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╇しこぇくしおう たせょけあくうお-しのささっぇかうしす, しおせかこすけさ, 
さっあうしぬけさ, こうしぇすっか, ゅさぇそうお, ぉうあせすっさ, ょういぇえ-
くっさ. ]ぇかゃぇょけさ 《っかうこっ 》ぇしうくすけ ╃ぇかう う ╃けきっ-
くっお, こなさゃう きぇさおうい ょっ ╃ぇかう ょっ ‶せぉけか /し すうすかぇすぇ 
ゅけ せょけしすけはゃぇ おさぇか 》せぇく ╉ぇさかけし/ っ さけょっく こさっい 
1904 ゅ. ‶なさゃぇすぇ しう ういかけあぉぇ こさぇゃう けとっ くぇ 15 ゅ. 
〉つう ゃ „[っいうょっくちうはすぇ” - いぇ くぇょぇさっくう きかぇょう たけさぇ, 
う ゃ ┿おぇょっきうはすぇ „]ぇく 《さぇくちうしおけ”. [ぇいゃうゃぇ しゃけえ 
さぇいこけいくぇゃぇっき しすうか. ‶けいくぇゃぇ しっ し ‶うおぇしけ, おけえすけ 
っ くっゅけゃ おせきうさ, し ╀せくのっか, ╊けさおぇ, 『ゃぇえゅ, 《さけえょ. 
]ないょぇゃぇ くぇょ 1500 おぇさすうくう; こうてっ う うかのしすさうさぇ 
きくけゅけ おくうゅう; こさぇゃう ゅさぇそうおう, かうすけゅさぇそうう, ぉう-
あせすぇ, しおせかこすせさう, すっぇすさぇかくう う そうかきけゃう ょっおけさう, 
ょういぇえく くぇ けぉかっおかぇ う ょさ. ]さっょ くぇえ-ういゃっしすくうすっ 
きせ すゃけさぉう しぇ: „╋っおぇ おけくしすさせおちうは し ゃぇさっく ぉけぉ: 
こさっょつせゃしすゃうっ いぇ ゅさぇあょぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ“; „╅っくぇ 
きう ゅけかぇ, ゅかっょぇとぇ しけぉしすゃっくけすけ しう すはかけ“; „╉けて-
くうちぇ し たかはぉ“; „′けしなす くぇ ′ぇこけかっけく”; „╂ぇかぇちう-
ょぇかぇちうさうぉけくせおかっうくけゃぇおうしっかうくぇ“. 』かっく っ くぇ 
《さっくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは くぇ ういはとくうすっ ういおせしすゃぇ. ′け-

╄おしちっくすさうお けす ょっすっ. ╁ 
ょっすしすゃけすけ しう ╃ぇかう こさけは-

ゃはゃぇ ゅけかはきぇ うくすっかうゅっくすくけしす, 
くけ ぉうか きくけゅけ ぇさけゅぇくすくけ ょっすっ. 
〉しこはゃぇか ょぇ こけかせつう ゃしうつおけ し 
おぇこさういう う しうきせかぇちうは. ╆ぇさぇ-
ょう きくけゅけぉさけえくうすっ しう しすさぇく-
くけしすう う そけぉうう (しすさぇた けす 
しおぇおぇかちう, くぇこさうきっさ) くはきぇか 
こさうはすっかう. ╁ せつうかうとっ しっ せゃ-
かうつぇか こけ たぇいぇさすぇ. ╁ ┿おぇょっ-
きうはすぇ しすぇゃぇ ういゃっしすっく し っおし-
ちっくすさうつくうは しう ゃなくてっく ゃうょ: 
ょなかゅぇ おけしぇ, ぉぇおっくぉぇさょう, けぉ-
かっおかけ ゃ しすうか 19 ゃっお. ╋ぇかおけ 
こさっょう ょぇ いぇゃなさてう, っ ういゅけくっく, 

しうすっか っ くぇ ╂けかっきうは おさなしす くぇ ╇いぇぉっかぇ. 〉きうさぇ こさっい 1989 ゅ. ╆ぇゃっとぇゃぇ ちはかけすけ 
しう うきせとっしすゃけ - 130 きうかうけくぇ, う すゃけさつっしすゃけすけ しう くぇ うしこぇくしぇおぇすぇ ょなさあぇゃぇ. ′ぇ 
うきっすけ きせ っ おさなしすっく ぇしすっさけうょなす 2919Dali.

いぇとけすけ いぇはゃはゃぇ, つっ くうおけえ くっ 
っ ょけしすぇすなつくけ おけきこっすっくすっく, いぇ 
ょぇ ゅけ こけょかけあう くぇ ういこうす… ╆ぇ-
こぇいっくぇ きぇさおぇ ょけ おさぇは くぇ あう-
ゃけすぇ きせ しぇ っおしすさぇゃぇゅぇくすくうすっ 
きせ きせしすぇちう.
╄おしすさぇゃぇゅぇくすくけしすすぇ くぇ 

╃ぇかう – さっおかぇきっく すさうお?
╃ぇかう くっ しこうさぇ ょぇ てけおうさぇ う 
ういくっくぇょゃぇ しゃっすぇ. ╁ ╊けくょけく 
ういくぇしは かっおちうは, けぉかっつっく ゃなゃ 
ゃけょけかぇいっく おけしすのき う し てかっき: 
„┿い こさけしすけ うしおぇた ょぇ こけおぇ-
あぇ, つっ しっ しこせしおぇき ょなかぉけおけ ゃ 
つけゃっておうは せき.“ ╁ ′の ╈けさお しっ 
こけはゃはゃぇ くぇ ぉぇか しなし しすなおかっくぇ 
ゃうすさうくぇ くぇ ゅなさょうすっ しう, ゃ おけは-
すけ うきぇ しせすうっく. ′ぇ きぇしおぇさぇょくう 
せゃっしっかっくうは ゃ ′の ╈けさお ╃ぇかう 
う ╂ぇかぇ しっ こけはゃはゃぇす けぉかっつっくう 
おぇすけ ぉっぉっすけ ╊うくょぉっさゅ う くっゅけ-
ゃうは こけたうすうすっか. ╃ぇかう うきぇ いぇ-
ぉっかっあうすっかくぇ しおかけくくけしす おなき 
くぇさちうしういなき う きっゅぇかけきぇくうは. 
╇きぇ こさっおけきっさくぇ しすさぇしす おなき 
かせおしぇ う けさうっくすぇかしおぇすぇ きけょぇ. 
╃けさう しう ういきうしかは ぇさぇぉしおけ こけ-
すっおかけ. ′っゅけゃうはす っおしちっくすさういなき 
こけくはおけゅぇ こさうゃかうつぇ  ゃくうきぇくう-
っすけ こけゃっつっ けす  すゃけさつっしすゃけすけ 
きせ う おさうすうちうすっ ゅけ すなかおせゃぇす 
おぇすけ さっおかぇきっく すさうお.
“]のささっぇかういきなす – すけゃぇ 

しなき ぇい!” ╁ ‶ぇさうあ  ╃ぇかう っ ゃ 
おさなゅけゃっすっ くぇ しのささっぇかうしすうすっ. 
〈けえ ゃなゃっあょぇ しのささっぇかうしすう-
つっく けぉさぇい くぇ さぇいすけこっくう つぇ-
しけゃくうちう し うょっはすぇ, つっ ゃさっきっすけ 
くっ っ すゃなさょけ う けこさっょっかっくけ. 
]かっょ くはおけかおけ ういかけあぉう ゃ ‶う-
すしぉなさゅ しすぇゃぇ ういおかのつうすっかくけ 
こけこせかはさっく う しのささっぇかうしすうすっ 
けちっくはゃぇす ゃうしけおけ すけゃぇ. ╁ ‶ぇ-
さうあ こさっょしすぇゃは すさうういきっさくけ 
こさけういゃっょっくうっ くぇ ういおせしすゃけ-
すけ, しなしすけはとけ しっ けす うしすうくしおう 
ぇゃすけきけぉうか し ょゃぇ きぇくっおっくぇ ゃ 
くっゅけ. ′ぇ けぉゃうくっくうはすぇ いぇ しっ-
ぉっゃないゃっかうつぇゃぇくっ ╃ぇかう いぇは-
ゃはゃぇ: „]おさけきくけしすすぇ くっ っ くぇえ-
ゅけかはきぇすぇ きう ょけぉさけょっすっか”.

]かっょ おぇすけ 《さぇくおけ うょゃぇ くぇ 
ゃかぇしす, ぇこけかうすうつくうはす ╃ぇかう っ 
ういゅけくっく けす ゅさせこぇすぇ くぇ しのささっ-
ぇかうしすうすっ, おけうすけ いぇっきぇす かっゃう 
こけいうちうう. ╁ けすゅけゃけさ すけえ いぇは-
ゃはゃぇ: “]のささっぇかういきなす – すけゃぇ 
しなき ぇい!”. ‶け-おなしくけ とっ しっ けぉは-
ゃう いぇ しこぇしうすっか くぇ ういおせしすゃけすけ 
/]ぇかゃぇょけさ くぇ うしこぇくしおう けいくぇ-
つぇゃぇ しこぇしうすっか/.                                                                           
╂ぇかぇ – しなこさせゅぇすぇ  う ゃょなた-

くけゃうすっかおぇすぇ. ‶さっい 1929 ゅ. 
]ぇかゃぇょけさ ╃ぇかう しさっとぇ ぉなょっ-
とぇすぇ しう しなこさせゅぇ ╂ぇかぇ – させし-
おうくはすぇ ╄かっくぇ ╃はおけくけゃぇ, 11 
ゅけょうくう こけ-ゃないさぇしすくぇ けす くっゅけ, 

ぉうゃてぇ しなこさせゅぇ くぇ ‶けか ╄かの-
ぇさ, し おけゅけすけ うきぇす ょなとっさは, くけ 
╂ぇかぇ くっくぇゃうあょぇかぇ さけかはすぇ しう 
くぇ きぇえおぇ. ╊のぉけゃすぇ ゃさなたかっすは-
ゃぇ おぇすけ きなかくうは ╂ぇかぇ う ╃ぇかう 

う すっ いぇあうゃはゃぇす いぇっょくけ. ╂ぇかぇ 
うきぇかぇ きくけゅけ ういゃなくぉさぇつくう 
ゃさないおう, くぇ おけうすけ ╃ぇかう くっ 
ゃないさぇいはゃぇか – ゃ すけゅぇゃぇてくう-
すっ ぉけたっきしおう しさっょう すけゃぇ しっ 
しきはすぇかけ いぇ くけさきぇかくけ. ╂ぇかぇ 
っ っょうくしすゃっくうはす あっくしおう きけ-
ょっか ゃ すゃけさつっしすゃけすけ きせ う すけえ 
くっ しこうさぇ ょぇ え しっ ゃないたうとぇゃぇ. 
╀ぇとぇ きせ くっ こさうっきぇ ╂ぇかぇ - うい-
ゅけくゃぇ しうくぇ しう けす おなとう う ゅけ 
かうてぇゃぇ けす くぇしかっょしすゃけ.
〈ぇくょっきなす ╃ぇかう – ╂ぇかぇ しっ 

けおぇいゃぇ こっつっかうゃて. 〈は ゅけ 
ゃょなたくけゃはゃぇ ょぇ すゃけさう, こさっ-
ゃさなとぇ しっ  ゃ くっゅけゃ しつっすけゃけ-
ょうすっか う すさせこぇ きうかうけくう けす 
すぇかぇくすぇ きせ. 
„『っかうはす しゃはす きう っ さけぉ!”

╁ ]┿】 ╂ぇかぇ う ╃ぇかう ぉなさいけ 
いぇゃかぇょはゃぇす くけゃうは しゃはす. 〈けえ 
しっ さぇょゃぇ くぇ こさういくぇくうっ う くっ-
しっおゃぇとう そうくぇくしけゃう こけしすな-
こかっくうは. ╇いょぇゃぇ ぇゃすけぉうけゅさぇ-
そうはすぇ しう, こさぇゃう おぇすぇかけいう う 
うかのしすさぇちうう, こうてっ しちっくぇさうえ 

いぇ 》けかうゃせょ, こさぇゃう おけかっおちうは 
し ぉうあせすぇ, さぇぉけすう し 〉. ╃うしくう 
う ┿. 》うつおけお... ‶さっい 1948 ゅ. しっ 
いぇゃさなとぇす ゃ ╄ゃさけこぇ う しおかのつ-
ゃぇす ゃすけさう, すけいう こなす ちなさおけゃっく 
ぉさぇお. ╁ ╇しこぇくうは う ‶ぇさうあ すっ 
しぇ けぉゅなさくぇすう けす かせおし う けぉけ-
あぇくうっ う くっ こさっしすぇゃぇす ょぇ 
しおぇくょぇかういうさぇす し さぇいおさっこけ-
しすっくけしすすぇ しう. ╃ぇかう くっ こさけ-
こせしおぇ ゃないきけあくけしす いぇ しぇきけ-
ういはゃぇ う けこうはくっくうっ:  „『っかうはす 
しゃはす きう っ さけぉ!” う „╁しっおう ょっく 
きう しすぇゃぇ ゃしっ こけ-すさせょくけ ょぇ 
さぇいぉっさぇ おぇお けしすぇくぇかうすっ きけ-
ゅぇす ょぇ あうゃっはす, ぉっい ょぇ ぉなょぇす 

]ぇかゃぇょけさ ╃ぇかう!”
╋けょっさっく ょけ ぉっいゅさぇくうつ-

くけしす. ╃ぇかう っおしこっさうきっくすうさぇ 
し きくけゅけ う くっけぉうつぇえくう こけたゃぇ-
すう: けこすうつくう うかのいうう, けすさうちぇ-
すっかくけ こさけしすさぇくしすゃけ, しすっさっけ-
しおけこうつくう ういけぉさぇあっくうは. 〈けえ 
っ しさっょ こなさゃうすっ たせょけあくうちう, 
おけうすけ ういこけかいゃぇす たけかけゅさぇそう-
はすぇ. ‶さけはゃはゃぇ しうかっく うくすっさっし 
おなき こさうさけょくうすっ くぇせおう う きぇ-
すっきぇすうおぇすぇ. ╁ おぇさすうくうすっ しう 
けす 50-すっ さうしせゃぇ そけさきう, しなし-
すぇゃっくう けす さけゅ くぇ くけしけさけゅ /
さけゅなす, しこけさっょ くっゅけ, けいくぇつぇゃぇ 
ぉけあっしすゃっくぇ ゅっけきっすさうは/. 〈けえ 
っ けつぇさけゃぇく けす ╃′╉, 4-きっさ-
くうは おせぉ う たうこっさおせぉぇ う ゅう 
ゃおかのつゃぇ ゃ おぇさすうくうすっ しう.
╁ういうすぇすぇ くぇ 》ぇつぇすせさはく. 

]すさぇくくけしすうすっ くぇ ゅっくうぇかくうは 
╃ぇかう くはきぇかう おさぇえ. ╁っょくなあ 
┿さぇき 》ぇつぇすせさはく ぉうか こけおぇくっく 
ゃ ょけきぇ きせ. ╀うか こけしさっとくぇす ゃ 
さぇいおけてくぇ いぇかぇ けす ちっさっきけ-
くうぇかきぇえしすけさ, おけえすけ ゃかういぇか, 
こけおかぇくはか きせ しっ う ういかういぇか. 
》ぇつぇすせさはく けしすぇゃぇか しぇき, しっょ-
くぇか くぇ いかぇすけすおぇく おさぇかしおう 
ょうゃぇく, こさっょ くっゅけ – きけいぇっつくぇ 
きぇしうつおぇ, ゃなさたせ おけはすけ ういはと-
くけ ぉうかう こけょさっょっくう ぇさきっく-
しおう おけくはお, うしこぇくしおう ゃうくぇ, 
こかけょけゃっ う ちうゅぇさう. ╋うくぇかう 
10 きうくせすう, けとっ 10, くけ ╃ぇかう 
くっ しっ こけはゃはゃぇか. ╋うくぇか つぇし. 
╃ぇかう くっ うょゃぇか. 〈けゃぇ ぉうかけ 
せあぇしくけ くぇさせてっくうっ くぇ っすう-
おっすぇ. ′っ ういすなさこはゃぇえおう せくう-
あっくうっすけ, ゅけしすなす  さってうか ょぇ 
しう すさなゅくっ. ╁しうつおう ゃさぇすう くぇ 
ょゃけさちけゃうすっ こけおけう, けぉぇつっ, 
しっ けおぇいぇかう いぇおかのつっくう. ‶け-
すなさしうか いゃなくっち うかう すっかっそけく, 
くはきぇかけ. 』ぇしけゃくうおなす せょぇさうか 
つっすうさう. ╁ すけいう きけきっくす ゃ いぇ-
かぇすぇ けゅかせてうすっかくけ いぇいゃせつぇかぇ 
きせいうおぇすぇ くぇ „〈ぇくち しなし しぇぉう”. 
╁さぇすぇすぇ しっ けすゃけさうかぇ し ゅさなき 
う ゃ いぇかぇすぇ, しなゃなさてっくけ ゅけか, 
ゃかっすはか ╃ぇかう, さぇいきぇたゃぇえおう 

くぇょ ゅかぇゃぇすぇ しう しぇぉは. ‶さっかっ-
すはか すぇおぇ こさっい ちはかぇすぇ いぇかぇ 
う こけすなくぇか いぇょ けすしさっとくぇすぇ 
ゃさぇすぇ. ╋せいうおぇすぇ さはいおけ しこさは-
かぇ. 『っさっきけくうぇかきぇえしすけさなす 
けぉはゃうか, つっ ぇせょうっくちうはすぇ っ 
こさうおかのつうかぇ. ╇ こけおぇくうか けくっ-
きっかうは 》ぇつぇすせさはく  ょぇ しう すさなゅ-
くっ. ′ぇ ういたけょぇ こけつすうすっかくけ きせ 
ゃさなつうかう さぇいおけてっく たけかぇくょ-
しおう こっつぇす, ぇかぉせき くぇ ╃ぇかう しなし 

いかぇすくぇ さぇきおぇ う し すさけゅぇすっかっく 
ぇゃすけゅさぇそ けす ょけきぇおうくぇ. ‶さっょ 
たけすっかぇ ゅけ けつぇおゃぇかう し きくけゅけ-
ぉさけえくう ゃなこさけしう いぇ すけゃぇ おぇお っ 
こさっきうくぇかぇ いくぇきっくうすぇすぇ しさっ-
とぇ きっあょせ ょゃぇきぇすぇ ゅうゅぇくすう. 
》ぇつぇすせさはく しっ けこうすぇか ょぇ おぇあっ 
くっとけ いぇ ういおせしすゃけすけ. ‶けゃっつっ 
くっ しすなこうか ゃ ╇しこぇくうは…                                                                                                                                
╀っい ╂ぇかぇ. ¨すくけてっくうはすぇ くぇ 

╃ぇかう し ╂ぇかぇ しっ せしかけあくはゃぇかう. 
〈は ゅけ せぉっあょぇゃぇかぇ ょぇ すゃけさう 
こけ-さぇいぉうさぇっきけ, ぇ おけゅぇすけ おぇさ-
すうくうすっ きせ くっ しっ おせこせゃぇかう, ゅけ 
おぇさぇかぇ ょぇ さぇいさぇぉけすゃぇ こさけ-
ょせおすけゃう きぇさおう, おけしすのきう... 
[ってうすっかくうはす え  たぇさぇおすっさ きせ 
こけきけゅくぇか きくけゅけ. ╊のぉけゃすぇ くぇ 
╃ぇかう ぉうかぇ こさけょうおすせゃぇくぇ けす 
ょうゃぇ しすさぇしす, ぇ ╂ぇかぇ しう ょぇゃぇかぇ 
しきっすおぇ, つっ っ けきなあっくぇ いぇ ゅっくうえ. 
╃ぇかう え おせこせゃぇ いぇきなおぇ ‶せぉけか, 
くけ きけあっか ょぇ は こけしっとぇゃぇ しぇきけ 
し こうしきっくけすけ え さぇいさってっくうっ.                                                                                                                               
‶さっい 1981 ゅ. ╃ぇかう さぇいゃうゃぇ 
ぉけかっしすすぇ くぇ ‶ぇさおうくしけく, おけはすけ 
きせ こさっつう ょぇ さうしせゃぇ. ′ぇ しかっょ-
ゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 87-ゅけょうてくぇすぇ 
╂ぇかぇ せきうさぇ. ╃ぇかう ういこぇょぇ ゃ 

ょなかぉけおぇ ょっこさっしうは. ╂さうあうすっ 
いぇ くっゅけ くっ ぉうかう くうおぇお かっし-
くう いぇ くぇっすうすっ きっょうちうくしおう 
しっしすさう. 〈けえ ちっかっくぇしけつっくけ 
けぉっいゃけょくはゃぇ けさゅぇくういきぇ しう, 
こさっょこけかぇゅぇ しっ, つっ こさぇゃう ょゃぇ 
くっせしこってくう けこうすぇ いぇ しぇきけせ-
ぉうえしすゃけ. ╆ぇきなおなす, ゃ おけえすけ しっ 
くぇきうさぇ, しっ いぇこぇかゃぇ. 》せょけあ-
くうおなす っ し すっあおう ういゅぇさはくうは, 
くけ けしすぇゃぇ あうゃ.    

]ゃっすなす っ てけおうさぇく: ╃ぇかう 
う ╂ぇかぇ うきぇす しうく! ‶さっい 1984 
ゅ. たせょけあくうおなす 》けしっ ╁ぇく [けえ 
╃ぇかう しっ こけはゃはゃぇ くぇ けすおさうゃぇ-
くっすけ くぇ しけぉしすゃっくぇすぇ しう うい-
かけあぉぇ ゃ おけゃつっゅ う おぇすぇそぇかおぇ, 
いぇ ょぇ ょけおぇあっ, つっ ういおせしすゃけすけ 
くっ っ きなさすゃけ. 〈けゃぇ っ „すぇえくうはす” 
しうく くぇ ╂ぇかぇ う ╃ぇかう, けすゅかっ-
ょぇく けす くぇしすけえくうちう. 〈けえ あう-
ゃっっ おさぇえ [うき しなし しなこさせゅぇすぇ 
しう う 7 おけすおう う こぇいう おぇさすうくう 
くぇ ぉぇとぇ しう. ‶けしかっょくぇすぇ うき 
しさっとぇ っ ゃ ぉけかくうちぇすぇ - ╃ぇかう 
ゃっつっ くっ きけあっか ょぇ ゅけゃけさう. ′け 
ゅけ こけいくぇか! ]くうきぇかう しっ こさっ-
ゅなさくぇすう.
╇いくっゃはさぇすぇ くぇ しなさちっすけ.

‶さっい 1988 ゅ. ]ぇかゃぇょけさ ╃ぇかう 
こけかせつぇゃぇ しなさょっつっく せょぇさ. 
〉きうさぇ ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ. 
‶さっょう しきなさすすぇ しう すけえ こうてっ: 
“╃ゃっすっ くぇえ-とぇしすかうゃう くっとぇ, 
おけうすけ きけゅぇす ょぇ しっ しかせつぇす くぇ 
っょうく しなゃさっきっくっく たせょけあくうお, 
しぇ: こなさゃけ, ょぇ ぉなょっ うしこぇくっち, 
う ゃすけさけ, ょぇ しっ くぇさうつぇ ╃ぇかう. 
]かせつうたぇ きう しっ う ょゃっすっ.” 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお せこなかくけきけとう 
おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ょぇ しおかの-

つう ょけゅけゃけさ し „╂さうえくこかぇくっす” ¨¨╃ いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ 
しっこぇさうさぇとぇ うくしすぇかぇちうは. ╁ くっは とっ しっ ょっこけくうさぇす ぉう-
すけゃうすっ う こさけういゃけょしすゃっくう けすこぇょなちう, ゅっくっさうさぇくう けす 
ょけきぇおうくしすゃぇすぇ, けぉとっしすゃっくうすっ う ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ 
せつさっあょっくうは, せつうかうとぇすぇ, すなさゅけゃしおうすっ, こさけきうてかっくう-
すっ う すせさうしすうつっしおうすっ けぉっおすう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
[ってっくうっすけ くぇ しなゃっすくうちうすっ, こけょおさっこっくけ し 26 ゅかぇ-

しぇ „いぇ”, っ ゃ ういこなかくっくうっ う くぇ ¨ぉとうくしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ 

いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ けすこぇょなちうすっ 2010 – 
2020 ゅ., こさうっすぇ こさっい のかう 2012 ゅけょうくぇ. 
╁ くっは しぇ いぇかけあっくう ちっかう いぇ くぇきぇかはゃぇ-
くっ くぇ おけかうつっしすゃけすけ ょっこけくうさぇくう けすこぇ-
ょなちう う こけしすっこっくくけすけ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ 
しなぉさぇくうすっ う さっちうおかうさぇくう けすこぇょなちう 
– たぇさすうは, おぇさすけく, こかぇしすきぇしぇ う きっすぇか.
‶さけゅさぇきぇすぇ こなお っ こさはおけ しかっょしすゃうっ 

けす こさうっすうは ╆ぇおけく いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
けすこぇょなちうすっ /╆〉¨/, ゃ つうえすけ つかっく 31, 
ぇか. 1, す.1 , おなょっすけ いぇ こけょゅけすけゃおぇ いぇ 
こけゃすけさくぇ せこけすさっぉぇ う さっちうおかうさぇくっ 
くぇ けすこぇょなつくう きぇすっさうぇかう, ゃおかのつゃぇとう 
くぇえ-きぇかおけ たぇさすうは う おぇさすけく, きっすぇか, 
こかぇしすきぇしぇ う しすなおかけ けす ょけきぇおうくしすゃぇすぇ 
う こけょけぉくう けすこぇょなちう けす ょさせゅう ういすけつ-
くうちう, しっ こさうかぇゅぇす おぇおすけ しかっょゃぇ: ょけ 1 
はくせぇさう 2016 ゅ. – くぇえ-きぇかおけ 25 くぇ しすけ 
けす けぉとけすけ うき すっゅかけ; ょけ 1 はくせぇさう 2018 
ゅ. – くぇえ-きぇかおけ 40 くぇ しすけ けす けぉとけすけ うき 
すっゅかけ う ょけ 1 はくせぇさう 2020 ゅ. くぇえ-きぇかおけ 
50 くぇ しすけ けす けぉとけすけ うき すっゅかけ.

》ぇさゃぇさょ e くぇえ-ょけぉさうはす せくうゃっさしうすっす ゃ しゃっすぇ, しこけ-
さっょ おかぇしぇちうはすぇ いぇ すぇいう ゅけょうくぇ くぇ ゃっしすくうお Times 

Higher Education, こせぉかうおせゃぇくぇ う けす ぉなかゅぇさしおうは うおけ-
くけきうつっしおう こけさすぇか ECONOMY.bg - ういょぇくうっ いぇ ぉういくっし, 
うおけくけきうおぇ う きっくうょあきなくす. 
╁うしてっすけ せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ いぇ すさっすぇ こけさっょくぇ ゅけょう-

くぇ けゅかぇゃはゃぇ 〈けこ 100 くぇ くぇえ-ょけぉさうすっ せくうゃっさしうすっすう ゃ 
しゃっすぇ. ‶なさゃうすっ てっしす きっしすぇ こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょう-
くう けしすぇゃぇす ぉっい こさけきはくぇ. ′ぇ ゃすけさけ きはしすけ っ ╋ぇしぇつせいっす-
しおうはす すったくけかけゅうつっく うくしすうすせす, しかっょゃぇく けす ぉさうすぇくしおうは 
╉っえきぉさうょあ う けす ¨おしそけさょ. ‶っすう う てっしすう しぇ ╉ぇかうそけさ-

くうえしおうはす せくうゃっさしうすっす ゃ ╀なさおかう う ]すぇくそけさょ.
┿きっさうおぇくしおうすっ せくうゃっさしうすっすう ょけきうくうさぇす ゃ こけょさっょぉぇすぇ – けぉとけ 40 けす 100-すっ くぇえ-ょけぉさう. ′ぇ 

ゃすけさけ きはしすけ, し 9 こさっょしすぇゃうすっかう, しっ くぇさっあょぇ ┿くゅかうは, ぇ ┿ゃしすさぇかうは せゃっさっくけ しすなこゃぇ くぇ しゃっ-
すけゃくぇすぇ しちっくぇ う いぇっきぇ すさっすけすけ きはしすけ し 6 せくうゃっさしうすっすぇ ゃ 〈けこ 100, し ょゃっ くけゃう こけこなかくっくうは 
すぇいう ゅけょうくぇ – せくうゃっさしうすっすうすっ ゃ ′けゃ ぃあっく 〉っかし う ゃ ╋けくぇて.  
╆ぇ おかぇしぇちうはすぇ いぇ 2013 ゅけょうくぇ しぇ ぉうかう ぇくおっすうさぇくう 16 600 ょせてう ゃ ょっしっすおう しすさぇくう こけ しゃっ-

すぇ. [っえすうくゅなす しっ しなしすぇゃは しこけさっょ けぉさぇいけゃぇすっかくうすっ う ういしかっょけゃぇすっかしおうすっ こさけゅさぇきう, くぇせつくう-
すっ しすぇすうう, ぉさけは くぇ つせあょっしすさぇくくうすっ しすせょっくすう う しこけさっょ ょさせゅう そぇおすけさう.
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¨す  ょゃっ しっょきうちう くぇ 
おくうあくうは こぇいぇさ っ 

くけゃぇ う こけかっいくぇ おくうゅぇ, 
おけはすけ しなゃっすゃぇ おぇお ょぇ しっ 
こさっけょけかはゃぇ しすさっしなす くぇ 
さぇぉけすくけすけ きはしすけ. 
′っょけしすうゅなす くぇ ゃさっ-

きっ っ っょくぇ けす くぇえ-つっし-
すけ しけつっくうすっ こさうつうくう 
いぇ しすさっし くぇ さぇぉけすくけすけ 
きはしすけ. ┿おけ くっ ゅけ せこさぇ-
ゃかはゃぇきっ っそっおすうゃくけ, すけ 
こさうすうしおぇとうすっ くう しさけ-
おけゃっ, いぇょぇつう う すはたくけすけ 
おけかうつっしすゃけ しぇ ゃ しなし-
すけはくうっ ょぇ ょけゃっょぇす ょけ 
しすさっし う すっあおう いょさぇゃけ-
しかけゃくう こけしかっょうちう う いぇ 
くぇえ-しこけおけえくうは つけゃっお, 
し くぇえ-いょさぇゃう くっさゃう. 
„‶さっゅぇさはくっすけ” くぇ さぇ-
ぉけすくけすけ きはしすけ っ くぇえ-
つっしすぇすぇ こさうつうくぇ, しかっょ-

しすゃうっ くぇ すけゃぇ. 
╄すけ いぇとけ くけゃぇすぇ おくうゅぇ くぇ しゃっすけゃくけ ういゃっしすくうは こうしぇすっか 

う さぇょっすっか くぇ こけいうすうゃくう ょせたけゃくう こさぇおすうおう ╃っえか ╉ぇさくっ-
ゅう うきぇ そせくょぇきっくすぇかくけ いくぇつっくうっ いぇ たけさぇすぇ, おけうすけ けぉう-
つぇす ょぇ つっすぇす う ょぇ すなさしは しぇきう かっおけゃっ しさっとせ しすさっしぇ, こさっ-
ょう ょぇ しぇ しすうゅくぇかう ょけ かっおぇさ. 
╁ おくうゅぇすぇ „╉ぇお ょぇ こさっけょけかはゃぇきっ すさっゃけゅぇすぇ う しすさっしぇ“ 

╃っえか ╉ぇさくっゅう ういぉさけはゃぇ くはおけかおけ けしくけゃくう こさうくちうこぇ, 
しかっょゃぇくっすけ くぇ おけうすけ くぇきぇかはゃぇ くぇこさっあっくうっすけ くぇ さぇぉけす-
くけすけ きはしすけ:
╆ぇさぇょう そせくょぇきっくすぇかくけすけ うき いくぇつっくうっ う ゃ しなとけすけ ゃさっ-

きっ くっ しすさせゃぇとけ くうとけ う かっしくけ こさうかけあっくうっ, ゃう いぇこけいくぇ-
ゃぇきっ し 8-すっ  くぇえ-ゃぇあくう けす すはた. 
1. ‶けしすぇゃはえすっ しう かっしくう う ょけしすうあうきう ちっかう.
2. ╉ぇすっゅけさういうさぇえすっ さぇぉけすぇすぇ しう しこけさっょ くっえくうは こさうけ-

さうすっす う いくぇつうきけしす いぇ こけしすうゅぇくっ くぇ ちっかうすっ, しすけはとう こさっょ 
けさゅぇくういぇちうはすぇ, さなおけゃけょしすゃけすけ う ゃぇし しぇきうすっ.
3. ′ぇぉかのょぇゃぇえすっ おぇお ういこけかいゃぇすっ ゃさっきっすけ しう う こっさう-

けょうつくけ ぇくぇかういうさぇえすっ おぇお こさけすうつぇ さぇぉけすくうはす ゃう ょっく. 
‶さっちっくっすっ おけう ょっえくけしすう きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす けこすうきういうさぇくう 
う おけう ょぇ けすこぇょくぇす.
4. ╇ょっくすうそうちうさぇえすっ さぇいしっえゃぇとうすっ そぇおすけさう う しっ こけし-

すぇさぇえすっ ょぇ ゅう けゅさぇくうつうすっ.
5. ‶ぇいっすっ しっ けす きせょくけしすすぇ う けすかぇゅぇくっすけ. ╆ぇこけつゃぇえすっ 

こさけっおすうすっ しう くぇゃさっきっ う しう こけしすぇゃはえすっ しさけおけゃっ いぇ うい-
こなかくっくうっ くぇ きっあょうくくう そぇいう.

╃っしっす しぇ きぇかけかっすくうすっ う くっこなかくけかっすくう けす けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, こけかせつうかう せしかけゃくう こさうしなょう いぇ さぇいかうつくう うい-

ゃなさてっくう けす すはた こさっしすなこかっくうは こさっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
╁しうつおう けしなょっくう きぇかけかっすくう しぇ こさけょなかあうかう けぉさぇいけゃぇくうっすけ 
しう ゃ さぇいかうつくう せつっぉくう いぇゃっょっくうは. 〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす けこけ-
ゃっしすっくうは ゅけょうてっく ょけおかぇょ くぇ ╋っしすくぇすぇ おけきうしうは いぇ ぉけさぉぇ 
し こさけすうゃけけぉとっしすゃっくうすっ こさけはゃう くぇ きぇかけかっすくう う くっこなかくけ-
かっすくう. 
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ いぇ こなさゃう こなす ゃ けぉとうくぇすぇ っ しないょぇ-

ょっく ‶けうきっくっく さっゅうしすなさ くぇ ゃしうつおう くっせつっとう う くっさぇぉけすっとう 
きかぇょう たけさぇ, こさっぉうゃぇゃぇかう う ゃなゃ ゃないこうすぇすっかくう うくすっさくぇすう. 

‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ 114 きぇかけかっすくう しぇ くぇかけあっくう さぇいかうつくう ゃないこうすぇすっかくう きっさおう, 
おぇすけ くぇえ-つっしすぇすぇ っ ぉうかぇ “‶さっょせこさっあっょっくうっ”; くぇ 25 っ こけしすぇゃっく けぉとっしすゃっく ゃないこうすぇすっか, 
おけえすけ ょぇ せこさぇあくはゃぇ くせあくうは くぇょいけさ くぇょ すはた; くぇ ょさせゅう 11 けす くっこなかくけかっすくうすっ っ くぇかけあっくぇ 
いぇぉさぇくぇ ょぇ こけしっとぇゃぇす けこさっょっかっくう きっしすぇ う いぇゃっょっくうは, ぇ 7 きぇかつせゅぇくう しぇ こけかせつうかう せかすう-

“  ” -  

きぇすうゃっく ういこうすぇすっかっく しさけお けす 6 きっしっちぇ し こさっょせこさっあょっくうっ いぇ 
くぇしすぇくはゃぇくっ ゃなゃ ゃないこうすぇすっかくけ せつうかうとっ うかう うくすっさくぇす. 

╆ぇ こさっおさぇしくう う こなかくう し 
さぇょけしす う おさぇしうゃう きうゅけ

ゃっ, し きくけゅけ ゃっさくう こさうはすっかう 
う けぉうつ, ゅけょうくう こけつっさこう 

こさっい ういきうくぇかうすっ ょくう っょくぇ 
けす くぇえ-ょなかゅけゅけょうてくうすっ 

しつっすけゃけょうすっかおう ゃ „┿さしっくぇか”, 
こけしゃっすうかぇ 30 ゅけょうくう けす 

ょなかゅけゅけょうてくうは しう しすぇあ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 2
╃うきうすさうくぇ ╂っけさゅうっゃぇ.

ょいけしかこ!   60 えそおけせけ!

╊なつっいぇさくぇすぇ ょぇきぇ けすこさぇいくせゃぇ ゅけかっきうは しう のぉうかっえ ゃ 
おけきこぇくうはすぇ くぇ おけかっゅう う こさうはすっかう しさっょ ちゃっすは う おせこ 

こけあっかぇくうは いぇ けとっ ょなかゅう ゅけょうくう いょさぇゃっ, しこけょっかっくう さぇ
ょけしすう う さぇぉけすぇ ゃ うきっすけ くぇ そうさきぇすぇ.

╃うきうすさうくぇ ╂っけさゅうっゃぇ っ しさっょ うきっくぇすぇ, し おけうすけ „┿さしっ
くぇか” しっ ゅけさょっっ.

]つっすけゃけょうすっかおぇすぇ っ こさっょぇく おぇょなさ くぇ そうさきぇすぇ けす 40 
ゅけょうくう. 

╃ぇ しぇ え つっしすうすう う しかぇょおう ゅけょうくうすっ ! 》なし う ぉけょさけしす, 
おさぇしけすぇ う いょさぇゃっ う いぇ けとっ こけ-こさっおさぇしくうすっ ゅけょうくう, おけう
すけ え こさっょしすけはす, っ こけあっかぇくうっすけ くぇ おけかっゅうすっ  う こさうはすっかう

すっ くぇ ╃うきうすさうくぇ ╂っけさゅうっゃぇ. 

╉けかっおすうゃなす くぇ ╆ぇゃけょ 2
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„┿い しなき しかけあくけすけ ういさっつっくうっ, おけっすけ すぇおぇ 
くっこさっおなしくぇすけ さっょぇおすうさぇたぇ, つっ けしすぇくぇた 
ぉっいゅかぇゅけかくぇ. ╃くっし しなき しぇきけ っょくけ こさけしすけ 
きっしすけうきっくうっ...”, てっゅせゃぇ しっ しなし しっぉっ しう 
╁ぇくは ‶けこけゃぇ, くけ ういけぉとけ くっ しっ てっゅせゃぇ いぇ 
ょさせゅけ: ”╆かぇすくうすっ きう ゅけょうくう しぇ ゃ „┿さしっ-
くぇか”.
╉けは っ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ, おけはすけ くぇさうつぇ しっぉっ 

しう ”╆ゃせおけかうおぇすぇ”? ╃くっし: „╄ょくけかうつっく しけぉ-
しすゃっくうお し くっけゅさぇくうつっくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ - 
‶っくしうけくっさ”. ′はおけゅぇ: „╇いかうてなお くぇ ちうすぇすう 
し けしおなょくぇ いぇこかぇすぇ - 〉つうすっか”. ╁ くぇつぇかけすけ: 
„╆かけぉくけ, さうすぇとけ う たぇこっとけ たかぇこっ”. ‶け-
おなしくけ: „╊けてぇ う さぇいゅかっいっくぇ”; 『はか あうゃけす: 
”]きっかぇ, おさぇしうゃぇ う きくけゅけ せきくぇ!” 
╁ぇくは おさけう しっぉっ しう ゃ すっいう ょせきう ぇぉしけかのす-

くけ くぇしっさうけいくけ う し すけつくけ すけかおけゃぇ ょけいぇ しぇ-
きけうさけくうは. ╀っい くうおぇおゃぇ うさけくうは, けぉぇつっ, 
けすしうつぇ: ”┿い しなき ぉせくすぇさ!”. /╁っょくぇゅぇ かうつう, 
つっ くっ かなあっ/. 
╇ けとっ: [けょっくぇ ゃ „╂けょうくぇすぇ くぇ きうさぇ” – 

1950-すぇ! ¨くぇいう, おけはすけ こけゃすけさうかぇ 9-すう 
おかぇし, いぇとけすけ „すぇおぇ え たぇさっしゃぇ”; おけはすけ うい-
ぉはゅぇかぇ くぇ すさっすうは ょっく けす ╂さぇょしおうは おけきう-

╁ぇくは っ ゅさぇょしおけ ょっすっ けす „╂さぇ-
ょなす くぇ ょけぉさけすぇすぇ” うかう 

„╂さぇょなす くぇ ]かけゃけすけ”, おぇおすけ 
すは くぇさうつぇ ╉ぇいぇくかなお. [ぇしすっ ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ きうくぇかうは ゃっつっ ゃっお 
ゃ すっしくうすっ う きぇゅうつくう せかうつおう 
きっあょせ ╀けいせおけゃけすけ おぇそっくっ, 
ちなさおゃぇすぇ „╈けぇく ‶さっょすっつぇ” う 
おなとぇすぇ, おなょっすけ くはおけゅぇ あうゃはか 
╂っけさゅう ╉うさおけゃ... ╋ぇたぇかぇすぇ, 
こさなしくぇすぇ くぇ っょくぇ おさぇつおぇ けす 
つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”, ょけおなょっすけ 
╁ぇくは けすうゃぇかぇ おぇすけ せ ょけきぇ しう, 
こけ つったかう. ╉なとぇすぇ くぇ „『ぇさ ]う-
きっけく ╁っかうおう”, おなょっすけ しっゅぇ っ 
ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ くぇ けぉとうく-
しおうは すっぇすなさ, いぇ ╁ぇくは っ そぇく-
すぇしすうつくぇすぇ すっぇすさぇかくぇ しちっくぇ 
くぇ ょっすしすゃけすけ. ] こさうはすっかおう すぇき 
うゅさぇっかう くぇ ょゃけさぇ ゃ こなさゃうすっ しう 
こさっょしすぇゃかっくうは. ╁ しなこけしすぇゃおぇ-
すぇ くぇ すっいう そぇおすう ゃ きうくぇかけすけ う 
ょくっし ╁ぇくは けすおさうゃぇ くっゃうょうきぇ 
ゃさないおぇ. ′っゃうょうきぇ, くけ うしすうく-
しおう しなさょっつくぇ ゃさないおぇ ╁ぇくは けこな-
ゃぇ う きっあょせ ょさせゅう ょゃっ ゅさぇょしおう 
すけつおう: おなとぇすぇ, おなょっすけ あうゃっっ 
おぇすけ きぇかおぇ, う ╃けきぇ くぇ ╃せたぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお: つうすぇかうとっ ”╇しおさぇ”. 
╉なとぇすぇ くぇ くっえくけすけ ょっすしすゃけ こけ-
おなしくけ っ ょぇさっくぇ くぇ つうすぇかうとっ-
すけ... ╁ぇくは う ょけ ょくっし すなゅせゃぇ, つっ 
くっ は こせしおぇす ょぇ は ゃうょう いぇ こけ-
しかっょくけ, こさっょう ょぇ ぉなょっ しなぉけ-
さっくぇ... ╆ぇとけ すけゃぇ っ ぉうかけ すけか-
おけゃぇ ゃぇあくけ いぇ くっは? ′っ いぇとけすけ 
しっ ゅけゃけさう, つっ すぇき っ くぇきっさっくけ 
しおさうすけ けす すせさちうすっ いかぇすけ, ぇ  いぇ-
とけすけ おなとぇすぇ くぇ ょっすしすゃけすけ え っ 
しゃなさいぇくぇ し つうすぇかうとっすけ: ”┿おけ 
うきぇ しちっくぇ う こさけあっおすけさ – すけゃぇ 
っ あうゃけすなす!”. ╆ぇとけすけ こさけょなかあぇ-
ゃぇ ょぇ しなくせゃぇ すっぇすなさ. ╆ぇとけすけ: 
”′うっ ぉはたきっ さぇいかうつくう う せきくう, 
しうかくう う ぉせえくう ょっちぇ けす きぇたぇ-
かぇすぇ, おさなしすけしゃぇたきっ こけ せかうちう-
すっ う ゃなさてったきっ とせさけすうう. ╉けえ 
いくぇっ おぇおゃう さぇいぉけえくうちう とはたぇ 
ょぇ ういかはいぇす けす くぇし, ぇおけ くっ ぉってっ 
つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”, ぇおけ くっ ぉはたぇ 
たけさぇすぇ けす 〈っぇすなさぇ? „〈っぇすなさなす 
くう しこぇしう!”. ¨とっ けす きぇかおぇ くぇ 
しちっくぇすぇ くぇ „╇しおさぇ” ╁ぇくは ‶けこけ-
ゃぇ こけきくう おぇお ょっしっすうくぇ ょっつせさ-
かうゅぇ すうつぇかう ょぇ え こうこくぇす つぇく-
すぇすぇ くぇ せかうちぇすぇ, いぇとけすけ: ”〈は 
うゅさぇっ ゃ „╇しおさぇ!”. ¨くけゃぇ きけきう-
つっ, おけっすけ う ょくっし しう っ しなとけすけ, 
こさういくぇゃぇ, つっ くっ っ けす すけいう しゃはす 
- こさっきうくぇゃぇ こさっい っあっょくっゃうっ-
すけ おぇすけ こさっい くぇすさせこぇくう こぇせいう 
きっあょせ ょゃっ こけはゃう くぇ しちっくぇ-
すぇ. [けかうすっ しぇ くぇえ-さぇいかうつくう: 
あせさくぇかうしす, こさっこけょぇゃぇすっか こけ 
ぉなかゅぇさしおう っいうお う かうすっさぇすせさぇ, 
こけっす, ょせぉかぬけさ くぇ そうかきう..., ゃっ-
しすくうおぇさ. ]ちっくうすっ – „┿さしっくぇか”, 
[ぇょうけ „╁うし ╁うすぇかうし”, ╂うきくぇいうは 
„′うおけかぇ ╁ぇこちぇさけゃ”, ゃっしすくうお 
„╀ういくっし ╉ぇいぇくかなお”, ╃]¨ „》う-
ょさぇゃかうおぇ”, ゅさぇょしおけすけ [ぇょうけ, 
せつうかうとっすけ ゃ 〈なさくうつぇくっ... [け-
かうすっ, おけうすけ ╁ぇくは こけっきぇ ゃ さっぇか-
くうは あうゃけす, いぇ くっは しぇ こけ-しおけさけ 
ぇおすぬけさしおう こさっゃなこかなとっくうは くぇ 
すっぇすさぇかくぇすぇ しちっくぇ. ╅うゃけすなす 
こさっきうくぇゃぇ ゃ 〈っぇすなさ, 〈っぇすな-
さなす – ゃ ╅うゃけす. ‶さったけょうすっ しぇ 
くっこさっしすぇくくう, っしすっしすゃっくう う くっ-
いぇぉっかっあうきう. ╃けさう, ょけおぇすけ ゅう 
ゅけゃけさうき. 

