
╇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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╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて: 
〈あちけみ - とつすけうさあてあ そて
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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〉あこ-てちとおせそ か おあ つたかねかしけの たひちうけみ すけしけそせ

╀けゅぇすしすゃけ, こさっしすうあ, あっくう う こさけおかはすうっ ぉっかっあぇす あうゃけすぇ くぇ 
┿さうしすけすっか ¨くぇしうし, ゅさなお こけ こさけういたけょ, こけ こぇしこけさす – ゅさぇあ

ょぇくうく くぇ ┿さあっくすうくぇ. [けょっく っ こさっい 1906 ゅ. ゃ ]きうさくぇ /╇いきうさ/. 
〈けえ けすおさうゃぇ おかのつぇ おなき せしこったぇ すゃなさょっ きかぇょ う くっ ゅけ ういこせしおぇ ょけ 
おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう. ′っゅけゃぇすぇ おけきこぇくうは こさぇゃう ぉういくっし しなし しすさぇくう 
けす 5-すっ おけくすうくっくすぇ. ╇きぇか しゃけう 10 ╀けあう いぇこけゃっょう, おけうすけ こぇいっか 
ゃ すぇえくぇ ちはか あうゃけす う きぇかおけ こさっょう しきなさすすぇ しう ょけゃっさうか くぇ っょうく 
あせさくぇかうしす. 【せきくけ さぇいうしおゃぇくうはす きせ ぉさぇお し ╅ぇおかうく ╉っくっょう こさぇ
ゃう きうかうぇさょっさぇ っょくぇ けす くぇえ-ういゃっしすくうすっ かうつくけしすう くぇ 20-すう ゃっお. 
╀うか こさうはすっか くぇ ゃうしけおけこけしすぇゃっくう たけさぇ おぇすけ 〉うくしすなく 』なさつうか, こけ
しっとぇゃぇか ょなさあぇゃくうちう, おさぇかっ う きうかうぇさょっさう.

╋ぇかおうはす ┿さうしすけすっかうし. ╇し-
すけさうはすぇ くぇ こさけつせすうは おけさぇぉっく 
きぇゅくぇす いぇこけつゃぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ 
くぇ いぇきけあっく すなさゅけゃっち くぇ すの-
すのく. ╋ぇえおぇ きせ せきうさぇ さぇくけ う 
きぇかおうはす ┿さうしすけすっかうし っ けすゅかっ-
ょぇく けす ぉぇぉぇ しう, おけはすけ きっつすぇっ 

ゃくせおなす え ょぇ しすぇくっ こけこ. 』うつけ 
きせ, おけえすけ っ こけかうすうお, ゅけ ゃな-
ゃっあょぇ ゃ しゃはす, こなかっく し こさう-
おかのつっくうは, こなすせゃぇくうは し おけさぇ-
ぉう う っさけすうつくう こさっあうゃはゃぇくうは. 
╋けきつっすけ し おさぇしうゃう けつう う こさっ-
おさぇしくぇ そうゅせさぇ さぇしすっ おぇすけ ぉけ-
たっき う しおぇくょぇかょあうは. ¨す ぉぇぉぇ 
しう くぇせつぇゃぇ ょぇ けぉうつぇ こしぇかきう-
すっ, けす つうつけ しう - つっ ぉぇおてうてなす 
っ くぇえ-しうゅせさくぇすぇ ゃぇかせすぇ, ぇ けす 
しけぉしすゃっく けこうす さぇいぉうさぇ, つっ 
あっくうすっ しぇ くぇえ-しかぇょおけすけ せょけ-
ゃけかしすゃうっ. ] すっいう こけいくぇくうは 
きかぇょうはす きなあ っ ゅけすけゃ ょぇ いぇこけ-
つくっ しゃけはすぇ ¨ょうしっは…
‶なすはす おなき こなさゃうは きう

かうけく. ╀けゅぇすしすゃけすけ いぇ くっゅけ 
ぉうかけ しうきゃけか くぇ くっいぇゃうしう-
きけしす - けす ゃしうつおけ う けす ゃしうつ-
おう. ╁ ╀せっくけし ┿えさっし こさけょぇ-
ゃぇか こかけょけゃっ う いっかっくつせちう,                                                                                                                     
ぇ こけ-おなしくけ しすぇくぇか きけくすぬけさ ゃ 
╀さうすぇくしおぇ すっかっそけくくぇ おけきこぇ-
くうは. [ぇぉけすっか う くけとくぇ しきはくぇ. 
╆ぇさぇぉけすゃぇか ょけこなかくうすっかくけ けす 
すなさゅけゃうは し ゃさぇすけゃさないおう う けす 
たぇいぇさすくぇ こはしなつくぇ うゅさぇ - しさっ-
とせ きぇかおけ こぇさう すけえ こけいゃけかは-
ゃぇか くぇ ょっちぇすぇ ょぇ こけすなさしはす 
っゃすうくぇ うゅさぇつおぇ, くぇきうさぇとぇ しっ 
くぇ ょなくけすけ くぇ っょうく かっゅっく. ‶け 
すけいう くぇつうく こさっょこさうっきつうゃうはす 
きかぇょっあ せゃっかうつうか ょけたけょぇ しう 
ょけ 25 ょけかぇさぇ しっょきうつくけ, おけっすけ 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ くっ ぉうかけ くうおぇお 
きぇかおけ. ′け いぇ しけぉしすゃっく ぉういっし 
ぉうか くせあっく ょけしすぇ こけ-ゅけかはき 
おぇこうすぇか. ] こうしきけ ┿さうしすけすっか 
こけきけかうか ぉぇとぇ しう ょぇ きせ うい-
こさぇすう くはおけかおけ きけしすさう けす くぇえ-
ょけぉさうは こっかけこけくっしおう すのすのく... 
〈ぇいう こなさゃぇ ぉういくっし うょっは くぇ 
┿さうしすけすっか しっ けおぇいぇかぇ ょけし-
すぇ ょけたけょくぇ - けす こさけょぇょっくぇすぇ 
こなさゃぇ こぇさすうょぇ すのすのく すけえ いぇ-
さぇぉけすうか 500 ょけかぇさぇ.               
╇しおぇえ くっゃないきけあくけすけ... っ 

こなさゃうはす けす けしくけゃくうすっ こさうく-
ちうこう ゃ きっくうょあきなくすぇ くぇ しせ-
こっさぉけゅぇすぇてぇ. ┿さう しっ けすかう-
つぇゃぇか し せきっくうっすけ ゃうくぇゅう ょぇ 
くぇきっさう うょっは, おけはすけ ょぇ ょけゃっょっ 
ょけ せしこった. 〈けえ ぉうか しこけしけぉっく ょぇ 
しう こけしすぇゃう ちっか, おけはすけ きくけゅけ-
おさぇすくけ くぇょゃうてぇゃぇかぇ ゃないきけあ-
くけしすうすっ きせ, こけつすう くっさっぇかくぇ. 
‶ぇさうすっ けす すのすのくぇ すけえ くっ 

たぇさつっか, ぇ しかけあうか ゃ ぉぇくおぇ. 
‶さっい ょっくは くぇきうさぇか こけ-ぉなさい 
う しかぇょなお こなす おなき ぉけゅぇすしすゃけすけ 
- たぇいぇさすぇ. ]こっつっかっくうすっ こぇさう 
うくゃっしすうさぇか ゃ こさっしすうあ, いぇこけ-
つくぇか ょぇ „さぇぉけすう” いぇ こけかけあっ-
くうっ ゃ けぉとっしすゃけすけ. ╉せこうか しう 
かなしおぇゃ おけしすのき, つうそす うすぇかう-
ぇくしおう けぉせゃおう, 6 おけこさうくっくう 
さういう う ぇぉけくぇきっくす いぇ きっしすくうは 
はたす-おかせぉ, おなょっすけ しっ しなぉうさぇか 

っかうすなす くぇ ゅさぇょぇ う おなょっすけ こさっおぇさゃぇか 
ゃさっきっすけ しう, いぇけぉうおけかっく けす あっくう: 
しさっょ すはた きかぇょうはす ゅさなお しっ こけかいゃぇか 
しなし いぇゃうょっく せしこった. ]かっょ おぇすけ しなぉさぇか 
いくぇつうすっかくぇ しせきぇ, ぉなょっとうはす きせかすう-
きうかうけくっさ しう こけしすぇゃうか くけゃぇ ちっか - ょぇ 
しないょぇょっ しけぉしすゃっくけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
ちうゅぇさう.                                                                                     
╉ぇつっしすゃけ う きぇさおっすうくゅ. ╆ぇかぇゅぇえ-

おう くぇ っかっゅぇくすくけすけ しう けぉかっおかけ う うい-
すけつくぇすぇ しう ゃなくてくけしす, ¨くぇしうし くぇっか 
こけょ ぇさっくょぇ きぇゅぇいうくつっ う しかけあうか 
きくけゅけいくぇつうすっかっく くぇょこうし: “┿さうしすけ-
すっか ¨くぇしうし - ゃくけしうすっか くぇ ういすけつっく 
すのすのく”. ]すぇさすけゃうはす きせ おぇこうすぇか ぉうかう 
50 000 ょけかぇさぇ - こけかけゃうくぇすぇ くっゅけ-
ゃう, ょさせゅぇすぇ こけかけゃうくぇ - くぇ おさっょうす. 
╉せこうか くぇ きうくうきぇかくぇ ちっくぇ くっけぉ-
たけょうきけすけ けぉけさせょゃぇくっ, ぇ くぇ さぇぉけすぇ 
くぇっか ゅさなちおう っきうゅさぇくすう. ╆ぇこけつくぇか 
ょぇ こさけょぇゃぇ こなさゃうすっ ょゃぇ しけさすぇ ちう-
ゅぇさう, こさっょくぇいくぇつっくう いぇ せゃぇあぇゃぇくう 
たけさぇ. ╆ぇかぇゅぇか くぇ ゃうしけおけすけ おぇつっしすゃけ 
う くうしおぇすぇ しっぉっしすけえくけしす. ╆ぇ こけさっょっく 
こなす こさけはゃうか けすかうつっく こぇいぇさっく くのた 
- こさけょぇゃぇか っかうすくう ちうゅぇさう くぇ っきぇく-
ちうこうさぇくう ょぇきう, おけうすけ “しこっつっかゃぇか” し 
すなくなお きうさうし, ちゃっすくう そうかすさう う ういうし-
おぇくぇ けこぇおけゃおぇ. ╆ぇかけあうか う くぇ しうかっく 
“きぇさおっすうくゅ”. ]ぉかうあうか しっ し うすぇかう-
ぇくしおけすけ しけこさぇくけ ╉かぇせょうは ╋せちけ う は 
せぉっょうか ょぇ しっ こけはゃはゃぇ くぇ けぉとっしすゃっ-
くう きっしすぇ し くっゅけゃうすっ こせさう ゃ せしすぇ. ╁な-
こさっおう すけゃぇ ¨くぇしうし こさけょなかあぇゃぇか ょぇ 
ゃけょう しこぇさすぇくしおう あうゃけす, しゃっあょぇえおう 
かうつくうすっ しう さぇいたけょう ょけ きうくうきせき.
〉つう しっ けす ゅさっておうすっ しう... っ ゃすけさう-

はす こさうくちうこ ゃ せしこってくぇすぇ ょっえくけしす くぇ 
ぉういくっしきっくぇ. 〈けゃぇ っ せきっくうっすけ ょぇ しっ 
ういこけかいゃぇ けぉさぇすくぇすぇ ゃさないおぇ. 〈は ぉうかぇ 
しうかくぇすぇ  しすさぇくぇ くぇ ┿さうしすけすっか ¨くぇ-
しうし: „〈ぇえくぇすぇ くぇ せしこったぇ ゃ ぉういくっしぇ っ 
ょぇ いくぇって くっとけ, おけっすけ ょさせゅ くっ いくぇっ.” 
う „…すさはぉゃぇ ょぇ くぇおぇさぇすっ ょさせゅうすっ ょぇ 
ゃうあょぇす くっとぇすぇ, おぇおすけ ゃうっ ゅう ゃうあ-
ょぇすっ”. 〈けえ いくぇっか, つっ けしくけゃくけ ゃぇあくぇ 
っ くっ こっつぇかぉぇすぇ, ぇ こけ-しおけさけ くけゃうすっ 
ゃないきけあくけしすう, おけうすけ しっ けすおさうゃぇす こさう 
ょけしすうゅぇくっすけ くぇ こけしすぇゃっくうすっ ちっかう. 
]かっょ せしこったぇ ゃ ちうゅぇさっくうは ぉういくっし 

¨くぇしうし ういぉさぇか くけゃけ くぇこさぇゃかっくうっ くぇ 
しゃけうすっ ぇきぉうちうけいくう こかぇくけゃっ – おけさぇ-
ぉう う きけさしおぇ すなさゅけゃうは. ̈ こさぇゃうか っょうく 
いぇすなゃぇと きけさしおう しなょ し ゃけょけういきっしすう-
きけしす 7000 すけくぇ う けすくけゃけ ゅけ こけしすぇゃうか 
くぇ さっえょ, くけ おけさぇぉなす こけすなくぇか こけ ゃさっ-
きっ くぇ ちうおかけく. ¨くぇしうし ういゃかはおなか くっ-
けぉたけょうきうすっ こけせおう けす すけいう くっせしこった, 

くけ くっ しっ けすおぇいぇか けす ちっかすぇ.                                                                                                                 
‶なさゃうはす きうかうけく. ╉せこうか てっしす 

おぇくぇょしおう おけさぇぉぇ – いぇさぇょう すっあおぇすぇ 
ょっこさっしうは, いぇ 20 たうかはょう, こさう こなさゃけ-
くぇつぇかくぇ しすけえくけしす ょゃぇ きうかうけくぇ! ′け 
すさはぉゃぇかけ ょぇ けさゅぇくういうさぇ う こさっゃけいう. 
╉ぇすけ こさっしきっすくぇか おけかおけ こっつっかうゃて 
っ ゃけっくくうはす ぉういくっし, ¨くぇしうし かっしくけ 
くぇきっさうか さってっくうっ - ょぇ こさっゃけいう うすぇ-

かうぇくしおぇすぇ ぇさきうは ゃ ┿ぉうしうくうは. ′ぇ 25 
ゅけょうくう ┿さうしすけすっか ¨くぇしうし くぇこさぇゃうか 
こなさゃうは しう きうかうけく. ╁ おさぇは くぇ ゃけえくぇ-
すぇ ぉうか し 30 きうかうけくぇ ょけかぇさぇ こけ-ぉけ-
ゅぇす, すなえ おぇすけ けすょぇゃぇか しゃけうすっ おけさぇ-
ぉう, おぇおすけ くぇ ]なのいくうちうすっ, すぇおぇ う くぇ 
ょなさあぇゃうすっ けす ¨しすぇ. „┿い くはきぇき くうすけ 
こさうはすっかう, くうすけ ゃさぇゅけゃっ - しぇきけ おけく-
おせさっくすう”, けぉうつぇか ょぇ おぇいゃぇ きぇゅくぇすなす.                                                                    
╅っくうすっ ゃ あうゃけすぇ きせ. „┿おけ あっくうすっ 
くっ しなとっしすゃせゃぇたぇ, ゃしうつおう こぇさう くぇ 
しゃっすぇ とはたぇ ょぇ ういゅせぉはす いくぇつっくう-
っすけ しう.” - おぇいゃぇか ¨くぇしうし. 〈けえ ぉうか 
ういおかのつうすっかくけ こさうゃかっおぇすっかっく. ┿さ-
あっくすうくおうすっ ゅけ くぇきうさぇかう くっけすさぇ-
いうき - いぇさぇょう ゅけかっきうすっ きせ つっさくう 
けつ. ╋くけゅけ ょぇきう しぇ けしすぇゃうかう ょうさは 
ゃ あうゃけすぇ きせ: くけさゃっあおぇすぇ ╇くゅっぉけさゅ 
╃っくうたっく, おけはすけ しっ けこうすゃぇかぇ ょぇ さぇ-
そうくうさぇ くっょけょはかぇくうは しう せたぇあけさ, 
おぇすけ ゅけ けすせつゃぇ ょぇ ゃうおぇ おっかくっさうすっ, 
とさぇおぇえおう し こさなしすう うかう せょさはえおう 
くけあ ゃ つぇてぇすぇ; くっけすさぇいうきぇすぇ ╃あっ-
さぇかょうく ]こなさおなかし, くぇしかっょくうつおぇ くぇ 
こさっぉけゅぇす こさけういゃけょうすっか くぇ いぇたぇさ, 
こさうっきぇくぇ ゃ こさっょゃけっくくぇ ╄ゃさけこぇ いぇ 
くぇえ-おさぇしうゃぇすぇ あっくぇ; ╄ゃぇ ‶っさけく, し 
おけはすけ うきぇす すゃなさょっ こさぇゅきぇすうつくう けす-
くけてっくうは – ゃなゃ ゃうかぇすぇ きせ くぇ うすぇ-
かうぇくしおぇすぇ [うゃうっさぇ ぇさあっくすうくおぇすぇ 
きせ こさうゅけすゃうかぇ けきかっす, いぇ おけえすけ すけえ 
こけしかっ しこけょっかうか, つっ っ くぇえ-しおなこけすけ 
はょっくっ ゃ あうゃけすぇ きせ - きぇかおけ こさっょう 
すけゃぇ すは ういきけかうかぇ けす くっゅけ 10 たうかはょう 
ょけかぇさぇ いぇ そけくょぇちうはすぇ しう. ╁ けぉおさな-
あっくうっすけ きせ ぉうかう  ╋っさうかうく ╋けく-
さけ, ╂さっすぇ ╂ぇさぉけ, ╂かけさうは ]けせくしなく う 
きくけゅけ ょさせゅう.
‶なさゃぇすぇ きせ しゃぇすぉぇ っ し 16-ゅけ-

ょうてくぇすぇ ┿すうくぇ ╊うゃぇくせ, くぇしかっょ-
くうつおぇ くぇ ぉけゅぇすぇ ゅさなちおぇ そぇきうかうは 
おけさぇぉけゃかぇょっかちう, おけはすけ けすゃぇさは いぇ 
¨くぇしうし ゃさぇすうすっ くぇ しゃっすけゃくうは ぉうい-
くっし-っかうす.  ╇きぇす ょゃっ ょっちぇ - ┿かっお-
しぇくょさけし う ╉さうしすうくぇ. ╀けゅぇすしすゃけすけ 
きせ くっ こさっしすぇゃぇ ょぇ さぇしすっ う すけえ しっ 
こさっゃさなとぇ ゃ っょうく けす くぇえ-ぉけゅぇすうすっ 
たけさぇ ゃ しゃっすぇ.                                                                                                                          
╋ぇさうは ╉ぇかぇし. ╇ょうかうはすぇ っ ゃいさう-

ゃっくぇ, おけ-
ゅぇすけ ゃなゃ 
╁っくっちうは 
¨ く ぇ し う し 
し さ っ と ぇ 
ゅけかはきぇすぇ 
かのぉけゃ くぇ 
あ う ゃ け す ぇ 
しう – こっ-
ゃ う ち ぇ す ぇ 
╋ ぇ さ う は 
╉ ぇ か ぇ し , 
おけはすけ っ 
くぇ ゃなさたぇ 

くぇ しかぇゃぇすぇ しう, くけ っ くっとぇしすくぇ ゃ かうつくうは しう あうゃけす. 
¨くぇしうし くっ けぉうつぇ けこっさぇ, くけ けちっくはゃぇ しゃっすけゃくうは せし-
こった くぇ ╉ぇかぇし, つうはすけ かのぉけゃ おなき くっゅけ っ ういこっこっかは-
ゃぇとぇ, ぇ すけえ っ いぇてっきっすっく けす ぉかはしなおぇ おさぇえ くっは. 〈っ 
くっ ゃしすなこゃぇす ゃ ぉさぇお, くけ けしすぇゃぇす きくけゅけ ぉかういおう ょけ 
しきなさすすぇ くぇ ¨くぇしうし.
╁すけさぇすぇ しゃぇすぉぇ - し ╅ぇおかうく. ]かっょ さぇいゃけょぇ しう 

し 〈うくぇ こさっい 1968 ゅ. ┿さうしすけすっか ¨くぇしうし さってぇゃぇ ょぇ 
しきぇっ しゃっすぇ. ╁さないおぇすぇ きせ し ╉ぇかぇし こさっおなしゃぇ こけさぇょう 
せゃかっつっくうっすけ くぇ いぇしすぇさはゃぇとうは きうかうぇさょっさ こけ くぇえ-
おさぇしうゃぇすぇ う っかっゅぇくすくぇ しゃっすしおぇ ゃょけゃうちぇ ╅ぇおかうく 
╉っくっょう. 〈っ しおかのつゃぇす ぉさぇお くぇ けしすさけゃ ]おけさこうけし, 
しけぉしすゃっくけしす くぇ ¨くぇしうし. ‶け ゃさっきっ くぇ しゃぇすぉぇすぇ うき 
ゃぇかう こさけかうゃっく ょなあょ, くけ ゃなこさっおう すけゃぇ こせぉかうおぇすぇ っ 
きくけゅけぉさけえくぇ, ぇ 400 そけすけゅさぇそう けすさぇいはゃぇす しなぉうすうっ-
すけ. ╀さぇつくうはす ょけゅけゃけさ くぇ すぇいう ょゃけえおぇ しっ けおぇいゃぇ くぇえ-
けしこけさゃぇくうはす けす のさうょうつっしおぇ う そうくぇくしけゃぇ ゅかっょくぇ 
すけつおぇ. 〈けえ しなょなさあぇ こけゃっつっ けす 100 おかぇせいう, おけうすけ 
こさっょゃうあょぇす ゃしうつおけ - けす こぇさうすっ ょけ しなこさせあっしおけすけ 
かっゅかけ. ╉けくすさぇおすなす こさっょゃうあょぇか しすぇうすっ うき ょぇ ぉなょぇす 
けすょっかくう. 〈ぇおぇ ╅ぇおかうく ぉうかぇ けしゃけぉけょっくぇ けす いぇょなか-
あっくうっすけ ょぇ さぇあょぇ ょっちぇ くぇ ¨くぇしうし. 〈けえ え こさっょかぇゅぇ 
かのぉけゃ う ぉかぇゅけこけかせつうっ, すは – しゃけはすぇ くっあくけしす.
‶さけおかはすうっすけ ¨くぇしうし. ′け すはたくぇすぇ ゃさないおぇ, すけか-

おけゃぇ こさっちういくけ ういさぇぉけすっくぇ, っ こけしかっょゃぇくぇ けす くうい 
けす すさぇゅうつくう しなぉうすうは いぇ ̈ くぇしうし: ┿すうくぇ っ くぇきっさっくぇ 
きなさすゃぇ ゃ ぇこぇさすぇきっくすぇ しう ゃ ‶ぇさうあ, しぇきけせぉうゃぇ しっ 
し たぇこつっすぇ; しうくなす きせ ┿かっおしぇくょなさ いぇゅうゃぇ こさう しぇきけ-
かっすくぇ おぇすぇしすさけそぇ; ょなとっさは きせ ╉さうしすうくぇ こさっあう-
ゃはゃぇ こけさっょうちぇ けす くっとぇしすくう ぉさぇおけゃっ う さぇいゃけょう. 
╃なかぉけおけ さぇいしすさけっく, ┿さうしすけすっか ¨くぇしうし くっ きけあっ 
こけゃっつっ ょぇ こけくぇしは おぇこさういうすっ くぇ っおしすさぇゃぇゅぇくすくぇすぇ 
しう あっくぇ う いぇきうしかは ょぇ しっ さぇいゃっょっ し くっは う ょぇ しっ 
しゃなさあっ けすくけゃけ し ╋ぇさうは ╉ぇかぇし. ′け しきなさすすぇ しかぇゅぇ 
おさぇえ くぇ こさけっおすうすっ きせ. ′ぇ 15 きぇさす 1975 ゅ. きうかうぇさ-
ょっさなす ょけしすうゅぇ しゃけは こけしかっょっく こさうしすぇく.
╂さなお いぇゃうくぇゅう. ¨くぇしうし くうおけゅぇ くっ こさけこせし-

おぇか しかせつぇえ ょけ かけぉうさぇ いぇ さけょうくぇすぇ しう. ╂なさちうは う 
ょけ ょくっし っ こさういくぇすっかくぇ くぇ うきっくうすうは しう しなけすっつっ-
しすゃっくうお いぇさぇょう さぇいかうつくう くっゅけゃう あっしすけゃっ, きっあょせ 
おけうすけ しおかのつっくうはす けす くっゅけ ょけゅけゃけさ し ╇すぇかうは すぇおぇ, 
つっ おけさぇぉくうはす すさぇくしこけさす きっあょせ ょゃっすっ しすさぇくう ょぇ 
しっ ういゃなさてゃぇ いぇ しさけお けす 99 ゅけょうくう っょうくしすゃっくけ けす 
ゅさなちおう そうさきう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈させょくけ きけゅぇす ょぇ しっ ういぉさけはす くけゃうすっ こさけそっしうう, さけょっくう 
けす ぉせきぇ くぇ すったくけかけゅううすっ, くけ いぇっょくけ し すはた うきぇ う すぇおう-

ゃぇ, つうっすけ しなとっしすゃせゃぇくっ っ こけしすぇゃっくけ くぇ おぇさすぇ. ‶けいけゃぇゃぇえ-
おう しっ くぇ こけさすぇかぇ Salary.com, ういょぇくうっすけ Business Insider 
ういぉさけはゃぇ くぇえ-いぇしすさぇてっくうすっ けす くけゃうすっ すったくけかけゅうう こさけそっ-
しうう, おけうすけ, ぇおけ くっ しっ ぇょぇこすうさぇす おなき くけゃうすっ せしかけゃうは, ゃ 
ぉかういおうすっ ゅけょうくう とっ ういつっいくぇす くぇこなかくけ. ]こけさっょ ぇくぇかういぇ-
すけさうすっ くぇ っょくけ けす くぇえ-さっくけきうさぇくうすっ ゃ しゃっすぇ ぉういくっし うい-
ょぇくうは Business Insider, こさけそっしううすっ, おけうすけ しなゃしっき しおけさけ 
とっ ういつっいくぇす いぇさぇょう さぇいゃうすうっすけ くぇ くけゃうすっ すったくけかけゅうう う 
いぇきっくはくっすけ うき し すぇおうゃぇ, しぇ: ぉうぉかうけすっおぇさ, きぇてうくけこうしおぇ, 
しかせあうすっか ゃなゃ ゃうょっけすっおぇ /こさけそっしうは, おけはすけ ゃっつっ くぇ こさぇお-
すうおぇ くっ しなとっしすゃせゃぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, し ういおかのつっくうっ くぇ けちっかっ-
かう ゅぇさぇあくう ゃうょっけすっおう ゃ きぇかおうすっ くう ゅさぇょつっすぇ/, しすさぇくうつっく 

しこけさすっく しなょうは, こなすくうつっしおう ぇゅっくす, さぇいくけしゃぇつ くぇ ゃっしすくうちう /こさけそっしうは, けしすぇくぇかぇ ゃ うしすけ-
さうはすぇ う くぇ „╀なかゅぇさしおうすっ こけとう”/, おぇおすけ う すぇいう くぇ すっかっそけくうしすぇ, おぇしうっさ ゃ しせこっさきぇさおっす, 
こけとぇかぬけく う さぇょうけ DJ.

‶けさっょくぇ さぇょけしす ういこなかくう しっきっえしすゃけ-
すけ くぇ ╃うぇくぇ ]ぇおないけゃぇ - きけくすぇあくうお 

くぇ ぉけっこさうこぇしう ゃ ╆ぇゃけょ 3, ちった 150 くぇ 
“┿さしっくぇか”. ′ぇ 15-すう のくう おなしくけ ゃっつっさ-
すぇ くっえくぇすぇ ょなとっさは - ぇぉうすせさうっくすおぇすぇ 
╁ぇくは ]ぇおないけゃぇ しすぇくぇ こけょゅかぇしくうつおぇ くぇ 
『ぇさうちぇすぇ くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ. 〈ぇいう 
ゅけょうくぇ ういぉけさなす くぇ あせさうすけ  ょっかっゅうさぇ 
すっあおぇすぇ おけさけくぇ くぇ おぇさかけゃおぇすぇ ╆かぇすおぇ 
』けきぇおけゃぇ, ぇ おさぇしうゃぇすぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ 
╁ぇくは けしすぇくぇ ゃすけさぇ くっえくぇ こけょゅかぇしくうつ-
おぇ. [ぇょけしすすぇ くぇ ╃うぇくぇ ]ぇおないけゃぇ ぉっ しこけ-
ょっかっくぇ けす くぇえ-ぉかういおうすっ え, ぇ っおうこなす くぇ 
“〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” しっ くぇょはゃぇ かはすけすけ ょぇ 
ょけくっしっ けとっ きくけゅけ こさっおさぇしくう っきけちうう くぇ 
╁ぇくは, おけはすけ っ ぉなょっとぇ しすせょっくすおぇ ゃ ‶〉, 
しこっちうぇかくけしす “《うくぇくしう”.

╇ひたちかさけ しかさけみ ぬうみて, おそ 3,30 つてけえせあ さけしそえちあす ちそくそう ぬうみて
╀かういけ  4 たうかはょう すけくぇ っ くぇ-

ぉさぇくうはす さけいけゃ ちゃはす すぇいう 
ゅけょうくぇ, しなけぉとうたぇ けす ╇くしすう-
すせすぇ こけ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╉ぇすけ „しさっょくぇ”  けこさっょっかう すぇい-
ゅけょうてくぇすぇ おぇきこぇくうは ょうさっお-
すけさなす くぇ ╇くしすうすせすぇ ′ぇすぇてぇ 
╉けゃぇつっゃぇ. ]こけさっょ くっは, おぇき-
こぇくうはすぇ すぇいう ゅけょうくぇ ぉうかぇ 
こけ-しかぇぉぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し きう-
くぇかけゅけょうてくぇすぇ. 
╃ゃっ しぇ けしくけゃくうすっ たぇさぇお-

すっさうしすうおう くぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ 
おぇきこぇくうは こけ こさうぉうさぇくっすけ 
くぇ さけいけゃうは ちゃはす: くっこけょたけ-
ょはとう おかうきぇすうつくう せしかけゃうは, 
ょけゃっかう ょけ こけ-さぇくっく ちなそすっあ 
う こけ-くうしおう ょけぉうゃう, う ゃうしけ-
おぇすぇ, こけつすう さっおけさょくぇ, ちっくぇ 

いぇ おうかけゅさぇき さけいけゃ ちゃはす, 
ゃぇさうさぇとぇ けす 2,70 ょけ 3,30 
かっゃぇ. ]ぇきけ ょけ こさっょう 3 ゅけょう-
くう ちっくぇすぇ いぇ おうかけゅさぇき さけいけゃ 
ちゃはす ぉっ ゃ ゅさぇくうちうすっ くぇ 1,70 
- 2,10 かっゃぇ. 
‶さうつうくうすっ いぇ すぇいう ゃうしけ-

おぇ ちっくぇ しぇ: けす っょくぇ しすさぇくぇ, 
くぇすうしおなす くぇ さけいけこさけういゃけょう-
すっかうすっ おなき さけいけすなさゅけゃちうすっ 
こけ けすくけてっくうっ くぇ ういおせこくぇすぇ 
ちっくぇ いぇ おうかけゅさぇき う かけてぇすぇ 
さっおけかぇすぇ, けすさぇいうかぇ しっ う ゃ 
こけ-かっおうは ちゃはす. 
]さっょくうはす ょけぉうゃ けす ょっおぇさ 

さけいけゃ きぇしうゃ すぇいう ゅけょうくぇ っ 
250-300 おうかけゅさぇきぇ.
‶け-かっおうはす さけいけゃ ちゃはす とっ 

しっ けすさぇいう う くぇ おさぇえくけすけ おけ-
かうつっしすゃけ しせさけゃうくぇ, くせあくぇ 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 1 おう-
かけゅさぇき さけいけゃけ きぇしかけ. ]すぇく-
ょぇさすなす こさう ょけぉさぇ さっおけかすぇ 
ょけしっゅぇ ぉっ 3 すけくぇ さけいけゃ ちゃはす 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 1 おう-
かけゅさぇき さけいけゃけ きぇしかけ.

╃っしっすおう たうかはょう ょっおぇさう うゅかけかうしすくぇ ゅけさぇ ゃ ]すぇさぇ こかぇくうくぇ う ]さっょくぇ ゅけさぇ ういしなたゃぇす こけ-
ゅけかけゃくけ う し ぉなさいう すっきこけゃっ.  ぅゃかっくうっすけ くっ っ くけゃけ いぇ さっゅうけくぇ, くけ し すさっゃけゅぇ かっしけゃなょう-

すっ けすぉっかはいゃぇす しおけさけしすすぇ, し おけはすけ すけ しっ 
さぇいこさけしすさぇくはゃぇ こさっい こけしかっょくうすっ きっ-
しっち-ょゃぇ, すなえ おぇすけ しなたくっくっすけ くぇ つっさっく う 
ぉはか ぉけさ しっ っ ぇおすうゃういうさぇかけ う いぇこけつくぇかけ 
ょぇ けぉたゃぇとぇ ゃしっ こけ-ゅけかっきう こかけとう. 
 ]こけさっょ しこっちうぇかうしすうすっ, けしくけゃぇくぇすぇ 

こさうつうくぇ いぇ すけゃぇ っ ゃうょ こぇすけゅっくくぇ ゅなぉぇ 
こけ ぉっかうは ぉけさ う おけさけはょ こけ つっさくうは.

Честито!

╀なかゅぇさうは っ ういくっしかぇ くぇえ-きくけゅけ ぉけっ-
こさうこぇしう こさっい 2012 ゅ. いぇ ┿かあうさ, ┿そ-

ゅぇくうしすぇく う ╇くょうは. 〈けゃぇ こうてっ ゃ ょけおかぇ-
ょぇ くぇ ╋っあょせゃっょけきしすゃっくぇすぇ おけきうしうは いぇ 
おけくすさけか くぇ けさなあうはすぇ, こさうっす けす こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ. ‶さっょしすけう ょけおかぇょなす ょぇ ぉなょっ 
ゃくっしっく いぇ けぉしなあょぇくっ う ゃ こぇさかぇきっくすぇ. 
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ╋っあょせゃっょけき-

しすゃっくぇすぇ おけきうしうは っ ういょぇかぇ 843 さぇいさってっくうは. ¨す すはた 499 しぇ いぇ 
ういくけし けす ╀なかゅぇさうは. ′ぇえ-きくけゅけ けす すはた しぇ いぇ ]┿】, ╄ゅうこっす う ╉ぇ-
いぇたしすぇく. ]すけえくけしすすぇ くぇ ういょぇょっくうすっ さぇいさってっくうは いぇ っおしこけさす っ いぇ 
ぉかういけ 350 きかく. っゃさけ, ぇ さっぇかくけ しすさぇくぇすぇ っ ういくっしかぇ ぉけきぉう, しくぇ-
さはょう, さぇおっすう う けぉけさせょゃぇくっ いぇ すはた う ゅかぇょおけちっゃくう けさなあうは いぇ 220 
きかく. っゃさけ, こうてっ けとっ ゃ ょけおかぇょぇ, ちうすうさぇく けす ゃ. „╋けくうすけさ”.
╀なかゅぇさうは こなお っ ゃくっしかぇ くぇえ-きくけゅけ ぉけっこさうこぇしう けす ╂っさきぇくうは, 

]┿】 う 』ったうは. ╋っあょせゃっょけきしすゃっくぇすぇ おけきうしうは っ ういょぇかぇ 310 さぇい-
さってっくうは いぇ ゃくけし いぇ 395 きかく. っゃさけ. [っぇかくけ けぉぇつっ ゃ しすさぇくぇすぇ しぇ 
ゃかっいかう けすぉさぇくうすっかくう こさけょせおすう いぇ しおさけきくうすっ 39,9 きかく. っゃさけ. 
〈けゃぇ しぇ けしくけゃくけ ういょっかうは, こさっょくぇいくぇつっくう いぇ きけょっさくういぇちうはすぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは, おぇおすけ う ゃくけし くぇ ぉけっこさうこぇしう し ちっか せくうとけ-
あぇゃぇくっ.
‶け けすくけてっくうっ くぇ ういょっかうはすぇ う すったくけかけゅううすっ し ょゃけえくぇ せこけすさっぉぇ, 

こさっい 2012 ゅ. しぇ ういょぇょっくう 19 せょけしすけゃっさっくうは いぇ こさぇゃけ くぇ ういくけし う 
12 いぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ ぉさけおっさしおぇ ょっえくけしす.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╋ぇえしおう となさおっか ょけかっすは ゃ しっきっえしすゃけすけ
くぇ ょ-さ ┿くすけくうは う [けきぇく ╅っかっゃう う ゅう ょぇさう

し こさっおさぇしくぇ ょなとっさうつおぇ
╄おぇすっさうくぇ.

】ぇしすかうゃけすけ しなぉうすうっ ぉっ くぇ 26 きぇえ ゃ ┿╂¨ - ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ╂けかはきぇすぇ さぇょけしす いぇ ぇさしっくぇかしおうは すぇすおけ ぉっ 

しこけょっかっくぇ けす さなちっすっ くぇ ょ-さ ╃ぇくぇうか ╃ぇおけゃ. ╋ぇかおぇすぇ 
╄おぇすっさうくぇ いぇさぇょゃぇ きくけゅけ う ょさせゅう ょゃっ しっきっえしすゃぇ:

しっきっえしすゃけ ╅っかっゃう う ょ-さ ╀けいせおけゃう.
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¨うあせあ:

╁ ょくってくけ ゃさっきっ ゃっつっ いゃせつう くっゃっさけはすくけ ゃ さぇいおぇいぇ けす 
こなさゃけ かうちっ, う すけ くぇ あうゃ しゃうょっすっか, ょぇ しなあうすっかしすゃぇす 

っょくけゃさっきっくくけ ゅけょうくうすっ ょぇかっつ こさっょう 9-すう 1944-すぇ, 45-すっ 
ゅけょうくう しけちうぇかういなき う 24-ゅけょうてくうはす くう ‶さったけょ. ╁ あうゃけ-
すぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうは ゃっすっさぇく ]すけはく ╋うかぇくけゃ すけゃぇ っ そぇおす. 
′っとけ こけゃっつっ - ゃっょさけしすすぇ くぇ くっゅけゃうは しゃっあ さぇいおぇい こさぇゃう 
すけゃぇ くぇょ 85-ゅけょうてくけ しなあうすっかしすゃけ くぇ ゃさっきっくぇ う たけさぇ しなゃ-
しっき っしすっしすゃっくけ. ╃けてなか ゃ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ ゃ ぉなかゅぇさしおうすっ 
くぇさけょくう こさうおぇいおう - し こぇさつっ たかはぉ, くはおけかおけ ゅかぇゃう かせお う 
ぉせつおぇ しうさっくっ ゃ すけさぉぇすぇ, ]すけはく けしすぇゃぇ すせお いぇゃうくぇゅう, こさうの-
すっく けす しっきっえしすゃけすけ くぇ “┿さしっくぇか”, おなょっすけ いぇ 44 ゅけょうくう きう-
くぇゃぇ ちっかうはす きせ こさけそっしうけくっかっく こなす. ╀っい ょぇ しっ ぉさけはす けくうは 
こなさゃう ょゃっ ゅけょうくう ゃ きっすぇかけけぉさぇぉけすゃぇとぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おなょっすけ こけしすなこうか 14-ゅけょうてっく, ぇ こなさゃうすっ 

‶さっい さなちっすっ くぇ ]すけはく ╋う-
かぇくけゃ こさっきうくぇゃぇ せしゃけは-

ゃぇくっすけ くぇ こけつすう ちはかぇすぇ ゅぇきぇ 
ういょっかうは けす しこっちうぇかくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか“. ¨す 
けさなょうっすけ ╀-10 こさっい ぇゃすけきぇす 
„╉ぇかぇてくうおけゃ“, ょゃぇすぇ ゃうょぇ おぇさ-
すっつくうちう, そさっいうすっ くぇ ╆ぇゃけょ 5 
-  《〉 320 う 《〉 - 251 ょけ ゃっさ-
すうおぇかくうすっ きぇてうくう し ちうそさけゃけ-
こさけゅさぇきくけ せこさぇゃかっくうっ, し おけう-
すけ ]すけはく ╋うかぇくけゃ しっ ゅけさょっっ. 
╁しうつおけ すけゃぇ っ つぇしす けす あうゃけすぇ くぇ 
╋うかぇくけゃ. ′ぇえ-すさせょくけ ぉうかけ こけ 
いっくうすくぇすぇ せしすぇくけゃおぇ: „12 ゅけょう-
くう すうつぇたきっ こけ くっは“, てっゅせゃぇ しっ 
ょくっし ゃっすっさぇくぇくなす-ぇさしっくぇかっち. 
‶っくしうけくうさぇくっすけ きせ うょゃぇ しかっょ 
こけしかっょくけすけ せしゃけはゃぇくっ くぇ 120 
きき ゅぇせぉうちぇ いぇ すぇくおけゃっすっ, おけはすけ 
しっ „くぇきっしすゃぇ“ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 
ちっかう 4 ゅけょうくう.

