
╇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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╉さっょうすう いぇ ぉかういけ 63 きうかうぇさょぇ  かっゃぇ うきぇす 
ぉなかゅぇさうすっ おなき おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 

〈けつくぇすぇ しせきぇ こけ けそうちうぇかくぇすぇ うくそけさきぇちうは, 
こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ ╂けょうてくうは けすつっす くぇ  ╀′╀, っ  
62,766 きかさょ. かゃ., さぇいこさっょっかっくう ゃ けぉとけ 4,025 
きかく. ぉさけは おさっょうすぇ. 
〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ ぉかういけ 2 きうかうけくぇ ぉなかゅぇさう 

うきぇす こけ ょゃぇ いぇっきぇ. ╁ 『っくすさぇかくうは おさっょうすっく さっ-
ゅうしすなさ /『╉[/ おなき ╀′╀ ょぇくくう いぇ さぇいょぇょっくうすっ 
いぇっきう しぇ こけょぇかう 31 ぉぇくおう う 165 そうくぇくしけゃう 

┿ぉうすせさうっくすおぇすぇ けす ‶さうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇく-
かなお ぃかうは ‶けこけゃぇ ぉっ ういぉさぇくぇ いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2013. 

′けゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ ぉっ おけさけくはしぇくぇ けす おきっすぇ くぇ ゅさぇょぇ ╂ぇかう-
くぇ ]すけはくけゃぇ ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ ょけしっゅぇてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2012 ′っかう 
]かぇゃけゃぇ う けしすぇくぇかうすっ 20 せつぇしすくうつおう ゃ おけくおせさしぇ. 
′けゃけういぉさぇくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ とっ ゃけょう くぇ 2 のくう のぉうかっえくけすけ こさぇい-

くうつくけ てっしすゃうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけしゃっすっくけ くぇ 110-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
こなさゃうは ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ. 
‶け すさぇょうちうは ‶さぇいくうおなす くぇ さけいぇすぇ しっ つっしすゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  ゃ こなさゃぇすぇ 

くっょっかは くぇ のくう.
] ういぉけさぇ しう いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ くけゃけういぉさぇくぇすぇ くけしうすっかおぇ くぇ おぇいぇく-

かなておぇすぇ おけさけくぇ いぇ おさぇしけすぇ ぃかうは ‶けこけゃぇ しこけょっかう, つっ しぉなょゃぇ ょっす-
しおぇすぇ しう きっつすぇ. ¨すゃなょ くっは きっつすぇっ ょぇ せつう そうくぇくしう ゃ ]┿】. ╁っつっ しう っ 
ういぉさぇかぇ う せくうゃっさしうすっす - ゃ ╃あけさょあうは.

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

- ╆┿ ╄╃╇′ 』¨╁╄╉ - 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.

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

- ╆┿ ╄╃╇′ 』¨╁╄╉ - 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

〈けにあこしそう

╇いおかのつうすっかくぇ あっくしすゃっ-
くけしす, くっゃっさけはすくぇ っくっさ-

ゅうつくけしす う きけとっく うくすっかっおす. 
╇ くぇょ ゃしうつおけ すけゃぇ – こさけこけ-
ゃはょゃぇくぇすぇ けす くっは しゃけぉけょぇ.                                                                      
[けょっくぇ っ こさっい 1804 ゅ. ╇し-
すうくしおけすけ え うきっ っ ┿きぇくょうく 
¨さけさ ╊のしうか ╃のこっく. ╋なあ-
おうはす え こしっゃょけくうき, きなあおう-
すっ え ょさったう, こせさうすっ う しゃけぉけ-
ょけかのぉうっすけ え ょけこさうくぇしはす いぇ 
くっえくうは, ゃ ういゃっしすくぇ しすっこっく, 
しおぇくょぇかっく いぇ っこけたぇすぇ けぉかうお.                                                                                             
╀かういおぇ ょさせあぉぇ は しゃなさいゃぇ し 
うきっくうすう すゃけさちう. ╂けしすう くぇ かう-
すっさぇすせさくうすっ え ゃっつっさう ぉうかう: 
╋っさうきっ, ╊うしす, ╃のきぇ, ╀ぇか-
いぇお, ぃゅけ, ‶ぇゅぇくうくう, [けしうくう, 
╃っかぇおさけぇ, ╀っさぇくあっ, ╋うち-
おっゃうつ, 《かけぉっさ, 〈せさゅっくっゃ… 
╀せさくぇ かのぉけゃ ういあうゃはゃぇ し 
┿かそさっょ ょぬけ ╋のしっ, 11 ゅけょう-
くう こさけょなかあぇゃぇ しなゃきっしすくうはす 
え あうゃけす し 《さっょっさうお 【けこっく.                                                                                                                              
╅けさあ ]ぇくょ っ ぇゃすけさ くぇ くぇょ 
90 さけきぇくぇ, しさっょ おけうすけ „╇く-
ょうぇくぇ“, „╊っかうは”, „╃はゃけかしおけすけ 
ぉかぇすけ”, „╋けこさぇ“, „¨さぇし“, „╆うきぇ 
ゃ ╋ぇえけさおぇ“, „╉けくしせっかけ”. ‶うてっ 
う さぇいおぇいう, こけゃっしすう, こうっしう う 
あせさくぇかうしすうつっしおう すっおしすけゃっ.                                                                                            
〉きうさぇ こさっい 1876 ゅ.

╂けしこけあうちぇ ╃のこっく. 〈は 
ぉうかぇ せきくけ う かのぉけいくぇすっか-

くけ きけきうつっ, しなし いぇきっつすぇく こけ-
ゅかっょ う しゃけっけぉさぇいっく たぇさぇおすっさ. 

′ぇしかっょうかぇ かうすっさぇすせさくぇすぇ 
ょぇさぉぇ くぇ しゃけは さぇくけ こけつうくぇか 
ぉぇとぇ, きかぇょ ぇさうしすけおさぇす けす 
さっょけゃっすっ くぇ さっゃけかのちうけくくぇ-
すぇ ぇさきうは けす 1789 ゅ. ╇いゃっしすくけ 
ゃさっきっ し きぇえおぇ しう - うしすうくしおぇ 
ょなとっさは くぇ くぇさけょぇ, あうゃはかぇ ゃ 
╇しこぇくうは. ̈ すゅかっょぇくぇ っ けす ぉぇぉぇ 
しう ゃ さけょけゃけすけ うき うきっくうっ ゃ 
′けぇく, おなょっすけ くっくぇしうすくけ つっすは-
かぇ, けしけぉっくけ しなつうくっくうはすぇ くぇ 
[せしけ, う おなょっすけ けすさぇくけ けこけい-
くぇゃぇ しっかしおぇすぇ ぉっょくけすぇ. ╉ぇすけ 
こけゃっつっすけ ょっゃけえおう けす くっえくぇすぇ 
しさっょぇ, っ ういこさぇすっくぇ ょぇ こけかせつう 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ きぇくぇしすうさ.   
╀ぇさけくっしぇ ╃のょっゃぇく. ]かっょ 

ょゃっゅけょうてくけ けぉせつっくうっ 17-ゅけ-
ょうてくぇすぇ ┿きぇくょうく くぇこせしおぇ きぇ-
くぇしすうさぇ う しっ けきなあゃぇ いぇ ぉぇさけく 
╉ぇいうきうさ ╃のょっゃぇく, けす おけゅけすけ 
うきぇ ょゃっ ょっちぇ – ╋けさうし, ぉけかくぇゃ 
きかぇょっあ し ゃかっつっくうっ おなき すっぇすな-
さぇ, う しっぉうつくぇすぇ ]けかぇくあ. ╀ぇ-
さけくなす しっ けすくぇしはか おなき しなこさせ-
ゅぇすぇ しう おぇすけ おなき おさっしかけすけ ゃ 
ゅけしすくぇすぇ. 〈けえ ょっかはか こけしすっかはすぇ 
う し きくけゅけすけ しかせゅうくう ゃ おなとぇ-
すぇ. ¨さけさ けすさぇくけ しっ いぇきうしかうかぇ 
ゃなさたせ くっしこさぇゃっょかうゃけしすすぇ くぇ 
„きなあおうは しゃはす“.
╅けさあ ]ぇくょ. ]かっょ くっしこけ-

かせつかうゃうは しう ぉさぇお すは ぉはゅぇ ゃ 
‶ぇさうあ こさっい 1831 ゅ. し 8 ゅけょうくう 
こけ-きかぇょうは けす くっは ╅のか ]ぇくょけ, 
しなとけ ういおせてっく けす かうすっさぇすせさぇ-
すぇ. ╃ゃぇきぇすぇ くぇこうしゃぇす おくうゅぇすぇ 
„[けいぇ う ╀かぇくて”, こうてぇす ゃなゃ 
„《うゅぇさけ“, おぇすけ しっ こけょこうしゃぇす 
し っょうく う しなと こしっゃょけくうき - J. 
Sand. ╉けゅぇすけ っ くぇ 28 ゅけょうくう, 
こうしぇすっかおぇすぇ こけょこうしゃぇ っょうく 
けす こなさゃうすっ しう さけきぇくう „╇くょう-
ぇくぇ“ し  うきっすけ ╅けさあ ]ぇくょ. [け-
きぇくなす え ょけくぇしは ゅさなきけすっゃうつくぇ 
ういゃっしすくけしす, ぇ し かうすっさぇすせさくうは 
しう こしっゃょけくうき すは くうおけゅぇ くっ 
しっ さぇいょっかは. ]かっょ ょゃっ ゅけょうくう 
ういかういぇ „╊っかうは” - っょくぇ こさうすつぇ 
いぇ いぇぉさぇくっくうは こかけょ. ‶け すけゃぇ 
ゃさっきっ すは ういあうゃはゃぇかぇ さぇいょは-
かぇすぇ し ╅のか ]ぇくょけ. ′ぇこさぇゃう-
かぇ いぇ しっぉっ しう ゃぇあくけ けすおさうすうっ 
– つっ うょゃぇ ょっく, おけゅぇすけ ゃ かの-
ぉけゃすぇ ゃさっきっすけ くぇ けすおさうすうはすぇ 
しゃなさてゃぇ. ╅のか しっ けこうすぇか ょぇ 
しっ けすさけゃう し かっおぇさしすゃぇ, くけ かっ-
おぇさうすっ ゅけ しこぇしうかう. 
╅っくしおけ けぉぇはくうっ ゃ きなあおう 

ょさったう. ′ぇつうくなす くぇ けぉかうつぇ-
くっ くぇ ╅けさあ ]ぇくょ う ょけ ょくっし 
ゃょなたくけゃはゃぇ きけょぇすぇ. 〈は ぉうかぇ 
ょさっぉくぇ う きせさゅぇゃぇ, し つっさくう 
けつう う っょさう つっさすう くぇ かうちっすけ, し 
きくけゅけ おさぇしうゃう さなちっ. ‶けょつっさ-
すぇくけ あういくっくぇ う ういおかのつうすっか-
くけ うくすっかうゅっくすくぇ, すは けぉしっぉゃぇ-
かぇ しなし しうかくうは しう たぇさぇおすっさ. 
〈けゃぇ は こさぇゃっかけ きくけゅけ こさう-
ゃかっおぇすっかくぇ う ょっえしすゃぇかけ くぇ 
きなあっすっ くっけすさぇいうきけ, けしけぉっくけ 
くぇ こけ-きかぇょうすっ. 』さっい きなあおう-
すっ ょさったう, ゃ っょうく こけょつっさすぇくけ 
きなあおう しゃはす, ゃ おけえすけ あっくうすっ 
しぇ こさけしすけ おさぇしうゃ こさうょぇすなお, 
すは せしこはゃぇ ょぇ しう ういゃけのゃぇ こさぇ-
ゃけすけ ょぇ ぉなょっ こさうっきぇくぇ おぇすけ 
さぇゃくぇ う ょぇ ぉなょっ けちっくはゃぇくぇ 
しこけさっょ すぇかぇくすぇ しう. ╇きぇ けとっ 
ょゃっ ゃっさしうう いぇ きなあおうすっ ょさったう 

╅けさあ ]ぇくょ:   
• 〈けゃぇ, おけっすけ っ さぇいさってっくけ いぇ きなあっすっ, くっ きけあっ ょぇ っ いぇぉさぇ-

くっくけ いぇ あっくうすっ. 
• ┿い しなき ]こぇさすぇお くぇ あっくしおけすけ さけぉしすゃけ.
• ╋なあなす, おけえすけ ゅけゃけさう せきくけ いぇ かのぉけゃすぇ, くっ っ ゃかのぉっく.
• ╃ぇ けぉうつぇて うかう ょぇ せきさって – きっあょせ すはた くはきぇ くうとけ しさっょくけ.
• ′っ っ くせあくけ ょぇ いくぇって ゃしうつおけ - ょけしすぇすなつくけ っ ょぇ さぇいぉうさぇて. 

23. 05
19,00 つ. こか. “]っゃすけこけかうし” - “╄ょうく くっさぇいょっかっく おかぇし”, けすおさう-

すぇ しちっくぇ いぇ ぇぉうすせさうっくすう 
24. 05
10,30 つ. こか. “]っゃすけこけかうし” - ‶さぇいくうつっく こぇさぇょ くぇ せつうかうとぇすぇ  

けす ╉ぇいぇくかなお 
24. 05
10,30 つ. せか. “╇しおさぇ” - ╀ぇいぇさ くぇ ぉなかゅぇさしおう いぇくぇはすう し ょっきけく-

しすさぇちうう
17,30 つ.  せか. “╇しおさぇ” - ╀ぇいぇさ くぇ さけいけゃう う っすっさうつくう きぇしかぇ 
24. 05 – 31. 05 
せか. “╇しおさぇ“ わ4, ╇くそけちっくすなさ - “『ゃっすけゃっすっ くぇ ょけかうくぇすぇ” - 

ういかけあぉぇ くぇ おぇいぇくかなておう すゃけさちう - ゃたけょ しゃけぉけょっく
25. 05
09,00 つ. [うすせぇか [けいけぉっさ - し. ぅしっくけゃけ 
10,00 つ. ╃╉ “┿さしっくぇか” - “╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ” - くぇちうけくぇかっく 

おけくおせさし こけ おかぇしうつっしおう, たぇさぇおすっさくう う きけょっさくう すぇくちう
16,00 つ. - こか.“]っゃすけこけかうし” - “〈なこぇく ぉうっ, たけさけ しっ ゃうっ” - くぇ-

ちうけくぇかくけ くぇょうゅさぇゃぇくっ
26. 05
09.00 つ. し. [けいけゃけ - [うすせぇか [けいけぉっさ 
29. 05
18.00 つ. ╃╉ “┿さしっくぇか” - ]こっおすぇおなか “╊っゅっくょぇ いぇ おぇいぇくかなて-

おぇすぇ さけいぇ” 

30. 05
10,00 つ. ‶ぇさお “[けいぇさうせき” - ╆せきぉぇ いぇ ゃしうつおう - ょっきけくしすさぇ-

ちうう し せつぇしすうっ 
30. 05
18,30 つ. ╃╉ “┿さしっくぇか” - “╁ ょっくは くぇ ょっすっすけ しすぇゃぇす つせょっしぇ”- 

こさぇいくうつっく おけくちっさす - ゃたけょ しゃけぉけょっく 
31. 05
09.00 つ. し. ╉なくつっゃけ - [うすせぇか [けいけぉっさ 
31. 05
10.00 つ.   こか. “]っゃすけこけかうし” - ‶さぇいくうお くぇ ゅさぇょぇ, ちっさっきけくうは 

こけ ういょうゅぇくっ くぇ いくぇきっすけ 
16,00 つ.  こか. “]っゃすけこけかうし” - ╋っあょせくぇさけょっく そけかおかけさっく 

そっしすうゃぇか
19,00 つ. - 》さけくうおぇ くぇ ちぇさうちうすっ
21,00 つ. - ¨そうちうぇかくけ けすおさうゃぇくっ くぇ 110-は ‶さぇいくうお くぇ さけ-

いぇすぇ, おけくちっさす くぇ ╂っけさゅう 》さうしすけゃ, こか. “]っゃすけこけかうし”
01. 06
21,00 つ. こか. “]っゃすけこけかうし” - おけくちっさす くぇ ╂させこぇ “╂さぇきけそけく”
02. 06
10.00 つ. こか. “]っゃすけこけかうし” - きぇあけさっすくけ てけせ
13.00 つ. ╉ぇさくぇゃぇかくけ てっしすゃうっ 

くぇ ╅けさあ ]ぇくょ. ╄ょくぇすぇ っ, つっ 
きなあおうすっ おけしすのきう え こけきぇゅぇかう 
ょぇ こっしすう – ゃ しすけかうちぇすぇ あうゃけ-
すなす ぉうか すさせょっく, ぇ ょぇきしおうすっ 

すけぇかっすう ぉうかう しおなこう. ╇ すは くぇ-
きうさぇ すけゃぇ さぇちうけくぇかくけ さってっ-
くうっ, おけっすけ  しなけすゃっすしすゃぇ う くぇ 
さぇょうおぇかくうすっ え うょっう. ╃させゅぇすぇ: 
こうしぇすっかおぇすぇ っ くぇはしくけ, つっ きぇ-
おぇさ こけくはおけゅぇ ょぇ しすさせゃぇ すゃなさ-
ょっ しおなこけ, しおぇくょぇかなす こさうゃかう-
つぇ くぇえ-しうかくけ ゃくうきぇくうっすけ くぇ 
けぉとっしすゃけすけ. ╇ すぇかぇくすかうゃぇすぇ 
かうすっさぇすけさおぇ しないょぇゃぇ しおぇくょぇ-
かう - つさっい けぉかっおかけすけ う こけゃっ-
ょっくうっすけ しう.
╋のしっ: ┿い しなき ゃかのぉっく 

ゃなゃ ╁ぇし! ╀せさくぇすぇ え ゃさないおぇ 
し ┿かそさっょ ょぬけ ╋のしっ, しなこさけ-
ゃけょっくぇ けす しおぇくょぇかう, こさっょぇ-

すっかしすゃぇ う さぇいさうゃう, ょぇゃぇ こかけょ 
くぇ けゅさけきくぇ おけさっしこけくょっくちうは, 
おけはすけ っ しさっょ くぇえ-おさぇしうゃうすっ, 
こうしぇくう くぇ そさっくしおう っいうお. ‶け-
ゃないさぇしすくぇ けす くっゅけ し 6 ゅけょうくう, 
ゃ くぇつぇかけすけ ╅けさあ しっ けすくぇしは-
かぇ こけょけいさうすっかくけ おなき すけいう 

そさぇくすけゃしおう けぉかっつっく きかぇょっあ, 
さぇいゅかっいっく けす あっくうすっ う けす かう-
すっさぇすせさくうすっ しう せしこったう. [せ-
ぉうおけくなす いぇ ぉっいぉさけえ うくすうきくう 
ゃさないおう っ こさういくぇくうっすけ. 〈は こけ-
かせつぇゃぇ こうしきけ けす くっゅけ: „╋けえ 
しおなこう ╅けさあ, すさはぉゃぇ ょぇ ╁う 
おぇあぇ くっとけ ゅかせこぇゃけ う しきって-
くけ. ┿い しなき ゃかのぉっく ゃなゃ ╁ぇし!”. 
]おけさけ ょぬけ ╋のしっ しっ こさっきっしす-
ゃぇ こさう くっは. 】ぇしすうっすけ ぉうかけ 
おさぇすおけすさぇえくけ. 〈けえ しっ いぇゃさな-
とぇか し さぇいぉうすけ かうちっ けす しなきくう-
すっかくう いぇゃっょっくうは, ういこぇょぇか ゃ 
せきけこけきさぇつっくうっ. ‶さっい 1833 ゅ. 
ょゃぇきぇすぇ いぇきうくぇゃぇす いぇ ╁っくっ-
ちうは, おなょっすけ ╋のしっ しっ さぇいぉけ-
かはゃぇ. ]かっょ さぇくくぇすぇ きせ しきなさす 
けす すぇいう かのぉけゃ けしすぇゃぇ おくうゅぇすぇ 
くぇ ╅けさあ ]ぇくょ „╅ぇお”.                                                                                                 
【けこっく: 〈は きう けぉっとぇ, 

つっ とっ せきさぇ ゃ けぉはすうはすぇ え.
〈けゃぇ ぉうかう こけしかっょくうすっ ょせきう 
くぇ さぇくけ けすうてかうは しう けす しゃっ-
すぇ おけきこけいうすけさ. ′はおなょっ こさっい 
こさけかっすすぇ くぇ 1837 ゅ. しすぇくぇかぇ 
いくぇきっくうすぇすぇ しさっとぇ くぇ ╅けさあ 
]ぇくょ /くぇ 32 ゅ./ し 《さっょっさうお 
【けこっく /くぇ 26 ゅ./  – ういすなくつっく 
つけゃっお, し ぉっいせこさっつくう ぇさうしすけ-
おさぇすうつくう きぇくうっさう, し きぇかなお 
けこうす ゃ けぉとせゃぇくっすけ し たけさぇすぇ 
う し あっくうすっ. ╁ くっゅけゃうは こけょさっ-
ょっく う せょけぉっく しゃはす くぇ ゅけかはき 
きせいうおぇくす, ゃ おけえすけ ょぇきうすっ しっ 
さぇいすぇこはかう こさっょ こっこっかはゃけさせ-
しうすっ きせ おけしう, すなあくうすっ すなき-
くう けつう う くっあくうは きせ ゅかぇし, しっ 
ゃすせさくぇかぇ っょくぇ しゃけぉけょけかの-
ぉうゃぇ あっくぇ, いぇ おけはすけ 【けこっく 
けすぉっかはいぇか ゃ ょくっゃくうおぇ しう: 
„‶けゅかっょなす え きっ いぇきぇは. ┿い ぉはた 
こけぉっょっく”. ╅うゃはかう いぇっょくけ 11 
ゅけょうくう. ╆ぇさぇょう おさったおけすけ しう 
いょさぇゃっ /すせぉっさおせかけいぇすぇ ゅけ 
きなつうかぇ けす ょっすっ/, すけえ ぉうか くっ-
こけくけしうきけ おぇこさういっく う きくうすっ-
かっく. ╅けさあ ]ぇくょ しっ こさっゃさなとぇ 
ゃ くっとけ おぇすけ くっゅけゃぇ きぇえおぇ う 
ぉけかくけゅかっょぇつおぇ. ╃ゃぇきぇすぇ いぇ-
きうくぇゃぇす いぇ ╋ぇえけさおぇ, いぇさぇょう 
おかうきぇすぇ. 〈ぇき けぉぇつっ しなしすけは-
くうっすけ きせ けとっ こけゃっつっ しっ ゃかけ-
てぇゃぇ. ‶うしぇすっかおぇすぇ しっょう ょけ 
かっゅかけすけ きせ, しぇきぇ きせ こさうゅけすゃは 
かっつっぉくうすっ けすゃぇさう. ]かせたなす いぇ 
いぇさぇいくぇすぇ ぉけかっしす くぇ 【けこっく 
しっ さぇいくぇしは ぉなさいけ. ╂けくはす  ゅう 
けす おゃぇさすうさぇすぇ うき, おぇすけ ゅう 
いぇょなかあぇゃぇす ょぇ こかぇすはす ゃしうつ-
おう きっぉっかう, ょけ おけうすけ しっ っ ょけ-
おけしゃぇか いぇさぇいっくうはす, いぇ ょぇ ゅう 
ういゅけさはす. ‶うしぇすっかおぇすぇ う きせいう-
おぇくすなす さってぇゃぇす ょぇ しっ ゃなさくぇす 
ゃなゃ 《さぇくちうは, くけ くうすけ っょうく 
おけさぇぉ くっ うしおぇ ょぇ ゅう ゃいっきっ. 
′ぇえ-くぇおさぇは っょうく おぇこうすぇく, 
こさっゃけいゃぇと しゃうくっ, しっ しきうかは-
ゃぇ. ╀かういおうすっ うき ぉうかう こけさぇ-
いっくう: おぇおゃぇ けゅさけきくぇ ゃかぇしす 
うきぇかぇ そさぇくちせいけえおぇすぇ くぇょ 
くっゅけ! ╁ しなとけすけ ゃさっきっ けぉぇつっ 
すは うしすうくしおう ゅけ ゃょなたくけゃはゃぇかぇ 
う すけえ しないょぇゃぇ くぇえ-ぉかっしすはとう-
すっ しう こさけういゃっょっくうは. ′っえくぇすぇ 
あういくっくけしす う せきっくうっすけ え ょぇ しっ 
しこさぇゃは し ゃしはおぇおゃう こさけぉかっきう 
う すさせょくけしすう ぉうかう くせあくう くぇ 
きっつすぇすっかくうは う くっさってうすっかっく 
【けこっく おぇすけ ゃないょせた. ╁ しなとうは 
こっさうけょ ういこけょ こっさけすけ え ういかう-
いぇす くはおけう けす くぇえ-こさけつせすうすっ え 
こさけういゃっょっくうは おぇすけ “╋けこさぇ” 
う “¨さぇし”, ぇ ゃさないおぇすぇ うき っ けこ-
うしぇくぇ ゃ „╆うきぇ くぇ ╋ぇえけさおぇ“. 
╁なこさっおう しうかくけすけ うくすっかっおすせ-
ぇかくけ こさうゃかうつぇくっ, くっしなゃきっし-
すうきけしすすぇ くぇ たぇさぇおすっさうすっ しう 
おぇいゃぇ ょせきぇすぇ. ]ぇくょ う 【けこっく 
しっ さぇいょっかはす こさっい 1847 ゅ., ぇ 
ょゃっ ゅけょうくう こけ-おなしくけ ゃっかうおう-
はす おけきこけいうすけさ せきうさぇ.

うくしすうすせちうう. ¨す こけょぇょっくぇすぇ うくそけさきぇちうは しすぇゃぇ はしくけ, つっ ゃ さっゅうしすなさぇ しぇ いぇこうしぇくう 2 きうかうけくぇ  ぉなかゅぇさう う 97 
たうかはょう そうさきう, ゃいっかう いぇっきう. 
¨す しこさぇゃおぇすぇ しすぇゃぇ はしくけ しなとけ すぇおぇ, つっ こけゃっつっすけ たけさぇ, ゃいっかう いぇっきう, しぇ すっゅかうかう こけくっ こけ ょゃぇ おさっょうすぇ. ╇きぇ う 

たけさぇ し こけ っょうく いぇっき う ょさせゅう し こけ くぇょ ょっしっす ぉなさいう おさっょうすぇ.
]さっょくうはす しさけお くぇ ゃいっすうすっ いぇっきう けす ゅさぇあょぇくう っ 7,5 ゅけょうくう.
╉なき おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇえ-ゅけかはき っ ょっかなす くぇ いぇっきうすっ くぇ ゅさぇあょぇくう し けしすぇすなつっく ょなかゅ ょけ 5 たうか. かゃ. - 

66,4%, ぇ こさう そうさきうすっ くぇえ-つっしすけ おさっょうすうすっ しぇ きっあょせ 5 う 50 たうか. かゃ.  - 37,9%.
                                                                         ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╄ょくぇ けす くぇえ-おさぇしうゃうすっ う しゃっすかう しすさぇくうちう ゃ かっすけ-
こうしぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ けすこさっょう 80 ゅけょうくう ぉっかっあう 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃぇすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ そうさきっくぇ ょっすしおぇ 
いぇぉぇゃぇつくうちぇ. 《ぇおす, おけえすけ ょけしすぇすなつくけ おさぇしくけさっつうゃけ 
ゅけゃけさう いぇ ぉかぇゅけさけょくけすけ, こさぇおすうつくけ う こっさしこっおすうゃくけ 
きうしかっくっ くぇ くぇてうすっ こさっょてっしすゃっくうちう. 
』せゃしすゃぇきっ しっ せょけゃかっすゃけさっくう う ゅけさょう, つっ くっいぇゃう-

しうきけ けす すさせょくうすっ ゃさっきっくぇ う ういこうすぇくうはすぇ, せしこはたきっ 
ょぇ しなたさぇくうき っょくぇ こさっおさぇしくぇ そうさきっくぇ すさぇょうちうは, ぇ 
ゃ うきっすけ くぇ くぇてうすっ ょっちぇ せしこはたきっ ょぇ ゃかけあうき ゃ くっは う 
くけゃけ きけさぇかくけ う しけちうぇかくけ しなょなさあぇくうっ!
╀かぇゅけょぇさうき くぇ ゃしうつおう, おけうすけ こさっい ういきうくぇかうすっ 80 

ゅけょうくう しぇ しゃなさいぇかう あうゃけすぇ しう う しぇ けしすぇゃうかう つぇしす けす 

╃け
╂けしこけあぇ ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ -
╃うさっおすけさ 
う ょけ おけかっおすうゃぇ くぇ ╃╂ „╀せさぇすうくけ”

』っしすうす こさぇいくうお!
[ぇぉけすっすっ しこけおけえくけ, „┿さしっくぇか” っ し ゃぇし!

¨す さなおけゃけょしすゃけすけ う おけかっおすうゃぇ 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ
╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ

〉ゃぇあぇっきぇ ゅけしこけあけ ╂ぇくつっゃぇ,
せゃぇあぇっきう せつうすっかう, ゃないこうすぇすっかう う さけょうすっかう!
]おなこう ょっちぇ!

しっぉっ しう ゃ くぇてぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ! 
╀かぇゅけょぇさうき くぇ ょくってくうは おけかっおすうゃ くぇ ╃╂ „╀せさぇすうくけ” いぇ ゃうしけおぇすぇ けすゅけゃけさくけしす う ゃしっけすょぇえくぇすぇ 

さぇぉけすぇ – し すさせょ, しなさちっ う ゃさっきっ, し っょうくしすゃっくぇすぇ う ゅけかはきぇ ちっか – ゃないこうすぇくうっすけ くぇ ょっちぇすぇ くう!
〈けこかけ う しなさょっつくけ ゃう こけいょさぇゃはゃぇきっ し こさぇいくうおぇ う ゃう あっかぇっき きくけゅけ, きくけゅけ いょさぇゃっ, くけゃぇ っくっさゅうは 

う ょなかゅけかっすうっ う ょくう, ういこなかくっくう し さぇょけしす う とぇしすうっ!

╃ぇ あうゃっっ さっゃけかのちうはすぇ! 
╅けさあ ]ぇくょ さってうかぇ ょぇ いぇきっくう 
かのぉけゃすぇ し こけかうすうおぇすぇ. ‶さう 
くっは さぇゃくけこさぇゃうっすけ ゃ かのぉけゃすぇ 
っ しぇきけ つぇしす けす さっゃけかのちうけく-
くうは こさうくちうこ いぇ こさぇゃけすけ くぇ 
つけゃっおぇ ょぇ さぇいこけかぇゅぇ しぇき しなし 
しっぉっ しう. ╁うあょぇかう は こけ きうすうく-
ゅうすっ う こけ すさうぉせくうすっ, おなょっすけ 
しっ こさけはゃはゃぇかぇ おぇすけ けすかうつっく 
けさぇすけさ う し こなかっく ゅかぇし ゃうおぇかぇ 
„╃ぇ あうゃっっ さっゃけかのちうはすぇ!”  ̈ さ-
ゅぇくういうさぇかぇ しすせょうは いぇ こうしぇすっ-
かう-さぇぉけすくうちう, ゃしかっょしすゃうっ くぇ 
おけっすけ ういかっいかう くはおけかおけ こさけ-
かっすぇさしおう おくうゅう. ╁ないかけあうかう 
え ょぇ さっょぇおすうさぇ „¨そうちうぇかくうは 
ぉのかっすうく” くぇ [っこせぉかうおぇすぇ. ╁ 
っょくぇ しゃけは しすぇすうは すは せすゃなさあ-
ょぇゃぇかぇ こさぇゃけすけ くぇ くぇさけょぇ ょぇ 

くぇかぇゅぇ ゃけかはすぇ しう ょけさう こさっょ 
くぇえ-ゃうしけおうすっ ょなさあぇゃくう せつ-
さっあょっくうは. ]すぇすうはすぇ ぉうかぇ 
けちっくっくぇ おぇすけ こけょしすさっおぇすっかし-
すゃけ. ╅けさあ けぉなさくぇかぇ ゅさなぉ くぇ 
ゃしうつおけ う しっ こさうぉさぇかぇ ゃ ′けぇく. 
〈ぇき すは しっ こけかいゃぇかぇ けす ゃしっけぉ-
とけ せゃぇあっくうっ, くぇさうつぇかう は „ょけ-
ぉさぇすぇ ょぇきぇ けす ′けぇく”. ╃け おさぇは 
くぇ ょくうすっ しう /せきうさぇ けす こさっこ-
かうすぇくっ くぇ つっさゃぇすぇ/ くっ しこさはかぇ 
ょぇ こうてっ… 
ぃゅけ: ¨こかぇおゃぇき しきなさすすぇ 

え, こさうゃっすしすゃぇき ぉっいしきなさすう-
っすけ え. 〈けゃぇ いぇはゃうか ゃっかうおうはす 
こうしぇすっか ╁うおすけさ ぃゅけ, おけゅぇすけ 
くぇ 8 のくう 1876 ゅ. くっけすさぇいうきぇ-
すぇ ╅けさあ ]ぇくょ ういょなたゃぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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けせき. 〈けにあけし 〈けにあこしそう:

╇いおかのつうすっかくけ きかぇょけかうお う あういくっく いぇ しゃけう-
すっ 77 ゅけょうくう, うくあ. ╋うたぇうか ╋うたぇえかけゃ っ っょくぇ 
けす あうゃうすっ っきぉかっきう くぇ “┿さしっくぇか”. ‶さっおぇさぇか 
ちっかうは しう すさせょけゃ こなす けす 42 ゅけょうくう しぇきけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ いぇ けくけゃぇ ゃさっ-
きっ う しっゅぇ こさっょこさうはすうっ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ, すけえ 
こぇいう あうゃう しこけきっくうすっ しう いぇ すさせょくうすっ ゅけょうくう 
こけ しないょぇゃぇくっすけ くぇ くけゃう いぇゃけょう う せしゃけはゃぇ-
くっすけ くぇ くけゃう こさけういゃけょしすゃぇ, つぇしす けす くぇしすけ-
はとぇすぇ しかぇゃぇ くぇ “┿さしっくぇか”.

