
╇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, e-mail: 
mvrashkova@abv.bg
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╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて: 

〉そうあ なちかくあ つひくおあおそにあ う ′あうそお 5

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》『《╈『╅〈╅

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

そて 《ちえあせけくあぬけそせせけみ さそすけてかて

『《〈¨ ぃ〉╅‶╉╊『

╀なかゅぇさうくなす すっゅかう こけ 60 たうか. かゃ. 
ぉなさいう おさっょうすう くぇ ゃしっおう つぇし, こけ-

おぇいゃぇす こけしかっょくうすっ ょぇくくう くぇ ╀′╀. ]ぇきけ 
いぇ すさうすっ きっしっちぇ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ, けす ぇこ-
さうか ょけ のくう, ょけきぇおうくしすゃぇすぇ しぇ こけかせつう-
かう けす しこっちうぇかういうさぇくうすっ ょさせあっしすゃぇ いぇ 
おさっょうすうさぇくっ 33 きかく. かゃ., おけっすけ こさぇゃう 
こけ 500 たうか. かゃ. くぇ ょっく. 〈ぇおぇ けぉとうはす うき 
ぉけさつ しぇきけ こけょ そけさきぇすぇ くぇ ぉなさいう いぇっきう 
っ しすうゅくぇか 1,393 きかさょ. かゃ., けす おけうすけ こけ-
すさっぉうすっかしおうすっ しぇ 939,7 きかく. かゃ., ぇ あう-
かうとくうすっ - 360,5 きかく. かゃ. ╁ しさぇゃくっくうっ 
し きうくぇかうは のくう こけすさっぉうすっかしおうすっ  おさっ-

]ゃっすおぇゃうつくぇ しかぇゃぇ. ′ぇ 16 ゅ. [けきう 【くぇえょっさ 
ういこさっゃぇさゃぇ ょっしっすおう いゃっいょう う しっ こさっゃさなとぇ 

ゃなゃ ゃしっけぉとぇ かのぉうきおぇ くぇ ╄ゃさけこぇ. ̈ とっ こさっょう ょぇ しっ 
さぇいゃうっ ゅけかっきうはす え すぇかぇくす, うきっすけ え っ かっゅっくょぇ. ′ぇ-
さっつっくぇ っ くぇえ-たせぉぇゃけすけ くっとけ, ういくぇしはくけ くはおけゅぇ けす 
┿ゃしすさうは, しかっょ ゃぇかしぇ. [けきう, けぉぇつっ, くぇさうつぇ こなかくう 
ゅかせこけしすう ちはかぇすぇ こさっおぇかっくぇ しせっすぇ けおけかけ うきっすけ え.

《うかきなす “╉けゅぇすけ ぉっかうすっ かのかはちう ちなそすはす” うきぇ いぇ-
てっきっすはゃぇと せしこった. 【くぇえょっさ しすぇゃぇ ういおかのつうすっかくけ 
ういゃっしすくぇ し ゅかぇゃくぇすぇ さけかは ゃなゃ そうかきうすっ いぇ けぉうつぇ-
くぇすぇ ぇゃしすさうえしおぇ うきこっさぇすさうちぇ ╄かういぇぉっす - ]うしú. 
╉なき [けきう いぇこけつくぇかう ょぇ ゃぇかはす こさっょかけあっくうは けす 
ゃしうつおう しすさぇくう. ′け うしすうくしおぇすぇ きっあょせくぇさけょくぇ しかぇ-
ゃぇ は いぇしすうゅぇ, しかっょ おぇすけ しっ きっしすう ゃなゃ 《さぇくちうは.
¨ゃぇちうう ゃ ‶ぇさうあ. „¨こうすぇた しっ ょぇ ういぉはゅぇき くっ 

しぇきけ けす こさけそっしうけくぇかくうすっ けおけゃう, くけ う けす こけいくぇすう-
すっ くっとぇ… すけゃぇ こさけしすけ ぉってっ てぇくし いぇ くけゃ あうゃけす...„, 
おぇいゃぇ [けきう. 〈ぇかぇくすなす え っ すけかおけゃぇ ゃこっつぇすかはゃぇと, つっ 
は おぇくはす ょぇ うゅさぇっ ゃ 〈っぇすなさ ょぬけ ‶ぇさう, おけゅぇすけ っ っょゃぇ 
くぇ 20 う ぉっい ょぇ いくぇっ っいうおぇ. [けきう しっ しこさぇゃは ぉかっしすは-
とけ う し すけゃぇ ういこうすぇくうっ. ]かぇゃぇすぇ え こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
さぇしすっ いぇっょくけ しなし しなすさせょくうつっしすゃけすけ え し さっあうしぬけさう 
おぇすけ ╊せおうくけ ╁うしおけくすう, ╉かけょ ]けすっ, ╉かけょ 【ぇぉさけか う 
¨さしなく 〉っかし.
┿かっく ╃っかけく - きはさおぇすぇ え いぇ あうゃけす. 〈は ゅけ しさっ-

とぇ こけ ゃさっきっ くぇ しくうきおうすっ くぇ „╉さうしすうく“ こさっい 1958 
ゅ. 〈っ しぇ けす ょゃぇ さぇいかうつくう しゃはすぇ: [けきう っ きけきうつっ 
けす けしうゅせさっくけ しっきっえしすゃけ, ぇ すけえ – „しうく くぇ せかうちぇすぇ”, 
こさっいうさぇと たけさぇ おぇすけ くっは. ′ぇ しくうきぇつくぇすぇ こかけとぇょ-
おぇ こけしすけはくくけ しっ おぇさぇす, すは し くっあっかぇくうっ うゅさぇっ ゃ 
しちっくうすっ, ゃ おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ちっかせゃぇす. ′け しおけさけ 
けきさぇいぇすぇ けすしすなこゃぇ こさっょ はさおけ つせゃしすゃけ - かのぉけゃすぇ. 
〈け こかぇきゃぇ ういゃっょくなあ う っ ゃいぇうきくけ. [けきう ょうてぇ つさっい 
┿かっく う あうゃっっ いぇ くっゅけ. „╃っくはす, ゃ おけえすけ しこさぇ ょぇ すう 
ゃはさゃぇき, とっ ぉなょっ こけしかっょくうはす ゃ あうゃけすぇ きう“, - [けきう 
【くぇえょっさ とっ こけゃすぇさは すぇいう さっこかうおぇ けす そうかきぇ こさっい 
ちっかうは しう あうゃけす. 《さぇくしけぇい ]ぇゅぇく しう しこけきくは: “┿かっく 
ぉってっ きなあなす くぇ あうゃけすぇ え う [けきう ぉう ょぇかぇ ゃしうつおけ くぇ 
しゃっすぇ, いぇ ょぇ しすぇくっ くっゅけゃぇ あっくぇ”. 
′け すけえ うきぇ くっゅぇすうゃくけ けすくけてっくうっ おなき ぉさぇおぇ. ]ゅけ-

ょっくう しぇ 4 ゅけょうくう, くけ しなこさせゅぇ くぇ ╃っかけく すは くっ しすぇ-
ゃぇ. ╂けょうくぇ しかっょ おぇすけ ┿かっく は くぇこせしおぇ, [けきう し ゅけさ-
つうゃうくぇ くぇせつぇゃぇ けす ゃっしすくうちうすっ, つっ すけえ しっ っ けあっくうか 
う うきぇ しうく. 〈けゃぇ しすぇゃぇ ゃ きけきっくす, おけゅぇすけ [けきう こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ あうゃっっ しぇきけ いぇ くっゅけ. ]かっょ さぇいょはかぇすぇ 
うき すは こさぇゃう けこうす いぇ しぇきけせぉうえしすゃけ. ╆ぇ くっは すぇいう 
いぇゅせぉぇ っ すけかおけゃぇ ゅけかはきぇ, つっ え しっ くぇかぇゅぇ けすくけゃけ ょぇ 
しっ せつう ょぇ あうゃっっ. ′け ゃっつっ ぉっい ┿かっく.
┿かっく こさぇゃう けす くっは ╅っくぇ. ╁うしおけくすう - ┿おすさう-

しぇ. ‶さっょう ょぇ いぇこけつくっ ょぇ しっ しくうきぇ ゃ くっゅけゃう そうか-
きう, 【くぇえょっさ うゅさぇっ し ╃っかけく しかっょ さぇいょはかぇすぇ うき ゃ 
こけしすぇくけゃおぇすぇ くぇ ╁うしおけくすう “╉けかおけ あぇかおけ, つっ しう 
さぇいゃさぇすくうちぇ!” ‶さっきうっさぇすぇ あなくっ けゅさけきっく せしこった. 
“╃くっし すう しう おさぇかうちぇすぇ くぇ ‶ぇさうあ, きけはすぇ おさぇかうちぇ!” 
- ゃないおかうおゃぇ ╃っかけく. 
〈は しっ さぇょゃぇ う くぇ おさぇすなお „そかうさす“ し 》けかうゃせょ, こけ 

ゃさっきっ くぇ おけえすけ うゅさぇっ し ╃あぇお ╊っきなく, ‶うすなさ ¨`〈せか, 
‶うすなさ ]っかなさし う 〉ょう ┿かなく.
╋っえっく こさっゃさなとぇ あうゃけすぇ え ゃ ぇょ. ╉けゅぇすけ うい-

ゃっしすくうはす くっきしおう ぇおすぬけさ う さっあうしぬけさ 》ぇさう ╋っえっく 
う [けきう 【くぇえょっさ しっ しさっとぇす, すけえ っ くぇ 41, すは - くぇ 
27. 〈は こけつせゃしすゃぇかぇ, つっ きけあっ ょぇ ういあうゃっっ し くっゅけ 
ちっかうは しう あうゃけす... ′け う くぇ すけゃぇ くっ ぉうかけ こうしぇくけ 
ょぇ しっ しぉなょくっ... ‶さっい 1966-すぇ しっ さぇあょぇ しうくなす うき 
╃ぇゃうょ. [けきう きせ しっ けすょぇゃぇ ういちはかけ. ╆ぇ さぇいかうおぇ けす 
┿かっく, 》ぇさう ょぇゃぇ くぇ [けきう しうゅせさくけしす. ′け くっ いぇょなかゅけ.                                                                                                                             
]かっょ そうかきぇ “╀ぇしっえくなす”, ゃ おけえすけ しなょぉぇすぇ けすくけゃけ 
は しさっとぇ し ╃っかけく, こかないゃぇす しこかっすくう. „¨ぉうつぇきっ しっ 
すけつくけ こけ しちっくぇさうは“, - しきっはす しっ [けきう う ┿かっく, けすゅけ-
ゃぇさはえおう くぇ さっこけさすっさしおう ゃなこさけしう. ¨す さっゃくけしす けし-

おなさぉっくうはす しなこさせゅ こさっゃさなとぇ しけぉしすゃっくうは しう あうゃけす 
う すけいう くぇ [けきう ゃ ぇょ. ]かっょ 9-ゅけょうてっく しっきっっく あうゃけす 
ぉさぇおなす うき っ さぇいすさけゅくぇす. [けきう けすくけゃけ っ しゃけぉけょくぇ, 
しぇきぇ う くっとぇしすくぇ. ′け くぇきうさぇ しうかう ょぇ あうゃっっ. ╆ぇさぇょう 
しうくぇ しう... 【っしす ゅけょうくう こけ-おなしくけ 》ぇさう しっ けぉっしゃぇ ゃ 
ょけきぇ しう ゃ 》ぇきぉせさゅ.      
„]こぇしっくうっ” けす せゅくっすはゃぇとぇすぇ しぇきけすぇ. ]かっょ 

しさっとぇすぇ しう し ╁うしおけくすう [けきう こけつすう ゃうくぇゅう うゅさぇっ しな-
ゃさっきっくくぇ っゃさけこっえしおぇ くっいぇゃうしうきぇ あっくぇ, しすさっきはとぇ 
しっ ょぇ ういかっいっ けす いぇょなくっくぇ せかうちぇ. ]かっょ おぇすけ ╋うてっか 
‶うおけかう しっ しくうきぇ し くっは ゃ すさう こけさっょくう そうかきぇ, おぇい-
ゃぇ: “〈ぇいう ぇおすさうしぇ くぇこさぇゃけ しう けょうさぇ おけあぇすぇ しぇきぇ...” 
〈けゃぇ すは こさぇゃう う ゃ あうゃけすぇ, おけえすけ いぇ くっは しっ こさっ-
ゃさなとぇ ゃ おけてきぇさ. ′っけつぇおゃぇくけ は ゃさなたかうすぇ しすさぇて-
くぇ ぉけかっしす, し こさうしすなこう くぇ ぉけかおぇ. 〈は いぇこけつゃぇ ょぇ こうっ 
う ゃしっ こけ-つっしすけ こさうぉはゅゃぇ ょけ せしこけおけうすっかくう. 〈けゃぇ は 
しこぇしはゃぇ, くけ いぇ おさぇすおけ. ╊せすぇくっすけ ゃ すけいう いぇすゃけさっく 
おさなゅ - しうくなす え, おうくけすけ, こさっいっくすぇちううすっ, そっしすうゃぇかう-
すっ, あせさくぇかうしすうすっ - くっ こさっしすぇゃぇ. 
╃ぇくうっか ╀うぇしうくう. ‶さっょぇくうはす え しっおさっすぇさ っ ょけ 

くっは ゃ くぇえ-すっあおうすっ え きうくせすう. ╉ぇすけ ╃っかけく, すけえ うきぇか 
くっいぇゃうしうき たぇさぇおすっさ, つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ う しゃけえ くぇ-
つうく ょぇ けぉうつぇ. ╁ ょくっゃくうおぇ しう [けきう こうてっ: “╃ぇくうっか 
╀うぇしうくう っ っょうくしすゃっくうはす つけゃっお しかっょ ┿かっく, おけえすけ し 
さぇょけしす きっ こさぇゃう あっくぇ”. ╃ゃぇきぇすぇ しっ あっくはす. 〈は っ くぇ 
37, すけえ - くぇ 28. ╇ ゃなこさっおう, つっ すけゃぇ くっ っ うしすうくしおぇ 
かのぉけゃ, ゃ くっは しっ こさけぉせあょぇ つせゃしすゃっくけしすすぇ, すは ういこうす-
ゃぇ こさうゃなさいぇくけしす. ╀さぇおなす うき すさぇっ 6 ゅけょうくう. ╃ぇくうっか 
いぇこけつゃぇ ょぇ しっ けすくぇしは おなき くっは おぇすけ おなき ういすけつくうお くぇ 
ぉかぇゅけこけかせつうっ. 〈は けぉぇつっ きくけゅけ うしおぇ ょぇ ぉなょっ とぇしす-
かうゃぇ し くっゅけ. ′け...しかせつゃぇ しっ くっとけ せあぇしくけ. 

„┿い しなき っょくぇ くっとぇしすくぇ あっくぇ”. ]うくなす え ╃ぇゃうょ 
いぇゅうゃぇ くっかっこけ  こさっい 1981-ゃぇ. ╃けきなす うき っ けぉゅさぇょっく 
けす ゃうしけおぇ しすっくぇ し あっかっいくう おけかけゃっ. ╁っょくなあ ゃさぇすぇすぇ 
ぉうかぇ いぇおかのつっくぇ, きけきつっすけ さってぇゃぇ ょぇ しっ こさったゃなさかう 
こさっい けゅさぇょぇすぇ う しっ くぇくういゃぇ くぇ おけかけゃっすっ… ‶けゅさっ-
ぉっくうっすけ くぇ ╃ぇゃうょ けさゅぇくういうさぇ ┿かっく ╃っかけく. [けきう 
【くぇえょっさ くっ きけあっ ょぇ さぇいぉっさっ し おぇおゃけ っ さぇいゅくっゃう-

[けいきぇさう ╋ぇゅょぇかっくぇ ┿かぉぇた-[っすう - [けきう 
【くぇえょっさ, っ さけょっくぇ こさっい 1938 ゅ. ゃなゃ ╁うっ-

くぇ ゃ しっきっえしすゃけ くぇ こけすけきしすゃっくう ぇさすうしすう. 〈は っ 
っょくぇ けす くぇえ-けぉけあぇゃぇくうすっ ぇおすさうしう くぇ くぇてっ-
すけ ゃさっきっ, し はさおぇ しかっょぇ ゃ おうくけすけ, し すっぇすさぇかくう 
さけかう う きくけゅけ ういはゃう ゃ すっかっゃういうはすぇ. ]くうきぇかぇ 
しっ っ ゃ 60 そうかきぇ, しさっょ おけうすけ: „╉けゅぇすけ ぉっかうすっ 
かのかはちう ちなそすはす“, „]うしう” – すさう そうかきぇ, „《け-
えっさゃっさお“, „╉ぇすは“, „╀ぇしっえくなす“, „╉けえ ?“, „′っ-
とぇすぇ けす あうゃけすぇ“, „╋ぇょけ“ う ょさ. ′けしうすっかおぇ っ 
くぇ くぇゅさぇょぇすぇ „]っいぇさ“ いぇ くぇえ-ょけぉさぇ ぇおすさうしぇ 
いぇ 1976 ゅ. う 1979 ゅ. ╊うつくうはす あうゃけす くぇ かっゅっく-
ょぇさくぇすぇ いゃっいょぇ っ こけさっょうちぇ けす しきぇいゃぇとう いぇ-
ゅせぉう: さぇいょっかは し かのぉけゃすぇ くぇ あうゃけすぇ しう ┿かっく 
╃っかけく, こけゅさっぉゃぇ きなあぇ しう う 14-ゅけょうてくうは しう 
しうく. ‶さぇゃう けこうす ょぇ こさっけょけかっっ くっつけゃっておぇすぇ 
ぉけかおぇ, くけ しなさちっすけ え くっ ういょなさあぇ…
  〉きうさぇ こさっい 1982 ゅ.

ùßó¿ñú
げí ¡ëíïóçóöñ ó ½éÑëó ÇÜÑóÖó,
げí îñ¿ó　 ïäÜÑñ¿ñÖ äéö,
げí äëñ¡ëíïÖóöñ ½óÇÜçñ, 
げí çïñÜöÑíúÖÜïööí,
げí ÇÜ¿ñ½ó　 0ßó¿ñú!

ょうすう くぇさぇしすゃぇす し 12 くぇ しすけ, ぇ あうかうとくうすっ こぇょぇす し くぇょ 36%. 
╃ぇくくうすっ くぇ ╀′╀ しけつぇす けとっ, つっ すけゃぇ っ しゃけっけぉさぇいっく さっくっしぇくし いぇ ぉなさいうすっ おさっょうすう, おけうすけ しっ 

すっゅかはす けす しっきっえしすゃぇすぇ. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ っょくぇ ゅけょうくぇ すっ くぇきぇかはゃぇたぇ, おぇすけ すけゃぇ こさけょなかあう 
ょけ おさぇは くぇ 2012 ゅ. ¨す くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ しこってくうすっ おさっょうすう けすくけゃけ いぇこけつくぇたぇ ょぇ くぇ-
さぇしすゃぇす, おぇすけ いぇ こなさゃうすっ すさう きっしっちぇ くぇ 2013 ゅ. すっ しぇ しっ せゃっかうつうかう し  16,6 きかく. かゃ. ╀なさいうすっ 
いぇっきう いぇ ょけきぇおうくしすゃぇすぇ しぇ 71% けす ゃしうつおう けすこせしくぇすう おさっょうすう けす くっぉぇくおけゃう ょさせあっしすゃぇ, 
おぇすけ いぇ けすぉっかはいゃぇくっ っ, つっ ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ すったくうはす ょはか っ ぉうか 78 くぇ しすけ.
╆ぇ さぇいかうおぇ けす ょけきぇおうくしすゃぇすぇ, そうさきうすっ しぇ しゃうかう すなさしっくっすけ うかう こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ いぇっきう けす 

くっぉぇくおけゃう ょさせあっしすゃぇ こさっい ゃすけさけすけ すさうきっしっつうっ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ. ′ぇきぇかっくうっすけ, ゃ しさぇゃくっくうっ 
し こなさゃうすっ すさう きっしっちぇ くぇ 2013 ゅ., っ し 11,8 きかく. かゃ., おぇすけ ょけしすうゅぇ しせきぇすぇ ょけ 517,6 きかく. かゃ.

7-きう しっこすっきゃさう 2013 ゅ.
はい. ╉けこさうくおぇ 

09:00  つ. -  
‶けおかけくっくうっ 
くぇ ‶ぇきっすくう-
おぇ くぇ ]ゃけぉけ-
ょぇすぇ くぇ ゃさなた 
„【うこおぇ” 
1000  つ.  - 

¨すおさうゃぇくっ 
くぇ こぇきっすくうお くぇ ゅっく. ╋. ]おけぉっかっゃ ゃ ゅさ. 
╉ぇいぇくかなお / こかけとぇょ „ ╁うょうく ╃ぇしおぇかけゃ/                                   

09:00 - 17:00 つ.  -  ╋せいうおぇかくけ さぇい-
ゃかっおぇすっかくぇ  こさけゅさぇきぇ し せつぇしすうっすけ くぇ 

╃け 

- ╋ぇてうくけしすさけうすっかうすっ けす ゃしうつおう こさけそっしうう, こけしすぇゃうかう 
くぇつぇかけすけ こさっい 1960 ゅ. くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ きっすぇかけさっ-
あっとう きぇてうくう ‶╉ 12, ‶╉ 20, ‶╉ 32, 《》 320, 《〉 250 くぇ 
しゃっすけゃくけ くうゃけ う けしくけゃぇすっかう くぇ いぇゃけょぇ いぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう, けすおさうす くぇ 21.12.1965 ゅ.
- ╋ぇてうくけしすさけうすっかうすっ, こさけょなかあうかう こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 

すっいう う くけゃう ういょっかうは ょけ ょくっし.

╉ぇくうき ╁う ょぇ ゃいっ-
きっすっ せつぇしすうっ ゃ すさぇ-
ょうちうけくくぇすぇ しさっとぇ 
くぇ きぇてうくけしすさけうすっ-
かうすっ けす さぇいかうつくう 
こけおけかっくうは けす „┿さ-
しっくぇか” ┿╃, おけはすけ 
とっ しっ こさけゃっょっ くぇ 
06.09.2013 ゅ. ( こっ-
すなお) けす 12 つ. ゃ さっし-
すけさぇくす „ ╉ぇこうすぇか” 
– ゅさ. ╉ぇいぇくかなお.                                            
]ゃけっすけ こさうしなしすゃうっ 
きけあっすっ ょぇ いぇはゃう-
すっ, おぇすけ ゃくっしっすっ                               
15 (こっすくぇょっしっす) かゃ. 

ょけ 04.09.2013 ゅ. くぇ :
1. ╂っけさゅう 『けくっゃ – すっか. 7 91 08, GSM 0898326087
2. ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ – し. ╄くうくぇ, うくうちうぇすけさ くぇ しさっとぇすぇ,                 

すっか.  04326 /23 46.
3. ]すっそぇく [せしっゃ – こかぇしぬけさ くぇ あっくしおうは こぇいぇさ.
4. ‶っすおけ ‶ぇさけゃ

 ╉けかっゅうすっ けす
╇おけくけきうつっしおう けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2

〉╅‶-｠】╆╅╇《【《 〉╊ぅ《, ¨′〉╅』っ〉《 〉っ[《╈╅ 《【 ╅╇』【『¨っ, 』]╊╉ ╇╅]』╅

682-すあ つあ すけしけそせかちけてか う ╆ひしえあちけみ.
』あすそ くあ えそおけせあ せそうけ 100 おとのけ つたかつてけにあ  たそ すけしけそせ う いあせさけ.

かぇ ╀けゅ... ╅うゃけすなす ゅせぉう しきうしなか いぇ くっは… ′はおけかおけ 
ょくう こさっょう すさぇゅっょうはすぇ ぇおすさうしぇすぇ いぇはゃはゃぇ こさっょ 
あせさくぇかうしすう: „]すうゅぇ しすっ きっ くぇさうつぇかう ]うしう! ′は-
きぇき くうとけ けぉとけ し くっは けすょぇゃくぇ. ╉ぇいゃぇき しっ [けきう 
【くぇえょっさ う しなき っょくぇ くっとぇしすくぇ 42-ゅけょうてくぇ 
あっくぇ...“
╁っさくうはす ╊けさっく ‶っすっく. ╉ぇおゃけ けとっ きけあっ ょぇ 

いぇゅせぉう? ¨しゃっく しぇきぇすぇ しっぉっ しう... [けきう こさっおさぇしくけ 
さぇいぉうさぇ, つっ っ くぇ ゅさぇくうちぇすぇ. ╇ すは けしすぇゃは しなぉう-
すうはすぇ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす けす しぇきけ しっぉっ しう... ╇ すっ しっ 
さぇいゃうゃぇす. ╁  あうゃけすぇ え しっ こけはゃはゃぇ ょさせゅ きかぇょ きなあ 
– こさけょせちっくすなす ╊けさっく ‶っすっく, おけえすけ は しこぇしはゃぇ けす 
しぇきけすぇすぇ う すなゅぇすぇ. [ぇあょぇ うき しっ ょなとっさは - ]ぇさぇ, 
くけ [けきう しう こさぇゃう ういゃけょ, つっ しっきっえくうはす あうゃけす くっ 
っ くっえくぇすぇ しなょぉぇ. ╁っさくうはす う ゃかのぉっく ╊けさっく っ し 
くっは, おけゅぇすけ え こさぇゃはす きくけゅけ すっあおぇ けこっさぇちうは. 〈けえ 
っ し くっは う おけゅぇすけ すは しっ けこうすゃぇ ょぇ いぇゅかせてう ぉけかおぇすぇ 
し ぇかおけたけか う くぇさおけすうちう う くうすけ ょっく くっ は けしすぇゃは 
しぇきぇ. ′け くうすけ ゃくうきぇくうっすけ, くうすけ くっあくけしすすぇ きせ 
きけゅぇす ょぇ え こけきけゅくぇす.
《うかきなす-こけしゃっとっくうっ. ‶けしかっょくうはす え そうかき っ 

“╋うくせゃぇつなす けす ]ぇく ]せしう”. ‶さっょう ゅうぉっかすぇ しう ╃ぇ-
ゃうょ こさけつうすぇ しちっくぇさうは う おぇいゃぇ, つっ きくけゅけ うしおぇ 
きぇえおぇ きせ くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ ょぇ ういうゅさぇっ さけかはすぇ くぇ 
あっくぇすぇ, しこぇしはゃぇとぇ 12-ゅけょうてくけすけ きけきつっ, つううすけ 
さけょうすっかう しぇ せぉうすう けす くぇちうしすうすっ. [けきう くっ きけあっ 
ょぇ くっ ういこなかくう あっかぇくうっすけ くぇ しうくぇ しう. 〈は ゃかぇゅぇ 
ゃ すぇいう さけかは ゃしうつおけ, おけっすけ ゃしっ けとっ っ けしすぇくぇかけ ゃ 
さぇくっくぇすぇ え ょせてぇ. ‶けしゃっとっくうっすけ っ: “╁ こぇきっす くぇ 
╃ぇゃうょ う くっゅけゃうは ぉぇとぇ”. 
[けきう 【くぇえょっさ あうゃっっ おぇすけ ゃ すさぇくし. ╇ すさぇゅうつくぇ-

すぇ さぇいゃさないおぇ くっ いぇおなしくはゃぇ…
╉さぇはす うょゃぇ くぇ 43. ′ぇ 29 きぇえ 1982 ゅ. [けきう う 

╊けさっく しっ こさうぉうさぇす せ ょけきぇ しかっょ ゃっつっさは ゃ っょうく 
こぇさうあおう さっしすけさぇくす. 〈は しっ いぇすゃぇさは ゃ しすぇはすぇ しう 
う こせしおぇ こかけつぇ し きせいうおぇ くぇ ╀ぇた. [ぇくけ しせすさうくすぇ 
╊けさっく は いぇゃぇさゃぇ かっゅくぇかぇ ゃ たけかぇ. ╋なさすゃぇ.
¨そうちうぇかくけすけ しなけぉとっくうっ っ, つっ っ こけつうくぇかぇ けす 

さぇいさうゃ くぇ しなさちっすけ. ]きなさすすぇ っ ぉうかぇ っしすっしすゃっくぇ う 
ぉなさいぇ. ′け きくけいうくぇ う ょけ ょくっし しきはすぇす, つっ けすつぇはくぇ-
すぇ ぇおすさうしぇ しぇきぇ っ しかけあうかぇ おさぇえ くぇ あうゃけすぇ しう.
╁ ょけきぇ え うょゃぇす くぇえ-ぉかういおうすっ え こさうはすっかう. 

╁しうつおう くけしはす こけ 43 さけいう… ′ぇ すけかおけゃぇ っ すはたくぇすぇ 
]うしう.  „╉けすうょうっく ょぬけ ‶ぇさう“ こうてっ: „[けきう 【くぇえ-
ょっさ しう けすうょっ けす けゅさけきくぇ せきけさぇ けす あうゃけすぇ”. ]っょ-
きうちぇ こけ-おなしくけ „‶ぇさう きぇつ“ こせぉかうおせゃぇ っこうすぇそうは 
けす ┿かっく ╃っかけく „]ぉけゅけき, きけは おせおかうつおっ“, ゃ おけはすけ 
すけえ こうてっ: „╃ぇ, いぇさぇょう きっく しなさちっすけ すう しこさは ょぇ 
ぉうっ. ╆ぇさぇょう きっく, いぇとけすけ こさっょう 25 ゅけょうくう きっ くぇ-
こさぇゃうたぇ すゃけえ こぇさすくぬけさ ゃ „╉さうしすうく”.
╁ くっえくぇ こぇきっす うしこぇくしおうはす さっあうしぬけさ ‶っょさけ ┿か-

きけょけゃぇさ しないょぇゃぇ そうかきぇ „╁しうつおけ いぇ きぇえおぇ きう“.
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

こさけそっしうけくぇかくう う しぇきけょっえくう しなしすぇゃう う ういこなか-
くうすっかう けす ╀なかゅぇさうは う [せしうは: ╂させこぇ „]こさうくす”, 
╁っくちう ╋ぇさすうくけゃ, させしおうすっ ぇくしぇきぉかう: „′ぇょっあ-
ょぇ” – ゅさ .]けつう, „╁っいっかうちぇ”  - ゅさ. ╀っかゅけさけょ, 
„╊にしゃぇ ╁けえす” - ╉けきう. 

11:30 つ. - ′ぇゅさぇあょぇゃぇくっ くぇ こなさゃっくちうすっ ゃ 
┶V-は きっあょせくぇさけょっく おけくおせさし いぇ ょっすしおぇ さうしせくおぇ 
„¨ぉうつぇき きけはすぇ さけょうくぇ

12:00 つ. - 〈なさあっしすゃっくけ けすおさうゃぇくっ くぇ しなぉけさぇ.  

14:00 - 15:00 つ. - ]さっとぇ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは 
しなゃっす くぇ ′ぇちうけくぇかくけ ╃ゃうあっくうっ „[せしけそうかう” し 
けぉかぇしすくうすっ う けぉとうくしおうすっ  さなおけゃけょしすゃぇ.

¨さゅぇくういぇすけさう くぇ しなぉけさぇ – ′ぇちうけくぇかくけ 
ょゃうあっくうっ [せしけそうかう う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

╀かういけ 300 けしゃっすうすっかくう すっかぇ けす 
せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ くぇ ╉ぇ-

いぇくかなお しぇ ゃないしすぇくけゃっくう けすくけゃけ けす 
くぇつぇかけすけ くぇ のかう ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
おぇきこぇくうは くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ せかうつくけすけ けし-
ゃっすかっくうっ ゃ ゅさぇょぇ. 
〈ぇおぇ ゃ すなきくぇすぇ つぇしす けす ょっくは ゃ 

ゅさぇょぇ ゃっつっ さぇぉけすはす ぉかういけ 85% 
けす けぉとうは ぉさけえ けしゃっすうすっかくう すっかぇ, 
おけうすけ しぇ けおけかけ 4 たうかはょう いぇ ゅさぇょぇ.
] こけ-ゅけかはきぇ いくぇつうきけしす ゃ すけゃぇ 

けすくけてっくうっ しぇ いけくうすっ: ぉせか. „ [けいけ-
ゃぇ ょけかうくぇ“, ぉせか. „¨しゃけぉけあょっくうっ“, 
ぉせか. „23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう 
こけかお“, おぇおすけ う  せかうちうすっ: „]っゃす“, 
„╂っく. ]すけかっすけゃ“, „]すぇさぇ こかぇくうくぇ“, 
„19-すう そっゃさせぇさう“, „¨こなかつっくしおぇ“, 
„╉ぇこさけくう“, „╋けしおゃぇ“, おぇおすけ う さぇ-
えけくうすっ くぇ おゃぇさすぇか „╉さぇえさっつっく“, 
こさっょゅぇさけゃうはす こかけとぇょ, せか. „╇ゃぇく 
╁ぇいけゃ”, おなょっすけ っ ゃないしすぇくけゃっくけ 

くぇこなかくけ せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ, せか. „′っけそうす [うかしおう”  う ょさ.
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ こさけょなかあぇゃぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ う ょけうい-

ゅさぇあょぇくっすけ くぇ せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ う ゃ ょさせゅう さぇえけくう くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. ╁っつっ っ ゃないしすぇくけゃっくけ う くっさぇぉけすっとけすけ ぉかういけ 20 ゅけょうくう 
こぇさおけゃけ けしゃっすかっくうっ ゃ おゃぇさすぇか „╁ぇしうか ╊っゃしおう“ - けおけかけ ぉかけおけ-
ゃっすっ 2, 3 う 33.
‶さっょ すはた ゃっつっ しぇ きけくすうさぇくう 12 くけゃう けしゃっすうすっかくう すっかぇ ゃなさたせ 

しなとっしすゃせゃぇとう しすぇさう あっかっいくう しすなかぉけゃっ. ╆ぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ 
くぇ けしゃっすかっくうっすけ ゃ さぇえけくぇ くぇ ぉかけお 3 っ こさけおけこぇく 30-きっすさけゃ 
おぇくぇか. ╁ こけきけと くぇ しかせあうすっか けす けぉとうくしおけすけ いゃっくけ いぇ せかうつくけ 
けしゃっすかっくうっ ゃなゃ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ きさっあぇすぇ すぇき しぇ しっ ゃおかの-
つうかう し ょけぉさけゃけかっく すさせょ う ょゃぇきぇ ゅさぇあょぇくう けす ゃた. ╂ くぇ ぉかけお 33.

Момент от ремонтните дейности по 

бул. “23 -ти Пехотен Шипченски полк”
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╇かしけせあ 》かせおそしそうつさあ: 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 5¨うあせ ╉あつさあしそう-╉きけすあ たそすせけ:

′っゃっょけきう しぇ こなすうとぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しこけきっくう: しくうきおぇ くぇょ すっかっゃういけさぇ ゃ たけかぇ, いぇ-
こぇいっくぇ さなおけこうしくぇ ょけこうしおぇ ょけ ゃっしすくうお ゃ こぇこおぇ し こけぉっかっかう おけさうちう, おせすうは けす けぉせゃおう しなし 
しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ けさょっくう う きっょぇかう, かうつっく ょくっゃくうお し こなさゃう ゃこっつぇすかっくうは けす ╆ぇこぇょくぇすぇ 
つせあぉうくぇ, そけすけ し くっそすっくうすっ おかぇょっくちう くぇ ¨さうっくすぇ, ぇそうて し うきっすけ すう ゃ ぇさしっくぇかしおぇ こけしすぇ-
くけゃおぇ, ういさっいおぇ けす ゃっしすくうお きっあょせ しすさぇくうちうすっ くぇ おくうゅぇ... 
╇かう: つっさくけ-ぉはかぇ そけすけゅさぇそうは いぇ しこけきっく こけょ しすなおかけすけ くぇ すっいゅはたぇ ゃ おゃぇさすぇかくけ きぇゅぇいうく-

つっ „]すけおう いぇ ぉうすぇ”!  - っあっょくっゃくけすけ ゃさなとぇくっ おなき さぇょけしすすぇ けす っくすせしうぇいきぇ くぇ いぇゃけょしおぇすぇ 
しぇきけょっえくけしす, ゃ きうしかうすっ くぇ ╇ゃぇく ╃ぇしおぇかけゃ. ╃あうきぇ, おぇおすけ う しっゅぇ ゅけ いくぇはす こさうはすっかう-きせ-
いうおぇくすう, しっ ゃさなとぇ おなき きうくぇかけすけ くぇ ╁けおぇかくけ-うくしすさせきっくすぇかくぇすぇ ゅさせこぇ „╉けくすさぇしす” ゃしっおう  
こなす, おけゅぇすけ こけしさっとぇ おかうっくす ゃ こけょさっょっくけすけ しう きぇゅぇいうくつっ ょけ ╉けかっかけすけ くぇ „¨さってぇおぇ”. 
╆ぇとけすけ こけゅかっょなす くっういぉっあくけ きうくぇゃぇ こさっい いぇこっつぇすぇくうすっ ゃ おぇょなさ てうさけおう  せしきうゃおう くぇ 
きけきつっすぇすぇ けす „╉けくすさぇしす”. 〈っ  しぇ かのぉうきちうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ っしすさぇょくぇ こせぉかうおぇ ゅけょうくう 
くぇさっょ. ̈ しけぉっくけ -  くぇ きかぇょっあおぇすぇ, こけ けくけゃぇ ゃさっきっ, けぉっょうくっくぇ けす ╉けきしけきけかぇ. ╁さっきっすけ くぇ 
╉けきしけきけかぇ きうくぇ. ′け くっ う ゃさっきっすけ くぇ ╋せいうおぇすぇ. ╆ゃせちうすっ けす おうすぇさうすっ, けこなくぇすう  ゃ しなさちぇすぇ 
くぇ たうかはょう ぇさしっくぇかちう けす すぇかぇくすぇ くぇ きけきつっすぇすぇ, ゃけょっくう けす ╃あうきぇ, こさけょなかあぇゃぇす ょぇ いゃな-
くはす. 』せゃぇき ゅう けとっ ゃっょくぇゅぇ こさう しさっとぇすぇ し たせょけあっしすゃっくうは さなおけゃけょうすっか くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
っしすさぇょっく しなしすぇゃ. ′くうとけ, つっ うょゃぇす こさっい こけゃっつっ けす 20 ゅけょうくう.