╋うかぇくけゃ うょゃぇ ゃ
„┿さしっくぇか“ くぇ 16 

╉ぇすけ しなとうくしおう ぇさしっくぇかっち, 
すけつくけ こけきくう ょぇすぇすぇ - 1-ゃう くけ-
っきゃさう 1944-すぇ. ‶さうゃかっつっく っ けす 
けぉはゃぇ くぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ 
そぇぉさうおぇ, おけはすけ ゅけ ゃけょう すせお ゃ 
すなさしっくっ くぇ たかはぉぇ: „╀っょくけすうは 
- ゅけかはきぇ, ゅかぇょ - ゅけかはき“! ‶なさ-
ゃぇすぇ しう くけと こさっおぇさゃぇ くぇ „╂っ-
けさゅう ╀っくおけゃしおう“ わ 7, ゃ ょけきぇ 
くぇ しなさちぇすぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ, くぇ-
きっさうかぇ しかせつぇえくけ きけきつっすけ しなし 
しなかいう ゃ けつうすっ こさっょ 『ぇさしおぇすぇ 
つってきぇ. ′ぇ しせすさうくすぇ くぇきっさうか 
„┿さしっくぇか“ こけ ょうさうすっ くぇ こけすけおぇ 
けす たけさぇ, ぉなさいぇとう おなき そぇぉさう-
おぇすぇ. ]こさっかう ゅけ くぇ ゃなすさってくうは 
こけさすぇか, いぇとけすけ こけょこかぇてっくうはす 
きかぇょっあ くっ いくぇっか, つっ うきぇ くせあ-
ょぇ けす こさけこせしお. ]こけきっくなす さっょう 
たうかはょうすっ  さぇぉけすくうちう し おぇさすけく-
つっ ゃ さなおぇ, おけっすけ ゃしっおう こせしおぇ  
ゃ すぇぉかぇすぇ し つぇしけゃくうちう, きぇさおう-
さぇとう つぇしなす くぇ うょゃぇくっすけ くぇ さぇ-
ぉけすぇ. ]ぇきけ ]すけはく くっ いくぇっ おなょっ 
けすうゃぇ...
‶け-おなしくけ しっ けおぇいゃぇ, つっ ]すけはく 

けすうゃぇ おなき ぉなょっとっすけ しう くぇ せゃぇ-
あぇゃぇく ぇさしっくぇかしおう しこっちうぇかうしす 
う ゃうょっく さなおけゃけょうすっか, ぉっい つうは-

すけ すっあおぇ ょせきぇ ゅけょうくう くぇさっょ くっ 
しすぇさすうさぇ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ くうすけ 
っょくけ けす くけゃうすっ しかけあくう ういょっ-
かうは.  
‶なさゃけ ゅけ こさぇとぇす ゃ うくしすさせ-

きっくすぇかくうは ちった, ゃ ぉさうゅぇょぇすぇ 
くぇ ┿くゅっか ╋うさっゃ, し くぇつぇかくうお 
きぇえけさ-すったくうお ╀けくつっゃ. 【っそなす 
くぇ きったぇくうつくうすっ ちったけゃっ っ しなとけ 
ゃけっくういうさぇく - うくあ. こけかお. ╉ぇ-

さぇょあけゃ. ]かっょ しかせあぉぇすぇ ゃ 
]すさけうすっかくう ゃけえしおう, おな-
ょっすけ こさう ゅさぇょっあぇ くぇ くぇえ-
ょなかゅうは くう すせくっか ╉けいくうちぇ 
]すけはく こさうょけぉうゃぇ ちっくっく 
けこうす, おぇおすけ う ゃ すったくうつっ-
しおぇすぇ さけすぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
おなょっすけ こけこぇょぇ しかっょ てかけ-
しっさしおう ういこうす, ╋うかぇくけゃ しっ 
ゃさなとぇ ゃ „┿さしっくぇか“. ]すぇゃぇ 
くぇしすさけえつうお ゃ ちったぇ いぇ ゅうか-
いう こさう ╂なかなぉうく ╊けいぇくけゃ. 
╉ぇすけ ぉせょくけ きけきつっ, ]すけはく 
ぉなさいけ „しっ くぇぉうゃぇ くぇ けつう“ 
う きせ ゃないかぇゅぇす ゃしっ こけ-ゅけかっ-
きう けすゅけゃけさくけしすう. ] ゅけかはき 
しすさぇた けすうゃぇ こさう ょうさっお-
すけさぇ, ういゃうおぇく いぇ しさっとぇ: 
„╉ぇおゃけ かう しぉなさおぇた, つっ きっ 

こさうゃうおゃぇす...?!“. ╁うおぇす ゅけ, 
けぉぇつっ, いぇ ょけぉさけ: しすぇゃぇ ょう-
しこっつっさ ゃ こさけういゃけょしすゃっくうは 
けすょっか, おなょっすけ けすゅけゃぇさは いぇ 
╆ぇゃけょ 2. ′ぇつぇかくうお っ うくあ. 
]すけえつっゃ.    

]すけはく しっ せつう ゃ たけょぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ

 
‶けきぇゅぇ きせ けこうすなす けす 

すったくうつっしおぇすぇ さけすぇ: „]かせ-
てぇ, ゃくうきぇゃぇ, „くっ こさぇゃう 
ゅかせこけしすう!“/こけ すけゃぇ ゃさっ-
きっ けそうちっさうすっ ゃ ぇさきうはすぇ 
ぉうはす!/. ‶けかけゃうく ゅけょうくぇ 
けこうす ゃ ╆ぇゃけょ 2 しすうゅぇす くぇ 
╋うかぇくけゃ, いぇ ょぇ ゅけ こさっ-
きっしすはす ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは 
おぇすけ ょうしこっつっさ こけ ゃさっきっすけ 
くぇ いぇき.- ょうさっおすけさぇ こけ こさけ-

ういゃけょしすゃけすけ ╂ってけ ╄くつっゃ. 38 
ゅけょうくう  ╋うかぇくけゃ けしすぇゃぇ くっ-
こけおかぇすうきけ ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっお-
ちうは. ╂かぇゃくうはす すったくけかけゅ ╋ぇ-
さうく ┿かっおしぇくょさけゃ ゅけ きっしすう ゃ 
せしゃけはゃぇくっすけ くぇ くけゃうすっ こさけ-
ういゃけょしすゃぇ. ╀のさけすけ いぇ せしゃけは-
ゃぇくっ くぇ くけゃう こさけういゃけょしすゃぇ 
しっ しないょぇゃぇ こさっい 1957-きぇ, 
くぇつぇかくうお くぇ 〈ったくけかけゅうつくうは 
けすょっか っ ╋うくつけ ╋うくっゃ. ╋うかぇ-
くけゃ しすぇゃぇ こなさゃうはす くぇいくぇつっく 
いぇ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ けさなょうはすぇ 
╀-10. ‶けつゃぇ う  せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ ┿╉-47, おなょっすけ ╋うかぇくけゃ 
けすゅけゃぇさは いぇ うくしすさせきっくすぇか-
くぇすぇ っおうこうさけゃおぇ. ╇くしすさせ-
きっくすぇかくぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ くぇ 
„┿さしっくぇか“ ゃっつっ しすぇゃぇ ちはか 

いぇゃけょ...
]すけはく ╋うかぇくけゃ ゃうあょぇ しゃけは 

かうつっく ぇさしっくぇかしおう こさうくけし 
うきっくくけ ゃ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 
くけゃうすっ ういょっかうは. ]きっくはす しっ 
きくけゅけ ょうさっおすけさう, くけ すけえ けし-
すぇゃぇ ょぇ こさぇゃう すけゃぇ. ¨すょっかなす 
いぇ 〈ったくうつっしおう こさけゅさっし しすぇゃぇ 
〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは. ‶さっい 
くっは きうくぇゃぇす てっそけゃっすっ うくあ. 
╀さぇすけっゃ, ╋うくつけ ╋うくっゃ, ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ, ′うおけかぇえ ╃ぇ-
きはくけゃ... ]すけはく っ う すったくけかけゅ, 
う ょうしこっつっさ こけ せしゃけはゃぇくっすけ. 
]ぇき こさういくぇゃぇ, つっ っ ぉうか こさっ-
ょっかくけ しすさけゅ こさう おけくすさけかぇ こけ 
くけゃうすっ ういょっかうは, つうっすけ ゃかう-
いぇくっ ゃ しかけあくぇすぇ しうしすっきぇ くぇ 
けゅさけきくけすけ おけきぉうくぇすしおけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ すけえ しかっょう ういおなしけ. 
〉しゃけはゃぇくっすけ くっ っ こさけしすぇ さぇ-
ぉけすぇ. ╃けおせきっくすぇちうはすぇ っ しな-
ゃっすしおぇ, ゃしうつおけ うょゃぇ けすすぇき, 
ゃおかのつうすっかくけ うくしすさせきっく-
すぇかくぇすぇ っおうこうさけゃおぇ. ╇ょゃぇす 
う しこっちうぇかうしすう けす ]]][. ‶け-
しかっ うょゃぇ う っすぇこなす くぇ ゃっつくうは 
おけくそかうおす きっあょせ しすぇさけすけ う 
くけゃけすけ: くぇ くうゃけ ちったけゃっ う 
いぇゃけょう せしゃけはゃぇくっすけ くぇ くけ-
ゃうすっ ういょっかうは しっ しぉかなしおゃぇ し 
っあっょくっゃくうすっ いぇょぇつう こけ うい-
こなかくっくうっ くぇ すっあおう こかぇくけゃっ 
こけ ゃっつっ ょっえしすゃぇとけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ. ′ぇえ-すさせょくけすけ ゃ さぇ-
ぉけすぇすぇ いぇ ╋うかぇくけゃ しう けしすぇゃぇ 
こさっあうゃはくけすけ こけおさぇえ しすぇさすぇ 
くぇ ╆っくうすくぇすぇ せしすぇくけゃおぇ, 
おけはすけ けす „てぇこおぇすぇ“ – ╃]¨ 
„╋っすぇかたうき”, さぇいおけきこかっおすけ-
ゃぇかう こけゅさってくけ おぇすけ おけけこっ-
さうさぇくけ こさけういゃけょしすゃけ. ′け 
こさけういゃけょしすゃけすけ くっ っ しぇきけ 
すったくけかけゅうは, うくしすさせきっくすう..., 

ぇ っ う くっとけ ょさせゅけ: 

╋うかぇくけゃ ちっくう しさっとうすっ 
しう し うくすっさっしくう たけさぇ

]さっょ ゃしうつおけ しっ さぇょゃぇ くぇえ-
ゃっつっ くぇ さぇぉけすぇすぇ しう しなし ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ, くぇ おけゅけすけ ぉうか 
しなすさせょくうお こけ せしゃけはゃぇくっすけ. 
] っおしおきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╋う-
かぇくけゃ しう ょけこぇょぇ, いぇとけすけ う 
ょゃぇきぇすぇ こさうかぇゅぇす しすさけゅ おけく-
すさけか こさう さぇぉけすぇすぇ し たけさぇ-
すぇ: „╇ すけえ, おぇすけ きっく, けぉうつぇ-
てっ ゃしうつおけ ょぇ おけくすさけかうさぇ!“ 
]こけきっくうすっ けす さぇぉけすぇすぇ, こなお 
う しっゅぇ - ゃっつっ 25 - ゅけょうてくけ-
すけ こっくしうけくっさしすゃけ, きうくぇゃぇす 
こさっい あうゃけすうすっ くぇ しこっちうぇかう-

しすうすっ 〈ぇくぬけ 《うすおけゃ けす ╆ぇゃけょ 
1, ╃うきうすなさ ‶けこけゃ, 〈けょけさ ╃け-
くっゃ. „〈うつぇくっすけ“ こけ きぇてうくう-
すっ し 『‶〉 ゃけょう しなゃきっしすくぇすぇ 
さぇぉけすぇ しなし しこっちうぇかうしすう おぇすけ 
うくあ. 』うさこぇくかうっゃ, うくあ. ╀け-
さうし ╃けくつっゃ...
╋うかぇくけゃ ょけさう しっ つせょう おぇお う 

しっゅぇ ゅけ せゃぇあぇゃぇす, しかっょ おぇすけ 
すけかおけゃぇ ゅう っ „ゅけくうか“ こけ さぇ-
ぉけすぇ...!
╇ ょくっし しぉうさおうすっ し ぇさしっ-

くぇかしおうすっ ょさせゅぇさう ╃うきけ ╉ぇ-
さぇょうきけゃ, ]すさぇてうきうさ ぅく-
つっゃ, ]すぇえおけ ╁なかつっゃ, ╋うてけ 
╋うたぇえかけゃ しぇ っあっょくっゃくぇすぇ 
さぇょけしす くぇ ]すけはく ╋うかぇくけゃ. 
¨さゅぇくういうさぇす っおしおせさいうう ょけ 
╉けこさうゃとうちぇ, ╅っさぇゃくぇ..., 
しなぉうさぇす しっ くぇ おぇそっすけ ゃ ちっく-
すなさぇ こさう ╂けゅけ う 『っちう, こさぇい-
くせゃぇす さけあょっくう ょくう. 
]すけはく ╋うかぇくけゃ っ ぉっいおさぇえくけ 

ぉかぇゅけょぇさっく, つっ 85-ゅけょうてっく 
しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ う しっ てっゅせゃぇ 
しなし しっぉっ しう : „╆ぇ ゅけょうくうすっ しう 
しなき きくけゅけ ぇょっおゃぇすっく!“. ]かっょ 
こっくしうはすぇ こさけょなかあうか ょぇ さぇ-
ぉけすう ゅけょうくう くぇさっょ おぇすけ けた-
さぇくぇ うかう こさけしすけ - さぇぉけすくうお. 
╅ういくっくけしすすぇ きせ, ゃなこさっおう 
ょゃうゅぇすっかくうすっ う くっゃさけかけゅうつ-
くう ぉけかっしすう う ゃなこさっおう こさっ-
あうゃはくぇすぇ けこっさぇちうは, しう うきぇ 
しゃけは すぇえくぇ:

]すけはく きうくぇゃぇ こけ
6 おうかけきっすさぇ くぇ ょっく  

]かっょ おぇすけ おぇいぇくかなておうはす 
かっおぇさ ょ-さ 〈ぇておけゃ う ょ-さ ╃う-
きけゃ けす 『っくすなさぇ ゃ ╀ぇくおは ゅけ 
ゃょうゅぇす くぇ おさぇおぇ, ょくっし ╋うかぇ-
くけゃ くっ こさけこせしおぇ ょっく, ゃ おけえ-

すけ ょぇ くっ きうくっ こってぇ こけ 5-6 
おうかけきっすさぇ. 〈のかぉっすけ っ くっゅけ-
ゃけすけ しこぇしっくうっ. ╆うきぇすぇ, おけ-
ゅぇすけ っ こさう とっさおぇすぇ ゃ ]けそうは, 
けぉうおぇかは ちはかけすけ っいっさけ ゃ 
„╃させあぉぇ“ 1.  ]すけはく しう けぉうつぇ 
う ょゃけさぇ  ゃ おなとぇすぇ おさぇえ しすぇ-
ょうけくぇ, ゃょうゅくぇすぇ くぇゃさっきっすけ 
し  こけきけとすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ しすさけうすっかくぇ おけけこっさぇちうは. 
〈ぇき きうくぇゃぇ あうゃけすなす うき しなし 
しなこさせゅぇすぇ, し おけはすけ しっ いぇこけい-
くぇゃぇす こぇお ゃ „┿さしっくぇか“. ╇くぇ-
つっ - けす おさぇえ ゃさっきっ, しう こさぇゃう 
しぇき ゃしうつおけ, おぇおゃけすけ きけあっ. 
┿ すけ くっ っ きぇかおけ - けす っか. うく-
しすぇかぇちうはすぇ ょけ しけくょぇすぇ  う 
こけしすさけえおうすっ ゃ ょゃけさぇ, ぇ ょくっし 
- う こけょさっょっくうすっ ゅさぇょうく-
おう, さぇえゅさぇしぇ う しこさっすくぇすうは 
つうきてうさ. ╉さぇえ すはた  こけしさっとぇ 
ょっちぇ う ゃくせちう. 4 ゃくせちう う 4 
こさぇゃくせちう, いぇっょくけ し ょゃっすっ 
ぉかういくぇつおう, こさけょなかあぇゃぇす 
さけょぇ くぇ ]すけはく ╋うかぇくけゃ こさっい 
しうくぇ う ょなとっさはすぇ. ‶さぇゃくせちう-
すっ う すけいう ╁っかうおょっく すうつぇす こけ 
おぇいぇくかなておうは ょゃけさ - いぇ さぇ-
ょけしす くぇ しすけこぇくうくぇ. 
]こけしけぉくけすけ きけきつっ-すったくう-

つぇさ けす ′けゃけいぇゅけさしおけすけ しっかけ 
しぉなょくぇかけ きっつすぇすぇ しう ょぇ せつう 
つさっい うくあっくっさしすゃけすけ くぇ ょな-
とっさは しう ]すけえおぇ う しうくぇ しう 
- ゃけっくくっく とせさきぇく  けす しかぇゃ-
くけすけ せつうかうとっ ゃ ╃けかくぇ ╋うす-
さけこけかうは. „╀はた せつっくけかのぉうゃ 
う かのぉけいくぇすっかっく, くけ くはきぇ-
てっ おぇお, せしこはた ょぇ いぇゃなさてぇ 
いぇょけつくけ しぇきけ おぇいぇくかなてうは 
きったぇくけすったくうおせき“, しこけょっかは 
]すけはく ╋うかぇくけゃ, けすかうつくうお けす 
〉くうゃっさしうすっすぇ くぇ ╅うゃけすぇ.
¨ぉうつすぇ きせ おなき さっょぇ, おさぇ-

しけすぇすぇ う あうゃけすぇ おぇすけ ちはかけ 
こさけいうさぇ ゃ  こさはしくけ けおけしっくぇ-
すぇ すさっゃぇ いぇょ ょゃけさくぇすぇ つって-
きぇ, ういこなくぇすうすっ ゃなさゃう いぇ 
こけしぇょっくうすっ おさぇしすぇゃうつおう う 
さぇいちなそくぇかぇすぇ さけいぇ, おぇつうかぇ 
ちゃはす こけ きさっあぇすぇ おなき しなしっ-
ょぇ. ╉なとぇすぇ くはきぇ ょせゃぇさ おなき 
おけきてううすっ ゃ ょはしくけ: „╉ぇすけ しっ 
さぇいぉうさぇす たけさぇすぇ こけきっあょせ 
しう, こさけぉかっきう くはきぇ“.  
╋うかぇくけゃ, おけえすけ おぇすけ こけつすう 

ょっすっ ぉうか ぉうす ゃ こけかうちうはすぇ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ いぇさぇょう こぇさ-
すういぇくしおうすっ きっさぇちう くぇ しゃけは 
おゃぇさすうさぇくす, ぇ ょくっし しっ さぇょゃぇ 
くぇ せしこってくう う ょけぉさっ こかぇすっくう 
ゃ さぇぉけすぇすぇ しう ゃくせちう,  けちっくは-
ゃぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ あうゃっっき 
こさけしすけ: „╁うくぇゅう しなき おぇいゃぇか, 
つっ おぇこうすぇかういきなす っ あっしすけおけ 
くっとけ“. 
╅っしすけおけしすうすっ, けぉぇつっ, ]すけ-

はく ╋うかぇくけゃ くっ けぉうつぇ ょぇ しう 
しこけきくは. ╁っつっ くっ しっ ゃあうゃはゃぇ 
くぇょなかぉけおけ う ゃ こけょさけぉくけしすう-
すっ くぇ かうつくぇすぇ しう ぉうけゅさぇそうは. 
′はおけゅぇ しすぇさぇすっかくけ けこうしぇか 
ゃしうつおけ, おけっすけ きうくぇゃぇ こさっい 
あうゃけすぇ きせ ゃ „┿さしっくぇか“, こけ-
しかっ  ╋うかぇくけゃ せくうとけあぇゃぇ 
くぇこうしぇくけすけ し こさっちっくおぇすぇ, 
つっ すけ くっ っ けす おけえ いくぇっ おぇお-
ゃけ いくぇつっくうっ. ╁ けこうしぇくけすけ 
ょけすせお, けぉぇつっ, こさけいうさぇ はしくけ 
っょうく しきうしかっく あうゃけす くぇ くけさ-
きぇかっく つけゃっお, おけえすけ こけしすう-
ゅぇ すけゃぇ, おけっすけ うきぇ, し すさせょ 
う せこけさうすけしす. ╄ょうく あうゃけす, 
けしきうしかっく けす おぇせいぇすぇ „┿さしっ-
くぇか“. 》せぉぇゃぇ さぇゃくけしきっすおぇ - 
しぇきけ ょっく こさっょう 22-さう のくう, 
おけゅぇすけ ╋うかぇくけゃ いぇおさなゅかは 
85-すう さけあょっく ょっく. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

』すかしけてか うひちうみて せあたちかお. 》ちあうみ つあすそ たかつせけ, さそけてそ とつかはあす たちかく つひちぬかてそ つけ.

╁っつっ 14 ゅけょうくう すは くっ しかういぇ けす しちっくぇすぇ. 
′っ くぇこせしおぇ う しなさちぇすぇ くぇ きうかうけくうすっ しう 

こけつうすぇすっかう くっ しぇきけ ゃ ╀なかゅぇさうは, くけ う ゃ ちっ-
かうは しゃはす. ‶っしくうすっ え くっ しこうさぇす ょぇ しっ こっはす けす 
そっくけゃっすっ え こけ おけくちっさすうすっ, けゅさけきくう ゅさせこう  は 
しかっょゃぇす こけ こっすうすっ ゃなゃ ゃしっおう ゅさぇょ. ╁っつっ 14 
ゅけょうくう すは っ いゃっいょぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ そけかお 
きせいうおぇ. ] せゅけゃけさおぇすぇ, つっ, おぇすけ うしすうくしおう こさけ-
そっしうけくぇかうしす, すは きけあっ ょぇ ういこっっ ゃしうつおけ. ‶さう 
すけゃぇ けす  ょせてぇ う し きくけゅけ しなさちっ.
《ぇおす, おけえすけ ゃしなとくけしす は こさぇゃう うしすうくしおぇすぇ. 

‶っゃうちぇすぇ くぇ くぇさけょぇ. ╋っゅぇ いゃっいょぇすぇ. ′っこけ-
ょさぇあぇっきぇすぇ う くっこけょこさぇゃっくぇ ╇ゃぇくぇ.
‶っゃうちぇすぇ, つううすけ こっしくう すけこかはす こさぇいくうちうすっ 

くう, ぉかぇあぇす しこけょっかっくうすっ くう しけそさう うかう こさけし-
すけ しう こさうこはゃぇきっ, おけゅぇすけ くぇさぇくはす ょせてぇすぇ くう. 
╇かう おけゅぇすけ あうゃけすなす くう しっ しすっつっ ょけしせと おぇすけ 
„てぇきこぇくしおけ う しなかいう”. ╇ ゃしうつおけ すけゃぇ, しぇきけ 
いぇとけすけ ゃ こっしくうすっ え くはきぇ ゅさぇき かうちっきっさうっ, 
くうすけ こさっゃいっす きぇくうっさ. ┿ しぇきけ ういこはすぇ  ょせてぇ. 
╇いこはす あうゃけす, しこけょっかっくう  さぇょけしすう, さっそさっくう 
けす ぉけかおう.

〈は しっ おぇいゃぇ ╁ぇくは 〈けょけさけゃぇ ╉ぇかせょけゃぇ, さけょっ-
くぇ っ こけょ いくぇおぇ くぇ ╁けょけかっは, くけ ゃしなとくけしす っ 

╇ゃぇくぇ. ′うおけえ くっ しっ しっとぇ いぇ うしすうくしおけすけ え うきっ, 
いぇとけすけ ぇさすうしすうつくうはす え こしっゃょけくうき う こっしくうすっ 
え しぇ ぉっかはいぇかう あうゃけすぇ くぇ ちっかう すさう こけおけかっくうは. 
〈けかおけゃぇ ゅさぇくうつくう こけおけかっくうは すなさしはす けこけさぇ, 
せすったぇ, きせいぇ いぇ かのぉけゃすぇ しう ゃ こっしくうすっ え. ╇かう 
こさけしすけ - さぇいすせたぇ いぇ ょせてぇすぇ, おけゅぇすけ くぇ しなさちっすけ 
きせ けすっしくっっ.

╁っょさぇ, くっこけょこさぇゃっくぇ, かなつっいぇさくぇ, ╇ゃぇくぇ っ 
っょうくしすゃっくけすけ ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ ╉うくぇ う 

〈けょけさ ╉ぇかせょけゃう. ╁しうつおう ゃ さけょぇ う しぇ きせいうおぇくすう, 
くぇえ-ゅけかはきけ ゃかうはくうっ ゃなさたせ くっは けおぇいゃぇ ぉぇとぇ う. 
〈けえ っ ういゃっしすっく ぇおけさょっけくうしす. ╀ぇぉぇすぇ, くぇ おけはすけ っ 
おさなしすっくぇ, しなとけ っ こっゃうちぇ.
╆ぇ くっは おぇいゃぇす, つっ っ くぇえ-ょけぉさうはす そうくぇくしうしす 

しさっょ こっゃうちうすっ う くぇえ-ょけぉさっ こっっとうはす そうくぇくしうしす. 
′ぇ 24 ゅけょうくう さぇあょぇ ょなとっさは しう 〈っけょけさぇ.
】ぇしすかうゃぇすぇ いゃっいょぇ ゃ あうゃけすぇ え ういゅさはゃぇ, おけゅぇすけ 

っ くぇ 30. ̈ すおさうゃぇ は ╋うすおけ ╃うきうすさけゃ - しけぉしすゃっくう-
おなす くぇ ‶ぇえくっさ.
′ぇ ╉さなしすけゃょっく 1999 ゅけょうくぇ こけょこうしゃぇ こなさゃうは 

しう ょけゅけゃけさ し きせいうおぇかくぇすぇ おけきこぇくうは, きぇかおけ しかっょ 
すけゃぇ しっ こけはゃはゃぇ う こなさゃぇすぇ え こっしっく “╇ょけか”.
╃くっし, 14 ゅけょうくう こけ-おなしくけ, いぇょ ゅなさぉぇ しう うきぇ 

ゃしうつおう くぇゅさぇょう う すうすかう, いぇ おけうすけ きけあっ ょぇ きっつ-
すぇっ っょくぇ こっゃうちぇ けす くっえくうは さぇくゅ う ぉさぇくて. ¨ぉは-
ゃっくぇ っ いぇ „╋っゅぇいゃっいょぇすぇ くぇ „‶かぇくっすぇ”, ういょぇかぇ っ 
┿かぉせきぇ くぇ ょっしっすうかっすうっすけ, けすゅかっょぇかぇ っ こさっおさぇし-
くぇ 20-ゅけょうてくぇ ょなとっさは, ゃっつっ くっうく こけきけとくうお ゃ 
くっかっおぇすぇ しなょぉぇ くぇ こっゃうちぇ くぇ くぇさけょぇ, ういょぇかぇ っ 
18 ぇせょうけぇかぉせきぇ う しすけすうちう ゃうょっけおかうこけゃっ.
》けさぇすぇ は けぉうつぇす う すけゃぇ かうつう. ]こけょっかっくぇすぇ 

しうきこぇすうは しすうゅくぇ う ょけ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ ╇ゃぇくぇ 
しかけあう すけつおぇすぇ くぇ こさぇいくうつくぇすぇ いぇ ゅさぇょぇ ゃっつっさ 
くぇ 2-さう のくう. ‶っゃうちぇすぇ こは こけゃっつっ けす 2 つぇしぇ しなし 
しゃけはすぇ ゅさせこぇ, ゃ しなこさけゃけょ くぇ ゃはさくぇすぇ え ]すけはくぇ う 
くっえくうは きぇかなお 2-ゅけょうてっく しうく ╇ゃぇく.
╇ゃぇくぇ こけょぇさう くぇ おぇいぇくかなつぇくう う ゅけしすうすっ くぇ 

ゅさぇょぇ ぉせおっす くっいぇぉさぇゃうきう こっしくう う きくけゅけ しこけょっ-
かっくぇ うしおさっくけしす.
╇しおさっくけしす, こさっくっしっくぇ う ゃ おさぇすおけすけ え うくすっさゃの 

いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

′っ ょぇゃぇき ょぇ しっ ょぇゃぇきっ
′はおけう たけさぇ しぇ すけかおけゃぇ ぉっょくう.
╇きぇす っょうくしすゃっくけ しぇきけ こぇさう.
】けき ゅう こけゅかっょくぇ, とけき しっ こけゅかっょくぇ,
ゃうあょぇき - ぉけゅぇすぇ しなき, きくけゅけ ょけさう.

‶なかくう しぇ ゃしうつおうすっ きけう ゅけょうくう.
] きくけゅけ こさうはすっかう, し きくけゅけ かのぉけゃ.
╇きぇき しすけすうちう とぇしすかうゃう こさうつうくう
ょぇ ゅけ けぉうつぇき すけは あうゃけす.

╄え, くっ ょぇゃぇき ょぇ しっ ょぇゃぇきっ!
╉ぇおゃけすけ とっ ょぇ うきぇきっ う くはきぇきっ.
╉ぇおゃけすけ とっ ょぇ しすぇゃぇ, ょぇ くっ しこうさぇきっ
ょぇ しっ すなさしうき う くぇきうさぇきっ.

╄え, くっ ょぇゃぇき ょぇ しっ ょぇゃぇきっ!
╉ぇおゃけすけ とっ ょぇ うきぇきっ う くはきぇきっ.
╇ し きぇかおけ ょぇ あうゃっっき, くっ っ しすさぇてくけ.
╊のぉけゃ ょぇ うきぇ - すけゃぇ っ ゃぇあくけ!

′はおけう うしおぇす こけ きくけゅけ けす ゃしうつおけ,
いぇ ょぇ しっ さぇょゃぇす くぇ すけは あうゃけす.
╆ょさぇゃっ ょぇ うきぇ う ゃぇし ょぇ ゃう うきぇ,
こけゃっつっ くうとけ くっ うしおぇき けす ╀けゅ.

╆ょさぇゃう ょぇ ぉなょぇす いぇ きくけゅけ ゅけょうくう
ゃしうつおう こさうはすっかう, ゃしはおぇ かのぉけゃ.
╁しうつおけ けしすぇくぇかけ  ょぇ くう いぇきうくっ,
ゃぇあくう しぇ たけさぇすぇ ゃ きけは あうゃけす.

╇ゃぇくぇ, おぇおゃけ とっ けすくっしって いぇ しこけきっく けす すぇいう 
ゃっつっさ ゃ ╉ぇいぇくかなお?  

- 〈ぇおけゃぇ ゅけかはきけ う すぇおけゃぇ うしすうくしおけ たけさけ くうおけゅぇ 
くっ ぉはた ゃうあょぇかぇ. ╉ぇすけ すけゃぇ くぇ すけいう こかけとぇょ. ╂かっょぇた 
たけさけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお けすゃうしけおけ う とっ すう おぇあぇ, つっ すけか-
おけゃぇ きくけゅけ かのぉけゃ, おぇすけ すぇいう くぇ すけゃぇ たけさけ, けすょぇゃ-
くぇ くっ ぉはた ゃうあょぇかぇ. ′っ おぇいゃぇき すけゃぇ けす おせさすけぇいうは. 
‶さけしすけ すぇいう ゃっつっさ すせお ゃうょはた すけかおけゃぇ きくけゅけ とぇしす-
かうゃう たけさぇ う きけあっ ぉう しなき ょけこさうくっしかぇ いぇ すけゃぇ とぇし-
すうっ, きぇおぇさ う きぇかおけ. ╇ けとっ - とっ けすくっしぇ しなし しっぉっ しう 
う すけいう ぇさけきぇす くぇ さけいけゃ ちゃはす, おけえすけ すう きう こけょぇさう, 
╃っかはくぇ. ┿さけきぇす くぇ さけいう, おけえすけ きうさうてっ くぇ かのぉけゃ.
 
〈う  こけょぇさう っょくぇ こさっおさぇしくぇ ゃっつっさ くぇ ╉ぇいぇく

かなお. ′ぇこさぇゃう くっいぇぉさぇゃうき こさぇいくうおぇ くぇ きくけゅけ 
たけさぇ. ╉ぇおゃけ っ くせあくけ いぇ すけゃぇ, けしゃっく すぇかぇくす う 
たぇさういきぇ, しっぉっさぇいょぇゃぇくっ? ╀さぇくてなす, ゃ おけえすけ 
しう, っ くっこけとぇょうき. ╉ぇお しっ けちっかはゃぇ ょっしっすうかっすうは 

う すけ ゃしっ くぇ ゃなさたぇ? ╆ぇとけ すっ たぇさっしゃぇす たけさぇすぇ?

- ′っ いくぇき. ╋けあっ ぉう すぇえくぇすぇ っ ゃ すけゃぇ ょぇ せしっとぇて 
くぇしすさけっくうはすぇ くぇ たけさぇすぇ, う すけ くぇ きけきっくすぇ. ╆ぇとけすけ, 
おけかおけすけ う ょぇ こさぇゃうて っょくぇ こさけゅさぇきぇ, ょけ こけしかっょくぇ-
すぇ こけょさけぉくけしす, ゃしっ くっとけ きけあっ う ょぇ くっ しすぇくっ おぇおすけ 
すさはぉゃぇ. ╋けあっ ぉう しうかぇすぇ きう っ ゃ すけゃぇ, つっ せきっは ょぇ 
せしっとぇき たけさぇすぇ, ょぇ うきこさけゃういうさぇき くぇ きけきっくすぇ, ょぇ  
„たゃぇとぇき” くぇしすさけっくうはすぇ うき. 〈さはぉゃぇ ょぇ うきぇて きくけ-
ゅけ しこっちうぇかっく せしっす おなき すぇおうゃぇ しうすせぇちうう う ょけさう ょぇ  
せきっって ょぇ こさっゃなさくって くっこさうはすくぇすぇ しうすせぇちうは ゃ こさう-
はすくぇ. ′うっ しきっ ぇさすうしすう, すさはぉゃぇ ょぇ きけあっき ょぇ さっぇ-
ゅうさぇきっ ぇょっおゃぇすくけ くぇ きけきっくすぇ, ょぇ しすぇくっ ゃっしっかけ う 
ょけぉさっ いぇ ゃしうつおう. ┿い きくけゅけ くぇぉかのょぇゃぇき う ういせつぇゃぇき 
たけさぇすぇ. ¨ぉうつぇき ょぇ ゅけ こさぇゃは, ょぇ ゅう ぇくぇかういうさぇき, くぇ-
さけょけこしうたけかけゅうはすぇ きう っ きくけゅけ ぉかういおぇ う すけゃぇ きくけゅけ 
きう こけきぇゅぇ, おぇすけ こけょぉうさぇき さっこっさすけぇさぇ しう けす こっしくう. 
╁うくぇゅう しう ゅけ こけょぉうさぇき しこさはきけ こせぉかうおぇすぇ う しうすせ-
ぇちうはすぇ. ╋くけゅけ けす こっしくうすっ, おけうすけ ういこはた すせお, くはきぇ 
おぇお ょぇ ゅう ういこっは くはおなょっ ょさせゅぇょっ. ′ぇ っょくぇ すぇおぇゃぇ  
ぇせょうすけさうは, おぇおゃけすけ しなぉうさぇ こさぇいくうおなす くぇ さけいぇすぇ, 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ ういこっっ くぇえ-きぇしけゃけすけ, くぇえ-ぇおすせぇかくけすけ 
くぇ きけきっくすぇ, くぇえ-おぇしけゃけすけ. ╆ぇ ょさせゅぇ ぇせょうすけさうは う 
ょさせゅけ きはしすけ しぇ こっしくうすっ し きぇえしすけさしすゃけ, きせいうおぇくす-
しおうすっ こっしくう. 
 
╇ょけか しう くぇ  こけくっ 3 こけおけかっくうは ぉなかゅぇさう - たぇ

さっしゃぇす すっ う きぇかおう, う ゅけかっきう. ╅うゃっっき ゃ けしけぉっ
くけ, けゃなかつっくけ う すさせょくけ ゃさっきっ, ゃ ょくう くぇ けきさぇいぇ 

う こさけすうゃけさっつうっ. ╇きぇて かう おぇおゃけ ょぇ おぇあって 
くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ すっ たぇさっしゃぇす いぇさぇょう すけゃぇ?  