1970 ゅけょ. はくせぇさう
╀のさけ ]╄╋-101 いぇゃなさてう こなさゃうは こさけすけすうこ くぇ
しなぉうさぇつくぇ っかっおすさうつっしおぇ きぇてうくぇ

 ]さっとぇきっ しっ しかっょ こけさっょくうは 
きせ っあっょくっゃっく こけたけょ けす 12 
おうかけきっすさぇ, おけうすけ ょっかう きっあ-
ょせ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ う こぇさお 
„〈のかぉっすけ”, おなょっすけ し ぇゃっさう  
ぉうしすさう  こさけぉかっきうすっ くぇ くぇ-
しすけはとっすけ う くうあっ しこけきっくう けす 
きうくぇかけすけ. 
 ╁っょなさ, こけいうすうゃっく, し くっしかけ-

きうきぇ ゃはさぇ, つっ “ゃなこさっおう すさせょ-
くけしすうすっ, けちっかはゃぇす すっいう, おけう-
すけ くっ しっ けすおぇいゃぇす, おぇおゃけすけ う 
ょぇ うき しすさせゃぇ すけゃぇ”.  
‶さっきうくぇか こさっい ゃしうつおうすっ 

っすぇこう くぇ さぇいゃうすうっすけ しう おぇすけ 
さなおけゃけょうすっか,  ゃないこうすぇくうおなす 
くぇ おぇいぇくかなておうは きったぇくけすっ-
たくうおせき う くぇ くはおけゅぇてくうは ╋╄╇ 
“╊っくうく”, こさっょけしすぇゃう かうつくうすっ 
しう しこけきっくう いぇ  させぉさうおぇすぇ くう 
“╁っすっさぇくう” し うょっはすぇ “ょぇ しっ 
こけきくう う いくぇっ  けす すっいう, おけう-
すけ うょゃぇす しかっょ くぇし, おけゅぇすけ くぇし 
くはきぇ ょぇ くう うきぇ”. 
 ╃くっし うくあ. ╋うたぇえかけゃ, くはおけ-

ゅぇてっく ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 2, 
っ とぇしすかうゃ ょはょけ くぇ 4 ゃくせちう う 
しっ さぇょゃぇ くぇ ょゃっすっ しう ょなとっ-
さう  ╋うかぇ う ╁ぇかっくすうくぇ. ′っ ゅけ 
ぉけかう, つっ くうおけえ けす くぇしかっょくう-
ちうすっ きせ  くっ っ こけっか こけ こなすは くぇ 
うくあっくっさしすゃけすけ, いぇとけすけ しつう-
すぇ, つっ ゃしっおう うきぇ こなす う しかっょゃぇ 
ょぇ しう ゅけ くぇきっさう しぇき. ¨すゃなょ 
ゃさっきっすけ  いぇ さぇいたけょおう う さぇい-
ょせきおぇ し こさうはすっかう こさういくぇゃぇ, 
つっ うきぇ う ょさせゅぇ しすさぇしす - すけ-
すけすけ.  ′っ っ ゅけさょ しけぉしすゃっくうお 
くぇ ょあぇおこけす, くけ いぇ しきっすおぇ くぇ 
すけゃぇ しっ さぇょゃぇ くぇ おなしきっすう  けす 
きぇかおう しせきう, くけ さっょけゃくけ. 
 ╇くあ. ╋うたぇうか ╇ゃぇくけゃ ╋う-

たぇえかけゃ っ さけょっく くぇ 6-すう けお-
すけきゃさう 1935 ゅけょうくぇ ゃ しっかけ 
]すさぇたうかけゃけ, けぉとうくぇ ‶けかしおう 
すさなきぉって.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

‶さっょう 62 ゅけょうくう, くぇ 19-
すう のかう 1951 ゅけょうくぇ, っょゃぇ 

16-ゅけょうてっく, いぇこけつくぇた さぇぉけすぇ ゃ 
けさなあっえくぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 10. ‶なさゃうはす きう さぇぉけすっく ょっく 
ぉってっ 2-さぇ しきはくぇ くぇ しこっちうぇかくう 
しすさせゅけゃっ し すさぇくしきうしうう, おなょっすけ 
けぉさぇぉけすゃぇた おけさこせしぇ くぇ けすぉさぇ-
くうすっかくう ぉけきぉう. ]かっょ くはおけかおけ 
きっしっちぇ ぉはた こさっきっしすっく ょぇ さぇぉけ-
すは くぇ せくうゃっさしぇかっく しすさせゅ ゃ ぉさう-
ゅぇょぇすぇ くぇ ╂っけさゅう ╀けくっゃ, おけえすけ 
っ こなさゃうはす ゅっさけえ くぇ しけちうぇかうし-
すうつっしおうは すさせょ ゃ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお. 
〈せお さぇぉけすったぇ ういゃっしすくうすっ こけ すけゃぇ 
ゃさっきっ しこっちうぇかうしすう - ╇ゃぇく 〉いせ-
くけゃ - しすさせゅぇさ, 》さうしすけ ‶ぇこぇいけゃ 
う 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ, ぉぇとぇ くぇ くぇ-
しすけはとうは ういこなかくうすっかっく ょうさっお-
すけさ くぇ “┿さしっくぇか”  うくあ. ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ. 〈っ ぉはたぇ きくけゅけ ういゃっしすくう 
そさっいうしすう, うきぇてっ う ょさせゅう けこうすくう 
きぇえしすけさう, おけうすけ ゃしっけすょぇえくけ こけ-
きぇゅぇたぇ う けぉせつぇゃぇたぇ きかぇょうすっ さぇ-
ぉけすくうちう くぇ すさせょ ゃ こさけそっしうはすぇ. 
]なとぇすぇ ゅけょうくぇ いぇこけつくぇた う ょぇ 

せつぇ - くぇ 3 しきっくう ゃ きったぇくけすったくう-
おせきぇ ゃ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお “『ゃはすおけ 
[ぇょけえくけゃ”, おけえすけ こけ-おなしくけ, こさっい 
1956 ゅけょうくぇ, いぇゃなさてうた し けすかう-
つうっ う ゅさぇきけすぇ. 
╁ こっさうけょぇ 1956 - 1958 ゅけょうくぇ 

けすぉうゃぇた ゃけっくくぇすぇ しう しかせあぉぇ ゃ 
すぇくおけゃぇすぇ ぉさうゅぇょぇ ゃ ゅさ. ]かうゃっく. 
]かっょ  せゃけかくっくうっすけ きう けすくけゃけ 

しっ ゃなさくぇた くぇ さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 10, 
すけいう こなす ゃっつっ おぇすけ すったくけかけゅ  こけ 
せしゃけはゃぇくっすけ くぇ ぇゃすけきぇす “╉ぇかぇて-
くうおけゃ”. 
╁ こっさうけょぇ 1961 - 1967 ゅけょう-

くぇ ぉはた しすせょっくす う いぇゃなさてうた ╋╄╇  
“╊っくうく”- ]けそうは, しっゅぇ 〈ったくうつっしおう 
せくうゃっさしうすっす, しこっちうぇかくけしす “〈った-
くけかけゅうは くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ”.  
〉しおけさっくうすっ すっきこけゃっ くぇ さぇいゃう-

すうっ くぇ ╆ぇゃけょ 10, おけえすけ  ぉっ ゃっつっ 

¨‶‶, こさっい 1965 ゅけょうくぇ 
ょけゃっょっ ょけ しすさせおすせさくう こさけ-
きっくう ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
せこさぇゃかっくうっすけ くぇ こさっょこさうは-
すうっすけ, しないょぇょけたぇ しっ う こさけ-
そうかうさぇくう こさけういゃけょしすゃっくう 
いゃっくぇ. 
╁ ゅけょうくうすっ 1966-67-きぇ しっ 

こけかせつう さぇいゃっょさはゃぇくっ くぇ 
きっあょせくぇさけょくぇすぇ けぉしすぇくけゃ-
おぇ, ゃ さっいせかすぇす くぇ おけっすけ う 
しこぇょ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
しこっちこさけょせおちうは. 
〈けゅぇゃぇ しこっちうぇかういうさぇくうすっ 

いぇゃけょう いぇこけつくぇたぇ せしゃけはゃぇ-
くっすけ くぇ ゅさぇあょぇくしおぇ こさけょせお-
ちうは: かっお ぇゃすけきけぉうか “╀せかゅぇさ 
[っくけ”, しきっすぇつくぇ っかっおすさうつっ-
しおぇ きぇてうくぇ  ]╄╋-101, たう-
ょさぇゃかうつくう いぇすゃぇさはとう きっ-
たぇくういきう いぇ ゃさぇすう, おぇすうくぇさう 
う ょさせゅう ういょっかうは. 
‶けょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 

ゅかぇゃくうは すったくけかけゅ くぇ ╆ぇゃけょ 
1, ゅっさけはす くぇ しけちうぇかうしすうつっ-
しおうは すさせょ  ╋ぇさうく ┿かっおしぇく-
ょさけゃ, う ゅかぇゃくうは おけくしすさせお-
すけさ うくあ. ]すけえつけ ╉うさつっゃ 
いぇこけつくぇ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 
っかっおすさうつっしおぇすぇ しきっすぇつくぇ 
きぇてうくぇ  ]╄╋-101. ′ぇ きっく 
ぉってっ ゃないかけあっくけ ょぇ おけけさょう-
くうさぇき う さなおけゃけょは ちはかけしす-
くぇすぇ ょっえくけしす こけ せしゃけはゃぇ-
くっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
すけゃぇ ういょっかうっ. 
╂かぇゃっく ょうさっおすけさ こけ すけゃぇ 

ゃさっきっ くぇ ¨‶‶ “《さ. ╄くゅっかし” 
ぉってっ うくあ. 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ, 
おけえすけ かうつくけ おけくすさけかうさぇてっ  
こさけちっしぇ こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 
くけゃけすけ ういょっかうっ. 
╉けゅぇすけ こさっい 1969 ゅ.  うくあ. 

〈けくつけ 』ぇおなさけゃ こさっきうくぇ 
くぇ けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ ゃ ゅさ. 
]けそうは,  ゅかぇゃっく ょうさっおすけさ 
くぇ ¨‶‶ “《さ. ╄くゅっかし” しすぇくぇ 
うくあ. ╁ぇしうか 〈のさおっょあうっゃ. 
〈けえ くぇ しゃけえ さっょ ゃかけあう けとっ 
こけゃっつっ ぇきぉうちうは う せしうかうは, 
ゃさっきっ う  すさせょ こけ せしゃけはゃぇ-
くっすけ くぇ しきっすぇつくぇすぇ きぇてうくぇ 

]╄╋-101.
‶けょ きけっ さなおけゃけょしすゃけ ぉっ 

しないょぇょっくぇ う しぇきけしすけはすっかくぇ 
おけくしすさせおすうゃくけ-すったくけかけゅうつ-
くぇ ゅさせこぇ, おぇおすけ う ちった くぇ すっ-
さうすけさうはすぇ くぇ こかけとぇょおぇすぇ ゃ 
ゅさ. ╋なゅかうあ. 
] ゃしっけすょぇえくうは すさせょ う せしなさ-

ょうっ くぇ ゃしうつおう さぇぉけすっとう こけ 
せしゃけはゃぇくっすけ くぇ すけゃぇ ういょっ-
かうっ ぉっ こさけういゃっょっくぇ う こなさ-
ゃぇすぇ っかっおすさうつっしおぇ しきっすぇつくぇ 
きぇてうくぇ ]╄╋-101 ゃ すけゅぇゃぇて-
くうすっ ゃけっくくう いぇゃけょう “《さ. 
╄くゅっかし”, いぇ おけっすけ くぇ 31-ゃう 
ょっおっきゃさう 1969 ゅけょうくぇ かうつ-
くけ ょけおかぇょゃぇた くぇ ゅかぇゃくうは 
ょうさっおすけさ くぇ こさっょこさうはすうっすけ 
うくあ. 〈のさおっょあうっゃ. 
′はおけかおけ きっしっちぇ しかっょ すけゃぇ 

すけえ かうつくけ こさっょしすぇゃう こなさゃぇすぇ 
こさけういゃっょっくぇ っかっおすさうつっしおぇ 
しきっすぇつくぇ きぇてうくぇ いぇ ょっきけく-
しすさぇちうは こさっょ すけゅぇゃぇてくうは きう-
くうしすなさ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ ゃ 
′[╀  こさけそ. うくあ. ╇ゃぇく ‶けこけゃ.
╁ おさぇは くぇ 1971 ゅ. ぉっ しこさはくけ 

こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ]╄╋-101 う 
ぇい いぇこけつくぇた さぇぉけすぇ おぇすけ くぇ-
つぇかくうお ╉けくしすさせおすうゃくけ ぉのさけ 
おなき 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか くぇ 
╆ぇゃけょぇ いぇ きっすぇかけさっ-
あっとう きぇてうくう, しっゅぇ 
╆ぇゃけょ 5. 〈ぇき さぇぉけ-
すうた ゃ こっさうけょぇ はくせ-
ぇさう - けおすけきゃさう 1972 
ゅ. ╇きっくくけ すせお うきぇた 
ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ さぇ-
ぉけすは し ういおかのつうすっかくけ 
しこけしけぉくう う ょぇさけゃうすう 
しこっちうぇかうしすう - きぇ-
てうくけしすさけうすっかう. 
〈せお けこうすくう しこっちうぇ-

かうしすう, おけくしすさせおすけさう 
う すったくけかけいう しないょぇ-
ゃぇたぇ, せしゃけはゃぇたぇ う 
こさけういゃっあょぇたぇ きっすぇ-
かけさっあっとう きぇてうくう, 
おぇすけ ゃかぇゅぇたぇ すゃけさ-
つっしすゃけ ゃ さぇいさぇぉけす-
おぇすぇ くぇ こさけぉうゃくう う 
そさっいけゃう きぇてうくう, 
こけかいゃぇえおう けこうすぇ くぇ 
しなゃさっきっくくうすっ すっく-
ょっくちうう いぇ けくけゃぇ 
ゃさっきっ ゃ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ けすさぇしなか “╋ぇてう-
くけしすさけっくっ”.  
¨す くけっきゃさう 1972 ゅ. 

ぉはた くぇいくぇつっく いぇ いぇ-
きっしすくうお-ょうさっおすけさ, 
ぇ ゅけょうくぇ しかっょ すけゃぇ 
しすぇくぇた う ょうさっおすけさ 
くぇ すけゅぇゃぇてくうは ╆ぇ-
ゃけょ 7. ╁ しなしすぇゃぇ くぇ 
いぇゃけょぇ すけゅぇゃぇ ぉはたぇ 
ちったけゃっすっ, けしうゅせさはゃぇとう おけき-
こかっおすけゃおうすっ くぇ ¨ぉっょうくっくう 
いぇゃけょう  “《さうょさうた ╄くゅっかし”. 
〈けゃぇ ぉはたぇ ちった 110 - ‶さっしけゃ, 
ちった 120 - ╉けゃぇておけ-こさっしけゃ, 
ちった 170 - ]ぇさぇておう, おけえすけ しっ 
くぇきうさぇてっ ゃ し. ┿かっおしぇくょさけゃけ, 

‶ぇゃっかぉぇくしおけ, ちった 180 - ╃なさ-
ゃけょっかしおう う ちった 190 - 〈けつくけ 
かっっくっ. 
〈ぇいう しすさせおすせさぇ くぇ こさけういゃけょ-

しすゃけすけ  ういうしおゃぇてっ しすさけゅぇ けさ-
ゅぇくういぇちうは う ゃうしけおぇ ゅなゃおぇゃけしす 
いぇ けぉっいこっつぇゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう 
ちったけゃっ くぇ いぇゃけょうすっ くぇ  そうさ-
きぇすぇ し くっけぉたけょうきうすっ ょっすぇえかう 
う おけきこかっおすけゃおう. 〉しこってくけすけ 
ういこなかくっくうっ くぇ っあっょくっゃくう-
すっ うしおぇくうは くぇ いぇゃけょうすっ けしな-
とっしすゃはゃぇたきっ ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ ょけぉさぇすぇ しなゃきっしすくぇ さぇぉけすぇ 
し おけかっゅうすっ うくあ. ╀けゅょぇく ╉け-
かっゃ, うくあ. 〈っけょけさ ╂さぇきぇすうおけゃ, 
うくあ. ╊のぉおぇ ]うさぇおけゃぇ, うくあ. 
╉けかぬけ ╉けこさうくおけゃ う くぇつぇかくうお 
ちったけゃっすっ ┿くゅっか 〈けすっゃ, ╈けゃつけ 
【けこけゃ, 〈けょけさ ┿くすけくけゃ, 『ゃっ-

すぇく ╂ぇくっゃ, 〈っくつけ ╉けしすけゃ, おぇお-
すけ う しこっちうぇかうしすうすっ すったくけかけいう 
う おけくしすさせおすけさう. 
‶さっい すけいう こっさうけょ けす ゃさっきっ 

- 1973 ゅけょうくぇ, しっ ういゃなさてう う 
こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ ちった 130 - 
‶させあうくっく  くぇ くけゃぇ こかけとぇょおぇ 
ゃ し. ╉さなく う しっ しないょぇょっ しっゅぇて-
くうはす ╆ぇゃけょ いぇ こさせあうくう. ╆ぇ-
ゃなさてう しなとけ すぇおぇ う しっ こせしくぇ ゃ 
っおしこかけぇすぇちうは  ゅけかはきけすけ さぇい-

てうさっくうっ くぇ ちった 120 – ╉けゃぇて-
おけ-こさっしけゃ, おぇすけ し ゃなゃっあょぇくっ-
すけ くぇ くけゃうすっ こさけういゃけょしすゃっくう 
きけとくけしすう ぉはたぇ いぇょけゃけかっくう 
くせあょうすっ けす ゅけさっとう とぇきこけゃおう 
う くぇ ょさせゅう いぇゃけょう けす ╁‶╉. ‶ぇお 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ ちった ょなさゃけょっか-
しおう  ぉってっ こさっきっしすっく ゃ し. ╂ぇぉぇ-
さっゃけ, ‶ぇゃっかぉぇくしおけ, し おけっすけ しっ 
けしうゅせさう さぇぉけすぇ くぇ きけゅけ たけさぇ ゃ 
すけいう さぇえけく. 
‶さっい 1977 ゅ. ぉはた くぇいくぇつっく いぇ 

ょうさっおけすさ くぇ ╆ぇゃけょ 2 /こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ ぉけっこさうこぇしう/. 〈けゃぇ 
ぉっ いぇゃけょ しなし しかけあくけ きぇしけ-
ゃけ こさけういゃけょしすゃけ, ういうしおゃぇとけ 
ゃうしけおぇ すったくけかけゅうつくぇ ょうしちう-
こかうくぇ. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ ゃ ╆ぇゃけょ 
2 さぇぉけすったぇ くぇえ-きくけゅけ たけさぇ 
- 2100-2200 ょせてう う すけえ ぉっ し 
くぇえ-ゃうしけお けぉっき くぇ こさけきうてかっ-
くぇ こさけょせおちうは けす しなしすぇゃくうすっ 
いぇゃけょう くぇ ╋ぇてうくけしすさけうすっかっく 
おけきぉうくぇす “ 《さうょさうた ╄くゅっかし”. 
〉しこったうすっ, おけうすけ こけしすうゅぇてっ 

いぇゃけょなす いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
ぉけっこさうこぇしう,  しっ ょなかあぇたぇ う くぇ 
ょけぉさうすっ ゃいぇうけきけけすくけてっくうは う 
さぇいぉうさぇすっかしすゃけ くぇ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ いぇゃけょぇ: うくあ. ]すっ-
そぇく 【ぇたけゃ, うくあ. ]ゃっすけしかぇゃ 
┿かっおしぇくょさけゃ, うくあ. ′うおけかぇえ 
╉けかっゃ, ]すけえおぇ ╉ぇかつっゃぇ, おぇおすけ 
う くぇ ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇくうすっ 
しこっちうぇかうしすう ┿すぇくぇし [せっゃ,  ‶っ-
すおけ [けぉっゃ, 》さうしすけ ╉けかっゃ, ′っくけ 
╇ゃぇくけゃ, うくあ. ╋うすおけ ╋うくっゃ, 
╂っけさゅう ]かぇゃけゃ う ょさせゅう. ′っ 
ぉっい いくぇつっくうっ っ う こさうくけしなす いぇ 
ゃしうつおけ すけゃぇ くぇ けこうすくうすっ う けす-
ゅけゃけさくう くぇつぇかくうお-ちったけゃっ こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ ゃ いぇゃけょぇ: ]すけえおけ 
╉なくっゃ, 》さうしすけ ╁ぇくゅっかけゃ, ╃けく-
つけ ╇ゃぇくけゃ, ╂さけいぬけ ╂さけいっゃ, ╋ぇ-
くぬけ ╃うきうすさけゃ, 》さうしすけ ╀けつっゃ, 
╁ぇしうか 〈けょけさけゃ. 
 ‶さっい すけいう こっさうけょ ゃ ╆ぇゃけょ 2 

しっ ういゃなさてう う こさっきっしすゃぇくっすけ 
くぇ ちった 160, おけえすけ っ くぇえ- ゅけ-

かっきうはす ゃ ╋╉ “《さ. ╄くゅっかし” こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ, う くぇ ちった 150 ゃ 
くけゃう こさけういゃけょしすゃっくう おけさ-
こせしう. ] すけゃぇ しっ けしなとっしすゃう う 
しなとっしすゃっくけ こけょけぉさっくうっ くぇ 
せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ くぇ さぇぉけすくう-
ちうすっ. ╆ぇこけつくぇ ゃくっょさはゃぇくっすけ う 
こせしおぇくっすけ ゃ っおしこかけぇすぇちうは くぇ 
┿ゃすけきぇすうつくうすっ さけすけさくう かうくうう 
– ┿[╊, いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ こぇ-
すさけくう, おぇすけ しっ しないょぇょけたぇ う すさう 

くけゃう ちったぇ: ちった 180 - 
いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
ゅうかいう, ちった 190 - いぇ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ おせさ-
てせきう う ちった 200 - いぇ 
しくぇさっょはゃぇくっ. 
] すはたくけすけ ゃくっょ-

さはゃぇくっ しっ せゃっかうつう 
こさけういゃけょしすゃけすけ う 
こけょけぉさう おぇつっしすゃけすけ 
くぇ こさけういゃっあょぇくうすっ 
ぉけっこさうこぇしう. ¨しうゅせさう 
しっ さぇぉけすぇ くぇ きくけゅけ 
きかぇょう たけさぇ し くうしおぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは. ╆ぇ-
ゃけょなす くぇさぇしすゃぇ おぇすけ 
つうしかっくけしす し けとっ 150-
200 ょせてう.
′っいぇぉさぇゃうきう とっ 

けしすぇくぇす こっさうけょうすっ, 
おけゅぇすけ こさっょしすけってっ 
ゅけかはきぇ っおしこっょうちうは 
くぇ ゅけすけゃぇ こさけょせおうちは. 
〈けゅぇゃぇ おけかっおすうゃうすっ 
くぇ しくぇさぇあぇすっかくうすっ 
ちったけゃっ, し ぇおすうゃくけすけ 
せつぇしすうっ くぇ ぇょきうくう-
しすさぇちうはすぇ くぇ いぇゃけ-
ょぇ, さぇぉけすったぇ ょっくっき 
う くけとっき, ゃ さぇぉけすくう 
う こけつうゃくう ょくう, ょけ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ 
っおしこっょうちうはすぇ くぇ ぉけ-
っこさうこぇしう.

╃けぉさぇすぇ おけきせくうおぇちうは う ゃいぇ-
うきけょっえしすゃうっ し ゃけっくくうすっ こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ いぇゃけょぇ - ╁‶, 
けおぇいゃぇたぇ さってぇゃぇとけ ゃかうはくうっ 
いぇ しなしすけはくうっすけ くぇ おぇつっしす-
ゃけすけ くぇ こさけょせおちうはすぇ. ¨すゅけ-
ゃけさくけ けすくけてっくうっ いぇ ゃしうつおけ 
すけゃぇ うきぇたぇ こけかおけゃくうお ╂っけさゅう 
╀ぇつっゃ, こけかお. ╋うかっく ╅っかっゃ, 
こけょこ. ]すけえけ ]すけっゃ う すったくうすっ 
しなすさせょくうちう.
╁しうつおけ すけゃぇ しっ けしなとっしすはゃぇ-

てっ し ぇおすうゃくぇすぇ う おけきこっすっくす-
くぇ さぇぉけすぇ くぇ けさゅぇくうすっ くぇ ¨〈╉ 
こけょ ゃっとけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 
ういおのつうすっかくけ けこうすくうは う っさせ-
ょうさぇく しこっちうぇかうしす ゃ しそっさぇすぇ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ぉけっ-
こさうこぇしう くぇつぇかくうお ¨〈╉ ╅っかぬけ 
╃あぇゃゅけゃ う くっゅけゃうすっ しなすさせょくう-
ちう, おけうすけ こさっょかぇゅぇたぇ ゅけすけゃぇすぇ 
こさけょせおちうは いぇ さっぇかういぇちうは. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ すぇいう しなゃ-

きっしすくぇ ょっえくけしす ╆ぇゃけょ 2 さっ-
ょけゃくけ ういこなかくはゃぇてっ こかぇくぇ しう 
う さっょけゃくけ こっつっかってっ しなとっしす-
ゃせゃぇとけすけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ しなし-
すっいぇくうっ こけ さうすきうつくけしす. 
╁ いぇおかのつっくうっ とっ おぇあぇ: ゃ 

╆ぇゃけょ 2 こさっおぇさぇた くぇえ-すさせょくう-
すっ う くぇえ-しかぇゃくうすっ ゃ きけは こさけ-
そっしうけくぇかっく こなす 5 ゅけょうくう, いぇ 
おけっすけ ぉかぇゅけょぇさは くぇ おけかっゅうすっ, 
し おけうすけ しなき さぇぉけすうか, くぇ しな-
すさせょくうちうすっ う くぇ ちっかうは おけかっ-
すうゃ くぇ ╆ぇゃけょ 2.

] せゃぇあっくうっ: 
うくあ. ╋うたぇうか ╇ゃ. ╋うたぇえかけゃ
 

]かっょゃぇ こさけょなかあっくうっ ゃ 
ぉさ. 56. ╁ しかっょゃぇとうは ぉさけえ 
うくあ. ╋うたぇえかけゃ こさけょなかあぇ-
ゃぇ しゃけは さぇいおぇい いぇ ゃさっきっすけ, 
こさっおぇさぇくけ ゃ きぇてうくけしすさけう-
すっかくうは ╆ぇゃけょ 9 ゃ しっかけ 〈なあぇ, 
つぇしす けす くっゅけゃうは 42-ゅけょうてっく 
しすぇあ ゃ “┿さしっくぇか”.

『ぇさうちぇ [けいぇ 1990 ゅけょうくぇ - 
]うかゃうは ╂さけいっゃぇ, うおけくけきうしす.
『ぇさうちぇ [けいぇ 2000 ゅけょうくぇ 

- ╉さうしすうくぇ ╋せたすぇさっゃぇ, しこっ
ちうぇかうしす “‶せぉかうつくぇ ぇょきうくう
しすさぇちうは”. 

〈っいう ょゃっ こさっおさぇしくう おぇいぇく
かなつぇくおう, いぇこぇいうかう つぇさぇ, 

しっおしぇこうかぇ う おさぇしけすぇすぇ しう ょっしっ
すうかっすうは しかっょ  すっあっしすすぇ くぇ ちぇさ
しおぇすぇ おけさけくぇ, うきぇす けとっ けぉとう 
こさうかうおう: 
う ょゃっすっ しぇ きぇえおう くぇ しうくけゃっ. 

]うかゃうは うきぇ ょゃぇきぇ, ぇ ╉さうしすうくぇ 
っょうく しうく. 
╇ ょゃっすっ さぇぉけすはす いぇ くっきしおぇ 

おけきこぇくうは, こさけういゃけょうすっか くぇ うく
しすぇかぇちうう いぇ ぉうけゅぇい,  あうゃっはす ゃ 
]けそうは, うきぇす けぉとう さぇぉけすくう きっし
すぇ う, けしゃっく おけかっあおう, しぇ う ょけぉさう 
こさうはすっかおう.  〈けゃぇ, おけっすけ きぇかおけ 
しっ いくぇっ, っ, つっ こさっょう しさっとぇすぇ 
しう, おけはすけ しすぇゃぇ うきっくくけ ゃ くっき
しおぇすぇ おけきこぇくうは, ょゃっすっ おぇいぇく
かなておう ちぇさうちう くっ しっ こけいくぇゃぇす, 
ぇ すけこかぇすぇ ゃさないおぇ きっあょせ すはた っ 
おけかっゅぇ - しけそうはくっち, あっくっく いぇ 
おぇいぇくかなつぇくおぇ.

╃っしっすうかっすうっ きぇくょぇす ゃ 
ちぇさせゃぇくっすけ ょっかう すっいう 
ょゃっ おぇいぇくかなておう ちぇさう
ちう. ╋ぇくょぇす, おけえすけ くっ 
うき こけこさっつうか ょぇ しぉなょくぇす 
きっつすうすっ しう う ょぇ ういゅさぇょはす 
けぉとう きけしすけゃっ  こけきっあょせ 
しう. ╃ぇ ういあうゃっはす ゃしっ
おう きうゅ こなかくけちっくくけ う し 
ぉかういおう たけさぇ. 
╁なかくっくうっすけ うき けす くけ

ゃぇすぇ しさっとぇ し こせぉかうおぇすぇ 
うき かうつってっ う こさっょう ょぇ 
ういかはいぇす いぇ “ちぇさしおけすけ” 
ょっそうかっ くぇ しちっくぇすぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ すぇいゅけょうてくうは 
しこっおすぇおなか いぇ ういぉけさ くぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ う しかっょ  すけゃぇ 
くぇ こさうはすっかしおぇすぇ ゃっつっさは. 
╇ ょゃっすっ ぉはたぇ とっょさけ 

ぇこかけょうさぇくう けす こせぉかうおぇ
すぇ, すなえ おぇすけ ぉはたぇ „くっえ
くうすっ ちぇさうちう”. ¨しすぇくぇかう 
ゃ しないくぇくうっすけ くぇ おぇいぇく
かなつぇくう, おぇすけ おさぇしうゃうすっ 
う せしこっかう ちぇさうちう, こさっ
ゃなさくぇかう しっ ゃ しうきゃけか くぇ 
しゃけっすけ こけおけかっくうっ. 

〈っいう ょゃっ おさぇしうゃう あっくう, けす つうう
すけ けつう しすさせう くっ しぇきけ ぉかはしなお, くけ 
う さぇょけしす けす あうゃけすぇ, ぉはたぇ こさけこなすせ
ゃぇかう  200 おうかけきっすさぇ  しなとうは ょっく, 
いぇ ょぇ せゃぇあぇす こけおぇくぇすぇ くぇ さけょくうは 
しう ゅさぇょ う きっしすくけすけ けぉとうくしおけ さな
おけゃけょしすゃけ. 
╆ぇ ょぇ いぇさぇょゃぇす くけゃうすっ こけこなか

くっくうは ゃ さっょうちうすっ けす おぇいぇくかなておう 
たせぉぇゃうちう, ょぇ うき ょぇょぇす ちっくくう くぇ
こなすしすゃうは いぇ あうゃけすぇ くぇこさっょ う ょぇ 
しっ しさっとくぇす しなし しゃけうすっ しっしすさう こけ 
おけさけくぇ, し こけゃっつっすけ けす おけうすけ くっ しっ 
こけいくぇゃぇたぇ  うかう くっ しっ ぉはたぇ ゃうあょぇ
かう ゅけょうくう くぇさっょ.
╇ ょゃっすっ ゃうしけおけ ちっくはす う ぇこかけょうさぇす 

うょっはすぇ くぇ ┿くすけくうは ╃さぇゅぇくけゃぇ ょぇ 
しなぉっさっ ゃしうつおう ょけしっゅぇてくう 『ぇさうちう 
[けいう ゃ “》さけくうおぇ くぇ ちぇさうちうすっ”. 
╇ ]うかゃうは, う ╉さうしすうくぇ たぇさっしぇたぇ 

すぇいゅけょうてくうは しこっおすぇおなか, おぇおすけ う 
くけゃけういぉさぇくぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 『ぇさう
ちぇ [けいぇ - ぃかうは ‶けこけゃぇ. 
╆ぇさっょっくう し っきけちうはすぇ くぇ しゃけは 

ゅさぇょ う くぇ しさっとうすっ し くっゃっさけはすくうすっ 
たけさぇ すせお, ちぇさうちうすっ くぇ ょゃっ ょっしっ
すうかっすうは しぇ おぇすっゅけさうつくう: くぇ 31-ゃう 
きぇえ しきっ けすくけゃけ すせお. 

]うかゃうは  ╂さけいっゃぇ - 『ぇさうちぇ [けいぇ 1990 ゅけょうくぇ. ╆ぇゃなさてうかぇ っ ╄いうおけゃぇすぇ ゅうきくぇいうは “[けきっく [けかぇく” ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ.

╀せくすぇさおぇ こけ ょせた う こけ いけょうは.  〈ゃなさょう, つっ ょけぉさっ しっ こけゅぇあょぇ し [ぇおぇ ゃ くっは. ‶さっょう 23 ゅけょうくう せつぇしすゃぇ ゃ おけくおせさ
しぇ, すなえ おぇすけ さってぇゃぇ し こさうはすっかおう  ょぇ „こさけきっくはす こさぇゃうかぇすぇ” いぇ はゃはゃぇくっ くぇ おけくおせさしぇ いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, ゃ おけえすけ 
ょけ くっゅけ きけきっくす  こさぇゃけ いぇ せつぇしすうっ, おぇおすけ っ う しっゅぇ, うきぇす しぇきけ ぇぉうすせさうっくすおう けす おぇいぇくかなておう せつうかうとぇ. ]うかゃうは 
せつう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, くけ あうゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ぅゃはゃぇ しっ くぇ おけくおせさしぇ う は... ういぉうさぇす いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ. ╇いぉけさなす  くっ 
しっ こさうっきぇ っょくけいくぇつくけ. ╁っょくなあ, いぇとけすけ せつう ゃ ょさせゅ ゅさぇょ, う ゃすけさう こなす, いぇとけすけ こけ こさうくちうこ おぇいぇくかなておけすけ 
きくっくうっ こけ ゃなこさけしぇ いぇ ちぇさうちぇすぇ っ ゃうくぇゅう さぇいくけかうおけ. ′っ きうくぇゃぇ ぉっい ょっあせさくけすけ ゅさぇょしおけ あせあっくっ. 
¨こさっょっかは  こけしすなこおぇすぇ しう おぇすけ „ぉせき いぇ ゃさっきっすけ” う くっょけせきはゃぇ いぇとけ う しっゅぇ くっ しっ こさぇゃう すぇおぇ: ゃ おけくおせさしぇ いぇ 

『ぇさうちぇ [けいぇ ょぇ しっ おぇくはす う おぇいぇくかなておう ぇぉうすせさうっくすおう, せつっとう ゃ しなしっょくう ゅさぇょけゃっ おぇすけ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ‶ぇゃっか 
ぉぇくは. 〉ぉっょっくぇ っ, つっ すさぇょうちうはすぇ しかっょゃぇ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ う くぇょゅさぇあょぇ, けとっ こけゃっつっ, つっ くぇうしすうくぇ うきぇ きくけゅけ 
しすけえくけしすくう きけきうつっすぇ, おけうすけ うきぇ おぇおゃけ ょぇ こけおぇあぇす. 】ぇしすかうゃぇ っ,  つっ しさっとぇ こさうくちぇ ゃ あうゃけすぇ しう, けす おけゅけすけ 
うきぇ ょゃっ こさっおさぇしくう きけきつっすぇ – くぇ 10 う くぇ 7 ゅけょうくう. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ こさっおさぇしくけすけ しう しっきっえしすゃけ う ょけぉさぇ さぇぉけすぇ, こさういくぇゃぇ, つっ しっ つせゃしすゃぇ とぇしすかうゃぇ う おさぇしうゃぇ. 
╆ぇゃなさてゃぇ うおけくけきうおぇ. 
╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ おぇすけ っおしこっさす „╋っあょせくぇさけょくう けすくけてっくうは”. 

]うかゃうは, おぇおゃけ すっ おぇさぇ 
ょぇ しっ ゃさなとぇて  ゃしっおう こなす 
し すさっこっす すせお? 
- ╃せたなす くぇ たけさぇすぇ すせお, おけえ

すけ っ せくうおぇかっく, せゃっさはゃぇき ゃう. 
[ぇぉけすぇすぇ きう っ すぇおぇゃぇ, つっ しなき 
こなすせゃぇかぇ きくけゅけ ゃ つせあぉう
くぇ, くけ, ぇおけ くはおけえ きっ こけこう
すぇ けすおなょっ しなき , ぇい し  ゅけさょけしす 
おぇいゃぇき, つっ しなき けす ╉ぇいぇくかなお 
う ゃしうつおう おぇいゃぇす,  つっ すけゃぇ っ 
っょうく こさっおさぇしっく ゅさぇょ. ╉けっ

╉ぇおゃけ すう ょぇょっ おけさけくぇすぇ?   

- ╋くけゅけ っきけちうう, きくけゅけ くけゃう こさう
はすっかう.  ′け くぇえ-ゅけかはきぇすぇ きう っきけ
ちうは ぉっ ゃしなとくけしす くぇ しかっょゃぇとぇ
すぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ぇい おけさけくはしゃぇた 
しかっょゃぇとぇすぇ ちぇさうちぇ しかっょ きっく - ╃っ
しうしかぇゃぇ ]すけはくけゃぇ.  〈けゅぇゃぇ, ゃしなと
くけしす, ゃうょはた ゃしうつおけ けすしすさぇくう, けす 
ょさせゅ なゅなか う くぇ こさぇおすうおぇ っきけちうはすぇ 
ぉっ こけ-しうかくぇ. ]なゃしっき さぇいかうつくけ っ.

╉さうしすうくぇ ╋せたすぇさっゃぇ - 『ぇさうちぇ [けいぇ 2000: 
¨きなあっくぇ, し っょうく しうく ╉さなしすうく, くぇ 3 ゅけょうくう. ╆けょうは ╃っゃぇ. 

]くぇたぇ っ くぇ ぉうゃてうは こなさゃう ょうこかけきぇす くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ╊うぉうは ╉さなしすぬけ ╇かけゃ. 
]なくせゃぇ うきっすけ くぇ ぉなょっとけすけ しう ょっすっ ょゃぇ ょくう, こさっょう すけ ょぇ ゃうょう ぉはか しゃはす. 
‶けかせつぇゃぇ おけさけくぇすぇ しう けす こさっょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 1999 ゅけょうくぇ - ╃っくうちぇ, ぇ すは しぇきぇすぇ しかぇゅぇ おけさけくぇ くぇ 

╃っしうしかぇゃぇ - しかっょゃぇとぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, っょくぇ けす きぇかおけすけ させしけおけしう たせぉぇゃうちう, うきぇかう つっしすすぇ 
ょぇ  くけしはす おけさけくぇすぇ. 
¨す ちぇさしすゃぇくっすけ え けしすぇゃぇ っょくぇ かっくすぇ う “さぇいおけてくぇすぇ っきけちうは ょぇ こなすせゃぇ ょけ ぅこけくうは”. 

すけ, いぇ しなあぇかっくうっ, きけあっ ょぇ 
しっ おぇあっ いぇ きぇかおけ ゅさぇょけゃっ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ‶けゃっつっすけ しっ けぉっい
かのょうたぇ, たけさぇすぇ しっ けいゃっさうたぇ. 
┿ ╉ぇいぇくかなお こけょょなさあぇ すけいう 
ょせた. ╋けあっ ぉう すけゃぇ っ けとっ けす 
けくいう ょせた, けしすぇくぇか こけ すっいう 
いっきう けす すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ, けす 
』せょけきうさ. 》ぇさっしゃぇ きう きくけゅけ 
すせお. ╇きぇ くっゃっさけはすくう たけさぇ. 
╄すけ, ょけおぇいぇすっかしすゃけ っ う すぇいう 
ゃっつっさ, きけきうつっすけ, おけっすけ うい

ぉさぇ あせさうすけ いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, 
っ くっゃっさけはすくけ. 〈け こけおぇいぇ 
っょくけ ういかなつゃぇくっ, っょくぇ うくすっ
かうゅっくすくけしす, おけはすけ しっ けすかうつう. 
‶けしかぇくうっすけ, おけっすけ くぇこさぇゃう, 
きくけゅけ きう たぇさっしぇ. ╁なこさっおう, 
つっ ぇい うきぇた ょさせゅぇ そぇゃけさうすおぇ, 
きうしかは, つっ あせさうすけ ういぉさぇ くぇえ-
ょけしすけえくけすけ きけきうつっ いぇ おけさけ
くぇすぇ くぇ ちぇさうちぇすぇ . 

╇ すう かう きうしかうて, つっ おぇ

╉けゅぇ ぉっ こけ-とぇしすかうゃぇ: おぇすけ 
こけかせつう おけさけくぇすぇ うかう おぇすけ は 
ょぇょっ? 

- ╉ぇすけ は ょぇゃぇた.
 
〈っあう かう おけさけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ 

[けいぇ? 

- 〈っあう, ぇおけ つけゃっお くっ いくぇっ おぇお ょぇ 
は くけしう. ╉ぇすけ ゃしっおう おさなしす ゃ あうゃけすぇ. 

╉ぇお きうくぇゃぇ あうゃけすなす すう しっゅぇ? 

