゃおぇ せょなかあぇゃぇ あうゃけすぇ し 
きうくせすぇ. ]すさぇしすくぇすぇ ちっかせゃおぇ 
ういゅぇさは 6,4 おぇかけさうう, せしこけおけ-

はゃぇ くっさゃくぇすぇ しうしすっきぇ う ぉけさう 
せしこってくけ しすさっしぇ.『っかせゃおぇすぇ 
けぉぇつっ きけあっ う ょぇ っ けこぇしくぇ. 
』さっい くっは きけゅぇす ょぇ しっ こさっくっしぇす 
くはおけう うくそっおちうう おぇすけ たっさこっし, 
たっこぇすうす ┿ う ╁. ╀っいこさけぉかっきっく 
っ けぉきっくなす う くぇ くはおけう ゃうょけゃっ 
ぉぇおすっさうう, くけ いぇ さぇょけしす 95% けす 
すはた くっ しぇ けこぇしくう いぇ いょさぇゃっすけ.
╆ぇ ちっかせゃおぇすぇ しぇ ういこうしぇくう 

きうかうけくう ょせきう, ういこっすう しぇ きう-

かうけくう こっしくう, くぇさうしせゃぇくう しぇ 
たうかはょう こかぇすくぇ. ′っいぇゃうしうきけ 
けす すけゃぇ, ちっかせゃおぇすぇ くうおけゅぇ くっ 
っ しぇきけ こさけしすけ ちっかせゃおぇ. ╆ぇ-

とけすけ すは きけあっ ょぇ ぉなょっ: けぉけ-

あぇくうっ, かのぉけゃ, こさうはすっかしすゃけ, 
さぇょけしす, せゃぇあっくうっ, こさっおかけくっ-

くうっ, しなゅかぇしうっ, こけくはおけゅぇ ょけさう 
けすゃさぇとっくうっ う こさっょぇすっかしすゃけ.

〈┿

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ 《せすぉけかっく おかせぉ „┿さしっくぇか 2000” 
けぉはゃはゃぇ こさうっき  くぇ ょっちぇ, さけょっくう こさっい 2000 ゅ. , 2001 
ゅ. う 2002 ゅ., いぇ こけょゅけすゃうすっかくうすっ ゅさせこう くぇ 【おけかぇすぇ 
こけ そせすぉけか.
′っけぉたけょうきけ っ ょぇ こけょぇょっすっ きけかぉぇ こけ けぉさぇいっち, 

おけえすけ きけあっすっ ょぇ こけかせつうすっ けす ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さ
しっくぇか” ┿╃, おぇおすけ う けす しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ 
いぇゃけょう うかう けす すさっくぬけさぇ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ                  
すっか. 36 51 う 0887 749 705.
╉なき きけかぉぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ っ こさうかけあっくぇ ぉっかっあおぇ けす 

かうつくうは かっおぇさ - いぇ いょさぇゃくうは しすぇすせし う いぇ きうくぇかう いぇ
ぉけかはゃぇくうは くぇ おぇくょうょぇすぇ.
╋っしっつくぇすぇ すぇおしぇ いぇ せつぇしすうっ っ 5 /こっす/ かっゃぇ. 〈は とっ 

しっ ういこけかいゃぇ いぇ しくぇぉょはゃぇくっ くぇ ょっちぇすぇ し っおうこうさけゃおぇ.

〉] くぇ 《╉ „┿さしっくぇか 2000”

《╆っ╇╅

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

╉ぇいぇくかなお

27.06, こけくっょっかくうお, 16.40 つ., 』っさゃっ-
くうは しぇかけく くぇ ╃╉ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃
‶さっきうっさぇ くぇ おくうゅぇすぇ くぇ あせさくぇかうしすぇ けす 
ゃっしすくうお „〈させょ” ╊のぉつけ ╇ゃぇくけゃ „╅うゃけす ゃ 
ょゃっ っこけたう”. ╉くうゅぇすぇ さぇいおぇいゃぇ いぇ あうゃけすぇ 
くぇ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. 
]さっとぇ –さぇいゅけゃけさ し ぇゃすけさぇ くぇ おくうゅぇすぇ う 
くっゅけゃうは ゅっさけえ.

╁たけょ - しゃけぉけょっく

29.06, しさはょぇ, ╇╋ „╇しおさぇ” 
16 つ. - 18 つ. ‶け こけゃけょ 110 –すぇ ゅけょうてくう-

くぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ きせいっは しっ けすおさうゃぇす 
6 さぇいかうつくう っおしこけいうちうう: 
[ぇくくぇ  くっけかうすくぇ おっさぇきうおぇ, ]さっょくけゃっ-

おけゃくう う ゃないさけあょっくしおう おくうゅう, [っょおう きけ-

くっすう けす そけくょぇ くぇ けすょっか „′せきういきぇすうおぇ”,  
‶っつぇすう けす こっさうけょぇ 15-18 ゃっお, ╊のすうっさ-

しすゃけすけ  ゃ ╉ぇいぇくかなお  う さっすさけしこっおすうゃくぇ  
ういかけあぉぇ しなし しくうきおう う ょけおせきっくすう, さぇい-
おぇいゃぇとう いぇ こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ きせいっは ょけ 
くぇてう ょくう. 

╁たけょ - しゃけぉけょっく

╃け 30 のくう ゃ ╇くそけさきぇちうけくくうは ちっく-
すなさ くぇ ╉ぇいぇくかなお
きけあっすっ ょぇ  ゃうょうすっ ういかけあぉぇすぇ „]すけこ くぇ 
ゃけえくぇすぇ こけ こなすうとぇすぇ”, ゃおかのつゃぇとぇ 65 
ょっすしおう さうしせくおう こけ すっきぇすぇ. ¨さゅぇくういぇすけさ 
くぇ こさけはゃぇすぇ っ っょくけうきっくくけすけ しょさせあっくうっ 
し くっしすけこぇくしおぇ ちっか. 

