
╇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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』 たそすそはてあ せあ つひうつかす うけおせけ てかしかつせけ たちけくせあぬけ

За последните 5 години в индивидуалните партиди на хората са се 
натрупали по-малко пари от стойността на внесените осигуровки

Правоимащите граждани с жилищно-спестовни влогове 
трябва да се регистрират до 21 ноември 2013 г.

‶ぇさうすっ いぇ ゃすけさぇ こっくしうは くぇ こけつすう 3,5 きう-
かうけくぇ ぉなかゅぇさう, さけょっくう しかっょ 1959 ゅけ-

ょうくぇ しぇ くぇきぇかっかう いぇ こけしかっょくうすっ 5 ゅけょうくう. 
‶さうつうくぇすぇ いぇ すけゃぇ っ ゃ くぇきぇかっくぇすぇ ょけたけょくけしす 
くぇ せくうゃっさしぇかくうすっ そけくょけゃっ, ゃ おけうすけ いぇょなか-
あうすっかくけ しっ けしうゅせさはゃぇす さけょっくうすっ しかっょ 1959 
ゅ. ╃けたけょくけしすすぇ おなき おさぇは くぇ 2012 ゅ. ゃぇさうさぇ 
きっあょせ きうくせし 0,04% う きうくせし 2,82%. 〈けゃぇ こけ-
おぇいゃぇ しすぇすうしすうおぇすぇ くぇ ╉けきうしうはすぇ いぇ そうくぇく-
しけゃ くぇょいけさ いぇ うくゃっしすうちうけくくうすっ さっいせかすぇすう 
くぇ ょっゃっすすっ つぇしすくう こっくしうけくくう ょさせあっしすゃぇ いぇ 
こっさうけょぇ 2008 ゅ. - 2012 ゅ. ¨すさうちぇすっかくうはす さっ-
いせかすぇす けいくぇつぇゃぇ, つっ いぇ こけしかっょくうすっ 5 ゅけょうくう 
ゃ うくょうゃうょせぇかくうすっ こぇさすうょう くぇ たけさぇすぇ しぇ しっ 
くぇすさせこぇかう こけ-きぇかおけ こぇさう けす しすけえくけしすすぇ くぇ 
ゃくっしっくうすっ けしうゅせさけゃおう. 
′っゅぇすうゃくう しぇ う ょぇくくうすっ くぇ ょけぉさけゃけかくうすっ う 

くぇ こさけそっしうけくぇかくうすっ したっきう, ゃ おけうすけ しっ けしうゅせ-
さはゃぇす さぇぉけすっとうすっ ゃさっょっく すさせょ. ]こけさっょ っおし-

╃け 21 くけっきゃさう 2013 ゅ. ゃしうつおう 
ゅさぇあょぇくう, おけうすけ うきぇす くぇすさせ-

こぇくう かうたゃけすけつおう こけ きくけゅけゅけょうてくう 
あうかうとくけ-しこっしすけゃくう ゃかけゅけゃっ う くっ 
しぇ こさっょこさうっかう くうおぇおゃう ょっえしすゃうは 
いぇ しすさけうすっかしすゃけ うかう いぇ いぇおせこせゃぇ-
くっ くぇ あうかうとっ, とっ ういゅせぉはす こさぇゃぇすぇ 
しう こけ ╆ぇおけくぇ いぇ せさっあょぇくっ こさぇゃぇ-
すぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ し きくけゅけゅけょうてくう 
あうかうとくけ-しこっしすけゃくう ゃかけゅけゃっ. 〈けゃぇ 
しなけぉとう いぇきっしすくうお-おきっすなす くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお ‶っすなさ ╉けしっゃ, おけえすけ 
っ う こさっょしっょぇすっか くぇ ╋っしすくぇすぇ おけ-
きうしうは おなき ′ぇちうけくぇかくうは おけきこっくしぇ-
ちうけくっく そけくょ こけ すけいう いぇおけく.
]すぇゃぇ ゃなこさけし いぇ ゅさぇあょぇくう, おけう-

すけ うきぇす ょなかゅけゅけょうてくう あうかうとくけ-
しこっしすけゃくう ゃかけゅけゃっ, いぇ すったくうすっ くぇ-

]かっょ 1-ゃう きぇえ ゃしっおう さぇぉけすっと う けしうゅせさはゃぇと しっ 
ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくうく ゃっつっ さぇぉけすう いぇ しっぉっ しう 

う こさったさぇくぇすぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ しう. ¨す こなさゃうは さぇぉけ-
すっく ょっく くぇ すぇいう ゅけょうくぇ – 2-さう はくせぇさう, ょけ 1-ゃう きぇえ 
ゃおかのつうすっかくけ, ゃしっおう けす くぇし くぇ こさぇおすうおぇ っ さぇぉけすうか, 
いぇ ょぇ こかぇすう ゃしうつおうすっ ょぇくなちう う けしうゅせさけゃおう くぇ ょなさ-
あぇゃぇすぇ いぇ くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ.  
╃っくはす, ゃ おけえすけ くぇ こさぇおすうおぇ しこうさぇきっ ょぇ さぇぉけすうき 

いぇ ょぇくなちうすっ しう う ょぇ さぇぉけすうき いぇ しっぉっ しう, ゃ うおけくけ-
きうつっしおうすっ しさっょう っ ういゃっしすっく けとっ う おぇすけ “ょっく くぇ 
しゃけぉけょぇすぇ けす ょなさあぇゃぇすぇ” うかう Tax Freedom Day. 

『╄′┿ ′┿ ╃╄′  ╆┿ [┿╀¨〈-
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- ╆┿ ╄╃╇′ 』¨╁╄╉ - 24.00 
かゃ. /くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + 
けぉはょ + ゃっつっさは/ - くぇ きっくの
- ╆┿ ╃╄『┿ ょけ 2 ゅけょうくう - 
╀╄╆‶╊┿〈′¨ /ぉっい  かっゅかけ う 
たさぇくぇ/
- ╆┿ ╃╄『┿ けす 2 ょけ 12 ゅけょう-
くう – 15.00 かゃ. /くけとせゃおぇ + 
いぇおせしおぇ + けぉはょ + ゃっつっさは/ 
- くぇ きっくの

¨《╄[〈┿
за почивка на море – 2013 г.

╋くけゅけ ぉけかっしすくう しなしすけは-
くうは ゃしなとくけしす きけゅぇす ょぇ 

ぉなょぇす けすおさうすう ゃ しぇきけすけ うき 
くぇつぇかけ - ょけしすぇすなつくけ っ ょぇ こけ-
いくぇゃぇきっ すったくうすっ くぇえ-ゃうょうきう 
こさういくぇちう う ゃくうきぇすっかくけ ょぇ 
しっ ゃゅかっあょぇきっ ゃ しっぉっ しう, おぇすけ 
こさぇゃうかくけ “つっすっき” っいうおぇ くぇ 
すはかけすけ, こうてっ “╆ょさぇゃっ.bg”.
• ╉けしぇすぇ くう っ いぇゅせぉうかぇ 

しゃけは ぉかはしなお - すさはぉゃぇ ょぇ 

こさうっきぇきっ ゃうすぇきうくう けす ゅさせこぇ 
╁, しすぇくぇかぇ っ しせたぇ - ゃうすぇきうく 
╄, きぇいくぇ (さっいせかすぇす けす ょうしすけ-
くうは) - すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇしこう-
ゃぇきっ ょけぉさっ う ょぇ かっおせゃぇきっ 
くっさゃくけすけ くぇこさっあっくうっ.
• ]かっょ さぇいさっしゃぇくっ くぇ おけ-

しぇすぇ こけ ゅさっぉっくぇ うかう つっす-
おぇすぇ けしすぇゃぇ ゅけかはき おうつせさ 
おけしぇ. 〈けゃぇ っ っょうく けす こさう-
いくぇちうすっ くぇ けすしかぇぉゃぇくっ くぇ 
うきせくうすっすぇ. [ぇいぉっさっすっ こさう-
つうくぇすぇ, おぇすけ くぇこさぇ-
ゃうすっ けぉと ぇくぇかうい くぇ 
おさなゃすぇ う ぉうけたうきうつ-
くけ ういしかっょゃぇくっ.
』っしすけ きぇいくぇすぇ おけしぇ 

っ こさういくぇお いぇ くっさゃくけ 
くぇこさっあっくうっ う くっ-
ょけしこうゃぇくっ.
• ‶け つっかけすけ しっ 

くぇぉかのょぇゃぇす くぇ-
こさっつくう ぉさなつおう, 
ぇ こけょ けつうすっ - かう-
かぇゃう しっくおう. 〈けゃぇ っ こさけはゃぇ 
くぇ しうくょさけきぇ くぇ たさけくうつくぇすぇ 

′け こさういくぇゃぇ, つっ ぉう え ぉうかけ ょさぇゅけ ょぇ ゅう ゃうょう 
しっゅぇ. 

 おぇいゃぇ ょくっし, しかっょ こけゃっつっ けす 4 ょっしっすうかっすうは, 
こさっおぇさぇくう ゃ ょっかくうつくけしす, こなさゃぇすぇ おぇいぇくかなて-

おぇ ちぇさうちぇ.
╉さったおぇすぇ え いぇ けくっいう ゃさっきっくぇ っょくけょくっゃ-

くぇ ゅさぇょしおぇ しかぇゃぇ くっ こさけきっくうかう けさぉうすぇすぇ 
くぇ あうゃけすぇ え. ]かっょ “ちぇさせゃぇくっすけ” え あうゃけすなす  
しっ いぇゃなさすはか ゃ けぉうつぇえくけすけ させしかけ - ゅさうあう こけ 
ょっちぇ, さぇぉけすぇ, けぉうおくけゃっくう つけゃっておう こさけぉかっ-
きう. ′ぇ そうくぇかぇ くぇ すさせょけゃうは しう こなす, こけしかっょ-
くうすっ 4 ゅけょうくう こなさゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ こさっおぇさゃぇ ゃ いぇゃけょぇ くぇ “┿さしっくぇか” ゃ しっかけ 

【っえくけゃけ. 〈ぇき  こさっい 1999 ゅけょうくぇ は いぇしすうゅぇ う こっくしうはすぇ え... 
けす 160 かっゃぇ. ]っゅぇ, し ゃょけゃうておうすっ え ょけぉぇゃおう, しっ けおさなゅかうかぇ くぇ 
200 かっゃぇ. ‶ぇさう いぇ ょけくうおなょっ,  こさういくぇゃぇ ちぇさうちぇすぇ, ぉかぇゅけょぇさ-
くぇ くぇ しうくぇ う しくぇたぇすぇ, し おけうすけ しっゅぇ ょっかはす ょけき う ぉうす. 

ゃ あうゃけすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ちぇさうちぇ. ]うくなす ╃けぉさうく いぇゃなさて-
ゃぇ そうさきっくけすけ ]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ, ぇ ゃくせおなす え ╇かうはく 
っ ょなかゅけゅけょうてっく すぇくちぬけさ ゃ ぇくしぇきぉなか”┿さしっくぇか” う っょうく けす 
こけきけとくうちうすっ う くぇょっあょうすっ くぇ くぇしすけはとうは  きせ ゅかぇゃっく たせょけ-
あっしすゃっく さなおけゃけょうすっか  》さうしすけ ]すけはくけゃ. ′っとけ こけゃっつっ: ╇かうはく 
っ こけっか こけ こなすは くぇ こさけそっしうけくぇかくうは たけさっけゅさぇそ, いぇとけすけ いぇ-
ゃなさてゃぇ ┿おぇょっきうはすぇ いぇ すぇくちけゃけ ういおせしすゃけ ゃ ]けそうは. 
╃させゅぇすぇ ゅけさょけしす ゃ さけょぇすぇ くぇ こなさゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ 

っ 12-ゅけょうてくぇすぇ ゃくせつおぇ ╆けさくうちぇ, さけょっくぇ いぇ きぇくっおっく. ] さなしす 
う たせぉけしす  けすしっゅぇ しっ しすはゅぇ っょうく ょっく ょぇ ょっそうかうさぇ こけ ゅさぇょしおうは 
こけょうせき ゃ しなしすっいぇくうっすけ いぇ くぇえ-おさぇしうゃけすけ おぇいぇくかなておけ きけ-
きうつっ.                                                                       

╃っかはくぇ ╀けぉっゃa

》ぇ『╇╅【╅ [╅′╅〉]ぇぃ[╅ を╅『¨を╅ 『《′╅...

せきけさぇ. ╆ぇこけつくっすっ さぇいすけゃぇさ-
ゃぇとう せこさぇあくっくうは, きぇしぇあ. 
′はおぇおなゃ しこけさす しなとけ とっ っ けす 
こけかいぇ. ╆ぇぉさぇゃっすっ いぇ しすさけゅう-
すっ ょうっすう, こけたぇこゃぇえすっ せきっ-
さっくう おけかうつっしすゃぇ てけおけかぇょ, 
ちうすさせしけゃう こかけょけゃっ う けさったう.
• ‶けゅかっょくっすっ しう っいうおぇ.

┿おけ っ くっあくけ さけいけゃ - ゃしうつおけ 
っ くぇさっょ. ′け ぇおけ っ こけおさうす し 
ぉはか くぇかっこ, こさけゃっさっすっ しう しすけ-

きぇたぇ う つっさゃぇすぇ, ぇおけ うきぇ 
あなかすっくうおぇゃ ちゃはす - つっさくうは 
ょさけぉ, ぇ こさう しうく けすすっくなお - 
しなさちっすけ.
• ┿おけ ゃ けつうすっ ゃう しぇ しっ 

しこせおぇかう おさなゃけくけしくう 
しなょけゃっ, ょぇ しっ くぇょはゃぇきっ, 
つっ すけゃぇ っ けす こさっくぇこさっあっ-
くうっすけ くぇ けつくうすっ きせしおせかう. 
′け, ぇおけ すけゃぇ しすぇゃぇ すゃなさょっ 
つっしすけ, ゃないきけあくけ っ こけゃう-
てぇゃぇくっ くぇ ゃなすさっけつくけ-
すけ くぇかはゅぇくっ う ゃないくうお-
ゃぇくっ くぇ こさけぉかっきう し 
きけいなつくけすけ おさなゃけけぉさな-
とっくうっ.

]うくうはす けすすっくなお くぇ っいう-
おぇ ゅけゃけさう いぇ しなさょっつくけしな-
ょけゃ こさけぉかっき
• ┿おけ せしすくうすっ ゃう しぇ 

しすぇくぇかう ぉかっょう う しぇ しっ 
こけはゃうかう しうくう しっくおう 
きっあょせ すはた う くけしぇ, うい-
しかっょゃぇえすっ しなさちっすけ しう. 
╁ないきけあくけ っ すけゃぇ ょぇ っ 
こなさゃうはす こさういくぇお くぇ しなさょっつ-
くぇ くっょけしすぇすなつくけしす うかう くぇさせ-

てっくうっ くぇ そせくおちううすっ くぇ きうす-
さぇかくぇすぇ おかぇこぇ.

• ¨つうすっ ゃう しぇ ぉかっしすはとう 
う ういこなおくぇかう - くぇこさぇゃっすっ 
ぇくぇかうい くぇ とうすけゃうょくぇすぇ しう 
あかっいぇ.
• ]せすさうく ゃう けすうつぇす ょけ-

かくうすっ おかっこぇつう - こさうつうくぇ-
すぇ きけあっ ょぇ っ ゃ ぉなぉさっちうすっ 
うかう こうおけつくうは きったせさ. ╇かう 
こさっおぇかはゃぇすっ し せこけすさっぉぇすぇ 
くぇ しけかっくけ, きぇいくけ, こせてっくけ う 
ぉうさぇ, うかう しすっ しっ いぇさぇいうかう し 
くはおぇおゃぇ うくそっおちうは.
• ]おかっさぇすぇ (ぉはかぇすぇ つぇしす) 

くぇ けつうすっ ゃう うきぇ あなかすっ-
くうおなゃ けすすっくなお - すけゃぇ っ 
くっけしこけさうき こさういくぇお いぇ くぇさせ-
てっくうっ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ つっさくうは 
ょさけぉ うかう こうおけつくうは きったせさ.

]うくっけおうすっ たけさぇ しぇ くぇえ-
こさっょさぇいこけかけあっくう おなき 
さぇお くぇ おけあぇすぇ

• ╀せいうすっ う てうはすぇ ゃう 
しっ いぇつっさゃはゃぇす ょけさう こさう 

しかぇぉけ そういうつっしおけ 
くぇすけゃぇさゃぇくっ - うい-
きっさっすっ しう おさなゃくけすけ 
くぇかはゅぇくっ, すなえ おぇすけ 
すけゃぇ っ こさういくぇお くぇ 
たうこっさすけくうは.
• ‶け すはかけすけ ゃう 

しっ こけはゃはゃぇす くけゃう 
こっすくぇ - こけしっすっすっ 
ょっさきぇすけかけゅ, いぇとけすけ 
くぇさぇしすゃぇ さうしおなす けす 
さぇお くぇ おけあぇすぇ.
• 【うはすぇ ゃう うい-

ゅかっあょぇ こけょこせたくぇかぇ ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ ぇょぇきけゃぇすぇ 

はぉなかおぇ - こけすなさしっ-
すっ っくょけおさうくけかけゅ, 
ゃないきけあくぇ っ たうこっさ-
そせくおちうは くぇ とうすけ-
ゃうょくぇすぇ あかっいぇ.
• ╆ぇしすぇくっすっ こさっょ 

けゅかっょぇかけすけ ゃ しゃけ-
ぉけょくけ こけかけあっ-
くうっ, おぇすけ つっ かう しすっ 
しっ しこさはかう しかせつぇえ-
くけ. ┿おけ さぇきっくっすっ 
う ゅかぇゃぇすぇ ゃう しぇ けす-
こせしくぇすう う ゅかっょぇすっ 
ういこけょ ゃっあょう - すけゃぇ 
しぇ こさういくぇちう くぇ ょっ-
こさっしうは.

╉なょっ しっ
ういこぇさう
ゃっしっかぇすぇ 
しすさぇくぇ
くぇ あうゃけすぇ

• ┿おけ っょくけすけ けす さぇきっ-
くっすっ ゃう っ こけ-ゃうしけおけ けす 
ょさせゅけすけ, すけ すけゃぇ っ しうきこ-
すけき いぇ けしすっけたけくょさけいぇ 
(くぇさせてっくうっ ゃなゃ そけさきう-
さぇくっすけ くぇ しすぇゃくうは たさせ-
とはか) くぇ ゅさなょくぇすぇ つぇしす 
くぇ ゅさなぉくぇつくうは しすなかぉ.
• ‶さう ゃしはおぇおゃう ういきっ-

くっくうは くぇ ゃうょぇ, ちゃっすぇ 
くぇ おけあぇすぇ くぇ ゅなさょうすっ,
こけはゃぇすぇ くぇ きっしすぇ し “ゅなてぇ 
おけあぇ”, こさう けすょっかはくっ くぇ 

しっおさっすう けす いなさくぇすぇ, あっくぇすぇ 
すさはぉゃぇ くっいぇぉぇゃくけ ょぇ こけすなさしう 
こけきけと けす きぇきけかけゅ.
• 〉ゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ 

きかっつくうすっ あかっいう こさう きな-
あっすっ ゅけゃけさう いぇ しこっちうそうつくう 
たけさきけくぇかくう さぇいしすさけえしすゃぇ, 
しゃなさいぇくう し せゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ 
あっくしおうすっ たけさきけくう - っしすさけゅっ-
くう. ‶けくはおけゅぇ すけゃぇ しっ くぇぉかの-
ょぇゃぇ う こさう ょうぇぉっす.
• ‶けょせすけしす う ぉけかっいくっくけしす 

ゃ きぇかおうすっ しすぇゃう くぇ さなちっ
すっ - すけゃぇ っ こさういくぇお くぇ こけかう-
ぇさすさうす うかう さっゃきぇすういなき. ‶け-
ょせすけしすすぇ くぇ ゅけかっきうすっ しすぇゃう 
(おけかっくぇすぇ, かぇおすうすっ) しなとけ っ 

しうきこすけき くぇ ぇさすさうす う ぇさすさけいぇ.

╉けゅぇすけ おけあぇすぇ しっ 
こさっゃなさくっ

ゃ けゅかっょぇかけ くぇ
くぇてっすけ

いょさぇゃけしかけゃくけ
しなしすけはくうっ

• ¨すうつぇくっ くぇ こさぇしちうすっ 
(けしけぉっくけ ゃっつっさ, おけゅぇすけ しきっ 
こさっおぇさぇかう ちっかうは ょっく くぇ 
おさぇお) - すけゃぇ っ こさっょういゃうおぇくけ 
けす せきけさぇすぇ う とっ くう こけきけゅ-
くぇす しなゃしっき こさけしすう くっとぇ: ょぇ 
こけかっあうき 20 きうくせすう おぇすけ こけ-
しすぇゃうき こけょ おさぇおぇすぇ くはおけかおけ 
ゅけかっきう ゃないゅかぇゃくうちう うかう しう 
くぇこさぇゃうき ゃぇくぇ し きけさしおぇ しけか 
う けすこせしおぇと きぇしぇあ. ╂かっいっくなす 
う ゅかっいっくくぇすぇ しすぇゃぇ つっしすけ 
けすうつぇす う こさう しなさょっつくぇ くっ-
ょけしすぇすなつくけしす, ぇ しなとけ すぇおぇ 
きけあっ ょぇ しぇ こさういくぇお いぇ ょうぇ-
ぉっす けす ゃすけさう すうこ.
• ]すさううすっ こけ おけさっきぇ う 

ぉっょさぇすぇ, ぇおけ しぇ ょなかぉけおう う 
うきぇす さけいけゃ ちゃはす, しぇ しうゅくぇか 
いぇ たけさきけくぇかくけ さぇいしすさけえしすゃけ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

45-すっ, こけしうこぇくう し あうゃけす, ゅけょうくう くっ しぇ こさっゃなさくぇかう こなさゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 『ぇさう-
ちぇ [けいぇ ゃ しせっすくぇ けしすぇさはゃぇとぇ おさぇしぇゃうちぇ, あぇょくぇ いぇ 3-すっ しう きうくせすう っあっゅけょくぇ しかぇゃぇ. 
′ぇこさけすうゃ. [ぇょおぇ 》さうしすけゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ ょけさう くっ けぉうつぇ ょぇ たけょう くぇ こさぇいくうつくうすっ ゅさぇょ-
しおう てっしすゃうは いぇさぇょう しせっすくはすぇ う ゅなかつぇゃぇすぇ. ‶さっょこけつうすぇ すうてうくぇすぇ う ょけきぇてくうは  せのす, 
おぇそっすぇすぇ し こさうはすっかおう, ぇ う くうおけえ ょけしっゅぇ くっ しっ っ しっとぇか ょぇ は おぇくう くぇ おけくおせさし いぇ ういぉけさ 
くぇ ちぇさうちぇ うかう おぇおゃけすけ う ょぇ っ ぉうかけ ょさせゅけ ゃぇあくけ ゅさぇょしおけ くっとけ. 
 ╆ぇすけゃぇ ゃすけさぇつゃぇくっすけ う ゃくうきぇくうっすけ おなき くっは ゃ すぇいう のぉうかっえくぇ ゅけょうくぇ は こさうすっしくはゃぇす.  
 ]ゃっあょぇ しゃっくかうゃけ けつう う, ぇおけ くはおけえ こぇきっすかうゃ ゃ ゅさぇょしおぇすぇ くぇゃぇかうちぇ しかせつぇえくけ こけ-

いくぇっ  ゃ いぇこぇいっくうすっ え し きけきうつっておうは しう ぉかはしなお けつう けくぇいう けこなくぇすぇ おぇいぇくかなておぇ おさぇ-
ゃうちぇ けす こさっょう 45 ゅけょうくう. 
 ]かっょ たうかはょう せゅけゃけさおう しおかけくはゃぇ すぇいう ゅけょうくぇ ょぇ せおさぇしう ちっさっきけくうはすぇ こけ ういぉけさぇ くぇ 

おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ う のぉうかっえくうは ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ. ′っ いぇさぇょう 3-すっ きうくせすう しかぇゃぇ, 
こけかぇゅぇとう しっ くぇ ゃしっおう っょうく あうゃけす. 
┿ いぇさぇょう しすうきせかぇ う くぇょっあょぇすぇ いぇ きかぇょうすっ, おけうすけ うょゃぇす う おけうすけ くっこさっきっくくけ とっ 

しすぇくぇす こけ-ょけぉさう けす くぇし. ┿おけ ゅう こけけとさうき. 

こっさすう こけ こっくしうけくくけ けしうゅせさはゃぇくっ, くっゅぇすうゃくうすっ さっいせかすぇすう くぇ こっくしうけくくうすっ ょさせあっしすゃぇ しっ 
ょなかあぇす くぇ ょさぇしすうつくうは しさうゃ くぇ しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう.
]すぇすうしすうおぇすぇ くぇ そうくぇくしけゃうは くぇょいけさ こけおぇいゃぇ, つっ おなき おさぇは くぇ 2012 ゅ. ゃしっおう さぇぉけすっと ぉなか-

ゅぇさうく, さけょっく しかっょ 1-ゃう はくせぇさう 1959 ゅ., うきぇ しさっょくけ こけ 1384 かゃ. 
ゃ うくょうゃうょせぇかくぇすぇ しう こぇさすうょぇ いぇ ゃすけさぇ こっくしうは.

しかっょくうちう うかう いぇ たけさぇ, くぇ おけうすけ しぇ ぉうかう こさったゃなさかっくう しなぉさぇくうすっ かうたゃけすけつおう う うきぇす こさぇゃけ 
くぇ けぉっいとっすっくうは, ぇおけ しぇ いぇこけつくぇかう しすさけうすっかしすゃけ くぇ あうかうとっ うかう しぇ ういゃなさてうかう こけおせこおぇ くぇ 
すぇおけゃぇ. ′ぇゃさっきっすけ すぇいう ょっえくけしす しっ っ けぉしかせあゃぇかぇ けす ╃なさあぇゃくぇ しこっしすけゃくぇ おぇしぇ. ‶け-おなしくけ 
そせくおちううすっ こけ さっゅうしすさぇちうはすぇ くぇ すっいう ゅさぇあょぇくう, こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ しこうしなおぇ おなき ′ぇちうけくぇか-
くうは おけきこっくしぇちうけくっく そけくょ う ういこかぇとぇくっすけ くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ しぇ こけっすう けす けぉとうくうすっ.

『╄′┿ ′┿ ╃╄′ ╆┿ ′╄[┿╀¨〈╄】╇ ╁ „┿[]╄′┿╊” ┿╃

- ╆┿ ╄╃╇′ 』¨╁╄╉ - 30.00 かゃ. /くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + 
けぉはょ + ゃっつっさは/ - くぇ きっくの

]╋╄′╇
- 31. 05. – 06. 06. 2013 ゅ. – 6 くけとせゃおう
- 06. 06. – 12. 06. 2013 ゅ. – 6 くけとせゃおう
- ′ぇしすぇくはゃぇくっ - しかっょ 14.00 つ.
- ¨しゃけぉけあょぇゃぇくっ  くぇ しすぇうすっ - ょけ 10.00 つ.
]かっょ 10.00 つ. ゃしっおう けす かっすせゃぇとうすっ, くっいぇゃうしうきけ けす おぇ-
すっゅけさうはすぇ, ょなかあう くっせしすけえおぇ こけ 5 かゃ. くぇ かっゅかけ いぇ ゃしっおう 
こさけしさけつっく こけかけゃうく つぇし. 
╆ぇ ょぇ くっ しっ しないょぇゃぇ ょけこなかくうすっかくけ くぇこさっあっくうっ,  つぇしけゃっ-
すっ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ う くぇこせしおぇくっ くぇ しすぇうすっ っ くっけぉたけょうきけ 
ょぇ しっ しこぇいゃぇす.

》[┿′╄′╄〈¨ ′┿ [┿╀¨〈′╇『╇〈╄ ╇ ]╊〉╅╇〈╄╊╇〈╄ ]╄ 
¨]‒】╄]〈╁ぅ╁┿ ‶¨ ]╊╄╃′╇ぅ ′┿』╇′:

- ‶‒[╁╇ ╃╄′ – いぇこけつゃぇ し ゃっつっさは
- ‶¨]╊╄╃╄′ ╃╄′ – いぇゃなさてゃぇ し けぉはょ
- ‶[╇ ′┿]〈┿′ぅ╁┿′╄〈¨ ]╇ ╁]╄╉╇ ‶¨╊〉』┿╁┿ ╉〉‶¨′╇ ╆┿ 
》[┿′┿ ¨〈 [╄『╄‶『╇ぅ〈┿. 〈╄ ]╄ ‶[╄╃]〈┿╁ぅ〈 ‶[╇ ‶¨-
╊〉』┿╁┿′╄〈¨ ′┿ 》[┿′┿ ╁ ]〈¨╊¨╁┿〈┿. ‶[╇ ╊╇‶]┿ ′┿ 
╉〉‶¨′ 》[┿′┿ ′╄ ]╄ ‶[╄╃╊┿╂┿. ╇╆╂〉╀╄′╇ ╉〉‶¨′╇ ′╄ 
]╄ ╁‒╆]〈┿′¨╁ぅ╁┿〈 ¨〈 》¨〈╄╊┿.

╂[┿《╇╉‒〈  ╆┿ 』┿]¨╁╄〈╄ ′┿ 》[┿′╄′╄  】╄ ╄ ¨╀ぅ╁╄′  ′┿ 
╋′¨╂¨ ╋╄]〈┿ ╁ 》¨〈╄╊┿ ╇ ]〈¨╊¨╁┿〈┿.

╆ぇこうしゃぇくっ う いぇこかぇとぇくっ - ゃ ]╉ くぇ ╉′]╀ „┿さしっくぇか”┿╃  う 
こけ いぇゃけょう 

 〈っかっそけくう いぇ ゃさないおぇ: 
6 22 07, ゃなすさ. 21 56.; GSM  - 0888582673

たひちうあてあ をあちけぬあ 『そくあ
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》ぇ『╇╅【╅ [╅′╅〉]ぇぃ[╅ を╅『¨を╅ 
『《′╅ - 』 ╅『』╊〉╅]』[╅ ¨』【《『¨っ 』╆ぇ『[╅｠〈╊ ╇ 『╊‒《『〈¨【╊

》ちかくけおかせてひて ╋かしかう:

╆ひしえあちけみ てちみいうあのか おあ つてあせか たちかくけおかせてつさあ ちかたといしけさあ. 》そしけてけぬけてか すけつしみて 
つあすそ くあ つしかおうあはけてか けくいそちけ, あ おひちきあうせけぬけてか – くあ つしかおうあはけてか たそさそしかせけみ.

╅っかの ╅っかっゃ っ さけょっく くぇ 3 きぇさす 1935 ゅ. ゃ しっかけ 
╁っしっかうくけゃけ, 【せきっくしおけ. ╆ぇゃなさてうか っ そうかけ

しけそうは ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす. ╃けおすけさ くぇ そう
かけしけそしおうすっ くぇせおう, っょうく けす っきぉかっきぇすうつくうすっ ょうしう
ょっくすう, くぇこうしぇか こさっい 1967 ゅ. おくうゅぇすぇ „《ぇてういきなす”, 
いぇぉさぇくっくぇ う ういょぇょっくぇ つぇお こさっい 1988 ゅ. ‶さっい しな
とぇすぇ ゅけょうくぇ っ けしくけゃっく うくうちうぇすけさ う しなけしくけゃぇすっか 
くぇ ╉かせぉぇ いぇ ゅかぇしくけしす う こさっせしすさけえしすゃけ. ╂けょうくぇ こけ-
おなしくけ, いぇっょくけ し ょさせゅう ういゃっしすくう ょうしうょっくすう, けしくけ
ゃぇゃぇ ]なのいぇ くぇ ょっきけおさぇすうつくうすっ しうかう う っ ういぉさぇく いぇ 
こさっょしっょぇすっか くぇ ╉] くぇ ]╃]. ╃っこせすぇす ゃなゃ ╁′]. ╅っかの 
╅っかっゃ っ こなさゃうはす ょっきけおさぇすうつくけ ういぉさぇく こさっいうょっくす 
くぇ 1 ぇゃゅせしす 1990 ゅ. ╃くっし すけえ うきぇ そけくょぇちうは, おけはすけ 
くけしう くっゅけゃけすけ うきっ, う さぇぉけすう すぇき しなし しゃけう しなすさせょ
くうちう う しなきうてかっくうちう. 
╃-さ ╅っかっゃ ゅけしすせゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ さぇいゅぇさぇ くぇ こさっ

ょういぉけさくぇすぇ おぇきこぇくうは. ‶けゃけょ いぇ ゃういうすぇすぇ きせ, けぉぇ
つっ, くっ ぉっ こけおぇくぇ ゃ こけょおさっこぇ くぇ くはおけは こけかうすうつっ
しおぇ おぇせいぇ, ぇ けすおさけゃっく さぇいゅけゃけさ いぇ ゃぇあくうすっ くっとぇ 
ゃ こけかうすうおぇすぇ う しゃっすぇ し つかっくけゃっ くぇ きっしすくうは [けすぇさう 
おかせぉ.
′っこけとぇょéく けす ゃさっきっすけ, くけ ぉっいこけとぇょっく こけ けすくけ

てっくうっ くぇ しかせつゃぇとけすけ しっ ょくっし せ くぇし. 〈ぇおぇ いぇこけつ
ゃぇきっ すけいう おさぇすなお, かうきうすうさぇく ゃ 7 きうくせすう ゃさっきっ う 
こけせおう けすゃなょ さっょけゃっすっ, さぇいゅけゃけさ し こなさゃうは ぉなかゅぇさ
しおう こさっいうょっくす.

За Радка Христова
изборът и титлата

на първа Царица Роза 

くけしはす こけゃっつっ はょけゃっ う ょうしおけき-
そけさす. ′っ しぇきけ いぇとけすけ けすうてかう-
はす しう  さぇくけ けす あうゃけすぇ え  しなこさせゅ 
- ょなかゅけゅけょうてくうはす てけそぬけさ くぇ 
ぇゃすけぉせしぇ くぇ そせすぉけかくうは おかせぉ 
“[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ╇かうは ╃けぉさっゃ, 
くっ けょけぉさはゃぇか “ぇゃぇくすのさぇすぇ” くぇ 
あっくぇ しう う こけはゃぇすぇ え こさっょ ちっ-
かうは ゅさぇょ ゃ すぇいう え さけかは, ぇ う いぇ-
とけすけ ゅけょうくう こけ-おなしくけ すうすかぇすぇ 
え くぇ こなさゃぇ しなとうくしおぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ え さぇいゃぇかは けすくけてっくうはすぇ 
し ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ え しなしっょおぇ う 
しなゅさぇあょぇくおぇ けす 【うこおぇ ]すっそおぇ 
〈ぇさぇかっあおけゃぇ, おけはすけ しなとけ くけしう 
すぇいう しかぇゃぇ. 
‶け すぇいう こさうつうくぇ [ぇょおぇ くっ 

けぉうつぇ ょぇ しっ ゃさなとぇ くぇいぇょ, 
くうすけ ょぇ さけゃう ゃ きうくぇかけすけ. ╆ぇ 
“うしすけさうつっしおうは” しこけさ  けすくけしくけ 
こなさゃっくしすゃけすけ おぇいゃぇ しぇきけ, つっ 

しくうきおうすっ しぇ ょけしすぇすなつくけ 
おさぇしくけさっつうゃ そぇおす. ╇ しかぇ-
ゅぇ すけつおぇ. 

Всичко започва в
един ден на май, 

おけゅぇすけ くぇつぇかくうおなす 〈っくぬけ 
【うおけゃ くぇ さぇぉけすっとぇすぇ こけ 
くっゅけ ゃさっきっ ゃ いぇゃけょ “╀なか-
ゅぇさうは”- ╉ぇいぇくかなお  [ぇょおぇ  え 
しなけぉとぇゃぇ, つっ くぇ こけさすぇかぇ は 
つぇおぇす “ゃぇあくう たけさぇ”.  
╃くう こさっょう すけゃぇ ょっかっゅぇ-

ちうは けす ゅさぇょしおう ゃっかうつうは 
けす ╀╉‶ う けす おぇいぇくかなておぇすぇ 
おせかすせさぇ  けぉうおぇかはす おぇいぇく-
かなておうすっ そうさきう ゃ すなさしっ-
くっ くぇ きっしすくぇ おさぇしぇゃうちぇ 
いぇ こなさゃぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ ゃ 
こなさゃうは ゃないしすぇくけゃっく しかっょ 
1903 ゅけょうくぇ ‶さぇいくうお くぇ 
さけいぇすぇ.  

След срещата на 

портала 25-годишната, 
тогава, майка на две 

деца

ょなとっさは う しうく, さぇいぉうさぇ, つっ 
っ ういぉさぇくぇ けす ゅさぇょしおうは っかうす 
いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ.
 ╁きっしすけ さぇょけしす けす つっしすすぇ 

ょぇ すっ こさういくぇはす いぇ くぇえ-おさぇ-
しうゃぇすぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ, [ぇょおぇ  
しっ しょけぉうゃぇ し こけさちうは しっきっえ-
くう はょけゃっ. ′け くっ しっ けすおぇいゃぇ, 
いぇとけすけ いぇょぇつぇすぇ え くぇ ちぇさう-
ちぇ しっ ゃきっくはゃぇ う おぇすけ おけきしけ-
きけかしおけ こけさなつっくうっ. ╀っい こさぇ-
ゃけ くぇ けすおぇい. 
╆ぇ おぇこぇお, さっあっ う ょなかゅうすっ 

しう ょっぉっかう つっさくう こかうすおう, 
しすぇくぇかう っょくぇ けす こさうつうくうすっ 
ゅさぇょしおうすっ ゃっかうつうは ょぇ は たぇ-
さっしぇす. ╉けゅぇすけ くはおけかおけ ょくう 
こけ-おなしくけ し ╋ぇすぇ - ゃぇあくぇ 
けさゅぇくういぇすけさおぇ ゃ ゅさぇょしおぇすぇ 
“╉せかすせさぇ”, すさなゅゃぇす こけ きぇゅぇ-
いうくうすっ いぇ こかぇす, ゃ おけえすけ ょぇ 
くぇゅういょはす ちぇさうちぇすぇ, けす ょっぉっ-
かうすっ こかうすおう くはきぇ う しこけきっく. 
“′ぇかぇゅぇてっ きう さぇいかうつくう 

すけこけゃっ こかぇす, ょけおぇすけ たぇさっしぇ 
っょうく ぉはか.”, しこけきくは しう  『ぇ-
さうちぇ [けいぇ 1968 ゅけょうくぇ. ¨す 
しなとうは こかぇす  けさゅぇくういぇすけさう-
すっ くぇ こさぇいくうおぇ きぇえしすけさはす 
う おけさけくけすぇ くぇ ちぇさうちぇすぇ. ╁ 
ょっくは, けこさっょっかっく いぇ ゅさぇょしおけ 
とっしすゃうっ, し くぇつぇかっく つぇし 18, 
[ぇょおぇ 》さうしすけゃぇ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ はゃう ゃ せつうかうとっ “╂っけさゅう 
╉うさおけゃ”. 〈ぇき し ょなかゅう  おぇさ-
そうちう けきけすぇかう ちっかうは すけこ 
こかぇす こけ すはかけすけ え. 

Бях като в метален 
скафандър, не можех

да мръдна. 

¨す しなとうは こかぇす くぇ ゅかぇゃぇすぇ 
え くぇかけあうかう う ういさぇぉけすっくぇすぇ 
おけさけくぇ, おぇつうかう は くぇ きけすけ-
おぇさ, こさっゃなさくぇす いぇ ちっかすぇ ゃ 
おぇかはしおぇ, すっゅかっくぇ けす  きかぇょう 

いょさぇゃっくはちう ゃ ぉっかう さけぉう, 
つうはすけ いぇょぇつぇ ぉうかぇ ょぇ ょなさ-
こぇす おぇかはしおぇすぇ, せおさぇしっくぇ けす 
ょっぉっかけ おけくけこっくけ ゃなあっ, くぇ-
ゅういょっくけ し っしすっしすゃっくう さけいう. 
╄ょゃぇき しっ ょなさあぇた いぇ きっ-

すぇかくぇすぇ こさなつおぇ, し おけはすけ 
すさはぉゃぇてっ ょぇ こぇいは さぇゃくけ-
ゃっしうっ,  しこけきくは しう [ぇょおぇ, 
おけはすけ ゃ すけいう しう ゃうょ すさはぉゃぇ-
かけ ょぇ こさっきうくっ, きぇたぇえおう くぇ 
こせぉかうおぇすぇ,  こけ きぇさてさせすぇ くぇ 
こさぇいくうつくけすけ てっしすゃうっ. 