- ╋うくぇゃぇ. ╉ぇすけ くぇ ゃしっおう つけゃっお - うきぇ けす 
ゃしうつおけ ゃ くっゅけ, くけ ゅかっょぇき ょぇ くっ しっ けこかぇおゃぇき. 
]すぇさぇは しっ ょぇ ゃうあょぇき たせぉぇゃうすっ きけきっくすう ゃ 
あうゃけすぇ う ょぇ しう ゅう ういあうゃはゃぇき いぇ しっぉっ しう, いぇ 
ょぇ すさせこぇき う こさっおさぇしくう しこけきっくう. ╋うくぇゃぇ う 
ゃ ゅさうあう こけ ょっすっすけ. ′ぇえ-たせぉぇゃけすけ っ, おぇすけ しっ 
けぉなさくって しかっょ ゃさっきっ う しう おぇあって: ょぇ, すぇいう 
ゅけょうくぇ ぉってっ さぇいおけてくぇ. ╇, ぇおけ くっとけ くっ きう 
たぇさっしゃぇ, しっ しすぇさぇは ょぇ ゅけ こさけきっくは.

╁こけしかっょしすゃうっ  っ おけけさょうくぇすけさ くぇ くっきしおう こさけっおす こけ ゃくっょさはゃぇくっ くぇ ╇]¨-9000, けとっ ゃなゃ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃ ╀なかゅぇさうは きぇかちうくぇ いくぇはす いぇ すけゃぇ. ╆ぇっきぇ 
けすゅけゃけさくぇ こけいけちうは ゃ たけかょうくゅぇ „╀ぇかおぇくそぇさきぇ”. ]っゅぇ さぇぉけすう ゃ くっきしおぇ  そうさきぇ, おなょっすけ しさっとぇ う ╉さうしすうくぇ. ╁いぇうきくぇすぇ うき しさっとぇ, こさっさぇしくぇかぇ う ゃ 
こさうはすっかしすゃけ, けこさっょっかは おぇすけ ゅけかはきけ とぇしすうっ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ さけょくうはす ゅさぇょ え かうこしゃぇ こけ-つっしすけ, けすおけかおけすけ ぉう きけゅかぇ ょぇ っ ゃ くっゅけ, う しっ しすぇさぇっ ゃしっおう おさぇょっく ょっく ょぇ すうつぇ くぇしぇき.
¨すすせお う いぇこけつゃぇ  おなしくうはす くう さぇいゅけゃけさ...

いぇくかなつぇくおう しぇ きくけゅけ おさぇ
しうゃう あっくう? 
- ╃ぇ, けこさっょっかっくけ. ╇ ゃしうつおう 

きなあっ ゅけ おぇいゃぇす: つっ ゃしうつおう 
おぇいぇくかなておう あっくう しぇ ういおかの
つうすっかくう, つっ しぇ きくけゅけ おさぇしう
ゃう, けすかうつぇゃぇす しっ けす けしすぇくぇ
かうすっ.
 
╇きぇて  かう けぉはしくっくうっ 

いぇとけ っ すぇおぇ? 
- ╃ぇ, うきぇき. ╋けあっ ぉう, いぇとけ

すけ くっ しかせつぇえくけ しっ くぇきうさぇきっ 
ゃ ちっくすなさぇ  くぇ ╀なかゅぇさうは. 〈ぇ 
すせお しっ しさっとぇす きくけゅけ こなすうとぇ, 
きくけゅけ っくっさゅうう, きくけゅけ っきけ
ちうう, くけさきぇかくけ っ. ′け くっ しぇきけ, 
つっ しぇ おさぇしうゃう おぇいぇくかなておうすっ 
あっくう, すっ うきぇす う っょくぇ けょせたけす
ゃけさっくけしす, おけはすけ っ さぇいかうつくぇ 
けす ゃしうつおう けしすぇくぇかう. ╇ すけゃぇ 
っ くっとけすけ, おけっすけ ゃこっつぇすかはゃぇ 
きなあっすっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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》つけにそしそえひて [ちあつけすけち [あしたあさそう:

Красимир Калпаков е психолог, родом от Казанлък. Специализирал  е 
психоанализа в курса на „Вестдойче академии” -  Мюлхайм. Работил е 

като изпълнителен директор на аналитична школа по психоанализа 

към Международната Академия за развитие на науката и културата 

-  гр. Лугано. Последните години се занимава с Организационно развитие и 

Човешки ресурси .  

Работил е за компании като „Орифлейм”, „Алкон”, търговска верига 
„Техноцентър”, „Раптор“ и други. Бил е старши консултант Човешки ресурси 

на „Джет Файненс Интернешънъл”, директор Човешки ресурси – „Свилоцел“ 

АД -  гр. Свищов  и  ТБ „Инвестбанк“ АД - гр. София, Главен експерт Човешки 

ресурси на  Търговска верига „Аптеки – Марешки“ -  гр. Варна.
Има зад гърба си над 300 тренинга, групова работа, няколко реализирани 

социални проекта и много часове аналитична работа. Автор е на научни 

публикации, статии и много коментари за националните медии.

- ╂-く ╉ぇかこぇおけゃ, ぉなかゅぇさう-
くなす ういあうゃはゃぇ こけさっょくぇすぇ 
しけちうぇかくぇ おさういぇ. ╆くぇお いぇ 
すけゃぇ  ぉはたぇ う そっゃさせぇさしおうすっ 
こさけすっしすう,  う ょけさう さっいせか-
すぇすうすっ けす ういぉけさうすっ しっゅぇ, 
おけうすけ ょぇょけたぇ こさっょくうくぇ 
くぇ こぇさすううすっ しなし しけちうぇかくう 
かけいせくゅう. ╉ぇお すけゃぇ しっ けす-
さぇいはゃぇ ゃなさたせ こしうたうつくけすけ 
いょさぇゃっ くぇ たけさぇすぇ?
- ╉さういぇすぇ っ そぇおす う すは っ くっ 

しぇきけ こけかうすうつっしおぇ, しけちうぇか-
くぇ, うおけくけきうつっしおぇ, ぇ くぇえ-
ゃっつっ おさういぇ くぇ ちっくくけしすう う 
うょっくすうつくけしす. ╄しすっしすゃっくけ, 
おけゅぇすけ くっ きけあって ょぇ しう けすゅけ-
ゃけさうて くぇ ゃなこさけしぇ „╉けえ しなき 
ぇい?“ -  おけう しぇ きけうすっ こさうけさう-
すっすう , おぇおゃけ うしおぇき,  っ ょぇ しっ 
つせゃしすゃぇて けぉなさおぇく, ういゅせぉっく, 
こさっょぇょっく. ¨す しけちうぇかっく こさけ-
ぉかっきなす さっそかっおすうさぇ ゃ しっきっえ-
しすゃけすけ, きっあょせかうつくけしすくうすっ 
けすくけてっくうは, こさっゃさなとぇ しっ ゃ 
おさういぇ くぇ かうつくけしすすぇ. ╀なか-
ゅぇさしおうはす きけょっか, きけょっかなす, こけ 
おけえすけ あうゃっはす ゅけかはきぇ つぇしす 
けす たけさぇすぇ せ くぇし,  っ しゃなさいぇく 
し きけょっかぇ くぇ くぇゅさぇょぇすぇ う くぇ-
おぇいぇくうっすけ /しぇょけ-きぇいけたうい-
きぇ/. 〈ぇおぇ, こさう かうこしぇすぇ くぇ 
こけょおさっこぇ, つけゃっおなす, おけえすけ 
あうゃっっ こけ すけいう きけょっか, しすうゅぇ 
ょけ ぇゅさっしうはすぇ ゃなゃ ゃしうつおうすっ え 
そけさきう.

- ╉けえ すけつくけ っ けしくけゃくうはす 
かうつっく こさけぉかっき, けしくけゃ-
くうはす そぇおすけさ, こさけゃけおう-
さぇか うきっくくけ ょくっし すぇおうゃぇ 
おさぇえくう  さってっくうは, おぇすけ 
しぇきけいぇこぇかゃぇくっすけ, しぇきけ-
せぉうえしすゃけすけ う ょけさう せぉうえ-
しすゃけすけ くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ 
たけさぇ けす しっきっえしすゃけすけ?
- ¨しくけゃくうはす こさけぉかっき っ 

あうゃけす, こけょつうくっく くぇ ょせきぇすぇ 
„すさはぉゃぇ“, かうこしゃぇ しゃけぉけょぇ-
すぇ くぇ „うしおぇき う くっ うしおぇき“. 
〈さはぉゃぇ, すなかおせゃぇえおう おけさっくぇ 
くぇ ょせきぇすぇ, うょゃぇと けす すさっぉゃぇ-
くうは-ういうしおゃぇくうは, けいくぇつぇゃぇ  
あうゃけす,  こけょつうくっく くぇ ういうし-
おゃぇくうはすぇ くぇ くはおけゅけ おなき くぇし, 
くぇ せしかけゃくけしすすぇ くぇ ゅさうあうすっ 
う けぉうつすぇ, おけうすけ こけつうゃぇす くぇ 
ぉぇいぇすぇ ぇおけ-すけ. ╊うこしゃぇ しゃけ-
ぉけょぇすぇ くぇ ういぉけさぇ. ╇ おけゅぇすけ 
しっ くぇさせてう すけゃぇ さぇゃくけゃっしうっ, 
ゃなゃっょっくけ けす ぇきぉうちううすっ くぇ 
くはおけゅけ, しかっょゃぇ ぉっいしうかうっ, 
ういさぇいっくけ ゃ しかはこぇ ぇゅさっしうは 
おなき けおけかくうすっ う おなき しぇきうは 
しっぉっ しう.
  
- ¨ぉうおくけゃっくけ おぇすけ けし-

くけゃっく こさけぉかっき くぇ ょっくは 
しっ しけつう ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, 
くけ ╁うっ けすうゃぇすっ こけ-ょぇかっつ 
– ゃ おけさっくうすっ くぇ こさうつうくう-
すっ, おけうすけ くう こさっつぇす ょぇ しっ 
しこさぇゃはきっ し すけいう こさけぉかっき. 
╁しっ こぇお, はしくけ っ, つっ ゃう-
しけおぇすぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ っ くっ 
しぇきけ かうつっく, くけ う けぉとっしす-
ゃっく こさけぉかっき. ┿おけ けしすぇ-
ゃうき こけかうすうちうすっ くぇしすさぇ-
くぇ, ゃ かうつっく こかぇく – おぇお 
ゃしっおう けす くぇし きけあっ ょぇ しっ 
くぇせつう ょぇ こけくぇしは こけ-かっおけ 
しすさっしぇ けす けしすぇゃぇくっすけ ぉっい 
さぇぉけすぇ?
- ╇きぇ っょくぇ こけゅけゃけさおぇ: „┿おけ 

きっつおぇすぇ うゅさぇっ ゃ おけきてううすっ, 
ゃっさけはすくけ っ ょぇ いぇうゅさぇっ う こさう 
くぇし“. ╁ せしかけゃうはすぇ くぇ こさったけょ, 
おぇおなゃすけ こさっあうゃはゃぇきっ, そうさ-
きうすっ うょゃぇす う しう けすうゃぇす おぇすけ 
きっすっけさう. ‶さう こさぇゃっくうすっ うい-
しかっょゃぇくうは こけ しゃっすぇ っ せしすぇ-
くけゃっくけ, つっ しぇきけ すさう そうさきう ゃ 
しゃっすけゃっく こかぇく, きっあょせ おけうすけ 
AEG,  しぇ きけゅかう ょぇ しっ いぇょなさ-
あぇす くぇ こぇいぇさぇ こけゃっつっ けす しすけ 

ゅけょうくう. ╉けゅぇすけ しう くぇ こぇいぇさぇ, 
くはきぇ っきけちうう, うきぇ おせこせゃぇき う 
こさけょぇゃぇき. ╁しうつおう いぇこけつゃぇきっ 
ょぇょっくぇ さぇぉけすぇ し うょっはすぇ ょぇ しっ 
こっくしうけくうさぇきっ くぇ くっは, くけ こぇ-
いぇさなす くぇ すさせょぇ, うおけくけきうおぇすぇ 
うきぇす しゃけう きったぇくういきう, おけうすけ 
くっ こけょかっあぇす くぇ っきけちうけくぇかくぇ 
さっぇおちうは. ′っけぉたけょうき っ すさっいゃ 
ぇくぇかうい いぇ しけぉしすゃっくうすっ しうかう, 
いくぇくうは う せきっくうは う しこけしけぉ-
くけしすすぇ くう ょぇ しっ さっぇかういうさぇ-
きっ くぇ すけいう こぇいぇさ. ]すうゅぇきっ ょけ 
こさうすつぇすぇ いぇ きうておうすっ う きかは-

おけすけ: „╃ゃっ きうておう こぇょくぇかう 
ゃなゃ ゃっょさけ し きかはおけ. ╄ょくぇすぇ 
しっ こさっょぇかぇ う こけすなくぇかぇ. ╃させ-
ゅぇすぇ さうすぇかぇ, さうすぇかぇ, ういぉうかぇ 
ぉせつおぇ きぇしかけ, いぇたゃぇくぇかぇ しっ う 
しっ しこぇしうかぇ”.  ‶けせおぇすぇ っ, つっ, 
ぇおけ くっ ゅせぉうき こさうしなしすゃうっ くぇ 
ょせたぇ う こさけぉゃぇきっ さぇいかうつくう 
くぇつうくう, ゃっさけはすくけしすすぇ ょぇ せし-
こっっき っ くぇかうちっ.

- ′け ゃ ╉ぇいぇくかなお, けしけぉっ-
くけ しさっょ そうさきう – すうこ しっ-
きっえしすゃけ, ぉうすせゃぇ きくっくうっ-
すけ, おぇおすけ う ゃ ょさせゅう  きぇかおう 
ゅさぇょけゃっ う しっかぇ, おなょっすけ 
くはきぇ ゅけかはき ういぉけさ, つっ くぇえ-
ょけぉさけすけ こさけそっしうけくぇかくけ 
さぇいゃうすうっ っ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
っょくけ さぇぉけすくけ きはしすけ. ╇きぇ 
きくけゅけ たけさぇ, おけうすけ こさっょ-

こけつうすぇす くうしおけすけ いぇこかぇ-
とぇくっ ょけあうゃけす, ゃきっしすけ 
さうしおぇ けす こさけきはくぇ くぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ う きはしすけすけ いぇ あう-
ゃっっくっ. ╁ぇてうはす しなゃっす? ′ぇ-
せつう かう しっ ぉなかゅぇさうくなす ょぇ 
ぉなょっ きけぉうかっく?
- ¨すゅけゃけさなす しこけさっょ きっく っ 

ょさせゅ. 〈せお しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ ╆けくぇ 
くぇ せょけぉしすゃけ. ┿おけ くはおけえ っ 
こけこぇょぇか ゃ ╆ぇこぇょくぇ ╄ゃさけこぇ, 
しなし しうゅせさくけしす っ ゃうょはか, つっ 
うきぇ たけさぇ おけうすけ こなすせゃぇす こけ 
200 おうかけきっすさぇ くぇ ょっく, いぇ ょぇ 

しぇ くぇ さぇぉけすぇ. ╁ ╊のおしっきぉせさゅ, 
くぇこさうきっさ, さぇぉけすはす ゅっさきぇく-
ちう けす けぉかぇしす 〈さうさ; そさぇく-
ちせいう けす ╋っち う ぉっかゅうえちう けす 
╊うっあ. ╁っさけはすくけ う すっ うしおぇす 
せょけぉしすゃけすけ くぇ しぇかぇすぇすぇ う 
さぇおうえおぇすぇ うかう ょぇ しう こさっおけ-
こぇはす ゅさぇょうくおぇすぇ, くけ すぇおなゃ 
っ あうゃけすなす ゃ せしかけゃうは くぇ こぇ-
いぇさくぇ うおけくけきうおぇ. ′けしすぇかゅう-
はすぇ こけ しすぇさうすっ ゃさっきっくぇ ゃしっ 
けとっ っ しうかくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う 
いぇ すけゃぇ きくけゅけ しすさぇょぇきっ けす 
くっけさょうくぇさくうすっ いぇおけくう くぇ 
こぇいぇさぇ.

- [うしおなす, けぉぇつっ, ょぇ こさけぉ-
ゃぇて さぇいかうつくけすけ, こけしすけ-
はくくけ ょぇ すなさしうて ゃしっ こけ-
ょけぉさけすけ さぇぉけすくけ きはしすけ, 
こけ-ゃうしけおけすけ いぇこかぇとぇくっ 

しなし しうゅせさくけしす ゅっくっさうさぇ 
しすさっし. ╉けかおけ くう しすさせゃぇ ゃ 
かうつっく こかぇく けこうすゃぇくっすけ 
こけしすけはくくけ ょぇ ぉなょっき „くぇ 
ゅさっぉっくぇ くぇ ゃなかくぇすぇ”? 
- ]すさせゃぇ くう ちはかけすけ しゃけ-

ぉけょくけ ゃさっきっ, かうこしぇすぇ くぇ 
しっきっえしすゃけすけ, ぉかういおうすっ, こさう-
はすっかうすっ... ′け - けちっかはゃぇきっ 
う しっ さぇいゃうゃぇきっ, ぇ う ょぇゃぇ-
きっ ょけぉなさ こさうきっさ いぇ すけゃぇ, 
つっ おけゅぇすけ うしおぇきっ, ゃしうつおけ っ 
ゃないきけあくけ.

- 〈っいう ょくう ういかっいっ しな-
けぉとくうっ ゃ きっょううすっ, つっ 
っょくぇ すさっすぇ けす ぉなかゅぇさうすっ 
しすさぇょぇす けす ゃうしけおけ おさなゃ-
くけ. ╆ぇっょくけ し さうしおぇ けす ちう-
ゅぇさうすっ う ょうぇぉっすぇ, しすさっしなす 
っ ょさせゅぇ けしくけゃくぇ こさうつうくぇ 
いぇ すけゃぇ いぇぉけかはゃぇくっ, おけっ-
すけ うきぇ う ゃうしけおぇ しきなさす-
くけしす. 』っしすけ ういぉけさなす っ: 
しすさっし う こけ-ゃうしけおう ょけたけ-
ょう うかう くうしおう ょけたけょう, くけ 
しこけおけえしすゃうっ しかっょ くぇこせし-
おぇくっすけ くぇ こけさすぇかぇ. ╉けっ っ 
こけ-いょさぇゃけしかけゃくけ?
- ╋うしかは, つっ こけ-しおけさけ かうこ-

しぇすぇ くぇ ょけぉさう くっとぇ いぇ くぇし 
しぇきうすっ ゃけょう ょけ いょさぇゃけしかけゃ-
くう こさけぉかっきう. ╊うこしぇすぇ くぇ 
つせゃしすゃけすけ いぇ せょけゃかっすゃけさっ-
くけしす けす こけしすうゅくぇすけすけ っ しう-

ゅせさっく いくぇお いぇ ょうしたぇさきけくうは. 
′っ っ いぇょなかあうすっかくけ せしこったうすっ 
ょぇ しぇ し そうしおぇかっく いくぇお. 〉ょけ-
ゃかっすゃけさっくけしすすぇ っ さぇゃっくしすゃけ 
こけ ゃっさうゅぇすぇ: ╇しおぇき - ‶かぇくう-
さぇき し ゃないきけあくけしすうすっ, し おけう-
すけ さぇいこけかぇゅぇき, - ╃けしすうゅぇき, 
さぇぉけすは し っくっさゅうはすぇ, おけはすけ 
うきぇき, う ╇いこうすゃぇき せょけゃけかしす-
ゃうっ けす こけしすうゅくぇすけすけ. 〈けゃぇ っ 
う そけさきせかぇすぇ いぇ っきけちうけくぇかくぇ 
いさはかけしす う うくすっかうゅっくすくけしす.

- ╁しっおう けす くぇし しぇき ょけし-
すうゅぇ ょけ かうつくぇすぇ そけさきせかぇ 
くぇ とぇしすうっ. ‶け すけいう こなす 
つっしすけ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょう-
くう たけさぇすぇ しっ けぉさなとぇす いぇ 
こけきけと おなき ういすけつくう ょせ-
たけゃくう こさぇおすうおう, おぇおすけ う 
おなき くけゃう きけょっさくう ておけかう, 
ゃしはおぇ けす おけうすけ こさっょかぇゅぇ 
しゃけは „こぇくぇちっは” いぇ こしう-
たうつくけすけ くう う そういうつっしおけ 
いょさぇゃっ. ╉ぇお ょぇ さぇいかうつぇ-
ゃぇきっ こけかっいくけすけ けす けすおさけ-
ゃっくうすっ きぇくうこせかぇちうう? 
- ‶ぇお こけ ょせきうつおぇすぇ „〈さはぉ-

ゃぇ”  -  ぇおけ すは すゃなさょっ つっしすけ しっ 
ういこけかいゃぇ, すけゅぇゃぇ しすぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ きぇくうこせかぇちうは – くはおけえ 
うしおぇ ょぇ ゃいっきっ ゃかぇしすすぇ くぇょ 
くぇし! ┿おけ ういこうすゃぇきっ こけすさっぉ-
くけしす けす くっとけ, くうっ くっ しう いぇ-
ょぇゃぇきっ ゃなこさけしう, ぇ こさけしすけ ゅけ 
こさぇゃうき う ういこうすゃぇきっ けす すけゃぇ 
せょけゃけかしすゃうっ.

- ╇ - くっとけ けす こさぇおすうおぇ-
すぇ くぇ ぉういくっしぇ. ╁うっ うきぇすっ 
ゅけかはき けこうす  ゃ しっおすけさぇ くぇ 
せこさぇゃかっくうっすけ くぇ つけゃって-
おうすっ さっしせさしう. ′ぇせつう かう しっ 
さけょくうはす さぇぉけすけょぇすっか ょぇ 
こけょぉうさぇ おぇょさうすっ しう こさけ-
そっしうけくぇかくけ?
- ′っ. 〉 くぇし こさう くぇっきぇくっ-

すけ くぇ さぇぉけすぇ しっ すなさしはす  くっ-
そけさきぇかくう けぉゃなさいぇくけしすう うかう 
おけくおさっすくう こけかいう. 《っくけきっ-
くなす, くぇ おけえすけ しきっ しゃうょっすっかう 
っ, つっ しっ しないょぇゃぇ こさっちっょっくす 
いぇ くっそけさきぇかくけしすすぇ, ゃきっしすけ 
ょぇ しっ すなさしう こけしかっょけゃぇすっか-
くけしすすぇ こさう しこぇいゃぇくっすけ くぇ うい-
うしおゃぇくうはすぇ くぇ こぇいぇさぇ. 〈ぇおぇ 
せ くぇし しっ くぇさせてぇゃぇ こさうくちう-
こなす くぇ せこさぇゃかっくうっ, しなけぉさぇ-
いっく し ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ こぇいぇ-
さぇ: うょっは-こけすっくちうぇか-っおうこ けす 
こさけそっしうけくぇかうしすう-けぉせつっくうっ-
こかぇくうさぇくっ-さぇぉけすぇ-ぇくぇかうい 
くぇ ょっえくけしすすぇ. ¨す おけっすけ しすさぇ-
ょぇ う しぇきうはす ぉういくっし. 

- ╇ けとっ っょくぇ ぉなさいぇ  こさっ-
こさぇすおぇ おなき ょさせゅぇ すっきぇ:  
ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 24-すう 
きぇえ, しこけさっょ ╁ぇし, おぇおゃけ 
かうこしゃぇ くぇ さけょくけすけ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ, いぇ ょぇ ぉなょっ すけ 
ぇょっおゃぇすくけ くぇ うおけくけきう-
つっしおぇすぇ う しけちうぇかくぇ しうすせ-
ぇちうは せ くぇし しっゅぇ う ゃ こっさし-
こっおすうゃぇ?  
- ╉ぇいせぇかくけしす. ‶さけぉかっきぇ-

すうつくけしす. ‶さっこけょぇゃぇ しっ すゃなさ-
ょっ うきこっさうつくけ う しおせつくけ. 
‶さっこけょぇゃぇすっかうすっ しっ つせゃしす-
ゃぇす しかぇぉう ょぇ すなさしはす こさけっお-
ちううすっ くぇ いくぇくうっすけ ゃ あうゃうは 
あうゃけす, ょぇ こさっゃっあょぇす しうかうすっ 
くぇ いぇおけくうすっ くぇ こけいくぇくくうっ-
すけ ゃ さぇぉけすっとう きったぇくういきう いぇ 
ぇょぇこすうゃくけしす う きけぉうかくけしす くぇ 
きかぇょうすっ たけさぇ ゃ さっぇかくうは あう-
ゃけす. 〈けゃぇ けすぉかなしおゃぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ う ゃ すったくうすっ けつう ゅけかはきぇ 
つぇしす けす いくぇくうっすけ, おけっすけ せつう-
かうとっすけ しかっょゃぇ ょぇ うき ょぇょっ, 
うき ういゅかっあょぇ くっくせあくけ う ぉっい-
こけかっいくけ いぇ しけぉしすゃっくうは うき 
あうゃけす. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〈╅【╊〈╅【¨ぁ[╅ 』【╅〉╅
を╅『¨を╅ 『《′╅ 2013

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

‶けょゅかぇしくうつおう くぇ ぃかうは ‶けこけゃぇ しすぇくぇたぇ ‶っすは 
╇ゃぇくけゃぇ - しなとけ ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ ‶さうさけょけ-きぇすっ
きぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, う [けしうちぇ ╇ゃぇくけゃぇ けす ]¨〉 
„╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう“. 
¨しっきつかっくくけ あせさう, こさっょしっょぇすっかしすゃぇくけ けす ょなか

ゅけゅけょうてくうは しすぇさてう すさっくぬけさ くぇ くぇちうけくぇかくうは けす
ぉけさ こけ たせょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇしすうおぇ ′っておぇ [けぉっゃぇ, 
こけしけつう すさうすっ そぇゃけさうすおう いぇ おけさけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ.
¨ぉとけ 21 ぇぉうすせさうっくすおう けす おぇいぇくかなておう せつうかう

とぇ せつぇしすゃぇたぇ ゃ しこっおすぇおなかぇ いぇ ういぉけさ くぇ すぇいゅけ
ょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ. ╁しうつおう すっ いぇっょくけ しないょぇ
ょけたぇ ‶けしかぇくうっ くぇ ちぇさうちうすっ おなき こけおけかっくうっすけ くぇ 
╉ぇいぇくかなお しかっょ 110 ゅけょうくう. ╀なょっとぇすぇ おぇこしせかぇ 
しなし いぇゃっすうすっ くぇ くぇえ-おさぇしうゃうすっ おぇいぇくかなつぇくおう けす 
2013 ゅけょうくぇ とっ ぉなょっ ゃゅさぇょっくぇ ゃ くけゃうは きせいっえ くぇ 
さけいぇすぇ, つうっすけ ういゅさぇあょぇくっ こさっょしすけう ゃ ╉ぇいぇくかなお.

]すぇさけいぇゅけさしおうはす けおさなあっく しなょ ゃないしすぇくけゃう くぇ 
ょかなあくけしすすぇ おきっす くぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは ]すぇくうきうさ [ぇ

ょっゃしおう. 
╉きっすなす - すさっすう きぇくょぇす, くぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは ぉっ けすしすさぇ

くっく けす こけしすぇ しう し ¨こさっょっかっくうっ くぇ ¨おさなあくうは しなょ ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ そっゃさせぇさう. ╋けすうゃうすっ, し おけうすけ ]すぇくうきうさ 
[ぇょっゃしおう ぉっ けすしすさぇくっく, ぉはたぇ, つっ しさっとせ くっゅけ うきぇ 
こけゃょうゅくぇすけ けぉゃうくっくうっ いぇ せきうてかっくけ こさっしすなこかっくうっ 
けす けぉと たぇさぇおすっさ う けしすぇゃぇくっすけ きせ ゃ おきっすしおうは おぇぉう
くっす きけあっ ょぇ こけこさっつう いぇ けぉっおすうゃくけすけ さぇいしかっょゃぇくっ. 
╁ くぇつぇかけすけ くぇ そっゃさせぇさう おきっすなす くぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは, 

いぇっょくけ し ぉういくっしきっくぇ 〈っくぬけ ‶ぇせくけゃ, しなこさせゅ くぇ いぇ
きっしすくうお-おきっすぇ くぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは ╋うかっくぇ ‶ぇせくけゃぇ, ぉはたぇ ぇさっしすせゃぇくう けす しかせあうすっかうすっ くぇ さっゅうけくぇかくうは 
しっおすけさ いぇ ぉけさぉぇ し けさゅぇくういうさぇくぇすぇ こさっしすなこくけしす う こさっおぇさぇたぇ すさう ょくう ゃ しかっょしすゃっくうは ぇさっしす ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ¨ぉゃうくっくうすけ しさっとせ [ぇょっゃしおう ぉっ いぇ ょかなあくけしすくけ こさっしすなこかっくうっ - しょっかおぇ いぇ こさけょぇあぉぇ くぇ 
けぉとうくしおうは こかぇあ う こさうかっあぇとう おなき くっゅけ せゃっしっかうすっかくう いぇゃっょっくうは くぇ ぉういくっしきっくぇ 〈っくぬけ ‶ぇせくけゃ. 
]こけさっょ さぇいしかっょゃぇとうすっ すけゅぇゃぇ, けぉゃうくっくうはすぇ ぉはたぇ いぇ けとっすはゃぇくっ くぇ ぉのょあっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ し くぇょ 
803 800 かっゃぇ. 72 つぇしぇ しかっょ いぇょなさあぇくっすけ くぇ [ぇょっゃしおう う ‶ぇせくけゃ ょゃぇきぇすぇ ぉはたぇ けしゃけぉけょっくう しさっとせ 
こぇさうつくう ゅぇさぇくちうう. ‶け-きぇかおけ けす ょっしっす ょくう, しかっょ おぇすけ [ぇょっゃしおう う ‶ぇせくけゃ ょぇょけたぇ けぉてうさくう ういはゃかっ
くうは いぇ きっょううすっ, しゃなさいぇくう し けすこさぇゃっくうすっ おなき すはた けぉゃうくっくうは, ぉういくっしきっくなす 〈っくぬけ ‶ぇせくけゃ こけつうくぇ. 
╁ ういはゃかっくうはすぇ しう すけゅぇゃぇ こけおけえくうはす ぉういくっしきっく いぇはゃう, つっ ぇおちうはすぇ しさっとせ くっゅけ う [ぇょっゃしおう っ くぇ

ゅかぇしっくぇ.

╁ けそうちうぇかくけすけ しう こさうゃっすしすゃうっ おなき せつぇしすくうつおうすっ う いさうすっかうすっ くぇ しこっおすぇおなかぇ ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか“, 
おけっすけ ょぇょっ しすぇさす くぇ すぇいゅけょうてくうは こさぇいくうお くぇ さけいぇすぇ, おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ しなけぉ
とう, つっ し さってっくうっ くぇ ╃なさあぇゃくけすけ こぇすっくすくけ ゃっょけきしすゃけ けす 7-きう きぇえ すぇいう ゅけょうくぇ おけくおせさしなす „『ぇさうちぇ 
[けいぇ“ しすぇゃぇ いぇこぇいっくぇ きぇさおぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁ しこっおすぇおなかぇ いぇ こなさゃう こなす ゃ うしすけさうはすぇ くぇ おけくおせさしぇ いぇ ういぉけさ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ ょっそうかうさぇたぇ う 18 

けす けぉとけ 45-すっ きせ ちぇさうちう ゃ ゅけょうくうすっ くぇいぇょ. 
]こっちうぇかっく ゅけしす くぇ おけくおせさしぇ いぇ ういぉけさ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ う つかっく くぇ あせさうすけ ぉっ こけしかぇくうおなす くぇ ぅこけ

くうは ゃ ╀なかゅぇさうは ′っゅけゃけ ‶さっゃないたけょうすっかしすゃけ 〈ぇおぇてう ╉けうょいせきう.
                                                  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ごÑó ó çó¢
╃け 8-きう のかう ゃ ╋せかすうきっょうえくぇすぇ 

いぇかぇ くぇ ╇しすけさうつっしおうは きせいっえ 
„╇しおさぇ” きけあっ ょぇ ぉなょっ ゃうょはくぇ ‶さっょ
しすぇゃうすっかくぇすぇ おけかっおちうは けす [けゅけいっく
しおけすけ しなおさけゃうとっ.   
╄おしこけいうちうはすぇ  うょゃぇ ゃ ゅさぇょぇ くう こけ 

こけゃけょ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ くけと くぇ きせいっうすっ 
う ゅぇかっさううすっ, けすぉっかはいゃぇくぇ こさっい きぇえ.
[けゅけいっくしおけすけ しなおさけゃうとっ っ けすおさうすけ 

こさっい 1986ゅ. おさぇえ ゃさぇつぇくしおけすけ しっかけ [けゅけいっく う っ くぇえ-ゅけかは
きけすけ, けすおさうゃぇくけ ゃ ╀なかゅぇさうは. ]なしすけう しっ けす 165 しさっぉなさくう う 
こけいかぇすっくう しなょぇ. ]こけさっょ うしすけさうちうすっ, すけ しっ けすくぇしは おなき おさぇは 
くぇ V┶ ょけ こなさゃぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ ┶V ゃっお こさ. く. っ. ╂けかはきぇ つぇしす 
けす くっゅけ しっ こぇいう ゃ [っゅうけくぇかくうは うしすけさうつっしおう きせいっえ くぇ ╁さぇ
ちぇ.  ‶さっょこけかぇゅぇ しっ, つっ こさっょきっすうすっ しぇ ぉうかう こさうすっあぇくうっ くぇ 
きっしすっく ゃかぇょっすっかしおう さけょ. ‶け くはおけう けす しなょけゃっすっ しぇ ゅさぇゃう
さぇくう ょぇさしすゃっくう くぇょこうしう, けす おけうすけ しっ くぇせつぇゃぇす うきっくぇすぇ くぇ 
さぇいかうつくう すさぇおうえしおう ゃかぇょっすっかう う くぇ きぇえしすけさうすっ いかぇすぇさう, 
ういさぇぉけすうかう しなょけゃっすっ. 〉おさぇしぇすぇ くぇ くぇきっさっくうすっ こさっょきっすう 
ういけぉさぇいはゃぇ きくけゅけ しちっくう けす さっかうゅうはすぇ くぇ ょさっゃくうすっ すさぇおう, 
おぇおすけ う けす ゅさなちおぇすぇ きうすけかけゅうは – ょけおぇいぇすっかしすゃけ いぇ ゃさないおぇ
すぇ う おせかすせさくうは けぉきっく きっあょせ ょさっゃくうすっ ゅなさちう う すさぇおうえしおうすっ 
こかっきっくぇ.

╃ゃ ぇ き ぇ 
ょ っ

こせすぇすう とっ 
うきぇす ゃ くけ
ゃけすけ 42-さけ 
′ ぇ さ け ょ く け 
し な ぉ さ ぇ く う っ 
あうすっかうすっ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお しかっょ 
こさけゃっょっくう
すっ くぇ 12-すう 
きぇえ こさっょし
さけつくう こぇさ
かぇきっくすぇさくう 
ういぉけさう. ′け
ゃけういぉさぇくう
すっ ょっこせすぇすう 
しぇ: けす こぇさ
すうは  ╂╄[╀ - 

┿おしっくうは 〈うかっゃぇ - ょけしっゅぇてっく ょうさっおすけさ くぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ 
„╋っつけ ‶せた” ゃ ╉ぇいぇくかなお, う 》ぇかうか ╊っすうそけゃ - けぉかぇしすっく かう
ょっさ くぇ ╃‶]. 
¨しゃっく すはた, けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは しなとけ ういこさぇとぇ しゃけえ ╃‶]-

ょっこせすぇす – すけゃぇ っ  25-ゅけょうてくうはす  かうょっさ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは くぇ ╃‶] すぇき 【っくょけぇく 》ぇかうす. 》ぇかうす っ  けす しっかけ 
╋ぇくけかけゃけ う っ おせきっち くぇ 》ぇかうか ╊っすうそけゃ. 〈けえ  ぉっ こけょ くけきっさ 
3 ゃ かうしすぇすぇ し おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすう くぇ ╃‶] いぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ . ╁かういぇくっすけ ゃ こぇさかぇきっくすぇ くぇ こぇゃっかぉぇくしおうは  こさっょ
しすぇゃうすっか っ しかっょ けすすっゅかはくっすけ くぇ ゃけょぇつぇ くぇ ╃‶]-かうしすぇすぇ 

╃っかはく ‶っっゃしおう, おけえすけ ぉっ ゃけょぇつ う ゃ ‶ぇいぇさょあうお. 
╁ くっょっかは, 12-すう きぇえ, ゅさぇあょぇくうすっ, こけ ょぇくくう くぇ [╇╉ - 

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ ゅかぇしせゃぇかう 35 783 
ょせてう, おけっすけ こさっょしすぇゃかはゃぇ 51,01% ういぉうさぇすっかくぇ ぇおすうゃ
くけしす. ′っょっえしすゃうすっかくうすっ ぉのかっすうくう しぇ 590.
‶け ういぉうさぇすっかくう しこうしなちう ゃ 87-すっ ういぉうさぇすっかくう しっおちうう くぇ 

すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ こさぇゃけ くぇ ゅかぇし しぇ うきぇかう 69 861 
ょせてう.
╆ぇ ╉けぇかうちうは いぇ ╀なかゅぇさうは しぇ ゅかぇしせゃぇかう 10 129 ょせてう, 

おけっすけ こさっょしすぇゃかはゃぇ 28.3%.  ╆ぇ ‶‶ ╂╄[╀ しぇ ょぇかう ゅかぇしぇ しう 
11 505 ょせてう うかう  32,15%.  ╃‶] っ しなぉさぇかけ 8,79%, さぇゃくう 
くぇ 3 145 ゅかぇしけこけょぇゃぇすっかう.  ╆ぇ ┿すぇおぇ しぇ ゅかぇしせゃぇかう 2 378 
ょせてう, こさっょしすぇゃかはゃぇとう 6,65%.
′けゃぇすぇ そけさきぇちうは ′ぇちうけくぇかっく そさけくす いぇ しこぇしっくうっ くぇ 

╀なかゅぇさうは しなぉさぇ  5,7% うかう 2 121 ゅかぇしぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお. 
‶けょ つっさすぇすぇ けしすぇゃぇす ╀なかゅぇさうは くぇ ゅさぇあょぇくうすっ し  894 ゅかぇ

しぇ  - 2,4%,  う こぇさすうは [っょ, いぇおけくくけしす う しこさぇゃっょかうゃけしす し 
680 ゅかぇしぇ - 1,7%.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

┿ゅっくちうはすぇ こけ こさうゃぇすういぇちうは しすぇさすうさぇ こさけちっょせさぇ こけ 
こさうゃぇすういぇちうは くぇ ╁╋╆ - ]けこけす. ╆ぇ せつぇしすうっ うくゃっしすうすけ
さうすっ すさはぉゃぇ ょぇ ょぇょぇす いぇかけゅ けす  1  きかく. かっゃぇ. ]すさぇ
すっゅうつっしおうすっ うくゃっしすうすけさう すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす こさうたけょう けす 
こっつぇかぉう くっ こけ-きぇかおけ けす 60 きかく. かっゃぇ こさっい こけしかっょくう
すっ すさう そうくぇくしけゃう ゅけょうくう う ょぇ くはきぇす いぇょなかあっくうは おなき 
ょなさあぇゃぇすぇ. ╁ おけくおせさしぇ きけゅぇす ょぇ せつぇしすゃぇす う おけくしけさちう
せきう, くけ ゃ すはた しすさぇすっゅうつっしおうはす うくゃっしすうすけさ すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ きうくうきせき 70 くぇ しすけ ょはか.
╁ きけきっくすぇ すっつっ ょっかけ こけ くっしなしすけはすっかくけしす くぇ こさっょこさう

はすうっすけ, おぇすけ っょうく けす けしくけゃくうすっ おさっょうすけさう ぉっ ういゃぇょっく 
けす くっゅけ. ̈ とっ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ いぇこけつくぇたぇ きぇしけゃう しすぇつ
おう ゃ こさっょこさうはすうっすけ, こけしかっょゃぇくう けす しなおさぇとっくうは う ょけ
ぉさけゃけかくけ くぇこせしおぇくっ けす しすさぇくぇ くぇ きくけあっしすゃけ しかせあうすっかう. 〈ぇいう ゅけょうくぇ ゃ こさっょこさうはすうっすけ いぇこけつくぇ う 
こさけゃっさおぇ くぇ ╃┿′].

