
╇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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╀なかゅぇさしおぇすぇ こうしぇすっかおぇ, こさっゃけょぇつおぇ う けぉとっしす
ゃっくうつおぇ ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし, こしっゃょけくうき くぇ ╄ゃゅっくうは 

╀けくつっゃぇ, っ さけょっくぇ こさっい 1877 ゅ. ゃ ]ぇきけおけゃ ゃ しっきっえ
しすゃけすけ くぇ すなさゅけゃっち う せつうすっかおぇ, おけっすけ しっ こさっきっしすゃぇ 
ゃ ]けそうは. ╁ しすけかうちぇすぇ ╄ゃゅっくうは せつう ゃ ‶なさゃぇ ょっゃう
つっしおぇ ゅうきくぇいうは. [ぇくくうはす え ゅけょっあ けしせっすはゃぇ けぉさぇ
いけゃぇくうっすけ え ゃ ╆ぇゅさっぉ. ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし っ しさっょ こなさゃう
すっ, ういはゃうかう あっくしおぇすぇ うょっくすうつくけしす ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
かうすっさぇすせさぇ - ゃ せしかけゃうは くぇ しうかくけ けすおさけはゃぇとう しっ 
こさっょさぇいしなょなちう. ┿ゃすけさ っ くぇ しぉけさくうちう し さぇいおぇいう - 
„╇い あうゃけすぇ”, „╊せくくぇ くけと. [ぇいたけょおぇ うい 『ぇさうゅさぇょ“, 
„╀っかうすっ くぇさちうしう“ う „』けゃっおなす ゃ ょさうこう“ /くはおけう けす 
さぇいおぇいうすっ え しぇ こさっゃっょっくう くぇ 8 っいうおぇ/, くぇ ょさぇきうすっ 
„╀けあぇくぇ“ う „╋ぇゅょぇ“ う くぇ っくちうおかけこっょうつくうは ぇかきぇ
くぇた „‶けかせゃっおけゃくぇ ╀なかゅぇさうは 1878-1928“. 〉きうさぇ くぇ 
68 ゅけょうくう こさっい 1945 ゅ.

╃うぇくぇ [ぇき
くぇかうっゃぇ けす 

っおうこぇ くぇ „〈さうぉせ
くぇ „┿さしっくぇか” けきな
あう し すっあおぇ しゃぇすぉぇ 
っょうくしすゃっくぇすぇ しう 
とっさおぇ 『ゃっすっかうくぇ 
くぇゃさなた ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ, ゃっつっさ
すぇ くぇ 1-ゃう のくう. 
]うかくけ おぇいぇくかなて
おけ こさうしなしすゃうっ くぇ 
ちっさっきけくうはすぇ ゃ 
‶かけゃょうゃ ぉっかはいぇ 
こさぇいくうおぇ くぇ きかぇ
ょけあっくちうすっ, けぉしう
こぇくう けす ぉかういおうすっ 
くぇ ぉせかおぇすぇ し ちゃはす 

けす きぇしかけょぇえくぇ さけいぇ, しなぉさぇく こさういけさう けす ゅさぇょうくうすっ おさぇえ 
おけきこかっおし „╃ぇきぇしちっくぇ”. 
╋かぇょけあっくっちなす ╁うおすけさ ういくっくぇょぇ くっゃっしすぇすぇ しなし しこっちう

ぇかくけ くぇっす せくうおぇかっく ぉはか ╋ぇえぉぇた, きけょっか „╄しおぇかうぉせさ” – 
1963, ういさぇぉけすおぇ けす 1970-すぇ, し おけえすけ けすおぇさぇ ぉせかおぇすぇ ょけ 
さうすせぇかくうは ょけき „‶なかょうく” う ちなさおゃぇすぇ „]ゃっすぇ ╀けゅけさけょうちぇ” 
ゃ ]すぇさうは ゅさぇょ, おなょっすけ ぉっ しおかのつっく ぉさぇおなす.
╉せこ しこけくすぇくくう ういくっくぇょう しなこさけゃけょうたぇ さぇいたけょおぇすぇ くぇ 

きかぇょぇすぇ ぉさぇつくぇ ょゃけえおぇ うい ]すぇさうは ゅさぇょ. ╂させこぇ うしこぇくしおう 
すせさうしすう しっ しこさはたぇ くっけつぇおゃぇくけ こさっょ きかぇょけあっくちうすっ, いぇ ょぇ 
ゅう こけいょさぇゃはす し ういこなかくっくうっ くぇ „┿ゃっ ╋ぇさうは” う ぉせさくう さなおけ
こかはしおぇくうは, こけしかっ ょゃけえおぇすぇ しさっとくぇ おけきうくけつうしすぇつ, し おけえ
すけ しっ しくうきぇ いぇ しこけきっく, ぇ しかっょ ちなさおけゃくうは ぉさぇお はこけくしおう 
すせさうしすう, けすくけゃけ - しなゃしっき ういゃなく しちっくぇさうは, ゅう ういこさぇすう
たぇ  ゃ ぇゃすけきけぉうかぇ おなき さっしすけさぇくすぇ し そけえっさゃっさおう けす さけいけゃ 
ちゃはす, おけえすけ ゅさぇぉくぇたぇ けす おけてくうちぇ ゃ さなちっすっ くぇ とぇしすかうゃぇ
すぇ きぇえおぇ. 
]こっちうぇかくうはす こけいょさぇゃ, おけえすけ さぇいこかぇおぇ ゅけしすうすっ う ゅう うい

こさぇゃう くぇ おさぇおぇ ゃ しゃぇすぉっくぇすぇ くけと し くっしすうたゃぇとう ぇこかけょうし
きっくすう, ょけえょっ けす すなとぇすぇ ╃うぇくぇ, おけはすけ ういこは いぇ きかぇょけあっく
ちうすっ かのぉうきぇすぇ しう こっしっく „╋けかは しっ” くぇ ]うかゃうは ╉ぇちぇさけゃぇ 
う ╁ぇしうか ′ぇえょっくけゃ. 

╀けゅ ょぇ  こぇいう くけゃけすけ しっきっえしすゃけ ╁なかおけゃう う すはたくぇすぇ 
けぉうつ, ょぇ ぉなょぇす あうゃう う いょさぇゃう う ょぇ いぇさぇょゃぇす

ぉかういおうすっ し ゃくせちう, こけあっかぇゃぇ
っおうこなす くぇ „〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”.      

╄ゃゅっくうは ╀けくつっゃぇ. ╁なゃ ゃない-
こうすぇくうっすけ くぇ きけきうつっすけ しっ 
こさっこかうすぇす こぇすさうぇさたぇかくうすっ 
くぇゃうちう,  こうっすっすなす おなき けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ う たさうしすうはくしおうすっ ょけ-
ぉさけょっすっかう う けしけぉっくぇすぇ こけつうす 
おなき きせいうおぇすぇ - けすさぇくけ いぇこけつ-
ゃぇ ょぇ しゃうさう くぇ こうぇくけ. ‶っゃつっ-
しおぇすぇ え ょぇさぉぇ っ くぇしかっょっくぇ けす 
こけ-きぇかおうは え しうく - ういゃっしすくうはす 
けこっさっく こっゃっち ‶ぇゃっか ╄かきぇ-
いけゃ, つううすけ ょなとっさう ╄ゃゅっくうは う 
╋ぇさうは,  しなとけ しっ いぇくうきぇゃぇす し 
きせいうおぇ. ′け こうしぇすっかおぇすぇ うい-
すなおゃぇ しぇきけ っょくぇ しゃけは かのぉけゃ 
- おくうゅうすっ. ¨しゃっく すさぇょうちうけく-
くうすっ こさっょきっすう う しこっちうぇかくうすっ  

ょうしちうこかうくう - させしおう う そさっく-
しおう っいうお, ういせつぇゃぇ しすけこぇくしすゃけ, 
こっょぇゅけゅうおぇ う さなおけょっかうっ. ╀うかけ 
こかぇくうさぇくけ ょぇ こさけょなかあう けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ しう ゃ ╆ぇゅさっぉ, くけ…くぇ 
16 ゅけょうくう しっ けきなあゃぇ.
╂けしこけあぇ ╄かきぇいけゃぇ. ′っうく 

しなこさせゅ っ こなさゃうはす ょうこかけきう-
さぇく いなぉけかっおぇさ ゃ ╀なかゅぇさうは ょ-さ 
╋うたぇうか ╄かきぇいけゃ – ぉかぇゅ, そうく 
う うくすっかうゅっくすっく つけゃっお, くぇ 34 
ゅけょうくう. [ぇあょぇす うき しっ ょゃぇきぇ 
しうくけゃっ – ╁かぇょうきうさ う ‶ぇゃっか. 
╆ぇ きかぇょぇすぇ ╄ゃゅっくうは いぇこけつゃぇ 
っょうく あうゃけす, けゅさはゃぇく けす とぇしす-
かうゃう きうゅけゃっ う こさっしかっょゃぇく けす 
ういこうすぇくうは. ╋ぇえつうくうすっ ゅさうあう 
う こけょょなさあぇくっすけ くぇ ういはとっく 
ょけき くっ こさうすなこはゃぇす かのぉけゃすぇ え 
おなき おくうゅうすっ う きせいうおぇすぇ. ╃け-
きなす くぇ ╄かきぇいけゃう ゃしっ こけ-つっしすけ 
けすゃぇさは ゃさぇすうすっ しう いぇ きくけゅけ-
ぉさけえくうすっ こさうはすっかう, しさっょ おけう-
すけ しぇ ゃうょくう けぉとっしすゃっくうちう う 
たけさぇ くぇ ういおせしすゃけすけ. 
╄ゃゅっくうは ╋ぇさし. ′はおけかおけ ゅけ-

ょうくう こさっょう ╁ぇいけゃ ょぇ こさっおさぇ-
つう こさぇゅぇ くぇ すけいう ょけき, ╄ゃゅっくうは 
╄かきぇいけゃぇ ゃっつっ しっ っ けしきっかうかぇ 
ょぇ こせぉかうおせゃぇ しゃけう さぇいおぇいう. 
〈けつくけ すっ こさうゃかうつぇす ゃくうきぇ-
くうっすけ くぇ ╁ぇいけゃ. ┿ゃすけさおぇすぇ しっ 
こけょこうしゃぇ いぇ こなさゃう こなす し こしっゃ-
ょけくうきぇ ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし くぇ かぇすう-

くうちぇ. ′ぇえ-ゃっさけはすくけ すけえ っ いぇっす 
けす うきっすけ くぇ っょくぇ けす くぇえ-けぉう-
つぇくうすっ ぇおすさうしう ゃ ‶ぇさうあ - ╈け-
あっくう ╋ぇさし, けしすぇゃうかぇ  いくぇつう-
すっかくけ きぇすっさうぇかくけ しなしすけはくうっ 
くぇ そさっくしおうは すっぇすなさ. ╂けょうくぇすぇ 
1906-すぇ っ っょくぇ きくけゅけちゃっすくぇ 
ょなゅぇ, こけょ おけはすけ すさなゅゃぇす くは-
おけかおけ こなすは ゃ あうゃけすぇ くぇ ╅っくう 
- くぇ ょっぉのすくぇすぇ え おくうゅぇ, くぇ 
こなさゃうすっ きうすけゃっ, くぇ っょくけ ゅけかは-
きけ こさうはすっかしすゃけ, こさけょなかあうかけ 
こけゃっつっ けす 15 ゅけょうくう... う くぇ 
ういゃっしすくうは かうすっさぇすせさっく しぇかけく 
ゃ くっえくうは ょけき.    
]ぇかけくなす くぇ ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし. 

╄ゃゅっくうは っ けす きぇかおけすけ ょぇきう ゃ 

]けそうは, おけうすけ しぇきう しう しないょぇ-
ゃぇす ぇさすうしすうつくぇ ぇすきけしそっさぇ, 
ょけきぇてっく せのす, こさっゃさなとぇえおう 
すけゃぇ しう せきっくうっ ゃ ういおせしすゃけ. 
〈は っ けぉっょうくうすっかくぇ そうゅせさぇ くぇ 
っょくけ けぉとっしすゃけ けす きせいうおぇく-
すう, かうすっさぇすけさう, けぉとっしすゃっくう-
ちう, ぇさすうしすう..., おけうすけ しなぉうさぇ 
ゃ ょけきぇ しう ゃ けこさっょっかっくう ょくう: 
つっすゃなさすなお - けすさっょっく いぇ かうすっ-
さぇすせさぇ, ぇ しなぉけすぇ - いぇ きせいう-
おぇ. 〈ぇおぇ しっ さぇあょぇ ういゃっしすくう-
はす ]ぇかけく くぇ ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし, 
こけしっとぇゃぇく けす 『. 『っさおけゃしおう, 
]す. ╆ぇうきけゃ, ┿. ╀せょっゃしおぇ, ′. 
╂っけさゅうっゃ, ╃. ╉ぬけさつっゃ, こさけそ. 
╇ゃ. 【うてきぇくけゃ, ]す. ╋うたぇえかけゃ-
しおう, きぇっしすさけ ╂. ┿すぇくぇしけゃ, ‶. 
‶うこおけゃ, ]. ¨ゅくはくけゃ  う きくけゅけ 
ょさせゅう. ]なゃさっきっくくうちうすっ え うい-
すなおゃぇす っしすっしすゃっくけすけ え う ょっかう-
おぇすくけ こけゃっょっくうっ う けぉぇはすっか-
くけすけ え あっくしおけ こさうしなしすゃうっ し  
きぇゅくっすうつくけ ゃないょっえしすゃうっ ゃなさ-
たせ けおけかくうすっ. ╋っつすぇすぇ え ぉうかぇ 
ょぇ しっ いぇこけいくぇっ し ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ 
う すけえ ょぇ え しすぇくっ せつうすっか ゃ かう-
すっさぇすせさくうすっ けこうすう. ╄ょうく ょっく 
すけゃぇ しっ しかせつゃぇ…, ぇ しおけさけ つっす-
ゃなさすなちうすっ しすぇゃぇす くっょけしすぇすなつ-
くう う すけえ いぇこけつゃぇ ょぇ こけしっとぇゃぇ 
ょけきぇ え う こさっい ゃしうつおう けしすぇくぇ-
かう ょくう…
]なさちっすけ きう しこさは, おぇすけ は 

ゃうょはた! 〈けゃぇ こうてっ 55-ゅけょうて-
くうはす ╁ぇいけゃ いぇ こなさゃぇすぇ しう しさっ-
とぇ し 27 ゅけょうくう こけ-きかぇょぇすぇ 
╅っくう. ╆ぇ くっゅけ すけゃぇ っ くぇつぇ-
かけすけ くぇ っょくぇ ういこっこっかはゃぇとぇ 
かのぉけゃ, くっいぇゃうしうきけ, つっ ┿すうくぇ 
╀けかはさしおぇ くっ きせ ょぇゃぇ さぇいゃけょ, 
ぇ しっしすさぇ きせ う きぇえおぇ きせ しぇ 
おぇすけ けさかうちう くぇょ くっゅけ. ′ぇてぇすぇ 
かうすっさぇすせさくぇ うしすけさうけゅさぇそうは 
すさせょくけ こさうっきぇ ょっかけすけ くぇ ╄ゃ-
ゅっくうは ╋ぇさし ういゃなく かっすけこうしぇ くぇ 
╁ぇいけゃうは あうゃけす. 〈は っ くっ しぇきけ 
ゃょなたくけゃうすっかおぇ くぇ ういゃっしすくうは 
こけっす, くけ う っょくぇ けす こなさゃうすっ 
ょぇきう ゃ おせかすせさくけすけ けぉとっしすゃけ. 
╇, こけょけぉくけ くぇ こけゃっつっすけ あっくう 
ういぉさぇくうつおう,  ゃ しはくおぇすぇ くぇ ╁ぇ-
いけゃうは けさっけか, くぇ くっは え っ けすくっすぇ 
ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ ぉなょっ すけゃぇ, 
おけっすけ っ しぇきぇすぇ すは. ]こっおせかぇ-
ちううすっ, かのぉけこうすくうすっ うしすけさうう 
う ゃなけぉさぇあっくうっすけ っしおぇかうさぇす. 
]ゃっすかうくぇ ゃなさたせ かうつくけしすすぇ え 
ょくっし たゃなさかは おくうゅぇすぇ くぇ ╅. 
]うきけゃぇ „¨ぉうつぇくぇ う けすさうつぇくぇ. 
╉くうゅぇ いぇ ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし“, し ょゃっ 
ういょぇくうは. 
╀けあっ, ゃっかうお つぇし…! – しこけ-

ょっかは ╄ゃゅっくうは ゃなさたせ ぉっかうは 
かうしす しかっょ こなさゃぇすぇ しさっとぇ し 
╁ぇいけゃ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ すっ しう 
さぇいきっくはす しぇきけ そけすけゅさぇそうう 
- けぉうつぇっく いくぇお いぇ しうきこぇすうは 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ. ‶けしかっょゃぇかぇ-
すぇ こけょおさっこぇ くぇ ╁ぇいけゃ ゃょなたゃぇ 
せゃっさっくけしす くぇ ╄ゃゅっくうは. ‶ぇすさう-
ぇさたなす っ ゃょなたくけゃっく けす そうくっしぇ 
う うくすっかっおすぇ くぇ きかぇょぇすぇ あっくぇ 
う え こけしゃっとぇゃぇ くぇょ 70 しすうたけ-
すゃけさっくうは, ゃおか. う こさけつせすうは ちう-
おなか „╊のかはおなす きう いぇきうさうしぇ“. 
╄ょくけ こなすせゃぇくっ くぇ ╄かきぇいけ-

ゃう ょけ 〈せさちうは いぇっょくけ し こけっすぇ 
う っょくぇ しさっとぇ くぇ ╄ゃゅっくうは う 
しうくぇ え ‶ぇゃっか ゃ 【ゃっえちぇさうは, 
おなょっすけ ╁ぇいけゃ っ くぇ かっつっくうっ, 
こさっょういゃうおゃぇす ょけしすぇ けょせきおう ゃ 
っょくけ けぉとっしすゃけ, ゃ おけっすけ いかけし-
かけゃうっすけ っ くぇ ゃうしけおぇ こけつうす. 
╄かきぇいけゃぇ っ けきなあっくぇ ょぇきぇ, 
くけ, いぇ しなあぇかっくうっ くぇ おかのおぇ-
さうすっ, しなこさせゅなす え くうおぇお くっ っ 
さっゃくうゃ. ╁しはおぇ しせすさうく あっくぇ-
すぇ くぇ うい-ゃっしすくうは いなぉけかっおぇさ 
しっ さぇいたけあょぇ ゃ ╀けさうしけゃぇすぇ 
ゅさぇ¬ょうくぇ う しはょぇ くぇ っょくぇ う 
しなとぇ こっえおぇ し おくうあおぇ ゃ さなおぇ. 
¨す ょっしっす ゅけょうくう こけっすなす こさぇゃう 
しゃけはすぇ さぇいたけょおぇ くぇ しなとけすけ 
きはしすけ. ╃けおぇすけ つせゃしすゃぇすぇ うき 
ょさぇいくはす しけそうえしおぇすぇ ぉけたっきぇ, 
こさっかっしすくぇすぇ ╄ゃゅっくうは ういかうゃぇ 
ょせてぇすぇ しう ゃ こうしきぇ ょけ くっいぇ-
きっくうきうは せつうすっか, ぇ すけえ けすゃさな-
とぇ: „′け おぇおゃけ ょぇ しすけさは, すけゃぇ 
っ こけ-しうかくけ けす きっくっ. 〉こかぇてっく 
しなき けす すっぉっ, ぇい しぇきけ し きうしなかすぇ 
いぇ すっぉっ あうゃっは, すう しう きう しかなく-
ちっすけ, すう しう きう しゃっすなす... 〈ゃけえ 
こさっょぇく ╁ぇいけゃ“.
]すさっかうすっ くぇ いぇゃうしすすぇ. ]さっ-

とせ こなさゃぇすぇ え おくうゅぇ „╇い あうゃけ-
すぇ” いぇしすぇゃぇす ┿. ]すさぇてうきうさけゃ, 
┿. ╉ぇさうきぇ う ょさ., くぇきっおゃぇえおう, 
つっ っ くぇこうしぇくぇ けす ╁ぇいけゃ. ╇きぇ-
かけ いぇ おぇおゃけ ょぇ しっ いぇゃうあょぇ くぇ 
╅っくう ╋ぇさし: とぇしすかうゃ ぉさぇお, 
くっこけょこさぇゃっくぇ, くっこけゃすけさうきぇ 
あっくしおぇ おさぇしけすぇ う くぇえ-ゃっつっ - 
こさうはすっかしおぇ いぇおさうかぇ けす ╁ぇいけゃ, 
おけえすけ しなょっえしすゃぇ いぇ こけしすぇ-
ゃはくっすけ くぇ ょゃっすっ え ょさぇきう くぇ 
しちっくぇすぇ くぇ ′ぇさけょくうは すっぇすなさ, 
せゅけゃぇさは こせぉかうおぇちうう う こさっゃけ-
ょう くぇ くっえくう さぇいおぇいう. ╁ しこけ-
きっくうすっ しう こうしぇすっかおぇすぇ ゃうくぇゅう 
っ こけょつっさすぇゃぇかぇ くっけちっくうきぇ-
すぇ きせ こけきけと: „╁ぇいけゃ っ ゃっかうお 
せつうすっか, ゃなかてっぉくうお くぇ こっさけすけ, 

ゅっくうえ う ╉くはい. ′ぇ くっゅけ くはきぇ こけ-
ょけぉっく. ╀なかゅぇさうは っ つっしすうすぇ, つっ 
っ さけょうかぇ すぇおなゃ しうく”. ]ゃっすしおう-
すっ ょぇきう ういこぇょぇす ゃ おさういぇ. 〈っ 
くっくぇゃうあょぇす ╄ゃゅっくうは, すなえ おぇすけ 
いぇさぇょう くっは ╁ぇいけゃ くっ いぇぉっかはい-
ゃぇ くうおけは けす すはた… 
′ぇ ゃなさたぇ くぇ しゃけはすぇ こけ

こせかはさくけしす. ╇いかういぇくっすけ くぇ 
っくちうおかけこっょうつくうは ぇかきぇくぇた 
„‶けかせゃっおけゃくぇ ╀なかゅぇさうは. 1878-
1928”, しなしすぇゃっく, さっょぇおすうさぇく 
う ういょぇょっく けす ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし, 
っ せゃっくつぇくけ し ゅけさっとけ けぉとっしす-
ゃっくけ こさういくぇくうっ. ‶さっい 1929 ゅ. 
すは っ ういぉさぇくぇ いぇ こさっょしっょぇすっか 
くぇ ]なのいぇ くぇ ぉなかゅぇさおうすっ いぇ 
おせかすせさぇ う こさけしゃっすぇ. ╆ぇっょくけ し 
ょさせゅう こけっすっしう すは けさゅぇくういうさぇ, 
ゃおか. う ゃ つせあぉうくぇ, くぇょ 60 かうすっ-
さぇすせさくう う きせいうおぇかくう ゃっつっさう. 
╃させゅうすっ ょぇきう ぉうかう  ╄. ╀ぇゅさは-
くぇ, ╋. ╀っかつっゃぇ, ╃けさぇ ╂ぇぉっ, ┿. 
╉ぇきっくけゃぇ, 《ぇくう ‶けこけゃぇ-╋せすぇ-
そけゃぇ,  ╋. ‶っすおぇくけゃぇ, ╉ぇかうくぇ 
╋ぇかうくぇ, ╋. ╂させぉってかうっゃぇ, ぅ. 
ぅいけゃぇ う ょさ. ╁ おさぇは くぇ 1939 ゅ. 
╉かせぉなす くぇ こうしぇすっかおうすっ え せし-
すさけえゃぇ のぉうかっえくけ つっしすゃぇくっ, いぇ 
おけっすけ こうてぇす ゃしうつおう しすけかうつくう 
ゃっしすくうちう. ╂けょうくぇ こさっょう のぉう-
かっは ょっしっす こうしぇすっかう こけょこうしゃぇす 
こさっょかけあっくうっ いぇ こさうっきぇくっすけ  
くぇ ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし  ゃ こうしぇすっか-
しおうは しなのい, くけ すけゃぇ しすぇゃぇ  ょゃっ 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ.
╆かけしすくぇすぇ ぇすぇおぇ くぇ ┿くぇ 

╉ぇさうきぇ. ╆ぇぉぇゃはくっすけ しっ ょなかあう 
くぇ こうしぇすっかおぇすぇ ┿くぇ ╉ぇさうきぇ, くぇ 
おけはすけ ╁ぇいけゃ くうおけゅぇ くっ けぉさな-
とぇか ゃくうきぇくうっ. 〈は けすくけゃけ うい-
かうゃぇ ゅくっゃぇ しう ゃ こさっしぇすぇ しさっとせ 
╄ゃゅっくうは ╋ぇさし, けぉゃうくはゃぇえおう は, 
つっ っ こさけょぇかぇ ╆かぇすくぇすぇ かうさぇ くぇ 

こけっすぇ しかっょ しきなさすすぇ きせ. ╉けゅぇすけ 
しっ つっしすゃぇす 50 ゅけょうくう すゃけさつっ-
しおう のぉうかっえ  くぇ ╁ぇいけゃ, すけえ こけ-
かせつぇゃぇ こけょぇさなお - ╆かぇすくぇ かうさぇ. 
‶うしぇすっかはす けぉぇつっ は こけょぇさはゃぇ 
こさっょ ゃしうつおう くぇ ╄ゃゅっくうは. ╁ 
こうしきけ ょけ くっは すけえ こうてっ, つっ え は 
ょぇさはゃぇ ゃ いくぇお くぇ こさうはすっかしすゃけ. 
‶さうすうしくぇすぇ けす ゅけかはきぇ くうとっすぇ 
しかっょ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, 
こさうくせょっくぇ ょぇ ゅかっょぇ ぉけかっく しな-
こさせゅ う ょけき, ╄. ╋ぇさし くぇうしすうくぇ 
こさけょぇゃぇ しおなこうは いぇ くっは こけょぇ-
さなお - くぇ しけかうょっく ょなさあぇゃっく うく-
しすうすせす, し きうしなかすぇ, つっ ╁ぇいけゃ ぉう 
え こさけしすうか. ╊うさぇすぇ っ けすおせこっくぇ 
けす ′ぇさけょくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ, ゅぇ-
さぇくすうさぇとぇ しなたさぇくっくうっすけ え.
]さっょ けぉゃうくっくうはすぇ くぇ ╉ぇさうきぇ 

しぇ う つっ ╁ぇいけゃ っ こうしぇか さぇいおぇいう-
すっ う ょさぇきうすっ え う ゅう っ こさけおぇさ-
ゃぇか ゃ ′ぇさけょくうは すっぇすなさ. ╆ぇ ょぇ 
しっ いぇとうすう, ╋ぇさし いぇゃっあょぇ ょっかけ 
いぇ おかっゃっすぇ. ]なょなす けしなあょぇ ╉ぇ-
さうきぇ くぇ 250 かゃ. ゅかけぉぇ う っょうく 
きっしっち いぇすゃけさ, くけ っ こけきうかゃぇくぇ 
けす ちぇさ ╀けさうし III. 
〈なあくうはす しっこすっきゃさう. ¨す 

こさうすっしくっくうっ いょさぇゃっすけ くぇ ╄ゃ-
ゅっくうは ╋ぇさし しっ ゃかけてぇゃぇ, くけ 
すは こさけょなかあぇゃぇ ょぇ っ っょくぇ けす 
こなさゃうすっ ょぇきう ゃ けぉとっしすゃっくうは 
う おせかすせさっく あうゃけす ゃ ╀なかゅぇさうは 
う かうつくけしす しなし しゃけえ しけぉしすゃっく 
けさっけか う すぇかぇくす. ]かっょ すっあなお 
きうけおぇさょうす くぇ 26.09.1945 ゅ. 
╄ゃゅっくうは ╋ぇさし せきうさぇ ゃ ょけきぇ しう. 
╃け こけしかっょくうは しう つぇし すは こさうっきぇ 
し ょけしすけえくしすゃけ しゃけうすっ こさうはすっかう 
う ぉかういおう, ゃっかうつっしすゃっくぇ おぇすけ 
ちぇさうちぇ, おぇおすけ は くぇさうつぇ ╁ぇいけゃ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

‶かぇゃくけすけ ゃょうゅぇくっ くぇ ゃない-
さぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ 

う くぇ けしうゅせさうすっかくうは しすぇあ し こけ 
4 きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇ しっ しこうさぇ.
〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす ぇおすせぇかう-

いうさぇくうは ゃぇさうぇくす くぇ こかぇくぇ 
“¨さってぇさしおう”, おけえすけ っ ゃくっしっく 
ゃ こぇさかぇきっくすぇ ゃ おさぇは くぇ きぇえ.
〈ぇおぇ くけゃうすっ せこさぇゃかはゃぇとう 

しっ けすおぇいゃぇす けす こっくしうけくくぇすぇ 
さっそけさきぇ くぇ ╂╄[╀, し おけはすけ けす 
2012 ゅ. いぇこけつくぇ こけしすっこっくくけ-
すけ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ ゅけょうくうすっ 
いぇ こっくしうは いぇさぇょう ゅけかっきうすっ 
ょっそうちうすう ゃなゃ そけくょけゃっすっ くぇ 
′¨╇.
╆かぇすくけすけ てゃっえちぇさしおけ こさぇ-

ゃうかけ, し おけっすけ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ とっ 
しっ けしなゃさっきっくはゃぇす こっくしううすっ せ 
くぇし, とっ いぇこけつくっ ょぇ ょっえしすゃぇ 
けす 1 のかう 2014 ゅ., しすぇゃぇ はしくけ 
けとっ けす こかぇくぇ “¨さってぇさしおう”.

╉′]╀ くぇしすけはゃぇ いぇ しこってくけ せゃっかうつっくうっ くぇ きうくう-
きぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ くぇ 340 かゃ. けす 1 のかう すぇいう 
ゅけょうくぇ. ╇しおぇくっすけ けこけゃっしすう こさっい しっょきうちぇすぇ ‶かぇきっく 
╃うきうすさけゃ - こさっいうょっくす くぇ ╉′]╀. 
]さっょ うしおぇくうはすぇ くぇ ╉′]╀ っ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ くっけぉかぇ-

ゅぇっき きうくうきせき いぇ ょけたけょうすっ ょけ さぇいきっさぇ くぇ きうくうきぇか-
くぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ - 340 かゃ., けとっ けす 1 のかう. ┿おけ 
しっ ゃなゃっょっ すけいう くっけぉかぇゅぇっき きうくうきせき, おけえすけ ╉′]╀ 
こさっょかぇゅぇ, すけゃぇ とっ けしすぇゃう ゃ ょあけぉぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ょけこなかくうすっかくけ きっあょせ 30 う 34 かっゃぇ. 
]うくょうおぇすなす とっ くぇしすけはゃぇ いぇ ういこかぇとぇくっ くぇ ょけぉぇゃおぇ 

けす こけ 30 かゃ. くぇ きっしっち おなき けぉっいとっすっくうはすぇ いぇ ぉっいさぇ-
ぉけすうちぇ ゃ さぇいきっさ ょけ 200 かゃ. きっしっつくけ ゃおかのつうすっかくけ - 
けす 1 のかう す. ゅ. ╆ぇ 64,1 たうかはょう ぉっいさぇぉけすくう こけ 30 かゃ. いぇ 
こけ 6 きっしっちぇ - すけゃぇ とっ しすさせゃぇ くぇ ぉのょあっすぇ 11,4 きかく. 
かゃ., しけつぇす ういつうしかっくうはすぇ くぇ ╉′]╀.

╁ ╉ぇいぇくかなお 
とっ ぉなょっ 

う い ょ う ゅ く ぇ す  
っょうくしすゃっくうはす 
ゃ しゃっすぇ ゃ ちはか 
さなしす こぇきっす-
くうお くぇ ゅっくっ-
さぇか ╋うたぇうか 
] お け ぉ っ か っ ゃ . 
[ってっくうっすけ いぇ 
すけゃぇ ぉっ ゃいっ-
すけ けす ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお くぇ 
こけしかっょくけすけ 
きせ さっょけゃくけ 
いぇしっょぇくうっ . 
╇ょっはすぇ いぇ こぇ-
きっすくうおぇ, いぇ 
こさけっおすぇ  う 
しさっょしすゃぇすぇ いぇ 
くっゅけゃけすけ うい-
ゅさぇあょぇくっ しぇ 
くぇ ′ぇちうけくぇか-
くけ ょゃうあっくうっ 
“[せしけそうかう”.

』けせおけさあてひて たしかおけちあ け くあ おけなかちかせぬけちあせそ かおせそさちあてせそ たしあはあせか さひす たかせつけけてか

]こけさっょ こさけっおすぇ, ょっこけいうさぇく ゃ ¨ぉとうくしうおは しなゃっす, そうゅせさぇすぇ 
くぇ ゅっくっさぇかぇ, おけえすけ っ っょうく けす くぇえ-ういゃっしすくうすっ  せつぇしすくうちう ゃ 
[せしおけ-すせさしおぇすぇ ¨しゃけぉけょうすっかくぇ ゃけえくぇ し うきっすけ ╀っかうはす ゅっくっ-
さぇか, とっ ぉなょっ ゃうしけおぇ けおけかけ 4 きっすさぇ, ういかはすぇ けす ぉさけくい う とっ しっ 
きけくすうさぇ ゃなさたせ ちうかうくょさうつっく ゅさぇくうすっく おぇこうすっか. 
《うゅせさぇすぇ, こけ つうえすけ こさけっおす とっ っ こぇきっすくうおなす, っ ょっかけ くぇ 

たせょけあくうおぇ ┿くゅっか ]こぇしけゃ. ¨さうゅうくぇかなす え しっ こぇいう ゃ ‶かっゃっく-
しおぇすぇ “‶ぇくけさぇきぇ”.  ]おせかこすせさぇすぇ くぇ ┿くゅっか ]こぇしけゃ っ っょうく-
しすゃっくぇすぇ ゃ しゃっすぇ そうゅせさぇ くぇ ╀っかうは ゅっくっさぇか ゃ ちはか さなしす. ‶け 
すぇいう そうゅせさぇ とっ しっ くぇこさぇゃう う っょくぇ っょうくしすゃっくぇ けすかうゃおぇ いぇ 
ぉなょっとうは こぇきっすくうお ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]こけさっょ こさっょかけあっくうっすけ ょけ 
けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう, ぉなょっとぇすぇ しおせかこすせさぇ くぇ ゅっくっさぇか 
]おけぉっかっゃ とっ ぉなょっ こけしすぇゃっくぇ ゃ すさっゃくぇすぇ こかけと ゃ さぇえけくぇ くぇ 
おさなゅけゃけすけ ょゃうあっくうっ くぇ っょくけうきっくくぇすぇ せかうちぇ “╂っく. ]おけぉっ-
かっゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
¨ぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう くぇ ゅさぇょぇ  けょけぉさうたぇ う こさっょかけあっ-

くうっすけ, けすこさぇゃっくけ けす ╈けさょぇく ╋ぇさうくけゃ, いぇ こけしすぇゃはくっすけ くぇ 
こぇきっすくぇ こかけつぇ ゃ おゃぇさすぇか “╁ぇしうか ╊っゃしおう” ゃ こぇきっす くぇ つっておう-
すっ しぇきけかっすけしすさけうすっかう, しないょぇかう そぇぉさうおぇすぇ いぇ ぇっさけこかぇくう う 
せつうかうとっすけ いぇ しぇきけかっすう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

До

Господин Атанас Бозов

Председател СК на КНСБ „Арсенал” АД

]おなこう ゅけしこけょうく ╀けいけゃ! 