- ′はきぇ ょぇ しおさけきくうつぇ う とっ おぇあぇ, つっ くぇうしすうくぇ 
しなき きくけゅけ とぇしすかうゃぇ う せょけゃかっすゃけさっくぇ けす すけいう 
そぇおす. ╉ぇいゃぇかぇ しなき ゅけ きくけゅけ こなすう ゃ こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう, つっ くはきぇ ょぇ こさぇゃは おけきこさけきうし し こっしくうすっ 
しう. ‶けゃっつっ くはきぇ ょぇ くぇこさぇゃは こっしくう, しぇきけ いぇとけ-
すけ しぇ おけきっさしうぇかくう う いぇとけすけ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇき う 

すぇおぇゃぇ こっしっく ゃ さっこっさすけぇさぇ しう. ‶さぇゃは う とっ こさぇゃは 
しぇきけ すぇおうゃぇ こっしくう, おけうすけ せしっとぇき こさっい しなさちっすけ 
しう. ┿おけ くぇ きけきっくすぇ ゃしうつおう こさぇゃはす すゃなさょう くっとぇ, 
ぇ きけはすぇ ょせてぇ うしおぇ ょぇ おぇあっ こけしかぇくうはすぇ しう おなき 
たけさぇすぇ し すっあおぇ, ぉぇゃくぇ こっしっく, ぇい とっ ういこっは すぇおぇ-
ゃぇ こっしっく. ╇ きけあっ ぉう いぇすけゃぇ う ゃ ゅけょうくうすっ くっ きう 
しっ くぇかけあう ょぇ ゃかはいぇ ゃ くはおぇおゃぇ さけかは. ‶さけしすけ しう 
ぉはた う しなき すぇおぇゃぇ, おぇおゃぇすけ しなき. ╇ ゃ あうゃけすぇ, う くぇ 
しちっくぇすぇ. ╉ぇすけ きう っ たせぉぇゃけ, しう きう かうつう. ╉ぇすけ くっ 
きう っ すけかおけゃぇ たせぉぇゃけ, こぇお しう きう かうつう. ╋ぇおぇさ つっ, 
きけあっ ぉう, くぇうしすうくぇ っ こけ-ょけぉさっ こけくはおけゅぇ つけゃっお ょぇ 
きけあっ ょぇ こさうおさうっ くはおけう つせゃしすゃぇ, くはおけう くっとぇ, くけ 
くぇ きっく しう きう かうつう... ╇ こけ くぇつうくぇ くぇ こっっくっ, う こけ 
ういさぇあっくうっすけ くぇ かうちっすけ きう, こけ ゃしうつおけ しう きう かうつう. 
〈ぇおぇゃぇ しなき しう.

【ぇきこぇくしおけすけ うかう しなかいうすっ しぇ ゃ こけゃっつっ ゃ 
あうゃけすぇ くぇ ╇ゃぇくぇ?

- ┿い しなき ょけゃけかくぇ けす あうゃけすぇ しう. ╃ぇ おぇあっき, つっ 
てぇきこぇくしおけすけ っ ゃ こけゃっつっ. 》けさぇすぇ おぇいゃぇす, つっ くはきぇ 
かっしくう くっとぇ. ╁はさくけ っ, つっ いぇょ ゃしはおぇ こけぉっょぇ うきぇ 
きくけゅけ さぇぉけすぇ, きくけゅけ せしうかうっ, きくけゅけ こけしすけはくしすゃけ, 
くけ こなお くっ しなき しう ゅけ う こさっょしすぇゃはかぇ ょさせゅけはつっ. ┿おけ 
すさはぉゃぇ ょぇ ういあうゃっは けすくけゃけ あうゃけすぇ しう, くっ ぉうた うし-
おぇかぇ ょぇ っ こけ ょさせゅ くぇつうく. 》ぇさっしゃぇ きう すけつくけ すぇおぇ: 
し ちはかぇすぇ ょうくぇきうおぇ, し ちはかけすけ くぇこさっあっくうっ, し すけつくけ 
すっいう くっけつぇおゃぇくう きけきっくすう, おけうすけ しっ こさけゃけおうさぇす 
ういゃっょくなあ. ╃ぇ, たぇさっしゃぇき しう あうゃけすぇ. 〈けゃぇ, おけっすけ 

しなき ういこはかぇ ゃ こけしかっょくぇすぇ しう う くぇえ-くけゃぇ こっしっく 
“′っ ょぇゃぇき ょぇ しっ ょぇゃぇきっ”, きうしかは, つっ くぇえ-すけつ-
くけ けぉけぉとぇゃぇ ゃしうつおけ ょけ きけきっくすぇ. ] きぇかおけ  ょぇ 
しっ あうゃっっ くっ っ しすさぇてくけ, かのぉけゃ ょぇ うきぇ - すけゃぇ 
っ くぇえ-ゃぇあくけ, すけゃぇ しっ こっっ ゃ こっしっくすぇ きう. ┿い 
しなき とぇしすかうゃぇ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ くぇえ-ぉかういおうすっ きう 
たけさぇ しぇ あうゃう う いょさぇゃう, ゃしうつおう, おけうすけ けぉうつぇき, 
しぇ ょけぉさっ. ╁しうつおけ けしすぇくぇかけ くはおぇお しう とっ ゅけ 
こさっあうゃっっき. ┿おけ つけゃっお しっ きけぉうかうさういうさぇ, ぇおけ 
しっ ゃいっきっ ゃ さなちっ, きけあっ ょぇ ぉなょっ せしこってっく: う ゃ 
おぇさうっさぇ, う ゃ しっきっえしすゃけ, う ゃ さぇぉけすぇ. ┿い しう きう-
しかは, つっ くっとぇすぇ ょけくはおなょっ いぇゃうしはす う けす しなょぉぇすぇ 
くぇ つけゃっおぇ, きけあっ ぉう ゃ っょくう 50%. ┿おけ せきっって 
ょぇ こけっきぇて さうしおけゃっ, ょぇ ゃいっきぇて さってっくうは, こさぇ-
ゃうかくう うかう くっ, すけゃぇ いぇゃうしう こぇお けす しうすせぇちうはすぇ, 
すけ すけゅぇゃぇ とっ うきぇ ょうくぇきうおぇ ゃ あうゃけすぇ くう, とっ 
うきぇ っきけちうう, さぇいゃうすうっ. ]きっかうすっ ゃなさゃはす くぇ-
こさっょ. ╇くぇつっ, こさっい ょさせゅけすけ ゃさっきっ, とっ しう ぉなょっき 
こけしすけはくくけ ゃ っょくぇ きぇすさうちぇ, ゃ おけはすけ ゃうくぇゅう とっ 
きさなくおぇきっ, ゃうくぇゅう とっ うきぇ くっょけゃけかくう: ぉうかけ けす 
すけゃぇ こさぇゃうすっかしすゃけ うかう けす くっとけ ょさせゅけ, ゃしっ くは-
おけえ とっ くう っ ゃうくけゃっく. ′け, ゃしなとくけしす, ぇおけ つけゃっお 
しっ けぉなさくっ おなき しっぉっ しう う ぇおけ しう おぇあっ: ¨╉, くぇ 
きっく きう っ ょけぉさっ, ぇい うきぇき さぇぉけすぇ, うきぇき こさうは-
すっかう, うきぇき しっきっえしすゃけ, うきぇき かのぉけゃ, すけ おぇおゃけ 
ょさせゅけ きう すさはぉゃぇ? ╅うゃけすなす っ こさっおさぇしっく!

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

てっしす きっしっちぇ いぇ きぇかおけ ょぇ せきさっ けす ゅかぇょ, いぇとけすけ しけぉしすゃっくうおなす くっ きせ こかぇとぇか し きけすうゃぇ, 
つっ きせ ょぇゃぇ いぇくぇはす.
]すけはく けぉぇつっ けちっかはゃぇ う ょくっし, おけゅぇすけ いぇょ ゅなさぉぇ きせ しぇ こなさゃうすっ しすなこおう くぇ ょっしっすおう 

ぇさしっくぇかしおう ういょっかうは, けくっいう ゃさっきっくぇ くぇ きかぇょっあおぇ ぉっいこなすうちぇ しぇ こさけしすけ っょうく しこけきっく. 
╋ぇおぇさ う  くっさぇょけしすっく. ╃っしっすうかっすうは さぇょけしす けす すさなこおぇすぇ くぇ けぉうつぇくぇすぇ こさけそっしうは, せし-
こったうすっ くぇ ょっちぇ う ゃくせちう, ゃっしっかうはす ゅかなつ くぇ こさぇゃくせちうすっ しぇ しすけこうかう すなゅぇすぇ けす  こなさゃうすっ 
16 くぇ きけきつっすけ けす ′けゃけいぇゅけさしおけすけ しっかけ ‶けかしおけ ‶なょぇさっゃけ.     

Стоян Миланов с приятели в Жеравна

сн. личен архив
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[せしうは うしおぇ ぇきっさうおぇくしおうはす っお-
てなく-ぇおすぬけさ ]すうゃなく ]っゅぇか ょぇ 

ぉなょっ かうちっ くぇ させしおぇすぇ けさなあっえくぇ うく-
ょせしすさうは. ′けゃうくぇすぇ っ しなけぉとっくぇ けす 
させしおうは ゃうちっこさっきうっさ ╃きうすさうえ [けゅけ-
いうく う さぇいこさけしすさぇくっくぇ けす ┿しけてっえすっょ  
こさっし. ╁ ういはゃかっくうっすけ しう [けゅけいうく っ 
いぇはゃうか しなとけ, つっ  ぇきっさうおぇくしおうはす ぇお-
すぬけさ ぉう きけゅなか ょぇ けゅかぇゃう きっあょせくぇ-
さけょくぇ おぇきこぇくうは いぇ さっおかぇきうさぇくっ くぇ 
こさけょせおちうはすぇ くぇ けさなあっえくうは いぇゃけょ 
„╃っゅすはさぬけゃ“.
‶さっょう くはおけかおけ ょくう ぇおすぬけさなす けす „ 

╀っかはいぇく ょぇ せきさっ” う „ 〈させょっく いぇ せぉう-
ゃぇくっ” こけしっすう いぇゃけょぇ ゃ ゅさぇょ ╉けゃさけゃ, 

ばçñÑÜ½¿ñÖóñ ;)
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╁かぇょうきうさしおぇ けぉかぇしす, こさうょさせあぇゃぇく けす させしおうは ゃうちっこさっきうっさ [けゅけいうく.
╃けしすぇ させしおう ょなさあぇゃくう つうくけゃくうちう しぇ そっくけゃっ くぇ ぇきっさうおぇくしおうは ぇおすぬけさ, おけえすけ こさっい 

きぇさす しっ しさっとくぇ う し こさっいうょっくすぇ ╁かぇょうきうさ ‶せすうく.
61-ゅけょうてくうはす ]すうゃなく ]っゅぇか  けす ょっすっ ういせつぇゃぇ さぇいかうつくう ぉけえくう ういおせしすゃぇ, うきぇ しっょきう 

ょぇく こけ ぇえおうょけ. ]すうゃなく ]っゅぇか っ う こなさゃうはす くっぇいうぇすっち, けすゃけさうか ておけかぇ こけ ぇえおうょけ ゃ ¨しぇ-
おぇ - ぅこけくうは, おけはすけ そせくおちうけくうさぇ う ょくっし, さぇょゃぇえおう しっ くぇ てうさけおぇ こけこせかはさくけしす.
╇いゃっしすっく っ う おぇすけ いぇとうすくうお くぇ あうゃけすくうすっ. ┿おけ ぇきっさうおぇくっちなす こさうっきっ  こさっしすうあくぇすぇ 

けそっさすぇ くぇ させしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ ょぇ さっおかぇきうさぇ させしおぇすぇ けさなあっえくぇ うくょせしすさうは,  すけ すけゃぇ 
くはきぇ ょぇ っ こなさゃうはす  さっおかぇきっく ぇくゅぇあうきっくす くぇ ]っゅぇか. ′ぇ うきっすけ きせ うきぇ ゃっつっ っくっさゅうえくぇ 
くぇこうすおぇ, くけしっとぇ くぇいゃぇくうっすけ „]ゃっすおぇゃうちぇすぇ くぇ ]っゅぇか”,  こさけういゃっあょぇくぇ こけ かうつくぇ ぉうか-
おけゃぇ さっちっこすぇ くぇ  ぇおすぬけさぇ,  おぇおすけ う しこっちうぇかっく こぇさそのき. 
]っゅぇか うきぇ くぇょ 30 そうかきぇ ゃ おうくけすけ, ういゃっしすっく っ う おぇすけ ょけぉなさ おうすぇさうしす, ぇゃすけさ う  ういこなか-

くうすっか くぇ こけこ う ぉかせし こっしくう, さっあうしぬけさ , こさけょせちっくす う しちっくぇさうしす. 

                                                                             
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

′けゃ けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか うきぇ ゃっつっ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす. ] 
さってっくうっ くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす けす きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ いぇ 

ゅせぉっさくぇすけさ くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ っ くぇいくぇつっくぇ 42-ゅけょうてくぇすぇ 
╅うゃおぇ ┿かぇょあけゃぇ. ╃なかゅう ゅけょうくう すは っ ぉうかぇ いょさぇゃっく うくしこっおすけさ ゃ 
》╄╇ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ¨す 2006 ゅ. ょけ 2011 ゅ. っ くぇつぇかくうお-けすょっか „┿ょ
きうくうしすさぇすうゃくけ-しすけこぇくしおう” ゃ [╇¨╉¨╆. ¨す き. きぇさす 2011 ゅ. っ ゅか. 
うくしこっおすけさ ゃ ¨ぉかぇしすくぇすぇ ょうさっおちうは こけ ぉっいけこぇしくけしす くぇ たさぇくう ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶さう ゃしすなこゃぇくっすけ しう ゃ ょかなあくけしす ┿かぇょあけゃぇ  けぉっとぇ 
ょぇ っ つっしすくぇ う けすおさうすぇ し たけさぇすぇ う いぇはゃう: 
„】っ しかっょゃぇき こけかうすうおぇすぇ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ う とっ さぇぉけすは いぇ しすぇ

ぉうかういうさぇくっ くぇ うおけくけきうつっしおけすけ こけかけあっくうっ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
ぇゃすけさうすっすぇ くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 】っ さぇぉけすは いぇ ゃさなとぇくっ くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ くぇ たけさぇすぇ ゃ かうちっすけ くぇ ょなさあぇゃくうすっ うくしすうすせちうう, おけうすけ 
いぇとうすぇゃぇす うくすっさっしうすっ くぇ けぉうおくけゃっくうは つけゃっお う くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ 
しないょぇゃぇす さぇぉけすくう きっしすぇ”.
╉なき きけきっくすぇ ゃしっ けとっ くっ しぇ けこさっょっかっくう くけゃうすっ いぇきっしすくうちう くぇ 

┿かぇょあけゃぇ, おけうすけ とっ すさはぉゃぇ ょぇ こけっきぇす しなけすゃっすくうすっ さっしけさう. 
┿かぇょあけゃぇ っ ゃすけさぇすぇ あっくぇ, おけはすけ こけっきぇ くぇえ-ゃうしけおうは ょなさあぇゃっく こけしす ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇ

ゅけさぇ. ‶さっょう くっは ょゃぇ きぇくょぇすぇ すけいう こけしす しっ いぇっきぇてっ けす ╋ぇさうは ′っえおけゃぇ /′╃]╁/. ′けゃぇすぇ 
ゅせぉっさくぇすけさおぇ っ つかっく くぇ ╀]‶ けす 13 ゅけょうくう. ¨す 2002 ゅ. ょけ くぇしすけはとうは きけきっくす っ つかっく くぇ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす くぇ ╀]‶ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ]っおさっすぇさ っ くぇ こぇさすうえくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは „『っくすなさ” ゃ 
けぉかぇしすくうは ゅさぇょ. ╃っかっゅぇす っ くぇ 48-は ╉けくゅさっし くぇ ╀]‶.
╁かぇょっっ ぇくゅかうえしおう う させしおう っいうお. ╇きぇ ょなとっさは くぇ 22 ゅけょうくう.
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╆ぇ ょぇ しっ しこさっ こさけちっしなす, 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃいっきぇす しこって
くう きっさおう う ょぇ いぇこけつくっ しぇ
くうすぇさくぇ しっつ くぇ ぉけかくうすっ 
ょなさゃっすぇ し ちっか ょぇ しっ こさっょ
こぇいう ゅけさぇすぇ けす きぇしけゃけ いぇ
さぇいはゃぇくっ. 
〈さっゃけあくけすけ きぇしけゃけ しな

たくっくっ こけ ぉっかうは う つっさっく 
ぉけさ ゃ さぇえけくぇ, ゃ す. つ. う くぇ 
〈のかぉっすけ, っ いぇぉっかはいぇくけ 

‶っすなさ 』せたけゃ っ くけゃう
はす, 12-すう くけしうすっか 

くぇ ╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ 
おけくおせさしぇ いぇ かのぉけゃくぇ かう
さうおぇ „╋ぇゅうはすぇ ╊のぉけゃ”, 
けさゅぇくういうさぇく すぇいう ゅけょう
くぇ けす ]ょさせあっくうっ „╉せかぇ” 
し こけょおさっこぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. 
╁すけさけすけ う すさっすけすけ きはしすけ 

しぇ いぇ ]くっあぇくぇ ╇ゃぇくけゃぇ う 
′ぇすぇかうは 『ゃっすぇくけゃぇ. ′ぇ

けとっ こさっょう 6 ゅけょうくう, ゃっょくぇゅぇ しかっょ ゅけかっきうすっ こけあぇさう, ょけゃっ
かう ょけ ういこっこっかはゃぇくっ う いぇゅうゃぇくっ くぇ しすけすうちう たうかはょう ょっおぇさう 
ゅけさぇ ゃ さっゅうけくぇ. ‶なさゃう すけゅぇゃぇ いぇ きぇしけゃけすけ しなたくっくっ ぇかぇさきう
さぇす ゅさぇあょぇくう う こさうさけょけかのぉうすっかう.  
¨とっ すけゅぇゃぇ っおしこっさすうすっ しっ さぇいょっかはす くぇ ょゃっ: しこけさっょ っょくう

すっ, しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ ゃうょ  ぉけかっしす こけ ょなさゃっすぇすぇ, ぇ ょさせゅう しぇ くぇ 
きくっくうっ, つっ こさうつうくうすっ しぇ おけきこかっおしくう う ゃ すはた うきぇ つけゃっておぇ 
くぇきっしぇ. 
〈ぇいゅけょうてくけすけ きぇしけゃけ しなたくっくっ っ  さっいせかすぇす, しこけさっょ すはた, くぇ 

ゃうしけおうすっ すっきこっさぇすせさう こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おけきぉうくうさぇくう 
う し ゅけかはきぇ しせてぇ - そぇおすけさう, しないょぇかう ぉかぇゅけこさうはすくう せしかけゃうは 
いぇ こけはゃぇすぇ くぇ おけさっくけゃぇすぇ ゅなぉぇ こけ ぉけさけゃうすっ ょなさゃっすぇ. 
[っいせかすぇすなす けす くっは っ ゃうょうき こけ ょなさゃっすぇ: ういしなたゃぇす うゅかうちうすっ, 

おけさけくぇすぇ, しすなぉかけすけ, こぇょぇす てうてぇさおうすっ, くぇおさぇは しなたくっ う しぇ
きけすけ ょなさゃけ.  
┿おけ ぉけさけゃぇすぇ っこうょっきうは くっ ぉなょっ けゃかぇょはくぇ ゃ おなしう しさけおけゃっ, 

けこぇしくけしすすぇ けす こさっゃさなとぇくっすけ くぇ おうすくうは う しさぇゃくうすっかくけ ゃしっ 
けとっ いっかっく さぇえけく ゃ ゅけかう たなかきけゃっ っ けゅさけきくぇ. ╃させゅ っ ゃなこさけしなす 
ょぇかう しぇくうすぇさくぇすぇ しっつ, こけおさぇえ おけはすけ ゃうくぇゅう いぇゅうゃぇす う ょさせゅう 
ょなさゃっすぇ, っ さってっくうっすけ くぇ こさけぉかっきぇ うかう きけゅぇす ょぇ しっ すなさしはす う 
ょさせゅう ゃぇさうぇくすう いぇ しこぇしはゃぇくっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゅけさぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

] うしおさっくぇ う ぉかっしすはとぇ さぇょけしす ゃう ういゃっしすはゃぇきっ, つっ くぇ 15-すう のくう, ゃ かっすけ 2013-すけ, くっ 
おけえ ょぇ っ, ぇ かうつくうはす ╄おしこっさす いぇ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくしおう しなゃっすくうお ゃっつっ すさっすう きぇくょぇす 

╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ, こけ こさういゃぇくうっ う こさけそっしうは ょけぉなさ ぉぇくおっさ, う くっゅけゃぇすぇ つぇさけゃくぇ しなこさせ-
ゅぇ ‶っすは ‶っすおけゃぇ, しすぇくぇたぇ すなしす う... すなとぇ. 
‶さうつうくぇすぇ いぇ こさけきはくぇすぇ ゃ しすぇすせしぇ うき ぉっ すはたくぇすぇ こなさゃけさけょくぇ う こさっおさぇしくぇ ょなとっさは 

╇ゃっかうくぇ, こけょぇさうかぇ しなさちっすけ しう くぇ くっゃっさけはすくうは ╄きうか. 
]ゃぇすぉっくけすけ すなさあっしすゃけ う ゅけとぇゃおぇすぇ しっ しなしすけはたぇ くぇ ういうしおぇくけ きはしすけ ゃ しすけかうちぇすぇ. 
] けしけぉっくぇ ょさぇゅけしす, ぇ おぇおすけ っ ゃうょくけ う けす そけすけしぇ, ゃう けすぉっかはいゃぇきっ, つっ きかぇょけあっくおぇすぇ 

ゅさっってっ ゃ けしかっこうすっかくぇ さけおかは けす ょゃっ つぇしすう, ょっかけ くぇ きけょくぇ おなとぇ „′っゃっくぇ“. 
]さっょ おせこうとぇすぇ ょぇさけゃっ - けす こさっおさぇしくう こけ-こさっおさぇしくう, しっ けすかうつう しゃぇすぉっくうはす ょぇさ くぇ 

とぇしすかうゃうすっ さけょうすっかう ‶っすおけゃう :))) しっさゃうい いぇ たさぇくっくっ - せくうおぇす. 
′ぇ きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ - とぇしすうっ う かのぉけゃ ょぇ こさっこなかゃぇす ょくうすっ うき, おせこ ょっちぇ ょぇ けゃうおぇす 

ょけきぇ うき, ぇ くぇ とぇしすかうゃうすっ うき さけょくうくう -  しうぉうさしおけ いょさぇゃっ, いぇ ょぇ しっ さぇょゃぇす くぇ とぇしすうっすけ 
くぇ しゃけうすっ ょっちぇ!

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╁ さぇいかうつくう ゃさっきっくぇ う ゃ さぇいかうつくう しすさぇくう たけさぇすぇ さってぇゃぇ-
かう こさけぉかっきぇ し くぇょくけさきっくけすけ すっゅかけ こけ さぇいかうつっく くぇつうく. ╁ 

ょさっゃくうは ╄ゅうこっす くけしっかう おけさしっすう, ゃ ╉うすぇえ こうっかう いっかっく つぇえ, ぇ 
ゃ ╂なさちうは たけょっかう くぇ ぉぇくは. ╃くっし うきぇ きくけゅけ こけゃっつっ くぇつうくう いぇ 
しこさぇゃはくっ し  ういかうてくうすっ おうかけゅさぇきう. ╃うっすけかけいうすっ う しこっちうぇかう-
しすうすっ こけ いょさぇゃけしかけゃくけ たさぇくっくっ うきぇす しゃけっ  いかぇすくけ こさぇゃうかけ: 
すっゅかけすけ くぇ いょさぇゃうは つけゃっお ゃ いさはかぇ ゃないさぇしす くっ ぉうゃぇ ょぇ  くぇょゃう-
てぇゃぇ すっゅかけすけ きせ し こけゃっつっ けす 3-4 おうかけゅさぇきぇ けす すけゃぇ, おけっすけ っ 
うきぇか くぇ 24 ゅけょうくう. ‶さう ゃしうつおう ょさせゅう しかせつぇう しっ おぇしぇっ うかう いぇ 
ぉけかっしすくう そぇおすけさう, けすおかのつゃぇとう くぇこなかくはゃぇくっすけ, うかう いぇ こさっ-
おぇかっくぇ せこけすさっぉぇ くぇ たさぇくぇ う かけてぇ ょゃうゅぇすっかくぇ おせかすせさぇ. 
┿おけ ゃっつっ しすっ こさっおぇかうかう し おうかけゅさぇきうすっ, ぇ うきぇすっ あっかぇくうっ いぇ 

ょけぉさぇ そうゅせさぇ, ゃう けつぇおゃぇ ょなかゅぇ „けおけこくぇ” ゃけえくぇ し おうかけゅさぇきうすっ, 
おけはすけ いぇこけつゃぇ し こさけきはくぇ くぇ くぇつうくぇ くぇ きうしかっくっ う くぇ さっあうきぇ.
╄すけ ゃう う „いかぇすくうすっ こさぇゃうかぇ”, いぇ ょぇ ういかっいっすっ こけぉっょうすっか けす くっは. 

1. ╁けょっすっ しう ょくっゃくうお. 
′ぇうしすうくぇ っ しおせつくけ ょぇ けすぉっ-
かはいゃぇて くぇ たぇさすうは ゃしはおぇ こけ-
ゅなかくぇすぇ たぇこおぇ う ゃしはおけ くぇ-
こさぇゃっくけ そういうつっしおけ せしうかうっ. 
′け こしうたけかけいうすっ すゃなさょはす, つっ 
こけきぇゅぇ. 〈ぇおぇ ゃさないおぇすぇ きっあょせ 
こぇさつっすけ てけおけかぇょけゃぇ すけさすぇ 
う こせおぇとうすっ しっ こけ てっゃけゃっ-
すっ こぇくすぇかけくう ゃっょくぇゅぇ しすぇゃぇ 
けつっゃうょくぇ.

2. ′っ こさっくっぉさっゅゃぇえすっ 
ぉさけっくっすけ くぇ おぇかけさううすっ. 
╁しはおぇ しせすさうく こうっすっ おぇそっすけ 
しう し 2-3 ぉうしおゃうすおう. 〈っ しなょなさ-
あぇす 15-20 おぇか. ╆ぇ ゅけょうくぇ すっ 
とっ しっ こさっゃなさくぇす ゃ おうかけゅさぇき - 
ょゃぇ ういかうてくう きぇいくうくう. ╇いゃけ-
ょなす: けすおぇあっすっ ぉうしおゃうすおうすっ.

3. ╁くうきぇゃぇえすっ ょくっゃくけ-

すけ きっくの ょぇ くっ しかういぇ こけょ 
1800 おぇか. ╇ っょくけすけ, う ょさせ-
ゅけすけ っ ゃさっょくけ いぇ そうゅせさぇすぇ.

4. ′っ しっ せゃかうつぇえすっ こけ 
ぉっかすなつくうすっ ょうっすう. ] すはた 
とっ しゃぇかはすっ おうかけゅさぇきう しぇきけ 
こなさゃうすっ 2-3 しっょきうちう. ╇ すけ 
いぇ しきっすおぇ くぇ ういたゃなさかっくぇすぇ 
ゃけょぇ. ┿ おぇすけ ぉけくせし とっ こけかせ-
つうすっ ゅかぇゃけぉけかうっ う しかぇぉけしす.

5. ]ないょぇえすっ しう くぇゃうお ょぇ 
しっ たさぇくうすっ こけ ゅさぇそうお. 
〈ぇおぇ くうゃけすけ くぇ いぇたぇさすぇ ゃ 
おさなゃすぇ とっ しっ しすぇぉうかういうさぇ, ぇ 
けさゅぇくういきなす ゃう とっ いぇこけつくっ ょぇ 
けつぇおゃぇ たさぇくぇ ゃ けこさっょっかっくう 
つぇしけゃっ.

6. ′っ けしすぇゃはえすっ けさゅぇくう-

いきぇ しう ぉっい たさぇくぇ こけゃっつっ 
けす 4 つぇしぇ. 〈けゃぇ ゃう ゅぇさぇくすう-
さぇ, つっ くはきぇ ょぇ こさっゅかぇょくっっすっ, 
ぇ しかっょ すけゃぇ ょぇ こさっはょっすっ.

7. ╆ぇょなかあうすっかくけ しっ いぇ-

くうきぇゃぇえすっ しなし しこけさす. ╃けさう 
う ょぇ ゃくうきぇゃぇすっ し おぇかけさううすっ. 
╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ いぇっょくけ 
し きぇいくうくうすっ とっ しう けすうょぇす う 
きせしおせかうすっ.

8. ¨すょっかっすっ しこっちうぇかくけ 
ゃくうきぇくうっ くぇ せこさぇあくっくう-

はすぇ いぇ ぉっょさぇすぇ う すぇかうはすぇ.

9. ]きっくっすっ こぇさそのきぇ しう. 
]こけさっょ せつっくう けす 』うおぇゅしおうは 
せくうゃっさしうすっす, あっくうすっ, うい-
こけかいゃぇとう ちゃっすくう ぇさけきぇすう, 
しっ しすさせゃぇす くぇ きなあっすっ し 5-6 おゅ 

こけ-かっおう.

10. ╉けそっうくなす こけょこけきぇゅぇ 
さぇいゅさぇあょぇくっすけ くぇ きぇいくう-

くうすっ. 〈ぇおぇ つっ - つぇておぇ つっさくけ 
おぇそっ しかっょ しうす けぉはょ とっ ゃう っ 
しぇきけ けす こけかいぇ. ′け くっ こさっおぇ-
かはゃぇえすっ. 〉こけすさっぉぇすぇ くぇ きくけゅけ 
おぇそっ っ しさっょ こさうつうくうすっかうすっ 
くぇ ちっかせかうすぇ.

11. ]ょなゃつっすっ おかけくおぇ きぇゅ-

ょぇくけい. ′っゅけゃうはす ゅけさつうゃ ゃおせし 
とっ くぇきぇかう ぇこっすうすぇ ゃう. ┿ ゃ 
くっゅけ しっ しなょなさあぇす う けぉっいゃけょ-
くはゃぇとう しなしすぇゃおう.

12. ′うおけゅぇ くっ こさけこせしおぇえ-

すっ いぇおせしおぇすぇ. ╁ こさけすうゃっく 
しかせつぇえ くっこさっおなしくぇすけ とっ ゃう 
すっゅかう おなき ゃしはおぇおゃう いぇぉさぇくっ-

くう たさぇくう う こけ ゃしはおぇ ゃっさけはす-
くけしす くはきぇ ょぇ せしすけうすっ くぇ ういおせ-
てっくうっすけ.

13. ╆ぇこけつくっすっ ょっくは し おう-

しっかけ きかはおけ. 〉つっくう けす せくう-
ゃっさしうすっすぇ ゃ 〈っくっしう すゃなさょはす, 
つっ たけさぇすぇ, おけうすけ ういはあょぇす こけ 
500 ゅ けす すけいう こさけょせおす くぇ ょっく 
ゅせぉはす し 60% こけゃっつっ きぇいくうくう, 
けすおけかおけすけ すっいう, おけうすけ こさけしすけ 
くぇきぇかはゃぇす けぉっきぇ くぇ こけさちううすっ 
しう.

14. ╇いこけかいゃぇえすっ こさぇゃう-

かけすけ いぇ 10-すっ きうくせすう. ┿おけ 
ゃう しっ はょっ くっとけ しかぇょおけ, ういつぇ-
おぇえすっ 10 きうくせすう. ′け くっ, いぇ ょぇ 
せしこっっすっ ょぇ しう おせこうすっ きけさっくぇ, 
ぇ いぇ ょぇ さぇいぉっさっすっ ょぇかう くぇうし-
すうくぇ しすっ ゅかぇょくう.

15. ╇きぇ こさぇゃうかけ いぇ 20-すっ 
きうくせすう. ┿おけ しすっ しっ くぇけぉはょゃぇ-
かう いぇ こけ-きぇかおけ けす 20 きうくせすう, 
きけいなおなす ゃう こさけしすけ くっ っ せしこはか 
ょぇ こけかせつう うくそけさきぇちうは, つっ 
しすっ しうすう.

16. ╉せこせゃぇえすっ こさけょせおすう 
しぇきけ し こなかっく しすけきぇた. 〈ぇおぇ 
とっ ゃう っ こけ-かっしくけ ょぇ しかっょゃぇすっ 
ゅかぇしぇ くぇ さぇいせきぇ う ょぇ ういぉはゅゃぇ-
すっ おけゃぇさくうすっ しなぉかぇいくう.

17. 』っすっすっ ゃくうきぇすっかくけ 
っすうおっすうすっ. ╉けゅぇすけ さぇいぉっさっ-
すっ, つっ こけょ おさぇしうゃぇすぇ けこぇおけゃ-
おぇ しっ しなょなさあぇす 500 おぇか. う 30 
% きぇいくうくう, っょゃぇ かう とっ こけうし-
おぇすっ ょぇ は おせこうすっ.

 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

ゅさぇょうすっ けす おけくおせさしぇ ぉはたぇ さぇいょぇょっくう ゃ しなぉけすくうは ょっく くぇ 7-きう 
のくう. ╉けくおせさしなす っ しないょぇょっく けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ゃっしすくうお 
„╇しおさぇ”. ‶さっい ゅけょうくうすっ っ ぉうか つぇしす けす しなぉうすうはすぇ ゃ ‶さぇいくう
おぇ くぇ さけいぇすぇ う 』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう. ╆ぇ こさなゃ こなす, しかっょ 
っょくけゅけょうてくけ こさっおなしゃぇくくっ, おけくおせさしなす, おけえすけ しなぉさぇ 104 
せつぇしすくうちう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, しっ けさゅぇくういうさぇ けす くけゃけすけ ]ょさせ
あっくうっ „╉せかぇ”, ういょぇすっか けす くはおけかおけ きっしっちぇ くぇ おぇいぇくかなておけすけ 
かうすっさぇすせさくけ しこうしぇくうっ. 
』せたけゃ っ さけょっく こさっい 1961 ゅ. ゃ ]けそうは. ╀ぇおぇかぇゃなさ っ こけ ぉうぉ

かうけすっつくう くぇせおう う きぇゅうしすなさ こけ しけちうけかけゅうは くぇ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす „]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう“. ┿ゃすけさ っ くぇ 9 おくうゅう, 
しさっょ おけうすけ „╂さぇょうくぇすぇ くぇ しかぇぉぇすぇ さっぇかくけしす“  - 1995 /くぇゅさぇ
ょぇ いぇ ょっぉのす くぇ おけくおせさしぇ „ぃあくぇ こさけかっす“/, „[せくう“ , „╋せかっすけ 
くぇ ‶っょさけ“ /1999 - おくうゅぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ くぇ しこ. „╄ゅけうしす“/, „‶さけ
ゃうくちうう“, „╋ぇかおう ょくう“ /2002 -  くぇちうけくぇかくぇ くぇゅさぇょぇ いぇ こけっ
いうは „╇ゃぇく ′うおけかけゃ“/, „]くっあくう つけゃっちう“ – 2003 /しこっちうぇかくぇ 
くぇゅさぇょぇ くぇ おけくおせさしぇ いぇ くけゃ ぉなかゅぇさしおう さけきぇく „[ぇいゃうすうっ“/, 
„‶け-しおけさけ くうおけゅぇ“  - 2004, こけ おけはすけ くはおけかおけ ゅけょうくう しっ うゅ
さぇっ しこっおすぇおなか, けしなとっしすゃっく けす 〈っぇすなさ-かぇぉけさぇすけさうは @かきぇ @
かすっさ. ╇きぇ ょゃせっいうつくぇ おくうゅぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう う ぇくゅかうえしおう し たぇえ
おせ う しっくさの „╀っいけこぇしくう うゅかう“, ゃおかのつっく ゃ きくけゅけ ぇくすけかけゅうう ゃ 
╀なかゅぇさうは う ゃ つせあぉうくぇ, こさっゃっあょぇく くぇ ぇくゅかうえしおう, そさっくしおう, 
くっきしおう, うしこぇくしおう, はこけくしおう, させしおう, つっておう, かうすけゃしおう, せく
ゅぇさしおう, させきなくしおう, すせさしおう, しさなぉしおう, たなさゃぇすしおう, しかけゃっくしおう, 
きぇおっょけくしおう. ‶うてっ たぇえおせ う しゃなさいぇくうすっ し くっゅけ そけさきう くぇ ぇく
ゅかうえしおう, こせぉかうおせゃぇくう ゃ きくけゅけ ういょぇくうは こけ しゃっすぇ.
′けしうすっか くぇ きくけあっしすゃけ くぇゅさぇょう, 』せたけゃ しこっつっかう すうは ょくう う 

すさっすけ きはしすけ ゃ すさっゃくっくしおうは かのぉけゃっく おけくおせさし „]かぇゃっえおけゃぇ 
くぇゅさぇょぇ”. 』せたけゃ っ ぇゃすけさ う くぇ きくけゅけ こっしくう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

¨ぉとうくしおうはす しなゃっすくうお ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす くぇ ╉ぇいぇくかなお う ぉうゃて 
いぇきっしすくうお-おきっす こけ たせきぇくうすぇさくぇすぇ こけかうすうおぇ ぃかうはくぇ ‶ぇかぇいけ

ゃぇ っ ょっこけいうさぇかぇ きけかぉぇ いぇ くぇこせしおぇくっ くぇ しなゃっすぇ, くぇせつう 〈┿. ]こけさっょ 
‶ぇかぇいけゃぇ, きけすうゃうすっ え ょぇ くぇこせしくっ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ 
かうつくう. ′╃]╁ っ かうぉっさぇかくぇ こぇさすうは う こさう くぇし きくけゅけ ょなさあうき くぇ こさうっき
しすゃっくけしすすぇ. ╄すけ いぇとけ けすしすなこゃぇき きはしすけ くぇ しかっょゃぇとうは くぇて つかっく, おぇいぇ 
しこっちうぇかくけ いぇ 〈┿ ‶ぇかぇいけゃぇ. ]かっょ さってっくうっ くぇ ¨╇╉ ゃ ゅさぇょぇ きはしすけすけ 
くぇ ぃかうはくぇ ‶ぇかぇいけゃぇ ゃ おぇいぇくかなておうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす とっ いぇっきっ [ぇ
ょけしかぇゃ [ぇつっゃ. 〈けえ ゃっつっ うきぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう っょうく きぇくょぇす おぇすけ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお. 

╉ぇいぇくかなお っ しさっょ ゅさぇょけゃっすっ, ゃおかのつうかう しっ ゃ くぇちうけくぇかくうすっ こさけすっしすう, いぇこけつくぇかう きうくぇかぇすぇ 
しっょきうちぇ しさっとせ くぇいくぇつぇゃぇくっすけ くぇ ╃っかはく ‶っっゃしおう いぇ てっそ くぇ ╃┿′]. ╋っあょせ 100 う 300  

ゅさぇあょぇくう ゃしはおぇ ゃっつっさ しっ しなぉうさぇす くぇ こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし” ゃ ゅさぇょぇ, いぇ ょぇ ういさぇいはゃぇす くっょけ
ゃけかしすゃけすけ しう けす こけかうすうおぇすぇ くぇ くけゃうすっ せこさぇゃかはゃぇとう う くぇいくぇつっくうっすけ くぇ ‶っっゃしおう いぇ てっそ くぇ 
っょくぇ けす ゃないかけゃうすっ しすさせおすせさう ゃ しそっさぇすぇ くぇ しうゅせさくけしすすぇ せ くぇし.