『ぇさしおうはす おけさすっあ こけすっゅかうか 
けす せつうかうとっ “╂. ╉うさおけゃ”, こさっ-
きうくぇか こけ せかうちぇすぇ おさぇえ こぇさお 
[けいぇさうせき, おなょっすけ くぇとさぇおぇか  
つっさくけ-ぉっかうすっ しくうきおう おせきなす 
╉うさうか, けすすぇき こけ せか. “【うこ-
つっくしおぇ っこけこっは”,  おさぇえ おうくけ 
“╀なかゅぇさうは”, おさぇえ  ゅうきくぇいうは 
“]ゃ.しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ” 
う こけ ぉせか. “┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” 
てっしすゃうっすけ う ちぇさしおぇすぇ おぇかはし-
おぇ ぇおけしすうさぇかう くぇ こかけとぇょぇ し 
こぇゃっすぇすぇ. 

Било 18 часа
привечер, когато

се чул и първият звън 

くぇ こなさゃうは ゃ くけゃぇすぇ ゅさぇょしおぇ 
うしすけさうは ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 
『ぇさうちぇ [けいぇ くはきぇかぇ ょせきう 

いぇ こさっょ くぇさけょぇ. ╆ぇ しきっす-
おぇ くぇ すけゃぇ うきぇかけ こかぇきっくくう  

さっつう くぇ こぇさすうえくう ょさせゅぇさう, 
おけうすけ ったすっかう けす ゅさぇょしおぇすぇ 
すさうぉせくぇ, ゃょうゅくぇすぇ くぇ こかけ-
とぇょぇ. 〈さはぉゃぇかけ しぇきけ ょぇ しすけう 
くぇ きけすけおぇさぇ-おぇかはしおぇ う ょぇ しっ 
せしきうたゃぇ. 
¨す すけいう ゃぇあっく う こさうすっしくう-

すっかっく きけきっくす [ぇょおぇ 》さうしすけ-
ゃぇ こけきくう ょっしっすおうすっ けゅさけきくう 
そけすけぇこぇさぇすう-しゃっすおぇゃうちう, 
おけうすけ こさけぉかはしゃぇかう しさっとせ 
くっは. ╇ こなしすさけすけ きくけあっしすゃけ 

- ╂けしこけょうく こさっいうょっくす, 
すけゃぇ かう っ ╀なかゅぇさうは, いぇ 
おけはすけ しっ ぉけさうたすっ う いぇさぇ
ょう おけはすけ ぉってっ ゃしうつおけすけ 
せしうかうっ ょけすせお?

- ╁ くうおぇおなゃ しかせつぇえ くっ っ 
すけゃぇ ╀なかゅぇさうは う くっ すぇおぇ しう 
こさっょしすぇゃはたきっ くっとぇすぇ すけゅぇ
ゃぇ, こさっょう こけゃっつっ けす 25 ゅけ
ょうくう. ╂けかはきぇ っ さぇいかうおぇすぇ 
けす すけゃぇ, おけっすけ きうしかったきっ, う 
すけゃぇ, おけっすけ っ しっゅぇ.
′ぇこさうきっさ: ょ-さ ╃っさすかうっゃ 

しきはすぇてっ, つっ こさったけょなす とっ 
ぉなょっ 2 ゅけょうくう. 〈けえ ぉってっ くぇ
てぇすぇ おぇくょうょぇすせさぇ いぇ こさっいう
ょっくす ゃなゃ ╁′]. ╉ぇいぇ おぇおゃけすけ 
しきはすぇてっ ょぇ こさぇゃう う ぉってっ 
せぉっょっく, つっ こさったけょなす とっ っ 
けおけかけ 2 ゅけょうくう, すけかおけゃぇ とっ 
っ すさせょくけすけ. ╁はさゃぇてっ つけゃっ
おなす. ′け... ┿い しなとけ しなき ぉうか 
くぇうゃくうお. ]きはすぇた, つっ すさせょ
くけすけ とっ っ 5-6 ゅけょうくう. ′け, 
けおぇいぇ しっ, う ぇい しなき ゃはさゃぇか ゃ 
っさっし.

- 》けさぇすぇ かう ういかはいけたぇ 
おぇかこぇゃう う くっつうすぇゃう うかう 
くっ しかせつうたきっ くぇ こけかうすう
ちう, つっ っすけ しっゅぇ, しかっょ つっす
ゃなさす ゃっお, くうっ けすくけゃけ しっ 
ゃさなとぇきっ ゃ くぇつぇかけすけ, ぇおけ 
しなょうき こけ しかせつうかけすけ しっ くぇ 
せかうちぇすぇ すぇいう いうきぇ? ╉けう 
しっ けおぇいぇたぇ こけ-ゅけかっきう くぇ
うゃくうちう: こけかうすうちうすっ うかう 
ゅさぇあょぇくうすっ?

- ╋うしかは, つっ くうすけ っょくうすっ, 
くうすけ ょさせゅうすっ.

- ]ぉなさおぇたきっ ゃ こけょたけょぇ, 

ゃ けつぇおゃぇくうはすぇ うかう こさけし
すけ きくけゅけ しっ くぇょかなゅゃぇたきっ 
っょうく ょさせゅ, きくけゅけ おさぇょけ
たきっ?

- ]ぉなさおぇたきっ ゃ さっそけさきうすっ. 
╇きぇてっ さっそけさきう, おけうすけ くっ しっ 
くぇこさぇゃうたぇ おぇおすけ すさはぉゃぇ うかう 
くっ すさはぉゃぇてっ ういけぉとけ ょぇ しっ 
こさぇゃはす. ╃ぇ おぇあっき - さっしすうすせ
ちうはすぇ, きぇおぇさ つっ すぇき しさぇゃくう
すっかくけ ゅかぇょおけ きうくぇ. ‶さうゃぇすう
いぇちうはすぇ.

- 〈は  ういけぉとけ くっ きうくぇ  
ゅかぇょおけ...

- 》うつ. ̈ おぇいぇ しっ, つっ ゅけかはきぇすぇ 
ちっか くぇ きくけゅけ こけかうすうちう ぉってっ 
ょぇ しう ゃいっきぇす すけゃぇ, おけっすけ おけ
きせくうしすうすっ うき ぉはたぇ けすくっかう う 
ょけすせお けぉとけ ゃいっすけ こさうおかのつゃぇ 
うしすけさうはすぇ. ‶さうゃぇすういぇちうはすぇ 
くっ しすぇくぇ おぇおすけ すさはぉゃぇ. ¨おぇ
いぇ しっ, つっ すは, ゃきっしすけ ういけぉうかうっ 
う こさけしこっさうすっす くぇ しすさぇくぇすぇ, 
さけょう きせすさうすっ. [けょう たけさぇすぇ, 
おけうすけ けおさぇょけたぇ ╀なかゅぇさうは. 

- ′け さけょう う ょくってくうはす 
こけかうすうつっしおう っかうす ゃ きくけゅけ 
ゅけかはきぇ しすっこっく?

- ╁ おけかおけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
すけつくけ, くっ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ , くけ う 
くっ きけゅぇ ょぇ しう ういおさうゃは ょせてぇ
すぇ う ょぇ おぇあぇ, つっ すっ, こけかうすう
ちうすっ, くはきぇす たぇぉっさ.

- ╂けしこけょうく こさっいうょっくす, 
ょぇかう くっ しぉなさおぇたきっ ゅっ
くっさぇかくけ, ゃ すけゃぇ つうしかけ う 
しすさけうすっかうすっ くぇ  しなゃさっ
きっくくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ╉けく

しすうすせちうは, おぇすけ しないょぇょけたぇ  
╀なかゅぇさうは おぇすけ こぇさかぇきっく
すぇさくぇ, ぇ くっ おぇすけ こさっいう
ょっくすしおぇ さっこせぉかうおぇ? ╁さっ
きっすけ, ゃ おけっすけ しっ くぇかぇゅぇ 
ういゃけょなす, つっ ょなさあぇゃぇすぇ くう 
そせくおちうけくうさぇ こけ-ょけぉさっ 
う さぇぉけすう こけ-ょけぉさっ こさう 
せこさぇゃかっくうっ けす おぇぉうくっす, 
くぇいくぇつっく けす こさっいうょっくすぇ, 
ぇ くっ ういかなつっく けす こぇさかぇ
きっくすぇ? ╇かう ゃしうつおけ すけゃぇ っ 
しぇきけ うかのいうは?

- ╁うあすっ, こけ すけいう ゃなこさけし しなき 
すゃなさょっ こさうしすさぇしすっく. ┿い しなき 
いぇ こさっいうょっくすしおぇ さっこせぉかうおぇ 
う いぇ こけゃっつっ こさぇゃけきけとうは くぇ 
こさっいうょっくすぇ ゃ すけゃぇ けすくけてっ
くうっ. ‶けしかっょくうはす おけきせくうしすう
つっしおう こぇさかぇきっくす  ういさぇぉけすう 
けす ╅うゃおけゃしおぇすぇ おけくしすうすせ
ちうは っょくぇ おけくしすうすせちうは, おけはすけ 
くぇ こさぇおすうおぇ ぉっ いぇ こけかせこさっ
いうょっくすしおぇ さっこせぉかうおぇ. ╇ すは 
ぉってっ くぇゅかぇしっくぇ いぇ ‶っすなさ 
╋かぇょっくけゃ - すったくうはす つけゃっお 
いぇ ょなさあぇゃっく ゅかぇゃぇ. ′け こけ 
うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ - うきぇてっ 
しすせょっくすしおう ょゃうあっくうは, こさけ
すっしすう, しすぇつおう, しすぇくぇ すぇおぇ, 
つっ すけえ しう こけょぇょっ けしすぇゃおぇ
すぇ. ┿い ぉはた ういぉさぇく いぇ こさっいう
ょっくす けす ╁′]. ╉けゅぇすけ ゃしすなこうた 
ゃ ょかなあくけしす, くぇ てっしすうは ょっく 
けす きけっすけ ういぉうさぇくっ いぇ こさっいう
ょっくす, ういょぇょけた 〉おぇい, し おけえすけ 
けすきっくうた おさっこけしすくうつっしすゃけすけ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ¨すきっくうた あう
すっかしすゃけすけ. ╆ぇとけすけ くっ きけあっ 
っょくぇ ょなさあぇぇゃぇ, おけはすけ うきぇ 
こさっすっくうちはすぇ ょぇ っ ょっきけおさぇ
すうつくぇ, けしくけゃくうすっ つけゃっておう 
こさぇゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ ゃ くっは ょぇ 

しぇ いぇおさうすう. ╃ぇ くっ きけあって ょぇ 
けすうょって ょぇ あうゃっって すぇき, おな
ょっすけ うきぇて こけ-ょけぉさぇ さぇぉけすぇ 
うかう おなょっすけ すう しぇきうはす ぉう しっ 
つせゃしすゃぇか こけ-ょけぉさっ. ╇ すけゃぇ 
っ しぇきけ っょうく けす こさうきっさうすっ - 
おけかおけ こけ-ゅなゃおぇゃけ う こけ-ぉなさ
いけ ぉうたぇ きけゅかう ょぇ しっ しかせつゃぇす 
くっとぇすぇ, ぇおけ こさっいうょっくすなす  
うきぇ こけ-ゅけかはきぇ ゃかぇしす う こさぇ
ゃけきけとうは. ′け くっ くぇ おくうゅぇ, ぇ 
ゃ ょっえしすゃうすっかくけしす. 

- ╆ぇとけ いぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 

こさっいうょっくすう くはきぇ こなす くぇ
いぇょ おなき こぇさすううすっ, おけうすけ 
しぇ ゅう ういかなつうかう, う けしすぇゃぇす 
ゃなこさっおう いぇしかせゅうすっ しう ゃ 
きうくぇかけすけ?

- ‶け こさうくちうこ, こなす ぉう すさはぉ
ゃぇかけ ょぇ うきぇ. ′け かうこしゃぇす 
たけさぇ, おけうすけ ょぇ ういゅさぇあょぇす 
すぇおうゃぇ すさぇしっすぇ, けぉさぇいくけ おぇ
いぇくけ. ′っ きけあっ しぇきぇ こすうつおぇ 
くうとけ ょぇ くぇこさぇゃう. ‶けかうすう
おぇすぇ っ おけかっおすうゃくけ ょっかけ, すは 
しっ こさぇゃう けす きくけゅけ たけさぇ う いぇ 
ちっかうは くぇさけょ. ]ぇき つけゃっお, おぇ
おゃうすけ う おぇつっしすゃぇすぇ う ぇきぉう
ちうう ょぇ うきぇ, くっ きけあっ くうとけ 
ょぇ くぇこさぇゃう.

- ╁ こさっょういぉけさくぇ おぇきこぇ
くうは しきっ いぇ こけさっょっく こぇさ
かぇきっくす しっゅぇ. ╁うっ けこすう
きうしす かう しすっ いぇ ょなさあぇゃぇすぇ 
う こぇさかぇきっくすぇさういきぇ せ くぇし 
しかっょ 12-すう きぇえ?

- ╇きぇ こっさうけょう, おけうすけ くっ 
きけゅぇす ょぇ しっ こさっしおけつぇす, くけ ぇい 
しなき けこすうきうしす いぇ ╀なかゅぇさうは... 
くけ...

- ′け...? 

- ╃ぇ しこさっき し ぉけさうつおぇくうはすぇ 
う こさけすうゃけこけしすぇゃはくっすけ...

- ╁ くけゃ そぇてういなき かう あう
ゃっっき しっゅぇ, ょ-さ ╅っかっゃ? 

- ′っ.

- ┿ おぇお しっ くぇさうつぇ すけゃぇ, ゃ 
おけっすけ あうゃっっき しっゅぇ? 

- ╃っきけおさぇちうは, くけ くっ ょけすぇき. 
′はおけう は くぇさうつぇす こしっゃょけ, 
ょさせゅう しつうすぇす, つっ すけゃぇ くっ っ 
ょっきけおさぇちうは, くけ ょっきけおさぇちう
はすぇ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ くけしう ぉかぇゅけょっくしすゃうっ くぇ 
たけさぇすぇ. ′け, いぇ あぇかけしす, くぇ
てぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょっきけおさぇちうは 
ょけくっしっ くぇ たけさぇすぇ ゅけかはきけ 
けぉっょくはゃぇくっ う  ゅけかはきけ けぉっい
ゃっさはゃぇくっ. 

- ┿ いぇとけ ょくっし くはきぇ こさう
っきしすゃっくけしす ゃ こけかうすうおぇすぇ?

- ╆ぇとけすけ ゃしうつおうすっ くう こけ
かうすうちう う こさぇゃうすっかしすゃぇ しう 
きうしかったぇ, つっ ╀なかゅぇさうは う くけ
ゃぇすぇ っさぇ いぇこけつゃぇす けす すはた. ┿ 
すけ くっ っ すぇおぇ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ 
くぇょゅさぇあょぇ くぇょ すけゃぇ, おけっすけ 
ゃっつっ っ しないょぇょっくけ. ′っゅけょくけ
すけ しぇきó  とっ しう けすこぇょくっ, すけ 
くうおけゅぇ くっ きけあっ ょぇ しすぇくっ ゅけ
ょっく きぇすっさうぇか. ╇ いぇこけきくっすっ 
けす きっく – こけかうすうちうすっ きうしかはす 
しぇきけ いぇ しかっょゃぇとうすっ ういぉけさう, 
ぇ ょなさあぇゃくうちうすっ – いぇ しかっょゃぇ
とうすっ こけおけかっくうは.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〉かえそおせそてそ せけさそえあ せか すそきか 
おあ つてあせか えそおかせ すあてかちけあし

たけさぇ, おけっすけ は こさうゃっすしすゃぇかけ. 
¨す  こさうすっしくっくうっ ちぇさうちぇ-

すぇ ょけさう くっ いぇゃっかぇ ょゃっすっ しう 
きぇかおう ょっちぇ くぇ こさぇいくうおぇ, いぇ 
ょぇ は ゃうょはす. 】っさおぇ え すけゅぇゃぇ 
ぉうかぇ くぇ 5, ぇ しうくなす くはきぇか 2 
ゅけょうくう. 
]かっょ おぇすけ しゃなさてうか こさぇいくう-

おなす, ゃ おけえすけ うきぇかけ ゃしうつおけ, 
おぇおすけ っ しっゅぇ - そけかおかけさくう うい-
こなかくっくうは, おぇさせちう し さけいけぉっ-
さぇつう けす ぉかういおう う こけ-ょぇかっつ-
くう しっかぇ, おせおっさう けす 〈せさうは, 

きぇくうそっしすうさぇとう きかぇょっあう, 
くうおけえ くっ こけおぇくうか ちぇさうちぇすぇ 
くぇ すっあおう しけそさう. [ぇいきけすぇかう 
すけこけゃっすっ こかぇす けす しくぇゅぇすぇ え 
“ちぇさせゃぇくっすけ” しゃなさてうかけ. 
╁っつっさすぇ こさっきうくぇかぇ ゃ ょけ-

きぇてくけ ゅけしすう くぇ くっえくぇ こけいくぇ-
すぇ, つうすけ しうく ぉうか しさっょ かうつくう-
すっ さけぉう, すっゅかうかう ちぇさしおぇすぇ 
おぇかはしおぇ.  
╂けょうくうすっ くぇこさっょ しぇ ういすさう-

かう うきっすけ くぇ きかぇょっあぇ けす こぇ-
きっすすぇ くぇ こなさゃぇすぇ くう ちぇさうちぇ. 
[ぇょおぇ くっ しう しこけきくは う うきっくぇ-
すぇ くぇ ょゃっすっ おさぇしぇゃうちう, ぇしうし-
すうさぇかう くぇ たせぉけしすすぇ え. 

〈は くはきぇ  しさっぉなさくぇ おうぇさぇ ゃ ょけきぇ しう, くうすけ かっくすぇ, せゃっおけ-
ゃっつぇゃぇとう おさぇしけすぇすぇ え. 

′はきぇ う こけつっすくう ゅさぇきけすう, くうすけ しくうきおう し ╁╇‶-こっさしけくう くぇ 
ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ おさぇしけすぇすぇ え しすぇゃぇ つぇしす けす こなさゃぇすぇ っき-
ぉかっきぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, しゃなさいぇくぇ し さけいうすっ. ′はきぇ ょけさう  - いぇ 
とさうた おなき うしすけさうはすぇ, う しっきこかぇ くっえくぇ しくうきおぇ ゃ ゅさぇょしおうは 
くう きせいっえ. 
′はきぇ う すさせこぇくぇすぇ ゃ ゅけょうくうすっ しかぇゃぇ けす てせきけかっくっすけ くぇ 

うきっすけ え ゃなゃ ゃっしすくうおぇさしおうすっ  しすさぇくうちう.
╄ょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ うきぇ けす しゃけうすっ  こけかぇゅぇとう しっ 3 きうくせ-

すう つけゃっておぇ しかぇゃぇ, しぇ 3 つっさくけ-ぉっかう きぇかおう しくうきおう, ういさは-
いぇくう おさぇしうゃけ ゃ しっきっえくうは ぇかぉせき う けしすぇくぇかう いぇ うしすけさうはすぇ 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ こけおけえくうは え おせき ╉うさうか. 
╆ぇ くっは くっ  いくぇはす くうすけ ゃ ぅこけくうは,  くうすけ おなょっすけ う ょぇ っ ょさせ-

ゅぇょっ こけ しゃっすぇ. ′っとけ こけゃっつっ: いぇ 7-すっ しう, けしきうしかっくう し さぇぉけ-
すぇ う しっきっえしすゃけ, ょっしっすうかっすうは くっ っ こさっきうくぇかぇ  くうすけ ゃっょくなあ 
ょけさう ゅさぇくうちうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは. ′うとけ, つっ けとっ こぇいう つうしすけ 
くけゃ いぇょゅさぇくうつくうは しう こぇしこけさす, おけえすけ すぇおぇ う くっ こけしかせあうか 
いぇ けぉっとぇくうは ゃけぇはあ ょけ 〈せさちうは  しなし しなこさせゅぇ.  
『ぇさしおぇすぇ え しかぇゃぇ う おぇさすけくっくぇすぇ おけさけくぇ, おさぇしうかぇ こさっ-

おさぇしくぇすぇ え ゅかぇゃぇ こさっょう 45 ゅけょうくう,  しぇ いぇこっつぇすぇくう っょうく-
しすゃっくけ ゃ くっえくうすっ しこけきっくう, おけうすけ くっ しきっっ ょぇ さぇいおぇいゃぇ 
ょけさう こさっょ しっぉっ しう, おぇおすけ う ゃ しないくぇくうっすけ くぇ きぇかちうくぇすぇ 
しこけきくはとう しう くっえくう しなゅさぇあょぇくう いぇ けくいう あぇさなお きぇえしおう 
ょっく, ゃ おけえすけ ゃ おなしくうは しかっょけぉっょ こさっい ゅさぇょしおうすっ おぇかょなさなきう 
っ こさっきうくぇかけ こなさゃけすけ こさぇいくうつくけ てっしすゃうっ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ.

Продължава на 
стр. 8

〈は こさっあうゃはゃぇ こけかぇゅぇとぇすぇ しっ くぇ ゃしっおう つけゃっておう あうゃけす 
3-きうくせすくぇ しかぇゃぇ ... すゃなさょっ おなしくけ. ╁ しさっょぇすぇ くぇ 90-すっ 

こさっょぇゃぇくっ こけ くっしなとっしすゃせゃぇとぇ ゃっつっ おぇぉっかくぇ すっかっゃういうは 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃけょっくけ けす [せきはくぇ ╋うさつっゃぇ, ういょうさゃぇ こなさゃぇすぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ くぇ ゅさぇょぇ. ′ぇ さっょぇおちうけくくうは すっかっそけく すけゅぇゃぇ 
いゃなくはす しなしっょう, おけうすけ たゃなさかはす ぉけきぉぇすぇ: うしすうくしおぇすぇ こなさ-
ゃぇ 『ぇさうちぇ  [けいぇ  ょっそうかうさぇかぇ ゃ こさぇいくうつくけすけ こなさゃけ てっしす-
ゃうっ ゃ ゅさぇょぇ こさっい ょぇかっつくぇすぇ 1968 ゅけょうくぇ くっ っ...  すぇいう, 
いぇ おけはすけ しっ っ くけしうかぇ ゅさぇょしおぇすぇ きなかゃぇ, ぇ ょさせゅぇ - すうたぇ, 
しおさけきくぇ あっくぇ, きぇえおぇ くぇ ょゃっ ょっちぇ. ╇いかはいかぇ ういゃなく しっゅぇ 
しなとっしすゃせゃぇとうは  こさけすけおけか, ぉっい おぇおゃうすけ う ょぇ っ ちぇさしおう 
ぇすさうぉせすう, こぇいっくう ゃ しっきっえくうは ょけき. 
╆ぇ [ぇょおぇ  ╃けぉさっゃぇ 》さうしすけゃぇ あうゃけすなす すけゅぇゃぇ しっ こさっけ-

ぉさなとぇ.  
‶けゃっつっ けす 30 ゅけょうくう しかっょ くっえくけすけ “ちぇさしすゃぇくっ”, ゃしなと-

くけしす は いぇしすうゅぇ ゅさぇょしおぇすぇ しかぇゃぇ, おけゅぇすけ くぇ ゃさぇすぇすぇ え いゃな-
くはす さっこけさすっさう, いぇ ょぇ こけおぇあぇす くぇ ╉ぇいぇくかなお う しゃっすぇ いぇぉ-
さぇゃっくぇすぇ きせ こなさゃぇ ちぇさうちぇ けす ょぇかっつくぇすぇ 1968 ゅけょうくぇ.
╃くっし こなさゃぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお っ とぇしすかうゃぇ 

ぉぇぉぇ くぇ 4 ゃくせちう う っょくけ こさぇゃくせつっ, くぇ こさぇゅぇ くぇ しゃけはすぇ 70-
すぇ ゅけょうてくうくぇ, おけはすけ とっ こさぇいくせゃぇ し ぉかういおう しぇきけ しっょきうちぇ 
しかっょ のぉうかっえくうは こさぇいくうお くぇ さけいぇすぇ すぇいう ゅけょうくぇ.  
¨すゃなょ ゃさっきっすけ, おけっすけ [ぇょおぇ 》さうしすけゃぇ こさっおぇさゃぇ ゃ ょけきぇ 

しう しさっょ ゃくせちう う こさぇゃくせお, しぇ ぇくゅぇあうきっくすうすっ こけ おけくそせすけ 
ゃ おさぇは くぇ ╀せいけゃゅさぇょ.  ╁ すけいう しっいけく すぇき うきぇ きくけゅけ さぇぉけすぇ 
う しう こけつうゃぇき, けすゃなょ ゃしうつおけ, おけっすけ こなかくう あうゃけすぇ くう し 
きくけゅけ てせき, こさういくぇゃぇ, いぇこぇいうかぇ つぇさぇ くぇ ゅけょうくうすっ う たせ-
ぉけしすすぇ しう, こなさゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ.

Една от трите снимки в албума на Радка като първата Царица Роза
сн. личен архив
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„╆ぇぉさぇゃっくぇすぇ ゃけえくぇ” – おくうゅぇすぇ-っくちうおかけこっょうは いぇ 
╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ ぉっ こさっょしすぇゃっくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  こさっょ ぉう-
ゃてう ゃけっくくう, うしすけさうちう, きくけゅけ ゅさぇあょぇくう. ′っえくけすけ こさっょ-
しすぇゃはくっ ぉっ しゃけっけぉさぇいっく さっゃっさぇくし くぇ っょうく けす ぇゃすけさうすっ え 
- おぇさょうけかけゅなす こさけそ. ╂っくつけ ′ぇつっゃ, おなき しゃけうすっ しなゅさぇあょぇ-
くう. ╃させゅうはす ぇゃすけさ くぇ おくうゅぇすぇ っ しけぉしすゃっくうおなす くぇ うくそけさ-
きぇちうけくくぇすぇ ぇゅっくちうは ”《けおせし” ╉さぇしうきうさ 〉いせくけゃ. 
『っくくけすけ ういょぇくうっ, くぇ しこっちうぇかくぇ たぇさすうは, しなょなさあぇ うく-

そけさきぇちうは いぇ ちはかぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ  ぇさきうは - くぇょ 400 たうかは-
ょう ょせてう, せつぇしすゃぇかう ゃ ╀ぇかおぇくしおうすっ ゃけえくう, いぇ けすょっかくうすっ 
こけょさぇいょっかっくうは, すったくうすっ おけきぇくょうさう, おさぇすおけ けこうしぇくうっ くぇ 
しさぇあっくうはすぇ う きくけゅけ, ういおかのつうすっかくけ さっょおう, しくうきおう, おぇさ-
すうつおう.
╆くぇつうきけしすすぇ う くっこさったけょくけしすすぇ くぇ おくうゅぇすぇ いぇ うしすけさうはすぇ 

っ う ゃ すけゃぇ, つっ すは しなょなさあぇ  ゃしうつおう たうきくう, ぉけえくう きぇさてけゃっ 
う そけすけしう くぇ いくぇきっくぇすぇ くぇ ょさせあうくうすっ う こけかおけゃっすっ, せつぇしす-
ゃぇかう ゃ しさぇあっくうはすぇ, こけょつっさすぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ 
え うしすけさうおなす ょ-さ ╉けしぬけ ╆ぇさっゃ. 
„》けょうき こけ せかうちう し うきっくぇ, おけうすけ くうとけ くっ くう ゅけゃけさはす, 

ぇ すけゃぇ しぇ うきっくぇ, けつっさすぇゃぇとう ゅさぇくうちうすっ くぇ  ょせたけゃくぇ 
╀なかゅぇさうは, くっ くぇ すぇいう, ゃ おけはすけ あうゃっっき しっゅぇ. ′うっ しきっ けす 
しすさぇくぇすぇ くぇ いぇょなかあっくうすっ う ぉう しかっょゃぇかけ ょぇ しきっ いくぇっとう, 
くけ くっ しきっ, いぇすけゃぇ しっ う さけょう すぇいう おくうゅぇ”, おぇいぇ こけ ゃさっきっ 
くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ え ゃ ╉ぇいぇくかなお こさけそ. ╂っくつけ ′ぇつっゃ. 〈けえ 
けこさっょっかう おくうゅぇすぇ „╆ぇぉさぇゃっくぇすぇ ゃけえくぇ” おぇすけ „しぇきけ っょくぇ 
おさぇつおぇ けす こなすは おなき こぇきっすすぇ くう”. 
‶け ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ おくうゅぇすぇ, おけはすけ きくけいうくぇ 

こさうしなしすゃぇとう けこさっょっかうたぇ おぇすけ せつっぉくうお いぇ こぇすさうけすうつくけ 
ゃないこうすぇくうっ, ぉはたぇ くぇゅさぇょっくう  ゅさぇあょぇくう う ′‶¨ いぇ ぇおすうゃ-
くぇすぇ うき さぇぉけすぇ こけ くぇちうけくぇかくけすけ  つっしすゃぇくっ くぇ 100 ゅけょうくう 
けす ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ. 
                                                                 ╃っかはくぇ  ╀けぉっゃぇ 

〈]╅╉╊╋[╅【╅ ╆╊′『╅╆《【¨を╅ 〉╅『╅』〉╅]╅ 
〉╅╉ ╉╇╅ 》ぇ【¨ 》『╊′ [『¨′╅【╅

╉かしひて せあ すしあおけてか いひしえあちけ せあ うひくちあつて 10-19 えそおけせけ か 9.4% たちけ 11% つちかおせそ くあ ╊』

』けしあてあ せあ たそしけてけさあてあ, そつうかせ う おそうかちけかてそ, か け う たちけかすつてうかせそつててあ すかきおと たそさそしかせけみてあ 

‶けゃっつっ けす ょゃぇ こなすう しっ 
っ せゃっかうつうか ょっかなす くぇ 

ぉっいさぇぉけすくうすっ きかぇょっあう ゃ 
╀なかゅぇさうは いぇ こけしかっょくうすっ 5 
ゅけょうくう, こけおぇいゃぇす ょぇくくう くぇ 
ういしかっょゃぇくっ,  こけさなつぇくぇ けす 
╋╉╀ ぃくうけくぉぇくお. ‶さっい 2008 
ゅ. すは っ ぉうかぇ 11.9%, ぇ いぇ 
2012 ゅ. っ 28.1% こさう しさっょくけ 
22.8% いぇ ╄],  しけつう ぇくぇかう-
いなす. 
 ╁ しなとけすけ ゃさっきっ こさけょなか-

あぇゃぇ う すさっゃけあくぇすぇ すっくょっく-
ちうは いぇ せゃっかうつっくうっ くぇ さなしすぇ 
くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ おぇすけ ちはかけ 
ゃ しすさぇくぇすぇ, ゃ すけゃぇ つうしかけ う 
ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶け 
ょぇくくう くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇ-

》╅『¨【╊ ′╅ ╇【《『╅ 》╊〉』¨っ... ぁ】╇』【╇╅〈 』╊ [╅【《 ぁ¨『╅[,
[《‶【《 ¨〈╅ [╅[╇《 ╉╅ 〉╅】ぁ¨ 《【 ｠《『╅【╅

』]╊╉ 21-╇¨ 〉《╊〈╇『¨ ╈】╆¨〈 
》『╅╇╅ 《【 ]¨｠╇《【《ぁ[¨【╊?

...╇╊ぁ╊ 『╅╆《【¨〈 ′╅ 』╊╆╊ 』¨
]さっょくけ こけ 1123 かゃ. うきぇす けしうゅせさっくうすっ こけ こぇさすうょうすっ しう ゃ せくうゃっさしぇかくう こっくしうけくくう そけく-

ょけゃっ おなき おさぇは くぇ 2011 ゅ., けす おけうすけ しかっょ ょっしっすうくぇ ゅけょうくう とっ いぇこけつくっ こかぇとぇくっすけ くぇ ゃすけさぇ 
こっくしうは. ]せきぇすぇ, しなぉさぇくぇ すぇき ょけ きけきっくすぇ, っ しなし 169 かゃ. こけゃっつっ しこさはきけ ゅけょうくぇ こさっょう すけゃぇ. 
‶ぇお こけ けそうちうぇかくう ょぇくくう くぇ ′]╇, ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇえ-きくけゅけ こぇさう っ うきぇかけ こけ 
しきっすおうすっ くぇ きなあっすっ きっあょせ 45 う 49 ゅ. - しさっょくけ こけ 1555 かゃ.
¨しゃっく くぇきぇかっかうすっ こぇさう ゃ うくょうゃうょせぇかくうすっ こぇさすうょう くぇ たけさぇすぇ いぇ ゃすけさぇ こっくしうは, くぇきぇかっ-

くうっ くぇ こぇさうすっ ゃ うくょうゃうょせぇかくうすっ こぇさすうょう  しっ けすつうすぇ う  ゃ こさけそっしうけくぇかくうすっ したっきう, ゃ おけうすけ 
しっ けしうゅせさはゃぇす さぇぉけすっとうすっ すさせょ けす こなさゃぇ う ゃすけさぇ おぇすっゅけさうは, おけうすけ しぇ し こさぇゃけ くぇ さぇくくけ こっく-
しうけくうさぇくっ. ╁ おさぇは くぇ 2012 ゅけょうくぇ すぇいう しせきぇ っ ぉうかぇ 2080 かゃ., ぇ ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ - 2204 かゃ.
╁なこさっおう すけゃぇ, くぇすさせこゃぇくうはすぇ しぇ ぉかういけ ょゃぇ こなすう こけ-ゅけかっきう しこさはきけ せくうゃっさしぇかくうすっ したっきう 

いぇさぇょう こけ-ゅけかっきうは さぇいきっさ くぇ ゃくけしおうすっ う こけ-ゃうしけおうは けしうゅせさうすっかっく ょけたけょ くぇ さぇぉけすっとうすっ 
こさう ゃさっょくう せしかけゃうは.
]なゅかぇしくけ ╉けょっおしぇ いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ, こさけそっしうけくぇかくうすっ そけくょけゃっ すさはぉゃぇ ょぇ いぇこけつ-

くぇす ょぇ こかぇとぇす さぇくくう こっくしうう くぇ きうくぬけさう, きっすぇかせさいう, たうきうちう けす 2015 ゅ. 〈ぇおうゃぇ さぇくくう こっく-
しうう すっ とっ こけかせつぇゃぇす, ょけおぇすけ くぇゃなさてぇす けぉとぇすぇ こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす. ]っゅぇ きなあっすっ, さぇぉけすっとう 
くぇ こなさゃぇ おぇすっゅけさうは すさせょ, きけゅぇす ょぇ こさっおさぇすはす おぇさうっさぇすぇ しう 11 ゅ. こけ-さぇくけ, ぇ あっくうすっ - 13 ゅ. 
こけ-さぇくけ.
             

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

2246 しぇ ゅさぇあょぇくうすっ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おけうすけ うきぇす こさぇゃぇ こけ ╆ぇおけくぇ いぇ せさっあょぇくっ 
こさぇゃぇすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ し きくけゅけゅけょうてくう あう-
かうとくけ-しこっしすけゃくう ゃかけゅけゃっ. ¨す すはた 1491 しぇ 
こけかせつうかう しゃけうすっ けぉっいとっすっくうは, けしすぇゃぇす 755 
こさぇゃけうきぇとう, けす おけうすけ 82 しぇ しっ さっゅうしすさう-
さぇかう. ¨しすぇくぇかうすっ 673 ゅさぇあょぇくう すさはぉゃぇ 
ょぇ いぇこけつくぇす しすさけうすっかしすゃけ うかう ょぇ しおかのつぇす 
しょっかおぇ いぇ こけおせこおぇ くぇ あうかうとっ ょけ 21 くけっき-
ゃさう す.ゅ. ]かっょ すぇいう ょぇすぇ すっ ゅせぉはす こさぇゃぇすぇ しう. 
]ぇきけすけ ういこかぇとぇくっ くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ とっ 
しすぇゃぇ ょけ 31  ょっおっきゃさう 2019 ゅ., しかっょ おけっすけ 
いぇおけくなす こさうおかのつゃぇ しゃけっすけ ょっえしすゃうっ.
╁ きけきっくすぇ しっ ういこかぇとぇす けぉっいとっすっくうは くぇ 

ゅさぇあょぇくう, さっゅうしすさうさぇかう しっ こさっい 2010 ゅ., 
けぉはしくう いぇきっしすくうお-おきっすなす ‶っすなさ ╉けしっゃ. 

‶さっい 2013 ゅけょうくぇ ょっくはす くぇ しゃけぉけょぇ けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ ぉっ 
くぇしうすっく う し ういゃっしすくぇ ょけいぇ  うさけくうは, すなえ おぇすけ しなゃこぇょくぇ し 
╃っくは くぇ すさせょぇ – 1-ゃう きぇえ, すさぇょうちうけくくけ くっさぇぉけすっく ょっく せ 
くぇし.
′ぇ こさぇおすうおぇ, けぉぇつっ, “つうしすっくっすけ くう” けすおなき ぇくゅぇあうきっくすう 

おなき たぇいくぇすぇ くぇしすなこう 5 ょくう こけ-おなしくけ, くぇ 5-すう きぇえ, すなえ おぇすけ 
しっ こさっういつうしかはゃぇす う こぇさうすっ けす っゃさけこっえしおう そけくょけゃっ, おけうすけ 
くっ ういかういぇす ょうさっおすくけ けす ょあけぉぇ くぇ ょぇくなおけこかぇすっちぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは, くけ しなとけ ゃうしはす くぇ しきっすおうすっ くう. 〈っいう 5 ょくう こけ-さぇくけ うかう 
こけ-おなしくけ とっ ぉなょぇす けすさぇぉけすっくう ゃ こけかいぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ う くうっ 
ゅう くぇさうつぇきっ „ょくう いぇ けすさぇぉけすゃぇくっ“.
〈ぇおぇ くぇ こさぇおすうおぇ っあっゅけょくけ ゃ ╀なかゅぇさうは しこうさぇきっ ょぇ さぇぉけ-

すうき いぇ ょなさあぇゃぇすぇ う いぇこけつゃぇきっ いぇ くぇし こさぇおすうつっしおう ゃ こなさ-
ゃぇすぇ ょっしっすょくっゃおぇ くぇ きぇえ. ╁さっきっすけ しっ ういつうしかはゃぇ くぇ ぉぇいぇ 
しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ う さぇいきっさぇ くぇ ょぇくなつくぇすぇ すっあっしす, 
おぇおすけ う ぉさけは さぇぉけすくう ょくう. 
]こけさっょ ういつうしかっくうはすぇ くぇ っおしこっさすうすっ けす ╇くしすうすせすぇ こけ こぇ-

いぇさくぇ うおけくけきうおぇ, おけうすけ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ こさっういつうしかはゃぇす さっぇか-
くけ さぇぉけすっくうすっ ょくう けす ぉなかゅぇさうすっ いぇ さぇいかうつくう ょぇくなちう, けしう-
ゅせさけゃおう う ょさせゅう ぇくゅぇあうきっくすう おなき たぇいくぇすぇ, くぇえ-きくけゅけ ょくう 
こさっい 2013 ゅ. とっ けすょっかうき, いぇ ょぇ こけこなかくうき こさうたけょうすっ けす ╃╃] 
– 35 ょくう. ╆ぇ こさうたけょうすっ けす ぇおちういう とっ しぇ くう くせあくう 19 ょくう. 
╆ぇ けしうゅせさけゃおうすっ とっ くう すさはぉゃぇす 27 ょくう, けす おけうすけ 19 ょくう 
いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ う 8 ょくう いぇ いょさぇゃくけ. ‶さうたけょうすっ 
けす こけょけたけょくうすっ ょぇくなちう とっ こけこなかくうき いぇ 11 ょくう, ぇ すっいう けす 
おけさこけさぇすうゃくう ょぇくなちう – いぇ 7 ょくう. ╃させゅう 7 ょくう とっ さぇぉけすうき, 
しぇきけ いぇ ょぇ しう こかぇすうき ょなさあぇゃくうすっ う けぉとうくしおう すぇおしう. ╇きせ-
とっしすゃっくうすっ ょぇくなちう とっ くう おけしすゃぇす 3 ょくう.
╄ょゃぇ しかっょ おぇすけ  しっ こけすさせょうき, いぇ ょぇ しう こかぇすうき ゃしうつおけ すけゃぇ, 

さっぇかくけ こぇさうすっ くう とっ けすうゃぇす いぇ しけぉしすゃっくうすっ くう う くぇ しっきっえ-
しすゃぇすぇ くせあょう. ′はおなょっ しさっょ すけいう けしすぇすなお こけ-おなしきっすかううすっ けす 
くぇし きけあっ う ょぇ きけゅぇす ょぇ しこっしすはす “ぉっかう こぇさう いぇ つっさくう ょくう”. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

‶さっい 2009 ゅ. ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ ういこかぇ-
すっくう 236 000 かゃ. けぉっいとっすっくうは こけ ╆ぇおけくぇ いぇ 
せさっあょぇくっ こさぇゃぇすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ し きくけゅけ-
ゅけょうてくう あうかうとくけ-しこっしすけゃくう ゃかけゅけゃっ, こさっい 
2010 ゅ. - 265 000 かゃ., 2011 ゅ. - 112 000 かゃ., 
2012 ゅ. - 183 000 かゃ., ぇ こさっい 2013 ゅ. - 109 
000 かゃ.
‶けょぇゃぇくっ くぇ ょけおせきっくすう いぇ さっゅうしすさぇちうは くぇ 

ゅさぇあょぇくうすっ し きくけゅけゅけょうてくう あうかうとくけ-しこっし-
すけゃくう ゃかけゅけゃっ しっ ういゃなさてゃぇ ゃ ╇くそけさきぇちうけく-
くうは ちっくすなさ いぇ せしかせゅう くぇ ゅさぇあょぇくうすっ ゃ ちっく-
すさぇかくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゅうてっ 
わ 7 „¨ぉとうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす“, ぉせか. „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ“ 6.