 ゅけょうくう けす けしくけゃぇゃぇくっすけ しう けすこさぇいくせゃぇ 
ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ っょくぇ けす そうさきうすっ - 
こぇさすくぬけさう くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ -„╃せくぇさうす” ┿╃ ゃ ゅさ. 
[せしっ.
╃させあっしすゃけすけ っ けしくけゃぇくけ こさっい 1903 ゅけょうくぇ おぇすけ 

そぇぉさうおぇ いぇ ぉぇさせす. ‶さっい 1947 ゅ. こさうっきぇ うきっすけ 
╃なさあぇゃくぇ そぇぉさうおぇ „╃せくぇさうす”. ¨す 2005 ゅ.  こさっょ
こさうはすうっすけ そせくおちうけくうさぇ おぇすけ つぇしすくけ ぇおちうけくっさ
くけ ょさせあっしすゃけ. 
‶さっい ゅけょうくうすっ “╃せくぇさうす”  っ こさけういゃけょうすっか くぇ 

ゃけっくくう こさけょせおすう - ょっすけくうさぇとう てくせさけゃっ, こさけすうゃけすぇくおけゃう う こさけすうゃけこったけすくう きうくう, ぇさすうかっさうえしおう 
う ぇゃうぇちうけくくう ぉけっこさうこぇしう, う くぇ ゅさぇあょぇくしおぇ こさけょせおちうは - けぉけさせょゃぇくっ いぇ いなぉけすったくうつっしおう かぇぉけさぇ
すけさうう, きぇてうくう いぇ こけょょさなあおぇ う さっきけくす くぇ さっかしけゃう こなすうとぇ, ぇゃすけきけぉうかくう せさっょぉう いぇ ╁╁╂ “‶さけこぇく-
ぉせすぇく”, こかぇしすきぇしけゃう ょっすぇえかう う うくしすさせきっくすぇかくぇ っおうこうさけゃおぇ. 
╃くっし “╃せくぇさうす” ┿╃ っ こけいくぇすけ おぇすけ ょさせあっしすゃけ, いぇくうきぇゃぇとけ しっ し こさけっおすうさぇくっ, こさけういゃけょしすゃけ う 

すなさゅけゃうは くぇ ゃけっくくぇ う きぇてうくけしすさけうすっかくぇ こさけょせおちうは. 
                                         

 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

Красимир Калпаков (вдясно)

заедно с психотерапевта и писател Хорхе Букай
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- 〉╅ぁ╅]〉¨[  〉╅ ｠¨〈¨ぁ〉╅【╅  ]╅╆《『╅【《『¨っ 《【 1991 ╉《 1995 ╈《╉¨〉╅ 

】〉¨[╅]╊〉 ╊╇『《を╊〉【ぇ『 ╉╅╇╅ ぃ╅〉』 〉╅ 】ぁ╊〉¨を¨ 《【 〈╊｠╅〉《【《
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╉‒[ „╅『』╊〉╅] 2000“ - 』╊『¨っ 《【 〈╅ぁ《╇╊ ╆╊′ ′╅╈】╆╅

‶けすけきしすゃっくぇ ぇさしっくぇかおぇ. [けょうすっかうすっ え ╀けく
おぇ 〈けょけさけゃぇ う 〈けょけさ 〈けょけさけゃ しなとけ さぇぉけ

すはす ゃ „┿さしっくぇか”.  ╆ぇゃなさてうかぇ  ╁うしてうは たうきうつっ
しおう うくしすうすせす „‶さけそ. ┿しっく ╆かぇすぇさけゃ” ゃ ╀せさゅぇし, 
しこっちうぇかくけしす „〈ったくけかけゅうは くぇ けさゅぇくうつくうは しうく
すっい”. ‶さっおぇさゃぇ こなさゃうすっ 12 ゅけょうくう けす すさせょけ
ゃうは  しう しすぇあ うきっくけ ゃ 》うきうつくぇすぇ  かぇぉけさぇすけさうは 
くぇ ╆ぇゃけょ 3. ╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ すぇき こさっい 1983 ゅ.  
おぇすけ かぇぉけさぇくす, し こさはお くぇつぇかくうお ]すっそおぇ ╋う
たぇえかけゃぇ - たうきうお.
′ぇつぇかくうお くぇ 》うきうつくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは っ ╋ぇさ

ゅぇさうすぇ ╇かつっゃぇ. 
╂けょうくぇ こけ-おなしくけ, こさっい 1984-すぇ, ]かぇゃはくぇ 

╇ゃぇくけゃぇ しすぇゃぇ たうきうお う いぇこけつゃぇ ょぇ さぇぉけすう し 
かぇぉけさぇくすうすっ.  
]かっょ こっくしうけくうさぇくっすけ くぇ ╋ぇさゅぇさうすぇ ╇かつっゃぇ  

こさっい 1991 ゅけょうくぇ ]かぇゃはくぇ ╇ゃぇくけゃぇ こけっきぇ さな
おけゃけょしすゃけすけ くぇ 》うきうつくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは. 
╆ぇ こけおけえくぇすぇ ゃっつっ ╇かつっゃぇ ]かぇゃはくぇ っ おぇすっ

ゅけさうつくぇ, つっ っ ぉうかぇ „きくけゅけ こさっちういっく つけゃっお, 
ゃいうしおぇすっかくぇ おなき しっぉっ しう う おけかっゅうすっ しう, ょっっく 
つけゃっお, おけえすけ ゅかっょぇ ゃ ぉなょっとっすけ”.  ╇きっくくけ ╋ぇさ
ゅぇさうすぇ ╇かつっゃぇ っ つけゃっおなす, こけ つうっすけ ゃさっきっ かぇ
ぉけさぇすけさうはすぇ しっ  けぉけさせょゃぇ し きくけゅけ くけゃぇ ぇこぇさぇ
すせさぇ, ぇゃぇくゅぇさょくぇ いぇ ゃさっきっすけ ゃ しすさぇくぇすぇ. 
]かっょ 1995 ゅ.  ]かぇゃはくぇ ╇ゃぇくけゃぇ しっ こさっきっしすゃぇ 

くぇ ょさせゅぇ さぇぉけすぇ う ゃ きけきっくすぇ っ ゃ ‶さけういゃけょ
しすゃっくうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2. 

〉く う お ぇ か っ く 
っゃさけこっえ

しおう ちっくすなさ いぇ 
さぇいゃうすうっ くぇ 
っ お け か け ゅ う つ く う 
すったくけかけゅうう とっ 
ぉなょっ ういゅさぇょっく 
くぇ すっさうすけさうはすぇ 
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”, 
くぇせつう „〈さうぉせ

くぇ ┿さしっくぇか”. ╄ゃさけちっくすなさなす とっ さぇいゃうゃぇ ぉっいういおけこくう 
すったくけかけゅうう. ‶さけっおすなす しっ そうくぇくしうさぇ こけ こさけゅさぇきぇすぇ 

] ょゃっ こけぉっょう しっ こけいょさぇゃうたぇ こさっい こけしかっょくうすっ ょくう きぇかおうすっ そせすぉけかくう すぇかぇくすう けす 《╉ „┿さ-
しっくぇか 2000“. ╁けょっくう けす すさっくぬけさうすっ ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ う ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ – ╃あけくう, 

すっ いぇこうしぇたぇ ょゃっ こけぉっょう. ′ぇ 8-きう きぇえ ぇさしっくぇかしおうすっ くぇょっあょう くぇょうゅさぇたぇ  し 3:0 くぇ すったっく 
すっさっく 《╉ “〈せくょあぇ 2006, し. ぅゅけょぇ. 
╋かぇょてぇすぇ ゅさせこぇ くぇょっあょう しっ くぇかけあうたぇ くぇ しすぇょうけくぇ ゃ し. ╄くうくぇ しさっとせ 《╉ „╀せいかせょあぇ“ し 

せぉっょうすっかくうは さっいせかすぇす 9:0, おなょっすけ ╁かぇょうしかぇゃ ╃うきうすさけゃ (‶っさけすけ) さっぇかういうさぇ 4 こけこぇょっくうは.
′ぇ 13. 05. 2013 ゅ. 《╉ “┿さしっくぇか 2000“ (こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ ょっちぇ) こけしさっとくぇ くぇ しすぇょうけく 

„┿さしっくぇか” ゅさぇょしおうは しう しなこっさくうお
《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ 2“, おなょっすけ ╁かぇょうしかぇゃ ╃うきうすさけゃ (‶っさけすけ) さっぇかういうさぇ たっすすさうお いぇ せぉっょう-

すっかくぇすぇ こけぉっょぇ 5:1 う すぇおぇ ぇさしっくぇかちう こさけょなかあうたぇ しっさうはすぇ しう けす きぇつけゃっ ぉっい いぇゅせぉぇ!
╃け おさぇは くぇ こさけかっすくうは しっいけく けしすぇゃぇす ょゃぇ きぇつぇ. ╃くっし - 22-さう きぇえ,  《╉ “┿さしっくぇか 2000“ ゅけし-

すせゃぇ くぇ 《╉ “╆ぇゅけさっち“ - ′けゃぇ ╆ぇゅけさぇ, ぇ くぇ 30-すう ょけきぇおうくしすゃぇ くぇ  ‶《╉ „╀っさけっ 2“.
╁しうつおう しさっとう くぇ きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう くぇ „┿さしっくぇか 2000“ しぇ ぉっいこかぇすくう いぇ そっくけ-

ゃっすっ. 
╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

╃けしすけえくけすけ こさうおかのつゃぇくっ くぇ こさけかっすくうは そせすぉけかっく しっいけく とっ けすぉっかっあぇす くぇ 30-すう きぇえ し 
ゅぇかぇ けぉはょ ゃなゃ そうさきっくうは しすけか きかぇょうすっ そせすぉけかくう すぇかぇくすう くぇ 《╉ “┿さしっくぇか 2000” いぇっょくけ 
し すったくうすっ すさっくぬけさう ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ - ╃あけくう う ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ. ‶さぇいくうつくうはす けぉはょ 
ょぇゃぇ かうつくけ こさっょしっょぇすっかはす くぇ 〉] くぇ 《╉ “┿さしっくぇか 2000” う  けすはゃかっく さぇょっすっか いぇ ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇくっ う ゃさなとぇくっ くぇ しすぇさぇすぇ そせすぉけかくぇ しかぇゃぇ くぇ “┿さしっくぇか”, ょうさっおすけさなす こけ うおけくけきうつっ-
しおうすっ ゃなこさけしう ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ. 
‶けょさけぉっく さっこけさすぇあ けす しさっとぇすぇ けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

 - ╃っすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”  っ しないょぇょっくぇ 
こさっい 1933 ゅ. くぇ すっさうすけ-
さうはすぇ くぇ ╃なさあぇゃくぇ ゃけっくくぇ  
そぇぉさうおぇ „┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ 
こさうのすはゃぇ ょっちぇすぇ  くぇ さぇ-
ぉけすくうちうすっ ゃ こさっょこさうはすうっ-
すけ.  ╁ くぇつぇかけすけ ょくってくぇすぇ 
『╃╂ „╀せさぇすうくけ” っ こさけし-
すけ っょうく こぇかぇすおけゃ かぇゅっさ.                          
‶け-おなしくけ っ こけしすさけっくぇ しこっ-
ちうぇかくぇ しゅさぇょぇ いぇ ょっちぇすぇ う 
すったくうすっ こさっこけょぇゃぇすっかおう - 
しすぇは し おぇきうくぇ う くぇゃっし.
  - ‶なさゃぇすぇ せつうすっかおぇ っ 

╋ぇさうは ‶うさぬけゃぇ, しかっょ くっは 
しぇ くぇいくぇつっくう ]ゃっすかぇ ¨さぇ-
つっゃぇ う ╁っくっちうは ‶けこけゃぇ. 
  -  ╃け おさぇは くぇ 1950 ゅ. いぇ-

ぉぇゃぇつくうちぇすぇ さぇぉけすう しぇきけ 
し っょくぇ ゅさせこぇ. ′け ぉさけはす くぇ 
ょっちぇすぇ しっ せゃっかうつぇゃぇ ぉなさいけ 
う こさっい 1953 ゅ. ゃっつっ そせくお-
ちうけくうさぇす 4 ゅさせこう. 
  -  ¨す 1 きぇさす 1954 ゅ. ょっす-

しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ しっ さなおけゃけょう 
けす けすょっか „‶さけしゃっすぇ” おなき 
¨ぉとうくしおうは くぇさけょっく しなゃっす, 
くけ ぇさしっくぇかちう こさけょなかあぇゃぇす 
ょぇ こけかぇゅぇす すけこかう ゅさうあう いぇ 
ょっちぇすぇ くぇ しゃけうすっ さぇぉけすくう-
ちう う しかせあうすっかう.
 -  ¨す 1996 ゅ., こけ ゃさっきっ 

くぇ ょうさっおすけさしすゃけすけ くぇ しっ-
ゅぇてくうは おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ょっすしおけ-
すけ せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ しすぇゃぇ 
つぇしす けす きっあょせくぇさけょくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ 
くぇ ょっちぇ „]すなこおぇ こけ しすなこ-
おぇ”, つぇしす けす ょっえくけしすすぇ くぇ 
『っくすなさ „¨すゃけさっくけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ”. 〈けゃぇ っ こなさゃけすけ 
せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, おけっすけ ういこなかくはゃぇ すぇいう 
こさけゅさぇきぇ.
 -  ╃っすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇ-

すうくけ” う ょくっし っ  っょうくしすゃっ-
くけすけ  せ くぇし ょっすしおけ いぇゃっ-
ょっくうっ, そせくおちうけくうさぇとけ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ こさけうい-
ゃけょしすゃっくけ こさっょこさうはすうっ - 
„┿さしっくぇか”┿╃. 
-  ╃け 1990 ゅ.  ょっすしおぇすぇ 

ゅさぇょうくぇ くけしう うきっすけ „┿ゃさけ-
さぇ”.
-  ‶さっい 1991 ゅ. せつっぉくけすけ 

いぇゃっょっくうっ っ こさっうきっくせゃぇくけ 
ゃ 『っかけょくっゃくぇ ょっすしおぇ ゅさぇ-
ょうくぇ „╀せさぇすうくけ”.
- 2013 ゅ. - ゃ ゅさぇょうくぇすぇ 

そせくおちうけくうさぇす 4 ゅさせこう, 
おけうすけ くけしはす うきっくぇすぇ くぇ 
こさうはすっかうすっ くぇ ╀せさぇすうくけ – 
┿さすっきけく, ┿さかっおうく, ╋ぇかゃう-
くぇ う ╊うしぇ ┿かうしぇ.

]かぇゃはくぇ ╇ゃぇくけゃぇ:

„》うきうつくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは 
ゃ ╆ぇゃけょ 3 くぇ „┿さしっくぇか” っ 
し ゅけかっきう すさぇょうちうう ゃ かぇ
ぉけさぇくすしおぇすぇ さぇぉけすぇ. ‶け-
ゃないさぇしすくうすっ かぇぉけさぇくすう 
ゃうくぇゅう しぇ こさっょぇゃぇかう くぇ 
こけ-きかぇょうすっ しすさっきっあぇ いぇ 
こさっちういくけしす, すけつくけしす, けし
きうしかはくっ くぇ  こけかせつっくうすっ 
さっいせかすぇすう けす たうきうつっしおうすっ 
ぇくぇかういう. ]かせつゃぇかけ しっ っ ょぇ 
ゃかういぇきっ ゃ しこけさ し かぇぉけさぇ
すけさうう  ういゃなく そうさきぇすぇ こけ 
くはおけう こけおぇいぇすっかう くぇ ゃたけょ
くう しせさけゃうくう う しこけさなす しっ っ 
さってぇゃぇか ゃ くぇてぇ こけかいぇ.
¨しゃっく くぇ すけつくけしすすぇ, しっ 

ょなさあってっ う くぇ ゃさっきっくくけすけ 
ぇくぇかういうさぇくっ くぇ こさけぉうすっ, 
けしけぉっくけ くぇ こけかせそぇぉさう
おぇすうすっ, いぇ ょぇ ぉなょっ しこぇいっく 
すったくけかけゅうつくうはす さっあうき ゃ 
ちったけゃっすっ くぇ いぇゃけょぇ.
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ ょけぉさぇ

すぇ けさゅぇくういぇちうけくくぇ さぇぉけすぇ 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ くぇ くぇつぇか
くうおぇ くぇ かぇぉけさぇすけさうはすぇ 
╋ぇさゅぇさうすぇ ╇かつっゃぇ う たうきうお 
]すっそおぇ ╋うたぇえかけゃぇ うきぇ
てっ ゅけかはきぇ すさせょけゃぇ ょうしちう
こかうくぇ. ‶けさぇょう たぇさぇおすっさぇ 

╃うさっおすけさう くぇ ╃っすしおぇすぇ 
ゅさぇょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” 

- 『ゃっすぇくぇ ╃ぇきはくけゃぇ – 
けす 1949 ゅ.
- ′っょおぇ 【うこつぇくけゃぇ – 

けす 1960 ゅ.
- ╋ぇさうは ‶っすさけゃぇ – けす 

1961 ゅ.
- ╅うゃおぇ ╃ぇつっゃぇ – けす 

1983 ゅ.
- ′っゃっくぇ ╃ぇさぇおつうっゃぇ 

– けす 1990 ゅ.
- ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ – 

1995 – 2004 ゅ.
- ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ – けす 

2010 ゅ. う ゃ きけきっくすぇ 

ぃぉうかっえ
80 ぉぇかけくぇ ゃ くっぉっすけ いぇ さけあょっくうは ょっく 

くぇ „╀せさぇすうくけ” 

[ぇょけしすすぇ くぇ しすけすうちう ょっちぇ, 
きぇえおう, ぉぇぉう, すぇすおけゃちう う 

ょはょけゃちう, せつうすっかおう, かっかおう う 
こさけつうっ こさうしすさぇしすくう おなき あう-
ゃけすぇ くぇ 『っかけょくっゃくぇ ょっすしおぇ 

ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ”, おけはすけ っ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃, っょゃぇ しっ しなぉさぇ ゃ ゅけかはきぇすぇ 
いぇかぇ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか” くぇ 14-
すう きぇえ ゃっつっさすぇ. ‶さぇいくうおなす 
いぇこけつくぇ し こせしおぇくっ ゃ くっぉっすけ 
くぇ 80 ぉぇかけくぇ こさっょ ╃けきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ 
さけょうすっかう, ょっちぇ う ゅけしすう.
„╀せさぇすうくけ-くけゃうくうすっ” - しこっ-

ちうぇかくぇすぇ すゃ-っきうしうは, ╉けすぇく 
う ╊うしぇく けす ¨ぉとうくしおう すっぇすなさ 
„╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ”, ゅけしすう 
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けす ′ぇさけょくけ つうすぇかうとっ „╇し-
おさぇ”, ╀せさぇすうくけ う  ╋ぇかゃうくぇ 
– ゃけょっとう くぇ すなさあっしすゃけすけ, 
ぉはたぇ しぇきけ つぇしす けす ういくっくぇ-
ょうすっ くぇ こさぇいくうつくうは おけく-
ちっさす, せゃぇあっく けす おきっすぇ ╂ぇ-
かうくぇ ]すけはくけゃぇ, 10 ゅけょうくう 
ょうさっおすけさ くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇ-
ょうくぇ, おぇおすけ う けす こさっょしすぇ-
ゃうすっかう くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃.
╃っちぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” こはたぇ, 

すぇくちせゃぇたぇ う さっちうすうさぇたぇ けす 
しなさちっ, ぇさすうしすうつくけ こさっしない-
ょぇょけたぇ っすのょう けす かのぉうきう 
こさうおぇいおう: „╃はょけ 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”. 
╀うゃてう ゃないこうすぇくうちう, こさっ-
こけょぇゃぇすっかう, こぇさすくぬけさう くぇ 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ う しこけくしけ-
さう, こけきけゅくぇかう  いぇ こさぇいくうおぇ 

くぇ „╀せさぇすうくけ”, ょけえょけたぇ くぇ 
おけくちっさすぇ, いぇ ょぇ しこけょっかはす し 
ょっちぇすぇ さぇょけしすすぇ けす しなぉうすう-
っすけ.
]こけくしけさう くぇ おけくちっさすぇ う 

ちはかぇすぇ こさけゅさぇきぇ, こさっょてっ-
しすゃぇとぇ こさぇいくうおぇ, しぇ おぇ-
いぇくかなておう そうさきう, ゅけかはきぇ 
つぇしす けす おけうすけ - けす しっおすけさぇ 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ.
‶さっょう おせかきうくぇちうはすぇ - 

おけくちっさすなす くぇ 14-すう きぇえ, 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ こさけ-
ょなかあっくうっ くぇ くはおけかおけ きっ-
しっちぇ けさゅぇくういうさぇ こけさっょうちぇ 
けす しなぉうすうは, いぇこけつくぇかう しなし 
しさっとぇ いぇ ╃っくは くぇ くぇさけょくう-
すっ ぉせょうすっかう し ょなかゅけゅけょうて-
くう せつうすっかう う ょうさっおすけさう.

„╃けせつうかうとくけすけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ しないょぇゃぇ せ ょっちぇすぇ こなさゃう-

すっ しすさっきっあう う きっつすう, おけうすけ 
ぉぇいうさぇす ゃょなたくけゃっくうっすけ おなき 
いくぇくうは う こっさしこっおすうゃう, そけさ-
きうさぇとう かうつくけしすくけすけ さぇいゃう-
すうっ. 〈ぇいう うょっは しすけってっ ゃ けしくけ-
ゃぇすぇ くぇ  こさけはゃうすっ, ゃおかのつっくう 
ゃ こさぇいくうつくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ: おけくちっさす-
くう う すっぇすさぇかくう しこっおすぇおかう いぇ 
ょっちぇすぇ, さっぇかういうさぇくっ くぇ うくう-
ちうぇすうゃぇすぇ „╋ぇさすっくしおぇ こさっ-
きはくぇ”, ういかけあぉぇ  けす  さうしせくおう  
„╃っすしおう きっつすう”, けぉいぇゃっあょぇくっ 
う けすおさうゃぇくっ くぇ うゅさけすっおぇ こけ 
しかせつぇえ ╃っくは くぇ ょっすっすけ ゃ っょくけ 
けす こけきっとっくうはすぇ くぇ ょっすしおぇ-
すぇ ゅさぇょうくぇ, おなょっすけ ょっちぇすぇ ゃ 
こさうはすくぇ けぉしすぇくけゃおぇ とっ きけゅぇす 
ょぇ うゅさぇはす, ょぇ しっ いぇぉぇゃかはゃぇす, 
ょぇ さぇいゅかっあょぇす ょっすしおう おくうあ-
おう けす けぉくけゃっくうは ぉうぉかうけすっつっく 
そけくょ くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ, ょぇ 
こけょけぉさはゃぇす しゃけうすっ いくぇくうは う 
せきっくうは ゃ  ういゃなくせつっぉくうすっ ょっえ-
くけしすう こけ ぇくゅかうえしおう う させしおう 

う ぇさす しすせょうけすけ  こけ ういけぉさぇいう-
すっかくけ ういおせしすゃけ.”, 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. 

╇ゅさけすっおぇすぇ とっ ぉなょっ けぉけ-
させょゃぇくぇ し くけゃ すっかっゃういけさ う 
DVD, こけょぇさなお けす しうくょうおぇか-
くぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉′]╀ 
こさう „┿さしっくぇか” ┿╃, ぇ しうくょう-
おぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉〈 

„‶けょおさっこぇ” いぇさぇょゃぇ きぇかおうすっ 
こぇかぇゃくうちう し きくけゅけ うゅさぇつおう 
いぇ ゃしはおぇ ゅさせこぇ.
╁なこさっおう, つっ ょっすしおぇすぇ ゅさぇ-

ょうくぇ „╀せさぇすうくけ”  ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくけ しっ ゃけょう おなき ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, すは う ょくっし 
しっ こけかいゃぇ けす こけょおさっこぇすぇ くぇ 
そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 
„┿さしっくぇか”. 〈け こさけはゃはゃぇ うい-
おかのつうすっかくけ さぇいぉうさぇくっ う 
しなこさうつぇしすくけしす おなき ゃしうつおう 
けすこさぇゃっくう きけかぉう いぇ  しなょっえ-
しすゃうっ けすしすさぇくぇ くぇ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ ょっすしおけすけ いぇゃっょっ-
くうっ, くっいぇゃうしうきけ, つっ っ くぇ 
きっすけょうつっしおけ こけょつうくっくうっ う 
そうくぇくしうさぇくっ けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, こけょつっさすぇ 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. ┿さしっくぇかしおけすけ さな-
おけゃけょしすゃけ こけしすけはくくけ いぇょっ-
かは しさっょしすゃぇ いぇ うくゃっしすうちうう 
ゃ ょっすしおけすけ いぇゃっょっくうっ, こけょ-
こけきぇゅぇ ゅけ けさゅぇくういぇちうけくくけ, 

ういこさぇとぇ すったくうつっしおぇ こけきけと. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╆ぇ ゃさっきっすけ, こさっおぇさぇくけ ゃ 
かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3, 
]かぇゃはくぇ くぇ こさぇおすうおぇ きけあっ 
ょぇ こさうかぇゅぇ くぇせつっくけすけ ゃ 》う
きうつっしおうは うくしすうすせす. ╀かぇゅけ
ょぇさくぇ っ くぇ てぇくしぇ う しなょぉぇすぇ 
しう ょぇ っ つぇしす けす うしすけさうはすぇ う 
おけかっおすうゃぇ くぇ 》うきうつくぇすぇ かぇ
ぉけさぇすけさうは. ¨こさっょっかは 12-すっ 
しう ゅけょうくう  すぇき おぇすけ „ゃさっきっ, ゃ 
おけっすけ ういこうすゃぇた  うしおさっくけ せょけ
ゃけかしすゃうっ けす さぇぉけすぇすぇ”.
′ぇ こさっょしすけはとけすけ つっしすゃぇくっ 

くぇ ゅけょうてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇ
くっすけ くぇ かぇぉけさぇすけさうはすぇ ぉうゃてぇすぇ くぇつぇかくうつおぇ ]かぇゃはくぇ 
╇ゃぇくけゃぇ とっ けすうょっ し けゅさけきくけ あっかぇくうっ う し くぇょっあょぇすぇ 
すぇき ょぇ ゃうょう しゃけう ぉうゃてう おけかっあおう, おけうすけ けすょぇゃぇくぇ くっ 
しぇ ゃ ゅさぇょぇ - ]すっそおぇ ╉けしすけゃぇ, ′うくぇ ╃っかつっゃぇ う ょさせゅう. 
12 ゅけょうくう ゃ 》うきうつくぇ いぇ  ]かぇゃはくぇ ╇ゃぇくけゃぇ  しぇ „きくけ

ゅけ たせぉぇゃ こっさうけょ ゃ あうゃけすぇ きう”. ]さっょ すさぇえくうすっ しこけ
きっくう ゃ しないくぇくうっすけ え しぇ う   こさぇおすうつっしおうすっ ういこうすう し 
かぇぉけさぇくすうすっ, こさけゃっあょぇくう ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ, し ちっか ょぇ 
しっ すなさしう くぇえ-こさっちういくうは ういきっあょせ すはた.  ‶さっょう ょぇ ゃかっ
いっ ゃ „┿さしっくぇか”, ういゃっしすくけ ゃさっきっ ]かぇゃはくぇ さぇぉけすう おぇすけ 
こさっゃけょぇつ けす くっきしおう くぇ すぇいう すっきぇすうおぇ. ╉ぇすけ すうこうつっく 
]すさっかっち, さってぇゃぇ, つっ うしおぇ ょぇ いくぇっ こけゃっつっ いぇ くっとぇすぇ , 
おけうすけ こさっゃっあょぇ, う すぇおぇ こけこぇょぇ ゃ 》うきうつっしおうは うくしすう
すせす ゃ ╀せさゅぇし. ╆ぇゃなさてゃぇ ゅけ いぇょけつくけ う ゃっつっ 30 ゅけょうくう 
たうきうはすぇ っ くっえくぇ かのぉけゃ う こさけそっしうは. 

くぇ さぇぉけすくうは こさけちっし ゃ かぇ
ぉけさぇすけさうはすぇ しっ こけかぇゅぇてっ 
ういゃなくさっょっく すさせょ. ‶け すぇいう 
こさうつうくぇ うきぇてっ う すっすさぇょおぇ, 
ゃ おけはすけ ゃしっおう しぇき けすぉっかはい
ゃぇてっ ぉさけは つぇしけゃっ, おけうすけ 
っ さぇぉけすうか ういゃなくさっょくけ, う 
しかっょ すけゃぇ けす すっいう つぇしけゃっ 
ういゃぇあょぇたきっ つぇしけゃっすっ, おけう
すけ ういこけかいゃぇたきっ いぇ かうつっく 
けすこせしお. 〈ぇいう こさうきうすうゃくぇ 
すっすさぇょおぇ ゃ すっいう さぇくくう ゅけ
ょうくう ういこなかくはゃぇてっ さけかはすぇ 
くぇ しっゅぇてくうは っかっおすさけくっく 
こさけこせしおぇすっかっく きったぇくういなき 
くぇ こけさすぇかうすっ くぇ そうさきぇすぇ. 
〈けゃぇ っ こっさうけょ, ゃ おけえすけ 

ゃしっ こけ-しきっかけ すさぇょうちうけく
くうすっ きっすけょう くぇ たうきうつくう 
ぇくぇかういう しっ いぇきっしすゃぇたぇ し 
うくしすさせきっくすぇかくう きっすけょう, 
おぇすけ ゅぇいけゃけたさけきぇすけゅさぇそ
しおうは きっすけょ. ╁うしけおぇすぇ しすっ
こっく くぇ ぇゃすけきぇすういぇちうは くぇ 
ぇこぇさぇすせさぇすぇ ょぇゃぇ ゃないきけあ
くけしす いぇ 20-30 きうくせすう ょぇ 
しっ ういゃなさてゃぇす ぇくぇかうすうつくう 
けこさっょっかっくうは くぇ しきっしう しなし 
しかけあっく しなしすぇゃ.  ╂けかはきぇすぇ 
つせゃしすゃうすっかくけしす くぇ きっすけょぇ 
こなお こけいゃけかはゃぇ ょぇ しっ さぇぉけすう 
し きぇかおう ょけいう けす ういたけょくぇすぇ 
しきっし. 
‶さっい すけいう こっさうけょ いぇこけつ

くぇ ういこけかいゃぇくっすけ う くぇ すっさ
きけぇくぇかうすうつくうは おけきこかっおし 

„╉さぇすっさ”. 』さっい くっゅけ しっ けこ
さっょっかはす すっさきけたうきうつくうすっ 
たぇさぇおすっさうしすうおう くぇ けしくけゃ
くうすっ こさけょせおすう くぇ いぇゃけょぇ, 
ゃ さぇきおうすっ しぇきけ くぇ っょくぇ 
さぇぉけすくぇ しきはくぇ, けすこぇょくぇ 
すさうしきっくくうはす さっあうき くぇ さぇ
ぉけすぇ. ‶け ゃさっきっすけ, ゃ  おけっすけ 
さぇぉけすった, ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ 
うきぇてっ 3 ぉさうゅぇょう: ぉさうゅぇ
ょぇ „‶なさゃうつくぇ”- いぇ ゃたけょはと 
おけくすさけか くぇ しせさけゃうくう
すっ, ぉさうゅぇょぇ „╀ぇさせすう” - いぇ 
ぇくぇかうい くぇ ゅけすけゃうは ぉぇさせす 
う ぉさうゅぇょぇ „‶うさけおしうかうくう”- 
いぇくうきぇゃぇとぇ しっ し ぇくぇかういぇ 
くぇ くうすさけちっかせかけいぇすぇ.”
╊ぇぉけさぇくすう, けしすぇゃうかう 

しかっょぇ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ たう
きうつくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは くぇ 
╆ぇゃけょ 3, いぇ おけうすけ ]かぇゃはくぇ 
╇ゃぇくけゃぇ しう しこけきくは し せゃぇ
あっくうっ う こさういくぇすっかくけしす: 
╉うくぇ ‶ぇきせおけゃぇ, ╁ぇくゅっかぇ 

╁なかっゃぇ, ╃けさぇ ╋ぇさおけゃぇ, 
╉さうしすうくぇ ╁なかおけゃぇ う たうきう
ちうすっ ]くっあぇくぇ ╋うたぇえかけゃぇ, 
′ぇすぇてぇ ]すぇくつっゃぇ.  

