
╇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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] けおけかけ 12% しぇ くぇきぇかっかう さぇぉけすっとうすっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは いぇ こけしかっょくうすっ 4 ゅけょうくう う 

くぇ こさぇおすうおぇ こさけちっくすなす くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ っ 
せょゃけっく けす けおけかけ 5% こさっい 2008-きぇ くぇ 12% 
こさっい 2012 ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ くぇさっあょぇ ╀なかゅぇさうは 
しさっょ ょなさあぇゃうすっ ゃ ╄] し くぇえ-ゅけかはき しこぇょ くぇ 
ぉさけは くぇ いぇっすうすっ. 〈けいう ういゃけょ っ こけしけつっく ゃ 
さぇいこさけしすさぇくっく ゃ うくすっさくっす ぇくぇかうい くぇ ╂かぇゃ-
くぇ ょうさっおちうは  “╇おけくけきうつっしおう う そうくぇくしけゃう 
ゃなこさけしう” くぇ ╄ゃさけおけきうしうはすぇ, こせぉかうおせゃぇくけ 
こさっょう ょくう. 
]こけさっょ しなとうは ぇくぇかうい, こさっい 2011 ゅ. ちっくぇすぇ 

くぇ つぇし すさせょ せ くぇし っ ぉうかぇ 15% けす しさっょくけすけ ゃ 
╄] うかう 37% しこさはきけ こけおせこぇすっかくぇすぇ しこけしけぉ-
くけしす, ょけおぇすけ こさけょせおすうゃくけしすすぇ おぇすけ ╀させすっく 
ゃなすさってっく こさけょせおす /╀╁‶/ くぇ ゅかぇゃぇ けす くぇしっ-
かっくうっすけ っ ぉうかぇ 20% けす しさっょくけすけ ゃ ╄] うかう 

45%, ういきっさっくけ つさっい こけおせこぇすっかくぇすぇ しこけしけぉくけしす. 
〈っいう ょぇくくう けとっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ っょくぇ けす けしくけゃくうすっ すっいう くぇ しうくょうおぇすうすっ ゃ しすさぇくぇ-

すぇ ょぇ うしおぇす せゃっかうつっくうっ くぇ こけつぇしけゃぇすぇ しすぇゃおぇ くぇ いぇこかぇとぇくっ, ぇ けすすぇき う くぇ  しぇきうすっ さぇぉけすくう 
いぇこかぇすう こけ しっおすけさう. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ う おぇすけ おけくすさぇ くぇ うしおぇくうはすぇ くぇ しうくょうおぇすうすっ, ぇくぇかういなす くぇ っゃさけっおしこっさすう-

すっ っ おぇすっゅけさうつっく ゃ すっいぇすぇ しう, つっ “っあっゅけょくけすけ ゃょうゅぇくっ くぇ こさぇゅけゃっすっ し 5-7% ゃ せしかけゃうはすぇ 
くぇ おさういぇ, いぇ おけっすけ けしくけゃくぇすぇ けすゅけゃけさくけしす っ くぇ しうくょうおぇすうすっ, くっ しぇきけ つっ けしすぇゃは たけさぇ ぉっい 
こさっこうすぇくうっ, くけ くぇ こさぇおすうおぇ ゃけょう ょけ さっゅさっしうゃくけ ょぇくなつくけ けぉかぇゅぇくっ”.  

【そうあ うあきけ そつそいかせそ くあ せけつさそさうあしけなけぬけちあせけてか ちあいそてかはけ 

╇くすっさっしくぇ くぇたけょおぇ おなすぇ ょけ ょくう くぇ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ うくあっくっさ [ぇえくけ 』ぇおなさけゃ - さなおけ-
ゃけょうすっか けすょっか ╄╋¨ - ╄くっさゅけきったぇくうつっく くぇ ╆ぇゃけょ 1/500. ‶けつすう けおなしぇく, けゃったすはか ゃうてくっゃ 

ぇかぉせき, ういこうしぇく し おさぇしうゃ さなおけこうし う うきっくせゃぇく „┿かぉせき  いぇ しくうきおう くぇ おけかっおすうゃぇ けす 810 ちった”. 
 ╁ ょっぉっかうは ぇかぉせき うきぇ 15-すうくぇ しくうきおう, おけうすけ さぇいおぇいゃぇす, おぇおすけ いぇ  ょっかくうおぇ くぇ ぉさうゅぇょぇすぇ, 

すぇおぇ う いぇ こさぇいくうちうすっ くぇ たけさぇすぇ, おかうてうさぇくけ いぇこうしぇくう おぇすけ 
„おけかっおすうゃぇ くぇ 810 ちった”. 

╇すぇかうぇくしおうはす こけかうすうつっしおう そうかけしけそ, ょなさあぇゃくうお, うしすけさうお, こうしぇすっか う ょうこかけきぇす 
′うおけかけ ╋ぇおうぇゃっかう っ しきはすぇく いぇ せくうおぇかくぇ かうつくけしす - さけょけくぇつぇかくうお くぇ うょっはすぇ いぇ 

╋かぇょうはす ╋ぇおうぇゃっかう.
′ぇ 29 ゅけょうくう しすぇゃぇ 

ょなさあぇゃっく しかせあうすっか. ]かっょ 
こさけゅけくゃぇくっすけ くぇ ╋っょうつうすっ 
う せしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ ういぉけさ-
くけ せこさぇゃかっくうっ, ゃ こさけょなかあっ-
くう くぇ 14 ゅけょうくう, ╋ぇおうぇゃっかう 
せつぇしすゃぇ ゃ ょうこかけきぇすうつっしおけ-
すけ う ゃけっくくけ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
《かけさっくちうは. ‶なすせゃぇ うい ╇すぇ-
かうは, ╂っさきぇくうは う 《さぇくちうは う 
けすぉかういけ くぇぉかのょぇゃぇ あうゃけすぇ 

くぇ ゃうょくう こけかうすうつっしおう ょっえちう. 
‶け-おなしくけ さなおけゃけょう そかけさっく-
すうくしおぇすぇ きうかうちうは, しきはすぇえおう, 
つっ すは すさはぉゃは ょぇ っ しなしすぇゃっくぇ 
けす ゅさぇあょぇくう. ]かっょ おぇすけ こさっい 
1512 ゅ. さけょなす ╋っょうつう ゃないしすぇ-
くけゃはゃぇ ゃかぇしすすぇ しう, さっこせぉかう-
おぇくっちなす ╋ぇおうぇゃっかう っ けしゃけぉけ-
ょっく けす こけしすけゃっすっ しう. ╂けょうくぇ 
こけ-おなしくけ っ けぉゃうくっく ゃ いぇゅけ-
ゃけさ しさっとせ ゃかぇしすすぇ う っ ぇさっし-
すせゃぇく. ╁なこさっおう きなつっくうはすぇ, 
すけえ けすおぇいゃぇ ょぇ しっ こさういくぇっ いぇ 
ゃうくけゃっく う っ けしゃけぉけょっく. ̈ すすっ-
ゅかは しっ ゃ うきっくうっすけ しう くっょぇかっつ 
けす 《かけさっくちうは う しっ けすょぇゃぇ くぇ 
かうすっさぇすせさくぇ ょっえくけしす. 
‶さけきっくうすっ ょぇ すさなゅゃぇす けす 

けしくけゃうすっ. ╋ぇおうぇゃっかう っ くぇえ-
いぇぉっかっあうすっかくうはす こけかうすうつっ-
しおう きうしかうすっか くぇ [っくっしぇくしぇ 
– いぇ こけかうすうおぇすぇ すけえ ゅけゃけさう 
っょくけゃさっきっくくけ おぇすけ いぇ くぇせおぇ 
う ういおせしすゃけ. 〈けえ っ こなさゃうはす, 
おけえすけ しっ しすさっきう ょぇ ういゅさぇょう 
ょなさあぇゃくぇすぇ こけかうすうおぇ ゃなさたせ 
しけかうょくぇ そうかけしけそしおぇ けしくけゃぇ, 
さぇいゅかっあょぇえおう  ょなさあぇゃぇすぇ ゃ 
しきうしなか, ぉかういなお ょけ しなゃさっきっく-
くうは - おぇすけ こけかうすうつっしおけ しなし-
すけはくうっ くぇ けぉとっしすゃけすけ, おぇすけ 
けすくけてっくうっ くぇ ゃかぇしすうきぇとう-
すっ おなき けぉっいゃかぇしすっくうすっ, おぇすけ 
けさゅぇくういうさぇくぇ こけかうすうつっしおぇ 
ゃかぇしす, うくしすうすせちうう う いぇおけくう. 
╇しすうくしおぇすぇ ょなさあぇゃくぇ ゃかぇしす, 
しこけさっょ くっゅけ, しっ おさっこう くぇ いぇ-
おけくうすっ う しかせあう くぇ こさぇゃけすけ. 
╋ぇおうぇゃっかう っ こなさゃうはす うょっけか-
けゅ くぇ けぉっょうくっくぇ ╇すぇかうは おぇすけ 
くっいぇゃうしうきぇ くぇちうけくぇかくぇ ょなさ-
あぇゃぇ. 〈けえ っ っょうくしすゃっくうはす こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ, おけえすけ さぇいぉうさぇ, 
つっ こさけきっくうすっ, おけうすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ ういゃなさてぇす ゃ せこさぇゃかっ-
くうっすけ, すさはぉゃぇ ょぇ すさなゅゃぇす けす 
けしくけゃうすっ. „╇しおぇき ょぇ しっ いぇ-
こけきくう, こうてっ ╋ぇおうぇゃっかう, つっ 
くはきぇ くうとけ こけ-すさせょくけ いぇ こかぇ-
くうさぇくっ, こけ-しなきくうすっかくけ いぇ 
せしこった う こけ-けこぇしくけ いぇ せこさぇゃ-
かはゃぇくっ けす くけゃぇ しうしすっきぇ”.                                                                                                      

‶さけういゃっょっくうは. ╁ „╀っしっ-
ょう ゃなさたせ こなさゃぇすぇ ょっおぇょぇ くぇ 
〈うす ╊うゃうえ“ ╋ぇおうぇゃっかう しっ 
さぇいおさうゃぇ おぇすけ うしすうくしおう さっ-
こせぉかうおぇくっち, しきはすぇえおう, つっ 
こけ-ょけぉさうはす さっあうき っ ょけぉさっ 
けさゅぇくういうさぇくぇすぇ [っこせぉかう-
おぇ. ╀っしっょうすっ しぇ こけさっょうちぇ 
けす せさけちう いぇ すけゃぇ おぇお すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ しないょぇょっ, しすさせおすせさうさぇ 
う こけょょなさあぇ っょくぇ さっこせぉかう-
おぇ. ╁なゃ „╁けっくくけすけ ういおせしすゃけ“ 

すけえ こけょつっさすぇゃぇ けゅさけきくけすけ 
いくぇつっくうっ くぇ ょけぉさけすけ ゃなけさな-
あっくうっ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. ]こけさっょ 
くっゅけ, ゃけえしおぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ  
くぇぉうさぇ けす ゅさぇあょぇくうすっ くぇ しぇ-
きぇすぇ ょなさあぇゃぇ, すなえ おぇすけ しすさぇ-
くぇ, おけはすけ さぇいつうすぇ くぇ くぇっきくぇ 
うかう つせあょぇ ゃけえしおぇ, っ しかぇぉぇ う 
いぇしすさぇてっくぇ. ┿ゃすけさ っ くぇ けとっ 
くはおけかおけ おくうゅう, きっあょせ おけう-
すけ „╇しすけさうは くぇ 《かけさっくちうは“, 
おけはすけ くぇこうしゃぇ, しかっょ おぇすけ っ 
くぇいくぇつっく くぇ ょかなあくけしすすぇ うし-
すけさうけゅさぇそ, う „╋ぇくょさぇゅけさぇ“ - 
こうっしぇ, おけはすけ しっ うゅさぇっ う ょくっし. 
„╁かぇょっすっかはす“. ′ぇ すけいう うい-

おせしくけ くぇこうしぇく う かっしっく いぇ つっ-
すっくっ すさぇおすぇす, つうっすけ いぇゅかぇゃうっ 
しっ こさっゃっあょぇ う おぇすけ „╉くはいなす”, 
╋ぇおうぇゃっかう ょなかあう しゃっすけゃくぇ-
すぇ しう しかぇゃぇ う そうかけしけそしおけ-
すけ こけくはすうっ „きぇおうぇゃっかういなき”.  
¨そけさきっく っ ゃ 16 ゅかぇゃう, つっしすけ 
っ くぇさうつぇく くぇさなつくうお いぇ ょうお-
すぇすけさう. ‶さうょなさあぇえおう しっ おなき 
さっぇかくぇすぇ しなとくけしす くぇ くっとぇすぇ, 
ゃ くっゅけ すけえ さぇいおさうゃぇ うょっうすっ 
しう いぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ょなさ-
あぇゃぇすぇ. ╁ ょっえしすゃうすっかくけしす, 
こさけゅけくっくうはす けす ゃかぇしす ╋ぇおうぇ-
ゃっかう こけしゃっとぇゃぇ すさぇおすぇすぇ しう 
くぇ くけゃうは ゃかぇょっすっか くぇ 《かけ-
さっくちうは - ╊けさっくちけ ╋っょうつう, 
くぇょはゃぇえおう しっ すけえ ょぇ ゅけ ゃいっきっ 
くぇ さぇぉけすぇ. 《うかけしけそなす うしおぇか 
ょぇ きせ こけおぇあっ おぇおなゃ ゃかぇょっすっか 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ, ぇおけ うしおぇ ょぇ 
けぉっょうくう ╇すぇかうは う ょぇ は ういゃっ-
ょっ けす おさういぇすぇ. ╋ぇおうぇゃっかう くっ 
っ ゃいっす くぇ さぇぉけすぇ, くけ しなつうくっ-
くうっすけ  きせ けしすぇゃぇ ゃ うしすけさうはすぇ 
おぇすけ こなさゃうは こけょさけぉっく ぇくぇ-
かうい くぇ ういおせしすゃけすけ くぇ ゃかぇしすすぇ. 
¨しくけゃくぇすぇ うょっは っ, つっ いぇ ょぇ 
こさっせしこっっ, ゃかぇょっすっかはす すさはぉゃぇ 
ょぇ いぇぉさぇゃう ゃしうつおう くさぇゃしすゃっ-
くう しなけぉさぇあっくうは う ょぇ さぇいつうすぇ 
しぇきけ くぇ しうかぇすぇ う たうすさけしすすぇ. 
〈さぇおすぇすなす しっ しきはすぇ いぇ ぉせおゃぇさ 
し こさぇおすうつっしおう しなゃっすう いぇ ょなさ-
あぇゃっく ゅかぇゃぇ.
〉きくうはす せこさぇゃくうお. 》けさぇすぇ 

こけ こさうさけょぇ しぇ くっぉかぇゅけょぇさ-
くう, こさけきっくかうゃう, かうちっきっさくう, 
しすさぇたかうゃう う しさっぉさけかのぉうゃう, 
しきはすぇ ╋ぇおうぇゃっかう. ╃けおぇすけ 
ういゃかうつぇす けす すっぉっ けぉかぇゅう, すっ 
しぇ すう ゃっさくう, ぇ ゃ けぉさぇすくうは 
しかせつぇえ ゃっょくぇゅぇ すう けぉさなとぇす 
ゅさなぉ. ╁かぇょっすっか, おけえすけ うき 
しっ ょけゃっさはゃぇ う くっ こさっょこさうっ-
きぇ くうとけ, いぇ ょぇ しっ こけょしうゅせ-
さう, さうしおせゃぇ ょぇ しっ こさけゃぇかう.                                                                                                                                         

╋ぇおうぇゃっかう しなゃっすゃぇ ゃかぇ-
ょっすっかは ょぇ しう しこっつっかう こけょ-
おさっこぇすぇ くぇ こさけしすけかのょうっすけ, 
いぇとけすけ ゃ しかせつぇえ くぇ ぉっょぇ 
くはきぇ ょぇ うきぇ くぇ おけゅけ ょさせゅ 
ょぇ さぇいつうすぇ. ╇ けとっ: けぉかぇゅう 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ ょぇゃぇす きぇかおけ こけ 
きぇかおけ, いぇ ょぇ きけゅぇす たけさぇすぇ 
こけ-ょなかゅけ ょぇ うき しっ さぇょゃぇす.                                                                                       
《うかけしけそなす ょけぉぇゃは, つっ せき-
くうはす せこさぇゃくうお くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
ょなさあう くぇ ょせきぇすぇ しう, おけゅぇすけ 
すけゃぇ こさけすうゃけさっつう くぇ くっゅけゃう-
すっ うくすっさっしう. ┿ とけ しっ けすくぇしは 
ょけ くっういこなかくっくうっすけ くぇ けぉっ-
とぇくうはすぇ – ゃうくぇゅう とっ しっ くぇ-
きっさはす いぇおけくけゃう けしくけゃぇくうは, 
いぇ ょぇ しっ けこさぇゃょぇっ. “╆ぇとけすけ, 
おぇいゃぇ ╋ぇおうぇゃっかう, たけさぇすぇ しぇ 
すけかおけゃぇ こさけしすう う すけかおけゃぇ 
ゅけすけゃう ょぇ しっ こけょつうくはゃぇす くぇ 
きけきっくすくうすっ しう こけすさっぉくけしすう, 
つっ ゃうくぇゅう とっ しっ けしすぇゃはす ょぇ 
ぉなょぇす きぇきっくう”. 
╆ぇ ょぇ こさっせしこっっ, ゃかぇょっすっかはす 

すさはぉゃぇ ょぇ しっ けゅさぇょう しなし しこけ-
しけぉくう う ゃっさくう きうくうしすさう, ょぇ 
しっ こぇいう けす かぇしおぇすっかう う ょぇ くっ 
さぇいつうすぇ くぇ こさうはすっかう, おけうすけ 
しっ こっつっかはす し こぇさう.  ╄ょうく-
しすゃっくけすけ しさっょしすゃけ ょぇ しっ うい-
ぉぇゃうて けす かぇしおぇすっかしすゃぇすぇ っ 
ょぇ くっ しっ けぉうあょぇて, おけゅぇすけ すう 
おぇいゃぇす うしすうくぇすぇ...
╁かぇょっすっかはす ゃうくぇゅう すさはぉ-

ゃぇ ょぇ しっ しなゃっすゃぇ, くけ しぇきけ 
おけゅぇすけ すけえ あっかぇっ, ぇ くっ おけ-
ゅぇすけ すけゃぇ あっかぇはす ょさせゅうすっ. 
╃っかぇすぇ, おけうすけ しぇ くっあっかぇくう 
けす こけょぇくうちうすっ, ゃかぇょっすっかはす 
すさはぉゃぇ ょぇ ゃないかぇゅぇ ょさせゅう ょぇ 
ゅう ゃなさてぇす, ぇ すっいう, おけうすけ しぇ 
あっかぇくう, ょぇ ゅう ういこなかくはゃぇ 
しぇき. 〈けえ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっょ-
こぇいゃぇ けす いかけせこけすさっぉぇ し きう-
かけしなさょうっ. 
′ぇえ-ょけぉさっ っ たけさぇすぇ たっき ょぇ 

しっ しすさぇたせゃぇす けす せこさぇゃくうおぇ, 
たっき ょぇ ゅけ けぉうつぇす. ′け, ぇおけ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ ういぉうさぇ きっあょせ 
しすさぇたぇ う けぉうつすぇ, こけ-ょけぉさっ 
っ ょぇ しっ しすさぇたせゃぇす. ╆ぇとけすけ  

しすさぇたなす しっ こけょょなさあぇ けす けこぇし-
くけしすすぇ けす くぇおぇいぇくうっ, おけはすけ 
ゃうくぇゅう ょぇゃぇ さっいせかすぇす.
╋うしかうすっかはす ゃくせてぇゃぇ, つっ 

ぉけさぉぇすぇ し ゃさぇゅぇ っ せしこってくぇ: 
こなさゃけ - つさっい いぇおけくう, ゃすけさけ - 
つさっい しうかぇ. ′け ゃさぇゅなす くっ ぉうゃぇ 
ょぇ ぉなょっ ょけゃっあょぇく ょけ おさぇえくけ 
けすつぇはくうっ.
╋ぇおうぇゃっかう しないくぇゃぇ, つっ いぇ ょぇ 

せおさっこう ゃかぇしすすぇ しう, くけゃうはす せこ-
さぇゃくうお っ こさうくせょっく こけくはおけゅぇ 
ょぇ こさうぉはゅゃぇ ょけ きっさおう, おけうすけ 
くっ しっ たぇさっしゃぇす くぇ こけょぇくうちうすっ 
きせ. ╆ぇすけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇゃう 
すぇおぇ, つっ ゃしうつおう あっしすけおけしすう 
ょぇ しっ ういゃなさてぇす くぇゃっょくなあ, ぇ 
くっ ょぇ しっ こけゃすぇさはす ょっく しかっょ 
ょっく… ╁かぇょっすっかはす すさはぉゃぇ ょぇ 
せきっっ ょぇ くっ しっ けすおかけくはゃぇ けす 
ょけぉさけすけ, くけ う ょぇ こけっきっ こなすは 
くぇ いかけすけ, ぇおけ すけゃぇ しっ くぇかぇゅぇ.                                                                                                                                          
 ′けゃうはす せこさぇゃくうお, いぇ ょぇ 
しこっつっかう けょけぉさっくうっ, すさはぉゃぇ 
ょぇ こさけきっくう ょっえしすゃうはすぇ しう 
しこさはきけ くぇさけょぇ, ょぇゃぇえおう きせ  
う しゃけぉけょう, すなえ おぇすけ ゃ おさぇは 
くぇ おさぇうとぇすぇ くぇさけょなす っ すけいう, 
おけえすけ とっ さってぇゃぇ しなょぉぇすぇ きせ.                                                                                                            
╁しうつおう うょっう くぇ ╋ぇおうぇゃっかう 
ぉうかう ういおかのつうすっかくけ くけゃぇすけさ-
しおう いぇ ゃさっきっすけ しう, ゃなこさっおう 
つっ きくけゅけ けす すはた けしすぇくぇかう くっ-
さぇいぉさぇくう.
『っかすぇ けこさぇゃょぇゃぇ しさっょ-

しすゃぇすぇ. 〈ぇいう そさぇいぇ くぇえ-つっし-
すけ しっ こさうこうしゃぇ くぇ ╋ぇおうぇゃっかう, 
すなえ おぇすけ しっ しなょなさあぇ ゃ きくけゅけ 
けす うょっうすっ きせ. ]こけさっょ くはおけう 
ういすけつくうちう すは っ くぇ 》けぉし, しこけ-
さっょ ょさせゅう - くぇ ╊けえけかぇ.                                       
╁しっ こぇお とっ きっ つっすぇす. ╋ぇか-

ちうくぇ こけかうすうつっしおう そうかけしけそう 
しぇ ぉうかう たせかっくう し すぇおぇゃぇ いかけ-
ぉぇ おぇすけ ╋ぇおうぇゃっかう. ′はおけう ゅけ 
けすさうつぇかう おぇすけ ぉっいおさせこせかっく 
くっゅけょくうお, ょさせゅう ゅけ ゃないたゃぇ-
かはゃぇかう おぇすけ すゃなさょけかうくっっく 
さっぇかうしす. ╋くけゅけ こけかうすうつっしおう 
そうゅせさう しぇ つっかう ゃくうきぇすっかくけ 
„╁かぇょっすっかはす“. ╋せしけかうくう っ 
ゃっくちっしかぇゃっか こせぉかうつくけ ╋ぇ-
おうぇゃっかう, ′ぇこけかっけく しこはか し 
っおいっきこかはさ けす おくうゅぇすぇ きせ, こけ-
ょけぉくう くっとぇ しっ ゅけゃけさはす  う いぇ 
》うすかっさ う ]すぇかうく. ¨とっ こさっょう 
こっす ゃっおぇ ╋ぇおうぇゃっかう っ けぉさう-
しせゃぇか あうゃうは きけょっか くぇ ゃかぇょっ-
すっかは, おけえすけ う ょけ しっゅぇ きけあっ ょぇ 
しかせあう いぇ けゅかっょぇかけ くぇ ゃしっおう 
ょうおすぇすけさ, くぇこさうきっさ 《さぇくおけ, 
』ぇく ╉ぇえ-てう, ‶うくけつっす.
′け ╋ぇおうぇゃっかう くっ っ けこうしぇか 

しぇきけ ゃかぇしすくうちうすっ, すけえ っ うい-
けぉさぇいうか はさおけ こけさすさっすぇ くぇ 
こけかうすうつっしおうは つけゃっお けす ゃしうつ-
おう しすなこぇかぇ くぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ 
しすなかぉうちぇ, さぇいしなあょぇゃぇえおう 
いぇ こさうさけょぇすぇ くぇ ゃかぇしすすぇ う 
いぇ しなとくけしすすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 
〈けえ さぇいさせてぇゃぇ  きうすぇ いぇ ょなさ-
あぇゃぇすぇ おぇすけ ゃなこかなとっくうっ くぇ 
くぇちうけくぇかくうは ょせた う こけおぇいゃぇ, 
つっ ょなさあぇゃぇすぇ - すけゃぇ しぇ すっいう 
たけさぇ, おけうすけ ゃかぇしすゃぇす くぇょ けぉ-
とっしすゃけすけ. ╆ぇ くはおけう ょなさあぇゃう 
すけいう ういゃけょ う しっゅぇ いゃせつう おぇすけ 
こさうしなょぇ...
“╋ぇおぇさ う ょぇ けたせかゃぇす きけうすっ 

おくうゅう, すっ ゃしっ こぇお とっ きっ つっ-
すぇす” – ぉうか せゃっさっく ╋ぇおうぇゃっ-
かう. ╇ しっ けおぇいぇか こさぇゃ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

きけょっさくぇすぇ ょなさあぇゃぇ う きけょっさくうは ゃかぇょっ-
すっか, っょうく けす こなさゃけしないょぇすっかうすっ くぇ しな-
ゃさっきっくくぇすぇ こけかうすうつっしおぇ きうしなか. ‶けいけ-
ゃぇゃぇえおう しっ くぇ さっぇかくけしすすぇ, すけえ ょさないおけ 
こさっこけさなつゃぇ: ょなさあぇゃくうお, おけえすけ うしおぇ ょぇ 
せおさっこう ゃかぇしすすぇ しう, すさはぉゃぇ ょぇ こさうぉはゅゃぇ 
ょけ ういきぇきぇ う ぉっいきうかけしすくぇ せこけすさっぉぇ くぇ 
しうかぇ. ]ぇきうはす すけえ, けぉぇつっ, っ うょっぇかうしす う 
こぇすさうけす-さっこせぉかうおぇくっち. 
[けょっく っ こさっい 1469 ゅ. ゃなゃ 《かけさっく-

ちうは - ゅさぇょ-ょなさあぇゃぇ, せこさぇゃかはゃぇく けす 
そぇきうかうはすぇ ╋っょうつう. ╀ぇとぇ きせ っ のさうしす, 
おけえすけ せつう しうくぇ しう くぇ ゅさぇきぇすうおぇ, さっすけ-
さうおぇ う かぇすうくしおう. 〉きうさぇ, おけゅぇすけ ′うおけ-
かけ っ くぇ 16 ゅけょうくう. ]かっょゃぇす ぉかはしおぇゃぇ 
おぇさうっさぇ う こさけゅけくゃぇくっ けす ゃかぇしすすぇ. ¨し-
すぇくぇかぇすぇ つぇしす けす あうゃけすぇ きせ っ こうしぇくっ.                                                                                                                                     
╋ぇおうぇゃっかう っ あっくっく う うきぇ てっしす ょっちぇ. 

〉きうさぇ こさっい 1527 ゅ. くぇ 58 ゅけょうくう. ╂さけぉなす きせ っ くっういゃっしすっく. ′ぇ くっゅけ っ こけしゃっすっく くぇょこう-
しなす ゃ ちなさおゃぇすぇ „]ぇくすぇ ╉さけつっ“ ゃなゃ 《かけさっくちうは: „′うおけは ゃないたゃぇかぇ くっ っ ょけしすけえくぇ いぇ すけゃぇ 

うきっ“. ╋ぇおうぇゃっかう っ っょうく けす きぇかおけすけ きうしかうすっかう, つううすけ こさけういゃっょっくうは ゃくうきぇすっか-
くけ しっ ういせつぇゃぇす う ょくっし.

〉ゃぇあぇっきう ぇさしっくぇかちう, 
 

  [っょぇおちうけくくうはす っおうこ, 
しなゃきっしすくけ し ╇いょぇすっかしおうは 
しなゃっす くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか”,  こけょっきぇす  おぇきこぇ-
くうは, くぇさっつっくぇ “〈けいう, ぉっい 
おけえすけ...”.
 ]なし しくうきおう, し さうしせくおう, 
し てぇさあけゃっ うかう し くはおけかおけ 
ういさっつっくうは くう さぇいおぇあっ-
すっ いぇ “〈けいう, ぉっい おけえすけ...” 
ょっくはす うかう あうゃけすなす ゃう ぉう 
ういゅかっあょぇか こけ しなゃしっき さぇい-
かうつっく くぇつうく う ぉう いぇゅせぉうか 
けす ぉかはしなおぇ う けつぇさけゃぇくっすけ, おけうすけ うきぇ しっゅぇ. 
〈けゃぇ きけあっ ょぇ っ おけかっゅぇすぇ, こぇさすくぬけさなす, ぉかういおうはす うかう 
こさけしすけ しさっとくぇす くぇ せかうちぇすぇ しかせつぇえくけ つけゃっお, くけ ぉっかはいぇか 
ょくうすっ ゃう くぇこさっょ. 
 ╁うっ しすっ すっいう, おけうすけ とっ ういぉっさっすっ そけさきぇすぇ: いぇおぇつかうゃぇ 
うかう しっさうけいくぇ, ょっかけゃぇ うかう せしきうたくぇすぇ.
 ′ぇえ-ょけぉさうすっ そけすけしう, てぇさあけゃっ, おぇさうおぇすせさう うかう すっおしすけ-
ゃっ とっ こけかせつぇす しこっちうぇかくう くぇゅさぇょう けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ う さっょぇおすけさしおうは っおうこ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
 ╁しうつおう ゃぇてう ういこさぇすっくう しくうきおう うかう すっおしすけゃっ とっ くぇきっ-
さはす きはしすけ くぇ しすさぇくうちうすっ くぇ ゃっしすくうおぇ.  

 ╋けあっすっ ょぇ くう ゅう ういこさぇとぇすっ くぇ ぇょさっし: 
 didab@abv.bg  -  いぇ すっおしすけゃっ, 

ぇ しくうきおうすっ う てぇさあけゃっすっ くぇ ぇょさっし -
mariq_piskova@abv.bg

┿きぉうちうけいくぇすぇ ちっか くぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ くう っ ょぇ しないょぇょっき 
┿かっは くぇ たけさぇすぇ, ぉっい おけうすけ くっ きけあっき.

 ╅っぇかぇっき ゃう ょけぉさう けつう ゃ けいなさすぇくっすけ う
しきっかけしす ゃ けこうしゃぇくっすけ! 

′ぇ ょけぉなさ つぇし! 
¨つぇおゃぇきっ そけすけしうすっ う すっおしすけゃっすっ ゃう

けとっ いぇ しかっょゃぇとうは ぉさけえ! 
〈さぇょうちうけくくけ いぇ かっすくうすっ きっしっちう, ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ゃ けぉかぇしす 

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ くぇきぇかはゃぇ. 〈っくょっくちうはすぇ っ ゃぇかうょくぇ う いぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ かっすくうはす しっいけく ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす 
こけ-かっしくけ ょぇ しっ くぇきっさう さぇぉけすぇ いぇさぇょう しっいけくくぇすぇ きうゅさぇちうは 
くぇ けこさっょっかっくう こさけそっしうう. 
╉なき おさぇは くぇ のくう けぉはゃっくうすっ ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 

しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ しぇ 154, おぇすけ けしくけゃくぇすぇ つぇしす けす すはた 
しぇ いぇ さぇぉけすくうちう ゃ すっおしすうかくけすけ う てうゃぇておけ こさけういゃけょしすゃけ, 
さぇぉけすくうちう ぉっい けこうす う しこっちうぇかくけしす う いぇ きっょうちうくしおう おぇょさう. 
‶け-ゃうしけおけすけ いぇこかぇとぇくっ ういゃなく しすさぇくぇすぇ くぇ かっおぇさうすっ う きっ-

ょうちうくしおうすっ しっしすさう けす ゅけょうくぇ っ すさぇえくけ ういさぇいっくけ う ゃ さぇえけくぇ 
う ゃけょう ょけ たさけくうつっく ょっそうちうす くぇ すぇおうゃぇ おぇょさう いぇ ぉなかゅさぇしおう-

すっ いょさぇゃくう いぇゃっょっくうは. ¨す きっしっちう しすけはす ゃぇおぇくすくう きっしすぇすぇ 
いぇ かっおぇさう こけ  そういうおぇかくぇ きっょうちうくぇ う さったぇぉうかうすぇちうは, けさ-
ょうくぇすけさう う かっおぇさう ゃ おかうくうつくぇ かぇぉけさぇすけさうは, おぇおすけ う いぇ 4 
きっょうちうくしおう しっしすさう. 
]っさうけいくけ っ すなさしっくっすけ くぇ ゅけすゃぇつう  - 8 ぉさ., しっさゃうすぬけさう  - 6 

ぉさ. う ょけきぇてくう こけきけとくうちう - 10 ぉさ., おぇすけ ういうしおゃぇくっすけ いぇ 
すはた っ ょぇ ゃかぇょっはす う くっきしおう っいうお.  〈なさしはす しっ しなとけ てけそぬけさう 
し おぇすっゅけさうう ]+╄ う ╃+ こさけそっしうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは. ‶ぇ-
いぇさなす くぇ すさせょぇ こさっょかぇゅぇ う ゃないきけあくけしすう いぇ さっぇかういぇちうは くぇ 
おけいきっすうちう, そさういぬけさう う すったくうつっしおう おぇょさう いぇ こさけきうてかっくけし-
すすぇ, おぇおすけ う ゃないきけあくけしすう いぇ さぇぉけすぇ くぇ たけさぇ ぉっい しこっちうぇかくう 
おけきこっすっくちうう う せきっくうは.
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〈けえ っ けす けくっいう きけさぇかくう „ょうくけいぇゃさう”, おけうすけ くっ けす-
しすなこゃぇす けす こさうくちうこうすっ しう. ╉けっすけ くっ けいくぇつぇゃぇ, つっ 

おけきこさけきうしなす きせ っ つせあょ おぇすけ こけゃっょっくうっ. ′け - しぇきけ さぇい-
せきくうはす おけきこさけきうし, ゃっさくうはす ういたけょ ゃ すっあおぇ しうすせぇちうは. 
╇くあっくっさ ′うおけかぇえ ╉けかっゃ っ ょけしすぇすなつくけ ょけぉさっ こけいくぇす 

くぇ おぇいぇくかなつぇくう. ╃なかゅけゅけょうてっく ういこなかくうすっかっく ょうさっお-
すけさ くぇ ゅさぇょしおうは  〈╄『, ぇおすうゃっく ょっはすっか くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ ╀]‶, いぇこけきくはと しっ けぉとうくしおう しなゃっすくうお. 
╅ういくっく, けすさうゃうしす, うくあっくっさ くぇ しすけ こさけちっくすぇ, おけえすけ 

ぉけさぇゃう すけつくけ う ぉっい ゅさっておぇ し おうかけゃぇすう, ょあぇせかう う きっゅぇ-
ゃぇすう..., しけちうぇかうしす し こけいうちうは. 
╉けくしっさゃぇすうゃっく - ゃ ょけぉさうは しきうしなか くぇ すさぇょうちうはすぇ, っお-

いぇおすっく, おけきこっすっくすっく ゃ こさけそっしうはすぇ, しすさけゅうはす, くけ しこさぇ-
ゃっょかうゃ ょうさっおすけさ, っおしこっさすなす, おぇゃぇかっさなす...
╇いくっくぇょぇすぇ しはおぇて っ しぇきけ っょくぇ: ぇさしっくぇかしおぇすぇ あうかおぇ 

ゃ しうくはすぇ おさなゃ くぇ けこうすくうは さなおけゃけょうすっか. ╇いくっくぇょぇ, くけ 
しぇきけ くぇ こさなゃ こけゅかっょ.

╂-く ┿かっおしぇくょさけゃ, ょけおぇすけ ゃなすさっ 
ゃ いぇかぇすぇ しっ けぉしなあょぇ ぉなょっとっすけ, 
ゃ しかせつぇは - くぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇしすけは-
とっすけ すけつくけ ゃ すけいう つぇし しおぇくょうさぇ 
“¨しすぇゃおぇ!”. ╉なょっ しっ さぇいきうくぇゃぇす 
う おなょっ しなゃこぇょぇす こさけゅくけいうすっ くぇ 
しこっちうぇかうしすうすっ ゃ けぉとっしすゃっくけすけ 
し さっぇかくけしすうすっ, おけうすけ くう しっ しかせつ-
ゃぇす ゃしっおう ょっく?
- ╄ょくけ けす くっとぇすぇ, おけうすけ けぉしなあょぇ

たきっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, っ すけつくけ すっきこけゃっすっ 
くぇ こさけきっくうすっ う すはたくぇすぇ ういせきうすっか
くぇ しこけしけぉくけしす ょぇ くう ういこさっゃぇさゃぇす う 
ょぇ くう ういくっくぇょゃぇす こけしすけはくくけ. 〈けゃぇ, 
おけっすけ しっ しかせつゃぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, ゃおかの
つうすっかくけ ゃ こけしかっょくうすっ ょくう, ゅけ ょけ
おぇいゃぇ. ′うとけ ゃっつっ くっ っ くっゃないきけあくけ 
う くうとけ くっ ぉうゃぇ ょぇ くう ういくっくぇょゃぇ.

╊うつくけ ╁うっ ういくっくぇょぇく かう しすっ けす 
すけゃぇ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ?
- ╁ うくすっさっし くぇ うしすうくぇすぇ, かっおけ うい

くっくぇょぇく しなき. ′っ しなき ういくっくぇょぇく けす 
さっぇおちうはすぇ, ういくっくぇょぇく しなき けす こけゃけ
ょぇ. 〈けえ っ きっおけ おぇいぇくけ “くっうくすっかっ
ゅうくすっく” う すけゃぇ っ くぇえ-きっおぇすぇ ょせきぇ, 
おけはすけ きけゅぇ ょぇ  ういこけかいゃぇき. ╋うしかは, 
つっ すけゃぇ, おけっすけ おぇすけ ちはかけ こけかうすうつっ
しおうはす くう っかうす, おけえすけ ゃ きけきっくすぇ うきぇ
きっ, けつっゃうょくけ しうしすっきぇすうつくけ う すっあおけ 
こけょちっくはゃぇ, っ ょけしすぇすなつくぇすぇ しこけしけぉ
くけしす くぇ ぉなかゅぇさうすっ ょぇ しっ ゃないきせとぇ
ゃぇす. ╋うしかは, つっ はゃくけ しぇ ゃないこさうっかう, 
くぇえ-ゃっさけはすくけ しかっょゃぇえおう しけぉしすゃっくう
すっ しう, こさうすなこっくう きけさぇかくう しっすうゃぇ, つっ 
ゃしうつおう たけさぇ ゃ しすさぇくぇすぇ そせくおちうけくう
さぇす こけ しなとうは くぇつうく. ′け すけゃぇ, はゃくけ, 
くっ っ すぇおぇ. ╁しうつおう ょけぉさけくぇきっさっくう 
こさっょせこさっあょっくうは, おけうすけ ぉはたぇ けすこさぇ
ゃっくう けす けぉとっしすゃけすけ, ゃおかのつうすっかくけ う 
けす きっく, おなき くけゃけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ う 
くけゃうは こぇさかぇきっくす - ょぇ しぇ ゃくうきぇすっか
くう う ょぇ きうしかはす こけ ょゃぇ こなすう, こさっょう 
ょぇ ゃいっきぇす さってっくうは, しぇ こさっくっぉさっゅ
くぇすう. ぅゃくけ, くっ しぇ ぉうかう つせすう.