〈は っ くぇ 31 ゅけょうくう う っ しぉなょくぇかぇ きけきう
つっておぇすぇ しう きっつすぇ: ょぇ さぇぉけすう ゃ きせか

すうおせかすせさくぇすぇ しさっょぇ. ‶けゃっつっ けす ょっしっすうかっすうっ 
くぇ こさぇおすうおぇ ╁っかうくぇ っ ゅさぇあょぇくうく くぇ しゃっすぇ, ゃ 
すなさしっくっ くぇ くぇえ-ょけぉさけすけ きはしすけ, おなょっすけ ょぇ さっ
ぇかういうさぇ しっぉっ しう. 

¨す  ょゃっ ゅけょうくう っ しかせあうすっか ゃ ╂っくっさぇかくぇすぇ ょう
さっおちうは くぇ ╄╉ „╃っえしすゃうは いぇ おかうきぇすぇ”, おなょっすけ 
けすゅけゃぇさは いぇ ╂けょうてくうは ょけおかぇょ くぇ ╄╉ ょけ ¨¨′ いぇ 
っきうしううすっ くぇ ゅぇいけゃっ し こぇさくうおけゃ っそっおす. ‶さっょう ょぇ 
いぇっきっ ゃうしけおけこさっしすうあくぇすぇ う きくけゅけ けすゅけゃけさくぇ 
さぇぉけすぇ, ╁っかうくぇ こさっきうくぇゃぇ こけさっょうちぇ しすぇあけゃっ 
ゃ さぇいかうつくう っゃさけこっえしおう うくしすうすせちうう. ]すぇあせゃぇ
かぇ っ ゃ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ しすぇすうしすうつっしおぇ しかせあぉぇ ゃ 
╊のおしっきぉせさゅ - ╄╁[¨]〈┿〈, ゃ けすょっかぇ いぇ っくっさゅうえくぇ 
しすぇすうしすうおぇ, ゃ ¨さゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ¨¨′ いぇ うくょせし
すさうぇかくけ さぇいゃうすうっ. ╂けょうくぇ ゃさっきっ こさっおぇさゃぇ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお おぇすけ こさっゃけょぇつ ゃ はこけくしおぇすぇ ょけぉさけゃけかつっ
しおぇ ぇゅっくちうは  ╃あぇえおぇ. 

╁ないこうすぇくうつおぇ っ くぇ おぇいぇくかなておけすけ ¨〉 „╋ぇすう 
╀けかゅぇさうは”, ぇ しかっょ すけゃぇ くぇ ┿こさうかけゃしおぇすぇ ゅうき
くぇいうは ゃ ╂ぇぉさけゃけ. ╆ぇゃなさてうかぇ っ せくうゃっさしうすっすぇ ゃ 
‶かうきせょ, ゅさぇそしすゃけ ╃っゃなく, ┿くゅかうは, おなょっすけ せつう 
きっあょせくぇさけょくう けすくけてっくうは う こけかうすうおぇ.  

〈は っ っょくぇ けす きぇかおけすけ ぉなかゅぇさう う っょうくしすゃっく 
ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇゃなさてうかぇ くぇえ-しすぇ
さけすけ ょうこかけきぇすうつっしおけ ゃうしてっ せつうかうとっ ゃ ╄ゃさけ
こぇ - ╃うこかけきぇすうつっしおぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃなゃ ╁うっくぇ. 
‶さっしすけは しう すぇき けこさっょっかは  おぇすけ „きくけゅけ こけかっいっく, 
けぉけゅぇすはゃぇと う  うくすっさっしっく”. ′ぇ ょうこかけきうさぇくっすけ え 
かうつくけ こさうしなしすゃぇ  こなかくけきけとくうはす きうくうしすなさ くぇ 
╀なかゅぇさうは ゃなゃ ╁うっくぇ. 

╁ ╂っくっさぇかくぇすぇ ょうさっおちうは くぇ ╄╉ いぇ おかうきぇすぇ ╁っ
かうくぇ っ けす 5-きぇすぇ ぉなかゅぇさう けす けぉとけ 200 しかせあうすっ
かう ゃ ょうさっおちうはすぇ. 》ぇさっしゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう, いぇとけすけ え 
ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす ょぇ おけくすぇおすせゃぇ し きくけゅけ う さぇい
かうつくう たけさぇ.

╁ しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ けぉうつぇ ょぇ  こなすせゃぇ.  ╁かぇ
ょっっ ぇくゅかうえしおう, くっきしおう う そさっくしおう っいうちう. 

¨すゃなょ しっさうけいくうすっ くっとぇ こさういくぇゃぇ, つっ くっ っ けす 
さぇくけぉせょくうすっ, おぇおすけ う つっ ゃうくぇゅう っ ゃなかくせゃぇとけ 
いぇゃさなとぇくっすけ せ ょけきぇ. 

] ╁っかうくぇ さぇいゅけゃぇさはきっ ゃ っょくぇ けす おさぇすおうすっ え こぇ
せいう けす ゃぇおぇくちうはすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, さぇいおなしぇくぇ きっあ
ょせ しさっとう し くぇえ-ぉかういおうすっ う すさうょくっゃくけすけ きけさっ.  ╁ 
くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう さけょっくぇすぇ くぇ 21-ゃう きぇえ 
╁っかうくぇ けすくけゃけ  しっ  こけすぇこは ゃ こさけぉかっきうすっ くぇ ゅかけ
ぉぇかくけすけ いぇすけこかはくっ う しっさうけいくぇすぇ さぇぉけすぇ ゃ ╄╉. 

‶け 1000 ょせてう しなぉうさぇかう ぇさ-
しっくぇかしおうすっ きせいうおぇくすう くぇ 

こさっきうっさくうすっ しう おけくちっさすう ゃ 
』っさゃっくぇすぇ いぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか”. 
‶せぉかうおぇすぇ うょゃぇかぇ, こさうおぇくゃぇ-
くぇ けす ゃっしすくうお „╆ぇゃけょしおぇ すさう-
ぉせくぇ”, さぇょうけすけ くぇ こさっょこさうはすう-
っすけ さっょけゃくけ けすゃぇさはかけ ゃさっきっ いぇ 
きけきつっすぇすぇ し たせょけあっしすゃっく さな-
おけゃけょうすっか ╇ゃぇく ╃ぇしおぇかけゃ, おけえ-
すけ ょけさう ゃけょっか すぇき  きせいうおぇかくけ 
こさっょぇゃぇくっ. ┿さしっくぇかしおうすっ あせさ-
くぇかうしすう ╁っしっかうくぇ ╃っさゃうてっゃぇ, 
ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ う ┿くすけぇくっすぇ ╃あう-
きけゃぇ ゅけ こけょおさっこはかう. ‶けきけと うょ-
ゃぇかぇ う けす ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ. 
╃あうきぇ, おけえすけ しう っ しすけ こさけちっく-

すぇ おうすぇさうしす う しっゅぇ, すけゅぇゃぇ しっ 
こけしゃっすうか う くぇ こうぇくけすけ. ′ぇかけ-
あうかけ しっ ょぇ せつう う こうぇくけ ゃ 【おけ-
かぇすぇ いぇ たせょけあっしすゃっくう さなおけゃけ-
ょうすっかう ゃ ‶かけゃょうゃ, いぇ ょぇ きけあっ 
ょぇ いぇょぇゃぇ こっしくうすっ けす さっこっさすけ-
ぇさぇ くぇ しぇきけせおうすっ きせいうおぇくすう. 
╃ぇしおぇかけゃ こけっきぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
っしすさぇょくぇ きせいうおぇ こけ うょっは くぇ 
╋うかおけ ╋うかぇくけゃ, おけえすけ しすぇくぇか 
ょうさっおすけさ くぇ そうさきっくうは ょけき くぇ 
おせかすせさぇすぇ. ╋うかぇくけゃ ぉうか  きくけゅけ 
„いぇこぇかっく” いぇ うょっはすぇ う けしうゅせさは-
ゃぇか ゃしうつおけ くせあくけ いぇ ょっえくけしすすぇ 
くぇ ゅさせこぇすぇ. ′うおぇおゃう こさけぉかっきう 
くっ しないょぇゃぇかけ う  さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ おけきぉうくぇすぇ. ╂かぇゃくうはす しつっすけ-
ゃけょうすっか ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ ぉうか すっ-
たっく そっく う くっ ぉかけおうさぇか くうおけゅぇ 
さぇいたけょうすっ いぇ きせいうおぇかくけすけ  けぉけ-
させょゃぇくっ. 〈ぇおぇ ぉぇくょぇすぇ しっ しょけ-
ぉうかぇ し けすかうつくぇ すったくうおぇ, いぇ ょぇ 
きけあっ ょぇ ゅけくう う  おぇつっしすゃけ ゃ うい-
こなかくっくうはすぇ しう. ╇きぇかう くぇえ-ょけ-
ぉさけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╉せこせゃぇかう けす 
くぇえ-ょけぉさけすけ. ╇きぇかう しけぉしすゃっく 
けいゃせつうすっか. 〈なさしっかう  ちっくくう うく-
しすさせきっくすう. 

╉うすぇさぇすぇ くぇ かっゅっくょぇさくうは 
╊うつけ ]すけくしぇ ょけてかぇ

ゃ „┿さしっくぇか”

╃あうきぇ しっ しさっとくぇか かうつくけ し かっ-
ゅっくょぇさうは きせいうおぇくす, しゃうさうか いぇ 
╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ う ╁ぇしうか ′ぇえょっ-
くけゃ, いぇ ょぇ おせこう すけいう せくうおぇかっく 
うくしすさせきっくす - ]すさぇすけおぇしすっさぇ くぇ 
こけこせかはさくうは ╊うつけ ]すけくしぇ. 』せ-
ょっえおう しっ, おなょっ しぇ ょくっし ょうさうすっ 
くぇ すけいう しおなこ うくしすさせきっくす, っょうく-
しすゃっくけすけ, いぇ おけっすけ  ╃ぇしおぇかけゃ 
しなあぇかはゃぇ, っ さぇいこうかはゃぇくっすけ くぇ 
ぇこぇさぇすせさぇすぇ しかっょ さぇいそけさきう-
さけゃぇくっすけ くぇ しなしすぇゃぇ. [ぇいょはかぇ-
すぇ ょけてかぇ しかっょ こさけきっくうすっ こさっい 
1989-すぇ. ‶け ょせきうすっ くぇ ╃あうきぇ, 
ぉうかけ こけ ゃさっきっすけ くぇ ╃うきうすなさ 
╋うくおけゃ おぇすけ てっそ くぇ ょけきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ. „╋けあってっ う ょくっし ょぇ 
しっ くぇきっさはす きけきつっすぇ, おけうすけ ょぇ 
こさけょなかあぇす すけゃぇ, おけっすけ くぇこさぇゃう-
たきっ くうっ. ′ぇえ-きくけゅけ しっ はょけしゃぇき 
いぇ こけゅせぉゃぇくっすけ くぇ すったくうおぇすぇ”, 
はょけしゃぇ しっ ╃あうきぇ. „‶さっょこけつうすぇき 
くはおけう くっとぇ ょぇ くっ ゅう おけきっくすう-
さぇき”, こさうおかのつゃぇ くぇぉなさいけ すけえ. 
‶さっょこけつうすぇ ょぇ こけきくう ょけぉさけすけ.
] すぇは すったくうおぇ-きっつすぇ ゅさせこぇすぇ 

くぇこさぇゃうかぇ さっこっさすけぇさ けす くぇょ 
30 こっしくう. 〈けゃぇ ぉうか きうくせきせきなす, 
ぉっい おけえすけ すけゅぇゃぇてくうすっ おせかすせさ-
くう ゃかぇしすう くっ ょけこせしおぇかう くうおけゅけ 
ょぇ しゃうさう こせぉかうつくけ. ¨しけぉっくけ 
- ゃ さっしすけさぇくすうすっ くぇ „╀ぇかおぇく-
すせさうしす”. ]こぇいゃぇかう しすさうおくけ うい-
うしおゃぇくっすけ: 30 % させしおう こっしくう. 
′け いぇっょくけ し すけゃぇ こさけおぇさゃぇかう 
きけょっさくぇすぇ すけゅぇゃぇ さけょくぇ っしすさぇ-
ょぇ. ╃ぇあっ ╃ぇくつけ ╉ぇさぇょあけゃ けす 
„]うゅくぇか” ょぇか くぇ „╉けくすさぇしす” しゃけっ 
こぇさつっ いぇ ういこなかくっくうっ. 
‶け けくけゃぇ ゃさっきっ いぇ ぇゃすけさしおう 

こさぇゃぇ くうおけえ こけつすう くっ っ う つせゃぇか. 
╁なこさけし くぇ せゃぇあっくうっ ぉうかけ ょぇ しっ 

ゅけゃけさう し ぇゃすけさぇ う ょぇ きせ しっ 
こかぇすう, こさっょう こぇさつっすけ きせ ょぇ 

しっ いぇしゃうさう ゃ くはおけは きっしすくぇ 
ゅさせこぇ, くけ きけあっかけ ょぇ きうくっ 
う ぉっい すけゃぇ.
] ょけぉさっ こけょぉさぇく さっこっさ-

すけぇさ, ぇさしっくぇかしおぇすぇ ゅさせこぇ っ 
ょけこせしくぇすぇ ょぇ しゃうさう ゃ „╀ぇか-
おぇくすせさうしす”. ‶さう すけゃぇ -  ゃ 
くぇえ-うきうょあけゃうすっ さっしすけさぇく-

すう. ‶けきけゅくぇか かうつくけ ╋うくつけ 
〈ぇつっゃ.

„╉けくすさぇしす” こさっゃいっきぇ 
„[けいぇ” う „╉ぇいぇくかなお”

┿さしっくぇかしおうすっ きけきつっ-
すぇ しゃうさはす こけ そっしすうゃぇかう う 
おけきぉうくぇすしおう しなぉうすうは ぉっい-
こかぇすくけ, くけ ゃ いぇゃっょっくうはすぇ 
さぇぉけすはす くぇ こさけそっしうけくぇかくう 
くぇつぇかぇ. ]ゃうさうかう しぇ くぇゃしは-
おなょっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃおか. くぇ 
„〈のかぉっすけ” う ゃ さっしすけさぇくす 
„╉ぇこうすぇか” ゃ こけ-くけゃけ ゃさっ-
きっ. ¨ぉうおぇかはかう こけ きけさっすけ. 
╃けてかう う くぇゅさぇょうすっ けす しぇ-
きけょっえくうすっ そっしすうゃぇかう. „╁う-
くぇゅう くう おかぇしうさぇたぇ, けぉぇつっ  
しかっょ ょけきぇおうくうすっ...”, てっゅせ-
ゃぇ しっ ╃あうきぇ. ‶けぉっょぇすぇ しっ 
こけかぇゅぇかぇ くぇ けさゅぇくういぇすけ-
さうすっ - は ゃ ]けこけす, おなょっすけ っ 
ちっくすなさなす くぇ „╋っすぇかたうき”, 
は ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おなょっすけ 
しっ こさけゃっあょぇかう けおさなあくうすっ 
くぇょこさっゃぇさう. ╆ぇ ょぇ すさせこぇ 
けこうす, ゅさせこぇすぇ たけょうかぇ つぇお 
くぇ „╆かぇすくうはす ¨さそっえ”. ╆ぇ 

ょぇ しっ せつう けす くぇえ-ょけぉさうすっ. 
”′っ ゃしうつおけ しっ こけかせつぇゃぇてっ 

くぇえ-ょけぉさっ, くけ, しこけさっょ くぇてう-
すっ ゃないきけあくけしすう, こさう こさぇゃう-
かっく ういぉけさ くぇ さっこっさすけぇさ, しっ 
しかせつゃぇてっ”, くっ ぉっい ゅけさょけしす しう 
しこけきくは ╃あうきぇ. ╆ぇ せしこったぇ くぇ 
ゅさせこぇすぇ きくけゅけ ょぇか う ゅかぇしなす 
くぇ 〈ぇくは [ぇておけゃぇ. ╉ぇいぇくかな-
つぇくう くぇさうつぇかう 〈ぇくは „ゃすけさぇすぇ 

╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ”... ╃ゃぇきぇすぇ し 
〈ぇくは うょゃぇす けす しぇきけすけ くぇつぇかけ 
ゃ おけきぉうくぇすしおうは しなしすぇゃ. ‶さぇ-
とぇす ゅう しこっちうぇかくけ けす ╂さぇょ-
しおうは おけきうすっす こけ おせかすせさぇ. 
‶けしかっ すぇくょっきなす さぇいゃうゃぇ う 
ゃけおぇかくけ-うくしすさせきっくすぇかくぇすぇ 
ゅさせこぇ ゃ ╀せいけゃゅさぇょ, けすおなょっすけ 
っ う 〈ぇくは.  
╋けきつっすぇすぇ けす „╉けくすさぇしす” 

たけょうかう ょぇ しゃうさはす ょけさう ゃ ╂っさ-
きぇくうは う 』ったうは. ]すうゅくぇかう ょけ 
いぇこうし くぇ ょゃっ ぇゃすけさしおう こっしくう 
ゃ くぇちうけくぇかくけすけ しすせょうけ „╀ぇか-
おぇくすけく”, おけっすけ こせしくぇかけ ちはかぇ 
ょなかゅけしゃうさっとぇ こかけつぇ し ぇさしっ-
くぇかしおう ういこなかくうすっかう. ′ぇさっょ し 
そけかおかけさくうすっ さうすきう, っしすさぇょぇ-
すぇ しなとけ こさうしなしすゃぇ ゃ こかけつぇすぇ 
し こっしくう くぇ  ╃あうきぇ う 〈せきぉぇすぇ 
- きせいうおぇくすなす  けす ╄くうくぇ. 
╊うつくけ きうくうしすなさなす くぇ きぇ-

てうくけしすさけっくっすけ, こさっょう すけゃぇ 
- ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” -  
〈けくつけ 』ぇおなさけゃ, しっ ゅけさょっっか し 
ゅさせこぇすぇ う は かぇくしうさぇか こけ くぇ-
ちうけくぇかくう そけさせきう. ╃あうきぇ しっ 
てっゅせゃぇ: 

„‶けこぇょくぇたきっ ゃ しゃうすぇすぇ
くぇ 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ”    

╃け きうくうしすっさしおぇすぇ しゃうすぇ 
╃あうきぇ しすうゅくぇか し ゅさせこぇすぇ くぇ 

„┿さしっくぇか”. ′け いぇ くっゅけ ゃしうつおけ 
こけつゃぇ けとっ ゃ 〈ったくうおせきぇ. ╆ぇ-
すけゃぇ しっゅぇ しくうきおうすっ  けす ゅさせこぇ-
すぇ くぇ ╋ったぇくけすけ しなとけ しぇ こけょ 
しすなおかけすけ ゃ しこさっすくぇすうは きせ きぇ-
ゅぇいうく. ╃あうきぇ ょなさあう くぇ すけゃぇ. 
〈ぇき しゃうさう いぇっょくけ し ょくってくうは 
いぇき.-おきっす くぇ [ぇいゅさぇょ, ╊のぉけ 

『けくっゃ. ╁ ゅさせこぇすぇ しぇ けとっ 
‶っすぬけ [ぇょっゃ, しっゅぇ ゃ ]┿】, 
]すっそぇく 》うくけゃ, しっゅぇ ゃ ‶けさ-
すせゅぇかうは, 〈ぇさけ /╀けゅ ょぇ ゅけ こさけし-
すう...!”/,  ′うおけかぇえ, ╃ぇしおぇかぇ う  
╂. ′けくけゃ, ょくっし  ゃ きっくうょあきなく-
すぇ くぇ ゅけかはきぇ おぇいぇくかなておぇ そう 
さきぇ. 
┿さしっくぇかしおぇすぇ ゅさせこぇ しっ しな-

ぉさぇかぇ しこけくすぇくくけ. „′ぇょせ-
てうかう しっ” こけ けぉとぇすぇ こけさけ-
ょぇ - しすさぇしすすぇ おなき きせいうおぇすぇ, 
おけはすけ くぇゃさっきっすけ くぇさうつぇたきっ 
„っしすさぇょくぇ”. ‶け ちはか ょっく さぇぉけ-
すはす うい こさっょこさうはすうっすけ, ゃっつっさ 
さっこっすうさぇす ょけ おなしくけ. ╆ぇ こぇさう 
くっ きうしかはす, さぇょゃぇ ゅう けぉうつすぇ 
くぇ ぇさしっくぇかちう - うしすうくしおう しぇ-
きけょっえちう.  „┿さしっくぇか” ゅう けぉ-
ゅさうあゃぇ けすゃしはおなょっ. ╉せこせゃぇす 
うき ょけさう おけしすのきう いぇ しちっくぇすぇ - 
ちゃっすくう さぇぉけすくう おけきぉうくっいけくう 
ゃ ょせたぇ くぇ ゃさっきっすけ...! 
[ぇぉけすくうつっしおうすっ おけきぉうくっいけ-

くう, けぉぇつっ, くっ ゃなさてぇす さぇぉけすぇ 
くぇゃしはおなょっ. ′ぇぉさぇかう しおけさけしす 
ゃ ういはゃうすっ, きけきつっすぇすぇ けす „┿さ-
しっくぇか” しぇ こけおぇくっくう ょぇ こさっょ-
しすぇゃはす けぉかぇしすくけすけ ╋╁[ くぇ 
′ぇちうけくぇかっく そっしすうゃぇか. ╁おぇ-
さぇかう ゃ ゅさせこぇすぇ ょゃぇきぇ-すさう-

きぇ ぇさしっくぇかしおう しかせあうすっかう くぇ 
さっょぇ, こけくぇせつうかう ゅう ょぇ しゃうさはす, 
さぇいょぇかう くぇ ゃしうつおう しうくう せくう-
そけさきう, しくぇぉょうかう しっ し つうくけ-
ゃっ う こさけこせしおう ... ╇ – ゅけすけゃけ! 
╃あうきぇ こけかせつぇゃぇ せくうそけさきぇ くぇ 
きぇえけさ..., うしすうくしおう しかっょけゃぇすっか 
„つせおぇ” くぇ ぉぇさぇぉぇくうすっ. 〈ぇおぇ 
きけきつっすぇすぇ けすうゃぇす くぇ そっしすう-
ゃぇかぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. [っいせか-
すぇすなす:

┿さしっくぇかしおぇすぇ ゅさせこぇ し 
ぉさけくい けす ╋╁[

„]こっつっかうたきっ ぉさけくいけゃ きっ-
ょぇか けす しぇきけょっえくうは そっしすうゃぇか 
くぇ ╋╁[, くけ こけくっあっ くはきぇてっ 
おぇお ょぇ くう こかぇすはす, くう こさっょ-
かけあうたぇ, いぇ おけきこっくしぇちうは, ょぇ 
しすぇくっき くっとぇすくう しなすさせょくうちう, 
こさっい せしきうゃおぇ しう しこけきくは ╃あう-
きぇ. 〈けえ けすおぇいゃぇ „おけきこっくしぇ-
ちうはすぇ”. ╃あうきぇ こさういくぇゃぇ, つっ 
ゃうくぇゅう っ ぉうか ょっしっく しうきこぇすう-
いぇくす ゃ こけかうすうおぇすぇ. ′け, おぇお-
すけ きくけゅけ ょさせゅう, ょくっし しなとけ っ 
さぇいけつぇさけゃぇく.た
╃っしくうすっ きせ せぉっあょっくうは くっ 

こさっつぇす ょぇ こさういくぇゃぇ たせぉぇゃけすけ, 
おけっすけ っ うきぇか こさっょう 1989-すぇ. 
′ぇえ-ちっくくけすけ いぇ たせょけあっしす-
ゃっくうは さなおけゃけょうすっか くぇ ╁╇╂ 
„╉けくすさぇしす” しう けしすぇゃぇ けくは とせさ 
っくすせしうぇいなき, くぇ おけえすけ しっ おさっ-
こう う せしこったなす くぇ きけきつっすぇすぇ けす 
ゅさせこぇすぇ. ] すけいう うきっくくけ っく-
すせしうぇいなき くぇ しぇきけょっえくけしすすぇ 
ぇさしっくぇかしおけすけ ぉうすうっ くぇ ╇ゃぇく 
╃ぇしおぇかけゃ しすぇゃぇ くっとけ こけゃっつっ 
けす っあっょくっゃうっすけ くぇ うくしすさせ-
きっくすぇかつうお ゃ ╆ぇゃけょ 6 う きっすさけ-
かけゅ ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ. 
╃ぇしおぇかけゃ くぇこせしおぇ こさっい 

2005-すぇ, おけゅぇすけ ういぉうさぇ ょさせゅぇ 
こけしけおぇ くぇ あうゃけすぇ しう. ╉ゃぇさ-
すぇかくけすけ きせ きぇゅぇいうくつっ „]すけおう 
いぇ ぉうすぇ” しすぇゃぇ そぇおす しかっょ こけ-
おせこおぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ, しすぇくぇかぇ 
ゃないきけあくぇ,  ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ しこっしすはゃぇくうは 
けす ゅせさぉっすぇ ゃ ]せょぇく. „]きはすぇき 
しっぉっ しう いぇ きけあっと つけゃっお”, っ 
おぇすっゅけさうつくぇすぇ しぇきけけちっくおぇ 
くぇ ╃あうきぇ. ′ぇゃさっきっすけ, せしっ-
すうか しっぉっ しう おぇすけ こさうくせょっく ょぇ 
くぇこせしくっ, ょくっし しけぉしすゃっくうおなす 
くぇ しこさっすくぇすけすけ きぇゅぇいうくつっ くっ 
しなあぇかはゃぇ. ┿さしっくぇかしおぇすぇ こけょ-
さっょっくけしす かうつう けす こさなゃ こけゅかっょ 
しさっょ おけいきっすうつくうすっ こさけょせおすう, 
ょけきぇおうくしおうすっ こさっこぇさぇすう う 
くっとぇすぇ けす こなさゃぇ くっけぉたけょう-
きけしす くぇ さぇそすぇ. ╉かうっくすう うょゃぇす 
う けす ょさせゅうは おさぇえ くぇ ゅさぇょぇ. 
[ぇょけしすすぇ っ う ゃ しっきっえしすゃけすけ. 

】っさおぇすぇ しっ さぇいゃうゃぇ ゃ きっ-
くうょあきなくすぇ くぇ ゅけかはきぇ すなさゅけゃ-
しおぇ ゃっさうゅぇ, しうくなす しなとけ っ ょけ-
ぉさっ. ]っきっえしすゃけすけ しっ さぇょゃぇ くぇ 
こさうはすっかしおうすっ しさっとう し ゅさせこぇ-
さうすっ けす „╉けくすさぇしす”,  しなぉうさぇくう 
つっしすけ ゃ いぇゃっょっくうっすけ くぇ 〈ぇくは 
[ぇておけゃぇ う ╁ぇかぬけ ゃ ╆ぇこぇょくけすけ. 
╁さなとぇす しっ おなき こけかけあうすっかくう-
すっ っきけちうう けす けくけゃぇ ゃさっきっ う しう 
しないょゃぇす くけゃう.
╃あうきぇ う ょくっし しっ ょさぇいくう, 

とけき つせっ くはおけえ ょぇ しゃうさう うかう 
こっっ そぇかてうゃけ. [けおぇょあうは っ, 
くけ くっ しう こぇょぇ こけ くぇえ-すゃなさょうは 
さけお. ̈ ぉうつぇ ╃あけく ╀けく ╃あけせゃう, 
╆う ╆う 〈けこ, ╄かすなく ╃あけく... ┿ 
たうかはょう きけきつっすぇ う きけきうつっすぇ 
し こけぉっかっかう ゃっつっ おけしう - ぇさ-
しっくぇかちうすっ  けす けくけゃぇ ゃさっきっ,  
けぉうつぇす くっゅけ. ╇ きけきつっすぇすぇ ゃ 
おけきぉうくっいけくう けす つっさくけ-ぉはかぇ-
すぇ しくうきおぇ いぇ しこけきっく くぇ ╁╇╂ 
„╉けくすさぇしす”.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

- 〈う しう すぇいう, おけはすけ ゃ ╄ゃさけ
こっえしおぇすぇ おけきうしうは  こさはおけ っ けす
ゅけゃけさくぇ いぇ っあっゅけょくうは ょけおかぇょ 
くぇ ゅぇいけゃっすっ し こぇさくうおけゃ っそっおす. 
╃けおかぇょ, おけえすけ ╄╉ こけょぇゃぇ ょけ 
¨¨′. ╁ すけいう しきうしなか つけゃっつっしす
ゃけすけ こさっけょけかは かう ゅけかはきぇすぇ 
けこぇしくけしす ょぇ いぇゅうくっ けす くっさぇ
いせきくぇすぇ しう ょっえくけしす? 
- ╆ぇ しなあぇかっくうっ, こさけぉかっきなす, くぇ

さっつっく „こさけきっくう ゃ おかうきぇすぇ”, くっ 
しきっ ゅけ ういぉっゅくぇかう. 〈けえ っ おけかけしぇ
かっく う たけさぇすぇ つっしすけ くっ しう ょぇゃぇす 
しきっすおぇ いぇ くっゅけゃうすっ きぇとぇぉう. 〈けいう 
こさけぉかっき しっ ょなかあう くぇ ういきっくっくう
っすけ くぇ すっきこっさぇすせさぇすぇ くぇ ╆っきはすぇ 
こけさぇょう こさけきはくぇ ゃ くっえくうは しなしすぇゃ. 
』けゃっつっしすゃけすけ けす くぇつぇかけすけ くぇ うく
ょせしすさうぇかくぇすぇ さっゃけかのちうは ょけしっゅぇ 
ぉなかゃぇ けゅさけきくけ おけかうつっしすゃけ ゅぇいけ
ゃっ し こぇさくうおけゃ っそっおす, こさっょうきくけ 
ゃなゅかっさけょっく ょゃせけおうし. 〈けゃぇ しすぇ
ゃぇ こさう  ゃしはおけ ゅけさっくっ くぇ こけかっい
くう ういおけこぇっきう: ゃなゅかうとぇ, くっそす, 
こさうさけょっく ゅぇい. ‶けしかっょくうすっ ょぇくくう 
くぇ ╄]  しぇ いぇ 2011 ゅ. う  こけおぇいゃぇす, 
つっ しきっ „ういぉなかゃぇかう” くぇょ 4 きうかう
けくぇ すけくぇ ゃなゅかっさけょっく ょゃせけおうし 
ゃなゃ ゃないょせたぇ. ╁なゅかっさけょくうはす ょゃせ
けおうし くっ っ いぇきなさしうすっか けす すうこぇ くぇ 
しっさくうすっ けおうしう, くけ くぇすさせこゃぇくっすけ 
きせ ゃ ぇすきけしそっさぇすぇ ゃけょう ょけ こさけ
きはくぇ くぇ しなしすぇゃぇ え う しっ いぇしうかゃぇ 
こぇさくうおけゃうはす っそっおす. ┿すきけしそっさぇ
すぇ ょっえしすゃぇ おぇすけ っょくけ けょっはかけ くぇ 
こかぇくっすぇすぇ, すぇおぇ つっ ょぇ くはきぇ しせこっさ 
さっいおう ぇきこかうすせょう, おぇすけ くぇ ╁っくっさぇ 
くぇこさうきっさ: さぇいかうおう けす 100 ゅさぇ
ょせしぇ こかのし う きうくせし, ぇ しっ いぇこぇい
ゃぇ くはおぇおゃぇ くけさきぇかくぇ ぇきこかうすせょぇ 
ゃ すっきこっさぇすせさくうすっ さぇいかうおう. 〈けゃぇ 
ゃかうはっ う くぇ たけさぇすぇ, くぇ ちっかうは あうゃ 
けさゅぇくういなき くぇ こかぇくっすぇすぇ. ‶さけきは
くぇすぇ くぇ すっいう ゅぇいけゃっ ゃ ぇすきけしそっさぇ
すぇ しなけすゃっすくけ ゃけょう う ょけ こさけきはくぇ 
う こけゃうてぇゃぇくっ くぇ すっきこっさぇすせさくうすっ 
さぇいかうおう,  しすうゅぇ  しっ ょけ ゅかけぉぇかくけすけ 
いぇすけこかはくっ. 〈け, けぉぇつっ, くっ っ さぇゃ
くけきっさくけ う こけゃしっきっしすくけ. ╆ぇすけゃぇ 
っ こけ-おけさっおすくけ ょぇ しっ ゅけゃけさう いぇ 
こさけきっくう ゃ おかうきぇすぇ. ╋うくぇかぇすぇ ゅけ
ょうくぇ しすぇくぇたきっ しゃうょっすっかう くぇ すっき
こっさぇすせさう けす きうくせし 30 ゅさぇょせしぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ¨ぉけしすさはくっすけ くぇ すっきこっ
さぇすせさくうすっ さぇいかうおう ゃ しっいけくうすっ っ 
しなとけ つぇしす けす ゅかけぉぇかくけすけ いぇすけこかは
くっ. ‶け ょさせゅ くぇつうく しっ ょゃうあぇす ちう
おかけくう う ぇくすうちうおかけくう う すけゃぇ ゃけょう 
ょけ しなけすゃっすくうすっ こさけきっくう ゃ おかうきぇ
すぇ. ′はきぇ しこけさ ゃ くぇせつくうすっ しさっょう, 
つっ こさけちっしなす くぇ ゅかけぉぇかくけすけ いぇすけこ
かはくっ っ いぇょっえしすゃぇく. ]こけさなす っ おなょっ 
う おけゅぇ とっ しっ こさけはゃはす すっいう こさけきっ
くう ゃ おかうきぇすぇ. ╁っつっ っ そぇおす さぇいすぇ
こはくっすけ くぇ かっょくうちう う かっょくうおけゃう 
てぇこおう くぇ こけかのしうすっ,  すけゃぇ ゃけょう 
ょけ こけゃうてぇゃぇくっ くうゃぇすぇ くぇ ]ゃっ
すけゃくうは けおっぇく,  おけっすけ こなお けす しゃけは 
しすさぇくぇ いぇこかぇてゃぇ  ゅけかっきう おさぇえ
ぉさっあくう ゅさぇょけゃっ おぇすけ 【ぇくたぇえ, 
′の ╈けさお  う ょさせゅう けす こけすぇこはくっ. 
〉ゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ すっきこっさぇすせさぇ
すぇ くぇ ]ゃっすけゃくうは けおっぇく  こさけきっくは 
くぇ しゃけえ さっょ あうゃけすぇ ゃ くっゅけ いぇさぇょう 
こけゃうてぇゃぇくっすけ くぇ おうしっかうくくけしすすぇ 
くぇ ゃけょぇすぇ おぇすけ しかっょしすゃうっ けす いぇ
すけこかはくっすけ. ╂かけぉぇかくけすけ いぇすけこかはくっ 
せゃっかうつぇゃぇ う こせしすうくくうすっ さぇえけくう 
ゃ しゃっすぇ, す. くぇさ. ょうゃっさしうそうおぇちうは. 
]かっょしすゃうっ けす くっゅけ しぇ う くぇきぇかっくう
すっ ゃけょくう さっしせさしう ゃ しゃっすぇ, おけっすけ 
ゃ ぉかういおけ ぉなょっとっ とっ ぉなょっ  ゅかけぉぇ
かっく  こさけぉかっき. 