] 6% しぇ くぇきぇかっかう ぉけかくうつくうすっ かっゅかぇ ゃ いょさぇゃ
くうすっ いぇゃっょっくうは くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 

しぇきけ いぇ ゅけょうくぇ, しすぇゃぇ はしくけ けす こせぉかうおせゃぇく ゅけょう
てっく けすつっす くぇ いょさぇゃくうすっ いぇゃっょっくうは ゃ けぉかぇしすすぇ. 
]こけさっょ ょぇくくうすっ, ゃ 16-すっ いょさぇゃくう いぇゃっょっくうは ゃ 

]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす うきぇ  2 458 ぉけかくうつくう かっゅ
かぇ. ╆ぇゃっょっくうはすぇ いぇ ういゃなくぉけかくうつくぇ こけきけと しぇ 91 
し 34 かっゅかぇ, ぇ ょさせゅうすっ かっつっぉくう う いょさぇゃくう いぇゃっょっ
くうは しぇ 7 し 365 かっゅかぇ. ╁ しさぇゃくっくうっ し 2011 ゅけょうくぇ 
かっゅかけゃうはす そけくょ くぇ ぉけかくうちうすっ  っ くぇきぇかはか し 6% う 
こさうつうくぇすぇ いぇ すけゃぇ っ しなおさぇとぇゃぇくっすけ くぇ ぉけかくうつ
くうすっ いぇゃっょっくうは.
¨すくっしっくけ おなき けぉとうは ぉさけえ くぇ あうすっかうすっ くぇ けぉ

かぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, くぇ 10 たうかはょう ょせてう しっ こぇょぇす 
75 ぉけかくうつくう かっゅかぇ. 
╁ おさぇは くぇ 2012 ゅ. くぇ けしくけゃっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ ゃ かっつっぉくうすっ う いょさぇゃくう いぇゃっょっくうは ゃ けぉかぇし

すすぇ こさぇおすうおせゃぇす 1 398 かっおぇさう. ]すけきぇすけかけいうすっ しぇ  282-きぇ, ぇ きっょうちうくしおうすっ しこっちうぇかうしすう こけ 
いょさぇゃくう ゅさうあう - 2 360, おぇすけ 1635 けす すはた しぇ きっょうちうくしおう しっしすさう. ╁ かっつっぉくうすっ う いょさぇゃくう 
いぇゃっょっくうは くぇ けしくけゃっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ さぇぉけすはす う 1 978 ょせてう ょさせゅ こっさしけくぇか し くっきっょうちうくしおけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ.
╁ いぇゃっょっくうはすぇ いぇ ぉけかくうつくぇ こけきけと /ぉけかくうちう う ちっくすさけゃっ しなし しすぇちうけくぇさ/ こさぇおすうおせゃぇす 695 

かっおぇさう. ╋っょうちうくしおうすっ しこっちうぇかうしすう こけ いょさぇゃくう ゅさうあう しぇ 1429, けす おけうすけ 1050 しぇ きっょうちうく
しおう しっしすさう.
╃あうこうすぇすぇ しぇ 256 ゃ ちはかぇすぇ けぉかぇしす うかう 18.3% けす ゃしうつおう こさぇおすうおせゃぇとう かっおぇさう ゃ けぉかぇし

すすぇ. ]かっょ すはた しぇ しこっちうぇかうしすうすっ こけ ゃなすさってくう ぉけかっしすう /69/ う ぇくっしすっいうけかけゅうは う うくすっくいうゃくけ 
かっつっくうっ /69/. 》うさせさいうすっ しぇ 66, ぇ ぇおせてっさ-ゅうくっおけかけいうすっ 65.
‶け ょぇくくう くぇ けそうちうぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, けしうゅせさっくけしすすぇ し かっおぇさう ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ゃ 

おさぇは くぇ 2012 ゅけょうくぇ っ 42.4 くぇ 10 000 ょせてう けす くぇしっかっくうっすけ, ぇ くぇ かっおぇさう こけ ょっくすぇかくぇ きっょう
ちうくぇ - 8.5 くぇ 10 000 ょせてう けす くぇしっかっくうっすけ. ‶けおぇいぇすっかはす いぇ けしうゅせさっくけしす し かっおぇさう ゃ けぉかぇしすすぇ 
っ こけ-ゃうしけお けす しさっょくうは いぇ しすさぇくぇすぇ /39.3/.

╁ ╄ゃさけこぇ きくけゅけ しっ ちっくう いぇぉさぇくぇすぇ いぇ こせてっくっ, ぇ 
ゃさっょぇすぇ いぇ うおけくけきうおぇすぇ けす すけゃぇ くうおなょっ くっ っ 

ょけおぇいぇくぇ. 〈けゃぇ おぇいぇ こさう こけしっとっくうっすけ しう ゃ ╉ぇいぇく
かなお ぉなかゅぇさしおうはす っゃさけおけきうしぇさ ╉さうしすぇかうくぇ ╂っけさゅう
っゃぇ. 〈は ういさぇいう くぇょっあょぇ, つっ ぉなかゅぇさしおうすっ ょなさあぇゃ
くうちう とっ いぇこぇいはす こけしすうゅくぇすけすけ ゃ すけいう しきうしなか ょけ 
しっゅぇ う とっ しっ こけゅさうあぇす いぇ いょさぇゃっすけ くぇ ぉなかゅぇさうすっ. 

╄ゃさけおけきうしぇさ ╉さうしすぇかうくぇ ╂っけさゅうっゃぇ  こけしっすう ╉ぇいぇくかなお しなし しゃけは 20- つかっくっく っおうこ, こけかけゃうくぇすぇ けす おけえすけ しっ しなしすけう 
けす ぉなかゅぇさう. ╁ういうすぇすぇ え っ ゃ けすゅけゃけさ くぇ けすこさぇゃっくぇすぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ けす おきっすぇ くぇ ゅさぇょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こけおぇくぇ 
ょぇ こけしっすう ╉ぇいぇくかなお こけ ゃさっきっ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ, おけえすけ こさけょなかあぇゃぇ ょけ 24-すう のくう. 
〈は ょぇょっ ゃうしけおぇ けちっくおぇ くぇ おぇいぇくかなておけすけ ょけきぇおうくしすゃけ くぇ こさっゃなさくぇかうは しっ ゃっつっ ゃ すさぇょうちうは くぇちうけくぇかっく しなぉけさ くぇ 

さぇょうけかのぉうすっかうすっ. ′っゅけゃ けしくけゃっく ょゃうゅぇすっか っ ╁かぇょうきうさ ╃ぇしおぇかけゃ, おけえすけ っ ょなかゅけゅけょうてっく しかせあうすっか くぇ „┿さしっくぇか”.  
‶けしっとっくうっすけ くぇ っゃさけおけきうしぇさ ╂っけさゅうっゃぇ くぇ しなぉけさぇ くぇ さぇょうけかのぉうすっかうすっ っ あっしす くぇ せゃぇあっくうっ おなき すはたくぇすぇ さぇぉけすぇ 
う こさういくぇすっかくけしす いぇ くっけちっくうきぇすぇ うき こけきけと ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ こさう ぉっょしすゃうは う ぇゃぇさうう. 
“┿い しなき ゅけかはき すったっく そっく”, おぇいぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉなかゅぇさしおうはす っゃさけおけきうしぇさ う いぇはゃう, つっ ゃ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ おけきうしうは しっ けぉしなあょぇ ゃないきけあくけしすすぇ いぇ うくしすうすせちうけくぇ

かういうさぇくっ くぇ ょっえくけしすすぇ くぇ さぇょうけかのぉうすっかうすっ う ゃおかのつゃぇくっすけ うき ゃ こさっゃぇくすうゃくぇすぇ ぉけさぉぇ し ぉっょしすゃうはすぇ. 
¨ちっくおぇ いぇ ょけぉさぇすぇ う ゃうしけおけたせきぇくくぇ さぇぉけすぇ くぇ くぇょ 6-すっ たうかはょう ぉなかゅぇさしおう さぇょうけかのぉうすっかう っ う ぉなかゅぇさしおけすけ ょけきぇおうくしすゃけ くぇ ]ゃっすけゃくうは おけくゅさっし くぇ さぇ

ょうけかのぉうすっかうすっ ょけゅけょうくぇ こさっい しっこすっきゃさう ゃ おせさけさすぇ “┿かぉっくぇ”. 
》さけくうおぇすぇ こけょゅけすゃう: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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“╋っょうちうくしおう 『っくすなさ - ┿[]╄′┿╊” ╄¨¨╃, ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100 /‶けかうおかうくうおぇ ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃/
せか. ”╉かうきっくす” わ1, /╀うゃてぇ いなぉけすったくうつっしおぇ かぇぉけさぇすけさうは ょけ ¨ぉとうくぇすぇ/
せか.”]すぇさぇ こかぇくうくぇ” わ12, /‶けかうおかうくうおぇ ょけ [けいぇさうせきぇ, っす. 4. おぇぉうくっす 97/

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

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

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

╇ぇ『╇¨〈 ╇ 》『╅╇¨]〉╅【╅ 》《』《[╅

Продължение от стр. 1 Продължение от стр. 1 〈╅『¨っ - 】』〈¨╇[╅【╅ 《【 ╅]╊っ【╅ 〉╅ 』]╅╇╅【╅
╄ょくけ しかなくつっゃけ きけきうつっ けす  „┿さしっくぇか” ゃしはおぇ しせすさうく おぇいゃぇ ”╃けぉさけ せすさけ!”, ぇ ゃっつっさ ”╊っおぇ くけと” し せしきうゃおぇすぇ しう, いぇこっつぇすぇくぇ けす そけすけけおけすけ くぇ ╋うさぇく 

╋ぇょっくょあうはく, こけょさっょうかけ ゅけさょけしすすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ ゃ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ.
╋ぇさうは 〈っくっゃぇ っ しこけおけえくぇ う とぇしすかうゃぇ きかぇょぇ あっくぇ -  きぇえおぇ くぇ きぇかおうは ┿かっおしぇくょなさ,  くぇ おけゅけすけ っ こけしゃっすうかぇ あうゃけすぇ しう こさっい こけしかっょくうすっ こっす ゅけょうくう, 

ういちはかけ けすょぇょっくう くぇ しっきっえしすゃけすけ. ╇ くぇ くけゃけすけ しう こけこさうとっ - „┿さしっくぇか”. ′ぇ こさなゃ こけゅかっょ, こさうしなしすゃうっすけ くぇ きかぇょう あっくう し うくすっかっおす う けつぇさけゃぇすっかくけ 
こさうしなしすゃうっ しはおぇて くっ っ すうこうつくけ いぇ „┿さしっくぇか”... ′ぇ こけゅかっょ ゃすけさう, けぉぇつっ, ゃ ╋ぇさうは しっ けすおさうゃぇす ゃっょくぇゅぇ すうこうつくうすっ いぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ すさぇょうちうは - 
こさっきっさっくぇ しおさけきくけしす, いぇょなかぉけつっく うくすっさっし おなき さぇぉけすぇすぇ, ぇそうくうすっす おなき ょけぉさうすっ おけかっゅうぇかくう けすくけてっくうは う しおかけくくけしす おなき こけょさっょっくけしす, おぇおゃぇすけ 
こさっょこさうはすうっすけ ょぇゃぇ し さっょけゃくけすけ しう さぇぉけすくけ ゃさっきっ, すぇおぇ あっかぇくけ けす きぇえおうすっ, おけうすけ けすゅかっあょぇす ょっちぇすぇ しう  こけつすう ぉっい こけきけとすぇ くぇ ぉぇぉう う ょはょけゃちう.

╆ぇゃけょ 2, ちった 150 っ きはしすけ-
すけ, おなょっすけ ╋ぇさうは けすうゃぇ くぇ 

さぇぉけすぇ し せしきうゃおぇ ゃしっおう ょっく. 
╄ょうくしすゃっくけすけ え けぉはしくっくうっ 
いぇ しけぉしすゃっくけすけ こさうしなしすゃうっ ゃ 
┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ っ かうつくう-
はす うくすっさっし おなき ゃしうつおけ, おけっすけ 
こさぇゃう: ”╆ぇ おさぇすおけすけ ゃさっきっ, 
けすおぇおすけ しなき ゃ „┿さしっくぇか”, せし-
こはた ょぇ くぇせつぇ こけゃっつっ いぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ, けすおけかおけすけ おけかっゅう, 
おけうすけ しぇ ちはか あうゃけす すせお. ‶けおぇ-
いぇた うくすっさっし おなき ゃしはおけ くっとけ, 
うしおぇき ょぇ いくぇき: ╆ぇとけ こさぇゃは 
すけゃぇ, おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ こさぇゃは? 
╉ぇお? ¨すおなょっ?  う ╃け おけゅぇ?... 
╊のぉけいくぇすっかくぇ しなき う くっ しなき 
ぉっいさぇいかうつくぇ おなき さぇぉけすぇすぇ”. 
]うゅせさくけ すけゃぇ っ いぇぉっかはいぇくけ, 
さぇいしなあょぇゃぇ しう ╋ぇさうは くぇ ゅかぇし, 
おけはすけ こさういくぇゃぇ, つっ っ ぉうかぇ うし-
すうくしおう ういくっくぇょぇくぇ けす ういぉけさぇ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ ょぇ は こさっょ-
かけあう いぇ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. 
′ぇせつぇゃぇ いぇ すけゃぇ っょゃぇ, おけゅぇすけ 
は こさぇとぇす いぇ しくうきおぇ こさう ╃う-
おさぇく...
╁しなとくけしす, ╋ぇさうは うょゃぇ ゃ けさな-

あっえくうちぇすぇ しかっょ しっさうけいっく あう-
すっえしおう ういぉけさ:

╆ぇきっくは きっつすぇすぇ
いぇ せつうすっかしすゃけすけ

し „┿さしっくぇか”

]すぇゃぇ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ しさっとぇ 
かのぉけゃすぇ - しなこさせゅぇ しう ]ゃっす-
かうく, すったくうつっしおう おけくしせかすぇくす 
ゃ きっしすくぇ おけきこのすなさくぇ そうさきぇ. 
╋ぇさうは しなあぇかはゃぇ こけくはおけゅぇ, つっ 
しっ っ けすおぇいぇかぇ けす しかっょゃぇくっすけ 
- くけ しぇきけ こけくはおけゅぇ. ╋ぇえおぇ え 
くぇ ゃさっきっすけ くぇこさぇゃうかぇ けぉさぇ-
すくけすけ: いぇきっくうかぇ „┿さしっくぇか” し 
せつうすっかしすゃけすけ... ╀ぇとぇ え, けぉぇ-
つっ, けしすぇゃぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ う っ 
こなさゃうはす くぇしすぇゃくうお, おけえすけ しな-
ゃっすゃぇ ╋ぇさうは おぇお ょぇ こけしすなこゃぇ, 

ゃっつっ おぇすけ つぇしす けす ゅけかはきけすけ ぇさしっくぇかしおけ しっきっえしすゃけ: 
”╀ってっ きう しすさぇくくけ, いぇ こさなゃ こなす ゃかういぇた ゃ こさっょこさう-
はすうっ...”. ¨す すけいう しなょぉけゃっく ういぉけさ - ぉさぇおなす, すうは ょくう 
╋ぇさうは う ]ゃっすかうく けすぉっかはいゃぇす 7-きぇ ゅけょうてくうくぇ. ̈ ぉう-
つぇす ょぇ ういかういぇす くぇゃなく ょぇ こさぇいくせゃぇす /おけゅぇすけ きけあっ, 
いぇとけすけ しうくつっすけ ┿かっおしぇくょなさ っ し こさっょうきしすゃけ.../. 
╇いけぉとけ - ┿かっおしぇくょなさ っ ゃうくぇゅう し こさっょうきしすゃけ - しっ-
きっえしすゃけすけ う こさっょう ゃしうつおう きぇきぇ ╋ぇさうは けすょっかはす ちは-
かけすけ しう こけつすう しゃけぉけょくけ ゃさっきっ いぇ ょっすっすけ. 〈ぇすおけすけ 
っ ょけしすぇ いぇっす う くっ こさけこせしおぇす てぇくし ょぇ ういかういぇす いぇっょ-
くけ, おけゅぇすけ きけゅぇす. ╋けさっすけ うき っ かのぉうきけすけ, いぇとけすけ 
しこけきっくなす くぇ ╋ぇさうは ょなさこぇ くぇすぇき: ”╋けっすけ ょっすしすゃけ 
きうくぇ ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しすぇくちうは ゃ ′っしっぉなさ...”.

′っしすうたゃぇとう けゃぇちうう しなこなすしすゃぇたぇ おさぇすおうは 
こさっしすけえ くぇ ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか“ ゃ ╊けくょけく. 

〈ぇくちぬけさうすっ ぉはたぇ つぇしす けす けそうちうぇかくぇ ょっかっゅぇちうは 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃけょっくぇ けす おきっすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. ╁ういうすぇすぇ すぇき ぉっ こけ こけおぇくぇ くぇ ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ けぉとくけしす. ╁ ぉなかゅぇさしおうは おせかすせさくけ-うくそけさ
きぇちうけくっく ちっくすなさ ぉはたぇ こさっょしすぇゃっくう ╉ぇいぇくかなお う 
‶さぇいくうおなす くぇ [けいぇすぇ.
]こっちうぇかっく そうかき こさけきけすうさぇ くぇえ-こなしすさうは こさぇい

くうお くぇ ゅさぇょぇ しさっょ たうかはょくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょうぇしこけ
さぇ ゃ ぇくゅかうえしおぇすぇ しすけかうちぇ. ‶け すさぇょうちうは おなょっすけ 
うきぇ ぉなかゅぇさう, うきぇ きくけゅけ くぇしすさけっくうっ う きくけゅけ すぇく
ちう. ┿くしぇきぉなか „┿さしっくぇか“ しっ こけゅさうあう こけょけぉぇゃぇとけ 
う さっしこっおすうさぇとけ すぇいう すさぇょうちうは ょぇ ぉなょっ しこぇいっくぇ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

〉《╇¨【╊
【╊｠〉《]《╈¨¨...
]こけさっょ ぇくぇかういぇ, ういつっいゃぇくっすけ くぇ すっいう こさけそっしうう 

ゃっつっ っ ぉっかはいぇくけ う けす ゃしっ こけ-しかぇぉうは うくすっさっし おなき 
すっいう こさけそっしうう しさっょ こけょさぇしすゃぇとうすっ こけさぇょう くうしおぇすぇ 
うき きけすうゃぇちうは ょぇ ゅう ういせつぇゃぇす, いぇさぇょう かうこしぇすぇ くぇ さっ-
ぇかくう さぇぉけすくう きっしすぇ う さっぇかういぇちうは ゃ すはた. ‶ぇさぇかっかくけ 
し ういつっいゃぇくっすけ くぇ  くはおけう こさけそっしうう, うきっくくけ さぇいゃう-
すうっすけ くぇ くけゃうすっ すったくけかけゅうう, くけゃうすっ こけすさっぉくけしすう くぇ 
こぇいぇさぇ う くっこさっおなしくぇすけ こさけきっくはとうすっ しっ けすくけてっくうは 
ゃ ゅかけぉぇかくうは しゃはす, こさっい こけしかっょくうすっ 10 ゅけょうくう しっ こけ-
はゃうたぇ う くけゃう こさけそっしうう う しこっちうぇかくけしすう, くっこけいくぇすう 
ょけこさっょう すけゃぇ. 〈ぇおうゃぇ しぇ: うくあっくっさ „╁はすなさくぇ っくっさ-
ゅうは”, うくしすさせおすけさう こけ いせきぉぇ, さぇいさぇぉけすつうお くぇ きけぉうか-
くう こさうかけあっくうは, けちっくうすっか „╄くっさゅうえくぇ っそっおすうゃくけしす” 
う きっくうょあなさ „]けちうぇかくう きっょうう”. ┿ゃすけさうすっ くぇ ぇくぇかういぇ 
しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ とっ しこっつっかう ゃしはおぇ っょくぇ しすさぇくぇ う 
そうさきぇ, おけはすけ うきぇ さっそかっおし ょぇ せしっすう くせあょうすっ けす くけゃう 
こさけそっしうう う しゃけっゃさっきっくくけ うくゃっしすうさぇ ゃ しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ すぇおうゃぇ おぇょさう. 〈けゃぇ し けしけぉっくぇ けしすさけすぇ しっ けすくぇしは う 
いぇ しなけすゃっすくうすっ こけかうすうおう ゃ しそっさぇすぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっ-
すけ, おなょっすけ いぇおけしすっくはかけしすすぇ う おけくしっさゃぇすういきなす ゃうくぇゅう 
ょぇゃぇす かけて さっいせかすぇす, ゃうょうき くぇえ-はさおけ ゃ しうすせぇちうう くぇ 
おさういう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》《-]《ぃ╅ 『《′《╇╅ 『╊[《]【╅...
╁ しうすせぇちうはすぇ けす すぇいう ゅけょうくぇ, けぉぇつっ, しこっちうぇかう-

しすうすっ しつうすぇす, つっ いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ おうかけゅさぇき 
さけいけゃけ きぇしかけ とっ しぇ くせあくう こけくっ 3 すけくぇ う こけかけゃうくぇ 
さけいけゃ ちゃはす. ¨つぇおゃぇくけすけ おけかうつっしすゃけ こさけういゃっょっくけ 

さけいけゃけ きぇしかけ けす 
すぇいゅけょうてくぇすぇ 
さっおけかすぇ っ けおけかけ 
1,2 すけくぇ. 
′ぇ すぇいう ぉぇいぇ 

こなさゃけくぇつぇかくうすっ 
こさけゅくけいう しぇ, つっ 
おさぇえくぇすぇ ちっくぇ 
くぇ さけいけゃけすけ きぇし-
かけ くぇ しゃっすけゃくうすっ 
こぇいぇさう とっ くぇょ-
たゃなさかう 6 たうかはょう 
っゃさけ いぇ おうかけゅさぇき 
- ゅさぇくうちぇ, こさっし-

おけつっくぇ けとっ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ‶け-ょなかゅけゅけょうてくう 
さけいけすなさゅけゃちう, けぉぇつっ, しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ しきっすおう-
すっ しぇ っょくけ, くけ こぇいぇさなす っ すけいう, おけえすけ とっ けこさっょっかう 
ちっくぇすぇ. 〈っこなさゃぇ さけいけすなさゅけゃちう いぇこけつゃぇす こさっゅけゃけ-
さう いぇ おけくおさっすくぇ こさけょぇあくぇ ちっくぇ くぇ さけいけゃけすけ きぇし-
かけ. ¨す こさけういゃっょっくけすけ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くはきぇ 
けしすぇくぇかう おけかうつっしすゃぇ, おけっすけ おぇさぇ すなさゅけゃちうすっ う 
すぇいう ゅけょうくぇ, ゃなこさっおう こさけぉかっきうすっ, ょぇ しっ くぇょはゃぇす 
くぇ ょけぉさぇ さっぇかういぇちうは くぇ こさけょせおちうはすぇ しう. 

╁なこさっおう すさせょくけしすうすっ, さけいけこさけういゃけょうすっ-
かうすっ くっ しっ けすおぇいゃぇす う けす しないょぇゃっくけすけ くぇ 
くけゃう こかけとう し くぇしぇあょっくうは, きぇおぇさ くっ しなし しな-
とうすっ すっきこけゃっ, こけいくぇすう けすこさっょう 5-7 ゅけょうくう. 
╀せきなす ゃ すけいう ぉういくっし っ くぇょあうゃはく, ゃっつっ しっ 

いぇかぇゅぇ こけゃっつっ くぇ ゅさうあうすっ う こさけそっしうけくぇか-
くけすけ けすくけてっくうっ おなき さっぇかういぇちうはすぇ くぇ しせさけ-
ゃうくぇすぇ, けすおけかおけすけ くぇ ぉなさいうすっ こっつぇかぉう.
‶けいくぇすうはす ょけこさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう さけいけゃ 

ぉせき, しっゅぇ っ くぇ きけょぇ いぇ ょさせゅぇ っすっさうつくけ-きぇし-
かっくぇ おせかすせさぇ - かぇゃぇくょせかぇすぇ. 
╁ こけしかっょくうすっ 2 ゅけょうくう ちっくぇすぇ くぇ かぇゃぇく-

ょせかけゃけすけ きぇしかけ っ せょゃけっくぇ う っ ょけしすうゅくぇかぇ 
さっおけさょくうすっ くぇょ 120 かっゃぇ いぇ おうかけさゅぇき かぇ-
ゃぇくょせかけゃけ きぇしかけ, こさう 40-50 かっゃぇ しぇきけ ょけこ-
さっょう ょゃっ ゅけょうくう. 
¨しくけゃくぇ こさうつうくぇ いぇ ゃうしけおぇすぇ ちっくぇ っ くぇ-

さぇしくぇかけすけ すなさしっくっ くぇ かぇゃぇくょせかけゃけ きぇしかけ う 
ゃかぇゅぇくっすけ きせ ゃ さぇいかうつくう こさけょせおすう. 
╉さぇあぉう くぇ さっいくうちう, くぇ おさぇっく こさけょせおす, 

くっさっゅかぇきっくすうさぇくけ おけしっくっ くぇ かぇゃぇくょせかぇすぇ 
う すさっしおぇゃけ いぇしぇあょぇくっ し くけゃう こかけとう, けすつう-
すぇす しこっちうぇかうしすうすっ こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけ-
ょうくう. ]こけさっょ すはた, う すけいう ちっくけゃう う すっさっくっく 
ぉせき とっ っ ゃさっきっくっく, すなえ おぇすけ けこうすなす う ょぇ-
くくうすっ こけおぇいゃぇす, つっ せしこっゃぇっきけしすすぇ こさう すっいう 
おせかすせさう っ し ちうおかうつくけしす けす 5 ゅけょうくう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

【そうあ  てうひちおけ てちかせへそちひて  せあ たそおえそてうけてかしせあてあ えちとたあ う ╉ょ‒ “╅ちつかせあし 2000” 』てあせけつしあう 》かにしけうあせそう

〈っ うきぇ し おぇおゃけ ょぇ しっ こけたゃぇかはす くぇ 
そうくぇかぇ くぇ すけいう こけかせしっいけく. ′っ 

しぇきけ, いぇとけすけ しぇ こさうおかのつうかう ぉっい いぇ-
ゅせぉぇ う こさぇおすうつっしおう けゅかぇゃはゃぇす こなさ-
ゃっくしすゃけすけ, くけ いぇとけすけ こさっょう ゃしうつおけ  
こけぉっょうすっ くぇ すっさっくぇ しぇ ょけおぇいぇかう, 
つっ ゃなさゃはす ゃ こさぇゃうかくぇすぇ こけしけおぇ - う 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╃ぃ【 “┿さしっくぇか 
2000” - すさっくぬけさうすっ ]すぇくうしかぇゃ ‶った-
かうゃぇくけゃ う ゃっすっさぇくなす ╉さぇかぬけ ̈ さけいけゃ, 
う しぇきうすっ きかぇょう そせすぉけかくう くぇょっあょう. 
╆ぇ ぉかういけ ょゃっ ゅけょうくう けす こなさゃぇすぇ 

うき すさっくうさけゃおぇ きっつすぇすぇ くぇ つかっくけゃっ 
くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ う くぇ 
]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ “┿さしっくぇか”  ゃっつっ うきぇ  
しゃけっすけ さっしこっおすうさぇとけ  ういさぇあっくうっ ゃ 
ちうそさう: 
╀かういけ 80 ょっちぇ ゃ ておけかぇすぇ,  けす おけう-

すけ 2 きけきうつっすぇ, し くぇょっあょぇ う ぇきぉうちうう 
ょぇ しっ しそけさきうさぇ あっくしおう けすぉけさ, きくけ-
ゅけ こせぉかうおぇ, すさぇょうちうう  う あっかぇくうっ いぇ 
こけきけと,  しなこさうつぇしすくけしす けす しすさぇくぇ くぇ 
さけょうすっかう う くぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょ-
しすゃけ. 
′ぇ そうくぇかぇ くぇ すけいう こけゃっつっ けす せし-

こってっく そせすぉけかっく こけかせしっいけく  さぇゃくけ-
しきっすおぇすぇ こさっい こけゅかっょぇ くぇ ょなかゅけゅけ-
ょうてくうは そせすぉけかうしす くぇ “┿さしっくぇか” う 
くぇ “[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う  くぇしすけはと すさっ-
くぬけさ くぇ こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ  ゅさせこぇ ゃ 

╃ぃ【 “┿さしっくぇか 2000” ]すぇくうしかぇゃ ‶った-
かうゃぇくけゃ - ╃あけくう ういゅかっあょぇ すぇおぇ: 

╉ぇおゃぇ っ さぇゃくけしきっすおぇすぇ ゃう くぇ そう-
くぇかぇ くぇ すけいう こけかせしっいけく, ゅけしこけょうく 
‶ったかうゃぇくけゃ? 
- ╆ぇ こなさゃうは くう こけかせしっいけく しかっょ ゃない-

しすぇくけゃはくっすけ くぇ ておけかぇすぇ くはきぇ おぇおゃけ 
ょぇ ゅけゃけさうき. 〈ぇき くぇすさせこぇたきっ ょけしすぇ 
いぇゅせぉう. ╁なゃ ゃすけさうは こけかせしっいけく ゃっつっ 
うきぇきっ ょけしすぇ おぇつっしすゃっくう ょっちぇ う こさう 
きぇかおうすっ くぇ こさぇおすうおぇ いぇゃなさてうたきっ ぉっい 
いぇゅせぉぇ. ¨す 8 しさっとう うきぇきっ 7 こけぉっょう う 
1 さぇゃっく きぇつ. 〈けゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ しう っ 
こなさゃけ きはしすけ くぇ こけかせしっいけくぇ, ゃ おさぇえ-
くけすけ おかぇしうさぇくっ しきっ 4-すう こさう ょっちぇ 
こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ, くぇぉけさ 2000-
2001-ゃぇ.  ┿ こけ-ゅけかっきうすっ くう そせすぉけかう-
しすう, くぇぉけさ 1998-1999, し 1 くっういうゅさぇく 
きぇつ, しぇ 7-きう ゃ おさぇえくけすけ おかぇしうさぇくっ. 
[ぇゃくけしきっすおぇすぇ こけおぇいゃぇ, つっ ゃなさゃうき ゃ 

こさぇゃうかくぇすぇ こけしけおぇ, さっいせかすぇすうすっ ゅけ 
ょけおぇいゃぇす.  ′ぇょっあょうすっ くう しぇ こさっい くけ-
ゃうは しっいけく ょぇ ょけえょぇす けとっ くけゃう こけこなか-
くっくうは, ておけかぇすぇ  さぇしすっ し ゃしっおう ういきう-
くぇか ょっく. ] さぇょけしす とっ おぇあぇ, つっ ゃっつっ 
うきぇ う ょゃっ きけきうつっすぇ, おけうすけ すさっくうさぇす 
こさう くぇし. ╇きぇ ゅけかはき うくすっさっし う ゅけかはき 
くぇこかうゃ, くけ ゃしっ けとっ くはきぇきっ さぇいさってっ-
くうっ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ ょぇ しそけさきうさぇ-
きっ う あっくしおう けすぉけさ.  ‶さけしすけ さぇしすっき, 

ておけかぇすぇ しっ さぇいさぇしすゃぇ う すけゃぇ っ ょけ-
ぉさっ. ╁ きけきっくすぇ くぇぉうさぇきっ ょっちぇ いぇ 
すさっくうさけゃおう けす くぇぉけさ 2003, 2004 
う 2005-すぇ ゅけょうくぇ, すけゃぇ っ すぇゃぇくなす 
くぇ あっかぇっとうすっ, おけうすけ とっ いぇこけつくぇす 
すさっくうさけゃおう こさっい しっこすっきゃさう. ′ぇ-
ょっあょうすっ くう, っしすっしすゃっくけ, きけうすっ う くぇ 
おけかっゅぇすぇ ¨さけいけゃ, おぇおすけ う くぇ ちはかけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, しぇ ょぇ しっ こさっょしすぇゃうき 
けとっ こけ-ょけぉさっ. ┿ うくぇつっ - ゅけかはきぇすぇ 
くう ちっか う くぇょっあょぇ っ っょうく ょっく ょぇ 
しすぇくっき ておけかぇ し ゃしうつおう ゃないさぇしすう, 
おぇおすけ ぉってっ こさっょう 15-すうくぇ ゅけょうくう. 
╃ぇえ, ╀けあっ, ょぇ うきぇきっ う きなあおう けす-
ぉけさ.

┿ かっすくう かぇゅっさう とっ うきぇすっ かう? 
- ╃ぇ, くけ とっ すさっくうさぇきっ すせお, くぇ しすぇ-

ょうけくぇ. ]っゅぇ しっ せゅけゃけさはす せしかけゃうはすぇ 
いぇ こけっきぇくっすけ くぇ けぉはょぇ くぇ ょっちぇすぇ, 
くはきぇきっ ういかうてくう しさっょしすゃぇ ょぇ こかぇ-

とぇきっ くけとせゃおう くぇ ょさせゅう きっしすぇ. 
〈ぇおしぇすぇ こさう くぇし っ こけゃっつっ けす しうきゃけ-
かうつくぇ - 5 かっゃぇ きっしっつくけ. ╁しうつおけ しっ 
こけっきぇ けす  “┿さしっくぇか”, けす しこけくしけさう, 
けす しなきうてかっくうちう う こさうはすっかう. 

╉ぇお しっ しこさぇゃはすっ し そうくぇくしうさぇ-
くっすけ くぇ けすぉけさぇ?
- ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ こけきけとすぇ う さぇい-

ぉうさぇくっすけ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ “┿さ-

しっくぇか”, ゃ かうちっすけ くぇ ゅけしこけょうく 
╉けしすぇょうくけゃ, くぇ  ゅけしこけょうく ╀けいけゃ, 
しうくょうおぇすうすっ きくけゅけ こけきぇゅぇす, 
しすさぇくうつくう  しこけくしけさう, さけょうすっ-
かうすっ きくけゅけ くう こけきぇゅぇす. ╇きっくくけ 
し すはたくぇ こけきけと しっゅぇ くぇこさぇゃうたきっ 
っょくぇ かはすくぇ っおうこうさけゃおぇ, し つぇしす 
けす しせきぇすぇ こけきけゅくぇ う しぇきうはす そせす-
ぉけかっく おかせぉ. 〈せお っ きけきっくすなす ょぇ 
おぇあぇ, つっ けすおなき そうくぇくしう しきっ 
きけあっ ぉう くぇえ-ょけぉさっ けぉっいこっつっくぇ-
すぇ ておけかぇ, おぇすけ ういおかのつうき, さぇい-
ぉうさぇ しっ, “╀っさけっ” う けとっ っょうく-ょゃぇ 
けすぉけさぇ. 

╁ しそっさぇすぇ くぇ そぇくすぇいううすっ かう 
っ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ きなあ-
おうは けすぉけさ うかう くぇ けすぉけさ “ゃっ-
すっさぇくう”? 
- ′っ, こさけしすけ  いぇ ゃしうつおけ すさはぉ-

ゃぇす こぇさう. ┿おけ うきぇ しさっょしすゃぇ, 

いぇとけ くっ? [ぇいぉうさぇくっすけ けす さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ ゅけ うきぇきっ.  ╃ぇえ, ╀けあっ 
う そうさきぇすぇ ょぇ すさなゅくっ う くっとぇすぇ 
とっ しっ くぇきっしすはす, とっ こけっきぇす ゃ ょけ-
ぉさぇ こけしけおぇ.  〈せお っ きけきっくすなす ょぇ 
ぉかぇゅけょぇさは くぇ ゃしうつおう, おけうすけ くう 
こけきぇゅぇす, いぇとけすけ ぉっい すはたくぇすぇ こけ-
きけと ゃしうつおけ すけゃぇ くはきぇてっ おぇお ょぇ 
しっ しかせつう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Момент от тренировките

┿さしっくぇかしおぇすぇ ゃさない-
おぇ いぇ ╋ぇさうは っ

こけ しっきっえくぇ かうくうは       

¨しゃっく きぇきぇ う すぇすっ, すせお 
しぇ さぇぉけすうかう ぉぇぉぇ, ょはょけ, 
かっかう, ゃせえつけゃちう... ╃はょけ-
すけ くぇ ╋ぇさうは, おけゅけすけ すは 
くはきぇ おぇお ょぇ こけいくぇゃぇ, 
いぇゅうくぇか こさう うくちうょっくす ゃ 
„┿さしっくぇか”. 〈けゃぇ, けぉぇつっ, 
くっ っ そぇおす, おけえすけ たゃなさかは 
しはくおぇ ゃなさたせ ょくってくけすけ 
すさせょけゃけ ぉうすうっ くぇ ╋ぇ-
さうは 〈っくっゃぇ, すっゅかぇつおぇ くぇ 
ぉぇさせす けす ╆ぇゃけょ 2/150, 
〉しきうゃおぇすぇ くぇ 2013-すぇ 
けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ: 
”[ぇぉけすぇすぇ きう っ きなくうつおけ 
けこぇしくぇ, くけ くはきぇき くう-
おぇおなゃ こぇくうつっしおう しすさぇた 
けす すけゃぇ. ]ぇきけ こけくはおけゅぇ 
しっ いぇきうしかはき...”. ]おかけく-
くけしすすぇ おなき こけょさっょっくけしす 
こけきぇゅぇ くぇ ╋ぇさうは ょぇ しっ 
しこさぇゃは し さぇぉけすぇすぇ しう 
しこけおけえくけ う けすかうつくけ. ╆ぇ 
╋ぇさうは, っあっょくっゃくけすけ 
こさっきうくぇゃぇくっ くぇ こけさ-
すぇかぇ ゃ すけつっく つぇし, くっ っ 
しゃなさいぇくけ し くうおぇおゃけ くぇこさっあっくうっ. 
”』せゃしすゃぇき しっ ういちはかけ しこけおけえくぇ 
ゃ „┿さしっくぇか”. ╆ぇ おさぇすおけすけ ゃさっきっ 
しかっょ きぇえつうくしすゃけすけ, けすおけゅぇすけ っ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ う しかっょ おぇすけ こなさ-
ゃけ さぇぉけすうかぇ ゃ ょさせゅ ちった, しっゅぇ ╋ぇ-
さうは ゃっつっ っ こさっきうくぇかぇ こさっい ゃしうつ-
おう けこっさぇちうう くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ 
ゃ ちったぇ. 】ぇしすかうゃぇ っ けす そぇおすぇ, つっ 
おけかっゅうすっ すせお しう こけきぇゅぇす ゃなゃ ゃしうつ-
おけ: ”╉けゅぇすけ しっ けすくぇしはて し たけさぇすぇ 
ょけぉさっ, こけかせつぇゃぇて ょけぉさけ  けすくけてっ-
くうっ.”, こぇお こさっい せしきうゃおぇ しこけょっかは 
╋ぇさうは. 〈は こさういくぇゃぇ, つっ うきぇ こさうは-
すっかう, おけうすけ しっ せつせょゃぇす くぇ くっえくうは 
ういぉけさ ょぇ 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, くけ うきぇ う すぇおうゃぇ, 

おけうすけ は こけょおさっこはす.
′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ こけょおさっ-

こぇ, けぉぇつっ, いぇ ╋ぇさうは うょゃぇ 
けす しっきっえしすゃけすけ - ]ゃっすかうく, 
┿かっおしぇくょなさ う, さぇいぉうさぇ しっ - 
ぉぇぉぇ う ょはょけ, おけうすけ こぇきぇゅぇす 
ゃ しなぉけすぇ う くっょっかは し ょっすっすけ: 
”╇くぇつっ くはきぇ おぇお ょぇ しっ しかせ-
つぇす くっとぇすぇ!”
′ぇ ╋ぇさうは くっとぇすぇ はゃくけ え しっ 

しかせつゃぇす - うくぇつっ くはきぇてっ ょぇ 
は うきぇ けくぇいう すけこかけすぇ ゃ けつうすっ 
う せしきうゃおぇすぇ, し おけはすけ ょぇさはゃぇ 
たけさぇすぇ おさぇえ しっぉっ しう. ¨とっ 
っょくぇ こさうつうくぇ ょぇ さぇょゃぇて 
ぇさしっくぇかちう くぇ こなす いぇ さぇぉけすぇ 
こけおさぇえ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ.