╋ぇすっさうぇかぇ こけょゅけすゃう: 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

] ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ 
かのぉっいくけすけ しなょっえしすゃうっ 

う くぇ ′うくぇ ぅくつっゃぇ

くぇ ╄] „[ぇいゃうすうっ くぇ おけくおせさっくすくけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ” つさっい ╄ゃさけこっえしおうは そけくょ 
いぇ さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ. 『っくすなさなす くぇ すっさうすけ
さうはすぇ くぇ せつうかうとっすけ, ういゃっしすくけ しさっょ おぇいぇくかなつぇくう 
おぇすけ ╋ったぇくけすったくうおせきぇ, とっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ 
せつっくうちうすっ いぇ こさはお ょけしすなこ ょけ きけょっさくぇすぇ しうしすっきぇ 
くぇ ぉっいういおけこくうすっ すったくけかけゅうう, おけきっくすうさぇ いぇ 〈┿ ょう
さっおすけさなす ╋ぇさうぇくぇ ╃っきうさっゃぇ.
╀っくっそうちうっくす くぇ こさけっおすぇ っ ╃させあっしすゃけ こけ ╆╆╃ 

„〈ったくけかけゅうつっく ちっくすなさ いぇ くけゃう さぇいさぇぉけすおう ゃ ぉっい
ういおけこくうすっ すったくけかけゅうう”, ゃ おけえすけ せつぇしすゃぇす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお,  そうさきぇ „]すさけうすっかくぇ きったぇくういぇちうは” ┿╃ 
う 〉くうゃっさしうすっすなす こけ ぇさたうすっおすせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う 
ゅっけょっいうは – ]けそうは.
‶けかうゅけく いぇ ういこうすぇくうは う くけゃけ けぉけさせょゃぇくっ いぇ 

けぉせつっくうっ こさっょしすけう ょぇ ぉなょぇす ういゅさぇょっくう ゃ すったくけ

かけゅうつくうは ちっくすなさ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ せつうかうとっ
すけ. ‶さけっおすなす っ くぇ しすけえくけしす こけつすう 8 きかく. かゃ. 
う っ しなし しさけお すさう ゅけょうくう. ╇ょっはすぇ っ しかっょ すけいう 
しさけお ちっくすなさなす ょぇ こさけょなかあう ょぇ さぇぉけすう くぇ しぇ
きけういょさなあおぇ.
[っぇかういぇちうはすぇ くぇ こさけっおすぇ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす 

くぇ せつっくうちう けす せつうかうとっすけ, しすせょっくすう う ょさせゅう 
しこっちうぇかうしすう くぇ きはしすけ ょぇ しっ いぇこけいくぇはす つさっい ょっ
きけくしすさぇちうう う けぉせつっくうっ し くぇえ-くけゃぇすぇ すったくうおぇ 
ゃ すぇいう しそっさぇ. 〈ったくけかけゅうはすぇ, おけはすけ とっ しっ せし
ゃけはゃぇ ゃ ちっくすなさぇ, っ しさぇゃくうすっかくけ きかぇょぇ – っょゃぇ 
12-ゅけょうてくぇ, すは ゃっつっ しっ ういこけかいゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
いぇ こけかぇゅぇくっ くぇ すさなぉけこさけゃけょう ぉっい くぇさせてぇゃぇくっ 
くぇ ゅさぇょしおうは さうすなき くぇ あうゃけす.
¨ぉせつっくうっすけ ゃ ちっくすなさぇ とっ ぉなょっ ぉっいこかぇすくけ. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╋ぇさゅぇさうすぇ ╇かつっゃぇ
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‶けすけきしすゃっくぇ ぇさしっくぇかおぇ. [けょうすっかうすっ え ╀けく-
おぇ 〈けょけさけゃぇ う 〈けょけさ 〈けょけさけゃ しなとけ さぇぉけ-

すはす ゃ „┿さしっくぇか”.  ╆ぇゃなさてうかぇ  ╁うしてうは たうきうつっ-
しおう うくしすうすせす „‶さけそ. ┿しっく ╆かぇすぇさけゃ” ゃ ╀せさゅぇし, 
しこっちうぇかくけしす „〈ったくけかけゅうは くぇ けさゅぇくうつくうは しうく-
すっい”. ‶さっおぇさゃぇ こなさゃうすっ 12 ゅけょうくう けす すさせょけ-
ゃうは  しう しすぇあ うきっくけ ゃ 》うきうつくぇすぇ  かぇぉけさぇすけさうは 
くぇ ╆ぇゃけょ 3. ╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ すぇき こさっい 1983 ゅ.  
おぇすけ かぇぉけさぇくす, し こさはお くぇつぇかくうお ]すっそおぇ ╋う-
たぇえかけゃぇ - たうきうお.
′ぇつぇかくうお くぇ 》うきうつくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは っ ╋ぇさ-

ゅぇさうすぇ ╇かつっゃぇ. 
╂けょうくぇ こけ-おなしくけ, こさっい 1984-すぇ, ]かぇゃはくぇ 

╇ゃぇくけゃぇ しすぇゃぇ たうきうお う いぇこけつゃぇ ょぇ さぇぉけすう し 
かぇぉけさぇくすうすっ.  
]かっょ こっくしうけくうさぇくっすけ くぇ ╋ぇさゅぇさうすぇ ╇かつっゃぇ  

こさっい 1991 ゅけょうくぇ ]かぇゃはくぇ ╇ゃぇくけゃぇ こけっきぇ さな-
おけゃけょしすゃけすけ くぇ 》うきうつくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは. 
╆ぇ こけおけえくぇすぇ ゃっつっ ╇かつっゃぇ ]かぇゃはくぇ っ おぇすっ-

ゅけさうつくぇ, つっ っ ぉうかぇ „きくけゅけ こさっちういっく つけゃっお, 
ゃいうしおぇすっかくぇ おなき しっぉっ しう う おけかっゅうすっ しう, ょっっく 
つけゃっお, おけえすけ ゅかっょぇ ゃ ぉなょっとっすけ”.  ╇きっくくけ ╋ぇさ-
ゅぇさうすぇ ╇かつっゃぇ っ つけゃっおなす, こけ つうっすけ ゃさっきっ かぇ-
ぉけさぇすけさうはすぇ しっ  けぉけさせょゃぇ し きくけゅけ くけゃぇ ぇこぇさぇ-
すせさぇ, ぇゃぇくゅぇさょくぇ いぇ ゃさっきっすけ ゃ しすさぇくぇすぇ. 
]かっょ 1995 ゅ.  ]かぇゃはくぇ ╇ゃぇくけゃぇ しっ こさっきっしすゃぇ 

くぇ ょさせゅぇ さぇぉけすぇ う ゃ きけきっくすぇ っ ゃ ‶さけういゃけょ-
しすゃっくうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2. 

〉く う お ぇ か っ く 
っゃさけこっえ -

しおう ちっくすなさ いぇ 
さぇいゃうすうっ くぇ 
っ お け か け ゅ う つ く う 
すったくけかけゅうう とっ 
ぉなょっ ういゅさぇょっく 
くぇ すっさうすけさうはすぇ 
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”, 
くぇせつう „〈さうぉせ-

くぇ ┿さしっくぇか”. ╄ゃさけちっくすなさなす とっ さぇいゃうゃぇ ぉっいういおけこくう 
すったくけかけゅうう. ‶さけっおすなす しっ そうくぇくしうさぇ こけ こさけゅさぇきぇすぇ 

] ょゃっ こけぉっょう しっ こけいょさぇゃうたぇ こさっい こけしかっょくうすっ ょくう きぇかおうすっ そせすぉけかくう すぇかぇくすう けす 《╉ „┿さ
しっくぇか 2000“. ╁けょっくう けす すさっくぬけさうすっ ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ う ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ – ╃あけくう, 

すっ いぇこうしぇたぇ ょゃっ こけぉっょう. ′ぇ 8-きう きぇえ ぇさしっくぇかしおうすっ くぇょっあょう くぇょうゅさぇたぇ  し 3:0 くぇ すったっく 
すっさっく 《╉ “〈せくょあぇ 2006, し. ぅゅけょぇ. 
╋かぇょてぇすぇ ゅさせこぇ くぇょっあょう しっ くぇかけあうたぇ くぇ しすぇょうけくぇ ゃ し. ╄くうくぇ しさっとせ 《╉ „╀せいかせょあぇ“ し 

せぉっょうすっかくうは さっいせかすぇす 9:0, おなょっすけ ╁かぇょうしかぇゃ ╃うきうすさけゃ (‶っさけすけ) さっぇかういうさぇ 4 こけこぇょっくうは.
′ぇ 13. 05. 2013 ゅ. 《╉ “┿さしっくぇか 2000“ (こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ ょっちぇ) こけしさっとくぇ くぇ しすぇょうけく 

„┿さしっくぇか” ゅさぇょしおうは しう しなこっさくうお
《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ 2“, おなょっすけ ╁かぇょうしかぇゃ ╃うきうすさけゃ (‶っさけすけ) さっぇかういうさぇ たっすすさうお いぇ せぉっょう

すっかくぇすぇ こけぉっょぇ 5:1 う すぇおぇ ぇさしっくぇかちう こさけょなかあうたぇ しっさうはすぇ しう けす きぇつけゃっ ぉっい いぇゅせぉぇ!
╃け おさぇは くぇ こさけかっすくうは しっいけく けしすぇゃぇす ょゃぇ きぇつぇ. ╃くっし - 22-さう きぇえ,  《╉ “┿さしっくぇか 2000“ ゅけし

すせゃぇ くぇ 《╉ “╆ぇゅけさっち“ - ′けゃぇ ╆ぇゅけさぇ, ぇ くぇ 30-すう ょけきぇおうくしすゃぇ くぇ  ‶《╉ „╀っさけっ 2“.
╁しうつおう しさっとう くぇ きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう くぇ „┿さしっくぇか 2000“ しぇ ぉっいこかぇすくう いぇ そっくけ

ゃっすっ. 
╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

╃けしすけえくけすけ こさうおかのつゃぇくっ くぇ こさけかっすくうは そせすぉけかっく しっいけく とっ けすぉっかっあぇす くぇ 30-すう きぇえ し 
ゅぇかぇ けぉはょ ゃなゃ そうさきっくうは しすけか きかぇょうすっ そせすぉけかくう すぇかぇくすう くぇ 《╉ “┿さしっくぇか 2000” いぇっょくけ 
し すったくうすっ すさっくぬけさう ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ - ╃あけくう う ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ. ‶さぇいくうつくうはす けぉはょ 
ょぇゃぇ かうつくけ こさっょしっょぇすっかはす くぇ 〉] くぇ 《╉ “┿さしっくぇか 2000” う  けすはゃかっく さぇょっすっか いぇ ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇくっ う ゃさなとぇくっ くぇ しすぇさぇすぇ そせすぉけかくぇ しかぇゃぇ くぇ “┿さしっくぇか”, ょうさっおすけさなす こけ うおけくけきうつっ-
しおうすっ ゃなこさけしう ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ. 
‶けょさけぉっく さっこけさすぇあ けす しさっとぇすぇ けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

 - ╃っすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”  っ しないょぇょっくぇ 
こさっい 1933 ゅ. くぇ すっさうすけ
さうはすぇ くぇ ╃なさあぇゃくぇ ゃけっくくぇ  
そぇぉさうおぇ „┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ 
こさうのすはゃぇ ょっちぇすぇ  くぇ さぇ
ぉけすくうちうすっ ゃ こさっょこさうはすうっ
すけ.  ╁ くぇつぇかけすけ ょくってくぇすぇ 
『╃╂ „╀せさぇすうくけ” っ こさけし
すけ っょうく こぇかぇすおけゃ かぇゅっさ.                          
‶け-おなしくけ っ こけしすさけっくぇ しこっ
ちうぇかくぇ しゅさぇょぇ いぇ ょっちぇすぇ う 
すったくうすっ こさっこけょぇゃぇすっかおう - 
しすぇは し おぇきうくぇ う くぇゃっし.
  - ‶なさゃぇすぇ せつうすっかおぇ っ 

╋ぇさうは ‶うさぬけゃぇ, しかっょ くっは 
しぇ くぇいくぇつっくう ]ゃっすかぇ ¨さぇ
つっゃぇ う ╁っくっちうは ‶けこけゃぇ. 
  -  ╃け おさぇは くぇ 1950 ゅ. いぇ

ぉぇゃぇつくうちぇすぇ さぇぉけすう しぇきけ 
し っょくぇ ゅさせこぇ. ′け ぉさけはす くぇ 
ょっちぇすぇ しっ せゃっかうつぇゃぇ ぉなさいけ 
う こさっい 1953 ゅ. ゃっつっ そせくお
ちうけくうさぇす 4 ゅさせこう. 
  -  ¨す 1 きぇさす 1954 ゅ. ょっす

しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ しっ さなおけゃけょう 
けす けすょっか „‶さけしゃっすぇ” おなき 
¨ぉとうくしおうは くぇさけょっく しなゃっす, 
くけ ぇさしっくぇかちう こさけょなかあぇゃぇす 
ょぇ こけかぇゅぇす すけこかう ゅさうあう いぇ 
ょっちぇすぇ くぇ しゃけうすっ さぇぉけすくう
ちう う しかせあうすっかう.
 -  ¨す 1996 ゅ., こけ ゃさっきっ 

くぇ ょうさっおすけさしすゃけすけ くぇ しっ
ゅぇてくうは おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ょっすしおけ
すけ せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ しすぇゃぇ 
つぇしす けす きっあょせくぇさけょくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ 
くぇ ょっちぇ „]すなこおぇ こけ しすなこ
おぇ”, つぇしす けす ょっえくけしすすぇ くぇ 
『っくすなさ „¨すゃけさっくけ けぉさぇ
いけゃぇくうっ”. 〈けゃぇ っ こなさゃけすけ 
せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ ゃ ╉ぇいぇく
かなお, おけっすけ ういこなかくはゃぇ すぇいう 
こさけゅさぇきぇ.
 -  ╃っすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇ

すうくけ” う ょくっし っ  っょうくしすゃっ
くけすけ  せ くぇし ょっすしおけ いぇゃっ
ょっくうっ, そせくおちうけくうさぇとけ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ こさけうい
ゃけょしすゃっくけ こさっょこさうはすうっ - 
„┿さしっくぇか”┿╃. 
-  ╃け 1990 ゅ.  ょっすしおぇすぇ 

ゅさぇょうくぇ くけしう うきっすけ „┿ゃさけ
さぇ”.
-  ‶さっい 1991 ゅ. せつっぉくけすけ 

いぇゃっょっくうっ っ こさっうきっくせゃぇくけ 
ゃ 『っかけょくっゃくぇ ょっすしおぇ ゅさぇ
ょうくぇ „╀せさぇすうくけ”.
- 2013 ゅ. - ゃ ゅさぇょうくぇすぇ 

そせくおちうけくうさぇす 4 ゅさせこう, 
おけうすけ くけしはす うきっくぇすぇ くぇ 
こさうはすっかうすっ くぇ ╀せさぇすうくけ – 
┿さすっきけく, ┿さかっおうく, ╋ぇかゃう
くぇ う ╊うしぇ ┿かうしぇ.

]かぇゃはくぇ ╇ゃぇくけゃぇ:

За времето в

лабораторията 

„》うきうつくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは 
ゃ ╆ぇゃけょ 3 くぇ „┿さしっくぇか” っ 
し ゅけかっきう すさぇょうちうう ゃ かぇ-
ぉけさぇくすしおぇすぇ さぇぉけすぇ. ‶け-
ゃないさぇしすくうすっ かぇぉけさぇくすう 
ゃうくぇゅう しぇ こさっょぇゃぇかう くぇ 
こけ-きかぇょうすっ しすさっきっあぇ いぇ 
こさっちういくけしす, すけつくけしす, けし-
きうしかはくっ くぇ  こけかせつっくうすっ 
さっいせかすぇすう けす たうきうつっしおうすっ 
ぇくぇかういう. ]かせつゃぇかけ しっ っ ょぇ 
ゃかういぇきっ ゃ しこけさ し かぇぉけさぇ-
すけさうう  ういゃなく そうさきぇすぇ こけ 
くはおけう こけおぇいぇすっかう くぇ ゃたけょ-
くう しせさけゃうくう う しこけさなす しっ っ 
さってぇゃぇか ゃ くぇてぇ こけかいぇ.
¨しゃっく くぇ すけつくけしすすぇ, しっ 

ょなさあってっ う くぇ ゃさっきっくくけすけ 
ぇくぇかういうさぇくっ くぇ こさけぉうすっ, 
けしけぉっくけ くぇ こけかせそぇぉさう-
おぇすうすっ, いぇ ょぇ ぉなょっ しこぇいっく 
すったくけかけゅうつくうはす さっあうき ゃ 
ちったけゃっすっ くぇ いぇゃけょぇ.
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ ょけぉさぇ-

すぇ けさゅぇくういぇちうけくくぇ さぇぉけすぇ 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ くぇ くぇつぇか-
くうおぇ くぇ かぇぉけさぇすけさうはすぇ 
╋ぇさゅぇさうすぇ ╇かつっゃぇ う たうきうお 
]すっそおぇ ╋うたぇえかけゃぇ うきぇ-
てっ ゅけかはきぇ すさせょけゃぇ ょうしちう-
こかうくぇ. ‶けさぇょう たぇさぇおすっさぇ 

╃うさっおすけさう くぇ ╃っすしおぇすぇ 
ゅさぇょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” 

- 『ゃっすぇくぇ ╃ぇきはくけゃぇ – 
けす 1949 ゅ.
- ′っょおぇ 【うこつぇくけゃぇ – 

けす 1960 ゅ.
- ╋ぇさうは ‶っすさけゃぇ – けす 

1961 ゅ.
- ╅うゃおぇ ╃ぇつっゃぇ – けす 

1983 ゅ.
- ′っゃっくぇ ╃ぇさぇおつうっゃぇ 

– けす 1990 ゅ.
- ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ – 

1995 – 2004 ゅ.
- ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ – けす 

2010 ゅ. う ゃ きけきっくすぇ 

ぃぉうかっえ
80 ぉぇかけくぇ ゃ くっぉっすけ いぇ さけあょっくうは ょっく 

くぇ „╀せさぇすうくけ” 

[ぇょけしすすぇ くぇ しすけすうちう ょっちぇ, 
きぇえおう, ぉぇぉう, すぇすおけゃちう う 

ょはょけゃちう, せつうすっかおう, かっかおう う 
こさけつうっ こさうしすさぇしすくう おなき あう
ゃけすぇ くぇ 『っかけょくっゃくぇ ょっすしおぇ 

ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ”, おけはすけ っ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃, っょゃぇ しっ しなぉさぇ ゃ ゅけかはきぇすぇ 
いぇかぇ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか” くぇ 14-
すう きぇえ ゃっつっさすぇ. ‶さぇいくうおなす 
いぇこけつくぇ し こせしおぇくっ ゃ くっぉっすけ 
くぇ 80 ぉぇかけくぇ こさっょ ╃けきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ 
さけょうすっかう, ょっちぇ う ゅけしすう.
„╀せさぇすうくけ-くけゃうくうすっ” - しこっ

ちうぇかくぇすぇ すゃ-っきうしうは, ╉けすぇく 
う ╊うしぇく けす ¨ぉとうくしおう すっぇすなさ 
„╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ”, ゅけしすう 

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! 
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けす ′ぇさけょくけ つうすぇかうとっ „╇し
おさぇ”, ╀せさぇすうくけ う  ╋ぇかゃうくぇ 
– ゃけょっとう くぇ すなさあっしすゃけすけ, 
ぉはたぇ しぇきけ つぇしす けす ういくっくぇ
ょうすっ くぇ こさぇいくうつくうは おけく
ちっさす, せゃぇあっく けす おきっすぇ ╂ぇ
かうくぇ ]すけはくけゃぇ, 10 ゅけょうくう 
ょうさっおすけさ くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇ
ょうくぇ, おぇおすけ う けす こさっょしすぇ
ゃうすっかう くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃.
╃っちぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” こはたぇ, 

すぇくちせゃぇたぇ う さっちうすうさぇたぇ けす 
しなさちっ, ぇさすうしすうつくけ こさっしない
ょぇょけたぇ っすのょう けす かのぉうきう 
こさうおぇいおう: „╃はょけ 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”. 
╀うゃてう ゃないこうすぇくうちう, こさっ
こけょぇゃぇすっかう, こぇさすくぬけさう くぇ 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ う しこけくしけ
さう, こけきけゅくぇかう  いぇ こさぇいくうおぇ 

くぇ „╀せさぇすうくけ”, ょけえょけたぇ くぇ 
おけくちっさすぇ, いぇ ょぇ しこけょっかはす し 
ょっちぇすぇ さぇょけしすすぇ けす しなぉうすう
っすけ.
]こけくしけさう くぇ おけくちっさすぇ う 

ちはかぇすぇ こさけゅさぇきぇ, こさっょてっ
しすゃぇとぇ こさぇいくうおぇ, しぇ おぇ
いぇくかなておう そうさきう, ゅけかはきぇ 
つぇしす けす おけうすけ - けす しっおすけさぇ 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ.
‶さっょう おせかきうくぇちうはすぇ - 

おけくちっさすなす くぇ 14-すう きぇえ, 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ こさけ
ょなかあっくうっ くぇ くはおけかおけ きっ
しっちぇ けさゅぇくういうさぇ こけさっょうちぇ 
けす しなぉうすうは, いぇこけつくぇかう しなし 
しさっとぇ いぇ ╃っくは くぇ くぇさけょくう
すっ ぉせょうすっかう し ょなかゅけゅけょうて
くう せつうすっかう う ょうさっおすけさう.

„╃けせつうかうとくけすけ けぉさぇいけゃぇ
くうっ しないょぇゃぇ せ ょっちぇすぇ こなさゃう

すっ しすさっきっあう う きっつすう, おけうすけ 
ぉぇいうさぇす ゃょなたくけゃっくうっすけ おなき 
いくぇくうは う こっさしこっおすうゃう, そけさ
きうさぇとう かうつくけしすくけすけ さぇいゃう
すうっ. 〈ぇいう うょっは しすけってっ ゃ けしくけ
ゃぇすぇ くぇ  こさけはゃうすっ, ゃおかのつっくう 
ゃ こさぇいくうつくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ: おけくちっさす
くう う すっぇすさぇかくう しこっおすぇおかう いぇ 
ょっちぇすぇ, さっぇかういうさぇくっ くぇ うくう
ちうぇすうゃぇすぇ „╋ぇさすっくしおぇ こさっ
きはくぇ”, ういかけあぉぇ  けす  さうしせくおう  
„╃っすしおう きっつすう”, けぉいぇゃっあょぇくっ 
う けすおさうゃぇくっ くぇ うゅさけすっおぇ こけ 
しかせつぇえ ╃っくは くぇ ょっすっすけ ゃ っょくけ 
けす こけきっとっくうはすぇ くぇ ょっすしおぇ
すぇ ゅさぇょうくぇ, おなょっすけ ょっちぇすぇ ゃ 
こさうはすくぇ けぉしすぇくけゃおぇ とっ きけゅぇす 
ょぇ うゅさぇはす, ょぇ しっ いぇぉぇゃかはゃぇす, 
ょぇ さぇいゅかっあょぇす ょっすしおう おくうあ
おう けす けぉくけゃっくうは ぉうぉかうけすっつっく 
そけくょ くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ, ょぇ 
こけょけぉさはゃぇす しゃけうすっ いくぇくうは う 
せきっくうは ゃ  ういゃなくせつっぉくうすっ ょっえ
くけしすう こけ ぇくゅかうえしおう う させしおう 

う ぇさす しすせょうけすけ  こけ ういけぉさぇいう
すっかくけ ういおせしすゃけ.”, 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. 

╇ゅさけすっおぇすぇ とっ ぉなょっ けぉけ
させょゃぇくぇ し くけゃ すっかっゃういけさ う 
DVD, こけょぇさなお けす しうくょうおぇか
くぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉′]╀ 
こさう „┿さしっくぇか” ┿╃, ぇ しうくょう
おぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉〈 

„‶けょおさっこぇ” いぇさぇょゃぇ きぇかおうすっ 
こぇかぇゃくうちう し きくけゅけ うゅさぇつおう 
いぇ ゃしはおぇ ゅさせこぇ.
╁なこさっおう, つっ ょっすしおぇすぇ ゅさぇ

ょうくぇ „╀せさぇすうくけ”  ぇょきうくう
しすさぇすうゃくけ しっ ゃけょう おなき ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, すは う ょくっし 
しっ こけかいゃぇ けす こけょおさっこぇすぇ くぇ 
そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 
„┿さしっくぇか”. 〈け こさけはゃはゃぇ うい
おかのつうすっかくけ さぇいぉうさぇくっ う 
しなこさうつぇしすくけしす おなき ゃしうつおう 
けすこさぇゃっくう きけかぉう いぇ  しなょっえ
しすゃうっ けすしすさぇくぇ くぇ さなおけゃけょ
しすゃけすけ くぇ ょっすしおけすけ いぇゃっょっ
くうっ, くっいぇゃうしうきけ, つっ っ くぇ 
きっすけょうつっしおけ こけょつうくっくうっ う 
そうくぇくしうさぇくっ けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお, こけょつっさすぇ 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. ┿さしっくぇかしおけすけ さな
おけゃけょしすゃけ こけしすけはくくけ いぇょっ
かは しさっょしすゃぇ いぇ うくゃっしすうちうう 
ゃ ょっすしおけすけ いぇゃっょっくうっ, こけょ
こけきぇゅぇ ゅけ けさゅぇくういぇちうけくくけ, 

ういこさぇとぇ すったくうつっしおぇ こけきけと. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╆ぇ ゃさっきっすけ, こさっおぇさぇくけ ゃ 
かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3, 
]かぇゃはくぇ くぇ こさぇおすうおぇ きけあっ 
ょぇ こさうかぇゅぇ くぇせつっくけすけ ゃ 》う-
きうつっしおうは うくしすうすせす. ╀かぇゅけ-
ょぇさくぇ っ くぇ てぇくしぇ う しなょぉぇすぇ 
しう ょぇ っ つぇしす けす うしすけさうはすぇ う 
おけかっおすうゃぇ くぇ 》うきうつくぇすぇ かぇ-
ぉけさぇすけさうは. ¨こさっょっかは 12-すっ 
しう ゅけょうくう  すぇき おぇすけ „ゃさっきっ, ゃ 
おけっすけ ういこうすゃぇた  うしおさっくけ せょけ-
ゃけかしすゃうっ けす さぇぉけすぇすぇ”.
′ぇ こさっょしすけはとけすけ つっしすゃぇくっ 

くぇ ゅけょうてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇ-
くっすけ くぇ かぇぉけさぇすけさうはすぇ ぉうゃてぇすぇ くぇつぇかくうつおぇ ]かぇゃはくぇ 
╇ゃぇくけゃぇ とっ けすうょっ し けゅさけきくけ あっかぇくうっ う し くぇょっあょぇすぇ 
すぇき ょぇ ゃうょう しゃけう ぉうゃてう おけかっあおう, おけうすけ けすょぇゃぇくぇ くっ 
しぇ ゃ ゅさぇょぇ - ]すっそおぇ ╉けしすけゃぇ, ′うくぇ ╃っかつっゃぇ う ょさせゅう. 
12 ゅけょうくう ゃ 》うきうつくぇ いぇ  ]かぇゃはくぇ ╇ゃぇくけゃぇ  しぇ „きくけ-

ゅけ たせぉぇゃ こっさうけょ ゃ あうゃけすぇ きう”. ]さっょ すさぇえくうすっ しこけ-
きっくう ゃ しないくぇくうっすけ え しぇ う   こさぇおすうつっしおうすっ ういこうすう し 
かぇぉけさぇくすうすっ, こさけゃっあょぇくう ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ, し ちっか ょぇ 
しっ すなさしう くぇえ-こさっちういくうは ういきっあょせ すはた.  ‶さっょう ょぇ ゃかっ-
いっ ゃ „┿さしっくぇか”, ういゃっしすくけ ゃさっきっ ]かぇゃはくぇ さぇぉけすう おぇすけ 
こさっゃけょぇつ けす くっきしおう くぇ すぇいう すっきぇすうおぇ. ╉ぇすけ すうこうつっく 
]すさっかっち, さってぇゃぇ, つっ うしおぇ ょぇ いくぇっ こけゃっつっ いぇ くっとぇすぇ , 
おけうすけ こさっゃっあょぇ, う すぇおぇ こけこぇょぇ ゃ 》うきうつっしおうは うくしすう-
すせす ゃ ╀せさゅぇし. ╆ぇゃなさてゃぇ ゅけ いぇょけつくけ う ゃっつっ 30 ゅけょうくう 
たうきうはすぇ っ くっえくぇ かのぉけゃ う こさけそっしうは. 

くぇ さぇぉけすくうは こさけちっし ゃ かぇ-
ぉけさぇすけさうはすぇ しっ こけかぇゅぇてっ 
ういゃなくさっょっく すさせょ. ‶け すぇいう 
こさうつうくぇ うきぇてっ う すっすさぇょおぇ, 
ゃ おけはすけ ゃしっおう しぇき けすぉっかはい-
ゃぇてっ ぉさけは つぇしけゃっ, おけうすけ 
っ さぇぉけすうか ういゃなくさっょくけ, う 
しかっょ すけゃぇ けす すっいう つぇしけゃっ 
ういゃぇあょぇたきっ つぇしけゃっすっ, おけう-
すけ ういこけかいゃぇたきっ いぇ かうつっく 
けすこせしお. 〈ぇいう こさうきうすうゃくぇ 
すっすさぇょおぇ ゃ すっいう さぇくくう ゅけ-
ょうくう ういこなかくはゃぇてっ さけかはすぇ 
くぇ しっゅぇてくうは っかっおすさけくっく 
こさけこせしおぇすっかっく きったぇくういなき 
くぇ こけさすぇかうすっ くぇ そうさきぇすぇ. 
〈けゃぇ っ こっさうけょ, ゃ おけえすけ 

ゃしっ こけ-しきっかけ すさぇょうちうけく-
くうすっ きっすけょう くぇ たうきうつくう 
ぇくぇかういう しっ いぇきっしすゃぇたぇ し 
うくしすさせきっくすぇかくう きっすけょう, 
おぇすけ ゅぇいけゃけたさけきぇすけゅさぇそ-
しおうは きっすけょ. ╁うしけおぇすぇ しすっ-
こっく くぇ ぇゃすけきぇすういぇちうは くぇ 
ぇこぇさぇすせさぇすぇ ょぇゃぇ ゃないきけあ-
くけしす いぇ 20-30 きうくせすう ょぇ 
しっ ういゃなさてゃぇす ぇくぇかうすうつくう 
けこさっょっかっくうは くぇ しきっしう しなし 
しかけあっく しなしすぇゃ.  ╂けかはきぇすぇ 
つせゃしすゃうすっかくけしす くぇ きっすけょぇ 
こなお こけいゃけかはゃぇ ょぇ しっ さぇぉけすう 
し きぇかおう ょけいう けす ういたけょくぇすぇ 
しきっし. 
‶さっい すけいう こっさうけょ いぇこけつ-

くぇ ういこけかいゃぇくっすけ う くぇ すっさ-
きけぇくぇかうすうつくうは おけきこかっおし 

„╉さぇすっさ”. 』さっい くっゅけ しっ けこ-
さっょっかはす すっさきけたうきうつくうすっ 
たぇさぇおすっさうしすうおう くぇ けしくけゃ-
くうすっ こさけょせおすう くぇ いぇゃけょぇ, 
ゃ さぇきおうすっ しぇきけ くぇ っょくぇ 
さぇぉけすくぇ しきはくぇ, けすこぇょくぇ 
すさうしきっくくうはす さっあうき くぇ さぇ-
ぉけすぇ. ‶け ゃさっきっすけ, ゃ  おけっすけ 
さぇぉけすった, ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ 
うきぇてっ 3 ぉさうゅぇょう: ぉさうゅぇ-
ょぇ „‶なさゃうつくぇ”- いぇ ゃたけょはと 
おけくすさけか くぇ しせさけゃうくう-
すっ, ぉさうゅぇょぇ „╀ぇさせすう” - いぇ 
ぇくぇかうい くぇ ゅけすけゃうは ぉぇさせす 
う ぉさうゅぇょぇ „‶うさけおしうかうくう”- 
いぇくうきぇゃぇとぇ しっ し ぇくぇかういぇ 
くぇ くうすさけちっかせかけいぇすぇ.”
╊ぇぉけさぇくすう, けしすぇゃうかう 

しかっょぇ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ たう-
きうつくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは くぇ 
╆ぇゃけょ 3, いぇ おけうすけ ]かぇゃはくぇ 
╇ゃぇくけゃぇ しう しこけきくは し せゃぇ-
あっくうっ う こさういくぇすっかくけしす: 
╉うくぇ ‶ぇきせおけゃぇ, ╁ぇくゅっかぇ 

╁なかっゃぇ, ╃けさぇ ╋ぇさおけゃぇ, 
╉さうしすうくぇ ╁なかおけゃぇ う たうきう-
ちうすっ ]くっあぇくぇ ╋うたぇえかけゃぇ, 
′ぇすぇてぇ ]すぇくつっゃぇ.  

╋ぇすっさうぇかぇ こけょゅけすゃう: 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

] ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ 
かのぉっいくけすけ しなょっえしすゃうっ 

う くぇ ′うくぇ ぅくつっゃぇ

くぇ ╄] „[ぇいゃうすうっ くぇ おけくおせさっくすくけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ” つさっい ╄ゃさけこっえしおうは そけくょ 
いぇ さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ. 『っくすなさなす くぇ すっさうすけ-
さうはすぇ くぇ せつうかうとっすけ, ういゃっしすくけ しさっょ おぇいぇくかなつぇくう 
おぇすけ ╋ったぇくけすったくうおせきぇ, とっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ 
せつっくうちうすっ いぇ こさはお ょけしすなこ ょけ きけょっさくぇすぇ しうしすっきぇ 
くぇ ぉっいういおけこくうすっ すったくけかけゅうう, おけきっくすうさぇ いぇ 〈┿ ょう-
さっおすけさなす ╋ぇさうぇくぇ ╃っきうさっゃぇ.
╀っくっそうちうっくす くぇ こさけっおすぇ っ ╃させあっしすゃけ こけ ╆╆╃ 

„〈ったくけかけゅうつっく ちっくすなさ いぇ くけゃう さぇいさぇぉけすおう ゃ ぉっい-
ういおけこくうすっ すったくけかけゅうう”, ゃ おけえすけ せつぇしすゃぇす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお,  そうさきぇ „]すさけうすっかくぇ きったぇくういぇちうは” ┿╃ 
う 〉くうゃっさしうすっすなす こけ ぇさたうすっおすせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う 
ゅっけょっいうは – ]けそうは.
‶けかうゅけく いぇ ういこうすぇくうは う くけゃけ けぉけさせょゃぇくっ いぇ 

けぉせつっくうっ こさっょしすけう ょぇ ぉなょぇす ういゅさぇょっくう ゃ すったくけ-

かけゅうつくうは ちっくすなさ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ せつうかうとっ-
すけ. ‶さけっおすなす っ くぇ しすけえくけしす こけつすう 8 きかく. かゃ. 
う っ しなし しさけお すさう ゅけょうくう. ╇ょっはすぇ っ しかっょ すけいう 
しさけお ちっくすなさなす ょぇ こさけょなかあう ょぇ さぇぉけすう くぇ しぇ-
きけういょさなあおぇ.
[っぇかういぇちうはすぇ くぇ こさけっおすぇ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす 

くぇ せつっくうちう けす せつうかうとっすけ, しすせょっくすう う ょさせゅう 
しこっちうぇかうしすう くぇ きはしすけ ょぇ しっ いぇこけいくぇはす つさっい ょっ-
きけくしすさぇちうう う けぉせつっくうっ し くぇえ-くけゃぇすぇ すったくうおぇ 
ゃ すぇいう しそっさぇ. 〈ったくけかけゅうはすぇ, おけはすけ とっ しっ せし-
ゃけはゃぇ ゃ ちっくすなさぇ, っ しさぇゃくうすっかくけ きかぇょぇ – っょゃぇ 
12-ゅけょうてくぇ, すは ゃっつっ しっ ういこけかいゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
いぇ こけかぇゅぇくっ くぇ すさなぉけこさけゃけょう ぉっい くぇさせてぇゃぇくっ 
くぇ ゅさぇょしおうは さうすなき くぇ あうゃけす.
¨ぉせつっくうっすけ ゃ ちっくすなさぇ とっ ぉなょっ ぉっいこかぇすくけ. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╋ぇさゅぇさうすぇ ╇かつっゃぇ
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》つけにそしそえひて [ちあつけすけち [あしたあさそう:

╂-く ╉ぇかこぇおけゃ, ぉなかゅぇさう-
くなす ういあうゃはゃぇ こけさっょくぇすぇ 
しけちうぇかくぇ おさういぇ. ╆くぇお いぇ 
すけゃぇ  ぉはたぇ う そっゃさせぇさしおうすっ 
こさけすっしすう,  う ょけさう さっいせか-
すぇすうすっ けす ういぉけさうすっ しっゅぇ, 
おけうすけ ょぇょけたぇ こさっょくうくぇ 
くぇ こぇさすううすっ しなし しけちうぇかくう 
かけいせくゅう. ╉ぇお すけゃぇ しっ けす-
さぇいはゃぇ ゃなさたせ こしうたうつくけすけ 
いょさぇゃっ くぇ たけさぇすぇ?
- ╉さういぇすぇ っ そぇおす う すは っ くっ 

しぇきけ こけかうすうつっしおぇ, しけちうぇか
くぇ, うおけくけきうつっしおぇ, ぇ くぇえ-
ゃっつっ おさういぇ くぇ ちっくくけしすう う 
うょっくすうつくけしす. ╄しすっしすゃっくけ, 
おけゅぇすけ くっ きけあって ょぇ しう けすゅけ
ゃけさうて くぇ ゃなこさけしぇ „╉けえ しなき 
ぇい?“ -  おけう しぇ きけうすっ こさうけさう
すっすう , おぇおゃけ うしおぇき,  っ ょぇ しっ 
つせゃしすゃぇて けぉなさおぇく, ういゅせぉっく, 
こさっょぇょっく. ¨す しけちうぇかっく こさけ
ぉかっきなす さっそかっおすうさぇ ゃ しっきっえ
しすゃけすけ, きっあょせかうつくけしすくうすっ 
けすくけてっくうは, こさっゃさなとぇ しっ ゃ 
おさういぇ くぇ かうつくけしすすぇ. ╀なか
ゅぇさしおうはす きけょっか, きけょっかなす, こけ 
おけえすけ あうゃっはす ゅけかはきぇ つぇしす 
けす たけさぇすぇ せ くぇし,  っ しゃなさいぇく 
し きけょっかぇ くぇ くぇゅさぇょぇすぇ う くぇ
おぇいぇくうっすけ /しぇょけ-きぇいけたうい
きぇ/. 〈ぇおぇ, こさう かうこしぇすぇ くぇ 
こけょおさっこぇ, つけゃっおなす, おけえすけ 
あうゃっっ こけ すけいう きけょっか, しすうゅぇ 
ょけ ぇゅさっしうはすぇ ゃなゃ ゃしうつおうすっ え 
そけさきう.

- ╉けえ すけつくけ っ けしくけゃくうはす 
かうつっく こさけぉかっき, けしくけゃ-
くうはす そぇおすけさ, こさけゃけおう-
さぇか うきっくくけ ょくっし すぇおうゃぇ 
おさぇえくう  さってっくうは, おぇすけ 
しぇきけいぇこぇかゃぇくっすけ, しぇきけ-
せぉうえしすゃけすけ う ょけさう せぉうえ-
しすゃけすけ くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ 
たけさぇ けす しっきっえしすゃけすけ?
- ¨しくけゃくうはす こさけぉかっき っ 

あうゃけす, こけょつうくっく くぇ ょせきぇすぇ 
„すさはぉゃぇ“, かうこしゃぇ しゃけぉけょぇ
すぇ くぇ „うしおぇき う くっ うしおぇき“. 
〈さはぉゃぇ, すなかおせゃぇえおう おけさっくぇ 
くぇ ょせきぇすぇ, うょゃぇと けす すさっぉゃぇ
くうは-ういうしおゃぇくうは, けいくぇつぇゃぇ  
あうゃけす,  こけょつうくっく くぇ ういうし
おゃぇくうはすぇ くぇ くはおけゅけ おなき くぇし, 
くぇ せしかけゃくけしすすぇ くぇ ゅさうあうすっ 
う けぉうつすぇ, おけうすけ こけつうゃぇす くぇ 
ぉぇいぇすぇ ぇおけ-すけ. ╊うこしゃぇ しゃけ
ぉけょぇすぇ くぇ ういぉけさぇ. ╇ おけゅぇすけ 
しっ くぇさせてう すけゃぇ さぇゃくけゃっしうっ, 
ゃなゃっょっくけ けす ぇきぉうちううすっ くぇ 
くはおけゅけ, しかっょゃぇ ぉっいしうかうっ, 
ういさぇいっくけ ゃ しかはこぇ ぇゅさっしうは 
おなき けおけかくうすっ う おなき しぇきうは 
しっぉっ しう.
  