¨す „╇しおさぇ” ょけ
„╇ゃぇく ′っょはかおけゃ”

╃っすしすゃけすけ くぇ ╁ぇくは きうくぇゃぇ ゃ 
„╆ぇぉさぇゃっくうは ゅさぇょ” – し ょけきけゃっ-
すっ くぇ うくあっくっさうすっ, ぇょゃけおぇすうすっ 

う ょけおすけさうすっ ゃ ちっくすなさぇ, 
おけうすけ ゃっつっさ けすうゃぇす くぇ すっ-
くうし, くけ う し おなとせさおうすっ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ さぇぉけすくうちう, 
すうつぇとう しかっょ ゃけは くぇ しうさっ-
くぇすぇ しせすさうく  おなき そぇぉさう-
おぇすぇ: ょゃぇ しゃはすぇ, くけ おけうすけ 
けぉぇつっ „くっ しう こさっつぇす”. 
╃っすしすゃけ きっあょせ ょゃっすっ しちっ-

くう – くぇ つうすぇかうとっすけ う せつう-
かうとっすけ, おなょっすけ ╁ぇくは こさぇ-
ゃう ょっすしおう すっぇすさぇかくう せすさぇ 
う ょうさうあうさぇ たけさ. ”‶うかっ 
こうしおぇ ゃ さけしくぇ てせきぇ...” – 
すけゃぇ っ こっしっく, つうえすけ すっおしす  

╁ぇくは  こけきくう こさっい せつせょゃぇ-
くっすけ くぇ ょくってくけすけ ゃさっきっ. 
╃っすしすゃけすけ くぇ さっちうすぇ-

ちううすっ: /”]せすさうく さぇくけ ゃ 
こかぇくうくぇすぇ し おけけこっさぇすけさう 
ゃなさゃうき...”/. 
╃っすしすゃけ ゃ ╀うぉかうけすっおぇ-

すぇ - ╁ぇくは つっすっ けす すさうゅけ-
ょうてくぇ う けとっ きぇかおぇ, ぉっい 
ょぇ いくぇっ ちうそさうすっ, し ょかぇく 
こけおぇいゃぇ つうすぇすっかしおうは しう 
くけきっさ 5. ‶け-おなしくけ, ょけおぇ-
すけ せつう いぇょけつくけ ぉなかゅぇさしおぇ 
そうかけかけゅうは ゃ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす, ╁ぇくは ういくぇしは 
し „ゃさないおう” ゃおなとう こけかけ-
ゃうくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ, いぇ ょぇ 
しっ ゅけすゃう こけ かうすっさぇすせさぇ. 
/”╋けっすけ ゅけかはきけ せつうかうとっ っ 
ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ”!/
╃っすしすゃけ, おけっすけ こけきくう おせ-

こけくくぇすぇ しうしすっきぇ う せょぇさっ-
くうすっ こっつぇすう, いくぇお, つっ しう 
たけょうか くぇ ぉぇくは... 
╃っすしすゃけ, おけっすけ は こさぇとぇ 

う し きぇきぇ いぇ こさなゃ こなす ゃ 
„┿さしっくぇか”: „╉ぇおゃけ っ すけゃぇ? 
- こうすぇ ╁ぇくは くぇ さぇぉけすくけすけ 
きはしすけ くぇ きぇきぇ ゃ ╆ぇゃけょ 2” 

– „╀けくぉけくう”, けすゅけゃぇさはす おけ-
かっゅうすっ こさっょ おせすううすっ し こぇ-
すさけくう... 
╃っすしすゃけ, ゃ おけっすけ しすなさつぇす 

┿ゃすけさうすっすう. ╉けっすけ こけきくう し 
ゅかぇしぇ くぇ きぇきぇ しきなさすすぇ くぇ 
]すぇかうく おぇすけ いぇゅせぉぇ くぇ くぇえ-
ぉかういなお さけょくうくぇ: ”╁ぇくは, つう-
つおけ ]すぇかうく せきさは!” 
╃っすしすゃけ, こさっい おけっすけ きうくぇ-

ゃぇす せつうすっかはす 〈けょけさ ╁かぇたけゃ 
/‶けおかけく!/, こさうきぇすぇ 〈ぇくは 
╋ぇしぇかうすうくけゃぇ し „〈っぇすなさ, 
かのぉけゃ きけは!”, せつうすっかはす ╇ゃぇく 
╉ぇぉぇおつうっゃ う ╅けさけ ′うおけかけゃ 

おぇすけ さっあうしぬけさう; ゃ おけっすけ 
╁ぇくは けとっ ゃ てっしすう おかぇし しっょう 
ゃ 〉こさぇゃうすっかくうは しなゃっす くぇ 
つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”, さっょけき ょけ 
』せょけきうさ!...
╃っすしすゃけ くぇ ]ゃっすうくう. ╆ぇさぇ-

ょう おけっすけ きけあって ょぇ ぉはゅぇて けす 
せつうかうとっ. ╇ ╁ぇくは ゅけ こさぇゃう.

╀はゅしすゃぇすぇ くぇ ╁ぇくは
こさけょなかあぇゃぇす ちはか あうゃけす 

„】けき くっとけ っ ゅかせこぇゃけ – ぉは-
ゅぇえ! ╇くぇつっ う すう しう ゅかせこぇお.” 
- すけゃぇ っ くぇせつうかぇ ╁ぇくは けす 
たうかはょうすっ しすさぇくうちう くぇ ]けか-
あっくうちうく. ╉けゅぇすけ こけしすけはく-
くけ いぇおなしくはゃぇかぇ いぇ さぇぉけすぇ 
ゃ „┿さしっくぇか”, ょけくけしくうちう ょけ-
くぇしはかう, つっ ぉはゅぇ けす さぇぉけすぇ. 
╀うかぇ しこぇしっくぇ し こさっゅさなょおぇ 
けす ╂っけさゅう ╆ぇたぇさうっゃ, おけゅぇ-
すけ しかっょ ゃなこさけしぇ: ”╆ぇとけ いぇ-
おなしくはゃぇて?” ょけてなか けすゅけゃけ-
さなす: ”╆ぇとけすけ しこは...”. ╉けゅぇすけ 
ょぇあっ しかっょ かうつくぇすぇ きけかぉぇ ょけ 
╇ゃぇく ╉さなしすっゃ くっ は こさぇすうかう 
くぇ ぉさうゅぇょぇ くぇ ╀せいかせょあぇ /ぇ 
すけかおけゃぇ うしおぇかぇ!/ - ういぉはゅぇ-

かぇ くぇ かぇゅっさぇ ゃ [ぇゃょぇ; おけゅぇすけ 
しおせつくけゃぇすうすっ たけさぇ けす „》う-
ょさぇゃかうおぇ” くっ きけゅかう ょぇ したゃぇ-
くぇす うょっうすっ くぇ ╁ぇくは いぇ さぇぉけ-
すぇ ゃ おせかすせさぇすぇ – しっ „しおさうかぇ” 
ゃ „┿さしっくぇか”. ╉けゅぇすけ „せょぇさうすっ 
こけょ おさなしすぇ” ゃ „┿さしっくぇか” しすぇ-
くぇかう くっすなさこうきう, ╁ぇくは ‶けこけ-
ゃぇ ぉなさいけ ゃょうゅぇ きけとっく おけく-
ちっさす う しゃっすおぇゃうつくけ „しっ ょうゅぇ” 
くぇ せつうすっかしおけすけ こけこさうとっ ゃ 
ゅうきくぇいうは „′.╁ぇこちぇさけゃ”...
╁ぇくは ‶けこけゃぇ くっ っ きけきうつっ 

ゃ さぇきおぇ. 〈は しすさけてぇゃぇ さぇき-
おうすっ. ╉ぇすけ うしすうくしおう ぉせくすぇさ. 

]すうゅくぇかぇ ょけ すさっすうは おさなゅ ゃなゃ 
╁╇〈╇╆, おなょっすけ しっ ういしうこぇ-
かう ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす ょせいうくぇ 
おぇいぇくかなつぇくう, ╁ぇくは けぉぇつっ くっ 
こさっぉけさゃぇ すっぇすさぇかくぇすぇ ぇおぇ-
ょっきうは. ′はきぇ おぇお きけきうつっすけ 
けす こさけゃぇくしぇ ょぇ こさっぉけさう ょっ-
ちぇすぇ くぇ ┿こけしすけか ╉ぇさぇきうすっゃ 
う こさけつうっ ゃっかうつうは けす しちっくぇ-
すぇ. ╆ぇすけゃぇ こなお ╇くしすうすせすなす いぇ 
おせかすせさくう おぇょさう ゃ 》ぇしおけゃけ 
けすゃぇさは いぇ くっは てうさけおけ ゃさぇすう. 
〈ぇき くぇきうさぇ けとっ 10 おぇいぇく-
かなつぇくう – ゃしうつおう いぇおなさきっくう 
し おせかすせさくうは ょせた くぇ „╇しおさぇ”. 
╆ぇさぇょう くっゅけ ‶けこけゃぇ ういけしすぇ-
ゃは くぇきっさっくうっすけ いぇ そうかけかけ-
ゅうは ゃなゃ ╁っかうおけすなさくけゃしおうは 
せくうゃっさしうすっす. ‶けしかっ こなお は いぇ-
ゃなさてゃぇ し けすかうつうっ ゃ ]けそうは. 
[ぇいこさっょっかっくぇ いぇ さぇぉけすぇ おぇすけ 
しっおさっすぇさ ゃ „╇しおさぇ”, ╁ぇくは っ 
こけしさっとくぇすぇ けす ╁ぇしうか 【う-
ゃっくおけゃ, くけ すぇいう しさっとぇ くうおぇお 
くっ え たぇさっしゃぇ, けすおぇいゃぇ しっ けす 
すぇは さぇぉけすぇ う しっ こさうぉうさぇ けぉ-
さぇすくけ ゃおなとう. ′ぇえ-すぇかぇくすかう-
ゃうすっ ぉうゃてう きかぇょう うしおさうしすう, 
ゃなさくぇかう しっ ゃ ╉ぇいぇくかなお しかっょ 

せつっくうっすけ, しこけさっょ ╁ぇくは – こけ-
しかっょくう くぇきっさうかう さぇぉけすぇ: 
”‶さけさけおなす っ くうおけえ ゃ しゃけは 
ゅさぇょ”.    
„╋くけゅけ ょっちぇ けす ╉ぇいぇくかなお 

しおけつうたぇ けす しちっくぇすぇ くぇ „╇し-
おさぇ” くぇ しちっくぇすぇ くぇ ╁╇〈╇╆, 
おぇいゃぇ ╁ぇくは う すぇおぇ ぉっかっあう 
つぇしす けす こさうくけしぇ くぇ ぅゃかっくうっ-
すけ „』うすぇかうとっ „╇しおさぇ” ゃ さけょ-
くぇすぇ おせかすせさくぇ しさっょぇ. „╉せか-
すせさくうはす ょせた ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ 
こさっくぇしはてっ おぇすけ しゃっすっとぇ とぇ-
そっすぇ きっあょせ こけおけかっくうはすぇ.”, 
すぇおぇ こけっすっしぇすぇ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ 
けぉかうつぇ ゃ きっすぇそけさう うしおさうちう-
すっ こけさうゃう くぇ おぇいぇくかなつぇくう 
おなき しうかぇすぇ くぇ ょせたぇ. ╇しすうく-
しおぇ „╃なさあぇゃぇ くぇ ょせたぇ” おぇ-
いぇくかなつぇくう しう くぇこさぇゃうかう こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ う ゃ „┿さしっくぇか”. 
╁ すぇは ╃なさあぇゃぇ ╁ぇくは っ こさう-
っすぇ くぇ さぇぉけすぇ しかっょ おけくおせさし 
う ょなかゅけ つぇおぇくっ, いぇさぇょう こさけ-
ゃっさおう くぇ ぉうけゅさぇそうはすぇ, こさう-
おかのつうかう し けぉはしくっくうは こさっょ 
きうかうちうはすぇ. /╁ぇくは しっ てっゅせゃぇ, 
つっ けす きぇかおぇ しっ ゃなさすはかぇ おさぇえ 
ゃかぇしすすぇ – けとっ ょけおぇすけ けぉうおぇ-
かはかぇ おさぇえ きうかうちけくっさしおぇすぇ 
こうさぇきうょおぇ し つうつおけすけ ゃ せくう-
そけさきぇ くぇ こかけとぇょぇ./ 
╁ „┿さしっくぇか” ╁ぇくは くぇきっさうかぇ 

きくけゅけ きけょっさくう いぇ ゃさっきっすけ 
しう たけさぇ – ╇ゃぇく ╃っつっゃ, ╉けしすぇ 
]すぇえおけゃ, ]すっそぇく ′けっゃ... ぅさ-
おうすっ かうつくけしすう こけしかっ ぉうかう 
こさなしくぇすう こけ きくけゅけ きっしすぇ, 
いぇっょくけ ぉうかう ょけしすぇすなつくけ 
けこぇしくう しなし しゃけぉけょけきうしかうっ-
すけ しう. ] こけつうすぇくうっ, おぇすけ いぇ 
けゅなく-つけゃっお, ╁ぇくは ゅけゃけさう いぇ 
ょうさっおすけさぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせ-
さぇすぇ – ╋うかおけ ╋うかぇくけゃ. ‶けき-
くう おぇお し ╃っくつけ 》ぇさういぇくけゃ 
いぇっょくけ いけゃはかう, つっ ゃっつっ くはきぇ 
くせあょぇ けす きぇくうそっしすぇちうう... 
╁ „┿さしっくぇか”, こさっい おけえすけ しぇ 

きうくぇかう ちっかう 9 ょせてう けす しっ-
きっえしすゃけすけ くぇ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ, 
すは しっ しこうさぇかぇ しすなこうしぇくぇ う けす 
こさけしすう つけゃっておう こけしすなこおう, 
いぇこっつぇすぇくう ゃ しかせつおう おぇすけ 
すけいう そぇおす: おけかっゅう けすさぇぉけす-
ゃぇす ょなかゅけ ゃさっきっ こなかくぇすぇ 
いぇこかぇすぇ くぇ しゃけえ おけかっゅぇ, けす-
しなしすゃぇと いぇさぇょう ぉけかっょせゃぇ-
くっ... ‶けきけと けす おけかっゅう うょゃぇ う 
いぇ きぇえおぇすぇ くぇ ╁ぇくは – こけしすさぇ-
ょぇかぇ こさう ぇゃぇさうは ゃ いぇゃけょ 2. 
╁ „┿さしっくぇか” ╁ぇくは ゃうあょぇ 

いぇ こさなゃ こなす くぇえ-きけょっさくぇすぇ  
さぇょうけすったくうおぇ せ くぇし – すぇおぇ-
ゃぇ くはきぇす ょけさう ゃ ╀′[. ╁ ぇさ-
しっくぇかしおけすけ さぇょうけ すは し けぉうつ 
しっ せつう くぇ あせさくぇかうしすうおぇ くぇ 
ょっかけ, ょけおぇすけ いぇゃなさてゃぇ すっ-
けさうはすぇ ゃ ]けそうえしおう せくうゃっさ-
しうすっす こさう こさけそ. ╁っしっかうく 
╃うきうすさけゃ. ╉けくちっさすうすっ いぇ 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう, さぇい-
おぇいうすっ いぇ あうすっえしおう しなょぉう う 
こさけそっしうけくぇかくう せしこったう, きせ-
いうおぇすぇ, し おけはすけ さぇょうけすけつおうすっ 
けゅかぇしはす ちったけゃっ, おぇくちっかぇさうう 
う ぇかっう... すけいう ょせた くっ しっ いぇ-
ぉさぇゃは... ╉ぇおすけ くっ しっ いぇぉさぇゃは 
う こさけそっしうけくぇかういきなす う しなさ-
ちっすけ くぇ ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ, おけはすけ 
けす きっさぇお いぇ くはおけう とせさう こさっ-
ょぇゃぇくうは こけくはおけゅぇ うょゃぇかぇ くぇ 
さぇぉけすぇ ょけさう こけ くけとくうちぇ... 
╆ぇすけゃぇ, おけゅぇすけ は きっしすはす おぇすけ 
いぇき.-ょうさっおすけさ くぇ ぇさしっくぇか-
しおうは ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ, ╁ぇくは  
ょなかゅけ ぉけかっょせゃぇ いぇ さぇょうけすけ. 

すっす くぇ ╉けきしけきけかぇ, いぇとけすけ „さぇぉけすぇすぇ っ きくけゅけ しおせつくぇ”; おけはすけ けすおぇいゃぇ ょうさっお-
すけさしおけすけ きはしすけ ゃ ぉうぉかうけすっおぇすぇ, いぇとけすけ: ”╉ぇおゃけ とっ こさぇゃう こけ ちはか ょっく し すうは 
しかけあくう しうゅくぇすせさう?...”; おけはすけ しっ けすっゅつぇゃぇ しさっょ „けゅさぇくうつっくうすっ したゃぇとぇくうは くぇ 
すけゅぇゃぇてくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ „》うょさぇゃかうおぇ” う ょけぉさっ, つっ ゃ „┿さしっくぇか” くぇきうさぇ 
いぇ ちっかう ょっしっす ゅけょうくう しこぇしっくうっすけ しう けす しおせおぇすぇ う けす ゃっつくぇすぇ しう かうつくぇ すさっしおぇ 
いぇ ‶さけきはくぇ. ¨しすさけゃなす くぇ しこぇしっくうっすけ っ „┿さしっくぇか”. ]こぇしうすっかおぇすぇ: ぅくおぇ ]こぇ-
しけゃぇ. ¨しすさけゃなす, けぉぇつっ, しっ けおぇいゃぇ ちはかぇ ょなさあぇゃぇ. ‶さう すけゃぇ: ”′っ しぇきけ ╃なさあぇゃぇ 
くぇ すったくうつっしおうすっ うくけゃぇちうう, くけ う ╃なさあぇゃぇ くぇ ょせたぇ!” ╁ すぇいう こさっおさぇしくぇ ょなさあぇ-
ゃぇ ╁ぇくは けしすぇゃぇ けす しさっょぇすぇ くぇ しっょっきょっしっすすっ くぇ 20-すう ゃっお ょけ しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ. 
‶さっい すけゃぇ ゃさっきっ すは „けてっすゃぇ” ちはかぇすぇ おせかすせさぇ うい けさなあっえくうちぇすぇ: すっぇすさぇかくぇすぇ 
すさせこぇ, さぇょうけすけ, そうかきけすっおぇすぇ, かうすっさぇすせさくうは おかせぉ..., ゃしうつおけ, とけ っ ゃ けぉしっゅぇ くぇ 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ...: ”¨す すけゃぇ てっすぇくっ けとっ しっ ょうゅぇ こせてっお”. 
╃けぉさっ, つっ きっ ういきなおくぇ ゃ „┿さしっくぇか” ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ”..., ぉかぇゅけょぇさくぇ っ ╁ぇくは ‶け-

こけゃぇ – つっしすけ こさうゃうおゃぇくぇすぇ ゃ ‶ぇさすうえくうは おけきうすっす う きけあっ ぉう - くぇえ-しかっょっくぇすぇ 
あっくぇ ゃ おけきぉうくぇすぇ, くぇえ-ょけくぇしはくぇすぇ, くぇえ-くっせこさぇゃかはっきぇすぇ...〈ぇおぇ しっ こさけつせかぇ, 
つっ こさう こけしさっとぇくっすけ, しかっょ こさうゃうおゃぇくっ ゃ きうかうちうはすぇ, きなあなす いぇょ こさけいけさつっすけ 
きけきっくすぇかくけ は さぇいこけいくぇか: ”〈う しう ╁ぇくは ‶けこけゃぇ, くぇかう?” ╋なあなす し ょなかゅうすっ きうゅ-
かう. ╉けえすけ は けすおさうゃぇ  いぇ ちはか あうゃけす.    

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

〈は っ けす けくっいう ぉなかゅぇさおう, おけうすけ うしおさっくけ くけしはす 
╀なかゅぇさうは ゃ しなさちっすけ しう. ′っ しぇきけ いぇさぇょう こさっ

あうゃっくうすっ しすさぇょぇくうは けす ょっょうすっ え, ぇ う いぇさぇょう ゃない
こうすぇくうっすけ, こけかせつっくけ けす くっえくうすっ さけょうすっかう, あっさす
ゃう くぇ こさけゅけくゃぇくっすけ くぇ ぉなかゅぇさうすっ けす ¨ょさうくしおぇ 
〈さぇおうは, くけ う いぇさぇょう ちっかうは え ういゃなさゃはく こなす. 
╁うくぇゅう しなき しっ ゃないたうとぇゃぇかぇ くぇ かのぉけゃすぇ, おけは

すけ くぇきうさぇ ゃ ょせきう う ょっえしすゃうは, ゃ あうゃぇすぇ しうかぇ くぇ 
こけゃうおぇ くぇ おさなゃすぇ, おけえすけ くけしう, いぇ ょぇ ういさぇいう こさう
くぇょかっあくけしすすぇ しう おなき ぉなかゅぇさしおうは さけょ, いぇ けくけゃぇ 
くっこけょこさぇゃっくけ つせゃしすゃけ くぇ けぉうつ う ょなかゅ おなき [けょう
くぇすぇ, いぇおなさくはかけ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく ゃ ょゃっすっ こけおけかっ
くうは しかっょ くっは. 
╋なつくけ とっ え くぇきっさはす いぇきっしすくうちう, おけゅぇすけ さってう 

ょぇ しこさっ し ぇおすうゃくぇすぇ しう けぉとっしすゃっくぇ さぇぉけすぇ, くっいぇ
ゃうしうきけ, つっ こけ こさういくぇくうはすぇ え „うきぇ すけかおけゃぇ きかぇょう 
たけさぇ, ゅけすけゃう ょぇ さぇぉけすはす いぇ さけょけかのぉうゃぇすぇ おぇせいぇ”. 
╇ しうゅせさくけ っ こさぇゃぇ. ′け う くっ っ かっしくけ ょぇ しっ くぇきっ
さはす しかせあうすっかう くぇ おぇせいぇ こけ しなさちっ ょくっし. ¨しけぉっくけ, 
おけゅぇすけ ょっかけゃけすけ しかせあっくっ くぇ さけょけかのぉうゃぇ おぇせいぇ 
くはきぇ くうとけ けぉとけ し ぉかうおぇとぇすぇ けす しなさちっすけ かのぉけゃ 
くぇ すっいう けす くっえくけすけ こけおけかっくうっ, ゅけすけゃう ょぇ ょぇょぇす 
う くぇえ-しゃはすけすけ しう ゃ うきっすけ くぇ ¨すっつっしすゃけすけ. ╂けすけゃ
くけしす, おけはすけ ゃうくぇゅう しっ せしっとぇ. 〈ぇおぇ, おぇおすけ しぇ ゅけ 
こさぇゃうかう ょっょうすっ え, すぇおぇ, おぇおすけ っ ゃないこうすぇくぇ しぇ
きぇすぇ すは. 
╁ ょくうすっ, ゃ おけうすけ しすさぇくぇすぇ くう しっ かせすぇ きっあょせ こけ

さっょくうは しかせあっぉっく こさっきうっさ, けしすぇすなちうすっ けす くぇさけ
ょっく ゅくはゃ う ゃさはゃぇ こけ ぉなかゅぇさしおうすっ せかうちう, けすっおゃぇ 
おぇすけ ゅかせたけ ったけ う こけさっょくけすけ つっしすゃぇくっ くぇ ╃っくは 
くぇ 〈さぇおうは. 〈けつくけ ゃ すっいう ょくう ういぉさぇたきっ ょぇ ゃう 
しさっとくっき し っょくぇ くっゃっさけはすくぇ う くっせきけさうきぇ あっくぇ, 
いぇ おけはすけ けこぇいゃぇくっすけ くぇ こぇきっすすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ぉなかゅぇさう, すはたくぇすぇ うしすけさうは, けすしすけはゃぇくっすけ くぇ こさぇ
ゃぇすぇ くぇ すったくうすっ くぇしかっょくうちう っ こさっゃなさくぇすけ ゃ あう
すっえしおぇ おぇせいぇ, ぇ しなたさぇくはゃぇくっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
おけさっくう - くぇつうく くぇ あうゃけす - ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ こさっょ
しっょぇすっかおぇ くぇ 〈さぇおうえしおけすけ  ょさせあっしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
„╉ぇこうすぇく ‶っすおけ ゃけえゃけょぇ”, ゃうょくぇすぇ けぉとっしすゃっくうつ
おぇ, ぇおすうゃくぇすぇ ゅさぇあょぇくおぇ, せつうすっかおぇすぇ ╉けしすぇょうくおぇ 
╃うきうすさけゃぇ.

〈っいう ょくう しぇ けしけぉっくけ くぇすけゃぇさっくう いぇ 
すさぇおうえちう う いぇ ╉けしすぇょうくおぇ ╃うきう

すさけゃぇ, いぇとけすけ こさっょしすけはす こけさっょくうすっ 
ゅけかっきう つっしすゃぇくうは くぇ ╃っくは くぇ 〈さぇおうは, 
しなゃこぇょぇとう う し のぉうかっえくうすっ すなさあっしすゃぇ 
こけ こけゃけょ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす ╀ぇかおぇく
しおぇすぇ ゃけえくぇ. 〈は う しこけょゃうあくうちうすっ え, し 
ゅけかはきぇすぇ う くっけちっくうきぇ こけきけと う こけょ
おさっこぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う かうつくけ 
くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おぇおすけ う くぇ 
おけきぇくょうさぇ  くぇ ╉ぇさかけゃしおぇすぇ ぉさうゅぇょぇ, 
くぇ ╇しすけさうつっしおうは きせいっえ „╇しおさぇ”, しぇ ゃ 
けしくけゃぇすぇ くぇ ゅけかっきうすっ つっしすゃぇくうは ゃ ╉ぇ
いぇくかなお. 『っかすぇ っ こけ ゃさっきっ くぇ つっしすゃぇくう
はすぇ きかぇょうすっ ょぇ くぇせつぇす こけゃっつっ いぇ おなさ
ゃぇゃうすっ ゅけょうくう くぇ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ 
う いぇ けくけゃぇ, おけっすけ っ けしすぇくぇかけ ゃ  いっきう
すっ くぇ ょっょうすっ くう けすゃなょ ゅさぇくうちぇすぇ. ‶け 
すさぇょうちうは くぇ 23-すう きぇさす う すぇいう ゅけょうくぇ 
くぇしかっょくうちうすっ くぇ すさぇおうえしおうすっ ぉなかゅぇ
さう けすくけゃけ とっ ういきうくぇす さぇいしすけはくうっすけ 
ょけ ┿えゃぇい ぉぇぉぇ, いぇ ょぇ こけょくっしぇす ゃっくちう 
う ちゃっすは う こさっかっはす しおなこう こけおけえくうちう, 
ゃけうくうすっ けす „23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう 
こけかお” くぇ ゃけっくくけすけ ゅさけぉうとっ  くぇょ ¨ょ
さうく. ╆ぇっょくけ し すはた とっ っ う しゃっとっくうおなす 
ゃ すぇきけてくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ こさぇゃけしかぇゃくぇ 
しゃっすうくは „]ゃっすう ╂っけさゅう” ┿かっおしぇくょなさ 
』っおさなお. 
′ぇ ゃさなとぇくっ こけぉっかっかうすっ おけしう とっ しぇ 

しゃうかう ゃ てっこう  いさなくちぇ ぉなかゅぇさしおぇ こさなしす 
けす さけょくぇすぇ いっきは う すぇえくけ とっ しっ くぇょはゃぇす 
すっいう しかっょ すはた ょぇ くぇきっさはす しうかう う しさっょ
しすゃぇ, とけすけ ょぇ ゃないょうゅくぇす こけょけぉぇゃぇと 
こぇさぇおかうし いぇ こぇきっす う きけかうすゃぇ くぇ ぉなか
ゅぇさしおけすけ ゃけっくくけ ゅさけぉうとっ おさぇえ ¨ょさうく. 
„╇ とっ ゅけ ぉなょっ すけいう ょっく.”, せぉっょっくぇ っ 

╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ - こさっょしっょぇすっか 
くぇ 〈さぇおうえしおけすけ ょさせあっしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお.

╃っく くぇ 〈さぇおうは っ 26 きぇさす, こさう
っす いぇ っょうく けす ょくうすっ ゃ ぉなか

ゅぇさしおうは おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおう 
おぇかっくょぇさ. ′ぇ すけいう ょっく しっ つっしすゃぇ 
こけょゃうゅなす くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゃけえくう, 
こぇょくぇかう おさぇえ ¨ょさうく う うい すさぇおうえ
しおうすっ こけかっすぇ, おぇおすけ う こけつうすすぇ う 
こぇきっすすぇ おなき たうかはょうすっ ぉなかゅぇさう 
- すさぇおうえしおう ぉっあぇくちう, くぇきっさうかう 
こけょしかけく ゃ こさっょっかうすっ くぇ ╀なかゅぇ
さうは う いぇこぇいうかう さけょけゃぇすぇ しう こぇ
きっす. 』っしすゃぇ しっ おぇすけ ゅけょうてくうくぇ けす 
ょっくは, ゃ おけえすけ っ こさっゃいっすぇ ¨ょさうく
しおぇすぇ おさっこけしす くぇ 26 きぇさす 1913 ゅ. 
けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは こさっい ╀ぇか
おぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ (1912-1913). ¨す 
20-すっ ゅけょうくう くぇ 》》-すう ゃっお すさぇ
おうえしおうすっ ょさせあっしすゃぇ, ぇさきうはすぇ, 
ちなさおゃぇすぇ う ぉなかゅぇさしおぇすぇ おせかすせさくぇ 
けぉとっしすゃっくけしす つっしすゃぇす ╃っくは くぇ こけ
ぉっょぇすぇ おさぇえ ¨ょさうく. ¨す 2006 ゅけょう
くぇ すけいう ょっく っ こさういくぇす けそうちうぇかくけ 
う けす ぉなかゅぇさしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ いぇ 
╃っく くぇ 〈さぇおうは.

- ╇きぇ かう おけえ ょぇ こけっきっ とぇそっすぇすぇ しかっょ ╁ぇし? 
- ′ぇょはゃぇき しっ... ╇きぇ すけかおけゃぇ きくけゅけ しっきっえしすゃぇ, おけうすけ しぇ こさっ

あうゃっかう せあぇしぇ くぇ ゃけえくぇすぇ う くぇ こさけおせあょぇくっすけ けす さけょくうすっ きっし
すぇ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しう ゅけ こさっあうゃはか, いぇ ょぇ ゅけ こさっょぇょって くぇ ょっちぇすぇ 
しう う すっ ょぇ うきぇす あっかぇくうっすけ ょぇ けすしすけはゃぇす う こぇいはす しこけきっくぇ いぇ 
ょっょうすっ う いっきうすっ うき. ╇きぇ う きくけゅけ きかぇょう たけさぇ, おけうすけ くっ しぇ すさぇ
おうえちう, くけ うきぇす あっかぇくうっ ょぇ しすぇくぇす つぇしす けす くぇし. ╃せたなす っ あうゃ. 
╇ ゃ すけゃぇ っ くぇょっあょぇすぇ きう.

]こけさっょ ┿くゅけさしおうは ょけゅけゃけさ, 
こさういくぇす う けす ╄], ょくっし けぉっいとっ

すっくうっすけ いぇ くぇしかっょくうちうすっ くぇ すさぇ
おうえしおうすっ ぉなかゅぇさう っ 10 きうかうぇさょぇ 
ょけかぇさぇ, おけうすけ ╀なかゅぇさうは すさはぉゃぇ ょぇ 
こけうしおぇ けす 〈せさちうは.〈せさしおぇすぇ しすさぇくぇ 
くっ けしこけさゃぇ しせきぇすぇ, くけ ょけ きけきっくすぇ 
う くはきぇ くぇこさぇゃっくう おぇおゃうすけ う ょぇ っ 
こけしすなこかっくうは いぇ くっえくけすけ こかぇとぇくっ. 
¨おけかけ 800 たうかはょう しぇ くぇしかっょくうちう
すっ くぇ ぉなかゅぇさうすっ けす ╇いすけつくぇ 〈さぇ
おうは, ういしっかっくう けす さけょくうすっ しう きっし
すぇ こさっい 1913 ゅ. いぇさぇょう っすくうつっしおけ 
こさけつうしすゃぇくっ けす しすさぇくぇ くぇ ¨しきぇく
しおぇすぇ うきこっさうは.

¨す 23 ゅけょうくう すは っ くぇつっかけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ, しかっょ 
おぇすけ こけっきぇ こけしすぇ けす しゃけは ぉぇとぇ - おけきっくょぇくす-

こけあぇさくうおぇさはす ‶っえけ ]ぇゃけゃ. ╁ こけしかっょくうすっ 30 ゅけょう
くう っ さっゃくけしすっく つかっく くぇ ょさせあっしすゃけすけ う さぇょっすっか いぇ 
けこぇいゃぇくっすけ くぇ うしすけさうはすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ぉなかゅぇさう う 
いぇ ゃさなとぇくっすけ くぇ いっきうすっ う うきけすうすっ くぇ こさけおせょっくうすっ 
けす ょけきけゃっすっ しう くぇてう しなくぇさけょくうちう. ╁ のさうょうつっしおぇすぇ 
ぉうすおぇ いぇ すけゃぇ ゅけょうくう くぇさっょ ╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ 
っ しさっょ くぇえ-ぇおすうゃくうすっ. 〈は しぇきぇすぇ うきぇ ょぇ こけかせつぇゃぇ 
こぇさうつくけ ゃないきっいょうっ いぇ 470 ょっおぇさぇ こかけょけさけょくう いっきう, 
けしすぇゃっくう  ゃ ¨ょさうくしおぇ 〈さぇおうは. 
〈は っ う すぇいう, おけはすけ けす 1992 ゅけょうくぇ くぇしぇき っあっゅけょくけ 

けさゅぇくういうさぇ こけしっとっくうは こけ さけょくうすっ いっきう くぇ すさぇおうえ
しおうすっ ぉなかゅぇさう. [ぇいおぇいうすっ え いぇ すっいう すなあくう っおしおせさいうう 
しぇ こさけこうすう し かのぉけゃ う ぉけかおぇ こけ けしうさけすはかぇすぇ さけょくぇ 
いっきは, いぇ けしすぇゃっくうすっ くぇ こさけういゃけかぇ くぇ うしすけさうはすぇ おけ
さっくう. 〉ぉっょっくぇ, つっ しなし しなさちっ, こぇきっす う ょせてぇ くっとぇすぇ 
きけゅぇす ょぇ ういゅかっあょぇす う ょさせゅけはつっ, すは ゃっつっ すさう ょっしっすう
かっすうは しっ けこうすゃぇ ょぇ こぇいう あうゃけ けゅなくつっすけ くぇ ぉなかゅぇさ
とうくぇすぇ しさっょ くぇしかっょくうちうすっ  う こけすけきちうすっ くぇ すさぇおうえ
しおうすっ ぉなかゅぇさう.  
〈は しっ ゅけさょっっ し おけさっくうすっ しう けす ゅけかはきけすけ ぉなかゅぇさしおけ 

しっかけ ╀せかゅぇさおぬけえ, ¨ょさうくしおけ. ‶け ゃさっきっ くぇ ╀ぇかおぇく
しおぇすぇ ゃけえくぇ しっかけすけ ょぇゃぇ 1135 ょせてう あっさすゃう - ういぉうすけ 
う ういおかぇくけ っ ちはかけすけ  きなあおけ くぇしっかっくうっ くぇ しっかけすけ - 
きなあっ う きけきつっすぇ. ]ぇきけ ゃ っょうく ょっく - 5-すう のかう, ╃っくはす 
くぇ さぇいけさっくうっすけ う す. くぇさ. ╉なさゃぇゃぇ くっょっかは,くぇ  ╀けえ
ょうくけゃうは きけしす ゃ しっかけすけ いぇ さぇいしすさっかはくう う こけしっつっくう し 
ょゃぇ けすおけしぇ 350 きなあっ くぇ ╀せかゅぇさおぬけえ. ╉けきぇくょぇすぇ いぇ 
すけゃぇ きぇしけゃけ おかぇくっ ょぇゃぇ ╉なょさう ぉっえ, おけえすけ こさうゃうおゃぇ 
こけ-さぇくけ ゃ せすさけすけ きなあっすっ くぇ ╀せかゅぇさおぬけえ くぇ おなさゃぇ
ゃぇすぇ しさっとぇ. ′っゃけかくう しゃうょっすっかう くぇ きぇしけゃけすけ せぉうえ
しすゃけ しすぇゃぇす きぇかちうくぇ あっくう くぇ あっさすゃうすっ, すさなゅくぇかう ょぇ 
ゅう こさうょさせあぇす. ¨ちっかはゃぇす しぇきけ 6-きぇ けす すはた, しおぇつぇえおう 
ゃなゃ ゃけょうすっ くぇ ╋ぇさうちぇ. ]さっょ あっさすゃうすっ っ う  ょはょけすけ 
くぇ ╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ – 35-ゅけょうてくうはす すけゅぇゃぇ 
]すぇきけ, ぉぇとぇ くぇ くっえくうは ぉぇとぇ. 【っしすうきぇすぇ けちっかっかう 
こけ-おなしくけ しすぇゃぇす こなさゃけさぇいおぇいゃぇつうすっ いぇ ゅけかはきぇすぇ  
おなさゃぇゃぇ ょけおせきっくすぇかくぇ おくうゅぇ くぇ ╊のぉけきうさ ╋うかっすうつ 
„[ぇいけさっくうっすけ くぇ すさぇおうえしおうすっ ぉなかゅぇさう”. ╉くうゅぇ, さぇい
おぇいゃぇとぇ いぇ ょさぇきぇすういきぇ くぇ けくっいう ゅけょうくう.
‶さけおせょっくう けす さけょくぇすぇ しう いっきは, さけょうすっかうすっ う ょっ

ょうすっ くぇ ╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ こさうしすうゅぇす ゃ ╀なかゅぇ
さうは こさっい 1913 ゅけょうくぇ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ しぇ いぇしっかっくう 
けす ╁ぇさくぇ ゃ おぇいぇさきう ゃ ‶かっゃっく, おなょっすけ ぉぇぉぇ え てうっ う 
こっさっ くぇ ゃけえくうちうすっ いぇ っょくぇ おけさぇ たかはぉ, ぇ  きなあっすっ けす 
さけょぇ ういおぇさゃぇす こさったさぇくぇすぇ しう おぇすけ つうさぇちう ゃ ゅさぇょぇ, 

おけえ おぇおゃけすけ くぇきっさう. ╃っちぇすぇ くぇ すさぇおうえちう, しさっょ おけうすけ う 
ぉぇとぇすぇ くぇ ╉けしすぇょうくおぇ, しぇ いぇつうしかっくう くぇ ”こけさちうけく” こけ 
すさう ょっちぇ くぇ っょくぇ ゃけえくうておぇ ぉぇおぇ, おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ うい
たさぇくう う 5-きぇ ゃけえくうちう ょくっゃくけ. ╀うかう すさせょくう きっしっちう. ]かっょ 
こっさうこっすうう しっきっえしすゃけすけ え しっ いぇしっかゃぇ ゃ しっかけ ┿すぇかけゃけ, 
ぅきぉけかしおけ, ぇ こけ-おなしくけ いぇさぇょう しかせあぉぇすぇ くぇ ぉぇとぇ え ゃ おぇ
いぇくかなておぇすぇ こけあぇさくぇ, おなょっすけ っ くぇいくぇつっく いぇ おけきっくょぇくす, 
しっきっえしすゃけすけ しっ きっしすう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇしっかゃぇす しっ ゃ す.くぇさ. 
„╀っあぇくしおう おゃぇさすぇか”, ゃ ういすけつくぇすぇ つぇしす くぇ ╉ぇいぇくかなお, おな
ょっすけ う ょくっし せかうちうすっ こぇいはす こぇきっすすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ぉなか
ゅぇさう う ぉけかおぇすぇ うき こけ さけょくうすっ きっしすぇ し かぇおけくうつくうすっ しう 
„╇かうくょっく”, ”‶っすさけゃぇ くうゃぇ”, „]すさぇくょあぇ”, „╋ぇさうちぇ” „5-すう 
のかう”. ╁ おゃぇさすぇかぇ, くぇしっかっく  こなさゃけくぇつぇかくけ し 46  しっきっえ
しすゃぇ くぇ すさぇおうえちう, けとっ こさっい  1926 ゅけょうくぇ ╉けしすぇょうくおぇ 
╃うきうすさけゃぇ しさっとぇ  こさけおせょっくぇすぇ くぇ ょっょうすっ え ╀なかゅぇさうは. ╇ 
すせお けしすぇゃぇ ょけ ょくっし. 
╇きっくくけ こさけおせょっくうすっ けす いっきうすっ しう ゃ ¨ょさうくしおぇ 〈さぇおうは 

ぉなかゅぇさう, ょけてかう ゃ くぇつぇかけすけ くぇ きうくぇかうは ゃっお ゃ こさけたけあょぇ
とうは うくょせしすさうぇかくけ ╉ぇいぇくかなお しぇ う  っょくう けす こなさゃうすっ う くぇえ-
すぇつっくう, くぇえ-きけあっとう さぇぉけすくうちう ゃ すけおせ-とけ こさっきっしすっくぇすぇ 
ゃ ゅさぇょぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ „ ┿さしっくぇか”. 〈っ しぇ う しさっょ くぇえ-くぇ
ゅさぇあょぇゃぇくうすっ う いぇっきぇとう けすゅけゃけさくう こけしすけゃっ さぇぉけすくうちう, 
おぇいゃぇ し ゅけさょけしす いぇ すはた ╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ. 〈は しぇきぇすぇ 
くはきぇ ぇさしっくぇかしおう おけさっくう, くけ あうゃけすなす え しっ っ しすっおなか すぇおぇ, 
つっ ちはか あうゃけす ょっかう こさけぉかっきう う さぇょけしすう し ぇさしっくぇかちう. ╆ぇ
すけゃぇ っ ういおかのつうすっかくけ ぉかぇゅけょぇさくぇ いぇ くっけちっくうきぇすぇ こけきけと, 
けおぇいゃぇくぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ, けす ]うくょうおぇかくうは 
おけきうすっす くぇ ╉′]╀ う かうつくけ けす くっゅけゃうは こさっょしっょぇすっか ┿すぇくぇし 
╀けいけゃ, いぇ くっけちっくうきぇすぇ こけょおさっこぇ こさう けさゅぇくういうさぇくっ くぇ 
ゃないこけきっくぇすっかくうすっ つっしすゃぇくうは くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゅさけぉうとぇ ゃ 
¨ょさうく いぇ すさぇおうえちう ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. „┿さしっくぇか” こけきぇゅぇ しなし 
しさっょしすゃぇ いぇ ゃっくちう,  ちゃっすは, けさゅぇくういぇちうは くぇ ぉっしっょう, おぇおすけ 
う いぇ ういょぇょっくぇすぇ しこっちうぇかくけ おくうゅぇ いぇ こぇきっすすぇ くぇ すさぇおうえ
しおうすっ ぉなかゅぇさう „╄たけ けす さけょけゃぇすぇ こぇきっす”. 
〈けゃぇ しぇ ぉなかゅぇさう し けすくけてっくうっ おなき うしすけさうはすぇ, ぉかぇゅけょぇさ

くぇ しなき うき, おぇいゃぇ こけ すけいう こけゃけょ こさっょ  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
こさっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ 〈さぇおうえしおけすけ ょさせあっしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╃させゅ けすはゃかっく さぇょっすっか う しぇさぇすくうお くぇ おぇせいぇすぇ っ こさっょ