╁たけょ - しゃけぉけょっく

 ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ

24 のくう, こっすなお
╃っきけくしすさぇすうゃくけ ょけぉうゃぇくっ う ょっゅせしすぇ-
ちうは くぇ きっょ けす ‶つっかぇさしおけ ょさせあっしすゃけ 
„╊うこぇ”
11.00 つ., ‶ぇさお „‶っすう けおすけきゃさう”

„╄くぬけゃょっく – こさぇいくうお くぇ ちゃっすはすぇ” - 
おけくちっさす くぇ  ょっすしおう そけかおかけさっく ぇくしぇき-
ぉなか „╆ぇゅけさつっ”  
19.00 つ., ¨こっさっく すっぇすなさ, ゃたけょ - しゃけぉけょっく
                                                                                                                         

25 のくう, しなぉけすぇ

„《けかおかけさくぇ てっゃうちぇ” – おけくちっさす くぇ たせ-
ょけあっしすゃっくう しなしすぇゃう けす くぇさけょくうすっ つう-
すぇかうとぇ う ゅさぇょぇ
10.00 つ., ‶ぇさお „‶っすう けおすけきゃさう” 

„╇いゅさはゃぇとう いゃっいょう” – しなしすっいぇくうっ こけ 
しこけさすくう すぇくちう
12.00 つ., ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ

╉けくちっさす くぇ ゅさせこぇ „〉うおっょぇ”
20.00 つ., ‶かけとぇょぇ こさっょ ¨ぉとうくぇすぇ

26 のくう, くっょっかは

„〉しきうゃおけゃぇ すっさぇこうは” – おぇきこぇくうは こけ 
こけゃけょ ╋っあょせくぇさけょくうは ょっく いぇ ぉけさぉぇ し 
くぇさおけきぇくううすっ
10.00 つ., ‶かけとぇょぇ こさっょ ¨ぉとうくぇすぇ

〈[╇╃′╄╁╄′ ‶┿╉╄〈
]こっちうぇかくう ちっくう いぇ ょぇすうすっ: 
22.06 – 25.06; 05.07 – 08.07; 15.07 – 18.07; 
25.07 – 28.07; 04.08 – 07.08; 14.08 – 17.08; 
24.08 – 27.08
╆ぇ さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” – 90,00 かゃ.
╆ぇ くっさぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” – 99,00 かゃ.
╃っちぇ ょけ 12 ゅ. こけかいゃぇす 20 % けすしすなこおぇ.
『っくぇすぇ っ ゃぇかうょくぇ しぇきけ いぇ こけしけつっくうすっ 
ょぇすう う ゃおかのつゃぇ:
- 3 くけとせゃおう しなし いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/; けぉはょ /
きっくの/; ゃっつっさは /ぉかけお きぇしぇ/
- こけかいゃぇくっ くぇ くぇ けすおさうす ぉぇしっえく, てっいかけくゅう う 
つぇょなさう
- internet /かけぉう ぉぇさ/
- itness くぇ けすおさうすけ
- おせささけすくぇ すぇおしぇ

｠《【╊] „╅『』╊〉╅]” – 〉╊』╊╆ぇ『

《‒╊『【╅
『╄′╇ ¨〈 01.06 2011 ゅ. – 31.08.2011 ゅ.
1. ╆ぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ 
„┿さしっくぇか” う つかっくけゃっ くぇ しっきっえしすゃぇすぇ 
うき – ちっくぇ くぇ ょっく 20,00 かゃ. – くけとせゃおぇ しなし 
いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/
2. ╆ぇ ょっすっ ょけ 12 ゅ. し ょゃぇきぇ こなかくけこかぇとぇ-

とう さけょうすっかう – ちっくぇ くぇ ょっく 10,00 かゃ. – 
くけとせゃおぇ しなし いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/
3. ╆ぇ ょっすっ ょけ 12 ゅ. し っょうく さけょうすっか – ちっくぇ 
くぇ ょっく 15,00 かゃ. – くけとせゃおぇ しなし いぇおせしおぇ /
ぉかけお きぇしぇ/
4. ╆ぇ くっさぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” – ちっくぇ 
くぇ ょっく – 35,00 かゃ.; ょっちぇ ょけ 12 ゅ. こけかいゃぇす 
20% けすしすなこおぇ.

‶[╇ ╂[〉‶╇ けす 15 いぇこうしぇくう ょせてう – 
ぉけくせし – 1 ぉっいこかぇすくけ
╃╄『┿ ╃¨ 2 ゅ. – ぉっいこかぇすくけ

╆ぇこうしゃぇくっ う いぇこかぇとぇくっ – ゃ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” うかう ゃ しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ いぇゃけょう.
]こさぇゃおう う うくそけさきぇちうは – すっか. 21 56; 7 21 56; 0431/6 22 07

′. ╇ぉせてっゃ

╋けきっくす  けす けすおさうゃぇくっすけ くぇ こぇさおうくゅぇ 

ぢづだゎぞだげんどん ぞん ゑぜづだ:
がぎぜだゎづんぱでとんどん とづごげん ばゐごゑん ゐぺずゎんづごé 
ぢづぎげ 2025-どん

╉ぇょさう けす きうくぇかけすけ うかう けす ぉなょっとっすけ?

Да си роден в първия ден на лятото е 
съдбовен знак. 

Който те орисва  за цял живот: със слънце, 
надежда, светлина, вяра, любов и успехи.

 Да бъде!

Честит рожден ден на

Христо Ибушев! 

 Изпълнителен директор на “Арсенал 2000”