                            ╇くそけさきぇちうはすぇ っ こさっ
ょけしすぇゃっくぇ けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

〈けえ しっ おぇいゃぇ 》ぇかうか ╊っすうそけゃ う っ くぇ 34 ゅけょうくう. ]こけ-
さっょ しうきゃけかうおぇすぇ ゃ すせさしおうすっ うきっくぇ, くっゅけゃけすけ しっ こさっ-
ゃっあょぇ おぇすけ “ょけぉさはお”.  ‶さっょしすぇゃうすっか くぇ いけょうは ¨ゃっく, 
くけ すゃなさょう, つっ ゃ あうゃけすぇ しう しっ しすぇさぇっ ょぇ くっ ゃなさゃう し 
さけゅぇすぇ くぇこさっょ. ¨とっ こけゃっつっ, つっ う こけかうすうおぇすぇ, くぇ 
おけはすけ しっ っ こけしゃっすうか, ゅけ っ くぇせつうかぇ, つっ こけょけぉくけ ょっえしす-
ゃうっ くっ くけしう ょけぉさけ. 
 ╁ きぇかおけすけ しゃけぉけょくけ ゃさっきっ つっすっ. ‶けしかっょくぇすぇ おくう-

ゅぇ, おけはすけ ゅけ っ さぇいすなさしうかぇ, っ “╋うすけかけゅうは くぇ せしこったぇ” 
くぇ ╇ゃぇく ╂ぇぉっさけゃ.  
 ¨ぉうつぇ こさうさけょぇすぇ.
╆ぇゃなさてうか っ ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ ‶かけゃょうしおうは 

せくうゃっさしうすっす - ]すけこぇくしおけ せこさぇゃかっくうっ. ‶さっい 2008-きぇ 
ゅけょうくぇ っ いぇゃなさてうか う ぉなかゅぇさしおけすけ せつうかうとっ いぇ こけかう-
すうおぇ “╃うきうすなさ  ‶ぇくうちぇ” おなき ]なゃっすぇ くぇ ╄ゃさけこぇ. 
╀ぇとぇ っ くぇ 4-ゅけょうてっく しうく 》ぇかっす /ゃけうく/, ぇ こさっい のかう 

けつぇおゃぇ う ゃすけさけすけ しう ょっすっ. ¨す くはおけかおけ ゅけょうくう しこけょっ-
かは あうゃけすぇ しう し ′っゃうく - ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ ]ゃうとけゃしおぇ-
すぇ ]すけこぇくしおぇ ぇおぇょっきうは. 
[けょっく っ ゃ ]きけかはく, くけ けす 1992 ゅけょうくぇ あうゃっっ しなし 

しっきっえしすゃけすけ しう ゃ 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ. [けょうすっかうすっ 
きせ しっ いぇくうきぇゃぇす しなし いっきっょっかうっ う しすさけうすっかしすゃけ. ¨す 
20-ゅけょうてっく っ つかっく くぇ ╃‶], ぉうか っ こさっょしっょぇすっか くぇ 
¨ぉかぇしすくうは しなゃっす くぇ きかぇょっあおけすけ ╃‶], ょゃぇ きぇくょぇすぇ 
っ こさっょしっょぇすっか う くぇ ¨ぉかぇしすくうは しなゃっす くぇ ╃‶]. ╉ぇくょう-
ょぇす-ょっこせすぇす っ けす ╃‶] いぇ  ゃすけさう こなす. 
 ╃ゃぇ きぇくょぇすぇ っ う けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ╃‶]. 〈ゃなさ-

ょう, つっ, ぇおけ うきぇ ゃないきけあくけしす, くっ ぉう あうゃはか ゃ しすけかうちぇ-
すぇ. ╇しおぇ しうくけゃっすっ きせ ょぇ さぇしすぇす くぇ しっかけ. 
 ╆ぇっょくけ し ぉさぇす しう  しっ いぇくうきぇゃぇす  し こかけょけゃっ う いっかっく-

つせちう, いっきっょっかうっ う すなさゅけゃうは. 

╋くっくうっ: 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ -
‶さっょしっょぇすっか くぇ
ゅさせこぇすぇ
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお

-  ╂-く ╊っすうそけゃ, すゃなさょう-
すっ, つっ ╃‶] とっ うきぇ こけさっ-
ょっく ゅけかはき せしこった う くぇ すっいう 
ういぉけさう. ╋けすうゃうすっ ╁う いぇ 
すけゃぇ? 
- ′はおけかおけ しぇ こさうつうくうすっ いぇ 

すけゃぇ: くぇ こなさゃけ きはしすけ, いぇとけすけ 
╃‶] いぇかぇゅぇ くぇ きかぇょうすっ たけさぇ 
う すはたくけすけ くけせ-たぇせ こけ けすくけてっ-
くうっ くぇ こけかうすうおぇすぇ う くぇえ-ゃっ-
つっ おなき すはたくぇすぇ くっけこっすくっくけしす. 
〈けゃぇ, ゃしなとくけしす, っ う っょうく けす 
ゅけかっきうすっ こさけぉかっきう くぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ こけかうすうおぇ. ╁ すけいう 
しきうしなか ゃうあょぇき う きけはすぇ さけかは: 
ょぇ ょぇき しゃけは こさうくけし う こさうきっさ 
う ょぇ けこさぇゃょぇは ょけゃっさうっすけ くぇ 
たけさぇすぇ. ╋うしかは, つっ けしくけゃくうはす 
こさけぉかっき くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こけ-
かうすうおぇ う ぉなかゅぇさしおうすっ うくしすう-
すせちうう っ うきっくくけ ゃ かうこしぇすぇ くぇ 
ょけゃっさうっ. ╉けきこさけきっすうさぇくう しぇ. 
‶さけしすけ, ぉなかゅぇさしおうすっ ゅさぇあょぇ-
くう くっ ゃはさゃぇす くぇ うくしすうすせちううすっ 
う すけゃぇ っ っょうく けす けしくけゃくうすっ う 
きくけゅけ しっさうけいくう こさけぉかっきう いぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ くう. 〈けいう こさけぉかっき 
– くっょけゃっさうっすけ, さっそかっおすうさぇ 
きくけゅけ ょうさっおすくけ う ゃ ぉういくっしぇ,  
う ゃ しけちうぇかくけ-うおけくけきうつっしおうは 
う こけかうすうつっしおうは あうゃけす くぇ 
しすさぇくぇすぇ. ┿ ゃしうつおけ すけゃぇ せょさは 
う さっそかっおすうさぇ う ゃ ぉうすぇ くぇ たけ-

さぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ きうしかは, つっ けすすぇき 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ すさなゅくっ. ′ぇ  ゃすけ-
さけ きはしすけ - せぉっょっく しなき ゃ せしこっ-
たぇ, いぇとけすけ しきっ こけっかう ぇくゅぇ-
あうきっくすう, おけうすけ とっ しかっょゃぇきっ 
う けすしすけはゃぇきっ しすなこおぇ こけ しすなこ-
おぇ. 》けさぇすぇ くう こけしすぇゃうたぇ すっいう 
こさけぉかっきう う いぇょぇつう, ょかなあくう 
しきっ ょぇ  けこさぇゃょぇっき ょけゃっさうっすけ 
うき.  
- ╉なょっ ぉうたすっ  きけゅかう ょぇ しすっ 

こけかっいっく ゃ ぉなかゅぇさしおうは こぇさ-

かぇきっくす?
- ╉ぇすけ きかぇょ つけゃっお, しなき ょかな-

あっく ょぇ しっ せつぇ けす すっいう, し こけゃっ-
つっ けこうす こさっょう きっく. ╃ぇ しっ せつぇ 
こけしすけはくくけ.  ╁うあょぇき しっぉっ しう 
う こけかっいくけしすすぇ  しう ゃ あうゃぇすぇ う 
こけしすけはくくぇ ゃさないおぇ きっあょせ たけ-

さぇすぇ う すっいう, おけうすけ しないょぇゃぇす 
いぇおけくうすっ, ゃなゃ ゃさないおぇすぇ きっあ-
ょせ きぇかおうは う しさっょくうは ぉういくっし 
う いぇおけくけすゃけさちうすっ ゃ しすさぇくぇ-
すぇ: っょさうはす ぉういくっし う こさっおうすっ 
こさけぉかっきう くぇ たけさぇすぇ. ╁しうつおけ 
っ しゃなさいぇくけ: ゃなさゃう かう ぉういくっ-
しなす, さってぇゃぇす かう しっ こさけぉかっ-
きうすっ きせ, すけゃぇ とっ さっそかっおすう-
さぇ う ゃなさたせ たけさぇすぇ う すはたくぇすぇ 
こけおせこぇすっかくぇ しこけしけぉくけしす. 
′っとぇすぇ しっ くぇさっあょぇす. ╋けあっ 
う ょぇ こさけいゃせつう くっしおさけきくけ, くけ 
きうしかは, つっ こさうょけぉうたきっ - おぇすけ 
こぇさすうは, おぇすけ けさゅぇくういぇちうは, くっ 
きぇかおけ けこうす. ╇きぇきっ けしくけゃぇ-
くうは ょぇ しっ つせゃしすゃぇきっ ゅけすけゃう 
いぇ ゅけかはきぇすぇ いぇょぇつぇ, いぇ ょぇ けこ-
さぇゃょぇっき ょけゃっさうっすけ くぇ たけさぇ-
すぇ. ╆ぇとけすけ, くぇうしすうくぇ くぇ こなさ-
ゃけ きはしすけ - たけさぇすぇ くっ ゃはさゃぇす 
くぇ こけかうすうちうすっ う すけゃぇ っ こけさぇ-
ょう ゃしっ こけ-きぇかおけ しかせつゃぇとうすっ 
しっ こけかっいくう う ょけぉさう くっとぇ せ 
くぇし. ¨す  すぇいう ゅかっょくぇ すけつおぇ 
う くぇ ぉぇいぇ ゅけかっきうすっ くぇょっあょう 
くぇ たけさぇすぇ  さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ 
こさっょしすけう ゃ くけゃうは ぉなかゅぇさしおう 
こぇさかぇきっくす, っ しすさぇてくけ きくけゅけ.  
╉ぇおゃけすけ けす きっく いぇゃうしう, とっ ゅけ 
くぇこさぇゃは, いぇ ょぇ けすゅけゃけさは くぇ 
すっいう けつぇおゃぇくうは. [ぇいぉうさぇ しっ, 
ぇい しなき つぇしす けす っょくぇ しすさせおすせ-
さぇ , すぇおぇ うかう うくぇつっ, すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ しかっょゃぇす う こけっすうすっ ぇく-
ゅぇあうきっくすう くぇ くぇちうけくぇかくけ 
くうゃけ. ′っ きけあっ ょぇ しっ さぇぉけすう 
くぇ こぇさつっ. 
- ╉けえ っ くぇえ-ゅけかっきうはす 

こさけぉかっき くぇ たけさぇすぇ けす さっ-
ゅうけくぇ, おぇすけ ういおかのつうき けし-
くけゃくうは - かうこしぇすぇ くぇ ょけ-
ゃっさうっ おなき こけかうすうつっしおぇすぇ 
おかぇしぇ せ くぇし?
- ╃けゃっさうっすけ, ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ 

う くうしおうすっ ょけたけょう. 〈けゃぇ しぇ けし-
くけゃくうすっ こさけぉかっきう. 〈けゃぇ っ う 
こなさゃけすけ くっとけ, おけっすけ たけさぇすぇ 
こけしすぇゃはす. ‶けしかっ しかっょゃぇす くぇえ-
さぇいかうつくう こさけぉかっきう けす ぉうすけゃ 
たぇさぇおすっさ, うくそさぇしすさせおすせさぇ, 
おぇくぇかういぇちうは. ╁ 21-ゃう ゃっお 
すけゃぇ しっ けおぇいぇ ゅけかはき こさけぉかっき 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈ぇおなゃ っ こさけぉかっ-
きなす ゃ ╉けこさうくおぇ, おぇおすけ う ゃなゃ 
ゃしうつおう くぇしっかっくう きっしすぇ. ╃させゅ 
ゃぇあっく こさけぉかっき, おけえすけ しっ こけ-
しすぇゃは, っ すけいう し おせかすせさぇすぇ, 
いぇとけすけ きぇかおうすっ くぇしっかっくう 
きっしすぇ きくけゅけ けすょぇゃくぇ くはきぇす 
おせかすせさっく あうゃけす. ╇ すけいう こさけ-
ぉかっき くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ こけょちっくは-
ゃぇ, くっいぇゃうしうきけ けす ょさせゅうすっ 
すさせょくけしすう.
- ╁うっ くっ しすっ くけゃけ かうちっ 

いぇ ╃‶], ゃなこさっおう 34-すっ ╁う 
ゅけょうくう. ╁ すぇいう こさっょういぉけさ-
くぇ おぇきこぇくうは, けぉぇつっ, うきぇ 

くっとけ さぇいかうつくけ: ゃしうつおう 
こけかうすうつっしおう こぇさすうう いぇ-
かぇゅぇす しっさうけいくけ くぇ くけゃうすっ 
かうちぇ ゃ かうしすうすっ しう. ]こけさっょ 
╁ぇし, すけゃぇ おけい うかう おぇこぇく 
とっ っ いぇ こけかうすうつっしおうすっ 
しうかう, ういかなつうかう いくぇつうすっ-

っすけしすすぇ, ゃ おさぇは くぇ そっゃさせぇさう すは っ 11% ゃ けぉかぇしすすぇ. [っゅうしすさうさぇくうすっ ぉっいさぇぉけすくう ゃ けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こさっい そっゃさせぇさう しぇ ぉうかう 16 284 ょせてう. ╆ぇ きうくぇかうは きっしっち さぇゃくうとっすけ くぇ ぉっい-
さぇぉけすうちぇすぇ ゃ けぉかぇしすすぇ っ し けおけかけ 1 こせくおす こけ-くうしおけ しこさはきけ しさっょくけすけ いぇ しすさぇくぇすぇ, おけっすけ っ 
11,96 %. ̈ す けぉとうくうすっ ゃ けぉかぇしすすぇ し くぇえ-くうしおけ くうゃけ くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ こさっい そっゃさせぇさう っ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ - 7,3 %, ぇ し くぇえ-ゃうしけおけ - ′うおけかぇっゃけ し 59 %. ╃させゅう けぉとうくう し きくけゅけ ゃうしけおぇ ぉっいさぇ-
ぉけすうちぇ しぇ ╋なゅかうあ, ╂せさおけゃけ う 』うさこぇく. ]さっょ ぉっいさぇぉけすくうすっ しっ いぇこぇいゃぇ ょけきうくうさぇとうはす ょはか くぇ 
あっくうすっ - 55,4 %., おぇおすけ う くぇ きかぇょうすっ たけさぇ ょけ 29 ゅけょうくう.  
]さっょ すはた こさっけぉかぇょぇゃぇす うかう くうしおけ けぉさぇいけゃぇくうすっ, うかう きかぇょっあうすっ し けぉさぇいけゃぇくうっ, くけ ぉっい 

すさせょけゃ しすぇあ. ╁なこさっおう きっさおうすっ, こさっょこさうっすう いぇ しすうきせかうさぇくっ くぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ きかぇょっあう こけ 
こさけっおすう いぇ こなさゃぇ  さぇぉけすぇ, すさっゃけゅぇすぇ いぇ ゃうしけおうは こさけちっくす ぉっいさぇぉけすくう けぉさぇいけゃぇくう きかぇょっあう 
けしすぇゃぇ. 
┿くぇかういなす くぇ ╋╉╀ ぃくうけくぉぇくお こけおぇいゃぇ けとっ, つっ せ くぇし けぉさぇいけゃぇくうっすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ 

ゃないこさうっきぇ おぇすけ つぇしす けす あうゃけすぇ くぇ つけゃっお, ぇ くっ おぇすけ こさけちっし, おけえすけ こさけょなかあぇゃぇ こさっい ちっかうは 
きせ すさせょけゃ しすぇあ. ]こけさっょ しすぇすうしすうおぇすぇ, こさけちっくすなす くぇ ぉなかゅぇさうすっ, おけうすけ しっ けぉせつぇゃぇす ゃなゃ ゃない-
さぇしすけゃうは うくすっさゃぇか 18-24 ゅけょうくう, っ 40.8% おぇすけ ょはか ゃ けぉとけすけ くぇしっかっくうっ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
ゃ ╄] すけいう ょはか っ ぉかういけ 53%, ぇ ゃ 》けかぇくょうは ょけさう ょけしすうゅぇ 68%.
]かっょ おぇすけ いぇこけつくぇす さぇぉけすぇ, ゃしっ こけ-きぇかおけ ぉなかゅぇさう けすょっかはす ゃさっきっ, いぇ ょぇ こさけょなかあぇす ょぇ しっ 

けぉせつぇゃぇす. 
]こけさっょ しすぇすうしすうおぇすぇ, っょゃぇ 4.4% けす くぇてうすっ しなくぇさけょくうちう くぇ ゃないさぇしす 24-35 ゅけょうくう こさけ-

ょなかあぇゃぇす ょぇ しっ おゃぇかうそうちうさぇす. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ ょけこなかくうすっかくう けぉさぇいけゃぇすっかくう しすっこっくう う 
おゃぇかうそうおぇちうは う ょさせゅう そけさきう くぇ けぉせつっくうっ こさっきうくぇゃぇす ぉかういけ 15% けす くぇしっかっくうっすけ くぇ ╄], 
おぇすけ ゃ 【ゃっえちぇさうは, 【ゃっちうは, 《うくかぇくょうは すけいう こさけちっくす くぇょたゃなさかは 35%.

〈さうぉせくぇ  ┿さしっくぇか

｠あしけし ]かてけなそう:

╋けゅぇ しぇきけ ょぇ しなあぇかは-
ゃぇき, つっ こけ しすっつっくうっ くぇ 
けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ くぇいぇょ ゃ 
ゅけょうくうすっ, ょくっし 》ぇかうか ╊っ-
すうそけゃ くっ っ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ 
くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ゅさぇ-
ょぇ. ╆ぇとけすけ すけえ うきぇ ゃしうつ-
おう おぇつっしすゃぇ う ょけしすけえくしすゃぇ 
くぇ こさけそっしうけくぇかくけ こけょ-
ゅけすゃっくうは つけゃっお, せきっっと ょぇ 
ゃうあょぇ くぇこさっょ ゃなゃ ゃさっきっ-
すけ. 》けさぇ, おぇおゃうすけ うきぇきっ う 
すなさしうき ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おし-
こっさすうすっ.  
] つけゃっお おぇすけ 》ぇかうか たけ-

さぇすぇ けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
うきぇす さっぇかくけ しゃけっ こさっょしすぇ-
ゃうすっかしすゃけ ゃ きっしすくうは こぇさ-
かぇきっくす. ′っとけ こけゃっつっ, ゃ 

くっゅけゃけ かうちっ ぉうたぇ うきぇかう う っょうく ょけしすけっく いぇとうすくうお 
くぇ すったくうすっ くせあょう ゃ ぉなかゅぇさしおうは こぇさかぇきっくす. ╇ ゃ すけいう 
しきうしなか うしおさっくけ きせ こけあっかぇゃぇき せしこった. 
‶けいくぇゃぇき 》ぇかうか けす 7 ゅけょうくう, こけいくぇゃぇき う しっきっえ-

しすゃけすけ きせ. ╁こっつぇすかっく しなき けす すけゃぇ, つっ, ゃなこさっおう きかぇ-
ょけしすすぇ しう, すけえ っ ょなかぉけおけ ゃくうおくぇか ゃ しなとうくしおうすっ 
こさけぉかっきう くぇ こけかうすうおぇすぇ, さぇいぉうさぇ, つっ すは くっ っ うく-
しすさせきっくす いぇ かうつくう けぉかぇゅう, ぇ ゃないきけあくけしす, くぇつうく ょぇ 
こけきけゅくって いぇ さってぇゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ けぉとっ-
しすゃけすけ おぇすけ ちはかけ う けすすぇき - くぇ けすょっかくうは つけゃっお. 〈けえ 
くっゃっさけはすくけ ょけぉさっ しゃなさいゃぇ さっぇかくけしすすぇ くぇ つけゃっておうは 
あうゃけす し すけつくぇすぇ こけかうすうおぇ, おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃけょう, 
いぇ ょぇ しすぇくっ すぇいう さっぇかくけしす こけくけしうきぇ う こけ-ょけぉさぇ いぇ 
ゃしうつおう. 〉きっっ ょぇ しゃなさいゃぇ こさけぉかっきうすっ, ょぇ くぇこうこぇ 
こせかしぇ くぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ あうゃっっ. 
╆ぇ さぇいかうおぇ けす きくけゅけ ょさせゅう おけかっゅう – けぉとうくしおう しな-

ゃっすくうちう, 》ぇかうか ╊っすうそけゃ っ けす すっいう, ゃ おけうすけ うきぇ ゅけ-
かはきぇ くぇょっあょぇ - すけえ さぇぉけすう しなさちぇすけ, し あっかぇくうっ う いぇ-
すけゃぇ っ こけかっいっく しなし しゃけうすっ こさっょかけあっくうは, しゃなさいぇくう し 
さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉとうくぇすぇ. ╃うぇかけゅうつっく, おけくしすさせおすう-
ゃっく, さぇいしなょかうゃ う しけちうぇかくけ ぇくゅぇあうさぇく きかぇょ つけゃっお.  
〉しこったなす くぇ 》ぇかうか ╊っすうそけゃ とっ っ せしこった  いぇ  ゃしうつおう けす 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, すなえ おぇすけ ゃ くっゅけゃけ かうちっ くぇてうすっ 
しなゅさぇあょぇくう ぉうたぇ うきぇかう っょうく うしすうくしおう しゃけえ こさっょ-
しすぇゃうすっか ゃ ぉなかゅぇさしおうは こぇさかぇきっくす! 

かっく こさけちっくす きかぇょう たけさぇ 
いぇ かうしすうすっ しう? 
- ′っ ゃはさゃぇき ょぇ っ おぇこぇく. 

〈さはぉゃぇ ょぇ っ おけい - けす ゅかっょくぇ 
すけつおぇ くぇ こけかうすうおぇすぇ, おけは-
すけ ╃‶] こさけゃっあょぇ う おけはすけ 
くぇてうはす こけつっすっく こさっょしっょぇ-
すっか ┿たきっょ ╃けゅぇく くう いぇゃっとぇ. 
〈さはぉゃぇ ょぇ こさうこけきくは っょくけ 
くっゅけゃけ ういおぇいゃぇくっ, こさっょう ょぇ 
くぇこせしくっ こけしすぇ. 〈けえ おぇいぇ: 
„┿おけ ╃‶] くっ しっ しこさぇゃう う ぉっい 
きっく, すけ すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ ぇい 
しなき しっ こさけゃぇかうか”.  ┿おけ っょくぇ 
こぇさすうは,  っょくぇ かうくうは うかう こけ-
かうすうおぇ しっ こさけゃぇかはす しぇきけ こけ-
さぇょう かうこしぇすぇ くぇ  っょうく つけゃっお 
うかう かうこしぇすぇ くぇ つせゃぇっきけしす, 
すけ すけゃぇ おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ - つっ 
くはきぇ こさうっきしすゃっくけしす. ] すけいう 
ゅけかはき あっしす, おけえすけ くぇてうはす こけ-
つっすっく こさっょしっょぇすっか ┿たきっょ ╃け-
ゅぇく くぇこさぇゃう, けすすっゅかはえおう しっ ゃ 
こけかいぇ くぇ ╊のすゃう ╋っしすぇく, すけえ 
こけおぇいぇ, つっ ょぇゃぇ こなす くぇ きかぇ-
ょうすっ, くぇ くけゃうすっ かうちぇ ゃ こぇさすう-
はすぇ, くぇ おけうすけ ゃはさゃぇ, いぇとけすけ 
しぇ ょけしすぇすなつくけ こけょゅけすゃっくう いぇ 
ゅけかっきうすっ いぇょぇつう. [ぇいぉうさぇ しっ, 
つっ くけゃうすっ かうちぇ きけあっ う ょぇ しぇ 
くけあ し ょゃっ けしすさうっすぇ, いぇすけゃぇ 
ぉぇかぇくしなす すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇきっさう 
う すけえ っ いぇょなかあうすっかっく. ′けゃう-
すっ う きかぇょう かうちぇ くっ けいくぇつぇゃぇす 
くっこさっきっくくけ, つっ ゅぇさぇくすうさぇす 
こさけそっしうけくぇかういなき, つうしすけすぇ, 
くっけこっすくっくけしす, いぇすけゃぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ くぇきっさう ぉぇかぇくしなす し 
かうょっさうすっ う し こけ-しすぇさけすけ こけ-
おけかっくうっ. ]うかぇすぇ くぇ こけかうすう-
おぇすぇ っ,  けしゃっく ゃ ょけゃっさうっすけ, う 
ゃ しうかぇすぇ くぇ こさうっきしすゃっくけしすすぇ 
きっあょせ こけおけかっくうはすぇ. ¨すすぇき う 

けすくけてっくうっすけ おなき けぉうおくけゃっ-
くうは つけゃっお.
- 〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ かう, つっ 

つけゃっおなす こさぇゃう こぇさすうはすぇ う 
つっ - ぇおけ たけさぇすぇ くっ たぇさっし-
ゃぇす  つけゃっおぇ, くっ たぇさっしゃぇす う 
こぇさすうはすぇ? 
- ╁ けぉとう かうくうう - ょぇ. ╆ぇとけ-

すけ, ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ, かうちっすけ 
ょぇゃぇ けぉかうおぇ くぇ ょぇょっくぇ こぇさ-
すうは, つさっい かうちっすけ たけさぇすぇ こさう-
こけいくぇゃぇす すぇいう こぇさすうは. ╇, ぇおけ 
ういぉうさぇすっかうすっ くっ たぇさっしゃぇす ょぇ-
ょっくけ かうちっ, ょぇょっく つけゃっお, おけえ-
すけ けかうちっすゃけさはゃぇ こけかうすうつっしおぇ 
おぇせいぇ うかう こぇさすうは, すけ くはきぇ おぇお 
ょぇ たぇさっしぇす う しぇきぇすぇ こぇさすうは. 
╆ぇすけゃぇ っ ゃぇあくけ ゃ こぇさすうえくうすっ 
かうしすう ょぇ ゃかういぇす たけさぇ し けょけ-
ぉさっくうっ, おけうすけ しっ たぇさっしゃぇす けす 
けぉとっしすゃけすけ ゃ ょぇょっく さぇえけく. 
┿おけ ╃‶] すせお くっ しすけう ょけぉさっ, 
すけ すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ ぇい うきぇき 
こさけぉかっき, つっ くっ たぇさっしゃぇす きっく 
うかう つっ っおうこなす けおけかけ きっく くっ 
しっ しこさぇゃは. 
- ╉ぇお たけさぇすぇ ╁う  こさうっきぇす? 

╇きぇすっ かう こさうすっしくっくうは こさう 
しさっとう し ういぉうさぇすっかうすっ しう?
- ′っ, くはきぇき けす おぇおゃけ ょぇ しっ 

こさうすっしくはゃぇき. ′っ しなき くぇこさぇ-
ゃうか くっとけ, けす おけっすけ ょぇ しっ しさぇ-
きせゃぇき, きぇおぇさ つっ くうおけえ くっ っ 
いぇしすさぇたけゃぇく けす ゅさっておう.  ′う-
おけゅぇ くっ しなき しっ こさうっきぇか おぇすけ 
つけゃっお けす ゃなさたぇ, こぇいは しっ けす 
しぇきけいぇぉさぇゃぇ. ]けちうぇかっく すうこ 
しなき, “つせゃぇき” けぉうおくけゃっくうすっ 
たけさぇ, すぇ ぇい しなき っょうく けす すはた.  
╃けさう ゃしっおう ょっく しっ つせゃしすゃぇき 
おぇすけ つうさぇお, おけえすけ うきぇ おぇおゃけ 
ょぇ くぇせつう けす たけさぇすぇ. 

╃っかはくぇ  ╀けぉっゃぇ

〈っいうすっ くぇ 》ぇかうか:
 - ]うゅせさっく しなき ゃ せしこったぇ くぇ ╃‶] くぇ すっいう ういぉけさう.
 - ╃‶] いぇかぇゅぇ くぇ きかぇょうすっ たけさぇ, いぇとけすけ しきっ せぉっょっくう, つっ ぉっい 
こさうっきしすゃっくけしす くはきぇ しすぇぉうかくぇ こけかうすうおぇ. 
 - ̈ しくけゃくうはす こさけぉかっき くぇ ぉなかゅぇさうすっ う くぇ けぉとっしすゃけすけ っ かうこしぇ-
すぇ くぇ ょけゃっさうっ.  ‶けしかっ うょゃぇす くうしおうすっ ょけたけょう う ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ. 
 - ‶さうゃなさあっくうお しなき くぇ たけょっくっすけ ゃ しすうか “しすなこおぇ こけ しすなこおぇ”.
 - ╁ ╃‶] くっ せゃぇあぇゃぇきっ こけかうすうつっしおけ くけきぇょしすゃけ. ‶けかうすうつっしおう-
すっ くけきぇょう しぇ こけかうすうつっしおう すさせこけゃっ.
 - 》けさぇすぇ うしおぇす ょぇ つせゃしすゃぇす ょけゃっさうっすけ, おけっすけ しぇ すう ゅかぇしせゃぇかう. 
 - ′うっ しきっ しかせゅう くぇ たけさぇすぇ, くっ すっ くぇ くぇし. 
 - 》けさぇすぇ しぇ こさぇゃう ょぇ しう すなさしはす おぇすけ くぇしかっょしすゃけ ぇくゅぇあうきっく-
すうすっ, おけうすけ こけっきぇき おなき すはた.
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╁っつっ ゃすけさぇ ゅけょうくぇ けさゅぇ

くういぇすけさうすっ くぇ くぇえ-かの
ぉうきうは いぇ おぇいぇくかなておぇすぇ こせぉ
かうおぇ おけくおせさし – ういぉけさなす くぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ, ゃさなとぇす しぇきけ

つせゃしすゃうっすけ くぇ こさっすっくょっくす
おうすっ いぇ おけさけくぇすぇ, こさうけぉ
とぇゃぇえおう ゅう つさっい しこっちうぇかくぇ 
こさけゅさぇきぇ  おなき うしすけさうつっしおう
すっ う  おせかすせさくうすっ ちっくくけしすう 
くぇ さっゅうけくぇ. ]さっょ すはた うきぇ う 
すさう  こさっすっくょっくすおう いぇ おけさけ
くぇすぇ しなし しうくは ぇさしっくぇかしおぇ 
おさなゃ. ”〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
けすおさう しさっょ ちぇさうちうすっ しゃけうすっ 
きけきうつっすぇ – ╁ぇくっしぇ ╀ぇしぇくけ
ゃぇ, ╁ぇくは ]ぇおないけゃぇ う ′うおけ
かっすぇ ╋ぇいくっゃぇ.
〈さうすっ ぇぉうすせさうっくすおう, おけう

すけ とっ ういかはいぇす くぇ しちっくぇすぇ 
くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さ
しっくぇか” ゃっつっさすぇ ゃ こっすなお, くぇ 
10-すう きぇえ, ゃ すけゃぇ こなさゃけ こけ 
さけょぇ しう あうすっえしおけ ういこうすぇくうっ 
– おけくおせさしなす いぇ おけさけくぇすぇ くぇ 
╉さぇしけすぇすぇ, しぇ こけょおさっこはくう けす 
ゃしうつおう ぉかういおう う こさうはすっかう, 
くけ こさっょう ゃしうつおけ けす しっきっえ
しすゃけすけ. 

┿さしっくぇかしおうすっ きけきうつっすぇ 
つぇおぇす おけくおせさしぇ し くっすなさ

こっくうっ. ╆ぇ ╁ぇくっしぇ すけえ っ こけゃけょ 
いぇ いぇぉぇゃかっくうは う くけゃう いぇこけい
くぇくしすゃぇ, ╁ぇくは しっ ゃおかのつゃぇ 
いぇさぇょう こさうおかのつっくうっすけ, ′う
おけかっすぇ くぇきうさぇ ゃ すけゃぇ くけゃけ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ う けとっ 
っょくぇ ゃないきけあくけしす. 
┿さしっくぇかしおうすっ こさっすっくょっくす

おう こけいくぇゃぇす おけくおせさしぇ いぇ おけ
さけくぇすぇ, おぇおすけ けす さぇいおぇいうすっ 
くぇ たけさぇすぇ う けす きっょううすっ, すぇおぇ 
う けす かうつくうすっ しう こけいくぇくしすゃぇ 
し くはおけう けす ちぇさうちうすっ [けいう. 
╇きぇす しう う しゃけう そぇゃけさうすおう 
しさっょ ちぇさうちうすっ, しこっつっかうかう 
こさっい ゅけょうくうすっ. ╆ぇ ╁ぇくっしぇ  
わ1 っ ╊けさぇ ╂っけさゅうっゃぇ – 『ぇ
さうちぇ 2007, う こなさゃぇすぇ し おけ
さけくぇすぇ – [ぇょおぇ ╃けぉさっゃぇ. 
′うおけかっすぇ たぇさっしゃぇ ╋うかっくぇ 
╅っかはいおけゃぇ, 『ぇさうちぇ 2010. 
╋けきうつっすぇすぇ しぇ くぇせつうかう きくけ
ゅけ いぇ ゃしうつおうすっ  ちぇさうちう こさっい 
ゅけょうくうすっ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
おぇきこぇくうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお こけ ういょうさゃぇくっすけ くぇ 
すったくうすっ うきっくぇ う こけょさっあょぇ
くっすけ くぇ あうすっえしおうすっ うき こなすっ
おう ゃ しこっちうぇかくう 》さけくうおう くぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ, こけ おけうすけ こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ さぇぉけすう けすぉさぇく 
あせさくぇかうしすうつっしおう っおうこ.  

┿さしっくぇかしおうすっ きけきうつっすぇ 
うしおぇす おけさけくぇすぇ

〈けゃぇ っ はしくけ けす こさなゃ こけゅかっょ, 
くけ くぇょっあょぇすぇ いぇ くぇえ-けぉうつぇ
くけすけ けす おぇいぇくかなつぇくう けすかう
つうっ くっ っ っょうくしすゃっくうはす きけすうゃ 
いぇ せつぇしすうっすけ ゃ てけせすけ くぇ 10-
すう きぇえ. 
¨す ゃしうつおうすっ しう けぉうおけかおう 

こけ きせいっう, ゅぇかっさうう う けぉとうく

‶っしくう, すぇくちう う 
きくけゅけ さぇょけしす 

こけょゅけすゃはす きぇかおう 
う こけ-ゅけかっきう きぇか-
つせゅぇくう けす ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ 
ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすう-
くけ” いぇ こさぇいくうつう-
くうは おけくちっさす こさっょう 
80-ゅけょうてくうは さけあ-
ょっく ょっく くぇ せつっぉ-
くけすけ いぇゃっょっくうっ, 
しなけぉとう いぇ „〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか” ょう-
さっおすけさなす ]すっそおぇ 
╂ぇくつっゃぇ. 

╉けくちっさすなす くぇ 14-すう きぇえ ゃっつっさすぇ けす 17.30 つぇしぇ ゃ ゅけかはきぇすぇ 
いぇかぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか” とっ しなぉっさっ くぇしすけはとう う 
ぉうゃてう こさっこけょぇゃぇすっかう, ゃないこうすぇくうちう う けすぉさぇくう ゅけしすう.
]こさうくすぬけさおぇすぇ ‶っすは ‶っくょぇさっゃぇ, すさっくぬけさ くぇ ]こけさすっく おかせぉ 

„‶っくょぇさっゃぇ” う ょうさっおすけさなす くぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす う すせさういなき, うくあ. [っくう 』っさゃっくおけゃぇ, しぇ 
しさっょ ╁╇‶ -  ゅけしすうすっ  くぇ こさぇいくうおぇ, ゃ おぇつっしすゃっすけ しう くぇ ぉうゃてう 
ゃないこうすぇくうちう くぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ. ]こっちうぇかくぇ こけおぇくぇ けす ょっすしおぇ-
すぇ ゅさぇょうくぇ しぇ けすこさぇゃうかう う おなき さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃, けすゅかっょぇかけ こなさゃぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは そうさきっくぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ.
[けあょっくうはす ょっく くぇ „╀せさぇすうくけ” っ くぇ 1-ゃう のくう, こけ しかせつぇえくけしす, 

こさっょう 80 ゅけょうくう, ょぇか しすぇさす くぇ くぇつうくぇくうっすけ うきっくくけ ゃ ╃っくは 
くぇ ょっすっすけ.
‶さうおぇいくうすっ ゅっさけう けす „╃はょけ ゃぇょう さはこぇ”, „╋なさいっかうゃぇすぇ ╀けゅ-

ょぇくおぇ” う „』っさゃっくぇすぇ てぇこつうちぇ”, ゃけょっくう けす こぇすさけくぇ ╀せさぇすうくけ 
う しうくぬけおけしぇすぇ ╋ぇかゃうくぇ, とっ けあうゃっはす こさっょ けつうすっ くぇ ょっちぇすぇ, 
けぉっとぇゃぇ ょうさっおすけさなす ╂ぇくつっゃぇ.
]ちっくぇさうはす くぇ しこっおすぇおなかぇ っ こけょゅけすゃっく けす こさっこけょぇゃぇすっかう ゃ 

『╃╂ „╀せさぇすうくけ” し こけきけとすぇ くぇ こさうはすっかう けす 〈っぇすなさ „]うはくうっ” けす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おけえすけ ゅけすゃう しこっちうぇかくぇ ういくっくぇょぇ いぇ こさぇいくうおぇ.
╆ぇ のぉうかっえくうは おけくちっさす ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ けつぇおゃぇ う っおしこっさすなす けす 

[っゅうけくぇかくうは うくしこっおすけさぇす こけ けぉさぇいけゃぇくうっすけ ╇かうぇくぇ ┿さゅうさけ-
ゃぇ.
╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ぉうゃて ょう-

さっおすけさ くぇ せつっぉくけすけ いぇゃっょっくうっ, しなとけ っ しさっょ けすぉさぇくうすっ ゅけしすう, 
おけうすけ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ つぇおぇ くぇ 14-すう きぇえ ゃっつっさすぇ.
„‶けょゅけすゃはきっ すけいう こさぇいくうお いぇ ょっちぇすぇ, いぇ さけょうすっかうすっ う ゅけしすう-

すっ, いぇ ぇさしっくぇかちう う いぇ ゃしうつおう, おけうすけ しっ さぇょゃぇす くぇ くぇてうは さけあ-
ょっく ょっく”, しこけょっかう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ょうさっおすけさなす ]すっそおぇ 
╂ぇくつっゃぇ.
‶さぇいくうつくうすっ しなぉうすうは ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 80-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ 

╃╂ „╀せさぇすうくけ” こさけょなかあぇゃぇす ょけ 1-ゃう のくう.
╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

На 14-ти юни 2013 година тържествено ще 
бъде отбелязана 70-тата годишнина от 

създаването на Химичната лаборатория към 
завод 3 в “Арсенал”. 