しすぇゃうすっか う しこけょゃうあくうお くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく 
╃けつっゃ - ぉうゃてうはす ょっこせすぇす けす 36-すけ ╁っかうおけ くぇさけょくけ しな
ぉさぇくうっ. ╇ゃぇく ╃けつっゃ っ しさっょ すっいう, おけうすけ こさっょしっょぇすっかおぇ
すぇ くぇ すさぇおうえちう ゃ ╉ぇいぇくかなお くっ こけいくぇゃぇ かうつくけ ょけしおけさけ, 
しこけょっかは し さぇょけしす, つっ すけいう つけゃっお ゃうくぇゅう しっ っ けすいけゃぇゃぇか 
う こけょおさっこはか おぇせいうすっ う ゃないこけきっくぇすっかくうすっ つっしすゃぇくうは くぇ 
ぉなかゅぇさうすっ けす ¨ょさうくしおぇ 〈さぇおうは.  
╆ぇとけすけ きかぇょうすっ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす う ょぇ こけきくはす, っ ゃっさせの

すけ, けぉっょうくはゃぇとけ う ょゃぇきぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╀っか. くぇ ぇゃすけさぇ: ╆ぇ あっかぇっとうすっ ょぇ しっ 
ゃおかのつぇす ゃ ゅさせこぇすぇ いぇ こけしっとっくうっ くぇ 

ぉなかゅぇさしおけすけ ゅさけぉうとっ おさぇえ ¨ょさうく くぇ
23-すう きぇさす - すっかっそけく いぇ ゃさないおぇ し

╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ – 0896 863 983
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“╋っょうちうくしおう 『っくすなさ - ┿[]╄′┿╊” ╄¨¨╃, ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100 /‶けかうおかうくうおぇ ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃/
せか. ”╉かうきっくす” わ1, /╀うゃてぇ いなぉけすったくうつっしおぇ かぇぉけさぇすけさうは ょけ ¨ぉとうくぇすぇ/
せか.”]すぇさぇ こかぇくうくぇ” わ12, /‶けかうおかうくうおぇ ょけ [けいぇさうせきぇ, っす. 4. おぇぉうくっす 97/

Тел.за връзка: ул. ”Климент” №1

-0431/ 6 53 40; 0889237020 

Поликлиника в “Арсенал” АД

- 0431/ 6 40 55; вътр. 34-45

╃-さ ╆ぇたぇさう ]すけえつっゃ, ぇおせてっさしすゃけ う ゅうくっおけ-
かけゅうは: ╁すけさくうお, 』っすゃなさすなお - 14:00-17:30 つ., 
]なぉけすぇ - 9:30-12:30 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. „╉かうきっくす“ わ1 
╃-さ ╊なつっいぇさ ╃せょせかけゃ, たうさせさゅうは: ‶けくっ-
ょっかくうお - ‶っすなお - 14:00-16:30 つ.
┿きぉせかぇす. こさっゅかっょう せか. „╉かうきっくす“ わ1
╃-さ ╃うきうすなさ ╉せおせてっゃ, けさすけこっょうは: ‶けくっ-
ょっかくうお, 』っすゃなさすなお - 11:30 つ. /かおお - 12:30 つ. 
-14:30 つ./, ╁すけさくうお, ]さはょぇ, ‶っすなお - 12:00 つ. 
/かおお - 12:30-14:30 つ./
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. „╉かうきっくす“ わ1

╃-さ 】うかはくぇ [ぇつっゃぇ: ‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 8:30-13:00 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100
╃-さ ╇ゃけく ╀なつゃぇさけゃぇ: ╁すけさくうお う 』っすゃなさすなお - 8:30-13;30 つ., 
]さはょぇ う ‶っすなお - 8:30-12:30 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100

ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
╃-さ 》さ. 》さうしすけゃ, おぇさょうけかけゅうは: ‶けくっ-
ょっかくうお - ‶っすなお - 16:00-19:00  つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. ”]すぇさぇ こかぇくうくぇ” わ12
╃-さ ╂. ╇かうっゃ, [っくすゅっくけゃ おぇぉうくっす - 
0887478116: ‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 8:00-
12:00 つ. う 14:00-17:30 つ.
せか. „╉かうきっくす“ わ1
╉かうく. かぇぉけさぇすけさうは ╁なすさ. す. 28-30: ‶けくっ-
ょっかくうお - ‶っすなお - 8:30-14:00 つ.
╃-さ ╁ぇくは ╀けくつっゃぇ, すっさぇこっゃす: 
‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 12:00-14:00 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” 
わ100

【ちけ てけたあ “うちかおせけ” ちあいそてせけぬけ け つしときけてかしけ ちあくうあしみて さしけすあてあ せあ ちあいそてせそてそ すみつてそ

“╁しはおけ しすぇょけ うきぇ う きなさてぇ.” - すぇいう ぉなかゅぇさしおぇ こけゅけゃけさ-
おぇ つせゃぇきっ う くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ. ╁しっ こけ-つっしすけ. ╄ょくけ 
けす こなさゃうすっ „こけしゃっとっくうは” くぇ ゃしっおう くけゃ さぇぉけすくうお うかう 
しかせあうすっか っ ょぇ ぉなょっ いぇこけいくぇす し す. くぇさ. „いさなくちぇ” ゃ おけかっ-
おうゃぇ. ╀うかけ すけ おさなておぇつう, きさなくおぇつう, しおぇすぇゃおう, おかのおぇ-
さう, „たけさぇすぇ くぇ てっそぇ”, けす おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こぇいう うかう 
し おけうすけ ょぇ ゃくうきぇゃぇ. ‶しうたけかけいうすっ うきぇす すっさきうく いぇ すぇおう-
ゃぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう, おぇすけ ゅう くぇさうつぇす „けすさけゃくう”, 
すなえ おぇすけ すっ ゃさっょはす し ょっえしすゃうはすぇ うかう ぉっいょっえしすゃうはすぇ しう 
くぇ おかうきぇすぇ ゃ おけかっおすうゃぇ, ぇ けすすぇき う くぇ さぇぉけすぇすぇ. 
¨とっ こけ-けつっぉうえくう しすぇゃぇす すっいう “ゃさっょうすっかう” ゃ おけかっおうゃぇ 

ゃなゃ ゃさっきっくぇ くぇ おさういう うかう そうさきっくう しなすさっしっくうは. ‶さけ-
ぉかっきなす っ しっさうけいっく う しすけう し ちはかぇすぇ しう すっあっしす くぇ ゃくう-
きぇくうっすけ くぇ きっくうょあなさうすっ, こけ こさうくちうこ. 〈けえ っ っょくぇおゃけ 
いくぇつうき, おぇおすけ いぇ そうさきう し くぇょ 2 たうかはょう さぇぉけすくうちう, 
すぇおぇ う いぇ そうさきう し こけ 10-20 くぇっすう.  
¨とっ こけゃっつっ, つっ つっしすけ すさはぉゃぇす きっしっちう うかう ゅけょうくう, いぇ 

ょぇ しっ さぇいぉっさっ おけえ おぇおゃぇ „しすけおぇ” っ ゃ おけかっおすうゃぇ.
‶け すけいう こけゃけょ ゅさせこぇ こしうたけかけいう う っおしこっさすう こけ かうつくけ-

しすくけ こけゃっょっくうっ しぇ くぇこさぇゃうかう ういしかっょゃぇくっ いぇ ういせつぇゃぇ-
くっ くぇ しうきこすけきうすっ, おけうすけ ういょぇゃぇす こけょけぉくう おけかっおすうゃくう 
„ゃさっょうすっかう”, し ちっか こさっょこぇいゃぇくっ けす くぇっきぇくっ くぇ さぇぉけすぇ 
くぇ すぇおうゃぇ たけさぇ うかう, ぇおけ ゃっつっ すっ しぇ しすぇくぇかう つぇしす けす おけ-
かっおうゃぇ, おぇお ょぇ こさけきっくはす すったくうすっ  かけてう くぇゃうちう.  
′ぇ ぉぇいぇ けぉけぉとっくうは けこうす う くぇぉかのょっくうは こしうたけかけいうすっ 

しぇ けぉけしけぉうかう „けすさけゃくうすっ” おけかっゅう ゃ 3 くぇえ-つっしすけ しさっとぇ-
くう すうこぇ. 
‶ぇさぇかっかくけ し ゅさせこうさぇくっすけ うき, すっ しぇ ういゅけすゃうかう う こさっ-

こけさなおう いぇ こさっおうすっ うき くぇつぇかくうちう う きっくうょあなさうすっ おぇお 
ょぇ ゅう „けぉっいゃさっあょぇす”.  
╄すけ う おかぇしぇちうはすぇ: 

╁っつくけ けこかぇおゃぇとうはす しっ

〈けいう すうこ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう ゃうくぇゅう しう くぇきう-
さぇす こけゃけょ ょぇ くっょけゃけかしすゃぇす けす くっとけ. 〈っ しぇきけ ょっぉくぇす 
いぇ ょさっぉくう ゅさっておう う くっょけしすぇすなちう う しっ けこかぇおゃぇす けす すはた 
くぇ こなさゃうは しさっとくぇす, おぇすけ くっ しっ しゃっくはす すけゃぇ ょぇ しすうゅくっ 
う ょけ くぇつぇかしすゃけすけ, ゃなこさっおう つっ つっしすけ しぇきうすっ すっ くはきぇす 
おせさぇあ ょぇ ゅけ おぇあぇす ょうさっおすくけ. ╆ぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇす ょけぉさっ, 
すっ うしおぇす う たけさぇすぇ けおけかけ すはた ょぇ しぇ くっとぇしすくう う こさぇゃはす 
ゃしうつおけ ゃないきけあくけ, いぇ ょぇ ゃゅけさつぇす あうゃけすぇ うき. ‶さうつうくぇすぇ 
いぇ すけゃぇ くぇしすさけっくうっ けぉうおくけゃっくけ しっ ょなかあう くぇ こさけぉかっきう 
ゃ かうつくうは うき あうゃけす うかう くぇ くうしおぇ しぇきけけちっくおぇ. 
]なゃっす いぇ „けぉっいゃさっあょぇくっ”: 
┿おけ っょうく すぇおなゃ しかせあうすっか っ ょけぉなさ こさけそっしうけくぇかうしす, 

ゃきっしすけ ょうさっおすくけ ょぇ ゅけ せゃけかくはゃぇすっ, こけ-ょけぉさっ こけゅけゃけ-

さっすっ し くっゅけ. ‶けこうすぇえすっ ゅけ おぇおゃけ 
きけあっ ょぇ くぇこさぇゃうすっ, いぇ ょぇ ぉなょっ 
こけ-とぇしすかうゃ くぇ さぇぉけすくけすけ しう きはし-
すけ. 〈けゃぇ, つっ しすっ きせ けぉなさくぇかう しこっ-
ちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ, きけあっ ょぇ しゃなさ-
てう つせょっしぇ. ′ぇこさぇゃっすっ すけゃぇ けぉぇつっ 
し くせあくうは さっしこっおす, いぇ ょぇ くっ ゃう しっ 
おぇつう くぇ ゅかぇゃぇすぇ しなとうはす すけいう ゃっつ-
くけ けこかぇおゃぇと しっ. 

╉かのおぇさはす

〈っいう おけかっゅう しぇ ゃっつくけ くぇとさっお いぇ 
うくそけさきぇちうは う くっこさっおなしくぇすけ こせし-
おぇす しかせたけゃっ いぇ そうさきぇすぇ, くぇつぇかくう-
ちうすっ う おけかっゅうすっ しう. 〈っ すさけゃはす しさっ-
ょぇすぇ, おぇすけ こけょおかぇあょぇす くっょけゃっさうっ 
う しなきくっくうは しさっょ たけさぇすぇ ゃ ちったぇ, 
おぇすけ こけ すけいう くぇつうく ゅう ょっきけすうゃう-
さぇす いぇ さぇぉけすぇ. 
]なゃっす: 
┿おけ いぇしっつっすっ „おかのおぇさ” しさっょ さっ-

ょうちうすっ しう, ょけぉさけすけ けさなあうっ っ ょぇ 
こけょょなさあぇすっ ぉかういおう ゃいぇうきけけす-
くけてっくうは し こけょつうくっくうすっ しう う ょぇ 
しこっつっかうすっ ょけゃっさうっすけ うき. 〈ぇおぇ 
とっ くぇせつぇゃぇすっ う こさっしうつぇすっ ぉなさいけ 
しかせたけゃっすっ, おけうすけ こせしおぇ, すなえ おぇすけ 
たけさぇすぇ ゃう とっ ゃう こうすぇす ょうさっおすくけ 
うしすうくぇ かう しぇ うかう くっ. ┿おけ こけかけ-
あっくうっすけ ういかっいっ ういゃなく おけくすさけか, 
くぇえ-ょけぉさっ ょうさっおすくけ こけゅけゃけさっすっ 
し „おかのおぇさは” う ゅけ こけきけかっすっ, こさっょう 
ょぇ こせしくっ こけさっょくうは しかせた, ょぇ ゅけ けぉ-
しなょう こさっょゃぇさうすっかくけ し ゃぇし, ゃきっし-
すけ ょぇ こうすぇ うかう おぇいゃぇ くぇ おけかっゅうすっ 
しう. ┿おけ う すけゃぇ くっ こけきけゅくっ う すけえ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ゃゅけさつぇゃぇ おかうきぇすぇ 
う おけかっおすうゃぇ, こさけしすけ  ゅけ ういゅけくっすっ, 
おぇすけ しっ こけしすぇさぇっすっ ょぇ くぇきっおくっすっ 
すけゃぇ う ゃ くっゅけゃぇすぇ たぇさぇおすっさうしすう-
おぇ, し ちっか こさっゃっくちうは くぇ しかっょゃぇ-
とうは きせ っゃっくすせぇかっく さぇぉけすけょぇすっか.  

]おぇすぇゃぇとうはす しっ 

〈けえ っ ょゃぇ ゃうょぇ: うかう こさうくちうこくけ 
きなさいっかうゃ つけゃっお うかう くぇえ-ょけぉさう-
はす - ういおかのつうすっかくけ すぇかぇくすかうゃ, くけ 
すさせょなす くっ っ くぇえ-しうかくぇすぇ きせ しすさぇ-
くぇ. ‶さっょこけつうすぇ  ょぇ ょぇゃぇ ぇおなか う ょぇ 
しなょう ょさせゅうすっ, ぉっい すけえ しぇきうはす ょぇ 
しっ たゃぇとぇ くぇ さぇぉけすぇ. ╉けゅぇすけ しゃなさ-
てう くっとけ, ゃうっ しすっ こさうはすくけ ういくっくぇ-
ょぇくう う ぉなさいけ こけかせつぇゃぇ こけたゃぇかう. 
┿おけ っ こさうぉかうあっく くぇ てっそぇ, きけあっ 
けす ょけこなかくうすっかくぇ さぇぉけすぇ ょぇ しう うい-
おぇさぇ う ょけぉさう こぇさう. 〈けゃぇ けぉぇつっ くぇ 
こさぇおすうおぇ っ くけあ し ょゃっ けしすさうっすぇ: こけ 
すけいう くぇつうく すぇおなゃ つけゃっお しっ ょっきけ-
すうゃうさぇ ょぇ さぇぉけすう, くっ ょぇゃぇ ゃしうつ-
おけ けす しっぉっ しう う くっ しっ さぇいゃうゃぇ. ′ぇ 
ゃしうつおけすけ けすゅけさっ こけょけぉくけ こけゃっょっ-
くうっ ょっきけすうゃうさぇ う けしすぇくぇかうすっ しかせ-
あうすっかう - くうおけえ くっ うしおぇ ょぇ さぇぉけすう 
し おけかっゅう, おけうすけ こけかせつぇゃぇす こけたゃぇ-
かう, つっ しぇ しう „いぇゃなさいぇかう けぉせゃおぇすぇ”. 
]なゃっす: 
¨ちっくっすっ おぇおすけ こけょけぉぇゃぇ くっゅけゃうは 

すぇかぇくす う ゅけ くぇゅなさぉっすっ し „せきくう” 
ちっかう, おぇすけ すけゃぇ きけあっ ょぇ しぇ ぇおすせ-
ぇかくう, おけくおさっすくう, こけしすうあうきう, うい-
きっさうきう う し はしくう しさけおけゃっ いぇょぇつう. 
┿おけ う すけゃぇ くっ こけきけゅくっ - ういたけょなす 
っ っょうく: すぇおなゃ つけゃっお こさけしすけ くはきぇ 
さぇぉけすぇ こさう ゃぇし. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか 

25 きぇさす /こけくっょっかくうお/
16:00 つ. ╉なとぇ-きせいっえ „』せょけ-
きうさ“
‶さっょしすぇゃはくっ くぇ しなぉさぇくう しなつう-
くっくうは くぇ 』せょけきうさ ゃ てっしす すけきぇ 
„〈ゃけさつっしすゃけすけ くぇ 』せょけきうさ“

17:00 つ. ╉なとぇ-きせいっえ „』せょけ-
きうさ“
„‶さうしきった う きなょさけしす“ – ういかけあぉぇ 
くぇ ぇおゃぇさっかくう すゃけさぉう くぇ 』せょけきうさ 
しなゃきっしすくけ し きせいっえ „』せょけきうさ“

19:00 つ. ′』 „╇しおさぇ“
XII すっぇすさぇかっく そっしすうゃぇか „╉けきっ-
ょうえくうはす たうす くぇ しっいけくぇ“, しなゃ-
きっしすくけ し すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇ-
ぉぇおつうっゃ“
╃さぇきぇすうつくけ-おせおかっく すっぇすなさ „╁ぇ-
しうか ╃させきっゃ“, 【せきっく “╃-さ” けす 
╀さぇくうしかぇゃ ′せてうつ.

26 きぇさす /ゃすけさくうお/ 

11:00 つ. ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっ-
おぇ „╇しおさぇ“
„』せょけくっきうさつっすぇ“

18:00 つ. ╇くそけちっくすなさ, 
せか.“╇しおさぇ“ 4
VI ′ぇちうけくぇかっく そけすけゅさぇそしおう 
おけくおせさし „』けゃっおなす ょけ きっく“, しなゃ-
きっしすくけ し 《けすけゅさぇそしおぇ ぇおぇょっきうは 
う ╀さぇくてけゃけ しょさせあっくうっ くぇ そけすけ-
ゅさぇそうすっ, ╉ぇいぇくかなお 

19:00 つ. ′』 „╇しおさぇ“
XII すっぇすさぇかっく そっしすうゃぇか „╉けきっ-
ょうえくうはす たうす くぇ しっいけくぇ“, しなゃ-
きっしすくけ し すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇ-
ぉぇおつうっゃ“
〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“, 
╉ぇいぇくかなお              
„╃せっか“ けす ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ, こさっきうっさぇ

27 きぇさす /しさはょぇ/
16:00 つ. ╁けっくっく おかせぉ
′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし いぇ ゃっしっかぇ 
ょっすしおぇ さうしせくおぇ う ゃっしっか ょっすしおう 
さぇいおぇい „╋ぇかおうすっ くぇてっくちう“, しなゃ-
きっしすくけ し ¨╃╉ „]ゃ.╇ゃぇく [うかしおう“, 
╉ぇいぇくかなお

17:00 つ. ╉なとぇ-きせいっえ „』せょけ-
きうさ“
„【ぇおけくぇ こぇしうけく“, こさっょしすぇゃはくっ 
くぇ ぉうけゅさぇそうつくうは さけきぇく いぇ ゅっ-
くうぇかくうは ぉなかゅぇさしおう ちうゅせかぇさ ╁っ-
しおけ ┿ぉぇょあうっゃ けす きかぇょうは こうしぇすっか 
╋ぇさゅぇさうす ┿ぉぇょあうっゃ, しなゃきっしすくけ 
し ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ“

18:00 つ. ╉なとぇ-きせいっえ „』せょけ-
きうさ“
„』せょぇおぇ 』せょけきうさ“,  ょけおせきっくすぇ-
かっく そうかき いぇ 』せょけきうさ くぇ ╂っけさゅう 
〈けてっゃ 

19:00 つ. ′』 „╇しおさぇ“
XII すっぇすさぇかっく そっしすうゃぇか „╉けきっ-
ょうえくうはす たうす くぇ しっいけくぇ“, しなゃ-
きっしすくけ し すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇ-
ぉぇおつうっゃ“
〈っぇすなさ ぉなかゅぇさしおぇ ぇさきうは „]っゅぇ 
うかう くうおけゅぇ“ けす ╁ぇかっくすうく ╉さぇし-
くけゅけさけゃ 

28 きぇさす /つっすゃなさすなお/
17:00 つ. ╉なとぇ-きせいっえ „』せょけ-
きうさ“
„‶ぇくけさぇきぇ 』せょけきうさけゃう こさぇいくう-
ちう“, そうかき くぇ ╀っょさけし ┿いうくはく

19:00 つ. ′』 „╇しおさぇ“
XII すっぇすさぇかっく そっしすうゃぇか „╉けきっょうえ-
くうはす たうす くぇ しっいけくぇ“, しなゃきっしすくけ し 
すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“
╃さぇきぇすうつっく すっぇすなさ „]すっそぇく ╉う-
さけゃ“, ]かうゃっく „‶けつっさこおう“ けす 
╉さうしすけそなさ 》ぇきこすなく

29 きぇさす /こっすなお/
17:00 つ. ╉なとぇ-きせいっえ „』せょけ-
きうさ“
„′ぇいょさぇゃっ, きぇっしすさけ“! ╀けたっきしおうすっ 
つぇしけゃっ くぇ ╇ゃぇく ‶っくおけゃ“, きけくけゅさぇ-
そうは けす こさけそ.╋うかっくぇ ╂っけさゅうっゃぇ, 
こっょしすぇゃはくっ

18:00 つ. ╉なとぇ-きせいっえ „』せょけ-
きうさ“
„]なょぉぇ ょけ しなょぉぇ“, そうかき いぇ 』せょけ-
きうさ けす ╃っくうちぇ ╂っけさゅうっゃぇ う ╁っしっ-
かうく ]すけはくけゃ

19:00 つ. ′』 „╇しおさぇ“
XII すっぇすさぇかっく そっしすうゃぇか „╉けきっょうえ-
くうはす たうす くぇ しっいけくぇ“, しなゃきっしすくけ し 
すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“
]ぇすうさうつっく すっぇすなさ „┿かっおけ ╉けくしすぇく-
すうくけゃ“ „‶さっかっしすうすっ くぇ ういくっゃはさぇ-
すぇ“ けす ╁ぇかっくすうく ╉さぇしくけゅけさけゃ

30 きぇさす /しなぉけすぇ/
11:00 つ. ′』 “╇しおさぇ“
〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“, ╉ぇ-
いぇくかなお „‶さけかっすくう ゅけしすう“, ょっすしおけ 
すっぇすさぇかくけ こさっょしすぇゃかっくうっ

16:00 つ. ╇くそけちっくすなさ せか. ╇しおさぇ 
4
90 ゅけょうくう しこうしぇくうっ „╉せかぇ“, ╉ぇいぇく-
かなお ╃うしおせしうは „╊うすっさぇすせさくけすけ しこう-
しぇくうっ-おせかぇ ゃ ╂さぇょぇ くぇ ╃せたぇ“

19:00 つ. ′』 “╇しおさぇ“
╉けくちっさす くぇ ┿くしぇきぉなか „‶うさうく“, 
╀かぇゅけっゃゅさぇょ

20:00 つ. ‶かけとぇょ „]っゃすけこけかうし“
╉けくちっさす くぇ „Deep zone projekt”

31 きぇさす /くっょっかは/
11:00 つ. ╇くそけちっくすなさ せか. ╇しおさぇ 
4
′っょっかくけ きぇすうくっ, しなゃきっしすくけ し „╉さっ-
きけくぇ“ ┿╃ 

》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは
╇いかけあぉぇ ┿すぇくぇし ぅさぇくけゃ 1940-
1988. ╁ ういかけあぉぇすぇ しぇ ゃおかのつっくう 
すゃけさぉう けす おけかっおちううすっ くぇ たせょけあっしす-
ゃっくうすっ ゅぇかっさうう ゃ ╀せさゅぇし, ]かうゃっく, 
ぅきぉけか, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ╉ぇいぇくかなお 

19:00 つ. ′』 “╇しおさぇ“  
╉けくちっさす くぇ ┿くしぇきぉなか „‶うさうく“, 
╀かぇゅけっゃゅさぇょ

1 ぇこさうか /こけくっょっかくうお/
19:00 つ. ′』 “╇しおさぇ“
『っさっきけくうは こけ くぇゅさぇあょぇゃぇくっ. ╆ぇ-
おさうゃぇくっ くぇ こさぇいくうちうすっ.

〉╊】ぁ╊ぅ¨【╊ ¨ 〉╊『╅╆《【╊ぅ¨【╊... 〉《╇╅ [〉¨╈╅
ïéï ïéçñöó ïëñàÜ ïöëñïí
Öí ëíßÜöÖÜöÜ ½　ïöÜ
6. ′っ しっ こさうすっしくはゃぇえすっ ょぇ おぇいゃぇすっ „くっ“.
7. ╉けゅぇすけ さぇぉけすうすっ し おけさっしこけくょっくちうは, しすっこっくせゃぇえすっ しな-

けぉとっくうはすぇ しう しこけさっょ すはたくけすけ しなょなさあぇくうっ, ぇ くっ しこけさっょ 
くぇつうくぇ, こけ おけえすけ しすっ ゅう こけかせつうかう.
8. ╃っかっゅうさぇえすっ. ′っ っ ゃないきけあくけ, くうすけ くっけぉたけょうきけ ょぇ 

ゃなさてうすっ ゃしうつおけ しぇきう. ╇いゅさぇょっすっ しう っおうこ けす おけきこっすっくすくう 
しかせあうすっかう, くぇ おけうすけ きけあっすっ ょぇ さぇいつうすぇすっ, つっ とっ しっ しこさぇ-
ゃはす し こけしすぇゃっくうすっ いぇょぇつう.
]さっょ ょさせゅうすっ こけしかぇくうは くぇ ぇゃすけさぇ, しこけょっかっくう ゃ おくうゅぇすぇ, 

しぇ う すっいう, つっ とぇしすうっすけ くっ しっ ういきっさゃぇ し おけかうつっしすゃけすけ くぇ 
くぇてうすっ こさうすっあぇくうは, ぇ し ゃしうつおけ けくけゃぇ, おけっすけ しきっ ういゃかっ-
おかう けす しさっとうすっ ゃ あうゃけすぇ しう. ′うおけえ こさけぉかっき, すゃなさょう ╉ぇさ-
くっゅう, くっ っ ぉうか こさっけょけかはく こけしさっょしすゃけき くっさってうすっかくけしす う 
こさうすっしくっくうっ. ╆ぇすけゃぇ っ くっけぉたけょうきけ  ょぇ しっ ういこさぇゃうき かうちっ ゃ 
かうちっ し すさせょくけしすうすっ う ょぇ くぇしけつうき ょっしすさせおすうゃくぇすぇ  っくっさゅうは 
くぇ すさっゃけゅぇすぇ おなき おけくおさっすくう しすなこおう いぇ しこさぇゃはくっ し すはた.
╉くうゅぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ くぇきっさっくぇ ゃなゃ ゃしうつおう おくうあぇさくう-

ちう, おけうすけ さぇぉけすはす し ういょぇすっかしすゃけ „╉けかうぉさう”. 『っくぇすぇ え っ 12 
かっゃぇ, こさう こけおせこおぇ こさっい うくすっさくっす しっ こけかいゃぇ 20% けすしすなこおぇ 
う しすさせゃぇ 9,60 かっゃぇ.

╃っかはくぇ  ╀けぉっゃぇ

』╊》╅『¨『╅ぅ╅
』【╅〉を¨っ...

′っけぉたけょうきけしすすぇ 
けす ういゅさぇあょぇくっ-
すけ くぇ しっこぇさうさぇとぇ 
しうしすっきぇ っ こけさけょっ-
くぇ けす くっけぉたけょう-
きけしすすぇ いぇ すなさしっくっ 
くぇ ゃぇさうぇくすう いぇ 
けぉかっおつぇゃぇくっ くぇ 
そうくぇくしけゃうは せょぇさ 
う けゅさけきくうすっ けす-
つうしかっくうは, おけうすけ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
う くっえくうすっ ゅさぇあょぇ-
くう とっ こさぇゃはす ゃなゃ 

ゃさないおぇ し くけゃけすけ さっゅうけくぇかくけ ょっこけ いぇ けすこぇょなちう ゃ けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶さっい 2012 ゅ. けすつうしかっくうはすぇ いぇ すけゃぇ ょっこけ しぇ 
ぉうかう 18 かゃ. いぇ すけく けすこぇょなちう /こさっい すぇいう ゅけょうくぇ すっ しぇ 35 
かゃ./, ぇ こさっい 2014 ゅ. けすつうしかっくうはすぇ しおぇつぇす くぇ 100 かゃ. いぇ すけく.  
╆ぇ ょぇ しっ こさぇゃはす すっいう けすつうしかっくうは, ぉっい ょぇ しっ せすっあくはゃぇす あう-
すっかうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ し こけ-ゃうしけおう ょぇくなちう いぇ ぉうすけゃう けすこぇ-
ょなちう, っょうくしすゃっくうはす ういたけょ っ ょぇ しっ くぇきぇかう おけかうつっしすゃけすけ くぇ 
ういゃけいゃぇくうは けすこぇょなお けす ╉ぇいぇくかなお おなき さっゅうけくぇかくけすけ ょっこけ, 
けぉはしくう こさっょ しすぇさっえてうくうすっ おきっすうちぇすぇ. 〈けゃぇ きけあっ ょぇ しすぇ-
くっ うきっくくけ し ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ しっこぇさうさぇとぇ うくしすぇかぇちうは. ] 
ういゅさぇあょぇくっすけ え くぇ こさぇおすうおぇ おけかうつっしすゃけすけ くぇ こけしすなこうかう-
すっ う こさっさぇぉけすっくう ゃ くっは けすこぇょなちう とっ しっ くぇきぇかう し 40 くぇ 
しすけ, そぇおす くうおぇお くっきぇかけゃぇあっく こさっょゃうょ ちっくうすっ いぇ ょっこけ-
くうさぇくっ. ]さっょ きけすうゃうすっ ょぇ しっ ういぉっさっ いぇ すぇいう ちっか うきっくくけ 
„╂さうえくこかぇくっす” しぇ こさっょかけあっくうっすけ そうさきぇすぇ ょぇ こかぇとぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ いぇ しっこぇさうさぇくっすけ くぇ けすこぇょなちうすっ /こけ 10 かっゃぇ くぇ 
すけく  しけさすうさぇくう さっちうおかうさせっきう けすこぇょなちう けす こかぇしすきぇしぇ, きっ-
すぇかう, たぇさすうは/, おぇおすけ う こけっきぇくっすけ くぇ ぇくゅぇあうきっくすぇ すさぇくし-
こけさすくうすっ さぇいたけょう けす しっこぇさうさぇとぇすぇ うくしすぇかぇちうは ょけ こさっすけ-
ゃぇさくぇすぇ しすぇくちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しぇ いぇ しきっすおぇ くぇ そうさきぇすぇ. 
‶け すぇいう こさうつうくぇ „╂さうえくこかぇくっす” とっ すなさしはす う こかけとぇょおぇ いぇ 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ うくしすぇかぇちうはすぇ ゃ ぉかういけしす ょけ こさっすけゃぇさくぇすぇ 
しすぇくちうは.
„╂さうえく こかぇくっす” っ しけそうえしおぇ そうさきぇ う しっ こさっょしすぇゃかはゃぇ けす 

‶っすなさ 『ゃっすぇくけゃ. 《うさきぇすぇ こけかせつぇゃぇ こさぇゃけすけ ゃなさたせ ぉうすけ-
ゃうすっ けすこぇょなちう くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 10 ゅけょうくう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
* ]っこぇさうさぇくっ - けすょっかはくっ, さぇいょっかはくっ

/すなかおけゃっく さっつくうお/

╆ぇさぇょう さぇいかうつくう こさけすうゃけけぉとっしすゃっくう 
こさけはゃう, ういゃなさてっくう けす きぇかけかっすくうすっ, う 
けこぇしくけしすすぇ すっ ょぇ しっ こさっゃなさくぇす ゃ さっちう-
ょうゃ – ゃ 8 けす さぇいゅかっあょぇくうすっ しかせつぇう つかっ-
くけゃっすっ くぇ ╋っしすくぇすぇ おけきうしうは しぇ くぇかけあう-
かう ゃないこうすぇすっかっく くぇょいけさ くぇ さけょうすっかうすっ 
う ょっちぇすぇ. 
╃させゅうすっ, こけ-さはょおけ くぇかぇゅぇくう, きっさおう けす 

つかっくけゃっすっ くぇ おけきうしうはすぇ こさっい きうくぇかぇ-
すぇ ゅけょうくぇ しぇ ぉうかう: いぇょなかあっくうっ くぇ きぇ-
かけかっすくけすけ うかう くっこなかくけかっすくけ かうちっ ょぇ 
せつぇしすゃぇ ゃ  こさけゅさぇきう いぇ こさっゃっくちうは くぇ 
こけゃっょっくうっすけ, いぇぉさぇくぇ いぇ しさっとう う せし-
すぇくけゃはゃぇくっ くぇ おけくすぇおすう し けこさっょっかっくう 
かうちぇ, おぇおすけ う けすしすさぇくはゃぇくっ くぇ こさうつう-
くっくう ゃさっょう し かうつっく すさせょ. 〈さうきぇ くっこなか-
くけかっすくう ういゃなさてうすっかう くぇ さぇいかうつくう こさけ-
すうゃけけぉとっしすゃっくう こさけはゃう しぇ くぇしすぇくっくう ゃ 
]けちうぇかくけ-こっょぇゅけゅうつっしおう うくすっさくぇすう. 
′ぇえ-つっしすうすっ こさうつうくう, こけさぇょう おけうすけ 

くっこなかくけかっすくう う きぇかけかっすくう しすぇゃぇす おけく-
すうくゅっくす くぇ ╋っしすくぇすぇ おけきうしうは いぇ ぉけさぉぇ 
し こさけすうゃけけぉとっしすゃっくうすっ こさけはゃう う, おぇすけ 
しかっょしすゃうっ, しっ  くぇかぇゅぇ こさうかぇゅぇくっすけ ゃなさ-
たせ すはた くぇ さぇいかうつくう ゃないこうすぇすっかくう きっさおう, 
しぇ おさぇあぉうすっ う ぉはゅしすゃぇすぇ けす せつうかうとっ - 
しなけすゃっすくけ 40  う 28  しかせつぇは.  
] たせかうゅぇくしおう こさけはゃう しぇ ぉうかう 7 けす こけょ-

さぇしすゃぇとうすっ, 6 けす くっこなかくけかっすくうすっ しぇ ぉは-
ゅぇかう けす ゃおなとう, ぇ いぇさぇょう せくうとけあぇゃぇくっ う 
こけゃさっあょぇくっ くぇ うきせとっしすゃけ 8 けす くっこなか-
くけかっすくうすっ しなとけ しぇ しすうゅぇかう ょけ さぇいゅけゃけさ 
し おけきうしうはすぇ. 
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ╋っしすくぇすぇ おけ-

きうしうは しぇ こけかせつっくう しなとけ う しうゅくぇかう いぇ 
こぇかっあう, ぇょきうくうしすさぇすうゃくう くぇさせてっくうは 
けす しすさぇくぇ くぇ くっこなかくけかっすくう う きぇかけかっすくう, 
すけさきけい くぇ  ょさせゅけ かうちっ, くぇくぇしはくっ くぇ すっ-
かっしくう こけゃさっょう う 1 ゅさぇぉっあ. ¨ぉとうはす ぉさけえ 
くぇ さぇいゅかっあょぇくうすっ ゃないこうすぇすっかくう ょっかぇ 
こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っ 120, おぇすけ 98 けす 

╀うかっすう いぇ ゃしうつおう すっぇすさぇかくう 
しこっおすぇおかう けす ╉けきっょうえくうは たうす 
くぇ しっいけくぇ 2013 ゅけょうくぇ ゃっつっ しっ 
こさけょぇゃぇす ゃ ╇くそけちっくすなさ ╉ぇいぇく-
かなお くぇ せかうちぇ “╇しおさぇ” 4, おぇおすけ う 
くぇ おぇしうすっ くぇ 』うすぇかうとっ “╇しおさぇ”. 
『っくうすっ くぇ  ぉうかっすうすっ いぇ すっぇ-

すさぇかくうすっ こけしすぇくけゃおう しぇ きっあょせ 
8 う 10 かっゃぇ.
╀っいこかぇすくう とっ しぇ おけくちっさすうすっ くぇ 

ぇくしぇきぉなか “‶うさうく” ゃ 』うすぇかうとっ 
“╇しおさぇ” う くぇ  “Deep Zone Project”, 
おけえすけ とっ っ くぇ こかけとぇょ “]っゃすけこけ-
かうし”.

ょっちぇすぇ, いぇ おけうすけ しぇ さぇいゅかっあょぇくう ゃない-
こうすぇすっかくう ょっかぇ う おけうすけ しぇ こさっきうくぇかう 
こさっい こなさゃけ すぇおけゃぇ ょっかけ, くはきぇす くけゃう 
こさけすうゃけけぉとっしすゃっくう こさけはゃう う くっ しぇ 
ういゃなさてゃぇかう くけゃう こさっしすなこかっくうは.  
21 しぇ ゃないこうすぇすっかうすっ, さぇぉけすうかう う せこ-

さぇあくはゃぇかう ゃないこうすぇすっかっく くぇょいけさ こさっい 
2012 ゅけょうくぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  くぇ 
43 ょっちぇ し さぇいかうつくう  こさけはゃう. ╆ぇ さっいせか-
すぇすうすっ けす さぇぉけすぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ 
ゃないこうすぇすっかう っ おさぇしくけさっつうゃ しかっょくうはす 
そぇおす: 38 けす すっいう ょっちぇ, こけょかっあぇとう くぇ 
すぇおなゃ くぇいょけさ, くっ しぇ しすぇゃぇかう ういゃなさ-
てうすっかう くぇ くけゃう こさけすうゃけけぉとっしすゃっくう  
こさけはゃう. 
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ つかっくけゃっすっ 

くぇ ╉けきうしうはすぇ いぇ ぉけさぉぇ し こさけすうゃけけぉ-
とっしすゃっくうすっ こさけはゃう くぇ きぇかけかっすくう う 
くっこなかくけかっすくう う けぉとっしすゃっくうすっ ゃない-
こうすぇすっかう しぇ こけきけゅくぇかう し おけくしせかすぇちうう 
う けこうす くぇ けぉとけ 117 しっきっえしすゃぇ し こさけ-
ぉかっきくう ょっちぇ けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╇くそけさきぇちうけくくぇすぇ おぇきこぇくうは いぇ こさっ-

ゃっくちうは くぇ ぇしけちうぇかくけ こけゃっょっくうっ しさっょ 
こけょさぇしすゃぇとうすっ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ けぉたゃぇくぇかぇ 2 たう-
かはょう ょっちぇ う きかぇょっあう. 
╆ぇ しこっちうそうつくうは しう う くっかっお すさせょ さぇ-

ぉけすっとうすっ おなき ╉けきうしうはすぇ う けぉとっしすゃっ-
くうすっ ゃないこうすぇすっかう こけかせつぇゃぇす しおさけきくう 
しさっょしすゃぇ. ╆ぇ ちはかぇすぇ ういきうくぇかぇ ゅけょうくぇ 
ういょさなあおぇすぇ くぇ おけきうしうはすぇ, し ゃしうつおう 
けしすぇくぇかう ょっえくけしすう こけ こさっゃっくちうはすぇ, 
おけうすけ っ ょかなあくぇ ょぇ ういゃなさてゃぇ いぇっょくけ 
し けぉとっしすゃっくうすっ ゃないこうすぇすっかう, っ ぉかう-
いけ 24 たうかはょう かっゃぇ. ╆ぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
しさっょしすゃぇすぇ, こさっょゃうょっくう ゃ きっしすくうは 
ぉのょあっす, しぇ  こけゃっつっ, くけ けすくけゃけ しおさけき-
くう - こけつすう 36 たうかはょう かっゃぇ いぇ ちはかぇすぇ 
ゅけょうくぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╆╊′ 《╆¨ぁ 〉╊ 〈《╋╊!
┿さしっくぇかちう, 

しこけさっょ ╁かぇょけ, 
こけ っょくぇ うかう 
ょさせゅぇ こさうつう-
くぇ, しぇ けぉっょう-
くっくう けす ゃはさ-
ゃぇくっすけ: ”〈せおぇ 
くう っ ょけぉさっ!”. ╇ 
くぇ ╁かぇょけ いぇしっ-
ゅぇ きせ っ ょけぉさっ 
– つせゃしすゃぇ しっ 
いょさぇゃ, しうかっく 
う さぇぉけすっと, 
きうしかう, つっ きせ 
っ さぇくけ ょぇ しっ 
こっくしうけくうさぇ, 
きぇおぇさ う ゃっつっ 
く ぇ ゃ な さ て う か 
こっくしうけくくぇすぇ 
ゃないさぇしす. ╃け-
ぉさっ きせ っ しさっょ 
きかぇょうすっ たけさぇ. 

╇いけぉとけ, くぇ ╁かぇょけ ╇ゃぇくけゃ ゅけょうくうすっ しはおぇて くっ きせ かうつぇす - あうゃけしすすぇ, すさなこおぇすぇ おなき 
あうゃけすぇ, しすぇゃぇくっすけ しせすさうく し けつぇおゃぇくっすけ, つっ とっ しっ しかせつう くっとけ たせぉぇゃけ, いぇ ╁かぇょけ 
╇ゃぇくけゃ しぇ くっとけ しなゃしっき けぉうおくけゃっくけ ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ すけかおけゃぇ しすさっし う せきけさぇ けす 
あうゃっっくっすけ. ‶け しなとうは くぇつうく, おぇおすけ きうかっっ いぇ ぉなかゅぇさしおけすけ おうくけ, おけっすけ っ ゃ いぇかっい, 
╁かぇょけ きうかっっ う いぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ - し すさけゅぇすっかくうは しこけきっく いぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 80-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお しっ しすうつぇす しすけすうちう うくあっくっさくう 
おぇょさう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ... ”′はきぇ ゃっつっ きぇてうくけしすさけうすっかう, きぇてうくけしすさけっくっすけ うしおぇ 
おぇょさう, こけょゅけすゃっくう, いくぇっとう たけさぇ, ぇ くっ こさけしすけ – さぇぉけすくうちう.”, いくぇっ ╁かぇょけ ╇ゃぇくけゃ, 
こさっい つうえすけ あうゃけす きうくぇゃぇ う きけとくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう 
ゃ ╆ぇゃけょ 5, おけえすけ ゃっつっ っ  こけつすう ういちはかけ しぇきけ さっきけくすくけ-こけょょなさあぇと. „〈けゃぇ くっ っ 
しゃなさてっお, くぇてうはす あうゃけす ぉってっ くぇて, くけ くうっ すさはぉゃぇ ょぇ ょぇょっき あうゃけす う くぇ ょっちぇすぇ 
しう, くっ ぉうゃぇ ょぇ せこさっおゃぇきっ ゃさっきっすけ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ ょぇょっ くぇ きかぇょうすっ ょぇ せこさぇゃかはゃぇす 
あうゃけすぇ しう ゃ ╀なかゅぇさうは.”, ゅかっょぇ ゃ ぉなょっとっすけ ╁かぇょけ ╇ゃぇくけゃ, ぉっい すうこうつくけすけ いぇ ょくって-
くけすけ ゃさっきっ きなさきけさしおけ くっょけゃけかしすゃけ こけ ゃさっきっ くぇ おさういぇ: ”25 ゅけょうくう しっ すさせょは くっ-
こさっおなしくぇすけ.” 〈けゃぇ っ すぇえくぇすぇ くぇ しうかぇすぇ くぇ ╁かぇょけ, おけえすけ, けしゃっく おけくしすさせおすけさ, ̈ 〈╉, 
そっさきっさ う ぇおすぬけさ, ぉうか けとっ う しこけさすうしす – すさっくうさぇか ぉはゅぇくっ, ぉぇしおっすぉけか, ゃおかのつゃぇか 
しっ ゃなゃ ゃしうつおけ. ‶けしかっ しこけさすなす しっ きっしすう こけ こなすっおうすっ くぇ ╀ぇかおぇくぇ ゃ こさけょなかあっくうっ 
くぇ 6 ゅけょうくう う しっすくっ -  こさう おさぇゃうすっ: けす 4.30 しせすさうく ょけ 23 つぇしぇ ゃっつっさ.     
╁かぇょけ ゅけ おぇいゃぇ う しぇき: ”[ぇぉけすぇすぇ, ょゃうあっくうっすけ, つせゃしすゃけすけ, つっ うょっ くっとけ たせぉぇゃけ 

– くっ きけゅぇ ぉっい すけゃぇ, ゃ すけゃぇ っ すぇえくぇすぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇて あうゃ う いょさぇゃ. ╅っかぇくうっすけ ょぇ 
あうゃっって, すけゃぇ っ うしすうくぇすぇ くぇ あうゃけすぇ, ょぇ うしおぇて ょぇ すう しかせつう くってけ, ょぇ ゅけ しかせつうて... 
╃ぇ しっ しきっって – いぇとけすけ: しきったなす っ あうゃけす!”, しぇ こさけしすうすっ こけせおう いぇ くっとぇすぇ, おけうすけ 
╁かぇょけ ╇ゃぇくけゃ さぇいょぇゃぇ とっょさけ. ╇ きなょさけ. ╁かぇょけ けぉけぉとぇゃぇ: „╋けはすぇ そけさきせかぇ っ: 
╃ゃうあっくうっすけ!”
╇ ょけゃなさてゃぇ: ”╇ ぉっい けぉうつ くっ きけあっ!”.  
   