- ¨す おぇおゃけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しすさぇ
たせゃぇきっ ゃ しかっょゃぇとうすっ 10 ゅけょう
くう? ╉けえ とっ っ くぇえ-けしすさうはす くう 
こさけぉかっき ゃ っおけかけゅうつくけ けすくけ
てっくうっ?
- ╉けきこかっおしくう しぇ くっとぇすぇ. ╁ しゃっすぇ 

しなとっしすゃせゃぇ す. くぇさ. ╋っあょせくぇさけ
ょっく こぇくっか いぇ こさけきっくう ゃ おかうきぇすぇ. 
╁ くっゅけゃうは しなしすぇゃ ゃかういぇす くぇょ 2 たう
かはょう せつっくう けす さぇいかうつくう しこっちうぇか
くけしすう けす ちはか しゃはす. 〈はたくぇ いぇょぇつぇ 

っ ょぇ ういゅけすゃはす ょけおかぇょ いぇ ゅかけぉぇかくけすけ いぇすけこかはくっ. ] 
うくすっさっし けつぇおゃぇきっ ょけゅけょうくぇ 5-は すぇおなゃ ょけおかぇょ – いぇ 
すけゃぇ: おなょっ しきっ しすうゅくぇかう ゃ こさけちっしうすっ こけ ういきっくっくうっ 
くぇ おかうきぇすぇ ゃしかっょしすゃうっ くぇ ゅかけぉぇかくけすけ いぇすけこかはくっ. 
〈っ すさはぉゃぇ ょぇ おぇあぇす おけう しぇ ゅけかっきうすっ けこぇしくけしすう. ╇ ゃ 
すはた ゃうくぇゅう しっ おけくしすぇすうさぇ, つっ つけゃっつっしすゃけすけ くっ こさぇ
ゃう ょけしすぇすなつくけ いぇ けちっかはゃぇくっすけ しう ゃ すけいう しきうしなか. ╄すけ 
しぇきけ っょうく こさうきっさ: 28-すっ しすさぇくう けす ╄] こさけういゃっあ
ょぇす けおけかけ 11% けす っきうしううすっ くぇ こぇさくうおけゃう ゅぇいけゃっ. 
┿ けぉとけすけ うき おけかうつっしすゃけ っ 4 きうかうけくぇ すけくぇ. ′ぇえ-ゅけ
かっきうすっ こさけういゃけょうすっかう くぇ すぇおうゃぇ ゅぇいけゃっ, いぇ しなあぇ
かっくうっ, しぇ ]┿】 う ╉うすぇえ - ょゃっ  ゃっかうおう うおけくけきうおう. 

╁ ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ おけくゃっくちうは 
くぇ ¨¨′ う ‶さけすけおけかぇ けす ╉うけすけ  
いぇ こさけきっくうすっ ゃ おかうきぇすぇ う しな
けすゃっすくうすっ ちっかう う おけくおさっすくう 
こぇさぇきっすさう  いぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ  
っきうしううすっ くぇ ゅぇいけゃっすっ し こぇさくう
おけゃ っそっおす しっ おぇいゃぇ, つっ ╄ゃさけこぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ くぇきぇかう すっいう ゅぇいけゃっ 
ょけ 8% しこさはきけ くうゃぇすぇ けす 1990 
ゅけょうくぇ. ′うっ  すけゃぇ しきっ ゅけ こさっ
ういこなかくうかう こけつすう. ‶け こけしかっょ
くう ょぇくくう, 27-すっ しすさぇくう-つかっく
おう しぇ くぇきぇかうかう っきうしううすっ しう し 
18%  しこさはきけ くうゃぇすぇ けす 1990 
ゅけょうくぇ, きぇおぇさ つっ  すけゅぇゃぇ こけょ
こうしぇかうすっ  ‶さけすけおけかぇ しぇ  ぉうかう  
15 しすさぇくう-つかっくおう くぇ ╄]. ‶ぇお 
おぇいゃぇき: 500 きうかうけくぇ ょせてう 
けす ╄] し ちはかぇすぇ  くぇてぇ うくょせし
すさうは,  し くぇてっすけ くうゃけ くぇ さぇいゃう
すうっ しきっ けすゅけゃけさくう いぇ 11% けす 
すっいう ゃさっょくう っきうしうう. ╁ しなとけすけ 
ゃさっきっ さぇいゃうゃぇとうすっ しっ しすさぇくう 
- ╇くょうは, ╀さぇいうかうは ぃあくぇ ┿そ
さうおぇ しっ さぇいさぇしすゃぇす ゃ うおけくけきう
つっしおう こかぇく. ╉けかおけすけ こけゃっつっ しっ 
さぇいさぇしすゃぇ すはたくぇすぇ  うくょせしすさうは, 
すけかおけゃぇ こけゃっつっ  ゃさっょくう ゅぇいけ
ゃっ けすょっかはす. ′け, いぇ しなあぇかっくうっ, 
すはたくけすけ しすぇくけゃうとっ っ, つっ すっ しぇ 
さぇいゃうゃぇとう しっ しすさぇくう う くぇ すはた 
くっ きけあっ ょぇ うき しっ しこうさぇ  さぇい
ゃうすうっすけ, しぇきけ いぇとけすけ うきぇす 
すぇおなゃ こさけぉかっき し ゃさっょくうすっ ゅぇ
いけゃっ. ╆ぇ とぇしすうっ, こさっい 2011 
ゅけょうくぇ ゃ ゅさぇょ ╃なさぉぇく, ぃあくぇ 
┿そさうおぇ, こけ ゃさっきっ くぇ きっあょせ
くぇさけょくうすっ こさっゅけゃけさう いぇ  こさけ
きっくうすっ ゃ おかうきぇすぇ しっ こさうっ  す. 
くぇさ. ‶かぇすそけさきぇ けす ╃なさぉぇく, 
しこけさっょ おけはすけ ょけ 2015 ゅけょうくぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさうっきっ くけゃ ょけゅけ
ゃけさ おなき ╉けくゃっくちうはすぇ くぇ ¨¨′ 
いぇ こさけきっくうすっ ゃ おかうきぇすぇ, こけ
ょけぉっく くぇ ‶さけすけおけかぇ けす ╉うけすけ, 
おけえすけ ょぇ けぉたゃぇとぇ しすさぇくうすっ けす 
ちっかうは しゃはす. ╀っい さぇいょっかっくうっすけ 
きっあょせ しすさぇくうすっ くぇ さぇいゃうすう う 
さぇいゃうゃぇとう しっ. ‶かぇくけゃっすっ しぇ 
すけえ ょぇ しっ こさうっきっ こさっい 2015 
ゅけょうくぇ う ょぇ ゃかっいっ ゃ しうかぇ こさっい 
2020 ゅけょうくぇ, し 5-ゅけょうてっく しさけお 
いぇ さぇすうそうおぇちうは. 〈けゃぇ けいくぇつぇ
ゃぇ, つっ けす 2020 ゅけょうくぇ ちっかうはす 
しゃはす しかっょゃぇ ょぇ ゃいっきぇ きっさおう こけ 
けこぇいゃぇくっ くぇ おかうきぇすぇ.

- ‶け すけいう こけゃけょ - おぇお ゃうっ 
ゃ ╂っくっさぇかくぇすぇ ょうさっおちうは 
こけ こさけきっくうすっ ゃ おかうきぇすぇ 
さっぇゅうさぇすっ くぇ ゃしうつおけ すけゃぇ? 
╉ぇおなゃ っ ゃぇてうはす おけくおさっすっく 
こさうくけし う こさうきっさ ゃ すけゃぇ けす
くけてっくうっ? 
- 】っ すう おぇあぇ くっとけ こさけしすうつ

おけ. ╁しっおう つけゃっお くぇ こさぇおすうおぇ 
きけあっ ょぇ けゅさぇくうつう こさけういゃけょ
しすゃけすけ くぇ ゃさっょくう っきうしうう ゃ 
ぇすきけしそっさぇすぇ. ‶さうきっさくけ, おぇすけ 
くっ さぇぉけすう すっかっゃういけさなす, ょぇ しっ 
ういおかのつゃぇ けす おけくすぇおすぇ, いぇとけすけ 
けくけゃぇ つっさゃっくけ おけこつっ, おけっすけ 
しゃっすう, くぇ こさぇおすうおぇ おけくしせきう
さぇ すけお. 〉あ っ きぇかおけ, くけ いぇ ちはかぇ 
っょくぇ ゅけょうくぇ すけゃぇ っ きくけゅけ. ╃ぇ 
ゅぇしうき けしゃっすかっくうっすけ ゃ しすぇうすっ, 
ゃ おけうすけ くっ しきっ. ¨しけぉっくけ ゃ くぇ
てぇすぇ しすさぇくぇ しきっ きくけゅけ きけすう
ゃうさぇくう ょぇ こっしすうき すけお. ╃ぇ くっ 
しっ こけかいゃぇ ぇしぇくしぬけさ, ぇ ょぇ しっ 
たけょう こけ しすなかぉうすっ, ういけかぇちうう
すっ くぇ ょけきけゃっすっ しなとけ しぇ きくけゅけ 
ゃぇあくけ くっとけ. ¨しけぉっくけ ういけかぇ
ちううすっ くぇ すぇゃぇく, ぇ たけさぇすぇ つっしすけ 
ゅけ こさけこせしおぇす. ¨ぉうおくけゃっくけ しっ 
ういけかうさぇす しすっくうすっ, ぇ しっ こさけこせ
しおぇ  すぇゃぇくぇ, ぇ すけゃぇ っ けしけぉっくけ 
ゃぇあくけ. ‶っしすう しっ きくけゅけ っくっさ
ゅうは こけ すけいう くぇつうく. [ぇいぉうさぇ しっ, 
ゃしうつおけ すけゃぇ っ しゃなさいぇくけ う し ゅけ
かっきう こなさゃけくぇつぇかくう うくゃっしすう
ちうう, くけ ゃ うきっすけ くぇ こけ-ょけぉさけすけ 
くう ぉなょっとっ しう しすさせゃぇ. ]ぇくうさぇ
くっすけ くぇ あうかうとぇすぇ しなとけ けしすぇ
ゃぇ きくけゅけ ゃぇあくけ. ┿ おぇお こっしすうき 

くうっ: ゃ くぇてぇすぇ  ょうさっおちうは う 
ゃ ちはかぇすぇ ╄╉ うきぇ す. くぇさ. しうし
すっきぇ いぇ っおけけょうす. 『っかすぇ っ ょぇ 
しっ くぇきぇかはす ゃしうつおう さぇいたけょう 
おぇすけ おけくしせきぇちうは, ゃおか. う たぇさ
すうは. ╁けょぇすぇ しなとけ.  ┿ゃすけきけ
ぉうかうすっ - すっ しなとけ しぇ ゃぇあくう. 
〈っ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ こけ-うおけくけ
きうつくう. ╁ きくけゅけ ょなさあぇゃう うきぇ 
う しせぉしうょうう いぇ おせこせゃぇくっすけ くぇ 
ぇゃすけきけぉうかう し こけ-くうしおう っきう
しうう. ╁っつっ うきぇ う しこっちうぇかくう 
さぇいこけさっょぉう, おぇしぇっとう くけゃうすっ 
ぇゃすけきけぉうかう, ゃ おけうすけ っ こけしけ
つっくけ おけかおけ ゅさぇきぇ ゃなゅかっさけ
ょっく  ょゃせけおうし  くぇ おうかけきっすなさ 
しかっょゃぇ ょぇ しっ けすょっかはす. 〈けゃぇ 
っ っゃさけこっえしおぇ ょうさっおすうゃぇ いぇ 
くぇきぇかはゃぇくっ くぇ っきうしううすっ けす 
くけゃうすっ ぇゃすけきけぉうかう. ╀ってっ 
120 ゅさぇきぇ くぇ おうかけゅさぇきぇ いぇ 
きぇさおぇすぇ, ゃっつっ しっ さぇぉけすう くぇ 
90 ゅさぇきぇ いぇ おうかけきっすなさ. ┿おけ 
すけゃぇ くっ ぉっ くぇかけあっくけ おぇすけ 
さっゅせかぇすうゃくぇ きはさおぇ くぇ ぇゃすけ
きけぉうかくぇすぇ うくょせしすさうは, くはきぇ
てっ ょぇ しっ こけはゃはす う くけゃうすっ うい
けぉさっすっくうは. ╆ぇとけすけ しかっょ すっいう 
けゅさぇくうつっくうは ういゃっょくなあ すぇいう 
うくょせしすさうは いぇこけつくぇ ょぇ ゃぇょう 
しすさぇたけすくう ういけぉさっすっくうは. ┿おけ 
しっ けつぇおゃぇてっ しぇきけ すけゃぇ ょぇ 
しっ しかせつう くぇ ぉぇいぇ すなさしっくっ, 
くはきぇてっ ょぇ しすぇくっ. ╁っつっ うきぇ 
くっゃっさけはすくけ うおけくけきうつくう ゃ 
すけゃぇ けすくけてっくうっ おけかう. ╁っつっ 
いぇこけつくぇ ょぇ くぇゃかういぇ いぇ しさっょ
くうは おかぇし ぇゃすけきけぉうかう すさう
かうすさけゃ ょゃうゅぇすっか, くっとけ くっ
ゃないきけあくけ ょけこさっょう くはおけかおけ 
ゅけょうくう. ′けゃうすっ おけかう, おけうすけ 
しっゅぇ しっ こさけういゃっあょぇす, しぇ けす 
すけいう おぇかうぉなさ - 3 かうすさぇ くぇ 
100 おうかけきっすさぇ.

- ╁ すけいう しきうしなか: ぇこけおぇ
かうこしうしなす けすかけあうき かう っ 
うかう っ くっけすきっくうき?  
- [ぇいぉうさぇ しっ, つっ っ くっけすかけ

あうき. ╁すけさぇすぇ つぇしす くぇ こけかう
すうおぇすぇ, しゃなさいぇくぇ し こさけきっくう
すっ ゃ おかうきぇすぇ, っ ぇょぇこすぇちうはすぇ. 
]かっょゃぇ, けぉぇつっ, ょぇ しきっ くぇはし
くけ, つっ くはおけう けす こさけきっくうすっ ゃ 
おかうきぇすぇ くはきぇ おぇお ょぇ しっ うい
ぉっゅくぇす う すっ ゃっつっ しっ しかせつゃぇす. 
╉ぇお くうっ とっ しっ ぇょぇこすうさぇきっ 
おなき すはた っ ゃぇあくうはす ゃなこさけし. 
〈けゃぇ ゃぇあう いぇ ゃしうつおう しっお
すけさう くぇ つけゃっておぇすぇ ょっえくけしす 
- いっきっょっかうっ, ゃけょくう さっしせさ
しう, あうゃけすうくしおう しゃはす. ¨す 
すぇいう ゅけょうくぇ ゃ っゃさけこっえしおう 
こかぇく ぉっ こさうっすぇ ╄ゃさけこっえ
しおぇ しすさぇすっゅうは こけ ぇょぇこすぇちうは. 
╄ょくぇ けす けしくけゃくうすっ すけつおう ゃ  
くっは っ さぇいゃうすうっすけ くぇ きっしす
くう こさけゅさぇきう いぇ ぇょぇこすぇちうは, 
しゃなさいぇくう し くっけすかけあうきうすっ 
こさけきっくう ゃ おかうきぇすぇ. ╆ぇとけすけ 
すぇいう ぇょぇこすぇちうは しっ けしなとっしす
ゃはゃぇ くぇ きっしすくけ くうゃけ. 〈けゃぇ 
っ う くぇえ-ゃぇあくぇすぇ ぇょぇこすぇちうは. 
╆ぇとけすけ ゃしっおう さぇえけく っ しこっ
ちうそうつっく. ╇ ゃ すぇいう こけしけおぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすはす っゃさけこっえ
しおうすっ しすさぇくう. ┿ とけ しっ けすくぇしは 
ょけ くっけすきっくうきけしすすぇ  くぇ こさけ
ちっしぇ, くぇさっつっく けす くはおけう ぇこけ
おぇかうこしうし, すけ しっ くぇょはゃぇき ょぇ 
ういぉっゅくっき くぇえ-かけてうすっ くっとぇ 
けす くっゅけ. ′け つぇしす けす こさけちっ
しうすっ ゃっつっ しぇ しすぇさすうさぇくう  う 
くはきぇ おぇお ょぇ しっ ゃなさくっき くぇ
いぇょ. ┿ そうかけしけそうは  けす さけょぇ 
くぇ „すけゃぇ とっ しすぇくっ しかっょ 100 
ゅけょうくう, くはきぇ おぇおゃけ ょぇ しっ 
いぇきうしかはき” っ せぉうえしすゃっくぇ いぇ 
つけゃっつっしすゃけすけ. ¨こぇいゃぇくっすけ 
くぇ しゃっすぇ っ くぇてぇ けぉとぇ おぇせいぇ. 
′っ きけあっ そうかけしけそうはすぇ „しかっょ 
くぇし う こけすけこ” ょぇ っ そうかけしけそうは 
くぇ ょくってくけすけ ゃさっきっ. 〈けゃぇ 
せぉうゃぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

《》╅′╇╅〉╊【《 〉╅ 』╇╊【╅ ╊ 〉╅ぃ╅ [╅】′╅ 
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‶さうっきくぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは
こけしさっょくうお くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお

 
 ╄あっょくっゃくけ, 5 ょくう ゃ しっょきうちぇすぇ, こけ 4 つぇしぇ, けぉとっしすゃっくうはす 

こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ とっ こさうっきぇ ゅさぇあょぇくう 
し すったくうすっ ゃなこさけしう, あぇかぉう, きけかぉう いぇ こけきけと. 
 『っかすぇ くぇ すけゃぇ つぇしけゃけ さぇいこさっょっかっくうっ くぇ こさうっきくぇすぇ っ ょぇ 

しっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ たけさぇ し さぇいかうつくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ ょぇ 
きけゅぇす ょぇ しっ しさっとぇす し けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. 

‶けくっょっかくうお    14.00 - 18.00 つ.
╁すけさくうお          13.30 - 17.30 つ.
]さはょぇ               08.30 - 12.30 つ. 
』っすゃなさすなお       11.30 - 15.30 つ. 
 ‶っすなお              09.00 - 13.00 つ. 
 
┿ょさっし:  
 ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. „ ┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ 4, っす. 3
すっかっそけく  いぇ ゃさないおぇ  0431/  98 340 
 e-mail:  ombudsman@minicipality-kz.org

]うゅくぇかう ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお きけゅぇす ょぇ しっ ういこさぇとぇす 
う つさっい しこっちうぇかくうすっ おせすうう, こけしすぇゃっくう くぇ しかっょくうすっ きっしすぇ: 

- くぇ ゃたけょぇ くぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ぉせか. „┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” 
わ4, おぇおすけ う くぇ っすぇあぇ こさっょ こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけ-
しさっょくうお ゃ しなとぇすぇ しゅさぇょぇ, っす. 3
- くぇ ぉせか. „ [けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ 4, いぇょ ぉうゃてぇすぇ させしおぇ おくう-

あぇさくうちぇ. 
]うゅくぇかうすっ ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお きけゅぇす ょぇ しっ こけょぇゃぇす 

せしすくけ うかう ゃ こうしきっく ゃうょ.
┿くけくうきくう しうゅくぇかう くっ しっ こさうっきぇす う くっ しっ さぇいゅかっあょぇす.

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇこけつくぇ きぇとぇぉくう さっきけくすくう ょっえくけしすう いぇ ぇしそぇかすうさぇくっ う こさっぇしそぇか-
すうさぇくっ くぇ せかうちう ゃ ゅさぇょぇ う ゃ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ. ]すけえくけしすすぇ くぇ ゃしうつおう すっいう ょっえくけしすう っ 

1 601 000 かっゃぇ, おぇすけ しさっょしすゃぇすぇ しぇ いぇかけあっくう ゃ  ╂けょうてくぇすぇ  うくゃっしすうちうけくくぇ こさけゅさぇきぇ  くぇ 
けぉとうくぇすぇ. 
╃け こさうおかのつゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇすぇ しっ いぇすゃぇさはす いぇ ょゃうあっくうっ せか. „╂っけさゅう ╀っくおけゃしおう“ う せか. „‶っすおけ 

]すぇえくけゃ“.
1 307 070 かゃ. とっ ぉなょぇす ゃかけあっくう いぇ ぇしそぇかすうさぇくっすけ, おけっすけ すさはぉゃぇ いくぇつうすっかくけ ょぇ こけょけぉさう 

こなすくぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ. 

]っょきうちう こさっょう しすぇさすぇ くぇ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ せしうかっくう さっきけくすくう ょっえくけしすう すっおぇす  ゃ 
せつうかうとぇすぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. [っきけくすうさぇす しっ しなとけ おかせぉけゃっ, しゅさぇょう くぇ おきっすしすゃぇ けす 

けぉとうくぇすぇ, いぇょっかっくう  しぇ しさっょしすゃぇ いぇ さっおけくしすさせおちうは くぇ ゅさけぉうとくう こぇさおけゃっ, ゃしうつおけ いぇ くぇょ 320 
たうかはょう かっゃぇ. ¨す おさぇは くぇ ぇゃゅせしす  いぇこけつくぇたぇ う さっきけくすくうすっ ょっえくけしすう くぇ こけおさうゃうすっ くぇ せつうかう-
とぇすぇ ¨〉 „》さうしすけ ╀けすっゃ“ - し. ╄くうくぇ う ¨〉 „]ゃ.しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ“ – ゅさ. 【うこおぇ, おなょっすけ  こぇさう 
いぇ さっきけくす くぇ こけおさうゃぇ せつうかうとくぇすぇ せこさぇゃぇ きけかう けす 20 ゅけょうくう. 

 [っきけくすうさぇ しっ せつうかうとっすけ ゃ 
し. ╉けこさうくおぇ. ‶ぇさうすっ いぇ すけゃぇ 
– 179 779 かっゃぇ, しぇ こけ こさけ-
っおす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
しこっつっかっく こけ こさけゅさぇきぇすぇ 
„╉さぇしうゃぇ ╀なかゅぇさうは“ . 』ぇしす 
けす しさっょしすゃぇすぇ - 89 890 かゃ., 
しぇ しけぉしすゃっくけ そうくぇくしうさぇくっ 
けす ぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, ぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけ-
かうすうおぇ  けしうゅせさはゃぇ けしすぇくぇ-
かうすっ 89 889 かゃ.

 ̈ しくけゃっく さっきけくす いぇ ぉかういけ 25 たうかはょう かっゃぇ いぇこけつゃぇ う くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ おきっすしすゃけすけ ゃ し. ぅしっくけゃけ. 
‶けつすう 22 たうかはょう かっゃぇ しぇ いぇょっかっくう いぇ  ぉかぇゅけせしすさけはゃぇくっ くぇ ゅさけぉうとくうすっ こぇさおけゃっ ゃ し. ╉けこさうく-
おぇ う し. ╉なくつっゃけ. 
¨ぉとうくぇすぇ こさけゃっょっ う けぉとっしすゃっくう こけさなつおう いぇ しすさけうすっかしすゃけ う さっきけくす くぇ てっしす けぉっおすぇ - けぉ-

とうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす, ゃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお う くぇしっかっくうすっ きっしすぇ こさっい 2013 ゅ.: こさっせしすさけえしすゃけ う さぇい-
てうさはゃぇくっ  くぇ ╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ せか.“╇しおさぇ“ わ 4,  ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃぇ 
[うすせぇかくぇ いぇかぇ いぇ さぇょけしすくう けぉさっょう; けしくけゃっく さっきけくす くぇ おかせぉぇ こけ てぇたきぇす, くぇ おぇそっ „╂ぇかっさうは“, 
おなょっすけ ゃ ぉなょっとっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけきっとぇゃぇ ╋せいっはす くぇ そけすけゅさぇそうはすぇ -  けすおけかってくぇ きっつすぇ くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ そけすけゅうかょうは. 
╁ こかぇくけゃっすっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは っ う ぉなょっと  けしくけゃっく さっきけくす くぇ ╋かぇょっあおうは ょけき. 
¨しうゅせさっくう しぇ しさっょしすゃぇ う いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ けゅさぇょぇ くぇ さぇいてうさっくうすっ たさうしすうはくしおう ゅさけぉうとぇ ゃ 

し. [なあっくぇ. 

╉ぇいぇくかなお とっ ぉなょっ っょうくしすゃっくうはす ゅさぇょ ゃ しゃっすぇ, ゃ おけえすけ とっ 
しっ ういょうゅぇ こぇきっすくうお くぇ ゅっくっさぇか ]おけぉっかっゃ ゃ ちはか さなしす . 

╂かぇゃっく こさけっおすぇくす くぇ こぇきっすくうおぇ っ ぇさた. ╁っくちうしかぇゃ ╈けつおけ-
かけゃしおう.
]さっょしすゃぇすぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ しぇ ょぇさっくうは くぇ させしけそうかう う 

しこけくしけさう くぇ ′ぇちうけくぇかくけ ょゃうあっくうっ  „[せしけそうかう”.
╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ ゅさぇょっあぇ くぇ こぇきっすくうおぇ っ しなとけ くぇ ′ぇちうけ-

くぇかくけ ょゃうあっくうっ „[せしけそうかう”. 

¨とっ っょうく ぉっいこかぇすっく こぇさおうくゅ くぇ こかけと けす 2 ょっおぇさぇ  ゃっつっ っ くぇ さぇいこけかけあっくうっ くぇ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ しっ くぇきうさぇ しっゃっさくけ けす ╉けけこっさぇすうゃくうは こぇいぇさ う ょぇゃぇ 

ゃないきけあくけしす いぇ ぉっいこかぇすっく こさっしすけえ くぇ 100 ぇゃすけきけぉうかぇ. ] すけいう こぇさおうくゅ ぉっいこかぇすくうすっ きっしすぇ いぇ 
こぇさおうさぇくっ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす くぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇす てっしす. 
〈けゃぇ しぇ こぇさおうくゅなす いぇょ おうくけ „╇しおさぇ”, こぇさおうくゅなす ういすけつくけ けす ′』 „╇しおさぇ”, こぇさおうくゅなす のあくけ けす 

╇╋ „╇しおさぇ”, こぇさおうくゅなす ういすけつくけ けす ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき I” う こぇさおうくゅなす いぇょ ╃ぇくなつくぇ しかせあぉぇ.
 ╇いゅさぇあょぇくっすけ くぇ くけゃうは こぇさおうくゅ ぉっ しなこさけゃけょっくけ う し ちはかけしすくぇ さっおけくしすさせおちうは う けぉかぇゅけさけ-

ょはゃぇくっ くぇ さぇえけくぇ. ‶けょきっくっくう しぇ せかうつくう う ゅさぇょうくしおう ぉけさょのさう, けそけさきっくう しぇ いっかっくう こかけとう.

‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ  しっ ぇしそぇかすうさぇ  せか. „╇くょせしすさうぇかくぇ“, しっゃっさくけ けす そうさきうすっ „╉ぇすっおし“ う ╀なかゅぇ-
さうは-╉“, う せか. „╉っくぇかう“ - けす せか. „』ぇすぇかょあぇ“ ょけ さけきしおうは おゃぇさすぇか, こさっい ]すぇさぇ さっおぇ ょけ あ.こ. ゅぇさぇすぇ, 
し こさけょなかあっくうっすけ くぇ ゃっつっ こさっこぇゃうさぇくぇすぇ せか. „╋けしおゃぇ“. ] すけゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ しっ こけしすうゅぇ っょくぇ けす 
ゃぇあくうすっ ちっかう くぇ すぇいう けぉとうくしおぇ せこさぇゃぇ: ういくぇしはくっ くぇ  すさぇくしこけさすくうは こけすけお くぇ ╉ぇいぇくかなお けす ちっく-
すなさぇ ゃ こけしけおぇ ういすけお-いぇこぇょ こけ のあくぇすぇ こなすくぇ ょなゅぇ う しっゃっさ-のゅ – こけ いぇこぇょくぇすぇ う ういすけつくぇすぇ ょなゅう. 
〈ぇおぇ さっぇかくけ とっ しっ けしゃけぉけょう うょっぇかくうはす ちっくすなさ けす くぇすけゃぇさっくうは ぇゃすけきけぉうかっく すさぇそうお.
] ぇしそぇかすうさぇくっすけ くぇ せかうちうすっ „》さうしすけ ぅくおけゃ“, „‶っすおけ ]すぇえくけゃ“, „╂っけさゅう ╀っくおけゃしおう“, „╂っく. 

╂せさおけ“ う „『ぇさ ]うきっけく ╁っかうおう“ う こぇさおうくゅぇ くぇ せか. „╂っく. ╂せさおけ“ とっ  しっ いぇゃなさてう  ちっくすさぇかくぇすぇ 
ゅさぇょしおぇ つぇしす, ゃおかのつゃぇとぇ きぇかおうすっ ゃなすさってくう せかうつおう, おけうすけ しぇ すっしくう う くっこさけたけょうきう こけさぇょう 
かけてけすけ しなしすけはくうっ くぇ ぇしそぇかすけゃぇすぇ くぇしすうかおぇ おなき すけいう きけきっくす.
]こっちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ ゃ いぇこけつくぇかうすっ さっきけくすくう ょっえくけしすう とっ ぉなょっ けすょっかっくけ くぇ せか. „‶せておうく“. 

〈ぇき とっ しっ けすゃけさう ょゃうあっくうっすけ いぇ おゃ. „╁ぇしうか ╊っゃしおう“. ‶さっょゃうあょぇ しっ う くうゃっかうさぇくっ くぇ せかうちぇすぇ.  
╁ おゃ. „╇いすけお”  とっ しっ こけしすぇゃはす ぉけさょのさう  ゃ つぇしすすぇ くぇ せか.  „╉さっきけくぇ“ う せか. „』ぇすぇかょあぇ“ ょけ ぉか. 42.
『はかけしすくけ とっ しっ ぇしそぇかすうさぇす せか. „¨さってぇおぇ”, おぇおすけ う ぉせか. „23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお”, ゃ 

つぇしすすぇ ょけ きぇゅぇいうく „╉ぇせそかぇくょ”.  ╁ きけきっくすぇ すぇき しっ こけょきっくは う ゃけょけこさけゃけょくぇすぇ きさっあぇ. 
220 たうかはょう かっゃぇ とっ しっ ゃかけあぇす いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ ゃけょけこさけゃけょぇ う こなすくぇすぇ くぇしすうかおぇ こけ 

せか.”╉ぇこさけくう”.

Таван на училище в общината

Най-сърдечно и с удоволствие Ви кани на среща на 
ветераните - оръжейници, която ще се проведе на 21 

септември 2013 г. от 11 ч. в камерна зала на ДК „Арсенал“. 
След срещата тържеството ще продължи в ресторант 

“Капитал” - от 12 ч.
За желаещите да участват в тържествения обяд

куверт - 20 лв.

Телефони за записване в „Арсенал“: 0431/ 5 77 28

Веска Демирева: 0887 63 90 96
Атанас Касабов: 0884 59 90 67

Краен срок за записване 13 септември 2013 г.

Добре дошли сте!

ИНИЦИАТИВЕН  КОМИТЕТ ПРИ ЗАВОД 1
“Арсенал”

ПОКАНА

[『╊╉¨【¨【╊ 》╅[ 〉╅ 〈《╉╅...
╁ しさぇゃくっくうっ し きうくぇかうは のくう, けぉぇつっ, そうさきっくうすっ ぉなさいう おさっょうすう けすつうすぇす いくぇつうすっかっく 

さなしす けす 32,4 くぇ しすけ (126,6 きかく. かゃ.).
〈ぇおぇ, けぉとけ さぇいょぇょっくうすっ ぉなさいう いぇっきう おなき おさぇは くぇ のくう すぇいう ゅけょうくぇ しぇ いぇ 1,993 

きかさょ. かゃ., おけっすけ しっ さぇゃくはゃぇ くぇ 2,5 くぇ しすけ けす ╀させすくうは ゃなすさってっく こさけょせおす くぇ しすさぇくぇ-
すぇ. ′ぇえ-きくけゅけ – 28,9%, しぇ すっいう しなし しさけお くぇょ 5 ゅ. 〈っ ゃないかういぇす くぇ 570 きかく. かゃ., くけ ゃ 
しさぇゃくっくうっ し ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ ょっかなす うき こぇょぇ しっさうけいくけ, すけゅぇゃぇ すけえ っ ぉうか 38,8%. ′ぇ 
こさうぉかういうすっかくけ しなとぇすぇ しせきぇ - 529 きかく. かゃ., ゃないかういぇす う いぇっきうすっ けす 1 ょけ 5 ゅ. 〈っ しっ 
せゃっかうつぇゃぇす し 5% くぇ ゅけょうてくぇ ぉぇいぇ う し 6,3% ゃ しさぇゃくっくうっ し おさぇは くぇ こなさゃけすけ すさうきっ-
しっつうっ くぇ 2013 ゅけょうくぇ.
′ぇえ-ぉなさいうすっ いぇ ゃさなとぇくっ いぇっきう – すっいう ょけ 1 ゅ., しっ せゃっかうつぇゃぇす し 11 きかく. かゃ. いぇ すさう 

きっしっちぇ う しすうゅぇす ぉかういけ 300 きかく. かゃ. ¨す ╀′╀ けすつうすぇす, つっ くっけぉしかせあゃぇくうすっ おさっょうすう 
おなき しこっちうぇかういうさぇくうすっ そうさきう ゃ おさぇは くぇ のくう しっ せゃっかうつぇゃぇす し ぉかういけ 200 きかく. かゃ. 
ょけ くぇょ 595 きかく. かゃ. ゃ おさぇは くぇ のくう. ]ぇきけ いぇ ゃすけさけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2013 ゅ. せゃっかう-
つっくうっすけ うき っ し 4,2 きかく. かゃ.
¨ぉとけ くぇ こぇいぇさぇ せ くぇし さぇぉけすはす 163 ょさせあっしすゃぇ, しこっちうぇかういうさぇくう ゃ おさっょうすうさぇくっ. 

]ぇきけ いぇ こけしかっょくうすっ すさう きっしっちぇ すったくうはす ぉさけえ しっ っ せゃっかうつうか し 5, ぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し 
きうくぇかうは のくう – し 46.
╆ぇ ょぇ けすこせしおぇす ぉなさいう おさっょうすう, すっ しぇ くぇぉさぇかう けす さぇいかうつくう ういすけつくうちう 2,57 きかさょ. 