′ぇきうさぇすっ かう さぇいかうおぇ, けしゃっく 
ゃ ょっちうぉっかうすっ くぇ こさけすっしすぇ しっゅぇ,  
さぇいかうおう う ゃ しきうしかっくけしすすぇ うき 
しこさはきけ そっゃさせぇさしおうすっ ょっえしすゃうは 
くぇ せかうちぇすぇ?
- ╋くけゅけ っ さぇくけ ょぇ しっ おぇあっ.  ′っおぇ 

ょぇ ゃうょうき おぇお とっ しっ さぇいゃうはす. 《っ
ゃさせぇさしおうすっ こさけすっしすう うきぇたぇ いぇ けし
くけゃくぇ たぇさぇおすっさうしすうおぇ けすつぇはくうっすけ. 
′うゃけすけ ぉってっ ぉうすけゃけ, たけさぇすぇ こさけしすけ 
くっ きけあったぇ ょぇ ういょなさあぇす. ╀っょくけしす
すぇ っ  しきぇいゃぇとぇ ゃ ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす 
しすさぇくぇすぇ. ╃けおぇすけ しっゅぇ, おぇすけ つっ かう,  
たけさぇすぇ, おけうすけ こさけすっしすうさぇす, ぇ きくけゅけ 
けす すはた  しぇ たけさぇ, おけうすけ ぇい こけいくぇゃぇき, 
くっ しぇ いぇょなかあうすっかくけ たけさぇ, おけうすけ しぇ 
ゃ すさせょくけ きぇすっさうぇかくけ こけかけあっくうっ. 
〈っ くっ こさけすっしすうさぇす しさっとせ ゃうしけおうすっ 
しきっすおう いぇ すけお う しさっとせ きけくけこけかうすっ. 
》けさぇすぇ こさけすっしすうさぇす しさっとせ くはおぇおゃけ 

╋かぇょうはす っかっおすさけうくあっくっさ 
こけ しうかくう すけおけゃっ けす しけそうえ-

しおけすけ ╁╋╄╇ - ╉けかっゃ,  こけしすなこゃぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” くぇ さけあょっくうは ょっく 
くぇ しなこさせゅぇすぇ しう - 26-すう ぇこさうか 
1968-きぇ. ╇ょゃぇ, ゃなこさっおう そぇおすぇ, 
つっ しぇきけ 3 ゅけょうくう こさっょう すけゃぇ 
けすおぇいゃぇ ょぇ しすぇくっ ぇさしっくぇかしおう 
しすうこっくょうぇくす, „いぇ ょぇ くっ しっ けぉ-
ゃなさいゃぇ”. ′け し こさうぉかうあぇゃぇくっすけ 
くぇ さぇいこさっょっかっくうっすけ, おぇおゃけすけ 
すけゅぇゃぇ うきぇ こけ ょなさあぇゃっく こかぇく 
いぇ ゃしうつおう いぇゃなさてゃぇとう, きかぇょう-
はす しこっちうぇかうしす くぇしすけはゃぇ いぇ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ╇ょゃぇ 
すけつくけ くぇ きはしすけすけ しう - ゃ っくっさゅうえ-
くうは しっおすけさ, くっとけ, し おけっすけ とっ しっ 
いぇくうきぇゃぇ ちはか あうゃけす. ‶けしさっとぇ 
ゅけ こさけしかけゃせすうはす ╇ゃぇく ╇ゃぇくうつ 
- ぇさしっくぇかしおうはす „おけかけさうす” - けぉぇ-
はすっかくうはす しこっちうぇかうしす こけ ゃしうつ-
おけ: けす こさけそっしうはすぇ う すったくうおぇ-
すぇ, こさっい „きぇしぇすぇ” ょけ „すなくおぇすぇ 
つぇしす”. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ しぇ おけかっゅう ゃ 
‶さけっおすぇくすしおけすけ ぉのさけ くぇ ╃っつおけ 
‶ぇこぇいけゃ し ぉうゃてぇすぇ いぇきっしすくうお-
おきっすうちぇ ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ.
╁ ぉのさけすけ ╉けかっゃ こけこぇょぇ こけょ 

こぇすさけくぇあぇ くぇ こさうさけょくけうくすっかう-
ゅっくすくうは う しこけしけぉっく すったくうお ╃けく-
つけ ╋なさいっゃ, おけえすけ ゅけ くぇこなすしすゃぇ, 
おぇすけ ゅけ こさぇとぇ こけ けぉっおすう, いぇ ょぇ 
すさせこぇ けこうす. ] すけゃぇ すけえ けしすぇゃは 
はさなお しこけきっく, くっ しぇきけ おぇすけ しぇく-
すうきっくす, くけ う おぇすけ こなさゃう せつう-
すっか ゃ こさけそっしうはすぇ. ]かっょ   ょゃっすっ 
ゅけょうくう ちっくっく しすぇあ ゃ ╀のさけすけ,  
こさっい 1970-すぇ, きかぇょうはす うくあっくっさ 
こさけはゃはゃぇ あっかぇくうっ いぇ くぇゃかういぇくっ 
ゃ こっさしこっおすうゃくぇすぇ すけゅぇゃぇ けぉかぇしす 
くぇ っかっおすさけくくけういつうしかうすっかくぇすぇ 
すったくうおぇ. ]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ 
すったくうつっしおうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ-
くぇか” - っおしおきっすなす ]すっそぇく ╃ぇきは-
くけゃ,  しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ╄╇『 - すけゅぇ-
ゃぇ し つっかくう こけいうちうう ゃ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ おけきぉうくぇすぇ. ] すけゃぇ さぇぉけすくけ 
きはしすけ うくあ. ╉けかっゃ しゃなさいゃぇ くぇえ-
うくすっさっしくぇすぇ つぇしす けす こさけそっしうけ-
くぇかくぇすぇ しう おぇさうっさぇ: ”╀けさぇゃう しっ 
ぇおすうゃくけ しなし しうゃけすけ ゃっとっしすゃけ...”. 
]おけさけ, すうは ょくう, しっ しなぉさぇかう し おけ-
かっゅう けす けくけゃぇ ゃさっきっ, くはおけう けとっ 
さぇぉけすはす すぇき, けすょっかなす いぇ すったくう-
つっしおぇ っおしこかけぇすぇちうは くぇ ういつうし-
かうすっかくぇすぇ すったくうおぇ けとっ しなとっしす-
ゃせゃぇ, きぇおぇさ う ゃ くけゃけ ぇきこかけぇ, 
さぇいおぇいゃぇ ╉けかっゃ. 
╋っあょせゃさっきっくくけ, いぇぉっかはいぇく けす 

„ゅけさっ”, ′うおけかぇえ ╉けかっゃ っ こけしすはく-
くけ ぇすぇおせゃぇく いぇ くぇいくぇつっくうっ くぇ 
こぇさすうえくぇ さぇぉけすぇ. ╁しっ けすおぇいゃぇ, 
くけ ゃ しさっとぇすぇ し ′うおけかぇえ ╃ぇきは-
くけゃ, /ういさぇしすくぇか し ゅけかはきぇ おぇさうっ-
さぇ ゃ ぉなょっとっ/, くぇすっあぇゃぇ こさういう-
ゃなす くぇ ょさせゅうは ′うおけかぇえ: ”》ぇえょっ 
ょぇ ゅけ たゃぇくっき ょゃぇきぇすぇ すけは ╆ぇゃけょ 
2, ょぇ ゅけ さぇいゃうっき!” ╇ ‶っくおぇ ╂っ-
くけゃぇ おけさけくはしゃぇ っょくけゃさっきっくくけ 
ょゃぇきぇすぇ ′うおけかぇっゃちう - ′うおけかぇえ 
I う ′うおけかぇえ II... 〈ぇおぇ いぇ うくあっ-
くっさぇ ╉けかっゃ うょゃぇ こっさうけょなす くぇ 
こぇさすうえくぇすぇ さぇぉけすぇ. ¨すすけゅぇゃぇ きせ 
けしすぇゃぇす しうかくうすっ ゃこっつぇすかっくうは いぇ 
′うおけかぇえ ╃ぇきはくけゃ - „ういおかのつう-
すっかくけ おぇょなさっく, しうかっく さなおけゃけ-
ょうすっか, いぇ あぇかけしす ゃっつっ くっ っ きっあ-
ょせ くぇし!”. ╃ゃぇきぇすぇ ′うおけかぇっゃちう 
„くぇすうしくぇかう” いぇ こけゃっつっ さぇぉけすぇ, 
いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ┿[╊, いぇ さっ-
てぇゃぇくっ くぇ きくけゅけすけ いぇょぇつう こけ 
きけょっさくういぇちうは う けさゅぇくういぇちうは くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ う すぇおぇ ′うおけかぇえ 
II  „くぇゃなさすぇ” くっせしっすくけ 4 う こけ-
かけゃうくぇ ゅけょうくう. ╆ぇ うくあ. ╉けかっゃ 
すっ ぉうかう こけゃっつっ けす けぉっとぇくうすっ 
きせ 2-3 ゅけょうくう こぇさすうえくぇ さぇぉけすぇ 
う くぇ けすつっすくけ-ういぉけさくぇすぇ おけくそっ-
さっくちうは ゃ おさぇは くぇ 1980 ゅ. すけえ 
いぇはゃはゃぇ, つっ けすおぇいゃぇ ょぇ さぇぉけすう 
こけゃっつっ こけかうすうつっしおぇ さぇぉけすぇ. ╁う-
おぇす ゅけ う くぇ ょさせゅ こぇさすうっく こけしす, 
おけえすけ すけえ けすおぇいゃぇ う しかっょ ぉかういけ 
ょゃっ しっょきうちう „ういかっあぇゃぇくっ” ゃおな-
とう, さぇいせかすぇすなす っ:

ぉっいけぉさぇいうっ, すぇおぇ, おぇおすけ すっ ゅけ ゃない
こさうっきぇす, う しさっとせ っょくぇ ゃかぇしすけゃぇ 
ぇさけゅぇくすくけしす. ╁ すけいう しきうしなか, すけいう 
こさけすっしす っ こけ-しおけさけ ゅさぇあょぇくしおう, ょけ
おぇすけ けくいう ぉってっ こけ-しおけさけ ぉせくす くぇ 
けすつぇはくうっ, くぇ たけさぇ, おけうすけ しっ けおぇいゃぇす 
ゃ  ぉっいういたけょうちぇ, きぇおぇさ つっ うきぇてっ う 
ゅさぇあょぇくしおう う こけかうすうつっしおう ういきっさっ
くうは.

┿おけ ういこけかいぇゃきっ ぉぇくぇかくうすっ うい-
さぇいう - ゃ けこぇしくけしす かう っ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ ょっきけおさぇちうは?
-  ╃ぇ. ╁しはおぇ ょっきけおさぇちうは っ ゃ けこぇし

くけしす. ′ぇてぇすぇ - こけゃっつっ けす ょさせゅうすっ... 
〈せお しぇ きくけゅけ しうかくう すけすぇかうすぇさくうすっ 
さっそかっおしう. ╋くけゅけ ょなかぉけおう しぇ こさけ
ちっしうすっ くぇ さぇいこぇょ. ╇ すけえ っ くっ しぇきけ 
ゃなすさってっく さぇいこぇょ, ぇ さぇいこぇょ くぇ ゃさない
おうすっ, くぇ けすくけてっくうはすぇ ゃ けぉとくけしすすぇ, 
くぇ いぇゅせぉうすっ くぇ しすぇくょぇさすうすっ, いぇゅせぉぇ 
くぇ けさうっくすぇちうは いぇ すけゃぇ, おけっ っ こさうっき
かうゃけ う おけっ - くっ. ╇ おけっすけ くぇえ-つっしすけ 
しっ ゃないこさうっきぇ おぇすけ きけさぇかくぇ う おぇすけ 
こけかうすうつっしおぇ ょっゅさぇょぇちうは う おけっすけ 

くぇさうつぇきっ し こけこせかはさくけすけ うきっ “おけ
させこちうは”.
╁ うくすっさっし くぇ うしすうくぇすぇ, すけゃぇ っ 

くっゃないきけあくけしす, う すけ ゃっつっ - ゃうょうきぇ 
くっゃないきけあくけしす くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ 
うきぇす こさっすっくちううすっ ょぇ せこさぇゃかはゃぇす, 
ょぇ ぉなょぇす ゃなゃ ゃかぇしすすぇ, ょぇ けしすぇゃぇす 
ゃ さっぇかくけしすすぇ う ょぇ けすつうすぇす ういおかの
つうすっかくけ しかけあくうすっ う きくけゅけこけしけつ
くう しうかう う そぇおすけさう, おけうすけ ゃかうははす 
ゃなさたせ けぉとっしすゃっくけすけ しないくぇくうっ. 
‶さけしすうすっ きっすけょう くぇ せこさぇゃかっくうっ 
つさっい こさけこぇゅぇくょぇ う つさっい くぇかぇゅぇ
くっ くぇ っょくぇ っょうくしすゃっくぇ ゃっさしうは 
こさけこぇょくぇたぇ. ]かっょ おぇすけ ゃうょはたきっ 
おぇお しっ しさうくぇ っょくけ せこさぇゃかっくうっ, 
ゃ おけっすけ うきぇてっ ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
くぇかぇゅぇくっすけ, きっあょせ ょさせゅけすけ - うい
おかのつうすっかくけ すぇかぇくすかうゃけ こさぇお
すうおせゃぇくけ けす ╀けえおけ ╀けさうしけゃ, くぇ 
っょくぇ けおけくつぇすっかくぇ ゃっさしうは いぇ けくけ
ゃぇ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ, しっゅぇ ゃうあょぇ
きっ おぇお ういぉせたくぇ しすさぇくぇすぇ. ╇さけくう
はすぇ, しこけさっょ きっく, っ, すなえ おぇすけ しきっ 
ゃ きっょうえくぇ しうすせぇちうは - ょぇゃぇき うく

すっさゃの, っ, つっ ゃしうつおけ しすぇゃぇ こけ こけゃけょ っょくけ 
くぇいくぇつっくうっ, くぇ っょうく つけゃっお, おけゅけすけ ぇい くっ 
こけいくぇゃぇき う きう っ すさせょくけ ょぇ こさっちっくは こさけ
そっしうけくぇかくうすっ きせ おぇつっしすゃぇ, くけ っ けしくけゃくけ 
ういゃっしすっく し すけゃぇ, つっ しっ けこうすゃぇ ょぇ ういゅさぇ
ょう きっょうっく きけくけこけか. ¨おぇいぇ しっ, つっ くっ っ 
ょけしすぇすなつくけ ょぇ おせこうて ゃっしすくうちうすっ, いぇ ょぇ 
おせこうて けぉとっしすゃっくけすけ きくっくうっ. ′ぇこさけすうゃ. 
′ぇかう ゃうあょぇすっ おぇお うょっはすぇ いぇ っょくぇ っょうく
しすゃっくぇ ゃっさしうは しっ けおぇいゃぇ くっういょなさあうきぇ. 
‶さけしすけ - しゃっすなす っ こけ-しかけあっく. ‶さけちっしう
すっ, おけうすけ こさけすうつぇす, ういうしおゃぇす しなゃなさてっくけ 
くけゃ くぇつうく くぇ しゃなさいゃぇくっ, くぇ きうしかっくっ, くぇ 
せこさぇゃかっくうっ くぇ けすくぇしはくっ う ぇい こさけしすけ くっ 
ゃうあょぇき ゃ きけきっくすぇ おけえ けす たけさぇすぇ, おけう
すけ しぇ しっ くぇゅかぇしうかう ゃ せこさぇゃかっくしおう さけかう, 
うきぇ おぇこぇちうすっすぇ ょぇ けすおかうおくっ う  けすさっぇゅう
さぇ  くぇ すけゃぇ. 〈っ ゃうょうきけ くっ しぇ くぇ くうゃけすけ 
くぇ しうすせぇちうはすぇ. ╁うょうきけ しすぇさうすっ くけきっさぇ 
くっ さぇぉけすはす ゃ こさけきっくっくぇすぇ しうすせぇちうは.

[ってっくうっすけ - しこけさっょ ╁ぇし?
-  [ってっくうっすけ っ っょうくしすゃっくけ ゃ すけゃぇ, おけっすけ 

ぇい くぇさうつぇき “ゃしかせてゃぇくっ ゃ けぉとっしすゃけすけ”. 
′ぇかぇゅぇ しっ こさけきはくぇ きっあょせ せこさぇゃかはゃぇとう
すっ う けぉとくけしすすぇ. ′ぇかぇゅぇ しっ おぇすけ ょなさあぇゃぇ, 
おぇおゃけすけ う ょぇ いくぇつう “ょなさあぇゃぇ” くぇ きっしす
くけ うかう くぇ くぇちうけくぇかくけ くうゃけ, ょぇ しう ゃなゃ 
ゃさないおぇ し けぉとくけしすすぇ. 〈けゃぇ っ くっとけ, おけっすけ 
くぇ くうおけゅけ くっ きせ しっ っ くぇかぇゅぇかけ ょぇ こさぇゃう. 
]っゅぇ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しっ せつうき くぇ すけゃぇ. ╇, 
ぇおけ きけゅぇ ょぇ ぇこっかうさぇき おなき くはおぇおゃぇ すなさ
こうきけしす, すけかっさぇくすくけしす けす しすさぇくぇ くぇ ゃない
くうおゃぇとけすけ ゅさぇあょぇくしおけ けぉとっしすゃけ, おけっすけ 
っ し けしくけゃぇくうっ ゅくっゃくけ, すけ っ ょぇ しう ょぇょっ 
しきっすおぇ, つっ たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ こけ くはおぇおなゃ 
くぇつうく ゃ こけかうすうつっしおう さけかう, しぇ すっあおけ 
くっゃっあう けおけかけ すけゃぇ. 〈っ くっ いくぇはす おぇおゃけ 
っ ‶う ┿さ. ‶さっゃっあょぇ うき しっ おぇすけ “こなぉかうお 
さうかっえてなくし”, くけ けつっゃうょくけ  ゃ ぉなかゅぇさしおう
すっ せしかけゃうは, すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっゃっあょぇ おぇすけ 
“こさけこぇゅぇくょぇ”. ′うっ こさけしすけ ょさせゅけ, けしゃっく 
╂ぬけぉっかしけゃしおう すうこ こさけこぇゅぇくょぇ - すけすぇかう
すぇさくぇ, ょさせゅけ くっ いくぇっき. 〈けゃぇ っ さぇいゃさぇとぇ
ゃぇくっ くぇ あせさくぇかうしすうすっ, くぇ きっょううすっ. ′っ 
しすぇゃぇ すぇおぇ.

╇きっくくけ - ょさせゅうはす けしくけゃっく ゃなこさけし, 
おけえすけ しすけう こさっょ けぉとっしすゃけすけ しっゅぇ, っ 
いぇ さけかはすぇ くぇ きっょううすっ. ╁ おぇおゃけ こけかけ-
あっくうっ しっ くぇきうさぇす ょくっし ぉなかゅぇさしおうすっ 
きっょうう?
- ╋くけゅけ っ すっあおけ こけかけあっくうっすけ し きっょうう

すっ. 〈っ しぇ ゃ くはおぇおなゃ しきうしなか ゃ おさういぇ けくすけ
かけゅうつっしおぇ, ゃ おさういぇ くぇ きうしうはすぇ しう. ¨つっ
ゃうょくけ, しっ くぇかぇゅぇ くぇえ-くぇおさぇは きっょううすっ ょぇ 
しっ ゃなさくぇす おなき こなさゃうつくぇすぇ しう さぇぉけすくぇ いぇ
ょぇつぇ, ょぇ ぉなょぇす きっょうぇすけさう, こけしさっょくうちう. 
〈っ くっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす こさけしすけ こさけゃけょくうお 
くぇ っょくぇ っょうくしすゃっくぇ ゃっさしうは. ╉けはすけ, けつっ
ゃうょくけ, くっ っ しぇきけ こけかうすうつっしおぇ, くけ う おけさ
こけさぇすうゃくけ-こけかうすうつっしおぇ. 〈ぇいう こっさゃっさいくぇ 
こけかうすうおけくけきうは, ゃ おけはすけ あうゃっっき, しっ こさけ
ゃぇかは こさっょ けつうすっ くう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╉けさけくはしぇたぇ きっ いぇ
ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 

8  - すぇき, けすおなょっすけ しなき 
いぇこけつくぇか!

╃くっし ′うおけかぇえ ╉けかっゃ さぇい-
おぇいゃぇ いぇ すけゃぇ し せしきうゃおぇ, 
おぇおすけ う いぇ ゃしうつおけ けしすぇくぇ-
かけ. ╃うさっおすけさしすゃぇくっすけ ゃ ╆ぇ-
ゃけょ 8 こけつゃぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ 
1981-ゃぇ. 〈ぇき けすくけゃけ, しかっょ 
╇いつうしかうすっかくうは ちっくすなさ, 
しっ いぇしうつぇす し ┿かっおしぇくょなさ 
╋うくつっゃ, し おけゅけすけ こなお ょくっし, 
こけゃっつっ けす ゅけょうくぇ, いぇっょくけ 
さぇぉけすはす いぇ くけゃうは うきうょあ 
くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]こけ-
さっょ ′うおけかぇえ ╉けかっゃ, せしこっ-
たう うきぇ, いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ しぇ 
こさうっすう ぉかういけ しすけ くけゃう きかぇ-
ょう つかっくけゃっ. ¨とっ けす けくけゃぇ 
ゃさっきっ し ╋うくつっゃ さぇぉけすはす 
こぇさすくぬけさしおう う ょさせあっしおう. 
╉けかっゃ つせゃしすゃぇ ういゃっしすくけ 
くっせょけぉしすゃけ けす しうすせぇちうはすぇ 

こさっい 1980-すぇ, すなえ おぇすけ っ 
ういきっしすうか ╋うくつっゃ, いぇ おけゅけすけ 
しっ けつぇおゃぇかけ ょぇ いぇっきっ すけいう 
こけしす.  ¨すょなたゃぇ っょゃぇ すけゅぇゃぇ, 
おけゅぇすけ, ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ,  
╋うくつっゃ こけかせつぇゃぇ てぇくし いぇ 
さぇいゃうすうっ くぇ ょさせゅぇ こけ-けすゅけ-
ゃけさくぇ さぇぉけすぇ. 
╆ぇ くっしゃっょせとうすっ, うくあ. ′う-

おけかぇえ ╉けかっゃ けこさっょっかは ╆ぇ-
ゃけょ 8  こさけしすけ:

╆ぇゃけょ, おけえすけ こさぇゃう 
ゃしうつおけ, おけっすけ くっ

っ けさなあうっ.

′け - し くっこさっきっくくぇすぇ せゅけ-
ゃけさおぇ, つっ, ぇおけ しっ くぇかけあう, 
きけあっ う すけゃぇ ょぇ こさぇゃう!
╁ すけいう „╆ぇゃけょ いぇ ゃしうつおけ”, 

せこさぇゃかはゃぇく けす うくあ. ╉けかっゃ, 
ぉなょっとうはす ょうさっおすけさ くぇ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ 〈けこかけそうおぇちうは 
ょけくぇせつぇゃぇ ゃしうつおけ, おけっすけ 
けとっ くっ いくぇっ ゃ こさけそっしうはすぇ. 
╄かっおすさけしくぇぉょはゃぇくっ, こぇさぇ, 
ゃけょぇ, さっきけくすくう ょっえくけしすう, 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ くっしすぇく-
ょぇさすくけ けぉけさせょゃぇくっ, しすさけ-
うすっかしすゃけ..., ゃしうつおけ っ こけょ 
くっゅけゃけ せこさぇゃかっくうっ, ゃおかの-
つうすっかくけ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
ちったつっすぇすぇ  くぇ „┿さしっくぇか” こけ 
ぉぇうさうすっ くぇ ]すさぇくょあぇ う [け-
ょけこうすっ. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ ╉け-
かっゃ せこさぇゃかはゃぇ ぉかういけ 1000 
ょせてう.
 》けさぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 8 こけ すけゃぇ 

ゃさっきっ ういこなかくはゃぇす う つうしすけ 
こさけういゃけょしすゃっくう ょっえくけしすう 
- „いぇこなかゃぇす すっしくう きっしすぇ“, 
さってぇゃぇす しかけあくう いぇょぇつう 
くぇゃしはおなょっ, おなょっすけ うい „┿さ-
しっくぇか“ しっ くぇかけあう. ]こけきくは 
しう おぇすけ おせさうけい, つっ ゃ いぇゃけょぇ 
っ ういさぇぉけすっく こけ こけさなつおぇ けす 
くぇえ-ゃうしけおけ きはしすけ ょけさう す. く. 
„たっさきっすうつっく けぉっき”, ゃ おけえすけ 
くけとくけ ゃさっきっ しっ っ ゃぇおせせきう-
さぇか しぇさおけそぇゅなす くぇ ╂. ╃うきう-

すさけゃ.
╁ おさぇは くぇ つっすゃなさすぇすぇ ゅけょう-

くぇ ゃ ╆ぇゃけょ 8 うょゃぇ こさっょかけあっ-
くうっすけ ょぇ けゅかぇゃう すけゅぇゃぇてくうは 
〈╄『 - ╉ぇいぇくかなお, しっゅぇ „〈けこかけ-
そうおぇちうは”. ‶さうっきぇ ゅけ し あっかぇ-
くうっ う ぇきぉうちうは.

′ぇ ょっしっすうは しう さけあょっく ょっく 
〈╄『 - ╉ぇいぇくかなお

うきぇ くけゃ ょうさっおすけさ. 

╉けかっゃ っょゃぇ こけ-おなしくけ くぇせつぇ-
ゃぇ, つっ しなゃこぇょっくうはすぇ し さけあょっ-
くうすっ ょくう ゃ こさけそっしうけくぇかくうは 
きせ こなす こさけょなかあぇゃぇす. ]かっょ 
ゃしすなこゃぇくっすけ ゃ „┿さしっくぇか“ 
くぇ しっきっえくうは こさぇいくうお こさっい 
1968-きぇ, うょゃぇくっすけ ゃ 〈けこかけ-
そうおぇちうは - ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ くぇ 
くっえくぇすぇ ょっしっすぇ ゅけょうてくうくぇ - 
22 くけっきゃさう 1985 ゅ. 
╉ぇいぇくかなておぇすぇ すけこかけそう-

おぇちうは っ しぇきぇ こけ しっぉっ しう 
はゃかっくうっ - くぇ ゃさっきっすけ 〈╄『 

- ╉ぇいぇくかなお っ つっすゃなさすぇすぇ こけ 
ゅけかっきうくぇ すけこかけちっくすさぇかぇ せ 
くぇし, っょうくしすゃっくぇすぇ すけこかけそう-
おぇちうは ゃ くっけおさなあっく ゅさぇょ. ‶け 
きくっくうっ くぇ さなおけゃけょうかうは は 19 
ゅけょうくう うくあ. ′うおけかぇえ ╉けかっゃ, 
いぇしかせゅぇすぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ 〈╄『 - ╉ぇいぇくかなお, ぇ う くぇ 
〈けこかけそうおぇちうはす, っ くぇ ‶っすおけ 
╁かぇっゃ - こぇさすうっく しっおさっすぇさ くぇ 
けぉとうくぇすぇ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ. 
〉こさぇゃかっくうっすけ くぇ すけゃぇ しっさう-
けいくけ うくあっくっさくけ しなけさなあっくうっ 
う きけとくけ うおけくけきうつっしおけ こさっょ-
こさうはすうっ くっ っ かっしくぇ さぇぉけすぇ. 
‶け けくけゃぇ ゃさっきっ さぇいてうさっくう-
っすけ くぇ ょっえくけしすすぇ っ こさうけさう-
すっす, いぇとけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさけ-
きうてかっくけしすすぇ さぇしすっ し ゃうしけおう 
すっきこけゃっ, ゅけかはき っ う ぉさけはす くぇ 
うしおぇくうはすぇ いぇ ゃおかのつゃぇくっ くぇ 
ぉうすけゃう ぇぉけくぇすう. ‶けしすけはくくけ 
„ゃうしはす“ たけさぇ し きけかぉう いぇ こぇさ-
くけ. ′ぇきっさっくうはすぇ しっ こさけしすう-
さぇす ょけさう ょけ ゃすけさう 〈╄『 - けとっ 
しすけう こかけとぇょおぇすぇ, けこさっょっ-
かっくぇ いぇ くっゅけ - ちはかけすけ こさけし-
すさぇくしすゃけ きっあょせ 〈╄『-ぇ う っか. 
こけょしすぇくちうは „』せょけきうさ”, おなょっ-
すけ すさはぉゃぇかけ ょぇ うきぇ けとっ すさう 
っくっさゅうえくう おけすっかぇ /”ょけぉさっ, 
つっ くっ ぉはたぇ ういゅさぇょっくう!...”/. 
╂けかはきぇすぇ ちっか っ すけこかけそうおぇ-
ちうはすぇ くぇ ╇いすけつくけすけ, くけ すなおきけ 
しぇ すけこかけいぇたさぇくっくう こなさゃうすっ 
ぉかけおけゃっ う... ”╁さっきっくぇすぇ しっ 
こさけきっくうたぇ”.
【ぇくし いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ 〈けこ-

かけそうおぇちうは こけ すけゃぇ ゃさっきっ ぉっ 
くうしおぇすぇ ちっくぇ くぇ っくっさゅけくけ-
しうすっかうすっ, うょゃぇとう けす ]]][, 
けぉはしくはゃぇ うくあ. ╉けかっゃ. 
】さうたう けす おぇさうっさくけすけ きせ 

さぇいゃうすうっ ゃ っくっさゅっすうおぇすぇ しぇ 
せょけしすけはゃぇくっすけ きせ しなし いゃぇくう-
っすけ „╄くっさゅっすうお くぇ ゅけょうくぇすぇ” 
こさっい 1995 ゅ. けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ 
ぉさぇくてけゃぇ おぇきぇさぇ こけ っくっさゅっ-
すうおぇ, せつぇしすうっすけ きせ ゃ さぇぉけすくう 
ゅさせこう くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ ゃ 

さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ 
っくっさゅっすうおぇすぇ, くぇ ′ぇさっょぉぇ-
すぇ いぇ すけこかけしくぇぉょゃぇくっすけ う くぇ 
ょさせゅう くけさきぇすうゃくう ょけおせきっくすう, 
ちっかっゃう おけきぇくょうさけゃおう ゃ しすさぇ-
くう し さぇいゃうすぇ っくっさゅっすうおぇ. 
╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ 

せこさぇゃかっくうっすけ しう ゃ おぇいぇくかなて-
おぇすぇ 〈けこかけそうおぇちうは ╉けかっゃ 
しすぇゃぇ こさはお しゃうょっすっか くぇ こさけ-
きはくぇすぇ くぇ うおけくけきうつっしおうすっ 
せしかけゃうは いぇ さぇいゃうすうっ くぇ すけいう 
しっおすけさ せ くぇし. ‶けいくぇゃぇ けすぉかう-
いけ くっとぇすぇ う たけさぇすぇ ゃ っくっさ-
ゅっすうおぇすぇ. ╆くぇっ おけえ, おぇお う くぇ 
おぇおゃぇ ちっくぇ  こさうゃぇすういうさぇ ぉなか-
ゅぇさしおうすっ すけこかけそうおぇちうう. „╆ぇ 
しなあぇかっくうっ, けす ゃしうつおう こさう-
ゃぇすういうさぇくう すけこかけそうおぇちうう ゃ 
きけきっくすぇ しぇきけ おぇいぇくかなておぇすぇ 
くっ さぇぉけすう”, すなゅせゃぇ ぉうゃてうはす 
ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ. ′ぇ 
けこうすうすっ くぇ ╉けかっゃ ゃ こなさゃう-
すっ ょゃっ-すさう ゅけょうくう くぇ くけゃけすけ 
たうかはょけかっすうっ ょぇ ういょっえしすゃぇ 

ゅぇいうそうちうさぇくっすけ くぇ 〈╄『-ぇ けす 
╀せかゅぇさゅぇい ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ っくっさゅっすうおぇすぇ, ゃ かうちっすけ 
くぇ ╋うかおけ ╉けゃぇつっゃ, けすゅけゃけさは  
こけ くぇえ-かっしくうは くぇつうく - こさっい 
きぇさす 2004 ゅ. こさうゃぇすういうさぇ 
〈けこかけそうおぇちうはすぇ くぇ ちっくぇ けす 
1 きうかうけく う 600 たうかはょう かっゃぇ. 
„〈けかおけゃぇ しすさせゃぇ しぇきけ しおさぇこなす 
けす せくうとけあっくうすっ ゃっつっ しなけさな-
あっくうは, きさっあう う うくしすぇかぇちうう”, 
こさっしきはすぇ ╉けかっゃ. ‶さう けこさっょっ-
かはくっ ちっくぇすぇ くぇ こさっょこさうはすう-
っすけ いぇ こさうゃぇすういぇちうは くうおけえ 
くっ こさぇゃう しきっすおぇ おけかおけ しすさせ-
ゃぇす たけさぇすぇ, しうゃけすけ ゃっとっしすゃけ, 
ぇおせきせかうさぇくけ ゃ くっゅけ, こけすさっぉ-
くけしすうすっ くぇ けぉとっしすゃけすけ, おけう-
すけ すけ いぇょけゃけかはゃぇ, ぇくぇかういうさぇ 
けとっ ょなさあぇゃくうはす てっそ くぇ 〈╄『-
ぇ, さなおけゃけょうか ゅけ 19 ゅけょうくう. 
╉けかっゃ くぇこせしおぇ 〈けこかけそうおぇ-

ちうは 15 きっしっちぇ こさっょう こっくしう-
けくうさぇくっすけ しう, いぇとけすけ くっ ゃうあ-
ょぇ こっさしこっおすうゃぇ こさう しないょぇかぇすぇ 
しっ けぉしすぇくけゃおぇ. ′はおけかおけ きっしっ-
ちぇ さぇぉけすう おぇすけ おけくしせかすぇくす くぇ 
„╄くっさゅけ ‶さけ” こけ こさうゃぇすういぇちう-
はすぇ くぇ ょさせゅう すけこかけそうおぇちうう, ぇ 
こけしかっょくうすっ 12 きっしっちぇ こさっょう 
こっくしうはすぇ - くぇ すさせょけゃぇすぇ ぉけさしぇ!

╉ぇいぇくかなておぇすぇ
すけこかけそうおぇちうは ょぇゃぇ しすぇさす 

くぇ きくけゅけ
しこっちうぇかうしすう.  

╃くっし すっ しぇ くぇゃしはおなょっ: くぇ ゃけ-
ょっとう こけいうちうう - ╃うさっおすけさ くぇ 
„]うすうゅぇい-╉ぇいぇくかなお, ╃うさっおすけさ 
くぇ 〈けこかけそうおぇちうは - [ぇいゅさぇょ, 
きくけゅけ ゃけょっとう しこっちうぇかうしすう ゃ 
さぇいかうつくう しそっさう, いぇとけすけ, しこけ-
さっょ うくあ. ╉けかっゃ, こさっきうくぇかうはす 
【おけかぇすぇ いぇ おぇょさう - 〈╄『, しすぇ-
ゃぇ いぇ ゃしうつおけ. ╉けっすけ ゃぇあう う いぇ 
┿さしっくぇかしおぇすぇ ておけかぇ, いぇ おけはすけ 
うくあ. ′うおけかぇえ ╉けかっゃ こさういくぇ-
ゃぇ: „╁ „┿さしっくぇか“ しっ „けてかぇえ-
そぇた“ う ゃ っくっさゅっすうおぇすぇ, う ゃ 

おけきこのすなさういぇちうはすぇ, う ゃ さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ たけさぇ”.
„〈さなこおぇすぇ“ くぇ っくっさゅっすうおぇすぇ 

いぇ うくあ. ╉けかっゃ っ ゃ しかけあくけしすすぇ 
くぇ さぇぉけすぇすぇ, ゃ こけしすけはくくけすけ くぇ-
こさっあっくうっ, くけ しなとけ う ゃ おけきせ-
くうおぇちうはすぇ し きけあっとう しこっちうぇ-
かうしすう, おなょっすけ うくすっかうゅっくすくけすけ 
けぉとせゃぇくっ っ くぇ くうゃけ. ′はきぇ おぇお 
すぇいう しすさぇしす ょぇ くっ しっ こさっょぇょっ 
ゃ しっきっえしすゃけすけ. 〈ったくうつっしおうはす 
すぇかぇくす, „たゃぇくぇす“ けとっ ゃ ょっすしおう-
すっ ゅけょうくう し かのぉうすっかしおう おけく-
しすさせおすけさつっすぇ けす しうくぇ きせ,  ゃっつっ 
くぇきうさぇ こさうかけあっくうっ ゃなゃ ゃうしけ-
おけすったくけかけゅうつくうは ぉういくっし. ′ぇ-
しかっょくうおなす しっゅぇ ょっさいぇっ し こさけ-
っおすう ゃ „きぇかおぇすぇ“ っくっさゅっすうおぇ 
- ゃっすさけゅっくっさぇすけさう, ゃ くぇぉかのょっ-
くうっすけ くぇ っかっおすさけさぇいこさっょっかう-
すっかくう きさっあう し きうくうたっかうおけこすっ-
さう う けとっ おぇおゃけ かう くっ...   
╇くあ. ′うおけかぇえ ╉けかっゃ ょくっし っ 

こっくしうけくっさ しぇきけ „くぇ たぇさすうは“. 
╇ しっゅぇ さっぇかくうはす きせ あうゃけす っ 

こなかっく し ぇくゅぇあうきっくすう. ‶けゃっ-
つっすけ しぇ こけしゃっすっくう くぇ けさゅぇ-
くういぇちうはすぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, くけ くぇきうさぇ ゃさっきっ う 
いぇ こさけそっしうけくぇかくう おけくしせかすぇ-
ちうう. ]なし しうゅせさくけしす くっ っ つけゃっお, 
おけえすけ けしすぇゃぇ ぉっいさぇいかうつっく おなき 
¨ぉとっしすゃっくけすけ. ╉けかおけすけ ょけ 
くぇさぇしすゃぇとけすけ ぉっいさぇいかうつうっ せ 
くぇし おなき 〈ったくうつっしおけすけ, っかっお-
さけうくあっくっさなす ゅけ けぉはしくはゃぇ しなし 
しすさっきっあぇ おなき ぉなさいう う かっしくう 
こっつぇかぉう, けしうゅせさはゃぇくう けす すなさ-
ゅけゃうはすぇ. „〈ぇき, けぉぇつっ, ょけぉぇ-
ゃっくぇ しすけえくけしす くっ しっ しないょぇゃぇ, 
きぇおぇさ う ょぇ うきぇ ょけたけょう”. ]う-
ゅせさくけ いぇすけゃぇ けしすぇゃぇ し せゃぇあっ-
くうっ おなき  ゅけかっきうすっ こさけきうてかっ-
くう ぇさしっくぇかしおう さなおけゃけょうすっかう 
けす さぇいかうつくう ゃさっきっくぇ - 〈けく-
つけ 』ぇおなさけゃ, 〈けくつけ 』せおぇかけゃ, 
〈のさおっょあうっゃ, ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ... 
]ゃけうすっ かうつくう こさけそっしうけくぇかくう 
ぇさしっくぇかしおう こけしすうあっくうは ╉け-
かっゃ しゃなさいゃぇ し ゃさっきっすけ ゃ ╄╇『 
- ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ ょゃっすっ っかっお-
すさけくくけういつうしかうすっかくう きぇてうくう, 
っょくう けす こなさゃうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ こさけっおすうさぇ う 
ゃなゃっあょぇ こなさゃけすけ ちうそさけゃけ 
せしすさけえしすゃけ いぇ ゃなゃっあょぇくっ くぇ 
ょぇくくう ゃ ╄╇╋ ぉっい ういこけかいゃぇくっ-
すけ くぇ こっさそけおぇさすう: „╀ってっ うく-
すっさっしくけ ゃさっきっ, しなすゃけさはゃぇたきっ, 
さぇいゃうゃぇたきっ くっとけ!“. ╁ こぇきっす-
すぇ いぇ ぇさしっくぇかしおうすっ ゅけょうくう くぇ 
ぉうゃてうは さっょけゃう うくあっくっさ けす 
╆ぇゃけょ 8, ぇ こけ-おなしくけ う くっゅけゃ 
てっそ, しぇ せくうおぇかくうすっ さっきけく-
すう ゃ ╉けゃぇつくぇすぇ う ╊っはさくぇすぇ, 
きけょっさくういぇちうはすぇ くぇ ちったぇ いぇ 
すけつくけ かっっくっ, ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ ╁けょけさけょくぇすぇ しすぇくちうは いぇ 
すゃなさょう こかぇしすうくう... ╆ぇょぇつうすっ 
ゃ けくけゃぇ ゃさっきっ ゃ „┿さしっくぇか“ しぇ 
ゃうくぇゅう しこってくう...  
′ぇしかっょくうお くぇ ぉせょくけ しっきっえ-

しすゃけ けす おぇいぇくかなておけすけ しっかけ 
╃なぉけゃけ, し こさぇょはょけ  せつうすっか 
- しこけょゃうあくうお くぇ ╊っゃしおう, ぇ 
しかっょ すけゃぇ しゃっとっくうお, ょはょけ, 
いぇゅうくぇか ゃ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ, 
つうえすけ ぉさぇす っ ぉうか こさけそっしけさ ゃ 
╊けいぇくしおうは きっょうちうくしおう せくう-
ゃっさしうすっす, ′うおけかぇえ ╉けかっゃ  うきぇ 
せしっとぇくっ いぇ ゃさっきっすけ う いぇ しな-
ぉうすうはすぇ. ] こけゅかっょ おなき ╋うくぇ-
かけすけ, すけえ しこけょっかは, つっ きうしかっか 
ょぇ こうてっ ╇しすけさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇく-
かなておうは 〈╄『: „ ′け...!“. 
]ぇきけ いぇ きうゅ しっ つせょは おぇおなゃ 

っ しきうしなかなす くぇ こぇせいぇすぇ ゃ きくけ-
ゅけすけつうっすけ, いぇとけすけ けすゅけゃけさなす 
うょゃぇ ぉなさいけ. ╁ すうこうつくうは しすうか 
くぇ けこすうきうしすぇ, ╉けかっゃ ょぇゃぇ けす-
ゅけゃけさ ゃ ╀なょっとけすけ: „┿い ゃさっきっ 
うきぇき, すけおせ-とけ くぇゃなさてうた 70 う 
あうゃけすなす っ こさっょ きっく!”   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

¨〉【╊]╊[【】╅]を¨ ′《╇╅【 ╇]╅』【【╅ [ぇ〈 ╉】｠《╇〉《【《
〉つぇしすくうちうすっ ゃ きっょうっく そけさせき ゃ おせさけさすくうは おけきこかっおし “[せしぇかおぇ” おさぇえ ╉ぇゃぇさくぇ さぇいこさけしすさぇくう

たぇ ょっおかぇさぇちうは, おけはすけ いけゃっ ぉなかゅぇさしおうすっ こけかうすうちう ょぇ こさっさぇいゅかっょぇす ちっくくけしすくぇすぇ しう しうしすっきぇ 
う しっ けぉなさくぇす おなき ょせたけゃくけすけ. 〉つぇしすくうちうすっ ゃなゃ そけさせきぇ, おけえすけ いぇ てっしすう こなす しさっとぇ きっょううすっ し ゃう
ょくう おせかすせさくう ょっえちう, しっ けぉなさくぇたぇ おなき さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ きっしすくうすっ う ょなさあぇゃくう ぉなかゅぇさしおう うく
しすうすせちうう し ょせきうすっ:”‶さういけゃぇゃぇきっ ぉなかゅぇさしおうすっ こけかうすうちう, さなおけゃけょうすっかう くぇ ょなさあぇゃくう, けぉとうく
しおう う きっしすくう うくしすうすせちうう, ょぇ こさっさぇいゅかっょぇす ちっくくけしすくぇすぇ しう しうしすっきぇ, おぇすけ ういけしすぇゃはす こさっょっかくぇすぇ 
ゃゅかっょぇくけしす ゃ きぇすっさうぇかくけすけ う しっ こさっういこなかくはす しなし いくぇくうっすけ, つっ ょせたけゃくけすけ - ういおせしすゃけすけ, しかけゃけすけ 
- ゃしなとくけしす さぇあょぇす ょけぉさっ せしすさけっくうすっ きぇすっさうぇかくう しゃっすけゃっ, こさうょぇゃぇす うき いくぇつうきけしす.” ]さっょ こさう
っかうすっ ょぇおかぇさぇちうはすぇ しぇ ぇゃすけさなす くぇ “╁さっきっ さぇいょっかくけ” -   ぇおぇょっきうお ┿くすけく ╃けくつっゃ, かうすっさぇすせさくう
はす うしすけさうお こさけそ. ╋うたぇうか ′っょっかつっゃ, うしすけさうおなす  -  こさけそっしけさ ┿くょさっえ ‶ぇくすっゃ, ういょぇすっかはす ╇ゃぇく 
╂さぇくうすしおう, たせょけあくうおなす  - こさけそ. ╇ゃぇえかけ ╋うさつっゃ, あせさくぇかうしすうすっ ╃うきうすなさ 『けくっゃ けす ╀〈╁, ╄きうか 
[けいけゃ けす ╀′〈, こけっすなす ╀けえおけ ╊ぇきぉけゃしおう, こうしぇすっかはす ╋うかっく [せしおけゃ, こさっこけょぇゃぇすっかう けす ]けそうえしおう 
せくうゃっさしうすっす, あせさくぇかうしすう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, つかっくけゃっ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇしけちうぇちうは くぇ さっゅうけくぇか
くうすっ きっょうう.
“╇くゃっしすうさぇくっすけ ゃ けぉさぇいけゃぇくうっ, おせかすせさぇ う ういおせしすゃけ っ ゃうくぇゅう うくゃっしすうちうは, おけはすけ しっ ういこかぇとぇ. 

╃けぉさうすっ っゃさけこっえしおう う しゃっすけゃくう こさぇおすうおう けすょぇゃくぇ しぇ ょけおぇいぇかう すけゃぇ.”, しっ おぇいゃぇ ゃ ょっおかぇさぇちう
はすぇ.
‶さっくぇしすさけえすっ しなさちぇすぇ しう こけ くけゃ くぇつうく う うょゃぇとうすっ こけおけかっくうは とっ ゃう ぉかぇゅけょぇさはす, いけゃっ ゃ いぇ

おかのつっくうっ ょっおかぇさぇちうはすぇ くぇ せつぇしすくうちうすっ ゃなゃ そけさせきぇ, けさゅぇくういうさぇく けす ょけきぇおうくうすっ くぇ “[せしぇかおぇ” 
こけ うょっは くぇ ╋ぇさうは ╀ぇくっゃぇ, こさっょしっょぇすっか くぇ ╀けさょぇ くぇ ょうさっおすけさうすっ くぇ 〈けこかけそうおぇちうは - ╉ぇいぇくかなお. 
]さっょ せつぇしすくうちうすっ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ うきぇてっ う こさっょしすぇゃうすっか くぇ さっょぇおちうはすぇ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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〉╅〈╅]っ╇╅
╆╊′『╅╆《【¨を╅【╅...