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 【かあてちあしひて ╇しあおそ:

╇しすうくしおぇ ぇおすぬけさしおぇ すっぇすさぇかくぇ すさせこぇ  っ うきぇか くぇゃさっきっすけ „┿さしっくぇか”! 〈けゃぇ ういけぉとけ くっ っ くけゃうくぇ いぇ こせぉかうおぇすぇ くぇ 
„╆ぇおけくうすっ ゃ あうゃけすぇ”, „┿さたうすっおすう” う こさけつうっ しこっおすぇおかう くぇ ぇさしっくぇかしおうは しぇきけょっっく すっぇすなさ, おけうすけ ういこさぇゃはかう くぇ 
おさぇおぇ けさなあっえくうちうすっ ゃ けぉっょくうすっ こけつうゃおう ゃ いぇかぇすぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ ゃ おけきぉうくぇすぇ „《さうょさうた ╄くゅっかし”.
╃くっし, けぉぇつっ, ゃしっおう, ゃうょはか すけゅぇゃぇてくう しくうきおう いぇ しこけきっく けす ういうゅさぇくう しこっおすぇおかう, おせこけくう しかっょ こさっょしすぇゃかっくうは 

うかう – こさけしすけ ぇそうてう, くぇこさぇゃけ しっ つせょう... 〈け しう っ いぇ つせょっくっ: くっ しぇきけ うしすうくしおぇ すさせこぇ, くけ う うしすうくしおう さっあうしぬけさう 
うょゃぇかう ゃ „┿さしっくぇか” けす ]けそうは ょぇ こけしすぇゃはす! [ぇぉけすぇすぇ し こさけそっしうけくぇかうしすう - はゃくけ すけゃぇ っ すぇえくぇすぇ くぇ せしこったうすっ, う 
きくけゅけすけ くぇゅさぇょう けす さっこせぉかうおぇくしおう しぇきけょっえくう そっしすうゃぇかう, すけゃぇ さぇいぉうさぇき ゃっょくぇゅぇ, とけき けすおかのつゃぇきっ さぇいゅけゃけさぇ 
し ╁かぇょうきうさ ╇ゃぇくけゃ. ╁かぇょけ, おぇおすけ ゅけ くぇさうつぇす こさうはすっかうすっ-しぇきけょっえちう, っ っょうく いぇこぇかっく すっぇすさぇか, おけえすけ こさういくぇ-
ゃぇ, つっ ぉうか うしすうくしおう ゃかのぉっく ゃ 〈っぇすなさぇ. „╋うしかった, つっ 〈っぇすなさなす っ きけはす あうゃけす, くけ っすけ おぇおゃけ しすぇくぇ – しはおぇて し きっく 
しゃなさてう う すっぇすなさなす ゃ „┿さしっくぇか”, さぇいしなあょぇゃぇ ╁かぇょけ くぇ ゅかぇし, くけ ぇい こさけいうさぇき, つっ すぇいう かのぉけゃ っ いぇゃうくぇゅう. ′うとけ, 
つっ きっつすぇか ょなかゅけ いぇ こさけそっしうけくぇかくぇ しちっくぇ, ぇおすぬけさなす こけ こさういゃぇくうっ  ょくっし  しう おぇいゃぇ: ”] ゃさっきっすけ う きっつすうすっ, う 
あっかぇくうはすぇ, う かのぉけゃすぇ – けすきうくぇゃぇす”. 〈けゃぇ けすおさけゃっくうっ, けぉぇつっ, っ しぇきけ くぇつぇかけすけ くぇ くぇてうは さぇいゅけゃけさ, おけえすけ ょゃぇ 
つぇしぇ こけ-おなしくけ しゃなさてゃぇ し けぉさぇすくけすけ  こさういくぇくうっ: ”╀っい あっかぇくうっ う かのぉけゃ くはきぇ くうとけ.”...
¨す ゃさっきっすけ くぇ ゅけかっきうすっ あっかぇくうは くぇ きかぇょけしすすぇ ╁かぇょけ こぇいう きくけゅけ しくうきおう, ょけさう ちはか ぇかぉせき, こけしゃっすっく くぇ 30-ゅけ-

ょうてくうくぇすぇ くぇ すさせこぇすぇ, けすぉっかはいぇくぇ こさっい 1974-すぇ. ]くうきおう, けす おけうすけ しっ ゃうあょぇ けぉうつ おなき ういおせしすゃけすけ, おけはすけ しすさせう 
けす ょっしっすおう ぇおすぬけさしおう けつう. ]くうきおう, いぇこっつぇすぇかう ういゅさっゃぇ くぇ っょくぇ さけょくぇ いゃっいょぇ, かっすはとうはす しすぇさす くぇ ゃしっういゃっしすくぇすぇ 
╀ういくっし ょぇきぇ わ 1 くぇ ╀なかゅぇさうは  – ╃ぇさうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ.
]くうきおう, けす おけうすけ くぇょくうつぇす ういゃっしすくう おぇいぇくかなつぇくう おぇすけ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ, ╇ゃぇくおぇ ╋ぇさおけゃぇ, ╁ぇしうか 【うゃっくおけゃ, ょけ-

ぇえっくなす, すさなゅくぇか けす つうすぇかうとくぇすぇ しちっくぇ ゃ ╄くうくぇ – ╀ぇえ ╃っつおけ ╊っつっゃ, ╋ぇさゅぇさうすぇ ╂ぇぉぇさっゃぇ, おけはすけ ょなさあぇかぇ ょぇ え 
おぇいゃぇす ”╋うし ╃っえいう ╂ぇぉぇさ”,  ′うおけかぇえ ╂ぇくちぇさけゃ, 〈ぇくぬけ ]すっそぇくけゃ – たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか くぇ すっぇすなさぇ, 『ぇくおけ 
╉なくっゃ, ┿くゅっか ‶けこけゃ, おけえすけ くっけすかなつくけ しかっょゃぇか すさせこぇすぇ くぇゃしはおなょっ...  
┿ うくぇつっ – ╁かぇょけ ╇ゃぇくけゃ っ „しぇきけ” っょうく うくあっくっさ けす ╂ぇぉさけゃしおけすけ ╁╋╄╇, ゅけょうくう くぇさっょ しなょなさあぇすっか くぇ たうあぇすぇ くぇ 

„┿さしっくぇか” くぇ ゃさなた 【うこおぇ, おけえすけ けとっ くぇさうつぇ „]すけかっすけゃ”, しけぉしすゃっくうお くぇ かうつくぇ そっさきぇ ゃ さけょくけすけ [けいけゃけ, しけぉ-
しすゃっくけさなつっく しすさけうすっか くぇ すさう おなとう いぇ ちはかぇすぇ そぇきうかうは..., くぇこけしかっょなお – „こさけしすけ”  ¨〈╉ ゃ ╆ぇゃけょ 5, おなょっすけ うしおぇ 
ょぇ けしすぇくっ, ょけおぇすけ うしすうくしおう きけあっ, ぉっい けとっ ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ, きぇおぇさ ょぇ っ ゃっつっ ゃ こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす. ╆ぇとけすけ っ 
さってうか - くぇこせしくっ かう, ょぇ くっ しっ ゃさなとぇ くうおけゅぇ おぇすけ „こっくしうけくっさ”.

′ぇうしすうくぇ っ すさせょくけ ょぇ 
こさうっきって しっぉっ しう おぇすけ 

こっくしうけくっさ, おけゅぇすけ うきぇて 
すけかおけゃぇ ぉけゅぇす あうすっえしおう こなす. 
′ぇえ-はさおうはす  しこけきっく けす すっぇ-
すさぇかくぇすぇ しちっくぇ, おけえすけ ゃさな-
とぇ くぇいぇょ ゃしっおう, さぇぉけすうか ゃ 
っおうこぇ くぇ しかぇゃくうすっ „》なてけゃっ”, 
こけしすぇゃっくぇ けす ]すっそぇく ╂っちけゃ ゃ 
╉ぇいぇくかなお,  ゃさなとぇ ╁かぇょけ おなき 
けぉさぇいぇ くぇ 》ぇょあうはすぇ, ゃ つうはすけ 
さけかは しっ こさっゃなこかなすうか ぇさしっ-
くぇかっちなす, こけおぇくっく ゃ うきっくう-
すうは しなしすぇゃ いぇ ういこなかくっくうっすけ 
くぇ ゅさぇょしおぇ しちっくぇ こさっい 1983-
すぇ. ╃けしっゅなす 
し ぇゃすけさうすっ-
すぇ くぇ ╂っちけゃ, 
„ ゅ な さ き っ あ な す ” 
くぇ きけとくうは 
きせ ゅかぇし, さっ-
こっすうちううすっ ゃ 
たけすっか „╉ぇいぇく-
かなお” し ょうきぇ  
けす くっゅけゃぇすぇ 
ちうゅぇさぇ... 〈うは 
„ょさっぉけかうう”, 
おけうすけ さうしせゃぇす 
ぇすきけしそっさぇ くぇ 
き ぇ ゅ う つ っ し お け , 
こ さ っ あ う ゃ っ く う 
ょなかぉけおけ けす 
ちはかぇすぇ すさせこぇ, 
しなぉさぇくぇ けす ╂っ-
ちけゃ, ょくっし うい-
さうゅゃぇす  ゃっょくぇ-
ゅぇ, とけき ╁かぇょけ 
ゃぇょう けす しすぇさぇ 
こぇこおぇ しすぇさぇ-
すっかくけ しゅなくぇ-
すうは ぇそうて し 
ゅけかっきう つっさゃっ-
くう ぉせおゃう ”》な-
てけゃっ”...  
¨とっ っょうく 

きけとっく ゅかぇし 
„ゅなさきう” こさっい 
ゅけょうくうすっ ゃ 
しこけきっくうすっ くぇ 
╁かぇょけ – すけいう 
くぇ ╋うくつけ ╊ぇ-
かっゃ, けす おけゅけすけ 
╁かぇょけ しなとけ しっ 
っ せつうか, こさっょ 
おけゅけすけ くっきっっ. 
‶さっょう ょぇ ぉなょっ 
こけおぇくっく ゃ しぇ-
きけょっえくうは すっぇ-
すなさ こさう つうすぇ-
かうとっ „╇しおさぇ”, 
けぉぇつっ, ╁かぇょけ 
╇ゃぇくけゃ こっつっ-
かう しなさちぇすぇ くぇ 
ぇ さ し っ く ぇ か し お ぇ 
しちっくぇ, おなょっすけ 
しっ こけしすぇゃはす 
„╆くぇきっすけ” くぇ 
[せしう ╀けあぇくけゃ 
し ╀ぇえ ╃っつおけ 
╊っつっゃ, „′けしっ-
すっ しう くけゃうすっ 
ょさったう, きけきつっすぇ”, „╉さぇはす けし-
すぇゃぇ いぇ ゃぇし”, けぉうつぇくぇすぇ „┿さ-
たうすっおすう”, „╆ぇおけくうすっ ゃ あうゃけ-
すぇ”, おなょっすけ ょゃぇきぇすぇ し ╃ぇさうくぇ 
‶ぇゃかけゃぇ しなぉうさぇす こせぉかうおぇすぇ 
ゃ きけょっさくうは すけゅぇゃぇ ╉ぇそっ-
すっぇすなさ... ╁かぇょけ けぉけぉとぇゃぇ 
おさぇすおけ:

╁しうつおけ しすぇゃぇてっ し ╊のぉけゃ

„╀はたきっ すけかおけゃぇ きかぇょう – 
30-40-ゅけょうてくう, さっこっすうさぇた-
きっ こけくはおけゅぇ こけ ちっかう くけとう, 
„ゅけさはたきっ” ゃ しこっおすぇおかうすっ, 
けしけぉっくけ ゃ „┿さたうすっおすう”-
すっ!..., こさっい さぇょけしす しう しこけきくは 
╁かぇょけ, くけしうすっか くぇ ょゃぇ いかぇす-
くう きっょぇかぇ けす さっこせぉかうおぇく-
しおう しぇきけょっえくう そっしすうゃぇかう. 
¨ぉうつすぇ きっあょせ ぇおすぬけさうすっ けす 
すさせこぇすぇ かうつう う けす しくうきおう-
すっ いぇ しこけきっく: ”]ぇきけ ょっすけ 
くっ しこはたきっ いぇっょくけ...”. [なおけ-

ゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ょなさ-
あぇかけ くぇ すっぇすさぇかくうすっ ういはゃう, 
いぇすけゃぇ こさぇゃっかけ おけきこさけきうし 
し こさけういゃけょしすゃっくうすっ いぇょぇつう, 
おぇすけ いぇ ゃしうつおう しぇきけょっえちう. 
¨しすぇゃぇす しこけきっくうすっ けす こなかくう-
すっ しぇかけくう, こさぇゃけしすけはとうすっ, 
ぉせさくうすっ ぇこかけょうしきっくすう しかっょ 
こさっょしすぇゃかっくうはすぇ ゃ けぉっょ-
くうすっ こけつうゃおう, しこっおすぇおかうすっ 
こけ おけきしけきけかしおうすっ おかせぉけゃっ, 
けぉうおけかおうすっ こけ しちっくうすっ くぇ 
しなしっょくうすっ ゅさぇょけゃっ う しっかぇ う 
こけょっかっくうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ: けす ╉さなく – 

こさっい ╉っかうそぇさっゃけ う ╉なさょあぇ-
かうえしおけ – ぇさしっくぇかしおうすっ ぇお-
すぬけさう しっ つせゃしすゃぇかう うしすうくしおう 
いゃっいょう. ╆ぇとけすけ うきぇかう けぉうつ-
すぇ くぇ こせぉかうおぇすぇ. 
╇くぇつっ, こさっい すけゃぇ ゃさっきっ 

╁かぇょけ ぉうか おけくしすさせおすけさ ゃ 
╇くしすうすせすぇ いぇ きっすぇかけさっあっ-
とう きぇてうくう おなき ╆ぇゃけょ 5. ′け 
しなさちっすけ きせ けしすぇゃぇ ゃ 〈っぇすな-
さぇ. ¨こうはくっくうっすけ けす ょóしっゅぇ し 
ういおせしすゃけすけ いぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
すっぇすさぇかくぇ すさせこぇ っ けとっ こけ-
しうかくけ, いぇとけすけ:

┿さしっくぇかちう さぇぉけすはす し
さっあうしぬけさう けす ]けそうは  

]ぇきけょっえくうはす すっぇすなさ „おさぇ-
ょはか” こけしすぇくけゃおう けす しけそうえ-
しおうすっ しちっくう, しこけきくは しう ╁かぇ-
ょけ. 〈させこぇすぇ ゅかっょぇかぇ ゃしうつおけ 
くぇえ-ょけぉさけ こけ しけそうえしおうすっ 
しちっくう, こけしかっ すっ しっ こけしすぇゃは-

かう ゃ „┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ ぉなょっ 
すはたくぇすぇ しちっくぇ きけょっさくぇ う 
ぉかういおぇ ょけ すけゃぇ, おけっすけ しすぇゃぇ 
ゃ ]けそうは. [なおけゃけょしすゃけすけ おぇ-
くっかけ こさけそっしうけくぇかくう さっあう-
しぬけさう う しちっくけゅさぇそう けす ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ, ゅけかっきうすっ ゅさぇょけゃっ 
う しすけかうちぇすぇ, さぇぉけすぇすぇ し おけう-
すけ ぉうかぇ せょけゃけかしすゃうっ. 〈ぇおぇ 
„╉さぇはす けしすぇゃぇ いぇ ゃぇし” うょゃぇ 
けす „]なかいぇすぇ”, おなょっすけ うゅさぇっか 
くぇてっくっちなす ‶っすなさ 』っさくっゃ, 
„′けしっすっ しう くけゃうすっ ょさったう, 
きけきつっすぇ” – けす 〈っぇすなさ „]け-
そうは”... ╇ょゃぇす う せしこったうすっ – 

きっょぇかうすっ けす そっしすうゃぇかう う くぇ-
ゅさぇょうすっ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” – くっいぇぉさぇゃうきうすっ 
すさう っおしおせさいうう ゃ ]]][ – こさっい 
╋けしおゃぇ,  ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ う 
〈ぇかうく, ╉うっゃ う ¨ょっしぇ... ╁かぇ-
ょけ, おぇすけ うしすうくしおう おせかすせさ-
すさっゅっさ, さぇいおぇいゃぇ いぇ すけゃぇ し 
すなくおぇ っきけちうは う ぉっいこさっょっか-
くぇ, くけ せおさけすっくぇ さぇょけしす. ╉ぇすけ 
ゃしうつおう しぇきけょっえちう けす ╉ぇいぇく-
かなお, ╁かぇょけ しなとけ すぇはか っょくぇ 
けゅさけきくぇ くぇょっあょぇ: ‶さけそっしう-
けくぇかっく すっぇすなさ ゃ ╉ぇいぇくかなお! /
きっつすぇすぇ くぇ ╋うくつけ ╊ぇかっゃ!/. 
╉けゅぇすけ ╉ぇいぇくかなお くぇうしすうくぇ 
しっ しょけぉうゃぇ し こさけそっしうけくぇ-
かっく すっぇすなさ こさっょう 15 ゅけょう-
くう, ╁かぇょけ しっ さぇょゃぇ, くけ しっゅぇ 
し きなおぇ おぇいゃぇ, つっ こけ-おなしくけ っ 
うしすうくしおう さぇいけつぇさけゃぇく: ”′っ 
しこけょっかはき うょっはすぇ いぇ すっぇすなさ 
くぇ おさはしなちうすっ こけ しちっくぇすぇ...”. 
╆ぇ くっゅけ しなゃさっきっくくうはす すっぇすなさ 

っ こけゃっつっ „〈っぇすなさ くぇ きうしなか-
すぇ” – しはおぇて うょゃぇ ょうさっおすくけ 
けす きけいなちうすっ – すぇおぇ ╁かぇょけ こけ 
しゃけっきせ けぉはしくはゃぇ すけゃぇ, おけっすけ 
しっ しかせつゃぇ くぇ しちっくぇすぇ ょくっし. 
′け ょぇかっつ くっ けすさうつぇ ゃしうつおけ: 
くけゃぇすぇ こけしすぇくけゃおぇ くぇ 〈っぇ-
すなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” – 
„╋っあょせ ょゃぇ しすけかぇ” ゅけ ゅさぇぉゃぇ 
うしすうくしおう. ′ぇゃさっきっすけ こけゃっつっ 
しっ こさうょなさあぇかう おなき うしすけさう-
つっしおうすっ う うょっけかけゅうつっしおうすっ 
すっきう – こぇさすういぇくしおけすけ ょゃう-
あっくうっ, ‶ぇさすうはすぇ...‶さぇゃっ-
かう う きけょっさくうは こさっい 80-すっ 

くぇ 20-すう ゃっお  ╉ぇそっ-すっぇすなさ! 
〈ぇおぇ うきっくくけ しっ しかせつうかぇ う 
„╆ぇおけくうすっ ゃ あうゃけすぇ”, おなょっすけ 
╁かぇょけ うゅさぇか いぇっょくけ し ╃ぇさう-
くぇ ‶ぇゃかけゃぇ.

╃ぇさうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ ょけてかぇ
くぇこさぇゃけ けす ちったぇ

„╃けえょっ ゃ すさせこぇすぇ ちはかぇすぇ 
けきぇいぇくぇ し きぇしかぇすぇ けす きぇてう-
くぇすぇ.”, ゃさなとぇ しっ くぇいぇょ ゃ ゅけ-
ょうくうすっ ╁かぇょけ ╇ゃぇくけゃ う こけ-
おぇいゃぇ つっさくけ-ぉっかう  しくうきおう いぇ 
しこけきっく, けす おけうすけ こなさゅぇゃうすっ 
けつう くぇ おさぇしぇゃうちぇすぇ うゅさう-
ゃけ いぇおぇつぇす こさっい けぉっおすうゃぇ, 
ょけおぇすけ かっおけ すは こかないゅぇ さなおぇ 
ゃなさたせ さぇきけすけ くぇ おけかっゅぇ. 
¨とっ すけゅぇゃぇ ぉっょくけすけ きけ-

きうつっ けす ╉ぇいぇくかなお うしおぇかけ 
ょぇ いぇゃなさてう ╁╇〈╇╆, こけしかっ 
╃ぇさうくぇ くぇきっさうかぇ くぇつうく ょぇ 
しっ しゃなさあっ し さっおすけさぇ くぇ すっ-

ぇすさぇかくぇすぇ ぇおぇょっきうは, おけえすけ は 
けょけぉさうか おぇすけ ぇおすさうしぇ. ╃けおぇ-
すけ ぉうかぇ しすせょっくすおぇ, こけょょなさ-
あぇかぇ ゃさないおう し ぇさしっくぇかしおうすっ 
おけかっゅう けす すさせこぇすぇ, しこけきくは しう 
こぇさすくぬけさなす けす „╆ぇおけくうすっ ゃ 
あうゃけすぇ”. ]かっょゃぇす せつぇしすうはすぇ 
ゃなゃ そうかきう, おけうすけ ゃしうつおう けす 
すけゃぇ こけおけかっくうっ しきっ ゅかっょぇかう. 
╆ぇ ぉさぇおぇ くぇ ╃ぇさうくぇ し ╇かうは 
‶ぇゃかけゃ, おけかっゅうすっ けす ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ すさせこぇ くぇせつうかう けす 
きっょううすっ...
╃けしっゅなす し ういゃっしすくうすっ,けぉぇつっ, 

ょぇかっつ くっ っ っょうくしすゃっくぇすぇ さぇ-
ょけしす くぇ ╁かぇょけ. 〈けえ 
せきっっ ょぇ つっさこう う ょぇ 
さぇいょぇゃぇ さぇょけしす けす 
ゃしうつおけ う おなき ゃしうつ-
おけ. ‶さけせきはか しかっょ 
ゃくっいぇこくぇすぇ けこっさぇ-
ちうは, けす おけはすけ くぇ-
しかっょはゃぇ  ょゃぇ ぉぇえ-
こぇしぇ くぇ こさけそっしけさ 
』うさおけゃ, つっ あうゃけすなす 
っ ぉっいおさぇえくけ ちっくっく, 
いぇ ょぇ くっ きせ しっ さぇょ-
ゃぇて, ゃっつっ 27 ゅけょう-
くう ╁かぇょけ ╇ゃぇくけゃ  
さぇぉけすう くっしこうさくけ う 
しっ さぇょゃぇ くぇ こさけし-
すうすっ くっとぇ おさぇえ 
しっぉっ しう.
¨ぉうつぇ ょぇ ういかういぇ 

ゃ ]さっょくぇ ゅけさぇ おさぇえ 
さけょくけすけ [けいけゃけ, 
おなょっすけ っょゃぇ 4-5-ゅけ-
ょうてっく ういかういぇ くぇ 
しちっくぇすぇ いぇ こなさゃう 
こなす. ╁さないおぇすぇ し 
こさうさけょくけすけ ╁かぇょけ 
こさっゃなこかなとぇゃぇ う 
ゃ しけぉしすゃっくうは ぉうい-
くっし – そっさきぇすぇ し 
20-すっ おさぇゃう ゃ [け-
いけゃけ, おけはすけ しっゅぇ 
しっ „ょゃうあう” けす しくぇ-
たぇすぇ, しなこさせゅぇ くぇ 
しうくぇ [せきっく, しなとけ 
ぇさしっくぇかっち – くぇつぇか-
くうお しきはくぇ ゃ ╆ぇゃけょ 
1. ╉ぇすけ こけゃっつっ-
すけ ぉなかゅぇさう, う こさう 
╁かぇょけ そぇきうかうはすぇ 
っ こさなしくぇすぇ こけ しゃっ-
すぇ – とっさおぇすぇ っ ゃ 
つせあぉうくぇ, ゃくせつおぇすぇ 
╋うたぇっかぇ しなとけ とっ 
いぇきうくぇゃぇ ょぇ せつう ゃ 
》ぇゅぇ. 
╁さないおぇすぇ し こかぇくう-

くぇすぇ, ょさせゅぇすぇ けぉうつ 
くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
うくあっくっさ-おせかすせさ-
すさっゅっさ, っ いょさぇゃけ 
しおさっこっくぇ う けす ゃさっ-
きっすけ, おけゅぇすけ ╁かぇょけ 
くぇこせしおぇ こさけういゃけょ-
しすゃっくうすっ いぇょぇつう ゃ 
„┿さしっくぇか” う こけっきぇ 
ょけきぇおうくしすゃけすけ くぇ 

たうあぇすぇ くぇ ゃさ. 【うこおぇ, おなょっ-
すけ さぇぉけすくうちうすっ つっしすけ けすうゃぇす 
ゃ こけつうゃくうすっ ょくう. 〈けゃぇ しすぇゃぇ 
こさっい 1987-きぇ, ょけおけゅぇすけ ╇ゃぇ-
くけゃ っ おけくしすさせおすけさ ゃ ╇くしすう-
すせすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5. ]っゅぇ けすくけ-
ゃけ っ ゃ ╆ぇゃけょ 5, ゃなさくぇか しっ ゃ 
„┿さしっくぇか”, „ょぇ しう こけつうくっ” けす 
そっさきぇすぇ. ╁っつっ ういこっつっく ぇさしっ-
くぇかっち, ╁かぇょけ ょけぉさっ こけいくぇゃぇ 
つせゃしすゃけすけ いぇ しっきっえしすゃっくけしす 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, こけいくぇゃぇ けぉとう-
すっ  うくすっさっしう くぇ たけさぇすぇ すせお, 
くけ しう けぉはしくはゃぇ う し けとっ っょくぇ 
けしけぉっくけしす くぇ おぇいぇくかなておう-
すっ けさなあっえくうちう: おぇすけ つっ かう 
しっ しすさったせゃぇす ょぇ くぇこせしくぇす, 
ょけさう, おけゅぇすけ いぇこかぇとぇくっすけ くっ 
ゅう せょけゃかっすゃけさはゃぇ, しすさぇたせゃぇす 
しっ ょぇ くっ けしすぇくぇす ぉっい さぇぉけすぇ, 
しすさぇたせゃぇす しっ ょぇかう とっ ぉなょぇす 
こさうっすう ょけぉさっ ょさせゅぇょっ...

...′╇】[《]¨[╅【╅ ╇╅〉っ
′はきぇ おぇお ょぇ しっ いぇぉさぇゃう う 

すっぇすさぇかくぇすぇ すさせこぇ, つうっすけ 
さなおけゃけょしすゃけ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ 
くぇしかっょはゃぇ けす ′うおけかぇえ ╂ぇく-
ちぇさけゃ. ′はきぇ おぇお ょぇ くっ こけきくう 
╃ぇさうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ, くけ いぇ ╁ぇくは 
すは しう けしすぇゃぇ ╃ぇさうくぇ ╂っけさゅう-
っゃぇ, いぇとけすけ ╁ぇくは きうしかう, つっ 
こけしすうあっくうはすぇ くぇ あっくぇすぇ くっ 
しっ ういきっさゃぇす し かっゅうすうきぇちうは 
つさっい きなあぇ ょけ くっは. /╁ぇくは ゃう-
くぇゅう っ ぉはゅぇかぇ けす すけゃぇ/.  
╁ ぇさしっくぇかしおぇすぇ すさせこぇ こけ-

しすぇゃはす „┿さたうすっおすう”, こうっしぇ, いぇ 
おけはすけ ╁ぇくは おぇくう さっあうしぬけさぇ 
′うおけかぇえ 〈っくっゃ - っおしこっさうきっく-
すぇすけさ ゃ ぉなかゅぇさしおうは すっぇすなさ くぇ 
しっくおうすっ. ‶うっしうすっ „′っけぉうおくけ-
ゃっく こさけちっし”, „′けしっすっ しう くけ-
ゃうすっ ょさったう, きけきつっすぇ”, „╆くぇ-
きっすけ”; しさっとうすっ し うきっくぇ おぇすけ 
]すっそぇく 『ぇくっゃ う ぃさう ]すせこっか, 
こけょぇさうかう ぇゃすけさしすゃけすけ しう くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ すさせこぇ – しぇ ゃしっ 
はさおう こぇさつっすぇ けす あうゃけすぇ くぇ 
╁ぇくは, おけはすけ おぇすけ うしすうくしおう 
ぉかういくぇお, こさういくぇゃぇ: ”╁ きっく 
あうゃっはす ょゃぇきぇ ょせてう. ╄ょうくう-

はす おぇいゃぇ: せすさっ とっ くぇこさぇゃうき 
きくけゅけ くっとぇ, ょけおぇすけ ょさせゅうはす 
しこう う けすかぇゅぇ くっとぇすぇ”. ′はおけう 
くっとぇ, けぉぇつっ, ╁ぇくは ‶けこけゃぇ くっ 
けすかぇゅぇ – おぇすけ しゃっすおぇゃうつくけすけ 
しう くぇこせしおぇくっ くぇ „┿さしっくぇか” 

しかっょ ょなかぉけおけすけ しう ゃないきせとっ-
くうっ けす おけかっゅう, おけうすけ くっ しこう-
さぇす ょぇ は ょけくぇしはす. „′っ せゃぇ-
あぇゃぇき たけさぇ, おけうすけ こさっょぇゃぇす 

せつうすっかうすっ しう.”, おぇいゃぇ こけ 
しなとうは こけゃけょ ╁ぇくは. ╆ぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ しう ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ, 
けしゃっく ょさせゅけすけ - せつぇしすくうお 
ゃ とせさぇすぇ うょっは すせお ょぇ ぉなょっ 
ょけおぇさぇくぇ „‶ぇくけさぇきぇ”-すぇ くぇ 
′ぇちうけくぇかくぇすぇ すっかっゃういうは, 
しちっくぇさうしす くぇ そうかきう, おけう-
すけ しっ しくうきぇす すせお, ょせぉかぬけさ 
くぇ ょけおせきっくすぇかくう そうかきう, 
しなとぇすぇ ╁ぇくは おぇいゃぇ: ”′うっ 
しきっ ぉうかう ゃさないおうすっ し けぉ-
とっしすゃっくけしすすぇ, さっおかぇきぇすぇ 
くぇ „┿さしっくぇか”, くけ くっ ゅけ さぇい-
ぉうさぇたきっ すぇおぇ, さぇぉけすったきっ 
し せしっとぇくっすけ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ 
しないょぇゃぇきっ おさぇしけすぇ, うきぇてっ 
けすくけてっくうっ おなき おせかすせさぇすぇ”. 
¨すくけてっくうは し おせかすせさぇすぇ 
しぇきぇすぇ ╁ぇくは こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ うきぇ. ╆ぇぉぇゃかはゃぇ しっ, おけ-
ゅぇすけ こさっょしすぇゃは くけゃう おくう-
ゅう くぇ おぇいぇくかなておう ぇゃすけさう. 
‶さけこうしぇかぇ おなしくけ いぇさぇょう 
しゃっとっくうは こうっすっす くぇ こけおけ-
かっくうっすけ おなき  しかけゃけすけ くぇ 
ょさせゅうすっ, おけっすけ さっちうすうさぇ-

かう し こぇすけし, ╁ぇくは ょくっし こうてっ. 
‶うてっ さっちっくいうう. ╁っつっ くっ こうてっ 
しちっくぇさうう いぇ ゅさぇょしおう すなさあっ-
しすゃぇ, おぇおすけ くはおけゅぇ, さはょおけ こさけ-
こうしゃぇ ゃ きっしすくぇすぇ こさっしぇ, くけ くっ 
しこうさぇ ょぇ こうてっ しすうたけゃっ. ′っ しっ 
けぉうあょぇ し 』せょけきうさけゃけすけ „ゃな-
けぉとっしすゃっくうお”, おけっすけ え こさう-
かはゅぇ. 〉つうすっか し ゃないさけあょっくしおう 
ょせた, しかっょ おぇすけ くぇゃさっきっすけ くぇ-
しかっょはゃぇ ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ おぇすけ 
ぉぇいけゃ せつうすっか ゃ  „′. ╁ぇこちぇさけゃ” 
う ゅけょうくう くぇさっょ くっえくけすけ うきっ 
っ きぇさおぇ いぇ おぇつっしすゃっく せつうすっか 
こけ かうすっさぇすせさぇ, ‶けこけゃぇ せつう-
すっかしすゃぇ こけしかっょくけ ゃ しっかしおうすっ 
せつうかうとぇ くぇ ╂ぇぉぇさっゃけ う 〈なさ-
くうつぇくっ, おなょっすけ しすぇゃぇ ょせたけゃ-
くぇすぇ きぇえおぇ くぇ ょっしっすおう ょっちぇ. 
╁うょはかぇ し けつうすっ しう, つっ ゃ せつう-
かうとぇすぇ „うきぇ きくけゅけ せつうすっかう – 
うしすうくしおう こしうたけこぇすう”, ‶けこけゃぇ 
ちっくう けくけゃぇ: ”╇しおぇき ょぇ しう きけは 
きぇえおぇ”, けすさけくっくけ  けす きっつすうすっ 
くぇ さけきしおう きぇかつせゅぇく... ′っえくう-
はす しけぉしすゃっく しうく こなお こさけょなか-
あぇゃぇ とせさけすううすっ くぇ きぇえおぇ しう 
– あうゃっっ ゃ ]┿】 う しっ いぇくうゃぇきぇ 

し おうくけ.
¨すおぇいぇかぇ さなおけゃけょくう こけしす-

けゃっ ゃ おせかすせさくうすっ うくしすうすせすう 
うい ゅさぇょぇ – けす ぉうぉかうけすっおぇすぇ 
こさっい ゃっしすくうお „╇しおさぇ” う きせ-
いっえ „』せょけきうさ”, ╁ぇくは ‶けこけ-
ゃぇ しなあぇかはゃぇ っょうくしすゃっくけ いぇ 
くぇこせしおぇくっすけ くぇ [ぇょうけ „╁うし 
╁うすぇかうし”: „〈け きう しぉなょくぇ 
きっつすぇ!”. /]すぇさすなす くぇ さぇょうけすけ 
きうくぇか こさっい くっえくぇすぇ こなさゃぇ 
おけくちっこちうは.../. ╁はさゃぇ ゃ おぇいぇ-
くけすけ けす ╄おいのこっさう, つっ ゃしっおう 
けす くぇし しう うきぇ かうつくぇ かっゅっく-
ょぇ, くけ しこけさっょ ╁ぇくは, くっ ぉうゃぇ 
ょぇ しっ ゃおけこつゃぇきっ ゃ かうつくぇすぇ 
しう うしすけさうは. ╁ぇくは けこさっょっ-
かは しっぉっ しう う おぇすけ おさぇょっち くぇ 
しゃけぉけょくけ ゃさっきっ. 〈け え っ くせあ-
くけ. ╉ぇすけ くぇ ゃしっおう しゃけぉけょっく 
つけゃっお. ′ぇしかっょくうお くぇ こさぇょは-
ょけ, しこけょゃうあくうお くぇ ╊っゃしおう, 
╆ゃせおけかうおぇすぇ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ  
こさういくぇゃぇ, つっ しっ つせゃしすゃぇ おぇすけ 
さぇいしっはくぇ しゃっすかうくぇ – こさなしおぇ 
しっ う ゅさっっ くぇゃしはおなょっ, くけ くぇ 
くっは え しすぇゃぇ しすせょっくけ...

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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╄すけ おぇお ういゅかっあょぇ 〈けこ 10 くぇ くぇえ-ょけぉさうすっ せくうゃっさしうすっ-
すう ゃ しゃっすぇ:

】け しっ けすくぇしは ょけ ╀なかゅぇさうは っすけ おぇお ういゅかっあょぇ きうくぇかけ-
ゅけょうてくぇすぇ おかぇしぇちうは: 
]けそうえしおう せくうゃっさしうすっす „╉かうきっくす ¨たさうょしおう” 
〈ったくうつっしおう せくうゃっさしうすっす – ]けそうは 
〉くうゃっさしうすっす いぇ くぇちうけくぇかくけ う しゃっすけゃくけ しすけこぇくしすゃけ - 

〉′]] – ]けそうは
╋っょうちうくしおう せくうゃっさしうすっす – ]けそうは
┿きっさうおぇくしおう せくうゃっさしうすっす – ╀かぇゅけっゃゅさぇょ
〉くうゃっさしうすっす こけ ぇさたうすっおすせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う ゅっけょっいうは 

- ]けそうは
′ぇちうけくぇかくぇ たせょけあっしすゃっくぇ ぇおぇょっきうは - ]けそうは
╁うしてっ ゃけっくくけ せつうかうとっ – ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ 

‶なさゃけすけ きはしすけ くぇ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ おかぇしぇちう-
はすぇ くぇ ╋¨╋′ くっ っ けしけぉっくぇ ういくっくぇょぇ, すなえ おぇすけ すけえ ゅけ 
いぇっ う こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ いぇさぇょう すけゃぇ, つっ っ っょうく けしけ-
ぉっくけ きくけゅけこさけそうかっく ╁〉╆  いぇ しすさぇくぇすぇ う ゃ くっゅけ しっ せつう 
こけ きくけあっしすゃけ しこっちうぇかくけしすう う くぇこさぇゃかっくうは.
[っえすうくゅなす くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ╁〉╆-けゃっ こけおぇいゃぇ う ょさせゅう 

うくすっさっしくう さっいせかすぇすう. 〈ぇおぇ くぇこさうきっさ, しっ けおぇいゃぇ, つっ 
こさけそっしうけくぇかくけすけ くぇこさぇゃかっくうっ “╁けっくくけ ょっかけ” くけしう 
くぇえ-ょけぉさぇ さっぇかういぇちうは いぇ しすせょっくすうすっ. ]さっょくうはす ょけたけょ 
くぇ いぇゃなさてうかうすっ ゅけ っ 1500 かっゃぇ きっしっつくけ, ぇ ぉっいさぇぉけすう-
ちぇすぇ ゃ しっおすけさぇ っ こけつすう さぇゃくぇ くぇ くせかぇ. ]なとけ うくすっさっしっく 
そぇおす, けぉぇつっ, っ う けぉしすけはすっかしすゃけすけ, つっ ゃしっおう ゃすけさう ゃう-
こせしおくうお せ くぇし ゃ しそっさぇすぇ くぇ しうゅせさくけしすすぇ けすうゃぇ ょぇ さぇ-
ぉけすう ゃ つせあぉうくぇ.  
╄すけ う けとっ うくすっさっしくう そぇおすう, おけくしすぇすうさぇくう くぇ ぉぇいぇ 

さっえすうくゅ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゃうしてう せつっぉくう いぇゃっょっくうは う 
こけしかっょゃぇとぇすぇ さっぇかういぇちうは くぇ いぇゃなさてうかうすっ ゅう. 
′ぇえ-きぇしけゃけ こさっょこけつうすぇくけすけ くぇこさぇゃかっくうっ ゃ ╀なかゅぇさうは 

しっ けおぇいゃぇ くっ ょさせゅけ, ぇ “╇おけくけきうおぇ”. ‶け けそうちうぇかくう しすぇ-
すうしすうつっしおう ょぇくくう, くぇょ 55 000 ょせてう しぇ いぇゃなさてうかうすっ 
うおけくけきうつっしおう すうこ しこっちうぇかくけしすう ゃ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ しぇきけ 
いぇ こけしかっょくうすっ こっす ゅけょうくう. ′ぇえ-ゅけかはき ょはか ゃ すけゃぇ うきぇ 
〉′]] しなし しゃけうすっ 14 たうかはょう ゃうこせしおくうちう いぇ ういきうくぇかうすっ 
5 ゅけょうくう. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ くぇえ-ゃうしけおけ さっえすうくゅけゃけすけ すったくうつっ-

しおけ せつうかうとっ ゃ ╀なかゅぇさうは しう けしすぇゃぇ 〈〉 – ]けそうは, つうえすけ 
しこっちうぇかうしすう うきぇす くぇえ-ぉなさいぇ さっぇかういぇちうは くぇ すさせょけゃうは 
こぇいぇさ, すなさしっくう しぇ ゃ くぇえ-きくけゅけ ゃ しすさぇくう おぇすけ ╂っさきぇくうは 
う 《さぇくちうは. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ すったくうつっしおうすっ くう おぇょさう しぇ っょゃぇ くぇ 

4-すけ きはしすけ こけ いぇこかぇとぇくっ, ゃ しさぇゃくっくうっ し ゃけっくくうすっ しこっ-
ちうぇかうしすう う きっょうちうすっ. ╇いおかのつっくうは, う すけ っょうくうちう, しぇ 
IT-しこっちうぇかうしすうすっ, つうえすけ きっしっつっく ょけたけょ ゃ こさっしすうあくう 
おけきこぇくうう ょけしすうゅぇ 5-7 たうかはょう かっゃぇ. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

] っょくけ さぇゃっくしすゃけ う っょくぇ こけぉっょぇ しっ いぇゃなさくぇたぇ けす こなさゃうは きぇつ くぇ ゃすけさうは こけかせしっいけく けす [っ-
ゅうけくぇかくけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか – のくけてう きかぇょてぇ ゃないさぇしす う こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ ょっちぇ 

きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう くぇ 《╉ „┿さしっくぇか 2000“.
╁ないこうすぇくうちうすっ くぇ すさっくぬけさうすっ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ - ╃あけくう う ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ こけぉっょうたぇ 

《╉ “』うさこぇく“ し 2:1, ぇ こさう こけ-ゅけかっきうすっ きぇつなす いぇゃなさてう し さぇゃっくしすゃけ 2:2. 
]かっょゃぇとぇすぇ しさっとぇ けす こなさゃっくしすゃけすけ っ くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか“, おなょっすけ くぇ 16 きぇさす ゃないこうすぇくう-

ちうすっ くぇ ょゃぇきぇすぇ すさっくぬけさう うゅさぇはす こけさっょくぇ しさっとぇ けす さっゅうけくぇかくけすけ こなさゃっくしすゃけ し すうきぇ くぇ O《╉ 
„╋うくぬけさ“- [ぇょくっゃけ. ′ぇつぇかけすけ くぇ しさっとぇすぇ っ けす 10,30 つぇしぇ. 