かゃ. ¨す すぇいう しせきぇ 1,291 きかさょ. かゃ. しっ こぇょぇす くぇ こけかせつっくうすっ おさっょうすう, けしくけゃくぇすぇ つぇしす 
けす おけうすけ - けす つせあょうすっ うき おけきこぇくうう-きぇえおう.
╇ ょけおぇすけ きぇしけゃうはす ぉなかゅぇさうく こさけょなかあぇゃぇ ょぇ  さぇいつうすぇ けしくけゃくけ くぇ おさっょうすう いぇ こけ-

おせこおぇ くぇ あうかうとっ うかう ょさせゅ ゃうょ こけ-ゅけかはき たぇさつ, いぇ おけえすけ くはきぇ おぇお ょぇ しこっしすう けす いぇ-
こかぇすぇ, おぇすけ こけ すけいう くぇつうく いぇぉけさつかはゃぇ し ゅけょうくう くぇこさっょ, すけ ょさせゅぇ おぇすっゅけさうは ぉなかゅぇ-
さう, きぇおぇさ う きぇかちうくしすゃけ, こさけょなかあぇゃぇす ょぇ ぉけゅぇすっはす. ‶け ょぇくくう しなとけ くぇ ╀′╀,  しなし 100  
しぇ しっ せゃっかうつう きうかうけくっさうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは いぇ 1 ゅけょうくぇ う おなき きけきっくすぇ すっ しぇ 682-きぇ.  
╃ぇくくうすっ くぇ ╀′╀ しぇ けす おさぇは くぇ ゃすけさけすけ すさうきっしっつうっ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ しぇ たけさぇすぇ 

し ょっこけいうす ゃ ぉぇくおぇ くぇょ 1 きかく. かゃ. 
]かぇぉけ せゃっかうつっくうっ くぇ ゅけょうてくぇ ぉぇいぇ うきぇ う こさう ょっこけいうすうすっ きっあょせ こけかけゃうく う っょうく 

きうかうけく. ]っゅぇ すっ しぇ 1190 うかう し けおけかけ 40 こけゃっつっ けす おさぇは くぇ のくう きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
〈さぇょうちうけくくけ くぇえ-きくけゅけ しぇ きぇかおうすっ ょっこけいうすう - すっいう ょけ 1000 かっゃぇ. ′ぇ ゅけょうてくぇ 

ぉぇいぇ, けぉぇつっ, すったくうはす ぉさけえ ぉっかっあう しこぇょ.
〈ぇおうゃぇ こぇさう ぉなかゅぇさうくなす けぉうおくけゃっくけ  こさうぉうさぇ おぇすけ „ぉっかう こぇさう いぇ つっさくう ょくう”. 
                                                        

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

¨ぉはゃっく っ おけくおせさし いぇ 370 
ゃぇおぇくすくう ょかなあくけしすう いぇ 

ゃけえくうちう ゃなゃ ゃけっくくうすっ そけさ-
きうさけゃぇくうは くぇ ]せたけこなすくうすっ 
ゃけえしおう. ′ぇえ-ゅけかはき っ ぉさけはす 
くぇ ょかなあくけしすうすっ いぇ ゃけえくうちう 
ゃ ゅぇさくういけく ╉ぇさかけゃけ - 133. 
╁ ゅぇさくういけく ╉ぇいぇくかなお すっ しぇ 
102, ゃ ぅきぉけか - 65, ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ - 50 う ゃ 》ぇしおけゃけ - 20.
]せたけこなすくうすっ ゃけえしおう すなさしはす 

きったぇくうお-ゃけょぇつう, てけそぬけさう, 
いっくうすつうちう, すったくうちう う ょさせ-
ゅう しこっちうぇかうしすう. 〈なさしはす しっ 
しなとけ う ゅけすゃぇつう う こけきけとくうお-
ゅけすゃぇつう. 
╆ぇ こさうっきぇくっ くぇ ゃけっくくぇ 

しかせあぉぇ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇす-
しすゃぇす しぇきけ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあ-

 しぇ こなさゃけおかぇしくうちうすっ ゃ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ すさなゅゃぇす くぇ せつう-
かうとっ. 
 ′ぇえ-きくけゅけぉさけえくぇ とっ っ ぇさきうはすぇ 

くぇ こなさゃけかぇちうすっ ゃ ¨〉 „╂っけさゅう ╉うさ-
おけゃ”, おなょっすけ すっ しぇ 5 こぇさぇかっかおう うかう 
107 ょっちぇ. ‶け すさぇょうちうは ゃしっ こけ-さったぇゃう 
しすぇゃぇす こなさゃけかぇておうすっ さっょうちう ゃ しっかぇ-
すぇ. ╋ぇかちうくぇ しぇ こなさゃけおかぇしくうちうすっ う ゃ 
せつうかうとぇすぇ ゃ ょゃぇすぇ  ゅさぇょぇ ういゃなく ╉ぇ-
いぇくかなお - 【うこおぇ う ╉さなく, おなょっすけ すっ しぇ 
しなけすゃっすくけ 10 う 12. ‶なさゃうはす いゃなくっち 
すぇいう ゅけょうくぇ ぉうっ し ょっく こけ-おなしくけ - くぇ 
16-すう しっこすっきゃさう けす 9 つぇしぇ - いぇ ゃしうつおう  
せつっぉくう いぇゃっょっくうは けす けぉとうくぇすぇ. 
 ] ぇさきぇゅぇくう いぇ こなさゃけかぇちうすっ とっ しっ 

╃け 2-さう しっこすっきゃさう ゃ おうすぇえしおうは 
ゅさぇょ 》けく ╉けくゅ すさうきぇ ゃないこうすぇ-

くうちう けす ておけかぇすぇ  こけ あうゃけこうし おなき 
¨╃╉ „]ゃ. ╇ゃぇく [うかしおう“ し さなおけゃけ-
ょうすっか ╂ぇかうくぇ ╇ゃぇくけゃぇ せつぇしすゃぇす ゃ 
こなさゃうは ╋っあょせくぇさけょっく そっしすうゃぇか 
くぇ ょっすしおぇすぇ さうしせくおぇ. ╁なゃ そっしすう-
ゃぇかぇ せつぇしすゃぇす 20 ておけかう けす ちはか 
しゃはす, し くぇょ 12 たうかはょう ういこさぇすっくう 
さうしせくおう いぇ こさっょゃぇさうすっかくぇすぇ しっ-
かっおちうは.
╋かぇょうすっ おぇいぇくかなておう たせょけあくう-

ちう さうしせゃぇす 7 ょくう ゃ ╉うすぇえ し  おぇ-
つっしすゃっくう  きぇすっさうぇかう, いぇおせこっくう けす 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ] けすこせしくぇすうすっ 
しさっょしすゃぇ っ ういさぇぉけすっく しこっちうぇかっく 
こかぇおっす し さけいぇ /しうきゃけか くぇ ゅさぇょぇ う 
╃けかうくぇすぇ/, おけえすけ とっ ぉなょっ こけょぇ-
さっく くぇ けさゅぇくういぇすけさうすっ けす うきっすけ 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ]せゃっくうさう う 

...》《-』╇╊【]《 ╇ [╅′╅〉]ぇ[ 
╉ぇすけ つぇしす けす こかぇくぇ いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ ゃ 

おゃぇさすぇか „╁ぇしうか ╊っゃしおう“ ゃ くぇえ-しおけさけ ゃさっきっ こさっょしすけう ゃないしすぇくけゃはゃぇ-
くっ くぇ けしゃっすかっくうっすけ う ゃ さぇえけくぇ くぇ ぉかけおけゃっすっ 7,8 う 9, おなょっすけ けしゃっす-
かっくうっすけ くっ そせくおちうけくうさぇ けす ゃさっきっすけ くぇ しけちうぇかういきぇ. ╆ぇ ちっかすぇ ̈ ぉとう-
くぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ いぇおせこう 6 こぇさおけゃう けしゃっすうすっかくう すっかぇ.
]なゃしっき しおけさけ しゃっすかけ とっ しすぇくっ けす ういすけつくぇすぇ しすさぇくぇ くぇ たけすっか „╉ぇ-

いぇくかなお“, ゃ ぉかういけしす ょぇ すぇおしう-しすけはくおぇすぇ.

]さっょ けしすぇくぇかうすっ きっしすぇ, ゃおかのつっくう ゃ こかぇくぇ いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ 
けしゃっすかっくうっすけ, しぇ いぇたけょなす おなき 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇいうは う ょさせゅう 
こさけぉかっきくう きっしすぇ.
‶ぇさぇかっかくけ し ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ くっさぇぉけすっとうすっ けしゃっすうすっかくう すっかぇ 

しっ ういゃなさてゃぇ う けぉっいけこぇしはゃぇくっ くぇ かうこしゃぇとうすっ おぇこぇちう こけ しすなかぉけゃっすっ 
いぇ せかうつくけ けしゃっすかっくうっ.
╆ぇ ゃしうつおう こさけぉかっきう, しゃなさいぇくう し せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ う しゃっすけそぇさ-

くぇすぇ せさっょぉぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゅさぇあょぇくうすっ きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす しうゅくぇかう う 
ょぇ うくそけさきうさぇす くぇ すっかっそけく: 0886 322 279 けす  08,30 ょけ 17,30 つぇしぇ 
ゃしっおう ょっかくうつっく ょっく.
┿おけ ゃ しゃっすかぇすぇ つぇしす くぇ ょっくは しっ いぇぉっかっあぇす けす ゅさぇあょぇくうすっ  さぇぉけすっとう 

すっかぇ こけ けしゃっすうすっかくぇすぇ きさっあぇ, ょぇ くっ しっ こさうぉなさいゃぇ しなし いぇおかのつっくうっ, 
つっ うきぇ くっさっょくけしす, ぇ ょぇ しっ こけすなさしう うくそけさきぇちうは くぇ こけしけつっくうは すっかっ-
そけく., いぇ っゃっくすせぇかくう さっきけくすくう うかう  こさけそうかぇおすうつくう ょっえくけしすう,  いぇは-
ゃうたぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ いゃっくけすけ.
‶け ゃさっきっ くぇ ゃないしすぇくけゃうすっかくう さぇぉけすう こけ せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ ゃ 

しゃっすかぇすぇ  つぇしす くぇ ょっくは っ ゃないきけあくけ くぇ くはおけう きっしすぇ いぇ けこさっょっかっくけ 
ゃさっきっ ょぇ さぇぉけすはす  くはおけう けす けしゃっすうすっかくうすっ すっかぇ. 〈けゃぇ くっ っ しゃなさいぇくけ し 
くっぉさっあくけしす うかう くっきぇさかうゃけしす けす しすさぇくぇ くぇ しかせあうすっかうすっ, ぇ し すっしすけゃぇ 
さぇぉけすぇ こけ きさっあぇすぇ, いぇはゃうたぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ いゃっくけすけ.  
‶ぇさぇかっかくけ  し すけゃぇ, しおけさけ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお とっ うきぇ くけゃぇ 

っかっおすさけくくぇ しうしすっきぇ いぇ ちっくすさぇかういうさぇくけ せこさぇゃかっくうっ くぇ せかうつくけすけ けし-
ゃっすかっくうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけしさっょしすゃけき こっさしけくぇかっく おけきこのすなさ. ]うしすっきぇすぇ 
っ さぇいさぇぉけすおぇ くぇ ょゃぇきぇ きかぇょう おぇいぇくかなておう うくあっくっさう こけ っかっおすさけくうおぇ 
う おけきこのすなさくう しうしすっきう う すったくけかけゅうう, ゃないこうすぇくうちう くぇ 〈ったくうつっしおうは 
せくうゃっさしうすっす ゃ ]けそうは う そうかうぇかぇ きせ ゃ ‶かけゃょうゃ.
╄ょくぇ けす けしくけゃくうすっ ちっかう くぇ くけゃぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ っ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 

さぇいたけょうすっ いぇ おけくしせきうさぇくぇ っか. っくっさゅうは けす せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ つさっい 
けこすうきういうさぇくけ せこさぇゃかっくうっ.
╇いぉさぇくうすっ きっしすぇ いぇ すっしす くぇ くけゃぇすぇ しうしすっきぇ しぇ ゃ さぇえけくぇ くぇ ぉせか. „[け-

いけゃぇ ょけかうくぇ“ う ぉせか. „ ┿か.╀ぇすっくぉっさゅ“. ╇くすっさくっす ゃさないおぇすぇ いぇ  くけゃぇすぇ 
しうしすっきぇ しっ けしうゅせさはゃぇ ぉっいゃないきっいょくけ けす きっしすくうは おぇぉっかっく けこっさぇすけさ 
„╀う ╀う ]う ╉っえぉなか“.
‶さう せしこってくう すっしすけゃっ くぇ くけゃぇすぇ しうしすっきぇ こさっょしすけう ういゅけすゃはくっすけ くぇ 

ちはかけしすっく ╀ういくっし-こかぇく いぇ うくゃっしすうちううすっ, くっけぉたけょうきう こさう ゃなゃっあょぇ-
くっすけ え ゃ っおしこかけぇすぇちうは.
                                                 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

ょぇくう, いぇゃなさてうかう しさっょくう うかう ゃうしてう せつうかうとぇ ゃ しすさぇくぇすぇ うかう ゃ つせあぉうくぇ, くっ こけ 
ゃないさぇしすくう けす 31 くぇゃなさてっくう ゅけょうくう . ╉ぇくょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ こけょぇょぇす いぇはゃかっくうは いぇ 
せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしぇ ょけ 11 けおすけきゃさう つさっい しすさせおすせさうすっ くぇ 『っくすさぇかくけすけ ゃけっくくけ けお-
さなあうっ. ╆ぇはゃかっくうはすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす ぇょさっしうさぇくう ょけ おけきぇくょうさうすっ くぇ 61-ゃぇ うかう くぇ 
2-さぇ きったぇくういうさぇくぇ ぉさうゅぇょぇ.
╉けくおせさしうすっ ゃ さぇいかうつくうすっ ぉさうゅぇょう とっ しっ こさけゃっょぇす ゃ こっさうけょぇ 18-すう くけっきゃさう -14-

すう ょっおっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ.
╉けくおせさしなす ゃおかのつゃぇ ういこうす こけ そういうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ, ういこうす-すっしす いぇ けぉとぇ おせかすせさぇ 

う しなぉっしっょゃぇくっ. ╉ぇくょうょぇすうすっ いぇ ゃけえくうちう, しこっつっかうかう おけくおせさしぇ, しっ こさうっきぇす くぇ ゃけ-
っくくぇ しかせあぉぇ, ぇおけ おなき ょぇすぇすぇ くぇ しおかのつゃぇくっすけ くぇ ょけゅけゃけさぇ いぇ ゃけっくくぇ しかせあぉぇ くっ しぇ 
くぇゃなさてうかう 32 ゅけょうくう.
¨ぉはゃぇすぇ いぇ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ おけくおせさしぇ いぇ ゃけえくうておう ょかなあくけしすう っ こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ 

うくすっさくっす-しすさぇくうちぇすぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けすぉさぇくぇすぇ www.mod.bg.

けすつっすっ こけ すさぇょうちうは ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ こなさゃう こなす すぇいう ゅけょうくぇ ょぇさけゃっ  いぇ 7-ゅけ-
ょうてくうすっ せつっくうちう けしうゅせさはゃぇ う おぇぉっかっく けこっさぇすけさ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか”.

おけいきっすうつくう こさけょせおすう ょぇさう う そうさきぇ „╊っきぇ“- ╉ぇいぇくかなお.
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ぁとうつてうあす つか さあてそ たちかお とうそしせかせけか そて さあくあちすあてあ

【そうあ てうひちおけ ╇かしけせあ 》かせおそしそうつさあ, かおけせつてうかせあてあ さあくあせしひねあせさあ, くあうひちのけしあ せあこ-つてあちそてそ 
とねけしけはか くあ おけたしそすあてけ う ╊うちそたあ - ╉けたしそすあてけねかつさあてあ あさあおかすけみ うひう ╇けかせあ

′けゃぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ くぇ 
〉くうゃっさしぇかくぇ そさっいけゃぇ 

きぇてうくぇ 《〉 321 ╋], ょっかけ 

くぇ おけくしすさせおすけさう けす ╆ぇゃけょ 5, 
ゃっつっ しっ ういこさけぉゃぇ ゃ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ, しなけぉとう いぇ „〈さう
ぉせくぇ ┿さしっくぇか” ょうさっおすけさなす くぇ 
ぇさしっくぇかしおうは ╆ぇゃけょ いぇ きったぇ
くうつくぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ ょっすぇえかう 
うくあ. ‶っすなさ 】うさはくけゃ.
╋ぇてうくぇすぇ っ さぇいさぇぉけすっくぇ 

けす っおうこ ゃ しなしすぇゃ: うくあ.╋うくつけ 
[せしっくけゃ, うくあ.》さうしすうくぇ ╂っ
けさゅうっゃぇ, うくあ. ′っょぇ ╊せきぉっゃぇ 
う うくあ.]かぇゃう ╄くっゃ.
 《さっいぇすぇ っ くぇ っすぇこ „¨こうすっく 

けぉさぇいっち”. ╁ こけ-くぇすぇすなてくけすけ 
さぇいゃうすうっ くぇ そさっいけゃうすっ きぇ
てうくう くぇ ╆ぇゃけょ 5 おぇすけ ゃうょ, 
つさっい しっゅぇてくうすっ こさけきっくう, しっ 
ちっかう こけしすうゅぇくっすけ くぇ っょくけ 

- ╇ょゃぇて しう ゃ ╀なかゅぇさうは 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ  くぇてっ 
ぉなかゅぇさしおけ かはすけ, けぉぇつっ, 
っ こけ-さぇいかうつくけ: けす っょくぇ 
しすさぇくぇ きかぇょう たけさぇ こさけ
すっしすうさぇす, ぇ けす ょさせゅぇ - こぇお 
きかぇょう こさけすっしすうさぇす しさっとせ 
こさけすっしすうさぇとうすっ しこさはきけ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ. 》けさぇすぇ しぇ  
けいかけぉっくう, ょさせゅう うくっさすくう. 
╉ぇお  ういゅかっあょぇ  さけょくぇすぇ 
╀なかゅぇさうは こさっい こけゅかっょぇ くぇ 
っょうく 30-ゅけょうてっく つけゃっお , 
あうゃっっと ゃ ╀さのおしっか?  
- ╋けゅぇ しぇきけ かうつくけ きくっ

くうっ ょぇ ういさぇいは: ゃうくぇゅう きう っ 
きくけゅけ こさうはすくけ すせお.  ╋けあっ 
ぉう, いぇとけすけ しう うょゃぇき さはょ
おけ. ╉ぇすけ つっ かう たけさぇすぇ, おけう
すけ あうゃっはす すせお, くっ けちっくはゃぇす  
すけゃぇ, おけっすけ うきぇ すせお. 〈せお 
っ こけ-ゃっょさけ, こけ-しこけおけえくけ, 
しこけさっょ きっく, くはおぇお あうゃけすなす 
っ こけ-くけさきぇかっく, すけゃぇ っ きけっ 
かうつくけ きくっくうっ, さぇいぉうさぇ しっ. 
】け しっ けすくぇしは ょけ こけかうすうつっ
しおうは あうゃけす すせお, くぇこさぇゃう きう 
ゃこっつぇすかっくうっ せしっとぇくっすけ いぇ 
いかけぉぇ. ′はおぇお, たけさぇすぇ しぇ けい
かけぉっくう っょうく しこさはきけ ょさせゅ う 
しこさはきけ すっいう, おけうすけ ゅう せこさぇ
ゃかはゃぇす. ¨しっいぇっきけ っ せしっとぇ
くっすけ くぇ かうこしぇ くぇ こけいうすうゃくう 
ちっかう う こけかけあうすっかっく こけゅかっょ 

〈けゃぇ っ さっちっこすぇすぇ いぇ ょけぉさけ  くぇしすさけっくうっ う さっかぇおし, けすおさうすぇ  けす 14-きぇすぇ ぇさしっくぇかちう - くぇしすけはとう 
う ゃっすっさぇくう, しぇきけょっえくう すぇくちぬけさう,  おけうすけ しぇ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ いぇ ぉなかゅぇさしおう たけさぇ „╅ぇさ” おなき 

′』 „ ╅ぇさ”. ╁っつっ 11-すぇ ゅけょうくぇ こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╃けさぇ う ‶っすなさ ‶っすおけゃう くぇょ 100-くぇ ゅさぇあ-
ょぇくう けす さぇえけくぇ し  せしなさょうっ せしゃけはゃぇす くぇえ-おさなてくうすっ たけさぇ けす くぇてうは すぇくちけゃ そけかおかけさ う すけいう, くぇ 
しなしっょうすっ くう.  
 ′ぇえ-いぇこぇかっくう う くぇえ-ゃっさくう しさっょ すはた しぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, おけうすけ  いうきっ こけ すさう 

こなすう, ぇ こさっい かはすけすけ こけ ょゃぇ こなすう ゃ しっょきうちぇすぇ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ つぇし  うゅさぇはす  たけさぇ う さなつっくうちう. 
 ╁しっおう けす すはた しう うきぇ さぇいかうつくう きけすうゃう, いぇさぇょう おけうすけ こさぇゃう すけゃぇ,  さぇいかうつっく っ ぉうか う こなすはす, 

いぇゃっか ゅう ゃ さっこっすうちうけくくぇすぇ いぇかぇ くぇ せか. „〈さぇおうは”. ╁しうつおう, けぉぇつっ, しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ し すけゃぇ しう 
いぇくうきぇくうっ こけしすうゅぇす 2 ゃ 1: こけかっいくけ う こさうはすくけ. 
 ╃けさぇ ]すっそぇくけゃぇ, きっくうょあなさ くぇ しうしすっきぇすぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ  くぇ おぇつっしすゃけすけ ゃ „ ┿さしっくぇか”,  おけはすけ 

っ けす くぇえ-さっょけゃくうすっ すぇくちぬけさう ゃ ゅさせこぇすぇ, っ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ すぇくちせゃぇくっすけ ゃ „ ╅ぇさ” っ くぇつうく ょぇ 
しっ さぇいすけゃぇさゃぇ う ょぇ しっ いぇさっあょぇ こけいうすうゃくけ. ╉ぇすけ ぉけくせし っ う っかっゅぇくすくうはす う こさうはすっく くぇつうく ょぇ 
こけょょなさあぇ  そけさきぇ. ′ぇ しなとけすけ きくっくうっ しぇ う ょゃっ ぉうゃてう ゃっつっ ぇさしっくぇかおう, っょくぇすぇ けす おけうすけ - し さっし-
こっおすうさぇと 30-ゅけょうてっく しすぇあ ゃ „ ┿さしっくぇか”-  ╋うすさぇ ‶っすさけゃぇ, きけくすぇあくうお けす  ╆ぇゃけょ 1. 
]さっょ  ょけぇえっくうすっ ゃ すぇくちけゃぇすぇ ゅさせこぇ っ ]ゃっすかぇ ╉うさうかつっゃぇ, おけはすけ ゃ すさせょけゃうは しう こなす うきぇ 10-ゅけ-

ょうてっく しすぇあ  ゃ 〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは おぇすけ こさっゃけょぇつ けす くっきしおう. ]ゃっすかぇ っ けす こさけとなこせかくうおぇ くぇ 
„╅ぇさ” けとっ けす 2002-さぇ ゅけょうくぇ.  ‶けつすう くっ っ こさけこせしおぇかぇ  さっこっすうちうは, いくぇっ くぇょ 30 さぇいかうつくう たけさぇ. 
]さっょ くけゃぇちうすっ けす ゅさせこうつおぇすぇ くぇ すぇくちせゃぇとうすっ ぇさしっくぇかちう っ ╇ゃぇく ╀けくっゃ けす いぇゃけょ 4, ちった 103, 
おけえすけ うょゃぇ ゃ つぇしけゃっすっ こけ すぇくちう くぇ こさうくちうこぇ „ つせか”.
 〈ゃなさょけ くっ しなあぇかはゃぇ,  いぇとけすけ, けしゃっく, つっ せつぇす くぇえ-いぇしせおぇくうすっ たけさぇ う さなつっくうちう, ゅさせこぇすぇ うきぇ 

う うくすっさっしっく しゃけえ あうゃけす. ╁っつっ しぇ ぉうかう くぇ けぉきっく くぇ すぇくちけゃ けこうす ゃ ‶けきけさうっ う [ぇいかけゅ, おせこ くけゃう 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ う しさっとう し おけかっ-
ゅう こけ たけぉう すっこなさゃぇ こさっょしすけはす. ]さっょ 
いぇこぇかっくうすっ ぇさしっくぇかちう- すぇくちぬけさう っ う 
てかけしっさなす ╅うゃおけ ╁ぇしうかっゃ けす ╆ぇゃけょ 1, 
ちった 240. ╆ぇ くっゅけ きけすうゃなす ょぇ しっ いぇこう-
てっ ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ ╃けさぇ う ‶っすなさ ぉうかけ 
ょなかゅけすけ たけさけ くぇ ╇ゃぇくけゃしおうは しなぉけさ ゃ 
[なあっくぇ くぇ すぇいゅけょうてくうは ╇ゃぇくけゃょっく. 
¨すすけゅぇゃぇ ╅うゃおけ っ しさっょ くぇえ-さっょけゃ-
くうすっ  しぇきけょっえちう-すぇくちぬけさう.  
 ¨しゃっく しさっとうすっ  し おけかっゅう けす ょさせ-

ゅう  ゅさぇょけゃっ, ょけこなかくうすっかっく  いぇさはょ う 
きけすうゃ いぇ すぇくちせゃぇとうすっ ぇさしっくぇかちう しぇ 
う けさゅぇくういうさぇくうすっ けす きうくぇかぇすぇ っしっく 
そけかおかけさくう ょうしおけすっおう, くぇ おけうすけ しっ 
すぇくちせゃぇ う こっっ ょけ いけさう. ┿さしっくぇかちう  
しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ いぇ すはた  くっ っ くせあ-
くけ ょぇ しう しさっょ ゃうさすせけいうすっ くぇ ╄かっくう-
くけすけ たけさけ,  ぇ っ くせあくけ しぇきけ しなさちっ,  
ょせてぇ う ゃさっきっ. ╄きけちううすっ しぇ ぉっいこかぇす-
くう, おぇいゃぇ ╇ゃぇく けす ╆ぇゃけょ 4. 
 ′ぇょ 100 しぇ ういこけゃはょゃぇとうすっ すぇいう 

そうかけしけそうは いぇ ゃしうつおうすっ 12 ゅけょうくう 
けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅさせこぇすぇ いぇ すぇくちう „╅ぇさ”. 
 ‶さけそっしうけくぇかくうはす うき しなしすぇゃ っ こなしすなさ, くっ かうこしぇゃぇす う おぇくょうょぇす- きかぇょけあっくちう, いぇ おけうすけ こさぇ-

ゃけすけ たけさけ っ こさけしすけ いぇょなかあうすっかくけ. 
 ¨すゃなょ くっゅけ けしすぇゃぇす しすけすうちうすっ つぇしけゃっ う くっいぇぉさぇゃうきうすっ きうゅけゃっ ゃ すはた, こさっおぇさぇくう し たけさぇ こけ 

しなさちっ, しなきうてかっくうちう う し くっゃっさけはすくうすっ さうすきう くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょっく すぇくち. 
 ╆ぇ すっいう, おけうすけ  けすょぇゃくぇ しっ おぇくはす ょぇ しすぇくぇす つぇしす けす っくすせしうぇいうさぇくぇすぇ ゅさせこぇ すぇくちせゃぇとう ぇさ-

しっくぇかちう いぇ せょけゃけかしすゃうっ, こけおぇくぇすぇ  ゃぇあう ちっかけゅけょうてくけ, „ょけ こけうしおゃぇくっ”. ╁しっおう こけくっょっかくうお, 
しさはょぇ う こっすなお - けす 18 つぇしぇ. 
  ′せあくう しぇ つうそす せょけぉくう けぉせゃおう う つぇし ゃさっきっ. ╃させゅけすけ ゃう つぇおぇ すぇき.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

] ちぇさしおう 〉おぇい わ18   けす 15-すう しっこすっきゃさう 1924 ゅけょうくぇ 
くぇ ′っゅけゃけ ゃっかうつっしすゃけ ╀けさうし 〈さっすう ]けそうえしおうはす ぇさ-

すうかっさうえしおう ぇさしっくぇか しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけょ うきっ-
すけ ╃なさあぇゃくぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ. 
╄ょうく けす きけすうゃうすっ いぇ すけゃぇ っ, つっ し さぇいさぇしすゃぇくっすけ くぇ 

]けそうは おぇすけ しすけかうちぇ くぇ ╀なかゅぇさうはq けす こけおさぇえくうくうすっ, 
おなょっすけ しかっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ っ こさっきっしすっくぇ けす [せしっ 
╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ, ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 20-すう ゃっお 
╃╁《 しっ けおぇいゃぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ ]けそうは, しっゅぇてくうはす おゃぇさすぇか 
„ ╊けいっくっち”. 
〈けゅぇゃぇてくうはす きうくうしすなさ くぇ ゃけえくぇすぇ , おぇいぇくかなつぇくうくなす 

ゅっくっさぇか ╇ゃぇく ╁なかおけゃ, こさぇゃう こさっょかけあっくうっ ょけ ╀けさうし 
〈さっすう こさっきっしすゃぇくっすけ  くぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ 
ょぇ しすぇくっ ゃ さけょくうは きせ ╉ぇいぇくかなお. ]さっょ きけすうゃうすっ いぇ すけゃぇ 
しぇ, つっ ゅさぇょなす っ ゃなゃ ゃなすさってくけしすすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ う さぇゃくけ 
けすょぇかっつっく けす くっえくうすっ ゅさぇくうちう, うきぇ きくけゅけ  ゃないきけあくけし-
すう いぇ さぇいさぇしすゃぇくっ,  すなえ おぇすけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ ╉ぇいぇくかなお  
けしくけゃくけ いぇくぇはすつうえしおう ゅさぇょ. 《ぇぉさうおぇすぇ っ こさっきっしすっくぇ ゃ 
いっきっょっかしおうは おゃぇさすぇか  „╉ぇてなすな”.
╆ぇ ちっかすぇ し ちぇさしおうは せおぇい しっ けすつせあょぇゃぇす う けこさっょっかっく 

ぉさけえ いっきう, けつっさすぇゃぇす しっ ゅさぇくうちうすっ くぇ いっきかうとぇすぇ, ょけ 
おけうすけ しっ こさけしすうさぇ  ゃけっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ  
しっ けすつせあょぇゃぇす いぇ くせあょうすっ くぇ そぇぉさうおぇすぇ 470 ょっおぇさぇ 

かうゃぇょう,  46 ょっおぇさぇ くうゃう, 24 
ょっおぇさぇ けぉとうくしおう きっさう う 176 
ょっおぇさぇ けぉとうくしおう すさっゃう. 
 ╆ぇ しさぇゃくっくうっ: ょくっし „┿さしっ-

くぇか” しっ こさけしすうさぇ くぇ すっさっく けす 
3 たうか. 720 ょっおぇさぇ いっきう.
╆ぇ けすつせあょっくうすっ うきけすう しっ 

こかぇとぇ し こぇさう けす ぉのょあっすぇ  くぇ 
╁けっくくけすけ きうくうしすっさしすゃけ. ╂けかは-
きぇ っ さけかはすぇ くぇ ゅっくっさぇか ╇ゃぇく 
╁なかおけゃ いぇ こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ 
そぇぉさうおぇすぇ ゃ さけょくうは きせ ╉ぇいぇく-
かなお, おけえすけ しっ けおぇいゃぇ うょっけかけゅ 
う さぇょっすっか  いぇ すけゃぇ, ゃょなたくけゃう-
すっか う ょっっく せつぇしすくうお ゃ しぇきうは 
こさけちっし. ╁なかおけゃ, けぉぇつっ, くっ っ 
しないょぇすっか くぇ そぇぉさうおぇすぇ ゃ  ぉせお-

ゃぇかくうは しきうしなか. ‶なさゃけくぇつぇかくけ くはおけゅぇてくうはす こさぇさけょう-
すっか くぇ ょくってくうは „┿さしっくぇか” しっ しなしすけう けす っょくぇ さっきけくすくぇ 
さぇぉけすうかくうちぇ う っょうく ゃけっくっく しおかぇょ. ╁こけしかっょしすゃうっ, くぇ-
こさっょ ゃ ゅけょうくうすっ, そぇぉさうおぇすぇ しっ さぇいさぇしすゃぇ. 《ぇおしうきうかっ 
けす ちぇさしおうは せおぇい う きけすうゃうすっ いぇ こさっきっしゃぇくっすけ しっ こぇいはす 
ゃなゃ そうさきっくうは  きせいっえ „┿さしっくぇか”.
 ‶さっきっしすゃぇくっすけ くぇ ]けそうえしおうは ゃけっくっく  ぇさしっくぇか ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお  ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 20-すっ  ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお 
ょぇゃぇ すかぇしなお いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ うくょせしすさうはすぇ  ゃ ゅさぇょぇ こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ. 
‶さっい 1925-すぇ ゅけょうくぇ しっ しないょぇゃぇ う 〈ったくうつっしおけすけ せつう-

かうとっ, ょくってくぇすぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”. ╆ぇ しないょぇゃぇくっすけ 
きせ ゃうょくうはす っくうくっち ょぇさはゃぇ 1 きかく. いかぇすくう かっゃぇ. ‶さっい 
1926 ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  しっ けすおさうゃぇ う ┿ゃうぇちうけくくけ  
せつうかうとっ.
 ╋ぇかおけ こさっょう  すけゃぇ, こさっい 1921 ゅ., ゃ さぇえけくぇ しっ けすおさうゃぇ 

う あ.こ. かうくうはすぇ ょけ 〈せかけゃけ. ╁しうつおけ すけゃぇ おけさっくくけ こさけきっ-
くは けぉかうおぇ くぇ けおけかうはすぇ.
╁っょくぇゅぇ しかっょ こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ そぇぉさうおぇすぇ いぇこけつゃぇ 

さぇぉけすぇ う こなさゃぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ ゃ くっは - しくぇさはょくぇすぇ. ╆ぇ 
こなさゃう くぇつぇかくうお くぇ ╃╁《, おけはすけ ょけ 1927 ゅけょうくぇ っ おかけく 
くぇ  ]けそうえしおうは ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか, っ くぇいくぇつっく ゅっ-
くっさぇか ╃うきうすなさ ]すぇくつっゃ. ╆ぇっょくけ し くっゅけ ゃ ゅさぇょぇ こさうしすう-
ゅぇす う こなさゃうすっ しこっちうぇかうしすう う さぇぉけすくうちう けす ]けそうは.  ╃け  
╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ そぇぉさうおぇすぇ しっ さぇいさぇしすゃぇ. ‶さっい 
1939 ゅけょうくぇ ゃ  くっは ゃっつっ さぇぉけすはす 2 335 さぇぉけすくうちう う 
しこっちうぇかうしすう, おぇすけ  あっくうすっ しぇ っょゃぇ 378. 
╁うしてうしすうすっ しぇ ぉうかう  しぇきけ ょゃぇきぇ. ╂させこぇすぇ くぇ さぇぉけすくう-

ちうすっ し けしくけゃくけ けぉさぇいけゃぇくうっ っ ぉうかぇ くぇえ-きくけゅけぉさけえくぇ 
– 1015 ょせてう. ╇きぇかけ っ 1 ぇさたうすっおす, 1 っかっおすさけうくあっくっさ, 4 
たうきうちう, 1 そういうお, うくあっくっさ-たうきうちうすっ しぇ ぉうかう  7, ぇ 10 - 
きぇてうくくうすっ  すったくうちう. 
 ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  くけしう すけゃぇ 

うきっ けす しないょぇゃぇくっすけ しう  ょけ 12-すう のかう 1948 ゅけょうくぇ. ]かっょ 
すぇいう ょぇすぇ しっ こさっうきっくせゃぇ くぇ ╁けっくっく いぇゃけょ 1.  ] くぇしすけ-
はとけすけ うきっ „┿さしっくぇか”  ┿╃ っ けす 3-すう ょっおっきゃさう 1999 ゅけょう-
くぇ.  ‶さっょう すけゃぇ うきぇ けとっ 6  こさけきっくう くぇ うきっくぇすぇ.
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  - ′ぇしすぇくはゃぇくっ しかっょ 14:00 つ.
  - ¨しゃけぉけあょぇゃぇくっ ょけ 10:00 つ.
  /しかっょ 10:00 つ. くぇ ゃしっおう こさけしさけつっく こけかけゃうく つぇし とっ しっ ゃいっきぇ くっせしすけえおぇ   
   こけ 5 かゃ. くぇ かっゅかけ, くっいぇゃうしうきけ おぇおゃう しぇ くぇしすぇくっくうすっ さぇぉけすくうちう うかう   
   しかせあうすっかう/. ╋けかは ょぇ せゃっょけきはゃぇすっ さぇぉけすくうちうすっ いぇ つぇしけゃっすっ くぇ くぇしすぇくは 
   ゃぇくっ う くぇこせしおぇくっ くぇ しすぇうすっ, し ちっか ょぇ くっ しっ しないょぇゃぇ ょけこなかくうすっかくけ くぇ
   こさっあっくうっ/.

『╄′A ′┿ ╃╄′ ′┿ 』¨╁╄╉
- 26.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ + ゃっつっさは/ 
- ╃╄『┿ ╃¨ 2 ゅ. - ╀╄╆‶╊┿〈′¨ /╀╄╆ ╊╄╂╊¨ ╇ 》[┿′┿/
- ╃╄『┿ ¨〈 2 ╃¨ 12 ゅ. – 16.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ+ゃっつっさは/

′┿]〈┿′ぅ╁┿′╄〈¨ ′┿ ′╄[┿╀¨〈╄】╇ ╁ ╆┿╁¨╃ ┿[]╄′┿╊
『╄′A ′┿ ╃╄′ ′┿ 』¨╁╄╉ 
30.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ + ゃっつっさは/ 
- ╃╄『┿ ╃¨ 2 ゅ. - ╀╄╆‶╊┿〈′¨ /╀╄╆ ╊╄╂╊¨ ╇ 》[┿′┿/
- ╃╄『┿ ¨〈 2 ╃¨ 12 ゅ. – 16.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ+ゃっつっさは/

けしくけゃくけ こさっょうきしすゃけ - きうくう
きぇかっく ぉさけえ ょっすぇえかう, くぇきぇかは
ゃぇくっ くぇ すさせょけっきおうすっ ょっすぇえ

かう, ゃかぇゅぇくう ゃ きけくすぇあぇ, こさう 
いぇこぇいゃぇくっ くぇ ちはかけしすくうすっ たぇ
さぇおすっさうしすうおう くぇ ういょっかうっすけ. 
╁ くぇえ-くけゃうは ゃうょ くぇ ぇさしっ

くぇかしおぇすぇ そさっいぇ くっ しぇきけ しっ 
くぇきぇかはゃぇ ぉさけはす くぇ ゃかぇゅぇくうすっ 
ゃ きぇてうくぇすぇ ょっすぇえかう, ぇ しっ けす
しすさぇくはゃぇす ういちはかけ う こさけぉかっき
くう ゃ しっゅぇてくうは きけくすぇあ ょっすぇえ
かう. 
╇ょっはすぇ いぇ くけゃぇすぇ さぇいさぇぉけす

おぇ っ けすこぇょぇくっ くぇ きったぇくうつくう 
ょっすぇえかう ゃ こさっゃけょうすっ くぇ きぇ
てうくぇすぇ. ╁ くけゃぇすぇ そさっいぇ しっ 
ういこけかいゃぇ つっしすけすくけ さっゅせかうさぇ
くっ くぇ こけょぇゃぇすっかくうすっ こさっゃけょう 
う ゅかぇゃくうは こさっゃけょ, おけっすけ  こさぇ
ゃう 《〉321 ╋] こけ-しなゃさっきっくくぇ. 