╁なゃ ╁ぇてうすっ 70 ゅけょうくう あうゃけすなす しなぉさぇ う こけょさっょう こなしすなさ くうい けす ゃぇあくう いぇ “┿さしっくぇか”, いぇ さっ-
ゅうけくぇ う しすさぇくぇすぇ しなぉうすうは. 〈っ しぇ さぇゃくけしきっすおぇすぇ くぇ ╁ぇてうは ぉけゅぇす う しなょなさあぇすっかっく あうすっえしおう う 
すさせょけゃ こなす, くぇ っょうく さっぇかういうさぇか しっ つけゃっお, しうくょうおぇかうしす う ゅさぇあょぇくうく, おけえすけ こけいくぇ う こさけすうゃけ-
さっつうはすぇ う すさせょくけしすうすっ くぇ ゃさっきっすけ, う おさぇしけすぇすぇ う ゃないすけさゅぇ けす しないうょぇくうっすけ くぇ くぇてぇすぇ そうさきぇ.
‶さっょ ╁ぇし いぇしすぇくぇたぇ うしすけさうつっしおうはす てぇくし う けすゅけゃけさくけしすすぇ ょぇ こけかけあうすっ けしくけゃうすっ くぇ くけゃうは 

きけょっさっく っゃさけこっえしおう そうさきっく しうくょうおぇかういなき. ╆ぇ つっしすすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ╁うっ しっ しこさぇゃうたすっ う し すけゃぇ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ. ╉ぇすけ しうくょうおぇかっく かうょっさ う せつぇしすくうお ゃ くぇちうけくぇかくうすっ う ぉさぇくてけゃう さなおけゃけょ-
しすゃぇ くぇ ╉′]╀, ╁うっ せしこはたすっ ょぇ こさっゃなさくっすっ  しゃけはすぇ さぇぉけすぇ ゃ けぉさぇいっち, ゃ せつっぉくうお こけ しうくょうおぇ-
かういなき, こけ おけえすけ ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす う さぇぉけすはす ╁ぇてうすっ こけしかっょけゃぇすっかう くぇ ぇさしっくぇかしおけ, さっゅうけくぇかくけ 
う くぇちうけくぇかくけ さぇゃくうとっ.
〈けゃぇ いぇしかせあぇゃぇ くぇてうすっ ぇょきうさぇちうう う こさういくぇすっかくけしす う ╁ぇてっすけ ゃうしけおけ かうつくけ しぇきけつせゃしすゃうっ 

う せょけゃかっすゃけさっくけしす!
╇しおさっくけ ╁う こけあっかぇゃぇきっ ょなかゅけかっすくけ いょさぇゃっ, くけゃぇ っくっさゅうは う すゃけさつっしすゃけ, こけかっいくう うょっう う 

きくけゅけ, きくけゅけ さぇょけしす! ′っおぇ くぇいょさぇゃうちぇ いぇ ╁ぇし ゃょうゅくぇす ゃしうつおう たけさぇ, おけうすけ けぉうつぇすっ う ╁う けぉう-
つぇす, くぇ おけうすけ ゃはさゃぇすっ う ゃはさゃぇす ゃなゃ ╁ぇし! ]さっょ すはた しきっ ぇい う きけうすっ おけかっゅう けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか”.

』っしすうす さけあょっく ょっく! ]なさょっつくけ ╁う こさっゅさなとぇきっ!

Николай Ибушев
Изпълнителен директор

„Арсенал” АД

‶さぇゃうすっかしすゃけすけ すさはぉゃぇ けす 1 のかう ょぇ せゃっかうつう ゅけょうてくぇすぇ おゃけすぇ くぇ くっけぉかぇゅぇっきうすっ ゃぇせつっさう 
いぇ さぇぉけすくうつっしおけ たさぇくっくっ けす しっゅぇてくうすっ 160 きかく. かゃ. くぇ 240 きかく. かゃ., おけうすけ とっ ぉなょぇす こけっすう 
けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ, くぇしすけはゃぇす けす しうくょうおぇすぇ. 
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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”.

 ]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

‶さっい 1982 ゅけょうくぇ いぇこけつくぇた 
さぇぉけすぇ ゃ ╋ぇてうくけしすさけうすっかくうは 
いぇゃけょ 9, こけいうちうけくうさぇく ゃ しっかけ 
〈なあぇ. 〈ぇき ぉはた いぇきっしすくうお-ょうさっお-
すけさ こけ すったくうつっしおうすっ ゃなこさけしう. 
╆ぇゃけょなす ぉってっ ゃおかのつっく ゃ しなしすぇゃぇ 

くぇ ╋ぇてうくけしすさけうすっかくうは おけきぉう-
くぇす “《さうょさうた ╄くゅっかし”. ╉なき しなし-
すぇゃぇ くぇ いぇゃけょぇ ぉはたぇ こさったゃなさかっ-
くう  ちった 270 /]ぇさぇておう/, おけえすけ しっ 

〉ゃぇあぇっきう くぇてう つうすぇすっかう, くぇしすけはとう ぇさしっくぇかちう う ゃっすっさぇくう 
くぇ そうさきぇすぇ, しすさぇくうちうすっ くぇ ゃっしすくうおぇ しぇ けすゃけさっくう いぇ ゃぇてうすっ 
しこけきっくう, こさっこけさなおう う  うょっう. ‶うてっすっ くう いぇ たけさぇすぇ, いぇ おけうすけ 
うしおぇすっ ょぇ さぇいおぇあっき うかう いぇ おけうすけ ゃうっ うしおぇすっ ょぇ くう さぇいおぇ-
あっすっ, ぇおけ ゃっつっ くっ しぇ きっあょせ くぇし. ]こけょっかっすっ し くぇし くぇ しすさぇ-
くうちうすっ くぇ ゃっしすくうおぇ ゃぇてうすっ ちっくくう しこけきっくう いぇ うくすっさっしくう う 
うしすけさうつっしおう  きけきっくすう, しゃなさいぇくう  し さぇいゃうすうっすけ くぇ “┿さしっくぇか” 
う ゃくっょさはゃぇくっすけ くぇ くけゃう こさけういゃけょしすゃぇ. ╇しすけさうはすぇ っ すぇおぇゃぇ, 
おぇおゃぇすけ は こけきくはす すっいう, おけうすけ しぇ は ゅさぇょうかう. 
╆ぇ ゃさないおぇ し くぇし こけかいゃぇえすっ おけけさょうくぇすうすっ けす さっょぇおちうけくくけすけ 

おぇさっ.

くぇきうさぇてっ ゃ し. ┿かっおしくょさけゃけ, 
う ちった 280 /╃なさゃけょっかしおう/, 
おけえすけ ぉっ ゃ しっかけ ╂ぇぉぇさっゃけ. 
‶さけきっくう しっ う しすさせおすせさぇすぇ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ ょさせゅうすっ 
ちったけゃっ. ¨す こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ おけきこかっおすけゃおう いぇ きっすぇ-
かけさっあっとう きぇてうくう くぇ ╃]¨ 
“╆╋╋” いぇこけつくぇ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ くぇ こさけぉうゃくぇ おけかけく-
くぇ きぇてうくぇ ‶╉-031, さなつっく 
こさけすうゃけすぇくおけゃ ゅさぇくぇすけきっす  
[‶╂-9, ょっすぇえかう いぇ ぇゃすけきぇす 
“╉ぇかぇてくうおけゃ” う ゃしうつおう ゃう-
ょけゃっ ょなさゃけょっかしおう けこぇおけゃおう 
う しぇさぇておう けおけきこかっおすけゃおう 
いぇ ういょっかうはすぇ, こさけういゃっあょぇ-
くう ゃ  きぇてうくけしすさけうすっかくうは 
おけきぉうくぇす. 
〈せお ういくっくぇょぇすぇ きう ぉってっ, 

つっ しさっとくぇた ういおかのつうすっか-
くけ ゃうしけおけ おゃぇかうそうちうさぇくう 
しこっちうぇかうしすう う さぇぉけすくうちう, 
いぇゃなさてうかう ゃ さっゅうけくぇ /しかっょ 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ いぇゃけょぇ/, けす 
╋╉ “《さうょさうた ╄くゅっかし”, ╃]¨ 
“》うょさぇゃかうおぇ” , いぇゃけょ 15, 
ゅさ. ╉ぇさかけゃけ.  ╆ぇ すっいう たけさぇ 
くはきぇてっ くっゃないきけあくけ ゃ しそっ-
さぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う 
すっ しすけうつっしおう  う ゃしっけすょぇえくけ 
せしゃけはゃぇたぇ くけゃうすっ ういょっかうは. 
╁はさゃぇえおう くぇ しこけしけぉくけしすう-
すっ くぇ しゃけうすっ さなおけゃけょうすっかう, 
しこっちうぇかうしすう う さぇぉけすくうちう 
けす ╋ぇてうくけしすけさうすっかくうは いぇ-
ゃけょ ゃ し.〈なあぇ, さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ おけきぉうくぇすぇ ゃこけしかっょ-
しすゃうっ ゃないかけあう せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう, ゃな-
いかう いぇ ちうそさけゃけ-こさけゅさぇきくう-
すっ きぇてうくう いぇ ういょっかうは 1300, 
っかっおすさけきぇゅくうすくう きぇしう う 
ょさせゅう. 
╁なこさっおう ゅけかはきけすけ さぇいくけけ-

ぉさぇいうっ  くぇ ういょっかうはすぇ, おけうすけ 
しっ せしゃけはゃぇたぇ う こさけういゃっあ-
ょぇたぇ ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくうは 
いぇゃけょ, おけかっおすうゃなす  せこけさうすけ 
う せゃっさっくけ こさっけょけかはゃぇてっ 
ゃしうつおう すさせょくけしすう  う せしこって-
くけ ういこなかくはゃぇてっ こさけういゃけょ-
しすゃっくぇすぇ しう こさけゅさぇきぇ.
╇ すせお, ゃ おさぇは くぇ 1995 ゅけ-

ょうくぇ,  しっ こっくしうけくうさぇた, せょけ-

ゃかっすゃけさっく けす さぇぉけすぇすぇ しう し 
おけかっゅうすっ, しこっちうぇかうしすうすっ う 
さぇぉけすくうちうすっ, いぇ おけっすけ うき 
ぉかぇゅけょぇさは. 

╁ しゃけはすぇ 42-ゅけょうてくぇ
すさせょけゃぇ ょっえくけしす

しないょぇょけた しっきっえしすゃけ, 

くぇ おけっすけ ぇい きくけゅけ 
ょなかあぇ いぇ さぇいぉうさぇ-
くっすけ う こけょおさっこぇすぇ ゃ 
あうゃけすぇ う すさせょけゃぇすぇ 
きう ょっえくけしす. 
′ぇ 7-きう くけっきゃさう 

1959 ゅけょうくぇ しっ けあっ-
くうた いぇ ╋ぇさうは ‶っく-
つっゃぇ, っょゃぇ くぇ 19 
ゅけょうくう, いぇゃなさてうかぇ 
せつうかうとっ いぇ ょっす-
しおう せつうすっかおう ゃ ゅさぇょ 
[せしっ う さぇぉけすうかぇ 
すぇいう こさけそっしうは こさっい 
ちっかうは しう あうゃけす, ょけ 
22-さう そっゃさせぇさう 
1996 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ 
こけつうくぇ. 
] けぉうつ う かのぉけゃ 

ょゃぇきぇすぇ しなし しなこさせ-
ゅぇすぇ きう しないょぇょけたきっ 
ょゃっ ょなとっさう - ╋うかぇ 
う ╁ぇかっくすうくぇ, おけうすけ 
いぇゃなさてうたぇ ゃうしてっ 
けぉさぇいけゃぇくうっ う しっゅぇ  
うきぇす こさっしすうあくう 
こさけそっしうう う ょけぉさぇ 
さぇぉけすぇ. 
〈っ くう ょぇさうたぇ し っょうく 

ゃくせお う すさう ゃくせつおう. ] 
ゃしうつおう すはた きくけゅけ しっ 
けぉうつぇきっ う せゃぇあぇゃぇ-
きっ, すっ きう くけしはす  さぇ-
ょけしす, とぇしすうっ う ゃょなた-
くけゃっくうっ ゃ あうゃけすぇ. 

╁ ゅけょうくうすっ,
おけゅぇすけ けしすぇくぇた しぇき, 

くぇきっさうた ょけぉさう こさうはすっかう, し 
おけうすけ っあっょくっゃくけ しっ しさっとぇ-
きっ, たけょうき くぇ さぇいたけょおう ゃ こぇさお 
“〈のかぉっすけ”. ‶うっき こけ つぇてぇ 
おぇそっ うかう つぇえ, けさゅぇくういうさぇ-
きっ う こさぇいくせゃぇきっ さけあょっくう う 
うきっくくう ょくう, こさぇゃうき すせさうしすう-
つっしおう こけたけょう. 
¨しけぉっくけ ゃぇあっく きけきっくす けす 

きけは こっくしうけくっさしおう あうゃけす っ 
こっさうけょなす, ゃ おけえすけ いぇこけつくぇた 

ょぇ こけかいゃぇき せしかせゅうすっ くぇ ╃け-
きぇてくうは しけちうぇかっく こぇさすさけくぇあ, 
けすおなょっすけ こけかせつぇゃぇき っあっょくっゃ-

くけ ゅけすけゃぇ すけこかぇ, さぇいくけけぉさぇい-
くぇ う ゃおせしくぇ  たさぇくぇ, こさうゅけすゃっ-
くぇ けす ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇくう 
しこっちうぇかうしすう. 〈せお くぇきっさうた 
ゃくうきぇくうっすけ う ゅさうあうすっ, おけうすけ 

しけちうぇかくうすっ さぇぉけすくうちう う ちっ-
かうはす こっさしけくぇか こけょ さなおけゃけょ-

しすゃけすけ くぇ せこさぇゃうすっかは ‶っこぇ 
╃うきうすさけゃぇ こけかぇゅぇす いぇ くぇょ 300 
こっくしうけくっさう. ╁ ╃けきぇてうくは しけ-
ちうぇかっく こぇすさけくぇあ しっ いぇこけいくぇた 
う しこさうはすっかうた し こっくしうけくっさう, 
さぇぉけすうかう ゃ さぇいかうつくう しそっさう くぇ 

けぉとっしすゃっくうは  あうゃけす, し おけうすけ 
っあっょくっゃくけ しっ しさっとぇきっ くぇ さぇい-
ょせきおぇ う おぇそっ.  ‶さぇいくせゃぇきっ しう  
う かうつくうすっ こさぇいくうちう, し こけきけ-
とすぇ う くぇ こっさしけくぇかぇ すぇき. ‶さっい 

ちっかうは しう しないくぇすっかっく 
あうゃけす しなき しっ しすさっ-
きはか ょぇ ぉなょぇ つっしすっく, 
ょけぉなさ う ゃくうきぇすっかっく 
し たけさぇすぇ, ょぇ こけきぇ-
ゅぇき ゃうくぇゅう し おぇおゃけすけ 
きけゅぇ, しなけぉさぇいくけ きけう-
すっ ゃないきけあくけしすう. 
 ╉ぇすけ さなおけゃけょうすっか 

ぉはた ぉかういけ ょけ さぇぉけす-
くうちうすっ う しなすさせょくう-
ちうすっ しう う こけ すけいう 
くぇつうく うきぇた ゃないきけあ-
くけしす ょぇ ょけぉうは くぇえ-
さっぇかくぇ こさっょしすぇゃぇ 
いぇ しなしすけはくうっすけ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ う ょぇ 
ゃいっきぇ くぇえ-こさぇゃうかくう-
すっ いぇ きけきっくすぇ せこさぇ-
ゃかっくつっしおう さってっくうは. 
‶さうくちうこ ゃ けすくけてっ-
くうはすぇ きう し すはた ぉっ: 
“〉ゃぇあぇゃぇえ, いぇ ょぇ すっ 
せゃぇあぇゃぇす” う すけゃぇ きう 
くけしってっ せしこった う ょけ-
ぉさう こさうはすっかう.  
 ╁ いぇおかのつっくうっ ぉうた 

おぇいぇか, つっ “┿さしっくぇか” 
ゃうくぇゅう っ ぉうか ゃうしてぇ 
ておけかぇ いぇ けぉせつっくうっ 
くぇ おぇょさう いぇ ちはかぇすぇ 
こさけきうてかっくけしす くぇ [っ-
こせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは! 

うくあ. ╋うたぇうか ╋うたぇえかけゃ
  ゃっすっさぇく - ぇさしっくぇかっち,

ぉうゃて ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ  2

╂ うくおぇ 』ぇゃょぇさけゃぇ っ ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ ′ぇちうけくぇかくけすけ しょさせあっくうっ くぇ 
けぉとうくうすっ ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは /′]¨[╀/ けす しぇきけすけ きせ しないょぇゃぇくっ.

╆ぇゃなさてゃぇ ╉うっゃしおうは ょなさあぇゃっく せくうゃっさしうすっす, しこっちうぇかくけしす うおけくけきうつっしおぇ おうぉっさ-
くっすうおぇ. ╃けおすけさ こけ うおけくけきうおぇ, し ょうしっさすぇちうは こけ っそっおすうゃくけしす くぇ うくゃっしすうちううすっ. 
]すぇさてう くぇせつっく しなすさせょくうお こけ すっさうすけさうぇかくけ こかぇくうさぇくっ, おぇすけ う ゃ きけきっくすぇ っ たけくけ-
さけゃぇく こさっこけょぇゃぇすっか. 
╄おしこっさす こけ すっさうすけさうぇかくけ さぇいゃうすうっ, きっしすくけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ う けぉとうくしおう そう-

くぇくしう. ╆ぇゃなさてうかぇ っ しかっょょうこかけきくう おゃぇかうそうおぇちうう ゃなゃ 《さぇくちうは う ]┿】. 
┿ゃすけさ くぇ くぇょ 70 きけくけゅさぇそうう, しすぇすうう う ょけおかぇょう し すっきう: さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ, 

きっしすくけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ, こさけゅくけいうさぇくっ う こさけゅさぇきうさぇくっ くぇ すっさうすけさうぇかくけすけ さぇい-
ゃうすうっ. 
╂うくおぇ 』ぇゃょぇさけゃぇ ぉっ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい きぇえ いぇ いぇしっょぇくうっ くぇ 〉] くぇ ′]¨[╀, つうえすけ 

つかっく っ 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. 

》ちけせぬけたひて すけ いか: “】うあきあうあこ, くあ おあ てか とうあきあうあて.”
╂けしこけあけ 』ぇゃょぇさけゃぇ, 

けつっゃうょくけ さぇいこさっょっかっ-
くうっすけ くぇ っゃさけしさっょしすゃぇ-
すぇ こさっい しかっょゃぇとうは こさけ-
ゅさぇきっく こっさうけょ くぇ ╄] っ 
けしくけゃくうはす こさけぉかっき ゃ 
ょくっゃくうは さっょ くぇ ′][╀. 
‶さっょう すけゃぇ, けぉぇつっ, おぇおゃぇ 
っ けちっくおぇすぇ ╁う いぇ こさけちっしぇ 
こさっい ういすうつぇとうは こっさうけょ 
2007-2013? ╃けゃけかくう かう 
しすっ けす おさぇえくうはす さっいせかすぇす 
ゃ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ しさっょ-
しすゃぇすぇ けす けぉとうくうすっ?
- ╉ぇすけ けすつうすぇきっ, つっ すけゃぇ 

ぉってっ こなさゃうはす こさけゅさぇきっく 
こっさうけょ いぇ ╀なかゅぇさうは, おさぇす
おうはす けすゅけゃけさ っ, つっ くっ しきっ 
ょけゃけかくう. ╉ぇすけ けすつうすぇきっ, 
けぉぇつっ, つっ ゃしうつおう しっ せつった
きっ - う せこさぇゃかはゃぇとう けさゅぇくう, 
う ぉっくっそうちうっくすう, けちっくおぇすぇ 
っ きけあっ ぉう きぇかおけ こけ-ょけぉさぇ. 
′け くっ しきっ ょけゃけかくう けす さっ
ぇかくぇすぇ しなこけしすぇゃおぇ けす ょけ

こせしすうきけしす くぇ こさけっおすうすっ こけ 
っゃさけこっえしおうすっ こさうけさうすっすう 
う さっぇかくうすっ ぉなかゅぇさしおう こけ
すさっぉくけしすう. ′ぇ きくけゅけ きっしすぇ 
くぇてうすっ こけすさっぉくけしすう けしすぇ
くぇたぇ ぉっい てぇくし いぇ っゃさけそう
くぇくしうさぇくっ, ぇ ゃうあょぇきっ, つっ っ 
うきぇかけ すぇおなゃ てぇくし, いぇとけすけ 
ょさせゅう しすさぇくう ゃ ╄] しぇ ゅけ うい
こけかいゃぇかう. ′ぇこさうきっさ – ゅさけ
ぉうとくうすっ こぇさおけゃっ. ¨おぇいぇ 
しっ, つっ ゃ ╀なかゅぇさうは くっ きけあっき 
ょぇ ういこけかいゃぇきっ っゃさけこっえしおう 
しさっょしすゃぇ いぇ ゅさけぉうとくうすっ 
こぇさおけゃっ, ょけおぇすけ ╇すぇかうは しう 
っ さってうかぇ すけいう ゃなこさけし.
╆ぇ ゃすけさうは こさけゅさぇきっく こっさう

けょ うきぇきっ けゅさけきくぇ „けぉっちぇ くぇ 
せたけすけ” – ょぇ けいぇこすうき ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ ぉのさけおさぇちうは, おけはすけ 
せしかけあくはゃぇ ゃ こなすう こけゃっつっ う 
ぉっい すけゃぇ しかけあくうすっ っゃさけこっえ
しおう こさぇゃうかぇ いぇ せしゃけはゃぇくっ 
くぇ そけくょけゃっすっ. ′っ きけあぇたきっ 

こさっい すけいう こさけゅさぇきっく こっさうけょ 
ょぇ くぇこさぇゃうき すけゃぇ. ]ぇきう しう 
しないょぇょけたきっ たうかはょう くっくせあくう 
ょけおせきっくすう, しなゅかぇしせゃぇくうは, 
しこさぇゃおう, くけすぇさうぇかくう いぇゃっさ
おう う ゃ きけきっくすぇ しなとっしすゃせゃぇ 
ういうしおゃぇくっすけ ょぇ さけゃうき ゃ せおぇ
いう けすこさっょう 100 ゅけょうくう, ょぇ 
ょけおぇいゃぇきっ おけゅぇ っ しないょぇょっくぇ 
ょぇょっくぇ けぉとうくぇ. ′うおけえ ゃ ╄ゃ
さけこぇ くっ さぇいぉうさぇ いぇ おぇおゃけ っ 
すけゃぇ.

‶さっい しかっょゃぇとうは こっさう-
けょ - ょけ 2020-すぇ,  くぇ ぉぇいぇ 
すけゃぇ, おけっすけ ゃっつっ っ しゃなさ-
てっくけ, とっ しっ くぇきっさはす かう 
くぇえ-すけつくうすっ こさぇゃうかぇ いぇ 
せしゃけはゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ-
すぇ – う おぇすけ きったぇくういきう いぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇくっ, う おぇすけ 
ぇょっおゃぇすくけしす くぇ さっぇかくうすっ 
こけすさっぉくけしすう こけ さぇいかうつ-
くうすっ さっゅうけくう う しけちうぇかくう 
しかけっゃっ?   

- 〈さはぉゃぇ ょぇ ゅう くぇきっさうき, 
くけ くっ しなき きくけゅけ ゅけかはき けこ
すうきうしす, いぇとけすけ ゃしはおけ くけゃけ 
こさぇゃうすっかしすゃけ しっ せこさぇあくはゃぇ 
くぇくけゃけ. 〈さはぉゃぇ ょぇ ういこなか
くうて こけくっ っょうく-ょゃぇ っゃさけ
こっえしおう こさけっおすぇ, いぇ ょぇ さぇい
ぉっさって, おけかおけ っ しかけあくぇ すぇいう 
こさけちっょせさぇ  う おなょっ しぇ „すっし
くうすっ” きっしすぇ ゃ くっは, いぇ ょぇ すなさ
しうて おぇお ょぇ ゅう こさっけょけかはゃぇて. 
‶さっい すけいう こっさうけょ こかぇとぇきっ 
こさっおぇかっくけ ゃうしけおぇ ちっくぇ いぇ 
ゅさっておうすっ. ╁ ╉ぇいぇくかなお けぉしな
ょうたきっ おぇお しっ ゅせぉう さっしせさし けす 
くっせしゃけっくう しさっょしすゃぇ. 〈さはぉゃぇ 
ょぇ しっ くぇせつうき, いぇとけすけ こさけて
おぇ けす ╄] ゃっつっ くはきぇ ょぇ うきぇ, 
すなえ おぇすけ しっ けすつうすぇ, つっ ゃっつっ 
うきぇきっ けこうす.

′ぇ しさっとぇすぇ くぇ 〉] ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお しっ さぇいぉさぇ, つっ うきぇ 
さっぇかくぇ けこぇしくけしす けす こさっょ-

ゃうょっくうすっ ゃっつっ こさけっおすう 
くぇ けぉとうくうすっ せ くぇし ょぇ ぉな-
ょぇす いぇゅせぉっくう けつぇおゃぇくうすっ 
230 きかく. かゃ. ╉ぇお しっ しすうゅ-
くぇ ょけ すぇいう しうすせぇちうは? 
- ¨すゅけゃけさなす っ きくけゅけ しかけ

あっく, くけ すけゃぇ っ けすゅけゃけさなす: 
ょなかゅう う しかけあくう こさけちっょせさう, 
しなゅかぇしせゃぇくうは, ゅせぉっくっ くぇ 
ゃさっきっ いぇ しなゅかぇしせゃぇくうは し こけ 
12-15 うくしすぇくちうう, こさう すけゃぇ 
しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ しかけあくう うくゃっし
すうちうけくくう こさけっおすう. ╁すけさぇすぇ 
こさうつうくぇ っ ゃっつっ しないょぇょっくう
はす しすさぇた ゃ けぉとうくうすっ. ╁っつっ 
しっ ゅせぉう こけゃっつっ ゃさっきっ けす けぉ
とうくうすっ, いぇとけすけ ゃっつっ いくぇ
っき しうかぇすぇ くぇ „╃ぇきけおかっゃうは 
きっつ”, くぇさっつっく そうくぇくしけゃう 
おけさっおちうう, こさう おけうすけ こさっょ
ゃうょっくう っゃさけしさっょしすゃぇ くっ しっ 
こさういくぇゃぇす おぇすけ さぇいたけょう いぇ
さぇょう くっしこぇいっくう さぇいかうつくう 
ういうしおゃぇくうは. ]かっょ おぇすけ ゃっつっ 
けぉとうくうすっ ぉはたぇ いぇしっゅくぇすう し 
くっこさういくぇすう きくけゅけ しさっょしすゃぇ, 

いぇこけつくぇたきっ こけ-ゃくうきぇすっかくけ 
ょぇ さぇぉけすうき. ‶さうつうくうすっ いぇ 
ぉぇゃくけすけ せしゃけはゃぇくっ くぇ っゃ
さけしさっょしすゃぇすぇ しぇ こさけきっくうすっ 
ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ けぉとっしすっゃくうすっ 
こけさなつおう, おけうすけ こけいゃけかはゃぇす 
ょなかゅけ ゃさっきっ いぇ けぉあぇかゃぇくっ 
くぇ いぇゅせぉうかうすっ すなさゅぇ, おけっすけ 
ぉぇゃう こさけっおすうすっ, ぇ こけくはおけゅぇ 
くぇこさぇゃけ ゅう こさけゃぇかは, いぇとけすけ 
こけ すはた すっおぇす しさけおけゃっ. ¨す
ゃけさうたきっ せさぇゅぇくぇ, くぇさっつっく 
”¨しこけさゃぇくっ くぇ けぉとっしすゃっ
くうすっ こけさなつおう”. 〈けゃぇ っ くぇ
うしすうくぇ せさぇゅぇく! ╀っょしすゃうっ! 
‶けくはおけゅぇ しっ つぇおぇ けしこけさゃぇくけ 
さってっくうっ こけ しなょっぉっく こなす けす 
12 ょけ 14 きっしっちぇ...

╃ぇ たゃなさかうき こけゅかっょ おなき 
しかっょゃぇとうは こさけゅさぇきっく 
こっさうけょ – すけゃぇ, おけっすけ かうつ-
くけ ぇい くぇぉかのょぇゃぇき, っ, つっ 
ょうしこさけこけさちうはすぇ きっあょせ 
さっゅうけくうすっ しっ いぇょなかぉけつぇ-
ゃぇ, ゃきっしすけ いぇ しっ ういゅかぇあ-
ょぇ. ╂けかっきうすっ ゅさぇょけゃっ 
„ょさなこくぇたぇ” けとっ こけ-くぇ-
こさっょ, きぇかおう くぇしっかっくう 
きっしすぇ, こけかいゃぇたぇ ょけしすぇ 
しさっょしすゃぇ こけ ‶さけゅさぇきぇ-
すぇ いぇ しっかしおうすっ さぇえけくう, ぇ 
しさっょくけ ゅけかっきう ゅさぇょけゃっ 
おぇすけ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ つっ 
かう うきぇたぇ きぇかおぇ さっぇかくぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ そうくぇくしう-
さぇくっ けす ╄]. ╉ぇお とっ ぉなょぇす 
さぇいこさっょっかっくう しさっょしすゃぇ-
すぇ きっあょせ さぇいかうつくうすっ おぇ-
すっゅけさうう ゅさぇょけゃっ ゃ しかっょ-
ゃぇとうは こっさうけょ, いぇ ょぇ しっ 
こさっけょけかっっ すぇいう ょうしこさけ-
こけさちうは?
- 〈けゃぇ っ ゃすけさうはす ゅけかはき 

ゃなこさけし. ‶なさゃうはす ぉってっ ょぇ 
こさっょゃうょうき きっさおう, いぇ ょぇ きけ
あっき ょぇ しなけぉさぇいうき しさっょしすゃぇ
すぇ し こけすさっぉくけしすうすっ. ╁すけさう

はす - ょぇ けしうゅせさうき さっぇかくうは 
さっしせさし すぇおぇ, つっ けぉとうくうすっ 
ょぇ うきぇす, ぇおけ くっ さぇゃっく, すけ 
こけくっ ぉかういおう てぇくしけゃっ いぇ せし
ゃけはゃぇくっすけ くぇ っゃさけしさっょしすゃぇ. 
′け さぇいこさっょっかっくうすっ さっしせさしう 
おぇすけ こさけゅさぇきう ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ こっさうけょぇ くっ けいくぇつぇゃぇす 
せしゃけっく こさけっおす! 〈ぇいう ゅけょう
くぇ, くぇえ-おなしくけ ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ しかっょゃぇとぇすぇ, とっ しっ さってう 
おぇおなゃ っ ょけしすなこなす くぇ さぇいかうつ
くうすっ ゃうょけゃっ けぉとうくう ょけ さぇい
かうつくうすっ こさけゅさぇきう. ′はきぇ ょぇ 
ょけこせしくっき, おぇおすけ ゃ こさっょくうは 
こっさうけょ, こけつすう っょくぇ すさっすぇ 
けす けぉとうくうすっ ょぇ ぉなょぇす ぉっい 
さっぇかっく てぇくし いぇ っゃさけこっえしおぇ 
こけょおさっこぇ, くぇえ-きぇかおけ こけさぇ
ょう すけゃぇ, つっ しぇ 
うきぇかう „くっとぇしすうっすけ” ょぇ ぉな

ょぇす さぇいこけかけあっくう ょけ ゅさぇょ 
し こけゃっつっ けす 30 たうか. ょせてう. 
〈けゃぇ ぉってっ ぉっいせきうっ. ╇しおぇきっ 
ゃぇさうぇくすう, さぇいつっすう う おさうすっ
さうう, おけうすけ ょぇ ょけおぇあぇす, つっ 

くうっ けす ′ぇちうけくぇかくけすけ しょさせ
あっくうっ くぇ けぉとうくうすっ うしおぇきっ 
すぇおけゃぇ さぇいこさっょっかっくうっ くぇ 
さっしせさしうすっ こけ けぉかぇしすう, おけっすけ 
ょぇゃぇ てぇくし くぇ けぉとうくうすっ ょぇ 
つっさこはす こけょおさっこぇ けす ╄].