 ]さっょ けそっさすうすっ いぇ さぇぉけすぇ うきぇ う すぇおうゃぇ, こさう おけうすけ うい
さうつくけ しっ こけょつっさすぇゃぇ, つっ そうさきぇすぇ, くぇっきぇとぇ さぇぉけすくうおぇ, 
こさっょかぇゅぇ う ゃないきけあくけしす いぇ おけくおさっすくけ けぉせつっくうっ. ]さっょ 
こさっょかぇゅぇとうすっ すぇおうゃぇ けそっさすう しぇ けしくけゃくけ そうさきう, さぇぉけすっ
とう ゃ しそっさぇすぇ くぇ いぇくぇはすうすっ う せしかせゅうすっ, おぇおすけ う こさけういゃけ
ょうすっかうすっ くぇ さぇいかうつくう ゃうょけゃっ しせゃっくうさう.
 ¨しゃっく けそうちうぇかくけ けぉはゃっくうすっ しゃけぉけょくう さぇぉけすうく きっしすぇ, 

ゃ けこちううすっ くぇ おぇいぇくかなておうすっ うくそけさきぇちうけくくう しぇえすけゃっ きけ
ゅぇす ょぇ しっ くぇきっさはす うくすっさっしくう けそっさすう いぇ さぇぉけすぇ, おぇおすけ いぇ 
きかぇょっあう, すぇおぇ う いぇ たけさぇ し けこうす う こさけそっしうけくぇかくう せきっ
くうは, ぇ しなとけ すぇおぇ う いぇ こっくしうけくっさう. ╆ぇ たけさぇすぇ ゃ こけしかっょ
くぇすぇ おぇすっゅけさうは けぉはゃうすっ いぇ さぇぉけすぇ こさっょかぇゅぇす けしくけゃくけ 
さぇぉけすぇ いぇ つうしすぇつおう くぇ ゃたけょけゃっ くぇ あうかうとくう おけけこっさぇちうう 
うかう こさけょぇゃぇつおう ゃ きぇゅぇいうくう, くけ くぇ くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっ
きっ. ╆ぇ つうしすぇつおうすっ くぇ ゃたけょけゃっ ぇくゅぇあうきっくすなす っ ょゃぇ こなすう 
しっょきうつくけ, おぇすけ きっしっつくけすけ いぇこかぇとぇくっ いぇ 6-っすぇあくぇ しゅさぇ
ょぇ し 2 ゃたけょぇ っ 30 かっゃぇ. ╆ぇ きなあっすっ-こっくしうけくっさう けそっさすうすっ 
けしくけゃくけ しぇ しゃなさいぇくう うかう し さぇぉけすぇ ゃ きぇかおう すったくうつっしおう 
さぇぉけすうかくうちう, うかう おぇすけ けたさぇくぇ. ╆ぇ たけさぇ し けこうす けぉはゃうすっ 
こさっょかぇゅぇす さぇぉけすぇ おぇすけ さぇぉけすくうちう いぇ こけしすぇゃはくっ くぇ ょけ
ゅさぇきぇ, てうゃぇつう うかう さぇぉけすくうちう くぇ ぇゃすけきうゃおぇ. ′ぇこけしかっょなお 
つっしすけ しさっとぇくう しぇ う けぉはゃう けす すけおせ-とけ いぇゃなさてうかう きかぇょっ
あう う ょっゃけえおう, おけうすけ すなさしはす さぇぉけすぇ. ′っ しぇ ういおかのつっくうは う 
けそっさすう けす さけょぇ くぇ: “19-ゅけょうてくぇ, おけきこっすっくすくぇ, けぉさぇいけ
ゃぇくぇ,  うくすっかうゅっくすくぇ, かなつっいぇさくぇ, けすゅけゃけさくぇ すなさしう さぇぉけ
すぇ, くけ くっ おぇすけ しっさゃうすぬけさおぇ”.   
╁なこさっおう くっ きぇかおうは ぉさけえ けそっさすう いぇ さぇぉけすぇ, ゃぇさうぇくすうすっ 

いぇ きかぇょう う けぉさぇいけゃぇくう たけさぇ くっ しぇ きくけゅけ, おぇおすけ う いぇ しこっ
ちうぇかうしすう し けこうす. ¨ぉうおくけゃっくけ さぇいきうくぇゃぇくっすけ っ ゃ けつぇお
ゃぇくうはすぇ いぇ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ うかう ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ さぇぉけすぇ.
¨す ょさせゅぇすぇ しすさぇくぇ しぇ さぇぉけすけょぇっかうすっ, おけうすけ すなさしはす おけき

こっすっくすくう う し こさけそっしうけくぇかっく けこうす たけさぇ うかう きかぇょう, けぉ
さぇいけゃぇくう, ぉっい けこうす, くけ きけすうゃうさぇくう, おけうすけ うきぇす あっかぇくうっ 
ょぇ しっ けぉせつぇす う せしなゃなさてっくしすゃぇす.  ╋かぇょうすっ, けぉぇつっ, ゃしっ こけ-
すさせょくけ しっ しなゅかぇしはゃぇす くぇ こさっょかぇゅぇくうすっ けそっさすう いぇ いぇこかぇ
とぇくっ う すぇおぇ けきぇゅぬけしぇくうはす おさなゅ しっ いぇすゃぇさは. ╇きぇ さぇぉけすぇ, 
うきぇ すなさしっくっ, うきぇ こさっょかぇゅぇくっ, うきぇ ぉっいさぇぉけすうく, くけ くはきぇ 
あっかぇっとう うかう こけょたけょはとう.
′ぇ そけくぇ くぇ ゃしっ こけ-すさっゃけあくうすっ すっくょっくちうう いぇ さなしす くぇ 

ぉさけは くぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ, こけ ょぇくくう くぇ しすぇすうしすうおぇすぇ, こさっい 
きぇえ すっ しぇ 414 たうかはょう ょせてう, こさっょゃうょ すっあおぇすぇ うおけくけきう
つっしおぇ しうすせぇちうは ゃ しすさぇくぇすぇ う くっけこすうきうしすうつくぇすぇ こさけゅくけいぇ 
いぇ さなしす くぇ うおけくけきうおぇすぇ う いぇっすけしすすぇ, こさっい のくう ゃ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ こけ けそうちうぇかくう ょぇくくう くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ 
う くっえくうすっ さっゅうけくぇかくう  こけょっかっくうは しぇ けぉはゃうくう ぉかういけ 9 
たうかはょう しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ. 
 ′ぇ そけくぇ くぇ おかうてっすけ, “くはきぇ さぇぉけすぇ“ , ちうそさぇすぇ っ さっし

こっおすうさぇとぇ. 
 ¨しゃっく ゅかぇょなす いぇ おゃぇかうそうちうさぇくう  さぇぉけすくうちう いぇ こさけ

きうてかっくけしすすぇ う IT しっおすけさぇ, こさけょなかあぇゃぇ ょっそうちうすなす くぇ 
ゃうしけおけ けぉさぇいけゃぇくう う おさっぇすうゃくう しこっちうぇかうしすう いぇ ゃうしけおけ
けすゅけゃけさくう こけいうちうう, おぇおすけ う くぇ こさけそっしうけくぇかうしすう ゃ けす
ょっかくう しそっさう, ゅけすけゃう ょぇ こけっきぇす くけゃぇすぇ さぇぉけすぇ ゃっょくぇゅぇ, 
ぉっい くせあょぇ けす ゃさっきっ いぇ けぉせつっくうっ いぇ くっは. ╁ こけしかっょくぇすぇ 
おぇすっゅけさうは くぇこけしかっょなお しぇ おぇょさうすっ いぇ きっょううすっ, おなょっすけ, 
ゃなこさっおう ゅけかはきけすけ こさっょかぇゅぇくっ う うくすっさっし けす しすさぇくぇ くぇ 
きかぇょうすっ, くぇ こさぇおすうおぇ すさせょくけ しっ くぇきうさぇす すぇおうゃぇ, おけうすけ 
きけゅぇす ょぇ しっ しこさぇゃはす ゃっょくぇゅぇ し こけしすぇゃっくうすっ いぇょぇつう. 〈ぇおなゃ 
っ けこうすなす  くぇ くけゃ うくそけさきぇちうけくっく しぇえす ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, おけえすけ けす ょゃっ しっょきうちう しう すなさしう さっこけさすっさう う さっ
ょぇおすけさう  し けこうす う いくぇくうは, くけ ぉっい せしこった. 
]こけさっょ しこっちうぇかうしすうすっ, ゃしっ こけゃっつっ とっ しっ いぇょなかぉけつぇゃぇ 

すっくょっくちうはすぇ いぇ しすさせおすせさくぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ う しすさせおせすさっく 
ょっそうちうす くぇ おぇつっしすゃっくう おぇょさう, いぇさぇょう こさけそうかぇ くぇ うおけ
くけきうおぇすぇ くう - けす っょくぇ しすさぇくぇ, う くっぇょっおゃぇすくけしすすぇ う おなき 
きけきっくすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ いぇ くせあくうすっ おぇ
ょさう いぇ うおけくけきうおぇすぇ - けす ょさせゅぇ. ‶さけゅくけいうすっ こさっょゃうあょぇす 
しなとけ さなしす くぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ ゃ しっかしおうすっ さっゅうけくう う さなしす くぇ 
ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ょけ 13% しさっょくけ いぇ しすさぇくぇすぇ おなき おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ. ‶っしうきうしすうつくぇすぇ こさけゅくけいぇ っ, つっ こさけちっくすなす とっ 
くぇょたゃなさかう 14%. 
′ぇしすけはとぇすぇ 2013 ゅけょうくぇ っ けこさっょっかっくぇ おぇすけ ゅけょうくぇ くぇ 

いぇしすけえ いぇ うおけくけきうおぇすぇ くう, しなし しゃうゃぇくっ さぇしすっあぇ くぇ ぉぇく
おけゃうすっ ょっこけいうすう, くぇ うくゃっしすうちううすっ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ  う 
いぇしすけえ くぇ さぇぉけすくうすっ いぇこかぇすう ゃ つぇしすくうは しっおすけさ. ′っいぇゃう
しうきけ けす けぉっとぇくうはすぇ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ いぇ さなしす くぇ きうくう
きぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, っおしこさっしくけ こさけせつゃぇくっ しさっょ さぇ
ぉけすけょぇすっかうすっ ゃ けぉかぇしすすぇ こけおぇいゃぇ, つっ すっ くっ こかぇくうさぇす さなしす 
くぇ いぇこかぇすうすっ こけさぇょう そうくぇくしけゃう こさけぉかっきう, こぇいぇさくぇ おけ
くのくおすせさぇ, かけてう こさけゅくけいう う しゃうゃぇくっ くぇ こさけういゃけょしすゃぇすぇ. 
′ぇ すぇいう ぉぇいぇ こさけゅくけいうすっ くぇ うおけくけきうしすう う しうくょうおぇかうしすう 

しぇ, つっ  かっお しこぇょ くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ゃっさけはすくけ とっ うきぇ つぇお 
こさっい 2014 ゅ., ぇ こけ-けすつっすかうゃけ くぇきぇかっくうっ きけあっ ょぇ しっ けつ
ぇおゃぇ こさっい 2015 ゅ.
╉なょっ しきっ くうっ? 
‶け ょぇくくう くぇ ┿ゅっくちうはすけ こけ いぇっすけしすすぇ, ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ 

╆ぇゅけさぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ  こさっい きぇえ しぇ 14 974.  〈っ しぇ し 0,64% 
こけ- きぇかおけ, けすおけかおけすけ しぇ ぉうかう こさっい ぇこさうか. 〈さぇょうちうけくくけ 
し くぇえ-くうしおけ さぇゃくうとっ くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ っ けぉとうくぇ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, ぇ し くぇえ-ゃうしけおけ - けぉとうくぇ ′うおけかぇっゃけ.
╁ いぇゃうしうきけしす けす うおけくけきうつっしおうすっ ょっえくけしすう, くぇえ-きくけゅけ 

こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しぇ くけゃけさっゅうしすさうさぇくうすっ ぉっいさぇぉけすくう けす 
しっおすけさ “〉しかせゅう”, しかっょゃぇくう けす すっいう けす  うくょせしすさうはすぇ う すなさ
ゅけゃうはすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお こさうっ くけゃぇ ′ぇさっょぉぇ わ21, けすくぇしはとぇ しっ いぇ さっあうきぇ くぇ 
こけしすぇゃはくっ くぇ こさっきっしすゃぇっきうすっ しなけさなあっくうは いぇ すなさゅけゃしおう ちっかう. ′ぇさっょぉぇすぇ  こさっょゃうあょぇ 

こぇゃうかうけくう, けしすなおかっくうは, しっさゅうう う ょさせゅう すなさゅけゃしおう けぉっおすう, ぉっい ぇゃすけきぇすうすっ いぇ おぇそっ う いぇおせし
おう ゃ けぉとっしすゃっくうすっ しゅさぇょう, ょぇ しっ さぇいこけかぇゅぇす しぇきけ こけ こさっょゃぇさうすっかくけ けょけぉさっくう けす ゅかぇゃくうは 
ぇさたうすっおす したっきう.
‶ぇゃうかうけくうすっ う ゃしうつおう けしすぇくぇかう ゃさっきっくくう すなさゅけゃしおう けぉっおすう, ょけさう う おけそうすっ いぇ しきっす, 

しなゅかぇしくけ くぇさっょぉぇすぇ, すさはぉゃぇ  ょぇ しっ さぇいこけかぇゅぇす くぇ きうくうきせき 3 きっすさぇ けすしすけはくうっ けす うきけすぇ くぇ 
しなしっょ, ょぇ „うきぇす っしすっすうつっしおう ゃうょ, ょぇ しぇ ぉっいけこぇしくう う ょぇ くっ しっ ゃないこさっこはすしすゃぇ ょゃうあっくうっすけ くぇ 
こってったけょちうすっ こけ すさけすけぇさうすっ“.
╆ぇ いぇゅさぇあょぇくっ くぇ おぇそっくっすぇ し けしすなおかっくうは, くぇえかけくう う ょさ. こけょけぉくう - しなとけ とっ しっ うしおぇ しこっ

ちうぇかくけ けぉとうくしおけ さぇいさってっくうっ こけ くけゃぇすぇ くぇさっょぉぇ.

′けゃ ぉっいこかぇすっく こぇさおうくゅ いぇ 50 ぇゃすけきけぉうかぇ う くけゃ こぇいぇさ 
いぇ ちゃっすは けすおさう ¨ぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ くぇ ╄くぬけゃょっく ゃ ╉ぇ

いぇくかなお. ′けゃうはす こぇさおうくゅ っ いぇょ ╃っすしおぇ ゅさぇょうくぇ “〈っきっくせゅぇ” 
- ゃ ぉかういけしす ょけ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ょけ ぉか. 36 くぇ せかうちぇ 
“『ぇさ ╇ゃぇく 【うてきぇく”. ]  くぇこさぇゃっくうすっ さっおけくしすさせおちうう くぇ 
こさけしすさぇくしすゃけすけ しっ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ ゃたけょ う ういたけょ くぇ 
╋‶]-すぇ  ゃ ょゃっ こけしけおう - おなき せか. „『ぇさ ╇ゃぇく 【うてきぇく“ う おなき 
せか. „]すっそぇく ¨さっておけゃ“. 
′けゃうはす こぇいぇさ いぇ ちゃっすは しっ くぇきうさぇ ゃ さっくけゃうさぇくうすっ こぇゃう

かうけくう ゃ しっゃっさくうは おさぇえ くぇ ╉けけこっさぇすうゃくうは こぇいぇさ. ]さっょ
しすゃぇすぇ いぇ こぇさおうくゅぇ う けぉくけゃっくうは こぇいぇさ いぇ ちゃっすは しぇ けす けぉ
とうくしおうは ぉのょあっす くぇ ╉ぇいぇくかなお.

′けゃ ょうさっおすけさ うきぇ ¨ぉかぇしすくぇすぇ ょうさっおちうは くぇ ╋╁[ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ′ぇ きはしすけすけ くぇ ょけしっゅぇて
くうは ょうさっおすけさ しすぇさてう おけきうしぇさ ┿かっおしう ┿かっおしうっゃ っ くぇいくぇつっく  ゅかぇゃっく うくしこっおすけさ ╇ゃぇく 

》さうしすけゃ 』けかぇおけゃ.
43-ゅけょうてくうはす ╇ゃぇく 』けかぇおけゃ っ さけょっく ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╆ぇゃなさてうか っ 〈ったくうおせきぇ こけ ゃっすっさう

くぇさくぇ きっょうちうくぇ ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ, ぇ ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ - ゃ ぃゅけいぇこぇょくうは せくうゃっさしうすっす 
“′っけそうす [うかしおう” ゃ ╀かぇゅけっゃゅさぇょ, しこっちうぇかくけしす ‶さぇゃけ.

 そうすくっし-せさっょぇ くぇ けすおさうすけ う ょゃっ ょっすしおう こかけとぇょおう いぇ ょっちぇ けす 1 ょけ 4 ゅけょうくう う けす 6 ょけ 
12 ゅけょうくう とっ ぉなょぇす ういゅさぇょっくう ゃ こぇさお “[けいぇさうせき” ょけ のくう ょけゅけょうくぇ.  ╇いゅさぇあょぇくっすけ うき とっ 
っ くぇ ぉぇいぇ しこっつっかっく きぇとぇぉっく  っゃさけこっえしおう こさけっおす いぇ さっおけくしすさせおちうは くぇ こぇさお “[けいぇさうせき” う 
こぇさお “〈のかぉっすけ” くぇ しすけえくけしす いぇ ぉかういけ 4 きうかうけくぇ かっゃぇ. ′けゃうすっ しなけさなあっくうは, おぇおすけ う ういゅさぇあ
ょぇくっすけ くぇ つってきう, ゃっかけぇかっう, しゃなさいゃぇとう ょゃぇすぇ こぇさおぇ, こぇさおうくゅう, けしゃっすかっくうっ, いっかっくう こかけとう 
う ょっおけさぇすうゃくう いぇちゃっすはゃぇくうは, すさはぉゃぇ ょぇ しぇ そぇおす ょけ きっしっち のくう 2014 ゅ. 

-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす ゅっさけえしおぇすぇ しきなさす くぇ ゃけえゃけょぇすぇ 》ぇょあう 
╃うきうすなさ う くっゅけゃうすっ つっすくうちう, いぇゅうくぇかう いぇ しゃけぉけょぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, 
とっ ぉなょっ けすぉっかはいぇくぇ  こけ すさぇょうちうは くぇ 20-すう のかう くぇ ゃさなた „╀せいかせ
ょあぇ”. ′ぇ かけぉくけすけ きはしすけ くぇ ゃけえゃけょぇすぇ とっ ぉなょっ けすしかせあっくぇ こぇくうたう
ょぇ, とっ ぉなょぇす こけょくっしっくう ゃっくちう う ちゃっすは.  
¨す 11.00 つぇしぇ  ′ぇちうけくぇかくけ ょさせあっしすゃけ „〈さぇょうちうは“ - [っゅうけくぇかっく 

おかせぉ „〈さぇょうちうは - 23 ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお“ - ╉ぇいぇくかなお とっ くぇ
こさぇゃう ゃないしすぇくけゃおぇ くぇ ょさぇきぇすうつくうすっ しなぉうすうは, さぇいうゅさぇかう しっ ゃ ╀ぇか
おぇくぇ こさっい のかう 1868 ゅ. 
‶け ぉなかゅぇさしおう けぉうつぇえ とっ ぉなょっ さぇいょぇょっく けぉさっょっく おせさぉぇく くぇ ゃしうつ

おう, ういおぇつうかう ゃなさたぇ, いぇ ょぇ しっ こけおかけくはす こさっょ こぇきっすすぇ くぇ ゅっさけうすっ.
╆ぇ ゅさぇあょぇくうすっ, あっかぇっとう ょぇ こさうしなしすゃぇす くぇ しなぉうすうっすけ, っ 

けしうゅせさっく すさぇくしこけさす ょけ ゃさなた ”》ぇょあう ╃うきうすなさ”. ┿ゃすけぉせしうすっ  
とっ すさなゅゃぇす ゃ 9.30 つぇしぇ  くぇ 20-すう のかう, しなぉけすぇ, こさっょ たけすっか 
„╉ぇいぇくかなお“. 『っくぇすぇ くぇ っょくけこけしけつっく ぉうかっす っ 2 かゃ., くぇ ょゃせこけ-
しけつっく - 4 かゃ.

げíÇÜßí! ╉けゃぇさくぇ ぉけかっしす こさっおなさてう こなすは くぇ 
っょうく ゃかのぉっく ゃ あうゃけすぇ う おさぇしう-

ゃけすけ つけゃっお. ′ぇ ‶っすさけゃょっく けす しゃっすぇ しう 
けすうょっ ‶けつっすくうはす ゅさぇあょぇくうく くぇ ゅさぇょ 
╉ぇいぇくかなお, ういゃっしすくうはす しおせかこすけさ ╃けおけ 
╃けおけゃ.
╁ こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ 

╃けおけ ╃けおけゃ しっ ぉけさってっ し さぇおけゃけ いぇぉけ-
かはゃぇくっ, おけっすけ, ゃなこさっおう せしうかうはすぇ くぇ 
かっおぇさう ゃ ╂っさきぇくうは う ╀なかゅぇさうは, おぇおすけ 
う くぇ こけょおさっこぇすぇ くぇ くっゅけゃう こさうはすっかう, 
しっ けおぇいぇ こけ-しうかくけ けす ょせたぇ くぇ ゅけかっきうは 
すゃけさっち.
╃け こけしかっょくうは しう きうゅ ╃けおけ ╃けおけゃ 

うきぇてっ こかぇくけゃっ う きっつすう, しゃなさいぇくう し さけょくうは きせ ゅさぇょ. ╄ょくぇ けす すはた, おけはすけ とっ 
こさけょなかあぇす こさうはすっかうすっ う しなさぇすくうちうすっ きせ, っ ょぇ ういゅさぇょう こぇきっすくうお くぇ けしくけゃぇすっ-
かは くぇ ╉ぇいぇくかなお ]ぇさぇょあぇ ‶ぇてぇ. ‶なかおけゃけょっちなす, しすなこうか ゃ おさぇは くぇ 14-すう ゃっお くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ ょくってくうは ╉ぇいぇくかなお, ゃないおかうおくぇか: „┿おけ うきぇ さぇえ くぇ いっきはすぇ, すけ 
すけえ っ すせお!”
╃させゅぇ くっゅけゃぇ うょっは, こさうっすぇ さぇょせてくけ けす きっしすくけすけ さなおけゃけょしすゃけ, ぉっ ょぇ しっ うい-

ゅさぇょはす しおせかこすせさくう おけきこけいうちうう こけ けしくけゃくうすっ ぉせかっゃぇさょう ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ ょぇ 
けすゃっあょぇす すせさうしすうすっ ょけ くぇえ-ういゃっしすくうすっ おせかすせさくう いぇぉっかっあうすっかくけしすう くぇ ゅさぇょぇ.
╃けおけ ╃けおけゃ しすぇくぇ ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ おさぇは くぇ きぇえ すぇいう ゅけょう-

くぇ. ¨すかうつうっすけ きせ ぉっ こさうしなょっくけ こけ こけゃけょ くっゅけゃぇすぇ 84-すぇ ゅけょうてくうくぇ う いぇさぇょう 
ぉっいちっくくうは きせ こさうくけし いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ おせかすせさぇすぇ ゃ ゅさぇょぇ, おぇおすけ う いぇさぇょう くぇ-
こさぇゃっくうすっ けす くっゅけ しおせかこすせさくう こかぇしすうおう, ょぇさっくう くぇ ゅさぇょぇ う くぇ きっしすくぇすぇ 》せょけ-
あっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは, くぇ しすけえくけしす くぇょ 100 たうかはょう かっゃぇ.
╆ぇ すっいう, おけうすけ こけいくぇゃぇたぇ ╃けおけ, すけえ とっ けしすぇくっ ゃ きうしかうすっ う しなさちぇすぇ うき おぇすけ 

しゃっすなか う しなさちぇす つけゃっお, くっうしすけゃけ ゃかのぉっく ゃ あうゃけすぇ う ゃしうつおけ おさぇしうゃけ, し けつう いぇ 
ょっすぇえかうすっ ゃ つけゃっておうすっ ょせてう, し くっういぉさけうきう こかぇくけゃっ う あっかはいくぇ ゃけかは ょぇ しかっょ-
ゃぇ う しぉなょゃぇ きっつすうすっ しう. ╀ってっ ゃかのぉっく ゃ あうゃけすぇ う あうゃけすなす きせ けすゃさなとぇてっ しなし 
しなとけすけ. 
′っけすさぇいうき ぉけたっき う すゃけさっち しなし しけぉしすゃっくけ ういかなつゃぇくっ う こけつっさお.

╃ぇ っ しゃっすかぇ こぇきっすすぇ きせ!
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》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

¨おぇいゃぇ しっ, つっ きくけゅけ たけさぇ くっ しぇ くぇはしくけ し こけょさけぉくけしすう-
すっ けおけかけ ょぇくなおぇ くぇ あうかうとっすけ しう. ╉ぇすけ しけぉしすゃっくうお くぇ 

うきけす っ ゃぇあくけ ょぇ しう ういはしくうすっ いぇ おぇおゃけ すけつくけ けすうゃぇす こぇさうすっ 
ゃう う いぇとけ っ ょけぉさっ ょぇ しすっ ういさはょっく こかぇすっち. 
╄すけ くはおけかおけ こけかっいくう くっとぇ, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇっすっ いぇ ょぇ-

くなお しゅさぇょう.
╃ぇくなおなす っ いぇ っょうく うきけす う こさっょしすぇゃかはゃぇ ょぇょっくぇ しせきぇ. 〈ぇいう 

しせきぇ しっ さぇいこさっょっかは しなけぉさぇいくけ ょはかけゃっすっ くぇ しなしけぉしすゃっくうちう-
すっ くぇ ょぇょっくけすけ あうかうとっ. 〉しかけゃうっすけ っ すっ ょぇ しぇ すけつくけ ょっおかぇ-
さうさぇくう ゃ ょぇくなつくけすけ. 〈けゃぇ くぇ しゃけえ さっょ しすぇゃぇ し ょっおかぇさぇちうは-
けぉさぇいっち こさう こさうょけぉうゃぇくっ くぇ うきけすぇ.
╃なかあうきうすっ ょぇくなお しゅさぇょう う すぇおしぇ しきっす しっ ういつうしかはゃぇす くぇ 

ぉぇいぇ ょぇくなつくぇ けしくけゃぇ. 〈は しっ けこさっょっかは けす きっしすけこけかけあっくうっすけ 
くぇ うきけすぇ (おゃぇさすぇか), おゃぇょさぇすせさぇ, っすぇあ, ゅけょうくぇ くぇ こけしすさけ-
はゃぇくっ う ょさせゅう. 
╆ぇ ちっかすぇ っ くっけぉたけょうきけ うきけすなす ょぇ ぉなょっ ょっおかぇさうさぇく ゃ きっしす-

くぇすぇ けぉとうくぇ. ╃ぇくなつくぇすぇ けしくけゃぇ っ ういつうしかっくぇ しこけさっょ ょっおかぇ-
さうさぇくけすけ. ╁なさたせ くっは しっ くぇつうしかはゃぇす こさけちっくすくけ ょぇくなちう う 
すぇおしう.
╄すけ う こさうきっさ: ゅけょうてくうはす ょぇくなお くぇ ょゃぇきぇ しなこさせいう-しなしけぉ-

しすゃっくうちう っ 200 かっゃぇ (ょぇくなお しゅさぇょぇ う すぇおしぇ しきっす). ╃けさう う 
っょうくうはす けす しなこさせいうすっ ょぇ こかぇすう 200 かっゃぇ けす しゃけっ うきっ, すけ 
しうしすっきぇすぇ くぇ ょぇくなつくうすっ とっ けすつっすっ しぇきけ くっゅけゃけすけ こかぇとぇくっ, 
ゃおかのつうすっかくけ う くぇょゃくっしっく ょぇくなお. 
〈けゃぇ とっ しっ けすさぇいう しぇきけ こけ くっゅけゃぇすぇ こぇさすうょぇ, すなえ おぇすけ すけえ 

っ くぇさっょうすっか くぇ こかぇとぇくっすけ. ╋っあょせゃさっきっくくけ, けぉぇつっ, いぇょなか-
あっくうっすけ くぇ ょさせゅうは けす 100 かっゃぇ とっ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しすけう おぇすけ 
くっこかぇすっくけ.
╁ いぇおかのつっくうっ – ゃしっおう けす しけぉしすゃっくうちうすっ ょなかあう ょぇくなお いぇ 

っょうく う しなとう うきけす. ′け くっ ょぇくなおぇ いぇ ちっかうは うきけす, ぇ しぇきけ すぇいう 
つぇしす けす くっゅけ, おけはすけ っ こさけこけさちうけくぇかくぇ くぇ ょっかぇ きせ けす うきけすぇ. 
〈けっしす, ぇおけ いぇ ちっかうは うきけす ょなかあうきうはす ょぇくなお っ けぉとけ 200 かっゃぇ 
う しなしけぉしすゃっくうちうすっ しぇ ょゃぇきぇ, すけ ゃしっおう けす すはた とっ ょなかあう こけ 
100 かっゃぇ.
′っこかぇとぇくっすけ くぇ ょぇくなちう くっ ゃけょう ょけ いぇゅせぉぇ こさぇゃけ くぇ しけぉ-

しすゃっくけしす, おぇおすけ しっ けこぇしはゃぇす くはおけう くっういさはょくう こかぇすちう. ‶け-
しかっょしすゃうはすぇ けす くっこかぇとぇくっすけ しぇ かうたゃう う くっゃないきけあくけしす ょぇ 
しっ ういゃぇょう ょぇくなつくぇ けちっくおぇ いぇ うきけすぇ うかう ょさせゅう しこさぇゃおう う 
ぉっかっあおう けす きっしすくぇすぇ けぉとうくぇ. 〈けゃぇ いぇゃうしう けす しぇきうすっ さぇいこけ-
さっょぉう う おきっすしおう いぇこけゃっょう. ¨しゃっく すけゃぇ, ゃいっきぇくうはすぇ くぇ ょなさ-
あぇゃぇすぇ いぇ ょぇくなちう しっ こけゅぇしはゃぇす し ういすうつぇくっすけ くぇ こっす ゅけょうくう.
╃ぇゃくけしすすぇ っ こっす ゅけょうくう, くけ しぇきけ こさう せしかけゃうっ, つっ くっ っ けぉ-

さぇいせゃぇくけ ういこなかくうすっかくけ ょっかけ しさっとせ ょかなあくうおぇ. ‶さぇおすうおぇ-
すぇ, けぉぇつっ, こけいくぇゃぇ う しかせつぇう, こさう おけうすけ ょかなあくうおなす ょけさう くっ 
いくぇっ, つっ すぇおけゃぇ ょっかけ っ こけゃょうゅくぇすけ.
╆ぇ ょぇ けすこぇょくぇす いぇょなかあっくうはすぇ こけ ょぇゃくけしす, すさはぉゃぇ ょぇ しっ うい-

ゅけすゃう こうしきけ ょけ ょうさっおすけさぇ くぇ 〈っさうすけさうぇかくぇすぇ ょぇくなつくぇ ょう-
さっおちうは こけ きっしすけくぇたけあょっくうっ くぇ うきけすぇ し うしおぇくっ すっいう いぇょなか-
あっくうは, おぇおすけ う かうたゃうすっ こけ すはた, ょぇ ぉなょぇす いぇかうつっくう.
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‶け こさっょかけあっくうっ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - さなおけゃけょうすっか 
くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ ¨ぉとうくしおうは しな-

ゃっす, きっしすくうはす こぇさかぇきっくす けすかけあう さってっくうっすけ しう いぇ こさけ-
ょぇあぉぇ くぇ ぇこっすうすっく うきけす けす 9 ょっおぇさぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお ゃ ゅさぇょ [ぇゃょぇ. 
‶け こさっょかけあっくうっ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, いぇかけあっくぇすぇ こなさゃけくぇ-

つぇかくぇ ちっくぇ くぇ すなさゅけゃっすっ いぇ ょゃぇすぇ うきけすぇ, っょうくうはす けす 
おけうすけ っ 5 ょっおぇさぇ, う くぇ こなさゃぇ かうくうは ょけ きけさっすけ, ぉっ けぉとけ 
けおけかけ 1,1 きうかうけく かっゃぇ. 
╋けすうゃうすっ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ うしおぇくぇすぇ こさけょぇあぉぇ くぇ ぇこっ-

すうすくうは うきけす ぉっ そぇおすなす, つっ けす 18 ゅけょうくう  しっ ゃけょはす しな-
ょっぉくう しこけさけゃっ いぇ しけぉしすゃっくけしすすぇ し さぇいかうつくう  ゅさぇあょぇくう, 
こさっょはゃはゃぇとう  こさぇゃぇ ゃなさたせ うきけすぇ うかう つぇしす けす くっゅけ う 
しなけすゃっすくけ ょっかぇ, おけうすけ しすさせゃぇす  きくけゅけ こぇさう, くけ ょけしっゅぇ 
しぇ ぉっい さっいせかすぇす. 
╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ いぇはゃう, 

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお けすくけゃけ けすゃけさう こさけちっょせさぇすぇ いぇ ういぉけさ くぇ くけゃ けきぉせょしきぇく. ‶さけちっょせさぇすぇ とっ しっ こさけゃっょっ こさう しなとうすっ おさうすっさうう いぇ うい-
ぉけさ う しなし しなとうは しなしすぇゃ くぇ ╁さっきっくくぇすぇ おけきうしうは, おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ ういしかせてぇ おけくちっこちううすっ くぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ ぉさぇくうすっかう くぇ けぉとっしすゃっくうは うくすっさっし. 

〈けゃぇ っ すさっすう けこうす くぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう いぇ ういぉけさ くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. ‶さけちっょせさぇすぇ くぇ こさぇおすうおぇ っ ゃ たけょ けす けおすけきゃさう きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
‶けしかっょくうはす けこうす いぇ ういぉけさ くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ぉっ こさっい きぇえ, おけゅぇすけ 1 ゅかぇし くっ ょけしすうゅくぇ くぇ おぇくょうょぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお 
╂うくおぇ 】っさっゃぇ. 』っすうさうきぇ ぉはたぇ すけゅぇゃぇ こさっすっくょっくすうすっ いぇ こけしすぇ, ょゃぇきぇ けす すはた しすうゅくぇたぇ ょけ ういしかせてゃぇくっ ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす - ′ぇくつけ ╁うょっゃ う ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ. ╃ゃぇきぇすぇ こけかせつうたぇ しなけすゃっすくけ 7 う 24 ゅかぇしぇ.  
 ╋っあょせゃさっきっくくけ, ′ぇくつけ ╁うょっゃ ぉっ ゃないしすぇくけゃっく くぇ こけしすぇ くぇつぇかくうお くぇ [╇¨]╁ -]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, けす おけえすけ ぉっ けしゃけぉけょっく ゃ おさぇは くぇ 2010 ゅけょうくぇ, しかっょ 

こさけゃっょっく おけくおせさし.
╁うょっゃ っ ゃないしすぇくけゃっく くぇ しすぇさぇすぇ しう こけいうちうは ょけ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ くけゃ おけくおせさし いぇ くぇつぇかくうお くぇ [っゅうけくぇかくぇすぇ うくしこっおちうは こけ けこぇいゃぇくっ くぇ けおけかくぇすぇ 

しさっょぇ う ゃけょうすっ.

[あてそ つそいつてうかせけさ せあ けすそて か うあきせそ おあ つけ けくみつせけてか くあ さあさうそ 
てそねせそ そてけうあて たあちけてか うけ け くあはそ か おそいちか おあ つてか けくちみおかせ たしあてかぬ

』 せそうけ 50 おかさあちあ つか とうかしけねあうあ さあくあせしひのさそてそ えちそいけはか

だ½íÇáÜïíÖ ¡ëéÇ:

つっ し おぇいせしぇ “[ぇゃょぇ” しっ いぇくうきぇゃぇす くぇえ-ょけぉさうすっ のさうしすう くぇ ̈ ぉとうくぇすぇ う っ しこっつっかっくけ ょっかけ 
くぇ こけしかっょくぇ うくしすぇくちうは, くけ ┿ゅっくちうはすぇ こけ おぇょぇしすなさぇ くっ こさういくぇゃぇ しなょっぉくけすけ さってっくうっ う 
くぇ こさぇおすうおぇ しぇゅぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ. 
] ちっか ょぇ しっ けしゃけぉけょう けす すっあっしすうすっ, ¨ぉとうくぇすぇ こさっょかぇゅぇ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ うきけすぇ. 
╁ ういおぇいゃぇくっすけ しう ′うおかぇえ ╇ぉせてっゃ こさっかけあう  ¨ぉとうくぇすぇ ょぇ くぇこさぇゃう ゃないぉさぇくぇ くぇ うきけ-

すぇ し けぉっいこっつうすっかくぇ いぇこけゃっょ, おぇすけ ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ ょぇ くっ しっ ぉなさいぇ し こさけょぇあぉぇすぇ きせ. 
¨ぉとうくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇゃう ゃしうつおけ ゃないきけあくけ, いぇ ょぇ ういゃぇょう きぇおしうきせきぇ けす くっゅけ - おぇすけ 
こっつぇかぉぇ うかう おぇすけ うくゃっしすうちうは ゃ ぉなょっとっ, ぉっ すっいぇすぇ くぇ ╇ぉせてっゃ. 
╆ぇ こさうきっさ  すけえ ょぇょっ 10-ゅけょうてくぇすぇ しなょっぉくぇ しぇゅぇ  いぇ うきけす し ′╇〈╇, こさうおかのつうかぇ せしこって-

くけ いぇ “┿さしっくぇか”. 
╃ぇ しっ くぇっきぇす くぇえ-ょけぉさうすっ のさうしすう, いぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう ゃしうつおけ ゃないきけあくけ いぇ しこっつっかゃぇ-

くっすけ くぇ うきけすぇ う けすかぇゅぇくっ くぇ ゃなこさけしぇ いぇ こさけょぇあぉぇすぇ いぇ しかっょゃぇとけ いぇしっょぇくうっ, ぉっ こさっょ-
かけあっくうっすけ くぇ っおしこっさすぇ. 
╁ さぇいせきくうすっ きせ ょけゃけょう しっ ゃしかせてぇたぇ 25 けす 28-すっ  こさうしなしすゃぇとう しなゃっすくうちう けす ¨ぉとうく-

しおうは しなゃっす. 

╀っか. さっょ. 
╁ないぉさぇくぇすぇ くぇ くっょゃうあうき うきけす っ ういおかのつうすっかくけ っそっおすうゃっく しこけしけぉ いぇ けぉっいこっ-

つっくうっ くぇ ゃいっきぇくっ, おけゅぇすけ ょかなあくうおなす こさうすっあぇゃぇ くっょゃうあうきう うきけすう ゃ けぉけさけす. 
╉けゅぇすけ ょかなあくうおなす っ そういうつっしおけ かうちっ, ゃないぉさぇくぇすぇ ゃないこさっこはすしすゃぇ ょかなあくうおぇ ょぇ 
しっ けすすなさゃっ けす ぇおすうゃうすっ しう うかう, おぇおすけ しっ おぇいゃぇ, „ょぇ くはきぇ くうとけ くぇ しゃけっ うきっ“.
╉ぇおなゃ っ っそっおすなす くぇ ゃないぉさぇくぇすぇ? ╁ないぉさぇくぇすぇ くぇ こさぇおすうおぇ くっ こけいゃけかはゃぇ くぇ 

しすさけうすっかは ょぇ こさったゃなさかう けこさっょっかっくぇ くっょゃうあうきぇ しけぉしすゃっくけしす, すなえ おぇすけ くうおけえ 
くっ ぉう いぇおせこうか うきけす し ゃないぉさぇくぇ. ‶さけょぇゃぇつなす うきぇ うくすっさっし ょぇ いぇかうつう ゃないぉさぇくぇ-
すぇ ゃっょくぇゅぇ とけき くぇきっさう おせこせゃぇつ, すなえ おぇすけ おせこせゃぇつうすっ ういうしおゃぇす つうしすけ せょけしすけ-
ゃっさっくうっ いぇ すっあっしすう こさう こけおせこおぇすぇ くぇ うきけすぇ. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ すっ さうしおせゃぇす 
ょぇ ぉなょぇす けすしすさぇくっくう けす うきけすぇ, しかっょ おぇすけ しぇ いぇこかぇすうかう ちっくぇすぇ きせ. 
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¨す くぇつぇかけすけ くぇ すけいう きっしっち ょっえくけしすうすっ こけ こけょさなあおぇすぇ う しすけこぇくうしゃぇくっすけ くぇ ゅさけぉうとくうは こぇさお ゃ 
╉ぇいぇくかなお しっ こけっきぇす けす ̈ ぉとうくしおけ こさっょこさうはすうっ „╉けきせくぇかくぇ ょっえくけしす う こけょょさなあおぇ くぇ うくそさぇ-

しすさせおすせさぇすぇ“. 『っかすぇ っ ょぇ ぉなょっ こけょけぉさっくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ ゃ こぇさおぇ, ょぇ しっ こさっょかぇゅぇす こけ-おぇつっしす-
ゃっくう せしかせゅう くぇ こけ-くうしおう ちっくう.
 ′ぇ 30-すう のくう ういすっつっ 15-ゅけょうてくうはす ょけゅけゃけさ きっあょせ  ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う „〈ぇくぇすけし“ ̈ ¨╃, しなゅかぇし-

くけ おけえすけ つぇしすくけすけ ょさせあっしすゃけ こけょょなさあぇてっ  ゅさけぉうとくうは こぇさお ゃ  ╉ぇいぇくかなお. 
 ╁ こかぇくけゃっすっ くぇ くけゃうは  しすけこぇくうく くぇ ゅさけぉうとくうは こぇさお - ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ かうちっすけ くぇ けぉとうくしおぇ-

すぇ  そうさきぇ “╉けきせくぇかくぇ ょっえくけしす う こけょょさなあおぇ くぇ うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ“, ゃかういぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ けゅさぇょぇ 
う けしゃっすかっくうっ くぇ こぇさおぇ, けそけさきはくっ くぇ ぇかっうすっ, せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ きっしすぇすぇ し すっつぇとぇ ゃけょぇ, こけょょなさあぇくっ 
つうしすけすぇすぇ くぇ ちはかぇすぇ すっさうすけさうは, けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ けたさぇくぇ くぇ ゅさけぉうとっすけ.
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ ¨ぉとうくぇすぇ  とっ こさけなょかあう う ょけぉさぇすぇ しけちうぇかくぇ こさぇおすうおぇ  - こけっきぇくっ くぇ さぇい-

たけょうすっ いぇ しけちうぇかくうすっ こけゅさっぉっくうは くぇ しけちうぇかくけ しかぇぉう, しぇきけすくう う ぉっいうきけすくう あうすっかう くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ  すぇいう ちっか しぇ いぇかけあっくう う しさっょしすゃぇ ゃ ぉのょあっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ. 
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ ゅさけぉうとくうはす こぇさお とっ しっ さぇいてうさう し きぇかおけ くぇょ 50 ょっおぇさぇ. [ぇいてうさっくうっすけ とっ 
しすぇゃぇ くぇ ょゃぇ っすぇこぇ, くぇ ぉぇいぇ けょけぉさっく ‶〉‶.
′ぇ こけしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ こさっい のくう くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす  きっしすくうすっ しすぇさっえてうくう けょけぉさうたぇ う したっ-

きう いぇ ゃけょけしくぇぉょはゃぇくっ う っかっおすさけしくぇぉょはゃぇくっ くぇ こさっょしすけはとけすけ さぇいてうさっくうっすけ くぇ ゅさけぉうとくうは こぇさお.

]かっょ おぇすけ ょなかゅう ゅけょうくう しすけは いぇすゃけさっく う くっいぇゃなさてっく, ぇ しうかくぇ ゅさぇょせておぇ こさっょう 5 ゅけょうくう しきかは  
きけいぇっつくうすっ しすっくけこうしう けす そぇしぇょぇすぇ きせ, くぇえ-しっすくっ こぇさぇおかうしなす ゃ ゅさけぉうとくうは こぇさお くぇ ╉ぇいぇく-

かなお とっ けすゃけさう ゃさぇすう いぇ ぉけゅけきけかちうすっ. ′ぇ こけしかっょくけすけ しう いぇしっょぇくうっ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう くぇ 
╉ぇいぇくかなお こけょおさっこうたぇ こさっょかけあっくうっすけ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, うきけすなす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
ゅさけぉうとくうは こぇさお, ゃなさたせ おけえすけ っ ういゅさぇょっく こぇさぇおかうしなす, ょぇ ぉなょっ こさっょけしすぇゃっく おぇすけ ょぇさっくうっ くぇ ]すぇ-
さけいぇゅけさしおぇすぇ  きうすさけこけかうは. 『っかすぇ っ こぇさぇおかうしなす ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ ょっえしすゃぇと たさぇき う ょぇ しっ けぉしかせあゃぇ 
けす しゃっとっくうお いぇ くせあょうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ‶ぇさぇおかうしなす  とっ いぇさぇぉけすう ゃっょくぇゅぇ しかっょ こけょこうしゃぇくっすけ くぇ 
ょけゅけゃけさぇ きっあょせ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ]すぇさけいぇゅけさしおぇすぇ  きうすさけこけかうは, おけっすけ こさっょしすけう しなゃしっき しおけさけ.
╇いゅさぇあょぇくっすけ くぇ こぇさぇおかうしぇ ゃ ゅさけぉうとくうは こぇさお いぇこけつくぇ おぇすけ つぇしすくぇ うくゃっしすうちうは ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ し 

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けとっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ゅけょうくう う ゃっつっ  ぉかういけ 20 ゅけょうくう くぇ こさぇおすうおぇ っ いぇすゃけさっく.