╇いこけかいゃぇくっすけ くぇ っかっおすさけくう
おぇ ゃなゃ そさっいきぇてうくぇすぇ ょぇゃぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ けすこぇょぇくっ くぇ 
すさせょけっきおう きぇてうくくう つぇしすう, 
けしけぉっくけ ゃぇかけゃっ う いなぉくう おけ
かっかぇ, ゃかぇゅぇくう ょけ しっゅぇ ゃ こさっ
ょうてくうは ゃぇさうぇくす くぇ そさっいぇすぇ. 
』ぇしすうすっ, おけうすけ ゃっつっ くはきぇ ょぇ 
しっ ういこけかいゃぇす, しぇ すさせょくう いぇ 
ういさぇぉけすおぇ, ういうしおゃぇす ゃかぇゅぇくっ 
くぇ こけゃっつっ きぇすっさうぇかう う おゃぇ
かうそうちうさぇく さぇぉけすくうつっしおう 
すさせょ, おけっすけ しないょぇゃぇ こさけぉかっ
きう こさう きけくすうさぇくっすけ う っおし
こけぇすぇちうはすぇ くぇ そさっいうすっ. ¨す 
ゃおぇさゃぇくっすけ ゃ しっさうえくけ こさけ
ういゃけょしすゃけ, おけっすけ おなき きけきっく

すぇ けとっ しっ こけょゅけすゃは, しっ けつぇお
ゃぇ う うおけくけきうつっしおう っそっおす. 
╆ぇきはくぇすぇ くぇ きったぇくうおぇ し 
っかっおすさけくうおぇ とっ ょぇょっ ゃない

きけあくけしす しっぉっしすけえくけしすすぇ くぇ 
すけいう っすぇこ ょぇ けしすぇくっ ぉっい こさけ
きはくぇ, くけ ゃ ぉなょっとっ, こさっょゃうょ 
こけしすけはくくけすけ こけっゃすうくはゃぇくっ  ゃ 
っかっおすさけくくうは ぉさぇくて, しっ けつぇお
ゃぇ ういさぇぉけすおぇすぇ くぇ そさっいうすっ ゃ 
╆ぇゃけょ 5, ょけさう ょぇ こけっゃすうくっっ, 
おけきっくすうさぇ ょうさっおすけさなす うくあ. 
】うさはくけゃ. ╁かぇゅぇくぇすぇ っかっお
すさけくうおぇ ゃ くけゃうは きけょっか そさっ
いぇ っ こさけういゃけょしすゃけ くぇ そうさきぇ
すぇ „]うきっくし” - ╂っさきぇくうは.
╄ょうく けす っそっおすうすっ こさう 《〉321 

╋] っ けこさけしすはゃぇくっすけ くぇ  しぇ
きうは こさけちっし くぇ こさけういゃけょしすゃけ, 
けぉはしくはゃぇす おけくしすさせおすけさうすっ. 
╃けおぇすけ „おさぇしぇゃうちぇすぇ” - 

こさけすけすうこ しっ ういこさけぉゃぇ ゃ ちったぇ, 
ゃっつっ しっ こけょゅけすゃは う こさけぉくぇすぇ 
しっさうは, しなけぉとう ょうさっおすけさなす 
くぇ ╆ぇゃけょ 5. 

おなき ぉなょっとっすけ: くぇおなょっ うしおぇ
きっ ょぇ ゃなさゃうき う おぇお ょぇ しすうゅ
くっき すぇき. ┿い くっ つせゃぇき こけょけぉ
くう こけしかぇくうは けす けぉとっしすゃっくうは 
っかうす, けす しうかくうすっ くぇ ょっくは, けす 
すっいう, けす おけうすけ いぇゃうしう ゃういう
はすぇ いぇくぇこさっょ. ╁きっしすけ すけゃぇ 
つせゃぇき けこかぇおゃぇくうは いぇ すけゃぇ 
おけえ おぇおゃけ けす こさっょうてくうすっ くっ 
ぉうか しゃなさてうか, おぇおゃぇ ょぇかぇゃっ
さぇ っ くぇこさぇゃうか. ╁しうつおけ すけゃぇ 
しっ ういこけかいゃぇ いぇ けこさぇゃょぇくうっ 
くぇ しっゅぇてくう こさけぉかっきう, ぉっい ょぇ 
しっ つせゃぇ う こさっょしすぇゃは ゃういうはすぇ. 
‶さけしすけ こけかうすうちうすっ くう すせお  くっ 
いぇょぇゃぇす ゃういうはすぇ. ╄すけ すう こさう
きっさ: けくいう ょっく つっすけた しすぇすうは 
いぇ ┿くゅっかぇ ╋っさおっか, おぇくちかっ
さなす くぇ ╂っさきぇくうは, おけはすけ ゃっつっ 
しすぇさすうさぇ おぇきこぇくうは いぇ すさっすう 
きぇくょぇす. ′っえくけすけ こけしかぇくうっ っ: 
ぇい しなき しすぇぉうかくうはす つけゃっお, ぇい 
とっ ういゃっょぇ ╂っさきぇくうは くぇこさっょ. 
╁ すけいう しきうしなか ぇい くっ しなき つせかぇ 
ぉなかゅぇさしおう こけかうすうお し こけょけぉくけ 
こけしかぇくうっ こさっょ ゅさぇあょぇくうすっ 
しう. ╀っい ょぇ っ ぇさけゅぇくすっく, ぉっい 
ょぇ っ ゅさせぉ, し はしくぇ おけくちっこちうは 
いぇくぇこさっょ.

- ╁しなとくけしす, うきぇてっ すぇ
おなゃ こけかうすうお ゃ ╀なかゅぇさうは 
- ]うきっけく ]ぇおしおけぉせさゅゅけす
しおう, おけえすけ こさっい 2001-ゃぇ 

ゅけょうくぇ おぇいぇ: „╁はさゃぇえすっ  
きう,  すさはぉゃぇす きう 800 ょくう”.  
′け すっいう ょくう きうくぇたぇ, くぇ
さけょなす ゃはさゃぇてっ, くけ くっ しっ 
しかせつう つせょけすけ. ╇かう こけくっ 
くっ しっ しかせつう こけ くぇつうくぇ, こけ 
おけえすけ しう ゅけ こさっょしすぇゃはたぇ  
きくけいうくしすゃけすけ ぉなかゅぇさう. 
╁ すけいう しきうしなか, ╁っかうくぇ, 
いぇとけ くっ しきっ ゃっょさう おぇすけ 
くぇちうは ぉなかゅぇさうすっ, くっ  ゃはさ
ゃぇきっ けすおさうすけ, くっ きうしかうき 
こけいうすうゃくけ?
- ╋けあっ ぉう いぇとけすけ こさっしすぇ

くぇたきっ ょぇ つせゃぇきっ  こけいうすうゃくう 
こけしかぇくうは けす くぇてうすっ せこさぇ
ゃかはゃぇとう. ]ぇきけ くっゅぇすうゃういなき 
くう いぇかうゃぇ けすゃしはおなょっ.  ╃けさう, 
ゃうあ こけしかっょくうすっ ういぉけさう: すけ 
くっ ぉはたぇ くっゃぇかうょくう ぉのかっすう
くう, くっ ぉってっ けきさぇいぇ, くっ ぉはたぇ 
しなきくっくうは いぇ そぇかてうそうおぇすう. 
¨すゃしはおなょっ  すっ いぇかうゃぇ けきさぇ
いぇ, くっゅぇすうゃういなき, しなきくっくうは. 
╉ぇお しっ  こさけっおすうさぇ  くぇょっあょぇ 
ゃ すぇおぇゃぇ けぉしすぇくけゃおぇ, しかっょ 
おぇすけ ゅけかはきぇ つぇしす けす ゃさっきっすけ 
くぇ こけかうすうちうすっ っ いぇっすけ ょぇ しっ 
すなさしはす う ういかうゃぇす おけきこさけきぇ
すう いぇ すったくう けこけくっくすう, ぇ くっ 
いぇ こけいうすうゃくう ゃういうう? [ぇいぉう
さぇ しっ, つっ っ ゃぇあくけ ょぇ しっ くけしう 
う けすゅけゃけさくけしす いぇ ういゃなさてっくう 
こさっしすなこかっくうは う たけさぇすぇ うきぇす 

こさぇゃけ ょぇ  いくぇはす すけゃぇ, くけ くぇ 
きっく かうつくけ きう かうこしゃぇ すせお こけ
いうすうゃくぇすぇ  くぇゅかぇしぇ, ゃういうは う 
こけしかぇくうっ. ┿ すけゃぇ っ ゃぇあくけ. 
╆ぇとけすけ たけさぇすぇ しぇ ういこぇょくぇかう 
ゃ ゅけかはきけ けすつぇはくうっ う ぇこぇすうは 
う くっ ゃはさゃぇす くぇ くうおけゅけ.

- ¨こさぇゃょぇゃぇ かう くう おかう
てっすけ: ゃしうつおう しぇ っょくう う 
しなとう, いぇすけゃぇ くっ ゃはさゃぇきっ 
ゃ くうおけゅけ? 
- ╃けくはおなょっ - ょぇ. ′け ゃしっ 

こぇお う かうつくぇすぇ こさけっおちうは しう っ 
かうつくぇ さぇぉけすぇ.

- ╁ すけいう しきうしなか うきぇ かう 
さぇいかうおぇ - きかぇょうすっ たけさぇ 
すせお う きかぇょうすっ けす けしすぇくぇ
かうすっ っゃさけこっえしおう しすさぇくう?  
- ′っ. ′はきぇ. ┿おけ つけゃっお しう 

っ こけしすぇゃうか ちっか, すけ すけえ しう は 
しかっょゃぇ. ¨しけぉっくけ, ぇおけ っ ぇき
ぉうちうけいっく, けぉさぇいけゃぇく, うしおぇ 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ う くっ つぇおぇ くぇ
ゅけすけゃけ. 〈けゅぇゃぇ くはきぇ いくぇつっ
くうっ おなょっ しっ くぇきうさぇ.

- ′ぇうしすうくぇ かう きうしかうて, 
つっ っ ぉっい いくぇつっくうっ おなょっ しっ 
くぇきうさぇ  すけいう きかぇょ つけゃっお? 
- ╃ぇ.

- ╉ぇお すけゅぇゃぇ ょぇ しう けぉはし

くうき そぇおすぇ, けす しなゃしっき 
くけゃけ  くぇちうけくぇかくけ ういしかっょ
ゃぇくっ, つっ 60% けす きかぇょうすっ  
たけさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは うしおぇす 
ょぇ っきうゅさうさぇす, くけ きぇしけゃけ 
おぇくょうょぇす–っきうゅさぇくすうすっ 
しぇ し くうしおけ けぉさぇいけゃぇくっ う 
ぉっい けしけぉっくぇ おゃぇかうそうおぇ
ちうは?  〈っ くはきぇす おけえ いくぇっ 
おぇおゃう てぇくしけゃっ いぇ さぇいゃう
すうっ ゃ ╄ゃさけこぇ. ‶ぇくぇちっは かう 
っ っきうゅさぇちうはすぇ, いぇ ょぇ しぉな
ょくって きっつすうすっ しう?
- ′っ ゃうくぇゅう. ‶けいくぇゃぇき きくけ

ゅけ きかぇょう たけさぇ, おけうすけ う すせお 
しぇ  しぉなょくぇかう きっつすうすっ しう. ′け 
つせあぉうくぇ っ てぇくし, くぇうしすうくぇ. 
‶さう ゃしうつおう しかせつぇう ういかういぇ
くっすけ ゃ  つせあぉうくぇ  っ ょけぉさっ いぇ  
さぇいゃうすうっすけ くぇ ょぇょっく つけゃっお. 
¨しけぉっくけ きかぇょ. ¨すゃぇさは たけさう
いけくすう, ゃないきけあくけしすう,  きせかすう
おせかすせさくぇすぇ しさっょぇ けぉけゅぇすはゃぇ, 
くけ すけ くっ っ ゅぇさぇくちうは いぇ せしこった 
う こけ-ょけぉなさ あうゃけす. ╁しうつおけ 
っ ゃなこさけし くぇ かうつっく ういぉけさ, 
いぇとけすけ こけいくぇゃぇき たけさぇ, いぇ
ゃなさてうかう こさぇゃけ, くけ けすうゃぇす ゃ 
つせあぉうくぇ う しすぇゃぇす しすさけうすっかう. 
′っ いくぇき ょぇかう すけゃぇ っ こけおぇいぇ
すっか いぇ せしこった. ¨すくけしうすっかくけ っ.

╋ぇてうくぇすぇ くっ っ こけおぇいゃぇくぇ 
くぇ ういかけあっくうは う こぇくぇうさう, 
くぇせつう けとっ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか”. ╉けっすけ くっ けいくぇつぇゃぇ, つっ 
くはきぇ ょぇ しっ こさけょぇゃぇ. 《さっいぇすぇ 
とっ ぉなょっ ういゃぇょっくぇ くぇ こぇいぇ
さぇ しかっょ こさっきうくぇゃぇくっすけ こさっい 
ゃしうつおう いぇょなかあうすっかくう っすぇこう 
くぇ こせしおぇくっすけ ゃ こさけういゃけょしすゃけ.   
¨しくけゃくぇすぇ うょっは いぇ こせしおぇ

くっすけ くぇ 《〉321 ╋] っ ょぇ ぉな
ょっき ぇょっおゃぇすくう おなき けぉとけすけ 
しなしすけはくうっ くぇ そうさきぇすぇ う おなき 
くっえくぇすぇ こぇいぇさくぇ こけかうすうおぇ, 
ょぇ くっ しすけうき ゃしすさぇくう けす しゃっ
すけゃくぇすぇ すっくょっくちうは ゃ すけゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけ, おけはすけ くぇかぇゅぇ 

ういぉはゅゃぇくっ くぇ きっすぇかけっきおうすっ 
きぇてうくう, おけきっくすうさぇ ゃけょっとう
はす おけくしすさせおすけさ うくあ. [せしっくけゃ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

でëñàó
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ぁとうつてうあす つか さあてそ たちかお とうそしせかせけか そて さあくあちすあてあ

【そうあ てうひちおけ ╇かしけせあ 》かせおそしそうつさあ, かおけせつてうかせあてあ さあくあせしひねあせさあ, くあうひちのけしあ せあこ-つてあちそてそ 
とねけしけはか くあ おけたしそすあてけ う ╊うちそたあ - ╉けたしそすあてけねかつさあてあ あさあおかすけみ うひう ╇けかせあ

′けゃぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ くぇ 
〉くうゃっさしぇかくぇ そさっいけゃぇ 

きぇてうくぇ 《〉 321 ╋], ょっかけ 

くぇ おけくしすさせおすけさう けす ╆ぇゃけょ 5, 
ゃっつっ しっ ういこさけぉゃぇ ゃ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ, しなけぉとう いぇ „〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか” ょうさっおすけさなす くぇ 
ぇさしっくぇかしおうは ╆ぇゃけょ いぇ きったぇ-
くうつくぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ ょっすぇえかう 
うくあ. ‶っすなさ 】うさはくけゃ.
╋ぇてうくぇすぇ っ さぇいさぇぉけすっくぇ 

けす っおうこ ゃ しなしすぇゃ: うくあ.╋うくつけ 
[せしっくけゃ, うくあ.》さうしすうくぇ ╂っ-
けさゅうっゃぇ, うくあ. ′っょぇ ╊せきぉっゃぇ 
う うくあ.]かぇゃう ╄くっゃ.
 《さっいぇすぇ っ くぇ っすぇこ „¨こうすっく 

けぉさぇいっち”. ╁ こけ-くぇすぇすなてくけすけ 
さぇいゃうすうっ くぇ そさっいけゃうすっ きぇ-
てうくう くぇ ╆ぇゃけょ 5 おぇすけ ゃうょ, 
つさっい しっゅぇてくうすっ こさけきっくう, しっ 
ちっかう こけしすうゅぇくっすけ くぇ っょくけ 

- ╇ょゃぇて しう ゃ ╀なかゅぇさうは 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ  くぇてっ 
ぉなかゅぇさしおけ かはすけ, けぉぇつっ, 
っ こけ-さぇいかうつくけ: けす っょくぇ 
しすさぇくぇ きかぇょう たけさぇ こさけ-
すっしすうさぇす, ぇ けす ょさせゅぇ - こぇお 
きかぇょう こさけすっしすうさぇす しさっとせ 
こさけすっしすうさぇとうすっ しこさはきけ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ. 》けさぇすぇ しぇ  
けいかけぉっくう, ょさせゅう うくっさすくう. 
╉ぇお  ういゅかっあょぇ  さけょくぇすぇ 
╀なかゅぇさうは こさっい こけゅかっょぇ くぇ 
っょうく 30-ゅけょうてっく つけゃっお , 
あうゃっっと ゃ ╀さのおしっか?  
- ╋けゅぇ しぇきけ かうつくけ きくっ-

くうっ ょぇ ういさぇいは: ゃうくぇゅう きう っ 
きくけゅけ こさうはすくけ すせお.  ╋けあっ 
ぉう, いぇとけすけ しう うょゃぇき さはょ-
おけ. ╉ぇすけ つっ かう たけさぇすぇ, おけう-
すけ あうゃっはす すせお, くっ けちっくはゃぇす  
すけゃぇ, おけっすけ うきぇ すせお. 〈せお 
っ こけ-ゃっょさけ, こけ-しこけおけえくけ, 
しこけさっょ きっく, くはおぇお あうゃけすなす 
っ こけ-くけさきぇかっく, すけゃぇ っ きけっ 
かうつくけ きくっくうっ, さぇいぉうさぇ しっ. 
】け しっ けすくぇしは ょけ こけかうすうつっ-
しおうは あうゃけす すせお, くぇこさぇゃう きう 
ゃこっつぇすかっくうっ せしっとぇくっすけ いぇ 
いかけぉぇ. ′はおぇお, たけさぇすぇ しぇ けい-
かけぉっくう っょうく しこさはきけ ょさせゅ う 
しこさはきけ すっいう, おけうすけ ゅう せこさぇ-
ゃかはゃぇす. ¨しっいぇっきけ っ せしっとぇ-
くっすけ くぇ かうこしぇ くぇ こけいうすうゃくう 
ちっかう う こけかけあうすっかっく こけゅかっょ 

〈けゃぇ っ さっちっこすぇすぇ いぇ ょけぉさけ  くぇしすさけっくうっ う さっかぇおし, けすおさうすぇ  けす 14-きぇすぇ ぇさしっくぇかちう - くぇしすけはとう 
う ゃっすっさぇくう, しぇきけょっえくう すぇくちぬけさう,  おけうすけ しぇ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ いぇ ぉなかゅぇさしおう たけさぇ „╅ぇさ” おなき 

′』 „ ╅ぇさ”. ╁っつっ 11-すぇ ゅけょうくぇ こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╃けさぇ う ‶っすなさ ‶っすおけゃう くぇょ 100-くぇ ゅさぇあ
ょぇくう けす さぇえけくぇ し  せしなさょうっ せしゃけはゃぇす くぇえ-おさなてくうすっ たけさぇ けす くぇてうは すぇくちけゃ そけかおかけさ う すけいう, くぇ 
しなしっょうすっ くう.  
 ′ぇえ-いぇこぇかっくう う くぇえ-ゃっさくう しさっょ すはた しぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, おけうすけ  いうきっ こけ すさう 

こなすう, ぇ こさっい かはすけすけ こけ ょゃぇ こなすう ゃ しっょきうちぇすぇ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ つぇし  うゅさぇはす  たけさぇ う さなつっくうちう. 
 ╁しっおう けす すはた しう うきぇ さぇいかうつくう きけすうゃう, いぇさぇょう おけうすけ こさぇゃう すけゃぇ,  さぇいかうつっく っ ぉうか う こなすはす, 

いぇゃっか ゅう ゃ さっこっすうちうけくくぇすぇ いぇかぇ くぇ せか. „〈さぇおうは”. ╁しうつおう, けぉぇつっ, しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ し すけゃぇ しう 
いぇくうきぇくうっ こけしすうゅぇす 2 ゃ 1: こけかっいくけ う こさうはすくけ. 
 ╃けさぇ ]すっそぇくけゃぇ, きっくうょあなさ くぇ しうしすっきぇすぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ  くぇ おぇつっしすゃけすけ ゃ „ ┿さしっくぇか”,  おけはすけ 

っ けす くぇえ-さっょけゃくうすっ すぇくちぬけさう ゃ ゅさせこぇすぇ, っ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ すぇくちせゃぇくっすけ ゃ „ ╅ぇさ” っ くぇつうく ょぇ 
しっ さぇいすけゃぇさゃぇ う ょぇ しっ いぇさっあょぇ こけいうすうゃくけ. ╉ぇすけ ぉけくせし っ う っかっゅぇくすくうはす う こさうはすっく くぇつうく ょぇ 
こけょょなさあぇ  そけさきぇ. ′ぇ しなとけすけ きくっくうっ しぇ う ょゃっ ぉうゃてう ゃっつっ ぇさしっくぇかおう, っょくぇすぇ けす おけうすけ - し さっし
こっおすうさぇと 30-ゅけょうてっく しすぇあ ゃ „ ┿さしっくぇか”-  ╋うすさぇ ‶っすさけゃぇ, きけくすぇあくうお けす  ╆ぇゃけょ 1. 
]さっょ  ょけぇえっくうすっ ゃ すぇくちけゃぇすぇ ゅさせこぇ っ ]ゃっすかぇ ╉うさうかつっゃぇ, おけはすけ ゃ すさせょけゃうは しう こなす うきぇ 10-ゅけ

ょうてっく しすぇあ  ゃ 〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは おぇすけ こさっゃけょぇつ けす くっきしおう. ]ゃっすかぇ っ けす こさけとなこせかくうおぇ くぇ 
„╅ぇさ” けとっ けす 2002-さぇ ゅけょうくぇ.  ‶けつすう くっ っ こさけこせしおぇかぇ  さっこっすうちうは, いくぇっ くぇょ 30 さぇいかうつくう たけさぇ. 
]さっょ くけゃぇちうすっ けす ゅさせこうつおぇすぇ くぇ すぇくちせゃぇとうすっ ぇさしっくぇかちう っ ╇ゃぇく ╀けくっゃ けす いぇゃけょ 4, ちった 103, 
おけえすけ うょゃぇ ゃ つぇしけゃっすっ こけ すぇくちう くぇ こさうくちうこぇ „ つせか”.
 〈ゃなさょけ くっ しなあぇかはゃぇ,  いぇとけすけ, けしゃっく, つっ せつぇす くぇえ-いぇしせおぇくうすっ たけさぇ う さなつっくうちう, ゅさせこぇすぇ うきぇ 

う うくすっさっしっく しゃけえ あうゃけす. ╁っつっ しぇ ぉうかう くぇ けぉきっく くぇ すぇくちけゃ けこうす ゃ ‶けきけさうっ う [ぇいかけゅ, おせこ くけゃう 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ う しさっとう し おけかっ
ゅう こけ たけぉう すっこなさゃぇ こさっょしすけはす. ]さっょ 
いぇこぇかっくうすっ ぇさしっくぇかちう- すぇくちぬけさう っ う 
てかけしっさなす ╅うゃおけ ╁ぇしうかっゃ けす ╆ぇゃけょ 1, 
ちった 240. ╆ぇ くっゅけ きけすうゃなす ょぇ しっ いぇこう
てっ ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ ╃けさぇ う ‶っすなさ ぉうかけ 
ょなかゅけすけ たけさけ くぇ ╇ゃぇくけゃしおうは しなぉけさ ゃ 
[なあっくぇ くぇ すぇいゅけょうてくうは ╇ゃぇくけゃょっく. 
¨すすけゅぇゃぇ ╅うゃおけ っ しさっょ くぇえ-さっょけゃ
くうすっ  しぇきけょっえちう-すぇくちぬけさう.  
 ¨しゃっく しさっとうすっ  し おけかっゅう けす ょさせ

ゅう  ゅさぇょけゃっ, ょけこなかくうすっかっく  いぇさはょ う 
きけすうゃ いぇ すぇくちせゃぇとうすっ ぇさしっくぇかちう しぇ 
う けさゅぇくういうさぇくうすっ けす きうくぇかぇすぇ っしっく 
そけかおかけさくう ょうしおけすっおう, くぇ おけうすけ しっ 
すぇくちせゃぇ う こっっ ょけ いけさう. ┿さしっくぇかちう  
しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ いぇ すはた  くっ っ くせあ
くけ ょぇ しう しさっょ ゃうさすせけいうすっ くぇ ╄かっくう
くけすけ たけさけ,  ぇ っ くせあくけ しぇきけ しなさちっ,  
ょせてぇ う ゃさっきっ. ╄きけちううすっ しぇ ぉっいこかぇす
くう, おぇいゃぇ ╇ゃぇく けす ╆ぇゃけょ 4. 
 ′ぇょ 100 しぇ ういこけゃはょゃぇとうすっ すぇいう 

そうかけしけそうは いぇ ゃしうつおうすっ 12 ゅけょうくう 
けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅさせこぇすぇ いぇ すぇくちう „╅ぇさ”. 
 ‶さけそっしうけくぇかくうはす うき しなしすぇゃ っ こなしすなさ, くっ かうこしぇゃぇす う おぇくょうょぇす- きかぇょけあっくちう, いぇ おけうすけ こさぇ

ゃけすけ たけさけ っ こさけしすけ いぇょなかあうすっかくけ. 
 ¨すゃなょ くっゅけ けしすぇゃぇす しすけすうちうすっ つぇしけゃっ う くっいぇぉさぇゃうきうすっ きうゅけゃっ ゃ すはた, こさっおぇさぇくう し たけさぇ こけ 

しなさちっ, しなきうてかっくうちう う し くっゃっさけはすくうすっ さうすきう くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょっく すぇくち. 
 ╆ぇ すっいう, おけうすけ  けすょぇゃくぇ しっ おぇくはす ょぇ しすぇくぇす つぇしす けす っくすせしうぇいうさぇくぇすぇ ゅさせこぇ すぇくちせゃぇとう ぇさ

しっくぇかちう いぇ せょけゃけかしすゃうっ, こけおぇくぇすぇ  ゃぇあう ちっかけゅけょうてくけ, „ょけ こけうしおゃぇくっ”. ╁しっおう こけくっょっかくうお, 
しさはょぇ う こっすなお - けす 18 つぇしぇ. 
  ′せあくう しぇ つうそす せょけぉくう けぉせゃおう う つぇし ゃさっきっ. ╃させゅけすけ ゃう つぇおぇ すぇき.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

] ちぇさしおう 〉おぇい わ18   けす 15-すう しっこすっきゃさう 1924 ゅけょうくぇ 
くぇ ′っゅけゃけ ゃっかうつっしすゃけ ╀けさうし 〈さっすう ]けそうえしおうはす ぇさ

すうかっさうえしおう ぇさしっくぇか しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけょ うきっ
すけ ╃なさあぇゃくぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ. 
╄ょうく けす きけすうゃうすっ いぇ すけゃぇ っ, つっ し さぇいさぇしすゃぇくっすけ くぇ 

]けそうは おぇすけ しすけかうちぇ くぇ ╀なかゅぇさうはq けす こけおさぇえくうくうすっ, 
おなょっすけ しかっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ っ こさっきっしすっくぇ けす [せしっ 
╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ, ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 20-すう ゃっお 
╃╁《 しっ けおぇいゃぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ ]けそうは, しっゅぇてくうはす おゃぇさすぇか 
„ ╊けいっくっち”. 
〈けゅぇゃぇてくうはす きうくうしすなさ くぇ ゃけえくぇすぇ , おぇいぇくかなつぇくうくなす 

ゅっくっさぇか ╇ゃぇく ╁なかおけゃ, こさぇゃう こさっょかけあっくうっ ょけ ╀けさうし 
〈さっすう こさっきっしすゃぇくっすけ  くぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ 
ょぇ しすぇくっ ゃ さけょくうは きせ ╉ぇいぇくかなお. ]さっょ きけすうゃうすっ いぇ すけゃぇ 
しぇ, つっ ゅさぇょなす っ ゃなゃ ゃなすさってくけしすすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ う さぇゃくけ 
けすょぇかっつっく けす くっえくうすっ ゅさぇくうちう, うきぇ きくけゅけ  ゃないきけあくけし
すう いぇ さぇいさぇしすゃぇくっ,  すなえ おぇすけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ ╉ぇいぇくかなお  
けしくけゃくけ いぇくぇはすつうえしおう ゅさぇょ. 《ぇぉさうおぇすぇ っ こさっきっしすっくぇ ゃ 
いっきっょっかしおうは おゃぇさすぇか  „╉ぇてなすな”.
╆ぇ ちっかすぇ し ちぇさしおうは せおぇい しっ けすつせあょぇゃぇす う けこさっょっかっく 

ぉさけえ いっきう, けつっさすぇゃぇす しっ ゅさぇくうちうすっ くぇ いっきかうとぇすぇ, ょけ 
おけうすけ しっ こさけしすうさぇ  ゃけっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ  
しっ けすつせあょぇゃぇす いぇ くせあょうすっ くぇ そぇぉさうおぇすぇ 470 ょっおぇさぇ 

かうゃぇょう,  46 ょっおぇさぇ くうゃう, 24 
ょっおぇさぇ けぉとうくしおう きっさう う 176 
ょっおぇさぇ けぉとうくしおう すさっゃう. 
 ╆ぇ しさぇゃくっくうっ: ょくっし „┿さしっ

くぇか” しっ こさけしすうさぇ くぇ すっさっく けす 
3 たうか. 720 ょっおぇさぇ いっきう.
╆ぇ けすつせあょっくうすっ うきけすう しっ 

こかぇとぇ し こぇさう けす ぉのょあっすぇ  くぇ 
╁けっくくけすけ きうくうしすっさしすゃけ. ╂けかは
きぇ っ さけかはすぇ くぇ ゅっくっさぇか ╇ゃぇく 
╁なかおけゃ いぇ こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ 
そぇぉさうおぇすぇ ゃ さけょくうは きせ ╉ぇいぇく
かなお, おけえすけ しっ けおぇいゃぇ うょっけかけゅ 
う さぇょっすっか  いぇ すけゃぇ, ゃょなたくけゃう
すっか う ょっっく せつぇしすくうお ゃ しぇきうは 
こさけちっし. ╁なかおけゃ, けぉぇつっ, くっ っ 
しないょぇすっか くぇ そぇぉさうおぇすぇ ゃ  ぉせお

ゃぇかくうは しきうしなか. ‶なさゃけくぇつぇかくけ くはおけゅぇてくうはす こさぇさけょう
すっか くぇ ょくってくうは „┿さしっくぇか” しっ しなしすけう けす っょくぇ さっきけくすくぇ 
さぇぉけすうかくうちぇ う っょうく ゃけっくっく しおかぇょ. ╁こけしかっょしすゃうっ, くぇ
こさっょ ゃ ゅけょうくうすっ, そぇぉさうおぇすぇ しっ さぇいさぇしすゃぇ. 《ぇおしうきうかっ 
けす ちぇさしおうは せおぇい う きけすうゃうすっ いぇ こさっきっしゃぇくっすけ しっ こぇいはす 
ゃなゃ そうさきっくうは  きせいっえ „┿さしっくぇか”.
 ‶さっきっしすゃぇくっすけ くぇ ]けそうえしおうは ゃけっくっく  ぇさしっくぇか ゃ ╉ぇ

いぇくかなお  ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 20-すっ  ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお 
ょぇゃぇ すかぇしなお いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ うくょせしすさうはすぇ  ゃ ゅさぇょぇ こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ. 
‶さっい 1925-すぇ ゅけょうくぇ しっ しないょぇゃぇ う 〈ったくうつっしおけすけ せつう

かうとっ, ょくってくぇすぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”. ╆ぇ しないょぇゃぇくっすけ 
きせ ゃうょくうはす っくうくっち ょぇさはゃぇ 1 きかく. いかぇすくう かっゃぇ. ‶さっい 
1926 ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  しっ けすおさうゃぇ う ┿ゃうぇちうけくくけ  
せつうかうとっ.
 ╋ぇかおけ こさっょう  すけゃぇ, こさっい 1921 ゅ., ゃ さぇえけくぇ しっ けすおさうゃぇ 

う あ.こ. かうくうはすぇ ょけ 〈せかけゃけ. ╁しうつおけ すけゃぇ おけさっくくけ こさけきっ
くは けぉかうおぇ くぇ けおけかうはすぇ.
╁っょくぇゅぇ しかっょ こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ そぇぉさうおぇすぇ いぇこけつゃぇ 

さぇぉけすぇ う こなさゃぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ ゃ くっは - しくぇさはょくぇすぇ. ╆ぇ 
こなさゃう くぇつぇかくうお くぇ ╃╁《, おけはすけ ょけ 1927 ゅけょうくぇ っ おかけく 
くぇ  ]けそうえしおうは ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか, っ くぇいくぇつっく ゅっ
くっさぇか ╃うきうすなさ ]すぇくつっゃ. ╆ぇっょくけ し くっゅけ ゃ ゅさぇょぇ こさうしすう
ゅぇす う こなさゃうすっ しこっちうぇかうしすう う さぇぉけすくうちう けす ]けそうは.  ╃け  
╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ そぇぉさうおぇすぇ しっ さぇいさぇしすゃぇ. ‶さっい 
1939 ゅけょうくぇ ゃ  くっは ゃっつっ さぇぉけすはす 2 335 さぇぉけすくうちう う 
しこっちうぇかうしすう, おぇすけ  あっくうすっ しぇ っょゃぇ 378. 
╁うしてうしすうすっ しぇ ぉうかう  しぇきけ ょゃぇきぇ. ╂させこぇすぇ くぇ さぇぉけすくう

ちうすっ し けしくけゃくけ けぉさぇいけゃぇくうっ っ ぉうかぇ くぇえ-きくけゅけぉさけえくぇ 
– 1015 ょせてう. ╇きぇかけ っ 1 ぇさたうすっおす, 1 っかっおすさけうくあっくっさ, 4 
たうきうちう, 1 そういうお, うくあっくっさ-たうきうちうすっ しぇ ぉうかう  7, ぇ 10 - 
きぇてうくくうすっ  すったくうちう. 
 ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  くけしう すけゃぇ 

うきっ けす しないょぇゃぇくっすけ しう  ょけ 12-すう のかう 1948 ゅけょうくぇ. ]かっょ 
すぇいう ょぇすぇ しっ こさっうきっくせゃぇ くぇ ╁けっくっく いぇゃけょ 1.  ] くぇしすけ
はとけすけ うきっ „┿さしっくぇか”  ┿╃ っ けす 3-すう ょっおっきゃさう 1999 ゅけょう
くぇ.  ‶さっょう すけゃぇ うきぇ けとっ 6  こさけきっくう くぇ うきっくぇすぇ.
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  - ′ぇしすぇくはゃぇくっ しかっょ 14:00 つ.
  - ¨しゃけぉけあょぇゃぇくっ ょけ 10:00 つ.
  /しかっょ 10:00 つ. くぇ ゃしっおう こさけしさけつっく こけかけゃうく つぇし とっ しっ ゃいっきぇ くっせしすけえおぇ   
   こけ 5 かゃ. くぇ かっゅかけ, くっいぇゃうしうきけ おぇおゃう しぇ くぇしすぇくっくうすっ さぇぉけすくうちう うかう   
   しかせあうすっかう/. ╋けかは ょぇ せゃっょけきはゃぇすっ さぇぉけすくうちうすっ いぇ つぇしけゃっすっ くぇ くぇしすぇくは 
   ゃぇくっ う くぇこせしおぇくっ くぇ しすぇうすっ, し ちっか ょぇ くっ しっ しないょぇゃぇ ょけこなかくうすっかくけ くぇ
   こさっあっくうっ/.

『╄′A ′┿ ╃╄′ ′┿ 』¨╁╄╉
- 26.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ + ゃっつっさは/ 
- ╃╄『┿ ╃¨ 2 ゅ. - ╀╄╆‶╊┿〈′¨ /╀╄╆ ╊╄╂╊¨ ╇ 》[┿′┿/
- ╃╄『┿ ¨〈 2 ╃¨ 12 ゅ. – 16.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ+ゃっつっさは/

′┿]〈┿′ぅ╁┿′╄〈¨ ′┿ ′╄[┿╀¨〈╄】╇ ╁ ╆┿╁¨╃ ┿[]╄′┿╊
『╄′A ′┿ ╃╄′ ′┿ 』¨╁╄╉ 
30.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ + ゃっつっさは/ 
- ╃╄『┿ ╃¨ 2 ゅ. - ╀╄╆‶╊┿〈′¨ /╀╄╆ ╊╄╂╊¨ ╇ 》[┿′┿/
- ╃╄『┿ ¨〈 2 ╃¨ 12 ゅ. – 16.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ+ゃっつっさは/

けしくけゃくけ こさっょうきしすゃけ - きうくう-
きぇかっく ぉさけえ ょっすぇえかう, くぇきぇかは-
ゃぇくっ くぇ すさせょけっきおうすっ ょっすぇえ-

かう, ゃかぇゅぇくう ゃ きけくすぇあぇ, こさう 
いぇこぇいゃぇくっ くぇ ちはかけしすくうすっ たぇ-
さぇおすっさうしすうおう くぇ ういょっかうっすけ. 
╁ くぇえ-くけゃうは ゃうょ くぇ ぇさしっ-

くぇかしおぇすぇ そさっいぇ くっ しぇきけ しっ 
くぇきぇかはゃぇ ぉさけはす くぇ ゃかぇゅぇくうすっ 
ゃ きぇてうくぇすぇ ょっすぇえかう, ぇ しっ けす-
しすさぇくはゃぇす ういちはかけ う こさけぉかっき-
くう ゃ しっゅぇてくうは きけくすぇあ ょっすぇえ-
かう. 
╇ょっはすぇ いぇ くけゃぇすぇ さぇいさぇぉけす-

おぇ っ けすこぇょぇくっ くぇ きったぇくうつくう 
ょっすぇえかう ゃ こさっゃけょうすっ くぇ きぇ-
てうくぇすぇ. ╁ くけゃぇすぇ そさっいぇ しっ 
ういこけかいゃぇ つっしすけすくけ さっゅせかうさぇ-
くっ くぇ こけょぇゃぇすっかくうすっ こさっゃけょう 
う ゅかぇゃくうは こさっゃけょ, おけっすけ  こさぇ-
ゃう 《〉321 ╋] こけ-しなゃさっきっくくぇ. 

╇いこけかいゃぇくっすけ くぇ っかっおすさけくう-
おぇ ゃなゃ そさっいきぇてうくぇすぇ ょぇゃぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ けすこぇょぇくっ くぇ 
すさせょけっきおう きぇてうくくう つぇしすう, 
けしけぉっくけ ゃぇかけゃっ う いなぉくう おけ-
かっかぇ, ゃかぇゅぇくう ょけ しっゅぇ ゃ こさっ-
ょうてくうは ゃぇさうぇくす くぇ そさっいぇすぇ. 
』ぇしすうすっ, おけうすけ ゃっつっ くはきぇ ょぇ 
しっ ういこけかいゃぇす, しぇ すさせょくう いぇ 
ういさぇぉけすおぇ, ういうしおゃぇす ゃかぇゅぇくっ 
くぇ こけゃっつっ きぇすっさうぇかう う おゃぇ-
かうそうちうさぇく さぇぉけすくうつっしおう 
すさせょ, おけっすけ しないょぇゃぇ こさけぉかっ-
きう こさう きけくすうさぇくっすけ う っおし-
こけぇすぇちうはすぇ くぇ そさっいうすっ. ¨す 
ゃおぇさゃぇくっすけ ゃ しっさうえくけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ, おけっすけ おなき きけきっく-

すぇ けとっ しっ こけょゅけすゃは, しっ けつぇお-
ゃぇ う うおけくけきうつっしおう っそっおす. 
╆ぇきはくぇすぇ くぇ きったぇくうおぇ し 
っかっおすさけくうおぇ とっ ょぇょっ ゃない-

きけあくけしす しっぉっしすけえくけしすすぇ くぇ 
すけいう っすぇこ ょぇ けしすぇくっ ぉっい こさけ-
きはくぇ, くけ ゃ ぉなょっとっ, こさっょゃうょ 
こけしすけはくくけすけ こけっゃすうくはゃぇくっ  ゃ 
っかっおすさけくくうは ぉさぇくて, しっ けつぇお-
ゃぇ ういさぇぉけすおぇすぇ くぇ そさっいうすっ ゃ 
╆ぇゃけょ 5, ょけさう ょぇ こけっゃすうくっっ, 
おけきっくすうさぇ ょうさっおすけさなす うくあ. 
】うさはくけゃ. ╁かぇゅぇくぇすぇ っかっお-
すさけくうおぇ ゃ くけゃうは きけょっか そさっ-
いぇ っ こさけういゃけょしすゃけ くぇ そうさきぇ-
すぇ „]うきっくし” - ╂っさきぇくうは.
╄ょうく けす っそっおすうすっ こさう 《〉321 

╋] っ けこさけしすはゃぇくっすけ くぇ  しぇ-
きうは こさけちっし くぇ こさけういゃけょしすゃけ, 
けぉはしくはゃぇす おけくしすさせおすけさうすっ. 
╃けおぇすけ „おさぇしぇゃうちぇすぇ” - 

こさけすけすうこ しっ ういこさけぉゃぇ ゃ ちったぇ, 
ゃっつっ しっ こけょゅけすゃは う こさけぉくぇすぇ 
しっさうは, しなけぉとう ょうさっおすけさなす 
くぇ ╆ぇゃけょ 5. 

おなき ぉなょっとっすけ: くぇおなょっ うしおぇ-
きっ ょぇ ゃなさゃうき う おぇお ょぇ しすうゅ-
くっき すぇき. ┿い くっ つせゃぇき こけょけぉ-
くう こけしかぇくうは けす けぉとっしすゃっくうは 
っかうす, けす しうかくうすっ くぇ ょっくは, けす 
すっいう, けす おけうすけ いぇゃうしう ゃういう-
はすぇ いぇくぇこさっょ. ╁きっしすけ すけゃぇ 
つせゃぇき けこかぇおゃぇくうは いぇ すけゃぇ 
おけえ おぇおゃけ けす こさっょうてくうすっ くっ 
ぉうか しゃなさてうか, おぇおゃぇ ょぇかぇゃっ-
さぇ っ くぇこさぇゃうか. ╁しうつおけ すけゃぇ 
しっ ういこけかいゃぇ いぇ けこさぇゃょぇくうっ 
くぇ しっゅぇてくう こさけぉかっきう, ぉっい ょぇ 
しっ つせゃぇ う こさっょしすぇゃは ゃういうはすぇ. 
‶さけしすけ こけかうすうちうすっ くう すせお  くっ 
いぇょぇゃぇす ゃういうはすぇ. ╄すけ すう こさう-
きっさ: けくいう ょっく つっすけた しすぇすうは 
いぇ ┿くゅっかぇ ╋っさおっか, おぇくちかっ-
さなす くぇ ╂っさきぇくうは, おけはすけ ゃっつっ 
しすぇさすうさぇ おぇきこぇくうは いぇ すさっすう 
きぇくょぇす. ′っえくけすけ こけしかぇくうっ っ: 
ぇい しなき しすぇぉうかくうはす つけゃっお, ぇい 
とっ ういゃっょぇ ╂っさきぇくうは くぇこさっょ. 
╁ すけいう しきうしなか ぇい くっ しなき つせかぇ 
ぉなかゅぇさしおう こけかうすうお し こけょけぉくけ 
こけしかぇくうっ こさっょ ゅさぇあょぇくうすっ 
しう. ╀っい ょぇ っ ぇさけゅぇくすっく, ぉっい 
ょぇ っ ゅさせぉ, し はしくぇ おけくちっこちうは 
いぇくぇこさっょ.

- ╁しなとくけしす, うきぇてっ すぇ-
おなゃ こけかうすうお ゃ ╀なかゅぇさうは 
- ]うきっけく ]ぇおしおけぉせさゅゅけす-
しおう, おけえすけ こさっい 2001-ゃぇ 

ゅけょうくぇ おぇいぇ: „╁はさゃぇえすっ  
きう,  すさはぉゃぇす きう 800 ょくう”.  
′け すっいう ょくう きうくぇたぇ, くぇ-
さけょなす ゃはさゃぇてっ, くけ くっ しっ 
しかせつう つせょけすけ. ╇かう こけくっ 
くっ しっ しかせつう こけ くぇつうくぇ, こけ 
おけえすけ しう ゅけ こさっょしすぇゃはたぇ  
きくけいうくしすゃけすけ ぉなかゅぇさう. 
╁ すけいう しきうしなか, ╁っかうくぇ, 
いぇとけ くっ しきっ ゃっょさう おぇすけ 
くぇちうは ぉなかゅぇさうすっ, くっ  ゃはさ-
ゃぇきっ けすおさうすけ, くっ きうしかうき 
こけいうすうゃくけ?
- ╋けあっ ぉう いぇとけすけ こさっしすぇ-

くぇたきっ ょぇ つせゃぇきっ  こけいうすうゃくう 
こけしかぇくうは けす くぇてうすっ せこさぇ-
ゃかはゃぇとう. ]ぇきけ くっゅぇすうゃういなき 
くう いぇかうゃぇ けすゃしはおなょっ.  ╃けさう, 
ゃうあ こけしかっょくうすっ ういぉけさう: すけ 
くっ ぉはたぇ くっゃぇかうょくう ぉのかっすう-
くう, くっ ぉってっ けきさぇいぇ, くっ ぉはたぇ 
しなきくっくうは いぇ そぇかてうそうおぇすう. 
¨すゃしはおなょっ  すっ いぇかうゃぇ けきさぇ-
いぇ, くっゅぇすうゃういなき, しなきくっくうは. 
╉ぇお しっ  こさけっおすうさぇ  くぇょっあょぇ 
ゃ すぇおぇゃぇ けぉしすぇくけゃおぇ, しかっょ 
おぇすけ ゅけかはきぇ つぇしす けす ゃさっきっすけ 
くぇ こけかうすうちうすっ っ いぇっすけ ょぇ しっ 
すなさしはす う ういかうゃぇす おけきこさけきぇ-
すう いぇ すったくう けこけくっくすう, ぇ くっ 
いぇ こけいうすうゃくう ゃういうう? [ぇいぉう-
さぇ しっ, つっ っ ゃぇあくけ ょぇ しっ くけしう 
う けすゅけゃけさくけしす いぇ ういゃなさてっくう 
こさっしすなこかっくうは う たけさぇすぇ うきぇす 

こさぇゃけ ょぇ  いくぇはす すけゃぇ, くけ くぇ 
きっく かうつくけ きう かうこしゃぇ すせお こけ-
いうすうゃくぇすぇ  くぇゅかぇしぇ, ゃういうは う 
こけしかぇくうっ. ┿ すけゃぇ っ ゃぇあくけ. 
╆ぇとけすけ たけさぇすぇ しぇ ういこぇょくぇかう 
ゃ ゅけかはきけ けすつぇはくうっ う ぇこぇすうは 
う くっ ゃはさゃぇす くぇ くうおけゅけ.

- ¨こさぇゃょぇゃぇ かう くう おかう-
てっすけ: ゃしうつおう しぇ っょくう う 
しなとう, いぇすけゃぇ くっ ゃはさゃぇきっ 
ゃ くうおけゅけ? 
- ╃けくはおなょっ - ょぇ. ′け ゃしっ 

こぇお う かうつくぇすぇ こさけっおちうは しう っ 
かうつくぇ さぇぉけすぇ.

- ╁ すけいう しきうしなか うきぇ かう 
さぇいかうおぇ - きかぇょうすっ たけさぇ 
すせお う きかぇょうすっ けす けしすぇくぇ-
かうすっ っゃさけこっえしおう しすさぇくう?  
- ′っ. ′はきぇ. ┿おけ つけゃっお しう 

っ こけしすぇゃうか ちっか, すけ すけえ しう は 
しかっょゃぇ. ¨しけぉっくけ, ぇおけ っ ぇき-
ぉうちうけいっく, けぉさぇいけゃぇく, うしおぇ 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ う くっ つぇおぇ くぇ-
ゅけすけゃけ. 〈けゅぇゃぇ くはきぇ いくぇつっ-
くうっ おなょっ しっ くぇきうさぇ.

- ′ぇうしすうくぇ かう きうしかうて, 
つっ っ ぉっい いくぇつっくうっ おなょっ しっ 
くぇきうさぇ  すけいう きかぇょ つけゃっお? 
- ╃ぇ.

- ╉ぇお すけゅぇゃぇ ょぇ しう けぉはし-

くうき そぇおすぇ, けす しなゃしっき 
くけゃけ  くぇちうけくぇかくけ ういしかっょ-
ゃぇくっ, つっ 60% けす きかぇょうすっ  
たけさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは うしおぇす 
ょぇ っきうゅさうさぇす, くけ きぇしけゃけ 
おぇくょうょぇす–っきうゅさぇくすうすっ 
しぇ し くうしおけ けぉさぇいけゃぇくっ う 
ぉっい けしけぉっくぇ おゃぇかうそうおぇ-
ちうは?  〈っ くはきぇす おけえ いくぇっ 
おぇおゃう てぇくしけゃっ いぇ さぇいゃう-
すうっ ゃ ╄ゃさけこぇ. ‶ぇくぇちっは かう 
っ っきうゅさぇちうはすぇ, いぇ ょぇ しぉな-
ょくって きっつすうすっ しう?
- ′っ ゃうくぇゅう. ‶けいくぇゃぇき きくけ-

ゅけ きかぇょう たけさぇ, おけうすけ う すせお 
しぇ  しぉなょくぇかう きっつすうすっ しう. ′け 
つせあぉうくぇ っ てぇくし, くぇうしすうくぇ. 
‶さう ゃしうつおう しかせつぇう ういかういぇ-
くっすけ ゃ  つせあぉうくぇ  っ ょけぉさっ いぇ  
さぇいゃうすうっすけ くぇ ょぇょっく つけゃっお. 
¨しけぉっくけ きかぇょ. ¨すゃぇさは たけさう-
いけくすう, ゃないきけあくけしすう,  きせかすう-
おせかすせさくぇすぇ しさっょぇ けぉけゅぇすはゃぇ, 
くけ すけ くっ っ ゅぇさぇくちうは いぇ せしこった 
う こけ-ょけぉなさ あうゃけす. ╁しうつおけ 
っ ゃなこさけし くぇ かうつっく ういぉけさ, 
いぇとけすけ こけいくぇゃぇき たけさぇ, いぇ-
ゃなさてうかう こさぇゃけ, くけ けすうゃぇす ゃ 
つせあぉうくぇ う しすぇゃぇす しすさけうすっかう. 
′っ いくぇき ょぇかう すけゃぇ っ こけおぇいぇ-
すっか いぇ せしこった. ¨すくけしうすっかくけ っ.

╋ぇてうくぇすぇ くっ っ こけおぇいゃぇくぇ 
くぇ ういかけあっくうは う こぇくぇうさう, 
くぇせつう けとっ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか”. ╉けっすけ くっ けいくぇつぇゃぇ, つっ 
くはきぇ ょぇ しっ こさけょぇゃぇ. 《さっいぇすぇ 
とっ ぉなょっ ういゃぇょっくぇ くぇ こぇいぇ-
さぇ しかっょ こさっきうくぇゃぇくっすけ こさっい 
ゃしうつおう いぇょなかあうすっかくう っすぇこう 
くぇ こせしおぇくっすけ ゃ こさけういゃけょしすゃけ.   
¨しくけゃくぇすぇ うょっは いぇ こせしおぇ-

くっすけ くぇ 《〉321 ╋] っ ょぇ ぉな-
ょっき ぇょっおゃぇすくう おなき けぉとけすけ 
しなしすけはくうっ くぇ そうさきぇすぇ う おなき 
くっえくぇすぇ こぇいぇさくぇ こけかうすうおぇ, 
ょぇ くっ しすけうき ゃしすさぇくう けす しゃっ-
すけゃくぇすぇ すっくょっくちうは ゃ すけゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけ, おけはすけ くぇかぇゅぇ 

ういぉはゅゃぇくっ くぇ きっすぇかけっきおうすっ 
きぇてうくう, おけきっくすうさぇ ゃけょっとう-
はす おけくしすさせおすけさ うくあ. [せしっくけゃ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

От ляво на дясно: Неда Лумбева, Минчо Русенов, Христина Георгиева

でëñàó

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

ごïöÜëó　öí äÜ½Öó:



6 ȿɤɫɩɟɪɬɧɨ

Ɋɭɫɨɮɢɥɢ

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ

おけ
か
ぇ 

2
 か

う
ち
っ

30 август 2013 г.

 〈╅ぅ╅╆〉¨ 『╊〈《〉【¨ 》『╊╉》『¨╊ 
《╆ぅ¨〉╅ [╅′╅〉]ぇ[

ɏɪɨɧɢɤɚ

Продължение от стр. 1 Продължение от стр. 1

‶さうっきくぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは
こけしさっょくうお くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお

 
 ╄あっょくっゃくけ, 5 ょくう ゃ しっょきうちぇすぇ, こけ 4 つぇしぇ, けぉとっしすゃっくうはす 

こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ とっ こさうっきぇ ゅさぇあょぇくう 
し すったくうすっ ゃなこさけしう, あぇかぉう, きけかぉう いぇ こけきけと. 
 『っかすぇ くぇ すけゃぇ つぇしけゃけ さぇいこさっょっかっくうっ くぇ こさうっきくぇすぇ っ ょぇ 

しっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ たけさぇ し さぇいかうつくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ ょぇ 
きけゅぇす ょぇ しっ しさっとぇす し けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. 

‶けくっょっかくうお    14.00 - 18.00 つ.
╁すけさくうお          13.30 - 17.30 つ.
]さはょぇ               08.30 - 12.30 つ. 
』っすゃなさすなお       11.30 - 15.30 つ. 
 ‶っすなお              09.00 - 13.00 つ. 
 
┿ょさっし:  
 ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. „ ┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ 4, っす. 3
すっかっそけく  いぇ ゃさないおぇ  0431/  98 340 
 e-mail:  ombudsman@minicipality-kz.org

]うゅくぇかう ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお きけゅぇす ょぇ しっ ういこさぇとぇす 
う つさっい しこっちうぇかくうすっ おせすうう, こけしすぇゃっくう くぇ しかっょくうすっ きっしすぇ: 

- くぇ ゃたけょぇ くぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ぉせか. „┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” 
わ4, おぇおすけ う くぇ っすぇあぇ こさっょ こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけ-
しさっょくうお ゃ しなとぇすぇ しゅさぇょぇ, っす. 3
- くぇ ぉせか. „ [けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ 4, いぇょ ぉうゃてぇすぇ させしおぇ おくう-

あぇさくうちぇ. 
]うゅくぇかうすっ ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお きけゅぇす ょぇ しっ こけょぇゃぇす 

せしすくけ うかう ゃ こうしきっく ゃうょ.
┿くけくうきくう しうゅくぇかう くっ しっ こさうっきぇす う くっ しっ さぇいゅかっあょぇす.

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇこけつくぇ きぇとぇぉくう さっきけくすくう ょっえくけしすう いぇ ぇしそぇかすうさぇくっ う こさっぇしそぇか-
すうさぇくっ くぇ せかうちう ゃ ゅさぇょぇ う ゃ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ. ]すけえくけしすすぇ くぇ ゃしうつおう すっいう ょっえくけしすう っ 

1 601 000 かっゃぇ, おぇすけ しさっょしすゃぇすぇ しぇ いぇかけあっくう ゃ  ╂けょうてくぇすぇ  うくゃっしすうちうけくくぇ こさけゅさぇきぇ  くぇ 
けぉとうくぇすぇ. 
╃け こさうおかのつゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇすぇ しっ いぇすゃぇさはす いぇ ょゃうあっくうっ せか. „╂っけさゅう ╀っくおけゃしおう“ う せか. „‶っすおけ 

]すぇえくけゃ“.
1 307 070 かゃ. とっ ぉなょぇす ゃかけあっくう いぇ ぇしそぇかすうさぇくっすけ, おけっすけ すさはぉゃぇ いくぇつうすっかくけ ょぇ こけょけぉさう 

こなすくぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ. 

]っょきうちう こさっょう しすぇさすぇ くぇ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ せしうかっくう さっきけくすくう ょっえくけしすう すっおぇす  ゃ 
せつうかうとぇすぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. [っきけくすうさぇす しっ しなとけ おかせぉけゃっ, しゅさぇょう くぇ おきっすしすゃぇ けす 

けぉとうくぇすぇ, いぇょっかっくう  しぇ しさっょしすゃぇ いぇ さっおけくしすさせおちうは くぇ ゅさけぉうとくう こぇさおけゃっ, ゃしうつおけ いぇ くぇょ 320 
たうかはょう かっゃぇ. ¨す おさぇは くぇ ぇゃゅせしす  いぇこけつくぇたぇ う さっきけくすくうすっ ょっえくけしすう くぇ こけおさうゃうすっ くぇ せつうかう-
とぇすぇ ¨〉 „》さうしすけ ╀けすっゃ“ - し. ╄くうくぇ う ¨〉 „]ゃ.しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ“ – ゅさ. 【うこおぇ, おなょっすけ  こぇさう 
いぇ さっきけくす くぇ こけおさうゃぇ せつうかうとくぇすぇ せこさぇゃぇ きけかう けす 20 ゅけょうくう. 

 [っきけくすうさぇ しっ せつうかうとっすけ ゃ 
し. ╉けこさうくおぇ. ‶ぇさうすっ いぇ すけゃぇ 
– 179 779 かっゃぇ, しぇ こけ こさけ-
っおす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
しこっつっかっく こけ こさけゅさぇきぇすぇ 
„╉さぇしうゃぇ ╀なかゅぇさうは“ . 』ぇしす 
けす しさっょしすゃぇすぇ - 89 890 かゃ., 
しぇ しけぉしすゃっくけ そうくぇくしうさぇくっ 
けす ぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, ぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけ-
かうすうおぇ  けしうゅせさはゃぇ けしすぇくぇ-
かうすっ 89 889 かゃ.

 ̈ しくけゃっく さっきけくす いぇ ぉかういけ 25 たうかはょう かっゃぇ いぇこけつゃぇ う くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ おきっすしすゃけすけ ゃ し. ぅしっくけゃけ. 
‶けつすう 22 たうかはょう かっゃぇ しぇ いぇょっかっくう いぇ  ぉかぇゅけせしすさけはゃぇくっ くぇ ゅさけぉうとくうすっ こぇさおけゃっ ゃ し. ╉けこさうく-
おぇ う し. ╉なくつっゃけ. 
¨ぉとうくぇすぇ こさけゃっょっ う けぉとっしすゃっくう こけさなつおう いぇ しすさけうすっかしすゃけ う さっきけくす くぇ てっしす けぉっおすぇ - けぉ-

とうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす, ゃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお う くぇしっかっくうすっ きっしすぇ こさっい 2013 ゅ.: こさっせしすさけえしすゃけ う さぇい-
てうさはゃぇくっ  くぇ ╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ せか.“╇しおさぇ“ わ 4,  ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃぇ 
[うすせぇかくぇ いぇかぇ いぇ さぇょけしすくう けぉさっょう; けしくけゃっく さっきけくす くぇ おかせぉぇ こけ てぇたきぇす, くぇ おぇそっ „╂ぇかっさうは“, 
おなょっすけ ゃ ぉなょっとっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけきっとぇゃぇ ╋せいっはす くぇ そけすけゅさぇそうはすぇ -  けすおけかってくぇ きっつすぇ くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ そけすけゅうかょうは. 
╁ こかぇくけゃっすっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは っ う ぉなょっと  けしくけゃっく さっきけくす くぇ ╋かぇょっあおうは ょけき. 
¨しうゅせさっくう しぇ しさっょしすゃぇ う いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ けゅさぇょぇ くぇ さぇいてうさっくうすっ たさうしすうはくしおう ゅさけぉうとぇ ゃ 

し. [なあっくぇ. 

╉ぇいぇくかなお とっ ぉなょっ っょうくしすゃっくうはす ゅさぇょ ゃ しゃっすぇ, ゃ おけえすけ とっ 
しっ ういょうゅぇ こぇきっすくうお くぇ ゅっくっさぇか ]おけぉっかっゃ ゃ ちはか さなしす . 

╂かぇゃっく こさけっおすぇくす くぇ こぇきっすくうおぇ っ ぇさた. ╁っくちうしかぇゃ ╈けつおけ-
かけゃしおう.
]さっょしすゃぇすぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ しぇ ょぇさっくうは くぇ させしけそうかう う 

しこけくしけさう くぇ ′ぇちうけくぇかくけ ょゃうあっくうっ  „[せしけそうかう”.
╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ ゅさぇょっあぇ くぇ こぇきっすくうおぇ っ しなとけ くぇ ′ぇちうけ-

くぇかくけ ょゃうあっくうっ „[せしけそうかう”. 

¨とっ っょうく ぉっいこかぇすっく こぇさおうくゅ くぇ こかけと けす 2 ょっおぇさぇ  ゃっつっ っ くぇ さぇいこけかけあっくうっ くぇ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ しっ くぇきうさぇ しっゃっさくけ けす ╉けけこっさぇすうゃくうは こぇいぇさ う ょぇゃぇ 

ゃないきけあくけしす いぇ ぉっいこかぇすっく こさっしすけえ くぇ 100 ぇゃすけきけぉうかぇ. ] すけいう こぇさおうくゅ ぉっいこかぇすくうすっ きっしすぇ いぇ 
こぇさおうさぇくっ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす くぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇす てっしす. 
〈けゃぇ しぇ こぇさおうくゅなす いぇょ おうくけ „╇しおさぇ”, こぇさおうくゅなす ういすけつくけ けす ′』 „╇しおさぇ”, こぇさおうくゅなす のあくけ けす 

╇╋ „╇しおさぇ”, こぇさおうくゅなす ういすけつくけ けす ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき I” う こぇさおうくゅなす いぇょ ╃ぇくなつくぇ しかせあぉぇ.
 ╇いゅさぇあょぇくっすけ くぇ くけゃうは こぇさおうくゅ ぉっ しなこさけゃけょっくけ う し ちはかけしすくぇ さっおけくしすさせおちうは う けぉかぇゅけさけ-

ょはゃぇくっ くぇ さぇえけくぇ. ‶けょきっくっくう しぇ せかうつくう う ゅさぇょうくしおう ぉけさょのさう, けそけさきっくう しぇ いっかっくう こかけとう.

‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ  しっ ぇしそぇかすうさぇ  せか. „╇くょせしすさうぇかくぇ“, しっゃっさくけ けす そうさきうすっ „╉ぇすっおし“ う ╀なかゅぇ-
さうは-╉“, う せか. „╉っくぇかう“ - けす せか. „』ぇすぇかょあぇ“ ょけ さけきしおうは おゃぇさすぇか, こさっい ]すぇさぇ さっおぇ ょけ あ.こ. ゅぇさぇすぇ, 
し こさけょなかあっくうっすけ くぇ ゃっつっ こさっこぇゃうさぇくぇすぇ せか. „╋けしおゃぇ“. ] すけゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ しっ こけしすうゅぇ っょくぇ けす 
ゃぇあくうすっ ちっかう くぇ すぇいう けぉとうくしおぇ せこさぇゃぇ: ういくぇしはくっ くぇ  すさぇくしこけさすくうは こけすけお くぇ ╉ぇいぇくかなお けす ちっく-
すなさぇ ゃ こけしけおぇ ういすけお-いぇこぇょ こけ のあくぇすぇ こなすくぇ ょなゅぇ う しっゃっさ-のゅ – こけ いぇこぇょくぇすぇ う ういすけつくぇすぇ ょなゅう. 
〈ぇおぇ さっぇかくけ とっ しっ けしゃけぉけょう うょっぇかくうはす ちっくすなさ けす くぇすけゃぇさっくうは ぇゃすけきけぉうかっく すさぇそうお.
] ぇしそぇかすうさぇくっすけ くぇ せかうちうすっ „》さうしすけ ぅくおけゃ“, „‶っすおけ ]すぇえくけゃ“, „╂っけさゅう ╀っくおけゃしおう“, „╂っく. 

╂せさおけ“ う „『ぇさ ]うきっけく ╁っかうおう“ う こぇさおうくゅぇ くぇ せか. „╂っく. ╂せさおけ“ とっ  しっ いぇゃなさてう  ちっくすさぇかくぇすぇ 
ゅさぇょしおぇ つぇしす, ゃおかのつゃぇとぇ きぇかおうすっ ゃなすさってくう せかうつおう, おけうすけ しぇ すっしくう う くっこさけたけょうきう こけさぇょう 
かけてけすけ しなしすけはくうっ くぇ ぇしそぇかすけゃぇすぇ くぇしすうかおぇ おなき すけいう きけきっくす.
]こっちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ ゃ いぇこけつくぇかうすっ さっきけくすくう ょっえくけしすう とっ ぉなょっ けすょっかっくけ くぇ せか. „‶せておうく“. 

〈ぇき とっ しっ けすゃけさう ょゃうあっくうっすけ いぇ おゃ. „╁ぇしうか ╊っゃしおう“. ‶さっょゃうあょぇ しっ う くうゃっかうさぇくっ くぇ せかうちぇすぇ.  
╁ おゃ. „╇いすけお”  とっ しっ こけしすぇゃはす ぉけさょのさう  ゃ つぇしすすぇ くぇ せか.  „╉さっきけくぇ“ う せか. „』ぇすぇかょあぇ“ ょけ ぉか. 42.
『はかけしすくけ とっ しっ ぇしそぇかすうさぇす せか. „¨さってぇおぇ”, おぇおすけ う ぉせか. „23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお”, ゃ 

つぇしすすぇ ょけ きぇゅぇいうく „╉ぇせそかぇくょ”.  ╁ きけきっくすぇ すぇき しっ こけょきっくは う ゃけょけこさけゃけょくぇすぇ きさっあぇ. 
220 たうかはょう かっゃぇ とっ しっ ゃかけあぇす いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ ゃけょけこさけゃけょぇ う こなすくぇすぇ くぇしすうかおぇ こけ 

せか.”╉ぇこさけくう”.

[『╊╉¨【¨【╊ 》╅[ 〉╅ 〈《╉╅...
╁ しさぇゃくっくうっ し きうくぇかうは のくう, けぉぇつっ, そうさきっくうすっ ぉなさいう おさっょうすう けすつうすぇす いくぇつうすっかっく 

さなしす けす 32,4 くぇ しすけ (126,6 きかく. かゃ.).
〈ぇおぇ, けぉとけ さぇいょぇょっくうすっ ぉなさいう いぇっきう おなき おさぇは くぇ のくう すぇいう ゅけょうくぇ しぇ いぇ 1,993 

きかさょ. かゃ., おけっすけ しっ さぇゃくはゃぇ くぇ 2,5 くぇ しすけ けす ╀させすくうは ゃなすさってっく こさけょせおす くぇ しすさぇくぇ-
すぇ. ′ぇえ-きくけゅけ – 28,9%, しぇ すっいう しなし しさけお くぇょ 5 ゅ. 〈っ ゃないかういぇす くぇ 570 きかく. かゃ., くけ ゃ 
しさぇゃくっくうっ し ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ ょっかなす うき こぇょぇ しっさうけいくけ, すけゅぇゃぇ すけえ っ ぉうか 38,8%. ′ぇ 
こさうぉかういうすっかくけ しなとぇすぇ しせきぇ - 529 きかく. かゃ., ゃないかういぇす う いぇっきうすっ けす 1 ょけ 5 ゅ. 〈っ しっ 
せゃっかうつぇゃぇす し 5% くぇ ゅけょうてくぇ ぉぇいぇ う し 6,3% ゃ しさぇゃくっくうっ し おさぇは くぇ こなさゃけすけ すさうきっ-
しっつうっ くぇ 2013 ゅけょうくぇ.
′ぇえ-ぉなさいうすっ いぇ ゃさなとぇくっ いぇっきう – すっいう ょけ 1 ゅ., しっ せゃっかうつぇゃぇす し 11 きかく. かゃ. いぇ すさう 

きっしっちぇ う しすうゅぇす ぉかういけ 300 きかく. かゃ. ¨す ╀′╀ けすつうすぇす, つっ くっけぉしかせあゃぇくうすっ おさっょうすう 
おなき しこっちうぇかういうさぇくうすっ そうさきう ゃ おさぇは くぇ のくう しっ せゃっかうつぇゃぇす し ぉかういけ 200 きかく. かゃ. 
ょけ くぇょ 595 きかく. かゃ. ゃ おさぇは くぇ のくう. ]ぇきけ いぇ ゃすけさけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2013 ゅ. せゃっかう-
つっくうっすけ うき っ し 4,2 きかく. かゃ.
¨ぉとけ くぇ こぇいぇさぇ せ くぇし さぇぉけすはす 163 ょさせあっしすゃぇ, しこっちうぇかういうさぇくう ゃ おさっょうすうさぇくっ. 

]ぇきけ いぇ こけしかっょくうすっ すさう きっしっちぇ すったくうはす ぉさけえ しっ っ せゃっかうつうか し 5, ぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し 
きうくぇかうは のくう – し 46.
╆ぇ ょぇ けすこせしおぇす ぉなさいう おさっょうすう, すっ しぇ くぇぉさぇかう けす さぇいかうつくう ういすけつくうちう 2,57 きかさょ. 

かゃ. ¨す すぇいう しせきぇ 1,291 きかさょ. かゃ. しっ こぇょぇす くぇ こけかせつっくうすっ おさっょうすう, けしくけゃくぇすぇ つぇしす 
けす おけうすけ - けす つせあょうすっ うき おけきこぇくうう-きぇえおう.
╇ ょけおぇすけ きぇしけゃうはす ぉなかゅぇさうく こさけょなかあぇゃぇ ょぇ  さぇいつうすぇ けしくけゃくけ くぇ おさっょうすう いぇ こけ-

おせこおぇ くぇ あうかうとっ うかう ょさせゅ ゃうょ こけ-ゅけかはき たぇさつ, いぇ おけえすけ くはきぇ おぇお ょぇ しこっしすう けす いぇ-
こかぇすぇ, おぇすけ こけ すけいう くぇつうく いぇぉけさつかはゃぇ し ゅけょうくう くぇこさっょ, すけ ょさせゅぇ おぇすっゅけさうは ぉなかゅぇ-
さう, きぇおぇさ う きぇかちうくしすゃけ, こさけょなかあぇゃぇす ょぇ ぉけゅぇすっはす. ‶け ょぇくくう しなとけ くぇ ╀′╀,  しなし 100  
しぇ しっ せゃっかうつう きうかうけくっさうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは いぇ 1 ゅけょうくぇ う おなき きけきっくすぇ すっ しぇ 682-きぇ.  
╃ぇくくうすっ くぇ ╀′╀ しぇ けす おさぇは くぇ ゃすけさけすけ すさうきっしっつうっ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ しぇ たけさぇすぇ 

し ょっこけいうす ゃ ぉぇくおぇ くぇょ 1 きかく. かゃ. 
]かぇぉけ せゃっかうつっくうっ くぇ ゅけょうてくぇ ぉぇいぇ うきぇ う こさう ょっこけいうすうすっ きっあょせ こけかけゃうく う っょうく 

きうかうけく. ]っゅぇ すっ しぇ 1190 うかう し けおけかけ 40 こけゃっつっ けす おさぇは くぇ のくう きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
〈さぇょうちうけくくけ くぇえ-きくけゅけ しぇ きぇかおうすっ ょっこけいうすう - すっいう ょけ 1000 かっゃぇ. ′ぇ ゅけょうてくぇ 

ぉぇいぇ, けぉぇつっ, すったくうはす ぉさけえ ぉっかっあう しこぇょ.
〈ぇおうゃぇ こぇさう ぉなかゅぇさうくなす けぉうおくけゃっくけ  こさうぉうさぇ おぇすけ „ぉっかう こぇさう いぇ つっさくう ょくう”. 
                                                        

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

¨ぉはゃっく っ おけくおせさし いぇ 370 
ゃぇおぇくすくう ょかなあくけしすう いぇ 

ゃけえくうちう ゃなゃ ゃけっくくうすっ そけさ-
きうさけゃぇくうは くぇ ]せたけこなすくうすっ 
ゃけえしおう. ′ぇえ-ゅけかはき っ ぉさけはす 
くぇ ょかなあくけしすうすっ いぇ ゃけえくうちう 
ゃ ゅぇさくういけく ╉ぇさかけゃけ - 133. 
╁ ゅぇさくういけく ╉ぇいぇくかなお すっ しぇ 
102, ゃ ぅきぉけか - 65, ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ - 50 う ゃ 》ぇしおけゃけ - 20.
]せたけこなすくうすっ ゃけえしおう すなさしはす 

きったぇくうお-ゃけょぇつう, てけそぬけさう, 
いっくうすつうちう, すったくうちう う ょさせ-
ゅう しこっちうぇかうしすう. 〈なさしはす しっ 
しなとけ う ゅけすゃぇつう う こけきけとくうお-
ゅけすゃぇつう. 
╆ぇ こさうっきぇくっ くぇ ゃけっくくぇ 

しかせあぉぇ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇす-
しすゃぇす しぇきけ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあ-

725 しぇ こなさゃけおかぇしくうちうすっ ゃ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ すさなゅゃぇす くぇ せつう-
かうとっ. 
 ′ぇえ-きくけゅけぉさけえくぇ とっ っ ぇさきうはすぇ 

くぇ こなさゃけかぇちうすっ ゃ ¨〉 „╂っけさゅう ╉うさ-
おけゃ”, おなょっすけ すっ しぇ 5 こぇさぇかっかおう うかう 
107 ょっちぇ. ‶け すさぇょうちうは ゃしっ こけ-さったぇゃう 
しすぇゃぇす こなさゃけかぇておうすっ さっょうちう ゃ しっかぇ-
すぇ. ╋ぇかちうくぇ しぇ こなさゃけおかぇしくうちうすっ う ゃ 
せつうかうとぇすぇ ゃ ょゃぇすぇ  ゅさぇょぇ ういゃなく ╉ぇ-
いぇくかなお - 【うこおぇ う ╉さなく, おなょっすけ すっ しぇ 
しなけすゃっすくけ 10 う 12. ‶なさゃうはす いゃなくっち 
すぇいう ゅけょうくぇ ぉうっ し ょっく こけ-おなしくけ - くぇ 
16-すう しっこすっきゃさう けす 9 つぇしぇ - いぇ ゃしうつおう  
せつっぉくう いぇゃっょっくうは けす けぉとうくぇすぇ. 
 ] ぇさきぇゅぇくう いぇ こなさゃけかぇちうすっ とっ しっ 

╃け 2-さう しっこすっきゃさう ゃ おうすぇえしおうは 
ゅさぇょ 》けく ╉けくゅ すさうきぇ ゃないこうすぇ-

くうちう けす ておけかぇすぇ  こけ あうゃけこうし おなき 
¨╃╉ „]ゃ. ╇ゃぇく [うかしおう“ し さなおけゃけ-
ょうすっか ╂ぇかうくぇ ╇ゃぇくけゃぇ せつぇしすゃぇす ゃ 
こなさゃうは ╋っあょせくぇさけょっく そっしすうゃぇか 
くぇ ょっすしおぇすぇ さうしせくおぇ. ╁なゃ そっしすう-
ゃぇかぇ せつぇしすゃぇす 20 ておけかう けす ちはか 
しゃはす, し くぇょ 12 たうかはょう ういこさぇすっくう 
さうしせくおう いぇ こさっょゃぇさうすっかくぇすぇ しっ-
かっおちうは.
╋かぇょうすっ おぇいぇくかなておう たせょけあくう-

ちう さうしせゃぇす 7 ょくう ゃ ╉うすぇえ し  おぇ-
つっしすゃっくう  きぇすっさうぇかう, いぇおせこっくう けす 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ] けすこせしくぇすうすっ 
しさっょしすゃぇ っ ういさぇぉけすっく しこっちうぇかっく 
こかぇおっす し さけいぇ /しうきゃけか くぇ ゅさぇょぇ う 
╃けかうくぇすぇ/, おけえすけ とっ ぉなょっ こけょぇ-
さっく くぇ けさゅぇくういぇすけさうすっ けす うきっすけ 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ]せゃっくうさう う 

...》《-』╇╊【]《 ╇ [╅′╅〉]ぇ[ 
╉ぇすけ つぇしす けす こかぇくぇ いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ ゃ 

おゃぇさすぇか „╁ぇしうか ╊っゃしおう“ ゃ くぇえ-しおけさけ ゃさっきっ こさっょしすけう ゃないしすぇくけゃはゃぇ-
くっ くぇ けしゃっすかっくうっすけ う ゃ さぇえけくぇ くぇ ぉかけおけゃっすっ 7,8 う 9, おなょっすけ けしゃっす-
かっくうっすけ くっ そせくおちうけくうさぇ けす ゃさっきっすけ くぇ しけちうぇかういきぇ. ╆ぇ ちっかすぇ ̈ ぉとう-
くぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ いぇおせこう 6 こぇさおけゃう けしゃっすうすっかくう すっかぇ.
]なゃしっき しおけさけ しゃっすかけ とっ しすぇくっ けす ういすけつくぇすぇ しすさぇくぇ くぇ たけすっか „╉ぇ-

いぇくかなお“, ゃ ぉかういけしす ょぇ すぇおしう-しすけはくおぇすぇ.

]さっょ けしすぇくぇかうすっ きっしすぇ, ゃおかのつっくう ゃ こかぇくぇ いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ 
けしゃっすかっくうっすけ, しぇ いぇたけょなす おなき 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇいうは う ょさせゅう 
こさけぉかっきくう きっしすぇ.
‶ぇさぇかっかくけ し ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ くっさぇぉけすっとうすっ けしゃっすうすっかくう すっかぇ 

しっ ういゃなさてゃぇ う けぉっいけこぇしはゃぇくっ くぇ かうこしゃぇとうすっ おぇこぇちう こけ しすなかぉけゃっすっ 
いぇ せかうつくけ けしゃっすかっくうっ.
╆ぇ ゃしうつおう こさけぉかっきう, しゃなさいぇくう し せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ う しゃっすけそぇさ-

くぇすぇ せさっょぉぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゅさぇあょぇくうすっ きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす しうゅくぇかう う 
ょぇ うくそけさきうさぇす くぇ すっかっそけく: 0886 322 279 けす  08,30 ょけ 17,30 つぇしぇ 
ゃしっおう ょっかくうつっく ょっく.
┿おけ ゃ しゃっすかぇすぇ つぇしす くぇ ょっくは しっ いぇぉっかっあぇす けす ゅさぇあょぇくうすっ  さぇぉけすっとう 

すっかぇ こけ けしゃっすうすっかくぇすぇ きさっあぇ, ょぇ くっ しっ こさうぉなさいゃぇ しなし いぇおかのつっくうっ, 
つっ うきぇ くっさっょくけしす, ぇ ょぇ しっ こけすなさしう うくそけさきぇちうは くぇ こけしけつっくうは すっかっ-
そけく., いぇ っゃっくすせぇかくう さっきけくすくう うかう  こさけそうかぇおすうつくう ょっえくけしすう,  いぇは-
ゃうたぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ いゃっくけすけ.
‶け ゃさっきっ くぇ ゃないしすぇくけゃうすっかくう さぇぉけすう こけ せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ ゃ 

しゃっすかぇすぇ  つぇしす くぇ ょっくは っ ゃないきけあくけ くぇ くはおけう きっしすぇ いぇ けこさっょっかっくけ 
ゃさっきっ ょぇ さぇぉけすはす  くはおけう けす けしゃっすうすっかくうすっ すっかぇ. 〈けゃぇ くっ っ しゃなさいぇくけ し 
くっぉさっあくけしす うかう くっきぇさかうゃけしす けす しすさぇくぇ くぇ しかせあうすっかうすっ, ぇ し すっしすけゃぇ 
さぇぉけすぇ こけ きさっあぇすぇ, いぇはゃうたぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ いゃっくけすけ.  
‶ぇさぇかっかくけ  し すけゃぇ, しおけさけ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお とっ うきぇ くけゃぇ 

っかっおすさけくくぇ しうしすっきぇ いぇ ちっくすさぇかういうさぇくけ せこさぇゃかっくうっ くぇ せかうつくけすけ けし-
ゃっすかっくうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけしさっょしすゃけき こっさしけくぇかっく おけきこのすなさ. ]うしすっきぇすぇ 
っ さぇいさぇぉけすおぇ くぇ ょゃぇきぇ きかぇょう おぇいぇくかなておう うくあっくっさう こけ っかっおすさけくうおぇ 
う おけきこのすなさくう しうしすっきう う すったくけかけゅうう, ゃないこうすぇくうちう くぇ 〈ったくうつっしおうは 
せくうゃっさしうすっす ゃ ]けそうは う そうかうぇかぇ きせ ゃ ‶かけゃょうゃ.
╄ょくぇ けす けしくけゃくうすっ ちっかう くぇ くけゃぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ っ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 

さぇいたけょうすっ いぇ おけくしせきうさぇくぇ っか. っくっさゅうは けす せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ つさっい 
けこすうきういうさぇくけ せこさぇゃかっくうっ.
╇いぉさぇくうすっ きっしすぇ いぇ すっしす くぇ くけゃぇすぇ しうしすっきぇ しぇ ゃ さぇえけくぇ くぇ ぉせか. „[け-

いけゃぇ ょけかうくぇ“ う ぉせか. „ ┿か.╀ぇすっくぉっさゅ“. ╇くすっさくっす ゃさないおぇすぇ いぇ  くけゃぇすぇ 
しうしすっきぇ しっ けしうゅせさはゃぇ ぉっいゃないきっいょくけ けす きっしすくうは おぇぉっかっく けこっさぇすけさ 
„╀う ╀う ]う ╉っえぉなか“.
‶さう せしこってくう すっしすけゃっ くぇ くけゃぇすぇ しうしすっきぇ こさっょしすけう ういゅけすゃはくっすけ くぇ 

ちはかけしすっく ╀ういくっし-こかぇく いぇ うくゃっしすうちううすっ, くっけぉたけょうきう こさう ゃなゃっあょぇ-
くっすけ え ゃ っおしこかけぇすぇちうは.
                                                 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

Момент от ремонтните дейности на ул. “Иван Вазов”

ょぇくう, いぇゃなさてうかう しさっょくう うかう ゃうしてう せつうかうとぇ ゃ しすさぇくぇすぇ うかう ゃ つせあぉうくぇ, くっ こけ 
ゃないさぇしすくう けす 31 くぇゃなさてっくう ゅけょうくう . ╉ぇくょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ こけょぇょぇす いぇはゃかっくうは いぇ 
せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしぇ ょけ 11 けおすけきゃさう つさっい しすさせおすせさうすっ くぇ 『っくすさぇかくけすけ ゃけっくくけ けお-
さなあうっ. ╆ぇはゃかっくうはすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす ぇょさっしうさぇくう ょけ おけきぇくょうさうすっ くぇ 61-ゃぇ うかう くぇ 
2-さぇ きったぇくういうさぇくぇ ぉさうゅぇょぇ.
╉けくおせさしうすっ ゃ さぇいかうつくうすっ ぉさうゅぇょう とっ しっ こさけゃっょぇす ゃ こっさうけょぇ 18-すう くけっきゃさう -14-

すう ょっおっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ.
╉けくおせさしなす ゃおかのつゃぇ ういこうす こけ そういうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ, ういこうす-すっしす いぇ けぉとぇ おせかすせさぇ 

う しなぉっしっょゃぇくっ. ╉ぇくょうょぇすうすっ いぇ ゃけえくうちう, しこっつっかうかう おけくおせさしぇ, しっ こさうっきぇす くぇ ゃけ-
っくくぇ しかせあぉぇ, ぇおけ おなき ょぇすぇすぇ くぇ しおかのつゃぇくっすけ くぇ ょけゅけゃけさぇ いぇ ゃけっくくぇ しかせあぉぇ くっ しぇ 
くぇゃなさてうかう 32 ゅけょうくう.
¨ぉはゃぇすぇ いぇ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ おけくおせさしぇ いぇ ゃけえくうておう ょかなあくけしすう っ こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ 

うくすっさくっす-しすさぇくうちぇすぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けすぉさぇくぇすぇ www.mod.bg.

***********************************

***********************************

けすつっすっ こけ すさぇょうちうは ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ こなさゃう こなす すぇいう ゅけょうくぇ ょぇさけゃっ  いぇ 7-ゅけ-
ょうてくうすっ せつっくうちう けしうゅせさはゃぇ う おぇぉっかっく けこっさぇすけさ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか”.

おけいきっすうつくう こさけょせおすう ょぇさう う そうさきぇ „╊っきぇ“- ╉ぇいぇくかなお.
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╇かしけせあ 》かせおそしそうつさあ: 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 5¨うあせ ╉あつさあしそう-╉きけすあ たそすせけ:

′っゃっょけきう しぇ こなすうとぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しこけきっくう: しくうきおぇ くぇょ すっかっゃういけさぇ ゃ たけかぇ, いぇ
こぇいっくぇ さなおけこうしくぇ ょけこうしおぇ ょけ ゃっしすくうお ゃ こぇこおぇ し こけぉっかっかう おけさうちう, おせすうは けす けぉせゃおう しなし 
しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ けさょっくう う きっょぇかう, かうつっく ょくっゃくうお し こなさゃう ゃこっつぇすかっくうは けす ╆ぇこぇょくぇすぇ 
つせあぉうくぇ, そけすけ し くっそすっくうすっ おかぇょっくちう くぇ ¨さうっくすぇ, ぇそうて し うきっすけ すう ゃ ぇさしっくぇかしおぇ こけしすぇ
くけゃおぇ, ういさっいおぇ けす ゃっしすくうお きっあょせ しすさぇくうちうすっ くぇ おくうゅぇ... 
╇かう: つっさくけ-ぉはかぇ そけすけゅさぇそうは いぇ しこけきっく こけょ しすなおかけすけ くぇ すっいゅはたぇ ゃ おゃぇさすぇかくけ きぇゅぇいうく

つっ „]すけおう いぇ ぉうすぇ”!  - っあっょくっゃくけすけ ゃさなとぇくっ おなき さぇょけしすすぇ けす っくすせしうぇいきぇ くぇ いぇゃけょしおぇすぇ 
しぇきけょっえくけしす, ゃ きうしかうすっ くぇ ╇ゃぇく ╃ぇしおぇかけゃ. ╃あうきぇ, おぇおすけ う しっゅぇ ゅけ いくぇはす こさうはすっかう-きせ
いうおぇくすう, しっ ゃさなとぇ おなき きうくぇかけすけ くぇ ╁けおぇかくけ-うくしすさせきっくすぇかくぇすぇ ゅさせこぇ „╉けくすさぇしす” ゃしっおう  
こなす, おけゅぇすけ こけしさっとぇ おかうっくす ゃ こけょさっょっくけすけ しう きぇゅぇいうくつっ ょけ ╉けかっかけすけ くぇ „¨さってぇおぇ”. 
╆ぇとけすけ こけゅかっょなす くっういぉっあくけ きうくぇゃぇ こさっい いぇこっつぇすぇくうすっ ゃ おぇょなさ てうさけおう  せしきうゃおう くぇ 
きけきつっすぇすぇ けす „╉けくすさぇしす”. 〈っ  しぇ かのぉうきちうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ っしすさぇょくぇ こせぉかうおぇ ゅけょうくう 
くぇさっょ. ̈ しけぉっくけ -  くぇ きかぇょっあおぇすぇ, こけ けくけゃぇ ゃさっきっ, けぉっょうくっくぇ けす ╉けきしけきけかぇ. ╁さっきっすけ くぇ 
╉けきしけきけかぇ きうくぇ. ′け くっ う ゃさっきっすけ くぇ ╋せいうおぇすぇ. ╆ゃせちうすっ けす おうすぇさうすっ, けこなくぇすう  ゃ しなさちぇすぇ 
くぇ たうかはょう ぇさしっくぇかちう けす すぇかぇくすぇ くぇ きけきつっすぇすぇ, ゃけょっくう けす ╃あうきぇ, こさけょなかあぇゃぇす ょぇ いゃな
くはす. 』せゃぇき ゅう けとっ ゃっょくぇゅぇ こさう しさっとぇすぇ し たせょけあっしすゃっくうは さなおけゃけょうすっか くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
っしすさぇょっく しなしすぇゃ. ′くうとけ, つっ うょゃぇす こさっい こけゃっつっ けす 20 ゅけょうくう.

〈は っ くぇ 31 ゅけょうくう う っ しぉなょくぇかぇ きけきう-
つっておぇすぇ しう きっつすぇ: ょぇ さぇぉけすう ゃ きせか-

すうおせかすせさくぇすぇ しさっょぇ. ‶けゃっつっ けす ょっしっすうかっすうっ 
くぇ こさぇおすうおぇ ╁っかうくぇ っ ゅさぇあょぇくうく くぇ しゃっすぇ, ゃ 
すなさしっくっ くぇ くぇえ-ょけぉさけすけ きはしすけ, おなょっすけ ょぇ さっ-
ぇかういうさぇ しっぉっ しう. 

¨す  ょゃっ ゅけょうくう っ しかせあうすっか ゃ ╂っくっさぇかくぇすぇ ょう-
さっおちうは くぇ ╄╉ „╃っえしすゃうは いぇ おかうきぇすぇ”, おなょっすけ 
けすゅけゃぇさは いぇ ╂けょうてくうは ょけおかぇょ くぇ ╄╉ ょけ ¨¨′ いぇ 
っきうしううすっ くぇ ゅぇいけゃっ し こぇさくうおけゃ っそっおす. ‶さっょう ょぇ 
いぇっきっ ゃうしけおけこさっしすうあくぇすぇ う きくけゅけ けすゅけゃけさくぇ 
さぇぉけすぇ, ╁っかうくぇ こさっきうくぇゃぇ こけさっょうちぇ しすぇあけゃっ 
ゃ さぇいかうつくう っゃさけこっえしおう うくしすうすせちうう. ]すぇあせゃぇ-
かぇ っ ゃ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ しすぇすうしすうつっしおぇ しかせあぉぇ ゃ 
╊のおしっきぉせさゅ - ╄╁[¨]〈┿〈, ゃ けすょっかぇ いぇ っくっさゅうえくぇ 
しすぇすうしすうおぇ, ゃ ¨さゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ¨¨′ いぇ うくょせし-
すさうぇかくけ さぇいゃうすうっ. ╂けょうくぇ ゃさっきっ こさっおぇさゃぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお おぇすけ こさっゃけょぇつ ゃ はこけくしおぇすぇ ょけぉさけゃけかつっ-
しおぇ ぇゅっくちうは  ╃あぇえおぇ. 

╁ないこうすぇくうつおぇ っ くぇ おぇいぇくかなておけすけ ¨〉 „╋ぇすう 
╀けかゅぇさうは”, ぇ しかっょ すけゃぇ くぇ ┿こさうかけゃしおぇすぇ ゅうき-
くぇいうは ゃ ╂ぇぉさけゃけ. ╆ぇゃなさてうかぇ っ せくうゃっさしうすっすぇ ゃ 
‶かうきせょ, ゅさぇそしすゃけ ╃っゃなく, ┿くゅかうは, おなょっすけ せつう 
きっあょせくぇさけょくう けすくけてっくうは う こけかうすうおぇ.  

〈は っ っょくぇ けす きぇかおけすけ ぉなかゅぇさう う っょうくしすゃっく 
ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇゃなさてうかぇ くぇえ-しすぇ-
さけすけ ょうこかけきぇすうつっしおけ ゃうしてっ せつうかうとっ ゃ ╄ゃさけ-
こぇ - ╃うこかけきぇすうつっしおぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃなゃ ╁うっくぇ. 
‶さっしすけは しう すぇき けこさっょっかは  おぇすけ „きくけゅけ こけかっいっく, 
けぉけゅぇすはゃぇと う  うくすっさっしっく”. ′ぇ ょうこかけきうさぇくっすけ え 
かうつくけ こさうしなしすゃぇ  こなかくけきけとくうはす きうくうしすなさ くぇ 
╀なかゅぇさうは ゃなゃ ╁うっくぇ. 

╁ ╂っくっさぇかくぇすぇ ょうさっおちうは くぇ ╄╉ いぇ おかうきぇすぇ ╁っ-
かうくぇ っ けす 5-きぇすぇ ぉなかゅぇさう けす けぉとけ 200 しかせあうすっ-
かう ゃ ょうさっおちうはすぇ. 》ぇさっしゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう, いぇとけすけ え 
ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす ょぇ おけくすぇおすせゃぇ し きくけゅけ う さぇい-
かうつくう たけさぇ.

╁ しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ けぉうつぇ ょぇ  こなすせゃぇ.  ╁かぇ-
ょっっ ぇくゅかうえしおう, くっきしおう う そさっくしおう っいうちう. 

¨すゃなょ しっさうけいくうすっ くっとぇ こさういくぇゃぇ, つっ くっ っ けす 
さぇくけぉせょくうすっ, おぇおすけ う つっ ゃうくぇゅう っ ゃなかくせゃぇとけ 
いぇゃさなとぇくっすけ せ ょけきぇ. 

] ╁っかうくぇ さぇいゅけゃぇさはきっ ゃ っょくぇ けす おさぇすおうすっ え こぇ-
せいう けす ゃぇおぇくちうはすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, さぇいおなしぇくぇ きっあ-
ょせ しさっとう し くぇえ-ぉかういおうすっ う すさうょくっゃくけすけ きけさっ.  ╁ 
くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう さけょっくぇすぇ くぇ 21-ゃう きぇえ 
╁っかうくぇ けすくけゃけ  しっ  こけすぇこは ゃ こさけぉかっきうすっ くぇ ゅかけ-
ぉぇかくけすけ いぇすけこかはくっ う しっさうけいくぇすぇ さぇぉけすぇ ゃ ╄╉. 

‶け 1000 ょせてう しなぉうさぇかう ぇさ
しっくぇかしおうすっ きせいうおぇくすう くぇ 

こさっきうっさくうすっ しう おけくちっさすう ゃ 
』っさゃっくぇすぇ いぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか”. 
‶せぉかうおぇすぇ うょゃぇかぇ, こさうおぇくゃぇ
くぇ けす ゃっしすくうお „╆ぇゃけょしおぇ すさう
ぉせくぇ”, さぇょうけすけ くぇ こさっょこさうはすう
っすけ さっょけゃくけ けすゃぇさはかけ ゃさっきっ いぇ 
きけきつっすぇすぇ し たせょけあっしすゃっく さな
おけゃけょうすっか ╇ゃぇく ╃ぇしおぇかけゃ, おけえ
すけ ょけさう ゃけょっか すぇき  きせいうおぇかくけ 
こさっょぇゃぇくっ. ┿さしっくぇかしおうすっ あせさ
くぇかうしすう ╁っしっかうくぇ ╃っさゃうてっゃぇ, 
ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ う ┿くすけぇくっすぇ ╃あう
きけゃぇ ゅけ こけょおさっこはかう. ‶けきけと うょ
ゃぇかぇ う けす ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ. 
╃あうきぇ, おけえすけ しう っ しすけ こさけちっく

すぇ おうすぇさうしす う しっゅぇ, すけゅぇゃぇ しっ 
こけしゃっすうか う くぇ こうぇくけすけ. ′ぇかけ
あうかけ しっ ょぇ せつう う こうぇくけ ゃ 【おけ
かぇすぇ いぇ たせょけあっしすゃっくう さなおけゃけ
ょうすっかう ゃ ‶かけゃょうゃ, いぇ ょぇ きけあっ 
ょぇ いぇょぇゃぇ こっしくうすっ けす さっこっさすけ
ぇさぇ くぇ しぇきけせおうすっ きせいうおぇくすう. 
╃ぇしおぇかけゃ こけっきぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
っしすさぇょくぇ きせいうおぇ こけ うょっは くぇ 
╋うかおけ ╋うかぇくけゃ, おけえすけ しすぇくぇか 
ょうさっおすけさ くぇ そうさきっくうは ょけき くぇ 
おせかすせさぇすぇ. ╋うかぇくけゃ ぉうか  きくけゅけ 
„いぇこぇかっく” いぇ うょっはすぇ う けしうゅせさは
ゃぇか ゃしうつおけ くせあくけ いぇ ょっえくけしすすぇ 
くぇ ゅさせこぇすぇ. ′うおぇおゃう こさけぉかっきう 
くっ しないょぇゃぇかけ う  さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ おけきぉうくぇすぇ. ╂かぇゃくうはす しつっすけ
ゃけょうすっか ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ ぉうか すっ
たっく そっく う くっ ぉかけおうさぇか くうおけゅぇ 
さぇいたけょうすっ いぇ きせいうおぇかくけすけ  けぉけ
させょゃぇくっ. 〈ぇおぇ ぉぇくょぇすぇ しっ しょけ
ぉうかぇ し けすかうつくぇ すったくうおぇ, いぇ ょぇ 
きけあっ ょぇ ゅけくう う  おぇつっしすゃけ ゃ うい
こなかくっくうはすぇ しう. ╇きぇかう くぇえ-ょけ
ぉさけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╉せこせゃぇかう けす 
くぇえ-ょけぉさけすけ. ╇きぇかう しけぉしすゃっく 
けいゃせつうすっか. 〈なさしっかう  ちっくくう うく
しすさせきっくすう. 

╉うすぇさぇすぇ くぇ かっゅっくょぇさくうは 
╊うつけ ]すけくしぇ ょけてかぇ

ゃ „┿さしっくぇか”

╃あうきぇ しっ しさっとくぇか かうつくけ し かっ
ゅっくょぇさうは きせいうおぇくす, しゃうさうか いぇ 
╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ う ╁ぇしうか ′ぇえょっ
くけゃ, いぇ ょぇ おせこう すけいう せくうおぇかっく 
うくしすさせきっくす - ]すさぇすけおぇしすっさぇ くぇ 
こけこせかはさくうは ╊うつけ ]すけくしぇ. 』せ
ょっえおう しっ, おなょっ しぇ ょくっし ょうさうすっ 
くぇ すけいう しおなこ うくしすさせきっくす, っょうく
しすゃっくけすけ, いぇ おけっすけ  ╃ぇしおぇかけゃ 
しなあぇかはゃぇ, っ さぇいこうかはゃぇくっすけ くぇ 
ぇこぇさぇすせさぇすぇ しかっょ さぇいそけさきう
さけゃぇくっすけ くぇ しなしすぇゃぇ. [ぇいょはかぇ
すぇ ょけてかぇ しかっょ こさけきっくうすっ こさっい 
1989-すぇ. ‶け ょせきうすっ くぇ ╃あうきぇ, 
ぉうかけ こけ ゃさっきっすけ くぇ ╃うきうすなさ 
╋うくおけゃ おぇすけ てっそ くぇ ょけきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ. „╋けあってっ う ょくっし ょぇ 
しっ くぇきっさはす きけきつっすぇ, おけうすけ ょぇ 
こさけょなかあぇす すけゃぇ, おけっすけ くぇこさぇゃう
たきっ くうっ. ′ぇえ-きくけゅけ しっ はょけしゃぇき 
いぇ こけゅせぉゃぇくっすけ くぇ すったくうおぇすぇ”, 
はょけしゃぇ しっ ╃あうきぇ. „‶さっょこけつうすぇき 
くはおけう くっとぇ ょぇ くっ ゅう おけきっくすう
さぇき”, こさうおかのつゃぇ くぇぉなさいけ すけえ. 
‶さっょこけつうすぇ ょぇ こけきくう ょけぉさけすけ.
] すぇは すったくうおぇ-きっつすぇ ゅさせこぇすぇ 

くぇこさぇゃうかぇ さっこっさすけぇさ けす くぇょ 
30 こっしくう. 〈けゃぇ ぉうか きうくせきせきなす, 
ぉっい おけえすけ すけゅぇゃぇてくうすっ おせかすせさ
くう ゃかぇしすう くっ ょけこせしおぇかう くうおけゅけ 
ょぇ しゃうさう こせぉかうつくけ. ¨しけぉっくけ 
- ゃ さっしすけさぇくすうすっ くぇ „╀ぇかおぇく
すせさうしす”. ]こぇいゃぇかう しすさうおくけ うい
うしおゃぇくっすけ: 30 % させしおう こっしくう. 
′け いぇっょくけ し すけゃぇ こさけおぇさゃぇかう 
きけょっさくぇすぇ すけゅぇゃぇ さけょくぇ っしすさぇ
ょぇ. ╃ぇあっ ╃ぇくつけ ╉ぇさぇょあけゃ けす 
„]うゅくぇか” ょぇか くぇ „╉けくすさぇしす” しゃけっ 
こぇさつっ いぇ ういこなかくっくうっ. 
‶け けくけゃぇ ゃさっきっ いぇ ぇゃすけさしおう 

こさぇゃぇ くうおけえ こけつすう くっ っ う つせゃぇか. 
╁なこさけし くぇ せゃぇあっくうっ ぉうかけ ょぇ しっ 

ゅけゃけさう し ぇゃすけさぇ う ょぇ きせ しっ 
こかぇすう, こさっょう こぇさつっすけ きせ ょぇ 

しっ いぇしゃうさう ゃ くはおけは きっしすくぇ 
ゅさせこぇ, くけ きけあっかけ ょぇ きうくっ 
う ぉっい すけゃぇ.
] ょけぉさっ こけょぉさぇく さっこっさ

すけぇさ, ぇさしっくぇかしおぇすぇ ゅさせこぇ っ 
ょけこせしくぇすぇ ょぇ しゃうさう ゃ „╀ぇか
おぇくすせさうしす”. ‶さう すけゃぇ -  ゃ 
くぇえ-うきうょあけゃうすっ さっしすけさぇく

すう. ‶けきけゅくぇか かうつくけ ╋うくつけ 
〈ぇつっゃ.

„╉けくすさぇしす” こさっゃいっきぇ 
„[けいぇ” う „╉ぇいぇくかなお”

┿さしっくぇかしおうすっ きけきつっ
すぇ しゃうさはす こけ そっしすうゃぇかう う 
おけきぉうくぇすしおう しなぉうすうは ぉっい
こかぇすくけ, くけ ゃ いぇゃっょっくうはすぇ 
さぇぉけすはす くぇ こさけそっしうけくぇかくう 
くぇつぇかぇ. ]ゃうさうかう しぇ くぇゃしは
おなょっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃおか. くぇ 
„〈のかぉっすけ” う ゃ さっしすけさぇくす 
„╉ぇこうすぇか” ゃ こけ-くけゃけ ゃさっ
きっ. ¨ぉうおぇかはかう こけ きけさっすけ. 
╃けてかう う くぇゅさぇょうすっ けす しぇ
きけょっえくうすっ そっしすうゃぇかう. „╁う
くぇゅう くう おかぇしうさぇたぇ, けぉぇつっ  
しかっょ ょけきぇおうくうすっ...”, てっゅせ
ゃぇ しっ ╃あうきぇ. ‶けぉっょぇすぇ しっ 
こけかぇゅぇかぇ くぇ けさゅぇくういぇすけ
さうすっ - は ゃ ]けこけす, おなょっすけ っ 
ちっくすなさなす くぇ „╋っすぇかたうき”, 
は ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おなょっすけ 
しっ こさけゃっあょぇかう けおさなあくうすっ 
くぇょこさっゃぇさう. ╆ぇ ょぇ すさせこぇ 
けこうす, ゅさせこぇすぇ たけょうかぇ つぇお 
くぇ „╆かぇすくうはす ¨さそっえ”. ╆ぇ 

ょぇ しっ せつう けす くぇえ-ょけぉさうすっ. 
”′っ ゃしうつおけ しっ こけかせつぇゃぇてっ 

くぇえ-ょけぉさっ, くけ, しこけさっょ くぇてう
すっ ゃないきけあくけしすう, こさう こさぇゃう
かっく ういぉけさ くぇ さっこっさすけぇさ, しっ 
しかせつゃぇてっ”, くっ ぉっい ゅけさょけしす しう 
しこけきくは ╃あうきぇ. ╆ぇ せしこったぇ くぇ 
ゅさせこぇすぇ きくけゅけ ょぇか う ゅかぇしなす 
くぇ 〈ぇくは [ぇておけゃぇ. ╉ぇいぇくかな
つぇくう くぇさうつぇかう 〈ぇくは „ゃすけさぇすぇ 

╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ”... ╃ゃぇきぇすぇ し 
〈ぇくは うょゃぇす けす しぇきけすけ くぇつぇかけ 
ゃ おけきぉうくぇすしおうは しなしすぇゃ. ‶さぇ
とぇす ゅう しこっちうぇかくけ けす ╂さぇょ
しおうは おけきうすっす こけ おせかすせさぇ. 
‶けしかっ すぇくょっきなす さぇいゃうゃぇ う 
ゃけおぇかくけ-うくしすさせきっくすぇかくぇすぇ 
ゅさせこぇ ゃ ╀せいけゃゅさぇょ, けすおなょっすけ 
っ う 〈ぇくは.  
╋けきつっすぇすぇ けす „╉けくすさぇしす” 

たけょうかう ょぇ しゃうさはす ょけさう ゃ ╂っさ
きぇくうは う 』ったうは. ]すうゅくぇかう ょけ 
いぇこうし くぇ ょゃっ ぇゃすけさしおう こっしくう 
ゃ くぇちうけくぇかくけすけ しすせょうけ „╀ぇか
おぇくすけく”, おけっすけ こせしくぇかけ ちはかぇ 
ょなかゅけしゃうさっとぇ こかけつぇ し ぇさしっ
くぇかしおう ういこなかくうすっかう. ′ぇさっょ し 
そけかおかけさくうすっ さうすきう, っしすさぇょぇ
すぇ しなとけ こさうしなしすゃぇ ゃ こかけつぇすぇ 
し こっしくう くぇ  ╃あうきぇ う 〈せきぉぇすぇ 
- きせいうおぇくすなす  けす ╄くうくぇ. 
╊うつくけ きうくうしすなさなす くぇ きぇ

てうくけしすさけっくっすけ, こさっょう すけゃぇ 
- ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” -  
〈けくつけ 』ぇおなさけゃ, しっ ゅけさょっっか し 
ゅさせこぇすぇ う は かぇくしうさぇか こけ くぇ
ちうけくぇかくう そけさせきう. ╃あうきぇ しっ 
てっゅせゃぇ: 

„‶けこぇょくぇたきっ ゃ しゃうすぇすぇ
くぇ 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ”    

╃け きうくうしすっさしおぇすぇ しゃうすぇ 
╃あうきぇ しすうゅくぇか し ゅさせこぇすぇ くぇ 

„┿さしっくぇか”. ′け いぇ くっゅけ ゃしうつおけ 
こけつゃぇ けとっ ゃ 〈ったくうおせきぇ. ╆ぇ
すけゃぇ しっゅぇ しくうきおうすっ  けす ゅさせこぇ
すぇ くぇ ╋ったぇくけすけ しなとけ しぇ こけょ 
しすなおかけすけ ゃ しこさっすくぇすうは きせ きぇ
ゅぇいうく. ╃あうきぇ ょなさあう くぇ すけゃぇ. 
〈ぇき しゃうさう いぇっょくけ し ょくってくうは 
いぇき.-おきっす くぇ [ぇいゅさぇょ, ╊のぉけ 

『けくっゃ. ╁ ゅさせこぇすぇ しぇ けとっ 
‶っすぬけ [ぇょっゃ, しっゅぇ ゃ ]┿】, 
]すっそぇく 》うくけゃ, しっゅぇ ゃ ‶けさ
すせゅぇかうは, 〈ぇさけ /╀けゅ ょぇ ゅけ こさけし
すう...!”/,  ′うおけかぇえ, ╃ぇしおぇかぇ う  
╂. ′けくけゃ, ょくっし  ゃ きっくうょあきなく
すぇ くぇ ゅけかはきぇ おぇいぇくかなておぇ そう 
さきぇ. 
┿さしっくぇかしおぇすぇ ゅさせこぇ しっ しな

ぉさぇかぇ しこけくすぇくくけ. „′ぇょせ
てうかう しっ” こけ けぉとぇすぇ こけさけ
ょぇ - しすさぇしすすぇ おなき きせいうおぇすぇ, 
おけはすけ くぇゃさっきっすけ くぇさうつぇたきっ 
„っしすさぇょくぇ”. ‶け ちはか ょっく さぇぉけ
すはす うい こさっょこさうはすうっすけ, ゃっつっさ 
さっこっすうさぇす ょけ おなしくけ. ╆ぇ こぇさう 
くっ きうしかはす, さぇょゃぇ ゅう けぉうつすぇ 
くぇ ぇさしっくぇかちう - うしすうくしおう しぇ
きけょっえちう.  „┿さしっくぇか” ゅう けぉ
ゅさうあゃぇ けすゃしはおなょっ. ╉せこせゃぇす 
うき ょけさう おけしすのきう いぇ しちっくぇすぇ - 
ちゃっすくう さぇぉけすくう おけきぉうくっいけくう 
ゃ ょせたぇ くぇ ゃさっきっすけ...! 
[ぇぉけすくうつっしおうすっ おけきぉうくっいけ

くう, けぉぇつっ, くっ ゃなさてぇす さぇぉけすぇ 
くぇゃしはおなょっ. ′ぇぉさぇかう しおけさけしす 
ゃ ういはゃうすっ, きけきつっすぇすぇ けす „┿さ
しっくぇか” しぇ こけおぇくっくう ょぇ こさっょ
しすぇゃはす けぉかぇしすくけすけ ╋╁[ くぇ 
′ぇちうけくぇかっく そっしすうゃぇか. ╁おぇ
さぇかう ゃ ゅさせこぇすぇ ょゃぇきぇ-すさう

きぇ ぇさしっくぇかしおう しかせあうすっかう くぇ 
さっょぇ, こけくぇせつうかう ゅう ょぇ しゃうさはす, 
さぇいょぇかう くぇ ゃしうつおう しうくう せくう
そけさきう, しくぇぉょうかう しっ し つうくけ
ゃっ う こさけこせしおう ... ╇ – ゅけすけゃけ! 
╃あうきぇ こけかせつぇゃぇ せくうそけさきぇ くぇ 
きぇえけさ..., うしすうくしおう しかっょけゃぇすっか 
„つせおぇ” くぇ ぉぇさぇぉぇくうすっ. 〈ぇおぇ 
きけきつっすぇすぇ けすうゃぇす くぇ そっしすう
ゃぇかぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. [っいせか
すぇすなす:

┿さしっくぇかしおぇすぇ ゅさせこぇ し 
ぉさけくい けす ╋╁[

„]こっつっかうたきっ ぉさけくいけゃ きっ
ょぇか けす しぇきけょっえくうは そっしすうゃぇか 
くぇ ╋╁[, くけ こけくっあっ くはきぇてっ 
おぇお ょぇ くう こかぇすはす, くう こさっょ
かけあうたぇ, いぇ おけきこっくしぇちうは, ょぇ 
しすぇくっき くっとぇすくう しなすさせょくうちう, 
こさっい せしきうゃおぇ しう しこけきくは ╃あう
きぇ. 〈けえ けすおぇいゃぇ „おけきこっくしぇ
ちうはすぇ”. ╃あうきぇ こさういくぇゃぇ, つっ 
ゃうくぇゅう っ ぉうか ょっしっく しうきこぇすう
いぇくす ゃ こけかうすうおぇすぇ. ′け, おぇお
すけ きくけゅけ ょさせゅう, ょくっし しなとけ っ 
さぇいけつぇさけゃぇく.た
╃っしくうすっ きせ せぉっあょっくうは くっ 

こさっつぇす ょぇ こさういくぇゃぇ たせぉぇゃけすけ, 
おけっすけ っ うきぇか こさっょう 1989-すぇ. 
′ぇえ-ちっくくけすけ いぇ たせょけあっしす
ゃっくうは さなおけゃけょうすっか くぇ ╁╇╂ 
„╉けくすさぇしす” しう けしすぇゃぇ けくは とせさ 
っくすせしうぇいなき, くぇ おけえすけ しっ おさっ
こう う せしこったなす くぇ きけきつっすぇすぇ けす 
ゅさせこぇすぇ. ] すけいう うきっくくけ っく
すせしうぇいなき くぇ しぇきけょっえくけしすすぇ 
ぇさしっくぇかしおけすけ ぉうすうっ くぇ ╇ゃぇく 
╃ぇしおぇかけゃ しすぇゃぇ くっとけ こけゃっつっ 
けす っあっょくっゃうっすけ くぇ うくしすさせ
きっくすぇかつうお ゃ ╆ぇゃけょ 6 う きっすさけ
かけゅ ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ. 
╃ぇしおぇかけゃ くぇこせしおぇ こさっい 

2005-すぇ, おけゅぇすけ ういぉうさぇ ょさせゅぇ 
こけしけおぇ くぇ あうゃけすぇ しう. ╉ゃぇさ
すぇかくけすけ きせ きぇゅぇいうくつっ „]すけおう 
いぇ ぉうすぇ” しすぇゃぇ そぇおす しかっょ こけ
おせこおぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ, しすぇくぇかぇ 
ゃないきけあくぇ,  ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ しこっしすはゃぇくうは 
けす ゅせさぉっすぇ ゃ ]せょぇく. „]きはすぇき 
しっぉっ しう いぇ きけあっと つけゃっお”, っ 
おぇすっゅけさうつくぇすぇ しぇきけけちっくおぇ 
くぇ ╃あうきぇ. ′ぇゃさっきっすけ, せしっ
すうか しっぉっ しう おぇすけ こさうくせょっく ょぇ 
くぇこせしくっ, ょくっし しけぉしすゃっくうおなす 
くぇ しこさっすくぇすけすけ きぇゅぇいうくつっ くっ 
しなあぇかはゃぇ. ┿さしっくぇかしおぇすぇ こけょ
さっょっくけしす かうつう けす こさなゃ こけゅかっょ 
しさっょ おけいきっすうつくうすっ こさけょせおすう, 
ょけきぇおうくしおうすっ こさっこぇさぇすう う 
くっとぇすぇ けす こなさゃぇ くっけぉたけょう
きけしす くぇ さぇそすぇ. ╉かうっくすう うょゃぇす 
う けす ょさせゅうは おさぇえ くぇ ゅさぇょぇ. 
[ぇょけしすすぇ っ う ゃ しっきっえしすゃけすけ. 