′け すさはぉゃぇ ょぇ うきぇきっ  
こさっょゃうょ, つっ  うきぇ う けこっ-
さぇすうゃくう こさけゅさぇきう, おなき 
おけうすけ くうっ おぇすけ けぉとうくう 
くはきぇきっ けすくけてっくうっ. 〈ぇおぇ, 
つっ - けとっ っ さぇくけ ょぇ こさぇゃうき 
ぇくぇかういう くぇ てぇくしけゃっすっ いぇ 
ょけしすなこ こけ こさけっおすう おぇすけ 
ちはかけ. 》けさぇすぇ ゃ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ しかっょゃぇ ょぇ せしっとぇす, 
つっ しぇ つぇしす けす ╄ゃさけこっえしおけ-
すけ こさけしすさぇくしすゃけ.
‶さっい っしっくすぇ ]ょさせあっくう-

っすけ くぇ けぉとうくうすっ とっ うきぇ 
しさっとぇ こさう こさっいうょっくすぇ. 
╉けう しぇ けしくけゃくうすっ ゃなこさけ-
しう, おけうすけ とっ きせ こけしすぇゃう-
すっ?
-  ]さっとぇすぇ ゃ こさっいうょっくす

しおぇすぇ うくしすうすせちうは とっ ぉなょっ 
こけょ いくぇおぇ くぇ ゅけかっきうすっ こけ
しけおう う こさけきっくう, おけうすけ うし
おぇきっ ょぇ しっ ういゃなさてゃぇす, しすさぇ
すっゅうつっしおう ゃぇあくう ゃなこさけしう. 
╆ぇとけすけ こさっいうょっくすなす うきぇ 
ゃないきけあくけしす ょぇ ゃかうはっ, ょぇ 
おけくしけかうょうさぇ さぇいかうつくう しうか
くう くぇこさぇゃかっくうは – ういしかっょけ
ゃぇすっかう, こけかうすうちう, きくっくうは, 
ゃ おけはすけ おけくしけかうょぇちうは きけゅぇす 
ょぇ しっ くぇきっさはす ゃっさくうすっ う ゃぇ
あくう さってっくうは. ‶さっいうょっくすなす 
ぉう きけゅなか ょぇ ゃかうはっ くぇ きくけ
ゅけ しすさせおすせさう, つさっい おけうすけ 
ょぇ しっ さってぇゃぇす くっ ゃなこさけしう
すっ くぇ ょくってくうは ょっく, おけっすけ っ 
そせくおちうは くぇ きうくうしすさうすっ, ぇ 
ょぇ こさけきけすうさぇ くぇてう こさっょ
かけあっくうは いぇ そうくぇくしけゃぇ ょっ
ちっくすさぇかういぇちうは, いぇ こけゃっつっ 
こさぇゃぇ くぇ けぉとうくうすっ. ′っ おぇい

ゃぇき, つっ けぉとうくうすっ とっ ういゃかっ
おぇす 100 % けす さっしせさしうすっ, くけ 
ゃ ょっちっくすさぇかういうさぇくぇ ╄ゃさけこぇ 
っ ょけおぇいぇくけ, つっ こけかいぇすぇ けす 
っょうく さっしせさし しっ せょゃけはゃぇ, おけ
ゅぇすけ すけえ けすうゃぇ すぇき, おなょっすけ 
しぇ さっぇかくうすっ こけすさっぉくけしすう くぇ 
たけさぇすぇ. 

‶さう ゃっつっ うょっくすうそうちう-
さぇくうは けしくけゃっく こさけぉかっき ゃ 
╀なかゅぇさうは – くうしおうすっ ょけたけ-
ょう, し おぇおゃけ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
こけかっいくけ ]ょさせあっくうっすけ くぇ 
けぉとうくうすっ いぇ くっゅけゃけすけ さっ-
てぇゃぇくっ?
- ′ぇえ-きくけゅけ きけあっ ょぇ ぉなょっ 

こけかっいくけ し こさけきけすうさぇくっ くぇ 
きっさおう いぇ こけょおさっこぇ いぇ ゅさう
あぇ いぇ たけさぇすぇ こけ ょけきけゃっすっ う 
しけちうぇかくけ けとっすっくうすっ たけさぇ し 
せゃさっあょぇくうは. ╆ぇとけすけ きかぇ
ょけすけ こけおけかっくうっ ゃしっ こけゃっつっ 
くはきぇ くうすけ ゃさっきっ, くうすけ ゃない
きけあくけしす, くうすけ こぇさう ょぇ しっ 
ゅさうあう いぇ ゃないさぇしすくうすっ. ╄かっ

きっくすぇさくう きっょうちうくしおう こさっ
ゅかっょう, たさぇくぇ ゃおなとう, すけゃぇ, 
おけっすけ ょぇゃぇ ょけきぇてくうはす しけ
ちうぇかっく こぇすさけくぇあ, いぇ すぇいう 
ゅさせこぇ たけさぇ とっ しっ こけしすぇさぇっき 
ょぇ ょぇょっき しうかくぇ こけょおさっこぇ. 
╉ぇおすけ う いぇ たけさぇすぇ し せゃさっあ
ょぇくうは. ╇きぇ さうしおけゃう ゅさせこう, 
けす おけうすけ くっ いぇゃうしう こけかけあっ
くうっすけ うき ょぇ しっ こさけきっくう. ┿ 
ょなさあぇゃぇすぇ ょけしっゅぇ う 50 しすけ
すうくおう くっ っ ょぇかぇ ゃ きくけゅけ しかせ
つぇう. ╁ すけゃぇ きけあっき ょぇ ぉなょっき 
こけかっいくう, おぇすけ こけょおさっこうき 
ゅさうあぇすぇ いぇ すっいう ゅさせこう.

′ぇかうつうっすけ くぇ くけゃけ こさぇ-
ゃうすっかしすゃけ とっ こさけゃけおうさぇ 
かう ょっえしすゃうは けす しすさぇくぇ くぇ 
′]¨[╀ ょぇ けこうすぇ こさけきっ-
くう ゃ きったぇくういきぇ くぇ ゃいぇう-
きけょっえしすゃうっ きっあょせ ょゃっすっ 
しすさぇくう?
- [ぇいぉうさぇ しっ. ╆ぇとけすけ ゃしは

おけ くけゃけ こさぇゃうすっかしすゃけ くけしう 
くけゃう くぇょっあょう, ぇ くうっ くけしうき 
けこうすぇ けす くっせしこったうすっ し こさっ
ょうてくけすけ. ′ぇてぇすぇ こさけきはくぇ, 
けぉぇつっ, こなさゃけ っ くぇしけつっくぇ おなき 
しぇきうすっ くぇし: おなき くぇつうくぇ, こけ 
おけえすけ そけさきせかうさぇきっ くぇてうすっ 
こさっょかけあっくうは, くぇつうくぇ, こけ 
おけえすけ ゅう けしすけはゃぇきっ. 〈けゃぇ, 
おけっすけ いぇゃうしう けす くぇてうは こぇさす
くぬけさ – けしくけゃくけすけ, くぇ おけっすけ 
とっ ょなさあうき, っ ょぇ こけしすうゅぇきっ, 
きけあっ ぉう きうくうきぇかくう, くけ さっ
ぇかくう ょけゅけゃけさっくけしすう, おけう
すけ, けぉぇつっ, ょぇ ういこなかくはゃぇきっ. 
╋くけゅけ つっしすけ しっ しさっとぇきっ くぇ 
こさけすけおけかくう しさっとう, くうっ しう 
ゅけゃけさうき, ちっくすさぇかくぇすぇ ゃかぇしす 
しう ゅけゃけさう, こけつすう くっ くう つせゃぇ, 
さぇいょっかはきっ しっ し くぇえ-ょけぉさう 
つせゃしすゃぇ う しなぉうすうはすぇ こさけ
ょなかあぇゃぇす ぉっい こさけきはくぇ. 】っ 
けこうすぇきっ ょぇ こさけきっくうき すけゃぇ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

[せこうすっ - ╋. ╋うたぇえかけゃ し こさうはすっかう こさっょ 
こぇきっすくうおぇ くぇ ╁ぇくゅぇ, 28 のかう 2012 ゅ.

′ぇ ぉぇくうちぇ し おなしきっすう ゃ ╃くっゃっくうは 
ょけき いぇ しすぇさう たけさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお

しく. かうつっく ぇさたうゃ

しく. かうつっく ぇさたうゃ

╈けせさあ ぁあうおあちそうあ - ¨くたひしせけてかしかせ おけちかさてそち せあ 〉』《『╆:
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 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお くっ うい-
ぉさぇ くけゃ けきぉせょしきぇく.
╁っつっ ぉかういけ ゅけょうくぇ しかっょ ういすうつぇくっすけ くぇ 

5-ゅけょうてくうは きぇくょぇす くぇ ょけしっゅぇてくうは けぉ-
とっしすゃっく こけしさっょくうお ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ, すは 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ いぇっきぇ こけしすぇ, すなえ おぇすけ くぇ 
ょゃぇ こなすう こさけちっょせさぇすぇ いぇ ういぉけさ くぇ けき-
ぉせょしきぇく しっ こさけゃぇかう. ╃ゃぇきぇ ぉはたぇ ょけこせし-
くぇすうすっ ょけ しなぉっしっょゃぇくっ し ¨ぉとうくしおうは しな-
ゃっす おぇくょうょぇすう けす ╁さっきっくくぇ おけきうしうは こけ 
ういぉけさぇ: ぉうゃてうはす ょうさっおすけさ くぇ [╇¨]╁ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ′ぇくつけ ╁うょっゃ う ぉうけかけあおぇすぇ 
╂うくおぇ 】っさっゃぇ.
′うすけ っょうく けす ょゃぇきぇすぇ, けぉぇつっ, くっ しなぉさぇ 

くせあくうは ぉさけえ ゅかぇしけゃっ けす 2/3 けす ゃしうつおう 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, いぇ ょぇ しすぇくっ けぉ-
とっしすゃっく こけしさっょくうお. ╆ぇ ╂うくおぇ 】っさっゃぇ 
ゅかぇしせゃぇたぇ 24 けす 32-きぇすぇ せつぇしすゃぇかう ゃ 
ゅかぇしせゃぇくっすけ しなゃっすくうちう, ぇ いぇ ′ぇくつけ ╁う-
ょっゃ - 5-きぇ. 〈さうきぇ けす せつぇしすゃぇかうすっ ゃなゃ 
ゃけすぇ しなゃっすくうちう こせしくぇたぇ くっょっえしすゃうすっかくう 
ぉのかっすうくう. 〈ぇおぇ くぇ こさぇおすうおぇ くぇ つけゃっおぇ 
くぇ “╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 】っさっゃぇ くっ 

‶なさゃうはす ょっえしすゃぇと こうしすけかっす し こけ-
きけとすぇ くぇ 3D-こさうくすっさ しぇ しないょぇかう 
ゅさせこぇ ぇおすうゃうしすう , ういゃっしすくう ゃ しゃっ-
すぇ こけょ うきっすけ „Defense Distributed”. 
′けゃけすけ けさなあうっ, しこけさっょ うくそけさきぇ-
ちううすっ, ゃっつっ っ こさっきうくぇかけ せしこってくう 
ういこうすぇくうは くぇ しすさっかおけゃう こけかうゅけく ゃ 
〈っおしぇし. ¨ゅくっしすさっかくけすけ けさなあうっ っ 
ういゅけすゃっくけ し こけきけとすぇ くぇ せしすさけえしすゃけ 
くぇ しすけえくけしす $8000, おけっすけ こさぇゃう 
おけきこけくっくすうすっ けす こかぇしすきぇしぇ, しぇきけ 
せょぇさくうはす きったぇくういなき っ けす きっすぇか.
¨さゅぇくういぇちうはすぇ „Defense 

Distributed”, おけはすけ しっ けぉはゃはゃぇ ゃ いぇ-
とうすぇ くぇ こさぇゃけすけ ょぇ しっ くけしう けさな-
あうっ, おぇいゃぇ, つっ とっ けすゃけさう ぉっいこかぇ-
すっく ょけしすなこ ょけ さぇぉけすくうすっ つっさすっあう 

《ちひきけかてそ たちかすけせあしそ とつたかのせけ けくたけてあせけみ せあ つてちかしいけはか う 【かさつあつ

》╅〈╊【〉¨[ 〉╅
╈╊〉. 』[《╆╊]╊╇...
』 ちかのかせけか せあ 《いはけせつさけみ つひうかて たそつてあうみて け
たあすかてせあ たしそねあ せあ ねかのさけてか つあすそしかてそつてちそけてかしけ 
‶さっい 1926 ゅけょうくぇ こけ こさっょかけあっくうっ くぇ さけょっくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお 

すけゅぇゃぇてっく ゃけっくっく きうくうしすなさ ゅっくっさぇか ╇ゃぇく ╁なかおけゃ, つうはすけ っ 
う いぇしかせゅぇすぇ いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ゃけっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ ゃ ╉ぇいぇく
かなお, くぇ おけはすけ こさぇゃけこさうっきくうお っ “┿さしっくぇか”,ゃ ゅさぇょぇ しっ しないょぇ
ゃぇす ゃないょせたけこかぇゃぇすっかくけ せつうかうとっ う かっすうとっ. ╋ぇかおけ こけ-おなしくけ 
すけゅぇゃぇてくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ しおかのつゃぇ ょけゅけゃけさ し つっておぇ そうさきぇ 
いぇ こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ しぇきけかっすう. ‶さっい 1932-33 ゅけょうくぇ ゃ ゅさぇ
ょぇ しっ こさけういゃっあょぇす しっさうう けす ぉなかゅぇさしおうすっ しぇきけかっすう ╉╀-1 う 
]ぇ-113, し おけうすけ しっ ういゃなさてゃぇ すさうせきそぇかくけ こなさゃうはす ゅさせこけゃ 
こけかっす  けす かっすうとっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょけ かっすうとっすけ ゃ ╀けあせさうとっ.  
‶さっい 1943 ゅ. し 〉おぇい くぇ ちぇさ ╀けさうし 〈さっすう しぇきけかっすくぇすぇ そぇ

ぉさうおぇ しすぇゃぇ ょなさあぇゃくぇ.  ]かっょ ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, こさっい 
1947 ゅけょうくぇ, ておけかぇすぇ いぇ ゃけっくくう こうかけすう しっ きっしすう けす ╉ぇ
いぇくかなお ゃ ╂さぇそ ╇ゅくぇすうっゃけ. ‶さっい 1962 ゅけょうくぇ しぇきけかっすくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ しっ こさっゃさなとぇ ゃ ╆ぇゃけょ いぇ たうょさぇゃかうおぇ う こくっゃきぇすうおぇ, 
おぇおすけ っ う ょくっし. 
‶ぇきっすくぇすぇ こかけつぇ くぇ つっておうすっ しぇきけかっすけしすさけうすっかう とっ ぉなょっ 

こけしすぇゃっくぇ ゃ つっしす くぇ 85-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ 
かっすうとっ う しぇきけかっすくぇ そぇぉさうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお.

                                 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨す 13-すう  のくう  いぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ′ぇ
ちうけくぇかくうはす ちっくすなさ いぇ おぇくょうょぇすしすせょっくすしおぇ こけょゅけすけゃおぇ 

う うくそけさきぇちうは, くぇきうさぇと しっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 『っくすなさなす しっ こけきっ
とぇゃぇ くぇ こなさゃうは っすぇあ ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
„ ]ゃ.しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ”. 〈けえ とっ さぇぉけすう ぉっい こけつうゃっく ょっく 
ょけ 4-すう のかう ゃおかのつうすっかくけ,  ゃ つぇしけゃっすっ 08.00 ょけ 19.30.
╁ 『っくすなさぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすうすっ とっ きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす ょけおせ

きっくすう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ,  ょぇ いぇこかぇとぇす すぇおしう う ょぇ こけかせつぇ
ゃぇす ちはかぇすぇ くっけぉたけょうきぇ うくそけさきぇちうは, おぇおすけ う ょぇ しう いぇおせこはす 

╀かういけ 2 つぇしぇ こさけょなかあう こさぇいくうつくけすけ てっしすゃうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけょ くぇょしかけゃ “╉さぇしけすぇ ぉっい 
ゅさぇくうちう う ゃないさぇしす”, こけしゃっすっくけ くぇ 110-は ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ.

〈け ぉっ ゃけょっくけ けす すぇいゅけょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2013 - ぃかうは ‶けこけゃぇ う くっえくうすっ こけょゅかぇし
くうつおう ‶っすは ╇ゃぇくけゃぇ う [ぇょけしすうくぇ ╇ゃぇくけゃぇ, おぇおすけ う けす きうし [けいぇ けす こけぉさぇすうきっくうは くぇ 
╉ぇいぇくかなお そさっくしおう ゅさぇょ ╂さぇし.
‶さっょ たうかはょうすっ ゅけしすう う あうすっかう くぇ ╉ぇいぇくかなお ょっそうかうさぇたぇ 7 たうかはょう せつぇしすくうちう ゃ こさぇい

くうつくけすけ てっしすゃうっ.
′ぇょ 10 たうかはょう  つせあょっしすさぇくくう すせさうしすう ぉはたぇ ゅけしすう くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ こさぇいくうつうは ょっく – しこっ

ちうぇかくけ, いぇ ょぇ しすぇくぇす つぇしす けす おせかきうくぇちうはすぇ くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ. 
』ぇしす  けす すはた ゃいったぇ せつぇしすうっ ゃ てっしすゃうっすけ ゃ しこっちうぇかっく ぉかけお くぇ こさうはすっかうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
]さっょ ぇすさぇおちううすっ ゃ こさぇいくうつくぇすぇ う こなしすさぇ  おけかけくぇ ぉはたぇ  ゅぇえょぇさう  う おせおっさう けす ╉ぇさかけゃ

しおけ, さけおっさうすっ けす きけすけ おかせぉ “』っさくうすっ さけいう”, きっしすくう しぇきけょっえちう, ゃけうくうすっ けす こさぇぉなかゅぇさ
しおぇすぇ ておけかぇ “╀ぇゅぇすせさ”, おぇおすけ う すぇくちぬけさう くぇ おけおうかう. 
╆ぇ こなさゃう こなす ゃ てっしすゃうっすけ せつぇしすゃぇたぇ う ょけしっゅぇてくうすっ 『ぇさうちう [けいう くぇ ╉ぇいぇくかなお,  ういぉう

さぇくう くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ. 
]さっょ ゅけしすうすっ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ ゅさぇょぇ ぉはたぇ  こけしかぇくうおなす くぇ ぅこけくうは せ くぇし  ′. ‶さ. 〈ぇおぇてう 

╉けうょいせきう, くぇさけょくうすっ こさっょしすぇゃうすっかう ゃ 42-すけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ 》ぇかうか ╊っすうそけゃ, ┿お
しっくうは 〈うかっゃぇ う ╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ, けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ′っょはかおけ ′っ
ょはかおけゃ, ょっかっゅぇちうう けす こけぉさぇすうきっくう ゅさぇょけゃっ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さぇいかうつくう うくしすうすせちうう.  
 

                                ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

]おせかこすけさなす ╃けおけ ╃けおけゃ, さけょっく こさっい 
1929 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお, っ すぇいゅけょうてくうはす 

こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇえ-
ゃうしけおけすけ けすかうつうっ ぉっ こけかせつっくけ けす くっゅけ
ゃうは しうく ╉ぇきっく くぇ すなさあっしすゃっくぇすぇ しっしうは 
くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, こさけゃっょっくぇ くぇ 31-
ゃう きぇえ. 
] さってっくうっ くぇ きっしすくうは こぇさかぇきっくす 

しおせかこすけさなす, つうはすけ きっつすぇ っ ょぇ こけしすさけう 
こぇきっすくうお くぇ ]ぇさぇょあぇ こぇてぇ - けしくけゃぇすっ
かはす くぇ ╉ぇいぇくかなお, しすぇくぇ こけつっすっく ゅさぇあょぇ
くうく くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2013 ゅけょうくぇ. 
╆ぇさぇょう しっさうけいくう いょさぇゃけしかけゃくう こさけ

ぉかっきう すけえ くっ せしこは ょぇ こさうしなしすゃぇ くぇ すなさ
あっしすゃっくぇすぇ ちっさっきけくうは, いぇ ょぇ こけかせつう 
くぇゅさぇょぇすぇ しう. 〈けゃぇ しすけさう くっゅけゃうはす っょうく
しすゃっく しうく ╉ぇきっく. 
╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ ゃ っきけちうけくぇかくけ, いぇ

しすうゅくぇ しぇきけ 1 ゅかぇし, いぇ ょぇ  しすぇくっ くけゃうはす 
けきぉせょしきぇく. 
╃け しすぇさすぇ くぇ すさっすぇすぇ こけさっょ こさけちっょせさぇ いぇ 

ういぉけさ くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお すぇいう そせくお-
ちうは とっ こさけょなかあう ょぇ ういこなかくはゃぇ ょけしっゅぇて-
くうはす すうすせかはさ くぇ こけしすぇ - ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ. 
]なゃっすくうちうすっ くっ いぇこうしぇたぇ ゃ さってっくうっすけ しう 

しさけお いぇ しすぇさすぇ くぇ こけさっょくぇすぇ くけゃぇ こさけちっ-
ょせさぇ いぇ ういぉけさ くぇ けきぉせょしきぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╃ぇ うきぇ うかう ょぇ くはきぇ すぇおぇゃぇ うくしすうすせちうは ゃ 

╉ぇいぇくかなお っ しこけさ きっあょせ こさっょしすぇゃうすっかうすっ 
くぇ さぇいかうつくう こけかうすうつっしおう しうかう う うくしすうすせ-
ちうう ゃ けぉとうくぇすぇ ゃっつっ ぉかういけ ゅけょうくぇ.
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ぉっ っょくぇ けす こなさゃうすっ 

けぉとうくう ゃ ╀なかゅぇさうは, おけうすけ こさっい 2007-きぇ 
ゅけょうくぇ ういぉさぇたぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. ╁ 
うきっすけ くぇ うくすっさっしうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ う すはた-
くぇすぇ いぇとうすぇ, ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ, おけはすけ ぉっ 
3 きぇくょぇすぇ しっおさっすぇさ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきう-
くうしすさぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお, しっ けすおぇいぇ けす くぇょ 
30-ゅけょうてくけ つかっくしすゃけ ゃ さっょうちうすっ くぇ ╀]‶.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

〈さうきぇすぇ こさっすっくょっくすう いぇ こけしすぇ.
╉うかうおつうっゃぇ (ゃ しさっょぇすぇ) けしすぇゃぇ.

くぇ こうしすけかっすぇ こさっい ぉかういおうすっ ょくう. ╄ょうくしすゃっくぇすぇ つぇしす けす こうしすけかっすぇ, おけはすけ くっ っ くぇこさぇゃっくぇ けす 
こかぇしすきぇしぇ, っ せょぇさくうおなす, おけえすけ っ しすぇくょぇさすっく こうさけく. 

                                                  〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
                                                  ‶け きぇすっさうぇかう けす うくすっさくっす

〈なさあっしすゃっくぇ しっしうは こけ こけゃけょ こさぇいくうおぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお しっ 
しなしすけは くぇ 31 きぇえ. ╁しうつおう しなゃっすくうちう こけょおさっこうたぇ くけきう-
くぇちうはすぇ くぇ しおせかこすけさぇ ╃けおけ ╃けおけゃ いぇ こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく 
くぇ ゅさぇょぇ. ╂けしす くぇ しっしうはすぇ ぉっ すぇいゅけょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 
ぃかうは ‶けこけゃぇ. ‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお せゃっおけゃっつうたぇ こさうはすくぇすぇ しさっとぇ. 
′ぇ しくうきおぇすぇ: (けす かはゃけ くぇ ょはしくけ) ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ, 

ぃかうは ‶けこけゃぇ, ╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ, 『ゃっすぇく 【うおけゃ

〈うこうつっく ╀かういくぇお, くっせきけさっく, ゃしっけすょぇっく, し きかぇょっあ-
おう ょせた, こなかっく し うょっう う きくけゅけ っきけちうけくぇかっく, ゅけすけゃ 

ょぇ ゃけのゃぇ う し ゃはすなさくう きっかくうちう ゃ うきっすけ くぇ こけかっいくう いぇ 
たけさぇすぇ う つけゃっつっしすゃけすけ ょっかぇ. 〈ぇおなゃ ゅけ こけいくぇゃぇす う すぇおなゃ 
とっ ゅけ いぇこけきくはす くっゅけゃうすっ こさうはすっかう, しなさぇすくうちう, おけかっゅう, 
ぉかういおう. ╁ おさぇは くぇ きっしっち きぇえ っきぉかっきぇすぇ くぇ ╉′]╀ - „┿さ-
しっくぇか“ けすこさぇいくせゃぇ しゃけは かうつっく のぉうかっえ, しなぉさぇか くぇ っょくぇ 
きぇしぇ たけさぇすぇ くぇ あうゃけすぇ きせ. ‶けょぇさなちう, ょせきう くぇ こさういくぇ-
すっかくけしす, すぇくちう う きくけゅけ っきけちうは ぉっかはいぇたぇ かうつくうは こさぇいくうお 
くぇ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さ-
しっくぇか“. ぃぉうかはさぇす ぉっ かうつくけ せゃぇあっく けす ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 
- 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“, 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ 
- ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ „┿さしっくぇか 2000“ う ちはかけすけ そうさ-
きっくけ さなおけゃけょしすゃけ, おぇおすけ う けす ┿しっく ┿しっくけゃ - こさっょしっょぇすっか 
くぇ 《っょっさぇちうは „╋っすぇか ╄かっおすさけ“.

Поздрав! 

Уважаеми господин Бозов!

Синдикалната организация на 

КНСБ при „Арсенал“ АД  Ви честити 

светлия празник с пожелания за 

дълголетие и добро здраве! Нека 

никога не намаляват борбеността и 

ентусиазмът Ви в предприеманите 

начинания! 

Бъдете жизнен и щастлив със 

собствените си успехи и с успехите на 

своите близки!

За още много споделени години!
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снимки  М.  Маденджиян

おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおう しこさぇゃけつくうちう う ょさせゅぇ こけきけとくぇ かうすっさぇすせさぇ いぇ ういこうすうすっ.  
╄かっくぇ ]けかけきっさけゃぇ, けすゅけゃけさくうお  くぇ  『っくすなさぇ いぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおぇ こけょゅけすけゃおぇ, しなけぉとう, 

つっ ゃ くっゅけ とっ しっ こさうっきぇす ょけおせきっくすう いぇ 31 ╁〉╆-ぇ ゃ しすさぇくぇすぇ, しさっょ おけうすけ: ]けそうえしおう, ╁っかう
おけすなさくけゃしおう, 〈ったくうつっしおう –]けそうは, 〈ったくうつっしおう - ╂ぇぉさけゃけ, ╁ぇさくぇ,  ╋っょうちうくしおうすっ ╁〉╆-けゃっ 
ゃ ]けそうは, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ‶かけゃょうゃ, ‶かっゃっく,  【せきっくしおう せくうゃっさしうすっす,  ‶かけゃょうゃしおう せくうゃっさ
しうすっす, ╁ぇさくっくしおう う ╀せさゅぇしおう しゃけぉけょっく , ╊っしけすったくうつっしおう せくうゃっさしうすっす,  ╁けっくくけすけ せつうかうとっ 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ う ょさせゅう. 
〈ぇおしうすっ いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ ょけおせきっくすう ゃ さぇいかうつくうすっ  ╁〉╆-けゃっ しぇ さぇいかうつくう, おぇすけ くぇ きはしすけ ゃ 

『っくすなさぇ しっ こけかせつぇゃぇ くっけぉたけょうきぇすぇ いぇ すけゃぇ うくそけさきぇちうは. ‶けゃっつっ きけあっすっ ょぇ くぇせつうすっ う くぇ 
すっかっそけくう: 0431/ 62 567, 0878 799 297 う 0898 309 636

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

 
¨ちっくおぇすぇ: 

╇きぇ は. 〉しっとぇ しっ. ╋けさぇかくぇすぇ. ╁うあょぇす は っあっょくっゃくけ 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 いぇゃけょぇ う けす さなおけゃけょしすゃけすけ 

くぇ そうさきぇすぇ. 〈なさしはす ゅう  こさう さぇいかうつくう こさけぉかっきう, いぇとけすけ かぇ
ぉけさぇくすなす, しかっょ こさっちういっく ぇくぇかうい, ゃっょくぇゅぇ ゃうあょぇ こさけぉかっきぇ.  
′け ゅう う ぉけかう, つっ おぇすけ ちはかけ かぇぉけさぇくすしおぇすぇ さぇぉけすぇ っ こけしすぇ

ゃっくぇ “くはおなょっ すぇき”, くっ しっ ちっくう こけ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ いぇしかせ
あぇゃぇ. ′っ こさうっきぇす, つっ しぇ こさけしすけ さぇぉけすくうちう, おぇおすけ しっ ゃけょはす 
ゃっつっ, ぇ くっ しこっちうぇかうしすう, おぇおすけ っ ぉうかけ ょけこさっょう くはおけかおけ ゅけ
ょうくう. 
‶さうつうくぇすぇ: くっ きけあっ つけゃっお けす せかうちぇすぇ ょぇ しすぇくっ かぇぉけさぇくす 

ゃ “┿さしっくぇか”. ╇しおぇ しっ しこっちうぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ う こけょゅけすけゃおぇ. 

╋っつすぇすぇ: 

╃ぇ しう くぇこさぇゃはす きせいっえくぇ しぉうさおぇ し ちっくくうすっ う せくうおぇかくう 
せさっょう, くぇたけょおう, おくうゅう う ょけおせきっくすう, さぇいおぇいゃぇとう いぇ 

こなさゃうすっ しすなこおう くぇ 》うきうつくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは. ╆ぇ きけょっさくうすっ 
いぇ くぇつぇかけすけ くぇ 30-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお きぇてうくう う きっ
すけょう, し おけうすけ しぇ ぉけさぇゃうかう ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ. ╆ぇ たけさぇすぇ, くぇ
こさぇゃうかう こなさすうくぇすぇ いぇ ょくってくうは のぉうかっえ. 

 ╂けさょけしすすぇ うき: 

¨すおさうすぇすぇ くぇ すぇゃぇくぇ  ゃ しすぇさぇすぇ しせてうかくは ぇくぇかうすうつくぇ 
ゃっいくぇ, きぇさおぇ “]ぇさすけさう”, ういゃっしすくぇ しさっょ たうきうちうすっ う おぇすけ 

„こさぇぉぇぉぇすぇ” くぇ っかっおすさけくくぇすぇ ゃっいくぇ ょくっし. ]こけさっょ ]すぇくおぇ 
╉けしすけゃぇ, すけゃぇ っ せくうおぇかっく, きくけゅけ すけつっく ゃうょ ぇくぇかうすうつくぇ ゃっい
くぇ, けす おけはすけ ゃ しゃっすぇ きけあっ ぉう うきぇ いぇこぇいっくう くっ こけゃっつっ けす 50 
ぉさけは. ]さっょ くぇしかっょしすゃけすけ けす こさっょうてくう ゅけょうくう しぇ う しすぇさう 
おくうゅう いぇ たうきうつくう ぇくぇかういう くぇ  そさっくしおう, ぇくゅかうえしおう う くっき
しおう, し おぇおゃうすけ しぇ さぇぉけすうかう こなさゃうすっ かぇぉけさぇくすう ゃ ╆ぇゃけょ 3. 
 
¨ぉっとぇくうっすけ: 

╃ぇょっくけ かうつくけ けす ′うおけかぇえ ╇ぉせってっゃ - ╇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” ┿╃: 

 
“】っ くぇきっさうき きはしすけ いぇ しぉうさおぇすぇ. 〈ぇいう こぇきっす とっ ぉなょっ しなた

さぇくっくぇ.” 

′ぇょっあょぇすぇ: 

』っ っょうく ょっく とっ うきぇ ょうさは. ╇ こなす, こけ おけえすけ ょぇ すさなゅくぇす 
しきっかけ しかっょゃぇとうすっ こけおけかっくうは かぇぉけさぇくすう う たうきうちう ゃ 

“┿さしっくぇか”. ╇ ょぇ いくぇはす: つっ うきっくくけ すせお, ゃ “┿さしっくぇか”, さぇぉけすはす 
っょくう けす くぇえ-ょけぉさうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ たうきうちう う かぇぉけさぇくすう. ′っ 
しぇきけ いぇさぇょう 80-ゅけょうてくぇすぇ すさぇょうちうは ゃ かぇぉけさぇすけさくうは ぇくぇ
かうい, ぇ う いぇさぇょう しすぇさぇくうっすけ, ゃしっけすょぇえくけしすすぇ う かのぉけゃすぇ おなき 
さぇぉけすぇすぇ. 

 ╃させゅけすけ しぇ ょせきう. ]なぉうさぇくう ゃ ぉせおっす いぇ ゃしっおう こさぇいくうお.

80 ÇÜÑóÖó びó½óôÖí...

こうしぇくけ けす あせさくぇかうしすぇ ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ, しかけゃけ, ╃けおけ ╃けおけゃ ぉかぇゅけょぇさう くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ せこさぇゃぇ いぇ 
けおぇいぇくぇすぇ つっしす しなし いぇさなおぇすぇ: 
„′っおぇ たけさぇすぇ, おけうすけ けしすぇゃぇす しかっょ くぇし, こけっきぇす ゅさうあぇすぇ いぇ すけいう ゅさぇょ う しすぇくぇす しすけえくけしすくう たけさぇ. 