- ¨ぉうおくけゃっくけ おぇすけ けし-

くけゃっく こさけぉかっき くぇ ょっくは 
しっ しけつう ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, 
くけ ╁うっ けすうゃぇすっ こけ-ょぇかっつ 
– ゃ おけさっくうすっ くぇ こさうつうくう-
すっ, おけうすけ くう こさっつぇす ょぇ しっ 
しこさぇゃはきっ し すけいう こさけぉかっき. 
╁しっ こぇお, はしくけ っ, つっ ゃう-
しけおぇすぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ っ くっ 
しぇきけ かうつっく, くけ う けぉとっしす-
ゃっく こさけぉかっき. ┿おけ けしすぇ-
ゃうき こけかうすうちうすっ くぇしすさぇ-
くぇ, ゃ かうつっく こかぇく – おぇお 
ゃしっおう けす くぇし きけあっ ょぇ しっ 
くぇせつう ょぇ こけくぇしは こけ-かっおけ 
しすさっしぇ けす けしすぇゃぇくっすけ ぉっい 
さぇぉけすぇ?
- ╇きぇ っょくぇ こけゅけゃけさおぇ: „┿おけ 

きっつおぇすぇ うゅさぇっ ゃ おけきてううすっ, 
ゃっさけはすくけ っ ょぇ いぇうゅさぇっ う こさう 
くぇし“. ╁ せしかけゃうはすぇ くぇ こさったけょ, 
おぇおなゃすけ こさっあうゃはゃぇきっ, そうさ
きうすっ うょゃぇす う しう けすうゃぇす おぇすけ 
きっすっけさう. ‶さう こさぇゃっくうすっ うい
しかっょゃぇくうは こけ しゃっすぇ っ せしすぇ
くけゃっくけ, つっ しぇきけ すさう そうさきう ゃ 
しゃっすけゃっく こかぇく, きっあょせ おけうすけ 
AEG,  しぇ きけゅかう ょぇ しっ いぇょなさ
あぇす くぇ こぇいぇさぇ こけゃっつっ けす しすけ 

ゅけょうくう. ╉けゅぇすけ しう くぇ こぇいぇさぇ, 
くはきぇ っきけちうう, うきぇ おせこせゃぇき う 
こさけょぇゃぇき. ╁しうつおう いぇこけつゃぇきっ 
ょぇょっくぇ さぇぉけすぇ し うょっはすぇ ょぇ しっ 
こっくしうけくうさぇきっ くぇ くっは, くけ こぇ
いぇさなす くぇ すさせょぇ, うおけくけきうおぇすぇ 
うきぇす しゃけう きったぇくういきう, おけうすけ 
くっ こけょかっあぇす くぇ っきけちうけくぇかくぇ 
さっぇおちうは. ′っけぉたけょうき っ すさっいゃ 
ぇくぇかうい いぇ しけぉしすゃっくうすっ しうかう, 
いくぇくうは う せきっくうは う しこけしけぉ
くけしすすぇ くう ょぇ しっ さっぇかういうさぇ
きっ くぇ すけいう こぇいぇさ. ]すうゅぇきっ ょけ 
こさうすつぇすぇ いぇ きうておうすっ う きかは

おけすけ: „╃ゃっ きうておう こぇょくぇかう 
ゃなゃ ゃっょさけ し きかはおけ. ╄ょくぇすぇ 
しっ こさっょぇかぇ う こけすなくぇかぇ. ╃させ
ゅぇすぇ さうすぇかぇ, さうすぇかぇ, ういぉうかぇ 
ぉせつおぇ きぇしかけ, いぇたゃぇくぇかぇ しっ う 
しっ しこぇしうかぇ”.  ‶けせおぇすぇ っ, つっ, 
ぇおけ くっ ゅせぉうき こさうしなしすゃうっ くぇ 
ょせたぇ う こさけぉゃぇきっ さぇいかうつくう 
くぇつうくう, ゃっさけはすくけしすすぇ ょぇ せし
こっっき っ くぇかうちっ.

- ′け ゃ ╉ぇいぇくかなお, けしけぉっ-
くけ しさっょ そうさきう – すうこ しっ-
きっえしすゃけ, ぉうすせゃぇ きくっくうっ-
すけ, おぇおすけ う ゃ ょさせゅう  きぇかおう 
ゅさぇょけゃっ う しっかぇ, おなょっすけ 
くはきぇ ゅけかはき ういぉけさ, つっ くぇえ-
ょけぉさけすけ こさけそっしうけくぇかくけ 
さぇいゃうすうっ っ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
っょくけ さぇぉけすくけ きはしすけ. ╇きぇ 
きくけゅけ たけさぇ, おけうすけ こさっょ-

こけつうすぇす くうしおけすけ いぇこかぇ-
とぇくっ ょけあうゃけす, ゃきっしすけ 
さうしおぇ けす こさけきはくぇ くぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ う きはしすけすけ いぇ あう-
ゃっっくっ. ╁ぇてうはす しなゃっす? ′ぇ-
せつう かう しっ ぉなかゅぇさうくなす ょぇ 
ぉなょっ きけぉうかっく?
- ¨すゅけゃけさなす しこけさっょ きっく っ 

ょさせゅ. 〈せお しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ ╆けくぇ 
くぇ せょけぉしすゃけ. ┿おけ くはおけえ っ 
こけこぇょぇか ゃ ╆ぇこぇょくぇ ╄ゃさけこぇ, 
しなし しうゅせさくけしす っ ゃうょはか, つっ 
うきぇ たけさぇ おけうすけ こなすせゃぇす こけ 
200 おうかけきっすさぇ くぇ ょっく, いぇ ょぇ 

しぇ くぇ さぇぉけすぇ. ╁ ╊のおしっきぉせさゅ, 
くぇこさうきっさ, さぇぉけすはす ゅっさきぇく
ちう けす けぉかぇしす 〈さうさ; そさぇく
ちせいう けす ╋っち う ぉっかゅうえちう けす 
╊うっあ. ╁っさけはすくけ う すっ うしおぇす 
せょけぉしすゃけすけ くぇ しぇかぇすぇすぇ う 
さぇおうえおぇすぇ うかう ょぇ しう こさっおけ
こぇはす ゅさぇょうくおぇすぇ, くけ すぇおなゃ 
っ あうゃけすなす ゃ せしかけゃうは くぇ こぇ
いぇさくぇ うおけくけきうおぇ. ′けしすぇかゅう
はすぇ こけ しすぇさうすっ ゃさっきっくぇ ゃしっ 
けとっ っ しうかくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う 
いぇ すけゃぇ きくけゅけ しすさぇょぇきっ けす 
くっけさょうくぇさくうすっ いぇおけくう くぇ 
こぇいぇさぇ.

- [うしおなす, けぉぇつっ, ょぇ こさけぉ-
ゃぇて さぇいかうつくけすけ, こけしすけ-
はくくけ ょぇ すなさしうて ゃしっ こけ-
ょけぉさけすけ さぇぉけすくけ きはしすけ, 
こけ-ゃうしけおけすけ いぇこかぇとぇくっ 

しなし しうゅせさくけしす ゅっくっさうさぇ 
しすさっし. ╉けかおけ くう しすさせゃぇ ゃ 
かうつっく こかぇく けこうすゃぇくっすけ 
こけしすけはくくけ ょぇ ぉなょっき „くぇ 
ゅさっぉっくぇ くぇ ゃなかくぇすぇ”? 
- ]すさせゃぇ くう ちはかけすけ しゃけ

ぉけょくけ ゃさっきっ, かうこしぇすぇ くぇ 
しっきっえしすゃけすけ, ぉかういおうすっ, こさう
はすっかうすっ... ′け - けちっかはゃぇきっ 
う しっ さぇいゃうゃぇきっ, ぇ う ょぇゃぇ
きっ ょけぉなさ こさうきっさ いぇ すけゃぇ, 
つっ おけゅぇすけ うしおぇきっ, ゃしうつおけ っ 
ゃないきけあくけ.

- 〈っいう ょくう ういかっいっ しな-
けぉとくうっ ゃ きっょううすっ, つっ 
っょくぇ すさっすぇ けす ぉなかゅぇさうすっ 
しすさぇょぇす けす ゃうしけおけ おさなゃ-
くけ. ╆ぇっょくけ し さうしおぇ けす ちう-
ゅぇさうすっ う ょうぇぉっすぇ, しすさっしなす 
っ ょさせゅぇ けしくけゃくぇ こさうつうくぇ 
いぇ すけゃぇ いぇぉけかはゃぇくっ, おけっ-
すけ うきぇ う ゃうしけおぇ しきなさす-
くけしす. 』っしすけ ういぉけさなす っ: 
しすさっし う こけ-ゃうしけおう ょけたけ-
ょう うかう くうしおう ょけたけょう, くけ 
しこけおけえしすゃうっ しかっょ くぇこせし-
おぇくっすけ くぇ こけさすぇかぇ. ╉けっ っ 
こけ-いょさぇゃけしかけゃくけ?
- ╋うしかは, つっ こけ-しおけさけ かうこ

しぇすぇ くぇ ょけぉさう くっとぇ いぇ くぇし 
しぇきうすっ ゃけょう ょけ いょさぇゃけしかけゃ
くう こさけぉかっきう. ╊うこしぇすぇ くぇ 
つせゃしすゃけすけ いぇ せょけゃかっすゃけさっ
くけしす けす こけしすうゅくぇすけすけ っ しう

ゅせさっく いくぇお いぇ ょうしたぇさきけくうは. 
′っ っ いぇょなかあうすっかくけ せしこったうすっ 
ょぇ しぇ し そうしおぇかっく いくぇお. 〉ょけ
ゃかっすゃけさっくけしすすぇ っ さぇゃっくしすゃけ 
こけ ゃっさうゅぇすぇ: ╇しおぇき - ‶かぇくう
さぇき し ゃないきけあくけしすうすっ, し おけう
すけ さぇいこけかぇゅぇき, - ╃けしすうゅぇき, 
さぇぉけすは し っくっさゅうはすぇ, おけはすけ 
うきぇき, う ╇いこうすゃぇき せょけゃけかしす
ゃうっ けす こけしすうゅくぇすけすけ. 〈けゃぇ っ 
う そけさきせかぇすぇ いぇ っきけちうけくぇかくぇ 
いさはかけしす う うくすっかうゅっくすくけしす.

- ╁しっおう けす くぇし しぇき ょけし-
すうゅぇ ょけ かうつくぇすぇ そけさきせかぇ 
くぇ とぇしすうっ. ‶け すけいう こなす 
つっしすけ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょう-
くう たけさぇすぇ しっ けぉさなとぇす いぇ 
こけきけと おなき ういすけつくう ょせ-
たけゃくう こさぇおすうおう, おぇおすけ う 
おなき くけゃう きけょっさくう ておけかう, 
ゃしはおぇ けす おけうすけ こさっょかぇゅぇ 
しゃけは „こぇくぇちっは” いぇ こしう-
たうつくけすけ くう う そういうつっしおけ 
いょさぇゃっ. ╉ぇお ょぇ さぇいかうつぇ-
ゃぇきっ こけかっいくけすけ けす けすおさけ-
ゃっくうすっ きぇくうこせかぇちうう? 
- ‶ぇお こけ ょせきうつおぇすぇ „〈さはぉ

ゃぇ”  -  ぇおけ すは すゃなさょっ つっしすけ しっ 
ういこけかいゃぇ, すけゅぇゃぇ しすぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ きぇくうこせかぇちうは – くはおけえ 
うしおぇ ょぇ ゃいっきっ ゃかぇしすすぇ くぇょ 
くぇし! ┿おけ ういこうすゃぇきっ こけすさっぉ
くけしす けす くっとけ, くうっ くっ しう いぇ
ょぇゃぇきっ ゃなこさけしう, ぇ こさけしすけ ゅけ 
こさぇゃうき う ういこうすゃぇきっ けす すけゃぇ 
せょけゃけかしすゃうっ.

- ╇ - くっとけ けす こさぇおすうおぇ-
すぇ くぇ ぉういくっしぇ. ╁うっ うきぇすっ 
ゅけかはき けこうす  ゃ しっおすけさぇ くぇ 
せこさぇゃかっくうっすけ くぇ つけゃって-
おうすっ さっしせさしう. ′ぇせつう かう しっ 
さけょくうはす さぇぉけすけょぇすっか ょぇ 
こけょぉうさぇ おぇょさうすっ しう こさけ-
そっしうけくぇかくけ?
- ′っ. 〉 くぇし こさう くぇっきぇくっ

すけ くぇ さぇぉけすぇ しっ すなさしはす  くっ
そけさきぇかくう けぉゃなさいぇくけしすう うかう 
おけくおさっすくう こけかいう. 《っくけきっ
くなす, くぇ おけえすけ しきっ しゃうょっすっかう 
っ, つっ しっ しないょぇゃぇ こさっちっょっくす 
いぇ くっそけさきぇかくけしすすぇ, ゃきっしすけ 
ょぇ しっ すなさしう こけしかっょけゃぇすっか
くけしすすぇ こさう しこぇいゃぇくっすけ くぇ うい
うしおゃぇくうはすぇ くぇ こぇいぇさぇ. 〈ぇおぇ 
せ くぇし しっ くぇさせてぇゃぇ こさうくちう
こなす くぇ せこさぇゃかっくうっ, しなけぉさぇ
いっく し ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ こぇいぇ
さぇ: うょっは-こけすっくちうぇか-っおうこ けす 
こさけそっしうけくぇかうしすう-けぉせつっくうっ-
こかぇくうさぇくっ-さぇぉけすぇ-ぇくぇかうい 
くぇ ょっえくけしすすぇ. ¨す おけっすけ しすさぇ
ょぇ う しぇきうはす ぉういくっし. 

- ╇ けとっ っょくぇ ぉなさいぇ  こさっ-
こさぇすおぇ おなき ょさせゅぇ すっきぇ:  
ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 24-すう 
きぇえ, しこけさっょ ╁ぇし, おぇおゃけ 
かうこしゃぇ くぇ さけょくけすけ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ, いぇ ょぇ ぉなょっ すけ 
ぇょっおゃぇすくけ くぇ うおけくけきう-
つっしおぇすぇ う しけちうぇかくぇ しうすせ-
ぇちうは せ くぇし しっゅぇ う ゃ こっさし-
こっおすうゃぇ?  
- ╉ぇいせぇかくけしす. ‶さけぉかっきぇ

すうつくけしす. ‶さっこけょぇゃぇ しっ すゃなさ
ょっ うきこっさうつくけ う しおせつくけ. 
‶さっこけょぇゃぇすっかうすっ しっ つせゃしす
ゃぇす しかぇぉう ょぇ すなさしはす こさけっお
ちううすっ くぇ いくぇくうっすけ ゃ あうゃうは 
あうゃけす, ょぇ こさっゃっあょぇす しうかうすっ 
くぇ いぇおけくうすっ くぇ こけいくぇくくうっ
すけ ゃ さぇぉけすっとう きったぇくういきう いぇ 
ぇょぇこすうゃくけしす う きけぉうかくけしす くぇ 
きかぇょうすっ たけさぇ ゃ さっぇかくうは あう
ゃけす. 〈けゃぇ けすぉかなしおゃぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ う ゃ すったくうすっ けつう ゅけかはきぇ 
つぇしす けす いくぇくうっすけ, おけっすけ せつう
かうとっすけ しかっょゃぇ ょぇ うき ょぇょっ, 
うき ういゅかっあょぇ くっくせあくけ う ぉっい
こけかっいくけ いぇ しけぉしすゃっくうは うき 
あうゃけす. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〈╅【╊〈╅【¨ぁ[╅ 』【╅〉╅
を╅『¨を╅ 『《′╅ 2013

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

‶けょゅかぇしくうつおう くぇ ぃかうは ‶けこけゃぇ しすぇくぇたぇ ‶っすは 
╇ゃぇくけゃぇ - しなとけ ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ ‶さうさけょけ-きぇすっ-
きぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, う [けしうちぇ ╇ゃぇくけゃぇ けす ]¨〉 
„╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう“. 
¨しっきつかっくくけ あせさう, こさっょしっょぇすっかしすゃぇくけ けす ょなか-

ゅけゅけょうてくうは しすぇさてう すさっくぬけさ くぇ くぇちうけくぇかくうは けす-
ぉけさ こけ たせょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇしすうおぇ ′っておぇ [けぉっゃぇ, 
こけしけつう すさうすっ そぇゃけさうすおう いぇ おけさけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ.
¨ぉとけ 21 ぇぉうすせさうっくすおう けす おぇいぇくかなておう せつうかう-

とぇ せつぇしすゃぇたぇ ゃ しこっおすぇおなかぇ いぇ ういぉけさ くぇ すぇいゅけ-
ょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ. ╁しうつおう すっ いぇっょくけ しないょぇ-
ょけたぇ ‶けしかぇくうっ くぇ ちぇさうちうすっ おなき こけおけかっくうっすけ くぇ 
╉ぇいぇくかなお しかっょ 110 ゅけょうくう. ╀なょっとぇすぇ おぇこしせかぇ 
しなし いぇゃっすうすっ くぇ くぇえ-おさぇしうゃうすっ おぇいぇくかなつぇくおう けす 
2013 ゅけょうくぇ とっ ぉなょっ ゃゅさぇょっくぇ ゃ くけゃうは きせいっえ くぇ 
さけいぇすぇ, つうっすけ ういゅさぇあょぇくっ こさっょしすけう ゃ ╉ぇいぇくかなお.

]すぇさけいぇゅけさしおうはす けおさなあっく しなょ ゃないしすぇくけゃう くぇ 
ょかなあくけしすすぇ おきっす くぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは ]すぇくうきうさ [ぇ-

ょっゃしおう. 
╉きっすなす - すさっすう きぇくょぇす, くぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは ぉっ けすしすさぇ-

くっく けす こけしすぇ しう し ¨こさっょっかっくうっ くぇ ¨おさなあくうは しなょ ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ そっゃさせぇさう. ╋けすうゃうすっ, し おけうすけ ]すぇくうきうさ 
[ぇょっゃしおう ぉっ けすしすさぇくっく, ぉはたぇ, つっ しさっとせ くっゅけ うきぇ 
こけゃょうゅくぇすけ けぉゃうくっくうっ いぇ せきうてかっくけ こさっしすなこかっくうっ 
けす けぉと たぇさぇおすっさ う けしすぇゃぇくっすけ きせ ゃ おきっすしおうは おぇぉう-
くっす きけあっ ょぇ こけこさっつう いぇ けぉっおすうゃくけすけ さぇいしかっょゃぇくっ. 
╁ くぇつぇかけすけ くぇ そっゃさせぇさう おきっすなす くぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは, 

いぇっょくけ し ぉういくっしきっくぇ 〈っくぬけ ‶ぇせくけゃ, しなこさせゅ くぇ いぇ-
きっしすくうお-おきっすぇ くぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは ╋うかっくぇ ‶ぇせくけゃぇ, ぉはたぇ ぇさっしすせゃぇくう けす しかせあうすっかうすっ くぇ さっゅうけくぇかくうは 
しっおすけさ いぇ ぉけさぉぇ し けさゅぇくういうさぇくぇすぇ こさっしすなこくけしす う こさっおぇさぇたぇ すさう ょくう ゃ しかっょしすゃっくうは ぇさっしす ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ¨ぉゃうくっくうすけ しさっとせ [ぇょっゃしおう ぉっ いぇ ょかなあくけしすくけ こさっしすなこかっくうっ - しょっかおぇ いぇ こさけょぇあぉぇ くぇ 
けぉとうくしおうは こかぇあ う こさうかっあぇとう おなき くっゅけ せゃっしっかうすっかくう いぇゃっょっくうは くぇ ぉういくっしきっくぇ 〈っくぬけ ‶ぇせくけゃ. 
]こけさっょ さぇいしかっょゃぇとうすっ すけゅぇゃぇ, けぉゃうくっくうはすぇ ぉはたぇ いぇ けとっすはゃぇくっ くぇ ぉのょあっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ し くぇょ 
803 800 かっゃぇ. 72 つぇしぇ しかっょ いぇょなさあぇくっすけ くぇ [ぇょっゃしおう う ‶ぇせくけゃ ょゃぇきぇすぇ ぉはたぇ けしゃけぉけょっくう しさっとせ 
こぇさうつくう ゅぇさぇくちうう. ‶け-きぇかおけ けす ょっしっす ょくう, しかっょ おぇすけ [ぇょっゃしおう う ‶ぇせくけゃ ょぇょけたぇ けぉてうさくう ういはゃかっ-
くうは いぇ きっょううすっ, しゃなさいぇくう し けすこさぇゃっくうすっ おなき すはた けぉゃうくっくうは, ぉういくっしきっくなす 〈っくぬけ ‶ぇせくけゃ こけつうくぇ. 
╁ ういはゃかっくうはすぇ しう すけゅぇゃぇ こけおけえくうはす ぉういくっしきっく いぇはゃう, つっ ぇおちうはすぇ しさっとせ くっゅけ う [ぇょっゃしおう っ くぇ-

ゅかぇしっくぇ.

╁ けそうちうぇかくけすけ しう こさうゃっすしすゃうっ おなき せつぇしすくうつおうすっ う いさうすっかうすっ くぇ しこっおすぇおなかぇ ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか“, 
おけっすけ ょぇょっ しすぇさす くぇ すぇいゅけょうてくうは こさぇいくうお くぇ さけいぇすぇ, おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ しなけぉ-
とう, つっ し さってっくうっ くぇ ╃なさあぇゃくけすけ こぇすっくすくけ ゃっょけきしすゃけ けす 7-きう きぇえ すぇいう ゅけょうくぇ おけくおせさしなす „『ぇさうちぇ 
[けいぇ“ しすぇゃぇ いぇこぇいっくぇ きぇさおぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁ しこっおすぇおなかぇ いぇ こなさゃう こなす ゃ うしすけさうはすぇ くぇ おけくおせさしぇ いぇ ういぉけさ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ ょっそうかうさぇたぇ う 18 

けす けぉとけ 45-すっ きせ ちぇさうちう ゃ ゅけょうくうすっ くぇいぇょ. 
]こっちうぇかっく ゅけしす くぇ おけくおせさしぇ いぇ ういぉけさ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ う つかっく くぇ あせさうすけ ぉっ こけしかぇくうおなす くぇ ぅこけ-

くうは ゃ ╀なかゅぇさうは ′っゅけゃけ ‶さっゃないたけょうすっかしすゃけ 〈ぇおぇてう ╉けうょいせきう.
                                                  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ごÑó ó çó¢
╃け 8-きう のかう ゃ ╋せかすうきっょうえくぇすぇ 

いぇかぇ くぇ ╇しすけさうつっしおうは きせいっえ 
„╇しおさぇ” きけあっ ょぇ ぉなょっ ゃうょはくぇ ‶さっょ-
しすぇゃうすっかくぇすぇ おけかっおちうは けす [けゅけいっく-
しおけすけ しなおさけゃうとっ.   
╄おしこけいうちうはすぇ  うょゃぇ ゃ ゅさぇょぇ くう こけ 

こけゃけょ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ くけと くぇ きせいっうすっ 
う ゅぇかっさううすっ, けすぉっかはいゃぇくぇ こさっい きぇえ.
[けゅけいっくしおけすけ しなおさけゃうとっ っ けすおさうすけ 

こさっい 1986ゅ. おさぇえ ゃさぇつぇくしおけすけ しっかけ [けゅけいっく う っ くぇえ-ゅけかは-
きけすけ, けすおさうゃぇくけ ゃ ╀なかゅぇさうは. ]なしすけう しっ けす 165 しさっぉなさくう う 
こけいかぇすっくう しなょぇ. ]こけさっょ うしすけさうちうすっ, すけ しっ けすくぇしは おなき おさぇは 
くぇ V┶ ょけ こなさゃぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ ┶V ゃっお こさ. く. っ. ╂けかはきぇ つぇしす 
けす くっゅけ しっ こぇいう ゃ [っゅうけくぇかくうは うしすけさうつっしおう きせいっえ くぇ ╁さぇ-
ちぇ.  ‶さっょこけかぇゅぇ しっ, つっ こさっょきっすうすっ しぇ ぉうかう こさうすっあぇくうっ くぇ 
きっしすっく ゃかぇょっすっかしおう さけょ. ‶け くはおけう けす しなょけゃっすっ しぇ ゅさぇゃう-
さぇくう ょぇさしすゃっくう くぇょこうしう, けす おけうすけ しっ くぇせつぇゃぇす うきっくぇすぇ くぇ 
さぇいかうつくう すさぇおうえしおう ゃかぇょっすっかう う くぇ きぇえしすけさうすっ いかぇすぇさう, 
ういさぇぉけすうかう しなょけゃっすっ. 〉おさぇしぇすぇ くぇ くぇきっさっくうすっ こさっょきっすう 
ういけぉさぇいはゃぇ きくけゅけ しちっくう けす さっかうゅうはすぇ くぇ ょさっゃくうすっ すさぇおう, 
おぇおすけ う けす ゅさなちおぇすぇ きうすけかけゅうは – ょけおぇいぇすっかしすゃけ いぇ ゃさないおぇ-
すぇ う おせかすせさくうは けぉきっく きっあょせ ょさっゃくうすっ ゅなさちう う すさぇおうえしおうすっ 
こかっきっくぇ.

╃ゃ ぇ き ぇ 
ょ っ -

こせすぇすう とっ 
うきぇす ゃ くけ-
ゃけすけ 42-さけ 
′ ぇ さ け ょ く け 
し な ぉ さ ぇ く う っ 
あうすっかうすっ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお しかっょ 
こさけゃっょっくう-
すっ くぇ 12-すう 
きぇえ こさっょし-
さけつくう こぇさ-
かぇきっくすぇさくう 
ういぉけさう. ′け-
ゃけういぉさぇくう-
すっ ょっこせすぇすう 
しぇ: けす こぇさ-
すうは  ╂╄[╀ - 

┿おしっくうは 〈うかっゃぇ - ょけしっゅぇてっく ょうさっおすけさ くぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ 
„╋っつけ ‶せた” ゃ ╉ぇいぇくかなお, う 》ぇかうか ╊っすうそけゃ - けぉかぇしすっく かう-
ょっさ くぇ ╃‶]. 
¨しゃっく すはた, けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは しなとけ ういこさぇとぇ しゃけえ ╃‶]-

ょっこせすぇす – すけゃぇ っ  25-ゅけょうてくうはす  かうょっさ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは くぇ ╃‶] すぇき 【っくょけぇく 》ぇかうす. 》ぇかうす っ  けす しっかけ 
╋ぇくけかけゃけ う っ おせきっち くぇ 》ぇかうか ╊っすうそけゃ. 〈けえ  ぉっ こけょ くけきっさ 
3 ゃ かうしすぇすぇ し おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすう くぇ ╃‶] いぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ . ╁かういぇくっすけ ゃ こぇさかぇきっくすぇ くぇ こぇゃっかぉぇくしおうは  こさっょ-
しすぇゃうすっか っ しかっょ けすすっゅかはくっすけ くぇ ゃけょぇつぇ くぇ ╃‶]-かうしすぇすぇ 

╃っかはく ‶っっゃしおう, おけえすけ ぉっ ゃけょぇつ う ゃ ‶ぇいぇさょあうお. 
╁ くっょっかは, 12-すう きぇえ, ゅさぇあょぇくうすっ, こけ ょぇくくう くぇ [╇╉ - 

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ ゅかぇしせゃぇかう 35 783 
ょせてう, おけっすけ こさっょしすぇゃかはゃぇ 51,01% ういぉうさぇすっかくぇ ぇおすうゃ-
くけしす. ′っょっえしすゃうすっかくうすっ ぉのかっすうくう しぇ 590.
‶け ういぉうさぇすっかくう しこうしなちう ゃ 87-すっ ういぉうさぇすっかくう しっおちうう くぇ 

すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ こさぇゃけ くぇ ゅかぇし しぇ うきぇかう 69 861 
ょせてう.
╆ぇ ╉けぇかうちうは いぇ ╀なかゅぇさうは しぇ ゅかぇしせゃぇかう 10 129 ょせてう, 

おけっすけ こさっょしすぇゃかはゃぇ 28.3%.  ╆ぇ ‶‶ ╂╄[╀ しぇ ょぇかう ゅかぇしぇ しう 
11 505 ょせてう うかう  32,15%.  ╃‶] っ しなぉさぇかけ 8,79%, さぇゃくう 
くぇ 3 145 ゅかぇしけこけょぇゃぇすっかう.  ╆ぇ ┿すぇおぇ しぇ ゅかぇしせゃぇかう 2 378 
ょせてう, こさっょしすぇゃかはゃぇとう 6,65%.
′けゃぇすぇ そけさきぇちうは ′ぇちうけくぇかっく そさけくす いぇ しこぇしっくうっ くぇ 

╀なかゅぇさうは しなぉさぇ  5,7% うかう 2 121 ゅかぇしぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお. 
‶けょ つっさすぇすぇ けしすぇゃぇす ╀なかゅぇさうは くぇ ゅさぇあょぇくうすっ し  894 ゅかぇ-

しぇ  - 2,4%,  う こぇさすうは [っょ, いぇおけくくけしす う しこさぇゃっょかうゃけしす し 
680 ゅかぇしぇ - 1,7%.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

┿ゅっくちうはすぇ こけ こさうゃぇすういぇちうは しすぇさすうさぇ こさけちっょせさぇ こけ 
こさうゃぇすういぇちうは くぇ ╁╋╆ - ]けこけす. ╆ぇ せつぇしすうっ うくゃっしすうすけ-
さうすっ すさはぉゃぇ ょぇ ょぇょぇす いぇかけゅ けす  1  きかく. かっゃぇ. ]すさぇ-
すっゅうつっしおうすっ うくゃっしすうすけさう すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす こさうたけょう けす 
こっつぇかぉう くっ こけ-きぇかおけ けす 60 きかく. かっゃぇ こさっい こけしかっょくう-
すっ すさう そうくぇくしけゃう ゅけょうくう う ょぇ くはきぇす いぇょなかあっくうは おなき 
ょなさあぇゃぇすぇ. ╁ おけくおせさしぇ きけゅぇす ょぇ せつぇしすゃぇす う おけくしけさちう-
せきう, くけ ゃ すはた しすさぇすっゅうつっしおうはす うくゃっしすうすけさ すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ きうくうきせき 70 くぇ しすけ ょはか.
╁ きけきっくすぇ すっつっ ょっかけ こけ くっしなしすけはすっかくけしす くぇ こさっょこさう-

はすうっすけ, おぇすけ っょうく けす けしくけゃくうすっ おさっょうすけさう ぉっ ういゃぇょっく 
けす くっゅけ. ̈ とっ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ いぇこけつくぇたぇ きぇしけゃう しすぇつ-
おう ゃ こさっょこさうはすうっすけ, こけしかっょゃぇくう けす しなおさぇとっくうは う ょけ-
ぉさけゃけかくけ くぇこせしおぇくっ けす しすさぇくぇ くぇ きくけあっしすゃけ しかせあうすっかう. 〈ぇいう ゅけょうくぇ ゃ こさっょこさうはすうっすけ いぇこけつくぇ う 
こさけゃっさおぇ くぇ ╃┿′].

110 ゅけょうくう けす けしくけゃぇゃぇくっすけ しう けすこさぇいくせゃぇ 
ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ っょくぇ けす そうさきうすっ - 
こぇさすくぬけさう くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ -„╃せくぇさうす” ┿╃ ゃ ゅさ. 
[せしっ.
╃させあっしすゃけすけ っ けしくけゃぇくけ こさっい 1903 ゅけょうくぇ おぇすけ 

そぇぉさうおぇ いぇ ぉぇさせす. ‶さっい 1947 ゅ. こさうっきぇ うきっすけ 
╃なさあぇゃくぇ そぇぉさうおぇ „╃せくぇさうす”. ¨す 2005 ゅ.  こさっょ-
こさうはすうっすけ そせくおちうけくうさぇ おぇすけ つぇしすくけ ぇおちうけくっさ-
くけ ょさせあっしすゃけ. 
‶さっい ゅけょうくうすっ “╃せくぇさうす”  っ こさけういゃけょうすっか くぇ 

ゃけっくくう こさけょせおすう - ょっすけくうさぇとう てくせさけゃっ, こさけすうゃけすぇくおけゃう う こさけすうゃけこったけすくう きうくう, ぇさすうかっさうえしおう 
う ぇゃうぇちうけくくう ぉけっこさうこぇしう, う くぇ ゅさぇあょぇくしおぇ こさけょせおちうは - けぉけさせょゃぇくっ いぇ いなぉけすったくうつっしおう かぇぉけさぇ-
すけさうう, きぇてうくう いぇ こけょょさなあおぇ う さっきけくす くぇ さっかしけゃう こなすうとぇ, ぇゃすけきけぉうかくう せさっょぉう いぇ ╁╁╂ “‶さけこぇく-
ぉせすぇく”, こかぇしすきぇしけゃう ょっすぇえかう う うくしすさせきっくすぇかくぇ っおうこうさけゃおぇ. 
╃くっし “╃せくぇさうす” ┿╃ っ こけいくぇすけ おぇすけ ょさせあっしすゃけ, いぇくうきぇゃぇとけ しっ し こさけっおすうさぇくっ, こさけういゃけょしすゃけ う 

すなさゅけゃうは くぇ ゃけっくくぇ う きぇてうくけしすさけうすっかくぇ こさけょせおちうは. 
                                         

 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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けせき. 〈けにあけし 〈けにあこしそう:

╇いおかのつうすっかくけ きかぇょけかうお う あういくっく いぇ しゃけう
すっ 77 ゅけょうくう, うくあ. ╋うたぇうか ╋うたぇえかけゃ っ っょくぇ 
けす あうゃうすっ っきぉかっきう くぇ “┿さしっくぇか”. ‶さっおぇさぇか 
ちっかうは しう すさせょけゃ こなす けす 42 ゅけょうくう しぇきけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ いぇ けくけゃぇ ゃさっ
きっ う しっゅぇ こさっょこさうはすうっ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ, すけえ 
こぇいう あうゃう しこけきっくうすっ しう いぇ すさせょくうすっ ゅけょうくう 
こけ しないょぇゃぇくっすけ くぇ くけゃう いぇゃけょう う せしゃけはゃぇ
くっすけ くぇ くけゃう こさけういゃけょしすゃぇ, つぇしす けす くぇしすけ
はとぇすぇ しかぇゃぇ くぇ “┿さしっくぇか”.