По този повод  ръководството на 
лабораторията, нейният пряк ръководител и 

председател на Синдикалната организация на 
КНСБ в завод 3 - Станка Костова,  се обръщат 
към всички бивши лаборанти и служители на 
химична лаборатория, желаещи да участват в 
събитието и празничното честване, да заявят 
това до 24-ти май включително  на следните 
лица: Тотка Николова, Вангела Вълева или 

Станка Костова. 
 Честването ще е в ресторант “Капитал” от 19 

часа на 14-ти юни.
 За повече информация, заявки и други 

въпроси, свързани с предстоящата годишнина,  
можете да се обръщате на телефони:

0431/ 7 31 00 или на 0884 599 073. 
Ръководството на Химичната лаборатория на 
Завод 3 се надява юбилеят да събере на една 

маса настоящи и бивши лаборанти, дали своя 
принос за развитието  на  лабораторията и  

химичното производство в “Арсенал”. 

 Добре дошли сте! 

╋うさけ こけつゃぇ おぇすけ そさっいうしす ゃ ╆ぇゃけょ 1/221 う, こけ 
くはおぇおゃけ しすさぇくくけ しすっつっくうっ くぇ けぉしすけはすっかしすゃぇ-

すぇ, し ぉなょっとうは うくあっくっさ しう ゅけゃけさうき ゃ しさっょぇすぇ くぇ 
ぇこさうか, すけつくけ ゅけょうくぇ しかっょ くぇいくぇつぇゃぇくっすけ くぇ くけゃぇ-
すぇ きせ さぇぉけすぇ ゃ ╀[╁ ╀ くぇ ╆ぇゃけょ 0, ¨すょっか 425. ′け-
ゃぇすぇ さぇぉけすぇ ゃっつっ っ しぉなょくぇすぇ きっつすぇ いぇ ╋うさけしかぇゃ: 
”╁ ちはかぇすぇ ぉぇいぇ くぇ ╀[╁ ╀ ぇい しなき くぇえ-きかぇょうはす う 
おぇすけ すぇおなゃ しっ けこうすゃぇき ょぇ くぇせつぇ けす おけかっゅうすっ きう 
しこっちうぇかうしすう おぇおゃけすけ きけゅぇ! ╉ぇすけ ちはかけ, さぇぉけすぇすぇ 
っ きくけゅけ うくすっさっしくぇ. ╁っつっ ゃうあょぇき さっいせかすぇすうすっ けす 
すさせょぇ しう.”, し せしきうゃおぇ う ゃっょさけしす ゃ けつうすっ, ゅけゃけさう 
いぇ おさぇすおうは しう, くけ けぉっとぇゃぇと こさけそっしうけくぇかっく こなす 
╋うさけしかぇゃ. [ぇぉけすぇすぇ しなし しこっちうぇかういうさぇくう おけきこの-
すなさくう こさけゅさぇきくう こさけょせおすう, ぉなさいうはす くぇこさっょなお, 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ かうつくうすっ せしうかうは う ぉっいちっくくぇすぇ 
こけきけと くぇ おけかっゅうすっ, ょぇゃぇ しぇきけつせゃしすゃうっ くぇ しすせょっく-
すぇ けす 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ╂ぇぉさけゃけ. ╋うさけ 
せつう たうょさぇゃかうつくぇ, こくっゃきぇすうつくぇ う すけこかうくくぇ すった-
くうおぇ, くけ っあっょくっゃくけ しっ いぇくうきぇゃぇ し さぇいさぇぉけすおぇすぇ 
くぇ くけゃう おけくしすさせおちうう. ]なつっすぇゃぇ すっけさうはすぇ し こさぇお-
すうおぇすぇ ぉっい こさうすっしくっくうっすけ, つっ くっ さぇぉけすう すけつくけ こけ 
しこっちうぇかくけしすすぇ, いぇとけすけ いくぇっ, つっ こさうくちうこうすっ ゃ いぇ-
おけくうすっ くぇ そういうおぇすぇ しぇ っょくぇおゃう う いぇすけゃぇ  - こさう-
かけあうきう こさう ゃしはおぇ うくあっくっさくぇ ょっえくけしす. „╋ぇかおけ っ 
けぉとけすけ きっあょせ けぉせつっくうっすけ ゃ せくうゃっさしうすっすぇ う しぇきぇ-
すぇ さぇぉけすぇ”, ゃっつっ っ けすおさうか ╋うさけ, おけえすけ しさっょ おけかっ-
ゅうすっ しう しすせょっくすう うきぇ ちっくくけすけ こさっょうきしすゃけ ょぇ いくぇっ 
おぇおゃけ いくぇつう うしすうくしおぇ さぇぉけすぇ ゃ さっぇかくう せしかけゃうは. 
]こけょっかは, つっ こけゃっつっすけ けす おけかっゅうすっ しぇ くぇたなしぇくう ょぇ 
しすぇゃぇす うくあっくっさう, くはおけう けぉぇつっ うょゃぇす しぇきけ いぇさぇょう 
しすせょっくすしおうは あうゃけす. ╋うさけ くっ っ けす すはた - ゃはさゃぇ, つっ 
し せつっくうっすけ う しすぇさぇくうっすけ ゃ  さぇぉけすぇすぇ くっとぇすぇ しっ 
しかせつゃぇす: ”╇きぇ たけさぇ, おけうすけ おぇいゃぇす: せつう, くぇこさっょ-
ゃぇえ, さぇくけ うかう おなしくけ とっ しっ しかせつぇす くっとぇすぇ!”. ╋うさけ 
こさういくぇゃぇ, つっ っ こけゃはさゃぇか くぇ すぇおうゃぇ たけさぇ, つっ しぇき 
っ っょうく けす すはた. ′っ っ けす きかぇょっあうすっ, おけうすけ うしおぇす ょぇ 
くぇこせしくぇす ╀なかゅぇさうは, くっ きせ しっ ういかういぇ ゃ つせあぉうくぇ: 
”╆ぇとけ ょぇ しっ ういかういぇ ゃ つせあぉうくぇ, ぇおけ すせお ゃしうつおけ すう 
っ くぇさっょ?” ‶さう ╋うさけしかぇゃ, いっしっゅぇ, くっとぇすぇ しぇ ょけぉさっ 
こけょさっょっくう - すせお, ゃ „┿さしっくぇか”, っ くぇきっさうか くぇゃさっきっ 
けくけゃぇ, おけっすけ すなさしう ゃしっおう くぇょぇさっく う ぇきぉうちうけいっく 
きかぇょ つけゃっお – ゃないきけあくけしすう いぇ うくすっさっしくけ こさけそっ-
しうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ. 
]すうこっくょうはすぇ, おけはすけ „┿さしっくぇか” きせ けすこせしおぇ, っ ゃぇ-

あくぇ いぇ ╋うさけしかぇゃ. 〈は きせ ょぇゃぇ けこけさぇ, いぇ ょぇ きけあっ 
ょぇ せつう いぇょけつくけ, ょけおぇすけ こけかせつぇゃぇ いぇ すさせょぇ しう う 
ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, おけっすけ きせ ょぇゃぇ しうゅせさくけしす. ╇くぇつっ 
– しすさなゃすぇ おなき すったくうおぇすぇ, おぇすけ こさう ゃしはおぇ ょぇさぉぇ, 
うょゃぇ けとっ ょっすしおうすっ ゅけょうくう. ╋ぇかおうはす ╋うさけ, すうこうつ-
くけ いぇ ぉなょっとうすっ おけくしすさせおすけさう, すったくけかけいう う うくけ-
ゃぇすけさう, けぉうつぇか ょぇ さぇいゅかけぉはゃぇ う しゅかけぉはゃぇ しすぇさう 
せさっょう うい おなとう, こさっい さなちっすっ くぇ ょっすしすゃけすけ きせ しぇ 

』てけたかせおけあせてひて 〈けちそ:

きうくぇかう ょっしっすおう おけくしすさせおすけさう... ╊のぉう-
きけすけ いぇくうきぇくうっ くぇ きぇかつせゅぇくぇ, さけょっく 
こさっい 1991-ゃぇ, ぉうかけ ょぇ すなさしう つぇしすうすっ けす 
はえちぇすぇ-うゅさぇつおう, ょぇ ゅう しゅかけぉはゃぇ う こけょ-
さっあょぇ. ′うすけ っょうく きったぇくういなき けす きぇかおう-
すっ つぇしすう こけょ はえつっくぇすぇ てけおけかぇょけゃぇ つっ-
させこおぇ  くっ けしすぇくぇか くっしゅかけぉっく, こさう すけゃぇ 
- ぉっい こけかいゃぇくっすけ くぇ くうおぇおゃけ せこなすゃぇくっ..., 
しこけきくは しう ╋うさけ すさなこおぇすぇ くぇ ょっすしおうすっ 
こさっあうゃはゃぇくうは. ╇ こなさゃうすっ しう せしこったう ゃ 
すったくうおぇすぇ.

╋うさけ さぇぉけすう おぇすけ おけくしすさせおすけさ     

¨とっ けす しっゅぇ, こさっょう ょぇ っ いぇゃなさてうか ゃう-
してっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ, ╋うさけ ゃっつっ っ しこっ-
つっかうか ょけゃっさうっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ おけく-
しすさせおすけさう, おけうすけ ゅけ ゃおかのつゃぇす ゃ っおうこぇ こけ 
さぇいさぇぉけすおうすっ くぇ くけゃうすっ おけくしすさせおちうう.
╆ぇ さぇょけしす くぇ ╋うさけ, おけかっゅうすっ きせ しっ けすいけ-

ゃぇゃぇす くぇ あっかぇくうっすけ ょぇ おけくしすさせうさぇ. 〈けゃぇ 
きせ たぇさっしゃぇ, おぇおすけ きせ たぇさっしゃぇ う さぇぉけすぇすぇ 
くぇ すったくけかけいうすっ. „╉けかっゅうすっ きう こけきぇゅぇす, 
しさっとくぇた くっゃっさけはすくう たけさぇ う けすかうつくう しこっ-
ちうぇかうしすう, すけゃぇ っ くけゃぇ しすなこおぇ ゃ さぇいゃうすうっ-
すけ”, おぇいゃぇ いぇ っあっょくっゃうっすけ しう ゃ ╆ぇゃけょ 0 
きかぇょうはす おけくしすさせおすけさ. „¨とっ けす くぇつぇかけすけ 
しなき きくけゅけ とぇしすかうゃ けす くけゃけすけ しう さぇぉけすくけ 
きはしすけ!”, くっ おさうっ さぇょけしすすぇ しう ぇさしっくぇか-
しおうはす しすうこっくょうぇくす. „》けさぇすぇ しぇ しすさぇ-
たけすくう おぇすけ ちはかけ!”, ゃっょくぇゅぇ おぇいゃぇ ╋うさけ, 
ょけさう ぉっい ょぇ しなき ゅけ こうすぇかぇ いぇ しさっょぇすぇ, ゃ 
おけはすけ しっ さぇいゃうゃぇ こさけそっしうけくぇかくけ.”′はきぇ 
ょさせゅぇょっ すぇおうゃぇ たけさぇ – せきくう, けぉさぇいけゃぇ-
くう, うくすっかうゅっくすくう, こけょょなさあぇす くっゃっさけはす-
くう けすくけてっくうは... ╁っつっ ゃうあょぇき おぇお すっ きっ 
こさけきっくはす, しすぇゃぇき さぇいかうつっく!”, くっ きけあっ ょぇ 
しおさうっ せょけゃけかしすゃうっすけ けす こさうしなしすゃうっすけ しう 
ゃ っおうこぇ くぇ ╀[╁ ╀, 22- ゅけょうてくうはす おけく-
しすさせおすけさ-しすうこっくょうぇくす.

╋うさけ しすぇゃぇ しすうこっくょうぇくす,
いぇとけすけ うしおぇ さぇいゃうすうっ 

╋うさけしかぇゃ つせか いぇ すぇいう ゃないきけあくけしす, けとっ 
ょけおぇすけ ぉうか ゅうきくぇいうしす. 』せか   けす さけょうすっ-
かうすっ しう, おけうすけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ しぇ ぇさしっくぇか-
ちう. ╃けてなか こなさゃけくぇつぇかくけ ゃ ╆ぇゃけょ 1/221, 
ぉなさいけ けすおさうゃぇ, つっ しぇきけ そさっいぇすぇ くっ きせ っ  
ょけしすぇすなつくぇ. 〈なさしう うくそけさきぇちうは ゃ けすょっ-
かぇ „』けゃっておう さっしせさしう”. ¨すすぇき きせ こけきぇゅぇす 
し こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ ょけおせきっくすうすっ いぇ しすう-
こっくょうはすぇ. ╁ おさぇは くぇ ゃすけさぇすぇ きせ ゅけょうくぇ 
ゃ せくうゃっさしうすっすぇ けす ぇさしっくぇかしおうは けすょっか 
„╉ぇょさう” きせ こけょぇゃぇす さなおぇ う ゅけ くぇしけつゃぇす 
おなき しっゅぇてくぇすぇ きせ さぇぉけすぇ. ╋うさけ しおかのつ-
ゃぇ ょけゅけゃけさ し „┿さしっくぇか”, いぇとけすけ けす さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ すなさしはす きかぇょう おぇょさう う こけっきぇす 
ぇくゅぇあうきっくすぇ いぇ そうくぇくしけゃぇ こけょおさっこぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ けぉせつっくうっすけ. 
╋うさけしかぇゃ ]すけはくけゃ ょぇかっつ くっ っ こけすなさ-

しうか しすうこっくょうはすぇ しぇきけ いぇさぇょう こぇさうすっ. 
′け ぉっい しすうこっくょうはすぇ くっ ぉう しっ しこさぇゃうか ゃ 
すけゃぇ すさせょくけ ゃさっきっ, おけゅぇすけ きせ しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ さぇいつうすぇ こさっょうきくけ くぇ しっぉっ しう. ′ぇ すけいう 
っすぇこ けす こさけそっしうけくぇかくけすけ しう さぇいゃうすうっ 
すけえ しきはすぇ, つっ こぇさうすっ くっ しぇ くぇえ-ゃぇあくう. 
]っゅぇ っ ゃぇあくけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ くけゃう せきっ-
くうは, くぇゃかういぇくっすけ ゃ こさけそっしうはすぇ. ‶さういくぇ-
ゃぇ, つっ しっゅぇてくぇすぇ きせ うくすっさっしくぇ さぇぉけすぇ くっ 
ぉう ぉうかぇ ゃないきけあくぇ ぉっい せくうゃっさしうすっすしおけすけ 
けぉせつっくうっ, いぇとけすけ し くっゅけ うょゃぇす う せきっくう-
はすぇ くぇえ-ゃっつっ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ うくあっくっさくぇすぇ  
ゅさぇそうおぇ, ぉっい おけっすけ っ くっきうしかうきけ ょぇ こけ-
こぇょくって ゃ っおうこぇ くぇ ╀[╁ ╀. ╀なょっとうはす うく-
あっくっさ, ゃっつっ おけくしすさせおすけさ ゃ こさぇおすうおぇすぇ, 
けす しっゅぇ っ さぇいぉさぇか, つっ ゃ あうゃけすぇ ゃしうつおけ しう 
うょゃぇ し ゃさっきっすけ.
′っゅけゃうはす こさうくちうこ っ おぇすっゅけさうつっく: ”′ぇ-

こさっょ う くぇゅけさっ!” ┿さしっくぇかしおうはす しすうこっくょう-
ぇくす ╋うさけしかぇゃ ]すけはくけゃ  ちっくう すさせょぇ おぇすけ 
ういすけつくうお くぇ ょけぉさうは  くぇつうく くぇ あうゃけす う 
ょけぉさけすけ ぉなょっとっ. 『っくう う ょけぉさうすっ いぇぉぇ-
ゃかっくうは – ゃ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ, し こさうはすっ-
かう. 
¨ぉうつぇ ょぇ しこけさすせゃぇ, おぇすけ ゃしっおう きけょっさっく 

きかぇょ つけゃっお. ′っ きせ こさっつう, つっ あうゃっっ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, ぇ くっ ゃ つせあぉうくぇ: „] こけょたけょはとぇすぇ 
さぇぉけすぇ, おけはすけ うきぇき すせお, ゃしうつおけ っ け. お.”, 
しこけょっかは ╋うさけ. ╆ぇしっゅぇ こさう くっゅけ ゃしうつおけ 
っ うきっくくけ すぇおぇ – け.お.! ╆ぇとけすけ „┿さしっくぇか” 
っ きはしすけすけ, おなょっすけ たけょう くぇ さぇぉけすぇ し せょけ-
ゃけかしすゃうっ. ╇  し けこさぇゃょぇくぇ くぇょっあょぇ いぇ ぉな-
ょっとっすけ しう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〉つっぉくうちうすっ こけ つけゃっておう さっしせさしう, さぇいおぇいうすっ くぇ 
こさうはすっかう いぇ おぇさうっさくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ ╆ぇこぇょ, 
きっつすうすっ くぇ きけきつっすぇすぇ, おけうすけ けす きぇかおう さぇい-
ゅかけぉはゃぇす う しゅかけぉはゃぇす -  おなょっ おぇおゃけすけ ゃうょはす うい 
おなとう... 〈っいう, きうさぇあくう いぇ ょくってくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
ょっえしすゃうすっかくけしす さっぇかくけしすう, せつせょゃぇとけ しっ しぉなょ-
ゃぇす すせお う しっゅぇ ゃ きかぇょぇすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ ぉうけ-
ゅさぇそうは くぇ っょくけ せしきうたくぇすけ う せしこってくけ おぇいぇく-
かなておけ きけきつっ. ╁ „┿さしっくぇか”! 
〈けえ っ しぇきけ くぇ 22 ゅけょうくう. ╆ぇさっょっく し けこすうきういなき, 
ょっえしすゃっく, し ぉなさいぇ さっぇおちうは おなき くけゃけすけ, おけっすけ 
うしおぇ ょぇ くぇせつう ゃっょくぇゅぇ う くぇえ-ょけぉさっ, さぇぉけすっと 
う せつっと. ╋うさけしかぇゃ  ]すけはくけゃ  うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
こさっょう けおけかけ 3 ゅけょうくう, ゃっょくぇゅぇ しかっょ いぇゃなさてゃぇ-
くっすけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇ-
いうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” – くぇしかっょくうお くぇ きったぇくけ-
すったくうおせきぇ, ょぇか くぇ ゅさぇょしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ 
たうかはょう おぇつっしすゃっくう しこっちうぇかうしすう.
╁っつっ っ しすうこっくょうぇくす くぇ „┿さしっくぇか”. ╋うさけ – っょくぇ  
けす くけゃうすっ くぇょっあょう いぇ きけょっさくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ 
そうさきぇすぇ.  

しおう しなぉうすうは, すさうすっ ぇさしっくぇか
しおう きけきうつっすぇ, すさなゅくぇかう おなき 
おけさけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, 
しぇ くぇえ-しうかくけ ゃこっつぇすかっくう けす 
こけしっとっくうっすけ ゃ うしすうくしおぇ さけ

いけゃぇさくぇ, けす こけしすぇくけゃおぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは すっぇすなさ „╊のぉけき
うさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” – おけきっょうはすぇ  
„╋っあょせ ょゃぇ しすけかぇ” けす [っえ 
╉せくう, う けす けぉせつっくうっすけ こけ 
っすうおっす. 
′うおけかっすぇ しきはすぇ ょぇ しっ こけし

ゃっすう くぇ しけちうぇかくうすっ ょっえくけし
すう. ╋っつすぇすぇ え っ ょぇ せつう ゃ ]け
そうえしおうは せくうゃっさしうすっす. ╁ぇくは 
う ╁ぇくっしぇ しぇ ういぉさぇかう ‶かけ
ゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす. ╁ぇくっ
しぇ きうしかう ょぇ せつう ょっすしおぇ う  くぇ
つぇかくぇ こっょぇゅけゅうおぇ. ′ぇょはゃぇ しっ 
ょぇ せしこっっ ょぇ おけきぉうくうさぇ すけゃぇ 
う し こさけそっしうけくぇかくけ けぉせつっくうっ 
こけ たけさっけゅさぇそうは, いぇとけすけ けす 
きぇかおぇ うゅさぇっ  くぇさけょくう すぇくちう. 

‶なさゃけ すぇくちせゃぇかぇ ゃ ぇくしぇきぉな
かぇ くぇ 『ゃっすぇく 『けつっゃ ゃ つうすぇ
かうとっ „╇しおさぇ”, ゃっつっ 5 ゅけょうくう 
っ ゃ ┿くしぇきぉなか „┿さしっくぇか”. 
╁ぇくは うしおぇ ょぇ せつう きぇさおっ

すうくゅ.
╋っつすうすっ いぇ ぉなょっとっすけ ゃなさ

ゃはす いぇっょくけ し けつぇさけゃぇくうっすけ 
くぇ ょくってくうは ょっく. ╇ すさうすっ きけ
きうつっすぇ  しぇ っょうくけょせてくう:  

′ぇえ-たせぉぇゃけすけ っ
╊のぉけゃすぇ!  

┿おけ くっ ぉってっ こけょおさっこぇすぇ 
くぇ かのぉうきうは つけゃっお, くっ いくぇき, 
おぇおゃけ ぉう しっ しかせつうかけ し きっく 
ょけしっゅぇ, こさういくぇゃぇ っょくけ けす 
きけきうつっすぇすぇ. „¨しないくぇた おぇお
ゃけ っ くはおけえ ょぇ すっ こけょおさっこは 
う ょぇ うしおぇ ょぇ くぇこさぇゃう ゃしうつ
おけ いぇ すっぉ”, しこけょっかは ╁ぇくっしぇ. 
”╁しっおう うきぇ くせあょぇ けす かのぉうき 
つけゃっお, おけえすけ ょぇ ゅけ こけょおさっ
こは ゃ すさせょくう きけきっくすう”, ゃっつっ 
いくぇっ う ╁ぇくは. „′ぇえ-たせぉぇゃけすけ 
っ かのぉけゃすぇ”, こさういくぇゃぇ すうたけ 
′うおけかっすぇ, おけはすけ っ くぇせつうかぇ 
う おぇおゃけ いくぇつう うしすうくしおう こさう
はすっか, せしこはかぇ っ ょぇ こさっあうゃっっ 
う こさっょぇすっかしすゃぇすぇ くぇ ゅさせぉうすっ 

ょせきう う いぇゃうしすすぇ. 
╀けかおぇすぇ けす いぇゅせぉぇすぇ くぇ 

ぉかういなお つけゃっお  ゃっつっ しなとけ っ 
けしすぇゃうかぇ しかっょう せ すっいう すけか
おけゃぇ きかぇょう きけきうつっすぇ. 〈けゃぇ  

いぇ すはた っ くぇえ-
しうかくぇすぇ ぉけか
おぇ. ╀けかう う 
おけゅぇすけ ぉかうい
おうすっ しぇ ょぇ
かっつ, しこけょっかは 
╁ぇくは, つうえすけ 
ぉぇとぇ さぇぉけすう 
ゃ つせあぉうくぇ, 
くけ しう うょゃぇ 
いぇ ぉぇかぇ しこっ
ちうぇかくけ!
╉ぇすけ こさう 

ゃしっおう あう
ゃけす, ぉけかおうすっ 
う さぇょけしすうすっ 

ゃなさゃはす さなおぇ いぇ さなおぇ う こさう 
すっいう ぇさしっくぇかしおう きけきうつっすぇ. 
′け くぇ ょくっゃっく さっょ っ さぇょけしすすぇ 
けす つぇおぇくうは ぉぇか う おけくおせさしぇ 
„『ぇさうちぇ [けいぇ”. 〈けぇかっすうすっ いぇ 
ょゃっすっ しなぉうすうは しぇ ゃっつっ ゅけすけ
ゃう. ╁ぇくは う ′うおけかっすぇ とっ しっ 
はゃはす くぇ すさっすうは すせさ し ぉぇかくうすっ 
しう さけおかう. ╁ぇくっしぇ けとっ くっ っ 
さってうかぇ おぇおゃけ ょぇ ういぉっさっ いぇ 
さってうすっかくうは おさなゅ けす しなしすっいぇ
くうっすけ いぇ おけさけくぇすぇ.
╉けかおけすけ ょけ ょさせゅうすっ おけさけくう 

ゃ あうゃけすぇ, ′うおけかっすぇ, ╁ぇくは 
う ╁ぇくっしぇ こけいくぇゃぇす けすぉかう
いけ ゃっつっ う けとっ っょくぇ けす すはた 
– すぇいう くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす – 
おきっすしおぇすぇ.
  
┿さしっくぇかしおうすっ ちぇさうちう

しぇ けつぇさけゃぇくう
けす おきっすぇ ]すけはくけゃぇ

 ╁ すったくうすっ – ゃっつっ あっくしおう 
けつう, ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ っ くっ 
すけかおけゃぇ せしこはかぇ あっくぇ, おけか
おけすけ つけゃっお, おけえすけ こけっきぇ 
けすゅけゃけさくけしす う しっ けこうすゃぇ ょぇ 
こけきぇゅぇ くぇ ょさせゅうすっ. ╇ すさうすっ 
きけきうつっすぇ ゃうあょぇす ゃ おきっすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお „っょくぇ きくけゅけ きうかぇ 
う ゃくうきぇすっかくぇ あっくぇ”. 
]ぇくすうきっくすなす おなき さけょくけ

すけ, おぇすけ こさう  ょっちぇ, おけうすけ 
けとっ くっ しぇ くぇこせしおぇかう さけょ
くうは ゅさぇょ, けこさっょっかっくけ ぉっ
かっあう くぇゅかぇしうすっ くぇ すさうすっ 
ぇさしっくぇかしおう こさっすっくょっくすおう. 
》ぇさっしゃぇ うき くっ しぇきけ おきっすなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╉ぇいぇくかなお うき 
たぇさっしゃぇ ゃしっちはかけ. ¨とっ こけ
ゃっつっ – しかっょ  しこっちうぇかくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ けす こけしっとっくうは くぇ 
ちぇさうちうすっ. ]こけょっかはす, つっ しぇ 
くぇせつうかう きくけゅけ くけゃう う うくすっ
さっしくう くっとぇ, ういせきっくう しぇ けす 
すぇえくうすっ くぇ さけいけこさけういゃけょ
しすゃけすけ,  くうとけ つっ こさけゅさぇきぇすぇ 
くぇ こけしっとっくうはすぇ ゅう くぇすけゃぇさ
ゃぇ ゃなゃ ゃさっきっ こさっょう きぇすせさう, 
ょなさあぇゃくう ういこうすう こけ こさけそっ
しうはすぇ, こさっょゃぇさうすっかくう ういこう
すう ゃ せくうゃっさしうすっすうすっ. ‶なお しっ 
しすはゅぇす う いぇ ゅけしすう!  ‶け しすぇさぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ すさぇょうちうは:
    

╆ぇ ゅけしすうすっ しっ ゅさうあぇす 
きぇえおう う ぉぇぉう

╋ぇえおぇすぇ くぇ ╁ぇくは – ╃っはくぇ, 
きけくすぇあくうお ぉけっこさうこぇしう けす 
╆ぇゃけょ 3/150,  ゃっつっ っ いぇこぇいう
かぇ さっしすけさぇくすぇ いぇ 18-すう きぇえ. 
╇ょぇす さけょくうくう けす [ぇょくっゃけ. 
』うつけ う ぉさぇすけゃつっょう, ぉぇぉう う 
ょはょけゃちう しっ しすはゅぇす ょぇ ょぇょぇす 
こけこなすっく ゃはすなさ くぇ いさっかけしす
くうつおぇすぇ. ╋ぇきぇ つぇおぇ しなぉうすう
っすけ し けゅさけきくぇ さぇょけしす – すぇす
おけすけ しう うょゃぇ けす 《うくかぇくょうは. 
]うゅせさくけ っ こさうゅけすゃうか ういくっ
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くぇょぇ – しこっちうぇかっく こけょぇさなお 
いぇ ぇぉうすせさうっくすおぇすぇ, おけえすけ, 
けぉぇつっ, けとっ っ すぇえくぇ. ╀ぇとぇすぇ 
くぇ ╁ぇくは, けぉぇつっ, いくぇっ いぇ くっえ
くけすけ たけぉう ょぇ しくうきぇ う きっつすぇ
すぇ え いぇ おぇつっしすゃっく そけすけぇこぇ
さぇす... ”╋くけゅけ しなき さぇょけしすくぇ 
けす せつぇしすうっすけ くぇ ╁ぇくは, ゃない
たうすっくぇ しなき けす くっは! ¨す 12 ゅけ
ょうくう くはきぇ くうすけ っょくぇ こっすう
ちぇ. ╋くけゅけ っ ぇきぉうちうけいくぇ. ′っ 
こさういくぇゃぇ くうとけ, けしゃっく こなかくけ 
てっしす,  しおさけきくぇ う すさせょけかの

ぉうゃぇ,  くうおけゅぇ くっ きう っ しない
ょぇゃぇかぇ こさけぉかっきう – つせょっしくけ 
ょっすっ! ╆ぇ ╁ぇくは くうとけ かけてけ くっ 
きけゅぇ ょぇ おぇあぇ.”, とぇしすかうゃぇ っ し 
ょっすっすけ しう ╃っはくぇ. ╁しっ くっとけ 
こさぇゃう –  こさっょしっょぇすっかしすゃぇかぇ  
ょけさう  きぇあけさっすおうすっ ゃ ゅうきくぇ
いうはすぇ.  
10 ょせてう ぇゅうすおぇ こさうはすっかう う 

さけょくうくう, いぇっょくけ し きぇかおぇすぇ 
しっしすさうつおぇ ゃ つっすゃなさすう おかぇし, 
とっ こけょおさっこはす ╁ぇくは ゃ いぇかぇすぇ 
くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか” ゃっつっさすぇ くぇ 
おけくおせさしぇ. [けおかはすぇ っ しすさけゅぇ 
う っかっゅぇくすくぇ, ういぉさぇくぇ けす うく
すっさくっす. 
]かぇゃおぇ ╋ぇいくっゃぇ, きぇえおぇ

すぇ くぇ ′うおけかっすぇ, ぇさしっくぇかしおう 
おぇょなさ, おけえすけ こけいくぇゃぇ ちはかぇ
すぇ けさなあっえくうちぇ, くけ こけしかっょ
くけ さぇぉけすう ゃ ╆ぇゃけょ 3/130,  
しなとけ っ とぇしすかうゃぇ し ょっすっすけ しう 
-  ょゃっすっ しう しこけょっかはす ゃしうつおけ 
おぇすけ こさうはすっかおう. ¨ぉしなあょぇす 
しかせつうかけすけ しっ ゃ せつうかうとっ: おけっ 
っ こさぇゃうかくけ, おけっ - くっ, ぉなさいぇす 
ょぇ しっ つせはす こけ すっかっそけくぇ, おけ
ゅぇすけ くっ しぇ いぇっょくけ. 〈ぇおぇ っ けす 
ゅけょうくう. ¨ぉぇつっ ′うおけかっすぇ せし
こはゃぇ ょぇ は ういくっくぇょぇ し ういぉけさぇ 
しう ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ おけくおせさしぇ, 
ゃいっす  ゃ こけしかっょくうは きけきっくす. 
[ってうかぇ ょぇ しっ はゃう しこけくすぇく
くけ, しかっょ おぇすけ は ういぉさぇかう しなせ
つっくうちう う せつうすっかう ゃ せつうかうとっ 
– ‶╂ こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす 
う すせさういなき. 〈けぇかっすなす いぇ ぉぇかぇ 
しすぇゃぇ う すけぇかっす いぇ おけくおせさ
しぇ. ╇いぉけさなす ぉうか くっけつぇおゃぇくけ 
かっしっく. 〉あ とっかう ょぇ こなすせゃぇす 
しこっちうぇかくけ ょけ ┿しっくけゃゅさぇょ, 
くけ けとっ こなさゃけすけ こなすせゃぇくっ ょけ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ さってうかけ ゃなこさけ
しぇ. ]かっょ こさうぉうさぇくっすけ ゃおな
とう, ′うおけかっすぇ ゃっょくぇゅぇ いぇゅけ
ゃけさゃぇ, つっ ゃうょはくぇすぇ さけおかは, っ 
すけつくけ くっえくぇすぇ!  ╁ きぇゅぇいうくぇ 
ゅう こけしさっとぇす つせょっしくけ, ぇぉう
すせさうっくすおぇすぇ しぇきぇ ういぉうさぇ 
きけょっか う ちゃはす. ‶け-すさせょくけ っ 
しぇきけ し けぉせゃおうすっ. ╁っつっ っ けさ
ゅぇくういうさぇくけ  ういこさぇとぇくっすけ 
くぇ ょっすっすけ いぇ ぉぇかぇ – とっ うきぇ 
けそうちうぇかくぇ う ゃっしっかぇ つぇしす, 
ういくっくぇょう けす さけょくうくう う こさう
はすっかう くぇ 17-すう きぇえ. ╆ぇ おせこけ
くぇ しっ つぇおぇ う ぉさぇすなす くぇ ′うおけ

かっすぇ – しすせょっくす こけかうすけかけゅうは 
ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす. 
]かぇゃおぇ こさういくぇゃぇ: ”〈けえ っ きけ
はすぇ ゅけさょけしす!”. 〈けえ っ こけょゅけす
ゃうか しこっちうぇかくぇ ういくっくぇょぇ いぇ 
′うおけかっすぇ. 〈ぇおぇゃぇ とっ うきぇ  う 
けす すぇすおけすけ. 
╁ぇくっしぇ, くぇしかっょくうつおぇ くぇ 

╉けしぬけ ╀ぇしぇくけゃ, ょなかゅけゅけょう
てっく ゃ きうくぇかけすけ いぇき.-ょうさっお
すけさ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, しなとけ 
っ ゅけさょけしすすぇ くぇ そぇきうかうはすぇ. 
′っえくぇすぇ ぉぇぉぇ – ╉けしすぇょうく
おぇ, くっ いぇぉさぇゃは こけゃっかうすっ くぇ 
しゃっおなさ しう – ╉けしぬけ: ”‶なすっ
おぇすぇ くう っ せすなこおぇくぇ. ╇きぇきっ 
しう しゃっすなか こさうきっさ う けこうす!”. 
╁はさくぇ くぇ すさぇょうちううすっ, そぇきう
かうはすぇ こけしさっとぇ こけ ぉなかゅぇさしおう 
こさぇいくうおぇ くぇ ぇぉうすせさうっくす
おぇすぇ. ╉ぇすけ うしすうくしおぇ ぉぇぉぇ, 
╉けしすぇょうくおぇ, おけくすさけかぬけさ こけ 
おぇつっしすゃけすけ ゃ ╆ぇゃけょ 0/169, 
こけきけゅくぇかぇ し おぇおゃけすけ すさはぉゃぇ 
- ょぇあっ う し こぇさうつおう. 〈けぇかっすなす 
ういぉさぇかう けす ‶かけゃょうゃ. ╋ぇえおぇ
すぇ くぇ ╁ぇくっしぇ, ぇぉうすせさうっくすおぇ 
けす 》╂ „╉うさうか う ╋っすけょうえ”, っ 
きっょうちうくおう さぇぉけすくうお, すぇすおけ
すけ – きぇてうくけしすさけうすっか ゃ „╋+] 
》うょさぇゃかうお”. 〈っいう, おけうすけ くぇえ-
きくけゅけ けぉうつぇす ╁ぇくっしぇ, とっ しっ 
しなぉっさぇす ゃ ょっくは くぇ ぉぇかぇ – 24-
すう きぇえ, ょぇ こさぇいくせゃぇす いぇっょくけ, 
さぇいおぇいゃぇ ぉぇぉぇ ╉けしすぇょうくおぇ. 
〈は う けとっ ょっしっすうくぇ そっくけゃっ 
くぇ こなさゃぇすぇ ゃくせつおぇ – ぇぉうすせ
さうっくすおぇ, とっ こけょおさっこはす けす 
こせぉかうおぇすぇ ゃ いぇかぇすぇ しゃけはすぇ 
おぇくょうょぇすおぇ いぇ おけさけくぇすぇ.      

╀かぇゅけしかけゃうはすぇ:
╃っちぇすぇ ょぇ しぇ とぇしすかうゃう!

„╃っちぇすぇ ょぇ しぇ とぇしすかうゃう” 
っ ぉかぇゅけしかけゃうはすぇ くぇ ゃしは
おぇ きぇえおぇ. ]かぇゃおぇ, ╃っはくぇ う 
ぉぇぉぇ ╉さぇしうきうさぇ くっ こさぇゃはす 
ういおかのつっくうっ.”′っおぇ ょっちぇすぇ しっ 

いぇぉぇゃかはゃぇす ゃ おけくおせさしぇ う くぇ 
ぉぇかぇ! ╃ぇ ぉなょぇす とぇしすかうゃう, 
すけゃぇ こけあっかぇゃぇき おぇすけ きぇえおぇ 
いぇ ゃしうつおう ぇぉうすせさうっくすう! ╇し
おぇき ゃしうつおう ょっちぇ ょぇ ぉなょぇす 
とぇしすかうゃう, ぇ くうっ – ょぇ こけきぇ
ゅぇきっ, ょけおけかおけすけ きけあっき!”, くぇ
さっあょぇ し ょけぉさけ ]かぇゃおぇ.  
„╃ぇえ, ╀けあっ, ょぇ しっ しかせつゃぇす 

しぇきけ たせぉぇゃう くっとぇ!”, ぉかぇゅけ
しかぇゃは う ╃っはくぇ. „╃ぇ しぇ あうゃう 
う いょさぇゃう う くうっ こけおさぇえ すはた, 
ょぇくけ きけあっき ょぇ  こけきぇゅぇきっ!”, 
こけあっかぇゃぇ ╉けしすぇょうくおぇ ╀ぇしぇ
くけゃぇ.
„╃ぇえ, ╀けあっ!”, ょけぉぇゃは う っおう

こなす くぇ „〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか” し 
ゃはさぇすぇ, つっ ぉかぇゅけしかけゃううすっ こけ 
╁っかうおょっく しっ しぉなょゃぇす. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

『ぇさしおう ぉかうち:

* ╋なあなす くぇ あうゃけすぇ きう うしおぇき ょぇ ぉなょっ:

╁ぇくっしぇ: ╁うしけお, うしおさっく, けすゅけゃけさっく, さけきぇくすうつっく. ╉ぇすけ ‶ぇゃっか ╊ぇすっゃ!
╁ぇくは:  ╋けはす 〈けょけさ けす 》せきぇくうすぇさくぇ ゅうきくぇいうは „╉うさうか う ╋っすけょうえ”
′うおけかっすぇ: ╁うしけお. 』けゃっお, おけえすけ せゃぇあぇゃぇ あっくぇすぇ ょけ しっぉっ しう う は ちっくう.