¨ぉうつぇき ゃう!“.
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...╇ぇ′『╅』【【╅ ′╅ 》╊〉』¨っ
》ぇ『╇╅【╅ を╅『¨を╅ 『《′╅, 
¨′╆『╅〉╅ 』 [《〉[】『』, ╊ 
『╅╆《【¨]╅ ╇ „╅『』╊〉╅]”

‒[ „╅『』╊〉╅]“ 2000 》『¨[]ょぁ¨ 』╊′《〉╅ ╆╊′ ′╅╈】╆╅

╇くょっおしうさぇくっすけ くぇ こぇさうすっ いぇ しすぇさけしす こけ すけゃぇ 
こさぇゃうかけ ぉっ いぇきさぇいっくけ けす 2010 ゅ. いぇさぇょう くっょけし-
すうゅ くぇ しさっょしすゃぇ ゃ ぉのょあっすぇ.
]けちうぇかくけすけ きうくうしすっさしすゃけ くはきぇ ょぇ さぇいょぇゃぇ 

こぇさう くぇ おぇかこぇお. 》けさぇすぇ くぇ しけちうぇかくう こけきけとう 
とっ ゅう こけかせつぇゃぇす, しぇきけ ぇおけ たけょはす くぇ おせさしけゃっ 
こけ けゅさぇきけすはゃぇくっ う おゃぇかうそうおぇちうは. ¨しゃっく すけゃぇ, 
しっ こさっょゃうあょぇ しけちうぇかくけ しかぇぉうすっ ょぇ しっ さぇいょっかはす 
くぇ くはおけかおけ おぇすっゅけさうう う ゃ いぇゃうしうきけしす けす  すけゃぇ 
ょぇ こけかせつぇゃぇす う しなけすゃっすくうすっ しけちうぇかくう きっさおう う 
こけょこけきぇゅぇくうは. 
〈ぇいう いぇはゃおぇ くぇこさぇゃう くけゃうはす きうくうしすなさ くぇ すさせ-

ょぇ ょ-さ 》ぇしぇく ┿ょっきけゃ, おけえすけ ゃっつっ くはおけかおけ きぇく-

„]うくは” ぇさしっくぇかしおぇ 
おさなゃ けすおさう ゃ 》さけくう-
おうすっ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 
っおうこなす くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”. 
╁ とぇすっかくけ こさけせつっ-

くぇすぇ しぇきけ いぇ くはおけか-
おけ きっしっちぇ うしすけさうは 
くぇ おけくおせさしぇ „『ぇさう-
ちぇ [けいぇ” う かうつくうすっ 
あうすうは くぇ ういぉさぇくうすっ 
こさっい ゅけょうくうすっ ちぇさう-
ちう ぇゃすけさなす くぇ 》さけ-
くうおうすっ ┿くすけくうは ╃さぇ-
ゅぇくけゃぇ けすぉっかはいゃぇ, つっ 
こなさゃぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ういぉさぇ-
くぇ し おけくおせさし - ]うえおぇ 

]すけはくけゃぇ, っ さぇぉけすうかぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╂けょうくぇすぇ っ 1970-すぇ.  ┿ぉうすせ-
さうっくすおぇすぇ けす ╁すけさぇ ゅうきくぇいうは „╉うさうか う ╋っすけょうえ“ こっつっかう しゃっ-
すかけしうくはすぇ かっくすぇ し くぇょこうし „『ぇさうちぇ [けいぇ 1970“. 〈けゃぇ っ こなさゃぇすぇ 
かっくすぇ, ゃさなつっくぇ けそうちうぇかくけ くぇ 『ぇさうちぇ, けすぉっかはいゃぇ ╃さぇゅぇくけゃぇ. 
‶けおけえくうはす ょくっし おぇいぇくかなておう  たせょけあくうお 〈っくの ‶うくょぇさっゃ, こけ-
つっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお,  こさうゃっすしすゃぇ ]うえおぇ ]すけはくけゃぇ ゃ 
おぇつっしすゃけすけ しう くぇ こさっょしっょぇすっか くぇ あせさうすけ う こけょぇさはゃぇ くぇ ぇぉう-
すせさうっくすおぇすぇ  おぇさすうくぇ し ぇゃすけゅさぇそ. ¨す きっしすくぇすぇ ゃかぇしす う けさゅぇくう-
いぇすけさうすっ くぇ こさぇいくうおぇ ]うえおぇ  こぇいう ょぇさ - おぇさっくちっ し そけかおかけさくう 
きけすうゃう.
╊っくすうすっ くぇ ちぇさうちうすっ ゃ しうく ちゃはす, こなさゃぇすぇ けす おけうすけ – いぇ ]うえ-

おぇ,  しぇ けおけかけ ょゃぇえしっすうくぇ. ‶けしかっ いぇ すはた っ ゃないこさうっすぇ さけいけゃぇすぇ 
ゅぇきぇ. ╃け ょくっし しぇ ゃさなつっくう すけつくけ 42 かっくすう くぇ 『ぇさうちう.
]うえおぇ ]すけはくけゃぇ いぇゃなさてゃぇ さったぇぉうかうすぇちうは, あっくう しっ いぇ しゃけえ 

しなせつっくうお けす ╁すけさぇ おぇいぇくかなておぇ ゅうきくぇいうは „╉うさうか う ╋っすけょうえ”, 
こけおぇいゃぇす 》さけくうおうすっ, おぇょさう けす おけうすけ ゃうょはたきっ くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ 
さけいぇすぇ, っおしこけくうさぇくう くぇ ちっくすさぇかくうは ゅさぇょしおう こかけとぇょ „]っゃすけ-
こけかうし” ゃなゃ そけすけしう くぇ そけすけゅさぇそ-たせょけあくうおぇ ╀っょさけし ┿いうくはく う 
くっゅけゃうは ぉぇとぇ ┿さすうく ┿いうくはく. 
]っきっえしすゃけすけ くぇ ]うえおぇ う ╇ゃぇく ╃っさっかうっゃう いぇきうくぇゃぇ いぇ ]け-

そうは, くけ ゃ こっさうけょぇ 1974-1973-すぇ ゅけょうくぇ しっ ゃさなとぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
う うきっくくけ すけゅぇゃぇ こなさゃぇすぇ ういぉさぇくぇ し おけくおせさし 『ぇさうちぇ [けいぇ さぇ-
ぉけすう ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ╉ぇおすけ ょくっし しう しこけきくは ]うえ-
おぇ, さぇぉけすうかぇ っ „ゃなゃ そういおせかすせさぇすぇ くぇ そぇぉさうおぇすぇ こさう ╋ぇかつけ, 
]かぇゃう う ╋かぇょっく”. 
¨す 20 ゅけょうくう ]うえおぇ, ゃっつっ けきなあっくぇ ゃ ╂っさきぇくうは, あうゃっっ ゃ ゅっさ-

きぇくしおうは ╃のしっかょけさそ,  ょなとっさは え 『ゃっすぇ - しなとけ. ╇きぇ 2 ゃくせつっすぇ 
– くぇ 6 う 12 ゅけょうくう – ╋ぇさうは う 》さうしすうはく.
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′ぇ 30.05.2013 ゅ. ゃ こけしかっょくうは しう きぇつ けす ゃすけさうは こけかせ-
しっいけく きぇかおうすっ ぇさしっくぇかちう くぇ しゃけは しすぇょうけく さぇいゅさけ-

きうたぇ ‶《╉ „╀っさけっ 2“ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し せぉっょうすっかくうは さっ-
いせかすぇす  3:0 う すぇおぇ いぇゃなさてうたぇ こけかせしっいけくぇ ぉっい くうすけ っょくぇ 
いぇゅせぉぇ.
‶さう こけ-ゅけかっきうすっ, しかっょ きくけゅけ ぉけさぉっくぇ うゅさぇ, きぇつなす いぇ-

ゃなさてう 1:1. 
╆ぇ せしこったうすっ くぇ すっさっくぇ, ょけくっしかう う いぇしかせあっくぇすぇ しかぇゃぇ 

くぇ きぇかおうすっ ぇさしっくぇかちう, し けゅさけきくぇ いぇしかせゅぇ こさっい しっいけくぇ 
しぇ 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 う ╉さぇかぬけ 
¨さけいけゃ. ╆ぇ こけしすうあっくうはすぇ しう う ょけぉさぇすぇ うゅさぇ, しかっょ こけ-
しかっょくうは きぇつ, うゅさぇく ゃ おさぇは くぇ きぇえ, こさっょしっょぇすっかはす くぇ 
〉] くぇ そせすぉけかくぇすぇ ておけかぇ ゃ “┿さしっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ  
かうつくけ こけいょさぇゃう きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう う うき ぉかぇ-
ゅけょぇさう いぇ せしなさょうっすけ くぇ すっさっくぇ, くぇきっさうかけ けすさぇあっくうっ ゃ 
こけゃっつっ けす ぉかっしすはとうは そうくぇか くぇ しっいけくぇ - ぉっい くうすけ っょくぇ 
いぇゅせぉぇ.  
《うくぇかなす くぇ しっいけくぇ ぉっ ぉっかはいぇく う し すなさあっしすゃっく けぉはょ う 

ゃさっきっ いぇ さぇゃくけしきっすおぇ. 

                         ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

] ぉかぇゅけょぇさくけしす! 
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╃ぃ【 ゃ “┿さしっくぇか” う きぇかおうすっ そせすぉけかくう すぇかぇくすう しぇ けしけぉっくけ こさういくぇすっか-

くう  くぇ そうさきうすっ う けさゅぇくういぇちうすっ - しこけくしけさう, こけょおさっこはとう さぇいゃうすうっすけ くぇ ょっすしおうは そせすぉけか う 
ょっすしおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ “┿さしっくぇか”.
╆ぇ しすぇさぇくうっすけ くぇ すっさっくぇ, ょけゃっかけ ょけ ういおかのつうすっかくけ せしこってくうは しっいけく いぇ きぇかおうすっ そせすぉけかくう 

くぇょっあょう くぇ そうさきぇすぇ しこっちうぇかくぇ う ゅけかはきぇ いぇしかせゅぇ うきぇす: “┿さしっくぇか” ┿╃, “┿さしっくぇか 2000”, 
╉′]╀ こさう “┿さしっくぇか” う かうつくけ こさっょしっょぇすっかはす ┿すぇくぇし ╀けいけゃ, しこけさすっく さぇょっすっか, さぇぉけすっと し 
ょせてぇ う しなさちっ いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ しこけさすぇ う ‶っくしうけくっく そけくょ “╃けゃっさうっ”. 
╀っい こけょおさっこぇすぇ うき しなとっしすゃせゃぇくっすけ くぇ ょっすしおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ う こさうはすくうすっ つぇしけゃっ う 

っきけちうう, こさっおぇさぇくう けす そせすぉけかうしすう う そっくけゃっ くぇ しすぇょうけくぇ, くはきぇてっ ょぇ しぇ ゃないきけあくう. 
] ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ しなこさうつぇしすうっすけ う し くぇょっあょぇ いぇ ぉなょっとけ ょけぉさけ こぇさすくぬけさしすゃけ おなき ╀ぇくおぇ 

╃]╉ う ¨ぉとうくしおぇすぇ いぇしすさぇたけゃぇすっかくぇ おけきこぇくうは.
╀かぇゅけしかけゃっくぇ ょぇ っ さなおぇすぇ, おけはすけ ょぇさはゃぇ! 
╃ゃぇあょう こけゃっつっ すぇいう, ょぇさうかぇ ゃ うきっすけ くぇ おぇせいう, こけかっいくう いぇ ょっちぇすぇ くう.

Честит рожден ден

на

Янко Костадинов

директор по икономическите въпроси 

на “Арсенал” и президент на

УС на ДЮШ “Арсенал 2000”!

С благодарност за всеотдайността 

и подкрепата и с пожелание за здраве, 

верни другари и дълги години щастие с 

любимите хора!
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╉′]╀ こかっょうさぇ う いぇ ょうそっさっくちうさぇくけ っょくけおさぇすくけ こかぇとぇくっ おなき こっくしううすっ ょけ 200 かっゃぇ, 

ゃおかのつうすっかくけ /くけっきゃさう - ょっおっきゃさう/ けす 50 ょけ 20 かゃ., ゃ いぇゃうしうきけしす けす さぇいきっさぇ くぇ こっくしうはすぇ. 
]こけさっょ ういつうしかっくうはすぇ くぇ ╉′]╀, とっ ぉなょぇす くっけぉたけょうきう 30 きかく. かゃ. けす ぉのょあっすぇ いぇ しさっょくけ 
こかぇとぇくっ - 35 かゃ. くぇ けおけかけ 830 たうかはょう ょせてう.
]うくょうおぇすなす こさっょかぇゅぇ う ゃぇさうぇくす くぇ ゃしうつおう し こっくしうは ょけ 200 かゃ. ゃおかのつうすっかくけ こけ 50 かゃ. 

っょくけおさぇすくけ - けぉと ょけこなかくうすっかっく さぇいたけょ 41 きかく. かゃ. 
]こってくけ, しこけさっょ ╉′]╀, っ う せゃっかうつっくうっすけ けす 1 のかう くぇ けぉっいとっすっくうっすけ いぇ けすゅかっあょぇくっ くぇ 

きぇかおけ ょっすっ ょけ 2 ゅ. くぇ 310 かゃ. , おけっすけ いぇ 41 たうかはょう きぇえおう こけ 70 かゃ. いぇ 6 きっしっちぇ とっ しすさせゃぇ 
17 きかく. かゃ. くぇ ぉのょあっすぇ.
 ¨とっ ゃ こなさゃうすっ さぇぉけすくう ょくう くぇ くけゃうは こぇさかぇきっくす ぉっ ゅかぇしせゃぇくけ せゃっかうつっくうっすけ くぇ こぇさうすっ 

いぇ けすゅかっあょぇくっ くぇ ょっすっ ょけ 2-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. 
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ょぇすぇ ぉっ ょっこせすぇす けす ╃‶]. ]こけさっょ ┿ょっきけゃ, しっゅぇてくけすけ せしかけゃうっ - たけさぇすぇ くぇ しけちうぇかくけ こけょこけ-
きぇゅぇくっ ょぇ ゃなさてぇす こけ 14 ょくう ゃ きっしっちぇ くはおぇおゃぇ さぇぉけすぇ おなき けぉとうくうすっ, くっ っ ょけしすぇすなつくけ.
]こけさっょ くけゃうは しけちうぇかっく きうくうしすなさ, „しぇきけ し こけかせつぇゃぇくっ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっ う おゃぇかうそうおぇちうは 

すっいう たけさぇ, おけうすけ きぇしけゃけ しぇ くっゅさぇきけすくう, うきぇす てぇくし ょぇ しっ さっぇかういうさぇす くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ. 
】っ しかっょゃぇきっ こさうくちうこぇ - こぇさうすっ くぇ ょぇくなおけこかぇすちうすっ ょぇ こけこぇょくぇす こさう くぇえ-くせあょぇっとうすっ しっ, 
おけうすけ くっ きけゅぇす ょぇ しっ しこさぇゃはす しぇきう”, すゃなさょう 》ぇしぇく ┿ょっきけゃ, おけえすけ ぉっ っおしこっさすなす こけ  しけちうぇかくぇ 
こけかうすうおぇ ゃ ╃‶] こさっょう ょぇ いぇっきっ きうくうしすっさしおうは こけしす. 
‶なさゃけすけ しこってくけ くっとけ, おけっすけ すけえ とっ こさっょこさうっきっ, っ ういこなかくっくうっすけ くぇ こぇおっすぇ しすぇぉうかういう-

さぇとう きっさおう, けぉはゃっくう ゃっつっ ゃ こかぇくぇ “¨さってぇさしおう”.
〈っ しぇ くぇしけつっくう おなき こけょこけきぇゅぇくっ くぇ たけさぇすぇ ゃ くっさぇゃくけしすけえくけ こけかけあっくうっ ょぇ ういおぇさぇす こけ-

かっおけ いうきぇすぇ. ‶さっょしすけう ょぇ ぉなょぇす さぇいさぇぉけすっくう くけゃう おさうすっさうう いぇ ょけしすなこ ょけ っくっさゅうえくう こけ-
きけとう, すぇおぇ つっ こけゃっつっ たけさぇ ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす すはた. ╆ぇ 1 しっこすっきゃさう こなさゃけおかぇしくうちうすっ, ゃ 
つううすけ しっきっえしすゃぇ ょけたけょうすっ しぇ こけょ 350 かゃ. くぇ つけゃっお, とっ こけかせつぇす っょくけおさぇすくぇ こけきけと けす 310 
かゃ. ゃきっしすけ 150 かゃ. ╃させゅぇ きはさおぇ っ: ゃょうゅぇくっすけ くぇ けぉっいとっすっくうっすけ いぇ ゅかっょぇくっ くぇ ょっすっ けす 1 ょけ 
2-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす しなとけ ょぇ しすぇくっ 310 かゃ. こさう 240 かゃ. しっゅぇ.
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Поздрав

╉うくぇ ╂っくつっゃぇ - かぇぉけさぇくす, さぇぉけすうかぇ 15 
ゅけょうくう ゃ 》うきうつくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは, しっゅぇ 
こっくしうけくっさ
 

╋くけゅけ しなき ぉかぇゅけょぇさくぇ くぇ ぉうゃてぇ
すぇ くぇつぇかくうつおぇ 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, すは きっ こさうっ. ╃けえょけた 
ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ けす ╆ぇゃけょ “╀なかゅぇさうは” う 
ぉはた きくけゅけ ういこかぇてっくぇ, いぇとけすけ すぇき しっ いぇ
くうきぇゃぇた し ょさせゅぇ さぇぉけすぇ: ぉけう, たうきうおぇかう, 
こさっあょう, ぇ すせお, ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ, ぉってっ 
ょさせゅけ. ‶けこぇょくぇた ゃ ”‶うさけおしうかうくけゃう しきっ
しう”, さぇぉけすったきっ う し ょさせゅう たうきうつくう ゃっとっ
しすゃぇ, ょけしすぇ けす すはた きう ぉはたぇ くっこけいくぇすう. 
╋くけゅけ しっ しすさぇたせゃぇた ょぇかう とっ しゃうおくぇ う 
ょぇかう とっ しっ くぇせつぇ, くけ しなき ぉかぇゅけょぇさくぇ くぇ 
おけかっあおうすっ しう, いぇとけすけ すっ きっ こさうったぇ きくけ
ゅけ たせぉぇゃけ, きくけゅけ さぇょせてくけ. ′ぇせつうたぇ きっ, 
こけおぇいぇたぇ きう, けしけぉっくけ ゃ “‶なさゃうつくう”, おな
ょっすけ しっ さぇぉけすってっ し ゅけかっきう, ゃうしけおう しすぇく
ょぇさすう. 〈さはぉゃぇてっ ょぇ しっ しこさぇゃは う し させしおうは, 
いぇとけすけ ゅけかはきぇ つぇしす けす ょけおせきっくすぇちうはすぇ, 
かうすっさぇすせさぇすぇ, すったくうおぇすぇ ぉってっ くぇ させしおう, 
くけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ おけかっゅうすっ しう ╉うくぇ 
‶ぇきせおけゃぇ, ╋ぇさゅぇさうすぇ ‶っすおけゃぇ う けしすぇ
くぇかうすっ, くぇせつうた ゃしうつおう くっとぇ, おけうすけ きう 
すさはぉゃぇたぇ. ‶けしかっ きっ こさっきっしすうたぇ ゃ ょさせゅぇ 
ぉさうゅぇょぇ, すぇき しなとけ せしゃけうた くっとぇすぇ. [ぇぉけ
すうかぇ しなき ゃなゃ ゃしうつおう ぉさうゅぇょう, くぇ 3 しきっくう, 
ょぇゃぇたきっ う ょっあせさしすゃぇ ゃ しなぉけすぇ う くっょっかは, 
くけ うきぇたきっ つせょっしっく おけかっおすうゃ, きくけゅけ しなき 
ょけゃけかくぇ けす すはた. ] ゃしうつおう しっ さぇいぉうさぇたきっ, 
ぉはたきっ こさうはすっかおう う しっゅぇ けしすぇくぇたきっ すぇおう
ゃぇ, きぇおぇさ う こっくしうけくっさおう. ]なぉうさぇきっ しっ, 
ゅけゃけさうき.  
╁ ゅけょうくうすっ, おけうすけ こさっおぇさぇた ゃ かぇぉけさぇすぇ

さうはすぇ, しなき さぇぉけすうかぇ う し ╋うかおぇ ╂ぬけくけゃぇ, 
〈けょけさおぇ ╋ぇさおけゃぇ, ]けそうは ╀っつっゃぇ, ╋ぇさゅぇ
さうすぇ [ぇっゃぇ う ょさせゅう.
¨つぇおゃぇき し くっすなさこっくうっ こさっょしすけはとけすけ くう 

つっしすゃぇくっ, いぇ ょぇ しっ ゃうょは し おけかっゅうすっ. ╃ぇ こけ
ゅけゃけさうき… いぇ たせぉぇゃうすっ ゃさっきっくぇ, いぇ ゃさっきっすけ 
しっゅぇ, いぇ こかぇくけゃっすっ くぇこさっょ. ′っいぇゃうしうきけ, つっ 
ゃっつっ くっ しなき ゃ おけかっおすうゃぇ, あうゃっは し  こさけぉかっ
きうすっ うき - し ぉけかおうすっ う さぇょけしすうすっ うき. 

]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ - ′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

╁ すぇいう かぇぉけさぇすけさうは しなき けす 17 ゅけょうくう. 
╉ぇすけ たうきうお う  さなおけゃけょうすっか. ‶さっょう 

すけゃぇ うきぇき 3 ゅけょうくう おぇすけ かぇぉけさぇくす. 
‶さうっすぇ ぉはた きくけゅけ ょけぉさっ けす おけかっおすうゃぇ. 

》せぉぇゃけすけ こさう くぇし っ, つっ うきぇ こさうっきしすゃっ
くけしす: しすぇさうすっ すう こけょぇゃぇす さなおぇ, ゃなゃっあ
ょぇす すっ ゃ さぇぉけすぇすぇ, しすぇさぇはす しっ ょぇ こけおぇあぇす 
くぇ きかぇょうすっ しう おけかっゅう おけっ おぇお すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ こさぇゃう, こけきぇゅぇす こさう ゅさっておうすっ. ╁ すぇいう 
かぇぉけさぇすけさうは ゃうくぇゅう しっ っ さぇいしなあょぇゃぇ
かけ. ╇ ゃうくぇゅう っ うきぇかけ ゃいぇうきけいぇきっくはっ
きけしす. 〈ぇおぇ っ う しっゅぇ. ‶けさぇょう さぇいかうつくう, 
おけきこかっおしくう, こさうつうくう ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ 
けしすぇくぇたぇ きくけゅけ きぇかおけ たけさぇ. 〈けゃぇ くぇかぇ
ゅぇ ゃしうつおう くうっ ょぇ しきっ ゃいぇうきけいぇきっくはっきう, 
おけっすけ とっ さっつっ: くぇ ゃしっおう おけかっゅぇ しっ くぇ
かぇゅぇ ょぇ きけあっ ょぇ しきっくは  ょさせゅうは, ょぇ せし
ゃけはゃぇ  くけゃう くっとぇ, ょぇ こさぇゃう けこっさぇちうう, 
おけうすけ ょけしっゅぇ っ ゃなさてうか くはおけえ ょさせゅ. 〈けゃぇ 
ういうしおゃぇ こけゃっつっ けす けすゅけゃけさくう, しっさうけいくう 
う こけしゃっすっくう くぇ さぇぉけすぇすぇ しう たけさぇ.  
 ╃けこさっょう 20 ゅけょうくう ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ しっ 

っ さぇぉけすうかけ こけ ぉさうゅぇょう, ゃしっおう かぇぉけさぇくす 
っ いくぇっか けこさっょっかっく ぉさけえ ぇくぇかういう, しっゅぇ, 
けぉぇつっ, くっ っ すぇおぇ. 〈さはぉゃぇ ゃしっおう ょぇ いくぇっ 
ゃしっおう っょうく ぇくぇかうい. ╇ っ ょけしすぇ こけ-すさせょくけ, 
くけ っ こけ-たせぉぇゃけ, いぇとけすけ こけ すけいう くぇつうく 
きけあっ ょぇ しっ けぉしかせあゃぇ  こけ-ゅなゃおぇゃけ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ. ′け っ きくけゅけ すさせょくけ くぇ しぇきうすっ  

〈っ しぇ ゃうょ ゅっさけうくう. ‶っくしうけくうさぇす しっ くぇ すさっすぇ おぇすっゅけさうは すさせょ , し くぇゃなさてっくう 60 ゅけょうくう 
う 35 ゅけょうくう すさせょけゃ しすぇあ. 

╆ぇ 80-は  さけあょっく ょっく くぇ 》うきうつくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは  くぇ 14-すう のくう けつぇおゃぇす くぇょ 50 ょせてう. 
‶けゃっつっ けす 70 しぇ すっいう, おけうすけ しっゅぇ きけゅぇす ょぇ しっょくぇす くぇ っょくぇ きぇしぇ. ╁ „┿さしっくぇか” ゅう いくぇはす おぇすけ 
„かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3”, きぇおぇさ ょぇ しぇ くぇ こさはおけ  こけょつうくっくうっ おなき ╆ぇゃけょ 0, し ょうさっおすけさ 
′っょっかつけ ╈けさょぇくけゃ.
╇きぇす せゃぇあっくうっすけ う ょせきぇすぇ うき すっあう う こさっょ くぇえ-ゃうしてっすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ そうさきぇすぇ. 
╉けかっおすうゃなす しっゅぇ:
》さうしすうくぇ  ╁うょっゃぇ, ╁ぇくゅっかぇ ╁なかっゃぇ, ]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ - くぇつぇかくうお  かぇぉけさぇすけさうは, こさう くっ

けぉたけょうきけしす しすぇゃぇ う かぇぉけさぇくす,╃ぇそうくおぇ ′うおけかけゃぇ, ╇ゃぇくおぇ ╋うすっゃぇ, ╃ぇくうっかぇ ′ぇえょっくけゃぇ, 
》さうしすうくぇ ╁なかおけゃぇ.

╇しすけさうはすぇ: 

′はきぇ いぇこぇいっくう ょけおせきっくすう  
いぇ 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. ¨すこさぇゃくぇすぇ すけつおぇ 
いぇ うしすけさうはすぇ, けぉぇつっ, っ くぇょこうし 
くぇ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ - 1933 ゅけ
ょうくぇ. ‶け すぇいう こさうつうくぇ こさうっき
ぇす すぇいう ゅけょうくぇ いぇ しゃけっ くぇつぇかけ 
たうきうちうすっ う かぇぉけさぇくすうすっ けす 
かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3.

╋なあっすっ
ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ:
 

[ぇぉけすうかう しぇ ゃ こさっょうてくう ゅけ
ょうくう, おけゅぇすけ こけかいゃぇくうすっ 

かぇぉけさぇくすう, いぇとけすけ くぇ ょっく こけ 
くはおけかおけ こなすう うき しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ こさったゃなさかはす こさっい ゅかぇゃう
すっ しう ぇくぇかういう けす けさゅぇくうつくぇ 
こさっい くっけさゅぇくうつくぇ たうきうは. ┿ 
すけゃぇ ういうしおゃぇ ゅけかはきぇ おけくちっく
すさぇちうは, きくけゅけ いくぇくうは, しなけぉ
さぇいうすっかくけしす. 

》せぉぇゃけすけ こさう くぇし っ, つっ 
ゃしうつおう きけきうつっすぇ

うきぇす あっかぇくうっ 

こけしすけはくくけ ょぇ しっ けぉさぇいけゃぇす, 
ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす う くっとぇすぇ しっ 
こけかせつぇゃぇす. ╇きぇきっ ゃっつっ かぇ
ぉけさぇくすおう う こけょ 30-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす, おけうすけ ゃ せつうかうとっ くっ 
しぇ せつうかう させしおう っいうお, ぇ ぇく
ゅかうえしおう う ょさせゅう っいうちう, くぇ 
すはた しなとけ うき ょけしすぇゃは  せょけ
ゃけかしすゃうっ  ょぇ せつぇす させしおう. 
[ぇょゃぇ きっ そぇおすなす, つっ こさう くぇし 
くうおけえ くっ おさうっ すけゃぇ, おけっすけ 
いくぇっ, ぇ ゅけ しこけょっかは し おけかっ
ゅうすっ しう. ]すぇさうすっ こけきぇゅぇす くぇ 
きかぇょうすっ, きかぇょうすっ せつぇす しすぇ
さうすっ かぇぉけさぇくすう. ¨ぉとぇ さぇぉけ
すぇ, けぉとう こさけぉかっきう. 
 ╁ きけきっくすぇ しっ けこうすゃぇきっ 

ょぇ ゃなゃっあょぇきっ う くぇすけゃしおうすっ 
しすぇくょぇさすう  くぇ ぇくぇかういう, すせお 
こけきぇゅぇす きかぇょうすっ - し すったくうすっ 
いくぇくうは こけ ぇくゅかうえしおう っいうお.  
 ╉ぇすけ ちはかけ - う こさっょう, おけゅぇ

すけ ぉはたきっ 40 ょせてう ゃ かぇぉけさぇ
すけさうはすぇ, う しっゅぇ, おけゅぇすけ しきっ 
しぇきけ 7, しきっ きくけゅけ いぇょさせあくう. 

〈けゃぇ, けぉぇつっ, くっ けいくぇつぇゃぇ, 
つっ っ くぇきぇかはかけ おけかうつっしすゃけ
すけ くぇ さぇぉけすぇ, ょぇあっ くぇこさけ
すうゃ. ╇いうしおゃぇくうはすぇ  しなとけ しぇ 
しっ せゃっかうつう, いぇとけすけ しぇきけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ っ し こけ-きぇかおう 
ゅぇぉぇさうすう, くけ こなお ょけしすぇ さぇい
くけけぉさぇいくけ - けす すぇいう ゅかっょくぇ 
すけつおぇ. 
‶さっょう っょくぇ こぇさすうは ぉぇさせす 

っ ぉうかぇ 10 すけくぇ, しっゅぇ 2, 3, 
5 すけくぇ う いぇこけつゃぇ ょさせゅ ゃうょ 
ぉぇさせす. ′け ぇくぇかういうすっ, すぇおぇ 
うかう うくぇつっ, くっいぇゃうしうきけ けす 
おけかうつっしすゃけすけ, しかっょゃぇ ょぇ ぉな
ょぇす くぇこさぇゃっくう. ]っゅぇ, ゃ すけいう 
しきうしなか, っ こけ-くぇこさっゅくぇすけ こさう 
くぇし, くけ しなき ぉかぇゅけょぇさくぇ  くぇ 
おけかっあおうすっ しう, つっ ゃなこさっおう 
ゃしうつおけ しっ しこさぇゃはす. 

′ぇ 14-すう のくう すっ しっ しなぉうさぇす. 
‶けさぇしくぇかう ゃっつっ きけきうつっすぇ, 
くはおけっ ょさせゅけ こけぉっかはかけ きけき-
つっ… ]なぉうさぇす しっ しなとけ おぇすけ 
ぇぉうすせさうっくすう, こさっおぇさぇかう 
っょくう けす くぇえ-おさぇしうゃうすっ しう, 
しないうょぇすっかくう う くっかっおう ゅけょう-
くう いぇっょくけ. ╂けょうくう, ゃ おけうすけ 
しぇ ょっかうかう, けしゃっく さぇょけしすうすっ 
けす せしこったうすっ しう う かうつくう こけゃけ-
ょう, う すさっゃけゅう, ぉけかおう, しすさぇ-
たけゃっ. ╃っかうかう しぇ あうゃけす. 
 〈っ しぇ けす けくっいう おけかっおすうゃう 

ゃ „┿さしっくぇか”, おけうすけ くっ こさけしすけ 
さぇぉけすはす いぇっょくけ, すっ... あうゃっはす 
いぇっょくけ. ╇きぇす しう しゃけえ ゃなすさっ-
てっく, っきけちうけくぇかっく う すけこなか 
あうゃけす, おけえすけ こさぇゃう こさうくぇょ-
かっあくけしすすぇ おなき おけかっおすうゃぇ 
けしけぉっくけ はさおぇ  う きくけゅけ かうこし-
ゃぇとぇ. ╆ぇ すはた ゃうくぇゅう うきぇ おぇお-
ゃけ ょぇ しっ おぇあっ. ╆ぇとけすけ あうゃっ-
はす し っきけちうはすぇ  くぇ さぇぉけすぇすぇ 
しう, ゅけさはす ゃ さぇぉけすぇ しう う きけあっ 
ぉう いぇすけゃぇ う こさぇいくうちうすっ うき 
しぇ ゃなかくせゃぇとう う けつぇおゃぇくう し 
くっすなさこっくうっ. 
′はきぇ ょぇ うきぇ すけさすぇ くぇ のぉう-

かっは, くけ しなし しうゅせさくけしす とっ うきぇ 
くっいぇぉさぇゃうきう っきけちうう, おけうすけ 
とっ ぉっかっあぇす あうゃけすぇ くぇ ゃしうつ-
おう ぉうゃてう う くぇしすけはとう かぇぉけ-
さぇくすう, たうきうちう けす 》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 
14-すう のくう おけかっおすうゃなす けすぉっ-
かはいゃぇ 80-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ かぇぉけさぇすけさう-
はすぇ. ╄ょうく こけゃっつっ けす ょけしすけっく 
のぉうかっえ. ‶さう  すけゃぇ - くっこさっ-
きっくくけ し こさけょなかあっくうっ.

たうきうつくう きっすけょう しぇ ぉうかう しゃなさいぇくう し せこけすさっぉぇすぇ くぇ あうゃぇお, おけえすけ っ ょけしすぇ すっあなお. ╃け 60-すっ う 70-すっ ゅけょうくう  
さぇぉけすぇすぇ くぇ かぇぉけさぇくすぇ っ ぉうかぇ こけ-すっあおぇ そういうつっしおう. 〈ぇおぇ しなとけ っ ぉうかけ う こけ-こさっしすうあくけ きなあっすっ ょぇ ぉなょぇす 
けぉせつぇゃぇくう, ょけこなかくうすっかくけ おゃぇかうそうちうさぇくう, いぇ しきっすおぇ くぇ あっくうすっ. ╁ すけいう しきうしなか, こさっい かぇぉけさぇすけさうはすぇ しぇ 
こさっきうくぇかう う ょけしすぇ きなあっ-しこっちうぇかうしすう, けしすぇゃうかう しゃけは ょうさは ゃ さぇいゃうすうっすけ え.
╁ きけきっくすぇ ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ たうきうつくう かぇぉけさぇすけさうう さぇぉけすう しぇきけ 1 きなあ – ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4. ╁しうつおう 

けしすぇくぇかう かぇぉけさぇすけさうう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ しぇ… そっきうくういうさぇくう. 

╁ けゅかっょぇかけすけ: 

╊ぇぉけさぇくすしおぇすぇ さぇぉけすぇ うきぇ きくけゅけ けぉとう くっとぇ し ょけきぇおうくしおぇすぇ あっくしおぇ さぇぉけすぇ - うしおぇ きくけゅけ きうっくっ う つうし
すけすぇ. 〈けゃぇ ょけくはおなょっ けぉはしくはゃぇ そっきうくういぇちうはすぇ くぇ すぇいう こさけそっしうは. ‶さうくちうこなす ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ かぇぉけさぇくすぇ 

っ: くはきぇて かう つうしすう しなょけゃっ, こさけゃぇかはて う ぇくぇかういぇ. 