1970 ゅけょ. はくせぇさう
╀のさけ ]╄╋-101 いぇゃなさてう こなさゃうは こさけすけすうこ くぇ
しなぉうさぇつくぇ っかっおすさうつっしおぇ きぇてうくぇ

 ]さっとぇきっ しっ しかっょ こけさっょくうは 
きせ っあっょくっゃっく こけたけょ けす 12 
おうかけきっすさぇ, おけうすけ ょっかう きっあ
ょせ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ う こぇさお 
„〈のかぉっすけ”, おなょっすけ し ぇゃっさう  
ぉうしすさう  こさけぉかっきうすっ くぇ くぇ
しすけはとっすけ う くうあっ しこけきっくう けす 
きうくぇかけすけ. 
 ╁っょなさ, こけいうすうゃっく, し くっしかけ

きうきぇ ゃはさぇ, つっ “ゃなこさっおう すさせょ
くけしすうすっ, けちっかはゃぇす すっいう, おけう
すけ くっ しっ けすおぇいゃぇす, おぇおゃけすけ う 
ょぇ うき しすさせゃぇ すけゃぇ”.  
‶さっきうくぇか こさっい ゃしうつおうすっ 

っすぇこう くぇ さぇいゃうすうっすけ しう おぇすけ 
さなおけゃけょうすっか,  ゃないこうすぇくうおなす 
くぇ おぇいぇくかなておうは きったぇくけすっ
たくうおせき う くぇ くはおけゅぇてくうは ╋╄╇ 
“╊っくうく”, こさっょけしすぇゃう かうつくうすっ 
しう しこけきっくう いぇ  させぉさうおぇすぇ くう 
“╁っすっさぇくう” し うょっはすぇ “ょぇ しっ 
こけきくう う いくぇっ  けす すっいう, おけう
すけ うょゃぇす しかっょ くぇし, おけゅぇすけ くぇし 
くはきぇ ょぇ くう うきぇ”. 
 ╃くっし うくあ. ╋うたぇえかけゃ, くはおけ

ゅぇてっく ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 2, 
っ とぇしすかうゃ ょはょけ くぇ 4 ゃくせちう う 
しっ さぇょゃぇ くぇ ょゃっすっ しう ょなとっ
さう  ╋うかぇ う ╁ぇかっくすうくぇ. ′っ ゅけ 
ぉけかう, つっ くうおけえ けす くぇしかっょくう
ちうすっ きせ  くっ っ こけっか こけ こなすは くぇ 
うくあっくっさしすゃけすけ, いぇとけすけ しつう
すぇ, つっ ゃしっおう うきぇ こなす う しかっょゃぇ 
ょぇ しう ゅけ くぇきっさう しぇき. ¨すゃなょ 
ゃさっきっすけ  いぇ さぇいたけょおう う さぇい
ょせきおぇ し こさうはすっかう こさういくぇゃぇ, 
つっ うきぇ う ょさせゅぇ しすさぇしす - すけ
すけすけ.  ′っ っ ゅけさょ しけぉしすゃっくうお 
くぇ ょあぇおこけす, くけ いぇ しきっすおぇ くぇ 
すけゃぇ しっ さぇょゃぇ くぇ おなしきっすう  けす 
きぇかおう しせきう, くけ さっょけゃくけ. 
 ╇くあ. ╋うたぇうか ╇ゃぇくけゃ ╋う

たぇえかけゃ っ さけょっく くぇ 6-すう けお
すけきゃさう 1935 ゅけょうくぇ ゃ しっかけ 
]すさぇたうかけゃけ, けぉとうくぇ ‶けかしおう 
すさなきぉって.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

‶さっょう 62 ゅけょうくう, くぇ 19-
すう のかう 1951 ゅけょうくぇ, っょゃぇ 

16-ゅけょうてっく, いぇこけつくぇた さぇぉけすぇ ゃ 
けさなあっえくぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ くぇ ╆ぇ
ゃけょ 10. ‶なさゃうはす きう さぇぉけすっく ょっく 
ぉってっ 2-さぇ しきはくぇ くぇ しこっちうぇかくう 
しすさせゅけゃっ し すさぇくしきうしうう, おなょっすけ 
けぉさぇぉけすゃぇた おけさこせしぇ くぇ けすぉさぇ
くうすっかくう ぉけきぉう. ]かっょ くはおけかおけ 
きっしっちぇ ぉはた こさっきっしすっく ょぇ さぇぉけ
すは くぇ せくうゃっさしぇかっく しすさせゅ ゃ ぉさう
ゅぇょぇすぇ くぇ ╂っけさゅう ╀けくっゃ, おけえすけ 
っ こなさゃうはす ゅっさけえ くぇ しけちうぇかうし
すうつっしおうは すさせょ ゃ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお. 
〈せお さぇぉけすったぇ ういゃっしすくうすっ こけ すけゃぇ 
ゃさっきっ しこっちうぇかうしすう - ╇ゃぇく 〉いせ
くけゃ - しすさせゅぇさ, 》さうしすけ ‶ぇこぇいけゃ 
う 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ, ぉぇとぇ くぇ くぇ
しすけはとうは ういこなかくうすっかっく ょうさっお
すけさ くぇ “┿さしっくぇか”  うくあ. ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ. 〈っ ぉはたぇ きくけゅけ ういゃっしすくう 
そさっいうしすう, うきぇてっ う ょさせゅう けこうすくう 
きぇえしすけさう, おけうすけ ゃしっけすょぇえくけ こけ
きぇゅぇたぇ う けぉせつぇゃぇたぇ きかぇょうすっ さぇ
ぉけすくうちう くぇ すさせょ ゃ こさけそっしうはすぇ. 
]なとぇすぇ ゅけょうくぇ いぇこけつくぇた う ょぇ 

せつぇ - くぇ 3 しきっくう ゃ きったぇくけすったくう
おせきぇ ゃ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお “『ゃはすおけ 
[ぇょけえくけゃ”, おけえすけ こけ-おなしくけ, こさっい 
1956 ゅけょうくぇ, いぇゃなさてうた し けすかう
つうっ う ゅさぇきけすぇ. 
╁ こっさうけょぇ 1956 - 1958 ゅけょうくぇ 

けすぉうゃぇた ゃけっくくぇすぇ しう しかせあぉぇ ゃ 
すぇくおけゃぇすぇ ぉさうゅぇょぇ ゃ ゅさ. ]かうゃっく. 
]かっょ  せゃけかくっくうっすけ きう けすくけゃけ 

しっ ゃなさくぇた くぇ さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 10, 
すけいう こなす ゃっつっ おぇすけ すったくけかけゅ  こけ 
せしゃけはゃぇくっすけ くぇ ぇゃすけきぇす “╉ぇかぇて
くうおけゃ”. 
╁ こっさうけょぇ 1961 - 1967 ゅけょう

くぇ ぉはた しすせょっくす う いぇゃなさてうた ╋╄╇  
“╊っくうく”- ]けそうは, しっゅぇ 〈ったくうつっしおう 
せくうゃっさしうすっす, しこっちうぇかくけしす “〈った
くけかけゅうは くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ”.  
〉しおけさっくうすっ すっきこけゃっ くぇ さぇいゃう

すうっ くぇ ╆ぇゃけょ 10, おけえすけ  ぉっ ゃっつっ 

¨‶‶, こさっい 1965 ゅけょうくぇ 
ょけゃっょっ ょけ しすさせおすせさくう こさけ
きっくう ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
せこさぇゃかっくうっすけ くぇ こさっょこさうは
すうっすけ, しないょぇょけたぇ しっ う こさけ
そうかうさぇくう こさけういゃけょしすゃっくう 
いゃっくぇ. 
╁ ゅけょうくうすっ 1966-67-きぇ しっ 

こけかせつう さぇいゃっょさはゃぇくっ くぇ 
きっあょせくぇさけょくぇすぇ けぉしすぇくけゃ
おぇ, ゃ さっいせかすぇす くぇ おけっすけ う 
しこぇょ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
しこっちこさけょせおちうは. 
〈けゅぇゃぇ しこっちうぇかういうさぇくうすっ 

いぇゃけょう いぇこけつくぇたぇ せしゃけはゃぇ
くっすけ くぇ ゅさぇあょぇくしおぇ こさけょせお
ちうは: かっお ぇゃすけきけぉうか “╀せかゅぇさ 
[っくけ”, しきっすぇつくぇ っかっおすさうつっ
しおぇ きぇてうくぇ  ]╄╋-101, たう
ょさぇゃかうつくう いぇすゃぇさはとう きっ
たぇくういきう いぇ ゃさぇすう, おぇすうくぇさう 
う ょさせゅう ういょっかうは. 
‶けょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 

ゅかぇゃくうは すったくけかけゅ くぇ ╆ぇゃけょ 
1, ゅっさけはす くぇ しけちうぇかうしすうつっ
しおうは すさせょ  ╋ぇさうく ┿かっおしぇく
ょさけゃ, う ゅかぇゃくうは おけくしすさせお
すけさ うくあ. ]すけえつけ ╉うさつっゃ 
いぇこけつくぇ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 
っかっおすさうつっしおぇすぇ しきっすぇつくぇ 
きぇてうくぇ  ]╄╋-101. ′ぇ きっく 
ぉってっ ゃないかけあっくけ ょぇ おけけさょう
くうさぇき う さなおけゃけょは ちはかけしす
くぇすぇ ょっえくけしす こけ せしゃけはゃぇ
くっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
すけゃぇ ういょっかうっ. 
╂かぇゃっく ょうさっおすけさ こけ すけゃぇ 

ゃさっきっ くぇ ¨‶‶ “《さ. ╄くゅっかし” 
ぉってっ うくあ. 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ, 
おけえすけ かうつくけ おけくすさけかうさぇてっ  
こさけちっしぇ こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 
くけゃけすけ ういょっかうっ. 
╉けゅぇすけ こさっい 1969 ゅ.  うくあ. 

〈けくつけ 』ぇおなさけゃ こさっきうくぇ 
くぇ けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ ゃ ゅさ. 
]けそうは,  ゅかぇゃっく ょうさっおすけさ 
くぇ ¨‶‶ “《さ. ╄くゅっかし” しすぇくぇ 
うくあ. ╁ぇしうか 〈のさおっょあうっゃ. 
〈けえ くぇ しゃけえ さっょ ゃかけあう けとっ 
こけゃっつっ ぇきぉうちうは う せしうかうは, 
ゃさっきっ う  すさせょ こけ せしゃけはゃぇ
くっすけ くぇ しきっすぇつくぇすぇ きぇてうくぇ 

]╄╋-101.
‶けょ きけっ さなおけゃけょしすゃけ ぉっ 

しないょぇょっくぇ う しぇきけしすけはすっかくぇ 
おけくしすさせおすうゃくけ-すったくけかけゅうつ
くぇ ゅさせこぇ, おぇおすけ う ちった くぇ すっ
さうすけさうはすぇ くぇ こかけとぇょおぇすぇ ゃ 
ゅさ. ╋なゅかうあ. 
] ゃしっけすょぇえくうは すさせょ う せしなさ

ょうっ くぇ ゃしうつおう さぇぉけすっとう こけ 
せしゃけはゃぇくっすけ くぇ すけゃぇ ういょっ
かうっ ぉっ こさけういゃっょっくぇ う こなさ
ゃぇすぇ っかっおすさうつっしおぇ しきっすぇつくぇ 
きぇてうくぇ ]╄╋-101 ゃ すけゅぇゃぇて
くうすっ ゃけっくくう いぇゃけょう “《さ. 
╄くゅっかし”, いぇ おけっすけ くぇ 31-ゃう 
ょっおっきゃさう 1969 ゅけょうくぇ かうつ
くけ ょけおかぇょゃぇた くぇ ゅかぇゃくうは 
ょうさっおすけさ くぇ こさっょこさうはすうっすけ 
うくあ. 〈のさおっょあうっゃ. 
′はおけかおけ きっしっちぇ しかっょ すけゃぇ 

すけえ かうつくけ こさっょしすぇゃう こなさゃぇすぇ 
こさけういゃっょっくぇ っかっおすさうつっしおぇ 
しきっすぇつくぇ きぇてうくぇ いぇ ょっきけく
しすさぇちうは こさっょ すけゅぇゃぇてくうは きう
くうしすなさ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ ゃ 
′[╀  こさけそ. うくあ. ╇ゃぇく ‶けこけゃ.
╁ おさぇは くぇ 1971 ゅ. ぉっ しこさはくけ 

こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ]╄╋-101 う 
ぇい いぇこけつくぇた さぇぉけすぇ おぇすけ くぇ
つぇかくうお ╉けくしすさせおすうゃくけ ぉのさけ 
おなき 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか くぇ 
╆ぇゃけょぇ いぇ きっすぇかけさっ
あっとう きぇてうくう, しっゅぇ 
╆ぇゃけょ 5. 〈ぇき さぇぉけ
すうた ゃ こっさうけょぇ はくせ
ぇさう - けおすけきゃさう 1972 
ゅ. ╇きっくくけ すせお うきぇた 
ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ さぇ
ぉけすは し ういおかのつうすっかくけ 
しこけしけぉくう う ょぇさけゃうすう 
しこっちうぇかうしすう - きぇ
てうくけしすさけうすっかう. 
〈せお けこうすくう しこっちうぇ

かうしすう, おけくしすさせおすけさう 
う すったくけかけいう しないょぇ
ゃぇたぇ, せしゃけはゃぇたぇ う 
こさけういゃっあょぇたぇ きっすぇ
かけさっあっとう きぇてうくう, 
おぇすけ ゃかぇゅぇたぇ すゃけさ
つっしすゃけ ゃ さぇいさぇぉけす
おぇすぇ くぇ こさけぉうゃくう う 
そさっいけゃう きぇてうくう, 
こけかいゃぇえおう けこうすぇ くぇ 
しなゃさっきっくくうすっ すっく
ょっくちうう いぇ けくけゃぇ 
ゃさっきっ ゃ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ けすさぇしなか “╋ぇてう
くけしすさけっくっ”.  
¨す くけっきゃさう 1972 ゅ. 

ぉはた くぇいくぇつっく いぇ いぇ
きっしすくうお-ょうさっおすけさ, 
ぇ ゅけょうくぇ しかっょ すけゃぇ 
しすぇくぇた う ょうさっおすけさ 
くぇ すけゅぇゃぇてくうは ╆ぇ
ゃけょ 7. ╁ しなしすぇゃぇ くぇ 
いぇゃけょぇ すけゅぇゃぇ ぉはたぇ 
ちったけゃっすっ, けしうゅせさはゃぇとう おけき
こかっおすけゃおうすっ くぇ ¨ぉっょうくっくう 
いぇゃけょう  “《さうょさうた ╄くゅっかし”. 
〈けゃぇ ぉはたぇ ちった 110 - ‶さっしけゃ, 
ちった 120 - ╉けゃぇておけ-こさっしけゃ, 
ちった 170 - ]ぇさぇておう, おけえすけ しっ 
くぇきうさぇてっ ゃ し. ┿かっおしぇくょさけゃけ, 

‶ぇゃっかぉぇくしおけ, ちった 180 - ╃なさ
ゃけょっかしおう う ちった 190 - 〈けつくけ 
かっっくっ. 
〈ぇいう しすさせおすせさぇ くぇ こさけういゃけょ

しすゃけすけ  ういうしおゃぇてっ しすさけゅぇ けさ
ゅぇくういぇちうは う ゃうしけおぇ ゅなゃおぇゃけしす 
いぇ けぉっいこっつぇゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう 
ちったけゃっ くぇ いぇゃけょうすっ くぇ  そうさ
きぇすぇ し くっけぉたけょうきうすっ ょっすぇえかう 
う おけきこかっおすけゃおう. 〉しこってくけすけ 
ういこなかくっくうっ くぇ っあっょくっゃくう
すっ うしおぇくうは くぇ いぇゃけょうすっ けしな
とっしすゃはゃぇたきっ ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ ょけぉさぇすぇ しなゃきっしすくぇ さぇぉけすぇ 
し おけかっゅうすっ うくあ. ╀けゅょぇく ╉け
かっゃ, うくあ. 〈っけょけさ ╂さぇきぇすうおけゃ, 
うくあ. ╊のぉおぇ ]うさぇおけゃぇ, うくあ. 
╉けかぬけ ╉けこさうくおけゃ う くぇつぇかくうお 
ちったけゃっすっ ┿くゅっか 〈けすっゃ, ╈けゃつけ 
【けこけゃ, 〈けょけさ ┿くすけくけゃ, 『ゃっ

すぇく ╂ぇくっゃ, 〈っくつけ ╉けしすけゃ, おぇお
すけ う しこっちうぇかうしすうすっ すったくけかけいう 
う おけくしすさせおすけさう. 
‶さっい すけいう こっさうけょ けす ゃさっきっ 

- 1973 ゅけょうくぇ, しっ ういゃなさてう う 
こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ ちった 130 - 
‶させあうくっく  くぇ くけゃぇ こかけとぇょおぇ 
ゃ し. ╉さなく う しっ しないょぇょっ しっゅぇて
くうはす ╆ぇゃけょ いぇ こさせあうくう. ╆ぇ
ゃなさてう しなとけ すぇおぇ う しっ こせしくぇ ゃ 
っおしこかけぇすぇちうは  ゅけかはきけすけ さぇい

てうさっくうっ くぇ ちった 120 – ╉けゃぇて
おけ-こさっしけゃ, おぇすけ し ゃなゃっあょぇくっ
すけ くぇ くけゃうすっ こさけういゃけょしすゃっくう 
きけとくけしすう ぉはたぇ いぇょけゃけかっくう 
くせあょうすっ けす ゅけさっとう とぇきこけゃおう 
う くぇ ょさせゅう いぇゃけょう けす ╁‶╉. ‶ぇお 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ ちった ょなさゃけょっか
しおう  ぉってっ こさっきっしすっく ゃ し. ╂ぇぉぇ
さっゃけ, ‶ぇゃっかぉぇくしおけ, し おけっすけ しっ 
けしうゅせさう さぇぉけすぇ くぇ きけゅけ たけさぇ ゃ 
すけいう さぇえけく. 
‶さっい 1977 ゅ. ぉはた くぇいくぇつっく いぇ 

ょうさっおけすさ くぇ ╆ぇゃけょ 2 /こさけうい
ゃけょしすゃけ くぇ ぉけっこさうこぇしう/. 〈けゃぇ 
ぉっ いぇゃけょ しなし しかけあくけ きぇしけ
ゃけ こさけういゃけょしすゃけ, ういうしおゃぇとけ 
ゃうしけおぇ すったくけかけゅうつくぇ ょうしちう
こかうくぇ. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ ゃ ╆ぇゃけょ 
2 さぇぉけすったぇ くぇえ-きくけゅけ たけさぇ 
- 2100-2200 ょせてう う すけえ ぉっ し 
くぇえ-ゃうしけお けぉっき くぇ こさけきうてかっ
くぇ こさけょせおちうは けす しなしすぇゃくうすっ 
いぇゃけょう くぇ ╋ぇてうくけしすさけうすっかっく 
おけきぉうくぇす “ 《さうょさうた ╄くゅっかし”. 
〉しこったうすっ, おけうすけ こけしすうゅぇてっ 

いぇゃけょなす いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
ぉけっこさうこぇしう,  しっ ょなかあぇたぇ う くぇ 
ょけぉさうすっ ゃいぇうけきけけすくけてっくうは う 
さぇいぉうさぇすっかしすゃけ くぇ さなおけゃけょ
しすゃけすけ くぇ いぇゃけょぇ: うくあ. ]すっ
そぇく 【ぇたけゃ, うくあ. ]ゃっすけしかぇゃ 
┿かっおしぇくょさけゃ, うくあ. ′うおけかぇえ 
╉けかっゃ, ]すけえおぇ ╉ぇかつっゃぇ, おぇおすけ 
う くぇ ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇくうすっ 
しこっちうぇかうしすう ┿すぇくぇし [せっゃ,  ‶っ
すおけ [けぉっゃ, 》さうしすけ ╉けかっゃ, ′っくけ 
╇ゃぇくけゃ, うくあ. ╋うすおけ ╋うくっゃ, 
╂っけさゅう ]かぇゃけゃ う ょさせゅう. ′っ 
ぉっい いくぇつっくうっ っ う こさうくけしなす いぇ 
ゃしうつおけ すけゃぇ くぇ けこうすくうすっ う けす
ゅけゃけさくう くぇつぇかくうお-ちったけゃっ こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ ゃ いぇゃけょぇ: ]すけえおけ 
╉なくっゃ, 》さうしすけ ╁ぇくゅっかけゃ, ╃けく
つけ ╇ゃぇくけゃ, ╂さけいぬけ ╂さけいっゃ, ╋ぇ
くぬけ ╃うきうすさけゃ, 》さうしすけ ╀けつっゃ, 
╁ぇしうか 〈けょけさけゃ. 
 ‶さっい すけいう こっさうけょ ゃ ╆ぇゃけょ 2 

しっ ういゃなさてう う こさっきっしすゃぇくっすけ 
くぇ ちった 160, おけえすけ っ くぇえ- ゅけ

かっきうはす ゃ ╋╉ “《さ. ╄くゅっかし” こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ, う くぇ ちった 150 ゃ 
くけゃう こさけういゃけょしすゃっくう おけさ
こせしう. ] すけゃぇ しっ けしなとっしすゃう う 
しなとっしすゃっくけ こけょけぉさっくうっ くぇ 
せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ くぇ さぇぉけすくう
ちうすっ. ╆ぇこけつくぇ ゃくっょさはゃぇくっすけ う 
こせしおぇくっすけ ゃ っおしこかけぇすぇちうは くぇ 
┿ゃすけきぇすうつくうすっ さけすけさくう かうくうう 
– ┿[╊, いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ こぇ
すさけくう, おぇすけ しっ しないょぇょけたぇ う すさう 

くけゃう ちったぇ: ちった 180 - 
いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
ゅうかいう, ちった 190 - いぇ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ おせさ
てせきう う ちった 200 - いぇ 
しくぇさっょはゃぇくっ. 
] すはたくけすけ ゃくっょ

さはゃぇくっ しっ せゃっかうつう 
こさけういゃけょしすゃけすけ う 
こけょけぉさう おぇつっしすゃけすけ 
くぇ こさけういゃっあょぇくうすっ 
ぉけっこさうこぇしう. ¨しうゅせさう 
しっ さぇぉけすぇ くぇ きくけゅけ 
きかぇょう たけさぇ し くうしおぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは. ╆ぇ
ゃけょなす くぇさぇしすゃぇ おぇすけ 
つうしかっくけしす し けとっ 150-
200 ょせてう.
′っいぇぉさぇゃうきう とっ 

けしすぇくぇす こっさうけょうすっ, 
おけゅぇすけ こさっょしすけってっ 
ゅけかはきぇ っおしこっょうちうは 
くぇ ゅけすけゃぇ こさけょせおうちは. 
〈けゅぇゃぇ おけかっおすうゃうすっ 
くぇ しくぇさぇあぇすっかくうすっ 
ちったけゃっ, し ぇおすうゃくけすけ 
せつぇしすうっ くぇ ぇょきうくう
しすさぇちうはすぇ くぇ いぇゃけ
ょぇ, さぇぉけすったぇ ょっくっき 
う くけとっき, ゃ さぇぉけすくう 
う こけつうゃくう ょくう, ょけ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ 
っおしこっょうちうはすぇ くぇ ぉけ
っこさうこぇしう.

╃けぉさぇすぇ おけきせくうおぇちうは う ゃいぇ
うきけょっえしすゃうっ し ゃけっくくうすっ こさっょ
しすぇゃうすっかう くぇ いぇゃけょぇ - ╁‶, 
けおぇいゃぇたぇ さってぇゃぇとけ ゃかうはくうっ 
いぇ しなしすけはくうっすけ くぇ おぇつっしす
ゃけすけ くぇ こさけょせおちうはすぇ. ¨すゅけ
ゃけさくけ けすくけてっくうっ いぇ ゃしうつおけ 
すけゃぇ うきぇたぇ こけかおけゃくうお ╂っけさゅう 
╀ぇつっゃ, こけかお. ╋うかっく ╅っかっゃ, 
こけょこ. ]すけえけ ]すけっゃ う すったくうすっ 
しなすさせょくうちう.
╁しうつおけ すけゃぇ しっ けしなとっしすはゃぇ

てっ し ぇおすうゃくぇすぇ う おけきこっすっくす
くぇ さぇぉけすぇ くぇ けさゅぇくうすっ くぇ ¨〈╉ 
こけょ ゃっとけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 
ういおのつうすっかくけ けこうすくうは う っさせ
ょうさぇく しこっちうぇかうしす ゃ しそっさぇすぇ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ぉけっ
こさうこぇしう くぇつぇかくうお ¨〈╉ ╅っかぬけ 
╃あぇゃゅけゃ う くっゅけゃうすっ しなすさせょくう
ちう, おけうすけ こさっょかぇゅぇたぇ ゅけすけゃぇすぇ 
こさけょせおちうは いぇ さっぇかういぇちうは. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ すぇいう しなゃ

きっしすくぇ ょっえくけしす ╆ぇゃけょ 2 さっ
ょけゃくけ ういこなかくはゃぇてっ こかぇくぇ しう 
う さっょけゃくけ こっつっかってっ しなとっしす
ゃせゃぇとけすけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ しなし
すっいぇくうっ こけ さうすきうつくけしす. 
╁ いぇおかのつっくうっ とっ おぇあぇ: ゃ 

╆ぇゃけょ 2 こさっおぇさぇた くぇえ-すさせょくう
すっ う くぇえ-しかぇゃくうすっ ゃ きけは こさけ
そっしうけくぇかっく こなす 5 ゅけょうくう, いぇ 
おけっすけ ぉかぇゅけょぇさは くぇ おけかっゅうすっ, 
し おけうすけ しなき さぇぉけすうか, くぇ しな
すさせょくうちうすっ う くぇ ちっかうは おけかっ
すうゃ くぇ ╆ぇゃけょ 2.

] せゃぇあっくうっ: 
うくあ. ╋うたぇうか ╇ゃ. ╋うたぇえかけゃ
 

]かっょゃぇ こさけょなかあっくうっ ゃ 
ぉさ. 56. ╁ しかっょゃぇとうは ぉさけえ 
うくあ. ╋うたぇえかけゃ こさけょなかあぇ
ゃぇ しゃけは さぇいおぇい いぇ ゃさっきっすけ, 
こさっおぇさぇくけ ゃ きぇてうくけしすさけう
すっかくうは ╆ぇゃけょ 9 ゃ しっかけ 〈なあぇ, 
つぇしす けす くっゅけゃうは 42-ゅけょうてっく 
しすぇあ ゃ “┿さしっくぇか”.

『ぇさうちぇ [けいぇ 1990 ゅけょうくぇ - 
]うかゃうは ╂さけいっゃぇ, うおけくけきうしす.
『ぇさうちぇ [けいぇ 2000 ゅけょうくぇ 

- ╉さうしすうくぇ ╋せたすぇさっゃぇ, しこっ-
ちうぇかうしす “‶せぉかうつくぇ ぇょきうくう-
しすさぇちうは”. 

〈っいう ょゃっ こさっおさぇしくう おぇいぇく-
かなつぇくおう, いぇこぇいうかう つぇさぇ, 

しっおしぇこうかぇ う おさぇしけすぇすぇ しう ょっしっ-
すうかっすうは しかっょ  すっあっしすすぇ くぇ ちぇさ-
しおぇすぇ おけさけくぇ, うきぇす けとっ けぉとう 
こさうかうおう: 
う ょゃっすっ しぇ きぇえおう くぇ しうくけゃっ. 

]うかゃうは うきぇ ょゃぇきぇ, ぇ ╉さうしすうくぇ 
っょうく しうく. 
╇ ょゃっすっ さぇぉけすはす いぇ くっきしおぇ 

おけきこぇくうは, こさけういゃけょうすっか くぇ うく-
しすぇかぇちうう いぇ ぉうけゅぇい,  あうゃっはす ゃ 
]けそうは, うきぇす けぉとう さぇぉけすくう きっし-
すぇ う, けしゃっく おけかっあおう, しぇ う ょけぉさう 
こさうはすっかおう.  〈けゃぇ, おけっすけ きぇかおけ 
しっ いくぇっ, っ, つっ こさっょう しさっとぇすぇ 
しう, おけはすけ しすぇゃぇ うきっくくけ ゃ くっき-
しおぇすぇ おけきこぇくうは, ょゃっすっ おぇいぇく-
かなておう ちぇさうちう くっ しっ こけいくぇゃぇす, 
ぇ すけこかぇすぇ ゃさないおぇ きっあょせ すはた っ 
おけかっゅぇ - しけそうはくっち, あっくっく いぇ 
おぇいぇくかなつぇくおぇ.

╃っしっすうかっすうっ きぇくょぇす ゃ 
ちぇさせゃぇくっすけ ょっかう すっいう 
ょゃっ おぇいぇくかなておう ちぇさう-
ちう. ╋ぇくょぇす, おけえすけ くっ 
うき こけこさっつうか ょぇ しぉなょくぇす 
きっつすうすっ しう う ょぇ ういゅさぇょはす 
けぉとう きけしすけゃっ  こけきっあょせ 
しう. ╃ぇ ういあうゃっはす ゃしっ-
おう きうゅ こなかくけちっくくけ う し 
ぉかういおう たけさぇ. 
╁なかくっくうっすけ うき けす くけ-

ゃぇすぇ しさっとぇ し こせぉかうおぇすぇ 
うき かうつってっ う こさっょう ょぇ 
ういかはいぇす いぇ “ちぇさしおけすけ” 
ょっそうかっ くぇ しちっくぇすぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ すぇいゅけょうてくうは 
しこっおすぇおなか いぇ ういぉけさ くぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ う しかっょ  すけゃぇ 
くぇ こさうはすっかしおぇすぇ ゃっつっさは. 
╇ ょゃっすっ ぉはたぇ とっょさけ 

ぇこかけょうさぇくう けす こせぉかうおぇ-
すぇ, すなえ おぇすけ ぉはたぇ „くっえ-
くうすっ ちぇさうちう”. ¨しすぇくぇかう 
ゃ しないくぇくうっすけ くぇ おぇいぇく-
かなつぇくう, おぇすけ おさぇしうゃうすっ 
う せしこっかう ちぇさうちう, こさっ-
ゃなさくぇかう しっ ゃ しうきゃけか くぇ 
しゃけっすけ こけおけかっくうっ. 

〈っいう ょゃっ おさぇしうゃう あっくう, けす つうう-
すけ けつう しすさせう くっ しぇきけ ぉかはしなお, くけ 
う さぇょけしす けす あうゃけすぇ, ぉはたぇ こさけこなすせ-
ゃぇかう  200 おうかけきっすさぇ  しなとうは ょっく, 
いぇ ょぇ せゃぇあぇす こけおぇくぇすぇ くぇ さけょくうは 
しう ゅさぇょ う きっしすくけすけ けぉとうくしおけ さな-
おけゃけょしすゃけ. 
╆ぇ ょぇ いぇさぇょゃぇす くけゃうすっ こけこなか-

くっくうは ゃ さっょうちうすっ けす おぇいぇくかなておう 
たせぉぇゃうちう, ょぇ うき ょぇょぇす ちっくくう くぇ-
こなすしすゃうは いぇ あうゃけすぇ くぇこさっょ う ょぇ 
しっ しさっとくぇす しなし しゃけうすっ しっしすさう こけ 
おけさけくぇ, し こけゃっつっすけ けす おけうすけ くっ しっ 
こけいくぇゃぇたぇ  うかう くっ しっ ぉはたぇ ゃうあょぇ-
かう ゅけょうくう くぇさっょ.
╇ ょゃっすっ ゃうしけおけ ちっくはす う ぇこかけょうさぇす 

うょっはすぇ くぇ ┿くすけくうは ╃さぇゅぇくけゃぇ ょぇ 
しなぉっさっ ゃしうつおう ょけしっゅぇてくう 『ぇさうちう 
[けいう ゃ “》さけくうおぇ くぇ ちぇさうちうすっ”. 
╇ ]うかゃうは, う ╉さうしすうくぇ たぇさっしぇたぇ 

すぇいゅけょうてくうは しこっおすぇおなか, おぇおすけ う 
くけゃけういぉさぇくぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 『ぇさう-
ちぇ [けいぇ - ぃかうは ‶けこけゃぇ. 
╆ぇさっょっくう し っきけちうはすぇ くぇ しゃけは 

ゅさぇょ う くぇ しさっとうすっ し くっゃっさけはすくうすっ 
たけさぇ すせお, ちぇさうちうすっ くぇ ょゃっ ょっしっ-
すうかっすうは しぇ おぇすっゅけさうつくう: くぇ 31-ゃう 
きぇえ しきっ けすくけゃけ すせお. 

]うかゃうは  ╂さけいっゃぇ - 『ぇさうちぇ [けいぇ 1990 ゅけょうくぇ. ╆ぇゃなさてうかぇ っ ╄いうおけゃぇすぇ ゅうきくぇいうは “[けきっく [けかぇく” ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ.

╀せくすぇさおぇ こけ ょせた う こけ いけょうは.  〈ゃなさょう, つっ ょけぉさっ しっ こけゅぇあょぇ し [ぇおぇ ゃ くっは. ‶さっょう 23 ゅけょうくう せつぇしすゃぇ ゃ おけくおせさ-
しぇ, すなえ おぇすけ さってぇゃぇ し こさうはすっかおう  ょぇ „こさけきっくはす こさぇゃうかぇすぇ” いぇ はゃはゃぇくっ くぇ おけくおせさしぇ いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, ゃ おけえすけ 
ょけ くっゅけ きけきっくす  こさぇゃけ いぇ せつぇしすうっ, おぇおすけ っ う しっゅぇ, うきぇす しぇきけ ぇぉうすせさうっくすおう けす おぇいぇくかなておう せつうかうとぇ. ]うかゃうは 
せつう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, くけ あうゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ぅゃはゃぇ しっ くぇ おけくおせさしぇ う は... ういぉうさぇす いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ. ╇いぉけさなす  くっ 
しっ こさうっきぇ っょくけいくぇつくけ. ╁っょくなあ, いぇとけすけ せつう ゃ ょさせゅ ゅさぇょ, う ゃすけさう こなす, いぇとけすけ こけ こさうくちうこ おぇいぇくかなておけすけ 
きくっくうっ こけ ゃなこさけしぇ いぇ ちぇさうちぇすぇ っ ゃうくぇゅう さぇいくけかうおけ. ′っ きうくぇゃぇ ぉっい ょっあせさくけすけ ゅさぇょしおけ あせあっくっ. 
¨こさっょっかは  こけしすなこおぇすぇ しう おぇすけ „ぉせき いぇ ゃさっきっすけ” う くっょけせきはゃぇ いぇとけ う しっゅぇ くっ しっ こさぇゃう すぇおぇ: ゃ おけくおせさしぇ いぇ 

『ぇさうちぇ [けいぇ ょぇ しっ おぇくはす う おぇいぇくかなておう ぇぉうすせさうっくすおう, せつっとう ゃ しなしっょくう ゅさぇょけゃっ おぇすけ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ‶ぇゃっか 
ぉぇくは. 〉ぉっょっくぇ っ, つっ すさぇょうちうはすぇ しかっょゃぇ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ う くぇょゅさぇあょぇ, けとっ こけゃっつっ, つっ くぇうしすうくぇ うきぇ きくけゅけ 
しすけえくけしすくう きけきうつっすぇ, おけうすけ うきぇ おぇおゃけ ょぇ こけおぇあぇす. 】ぇしすかうゃぇ っ,  つっ しさっとぇ こさうくちぇ ゃ あうゃけすぇ しう, けす おけゅけすけ 
うきぇ ょゃっ こさっおさぇしくう きけきつっすぇ – くぇ 10 う くぇ 7 ゅけょうくう. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ こさっおさぇしくけすけ しう しっきっえしすゃけ う ょけぉさぇ さぇぉけすぇ, こさういくぇゃぇ, つっ しっ つせゃしすゃぇ とぇしすかうゃぇ う おさぇしうゃぇ. 
╆ぇゃなさてゃぇ うおけくけきうおぇ. 
╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ おぇすけ っおしこっさす „╋っあょせくぇさけょくう けすくけてっくうは”. 

]うかゃうは, おぇおゃけ すっ おぇさぇ 
ょぇ しっ ゃさなとぇて  ゃしっおう こなす 
し すさっこっす すせお? 
- ╃せたなす くぇ たけさぇすぇ すせお, おけえ-

すけ っ せくうおぇかっく, せゃっさはゃぇき ゃう. 
[ぇぉけすぇすぇ きう っ すぇおぇゃぇ, つっ しなき 
こなすせゃぇかぇ きくけゅけ ゃ つせあぉう-
くぇ, くけ, ぇおけ くはおけえ きっ こけこう-
すぇ けすおなょっ しなき , ぇい し  ゅけさょけしす 
おぇいゃぇき, つっ しなき けす ╉ぇいぇくかなお 
う ゃしうつおう おぇいゃぇす,  つっ すけゃぇ っ 
っょうく こさっおさぇしっく ゅさぇょ. ╉けっ-

╉ぇおゃけ すう ょぇょっ おけさけくぇすぇ?   

- ╋くけゅけ っきけちうう, きくけゅけ くけゃう こさう-
はすっかう.  ′け くぇえ-ゅけかはきぇすぇ きう っきけ-
ちうは ぉっ ゃしなとくけしす くぇ しかっょゃぇとぇ-
すぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ぇい おけさけくはしゃぇた 
しかっょゃぇとぇすぇ ちぇさうちぇ しかっょ きっく - ╃っ-
しうしかぇゃぇ ]すけはくけゃぇ.  〈けゅぇゃぇ, ゃしなと-
くけしす, ゃうょはた ゃしうつおけ けすしすさぇくう, けす 
ょさせゅ なゅなか う くぇ こさぇおすうおぇ っきけちうはすぇ 
ぉっ こけ-しうかくぇ. ]なゃしっき さぇいかうつくけ っ.

╉さうしすうくぇ ╋せたすぇさっゃぇ - 『ぇさうちぇ [けいぇ 2000: 
¨きなあっくぇ, し っょうく しうく ╉さなしすうく, くぇ 3 ゅけょうくう. ╆けょうは ╃っゃぇ. 

]くぇたぇ っ くぇ ぉうゃてうは こなさゃう ょうこかけきぇす くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ╊うぉうは ╉さなしすぬけ ╇かけゃ. 
]なくせゃぇ うきっすけ くぇ ぉなょっとけすけ しう ょっすっ ょゃぇ ょくう, こさっょう すけ ょぇ ゃうょう ぉはか しゃはす. 
‶けかせつぇゃぇ おけさけくぇすぇ しう けす こさっょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 1999 ゅけょうくぇ - ╃っくうちぇ, ぇ すは しぇきぇすぇ しかぇゅぇ おけさけくぇ くぇ 

╃っしうしかぇゃぇ - しかっょゃぇとぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, っょくぇ けす きぇかおけすけ させしけおけしう たせぉぇゃうちう, うきぇかう つっしすすぇ 
ょぇ  くけしはす おけさけくぇすぇ. 
¨す ちぇさしすゃぇくっすけ え けしすぇゃぇ っょくぇ かっくすぇ う “さぇいおけてくぇすぇ っきけちうは ょぇ こなすせゃぇ ょけ ぅこけくうは”. 

すけ, いぇ しなあぇかっくうっ, きけあっ ょぇ 
しっ おぇあっ いぇ きぇかおけ ゅさぇょけゃっ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ‶けゃっつっすけ しっ けぉっい-
かのょうたぇ, たけさぇすぇ しっ けいゃっさうたぇ. 
┿ ╉ぇいぇくかなお こけょょなさあぇ すけいう 
ょせた. ╋けあっ ぉう すけゃぇ っ けとっ けす 
けくいう ょせた, けしすぇくぇか こけ すっいう 
いっきう けす すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ, けす 
』せょけきうさ. 》ぇさっしゃぇ きう きくけゅけ 
すせお. ╇きぇ くっゃっさけはすくう たけさぇ. 
╄すけ, ょけおぇいぇすっかしすゃけ っ う すぇいう 
ゃっつっさ, きけきうつっすけ, おけっすけ うい-

ぉさぇ あせさうすけ いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, 
っ くっゃっさけはすくけ. 〈け こけおぇいぇ 
っょくけ ういかなつゃぇくっ, っょくぇ うくすっ-
かうゅっくすくけしす, おけはすけ しっ けすかうつう. 
‶けしかぇくうっすけ, おけっすけ くぇこさぇゃう, 
きくけゅけ きう たぇさっしぇ. ╁なこさっおう, 
つっ ぇい うきぇた ょさせゅぇ そぇゃけさうすおぇ, 
きうしかは, つっ あせさうすけ ういぉさぇ くぇえ-
ょけしすけえくけすけ きけきうつっ いぇ おけさけ-
くぇすぇ くぇ ちぇさうちぇすぇ . 

╇ すう かう きうしかうて, つっ おぇ-

╉けゅぇ ぉっ こけ-とぇしすかうゃぇ: おぇすけ 
こけかせつう おけさけくぇすぇ うかう おぇすけ は 
ょぇょっ? 

- ╉ぇすけ は ょぇゃぇた.
 
〈っあう かう おけさけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ 

[けいぇ? 