 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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Продължение от стр. 1 Продължение от стр. 1 ╉《[╅【╅ - ̈ ]  ̈╆╅‶ ╈╅〉ゃ《 《【 ╈《『〉《 ̈ ′╇《『《╇《
》そしけちそうねけさひて か さあてそ すあこさあ 【かちかくあ くあ つひつかしみせけてか つけ, さひてあ う おそすあのせあてあ ちあさしあ 200-えそおけのせけ たそてとちけ 
╇ しっゅぇ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ „┿さ

しっくぇか”, こぇお とっ さぇぉけすう 
おぇすけ こけかうさけゃつうお. ‶さけそっ
しうは, くぇ おけはすけ っ こけしゃっすうか 

ぉかういけ 23 ゅけょうくう けす しゃけは すさせ
ょけゃ こなす う ゃ おけはすけ くはきぇ さぇ
ゃっく. 〈ゃなさょう, つっ ゅけ いぇょきうくぇか 
しぇきけ せつうすっかはす きせ ゃ いぇくぇはすぇ 
- ╊ぇかぬけ ╋っつおけゃ. ╃ゃぇきぇすぇ しぇ 
けぉせつうかう こけくっ けとっ 30-すうくぇ 
こけかうさけゃつうちう いぇ くせあょうすっ くぇ 
ゃけっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ ゃ ゅけょうくう
すっ, おけゅぇすけ くぇ ょっく ╃けつけ ╃け
ぉさっゃ すけつう こけ ぉかういけ 400 ぇさ
きっえしおう くけあぇ いぇ くせあょうすっ くぇ 
ゃけえしおぇすぇ う こさっい さなちっすっ きせ 
きうくぇゃぇす たうかはょう  ぉさけっゃっ くぇ 
„╋ぇおぇさけゃ”.  ╆ぇ ょなかゅけゅけょうて
くぇすぇ しう さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 1, 
ちった 140, ╃けつけ きけあっ ょぇ くぇ
こうてっ おくうゅぇ - し せゅけゃけさおぇすぇ, 
つっ „ゃしうつおう ゃ くっは とっ しぇ きせ 
こさうはすっかう”, いぇとけすけ ぉうか „ゃっょ
さぇ ょせてぇ う ょせてきぇくう くはきぇか”.
 ]ゃぇさゃぇき っょうく けす っきぉかっきぇ

すうつくうすっ  ゅっさけう くぇ [けいけゃぇすぇ 
ょけかうくぇ, せゃっおけゃっつうか  くっくぇょ
きうくぇすうは けぉさぇい う くぇてっくっち 
╀ぇえ ╂ぇくぬけ - ╃けつけ ╃けぉさっゃ, ゃ 
こさうゅけすけゃかっくうは いぇ すっあおぇ しけ
そさぇ. ╇ ぉっい っきぉかっきぇすうつくうすっ 
けす しくうきおうすっ, おけうすけ きっ いぇゃっ
ょけたぇ こさう くっゅけ, きせしすぇちう. 
′ぇ ‶っすさけゃょっく ぉうゃてうはす 

ぇさしっくぇかっち う くぇしすけはと, くっし
ゃなさすぇと しっ くぇ っょくけ きはしすけ, 
こっくしうけくっさ, くぇ おけゅけすけ „ょう
ゃけすううすっ けとっ ぉさなきつぇす ゃ ゅかぇ
ゃぇすぇ”, つぇおぇ ゅけしすう. 〈なおきけ こけ
おさうかう くけゃけすけ おなとっ, ゃ おけっすけ 
っょうくうはす けす しうくけゃっすっ きせ - 
おぇょさけゃう ゃけえくうお し 4 きうしうう 
いぇ ゅなさぉぇ しう, ゃかけあうか こぇさう ゃ 
しっきっえくうは うきけす ゃ ╂けさくけ ╇い
ゃけさけゃけ.
‶っつっくけ はさっ, おけきてうえしおぇ 

さぇおうは, くけ „こさぇゃっくぇ けす きっく” 
う きくけゅけ こさうおぇいおう しっ  しすっ
かはす ゃ おなとぇすぇ, ょけおぇすけ くうあっき 
さぇいょせきおぇすぇ. 【っすかうゃぇすぇ きせ 
あっくぇ, しなとけ ぉうゃてぇ ぇさしっくぇか
おぇ -  てうこおぇかうえおぇすぇ ╃っかはくぇ, 
こっくしうけくうさぇくぇ おぇすけ きけくすぇ
あくうお くぇ ぉけっこさうこぇしう ゃ いぇ
ゃけょ 3 /130, ょゃっすっ せき しくぇたう 
╀うかはくぇ ╋うたぇかっゃぇ う ╆けさくうちぇ 
┿くゅっかけゃぇ, おぇおすけ う しゃぇすはすぇ 
‶っすは, しぇ ゃしっ ぇさしっくぇかしおう おぇ
ょさう, こさなしくぇすう ゃ いぇゃけょうすっ 3 
う 4. 
╂けさょっは しっ し ょっちぇすぇ しう, 

しゃっしすくう しぇ きう, たせぉぇゃう, ょけ

ぉさう う こけしかせてくう ゃくせちう きう 
さけょうたぇ, たゃぇかう しっ し つっかはょすぇ 
しう ╂けさくけういゃけさけゃしおうはす ╀ぇえ 
╂ぇくぬけ. 

╆ぇ ╃けつけ ╃けぉさっゃ ゃさっきっすけ 
ゃ „┿さしっくぇか”

っ くぇえ-ょけぉさけすけ,

きぇおぇさ ょぇ うきぇ ういゃっしすくう きう
すぇさしすゃぇ ゃ こなさゃうすっ しう ゅけょうくう 
う こけ ょさせゅう そぇぉさうおう. ╆ぇゃなさ
てうか っ  せつうかうとっすけ こけ たうょさぇ
ゃかうおぇ, しかせあうか ゃなゃ そかけすぇ ゃ 
]けいけこけか, しおけかぇしぇか 52 ょくう 
こさっょう せゃけかくっくうっすけ う ょぇ しっ 
いぇょけきう: ゃしっ っきけちうう, ぉっかはいぇ
かう あうゃけすぇ きせ. 
′け くぇえ-ゅけかはきぇすぇ けすこけつ

ゃぇ こさっい 1987 ゅけょうくぇ う すぇおぇ 
ょけこさっょう 2 ゅけょうくう, おけゅぇすけ 
とぇしすかうゃけ う ょけゃけかくけ しかぇゅぇ 
すけつおぇすぇ くぇ すさせょけゃうは しう こなす 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 〈ぇき ゅけ ゃけょう 
くっゅけゃ こさうはすっか う しなせつっくうお 
╁ぇしうか ╋うさっゃ, こけ けくけゃぇ ゃさっ
きっ ぉさうゅぇょっく さなおけゃけょうすっか 
くぇ かうくうはすぇ いぇ こさけういゃけょしすゃけ 
くぇ こうしすけかっす „╋ぇおぇさけゃ” ゃ ╆ぇ
ゃけょ 1. ]さなつくうはす こけかうさけゃ
つうお ぉなさいけ しすぇゃぇ う かのぉうきっち 
くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ おけきこかっおしぇ 
╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ, おけえすけ 
ゅけ こさぇとぇ くぇ ゃしっ けすゅけゃけさくう 
さぇぉけすう う こけいうちうう. ╃けゃけかっく っ 
う けす さぇぉけすぇすぇ しう し こけしかっょくうは 
しう くぇつぇかくうお - ╇さうくぇ ╃けぉさっ
ゃぇ, „こけょ つうっすけ さなおけゃけょしすゃけ 
ゃいうきぇたきっ ょけぉさう こぇさう - ょけ 
700 かっゃぇ しなき しすうゅぇか. ′っ きう 
しっ けこうさぇてっ さぇぉけすぇすぇ, けぉうつぇた 
は, う しっゅぇ ょぇ きっ こさぇすはす すぇき, 
こぇお は たゃぇとぇき”, ういこけゃはょゃぇ 
くぇしすけはとうはす ╀ぇえ ╂ぇくぬけ, いぇ 
おけゅけすけ しぇきけょっえくけしすすぇ う うい
はゃうすっ ゃ つうすぇかうとっすけ ゃ ╂けさくけ 
╇いゃけさけゃけ しぇ ょさせゅぇすぇ おさぇしすぇ, 
せしこってくけ いぇきっしすうかぇ たけょっくっすけ 
くぇ さぇぉけすぇ. 

╁っつっ 5-すぇ ゅけょうくぇ
こけかうさけゃつうおなす

けす ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ

せしこってくけ しっ こさっゃなこかなとぇゃぇ 
ゃ さけかはすぇ くぇ すなさゅけゃっちぇ くぇ さけ
いけゃけ きぇしかけ, こさけつせか ╀なかゅぇさうは 
- ╀ぇえ ╂ぇくぬけ ]けきけゃ. ] うとぇた 
う あっかぇくうっ こなかくう ょうしぇゅうすっ 
し さけいけゃう きせしおぇかつっすぇ, ゃょうゅぇ 
こさなしおぇつおぇ  し さけいけゃぇ ゃけょぇ, いぇ 

ょぇ さぇょゃぇ すせさうしすうすっ, うょゃぇとう 
くぇ おぇいぇくかなておうは こさぇいくうお. 
〈せえ, はこけくちうすっ, かのぉけこう

すっく くぇさけょ しぇ, せしすぇくけゃうか し 

ゅけょうくうすっ しう いょさぇゃうしゃぇくっ し 
すはた ╀ぇえ ╂ぇくぬけ けす „しすさなきくぇすぇ 
せかうちぇ” ゃ ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ.  
]さっょ すさなこおうすっ こけ こさうゅけすけ

ゃかっくうはすぇ いぇ ういはゃぇすぇ っ う しこっ
ちうぇかくうはす

200-ゅけょうてっく おけしすのき,
し ゃしうつおう つぇしすう:

さういぇ, こけはし, っかっお, こけすせさう, 
ちなさゃせかう う ょうしぇゅう, おけうすけ 
╃けつけ ╃けぉさっゃ くぇょはゃぇ, いぇ ょぇ 
しっ こけおぇあっ こさっょ こさぇいくせゃぇ
とけすけ ゅさぇあょぇくしすゃけ. ┿くすうおぇすぇ 
っ し ぉぇかおぇくょあうえしおう おけさっく, 
ょぇさっくぇ っ けす かっかは きせ 〈けょけさおぇ 
╋ぇさおけゃぇ けす ‶かぇつおけゃちう, くぇ 
くっゅけゃぇすぇ きぇえおぇ. ‶さっきはくぇすぇ 
っ ぉうかぇ しゃぇすぉっく ょぇさ くぇ ╋う
すおけ, さけょくうくぇ くぇ かっかは 〈けょけ
さぇ, おけはすけ しなたさぇくうかぇ さっかうお

ゃぇすぇ う は こさっょぇかぇ くぇ  しゃけはすぇ 
しっしすさぇ - きぇえおぇすぇ くぇ ╃けつけ 
╃けぉさっゃ - [ぇょおぇ. 
]ぇきうはす ╃けつけ っ ゅけさょ し ぉぇか

おぇくょあうえしおぇすぇ くうておぇ ゃ さけょぇ 

しう, いぇとけすけ

ょはょけ きせ っ
くっぉっいういゃっしすくうはす ゅなょせかぇさ 

くぇ ╀ぇかおぇくぇ,

しゃうさうか し ╋うすぇ ]すけえつっゃぇ 
- 》さうしすけ 〈けょけさけゃ ╉けしすけゃ - 
]かうゃおぇすぇ. ┿おけ ぉってっ あうゃ, 
とってっ ょぇ っ くぇ 100 ゅけょうくう, くけ 
しっ しこけきうくぇ こさっょう 19, さぇい
おぇいゃぇ いぇ こさけつせすうは しう ょはょけ 
╃けつけ ╃けぉさっゃ. 
¨す くっゅけ とっ ょぇ きう っ いぇょはゃ

おぇすぇ こけ しちっくう う しぇきけょっえくけし
すう, ぇきぇ すぇおなゃ しなき しう - あうゃ. 
╉けかおけすけ こけ-けしすぇさはゃぇき, こけ 
きう ゃかういぇす とせさけすうう ゃ ゅかぇゃぇ
すぇ, けすおさけゃっく っ ぇさしっくぇかしおうはす 
こけかうさけゃつうお. 】ぇしすかうゃ っ, つっ 
うきぇ おけえ ょぇ ゅけ くぇしかっょう う ゃ 
„ゅぇくぬけゃとうくぇすぇ” - ゃくせおなす きせ 
‶っすぬけ, ゅぇかっくけ くぇさうつぇく けす 
くっゅけ しぇきうは „きぇかおうはす ╂ぇくぬけ”. 
╃ゃぇきぇすぇ ゃっつっ うきぇす いぇょ ゅなさぉぇ 
しう けぉとぇ しちっくうつくぇ ういはゃぇ. 
¨しっきゅけょうてくうはす ‶っすぬけ 

ゅけさょけ こけいうさぇ し ょはょけ しう いぇ 
しくうきおう, しなこさけゃけあょぇ ゅけ う こけ 
ゅさぇょしおう ういはゃう う てっしすゃうは, 
ぇしうしすうさぇ きせ う くぇ こさぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ ゃ さけょくけすけ しっかけ.  
′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ ゅけさょけしす けす 

ういはゃうすっ おぇすけ ╀ぇえ ╂ぇくぬけ くぇ 
ぇさしっくぇかっちぇ けぉぇつっ っ くっゅけゃぇ 
しくうきおぇ, こけしすぇゃっくぇ くぇ つっか
くぇすぇ さっょうちぇ ゃ しこっちうぇかくぇすぇ 
っおしこけいうちうは いぇ おぇいぇくかなておうは 
こさぇいくうお くぇ さけいぇすぇ ゃ こけぉさぇ
すうきっくうは そさっくしおう ゅさぇょ ]っくす 
╄さぉかっく. ′っゅけゃぇ こけいくぇすぇ 
ぉうかぇ すぇき ゃ おけきぇくょうさけゃおぇ, 
おけゅぇすけ けすおさうゃぇ しくうきおぇすぇ,  
くぇさっょっくぇ こなさゃぇ ゃ っおしこけいう
ちうはすぇ. ¨すすけゅぇゃぇ しくうきおぇすぇ っ 
おぇすけ しゃっとっくぇ しっきっえくぇ さっ
かうおゃぇ ゃ おなとぇすぇ くぇ ╃けつけ ╃け
ぉさっゃ.

]さっょ ちっくくうすっ しう
そけすけしう こぇいう う すけいう,

ゃ おけえすけ ょぇさはゃぇ し さけいけゃ 
きせしおぇか こさっいうょっくすぇ
╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ

こさう こけしかっょくけすけ きせ ゅけしすせ
ゃぇくっ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. „┿ おぇお けおなこぇた 
ゃ ゅのかけゃうちぇ ちぇさは, しうゅせさくけ 

しおけさけ くはきぇ ょぇ きうくっ くぇしぇき”,  
しっとぇ しっ いぇ ょさせゅぇ こさぇいくうつくぇ 
っきけちうは ╀ぇえ ╂ぇくぬけ けす ╂けさくけ 
╇いゃけさけゃけ. 
╃けつけ けぉぇつっ しこけょっかは, つっ 

╊╇『《╊[』》╊『【¨...
〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ くぇえ-ぉっょくうすっ こかぇとぇす おぇすけ しすぇゃおぇ 

こけ-ゃうしけおう ょぇくなちう けす くぇえ-ぉけゅぇすうすっ, おぇおなゃすけ っ しかせつぇ-
はす, おけゅぇすけ いぇこかぇすぇすぇ くぇ さぇぉけすくうおぇ っ こけ-くうしおぇ けす きう-
くうきぇかくうは けしうゅせさうすっかっく こさぇゅ. 
‶ぇさぇょけおしなす っ, つっ こさう すけゃぇ こけかけあっくうっ, ゃきっしすけ ょぇ しっ 

しすうゅぇ ょけ ういしゃっすかはゃぇくっ くぇ いぇこかぇとぇくっすけ, しっ こけしすうゅぇ 
すけつくけ けぉさぇすくうはす っそっおす, ういすなおゃぇす っゃさけぇくぇかういぇすけさうすっ. 
╁ょうゅぇくっすけ くぇ こさぇゅけゃっすっ こさぇゃう くっゃないきけあくぇ ゅなゃおぇ-

ゃけしすすぇ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ こけ けすくけてっくうっ くぇ くうしおけおゃぇ-
かうそうちうさぇくうすっ う ゃきっしすけ すけえ ょぇ しっ ぉぇかぇくしうさぇ つさっい 
しゃぇかはくっ くぇ いぇこかぇすうすっ, すけゃぇ しすぇゃぇ つさっい くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
いぇっすうすっ. 
“〈けゃぇ うきぇ ゃうしけおぇ しけちうぇかくぇ ちっくぇ”, しっ こけしけつゃぇ ゃ ぇくぇ-

かういぇ.
╆ぇっすけしすすぇ しさっょ くうしおけおゃぇかうそうちうさぇくうすっ さぇぉけすくうちう ゃ 

╀なかゅぇさうは っ こぇょくぇかぇ し 40% いぇ こっさうけょぇ 2008 - 2011 
ゅ., ょけおぇすけ くぇきぇかっくうっすけ こさう ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇくうすっ 
っ しぇきけ 6%, しけつぇす ょぇくくうすっ くぇ ╄╉. 
〈ぇおぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ しさっょ くうしおけおゃぇかうそうちうさぇくうすっ 

こさっい 2011 ゅ. っ ょけしすうゅくぇかぇ 27%, ょけおぇすけ しさっょ ゃうしけおけ-
おゃぇかうそうちうさぇくうすっ すは っ ぉうかぇ 5%. 
„¨つっゃうょくけ, さっぇおちうはすぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ っ ぉうかぇ ょぇ 

しっ けしゃけぉけょはす けす たけさぇすぇ し くうしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, しかぇぉぇ 
こさけょせおすうゃくけしす う くうしおう いぇこかぇすう”, こうてっ ╄╉. 
╄ゃさけこっえしおう ういゃけょ, こけすゃなさょっく し そぇおすう けす ぉなかゅぇさしおぇ-

すぇ うおけくけきうつっしおぇ ょっえしすゃうすっかくけしす. 
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

[《╈╅【《 』〉¨〈[¨【╊ 〈ぇ]ぁ╅【...

╉《〈ぇ【 〉╅ 》╊〉[╅: 》『¨[╅′[╅ ╆╊′ [『╅‶

]さっょ  いぇこぇいっくうすっ う こさうかっあ-
くけ いぇかっこっくう, けそけさきっくう ゃ ぉかっょぇ 
すっぉってうさっくぇ さぇきおぇ, しくうきおう, しぇ 
けぉとう しこけきっくう けす っおしおせさいうう ょけ 
』っさくけ きけさっ, けす ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, 
けす さっおぇ [けこけすぇきけ - ゃしっ きっしすぇ, くぇ 
おけうすけ くはおけゅぇてくけすけ しけちうぇかうしすう-
つっしおけ そうさきっくけ しなしすっいぇくうっ けす-
ゃっあょぇてっ くぇえ-ょけぉさうすっ. 
„¨すさうゃぇすっかはす” う しこぇしうすっか くぇ 

すぇいう きぇかおぇ つぇしすうちぇ けす そうさきっ-
くぇすぇ うしすけさうは  くぇ „┿さしっくぇか” うくあ. 
[ぇえくけ 』ぇおなさけゃ すゃなさょう, つっ っ かの-
ぉけいくぇすっかっく つけゃっお, おけえすけ けぉう-
つぇ うしすけさうはすぇ う ぉう あっかぇか う すぇいう  
っきけちうけくぇかくぇ  う きくけゅけ きぇかおぇ つけ-
ゃっておぇ つぇしす けす くっは ょぇ しっ しなたさぇ-
くう. ╁ あっかぇくうっすけ しう っ こけすなさしうか 
っおうこぇ くぇ „〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”, いぇ-
とけすけ „う くうっ ゅけさうき”,  こけ くっゅけゃうすっ 
ょせきう. 

]っゅぇ いぇっょくけ うきぇきっ っょくぇ けぉとぇ ちっか: ょぇ けすおさうっき つさっい ゃぇし, ぉうゃてうすっ う くぇしすけはとう ぇさしっくぇかちう, 
おぇいぇくかなつぇくう, たけさぇすぇ, しゃなさいぇかう しゃけは あうすっえしおう  う こさけそっしうけくぇかっく こなす し „┿さしっくぇか”,  ゅっさけうすっ けす 
すっいう しくうきおう. ╇かう すったくうすっ くぇしかっょくうちう, すったくうすっ あうゃう おけかっゅう う しなさぇすくうちう. ╇かう すっいう, おけうすけ しぇ 
こさけょなかあうかう こなすは うき. 
╅っかぇくうっすけ くう っ こけょ ゃしはおぇ けす しくうきおうすっ, おけうすけ とっ こせぉかうおせゃぇきっ ゃ こけさっょうちぇ ぉさけっゃっ くぇ „〈さうぉせくぇ 

┿さしっくぇか”, ょぇ ょけぉぇゃうき, ぇおけ くっ ょさせゅけ, すけ こけくっ うきっくぇすぇ くぇ   たけさぇすぇ けす しくうきおぇすぇ, くぇ すっいう ぇさしっくぇか-
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ちう, いぇ おけうすけ うしすけさうはすぇ ょくっし きなかつう. ┿おけ っ ゃないきけあくけ, う ょぇ ょぇすうさぇきっ こさうぉかういうすっかくけ こけ ゃさっきっ しくうきおうすっ けす ぇかぉせ-
きぇ, おけうすけ ゃこけしかっょしすゃうっ とっ こけこなかくはす  きせいっえくぇすぇ っおしこけいうちうは くぇ „┿さしっくぇか” - きぇかおう, つけゃっておう ょっかくうつくう とさうたう 
おなき ゅけかはきぇすぇ そうさきっくぇ うしすけさうは. ╄すけ いぇとけ しっ くぇょはゃぇきっ ゃしっおう, ょけ おけゅけすけ しすうゅぇ ゃっしすくうおなす くう う うきぇ うくそけさきぇちうは  
うかう きけあっ ょぇ こけきけゅくっ し くっとけ, ょぇ けすおかうおくっ - いぇ ょぇ いぇこなかくうき すぇいう  そうさきっくぇ う ぉさうゅぇょくぇ こさぇいくうくぇ. ‶うてっすっ くう 
くぇ こけしけつっくうすっ ゃ さっょぇおちうけくくけすけ おぇさっ くぇ しすさ. 8 っかっおすさけくくう ぇょさっしう うかう こさけしすけ しっ しゃなさあっ し くぇし. 
】っ しきっ ぉかぇゅけょぇさくう いぇ ゃしっおう さっょ うかう うきっ, いぇ おけっすけ くう こうてっすっ けす しくうきおうすっ,  おけうすけ とっ こけおぇあっき ゃ こけさっょうちぇ 

こせぉかうおぇちうう. 
〈けゃぇ, おけっすけ しなし しうゅせさくけしす いくぇっき, っ, つっ つぇしす けす しくうきおうすっ しぇ こさぇゃっくう ゃ こっさうけょぇ 1950-1962 ゅけょうくぇ. 〈ぇき くはおなょっ, 

こけ すけゃぇ ゃさっきっ  しこうさぇ う こけこなかゃぇくっすけ くぇ けゃったすっかうは ゃうてくっゃ ぇかぉせき. ¨つっゃうょくけ ぉさうゅぇょぇすぇ うかう しこうさぇ ょぇ しなとっしす-
ゃせゃぇ, うかう たさけくうおぬけさなす  ゃっつっ くっ っ つぇしす けす くっは.
‶なさゃぇすぇ しくうきおぇ, し おけはすけ けすおさうゃぇきっ  すぇいう くっこけいくぇすぇ いぇ しっゅぇてくうすっ ぇさしっくぇかちう, くけ きくけゅけ ゃなかくせゃぇとぇ しすさぇくうちぇ 

けす うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ けくっいう ゅけょうくう, っ しくうきおぇ くぇ ぉさうゅぇょぇすぇ し ぉさうゅぇょうさ ╋うくつけ ╇ゃぇくけゃ. ′っういゃっしすくうはす 
かっすけこうしっち くぇ  うしすけさうはすぇ つさっい しくうきおう いぇ しこけきっく くぇ ぉさうゅぇょぇ けす ちった 810 っ しこさはか ょけすせお. ′ぇてっ っ ょっかけすけ ょぇ こさけ-
ょなかあうき し こぇきっすすぇ. 

‶ぇきっす, いぇ おけはすけ とっ さぇいつうすぇきっ くぇ ゃしうつおう, あうゃっかう う さぇぉけすうかう こさっょう くぇし ゃ けゅさけきくぇすぇ おけゃぇつくうちぇ くっ しぇきけ くぇ おぇょさう , くけ う くぇ うしすけさうは - „┿さしっくぇか”. 
] ぉかぇゅけょぇさくけしす おなき ゃしっおう, おけえすけ しっ けすいけゃっ.
╆ぇとけすけ, せぉっょっくう しきっ, つっ くぇえ-ゃぇあくうすっ しすさぇくうちう けす うしすけさうはすぇ - かうつくぇ, くぇちうけくぇかくぇ, そうさきっくぇ しぇ くっくぇこうしぇくうすっ. ¨くっいう, おけうすけ しぇ ゃなゃ ゃっつっさくうすっ しこけきっくう 

うかう ゃ きうかうすっ ょさせゅぇさしおう しさっとう.
]さっとう, さぇいさっょっくう ゃしっ こけゃっつっ けす くっせきけかうきうすっ いぇおけくう くぇ ╁さっきっすけ... 

] せゃぇあっくうっ: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ぜÖÜÇÜÑñöÖó íëïñÖí¿îó: 

]ぇきけ けす すさう ゅけょうくう う こけかけゃうくぇ 
ゃ “┿さしっくぇか” ‶っくおぇ ╃うきうすさけゃぇ  

ゃっつっ しっ つせゃしすゃぇ くぇ きはしすけすけ しう. ╋ぇ-
ゅぇいうくっさ っ ゃ ╆ぇゃけょ 4 -   ょうくぇきうつくぇ 
う うくすっさっしくぇ さぇぉけすぇ, おけくすぇおすせゃぇ し 
きくけゅけ ぇさしっくぇかちう, くぇせつぇゃぇ きくけゅけ, くけ 
う けすゅけゃけさくけしすすぇ っ きくけゅけ, ゃおかのつうすっか-
くけ - きぇすっさうぇかくぇすぇ. ‶っくおぇ しう たぇさっしゃぇ 
さぇぉけすぇすぇ, こさうはすくけ え っ ょぇ ぉなょっ ゃ “┿さ-
しっくぇか”. ╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ おけかっゅうすっ は 
ういぉうさぇす いぇ しうくょうおぇかっく こさっょしっょぇすっか 
くぇ ちったぇ ゃ ゅけかはきぇすぇ いぇゃけょしおぇ けさゅぇ-
くういぇちうは, さなおけゃけょっくぇ けす ╋ぇさうは ╋ぇい-
くっゃぇ. ′ぇえ-ちっくくけすけ ゃ けすくけてっくうはすぇ 
きっあょせ たけさぇすぇ すせお っ ゅけすけゃくけしすすぇ ょぇ しう 
こけきぇゅぇす う ょぇ しっ こけょおさっこはす. ╋ぇかおけすけ 
ゅけょうくう ゃ “┿さしっくぇか” しぇ ょけしすぇすなつくう いぇ 
‶っくおぇ, いぇ ょぇ くぇせつう すけゃぇ. ╇ しぇきぇ ょぇ 
ょぇゃぇ こけょおさっこぇ. 
[うすきうつくうはす さぇぉけすっく さっあうき っ ちっく-

くけ  せょけぉしすゃけ, おけっすけ きくけゅけ ぇさしっくぇかちう 
たぇさっしゃぇす. 〈けゃぇ ゅう いぇょなさあぇ ゃ こさっょ-
こさうはすうっすけ. ¨とっ こけ-ちっくくけ しすぇゃぇ すけゃぇ 
せょけぉしすゃけ いぇ しっきっえしすゃけすけ くぇ ょゃぇきぇすぇ 
けさなあっえくうちう ‶っくおぇ う ╃うきうすなさ, おけうすけ 
けすゅかっあょぇす すさうきぇ しうくけゃっ...
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╁うくぇゅう うきぇ おけっ ょっすっ おぇおゃけ ょぇ しこけょっ-
かう, おけっ - おぇおゃけ ょぇ こけこうすぇ うかう ょぇ くぇ-
せつう. ┿すぇくぇし っ ゃっつっ ゃ てっしすう おかぇし, ょゃぇ-
きぇすぇ ぉかういくぇちう くぇっしっく しぇ こなさゃけかぇちう. 
╁っつっ くっ っ すけかおけゃぇ すさせょくけ けすゅかっあょぇくっ-
すけ, おぇおすけ ういゅかっあょぇ けすしすさぇくう, ょっちぇすぇ 
しぇ しぇきけしすけはすっかくう う こけきぇゅぇす, さぇいおぇいゃぇ 
きぇえおぇすぇ, おけはすけ っ しゃうおくぇかぇ ょぇ さぇいこさっ-
ょっかは っあっょくっゃうっすけ しう こけ つぇしけゃっ う いぇ-

ょぇつう けす しすぇゃぇくっすけ しせすさうく ゃ 5.30 つぇしぇ 
ょけ こけょさっあょぇくっすけ くぇ おけきこかっおすうすっ ょさっ-
たう ゃっつっさすぇ こさっょう かはゅぇくっ. [っょけゃくぇすぇ 
しきはくぇ くぇ “┿さしっくぇか” っ ぉっいちっくくぇ いぇ さけ-
ょうすっかうすっ - ゅかっょぇす しう ょっちぇすぇ ょゃぇきぇすぇ 
う しぇきけ すぇおぇ きけゅぇす ょぇ しっ おけきぉうくうさぇす ゃ 
いぇょなかあっくうはすぇ. ′はきぇ ゃさっきっ いぇ ういかういぇ-
くっ う しさっとう - ‶っくおぇ しっ こさうぉうさぇ ゃっょ-
くぇゅぇ しかっょ さぇぉけすぇ, こさうゅけすゃは ゃっつっさはすぇ, 
ういしかせてゃぇ ょっちぇすぇ, こけきぇゅぇ うき, けぉはしくはゃぇ 
さぇいくう くっとぇ... ╅うゃっはす こけょ さっあうき, けさ-
ゅぇくういうさぇくけ, いぇ ょぇ うきぇ ゃさっきっ いぇ ゃしうつ-
おけ, しこけょっかは すぇえくぇすぇ くぇ しこさぇゃはくっすけ し 
ゅけかはきけすけ しっきっえしすゃけ きぇえおぇすぇ ‶っくおぇ 

╃うきうすさけゃぇ. ′け あうゃっはす う いぇょさせあくけ, 
ゃっしっかけ. ′っ しう ょっかはす ょっちぇすぇ ゃ きぇか-
おうすっ ゅかっいけすうう, おけうすけ うき こけいゃけかはゃぇす, 
けこうすゃぇす しっ ょぇ ゅう ゃないこうすぇゃぇす ゃ しけかう-
ょぇさくけしす う こけょおさっこぇ. ╋ぇかおうすっ くっ しぇきけ 
ゃしっ こうすぇす, くけ う しっ はょけしゃぇす おぇすけ ぉなさ-
おぇす, ゃなかくせゃぇす しっ けす こなさゃうは せつっぉっく 
ょっく けとっ けす しっゅぇ. ] すけかおけゃぇ さぇょけしす 
くぇけおけかけ ‶っくおぇ う ╃うきうすなさ くっ しっ こかぇ-
てぇす けす すさせょくうは あうゃけす, おけえすけ くぇかぇゅぇ 
けゅさぇくうつっくうは: “]こさぇゃはきっ しっ!”.  ╆ぇ ょぇ 
ゅかっょぇす ょっちぇすぇ しう こけ-しこけおけえくけ, しぇ しっ 
こさうぉさぇかう けす つせあぉうくぇ. ]っきっえしすゃけすけ 
あうゃっっ ゃ ╄くうくぇ. 》ぇさっしゃぇす しこけおけえしすゃう-
っすけ う つうしすうは ゃないょせた, くっ しぇ すうこうつくうすっ 
たけさぇ, あうゃっっとう くぇ しっかけ - くはきぇす ゅさぇ-
ょうくぇ う しすけこぇくしすゃけ. ′け ちっくはす すけゃぇ, 
つっ ょっちぇすぇ ぉっい こさけぉかっき ういかういぇす くぇ 
せかうちぇすぇ, うゅさぇはす くぇ ゃけかは. ‶さうはすっかう-
すっ くぇ しなこさせゅぇ しぇ すったくうすっ こさうはすっかう, し 
おけうすけ しっ しなぉうさぇす ょぇ しっ ゃっしっかはす. ╂けかは-
きぇすぇ ゃっしっかぉぇ ゃ ゅけかはきけすけ しっきっえしすゃけ, 
けぉぇつっ, うょゃぇ けす ょっちぇすぇ. ′ぇしおけ, おけえすけ 
けしゃっく, つっ しっ しこさぇゃは ぉっい こさけぉかっきう ゃ 
せつうかうとっ う っ かのぉけいくぇすっかくけ ょっすっ う 
ゃしっ こうすぇ くっとけ, しっ っ いぇこぇかうか こけ そせす-
ぉけかぇ. [うすぇ ゃ きっしすくうは けすぉけさ, ゃかっつっ ゅけ 
しこけさすなす. ]っきっえしすゃけすけ たけょう くぇ きぇつけ-
ゃっすっ, ょぇ こけょおさっこは ぉぇすおけすけ. ╋ぇかおうすっ 
しなとけ けぉうつぇす ょぇ さうすぇす すけこおぇ. ‶っくおぇ 
しっ さぇょゃぇ, つっ う すさうすっ しうくつっすぇ しぇ っくっさ-
ゅうつくう, ゃかっつっ ゅう しこけさすなす, こなさゅぇゃう しぇ 
う おさぇえ すはた っ ゃうくぇゅう しゃっあけ. ′ぇえ-ちっく-
くけすけ, くぇ おけっすけ ゃっつっ しぇ くぇせつっくう, っ くっ 
しぇきけ ゃかっつっくうっすけ おなき くぇせつぇゃぇくっすけ くぇ 
くっとけ くけゃけ, くけ う あっかぇくうっすけ ょぇ しこけょっ-
かはす ゃおなとう. 〈けこかけすけ せしっとぇくっ いぇ けぉと-
くけしす ょゃぇきぇすぇ さけょうすっかう おなすぇす う ゃ かっす-
くうすっ こけつうゃおう ゃ ╂なさちうは こさう ぉぇぉぇ う ゃ  

さぇいたけょおうすっ ょけ ╀せいかせょあぇ う ょさせゅう 
きっしすぇ ゃ ╀ぇかおぇくぇ こさっい せうおっくょぇ.   
╀うすけゃういきうすっ くっ こかぇてぇす きくけゅけ-

ょっすくけすけ しっきっえしすゃけ - ぇさしっくぇかちう. 
╃っちぇすぇ くっ しぇ おぇこさういくう ゃ たさぇくぇ-
すぇ, 140-すっ かっゃぇ ょっすしおう ょけぉぇゃおう 
けす ょなさあぇゃぇすぇ くっ しすうゅぇす ょけくうおな-
ょっ, くけ ‶っくおぇ う ╃うきうすなさ くうおけゅぇ 
くっ しぇ う こけきうしかうかう ょぇ けつぇおゃぇす けす 
くはおけゅけ こけょぇはくうは: “╃けしすけえくしすゃけ-
すけ っ こけ-ちっくくけ けす ゃしうつおけ!”. ╀ぇ-
ぉうすっ しなとけ こけきぇゅぇす, とけき  きけゅぇす 
- くぇえ-つっしすけ こけ こさぇいくうちう, おけゅぇすけ 
きぇかおうすっ しっ さぇょゃぇす くぇ こけょぇさなちう-
すっ. ╄あっょくっゃくけ, けぉぇつっ, こけょおさっこぇ 
けす すはた くはきぇ おぇお ょぇ うょゃぇ, っょくぇすぇ 
きかぇょぇ ぉぇぉぇ さぇぉけすう ゃ つせあぉうくぇ. 
╇きっくぇすぇ くぇ ょっちぇすぇ しぇ うきっくぇすぇ 
くぇ ゃしうつおう ぉぇぉう う ょはょけゃちう, くぇせ-
つぇゃぇき けす ‶っくおぇ いぇ けこぇいゃぇくっすけ くぇ  
すさぇょうちうはすぇ. ╁さないおぇすぇ こさっい こけ-
おけかっくうはすぇ っ  う つさっい さぇいおぇいうすっ くぇ 
きぇきぇ う すぇすっ. ╊のぉうきけ いぇ ょっちぇすぇ 
っ ょぇ さぇいこうすゃぇす ゃおなとう いぇ “っょくけ 
ゃさっきっ”, ょぇ さぇいゅかっあょぇす しくうきおう, 
ょぇ そぇくすぇいうさぇす.
╁ ゅけょうくうすっ くぇ しっきっえくぇ ぉっいたぇ-

ぉっさくけしす, くぇ さぇいょっかっくう さけょうすっ-
かう う いぇたゃなさかっくう ょっちぇ, ゅさうあぇすぇ 
くぇ ょゃぇきぇ さぇぉけすくうちう いぇ すさうすっ うき  
ょっちぇ いゃせつう くぇこさぇゃけ おぇすけ “こさう-
おぇいおぇ けす っょくけ ゃさっきっ”. ′け っ うし-
すうくぇ. ╉けはすけ さぇょゃぇ ゃしうつおう, おけうすけ 
ゅう こけいくぇゃぇす. 〈ぇいう しこけょっかっくぇ さぇ-
ょけしす し  おけかっゅうすっ - ぇさしっくぇかちう, っ う  
こさうつうくぇ いぇ すけいう さぇいおぇい し たせぉぇゃ 
おさぇえ, くぇつぇかけ くぇ しうゅせさくぇ ‶さうおぇい-
おぇ ぉっい おさぇえ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

くっ けょけぉさはゃぇ そぇおすぇ いぇ しなぉう
さぇくっすけ くぇ すぇおしぇ けす つせあょっ
くちうすっ, あっかぇっとう ょぇ ゅかっょぇす 
さうすせぇかぇ. ′ぇかう ゅけ こさぇゃうき ょぇ 
しなたさぇくうき う こけこせかはさういうさぇきっ 
すさぇょうちううすっ, いぇとけ ゃしっ し こぇさう 
ょぇ っ すぇいう さぇぉけすぇ, くぇかう しなさちっ 
しっ うしおぇ, つせょう しっ ╃けつけ, うい
ゃっしすっく う おぇすけ きぇえおぇ 〈っさっいぇ 
くぇ きぇたぇかぇすぇ, ゃ おけはすけ あうゃっっ. 
′ぇさうつぇす ゅけ すぇおぇ, いぇとけすけ ゃしっ 
しっ ゃすせさおぇ ょぇ こけきぇゅぇ - おけえ いぇ 
おぇおゃけすけ うきぇ くせあょぇ, くぇ くっゅけ
ゃぇすぇ こけさすぇ すさけこぇ. 
]さっょ „ぇくゅぇあうきっくすうすっ” きせ っ 

う ょけぉさうはす しなゃっす いぇ おけきてうえ
しおぇすぇ さぇおうは, し おけはすけ  しっゅぇ う 
すけえ しさっとぇ ょさぇゅう ゅけしすう, こけ
くっあっ くっゅけゃぇすぇ しゃなさてうかぇ. ′ぇ 
きぇしぇすぇ し こさうはすっかう ぉっい てうてっ 
くっ しっ しはょぇ, ぇ すぇは こせとうくぇ 
ゃなさゃう, おけかおけ しぇ 60 かうすさぇ, 
いぇすけゃぇ しっゅぇ  こうっき けす おけき
てうえしおぇすぇ, くけ う すは っ きけは, こけ
くっあっ ぇい しなき は ゃぇさうか, しこけょっ
かは ╃けつけ, いぇ おけゅけすけ ょくってくうすっ 
ょくう しぇ すさせょくう, くけ とぇしすかうゃう. 
[ぇょゃぇ しっ くぇ しすけこぇくしすゃけすけ しう, 
けすぉさけはゃぇとけ 4 はさっすぇ, おせつっ 
う おけすおぇ し っょくぇおゃう  うきっくぇ, 
„くけ しっ こけいくぇゃぇす”, おけおけておう 
う きぇかおけ ょゃけさ, くぇ しうくけゃっすっ 
しう, ゃしっおう こけっか こなすは う しっ
きっえしすゃけすけ しう, くぇ 4-きぇすぇ しう 
ゃくせちう: ょゃっ きけきうつっすぇ う ょゃっ 
きけきつっすぇ. ] こっくしうはすぇ,  こけ
さぇしくぇかぇ ょけ 320 かっゃぇ, しっ けこ
さぇゃはす くはおぇお しなし しなこさせゅぇすぇ. 
′ぇすなあぇゃぇ ゅけ けぉぇつっ そぇおすなす, 
つっ しきっ „ぉぇきぉぇておぇ ょなさあぇゃぇ, 
ゃ おけはすけ くっ ょぇゃぇきっ くぇ つけゃっお 
ょぇ しっ ういおぇてかは: ゃしっ うしおぇきっ 
ぉなさいう さっいせかすぇすう う こさけきっくう”. 
]すぇゃぇとけすけ くぇ せかうちぇすぇ ゃ こけ
しかっょくうすっ しっょきうちう ゅけ すさっゃけ
あう けすおなき ぉなょっとっ う こっさしこっお
すうゃぇ いぇ ょっちぇすぇ きせ. 〈さはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ さぇぉけすぇ いぇ きかぇょうすっ, ょぇ 
っ しこけおけえくけ, いぇ ょぇ しっ さぇょゃぇす 
くぇ あうゃけすぇ, ょぇ うきぇす さぇぉけすぇ, 
しこけょっかは つけゃっておうすっ しう きっつすう 
╃けつけ ╃けぉさっゃ けす ╂けさくけ  ╇いゃけ
さけゃけ. 
 ╆ぇ おけゅけすけ あうゃけすなす こさけょなか

あぇゃぇ しなし しこけおけえくぇすぇ しう ょっか
くうつくけしす う し っょくけ っかっゅぇくすくけ 
くぇきうゅぇくっ, つっ ゃしうつおけ きけあっ ょぇ 
ういゅかっあょぇ う こけ-うくぇつっ. 
′ぇきうゅぇくっ, けしきうしかうかけ ちっ

かうは こなしすなさ う ぉけゅぇす あうゃけす くぇ  
こけかうさけゃつうおぇ ╃けつけ, ╀ぇえ ╂ぇ
くぬけ けす ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ - いぇ 
こさぇいくうつくうは こさけすけおけか. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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》そしけちそうねけさひて か さあてそ すあこさあ 【かちかくあ くあ つひつかしみせけてか つけ, さひてあ う おそすあのせあてあ ちあさしあ 200-えそおけのせけ たそてとちけ 
╇ しっゅぇ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ „┿さ-

しっくぇか”, こぇお とっ さぇぉけすう 
おぇすけ こけかうさけゃつうお. ‶さけそっ-
しうは, くぇ おけはすけ っ こけしゃっすうか 

ぉかういけ 23 ゅけょうくう けす しゃけは すさせ-
ょけゃ こなす う ゃ おけはすけ くはきぇ さぇ-
ゃっく. 〈ゃなさょう, つっ ゅけ いぇょきうくぇか 
しぇきけ せつうすっかはす きせ ゃ いぇくぇはすぇ 
- ╊ぇかぬけ ╋っつおけゃ. ╃ゃぇきぇすぇ しぇ 
けぉせつうかう こけくっ けとっ 30-すうくぇ 
こけかうさけゃつうちう いぇ くせあょうすっ くぇ 
ゃけっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ ゃ ゅけょうくう-
すっ, おけゅぇすけ くぇ ょっく ╃けつけ ╃け-
ぉさっゃ すけつう こけ ぉかういけ 400 ぇさ-
きっえしおう くけあぇ いぇ くせあょうすっ くぇ 
ゃけえしおぇすぇ う こさっい さなちっすっ きせ 
きうくぇゃぇす たうかはょう  ぉさけっゃっ くぇ 
„╋ぇおぇさけゃ”.  ╆ぇ ょなかゅけゅけょうて-
くぇすぇ しう さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 1, 
ちった 140, ╃けつけ きけあっ ょぇ くぇ-
こうてっ おくうゅぇ - し せゅけゃけさおぇすぇ, 
つっ „ゃしうつおう ゃ くっは とっ しぇ きせ 
こさうはすっかう”, いぇとけすけ ぉうか „ゃっょ-
さぇ ょせてぇ う ょせてきぇくう くはきぇか”.
 ]ゃぇさゃぇき っょうく けす っきぉかっきぇ-

すうつくうすっ  ゅっさけう くぇ [けいけゃぇすぇ 
ょけかうくぇ, せゃっおけゃっつうか  くっくぇょ-
きうくぇすうは けぉさぇい う くぇてっくっち 
╀ぇえ ╂ぇくぬけ - ╃けつけ ╃けぉさっゃ, ゃ 
こさうゅけすけゃかっくうは いぇ すっあおぇ しけ-
そさぇ. ╇ ぉっい っきぉかっきぇすうつくうすっ 
けす しくうきおうすっ, おけうすけ きっ いぇゃっ-
ょけたぇ こさう くっゅけ, きせしすぇちう. 
′ぇ ‶っすさけゃょっく ぉうゃてうはす 

ぇさしっくぇかっち う くぇしすけはと, くっし-
ゃなさすぇと しっ くぇ っょくけ きはしすけ, 
こっくしうけくっさ, くぇ おけゅけすけ „ょう-
ゃけすううすっ けとっ ぉさなきつぇす ゃ ゅかぇ-
ゃぇすぇ”, つぇおぇ ゅけしすう. 〈なおきけ こけ-
おさうかう くけゃけすけ おなとっ, ゃ おけっすけ 
っょうくうはす けす しうくけゃっすっ きせ - 
おぇょさけゃう ゃけえくうお し 4 きうしうう 
いぇ ゅなさぉぇ しう, ゃかけあうか こぇさう ゃ 
しっきっえくうは うきけす ゃ ╂けさくけ ╇い-
ゃけさけゃけ.
‶っつっくけ はさっ, おけきてうえしおぇ 

さぇおうは, くけ „こさぇゃっくぇ けす きっく” 
う きくけゅけ こさうおぇいおう しっ  しすっ-
かはす ゃ おなとぇすぇ, ょけおぇすけ くうあっき 
さぇいょせきおぇすぇ. 【っすかうゃぇすぇ きせ 
あっくぇ, しなとけ ぉうゃてぇ ぇさしっくぇか-
おぇ -  てうこおぇかうえおぇすぇ ╃っかはくぇ, 
こっくしうけくうさぇくぇ おぇすけ きけくすぇ-
あくうお くぇ ぉけっこさうこぇしう ゃ いぇ-
ゃけょ 3 /130, ょゃっすっ せき しくぇたう 
╀うかはくぇ ╋うたぇかっゃぇ う ╆けさくうちぇ 
┿くゅっかけゃぇ, おぇおすけ う しゃぇすはすぇ 
‶っすは, しぇ ゃしっ ぇさしっくぇかしおう おぇ-
ょさう, こさなしくぇすう ゃ いぇゃけょうすっ 3 
う 4. 
╂けさょっは しっ し ょっちぇすぇ しう, 

しゃっしすくう しぇ きう, たせぉぇゃう, ょけ-

ぉさう う こけしかせてくう ゃくせちう きう 
さけょうたぇ, たゃぇかう しっ し つっかはょすぇ 
しう ╂けさくけういゃけさけゃしおうはす ╀ぇえ 
╂ぇくぬけ. 

╆ぇ ╃けつけ ╃けぉさっゃ ゃさっきっすけ 
ゃ „┿さしっくぇか”

っ くぇえ-ょけぉさけすけ,

きぇおぇさ ょぇ うきぇ ういゃっしすくう きう-
すぇさしすゃぇ ゃ こなさゃうすっ しう ゅけょうくう 
う こけ ょさせゅう そぇぉさうおう. ╆ぇゃなさ-
てうか っ  せつうかうとっすけ こけ たうょさぇ-
ゃかうおぇ, しかせあうか ゃなゃ そかけすぇ ゃ 
]けいけこけか, しおけかぇしぇか 52 ょくう 
こさっょう せゃけかくっくうっすけ う ょぇ しっ 
いぇょけきう: ゃしっ っきけちうう, ぉっかはいぇ-
かう あうゃけすぇ きせ. 
′け くぇえ-ゅけかはきぇすぇ けすこけつ-

ゃぇ こさっい 1987 ゅけょうくぇ う すぇおぇ 
ょけこさっょう 2 ゅけょうくう, おけゅぇすけ 
とぇしすかうゃけ う ょけゃけかくけ しかぇゅぇ 
すけつおぇすぇ くぇ すさせょけゃうは しう こなす 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 〈ぇき ゅけ ゃけょう 
くっゅけゃ こさうはすっか う しなせつっくうお 
╁ぇしうか ╋うさっゃ, こけ けくけゃぇ ゃさっ-
きっ ぉさうゅぇょっく さなおけゃけょうすっか 
くぇ かうくうはすぇ いぇ こさけういゃけょしすゃけ 
くぇ こうしすけかっす „╋ぇおぇさけゃ” ゃ ╆ぇ-
ゃけょ 1. ]さなつくうはす こけかうさけゃ-
つうお ぉなさいけ しすぇゃぇ う かのぉうきっち 
くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ おけきこかっおしぇ 
╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ, おけえすけ 
ゅけ こさぇとぇ くぇ ゃしっ けすゅけゃけさくう 
さぇぉけすう う こけいうちうう. ╃けゃけかっく っ 
う けす さぇぉけすぇすぇ しう し こけしかっょくうは 
しう くぇつぇかくうお - ╇さうくぇ ╃けぉさっ-
ゃぇ, „こけょ つうっすけ さなおけゃけょしすゃけ 
ゃいうきぇたきっ ょけぉさう こぇさう - ょけ 
700 かっゃぇ しなき しすうゅぇか. ′っ きう 
しっ けこうさぇてっ さぇぉけすぇすぇ, けぉうつぇた 
は, う しっゅぇ ょぇ きっ こさぇすはす すぇき, 
こぇお は たゃぇとぇき”, ういこけゃはょゃぇ 
くぇしすけはとうはす ╀ぇえ ╂ぇくぬけ, いぇ 
おけゅけすけ しぇきけょっえくけしすすぇ う うい-
はゃうすっ ゃ つうすぇかうとっすけ ゃ ╂けさくけ 
╇いゃけさけゃけ しぇ ょさせゅぇすぇ おさぇしすぇ, 
せしこってくけ いぇきっしすうかぇ たけょっくっすけ 
くぇ さぇぉけすぇ. 

╁っつっ 5-すぇ ゅけょうくぇ
こけかうさけゃつうおなす

けす ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ

せしこってくけ しっ こさっゃなこかなとぇゃぇ 
ゃ さけかはすぇ くぇ すなさゅけゃっちぇ くぇ さけ-
いけゃけ きぇしかけ, こさけつせか ╀なかゅぇさうは 
- ╀ぇえ ╂ぇくぬけ ]けきけゃ. ] うとぇた 
う あっかぇくうっ こなかくう ょうしぇゅうすっ 
し さけいけゃう きせしおぇかつっすぇ, ゃょうゅぇ 
こさなしおぇつおぇ  し さけいけゃぇ ゃけょぇ, いぇ 

ょぇ さぇょゃぇ すせさうしすうすっ, うょゃぇとう 
くぇ おぇいぇくかなておうは こさぇいくうお. 
〈せえ, はこけくちうすっ, かのぉけこう-

すっく くぇさけょ しぇ, せしすぇくけゃうか し 

ゅけょうくうすっ しう いょさぇゃうしゃぇくっ し 
すはた ╀ぇえ ╂ぇくぬけ けす „しすさなきくぇすぇ 
せかうちぇ” ゃ ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ.  
]さっょ すさなこおうすっ こけ こさうゅけすけ-

ゃかっくうはすぇ いぇ ういはゃぇすぇ っ う しこっ-
ちうぇかくうはす

200-ゅけょうてっく おけしすのき,
し ゃしうつおう つぇしすう:

さういぇ, こけはし, っかっお, こけすせさう, 
ちなさゃせかう う ょうしぇゅう, おけうすけ 
╃けつけ ╃けぉさっゃ くぇょはゃぇ, いぇ ょぇ 
しっ こけおぇあっ こさっょ こさぇいくせゃぇ-
とけすけ ゅさぇあょぇくしすゃけ. ┿くすうおぇすぇ 
っ し ぉぇかおぇくょあうえしおう おけさっく, 
ょぇさっくぇ っ けす かっかは きせ 〈けょけさおぇ 
╋ぇさおけゃぇ けす ‶かぇつおけゃちう, くぇ 
くっゅけゃぇすぇ きぇえおぇ. ‶さっきはくぇすぇ 
っ ぉうかぇ しゃぇすぉっく ょぇさ くぇ ╋う-
すおけ, さけょくうくぇ くぇ かっかは 〈けょけ-
さぇ, おけはすけ しなたさぇくうかぇ さっかうお-

ゃぇすぇ う は こさっょぇかぇ くぇ  しゃけはすぇ 
しっしすさぇ - きぇえおぇすぇ くぇ ╃けつけ 
╃けぉさっゃ - [ぇょおぇ. 
]ぇきうはす ╃けつけ っ ゅけさょ し ぉぇか-

おぇくょあうえしおぇすぇ くうておぇ ゃ さけょぇ 

しう, いぇとけすけ

ょはょけ きせ っ
くっぉっいういゃっしすくうはす ゅなょせかぇさ 

くぇ ╀ぇかおぇくぇ,

しゃうさうか し ╋うすぇ ]すけえつっゃぇ 
- 》さうしすけ 〈けょけさけゃ ╉けしすけゃ - 
]かうゃおぇすぇ. ┿おけ ぉってっ あうゃ, 
とってっ ょぇ っ くぇ 100 ゅけょうくう, くけ 
しっ しこけきうくぇ こさっょう 19, さぇい-
おぇいゃぇ いぇ こさけつせすうは しう ょはょけ 
╃けつけ ╃けぉさっゃ. 
¨す くっゅけ とっ ょぇ きう っ いぇょはゃ-

おぇすぇ こけ しちっくう う しぇきけょっえくけし-
すう, ぇきぇ すぇおなゃ しなき しう - あうゃ. 
╉けかおけすけ こけ-けしすぇさはゃぇき, こけ 
きう ゃかういぇす とせさけすうう ゃ ゅかぇゃぇ-
すぇ, けすおさけゃっく っ ぇさしっくぇかしおうはす 
こけかうさけゃつうお. 】ぇしすかうゃ っ, つっ 
うきぇ おけえ ょぇ ゅけ くぇしかっょう う ゃ 
„ゅぇくぬけゃとうくぇすぇ” - ゃくせおなす きせ 
‶っすぬけ, ゅぇかっくけ くぇさうつぇく けす 
くっゅけ しぇきうは „きぇかおうはす ╂ぇくぬけ”. 
╃ゃぇきぇすぇ ゃっつっ うきぇす いぇょ ゅなさぉぇ 
しう けぉとぇ しちっくうつくぇ ういはゃぇ. 
¨しっきゅけょうてくうはす ‶っすぬけ 

ゅけさょけ こけいうさぇ し ょはょけ しう いぇ 
しくうきおう, しなこさけゃけあょぇ ゅけ う こけ 
ゅさぇょしおう ういはゃう う てっしすゃうは, 
ぇしうしすうさぇ きせ う くぇ こさぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ ゃ さけょくけすけ しっかけ.  
′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ ゅけさょけしす けす 

ういはゃうすっ おぇすけ ╀ぇえ ╂ぇくぬけ くぇ 
ぇさしっくぇかっちぇ けぉぇつっ っ くっゅけゃぇ 
しくうきおぇ, こけしすぇゃっくぇ くぇ つっか-
くぇすぇ さっょうちぇ ゃ しこっちうぇかくぇすぇ 
っおしこけいうちうは いぇ おぇいぇくかなておうは 
こさぇいくうお くぇ さけいぇすぇ ゃ こけぉさぇ-
すうきっくうは そさっくしおう ゅさぇょ ]っくす 
╄さぉかっく. ′っゅけゃぇ こけいくぇすぇ 
ぉうかぇ すぇき ゃ おけきぇくょうさけゃおぇ, 
おけゅぇすけ けすおさうゃぇ しくうきおぇすぇ,  
くぇさっょっくぇ こなさゃぇ ゃ っおしこけいう-
ちうはすぇ. ¨すすけゅぇゃぇ しくうきおぇすぇ っ 
おぇすけ しゃっとっくぇ しっきっえくぇ さっ-
かうおゃぇ ゃ おなとぇすぇ くぇ ╃けつけ ╃け-
ぉさっゃ.

]さっょ ちっくくうすっ しう
そけすけしう こぇいう う すけいう,

ゃ おけえすけ ょぇさはゃぇ し さけいけゃ 
きせしおぇか こさっいうょっくすぇ
╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ

こさう こけしかっょくけすけ きせ ゅけしすせ-
ゃぇくっ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. „┿ おぇお けおなこぇた 
ゃ ゅのかけゃうちぇ ちぇさは, しうゅせさくけ 

しおけさけ くはきぇ ょぇ きうくっ くぇしぇき”,  
しっとぇ しっ いぇ ょさせゅぇ こさぇいくうつくぇ 
っきけちうは ╀ぇえ ╂ぇくぬけ けす ╂けさくけ 
╇いゃけさけゃけ. 
╃けつけ けぉぇつっ しこけょっかは, つっ 

╊╇『《╊[』》╊『【¨...
〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ くぇえ-ぉっょくうすっ こかぇとぇす おぇすけ しすぇゃおぇ 

こけ-ゃうしけおう ょぇくなちう けす くぇえ-ぉけゅぇすうすっ, おぇおなゃすけ っ しかせつぇ
はす, おけゅぇすけ いぇこかぇすぇすぇ くぇ さぇぉけすくうおぇ っ こけ-くうしおぇ けす きう
くうきぇかくうは けしうゅせさうすっかっく こさぇゅ. 
‶ぇさぇょけおしなす っ, つっ こさう すけゃぇ こけかけあっくうっ, ゃきっしすけ ょぇ しっ 

しすうゅぇ ょけ ういしゃっすかはゃぇくっ くぇ いぇこかぇとぇくっすけ, しっ こけしすうゅぇ 
すけつくけ けぉさぇすくうはす っそっおす, ういすなおゃぇす っゃさけぇくぇかういぇすけさうすっ. 
╁ょうゅぇくっすけ くぇ こさぇゅけゃっすっ こさぇゃう くっゃないきけあくぇ ゅなゃおぇ

ゃけしすすぇ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ こけ けすくけてっくうっ くぇ くうしおけおゃぇ
かうそうちうさぇくうすっ う ゃきっしすけ すけえ ょぇ しっ ぉぇかぇくしうさぇ つさっい 
しゃぇかはくっ くぇ いぇこかぇすうすっ, すけゃぇ しすぇゃぇ つさっい くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
いぇっすうすっ. 
“〈けゃぇ うきぇ ゃうしけおぇ しけちうぇかくぇ ちっくぇ”, しっ こけしけつゃぇ ゃ ぇくぇ

かういぇ.
╆ぇっすけしすすぇ しさっょ くうしおけおゃぇかうそうちうさぇくうすっ さぇぉけすくうちう ゃ 

╀なかゅぇさうは っ こぇょくぇかぇ し 40% いぇ こっさうけょぇ 2008 - 2011 
ゅ., ょけおぇすけ くぇきぇかっくうっすけ こさう ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇくうすっ 
っ しぇきけ 6%, しけつぇす ょぇくくうすっ くぇ ╄╉. 
〈ぇおぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ しさっょ くうしおけおゃぇかうそうちうさぇくうすっ 

こさっい 2011 ゅ. っ ょけしすうゅくぇかぇ 27%, ょけおぇすけ しさっょ ゃうしけおけ
おゃぇかうそうちうさぇくうすっ すは っ ぉうかぇ 5%. 
„¨つっゃうょくけ, さっぇおちうはすぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ っ ぉうかぇ ょぇ 

しっ けしゃけぉけょはす けす たけさぇすぇ し くうしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, しかぇぉぇ 
こさけょせおすうゃくけしす う くうしおう いぇこかぇすう”, こうてっ ╄╉. 
╄ゃさけこっえしおう ういゃけょ, こけすゃなさょっく し そぇおすう けす ぉなかゅぇさしおぇ

すぇ うおけくけきうつっしおぇ ょっえしすゃうすっかくけしす. 
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

[《╈╅【《 』〉¨〈[¨【╊ 〈ぇ]ぁ╅【...

╉《〈ぇ【 〉╅ 》╊〉[╅: 》『¨[╅′[╅ ╆╊′ [『╅‶

]さっょ  いぇこぇいっくうすっ う こさうかっあ
くけ いぇかっこっくう, けそけさきっくう ゃ ぉかっょぇ 
すっぉってうさっくぇ さぇきおぇ, しくうきおう, しぇ 
けぉとう しこけきっくう けす っおしおせさいうう ょけ 
』っさくけ きけさっ, けす ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, 
けす さっおぇ [けこけすぇきけ - ゃしっ きっしすぇ, くぇ 
おけうすけ くはおけゅぇてくけすけ しけちうぇかうしすう
つっしおけ そうさきっくけ しなしすっいぇくうっ けす
ゃっあょぇてっ くぇえ-ょけぉさうすっ. 
„¨すさうゃぇすっかはす” う しこぇしうすっか くぇ 

すぇいう きぇかおぇ つぇしすうちぇ けす そうさきっ
くぇすぇ うしすけさうは  くぇ „┿さしっくぇか” うくあ. 
[ぇえくけ 』ぇおなさけゃ すゃなさょう, つっ っ かの
ぉけいくぇすっかっく つけゃっお, おけえすけ けぉう
つぇ うしすけさうはすぇ う ぉう あっかぇか う すぇいう  
っきけちうけくぇかくぇ  う きくけゅけ きぇかおぇ つけ
ゃっておぇ つぇしす けす くっは ょぇ しっ しなたさぇ
くう. ╁ あっかぇくうっすけ しう っ こけすなさしうか 
っおうこぇ くぇ „〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”, いぇ
とけすけ „う くうっ ゅけさうき”,  こけ くっゅけゃうすっ 
ょせきう. 

]っゅぇ いぇっょくけ うきぇきっ っょくぇ けぉとぇ ちっか: ょぇ けすおさうっき つさっい ゃぇし, ぉうゃてうすっ う くぇしすけはとう ぇさしっくぇかちう, 
おぇいぇくかなつぇくう, たけさぇすぇ, しゃなさいぇかう しゃけは あうすっえしおう  う こさけそっしうけくぇかっく こなす し „┿さしっくぇか”,  ゅっさけうすっ けす 
すっいう しくうきおう. ╇かう すったくうすっ くぇしかっょくうちう, すったくうすっ あうゃう おけかっゅう う しなさぇすくうちう. ╇かう すっいう, おけうすけ しぇ 
こさけょなかあうかう こなすは うき. 
╅っかぇくうっすけ くう っ こけょ ゃしはおぇ けす しくうきおうすっ, おけうすけ とっ こせぉかうおせゃぇきっ ゃ こけさっょうちぇ ぉさけっゃっ くぇ „〈さうぉせくぇ 

┿さしっくぇか”, ょぇ ょけぉぇゃうき, ぇおけ くっ ょさせゅけ, すけ こけくっ うきっくぇすぇ くぇ   たけさぇすぇ けす しくうきおぇすぇ, くぇ すっいう ぇさしっくぇか

ちう, いぇ おけうすけ うしすけさうはすぇ ょくっし きなかつう. ┿おけ っ ゃないきけあくけ, う ょぇ ょぇすうさぇきっ こさうぉかういうすっかくけ こけ ゃさっきっ しくうきおうすっ けす ぇかぉせ
きぇ, おけうすけ ゃこけしかっょしすゃうっ とっ こけこなかくはす  きせいっえくぇすぇ っおしこけいうちうは くぇ „┿さしっくぇか” - きぇかおう, つけゃっておう ょっかくうつくう とさうたう 
おなき ゅけかはきぇすぇ そうさきっくぇ うしすけさうは. ╄すけ いぇとけ しっ くぇょはゃぇきっ ゃしっおう, ょけ おけゅけすけ しすうゅぇ ゃっしすくうおなす くう う うきぇ うくそけさきぇちうは  
うかう きけあっ ょぇ こけきけゅくっ し くっとけ, ょぇ けすおかうおくっ - いぇ ょぇ いぇこなかくうき すぇいう  そうさきっくぇ う ぉさうゅぇょくぇ こさぇいくうくぇ. ‶うてっすっ くう 
くぇ こけしけつっくうすっ ゃ さっょぇおちうけくくけすけ おぇさっ くぇ しすさ. 8 っかっおすさけくくう ぇょさっしう うかう こさけしすけ しっ しゃなさあっ し くぇし. 
】っ しきっ ぉかぇゅけょぇさくう いぇ ゃしっおう さっょ うかう うきっ, いぇ おけっすけ くう こうてっすっ けす しくうきおうすっ,  おけうすけ とっ こけおぇあっき ゃ こけさっょうちぇ 

こせぉかうおぇちうう. 
〈けゃぇ, おけっすけ しなし しうゅせさくけしす いくぇっき, っ, つっ つぇしす けす しくうきおうすっ しぇ こさぇゃっくう ゃ こっさうけょぇ 1950-1962 ゅけょうくぇ. 〈ぇき くはおなょっ, 

こけ すけゃぇ ゃさっきっ  しこうさぇ う こけこなかゃぇくっすけ くぇ けゃったすっかうは ゃうてくっゃ ぇかぉせき. ¨つっゃうょくけ ぉさうゅぇょぇすぇ うかう しこうさぇ ょぇ しなとっしす
ゃせゃぇ, うかう たさけくうおぬけさなす  ゃっつっ くっ っ つぇしす けす くっは.
‶なさゃぇすぇ しくうきおぇ, し おけはすけ けすおさうゃぇきっ  すぇいう くっこけいくぇすぇ いぇ しっゅぇてくうすっ ぇさしっくぇかちう, くけ きくけゅけ ゃなかくせゃぇとぇ しすさぇくうちぇ 

けす うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ けくっいう ゅけょうくう, っ しくうきおぇ くぇ ぉさうゅぇょぇすぇ し ぉさうゅぇょうさ ╋うくつけ ╇ゃぇくけゃ. ′っういゃっしすくうはす 
かっすけこうしっち くぇ  うしすけさうはすぇ つさっい しくうきおう いぇ しこけきっく くぇ ぉさうゅぇょぇ けす ちった 810 っ しこさはか ょけすせお. ′ぇてっ っ ょっかけすけ ょぇ こさけ
ょなかあうき し こぇきっすすぇ. 

‶ぇきっす, いぇ おけはすけ とっ さぇいつうすぇきっ くぇ ゃしうつおう, あうゃっかう う さぇぉけすうかう こさっょう くぇし ゃ けゅさけきくぇすぇ おけゃぇつくうちぇ くっ しぇきけ くぇ おぇょさう , くけ う くぇ うしすけさうは - „┿さしっくぇか”. 
] ぉかぇゅけょぇさくけしす おなき ゃしっおう, おけえすけ しっ けすいけゃっ.
╆ぇとけすけ, せぉっょっくう しきっ, つっ くぇえ-ゃぇあくうすっ しすさぇくうちう けす うしすけさうはすぇ - かうつくぇ, くぇちうけくぇかくぇ, そうさきっくぇ しぇ くっくぇこうしぇくうすっ. ¨くっいう, おけうすけ しぇ ゃなゃ ゃっつっさくうすっ しこけきっくう 

うかう ゃ きうかうすっ ょさせゅぇさしおう しさっとう.
]さっとう, さぇいさっょっくう ゃしっ こけゃっつっ けす くっせきけかうきうすっ いぇおけくう くぇ ╁さっきっすけ... 

] せゃぇあっくうっ: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ぜÖÜÇÜÑñöÖó íëïñÖí¿îó: 

]ぇきけ けす すさう ゅけょうくう う こけかけゃうくぇ 
ゃ “┿さしっくぇか” ‶っくおぇ ╃うきうすさけゃぇ  

ゃっつっ しっ つせゃしすゃぇ くぇ きはしすけすけ しう. ╋ぇ
ゅぇいうくっさ っ ゃ ╆ぇゃけょ 4 -   ょうくぇきうつくぇ 
う うくすっさっしくぇ さぇぉけすぇ, おけくすぇおすせゃぇ し 
きくけゅけ ぇさしっくぇかちう, くぇせつぇゃぇ きくけゅけ, くけ 
う けすゅけゃけさくけしすすぇ っ きくけゅけ, ゃおかのつうすっか
くけ - きぇすっさうぇかくぇすぇ. ‶っくおぇ しう たぇさっしゃぇ 
さぇぉけすぇすぇ, こさうはすくけ え っ ょぇ ぉなょっ ゃ “┿さ
しっくぇか”. ╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ おけかっゅうすっ は 
ういぉうさぇす いぇ しうくょうおぇかっく こさっょしっょぇすっか 
くぇ ちったぇ ゃ ゅけかはきぇすぇ いぇゃけょしおぇ けさゅぇ
くういぇちうは, さなおけゃけょっくぇ けす ╋ぇさうは ╋ぇい
くっゃぇ. ′ぇえ-ちっくくけすけ ゃ けすくけてっくうはすぇ 
きっあょせ たけさぇすぇ すせお っ ゅけすけゃくけしすすぇ ょぇ しう 
こけきぇゅぇす う ょぇ しっ こけょおさっこはす. ╋ぇかおけすけ 
ゅけょうくう ゃ “┿さしっくぇか” しぇ ょけしすぇすなつくう いぇ 
‶っくおぇ, いぇ ょぇ くぇせつう すけゃぇ. ╇ しぇきぇ ょぇ 
ょぇゃぇ こけょおさっこぇ. 
[うすきうつくうはす さぇぉけすっく さっあうき っ ちっく

くけ  せょけぉしすゃけ, おけっすけ きくけゅけ ぇさしっくぇかちう 
たぇさっしゃぇす. 〈けゃぇ ゅう いぇょなさあぇ ゃ こさっょ
こさうはすうっすけ. ¨とっ こけ-ちっくくけ しすぇゃぇ すけゃぇ 
せょけぉしすゃけ いぇ しっきっえしすゃけすけ くぇ ょゃぇきぇすぇ 
けさなあっえくうちう ‶っくおぇ う ╃うきうすなさ, おけうすけ 
けすゅかっあょぇす すさうきぇ しうくけゃっ...

╁うくぇゅう うきぇ おけっ ょっすっ おぇおゃけ ょぇ しこけょっ
かう, おけっ - おぇおゃけ ょぇ こけこうすぇ うかう ょぇ くぇ
せつう. ┿すぇくぇし っ ゃっつっ ゃ てっしすう おかぇし, ょゃぇ
きぇすぇ ぉかういくぇちう くぇっしっく しぇ こなさゃけかぇちう. 
╁っつっ くっ っ すけかおけゃぇ すさせょくけ けすゅかっあょぇくっ
すけ, おぇおすけ ういゅかっあょぇ けすしすさぇくう, ょっちぇすぇ 
しぇ しぇきけしすけはすっかくう う こけきぇゅぇす, さぇいおぇいゃぇ 
きぇえおぇすぇ, おけはすけ っ しゃうおくぇかぇ ょぇ さぇいこさっ
ょっかは っあっょくっゃうっすけ しう こけ つぇしけゃっ う いぇ

ょぇつう けす しすぇゃぇくっすけ しせすさうく ゃ 5.30 つぇしぇ 
ょけ こけょさっあょぇくっすけ くぇ おけきこかっおすうすっ ょさっ
たう ゃっつっさすぇ こさっょう かはゅぇくっ. [っょけゃくぇすぇ 
しきはくぇ くぇ “┿さしっくぇか” っ ぉっいちっくくぇ いぇ さけ
ょうすっかうすっ - ゅかっょぇす しう ょっちぇすぇ ょゃぇきぇすぇ 
う しぇきけ すぇおぇ きけゅぇす ょぇ しっ おけきぉうくうさぇす ゃ 
いぇょなかあっくうはすぇ. ′はきぇ ゃさっきっ いぇ ういかういぇ
くっ う しさっとう - ‶っくおぇ しっ こさうぉうさぇ ゃっょ
くぇゅぇ しかっょ さぇぉけすぇ, こさうゅけすゃは ゃっつっさはすぇ, 
ういしかせてゃぇ ょっちぇすぇ, こけきぇゅぇ うき, けぉはしくはゃぇ 
さぇいくう くっとぇ... ╅うゃっはす こけょ さっあうき, けさ
ゅぇくういうさぇくけ, いぇ ょぇ うきぇ ゃさっきっ いぇ ゃしうつ
おけ, しこけょっかは すぇえくぇすぇ くぇ しこさぇゃはくっすけ し 
ゅけかはきけすけ しっきっえしすゃけ きぇえおぇすぇ ‶っくおぇ 

╃うきうすさけゃぇ. ′け あうゃっはす う いぇょさせあくけ, 
ゃっしっかけ. ′っ しう ょっかはす ょっちぇすぇ ゃ きぇか
おうすっ ゅかっいけすうう, おけうすけ うき こけいゃけかはゃぇす, 
けこうすゃぇす しっ ょぇ ゅう ゃないこうすぇゃぇす ゃ しけかう
ょぇさくけしす う こけょおさっこぇ. ╋ぇかおうすっ くっ しぇきけ 
ゃしっ こうすぇす, くけ う しっ はょけしゃぇす おぇすけ ぉなさ
おぇす, ゃなかくせゃぇす しっ けす こなさゃうは せつっぉっく 
ょっく けとっ けす しっゅぇ. ] すけかおけゃぇ さぇょけしす 
くぇけおけかけ ‶っくおぇ う ╃うきうすなさ くっ しっ こかぇ
てぇす けす すさせょくうは あうゃけす, おけえすけ くぇかぇゅぇ 
けゅさぇくうつっくうは: “]こさぇゃはきっ しっ!”.  ╆ぇ ょぇ 
ゅかっょぇす ょっちぇすぇ しう こけ-しこけおけえくけ, しぇ しっ 
こさうぉさぇかう けす つせあぉうくぇ. ]っきっえしすゃけすけ 
あうゃっっ ゃ ╄くうくぇ. 》ぇさっしゃぇす しこけおけえしすゃう
っすけ う つうしすうは ゃないょせた, くっ しぇ すうこうつくうすっ 
たけさぇ, あうゃっっとう くぇ しっかけ - くはきぇす ゅさぇ
ょうくぇ う しすけこぇくしすゃけ. ′け ちっくはす すけゃぇ, 
つっ ょっちぇすぇ ぉっい こさけぉかっき ういかういぇす くぇ 
せかうちぇすぇ, うゅさぇはす くぇ ゃけかは. ‶さうはすっかう
すっ くぇ しなこさせゅぇ しぇ すったくうすっ こさうはすっかう, し 
おけうすけ しっ しなぉうさぇす ょぇ しっ ゃっしっかはす. ╂けかは
きぇすぇ ゃっしっかぉぇ ゃ ゅけかはきけすけ しっきっえしすゃけ, 
けぉぇつっ, うょゃぇ けす ょっちぇすぇ. ′ぇしおけ, おけえすけ 
けしゃっく, つっ しっ しこさぇゃは ぉっい こさけぉかっきう ゃ 
せつうかうとっ う っ かのぉけいくぇすっかくけ ょっすっ う 
ゃしっ こうすぇ くっとけ, しっ っ いぇこぇかうか こけ そせす
ぉけかぇ. [うすぇ ゃ きっしすくうは けすぉけさ, ゃかっつっ ゅけ 
しこけさすなす. ]っきっえしすゃけすけ たけょう くぇ きぇつけ
ゃっすっ, ょぇ こけょおさっこは ぉぇすおけすけ. ╋ぇかおうすっ 
しなとけ けぉうつぇす ょぇ さうすぇす すけこおぇ. ‶っくおぇ 
しっ さぇょゃぇ, つっ う すさうすっ しうくつっすぇ しぇ っくっさ
ゅうつくう, ゃかっつっ ゅう しこけさすなす, こなさゅぇゃう しぇ 
う おさぇえ すはた っ ゃうくぇゅう しゃっあけ. ′ぇえ-ちっく
くけすけ, くぇ おけっすけ ゃっつっ しぇ くぇせつっくう, っ くっ 
しぇきけ ゃかっつっくうっすけ おなき くぇせつぇゃぇくっすけ くぇ 
くっとけ くけゃけ, くけ う あっかぇくうっすけ ょぇ しこけょっ
かはす ゃおなとう. 〈けこかけすけ せしっとぇくっ いぇ けぉと
くけしす ょゃぇきぇすぇ さけょうすっかう おなすぇす う ゃ かっす
くうすっ こけつうゃおう ゃ ╂なさちうは こさう ぉぇぉぇ う ゃ  

さぇいたけょおうすっ ょけ ╀せいかせょあぇ う ょさせゅう 
きっしすぇ ゃ ╀ぇかおぇくぇ こさっい せうおっくょぇ.   
╀うすけゃういきうすっ くっ こかぇてぇす きくけゅけ

ょっすくけすけ しっきっえしすゃけ - ぇさしっくぇかちう. 
╃っちぇすぇ くっ しぇ おぇこさういくう ゃ たさぇくぇ
すぇ, 140-すっ かっゃぇ ょっすしおう ょけぉぇゃおう 
けす ょなさあぇゃぇすぇ くっ しすうゅぇす ょけくうおな
ょっ, くけ ‶っくおぇ う ╃うきうすなさ くうおけゅぇ 
くっ しぇ う こけきうしかうかう ょぇ けつぇおゃぇす けす 
くはおけゅけ こけょぇはくうは: “╃けしすけえくしすゃけ
すけ っ こけ-ちっくくけ けす ゃしうつおけ!”. ╀ぇ
ぉうすっ しなとけ こけきぇゅぇす, とけき  きけゅぇす 
- くぇえ-つっしすけ こけ こさぇいくうちう, おけゅぇすけ 
きぇかおうすっ しっ さぇょゃぇす くぇ こけょぇさなちう
すっ. ╄あっょくっゃくけ, けぉぇつっ, こけょおさっこぇ 
けす すはた くはきぇ おぇお ょぇ うょゃぇ, っょくぇすぇ 
きかぇょぇ ぉぇぉぇ さぇぉけすう ゃ つせあぉうくぇ. 
╇きっくぇすぇ くぇ ょっちぇすぇ しぇ うきっくぇすぇ 
くぇ ゃしうつおう ぉぇぉう う ょはょけゃちう, くぇせ
つぇゃぇき けす ‶っくおぇ いぇ けこぇいゃぇくっすけ くぇ  
すさぇょうちうはすぇ. ╁さないおぇすぇ こさっい こけ
おけかっくうはすぇ っ  う つさっい さぇいおぇいうすっ くぇ 
きぇきぇ う すぇすっ. ╊のぉうきけ いぇ ょっちぇすぇ 
っ ょぇ さぇいこうすゃぇす ゃおなとう いぇ “っょくけ 
ゃさっきっ”, ょぇ さぇいゅかっあょぇす しくうきおう, 
ょぇ そぇくすぇいうさぇす.
╁ ゅけょうくうすっ くぇ しっきっえくぇ ぉっいたぇ

ぉっさくけしす, くぇ さぇいょっかっくう さけょうすっ
かう う いぇたゃなさかっくう ょっちぇ, ゅさうあぇすぇ 
くぇ ょゃぇきぇ さぇぉけすくうちう いぇ すさうすっ うき  
ょっちぇ いゃせつう くぇこさぇゃけ おぇすけ “こさう
おぇいおぇ けす っょくけ ゃさっきっ”. ′け っ うし
すうくぇ. ╉けはすけ さぇょゃぇ ゃしうつおう, おけうすけ 
ゅう こけいくぇゃぇす. 〈ぇいう しこけょっかっくぇ さぇ
ょけしす し  おけかっゅうすっ - ぇさしっくぇかちう, っ う  
こさうつうくぇ いぇ すけいう さぇいおぇい し たせぉぇゃ 
おさぇえ, くぇつぇかけ くぇ しうゅせさくぇ ‶さうおぇい
おぇ ぉっい おさぇえ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

くっ けょけぉさはゃぇ そぇおすぇ いぇ しなぉう-
さぇくっすけ くぇ すぇおしぇ けす つせあょっ-
くちうすっ, あっかぇっとう ょぇ ゅかっょぇす 
さうすせぇかぇ. ′ぇかう ゅけ こさぇゃうき ょぇ 
しなたさぇくうき う こけこせかはさういうさぇきっ 
すさぇょうちううすっ, いぇとけ ゃしっ し こぇさう 
ょぇ っ すぇいう さぇぉけすぇ, くぇかう しなさちっ 
しっ うしおぇ, つせょう しっ ╃けつけ, うい-
ゃっしすっく う おぇすけ きぇえおぇ 〈っさっいぇ 
くぇ きぇたぇかぇすぇ, ゃ おけはすけ あうゃっっ. 
′ぇさうつぇす ゅけ すぇおぇ, いぇとけすけ ゃしっ 
しっ ゃすせさおぇ ょぇ こけきぇゅぇ - おけえ いぇ 
おぇおゃけすけ うきぇ くせあょぇ, くぇ くっゅけ-
ゃぇすぇ こけさすぇ すさけこぇ. 
]さっょ „ぇくゅぇあうきっくすうすっ” きせ っ 

う ょけぉさうはす しなゃっす いぇ おけきてうえ-
しおぇすぇ さぇおうは, し おけはすけ  しっゅぇ う 
すけえ しさっとぇ ょさぇゅう ゅけしすう, こけ-
くっあっ くっゅけゃぇすぇ しゃなさてうかぇ. ′ぇ 
きぇしぇすぇ し こさうはすっかう ぉっい てうてっ 
くっ しっ しはょぇ, ぇ すぇは こせとうくぇ 
ゃなさゃう, おけかおけ しぇ 60 かうすさぇ, 
いぇすけゃぇ しっゅぇ  こうっき けす おけき-
てうえしおぇすぇ, くけ う すは っ きけは, こけ-
くっあっ ぇい しなき は ゃぇさうか, しこけょっ-
かは ╃けつけ, いぇ おけゅけすけ ょくってくうすっ 
ょくう しぇ すさせょくう, くけ とぇしすかうゃう. 
[ぇょゃぇ しっ くぇ しすけこぇくしすゃけすけ しう, 
けすぉさけはゃぇとけ 4 はさっすぇ, おせつっ 
う おけすおぇ し っょくぇおゃう  うきっくぇ, 
„くけ しっ こけいくぇゃぇす”, おけおけておう 
う きぇかおけ ょゃけさ, くぇ しうくけゃっすっ 
しう, ゃしっおう こけっか こなすは う しっ-
きっえしすゃけすけ しう, くぇ 4-きぇすぇ しう 
ゃくせちう: ょゃっ きけきうつっすぇ う ょゃっ 
きけきつっすぇ. ] こっくしうはすぇ,  こけ-
さぇしくぇかぇ ょけ 320 かっゃぇ, しっ けこ-
さぇゃはす くはおぇお しなし しなこさせゅぇすぇ. 
′ぇすなあぇゃぇ ゅけ けぉぇつっ そぇおすなす, 
つっ しきっ „ぉぇきぉぇておぇ ょなさあぇゃぇ, 
ゃ おけはすけ くっ ょぇゃぇきっ くぇ つけゃっお 
ょぇ しっ ういおぇてかは: ゃしっ うしおぇきっ 
ぉなさいう さっいせかすぇすう う こさけきっくう”. 
]すぇゃぇとけすけ くぇ せかうちぇすぇ ゃ こけ-
しかっょくうすっ しっょきうちう ゅけ すさっゃけ-
あう けすおなき ぉなょっとっ う こっさしこっお-
すうゃぇ いぇ ょっちぇすぇ きせ. 〈さはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ さぇぉけすぇ いぇ きかぇょうすっ, ょぇ 
っ しこけおけえくけ, いぇ ょぇ しっ さぇょゃぇす 
くぇ あうゃけすぇ, ょぇ うきぇす さぇぉけすぇ, 
しこけょっかは つけゃっておうすっ しう きっつすう 
╃けつけ ╃けぉさっゃ けす ╂けさくけ  ╇いゃけ-
さけゃけ. 
 ╆ぇ おけゅけすけ あうゃけすなす こさけょなか-

あぇゃぇ しなし しこけおけえくぇすぇ しう ょっか-
くうつくけしす う し っょくけ っかっゅぇくすくけ 
くぇきうゅぇくっ, つっ ゃしうつおけ きけあっ ょぇ 
ういゅかっあょぇ う こけ-うくぇつっ. 
′ぇきうゅぇくっ, けしきうしかうかけ ちっ-

かうは こなしすなさ う ぉけゅぇす あうゃけす くぇ  
こけかうさけゃつうおぇ ╃けつけ, ╀ぇえ ╂ぇ-
くぬけ けす ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ - いぇ 
こさぇいくうつくうは こさけすけおけか. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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 ]さっょ けそっさすうすっ いぇ さぇぉけすぇ うきぇ う すぇおうゃぇ, こさう おけうすけ うい-
さうつくけ しっ こけょつっさすぇゃぇ, つっ そうさきぇすぇ, くぇっきぇとぇ さぇぉけすくうおぇ, 
こさっょかぇゅぇ う ゃないきけあくけしす いぇ おけくおさっすくけ けぉせつっくうっ. ]さっょ 
こさっょかぇゅぇとうすっ すぇおうゃぇ けそっさすう しぇ けしくけゃくけ そうさきう, さぇぉけすっ-
とう ゃ しそっさぇすぇ くぇ いぇくぇはすうすっ う せしかせゅうすっ, おぇおすけ う こさけういゃけ-
ょうすっかうすっ くぇ さぇいかうつくう ゃうょけゃっ しせゃっくうさう.
 ¨しゃっく けそうちうぇかくけ けぉはゃっくうすっ しゃけぉけょくう さぇぉけすうく きっしすぇ, 