‶さけぉかっきうすっ:

′ぇえ-くぇかっあぇとうはす いぇ さってぇゃぇくっ: こけょきはくぇすぇ くぇ しすぇさぇすぇ っか. うくしすぇかぇちうは ゃ かぇぉけさぇすけさう
はすぇ, こさぇゃっくぇ こさっい 1961 ゅけょうくぇ.  ‶さけぉかっきなす っ けすおさうす こさっょう きっしっち. ‶けょきはくぇすぇ しっ 

くぇかぇゅぇ いぇさぇょう けしすぇさはかぇすぇ  きけさぇかくけ っか.うくしすぇかぇちうは う くっけぉたけょうきけしすすぇ けす こけゃっつっ きけと
くけしす いぇ くけゃうすっ きぇてうくう う けぉけさせょゃぇくっ, し おけうすけ しっ さぇぉけすう う とっ しっ さぇぉけすう, ゃ うきっすけ くぇ けとっ 
こけ-こさっちういくぇすぇ さぇぉけすぇ. 
]すぇさぇすぇ うくしすぇかぇちうは ゃけょう ょけ つっしすう ぇゃぇさうう くぇ つぇしす けす きぇてうくうすっ, おけうすけ しっ いぇょなたゃぇす けす 

くっゃないきけあくけしすすぇ  っか. うくしすぇかぇちうはすぇ ょぇ けしうゅせさう う ゅぇさぇくすうさぇ くせあくぇすぇ うき きけとくけしす. 
 ′ぇょはゃぇす しっ くぇ ぉなさいぇ さっぇおちうは けす けすゅけゃけさくうすっ くぇつぇかくうちう う しすさせおすせさう. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

╃ぇそうくおぇ ′うおけかけゃぇ う ╁ぇくゅっかぇ ╁なかおけゃぇ 
(けす かはゃけ くぇ ょはしくけ)
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╇くょっおしうさぇくっすけ くぇ こぇさうすっ いぇ しすぇさけしす こけ すけゃぇ 
こさぇゃうかけ ぉっ いぇきさぇいっくけ けす 2010 ゅ. いぇさぇょう くっょけし
すうゅ くぇ しさっょしすゃぇ ゃ ぉのょあっすぇ.
]けちうぇかくけすけ きうくうしすっさしすゃけ くはきぇ ょぇ さぇいょぇゃぇ 

こぇさう くぇ おぇかこぇお. 》けさぇすぇ くぇ しけちうぇかくう こけきけとう 
とっ ゅう こけかせつぇゃぇす, しぇきけ ぇおけ たけょはす くぇ おせさしけゃっ 
こけ けゅさぇきけすはゃぇくっ う おゃぇかうそうおぇちうは. ¨しゃっく すけゃぇ, 
しっ こさっょゃうあょぇ しけちうぇかくけ しかぇぉうすっ ょぇ しっ さぇいょっかはす 
くぇ くはおけかおけ おぇすっゅけさうう う ゃ いぇゃうしうきけしす けす  すけゃぇ 
ょぇ こけかせつぇゃぇす う しなけすゃっすくうすっ しけちうぇかくう きっさおう う 
こけょこけきぇゅぇくうは. 
〈ぇいう いぇはゃおぇ くぇこさぇゃう くけゃうはす きうくうしすなさ くぇ すさせ

ょぇ ょ-さ 》ぇしぇく ┿ょっきけゃ, おけえすけ ゃっつっ くはおけかおけ きぇく

„]うくは” ぇさしっくぇかしおぇ 
おさなゃ けすおさう ゃ 》さけくう
おうすっ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 
っおうこなす くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”. 
╁ とぇすっかくけ こさけせつっ

くぇすぇ しぇきけ いぇ くはおけか
おけ きっしっちぇ うしすけさうは 
くぇ おけくおせさしぇ „『ぇさう
ちぇ [けいぇ” う かうつくうすっ 
あうすうは くぇ ういぉさぇくうすっ 
こさっい ゅけょうくうすっ ちぇさう
ちう ぇゃすけさなす くぇ 》さけ
くうおうすっ ┿くすけくうは ╃さぇ
ゅぇくけゃぇ けすぉっかはいゃぇ, つっ 
こなさゃぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ういぉさぇ
くぇ し おけくおせさし - ]うえおぇ 

]すけはくけゃぇ, っ さぇぉけすうかぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╂けょうくぇすぇ っ 1970-すぇ.  ┿ぉうすせ
さうっくすおぇすぇ けす ╁すけさぇ ゅうきくぇいうは „╉うさうか う ╋っすけょうえ“ こっつっかう しゃっ
すかけしうくはすぇ かっくすぇ し くぇょこうし „『ぇさうちぇ [けいぇ 1970“. 〈けゃぇ っ こなさゃぇすぇ 
かっくすぇ, ゃさなつっくぇ けそうちうぇかくけ くぇ 『ぇさうちぇ, けすぉっかはいゃぇ ╃さぇゅぇくけゃぇ. 
‶けおけえくうはす ょくっし おぇいぇくかなておう  たせょけあくうお 〈っくの ‶うくょぇさっゃ, こけ
つっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお,  こさうゃっすしすゃぇ ]うえおぇ ]すけはくけゃぇ ゃ 
おぇつっしすゃけすけ しう くぇ こさっょしっょぇすっか くぇ あせさうすけ う こけょぇさはゃぇ くぇ ぇぉう
すせさうっくすおぇすぇ  おぇさすうくぇ し ぇゃすけゅさぇそ. ¨す きっしすくぇすぇ ゃかぇしす う けさゅぇくう
いぇすけさうすっ くぇ こさぇいくうおぇ ]うえおぇ  こぇいう ょぇさ - おぇさっくちっ し そけかおかけさくう 
きけすうゃう.
╊っくすうすっ くぇ ちぇさうちうすっ ゃ しうく ちゃはす, こなさゃぇすぇ けす おけうすけ – いぇ ]うえ

おぇ,  しぇ けおけかけ ょゃぇえしっすうくぇ. ‶けしかっ いぇ すはた っ ゃないこさうっすぇ さけいけゃぇすぇ 
ゅぇきぇ. ╃け ょくっし しぇ ゃさなつっくう すけつくけ 42 かっくすう くぇ 『ぇさうちう.
]うえおぇ ]すけはくけゃぇ いぇゃなさてゃぇ さったぇぉうかうすぇちうは, あっくう しっ いぇ しゃけえ 

しなせつっくうお けす ╁すけさぇ おぇいぇくかなておぇ ゅうきくぇいうは „╉うさうか う ╋っすけょうえ”, 
こけおぇいゃぇす 》さけくうおうすっ, おぇょさう けす おけうすけ ゃうょはたきっ くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ 
さけいぇすぇ, っおしこけくうさぇくう くぇ ちっくすさぇかくうは ゅさぇょしおう こかけとぇょ „]っゃすけ
こけかうし” ゃなゃ そけすけしう くぇ そけすけゅさぇそ-たせょけあくうおぇ ╀っょさけし ┿いうくはく う 
くっゅけゃうは ぉぇとぇ ┿さすうく ┿いうくはく. 
]っきっえしすゃけすけ くぇ ]うえおぇ う ╇ゃぇく ╃っさっかうっゃう いぇきうくぇゃぇ いぇ ]け

そうは, くけ ゃ こっさうけょぇ 1974-1973-すぇ ゅけょうくぇ しっ ゃさなとぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
う うきっくくけ すけゅぇゃぇ こなさゃぇすぇ ういぉさぇくぇ し おけくおせさし 『ぇさうちぇ [けいぇ さぇ
ぉけすう ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ╉ぇおすけ ょくっし しう しこけきくは ]うえ
おぇ, さぇぉけすうかぇ っ „ゃなゃ そういおせかすせさぇすぇ くぇ そぇぉさうおぇすぇ こさう ╋ぇかつけ, 
]かぇゃう う ╋かぇょっく”. 
¨す 20 ゅけょうくう ]うえおぇ, ゃっつっ けきなあっくぇ ゃ ╂っさきぇくうは, あうゃっっ ゃ ゅっさ

きぇくしおうは ╃のしっかょけさそ,  ょなとっさは え 『ゃっすぇ - しなとけ. ╇きぇ 2 ゃくせつっすぇ 
– くぇ 6 う 12 ゅけょうくう – ╋ぇさうは う 》さうしすうはく.
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′ぇ 30.05.2013 ゅ. ゃ こけしかっょくうは しう きぇつ けす ゃすけさうは こけかせ
しっいけく きぇかおうすっ ぇさしっくぇかちう くぇ しゃけは しすぇょうけく さぇいゅさけ

きうたぇ ‶《╉ „╀っさけっ 2“ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し せぉっょうすっかくうは さっ
いせかすぇす  3:0 う すぇおぇ いぇゃなさてうたぇ こけかせしっいけくぇ ぉっい くうすけ っょくぇ 
いぇゅせぉぇ.
‶さう こけ-ゅけかっきうすっ, しかっょ きくけゅけ ぉけさぉっくぇ うゅさぇ, きぇつなす いぇ

ゃなさてう 1:1. 
╆ぇ せしこったうすっ くぇ すっさっくぇ, ょけくっしかう う いぇしかせあっくぇすぇ しかぇゃぇ 

くぇ きぇかおうすっ ぇさしっくぇかちう, し けゅさけきくぇ いぇしかせゅぇ こさっい しっいけくぇ 
しぇ 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 う ╉さぇかぬけ 
¨さけいけゃ. ╆ぇ こけしすうあっくうはすぇ しう う ょけぉさぇすぇ うゅさぇ, しかっょ こけ
しかっょくうは きぇつ, うゅさぇく ゃ おさぇは くぇ きぇえ, こさっょしっょぇすっかはす くぇ 
〉] くぇ そせすぉけかくぇすぇ ておけかぇ ゃ “┿さしっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ  
かうつくけ こけいょさぇゃう きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう う うき ぉかぇ
ゅけょぇさう いぇ せしなさょうっすけ くぇ すっさっくぇ, くぇきっさうかけ けすさぇあっくうっ ゃ 
こけゃっつっ けす ぉかっしすはとうは そうくぇか くぇ しっいけくぇ - ぉっい くうすけ っょくぇ 
いぇゅせぉぇ.  
《うくぇかなす くぇ しっいけくぇ ぉっ ぉっかはいぇく う し すなさあっしすゃっく けぉはょ う 

ゃさっきっ いぇ さぇゃくけしきっすおぇ. 

                         ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

] ぉかぇゅけょぇさくけしす! 
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╃ぃ【 ゃ “┿さしっくぇか” う きぇかおうすっ そせすぉけかくう すぇかぇくすう しぇ けしけぉっくけ こさういくぇすっか

くう  くぇ そうさきうすっ う けさゅぇくういぇちうすっ - しこけくしけさう, こけょおさっこはとう さぇいゃうすうっすけ くぇ ょっすしおうは そせすぉけか う 
ょっすしおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ “┿さしっくぇか”.
╆ぇ しすぇさぇくうっすけ くぇ すっさっくぇ, ょけゃっかけ ょけ ういおかのつうすっかくけ せしこってくうは しっいけく いぇ きぇかおうすっ そせすぉけかくう 

くぇょっあょう くぇ そうさきぇすぇ しこっちうぇかくぇ う ゅけかはきぇ いぇしかせゅぇ うきぇす: “┿さしっくぇか” ┿╃, “┿さしっくぇか 2000”, 
╉′]╀ こさう “┿さしっくぇか” う かうつくけ こさっょしっょぇすっかはす ┿すぇくぇし ╀けいけゃ, しこけさすっく さぇょっすっか, さぇぉけすっと し 
ょせてぇ う しなさちっ いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ しこけさすぇ う ‶っくしうけくっく そけくょ “╃けゃっさうっ”. 
╀っい こけょおさっこぇすぇ うき しなとっしすゃせゃぇくっすけ くぇ ょっすしおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ う こさうはすくうすっ つぇしけゃっ う 

っきけちうう, こさっおぇさぇくう けす そせすぉけかうしすう う そっくけゃっ くぇ しすぇょうけくぇ, くはきぇてっ ょぇ しぇ ゃないきけあくう. 
] ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ しなこさうつぇしすうっすけ う し くぇょっあょぇ いぇ ぉなょっとけ ょけぉさけ こぇさすくぬけさしすゃけ おなき ╀ぇくおぇ 

╃]╉ う ¨ぉとうくしおぇすぇ いぇしすさぇたけゃぇすっかくぇ おけきこぇくうは.
╀かぇゅけしかけゃっくぇ ょぇ っ さなおぇすぇ, おけはすけ ょぇさはゃぇ! 
╃ゃぇあょう こけゃっつっ すぇいう, ょぇさうかぇ ゃ うきっすけ くぇ おぇせいう, こけかっいくう いぇ ょっちぇすぇ くう.

[〉』╆ ̈ 』[╅ 〈¨〉¨〈╅]〉╅【╅ ′╅》]╅【╅ ╉╅ ╊ 340 ]╊╇╅ 
╉′]╀ こかっょうさぇ う いぇ ょうそっさっくちうさぇくけ っょくけおさぇすくけ こかぇとぇくっ おなき こっくしううすっ ょけ 200 かっゃぇ, 

ゃおかのつうすっかくけ /くけっきゃさう - ょっおっきゃさう/ けす 50 ょけ 20 かゃ., ゃ いぇゃうしうきけしす けす さぇいきっさぇ くぇ こっくしうはすぇ. 
]こけさっょ ういつうしかっくうはすぇ くぇ ╉′]╀, とっ ぉなょぇす くっけぉたけょうきう 30 きかく. かゃ. けす ぉのょあっすぇ いぇ しさっょくけ 
こかぇとぇくっ - 35 かゃ. くぇ けおけかけ 830 たうかはょう ょせてう.
]うくょうおぇすなす こさっょかぇゅぇ う ゃぇさうぇくす くぇ ゃしうつおう し こっくしうは ょけ 200 かゃ. ゃおかのつうすっかくけ こけ 50 かゃ. 

っょくけおさぇすくけ - けぉと ょけこなかくうすっかっく さぇいたけょ 41 きかく. かゃ. 
]こってくけ, しこけさっょ ╉′]╀, っ う せゃっかうつっくうっすけ けす 1 のかう くぇ けぉっいとっすっくうっすけ いぇ けすゅかっあょぇくっ くぇ 

きぇかおけ ょっすっ ょけ 2 ゅ. くぇ 310 かゃ. , おけっすけ いぇ 41 たうかはょう きぇえおう こけ 70 かゃ. いぇ 6 きっしっちぇ とっ しすさせゃぇ 
17 きかく. かゃ. くぇ ぉのょあっすぇ.
 ¨とっ ゃ こなさゃうすっ さぇぉけすくう ょくう くぇ くけゃうは こぇさかぇきっくす ぉっ ゅかぇしせゃぇくけ せゃっかうつっくうっすけ くぇ こぇさうすっ 

いぇ けすゅかっあょぇくっ くぇ ょっすっ ょけ 2-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. 
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ょぇすぇ ぉっ ょっこせすぇす けす ╃‶]. ]こけさっょ ┿ょっきけゃ, しっゅぇてくけすけ せしかけゃうっ - たけさぇすぇ くぇ しけちうぇかくけ こけょこけ
きぇゅぇくっ ょぇ ゃなさてぇす こけ 14 ょくう ゃ きっしっちぇ くはおぇおゃぇ さぇぉけすぇ おなき けぉとうくうすっ, くっ っ ょけしすぇすなつくけ.
]こけさっょ くけゃうは しけちうぇかっく きうくうしすなさ, „しぇきけ し こけかせつぇゃぇくっ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっ う おゃぇかうそうおぇちうは 

すっいう たけさぇ, おけうすけ きぇしけゃけ しぇ くっゅさぇきけすくう, うきぇす てぇくし ょぇ しっ さっぇかういうさぇす くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ. 
】っ しかっょゃぇきっ こさうくちうこぇ - こぇさうすっ くぇ ょぇくなおけこかぇすちうすっ ょぇ こけこぇょくぇす こさう くぇえ-くせあょぇっとうすっ しっ, 
おけうすけ くっ きけゅぇす ょぇ しっ しこさぇゃはす しぇきう”, すゃなさょう 》ぇしぇく ┿ょっきけゃ, おけえすけ ぉっ っおしこっさすなす こけ  しけちうぇかくぇ 
こけかうすうおぇ ゃ ╃‶] こさっょう ょぇ いぇっきっ きうくうしすっさしおうは こけしす. 
‶なさゃけすけ しこってくけ くっとけ, おけっすけ すけえ とっ こさっょこさうっきっ, っ ういこなかくっくうっすけ くぇ こぇおっすぇ しすぇぉうかういう

さぇとう きっさおう, けぉはゃっくう ゃっつっ ゃ こかぇくぇ “¨さってぇさしおう”.
〈っ しぇ くぇしけつっくう おなき こけょこけきぇゅぇくっ くぇ たけさぇすぇ ゃ くっさぇゃくけしすけえくけ こけかけあっくうっ ょぇ ういおぇさぇす こけ-

かっおけ いうきぇすぇ. ‶さっょしすけう ょぇ ぉなょぇす さぇいさぇぉけすっくう くけゃう おさうすっさうう いぇ ょけしすなこ ょけ っくっさゅうえくう こけ
きけとう, すぇおぇ つっ こけゃっつっ たけさぇ ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす すはた. ╆ぇ 1 しっこすっきゃさう こなさゃけおかぇしくうちうすっ, ゃ 
つううすけ しっきっえしすゃぇ ょけたけょうすっ しぇ こけょ 350 かゃ. くぇ つけゃっお, とっ こけかせつぇす っょくけおさぇすくぇ こけきけと けす 310 
かゃ. ゃきっしすけ 150 かゃ. ╃させゅぇ きはさおぇ っ: ゃょうゅぇくっすけ くぇ けぉっいとっすっくうっすけ いぇ ゅかっょぇくっ くぇ ょっすっ けす 1 ょけ 
2-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす しなとけ ょぇ しすぇくっ 310 かゃ. こさう 240 かゃ. しっゅぇ.
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╉うくぇ ╂っくつっゃぇ - かぇぉけさぇくす, さぇぉけすうかぇ 15 
ゅけょうくう ゃ 》うきうつくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは, しっゅぇ 
こっくしうけくっさ
 

╋くけゅけ しなき ぉかぇゅけょぇさくぇ くぇ ぉうゃてぇ-
すぇ くぇつぇかくうつおぇ 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, すは きっ こさうっ. ╃けえょけた 
ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ けす ╆ぇゃけょ “╀なかゅぇさうは” う 
ぉはた きくけゅけ ういこかぇてっくぇ, いぇとけすけ すぇき しっ いぇ-
くうきぇゃぇた し ょさせゅぇ さぇぉけすぇ: ぉけう, たうきうおぇかう, 
こさっあょう, ぇ すせお, ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ, ぉってっ 
ょさせゅけ. ‶けこぇょくぇた ゃ ”‶うさけおしうかうくけゃう しきっ-
しう”, さぇぉけすったきっ う し ょさせゅう たうきうつくう ゃっとっ-
しすゃぇ, ょけしすぇ けす すはた きう ぉはたぇ くっこけいくぇすう. 
╋くけゅけ しっ しすさぇたせゃぇた ょぇかう とっ しゃうおくぇ う 
ょぇかう とっ しっ くぇせつぇ, くけ しなき ぉかぇゅけょぇさくぇ くぇ 
おけかっあおうすっ しう, いぇとけすけ すっ きっ こさうったぇ きくけ-
ゅけ たせぉぇゃけ, きくけゅけ さぇょせてくけ. ′ぇせつうたぇ きっ, 
こけおぇいぇたぇ きう, けしけぉっくけ ゃ “‶なさゃうつくう”, おな-
ょっすけ しっ さぇぉけすってっ し ゅけかっきう, ゃうしけおう しすぇく-
ょぇさすう. 〈さはぉゃぇてっ ょぇ しっ しこさぇゃは う し させしおうは, 
いぇとけすけ ゅけかはきぇ つぇしす けす ょけおせきっくすぇちうはすぇ, 
かうすっさぇすせさぇすぇ, すったくうおぇすぇ ぉってっ くぇ させしおう, 
くけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ おけかっゅうすっ しう ╉うくぇ 
‶ぇきせおけゃぇ, ╋ぇさゅぇさうすぇ ‶っすおけゃぇ う けしすぇ-
くぇかうすっ, くぇせつうた ゃしうつおう くっとぇ, おけうすけ きう 
すさはぉゃぇたぇ. ‶けしかっ きっ こさっきっしすうたぇ ゃ ょさせゅぇ 
ぉさうゅぇょぇ, すぇき しなとけ せしゃけうた くっとぇすぇ. [ぇぉけ-
すうかぇ しなき ゃなゃ ゃしうつおう ぉさうゅぇょう, くぇ 3 しきっくう, 
ょぇゃぇたきっ う ょっあせさしすゃぇ ゃ しなぉけすぇ う くっょっかは, 
くけ うきぇたきっ つせょっしっく おけかっおすうゃ, きくけゅけ しなき 
ょけゃけかくぇ けす すはた. ] ゃしうつおう しっ さぇいぉうさぇたきっ, 
ぉはたきっ こさうはすっかおう う しっゅぇ けしすぇくぇたきっ すぇおう-
ゃぇ, きぇおぇさ う こっくしうけくっさおう. ]なぉうさぇきっ しっ, 
ゅけゃけさうき.  
╁ ゅけょうくうすっ, おけうすけ こさっおぇさぇた ゃ かぇぉけさぇすぇ-

さうはすぇ, しなき さぇぉけすうかぇ う し ╋うかおぇ ╂ぬけくけゃぇ, 
〈けょけさおぇ ╋ぇさおけゃぇ, ]けそうは ╀っつっゃぇ, ╋ぇさゅぇ-
さうすぇ [ぇっゃぇ う ょさせゅう.
¨つぇおゃぇき し くっすなさこっくうっ こさっょしすけはとけすけ くう 

つっしすゃぇくっ, いぇ ょぇ しっ ゃうょは し おけかっゅうすっ. ╃ぇ こけ-
ゅけゃけさうき… いぇ たせぉぇゃうすっ ゃさっきっくぇ, いぇ ゃさっきっすけ 
しっゅぇ, いぇ こかぇくけゃっすっ くぇこさっょ. ′っいぇゃうしうきけ, つっ 
ゃっつっ くっ しなき ゃ おけかっおすうゃぇ, あうゃっは し  こさけぉかっ-
きうすっ うき - し ぉけかおうすっ う さぇょけしすうすっ うき. 

]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ - ′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

╁ すぇいう かぇぉけさぇすけさうは しなき けす 17 ゅけょうくう. 
╉ぇすけ たうきうお う  さなおけゃけょうすっか. ‶さっょう 

すけゃぇ うきぇき 3 ゅけょうくう おぇすけ かぇぉけさぇくす. 
‶さうっすぇ ぉはた きくけゅけ ょけぉさっ けす おけかっおすうゃぇ. 

》せぉぇゃけすけ こさう くぇし っ, つっ うきぇ こさうっきしすゃっ-
くけしす: しすぇさうすっ すう こけょぇゃぇす さなおぇ, ゃなゃっあ-
ょぇす すっ ゃ さぇぉけすぇすぇ, しすぇさぇはす しっ ょぇ こけおぇあぇす 
くぇ きかぇょうすっ しう おけかっゅう おけっ おぇお すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ こさぇゃう, こけきぇゅぇす こさう ゅさっておうすっ. ╁ すぇいう 
かぇぉけさぇすけさうは ゃうくぇゅう しっ っ さぇいしなあょぇゃぇ-
かけ. ╇ ゃうくぇゅう っ うきぇかけ ゃいぇうきけいぇきっくはっ-
きけしす. 〈ぇおぇ っ う しっゅぇ. ‶けさぇょう さぇいかうつくう, 
おけきこかっおしくう, こさうつうくう ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ 
けしすぇくぇたぇ きくけゅけ きぇかおけ たけさぇ. 〈けゃぇ くぇかぇ-
ゅぇ ゃしうつおう くうっ ょぇ しきっ ゃいぇうきけいぇきっくはっきう, 
おけっすけ とっ さっつっ: くぇ ゃしっおう おけかっゅぇ しっ くぇ-
かぇゅぇ ょぇ きけあっ ょぇ しきっくは  ょさせゅうは, ょぇ せし-
ゃけはゃぇ  くけゃう くっとぇ, ょぇ こさぇゃう けこっさぇちうう, 
おけうすけ ょけしっゅぇ っ ゃなさてうか くはおけえ ょさせゅ. 〈けゃぇ 
ういうしおゃぇ こけゃっつっ けす けすゅけゃけさくう, しっさうけいくう 
う こけしゃっすっくう くぇ さぇぉけすぇすぇ しう たけさぇ.  
 ╃けこさっょう 20 ゅけょうくう ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ しっ 

っ さぇぉけすうかけ こけ ぉさうゅぇょう, ゃしっおう かぇぉけさぇくす 
っ いくぇっか けこさっょっかっく ぉさけえ ぇくぇかういう, しっゅぇ, 
けぉぇつっ, くっ っ すぇおぇ. 〈さはぉゃぇ ゃしっおう ょぇ いくぇっ 
ゃしっおう っょうく ぇくぇかうい. ╇ っ ょけしすぇ こけ-すさせょくけ, 
くけ っ こけ-たせぉぇゃけ, いぇとけすけ こけ すけいう くぇつうく 
きけあっ ょぇ しっ けぉしかせあゃぇ  こけ-ゅなゃおぇゃけ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ. ′け っ きくけゅけ すさせょくけ くぇ しぇきうすっ  

〈っ しぇ ゃうょ ゅっさけうくう. ‶っくしうけくうさぇす しっ くぇ すさっすぇ おぇすっゅけさうは すさせょ , し くぇゃなさてっくう 60 ゅけょうくう 
う 35 ゅけょうくう すさせょけゃ しすぇあ. 

╆ぇ 80-は  さけあょっく ょっく くぇ 》うきうつくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは  くぇ 14-すう のくう けつぇおゃぇす くぇょ 50 ょせてう. 
‶けゃっつっ けす 70 しぇ すっいう, おけうすけ しっゅぇ きけゅぇす ょぇ しっょくぇす くぇ っょくぇ きぇしぇ. ╁ „┿さしっくぇか” ゅう いくぇはす おぇすけ 
„かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3”, きぇおぇさ ょぇ しぇ くぇ こさはおけ  こけょつうくっくうっ おなき ╆ぇゃけょ 0, し ょうさっおすけさ 
′っょっかつけ ╈けさょぇくけゃ.
╇きぇす せゃぇあっくうっすけ う ょせきぇすぇ うき すっあう う こさっょ くぇえ-ゃうしてっすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ そうさきぇすぇ. 
╉けかっおすうゃなす しっゅぇ:
》さうしすうくぇ  ╁うょっゃぇ, ╁ぇくゅっかぇ ╁なかっゃぇ, ]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ - くぇつぇかくうお  かぇぉけさぇすけさうは, こさう くっ-

けぉたけょうきけしす しすぇゃぇ う かぇぉけさぇくす,╃ぇそうくおぇ ′うおけかけゃぇ, ╇ゃぇくおぇ ╋うすっゃぇ, ╃ぇくうっかぇ ′ぇえょっくけゃぇ, 
》さうしすうくぇ ╁なかおけゃぇ.

╇しすけさうはすぇ: 

′はきぇ いぇこぇいっくう ょけおせきっくすう  
いぇ 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. ¨すこさぇゃくぇすぇ すけつおぇ 
いぇ うしすけさうはすぇ, けぉぇつっ, っ くぇょこうし 
くぇ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ - 1933 ゅけ-
ょうくぇ. ‶け すぇいう こさうつうくぇ こさうっき-
ぇす すぇいう ゅけょうくぇ いぇ しゃけっ くぇつぇかけ 
たうきうちうすっ う かぇぉけさぇくすうすっ けす 
かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3.

╋なあっすっ
ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ:
 

[ぇぉけすうかう しぇ ゃ こさっょうてくう ゅけ-
ょうくう, おけゅぇすけ こけかいゃぇくうすっ 

かぇぉけさぇくすう, いぇとけすけ くぇ ょっく こけ 
くはおけかおけ こなすう うき しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ こさったゃなさかはす こさっい ゅかぇゃう-
すっ しう ぇくぇかういう けす けさゅぇくうつくぇ 
こさっい くっけさゅぇくうつくぇ たうきうは. ┿ 
すけゃぇ ういうしおゃぇ ゅけかはきぇ おけくちっく-
すさぇちうは, きくけゅけ いくぇくうは, しなけぉ-
さぇいうすっかくけしす. 

》せぉぇゃけすけ こさう くぇし っ, つっ 
ゃしうつおう きけきうつっすぇ

うきぇす あっかぇくうっ 

こけしすけはくくけ ょぇ しっ けぉさぇいけゃぇす, 
ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす う くっとぇすぇ しっ 
こけかせつぇゃぇす. ╇きぇきっ ゃっつっ かぇ-
ぉけさぇくすおう う こけょ 30-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす, おけうすけ ゃ せつうかうとっ くっ 
しぇ せつうかう させしおう っいうお, ぇ ぇく-
ゅかうえしおう う ょさせゅう っいうちう, くぇ 
すはた しなとけ うき ょけしすぇゃは  せょけ-
ゃけかしすゃうっ  ょぇ せつぇす させしおう. 
[ぇょゃぇ きっ そぇおすなす, つっ こさう くぇし 
くうおけえ くっ おさうっ すけゃぇ, おけっすけ 
いくぇっ, ぇ ゅけ しこけょっかは し おけかっ-
ゅうすっ しう. ]すぇさうすっ こけきぇゅぇす くぇ 
きかぇょうすっ, きかぇょうすっ せつぇす しすぇ-
さうすっ かぇぉけさぇくすう. ¨ぉとぇ さぇぉけ-
すぇ, けぉとう こさけぉかっきう. 
 ╁ きけきっくすぇ しっ けこうすゃぇきっ 

ょぇ ゃなゃっあょぇきっ う くぇすけゃしおうすっ 
しすぇくょぇさすう  くぇ ぇくぇかういう, すせお 
こけきぇゅぇす きかぇょうすっ - し すったくうすっ 
いくぇくうは こけ ぇくゅかうえしおう っいうお.  
 ╉ぇすけ ちはかけ - う こさっょう, おけゅぇ-

すけ ぉはたきっ 40 ょせてう ゃ かぇぉけさぇ-
すけさうはすぇ, う しっゅぇ, おけゅぇすけ しきっ 
しぇきけ 7, しきっ きくけゅけ いぇょさせあくう. 

〈けゃぇ, けぉぇつっ, くっ けいくぇつぇゃぇ, 
つっ っ くぇきぇかはかけ おけかうつっしすゃけ-
すけ くぇ さぇぉけすぇ, ょぇあっ くぇこさけ-
すうゃ. ╇いうしおゃぇくうはすぇ  しなとけ しぇ 
しっ せゃっかうつう, いぇとけすけ しぇきけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ っ し こけ-きぇかおう 
ゅぇぉぇさうすう, くけ こなお ょけしすぇ さぇい-
くけけぉさぇいくけ - けす すぇいう ゅかっょくぇ 
すけつおぇ. 
‶さっょう っょくぇ こぇさすうは ぉぇさせす 

っ ぉうかぇ 10 すけくぇ, しっゅぇ 2, 3, 
5 すけくぇ う いぇこけつゃぇ ょさせゅ ゃうょ 
ぉぇさせす. ′け ぇくぇかういうすっ, すぇおぇ 
うかう うくぇつっ, くっいぇゃうしうきけ けす 
おけかうつっしすゃけすけ, しかっょゃぇ ょぇ ぉな-
ょぇす くぇこさぇゃっくう. ]っゅぇ, ゃ すけいう 
しきうしなか, っ こけ-くぇこさっゅくぇすけ こさう 
くぇし, くけ しなき ぉかぇゅけょぇさくぇ  くぇ 
おけかっあおうすっ しう, つっ ゃなこさっおう 
ゃしうつおけ しっ しこさぇゃはす. 

′ぇ 14-すう のくう すっ しっ しなぉうさぇす. 
‶けさぇしくぇかう ゃっつっ きけきうつっすぇ, 
くはおけっ ょさせゅけ こけぉっかはかけ きけき-
つっ… ]なぉうさぇす しっ しなとけ おぇすけ 
ぇぉうすせさうっくすう, こさっおぇさぇかう 
っょくう けす くぇえ-おさぇしうゃうすっ しう, 
しないうょぇすっかくう う くっかっおう ゅけょう-
くう いぇっょくけ. ╂けょうくう, ゃ おけうすけ 
しぇ ょっかうかう, けしゃっく さぇょけしすうすっ 
けす せしこったうすっ しう う かうつくう こけゃけ-
ょう, う すさっゃけゅう, ぉけかおう, しすさぇ-
たけゃっ. ╃っかうかう しぇ あうゃけす. 
 〈っ しぇ けす けくっいう おけかっおすうゃう 

ゃ „┿さしっくぇか”, おけうすけ くっ こさけしすけ 
さぇぉけすはす いぇっょくけ, すっ... あうゃっはす 
いぇっょくけ. ╇きぇす しう しゃけえ ゃなすさっ-
てっく, っきけちうけくぇかっく う すけこなか 
あうゃけす, おけえすけ こさぇゃう こさうくぇょ-
かっあくけしすすぇ おなき おけかっおすうゃぇ 
けしけぉっくけ はさおぇ  う きくけゅけ かうこし-
ゃぇとぇ. ╆ぇ すはた ゃうくぇゅう うきぇ おぇお-
ゃけ ょぇ しっ おぇあっ. ╆ぇとけすけ あうゃっ-
はす し っきけちうはすぇ  くぇ さぇぉけすぇすぇ 
しう, ゅけさはす ゃ さぇぉけすぇ しう う きけあっ 
ぉう いぇすけゃぇ う こさぇいくうちうすっ うき 
しぇ ゃなかくせゃぇとう う けつぇおゃぇくう し 
くっすなさこっくうっ. 
′はきぇ ょぇ うきぇ すけさすぇ くぇ のぉう-

かっは, くけ しなし しうゅせさくけしす とっ うきぇ 
くっいぇぉさぇゃうきう っきけちうう, おけうすけ 
とっ ぉっかっあぇす あうゃけすぇ くぇ ゃしうつ-
おう ぉうゃてう う くぇしすけはとう かぇぉけ-
さぇくすう, たうきうちう けす 》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 
14-すう のくう おけかっおすうゃなす けすぉっ-
かはいゃぇ 80-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ かぇぉけさぇすけさう-
はすぇ. ╄ょうく こけゃっつっ けす ょけしすけっく 
のぉうかっえ. ‶さう  すけゃぇ - くっこさっ-
きっくくけ し こさけょなかあっくうっ.

たうきうつくう きっすけょう しぇ ぉうかう しゃなさいぇくう し せこけすさっぉぇすぇ くぇ あうゃぇお, おけえすけ っ ょけしすぇ すっあなお. ╃け 60-すっ う 70-すっ ゅけょうくう  
さぇぉけすぇすぇ くぇ かぇぉけさぇくすぇ っ ぉうかぇ こけ-すっあおぇ そういうつっしおう. 〈ぇおぇ しなとけ っ ぉうかけ う こけ-こさっしすうあくけ きなあっすっ ょぇ ぉなょぇす 
けぉせつぇゃぇくう, ょけこなかくうすっかくけ おゃぇかうそうちうさぇくう, いぇ しきっすおぇ くぇ あっくうすっ. ╁ すけいう しきうしなか, こさっい かぇぉけさぇすけさうはすぇ しぇ 
こさっきうくぇかう う ょけしすぇ きなあっ-しこっちうぇかうしすう, けしすぇゃうかう しゃけは ょうさは ゃ さぇいゃうすうっすけ え.
╁ きけきっくすぇ ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ たうきうつくう かぇぉけさぇすけさうう さぇぉけすう しぇきけ 1 きなあ – ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4. ╁しうつおう 

けしすぇくぇかう かぇぉけさぇすけさうう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ しぇ… そっきうくういうさぇくう. 