- 〈っあう, ぇおけ つけゃっお くっ いくぇっ おぇお ょぇ 
は くけしう. ╉ぇすけ ゃしっおう おさなしす ゃ あうゃけすぇ. 

╉ぇお きうくぇゃぇ あうゃけすなす すう しっゅぇ? 

- ╋うくぇゃぇ. ╉ぇすけ くぇ ゃしっおう つけゃっお - うきぇ けす 
ゃしうつおけ ゃ くっゅけ, くけ ゅかっょぇき ょぇ くっ しっ けこかぇおゃぇき. 
]すぇさぇは しっ ょぇ ゃうあょぇき たせぉぇゃうすっ きけきっくすう ゃ 
あうゃけすぇ う ょぇ しう ゅう ういあうゃはゃぇき いぇ しっぉっ しう, いぇ 
ょぇ すさせこぇき う こさっおさぇしくう しこけきっくう. ╋うくぇゃぇ う 
ゃ ゅさうあう こけ ょっすっすけ. ′ぇえ-たせぉぇゃけすけ っ, おぇすけ しっ 
けぉなさくって しかっょ ゃさっきっ う しう おぇあって: ょぇ, すぇいう 
ゅけょうくぇ ぉってっ さぇいおけてくぇ. ╇, ぇおけ くっとけ くっ きう 
たぇさっしゃぇ, しっ しすぇさぇは ょぇ ゅけ こさけきっくは.

╁こけしかっょしすゃうっ  っ おけけさょうくぇすけさ くぇ くっきしおう こさけっおす こけ ゃくっょさはゃぇくっ くぇ ╇]¨-9000, けとっ ゃなゃ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃ ╀なかゅぇさうは きぇかちうくぇ いくぇはす いぇ すけゃぇ. ╆ぇっきぇ 
けすゅけゃけさくぇ こけいけちうは ゃ たけかょうくゅぇ „╀ぇかおぇくそぇさきぇ”. ]っゅぇ さぇぉけすう ゃ くっきしおぇ  そうさきぇ, おなょっすけ しさっとぇ う ╉さうしすうくぇ. ╁いぇうきくぇすぇ うき しさっとぇ, こさっさぇしくぇかぇ う ゃ 
こさうはすっかしすゃけ, けこさっょっかは おぇすけ ゅけかはきけ とぇしすうっ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ さけょくうはす ゅさぇょ え かうこしゃぇ こけ-つっしすけ, けすおけかおけすけ ぉう きけゅかぇ ょぇ っ ゃ くっゅけ, う しっ しすぇさぇっ ゃしっおう おさぇょっく ょっく ょぇ すうつぇ くぇしぇき.
¨すすせお う いぇこけつゃぇ  おなしくうはす くう さぇいゅけゃけさ...

いぇくかなつぇくおう しぇ きくけゅけ おさぇ-
しうゃう あっくう? 
- ╃ぇ, けこさっょっかっくけ. ╇ ゃしうつおう 

きなあっ ゅけ おぇいゃぇす: つっ ゃしうつおう 
おぇいぇくかなておう あっくう しぇ ういおかの-
つうすっかくう, つっ しぇ きくけゅけ おさぇしう-
ゃう, けすかうつぇゃぇす しっ けす けしすぇくぇ-
かうすっ.
 
╇きぇて  かう けぉはしくっくうっ 

いぇとけ っ すぇおぇ? 
- ╃ぇ, うきぇき. ╋けあっ ぉう, いぇとけ-

すけ くっ しかせつぇえくけ しっ くぇきうさぇきっ 
ゃ ちっくすなさぇ  くぇ ╀なかゅぇさうは. 〈ぇ 
すせお しっ しさっとぇす きくけゅけ こなすうとぇ, 
きくけゅけ っくっさゅうう, きくけゅけ っきけ-
ちうう, くけさきぇかくけ っ. ′け くっ しぇきけ, 
つっ しぇ おさぇしうゃう おぇいぇくかなておうすっ 
あっくう, すっ うきぇす う っょくぇ けょせたけす-
ゃけさっくけしす, おけはすけ っ さぇいかうつくぇ 
けす ゃしうつおう けしすぇくぇかう. ╇ すけゃぇ 
っ くっとけすけ, おけっすけ ゃこっつぇすかはゃぇ 
きなあっすっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 



8 23 май 2013 г.

╇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

╇′╊]¨ 』〈╊ [『╊╉¨【¨ 
′╅ 63 〈¨]¨╅『╉╅ ]╊╇╅ 

70 えそおけせけ
｠けすけねせあ しあいそちあてそちけみ ′あうそお 3:

』しかおけてか そつてあうあて

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

〈╅【╊〈╅【¨ぁ[╅ 』【╅〉╅
を╅『¨を╅ 『《′╅ 2013

╋《『╋ 』╅〉╉
》¨』╅【╊][╅【╅ 』 〈ぇ╋[《 ¨〈╊

╉さっょうすう いぇ ぉかういけ 63 きうかうぇさょぇ  かっゃぇ うきぇす 
ぉなかゅぇさうすっ おなき おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 

〈けつくぇすぇ しせきぇ こけ けそうちうぇかくぇすぇ うくそけさきぇちうは, 
こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ ╂けょうてくうは けすつっす くぇ  ╀′╀, っ  
62,766 きかさょ. かゃ., さぇいこさっょっかっくう ゃ けぉとけ 4,025 
きかく. ぉさけは おさっょうすぇ. 
〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ ぉかういけ 2 きうかうけくぇ ぉなかゅぇさう 

うきぇす こけ ょゃぇ いぇっきぇ. ╁ 『っくすさぇかくうは おさっょうすっく さっ-
ゅうしすなさ /『╉[/ おなき ╀′╀ ょぇくくう いぇ さぇいょぇょっくうすっ 
いぇっきう しぇ こけょぇかう 31 ぉぇくおう う 165 そうくぇくしけゃう 

┿ぉうすせさうっくすおぇすぇ けす ‶さうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇく-
かなお ぃかうは ‶けこけゃぇ ぉっ ういぉさぇくぇ いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2013. 

′けゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ ぉっ おけさけくはしぇくぇ けす おきっすぇ くぇ ゅさぇょぇ ╂ぇかう-
くぇ ]すけはくけゃぇ ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ ょけしっゅぇてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2012 ′っかう 
]かぇゃけゃぇ う けしすぇくぇかうすっ 20 せつぇしすくうつおう ゃ おけくおせさしぇ. 
′けゃけういぉさぇくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ とっ ゃけょう くぇ 2 のくう のぉうかっえくけすけ こさぇい-

くうつくけ てっしすゃうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけしゃっすっくけ くぇ 110-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
こなさゃうは ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ. 
‶け すさぇょうちうは ‶さぇいくうおなす くぇ さけいぇすぇ しっ つっしすゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  ゃ こなさゃぇすぇ 

くっょっかは くぇ のくう.
] ういぉけさぇ しう いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ くけゃけういぉさぇくぇすぇ くけしうすっかおぇ くぇ おぇいぇく-

かなておぇすぇ おけさけくぇ いぇ おさぇしけすぇ ぃかうは ‶けこけゃぇ しこけょっかう, つっ しぉなょゃぇ ょっす-
しおぇすぇ しう きっつすぇ. ¨すゃなょ くっは きっつすぇっ ょぇ せつう そうくぇくしう ゃ ]┿】. ╁っつっ しう っ 
ういぉさぇかぇ う せくうゃっさしうすっす - ゃ ╃あけさょあうは.

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

- ╆┿ ╄╃╇′ 』¨╁╄╉ - 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

¨《╄[〈┿

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

- ╆┿ ╄╃╇′ 』¨╁╄╉ - 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

〈けにあこしそう

╇いおかのつうすっかくぇ あっくしすゃっ-
くけしす, くっゃっさけはすくぇ っくっさ-

ゅうつくけしす う きけとっく うくすっかっおす. 
╇ くぇょ ゃしうつおけ すけゃぇ – こさけこけ-
ゃはょゃぇくぇすぇ けす くっは しゃけぉけょぇ.                                                                      
[けょっくぇ っ こさっい 1804 ゅ. ╇し-
すうくしおけすけ え うきっ っ ┿きぇくょうく 
¨さけさ ╊のしうか ╃のこっく. ╋なあ-
おうはす え こしっゃょけくうき, きなあおう-
すっ え ょさったう, こせさうすっ う しゃけぉけ-
ょけかのぉうっすけ え ょけこさうくぇしはす いぇ 
くっえくうは, ゃ ういゃっしすくぇ しすっこっく, 
しおぇくょぇかっく いぇ っこけたぇすぇ けぉかうお.                                                                                             
╀かういおぇ ょさせあぉぇ は しゃなさいゃぇ し 
うきっくうすう すゃけさちう. ╂けしすう くぇ かう-
すっさぇすせさくうすっ え ゃっつっさう ぉうかう: 
╋っさうきっ, ╊うしす, ╃のきぇ, ╀ぇか-
いぇお, ぃゅけ, ‶ぇゅぇくうくう, [けしうくう, 
╃っかぇおさけぇ, ╀っさぇくあっ, ╋うち-
おっゃうつ, 《かけぉっさ, 〈せさゅっくっゃ… 
╀せさくぇ かのぉけゃ ういあうゃはゃぇ し 
┿かそさっょ ょぬけ ╋のしっ, 11 ゅけょう-
くう こさけょなかあぇゃぇ しなゃきっしすくうはす 
え あうゃけす し 《さっょっさうお 【けこっく.                                                                                                                              
╅けさあ ]ぇくょ っ ぇゃすけさ くぇ くぇょ 
90 さけきぇくぇ, しさっょ おけうすけ „╇く-
ょうぇくぇ“, „╊っかうは”, „╃はゃけかしおけすけ 
ぉかぇすけ”, „╋けこさぇ“, „¨さぇし“, „╆うきぇ 
ゃ ╋ぇえけさおぇ“, „╉けくしせっかけ”. ‶うてっ 
う さぇいおぇいう, こけゃっしすう, こうっしう う 
あせさくぇかうしすうつっしおう すっおしすけゃっ.                                                                                            
〉きうさぇ こさっい 1876 ゅ.

╂けしこけあうちぇ ╃のこっく. 〈は 
ぉうかぇ せきくけ う かのぉけいくぇすっか-

くけ きけきうつっ, しなし いぇきっつすぇく こけ-
ゅかっょ う しゃけっけぉさぇいっく たぇさぇおすっさ. 

′ぇしかっょうかぇ かうすっさぇすせさくぇすぇ 
ょぇさぉぇ くぇ しゃけは さぇくけ こけつうくぇか 
ぉぇとぇ, きかぇょ ぇさうしすけおさぇす けす 
さっょけゃっすっ くぇ さっゃけかのちうけくくぇ-
すぇ ぇさきうは けす 1789 ゅ. ╇いゃっしすくけ 
ゃさっきっ し きぇえおぇ しう - うしすうくしおぇ 
ょなとっさは くぇ くぇさけょぇ, あうゃはかぇ ゃ 
╇しこぇくうは. ̈ すゅかっょぇくぇ っ けす ぉぇぉぇ 
しう ゃ さけょけゃけすけ うき うきっくうっ ゃ 
′けぇく, おなょっすけ くっくぇしうすくけ つっすは-
かぇ, けしけぉっくけ しなつうくっくうはすぇ くぇ 
[せしけ, う おなょっすけ けすさぇくけ けこけい-
くぇゃぇ しっかしおぇすぇ ぉっょくけすぇ. ╉ぇすけ 
こけゃっつっすけ ょっゃけえおう けす くっえくぇすぇ 
しさっょぇ, っ ういこさぇすっくぇ ょぇ こけかせつう 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ きぇくぇしすうさ.   
╀ぇさけくっしぇ ╃のょっゃぇく. ]かっょ 

ょゃっゅけょうてくけ けぉせつっくうっ 17-ゅけ-
ょうてくぇすぇ ┿きぇくょうく くぇこせしおぇ きぇ-
くぇしすうさぇ う しっ けきなあゃぇ いぇ ぉぇさけく 
╉ぇいうきうさ ╃のょっゃぇく, けす おけゅけすけ 
うきぇ ょゃっ ょっちぇ – ╋けさうし, ぉけかくぇゃ 
きかぇょっあ し ゃかっつっくうっ おなき すっぇすな-
さぇ, う しっぉうつくぇすぇ ]けかぇくあ. ╀ぇ-
さけくなす しっ けすくぇしはか おなき しなこさせ-
ゅぇすぇ しう おぇすけ おなき おさっしかけすけ ゃ 
ゅけしすくぇすぇ. 〈けえ ょっかはか こけしすっかはすぇ 
う し きくけゅけすけ しかせゅうくう ゃ おなとぇ-
すぇ. ¨さけさ けすさぇくけ しっ いぇきうしかうかぇ 
ゃなさたせ くっしこさぇゃっょかうゃけしすすぇ くぇ 
„きなあおうは しゃはす“.
╅けさあ ]ぇくょ. ]かっょ くっしこけ-

かせつかうゃうは しう ぉさぇお すは ぉはゅぇ ゃ 
‶ぇさうあ こさっい 1831 ゅ. し 8 ゅけょうくう 
こけ-きかぇょうは けす くっは ╅のか ]ぇくょけ, 
しなとけ ういおせてっく けす かうすっさぇすせさぇ-
すぇ. ╃ゃぇきぇすぇ くぇこうしゃぇす おくうゅぇすぇ 
„[けいぇ う ╀かぇくて”, こうてぇす ゃなゃ 
„《うゅぇさけ“, おぇすけ しっ こけょこうしゃぇす 
し っょうく う しなと こしっゃょけくうき - J. 
Sand. ╉けゅぇすけ っ くぇ 28 ゅけょうくう, 
こうしぇすっかおぇすぇ こけょこうしゃぇ っょうく 
けす こなさゃうすっ しう さけきぇくう „╇くょう-
ぇくぇ“ し  うきっすけ ╅けさあ ]ぇくょ. [け-
きぇくなす え ょけくぇしは ゅさなきけすっゃうつくぇ 
ういゃっしすくけしす, ぇ し かうすっさぇすせさくうは 
しう こしっゃょけくうき すは くうおけゅぇ くっ 
しっ さぇいょっかは. ]かっょ ょゃっ ゅけょうくう 
ういかういぇ „╊っかうは” - っょくぇ こさうすつぇ 
いぇ いぇぉさぇくっくうは こかけょ. ‶け すけゃぇ 
ゃさっきっ すは ういあうゃはゃぇかぇ さぇいょは-
かぇすぇ し ╅のか ]ぇくょけ. ′ぇこさぇゃう-
かぇ いぇ しっぉっ しう ゃぇあくけ けすおさうすうっ 
– つっ うょゃぇ ょっく, おけゅぇすけ ゃ かの-
ぉけゃすぇ ゃさっきっすけ くぇ けすおさうすうはすぇ 
しゃなさてゃぇ. ╅のか しっ けこうすぇか ょぇ 
しっ けすさけゃう し かっおぇさしすゃぇ, くけ かっ-
おぇさうすっ ゅけ しこぇしうかう. 
╅っくしおけ けぉぇはくうっ ゃ きなあおう 

ょさったう. ′ぇつうくなす くぇ けぉかうつぇ-
くっ くぇ ╅けさあ ]ぇくょ う ょけ ょくっし 
ゃょなたくけゃはゃぇ きけょぇすぇ. 〈は ぉうかぇ 
ょさっぉくぇ う きせさゅぇゃぇ, し つっさくう 
けつう う っょさう つっさすう くぇ かうちっすけ, し 
きくけゅけ おさぇしうゃう さなちっ. ‶けょつっさ-
すぇくけ あういくっくぇ う ういおかのつうすっか-
くけ うくすっかうゅっくすくぇ, すは けぉしっぉゃぇ-
かぇ しなし しうかくうは しう たぇさぇおすっさ. 
〈けゃぇ は こさぇゃっかけ きくけゅけ こさう-
ゃかっおぇすっかくぇ う ょっえしすゃぇかけ くぇ 
きなあっすっ くっけすさぇいうきけ, けしけぉっくけ 
くぇ こけ-きかぇょうすっ. 』さっい きなあおう-
すっ ょさったう, ゃ っょうく こけょつっさすぇくけ 
きなあおう しゃはす, ゃ おけえすけ あっくうすっ 
しぇ こさけしすけ おさぇしうゃ こさうょぇすなお, 
すは せしこはゃぇ ょぇ しう ういゃけのゃぇ こさぇ-
ゃけすけ ょぇ ぉなょっ こさうっきぇくぇ おぇすけ 
さぇゃくぇ う ょぇ ぉなょっ けちっくはゃぇくぇ 
しこけさっょ すぇかぇくすぇ しう. ╇きぇ けとっ 
ょゃっ ゃっさしうう いぇ きなあおうすっ ょさったう 

           ╅けさあ ]ぇくょ:                                                                                                                                                                                    
• 〈けゃぇ, おけっすけ っ さぇいさってっくけ いぇ きなあっすっ, くっ きけあっ ょぇ っ いぇぉさぇ-

くっくけ いぇ あっくうすっ. 
• ┿い しなき ]こぇさすぇお くぇ あっくしおけすけ さけぉしすゃけ.
• ╋なあなす, おけえすけ ゅけゃけさう せきくけ いぇ かのぉけゃすぇ, くっ っ ゃかのぉっく.
• ╃ぇ けぉうつぇて うかう ょぇ せきさって – きっあょせ すはた くはきぇ くうとけ しさっょくけ.
• ′っ っ くせあくけ ょぇ いくぇって ゃしうつおけ - ょけしすぇすなつくけ っ ょぇ さぇいぉうさぇて. 

23. 05
19,00 つ. こか. “]っゃすけこけかうし” - “╄ょうく くっさぇいょっかっく おかぇし”, けすおさう-

すぇ しちっくぇ いぇ ぇぉうすせさうっくすう 
24. 05
10,30 つ. こか. “]っゃすけこけかうし” - ‶さぇいくうつっく こぇさぇょ くぇ せつうかうとぇすぇ  

けす ╉ぇいぇくかなお 
24. 05
10,30 つ. せか. “╇しおさぇ” - ╀ぇいぇさ くぇ ぉなかゅぇさしおう いぇくぇはすう し ょっきけく-

しすさぇちうう
17,30 つ.  せか. “╇しおさぇ” - ╀ぇいぇさ くぇ さけいけゃう う っすっさうつくう きぇしかぇ 
24. 05 – 31. 05 
せか. “╇しおさぇ“ わ4, ╇くそけちっくすなさ - “『ゃっすけゃっすっ くぇ ょけかうくぇすぇ” - 

ういかけあぉぇ くぇ おぇいぇくかなておう すゃけさちう - ゃたけょ しゃけぉけょっく
25. 05
09,00 つ. [うすせぇか [けいけぉっさ - し. ぅしっくけゃけ 
10,00 つ. ╃╉ “┿さしっくぇか” - “╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ” - くぇちうけくぇかっく 

おけくおせさし こけ おかぇしうつっしおう, たぇさぇおすっさくう う きけょっさくう すぇくちう
16,00 つ. - こか.“]っゃすけこけかうし” - “〈なこぇく ぉうっ, たけさけ しっ ゃうっ” - くぇ-

ちうけくぇかくけ くぇょうゅさぇゃぇくっ
26. 05
09.00 つ. し. [けいけゃけ - [うすせぇか [けいけぉっさ 
29. 05
18.00 つ. ╃╉ “┿さしっくぇか” - ]こっおすぇおなか “╊っゅっくょぇ いぇ おぇいぇくかなて-

おぇすぇ さけいぇ” 

30. 05
10,00 つ. ‶ぇさお “[けいぇさうせき” - ╆せきぉぇ いぇ ゃしうつおう - ょっきけくしすさぇ-

ちうう し せつぇしすうっ 
30. 05
18,30 つ. ╃╉ “┿さしっくぇか” - “╁ ょっくは くぇ ょっすっすけ しすぇゃぇす つせょっしぇ”- 

こさぇいくうつっく おけくちっさす - ゃたけょ しゃけぉけょっく 
31. 05
09.00 つ. し. ╉なくつっゃけ - [うすせぇか [けいけぉっさ 
31. 05
10.00 つ.   こか. “]っゃすけこけかうし” - ‶さぇいくうお くぇ ゅさぇょぇ, ちっさっきけくうは 

こけ ういょうゅぇくっ くぇ いくぇきっすけ 
16,00 つ.  こか. “]っゃすけこけかうし” - ╋っあょせくぇさけょっく そけかおかけさっく 

そっしすうゃぇか
19,00 つ. - 》さけくうおぇ くぇ ちぇさうちうすっ
21,00 つ. - ¨そうちうぇかくけ けすおさうゃぇくっ くぇ 110-は ‶さぇいくうお くぇ さけ-

いぇすぇ, おけくちっさす くぇ ╂っけさゅう 》さうしすけゃ, こか. “]っゃすけこけかうし”
01. 06
21,00 つ. こか. “]っゃすけこけかうし” - おけくちっさす くぇ ╂させこぇ “╂さぇきけそけく”
02. 06
10.00 つ. こか. “]っゃすけこけかうし” - きぇあけさっすくけ てけせ
13.00 つ. ╉ぇさくぇゃぇかくけ てっしすゃうっ 

くぇ ╅けさあ ]ぇくょ. ╄ょくぇすぇ っ, つっ 
きなあおうすっ おけしすのきう え こけきぇゅぇかう 
ょぇ こっしすう – ゃ しすけかうちぇすぇ あうゃけ-
すなす ぉうか すさせょっく, ぇ ょぇきしおうすっ 

すけぇかっすう ぉうかう しおなこう. ╇ すは くぇ-
きうさぇ すけゃぇ さぇちうけくぇかくけ さってっ-
くうっ, おけっすけ  しなけすゃっすしすゃぇ う くぇ 
さぇょうおぇかくうすっ え うょっう. ╃させゅぇすぇ: 
こうしぇすっかおぇすぇ っ くぇはしくけ, つっ きぇ-
おぇさ こけくはおけゅぇ ょぇ しすさせゃぇ すゃなさ-
ょっ しおなこけ, しおぇくょぇかなす こさうゃかう-
つぇ くぇえ-しうかくけ ゃくうきぇくうっすけ くぇ 
けぉとっしすゃけすけ. ╇ すぇかぇくすかうゃぇすぇ 
かうすっさぇすけさおぇ しないょぇゃぇ しおぇくょぇ-
かう - つさっい けぉかっおかけすけ う こけゃっ-
ょっくうっすけ しう.
╋のしっ: ┿い しなき ゃかのぉっく 

ゃなゃ ╁ぇし! ╀せさくぇすぇ え ゃさないおぇ 
し ┿かそさっょ ょぬけ ╋のしっ, しなこさけ-
ゃけょっくぇ けす しおぇくょぇかう, こさっょぇ-

すっかしすゃぇ う さぇいさうゃう, ょぇゃぇ こかけょ 
くぇ けゅさけきくぇ おけさっしこけくょっくちうは, 
おけはすけ っ しさっょ くぇえ-おさぇしうゃうすっ, 
こうしぇくう くぇ そさっくしおう っいうお. ‶け-
ゃないさぇしすくぇ けす くっゅけ し 6 ゅけょうくう, 
ゃ くぇつぇかけすけ ╅けさあ しっ けすくぇしは-
かぇ こけょけいさうすっかくけ おなき すけいう 

そさぇくすけゃしおう けぉかっつっく きかぇょっあ, 
さぇいゅかっいっく けす あっくうすっ う けす かう-
すっさぇすせさくうすっ しう せしこったう. [せ-
ぉうおけくなす いぇ ぉっいぉさけえ うくすうきくう 
ゃさないおう っ こさういくぇくうっすけ. 〈は こけ-
かせつぇゃぇ こうしきけ けす くっゅけ: „╋けえ 
しおなこう ╅けさあ, すさはぉゃぇ ょぇ ╁う 
おぇあぇ くっとけ ゅかせこぇゃけ う しきって-
くけ. ┿い しなき ゃかのぉっく ゃなゃ ╁ぇし!”. 
]おけさけ ょぬけ ╋のしっ しっ こさっきっしす-
ゃぇ こさう くっは. 】ぇしすうっすけ ぉうかけ 
おさぇすおけすさぇえくけ. 〈けえ しっ いぇゃさな-
とぇか し さぇいぉうすけ かうちっ けす しなきくう-
すっかくう いぇゃっょっくうは, ういこぇょぇか ゃ 
せきけこけきさぇつっくうっ. ‶さっい 1833 ゅ. 
ょゃぇきぇすぇ いぇきうくぇゃぇす いぇ ╁っくっ-
ちうは, おなょっすけ ╋のしっ しっ さぇいぉけ-
かはゃぇ. ]かっょ さぇくくぇすぇ きせ しきなさす 
けす すぇいう かのぉけゃ けしすぇゃぇ おくうゅぇすぇ 
くぇ ╅けさあ ]ぇくょ „╅ぇお”.                                                                                                 
【けこっく: 〈は きう けぉっとぇ, 

つっ とっ せきさぇ ゃ けぉはすうはすぇ え. 
〈けゃぇ ぉうかう こけしかっょくうすっ ょせきう 
くぇ さぇくけ けすうてかうは しう けす しゃっ-
すぇ おけきこけいうすけさ. ′はおなょっ こさっい 
こさけかっすすぇ くぇ 1837 ゅ. しすぇくぇかぇ 
いくぇきっくうすぇすぇ しさっとぇ くぇ ╅けさあ 
]ぇくょ /くぇ 32 ゅ./ し 《さっょっさうお 
【けこっく /くぇ 26 ゅ./  – ういすなくつっく 
つけゃっお, し ぉっいせこさっつくう ぇさうしすけ-
おさぇすうつくう きぇくうっさう, し きぇかなお 
けこうす ゃ けぉとせゃぇくっすけ し たけさぇすぇ 
う し あっくうすっ. ╁ くっゅけゃうは こけょさっ-
ょっく う せょけぉっく しゃはす くぇ ゅけかはき 
きせいうおぇくす, ゃ おけえすけ ょぇきうすっ しっ 
さぇいすぇこはかう こさっょ こっこっかはゃけさせ-
しうすっ きせ おけしう, すなあくうすっ すなき-
くう けつう う くっあくうは きせ ゅかぇし, しっ 
ゃすせさくぇかぇ っょくぇ しゃけぉけょけかの-
ぉうゃぇ あっくぇ, いぇ おけはすけ 【けこっく 
けすぉっかはいぇか ゃ ょくっゃくうおぇ しう: 
„‶けゅかっょなす え きっ いぇきぇは. ┿い ぉはた 
こけぉっょっく”. ╅うゃはかう いぇっょくけ 11 
ゅけょうくう. ╆ぇさぇょう おさったおけすけ しう 
いょさぇゃっ /すせぉっさおせかけいぇすぇ ゅけ 
きなつうかぇ けす ょっすっ/, すけえ ぉうか くっ-
こけくけしうきけ おぇこさういっく う きくうすっ-
かっく. ╅けさあ ]ぇくょ しっ こさっゃさなとぇ 
ゃ くっとけ おぇすけ くっゅけゃぇ きぇえおぇ う 
ぉけかくけゅかっょぇつおぇ. ╃ゃぇきぇすぇ いぇ-
きうくぇゃぇす いぇ ╋ぇえけさおぇ, いぇさぇょう 
おかうきぇすぇ. 〈ぇき けぉぇつっ しなしすけは-
くうっすけ きせ けとっ こけゃっつっ しっ ゃかけ-
てぇゃぇ. ‶うしぇすっかおぇすぇ しっょう ょけ 
かっゅかけすけ きせ, しぇきぇ きせ こさうゅけすゃは 
かっつっぉくうすっ けすゃぇさう. ]かせたなす いぇ 
いぇさぇいくぇすぇ ぉけかっしす くぇ 【けこっく 
しっ さぇいくぇしは ぉなさいけ. ╂けくはす  ゅう 
けす おゃぇさすうさぇすぇ うき, おぇすけ ゅう 
いぇょなかあぇゃぇす ょぇ こかぇすはす ゃしうつ-
おう きっぉっかう, ょけ おけうすけ しっ っ ょけ-
おけしゃぇか いぇさぇいっくうはす, いぇ ょぇ ゅう 
ういゅけさはす. ‶うしぇすっかおぇすぇ う きせいう-
おぇくすなす さってぇゃぇす ょぇ しっ ゃなさくぇす 
ゃなゃ 《さぇくちうは, くけ くうすけ っょうく 
おけさぇぉ くっ うしおぇ ょぇ ゅう ゃいっきっ. 
′ぇえ-くぇおさぇは っょうく おぇこうすぇく, 
こさっゃけいゃぇと しゃうくっ, しっ しきうかは-
ゃぇ. ╀かういおうすっ うき ぉうかう こけさぇ-
いっくう: おぇおゃぇ けゅさけきくぇ ゃかぇしす 
うきぇかぇ そさぇくちせいけえおぇすぇ くぇょ 
くっゅけ! ╁ しなとけすけ ゃさっきっ けぉぇつっ 
すは うしすうくしおう ゅけ ゃょなたくけゃはゃぇかぇ 
う すけえ しないょぇゃぇ くぇえ-ぉかっしすはとう-
すっ しう こさけういゃっょっくうは. ′っえくぇすぇ 
あういくっくけしす う せきっくうっすけ え ょぇ しっ 
しこさぇゃは し ゃしはおぇおゃう こさけぉかっきう 
う すさせょくけしすう ぉうかう くせあくう くぇ 
きっつすぇすっかくうは う くっさってうすっかっく 
【けこっく おぇすけ ゃないょせた. ╁ しなとうは 
こっさうけょ ういこけょ こっさけすけ え ういかう-
いぇす くはおけう けす くぇえ-こさけつせすうすっ え 
こさけういゃっょっくうは おぇすけ “╋けこさぇ” 
う “¨さぇし”, ぇ ゃさないおぇすぇ うき っ けこ-
うしぇくぇ ゃ „╆うきぇ くぇ ╋ぇえけさおぇ“. 
╁なこさっおう しうかくけすけ うくすっかっおすせ-
ぇかくけ こさうゃかうつぇくっ, くっしなゃきっし-
すうきけしすすぇ くぇ たぇさぇおすっさうすっ しう 
おぇいゃぇ ょせきぇすぇ. ]ぇくょ う 【けこっく 
しっ さぇいょっかはす こさっい 1847 ゅ., ぇ 
ょゃっ ゅけょうくう こけ-おなしくけ ゃっかうおう-
はす おけきこけいうすけさ せきうさぇ.

うくしすうすせちうう. ¨す こけょぇょっくぇすぇ うくそけさきぇちうは しすぇゃぇ はしくけ, つっ ゃ さっゅうしすなさぇ しぇ いぇこうしぇくう 2 きうかうけくぇ  ぉなかゅぇさう う 97 
たうかはょう そうさきう, ゃいっかう いぇっきう. 
¨す しこさぇゃおぇすぇ しすぇゃぇ はしくけ しなとけ すぇおぇ, つっ こけゃっつっすけ たけさぇ, ゃいっかう いぇっきう, しぇ すっゅかうかう こけくっ こけ ょゃぇ おさっょうすぇ. ╇きぇ う 

たけさぇ し こけ っょうく いぇっき う ょさせゅう し こけ くぇょ ょっしっす ぉなさいう おさっょうすぇ.
]さっょくうはす しさけお くぇ ゃいっすうすっ いぇっきう けす ゅさぇあょぇくう っ 7,5 ゅけょうくう.
╉なき おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇえ-ゅけかはき っ ょっかなす くぇ いぇっきうすっ くぇ ゅさぇあょぇくう し けしすぇすなつっく ょなかゅ ょけ 5 たうか. かゃ. - 

66,4%, ぇ こさう そうさきうすっ くぇえ-つっしすけ おさっょうすうすっ しぇ きっあょせ 5 う 50 たうか. かゃ.  - 37,9%.
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╄ょくぇ けす くぇえ-おさぇしうゃうすっ う しゃっすかう しすさぇくうちう ゃ かっすけ-
こうしぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ けすこさっょう 80 ゅけょうくう ぉっかっあう 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃぇすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ そうさきっくぇ ょっすしおぇ 
いぇぉぇゃぇつくうちぇ. 《ぇおす, おけえすけ ょけしすぇすなつくけ おさぇしくけさっつうゃけ 
ゅけゃけさう いぇ ぉかぇゅけさけょくけすけ, こさぇおすうつくけ う こっさしこっおすうゃくけ 
きうしかっくっ くぇ くぇてうすっ こさっょてっしすゃっくうちう. 
』せゃしすゃぇきっ しっ せょけゃかっすゃけさっくう う ゅけさょう, つっ くっいぇゃう-

しうきけ けす すさせょくうすっ ゃさっきっくぇ う ういこうすぇくうはすぇ, せしこはたきっ 
ょぇ しなたさぇくうき っょくぇ こさっおさぇしくぇ そうさきっくぇ すさぇょうちうは, ぇ 
ゃ うきっすけ くぇ くぇてうすっ ょっちぇ せしこはたきっ ょぇ ゃかけあうき ゃ くっは う 
くけゃけ きけさぇかくけ う しけちうぇかくけ しなょなさあぇくうっ!
╀かぇゅけょぇさうき くぇ ゃしうつおう, おけうすけ こさっい ういきうくぇかうすっ 80 

ゅけょうくう しぇ しゃなさいぇかう あうゃけすぇ しう う しぇ けしすぇゃうかう つぇしす けす 

╃け
╂けしこけあぇ ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ -
╃うさっおすけさ 
う ょけ おけかっおすうゃぇ くぇ ╃╂ „╀せさぇすうくけ”

』っしすうす こさぇいくうお!
[ぇぉけすっすっ しこけおけえくけ, „┿さしっくぇか” っ し ゃぇし!

¨す さなおけゃけょしすゃけすけ う おけかっおすうゃぇ 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ
╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ

〉ゃぇあぇっきぇ ゅけしこけあけ ╂ぇくつっゃぇ,
せゃぇあぇっきう せつうすっかう, ゃないこうすぇすっかう う さけょうすっかう!
]おなこう ょっちぇ!

しっぉっ しう ゃ くぇてぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ! 
╀かぇゅけょぇさうき くぇ ょくってくうは おけかっおすうゃ くぇ ╃╂ „╀せさぇすうくけ” いぇ ゃうしけおぇすぇ けすゅけゃけさくけしす う ゃしっけすょぇえくぇすぇ 

さぇぉけすぇ – し すさせょ, しなさちっ う ゃさっきっ, し っょうくしすゃっくぇすぇ う ゅけかはきぇ ちっか – ゃないこうすぇくうっすけ くぇ ょっちぇすぇ くう!
〈けこかけ う しなさょっつくけ ゃう こけいょさぇゃはゃぇきっ し こさぇいくうおぇ う ゃう あっかぇっき きくけゅけ, きくけゅけ いょさぇゃっ, くけゃぇ っくっさゅうは 

う ょなかゅけかっすうっ う ょくう, ういこなかくっくう し さぇょけしす う とぇしすうっ!

╃ぇ あうゃっっ さっゃけかのちうはすぇ! 
╅けさあ ]ぇくょ さってうかぇ ょぇ いぇきっくう 
かのぉけゃすぇ し こけかうすうおぇすぇ. ‶さう 
くっは さぇゃくけこさぇゃうっすけ ゃ かのぉけゃすぇ 
っ しぇきけ つぇしす けす さっゃけかのちうけく-
くうは こさうくちうこ いぇ こさぇゃけすけ くぇ 
つけゃっおぇ ょぇ さぇいこけかぇゅぇ しぇき しなし 
しっぉっ しう. ╁うあょぇかう は こけ きうすうく-
ゅうすっ う こけ すさうぉせくうすっ, おなょっすけ 
しっ こさけはゃはゃぇかぇ おぇすけ けすかうつっく 
けさぇすけさ う し こなかっく ゅかぇし ゃうおぇかぇ 
„╃ぇ あうゃっっ さっゃけかのちうはすぇ!”  ̈ さ-
ゅぇくういうさぇかぇ しすせょうは いぇ こうしぇすっ-
かう-さぇぉけすくうちう, ゃしかっょしすゃうっ くぇ 
おけっすけ ういかっいかう くはおけかおけ こさけ-
かっすぇさしおう おくうゅう. ╁ないかけあうかう 
え ょぇ さっょぇおすうさぇ „¨そうちうぇかくうは 
ぉのかっすうく” くぇ [っこせぉかうおぇすぇ. ╁ 
っょくぇ しゃけは しすぇすうは すは せすゃなさあ-
ょぇゃぇかぇ こさぇゃけすけ くぇ くぇさけょぇ ょぇ 

くぇかぇゅぇ ゃけかはすぇ しう ょけさう こさっょ 
くぇえ-ゃうしけおうすっ ょなさあぇゃくう せつ-
さっあょっくうは. ]すぇすうはすぇ ぉうかぇ 
けちっくっくぇ おぇすけ こけょしすさっおぇすっかし-
すゃけ. ╅けさあ けぉなさくぇかぇ ゅさなぉ くぇ 
ゃしうつおけ う しっ こさうぉさぇかぇ ゃ ′けぇく. 
〈ぇき すは しっ こけかいゃぇかぇ けす ゃしっけぉ-
とけ せゃぇあっくうっ, くぇさうつぇかう は „ょけ-
ぉさぇすぇ ょぇきぇ けす ′けぇく”. ╃け おさぇは 
くぇ ょくうすっ しう /せきうさぇ けす こさっこ-
かうすぇくっ くぇ つっさゃぇすぇ/ くっ しこさはかぇ 
ょぇ こうてっ… 
ぃゅけ: ¨こかぇおゃぇき しきなさすすぇ 

え, こさうゃっすしすゃぇき ぉっいしきなさすう-
っすけ え. 〈けゃぇ いぇはゃうか ゃっかうおうはす 
こうしぇすっか ╁うおすけさ ぃゅけ, おけゅぇすけ 
くぇ 8 のくう 1876 ゅ. くっけすさぇいうきぇ-
すぇ ╅けさあ ]ぇくょ ういょなたゃぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ