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

Тел.за връзка: ул. ”Климент” №1

-0431/ 6 53 40; 0889237020 

Поликлиника в “Арсенал” АД

- 0431/ 6 40 55; вътр. 34-45

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

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

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

╇ぇ『╇¨〈 ╇ 》『╅╇¨]〉╅【╅ 》《』《[╅

〈╅『¨っ - 】』〈¨╇[╅【╅ 《【 ╅]╊っ【╅ 〉╅ 』]╅╇╅【╅
╄ょくけ しかなくつっゃけ きけきうつっ けす  „┿さしっくぇか” ゃしはおぇ しせすさうく おぇいゃぇ ”╃けぉさけ せすさけ!”, ぇ ゃっつっさ ”╊っおぇ くけと” し せしきうゃおぇすぇ しう, いぇこっつぇすぇくぇ けす そけすけけおけすけ くぇ ╋うさぇく 

╋ぇょっくょあうはく, こけょさっょうかけ ゅけさょけしすすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ ゃ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ.
╋ぇさうは 〈っくっゃぇ っ しこけおけえくぇ う とぇしすかうゃぇ きかぇょぇ あっくぇ -  きぇえおぇ くぇ きぇかおうは ┿かっおしぇくょなさ,  くぇ おけゅけすけ っ こけしゃっすうかぇ あうゃけすぇ しう こさっい こけしかっょくうすっ こっす ゅけょうくう, 

ういちはかけ けすょぇょっくう くぇ しっきっえしすゃけすけ. ╇ くぇ くけゃけすけ しう こけこさうとっ - „┿さしっくぇか”. ′ぇ こさなゃ こけゅかっょ, こさうしなしすゃうっすけ くぇ きかぇょう あっくう し うくすっかっおす う けつぇさけゃぇすっかくけ 
こさうしなしすゃうっ しはおぇて くっ っ すうこうつくけ いぇ „┿さしっくぇか”... ′ぇ こけゅかっょ ゃすけさう, けぉぇつっ, ゃ ╋ぇさうは しっ けすおさうゃぇす ゃっょくぇゅぇ すうこうつくうすっ いぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ すさぇょうちうは - 
こさっきっさっくぇ しおさけきくけしす, いぇょなかぉけつっく うくすっさっし おなき さぇぉけすぇすぇ, ぇそうくうすっす おなき ょけぉさうすっ おけかっゅうぇかくう けすくけてっくうは う しおかけくくけしす おなき こけょさっょっくけしす, おぇおゃぇすけ 
こさっょこさうはすうっすけ ょぇゃぇ し さっょけゃくけすけ しう さぇぉけすくけ ゃさっきっ, すぇおぇ あっかぇくけ けす きぇえおうすっ, おけうすけ けすゅかっあょぇす ょっちぇすぇ しう  こけつすう ぉっい こけきけとすぇ くぇ ぉぇぉう う ょはょけゃちう.

╆ぇゃけょ 2, ちった 150 っ きはしすけ-
すけ, おなょっすけ ╋ぇさうは けすうゃぇ くぇ 

さぇぉけすぇ し せしきうゃおぇ ゃしっおう ょっく. 
╄ょうくしすゃっくけすけ え けぉはしくっくうっ 
いぇ しけぉしすゃっくけすけ こさうしなしすゃうっ ゃ 
┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ っ かうつくう-
はす うくすっさっし おなき ゃしうつおけ, おけっすけ 
こさぇゃう: ”╆ぇ おさぇすおけすけ ゃさっきっ, 
けすおぇおすけ しなき ゃ „┿さしっくぇか”, せし-
こはた ょぇ くぇせつぇ こけゃっつっ いぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ, けすおけかおけすけ おけかっゅう, 
おけうすけ しぇ ちはか あうゃけす すせお. ‶けおぇ-
いぇた うくすっさっし おなき ゃしはおけ くっとけ, 
うしおぇき ょぇ いくぇき: ╆ぇとけ こさぇゃは 
すけゃぇ, おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ こさぇゃは? 
╉ぇお? ¨すおなょっ?  う ╃け おけゅぇ?... 
╊のぉけいくぇすっかくぇ しなき う くっ しなき 
ぉっいさぇいかうつくぇ おなき さぇぉけすぇすぇ”. 
]うゅせさくけ すけゃぇ っ いぇぉっかはいぇくけ, 
さぇいしなあょぇゃぇ しう ╋ぇさうは くぇ ゅかぇし, 
おけはすけ こさういくぇゃぇ, つっ っ ぉうかぇ うし-
すうくしおう ういくっくぇょぇくぇ けす ういぉけさぇ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ ょぇ は こさっょ-
かけあう いぇ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. 
′ぇせつぇゃぇ いぇ すけゃぇ っょゃぇ, おけゅぇすけ 
は こさぇとぇす いぇ しくうきおぇ こさう ╃う-
おさぇく...
╁しなとくけしす, ╋ぇさうは うょゃぇ ゃ けさな-

あっえくうちぇすぇ しかっょ しっさうけいっく あう-
すっえしおう ういぉけさ:

╆ぇきっくは きっつすぇすぇ
いぇ せつうすっかしすゃけすけ

し „┿さしっくぇか”

]すぇゃぇ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ しさっとぇ 
かのぉけゃすぇ - しなこさせゅぇ しう ]ゃっす-
かうく, すったくうつっしおう おけくしせかすぇくす 
ゃ きっしすくぇ おけきこのすなさくぇ そうさきぇ. 
╋ぇさうは しなあぇかはゃぇ こけくはおけゅぇ, つっ 
しっ っ けすおぇいぇかぇ けす しかっょゃぇくっすけ 
- くけ しぇきけ こけくはおけゅぇ. ╋ぇえおぇ え 
くぇ ゃさっきっすけ くぇこさぇゃうかぇ けぉさぇ-
すくけすけ: いぇきっくうかぇ „┿さしっくぇか” し 
せつうすっかしすゃけすけ... ╀ぇとぇ え, けぉぇ-
つっ, けしすぇゃぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ う っ 
こなさゃうはす くぇしすぇゃくうお, おけえすけ しな-
ゃっすゃぇ ╋ぇさうは おぇお ょぇ こけしすなこゃぇ, 

ゃっつっ おぇすけ つぇしす けす ゅけかはきけすけ ぇさしっくぇかしおけ しっきっえしすゃけ: 
”╀ってっ きう しすさぇくくけ, いぇ こさなゃ こなす ゃかういぇた ゃ こさっょこさう-
はすうっ...”. ¨す すけいう しなょぉけゃっく ういぉけさ - ぉさぇおなす, すうは ょくう 
╋ぇさうは う ]ゃっすかうく けすぉっかはいゃぇす 7-きぇ ゅけょうてくうくぇ. ̈ ぉう-
つぇす ょぇ ういかういぇす くぇゃなく ょぇ こさぇいくせゃぇす /おけゅぇすけ きけあっ, 
いぇとけすけ しうくつっすけ ┿かっおしぇくょなさ っ し こさっょうきしすゃけ.../. 
╇いけぉとけ - ┿かっおしぇくょなさ っ ゃうくぇゅう し こさっょうきしすゃけ - しっ-
きっえしすゃけすけ う こさっょう ゃしうつおう きぇきぇ ╋ぇさうは けすょっかはす ちは-
かけすけ しう こけつすう しゃけぉけょくけ ゃさっきっ いぇ ょっすっすけ. 〈ぇすおけすけ 
っ ょけしすぇ いぇっす う くっ こさけこせしおぇす てぇくし ょぇ ういかういぇす いぇっょ-
くけ, おけゅぇすけ きけゅぇす. ╋けさっすけ うき っ かのぉうきけすけ, いぇとけすけ 
しこけきっくなす くぇ ╋ぇさうは ょなさこぇ くぇすぇき: ”╋けっすけ ょっすしすゃけ 
きうくぇ ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しすぇくちうは ゃ ′っしっぉなさ...”.

′っしすうたゃぇとう けゃぇちうう しなこなすしすゃぇたぇ おさぇすおうは 
こさっしすけえ くぇ ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか“ ゃ ╊けくょけく. 

〈ぇくちぬけさうすっ ぉはたぇ つぇしす けす けそうちうぇかくぇ ょっかっゅぇちうは 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃけょっくぇ けす おきっすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. ╁ういうすぇすぇ すぇき ぉっ こけ こけおぇくぇ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ けぉとくけしす. ╁ ぉなかゅぇさしおうは おせかすせさくけ-うくそけさ-
きぇちうけくっく ちっくすなさ ぉはたぇ こさっょしすぇゃっくう ╉ぇいぇくかなお う 
‶さぇいくうおなす くぇ [けいぇすぇ.
]こっちうぇかっく そうかき こさけきけすうさぇ くぇえ-こなしすさうは こさぇい-

くうお くぇ ゅさぇょぇ しさっょ たうかはょくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょうぇしこけ-
さぇ ゃ ぇくゅかうえしおぇすぇ しすけかうちぇ. ‶け すさぇょうちうは おなょっすけ 
うきぇ ぉなかゅぇさう, うきぇ きくけゅけ くぇしすさけっくうっ う きくけゅけ すぇく-
ちう. ┿くしぇきぉなか „┿さしっくぇか“ しっ こけゅさうあう こけょけぉぇゃぇとけ 
う さっしこっおすうさぇとけ すぇいう すさぇょうちうは ょぇ ぉなょっ しこぇいっくぇ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

〉《╇¨【╊
【╊｠〉《]《╈¨¨
]こけさっょ ぇくぇかういぇ, ういつっいゃぇくっすけ くぇ すっいう こさけそっしうう 

ゃっつっ っ ぉっかはいぇくけ う けす ゃしっ こけ-しかぇぉうは うくすっさっし おなき 
すっいう こさけそっしうう しさっょ こけょさぇしすゃぇとうすっ こけさぇょう くうしおぇすぇ 
うき きけすうゃぇちうは ょぇ ゅう ういせつぇゃぇす, いぇさぇょう かうこしぇすぇ くぇ さっ-
ぇかくう さぇぉけすくう きっしすぇ う さっぇかういぇちうは ゃ すはた. ‶ぇさぇかっかくけ 
し ういつっいゃぇくっすけ くぇ  くはおけう こさけそっしうう, うきっくくけ さぇいゃう-
すうっすけ くぇ くけゃうすっ すったくけかけゅうう, くけゃうすっ こけすさっぉくけしすう くぇ 
こぇいぇさぇ う くっこさっおなしくぇすけ こさけきっくはとうすっ しっ けすくけてっくうは 
ゃ ゅかけぉぇかくうは しゃはす, こさっい こけしかっょくうすっ 10 ゅけょうくう しっ こけ-
はゃうたぇ う くけゃう こさけそっしうう う しこっちうぇかくけしすう, くっこけいくぇすう 
ょけこさっょう すけゃぇ. 〈ぇおうゃぇ しぇ: うくあっくっさ „╁はすなさくぇ っくっさ-
ゅうは”, うくしすさせおすけさう こけ いせきぉぇ, さぇいさぇぉけすつうお くぇ きけぉうか-
くう こさうかけあっくうは, けちっくうすっか „╄くっさゅうえくぇ っそっおすうゃくけしす” 
う きっくうょあなさ „]けちうぇかくう きっょうう”. ┿ゃすけさうすっ くぇ ぇくぇかういぇ 
しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ とっ しこっつっかう ゃしはおぇ っょくぇ しすさぇくぇ う 
そうさきぇ, おけはすけ うきぇ さっそかっおし ょぇ せしっすう くせあょうすっ けす くけゃう 
こさけそっしうう う しゃけっゃさっきっくくけ うくゃっしすうさぇ ゃ しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ すぇおうゃぇ おぇょさう. 〈けゃぇ し けしけぉっくぇ けしすさけすぇ しっ けすくぇしは う 
いぇ しなけすゃっすくうすっ こけかうすうおう ゃ しそっさぇすぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっ-
すけ, おなょっすけ いぇおけしすっくはかけしすすぇ う おけくしっさゃぇすういきなす ゃうくぇゅう 
ょぇゃぇす かけて さっいせかすぇす, ゃうょうき くぇえ-はさおけ ゃ しうすせぇちうう くぇ 
おさういう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》《-]《ぃ╅ 『《′《╇╅ 『╊[《]【╅...
╁ しうすせぇちうはすぇ けす すぇいう ゅけょうくぇ, けぉぇつっ, しこっちうぇかう-

しすうすっ しつうすぇす, つっ いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ おうかけゅさぇき 
さけいけゃけ きぇしかけ とっ しぇ くせあくう こけくっ 3 すけくぇ う こけかけゃうくぇ 
さけいけゃ ちゃはす. ¨つぇおゃぇくけすけ おけかうつっしすゃけ こさけういゃっょっくけ 

さけいけゃけ きぇしかけ けす 
すぇいゅけょうてくぇすぇ 
さっおけかすぇ っ けおけかけ 
1,2 すけくぇ. 
′ぇ すぇいう ぉぇいぇ 

こなさゃけくぇつぇかくうすっ 
こさけゅくけいう しぇ, つっ 
おさぇえくぇすぇ ちっくぇ 
くぇ さけいけゃけすけ きぇし-
かけ くぇ しゃっすけゃくうすっ 
こぇいぇさう とっ くぇょ-
たゃなさかう 6 たうかはょう 
っゃさけ いぇ おうかけゅさぇき 
- ゅさぇくうちぇ, こさっし-

おけつっくぇ けとっ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ‶け-ょなかゅけゅけょうてくう 
さけいけすなさゅけゃちう, けぉぇつっ, しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ しきっすおう-
すっ しぇ っょくけ, くけ こぇいぇさなす っ すけいう, おけえすけ とっ けこさっょっかう 
ちっくぇすぇ. 〈っこなさゃぇ さけいけすなさゅけゃちう いぇこけつゃぇす こさっゅけゃけ-
さう いぇ おけくおさっすくぇ こさけょぇあくぇ ちっくぇ くぇ さけいけゃけすけ きぇし-
かけ. ¨す こさけういゃっょっくけすけ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くはきぇ 
けしすぇくぇかう おけかうつっしすゃぇ, おけっすけ おぇさぇ すなさゅけゃちうすっ う 
すぇいう ゅけょうくぇ, ゃなこさっおう こさけぉかっきうすっ, ょぇ しっ くぇょはゃぇす 
くぇ ょけぉさぇ さっぇかういぇちうは くぇ こさけょせおちうはすぇ しう. 

╁なこさっおう すさせょくけしすうすっ, さけいけこさけういゃけょうすっ-
かうすっ くっ しっ けすおぇいゃぇす う けす しないょぇゃっくけすけ くぇ 
くけゃう こかけとう し くぇしぇあょっくうは, きぇおぇさ くっ しなし しな-
とうすっ すっきこけゃっ, こけいくぇすう けすこさっょう 5-7 ゅけょうくう. 
╀せきなす ゃ すけいう ぉういくっし っ くぇょあうゃはく, ゃっつっ しっ 

いぇかぇゅぇ こけゃっつっ くぇ ゅさうあうすっ う こさけそっしうけくぇか-
くけすけ けすくけてっくうっ おなき さっぇかういぇちうはすぇ くぇ しせさけ-
ゃうくぇすぇ, けすおけかおけすけ くぇ ぉなさいうすっ こっつぇかぉう.
‶けいくぇすうはす ょけこさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう さけいけゃ 

ぉせき, しっゅぇ っ くぇ きけょぇ いぇ ょさせゅぇ っすっさうつくけ-きぇし-
かっくぇ おせかすせさぇ - かぇゃぇくょせかぇすぇ. 
╁ こけしかっょくうすっ 2 ゅけょうくう ちっくぇすぇ くぇ かぇゃぇく-

ょせかけゃけすけ きぇしかけ っ せょゃけっくぇ う っ ょけしすうゅくぇかぇ 
さっおけさょくうすっ くぇょ 120 かっゃぇ いぇ おうかけさゅぇき かぇ-
ゃぇくょせかけゃけ きぇしかけ, こさう 40-50 かっゃぇ しぇきけ ょけこ-
さっょう ょゃっ ゅけょうくう. 
¨しくけゃくぇ こさうつうくぇ いぇ ゃうしけおぇすぇ ちっくぇ っ くぇ-

さぇしくぇかけすけ すなさしっくっ くぇ かぇゃぇくょせかけゃけ きぇしかけ う 
ゃかぇゅぇくっすけ きせ ゃ さぇいかうつくう こさけょせおすう. 
╉さぇあぉう くぇ さっいくうちう, くぇ おさぇっく こさけょせおす, 

くっさっゅかぇきっくすうさぇくけ おけしっくっ くぇ かぇゃぇくょせかぇすぇ 
う すさっしおぇゃけ いぇしぇあょぇくっ し くけゃう こかけとう, けすつう-
すぇす しこっちうぇかうしすうすっ こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけ-
ょうくう. ]こけさっょ すはた, う すけいう ちっくけゃう う すっさっくっく 
ぉせき とっ っ ゃさっきっくっく, すなえ おぇすけ けこうすなす う ょぇ-
くくうすっ こけおぇいゃぇす, つっ せしこっゃぇっきけしすすぇ こさう すっいう 
おせかすせさう っ し ちうおかうつくけしす けす 5 ゅけょうくう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

【そうあ  てうひちおけ てちかせへそちひて  せあ たそおえそてうけてかしせあてあ えちとたあ う ╉ょ‒ “╅ちつかせあし 2000” 』てあせけつしあう 》かにしけうあせそう

〈っ うきぇ し おぇおゃけ ょぇ しっ こけたゃぇかはす くぇ 
そうくぇかぇ くぇ すけいう こけかせしっいけく. ′っ 

しぇきけ, いぇとけすけ しぇ こさうおかのつうかう ぉっい いぇ-
ゅせぉぇ う こさぇおすうつっしおう けゅかぇゃはゃぇす こなさ-
ゃっくしすゃけすけ, くけ いぇとけすけ こさっょう ゃしうつおけ  
こけぉっょうすっ くぇ すっさっくぇ しぇ ょけおぇいぇかう, 
つっ ゃなさゃはす ゃ こさぇゃうかくぇすぇ こけしけおぇ - う 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╃ぃ【 “┿さしっくぇか 
2000” - すさっくぬけさうすっ ]すぇくうしかぇゃ ‶った-
かうゃぇくけゃ う ゃっすっさぇくなす ╉さぇかぬけ ̈ さけいけゃ, 
う しぇきうすっ きかぇょう そせすぉけかくう くぇょっあょう. 
╆ぇ ぉかういけ ょゃっ ゅけょうくう けす こなさゃぇすぇ 

うき すさっくうさけゃおぇ きっつすぇすぇ くぇ つかっくけゃっ 
くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ う くぇ 
]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ “┿さしっくぇか”  ゃっつっ うきぇ  
しゃけっすけ さっしこっおすうさぇとけ  ういさぇあっくうっ ゃ 
ちうそさう: 
╀かういけ 80 ょっちぇ ゃ ておけかぇすぇ,  けす おけう-

すけ 2 きけきうつっすぇ, し くぇょっあょぇ う ぇきぉうちうう 
ょぇ しっ しそけさきうさぇ あっくしおう けすぉけさ, きくけ-
ゅけ こせぉかうおぇ, すさぇょうちうう  う あっかぇくうっ いぇ 
こけきけと,  しなこさうつぇしすくけしす けす しすさぇくぇ くぇ 
さけょうすっかう う くぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょ-
しすゃけ. 
′ぇ そうくぇかぇ くぇ すけいう こけゃっつっ けす せし-

こってっく そせすぉけかっく こけかせしっいけく  さぇゃくけ-
しきっすおぇすぇ こさっい こけゅかっょぇ くぇ ょなかゅけゅけ-
ょうてくうは そせすぉけかうしす くぇ “┿さしっくぇか” う 
くぇ “[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う  くぇしすけはと すさっ-
くぬけさ くぇ こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ  ゅさせこぇ ゃ 

╃ぃ【 “┿さしっくぇか 2000” ]すぇくうしかぇゃ ‶った-
かうゃぇくけゃ - ╃あけくう ういゅかっあょぇ すぇおぇ: 

╉ぇおゃぇ っ さぇゃくけしきっすおぇすぇ ゃう くぇ そう-
くぇかぇ くぇ すけいう こけかせしっいけく, ゅけしこけょうく 
‶ったかうゃぇくけゃ? 
- ╆ぇ こなさゃうは くう こけかせしっいけく しかっょ ゃない-

しすぇくけゃはくっすけ くぇ ておけかぇすぇ くはきぇ おぇおゃけ 
ょぇ ゅけゃけさうき. 〈ぇき くぇすさせこぇたきっ ょけしすぇ 
いぇゅせぉう. ╁なゃ ゃすけさうは こけかせしっいけく ゃっつっ 
うきぇきっ ょけしすぇ おぇつっしすゃっくう ょっちぇ う こさう 
きぇかおうすっ くぇ こさぇおすうおぇ いぇゃなさてうたきっ ぉっい 
いぇゅせぉぇ. ¨す 8 しさっとう うきぇきっ 7 こけぉっょう う 
1 さぇゃっく きぇつ. 〈けゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ しう っ 
こなさゃけ きはしすけ くぇ こけかせしっいけくぇ, ゃ おさぇえ-
くけすけ おかぇしうさぇくっ しきっ 4-すう こさう ょっちぇ 
こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ, くぇぉけさ 2000-
2001-ゃぇ.  ┿ こけ-ゅけかっきうすっ くう そせすぉけかう-
しすう, くぇぉけさ 1998-1999, し 1 くっういうゅさぇく 
きぇつ, しぇ 7-きう ゃ おさぇえくけすけ おかぇしうさぇくっ. 
[ぇゃくけしきっすおぇすぇ こけおぇいゃぇ, つっ ゃなさゃうき ゃ 

こさぇゃうかくぇすぇ こけしけおぇ, さっいせかすぇすうすっ ゅけ 
ょけおぇいゃぇす.  ′ぇょっあょうすっ くう しぇ こさっい くけ-
ゃうは しっいけく ょぇ ょけえょぇす けとっ くけゃう こけこなか-
くっくうは, ておけかぇすぇ  さぇしすっ し ゃしっおう ういきう-
くぇか ょっく. ] さぇょけしす とっ おぇあぇ, つっ ゃっつっ 
うきぇ う ょゃっ きけきうつっすぇ, おけうすけ すさっくうさぇす 
こさう くぇし. ╇きぇ ゅけかはき うくすっさっし う ゅけかはき 
くぇこかうゃ, くけ ゃしっ けとっ くはきぇきっ さぇいさってっ-
くうっ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ ょぇ しそけさきうさぇ-
きっ う あっくしおう けすぉけさ.  ‶さけしすけ さぇしすっき, 

ておけかぇすぇ しっ さぇいさぇしすゃぇ う すけゃぇ っ ょけ-
ぉさっ. ╁ きけきっくすぇ くぇぉうさぇきっ ょっちぇ いぇ 
すさっくうさけゃおう けす くぇぉけさ 2003, 2004 
う 2005-すぇ ゅけょうくぇ, すけゃぇ っ すぇゃぇくなす 
くぇ あっかぇっとうすっ, おけうすけ とっ いぇこけつくぇす 
すさっくうさけゃおう こさっい しっこすっきゃさう. ′ぇ-
ょっあょうすっ くう, っしすっしすゃっくけ, きけうすっ う くぇ 
おけかっゅぇすぇ ¨さけいけゃ, おぇおすけ う くぇ ちはかけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, しぇ ょぇ しっ こさっょしすぇゃうき 
けとっ こけ-ょけぉさっ. ┿ うくぇつっ - ゅけかはきぇすぇ 
くう ちっか う くぇょっあょぇ っ っょうく ょっく ょぇ 
しすぇくっき ておけかぇ し ゃしうつおう ゃないさぇしすう, 
おぇおすけ ぉってっ こさっょう 15-すうくぇ ゅけょうくう. 
╃ぇえ, ╀けあっ, ょぇ うきぇきっ う きなあおう けす-
ぉけさ.

┿ かっすくう かぇゅっさう とっ うきぇすっ かう? 
- ╃ぇ, くけ とっ すさっくうさぇきっ すせお, くぇ しすぇ-

ょうけくぇ. ]っゅぇ しっ せゅけゃけさはす せしかけゃうはすぇ 
いぇ こけっきぇくっすけ くぇ けぉはょぇ くぇ ょっちぇすぇ, 
くはきぇきっ ういかうてくう しさっょしすゃぇ ょぇ こかぇ-

とぇきっ くけとせゃおう くぇ ょさせゅう きっしすぇ. 
〈ぇおしぇすぇ こさう くぇし っ こけゃっつっ けす しうきゃけ-
かうつくぇ - 5 かっゃぇ きっしっつくけ. ╁しうつおけ しっ 
こけっきぇ けす  “┿さしっくぇか”, けす しこけくしけさう, 
けす しなきうてかっくうちう う こさうはすっかう. 

╉ぇお しっ しこさぇゃはすっ し そうくぇくしうさぇ-
くっすけ くぇ けすぉけさぇ?
- ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ こけきけとすぇ う さぇい-

ぉうさぇくっすけ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ “┿さ-

しっくぇか”, ゃ かうちっすけ くぇ ゅけしこけょうく 
╉けしすぇょうくけゃ, くぇ  ゅけしこけょうく ╀けいけゃ, 
しうくょうおぇすうすっ きくけゅけ こけきぇゅぇす, 
しすさぇくうつくう  しこけくしけさう, さけょうすっ-
かうすっ きくけゅけ くう こけきぇゅぇす. ╇きっくくけ 
し すはたくぇ こけきけと しっゅぇ くぇこさぇゃうたきっ 
っょくぇ かはすくぇ っおうこうさけゃおぇ, し つぇしす 
けす しせきぇすぇ こけきけゅくぇ う しぇきうはす そせす-
ぉけかっく おかせぉ. 〈せお っ きけきっくすなす ょぇ 
おぇあぇ, つっ けすおなき そうくぇくしう しきっ 
きけあっ ぉう くぇえ-ょけぉさっ けぉっいこっつっくぇ-
すぇ ておけかぇ, おぇすけ ういおかのつうき, さぇい-
ぉうさぇ しっ, “╀っさけっ” う けとっ っょうく-ょゃぇ 
けすぉけさぇ. 

╁ しそっさぇすぇ くぇ そぇくすぇいううすっ かう 
っ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ きなあ-
おうは けすぉけさ うかう くぇ けすぉけさ “ゃっ-
すっさぇくう”? 
- ′っ, こさけしすけ  いぇ ゃしうつおけ すさはぉ-

ゃぇす こぇさう. ┿おけ うきぇ しさっょしすゃぇ, 

いぇとけ くっ? [ぇいぉうさぇくっすけ けす さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ ゅけ うきぇきっ.  ╃ぇえ, ╀けあっ 
う そうさきぇすぇ ょぇ すさなゅくっ う くっとぇすぇ 
とっ しっ くぇきっしすはす, とっ こけっきぇす ゃ ょけ-
ぉさぇ こけしけおぇ.  〈せお っ きけきっくすなす ょぇ 
ぉかぇゅけょぇさは くぇ ゃしうつおう, おけうすけ くう 
こけきぇゅぇす, いぇとけすけ ぉっい すはたくぇすぇ こけ-
きけと ゃしうつおけ すけゃぇ くはきぇてっ おぇお ょぇ 
しっ しかせつう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

┿さしっくぇかしおぇすぇ ゃさない-
おぇ いぇ ╋ぇさうは っ

こけ しっきっえくぇ かうくうは       

¨しゃっく きぇきぇ う すぇすっ, すせお 
しぇ さぇぉけすうかう ぉぇぉぇ, ょはょけ, 
かっかう, ゃせえつけゃちう... ╃はょけ-
すけ くぇ ╋ぇさうは, おけゅけすけ すは 
くはきぇ おぇお ょぇ こけいくぇゃぇ, 
いぇゅうくぇか こさう うくちうょっくす ゃ 
„┿さしっくぇか”. 〈けゃぇ, けぉぇつっ, 
くっ っ そぇおす, おけえすけ たゃなさかは 
しはくおぇ ゃなさたせ ょくってくけすけ 
すさせょけゃけ ぉうすうっ くぇ ╋ぇ-
さうは 〈っくっゃぇ, すっゅかぇつおぇ くぇ 
ぉぇさせす けす ╆ぇゃけょ 2/150, 
〉しきうゃおぇすぇ くぇ 2013-すぇ 
けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ: 
”[ぇぉけすぇすぇ きう っ きなくうつおけ 
けこぇしくぇ, くけ くはきぇき くう-
おぇおなゃ こぇくうつっしおう しすさぇた 
けす すけゃぇ. ]ぇきけ こけくはおけゅぇ 
しっ いぇきうしかはき...”. ]おかけく-
くけしすすぇ おなき こけょさっょっくけしす 
こけきぇゅぇ くぇ ╋ぇさうは ょぇ しっ 
しこさぇゃは し さぇぉけすぇすぇ しう 
しこけおけえくけ う けすかうつくけ. ╆ぇ 
╋ぇさうは, っあっょくっゃくけすけ 
こさっきうくぇゃぇくっ くぇ こけさ-
すぇかぇ ゃ すけつっく つぇし, くっ っ 
しゃなさいぇくけ し くうおぇおゃけ くぇこさっあっくうっ. 
”』せゃしすゃぇき しっ ういちはかけ しこけおけえくぇ 
ゃ „┿さしっくぇか”. ╆ぇ おさぇすおけすけ ゃさっきっ 
しかっょ きぇえつうくしすゃけすけ, けすおけゅぇすけ っ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ う しかっょ おぇすけ こなさ-
ゃけ さぇぉけすうかぇ ゃ ょさせゅ ちった, しっゅぇ ╋ぇ-
さうは ゃっつっ っ こさっきうくぇかぇ こさっい ゃしうつ-
おう けこっさぇちうう くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ 
ゃ ちったぇ. 】ぇしすかうゃぇ っ けす そぇおすぇ, つっ 
おけかっゅうすっ すせお しう こけきぇゅぇす ゃなゃ ゃしうつ-
おけ: ”╉けゅぇすけ しっ けすくぇしはて し たけさぇすぇ 
ょけぉさっ, こけかせつぇゃぇて ょけぉさけ  けすくけてっ-
くうっ.”, こぇお こさっい せしきうゃおぇ しこけょっかは 
╋ぇさうは. 〈は こさういくぇゃぇ, つっ うきぇ こさうは-
すっかう, おけうすけ しっ せつせょゃぇす くぇ くっえくうは 
ういぉけさ ょぇ 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, くけ うきぇ う すぇおうゃぇ, 

おけうすけ は こけょおさっこはす.
′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ こけょおさっ-

こぇ, けぉぇつっ, いぇ ╋ぇさうは うょゃぇ 
けす しっきっえしすゃけすけ - ]ゃっすかうく, 
┿かっおしぇくょなさ う, さぇいぉうさぇ しっ - 
ぉぇぉぇ う ょはょけ, おけうすけ こぇきぇゅぇす 
ゃ しなぉけすぇ う くっょっかは し ょっすっすけ: 
”╇くぇつっ くはきぇ おぇお ょぇ しっ しかせ-
つぇす くっとぇすぇ!”
′ぇ ╋ぇさうは くっとぇすぇ はゃくけ え しっ 

しかせつゃぇす - うくぇつっ くはきぇてっ ょぇ 
は うきぇ けくぇいう すけこかけすぇ ゃ けつうすっ 
う せしきうゃおぇすぇ, し おけはすけ ょぇさはゃぇ 
たけさぇすぇ おさぇえ しっぉっ しう. ¨とっ 
っょくぇ こさうつうくぇ ょぇ さぇょゃぇて 
ぇさしっくぇかちう くぇ こなす いぇ さぇぉけすぇ 
こけおさぇえ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

Мария със сина си 

Александър
Младоженци и кумове
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[せしうは うしおぇ ぇきっさうおぇくしおうはす っお
てなく-ぇおすぬけさ ]すうゃなく ]っゅぇか ょぇ 

ぉなょっ かうちっ くぇ させしおぇすぇ けさなあっえくぇ うく
ょせしすさうは. ′けゃうくぇすぇ っ しなけぉとっくぇ けす 
させしおうは ゃうちっこさっきうっさ ╃きうすさうえ [けゅけ
いうく う さぇいこさけしすさぇくっくぇ けす ┿しけてっえすっょ  
こさっし. ╁ ういはゃかっくうっすけ しう [けゅけいうく っ 
いぇはゃうか しなとけ, つっ  ぇきっさうおぇくしおうはす ぇお
すぬけさ ぉう きけゅなか ょぇ けゅかぇゃう きっあょせくぇ
さけょくぇ おぇきこぇくうは いぇ さっおかぇきうさぇくっ くぇ 
こさけょせおちうはすぇ くぇ けさなあっえくうは いぇゃけょ 
„╃っゅすはさぬけゃ“.
‶さっょう くはおけかおけ ょくう ぇおすぬけさなす けす „ 

╀っかはいぇく ょぇ せきさっ” う „ 〈させょっく いぇ せぉう
ゃぇくっ” こけしっすう いぇゃけょぇ ゃ ゅさぇょ ╉けゃさけゃ, 

ばçñÑÜ½¿ñÖóñ ;)
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╁かぇょうきうさしおぇ けぉかぇしす, こさうょさせあぇゃぇく けす させしおうは ゃうちっこさっきうっさ [けゅけいうく.
╃けしすぇ させしおう ょなさあぇゃくう つうくけゃくうちう しぇ そっくけゃっ くぇ ぇきっさうおぇくしおうは ぇおすぬけさ, おけえすけ こさっい 

きぇさす しっ しさっとくぇ う し こさっいうょっくすぇ ╁かぇょうきうさ ‶せすうく.
61-ゅけょうてくうはす ]すうゃなく ]っゅぇか  けす ょっすっ ういせつぇゃぇ さぇいかうつくう ぉけえくう ういおせしすゃぇ, うきぇ しっょきう 

ょぇく こけ ぇえおうょけ. ]すうゃなく ]っゅぇか っ う こなさゃうはす くっぇいうぇすっち, けすゃけさうか ておけかぇ こけ ぇえおうょけ ゃ ¨しぇ
おぇ - ぅこけくうは, おけはすけ そせくおちうけくうさぇ う ょくっし, さぇょゃぇえおう しっ くぇ てうさけおぇ こけこせかはさくけしす.
╇いゃっしすっく っ う おぇすけ いぇとうすくうお くぇ あうゃけすくうすっ. ┿おけ ぇきっさうおぇくっちなす こさうっきっ  こさっしすうあくぇすぇ 

けそっさすぇ くぇ させしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ ょぇ さっおかぇきうさぇ させしおぇすぇ けさなあっえくぇ うくょせしすさうは,  すけ すけゃぇ 
くはきぇ ょぇ っ こなさゃうはす  さっおかぇきっく ぇくゅぇあうきっくす くぇ ]っゅぇか. ′ぇ うきっすけ きせ うきぇ ゃっつっ っくっさゅうえくぇ 
くぇこうすおぇ, くけしっとぇ くぇいゃぇくうっすけ „]ゃっすおぇゃうちぇすぇ くぇ ]っゅぇか”,  こさけういゃっあょぇくぇ こけ かうつくぇ ぉうか
おけゃぇ さっちっこすぇ くぇ  ぇおすぬけさぇ,  おぇおすけ う しこっちうぇかっく こぇさそのき. 
]っゅぇか うきぇ くぇょ 30 そうかきぇ ゃ おうくけすけ, ういゃっしすっく っ う おぇすけ ょけぉなさ おうすぇさうしす, ぇゃすけさ う  ういこなか

くうすっか くぇ こけこ う ぉかせし こっしくう, さっあうしぬけさ , こさけょせちっくす う しちっくぇさうしす. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

′けゃ けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか うきぇ ゃっつっ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす. ] 
さってっくうっ くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす けす きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ いぇ 

ゅせぉっさくぇすけさ くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ っ くぇいくぇつっくぇ 42-ゅけょうてくぇすぇ 
╅うゃおぇ ┿かぇょあけゃぇ. ╃なかゅう ゅけょうくう すは っ ぉうかぇ いょさぇゃっく うくしこっおすけさ ゃ 
》╄╇ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ¨す 2006 ゅ. ょけ 2011 ゅ. っ くぇつぇかくうお-けすょっか „┿ょ-
きうくうしすさぇすうゃくけ-しすけこぇくしおう” ゃ [╇¨╉¨╆. ¨す き. きぇさす 2011 ゅ. っ ゅか. 
うくしこっおすけさ ゃ ¨ぉかぇしすくぇすぇ ょうさっおちうは こけ ぉっいけこぇしくけしす くぇ たさぇくう ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶さう ゃしすなこゃぇくっすけ しう ゃ ょかなあくけしす ┿かぇょあけゃぇ  けぉっとぇ 
ょぇ っ つっしすくぇ う けすおさうすぇ し たけさぇすぇ う いぇはゃう: 
„】っ しかっょゃぇき こけかうすうおぇすぇ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ う とっ さぇぉけすは いぇ しすぇ-

ぉうかういうさぇくっ くぇ うおけくけきうつっしおけすけ こけかけあっくうっ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
ぇゃすけさうすっすぇ くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 】っ さぇぉけすは いぇ ゃさなとぇくっ くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ くぇ たけさぇすぇ ゃ かうちっすけ くぇ ょなさあぇゃくうすっ うくしすうすせちうう, おけうすけ 
いぇとうすぇゃぇす うくすっさっしうすっ くぇ けぉうおくけゃっくうは つけゃっお う くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ 
しないょぇゃぇす さぇぉけすくう きっしすぇ”.
╉なき きけきっくすぇ ゃしっ けとっ くっ しぇ けこさっょっかっくう くけゃうすっ いぇきっしすくうちう くぇ 

┿かぇょあけゃぇ, おけうすけ とっ すさはぉゃぇ ょぇ こけっきぇす しなけすゃっすくうすっ さっしけさう. 
┿かぇょあけゃぇ っ ゃすけさぇすぇ あっくぇ, おけはすけ こけっきぇ くぇえ-ゃうしけおうは ょなさあぇゃっく こけしす ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇ-

ゅけさぇ. ‶さっょう くっは ょゃぇ きぇくょぇすぇ すけいう こけしす しっ いぇっきぇてっ けす ╋ぇさうは ′っえおけゃぇ /′╃]╁/. ′けゃぇすぇ 
ゅせぉっさくぇすけさおぇ っ つかっく くぇ ╀]‶ けす 13 ゅけょうくう. ¨す 2002 ゅ. ょけ くぇしすけはとうは きけきっくす っ つかっく くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす くぇ ╀]‶ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ]っおさっすぇさ っ くぇ こぇさすうえくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは „『っくすなさ” ゃ 
けぉかぇしすくうは ゅさぇょ. ╃っかっゅぇす っ くぇ 48-は ╉けくゅさっし くぇ ╀]‶.
╁かぇょっっ ぇくゅかうえしおう う させしおう っいうお. ╇きぇ ょなとっさは くぇ 22 ゅけょうくう.
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╆ぇ ょぇ しっ しこさっ こさけちっしなす, 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃいっきぇす しこって-
くう きっさおう う ょぇ いぇこけつくっ しぇ-
くうすぇさくぇ しっつ くぇ ぉけかくうすっ 
ょなさゃっすぇ し ちっか ょぇ しっ こさっょ-
こぇいう ゅけさぇすぇ けす きぇしけゃけ いぇ-
さぇいはゃぇくっ. 
〈さっゃけあくけすけ きぇしけゃけ しな-

たくっくっ こけ ぉっかうは う つっさっく 
ぉけさ ゃ さぇえけくぇ, ゃ す. つ. う くぇ 
〈のかぉっすけ, っ いぇぉっかはいぇくけ 

‶っすなさ 』せたけゃ っ くけゃう-
はす, 12-すう くけしうすっか 

くぇ ╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ 
おけくおせさしぇ いぇ かのぉけゃくぇ かう-
さうおぇ „╋ぇゅうはすぇ ╊のぉけゃ”, 
けさゅぇくういうさぇく すぇいう ゅけょう-
くぇ けす ]ょさせあっくうっ „╉せかぇ” 
し こけょおさっこぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. 
╁すけさけすけ う すさっすけすけ きはしすけ 

しぇ いぇ ]くっあぇくぇ ╇ゃぇくけゃぇ う 
′ぇすぇかうは 『ゃっすぇくけゃぇ. ′ぇ-

けとっ こさっょう 6 ゅけょうくう, ゃっょくぇゅぇ しかっょ ゅけかっきうすっ こけあぇさう, ょけゃっ-
かう ょけ ういこっこっかはゃぇくっ う いぇゅうゃぇくっ くぇ しすけすうちう たうかはょう ょっおぇさう 
ゅけさぇ ゃ さっゅうけくぇ. ‶なさゃう すけゅぇゃぇ いぇ きぇしけゃけすけ しなたくっくっ ぇかぇさきう-
さぇす ゅさぇあょぇくう う こさうさけょけかのぉうすっかう.  
¨とっ すけゅぇゃぇ っおしこっさすうすっ しっ さぇいょっかはす くぇ ょゃっ: しこけさっょ っょくう-

すっ, しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ ゃうょ  ぉけかっしす こけ ょなさゃっすぇすぇ, ぇ ょさせゅう しぇ くぇ 
きくっくうっ, つっ こさうつうくうすっ しぇ おけきこかっおしくう う ゃ すはた うきぇ つけゃっておぇ 
くぇきっしぇ. 
〈ぇいゅけょうてくけすけ きぇしけゃけ しなたくっくっ っ  さっいせかすぇす, しこけさっょ すはた, くぇ 

ゃうしけおうすっ すっきこっさぇすせさう こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おけきぉうくうさぇくう 
う し ゅけかはきぇ しせてぇ - そぇおすけさう, しないょぇかう ぉかぇゅけこさうはすくう せしかけゃうは 
いぇ こけはゃぇすぇ くぇ おけさっくけゃぇすぇ ゅなぉぇ こけ ぉけさけゃうすっ ょなさゃっすぇ. 
[っいせかすぇすなす けす くっは っ ゃうょうき こけ ょなさゃっすぇ: ういしなたゃぇす うゅかうちうすっ, 

おけさけくぇすぇ, しすなぉかけすけ, こぇょぇす てうてぇさおうすっ, くぇおさぇは しなたくっ う しぇ-
きけすけ ょなさゃけ.  
┿おけ ぉけさけゃぇすぇ っこうょっきうは くっ ぉなょっ けゃかぇょはくぇ ゃ おなしう しさけおけゃっ, 

けこぇしくけしすすぇ けす こさっゃさなとぇくっすけ くぇ おうすくうは う しさぇゃくうすっかくけ ゃしっ 
けとっ いっかっく さぇえけく ゃ ゅけかう たなかきけゃっ っ けゅさけきくぇ. ╃させゅ っ ゃなこさけしなす 
ょぇかう しぇくうすぇさくぇすぇ しっつ, こけおさぇえ おけはすけ ゃうくぇゅう いぇゅうゃぇす う ょさせゅう 
ょなさゃっすぇ, っ さってっくうっすけ くぇ こさけぉかっきぇ うかう きけゅぇす ょぇ しっ すなさしはす う 
ょさせゅう ゃぇさうぇくすう いぇ しこぇしはゃぇくっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゅけさぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

] うしおさっくぇ う ぉかっしすはとぇ さぇょけしす ゃう ういゃっしすはゃぇきっ, つっ くぇ 15-すう のくう, ゃ かっすけ 2013-すけ, くっ 
おけえ ょぇ っ, ぇ かうつくうはす ╄おしこっさす いぇ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくしおう しなゃっすくうお ゃっつっ すさっすう きぇくょぇす 

╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ, こけ こさういゃぇくうっ う こさけそっしうは ょけぉなさ ぉぇくおっさ, う くっゅけゃぇすぇ つぇさけゃくぇ しなこさせ
ゅぇ ‶っすは ‶っすおけゃぇ, しすぇくぇたぇ すなしす う... すなとぇ. 
‶さうつうくぇすぇ いぇ こさけきはくぇすぇ ゃ しすぇすせしぇ うき ぉっ すはたくぇすぇ こなさゃけさけょくぇ う こさっおさぇしくぇ ょなとっさは 

╇ゃっかうくぇ, こけょぇさうかぇ しなさちっすけ しう くぇ くっゃっさけはすくうは ╄きうか. 
]ゃぇすぉっくけすけ すなさあっしすゃけ う ゅけとぇゃおぇすぇ しっ しなしすけはたぇ くぇ ういうしおぇくけ きはしすけ ゃ しすけかうちぇすぇ. 
] けしけぉっくぇ ょさぇゅけしす, ぇ おぇおすけ っ ゃうょくけ う けす そけすけしぇ, ゃう けすぉっかはいゃぇきっ, つっ きかぇょけあっくおぇすぇ 

ゅさっってっ ゃ けしかっこうすっかくぇ さけおかは けす ょゃっ つぇしすう, ょっかけ くぇ きけょくぇ おなとぇ „′っゃっくぇ“. 
]さっょ おせこうとぇすぇ ょぇさけゃっ - けす こさっおさぇしくう こけ-こさっおさぇしくう, しっ けすかうつう しゃぇすぉっくうはす ょぇさ くぇ 

とぇしすかうゃうすっ さけょうすっかう ‶っすおけゃう :))) しっさゃうい いぇ たさぇくっくっ - せくうおぇす. 
′ぇ きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ - とぇしすうっ う かのぉけゃ ょぇ こさっこなかゃぇす ょくうすっ うき, おせこ ょっちぇ ょぇ けゃうおぇす 

ょけきぇ うき, ぇ くぇ とぇしすかうゃうすっ うき さけょくうくう -  しうぉうさしおけ いょさぇゃっ, いぇ ょぇ しっ さぇょゃぇす くぇ とぇしすうっすけ 
くぇ しゃけうすっ ょっちぇ!

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╁ さぇいかうつくう ゃさっきっくぇ う ゃ さぇいかうつくう しすさぇくう たけさぇすぇ さってぇゃぇ
かう こさけぉかっきぇ し くぇょくけさきっくけすけ すっゅかけ こけ さぇいかうつっく くぇつうく. ╁ 

ょさっゃくうは ╄ゅうこっす くけしっかう おけさしっすう, ゃ ╉うすぇえ こうっかう いっかっく つぇえ, ぇ 
ゃ ╂なさちうは たけょっかう くぇ ぉぇくは. ╃くっし うきぇ きくけゅけ こけゃっつっ くぇつうくう いぇ 
しこさぇゃはくっ し  ういかうてくうすっ おうかけゅさぇきう. ╃うっすけかけいうすっ う しこっちうぇかう
しすうすっ こけ いょさぇゃけしかけゃくけ たさぇくっくっ うきぇす しゃけっ  いかぇすくけ こさぇゃうかけ: 
すっゅかけすけ くぇ いょさぇゃうは つけゃっお ゃ いさはかぇ ゃないさぇしす くっ ぉうゃぇ ょぇ  くぇょゃう
てぇゃぇ すっゅかけすけ きせ し こけゃっつっ けす 3-4 おうかけゅさぇきぇ けす すけゃぇ, おけっすけ っ 
うきぇか くぇ 24 ゅけょうくう. ‶さう ゃしうつおう ょさせゅう しかせつぇう しっ おぇしぇっ うかう いぇ 
ぉけかっしすくう そぇおすけさう, けすおかのつゃぇとう くぇこなかくはゃぇくっすけ, うかう いぇ こさっ
おぇかっくぇ せこけすさっぉぇ くぇ たさぇくぇ う かけてぇ ょゃうゅぇすっかくぇ おせかすせさぇ. 
┿おけ ゃっつっ しすっ こさっおぇかうかう し おうかけゅさぇきうすっ, ぇ うきぇすっ あっかぇくうっ いぇ 

ょけぉさぇ そうゅせさぇ, ゃう けつぇおゃぇ ょなかゅぇ „けおけこくぇ” ゃけえくぇ し おうかけゅさぇきうすっ, 
おけはすけ いぇこけつゃぇ し こさけきはくぇ くぇ くぇつうくぇ くぇ きうしかっくっ う くぇ さっあうきぇ.
╄すけ ゃう う „いかぇすくうすっ こさぇゃうかぇ”, いぇ ょぇ ういかっいっすっ こけぉっょうすっか けす くっは. 

1. ╁けょっすっ しう ょくっゃくうお. 
′ぇうしすうくぇ っ しおせつくけ ょぇ けすぉっ
かはいゃぇて くぇ たぇさすうは ゃしはおぇ こけ
ゅなかくぇすぇ たぇこおぇ う ゃしはおけ くぇ
こさぇゃっくけ そういうつっしおけ せしうかうっ. 
′け こしうたけかけいうすっ すゃなさょはす, つっ 
こけきぇゅぇ. 〈ぇおぇ ゃさないおぇすぇ きっあょせ 
こぇさつっすけ てけおけかぇょけゃぇ すけさすぇ 
う こせおぇとうすっ しっ こけ てっゃけゃっ
すっ こぇくすぇかけくう ゃっょくぇゅぇ しすぇゃぇ 
けつっゃうょくぇ.

2. ′っ こさっくっぉさっゅゃぇえすっ 
ぉさけっくっすけ くぇ おぇかけさううすっ. 
╁しはおぇ しせすさうく こうっすっ おぇそっすけ 
しう し 2-3 ぉうしおゃうすおう. 〈っ しなょなさ
あぇす 15-20 おぇか. ╆ぇ ゅけょうくぇ すっ 
とっ しっ こさっゃなさくぇす ゃ おうかけゅさぇき - 
ょゃぇ ういかうてくう きぇいくうくう. ╇いゃけ
ょなす: けすおぇあっすっ ぉうしおゃうすおうすっ.

3. ╁くうきぇゃぇえすっ ょくっゃくけ
すけ きっくの ょぇ くっ しかういぇ こけょ 
1800 おぇか. ╇ っょくけすけ, う ょさせ
ゅけすけ っ ゃさっょくけ いぇ そうゅせさぇすぇ.

4. ′っ しっ せゃかうつぇえすっ こけ 
ぉっかすなつくうすっ ょうっすう. ] すはた 
とっ しゃぇかはすっ おうかけゅさぇきう しぇきけ 
こなさゃうすっ 2-3 しっょきうちう. ╇ すけ 
いぇ しきっすおぇ くぇ ういたゃなさかっくぇすぇ 
ゃけょぇ. ┿ おぇすけ ぉけくせし とっ こけかせ
つうすっ ゅかぇゃけぉけかうっ う しかぇぉけしす.

5. ]ないょぇえすっ しう くぇゃうお ょぇ 
しっ たさぇくうすっ こけ ゅさぇそうお. 
〈ぇおぇ くうゃけすけ くぇ いぇたぇさすぇ ゃ 
おさなゃすぇ とっ しっ しすぇぉうかういうさぇ, ぇ 
けさゅぇくういきなす ゃう とっ いぇこけつくっ ょぇ 
けつぇおゃぇ たさぇくぇ ゃ けこさっょっかっくう 
つぇしけゃっ.

6. ′っ けしすぇゃはえすっ けさゅぇくう
いきぇ しう ぉっい たさぇくぇ こけゃっつっ 
けす 4 つぇしぇ. 〈けゃぇ ゃう ゅぇさぇくすう
さぇ, つっ くはきぇ ょぇ こさっゅかぇょくっっすっ, 
ぇ しかっょ すけゃぇ ょぇ こさっはょっすっ.

7. ╆ぇょなかあうすっかくけ しっ いぇ
くうきぇゃぇえすっ しなし しこけさす. ╃けさう 
う ょぇ ゃくうきぇゃぇすっ し おぇかけさううすっ. 
╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ いぇっょくけ 
し きぇいくうくうすっ とっ しう けすうょぇす う 
きせしおせかうすっ.

8. ¨すょっかっすっ しこっちうぇかくけ 
ゃくうきぇくうっ くぇ せこさぇあくっくう
はすぇ いぇ ぉっょさぇすぇ う すぇかうはすぇ.

9. ]きっくっすっ こぇさそのきぇ しう. 
]こけさっょ せつっくう けす 』うおぇゅしおうは 
せくうゃっさしうすっす, あっくうすっ, うい
こけかいゃぇとう ちゃっすくう ぇさけきぇすう, 
しっ しすさせゃぇす くぇ きなあっすっ し 5-6 おゅ 

こけ-かっおう.

10. ╉けそっうくなす こけょこけきぇゅぇ 
さぇいゅさぇあょぇくっすけ くぇ きぇいくう
くうすっ. 〈ぇおぇ つっ - つぇておぇ つっさくけ 
おぇそっ しかっょ しうす けぉはょ とっ ゃう っ 
しぇきけ けす こけかいぇ. ′け くっ こさっおぇ
かはゃぇえすっ. 〉こけすさっぉぇすぇ くぇ きくけゅけ 
おぇそっ っ しさっょ こさうつうくうすっかうすっ 
くぇ ちっかせかうすぇ.

11. ]ょなゃつっすっ おかけくおぇ きぇゅ
ょぇくけい. ′っゅけゃうはす ゅけさつうゃ ゃおせし 
とっ くぇきぇかう ぇこっすうすぇ ゃう. ┿ ゃ 
くっゅけ しっ しなょなさあぇす う けぉっいゃけょ
くはゃぇとう しなしすぇゃおう.

12. ′うおけゅぇ くっ こさけこせしおぇえ
すっ いぇおせしおぇすぇ. ╁ こさけすうゃっく 
しかせつぇえ くっこさっおなしくぇすけ とっ ゃう 
すっゅかう おなき ゃしはおぇおゃう いぇぉさぇくっ

くう たさぇくう う こけ ゃしはおぇ ゃっさけはす
くけしす くはきぇ ょぇ せしすけうすっ くぇ ういおせ
てっくうっすけ.

13. ╆ぇこけつくっすっ ょっくは し おう
しっかけ きかはおけ. 〉つっくう けす せくう
ゃっさしうすっすぇ ゃ 〈っくっしう すゃなさょはす, 
つっ たけさぇすぇ, おけうすけ ういはあょぇす こけ 
500 ゅ けす すけいう こさけょせおす くぇ ょっく 
ゅせぉはす し 60% こけゃっつっ きぇいくうくう, 
けすおけかおけすけ すっいう, おけうすけ こさけしすけ 
くぇきぇかはゃぇす けぉっきぇ くぇ こけさちううすっ 
しう.

14. ╇いこけかいゃぇえすっ こさぇゃう
かけすけ いぇ 10-すっ きうくせすう. ┿おけ 
ゃう しっ はょっ くっとけ しかぇょおけ, ういつぇ
おぇえすっ 10 きうくせすう. ′け くっ, いぇ ょぇ 
せしこっっすっ ょぇ しう おせこうすっ きけさっくぇ, 
ぇ いぇ ょぇ さぇいぉっさっすっ ょぇかう くぇうし
すうくぇ しすっ ゅかぇょくう.

15. ╇きぇ こさぇゃうかけ いぇ 20-すっ 
きうくせすう. ┿おけ しすっ しっ くぇけぉはょゃぇ
かう いぇ こけ-きぇかおけ けす 20 きうくせすう, 
きけいなおなす ゃう こさけしすけ くっ っ せしこはか 
ょぇ こけかせつう うくそけさきぇちうは, つっ 
しすっ しうすう.

16. ╉せこせゃぇえすっ こさけょせおすう 
しぇきけ し こなかっく しすけきぇた. 〈ぇおぇ 
とっ ゃう っ こけ-かっしくけ ょぇ しかっょゃぇすっ 
ゅかぇしぇ くぇ さぇいせきぇ う ょぇ ういぉはゅゃぇ
すっ おけゃぇさくうすっ しなぉかぇいくう.

17. 』っすっすっ ゃくうきぇすっかくけ 
っすうおっすうすっ. ╉けゅぇすけ さぇいぉっさっ
すっ, つっ こけょ おさぇしうゃぇすぇ けこぇおけゃ
おぇ しっ しなょなさあぇす 500 おぇか. う 30 
% きぇいくうくう, っょゃぇ かう とっ こけうし
おぇすっ ょぇ は おせこうすっ.

 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

ゅさぇょうすっ けす おけくおせさしぇ ぉはたぇ さぇいょぇょっくう ゃ しなぉけすくうは ょっく くぇ 7-きう 
のくう. ╉けくおせさしなす っ しないょぇょっく けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ゃっしすくうお 
„╇しおさぇ”. ‶さっい ゅけょうくうすっ っ ぉうか つぇしす けす しなぉうすうはすぇ ゃ ‶さぇいくう-
おぇ くぇ さけいぇすぇ う 』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう. ╆ぇ こさなゃ こなす, しかっょ 
っょくけゅけょうてくけ こさっおなしゃぇくくっ, おけくおせさしなす, おけえすけ しなぉさぇ 104 
せつぇしすくうちう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, しっ けさゅぇくういうさぇ けす くけゃけすけ ]ょさせ-
あっくうっ „╉せかぇ”, ういょぇすっか けす くはおけかおけ きっしっちぇ くぇ おぇいぇくかなておけすけ 
かうすっさぇすせさくけ しこうしぇくうっ. 
』せたけゃ っ さけょっく こさっい 1961 ゅ. ゃ ]けそうは. ╀ぇおぇかぇゃなさ っ こけ ぉうぉ-

かうけすっつくう くぇせおう う きぇゅうしすなさ こけ しけちうけかけゅうは くぇ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす „]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう“. ┿ゃすけさ っ くぇ 9 おくうゅう, 
しさっょ おけうすけ „╂さぇょうくぇすぇ くぇ しかぇぉぇすぇ さっぇかくけしす“  - 1995 /くぇゅさぇ-
ょぇ いぇ ょっぉのす くぇ おけくおせさしぇ „ぃあくぇ こさけかっす“/, „[せくう“ , „╋せかっすけ 
くぇ ‶っょさけ“ /1999 - おくうゅぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ くぇ しこ. „╄ゅけうしす“/, „‶さけ-
ゃうくちうう“, „╋ぇかおう ょくう“ /2002 -  くぇちうけくぇかくぇ くぇゅさぇょぇ いぇ こけっ-
いうは „╇ゃぇく ′うおけかけゃ“/, „]くっあくう つけゃっちう“ – 2003 /しこっちうぇかくぇ 
くぇゅさぇょぇ くぇ おけくおせさしぇ いぇ くけゃ ぉなかゅぇさしおう さけきぇく „[ぇいゃうすうっ“/, 
„‶け-しおけさけ くうおけゅぇ“  - 2004, こけ おけはすけ くはおけかおけ ゅけょうくう しっ うゅ-
さぇっ しこっおすぇおなか, けしなとっしすゃっく けす 〈っぇすなさ-かぇぉけさぇすけさうは @かきぇ @
かすっさ. ╇きぇ ょゃせっいうつくぇ おくうゅぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう う ぇくゅかうえしおう し たぇえ-
おせ う しっくさの „╀っいけこぇしくう うゅかう“, ゃおかのつっく ゃ きくけゅけ ぇくすけかけゅうう ゃ 
╀なかゅぇさうは う ゃ つせあぉうくぇ, こさっゃっあょぇく くぇ ぇくゅかうえしおう, そさっくしおう, 
くっきしおう, うしこぇくしおう, はこけくしおう, させしおう, つっておう, かうすけゃしおう, せく-
ゅぇさしおう, させきなくしおう, すせさしおう, しさなぉしおう, たなさゃぇすしおう, しかけゃっくしおう, 
きぇおっょけくしおう. ‶うてっ たぇえおせ う しゃなさいぇくうすっ し くっゅけ そけさきう くぇ ぇく-
ゅかうえしおう, こせぉかうおせゃぇくう ゃ きくけゅけ ういょぇくうは こけ しゃっすぇ.
′けしうすっか くぇ きくけあっしすゃけ くぇゅさぇょう, 』せたけゃ しこっつっかう すうは ょくう う 

すさっすけ きはしすけ ゃ すさっゃくっくしおうは かのぉけゃっく おけくおせさし „]かぇゃっえおけゃぇ 
くぇゅさぇょぇ”. 』せたけゃ っ ぇゃすけさ う くぇ きくけゅけ こっしくう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

¨ぉとうくしおうはす しなゃっすくうお ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす くぇ ╉ぇいぇくかなお う ぉうゃて 
いぇきっしすくうお-おきっす こけ たせきぇくうすぇさくぇすぇ こけかうすうおぇ ぃかうはくぇ ‶ぇかぇいけ-

ゃぇ っ ょっこけいうさぇかぇ きけかぉぇ いぇ くぇこせしおぇくっ くぇ しなゃっすぇ, くぇせつう 〈┿. ]こけさっょ 
‶ぇかぇいけゃぇ, きけすうゃうすっ え ょぇ くぇこせしくっ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ 
かうつくう. ′╃]╁ っ かうぉっさぇかくぇ こぇさすうは う こさう くぇし きくけゅけ ょなさあうき くぇ こさうっき-
しすゃっくけしすすぇ. ╄すけ いぇとけ けすしすなこゃぇき きはしすけ くぇ しかっょゃぇとうは くぇて つかっく, おぇいぇ 
しこっちうぇかくけ いぇ 〈┿ ‶ぇかぇいけゃぇ. ]かっょ さってっくうっ くぇ ¨╇╉ ゃ ゅさぇょぇ きはしすけすけ 
くぇ ぃかうはくぇ ‶ぇかぇいけゃぇ ゃ おぇいぇくかなておうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす とっ いぇっきっ [ぇ-
ょけしかぇゃ [ぇつっゃ. 〈けえ ゃっつっ うきぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう っょうく きぇくょぇす おぇすけ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお. 

* * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * 

╉ぇいぇくかなお っ しさっょ ゅさぇょけゃっすっ, ゃおかのつうかう しっ ゃ くぇちうけくぇかくうすっ こさけすっしすう, いぇこけつくぇかう きうくぇかぇすぇ 
しっょきうちぇ しさっとせ くぇいくぇつぇゃぇくっすけ くぇ ╃っかはく ‶っっゃしおう いぇ てっそ くぇ ╃┿′]. ╋っあょせ 100 う 300  

ゅさぇあょぇくう ゃしはおぇ ゃっつっさ しっ しなぉうさぇす くぇ こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし” ゃ ゅさぇょぇ, いぇ ょぇ ういさぇいはゃぇす くっょけ-
ゃけかしすゃけすけ しう けす こけかうすうおぇすぇ くぇ くけゃうすっ せこさぇゃかはゃぇとう う くぇいくぇつっくうっすけ くぇ ‶っっゃしおう いぇ てっそ くぇ 
っょくぇ けす ゃないかけゃうすっ しすさせおすせさう ゃ しそっさぇすぇ くぇ しうゅせさくけしすすぇ せ くぇし.

] 6% しぇ くぇきぇかっかう ぉけかくうつくうすっ かっゅかぇ ゃ いょさぇゃ-
くうすっ いぇゃっょっくうは くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 

しぇきけ いぇ ゅけょうくぇ, しすぇゃぇ はしくけ けす こせぉかうおせゃぇく ゅけょう-
てっく けすつっす くぇ いょさぇゃくうすっ いぇゃっょっくうは ゃ けぉかぇしすすぇ. 
]こけさっょ ょぇくくうすっ, ゃ 16-すっ いょさぇゃくう いぇゃっょっくうは ゃ 

]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす うきぇ  2 458 ぉけかくうつくう かっゅ-
かぇ. ╆ぇゃっょっくうはすぇ いぇ ういゃなくぉけかくうつくぇ こけきけと しぇ 91 
し 34 かっゅかぇ, ぇ ょさせゅうすっ かっつっぉくう う いょさぇゃくう いぇゃっょっ-
くうは しぇ 7 し 365 かっゅかぇ. ╁ しさぇゃくっくうっ し 2011 ゅけょうくぇ 
かっゅかけゃうはす そけくょ くぇ ぉけかくうちうすっ  っ くぇきぇかはか し 6% う 
こさうつうくぇすぇ いぇ すけゃぇ っ しなおさぇとぇゃぇくっすけ くぇ ぉけかくうつ-
くうすっ いぇゃっょっくうは.
¨すくっしっくけ おなき けぉとうは ぉさけえ くぇ あうすっかうすっ くぇ けぉ-

かぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, くぇ 10 たうかはょう ょせてう しっ こぇょぇす 
75 ぉけかくうつくう かっゅかぇ. 
╁ おさぇは くぇ 2012 ゅ. くぇ けしくけゃっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ ゃ かっつっぉくうすっ う いょさぇゃくう いぇゃっょっくうは ゃ けぉかぇし-

すすぇ こさぇおすうおせゃぇす 1 398 かっおぇさう. ]すけきぇすけかけいうすっ しぇ  282-きぇ, ぇ きっょうちうくしおうすっ しこっちうぇかうしすう こけ 
いょさぇゃくう ゅさうあう - 2 360, おぇすけ 1635 けす すはた しぇ きっょうちうくしおう しっしすさう. ╁ かっつっぉくうすっ う いょさぇゃくう 
いぇゃっょっくうは くぇ けしくけゃっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ さぇぉけすはす う 1 978 ょせてう ょさせゅ こっさしけくぇか し くっきっょうちうくしおけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ.
╁ いぇゃっょっくうはすぇ いぇ ぉけかくうつくぇ こけきけと /ぉけかくうちう う ちっくすさけゃっ しなし しすぇちうけくぇさ/ こさぇおすうおせゃぇす 695 

かっおぇさう. ╋っょうちうくしおうすっ しこっちうぇかうしすう こけ いょさぇゃくう ゅさうあう しぇ 1429, けす おけうすけ 1050 しぇ きっょうちうく-
しおう しっしすさう.
╃あうこうすぇすぇ しぇ 256 ゃ ちはかぇすぇ けぉかぇしす うかう 18.3% けす ゃしうつおう こさぇおすうおせゃぇとう かっおぇさう ゃ けぉかぇし-

すすぇ. ]かっょ すはた しぇ しこっちうぇかうしすうすっ こけ ゃなすさってくう ぉけかっしすう /69/ う ぇくっしすっいうけかけゅうは う うくすっくいうゃくけ 
かっつっくうっ /69/. 》うさせさいうすっ しぇ 66, ぇ ぇおせてっさ-ゅうくっおけかけいうすっ 65.
‶け ょぇくくう くぇ けそうちうぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, けしうゅせさっくけしすすぇ し かっおぇさう ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ゃ 

おさぇは くぇ 2012 ゅけょうくぇ っ 42.4 くぇ 10 000 ょせてう けす くぇしっかっくうっすけ, ぇ くぇ かっおぇさう こけ ょっくすぇかくぇ きっょう-
ちうくぇ - 8.5 くぇ 10 000 ょせてう けす くぇしっかっくうっすけ. ‶けおぇいぇすっかはす いぇ けしうゅせさっくけしす し かっおぇさう ゃ けぉかぇしすすぇ 
っ こけ-ゃうしけお けす しさっょくうは いぇ しすさぇくぇすぇ /39.3/.

╁ ╄ゃさけこぇ きくけゅけ しっ ちっくう いぇぉさぇくぇすぇ いぇ こせてっくっ, ぇ 
ゃさっょぇすぇ いぇ うおけくけきうおぇすぇ けす すけゃぇ くうおなょっ くっ っ 

ょけおぇいぇくぇ. 〈けゃぇ おぇいぇ こさう こけしっとっくうっすけ しう ゃ ╉ぇいぇく-
かなお ぉなかゅぇさしおうはす っゃさけおけきうしぇさ ╉さうしすぇかうくぇ ╂っけさゅう-
っゃぇ. 〈は ういさぇいう くぇょっあょぇ, つっ ぉなかゅぇさしおうすっ ょなさあぇゃ-
くうちう とっ いぇこぇいはす こけしすうゅくぇすけすけ ゃ すけいう しきうしなか ょけ 
しっゅぇ う とっ しっ こけゅさうあぇす いぇ いょさぇゃっすけ くぇ ぉなかゅぇさうすっ. 

╄ゃさけおけきうしぇさ ╉さうしすぇかうくぇ ╂っけさゅうっゃぇ  こけしっすう ╉ぇいぇくかなお しなし しゃけは 20- つかっくっく っおうこ, こけかけゃうくぇすぇ けす おけえすけ しっ しなしすけう 
けす ぉなかゅぇさう. ╁ういうすぇすぇ え っ ゃ けすゅけゃけさ くぇ けすこさぇゃっくぇすぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ けす おきっすぇ くぇ ゅさぇょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こけおぇくぇ 
ょぇ こけしっすう ╉ぇいぇくかなお こけ ゃさっきっ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ, おけえすけ こさけょなかあぇゃぇ ょけ 24-すう のくう. 
〈は ょぇょっ ゃうしけおぇ けちっくおぇ くぇ おぇいぇくかなておけすけ ょけきぇおうくしすゃけ くぇ こさっゃなさくぇかうは しっ ゃっつっ ゃ すさぇょうちうは くぇちうけくぇかっく しなぉけさ くぇ 

さぇょうけかのぉうすっかうすっ. ′っゅけゃ けしくけゃっく ょゃうゅぇすっか っ ╁かぇょうきうさ ╃ぇしおぇかけゃ, おけえすけ っ ょなかゅけゅけょうてっく しかせあうすっか くぇ „┿さしっくぇか”.  
‶けしっとっくうっすけ くぇ っゃさけおけきうしぇさ ╂っけさゅうっゃぇ くぇ しなぉけさぇ くぇ さぇょうけかのぉうすっかうすっ っ あっしす くぇ せゃぇあっくうっ おなき すはたくぇすぇ さぇぉけすぇ 
う こさういくぇすっかくけしす いぇ くっけちっくうきぇすぇ うき こけきけと ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ こさう ぉっょしすゃうは う ぇゃぇさうう. 
“┿い しなき ゅけかはき すったっく そっく”, おぇいぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉなかゅぇさしおうはす っゃさけおけきうしぇさ う いぇはゃう, つっ ゃ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ おけきうしうは しっ けぉしなあょぇ ゃないきけあくけしすすぇ いぇ うくしすうすせちうけくぇ-

かういうさぇくっ くぇ ょっえくけしすすぇ くぇ さぇょうけかのぉうすっかうすっ う ゃおかのつゃぇくっすけ うき ゃ こさっゃぇくすうゃくぇすぇ ぉけさぉぇ し ぉっょしすゃうはすぇ. 
¨ちっくおぇ いぇ ょけぉさぇすぇ う ゃうしけおけたせきぇくくぇ さぇぉけすぇ くぇ くぇょ 6-すっ たうかはょう ぉなかゅぇさしおう さぇょうけかのぉうすっかう っ う ぉなかゅぇさしおけすけ ょけきぇおうくしすゃけ くぇ ]ゃっすけゃくうは おけくゅさっし くぇ さぇ-

ょうけかのぉうすっかうすっ ょけゅけょうくぇ こさっい しっこすっきゃさう ゃ おせさけさすぇ “┿かぉっくぇ”. 
》さけくうおぇすぇ こけょゅけすゃう: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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¨うあせあ:

╁ ょくってくけ ゃさっきっ ゃっつっ いゃせつう くっゃっさけはすくけ ゃ さぇいおぇいぇ けす 
こなさゃけ かうちっ, う すけ くぇ あうゃ しゃうょっすっか, ょぇ しなあうすっかしすゃぇす 

っょくけゃさっきっくくけ ゅけょうくうすっ ょぇかっつ こさっょう 9-すう 1944-すぇ, 45-すっ 
ゅけょうくう しけちうぇかういなき う 24-ゅけょうてくうはす くう ‶さったけょ. ╁ あうゃけ-
すぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうは ゃっすっさぇく ]すけはく ╋うかぇくけゃ すけゃぇ っ そぇおす. 
′っとけ こけゃっつっ - ゃっょさけしすすぇ くぇ くっゅけゃうは しゃっあ さぇいおぇい こさぇゃう 
すけゃぇ くぇょ 85-ゅけょうてくけ しなあうすっかしすゃけ くぇ ゃさっきっくぇ う たけさぇ しなゃ-
しっき っしすっしすゃっくけ. ╃けてなか ゃ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ ゃ ぉなかゅぇさしおうすっ 
くぇさけょくう こさうおぇいおう - し こぇさつっ たかはぉ, くはおけかおけ ゅかぇゃう かせお う 
ぉせつおぇ しうさっくっ ゃ すけさぉぇすぇ, ]すけはく けしすぇゃぇ すせお いぇゃうくぇゅう, こさうの-
すっく けす しっきっえしすゃけすけ くぇ “┿さしっくぇか”, おなょっすけ いぇ 44 ゅけょうくう きう-
くぇゃぇ ちっかうはす きせ こさけそっしうけくっかっく こなす. ╀っい ょぇ しっ ぉさけはす けくうは 
こなさゃう ょゃっ ゅけょうくう ゃ きっすぇかけけぉさぇぉけすゃぇとぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おなょっすけ こけしすなこうか 14-ゅけょうてっく, ぇ こなさゃうすっ 

‶さっい さなちっすっ くぇ ]すけはく ╋う-
かぇくけゃ こさっきうくぇゃぇ せしゃけは-

ゃぇくっすけ くぇ こけつすう ちはかぇすぇ ゅぇきぇ 
ういょっかうは けす しこっちうぇかくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか“. ¨す 
けさなょうっすけ ╀-10 こさっい ぇゃすけきぇす 
„╉ぇかぇてくうおけゃ“, ょゃぇすぇ ゃうょぇ おぇさ-
すっつくうちう, そさっいうすっ くぇ ╆ぇゃけょ 5 
-  《〉 320 う 《〉 - 251 ょけ ゃっさ-
すうおぇかくうすっ きぇてうくう し ちうそさけゃけ-
こさけゅさぇきくけ せこさぇゃかっくうっ, し おけう-
すけ ]すけはく ╋うかぇくけゃ しっ ゅけさょっっ. 
╁しうつおけ すけゃぇ っ つぇしす けす あうゃけすぇ くぇ 
╋うかぇくけゃ. ′ぇえ-すさせょくけ ぉうかけ こけ 
いっくうすくぇすぇ せしすぇくけゃおぇ: „12 ゅけょう-
くう すうつぇたきっ こけ くっは“, てっゅせゃぇ しっ 
ょくっし ゃっすっさぇくぇくなす-ぇさしっくぇかっち. 
‶っくしうけくうさぇくっすけ きせ うょゃぇ しかっょ 
こけしかっょくけすけ せしゃけはゃぇくっ くぇ 120 
きき ゅぇせぉうちぇ いぇ すぇくおけゃっすっ, おけはすけ 
しっ „くぇきっしすゃぇ“ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 
ちっかう 4 ゅけょうくう.

╋うかぇくけゃ うょゃぇ ゃ
„┿さしっくぇか“ くぇ 16

╉ぇすけ しなとうくしおう ぇさしっくぇかっち, 
すけつくけ こけきくう ょぇすぇすぇ - 1-ゃう くけ-
っきゃさう 1944-すぇ. ‶さうゃかっつっく っ けす 
けぉはゃぇ くぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ 
そぇぉさうおぇ, おけはすけ ゅけ ゃけょう すせお ゃ 
すなさしっくっ くぇ たかはぉぇ: „╀っょくけすうは 
- ゅけかはきぇ, ゅかぇょ - ゅけかはき“! ‶なさ-
ゃぇすぇ しう くけと こさっおぇさゃぇ くぇ „╂っ-
けさゅう ╀っくおけゃしおう“ わ 7, ゃ ょけきぇ 
くぇ しなさちぇすぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ, くぇ-
きっさうかぇ しかせつぇえくけ きけきつっすけ しなし 
しなかいう ゃ けつうすっ こさっょ 『ぇさしおぇすぇ 
つってきぇ. ′ぇ しせすさうくすぇ くぇきっさうか 
„┿さしっくぇか“ こけ ょうさうすっ くぇ こけすけおぇ 
けす たけさぇ, ぉなさいぇとう おなき そぇぉさう-
おぇすぇ. ]こさっかう ゅけ くぇ ゃなすさってくうは 
こけさすぇか, いぇとけすけ こけょこかぇてっくうはす 
きかぇょっあ くっ いくぇっか, つっ うきぇ くせあ-
ょぇ けす こさけこせしお. ]こけきっくなす さっょう 
たうかはょうすっ  さぇぉけすくうちう し おぇさすけく-
つっ ゃ さなおぇ, おけっすけ ゃしっおう こせしおぇ  
ゃ すぇぉかぇすぇ し つぇしけゃくうちう, きぇさおう-
さぇとう つぇしなす くぇ うょゃぇくっすけ くぇ さぇ-
ぉけすぇ. ]ぇきけ ]すけはく くっ いくぇっ おなょっ 
けすうゃぇ...
‶け-おなしくけ しっ けおぇいゃぇ, つっ ]すけはく 

けすうゃぇ おなき ぉなょっとっすけ しう くぇ せゃぇ-
あぇゃぇく ぇさしっくぇかしおう しこっちうぇかうしす 
う ゃうょっく さなおけゃけょうすっか, ぉっい つうは-

すけ すっあおぇ ょせきぇ ゅけょうくう くぇさっょ くっ 
しすぇさすうさぇ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ くうすけ 
っょくけ けす くけゃうすっ しかけあくう ういょっ-
かうは.  
‶なさゃけ ゅけ こさぇとぇす ゃ うくしすさせ-

きっくすぇかくうは ちった, ゃ ぉさうゅぇょぇすぇ 
くぇ ┿くゅっか ╋うさっゃ, し くぇつぇかくうお 
きぇえけさ-すったくうお ╀けくつっゃ. 【っそなす 
くぇ きったぇくうつくうすっ ちったけゃっ っ しなとけ 
ゃけっくういうさぇく - うくあ. こけかお. ╉ぇ-

さぇょあけゃ. ]かっょ しかせあぉぇすぇ ゃ 
]すさけうすっかくう ゃけえしおう, おな-
ょっすけ こさう ゅさぇょっあぇ くぇ くぇえ-
ょなかゅうは くう すせくっか ╉けいくうちぇ 
]すけはく こさうょけぉうゃぇ ちっくっく 
けこうす, おぇおすけ う ゃ すったくうつっ-
しおぇすぇ さけすぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
おなょっすけ こけこぇょぇ しかっょ てかけ-
しっさしおう ういこうす, ╋うかぇくけゃ しっ 
ゃさなとぇ ゃ „┿さしっくぇか“. ]すぇゃぇ 
くぇしすさけえつうお ゃ ちったぇ いぇ ゅうか-
いう こさう ╂なかなぉうく ╊けいぇくけゃ. 
╉ぇすけ ぉせょくけ きけきつっ, ]すけはく 
ぉなさいけ „しっ くぇぉうゃぇ くぇ けつう“ 
う きせ ゃないかぇゅぇす ゃしっ こけ-ゅけかっ-
きう けすゅけゃけさくけしすう. ] ゅけかはき 
しすさぇた けすうゃぇ こさう ょうさっお-
すけさぇ, ういゃうおぇく いぇ しさっとぇ: 
„╉ぇおゃけ かう しぉなさおぇた, つっ きっ 

こさうゃうおゃぇす...?!“. ╁うおぇす ゅけ, 
けぉぇつっ, いぇ ょけぉさけ: しすぇゃぇ ょう-
しこっつっさ ゃ こさけういゃけょしすゃっくうは 
けすょっか, おなょっすけ けすゅけゃぇさは いぇ 
╆ぇゃけょ 2. ′ぇつぇかくうお っ うくあ. 
]すけえつっゃ.    

]すけはく しっ せつう ゃ たけょぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ

 
‶けきぇゅぇ きせ けこうすなす けす 

すったくうつっしおぇすぇ さけすぇ: „]かせ-
てぇ, ゃくうきぇゃぇ, „くっ こさぇゃう 
ゅかせこけしすう!“/こけ すけゃぇ ゃさっ-
きっ けそうちっさうすっ ゃ ぇさきうはすぇ 
ぉうはす!/. ‶けかけゃうく ゅけょうくぇ 
けこうす ゃ ╆ぇゃけょ 2 しすうゅぇす くぇ 
╋うかぇくけゃ, いぇ ょぇ ゅけ こさっ-
きっしすはす ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは 
おぇすけ ょうしこっつっさ こけ ゃさっきっすけ 
くぇ いぇき.- ょうさっおすけさぇ こけ こさけ-

ういゃけょしすゃけすけ ╂ってけ ╄くつっゃ. 38 
ゅけょうくう  ╋うかぇくけゃ けしすぇゃぇ くっ-
こけおかぇすうきけ ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっお-
ちうは. ╂かぇゃくうはす すったくけかけゅ ╋ぇ-
さうく ┿かっおしぇくょさけゃ ゅけ きっしすう ゃ 
せしゃけはゃぇくっすけ くぇ くけゃうすっ こさけ-
ういゃけょしすゃぇ. ╀のさけすけ いぇ せしゃけは-
ゃぇくっ くぇ くけゃう こさけういゃけょしすゃぇ 
しっ しないょぇゃぇ こさっい 1957-きぇ, 
くぇつぇかくうお くぇ 〈ったくけかけゅうつくうは 
けすょっか っ ╋うくつけ ╋うくっゃ. ╋うかぇ-
くけゃ しすぇゃぇ こなさゃうはす くぇいくぇつっく 
いぇ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ けさなょうはすぇ 
╀-10. ‶けつゃぇ う  せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ ┿╉-47, おなょっすけ ╋うかぇくけゃ 
けすゅけゃぇさは いぇ うくしすさせきっくすぇか-
くぇすぇ っおうこうさけゃおぇ. ╇くしすさせ-
きっくすぇかくぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ くぇ 
„┿さしっくぇか“ ゃっつっ しすぇゃぇ ちはか 

いぇゃけょ...
]すけはく ╋うかぇくけゃ ゃうあょぇ しゃけは 

かうつっく ぇさしっくぇかしおう こさうくけし 
うきっくくけ ゃ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 
くけゃうすっ ういょっかうは. ]きっくはす しっ 
きくけゅけ ょうさっおすけさう, くけ すけえ けし-
すぇゃぇ ょぇ こさぇゃう すけゃぇ. ¨すょっかなす 
いぇ 〈ったくうつっしおう こさけゅさっし しすぇゃぇ 
〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは. ‶さっい 
くっは きうくぇゃぇす てっそけゃっすっ うくあ. 
╀さぇすけっゃ, ╋うくつけ ╋うくっゃ, ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ, ′うおけかぇえ ╃ぇ-
きはくけゃ... ]すけはく っ う すったくけかけゅ, 
う ょうしこっつっさ こけ せしゃけはゃぇくっすけ. 
]ぇき こさういくぇゃぇ, つっ っ ぉうか こさっ-
ょっかくけ しすさけゅ こさう おけくすさけかぇ こけ 
くけゃうすっ ういょっかうは, つうっすけ ゃかう-
いぇくっ ゃ しかけあくぇすぇ しうしすっきぇ くぇ 
けゅさけきくけすけ おけきぉうくぇすしおけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ すけえ しかっょう ういおなしけ. 
〉しゃけはゃぇくっすけ くっ っ こさけしすぇ さぇ-
ぉけすぇ. ╃けおせきっくすぇちうはすぇ っ しな-
ゃっすしおぇ, ゃしうつおけ うょゃぇ けすすぇき, 
ゃおかのつうすっかくけ うくしすさせきっく-
すぇかくぇすぇ っおうこうさけゃおぇ. ╇ょゃぇす 
う しこっちうぇかうしすう けす ]]][. ‶け-
しかっ うょゃぇ う っすぇこなす くぇ ゃっつくうは 
おけくそかうおす きっあょせ しすぇさけすけ う 
くけゃけすけ: くぇ くうゃけ ちったけゃっ う 
いぇゃけょう せしゃけはゃぇくっすけ くぇ くけ-
ゃうすっ ういょっかうは しっ しぉかなしおゃぇ し 
っあっょくっゃくうすっ いぇょぇつう こけ うい-
こなかくっくうっ くぇ すっあおう こかぇくけゃっ 
こけ ゃっつっ ょっえしすゃぇとけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ. ′ぇえ-すさせょくけすけ ゃ さぇ-
ぉけすぇすぇ いぇ ╋うかぇくけゃ しう けしすぇゃぇ 
こさっあうゃはくけすけ こけおさぇえ しすぇさすぇ 
くぇ ╆っくうすくぇすぇ せしすぇくけゃおぇ, 
おけはすけ けす „てぇこおぇすぇ“ – ╃]¨ 
„╋っすぇかたうき”, さぇいおけきこかっおすけ-
ゃぇかう こけゅさってくけ おぇすけ おけけこっ-
さうさぇくけ こさけういゃけょしすゃけ. ′け 
こさけういゃけょしすゃけすけ くっ っ しぇきけ 
すったくけかけゅうは, うくしすさせきっくすう..., 

ぇ っ う くっとけ ょさせゅけ: 

╋うかぇくけゃ ちっくう しさっとうすっ 
しう し うくすっさっしくう たけさぇ

]さっょ ゃしうつおけ しっ さぇょゃぇ くぇえ-
ゃっつっ くぇ さぇぉけすぇすぇ しう しなし ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ, くぇ おけゅけすけ ぉうか 
しなすさせょくうお こけ せしゃけはゃぇくっすけ. 
] っおしおきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╋う-
かぇくけゃ しう ょけこぇょぇ, いぇとけすけ う 
ょゃぇきぇすぇ こさうかぇゅぇす しすさけゅ おけく-
すさけか こさう さぇぉけすぇすぇ し たけさぇ-
すぇ: „╇ すけえ, おぇすけ きっく, けぉうつぇ-
てっ ゃしうつおけ ょぇ おけくすさけかうさぇ!“ 
]こけきっくうすっ けす さぇぉけすぇすぇ, こなお 
う しっゅぇ - ゃっつっ 25 - ゅけょうてくけ-
すけ こっくしうけくっさしすゃけ, きうくぇゃぇす 
こさっい あうゃけすうすっ くぇ しこっちうぇかう-

しすうすっ 〈ぇくぬけ 《うすおけゃ けす ╆ぇゃけょ 
1, ╃うきうすなさ ‶けこけゃ, 〈けょけさ ╃け-
くっゃ. „〈うつぇくっすけ“ こけ きぇてうくう-
すっ し 『‶〉 ゃけょう しなゃきっしすくぇすぇ 
さぇぉけすぇ しなし しこっちうぇかうしすう おぇすけ 
うくあ. 』うさこぇくかうっゃ, うくあ. ╀け-
さうし ╃けくつっゃ...
╋うかぇくけゃ ょけさう しっ つせょう おぇお う 

しっゅぇ ゅけ せゃぇあぇゃぇす, しかっょ おぇすけ 
すけかおけゃぇ ゅう っ „ゅけくうか“ こけ さぇ-
ぉけすぇ...!
╇ ょくっし しぉうさおうすっ し ぇさしっ-

くぇかしおうすっ ょさせゅぇさう ╃うきけ ╉ぇ-
さぇょうきけゃ, ]すさぇてうきうさ ぅく-
つっゃ, ]すぇえおけ ╁なかつっゃ, ╋うてけ 
╋うたぇえかけゃ しぇ っあっょくっゃくぇすぇ 
さぇょけしす くぇ ]すけはく ╋うかぇくけゃ. 
¨さゅぇくういうさぇす っおしおせさいうう ょけ 
╉けこさうゃとうちぇ, ╅っさぇゃくぇ..., 
しなぉうさぇす しっ くぇ おぇそっすけ ゃ ちっく-
すなさぇ こさう ╂けゅけ う 『っちう, こさぇい-
くせゃぇす さけあょっくう ょくう. 
]すけはく ╋うかぇくけゃ っ ぉっいおさぇえくけ 

ぉかぇゅけょぇさっく, つっ 85-ゅけょうてっく 
しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ う しっ てっゅせゃぇ 
しなし しっぉっ しう : „╆ぇ ゅけょうくうすっ しう 
しなき きくけゅけ ぇょっおゃぇすっく!“. ]かっょ 
こっくしうはすぇ こさけょなかあうか ょぇ さぇ-
ぉけすう ゅけょうくう くぇさっょ おぇすけ けた-
さぇくぇ うかう こさけしすけ - さぇぉけすくうお. 
╅ういくっくけしすすぇ きせ, ゃなこさっおう 
ょゃうゅぇすっかくうすっ う くっゃさけかけゅうつ-
くう ぉけかっしすう う ゃなこさっおう こさっ-
あうゃはくぇすぇ けこっさぇちうは, しう うきぇ 
しゃけは すぇえくぇ:

]すけはく きうくぇゃぇ こけ
6 おうかけきっすさぇ くぇ ょっく  

]かっょ おぇすけ おぇいぇくかなておうはす 
かっおぇさ ょ-さ 〈ぇておけゃ う ょ-さ ╃う-
きけゃ けす 『っくすなさぇ ゃ ╀ぇくおは ゅけ 
ゃょうゅぇす くぇ おさぇおぇ, ょくっし ╋うかぇ-
くけゃ くっ こさけこせしおぇ ょっく, ゃ おけえ-

すけ ょぇ くっ きうくっ こってぇ こけ 5-6 
おうかけきっすさぇ. 〈のかぉっすけ っ くっゅけ-
ゃけすけ しこぇしっくうっ. ╆うきぇすぇ, おけ-
ゅぇすけ っ こさう とっさおぇすぇ ゃ ]けそうは, 
けぉうおぇかは ちはかけすけ っいっさけ ゃ 
„╃させあぉぇ“ 1.  ]すけはく しう けぉうつぇ 
う ょゃけさぇ  ゃ おなとぇすぇ おさぇえ しすぇ-
ょうけくぇ, ゃょうゅくぇすぇ くぇゃさっきっすけ 
し  こけきけとすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ しすさけうすっかくぇ おけけこっさぇちうは. 
〈ぇき きうくぇゃぇ あうゃけすなす うき しなし 
しなこさせゅぇすぇ, し おけはすけ しっ いぇこけい-
くぇゃぇす こぇお ゃ „┿さしっくぇか“. ╇くぇ-
つっ - けす おさぇえ ゃさっきっ, しう こさぇゃう 
しぇき ゃしうつおけ, おぇおゃけすけ きけあっ. 
┿ すけ くっ っ きぇかおけ - けす っか. うく-
しすぇかぇちうはすぇ ょけ しけくょぇすぇ  う 
こけしすさけえおうすっ ゃ ょゃけさぇ, ぇ ょくっし 
- う こけょさっょっくうすっ ゅさぇょうく-
おう, さぇえゅさぇしぇ う しこさっすくぇすうは 
つうきてうさ. ╉さぇえ すはた  こけしさっとぇ 
ょっちぇ う ゃくせちう. 4 ゃくせちう う 4 
こさぇゃくせちう, いぇっょくけ し ょゃっすっ 
ぉかういくぇつおう, こさけょなかあぇゃぇす 
さけょぇ くぇ ]すけはく ╋うかぇくけゃ こさっい 
しうくぇ う ょなとっさはすぇ. ‶さぇゃくせちう-
すっ う すけいう ╁っかうおょっく すうつぇす こけ 
おぇいぇくかなておうは ょゃけさ - いぇ さぇ-
ょけしす くぇ しすけこぇくうくぇ. 
]こけしけぉくけすけ きけきつっ-すったくう-

つぇさ けす ′けゃけいぇゅけさしおけすけ しっかけ 
しぉなょくぇかけ きっつすぇすぇ しう ょぇ せつう 
つさっい うくあっくっさしすゃけすけ くぇ ょな-
とっさは しう ]すけえおぇ う しうくぇ しう 
- ゃけっくくっく とせさきぇく  けす しかぇゃ-
くけすけ せつうかうとっ ゃ ╃けかくぇ ╋うす-
さけこけかうは. „╀はた せつっくけかのぉうゃ 
う かのぉけいくぇすっかっく, くけ くはきぇ-
てっ おぇお, せしこはた ょぇ いぇゃなさてぇ 
いぇょけつくけ しぇきけ おぇいぇくかなてうは 
きったぇくけすったくうおせき“, しこけょっかは 
]すけはく ╋うかぇくけゃ, けすかうつくうお けす 
〉くうゃっさしうすっすぇ くぇ ╅うゃけすぇ.
¨ぉうつすぇ きせ おなき さっょぇ, おさぇ-

しけすぇすぇ う あうゃけすぇ おぇすけ ちはかけ 
こさけいうさぇ ゃ  こさはしくけ けおけしっくぇ-
すぇ すさっゃぇ いぇょ ょゃけさくぇすぇ つって-
きぇ, ういこなくぇすうすっ ゃなさゃう いぇ 
こけしぇょっくうすっ おさぇしすぇゃうつおう う 
さぇいちなそくぇかぇすぇ さけいぇ, おぇつうかぇ 
ちゃはす こけ きさっあぇすぇ おなき しなしっ-
ょぇ. ╉なとぇすぇ くはきぇ ょせゃぇさ おなき 
おけきてううすっ ゃ ょはしくけ: „╉ぇすけ しっ 
さぇいぉうさぇす たけさぇすぇ こけきっあょせ 
しう, こさけぉかっきう くはきぇ“.  
╋うかぇくけゃ, おけえすけ おぇすけ こけつすう 

ょっすっ ぉうか ぉうす ゃ こけかうちうはすぇ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ いぇさぇょう こぇさ-
すういぇくしおうすっ きっさぇちう くぇ しゃけは 
おゃぇさすうさぇくす, ぇ ょくっし しっ さぇょゃぇ 
くぇ せしこってくう う ょけぉさっ こかぇすっくう 
ゃ さぇぉけすぇすぇ しう ゃくせちう,  けちっくは-
ゃぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ あうゃっっき 
こさけしすけ: „╁うくぇゅう しなき おぇいゃぇか, 
つっ おぇこうすぇかういきなす っ あっしすけおけ 
くっとけ“. 
╅っしすけおけしすうすっ, けぉぇつっ, ]すけ-

はく ╋うかぇくけゃ くっ けぉうつぇ ょぇ しう 
しこけきくは. ╁っつっ くっ しっ ゃあうゃはゃぇ 
くぇょなかぉけおけ う ゃ こけょさけぉくけしすう-
すっ くぇ かうつくぇすぇ しう ぉうけゅさぇそうは. 
′はおけゅぇ しすぇさぇすっかくけ けこうしぇか 
ゃしうつおけ, おけっすけ きうくぇゃぇ こさっい 
あうゃけすぇ きせ ゃ „┿さしっくぇか“, こけ-
しかっ  ╋うかぇくけゃ せくうとけあぇゃぇ 
くぇこうしぇくけすけ し こさっちっくおぇすぇ, 
つっ すけ くっ っ けす おけえ いくぇっ おぇお-
ゃけ いくぇつっくうっ. ╁ けこうしぇくけすけ 
ょけすせお, けぉぇつっ, こさけいうさぇ はしくけ 
っょうく しきうしかっく あうゃけす くぇ くけさ-
きぇかっく つけゃっお, おけえすけ こけしすう-
ゅぇ すけゃぇ, おけっすけ うきぇ, し すさせょ 
う せこけさうすけしす. ╄ょうく あうゃけす, 
けしきうしかっく けす おぇせいぇすぇ „┿さしっ-
くぇか“. 》せぉぇゃぇ さぇゃくけしきっすおぇ - 
しぇきけ ょっく こさっょう 22-さう のくう, 
おけゅぇすけ ╋うかぇくけゃ いぇおさなゅかは 
85-すう さけあょっく ょっく. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

』すかしけてか うひちうみて せあたちかお. 》ちあうみ つあすそ たかつせけ, さそけてそ とつかはあす たちかく つひちぬかてそ つけ.

╁っつっ 14 ゅけょうくう すは くっ しかういぇ けす しちっくぇすぇ. 
′っ くぇこせしおぇ う しなさちぇすぇ くぇ きうかうけくうすっ しう 

こけつうすぇすっかう くっ しぇきけ ゃ ╀なかゅぇさうは, くけ う ゃ ちっ-
かうは しゃはす. ‶っしくうすっ え くっ しこうさぇす ょぇ しっ こっはす けす 
そっくけゃっすっ え こけ おけくちっさすうすっ, けゅさけきくう ゅさせこう  は 
しかっょゃぇす こけ こっすうすっ ゃなゃ ゃしっおう ゅさぇょ. ╁っつっ 14 
ゅけょうくう すは っ いゃっいょぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ そけかお 
きせいうおぇ. ] せゅけゃけさおぇすぇ, つっ, おぇすけ うしすうくしおう こさけ-
そっしうけくぇかうしす, すは きけあっ ょぇ ういこっっ ゃしうつおけ. ‶さう 
すけゃぇ けす  ょせてぇ う し きくけゅけ しなさちっ.
《ぇおす, おけえすけ ゃしなとくけしす は こさぇゃう うしすうくしおぇすぇ. 

‶っゃうちぇすぇ くぇ くぇさけょぇ. ╋っゅぇ いゃっいょぇすぇ. ′っこけ-
ょさぇあぇっきぇすぇ う くっこけょこさぇゃっくぇ ╇ゃぇくぇ.
‶っゃうちぇすぇ, つううすけ こっしくう すけこかはす こさぇいくうちうすっ 

くう, ぉかぇあぇす しこけょっかっくうすっ くう しけそさう うかう こさけし-
すけ しう こさうこはゃぇきっ, おけゅぇすけ くぇさぇくはす ょせてぇすぇ くう. 
╇かう おけゅぇすけ あうゃけすなす くう しっ しすっつっ ょけしせと おぇすけ 
„てぇきこぇくしおけ う しなかいう”. ╇ ゃしうつおけ すけゃぇ, しぇきけ 
いぇとけすけ ゃ こっしくうすっ え くはきぇ ゅさぇき かうちっきっさうっ, 
くうすけ こさっゃいっす きぇくうっさ. ┿ しぇきけ ういこはすぇ  ょせてぇ. 
╇いこはす あうゃけす, しこけょっかっくう  さぇょけしすう, さっそさっくう 
けす ぉけかおう.

〈は しっ おぇいゃぇ ╁ぇくは 〈けょけさけゃぇ ╉ぇかせょけゃぇ, さけょっ-
くぇ っ こけょ いくぇおぇ くぇ ╁けょけかっは, くけ ゃしなとくけしす っ 

╇ゃぇくぇ. ′うおけえ くっ しっ しっとぇ いぇ うしすうくしおけすけ え うきっ, 
いぇとけすけ ぇさすうしすうつくうはす え こしっゃょけくうき う こっしくうすっ 
え しぇ ぉっかはいぇかう あうゃけすぇ くぇ ちっかう すさう こけおけかっくうは. 
〈けかおけゃぇ ゅさぇくうつくう こけおけかっくうは すなさしはす けこけさぇ, 
せすったぇ, きせいぇ いぇ かのぉけゃすぇ しう ゃ こっしくうすっ え. ╇かう 
こさけしすけ - さぇいすせたぇ いぇ ょせてぇすぇ, おけゅぇすけ くぇ しなさちっすけ 
きせ けすっしくっっ.

╁っょさぇ, くっこけょこさぇゃっくぇ, かなつっいぇさくぇ, ╇ゃぇくぇ っ 
っょうくしすゃっくけすけ ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ ╉うくぇ う 

〈けょけさ ╉ぇかせょけゃう. ╁しうつおう ゃ さけょぇ う しぇ きせいうおぇくすう, 
くぇえ-ゅけかはきけ ゃかうはくうっ ゃなさたせ くっは けおぇいゃぇ ぉぇとぇ う. 
〈けえ っ ういゃっしすっく ぇおけさょっけくうしす. ╀ぇぉぇすぇ, くぇ おけはすけ っ 
おさなしすっくぇ, しなとけ っ こっゃうちぇ.
╆ぇ くっは おぇいゃぇす, つっ っ くぇえ-ょけぉさうはす そうくぇくしうしす 

しさっょ こっゃうちうすっ う くぇえ-ょけぉさっ こっっとうはす そうくぇくしうしす. 
′ぇ 24 ゅけょうくう さぇあょぇ ょなとっさは しう 〈っけょけさぇ.
】ぇしすかうゃぇすぇ いゃっいょぇ ゃ あうゃけすぇ え ういゅさはゃぇ, おけゅぇすけ 

っ くぇ 30. ̈ すおさうゃぇ は ╋うすおけ ╃うきうすさけゃ - しけぉしすゃっくう-
おなす くぇ ‶ぇえくっさ.
′ぇ ╉さなしすけゃょっく 1999 ゅけょうくぇ こけょこうしゃぇ こなさゃうは 

しう ょけゅけゃけさ し きせいうおぇかくぇすぇ おけきこぇくうは, きぇかおけ しかっょ 
すけゃぇ しっ こけはゃはゃぇ う こなさゃぇすぇ え こっしっく “╇ょけか”.
╃くっし, 14 ゅけょうくう こけ-おなしくけ, いぇょ ゅなさぉぇ しう うきぇ 

ゃしうつおう くぇゅさぇょう う すうすかう, いぇ おけうすけ きけあっ ょぇ きっつ-
すぇっ っょくぇ こっゃうちぇ けす くっえくうは さぇくゅ う ぉさぇくて. ¨ぉは-
ゃっくぇ っ いぇ „╋っゅぇいゃっいょぇすぇ くぇ „‶かぇくっすぇ”, ういょぇかぇ っ 
┿かぉせきぇ くぇ ょっしっすうかっすうっすけ, けすゅかっょぇかぇ っ こさっおさぇし-
くぇ 20-ゅけょうてくぇ ょなとっさは, ゃっつっ くっうく こけきけとくうお ゃ 
くっかっおぇすぇ しなょぉぇ くぇ こっゃうちぇ くぇ くぇさけょぇ, ういょぇかぇ っ 
18 ぇせょうけぇかぉせきぇ う しすけすうちう ゃうょっけおかうこけゃっ.
》けさぇすぇ は けぉうつぇす う すけゃぇ かうつう. ]こけょっかっくぇすぇ 

しうきこぇすうは しすうゅくぇ う ょけ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ ╇ゃぇくぇ 
しかけあう すけつおぇすぇ くぇ こさぇいくうつくぇすぇ いぇ ゅさぇょぇ ゃっつっさ 
くぇ 2-さう のくう. ‶っゃうちぇすぇ こは こけゃっつっ けす 2 つぇしぇ しなし 
しゃけはすぇ ゅさせこぇ, ゃ しなこさけゃけょ くぇ ゃはさくぇすぇ え ]すけはくぇ う 
くっえくうは きぇかなお 2-ゅけょうてっく しうく ╇ゃぇく.
╇ゃぇくぇ こけょぇさう くぇ おぇいぇくかなつぇくう う ゅけしすうすっ くぇ 

ゅさぇょぇ ぉせおっす くっいぇぉさぇゃうきう こっしくう う きくけゅけ しこけょっ-
かっくぇ うしおさっくけしす.
╇しおさっくけしす, こさっくっしっくぇ う ゃ おさぇすおけすけ え うくすっさゃの 

いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

′っ ょぇゃぇき ょぇ しっ ょぇゃぇきっ
′はおけう たけさぇ しぇ すけかおけゃぇ ぉっょくう.
╇きぇす っょうくしすゃっくけ しぇきけ こぇさう.
】けき ゅう こけゅかっょくぇ, とけき しっ こけゅかっょくぇ,
ゃうあょぇき - ぉけゅぇすぇ しなき, きくけゅけ ょけさう.

‶なかくう しぇ ゃしうつおうすっ きけう ゅけょうくう.
] きくけゅけ こさうはすっかう, し きくけゅけ かのぉけゃ.
╇きぇき しすけすうちう とぇしすかうゃう こさうつうくう
ょぇ ゅけ けぉうつぇき すけは あうゃけす.

╄え, くっ ょぇゃぇき ょぇ しっ ょぇゃぇきっ!
╉ぇおゃけすけ とっ ょぇ うきぇきっ う くはきぇきっ.
╉ぇおゃけすけ とっ ょぇ しすぇゃぇ, ょぇ くっ しこうさぇきっ
ょぇ しっ すなさしうき う くぇきうさぇきっ.

╄え, くっ ょぇゃぇき ょぇ しっ ょぇゃぇきっ!
╉ぇおゃけすけ とっ ょぇ うきぇきっ う くはきぇきっ.
╇ し きぇかおけ ょぇ あうゃっっき, くっ っ しすさぇてくけ.
╊のぉけゃ ょぇ うきぇ - すけゃぇ っ ゃぇあくけ!

′はおけう うしおぇす こけ きくけゅけ けす ゃしうつおけ,
いぇ ょぇ しっ さぇょゃぇす くぇ すけは あうゃけす.
╆ょさぇゃっ ょぇ うきぇ う ゃぇし ょぇ ゃう うきぇ,
こけゃっつっ くうとけ くっ うしおぇき けす ╀けゅ.

╆ょさぇゃう ょぇ ぉなょぇす いぇ きくけゅけ ゅけょうくう
ゃしうつおう こさうはすっかう, ゃしはおぇ かのぉけゃ.
╁しうつおけ けしすぇくぇかけ  ょぇ くう いぇきうくっ,
ゃぇあくう しぇ たけさぇすぇ ゃ きけは あうゃけす.

╇ゃぇくぇ, おぇおゃけ とっ けすくっしって いぇ しこけきっく けす すぇいう 
ゃっつっさ ゃ ╉ぇいぇくかなお?  

- 〈ぇおけゃぇ ゅけかはきけ う すぇおけゃぇ うしすうくしおけ たけさけ くうおけゅぇ 
くっ ぉはた ゃうあょぇかぇ. ╉ぇすけ すけゃぇ くぇ すけいう こかけとぇょ. ╂かっょぇた 
たけさけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお けすゃうしけおけ う とっ すう おぇあぇ, つっ すけか-
おけゃぇ きくけゅけ かのぉけゃ, おぇすけ すぇいう くぇ すけゃぇ たけさけ, けすょぇゃ-
くぇ くっ ぉはた ゃうあょぇかぇ. ′っ おぇいゃぇき すけゃぇ けす おせさすけぇいうは. 
‶さけしすけ すぇいう ゃっつっさ すせお ゃうょはた すけかおけゃぇ きくけゅけ とぇしす-
かうゃう たけさぇ う きけあっ ぉう しなき ょけこさうくっしかぇ いぇ すけゃぇ とぇし-
すうっ, きぇおぇさ う きぇかおけ. ╇ けとっ - とっ けすくっしぇ しなし しっぉっ しう 
う すけいう ぇさけきぇす くぇ さけいけゃ ちゃはす, おけえすけ すう きう こけょぇさう, 
╃っかはくぇ. ┿さけきぇす くぇ さけいう, おけえすけ きうさうてっ くぇ かのぉけゃ.
 
〈う  こけょぇさう っょくぇ こさっおさぇしくぇ ゃっつっさ くぇ ╉ぇいぇく-

かなお. ′ぇこさぇゃう くっいぇぉさぇゃうき こさぇいくうおぇ くぇ きくけゅけ 
たけさぇ. ╉ぇおゃけ っ くせあくけ いぇ すけゃぇ, けしゃっく すぇかぇくす う 
たぇさういきぇ, しっぉっさぇいょぇゃぇくっ? ╀さぇくてなす, ゃ おけえすけ 
しう, っ くっこけとぇょうき. ╉ぇお しっ けちっかはゃぇ ょっしっすうかっすうは 

う すけ ゃしっ くぇ ゃなさたぇ? ╆ぇとけ すっ たぇさっしゃぇす たけさぇすぇ?

- ′っ いくぇき. ╋けあっ ぉう すぇえくぇすぇ っ ゃ すけゃぇ ょぇ せしっとぇて 
くぇしすさけっくうはすぇ くぇ たけさぇすぇ, う すけ くぇ きけきっくすぇ. ╆ぇとけすけ, 
おけかおけすけ う ょぇ こさぇゃうて っょくぇ こさけゅさぇきぇ, ょけ こけしかっょくぇ-
すぇ こけょさけぉくけしす, ゃしっ くっとけ きけあっ う ょぇ くっ しすぇくっ おぇおすけ 
すさはぉゃぇ. ╋けあっ ぉう しうかぇすぇ きう っ ゃ すけゃぇ, つっ せきっは ょぇ 
せしっとぇき たけさぇすぇ, ょぇ うきこさけゃういうさぇき くぇ きけきっくすぇ, ょぇ  
„たゃぇとぇき” くぇしすさけっくうはすぇ うき. 〈さはぉゃぇ ょぇ うきぇて きくけ-
ゅけ しこっちうぇかっく せしっす おなき すぇおうゃぇ しうすせぇちうう う ょけさう ょぇ  
せきっって ょぇ こさっゃなさくって くっこさうはすくぇすぇ しうすせぇちうは ゃ こさう-
はすくぇ. ′うっ しきっ ぇさすうしすう, すさはぉゃぇ ょぇ きけあっき ょぇ さっぇ-
ゅうさぇきっ ぇょっおゃぇすくけ くぇ きけきっくすぇ, ょぇ しすぇくっ ゃっしっかけ う 
ょけぉさっ いぇ ゃしうつおう. ┿い きくけゅけ くぇぉかのょぇゃぇき う ういせつぇゃぇき 
たけさぇすぇ. ¨ぉうつぇき ょぇ ゅけ こさぇゃは, ょぇ ゅう ぇくぇかういうさぇき, くぇ-
さけょけこしうたけかけゅうはすぇ きう っ きくけゅけ ぉかういおぇ う すけゃぇ きくけゅけ 
きう こけきぇゅぇ, おぇすけ こけょぉうさぇき さっこっさすけぇさぇ しう けす こっしくう. 
╁うくぇゅう しう ゅけ こけょぉうさぇき しこさはきけ こせぉかうおぇすぇ う しうすせ-
ぇちうはすぇ. ╋くけゅけ けす こっしくうすっ, おけうすけ ういこはた すせお, くはきぇ 
おぇお ょぇ ゅう ういこっは くはおなょっ ょさせゅぇょっ. ′ぇ っょくぇ すぇおぇゃぇ  
ぇせょうすけさうは, おぇおゃけすけ しなぉうさぇ こさぇいくうおなす くぇ さけいぇすぇ, 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ ういこっっ くぇえ-きぇしけゃけすけ, くぇえ-ぇおすせぇかくけすけ 
くぇ きけきっくすぇ, くぇえ-おぇしけゃけすけ. ╆ぇ ょさせゅぇ ぇせょうすけさうは う 
ょさせゅけ きはしすけ しぇ こっしくうすっ し きぇえしすけさしすゃけ, きせいうおぇくす-
しおうすっ こっしくう. 
 
╇ょけか しう くぇ  こけくっ 3 こけおけかっくうは ぉなかゅぇさう - たぇ-

さっしゃぇす すっ う きぇかおう, う ゅけかっきう. ╅うゃっっき ゃ けしけぉっ-

くけ, けゃなかつっくけ う すさせょくけ ゃさっきっ, ゃ ょくう くぇ けきさぇいぇ 

う こさけすうゃけさっつうっ. ╇きぇて かう おぇおゃけ ょぇ おぇあって 
くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ すっ たぇさっしゃぇす いぇさぇょう すけゃぇ?  

- ′はきぇ ょぇ しおさけきくうつぇ う とっ おぇあぇ, つっ くぇうしすうくぇ 
しなき きくけゅけ とぇしすかうゃぇ う せょけゃかっすゃけさっくぇ けす すけいう 
そぇおす. ╉ぇいゃぇかぇ しなき ゅけ きくけゅけ こなすう ゃ こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう, つっ くはきぇ ょぇ こさぇゃは おけきこさけきうし し こっしくうすっ 
しう. ‶けゃっつっ くはきぇ ょぇ くぇこさぇゃは こっしくう, しぇきけ いぇとけ-
すけ しぇ おけきっさしうぇかくう う いぇとけすけ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇき う 

すぇおぇゃぇ こっしっく ゃ さっこっさすけぇさぇ しう. ‶さぇゃは う とっ こさぇゃは 
しぇきけ すぇおうゃぇ こっしくう, おけうすけ せしっとぇき こさっい しなさちっすけ 
しう. ┿おけ くぇ きけきっくすぇ ゃしうつおう こさぇゃはす すゃなさょう くっとぇ, 
ぇ きけはすぇ ょせてぇ うしおぇ ょぇ おぇあっ こけしかぇくうはすぇ しう おなき 
たけさぇすぇ し すっあおぇ, ぉぇゃくぇ こっしっく, ぇい とっ ういこっは すぇおぇ-
ゃぇ こっしっく. ╇ きけあっ ぉう いぇすけゃぇ う ゃ ゅけょうくうすっ くっ きう 
しっ くぇかけあう ょぇ ゃかはいぇ ゃ くはおぇおゃぇ さけかは. ‶さけしすけ しう 
ぉはた う しなき すぇおぇゃぇ, おぇおゃぇすけ しなき. ╇ ゃ あうゃけすぇ, う くぇ 
しちっくぇすぇ. ╉ぇすけ きう っ たせぉぇゃけ, しう きう かうつう. ╉ぇすけ くっ 
きう っ すけかおけゃぇ たせぉぇゃけ, こぇお しう きう かうつう. ╋ぇおぇさ つっ, 
きけあっ ぉう, くぇうしすうくぇ っ こけ-ょけぉさっ こけくはおけゅぇ つけゃっお ょぇ 
きけあっ ょぇ こさうおさうっ くはおけう つせゃしすゃぇ, くはおけう くっとぇ, くけ 
くぇ きっく しう きう かうつう... ╇ こけ くぇつうくぇ くぇ こっっくっ, う こけ 
ういさぇあっくうっすけ くぇ かうちっすけ きう, こけ ゃしうつおけ しう きう かうつう. 
〈ぇおぇゃぇ しなき しう.

【ぇきこぇくしおけすけ うかう しなかいうすっ しぇ ゃ こけゃっつっ ゃ 
あうゃけすぇ くぇ ╇ゃぇくぇ?

- ┿い しなき ょけゃけかくぇ けす あうゃけすぇ しう. ╃ぇ おぇあっき, つっ 
てぇきこぇくしおけすけ っ ゃ こけゃっつっ. 》けさぇすぇ おぇいゃぇす, つっ くはきぇ 
かっしくう くっとぇ. ╁はさくけ っ, つっ いぇょ ゃしはおぇ こけぉっょぇ うきぇ 
きくけゅけ さぇぉけすぇ, きくけゅけ せしうかうっ, きくけゅけ こけしすけはくしすゃけ, 
くけ こなお くっ しなき しう ゅけ う こさっょしすぇゃはかぇ ょさせゅけはつっ. ┿おけ 
すさはぉゃぇ ょぇ ういあうゃっは けすくけゃけ あうゃけすぇ しう, くっ ぉうた うし-
おぇかぇ ょぇ っ こけ ょさせゅ くぇつうく. 》ぇさっしゃぇ きう すけつくけ すぇおぇ: 
し ちはかぇすぇ ょうくぇきうおぇ, し ちはかけすけ くぇこさっあっくうっ, し すけつくけ 
すっいう くっけつぇおゃぇくう きけきっくすう, おけうすけ しっ こさけゃけおうさぇす 
ういゃっょくなあ. ╃ぇ, たぇさっしゃぇき しう あうゃけすぇ. 〈けゃぇ, おけっすけ 

しなき ういこはかぇ ゃ こけしかっょくぇすぇ しう う くぇえ-くけゃぇ こっしっく 
“′っ ょぇゃぇき ょぇ しっ ょぇゃぇきっ”, きうしかは, つっ くぇえ-すけつ-
くけ けぉけぉとぇゃぇ ゃしうつおけ ょけ きけきっくすぇ. ] きぇかおけ  ょぇ 
しっ あうゃっっ くっ っ しすさぇてくけ, かのぉけゃ ょぇ うきぇ - すけゃぇ 
っ くぇえ-ゃぇあくけ, すけゃぇ しっ こっっ ゃ こっしっくすぇ きう. ┿い 
しなき とぇしすかうゃぇ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ くぇえ-ぉかういおうすっ きう 
たけさぇ しぇ あうゃう う いょさぇゃう, ゃしうつおう, おけうすけ けぉうつぇき, 
しぇ ょけぉさっ. ╁しうつおけ けしすぇくぇかけ くはおぇお しう とっ ゅけ 
こさっあうゃっっき. ┿おけ つけゃっお しっ きけぉうかうさういうさぇ, ぇおけ 
しっ ゃいっきっ ゃ さなちっ, きけあっ ょぇ ぉなょっ せしこってっく: う ゃ 
おぇさうっさぇ, う ゃ しっきっえしすゃけ, う ゃ さぇぉけすぇ. ┿い しう きう-
しかは, つっ くっとぇすぇ ょけくはおなょっ いぇゃうしはす う けす しなょぉぇすぇ 
くぇ つけゃっおぇ, きけあっ ぉう ゃ っょくう 50%. ┿おけ せきっって 
ょぇ こけっきぇて さうしおけゃっ, ょぇ ゃいっきぇて さってっくうは, こさぇ-
ゃうかくう うかう くっ, すけゃぇ いぇゃうしう こぇお けす しうすせぇちうはすぇ, 
すけ すけゅぇゃぇ とっ うきぇ ょうくぇきうおぇ ゃ あうゃけすぇ くう, とっ 
うきぇ っきけちうう, さぇいゃうすうっ. ]きっかうすっ ゃなさゃはす くぇ-
こさっょ. ╇くぇつっ, こさっい ょさせゅけすけ ゃさっきっ, とっ しう ぉなょっき 
こけしすけはくくけ ゃ っょくぇ きぇすさうちぇ, ゃ おけはすけ ゃうくぇゅう とっ 
きさなくおぇきっ, ゃうくぇゅう とっ うきぇ くっょけゃけかくう: ぉうかけ けす 
すけゃぇ こさぇゃうすっかしすゃけ うかう けす くっとけ ょさせゅけ, ゃしっ くは-
おけえ とっ くう っ ゃうくけゃっく. ′け, ゃしなとくけしす, ぇおけ つけゃっお 
しっ けぉなさくっ おなき しっぉっ しう う ぇおけ しう おぇあっ: ¨╉, くぇ 
きっく きう っ ょけぉさっ, ぇい うきぇき さぇぉけすぇ, うきぇき こさうは-
すっかう, うきぇき しっきっえしすゃけ, うきぇき かのぉけゃ, すけ おぇおゃけ 
ょさせゅけ きう すさはぉゃぇ? ╅うゃけすなす っ こさっおさぇしっく!