╁ けゅかっょぇかけすけ: 

╊ぇぉけさぇくすしおぇすぇ さぇぉけすぇ うきぇ きくけゅけ けぉとう くっとぇ し ょけきぇおうくしおぇすぇ あっくしおぇ さぇぉけすぇ - うしおぇ きくけゅけ きうっくっ う つうし-
すけすぇ. 〈けゃぇ ょけくはおなょっ けぉはしくはゃぇ そっきうくういぇちうはすぇ くぇ すぇいう こさけそっしうは. ‶さうくちうこなす ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ かぇぉけさぇくすぇ 

っ: くはきぇて かう つうしすう しなょけゃっ, こさけゃぇかはて う ぇくぇかういぇ. 

‶さけぉかっきうすっ:

′ぇえ-くぇかっあぇとうはす いぇ さってぇゃぇくっ: こけょきはくぇすぇ くぇ しすぇさぇすぇ っか. うくしすぇかぇちうは ゃ かぇぉけさぇすけさう-
はすぇ, こさぇゃっくぇ こさっい 1961 ゅけょうくぇ.  ‶さけぉかっきなす っ けすおさうす こさっょう きっしっち. ‶けょきはくぇすぇ しっ 

くぇかぇゅぇ いぇさぇょう けしすぇさはかぇすぇ  きけさぇかくけ っか.うくしすぇかぇちうは う くっけぉたけょうきけしすすぇ けす こけゃっつっ きけと-
くけしす いぇ くけゃうすっ きぇてうくう う けぉけさせょゃぇくっ, し おけうすけ しっ さぇぉけすう う とっ しっ さぇぉけすう, ゃ うきっすけ くぇ けとっ 
こけ-こさっちういくぇすぇ さぇぉけすぇ. 
]すぇさぇすぇ うくしすぇかぇちうは ゃけょう ょけ つっしすう ぇゃぇさうう くぇ つぇしす けす きぇてうくうすっ, おけうすけ しっ いぇょなたゃぇす けす 

くっゃないきけあくけしすすぇ  っか. うくしすぇかぇちうはすぇ ょぇ けしうゅせさう う ゅぇさぇくすうさぇ くせあくぇすぇ うき きけとくけしす. 
 ′ぇょはゃぇす しっ くぇ ぉなさいぇ さっぇおちうは けす けすゅけゃけさくうすっ くぇつぇかくうちう う しすさせおすせさう. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

╃ぇそうくおぇ ′うおけかけゃぇ う ╁ぇくゅっかぇ ╁なかおけゃぇ 
(けす かはゃけ くぇ ょはしくけ)
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 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお くっ うい
ぉさぇ くけゃ けきぉせょしきぇく.
╁っつっ ぉかういけ ゅけょうくぇ しかっょ ういすうつぇくっすけ くぇ 

5-ゅけょうてくうは きぇくょぇす くぇ ょけしっゅぇてくうは けぉ
とっしすゃっく こけしさっょくうお ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ, すは 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ いぇっきぇ こけしすぇ, すなえ おぇすけ くぇ 
ょゃぇ こなすう こさけちっょせさぇすぇ いぇ ういぉけさ くぇ けき
ぉせょしきぇく しっ こさけゃぇかう. ╃ゃぇきぇ ぉはたぇ ょけこせし
くぇすうすっ ょけ しなぉっしっょゃぇくっ し ¨ぉとうくしおうは しな
ゃっす おぇくょうょぇすう けす ╁さっきっくくぇ おけきうしうは こけ 
ういぉけさぇ: ぉうゃてうはす ょうさっおすけさ くぇ [╇¨]╁ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ′ぇくつけ ╁うょっゃ う ぉうけかけあおぇすぇ 
╂うくおぇ 】っさっゃぇ.
′うすけ っょうく けす ょゃぇきぇすぇ, けぉぇつっ, くっ しなぉさぇ 

くせあくうは ぉさけえ ゅかぇしけゃっ けす 2/3 けす ゃしうつおう 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, いぇ ょぇ しすぇくっ けぉ
とっしすゃっく こけしさっょくうお. ╆ぇ ╂うくおぇ 】っさっゃぇ 
ゅかぇしせゃぇたぇ 24 けす 32-きぇすぇ せつぇしすゃぇかう ゃ 
ゅかぇしせゃぇくっすけ しなゃっすくうちう, ぇ いぇ ′ぇくつけ ╁う
ょっゃ - 5-きぇ. 〈さうきぇ けす せつぇしすゃぇかうすっ ゃなゃ 
ゃけすぇ しなゃっすくうちう こせしくぇたぇ くっょっえしすゃうすっかくう 
ぉのかっすうくう. 〈ぇおぇ くぇ こさぇおすうおぇ くぇ つけゃっおぇ 
くぇ “╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 】っさっゃぇ くっ 

‶なさゃうはす ょっえしすゃぇと こうしすけかっす し こけ
きけとすぇ くぇ 3D-こさうくすっさ しぇ しないょぇかう 
ゅさせこぇ ぇおすうゃうしすう , ういゃっしすくう ゃ しゃっ
すぇ こけょ うきっすけ „Defense Distributed”. 
′けゃけすけ けさなあうっ, しこけさっょ うくそけさきぇ
ちううすっ, ゃっつっ っ こさっきうくぇかけ せしこってくう 
ういこうすぇくうは くぇ しすさっかおけゃう こけかうゅけく ゃ 
〈っおしぇし. ¨ゅくっしすさっかくけすけ けさなあうっ っ 
ういゅけすゃっくけ し こけきけとすぇ くぇ せしすさけえしすゃけ 
くぇ しすけえくけしす $8000, おけっすけ こさぇゃう 
おけきこけくっくすうすっ けす こかぇしすきぇしぇ, しぇきけ 
せょぇさくうはす きったぇくういなき っ けす きっすぇか.
¨さゅぇくういぇちうはすぇ „Defense 

Distributed”, おけはすけ しっ けぉはゃはゃぇ ゃ いぇ
とうすぇ くぇ こさぇゃけすけ ょぇ しっ くけしう けさな
あうっ, おぇいゃぇ, つっ とっ けすゃけさう ぉっいこかぇ
すっく ょけしすなこ ょけ さぇぉけすくうすっ つっさすっあう 

《ちひきけかてそ たちかすけせあしそ とつたかのせけ けくたけてあせけみ せあ つてちかしいけはか う 【かさつあつ

》╅〈╊【〉¨[ 〉╅
╈╊〉. 』[《╆╊]╊╇...
』 ちかのかせけか せあ 《いはけせつさけみ つひうかて たそつてあうみて け
たあすかてせあ たしそねあ せあ ねかのさけてか つあすそしかてそつてちそけてかしけ 
‶さっい 1926 ゅけょうくぇ こけ こさっょかけあっくうっ くぇ さけょっくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお 

すけゅぇゃぇてっく ゃけっくっく きうくうしすなさ ゅっくっさぇか ╇ゃぇく ╁なかおけゃ, つうはすけ っ 
う いぇしかせゅぇすぇ いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ゃけっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, くぇ おけはすけ こさぇゃけこさうっきくうお っ “┿さしっくぇか”,ゃ ゅさぇょぇ しっ しないょぇ-
ゃぇす ゃないょせたけこかぇゃぇすっかくけ せつうかうとっ う かっすうとっ. ╋ぇかおけ こけ-おなしくけ 
すけゅぇゃぇてくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ しおかのつゃぇ ょけゅけゃけさ し つっておぇ そうさきぇ 
いぇ こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ しぇきけかっすう. ‶さっい 1932-33 ゅけょうくぇ ゃ ゅさぇ-
ょぇ しっ こさけういゃっあょぇす しっさうう けす ぉなかゅぇさしおうすっ しぇきけかっすう ╉╀-1 う 
]ぇ-113, し おけうすけ しっ ういゃなさてゃぇ すさうせきそぇかくけ こなさゃうはす ゅさせこけゃ 
こけかっす  けす かっすうとっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょけ かっすうとっすけ ゃ ╀けあせさうとっ.  
‶さっい 1943 ゅ. し 〉おぇい くぇ ちぇさ ╀けさうし 〈さっすう しぇきけかっすくぇすぇ そぇ-

ぉさうおぇ しすぇゃぇ ょなさあぇゃくぇ.  ]かっょ ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, こさっい 
1947 ゅけょうくぇ, ておけかぇすぇ いぇ ゃけっくくう こうかけすう しっ きっしすう けす ╉ぇ-
いぇくかなお ゃ ╂さぇそ ╇ゅくぇすうっゃけ. ‶さっい 1962 ゅけょうくぇ しぇきけかっすくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ しっ こさっゃさなとぇ ゃ ╆ぇゃけょ いぇ たうょさぇゃかうおぇ う こくっゃきぇすうおぇ, 
おぇおすけ っ う ょくっし. 
‶ぇきっすくぇすぇ こかけつぇ くぇ つっておうすっ しぇきけかっすけしすさけうすっかう とっ ぉなょっ 

こけしすぇゃっくぇ ゃ つっしす くぇ 85-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ 
かっすうとっ う しぇきけかっすくぇ そぇぉさうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお.

                                 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨す 13-すう  のくう  いぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ′ぇ-
ちうけくぇかくうはす ちっくすなさ いぇ おぇくょうょぇすしすせょっくすしおぇ こけょゅけすけゃおぇ 

う うくそけさきぇちうは, くぇきうさぇと しっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 『っくすなさなす しっ こけきっ-
とぇゃぇ くぇ こなさゃうは っすぇあ ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
„ ]ゃ.しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ”. 〈けえ とっ さぇぉけすう ぉっい こけつうゃっく ょっく 
ょけ 4-すう のかう ゃおかのつうすっかくけ,  ゃ つぇしけゃっすっ 08.00 ょけ 19.30.
╁ 『っくすなさぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすうすっ とっ きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす ょけおせ-

きっくすう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ,  ょぇ いぇこかぇとぇす すぇおしう う ょぇ こけかせつぇ-
ゃぇす ちはかぇすぇ くっけぉたけょうきぇ うくそけさきぇちうは, おぇおすけ う ょぇ しう いぇおせこはす 

╀かういけ 2 つぇしぇ こさけょなかあう こさぇいくうつくけすけ てっしすゃうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけょ くぇょしかけゃ “╉さぇしけすぇ ぉっい 
ゅさぇくうちう う ゃないさぇしす”, こけしゃっすっくけ くぇ 110-は ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ.

〈け ぉっ ゃけょっくけ けす すぇいゅけょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2013 - ぃかうは ‶けこけゃぇ う くっえくうすっ こけょゅかぇし-
くうつおう ‶っすは ╇ゃぇくけゃぇ う [ぇょけしすうくぇ ╇ゃぇくけゃぇ, おぇおすけ う けす きうし [けいぇ けす こけぉさぇすうきっくうは くぇ 
╉ぇいぇくかなお そさっくしおう ゅさぇょ ╂さぇし.
‶さっょ たうかはょうすっ ゅけしすう う あうすっかう くぇ ╉ぇいぇくかなお ょっそうかうさぇたぇ 7 たうかはょう せつぇしすくうちう ゃ こさぇい-

くうつくけすけ てっしすゃうっ.
′ぇょ 10 たうかはょう  つせあょっしすさぇくくう すせさうしすう ぉはたぇ ゅけしすう くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ こさぇいくうつうは ょっく – しこっ-

ちうぇかくけ, いぇ ょぇ しすぇくぇす つぇしす けす おせかきうくぇちうはすぇ くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ. 
』ぇしす  けす すはた ゃいったぇ せつぇしすうっ ゃ てっしすゃうっすけ ゃ しこっちうぇかっく ぉかけお くぇ こさうはすっかうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
]さっょ ぇすさぇおちううすっ ゃ こさぇいくうつくぇすぇ う こなしすさぇ  おけかけくぇ ぉはたぇ  ゅぇえょぇさう  う おせおっさう けす ╉ぇさかけゃ-

しおけ, さけおっさうすっ けす きけすけ おかせぉ “』っさくうすっ さけいう”, きっしすくう しぇきけょっえちう, ゃけうくうすっ けす こさぇぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ ておけかぇ “╀ぇゅぇすせさ”, おぇおすけ う すぇくちぬけさう くぇ おけおうかう. 
╆ぇ こなさゃう こなす ゃ てっしすゃうっすけ せつぇしすゃぇたぇ う ょけしっゅぇてくうすっ 『ぇさうちう [けいう くぇ ╉ぇいぇくかなお,  ういぉう-

さぇくう くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ. 
]さっょ ゅけしすうすっ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ ゅさぇょぇ ぉはたぇ  こけしかぇくうおなす くぇ ぅこけくうは せ くぇし  ′. ‶さ. 〈ぇおぇてう 

╉けうょいせきう, くぇさけょくうすっ こさっょしすぇゃうすっかう ゃ 42-すけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ 》ぇかうか ╊っすうそけゃ, ┿お-
しっくうは 〈うかっゃぇ う ╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ, けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ′っょはかおけ ′っ-
ょはかおけゃ, ょっかっゅぇちうう けす こけぉさぇすうきっくう ゅさぇょけゃっ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さぇいかうつくう うくしすうすせちうう.  
 

                                ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

]おせかこすけさなす ╃けおけ ╃けおけゃ, さけょっく こさっい 
1929 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお, っ すぇいゅけょうてくうはす 

こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇえ-
ゃうしけおけすけ けすかうつうっ ぉっ こけかせつっくけ けす くっゅけ-
ゃうは しうく ╉ぇきっく くぇ すなさあっしすゃっくぇすぇ しっしうは 
くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, こさけゃっょっくぇ くぇ 31-
ゃう きぇえ. 
] さってっくうっ くぇ きっしすくうは こぇさかぇきっくす 

しおせかこすけさなす, つうはすけ きっつすぇ っ ょぇ こけしすさけう 
こぇきっすくうお くぇ ]ぇさぇょあぇ こぇてぇ - けしくけゃぇすっ-
かはす くぇ ╉ぇいぇくかなお, しすぇくぇ こけつっすっく ゅさぇあょぇ-
くうく くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2013 ゅけょうくぇ. 
╆ぇさぇょう しっさうけいくう いょさぇゃけしかけゃくう こさけ-

ぉかっきう すけえ くっ せしこは ょぇ こさうしなしすゃぇ くぇ すなさ-
あっしすゃっくぇすぇ ちっさっきけくうは, いぇ ょぇ こけかせつう 
くぇゅさぇょぇすぇ しう. 〈けゃぇ しすけさう くっゅけゃうはす っょうく-
しすゃっく しうく ╉ぇきっく. 
╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ ゃ っきけちうけくぇかくけ, いぇ-

しすうゅくぇ しぇきけ 1 ゅかぇし, いぇ ょぇ  しすぇくっ くけゃうはす 
けきぉせょしきぇく. 
╃け しすぇさすぇ くぇ すさっすぇすぇ こけさっょ こさけちっょせさぇ いぇ 

ういぉけさ くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお すぇいう そせくお
ちうは とっ こさけょなかあう ょぇ ういこなかくはゃぇ ょけしっゅぇて
くうはす すうすせかはさ くぇ こけしすぇ - ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ. 
]なゃっすくうちうすっ くっ いぇこうしぇたぇ ゃ さってっくうっすけ しう 

しさけお いぇ しすぇさすぇ くぇ こけさっょくぇすぇ くけゃぇ こさけちっ
ょせさぇ いぇ ういぉけさ くぇ けきぉせょしきぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╃ぇ うきぇ うかう ょぇ くはきぇ すぇおぇゃぇ うくしすうすせちうは ゃ 

╉ぇいぇくかなお っ しこけさ きっあょせ こさっょしすぇゃうすっかうすっ 
くぇ さぇいかうつくう こけかうすうつっしおう しうかう う うくしすうすせ
ちうう ゃ けぉとうくぇすぇ ゃっつっ ぉかういけ ゅけょうくぇ.
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ぉっ っょくぇ けす こなさゃうすっ 

けぉとうくう ゃ ╀なかゅぇさうは, おけうすけ こさっい 2007-きぇ 
ゅけょうくぇ ういぉさぇたぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. ╁ 
うきっすけ くぇ うくすっさっしうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ う すはた
くぇすぇ いぇとうすぇ, ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ, おけはすけ ぉっ 
3 きぇくょぇすぇ しっおさっすぇさ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきう
くうしすさぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお, しっ けすおぇいぇ けす くぇょ 
30-ゅけょうてくけ つかっくしすゃけ ゃ さっょうちうすっ くぇ ╀]‶.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

〈さうきぇすぇ こさっすっくょっくすう いぇ こけしすぇ.
╉うかうおつうっゃぇ (ゃ しさっょぇすぇ) けしすぇゃぇ.

くぇ こうしすけかっすぇ こさっい ぉかういおうすっ ょくう. ╄ょうくしすゃっくぇすぇ つぇしす けす こうしすけかっすぇ, おけはすけ くっ っ くぇこさぇゃっくぇ けす 
こかぇしすきぇしぇ, っ せょぇさくうおなす, おけえすけ っ しすぇくょぇさすっく こうさけく. 

                                                  〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
                                                  ‶け きぇすっさうぇかう けす うくすっさくっす

〈なさあっしすゃっくぇ しっしうは こけ こけゃけょ こさぇいくうおぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお しっ 
しなしすけは くぇ 31 きぇえ. ╁しうつおう しなゃっすくうちう こけょおさっこうたぇ くけきう
くぇちうはすぇ くぇ しおせかこすけさぇ ╃けおけ ╃けおけゃ いぇ こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく 
くぇ ゅさぇょぇ. ╂けしす くぇ しっしうはすぇ ぉっ すぇいゅけょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 
ぃかうは ‶けこけゃぇ. ‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお せゃっおけゃっつうたぇ こさうはすくぇすぇ しさっとぇ. 
′ぇ しくうきおぇすぇ: (けす かはゃけ くぇ ょはしくけ) ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ, 

ぃかうは ‶けこけゃぇ, ╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ, 『ゃっすぇく 【うおけゃ

〈うこうつっく ╀かういくぇお, くっせきけさっく, ゃしっけすょぇっく, し きかぇょっあ
おう ょせた, こなかっく し うょっう う きくけゅけ っきけちうけくぇかっく, ゅけすけゃ 

ょぇ ゃけのゃぇ う し ゃはすなさくう きっかくうちう ゃ うきっすけ くぇ こけかっいくう いぇ 
たけさぇすぇ う つけゃっつっしすゃけすけ ょっかぇ. 〈ぇおなゃ ゅけ こけいくぇゃぇす う すぇおなゃ 
とっ ゅけ いぇこけきくはす くっゅけゃうすっ こさうはすっかう, しなさぇすくうちう, おけかっゅう, 
ぉかういおう. ╁ おさぇは くぇ きっしっち きぇえ っきぉかっきぇすぇ くぇ ╉′]╀ - „┿さ
しっくぇか“ けすこさぇいくせゃぇ しゃけは かうつっく のぉうかっえ, しなぉさぇか くぇ っょくぇ 
きぇしぇ たけさぇすぇ くぇ あうゃけすぇ きせ. ‶けょぇさなちう, ょせきう くぇ こさういくぇ
すっかくけしす, すぇくちう う きくけゅけ っきけちうは ぉっかはいぇたぇ かうつくうは こさぇいくうお 
くぇ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さ
しっくぇか“. ぃぉうかはさぇす ぉっ かうつくけ せゃぇあっく けす ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 
- 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“, 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ 
- ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ „┿さしっくぇか 2000“ う ちはかけすけ そうさ
きっくけ さなおけゃけょしすゃけ, おぇおすけ う けす ┿しっく ┿しっくけゃ - こさっょしっょぇすっか 
くぇ 《っょっさぇちうは „╋っすぇか ╄かっおすさけ“.
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おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおう しこさぇゃけつくうちう う ょさせゅぇ こけきけとくぇ かうすっさぇすせさぇ いぇ ういこうすうすっ.  
╄かっくぇ ]けかけきっさけゃぇ, けすゅけゃけさくうお  くぇ  『っくすなさぇ いぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおぇ こけょゅけすけゃおぇ, しなけぉとう, 

つっ ゃ くっゅけ とっ しっ こさうっきぇす ょけおせきっくすう いぇ 31 ╁〉╆-ぇ ゃ しすさぇくぇすぇ, しさっょ おけうすけ: ]けそうえしおう, ╁っかう-
おけすなさくけゃしおう, 〈ったくうつっしおう –]けそうは, 〈ったくうつっしおう - ╂ぇぉさけゃけ, ╁ぇさくぇ,  ╋っょうちうくしおうすっ ╁〉╆-けゃっ 
ゃ ]けそうは, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ‶かけゃょうゃ, ‶かっゃっく,  【せきっくしおう せくうゃっさしうすっす,  ‶かけゃょうゃしおう せくうゃっさ-
しうすっす, ╁ぇさくっくしおう う ╀せさゅぇしおう しゃけぉけょっく , ╊っしけすったくうつっしおう せくうゃっさしうすっす,  ╁けっくくけすけ せつうかうとっ 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ う ょさせゅう. 
〈ぇおしうすっ いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ ょけおせきっくすう ゃ さぇいかうつくうすっ  ╁〉╆-けゃっ しぇ さぇいかうつくう, おぇすけ くぇ きはしすけ ゃ 

『っくすなさぇ しっ こけかせつぇゃぇ くっけぉたけょうきぇすぇ いぇ すけゃぇ うくそけさきぇちうは. ‶けゃっつっ きけあっすっ ょぇ くぇせつうすっ う くぇ 
すっかっそけくう: 0431/ 62 567, 0878 799 297 う 0898 309 636

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

 
¨ちっくおぇすぇ: 

╇きぇ は. 〉しっとぇ しっ. ╋けさぇかくぇすぇ. ╁うあょぇす は っあっょくっゃくけ 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 いぇゃけょぇ う けす さなおけゃけょしすゃけすけ 

くぇ そうさきぇすぇ. 〈なさしはす ゅう  こさう さぇいかうつくう こさけぉかっきう, いぇとけすけ かぇ-
ぉけさぇくすなす, しかっょ こさっちういっく ぇくぇかうい, ゃっょくぇゅぇ ゃうあょぇ こさけぉかっきぇ.  
′け ゅう う ぉけかう, つっ おぇすけ ちはかけ かぇぉけさぇくすしおぇすぇ さぇぉけすぇ っ こけしすぇ-

ゃっくぇ “くはおなょっ すぇき”, くっ しっ ちっくう こけ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ いぇしかせ-
あぇゃぇ. ′っ こさうっきぇす, つっ しぇ こさけしすけ さぇぉけすくうちう, おぇおすけ しっ ゃけょはす 
ゃっつっ, ぇ くっ しこっちうぇかうしすう, おぇおすけ っ ぉうかけ ょけこさっょう くはおけかおけ ゅけ-
ょうくう. 
‶さうつうくぇすぇ: くっ きけあっ つけゃっお けす せかうちぇすぇ ょぇ しすぇくっ かぇぉけさぇくす 

ゃ “┿さしっくぇか”. ╇しおぇ しっ しこっちうぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ う こけょゅけすけゃおぇ. 

╋っつすぇすぇ: 

╃ぇ しう くぇこさぇゃはす きせいっえくぇ しぉうさおぇ し ちっくくうすっ う せくうおぇかくう 
せさっょう, くぇたけょおう, おくうゅう う ょけおせきっくすう, さぇいおぇいゃぇとう いぇ 

こなさゃうすっ しすなこおう くぇ 》うきうつくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは. ╆ぇ きけょっさくうすっ 
いぇ くぇつぇかけすけ くぇ 30-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお きぇてうくう う きっ-
すけょう, し おけうすけ しぇ ぉけさぇゃうかう ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ. ╆ぇ たけさぇすぇ, くぇ-
こさぇゃうかう こなさすうくぇすぇ いぇ ょくってくうは のぉうかっえ. 

 ╂けさょけしすすぇ うき: 

¨すおさうすぇすぇ くぇ すぇゃぇくぇ  ゃ しすぇさぇすぇ しせてうかくは ぇくぇかうすうつくぇ 
ゃっいくぇ, きぇさおぇ “]ぇさすけさう”, ういゃっしすくぇ しさっょ たうきうちうすっ う おぇすけ 

„こさぇぉぇぉぇすぇ” くぇ っかっおすさけくくぇすぇ ゃっいくぇ ょくっし. ]こけさっょ ]すぇくおぇ 
╉けしすけゃぇ, すけゃぇ っ せくうおぇかっく, きくけゅけ すけつっく ゃうょ ぇくぇかうすうつくぇ ゃっい-
くぇ, けす おけはすけ ゃ しゃっすぇ きけあっ ぉう うきぇ いぇこぇいっくう くっ こけゃっつっ けす 50 
ぉさけは. ]さっょ くぇしかっょしすゃけすけ けす こさっょうてくう ゅけょうくう しぇ う しすぇさう 
おくうゅう いぇ たうきうつくう ぇくぇかういう くぇ  そさっくしおう, ぇくゅかうえしおう う くっき-
しおう, し おぇおゃうすけ しぇ さぇぉけすうかう こなさゃうすっ かぇぉけさぇくすう ゃ ╆ぇゃけょ 3. 
 
¨ぉっとぇくうっすけ: 

╃ぇょっくけ かうつくけ けす ′うおけかぇえ ╇ぉせってっゃ - ╇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” ┿╃: 

 
“】っ くぇきっさうき きはしすけ いぇ しぉうさおぇすぇ. 〈ぇいう こぇきっす とっ ぉなょっ しなた-

さぇくっくぇ.” 

′ぇょっあょぇすぇ: 

』っ っょうく ょっく とっ うきぇ ょうさは. ╇ こなす, こけ おけえすけ ょぇ すさなゅくぇす 
しきっかけ しかっょゃぇとうすっ こけおけかっくうは かぇぉけさぇくすう う たうきうちう ゃ 

“┿さしっくぇか”. ╇ ょぇ いくぇはす: つっ うきっくくけ すせお, ゃ “┿さしっくぇか”, さぇぉけすはす 
っょくう けす くぇえ-ょけぉさうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ たうきうちう う かぇぉけさぇくすう. ′っ 
しぇきけ いぇさぇょう 80-ゅけょうてくぇすぇ すさぇょうちうは ゃ かぇぉけさぇすけさくうは ぇくぇ-
かうい, ぇ う いぇさぇょう しすぇさぇくうっすけ, ゃしっけすょぇえくけしすすぇ う かのぉけゃすぇ おなき 
さぇぉけすぇすぇ. 

 ╃させゅけすけ しぇ ょせきう. ]なぉうさぇくう ゃ ぉせおっす いぇ ゃしっおう こさぇいくうお.

Деляна Бобева

80 ÇÜÑóÖó びó½óôÖí...

こうしぇくけ けす あせさくぇかうしすぇ ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ, しかけゃけ, ╃けおけ ╃けおけゃ ぉかぇゅけょぇさう くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ せこさぇゃぇ いぇ 
けおぇいぇくぇすぇ つっしす しなし いぇさなおぇすぇ: 
„′っおぇ たけさぇすぇ, おけうすけ けしすぇゃぇす しかっょ くぇし, こけっきぇす ゅさうあぇすぇ いぇ すけいう ゅさぇょ う しすぇくぇす しすけえくけしすくう たけさぇ. 

¨ぉうつぇき ゃう!“.
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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”.

 ]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

‶さっい 1982 ゅけょうくぇ いぇこけつくぇた 
さぇぉけすぇ ゃ ╋ぇてうくけしすさけうすっかくうは 
いぇゃけょ 9, こけいうちうけくうさぇく ゃ しっかけ 
〈なあぇ. 〈ぇき ぉはた いぇきっしすくうお-ょうさっお
すけさ こけ すったくうつっしおうすっ ゃなこさけしう. 
╆ぇゃけょなす ぉってっ ゃおかのつっく ゃ しなしすぇゃぇ 

くぇ ╋ぇてうくけしすさけうすっかくうは おけきぉう
くぇす “《さうょさうた ╄くゅっかし”. ╉なき しなし
すぇゃぇ くぇ いぇゃけょぇ ぉはたぇ こさったゃなさかっ
くう  ちった 270 /]ぇさぇておう/, おけえすけ しっ 

〉ゃぇあぇっきう くぇてう つうすぇすっかう, くぇしすけはとう ぇさしっくぇかちう う ゃっすっさぇくう 
くぇ そうさきぇすぇ, しすさぇくうちうすっ くぇ ゃっしすくうおぇ しぇ けすゃけさっくう いぇ ゃぇてうすっ 
しこけきっくう, こさっこけさなおう う  うょっう. ‶うてっすっ くう いぇ たけさぇすぇ, いぇ おけうすけ 
うしおぇすっ ょぇ さぇいおぇあっき うかう いぇ おけうすけ ゃうっ うしおぇすっ ょぇ くう さぇいおぇ
あっすっ, ぇおけ ゃっつっ くっ しぇ きっあょせ くぇし. ]こけょっかっすっ し くぇし くぇ しすさぇ
くうちうすっ くぇ ゃっしすくうおぇ ゃぇてうすっ ちっくくう しこけきっくう いぇ うくすっさっしくう う 
うしすけさうつっしおう  きけきっくすう, しゃなさいぇくう  し さぇいゃうすうっすけ くぇ “┿さしっくぇか” 
う ゃくっょさはゃぇくっすけ くぇ くけゃう こさけういゃけょしすゃぇ. ╇しすけさうはすぇ っ すぇおぇゃぇ, 
おぇおゃぇすけ は こけきくはす すっいう, おけうすけ しぇ は ゅさぇょうかう. 
╆ぇ ゃさないおぇ し くぇし こけかいゃぇえすっ おけけさょうくぇすうすっ けす さっょぇおちうけくくけすけ 

おぇさっ.

くぇきうさぇてっ ゃ し. ┿かっおしくょさけゃけ, 
う ちった 280 /╃なさゃけょっかしおう/, 
おけえすけ ぉっ ゃ しっかけ ╂ぇぉぇさっゃけ. 
‶さけきっくう しっ う しすさせおすせさぇすぇ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ ょさせゅうすっ 
ちったけゃっ. ¨す こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ おけきこかっおすけゃおう いぇ きっすぇ
かけさっあっとう きぇてうくう くぇ ╃]¨ 
“╆╋╋” いぇこけつくぇ こさけういゃけょ
しすゃけすけ くぇ こさけぉうゃくぇ おけかけく
くぇ きぇてうくぇ ‶╉-031, さなつっく 
こさけすうゃけすぇくおけゃ ゅさぇくぇすけきっす  
[‶╂-9, ょっすぇえかう いぇ ぇゃすけきぇす 
“╉ぇかぇてくうおけゃ” う ゃしうつおう ゃう
ょけゃっ ょなさゃけょっかしおう けこぇおけゃおう 
う しぇさぇておう けおけきこかっおすけゃおう 
いぇ ういょっかうはすぇ, こさけういゃっあょぇ
くう ゃ  きぇてうくけしすさけうすっかくうは 
おけきぉうくぇす. 
〈せお ういくっくぇょぇすぇ きう ぉってっ, 

つっ しさっとくぇた ういおかのつうすっか
くけ ゃうしけおけ おゃぇかうそうちうさぇくう 
しこっちうぇかうしすう う さぇぉけすくうちう, 
いぇゃなさてうかう ゃ さっゅうけくぇ /しかっょ 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ いぇゃけょぇ/, けす 
╋╉ “《さうょさうた ╄くゅっかし”, ╃]¨ 
“》うょさぇゃかうおぇ” , いぇゃけょ 15, 
ゅさ. ╉ぇさかけゃけ.  ╆ぇ すっいう たけさぇ 
くはきぇてっ くっゃないきけあくけ ゃ しそっ
さぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う 
すっ しすけうつっしおう  う ゃしっけすょぇえくけ 
せしゃけはゃぇたぇ くけゃうすっ ういょっかうは. 
╁はさゃぇえおう くぇ しこけしけぉくけしすう
すっ くぇ しゃけうすっ さなおけゃけょうすっかう, 
しこっちうぇかうしすう う さぇぉけすくうちう 
けす ╋ぇてうくけしすけさうすっかくうは いぇ
ゃけょ ゃ し.〈なあぇ, さなおけゃけょしすゃけ
すけ くぇ おけきぉうくぇすぇ ゃこけしかっょ
しすゃうっ ゃないかけあう せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう, ゃな
いかう いぇ ちうそさけゃけ-こさけゅさぇきくう
すっ きぇてうくう いぇ ういょっかうは 1300, 
っかっおすさけきぇゅくうすくう きぇしう う 
ょさせゅう. 
╁なこさっおう ゅけかはきけすけ さぇいくけけ

ぉさぇいうっ  くぇ ういょっかうはすぇ, おけうすけ 
しっ せしゃけはゃぇたぇ う こさけういゃっあ
ょぇたぇ ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくうは 
いぇゃけょ, おけかっおすうゃなす  せこけさうすけ 
う せゃっさっくけ こさっけょけかはゃぇてっ 
ゃしうつおう すさせょくけしすう  う せしこって
くけ ういこなかくはゃぇてっ こさけういゃけょ
しすゃっくぇすぇ しう こさけゅさぇきぇ.
╇ すせお, ゃ おさぇは くぇ 1995 ゅけ

ょうくぇ,  しっ こっくしうけくうさぇた, せょけ

ゃかっすゃけさっく けす さぇぉけすぇすぇ しう し 
おけかっゅうすっ, しこっちうぇかうしすうすっ う 
さぇぉけすくうちうすっ, いぇ おけっすけ うき 
ぉかぇゅけょぇさは. 

╁ しゃけはすぇ 42-ゅけょうてくぇ
すさせょけゃぇ ょっえくけしす

しないょぇょけた しっきっえしすゃけ, 

くぇ おけっすけ ぇい きくけゅけ 
ょなかあぇ いぇ さぇいぉうさぇ
くっすけ う こけょおさっこぇすぇ ゃ 
あうゃけすぇ う すさせょけゃぇすぇ 
きう ょっえくけしす. 
′ぇ 7-きう くけっきゃさう 

1959 ゅけょうくぇ しっ けあっ
くうた いぇ ╋ぇさうは ‶っく
つっゃぇ, っょゃぇ くぇ 19 
ゅけょうくう, いぇゃなさてうかぇ 
せつうかうとっ いぇ ょっす
しおう せつうすっかおう ゃ ゅさぇょ 
[せしっ う さぇぉけすうかぇ 
すぇいう こさけそっしうは こさっい 
ちっかうは しう あうゃけす, ょけ 
22-さう そっゃさせぇさう 
1996 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ 
こけつうくぇ. 
] けぉうつ う かのぉけゃ 

ょゃぇきぇすぇ しなし しなこさせ
ゅぇすぇ きう しないょぇょけたきっ 
ょゃっ ょなとっさう - ╋うかぇ 
う ╁ぇかっくすうくぇ, おけうすけ 
いぇゃなさてうたぇ ゃうしてっ 
けぉさぇいけゃぇくうっ う しっゅぇ  
うきぇす こさっしすうあくう 
こさけそっしうう う ょけぉさぇ 
さぇぉけすぇ. 
〈っ くう ょぇさうたぇ し っょうく 

ゃくせお う すさう ゃくせつおう. ] 
ゃしうつおう すはた きくけゅけ しっ 
けぉうつぇきっ う せゃぇあぇゃぇ
きっ, すっ きう くけしはす  さぇ
ょけしす, とぇしすうっ う ゃょなた
くけゃっくうっ ゃ あうゃけすぇ. 