ゃ けこちううすっ くぇ おぇいぇくかなておうすっ うくそけさきぇちうけくくう しぇえすけゃっ きけ-
ゅぇす ょぇ しっ くぇきっさはす うくすっさっしくう けそっさすう いぇ さぇぉけすぇ, おぇおすけ いぇ 
きかぇょっあう, すぇおぇ う いぇ たけさぇ し けこうす う こさけそっしうけくぇかくう せきっ-
くうは, ぇ しなとけ すぇおぇ う いぇ こっくしうけくっさう. ╆ぇ たけさぇすぇ ゃ こけしかっょ-
くぇすぇ おぇすっゅけさうは けぉはゃうすっ いぇ さぇぉけすぇ こさっょかぇゅぇす けしくけゃくけ 
さぇぉけすぇ いぇ つうしすぇつおう くぇ ゃたけょけゃっ くぇ あうかうとくう おけけこっさぇちうう 
うかう こさけょぇゃぇつおう ゃ きぇゅぇいうくう, くけ くぇ くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっ-
きっ. ╆ぇ つうしすぇつおうすっ くぇ ゃたけょけゃっ ぇくゅぇあうきっくすなす っ ょゃぇ こなすう 
しっょきうつくけ, おぇすけ きっしっつくけすけ いぇこかぇとぇくっ いぇ 6-っすぇあくぇ しゅさぇ-
ょぇ し 2 ゃたけょぇ っ 30 かっゃぇ. ╆ぇ きなあっすっ-こっくしうけくっさう けそっさすうすっ 
けしくけゃくけ しぇ しゃなさいぇくう うかう し さぇぉけすぇ ゃ きぇかおう すったくうつっしおう 
さぇぉけすうかくうちう, うかう おぇすけ けたさぇくぇ. ╆ぇ たけさぇ し けこうす けぉはゃうすっ 
こさっょかぇゅぇす さぇぉけすぇ おぇすけ さぇぉけすくうちう いぇ こけしすぇゃはくっ くぇ ょけ-
ゅさぇきぇ, てうゃぇつう うかう さぇぉけすくうちう くぇ ぇゃすけきうゃおぇ. ′ぇこけしかっょなお 
つっしすけ しさっとぇくう しぇ う けぉはゃう けす すけおせ-とけ いぇゃなさてうかう きかぇょっ-
あう う ょっゃけえおう, おけうすけ すなさしはす さぇぉけすぇ. ′っ しぇ ういおかのつっくうは う 
けそっさすう けす さけょぇ くぇ: “19-ゅけょうてくぇ, おけきこっすっくすくぇ, けぉさぇいけ-
ゃぇくぇ,  うくすっかうゅっくすくぇ, かなつっいぇさくぇ, けすゅけゃけさくぇ すなさしう さぇぉけ-
すぇ, くけ くっ おぇすけ しっさゃうすぬけさおぇ”.   
╁なこさっおう くっ きぇかおうは ぉさけえ けそっさすう いぇ さぇぉけすぇ, ゃぇさうぇくすうすっ 

いぇ きかぇょう う けぉさぇいけゃぇくう たけさぇ くっ しぇ きくけゅけ, おぇおすけ う いぇ しこっ-
ちうぇかうしすう し けこうす. ¨ぉうおくけゃっくけ さぇいきうくぇゃぇくっすけ っ ゃ けつぇお-
ゃぇくうはすぇ いぇ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ うかう ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ さぇぉけすぇ.
¨す ょさせゅぇすぇ しすさぇくぇ しぇ さぇぉけすけょぇっかうすっ, おけうすけ すなさしはす おけき-

こっすっくすくう う し こさけそっしうけくぇかっく けこうす たけさぇ うかう きかぇょう, けぉ-
さぇいけゃぇくう, ぉっい けこうす, くけ きけすうゃうさぇくう, おけうすけ うきぇす あっかぇくうっ 
ょぇ しっ けぉせつぇす う せしなゃなさてっくしすゃぇす.  ╋かぇょうすっ, けぉぇつっ, ゃしっ こけ-
すさせょくけ しっ しなゅかぇしはゃぇす くぇ こさっょかぇゅぇくうすっ けそっさすう いぇ いぇこかぇ-
とぇくっ う すぇおぇ けきぇゅぬけしぇくうはす おさなゅ しっ いぇすゃぇさは. ╇きぇ さぇぉけすぇ, 
うきぇ すなさしっくっ, うきぇ こさっょかぇゅぇくっ, うきぇ ぉっいさぇぉけすうく, くけ くはきぇ 
あっかぇっとう うかう こけょたけょはとう.
′ぇ そけくぇ くぇ ゃしっ こけ-すさっゃけあくうすっ すっくょっくちうう いぇ さなしす くぇ 

ぉさけは くぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ, こけ ょぇくくう くぇ しすぇすうしすうおぇすぇ, こさっい 
きぇえ すっ しぇ 414 たうかはょう ょせてう, こさっょゃうょ すっあおぇすぇ うおけくけきう-
つっしおぇ しうすせぇちうは ゃ しすさぇくぇすぇ う くっけこすうきうしすうつくぇすぇ こさけゅくけいぇ 
いぇ さなしす くぇ うおけくけきうおぇすぇ う いぇっすけしすすぇ, こさっい のくう ゃ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ こけ けそうちうぇかくう ょぇくくう くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ 
う くっえくうすっ さっゅうけくぇかくう  こけょっかっくうは しぇ けぉはゃうくう ぉかういけ 9 
たうかはょう しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ. 
 ′ぇ そけくぇ くぇ おかうてっすけ, “くはきぇ さぇぉけすぇ“ , ちうそさぇすぇ っ さっし-

こっおすうさぇとぇ. 
 ¨しゃっく ゅかぇょなす いぇ おゃぇかうそうちうさぇくう  さぇぉけすくうちう いぇ こさけ-

きうてかっくけしすすぇ う IT しっおすけさぇ, こさけょなかあぇゃぇ ょっそうちうすなす くぇ 
ゃうしけおけ けぉさぇいけゃぇくう う おさっぇすうゃくう しこっちうぇかうしすう いぇ ゃうしけおけ-
けすゅけゃけさくう こけいうちうう, おぇおすけ う くぇ こさけそっしうけくぇかうしすう ゃ けす-
ょっかくう しそっさう, ゅけすけゃう ょぇ こけっきぇす くけゃぇすぇ さぇぉけすぇ ゃっょくぇゅぇ, 
ぉっい くせあょぇ けす ゃさっきっ いぇ けぉせつっくうっ いぇ くっは. ╁ こけしかっょくぇすぇ 
おぇすっゅけさうは くぇこけしかっょなお しぇ おぇょさうすっ いぇ きっょううすっ, おなょっすけ, 
ゃなこさっおう ゅけかはきけすけ こさっょかぇゅぇくっ う うくすっさっし けす しすさぇくぇ くぇ 
きかぇょうすっ, くぇ こさぇおすうおぇ すさせょくけ しっ くぇきうさぇす すぇおうゃぇ, おけうすけ 
きけゅぇす ょぇ しっ しこさぇゃはす ゃっょくぇゅぇ し こけしすぇゃっくうすっ いぇょぇつう. 〈ぇおなゃ 
っ けこうすなす  くぇ くけゃ うくそけさきぇちうけくっく しぇえす ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, おけえすけ けす ょゃっ しっょきうちう しう すなさしう さっこけさすっさう う さっ-
ょぇおすけさう  し けこうす う いくぇくうは, くけ ぉっい せしこった. 
]こけさっょ しこっちうぇかうしすうすっ, ゃしっ こけゃっつっ とっ しっ いぇょなかぉけつぇゃぇ 

すっくょっくちうはすぇ いぇ しすさせおすせさくぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ う しすさせおせすさっく 
ょっそうちうす くぇ おぇつっしすゃっくう おぇょさう, いぇさぇょう こさけそうかぇ くぇ うおけ-
くけきうおぇすぇ くう - けす っょくぇ しすさぇくぇ, う くっぇょっおゃぇすくけしすすぇ う おなき 
きけきっくすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ いぇ くせあくうすっ おぇ-
ょさう いぇ うおけくけきうおぇすぇ - けす ょさせゅぇ. ‶さけゅくけいうすっ こさっょゃうあょぇす 
しなとけ さなしす くぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ ゃ しっかしおうすっ さっゅうけくう う さなしす くぇ 
ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ょけ 13% しさっょくけ いぇ しすさぇくぇすぇ おなき おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ. ‶っしうきうしすうつくぇすぇ こさけゅくけいぇ っ, つっ こさけちっくすなす とっ 
くぇょたゃなさかう 14%. 
′ぇしすけはとぇすぇ 2013 ゅけょうくぇ っ けこさっょっかっくぇ おぇすけ ゅけょうくぇ くぇ 

いぇしすけえ いぇ うおけくけきうおぇすぇ くう, しなし しゃうゃぇくっ さぇしすっあぇ くぇ ぉぇく-
おけゃうすっ ょっこけいうすう, くぇ うくゃっしすうちううすっ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ  う 
いぇしすけえ くぇ さぇぉけすくうすっ いぇこかぇすう ゃ つぇしすくうは しっおすけさ. ′っいぇゃう-
しうきけ けす けぉっとぇくうはすぇ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ いぇ さなしす くぇ きうくう-
きぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, っおしこさっしくけ こさけせつゃぇくっ しさっょ さぇ-
ぉけすけょぇすっかうすっ ゃ けぉかぇしすすぇ こけおぇいゃぇ, つっ すっ くっ こかぇくうさぇす さなしす 
くぇ いぇこかぇすうすっ こけさぇょう そうくぇくしけゃう こさけぉかっきう, こぇいぇさくぇ おけ-
くのくおすせさぇ, かけてう こさけゅくけいう う しゃうゃぇくっ くぇ こさけういゃけょしすゃぇすぇ. 
′ぇ すぇいう ぉぇいぇ こさけゅくけいうすっ くぇ うおけくけきうしすう う しうくょうおぇかうしすう 

しぇ, つっ  かっお しこぇょ くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ゃっさけはすくけ とっ うきぇ つぇお 
こさっい 2014 ゅ., ぇ こけ-けすつっすかうゃけ くぇきぇかっくうっ きけあっ ょぇ しっ けつ-
ぇおゃぇ こさっい 2015 ゅ.
╉なょっ しきっ くうっ? 
‶け ょぇくくう くぇ ┿ゅっくちうはすけ こけ いぇっすけしすすぇ, ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ 

╆ぇゅけさぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ  こさっい きぇえ しぇ 14 974.  〈っ しぇ し 0,64% 
こけ- きぇかおけ, けすおけかおけすけ しぇ ぉうかう こさっい ぇこさうか. 〈さぇょうちうけくくけ 
し くぇえ-くうしおけ さぇゃくうとっ くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ っ けぉとうくぇ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, ぇ し くぇえ-ゃうしけおけ - けぉとうくぇ ′うおけかぇっゃけ.
╁ いぇゃうしうきけしす けす うおけくけきうつっしおうすっ ょっえくけしすう, くぇえ-きくけゅけ 

こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しぇ くけゃけさっゅうしすさうさぇくうすっ ぉっいさぇぉけすくう けす 
しっおすけさ “〉しかせゅう”, しかっょゃぇくう けす すっいう けす  うくょせしすさうはすぇ う すなさ-
ゅけゃうはすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお こさうっ くけゃぇ ′ぇさっょぉぇ わ21, けすくぇしはとぇ しっ いぇ さっあうきぇ くぇ 
こけしすぇゃはくっ くぇ こさっきっしすゃぇっきうすっ しなけさなあっくうは いぇ すなさゅけゃしおう ちっかう. ′ぇさっょぉぇすぇ  こさっょゃうあょぇ 

こぇゃうかうけくう, けしすなおかっくうは, しっさゅうう う ょさせゅう すなさゅけゃしおう けぉっおすう, ぉっい ぇゃすけきぇすうすっ いぇ おぇそっ う いぇおせし-
おう ゃ けぉとっしすゃっくうすっ しゅさぇょう, ょぇ しっ さぇいこけかぇゅぇす しぇきけ こけ こさっょゃぇさうすっかくけ けょけぉさっくう けす ゅかぇゃくうは 
ぇさたうすっおす したっきう.
‶ぇゃうかうけくうすっ う ゃしうつおう けしすぇくぇかう ゃさっきっくくう すなさゅけゃしおう けぉっおすう, ょけさう う おけそうすっ いぇ しきっす, 

しなゅかぇしくけ くぇさっょぉぇすぇ, すさはぉゃぇ  ょぇ しっ さぇいこけかぇゅぇす くぇ きうくうきせき 3 きっすさぇ けすしすけはくうっ けす うきけすぇ くぇ 
しなしっょ, ょぇ „うきぇす っしすっすうつっしおう ゃうょ, ょぇ しぇ ぉっいけこぇしくう う ょぇ くっ しっ ゃないこさっこはすしすゃぇ ょゃうあっくうっすけ くぇ 
こってったけょちうすっ こけ すさけすけぇさうすっ“.
╆ぇ いぇゅさぇあょぇくっ くぇ おぇそっくっすぇ し けしすなおかっくうは, くぇえかけくう う ょさ. こけょけぉくう - しなとけ とっ しっ うしおぇ しこっ-

ちうぇかくけ けぉとうくしおけ さぇいさってっくうっ こけ くけゃぇすぇ くぇさっょぉぇ.

′けゃ ぉっいこかぇすっく こぇさおうくゅ いぇ 50 ぇゃすけきけぉうかぇ う くけゃ こぇいぇさ 
いぇ ちゃっすは けすおさう ¨ぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ くぇ ╄くぬけゃょっく ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお. ′けゃうはす こぇさおうくゅ っ いぇょ ╃っすしおぇ ゅさぇょうくぇ “〈っきっくせゅぇ” 
- ゃ ぉかういけしす ょけ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ょけ ぉか. 36 くぇ せかうちぇ 
“『ぇさ ╇ゃぇく 【うてきぇく”. ]  くぇこさぇゃっくうすっ さっおけくしすさせおちうう くぇ 
こさけしすさぇくしすゃけすけ しっ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ ゃたけょ う ういたけょ くぇ 
╋‶]-すぇ  ゃ ょゃっ こけしけおう - おなき せか. „『ぇさ ╇ゃぇく 【うてきぇく“ う おなき 
せか. „]すっそぇく ¨さっておけゃ“. 
′けゃうはす こぇいぇさ いぇ ちゃっすは しっ くぇきうさぇ ゃ さっくけゃうさぇくうすっ こぇゃう-

かうけくう ゃ しっゃっさくうは おさぇえ くぇ ╉けけこっさぇすうゃくうは こぇいぇさ. ]さっょ-
しすゃぇすぇ いぇ こぇさおうくゅぇ う けぉくけゃっくうは こぇいぇさ いぇ ちゃっすは しぇ けす けぉ-
とうくしおうは ぉのょあっす くぇ ╉ぇいぇくかなお.

′けゃ ょうさっおすけさ うきぇ ¨ぉかぇしすくぇすぇ ょうさっおちうは くぇ ╋╁[ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ′ぇ きはしすけすけ くぇ ょけしっゅぇて-
くうは ょうさっおすけさ しすぇさてう おけきうしぇさ ┿かっおしう ┿かっおしうっゃ っ くぇいくぇつっく  ゅかぇゃっく うくしこっおすけさ ╇ゃぇく 

》さうしすけゃ 』けかぇおけゃ.
43-ゅけょうてくうはす ╇ゃぇく 』けかぇおけゃ っ さけょっく ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╆ぇゃなさてうか っ 〈ったくうおせきぇ こけ ゃっすっさう-

くぇさくぇ きっょうちうくぇ ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ, ぇ ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ - ゃ ぃゅけいぇこぇょくうは せくうゃっさしうすっす 
“′っけそうす [うかしおう” ゃ ╀かぇゅけっゃゅさぇょ, しこっちうぇかくけしす ‶さぇゃけ.

6 そうすくっし-せさっょぇ くぇ けすおさうすけ う ょゃっ ょっすしおう こかけとぇょおう いぇ ょっちぇ けす 1 ょけ 4 ゅけょうくう う けす 6 ょけ 
12 ゅけょうくう とっ ぉなょぇす ういゅさぇょっくう ゃ こぇさお “[けいぇさうせき” ょけ のくう ょけゅけょうくぇ.  ╇いゅさぇあょぇくっすけ うき とっ 
っ くぇ ぉぇいぇ しこっつっかっく きぇとぇぉっく  っゃさけこっえしおう こさけっおす いぇ さっおけくしすさせおちうは くぇ こぇさお “[けいぇさうせき” う 
こぇさお “〈のかぉっすけ” くぇ しすけえくけしす いぇ ぉかういけ 4 きうかうけくぇ かっゃぇ. ′けゃうすっ しなけさなあっくうは, おぇおすけ う ういゅさぇあ-
ょぇくっすけ くぇ つってきう, ゃっかけぇかっう, しゃなさいゃぇとう ょゃぇすぇ こぇさおぇ, こぇさおうくゅう, けしゃっすかっくうっ, いっかっくう こかけとう 
う ょっおけさぇすうゃくう いぇちゃっすはゃぇくうは, すさはぉゃぇ ょぇ しぇ そぇおす ょけ きっしっち のくう 2014 ゅ. 

145-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす ゅっさけえしおぇすぇ しきなさす くぇ ゃけえゃけょぇすぇ 》ぇょあう 
╃うきうすなさ う くっゅけゃうすっ つっすくうちう, いぇゅうくぇかう いぇ しゃけぉけょぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, 
とっ ぉなょっ けすぉっかはいぇくぇ  こけ すさぇょうちうは くぇ 20-すう のかう くぇ ゃさなた „╀せいかせ-
ょあぇ”. ′ぇ かけぉくけすけ きはしすけ くぇ ゃけえゃけょぇすぇ とっ ぉなょっ けすしかせあっくぇ こぇくうたう-
ょぇ, とっ ぉなょぇす こけょくっしっくう ゃっくちう う ちゃっすは.  
¨す 11.00 つぇしぇ  ′ぇちうけくぇかくけ ょさせあっしすゃけ „〈さぇょうちうは“ - [っゅうけくぇかっく 

おかせぉ „〈さぇょうちうは - 23 ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお“ - ╉ぇいぇくかなお とっ くぇ-
こさぇゃう ゃないしすぇくけゃおぇ くぇ ょさぇきぇすうつくうすっ しなぉうすうは, さぇいうゅさぇかう しっ ゃ ╀ぇか-
おぇくぇ こさっい のかう 1868 ゅ. 
‶け ぉなかゅぇさしおう けぉうつぇえ とっ ぉなょっ さぇいょぇょっく けぉさっょっく おせさぉぇく くぇ ゃしうつ-

おう, ういおぇつうかう ゃなさたぇ, いぇ ょぇ しっ こけおかけくはす こさっょ こぇきっすすぇ くぇ ゅっさけうすっ.
╆ぇ ゅさぇあょぇくうすっ, あっかぇっとう ょぇ こさうしなしすゃぇす くぇ しなぉうすうっすけ, っ 

けしうゅせさっく すさぇくしこけさす ょけ ゃさなた ”》ぇょあう ╃うきうすなさ”. ┿ゃすけぉせしうすっ  
とっ すさなゅゃぇす ゃ 9.30 つぇしぇ  くぇ 20-すう のかう, しなぉけすぇ, こさっょ たけすっか 
„╉ぇいぇくかなお“. 『っくぇすぇ くぇ っょくけこけしけつっく ぉうかっす っ 2 かゃ., くぇ ょゃせこけ-
しけつっく - 4 かゃ.

げíÇÜßí! ╉けゃぇさくぇ ぉけかっしす こさっおなさてう こなすは くぇ 
っょうく ゃかのぉっく ゃ あうゃけすぇ う おさぇしう-

ゃけすけ つけゃっお. ′ぇ ‶っすさけゃょっく けす しゃっすぇ しう 
けすうょっ ‶けつっすくうはす ゅさぇあょぇくうく くぇ ゅさぇょ 
╉ぇいぇくかなお, ういゃっしすくうはす しおせかこすけさ ╃けおけ 
╃けおけゃ.
╁ こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ 

╃けおけ ╃けおけゃ しっ ぉけさってっ し さぇおけゃけ いぇぉけ-
かはゃぇくっ, おけっすけ, ゃなこさっおう せしうかうはすぇ くぇ 
かっおぇさう ゃ ╂っさきぇくうは う ╀なかゅぇさうは, おぇおすけ 
う くぇ こけょおさっこぇすぇ くぇ くっゅけゃう こさうはすっかう, 
しっ けおぇいぇ こけ-しうかくけ けす ょせたぇ くぇ ゅけかっきうは 
すゃけさっち.
╃け こけしかっょくうは しう きうゅ ╃けおけ ╃けおけゃ 

うきぇてっ こかぇくけゃっ う きっつすう, しゃなさいぇくう し さけょくうは きせ ゅさぇょ. ╄ょくぇ けす すはた, おけはすけ とっ 
こさけょなかあぇす こさうはすっかうすっ う しなさぇすくうちうすっ きせ, っ ょぇ ういゅさぇょう こぇきっすくうお くぇ けしくけゃぇすっ-
かは くぇ ╉ぇいぇくかなお ]ぇさぇょあぇ ‶ぇてぇ. ‶なかおけゃけょっちなす, しすなこうか ゃ おさぇは くぇ 14-すう ゃっお くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ ょくってくうは ╉ぇいぇくかなお, ゃないおかうおくぇか: „┿おけ うきぇ さぇえ くぇ いっきはすぇ, すけ 
すけえ っ すせお!”
╃させゅぇ くっゅけゃぇ うょっは, こさうっすぇ さぇょせてくけ けす きっしすくけすけ さなおけゃけょしすゃけ, ぉっ ょぇ しっ うい-

ゅさぇょはす しおせかこすせさくう おけきこけいうちうう こけ けしくけゃくうすっ ぉせかっゃぇさょう ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ ょぇ 
けすゃっあょぇす すせさうしすうすっ ょけ くぇえ-ういゃっしすくうすっ おせかすせさくう いぇぉっかっあうすっかくけしすう くぇ ゅさぇょぇ.
╃けおけ ╃けおけゃ しすぇくぇ ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ おさぇは くぇ きぇえ すぇいう ゅけょう-

くぇ. ¨すかうつうっすけ きせ ぉっ こさうしなょっくけ こけ こけゃけょ くっゅけゃぇすぇ 84-すぇ ゅけょうてくうくぇ う いぇさぇょう 
ぉっいちっくくうは きせ こさうくけし いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ おせかすせさぇすぇ ゃ ゅさぇょぇ, おぇおすけ う いぇさぇょう くぇ-
こさぇゃっくうすっ けす くっゅけ しおせかこすせさくう こかぇしすうおう, ょぇさっくう くぇ ゅさぇょぇ う くぇ きっしすくぇすぇ 》せょけ-
あっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは, くぇ しすけえくけしす くぇょ 100 たうかはょう かっゃぇ.
╆ぇ すっいう, おけうすけ こけいくぇゃぇたぇ ╃けおけ, すけえ とっ けしすぇくっ ゃ きうしかうすっ う しなさちぇすぇ うき おぇすけ 

しゃっすなか う しなさちぇす つけゃっお, くっうしすけゃけ ゃかのぉっく ゃ あうゃけすぇ う ゃしうつおけ おさぇしうゃけ, し けつう いぇ 
ょっすぇえかうすっ ゃ つけゃっておうすっ ょせてう, し くっういぉさけうきう こかぇくけゃっ う あっかはいくぇ ゃけかは ょぇ しかっょ-
ゃぇ う しぉなょゃぇ きっつすうすっ しう. ╀ってっ ゃかのぉっく ゃ あうゃけすぇ う あうゃけすなす きせ けすゃさなとぇてっ しなし 
しなとけすけ. 
′っけすさぇいうき ぉけたっき う すゃけさっち しなし しけぉしすゃっくけ ういかなつゃぇくっ う こけつっさお.

╃ぇ っ しゃっすかぇ こぇきっすすぇ きせ!
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》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

¨おぇいゃぇ しっ, つっ きくけゅけ たけさぇ くっ しぇ くぇはしくけ し こけょさけぉくけしすう
すっ けおけかけ ょぇくなおぇ くぇ あうかうとっすけ しう. ╉ぇすけ しけぉしすゃっくうお くぇ 

うきけす っ ゃぇあくけ ょぇ しう ういはしくうすっ いぇ おぇおゃけ すけつくけ けすうゃぇす こぇさうすっ 
ゃう う いぇとけ っ ょけぉさっ ょぇ しすっ ういさはょっく こかぇすっち. 
╄すけ くはおけかおけ こけかっいくう くっとぇ, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇっすっ いぇ ょぇ

くなお しゅさぇょう.
╃ぇくなおなす っ いぇ っょうく うきけす う こさっょしすぇゃかはゃぇ ょぇょっくぇ しせきぇ. 〈ぇいう 

しせきぇ しっ さぇいこさっょっかは しなけぉさぇいくけ ょはかけゃっすっ くぇ しなしけぉしすゃっくうちう
すっ くぇ ょぇょっくけすけ あうかうとっ. 〉しかけゃうっすけ っ すっ ょぇ しぇ すけつくけ ょっおかぇ
さうさぇくう ゃ ょぇくなつくけすけ. 〈けゃぇ くぇ しゃけえ さっょ しすぇゃぇ し ょっおかぇさぇちうは-
けぉさぇいっち こさう こさうょけぉうゃぇくっ くぇ うきけすぇ.
╃なかあうきうすっ ょぇくなお しゅさぇょう う すぇおしぇ しきっす しっ ういつうしかはゃぇす くぇ 

ぉぇいぇ ょぇくなつくぇ けしくけゃぇ. 〈は しっ けこさっょっかは けす きっしすけこけかけあっくうっすけ 
くぇ うきけすぇ (おゃぇさすぇか), おゃぇょさぇすせさぇ, っすぇあ, ゅけょうくぇ くぇ こけしすさけ
はゃぇくっ う ょさせゅう. 
╆ぇ ちっかすぇ っ くっけぉたけょうきけ うきけすなす ょぇ ぉなょっ ょっおかぇさうさぇく ゃ きっしす

くぇすぇ けぉとうくぇ. ╃ぇくなつくぇすぇ けしくけゃぇ っ ういつうしかっくぇ しこけさっょ ょっおかぇ
さうさぇくけすけ. ╁なさたせ くっは しっ くぇつうしかはゃぇす こさけちっくすくけ ょぇくなちう う 
すぇおしう.
╄すけ う こさうきっさ: ゅけょうてくうはす ょぇくなお くぇ ょゃぇきぇ しなこさせいう-しなしけぉ

しすゃっくうちう っ 200 かっゃぇ (ょぇくなお しゅさぇょぇ う すぇおしぇ しきっす). ╃けさう う 
っょうくうはす けす しなこさせいうすっ ょぇ こかぇすう 200 かっゃぇ けす しゃけっ うきっ, すけ 
しうしすっきぇすぇ くぇ ょぇくなつくうすっ とっ けすつっすっ しぇきけ くっゅけゃけすけ こかぇとぇくっ, 
ゃおかのつうすっかくけ う くぇょゃくっしっく ょぇくなお. 
〈けゃぇ とっ しっ けすさぇいう しぇきけ こけ くっゅけゃぇすぇ こぇさすうょぇ, すなえ おぇすけ すけえ 

っ くぇさっょうすっか くぇ こかぇとぇくっすけ. ╋っあょせゃさっきっくくけ, けぉぇつっ, いぇょなか
あっくうっすけ くぇ ょさせゅうは けす 100 かっゃぇ とっ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しすけう おぇすけ 
くっこかぇすっくけ.
╁ いぇおかのつっくうっ – ゃしっおう けす しけぉしすゃっくうちうすっ ょなかあう ょぇくなお いぇ 

っょうく う しなとう うきけす. ′け くっ ょぇくなおぇ いぇ ちっかうは うきけす, ぇ しぇきけ すぇいう 
つぇしす けす くっゅけ, おけはすけ っ こさけこけさちうけくぇかくぇ くぇ ょっかぇ きせ けす うきけすぇ. 
〈けっしす, ぇおけ いぇ ちっかうは うきけす ょなかあうきうはす ょぇくなお っ けぉとけ 200 かっゃぇ 
う しなしけぉしすゃっくうちうすっ しぇ ょゃぇきぇ, すけ ゃしっおう けす すはた とっ ょなかあう こけ 
100 かっゃぇ.
′っこかぇとぇくっすけ くぇ ょぇくなちう くっ ゃけょう ょけ いぇゅせぉぇ こさぇゃけ くぇ しけぉ

しすゃっくけしす, おぇおすけ しっ けこぇしはゃぇす くはおけう くっういさはょくう こかぇすちう. ‶け
しかっょしすゃうはすぇ けす くっこかぇとぇくっすけ しぇ かうたゃう う くっゃないきけあくけしす ょぇ 
しっ ういゃぇょう ょぇくなつくぇ けちっくおぇ いぇ うきけすぇ うかう ょさせゅう しこさぇゃおう う 
ぉっかっあおう けす きっしすくぇすぇ けぉとうくぇ. 〈けゃぇ いぇゃうしう けす しぇきうすっ さぇいこけ
さっょぉう う おきっすしおう いぇこけゃっょう. ¨しゃっく すけゃぇ, ゃいっきぇくうはすぇ くぇ ょなさ
あぇゃぇすぇ いぇ ょぇくなちう しっ こけゅぇしはゃぇす し ういすうつぇくっすけ くぇ こっす ゅけょうくう.
╃ぇゃくけしすすぇ っ こっす ゅけょうくう, くけ しぇきけ こさう せしかけゃうっ, つっ くっ っ けぉ

さぇいせゃぇくけ ういこなかくうすっかくけ ょっかけ しさっとせ ょかなあくうおぇ. ‶さぇおすうおぇ
すぇ, けぉぇつっ, こけいくぇゃぇ う しかせつぇう, こさう おけうすけ ょかなあくうおなす ょけさう くっ 
いくぇっ, つっ すぇおけゃぇ ょっかけ っ こけゃょうゅくぇすけ.
╆ぇ ょぇ けすこぇょくぇす いぇょなかあっくうはすぇ こけ ょぇゃくけしす, すさはぉゃぇ ょぇ しっ うい

ゅけすゃう こうしきけ ょけ ょうさっおすけさぇ くぇ 〈っさうすけさうぇかくぇすぇ ょぇくなつくぇ ょう
さっおちうは こけ きっしすけくぇたけあょっくうっ くぇ うきけすぇ し うしおぇくっ すっいう いぇょなか
あっくうは, おぇおすけ う かうたゃうすっ こけ すはた, ょぇ ぉなょぇす いぇかうつっくう.
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‶け こさっょかけあっくうっ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - さなおけゃけょうすっか 
くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ ¨ぉとうくしおうは しな

ゃっす, きっしすくうはす こぇさかぇきっくす けすかけあう さってっくうっすけ しう いぇ こさけ
ょぇあぉぇ くぇ ぇこっすうすっく うきけす けす 9 ょっおぇさぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお ゃ ゅさぇょ [ぇゃょぇ. 
‶け こさっょかけあっくうっ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, いぇかけあっくぇすぇ こなさゃけくぇ

つぇかくぇ ちっくぇ くぇ すなさゅけゃっすっ いぇ ょゃぇすぇ うきけすぇ, っょうくうはす けす 
おけうすけ っ 5 ょっおぇさぇ, う くぇ こなさゃぇ かうくうは ょけ きけさっすけ, ぉっ けぉとけ 
けおけかけ 1,1 きうかうけく かっゃぇ. 
╋けすうゃうすっ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ うしおぇくぇすぇ こさけょぇあぉぇ くぇ ぇこっ

すうすくうは うきけす ぉっ そぇおすなす, つっ けす 18 ゅけょうくう  しっ ゃけょはす しな
ょっぉくう しこけさけゃっ いぇ しけぉしすゃっくけしすすぇ し さぇいかうつくう  ゅさぇあょぇくう, 
こさっょはゃはゃぇとう  こさぇゃぇ ゃなさたせ うきけすぇ うかう つぇしす けす くっゅけ う 
しなけすゃっすくけ ょっかぇ, おけうすけ しすさせゃぇす  きくけゅけ こぇさう, くけ ょけしっゅぇ 
しぇ ぉっい さっいせかすぇす. 
╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ いぇはゃう, 

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお けすくけゃけ けすゃけさう こさけちっょせさぇすぇ いぇ ういぉけさ くぇ くけゃ けきぉせょしきぇく. ‶さけちっょせさぇすぇ とっ しっ こさけゃっょっ こさう しなとうすっ おさうすっさうう いぇ うい
ぉけさ う しなし しなとうは しなしすぇゃ くぇ ╁さっきっくくぇすぇ おけきうしうは, おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ ういしかせてぇ おけくちっこちううすっ くぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ ぉさぇくうすっかう くぇ けぉとっしすゃっくうは うくすっさっし. 

〈けゃぇ っ すさっすう けこうす くぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう いぇ ういぉけさ くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. ‶さけちっょせさぇすぇ くぇ こさぇおすうおぇ っ ゃ たけょ けす けおすけきゃさう きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
‶けしかっょくうはす けこうす いぇ ういぉけさ くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ぉっ こさっい きぇえ, おけゅぇすけ 1 ゅかぇし くっ ょけしすうゅくぇ くぇ おぇくょうょぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお 
╂うくおぇ 】っさっゃぇ. 』っすうさうきぇ ぉはたぇ すけゅぇゃぇ こさっすっくょっくすうすっ いぇ こけしすぇ, ょゃぇきぇ けす すはた しすうゅくぇたぇ ょけ ういしかせてゃぇくっ ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす - ′ぇくつけ ╁うょっゃ う ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ. ╃ゃぇきぇすぇ こけかせつうたぇ しなけすゃっすくけ 7 う 24 ゅかぇしぇ.  
 ╋っあょせゃさっきっくくけ, ′ぇくつけ ╁うょっゃ ぉっ ゃないしすぇくけゃっく くぇ こけしすぇ くぇつぇかくうお くぇ [╇¨]╁ -]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, けす おけえすけ ぉっ けしゃけぉけょっく ゃ おさぇは くぇ 2010 ゅけょうくぇ, しかっょ 

こさけゃっょっく おけくおせさし.
╁うょっゃ っ ゃないしすぇくけゃっく くぇ しすぇさぇすぇ しう こけいうちうは ょけ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ くけゃ おけくおせさし いぇ くぇつぇかくうお くぇ [っゅうけくぇかくぇすぇ うくしこっおちうは こけ けこぇいゃぇくっ くぇ けおけかくぇすぇ 

しさっょぇ う ゃけょうすっ.

[あてそ つそいつてうかせけさ せあ けすそて か うあきせそ おあ つけ けくみつせけてか くあ さあさうそ 
てそねせそ そてけうあて たあちけてか うけ け くあはそ か おそいちか おあ つてか けくちみおかせ たしあてかぬ

』 せそうけ 50 おかさあちあ つか とうかしけねあうあ さあくあせしひのさそてそ えちそいけはか

だ½íÇáÜïíÖ ¡ëéÇ:

つっ し おぇいせしぇ “[ぇゃょぇ” しっ いぇくうきぇゃぇす くぇえ-ょけぉさうすっ のさうしすう くぇ ̈ ぉとうくぇすぇ う っ しこっつっかっくけ ょっかけ 
くぇ こけしかっょくぇ うくしすぇくちうは, くけ ┿ゅっくちうはすぇ こけ おぇょぇしすなさぇ くっ こさういくぇゃぇ しなょっぉくけすけ さってっくうっ う 
くぇ こさぇおすうおぇ しぇゅぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ. 
] ちっか ょぇ しっ けしゃけぉけょう けす すっあっしすうすっ, ¨ぉとうくぇすぇ こさっょかぇゅぇ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ うきけすぇ. 
╁ ういおぇいゃぇくっすけ しう ′うおかぇえ ╇ぉせてっゃ こさっかけあう  ¨ぉとうくぇすぇ ょぇ くぇこさぇゃう ゃないぉさぇくぇ くぇ うきけ

すぇ し けぉっいこっつうすっかくぇ いぇこけゃっょ, おぇすけ ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ ょぇ くっ しっ ぉなさいぇ し こさけょぇあぉぇすぇ きせ. 
¨ぉとうくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇゃう ゃしうつおけ ゃないきけあくけ, いぇ ょぇ ういゃぇょう きぇおしうきせきぇ けす くっゅけ - おぇすけ 
こっつぇかぉぇ うかう おぇすけ うくゃっしすうちうは ゃ ぉなょっとっ, ぉっ すっいぇすぇ くぇ ╇ぉせてっゃ. 
╆ぇ こさうきっさ  すけえ ょぇょっ 10-ゅけょうてくぇすぇ しなょっぉくぇ しぇゅぇ  いぇ うきけす し ′╇〈╇, こさうおかのつうかぇ せしこって

くけ いぇ “┿さしっくぇか”. 
╃ぇ しっ くぇっきぇす くぇえ-ょけぉさうすっ のさうしすう, いぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう ゃしうつおけ ゃないきけあくけ いぇ しこっつっかゃぇ

くっすけ くぇ うきけすぇ う けすかぇゅぇくっ くぇ ゃなこさけしぇ いぇ こさけょぇあぉぇすぇ いぇ しかっょゃぇとけ いぇしっょぇくうっ, ぉっ こさっょ
かけあっくうっすけ くぇ っおしこっさすぇ. 
╁ さぇいせきくうすっ きせ ょけゃけょう しっ ゃしかせてぇたぇ 25 けす 28-すっ  こさうしなしすゃぇとう しなゃっすくうちう けす ¨ぉとうく

しおうは しなゃっす. 

╀っか. さっょ. 
╁ないぉさぇくぇすぇ くぇ くっょゃうあうき うきけす っ ういおかのつうすっかくけ っそっおすうゃっく しこけしけぉ いぇ けぉっいこっ-

つっくうっ くぇ ゃいっきぇくっ, おけゅぇすけ ょかなあくうおなす こさうすっあぇゃぇ くっょゃうあうきう うきけすう ゃ けぉけさけす. 
╉けゅぇすけ ょかなあくうおなす っ そういうつっしおけ かうちっ, ゃないぉさぇくぇすぇ ゃないこさっこはすしすゃぇ ょかなあくうおぇ ょぇ 
しっ けすすなさゃっ けす ぇおすうゃうすっ しう うかう, おぇおすけ しっ おぇいゃぇ, „ょぇ くはきぇ くうとけ くぇ しゃけっ うきっ“.
╉ぇおなゃ っ っそっおすなす くぇ ゃないぉさぇくぇすぇ? ╁ないぉさぇくぇすぇ くぇ こさぇおすうおぇ くっ こけいゃけかはゃぇ くぇ 

しすさけうすっかは ょぇ こさったゃなさかう けこさっょっかっくぇ くっょゃうあうきぇ しけぉしすゃっくけしす, すなえ おぇすけ くうおけえ 
くっ ぉう いぇおせこうか うきけす し ゃないぉさぇくぇ. ‶さけょぇゃぇつなす うきぇ うくすっさっし ょぇ いぇかうつう ゃないぉさぇくぇ-
すぇ ゃっょくぇゅぇ とけき くぇきっさう おせこせゃぇつ, すなえ おぇすけ おせこせゃぇつうすっ ういうしおゃぇす つうしすけ せょけしすけ-
ゃっさっくうっ いぇ すっあっしすう こさう こけおせこおぇすぇ くぇ うきけすぇ. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ すっ さうしおせゃぇす 
ょぇ ぉなょぇす けすしすさぇくっくう けす うきけすぇ, しかっょ おぇすけ しぇ いぇこかぇすうかう ちっくぇすぇ きせ. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

¨す くぇつぇかけすけ くぇ すけいう きっしっち ょっえくけしすうすっ こけ こけょさなあおぇすぇ う しすけこぇくうしゃぇくっすけ くぇ ゅさけぉうとくうは こぇさお ゃ 
╉ぇいぇくかなお しっ こけっきぇす けす ̈ ぉとうくしおけ こさっょこさうはすうっ „╉けきせくぇかくぇ ょっえくけしす う こけょょさなあおぇ くぇ うくそさぇ

しすさせおすせさぇすぇ“. 『っかすぇ っ ょぇ ぉなょっ こけょけぉさっくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ ゃ こぇさおぇ, ょぇ しっ こさっょかぇゅぇす こけ-おぇつっしす
ゃっくう せしかせゅう くぇ こけ-くうしおう ちっくう.
 ′ぇ 30-すう のくう ういすっつっ 15-ゅけょうてくうはす ょけゅけゃけさ きっあょせ  ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う „〈ぇくぇすけし“ ̈ ¨╃, しなゅかぇし

くけ おけえすけ つぇしすくけすけ ょさせあっしすゃけ こけょょなさあぇてっ  ゅさけぉうとくうは こぇさお ゃ  ╉ぇいぇくかなお. 
 ╁ こかぇくけゃっすっ くぇ くけゃうは  しすけこぇくうく くぇ ゅさけぉうとくうは こぇさお - ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ かうちっすけ くぇ けぉとうくしおぇ

すぇ  そうさきぇ “╉けきせくぇかくぇ ょっえくけしす う こけょょさなあおぇ くぇ うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ“, ゃかういぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ けゅさぇょぇ 
う けしゃっすかっくうっ くぇ こぇさおぇ, けそけさきはくっ くぇ ぇかっうすっ, せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ きっしすぇすぇ し すっつぇとぇ ゃけょぇ, こけょょなさあぇくっ 
つうしすけすぇすぇ くぇ ちはかぇすぇ すっさうすけさうは, けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ けたさぇくぇ くぇ ゅさけぉうとっすけ.
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ ¨ぉとうくぇすぇ  とっ こさけなょかあう う ょけぉさぇすぇ しけちうぇかくぇ こさぇおすうおぇ  - こけっきぇくっ くぇ さぇい

たけょうすっ いぇ しけちうぇかくうすっ こけゅさっぉっくうは くぇ しけちうぇかくけ しかぇぉう, しぇきけすくう う ぉっいうきけすくう あうすっかう くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ  すぇいう ちっか しぇ いぇかけあっくう う しさっょしすゃぇ ゃ ぉのょあっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ. 
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ ゅさけぉうとくうはす こぇさお とっ しっ さぇいてうさう し きぇかおけ くぇょ 50 ょっおぇさぇ. [ぇいてうさっくうっすけ とっ 
しすぇゃぇ くぇ ょゃぇ っすぇこぇ, くぇ ぉぇいぇ けょけぉさっく ‶〉‶.
′ぇ こけしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ こさっい のくう くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす  きっしすくうすっ しすぇさっえてうくう けょけぉさうたぇ う したっ

きう いぇ ゃけょけしくぇぉょはゃぇくっ う っかっおすさけしくぇぉょはゃぇくっ くぇ こさっょしすけはとけすけ さぇいてうさっくうっすけ くぇ ゅさけぉうとくうは こぇさお.

]かっょ おぇすけ ょなかゅう ゅけょうくう しすけは いぇすゃけさっく う くっいぇゃなさてっく, ぇ しうかくぇ ゅさぇょせておぇ こさっょう 5 ゅけょうくう しきかは  
きけいぇっつくうすっ しすっくけこうしう けす そぇしぇょぇすぇ きせ, くぇえ-しっすくっ こぇさぇおかうしなす ゃ ゅさけぉうとくうは こぇさお くぇ ╉ぇいぇく

かなお とっ けすゃけさう ゃさぇすう いぇ ぉけゅけきけかちうすっ. ′ぇ こけしかっょくけすけ しう いぇしっょぇくうっ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう くぇ 
╉ぇいぇくかなお こけょおさっこうたぇ こさっょかけあっくうっすけ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, うきけすなす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
ゅさけぉうとくうは こぇさお, ゃなさたせ おけえすけ っ ういゅさぇょっく こぇさぇおかうしなす, ょぇ ぉなょっ こさっょけしすぇゃっく おぇすけ ょぇさっくうっ くぇ ]すぇ
さけいぇゅけさしおぇすぇ  きうすさけこけかうは. 『っかすぇ っ こぇさぇおかうしなす ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ ょっえしすゃぇと たさぇき う ょぇ しっ けぉしかせあゃぇ 
けす しゃっとっくうお いぇ くせあょうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ‶ぇさぇおかうしなす  とっ いぇさぇぉけすう ゃっょくぇゅぇ しかっょ こけょこうしゃぇくっすけ くぇ 
ょけゅけゃけさぇ きっあょせ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ]すぇさけいぇゅけさしおぇすぇ  きうすさけこけかうは, おけっすけ こさっょしすけう しなゃしっき しおけさけ.
╇いゅさぇあょぇくっすけ くぇ こぇさぇおかうしぇ ゃ ゅさけぉうとくうは こぇさお いぇこけつくぇ おぇすけ つぇしすくぇ うくゃっしすうちうは ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ し 

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けとっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ゅけょうくう う ゃっつっ  ぉかういけ 20 ゅけょうくう くぇ こさぇおすうおぇ っ いぇすゃけさっく.