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

てっしす きっしっちぇ いぇ きぇかおけ ょぇ せきさっ けす ゅかぇょ, いぇとけすけ しけぉしすゃっくうおなす くっ きせ こかぇとぇか し きけすうゃぇ, 
つっ きせ ょぇゃぇ いぇくぇはす.
]すけはく けぉぇつっ けちっかはゃぇ う ょくっし, おけゅぇすけ いぇょ ゅなさぉぇ きせ しぇ こなさゃうすっ しすなこおう くぇ ょっしっすおう 

ぇさしっくぇかしおう ういょっかうは, けくっいう ゃさっきっくぇ くぇ きかぇょっあおぇ ぉっいこなすうちぇ しぇ こさけしすけ っょうく しこけきっく. 
╋ぇおぇさ う  くっさぇょけしすっく. ╃っしっすうかっすうは さぇょけしす けす すさなこおぇすぇ くぇ けぉうつぇくぇすぇ こさけそっしうは, せし-
こったうすっ くぇ ょっちぇ う ゃくせちう, ゃっしっかうはす ゅかなつ くぇ こさぇゃくせちうすっ しぇ しすけこうかう すなゅぇすぇ けす  こなさゃうすっ 
16 くぇ きけきつっすけ けす ′けゃけいぇゅけさしおけすけ しっかけ ‶けかしおけ ‶なょぇさっゃけ.     
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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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《てつしあいうあすか いあうせそ,
くおちあうそつしそうせそ, さちそてさそ

け せかとつかてせそ たそねてけ

』ちかはけ つ ¨うあせあ:
』すかしけてか うひちうみて せあたちかお
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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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╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて: 
〈あちけみ - とつすけうさあてあ そて

╅しかみてあ せあ つしあうあてあ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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На най-усмихнатия, позитивен, 
целеустремен, изпълнен с енергия човек

 Пепа Владова,
н-к на отдел „Метрологичен”!

С пожелание за много здраве, щастие, 
сбъднати мечти и лично удовлетворение 

в живота!

Човек е богат със своята цел,
богат е със своя собствен дял,

но не с това, което е взел,
богат е с това, което е дал.

За годините буйни ти не тъжи,
а още толкова напред 

с дух и устрем продължи!

Юни, 2013 г.
С много обич!

Колегите от отдел „Метрологичен”

〉あこ-てちとおせそ か おあ つたかねかしけの たひちうけみ すけしけそせ

╀けゅぇすしすゃけ, こさっしすうあ, あっくう う こさけおかはすうっ ぉっかっあぇす あうゃけすぇ くぇ 
┿さうしすけすっか ¨くぇしうし, ゅさなお こけ こさけういたけょ, こけ こぇしこけさす – ゅさぇあ-

ょぇくうく くぇ ┿さあっくすうくぇ. [けょっく っ こさっい 1906 ゅ. ゃ ]きうさくぇ /╇いきうさ/. 
〈けえ けすおさうゃぇ おかのつぇ おなき せしこったぇ すゃなさょっ きかぇょ う くっ ゅけ ういこせしおぇ ょけ 
おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう. ′っゅけゃぇすぇ おけきこぇくうは こさぇゃう ぉういくっし しなし しすさぇくう 
けす 5-すっ おけくすうくっくすぇ. ╇きぇか しゃけう 10 ╀けあう いぇこけゃっょう, おけうすけ こぇいっか 
ゃ すぇえくぇ ちはか あうゃけす う きぇかおけ こさっょう しきなさすすぇ しう ょけゃっさうか くぇ っょうく 
あせさくぇかうしす. 【せきくけ さぇいうしおゃぇくうはす きせ ぉさぇお し ╅ぇおかうく ╉っくっょう こさぇ-
ゃう きうかうぇさょっさぇ っょくぇ けす くぇえ-ういゃっしすくうすっ かうつくけしすう くぇ 20-すう ゃっお. 
╀うか こさうはすっか くぇ ゃうしけおけこけしすぇゃっくう たけさぇ おぇすけ 〉うくしすなく 』なさつうか, こけ-
しっとぇゃぇか ょなさあぇゃくうちう, おさぇかっ う きうかうぇさょっさう.

╋ぇかおうはす ┿さうしすけすっかうし. ╇し-
すけさうはすぇ くぇ こさけつせすうは おけさぇぉっく 
きぇゅくぇす いぇこけつゃぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ 
くぇ いぇきけあっく すなさゅけゃっち くぇ すの-
すのく. ╋ぇえおぇ きせ せきうさぇ さぇくけ う 
きぇかおうはす ┿さうしすけすっかうし っ けすゅかっ-
ょぇく けす ぉぇぉぇ しう, おけはすけ きっつすぇっ 

ゃくせおなす え ょぇ しすぇくっ こけこ. 』うつけ 
きせ, おけえすけ っ こけかうすうお, ゅけ ゃな-
ゃっあょぇ ゃ しゃはす, こなかっく し こさう-
おかのつっくうは, こなすせゃぇくうは し おけさぇ-
ぉう う っさけすうつくう こさっあうゃはゃぇくうは. 
╋けきつっすけ し おさぇしうゃう けつう う こさっ-
おさぇしくぇ そうゅせさぇ さぇしすっ おぇすけ ぉけ-
たっき う しおぇくょぇかょあうは. ¨す ぉぇぉぇ 
しう くぇせつぇゃぇ ょぇ けぉうつぇ こしぇかきう-
すっ, けす つうつけ しう - つっ ぉぇおてうてなす 
っ くぇえ-しうゅせさくぇすぇ ゃぇかせすぇ, ぇ けす 
しけぉしすゃっく けこうす さぇいぉうさぇ, つっ 
あっくうすっ しぇ くぇえ-しかぇょおけすけ せょけ-
ゃけかしすゃうっ. ] すっいう こけいくぇくうは 
きかぇょうはす きなあ っ ゅけすけゃ ょぇ いぇこけ-
つくっ しゃけはすぇ ¨ょうしっは…
‶なすはす おなき こなさゃうは きう-

かうけく. ╀けゅぇすしすゃけすけ いぇ くっゅけ 
ぉうかけ しうきゃけか くぇ くっいぇゃうしう-
きけしす - けす ゃしうつおけ う けす ゃしうつ-
おう. ╁ ╀せっくけし ┿えさっし こさけょぇ-
ゃぇか こかけょけゃっ う いっかっくつせちう,                                                                                                                     
ぇ こけ-おなしくけ しすぇくぇか きけくすぬけさ ゃ 
╀さうすぇくしおぇ すっかっそけくくぇ おけきこぇ-
くうは. [ぇぉけすっか う くけとくぇ しきはくぇ. 
╆ぇさぇぉけすゃぇか ょけこなかくうすっかくけ けす 
すなさゅけゃうは し ゃさぇすけゃさないおう う けす 
たぇいぇさすくぇ こはしなつくぇ うゅさぇ - しさっ-
とせ きぇかおけ こぇさう すけえ こけいゃけかは-
ゃぇか くぇ ょっちぇすぇ ょぇ こけすなさしはす 
っゃすうくぇ うゅさぇつおぇ, くぇきうさぇとぇ しっ 
くぇ ょなくけすけ くぇ っょうく かっゅっく. ‶け 
すけいう くぇつうく こさっょこさうっきつうゃうはす 
きかぇょっあ せゃっかうつうか ょけたけょぇ しう 
ょけ 25 ょけかぇさぇ しっょきうつくけ, おけっすけ 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ くっ ぉうかけ くうおぇお 
きぇかおけ. ′け いぇ しけぉしすゃっく ぉういっし 
ぉうか くせあっく ょけしすぇ こけ-ゅけかはき 
おぇこうすぇか. ] こうしきけ ┿さうしすけすっか 
こけきけかうか ぉぇとぇ しう ょぇ きせ うい-
こさぇすう くはおけかおけ きけしすさう けす くぇえ-
ょけぉさうは こっかけこけくっしおう すのすのく... 
〈ぇいう こなさゃぇ ぉういくっし うょっは くぇ 
┿さうしすけすっか しっ けおぇいぇかぇ ょけし-
すぇ ょけたけょくぇ - けす こさけょぇょっくぇすぇ 
こなさゃぇ こぇさすうょぇ すのすのく すけえ いぇ-
さぇぉけすうか 500 ょけかぇさぇ.               
╇しおぇえ くっゃないきけあくけすけ... っ 

こなさゃうはす けす けしくけゃくうすっ こさうく-
ちうこう ゃ きっくうょあきなくすぇ くぇ しせ-
こっさぉけゅぇすぇてぇ. ┿さう しっ けすかう-
つぇゃぇか し せきっくうっすけ ゃうくぇゅう ょぇ 
くぇきっさう うょっは, おけはすけ ょぇ ょけゃっょっ 
ょけ せしこった. 〈けえ ぉうか しこけしけぉっく ょぇ 
しう こけしすぇゃう ちっか, おけはすけ きくけゅけ-
おさぇすくけ くぇょゃうてぇゃぇかぇ ゃないきけあ-
くけしすうすっ きせ, こけつすう くっさっぇかくぇ. 
‶ぇさうすっ けす すのすのくぇ すけえ くっ 

たぇさつっか, ぇ しかけあうか ゃ ぉぇくおぇ. 
‶さっい ょっくは くぇきうさぇか こけ-ぉなさい 
う しかぇょなお こなす おなき ぉけゅぇすしすゃけすけ 
- たぇいぇさすぇ. ]こっつっかっくうすっ こぇさう 
うくゃっしすうさぇか ゃ こさっしすうあ, いぇこけ-
つくぇか ょぇ „さぇぉけすう” いぇ こけかけあっ-
くうっ ゃ けぉとっしすゃけすけ. ╉せこうか しう 
かなしおぇゃ おけしすのき, つうそす うすぇかう-
ぇくしおう けぉせゃおう, 6 おけこさうくっくう 
さういう う ぇぉけくぇきっくす いぇ きっしすくうは 
はたす-おかせぉ, おなょっすけ しっ しなぉうさぇか 

っかうすなす くぇ ゅさぇょぇ う おなょっすけ こさっおぇさゃぇか 
ゃさっきっすけ しう, いぇけぉうおけかっく けす あっくう: 
しさっょ すはた きかぇょうはす ゅさなお しっ こけかいゃぇか 
しなし いぇゃうょっく せしこった. ]かっょ おぇすけ しなぉさぇか 
いくぇつうすっかくぇ しせきぇ, ぉなょっとうはす きせかすう-
きうかうけくっさ しう こけしすぇゃうか くけゃぇ ちっか - ょぇ 
しないょぇょっ しけぉしすゃっくけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
ちうゅぇさう.                                                                                     
╉ぇつっしすゃけ う きぇさおっすうくゅ. ╆ぇかぇゅぇえ-

おう くぇ っかっゅぇくすくけすけ しう けぉかっおかけ う うい-
すけつくぇすぇ しう ゃなくてくけしす, ¨くぇしうし くぇっか 
こけょ ぇさっくょぇ きぇゅぇいうくつっ う しかけあうか 
きくけゅけいくぇつうすっかっく くぇょこうし: “┿さうしすけ-
すっか ¨くぇしうし - ゃくけしうすっか くぇ ういすけつっく 
すのすのく”. ]すぇさすけゃうはす きせ おぇこうすぇか ぉうかう 
50 000 ょけかぇさぇ - こけかけゃうくぇすぇ くっゅけ-
ゃう, ょさせゅぇすぇ こけかけゃうくぇ - くぇ おさっょうす. 
╉せこうか くぇ きうくうきぇかくぇ ちっくぇ くっけぉ-
たけょうきけすけ けぉけさせょゃぇくっ, ぇ くぇ さぇぉけすぇ 
くぇっか ゅさなちおう っきうゅさぇくすう. ╆ぇこけつくぇか 
ょぇ こさけょぇゃぇ こなさゃうすっ ょゃぇ しけさすぇ ちう-
ゅぇさう, こさっょくぇいくぇつっくう いぇ せゃぇあぇゃぇくう 
たけさぇ. ╆ぇかぇゅぇか くぇ ゃうしけおけすけ おぇつっしすゃけ 
う くうしおぇすぇ しっぉっしすけえくけしす. ╆ぇ こけさっょっく 
こなす こさけはゃうか けすかうつっく こぇいぇさっく くのた 
- こさけょぇゃぇか っかうすくう ちうゅぇさう くぇ っきぇく-
ちうこうさぇくう ょぇきう, おけうすけ “しこっつっかゃぇか” し 
すなくなお きうさうし, ちゃっすくう そうかすさう う ういうし-
おぇくぇ けこぇおけゃおぇ. ╆ぇかけあうか う くぇ しうかっく 
“きぇさおっすうくゅ”. ]ぉかうあうか しっ し うすぇかう-
ぇくしおけすけ しけこさぇくけ ╉かぇせょうは ╋せちけ う は 
せぉっょうか ょぇ しっ こけはゃはゃぇ くぇ けぉとっしすゃっ-
くう きっしすぇ し くっゅけゃうすっ こせさう ゃ せしすぇ. ╁な-
こさっおう すけゃぇ ¨くぇしうし こさけょなかあぇゃぇか ょぇ 
ゃけょう しこぇさすぇくしおう あうゃけす, しゃっあょぇえおう 
かうつくうすっ しう さぇいたけょう ょけ きうくうきせき.
〉つう しっ けす ゅさっておうすっ しう... っ ゃすけさう-

はす こさうくちうこ ゃ せしこってくぇすぇ ょっえくけしす くぇ 
ぉういくっしきっくぇ. 〈けゃぇ っ せきっくうっすけ ょぇ しっ 
ういこけかいゃぇ けぉさぇすくぇすぇ ゃさないおぇ. 〈は ぉうかぇ 
しうかくぇすぇ  しすさぇくぇ くぇ ┿さうしすけすっか ¨くぇ-
しうし: „〈ぇえくぇすぇ くぇ せしこったぇ ゃ ぉういくっしぇ っ 
ょぇ いくぇって くっとけ, おけっすけ ょさせゅ くっ いくぇっ.” 
う „…すさはぉゃぇ ょぇ くぇおぇさぇすっ ょさせゅうすっ ょぇ 
ゃうあょぇす くっとぇすぇ, おぇおすけ ゃうっ ゅう ゃうあ-
ょぇすっ”. 〈けえ いくぇっか, つっ けしくけゃくけ ゃぇあくぇ 
っ くっ こっつぇかぉぇすぇ, ぇ こけ-しおけさけ くけゃうすっ 
ゃないきけあくけしすう, おけうすけ しっ けすおさうゃぇす こさう 
ょけしすうゅぇくっすけ くぇ こけしすぇゃっくうすっ ちっかう. 
]かっょ せしこったぇ ゃ ちうゅぇさっくうは ぉういくっし 

¨くぇしうし ういぉさぇか くけゃけ くぇこさぇゃかっくうっ くぇ 
しゃけうすっ ぇきぉうちうけいくう こかぇくけゃっ – おけさぇ-
ぉう う きけさしおぇ すなさゅけゃうは. ̈ こさぇゃうか っょうく 
いぇすなゃぇと きけさしおう しなょ し ゃけょけういきっしすう-
きけしす 7000 すけくぇ う けすくけゃけ ゅけ こけしすぇゃうか 
くぇ さっえょ, くけ おけさぇぉなす こけすなくぇか こけ ゃさっ-
きっ くぇ ちうおかけく. ¨くぇしうし ういゃかはおなか くっ-
けぉたけょうきうすっ こけせおう けす すけいう くっせしこった, 

くけ くっ しっ けすおぇいぇか けす ちっかすぇ.                                                                                                                 
‶なさゃうはす きうかうけく. ╉せこうか てっしす 

おぇくぇょしおう おけさぇぉぇ – いぇさぇょう すっあおぇすぇ 
ょっこさっしうは, いぇ 20 たうかはょう, こさう こなさゃけ-
くぇつぇかくぇ しすけえくけしす ょゃぇ きうかうけくぇ! ′け 
すさはぉゃぇかけ ょぇ けさゅぇくういうさぇ う こさっゃけいう. 
╉ぇすけ こさっしきっすくぇか おけかおけ こっつっかうゃて 
っ ゃけっくくうはす ぉういくっし, ¨くぇしうし かっしくけ 
くぇきっさうか さってっくうっ - ょぇ こさっゃけいう うすぇ-

かうぇくしおぇすぇ ぇさきうは ゃ ┿ぉうしうくうは. ′ぇ 25 
ゅけょうくう ┿さうしすけすっか ¨くぇしうし くぇこさぇゃうか 
こなさゃうは しう きうかうけく. ╁ おさぇは くぇ ゃけえくぇ-
すぇ ぉうか し 30 きうかうけくぇ ょけかぇさぇ こけ-ぉけ-
ゅぇす, すなえ おぇすけ けすょぇゃぇか しゃけうすっ おけさぇ-
ぉう, おぇおすけ くぇ ]なのいくうちうすっ, すぇおぇ う くぇ 
ょなさあぇゃうすっ けす ¨しすぇ. „┿い くはきぇき くうすけ 
こさうはすっかう, くうすけ ゃさぇゅけゃっ - しぇきけ おけく-
おせさっくすう”, けぉうつぇか ょぇ おぇいゃぇ きぇゅくぇすなす.                                                                    
╅っくうすっ ゃ あうゃけすぇ きせ. „┿おけ あっくうすっ 
くっ しなとっしすゃせゃぇたぇ, ゃしうつおう こぇさう くぇ 
しゃっすぇ とはたぇ ょぇ ういゅせぉはす いくぇつっくう-
っすけ しう.” - おぇいゃぇか ¨くぇしうし. 〈けえ ぉうか 
ういおかのつうすっかくけ こさうゃかっおぇすっかっく. ┿さ-
あっくすうくおうすっ ゅけ くぇきうさぇかう くっけすさぇ-
いうき - いぇさぇょう ゅけかっきうすっ きせ つっさくう 
けつ. ╋くけゅけ ょぇきう しぇ けしすぇゃうかう ょうさは 
ゃ あうゃけすぇ きせ: くけさゃっあおぇすぇ ╇くゅっぉけさゅ 
╃っくうたっく, おけはすけ しっ けこうすゃぇかぇ ょぇ さぇ-
そうくうさぇ くっょけょはかぇくうは しう せたぇあけさ, 
おぇすけ ゅけ けすせつゃぇ ょぇ ゃうおぇ おっかくっさうすっ, 
とさぇおぇえおう し こさなしすう うかう せょさはえおう 
くけあ ゃ つぇてぇすぇ; くっけすさぇいうきぇすぇ ╃あっ-
さぇかょうく ]こなさおなかし, くぇしかっょくうつおぇ くぇ 
こさっぉけゅぇす こさけういゃけょうすっか くぇ いぇたぇさ, 
こさうっきぇくぇ ゃ こさっょゃけっくくぇ ╄ゃさけこぇ いぇ 
くぇえ-おさぇしうゃぇすぇ あっくぇ; ╄ゃぇ ‶っさけく, し 
おけはすけ うきぇす すゃなさょっ こさぇゅきぇすうつくう けす-
くけてっくうは – ゃなゃ ゃうかぇすぇ きせ くぇ うすぇ-
かうぇくしおぇすぇ [うゃうっさぇ ぇさあっくすうくおぇすぇ 
きせ こさうゅけすゃうかぇ けきかっす, いぇ おけえすけ すけえ 
こけしかっ しこけょっかうか, つっ っ くぇえ-しおなこけすけ 
はょっくっ ゃ あうゃけすぇ きせ - きぇかおけ こさっょう 
すけゃぇ すは ういきけかうかぇ けす くっゅけ 10 たうかはょう 
ょけかぇさぇ いぇ そけくょぇちうはすぇ しう. ╁ けぉおさな-
あっくうっすけ きせ ぉうかう  ╋っさうかうく ╋けく-
さけ, ╂さっすぇ ╂ぇさぉけ, ╂かけさうは ]けせくしなく う 
きくけゅけ ょさせゅう.
‶なさゃぇすぇ きせ しゃぇすぉぇ っ し 16-ゅけ-

ょうてくぇすぇ ┿すうくぇ ╊うゃぇくせ, くぇしかっょ-
くうつおぇ くぇ ぉけゅぇすぇ ゅさなちおぇ そぇきうかうは 
おけさぇぉけゃかぇょっかちう, おけはすけ けすゃぇさは いぇ 
¨くぇしうし ゃさぇすうすっ くぇ しゃっすけゃくうは ぉうい-
くっし-っかうす.  ╇きぇす ょゃっ ょっちぇ - ┿かっお-
しぇくょさけし う ╉さうしすうくぇ. ╀けゅぇすしすゃけすけ 
きせ くっ こさっしすぇゃぇ ょぇ さぇしすっ う すけえ しっ 
こさっゃさなとぇ ゃ っょうく けす くぇえ-ぉけゅぇすうすっ 
たけさぇ ゃ しゃっすぇ.                                                                                                                          
╋ぇさうは ╉ぇかぇし. ╇ょうかうはすぇ っ ゃいさう-

ゃっくぇ, おけ-
ゅぇすけ ゃなゃ 
╁っくっちうは 
¨ く ぇ し う し 
し さ っ と ぇ 
ゅけかはきぇすぇ 
かのぉけゃ くぇ 
あ う ゃ け す ぇ 
しう – こっ-
ゃ う ち ぇ す ぇ 
╋ ぇ さ う は 
╉ ぇ か ぇ し , 
おけはすけ っ 
くぇ ゃなさたぇ 

くぇ しかぇゃぇすぇ しう, くけ っ くっとぇしすくぇ ゃ かうつくうは しう あうゃけす. 
¨くぇしうし くっ けぉうつぇ けこっさぇ, くけ けちっくはゃぇ しゃっすけゃくうは せし-
こった くぇ ╉ぇかぇし, つうはすけ かのぉけゃ おなき くっゅけ っ ういこっこっかは-
ゃぇとぇ, ぇ すけえ っ いぇてっきっすっく けす ぉかはしなおぇ おさぇえ くっは. 〈っ 
くっ ゃしすなこゃぇす ゃ ぉさぇお, くけ けしすぇゃぇす きくけゅけ ぉかういおう ょけ 
しきなさすすぇ くぇ ¨くぇしうし.
╁すけさぇすぇ しゃぇすぉぇ - し ╅ぇおかうく. ]かっょ さぇいゃけょぇ しう 

し 〈うくぇ こさっい 1968 ゅ. ┿さうしすけすっか ¨くぇしうし さってぇゃぇ ょぇ 
しきぇっ しゃっすぇ. ╁さないおぇすぇ きせ し ╉ぇかぇし こさっおなしゃぇ こけさぇょう 
せゃかっつっくうっすけ くぇ いぇしすぇさはゃぇとうは きうかうぇさょっさ こけ くぇえ-
おさぇしうゃぇすぇ う っかっゅぇくすくぇ しゃっすしおぇ ゃょけゃうちぇ ╅ぇおかうく 
╉っくっょう. 〈っ しおかのつゃぇす ぉさぇお くぇ けしすさけゃ ]おけさこうけし, 
しけぉしすゃっくけしす くぇ ¨くぇしうし. ‶け ゃさっきっ くぇ しゃぇすぉぇすぇ うき 
ゃぇかう こさけかうゃっく ょなあょ, くけ ゃなこさっおう すけゃぇ こせぉかうおぇすぇ っ 
きくけゅけぉさけえくぇ, ぇ 400 そけすけゅさぇそう けすさぇいはゃぇす しなぉうすうっ-
すけ. ╀さぇつくうはす ょけゅけゃけさ くぇ すぇいう ょゃけえおぇ しっ けおぇいゃぇ くぇえ-
けしこけさゃぇくうはす けす のさうょうつっしおぇ う そうくぇくしけゃぇ ゅかっょくぇ 
すけつおぇ. 〈けえ しなょなさあぇ こけゃっつっ けす 100 おかぇせいう, おけうすけ 
こさっょゃうあょぇす ゃしうつおけ - けす こぇさうすっ ょけ しなこさせあっしおけすけ 
かっゅかけ. ╉けくすさぇおすなす こさっょゃうあょぇか しすぇうすっ うき ょぇ ぉなょぇす 
けすょっかくう. 〈ぇおぇ ╅ぇおかうく ぉうかぇ けしゃけぉけょっくぇ けす いぇょなか-
あっくうっすけ ょぇ さぇあょぇ ょっちぇ くぇ ¨くぇしうし. 〈けえ え こさっょかぇゅぇ 
かのぉけゃ う ぉかぇゅけこけかせつうっ, すは – しゃけはすぇ くっあくけしす.
‶さけおかはすうっすけ ¨くぇしうし. ′け すはたくぇすぇ ゃさないおぇ, すけか-

おけゃぇ こさっちういくけ ういさぇぉけすっくぇ, っ こけしかっょゃぇくぇ けす くうい 
けす すさぇゅうつくう しなぉうすうは いぇ ̈ くぇしうし: ┿すうくぇ っ くぇきっさっくぇ 
きなさすゃぇ ゃ ぇこぇさすぇきっくすぇ しう ゃ ‶ぇさうあ, しぇきけせぉうゃぇ しっ 
し たぇこつっすぇ; しうくなす きせ ┿かっおしぇくょなさ いぇゅうゃぇ こさう しぇきけ-
かっすくぇ おぇすぇしすさけそぇ; ょなとっさは きせ ╉さうしすうくぇ こさっあう-
ゃはゃぇ こけさっょうちぇ けす くっとぇしすくう ぉさぇおけゃっ う さぇいゃけょう. 
╃なかぉけおけ さぇいしすさけっく, ┿さうしすけすっか ¨くぇしうし くっ きけあっ 
こけゃっつっ ょぇ こけくぇしは おぇこさういうすっ くぇ っおしすさぇゃぇゅぇくすくぇすぇ 
しう あっくぇ う いぇきうしかは ょぇ しっ さぇいゃっょっ し くっは う ょぇ しっ 
しゃなさあっ けすくけゃけ し ╋ぇさうは ╉ぇかぇし. ′け しきなさすすぇ しかぇゅぇ 
おさぇえ くぇ こさけっおすうすっ きせ. ′ぇ 15 きぇさす 1975 ゅ. きうかうぇさ-
ょっさなす ょけしすうゅぇ しゃけは こけしかっょっく こさうしすぇく.
╂さなお いぇゃうくぇゅう. ¨くぇしうし くうおけゅぇ くっ こさけこせし-

おぇか しかせつぇえ ょけ かけぉうさぇ いぇ さけょうくぇすぇ しう. ╂なさちうは う 
ょけ ょくっし っ こさういくぇすっかくぇ くぇ うきっくうすうは しう しなけすっつっ-
しすゃっくうお いぇさぇょう さぇいかうつくう くっゅけゃう あっしすけゃっ, きっあょせ 
おけうすけ しおかのつっくうはす けす くっゅけ ょけゅけゃけさ し ╇すぇかうは すぇおぇ, 
つっ おけさぇぉくうはす すさぇくしこけさす きっあょせ ょゃっすっ しすさぇくう ょぇ 
しっ ういゃなさてゃぇ いぇ しさけお けす 99 ゅけょうくう っょうくしすゃっくけ けす 
ゅさなちおう そうさきう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈させょくけ きけゅぇす ょぇ しっ ういぉさけはす くけゃうすっ こさけそっしうう, さけょっくう 
けす ぉせきぇ くぇ すったくけかけゅううすっ, くけ いぇっょくけ し すはた うきぇ う すぇおう-

ゃぇ, つうっすけ しなとっしすゃせゃぇくっ っ こけしすぇゃっくけ くぇ おぇさすぇ. ‶けいけゃぇゃぇえ-
おう しっ くぇ こけさすぇかぇ Salary.com, ういょぇくうっすけ Business Insider 
ういぉさけはゃぇ くぇえ-いぇしすさぇてっくうすっ けす くけゃうすっ すったくけかけゅうう こさけそっ-
しうう, おけうすけ, ぇおけ くっ しっ ぇょぇこすうさぇす おなき くけゃうすっ せしかけゃうは, ゃ 
ぉかういおうすっ ゅけょうくう とっ ういつっいくぇす くぇこなかくけ. ]こけさっょ ぇくぇかういぇ-
すけさうすっ くぇ っょくけ けす くぇえ-さっくけきうさぇくうすっ ゃ しゃっすぇ ぉういくっし うい-
ょぇくうは Business Insider, こさけそっしううすっ, おけうすけ しなゃしっき しおけさけ 
とっ ういつっいくぇす いぇさぇょう さぇいゃうすうっすけ くぇ くけゃうすっ すったくけかけゅうう う 
いぇきっくはくっすけ うき し すぇおうゃぇ, しぇ: ぉうぉかうけすっおぇさ, きぇてうくけこうしおぇ, 
しかせあうすっか ゃなゃ ゃうょっけすっおぇ /こさけそっしうは, おけはすけ ゃっつっ くぇ こさぇお-
すうおぇ くっ しなとっしすゃせゃぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, し ういおかのつっくうっ くぇ けちっかっ-
かう ゅぇさぇあくう ゃうょっけすっおう ゃ きぇかおうすっ くう ゅさぇょつっすぇ/, しすさぇくうつっく 

しこけさすっく しなょうは, こなすくうつっしおう ぇゅっくす, さぇいくけしゃぇつ くぇ ゃっしすくうちう /こさけそっしうは, けしすぇくぇかぇ ゃ うしすけ-
さうはすぇ う くぇ „╀なかゅぇさしおうすっ こけとう”/, おぇおすけ う すぇいう くぇ すっかっそけくうしすぇ, おぇしうっさ ゃ しせこっさきぇさおっす, 
こけとぇかぬけく う さぇょうけ DJ.

‶けさっょくぇ さぇょけしす ういこなかくう しっきっえしすゃけ
すけ くぇ ╃うぇくぇ ]ぇおないけゃぇ - きけくすぇあくうお 

くぇ ぉけっこさうこぇしう ゃ ╆ぇゃけょ 3, ちった 150 くぇ 
“┿さしっくぇか”. ′ぇ 15-すう のくう おなしくけ ゃっつっさ
すぇ くっえくぇすぇ ょなとっさは - ぇぉうすせさうっくすおぇすぇ 
╁ぇくは ]ぇおないけゃぇ しすぇくぇ こけょゅかぇしくうつおぇ くぇ 
『ぇさうちぇすぇ くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ. 〈ぇいう 
ゅけょうくぇ ういぉけさなす くぇ あせさうすけ  ょっかっゅうさぇ 
すっあおぇすぇ おけさけくぇ くぇ おぇさかけゃおぇすぇ ╆かぇすおぇ 
』けきぇおけゃぇ, ぇ おさぇしうゃぇすぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ 
╁ぇくは けしすぇくぇ ゃすけさぇ くっえくぇ こけょゅかぇしくうつ
おぇ. [ぇょけしすすぇ くぇ ╃うぇくぇ ]ぇおないけゃぇ ぉっ しこけ
ょっかっくぇ けす くぇえ-ぉかういおうすっ え, ぇ っおうこなす くぇ 
“〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” しっ くぇょはゃぇ かはすけすけ ょぇ 
ょけくっしっ けとっ きくけゅけ こさっおさぇしくう っきけちうう くぇ 
╁ぇくは, おけはすけ っ ぉなょっとぇ しすせょっくすおぇ ゃ ‶〉, 
しこっちうぇかくけしす “《うくぇくしう”.

╇ひたちかさけ しかさけみ ぬうみて, おそ 3,30 つてけえせあ さけしそえちあす ちそくそう ぬうみて

Мария Калас и Аристотел Онасис

╀かういけ  4 たうかはょう すけくぇ っ くぇ-
ぉさぇくうはす さけいけゃ ちゃはす すぇいう 

ゅけょうくぇ, しなけぉとうたぇ けす ╇くしすう-
すせすぇ こけ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╉ぇすけ „しさっょくぇ”  けこさっょっかう すぇい-
ゅけょうてくぇすぇ おぇきこぇくうは ょうさっお-
すけさなす くぇ ╇くしすうすせすぇ ′ぇすぇてぇ 
╉けゃぇつっゃぇ. ]こけさっょ くっは, おぇき-
こぇくうはすぇ すぇいう ゅけょうくぇ ぉうかぇ 
こけ-しかぇぉぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し きう-
くぇかけゅけょうてくぇすぇ. 
╃ゃっ しぇ けしくけゃくうすっ たぇさぇお-

すっさうしすうおう くぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ 
おぇきこぇくうは こけ こさうぉうさぇくっすけ 
くぇ さけいけゃうは ちゃはす: くっこけょたけ-
ょはとう おかうきぇすうつくう せしかけゃうは, 
ょけゃっかう ょけ こけ-さぇくっく ちなそすっあ 
う こけ-くうしおう ょけぉうゃう, う ゃうしけ-
おぇすぇ, こけつすう さっおけさょくぇ, ちっくぇ 

いぇ おうかけゅさぇき さけいけゃ ちゃはす, 
ゃぇさうさぇとぇ けす 2,70 ょけ 3,30 
かっゃぇ. ]ぇきけ ょけ こさっょう 3 ゅけょう-
くう ちっくぇすぇ いぇ おうかけゅさぇき さけいけゃ 
ちゃはす ぉっ ゃ ゅさぇくうちうすっ くぇ 1,70 
- 2,10 かっゃぇ. 
‶さうつうくうすっ いぇ すぇいう ゃうしけ-

おぇ ちっくぇ しぇ: けす っょくぇ しすさぇくぇ, 
くぇすうしおなす くぇ さけいけこさけういゃけょう-
すっかうすっ おなき さけいけすなさゅけゃちうすっ 
こけ けすくけてっくうっ くぇ ういおせこくぇすぇ 
ちっくぇ いぇ おうかけゅさぇき う かけてぇすぇ 
さっおけかぇすぇ, けすさぇいうかぇ しっ う ゃ 
こけ-かっおうは ちゃはす. 
]さっょくうはす ょけぉうゃ けす ょっおぇさ 

さけいけゃ きぇしうゃ すぇいう ゅけょうくぇ っ 
250-300 おうかけゅさぇきぇ.
‶け-かっおうはす さけいけゃ ちゃはす とっ 

しっ けすさぇいう う くぇ おさぇえくけすけ おけ-
かうつっしすゃけ しせさけゃうくぇ, くせあくぇ 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 1 おう-
かけゅさぇき さけいけゃけ きぇしかけ. ]すぇく-
ょぇさすなす こさう ょけぉさぇ さっおけかすぇ 
ょけしっゅぇ ぉっ 3 すけくぇ さけいけゃ ちゃはす 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 1 おう-
かけゅさぇき さけいけゃけ きぇしかけ.

╃っしっすおう たうかはょう ょっおぇさう うゅかけかうしすくぇ ゅけさぇ ゃ ]すぇさぇ こかぇくうくぇ う ]さっょくぇ ゅけさぇ ういしなたゃぇす こけ-
ゅけかけゃくけ う し ぉなさいう すっきこけゃっ.  ぅゃかっくうっすけ くっ っ くけゃけ いぇ さっゅうけくぇ, くけ し すさっゃけゅぇ かっしけゃなょう-

すっ けすぉっかはいゃぇす しおけさけしすすぇ, し おけはすけ すけ しっ 
さぇいこさけしすさぇくはゃぇ こさっい こけしかっょくうすっ きっ-
しっち-ょゃぇ, すなえ おぇすけ しなたくっくっすけ くぇ つっさっく う 
ぉはか ぉけさ しっ っ ぇおすうゃういうさぇかけ う いぇこけつくぇかけ 
ょぇ けぉたゃぇとぇ ゃしっ こけ-ゅけかっきう こかけとう. 
 ]こけさっょ しこっちうぇかうしすうすっ, けしくけゃぇくぇすぇ 

こさうつうくぇ いぇ すけゃぇ っ ゃうょ こぇすけゅっくくぇ ゅなぉぇ 
こけ ぉっかうは ぉけさ う おけさけはょ こけ つっさくうは.

╀なかゅぇさうは っ ういくっしかぇ くぇえ-きくけゅけ ぉけっ-
こさうこぇしう こさっい 2012 ゅ. いぇ ┿かあうさ, ┿そ-

ゅぇくうしすぇく う ╇くょうは. 〈けゃぇ こうてっ ゃ ょけおかぇ-
ょぇ くぇ ╋っあょせゃっょけきしすゃっくぇすぇ おけきうしうは いぇ 
おけくすさけか くぇ けさなあうはすぇ, こさうっす けす こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ. ‶さっょしすけう ょけおかぇょなす ょぇ ぉなょっ 
ゃくっしっく いぇ けぉしなあょぇくっ う ゃ こぇさかぇきっくすぇ. 
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ╋っあょせゃっょけき-

しすゃっくぇすぇ おけきうしうは っ ういょぇかぇ 843 さぇいさってっくうは. ¨す すはた 499 しぇ いぇ 
ういくけし けす ╀なかゅぇさうは. ′ぇえ-きくけゅけ けす すはた しぇ いぇ ]┿】, ╄ゅうこっす う ╉ぇ-
いぇたしすぇく. ]すけえくけしすすぇ くぇ ういょぇょっくうすっ さぇいさってっくうは いぇ っおしこけさす っ いぇ 
ぉかういけ 350 きかく. っゃさけ, ぇ さっぇかくけ しすさぇくぇすぇ っ ういくっしかぇ ぉけきぉう, しくぇ-
さはょう, さぇおっすう う けぉけさせょゃぇくっ いぇ すはた う ゅかぇょおけちっゃくう けさなあうは いぇ 220 
きかく. っゃさけ, こうてっ けとっ ゃ ょけおかぇょぇ, ちうすうさぇく けす ゃ. „╋けくうすけさ”.
╀なかゅぇさうは こなお っ ゃくっしかぇ くぇえ-きくけゅけ ぉけっこさうこぇしう けす ╂っさきぇくうは, 

]┿】 う 』ったうは. ╋っあょせゃっょけきしすゃっくぇすぇ おけきうしうは っ ういょぇかぇ 310 さぇい-
さってっくうは いぇ ゃくけし いぇ 395 きかく. っゃさけ. [っぇかくけ けぉぇつっ ゃ しすさぇくぇすぇ しぇ 
ゃかっいかう けすぉさぇくうすっかくう こさけょせおすう いぇ しおさけきくうすっ 39,9 きかく. っゃさけ. 
〈けゃぇ しぇ けしくけゃくけ ういょっかうは, こさっょくぇいくぇつっくう いぇ きけょっさくういぇちうはすぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは, おぇおすけ う ゃくけし くぇ ぉけっこさうこぇしう し ちっか せくうとけ-
あぇゃぇくっ.
‶け けすくけてっくうっ くぇ ういょっかうはすぇ う すったくけかけゅううすっ し ょゃけえくぇ せこけすさっぉぇ, 

こさっい 2012 ゅ. しぇ ういょぇょっくう 19 せょけしすけゃっさっくうは いぇ こさぇゃけ くぇ ういくけし う 
12 いぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ ぉさけおっさしおぇ ょっえくけしす.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╋ぇえしおう となさおっか ょけかっすは ゃ しっきっえしすゃけすけ
くぇ ょ-さ ┿くすけくうは う [けきぇく ╅っかっゃう う ゅう ょぇさう

し こさっおさぇしくぇ ょなとっさうつおぇ
╄おぇすっさうくぇ.

】ぇしすかうゃけすけ しなぉうすうっ ぉっ くぇ 26 きぇえ ゃ ┿╂¨ - ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ╂けかはきぇすぇ さぇょけしす いぇ ぇさしっくぇかしおうは すぇすおけ ぉっ 

しこけょっかっくぇ けす さなちっすっ くぇ ょ-さ ╃ぇくぇうか ╃ぇおけゃ. ╋ぇかおぇすぇ 
╄おぇすっさうくぇ いぇさぇょゃぇ きくけゅけ う ょさせゅう ょゃっ しっきっえしすゃぇ:

しっきっえしすゃけ ╅っかっゃう う ょ-さ ╀けいせおけゃう.