╁ ゅけょうくうすっ,
おけゅぇすけ けしすぇくぇた しぇき, 

くぇきっさうた ょけぉさう こさうはすっかう, し 
おけうすけ っあっょくっゃくけ しっ しさっとぇ
きっ, たけょうき くぇ さぇいたけょおう ゃ こぇさお 
“〈のかぉっすけ”. ‶うっき こけ つぇてぇ 
おぇそっ うかう つぇえ, けさゅぇくういうさぇ
きっ う こさぇいくせゃぇきっ さけあょっくう う 
うきっくくう ょくう, こさぇゃうき すせさうしすう
つっしおう こけたけょう. 
¨しけぉっくけ ゃぇあっく きけきっくす けす 

きけは こっくしうけくっさしおう あうゃけす っ 
こっさうけょなす, ゃ おけえすけ いぇこけつくぇた 

ょぇ こけかいゃぇき せしかせゅうすっ くぇ ╃け
きぇてくうは しけちうぇかっく こぇさすさけくぇあ, 
けすおなょっすけ こけかせつぇゃぇき っあっょくっゃ

くけ ゅけすけゃぇ すけこかぇ, さぇいくけけぉさぇい
くぇ う ゃおせしくぇ  たさぇくぇ, こさうゅけすゃっ
くぇ けす ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇくう 
しこっちうぇかうしすう. 〈せお くぇきっさうた 
ゃくうきぇくうっすけ う ゅさうあうすっ, おけうすけ 

しけちうぇかくうすっ さぇぉけすくうちう う ちっ
かうはす こっさしけくぇか こけょ さなおけゃけょ

しすゃけすけ くぇ せこさぇゃうすっかは ‶っこぇ 
╃うきうすさけゃぇ こけかぇゅぇす いぇ くぇょ 300 
こっくしうけくっさう. ╁ ╃けきぇてうくは しけ
ちうぇかっく こぇすさけくぇあ しっ いぇこけいくぇた 
う しこさうはすっかうた し こっくしうけくっさう, 
さぇぉけすうかう ゃ さぇいかうつくう しそっさう くぇ 

けぉとっしすゃっくうは  あうゃけす, し おけうすけ 
っあっょくっゃくけ しっ しさっとぇきっ くぇ さぇい
ょせきおぇ う おぇそっ.  ‶さぇいくせゃぇきっ しう  
う かうつくうすっ こさぇいくうちう, し こけきけ
とすぇ う くぇ こっさしけくぇかぇ すぇき. ‶さっい 

ちっかうは しう しないくぇすっかっく 
あうゃけす しなき しっ しすさっ
きはか ょぇ ぉなょぇ つっしすっく, 
ょけぉなさ う ゃくうきぇすっかっく 
し たけさぇすぇ, ょぇ こけきぇ
ゅぇき ゃうくぇゅう し おぇおゃけすけ 
きけゅぇ, しなけぉさぇいくけ きけう
すっ ゃないきけあくけしすう. 
 ╉ぇすけ さなおけゃけょうすっか 

ぉはた ぉかういけ ょけ さぇぉけす
くうちうすっ う しなすさせょくう
ちうすっ しう う こけ すけいう 
くぇつうく うきぇた ゃないきけあ
くけしす ょぇ ょけぉうは くぇえ-
さっぇかくぇ こさっょしすぇゃぇ 
いぇ しなしすけはくうっすけ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ う ょぇ 
ゃいっきぇ くぇえ-こさぇゃうかくう
すっ いぇ きけきっくすぇ せこさぇ
ゃかっくつっしおう さってっくうは. 
‶さうくちうこ ゃ けすくけてっ
くうはすぇ きう し すはた ぉっ: 
“〉ゃぇあぇゃぇえ, いぇ ょぇ すっ 
せゃぇあぇゃぇす” う すけゃぇ きう 
くけしってっ せしこった う ょけ
ぉさう こさうはすっかう.  
 ╁ いぇおかのつっくうっ ぉうた 

おぇいぇか, つっ “┿さしっくぇか” 
ゃうくぇゅう っ ぉうか ゃうしてぇ 
ておけかぇ いぇ けぉせつっくうっ 
くぇ おぇょさう いぇ ちはかぇすぇ 
こさけきうてかっくけしす くぇ [っ
こせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは! 

うくあ. ╋うたぇうか ╋うたぇえかけゃ
  ゃっすっさぇく - ぇさしっくぇかっち,

ぉうゃて ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ  2

╂ うくおぇ 』ぇゃょぇさけゃぇ っ ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ ′ぇちうけくぇかくけすけ しょさせあっくうっ くぇ 
けぉとうくうすっ ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは /′]¨[╀/ けす しぇきけすけ きせ しないょぇゃぇくっ.

╆ぇゃなさてゃぇ ╉うっゃしおうは ょなさあぇゃっく せくうゃっさしうすっす, しこっちうぇかくけしす うおけくけきうつっしおぇ おうぉっさ-
くっすうおぇ. ╃けおすけさ こけ うおけくけきうおぇ, し ょうしっさすぇちうは こけ っそっおすうゃくけしす くぇ うくゃっしすうちううすっ. 
]すぇさてう くぇせつっく しなすさせょくうお こけ すっさうすけさうぇかくけ こかぇくうさぇくっ, おぇすけ う ゃ きけきっくすぇ っ たけくけ-
さけゃぇく こさっこけょぇゃぇすっか. 
╄おしこっさす こけ すっさうすけさうぇかくけ さぇいゃうすうっ, きっしすくけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ う けぉとうくしおう そう-

くぇくしう. ╆ぇゃなさてうかぇ っ しかっょょうこかけきくう おゃぇかうそうおぇちうう ゃなゃ 《さぇくちうは う ]┿】. 
┿ゃすけさ くぇ くぇょ 70 きけくけゅさぇそうう, しすぇすうう う ょけおかぇょう し すっきう: さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ, 

きっしすくけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ, こさけゅくけいうさぇくっ う こさけゅさぇきうさぇくっ くぇ すっさうすけさうぇかくけすけ さぇい-
ゃうすうっ. 
╂うくおぇ 』ぇゃょぇさけゃぇ ぉっ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい きぇえ いぇ いぇしっょぇくうっ くぇ 〉] くぇ ′]¨[╀, つうえすけ 

つかっく っ 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. 

》ちけせぬけたひて すけ いか: “】うあきあうあこ, くあ おあ てか とうあきあうあて.”
╂けしこけあけ 』ぇゃょぇさけゃぇ, 

けつっゃうょくけ さぇいこさっょっかっ-
くうっすけ くぇ っゃさけしさっょしすゃぇ-
すぇ こさっい しかっょゃぇとうは こさけ-
ゅさぇきっく こっさうけょ くぇ ╄] っ 
けしくけゃくうはす こさけぉかっき ゃ 
ょくっゃくうは さっょ くぇ ′][╀. 
‶さっょう すけゃぇ, けぉぇつっ, おぇおゃぇ 
っ けちっくおぇすぇ ╁う いぇ こさけちっしぇ 
こさっい ういすうつぇとうは こっさうけょ 
2007-2013? ╃けゃけかくう かう 
しすっ けす おさぇえくうはす さっいせかすぇす 
ゃ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ しさっょ-
しすゃぇすぇ けす けぉとうくうすっ?
- ╉ぇすけ けすつうすぇきっ, つっ すけゃぇ 

ぉってっ こなさゃうはす こさけゅさぇきっく 
こっさうけょ いぇ ╀なかゅぇさうは, おさぇす-
おうはす けすゅけゃけさ っ, つっ くっ しきっ 
ょけゃけかくう. ╉ぇすけ けすつうすぇきっ, 
けぉぇつっ, つっ ゃしうつおう しっ せつった-
きっ - う せこさぇゃかはゃぇとう けさゅぇくう, 
う ぉっくっそうちうっくすう, けちっくおぇすぇ 
っ きけあっ ぉう きぇかおけ こけ-ょけぉさぇ. 
′け くっ しきっ ょけゃけかくう けす さっ-
ぇかくぇすぇ しなこけしすぇゃおぇ けす ょけ-

こせしすうきけしす くぇ こさけっおすうすっ こけ 
っゃさけこっえしおうすっ こさうけさうすっすう 
う さっぇかくうすっ ぉなかゅぇさしおう こけ-
すさっぉくけしすう. ′ぇ きくけゅけ きっしすぇ 
くぇてうすっ こけすさっぉくけしすう けしすぇ-
くぇたぇ ぉっい てぇくし いぇ っゃさけそう-
くぇくしうさぇくっ, ぇ ゃうあょぇきっ, つっ っ 
うきぇかけ すぇおなゃ てぇくし, いぇとけすけ 
ょさせゅう しすさぇくう ゃ ╄] しぇ ゅけ うい-
こけかいゃぇかう. ′ぇこさうきっさ – ゅさけ-
ぉうとくうすっ こぇさおけゃっ. ¨おぇいぇ 
しっ, つっ ゃ ╀なかゅぇさうは くっ きけあっき 
ょぇ ういこけかいゃぇきっ っゃさけこっえしおう 
しさっょしすゃぇ いぇ ゅさけぉうとくうすっ 
こぇさおけゃっ, ょけおぇすけ ╇すぇかうは しう 
っ さってうかぇ すけいう ゃなこさけし.
╆ぇ ゃすけさうは こさけゅさぇきっく こっさう-

けょ うきぇきっ けゅさけきくぇ „けぉっちぇ くぇ 
せたけすけ” – ょぇ けいぇこすうき ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ ぉのさけおさぇちうは, おけはすけ 
せしかけあくはゃぇ ゃ こなすう こけゃっつっ う 
ぉっい すけゃぇ しかけあくうすっ っゃさけこっえ-
しおう こさぇゃうかぇ いぇ せしゃけはゃぇくっ 
くぇ そけくょけゃっすっ. ′っ きけあぇたきっ 

こさっい すけいう こさけゅさぇきっく こっさうけょ 
ょぇ くぇこさぇゃうき すけゃぇ. ]ぇきう しう 
しないょぇょけたきっ たうかはょう くっくせあくう 
ょけおせきっくすう, しなゅかぇしせゃぇくうは, 
しこさぇゃおう, くけすぇさうぇかくう いぇゃっさ-
おう う ゃ きけきっくすぇ しなとっしすゃせゃぇ 
ういうしおゃぇくっすけ ょぇ さけゃうき ゃ せおぇ-
いう けすこさっょう 100 ゅけょうくう, ょぇ 
ょけおぇいゃぇきっ おけゅぇ っ しないょぇょっくぇ 
ょぇょっくぇ けぉとうくぇ. ′うおけえ ゃ ╄ゃ-
さけこぇ くっ さぇいぉうさぇ いぇ おぇおゃけ っ 
すけゃぇ.

‶さっい しかっょゃぇとうは こっさう-
けょ - ょけ 2020-すぇ,  くぇ ぉぇいぇ 
すけゃぇ, おけっすけ ゃっつっ っ しゃなさ-
てっくけ, とっ しっ くぇきっさはす かう 
くぇえ-すけつくうすっ こさぇゃうかぇ いぇ 
せしゃけはゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ-
すぇ – う おぇすけ きったぇくういきう いぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇくっ, う おぇすけ 
ぇょっおゃぇすくけしす くぇ さっぇかくうすっ 
こけすさっぉくけしすう こけ さぇいかうつ-
くうすっ さっゅうけくう う しけちうぇかくう 
しかけっゃっ?   

- 〈さはぉゃぇ ょぇ ゅう くぇきっさうき, 
くけ くっ しなき きくけゅけ ゅけかはき けこ-
すうきうしす, いぇとけすけ ゃしはおけ くけゃけ 
こさぇゃうすっかしすゃけ しっ せこさぇあくはゃぇ 
くぇくけゃけ. 〈さはぉゃぇ ょぇ ういこなか-
くうて こけくっ っょうく-ょゃぇ っゃさけ-
こっえしおう こさけっおすぇ, いぇ ょぇ さぇい-
ぉっさって, おけかおけ っ しかけあくぇ すぇいう 
こさけちっょせさぇ  う おなょっ しぇ „すっし-
くうすっ” きっしすぇ ゃ くっは, いぇ ょぇ すなさ-
しうて おぇお ょぇ ゅう こさっけょけかはゃぇて. 
‶さっい すけいう こっさうけょ こかぇとぇきっ 
こさっおぇかっくけ ゃうしけおぇ ちっくぇ いぇ 
ゅさっておうすっ. ╁ ╉ぇいぇくかなお けぉしな-
ょうたきっ おぇお しっ ゅせぉう さっしせさし けす 
くっせしゃけっくう しさっょしすゃぇ. 〈さはぉゃぇ 
ょぇ しっ くぇせつうき, いぇとけすけ こさけて-
おぇ けす ╄] ゃっつっ くはきぇ ょぇ うきぇ, 
すなえ おぇすけ しっ けすつうすぇ, つっ ゃっつっ 
うきぇきっ けこうす.

′ぇ しさっとぇすぇ くぇ 〉] ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお しっ さぇいぉさぇ, つっ うきぇ 
さっぇかくぇ けこぇしくけしす けす こさっょ-

ゃうょっくうすっ ゃっつっ こさけっおすう 
くぇ けぉとうくうすっ せ くぇし ょぇ ぉな-
ょぇす いぇゅせぉっくう けつぇおゃぇくうすっ 
230 きかく. かゃ. ╉ぇお しっ しすうゅ-
くぇ ょけ すぇいう しうすせぇちうは? 
- ¨すゅけゃけさなす っ きくけゅけ しかけ-

あっく, くけ すけゃぇ っ けすゅけゃけさなす: 
ょなかゅう う しかけあくう こさけちっょせさう, 
しなゅかぇしせゃぇくうは, ゅせぉっくっ くぇ 
ゃさっきっ いぇ しなゅかぇしせゃぇくうは し こけ 
12-15 うくしすぇくちうう, こさう すけゃぇ 
しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ しかけあくう うくゃっし-
すうちうけくくう こさけっおすう. ╁すけさぇすぇ 
こさうつうくぇ っ ゃっつっ しないょぇょっくう-
はす しすさぇた ゃ けぉとうくうすっ. ╁っつっ 
しっ ゅせぉう こけゃっつっ ゃさっきっ けす けぉ-
とうくうすっ, いぇとけすけ ゃっつっ いくぇ-
っき しうかぇすぇ くぇ „╃ぇきけおかっゃうは 
きっつ”, くぇさっつっく そうくぇくしけゃう 
おけさっおちうう, こさう おけうすけ こさっょ-
ゃうょっくう っゃさけしさっょしすゃぇ くっ しっ 
こさういくぇゃぇす おぇすけ さぇいたけょう いぇ-
さぇょう くっしこぇいっくう さぇいかうつくう 
ういうしおゃぇくうは. ]かっょ おぇすけ ゃっつっ 
けぉとうくうすっ ぉはたぇ いぇしっゅくぇすう し 
くっこさういくぇすう きくけゅけ しさっょしすゃぇ, 

いぇこけつくぇたきっ こけ-ゃくうきぇすっかくけ 
ょぇ さぇぉけすうき. ‶さうつうくうすっ いぇ 
ぉぇゃくけすけ せしゃけはゃぇくっ くぇ っゃ-
さけしさっょしすゃぇすぇ しぇ こさけきっくうすっ 
ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ けぉとっしすっゃくうすっ 
こけさなつおう, おけうすけ こけいゃけかはゃぇす 
ょなかゅけ ゃさっきっ いぇ けぉあぇかゃぇくっ 
くぇ いぇゅせぉうかうすっ すなさゅぇ, おけっすけ 
ぉぇゃう こさけっおすうすっ, ぇ こけくはおけゅぇ 
くぇこさぇゃけ ゅう こさけゃぇかは, いぇとけすけ 
こけ すはた すっおぇす しさけおけゃっ. ¨す-
ゃけさうたきっ せさぇゅぇくぇ, くぇさっつっく 
”¨しこけさゃぇくっ くぇ けぉとっしすゃっ-
くうすっ こけさなつおう”. 〈けゃぇ っ くぇ-
うしすうくぇ せさぇゅぇく! ╀っょしすゃうっ! 
‶けくはおけゅぇ しっ つぇおぇ けしこけさゃぇくけ 
さってっくうっ こけ しなょっぉっく こなす けす 
12 ょけ 14 きっしっちぇ...

╃ぇ たゃなさかうき こけゅかっょ おなき 
しかっょゃぇとうは こさけゅさぇきっく 
こっさうけょ – すけゃぇ, おけっすけ かうつ-
くけ ぇい くぇぉかのょぇゃぇき, っ, つっ 
ょうしこさけこけさちうはすぇ きっあょせ 
さっゅうけくうすっ しっ いぇょなかぉけつぇ-
ゃぇ, ゃきっしすけ いぇ しっ ういゅかぇあ-
ょぇ. ╂けかっきうすっ ゅさぇょけゃっ 
„ょさなこくぇたぇ” けとっ こけ-くぇ-
こさっょ, きぇかおう くぇしっかっくう 
きっしすぇ, こけかいゃぇたぇ ょけしすぇ 
しさっょしすゃぇ こけ ‶さけゅさぇきぇ-
すぇ いぇ しっかしおうすっ さぇえけくう, ぇ 
しさっょくけ ゅけかっきう ゅさぇょけゃっ 
おぇすけ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ つっ 
かう うきぇたぇ きぇかおぇ さっぇかくぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ そうくぇくしう-
さぇくっ けす ╄]. ╉ぇお とっ ぉなょぇす 
さぇいこさっょっかっくう しさっょしすゃぇ-
すぇ きっあょせ さぇいかうつくうすっ おぇ-
すっゅけさうう ゅさぇょけゃっ ゃ しかっょ-
ゃぇとうは こっさうけょ, いぇ ょぇ しっ 
こさっけょけかっっ すぇいう ょうしこさけ-
こけさちうは?
- 〈けゃぇ っ ゃすけさうはす ゅけかはき 

ゃなこさけし. ‶なさゃうはす ぉってっ ょぇ 
こさっょゃうょうき きっさおう, いぇ ょぇ きけ-
あっき ょぇ しなけぉさぇいうき しさっょしすゃぇ-
すぇ し こけすさっぉくけしすうすっ. ╁すけさう-

はす - ょぇ けしうゅせさうき さっぇかくうは 
さっしせさし すぇおぇ, つっ けぉとうくうすっ 
ょぇ うきぇす, ぇおけ くっ さぇゃっく, すけ 
こけくっ ぉかういおう てぇくしけゃっ いぇ せし-
ゃけはゃぇくっすけ くぇ っゃさけしさっょしすゃぇ. 
′け さぇいこさっょっかっくうすっ さっしせさしう 
おぇすけ こさけゅさぇきう ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ こっさうけょぇ くっ けいくぇつぇゃぇす 
せしゃけっく こさけっおす! 〈ぇいう ゅけょう-
くぇ, くぇえ-おなしくけ ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ しかっょゃぇとぇすぇ, とっ しっ さってう 
おぇおなゃ っ ょけしすなこなす くぇ さぇいかうつ-
くうすっ ゃうょけゃっ けぉとうくう ょけ さぇい-
かうつくうすっ こさけゅさぇきう. ′はきぇ ょぇ 
ょけこせしくっき, おぇおすけ ゃ こさっょくうは 
こっさうけょ, こけつすう っょくぇ すさっすぇ 
けす けぉとうくうすっ ょぇ ぉなょぇす ぉっい 
さっぇかっく てぇくし いぇ っゃさけこっえしおぇ 
こけょおさっこぇ, くぇえ-きぇかおけ こけさぇ-
ょう すけゃぇ, つっ しぇ 
うきぇかう „くっとぇしすうっすけ” ょぇ ぉな-

ょぇす さぇいこけかけあっくう ょけ ゅさぇょ 
し こけゃっつっ けす 30 たうか. ょせてう. 
〈けゃぇ ぉってっ ぉっいせきうっ. ╇しおぇきっ 
ゃぇさうぇくすう, さぇいつっすう う おさうすっ-
さうう, おけうすけ ょぇ ょけおぇあぇす, つっ 

くうっ けす ′ぇちうけくぇかくけすけ しょさせ-
あっくうっ くぇ けぉとうくうすっ うしおぇきっ 
すぇおけゃぇ さぇいこさっょっかっくうっ くぇ 
さっしせさしうすっ こけ けぉかぇしすう, おけっすけ 
ょぇゃぇ てぇくし くぇ けぉとうくうすっ ょぇ 
つっさこはす こけょおさっこぇ けす ╄].

′け すさはぉゃぇ ょぇ うきぇきっ  
こさっょゃうょ, つっ  うきぇ う けこっ-
さぇすうゃくう こさけゅさぇきう, おなき 
おけうすけ くうっ おぇすけ けぉとうくう 
くはきぇきっ けすくけてっくうっ. 〈ぇおぇ, 
つっ - けとっ っ さぇくけ ょぇ こさぇゃうき 
ぇくぇかういう くぇ てぇくしけゃっすっ いぇ 
ょけしすなこ こけ こさけっおすう おぇすけ 
ちはかけ. 》けさぇすぇ ゃ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ しかっょゃぇ ょぇ せしっとぇす, 
つっ しぇ つぇしす けす ╄ゃさけこっえしおけ-
すけ こさけしすさぇくしすゃけ.
‶さっい っしっくすぇ ]ょさせあっくう-

っすけ くぇ けぉとうくうすっ とっ うきぇ 
しさっとぇ こさう こさっいうょっくすぇ. 
╉けう しぇ けしくけゃくうすっ ゃなこさけ-
しう, おけうすけ とっ きせ こけしすぇゃう-
すっ?
-  ]さっとぇすぇ ゃ こさっいうょっくす-

しおぇすぇ うくしすうすせちうは とっ ぉなょっ 
こけょ いくぇおぇ くぇ ゅけかっきうすっ こけ-
しけおう う こさけきっくう, おけうすけ うし-
おぇきっ ょぇ しっ ういゃなさてゃぇす, しすさぇ-
すっゅうつっしおう ゃぇあくう ゃなこさけしう. 
╆ぇとけすけ こさっいうょっくすなす うきぇ 
ゃないきけあくけしす ょぇ ゃかうはっ, ょぇ 
おけくしけかうょうさぇ さぇいかうつくう しうか-
くう くぇこさぇゃかっくうは – ういしかっょけ-
ゃぇすっかう, こけかうすうちう, きくっくうは, 
ゃ おけはすけ おけくしけかうょぇちうは きけゅぇす 
ょぇ しっ くぇきっさはす ゃっさくうすっ う ゃぇ-
あくう さってっくうは. ‶さっいうょっくすなす 
ぉう きけゅなか ょぇ ゃかうはっ くぇ きくけ-
ゅけ しすさせおすせさう, つさっい おけうすけ 
ょぇ しっ さってぇゃぇす くっ ゃなこさけしう-
すっ くぇ ょくってくうは ょっく, おけっすけ っ 
そせくおちうは くぇ きうくうしすさうすっ, ぇ 
ょぇ こさけきけすうさぇ くぇてう こさっょ-
かけあっくうは いぇ そうくぇくしけゃぇ ょっ-
ちっくすさぇかういぇちうは, いぇ こけゃっつっ 
こさぇゃぇ くぇ けぉとうくうすっ. ′っ おぇい-

ゃぇき, つっ けぉとうくうすっ とっ ういゃかっ-
おぇす 100 % けす さっしせさしうすっ, くけ 
ゃ ょっちっくすさぇかういうさぇくぇ ╄ゃさけこぇ 
っ ょけおぇいぇくけ, つっ こけかいぇすぇ けす 
っょうく さっしせさし しっ せょゃけはゃぇ, おけ-
ゅぇすけ すけえ けすうゃぇ すぇき, おなょっすけ 
しぇ さっぇかくうすっ こけすさっぉくけしすう くぇ 
たけさぇすぇ. 

‶さう ゃっつっ うょっくすうそうちう-
さぇくうは けしくけゃっく こさけぉかっき ゃ 
╀なかゅぇさうは – くうしおうすっ ょけたけ-
ょう, し おぇおゃけ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
こけかっいくけ ]ょさせあっくうっすけ くぇ 
けぉとうくうすっ いぇ くっゅけゃけすけ さっ-
てぇゃぇくっ?
- ′ぇえ-きくけゅけ きけあっ ょぇ ぉなょっ 

こけかっいくけ し こさけきけすうさぇくっ くぇ 
きっさおう いぇ こけょおさっこぇ いぇ ゅさう-
あぇ いぇ たけさぇすぇ こけ ょけきけゃっすっ う 
しけちうぇかくけ けとっすっくうすっ たけさぇ し 
せゃさっあょぇくうは. ╆ぇとけすけ きかぇ-
ょけすけ こけおけかっくうっ ゃしっ こけゃっつっ 
くはきぇ くうすけ ゃさっきっ, くうすけ ゃない-
きけあくけしす, くうすけ こぇさう ょぇ しっ 
ゅさうあう いぇ ゃないさぇしすくうすっ. ╄かっ-

きっくすぇさくう きっょうちうくしおう こさっ-
ゅかっょう, たさぇくぇ ゃおなとう, すけゃぇ, 
おけっすけ ょぇゃぇ ょけきぇてくうはす しけ-
ちうぇかっく こぇすさけくぇあ, いぇ すぇいう 
ゅさせこぇ たけさぇ とっ しっ こけしすぇさぇっき 
ょぇ ょぇょっき しうかくぇ こけょおさっこぇ. 
╉ぇおすけ う いぇ たけさぇすぇ し せゃさっあ-
ょぇくうは. ╇きぇ さうしおけゃう ゅさせこう, 
けす おけうすけ くっ いぇゃうしう こけかけあっ-
くうっすけ うき ょぇ しっ こさけきっくう. ┿ 
ょなさあぇゃぇすぇ ょけしっゅぇ う 50 しすけ-
すうくおう くっ っ ょぇかぇ ゃ きくけゅけ しかせ-
つぇう. ╁ すけゃぇ きけあっき ょぇ ぉなょっき 
こけかっいくう, おぇすけ こけょおさっこうき 
ゅさうあぇすぇ いぇ すっいう ゅさせこう.

′ぇかうつうっすけ くぇ くけゃけ こさぇ-
ゃうすっかしすゃけ とっ こさけゃけおうさぇ 
かう ょっえしすゃうは けす しすさぇくぇ くぇ 
′]¨[╀ ょぇ けこうすぇ こさけきっ-
くう ゃ きったぇくういきぇ くぇ ゃいぇう-
きけょっえしすゃうっ きっあょせ ょゃっすっ 
しすさぇくう?
- [ぇいぉうさぇ しっ. ╆ぇとけすけ ゃしは-

おけ くけゃけ こさぇゃうすっかしすゃけ くけしう 
くけゃう くぇょっあょう, ぇ くうっ くけしうき 
けこうすぇ けす くっせしこったうすっ し こさっ-
ょうてくけすけ. ′ぇてぇすぇ こさけきはくぇ, 
けぉぇつっ, こなさゃけ っ くぇしけつっくぇ おなき 
しぇきうすっ くぇし: おなき くぇつうくぇ, こけ 
おけえすけ そけさきせかうさぇきっ くぇてうすっ 
こさっょかけあっくうは, くぇつうくぇ, こけ 
おけえすけ ゅう けしすけはゃぇきっ. 〈けゃぇ, 
おけっすけ いぇゃうしう けす くぇてうは こぇさす-
くぬけさ – けしくけゃくけすけ, くぇ おけっすけ 
とっ ょなさあうき, っ ょぇ こけしすうゅぇきっ, 
きけあっ ぉう きうくうきぇかくう, くけ さっ-
ぇかくう ょけゅけゃけさっくけしすう, おけう-
すけ, けぉぇつっ, ょぇ ういこなかくはゃぇきっ. 
╋くけゅけ つっしすけ しっ しさっとぇきっ くぇ 
こさけすけおけかくう しさっとう, くうっ しう 
ゅけゃけさうき, ちっくすさぇかくぇすぇ ゃかぇしす 
しう ゅけゃけさう, こけつすう くっ くう つせゃぇ, 
さぇいょっかはきっ しっ し くぇえ-ょけぉさう 
つせゃしすゃぇ う しなぉうすうはすぇ こさけ-
ょなかあぇゃぇす ぉっい こさけきはくぇ. 】っ 
けこうすぇきっ ょぇ こさけきっくうき すけゃぇ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

[せこうすっ - ╋. ╋うたぇえかけゃ し こさうはすっかう こさっょ 
こぇきっすくうおぇ くぇ ╁ぇくゅぇ, 28 のかう 2012 ゅ.

′ぇ ぉぇくうちぇ し おなしきっすう ゃ ╃くっゃっくうは 
ょけき いぇ しすぇさう たけさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお

しく. かうつっく ぇさたうゃ

しく. かうつっく ぇさたうゃ

╈けせさあ ぁあうおあちそうあ - ¨くたひしせけてかしかせ おけちかさてそち せあ 〉』《『╆:
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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╀なかゅぇさしおぇすぇ こうしぇすっかおぇ, こさっゃけょぇつおぇ う けぉとっしす-
ゃっくうつおぇ ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし, こしっゃょけくうき くぇ ╄ゃゅっくうは 

╀けくつっゃぇ, っ さけょっくぇ こさっい 1877 ゅ. ゃ ]ぇきけおけゃ ゃ しっきっえ-
しすゃけすけ くぇ すなさゅけゃっち う せつうすっかおぇ, おけっすけ しっ こさっきっしすゃぇ 
ゃ ]けそうは. ╁ しすけかうちぇすぇ ╄ゃゅっくうは せつう ゃ ‶なさゃぇ ょっゃう-
つっしおぇ ゅうきくぇいうは. [ぇくくうはす え ゅけょっあ けしせっすはゃぇ けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ え ゃ ╆ぇゅさっぉ. ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし っ しさっょ こなさゃう-
すっ, ういはゃうかう あっくしおぇすぇ うょっくすうつくけしす ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
かうすっさぇすせさぇ - ゃ せしかけゃうは くぇ しうかくけ けすおさけはゃぇとう しっ 
こさっょさぇいしなょなちう. ┿ゃすけさ っ くぇ しぉけさくうちう し さぇいおぇいう - 
„╇い あうゃけすぇ”, „╊せくくぇ くけと. [ぇいたけょおぇ うい 『ぇさうゅさぇょ“, 
„╀っかうすっ くぇさちうしう“ う „』けゃっおなす ゃ ょさうこう“ /くはおけう けす 
さぇいおぇいうすっ え しぇ こさっゃっょっくう くぇ 8 っいうおぇ/, くぇ ょさぇきうすっ 
„╀けあぇくぇ“ う „╋ぇゅょぇ“ う くぇ っくちうおかけこっょうつくうは ぇかきぇ-
くぇた „‶けかせゃっおけゃくぇ ╀なかゅぇさうは 1878-1928“. 〉きうさぇ くぇ 
68 ゅけょうくう こさっい 1945 ゅ.

╃うぇくぇ [ぇき-
くぇかうっゃぇ けす 

っおうこぇ くぇ „〈さうぉせ-
くぇ „┿さしっくぇか” けきな-
あう し すっあおぇ しゃぇすぉぇ 
っょうくしすゃっくぇすぇ しう 
とっさおぇ 『ゃっすっかうくぇ 
くぇゃさなた ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ, ゃっつっさ-
すぇ くぇ 1-ゃう のくう. 
]うかくけ おぇいぇくかなて-
おけ こさうしなしすゃうっ くぇ 
ちっさっきけくうはすぇ ゃ 
‶かけゃょうゃ ぉっかはいぇ 
こさぇいくうおぇ くぇ きかぇ-
ょけあっくちうすっ, けぉしう-
こぇくう けす ぉかういおうすっ 
くぇ ぉせかおぇすぇ し ちゃはす 

けす きぇしかけょぇえくぇ さけいぇ, しなぉさぇく こさういけさう けす ゅさぇょうくうすっ おさぇえ 
おけきこかっおし „╃ぇきぇしちっくぇ”. 
╋かぇょけあっくっちなす ╁うおすけさ ういくっくぇょぇ くっゃっしすぇすぇ しなし しこっちう-

ぇかくけ くぇっす せくうおぇかっく ぉはか ╋ぇえぉぇた, きけょっか „╄しおぇかうぉせさ” – 
1963, ういさぇぉけすおぇ けす 1970-すぇ, し おけえすけ けすおぇさぇ ぉせかおぇすぇ ょけ 
さうすせぇかくうは ょけき „‶なかょうく” う ちなさおゃぇすぇ „]ゃっすぇ ╀けゅけさけょうちぇ” 
ゃ ]すぇさうは ゅさぇょ, おなょっすけ ぉっ しおかのつっく ぉさぇおなす.
╉せこ しこけくすぇくくう ういくっくぇょう しなこさけゃけょうたぇ さぇいたけょおぇすぇ くぇ 

きかぇょぇすぇ ぉさぇつくぇ ょゃけえおぇ うい ]すぇさうは ゅさぇょ. ╂させこぇ うしこぇくしおう 
すせさうしすう しっ しこさはたぇ くっけつぇおゃぇくけ こさっょ きかぇょけあっくちうすっ, いぇ ょぇ 
ゅう こけいょさぇゃはす し ういこなかくっくうっ くぇ „┿ゃっ ╋ぇさうは” う ぉせさくう さなおけ-
こかはしおぇくうは, こけしかっ ょゃけえおぇすぇ しさっとくぇ おけきうくけつうしすぇつ, し おけえ-
すけ しっ しくうきぇ いぇ しこけきっく, ぇ しかっょ ちなさおけゃくうは ぉさぇお はこけくしおう 
すせさうしすう, けすくけゃけ - しなゃしっき ういゃなく しちっくぇさうは, ゅう ういこさぇすう-
たぇ  ゃ ぇゃすけきけぉうかぇ おなき さっしすけさぇくすぇ し そけえっさゃっさおう けす さけいけゃ 
ちゃはす, おけえすけ ゅさぇぉくぇたぇ けす おけてくうちぇ ゃ さなちっすっ くぇ とぇしすかうゃぇ-
すぇ きぇえおぇ. 
]こっちうぇかくうはす こけいょさぇゃ, おけえすけ さぇいこかぇおぇ ゅけしすうすっ う ゅう うい-

こさぇゃう くぇ おさぇおぇ ゃ しゃぇすぉっくぇすぇ くけと し くっしすうたゃぇとう ぇこかけょうし-
きっくすう, ょけえょっ けす すなとぇすぇ ╃うぇくぇ, おけはすけ ういこは いぇ きかぇょけあっく-
ちうすっ かのぉうきぇすぇ しう こっしっく „╋けかは しっ” くぇ ]うかゃうは ╉ぇちぇさけゃぇ 
う ╁ぇしうか ′ぇえょっくけゃ. 