 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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〈けえ っ けす けくっいう きけさぇかくう „ょうくけいぇゃさう”, おけうすけ くっ けす
しすなこゃぇす けす こさうくちうこうすっ しう. ╉けっすけ くっ けいくぇつぇゃぇ, つっ 

おけきこさけきうしなす きせ っ つせあょ おぇすけ こけゃっょっくうっ. ′け - しぇきけ さぇい
せきくうはす おけきこさけきうし, ゃっさくうはす ういたけょ ゃ すっあおぇ しうすせぇちうは. 
╇くあっくっさ ′うおけかぇえ ╉けかっゃ っ ょけしすぇすなつくけ ょけぉさっ こけいくぇす 

くぇ おぇいぇくかなつぇくう. ╃なかゅけゅけょうてっく ういこなかくうすっかっく ょうさっお
すけさ くぇ ゅさぇょしおうは  〈╄『, ぇおすうゃっく ょっはすっか くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ ╀]‶, いぇこけきくはと しっ けぉとうくしおう しなゃっすくうお. 
╅ういくっく, けすさうゃうしす, うくあっくっさ くぇ しすけ こさけちっくすぇ, おけえすけ 

ぉけさぇゃう すけつくけ う ぉっい ゅさっておぇ し おうかけゃぇすう, ょあぇせかう う きっゅぇ
ゃぇすう..., しけちうぇかうしす し こけいうちうは. 
╉けくしっさゃぇすうゃっく - ゃ ょけぉさうは しきうしなか くぇ すさぇょうちうはすぇ, っお

いぇおすっく, おけきこっすっくすっく ゃ こさけそっしうはすぇ, しすさけゅうはす, くけ しこさぇ
ゃっょかうゃ ょうさっおすけさ, っおしこっさすなす, おぇゃぇかっさなす...
╇いくっくぇょぇすぇ しはおぇて っ しぇきけ っょくぇ: ぇさしっくぇかしおぇすぇ あうかおぇ 

ゃ しうくはすぇ おさなゃ くぇ けこうすくうは さなおけゃけょうすっか. ╇いくっくぇょぇ, くけ 
しぇきけ くぇ こさなゃ こけゅかっょ.

С о ц и а л н и я т 
а н т р о п о л о г 

Харалан Александров 
бе поканен в Казанлък 
за публична дискусия 
по идея на журналиста 
Данаил Парнаров 
и с подкрепата на 
Община Казанлък. 
Дискусията на 15-
ти юни потърси 
мненията на именити 
казанлъчани  в опит 
да създаде банка 
идеи за бъдещето на 
Казанлък в 21-ви век. 
Интервюто с Харалан 
Александров се случи 
точно във времето 
на втория, съботен, 
ден от протестите 
срещу избора на Делян 
Пеевски за шеф на 
ДАНС.

╂-く ┿かっおしぇくょさけゃ, ょけおぇすけ ゃなすさっ 
ゃ いぇかぇすぇ しっ けぉしなあょぇ ぉなょっとっすけ, 
ゃ しかせつぇは - くぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇしすけは-
とっすけ すけつくけ ゃ すけいう つぇし しおぇくょうさぇ 
“¨しすぇゃおぇ!”. ╉なょっ しっ さぇいきうくぇゃぇす 
う おなょっ しなゃこぇょぇす こさけゅくけいうすっ くぇ 
しこっちうぇかうしすうすっ ゃ けぉとっしすゃっくけすけ 
し さっぇかくけしすうすっ, おけうすけ くう しっ しかせつ-
ゃぇす ゃしっおう ょっく?
- ╄ょくけ けす くっとぇすぇ, おけうすけ けぉしなあょぇ-

たきっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, っ すけつくけ すっきこけゃっすっ 
くぇ こさけきっくうすっ う すはたくぇすぇ ういせきうすっか-
くぇ しこけしけぉくけしす ょぇ くう ういこさっゃぇさゃぇす う 
ょぇ くう ういくっくぇょゃぇす こけしすけはくくけ. 〈けゃぇ, 
おけっすけ しっ しかせつゃぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, ゃおかの-
つうすっかくけ ゃ こけしかっょくうすっ ょくう, ゅけ ょけ-
おぇいゃぇ. ′うとけ ゃっつっ くっ っ くっゃないきけあくけ 
う くうとけ くっ ぉうゃぇ ょぇ くう ういくっくぇょゃぇ.

╊うつくけ ╁うっ ういくっくぇょぇく かう しすっ けす 
すけゃぇ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ?
- ╁ うくすっさっし くぇ うしすうくぇすぇ, かっおけ うい-

くっくぇょぇく しなき. ′っ しなき ういくっくぇょぇく けす 
さっぇおちうはすぇ, ういくっくぇょぇく しなき けす こけゃけ-
ょぇ. 〈けえ っ きっおけ おぇいぇくけ “くっうくすっかっ-
ゅうくすっく” う すけゃぇ っ くぇえ-きっおぇすぇ ょせきぇ, 
おけはすけ きけゅぇ ょぇ  ういこけかいゃぇき. ╋うしかは, 
つっ すけゃぇ, おけっすけ おぇすけ ちはかけ こけかうすうつっ-
しおうはす くう っかうす, おけえすけ ゃ きけきっくすぇ うきぇ-
きっ, けつっゃうょくけ しうしすっきぇすうつくけ う すっあおけ 
こけょちっくはゃぇ, っ ょけしすぇすなつくぇすぇ しこけしけぉ-
くけしす くぇ ぉなかゅぇさうすっ ょぇ しっ ゃないきせとぇ-
ゃぇす. ╋うしかは, つっ はゃくけ しぇ ゃないこさうっかう, 
くぇえ-ゃっさけはすくけ しかっょゃぇえおう しけぉしすゃっくう-
すっ しう, こさうすなこっくう きけさぇかくう しっすうゃぇ, つっ 
ゃしうつおう たけさぇ ゃ しすさぇくぇすぇ そせくおちうけくう-
さぇす こけ しなとうは くぇつうく. ′け すけゃぇ, はゃくけ, 
くっ っ すぇおぇ. ╁しうつおう ょけぉさけくぇきっさっくう 
こさっょせこさっあょっくうは, おけうすけ ぉはたぇ けすこさぇ-
ゃっくう けす けぉとっしすゃけすけ, ゃおかのつうすっかくけ う 
けす きっく, おなき くけゃけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ う 
くけゃうは こぇさかぇきっくす - ょぇ しぇ ゃくうきぇすっか-
くう う ょぇ きうしかはす こけ ょゃぇ こなすう, こさっょう 
ょぇ ゃいっきぇす さってっくうは, しぇ こさっくっぉさっゅ-
くぇすう. ぅゃくけ, くっ しぇ ぉうかう つせすう.

′ぇきうさぇすっ かう さぇいかうおぇ, けしゃっく 
ゃ ょっちうぉっかうすっ くぇ こさけすっしすぇ しっゅぇ,  
さぇいかうおう う ゃ しきうしかっくけしすすぇ うき 
しこさはきけ そっゃさせぇさしおうすっ ょっえしすゃうは 
くぇ せかうちぇすぇ?
- ╋くけゅけ っ さぇくけ ょぇ しっ おぇあっ.  ′っおぇ 

ょぇ ゃうょうき おぇお とっ しっ さぇいゃうはす. 《っ-
ゃさせぇさしおうすっ こさけすっしすう うきぇたぇ いぇ けし-
くけゃくぇ たぇさぇおすっさうしすうおぇ けすつぇはくうっすけ. 
′うゃけすけ ぉってっ ぉうすけゃけ, たけさぇすぇ こさけしすけ 
くっ きけあったぇ ょぇ ういょなさあぇす. ╀っょくけしす-
すぇ っ  しきぇいゃぇとぇ ゃ ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす 
しすさぇくぇすぇ. ╃けおぇすけ しっゅぇ, おぇすけ つっ かう,  
たけさぇすぇ, おけうすけ こさけすっしすうさぇす, ぇ きくけゅけ 
けす すはた  しぇ たけさぇ, おけうすけ ぇい こけいくぇゃぇき, 
くっ しぇ いぇょなかあうすっかくけ たけさぇ, おけうすけ しぇ 
ゃ すさせょくけ きぇすっさうぇかくけ こけかけあっくうっ. 
〈っ くっ こさけすっしすうさぇす しさっとせ ゃうしけおうすっ 
しきっすおう いぇ すけお う しさっとせ きけくけこけかうすっ. 
》けさぇすぇ こさけすっしすうさぇす しさっとせ くはおぇおゃけ 

╋かぇょうはす っかっおすさけうくあっくっさ 
こけ しうかくう すけおけゃっ けす しけそうえ

しおけすけ ╁╋╄╇ - ╉けかっゃ,  こけしすなこゃぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” くぇ さけあょっくうは ょっく 
くぇ しなこさせゅぇすぇ しう - 26-すう ぇこさうか 
1968-きぇ. ╇ょゃぇ, ゃなこさっおう そぇおすぇ, 
つっ しぇきけ 3 ゅけょうくう こさっょう すけゃぇ 
けすおぇいゃぇ ょぇ しすぇくっ ぇさしっくぇかしおう 
しすうこっくょうぇくす, „いぇ ょぇ くっ しっ けぉ
ゃなさいゃぇ”. ′け し こさうぉかうあぇゃぇくっすけ 
くぇ さぇいこさっょっかっくうっすけ, おぇおゃけすけ 
すけゅぇゃぇ うきぇ こけ ょなさあぇゃっく こかぇく 
いぇ ゃしうつおう いぇゃなさてゃぇとう, きかぇょう
はす しこっちうぇかうしす くぇしすけはゃぇ いぇ おぇ
いぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ╇ょゃぇ 
すけつくけ くぇ きはしすけすけ しう - ゃ っくっさゅうえ
くうは しっおすけさ, くっとけ, し おけっすけ とっ しっ 
いぇくうきぇゃぇ ちはか あうゃけす. ‶けしさっとぇ 
ゅけ こさけしかけゃせすうはす ╇ゃぇく ╇ゃぇくうつ 
- ぇさしっくぇかしおうはす „おけかけさうす” - けぉぇ
はすっかくうはす しこっちうぇかうしす こけ ゃしうつ
おけ: けす こさけそっしうはすぇ う すったくうおぇ
すぇ, こさっい „きぇしぇすぇ” ょけ „すなくおぇすぇ 
つぇしす”. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ しぇ おけかっゅう ゃ 
‶さけっおすぇくすしおけすけ ぉのさけ くぇ ╃っつおけ 
‶ぇこぇいけゃ し ぉうゃてぇすぇ いぇきっしすくうお-
おきっすうちぇ ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ.
╁ ぉのさけすけ ╉けかっゃ こけこぇょぇ こけょ 

こぇすさけくぇあぇ くぇ こさうさけょくけうくすっかう
ゅっくすくうは う しこけしけぉっく すったくうお ╃けく
つけ ╋なさいっゃ, おけえすけ ゅけ くぇこなすしすゃぇ, 
おぇすけ ゅけ こさぇとぇ こけ けぉっおすう, いぇ ょぇ 
すさせこぇ けこうす. ] すけゃぇ すけえ けしすぇゃは 
はさなお しこけきっく, くっ しぇきけ おぇすけ しぇく
すうきっくす, くけ う おぇすけ こなさゃう せつう
すっか ゃ こさけそっしうはすぇ. ]かっょ   ょゃっすっ 
ゅけょうくう ちっくっく しすぇあ ゃ ╀のさけすけ,  
こさっい 1970-すぇ, きかぇょうはす うくあっくっさ 
こさけはゃはゃぇ あっかぇくうっ いぇ くぇゃかういぇくっ 
ゃ こっさしこっおすうゃくぇすぇ すけゅぇゃぇ けぉかぇしす 
くぇ っかっおすさけくくけういつうしかうすっかくぇすぇ 
すったくうおぇ. ]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ 
すったくうつっしおうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ
くぇか” - っおしおきっすなす ]すっそぇく ╃ぇきは
くけゃ,  しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ╄╇『 - すけゅぇ
ゃぇ し つっかくう こけいうちうう ゃ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ おけきぉうくぇすぇ. ] すけゃぇ さぇぉけすくけ 
きはしすけ うくあ. ╉けかっゃ しゃなさいゃぇ くぇえ-
うくすっさっしくぇすぇ つぇしす けす こさけそっしうけ
くぇかくぇすぇ しう おぇさうっさぇ: ”╀けさぇゃう しっ 
ぇおすうゃくけ しなし しうゃけすけ ゃっとっしすゃけ...”. 
]おけさけ, すうは ょくう, しっ しなぉさぇかう し おけ
かっゅう けす けくけゃぇ ゃさっきっ, くはおけう けとっ 
さぇぉけすはす すぇき, けすょっかなす いぇ すったくう
つっしおぇ っおしこかけぇすぇちうは くぇ ういつうし
かうすっかくぇすぇ すったくうおぇ けとっ しなとっしす
ゃせゃぇ, きぇおぇさ う ゃ くけゃけ ぇきこかけぇ, 
さぇいおぇいゃぇ ╉けかっゃ. 
╋っあょせゃさっきっくくけ, いぇぉっかはいぇく けす 

„ゅけさっ”, ′うおけかぇえ ╉けかっゃ っ こけしすはく
くけ ぇすぇおせゃぇく いぇ くぇいくぇつっくうっ くぇ 
こぇさすうえくぇ さぇぉけすぇ. ╁しっ けすおぇいゃぇ, 
くけ ゃ しさっとぇすぇ し ′うおけかぇえ ╃ぇきは
くけゃ, /ういさぇしすくぇか し ゅけかはきぇ おぇさうっ
さぇ ゃ ぉなょっとっ/, くぇすっあぇゃぇ こさういう
ゃなす くぇ ょさせゅうは ′うおけかぇえ: ”》ぇえょっ 
ょぇ ゅけ たゃぇくっき ょゃぇきぇすぇ すけは ╆ぇゃけょ 
2, ょぇ ゅけ さぇいゃうっき!” ╇ ‶っくおぇ ╂っ
くけゃぇ おけさけくはしゃぇ っょくけゃさっきっくくけ 
ょゃぇきぇすぇ ′うおけかぇっゃちう - ′うおけかぇえ 
I う ′うおけかぇえ II... 〈ぇおぇ いぇ うくあっ
くっさぇ ╉けかっゃ うょゃぇ こっさうけょなす くぇ 
こぇさすうえくぇすぇ さぇぉけすぇ. ¨すすけゅぇゃぇ きせ 
けしすぇゃぇす しうかくうすっ ゃこっつぇすかっくうは いぇ 
′うおけかぇえ ╃ぇきはくけゃ - „ういおかのつう
すっかくけ おぇょなさっく, しうかっく さなおけゃけ
ょうすっか, いぇ あぇかけしす ゃっつっ くっ っ きっあ
ょせ くぇし!”. ╃ゃぇきぇすぇ ′うおけかぇっゃちう 
„くぇすうしくぇかう” いぇ こけゃっつっ さぇぉけすぇ, 
いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ┿[╊, いぇ さっ
てぇゃぇくっ くぇ きくけゅけすけ いぇょぇつう こけ 
きけょっさくういぇちうは う けさゅぇくういぇちうは くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ う すぇおぇ ′うおけかぇえ 
II  „くぇゃなさすぇ” くっせしっすくけ 4 う こけ
かけゃうくぇ ゅけょうくう. ╆ぇ うくあ. ╉けかっゃ 
すっ ぉうかう こけゃっつっ けす けぉっとぇくうすっ 
きせ 2-3 ゅけょうくう こぇさすうえくぇ さぇぉけすぇ 
う くぇ けすつっすくけ-ういぉけさくぇすぇ おけくそっ
さっくちうは ゃ おさぇは くぇ 1980 ゅ. すけえ 
いぇはゃはゃぇ, つっ けすおぇいゃぇ ょぇ さぇぉけすう 
こけゃっつっ こけかうすうつっしおぇ さぇぉけすぇ. ╁う
おぇす ゅけ う くぇ ょさせゅ こぇさすうっく こけしす, 
おけえすけ すけえ けすおぇいゃぇ う しかっょ ぉかういけ 
ょゃっ しっょきうちう „ういかっあぇゃぇくっ” ゃおな
とう, さぇいせかすぇすなす っ:

ぉっいけぉさぇいうっ, すぇおぇ, おぇおすけ すっ ゅけ ゃない-
こさうっきぇす, う しさっとせ っょくぇ ゃかぇしすけゃぇ 
ぇさけゅぇくすくけしす. ╁ すけいう しきうしなか, すけいう 
こさけすっしす っ こけ-しおけさけ ゅさぇあょぇくしおう, ょけ-
おぇすけ けくいう ぉってっ こけ-しおけさけ ぉせくす くぇ 
けすつぇはくうっ, くぇ たけさぇ, おけうすけ しっ けおぇいゃぇす 
ゃ  ぉっいういたけょうちぇ, きぇおぇさ つっ うきぇてっ う 
ゅさぇあょぇくしおう う こけかうすうつっしおう ういきっさっ-
くうは.

┿おけ ういこけかいぇゃきっ ぉぇくぇかくうすっ うい-
さぇいう - ゃ けこぇしくけしす かう っ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ ょっきけおさぇちうは?
-  ╃ぇ. ╁しはおぇ ょっきけおさぇちうは っ ゃ けこぇし-

くけしす. ′ぇてぇすぇ - こけゃっつっ けす ょさせゅうすっ... 
〈せお しぇ きくけゅけ しうかくう すけすぇかうすぇさくうすっ 
さっそかっおしう. ╋くけゅけ ょなかぉけおう しぇ こさけ-
ちっしうすっ くぇ さぇいこぇょ. ╇ すけえ っ くっ しぇきけ 
ゃなすさってっく さぇいこぇょ, ぇ さぇいこぇょ くぇ ゃさない-
おうすっ, くぇ けすくけてっくうはすぇ ゃ けぉとくけしすすぇ, 
くぇ いぇゅせぉうすっ くぇ しすぇくょぇさすうすっ, いぇゅせぉぇ 
くぇ けさうっくすぇちうは いぇ すけゃぇ, おけっ っ こさうっき-
かうゃけ う おけっ - くっ. ╇ おけっすけ くぇえ-つっしすけ 
しっ ゃないこさうっきぇ おぇすけ きけさぇかくぇ う おぇすけ 
こけかうすうつっしおぇ ょっゅさぇょぇちうは う おけっすけ 

くぇさうつぇきっ し こけこせかはさくけすけ うきっ “おけ-
させこちうは”.
╁ うくすっさっし くぇ うしすうくぇすぇ, すけゃぇ っ 

くっゃないきけあくけしす, う すけ ゃっつっ - ゃうょうきぇ 
くっゃないきけあくけしす くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ 
うきぇす こさっすっくちううすっ ょぇ せこさぇゃかはゃぇす, 
ょぇ ぉなょぇす ゃなゃ ゃかぇしすすぇ, ょぇ けしすぇゃぇす 
ゃ さっぇかくけしすすぇ う ょぇ けすつうすぇす ういおかの-
つうすっかくけ しかけあくうすっ う きくけゅけこけしけつ-
くう しうかう う そぇおすけさう, おけうすけ ゃかうははす 
ゃなさたせ けぉとっしすゃっくけすけ しないくぇくうっ. 
‶さけしすうすっ きっすけょう くぇ せこさぇゃかっくうっ 
つさっい こさけこぇゅぇくょぇ う つさっい くぇかぇゅぇ-
くっ くぇ っょくぇ っょうくしすゃっくぇ ゃっさしうは 
こさけこぇょくぇたぇ. ]かっょ おぇすけ ゃうょはたきっ 
おぇお しっ しさうくぇ っょくけ せこさぇゃかっくうっ, 
ゃ おけっすけ うきぇてっ ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
くぇかぇゅぇくっすけ, きっあょせ ょさせゅけすけ - うい-
おかのつうすっかくけ すぇかぇくすかうゃけ こさぇお-
すうおせゃぇくけ けす ╀けえおけ ╀けさうしけゃ, くぇ 
っょくぇ けおけくつぇすっかくぇ ゃっさしうは いぇ けくけ-
ゃぇ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ, しっゅぇ ゃうあょぇ-
きっ おぇお ういぉせたくぇ しすさぇくぇすぇ. ╇さけくう-
はすぇ, しこけさっょ きっく, っ, すなえ おぇすけ しきっ 
ゃ きっょうえくぇ しうすせぇちうは - ょぇゃぇき うく-

すっさゃの, っ, つっ ゃしうつおけ しすぇゃぇ こけ こけゃけょ っょくけ 
くぇいくぇつっくうっ, くぇ っょうく つけゃっお, おけゅけすけ ぇい くっ 
こけいくぇゃぇき う きう っ すさせょくけ ょぇ こさっちっくは こさけ-
そっしうけくぇかくうすっ きせ おぇつっしすゃぇ, くけ っ けしくけゃくけ 
ういゃっしすっく し すけゃぇ, つっ しっ けこうすゃぇ ょぇ ういゅさぇ-
ょう きっょうっく きけくけこけか. ¨おぇいぇ しっ, つっ くっ っ 
ょけしすぇすなつくけ ょぇ おせこうて ゃっしすくうちうすっ, いぇ ょぇ 
おせこうて けぉとっしすゃっくけすけ きくっくうっ. ′ぇこさけすうゃ. 
′ぇかう ゃうあょぇすっ おぇお うょっはすぇ いぇ っょくぇ っょうく-
しすゃっくぇ ゃっさしうは しっ けおぇいゃぇ くっういょなさあうきぇ. 
‶さけしすけ - しゃっすなす っ こけ-しかけあっく. ‶さけちっしう-
すっ, おけうすけ こさけすうつぇす, ういうしおゃぇす しなゃなさてっくけ 
くけゃ くぇつうく くぇ しゃなさいゃぇくっ, くぇ きうしかっくっ, くぇ 
せこさぇゃかっくうっ くぇ けすくぇしはくっ う ぇい こさけしすけ くっ 
ゃうあょぇき ゃ きけきっくすぇ おけえ けす たけさぇすぇ, おけう-
すけ しぇ しっ くぇゅかぇしうかう ゃ せこさぇゃかっくしおう さけかう, 
うきぇ おぇこぇちうすっすぇ ょぇ けすおかうおくっ う  けすさっぇゅう-
さぇ  くぇ すけゃぇ. 〈っ ゃうょうきけ くっ しぇ くぇ くうゃけすけ 
くぇ しうすせぇちうはすぇ. ╁うょうきけ しすぇさうすっ くけきっさぇ 
くっ さぇぉけすはす ゃ こさけきっくっくぇすぇ しうすせぇちうは.

[ってっくうっすけ - しこけさっょ ╁ぇし?
-  [ってっくうっすけ っ っょうくしすゃっくけ ゃ すけゃぇ, おけっすけ 

ぇい くぇさうつぇき “ゃしかせてゃぇくっ ゃ けぉとっしすゃけすけ”. 
′ぇかぇゅぇ しっ こさけきはくぇ きっあょせ せこさぇゃかはゃぇとう-
すっ う けぉとくけしすすぇ. ′ぇかぇゅぇ しっ おぇすけ ょなさあぇゃぇ, 
おぇおゃけすけ う ょぇ いくぇつう “ょなさあぇゃぇ” くぇ きっしす-
くけ うかう くぇ くぇちうけくぇかくけ くうゃけ, ょぇ しう ゃなゃ 
ゃさないおぇ し けぉとくけしすすぇ. 〈けゃぇ っ くっとけ, おけっすけ 
くぇ くうおけゅけ くっ きせ しっ っ くぇかぇゅぇかけ ょぇ こさぇゃう. 
]っゅぇ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しっ せつうき くぇ すけゃぇ. ╇, 
ぇおけ きけゅぇ ょぇ ぇこっかうさぇき おなき くはおぇおゃぇ すなさ-
こうきけしす, すけかっさぇくすくけしす けす しすさぇくぇ くぇ ゃない-
くうおゃぇとけすけ ゅさぇあょぇくしおけ けぉとっしすゃけ, おけっすけ 
っ し けしくけゃぇくうっ ゅくっゃくけ, すけ っ ょぇ しう ょぇょっ 
しきっすおぇ, つっ たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ こけ くはおぇおなゃ 
くぇつうく ゃ こけかうすうつっしおう さけかう, しぇ すっあおけ 
くっゃっあう けおけかけ すけゃぇ. 〈っ くっ いくぇはす おぇおゃけ 
っ ‶う ┿さ. ‶さっゃっあょぇ うき しっ おぇすけ “こなぉかうお 
さうかっえてなくし”, くけ けつっゃうょくけ  ゃ ぉなかゅぇさしおう-
すっ せしかけゃうは, すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっゃっあょぇ おぇすけ 
“こさけこぇゅぇくょぇ”. ′うっ こさけしすけ ょさせゅけ, けしゃっく 
╂ぬけぉっかしけゃしおう すうこ こさけこぇゅぇくょぇ - すけすぇかう-
すぇさくぇ, ょさせゅけ くっ いくぇっき. 〈けゃぇ っ さぇいゃさぇとぇ-
ゃぇくっ くぇ あせさくぇかうしすうすっ, くぇ きっょううすっ. ′っ 
しすぇゃぇ すぇおぇ.

╇きっくくけ - ょさせゅうはす けしくけゃっく ゃなこさけし, 
おけえすけ しすけう こさっょ けぉとっしすゃけすけ しっゅぇ, っ 
いぇ さけかはすぇ くぇ きっょううすっ. ╁ おぇおゃけ こけかけ-
あっくうっ しっ くぇきうさぇす ょくっし ぉなかゅぇさしおうすっ 
きっょうう?
- ╋くけゅけ っ すっあおけ こけかけあっくうっすけ し きっょうう-

すっ. 〈っ しぇ ゃ くはおぇおなゃ しきうしなか ゃ おさういぇ けくすけ-
かけゅうつっしおぇ, ゃ おさういぇ くぇ きうしうはすぇ しう. ¨つっ-
ゃうょくけ, しっ くぇかぇゅぇ くぇえ-くぇおさぇは きっょううすっ ょぇ 
しっ ゃなさくぇす おなき こなさゃうつくぇすぇ しう さぇぉけすくぇ いぇ-
ょぇつぇ, ょぇ ぉなょぇす きっょうぇすけさう, こけしさっょくうちう. 
〈っ くっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす こさけしすけ こさけゃけょくうお 
くぇ っょくぇ っょうくしすゃっくぇ ゃっさしうは. ╉けはすけ, けつっ-
ゃうょくけ, くっ っ しぇきけ こけかうすうつっしおぇ, くけ う おけさ-
こけさぇすうゃくけ-こけかうすうつっしおぇ. 〈ぇいう こっさゃっさいくぇ 
こけかうすうおけくけきうは, ゃ おけはすけ あうゃっっき, しっ こさけ-
ゃぇかは こさっょ けつうすっ くう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╉けさけくはしぇたぇ きっ いぇ
ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 

8  - すぇき, けすおなょっすけ しなき 
いぇこけつくぇか!

╃くっし ′うおけかぇえ ╉けかっゃ さぇい
おぇいゃぇ いぇ すけゃぇ し せしきうゃおぇ, 
おぇおすけ う いぇ ゃしうつおけ けしすぇくぇ
かけ. ╃うさっおすけさしすゃぇくっすけ ゃ ╆ぇ
ゃけょ 8 こけつゃぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ 
1981-ゃぇ. 〈ぇき けすくけゃけ, しかっょ 
╇いつうしかうすっかくうは ちっくすなさ, 
しっ いぇしうつぇす し ┿かっおしぇくょなさ 
╋うくつっゃ, し おけゅけすけ こなお ょくっし, 
こけゃっつっ けす ゅけょうくぇ, いぇっょくけ 
さぇぉけすはす いぇ くけゃうは うきうょあ 
くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]こけ
さっょ ′うおけかぇえ ╉けかっゃ, せしこっ
たう うきぇ, いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ しぇ 
こさうっすう ぉかういけ しすけ くけゃう きかぇ
ょう つかっくけゃっ. ¨とっ けす けくけゃぇ 
ゃさっきっ し ╋うくつっゃ さぇぉけすはす 
こぇさすくぬけさしおう う ょさせあっしおう. 
╉けかっゃ つせゃしすゃぇ ういゃっしすくけ 
くっせょけぉしすゃけ けす しうすせぇちうはすぇ 

こさっい 1980-すぇ, すなえ おぇすけ っ 
ういきっしすうか ╋うくつっゃ, いぇ おけゅけすけ 
しっ けつぇおゃぇかけ ょぇ いぇっきっ すけいう 
こけしす.  ¨すょなたゃぇ っょゃぇ すけゅぇゃぇ, 
おけゅぇすけ, ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ,  
╋うくつっゃ こけかせつぇゃぇ てぇくし いぇ 
さぇいゃうすうっ くぇ ょさせゅぇ こけ-けすゅけ
ゃけさくぇ さぇぉけすぇ. 
╆ぇ くっしゃっょせとうすっ, うくあ. ′う

おけかぇえ ╉けかっゃ けこさっょっかは ╆ぇ
ゃけょ 8  こさけしすけ:

╆ぇゃけょ, おけえすけ こさぇゃう 
ゃしうつおけ, おけっすけ くっ

っ けさなあうっ.

′け - し くっこさっきっくくぇすぇ せゅけ
ゃけさおぇ, つっ, ぇおけ しっ くぇかけあう, 
きけあっ う すけゃぇ ょぇ こさぇゃう!
╁ すけいう „╆ぇゃけょ いぇ ゃしうつおけ”, 

せこさぇゃかはゃぇく けす うくあ. ╉けかっゃ, 
ぉなょっとうはす ょうさっおすけさ くぇ おぇ
いぇくかなておぇすぇ 〈けこかけそうおぇちうは 
ょけくぇせつぇゃぇ ゃしうつおけ, おけっすけ 
けとっ くっ いくぇっ ゃ こさけそっしうはすぇ. 
╄かっおすさけしくぇぉょはゃぇくっ, こぇさぇ, 
ゃけょぇ, さっきけくすくう ょっえくけしすう, 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ くっしすぇく
ょぇさすくけ けぉけさせょゃぇくっ, しすさけ
うすっかしすゃけ..., ゃしうつおけ っ こけょ 
くっゅけゃけ せこさぇゃかっくうっ, ゃおかの
つうすっかくけ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
ちったつっすぇすぇ  くぇ „┿さしっくぇか” こけ 
ぉぇうさうすっ くぇ ]すさぇくょあぇ う [け
ょけこうすっ. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ ╉け
かっゃ せこさぇゃかはゃぇ ぉかういけ 1000 
ょせてう.
 》けさぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 8 こけ すけゃぇ 

ゃさっきっ ういこなかくはゃぇす う つうしすけ 
こさけういゃけょしすゃっくう ょっえくけしすう 
- „いぇこなかゃぇす すっしくう きっしすぇ“, 
さってぇゃぇす しかけあくう いぇょぇつう 
くぇゃしはおなょっ, おなょっすけ うい „┿さ
しっくぇか“ しっ くぇかけあう. ]こけきくは 
しう おぇすけ おせさうけい, つっ ゃ いぇゃけょぇ 
っ ういさぇぉけすっく こけ こけさなつおぇ けす 
くぇえ-ゃうしけおけ きはしすけ ょけさう す. く. 
„たっさきっすうつっく けぉっき”, ゃ おけえすけ 
くけとくけ ゃさっきっ しっ っ ゃぇおせせきう
さぇか しぇさおけそぇゅなす くぇ ╂. ╃うきう

すさけゃ.
╁ おさぇは くぇ つっすゃなさすぇすぇ ゅけょう

くぇ ゃ ╆ぇゃけょ 8 うょゃぇ こさっょかけあっ
くうっすけ ょぇ けゅかぇゃう すけゅぇゃぇてくうは 
〈╄『 - ╉ぇいぇくかなお, しっゅぇ „〈けこかけ
そうおぇちうは”. ‶さうっきぇ ゅけ し あっかぇ
くうっ う ぇきぉうちうは.

′ぇ ょっしっすうは しう さけあょっく ょっく 
〈╄『 - ╉ぇいぇくかなお

うきぇ くけゃ ょうさっおすけさ. 

╉けかっゃ っょゃぇ こけ-おなしくけ くぇせつぇ
ゃぇ, つっ しなゃこぇょっくうはすぇ し さけあょっ
くうすっ ょくう ゃ こさけそっしうけくぇかくうは 
きせ こなす こさけょなかあぇゃぇす. ]かっょ 
ゃしすなこゃぇくっすけ ゃ „┿さしっくぇか“ 
くぇ しっきっえくうは こさぇいくうお こさっい 
1968-きぇ, うょゃぇくっすけ ゃ 〈けこかけ
そうおぇちうは - ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ くぇ 
くっえくぇすぇ ょっしっすぇ ゅけょうてくうくぇ - 
22 くけっきゃさう 1985 ゅ. 
╉ぇいぇくかなておぇすぇ すけこかけそう

おぇちうは っ しぇきぇ こけ しっぉっ しう 
はゃかっくうっ - くぇ ゃさっきっすけ 〈╄『 

- ╉ぇいぇくかなお っ つっすゃなさすぇすぇ こけ 
ゅけかっきうくぇ すけこかけちっくすさぇかぇ せ 
くぇし, っょうくしすゃっくぇすぇ すけこかけそう
おぇちうは ゃ くっけおさなあっく ゅさぇょ. ‶け 
きくっくうっ くぇ さなおけゃけょうかうは は 19 
ゅけょうくう うくあ. ′うおけかぇえ ╉けかっゃ, 
いぇしかせゅぇすぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ 〈╄『 - ╉ぇいぇくかなお, ぇ う くぇ 
〈けこかけそうおぇちうはす, っ くぇ ‶っすおけ 
╁かぇっゃ - こぇさすうっく しっおさっすぇさ くぇ 
けぉとうくぇすぇ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ. 
〉こさぇゃかっくうっすけ くぇ すけゃぇ しっさう
けいくけ うくあっくっさくけ しなけさなあっくうっ 
う きけとくけ うおけくけきうつっしおけ こさっょ
こさうはすうっ くっ っ かっしくぇ さぇぉけすぇ. 
‶け けくけゃぇ ゃさっきっ さぇいてうさっくう
っすけ くぇ ょっえくけしすすぇ っ こさうけさう
すっす, いぇとけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさけ
きうてかっくけしすすぇ さぇしすっ し ゃうしけおう 
すっきこけゃっ, ゅけかはき っ う ぉさけはす くぇ 
うしおぇくうはすぇ いぇ ゃおかのつゃぇくっ くぇ 
ぉうすけゃう ぇぉけくぇすう. ‶けしすけはくくけ 
„ゃうしはす“ たけさぇ し きけかぉう いぇ こぇさ
くけ. ′ぇきっさっくうはすぇ しっ こさけしすう
さぇす ょけさう ょけ ゃすけさう 〈╄『 - けとっ 
しすけう こかけとぇょおぇすぇ, けこさっょっ
かっくぇ いぇ くっゅけ - ちはかけすけ こさけし
すさぇくしすゃけ きっあょせ 〈╄『-ぇ う っか. 
こけょしすぇくちうは „』せょけきうさ”, おなょっ
すけ すさはぉゃぇかけ ょぇ うきぇ けとっ すさう 
っくっさゅうえくう おけすっかぇ /”ょけぉさっ, 
つっ くっ ぉはたぇ ういゅさぇょっくう!...”/. 
╂けかはきぇすぇ ちっか っ すけこかけそうおぇ
ちうはすぇ くぇ ╇いすけつくけすけ, くけ すなおきけ 
しぇ すけこかけいぇたさぇくっくう こなさゃうすっ 
ぉかけおけゃっ う... ”╁さっきっくぇすぇ しっ 
こさけきっくうたぇ”.
【ぇくし いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ 〈けこ

かけそうおぇちうは こけ すけゃぇ ゃさっきっ ぉっ 
くうしおぇすぇ ちっくぇ くぇ っくっさゅけくけ
しうすっかうすっ, うょゃぇとう けす ]]][, 
けぉはしくはゃぇ うくあ. ╉けかっゃ. 
】さうたう けす おぇさうっさくけすけ きせ 

さぇいゃうすうっ ゃ っくっさゅっすうおぇすぇ しぇ 
せょけしすけはゃぇくっすけ きせ しなし いゃぇくう
っすけ „╄くっさゅっすうお くぇ ゅけょうくぇすぇ” 
こさっい 1995 ゅ. けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ 
ぉさぇくてけゃぇ おぇきぇさぇ こけ っくっさゅっ
すうおぇ, せつぇしすうっすけ きせ ゃ さぇぉけすくう 
ゅさせこう くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ ゃ 

さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ 
っくっさゅっすうおぇすぇ, くぇ ′ぇさっょぉぇ
すぇ いぇ すけこかけしくぇぉょゃぇくっすけ う くぇ 
ょさせゅう くけさきぇすうゃくう ょけおせきっくすう, 
ちっかっゃう おけきぇくょうさけゃおう ゃ しすさぇ
くう し さぇいゃうすぇ っくっさゅっすうおぇ. 
╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ 

せこさぇゃかっくうっすけ しう ゃ おぇいぇくかなて
おぇすぇ 〈けこかけそうおぇちうは ╉けかっゃ 
しすぇゃぇ こさはお しゃうょっすっか くぇ こさけ
きはくぇすぇ くぇ うおけくけきうつっしおうすっ 
せしかけゃうは いぇ さぇいゃうすうっ くぇ すけいう 
しっおすけさ せ くぇし. ‶けいくぇゃぇ けすぉかう
いけ くっとぇすぇ う たけさぇすぇ ゃ っくっさ
ゅっすうおぇすぇ. ╆くぇっ おけえ, おぇお う くぇ 
おぇおゃぇ ちっくぇ  こさうゃぇすういうさぇ ぉなか
ゅぇさしおうすっ すけこかけそうおぇちうう. „╆ぇ 
しなあぇかっくうっ, けす ゃしうつおう こさう
ゃぇすういうさぇくう すけこかけそうおぇちうう ゃ 
きけきっくすぇ しぇきけ おぇいぇくかなておぇすぇ 
くっ さぇぉけすう”, すなゅせゃぇ ぉうゃてうはす 
ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ. ′ぇ 
けこうすうすっ くぇ ╉けかっゃ ゃ こなさゃう
すっ ょゃっ-すさう ゅけょうくう くぇ くけゃけすけ 
たうかはょけかっすうっ ょぇ ういょっえしすゃぇ 

ゅぇいうそうちうさぇくっすけ くぇ 〈╄『-ぇ けす 
╀せかゅぇさゅぇい ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ っくっさゅっすうおぇすぇ, ゃ かうちっすけ 
くぇ ╋うかおけ ╉けゃぇつっゃ, けすゅけゃけさは  
こけ くぇえ-かっしくうは くぇつうく - こさっい 
きぇさす 2004 ゅ. こさうゃぇすういうさぇ 
〈けこかけそうおぇちうはすぇ くぇ ちっくぇ けす 
1 きうかうけく う 600 たうかはょう かっゃぇ. 
„〈けかおけゃぇ しすさせゃぇ しぇきけ しおさぇこなす 
けす せくうとけあっくうすっ ゃっつっ しなけさな
あっくうは, きさっあう う うくしすぇかぇちうう”, 
こさっしきはすぇ ╉けかっゃ. ‶さう けこさっょっ
かはくっ ちっくぇすぇ くぇ こさっょこさうはすう
っすけ いぇ こさうゃぇすういぇちうは くうおけえ 
くっ こさぇゃう しきっすおぇ おけかおけ しすさせ
ゃぇす たけさぇすぇ, しうゃけすけ ゃっとっしすゃけ, 
ぇおせきせかうさぇくけ ゃ くっゅけ, こけすさっぉ
くけしすうすっ くぇ けぉとっしすゃけすけ, おけう
すけ すけ いぇょけゃけかはゃぇ, ぇくぇかういうさぇ 
けとっ ょなさあぇゃくうはす てっそ くぇ 〈╄『-
ぇ, さなおけゃけょうか ゅけ 19 ゅけょうくう. 
╉けかっゃ くぇこせしおぇ 〈けこかけそうおぇ

ちうは 15 きっしっちぇ こさっょう こっくしう
けくうさぇくっすけ しう, いぇとけすけ くっ ゃうあ
ょぇ こっさしこっおすうゃぇ こさう しないょぇかぇすぇ 
しっ けぉしすぇくけゃおぇ. ′はおけかおけ きっしっ
ちぇ さぇぉけすう おぇすけ おけくしせかすぇくす くぇ 
„╄くっさゅけ ‶さけ” こけ こさうゃぇすういぇちう
はすぇ くぇ ょさせゅう すけこかけそうおぇちうう, ぇ 
こけしかっょくうすっ 12 きっしっちぇ こさっょう 
こっくしうはすぇ - くぇ すさせょけゃぇすぇ ぉけさしぇ!

╉ぇいぇくかなておぇすぇ
すけこかけそうおぇちうは ょぇゃぇ しすぇさす 

くぇ きくけゅけ
しこっちうぇかうしすう.  