* ′っ うしおぇき くうおけゅぇ ょぇ きう しっ しかせつう: 

╁ぇくは: ╃ぇ けしすぇくぇ ぉっい きっつすう う ぇきぉうちうう.
╁ぇくっしぇ: [ぇいけつぇさけゃぇくうっすけ. ′っ うしおぇき ょぇ ぉなょぇ くぇさぇくはゃぇくぇ う ういけしすぇゃっくぇ.
′うおけかっすぇ: ′っとぇしすうっすけ.
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╁っつっ ゃすけさぇ ゅけょうくぇ けさゅぇ-

くういぇすけさうすっ くぇ くぇえ-かの-
ぉうきうは いぇ おぇいぇくかなておぇすぇ こせぉ-
かうおぇ おけくおせさし – ういぉけさなす くぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ, ゃさなとぇす しぇきけ-

つせゃしすゃうっすけ くぇ こさっすっくょっくす-
おうすっ いぇ おけさけくぇすぇ, こさうけぉ-
とぇゃぇえおう ゅう つさっい しこっちうぇかくぇ 
こさけゅさぇきぇ  おなき うしすけさうつっしおう-
すっ う  おせかすせさくうすっ ちっくくけしすう 
くぇ さっゅうけくぇ. ]さっょ すはた うきぇ う 
すさう  こさっすっくょっくすおう いぇ おけさけ-
くぇすぇ しなし しうくは ぇさしっくぇかしおぇ 
おさなゃ. ”〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
けすおさう しさっょ ちぇさうちうすっ しゃけうすっ 
きけきうつっすぇ – ╁ぇくっしぇ ╀ぇしぇくけ-
ゃぇ, ╁ぇくは ]ぇおないけゃぇ う ′うおけ-
かっすぇ ╋ぇいくっゃぇ.
〈さうすっ ぇぉうすせさうっくすおう, おけう-

すけ とっ ういかはいぇす くぇ しちっくぇすぇ 
くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さ-
しっくぇか” ゃっつっさすぇ ゃ こっすなお, くぇ 
10-すう きぇえ, ゃ すけゃぇ こなさゃけ こけ 
さけょぇ しう あうすっえしおけ ういこうすぇくうっ 
– おけくおせさしなす いぇ おけさけくぇすぇ くぇ 
╉さぇしけすぇすぇ, しぇ こけょおさっこはくう けす 
ゃしうつおう ぉかういおう う こさうはすっかう, 
くけ こさっょう ゃしうつおけ けす しっきっえ-
しすゃけすけ. 

┿さしっくぇかしおうすっ きけきうつっすぇ 
つぇおぇす おけくおせさしぇ し くっすなさ-

こっくうっ. ╆ぇ ╁ぇくっしぇ すけえ っ こけゃけょ 
いぇ いぇぉぇゃかっくうは う くけゃう いぇこけい-
くぇくしすゃぇ, ╁ぇくは しっ ゃおかのつゃぇ 
いぇさぇょう こさうおかのつっくうっすけ, ′う-
おけかっすぇ くぇきうさぇ ゃ すけゃぇ くけゃけ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ う けとっ 
っょくぇ ゃないきけあくけしす. 
┿さしっくぇかしおうすっ こさっすっくょっくす-

おう こけいくぇゃぇす おけくおせさしぇ いぇ おけ-
さけくぇすぇ, おぇおすけ けす さぇいおぇいうすっ 
くぇ たけさぇすぇ う けす きっょううすっ, すぇおぇ 
う けす かうつくうすっ しう こけいくぇくしすゃぇ 
し くはおけう けす ちぇさうちうすっ [けいう. 
╇きぇす しう う しゃけう そぇゃけさうすおう 
しさっょ ちぇさうちうすっ, しこっつっかうかう 
こさっい ゅけょうくうすっ. ╆ぇ ╁ぇくっしぇ  
わ1 っ ╊けさぇ ╂っけさゅうっゃぇ – 『ぇ-
さうちぇ 2007, う こなさゃぇすぇ し おけ-
さけくぇすぇ – [ぇょおぇ ╃けぉさっゃぇ. 
′うおけかっすぇ たぇさっしゃぇ ╋うかっくぇ 
╅っかはいおけゃぇ, 『ぇさうちぇ 2010. 
╋けきうつっすぇすぇ しぇ くぇせつうかう きくけ-
ゅけ いぇ ゃしうつおうすっ  ちぇさうちう こさっい 
ゅけょうくうすっ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
おぇきこぇくうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお こけ ういょうさゃぇくっすけ くぇ 
すったくうすっ うきっくぇ う こけょさっあょぇ-
くっすけ くぇ あうすっえしおうすっ うき こなすっ-
おう ゃ しこっちうぇかくう 》さけくうおう くぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ, こけ おけうすけ こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ さぇぉけすう けすぉさぇく 
あせさくぇかうしすうつっしおう っおうこ.  

┿さしっくぇかしおうすっ きけきうつっすぇ 
うしおぇす おけさけくぇすぇ

〈けゃぇ っ はしくけ けす こさなゃ こけゅかっょ, 
くけ くぇょっあょぇすぇ いぇ くぇえ-けぉうつぇ-
くけすけ けす おぇいぇくかなつぇくう けすかう-
つうっ くっ っ っょうくしすゃっくうはす きけすうゃ 
いぇ せつぇしすうっすけ ゃ てけせすけ くぇ 10-
すう きぇえ. 
¨す ゃしうつおうすっ しう けぉうおけかおう 

こけ きせいっう, ゅぇかっさうう う けぉとうく-

‶っしくう, すぇくちう う 
きくけゅけ さぇょけしす 

こけょゅけすゃはす きぇかおう 
う こけ-ゅけかっきう きぇか
つせゅぇくう けす ぇさしっ
くぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ 
ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすう
くけ” いぇ こさぇいくうつう
くうは おけくちっさす こさっょう 
80-ゅけょうてくうは さけあ
ょっく ょっく くぇ せつっぉ
くけすけ いぇゃっょっくうっ, 
しなけぉとう いぇ „〈さう
ぉせくぇ ┿さしっくぇか” ょう
さっおすけさなす ]すっそおぇ 
╂ぇくつっゃぇ. 

╉けくちっさすなす くぇ 14-すう きぇえ ゃっつっさすぇ けす 17.30 つぇしぇ ゃ ゅけかはきぇすぇ 
いぇかぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか” とっ しなぉっさっ くぇしすけはとう う 
ぉうゃてう こさっこけょぇゃぇすっかう, ゃないこうすぇくうちう う けすぉさぇくう ゅけしすう.
]こさうくすぬけさおぇすぇ ‶っすは ‶っくょぇさっゃぇ, すさっくぬけさ くぇ ]こけさすっく おかせぉ 

„‶っくょぇさっゃぇ” う ょうさっおすけさなす くぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす う すせさういなき, うくあ. [っくう 』っさゃっくおけゃぇ, しぇ 
しさっょ ╁╇‶ -  ゅけしすうすっ  くぇ こさぇいくうおぇ, ゃ おぇつっしすゃっすけ しう くぇ ぉうゃてう 
ゃないこうすぇくうちう くぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ. ]こっちうぇかくぇ こけおぇくぇ けす ょっすしおぇ
すぇ ゅさぇょうくぇ しぇ けすこさぇゃうかう う おなき さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃, けすゅかっょぇかけ こなさゃぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは そうさきっくぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ.
[けあょっくうはす ょっく くぇ „╀せさぇすうくけ” っ くぇ 1-ゃう のくう, こけ しかせつぇえくけしす, 

こさっょう 80 ゅけょうくう, ょぇか しすぇさす くぇ くぇつうくぇくうっすけ うきっくくけ ゃ ╃っくは 
くぇ ょっすっすけ.
‶さうおぇいくうすっ ゅっさけう けす „╃はょけ ゃぇょう さはこぇ”, „╋なさいっかうゃぇすぇ ╀けゅ

ょぇくおぇ” う „』っさゃっくぇすぇ てぇこつうちぇ”, ゃけょっくう けす こぇすさけくぇ ╀せさぇすうくけ 
う しうくぬけおけしぇすぇ ╋ぇかゃうくぇ, とっ けあうゃっはす こさっょ けつうすっ くぇ ょっちぇすぇ, 
けぉっとぇゃぇ ょうさっおすけさなす ╂ぇくつっゃぇ.
]ちっくぇさうはす くぇ しこっおすぇおなかぇ っ こけょゅけすゃっく けす こさっこけょぇゃぇすっかう ゃ 

『╃╂ „╀せさぇすうくけ” し こけきけとすぇ くぇ こさうはすっかう けす 〈っぇすなさ „]うはくうっ” けす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おけえすけ ゅけすゃう しこっちうぇかくぇ ういくっくぇょぇ いぇ こさぇいくうおぇ.
╆ぇ のぉうかっえくうは おけくちっさす ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ けつぇおゃぇ う っおしこっさすなす けす 

[っゅうけくぇかくうは うくしこっおすけさぇす こけ けぉさぇいけゃぇくうっすけ ╇かうぇくぇ ┿さゅうさけ
ゃぇ.
╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ぉうゃて ょう

さっおすけさ くぇ せつっぉくけすけ いぇゃっょっくうっ, しなとけ っ しさっょ けすぉさぇくうすっ ゅけしすう, 
おけうすけ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ つぇおぇ くぇ 14-すう きぇえ ゃっつっさすぇ.
„‶けょゅけすゃはきっ すけいう こさぇいくうお いぇ ょっちぇすぇ, いぇ さけょうすっかうすっ う ゅけしすう

すっ, いぇ ぇさしっくぇかちう う いぇ ゃしうつおう, おけうすけ しっ さぇょゃぇす くぇ くぇてうは さけあ
ょっく ょっく”, しこけょっかう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ょうさっおすけさなす ]すっそおぇ 
╂ぇくつっゃぇ.
‶さぇいくうつくうすっ しなぉうすうは ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 80-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ 

╃╂ „╀せさぇすうくけ” こさけょなかあぇゃぇす ょけ 1-ゃう のくう.
╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╋うさけ こけつゃぇ おぇすけ そさっいうしす ゃ ╆ぇゃけょ 1/221 う, こけ 
くはおぇおゃけ しすさぇくくけ しすっつっくうっ くぇ けぉしすけはすっかしすゃぇ

すぇ, し ぉなょっとうは うくあっくっさ しう ゅけゃけさうき ゃ しさっょぇすぇ くぇ 
ぇこさうか, すけつくけ ゅけょうくぇ しかっょ くぇいくぇつぇゃぇくっすけ くぇ くけゃぇ
すぇ きせ さぇぉけすぇ ゃ ╀[╁ ╀ くぇ ╆ぇゃけょ 0, ¨すょっか 425. ′け
ゃぇすぇ さぇぉけすぇ ゃっつっ っ しぉなょくぇすぇ きっつすぇ いぇ ╋うさけしかぇゃ: 
”╁ ちはかぇすぇ ぉぇいぇ くぇ ╀[╁ ╀ ぇい しなき くぇえ-きかぇょうはす う 
おぇすけ すぇおなゃ しっ けこうすゃぇき ょぇ くぇせつぇ けす おけかっゅうすっ きう 
しこっちうぇかうしすう おぇおゃけすけ きけゅぇ! ╉ぇすけ ちはかけ, さぇぉけすぇすぇ 
っ きくけゅけ うくすっさっしくぇ. ╁っつっ ゃうあょぇき さっいせかすぇすうすっ けす 
すさせょぇ しう.”, し せしきうゃおぇ う ゃっょさけしす ゃ けつうすっ, ゅけゃけさう 
いぇ おさぇすおうは しう, くけ けぉっとぇゃぇと こさけそっしうけくぇかっく こなす 
╋うさけしかぇゃ. [ぇぉけすぇすぇ しなし しこっちうぇかういうさぇくう おけきこの
すなさくう こさけゅさぇきくう こさけょせおすう, ぉなさいうはす くぇこさっょなお, 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ かうつくうすっ せしうかうは う ぉっいちっくくぇすぇ 
こけきけと くぇ おけかっゅうすっ, ょぇゃぇ しぇきけつせゃしすゃうっ くぇ しすせょっく
すぇ けす 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ╂ぇぉさけゃけ. ╋うさけ 
せつう たうょさぇゃかうつくぇ, こくっゃきぇすうつくぇ う すけこかうくくぇ すった
くうおぇ, くけ っあっょくっゃくけ しっ いぇくうきぇゃぇ し さぇいさぇぉけすおぇすぇ 
くぇ くけゃう おけくしすさせおちうう. ]なつっすぇゃぇ すっけさうはすぇ し こさぇお
すうおぇすぇ ぉっい こさうすっしくっくうっすけ, つっ くっ さぇぉけすう すけつくけ こけ 
しこっちうぇかくけしすすぇ, いぇとけすけ いくぇっ, つっ こさうくちうこうすっ ゃ いぇ
おけくうすっ くぇ そういうおぇすぇ しぇ っょくぇおゃう う いぇすけゃぇ  - こさう
かけあうきう こさう ゃしはおぇ うくあっくっさくぇ ょっえくけしす. „╋ぇかおけ っ 
けぉとけすけ きっあょせ けぉせつっくうっすけ ゃ せくうゃっさしうすっすぇ う しぇきぇ
すぇ さぇぉけすぇ”, ゃっつっ っ けすおさうか ╋うさけ, おけえすけ しさっょ おけかっ
ゅうすっ しう しすせょっくすう うきぇ ちっくくけすけ こさっょうきしすゃけ ょぇ いくぇっ 
おぇおゃけ いくぇつう うしすうくしおぇ さぇぉけすぇ ゃ さっぇかくう せしかけゃうは. 
]こけょっかは, つっ こけゃっつっすけ けす おけかっゅうすっ しぇ くぇたなしぇくう ょぇ 
しすぇゃぇす うくあっくっさう, くはおけう けぉぇつっ うょゃぇす しぇきけ いぇさぇょう 
しすせょっくすしおうは あうゃけす. ╋うさけ くっ っ けす すはた - ゃはさゃぇ, つっ 
し せつっくうっすけ う しすぇさぇくうっすけ ゃ  さぇぉけすぇすぇ くっとぇすぇ しっ 
しかせつゃぇす: ”╇きぇ たけさぇ, おけうすけ おぇいゃぇす: せつう, くぇこさっょ
ゃぇえ, さぇくけ うかう おなしくけ とっ しっ しかせつぇす くっとぇすぇ!”. ╋うさけ 
こさういくぇゃぇ, つっ っ こけゃはさゃぇか くぇ すぇおうゃぇ たけさぇ, つっ しぇき 
っ っょうく けす すはた. ′っ っ けす きかぇょっあうすっ, おけうすけ うしおぇす ょぇ 
くぇこせしくぇす ╀なかゅぇさうは, くっ きせ しっ ういかういぇ ゃ つせあぉうくぇ: 
”╆ぇとけ ょぇ しっ ういかういぇ ゃ つせあぉうくぇ, ぇおけ すせお ゃしうつおけ すう 
っ くぇさっょ?” ‶さう ╋うさけしかぇゃ, いっしっゅぇ, くっとぇすぇ しぇ ょけぉさっ 
こけょさっょっくう - すせお, ゃ „┿さしっくぇか”, っ くぇきっさうか くぇゃさっきっ 
けくけゃぇ, おけっすけ すなさしう ゃしっおう くぇょぇさっく う ぇきぉうちうけいっく 
きかぇょ つけゃっお – ゃないきけあくけしすう いぇ うくすっさっしくけ こさけそっ
しうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ. 
]すうこっくょうはすぇ, おけはすけ „┿さしっくぇか” きせ けすこせしおぇ, っ ゃぇ

あくぇ いぇ ╋うさけしかぇゃ. 〈は きせ ょぇゃぇ けこけさぇ, いぇ ょぇ きけあっ 
ょぇ せつう いぇょけつくけ, ょけおぇすけ こけかせつぇゃぇ いぇ すさせょぇ しう う 
ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, おけっすけ きせ ょぇゃぇ しうゅせさくけしす. ╇くぇつっ 
– しすさなゃすぇ おなき すったくうおぇすぇ, おぇすけ こさう ゃしはおぇ ょぇさぉぇ, 
うょゃぇ けとっ ょっすしおうすっ ゅけょうくう. ╋ぇかおうはす ╋うさけ, すうこうつ
くけ いぇ ぉなょっとうすっ おけくしすさせおすけさう, すったくけかけいう う うくけ
ゃぇすけさう, けぉうつぇか ょぇ さぇいゅかけぉはゃぇ う しゅかけぉはゃぇ しすぇさう 
せさっょう うい おなとう, こさっい さなちっすっ くぇ ょっすしすゃけすけ きせ しぇ 

』てけたかせおけあせてひて 〈けちそ:

きうくぇかう ょっしっすおう おけくしすさせおすけさう... ╊のぉう
きけすけ いぇくうきぇくうっ くぇ きぇかつせゅぇくぇ, さけょっく 
こさっい 1991-ゃぇ, ぉうかけ ょぇ すなさしう つぇしすうすっ けす 
はえちぇすぇ-うゅさぇつおう, ょぇ ゅう しゅかけぉはゃぇ う こけょ
さっあょぇ. ′うすけ っょうく きったぇくういなき けす きぇかおう
すっ つぇしすう こけょ はえつっくぇすぇ てけおけかぇょけゃぇ つっ
させこおぇ  くっ けしすぇくぇか くっしゅかけぉっく, こさう すけゃぇ 
- ぉっい こけかいゃぇくっすけ くぇ くうおぇおゃけ せこなすゃぇくっ..., 
しこけきくは しう ╋うさけ すさなこおぇすぇ くぇ ょっすしおうすっ 
こさっあうゃはゃぇくうは. ╇ こなさゃうすっ しう せしこったう ゃ 
すったくうおぇすぇ.

╋うさけ さぇぉけすう おぇすけ おけくしすさせおすけさ     

¨とっ けす しっゅぇ, こさっょう ょぇ っ いぇゃなさてうか ゃう
してっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ, ╋うさけ ゃっつっ っ しこっ
つっかうか ょけゃっさうっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ おけく
しすさせおすけさう, おけうすけ ゅけ ゃおかのつゃぇす ゃ っおうこぇ こけ 
さぇいさぇぉけすおうすっ くぇ くけゃうすっ おけくしすさせおちうう.
╆ぇ さぇょけしす くぇ ╋うさけ, おけかっゅうすっ きせ しっ けすいけ

ゃぇゃぇす くぇ あっかぇくうっすけ ょぇ おけくしすさせうさぇ. 〈けゃぇ 
きせ たぇさっしゃぇ, おぇおすけ きせ たぇさっしゃぇ う さぇぉけすぇすぇ 
くぇ すったくけかけいうすっ. „╉けかっゅうすっ きう こけきぇゅぇす, 
しさっとくぇた くっゃっさけはすくう たけさぇ う けすかうつくう しこっ
ちうぇかうしすう, すけゃぇ っ くけゃぇ しすなこおぇ ゃ さぇいゃうすうっ
すけ”, おぇいゃぇ いぇ っあっょくっゃうっすけ しう ゃ ╆ぇゃけょ 0 
きかぇょうはす おけくしすさせおすけさ. „¨とっ けす くぇつぇかけすけ 
しなき きくけゅけ とぇしすかうゃ けす くけゃけすけ しう さぇぉけすくけ 
きはしすけ!”, くっ おさうっ さぇょけしすすぇ しう ぇさしっくぇか
しおうはす しすうこっくょうぇくす. „》けさぇすぇ しぇ しすさぇ
たけすくう おぇすけ ちはかけ!”, ゃっょくぇゅぇ おぇいゃぇ ╋うさけ, 
ょけさう ぉっい ょぇ しなき ゅけ こうすぇかぇ いぇ しさっょぇすぇ, ゃ 
おけはすけ しっ さぇいゃうゃぇ こさけそっしうけくぇかくけ.”′はきぇ 
ょさせゅぇょっ すぇおうゃぇ たけさぇ – せきくう, けぉさぇいけゃぇ
くう, うくすっかうゅっくすくう, こけょょなさあぇす くっゃっさけはす
くう けすくけてっくうは... ╁っつっ ゃうあょぇき おぇお すっ きっ 
こさけきっくはす, しすぇゃぇき さぇいかうつっく!”, くっ きけあっ ょぇ 
しおさうっ せょけゃけかしすゃうっすけ けす こさうしなしすゃうっすけ しう 
ゃ っおうこぇ くぇ ╀[╁ ╀, 22- ゅけょうてくうはす おけく
しすさせおすけさ-しすうこっくょうぇくす.

╋うさけ しすぇゃぇ しすうこっくょうぇくす,
いぇとけすけ うしおぇ さぇいゃうすうっ 

╋うさけしかぇゃ つせか いぇ すぇいう ゃないきけあくけしす, けとっ 
ょけおぇすけ ぉうか ゅうきくぇいうしす. 』せか   けす さけょうすっ
かうすっ しう, おけうすけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ しぇ ぇさしっくぇか
ちう. ╃けてなか こなさゃけくぇつぇかくけ ゃ ╆ぇゃけょ 1/221, 
ぉなさいけ けすおさうゃぇ, つっ しぇきけ そさっいぇすぇ くっ きせ っ  
ょけしすぇすなつくぇ. 〈なさしう うくそけさきぇちうは ゃ けすょっ
かぇ „』けゃっておう さっしせさしう”. ¨すすぇき きせ こけきぇゅぇす 
し こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ ょけおせきっくすうすっ いぇ しすう
こっくょうはすぇ. ╁ おさぇは くぇ ゃすけさぇすぇ きせ ゅけょうくぇ 
ゃ せくうゃっさしうすっすぇ けす ぇさしっくぇかしおうは けすょっか 
„╉ぇょさう” きせ こけょぇゃぇす さなおぇ う ゅけ くぇしけつゃぇす 
おなき しっゅぇてくぇすぇ きせ さぇぉけすぇ. ╋うさけ しおかのつ
ゃぇ ょけゅけゃけさ し „┿さしっくぇか”, いぇとけすけ けす さなおけ
ゃけょしすゃけすけ すなさしはす きかぇょう おぇょさう う こけっきぇす 
ぇくゅぇあうきっくすぇ いぇ そうくぇくしけゃぇ こけょおさっこぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ けぉせつっくうっすけ. 
╋うさけしかぇゃ ]すけはくけゃ ょぇかっつ くっ っ こけすなさ

しうか しすうこっくょうはすぇ しぇきけ いぇさぇょう こぇさうすっ. 
′け ぉっい しすうこっくょうはすぇ くっ ぉう しっ しこさぇゃうか ゃ 
すけゃぇ すさせょくけ ゃさっきっ, おけゅぇすけ きせ しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ さぇいつうすぇ こさっょうきくけ くぇ しっぉっ しう. ′ぇ すけいう 
っすぇこ けす こさけそっしうけくぇかくけすけ しう さぇいゃうすうっ 
すけえ しきはすぇ, つっ こぇさうすっ くっ しぇ くぇえ-ゃぇあくう. 
]っゅぇ っ ゃぇあくけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ くけゃう せきっ
くうは, くぇゃかういぇくっすけ ゃ こさけそっしうはすぇ. ‶さういくぇ
ゃぇ, つっ しっゅぇてくぇすぇ きせ うくすっさっしくぇ さぇぉけすぇ くっ 
ぉう ぉうかぇ ゃないきけあくぇ ぉっい せくうゃっさしうすっすしおけすけ 
けぉせつっくうっ, いぇとけすけ し くっゅけ うょゃぇす う せきっくう
はすぇ くぇえ-ゃっつっ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ うくあっくっさくぇすぇ  
ゅさぇそうおぇ, ぉっい おけっすけ っ くっきうしかうきけ ょぇ こけ
こぇょくって ゃ っおうこぇ くぇ ╀[╁ ╀. ╀なょっとうはす うく
あっくっさ, ゃっつっ おけくしすさせおすけさ ゃ こさぇおすうおぇすぇ, 
けす しっゅぇ っ さぇいぉさぇか, つっ ゃ あうゃけすぇ ゃしうつおけ しう 
うょゃぇ し ゃさっきっすけ.
′っゅけゃうはす こさうくちうこ っ おぇすっゅけさうつっく: ”′ぇ

こさっょ う くぇゅけさっ!” ┿さしっくぇかしおうはす しすうこっくょう
ぇくす ╋うさけしかぇゃ ]すけはくけゃ  ちっくう すさせょぇ おぇすけ 
ういすけつくうお くぇ ょけぉさうは  くぇつうく くぇ あうゃけす う 
ょけぉさけすけ ぉなょっとっ. 『っくう う ょけぉさうすっ いぇぉぇ
ゃかっくうは – ゃ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ, し こさうはすっ
かう. 
¨ぉうつぇ ょぇ しこけさすせゃぇ, おぇすけ ゃしっおう きけょっさっく 

きかぇょ つけゃっお. ′っ きせ こさっつう, つっ あうゃっっ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお, ぇ くっ ゃ つせあぉうくぇ: „] こけょたけょはとぇすぇ 
さぇぉけすぇ, おけはすけ うきぇき すせお, ゃしうつおけ っ け. お.”, 
しこけょっかは ╋うさけ. ╆ぇしっゅぇ こさう くっゅけ ゃしうつおけ 
っ うきっくくけ すぇおぇ – け.お.! ╆ぇとけすけ „┿さしっくぇか” 
っ きはしすけすけ, おなょっすけ たけょう くぇ さぇぉけすぇ し せょけ
ゃけかしすゃうっ. ╇  し けこさぇゃょぇくぇ くぇょっあょぇ いぇ ぉな
ょっとっすけ しう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〉つっぉくうちうすっ こけ つけゃっておう さっしせさしう, さぇいおぇいうすっ くぇ 
こさうはすっかう いぇ おぇさうっさくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ ╆ぇこぇょ, 
きっつすうすっ くぇ きけきつっすぇすぇ, おけうすけ けす きぇかおう さぇい
ゅかけぉはゃぇす う しゅかけぉはゃぇす -  おなょっ おぇおゃけすけ ゃうょはす うい 
おなとう... 〈っいう, きうさぇあくう いぇ ょくってくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
ょっえしすゃうすっかくけしす さっぇかくけしすう, せつせょゃぇとけ しっ しぉなょ
ゃぇす すせお う しっゅぇ ゃ きかぇょぇすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ ぉうけ
ゅさぇそうは くぇ っょくけ せしきうたくぇすけ う せしこってくけ おぇいぇく
かなておけ きけきつっ. ╁ „┿さしっくぇか”! 
〈けえ っ しぇきけ くぇ 22 ゅけょうくう. ╆ぇさっょっく し けこすうきういなき, 
ょっえしすゃっく, し ぉなさいぇ さっぇおちうは おなき くけゃけすけ, おけっすけ 
うしおぇ ょぇ くぇせつう ゃっょくぇゅぇ う くぇえ-ょけぉさっ, さぇぉけすっと 
う せつっと. ╋うさけしかぇゃ  ]すけはくけゃ  うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
こさっょう けおけかけ 3 ゅけょうくう, ゃっょくぇゅぇ しかっょ いぇゃなさてゃぇ
くっすけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇ
いうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” – くぇしかっょくうお くぇ きったぇくけ
すったくうおせきぇ, ょぇか くぇ ゅさぇょしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ 
たうかはょう おぇつっしすゃっくう しこっちうぇかうしすう.
╁っつっ っ しすうこっくょうぇくす くぇ „┿さしっくぇか”. ╋うさけ – っょくぇ  
けす くけゃうすっ くぇょっあょう いぇ きけょっさくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ 
そうさきぇすぇ.  

しおう しなぉうすうは, すさうすっ ぇさしっくぇか-
しおう きけきうつっすぇ, すさなゅくぇかう おなき 
おけさけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, 
しぇ くぇえ-しうかくけ ゃこっつぇすかっくう けす 
こけしっとっくうっすけ ゃ うしすうくしおぇ さけ-

いけゃぇさくぇ, けす こけしすぇくけゃおぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは すっぇすなさ „╊のぉけき-
うさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” – おけきっょうはすぇ  
„╋っあょせ ょゃぇ しすけかぇ” けす [っえ 
╉せくう, う けす けぉせつっくうっすけ こけ 
っすうおっす. 
′うおけかっすぇ しきはすぇ ょぇ しっ こけし-

ゃっすう くぇ しけちうぇかくうすっ ょっえくけし-
すう. ╋っつすぇすぇ え っ ょぇ せつう ゃ ]け-
そうえしおうは せくうゃっさしうすっす. ╁ぇくは 
う ╁ぇくっしぇ しぇ ういぉさぇかう ‶かけ-
ゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす. ╁ぇくっ-
しぇ きうしかう ょぇ せつう ょっすしおぇ う  くぇ-
つぇかくぇ こっょぇゅけゅうおぇ. ′ぇょはゃぇ しっ 
ょぇ せしこっっ ょぇ おけきぉうくうさぇ すけゃぇ 
う し こさけそっしうけくぇかくけ けぉせつっくうっ 
こけ たけさっけゅさぇそうは, いぇとけすけ けす 
きぇかおぇ うゅさぇっ  くぇさけょくう すぇくちう. 

‶なさゃけ すぇくちせゃぇかぇ ゃ ぇくしぇきぉな-
かぇ くぇ 『ゃっすぇく 『けつっゃ ゃ つうすぇ-
かうとっ „╇しおさぇ”, ゃっつっ 5 ゅけょうくう 
っ ゃ ┿くしぇきぉなか „┿さしっくぇか”. 
╁ぇくは うしおぇ ょぇ せつう きぇさおっ-

すうくゅ.
╋っつすうすっ いぇ ぉなょっとっすけ ゃなさ-

ゃはす いぇっょくけ し けつぇさけゃぇくうっすけ 
くぇ ょくってくうは ょっく. ╇ すさうすっ きけ-
きうつっすぇ  しぇ っょうくけょせてくう:  

′ぇえ-たせぉぇゃけすけ っ
╊のぉけゃすぇ!  

┿おけ くっ ぉってっ こけょおさっこぇすぇ 
くぇ かのぉうきうは つけゃっお, くっ いくぇき, 
おぇおゃけ ぉう しっ しかせつうかけ し きっく 
ょけしっゅぇ, こさういくぇゃぇ っょくけ けす 
きけきうつっすぇすぇ. „¨しないくぇた おぇお-
ゃけ っ くはおけえ ょぇ すっ こけょおさっこは 
う ょぇ うしおぇ ょぇ くぇこさぇゃう ゃしうつ-
おけ いぇ すっぉ”, しこけょっかは ╁ぇくっしぇ. 
”╁しっおう うきぇ くせあょぇ けす かのぉうき 
つけゃっお, おけえすけ ょぇ ゅけ こけょおさっ-
こは ゃ すさせょくう きけきっくすう”, ゃっつっ 
いくぇっ う ╁ぇくは. „′ぇえ-たせぉぇゃけすけ 
っ かのぉけゃすぇ”, こさういくぇゃぇ すうたけ 
′うおけかっすぇ, おけはすけ っ くぇせつうかぇ 
う おぇおゃけ いくぇつう うしすうくしおう こさう-
はすっか, せしこはかぇ っ ょぇ こさっあうゃっっ 
う こさっょぇすっかしすゃぇすぇ くぇ ゅさせぉうすっ 

ょせきう う いぇゃうしすすぇ. 
╀けかおぇすぇ けす いぇゅせぉぇすぇ くぇ 

ぉかういなお つけゃっお  ゃっつっ しなとけ っ 
けしすぇゃうかぇ しかっょう せ すっいう すけか-
おけゃぇ きかぇょう きけきうつっすぇ. 〈けゃぇ  

いぇ すはた っ くぇえ-
しうかくぇすぇ ぉけか-
おぇ. ╀けかう う 
おけゅぇすけ ぉかうい-
おうすっ しぇ ょぇ-
かっつ, しこけょっかは 
╁ぇくは, つうえすけ 
ぉぇとぇ さぇぉけすう 
ゃ つせあぉうくぇ, 
くけ しう うょゃぇ 
いぇ ぉぇかぇ しこっ-
ちうぇかくけ!
╉ぇすけ こさう 

ゃしっおう あう-
ゃけす, ぉけかおうすっ 
う さぇょけしすうすっ 

ゃなさゃはす さなおぇ いぇ さなおぇ う こさう 
すっいう ぇさしっくぇかしおう きけきうつっすぇ. 
′け くぇ ょくっゃっく さっょ っ さぇょけしすすぇ 
けす つぇおぇくうは ぉぇか う おけくおせさしぇ 
„『ぇさうちぇ [けいぇ”. 〈けぇかっすうすっ いぇ 
ょゃっすっ しなぉうすうは しぇ ゃっつっ ゅけすけ-
ゃう. ╁ぇくは う ′うおけかっすぇ とっ しっ 
はゃはす くぇ すさっすうは すせさ し ぉぇかくうすっ 
しう さけおかう. ╁ぇくっしぇ けとっ くっ っ 
さってうかぇ おぇおゃけ ょぇ ういぉっさっ いぇ 
さってうすっかくうは おさなゅ けす しなしすっいぇ-
くうっすけ いぇ おけさけくぇすぇ.
╉けかおけすけ ょけ ょさせゅうすっ おけさけくう 

ゃ あうゃけすぇ, ′うおけかっすぇ, ╁ぇくは 
う ╁ぇくっしぇ こけいくぇゃぇす けすぉかう-
いけ ゃっつっ う けとっ っょくぇ けす すはた 
– すぇいう くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす – 
おきっすしおぇすぇ.
  
┿さしっくぇかしおうすっ ちぇさうちう

しぇ けつぇさけゃぇくう
けす おきっすぇ ]すけはくけゃぇ

 ╁ すったくうすっ – ゃっつっ あっくしおう 
けつう, ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ っ くっ 
すけかおけゃぇ せしこはかぇ あっくぇ, おけか-
おけすけ つけゃっお, おけえすけ こけっきぇ 
けすゅけゃけさくけしす う しっ けこうすゃぇ ょぇ 
こけきぇゅぇ くぇ ょさせゅうすっ. ╇ すさうすっ 
きけきうつっすぇ ゃうあょぇす ゃ おきっすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお „っょくぇ きくけゅけ きうかぇ 
う ゃくうきぇすっかくぇ あっくぇ”. 
]ぇくすうきっくすなす おなき さけょくけ-

すけ, おぇすけ こさう  ょっちぇ, おけうすけ 
けとっ くっ しぇ くぇこせしおぇかう さけょ-
くうは ゅさぇょ, けこさっょっかっくけ ぉっ-
かっあう くぇゅかぇしうすっ くぇ すさうすっ 
ぇさしっくぇかしおう こさっすっくょっくすおう. 
》ぇさっしゃぇ うき くっ しぇきけ おきっすなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╉ぇいぇくかなお うき 
たぇさっしゃぇ ゃしっちはかけ. ¨とっ こけ-
ゃっつっ – しかっょ  しこっちうぇかくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ けす こけしっとっくうは くぇ 
ちぇさうちうすっ. ]こけょっかはす, つっ しぇ 
くぇせつうかう きくけゅけ くけゃう う うくすっ-
さっしくう くっとぇ, ういせきっくう しぇ けす 
すぇえくうすっ くぇ さけいけこさけういゃけょ-
しすゃけすけ,  くうとけ つっ こさけゅさぇきぇすぇ 
くぇ こけしっとっくうはすぇ ゅう くぇすけゃぇさ-
ゃぇ ゃなゃ ゃさっきっ こさっょう きぇすせさう, 
ょなさあぇゃくう ういこうすう こけ こさけそっ-
しうはすぇ, こさっょゃぇさうすっかくう ういこう-
すう ゃ せくうゃっさしうすっすうすっ. ‶なお しっ 
しすはゅぇす う いぇ ゅけしすう!  ‶け しすぇさぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ すさぇょうちうは:
    

╆ぇ ゅけしすうすっ しっ ゅさうあぇす 
きぇえおう う ぉぇぉう

╋ぇえおぇすぇ くぇ ╁ぇくは – ╃っはくぇ, 
きけくすぇあくうお ぉけっこさうこぇしう けす 
╆ぇゃけょ 3/150,  ゃっつっ っ いぇこぇいう-
かぇ さっしすけさぇくすぇ いぇ 18-すう きぇえ. 
╇ょぇす さけょくうくう けす [ぇょくっゃけ. 
』うつけ う ぉさぇすけゃつっょう, ぉぇぉう う 
ょはょけゃちう しっ しすはゅぇす ょぇ ょぇょぇす 
こけこなすっく ゃはすなさ くぇ いさっかけしす-
くうつおぇすぇ. ╋ぇきぇ つぇおぇ しなぉうすう-
っすけ し けゅさけきくぇ さぇょけしす – すぇす-
おけすけ しう うょゃぇ けす 《うくかぇくょうは. 
]うゅせさくけ っ こさうゅけすゃうか ういくっ-
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くぇょぇ – しこっちうぇかっく こけょぇさなお 
いぇ ぇぉうすせさうっくすおぇすぇ, おけえすけ, 
けぉぇつっ, けとっ っ すぇえくぇ. ╀ぇとぇすぇ 
くぇ ╁ぇくは, けぉぇつっ, いくぇっ いぇ くっえ-
くけすけ たけぉう ょぇ しくうきぇ う きっつすぇ-
すぇ え いぇ おぇつっしすゃっく そけすけぇこぇ-
さぇす... ”╋くけゅけ しなき さぇょけしすくぇ 
けす せつぇしすうっすけ くぇ ╁ぇくは, ゃない-
たうすっくぇ しなき けす くっは! ¨す 12 ゅけ-
ょうくう くはきぇ くうすけ っょくぇ こっすう-
ちぇ. ╋くけゅけ っ ぇきぉうちうけいくぇ. ′っ 
こさういくぇゃぇ くうとけ, けしゃっく こなかくけ 
てっしす,  しおさけきくぇ う すさせょけかの-

ぉうゃぇ,  くうおけゅぇ くっ きう っ しない-
ょぇゃぇかぇ こさけぉかっきう – つせょっしくけ 
ょっすっ! ╆ぇ ╁ぇくは くうとけ かけてけ くっ 
きけゅぇ ょぇ おぇあぇ.”, とぇしすかうゃぇ っ し 
ょっすっすけ しう ╃っはくぇ. ╁しっ くっとけ 
こさぇゃう –  こさっょしっょぇすっかしすゃぇかぇ  
ょけさう  きぇあけさっすおうすっ ゃ ゅうきくぇ-
いうはすぇ.  
10 ょせてう ぇゅうすおぇ こさうはすっかう う 

さけょくうくう, いぇっょくけ し きぇかおぇすぇ 
しっしすさうつおぇ ゃ つっすゃなさすう おかぇし, 
とっ こけょおさっこはす ╁ぇくは ゃ いぇかぇすぇ 
くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか” ゃっつっさすぇ くぇ 
おけくおせさしぇ. [けおかはすぇ っ しすさけゅぇ 
う っかっゅぇくすくぇ, ういぉさぇくぇ けす うく-
すっさくっす. 
]かぇゃおぇ ╋ぇいくっゃぇ, きぇえおぇ-

すぇ くぇ ′うおけかっすぇ, ぇさしっくぇかしおう 
おぇょなさ, おけえすけ こけいくぇゃぇ ちはかぇ-
すぇ けさなあっえくうちぇ, くけ こけしかっょ-
くけ さぇぉけすう ゃ ╆ぇゃけょ 3/130,  
しなとけ っ とぇしすかうゃぇ し ょっすっすけ しう 
-  ょゃっすっ しう しこけょっかはす ゃしうつおけ 
おぇすけ こさうはすっかおう. ¨ぉしなあょぇす 
しかせつうかけすけ しっ ゃ せつうかうとっ: おけっ 
っ こさぇゃうかくけ, おけっ - くっ, ぉなさいぇす 
ょぇ しっ つせはす こけ すっかっそけくぇ, おけ-
ゅぇすけ くっ しぇ いぇっょくけ. 〈ぇおぇ っ けす 
ゅけょうくう. ¨ぉぇつっ ′うおけかっすぇ せし-
こはゃぇ ょぇ は ういくっくぇょぇ し ういぉけさぇ 
しう ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ おけくおせさしぇ, 
ゃいっす  ゃ こけしかっょくうは きけきっくす. 
[ってうかぇ ょぇ しっ はゃう しこけくすぇく-
くけ, しかっょ おぇすけ は ういぉさぇかう しなせ-
つっくうちう う せつうすっかう ゃ せつうかうとっ 
– ‶╂ こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす 
う すせさういなき. 〈けぇかっすなす いぇ ぉぇかぇ 
しすぇゃぇ う すけぇかっす いぇ おけくおせさ-
しぇ. ╇いぉけさなす ぉうか くっけつぇおゃぇくけ 
かっしっく. 〉あ とっかう ょぇ こなすせゃぇす 
しこっちうぇかくけ ょけ ┿しっくけゃゅさぇょ, 
くけ けとっ こなさゃけすけ こなすせゃぇくっ ょけ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ さってうかけ ゃなこさけ-
しぇ. ]かっょ こさうぉうさぇくっすけ ゃおな-
とう, ′うおけかっすぇ ゃっょくぇゅぇ いぇゅけ-
ゃけさゃぇ, つっ ゃうょはくぇすぇ さけおかは, っ 
すけつくけ くっえくぇすぇ!  ╁ きぇゅぇいうくぇ 
ゅう こけしさっとぇす つせょっしくけ, ぇぉう-
すせさうっくすおぇすぇ しぇきぇ ういぉうさぇ 
きけょっか う ちゃはす. ‶け-すさせょくけ っ 
しぇきけ し けぉせゃおうすっ. ╁っつっ っ けさ-
ゅぇくういうさぇくけ  ういこさぇとぇくっすけ 
くぇ ょっすっすけ いぇ ぉぇかぇ – とっ うきぇ 
けそうちうぇかくぇ う ゃっしっかぇ つぇしす, 
ういくっくぇょう けす さけょくうくう う こさう-
はすっかう くぇ 17-すう きぇえ. ╆ぇ おせこけ-
くぇ しっ つぇおぇ う ぉさぇすなす くぇ ′うおけ-

かっすぇ – しすせょっくす こけかうすけかけゅうは 
ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす. 
]かぇゃおぇ こさういくぇゃぇ: ”〈けえ っ きけ-
はすぇ ゅけさょけしす!”. 〈けえ っ こけょゅけす-
ゃうか しこっちうぇかくぇ ういくっくぇょぇ いぇ 
′うおけかっすぇ. 〈ぇおぇゃぇ とっ うきぇ  う 
けす すぇすおけすけ. 
╁ぇくっしぇ, くぇしかっょくうつおぇ くぇ 

╉けしぬけ ╀ぇしぇくけゃ, ょなかゅけゅけょう-
てっく ゃ きうくぇかけすけ いぇき.-ょうさっお-
すけさ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, しなとけ 
っ ゅけさょけしすすぇ くぇ そぇきうかうはすぇ. 
′っえくぇすぇ ぉぇぉぇ – ╉けしすぇょうく-
おぇ, くっ いぇぉさぇゃは こけゃっかうすっ くぇ 
しゃっおなさ しう – ╉けしぬけ: ”‶なすっ-
おぇすぇ くう っ せすなこおぇくぇ. ╇きぇきっ 
しう しゃっすなか こさうきっさ う けこうす!”. 
╁はさくぇ くぇ すさぇょうちううすっ, そぇきう-
かうはすぇ こけしさっとぇ こけ ぉなかゅぇさしおう 
こさぇいくうおぇ くぇ ぇぉうすせさうっくす-
おぇすぇ. ╉ぇすけ うしすうくしおぇ ぉぇぉぇ, 
╉けしすぇょうくおぇ, おけくすさけかぬけさ こけ 
おぇつっしすゃけすけ ゃ ╆ぇゃけょ 0/169, 
こけきけゅくぇかぇ し おぇおゃけすけ すさはぉゃぇ 
- ょぇあっ う し こぇさうつおう. 〈けぇかっすなす 
ういぉさぇかう けす ‶かけゃょうゃ. ╋ぇえおぇ-
すぇ くぇ ╁ぇくっしぇ, ぇぉうすせさうっくすおぇ 
けす 》╂ „╉うさうか う ╋っすけょうえ”, っ 
きっょうちうくおう さぇぉけすくうお, すぇすおけ-
すけ – きぇてうくけしすさけうすっか ゃ „╋+] 
》うょさぇゃかうお”. 〈っいう, おけうすけ くぇえ-
きくけゅけ けぉうつぇす ╁ぇくっしぇ, とっ しっ 
しなぉっさぇす ゃ ょっくは くぇ ぉぇかぇ – 24-
すう きぇえ, ょぇ こさぇいくせゃぇす いぇっょくけ, 
さぇいおぇいゃぇ ぉぇぉぇ ╉けしすぇょうくおぇ. 
〈は う けとっ ょっしっすうくぇ そっくけゃっ 
くぇ こなさゃぇすぇ ゃくせつおぇ – ぇぉうすせ-
さうっくすおぇ, とっ こけょおさっこはす けす 
こせぉかうおぇすぇ ゃ いぇかぇすぇ しゃけはすぇ 
おぇくょうょぇすおぇ いぇ おけさけくぇすぇ.      