╀けゅ ょぇ  こぇいう くけゃけすけ しっきっえしすゃけ ╁なかおけゃう う すはたくぇすぇ 
けぉうつ, ょぇ ぉなょぇす あうゃう う いょさぇゃう う ょぇ いぇさぇょゃぇす

ぉかういおうすっ し ゃくせちう, こけあっかぇゃぇ
っおうこなす くぇ „〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”.      

╄ゃゅっくうは ╀けくつっゃぇ. ╁なゃ ゃない-
こうすぇくうっすけ くぇ きけきうつっすけ しっ 
こさっこかうすぇす こぇすさうぇさたぇかくうすっ 
くぇゃうちう,  こうっすっすなす おなき けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ う たさうしすうはくしおうすっ ょけ-
ぉさけょっすっかう う けしけぉっくぇすぇ こけつうす 
おなき きせいうおぇすぇ - けすさぇくけ いぇこけつ-
ゃぇ ょぇ しゃうさう くぇ こうぇくけ. ‶っゃつっ-
しおぇすぇ え ょぇさぉぇ っ くぇしかっょっくぇ けす 
こけ-きぇかおうは え しうく - ういゃっしすくうはす 
けこっさっく こっゃっち ‶ぇゃっか ╄かきぇ-
いけゃ, つううすけ ょなとっさう ╄ゃゅっくうは う 
╋ぇさうは,  しなとけ しっ いぇくうきぇゃぇす し 
きせいうおぇ. ′け こうしぇすっかおぇすぇ うい-
すなおゃぇ しぇきけ っょくぇ しゃけは かのぉけゃ 
- おくうゅうすっ. ¨しゃっく すさぇょうちうけく-
くうすっ こさっょきっすう う しこっちうぇかくうすっ  

ょうしちうこかうくう - させしおう う そさっく-
しおう っいうお, ういせつぇゃぇ しすけこぇくしすゃけ, 
こっょぇゅけゅうおぇ う さなおけょっかうっ. ╀うかけ 
こかぇくうさぇくけ ょぇ こさけょなかあう けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ しう ゃ ╆ぇゅさっぉ, くけ…くぇ 
16 ゅけょうくう しっ けきなあゃぇ.
╂けしこけあぇ ╄かきぇいけゃぇ. ′っうく 

しなこさせゅ っ こなさゃうはす ょうこかけきう-
さぇく いなぉけかっおぇさ ゃ ╀なかゅぇさうは ょ-さ 
╋うたぇうか ╄かきぇいけゃ – ぉかぇゅ, そうく 
う うくすっかうゅっくすっく つけゃっお, くぇ 34 
ゅけょうくう. [ぇあょぇす うき しっ ょゃぇきぇ 
しうくけゃっ – ╁かぇょうきうさ う ‶ぇゃっか. 
╆ぇ きかぇょぇすぇ ╄ゃゅっくうは いぇこけつゃぇ 
っょうく あうゃけす, けゅさはゃぇく けす とぇしす-
かうゃう きうゅけゃっ う こさっしかっょゃぇく けす 
ういこうすぇくうは. ╋ぇえつうくうすっ ゅさうあう 
う こけょょなさあぇくっすけ くぇ ういはとっく 
ょけき くっ こさうすなこはゃぇす かのぉけゃすぇ え 
おなき おくうゅうすっ う きせいうおぇすぇ. ╃け-
きなす くぇ ╄かきぇいけゃう ゃしっ こけ-つっしすけ 
けすゃぇさは ゃさぇすうすっ しう いぇ きくけゅけ-
ぉさけえくうすっ こさうはすっかう, しさっょ おけう-
すけ しぇ ゃうょくう けぉとっしすゃっくうちう う 
たけさぇ くぇ ういおせしすゃけすけ. 
╄ゃゅっくうは ╋ぇさし. ′はおけかおけ ゅけ-

ょうくう こさっょう ╁ぇいけゃ ょぇ こさっおさぇ-
つう こさぇゅぇ くぇ すけいう ょけき, ╄ゃゅっくうは 
╄かきぇいけゃぇ ゃっつっ しっ っ けしきっかうかぇ 
ょぇ こせぉかうおせゃぇ しゃけう さぇいおぇいう. 
〈けつくけ すっ こさうゃかうつぇす ゃくうきぇ-
くうっすけ くぇ ╁ぇいけゃ. ┿ゃすけさおぇすぇ しっ 
こけょこうしゃぇ いぇ こなさゃう こなす し こしっゃ-
ょけくうきぇ ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし くぇ かぇすう-

くうちぇ. ′ぇえ-ゃっさけはすくけ すけえ っ いぇっす 
けす うきっすけ くぇ っょくぇ けす くぇえ-けぉう-
つぇくうすっ ぇおすさうしう ゃ ‶ぇさうあ - ╈け-
あっくう ╋ぇさし, けしすぇゃうかぇ  いくぇつう-
すっかくけ きぇすっさうぇかくけ しなしすけはくうっ 
くぇ そさっくしおうは すっぇすなさ. ╂けょうくぇすぇ 
1906-すぇ っ っょくぇ きくけゅけちゃっすくぇ 
ょなゅぇ, こけょ おけはすけ すさなゅゃぇす くは-
おけかおけ こなすは ゃ あうゃけすぇ くぇ ╅っくう 
- くぇ ょっぉのすくぇすぇ え おくうゅぇ, くぇ 
こなさゃうすっ きうすけゃっ, くぇ っょくけ ゅけかは-
きけ こさうはすっかしすゃけ, こさけょなかあうかけ 
こけゃっつっ けす 15 ゅけょうくう... う くぇ 
ういゃっしすくうは かうすっさぇすせさっく しぇかけく 
ゃ くっえくうは ょけき.    
]ぇかけくなす くぇ ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし. 

╄ゃゅっくうは っ けす きぇかおけすけ ょぇきう ゃ 

]けそうは, おけうすけ しぇきう しう しないょぇ-
ゃぇす ぇさすうしすうつくぇ ぇすきけしそっさぇ, 
ょけきぇてっく せのす, こさっゃさなとぇえおう 
すけゃぇ しう せきっくうっ ゃ ういおせしすゃけ. 
〈は っ けぉっょうくうすっかくぇ そうゅせさぇ くぇ 
っょくけ けぉとっしすゃけ けす きせいうおぇく-
すう, かうすっさぇすけさう, けぉとっしすゃっくう-
ちう, ぇさすうしすう..., おけうすけ しなぉうさぇ 
ゃ ょけきぇ しう ゃ けこさっょっかっくう ょくう: 
つっすゃなさすなお - けすさっょっく いぇ かうすっ-
さぇすせさぇ, ぇ しなぉけすぇ - いぇ きせいう-
おぇ. 〈ぇおぇ しっ さぇあょぇ ういゃっしすくう-
はす ]ぇかけく くぇ ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし, 
こけしっとぇゃぇく けす 『. 『っさおけゃしおう, 
]す. ╆ぇうきけゃ, ┿. ╀せょっゃしおぇ, ′. 
╂っけさゅうっゃ, ╃. ╉ぬけさつっゃ, こさけそ. 
╇ゃ. 【うてきぇくけゃ, ]す. ╋うたぇえかけゃ-
しおう, きぇっしすさけ ╂. ┿すぇくぇしけゃ, ‶. 
‶うこおけゃ, ]. ¨ゅくはくけゃ  う きくけゅけ 
ょさせゅう. ]なゃさっきっくくうちうすっ え うい-
すなおゃぇす っしすっしすゃっくけすけ え う ょっかう-
おぇすくけ こけゃっょっくうっ う けぉぇはすっか-
くけすけ え あっくしおけ こさうしなしすゃうっ し  
きぇゅくっすうつくけ ゃないょっえしすゃうっ ゃなさ-
たせ けおけかくうすっ. ╋っつすぇすぇ え ぉうかぇ 
ょぇ しっ いぇこけいくぇっ し ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ 
う すけえ ょぇ え しすぇくっ せつうすっか ゃ かう-
すっさぇすせさくうすっ けこうすう. ╄ょうく ょっく 
すけゃぇ しっ しかせつゃぇ…, ぇ しおけさけ つっす-
ゃなさすなちうすっ しすぇゃぇす くっょけしすぇすなつ-
くう う すけえ いぇこけつゃぇ ょぇ こけしっとぇゃぇ 
ょけきぇ え う こさっい ゃしうつおう けしすぇくぇ-
かう ょくう…
]なさちっすけ きう しこさは, おぇすけ は 

ゃうょはた! 〈けゃぇ こうてっ 55-ゅけょうて-
くうはす ╁ぇいけゃ いぇ こなさゃぇすぇ しう しさっ-
とぇ し 27 ゅけょうくう こけ-きかぇょぇすぇ 
╅っくう. ╆ぇ くっゅけ すけゃぇ っ くぇつぇ-
かけすけ くぇ っょくぇ ういこっこっかはゃぇとぇ 
かのぉけゃ, くっいぇゃうしうきけ, つっ ┿すうくぇ 
╀けかはさしおぇ くっ きせ ょぇゃぇ さぇいゃけょ, 
ぇ しっしすさぇ きせ う きぇえおぇ きせ しぇ 
おぇすけ けさかうちう くぇょ くっゅけ. ′ぇてぇすぇ 
かうすっさぇすせさくぇ うしすけさうけゅさぇそうは 
すさせょくけ こさうっきぇ ょっかけすけ くぇ ╄ゃ-
ゅっくうは ╋ぇさし ういゃなく かっすけこうしぇ くぇ 
╁ぇいけゃうは あうゃけす. 〈は っ くっ しぇきけ 
ゃょなたくけゃうすっかおぇ くぇ ういゃっしすくうは 
こけっす, くけ う っょくぇ けす こなさゃうすっ 
ょぇきう ゃ おせかすせさくけすけ けぉとっしすゃけ. 
╇, こけょけぉくけ くぇ こけゃっつっすけ あっくう 
ういぉさぇくうつおう,  ゃ しはくおぇすぇ くぇ ╁ぇ-
いけゃうは けさっけか, くぇ くっは え っ けすくっすぇ 
ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ ぉなょっ すけゃぇ, 
おけっすけ っ しぇきぇすぇ すは. ]こっおせかぇ-
ちううすっ, かのぉけこうすくうすっ うしすけさうう 
う ゃなけぉさぇあっくうっすけ っしおぇかうさぇす. 
]ゃっすかうくぇ ゃなさたせ かうつくけしすすぇ え 
ょくっし たゃなさかは おくうゅぇすぇ くぇ ╅. 
]うきけゃぇ „¨ぉうつぇくぇ う けすさうつぇくぇ. 
╉くうゅぇ いぇ ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし“, し ょゃっ 
ういょぇくうは. 
╀けあっ, ゃっかうお つぇし…! – しこけ-

ょっかは ╄ゃゅっくうは ゃなさたせ ぉっかうは 
かうしす しかっょ こなさゃぇすぇ しさっとぇ し 
╁ぇいけゃ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ すっ しう 
さぇいきっくはす しぇきけ そけすけゅさぇそうう 
- けぉうつぇっく いくぇお いぇ しうきこぇすうは 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ. ‶けしかっょゃぇかぇ-
すぇ こけょおさっこぇ くぇ ╁ぇいけゃ ゃょなたゃぇ 
せゃっさっくけしす くぇ ╄ゃゅっくうは. ‶ぇすさう-
ぇさたなす っ ゃょなたくけゃっく けす そうくっしぇ 
う うくすっかっおすぇ くぇ きかぇょぇすぇ あっくぇ 
う え こけしゃっとぇゃぇ くぇょ 70 しすうたけ-
すゃけさっくうは, ゃおか. う こさけつせすうは ちう-
おなか „╊のかはおなす きう いぇきうさうしぇ“. 
╄ょくけ こなすせゃぇくっ くぇ ╄かきぇいけ-

ゃう ょけ 〈せさちうは いぇっょくけ し こけっすぇ 
う っょくぇ しさっとぇ くぇ ╄ゃゅっくうは う 
しうくぇ え ‶ぇゃっか ゃ 【ゃっえちぇさうは, 
おなょっすけ ╁ぇいけゃ っ くぇ かっつっくうっ, 
こさっょういゃうおゃぇす ょけしすぇ けょせきおう ゃ 
っょくけ けぉとっしすゃけ, ゃ おけっすけ いかけし-
かけゃうっすけ っ くぇ ゃうしけおぇ こけつうす. 
╄かきぇいけゃぇ っ けきなあっくぇ ょぇきぇ, 
くけ, いぇ しなあぇかっくうっ くぇ おかのおぇ-
さうすっ, しなこさせゅなす え くうおぇお くっ っ 
さっゃくうゃ. ╁しはおぇ しせすさうく あっくぇ-
すぇ くぇ うい-ゃっしすくうは いなぉけかっおぇさ 
しっ さぇいたけあょぇ ゃ ╀けさうしけゃぇすぇ 
ゅさぇ¬ょうくぇ う しはょぇ くぇ っょくぇ う 
しなとぇ こっえおぇ し おくうあおぇ ゃ さなおぇ. 
¨す ょっしっす ゅけょうくう こけっすなす こさぇゃう 
しゃけはすぇ さぇいたけょおぇ くぇ しなとけすけ 
きはしすけ. ╃けおぇすけ つせゃしすゃぇすぇ うき 
ょさぇいくはす しけそうえしおぇすぇ ぉけたっきぇ, 
こさっかっしすくぇすぇ ╄ゃゅっくうは ういかうゃぇ 
ょせてぇすぇ しう ゃ こうしきぇ ょけ くっいぇ-
きっくうきうは せつうすっか, ぇ すけえ けすゃさな-
とぇ: „′け おぇおゃけ ょぇ しすけさは, すけゃぇ 
っ こけ-しうかくけ けす きっくっ. 〉こかぇてっく 
しなき けす すっぉっ, ぇい しぇきけ し きうしなかすぇ 
いぇ すっぉっ あうゃっは, すう しう きう しかなく-
ちっすけ, すう しう きう しゃっすなす... 〈ゃけえ 
こさっょぇく ╁ぇいけゃ“.
]すさっかうすっ くぇ いぇゃうしすすぇ. ]さっ-

とせ こなさゃぇすぇ え おくうゅぇ „╇い あうゃけ-
すぇ” いぇしすぇゃぇす ┿. ]すさぇてうきうさけゃ, 
┿. ╉ぇさうきぇ う ょさ., くぇきっおゃぇえおう, 
つっ っ くぇこうしぇくぇ けす ╁ぇいけゃ. ╇きぇ-
かけ いぇ おぇおゃけ ょぇ しっ いぇゃうあょぇ くぇ 
╅っくう ╋ぇさし: とぇしすかうゃ ぉさぇお, 
くっこけょこさぇゃっくぇ, くっこけゃすけさうきぇ 
あっくしおぇ おさぇしけすぇ う くぇえ-ゃっつっ - 
こさうはすっかしおぇ いぇおさうかぇ けす ╁ぇいけゃ, 
おけえすけ しなょっえしすゃぇ いぇ こけしすぇ-
ゃはくっすけ くぇ ょゃっすっ え ょさぇきう くぇ 
しちっくぇすぇ くぇ ′ぇさけょくうは すっぇすなさ, 
せゅけゃぇさは こせぉかうおぇちうう う こさっゃけ-
ょう くぇ くっえくう さぇいおぇいう. ╁ しこけ-
きっくうすっ しう こうしぇすっかおぇすぇ ゃうくぇゅう 
っ こけょつっさすぇゃぇかぇ くっけちっくうきぇ-
すぇ きせ こけきけと: „╁ぇいけゃ っ ゃっかうお 
せつうすっか, ゃなかてっぉくうお くぇ こっさけすけ, 

ゅっくうえ う ╉くはい. ′ぇ くっゅけ くはきぇ こけ-
ょけぉっく. ╀なかゅぇさうは っ つっしすうすぇ, つっ 
っ さけょうかぇ すぇおなゃ しうく”. ]ゃっすしおう-
すっ ょぇきう ういこぇょぇす ゃ おさういぇ. 〈っ 
くっくぇゃうあょぇす ╄ゃゅっくうは, すなえ おぇすけ 
いぇさぇょう くっは ╁ぇいけゃ くっ いぇぉっかはい-
ゃぇ くうおけは けす すはた… 
′ぇ ゃなさたぇ くぇ しゃけはすぇ こけ-

こせかはさくけしす. ╇いかういぇくっすけ くぇ 
っくちうおかけこっょうつくうは ぇかきぇくぇた 
„‶けかせゃっおけゃくぇ ╀なかゅぇさうは. 1878-
1928”, しなしすぇゃっく, さっょぇおすうさぇく 
う ういょぇょっく けす ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし, 
っ せゃっくつぇくけ し ゅけさっとけ けぉとっしす-
ゃっくけ こさういくぇくうっ. ‶さっい 1929 ゅ. 
すは っ ういぉさぇくぇ いぇ こさっょしっょぇすっか 
くぇ ]なのいぇ くぇ ぉなかゅぇさおうすっ いぇ 
おせかすせさぇ う こさけしゃっすぇ. ╆ぇっょくけ し 
ょさせゅう こけっすっしう すは けさゅぇくういうさぇ, 
ゃおか. う ゃ つせあぉうくぇ, くぇょ 60 かうすっ-
さぇすせさくう う きせいうおぇかくう ゃっつっさう. 
╃させゅうすっ ょぇきう ぉうかう  ╄. ╀ぇゅさは-
くぇ, ╋. ╀っかつっゃぇ, ╃けさぇ ╂ぇぉっ, ┿. 
╉ぇきっくけゃぇ, 《ぇくう ‶けこけゃぇ-╋せすぇ-
そけゃぇ,  ╋. ‶っすおぇくけゃぇ, ╉ぇかうくぇ 
╋ぇかうくぇ, ╋. ╂させぉってかうっゃぇ, ぅ. 
ぅいけゃぇ う ょさ. ╁ おさぇは くぇ 1939 ゅ. 
╉かせぉなす くぇ こうしぇすっかおうすっ え せし-
すさけえゃぇ のぉうかっえくけ つっしすゃぇくっ, いぇ 
おけっすけ こうてぇす ゃしうつおう しすけかうつくう 
ゃっしすくうちう. ╂けょうくぇ こさっょう のぉう-
かっは ょっしっす こうしぇすっかう こけょこうしゃぇす 
こさっょかけあっくうっ いぇ こさうっきぇくっすけ  
くぇ ╄ゃゅっくうは ╋ぇさし  ゃ こうしぇすっか-
しおうは しなのい, くけ すけゃぇ しすぇゃぇ  ょゃっ 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ.
╆かけしすくぇすぇ ぇすぇおぇ くぇ ┿くぇ 

╉ぇさうきぇ. ╆ぇぉぇゃはくっすけ しっ ょなかあう 
くぇ こうしぇすっかおぇすぇ ┿くぇ ╉ぇさうきぇ, くぇ 
おけはすけ ╁ぇいけゃ くうおけゅぇ くっ けぉさな-
とぇか ゃくうきぇくうっ. 〈は けすくけゃけ うい-
かうゃぇ ゅくっゃぇ しう ゃ こさっしぇすぇ しさっとせ 
╄ゃゅっくうは ╋ぇさし, けぉゃうくはゃぇえおう は, 
つっ っ こさけょぇかぇ ╆かぇすくぇすぇ かうさぇ くぇ 

こけっすぇ しかっょ しきなさすすぇ きせ. ╉けゅぇすけ 
しっ つっしすゃぇす 50 ゅけょうくう すゃけさつっ-
しおう のぉうかっえ  くぇ ╁ぇいけゃ, すけえ こけ-
かせつぇゃぇ こけょぇさなお - ╆かぇすくぇ かうさぇ. 
‶うしぇすっかはす けぉぇつっ は こけょぇさはゃぇ 
こさっょ ゃしうつおう くぇ ╄ゃゅっくうは. ╁ 
こうしきけ ょけ くっは すけえ こうてっ, つっ え は 
ょぇさはゃぇ ゃ いくぇお くぇ こさうはすっかしすゃけ. 
‶さうすうしくぇすぇ けす ゅけかはきぇ くうとっすぇ 
しかっょ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, 
こさうくせょっくぇ ょぇ ゅかっょぇ ぉけかっく しな-
こさせゅ う ょけき, ╄. ╋ぇさし くぇうしすうくぇ 
こさけょぇゃぇ しおなこうは いぇ くっは こけょぇ-
さなお - くぇ しけかうょっく ょなさあぇゃっく うく-
しすうすせす, し きうしなかすぇ, つっ ╁ぇいけゃ ぉう 
え こさけしすうか. ╊うさぇすぇ っ けすおせこっくぇ 
けす ′ぇさけょくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ, ゅぇ-
さぇくすうさぇとぇ しなたさぇくっくうっすけ え.
]さっょ けぉゃうくっくうはすぇ くぇ ╉ぇさうきぇ 

しぇ う つっ ╁ぇいけゃ っ こうしぇか さぇいおぇいう-
すっ う ょさぇきうすっ え う ゅう っ こさけおぇさ-
ゃぇか ゃ ′ぇさけょくうは すっぇすなさ. ╆ぇ ょぇ 
しっ いぇとうすう, ╋ぇさし いぇゃっあょぇ ょっかけ 
いぇ おかっゃっすぇ. ]なょなす けしなあょぇ ╉ぇ-
さうきぇ くぇ 250 かゃ. ゅかけぉぇ う っょうく 
きっしっち いぇすゃけさ, くけ っ こけきうかゃぇくぇ 
けす ちぇさ ╀けさうし III. 
〈なあくうはす しっこすっきゃさう. ¨す 

こさうすっしくっくうっ いょさぇゃっすけ くぇ ╄ゃ-
ゅっくうは ╋ぇさし しっ ゃかけてぇゃぇ, くけ 
すは こさけょなかあぇゃぇ ょぇ っ っょくぇ けす 
こなさゃうすっ ょぇきう ゃ けぉとっしすゃっくうは 
う おせかすせさっく あうゃけす ゃ ╀なかゅぇさうは 
う かうつくけしす しなし しゃけえ しけぉしすゃっく 
けさっけか う すぇかぇくす. ]かっょ すっあなお 
きうけおぇさょうす くぇ 26.09.1945 ゅ. 
╄ゃゅっくうは ╋ぇさし せきうさぇ ゃ ょけきぇ しう. 
╃け こけしかっょくうは しう つぇし すは こさうっきぇ 
し ょけしすけえくしすゃけ しゃけうすっ こさうはすっかう 
う ぉかういおう, ゃっかうつっしすゃっくぇ おぇすけ 
ちぇさうちぇ, おぇおすけ は くぇさうつぇ ╁ぇいけゃ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

‶かぇゃくけすけ ゃょうゅぇくっ くぇ ゃない-
さぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ 

う くぇ けしうゅせさうすっかくうは しすぇあ し こけ 
4 きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇ しっ しこうさぇ.
〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす ぇおすせぇかう-

いうさぇくうは ゃぇさうぇくす くぇ こかぇくぇ 
“¨さってぇさしおう”, おけえすけ っ ゃくっしっく 
ゃ こぇさかぇきっくすぇ ゃ おさぇは くぇ きぇえ.
〈ぇおぇ くけゃうすっ せこさぇゃかはゃぇとう 

しっ けすおぇいゃぇす けす こっくしうけくくぇすぇ 
さっそけさきぇ くぇ ╂╄[╀, し おけはすけ けす 
2012 ゅ. いぇこけつくぇ こけしすっこっくくけ-
すけ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ ゅけょうくうすっ 
いぇ こっくしうは いぇさぇょう ゅけかっきうすっ 
ょっそうちうすう ゃなゃ そけくょけゃっすっ くぇ 
′¨╇.
╆かぇすくけすけ てゃっえちぇさしおけ こさぇ-

ゃうかけ, し おけっすけ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ とっ 
しっ けしなゃさっきっくはゃぇす こっくしううすっ せ 
くぇし, とっ いぇこけつくっ ょぇ ょっえしすゃぇ 
けす 1 のかう 2014 ゅ., しすぇゃぇ はしくけ 
けとっ けす こかぇくぇ “¨さってぇさしおう”.

╉′]╀ くぇしすけはゃぇ いぇ しこってくけ せゃっかうつっくうっ くぇ きうくう-
きぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ くぇ 340 かゃ. けす 1 のかう すぇいう 
ゅけょうくぇ. ╇しおぇくっすけ けこけゃっしすう こさっい しっょきうちぇすぇ ‶かぇきっく 
╃うきうすさけゃ - こさっいうょっくす くぇ ╉′]╀. 
]さっょ うしおぇくうはすぇ くぇ ╉′]╀ っ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ くっけぉかぇ-

ゅぇっき きうくうきせき いぇ ょけたけょうすっ ょけ さぇいきっさぇ くぇ きうくうきぇか-
くぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ - 340 かゃ., けとっ けす 1 のかう. ┿おけ 
しっ ゃなゃっょっ すけいう くっけぉかぇゅぇっき きうくうきせき, おけえすけ ╉′]╀ 
こさっょかぇゅぇ, すけゃぇ とっ けしすぇゃう ゃ ょあけぉぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ょけこなかくうすっかくけ きっあょせ 30 う 34 かっゃぇ. 
]うくょうおぇすなす とっ くぇしすけはゃぇ いぇ ういこかぇとぇくっ くぇ ょけぉぇゃおぇ 

けす こけ 30 かゃ. くぇ きっしっち おなき けぉっいとっすっくうはすぇ いぇ ぉっいさぇ-
ぉけすうちぇ ゃ さぇいきっさ ょけ 200 かゃ. きっしっつくけ ゃおかのつうすっかくけ - 
けす 1 のかう す. ゅ. ╆ぇ 64,1 たうかはょう ぉっいさぇぉけすくう こけ 30 かゃ. いぇ 
こけ 6 きっしっちぇ - すけゃぇ とっ しすさせゃぇ くぇ ぉのょあっすぇ 11,4 きかく. 
かゃ., しけつぇす ういつうしかっくうはすぇ くぇ ╉′]╀.

╁ ╉ぇいぇくかなお 
とっ ぉなょっ 

う い ょ う ゅ く ぇ す  
っょうくしすゃっくうはす 
ゃ しゃっすぇ ゃ ちはか 
さなしす こぇきっす-
くうお くぇ ゅっくっ-
さぇか ╋うたぇうか 
] お け ぉ っ か っ ゃ . 
[ってっくうっすけ いぇ 
すけゃぇ ぉっ ゃいっ-
すけ けす ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお くぇ 
こけしかっょくけすけ 
きせ さっょけゃくけ 
いぇしっょぇくうっ . 
╇ょっはすぇ いぇ こぇ-
きっすくうおぇ, いぇ 
こさけっおすぇ  う 
しさっょしすゃぇすぇ いぇ 
くっゅけゃけすけ うい-
ゅさぇあょぇくっ しぇ 
くぇ ′ぇちうけくぇか-
くけ ょゃうあっくうっ 
“[せしけそうかう”.

』けせおけさあてひて たしかおけちあ け くあ おけなかちかせぬけちあせそ かおせそさちあてせそ たしあはあせか さひす たかせつけけてか

]こけさっょ こさけっおすぇ, ょっこけいうさぇく ゃ ¨ぉとうくしうおは しなゃっす, そうゅせさぇすぇ 
くぇ ゅっくっさぇかぇ, おけえすけ っ っょうく けす くぇえ-ういゃっしすくうすっ  せつぇしすくうちう ゃ 
[せしおけ-すせさしおぇすぇ ¨しゃけぉけょうすっかくぇ ゃけえくぇ し うきっすけ ╀っかうはす ゅっくっ-
さぇか, とっ ぉなょっ ゃうしけおぇ けおけかけ 4 きっすさぇ, ういかはすぇ けす ぉさけくい う とっ しっ 
きけくすうさぇ ゃなさたせ ちうかうくょさうつっく ゅさぇくうすっく おぇこうすっか. 
《うゅせさぇすぇ, こけ つうえすけ こさけっおす とっ っ こぇきっすくうおなす, っ ょっかけ くぇ 

たせょけあくうおぇ ┿くゅっか ]こぇしけゃ. ¨さうゅうくぇかなす え しっ こぇいう ゃ ‶かっゃっく-
しおぇすぇ “‶ぇくけさぇきぇ”.  ]おせかこすせさぇすぇ くぇ ┿くゅっか ]こぇしけゃ っ っょうく-
しすゃっくぇすぇ ゃ しゃっすぇ そうゅせさぇ くぇ ╀っかうは ゅっくっさぇか ゃ ちはか さなしす. ‶け 
すぇいう そうゅせさぇ とっ しっ くぇこさぇゃう う っょくぇ っょうくしすゃっくぇ けすかうゃおぇ いぇ 
ぉなょっとうは こぇきっすくうお ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]こけさっょ こさっょかけあっくうっすけ ょけ 
けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう, ぉなょっとぇすぇ しおせかこすせさぇ くぇ ゅっくっさぇか 
]おけぉっかっゃ とっ ぉなょっ こけしすぇゃっくぇ ゃ すさっゃくぇすぇ こかけと ゃ さぇえけくぇ くぇ 
おさなゅけゃけすけ ょゃうあっくうっ くぇ っょくけうきっくくぇすぇ せかうちぇ “╂っく. ]おけぉっ-
かっゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
¨ぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう くぇ ゅさぇょぇ  けょけぉさうたぇ う こさっょかけあっ-

くうっすけ, けすこさぇゃっくけ けす ╈けさょぇく ╋ぇさうくけゃ, いぇ こけしすぇゃはくっすけ くぇ 
こぇきっすくぇ こかけつぇ ゃ おゃぇさすぇか “╁ぇしうか ╊っゃしおう” ゃ こぇきっす くぇ つっておう-
すっ しぇきけかっすけしすさけうすっかう, しないょぇかう そぇぉさうおぇすぇ いぇ ぇっさけこかぇくう う 
せつうかうとっすけ いぇ しぇきけかっすう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

]おなこう ゅけしこけょうく ╀けいけゃ! 

╁なゃ ╁ぇてうすっ 70 ゅけょうくう あうゃけすなす しなぉさぇ う こけょさっょう こなしすなさ くうい けす ゃぇあくう いぇ “┿さしっくぇか”, いぇ さっ
ゅうけくぇ う しすさぇくぇすぇ しなぉうすうは. 〈っ しぇ さぇゃくけしきっすおぇすぇ くぇ ╁ぇてうは ぉけゅぇす う しなょなさあぇすっかっく あうすっえしおう う 
すさせょけゃ こなす, くぇ っょうく さっぇかういうさぇか しっ つけゃっお, しうくょうおぇかうしす う ゅさぇあょぇくうく, おけえすけ こけいくぇ う こさけすうゃけ
さっつうはすぇ う すさせょくけしすうすっ くぇ ゃさっきっすけ, う おさぇしけすぇすぇ う ゃないすけさゅぇ けす しないうょぇくうっすけ くぇ くぇてぇすぇ そうさきぇ.
‶さっょ ╁ぇし いぇしすぇくぇたぇ うしすけさうつっしおうはす てぇくし う けすゅけゃけさくけしすすぇ ょぇ こけかけあうすっ けしくけゃうすっ くぇ くけゃうは 

きけょっさっく っゃさけこっえしおう そうさきっく しうくょうおぇかういなき. ╆ぇ つっしすすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ╁うっ しっ しこさぇゃうたすっ う し すけゃぇ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ. ╉ぇすけ しうくょうおぇかっく かうょっさ う せつぇしすくうお ゃ くぇちうけくぇかくうすっ う ぉさぇくてけゃう さなおけゃけょ
しすゃぇ くぇ ╉′]╀, ╁うっ せしこはたすっ ょぇ こさっゃなさくっすっ  しゃけはすぇ さぇぉけすぇ ゃ けぉさぇいっち, ゃ せつっぉくうお こけ しうくょうおぇ
かういなき, こけ おけえすけ ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす う さぇぉけすはす ╁ぇてうすっ こけしかっょけゃぇすっかう くぇ ぇさしっくぇかしおけ, さっゅうけくぇかくけ 
う くぇちうけくぇかくけ さぇゃくうとっ.
〈けゃぇ いぇしかせあぇゃぇ くぇてうすっ ぇょきうさぇちうう う こさういくぇすっかくけしす う ╁ぇてっすけ ゃうしけおけ かうつくけ しぇきけつせゃしすゃうっ 

う せょけゃかっすゃけさっくけしす!
╇しおさっくけ ╁う こけあっかぇゃぇきっ ょなかゅけかっすくけ いょさぇゃっ, くけゃぇ っくっさゅうは う すゃけさつっしすゃけ, こけかっいくう うょっう う 

きくけゅけ, きくけゅけ さぇょけしす! ′っおぇ くぇいょさぇゃうちぇ いぇ ╁ぇし ゃょうゅくぇす ゃしうつおう たけさぇ, おけうすけ けぉうつぇすっ う ╁う けぉう
つぇす, くぇ おけうすけ ゃはさゃぇすっ う ゃはさゃぇす ゃなゃ ╁ぇし! ]さっょ すはた しきっ ぇい う きけうすっ おけかっゅう けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか”.

』っしすうす さけあょっく ょっく! ]なさょっつくけ ╁う こさっゅさなとぇきっ!

‶さぇゃうすっかしすゃけすけ すさはぉゃぇ けす 1 のかう ょぇ せゃっかうつう ゅけょうてくぇすぇ おゃけすぇ くぇ くっけぉかぇゅぇっきうすっ ゃぇせつっさう 
いぇ さぇぉけすくうつっしおけ たさぇくっくっ けす しっゅぇてくうすっ 160 きかく. かゃ. くぇ 240 きかく. かゃ., おけうすけ とっ ぉなょぇす こけっすう 
けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ, くぇしすけはゃぇす けす しうくょうおぇすぇ. 