╃くっし すっ しぇ くぇゃしはおなょっ: くぇ ゃけ
ょっとう こけいうちうう - ╃うさっおすけさ くぇ 
„]うすうゅぇい-╉ぇいぇくかなお, ╃うさっおすけさ 
くぇ 〈けこかけそうおぇちうは - [ぇいゅさぇょ, 
きくけゅけ ゃけょっとう しこっちうぇかうしすう ゃ 
さぇいかうつくう しそっさう, いぇとけすけ, しこけ
さっょ うくあ. ╉けかっゃ, こさっきうくぇかうはす 
【おけかぇすぇ いぇ おぇょさう - 〈╄『, しすぇ
ゃぇ いぇ ゃしうつおけ. ╉けっすけ ゃぇあう う いぇ 
┿さしっくぇかしおぇすぇ ておけかぇ, いぇ おけはすけ 
うくあ. ′うおけかぇえ ╉けかっゃ こさういくぇ
ゃぇ: „╁ „┿さしっくぇか“ しっ „けてかぇえ
そぇた“ う ゃ っくっさゅっすうおぇすぇ, う ゃ 

おけきこのすなさういぇちうはすぇ, う ゃ さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ たけさぇ”.
„〈さなこおぇすぇ“ くぇ っくっさゅっすうおぇすぇ 

いぇ うくあ. ╉けかっゃ っ ゃ しかけあくけしすすぇ 
くぇ さぇぉけすぇすぇ, ゃ こけしすけはくくけすけ くぇ
こさっあっくうっ, くけ しなとけ う ゃ おけきせ
くうおぇちうはすぇ し きけあっとう しこっちうぇ
かうしすう, おなょっすけ うくすっかうゅっくすくけすけ 
けぉとせゃぇくっ っ くぇ くうゃけ. ′はきぇ おぇお 
すぇいう しすさぇしす ょぇ くっ しっ こさっょぇょっ 
ゃ しっきっえしすゃけすけ. 〈ったくうつっしおうはす 
すぇかぇくす, „たゃぇくぇす“ けとっ ゃ ょっすしおう
すっ ゅけょうくう し かのぉうすっかしおう おけく
しすさせおすけさつっすぇ けす しうくぇ きせ,  ゃっつっ 
くぇきうさぇ こさうかけあっくうっ ゃなゃ ゃうしけ
おけすったくけかけゅうつくうは ぉういくっし. ′ぇ
しかっょくうおなす しっゅぇ ょっさいぇっ し こさけ
っおすう ゃ „きぇかおぇすぇ“ っくっさゅっすうおぇ 
- ゃっすさけゅっくっさぇすけさう, ゃ くぇぉかのょっ
くうっすけ くぇ っかっおすさけさぇいこさっょっかう
すっかくう きさっあう し きうくうたっかうおけこすっ
さう う けとっ おぇおゃけ かう くっ...   
╇くあ. ′うおけかぇえ ╉けかっゃ ょくっし っ 

こっくしうけくっさ しぇきけ „くぇ たぇさすうは“. 
╇ しっゅぇ さっぇかくうはす きせ あうゃけす っ 

こなかっく し ぇくゅぇあうきっくすう. ‶けゃっ
つっすけ しぇ こけしゃっすっくう くぇ けさゅぇ
くういぇちうはすぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, くけ くぇきうさぇ ゃさっきっ う 
いぇ こさけそっしうけくぇかくう おけくしせかすぇ
ちうう. ]なし しうゅせさくけしす くっ っ つけゃっお, 
おけえすけ けしすぇゃぇ ぉっいさぇいかうつっく おなき 
¨ぉとっしすゃっくけすけ. ╉けかおけすけ ょけ 
くぇさぇしすゃぇとけすけ ぉっいさぇいかうつうっ せ 
くぇし おなき 〈ったくうつっしおけすけ, っかっお
さけうくあっくっさなす ゅけ けぉはしくはゃぇ しなし 
しすさっきっあぇ おなき ぉなさいう う かっしくう 
こっつぇかぉう, けしうゅせさはゃぇくう けす すなさ
ゅけゃうはすぇ. „〈ぇき, けぉぇつっ, ょけぉぇ
ゃっくぇ しすけえくけしす くっ しっ しないょぇゃぇ, 
きぇおぇさ う ょぇ うきぇ ょけたけょう”. ]う
ゅせさくけ いぇすけゃぇ けしすぇゃぇ し せゃぇあっ
くうっ おなき  ゅけかっきうすっ こさけきうてかっ
くう ぇさしっくぇかしおう さなおけゃけょうすっかう 
けす さぇいかうつくう ゃさっきっくぇ - 〈けく
つけ 』ぇおなさけゃ, 〈けくつけ 』せおぇかけゃ, 
〈のさおっょあうっゃ, ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ... 
]ゃけうすっ かうつくう こさけそっしうけくぇかくう 
ぇさしっくぇかしおう こけしすうあっくうは ╉け
かっゃ しゃなさいゃぇ し ゃさっきっすけ ゃ ╄╇『 
- ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ ょゃっすっ っかっお
すさけくくけういつうしかうすっかくう きぇてうくう, 
っょくう けす こなさゃうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ こさけっおすうさぇ う 
ゃなゃっあょぇ こなさゃけすけ ちうそさけゃけ 
せしすさけえしすゃけ いぇ ゃなゃっあょぇくっ くぇ 
ょぇくくう ゃ ╄╇╋ ぉっい ういこけかいゃぇくっ
すけ くぇ こっさそけおぇさすう: „╀ってっ うく
すっさっしくけ ゃさっきっ, しなすゃけさはゃぇたきっ, 
さぇいゃうゃぇたきっ くっとけ!“. ╁ こぇきっす
すぇ いぇ ぇさしっくぇかしおうすっ ゅけょうくう くぇ 
ぉうゃてうは さっょけゃう うくあっくっさ けす 
╆ぇゃけょ 8, ぇ こけ-おなしくけ う くっゅけゃ 
てっそ, しぇ せくうおぇかくうすっ さっきけく
すう ゃ ╉けゃぇつくぇすぇ う ╊っはさくぇすぇ, 
きけょっさくういぇちうはすぇ くぇ ちったぇ いぇ 
すけつくけ かっっくっ, ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ ╁けょけさけょくぇすぇ しすぇくちうは いぇ 
すゃなさょう こかぇしすうくう... ╆ぇょぇつうすっ 
ゃ けくけゃぇ ゃさっきっ ゃ „┿さしっくぇか“ しぇ 
ゃうくぇゅう しこってくう...  
′ぇしかっょくうお くぇ ぉせょくけ しっきっえ

しすゃけ けす おぇいぇくかなておけすけ しっかけ 
╃なぉけゃけ, し こさぇょはょけ  せつうすっか 
- しこけょゃうあくうお くぇ ╊っゃしおう, ぇ 
しかっょ すけゃぇ しゃっとっくうお, ょはょけ, 
いぇゅうくぇか ゃ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ, 
つうえすけ ぉさぇす っ ぉうか こさけそっしけさ ゃ 
╊けいぇくしおうは きっょうちうくしおう せくう
ゃっさしうすっす, ′うおけかぇえ ╉けかっゃ  うきぇ 
せしっとぇくっ いぇ ゃさっきっすけ う いぇ しな
ぉうすうはすぇ. ] こけゅかっょ おなき ╋うくぇ
かけすけ, すけえ しこけょっかは, つっ きうしかっか 
ょぇ こうてっ ╇しすけさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇく
かなておうは 〈╄『: „ ′け...!“. 
]ぇきけ いぇ きうゅ しっ つせょは おぇおなゃ 

っ しきうしなかなす くぇ こぇせいぇすぇ ゃ きくけ
ゅけすけつうっすけ, いぇとけすけ けすゅけゃけさなす 
うょゃぇ ぉなさいけ. ╁ すうこうつくうは しすうか 
くぇ けこすうきうしすぇ, ╉けかっゃ ょぇゃぇ けす
ゅけゃけさ ゃ ╀なょっとけすけ: „┿い ゃさっきっ 
うきぇき, すけおせ-とけ くぇゃなさてうた 70 う 
あうゃけすなす っ こさっょ きっく!”   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

¨〉【╊]╊[【】╅]を¨ ′《╇╅【 ╇]╅』【【╅ [ぇ〈 ╉】｠《╇〉《【《
〉つぇしすくうちうすっ ゃ きっょうっく そけさせき ゃ おせさけさすくうは おけきこかっおし “[せしぇかおぇ” おさぇえ ╉ぇゃぇさくぇ さぇいこさけしすさぇくう-

たぇ ょっおかぇさぇちうは, おけはすけ いけゃっ ぉなかゅぇさしおうすっ こけかうすうちう ょぇ こさっさぇいゅかっょぇす ちっくくけしすくぇすぇ しう しうしすっきぇ 
う しっ けぉなさくぇす おなき ょせたけゃくけすけ. 〉つぇしすくうちうすっ ゃなゃ そけさせきぇ, おけえすけ いぇ てっしすう こなす しさっとぇ きっょううすっ し ゃう-
ょくう おせかすせさくう ょっえちう, しっ けぉなさくぇたぇ おなき さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ きっしすくうすっ う ょなさあぇゃくう ぉなかゅぇさしおう うく-
しすうすせちうう し ょせきうすっ:”‶さういけゃぇゃぇきっ ぉなかゅぇさしおうすっ こけかうすうちう, さなおけゃけょうすっかう くぇ ょなさあぇゃくう, けぉとうく-
しおう う きっしすくう うくしすうすせちうう, ょぇ こさっさぇいゅかっょぇす ちっくくけしすくぇすぇ しう しうしすっきぇ, おぇすけ ういけしすぇゃはす こさっょっかくぇすぇ 
ゃゅかっょぇくけしす ゃ きぇすっさうぇかくけすけ う しっ こさっういこなかくはす しなし いくぇくうっすけ, つっ ょせたけゃくけすけ - ういおせしすゃけすけ, しかけゃけすけ 
- ゃしなとくけしす さぇあょぇす ょけぉさっ せしすさけっくうすっ きぇすっさうぇかくう しゃっすけゃっ, こさうょぇゃぇす うき いくぇつうきけしす.” ]さっょ こさう-
っかうすっ ょぇおかぇさぇちうはすぇ しぇ ぇゃすけさなす くぇ “╁さっきっ さぇいょっかくけ” -   ぇおぇょっきうお ┿くすけく ╃けくつっゃ, かうすっさぇすせさくう-
はす うしすけさうお こさけそ. ╋うたぇうか ′っょっかつっゃ, うしすけさうおなす  -  こさけそっしけさ ┿くょさっえ ‶ぇくすっゃ, ういょぇすっかはす ╇ゃぇく 
╂さぇくうすしおう, たせょけあくうおなす  - こさけそ. ╇ゃぇえかけ ╋うさつっゃ, あせさくぇかうしすうすっ ╃うきうすなさ 『けくっゃ けす ╀〈╁, ╄きうか 
[けいけゃ けす ╀′〈, こけっすなす ╀けえおけ ╊ぇきぉけゃしおう, こうしぇすっかはす ╋うかっく [せしおけゃ, こさっこけょぇゃぇすっかう けす ]けそうえしおう 
せくうゃっさしうすっす, あせさくぇかうしすう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, つかっくけゃっ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇしけちうぇちうは くぇ さっゅうけくぇか-
くうすっ きっょうう.
“╇くゃっしすうさぇくっすけ ゃ けぉさぇいけゃぇくうっ, おせかすせさぇ う ういおせしすゃけ っ ゃうくぇゅう うくゃっしすうちうは, おけはすけ しっ ういこかぇとぇ. 

╃けぉさうすっ っゃさけこっえしおう う しゃっすけゃくう こさぇおすうおう けすょぇゃくぇ しぇ ょけおぇいぇかう すけゃぇ.”, しっ おぇいゃぇ ゃ ょっおかぇさぇちう-
はすぇ.
‶さっくぇしすさけえすっ しなさちぇすぇ しう こけ くけゃ くぇつうく う うょゃぇとうすっ こけおけかっくうは とっ ゃう ぉかぇゅけょぇさはす, いけゃっ ゃ いぇ-

おかのつっくうっ ょっおかぇさぇちうはすぇ くぇ せつぇしすくうちうすっ ゃなゃ そけさせきぇ, けさゅぇくういうさぇく けす ょけきぇおうくうすっ くぇ “[せしぇかおぇ” 
こけ うょっは くぇ ╋ぇさうは ╀ぇくっゃぇ, こさっょしっょぇすっか くぇ ╀けさょぇ くぇ ょうさっおすけさうすっ くぇ 〈けこかけそうおぇちうは - ╉ぇいぇくかなお. 
]さっょ せつぇしすくうちうすっ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ うきぇてっ う こさっょしすぇゃうすっか くぇ さっょぇおちうはすぇ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

Семейство Баневи - домакини на форума
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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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╇かてかちあせけ:

〉けさそしあこ [そしかう

╉あせひさ つえちあおけ - さあさうそ てちみいうあ おあ くせあかす?

｠あちあしあせ ╅しかさつあせおちそう:
〈かおけけてか つあ う さちけくあ せあ すけつけみてあ つけ
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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

╊╇『《╊[』》╊『【¨: 
╇¨』《[¨【╊ 《』¨╈】『¨【╊]〉¨ 》『╅╈《╇╊
╇╉¨╈╅【 ╆╊′『╅╆《【¨を╅【╅

[《╈╅【《 』〉¨〈[¨【╊ 〈ぇ]ぁ╅【,
¨』【《『¨っ【╅ ¨』[╅

〉╅〈╅]っ╇╅
╆╊′『╅╆《【¨を╅【╅ ╇

《╆]╅』【【╅ 

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて: 
╆あこ ╈あせへそ

そて ╈そちせそ ¨くうそちそうそ

》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

〈╅[¨╅╇╊]¨:

¨す しすぇさうすっ ょけかぇこう

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

] けおけかけ 12% しぇ くぇきぇかっかう さぇぉけすっとうすっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは いぇ こけしかっょくうすっ 4 ゅけょうくう う 

くぇ こさぇおすうおぇ こさけちっくすなす くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ っ 
せょゃけっく けす けおけかけ 5% こさっい 2008-きぇ くぇ 12% 
こさっい 2012 ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ くぇさっあょぇ ╀なかゅぇさうは 
しさっょ ょなさあぇゃうすっ ゃ ╄] し くぇえ-ゅけかはき しこぇょ くぇ 
ぉさけは くぇ いぇっすうすっ. 〈けいう ういゃけょ っ こけしけつっく ゃ 
さぇいこさけしすさぇくっく ゃ うくすっさくっす ぇくぇかうい くぇ ╂かぇゃ-
くぇ ょうさっおちうは  “╇おけくけきうつっしおう う そうくぇくしけゃう 
ゃなこさけしう” くぇ ╄ゃさけおけきうしうはすぇ, こせぉかうおせゃぇくけ 
こさっょう ょくう. 
]こけさっょ しなとうは ぇくぇかうい, こさっい 2011 ゅ. ちっくぇすぇ 

くぇ つぇし すさせょ せ くぇし っ ぉうかぇ 15% けす しさっょくけすけ ゃ 
╄] うかう 37% しこさはきけ こけおせこぇすっかくぇすぇ しこけしけぉ-
くけしす, ょけおぇすけ こさけょせおすうゃくけしすすぇ おぇすけ ╀させすっく 
ゃなすさってっく こさけょせおす /╀╁‶/ くぇ ゅかぇゃぇ けす くぇしっ-
かっくうっすけ っ ぉうかぇ 20% けす しさっょくけすけ ゃ ╄] うかう 

45%, ういきっさっくけ つさっい こけおせこぇすっかくぇすぇ しこけしけぉくけしす. 
〈っいう ょぇくくう けとっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ っょくぇ けす けしくけゃくうすっ すっいう くぇ しうくょうおぇすうすっ ゃ しすさぇくぇ-

すぇ ょぇ うしおぇす せゃっかうつっくうっ くぇ こけつぇしけゃぇすぇ しすぇゃおぇ くぇ いぇこかぇとぇくっ, ぇ けすすぇき う くぇ  しぇきうすっ さぇぉけすくう 
いぇこかぇすう こけ しっおすけさう. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ う おぇすけ おけくすさぇ くぇ うしおぇくうはすぇ くぇ しうくょうおぇすうすっ, ぇくぇかういなす くぇ っゃさけっおしこっさすう-

すっ っ おぇすっゅけさうつっく ゃ すっいぇすぇ しう, つっ “っあっゅけょくけすけ ゃょうゅぇくっ くぇ こさぇゅけゃっすっ し 5-7% ゃ せしかけゃうはすぇ 
くぇ おさういぇ, いぇ おけっすけ けしくけゃくぇすぇ けすゅけゃけさくけしす っ くぇ しうくょうおぇすうすっ, くっ しぇきけ つっ けしすぇゃは たけさぇ ぉっい 
こさっこうすぇくうっ, くけ くぇ こさぇおすうおぇ ゃけょう ょけ さっゅさっしうゃくけ ょぇくなつくけ けぉかぇゅぇくっ”.  

【そうあ うあきけ そつそいかせそ くあ せけつさそさうあしけなけぬけちあせけてか ちあいそてかはけ 

╇くすっさっしくぇ くぇたけょおぇ おなすぇ ょけ ょくう くぇ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ うくあっくっさ [ぇえくけ 』ぇおなさけゃ - さなおけ-
ゃけょうすっか けすょっか ╄╋¨ - ╄くっさゅけきったぇくうつっく くぇ ╆ぇゃけょ 1/500. ‶けつすう けおなしぇく, けゃったすはか ゃうてくっゃ 

ぇかぉせき, ういこうしぇく し おさぇしうゃ さなおけこうし う うきっくせゃぇく „┿かぉせき  いぇ しくうきおう くぇ おけかっおすうゃぇ けす 810 ちった”. 
 ╁ ょっぉっかうは ぇかぉせき うきぇ 15-すうくぇ しくうきおう, おけうすけ さぇいおぇいゃぇす, おぇおすけ いぇ  ょっかくうおぇ くぇ ぉさうゅぇょぇすぇ, 

すぇおぇ う いぇ こさぇいくうちうすっ くぇ たけさぇすぇ, おかうてうさぇくけ いぇこうしぇくう おぇすけ 
„おけかっおすうゃぇ くぇ 810 ちった”. 

╇すぇかうぇくしおうはす こけかうすうつっしおう そうかけしけそ, ょなさあぇゃくうお, うしすけさうお, こうしぇすっか う ょうこかけきぇす 
′うおけかけ ╋ぇおうぇゃっかう っ しきはすぇく いぇ せくうおぇかくぇ かうつくけしす - さけょけくぇつぇかくうお くぇ うょっはすぇ いぇ 

╋かぇょうはす ╋ぇおうぇゃっかう. 
′ぇ 29 ゅけょうくう しすぇゃぇ 

ょなさあぇゃっく しかせあうすっか. ]かっょ 
こさけゅけくゃぇくっすけ くぇ ╋っょうつうすっ 
う せしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ ういぉけさ-
くけ せこさぇゃかっくうっ, ゃ こさけょなかあっ-
くう くぇ 14 ゅけょうくう, ╋ぇおうぇゃっかう 
せつぇしすゃぇ ゃ ょうこかけきぇすうつっしおけ-
すけ う ゃけっくくけ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
《かけさっくちうは. ‶なすせゃぇ うい ╇すぇ-
かうは, ╂っさきぇくうは う 《さぇくちうは う 
けすぉかういけ くぇぉかのょぇゃぇ あうゃけすぇ 

くぇ ゃうょくう こけかうすうつっしおう ょっえちう. 
‶け-おなしくけ さなおけゃけょう そかけさっく-
すうくしおぇすぇ きうかうちうは, しきはすぇえおう, 
つっ すは すさはぉゃは ょぇ っ しなしすぇゃっくぇ 
けす ゅさぇあょぇくう. ]かっょ おぇすけ こさっい 
1512 ゅ. さけょなす ╋っょうつう ゃないしすぇ-
くけゃはゃぇ ゃかぇしすすぇ しう, さっこせぉかう-
おぇくっちなす ╋ぇおうぇゃっかう っ けしゃけぉけ-
ょっく けす こけしすけゃっすっ しう. ╂けょうくぇ 
こけ-おなしくけ っ けぉゃうくっく ゃ いぇゅけ-
ゃけさ しさっとせ ゃかぇしすすぇ う っ ぇさっし-
すせゃぇく. ╁なこさっおう きなつっくうはすぇ, 
すけえ けすおぇいゃぇ ょぇ しっ こさういくぇっ いぇ 
ゃうくけゃっく う っ けしゃけぉけょっく. ̈ すすっ-
ゅかは しっ ゃ うきっくうっすけ しう くっょぇかっつ 
けす 《かけさっくちうは う しっ けすょぇゃぇ くぇ 
かうすっさぇすせさくぇ ょっえくけしす. 
‶さけきっくうすっ ょぇ すさなゅゃぇす けす 

けしくけゃうすっ. ╋ぇおうぇゃっかう っ くぇえ-
いぇぉっかっあうすっかくうはす こけかうすうつっ-
しおう きうしかうすっか くぇ [っくっしぇくしぇ 
– いぇ こけかうすうおぇすぇ すけえ ゅけゃけさう 
っょくけゃさっきっくくけ おぇすけ いぇ くぇせおぇ 
う ういおせしすゃけ. 〈けえ っ こなさゃうはす, 
おけえすけ しっ しすさっきう ょぇ ういゅさぇょう 
ょなさあぇゃくぇすぇ こけかうすうおぇ ゃなさたせ 
しけかうょくぇ そうかけしけそしおぇ けしくけゃぇ, 
さぇいゅかっあょぇえおう  ょなさあぇゃぇすぇ ゃ 
しきうしなか, ぉかういなお ょけ しなゃさっきっく-
くうは - おぇすけ こけかうすうつっしおけ しなし-
すけはくうっ くぇ けぉとっしすゃけすけ, おぇすけ 
けすくけてっくうっ くぇ ゃかぇしすうきぇとう-
すっ おなき けぉっいゃかぇしすっくうすっ, おぇすけ 
けさゅぇくういうさぇくぇ こけかうすうつっしおぇ 
ゃかぇしす, うくしすうすせちうう う いぇおけくう. 
╇しすうくしおぇすぇ ょなさあぇゃくぇ ゃかぇしす, 
しこけさっょ くっゅけ, しっ おさっこう くぇ いぇ-
おけくうすっ う しかせあう くぇ こさぇゃけすけ. 
╋ぇおうぇゃっかう っ こなさゃうはす うょっけか-
けゅ くぇ けぉっょうくっくぇ ╇すぇかうは おぇすけ 
くっいぇゃうしうきぇ くぇちうけくぇかくぇ ょなさ-
あぇゃぇ. 〈けえ っ っょうくしすゃっくうはす こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ, おけえすけ さぇいぉうさぇ, 
つっ こさけきっくうすっ, おけうすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ ういゃなさてぇす ゃ せこさぇゃかっ-
くうっすけ, すさはぉゃぇ ょぇ すさなゅゃぇす けす 
けしくけゃうすっ. „╇しおぇき ょぇ しっ いぇ-
こけきくう, こうてっ ╋ぇおうぇゃっかう, つっ 
くはきぇ くうとけ こけ-すさせょくけ いぇ こかぇ-
くうさぇくっ, こけ-しなきくうすっかくけ いぇ 
せしこった う こけ-けこぇしくけ いぇ せこさぇゃ-
かはゃぇくっ けす くけゃぇ しうしすっきぇ”.                                                                                                      

‶さけういゃっょっくうは. ╁ „╀っしっ-
ょう ゃなさたせ こなさゃぇすぇ ょっおぇょぇ くぇ 
〈うす ╊うゃうえ“ ╋ぇおうぇゃっかう しっ 
さぇいおさうゃぇ おぇすけ うしすうくしおう さっ-
こせぉかうおぇくっち, しきはすぇえおう, つっ 
こけ-ょけぉさうはす さっあうき っ ょけぉさっ 
けさゅぇくういうさぇくぇすぇ [っこせぉかう-
おぇ. ╀っしっょうすっ しぇ こけさっょうちぇ 
けす せさけちう いぇ すけゃぇ おぇお すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ しないょぇょっ, しすさせおすせさうさぇ 
う こけょょなさあぇ っょくぇ さっこせぉかう-
おぇ. ╁なゃ „╁けっくくけすけ ういおせしすゃけ“ 

すけえ こけょつっさすぇゃぇ けゅさけきくけすけ 
いくぇつっくうっ くぇ ょけぉさけすけ ゃなけさな-
あっくうっ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. ]こけさっょ 
くっゅけ, ゃけえしおぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ  
くぇぉうさぇ けす ゅさぇあょぇくうすっ くぇ しぇ-
きぇすぇ ょなさあぇゃぇ, すなえ おぇすけ しすさぇ-
くぇ, おけはすけ さぇいつうすぇ くぇ くぇっきくぇ 
うかう つせあょぇ ゃけえしおぇ, っ しかぇぉぇ う 
いぇしすさぇてっくぇ. ┿ゃすけさ っ くぇ けとっ 
くはおけかおけ おくうゅう, きっあょせ おけう-
すけ „╇しすけさうは くぇ 《かけさっくちうは“, 
おけはすけ くぇこうしゃぇ, しかっょ おぇすけ っ 
くぇいくぇつっく くぇ ょかなあくけしすすぇ うし-
すけさうけゅさぇそ, う „╋ぇくょさぇゅけさぇ“ - 
こうっしぇ, おけはすけ しっ うゅさぇっ う ょくっし. 
„╁かぇょっすっかはす“. ′ぇ すけいう うい-

おせしくけ くぇこうしぇく う かっしっく いぇ つっ-
すっくっ すさぇおすぇす, つうっすけ いぇゅかぇゃうっ 
しっ こさっゃっあょぇ う おぇすけ „╉くはいなす”, 
╋ぇおうぇゃっかう ょなかあう しゃっすけゃくぇ-
すぇ しう しかぇゃぇ う そうかけしけそしおけ-
すけ こけくはすうっ „きぇおうぇゃっかういなき”.  
¨そけさきっく っ ゃ 16 ゅかぇゃう, つっしすけ 
っ くぇさうつぇく くぇさなつくうお いぇ ょうお-
すぇすけさう. ‶さうょなさあぇえおう しっ おなき 
さっぇかくぇすぇ しなとくけしす くぇ くっとぇすぇ, 
ゃ くっゅけ すけえ さぇいおさうゃぇ うょっうすっ 
しう いぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ょなさ-
あぇゃぇすぇ. ╁ ょっえしすゃうすっかくけしす, 
こさけゅけくっくうはす けす ゃかぇしす ╋ぇおうぇ-
ゃっかう こけしゃっとぇゃぇ すさぇおすぇすぇ しう 
くぇ くけゃうは ゃかぇょっすっか くぇ 《かけ-
さっくちうは - ╊けさっくちけ ╋っょうつう, 
くぇょはゃぇえおう しっ すけえ ょぇ ゅけ ゃいっきっ 
くぇ さぇぉけすぇ. 《うかけしけそなす うしおぇか 
ょぇ きせ こけおぇあっ おぇおなゃ ゃかぇょっすっか 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ, ぇおけ うしおぇ ょぇ 
けぉっょうくう ╇すぇかうは う ょぇ は ういゃっ-
ょっ けす おさういぇすぇ. ╋ぇおうぇゃっかう くっ 
っ ゃいっす くぇ さぇぉけすぇ, くけ しなつうくっ-
くうっすけ  きせ けしすぇゃぇ ゃ うしすけさうはすぇ 
おぇすけ こなさゃうは こけょさけぉっく ぇくぇ-
かうい くぇ ういおせしすゃけすけ くぇ ゃかぇしすすぇ. 
¨しくけゃくぇすぇ うょっは っ, つっ いぇ ょぇ 
こさっせしこっっ, ゃかぇょっすっかはす すさはぉゃぇ 
ょぇ いぇぉさぇゃう ゃしうつおう くさぇゃしすゃっ-
くう しなけぉさぇあっくうは う ょぇ さぇいつうすぇ 
しぇきけ くぇ しうかぇすぇ う たうすさけしすすぇ. 
〈さぇおすぇすなす しっ しきはすぇ いぇ ぉせおゃぇさ 
し こさぇおすうつっしおう しなゃっすう いぇ ょなさ-
あぇゃっく ゅかぇゃぇ.
〉きくうはす せこさぇゃくうお. 》けさぇすぇ 

こけ こさうさけょぇ しぇ くっぉかぇゅけょぇさ-
くう, こさけきっくかうゃう, かうちっきっさくう, 
しすさぇたかうゃう う しさっぉさけかのぉうゃう, 
しきはすぇ ╋ぇおうぇゃっかう. ╃けおぇすけ 
ういゃかうつぇす けす すっぉっ けぉかぇゅう, すっ 
しぇ すう ゃっさくう, ぇ ゃ けぉさぇすくうは 
しかせつぇえ ゃっょくぇゅぇ すう けぉさなとぇす 
ゅさなぉ. ╁かぇょっすっか, おけえすけ うき 
しっ ょけゃっさはゃぇ う くっ こさっょこさうっ-
きぇ くうとけ, いぇ ょぇ しっ こけょしうゅせ-
さう, さうしおせゃぇ ょぇ しっ こさけゃぇかう.                                                                                                                                         

╋ぇおうぇゃっかう しなゃっすゃぇ ゃかぇ-
ょっすっかは ょぇ しう しこっつっかう こけょ-
おさっこぇすぇ くぇ こさけしすけかのょうっすけ, 
いぇとけすけ ゃ しかせつぇえ くぇ ぉっょぇ 
くはきぇ ょぇ うきぇ くぇ おけゅけ ょさせゅ 
ょぇ さぇいつうすぇ. ╇ けとっ: けぉかぇゅう 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ ょぇゃぇす きぇかおけ こけ 
きぇかおけ, いぇ ょぇ きけゅぇす たけさぇすぇ 
こけ-ょなかゅけ ょぇ うき しっ さぇょゃぇす.                                                                                       
《うかけしけそなす ょけぉぇゃは, つっ せき-
くうはす せこさぇゃくうお くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
ょなさあう くぇ ょせきぇすぇ しう, おけゅぇすけ 
すけゃぇ こさけすうゃけさっつう くぇ くっゅけゃう-
すっ うくすっさっしう. ┿ とけ しっ けすくぇしは 
ょけ くっういこなかくっくうっすけ くぇ けぉっ-
とぇくうはすぇ – ゃうくぇゅう とっ しっ くぇ-
きっさはす いぇおけくけゃう けしくけゃぇくうは, 
いぇ ょぇ しっ けこさぇゃょぇっ. “╆ぇとけすけ, 
おぇいゃぇ ╋ぇおうぇゃっかう, たけさぇすぇ しぇ 
すけかおけゃぇ こさけしすう う すけかおけゃぇ 
ゅけすけゃう ょぇ しっ こけょつうくはゃぇす くぇ 
きけきっくすくうすっ しう こけすさっぉくけしすう, 
つっ ゃうくぇゅう とっ しっ けしすぇゃはす ょぇ 
ぉなょぇす きぇきっくう”. 
╆ぇ ょぇ こさっせしこっっ, ゃかぇょっすっかはす 

すさはぉゃぇ ょぇ しっ けゅさぇょう しなし しこけ-
しけぉくう う ゃっさくう きうくうしすさう, ょぇ 
しっ こぇいう けす かぇしおぇすっかう う ょぇ くっ 
さぇいつうすぇ くぇ こさうはすっかう, おけうすけ 
しっ こっつっかはす し こぇさう.  ╄ょうく-
しすゃっくけすけ しさっょしすゃけ ょぇ しっ うい-
ぉぇゃうて けす かぇしおぇすっかしすゃぇすぇ っ 
ょぇ くっ しっ けぉうあょぇて, おけゅぇすけ すう 
おぇいゃぇす うしすうくぇすぇ...
╁かぇょっすっかはす ゃうくぇゅう すさはぉ-

ゃぇ ょぇ しっ しなゃっすゃぇ, くけ しぇきけ 
おけゅぇすけ すけえ あっかぇっ, ぇ くっ おけ-
ゅぇすけ すけゃぇ あっかぇはす ょさせゅうすっ. 
╃っかぇすぇ, おけうすけ しぇ くっあっかぇくう 
けす こけょぇくうちうすっ, ゃかぇょっすっかはす 
すさはぉゃぇ ょぇ ゃないかぇゅぇ ょさせゅう ょぇ 
ゅう ゃなさてぇす, ぇ すっいう, おけうすけ しぇ 
あっかぇくう, ょぇ ゅう ういこなかくはゃぇ 
しぇき. 〈けえ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっょ-
こぇいゃぇ けす いかけせこけすさっぉぇ し きう-
かけしなさょうっ. 
′ぇえ-ょけぉさっ っ たけさぇすぇ たっき ょぇ 

しっ しすさぇたせゃぇす けす せこさぇゃくうおぇ, 
たっき ょぇ ゅけ けぉうつぇす. ′け, ぇおけ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ ういぉうさぇ きっあょせ 
しすさぇたぇ う けぉうつすぇ, こけ-ょけぉさっ 
っ ょぇ しっ しすさぇたせゃぇす. ╆ぇとけすけ  

しすさぇたなす しっ こけょょなさあぇ けす けこぇし-
くけしすすぇ けす くぇおぇいぇくうっ, おけはすけ 
ゃうくぇゅう ょぇゃぇ さっいせかすぇす.
╋うしかうすっかはす ゃくせてぇゃぇ, つっ 

ぉけさぉぇすぇ し ゃさぇゅぇ っ せしこってくぇ: 
こなさゃけ - つさっい いぇおけくう, ゃすけさけ - 
つさっい しうかぇ. ′け ゃさぇゅなす くっ ぉうゃぇ 
ょぇ ぉなょっ ょけゃっあょぇく ょけ おさぇえくけ 
けすつぇはくうっ.
╋ぇおうぇゃっかう しないくぇゃぇ, つっ いぇ ょぇ 

せおさっこう ゃかぇしすすぇ しう, くけゃうはす せこ-
さぇゃくうお っ こさうくせょっく こけくはおけゅぇ 
ょぇ こさうぉはゅゃぇ ょけ きっさおう, おけうすけ 
くっ しっ たぇさっしゃぇす くぇ こけょぇくうちうすっ 
きせ. ╆ぇすけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇゃう 
すぇおぇ, つっ ゃしうつおう あっしすけおけしすう 
ょぇ しっ ういゃなさてぇす くぇゃっょくなあ, ぇ 
くっ ょぇ しっ こけゃすぇさはす ょっく しかっょ 
ょっく… ╁かぇょっすっかはす すさはぉゃぇ ょぇ 
せきっっ ょぇ くっ しっ けすおかけくはゃぇ けす 
ょけぉさけすけ, くけ う ょぇ こけっきっ こなすは 
くぇ いかけすけ, ぇおけ すけゃぇ しっ くぇかぇゅぇ.                                                                                                                                          
 ′けゃうはす せこさぇゃくうお, いぇ ょぇ 
しこっつっかう けょけぉさっくうっ, すさはぉゃぇ 
ょぇ こさけきっくう ょっえしすゃうはすぇ しう 
しこさはきけ くぇさけょぇ, ょぇゃぇえおう きせ  
う しゃけぉけょう, すなえ おぇすけ ゃ おさぇは 
くぇ おさぇうとぇすぇ くぇさけょなす っ すけいう, 
おけえすけ とっ さってぇゃぇ しなょぉぇすぇ きせ.                                                                                                            
╁しうつおう うょっう くぇ ╋ぇおうぇゃっかう 
ぉうかう ういおかのつうすっかくけ くけゃぇすけさ-
しおう いぇ ゃさっきっすけ しう, ゃなこさっおう 
つっ きくけゅけ けす すはた けしすぇくぇかう くっ-
さぇいぉさぇくう.
『っかすぇ けこさぇゃょぇゃぇ しさっょ-

しすゃぇすぇ. 〈ぇいう そさぇいぇ くぇえ-つっし-
すけ しっ こさうこうしゃぇ くぇ ╋ぇおうぇゃっかう, 
すなえ おぇすけ しっ しなょなさあぇ ゃ きくけゅけ 
けす うょっうすっ きせ. ]こけさっょ くはおけう 
ういすけつくうちう すは っ くぇ 》けぉし, しこけ-
さっょ ょさせゅう - くぇ ╊けえけかぇ.                                       
╁しっ こぇお とっ きっ つっすぇす. ╋ぇか-

ちうくぇ こけかうすうつっしおう そうかけしけそう 
しぇ ぉうかう たせかっくう し すぇおぇゃぇ いかけ-
ぉぇ おぇすけ ╋ぇおうぇゃっかう. ′はおけう ゅけ 
けすさうつぇかう おぇすけ ぉっいおさせこせかっく 
くっゅけょくうお, ょさせゅう ゅけ ゃないたゃぇ-
かはゃぇかう おぇすけ すゃなさょけかうくっっく 
さっぇかうしす. ╋くけゅけ こけかうすうつっしおう 
そうゅせさう しぇ つっかう ゃくうきぇすっかくけ 
„╁かぇょっすっかはす“. ╋せしけかうくう っ 
ゃっくちっしかぇゃっか こせぉかうつくけ ╋ぇ-
おうぇゃっかう, ′ぇこけかっけく しこはか し 
っおいっきこかはさ けす おくうゅぇすぇ きせ, こけ-
ょけぉくう くっとぇ しっ ゅけゃけさはす  う いぇ 
》うすかっさ う ]すぇかうく. ¨とっ こさっょう 
こっす ゃっおぇ ╋ぇおうぇゃっかう っ けぉさう-
しせゃぇか あうゃうは きけょっか くぇ ゃかぇょっ-
すっかは, おけえすけ う ょけ しっゅぇ きけあっ ょぇ 
しかせあう いぇ けゅかっょぇかけ くぇ ゃしっおう 
ょうおすぇすけさ, くぇこさうきっさ 《さぇくおけ, 
』ぇく ╉ぇえ-てう, ‶うくけつっす.
′け ╋ぇおうぇゃっかう くっ っ けこうしぇか 

しぇきけ ゃかぇしすくうちうすっ, すけえ っ うい-
けぉさぇいうか はさおけ こけさすさっすぇ くぇ 
こけかうすうつっしおうは つけゃっお けす ゃしうつ-
おう しすなこぇかぇ くぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ 
しすなかぉうちぇ, さぇいしなあょぇゃぇえおう 
いぇ こさうさけょぇすぇ くぇ ゃかぇしすすぇ う 
いぇ しなとくけしすすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 
〈けえ さぇいさせてぇゃぇ  きうすぇ いぇ ょなさ-
あぇゃぇすぇ おぇすけ ゃなこかなとっくうっ くぇ 
くぇちうけくぇかくうは ょせた う こけおぇいゃぇ, 
つっ ょなさあぇゃぇすぇ - すけゃぇ しぇ すっいう 
たけさぇ, おけうすけ ゃかぇしすゃぇす くぇょ けぉ-
とっしすゃけすけ. ╆ぇ くはおけう ょなさあぇゃう 
すけいう ういゃけょ う しっゅぇ いゃせつう おぇすけ 
こさうしなょぇ...
“╋ぇおぇさ う ょぇ けたせかゃぇす きけうすっ 

おくうゅう, すっ ゃしっ こぇお とっ きっ つっ-
すぇす” – ぉうか せゃっさっく ╋ぇおうぇゃっ-
かう. ╇ しっ けおぇいぇか こさぇゃ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

きけょっさくぇすぇ ょなさあぇゃぇ う きけょっさくうは ゃかぇょっ-
すっか, っょうく けす こなさゃけしないょぇすっかうすっ くぇ しな-
ゃさっきっくくぇすぇ こけかうすうつっしおぇ きうしなか. ‶けいけ-
ゃぇゃぇえおう しっ くぇ さっぇかくけしすすぇ, すけえ ょさないおけ 
こさっこけさなつゃぇ: ょなさあぇゃくうお, おけえすけ うしおぇ ょぇ 
せおさっこう ゃかぇしすすぇ しう, すさはぉゃぇ ょぇ こさうぉはゅゃぇ 
ょけ ういきぇきぇ う ぉっいきうかけしすくぇ せこけすさっぉぇ くぇ 
しうかぇ. ]ぇきうはす すけえ, けぉぇつっ, っ うょっぇかうしす う 
こぇすさうけす-さっこせぉかうおぇくっち. 
[けょっく っ こさっい 1469 ゅ. ゃなゃ 《かけさっく-

ちうは - ゅさぇょ-ょなさあぇゃぇ, せこさぇゃかはゃぇく けす 
そぇきうかうはすぇ ╋っょうつう. ╀ぇとぇ きせ っ のさうしす, 
おけえすけ せつう しうくぇ しう くぇ ゅさぇきぇすうおぇ, さっすけ-
さうおぇ う かぇすうくしおう. 〉きうさぇ, おけゅぇすけ ′うおけ-
かけ っ くぇ 16 ゅけょうくう. ]かっょゃぇす ぉかはしおぇゃぇ 
おぇさうっさぇ う こさけゅけくゃぇくっ けす ゃかぇしすすぇ. ¨し-
すぇくぇかぇすぇ つぇしす けす あうゃけすぇ きせ っ こうしぇくっ.                                                                                                                                     
╋ぇおうぇゃっかう っ あっくっく う うきぇ てっしす ょっちぇ. 

〉きうさぇ こさっい 1527 ゅ. くぇ 58 ゅけょうくう. ╂さけぉなす きせ っ くっういゃっしすっく. ′ぇ くっゅけ っ こけしゃっすっく くぇょこう-
しなす ゃ ちなさおゃぇすぇ „]ぇくすぇ ╉さけつっ“ ゃなゃ 《かけさっくちうは: „′うおけは ゃないたゃぇかぇ くっ っ ょけしすけえくぇ いぇ すけゃぇ 

うきっ“. ╋ぇおうぇゃっかう っ っょうく けす きぇかおけすけ きうしかうすっかう, つううすけ こさけういゃっょっくうは ゃくうきぇすっか-
くけ しっ ういせつぇゃぇす う ょくっし.

〉ゃぇあぇっきう ぇさしっくぇかちう, 
 

  [っょぇおちうけくくうはす っおうこ, 
しなゃきっしすくけ し ╇いょぇすっかしおうは 
しなゃっす くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか”,  こけょっきぇす  おぇきこぇ-
くうは, くぇさっつっくぇ “〈けいう, ぉっい 
おけえすけ...”.
 ]なし しくうきおう, し さうしせくおう, 
し てぇさあけゃっ うかう し くはおけかおけ 
ういさっつっくうは くう さぇいおぇあっ-
すっ いぇ “〈けいう, ぉっい おけえすけ...” 
ょっくはす うかう あうゃけすなす ゃう ぉう 
ういゅかっあょぇか こけ しなゃしっき さぇい-
かうつっく くぇつうく う ぉう いぇゅせぉうか 
けす ぉかはしなおぇ う けつぇさけゃぇくっすけ, おけうすけ うきぇ しっゅぇ. 
〈けゃぇ きけあっ ょぇ っ おけかっゅぇすぇ, こぇさすくぬけさなす, ぉかういおうはす うかう 
こさけしすけ しさっとくぇす くぇ せかうちぇすぇ しかせつぇえくけ つけゃっお, くけ ぉっかはいぇか 
ょくうすっ ゃう くぇこさっょ. 
 ╁うっ しすっ すっいう, おけうすけ とっ ういぉっさっすっ そけさきぇすぇ: いぇおぇつかうゃぇ 
うかう しっさうけいくぇ, ょっかけゃぇ うかう せしきうたくぇすぇ.
 ′ぇえ-ょけぉさうすっ そけすけしう, てぇさあけゃっ, おぇさうおぇすせさう うかう すっおしすけ-
ゃっ とっ こけかせつぇす しこっちうぇかくう くぇゅさぇょう けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ う さっょぇおすけさしおうは っおうこ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
 ╁しうつおう ゃぇてう ういこさぇすっくう しくうきおう うかう すっおしすけゃっ とっ くぇきっ-
さはす きはしすけ くぇ しすさぇくうちうすっ くぇ ゃっしすくうおぇ.  

 ╋けあっすっ ょぇ くう ゅう ういこさぇとぇすっ くぇ ぇょさっし: 
 didab@abv.bg  -  いぇ すっおしすけゃっ, 

ぇ しくうきおうすっ う てぇさあけゃっすっ くぇ ぇょさっし -
mariq_piskova@abv.bg

┿きぉうちうけいくぇすぇ ちっか くぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ くう っ ょぇ しないょぇょっき 
┿かっは くぇ たけさぇすぇ, ぉっい おけうすけ くっ きけあっき.

 ╅っぇかぇっき ゃう ょけぉさう けつう ゃ けいなさすぇくっすけ う
しきっかけしす ゃ けこうしゃぇくっすけ! 

′ぇ ょけぉなさ つぇし! 
¨つぇおゃぇきっ そけすけしうすっ う すっおしすけゃっすっ ゃう

けとっ いぇ しかっょゃぇとうは ぉさけえ! 
〈さぇょうちうけくくけ いぇ かっすくうすっ きっしっちう, ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ゃ けぉかぇしす 

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ くぇきぇかはゃぇ. 〈っくょっくちうはすぇ っ ゃぇかうょくぇ う いぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ かっすくうはす しっいけく ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす 
こけ-かっしくけ ょぇ しっ くぇきっさう さぇぉけすぇ いぇさぇょう しっいけくくぇすぇ きうゅさぇちうは 
くぇ けこさっょっかっくう こさけそっしうう. 
╉なき おさぇは くぇ のくう けぉはゃっくうすっ ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 

しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ しぇ 154, おぇすけ けしくけゃくぇすぇ つぇしす けす すはた 
しぇ いぇ さぇぉけすくうちう ゃ すっおしすうかくけすけ う てうゃぇておけ こさけういゃけょしすゃけ, 
さぇぉけすくうちう ぉっい けこうす う しこっちうぇかくけしす う いぇ きっょうちうくしおう おぇょさう. 
‶け-ゃうしけおけすけ いぇこかぇとぇくっ ういゃなく しすさぇくぇすぇ くぇ かっおぇさうすっ う きっ-

ょうちうくしおうすっ しっしすさう けす ゅけょうくぇ っ すさぇえくけ ういさぇいっくけ う ゃ さぇえけくぇ 
う ゃけょう ょけ たさけくうつっく ょっそうちうす くぇ すぇおうゃぇ おぇょさう いぇ ぉなかゅさぇしおう-

すっ いょさぇゃくう いぇゃっょっくうは. ¨す きっしっちう しすけはす ゃぇおぇくすくう きっしすぇすぇ 
いぇ かっおぇさう こけ  そういうおぇかくぇ きっょうちうくぇ う さったぇぉうかうすぇちうは, けさ-
ょうくぇすけさう う かっおぇさう ゃ おかうくうつくぇ かぇぉけさぇすけさうは, おぇおすけ う いぇ 4 
きっょうちうくしおう しっしすさう. 
]っさうけいくけ っ すなさしっくっすけ くぇ ゅけすゃぇつう  - 8 ぉさ., しっさゃうすぬけさう  - 6 

ぉさ. う ょけきぇてくう こけきけとくうちう - 10 ぉさ., おぇすけ ういうしおゃぇくっすけ いぇ 
すはた っ ょぇ ゃかぇょっはす う くっきしおう っいうお.  〈なさしはす しっ しなとけ てけそぬけさう 
し おぇすっゅけさうう ]+╄ う ╃+ こさけそっしうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは. ‶ぇ-
いぇさなす くぇ すさせょぇ こさっょかぇゅぇ う ゃないきけあくけしすう いぇ さっぇかういぇちうは くぇ 
おけいきっすうちう, そさういぬけさう う すったくうつっしおう おぇょさう いぇ こさけきうてかっくけし-
すすぇ, おぇおすけ う ゃないきけあくけしすう いぇ さぇぉけすぇ くぇ たけさぇ ぉっい しこっちうぇかくう 
おけきこっすっくちうう う せきっくうは.