╀かぇゅけしかけゃうはすぇ:
╃っちぇすぇ ょぇ しぇ とぇしすかうゃう!

„╃っちぇすぇ ょぇ しぇ とぇしすかうゃう” 
っ ぉかぇゅけしかけゃうはすぇ くぇ ゃしは-
おぇ きぇえおぇ. ]かぇゃおぇ, ╃っはくぇ う 
ぉぇぉぇ ╉さぇしうきうさぇ くっ こさぇゃはす 
ういおかのつっくうっ.”′っおぇ ょっちぇすぇ しっ 

いぇぉぇゃかはゃぇす ゃ おけくおせさしぇ う くぇ 
ぉぇかぇ! ╃ぇ ぉなょぇす とぇしすかうゃう, 
すけゃぇ こけあっかぇゃぇき おぇすけ きぇえおぇ 
いぇ ゃしうつおう ぇぉうすせさうっくすう! ╇し-
おぇき ゃしうつおう ょっちぇ ょぇ ぉなょぇす 
とぇしすかうゃう, ぇ くうっ – ょぇ こけきぇ-
ゅぇきっ, ょけおけかおけすけ きけあっき!”, くぇ-
さっあょぇ し ょけぉさけ ]かぇゃおぇ.  
„╃ぇえ, ╀けあっ, ょぇ しっ しかせつゃぇす 

しぇきけ たせぉぇゃう くっとぇ!”, ぉかぇゅけ-
しかぇゃは う ╃っはくぇ. „╃ぇ しぇ あうゃう 
う いょさぇゃう う くうっ こけおさぇえ すはた, 
ょぇくけ きけあっき ょぇ  こけきぇゅぇきっ!”, 
こけあっかぇゃぇ ╉けしすぇょうくおぇ ╀ぇしぇ-
くけゃぇ.
„╃ぇえ, ╀けあっ!”, ょけぉぇゃは う っおう-

こなす くぇ „〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか” し 
ゃはさぇすぇ, つっ ぉかぇゅけしかけゃううすっ こけ 
╁っかうおょっく しっ しぉなょゃぇす. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

『ぇさしおう ぉかうち:

* ╋なあなす くぇ あうゃけすぇ きう うしおぇき ょぇ ぉなょっ:

╁ぇくっしぇ: ╁うしけお, うしおさっく, けすゅけゃけさっく, さけきぇくすうつっく. ╉ぇすけ ‶ぇゃっか ╊ぇすっゃ!
╁ぇくは:  ╋けはす 〈けょけさ けす 》せきぇくうすぇさくぇ ゅうきくぇいうは „╉うさうか う ╋っすけょうえ”
′うおけかっすぇ: ╁うしけお. 』けゃっお, おけえすけ せゃぇあぇゃぇ あっくぇすぇ ょけ しっぉっ しう う は ちっくう.

* ′っ うしおぇき くうおけゅぇ ょぇ きう しっ しかせつう: 

╁ぇくは: ╃ぇ けしすぇくぇ ぉっい きっつすう う ぇきぉうちうう.
╁ぇくっしぇ: [ぇいけつぇさけゃぇくうっすけ. ′っ うしおぇき ょぇ ぉなょぇ くぇさぇくはゃぇくぇ う ういけしすぇゃっくぇ.
′うおけかっすぇ: ′っとぇしすうっすけ.

Николета Мазнева

Ваня и Деяна

Ванеса и Костадинка
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„╆ぇぉさぇゃっくぇすぇ ゃけえくぇ” – おくうゅぇすぇ-っくちうおかけこっょうは いぇ 
╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ ぉっ こさっょしすぇゃっくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  こさっょ ぉう-
ゃてう ゃけっくくう, うしすけさうちう, きくけゅけ ゅさぇあょぇくう. ′っえくけすけ こさっょ-
しすぇゃはくっ ぉっ しゃけっけぉさぇいっく さっゃっさぇくし くぇ っょうく けす ぇゃすけさうすっ え 
- おぇさょうけかけゅなす こさけそ. ╂っくつけ ′ぇつっゃ, おなき しゃけうすっ しなゅさぇあょぇ-
くう. ╃させゅうはす ぇゃすけさ くぇ おくうゅぇすぇ っ しけぉしすゃっくうおなす くぇ うくそけさ-
きぇちうけくくぇすぇ ぇゅっくちうは ”《けおせし” ╉さぇしうきうさ 〉いせくけゃ. 
『っくくけすけ ういょぇくうっ, くぇ しこっちうぇかくぇ たぇさすうは, しなょなさあぇ うく-

そけさきぇちうは いぇ ちはかぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ  ぇさきうは - くぇょ 400 たうかは-
ょう ょせてう, せつぇしすゃぇかう ゃ ╀ぇかおぇくしおうすっ ゃけえくう, いぇ けすょっかくうすっ 
こけょさぇいょっかっくうは, すったくうすっ おけきぇくょうさう, おさぇすおけ けこうしぇくうっ くぇ 
しさぇあっくうはすぇ う きくけゅけ, ういおかのつうすっかくけ さっょおう, しくうきおう, おぇさ-
すうつおう.
╆くぇつうきけしすすぇ う くっこさったけょくけしすすぇ くぇ おくうゅぇすぇ いぇ うしすけさうはすぇ 

っ う ゃ すけゃぇ, つっ すは しなょなさあぇ  ゃしうつおう たうきくう, ぉけえくう きぇさてけゃっ 
う そけすけしう くぇ いくぇきっくぇすぇ くぇ ょさせあうくうすっ う こけかおけゃっすっ, せつぇしす-
ゃぇかう ゃ しさぇあっくうはすぇ, こけょつっさすぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ 
え うしすけさうおなす ょ-さ ╉けしぬけ ╆ぇさっゃ. 
„》けょうき こけ せかうちう し うきっくぇ, おけうすけ くうとけ くっ くう ゅけゃけさはす, 

ぇ すけゃぇ しぇ うきっくぇ, けつっさすぇゃぇとう ゅさぇくうちうすっ くぇ  ょせたけゃくぇ 
╀なかゅぇさうは, くっ くぇ すぇいう, ゃ おけはすけ あうゃっっき しっゅぇ. ′うっ しきっ けす 
しすさぇくぇすぇ くぇ いぇょなかあっくうすっ う ぉう しかっょゃぇかけ ょぇ しきっ いくぇっとう, 
くけ くっ しきっ, いぇすけゃぇ しっ う さけょう すぇいう おくうゅぇ”, おぇいぇ こけ ゃさっきっ 
くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ え ゃ ╉ぇいぇくかなお こさけそ. ╂っくつけ ′ぇつっゃ. 〈けえ 
けこさっょっかう おくうゅぇすぇ „╆ぇぉさぇゃっくぇすぇ ゃけえくぇ” おぇすけ „しぇきけ っょくぇ 
おさぇつおぇ けす こなすは おなき こぇきっすすぇ くう”. 
‶け ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ おくうゅぇすぇ, おけはすけ きくけいうくぇ 

こさうしなしすゃぇとう けこさっょっかうたぇ おぇすけ せつっぉくうお いぇ こぇすさうけすうつくけ 
ゃないこうすぇくうっ, ぉはたぇ くぇゅさぇょっくう  ゅさぇあょぇくう う ′‶¨ いぇ ぇおすうゃ-
くぇすぇ うき さぇぉけすぇ こけ くぇちうけくぇかくけすけ  つっしすゃぇくっ くぇ 100 ゅけょうくう 
けす ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ. 
                                                                 ╃っかはくぇ  ╀けぉっゃぇ 

〈]╅╉╊╋[╅【╅ ╆╊′『╅╆《【¨を╅ 〉╅『╅』〉╅]╅ 
〉╅╉ ╉╇╅ 》ぇ【¨ 》『╊′ [『¨′╅【╅

╉かしひて せあ すしあおけてか いひしえあちけ せあ うひくちあつて 10-19 えそおけせけ か 9.4% たちけ 11% つちかおせそ くあ ╊』

』けしあてあ せあ たそしけてけさあてあ, そつうかせ う おそうかちけかてそ, か け う たちけかすつてうかせそつててあ すかきおと たそさそしかせけみてあ 

‶けゃっつっ けす ょゃぇ こなすう しっ 
っ せゃっかうつうか ょっかなす くぇ 

ぉっいさぇぉけすくうすっ きかぇょっあう ゃ 
╀なかゅぇさうは いぇ こけしかっょくうすっ 5 
ゅけょうくう, こけおぇいゃぇす ょぇくくう くぇ 
ういしかっょゃぇくっ,  こけさなつぇくぇ けす 
╋╉╀ ぃくうけくぉぇくお. ‶さっい 2008 
ゅ. すは っ ぉうかぇ 11.9%, ぇ いぇ 
2012 ゅ. っ 28.1% こさう しさっょくけ 
22.8% いぇ ╄],  しけつう ぇくぇかう-
いなす. 
 ╁ しなとけすけ ゃさっきっ こさけょなか-

あぇゃぇ う すさっゃけあくぇすぇ すっくょっく-
ちうは いぇ せゃっかうつっくうっ くぇ さなしすぇ 
くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ おぇすけ ちはかけ 
ゃ しすさぇくぇすぇ, ゃ すけゃぇ つうしかけ う 
ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶け 
ょぇくくう くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇ-

》╅『¨【╊ ′╅ ╇【《『╅ 》╊〉』¨っ... ぁ】╇』【╇╅〈 』╊ [╅【《 ぁ¨『╅[,
[《‶【《 ¨〈╅ [╅[╇《 ╉╅ 〉╅】ぁ¨ 《【 ｠《『╅【╅

』]╊╉ 21-╇¨ 〉《╊〈╇『¨ ╈】╆¨〈 
》『╅╇╅ 《【 ]¨｠╇《【《ぁ[¨【╊?

...╇╊ぁ╊ 『╅╆《【¨〈 ′╅ 』╊╆╊ 』¨
]さっょくけ こけ 1123 かゃ. うきぇす けしうゅせさっくうすっ こけ こぇさすうょうすっ しう ゃ せくうゃっさしぇかくう こっくしうけくくう そけく-

ょけゃっ おなき おさぇは くぇ 2011 ゅ., けす おけうすけ しかっょ ょっしっすうくぇ ゅけょうくう とっ いぇこけつくっ こかぇとぇくっすけ くぇ ゃすけさぇ 
こっくしうは. ]せきぇすぇ, しなぉさぇくぇ すぇき ょけ きけきっくすぇ, っ しなし 169 かゃ. こけゃっつっ しこさはきけ ゅけょうくぇ こさっょう すけゃぇ. 
‶ぇお こけ けそうちうぇかくう ょぇくくう くぇ ′]╇, ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇえ-きくけゅけ こぇさう っ うきぇかけ こけ 
しきっすおうすっ くぇ きなあっすっ きっあょせ 45 う 49 ゅ. - しさっょくけ こけ 1555 かゃ.
¨しゃっく くぇきぇかっかうすっ こぇさう ゃ うくょうゃうょせぇかくうすっ こぇさすうょう くぇ たけさぇすぇ いぇ ゃすけさぇ こっくしうは, くぇきぇかっ-

くうっ くぇ こぇさうすっ ゃ うくょうゃうょせぇかくうすっ こぇさすうょう  しっ けすつうすぇ う  ゃ こさけそっしうけくぇかくうすっ したっきう, ゃ おけうすけ 
しっ けしうゅせさはゃぇす さぇぉけすっとうすっ すさせょ けす こなさゃぇ う ゃすけさぇ おぇすっゅけさうは, おけうすけ しぇ し こさぇゃけ くぇ さぇくくけ こっく-
しうけくうさぇくっ. ╁ おさぇは くぇ 2012 ゅけょうくぇ すぇいう しせきぇ っ ぉうかぇ 2080 かゃ., ぇ ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ - 2204 かゃ.
╁なこさっおう すけゃぇ, くぇすさせこゃぇくうはすぇ しぇ ぉかういけ ょゃぇ こなすう こけ-ゅけかっきう しこさはきけ せくうゃっさしぇかくうすっ したっきう 

いぇさぇょう こけ-ゅけかっきうは さぇいきっさ くぇ ゃくけしおうすっ う こけ-ゃうしけおうは けしうゅせさうすっかっく ょけたけょ くぇ さぇぉけすっとうすっ 
こさう ゃさっょくう せしかけゃうは.
]なゅかぇしくけ ╉けょっおしぇ いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ, こさけそっしうけくぇかくうすっ そけくょけゃっ すさはぉゃぇ ょぇ いぇこけつ-

くぇす ょぇ こかぇとぇす さぇくくう こっくしうう くぇ きうくぬけさう, きっすぇかせさいう, たうきうちう けす 2015 ゅ. 〈ぇおうゃぇ さぇくくう こっく-
しうう すっ とっ こけかせつぇゃぇす, ょけおぇすけ くぇゃなさてぇす けぉとぇすぇ こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす. ]っゅぇ きなあっすっ, さぇぉけすっとう 
くぇ こなさゃぇ おぇすっゅけさうは すさせょ, きけゅぇす ょぇ こさっおさぇすはす おぇさうっさぇすぇ しう 11 ゅ. こけ-さぇくけ, ぇ あっくうすっ - 13 ゅ. 
こけ-さぇくけ.
             

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

2246 しぇ ゅさぇあょぇくうすっ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おけうすけ うきぇす こさぇゃぇ こけ ╆ぇおけくぇ いぇ せさっあょぇくっ 
こさぇゃぇすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ し きくけゅけゅけょうてくう あう-
かうとくけ-しこっしすけゃくう ゃかけゅけゃっ. ¨す すはた 1491 しぇ 
こけかせつうかう しゃけうすっ けぉっいとっすっくうは, けしすぇゃぇす 755 
こさぇゃけうきぇとう, けす おけうすけ 82 しぇ しっ さっゅうしすさう-
さぇかう. ¨しすぇくぇかうすっ 673 ゅさぇあょぇくう すさはぉゃぇ 
ょぇ いぇこけつくぇす しすさけうすっかしすゃけ うかう ょぇ しおかのつぇす 
しょっかおぇ いぇ こけおせこおぇ くぇ あうかうとっ ょけ 21 くけっき-
ゃさう す.ゅ. ]かっょ すぇいう ょぇすぇ すっ ゅせぉはす こさぇゃぇすぇ しう. 
]ぇきけすけ ういこかぇとぇくっ くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ とっ 
しすぇゃぇ ょけ 31  ょっおっきゃさう 2019 ゅ., しかっょ おけっすけ 
いぇおけくなす こさうおかのつゃぇ しゃけっすけ ょっえしすゃうっ.
╁ きけきっくすぇ しっ ういこかぇとぇす けぉっいとっすっくうは くぇ 

ゅさぇあょぇくう, さっゅうしすさうさぇかう しっ こさっい 2010 ゅ., 
けぉはしくう いぇきっしすくうお-おきっすなす ‶っすなさ ╉けしっゃ. 

‶さっい 2013 ゅけょうくぇ ょっくはす くぇ しゃけぉけょぇ けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ ぉっ 
くぇしうすっく う し ういゃっしすくぇ ょけいぇ  うさけくうは, すなえ おぇすけ しなゃこぇょくぇ し 
╃っくは くぇ すさせょぇ – 1-ゃう きぇえ, すさぇょうちうけくくけ くっさぇぉけすっく ょっく せ 
くぇし.
′ぇ こさぇおすうおぇ, けぉぇつっ, “つうしすっくっすけ くう” けすおなき ぇくゅぇあうきっくすう 

おなき たぇいくぇすぇ くぇしすなこう 5 ょくう こけ-おなしくけ, くぇ 5-すう きぇえ, すなえ おぇすけ 
しっ こさっういつうしかはゃぇす う こぇさうすっ けす っゃさけこっえしおう そけくょけゃっ, おけうすけ 
くっ ういかういぇす ょうさっおすくけ けす ょあけぉぇ くぇ ょぇくなおけこかぇすっちぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは, くけ しなとけ ゃうしはす くぇ しきっすおうすっ くう. 〈っいう 5 ょくう こけ-さぇくけ うかう 
こけ-おなしくけ とっ ぉなょぇす けすさぇぉけすっくう ゃ こけかいぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ う くうっ 
ゅう くぇさうつぇきっ „ょくう いぇ けすさぇぉけすゃぇくっ“.
〈ぇおぇ くぇ こさぇおすうおぇ っあっゅけょくけ ゃ ╀なかゅぇさうは しこうさぇきっ ょぇ さぇぉけ-

すうき いぇ ょなさあぇゃぇすぇ う いぇこけつゃぇきっ いぇ くぇし こさぇおすうつっしおう ゃ こなさ-
ゃぇすぇ ょっしっすょくっゃおぇ くぇ きぇえ. ╁さっきっすけ しっ ういつうしかはゃぇ くぇ ぉぇいぇ 
しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ う さぇいきっさぇ くぇ ょぇくなつくぇすぇ すっあっしす, 
おぇおすけ う ぉさけは さぇぉけすくう ょくう. 
]こけさっょ ういつうしかっくうはすぇ くぇ っおしこっさすうすっ けす ╇くしすうすせすぇ こけ こぇ-

いぇさくぇ うおけくけきうおぇ, おけうすけ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ こさっういつうしかはゃぇす さっぇか-
くけ さぇぉけすっくうすっ ょくう けす ぉなかゅぇさうすっ いぇ さぇいかうつくう ょぇくなちう, けしう-
ゅせさけゃおう う ょさせゅう ぇくゅぇあうきっくすう おなき たぇいくぇすぇ, くぇえ-きくけゅけ ょくう 
こさっい 2013 ゅ. とっ けすょっかうき, いぇ ょぇ こけこなかくうき こさうたけょうすっ けす ╃╃] 
– 35 ょくう. ╆ぇ こさうたけょうすっ けす ぇおちういう とっ しぇ くう くせあくう 19 ょくう. 
╆ぇ けしうゅせさけゃおうすっ とっ くう すさはぉゃぇす 27 ょくう, けす おけうすけ 19 ょくう 
いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ う 8 ょくう いぇ いょさぇゃくけ. ‶さうたけょうすっ 
けす こけょけたけょくうすっ ょぇくなちう とっ こけこなかくうき いぇ 11 ょくう, ぇ すっいう けす 
おけさこけさぇすうゃくう ょぇくなちう – いぇ 7 ょくう. ╃させゅう 7 ょくう とっ さぇぉけすうき, 
しぇきけ いぇ ょぇ しう こかぇすうき ょなさあぇゃくうすっ う けぉとうくしおう すぇおしう. ╇きせ-
とっしすゃっくうすっ ょぇくなちう とっ くう おけしすゃぇす 3 ょくう.
╄ょゃぇ しかっょ おぇすけ  しっ こけすさせょうき, いぇ ょぇ しう こかぇすうき ゃしうつおけ すけゃぇ, 

さっぇかくけ こぇさうすっ くう とっ けすうゃぇす いぇ しけぉしすゃっくうすっ くう う くぇ しっきっえ-
しすゃぇすぇ くせあょう. ′はおなょっ しさっょ すけいう けしすぇすなお こけ-おなしきっすかううすっ けす 
くぇし きけあっ う ょぇ きけゅぇす ょぇ しこっしすはす “ぉっかう こぇさう いぇ つっさくう ょくう”. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ
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‶さっい 2009 ゅ. ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ ういこかぇ-
すっくう 236 000 かゃ. けぉっいとっすっくうは こけ ╆ぇおけくぇ いぇ 
せさっあょぇくっ こさぇゃぇすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ し きくけゅけ-
ゅけょうてくう あうかうとくけ-しこっしすけゃくう ゃかけゅけゃっ, こさっい 
2010 ゅ. - 265 000 かゃ., 2011 ゅ. - 112 000 かゃ., 
2012 ゅ. - 183 000 かゃ., ぇ こさっい 2013 ゅ. - 109 
000 かゃ.
‶けょぇゃぇくっ くぇ ょけおせきっくすう いぇ さっゅうしすさぇちうは くぇ 

ゅさぇあょぇくうすっ し きくけゅけゅけょうてくう あうかうとくけ-しこっし-
すけゃくう ゃかけゅけゃっ しっ ういゃなさてゃぇ ゃ ╇くそけさきぇちうけく-
くうは ちっくすなさ いぇ せしかせゅう くぇ ゅさぇあょぇくうすっ ゃ ちっく-
すさぇかくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゅうてっ 
わ 7 „¨ぉとうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす“, ぉせか. „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ“ 6.

                            ╇くそけさきぇちうはすぇ っ こさっ-
ょけしすぇゃっくぇ けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

〈けえ しっ おぇいゃぇ 》ぇかうか ╊っすうそけゃ う っ くぇ 34 ゅけょうくう. ]こけ
さっょ しうきゃけかうおぇすぇ ゃ すせさしおうすっ うきっくぇ, くっゅけゃけすけ しっ こさっ
ゃっあょぇ おぇすけ “ょけぉさはお”.  ‶さっょしすぇゃうすっか くぇ いけょうは ¨ゃっく, 
くけ すゃなさょう, つっ ゃ あうゃけすぇ しう しっ しすぇさぇっ ょぇ くっ ゃなさゃう し 
さけゅぇすぇ くぇこさっょ. ¨とっ こけゃっつっ, つっ う こけかうすうおぇすぇ, くぇ 
おけはすけ しっ っ こけしゃっすうか, ゅけ っ くぇせつうかぇ, つっ こけょけぉくけ ょっえしす
ゃうっ くっ くけしう ょけぉさけ. 
 ╁ きぇかおけすけ しゃけぉけょくけ ゃさっきっ つっすっ. ‶けしかっょくぇすぇ おくう

ゅぇ, おけはすけ ゅけ っ さぇいすなさしうかぇ, っ “╋うすけかけゅうは くぇ せしこったぇ” 
くぇ ╇ゃぇく ╂ぇぉっさけゃ.  
 ¨ぉうつぇ こさうさけょぇすぇ.
╆ぇゃなさてうか っ ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ ‶かけゃょうしおうは 

せくうゃっさしうすっす - ]すけこぇくしおけ せこさぇゃかっくうっ. ‶さっい 2008-きぇ 
ゅけょうくぇ っ いぇゃなさてうか う ぉなかゅぇさしおけすけ せつうかうとっ いぇ こけかう
すうおぇ “╃うきうすなさ  ‶ぇくうちぇ” おなき ]なゃっすぇ くぇ ╄ゃさけこぇ. 
╀ぇとぇ っ くぇ 4-ゅけょうてっく しうく 》ぇかっす /ゃけうく/, ぇ こさっい のかう 

けつぇおゃぇ う ゃすけさけすけ しう ょっすっ. ¨す くはおけかおけ ゅけょうくう しこけょっ
かは あうゃけすぇ しう し ′っゃうく - ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ ]ゃうとけゃしおぇ
すぇ ]すけこぇくしおぇ ぇおぇょっきうは. 
[けょっく っ ゃ ]きけかはく, くけ けす 1992 ゅけょうくぇ あうゃっっ しなし 

しっきっえしすゃけすけ しう ゃ 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ. [けょうすっかうすっ 
きせ しっ いぇくうきぇゃぇす しなし いっきっょっかうっ う しすさけうすっかしすゃけ. ¨す 
20-ゅけょうてっく っ つかっく くぇ ╃‶], ぉうか っ こさっょしっょぇすっか くぇ 
¨ぉかぇしすくうは しなゃっす くぇ きかぇょっあおけすけ ╃‶], ょゃぇ きぇくょぇすぇ 
っ こさっょしっょぇすっか う くぇ ¨ぉかぇしすくうは しなゃっす くぇ ╃‶]. ╉ぇくょう
ょぇす-ょっこせすぇす っ けす ╃‶] いぇ  ゃすけさう こなす. 
 ╃ゃぇ きぇくょぇすぇ っ う けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ╃‶]. 〈ゃなさ

ょう, つっ, ぇおけ うきぇ ゃないきけあくけしす, くっ ぉう あうゃはか ゃ しすけかうちぇ
すぇ. ╇しおぇ しうくけゃっすっ きせ ょぇ さぇしすぇす くぇ しっかけ. 
 ╆ぇっょくけ し ぉさぇす しう  しっ いぇくうきぇゃぇす  し こかけょけゃっ う いっかっく

つせちう, いっきっょっかうっ う すなさゅけゃうは. 

╋くっくうっ: 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 
‶さっょしっょぇすっか くぇ
ゅさせこぇすぇ
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお

-  ╂-く ╊っすうそけゃ, すゃなさょう
すっ, つっ ╃‶] とっ うきぇ こけさっ
ょっく ゅけかはき せしこった う くぇ すっいう 
ういぉけさう. ╋けすうゃうすっ ╁う いぇ 
すけゃぇ? 
- ′はおけかおけ しぇ こさうつうくうすっ いぇ 

すけゃぇ: くぇ こなさゃけ きはしすけ, いぇとけすけ 
╃‶] いぇかぇゅぇ くぇ きかぇょうすっ たけさぇ 
う すはたくけすけ くけせ-たぇせ こけ けすくけてっ-
くうっ くぇ こけかうすうおぇすぇ う くぇえ-ゃっ-
つっ おなき すはたくぇすぇ くっけこっすくっくけしす. 
〈けゃぇ, ゃしなとくけしす, っ う っょうく けす 
ゅけかっきうすっ こさけぉかっきう くぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ こけかうすうおぇ. ╁ すけいう 
しきうしなか ゃうあょぇき う きけはすぇ さけかは: 
ょぇ ょぇき しゃけは こさうくけし う こさうきっさ 
う ょぇ けこさぇゃょぇは ょけゃっさうっすけ くぇ 
たけさぇすぇ. ╋うしかは, つっ けしくけゃくうはす 
こさけぉかっき くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こけ-
かうすうおぇ う ぉなかゅぇさしおうすっ うくしすう-
すせちうう っ うきっくくけ ゃ かうこしぇすぇ くぇ 
ょけゃっさうっ. ╉けきこさけきっすうさぇくう しぇ. 
‶さけしすけ, ぉなかゅぇさしおうすっ ゅさぇあょぇ-
くう くっ ゃはさゃぇす くぇ うくしすうすせちううすっ 
う すけゃぇ っ っょうく けす けしくけゃくうすっ う 
きくけゅけ しっさうけいくう こさけぉかっきう いぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ くう. 〈けいう こさけぉかっき 
– くっょけゃっさうっすけ, さっそかっおすうさぇ 
きくけゅけ ょうさっおすくけ う ゃ ぉういくっしぇ,  
う ゃ しけちうぇかくけ-うおけくけきうつっしおうは 
う こけかうすうつっしおうは あうゃけす くぇ 
しすさぇくぇすぇ. ┿ ゃしうつおけ すけゃぇ せょさは 
う さっそかっおすうさぇ う ゃ ぉうすぇ くぇ たけ-

さぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ きうしかは, つっ けすすぇき 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ すさなゅくっ. ′ぇ  ゃすけ-
さけ きはしすけ - せぉっょっく しなき ゃ せしこっ-
たぇ, いぇとけすけ しきっ こけっかう ぇくゅぇ-
あうきっくすう, おけうすけ とっ しかっょゃぇきっ 
う けすしすけはゃぇきっ しすなこおぇ こけ しすなこ-
おぇ. 》けさぇすぇ くう こけしすぇゃうたぇ すっいう 
こさけぉかっきう う いぇょぇつう, ょかなあくう 
しきっ ょぇ  けこさぇゃょぇっき ょけゃっさうっすけ 
うき.  
- ╉なょっ ぉうたすっ  きけゅかう ょぇ しすっ 

こけかっいっく ゃ ぉなかゅぇさしおうは こぇさ

かぇきっくす?
- ╉ぇすけ きかぇょ つけゃっお, しなき ょかな-

あっく ょぇ しっ せつぇ けす すっいう, し こけゃっ-
つっ けこうす こさっょう きっく. ╃ぇ しっ せつぇ 
こけしすけはくくけ.  ╁うあょぇき しっぉっ しう 
う こけかっいくけしすすぇ  しう ゃ あうゃぇすぇ う 
こけしすけはくくぇ ゃさないおぇ きっあょせ たけ-

さぇすぇ う すっいう, おけうすけ しないょぇゃぇす 
いぇおけくうすっ, ゃなゃ ゃさないおぇすぇ きっあ-
ょせ きぇかおうは う しさっょくうは ぉういくっし 
う いぇおけくけすゃけさちうすっ ゃ しすさぇくぇ-
すぇ: っょさうはす ぉういくっし う こさっおうすっ 
こさけぉかっきう くぇ たけさぇすぇ. ╁しうつおけ 
っ しゃなさいぇくけ: ゃなさゃう かう ぉういくっ-
しなす, さってぇゃぇす かう しっ こさけぉかっ-
きうすっ きせ, すけゃぇ とっ さっそかっおすう-
さぇ う ゃなさたせ たけさぇすぇ う すはたくぇすぇ 
こけおせこぇすっかくぇ しこけしけぉくけしす. 
′っとぇすぇ しっ くぇさっあょぇす. ╋けあっ 
う ょぇ こさけいゃせつう くっしおさけきくけ, くけ 
きうしかは, つっ こさうょけぉうたきっ - おぇすけ 
こぇさすうは, おぇすけ けさゅぇくういぇちうは, くっ 
きぇかおけ けこうす. ╇きぇきっ けしくけゃぇ-
くうは ょぇ しっ つせゃしすゃぇきっ ゅけすけゃう 
いぇ ゅけかはきぇすぇ いぇょぇつぇ, いぇ ょぇ けこ-
さぇゃょぇっき ょけゃっさうっすけ くぇ たけさぇ-
すぇ. ╆ぇとけすけ, くぇうしすうくぇ くぇ こなさ-
ゃけ きはしすけ - たけさぇすぇ くっ ゃはさゃぇす 
くぇ こけかうすうちうすっ う すけゃぇ っ こけさぇ-
ょう ゃしっ こけ-きぇかおけ しかせつゃぇとうすっ 
しっ こけかっいくう う ょけぉさう くっとぇ せ 
くぇし. ¨す  すぇいう ゅかっょくぇ すけつおぇ 
う くぇ ぉぇいぇ ゅけかっきうすっ くぇょっあょう 
くぇ たけさぇすぇ  さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ 
こさっょしすけう ゃ くけゃうは ぉなかゅぇさしおう 
こぇさかぇきっくす, っ しすさぇてくけ きくけゅけ.  
╉ぇおゃけすけ けす きっく いぇゃうしう, とっ ゅけ 
くぇこさぇゃは, いぇ ょぇ けすゅけゃけさは くぇ 
すっいう けつぇおゃぇくうは. [ぇいぉうさぇ しっ, 
ぇい しなき つぇしす けす っょくぇ しすさせおすせ-
さぇ , すぇおぇ うかう うくぇつっ, すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ しかっょゃぇす う こけっすうすっ ぇく-
ゅぇあうきっくすう くぇ くぇちうけくぇかくけ 
くうゃけ. ′っ きけあっ ょぇ しっ さぇぉけすう 
くぇ こぇさつっ. 
- ╉けえ っ くぇえ-ゅけかっきうはす 

こさけぉかっき くぇ たけさぇすぇ けす さっ
ゅうけくぇ, おぇすけ ういおかのつうき けし
くけゃくうは - かうこしぇすぇ くぇ ょけ
ゃっさうっ おなき こけかうすうつっしおぇすぇ 
おかぇしぇ せ くぇし?
- ╃けゃっさうっすけ, ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ 

う くうしおうすっ ょけたけょう. 〈けゃぇ しぇ けし-
くけゃくうすっ こさけぉかっきう. 〈けゃぇ っ う 
こなさゃけすけ くっとけ, おけっすけ たけさぇすぇ 
こけしすぇゃはす. ‶けしかっ しかっょゃぇす くぇえ-
さぇいかうつくう こさけぉかっきう けす ぉうすけゃ 
たぇさぇおすっさ, うくそさぇしすさせおすせさぇ, 
おぇくぇかういぇちうは. ╁ 21-ゃう ゃっお 
すけゃぇ しっ けおぇいぇ ゅけかはき こさけぉかっき 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈ぇおなゃ っ こさけぉかっ-
きなす ゃ ╉けこさうくおぇ, おぇおすけ う ゃなゃ 
ゃしうつおう くぇしっかっくう きっしすぇ. ╃させゅ 
ゃぇあっく こさけぉかっき, おけえすけ しっ こけ-
しすぇゃは, っ すけいう し おせかすせさぇすぇ, 
いぇとけすけ きぇかおうすっ くぇしっかっくう 
きっしすぇ きくけゅけ けすょぇゃくぇ くはきぇす 
おせかすせさっく あうゃけす. ╇ すけいう こさけ-
ぉかっき くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ こけょちっくは-
ゃぇ, くっいぇゃうしうきけ けす ょさせゅうすっ 
すさせょくけしすう.
- ╁うっ くっ しすっ くけゃけ かうちっ 

いぇ ╃‶], ゃなこさっおう 34-すっ ╁う 
ゅけょうくう. ╁ すぇいう こさっょういぉけさ
くぇ おぇきこぇくうは, けぉぇつっ, うきぇ 

くっとけ さぇいかうつくけ: ゃしうつおう 
こけかうすうつっしおう こぇさすうう いぇ
かぇゅぇす しっさうけいくけ くぇ くけゃうすっ 
かうちぇ ゃ かうしすうすっ しう. ]こけさっょ 
╁ぇし, すけゃぇ おけい うかう おぇこぇく 
とっ っ いぇ こけかうすうつっしおうすっ 
しうかう, ういかなつうかう いくぇつうすっ

っすけしすすぇ, ゃ おさぇは くぇ そっゃさせぇさう すは っ 11% ゃ けぉかぇしすすぇ. [っゅうしすさうさぇくうすっ ぉっいさぇぉけすくう ゃ けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こさっい そっゃさせぇさう しぇ ぉうかう 16 284 ょせてう. ╆ぇ きうくぇかうは きっしっち さぇゃくうとっすけ くぇ ぉっい-
さぇぉけすうちぇすぇ ゃ けぉかぇしすすぇ っ し けおけかけ 1 こせくおす こけ-くうしおけ しこさはきけ しさっょくけすけ いぇ しすさぇくぇすぇ, おけっすけ っ 
11,96 %. ̈ す けぉとうくうすっ ゃ けぉかぇしすすぇ し くぇえ-くうしおけ くうゃけ くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ こさっい そっゃさせぇさう っ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ - 7,3 %, ぇ し くぇえ-ゃうしけおけ - ′うおけかぇっゃけ し 59 %. ╃させゅう けぉとうくう し きくけゅけ ゃうしけおぇ ぉっいさぇ-
ぉけすうちぇ しぇ ╋なゅかうあ, ╂せさおけゃけ う 』うさこぇく. ]さっょ ぉっいさぇぉけすくうすっ しっ いぇこぇいゃぇ ょけきうくうさぇとうはす ょはか くぇ 
あっくうすっ - 55,4 %., おぇおすけ う くぇ きかぇょうすっ たけさぇ ょけ 29 ゅけょうくう.  
]さっょ すはた こさっけぉかぇょぇゃぇす うかう くうしおけ けぉさぇいけゃぇくうすっ, うかう きかぇょっあうすっ し けぉさぇいけゃぇくうっ, くけ ぉっい 

すさせょけゃ しすぇあ. ╁なこさっおう きっさおうすっ, こさっょこさうっすう いぇ しすうきせかうさぇくっ くぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ きかぇょっあう こけ 
こさけっおすう いぇ こなさゃぇ  さぇぉけすぇ, すさっゃけゅぇすぇ いぇ ゃうしけおうは こさけちっくす ぉっいさぇぉけすくう けぉさぇいけゃぇくう きかぇょっあう 
けしすぇゃぇ. 
┿くぇかういなす くぇ ╋╉╀ ぃくうけくぉぇくお こけおぇいゃぇ けとっ, つっ せ くぇし けぉさぇいけゃぇくうっすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ 

ゃないこさうっきぇ おぇすけ つぇしす けす あうゃけすぇ くぇ つけゃっお, ぇ くっ おぇすけ こさけちっし, おけえすけ こさけょなかあぇゃぇ こさっい ちっかうは 
きせ すさせょけゃ しすぇあ. ]こけさっょ しすぇすうしすうおぇすぇ, こさけちっくすなす くぇ ぉなかゅぇさうすっ, おけうすけ しっ けぉせつぇゃぇす ゃなゃ ゃない-
さぇしすけゃうは うくすっさゃぇか 18-24 ゅけょうくう, っ 40.8% おぇすけ ょはか ゃ けぉとけすけ くぇしっかっくうっ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
ゃ ╄] すけいう ょはか っ ぉかういけ 53%, ぇ ゃ 》けかぇくょうは ょけさう ょけしすうゅぇ 68%.
]かっょ おぇすけ いぇこけつくぇす さぇぉけすぇ, ゃしっ こけ-きぇかおけ ぉなかゅぇさう けすょっかはす ゃさっきっ, いぇ ょぇ こさけょなかあぇす ょぇ しっ 

けぉせつぇゃぇす. 
]こけさっょ しすぇすうしすうおぇすぇ, っょゃぇ 4.4% けす くぇてうすっ しなくぇさけょくうちう くぇ ゃないさぇしす 24-35 ゅけょうくう こさけ-

ょなかあぇゃぇす ょぇ しっ おゃぇかうそうちうさぇす. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ ょけこなかくうすっかくう けぉさぇいけゃぇすっかくう しすっこっくう う 
おゃぇかうそうおぇちうは う ょさせゅう そけさきう くぇ けぉせつっくうっ こさっきうくぇゃぇす ぉかういけ 15% けす くぇしっかっくうっすけ くぇ ╄], 
おぇすけ ゃ 【ゃっえちぇさうは, 【ゃっちうは, 《うくかぇくょうは すけいう こさけちっくす くぇょたゃなさかは 35%.