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

でäÜëö

╁っさくう くぇ こさうくちうこぇ しう ょぇ しぇ こなさゃけこさけたけょちう, さぇぉけすくうちうすっ う 
しかせあうすっかうすっ けす ╆ぇゃけょ 3 くぇ „┿さしっくぇか” けすこさぇいくせゃぇたぇ おさぇしう-

ゃうは こさけかっすっく こさぇいくうお ╀ぇぉぇ ╋ぇさすぇ. 
╁ さけかはすぇ くぇ ゃっょさぇすぇ ぉぇぉぇ, けさうしゃぇとぇ いぇ いょさぇゃっ う ぉっさっおっす, 

しっ こさっゃなこかなすうたぇ くっ っょくぇ, ぇ ょゃっ しかせあうすっかおう けす いぇゃけょぇ - ┿くくぇ 
]かぇゃつっゃぇ う ]すぇくおぇ ]すけえつっゃぇ, う ょゃっすっ ぇおすうゃうしすおう くぇ ╉′]╀ ゃ ちった 
130 くぇ ╆ぇゃけょ 3. ¨しゃっく, つっ ぉはたぇ くぇゅういょっくう ゃ くぇさけょくう くけしうう, 
ょゃっすっ あっくう くぇこなかくうたぇ おけてくうちう し つっさゃっくけ-ぉっかう おけくちう う し すはた 
けぉうおけかうたぇ ゃしうつおう ちったけゃっ う けすょっかう くぇ いぇゃけょぇ, いぇ ょぇ こけいょさぇゃはす 
おけかっおすうゃぇ し くぇしすなこゃぇとうすっ こさけかっすくう こさぇいくうちう う ょぇ こけおぇあぇす, 
つっ あっくしおうはす きっしっち くっ っ すけかおけゃぇ かけて. 〈さぇょうちうはすぇ いぇ いぇおうつゃぇくっ 

し きぇさすっくうちう っ ょなかゅけゅけょうてくぇ う 
すさぇょうちうけくくぇ いぇ おけかっおすうゃぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 3, おけえすけ っ しさっょ きぇかちう-
くぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, しゃうおくぇかう いぇ-
っょくけ ょぇ ぉっかっあぇす おさぇしうゃうすっ しう 
こけゃけょう う こさぇいくうちう. 
¨しゃっく し きぇさすっくうつおう, ょゃっすっ 

しうくょうおぇかくう ぇおすうゃうしすおう こけい-
ょさぇゃうたぇ う し こっしっく ゃしっおう けす 
ちったけゃっすっ ゃ いぇゃけょぇ, しこけさっょ さぇ-
ぉけすぇすぇ, おけはすけ ゃなさてぇす. ‶けいょさぇ-
ゃうすっ うき いぇさぇょゃぇたぇ さぇぉけすっとうすっ 
けす しなさちっ う ゅう いぇさっょうたぇ し くぇ-
しすさけっくうっ う ゃっょさけしす くっ しぇきけ いぇ 
こさぇいくうつくうは ‶なさゃう きぇさす, ぇ う いぇ 
ちっかうは きっしっち. 
╆ぇ くぇしすさけっくうっすけ, こけさけょっくけ けす 

こけしっとっくうっすけ くぇ ゃくせつおうすっ くぇ 
╀ぇぉぇ ╋ぇさすぇ, しなょっすっ こけ しくうき-
おaすa, こさっょけしすぇゃっくa くう かのぉっい-
くけ けす こさっょしっょぇすっかは くぇ ╉′]╀ 
くぇ いぇゃけょ 3 ゃ „┿さしっくぇか” ]すぇくおぇ 
╉けしすけゃぇ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか 

]なし しこっちうぇかくぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす 
いぇ  ょけぉさぇすぇ くけゃうくぇ おなき

]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 【かあてちあしひて ╇しあおそ:

╇しすうくしおぇ ぇおすぬけさしおぇ すっぇすさぇかくぇ すさせこぇ  っ うきぇか くぇゃさっきっすけ „┿さしっくぇか”! 〈けゃぇ ういけぉとけ くっ っ くけゃうくぇ いぇ こせぉかうおぇすぇ くぇ 
„╆ぇおけくうすっ ゃ あうゃけすぇ”, „┿さたうすっおすう” う こさけつうっ しこっおすぇおかう くぇ ぇさしっくぇかしおうは しぇきけょっっく すっぇすなさ, おけうすけ ういこさぇゃはかう くぇ 
おさぇおぇ けさなあっえくうちうすっ ゃ けぉっょくうすっ こけつうゃおう ゃ いぇかぇすぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ ゃ おけきぉうくぇすぇ „《さうょさうた ╄くゅっかし”.
╃くっし, けぉぇつっ, ゃしっおう, ゃうょはか すけゅぇゃぇてくう しくうきおう いぇ しこけきっく けす ういうゅさぇくう しこっおすぇおかう, おせこけくう しかっょ こさっょしすぇゃかっくうは 

うかう – こさけしすけ ぇそうてう, くぇこさぇゃけ しっ つせょう... 〈け しう っ いぇ つせょっくっ: くっ しぇきけ うしすうくしおぇ すさせこぇ, くけ う うしすうくしおう さっあうしぬけさう 
うょゃぇかう ゃ „┿さしっくぇか” けす ]けそうは ょぇ こけしすぇゃはす! [ぇぉけすぇすぇ し こさけそっしうけくぇかうしすう - はゃくけ すけゃぇ っ すぇえくぇすぇ くぇ せしこったうすっ, う 
きくけゅけすけ くぇゅさぇょう けす さっこせぉかうおぇくしおう しぇきけょっえくう そっしすうゃぇかう, すけゃぇ さぇいぉうさぇき ゃっょくぇゅぇ, とけき けすおかのつゃぇきっ さぇいゅけゃけさぇ 
し ╁かぇょうきうさ ╇ゃぇくけゃ. ╁かぇょけ, おぇおすけ ゅけ くぇさうつぇす こさうはすっかうすっ-しぇきけょっえちう, っ っょうく いぇこぇかっく すっぇすさぇか, おけえすけ こさういくぇ-
ゃぇ, つっ ぉうか うしすうくしおう ゃかのぉっく ゃ 〈っぇすなさぇ. „╋うしかった, つっ 〈っぇすなさなす っ きけはす あうゃけす, くけ っすけ おぇおゃけ しすぇくぇ – しはおぇて し きっく 
しゃなさてう う すっぇすなさなす ゃ „┿さしっくぇか”, さぇいしなあょぇゃぇ ╁かぇょけ くぇ ゅかぇし, くけ ぇい こさけいうさぇき, つっ すぇいう かのぉけゃ っ いぇゃうくぇゅう. ′うとけ, 
つっ きっつすぇか ょなかゅけ いぇ こさけそっしうけくぇかくぇ しちっくぇ, ぇおすぬけさなす こけ こさういゃぇくうっ  ょくっし  しう おぇいゃぇ: ”] ゃさっきっすけ う きっつすうすっ, う 
あっかぇくうはすぇ, う かのぉけゃすぇ – けすきうくぇゃぇす”. 〈けゃぇ けすおさけゃっくうっ, けぉぇつっ, っ しぇきけ くぇつぇかけすけ くぇ くぇてうは さぇいゅけゃけさ, おけえすけ ょゃぇ 
つぇしぇ こけ-おなしくけ しゃなさてゃぇ し けぉさぇすくけすけ  こさういくぇくうっ: ”╀っい あっかぇくうっ う かのぉけゃ くはきぇ くうとけ.”...
¨す ゃさっきっすけ くぇ ゅけかっきうすっ あっかぇくうは くぇ きかぇょけしすすぇ ╁かぇょけ こぇいう きくけゅけ しくうきおう, ょけさう ちはか ぇかぉせき, こけしゃっすっく くぇ 30-ゅけ-

ょうてくうくぇすぇ くぇ すさせこぇすぇ, けすぉっかはいぇくぇ こさっい 1974-すぇ. ]くうきおう, けす おけうすけ しっ ゃうあょぇ けぉうつ おなき ういおせしすゃけすけ, おけはすけ しすさせう 
けす ょっしっすおう ぇおすぬけさしおう けつう. ]くうきおう, いぇこっつぇすぇかう ういゅさっゃぇ くぇ っょくぇ さけょくぇ いゃっいょぇ, かっすはとうはす しすぇさす くぇ ゃしっういゃっしすくぇすぇ 
╀ういくっし ょぇきぇ わ 1 くぇ ╀なかゅぇさうは  – ╃ぇさうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ.
]くうきおう, けす おけうすけ くぇょくうつぇす ういゃっしすくう おぇいぇくかなつぇくう おぇすけ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ, ╇ゃぇくおぇ ╋ぇさおけゃぇ, ╁ぇしうか 【うゃっくおけゃ, ょけ-

ぇえっくなす, すさなゅくぇか けす つうすぇかうとくぇすぇ しちっくぇ ゃ ╄くうくぇ – ╀ぇえ ╃っつおけ ╊っつっゃ, ╋ぇさゅぇさうすぇ ╂ぇぉぇさっゃぇ, おけはすけ ょなさあぇかぇ ょぇ え 
おぇいゃぇす ”╋うし ╃っえいう ╂ぇぉぇさ”,  ′うおけかぇえ ╂ぇくちぇさけゃ, 〈ぇくぬけ ]すっそぇくけゃ – たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか くぇ すっぇすなさぇ, 『ぇくおけ 
╉なくっゃ, ┿くゅっか ‶けこけゃ, おけえすけ くっけすかなつくけ しかっょゃぇか すさせこぇすぇ くぇゃしはおなょっ...  
┿ うくぇつっ – ╁かぇょけ ╇ゃぇくけゃ っ „しぇきけ” っょうく うくあっくっさ けす ╂ぇぉさけゃしおけすけ ╁╋╄╇, ゅけょうくう くぇさっょ しなょなさあぇすっか くぇ たうあぇすぇ くぇ 

„┿さしっくぇか” くぇ ゃさなた 【うこおぇ, おけえすけ けとっ くぇさうつぇ „]すけかっすけゃ”, しけぉしすゃっくうお くぇ かうつくぇ そっさきぇ ゃ さけょくけすけ [けいけゃけ, しけぉ-
しすゃっくけさなつっく しすさけうすっか くぇ すさう おなとう いぇ ちはかぇすぇ そぇきうかうは..., くぇこけしかっょなお – „こさけしすけ”  ¨〈╉ ゃ ╆ぇゃけょ 5, おなょっすけ うしおぇ 
ょぇ けしすぇくっ, ょけおぇすけ うしすうくしおう きけあっ, ぉっい けとっ ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ, きぇおぇさ ょぇ っ ゃっつっ ゃ こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす. ╆ぇとけすけ っ 
さってうか - くぇこせしくっ かう, ょぇ くっ しっ ゃさなとぇ くうおけゅぇ おぇすけ „こっくしうけくっさ”.

′ぇうしすうくぇ っ すさせょくけ ょぇ 
こさうっきって しっぉっ しう おぇすけ 

こっくしうけくっさ, おけゅぇすけ うきぇて 
すけかおけゃぇ ぉけゅぇす あうすっえしおう こなす. 
′ぇえ-はさおうはす  しこけきっく けす すっぇ-
すさぇかくぇすぇ しちっくぇ, おけえすけ ゃさな-
とぇ くぇいぇょ ゃしっおう, さぇぉけすうか ゃ 
っおうこぇ くぇ しかぇゃくうすっ „》なてけゃっ”, 
こけしすぇゃっくぇ けす ]すっそぇく ╂っちけゃ ゃ 
╉ぇいぇくかなお,  ゃさなとぇ ╁かぇょけ おなき 
けぉさぇいぇ くぇ 》ぇょあうはすぇ, ゃ つうはすけ 
さけかは しっ こさっゃなこかなすうか ぇさしっ-
くぇかっちなす, こけおぇくっく ゃ うきっくう-
すうは しなしすぇゃ いぇ ういこなかくっくうっすけ 
くぇ ゅさぇょしおぇ しちっくぇ こさっい 1983-
すぇ. ╃けしっゅなす 
し ぇゃすけさうすっ-
すぇ くぇ ╂っちけゃ, 
„ ゅ な さ き っ あ な す ” 
くぇ きけとくうは 
きせ ゅかぇし, さっ-
こっすうちううすっ ゃ 
たけすっか „╉ぇいぇく-
かなお” し ょうきぇ  
けす くっゅけゃぇすぇ 
ちうゅぇさぇ... 〈うは 
„ょさっぉけかうう”, 
おけうすけ さうしせゃぇす 
ぇすきけしそっさぇ くぇ 
き ぇ ゅ う つ っ し お け , 
こ さ っ あ う ゃ っ く う 
ょなかぉけおけ けす 
ちはかぇすぇ すさせこぇ, 
しなぉさぇくぇ けす ╂っ-
ちけゃ, ょくっし うい-
さうゅゃぇす  ゃっょくぇ-
ゅぇ, とけき ╁かぇょけ 
ゃぇょう けす しすぇさぇ 
こぇこおぇ しすぇさぇ-
すっかくけ しゅなくぇ-
すうは ぇそうて し 
ゅけかっきう つっさゃっ-
くう ぉせおゃう ”》な-
てけゃっ”...  
¨とっ っょうく 

きけとっく ゅかぇし 
„ゅなさきう” こさっい 
ゅけょうくうすっ ゃ 
しこけきっくうすっ くぇ 
╁かぇょけ – すけいう 
くぇ ╋うくつけ ╊ぇ-
かっゃ, けす おけゅけすけ 
╁かぇょけ しなとけ しっ 
っ せつうか, こさっょ 
おけゅけすけ くっきっっ. 
‶さっょう ょぇ ぉなょっ 
こけおぇくっく ゃ しぇ-
きけょっえくうは すっぇ-
すなさ こさう つうすぇ-
かうとっ „╇しおさぇ”, 
けぉぇつっ, ╁かぇょけ 
╇ゃぇくけゃ こっつっ-
かう しなさちぇすぇ くぇ 
ぇ さ し っ く ぇ か し お ぇ 
しちっくぇ, おなょっすけ 
しっ こけしすぇゃはす 
„╆くぇきっすけ” くぇ 
[せしう ╀けあぇくけゃ 
し ╀ぇえ ╃っつおけ 
╊っつっゃ, „′けしっ-
すっ しう くけゃうすっ 
ょさったう, きけきつっすぇ”, „╉さぇはす けし-
すぇゃぇ いぇ ゃぇし”, けぉうつぇくぇすぇ „┿さ-
たうすっおすう”, „╆ぇおけくうすっ ゃ あうゃけ-
すぇ”, おなょっすけ ょゃぇきぇすぇ し ╃ぇさうくぇ 
‶ぇゃかけゃぇ しなぉうさぇす こせぉかうおぇすぇ 
ゃ きけょっさくうは すけゅぇゃぇ ╉ぇそっ-
すっぇすなさ... ╁かぇょけ けぉけぉとぇゃぇ 
おさぇすおけ:

╁しうつおけ しすぇゃぇてっ し ╊のぉけゃ

„╀はたきっ すけかおけゃぇ きかぇょう – 
30-40-ゅけょうてくう, さっこっすうさぇた-
きっ こけくはおけゅぇ こけ ちっかう くけとう, 
„ゅけさはたきっ” ゃ しこっおすぇおかうすっ, 
けしけぉっくけ ゃ „┿さたうすっおすう”-
すっ!..., こさっい さぇょけしす しう しこけきくは 
╁かぇょけ, くけしうすっか くぇ ょゃぇ いかぇす-
くう きっょぇかぇ けす さっこせぉかうおぇく-
しおう しぇきけょっえくう そっしすうゃぇかう. 
¨ぉうつすぇ きっあょせ ぇおすぬけさうすっ けす 
すさせこぇすぇ かうつう う けす しくうきおう-
すっ いぇ しこけきっく: ”]ぇきけ ょっすけ 
くっ しこはたきっ いぇっょくけ...”. [なおけ-

ゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ょなさ-
あぇかけ くぇ すっぇすさぇかくうすっ ういはゃう, 
いぇすけゃぇ こさぇゃっかけ おけきこさけきうし 
し こさけういゃけょしすゃっくうすっ いぇょぇつう, 
おぇすけ いぇ ゃしうつおう しぇきけょっえちう. 
¨しすぇゃぇす しこけきっくうすっ けす こなかくう-
すっ しぇかけくう, こさぇゃけしすけはとうすっ, 
ぉせさくうすっ ぇこかけょうしきっくすう しかっょ 
こさっょしすぇゃかっくうはすぇ ゃ けぉっょ-
くうすっ こけつうゃおう, しこっおすぇおかうすっ 
こけ おけきしけきけかしおうすっ おかせぉけゃっ, 
けぉうおけかおうすっ こけ しちっくうすっ くぇ 
しなしっょくうすっ ゅさぇょけゃっ う しっかぇ う 
こけょっかっくうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ: けす ╉さなく – 

こさっい ╉っかうそぇさっゃけ う ╉なさょあぇ-
かうえしおけ – ぇさしっくぇかしおうすっ ぇお-
すぬけさう しっ つせゃしすゃぇかう うしすうくしおう 
いゃっいょう. ╆ぇとけすけ うきぇかう けぉうつ-
すぇ くぇ こせぉかうおぇすぇ. 
╇くぇつっ, こさっい すけゃぇ ゃさっきっ 

╁かぇょけ ぉうか おけくしすさせおすけさ ゃ 
╇くしすうすせすぇ いぇ きっすぇかけさっあっ-
とう きぇてうくう おなき ╆ぇゃけょ 5. ′け 
しなさちっすけ きせ けしすぇゃぇ ゃ 〈っぇすな-
さぇ. ¨こうはくっくうっすけ けす ょóしっゅぇ し 
ういおせしすゃけすけ いぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
すっぇすさぇかくぇ すさせこぇ っ けとっ こけ-
しうかくけ, いぇとけすけ:

┿さしっくぇかちう さぇぉけすはす し
さっあうしぬけさう けす ]けそうは  

]ぇきけょっえくうはす すっぇすなさ „おさぇ-
ょはか” こけしすぇくけゃおう けす しけそうえ-
しおうすっ しちっくう, しこけきくは しう ╁かぇ-
ょけ. 〈させこぇすぇ ゅかっょぇかぇ ゃしうつおけ 
くぇえ-ょけぉさけ こけ しけそうえしおうすっ 
しちっくう, こけしかっ すっ しっ こけしすぇゃは-

かう ゃ „┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ ぉなょっ 
すはたくぇすぇ しちっくぇ きけょっさくぇ う 
ぉかういおぇ ょけ すけゃぇ, おけっすけ しすぇゃぇ 
ゃ ]けそうは. [なおけゃけょしすゃけすけ おぇ-
くっかけ こさけそっしうけくぇかくう さっあう-
しぬけさう う しちっくけゅさぇそう けす ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ, ゅけかっきうすっ ゅさぇょけゃっ 
う しすけかうちぇすぇ, さぇぉけすぇすぇ し おけう-
すけ ぉうかぇ せょけゃけかしすゃうっ. 〈ぇおぇ 
„╉さぇはす けしすぇゃぇ いぇ ゃぇし” うょゃぇ 
けす „]なかいぇすぇ”, おなょっすけ うゅさぇっか 
くぇてっくっちなす ‶っすなさ 』っさくっゃ, 
„′けしっすっ しう くけゃうすっ ょさったう, 
きけきつっすぇ” – けす 〈っぇすなさ „]け-
そうは”... ╇ょゃぇす う せしこったうすっ – 

きっょぇかうすっ けす そっしすうゃぇかう う くぇ-
ゅさぇょうすっ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” – くっいぇぉさぇゃうきうすっ 
すさう っおしおせさいうう ゃ ]]][ – こさっい 
╋けしおゃぇ,  ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ う 
〈ぇかうく, ╉うっゃ う ¨ょっしぇ... ╁かぇ-
ょけ, おぇすけ うしすうくしおう おせかすせさ-
すさっゅっさ, さぇいおぇいゃぇ いぇ すけゃぇ し 
すなくおぇ っきけちうは う ぉっいこさっょっか-
くぇ, くけ せおさけすっくぇ さぇょけしす. ╉ぇすけ 
ゃしうつおう しぇきけょっえちう けす ╉ぇいぇく-
かなお, ╁かぇょけ しなとけ すぇはか っょくぇ 
けゅさけきくぇ くぇょっあょぇ: ‶さけそっしう-
けくぇかっく すっぇすなさ ゃ ╉ぇいぇくかなお! /
きっつすぇすぇ くぇ ╋うくつけ ╊ぇかっゃ!/. 
╉けゅぇすけ ╉ぇいぇくかなお くぇうしすうくぇ 
しっ しょけぉうゃぇ し こさけそっしうけくぇ-
かっく すっぇすなさ こさっょう 15 ゅけょう-
くう, ╁かぇょけ しっ さぇょゃぇ, くけ しっゅぇ 
し きなおぇ おぇいゃぇ, つっ こけ-おなしくけ っ 
うしすうくしおう さぇいけつぇさけゃぇく: ”′っ 
しこけょっかはき うょっはすぇ いぇ すっぇすなさ 
くぇ おさはしなちうすっ こけ しちっくぇすぇ...”. 
╆ぇ くっゅけ しなゃさっきっくくうはす すっぇすなさ 

っ こけゃっつっ „〈っぇすなさ くぇ きうしなか-
すぇ” – しはおぇて うょゃぇ ょうさっおすくけ 
けす きけいなちうすっ – すぇおぇ ╁かぇょけ こけ 
しゃけっきせ けぉはしくはゃぇ すけゃぇ, おけっすけ 
しっ しかせつゃぇ くぇ しちっくぇすぇ ょくっし. 
′け ょぇかっつ くっ けすさうつぇ ゃしうつおけ: 
くけゃぇすぇ こけしすぇくけゃおぇ くぇ 〈っぇ-
すなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” – 
„╋っあょせ ょゃぇ しすけかぇ” ゅけ ゅさぇぉゃぇ 
うしすうくしおう. ′ぇゃさっきっすけ こけゃっつっ 
しっ こさうょなさあぇかう おなき うしすけさう-
つっしおうすっ う うょっけかけゅうつっしおうすっ 
すっきう – こぇさすういぇくしおけすけ ょゃう-
あっくうっ, ‶ぇさすうはすぇ...‶さぇゃっ-
かう う きけょっさくうは こさっい 80-すっ 

くぇ 20-すう ゃっお  ╉ぇそっ-すっぇすなさ! 
〈ぇおぇ うきっくくけ しっ しかせつうかぇ う 
„╆ぇおけくうすっ ゃ あうゃけすぇ”, おなょっすけ 
╁かぇょけ うゅさぇか いぇっょくけ し ╃ぇさう-
くぇ ‶ぇゃかけゃぇ.

╃ぇさうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ ょけてかぇ
くぇこさぇゃけ けす ちったぇ

„╃けえょっ ゃ すさせこぇすぇ ちはかぇすぇ 
けきぇいぇくぇ し きぇしかぇすぇ けす きぇてう-
くぇすぇ.”, ゃさなとぇ しっ くぇいぇょ ゃ ゅけ-
ょうくうすっ ╁かぇょけ ╇ゃぇくけゃ う こけ-
おぇいゃぇ つっさくけ-ぉっかう  しくうきおう いぇ 
しこけきっく, けす おけうすけ こなさゅぇゃうすっ 
けつう くぇ おさぇしぇゃうちぇすぇ うゅさう-
ゃけ いぇおぇつぇす こさっい けぉっおすうゃぇ, 
ょけおぇすけ かっおけ すは こかないゅぇ さなおぇ 
ゃなさたせ さぇきけすけ くぇ おけかっゅぇ. 
¨とっ すけゅぇゃぇ ぉっょくけすけ きけ-

きうつっ けす ╉ぇいぇくかなお うしおぇかけ 
ょぇ いぇゃなさてう ╁╇〈╇╆, こけしかっ 
╃ぇさうくぇ くぇきっさうかぇ くぇつうく ょぇ 
しっ しゃなさあっ し さっおすけさぇ くぇ すっ-

ぇすさぇかくぇすぇ ぇおぇょっきうは, おけえすけ は 
けょけぉさうか おぇすけ ぇおすさうしぇ. ╃けおぇ-
すけ ぉうかぇ しすせょっくすおぇ, こけょょなさ-
あぇかぇ ゃさないおう し ぇさしっくぇかしおうすっ 
おけかっゅう けす すさせこぇすぇ, しこけきくは しう 
こぇさすくぬけさなす けす „╆ぇおけくうすっ ゃ 
あうゃけすぇ”. ]かっょゃぇす せつぇしすうはすぇ 
ゃなゃ そうかきう, おけうすけ ゃしうつおう けす 
すけゃぇ こけおけかっくうっ しきっ ゅかっょぇかう. 
╆ぇ ぉさぇおぇ くぇ ╃ぇさうくぇ し ╇かうは 
‶ぇゃかけゃ, おけかっゅうすっ けす ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ すさせこぇ くぇせつうかう けす 
きっょううすっ...
╃けしっゅなす し ういゃっしすくうすっ,けぉぇつっ, 

ょぇかっつ くっ っ っょうくしすゃっくぇすぇ さぇ-
ょけしす くぇ ╁かぇょけ. 〈けえ 
せきっっ ょぇ つっさこう う ょぇ 
さぇいょぇゃぇ さぇょけしす けす 
ゃしうつおけ う おなき ゃしうつ-
おけ. ‶さけせきはか しかっょ 
ゃくっいぇこくぇすぇ けこっさぇ-
ちうは, けす おけはすけ くぇ-
しかっょはゃぇ  ょゃぇ ぉぇえ-
こぇしぇ くぇ こさけそっしけさ 
』うさおけゃ, つっ あうゃけすなす 
っ ぉっいおさぇえくけ ちっくっく, 
いぇ ょぇ くっ きせ しっ さぇょ-
ゃぇて, ゃっつっ 27 ゅけょう-
くう ╁かぇょけ ╇ゃぇくけゃ  
さぇぉけすう くっしこうさくけ う 
しっ さぇょゃぇ くぇ こさけし-
すうすっ くっとぇ おさぇえ 
しっぉっ しう.
¨ぉうつぇ ょぇ ういかういぇ 

ゃ ]さっょくぇ ゅけさぇ おさぇえ 
さけょくけすけ [けいけゃけ, 
おなょっすけ っょゃぇ 4-5-ゅけ-
ょうてっく ういかういぇ くぇ 
しちっくぇすぇ いぇ こなさゃう 
こなす. ╁さないおぇすぇ し 
こさうさけょくけすけ ╁かぇょけ 
こさっゃなこかなとぇゃぇ う 
ゃ しけぉしすゃっくうは ぉうい-
くっし – そっさきぇすぇ し 
20-すっ おさぇゃう ゃ [け-
いけゃけ, おけはすけ しっゅぇ 
しっ „ょゃうあう” けす しくぇ-
たぇすぇ, しなこさせゅぇ くぇ 
しうくぇ [せきっく, しなとけ 
ぇさしっくぇかっち – くぇつぇか-
くうお しきはくぇ ゃ ╆ぇゃけょ 
1. ╉ぇすけ こけゃっつっ-
すけ ぉなかゅぇさう, う こさう 
╁かぇょけ そぇきうかうはすぇ 
っ こさなしくぇすぇ こけ しゃっ-
すぇ – とっさおぇすぇ っ ゃ 
つせあぉうくぇ, ゃくせつおぇすぇ 
╋うたぇっかぇ しなとけ とっ 
いぇきうくぇゃぇ ょぇ せつう ゃ 
》ぇゅぇ. 
╁さないおぇすぇ し こかぇくう-

くぇすぇ, ょさせゅぇすぇ けぉうつ 
くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
うくあっくっさ-おせかすせさ-
すさっゅっさ, っ いょさぇゃけ 
しおさっこっくぇ う けす ゃさっ-
きっすけ, おけゅぇすけ ╁かぇょけ 
くぇこせしおぇ こさけういゃけょ-
しすゃっくうすっ いぇょぇつう ゃ 
„┿さしっくぇか” う こけっきぇ 
ょけきぇおうくしすゃけすけ くぇ 

たうあぇすぇ くぇ ゃさ. 【うこおぇ, おなょっ-
すけ さぇぉけすくうちうすっ つっしすけ けすうゃぇす 
ゃ こけつうゃくうすっ ょくう. 〈けゃぇ しすぇゃぇ 
こさっい 1987-きぇ, ょけおけゅぇすけ ╇ゃぇ-
くけゃ っ おけくしすさせおすけさ ゃ ╇くしすう-
すせすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5. ]っゅぇ けすくけ-
ゃけ っ ゃ ╆ぇゃけょ 5, ゃなさくぇか しっ ゃ 
„┿さしっくぇか”, „ょぇ しう こけつうくっ” けす 
そっさきぇすぇ. ╁っつっ ういこっつっく ぇさしっ-
くぇかっち, ╁かぇょけ ょけぉさっ こけいくぇゃぇ 
つせゃしすゃけすけ いぇ しっきっえしすゃっくけしす 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, こけいくぇゃぇ けぉとう-
すっ  うくすっさっしう くぇ たけさぇすぇ すせお, 
くけ しう けぉはしくはゃぇ う し けとっ っょくぇ 
けしけぉっくけしす くぇ おぇいぇくかなておう-
すっ けさなあっえくうちう: おぇすけ つっ かう 
しっ しすさったせゃぇす ょぇ くぇこせしくぇす, 
ょけさう, おけゅぇすけ いぇこかぇとぇくっすけ くっ 
ゅう せょけゃかっすゃけさはゃぇ, しすさぇたせゃぇす 
しっ ょぇ くっ けしすぇくぇす ぉっい さぇぉけすぇ, 
しすさぇたせゃぇす しっ ょぇかう とっ ぉなょぇす 
こさうっすう ょけぉさっ ょさせゅぇょっ...

′╇】[《]¨[╅【╅ ╇╅〉っ
′はきぇ おぇお ょぇ しっ いぇぉさぇゃう う 

すっぇすさぇかくぇすぇ すさせこぇ, つうっすけ 
さなおけゃけょしすゃけ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ 
くぇしかっょはゃぇ けす ′うおけかぇえ ╂ぇく-
ちぇさけゃ. ′はきぇ おぇお ょぇ くっ こけきくう 
╃ぇさうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ, くけ いぇ ╁ぇくは 
すは しう けしすぇゃぇ ╃ぇさうくぇ ╂っけさゅう-
っゃぇ, いぇとけすけ ╁ぇくは きうしかう, つっ 
こけしすうあっくうはすぇ くぇ あっくぇすぇ くっ 
しっ ういきっさゃぇす し かっゅうすうきぇちうは 
つさっい きなあぇ ょけ くっは. /╁ぇくは ゃう-
くぇゅう っ ぉはゅぇかぇ けす すけゃぇ/.  
╁ ぇさしっくぇかしおぇすぇ すさせこぇ こけ-

しすぇゃはす „┿さたうすっおすう”, こうっしぇ, いぇ 
おけはすけ ╁ぇくは おぇくう さっあうしぬけさぇ 
′うおけかぇえ 〈っくっゃ - っおしこっさうきっく-
すぇすけさ ゃ ぉなかゅぇさしおうは すっぇすなさ くぇ 
しっくおうすっ. ‶うっしうすっ „′っけぉうおくけ-
ゃっく こさけちっし”, „′けしっすっ しう くけ-
ゃうすっ ょさったう, きけきつっすぇ”, „╆くぇ-
きっすけ”; しさっとうすっ し うきっくぇ おぇすけ 
]すっそぇく 『ぇくっゃ う ぃさう ]すせこっか, 
こけょぇさうかう ぇゃすけさしすゃけすけ しう くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ すさせこぇ – しぇ ゃしっ 
はさおう こぇさつっすぇ けす あうゃけすぇ くぇ 
╁ぇくは, おけはすけ おぇすけ うしすうくしおう 
ぉかういくぇお, こさういくぇゃぇ: ”╁ きっく 
あうゃっはす ょゃぇきぇ ょせてう. ╄ょうくう-

はす おぇいゃぇ: せすさっ とっ くぇこさぇゃうき 
きくけゅけ くっとぇ, ょけおぇすけ ょさせゅうはす 
しこう う けすかぇゅぇ くっとぇすぇ”. ′はおけう 
くっとぇ, けぉぇつっ, ╁ぇくは ‶けこけゃぇ くっ 
けすかぇゅぇ – おぇすけ しゃっすおぇゃうつくけすけ 
しう くぇこせしおぇくっ くぇ „┿さしっくぇか” 

しかっょ ょなかぉけおけすけ しう ゃないきせとっ-
くうっ けす おけかっゅう, おけうすけ くっ しこう-
さぇす ょぇ は ょけくぇしはす. „′っ せゃぇ-
あぇゃぇき たけさぇ, おけうすけ こさっょぇゃぇす 

せつうすっかうすっ しう.”, おぇいゃぇ こけ 
しなとうは こけゃけょ ╁ぇくは. ╆ぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ しう ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ, 
けしゃっく ょさせゅけすけ - せつぇしすくうお 
ゃ とせさぇすぇ うょっは すせお ょぇ ぉなょっ 
ょけおぇさぇくぇ „‶ぇくけさぇきぇ”-すぇ くぇ 
′ぇちうけくぇかくぇすぇ すっかっゃういうは, 
しちっくぇさうしす くぇ そうかきう, おけう-
すけ しっ しくうきぇす すせお, ょせぉかぬけさ 
くぇ ょけおせきっくすぇかくう そうかきう, 
しなとぇすぇ ╁ぇくは おぇいゃぇ: ”′うっ 
しきっ ぉうかう ゃさないおうすっ し けぉ-
とっしすゃっくけしすすぇ, さっおかぇきぇすぇ 
くぇ „┿さしっくぇか”, くけ くっ ゅけ さぇい-
ぉうさぇたきっ すぇおぇ, さぇぉけすったきっ 
し せしっとぇくっすけ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ 
しないょぇゃぇきっ おさぇしけすぇ, うきぇてっ 
けすくけてっくうっ おなき おせかすせさぇすぇ”. 
¨すくけてっくうは し おせかすせさぇすぇ 
しぇきぇすぇ ╁ぇくは こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ うきぇ. ╆ぇぉぇゃかはゃぇ しっ, おけ-
ゅぇすけ こさっょしすぇゃは くけゃう おくう-
ゅう くぇ おぇいぇくかなておう ぇゃすけさう. 
‶さけこうしぇかぇ おなしくけ いぇさぇょう 
しゃっとっくうは こうっすっす くぇ こけおけ-
かっくうっすけ おなき  しかけゃけすけ くぇ 
ょさせゅうすっ, おけっすけ さっちうすうさぇ-

かう し こぇすけし, ╁ぇくは ょくっし こうてっ. 
‶うてっ さっちっくいうう. ╁っつっ くっ こうてっ 
しちっくぇさうう いぇ ゅさぇょしおう すなさあっ-
しすゃぇ, おぇおすけ くはおけゅぇ, さはょおけ こさけ-
こうしゃぇ ゃ きっしすくぇすぇ こさっしぇ, くけ くっ 
しこうさぇ ょぇ こうてっ しすうたけゃっ. ′っ しっ 
けぉうあょぇ し 』せょけきうさけゃけすけ „ゃな-
けぉとっしすゃっくうお”, おけっすけ え こさう-
かはゅぇ. 〉つうすっか し ゃないさけあょっくしおう 
ょせた, しかっょ おぇすけ くぇゃさっきっすけ くぇ-
しかっょはゃぇ ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ おぇすけ 
ぉぇいけゃ せつうすっか ゃ  „′. ╁ぇこちぇさけゃ” 
う ゅけょうくう くぇさっょ くっえくけすけ うきっ 
っ きぇさおぇ いぇ おぇつっしすゃっく せつうすっか 
こけ かうすっさぇすせさぇ, ‶けこけゃぇ せつう-
すっかしすゃぇ こけしかっょくけ ゃ しっかしおうすっ 
せつうかうとぇ くぇ ╂ぇぉぇさっゃけ う 〈なさ-
くうつぇくっ, おなょっすけ しすぇゃぇ ょせたけゃ-
くぇすぇ きぇえおぇ くぇ ょっしっすおう ょっちぇ. 
╁うょはかぇ し けつうすっ しう, つっ ゃ せつう-
かうとぇすぇ „うきぇ きくけゅけ せつうすっかう – 
うしすうくしおう こしうたけこぇすう”, ‶けこけゃぇ 
ちっくう けくけゃぇ: ”╇しおぇき ょぇ しう きけは 
きぇえおぇ”, けすさけくっくけ  けす きっつすうすっ 
くぇ さけきしおう きぇかつせゅぇく... ′っえくう-
はす しけぉしすゃっく しうく こなお こさけょなか-
あぇゃぇ とせさけすううすっ くぇ きぇえおぇ しう 
– あうゃっっ ゃ ]┿】 う しっ いぇくうゃぇきぇ 

し おうくけ.
¨すおぇいぇかぇ さなおけゃけょくう こけしす-

けゃっ ゃ おせかすせさくうすっ うくしすうすせすう 
うい ゅさぇょぇ – けす ぉうぉかうけすっおぇすぇ 
こさっい ゃっしすくうお „╇しおさぇ” う きせ-
いっえ „』せょけきうさ”, ╁ぇくは ‶けこけ-
ゃぇ しなあぇかはゃぇ っょうくしすゃっくけ いぇ 
くぇこせしおぇくっすけ くぇ [ぇょうけ „╁うし 
╁うすぇかうし”: „〈け きう しぉなょくぇ 
きっつすぇ!”. /]すぇさすなす くぇ さぇょうけすけ 
きうくぇか こさっい くっえくぇすぇ こなさゃぇ 
おけくちっこちうは.../. ╁はさゃぇ ゃ おぇいぇ-
くけすけ けす ╄おいのこっさう, つっ ゃしっおう 
けす くぇし しう うきぇ かうつくぇ かっゅっく-
ょぇ, くけ しこけさっょ ╁ぇくは, くっ ぉうゃぇ 
ょぇ しっ ゃおけこつゃぇきっ ゃ かうつくぇすぇ 
しう うしすけさうは. ╁ぇくは けこさっょっ-
かは しっぉっ しう う おぇすけ おさぇょっち くぇ 
しゃけぉけょくけ ゃさっきっ. 〈け え っ くせあ-
くけ. ╉ぇすけ くぇ ゃしっおう しゃけぉけょっく 
つけゃっお. ′ぇしかっょくうお くぇ こさぇょは-
ょけ, しこけょゃうあくうお くぇ ╊っゃしおう, 
╆ゃせおけかうおぇすぇ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ  
こさういくぇゃぇ, つっ しっ つせゃしすゃぇ おぇすけ 
さぇいしっはくぇ しゃっすかうくぇ – こさなしおぇ 
しっ う ゅさっっ くぇゃしはおなょっ, くけ くぇ 
くっは え しすぇゃぇ しすせょっくけ...

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

Владо Иванов с колеги
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╄すけ おぇお ういゅかっあょぇ 〈けこ 10 くぇ くぇえ-ょけぉさうすっ せくうゃっさしうすっ-
すう ゃ しゃっすぇ:

】け しっ けすくぇしは ょけ ╀なかゅぇさうは っすけ おぇお ういゅかっあょぇ きうくぇかけ-
ゅけょうてくぇすぇ おかぇしぇちうは: 
]けそうえしおう せくうゃっさしうすっす „╉かうきっくす ¨たさうょしおう” 
〈ったくうつっしおう せくうゃっさしうすっす – ]けそうは 
〉くうゃっさしうすっす いぇ くぇちうけくぇかくけ う しゃっすけゃくけ しすけこぇくしすゃけ - 

〉′]] – ]けそうは
╋っょうちうくしおう せくうゃっさしうすっす – ]けそうは
┿きっさうおぇくしおう せくうゃっさしうすっす – ╀かぇゅけっゃゅさぇょ
〉くうゃっさしうすっす こけ ぇさたうすっおすせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う ゅっけょっいうは 

- ]けそうは
′ぇちうけくぇかくぇ たせょけあっしすゃっくぇ ぇおぇょっきうは - ]けそうは
╁うしてっ ゃけっくくけ せつうかうとっ – ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ 

‶なさゃけすけ きはしすけ くぇ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ おかぇしぇちう-
はすぇ くぇ ╋¨╋′ くっ っ けしけぉっくぇ ういくっくぇょぇ, すなえ おぇすけ すけえ ゅけ 
いぇっ う こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ いぇさぇょう すけゃぇ, つっ っ っょうく けしけ-
ぉっくけ きくけゅけこさけそうかっく ╁〉╆  いぇ しすさぇくぇすぇ う ゃ くっゅけ しっ せつう 
こけ きくけあっしすゃけ しこっちうぇかくけしすう う くぇこさぇゃかっくうは.
[っえすうくゅなす くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ╁〉╆-けゃっ こけおぇいゃぇ う ょさせゅう 

うくすっさっしくう さっいせかすぇすう. 〈ぇおぇ くぇこさうきっさ, しっ けおぇいゃぇ, つっ 
こさけそっしうけくぇかくけすけ くぇこさぇゃかっくうっ “╁けっくくけ ょっかけ” くけしう 
くぇえ-ょけぉさぇ さっぇかういぇちうは いぇ しすせょっくすうすっ. ]さっょくうはす ょけたけょ 
くぇ いぇゃなさてうかうすっ ゅけ っ 1500 かっゃぇ きっしっつくけ, ぇ ぉっいさぇぉけすう-
ちぇすぇ ゃ しっおすけさぇ っ こけつすう さぇゃくぇ くぇ くせかぇ. ]なとけ うくすっさっしっく 
そぇおす, けぉぇつっ, っ う けぉしすけはすっかしすゃけすけ, つっ ゃしっおう ゃすけさう ゃう-
こせしおくうお せ くぇし ゃ しそっさぇすぇ くぇ しうゅせさくけしすすぇ けすうゃぇ ょぇ さぇ-
ぉけすう ゃ つせあぉうくぇ.  
╄すけ う けとっ うくすっさっしくう そぇおすう, おけくしすぇすうさぇくう くぇ ぉぇいぇ 

さっえすうくゅ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゃうしてう せつっぉくう いぇゃっょっくうは う 
こけしかっょゃぇとぇすぇ さっぇかういぇちうは くぇ いぇゃなさてうかうすっ ゅう. 
′ぇえ-きぇしけゃけ こさっょこけつうすぇくけすけ くぇこさぇゃかっくうっ ゃ ╀なかゅぇさうは 

しっ けおぇいゃぇ くっ ょさせゅけ, ぇ “╇おけくけきうおぇ”. ‶け けそうちうぇかくう しすぇ-
すうしすうつっしおう ょぇくくう, くぇょ 55 000 ょせてう しぇ いぇゃなさてうかうすっ 
うおけくけきうつっしおう すうこ しこっちうぇかくけしすう ゃ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ しぇきけ 
いぇ こけしかっょくうすっ こっす ゅけょうくう. ′ぇえ-ゅけかはき ょはか ゃ すけゃぇ うきぇ 
〉′]] しなし しゃけうすっ 14 たうかはょう ゃうこせしおくうちう いぇ ういきうくぇかうすっ 
5 ゅけょうくう. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ くぇえ-ゃうしけおけ さっえすうくゅけゃけすけ すったくうつっ-

しおけ せつうかうとっ ゃ ╀なかゅぇさうは しう けしすぇゃぇ 〈〉 – ]けそうは, つうえすけ 
しこっちうぇかうしすう うきぇす くぇえ-ぉなさいぇ さっぇかういぇちうは くぇ すさせょけゃうは 
こぇいぇさ, すなさしっくう しぇ ゃ くぇえ-きくけゅけ ゃ しすさぇくう おぇすけ ╂っさきぇくうは 
う 《さぇくちうは. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ すったくうつっしおうすっ くう おぇょさう しぇ っょゃぇ くぇ 

4-すけ きはしすけ こけ いぇこかぇとぇくっ, ゃ しさぇゃくっくうっ し ゃけっくくうすっ しこっ-
ちうぇかうしすう う きっょうちうすっ. ╇いおかのつっくうは, う すけ っょうくうちう, しぇ 
IT-しこっちうぇかうしすうすっ, つうえすけ きっしっつっく ょけたけょ ゃ こさっしすうあくう 
おけきこぇくうう ょけしすうゅぇ 5-7 たうかはょう かっゃぇ. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

] っょくけ さぇゃっくしすゃけ う っょくぇ こけぉっょぇ しっ いぇゃなさくぇたぇ けす こなさゃうは きぇつ くぇ ゃすけさうは こけかせしっいけく けす [っ-
ゅうけくぇかくけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか – のくけてう きかぇょてぇ ゃないさぇしす う こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ ょっちぇ 

きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう くぇ 《╉ „┿さしっくぇか 2000“.
╁ないこうすぇくうちうすっ くぇ すさっくぬけさうすっ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ - ╃あけくう う ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ こけぉっょうたぇ 

《╉ “』うさこぇく“ し 2:1, ぇ こさう こけ-ゅけかっきうすっ きぇつなす いぇゃなさてう し さぇゃっくしすゃけ 2:2. 
]かっょゃぇとぇすぇ しさっとぇ けす こなさゃっくしすゃけすけ っ くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか“, おなょっすけ くぇ 16 きぇさす ゃないこうすぇくう-

ちうすっ くぇ ょゃぇきぇすぇ すさっくぬけさう うゅさぇはす こけさっょくぇ しさっとぇ けす さっゅうけくぇかくけすけ こなさゃっくしすゃけ し すうきぇ くぇ O《╉ 
„╋うくぬけさ“- [ぇょくっゃけ. ′ぇつぇかけすけ くぇ しさっとぇすぇ っ けす 10,30 つぇしぇ. 