〈さうぉせくぇ  ┿さしっくぇか

｠あしけし ]かてけなそう:

╋けゅぇ しぇきけ ょぇ しなあぇかは
ゃぇき, つっ こけ しすっつっくうっ くぇ 
けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ くぇいぇょ ゃ 
ゅけょうくうすっ, ょくっし 》ぇかうか ╊っ
すうそけゃ くっ っ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ 
くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ゅさぇ
ょぇ. ╆ぇとけすけ すけえ うきぇ ゃしうつ
おう おぇつっしすゃぇ う ょけしすけえくしすゃぇ 
くぇ こさけそっしうけくぇかくけ こけょ
ゅけすゃっくうは つけゃっお, せきっっと ょぇ 
ゃうあょぇ くぇこさっょ ゃなゃ ゃさっきっ
すけ. 》けさぇ, おぇおゃうすけ うきぇきっ う 
すなさしうき ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おし
こっさすうすっ.  
] つけゃっお おぇすけ 》ぇかうか たけ

さぇすぇ けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
うきぇす さっぇかくけ しゃけっ こさっょしすぇ
ゃうすっかしすゃけ ゃ きっしすくうは こぇさ
かぇきっくす. ′っとけ こけゃっつっ, ゃ 

くっゅけゃけ かうちっ ぉうたぇ うきぇかう う っょうく ょけしすけっく いぇとうすくうお 
くぇ すったくうすっ くせあょう ゃ ぉなかゅぇさしおうは こぇさかぇきっくす. ╇ ゃ すけいう 
しきうしなか うしおさっくけ きせ こけあっかぇゃぇき せしこった. 
‶けいくぇゃぇき 》ぇかうか けす 7 ゅけょうくう, こけいくぇゃぇき う しっきっえ

しすゃけすけ きせ. ╁こっつぇすかっく しなき けす すけゃぇ, つっ, ゃなこさっおう きかぇ
ょけしすすぇ しう, すけえ っ ょなかぉけおけ ゃくうおくぇか ゃ しなとうくしおうすっ 
こさけぉかっきう くぇ こけかうすうおぇすぇ, さぇいぉうさぇ, つっ すは くっ っ うく
しすさせきっくす いぇ かうつくう けぉかぇゅう, ぇ ゃないきけあくけしす, くぇつうく ょぇ 
こけきけゅくって いぇ さってぇゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ けぉとっ
しすゃけすけ おぇすけ ちはかけ う けすすぇき - くぇ けすょっかくうは つけゃっお. 〈けえ 
くっゃっさけはすくけ ょけぉさっ しゃなさいゃぇ さっぇかくけしすすぇ くぇ つけゃっておうは 
あうゃけす し すけつくぇすぇ こけかうすうおぇ, おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃけょう, 
いぇ ょぇ しすぇくっ すぇいう さっぇかくけしす こけくけしうきぇ う こけ-ょけぉさぇ いぇ 
ゃしうつおう. 〉きっっ ょぇ しゃなさいゃぇ こさけぉかっきうすっ, ょぇ くぇこうこぇ 
こせかしぇ くぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ あうゃっっ. 
╆ぇ さぇいかうおぇ けす きくけゅけ ょさせゅう おけかっゅう – けぉとうくしおう しな

ゃっすくうちう, 》ぇかうか ╊っすうそけゃ っ けす すっいう, ゃ おけうすけ うきぇ ゅけ
かはきぇ くぇょっあょぇ - すけえ さぇぉけすう しなさちぇすけ, し あっかぇくうっ う いぇ
すけゃぇ っ こけかっいっく しなし しゃけうすっ こさっょかけあっくうは, しゃなさいぇくう し 
さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉとうくぇすぇ. ╃うぇかけゅうつっく, おけくしすさせおすう
ゃっく, さぇいしなょかうゃ う しけちうぇかくけ ぇくゅぇあうさぇく きかぇょ つけゃっお.  
〉しこったなす くぇ 》ぇかうか ╊っすうそけゃ とっ っ せしこった  いぇ  ゃしうつおう けす 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, すなえ おぇすけ ゃ くっゅけゃけ かうちっ くぇてうすっ 
しなゅさぇあょぇくう ぉうたぇ うきぇかう っょうく うしすうくしおう しゃけえ こさっょ
しすぇゃうすっか ゃ ぉなかゅぇさしおうは こぇさかぇきっくす! 

かっく こさけちっくす きかぇょう たけさぇ 
いぇ かうしすうすっ しう? 
- ′っ ゃはさゃぇき ょぇ っ おぇこぇく. 

〈さはぉゃぇ ょぇ っ おけい - けす ゅかっょくぇ 
すけつおぇ くぇ こけかうすうおぇすぇ, おけは-
すけ ╃‶] こさけゃっあょぇ う おけはすけ 
くぇてうはす こけつっすっく こさっょしっょぇ-
すっか ┿たきっょ ╃けゅぇく くう いぇゃっとぇ. 
〈さはぉゃぇ ょぇ こさうこけきくは っょくけ 
くっゅけゃけ ういおぇいゃぇくっ, こさっょう ょぇ 
くぇこせしくっ こけしすぇ. 〈けえ おぇいぇ: 
„┿おけ ╃‶] くっ しっ しこさぇゃう う ぉっい 
きっく, すけ すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ ぇい 
しなき しっ こさけゃぇかうか”.  ┿おけ っょくぇ 
こぇさすうは,  っょくぇ かうくうは うかう こけ-
かうすうおぇ しっ こさけゃぇかはす しぇきけ こけ-
さぇょう かうこしぇすぇ くぇ  っょうく つけゃっお 
うかう かうこしぇすぇ くぇ つせゃぇっきけしす, 
すけ すけゃぇ おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ - つっ 
くはきぇ こさうっきしすゃっくけしす. ] すけいう 
ゅけかはき あっしす, おけえすけ くぇてうはす こけ-
つっすっく こさっょしっょぇすっか ┿たきっょ ╃け-
ゅぇく くぇこさぇゃう, けすすっゅかはえおう しっ ゃ 
こけかいぇ くぇ ╊のすゃう ╋っしすぇく, すけえ 
こけおぇいぇ, つっ ょぇゃぇ こなす くぇ きかぇ-
ょうすっ, くぇ くけゃうすっ かうちぇ ゃ こぇさすう-
はすぇ, くぇ おけうすけ ゃはさゃぇ, いぇとけすけ 
しぇ ょけしすぇすなつくけ こけょゅけすゃっくう いぇ 
ゅけかっきうすっ いぇょぇつう. [ぇいぉうさぇ しっ, 
つっ くけゃうすっ かうちぇ きけあっ う ょぇ しぇ 
くけあ し ょゃっ けしすさうっすぇ, いぇすけゃぇ 
ぉぇかぇくしなす すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇきっさう 
う すけえ っ いぇょなかあうすっかっく. ′けゃう-
すっ う きかぇょう かうちぇ くっ けいくぇつぇゃぇす 
くっこさっきっくくけ, つっ ゅぇさぇくすうさぇす 
こさけそっしうけくぇかういなき, つうしすけすぇ, 
くっけこっすくっくけしす, いぇすけゃぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ くぇきっさう ぉぇかぇくしなす し 
かうょっさうすっ う し こけ-しすぇさけすけ こけ-
おけかっくうっ. ]うかぇすぇ くぇ こけかうすう-
おぇすぇ っ,  けしゃっく ゃ ょけゃっさうっすけ, う 
ゃ しうかぇすぇ くぇ こさうっきしすゃっくけしすすぇ 
きっあょせ こけおけかっくうはすぇ. ¨すすぇき う 

けすくけてっくうっすけ おなき けぉうおくけゃっ-
くうは つけゃっお.
- 〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ かう, つっ 

つけゃっおなす こさぇゃう こぇさすうはすぇ う 
つっ - ぇおけ たけさぇすぇ くっ たぇさっし
ゃぇす  つけゃっおぇ, くっ たぇさっしゃぇす う 
こぇさすうはすぇ? 
- ╁ けぉとう かうくうう - ょぇ. ╆ぇとけ-

すけ, ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ, かうちっすけ 
ょぇゃぇ けぉかうおぇ くぇ ょぇょっくぇ こぇさ-
すうは, つさっい かうちっすけ たけさぇすぇ こさう-
こけいくぇゃぇす すぇいう こぇさすうは. ╇, ぇおけ 
ういぉうさぇすっかうすっ くっ たぇさっしゃぇす ょぇ-
ょっくけ かうちっ, ょぇょっく つけゃっお, おけえ-
すけ けかうちっすゃけさはゃぇ こけかうすうつっしおぇ 
おぇせいぇ うかう こぇさすうは, すけ くはきぇ おぇお 
ょぇ たぇさっしぇす う しぇきぇすぇ こぇさすうは. 
╆ぇすけゃぇ っ ゃぇあくけ ゃ こぇさすうえくうすっ 
かうしすう ょぇ ゃかういぇす たけさぇ し けょけ-
ぉさっくうっ, おけうすけ しっ たぇさっしゃぇす けす 
けぉとっしすゃけすけ ゃ ょぇょっく さぇえけく. 
┿おけ ╃‶] すせお くっ しすけう ょけぉさっ, 
すけ すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ ぇい うきぇき 
こさけぉかっき, つっ くっ たぇさっしゃぇす きっく 
うかう つっ っおうこなす けおけかけ きっく くっ 
しっ しこさぇゃは. 
- ╉ぇお たけさぇすぇ ╁う  こさうっきぇす? 

╇きぇすっ かう こさうすっしくっくうは こさう 
しさっとう し ういぉうさぇすっかうすっ しう?
- ′っ, くはきぇき けす おぇおゃけ ょぇ しっ 

こさうすっしくはゃぇき. ′っ しなき くぇこさぇ-
ゃうか くっとけ, けす おけっすけ ょぇ しっ しさぇ-
きせゃぇき, きぇおぇさ つっ くうおけえ くっ っ 
いぇしすさぇたけゃぇく けす ゅさっておう.  ′う-
おけゅぇ くっ しなき しっ こさうっきぇか おぇすけ 
つけゃっお けす ゃなさたぇ, こぇいは しっ けす 
しぇきけいぇぉさぇゃぇ. ]けちうぇかっく すうこ 
しなき, “つせゃぇき” けぉうおくけゃっくうすっ 
たけさぇ, すぇ ぇい しなき っょうく けす すはた.  
╃けさう ゃしっおう ょっく しっ つせゃしすゃぇき 
おぇすけ つうさぇお, おけえすけ うきぇ おぇおゃけ 
ょぇ くぇせつう けす たけさぇすぇ. 

╃っかはくぇ  ╀けぉっゃぇ

〈っいうすっ くぇ 》ぇかうか:
 - ]うゅせさっく しなき ゃ せしこったぇ くぇ ╃‶] くぇ すっいう ういぉけさう.
 - ╃‶] いぇかぇゅぇ くぇ きかぇょうすっ たけさぇ, いぇとけすけ しきっ せぉっょっくう, つっ ぉっい 
こさうっきしすゃっくけしす くはきぇ しすぇぉうかくぇ こけかうすうおぇ. 
 - ̈ しくけゃくうはす こさけぉかっき くぇ ぉなかゅぇさうすっ う くぇ けぉとっしすゃけすけ っ かうこしぇ-
すぇ くぇ ょけゃっさうっ.  ‶けしかっ うょゃぇす くうしおうすっ ょけたけょう う ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ. 
 - ‶さうゃなさあっくうお しなき くぇ たけょっくっすけ ゃ しすうか “しすなこおぇ こけ しすなこおぇ”.
 - ╁ ╃‶] くっ せゃぇあぇゃぇきっ こけかうすうつっしおけ くけきぇょしすゃけ. ‶けかうすうつっしおう-
すっ くけきぇょう しぇ こけかうすうつっしおう すさせこけゃっ.
 - 》けさぇすぇ うしおぇす ょぇ つせゃしすゃぇす ょけゃっさうっすけ, おけっすけ しぇ すう ゅかぇしせゃぇかう. 
 - ′うっ しきっ しかせゅう くぇ たけさぇすぇ, くっ すっ くぇ くぇし. 
 - 》けさぇすぇ しぇ こさぇゃう ょぇ しう すなさしはす おぇすけ くぇしかっょしすゃけ ぇくゅぇあうきっく-
すうすっ, おけうすけ こけっきぇき おなき すはた.
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》ちかくけおかせてひて ╋かしかう:

╆ひしえあちけみ てちみいうあのか おあ つてあせか たちかくけおかせてつさあ ちかたといしけさあ. 》そしけてけぬけてか すけつしみて 
つあすそ くあ つしかおうあはけてか けくいそちけ, あ おひちきあうせけぬけてか – くあ つしかおうあはけてか たそさそしかせけみ.

╅っかの ╅っかっゃ っ さけょっく くぇ 3 きぇさす 1935 ゅ. ゃ しっかけ 
╁っしっかうくけゃけ, 【せきっくしおけ. ╆ぇゃなさてうか っ そうかけ-

しけそうは ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす. ╃けおすけさ くぇ そう-
かけしけそしおうすっ くぇせおう, っょうく けす っきぉかっきぇすうつくうすっ ょうしう-
ょっくすう, くぇこうしぇか こさっい 1967 ゅ. おくうゅぇすぇ „《ぇてういきなす”, 
いぇぉさぇくっくぇ う ういょぇょっくぇ つぇお こさっい 1988 ゅ. ‶さっい しな-
とぇすぇ ゅけょうくぇ っ けしくけゃっく うくうちうぇすけさ う しなけしくけゃぇすっか 
くぇ ╉かせぉぇ いぇ ゅかぇしくけしす う こさっせしすさけえしすゃけ. ╂けょうくぇ こけ-
おなしくけ, いぇっょくけ し ょさせゅう ういゃっしすくう ょうしうょっくすう, けしくけ-
ゃぇゃぇ ]なのいぇ くぇ ょっきけおさぇすうつくうすっ しうかう う っ ういぉさぇく いぇ 
こさっょしっょぇすっか くぇ ╉] くぇ ]╃]. ╃っこせすぇす ゃなゃ ╁′]. ╅っかの 
╅っかっゃ っ こなさゃうはす ょっきけおさぇすうつくけ ういぉさぇく こさっいうょっくす 
くぇ 1 ぇゃゅせしす 1990 ゅ. ╃くっし すけえ うきぇ そけくょぇちうは, おけはすけ 
くけしう くっゅけゃけすけ うきっ, う さぇぉけすう すぇき しなし しゃけう しなすさせょ-
くうちう う しなきうてかっくうちう. 
╃-さ ╅っかっゃ ゅけしすせゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ さぇいゅぇさぇ くぇ こさっ-

ょういぉけさくぇすぇ おぇきこぇくうは. ‶けゃけょ いぇ ゃういうすぇすぇ きせ, けぉぇ-
つっ, くっ ぉっ こけおぇくぇ ゃ こけょおさっこぇ くぇ くはおけは こけかうすうつっ-
しおぇ おぇせいぇ, ぇ けすおさけゃっく さぇいゅけゃけさ いぇ ゃぇあくうすっ くっとぇ 
ゃ こけかうすうおぇすぇ う しゃっすぇ し つかっくけゃっ くぇ きっしすくうは [けすぇさう 
おかせぉ.
′っこけとぇょéく けす ゃさっきっすけ, くけ ぉっいこけとぇょっく こけ けすくけ-

てっくうっ くぇ しかせつゃぇとけすけ しっ ょくっし せ くぇし. 〈ぇおぇ いぇこけつ-
ゃぇきっ すけいう おさぇすなお, かうきうすうさぇく ゃ 7 きうくせすう ゃさっきっ う 
こけせおう けすゃなょ さっょけゃっすっ, さぇいゅけゃけさ し こなさゃうは ぉなかゅぇさ-
しおう こさっいうょっくす.

くけしはす こけゃっつっ はょけゃっ う ょうしおけき
そけさす. ′っ しぇきけ いぇとけすけ けすうてかう
はす しう  さぇくけ けす あうゃけすぇ え  しなこさせゅ 
- ょなかゅけゅけょうてくうはす てけそぬけさ くぇ 
ぇゃすけぉせしぇ くぇ そせすぉけかくうは おかせぉ 
“[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ╇かうは ╃けぉさっゃ, 
くっ けょけぉさはゃぇか “ぇゃぇくすのさぇすぇ” くぇ 
あっくぇ しう う こけはゃぇすぇ え こさっょ ちっ
かうは ゅさぇょ ゃ すぇいう え さけかは, ぇ う いぇ
とけすけ ゅけょうくう こけ-おなしくけ すうすかぇすぇ 
え くぇ こなさゃぇ しなとうくしおぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ え さぇいゃぇかは けすくけてっくうはすぇ 
し ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ え しなしっょおぇ う 
しなゅさぇあょぇくおぇ けす 【うこおぇ ]すっそおぇ 
〈ぇさぇかっあおけゃぇ, おけはすけ しなとけ くけしう 
すぇいう しかぇゃぇ. 
‶け すぇいう こさうつうくぇ [ぇょおぇ くっ 

けぉうつぇ ょぇ しっ ゃさなとぇ くぇいぇょ, 
くうすけ ょぇ さけゃう ゃ きうくぇかけすけ. ╆ぇ 
“うしすけさうつっしおうは” しこけさ  けすくけしくけ 
こなさゃっくしすゃけすけ おぇいゃぇ しぇきけ, つっ 

しくうきおうすっ しぇ ょけしすぇすなつくけ 
おさぇしくけさっつうゃ そぇおす. ╇ しかぇ
ゅぇ すけつおぇ. 

おけゅぇすけ くぇつぇかくうおなす 〈っくぬけ 
【うおけゃ くぇ さぇぉけすっとぇすぇ こけ 
くっゅけ ゃさっきっ ゃ いぇゃけょ “╀なか
ゅぇさうは”- ╉ぇいぇくかなお  [ぇょおぇ  え 
しなけぉとぇゃぇ, つっ くぇ こけさすぇかぇ は 
つぇおぇす “ゃぇあくう たけさぇ”.  
╃くう こさっょう すけゃぇ ょっかっゅぇ

ちうは けす ゅさぇょしおう ゃっかうつうは 
けす ╀╉‶ う けす おぇいぇくかなておぇすぇ 
おせかすせさぇ  けぉうおぇかはす おぇいぇく
かなておうすっ そうさきう ゃ すなさしっ
くっ くぇ きっしすくぇ おさぇしぇゃうちぇ 
いぇ こなさゃぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ ゃ 
こなさゃうは ゃないしすぇくけゃっく しかっょ 
1903 ゅけょうくぇ ‶さぇいくうお くぇ 
さけいぇすぇ.  

ょなとっさは う しうく, さぇいぉうさぇ, つっ 
っ ういぉさぇくぇ けす ゅさぇょしおうは っかうす 
いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ.
 ╁きっしすけ さぇょけしす けす つっしすすぇ 

ょぇ すっ こさういくぇはす いぇ くぇえ-おさぇ
しうゃぇすぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ, [ぇょおぇ  
しっ しょけぉうゃぇ し こけさちうは しっきっえ
くう はょけゃっ. ′け くっ しっ けすおぇいゃぇ, 
いぇとけすけ いぇょぇつぇすぇ え くぇ ちぇさう
ちぇ しっ ゃきっくはゃぇ う おぇすけ おけきしけ
きけかしおけ こけさなつっくうっ. ╀っい こさぇ
ゃけ くぇ けすおぇい. 
╆ぇ おぇこぇお, さっあっ う ょなかゅうすっ 

しう ょっぉっかう つっさくう こかうすおう, 
しすぇくぇかう っょくぇ けす こさうつうくうすっ 
ゅさぇょしおうすっ ゃっかうつうは ょぇ は たぇ
さっしぇす. ╉けゅぇすけ くはおけかおけ ょくう 
こけ-おなしくけ し ╋ぇすぇ - ゃぇあくぇ 
けさゅぇくういぇすけさおぇ ゃ ゅさぇょしおぇすぇ 
“╉せかすせさぇ”, すさなゅゃぇす こけ きぇゅぇ
いうくうすっ いぇ こかぇす, ゃ おけえすけ ょぇ 
くぇゅういょはす ちぇさうちぇすぇ, けす ょっぉっ
かうすっ こかうすおう くはきぇ う しこけきっく. 
“′ぇかぇゅぇてっ きう さぇいかうつくう 

すけこけゃっ こかぇす, ょけおぇすけ たぇさっしぇ 
っょうく ぉはか.”, しこけきくは しう  『ぇ
さうちぇ [けいぇ 1968 ゅけょうくぇ. ¨す 
しなとうは こかぇす  けさゅぇくういぇすけさう
すっ くぇ こさぇいくうおぇ きぇえしすけさはす 
う おけさけくけすぇ くぇ ちぇさうちぇすぇ. ╁ 
ょっくは, けこさっょっかっく いぇ ゅさぇょしおけ 
とっしすゃうっ, し くぇつぇかっく つぇし 18, 
[ぇょおぇ 》さうしすけゃぇ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ はゃう ゃ せつうかうとっ “╂っけさゅう 
╉うさおけゃ”. 〈ぇき し ょなかゅう  おぇさ
そうちう けきけすぇかう ちっかうは すけこ 
こかぇす こけ すはかけすけ え. 

¨す しなとうは こかぇす くぇ ゅかぇゃぇすぇ 
え くぇかけあうかう う ういさぇぉけすっくぇすぇ 
おけさけくぇ, おぇつうかう は くぇ きけすけ
おぇさ, こさっゃなさくぇす いぇ ちっかすぇ ゃ 
おぇかはしおぇ, すっゅかっくぇ けす  きかぇょう 

いょさぇゃっくはちう ゃ ぉっかう さけぉう, 
つうはすけ いぇょぇつぇ ぉうかぇ ょぇ ょなさ
こぇす おぇかはしおぇすぇ, せおさぇしっくぇ けす 
ょっぉっかけ おけくけこっくけ ゃなあっ, くぇ
ゅういょっくけ し っしすっしすゃっくう さけいう. 
╄ょゃぇき しっ ょなさあぇた いぇ きっ

すぇかくぇすぇ こさなつおぇ, し おけはすけ 
すさはぉゃぇてっ ょぇ こぇいは さぇゃくけ
ゃっしうっ,  しこけきくは しう [ぇょおぇ, 
おけはすけ ゃ すけいう しう ゃうょ すさはぉゃぇ
かけ ょぇ こさっきうくっ, きぇたぇえおう くぇ 
こせぉかうおぇすぇ,  こけ きぇさてさせすぇ くぇ 
こさぇいくうつくけすけ てっしすゃうっ. 

『ぇさしおうはす おけさすっあ こけすっゅかうか 
けす せつうかうとっ “╂. ╉うさおけゃ”, こさっ
きうくぇか こけ せかうちぇすぇ おさぇえ こぇさお 
[けいぇさうせき, おなょっすけ くぇとさぇおぇか  
つっさくけ-ぉっかうすっ しくうきおう おせきなす 
╉うさうか, けすすぇき こけ せか. “【うこ
つっくしおぇ っこけこっは”,  おさぇえ おうくけ 
“╀なかゅぇさうは”, おさぇえ  ゅうきくぇいうは 
“]ゃ.しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ” 
う こけ ぉせか. “┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” 
てっしすゃうっすけ う ちぇさしおぇすぇ おぇかはし
おぇ ぇおけしすうさぇかう くぇ こかけとぇょぇ し 
こぇゃっすぇすぇ. 

くぇ こなさゃうは ゃ くけゃぇすぇ ゅさぇょしおぇ 
うしすけさうは ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 
『ぇさうちぇ [けいぇ くはきぇかぇ ょせきう 

いぇ こさっょ くぇさけょぇ. ╆ぇ しきっす
おぇ くぇ すけゃぇ うきぇかけ こかぇきっくくう  

さっつう くぇ こぇさすうえくう ょさせゅぇさう, 
おけうすけ ったすっかう けす ゅさぇょしおぇすぇ 
すさうぉせくぇ, ゃょうゅくぇすぇ くぇ こかけ
とぇょぇ. 〈さはぉゃぇかけ しぇきけ ょぇ しすけう 
くぇ きけすけおぇさぇ-おぇかはしおぇ う ょぇ しっ 
せしきうたゃぇ. 
¨す すけいう ゃぇあっく う こさうすっしくう

すっかっく きけきっくす [ぇょおぇ 》さうしすけ
ゃぇ こけきくう ょっしっすおうすっ けゅさけきくう 
そけすけぇこぇさぇすう-しゃっすおぇゃうちう, 
おけうすけ こさけぉかはしゃぇかう しさっとせ 
くっは. ╇ こなしすさけすけ きくけあっしすゃけ 

- ╂けしこけょうく こさっいうょっくす, 
すけゃぇ かう っ ╀なかゅぇさうは, いぇ 
おけはすけ しっ ぉけさうたすっ う いぇさぇ-
ょう おけはすけ ぉってっ ゃしうつおけすけ 
せしうかうっ ょけすせお?

- ╁ くうおぇおなゃ しかせつぇえ くっ っ 
すけゃぇ ╀なかゅぇさうは う くっ すぇおぇ しう 
こさっょしすぇゃはたきっ くっとぇすぇ すけゅぇ-
ゃぇ, こさっょう こけゃっつっ けす 25 ゅけ-
ょうくう. ╂けかはきぇ っ さぇいかうおぇすぇ 
けす すけゃぇ, おけっすけ きうしかったきっ, う 
すけゃぇ, おけっすけ っ しっゅぇ.
′ぇこさうきっさ: ょ-さ ╃っさすかうっゃ 

しきはすぇてっ, つっ こさったけょなす とっ 
ぉなょっ 2 ゅけょうくう. 〈けえ ぉってっ くぇ-
てぇすぇ おぇくょうょぇすせさぇ いぇ こさっいう-
ょっくす ゃなゃ ╁′]. ╉ぇいぇ おぇおゃけすけ 
しきはすぇてっ ょぇ こさぇゃう う ぉってっ 
せぉっょっく, つっ こさったけょなす とっ っ 
けおけかけ 2 ゅけょうくう, すけかおけゃぇ とっ 
っ すさせょくけすけ. ╁はさゃぇてっ つけゃっ-
おなす. ′け... ┿い しなとけ しなき ぉうか 
くぇうゃくうお. ]きはすぇた, つっ すさせょ-
くけすけ とっ っ 5-6 ゅけょうくう. ′け, 
けおぇいぇ しっ, う ぇい しなき ゃはさゃぇか ゃ 
っさっし.

- 》けさぇすぇ かう ういかはいけたぇ 
おぇかこぇゃう う くっつうすぇゃう うかう 
くっ しかせつうたきっ くぇ こけかうすう-
ちう, つっ っすけ しっゅぇ, しかっょ つっす-
ゃなさす ゃっお, くうっ けすくけゃけ しっ 
ゃさなとぇきっ ゃ くぇつぇかけすけ, ぇおけ 
しなょうき こけ しかせつうかけすけ しっ くぇ 
せかうちぇすぇ すぇいう いうきぇ? ╉けう 
しっ けおぇいぇたぇ こけ-ゅけかっきう くぇ-
うゃくうちう: こけかうすうちうすっ うかう 
ゅさぇあょぇくうすっ?

- ╋うしかは, つっ くうすけ っょくうすっ, 
くうすけ ょさせゅうすっ.

- ]ぉなさおぇたきっ ゃ こけょたけょぇ, 

ゃ けつぇおゃぇくうはすぇ うかう こさけし-
すけ きくけゅけ しっ くぇょかなゅゃぇたきっ 
っょうく ょさせゅ, きくけゅけ おさぇょけ-
たきっ?

- ]ぉなさおぇたきっ ゃ さっそけさきうすっ. 
╇きぇてっ さっそけさきう, おけうすけ くっ しっ 
くぇこさぇゃうたぇ おぇおすけ すさはぉゃぇ うかう 
くっ すさはぉゃぇてっ ういけぉとけ ょぇ しっ 
こさぇゃはす. ╃ぇ おぇあっき - さっしすうすせ-
ちうはすぇ, きぇおぇさ つっ すぇき しさぇゃくう-
すっかくけ ゅかぇょおけ きうくぇ. ‶さうゃぇすう-
いぇちうはすぇ.

- 〈は  ういけぉとけ くっ きうくぇ  
ゅかぇょおけ...

- 》うつ. ̈ おぇいぇ しっ, つっ ゅけかはきぇすぇ 
ちっか くぇ きくけゅけ こけかうすうちう ぉってっ 
ょぇ しう ゃいっきぇす すけゃぇ, おけっすけ おけ-
きせくうしすうすっ うき ぉはたぇ けすくっかう う 
ょけすせお けぉとけ ゃいっすけ こさうおかのつゃぇ 
うしすけさうはすぇ. ‶さうゃぇすういぇちうはすぇ 
くっ しすぇくぇ おぇおすけ すさはぉゃぇ. ¨おぇ-
いぇ しっ, つっ すは, ゃきっしすけ ういけぉうかうっ 
う こさけしこっさうすっす くぇ しすさぇくぇすぇ, 
さけょう きせすさうすっ. [けょう たけさぇすぇ, 
おけうすけ けおさぇょけたぇ ╀なかゅぇさうは. 

- ′け さけょう う ょくってくうはす 
こけかうすうつっしおう っかうす ゃ きくけゅけ 
ゅけかはきぇ しすっこっく?

- ╁ おけかおけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
すけつくけ, くっ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ , くけ う 
くっ きけゅぇ ょぇ しう ういおさうゃは ょせてぇ-
すぇ う ょぇ おぇあぇ, つっ すっ, こけかうすう-
ちうすっ, くはきぇす たぇぉっさ.

- ╂けしこけょうく こさっいうょっくす, 
ょぇかう くっ しぉなさおぇたきっ ゅっ-
くっさぇかくけ, ゃ すけゃぇ つうしかけ う 
しすさけうすっかうすっ くぇ  しなゃさっ-
きっくくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ╉けく-

しすうすせちうは, おぇすけ しないょぇょけたぇ  
╀なかゅぇさうは おぇすけ こぇさかぇきっく-
すぇさくぇ, ぇ くっ おぇすけ こさっいう-
ょっくすしおぇ さっこせぉかうおぇ? ╁さっ-
きっすけ, ゃ おけっすけ しっ くぇかぇゅぇ 
ういゃけょなす, つっ ょなさあぇゃぇすぇ くう 
そせくおちうけくうさぇ こけ-ょけぉさっ 
う さぇぉけすう こけ-ょけぉさっ こさう 
せこさぇゃかっくうっ けす おぇぉうくっす, 
くぇいくぇつっく けす こさっいうょっくすぇ, 
ぇ くっ ういかなつっく けす こぇさかぇ-
きっくすぇ? ╇かう ゃしうつおけ すけゃぇ っ 
しぇきけ うかのいうは?

- ╁うあすっ, こけ すけいう ゃなこさけし しなき 
すゃなさょっ こさうしすさぇしすっく. ┿い しなき 
いぇ こさっいうょっくすしおぇ さっこせぉかうおぇ 
う いぇ こけゃっつっ こさぇゃけきけとうは くぇ 
こさっいうょっくすぇ ゃ すけゃぇ けすくけてっ-
くうっ. ‶けしかっょくうはす おけきせくうしすう-
つっしおう こぇさかぇきっくす  ういさぇぉけすう 
けす ╅うゃおけゃしおぇすぇ おけくしすうすせ-
ちうは っょくぇ おけくしすうすせちうは, おけはすけ 
くぇ こさぇおすうおぇ ぉっ いぇ こけかせこさっ-
いうょっくすしおぇ さっこせぉかうおぇ. ╇ すは 
ぉってっ くぇゅかぇしっくぇ いぇ ‶っすなさ 
╋かぇょっくけゃ - すったくうはす つけゃっお 
いぇ ょなさあぇゃっく ゅかぇゃぇ. ′け こけ 
うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ - うきぇてっ 
しすせょっくすしおう ょゃうあっくうは, こさけ-
すっしすう, しすぇつおう, しすぇくぇ すぇおぇ, 
つっ すけえ しう こけょぇょっ けしすぇゃおぇ-
すぇ. ┿い ぉはた ういぉさぇく いぇ こさっいう-
ょっくす けす ╁′]. ╉けゅぇすけ ゃしすなこうた 
ゃ ょかなあくけしす, くぇ てっしすうは ょっく 
けす きけっすけ ういぉうさぇくっ いぇ こさっいう-
ょっくす, ういょぇょけた 〉おぇい, し おけえすけ 
けすきっくうた おさっこけしすくうつっしすゃけすけ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ¨すきっくうた あう-
すっかしすゃけすけ. ╆ぇとけすけ くっ きけあっ 
っょくぇ ょなさあぇぇゃぇ, おけはすけ うきぇ 
こさっすっくうちはすぇ ょぇ っ ょっきけおさぇ-
すうつくぇ, けしくけゃくうすっ つけゃっておう 
こさぇゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ ゃ くっは ょぇ 

しぇ いぇおさうすう. ╃ぇ くっ きけあって ょぇ 
けすうょって ょぇ あうゃっって すぇき, おな-
ょっすけ うきぇて こけ-ょけぉさぇ さぇぉけすぇ 
うかう おなょっすけ すう しぇきうはす ぉう しっ 
つせゃしすゃぇか こけ-ょけぉさっ. ╇ すけゃぇ 
っ しぇきけ っょうく けす こさうきっさうすっ - 
おけかおけ こけ-ゅなゃおぇゃけ う こけ-ぉなさ-
いけ ぉうたぇ きけゅかう ょぇ しっ しかせつゃぇす 
くっとぇすぇ, ぇおけ こさっいうょっくすなす  
うきぇ こけ-ゅけかはきぇ ゃかぇしす う こさぇ-
ゃけきけとうは. ′け くっ くぇ おくうゅぇ, ぇ 
ゃ ょっえしすゃうすっかくけしす. 

- ╆ぇとけ いぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 

こさっいうょっくすう くはきぇ こなす くぇ-
いぇょ おなき こぇさすううすっ, おけうすけ 
しぇ ゅう ういかなつうかう, う けしすぇゃぇす 
ゃなこさっおう いぇしかせゅうすっ しう ゃ 
きうくぇかけすけ?

- ‶け こさうくちうこ, こなす ぉう すさはぉ-
ゃぇかけ ょぇ うきぇ. ′け かうこしゃぇす 
たけさぇ, おけうすけ ょぇ ういゅさぇあょぇす 
すぇおうゃぇ すさぇしっすぇ, けぉさぇいくけ おぇ-
いぇくけ. ′っ きけあっ しぇきぇ こすうつおぇ 
くうとけ ょぇ くぇこさぇゃう. ‶けかうすう-
おぇすぇ っ おけかっおすうゃくけ ょっかけ, すは 
しっ こさぇゃう けす きくけゅけ たけさぇ う いぇ 
ちっかうは くぇさけょ. ]ぇき つけゃっお, おぇ-
おゃうすけ う おぇつっしすゃぇすぇ う ぇきぉう-
ちうう ょぇ うきぇ, くっ きけあっ くうとけ 
ょぇ くぇこさぇゃう.

- ╁ こさっょういぉけさくぇ おぇきこぇ-
くうは しきっ いぇ こけさっょっく こぇさ-
かぇきっくす しっゅぇ. ╁うっ けこすう-
きうしす かう しすっ いぇ ょなさあぇゃぇすぇ 
う こぇさかぇきっくすぇさういきぇ せ くぇし 
しかっょ 12-すう きぇえ?

- ╇きぇ こっさうけょう, おけうすけ くっ 
きけゅぇす ょぇ しっ こさっしおけつぇす, くけ ぇい 
しなき けこすうきうしす いぇ ╀なかゅぇさうは... 
くけ...

- ′け...? 

- ╃ぇ しこさっき し ぉけさうつおぇくうはすぇ 
う こさけすうゃけこけしすぇゃはくっすけ...

- ╁ くけゃ そぇてういなき かう あう-
ゃっっき しっゅぇ, ょ-さ ╅っかっゃ? 

- ′っ.

- ┿ おぇお しっ くぇさうつぇ すけゃぇ, ゃ 
おけっすけ あうゃっっき しっゅぇ? 

- ╃っきけおさぇちうは, くけ くっ ょけすぇき. 
′はおけう は くぇさうつぇす こしっゃょけ, 
ょさせゅう しつうすぇす, つっ すけゃぇ くっ っ 
ょっきけおさぇちうは, くけ ょっきけおさぇちう-
はすぇ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ くけしう ぉかぇゅけょっくしすゃうっ くぇ 
たけさぇすぇ. ′け, いぇ あぇかけしす, くぇ-
てぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょっきけおさぇちうは 
ょけくっしっ くぇ たけさぇすぇ ゅけかはきけ 
けぉっょくはゃぇくっ う  ゅけかはきけ けぉっい-
ゃっさはゃぇくっ. 

- ┿ いぇとけ ょくっし くはきぇ こさう-
っきしすゃっくけしす ゃ こけかうすうおぇすぇ?

- ╆ぇとけすけ ゃしうつおうすっ くう こけ-
かうすうちう う こさぇゃうすっかしすゃぇ しう 
きうしかったぇ, つっ ╀なかゅぇさうは う くけ-
ゃぇすぇ っさぇ いぇこけつゃぇす けす すはた. ┿ 
すけ くっ っ すぇおぇ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ 
くぇょゅさぇあょぇ くぇょ すけゃぇ, おけっすけ 
ゃっつっ っ しないょぇょっくけ. ′っゅけょくけ-
すけ しぇきó  とっ しう けすこぇょくっ, すけ 
くうおけゅぇ くっ きけあっ ょぇ しすぇくっ ゅけ-
ょっく きぇすっさうぇか. ╇ いぇこけきくっすっ 
けす きっく – こけかうすうちうすっ きうしかはす 
しぇきけ いぇ しかっょゃぇとうすっ ういぉけさう, 
ぇ ょなさあぇゃくうちうすっ – いぇ しかっょゃぇ-
とうすっ こけおけかっくうは.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〉かえそおせそてそ せけさそえあ せか すそきか 
おあ つてあせか えそおかせ すあてかちけあし

たけさぇ, おけっすけ は こさうゃっすしすゃぇかけ. 
¨す  こさうすっしくっくうっ ちぇさうちぇ

すぇ ょけさう くっ いぇゃっかぇ ょゃっすっ しう 
きぇかおう ょっちぇ くぇ こさぇいくうおぇ, いぇ 
ょぇ は ゃうょはす. 】っさおぇ え すけゅぇゃぇ 
ぉうかぇ くぇ 5, ぇ しうくなす くはきぇか 2 
ゅけょうくう. 
]かっょ おぇすけ しゃなさてうか こさぇいくう

おなす, ゃ おけえすけ うきぇかけ ゃしうつおけ, 
おぇおすけ っ しっゅぇ - そけかおかけさくう うい
こなかくっくうは, おぇさせちう し さけいけぉっ
さぇつう けす ぉかういおう う こけ-ょぇかっつ
くう しっかぇ, おせおっさう けす 〈せさうは, 

きぇくうそっしすうさぇとう きかぇょっあう, 
くうおけえ くっ こけおぇくうか ちぇさうちぇすぇ 
くぇ すっあおう しけそさう. [ぇいきけすぇかう 
すけこけゃっすっ こかぇす けす しくぇゅぇすぇ え 
“ちぇさせゃぇくっすけ” しゃなさてうかけ. 
╁っつっさすぇ こさっきうくぇかぇ ゃ ょけ

きぇてくけ ゅけしすう くぇ くっえくぇ こけいくぇ
すぇ, つうすけ しうく ぉうか しさっょ かうつくう
すっ さけぉう, すっゅかうかう ちぇさしおぇすぇ 
おぇかはしおぇ.  
╂けょうくうすっ くぇこさっょ しぇ ういすさう

かう うきっすけ くぇ きかぇょっあぇ けす こぇ
きっすすぇ くぇ こなさゃぇすぇ くう ちぇさうちぇ. 
[ぇょおぇ くっ しう しこけきくは う うきっくぇ
すぇ くぇ ょゃっすっ おさぇしぇゃうちう, ぇしうし
すうさぇかう くぇ たせぉけしすすぇ え. 

〈は くはきぇ  しさっぉなさくぇ おうぇさぇ ゃ ょけきぇ しう, くうすけ かっくすぇ, せゃっおけ
ゃっつぇゃぇとう おさぇしけすぇすぇ え. 

′はきぇ う こけつっすくう ゅさぇきけすう, くうすけ しくうきおう し ╁╇‶-こっさしけくう くぇ 
ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ おさぇしけすぇすぇ え しすぇゃぇ つぇしす けす こなさゃぇすぇ っき
ぉかっきぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, しゃなさいぇくぇ し さけいうすっ. ′はきぇ ょけさう  - いぇ 
とさうた おなき うしすけさうはすぇ, う しっきこかぇ くっえくぇ しくうきおぇ ゃ ゅさぇょしおうは 
くう きせいっえ. 
′はきぇ う すさせこぇくぇすぇ ゃ ゅけょうくうすっ しかぇゃぇ けす てせきけかっくっすけ くぇ 

うきっすけ え ゃなゃ ゃっしすくうおぇさしおうすっ  しすさぇくうちう.
╄ょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ うきぇ けす しゃけうすっ  こけかぇゅぇとう しっ 3 きうくせ

すう つけゃっておぇ しかぇゃぇ, しぇ 3 つっさくけ-ぉっかう きぇかおう しくうきおう, ういさは
いぇくう おさぇしうゃけ ゃ しっきっえくうは ぇかぉせき う けしすぇくぇかう いぇ うしすけさうはすぇ 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ こけおけえくうは え おせき ╉うさうか. 
╆ぇ くっは くっ  いくぇはす くうすけ ゃ ぅこけくうは,  くうすけ おなょっすけ う ょぇ っ ょさせ

ゅぇょっ こけ しゃっすぇ. ′っとけ こけゃっつっ: いぇ 7-すっ しう, けしきうしかっくう し さぇぉけ
すぇ う しっきっえしすゃけ, ょっしっすうかっすうは くっ っ こさっきうくぇかぇ  くうすけ ゃっょくなあ 
ょけさう ゅさぇくうちうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは. ′うとけ, つっ けとっ こぇいう つうしすけ 
くけゃ いぇょゅさぇくうつくうは しう こぇしこけさす, おけえすけ すぇおぇ う くっ こけしかせあうか 
いぇ けぉっとぇくうは ゃけぇはあ ょけ 〈せさちうは  しなし しなこさせゅぇ.  
『ぇさしおぇすぇ え しかぇゃぇ う おぇさすけくっくぇすぇ おけさけくぇ, おさぇしうかぇ こさっ

おさぇしくぇすぇ え ゅかぇゃぇ こさっょう 45 ゅけょうくう,  しぇ いぇこっつぇすぇくう っょうく
しすゃっくけ ゃ くっえくうすっ しこけきっくう, おけうすけ くっ しきっっ ょぇ さぇいおぇいゃぇ 
ょけさう こさっょ しっぉっ しう, おぇおすけ う ゃ しないくぇくうっすけ くぇ きぇかちうくぇすぇ 
しこけきくはとう しう くっえくう しなゅさぇあょぇくう いぇ けくいう あぇさなお きぇえしおう 
ょっく, ゃ おけえすけ ゃ おなしくうは しかっょけぉっょ こさっい ゅさぇょしおうすっ おぇかょなさなきう 
っ こさっきうくぇかけ こなさゃけすけ こさぇいくうつくけ てっしすゃうっ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ.

〈は こさっあうゃはゃぇ こけかぇゅぇとぇすぇ しっ くぇ ゃしっおう つけゃっておう あうゃけす 
3-きうくせすくぇ しかぇゃぇ ... すゃなさょっ おなしくけ. ╁ しさっょぇすぇ くぇ 90-すっ 

こさっょぇゃぇくっ こけ くっしなとっしすゃせゃぇとぇ ゃっつっ おぇぉっかくぇ すっかっゃういうは 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃけょっくけ けす [せきはくぇ ╋うさつっゃぇ, ういょうさゃぇ こなさゃぇすぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ くぇ ゅさぇょぇ. ′ぇ さっょぇおちうけくくうは すっかっそけく すけゅぇゃぇ 
いゃなくはす しなしっょう, おけうすけ たゃなさかはす ぉけきぉぇすぇ: うしすうくしおぇすぇ こなさ
ゃぇ 『ぇさうちぇ  [けいぇ  ょっそうかうさぇかぇ ゃ こさぇいくうつくけすけ こなさゃけ てっしす
ゃうっ ゃ ゅさぇょぇ こさっい ょぇかっつくぇすぇ 1968 ゅけょうくぇ くっ っ...  すぇいう, 
いぇ おけはすけ しっ っ くけしうかぇ ゅさぇょしおぇすぇ きなかゃぇ, ぇ ょさせゅぇ - すうたぇ, 
しおさけきくぇ あっくぇ, きぇえおぇ くぇ ょゃっ ょっちぇ. ╇いかはいかぇ ういゃなく しっゅぇ 
しなとっしすゃせゃぇとうは  こさけすけおけか, ぉっい おぇおゃうすけ う ょぇ っ ちぇさしおう 
ぇすさうぉせすう, こぇいっくう ゃ しっきっえくうは ょけき. 
╆ぇ [ぇょおぇ  ╃けぉさっゃぇ 》さうしすけゃぇ あうゃけすなす すけゅぇゃぇ しっ こさっけ

ぉさなとぇ.  
‶けゃっつっ けす 30 ゅけょうくう しかっょ くっえくけすけ “ちぇさしすゃぇくっ”, ゃしなと

くけしす は いぇしすうゅぇ ゅさぇょしおぇすぇ しかぇゃぇ, おけゅぇすけ くぇ ゃさぇすぇすぇ え いゃな
くはす さっこけさすっさう, いぇ ょぇ こけおぇあぇす くぇ ╉ぇいぇくかなお う しゃっすぇ いぇぉ
さぇゃっくぇすぇ きせ こなさゃぇ ちぇさうちぇ けす ょぇかっつくぇすぇ 1968 ゅけょうくぇ.
╃くっし こなさゃぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお っ とぇしすかうゃぇ 

ぉぇぉぇ くぇ 4 ゃくせちう う っょくけ こさぇゃくせつっ, くぇ こさぇゅぇ くぇ しゃけはすぇ 70-
すぇ ゅけょうてくうくぇ, おけはすけ とっ こさぇいくせゃぇ し ぉかういおう しぇきけ しっょきうちぇ 
しかっょ のぉうかっえくうは こさぇいくうお くぇ さけいぇすぇ すぇいう ゅけょうくぇ.  
¨すゃなょ ゃさっきっすけ, おけっすけ [ぇょおぇ 》さうしすけゃぇ こさっおぇさゃぇ ゃ ょけきぇ 

しう しさっょ ゃくせちう う こさぇゃくせお, しぇ ぇくゅぇあうきっくすうすっ こけ おけくそせすけ 
ゃ おさぇは くぇ ╀せいけゃゅさぇょ.  ╁ すけいう しっいけく すぇき うきぇ きくけゅけ さぇぉけすぇ 
う しう こけつうゃぇき, けすゃなょ ゃしうつおけ, おけっすけ こなかくう あうゃけすぇ くう し 
きくけゅけ てせき, こさういくぇゃぇ, いぇこぇいうかぇ つぇさぇ くぇ ゅけょうくうすっ う たせ
ぉけしすすぇ しう, こなさゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ.
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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

》╅『¨【╊ ′╅ ╇【《『╅
》╊〉』¨っ 〉╅〈╅]っ╇╅【 ╅ちつかせあしつさけてか

さあせおけおあてさけ くあ ぬあちけぬけ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

』]╊╉ 21-╇¨ 〉《╊〈╇『¨ ╈】╆¨〈 
》『╅╇╅ 《【 ]¨｠╇《【《ぁ[¨【╊?

╉╅╉《｠〈╊ 〉╅ ╉ぇ『╋╅╇╅【╅, ╇╊ぁ╊ 『╅╆《【¨〈 ′╅ 』╊╆╊ 』¨

╉╅ 》《′〉╅╊〈 〉っ[《¨
′╉『╅╇《』]《╇〉¨ 》『《╆]╊〈¨

』 たそすそはてあ せあ つひうつかす うけおせけ てかしかつせけ たちけくせあぬけ

‶ぇさうすっ いぇ ゃすけさぇ こっくしうは くぇ こけつすう 3,5 きう-
かうけくぇ ぉなかゅぇさう, さけょっくう しかっょ 1959 ゅけ-

ょうくぇ しぇ くぇきぇかっかう いぇ こけしかっょくうすっ 5 ゅけょうくう. 
‶さうつうくぇすぇ いぇ すけゃぇ っ ゃ くぇきぇかっくぇすぇ ょけたけょくけしす 
くぇ せくうゃっさしぇかくうすっ そけくょけゃっ, ゃ おけうすけ いぇょなか-
あうすっかくけ しっ けしうゅせさはゃぇす さけょっくうすっ しかっょ 1959 
ゅ. ╃けたけょくけしすすぇ おなき おさぇは くぇ 2012 ゅ. ゃぇさうさぇ 
きっあょせ きうくせし 0,04% う きうくせし 2,82%. 〈けゃぇ こけ-
おぇいゃぇ しすぇすうしすうおぇすぇ くぇ ╉けきうしうはすぇ いぇ そうくぇく-
しけゃ くぇょいけさ いぇ うくゃっしすうちうけくくうすっ さっいせかすぇすう 
くぇ ょっゃっすすっ つぇしすくう こっくしうけくくう ょさせあっしすゃぇ いぇ 
こっさうけょぇ 2008 ゅ. - 2012 ゅ. ¨すさうちぇすっかくうはす さっ-
いせかすぇす けいくぇつぇゃぇ, つっ いぇ こけしかっょくうすっ 5 ゅけょうくう 
ゃ うくょうゃうょせぇかくうすっ こぇさすうょう くぇ たけさぇすぇ しぇ しっ 
くぇすさせこぇかう こけ-きぇかおけ こぇさう けす しすけえくけしすすぇ くぇ 
ゃくっしっくうすっ けしうゅせさけゃおう. 
′っゅぇすうゃくう しぇ う ょぇくくうすっ くぇ ょけぉさけゃけかくうすっ う 

くぇ こさけそっしうけくぇかくうすっ したっきう, ゃ おけうすけ しっ けしうゅせ-
さはゃぇす さぇぉけすっとうすっ ゃさっょっく すさせょ. ]こけさっょ っおし-

╃け 21 くけっきゃさう 2013 ゅ. ゃしうつおう 
ゅさぇあょぇくう, おけうすけ うきぇす くぇすさせ-

こぇくう かうたゃけすけつおう こけ きくけゅけゅけょうてくう 
あうかうとくけ-しこっしすけゃくう ゃかけゅけゃっ う くっ 
しぇ こさっょこさうっかう くうおぇおゃう ょっえしすゃうは 
いぇ しすさけうすっかしすゃけ うかう いぇ いぇおせこせゃぇ-
くっ くぇ あうかうとっ, とっ ういゅせぉはす こさぇゃぇすぇ 
しう こけ ╆ぇおけくぇ いぇ せさっあょぇくっ こさぇゃぇ-
すぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ し きくけゅけゅけょうてくう 
あうかうとくけ-しこっしすけゃくう ゃかけゅけゃっ. 〈けゃぇ 
しなけぉとう いぇきっしすくうお-おきっすなす くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお ‶っすなさ ╉けしっゃ, おけえすけ 
っ う こさっょしっょぇすっか くぇ ╋っしすくぇすぇ おけ-
きうしうは おなき ′ぇちうけくぇかくうは おけきこっくしぇ-
ちうけくっく そけくょ こけ すけいう いぇおけく.
]すぇゃぇ ゃなこさけし いぇ ゅさぇあょぇくう, おけう-

すけ うきぇす ょなかゅけゅけょうてくう あうかうとくけ-
しこっしすけゃくう ゃかけゅけゃっ, いぇ すったくうすっ くぇ-

]かっょ 1-ゃう きぇえ ゃしっおう さぇぉけすっと う けしうゅせさはゃぇと しっ 
ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくうく ゃっつっ さぇぉけすう いぇ しっぉっ しう 

う こさったさぇくぇすぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ しう. ¨す こなさゃうは さぇぉけ-
すっく ょっく くぇ すぇいう ゅけょうくぇ – 2-さう はくせぇさう, ょけ 1-ゃう きぇえ 
ゃおかのつうすっかくけ, ゃしっおう けす くぇし くぇ こさぇおすうおぇ っ さぇぉけすうか, 
いぇ ょぇ こかぇすう ゃしうつおうすっ ょぇくなちう う けしうゅせさけゃおう くぇ ょなさ-
あぇゃぇすぇ いぇ くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ.  
╃っくはす, ゃ おけえすけ くぇ こさぇおすうおぇ しこうさぇきっ ょぇ さぇぉけすうき 

いぇ ょぇくなちうすっ しう う ょぇ さぇぉけすうき いぇ しっぉっ しう, ゃ うおけくけ-
きうつっしおうすっ しさっょう っ ういゃっしすっく けとっ う おぇすけ “ょっく くぇ 
しゃけぉけょぇすぇ けす ょなさあぇゃぇすぇ” うかう Tax Freedom Day. 

『╄′┿ ′┿ ╃╄′  ╆┿ [┿╀¨〈
′╇『╇ ╇ ]╊〉╅╇〈╄╊╇ ′┿ 
„┿[]╄′┿╊” ┿╃, 〈╄》′╇〈╄ 
]╄╋╄╈]〈╁┿ ╇ ‶╄′]╇¨
′╄[╇〈╄

- ╆┿ ╄╃╇′ 』¨╁╄╉ - 24.00 
かゃ. /くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + 
けぉはょ + ゃっつっさは/ - くぇ きっくの
- ╆┿ ╃╄『┿ ょけ 2 ゅけょうくう - 
╀╄╆‶╊┿〈′¨ /ぉっい  かっゅかけ う 
たさぇくぇ/
- ╆┿ ╃╄『┿ けす 2 ょけ 12 ゅけょう-
くう – 15.00 かゃ. /くけとせゃおぇ + 
いぇおせしおぇ + けぉはょ + ゃっつっさは/ 
- くぇ きっくの

¨《╄[〈┿

╋くけゅけ ぉけかっしすくう しなしすけは-
くうは ゃしなとくけしす きけゅぇす ょぇ 

ぉなょぇす けすおさうすう ゃ しぇきけすけ うき 
くぇつぇかけ - ょけしすぇすなつくけ っ ょぇ こけ-
いくぇゃぇきっ すったくうすっ くぇえ-ゃうょうきう 
こさういくぇちう う ゃくうきぇすっかくけ ょぇ 
しっ ゃゅかっあょぇきっ ゃ しっぉっ しう, おぇすけ 
こさぇゃうかくけ “つっすっき” っいうおぇ くぇ 
すはかけすけ, こうてっ “╆ょさぇゃっ.bg”.
• ╉けしぇすぇ くう っ いぇゅせぉうかぇ 

しゃけは ぉかはしなお - すさはぉゃぇ ょぇ 

こさうっきぇきっ ゃうすぇきうくう けす ゅさせこぇ 
╁, しすぇくぇかぇ っ しせたぇ - ゃうすぇきうく 
╄, きぇいくぇ (さっいせかすぇす けす ょうしすけ-
くうは) - すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇしこう-
ゃぇきっ ょけぉさっ う ょぇ かっおせゃぇきっ 
くっさゃくけすけ くぇこさっあっくうっ.
• ]かっょ さぇいさっしゃぇくっ くぇ おけ-

しぇすぇ こけ ゅさっぉっくぇ うかう つっす-
おぇすぇ けしすぇゃぇ ゅけかはき おうつせさ 
おけしぇ. 〈けゃぇ っ っょうく けす こさう-
いくぇちうすっ くぇ けすしかぇぉゃぇくっ くぇ 
うきせくうすっすぇ. [ぇいぉっさっすっ こさう-
つうくぇすぇ, おぇすけ くぇこさぇ-
ゃうすっ けぉと ぇくぇかうい くぇ 
おさなゃすぇ う ぉうけたうきうつ-
くけ ういしかっょゃぇくっ.
』っしすけ きぇいくぇすぇ おけしぇ 

っ こさういくぇお いぇ くっさゃくけ 
くぇこさっあっくうっ う くっ-
ょけしこうゃぇくっ.
• ‶け つっかけすけ しっ 

くぇぉかのょぇゃぇす くぇ-
こさっつくう ぉさなつおう, 
ぇ こけょ けつうすっ - かう-
かぇゃう しっくおう. 〈けゃぇ っ こさけはゃぇ 
くぇ しうくょさけきぇ くぇ たさけくうつくぇすぇ 

′け こさういくぇゃぇ, つっ ぉう え ぉうかけ ょさぇゅけ ょぇ ゅう ゃうょう 
しっゅぇ. 

Животът е крехко нещо, не знаеш как
ще се обърне,

 おぇいゃぇ ょくっし, しかっょ こけゃっつっ けす 4 ょっしっすうかっすうは, 
こさっおぇさぇくう ゃ ょっかくうつくけしす, こなさゃぇすぇ おぇいぇくかなて-

おぇ ちぇさうちぇ.
╉さったおぇすぇ え いぇ けくっいう ゃさっきっくぇ っょくけょくっゃ-

くぇ ゅさぇょしおぇ しかぇゃぇ くっ こさけきっくうかう けさぉうすぇすぇ 
くぇ あうゃけすぇ え. ]かっょ “ちぇさせゃぇくっすけ” え あうゃけすなす  
しっ いぇゃなさすはか ゃ けぉうつぇえくけすけ させしかけ - ゅさうあう こけ 
ょっちぇ, さぇぉけすぇ, けぉうおくけゃっくう つけゃっておう こさけぉかっ-
きう. ′ぇ そうくぇかぇ くぇ すさせょけゃうは しう こなす, こけしかっょ-
くうすっ 4 ゅけょうくう こなさゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ こさっおぇさゃぇ ゃ いぇゃけょぇ くぇ “┿さしっくぇか” ゃ しっかけ 

【っえくけゃけ. 〈ぇき  こさっい 1999 ゅけょうくぇ は いぇしすうゅぇ う こっくしうはすぇ え... 
けす 160 かっゃぇ. ]っゅぇ, し ゃょけゃうておうすっ え ょけぉぇゃおう, しっ けおさなゅかうかぇ くぇ 
200 かっゃぇ. ‶ぇさう いぇ ょけくうおなょっ,  こさういくぇゃぇ ちぇさうちぇすぇ, ぉかぇゅけょぇさ-
くぇ くぇ しうくぇ う しくぇたぇすぇ, し おけうすけ しっゅぇ ょっかはす ょけき う ぉうす. 

“Арсенал”, обаче, не е затворена книга 

ゃ あうゃけすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ちぇさうちぇ. ]うくなす ╃けぉさうく いぇゃなさて-
ゃぇ そうさきっくけすけ ]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ, ぇ ゃくせおなす え ╇かうはく 
っ ょなかゅけゅけょうてっく すぇくちぬけさ ゃ ぇくしぇきぉなか”┿さしっくぇか” う っょうく けす 
こけきけとくうちうすっ う くぇょっあょうすっ くぇ くぇしすけはとうは  きせ ゅかぇゃっく たせょけ-
あっしすゃっく さなおけゃけょうすっか  》さうしすけ ]すけはくけゃ. ′っとけ こけゃっつっ: ╇かうはく 
っ こけっか こけ こなすは くぇ こさけそっしうけくぇかくうは たけさっけゅさぇそ, いぇとけすけ いぇ-
ゃなさてゃぇ ┿おぇょっきうはすぇ いぇ すぇくちけゃけ ういおせしすゃけ ゃ ]けそうは. 
╃させゅぇすぇ ゅけさょけしす ゃ さけょぇすぇ くぇ こなさゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ 

っ 12-ゅけょうてくぇすぇ ゃくせつおぇ ╆けさくうちぇ, さけょっくぇ いぇ きぇくっおっく. ] さなしす 
う たせぉけしす  けすしっゅぇ しっ しすはゅぇ っょうく ょっく ょぇ ょっそうかうさぇ こけ ゅさぇょしおうは 
こけょうせき ゃ しなしすっいぇくうっすけ いぇ くぇえ-おさぇしうゃけすけ おぇいぇくかなておけ きけ-
きうつっ.                                                                       

╃っかはくぇ ╀けぉっゃa

》ぇ『╇╅【╅ [╅′╅〉]ぇぃ[╅ を╅『¨を╅ 『《′╅...
Продължение от стр. 2 Ветерани

せきけさぇ. ╆ぇこけつくっすっ さぇいすけゃぇさ-
ゃぇとう せこさぇあくっくうは, きぇしぇあ. 
′はおぇおなゃ しこけさす しなとけ とっ っ けす 
こけかいぇ. ╆ぇぉさぇゃっすっ いぇ しすさけゅう-
すっ ょうっすう, こけたぇこゃぇえすっ せきっ-
さっくう おけかうつっしすゃぇ てけおけかぇょ, 
ちうすさせしけゃう こかけょけゃっ う けさったう.
• ‶けゅかっょくっすっ しう っいうおぇ. 

┿おけ っ くっあくけ さけいけゃ - ゃしうつおけ 
っ くぇさっょ. ′け ぇおけ っ こけおさうす し 
ぉはか くぇかっこ, こさけゃっさっすっ しう しすけ-

きぇたぇ う つっさゃぇすぇ, ぇおけ うきぇ 
あなかすっくうおぇゃ ちゃはす - つっさくうは 
ょさけぉ, ぇ こさう しうく けすすっくなお - 
しなさちっすけ.
• ┿おけ ゃ けつうすっ ゃう しぇ しっ 

しこせおぇかう おさなゃけくけしくう 
しなょけゃっ, ょぇ しっ くぇょはゃぇきっ, 
つっ すけゃぇ っ けす こさっくぇこさっあっ-
くうっすけ くぇ けつくうすっ きせしおせかう. 
′け, ぇおけ すけゃぇ しすぇゃぇ すゃなさょっ 
つっしすけ, ゃないきけあくけ っ こけゃう-
てぇゃぇくっ くぇ ゃなすさっけつくけ-
すけ くぇかはゅぇくっ う ゃないくうお-
ゃぇくっ くぇ こさけぉかっきう し 
きけいなつくけすけ おさなゃけけぉさな-
とっくうっ.

]うくうはす けすすっくなお くぇ っいう-
おぇ ゅけゃけさう いぇ しなさょっつくけしな-
ょけゃ こさけぉかっき
• ┿おけ せしすくうすっ ゃう しぇ 

しすぇくぇかう ぉかっょう う しぇ しっ 
こけはゃうかう しうくう しっくおう 
きっあょせ すはた う くけしぇ, うい-
しかっょゃぇえすっ しなさちっすけ しう. 
╁ないきけあくけ っ すけゃぇ ょぇ っ 
こなさゃうはす こさういくぇお くぇ しなさょっつ-
くぇ くっょけしすぇすなつくけしす うかう くぇさせ-

てっくうっ くぇ そせくおちううすっ くぇ きうす-
さぇかくぇすぇ おかぇこぇ.

• ¨つうすっ ゃう しぇ ぉかっしすはとう 
う ういこなおくぇかう - くぇこさぇゃっすっ 
ぇくぇかうい くぇ とうすけゃうょくぇすぇ しう 
あかっいぇ.
• ]せすさうく ゃう けすうつぇす ょけ-

かくうすっ おかっこぇつう - こさうつうくぇ-
すぇ きけあっ ょぇ っ ゃ ぉなぉさっちうすっ 
うかう こうおけつくうは きったせさ. ╇かう 
こさっおぇかはゃぇすっ し せこけすさっぉぇすぇ 
くぇ しけかっくけ, きぇいくけ, こせてっくけ う 
ぉうさぇ, うかう しすっ しっ いぇさぇいうかう し 
くはおぇおゃぇ うくそっおちうは.
• ]おかっさぇすぇ (ぉはかぇすぇ つぇしす) 

くぇ けつうすっ ゃう うきぇ あなかすっ-
くうおなゃ けすすっくなお - すけゃぇ っ 
くっけしこけさうき こさういくぇお いぇ くぇさせ-
てっくうっ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ つっさくうは 
ょさけぉ うかう こうおけつくうは きったせさ.
 

]うくっけおうすっ たけさぇ しぇ くぇえ-
こさっょさぇいこけかけあっくう おなき 
さぇお くぇ おけあぇすぇ

• ╀せいうすっ う てうはすぇ ゃう 
しっ いぇつっさゃはゃぇす ょけさう こさう 

しかぇぉけ そういうつっしおけ 
くぇすけゃぇさゃぇくっ - うい-
きっさっすっ しう おさなゃくけすけ 
くぇかはゅぇくっ, すなえ おぇすけ 
すけゃぇ っ こさういくぇお くぇ 
たうこっさすけくうは.
• ‶け すはかけすけ ゃう 

しっ こけはゃはゃぇす くけゃう 
こっすくぇ - こけしっすっすっ 
ょっさきぇすけかけゅ, いぇとけすけ 
くぇさぇしすゃぇ さうしおなす けす 
さぇお くぇ おけあぇすぇ.
• 【うはすぇ ゃう うい-

ゅかっあょぇ こけょこせたくぇかぇ ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ ぇょぇきけゃぇすぇ 

はぉなかおぇ - こけすなさしっ-
すっ っくょけおさうくけかけゅ, 
ゃないきけあくぇ っ たうこっさ-
そせくおちうは くぇ とうすけ-
ゃうょくぇすぇ あかっいぇ.
• ╆ぇしすぇくっすっ こさっょ 

けゅかっょぇかけすけ ゃ しゃけ-
ぉけょくけ こけかけあっ-
くうっ, おぇすけ つっ かう しすっ 
しっ しこさはかう しかせつぇえ-
くけ. ┿おけ さぇきっくっすっ 
う ゅかぇゃぇすぇ ゃう しぇ けす-
こせしくぇすう う ゅかっょぇすっ 
ういこけょ ゃっあょう - すけゃぇ 
しぇ こさういくぇちう くぇ ょっ-
こさっしうは.

╉なょっ しっ
ういこぇさう
ゃっしっかぇすぇ 
しすさぇくぇ
くぇ あうゃけすぇ

• ┿おけ っょくけすけ けす さぇきっ-
くっすっ ゃう っ こけ-ゃうしけおけ けす 
ょさせゅけすけ, すけ すけゃぇ っ しうきこ-
すけき いぇ けしすっけたけくょさけいぇ 
(くぇさせてっくうっ ゃなゃ そけさきう-
さぇくっすけ くぇ しすぇゃくうは たさせ-
とはか) くぇ ゅさなょくぇすぇ つぇしす 
くぇ ゅさなぉくぇつくうは しすなかぉ.
• ‶さう ゃしはおぇおゃう ういきっ-

くっくうは くぇ ゃうょぇ, ちゃっすぇ 
くぇ おけあぇすぇ くぇ ゅなさょうすっ, 
こけはゃぇすぇ くぇ きっしすぇ し “ゅなてぇ 
おけあぇ”, こさう けすょっかはくっ くぇ 

しっおさっすう けす いなさくぇすぇ, あっくぇすぇ 
すさはぉゃぇ くっいぇぉぇゃくけ ょぇ こけすなさしう 
こけきけと けす きぇきけかけゅ.
• 〉ゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ 

きかっつくうすっ あかっいう こさう きな-
あっすっ ゅけゃけさう いぇ しこっちうそうつくう 
たけさきけくぇかくう さぇいしすさけえしすゃぇ, 
しゃなさいぇくう し せゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ 
あっくしおうすっ たけさきけくう - っしすさけゅっ-
くう. ‶けくはおけゅぇ すけゃぇ しっ くぇぉかの-
ょぇゃぇ う こさう ょうぇぉっす.
• ‶けょせすけしす う ぉけかっいくっくけしす 

ゃ きぇかおうすっ しすぇゃう くぇ さなちっ-
すっ - すけゃぇ っ こさういくぇお くぇ こけかう-
ぇさすさうす うかう さっゃきぇすういなき. ‶け-
ょせすけしすすぇ くぇ ゅけかっきうすっ しすぇゃう 
(おけかっくぇすぇ, かぇおすうすっ) しなとけ っ 

しうきこすけき くぇ ぇさすさうす う ぇさすさけいぇ.

╉けゅぇすけ おけあぇすぇ しっ 
こさっゃなさくっ

ゃ けゅかっょぇかけ くぇ
くぇてっすけ

いょさぇゃけしかけゃくけ
しなしすけはくうっ

• ¨すうつぇくっ くぇ こさぇしちうすっ 
(けしけぉっくけ ゃっつっさ, おけゅぇすけ しきっ 
こさっおぇさぇかう ちっかうは ょっく くぇ 
おさぇお) - すけゃぇ っ こさっょういゃうおぇくけ 
けす せきけさぇすぇ う とっ くう こけきけゅ-
くぇす しなゃしっき こさけしすう くっとぇ: ょぇ 
こけかっあうき 20 きうくせすう おぇすけ こけ-
しすぇゃうき こけょ おさぇおぇすぇ くはおけかおけ 
ゅけかっきう ゃないゅかぇゃくうちう うかう しう 
くぇこさぇゃうき ゃぇくぇ し きけさしおぇ しけか 
う けすこせしおぇと きぇしぇあ. ╂かっいっくなす 
う ゅかっいっくくぇすぇ しすぇゃぇ つっしすけ 
けすうつぇす う こさう しなさょっつくぇ くっ-
ょけしすぇすなつくけしす, ぇ しなとけ すぇおぇ 
きけあっ ょぇ しぇ こさういくぇお いぇ ょうぇ-
ぉっす けす ゃすけさう すうこ.
• ]すさううすっ こけ おけさっきぇ う 

ぉっょさぇすぇ, ぇおけ しぇ ょなかぉけおう う 
うきぇす さけいけゃ ちゃはす, しぇ しうゅくぇか 
いぇ たけさきけくぇかくけ さぇいしすさけえしすゃけ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

45-すっ, こけしうこぇくう し あうゃけす, ゅけょうくう くっ しぇ こさっゃなさくぇかう こなさゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 『ぇさう-
ちぇ [けいぇ ゃ しせっすくぇ けしすぇさはゃぇとぇ おさぇしぇゃうちぇ, あぇょくぇ いぇ 3-すっ しう きうくせすう っあっゅけょくぇ しかぇゃぇ. 
′ぇこさけすうゃ. [ぇょおぇ 》さうしすけゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ ょけさう くっ けぉうつぇ ょぇ たけょう くぇ こさぇいくうつくうすっ ゅさぇょ-
しおう てっしすゃうは いぇさぇょう しせっすくはすぇ う ゅなかつぇゃぇすぇ. ‶さっょこけつうすぇ すうてうくぇすぇ う ょけきぇてくうは  せのす, 
おぇそっすぇすぇ し こさうはすっかおう, ぇ う くうおけえ ょけしっゅぇ くっ しっ っ しっとぇか ょぇ は おぇくう くぇ おけくおせさし いぇ ういぉけさ 
くぇ ちぇさうちぇ うかう おぇおゃけすけ う ょぇ っ ぉうかけ ょさせゅけ ゃぇあくけ ゅさぇょしおけ くっとけ. 
 ╆ぇすけゃぇ ゃすけさぇつゃぇくっすけ う ゃくうきぇくうっすけ おなき くっは ゃ すぇいう のぉうかっえくぇ ゅけょうくぇ は こさうすっしくはゃぇす.  
 ]ゃっあょぇ しゃっくかうゃけ けつう う, ぇおけ くはおけえ こぇきっすかうゃ ゃ ゅさぇょしおぇすぇ くぇゃぇかうちぇ しかせつぇえくけ こけ-

いくぇっ  ゃ いぇこぇいっくうすっ え し きけきうつっておうは しう ぉかはしなお けつう けくぇいう けこなくぇすぇ おぇいぇくかなておぇ おさぇ-
ゃうちぇ けす こさっょう 45 ゅけょうくう. 
 ]かっょ たうかはょう せゅけゃけさおう しおかけくはゃぇ すぇいう ゅけょうくぇ ょぇ せおさぇしう ちっさっきけくうはすぇ こけ ういぉけさぇ くぇ 

おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ う のぉうかっえくうは ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ. ′っ いぇさぇょう 3-すっ きうくせすう しかぇゃぇ, 
こけかぇゅぇとう しっ くぇ ゃしっおう っょうく あうゃけす. 
┿ いぇさぇょう しすうきせかぇ う くぇょっあょぇすぇ いぇ きかぇょうすっ, おけうすけ うょゃぇす う おけうすけ くっこさっきっくくけ とっ 

しすぇくぇす こけ-ょけぉさう けす くぇし. ┿おけ ゅう こけけとさうき. 

こっさすう こけ こっくしうけくくけ けしうゅせさはゃぇくっ, くっゅぇすうゃくうすっ さっいせかすぇすう くぇ こっくしうけくくうすっ ょさせあっしすゃぇ しっ 
ょなかあぇす くぇ ょさぇしすうつくうは しさうゃ くぇ しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう.
]すぇすうしすうおぇすぇ くぇ そうくぇくしけゃうは くぇょいけさ こけおぇいゃぇ, つっ おなき おさぇは くぇ 2012 ゅ. ゃしっおう さぇぉけすっと ぉなか-

ゅぇさうく, さけょっく しかっょ 1-ゃう はくせぇさう 1959 ゅ., うきぇ しさっょくけ こけ 1384 かゃ. 
ゃ うくょうゃうょせぇかくぇすぇ しう こぇさすうょぇ いぇ ゃすけさぇ こっくしうは.

しかっょくうちう うかう いぇ たけさぇ, くぇ おけうすけ しぇ ぉうかう こさったゃなさかっくう しなぉさぇくうすっ かうたゃけすけつおう う うきぇす こさぇゃけ 
くぇ けぉっいとっすっくうは, ぇおけ しぇ いぇこけつくぇかう しすさけうすっかしすゃけ くぇ あうかうとっ うかう しぇ ういゃなさてうかう こけおせこおぇ くぇ 
すぇおけゃぇ. ′ぇゃさっきっすけ すぇいう ょっえくけしす しっ っ けぉしかせあゃぇかぇ けす ╃なさあぇゃくぇ しこっしすけゃくぇ おぇしぇ. ‶け-おなしくけ 
そせくおちううすっ こけ さっゅうしすさぇちうはすぇ くぇ すっいう ゅさぇあょぇくう, こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ しこうしなおぇ おなき ′ぇちうけくぇか-
くうは おけきこっくしぇちうけくっく そけくょ う ういこかぇとぇくっすけ くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ しぇ こけっすう けす けぉとうくうすっ.

『╄′┿ ′┿ ╃╄′ ╆┿ ′╄[┿╀¨〈╄】╇ ╁ „┿[]╄′┿╊” ┿╃

- ╆┿ ╄╃╇′ 』¨╁╄╉ - 30.00 かゃ. /くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + 
けぉはょ + ゃっつっさは/ - くぇ きっくの

]╋╄′╇
- 31. 05. – 06. 06. 2013 ゅ. – 6 くけとせゃおう
- 06. 06. – 12. 06. 2013 ゅ. – 6 くけとせゃおう
- ′ぇしすぇくはゃぇくっ - しかっょ 14.00 つ.
- ¨しゃけぉけあょぇゃぇくっ  くぇ しすぇうすっ - ょけ 10.00 つ.
]かっょ 10.00 つ. ゃしっおう けす かっすせゃぇとうすっ, くっいぇゃうしうきけ けす おぇ-
すっゅけさうはすぇ, ょなかあう くっせしすけえおぇ こけ 5 かゃ. くぇ かっゅかけ いぇ ゃしっおう 
こさけしさけつっく こけかけゃうく つぇし. 
╆ぇ ょぇ くっ しっ しないょぇゃぇ ょけこなかくうすっかくけ くぇこさっあっくうっ,  つぇしけゃっ-
すっ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ う くぇこせしおぇくっ くぇ しすぇうすっ っ くっけぉたけょうきけ 
ょぇ しっ しこぇいゃぇす.

》[┿′╄′╄〈¨ ′┿ [┿╀¨〈′╇『╇〈╄ ╇ ]╊〉╅╇〈╄╊╇〈╄ ]╄ 
¨]‒】╄]〈╁ぅ╁┿ ‶¨ ]╊╄╃′╇ぅ ′┿』╇′:

- ‶‒[╁╇ ╃╄′ – いぇこけつゃぇ し ゃっつっさは
- ‶¨]╊╄╃╄′ ╃╄′ – いぇゃなさてゃぇ し けぉはょ
- ‶[╇ ′┿]〈┿′ぅ╁┿′╄〈¨ ]╇ ╁]╄╉╇ ‶¨╊〉』┿╁┿ ╉〉‶¨′╇ ╆┿ 
》[┿′┿ ¨〈 [╄『╄‶『╇ぅ〈┿. 〈╄ ]╄ ‶[╄╃]〈┿╁ぅ〈 ‶[╇ ‶¨-
╊〉』┿╁┿′╄〈¨ ′┿ 》[┿′┿ ╁ ]〈¨╊¨╁┿〈┿. ‶[╇ ╊╇‶]┿ ′┿ 
╉〉‶¨′ 》[┿′┿ ′╄ ]╄ ‶[╄╃╊┿╂┿. ╇╆╂〉╀╄′╇ ╉〉‶¨′╇ ′╄ 
]╄ ╁‒╆]〈┿′¨╁ぅ╁┿〈 ¨〈 》¨〈╄╊┿.

╂[┿《╇╉‒〈  ╆┿ 』┿]¨╁╄〈╄ ′┿ 》[┿′╄′╄  】╄ ╄ ¨╀ぅ╁╄′  ′┿ 
╋′¨╂¨ ╋╄]〈┿ ╁ 》¨〈╄╊┿ ╇ ]〈¨╊¨╁┿〈┿.

╆ぇこうしゃぇくっ う いぇこかぇとぇくっ - ゃ ]╉ くぇ ╉′]╀ „┿さしっくぇか”┿╃  う 
こけ いぇゃけょう

 〈っかっそけくう いぇ ゃさないおぇ: 
6 22 07, ゃなすさ. 21 56.; GSM  - 0888582673

たひちうあてあ をあちけぬあ 『そくあ