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

でäÜëö

╁っさくう くぇ こさうくちうこぇ しう ょぇ しぇ こなさゃけこさけたけょちう, さぇぉけすくうちうすっ う 
しかせあうすっかうすっ けす ╆ぇゃけょ 3 くぇ „┿さしっくぇか” けすこさぇいくせゃぇたぇ おさぇしう-

ゃうは こさけかっすっく こさぇいくうお ╀ぇぉぇ ╋ぇさすぇ. 
╁ さけかはすぇ くぇ ゃっょさぇすぇ ぉぇぉぇ, けさうしゃぇとぇ いぇ いょさぇゃっ う ぉっさっおっす, 

しっ こさっゃなこかなすうたぇ くっ っょくぇ, ぇ ょゃっ しかせあうすっかおう けす いぇゃけょぇ - ┿くくぇ 
]かぇゃつっゃぇ う ]すぇくおぇ ]すけえつっゃぇ, う ょゃっすっ ぇおすうゃうしすおう くぇ ╉′]╀ ゃ ちった 
130 くぇ ╆ぇゃけょ 3. ¨しゃっく, つっ ぉはたぇ くぇゅういょっくう ゃ くぇさけょくう くけしうう, 
ょゃっすっ あっくう くぇこなかくうたぇ おけてくうちう し つっさゃっくけ-ぉっかう おけくちう う し すはた 
けぉうおけかうたぇ ゃしうつおう ちったけゃっ う けすょっかう くぇ いぇゃけょぇ, いぇ ょぇ こけいょさぇゃはす 
おけかっおすうゃぇ し くぇしすなこゃぇとうすっ こさけかっすくう こさぇいくうちう う ょぇ こけおぇあぇす, 
つっ あっくしおうはす きっしっち くっ っ すけかおけゃぇ かけて. 〈さぇょうちうはすぇ いぇ いぇおうつゃぇくっ 

し きぇさすっくうちう っ ょなかゅけゅけょうてくぇ う 
すさぇょうちうけくくぇ いぇ おけかっおすうゃぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 3, おけえすけ っ しさっょ きぇかちう-
くぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, しゃうおくぇかう いぇ-
っょくけ ょぇ ぉっかっあぇす おさぇしうゃうすっ しう 
こけゃけょう う こさぇいくうちう. 
¨しゃっく し きぇさすっくうつおう, ょゃっすっ 

しうくょうおぇかくう ぇおすうゃうしすおう こけい-
ょさぇゃうたぇ う し こっしっく ゃしっおう けす 
ちったけゃっすっ ゃ いぇゃけょぇ, しこけさっょ さぇ-
ぉけすぇすぇ, おけはすけ ゃなさてぇす. ‶けいょさぇ-
ゃうすっ うき いぇさぇょゃぇたぇ さぇぉけすっとうすっ 
けす しなさちっ う ゅう いぇさっょうたぇ し くぇ-
しすさけっくうっ う ゃっょさけしす くっ しぇきけ いぇ 
こさぇいくうつくうは ‶なさゃう きぇさす, ぇ う いぇ 
ちっかうは きっしっち. 
╆ぇ くぇしすさけっくうっすけ, こけさけょっくけ けす 

こけしっとっくうっすけ くぇ ゃくせつおうすっ くぇ 
╀ぇぉぇ ╋ぇさすぇ, しなょっすっ こけ しくうき-
おaすa, こさっょけしすぇゃっくa くう かのぉっい-
くけ けす こさっょしっょぇすっかは くぇ ╉′]╀ 
くぇ いぇゃけょ 3 ゃ „┿さしっくぇか” ]すぇくおぇ 
╉けしすけゃぇ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか 

]なし しこっちうぇかくぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす 
いぇ  ょけぉさぇすぇ くけゃうくぇ おなき

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

╃-さ ╆ぇたぇさう ]すけえつっゃ, ぇおせてっさしすゃけ う ゅうくっおけ-
かけゅうは: ╁すけさくうお, 』っすゃなさすなお - 14:00-17:30 つ., 
]なぉけすぇ - 9:30-12:30 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. „╉かうきっくす“ わ  
╃-さ ╊なつっいぇさ ╃せょせかけゃ, たうさせさゅうは: ‶けくっ-
ょっかくうお - ‶っすなお - 14:00-16:30 つ.
┿きぉせかぇす. こさっゅかっょう せか. „╉かうきっくす“ わ
╃-さ ╃うきうすなさ ╉せおせてっゃ, けさすけこっょうは: ‶けくっ-
ょっかくうお, 』っすゃなさすなお - 11:30 つ. /かおお - 12:30 つ. 
-14:30 つ./, ╁すけさくうお, ]さはょぇ, ‶っすなお - 12:00 つ. 
/かおお - 12:30-14:30 つ./
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. „╉かうきっくす“ わ

╃-さ 】うかはくぇ [ぇつっゃぇ: ‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 8:30-13:00 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100
╃-さ ╇ゃけく ╀なつゃぇさけゃぇ: ╁すけさくうお う 』っすゃなさすなお - 8:30-13;30 つ., 
]さはょぇ う ‶っすなお - 8:30-12:30 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100

ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
╃-さ 》さ. 》さうしすけゃ, おぇさょうけかけゅうは: ‶けくっ-
ょっかくうお - ‶っすなお - 16:00-19:00  つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. ”]すぇさぇ こかぇくうくぇ” わ12
╃-さ ╂. ╇かうっゃ, [っくすゅっくけゃ おぇぉうくっす - 
0887478116: ‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 8:00-
12:00 つ. う 14:00-17:30 つ.
せか. „╉かうきっくす“ わ1
╉かうく. かぇぉけさぇすけさうは ╁なすさ. す. 28-30: ‶けくっ-
ょっかくうお - ‶っすなお - 8:30-14:00 つ.
╃-さ ╁ぇくは ╀けくつっゃぇ, すっさぇこっゃす: 
‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 12:00-14:00 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” 
わ100

【ちけ てけたあ “うちかおせけ” ちあいそてせけぬけ け つしときけてかしけ ちあくうあしみて さしけすあてあ せあ ちあいそてせそてそ すみつてそ

“╁しはおけ しすぇょけ うきぇ う きなさてぇ.” - すぇいう ぉなかゅぇさしおぇ こけゅけゃけさ-
おぇ つせゃぇきっ う くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ. ╁しっ こけ-つっしすけ. ╄ょくけ 
けす こなさゃうすっ „こけしゃっとっくうは” くぇ ゃしっおう くけゃ さぇぉけすくうお うかう 
しかせあうすっか っ ょぇ ぉなょっ いぇこけいくぇす し す. くぇさ. „いさなくちぇ” ゃ おけかっ-
おうゃぇ. ╀うかけ すけ おさなておぇつう, きさなくおぇつう, しおぇすぇゃおう, おかのおぇ-
さう, „たけさぇすぇ くぇ てっそぇ”, けす おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こぇいう うかう 
し おけうすけ ょぇ ゃくうきぇゃぇ. ‶しうたけかけいうすっ うきぇす すっさきうく いぇ すぇおう-
ゃぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう, おぇすけ ゅう くぇさうつぇす „けすさけゃくう”, 
すなえ おぇすけ すっ ゃさっょはす し ょっえしすゃうはすぇ うかう ぉっいょっえしすゃうはすぇ しう 
くぇ おかうきぇすぇ ゃ おけかっおすうゃぇ, ぇ けすすぇき う くぇ さぇぉけすぇすぇ. 
¨とっ こけ-けつっぉうえくう しすぇゃぇす すっいう “ゃさっょうすっかう” ゃ おけかっおうゃぇ 

ゃなゃ ゃさっきっくぇ くぇ おさういう うかう そうさきっくう しなすさっしっくうは. ‶さけ-
ぉかっきなす っ しっさうけいっく う しすけう し ちはかぇすぇ しう すっあっしす くぇ ゃくう-
きぇくうっすけ くぇ きっくうょあなさうすっ, こけ こさうくちうこ. 〈けえ っ っょくぇおゃけ 
いくぇつうき, おぇおすけ いぇ そうさきう し くぇょ 2 たうかはょう さぇぉけすくうちう, 
すぇおぇ う いぇ そうさきう し こけ 10-20 くぇっすう.  
¨とっ こけゃっつっ, つっ つっしすけ すさはぉゃぇす きっしっちう うかう ゅけょうくう, いぇ 

ょぇ しっ さぇいぉっさっ おけえ おぇおゃぇ „しすけおぇ” っ ゃ おけかっおすうゃぇ.
‶け すけいう こけゃけょ ゅさせこぇ こしうたけかけいう う っおしこっさすう こけ かうつくけ-

しすくけ こけゃっょっくうっ しぇ くぇこさぇゃうかう ういしかっょゃぇくっ いぇ ういせつぇゃぇ-
くっ くぇ しうきこすけきうすっ, おけうすけ ういょぇゃぇす こけょけぉくう おけかっおすうゃくう 
„ゃさっょうすっかう”, し ちっか こさっょこぇいゃぇくっ けす くぇっきぇくっ くぇ さぇぉけすぇ 
くぇ すぇおうゃぇ たけさぇ うかう, ぇおけ ゃっつっ すっ しぇ しすぇくぇかう つぇしす けす おけ-
かっおうゃぇ, おぇお ょぇ こさけきっくはす すったくうすっ  かけてう くぇゃうちう.  
′ぇ ぉぇいぇ けぉけぉとっくうは けこうす う くぇぉかのょっくうは こしうたけかけいうすっ 

しぇ けぉけしけぉうかう „けすさけゃくうすっ” おけかっゅう ゃ 3 くぇえ-つっしすけ しさっとぇ-
くう すうこぇ. 
‶ぇさぇかっかくけ し ゅさせこうさぇくっすけ うき, すっ しぇ ういゅけすゃうかう う こさっ-

こけさなおう いぇ こさっおうすっ うき くぇつぇかくうちう う きっくうょあなさうすっ おぇお 
ょぇ ゅう „けぉっいゃさっあょぇす”.  
╄すけ う おかぇしぇちうはすぇ: 

╁っつくけ けこかぇおゃぇとうはす しっ

〈けいう すうこ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう ゃうくぇゅう しう くぇきう-
さぇす こけゃけょ ょぇ くっょけゃけかしすゃぇす けす くっとけ. 〈っ しぇきけ ょっぉくぇす 
いぇ ょさっぉくう ゅさっておう う くっょけしすぇすなちう う しっ けこかぇおゃぇす けす すはた 
くぇ こなさゃうは しさっとくぇす, おぇすけ くっ しっ しゃっくはす すけゃぇ ょぇ しすうゅくっ 
う ょけ くぇつぇかしすゃけすけ, ゃなこさっおう つっ つっしすけ しぇきうすっ すっ くはきぇす 
おせさぇあ ょぇ ゅけ おぇあぇす ょうさっおすくけ. ╆ぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇす ょけぉさっ, 
すっ うしおぇす う たけさぇすぇ けおけかけ すはた ょぇ しぇ くっとぇしすくう う こさぇゃはす 
ゃしうつおけ ゃないきけあくけ, いぇ ょぇ ゃゅけさつぇす あうゃけすぇ うき. ‶さうつうくぇすぇ 
いぇ すけゃぇ くぇしすさけっくうっ けぉうおくけゃっくけ しっ ょなかあう くぇ こさけぉかっきう 
ゃ かうつくうは うき あうゃけす うかう くぇ くうしおぇ しぇきけけちっくおぇ. 
]なゃっす いぇ „けぉっいゃさっあょぇくっ”: 
┿おけ っょうく すぇおなゃ しかせあうすっか っ ょけぉなさ こさけそっしうけくぇかうしす, 

ゃきっしすけ ょうさっおすくけ ょぇ ゅけ せゃけかくはゃぇすっ, こけ-ょけぉさっ こけゅけゃけ-

さっすっ し くっゅけ. ‶けこうすぇえすっ ゅけ おぇおゃけ 
きけあっ ょぇ くぇこさぇゃうすっ, いぇ ょぇ ぉなょっ 
こけ-とぇしすかうゃ くぇ さぇぉけすくけすけ しう きはし-
すけ. 〈けゃぇ, つっ しすっ きせ けぉなさくぇかう しこっ-
ちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ, きけあっ ょぇ しゃなさ-
てう つせょっしぇ. ′ぇこさぇゃっすっ すけゃぇ けぉぇつっ 
し くせあくうは さっしこっおす, いぇ ょぇ くっ ゃう しっ 
おぇつう くぇ ゅかぇゃぇすぇ しなとうはす すけいう ゃっつ-
くけ けこかぇおゃぇと しっ. 

╉かのおぇさはす

〈っいう おけかっゅう しぇ ゃっつくけ くぇとさっお いぇ 
うくそけさきぇちうは う くっこさっおなしくぇすけ こせし-
おぇす しかせたけゃっ いぇ そうさきぇすぇ, くぇつぇかくう-
ちうすっ う おけかっゅうすっ しう. 〈っ すさけゃはす しさっ-
ょぇすぇ, おぇすけ こけょおかぇあょぇす くっょけゃっさうっ 
う しなきくっくうは しさっょ たけさぇすぇ ゃ ちったぇ, 
おぇすけ こけ すけいう くぇつうく ゅう ょっきけすうゃう-
さぇす いぇ さぇぉけすぇ. 
]なゃっす: 
┿おけ いぇしっつっすっ „おかのおぇさ” しさっょ さっ-

ょうちうすっ しう, ょけぉさけすけ けさなあうっ っ ょぇ 
こけょょなさあぇすっ ぉかういおう ゃいぇうきけけす-
くけてっくうは し こけょつうくっくうすっ しう う ょぇ 
しこっつっかうすっ ょけゃっさうっすけ うき. 〈ぇおぇ 
とっ くぇせつぇゃぇすっ う こさっしうつぇすっ ぉなさいけ 
しかせたけゃっすっ, おけうすけ こせしおぇ, すなえ おぇすけ 
たけさぇすぇ ゃう とっ ゃう こうすぇす ょうさっおすくけ 
うしすうくぇ かう しぇ うかう くっ. ┿おけ こけかけ-
あっくうっすけ ういかっいっ ういゃなく おけくすさけか, 
くぇえ-ょけぉさっ ょうさっおすくけ こけゅけゃけさっすっ 
し „おかのおぇさは” う ゅけ こけきけかっすっ, こさっょう 
ょぇ こせしくっ こけさっょくうは しかせた, ょぇ ゅけ けぉ-
しなょう こさっょゃぇさうすっかくけ し ゃぇし, ゃきっし-
すけ ょぇ こうすぇ うかう おぇいゃぇ くぇ おけかっゅうすっ 
しう. ┿おけ う すけゃぇ くっ こけきけゅくっ う すけえ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ゃゅけさつぇゃぇ おかうきぇすぇ 
う おけかっおすうゃぇ, こさけしすけ  ゅけ ういゅけくっすっ, 
おぇすけ しっ こけしすぇさぇっすっ ょぇ くぇきっおくっすっ 
すけゃぇ う ゃ くっゅけゃぇすぇ たぇさぇおすっさうしすう-
おぇ, し ちっか こさっゃっくちうは くぇ しかっょゃぇ-
とうは きせ っゃっくすせぇかっく さぇぉけすけょぇすっか.  

]おぇすぇゃぇとうはす しっ 

〈けえ っ ょゃぇ ゃうょぇ: うかう こさうくちうこくけ 
きなさいっかうゃ つけゃっお うかう くぇえ-ょけぉさう-
はす - ういおかのつうすっかくけ すぇかぇくすかうゃ, くけ 
すさせょなす くっ っ くぇえ-しうかくぇすぇ きせ しすさぇ-
くぇ. ‶さっょこけつうすぇ  ょぇ ょぇゃぇ ぇおなか う ょぇ 
しなょう ょさせゅうすっ, ぉっい すけえ しぇきうはす ょぇ 
しっ たゃぇとぇ くぇ さぇぉけすぇ. ╉けゅぇすけ しゃなさ-
てう くっとけ, ゃうっ しすっ こさうはすくけ ういくっくぇ-
ょぇくう う ぉなさいけ こけかせつぇゃぇ こけたゃぇかう. 
┿おけ っ こさうぉかうあっく くぇ てっそぇ, きけあっ 
けす ょけこなかくうすっかくぇ さぇぉけすぇ ょぇ しう うい-
おぇさぇ う ょけぉさう こぇさう. 〈けゃぇ けぉぇつっ くぇ 
こさぇおすうおぇ っ くけあ し ょゃっ けしすさうっすぇ: こけ 
すけいう くぇつうく すぇおなゃ つけゃっお しっ ょっきけ-
すうゃうさぇ ょぇ さぇぉけすう, くっ ょぇゃぇ ゃしうつ-
おけ けす しっぉっ しう う くっ しっ さぇいゃうゃぇ. ′ぇ 
ゃしうつおけすけ けすゅけさっ こけょけぉくけ こけゃっょっ-
くうっ ょっきけすうゃうさぇ う けしすぇくぇかうすっ しかせ-
あうすっかう - くうおけえ くっ うしおぇ ょぇ さぇぉけすう 
し おけかっゅう, おけうすけ こけかせつぇゃぇす こけたゃぇ-
かう, つっ しぇ しう „いぇゃなさいぇかう けぉせゃおぇすぇ”. 
]なゃっす: 
¨ちっくっすっ おぇおすけ こけょけぉぇゃぇ くっゅけゃうは 

すぇかぇくす う ゅけ くぇゅなさぉっすっ し „せきくう” 
ちっかう, おぇすけ すけゃぇ きけあっ ょぇ しぇ ぇおすせ-
ぇかくう, おけくおさっすくう, こけしすうあうきう, うい-
きっさうきう う し はしくう しさけおけゃっ いぇょぇつう. 
┿おけ う すけゃぇ くっ こけきけゅくっ - ういたけょなす 
っ っょうく: すぇおなゃ つけゃっお こさけしすけ くはきぇ 
さぇぉけすぇ こさう ゃぇし. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか 

25 きぇさす /こけくっょっかくうお/
16:00 つ. ╉なとぇ-きせいっえ „』せょけ-
きうさ“
‶さっょしすぇゃはくっ くぇ しなぉさぇくう しなつう-
くっくうは くぇ 』せょけきうさ ゃ てっしす すけきぇ 
„〈ゃけさつっしすゃけすけ くぇ 』せょけきうさ“

17:00 つ. ╉なとぇ-きせいっえ „』せょけ-
きうさ“
„‶さうしきった う きなょさけしす“ – ういかけあぉぇ 
くぇ ぇおゃぇさっかくう すゃけさぉう くぇ 』せょけきうさ 
しなゃきっしすくけ し きせいっえ „』せょけきうさ“

19:00 つ. ′』 „╇しおさぇ“
XII すっぇすさぇかっく そっしすうゃぇか „╉けきっ-
ょうえくうはす たうす くぇ しっいけくぇ“, しなゃ-
きっしすくけ し すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇ-
ぉぇおつうっゃ“
╃さぇきぇすうつくけ-おせおかっく すっぇすなさ „╁ぇ-
しうか ╃させきっゃ“, 【せきっく “╃-さ” けす 
╀さぇくうしかぇゃ ′せてうつ.

26 きぇさす /ゃすけさくうお/ 

11:00 つ. ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっ-
おぇ „╇しおさぇ“
„』せょけくっきうさつっすぇ“

18:00 つ. ╇くそけちっくすなさ, 
せか.“╇しおさぇ“ 4
VI ′ぇちうけくぇかっく そけすけゅさぇそしおう 
おけくおせさし „』けゃっおなす ょけ きっく“, しなゃ-
きっしすくけ し 《けすけゅさぇそしおぇ ぇおぇょっきうは 
う ╀さぇくてけゃけ しょさせあっくうっ くぇ そけすけ-
ゅさぇそうすっ, ╉ぇいぇくかなお 

19:00 つ. ′』 „╇しおさぇ“
XII すっぇすさぇかっく そっしすうゃぇか „╉けきっ-
ょうえくうはす たうす くぇ しっいけくぇ“, しなゃ-
きっしすくけ し すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇ-
ぉぇおつうっゃ“
〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“, 
╉ぇいぇくかなお              
„╃せっか“ けす ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ, こさっきうっさぇ

27 きぇさす /しさはょぇ/
16:00 つ. ╁けっくっく おかせぉ
′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし いぇ ゃっしっかぇ 
ょっすしおぇ さうしせくおぇ う ゃっしっか ょっすしおう 
さぇいおぇい „╋ぇかおうすっ くぇてっくちう“, しなゃ-
きっしすくけ し ¨╃╉ „]ゃ.╇ゃぇく [うかしおう“, 
╉ぇいぇくかなお

17:00 つ. ╉なとぇ-きせいっえ „』せょけ-
きうさ“
„【ぇおけくぇ こぇしうけく“, こさっょしすぇゃはくっ 
くぇ ぉうけゅさぇそうつくうは さけきぇく いぇ ゅっ-
くうぇかくうは ぉなかゅぇさしおう ちうゅせかぇさ ╁っ-
しおけ ┿ぉぇょあうっゃ けす きかぇょうは こうしぇすっか 
╋ぇさゅぇさうす ┿ぉぇょあうっゃ, しなゃきっしすくけ 
し ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ“

18:00 つ. ╉なとぇ-きせいっえ „』せょけ-
きうさ“
„』せょぇおぇ 』せょけきうさ“,  ょけおせきっくすぇ-
かっく そうかき いぇ 』せょけきうさ くぇ ╂っけさゅう 
〈けてっゃ 

19:00 つ. ′』 „╇しおさぇ“
XII すっぇすさぇかっく そっしすうゃぇか „╉けきっ-
ょうえくうはす たうす くぇ しっいけくぇ“, しなゃ-
きっしすくけ し すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇ-
ぉぇおつうっゃ“
〈っぇすなさ ぉなかゅぇさしおぇ ぇさきうは „]っゅぇ 
うかう くうおけゅぇ“ けす ╁ぇかっくすうく ╉さぇし-
くけゅけさけゃ 

28 きぇさす /つっすゃなさすなお/
17:00 つ. ╉なとぇ-きせいっえ „』せょけ-
きうさ“
„‶ぇくけさぇきぇ 』せょけきうさけゃう こさぇいくう-
ちう“, そうかき くぇ ╀っょさけし ┿いうくはく

19:00 つ. ′』 „╇しおさぇ“
XII すっぇすさぇかっく そっしすうゃぇか „╉けきっょうえ-
くうはす たうす くぇ しっいけくぇ“, しなゃきっしすくけ し 
すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“
╃さぇきぇすうつっく すっぇすなさ „]すっそぇく ╉う-
さけゃ“, ]かうゃっく „‶けつっさこおう“ けす 
╉さうしすけそなさ 》ぇきこすなく

29 きぇさす /こっすなお/
17:00 つ. ╉なとぇ-きせいっえ „』せょけ-
きうさ“
„′ぇいょさぇゃっ, きぇっしすさけ“! ╀けたっきしおうすっ 
つぇしけゃっ くぇ ╇ゃぇく ‶っくおけゃ“, きけくけゅさぇ-
そうは けす こさけそ.╋うかっくぇ ╂っけさゅうっゃぇ, 
こっょしすぇゃはくっ

18:00 つ. ╉なとぇ-きせいっえ „』せょけ-
きうさ“
„]なょぉぇ ょけ しなょぉぇ“, そうかき いぇ 』せょけ-
きうさ けす ╃っくうちぇ ╂っけさゅうっゃぇ う ╁っしっ-
かうく ]すけはくけゃ

19:00 つ. ′』 „╇しおさぇ“
XII すっぇすさぇかっく そっしすうゃぇか „╉けきっょうえ-
くうはす たうす くぇ しっいけくぇ“, しなゃきっしすくけ し 
すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“
]ぇすうさうつっく すっぇすなさ „┿かっおけ ╉けくしすぇく-
すうくけゃ“ „‶さっかっしすうすっ くぇ ういくっゃはさぇ-
すぇ“ けす ╁ぇかっくすうく ╉さぇしくけゅけさけゃ

30 きぇさす /しなぉけすぇ/
11:00 つ. ′』 “╇しおさぇ“
〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“, ╉ぇ-
いぇくかなお „‶さけかっすくう ゅけしすう“, ょっすしおけ 
すっぇすさぇかくけ こさっょしすぇゃかっくうっ

16:00 つ. ╇くそけちっくすなさ せか. ╇しおさぇ 
4
90 ゅけょうくう しこうしぇくうっ „╉せかぇ“, ╉ぇいぇく-
かなお ╃うしおせしうは „╊うすっさぇすせさくけすけ しこう-
しぇくうっ-おせかぇ ゃ ╂さぇょぇ くぇ ╃せたぇ“

19:00 つ. ′』 “╇しおさぇ“
╉けくちっさす くぇ ┿くしぇきぉなか „‶うさうく“, 
╀かぇゅけっゃゅさぇょ

20:00 つ. ‶かけとぇょ „]っゃすけこけかうし“
╉けくちっさす くぇ „Deep zone projekt”

31 きぇさす /くっょっかは/
11:00 つ. ╇くそけちっくすなさ せか. ╇しおさぇ 
4
′っょっかくけ きぇすうくっ, しなゃきっしすくけ し „╉さっ-
きけくぇ“ ┿╃ 

》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは
╇いかけあぉぇ ┿すぇくぇし ぅさぇくけゃ 1940-
1988. ╁ ういかけあぉぇすぇ しぇ ゃおかのつっくう 
すゃけさぉう けす おけかっおちううすっ くぇ たせょけあっしす-
ゃっくうすっ ゅぇかっさうう ゃ ╀せさゅぇし, ]かうゃっく, 
ぅきぉけか, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ╉ぇいぇくかなお 

19:00 つ. ′』 “╇しおさぇ“  
╉けくちっさす くぇ ┿くしぇきぉなか „‶うさうく“, 
╀かぇゅけっゃゅさぇょ

1 ぇこさうか /こけくっょっかくうお/
19:00 つ. ′』 “╇しおさぇ“
『っさっきけくうは こけ くぇゅさぇあょぇゃぇくっ. ╆ぇ-
おさうゃぇくっ くぇ こさぇいくうちうすっ.

〉╊】ぁ╊ぅ¨【╊ ¨ 〉╊『╅╆《【╊ぅ¨【╊... 〉《╇╅ [〉¨╈╅
ïéï ïéçñöó ïëñàÜ ïöëñïí
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6. ′っ しっ こさうすっしくはゃぇえすっ ょぇ おぇいゃぇすっ „くっ“.
7. ╉けゅぇすけ さぇぉけすうすっ し おけさっしこけくょっくちうは, しすっこっくせゃぇえすっ しな-

けぉとっくうはすぇ しう しこけさっょ すはたくけすけ しなょなさあぇくうっ, ぇ くっ しこけさっょ 
くぇつうくぇ, こけ おけえすけ しすっ ゅう こけかせつうかう.
8. ╃っかっゅうさぇえすっ. ′っ っ ゃないきけあくけ, くうすけ くっけぉたけょうきけ ょぇ 

ゃなさてうすっ ゃしうつおけ しぇきう. ╇いゅさぇょっすっ しう っおうこ けす おけきこっすっくすくう 
しかせあうすっかう, くぇ おけうすけ きけあっすっ ょぇ さぇいつうすぇすっ, つっ とっ しっ しこさぇ-
ゃはす し こけしすぇゃっくうすっ いぇょぇつう.
]さっょ ょさせゅうすっ こけしかぇくうは くぇ ぇゃすけさぇ, しこけょっかっくう ゃ おくうゅぇすぇ, 

しぇ う すっいう, つっ とぇしすうっすけ くっ しっ ういきっさゃぇ し おけかうつっしすゃけすけ くぇ 
くぇてうすっ こさうすっあぇくうは, ぇ し ゃしうつおけ けくけゃぇ, おけっすけ しきっ ういゃかっ-
おかう けす しさっとうすっ ゃ あうゃけすぇ しう. ′うおけえ こさけぉかっき, すゃなさょう ╉ぇさ-
くっゅう, くっ っ ぉうか こさっけょけかはく こけしさっょしすゃけき くっさってうすっかくけしす う 
こさうすっしくっくうっ. ╆ぇすけゃぇ っ くっけぉたけょうきけ  ょぇ しっ ういこさぇゃうき かうちっ ゃ 
かうちっ し すさせょくけしすうすっ う ょぇ くぇしけつうき ょっしすさせおすうゃくぇすぇ  っくっさゅうは 
くぇ すさっゃけゅぇすぇ おなき おけくおさっすくう しすなこおう いぇ しこさぇゃはくっ し すはた.
╉くうゅぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ くぇきっさっくぇ ゃなゃ ゃしうつおう おくうあぇさくう-

ちう, おけうすけ さぇぉけすはす し ういょぇすっかしすゃけ „╉けかうぉさう”. 『っくぇすぇ え っ 12 
かっゃぇ, こさう こけおせこおぇ こさっい うくすっさくっす しっ こけかいゃぇ 20% けすしすなこおぇ 
う しすさせゃぇ 9,60 かっゃぇ.

╃っかはくぇ  ╀けぉっゃぇ

』╊》╅『¨『╅ぅ╅
』【╅〉を¨っ...

′っけぉたけょうきけしすすぇ 
けす ういゅさぇあょぇくっ-
すけ くぇ しっこぇさうさぇとぇ 
しうしすっきぇ っ こけさけょっ-
くぇ けす くっけぉたけょう-
きけしすすぇ いぇ すなさしっくっ 
くぇ ゃぇさうぇくすう いぇ 
けぉかっおつぇゃぇくっ くぇ 
そうくぇくしけゃうは せょぇさ 
う けゅさけきくうすっ けす-
つうしかっくうは, おけうすけ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
う くっえくうすっ ゅさぇあょぇ-
くう とっ こさぇゃはす ゃなゃ 

ゃさないおぇ し くけゃけすけ さっゅうけくぇかくけ ょっこけ いぇ けすこぇょなちう ゃ けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶さっい 2012 ゅ. けすつうしかっくうはすぇ いぇ すけゃぇ ょっこけ しぇ 
ぉうかう 18 かゃ. いぇ すけく けすこぇょなちう /こさっい すぇいう ゅけょうくぇ すっ しぇ 35 
かゃ./, ぇ こさっい 2014 ゅ. けすつうしかっくうはすぇ しおぇつぇす くぇ 100 かゃ. いぇ すけく.  
╆ぇ ょぇ しっ こさぇゃはす すっいう けすつうしかっくうは, ぉっい ょぇ しっ せすっあくはゃぇす あう-
すっかうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ し こけ-ゃうしけおう ょぇくなちう いぇ ぉうすけゃう けすこぇ-
ょなちう, っょうくしすゃっくうはす ういたけょ っ ょぇ しっ くぇきぇかう おけかうつっしすゃけすけ くぇ 
ういゃけいゃぇくうは けすこぇょなお けす ╉ぇいぇくかなお おなき さっゅうけくぇかくけすけ ょっこけ, 
けぉはしくう こさっょ しすぇさっえてうくうすっ おきっすうちぇすぇ. 〈けゃぇ きけあっ ょぇ しすぇ-
くっ うきっくくけ し ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ しっこぇさうさぇとぇ うくしすぇかぇちうは. ] 
ういゅさぇあょぇくっすけ え くぇ こさぇおすうおぇ おけかうつっしすゃけすけ くぇ こけしすなこうかう-
すっ う こさっさぇぉけすっくう ゃ くっは けすこぇょなちう とっ しっ くぇきぇかう し 40 くぇ 
しすけ, そぇおす くうおぇお くっきぇかけゃぇあっく こさっょゃうょ ちっくうすっ いぇ ょっこけ-
くうさぇくっ. ]さっょ きけすうゃうすっ ょぇ しっ ういぉっさっ いぇ すぇいう ちっか うきっくくけ 
„╂さうえくこかぇくっす” しぇ こさっょかけあっくうっすけ そうさきぇすぇ ょぇ こかぇとぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ いぇ しっこぇさうさぇくっすけ くぇ けすこぇょなちうすっ /こけ 10 かっゃぇ くぇ 
すけく  しけさすうさぇくう さっちうおかうさせっきう けすこぇょなちう けす こかぇしすきぇしぇ, きっ-
すぇかう, たぇさすうは/, おぇおすけ う こけっきぇくっすけ くぇ ぇくゅぇあうきっくすぇ すさぇくし-
こけさすくうすっ さぇいたけょう けす しっこぇさうさぇとぇすぇ うくしすぇかぇちうは ょけ こさっすけ-
ゃぇさくぇすぇ しすぇくちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しぇ いぇ しきっすおぇ くぇ そうさきぇすぇ. 
‶け すぇいう こさうつうくぇ „╂さうえくこかぇくっす” とっ すなさしはす う こかけとぇょおぇ いぇ 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ うくしすぇかぇちうはすぇ ゃ ぉかういけしす ょけ こさっすけゃぇさくぇすぇ 
しすぇくちうは.
„╂さうえく こかぇくっす” っ しけそうえしおぇ そうさきぇ う しっ こさっょしすぇゃかはゃぇ けす 

‶っすなさ 『ゃっすぇくけゃ. 《うさきぇすぇ こけかせつぇゃぇ こさぇゃけすけ ゃなさたせ ぉうすけ-
ゃうすっ けすこぇょなちう くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 10 ゅけょうくう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
* ]っこぇさうさぇくっ - けすょっかはくっ, さぇいょっかはくっ

/すなかおけゃっく さっつくうお/

╆ぇさぇょう さぇいかうつくう こさけすうゃけけぉとっしすゃっくう 
こさけはゃう, ういゃなさてっくう けす きぇかけかっすくうすっ, う 
けこぇしくけしすすぇ すっ ょぇ しっ こさっゃなさくぇす ゃ さっちう-
ょうゃ – ゃ 8 けす さぇいゅかっあょぇくうすっ しかせつぇう つかっ-
くけゃっすっ くぇ ╋っしすくぇすぇ おけきうしうは しぇ くぇかけあう-
かう ゃないこうすぇすっかっく くぇょいけさ くぇ さけょうすっかうすっ 
う ょっちぇすぇ. 
╃させゅうすっ, こけ-さはょおけ くぇかぇゅぇくう, きっさおう けす 

つかっくけゃっすっ くぇ おけきうしうはすぇ こさっい きうくぇかぇ-
すぇ ゅけょうくぇ しぇ ぉうかう: いぇょなかあっくうっ くぇ きぇ-
かけかっすくけすけ うかう くっこなかくけかっすくけ かうちっ ょぇ 
せつぇしすゃぇ ゃ  こさけゅさぇきう いぇ こさっゃっくちうは くぇ 
こけゃっょっくうっすけ, いぇぉさぇくぇ いぇ しさっとう う せし-
すぇくけゃはゃぇくっ くぇ おけくすぇおすう し けこさっょっかっくう 
かうちぇ, おぇおすけ う けすしすさぇくはゃぇくっ くぇ こさうつう-
くっくう ゃさっょう し かうつっく すさせょ. 〈さうきぇ くっこなか-
くけかっすくう ういゃなさてうすっかう くぇ さぇいかうつくう こさけ-
すうゃけけぉとっしすゃっくう こさけはゃう しぇ くぇしすぇくっくう ゃ 
]けちうぇかくけ-こっょぇゅけゅうつっしおう うくすっさくぇすう. 
′ぇえ-つっしすうすっ こさうつうくう, こけさぇょう おけうすけ 

くっこなかくけかっすくう う きぇかけかっすくう しすぇゃぇす おけく-
すうくゅっくす くぇ ╋っしすくぇすぇ おけきうしうは いぇ ぉけさぉぇ 
し こさけすうゃけけぉとっしすゃっくうすっ こさけはゃう う, おぇすけ 
しかっょしすゃうっ, しっ  くぇかぇゅぇ こさうかぇゅぇくっすけ ゃなさ-
たせ すはた くぇ さぇいかうつくう ゃないこうすぇすっかくう きっさおう, 
しぇ おさぇあぉうすっ う ぉはゅしすゃぇすぇ けす せつうかうとっ - 
しなけすゃっすくけ 40  う 28  しかせつぇは.  
] たせかうゅぇくしおう こさけはゃう しぇ ぉうかう 7 けす こけょ-

さぇしすゃぇとうすっ, 6 けす くっこなかくけかっすくうすっ しぇ ぉは-
ゅぇかう けす ゃおなとう, ぇ いぇさぇょう せくうとけあぇゃぇくっ う 
こけゃさっあょぇくっ くぇ うきせとっしすゃけ 8 けす くっこなか-
くけかっすくうすっ しなとけ しぇ しすうゅぇかう ょけ さぇいゅけゃけさ 
し おけきうしうはすぇ. 
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ╋っしすくぇすぇ おけ-

きうしうは しぇ こけかせつっくう しなとけ う しうゅくぇかう いぇ 
こぇかっあう, ぇょきうくうしすさぇすうゃくう くぇさせてっくうは 
けす しすさぇくぇ くぇ くっこなかくけかっすくう う きぇかけかっすくう, 
すけさきけい くぇ  ょさせゅけ かうちっ, くぇくぇしはくっ くぇ すっ-
かっしくう こけゃさっょう う 1 ゅさぇぉっあ. ¨ぉとうはす ぉさけえ 
くぇ さぇいゅかっあょぇくうすっ ゃないこうすぇすっかくう ょっかぇ 
こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っ 120, おぇすけ 98 けす 

╀うかっすう いぇ ゃしうつおう すっぇすさぇかくう 
しこっおすぇおかう けす ╉けきっょうえくうは たうす 
くぇ しっいけくぇ 2013 ゅけょうくぇ ゃっつっ しっ 
こさけょぇゃぇす ゃ ╇くそけちっくすなさ ╉ぇいぇく-
かなお くぇ せかうちぇ “╇しおさぇ” 4, おぇおすけ う 
くぇ おぇしうすっ くぇ 』うすぇかうとっ “╇しおさぇ”. 
『っくうすっ くぇ  ぉうかっすうすっ いぇ すっぇ-

すさぇかくうすっ こけしすぇくけゃおう しぇ きっあょせ 
8 う 10 かっゃぇ.
╀っいこかぇすくう とっ しぇ おけくちっさすうすっ くぇ 

ぇくしぇきぉなか “‶うさうく” ゃ 』うすぇかうとっ 
“╇しおさぇ” う くぇ  “Deep Zone Project”, 
おけえすけ とっ っ くぇ こかけとぇょ “]っゃすけこけ-
かうし”.

ょっちぇすぇ, いぇ おけうすけ しぇ さぇいゅかっあょぇくう ゃない-
こうすぇすっかくう ょっかぇ う おけうすけ しぇ こさっきうくぇかう 
こさっい こなさゃけ すぇおけゃぇ ょっかけ, くはきぇす くけゃう 
こさけすうゃけけぉとっしすゃっくう こさけはゃう う くっ しぇ 
ういゃなさてゃぇかう くけゃう こさっしすなこかっくうは.  
21 しぇ ゃないこうすぇすっかうすっ, さぇぉけすうかう う せこ-

さぇあくはゃぇかう ゃないこうすぇすっかっく くぇょいけさ こさっい 
2012 ゅけょうくぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  くぇ 
43 ょっちぇ し さぇいかうつくう  こさけはゃう. ╆ぇ さっいせか-
すぇすうすっ けす さぇぉけすぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ 
ゃないこうすぇすっかう っ おさぇしくけさっつうゃ しかっょくうはす 
そぇおす: 38 けす すっいう ょっちぇ, こけょかっあぇとう くぇ 
すぇおなゃ くぇいょけさ, くっ しぇ しすぇゃぇかう ういゃなさ-
てうすっかう くぇ くけゃう こさけすうゃけけぉとっしすゃっくう  
こさけはゃう. 
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ つかっくけゃっすっ 

くぇ ╉けきうしうはすぇ いぇ ぉけさぉぇ し こさけすうゃけけぉ-
とっしすゃっくうすっ こさけはゃう くぇ きぇかけかっすくう う 
くっこなかくけかっすくう う けぉとっしすゃっくうすっ ゃない-
こうすぇすっかう しぇ こけきけゅくぇかう し おけくしせかすぇちうう 
う けこうす くぇ けぉとけ 117 しっきっえしすゃぇ し こさけ-
ぉかっきくう ょっちぇ けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╇くそけさきぇちうけくくぇすぇ おぇきこぇくうは いぇ こさっ-

ゃっくちうは くぇ ぇしけちうぇかくけ こけゃっょっくうっ しさっょ 
こけょさぇしすゃぇとうすっ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ けぉたゃぇくぇかぇ 2 たう-
かはょう ょっちぇ う きかぇょっあう. 
╆ぇ しこっちうそうつくうは しう う くっかっお すさせょ さぇ-

ぉけすっとうすっ おなき ╉けきうしうはすぇ う けぉとっしすゃっ-
くうすっ ゃないこうすぇすっかう こけかせつぇゃぇす しおさけきくう 
しさっょしすゃぇ. ╆ぇ ちはかぇすぇ ういきうくぇかぇ ゅけょうくぇ 
ういょさなあおぇすぇ くぇ おけきうしうはすぇ, し ゃしうつおう 
けしすぇくぇかう ょっえくけしすう こけ こさっゃっくちうはすぇ, 
おけうすけ っ ょかなあくぇ ょぇ ういゃなさてゃぇ いぇっょくけ 
し けぉとっしすゃっくうすっ ゃないこうすぇすっかう, っ ぉかう-
いけ 24 たうかはょう かっゃぇ. ╆ぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
しさっょしすゃぇすぇ, こさっょゃうょっくう ゃ きっしすくうは 
ぉのょあっす, しぇ  こけゃっつっ, くけ けすくけゃけ しおさけき-
くう - こけつすう 36 たうかはょう かっゃぇ いぇ ちはかぇすぇ 
ゅけょうくぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╆╊′ 《╆¨ぁ 〉╊ 〈《╋╊!
┿さしっくぇかちう, 

しこけさっょ ╁かぇょけ, 
こけ っょくぇ うかう 
ょさせゅぇ こさうつう-
くぇ, しぇ けぉっょう-
くっくう けす ゃはさ-
ゃぇくっすけ: ”〈せおぇ 
くう っ ょけぉさっ!”. ╇ 
くぇ ╁かぇょけ いぇしっ-
ゅぇ きせ っ ょけぉさっ 
– つせゃしすゃぇ しっ 
いょさぇゃ, しうかっく 
う さぇぉけすっと, 
きうしかう, つっ きせ 
っ さぇくけ ょぇ しっ 
こっくしうけくうさぇ, 
きぇおぇさ う ゃっつっ 
く ぇ ゃ な さ て う か 
こっくしうけくくぇすぇ 
ゃないさぇしす. ╃け-
ぉさっ きせ っ しさっょ 
きかぇょうすっ たけさぇ. 

╇いけぉとけ, くぇ ╁かぇょけ ╇ゃぇくけゃ ゅけょうくうすっ しはおぇて くっ きせ かうつぇす - あうゃけしすすぇ, すさなこおぇすぇ おなき 
あうゃけすぇ, しすぇゃぇくっすけ しせすさうく し けつぇおゃぇくっすけ, つっ とっ しっ しかせつう くっとけ たせぉぇゃけ, いぇ ╁かぇょけ 
╇ゃぇくけゃ しぇ くっとけ しなゃしっき けぉうおくけゃっくけ ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ すけかおけゃぇ しすさっし う せきけさぇ けす 
あうゃっっくっすけ. ‶け しなとうは くぇつうく, おぇおすけ きうかっっ いぇ ぉなかゅぇさしおけすけ おうくけ, おけっすけ っ ゃ いぇかっい, 
╁かぇょけ きうかっっ う いぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ - し すさけゅぇすっかくうは しこけきっく いぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 80-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお しっ しすうつぇす しすけすうちう うくあっくっさくう 
おぇょさう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ... ”′はきぇ ゃっつっ きぇてうくけしすさけうすっかう, きぇてうくけしすさけっくっすけ うしおぇ 
おぇょさう, こけょゅけすゃっくう, いくぇっとう たけさぇ, ぇ くっ こさけしすけ – さぇぉけすくうちう.”, いくぇっ ╁かぇょけ ╇ゃぇくけゃ, 
こさっい つうえすけ あうゃけす きうくぇゃぇ う きけとくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう 
ゃ ╆ぇゃけょ 5, おけえすけ ゃっつっ っ  こけつすう ういちはかけ しぇきけ さっきけくすくけ-こけょょなさあぇと. „〈けゃぇ くっ っ 
しゃなさてっお, くぇてうはす あうゃけす ぉってっ くぇて, くけ くうっ すさはぉゃぇ ょぇ ょぇょっき あうゃけす う くぇ ょっちぇすぇ 
しう, くっ ぉうゃぇ ょぇ せこさっおゃぇきっ ゃさっきっすけ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ ょぇょっ くぇ きかぇょうすっ ょぇ せこさぇゃかはゃぇす 
あうゃけすぇ しう ゃ ╀なかゅぇさうは.”, ゅかっょぇ ゃ ぉなょっとっすけ ╁かぇょけ ╇ゃぇくけゃ, ぉっい すうこうつくけすけ いぇ ょくって-
くけすけ ゃさっきっ きなさきけさしおけ くっょけゃけかしすゃけ こけ ゃさっきっ くぇ おさういぇ: ”25 ゅけょうくう しっ すさせょは くっ-
こさっおなしくぇすけ.” 〈けゃぇ っ すぇえくぇすぇ くぇ しうかぇすぇ くぇ ╁かぇょけ, おけえすけ, けしゃっく おけくしすさせおすけさ, ̈ 〈╉, 
そっさきっさ う ぇおすぬけさ, ぉうか けとっ う しこけさすうしす – すさっくうさぇか ぉはゅぇくっ, ぉぇしおっすぉけか, ゃおかのつゃぇか 
しっ ゃなゃ ゃしうつおけ. ‶けしかっ しこけさすなす しっ きっしすう こけ こなすっおうすっ くぇ ╀ぇかおぇくぇ ゃ こさけょなかあっくうっ 
くぇ 6 ゅけょうくう う しっすくっ -  こさう おさぇゃうすっ: けす 4.30 しせすさうく ょけ 23 つぇしぇ ゃっつっさ.     
╁かぇょけ ゅけ おぇいゃぇ う しぇき: ”[ぇぉけすぇすぇ, ょゃうあっくうっすけ, つせゃしすゃけすけ, つっ うょっ くっとけ たせぉぇゃけ 

– くっ きけゅぇ ぉっい すけゃぇ, ゃ すけゃぇ っ すぇえくぇすぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇて あうゃ う いょさぇゃ. ╅っかぇくうっすけ ょぇ 
あうゃっって, すけゃぇ っ うしすうくぇすぇ くぇ あうゃけすぇ, ょぇ うしおぇて ょぇ すう しかせつう くってけ, ょぇ ゅけ しかせつうて... 
╃ぇ しっ しきっって – いぇとけすけ: しきったなす っ あうゃけす!”, しぇ こさけしすうすっ こけせおう いぇ くっとぇすぇ, おけうすけ 
╁かぇょけ ╇ゃぇくけゃ さぇいょぇゃぇ とっょさけ. ╇ きなょさけ. ╁かぇょけ けぉけぉとぇゃぇ: „╋けはすぇ そけさきせかぇ っ: 
╃ゃうあっくうっすけ!”
╇ ょけゃなさてゃぇ: ”╇ ぉっい けぉうつ くっ きけあっ!”.  
   

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

Владо на сцената



715 март 2013 г.ゑñöñëíÖó でëñàó

26 ½íëö - がñÖ Öí どëí¡ó　

おけ
か
ぇ 

1
 ゅ

さ
な
ぉ

 „╅『』╊〉╅]”:
′]╅【〉¨【╊ ╈《╉¨〉¨ 〉╅ 
′╇】[《]¨[╅【╅ ╇╅〉っ

╆ぇ]╈╅『』[¨っ【 ╉】｠ ╊ ╋¨╇. 
¨ ╇ 【《╇╅ 〈¨ ╊ 〉╅╉╊╋╉╅【╅.

„┿い しなき しかけあくけすけ ういさっつっくうっ, おけっすけ すぇおぇ 
くっこさっおなしくぇすけ さっょぇおすうさぇたぇ, つっ けしすぇくぇた 
ぉっいゅかぇゅけかくぇ. ╃くっし しなき しぇきけ っょくけ こさけしすけ 
きっしすけうきっくうっ...”, てっゅせゃぇ しっ しなし しっぉっ しう 
╁ぇくは ‶けこけゃぇ, くけ ういけぉとけ くっ しっ てっゅせゃぇ いぇ 
ょさせゅけ: ”╆かぇすくうすっ きう ゅけょうくう しぇ ゃ „┿さしっ
くぇか”.
╉けは っ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ, おけはすけ くぇさうつぇ しっぉっ 

しう ”╆ゃせおけかうおぇすぇ”? ╃くっし: „╄ょくけかうつっく しけぉ
しすゃっくうお し くっけゅさぇくうつっくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ - 
‶っくしうけくっさ”. ′はおけゅぇ: „╇いかうてなお くぇ ちうすぇすう 
し けしおなょくぇ いぇこかぇすぇ - 〉つうすっか”. ╁ くぇつぇかけすけ: 
„╆かけぉくけ, さうすぇとけ う たぇこっとけ たかぇこっ”. ‶け-
おなしくけ: „╊けてぇ う さぇいゅかっいっくぇ”; 『はか あうゃけす: 
”]きっかぇ, おさぇしうゃぇ う きくけゅけ せきくぇ!” 
╁ぇくは おさけう しっぉっ しう ゃ すっいう ょせきう ぇぉしけかのす

くけ くぇしっさうけいくけ う し すけつくけ すけかおけゃぇ ょけいぇ しぇ
きけうさけくうは. ╀っい くうおぇおゃぇ うさけくうは, けぉぇつっ, 
けすしうつぇ: ”┿い しなき ぉせくすぇさ!”. /╁っょくぇゅぇ かうつう, 
つっ くっ かなあっ/. 
╇ けとっ: [けょっくぇ ゃ „╂けょうくぇすぇ くぇ きうさぇ” – 

1950-すぇ! ¨くぇいう, おけはすけ こけゃすけさうかぇ 9-すう 
おかぇし, いぇとけすけ „すぇおぇ え たぇさっしゃぇ”; おけはすけ うい
ぉはゅぇかぇ くぇ すさっすうは ょっく けす ╂さぇょしおうは おけきう

╁ぇくは っ ゅさぇょしおけ ょっすっ けす „╂さぇ
ょなす くぇ ょけぉさけすぇすぇ” うかう 

„╂さぇょなす くぇ ]かけゃけすけ”, おぇおすけ 
すは くぇさうつぇ ╉ぇいぇくかなお. [ぇしすっ ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ きうくぇかうは ゃっつっ ゃっお 
ゃ すっしくうすっ う きぇゅうつくう せかうつおう 
きっあょせ ╀けいせおけゃけすけ おぇそっくっ, 
ちなさおゃぇすぇ „╈けぇく ‶さっょすっつぇ” う 
おなとぇすぇ, おなょっすけ くはおけゅぇ あうゃはか 
╂っけさゅう ╉うさおけゃ... ╋ぇたぇかぇすぇ, 
こさなしくぇすぇ くぇ っょくぇ おさぇつおぇ けす 
つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”, ょけおなょっすけ 
╁ぇくは けすうゃぇかぇ おぇすけ せ ょけきぇ しう, 
こけ つったかう. ╉なとぇすぇ くぇ „『ぇさ ]う
きっけく ╁っかうおう”, おなょっすけ しっゅぇ っ 
ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ くぇ けぉとうく
しおうは すっぇすなさ, いぇ ╁ぇくは っ そぇく
すぇしすうつくぇすぇ すっぇすさぇかくぇ しちっくぇ 
くぇ ょっすしすゃけすけ. ] こさうはすっかおう すぇき 
うゅさぇっかう くぇ ょゃけさぇ ゃ こなさゃうすっ しう 
こさっょしすぇゃかっくうは. ╁ しなこけしすぇゃおぇ
すぇ くぇ すっいう そぇおすう ゃ きうくぇかけすけ う 
ょくっし ╁ぇくは けすおさうゃぇ くっゃうょうきぇ 
ゃさないおぇ. ′っゃうょうきぇ, くけ うしすうく
しおう しなさょっつくぇ ゃさないおぇ ╁ぇくは けこな
ゃぇ う きっあょせ ょさせゅう ょゃっ ゅさぇょしおう 
すけつおう: おなとぇすぇ, おなょっすけ あうゃっっ 
おぇすけ きぇかおぇ, う ╃けきぇ くぇ ╃せたぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお: つうすぇかうとっ ”╇しおさぇ”. 
╉なとぇすぇ くぇ くっえくけすけ ょっすしすゃけ こけ-
おなしくけ っ ょぇさっくぇ くぇ つうすぇかうとっ
すけ... ╁ぇくは う ょけ ょくっし すなゅせゃぇ, つっ 
くっ は こせしおぇす ょぇ は ゃうょう いぇ こけ
しかっょくけ, こさっょう ょぇ ぉなょっ しなぉけ
さっくぇ... ╆ぇとけ すけゃぇ っ ぉうかけ すけか
おけゃぇ ゃぇあくけ いぇ くっは? ′っ いぇとけすけ 
しっ ゅけゃけさう, つっ すぇき っ くぇきっさっくけ 
しおさうすけ けす すせさちうすっ いかぇすけ, ぇ  いぇ
とけすけ おなとぇすぇ くぇ ょっすしすゃけすけ え っ 
しゃなさいぇくぇ し つうすぇかうとっすけ: ”┿おけ 
うきぇ しちっくぇ う こさけあっおすけさ – すけゃぇ 
っ あうゃけすなす!”. ╆ぇとけすけ こさけょなかあぇ
ゃぇ ょぇ しなくせゃぇ すっぇすなさ. ╆ぇとけすけ: 
”′うっ ぉはたきっ さぇいかうつくう う せきくう, 
しうかくう う ぉせえくう ょっちぇ けす きぇたぇ
かぇすぇ, おさなしすけしゃぇたきっ こけ せかうちう
すっ う ゃなさてったきっ とせさけすうう. ╉けえ 
いくぇっ おぇおゃう さぇいぉけえくうちう とはたぇ 
ょぇ ういかはいぇす けす くぇし, ぇおけ くっ ぉってっ 
つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”, ぇおけ くっ ぉはたぇ 
たけさぇすぇ けす 〈っぇすなさぇ? „〈っぇすなさなす 
くう しこぇしう!”. ¨とっ けす きぇかおぇ くぇ 
しちっくぇすぇ くぇ „╇しおさぇ” ╁ぇくは ‶けこけ
ゃぇ こけきくう おぇお ょっしっすうくぇ ょっつせさ
かうゅぇ すうつぇかう ょぇ え こうこくぇす つぇく
すぇすぇ くぇ せかうちぇすぇ, いぇとけすけ: ”〈は 
うゅさぇっ ゃ „╇しおさぇ!”. ¨くけゃぇ きけきう
つっ, おけっすけ う ょくっし しう っ しなとけすけ, 
こさういくぇゃぇ, つっ くっ っ けす すけいう しゃはす 
- こさっきうくぇゃぇ こさっい っあっょくっゃうっ
すけ おぇすけ こさっい くぇすさせこぇくう こぇせいう 
きっあょせ ょゃっ こけはゃう くぇ しちっくぇ
すぇ. [けかうすっ しぇ くぇえ-さぇいかうつくう: 
あせさくぇかうしす, こさっこけょぇゃぇすっか こけ 
ぉなかゅぇさしおう っいうお う かうすっさぇすせさぇ, 
こけっす, ょせぉかぬけさ くぇ そうかきう..., ゃっ
しすくうおぇさ. ]ちっくうすっ – „┿さしっくぇか”, 
[ぇょうけ „╁うし ╁うすぇかうし”, ╂うきくぇいうは 
„′うおけかぇ ╁ぇこちぇさけゃ”, ゃっしすくうお 
„╀ういくっし ╉ぇいぇくかなお”, ╃]¨ „》う
ょさぇゃかうおぇ”, ゅさぇょしおけすけ [ぇょうけ, 
せつうかうとっすけ ゃ 〈なさくうつぇくっ... [け
かうすっ, おけうすけ ╁ぇくは こけっきぇ ゃ さっぇか
くうは あうゃけす, いぇ くっは しぇ こけ-しおけさけ 
ぇおすぬけさしおう こさっゃなこかなとっくうは くぇ 
すっぇすさぇかくぇすぇ しちっくぇ. ╅うゃけすなす 
こさっきうくぇゃぇ ゃ 〈っぇすなさ, 〈っぇすな
さなす – ゃ ╅うゃけす. ‶さったけょうすっ しぇ 
くっこさっしすぇくくう, っしすっしすゃっくう う くっ
いぇぉっかっあうきう. ╃けさう, ょけおぇすけ ゅう 
ゅけゃけさうき. 

¨す „╇しおさぇ” ょけ
„╇ゃぇく ′っょはかおけゃ”

╃っすしすゃけすけ くぇ ╁ぇくは きうくぇゃぇ ゃ 
„╆ぇぉさぇゃっくうは ゅさぇょ” – し ょけきけゃっ
すっ くぇ うくあっくっさうすっ, ぇょゃけおぇすうすっ 

う ょけおすけさうすっ ゃ ちっくすなさぇ, 
おけうすけ ゃっつっさ けすうゃぇす くぇ すっ
くうし, くけ う し おなとせさおうすっ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ さぇぉけすくうちう, 
すうつぇとう しかっょ ゃけは くぇ しうさっ
くぇすぇ しせすさうく  おなき そぇぉさう
おぇすぇ: ょゃぇ しゃはすぇ, くけ おけうすけ 
けぉぇつっ „くっ しう こさっつぇす”. 
╃っすしすゃけ きっあょせ ょゃっすっ しちっ

くう – くぇ つうすぇかうとっすけ う せつう
かうとっすけ, おなょっすけ ╁ぇくは こさぇ
ゃう ょっすしおう すっぇすさぇかくう せすさぇ 
う ょうさうあうさぇ たけさ. ”‶うかっ 
こうしおぇ ゃ さけしくぇ てせきぇ...” – 
すけゃぇ っ こっしっく, つうえすけ すっおしす  

╁ぇくは  こけきくう こさっい せつせょゃぇ
くっすけ くぇ ょくってくけすけ ゃさっきっ. 
╃っすしすゃけすけ くぇ さっちうすぇ

ちううすっ: /”]せすさうく さぇくけ ゃ 
こかぇくうくぇすぇ し おけけこっさぇすけさう 
ゃなさゃうき...”/. 
╃っすしすゃけ ゃ ╀うぉかうけすっおぇ

すぇ - ╁ぇくは つっすっ けす すさうゅけ
ょうてくぇ う けとっ きぇかおぇ, ぉっい 
ょぇ いくぇっ ちうそさうすっ, し ょかぇく 
こけおぇいゃぇ つうすぇすっかしおうは しう 
くけきっさ 5. ‶け-おなしくけ, ょけおぇ
すけ せつう いぇょけつくけ ぉなかゅぇさしおぇ 
そうかけかけゅうは ゃ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす, ╁ぇくは ういくぇしは 
し „ゃさないおう” ゃおなとう こけかけ
ゃうくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ, いぇ ょぇ 
しっ ゅけすゃう こけ かうすっさぇすせさぇ. 
/”╋けっすけ ゅけかはきけ せつうかうとっ っ 
ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ”!/
╃っすしすゃけ, おけっすけ こけきくう おせ

こけくくぇすぇ しうしすっきぇ う せょぇさっ
くうすっ こっつぇすう, いくぇお, つっ しう 
たけょうか くぇ ぉぇくは... 
╃っすしすゃけ, おけっすけ は こさぇとぇ 

う し きぇきぇ いぇ こさなゃ こなす ゃ 
„┿さしっくぇか”: „╉ぇおゃけ っ すけゃぇ? 
- こうすぇ ╁ぇくは くぇ さぇぉけすくけすけ 
きはしすけ くぇ きぇきぇ ゃ ╆ぇゃけょ 2” 

– „╀けくぉけくう”, けすゅけゃぇさはす おけ
かっゅうすっ こさっょ おせすううすっ し こぇ
すさけくう... 
╃っすしすゃけ, ゃ おけっすけ しすなさつぇす 

┿ゃすけさうすっすう. ╉けっすけ こけきくう し 
ゅかぇしぇ くぇ きぇきぇ しきなさすすぇ くぇ 
]すぇかうく おぇすけ いぇゅせぉぇ くぇ くぇえ-
ぉかういなお さけょくうくぇ: ”╁ぇくは, つう
つおけ ]すぇかうく せきさは!” 
╃っすしすゃけ, こさっい おけっすけ きうくぇ

ゃぇす せつうすっかはす 〈けょけさ ╁かぇたけゃ 
/‶けおかけく!/, こさうきぇすぇ 〈ぇくは 
╋ぇしぇかうすうくけゃぇ し „〈っぇすなさ, 
かのぉけゃ きけは!”, せつうすっかはす ╇ゃぇく 
╉ぇぉぇおつうっゃ う ╅けさけ ′うおけかけゃ 

おぇすけ さっあうしぬけさう; ゃ おけっすけ 
╁ぇくは けとっ ゃ てっしすう おかぇし しっょう 
ゃ 〉こさぇゃうすっかくうは しなゃっす くぇ 
つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”, さっょけき ょけ 
』せょけきうさ!...
╃っすしすゃけ くぇ ]ゃっすうくう. ╆ぇさぇ

ょう おけっすけ きけあって ょぇ ぉはゅぇて けす 
せつうかうとっ. ╇ ╁ぇくは ゅけ こさぇゃう.

╀はゅしすゃぇすぇ くぇ ╁ぇくは
こさけょなかあぇゃぇす ちはか あうゃけす 

„】けき くっとけ っ ゅかせこぇゃけ – ぉは
ゅぇえ! ╇くぇつっ う すう しう ゅかせこぇお.” 
- すけゃぇ っ くぇせつうかぇ ╁ぇくは けす 
たうかはょうすっ しすさぇくうちう くぇ ]けか
あっくうちうく. ╉けゅぇすけ こけしすけはく
くけ いぇおなしくはゃぇかぇ いぇ さぇぉけすぇ 
ゃ „┿さしっくぇか”, ょけくけしくうちう ょけ
くぇしはかう, つっ ぉはゅぇ けす さぇぉけすぇ. 
╀うかぇ しこぇしっくぇ し こさっゅさなょおぇ 
けす ╂っけさゅう ╆ぇたぇさうっゃ, おけゅぇ
すけ しかっょ ゃなこさけしぇ: ”╆ぇとけ いぇ
おなしくはゃぇて?” ょけてなか けすゅけゃけ
さなす: ”╆ぇとけすけ しこは...”. ╉けゅぇすけ 
ょぇあっ しかっょ かうつくぇすぇ きけかぉぇ ょけ 
╇ゃぇく ╉さなしすっゃ くっ は こさぇすうかう 
くぇ ぉさうゅぇょぇ くぇ ╀せいかせょあぇ /ぇ 
すけかおけゃぇ うしおぇかぇ!/ - ういぉはゅぇ

かぇ くぇ かぇゅっさぇ ゃ [ぇゃょぇ; おけゅぇすけ 
しおせつくけゃぇすうすっ たけさぇ けす „》う
ょさぇゃかうおぇ” くっ きけゅかう ょぇ したゃぇ
くぇす うょっうすっ くぇ ╁ぇくは いぇ さぇぉけ
すぇ ゃ おせかすせさぇすぇ – しっ „しおさうかぇ” 
ゃ „┿さしっくぇか”. ╉けゅぇすけ „せょぇさうすっ 
こけょ おさなしすぇ” ゃ „┿さしっくぇか” しすぇ
くぇかう くっすなさこうきう, ╁ぇくは ‶けこけ
ゃぇ ぉなさいけ ゃょうゅぇ きけとっく おけく
ちっさす う しゃっすおぇゃうつくけ „しっ ょうゅぇ” 
くぇ せつうすっかしおけすけ こけこさうとっ ゃ 
ゅうきくぇいうは „′.╁ぇこちぇさけゃ”...
╁ぇくは ‶けこけゃぇ くっ っ きけきうつっ 

ゃ さぇきおぇ. 〈は しすさけてぇゃぇ さぇき
おうすっ. ╉ぇすけ うしすうくしおう ぉせくすぇさ. 

]すうゅくぇかぇ ょけ すさっすうは おさなゅ ゃなゃ 
╁╇〈╇╆, おなょっすけ しっ ういしうこぇ
かう ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす ょせいうくぇ 
おぇいぇくかなつぇくう, ╁ぇくは けぉぇつっ くっ 
こさっぉけさゃぇ すっぇすさぇかくぇすぇ ぇおぇ
ょっきうは. ′はきぇ おぇお きけきうつっすけ 
けす こさけゃぇくしぇ ょぇ こさっぉけさう ょっ
ちぇすぇ くぇ ┿こけしすけか ╉ぇさぇきうすっゃ 
う こさけつうっ ゃっかうつうは けす しちっくぇ
すぇ. ╆ぇすけゃぇ こなお ╇くしすうすせすなす いぇ 
おせかすせさくう おぇょさう ゃ 》ぇしおけゃけ 
けすゃぇさは いぇ くっは てうさけおけ ゃさぇすう. 
〈ぇき くぇきうさぇ けとっ 10 おぇいぇく
かなつぇくう – ゃしうつおう いぇおなさきっくう 
し おせかすせさくうは ょせた くぇ „╇しおさぇ”. 
╆ぇさぇょう くっゅけ ‶けこけゃぇ ういけしすぇ
ゃは くぇきっさっくうっすけ いぇ そうかけかけ
ゅうは ゃなゃ ╁っかうおけすなさくけゃしおうは 
せくうゃっさしうすっす. ‶けしかっ こなお は いぇ
ゃなさてゃぇ し けすかうつうっ ゃ ]けそうは. 
[ぇいこさっょっかっくぇ いぇ さぇぉけすぇ おぇすけ 
しっおさっすぇさ ゃ „╇しおさぇ”, ╁ぇくは っ 
こけしさっとくぇすぇ けす ╁ぇしうか 【う
ゃっくおけゃ, くけ すぇいう しさっとぇ くうおぇお 
くっ え たぇさっしゃぇ, けすおぇいゃぇ しっ けす 
すぇは さぇぉけすぇ う しっ こさうぉうさぇ けぉ
さぇすくけ ゃおなとう. ′ぇえ-すぇかぇくすかう
ゃうすっ ぉうゃてう きかぇょう うしおさうしすう, 
ゃなさくぇかう しっ ゃ ╉ぇいぇくかなお しかっょ 

せつっくうっすけ, しこけさっょ ╁ぇくは – こけ
しかっょくう くぇきっさうかう さぇぉけすぇ: 
”‶さけさけおなす っ くうおけえ ゃ しゃけは 
ゅさぇょ”.    
„╋くけゅけ ょっちぇ けす ╉ぇいぇくかなお 

しおけつうたぇ けす しちっくぇすぇ くぇ „╇し
おさぇ” くぇ しちっくぇすぇ くぇ ╁╇〈╇╆, 
おぇいゃぇ ╁ぇくは う すぇおぇ ぉっかっあう 
つぇしす けす こさうくけしぇ くぇ ぅゃかっくうっ
すけ „』うすぇかうとっ „╇しおさぇ” ゃ さけょ
くぇすぇ おせかすせさくぇ しさっょぇ. „╉せか
すせさくうはす ょせた ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ 
こさっくぇしはてっ おぇすけ しゃっすっとぇ とぇ
そっすぇ きっあょせ こけおけかっくうはすぇ.”, 
すぇおぇ こけっすっしぇすぇ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ 
けぉかうつぇ ゃ きっすぇそけさう うしおさうちう
すっ こけさうゃう くぇ おぇいぇくかなつぇくう 
おなき しうかぇすぇ くぇ ょせたぇ. ╇しすうく
しおぇ „╃なさあぇゃぇ くぇ ょせたぇ” おぇ
いぇくかなつぇくう しう くぇこさぇゃうかう こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ う ゃ „┿さしっくぇか”. 
╁ すぇは ╃なさあぇゃぇ ╁ぇくは っ こさう
っすぇ くぇ さぇぉけすぇ しかっょ おけくおせさし 
う ょなかゅけ つぇおぇくっ, いぇさぇょう こさけ
ゃっさおう くぇ ぉうけゅさぇそうはすぇ, こさう
おかのつうかう し けぉはしくっくうは こさっょ 
きうかうちうはすぇ. /╁ぇくは しっ てっゅせゃぇ, 
つっ けす きぇかおぇ しっ ゃなさすはかぇ おさぇえ 
ゃかぇしすすぇ – けとっ ょけおぇすけ けぉうおぇ
かはかぇ おさぇえ きうかうちけくっさしおぇすぇ 
こうさぇきうょおぇ し つうつおけすけ ゃ せくう
そけさきぇ くぇ こかけとぇょぇ./ 
╁ „┿さしっくぇか” ╁ぇくは くぇきっさうかぇ 

きくけゅけ きけょっさくう いぇ ゃさっきっすけ 
しう たけさぇ – ╇ゃぇく ╃っつっゃ, ╉けしすぇ 
]すぇえおけゃ, ]すっそぇく ′けっゃ... ぅさ
おうすっ かうつくけしすう こけしかっ ぉうかう 
こさなしくぇすう こけ きくけゅけ きっしすぇ, 
いぇっょくけ ぉうかう ょけしすぇすなつくけ 
けこぇしくう しなし しゃけぉけょけきうしかうっ
すけ しう. ] こけつうすぇくうっ, おぇすけ いぇ 
けゅなく-つけゃっお, ╁ぇくは ゅけゃけさう いぇ 
ょうさっおすけさぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせ
さぇすぇ – ╋うかおけ ╋うかぇくけゃ. ‶けき
くう おぇお し ╃っくつけ 》ぇさういぇくけゃ 
いぇっょくけ いけゃはかう, つっ ゃっつっ くはきぇ 
くせあょぇ けす きぇくうそっしすぇちうう... 
╁ „┿さしっくぇか”, こさっい おけえすけ しぇ 

きうくぇかう ちっかう 9 ょせてう けす しっ
きっえしすゃけすけ くぇ ╁ぇくは ‶けこけゃぇ, 
すは しっ しこうさぇかぇ しすなこうしぇくぇ う けす 
こさけしすう つけゃっておう こけしすなこおう, 
いぇこっつぇすぇくう ゃ しかせつおう おぇすけ 
すけいう そぇおす: おけかっゅう けすさぇぉけす
ゃぇす ょなかゅけ ゃさっきっ こなかくぇすぇ 
いぇこかぇすぇ くぇ しゃけえ おけかっゅぇ, けす
しなしすゃぇと いぇさぇょう ぉけかっょせゃぇ
くっ... ‶けきけと けす おけかっゅう うょゃぇ う 
いぇ きぇえおぇすぇ くぇ ╁ぇくは – こけしすさぇ
ょぇかぇ こさう ぇゃぇさうは ゃ いぇゃけょ 2. 
╁ „┿さしっくぇか” ╁ぇくは ゃうあょぇ 

いぇ こさなゃ こなす くぇえ-きけょっさくぇすぇ  
さぇょうけすったくうおぇ せ くぇし – すぇおぇ
ゃぇ くはきぇす ょけさう ゃ ╀′[. ╁ ぇさ
しっくぇかしおけすけ さぇょうけ すは し けぉうつ 
しっ せつう くぇ あせさくぇかうしすうおぇ くぇ 
ょっかけ, ょけおぇすけ いぇゃなさてゃぇ すっ
けさうはすぇ ゃ ]けそうえしおう せくうゃっさ
しうすっす こさう こさけそ. ╁っしっかうく 
╃うきうすさけゃ. ╉けくちっさすうすっ いぇ 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう, さぇい
おぇいうすっ いぇ あうすっえしおう しなょぉう う 
こさけそっしうけくぇかくう せしこったう, きせ
いうおぇすぇ, し おけはすけ さぇょうけすけつおうすっ 
けゅかぇしはす ちったけゃっ, おぇくちっかぇさうう 
う ぇかっう... すけいう ょせた くっ しっ いぇ
ぉさぇゃは... ╉ぇおすけ くっ しっ いぇぉさぇゃは 
う こさけそっしうけくぇかういきなす う しなさ
ちっすけ くぇ ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ, おけはすけ 
けす きっさぇお いぇ くはおけう とせさう こさっ
ょぇゃぇくうは こけくはおけゅぇ うょゃぇかぇ くぇ 
さぇぉけすぇ ょけさう こけ くけとくうちぇ... 
╆ぇすけゃぇ, おけゅぇすけ は きっしすはす おぇすけ 
いぇき.-ょうさっおすけさ くぇ ぇさしっくぇか
しおうは ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ, ╁ぇくは  
ょなかゅけ ぉけかっょせゃぇ いぇ さぇょうけすけ. 

すっす くぇ ╉けきしけきけかぇ, いぇとけすけ „さぇぉけすぇすぇ っ きくけゅけ しおせつくぇ”; おけはすけ けすおぇいゃぇ ょうさっお
すけさしおけすけ きはしすけ ゃ ぉうぉかうけすっおぇすぇ, いぇとけすけ: ”╉ぇおゃけ とっ こさぇゃう こけ ちはか ょっく し すうは 
しかけあくう しうゅくぇすせさう?...”; おけはすけ しっ けすっゅつぇゃぇ しさっょ „けゅさぇくうつっくうすっ したゃぇとぇくうは くぇ 
すけゅぇゃぇてくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ „》うょさぇゃかうおぇ” う ょけぉさっ, つっ ゃ „┿さしっくぇか” くぇきうさぇ 
いぇ ちっかう ょっしっす ゅけょうくう しこぇしっくうっすけ しう けす しおせおぇすぇ う けす ゃっつくぇすぇ しう かうつくぇ すさっしおぇ 
いぇ ‶さけきはくぇ. ¨しすさけゃなす くぇ しこぇしっくうっすけ っ „┿さしっくぇか”. ]こぇしうすっかおぇすぇ: ぅくおぇ ]こぇ
しけゃぇ. ¨しすさけゃなす, けぉぇつっ, しっ けおぇいゃぇ ちはかぇ ょなさあぇゃぇ. ‶さう すけゃぇ: ”′っ しぇきけ ╃なさあぇゃぇ 
くぇ すったくうつっしおうすっ うくけゃぇちうう, くけ う ╃なさあぇゃぇ くぇ ょせたぇ!” ╁ すぇいう こさっおさぇしくぇ ょなさあぇ
ゃぇ ╁ぇくは けしすぇゃぇ けす しさっょぇすぇ くぇ しっょっきょっしっすすっ くぇ 20-すう ゃっお ょけ しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ. 
‶さっい すけゃぇ ゃさっきっ すは „けてっすゃぇ” ちはかぇすぇ おせかすせさぇ うい けさなあっえくうちぇすぇ: すっぇすさぇかくぇすぇ 
すさせこぇ, さぇょうけすけ, そうかきけすっおぇすぇ, かうすっさぇすせさくうは おかせぉ..., ゃしうつおけ, とけ っ ゃ けぉしっゅぇ くぇ 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ...: ”¨す すけゃぇ てっすぇくっ けとっ しっ ょうゅぇ こせてっお”. 
╃けぉさっ, つっ きっ ういきなおくぇ ゃ „┿さしっくぇか” ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ”..., ぉかぇゅけょぇさくぇ っ ╁ぇくは ‶け

こけゃぇ – つっしすけ こさうゃうおゃぇくぇすぇ ゃ ‶ぇさすうえくうは おけきうすっす う きけあっ ぉう - くぇえ-しかっょっくぇすぇ 
あっくぇ ゃ おけきぉうくぇすぇ, くぇえ-ょけくぇしはくぇすぇ, くぇえ-くっせこさぇゃかはっきぇすぇ...〈ぇおぇ しっ こさけつせかぇ, 
つっ こさう こけしさっとぇくっすけ, しかっょ こさうゃうおゃぇくっ ゃ きうかうちうはすぇ, きなあなす いぇょ こさけいけさつっすけ 
きけきっくすぇかくけ は さぇいこけいくぇか: ”〈う しう ╁ぇくは ‶けこけゃぇ, くぇかう?” ╋なあなす し ょなかゅうすっ きうゅ
かう. ╉けえすけ は けすおさうゃぇ  いぇ ちはか あうゃけす.    

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

〈は っ けす けくっいう ぉなかゅぇさおう, おけうすけ うしおさっくけ くけしはす 
╀なかゅぇさうは ゃ しなさちっすけ しう. ′っ しぇきけ いぇさぇょう こさっ-

あうゃっくうすっ しすさぇょぇくうは けす ょっょうすっ え, ぇ う いぇさぇょう ゃない-
こうすぇくうっすけ, こけかせつっくけ けす くっえくうすっ さけょうすっかう, あっさす-
ゃう くぇ こさけゅけくゃぇくっすけ くぇ ぉなかゅぇさうすっ けす ¨ょさうくしおぇ 
〈さぇおうは, くけ う いぇさぇょう ちっかうは え ういゃなさゃはく こなす. 
╁うくぇゅう しなき しっ ゃないたうとぇゃぇかぇ くぇ かのぉけゃすぇ, おけは-

すけ くぇきうさぇ ゃ ょせきう う ょっえしすゃうは, ゃ あうゃぇすぇ しうかぇ くぇ 
こけゃうおぇ くぇ おさなゃすぇ, おけえすけ くけしう, いぇ ょぇ ういさぇいう こさう-
くぇょかっあくけしすすぇ しう おなき ぉなかゅぇさしおうは さけょ, いぇ けくけゃぇ 
くっこけょこさぇゃっくけ つせゃしすゃけ くぇ けぉうつ う ょなかゅ おなき [けょう-
くぇすぇ, いぇおなさくはかけ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく ゃ ょゃっすっ こけおけかっ-
くうは しかっょ くっは. 
╋なつくけ とっ え くぇきっさはす いぇきっしすくうちう, おけゅぇすけ さってう 

ょぇ しこさっ し ぇおすうゃくぇすぇ しう けぉとっしすゃっくぇ さぇぉけすぇ, くっいぇ-
ゃうしうきけ, つっ こけ こさういくぇくうはすぇ え „うきぇ すけかおけゃぇ きかぇょう 
たけさぇ, ゅけすけゃう ょぇ さぇぉけすはす いぇ さけょけかのぉうゃぇすぇ おぇせいぇ”. 
╇ しうゅせさくけ っ こさぇゃぇ. ′け う くっ っ かっしくけ ょぇ しっ くぇきっ-
さはす しかせあうすっかう くぇ おぇせいぇ こけ しなさちっ ょくっし. ¨しけぉっくけ, 
おけゅぇすけ ょっかけゃけすけ しかせあっくっ くぇ さけょけかのぉうゃぇ おぇせいぇ 
くはきぇ くうとけ けぉとけ し ぉかうおぇとぇすぇ けす しなさちっすけ かのぉけゃ 
くぇ すっいう けす くっえくけすけ こけおけかっくうっ, ゅけすけゃう ょぇ ょぇょぇす 
う くぇえ-しゃはすけすけ しう ゃ うきっすけ くぇ ¨すっつっしすゃけすけ. ╂けすけゃ-
くけしす, おけはすけ ゃうくぇゅう しっ せしっとぇ. 〈ぇおぇ, おぇおすけ しぇ ゅけ 
こさぇゃうかう ょっょうすっ え, すぇおぇ, おぇおすけ っ ゃないこうすぇくぇ しぇ-
きぇすぇ すは. 
╁ ょくうすっ, ゃ おけうすけ しすさぇくぇすぇ くう しっ かせすぇ きっあょせ こけ-

さっょくうは しかせあっぉっく こさっきうっさ, けしすぇすなちうすっ けす くぇさけ-
ょっく ゅくはゃ う ゃさはゃぇ こけ ぉなかゅぇさしおうすっ せかうちう, けすっおゃぇ 
おぇすけ ゅかせたけ ったけ う こけさっょくけすけ つっしすゃぇくっ くぇ ╃っくは 
くぇ 〈さぇおうは. 〈けつくけ ゃ すっいう ょくう ういぉさぇたきっ ょぇ ゃう 
しさっとくっき し っょくぇ くっゃっさけはすくぇ う くっせきけさうきぇ あっくぇ, 
いぇ おけはすけ けこぇいゃぇくっすけ くぇ こぇきっすすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ぉなかゅぇさう, すはたくぇすぇ うしすけさうは, けすしすけはゃぇくっすけ くぇ こさぇ-
ゃぇすぇ くぇ すったくうすっ くぇしかっょくうちう っ こさっゃなさくぇすけ ゃ あう-
すっえしおぇ おぇせいぇ, ぇ しなたさぇくはゃぇくっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
おけさっくう - くぇつうく くぇ あうゃけす - ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ こさっょ-
しっょぇすっかおぇ くぇ 〈さぇおうえしおけすけ  ょさせあっしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
„╉ぇこうすぇく ‶っすおけ ゃけえゃけょぇ”, ゃうょくぇすぇ けぉとっしすゃっくうつ-
おぇ, ぇおすうゃくぇすぇ ゅさぇあょぇくおぇ, せつうすっかおぇすぇ ╉けしすぇょうくおぇ 
╃うきうすさけゃぇ.

〈っいう ょくう しぇ けしけぉっくけ くぇすけゃぇさっくう いぇ 
すさぇおうえちう う いぇ ╉けしすぇょうくおぇ ╃うきう-

すさけゃぇ, いぇとけすけ こさっょしすけはす こけさっょくうすっ 
ゅけかっきう つっしすゃぇくうは くぇ ╃っくは くぇ 〈さぇおうは, 
しなゃこぇょぇとう う し のぉうかっえくうすっ すなさあっしすゃぇ 
こけ こけゃけょ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす ╀ぇかおぇく-
しおぇすぇ ゃけえくぇ. 〈は う しこけょゃうあくうちうすっ え, し 
ゅけかはきぇすぇ う くっけちっくうきぇ こけきけと う こけょ-
おさっこぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う かうつくけ 
くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おぇおすけ う くぇ 
おけきぇくょうさぇ  くぇ ╉ぇさかけゃしおぇすぇ ぉさうゅぇょぇ, 
くぇ ╇しすけさうつっしおうは きせいっえ „╇しおさぇ”, しぇ ゃ 
けしくけゃぇすぇ くぇ ゅけかっきうすっ つっしすゃぇくうは ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. 『っかすぇ っ こけ ゃさっきっ くぇ つっしすゃぇくう-
はすぇ きかぇょうすっ ょぇ くぇせつぇす こけゃっつっ いぇ おなさ-
ゃぇゃうすっ ゅけょうくう くぇ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ 
う いぇ けくけゃぇ, おけっすけ っ けしすぇくぇかけ ゃ  いっきう-
すっ くぇ ょっょうすっ くう けすゃなょ ゅさぇくうちぇすぇ. ‶け 
すさぇょうちうは くぇ 23-すう きぇさす う すぇいう ゅけょうくぇ 
くぇしかっょくうちうすっ くぇ すさぇおうえしおうすっ ぉなかゅぇ-
さう けすくけゃけ とっ ういきうくぇす さぇいしすけはくうっすけ 
ょけ ┿えゃぇい ぉぇぉぇ, いぇ ょぇ こけょくっしぇす ゃっくちう 
う ちゃっすは う こさっかっはす しおなこう こけおけえくうちう, 
ゃけうくうすっ けす „23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう 
こけかお” くぇ ゃけっくくけすけ ゅさけぉうとっ  くぇょ ¨ょ-
さうく. ╆ぇっょくけ し すはた とっ っ う しゃっとっくうおなす 
ゃ すぇきけてくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ こさぇゃけしかぇゃくぇ 
しゃっすうくは „]ゃっすう ╂っけさゅう” ┿かっおしぇくょなさ 
』っおさなお. 
′ぇ ゃさなとぇくっ こけぉっかっかうすっ おけしう とっ しぇ 

しゃうかう ゃ てっこう  いさなくちぇ ぉなかゅぇさしおぇ こさなしす 
けす さけょくぇすぇ いっきは う すぇえくけ とっ しっ くぇょはゃぇす 
すっいう しかっょ すはた ょぇ くぇきっさはす しうかう う しさっょ-
しすゃぇ, とけすけ ょぇ ゃないょうゅくぇす こけょけぉぇゃぇと 
こぇさぇおかうし いぇ こぇきっす う きけかうすゃぇ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ ゃけっくくけ ゅさけぉうとっ おさぇえ ¨ょさうく. 
„╇ とっ ゅけ ぉなょっ すけいう ょっく.”, せぉっょっくぇ っ 

╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ - こさっょしっょぇすっか 
くぇ 〈さぇおうえしおけすけ ょさせあっしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお.

╃っく くぇ 〈さぇおうは っ 26 きぇさす, こさう-
っす いぇ っょうく けす ょくうすっ ゃ ぉなか-

ゅぇさしおうは おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおう 
おぇかっくょぇさ. ′ぇ すけいう ょっく しっ つっしすゃぇ 
こけょゃうゅなす くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゃけえくう, 
こぇょくぇかう おさぇえ ¨ょさうく う うい すさぇおうえ-
しおうすっ こけかっすぇ, おぇおすけ う こけつうすすぇ う 
こぇきっすすぇ おなき たうかはょうすっ ぉなかゅぇさう 
- すさぇおうえしおう ぉっあぇくちう, くぇきっさうかう 
こけょしかけく ゃ こさっょっかうすっ くぇ ╀なかゅぇ-
さうは う いぇこぇいうかう さけょけゃぇすぇ しう こぇ-
きっす. 』っしすゃぇ しっ おぇすけ ゅけょうてくうくぇ けす 
ょっくは, ゃ おけえすけ っ こさっゃいっすぇ ¨ょさうく-
しおぇすぇ おさっこけしす くぇ 26 きぇさす 1913 ゅ. 
けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは こさっい ╀ぇか-
おぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ (1912-1913). ¨す 
20-すっ ゅけょうくう くぇ 》》-すう ゃっお すさぇ-
おうえしおうすっ ょさせあっしすゃぇ, ぇさきうはすぇ, 
ちなさおゃぇすぇ う ぉなかゅぇさしおぇすぇ おせかすせさくぇ 
けぉとっしすゃっくけしす つっしすゃぇす ╃っくは くぇ こけ-
ぉっょぇすぇ おさぇえ ¨ょさうく. ¨す 2006 ゅけょう-
くぇ すけいう ょっく っ こさういくぇす けそうちうぇかくけ 
う けす ぉなかゅぇさしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ いぇ 
╃っく くぇ 〈さぇおうは.

- ╇きぇ かう おけえ ょぇ こけっきっ とぇそっすぇすぇ しかっょ ╁ぇし? 
- ′ぇょはゃぇき しっ... ╇きぇ すけかおけゃぇ きくけゅけ しっきっえしすゃぇ, おけうすけ しぇ こさっ-

あうゃっかう せあぇしぇ くぇ ゃけえくぇすぇ う くぇ こさけおせあょぇくっすけ けす さけょくうすっ きっし-
すぇ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しう ゅけ こさっあうゃはか, いぇ ょぇ ゅけ こさっょぇょって くぇ ょっちぇすぇ 
しう う すっ ょぇ うきぇす あっかぇくうっすけ ょぇ けすしすけはゃぇす う こぇいはす しこけきっくぇ いぇ 
ょっょうすっ う いっきうすっ うき. ╇きぇ う きくけゅけ きかぇょう たけさぇ, おけうすけ くっ しぇ すさぇ-
おうえちう, くけ うきぇす あっかぇくうっ ょぇ しすぇくぇす つぇしす けす くぇし. ╃せたなす っ あうゃ. 
╇ ゃ すけゃぇ っ くぇょっあょぇすぇ きう.

]こけさっょ ┿くゅけさしおうは ょけゅけゃけさ, 
こさういくぇす う けす ╄], ょくっし けぉっいとっ-

すっくうっすけ いぇ くぇしかっょくうちうすっ くぇ すさぇ-
おうえしおうすっ ぉなかゅぇさう っ 10 きうかうぇさょぇ 
ょけかぇさぇ, おけうすけ ╀なかゅぇさうは すさはぉゃぇ ょぇ 
こけうしおぇ けす 〈せさちうは.〈せさしおぇすぇ しすさぇくぇ 
くっ けしこけさゃぇ しせきぇすぇ, くけ ょけ きけきっくすぇ 
う くはきぇ くぇこさぇゃっくう おぇおゃうすけ う ょぇ っ 
こけしすなこかっくうは いぇ くっえくけすけ こかぇとぇくっ. 
¨おけかけ 800 たうかはょう しぇ くぇしかっょくうちう-
すっ くぇ ぉなかゅぇさうすっ けす ╇いすけつくぇ 〈さぇ-
おうは, ういしっかっくう けす さけょくうすっ しう きっし-
すぇ こさっい 1913 ゅ. いぇさぇょう っすくうつっしおけ 
こさけつうしすゃぇくっ けす しすさぇくぇ くぇ ¨しきぇく-
しおぇすぇ うきこっさうは.

¨す 23 ゅけょうくう すは っ くぇつっかけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ, しかっょ 
おぇすけ こけっきぇ こけしすぇ けす しゃけは ぉぇとぇ - おけきっくょぇくす-

こけあぇさくうおぇさはす ‶っえけ ]ぇゃけゃ. ╁ こけしかっょくうすっ 30 ゅけょう-
くう っ さっゃくけしすっく つかっく くぇ ょさせあっしすゃけすけ う さぇょっすっか いぇ 
けこぇいゃぇくっすけ くぇ うしすけさうはすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ぉなかゅぇさう う 
いぇ ゃさなとぇくっすけ くぇ いっきうすっ う うきけすうすっ くぇ こさけおせょっくうすっ 
けす ょけきけゃっすっ しう くぇてう しなくぇさけょくうちう. ╁ のさうょうつっしおぇすぇ 
ぉうすおぇ いぇ すけゃぇ ゅけょうくう くぇさっょ ╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ 
っ しさっょ くぇえ-ぇおすうゃくうすっ. 〈は しぇきぇすぇ うきぇ ょぇ こけかせつぇゃぇ 
こぇさうつくけ ゃないきっいょうっ いぇ 470 ょっおぇさぇ こかけょけさけょくう いっきう, 
けしすぇゃっくう  ゃ ¨ょさうくしおぇ 〈さぇおうは. 
〈は っ う すぇいう, おけはすけ けす 1992 ゅけょうくぇ くぇしぇき っあっゅけょくけ 

けさゅぇくういうさぇ こけしっとっくうは こけ さけょくうすっ いっきう くぇ すさぇおうえ-
しおうすっ ぉなかゅぇさう. [ぇいおぇいうすっ え いぇ すっいう すなあくう っおしおせさいうう 
しぇ こさけこうすう し かのぉけゃ う ぉけかおぇ こけ けしうさけすはかぇすぇ さけょくぇ 
いっきは, いぇ けしすぇゃっくうすっ くぇ こさけういゃけかぇ くぇ うしすけさうはすぇ おけ-
さっくう. 〉ぉっょっくぇ, つっ しなし しなさちっ, こぇきっす う ょせてぇ くっとぇすぇ 
きけゅぇす ょぇ ういゅかっあょぇす う ょさせゅけはつっ, すは ゃっつっ すさう ょっしっすう-
かっすうは しっ けこうすゃぇ ょぇ こぇいう あうゃけ けゅなくつっすけ くぇ ぉなかゅぇさ-
とうくぇすぇ しさっょ くぇしかっょくうちうすっ  う こけすけきちうすっ くぇ すさぇおうえ-
しおうすっ ぉなかゅぇさう.  
〈は しっ ゅけさょっっ し おけさっくうすっ しう けす ゅけかはきけすけ ぉなかゅぇさしおけ 

しっかけ ╀せかゅぇさおぬけえ, ¨ょさうくしおけ. ‶け ゃさっきっ くぇ ╀ぇかおぇく-
しおぇすぇ ゃけえくぇ しっかけすけ ょぇゃぇ 1135 ょせてう あっさすゃう - ういぉうすけ 
う ういおかぇくけ っ ちはかけすけ  きなあおけ くぇしっかっくうっ くぇ しっかけすけ - 
きなあっ う きけきつっすぇ. ]ぇきけ ゃ っょうく ょっく - 5-すう のかう, ╃っくはす 
くぇ さぇいけさっくうっすけ う す. くぇさ. ╉なさゃぇゃぇ くっょっかは,くぇ  ╀けえ-
ょうくけゃうは きけしす ゃ しっかけすけ いぇ さぇいしすさっかはくう う こけしっつっくう し 
ょゃぇ けすおけしぇ 350 きなあっ くぇ ╀せかゅぇさおぬけえ. ╉けきぇくょぇすぇ いぇ 
すけゃぇ きぇしけゃけ おかぇくっ ょぇゃぇ ╉なょさう ぉっえ, おけえすけ こさうゃうおゃぇ 
こけ-さぇくけ ゃ せすさけすけ きなあっすっ くぇ ╀せかゅぇさおぬけえ くぇ おなさゃぇ-
ゃぇすぇ しさっとぇ. ′っゃけかくう しゃうょっすっかう くぇ きぇしけゃけすけ せぉうえ-
しすゃけ しすぇゃぇす きぇかちうくぇ あっくう くぇ あっさすゃうすっ, すさなゅくぇかう ょぇ 
ゅう こさうょさせあぇす. ¨ちっかはゃぇす しぇきけ 6-きぇ けす すはた, しおぇつぇえおう 
ゃなゃ ゃけょうすっ くぇ ╋ぇさうちぇ. ]さっょ あっさすゃうすっ っ う  ょはょけすけ 
くぇ ╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ – 35-ゅけょうてくうはす すけゅぇゃぇ 
]すぇきけ, ぉぇとぇ くぇ くっえくうは ぉぇとぇ. 【っしすうきぇすぇ けちっかっかう 
こけ-おなしくけ しすぇゃぇす こなさゃけさぇいおぇいゃぇつうすっ いぇ ゅけかはきぇすぇ  
おなさゃぇゃぇ ょけおせきっくすぇかくぇ おくうゅぇ くぇ ╊のぉけきうさ ╋うかっすうつ 
„[ぇいけさっくうっすけ くぇ すさぇおうえしおうすっ ぉなかゅぇさう”. ╉くうゅぇ, さぇい-
おぇいゃぇとぇ いぇ ょさぇきぇすういきぇ くぇ けくっいう ゅけょうくう.
‶さけおせょっくう けす さけょくぇすぇ しう いっきは, さけょうすっかうすっ う ょっ-

ょうすっ くぇ ╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ こさうしすうゅぇす ゃ ╀なかゅぇ-
さうは こさっい 1913 ゅけょうくぇ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ しぇ いぇしっかっくう 
けす ╁ぇさくぇ ゃ おぇいぇさきう ゃ ‶かっゃっく, おなょっすけ ぉぇぉぇ え てうっ う 
こっさっ くぇ ゃけえくうちうすっ いぇ っょくぇ おけさぇ たかはぉ, ぇ  きなあっすっ けす 
さけょぇ ういおぇさゃぇす こさったさぇくぇすぇ しう おぇすけ つうさぇちう ゃ ゅさぇょぇ, 

おけえ おぇおゃけすけ くぇきっさう. ╃っちぇすぇ くぇ すさぇおうえちう, しさっょ おけうすけ う 
ぉぇとぇすぇ くぇ ╉けしすぇょうくおぇ, しぇ いぇつうしかっくう くぇ ”こけさちうけく” こけ 
すさう ょっちぇ くぇ っょくぇ ゃけえくうておぇ ぉぇおぇ, おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ うい-
たさぇくう う 5-きぇ ゃけえくうちう ょくっゃくけ. ╀うかう すさせょくう きっしっちう. ]かっょ 
こっさうこっすうう しっきっえしすゃけすけ え しっ いぇしっかゃぇ ゃ しっかけ ┿すぇかけゃけ, 
ぅきぉけかしおけ, ぇ こけ-おなしくけ いぇさぇょう しかせあぉぇすぇ くぇ ぉぇとぇ え ゃ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ こけあぇさくぇ, おなょっすけ っ くぇいくぇつっく いぇ おけきっくょぇくす, 
しっきっえしすゃけすけ しっ きっしすう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇしっかゃぇす しっ ゃ す.くぇさ. 
„╀っあぇくしおう おゃぇさすぇか”, ゃ ういすけつくぇすぇ つぇしす くぇ ╉ぇいぇくかなお, おな-
ょっすけ う ょくっし せかうちうすっ こぇいはす こぇきっすすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ぉなか-
ゅぇさう う ぉけかおぇすぇ うき こけ さけょくうすっ きっしすぇ し かぇおけくうつくうすっ しう 
„╇かうくょっく”, ”‶っすさけゃぇ くうゃぇ”, „]すさぇくょあぇ”, „╋ぇさうちぇ” „5-すう 
のかう”. ╁ おゃぇさすぇかぇ, くぇしっかっく  こなさゃけくぇつぇかくけ し 46  しっきっえ-
しすゃぇ くぇ すさぇおうえちう, けとっ こさっい  1926 ゅけょうくぇ ╉けしすぇょうくおぇ 
╃うきうすさけゃぇ しさっとぇ  こさけおせょっくぇすぇ くぇ ょっょうすっ え ╀なかゅぇさうは. ╇ 
すせお けしすぇゃぇ ょけ ょくっし. 
╇きっくくけ こさけおせょっくうすっ けす いっきうすっ しう ゃ ¨ょさうくしおぇ 〈さぇおうは 

ぉなかゅぇさう, ょけてかう ゃ くぇつぇかけすけ くぇ きうくぇかうは ゃっお ゃ こさけたけあょぇ-
とうは うくょせしすさうぇかくけ ╉ぇいぇくかなお しぇ う  っょくう けす こなさゃうすっ う くぇえ-
すぇつっくう, くぇえ-きけあっとう さぇぉけすくうちう ゃ すけおせ-とけ こさっきっしすっくぇすぇ 
ゃ ゅさぇょぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ „ ┿さしっくぇか”. 〈っ しぇ う しさっょ くぇえ-くぇ-
ゅさぇあょぇゃぇくうすっ う いぇっきぇとう けすゅけゃけさくう こけしすけゃっ さぇぉけすくうちう, 
おぇいゃぇ し ゅけさょけしす いぇ すはた ╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ. 〈は しぇきぇすぇ 
くはきぇ ぇさしっくぇかしおう おけさっくう, くけ あうゃけすなす え しっ っ しすっおなか すぇおぇ, 
つっ ちはか あうゃけす ょっかう こさけぉかっきう う さぇょけしすう し ぇさしっくぇかちう. ╆ぇ-
すけゃぇ っ ういおかのつうすっかくけ ぉかぇゅけょぇさくぇ いぇ くっけちっくうきぇすぇ こけきけと, 
けおぇいゃぇくぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ, けす ]うくょうおぇかくうは 
おけきうすっす くぇ ╉′]╀ う かうつくけ けす くっゅけゃうは こさっょしっょぇすっか ┿すぇくぇし 
╀けいけゃ, いぇ くっけちっくうきぇすぇ こけょおさっこぇ こさう けさゅぇくういうさぇくっ くぇ 
ゃないこけきっくぇすっかくうすっ つっしすゃぇくうは くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゅさけぉうとぇ ゃ 
¨ょさうく いぇ すさぇおうえちう ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. „┿さしっくぇか” こけきぇゅぇ しなし 
しさっょしすゃぇ いぇ ゃっくちう,  ちゃっすは, けさゅぇくういぇちうは くぇ ぉっしっょう, おぇおすけ 
う いぇ ういょぇょっくぇすぇ しこっちうぇかくけ おくうゅぇ いぇ こぇきっすすぇ くぇ すさぇおうえ-
しおうすっ ぉなかゅぇさう „╄たけ けす さけょけゃぇすぇ こぇきっす”. 
〈けゃぇ しぇ ぉなかゅぇさう し けすくけてっくうっ おなき うしすけさうはすぇ, ぉかぇゅけょぇさ-

くぇ しなき うき, おぇいゃぇ こけ すけいう こけゃけょ こさっょ  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
こさっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ 〈さぇおうえしおけすけ ょさせあっしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╃させゅ けすはゃかっく さぇょっすっか う しぇさぇすくうお くぇ おぇせいぇすぇ っ こさっょ-

しすぇゃうすっか う しこけょゃうあくうお くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく 
╃けつっゃ - ぉうゃてうはす ょっこせすぇす けす 36-すけ ╁っかうおけ くぇさけょくけ しな-
ぉさぇくうっ. ╇ゃぇく ╃けつっゃ っ しさっょ すっいう, おけうすけ こさっょしっょぇすっかおぇ-
すぇ くぇ すさぇおうえちう ゃ ╉ぇいぇくかなお くっ こけいくぇゃぇ かうつくけ ょけしおけさけ, 
しこけょっかは し さぇょけしす, つっ すけいう つけゃっお ゃうくぇゅう しっ っ けすいけゃぇゃぇか 
う こけょおさっこはか おぇせいうすっ う ゃないこけきっくぇすっかくうすっ つっしすゃぇくうは くぇ 
ぉなかゅぇさうすっ けす ¨ょさうくしおぇ 〈さぇおうは.  
╆ぇとけすけ きかぇょうすっ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす う ょぇ こけきくはす, っ ゃっさせの-

すけ, けぉっょうくはゃぇとけ う ょゃぇきぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╀っか. くぇ ぇゃすけさぇ: ╆ぇ あっかぇっとうすっ ょぇ しっ 
ゃおかのつぇす ゃ ゅさせこぇすぇ いぇ こけしっとっくうっ くぇ 

ぉなかゅぇさしおけすけ ゅさけぉうとっ おさぇえ ¨ょさうく くぇ
23-すう きぇさす - すっかっそけく いぇ ゃさないおぇ し

╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ – 0896 863 983
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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╇しこぇくしおう たせょけあくうお-しのささっぇかうしす, しおせかこすけさ, 
さっあうしぬけさ, こうしぇすっか, ゅさぇそうお, ぉうあせすっさ, ょういぇえ-
くっさ. ]ぇかゃぇょけさ 《っかうこっ 》ぇしうくすけ ╃ぇかう う ╃けきっ-
くっお, こなさゃう きぇさおうい ょっ ╃ぇかう ょっ ‶せぉけか /し すうすかぇすぇ 
ゅけ せょけしすけはゃぇ おさぇか 》せぇく ╉ぇさかけし/ っ さけょっく こさっい 
1904 ゅ. ‶なさゃぇすぇ しう ういかけあぉぇ こさぇゃう けとっ くぇ 15 ゅ. 
〉つう ゃ „[っいうょっくちうはすぇ” - いぇ くぇょぇさっくう きかぇょう たけさぇ, 
う ゃ ┿おぇょっきうはすぇ „]ぇく 《さぇくちうしおけ”. [ぇいゃうゃぇ しゃけえ 
さぇいこけいくぇゃぇっき しすうか. ‶けいくぇゃぇ しっ し ‶うおぇしけ, おけえすけ 
っ くっゅけゃ おせきうさ, し ╀せくのっか, ╊けさおぇ, 『ゃぇえゅ, 《さけえょ. 
]ないょぇゃぇ くぇょ 1500 おぇさすうくう; こうてっ う うかのしすさうさぇ 
きくけゅけ おくうゅう; こさぇゃう ゅさぇそうおう, かうすけゅさぇそうう, ぉう-
あせすぇ, しおせかこすせさう, すっぇすさぇかくう う そうかきけゃう ょっおけさう, 
ょういぇえく くぇ けぉかっおかぇ う ょさ. ]さっょ くぇえ-ういゃっしすくうすっ 
きせ すゃけさぉう しぇ: „╋っおぇ おけくしすさせおちうは し ゃぇさっく ぉけぉ: 
こさっょつせゃしすゃうっ いぇ ゅさぇあょぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ“; „╅っくぇ 
きう ゅけかぇ, ゅかっょぇとぇ しけぉしすゃっくけすけ しう すはかけ“; „╉けて-
くうちぇ し たかはぉ“; „′けしなす くぇ ′ぇこけかっけく”; „╂ぇかぇちう-
ょぇかぇちうさうぉけくせおかっうくけゃぇおうしっかうくぇ“. 』かっく っ くぇ 
《さっくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは くぇ ういはとくうすっ ういおせしすゃぇ. ′け-

╄おしちっくすさうお けす ょっすっ. ╁ 
ょっすしすゃけすけ しう ╃ぇかう こさけは-

ゃはゃぇ ゅけかはきぇ うくすっかうゅっくすくけしす, 
くけ ぉうか きくけゅけ ぇさけゅぇくすくけ ょっすっ. 
〉しこはゃぇか ょぇ こけかせつう ゃしうつおけ し 
おぇこさういう う しうきせかぇちうは. ╆ぇさぇ-
ょう きくけゅけぉさけえくうすっ しう しすさぇく-
くけしすう う そけぉうう (しすさぇた けす 
しおぇおぇかちう, くぇこさうきっさ) くはきぇか 
こさうはすっかう. ╁ せつうかうとっ しっ せゃ-
かうつぇか こけ たぇいぇさすぇ. ╁ ┿おぇょっ-
きうはすぇ しすぇゃぇ ういゃっしすっく し っおし-
ちっくすさうつくうは しう ゃなくてっく ゃうょ: 
ょなかゅぇ おけしぇ, ぉぇおっくぉぇさょう, けぉ-
かっおかけ ゃ しすうか 19 ゃっお. ╋ぇかおけ 
こさっょう ょぇ いぇゃなさてう, っ ういゅけくっく, 

しうすっか っ くぇ ╂けかっきうは おさなしす くぇ ╇いぇぉっかぇ. 〉きうさぇ こさっい 1989 ゅ. ╆ぇゃっとぇゃぇ ちはかけすけ 
しう うきせとっしすゃけ - 130 きうかうけくぇ, う すゃけさつっしすゃけすけ しう くぇ うしこぇくしぇおぇすぇ ょなさあぇゃぇ. ′ぇ 
うきっすけ きせ っ おさなしすっく ぇしすっさけうょなす 2919Dali.

いぇとけすけ いぇはゃはゃぇ, つっ くうおけえ くっ 
っ ょけしすぇすなつくけ おけきこっすっくすっく, いぇ 
ょぇ ゅけ こけょかけあう くぇ ういこうす… ╆ぇ-
こぇいっくぇ きぇさおぇ ょけ おさぇは くぇ あう-
ゃけすぇ きせ しぇ っおしすさぇゃぇゅぇくすくうすっ 
きせ きせしすぇちう.
╄おしすさぇゃぇゅぇくすくけしすすぇ くぇ 

╃ぇかう – さっおかぇきっく すさうお? 

╃ぇかう くっ しこうさぇ ょぇ てけおうさぇ う 
ういくっくぇょゃぇ しゃっすぇ. ╁ ╊けくょけく 
ういくぇしは かっおちうは, けぉかっつっく ゃなゃ 
ゃけょけかぇいっく おけしすのき う し てかっき: 
„┿い こさけしすけ うしおぇた ょぇ こけおぇ-
あぇ, つっ しっ しこせしおぇき ょなかぉけおけ ゃ 
つけゃっておうは せき.“ ╁ ′の ╈けさお しっ 
こけはゃはゃぇ くぇ ぉぇか しなし しすなおかっくぇ 
ゃうすさうくぇ くぇ ゅなさょうすっ しう, ゃ おけは-
すけ うきぇ しせすうっく. ′ぇ きぇしおぇさぇょくう 
せゃっしっかっくうは ゃ ′の ╈けさお ╃ぇかう 
う ╂ぇかぇ しっ こけはゃはゃぇす けぉかっつっくう 
おぇすけ ぉっぉっすけ ╊うくょぉっさゅ う くっゅけ-
ゃうは こけたうすうすっか. ╃ぇかう うきぇ いぇ-
ぉっかっあうすっかくぇ しおかけくくけしす おなき 
くぇさちうしういなき う きっゅぇかけきぇくうは. 
╇きぇ こさっおけきっさくぇ しすさぇしす おなき 
かせおしぇ う けさうっくすぇかしおぇすぇ きけょぇ. 
╃けさう しう ういきうしかは ぇさぇぉしおけ こけ-
すっおかけ. ′っゅけゃうはす っおしちっくすさういなき 
こけくはおけゅぇ こさうゃかうつぇ  ゃくうきぇくう-
っすけ こけゃっつっ けす  すゃけさつっしすゃけすけ 
きせ う おさうすうちうすっ ゅけ すなかおせゃぇす 
おぇすけ さっおかぇきっく すさうお.
“]のささっぇかういきなす – すけゃぇ 

しなき ぇい!” ╁ ‶ぇさうあ  ╃ぇかう っ ゃ 
おさなゅけゃっすっ くぇ しのささっぇかうしすうすっ. 
〈けえ ゃなゃっあょぇ しのささっぇかうしすう-
つっく けぉさぇい くぇ さぇいすけこっくう つぇ-
しけゃくうちう し うょっはすぇ, つっ ゃさっきっすけ 
くっ っ すゃなさょけ う けこさっょっかっくけ. 
]かっょ くはおけかおけ ういかけあぉう ゃ ‶う-
すしぉなさゅ しすぇゃぇ ういおかのつうすっかくけ 
こけこせかはさっく う しのささっぇかうしすうすっ 
けちっくはゃぇす ゃうしけおけ すけゃぇ. ╁ ‶ぇ-
さうあ こさっょしすぇゃは すさうういきっさくけ 
こさけういゃっょっくうっ くぇ ういおせしすゃけ-
すけ, しなしすけはとけ しっ けす うしすうくしおう 
ぇゃすけきけぉうか し ょゃぇ きぇくっおっくぇ ゃ 
くっゅけ. ′ぇ けぉゃうくっくうはすぇ いぇ しっ-
ぉっゃないゃっかうつぇゃぇくっ ╃ぇかう いぇは-
ゃはゃぇ: „]おさけきくけしすすぇ くっ っ くぇえ-
ゅけかはきぇすぇ きう ょけぉさけょっすっか”.

]かっょ おぇすけ 《さぇくおけ うょゃぇ くぇ 
ゃかぇしす, ぇこけかうすうつくうはす ╃ぇかう っ 
ういゅけくっく けす ゅさせこぇすぇ くぇ しのささっ-
ぇかうしすうすっ, おけうすけ いぇっきぇす かっゃう 
こけいうちうう. ╁ けすゅけゃけさ すけえ いぇは-
ゃはゃぇ: “]のささっぇかういきなす – すけゃぇ 
しなき ぇい!”. ‶け-おなしくけ とっ しっ けぉは-
ゃう いぇ しこぇしうすっか くぇ ういおせしすゃけすけ 
/]ぇかゃぇょけさ くぇ うしこぇくしおう けいくぇ-
つぇゃぇ しこぇしうすっか/.                                                                           
╂ぇかぇ – しなこさせゅぇすぇ  う ゃょなた-

くけゃうすっかおぇすぇ. ‶さっい 1929 ゅ. 
]ぇかゃぇょけさ ╃ぇかう しさっとぇ ぉなょっ-
とぇすぇ しう しなこさせゅぇ ╂ぇかぇ – させし-
おうくはすぇ ╄かっくぇ ╃はおけくけゃぇ, 11 
ゅけょうくう こけ-ゃないさぇしすくぇ けす くっゅけ, 

ぉうゃてぇ しなこさせゅぇ くぇ ‶けか ╄かの-
ぇさ, し おけゅけすけ うきぇす ょなとっさは, くけ 
╂ぇかぇ くっくぇゃうあょぇかぇ さけかはすぇ しう 
くぇ きぇえおぇ. ╊のぉけゃすぇ ゃさなたかっすは-
ゃぇ おぇすけ きなかくうは ╂ぇかぇ う ╃ぇかう 

う すっ いぇあうゃはゃぇす いぇっょくけ. ╂ぇかぇ 
うきぇかぇ きくけゅけ ういゃなくぉさぇつくう 
ゃさないおう, くぇ おけうすけ ╃ぇかう くっ 
ゃないさぇいはゃぇか – ゃ すけゅぇゃぇてくう-
すっ ぉけたっきしおう しさっょう すけゃぇ しっ 
しきはすぇかけ いぇ くけさきぇかくけ. ╂ぇかぇ 
っ っょうくしすゃっくうはす あっくしおう きけ-
ょっか ゃ すゃけさつっしすゃけすけ きせ う すけえ 
くっ しこうさぇ ょぇ え しっ ゃないたうとぇゃぇ. 
╀ぇとぇ きせ くっ こさうっきぇ ╂ぇかぇ - うい-
ゅけくゃぇ しうくぇ しう けす おなとう う ゅけ 
かうてぇゃぇ けす くぇしかっょしすゃけ.
〈ぇくょっきなす ╃ぇかう – ╂ぇかぇ しっ 

けおぇいゃぇ こっつっかうゃて. 〈は ゅけ 
ゃょなたくけゃはゃぇ ょぇ すゃけさう, こさっ-
ゃさなとぇ しっ  ゃ くっゅけゃ しつっすけゃけ-
ょうすっか う すさせこぇ きうかうけくう けす 
すぇかぇくすぇ きせ. 
„『っかうはす しゃはす きう っ さけぉ!” 

╁ ]┿】 ╂ぇかぇ う ╃ぇかう ぉなさいけ 
いぇゃかぇょはゃぇす くけゃうは しゃはす. 〈けえ 
しっ さぇょゃぇ くぇ こさういくぇくうっ う くっ-
しっおゃぇとう そうくぇくしけゃう こけしすな-
こかっくうは. ╇いょぇゃぇ ぇゃすけぉうけゅさぇ-
そうはすぇ しう, こさぇゃう おぇすぇかけいう う 
うかのしすさぇちうう, こうてっ しちっくぇさうえ 

いぇ 》けかうゃせょ, こさぇゃう おけかっおちうは 
し ぉうあせすぇ, さぇぉけすう し 〉. ╃うしくう 
う ┿. 》うつおけお... ‶さっい 1948 ゅ. しっ 
いぇゃさなとぇす ゃ ╄ゃさけこぇ う しおかのつ-
ゃぇす ゃすけさう, すけいう こなす ちなさおけゃっく 
ぉさぇお. ╁ ╇しこぇくうは う ‶ぇさうあ すっ 
しぇ けぉゅなさくぇすう けす かせおし う けぉけ-
あぇくうっ う くっ こさっしすぇゃぇす ょぇ 
しおぇくょぇかういうさぇす し さぇいおさっこけ-
しすっくけしすすぇ しう. ╃ぇかう くっ こさけ-
こせしおぇ ゃないきけあくけしす いぇ しぇきけ-
ういはゃぇ う けこうはくっくうっ:  „『っかうはす 
しゃはす きう っ さけぉ!” う „╁しっおう ょっく 
きう しすぇゃぇ ゃしっ こけ-すさせょくけ ょぇ 
さぇいぉっさぇ おぇお けしすぇくぇかうすっ きけ-
ゅぇす ょぇ あうゃっはす, ぉっい ょぇ ぉなょぇす 

]ぇかゃぇょけさ ╃ぇかう!”
╋けょっさっく ょけ ぉっいゅさぇくうつ-

くけしす. ╃ぇかう っおしこっさうきっくすうさぇ 
し きくけゅけ う くっけぉうつぇえくう こけたゃぇ-
すう: けこすうつくう うかのいうう, けすさうちぇ-
すっかくけ こさけしすさぇくしすゃけ, しすっさっけ-
しおけこうつくう ういけぉさぇあっくうは. 〈けえ 
っ しさっょ こなさゃうすっ たせょけあくうちう, 
おけうすけ ういこけかいゃぇす たけかけゅさぇそう-
はすぇ. ‶さけはゃはゃぇ しうかっく うくすっさっし 
おなき こさうさけょくうすっ くぇせおう う きぇ-
すっきぇすうおぇすぇ. ╁ おぇさすうくうすっ しう 
けす 50-すっ さうしせゃぇ そけさきう, しなし-
すぇゃっくう けす さけゅ くぇ くけしけさけゅ /
さけゅなす, しこけさっょ くっゅけ, けいくぇつぇゃぇ 
ぉけあっしすゃっくぇ ゅっけきっすさうは/. 〈けえ 
っ けつぇさけゃぇく けす ╃′╉, 4-きっさ-
くうは おせぉ う たうこっさおせぉぇ う ゅう 
ゃおかのつゃぇ ゃ おぇさすうくうすっ しう.
╁ういうすぇすぇ くぇ 》ぇつぇすせさはく. 

]すさぇくくけしすうすっ くぇ ゅっくうぇかくうは 
╃ぇかう くはきぇかう おさぇえ. ╁っょくなあ 
┿さぇき 》ぇつぇすせさはく ぉうか こけおぇくっく 
ゃ ょけきぇ きせ. ╀うか こけしさっとくぇす ゃ 
さぇいおけてくぇ いぇかぇ けす ちっさっきけ-
くうぇかきぇえしすけさ, おけえすけ ゃかういぇか, 
こけおかぇくはか きせ しっ う ういかういぇか. 
》ぇつぇすせさはく けしすぇゃぇか しぇき, しっょ-
くぇか くぇ いかぇすけすおぇく おさぇかしおう 
ょうゃぇく, こさっょ くっゅけ – きけいぇっつくぇ 
きぇしうつおぇ, ゃなさたせ おけはすけ ういはと-
くけ ぉうかう こけょさっょっくう ぇさきっく-
しおう おけくはお, うしこぇくしおう ゃうくぇ, 
こかけょけゃっ う ちうゅぇさう. ╋うくぇかう 
10 きうくせすう, けとっ 10, くけ ╃ぇかう 
くっ しっ こけはゃはゃぇか. ╋うくぇか つぇし. 
╃ぇかう くっ うょゃぇか. 〈けゃぇ ぉうかけ 
せあぇしくけ くぇさせてっくうっ くぇ っすう-
おっすぇ. ′っ ういすなさこはゃぇえおう せくう-
あっくうっすけ, ゅけしすなす  さってうか ょぇ 
しう すさなゅくっ. ╁しうつおう ゃさぇすう くぇ 
ょゃけさちけゃうすっ こけおけう, けぉぇつっ, 
しっ けおぇいぇかう いぇおかのつっくう. ‶け-
すなさしうか いゃなくっち うかう すっかっそけく, 
くはきぇかけ. 』ぇしけゃくうおなす せょぇさうか 
つっすうさう. ╁ すけいう きけきっくす ゃ いぇ-
かぇすぇ けゅかせてうすっかくけ いぇいゃせつぇかぇ 
きせいうおぇすぇ くぇ „〈ぇくち しなし しぇぉう”. 
╁さぇすぇすぇ しっ けすゃけさうかぇ し ゅさなき 
う ゃ いぇかぇすぇ, しなゃなさてっくけ ゅけか, 
ゃかっすはか ╃ぇかう, さぇいきぇたゃぇえおう 

くぇょ ゅかぇゃぇすぇ しう しぇぉは. ‶さっかっ-
すはか すぇおぇ こさっい ちはかぇすぇ いぇかぇ 
う こけすなくぇか いぇょ けすしさっとくぇすぇ 
ゃさぇすぇ. ╋せいうおぇすぇ さはいおけ しこさは-
かぇ. 『っさっきけくうぇかきぇえしすけさなす 
けぉはゃうか, つっ ぇせょうっくちうはすぇ っ 
こさうおかのつうかぇ. ╇ こけおぇくうか けくっ-
きっかうは 》ぇつぇすせさはく  ょぇ しう すさなゅ-
くっ. ′ぇ ういたけょぇ こけつすうすっかくけ きせ 
ゃさなつうかう さぇいおけてっく たけかぇくょ-
しおう こっつぇす, ぇかぉせき くぇ ╃ぇかう しなし 

いかぇすくぇ さぇきおぇ う し すさけゅぇすっかっく 
ぇゃすけゅさぇそ けす ょけきぇおうくぇ. ‶さっょ 
たけすっかぇ ゅけ けつぇおゃぇかう し きくけゅけ-
ぉさけえくう ゃなこさけしう いぇ すけゃぇ おぇお っ 
こさっきうくぇかぇ いくぇきっくうすぇすぇ しさっ-
とぇ きっあょせ ょゃぇきぇすぇ ゅうゅぇくすう. 
》ぇつぇすせさはく しっ けこうすぇか ょぇ おぇあっ 
くっとけ いぇ ういおせしすゃけすけ. ‶けゃっつっ 
くっ しすなこうか ゃ ╇しこぇくうは…                                                                                                                                
╀っい ╂ぇかぇ. ¨すくけてっくうはすぇ くぇ 

╃ぇかう し ╂ぇかぇ しっ せしかけあくはゃぇかう. 
〈は ゅけ せぉっあょぇゃぇかぇ ょぇ すゃけさう 
こけ-さぇいぉうさぇっきけ, ぇ おけゅぇすけ おぇさ-
すうくうすっ きせ くっ しっ おせこせゃぇかう, ゅけ 
おぇさぇかぇ ょぇ さぇいさぇぉけすゃぇ こさけ-
ょせおすけゃう きぇさおう, おけしすのきう... 
[ってうすっかくうはす え  たぇさぇおすっさ きせ 
こけきけゅくぇか きくけゅけ. ╊のぉけゃすぇ くぇ 
╃ぇかう ぉうかぇ こさけょうおすせゃぇくぇ けす 
ょうゃぇ しすさぇしす, ぇ ╂ぇかぇ しう ょぇゃぇかぇ 
しきっすおぇ, つっ っ けきなあっくぇ いぇ ゅっくうえ. 
╃ぇかう え おせこせゃぇ いぇきなおぇ ‶せぉけか, 
くけ きけあっか ょぇ は こけしっとぇゃぇ しぇきけ 
し こうしきっくけすけ え さぇいさってっくうっ.                                                                                                                               
‶さっい 1981 ゅ. ╃ぇかう さぇいゃうゃぇ 
ぉけかっしすすぇ くぇ ‶ぇさおうくしけく, おけはすけ 
きせ こさっつう ょぇ さうしせゃぇ. ′ぇ しかっょ-
ゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 87-ゅけょうてくぇすぇ 
╂ぇかぇ せきうさぇ. ╃ぇかう ういこぇょぇ ゃ 

ょなかぉけおぇ ょっこさっしうは. ╂さうあうすっ 
いぇ くっゅけ くっ ぉうかう くうおぇお かっし-
くう いぇ くぇっすうすっ きっょうちうくしおう 
しっしすさう. 〈けえ ちっかっくぇしけつっくけ 
けぉっいゃけょくはゃぇ けさゅぇくういきぇ しう, 
こさっょこけかぇゅぇ しっ, つっ こさぇゃう ょゃぇ 
くっせしこってくう けこうすぇ いぇ しぇきけせ-
ぉうえしすゃけ. ╆ぇきなおなす, ゃ おけえすけ しっ 
くぇきうさぇ, しっ いぇこぇかゃぇ. 》せょけあ-
くうおなす っ し すっあおう ういゅぇさはくうは, 
くけ けしすぇゃぇ あうゃ.    

]ゃっすなす っ てけおうさぇく: ╃ぇかう 
う ╂ぇかぇ うきぇす しうく! ‶さっい 1984 
ゅ. たせょけあくうおなす 》けしっ ╁ぇく [けえ 
╃ぇかう しっ こけはゃはゃぇ くぇ けすおさうゃぇ-
くっすけ くぇ しけぉしすゃっくぇすぇ しう うい-
かけあぉぇ ゃ おけゃつっゅ う おぇすぇそぇかおぇ, 
いぇ ょぇ ょけおぇあっ, つっ ういおせしすゃけすけ 
くっ っ きなさすゃけ. 〈けゃぇ っ „すぇえくうはす” 
しうく くぇ ╂ぇかぇ う ╃ぇかう, けすゅかっ-
ょぇく けす くぇしすけえくうちう. 〈けえ あう-
ゃっっ おさぇえ [うき しなし しなこさせゅぇすぇ 
しう う 7 おけすおう う こぇいう おぇさすうくう 
くぇ ぉぇとぇ しう. ‶けしかっょくぇすぇ うき 
しさっとぇ っ ゃ ぉけかくうちぇすぇ - ╃ぇかう 
ゃっつっ くっ きけあっか ょぇ ゅけゃけさう. ′け 
ゅけ こけいくぇか! ]くうきぇかう しっ こさっ-
ゅなさくぇすう.
╇いくっゃはさぇすぇ くぇ しなさちっすけ. 

‶さっい 1988 ゅ. ]ぇかゃぇょけさ ╃ぇかう 
こけかせつぇゃぇ しなさょっつっく せょぇさ. 
〉きうさぇ ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ. 
‶さっょう しきなさすすぇ しう すけえ こうてっ: 
“╃ゃっすっ くぇえ-とぇしすかうゃう くっとぇ, 
おけうすけ きけゅぇす ょぇ しっ しかせつぇす くぇ 
っょうく しなゃさっきっくっく たせょけあくうお, 
しぇ: こなさゃけ, ょぇ ぉなょっ うしこぇくっち, 
う ゃすけさけ, ょぇ しっ くぇさうつぇ ╃ぇかう. 
]かせつうたぇ きう しっ う ょゃっすっ.” 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお せこなかくけきけとう 
おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ょぇ しおかの-

つう ょけゅけゃけさ し „╂さうえくこかぇくっす” ¨¨╃ いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ 
しっこぇさうさぇとぇ うくしすぇかぇちうは. ╁ くっは とっ しっ ょっこけくうさぇす ぉう-
すけゃうすっ う こさけういゃけょしすゃっくう けすこぇょなちう, ゅっくっさうさぇくう けす 
ょけきぇおうくしすゃぇすぇ, けぉとっしすゃっくうすっ う ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ 
せつさっあょっくうは, せつうかうとぇすぇ, すなさゅけゃしおうすっ, こさけきうてかっくう-
すっ う すせさうしすうつっしおうすっ けぉっおすう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
[ってっくうっすけ くぇ しなゃっすくうちうすっ, こけょおさっこっくけ し 26 ゅかぇ-

しぇ „いぇ”, っ ゃ ういこなかくっくうっ う くぇ ¨ぉとうくしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ 

いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ けすこぇょなちうすっ 2010 – 
2020 ゅ., こさうっすぇ こさっい のかう 2012 ゅけょうくぇ. 
╁ くっは しぇ いぇかけあっくう ちっかう いぇ くぇきぇかはゃぇ-
くっ くぇ おけかうつっしすゃけすけ ょっこけくうさぇくう けすこぇ-
ょなちう う こけしすっこっくくけすけ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ 
しなぉさぇくうすっ う さっちうおかうさぇくう けすこぇょなちう 
– たぇさすうは, おぇさすけく, こかぇしすきぇしぇ う きっすぇか.
‶さけゅさぇきぇすぇ こなお っ こさはおけ しかっょしすゃうっ 

けす こさうっすうは ╆ぇおけく いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
けすこぇょなちうすっ /╆〉¨/, ゃ つうえすけ つかっく 31, 
ぇか. 1, す.1 , おなょっすけ いぇ こけょゅけすけゃおぇ いぇ 
こけゃすけさくぇ せこけすさっぉぇ う さっちうおかうさぇくっ 
くぇ けすこぇょなつくう きぇすっさうぇかう, ゃおかのつゃぇとう 
くぇえ-きぇかおけ たぇさすうは う おぇさすけく, きっすぇか, 
こかぇしすきぇしぇ う しすなおかけ けす ょけきぇおうくしすゃぇすぇ 
う こけょけぉくう けすこぇょなちう けす ょさせゅう ういすけつ-
くうちう, しっ こさうかぇゅぇす おぇおすけ しかっょゃぇ: ょけ 1 
はくせぇさう 2016 ゅ. – くぇえ-きぇかおけ 25 くぇ しすけ 
けす けぉとけすけ うき すっゅかけ; ょけ 1 はくせぇさう 2018 
ゅ. – くぇえ-きぇかおけ 40 くぇ しすけ けす けぉとけすけ うき 
すっゅかけ う ょけ 1 はくせぇさう 2020 ゅ. くぇえ-きぇかおけ 
50 くぇ しすけ けす けぉとけすけ うき すっゅかけ.

》ぇさゃぇさょ e くぇえ-ょけぉさうはす せくうゃっさしうすっす ゃ しゃっすぇ, しこけ-
さっょ おかぇしぇちうはすぇ いぇ すぇいう ゅけょうくぇ くぇ ゃっしすくうお Times 

Higher Education, こせぉかうおせゃぇくぇ う けす ぉなかゅぇさしおうは うおけ-
くけきうつっしおう こけさすぇか ECONOMY.bg - ういょぇくうっ いぇ ぉういくっし, 
うおけくけきうおぇ う きっくうょあきなくす. 
╁うしてっすけ せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ いぇ すさっすぇ こけさっょくぇ ゅけょう-

くぇ けゅかぇゃはゃぇ 〈けこ 100 くぇ くぇえ-ょけぉさうすっ せくうゃっさしうすっすう ゃ 
しゃっすぇ. ‶なさゃうすっ てっしす きっしすぇ こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょう-
くう けしすぇゃぇす ぉっい こさけきはくぇ. ′ぇ ゃすけさけ きはしすけ っ ╋ぇしぇつせいっす-
しおうはす すったくけかけゅうつっく うくしすうすせす, しかっょゃぇく けす ぉさうすぇくしおうは 
╉っえきぉさうょあ う けす ¨おしそけさょ. ‶っすう う てっしすう しぇ ╉ぇかうそけさ-

くうえしおうはす せくうゃっさしうすっす ゃ ╀なさおかう う ]すぇくそけさょ.
┿きっさうおぇくしおうすっ せくうゃっさしうすっすう ょけきうくうさぇす ゃ こけょさっょぉぇすぇ – けぉとけ 40 けす 100-すっ くぇえ-ょけぉさう. ′ぇ 

ゃすけさけ きはしすけ, し 9 こさっょしすぇゃうすっかう, しっ くぇさっあょぇ ┿くゅかうは, ぇ ┿ゃしすさぇかうは せゃっさっくけ しすなこゃぇ くぇ しゃっ-
すけゃくぇすぇ しちっくぇ う いぇっきぇ すさっすけすけ きはしすけ し 6 せくうゃっさしうすっすぇ ゃ 〈けこ 100, し ょゃっ くけゃう こけこなかくっくうは 
すぇいう ゅけょうくぇ – せくうゃっさしうすっすうすっ ゃ ′けゃ ぃあっく 〉っかし う ゃ ╋けくぇて.  
╆ぇ おかぇしぇちうはすぇ いぇ 2013 ゅけょうくぇ しぇ ぉうかう ぇくおっすうさぇくう 16 600 ょせてう ゃ ょっしっすおう しすさぇくう こけ しゃっ-

すぇ. [っえすうくゅなす しっ しなしすぇゃは しこけさっょ けぉさぇいけゃぇすっかくうすっ う ういしかっょけゃぇすっかしおうすっ こさけゅさぇきう, くぇせつくう-
すっ しすぇすうう, ぉさけは くぇ つせあょっしすさぇくくうすっ しすせょっくすう う しこけさっょ ょさせゅう そぇおすけさう.
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¨す  ょゃっ しっょきうちう くぇ 
おくうあくうは こぇいぇさ っ 

くけゃぇ う こけかっいくぇ おくうゅぇ, 
おけはすけ しなゃっすゃぇ おぇお ょぇ しっ 
こさっけょけかはゃぇ しすさっしなす くぇ 
さぇぉけすくけすけ きはしすけ. 
′っょけしすうゅなす くぇ ゃさっ-

きっ っ っょくぇ けす くぇえ-つっし-
すけ しけつっくうすっ こさうつうくう 
いぇ しすさっし くぇ さぇぉけすくけすけ 
きはしすけ. ┿おけ くっ ゅけ せこさぇ-
ゃかはゃぇきっ っそっおすうゃくけ, すけ 
こさうすうしおぇとうすっ くう しさけ-
おけゃっ, いぇょぇつう う すはたくけすけ 
おけかうつっしすゃけ しぇ ゃ しなし-
すけはくうっ ょぇ ょけゃっょぇす ょけ 
しすさっし う すっあおう いょさぇゃけ-
しかけゃくう こけしかっょうちう う いぇ 
くぇえ-しこけおけえくうは つけゃっお, 
し くぇえ-いょさぇゃう くっさゃう. 
„‶さっゅぇさはくっすけ” くぇ さぇ-
ぉけすくけすけ きはしすけ っ くぇえ-
つっしすぇすぇ こさうつうくぇ, しかっょ-

しすゃうっ くぇ すけゃぇ. 
╄すけ いぇとけ くけゃぇすぇ おくうゅぇ くぇ しゃっすけゃくけ ういゃっしすくうは こうしぇすっか 

う さぇょっすっか くぇ こけいうすうゃくう ょせたけゃくう こさぇおすうおう ╃っえか ╉ぇさくっ-
ゅう うきぇ そせくょぇきっくすぇかくけ いくぇつっくうっ いぇ たけさぇすぇ, おけうすけ けぉう-
つぇす ょぇ つっすぇす う ょぇ すなさしは しぇきう かっおけゃっ しさっとせ しすさっしぇ, こさっ-
ょう ょぇ しぇ しすうゅくぇかう ょけ かっおぇさ. 
╁ おくうゅぇすぇ „╉ぇお ょぇ こさっけょけかはゃぇきっ すさっゃけゅぇすぇ う しすさっしぇ“ 

╃っえか ╉ぇさくっゅう ういぉさけはゃぇ くはおけかおけ けしくけゃくう こさうくちうこぇ, 
しかっょゃぇくっすけ くぇ おけうすけ くぇきぇかはゃぇ くぇこさっあっくうっすけ くぇ さぇぉけす-
くけすけ きはしすけ:
╆ぇさぇょう そせくょぇきっくすぇかくけすけ うき いくぇつっくうっ う ゃ しなとけすけ ゃさっ-

きっ くっ しすさせゃぇとけ くうとけ う かっしくけ こさうかけあっくうっ, ゃう いぇこけいくぇ-
ゃぇきっ し 8-すっ  くぇえ-ゃぇあくう けす すはた. 
1. ‶けしすぇゃはえすっ しう かっしくう う ょけしすうあうきう ちっかう.
2. ╉ぇすっゅけさういうさぇえすっ さぇぉけすぇすぇ しう しこけさっょ くっえくうは こさうけ-

さうすっす う いくぇつうきけしす いぇ こけしすうゅぇくっ くぇ ちっかうすっ, しすけはとう こさっょ 
けさゅぇくういぇちうはすぇ, さなおけゃけょしすゃけすけ う ゃぇし しぇきうすっ.
3. ′ぇぉかのょぇゃぇえすっ おぇお ういこけかいゃぇすっ ゃさっきっすけ しう う こっさう-

けょうつくけ ぇくぇかういうさぇえすっ おぇお こさけすうつぇ さぇぉけすくうはす ゃう ょっく. 
‶さっちっくっすっ おけう ょっえくけしすう きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす けこすうきういうさぇくう 
う おけう ょぇ けすこぇょくぇす.
4. ╇ょっくすうそうちうさぇえすっ さぇいしっえゃぇとうすっ そぇおすけさう う しっ こけし-

すぇさぇえすっ ょぇ ゅう けゅさぇくうつうすっ.
5. ‶ぇいっすっ しっ けす きせょくけしすすぇ う けすかぇゅぇくっすけ. ╆ぇこけつゃぇえすっ 

こさけっおすうすっ しう くぇゃさっきっ う しう こけしすぇゃはえすっ しさけおけゃっ いぇ うい-
こなかくっくうっ くぇ きっあょうくくう そぇいう.

╃っしっす しぇ きぇかけかっすくうすっ う くっこなかくけかっすくう けす けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, こけかせつうかう せしかけゃくう こさうしなょう いぇ さぇいかうつくう うい-

ゃなさてっくう けす すはた こさっしすなこかっくうは こさっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
╁しうつおう けしなょっくう きぇかけかっすくう しぇ こさけょなかあうかう けぉさぇいけゃぇくうっすけ 
しう ゃ さぇいかうつくう せつっぉくう いぇゃっょっくうは. 〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす けこけ-
ゃっしすっくうは ゅけょうてっく ょけおかぇょ くぇ ╋っしすくぇすぇ おけきうしうは いぇ ぉけさぉぇ 
し こさけすうゃけけぉとっしすゃっくうすっ こさけはゃう くぇ きぇかけかっすくう う くっこなかくけ-
かっすくう. 
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ いぇ こなさゃう こなす ゃ けぉとうくぇすぇ っ しないょぇ-

ょっく ‶けうきっくっく さっゅうしすなさ くぇ ゃしうつおう くっせつっとう う くっさぇぉけすっとう 
きかぇょう たけさぇ, こさっぉうゃぇゃぇかう う ゃなゃ ゃないこうすぇすっかくう うくすっさくぇすう. 

‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ 114 きぇかけかっすくう しぇ くぇかけあっくう さぇいかうつくう ゃないこうすぇすっかくう きっさおう, 
おぇすけ くぇえ-つっしすぇすぇ っ ぉうかぇ “‶さっょせこさっあっょっくうっ”; くぇ 25 っ こけしすぇゃっく けぉとっしすゃっく ゃないこうすぇすっか, 
おけえすけ ょぇ せこさぇあくはゃぇ くせあくうは くぇょいけさ くぇょ すはた; くぇ ょさせゅう 11 けす くっこなかくけかっすくうすっ っ くぇかけあっくぇ 
いぇぉさぇくぇ ょぇ こけしっとぇゃぇす けこさっょっかっくう きっしすぇ う いぇゃっょっくうは, ぇ 7 きぇかつせゅぇくう しぇ こけかせつうかう せかすう-

“  ” -  

きぇすうゃっく ういこうすぇすっかっく しさけお けす 6 きっしっちぇ し こさっょせこさっあょっくうっ いぇ 
くぇしすぇくはゃぇくっ ゃなゃ ゃないこうすぇすっかくけ せつうかうとっ うかう うくすっさくぇす. 

╆ぇ こさっおさぇしくう う こなかくう し 
さぇょけしす う おさぇしうゃう きうゅけ-

ゃっ, し きくけゅけ ゃっさくう こさうはすっかう 
う けぉうつ, ゅけょうくう こけつっさこう 

こさっい ういきうくぇかうすっ ょくう っょくぇ 
けす くぇえ-ょなかゅけゅけょうてくうすっ 

しつっすけゃけょうすっかおう ゃ „┿さしっくぇか”, 
こけしゃっすうかぇ 30 ゅけょうくう けす 

ょなかゅけゅけょうてくうは しう しすぇあ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 2
╃うきうすさうくぇ ╂っけさゅうっゃぇ.

ょいけしかこ!   60 えそおけせけ!

╊なつっいぇさくぇすぇ ょぇきぇ けすこさぇいくせゃぇ ゅけかっきうは しう のぉうかっえ ゃ 
おけきこぇくうはすぇ くぇ おけかっゅう う こさうはすっかう しさっょ ちゃっすは う おせこ 

こけあっかぇくうは いぇ けとっ ょなかゅう ゅけょうくう いょさぇゃっ, しこけょっかっくう さぇ-
ょけしすう う さぇぉけすぇ ゃ うきっすけ くぇ そうさきぇすぇ.

╃うきうすさうくぇ ╂っけさゅうっゃぇ っ しさっょ うきっくぇすぇ, し おけうすけ „┿さしっ-
くぇか” しっ ゅけさょっっ.

]つっすけゃけょうすっかおぇすぇ っ こさっょぇく おぇょなさ くぇ そうさきぇすぇ けす 40 
ゅけょうくう. 

╃ぇ しぇ え つっしすうすう う しかぇょおう ゅけょうくうすっ ! 》なし う ぉけょさけしす, 
おさぇしけすぇ う いょさぇゃっ う いぇ けとっ こけ-こさっおさぇしくうすっ ゅけょうくう, おけう-
すけ え こさっょしすけはす, っ こけあっかぇくうっすけ くぇ おけかっゅうすっ  う こさうはすっかう-

すっ くぇ ╃うきうすさうくぇ ╂っけさゅうっゃぇ. 

╉けかっおすうゃなす くぇ ╆ぇゃけょ 2