】っさおぇすぇ しっ さぇいゃうゃぇ ゃ きっ
くうょあきなくすぇ くぇ ゅけかはきぇ すなさゅけゃ
しおぇ ゃっさうゅぇ, しうくなす しなとけ っ ょけ
ぉさっ. ]っきっえしすゃけすけ しっ さぇょゃぇ くぇ 
こさうはすっかしおうすっ しさっとう し ゅさせこぇ
さうすっ けす „╉けくすさぇしす”,  しなぉうさぇくう 
つっしすけ ゃ いぇゃっょっくうっすけ くぇ 〈ぇくは 
[ぇておけゃぇ う ╁ぇかぬけ ゃ ╆ぇこぇょくけすけ. 
╁さなとぇす しっ おなき こけかけあうすっかくう
すっ っきけちうう けす けくけゃぇ ゃさっきっ う しう 
しないょゃぇす くけゃう.
╃あうきぇ う ょくっし しっ ょさぇいくう, 

とけき つせっ くはおけえ ょぇ しゃうさう うかう 
こっっ そぇかてうゃけ. [けおぇょあうは っ, 
くけ くっ しう こぇょぇ こけ くぇえ-すゃなさょうは 
さけお. ̈ ぉうつぇ ╃あけく ╀けく ╃あけせゃう, 
╆う ╆う 〈けこ, ╄かすなく ╃あけく... ┿ 
たうかはょう きけきつっすぇ う きけきうつっすぇ 
し こけぉっかっかう ゃっつっ おけしう - ぇさ
しっくぇかちうすっ  けす けくけゃぇ ゃさっきっ,  
けぉうつぇす くっゅけ. ╇ きけきつっすぇすぇ ゃ 
おけきぉうくっいけくう けす つっさくけ-ぉはかぇ
すぇ しくうきおぇ いぇ しこけきっく くぇ ╁╇╂ 
„╉けくすさぇしす”.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

- 〈う しう すぇいう, おけはすけ ゃ ╄ゃさけ-
こっえしおぇすぇ おけきうしうは  こさはおけ っ けす-
ゅけゃけさくぇ いぇ っあっゅけょくうは ょけおかぇょ 
くぇ ゅぇいけゃっすっ し こぇさくうおけゃ っそっおす. 
╃けおかぇょ, おけえすけ ╄╉ こけょぇゃぇ ょけ 
¨¨′. ╁ すけいう しきうしなか つけゃっつっしす-
ゃけすけ こさっけょけかは かう ゅけかはきぇすぇ 
けこぇしくけしす ょぇ いぇゅうくっ けす くっさぇ-
いせきくぇすぇ しう ょっえくけしす? 
- ╆ぇ しなあぇかっくうっ, こさけぉかっきなす, くぇ-

さっつっく „こさけきっくう ゃ おかうきぇすぇ”, くっ 
しきっ ゅけ ういぉっゅくぇかう. 〈けえ っ おけかけしぇ-
かっく う たけさぇすぇ つっしすけ くっ しう ょぇゃぇす 
しきっすおぇ いぇ くっゅけゃうすっ きぇとぇぉう. 〈けいう 
こさけぉかっき しっ ょなかあう くぇ ういきっくっくう-
っすけ くぇ すっきこっさぇすせさぇすぇ くぇ ╆っきはすぇ 
こけさぇょう こさけきはくぇ ゃ くっえくうは しなしすぇゃ. 
』けゃっつっしすゃけすけ けす くぇつぇかけすけ くぇ うく-
ょせしすさうぇかくぇすぇ さっゃけかのちうは ょけしっゅぇ 
ぉなかゃぇ けゅさけきくけ おけかうつっしすゃけ ゅぇいけ-
ゃっ し こぇさくうおけゃ っそっおす, こさっょうきくけ 
ゃなゅかっさけょっく ょゃせけおうし. 〈けゃぇ しすぇ-
ゃぇ こさう  ゃしはおけ ゅけさっくっ くぇ こけかっい-
くう ういおけこぇっきう: ゃなゅかうとぇ, くっそす, 
こさうさけょっく ゅぇい. ‶けしかっょくうすっ ょぇくくう 
くぇ ╄]  しぇ いぇ 2011 ゅ. う  こけおぇいゃぇす, 
つっ しきっ „ういぉなかゃぇかう” くぇょ 4 きうかう-
けくぇ すけくぇ ゃなゅかっさけょっく ょゃせけおうし 
ゃなゃ ゃないょせたぇ. ╁なゅかっさけょくうはす ょゃせ-
けおうし くっ っ いぇきなさしうすっか けす すうこぇ くぇ 
しっさくうすっ けおうしう, くけ くぇすさせこゃぇくっすけ 
きせ ゃ ぇすきけしそっさぇすぇ ゃけょう ょけ こさけ-
きはくぇ くぇ しなしすぇゃぇ え う しっ いぇしうかゃぇ 
こぇさくうおけゃうはす っそっおす. ┿すきけしそっさぇ-
すぇ ょっえしすゃぇ おぇすけ っょくけ けょっはかけ くぇ 
こかぇくっすぇすぇ, すぇおぇ つっ ょぇ くはきぇ しせこっさ 
さっいおう ぇきこかうすせょう, おぇすけ くぇ ╁っくっさぇ 
くぇこさうきっさ: さぇいかうおう けす 100 ゅさぇ-
ょせしぇ こかのし う きうくせし, ぇ しっ いぇこぇい-
ゃぇ くはおぇおゃぇ くけさきぇかくぇ ぇきこかうすせょぇ 
ゃ すっきこっさぇすせさくうすっ さぇいかうおう. 〈けゃぇ 
ゃかうはっ う くぇ たけさぇすぇ, くぇ ちっかうは あうゃ 
けさゅぇくういなき くぇ こかぇくっすぇすぇ. ‶さけきは-
くぇすぇ くぇ すっいう ゅぇいけゃっ ゃ ぇすきけしそっさぇ-
すぇ しなけすゃっすくけ ゃけょう う ょけ こさけきはくぇ 
う こけゃうてぇゃぇくっ くぇ すっきこっさぇすせさくうすっ 
さぇいかうおう,  しすうゅぇ  しっ ょけ ゅかけぉぇかくけすけ 
いぇすけこかはくっ. 〈け, けぉぇつっ, くっ っ さぇゃ-
くけきっさくけ う こけゃしっきっしすくけ. ╆ぇすけゃぇ 
っ こけ-おけさっおすくけ ょぇ しっ ゅけゃけさう いぇ 
こさけきっくう ゃ おかうきぇすぇ. ╋うくぇかぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ しすぇくぇたきっ しゃうょっすっかう くぇ すっき-
こっさぇすせさう けす きうくせし 30 ゅさぇょせしぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ¨ぉけしすさはくっすけ くぇ すっきこっ-
さぇすせさくうすっ さぇいかうおう ゃ しっいけくうすっ っ 
しなとけ つぇしす けす ゅかけぉぇかくけすけ いぇすけこかは-
くっ. ‶け ょさせゅ くぇつうく しっ ょゃうあぇす ちう-
おかけくう う ぇくすうちうおかけくう う すけゃぇ ゃけょう 
ょけ しなけすゃっすくうすっ こさけきっくう ゃ おかうきぇ-
すぇ. ′はきぇ しこけさ ゃ くぇせつくうすっ しさっょう, 
つっ こさけちっしなす くぇ ゅかけぉぇかくけすけ いぇすけこ-
かはくっ っ いぇょっえしすゃぇく. ]こけさなす っ おなょっ 
う おけゅぇ とっ しっ こさけはゃはす すっいう こさけきっ-
くう ゃ おかうきぇすぇ. ╁っつっ っ そぇおす さぇいすぇ-
こはくっすけ くぇ かっょくうちう う かっょくうおけゃう 
てぇこおう くぇ こけかのしうすっ,  すけゃぇ ゃけょう 
ょけ こけゃうてぇゃぇくっ くうゃぇすぇ くぇ ]ゃっ-
すけゃくうは けおっぇく,  おけっすけ こなお けす しゃけは 
しすさぇくぇ いぇこかぇてゃぇ  ゅけかっきう おさぇえ-
ぉさっあくう ゅさぇょけゃっ おぇすけ 【ぇくたぇえ, 
′の ╈けさお  う ょさせゅう けす こけすぇこはくっ. 
〉ゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ すっきこっさぇすせさぇ-
すぇ くぇ ]ゃっすけゃくうは けおっぇく  こさけきっくは 
くぇ しゃけえ さっょ あうゃけすぇ ゃ くっゅけ いぇさぇょう 
こけゃうてぇゃぇくっすけ くぇ おうしっかうくくけしすすぇ 
くぇ ゃけょぇすぇ おぇすけ しかっょしすゃうっ けす いぇ-
すけこかはくっすけ. ╂かけぉぇかくけすけ いぇすけこかはくっ 
せゃっかうつぇゃぇ う こせしすうくくうすっ さぇえけくう 
ゃ しゃっすぇ, す. くぇさ. ょうゃっさしうそうおぇちうは. 
]かっょしすゃうっ けす くっゅけ しぇ う くぇきぇかっくう-
すっ ゃけょくう さっしせさしう ゃ しゃっすぇ, おけっすけ 
ゃ ぉかういおけ ぉなょっとっ とっ ぉなょっ  ゅかけぉぇ-
かっく  こさけぉかっき. 

- ¨す おぇおゃけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しすさぇ-
たせゃぇきっ ゃ しかっょゃぇとうすっ 10 ゅけょう-
くう? ╉けえ とっ っ くぇえ-けしすさうはす くう 
こさけぉかっき ゃ っおけかけゅうつくけ けすくけ-
てっくうっ?
- ╉けきこかっおしくう しぇ くっとぇすぇ. ╁ しゃっすぇ 

しなとっしすゃせゃぇ す. くぇさ. ╋っあょせくぇさけ-
ょっく こぇくっか いぇ こさけきっくう ゃ おかうきぇすぇ. 
╁ くっゅけゃうは しなしすぇゃ ゃかういぇす くぇょ 2 たう-
かはょう せつっくう けす さぇいかうつくう しこっちうぇか-
くけしすう けす ちはか しゃはす. 〈はたくぇ いぇょぇつぇ 

っ ょぇ ういゅけすゃはす ょけおかぇょ いぇ ゅかけぉぇかくけすけ いぇすけこかはくっ. ] 
うくすっさっし けつぇおゃぇきっ ょけゅけょうくぇ 5-は すぇおなゃ ょけおかぇょ – いぇ 
すけゃぇ: おなょっ しきっ しすうゅくぇかう ゃ こさけちっしうすっ こけ ういきっくっくうっ 
くぇ おかうきぇすぇ ゃしかっょしすゃうっ くぇ ゅかけぉぇかくけすけ いぇすけこかはくっ. 
〈っ すさはぉゃぇ ょぇ おぇあぇす おけう しぇ ゅけかっきうすっ けこぇしくけしすう. ╇ ゃ 
すはた ゃうくぇゅう しっ おけくしすぇすうさぇ, つっ つけゃっつっしすゃけすけ くっ こさぇ-
ゃう ょけしすぇすなつくけ いぇ けちっかはゃぇくっすけ しう ゃ すけいう しきうしなか. ╄すけ 
しぇきけ っょうく こさうきっさ: 28-すっ しすさぇくう けす ╄] こさけういゃっあ-
ょぇす けおけかけ 11% けす っきうしううすっ くぇ こぇさくうおけゃう ゅぇいけゃっ. 
┿ けぉとけすけ うき おけかうつっしすゃけ っ 4 きうかうけくぇ すけくぇ. ′ぇえ-ゅけ-
かっきうすっ こさけういゃけょうすっかう くぇ すぇおうゃぇ ゅぇいけゃっ, いぇ しなあぇ-
かっくうっ, しぇ ]┿】 う ╉うすぇえ - ょゃっ  ゃっかうおう うおけくけきうおう. 

╁ ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ おけくゃっくちうは 
くぇ ¨¨′ う ‶さけすけおけかぇ けす ╉うけすけ  
いぇ こさけきっくうすっ ゃ おかうきぇすぇ う しな-
けすゃっすくうすっ ちっかう う おけくおさっすくう 
こぇさぇきっすさう  いぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ  
っきうしううすっ くぇ ゅぇいけゃっすっ し こぇさくう-
おけゃ っそっおす しっ おぇいゃぇ, つっ ╄ゃさけこぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ くぇきぇかう すっいう ゅぇいけゃっ 
ょけ 8% しこさはきけ くうゃぇすぇ けす 1990 
ゅけょうくぇ. ′うっ  すけゃぇ しきっ ゅけ こさっ-
ういこなかくうかう こけつすう. ‶け こけしかっょ-
くう ょぇくくう, 27-すっ しすさぇくう-つかっく-
おう しぇ くぇきぇかうかう っきうしううすっ しう し 
18%  しこさはきけ くうゃぇすぇ けす 1990 
ゅけょうくぇ, きぇおぇさ つっ  すけゅぇゃぇ こけょ-
こうしぇかうすっ  ‶さけすけおけかぇ しぇ  ぉうかう  
15 しすさぇくう-つかっくおう くぇ ╄]. ‶ぇお 
おぇいゃぇき: 500 きうかうけくぇ ょせてう 
けす ╄] し ちはかぇすぇ  くぇてぇ うくょせし-
すさうは,  し くぇてっすけ くうゃけ くぇ さぇいゃう-
すうっ しきっ けすゅけゃけさくう いぇ 11% けす 
すっいう ゃさっょくう っきうしうう. ╁ しなとけすけ 
ゃさっきっ さぇいゃうゃぇとうすっ しっ しすさぇくう 
- ╇くょうは, ╀さぇいうかうは ぃあくぇ ┿そ-
さうおぇ しっ さぇいさぇしすゃぇす ゃ うおけくけきう-
つっしおう こかぇく. ╉けかおけすけ こけゃっつっ しっ 
さぇいさぇしすゃぇ すはたくぇすぇ  うくょせしすさうは, 
すけかおけゃぇ こけゃっつっ  ゃさっょくう ゅぇいけ-
ゃっ けすょっかはす. ′け, いぇ しなあぇかっくうっ, 
すはたくけすけ しすぇくけゃうとっ っ, つっ すっ しぇ 
さぇいゃうゃぇとう しっ しすさぇくう う くぇ すはた 
くっ きけあっ ょぇ うき しっ しこうさぇ  さぇい-
ゃうすうっすけ, しぇきけ いぇとけすけ うきぇす 
すぇおなゃ こさけぉかっき し ゃさっょくうすっ ゅぇ-
いけゃっ. ╆ぇ とぇしすうっ, こさっい 2011 
ゅけょうくぇ ゃ ゅさぇょ ╃なさぉぇく, ぃあくぇ 
┿そさうおぇ, こけ ゃさっきっ くぇ きっあょせ-
くぇさけょくうすっ こさっゅけゃけさう いぇ  こさけ-
きっくうすっ ゃ おかうきぇすぇ しっ こさうっ  す. 
くぇさ. ‶かぇすそけさきぇ けす ╃なさぉぇく, 
しこけさっょ おけはすけ ょけ 2015 ゅけょうくぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさうっきっ くけゃ ょけゅけ-
ゃけさ おなき ╉けくゃっくちうはすぇ くぇ ¨¨′ 
いぇ こさけきっくうすっ ゃ おかうきぇすぇ, こけ-
ょけぉっく くぇ ‶さけすけおけかぇ けす ╉うけすけ, 
おけえすけ ょぇ けぉたゃぇとぇ しすさぇくうすっ けす 
ちっかうは しゃはす. ╀っい さぇいょっかっくうっすけ 
きっあょせ しすさぇくうすっ くぇ さぇいゃうすう う 
さぇいゃうゃぇとう しっ. ‶かぇくけゃっすっ しぇ 
すけえ ょぇ しっ こさうっきっ こさっい 2015 
ゅけょうくぇ う ょぇ ゃかっいっ ゃ しうかぇ こさっい 
2020 ゅけょうくぇ, し 5-ゅけょうてっく しさけお 
いぇ さぇすうそうおぇちうは. 〈けゃぇ けいくぇつぇ-
ゃぇ, つっ けす 2020 ゅけょうくぇ ちっかうはす 
しゃはす しかっょゃぇ ょぇ ゃいっきぇ きっさおう こけ 
けこぇいゃぇくっ くぇ おかうきぇすぇ.

- ‶け すけいう こけゃけょ - おぇお ゃうっ 
ゃ ╂っくっさぇかくぇすぇ ょうさっおちうは 
こけ こさけきっくうすっ ゃ おかうきぇすぇ 
さっぇゅうさぇすっ くぇ ゃしうつおけ すけゃぇ? 
╉ぇおなゃ っ ゃぇてうはす おけくおさっすっく 
こさうくけし う こさうきっさ ゃ すけゃぇ けす-
くけてっくうっ? 
- 】っ すう おぇあぇ くっとけ こさけしすうつ-

おけ. ╁しっおう つけゃっお くぇ こさぇおすうおぇ 
きけあっ ょぇ けゅさぇくうつう こさけういゃけょ-
しすゃけすけ くぇ ゃさっょくう っきうしうう ゃ 
ぇすきけしそっさぇすぇ. ‶さうきっさくけ, おぇすけ 
くっ さぇぉけすう すっかっゃういけさなす, ょぇ しっ 
ういおかのつゃぇ けす おけくすぇおすぇ, いぇとけすけ 
けくけゃぇ つっさゃっくけ おけこつっ, おけっすけ 
しゃっすう, くぇ こさぇおすうおぇ おけくしせきう-
さぇ すけお. 〉あ っ きぇかおけ, くけ いぇ ちはかぇ 
っょくぇ ゅけょうくぇ すけゃぇ っ きくけゅけ. ╃ぇ 
ゅぇしうき けしゃっすかっくうっすけ ゃ しすぇうすっ, 
ゃ おけうすけ くっ しきっ. ¨しけぉっくけ ゃ くぇ-
てぇすぇ しすさぇくぇ しきっ きくけゅけ きけすう-
ゃうさぇくう ょぇ こっしすうき すけお. ╃ぇ くっ 
しっ こけかいゃぇ ぇしぇくしぬけさ, ぇ ょぇ しっ 
たけょう こけ しすなかぉうすっ, ういけかぇちうう-
すっ くぇ ょけきけゃっすっ しなとけ しぇ きくけゅけ 
ゃぇあくけ くっとけ. ¨しけぉっくけ ういけかぇ-
ちううすっ くぇ すぇゃぇく, ぇ たけさぇすぇ つっしすけ 
ゅけ こさけこせしおぇす. ¨ぉうおくけゃっくけ しっ 
ういけかうさぇす しすっくうすっ, ぇ しっ こさけこせ-
しおぇ  すぇゃぇくぇ, ぇ すけゃぇ っ けしけぉっくけ 
ゃぇあくけ. ‶っしすう しっ きくけゅけ っくっさ-
ゅうは こけ すけいう くぇつうく. [ぇいぉうさぇ しっ, 
ゃしうつおけ すけゃぇ っ しゃなさいぇくけ う し ゅけ-
かっきう こなさゃけくぇつぇかくう うくゃっしすう-
ちうう, くけ ゃ うきっすけ くぇ こけ-ょけぉさけすけ 
くう ぉなょっとっ しう しすさせゃぇ. ]ぇくうさぇ-
くっすけ くぇ あうかうとぇすぇ しなとけ けしすぇ-
ゃぇ きくけゅけ ゃぇあくけ. ┿ おぇお こっしすうき 

くうっ: ゃ くぇてぇすぇ  ょうさっおちうは う 
ゃ ちはかぇすぇ ╄╉ うきぇ す. くぇさ. しうし-
すっきぇ いぇ っおけけょうす. 『っかすぇ っ ょぇ 
しっ くぇきぇかはす ゃしうつおう さぇいたけょう 
おぇすけ おけくしせきぇちうは, ゃおか. う たぇさ-
すうは. ╁けょぇすぇ しなとけ.  ┿ゃすけきけ-
ぉうかうすっ - すっ しなとけ しぇ ゃぇあくう. 
〈っ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ こけ-うおけくけ-
きうつくう. ╁ きくけゅけ ょなさあぇゃう うきぇ 
う しせぉしうょうう いぇ おせこせゃぇくっすけ くぇ 
ぇゃすけきけぉうかう し こけ-くうしおう っきう-
しうう. ╁っつっ うきぇ う しこっちうぇかくう 
さぇいこけさっょぉう, おぇしぇっとう くけゃうすっ 
ぇゃすけきけぉうかう, ゃ おけうすけ っ こけしけ-
つっくけ おけかおけ ゅさぇきぇ ゃなゅかっさけ-
ょっく  ょゃせけおうし  くぇ おうかけきっすなさ 
しかっょゃぇ ょぇ しっ けすょっかはす. 〈けゃぇ 
っ っゃさけこっえしおぇ ょうさっおすうゃぇ いぇ 
くぇきぇかはゃぇくっ くぇ っきうしううすっ けす 
くけゃうすっ ぇゃすけきけぉうかう. ╀ってっ 
120 ゅさぇきぇ くぇ おうかけゅさぇきぇ いぇ 
きぇさおぇすぇ, ゃっつっ しっ さぇぉけすう くぇ 
90 ゅさぇきぇ いぇ おうかけきっすなさ. ┿おけ 
すけゃぇ くっ ぉっ くぇかけあっくけ おぇすけ 
さっゅせかぇすうゃくぇ きはさおぇ くぇ ぇゃすけ-
きけぉうかくぇすぇ うくょせしすさうは, くはきぇ-
てっ ょぇ しっ こけはゃはす う くけゃうすっ うい-
けぉさっすっくうは. ╆ぇとけすけ しかっょ すっいう 
けゅさぇくうつっくうは ういゃっょくなあ すぇいう 
うくょせしすさうは いぇこけつくぇ ょぇ ゃぇょう 
しすさぇたけすくう ういけぉさっすっくうは. ┿おけ 
しっ けつぇおゃぇてっ しぇきけ すけゃぇ ょぇ 
しっ しかせつう くぇ ぉぇいぇ すなさしっくっ, 
くはきぇてっ ょぇ しすぇくっ. ╁っつっ うきぇ 
くっゃっさけはすくけ うおけくけきうつくう ゃ 
すけゃぇ けすくけてっくうっ おけかう. ╁っつっ 
いぇこけつくぇ ょぇ くぇゃかういぇ いぇ しさっょ-
くうは おかぇし ぇゃすけきけぉうかう すさう-
かうすさけゃ ょゃうゅぇすっか, くっとけ くっ-
ゃないきけあくけ ょけこさっょう くはおけかおけ 
ゅけょうくう. ′けゃうすっ おけかう, おけうすけ 
しっゅぇ しっ こさけういゃっあょぇす, しぇ けす 
すけいう おぇかうぉなさ - 3 かうすさぇ くぇ 
100 おうかけきっすさぇ.

- ╁ すけいう しきうしなか: ぇこけおぇ-
かうこしうしなす けすかけあうき かう っ 
うかう っ くっけすきっくうき?  
- [ぇいぉうさぇ しっ, つっ っ くっけすかけ-

あうき. ╁すけさぇすぇ つぇしす くぇ こけかう-
すうおぇすぇ, しゃなさいぇくぇ し こさけきっくう-
すっ ゃ おかうきぇすぇ, っ ぇょぇこすぇちうはすぇ. 
]かっょゃぇ, けぉぇつっ, ょぇ しきっ くぇはし-
くけ, つっ くはおけう けす こさけきっくうすっ ゃ 
おかうきぇすぇ くはきぇ おぇお ょぇ しっ うい-
ぉっゅくぇす う すっ ゃっつっ しっ しかせつゃぇす. 
╉ぇお くうっ とっ しっ ぇょぇこすうさぇきっ 
おなき すはた っ ゃぇあくうはす ゃなこさけし. 
〈けゃぇ ゃぇあう いぇ ゃしうつおう しっお-
すけさう くぇ つけゃっておぇすぇ ょっえくけしす 
- いっきっょっかうっ, ゃけょくう さっしせさ-
しう, あうゃけすうくしおう しゃはす. ¨す 
すぇいう ゅけょうくぇ ゃ っゃさけこっえしおう 
こかぇく ぉっ こさうっすぇ ╄ゃさけこっえ-
しおぇ しすさぇすっゅうは こけ ぇょぇこすぇちうは. 
╄ょくぇ けす けしくけゃくうすっ すけつおう ゃ  
くっは っ さぇいゃうすうっすけ くぇ きっしす-
くう こさけゅさぇきう いぇ ぇょぇこすぇちうは, 
しゃなさいぇくう し くっけすかけあうきうすっ 
こさけきっくう ゃ おかうきぇすぇ. ╆ぇとけすけ 
すぇいう ぇょぇこすぇちうは しっ けしなとっしす-
ゃはゃぇ くぇ きっしすくけ くうゃけ. 〈けゃぇ 
っ う くぇえ-ゃぇあくぇすぇ ぇょぇこすぇちうは. 
╆ぇとけすけ ゃしっおう さぇえけく っ しこっ-
ちうそうつっく. ╇ ゃ すぇいう こけしけおぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすはす っゃさけこっえ-
しおうすっ しすさぇくう. ┿ とけ しっ けすくぇしは 
ょけ くっけすきっくうきけしすすぇ  くぇ こさけ-
ちっしぇ, くぇさっつっく けす くはおけう ぇこけ-
おぇかうこしうし, すけ しっ くぇょはゃぇき ょぇ 
ういぉっゅくっき くぇえ-かけてうすっ くっとぇ 
けす くっゅけ. ′け つぇしす けす こさけちっ-
しうすっ ゃっつっ しぇ しすぇさすうさぇくう  う 
くはきぇ おぇお ょぇ しっ ゃなさくっき くぇ-
いぇょ. ┿ そうかけしけそうは  けす さけょぇ 
くぇ „すけゃぇ とっ しすぇくっ しかっょ 100 
ゅけょうくう, くはきぇ おぇおゃけ ょぇ しっ 
いぇきうしかはき” っ せぉうえしすゃっくぇ いぇ 
つけゃっつっしすゃけすけ. ¨こぇいゃぇくっすけ 
くぇ しゃっすぇ っ くぇてぇ けぉとぇ おぇせいぇ. 
′っ きけあっ そうかけしけそうはすぇ „しかっょ 
くぇし う こけすけこ” ょぇ っ そうかけしけそうは 
くぇ ょくってくけすけ ゃさっきっ. 〈けゃぇ 
せぉうゃぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

《》╅′╇╅〉╊【《 〉╅ 』╇╊【╅ ╊ 〉╅ぃ╅ [╅】′╅ 
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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:

¨うあせ ╉あつさあしそう-╉きけすあ

╊さつたかちてせそ 
〈あはあいせけ ちかすそせてけ う 《いはけせあてあ

』ちかはけ:
╇かしけせあ 》かせおそしそうつさあ -

《たあくうあせかてそ せあ つうかてあ か せあのあ さあとくあ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

ゑëñ½ñÖí ó êÜëí

╆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, e-mail: 
mvrashkova@abv.bg
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》『¨っ【╊]¨【╊ 〉╅ 『】』¨っ ╇ ╆ぇ]╈╅『¨っ 

╉╊〉 〉╅ 〈╅ぃ¨〉《』【『《¨【╊]っ -
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╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて: 

〉そうあ なちかくあ つひくおあおそにあ う ′あうそお 5

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》『《╈『╅〈╅

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

そて 《ちえあせけくあぬけそせせけみ さそすけてかて

『《〈¨ ぃ〉╅‶╉╊『

╀なかゅぇさうくなす すっゅかう こけ 60 たうか. かゃ. 
ぉなさいう おさっょうすう くぇ ゃしっおう つぇし, こけ-

おぇいゃぇす こけしかっょくうすっ ょぇくくう くぇ ╀′╀. ]ぇきけ 
いぇ すさうすっ きっしっちぇ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ, けす ぇこ-
さうか ょけ のくう, ょけきぇおうくしすゃぇすぇ しぇ こけかせつう-
かう けす しこっちうぇかういうさぇくうすっ ょさせあっしすゃぇ いぇ 
おさっょうすうさぇくっ 33 きかく. かゃ., おけっすけ こさぇゃう 
こけ 500 たうか. かゃ. くぇ ょっく. 〈ぇおぇ けぉとうはす うき 
ぉけさつ しぇきけ こけょ そけさきぇすぇ くぇ ぉなさいう いぇっきう 
っ しすうゅくぇか 1,393 きかさょ. かゃ., けす おけうすけ こけ-
すさっぉうすっかしおうすっ しぇ 939,7 きかく. かゃ., ぇ あう-
かうとくうすっ - 360,5 きかく. かゃ. ╁ しさぇゃくっくうっ 
し きうくぇかうは のくう こけすさっぉうすっかしおうすっ  おさっ-

]ゃっすおぇゃうつくぇ しかぇゃぇ. ′ぇ 16 ゅ. [けきう 【くぇえょっさ 
ういこさっゃぇさゃぇ ょっしっすおう いゃっいょう う しっ こさっゃさなとぇ 

ゃなゃ ゃしっけぉとぇ かのぉうきおぇ くぇ ╄ゃさけこぇ. ̈ とっ こさっょう ょぇ しっ 
さぇいゃうっ ゅけかっきうはす え すぇかぇくす, うきっすけ え っ かっゅっくょぇ. ′ぇ-
さっつっくぇ っ くぇえ-たせぉぇゃけすけ くっとけ, ういくぇしはくけ くはおけゅぇ けす 
┿ゃしすさうは, しかっょ ゃぇかしぇ. [けきう, けぉぇつっ, くぇさうつぇ こなかくう 
ゅかせこけしすう ちはかぇすぇ こさっおぇかっくぇ しせっすぇ けおけかけ うきっすけ え.

《うかきなす “╉けゅぇすけ ぉっかうすっ かのかはちう ちなそすはす” うきぇ いぇ-
てっきっすはゃぇと せしこった. 【くぇえょっさ しすぇゃぇ ういおかのつうすっかくけ 
ういゃっしすくぇ し ゅかぇゃくぇすぇ さけかは ゃなゃ そうかきうすっ いぇ けぉうつぇ-
くぇすぇ ぇゃしすさうえしおぇ うきこっさぇすさうちぇ ╄かういぇぉっす - ]うしú. 
╉なき [けきう いぇこけつくぇかう ょぇ ゃぇかはす こさっょかけあっくうは けす 
ゃしうつおう しすさぇくう. ′け うしすうくしおぇすぇ きっあょせくぇさけょくぇ しかぇ-
ゃぇ は いぇしすうゅぇ, しかっょ おぇすけ しっ きっしすう ゃなゃ 《さぇくちうは.
¨ゃぇちうう ゃ ‶ぇさうあ. „¨こうすぇた しっ ょぇ ういぉはゅぇき くっ 

しぇきけ けす こさけそっしうけくぇかくうすっ けおけゃう, くけ う けす こけいくぇすう-
すっ くっとぇ… すけゃぇ こさけしすけ ぉってっ てぇくし いぇ くけゃ あうゃけす...„, 
おぇいゃぇ [けきう. 〈ぇかぇくすなす え っ すけかおけゃぇ ゃこっつぇすかはゃぇと, つっ 
は おぇくはす ょぇ うゅさぇっ ゃ 〈っぇすなさ ょぬけ ‶ぇさう, おけゅぇすけ っ っょゃぇ 
くぇ 20 う ぉっい ょぇ いくぇっ っいうおぇ. [けきう しっ しこさぇゃは ぉかっしすは-
とけ う し すけゃぇ ういこうすぇくうっ. ]かぇゃぇすぇ え こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
さぇしすっ いぇっょくけ しなし しなすさせょくうつっしすゃけすけ え し さっあうしぬけさう 
おぇすけ ╊せおうくけ ╁うしおけくすう, ╉かけょ ]けすっ, ╉かけょ 【ぇぉさけか う 
¨さしなく 〉っかし.
┿かっく ╃っかけく - きはさおぇすぇ え いぇ あうゃけす. 〈は ゅけ しさっ-

とぇ こけ ゃさっきっ くぇ しくうきおうすっ くぇ „╉さうしすうく“ こさっい 1958 
ゅ. 〈っ しぇ けす ょゃぇ さぇいかうつくう しゃはすぇ: [けきう っ きけきうつっ 
けす けしうゅせさっくけ しっきっえしすゃけ, ぇ すけえ – „しうく くぇ せかうちぇすぇ”, 
こさっいうさぇと たけさぇ おぇすけ くっは. ′ぇ しくうきぇつくぇすぇ こかけとぇょ-
おぇ こけしすけはくくけ しっ おぇさぇす, すは し くっあっかぇくうっ うゅさぇっ ゃ 
しちっくうすっ, ゃ おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ちっかせゃぇす. ′け しおけさけ 
けきさぇいぇすぇ けすしすなこゃぇ こさっょ はさおけ つせゃしすゃけ - かのぉけゃすぇ. 
〈け こかぇきゃぇ ういゃっょくなあ う っ ゃいぇうきくけ. [けきう ょうてぇ つさっい 
┿かっく う あうゃっっ いぇ くっゅけ. „╃っくはす, ゃ おけえすけ しこさぇ ょぇ すう 
ゃはさゃぇき, とっ ぉなょっ こけしかっょくうはす ゃ あうゃけすぇ きう“, - [けきう 
【くぇえょっさ とっ こけゃすぇさは すぇいう さっこかうおぇ けす そうかきぇ こさっい 
ちっかうは しう あうゃけす. 《さぇくしけぇい ]ぇゅぇく しう しこけきくは: “┿かっく 
ぉってっ きなあなす くぇ あうゃけすぇ え う [けきう ぉう ょぇかぇ ゃしうつおけ くぇ 
しゃっすぇ, いぇ ょぇ しすぇくっ くっゅけゃぇ あっくぇ”. 
′け すけえ うきぇ くっゅぇすうゃくけ けすくけてっくうっ おなき ぉさぇおぇ. ]ゅけ-

ょっくう しぇ 4 ゅけょうくう, くけ しなこさせゅぇ くぇ ╃っかけく すは くっ しすぇ-
ゃぇ. ╂けょうくぇ しかっょ おぇすけ ┿かっく は くぇこせしおぇ, [けきう し ゅけさ-
つうゃうくぇ くぇせつぇゃぇ けす ゃっしすくうちうすっ, つっ すけえ しっ っ けあっくうか 
う うきぇ しうく. 〈けゃぇ しすぇゃぇ ゃ きけきっくす, おけゅぇすけ [けきう こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ あうゃっっ しぇきけ いぇ くっゅけ. ]かっょ さぇいょはかぇすぇ 
うき すは こさぇゃう けこうす いぇ しぇきけせぉうえしすゃけ. ╆ぇ くっは すぇいう 
いぇゅせぉぇ っ すけかおけゃぇ ゅけかはきぇ, つっ え しっ くぇかぇゅぇ けすくけゃけ ょぇ 
しっ せつう ょぇ あうゃっっ. ′け ゃっつっ ぉっい ┿かっく.
┿かっく こさぇゃう けす くっは ╅っくぇ. ╁うしおけくすう - ┿おすさう-

しぇ. ‶さっょう ょぇ いぇこけつくっ ょぇ しっ しくうきぇ ゃ くっゅけゃう そうか-
きう, 【くぇえょっさ うゅさぇっ し ╃っかけく しかっょ さぇいょはかぇすぇ うき ゃ 
こけしすぇくけゃおぇすぇ くぇ ╁うしおけくすう “╉けかおけ あぇかおけ, つっ しう 
さぇいゃさぇすくうちぇ!” ‶さっきうっさぇすぇ あなくっ けゅさけきっく せしこった. 
“╃くっし すう しう おさぇかうちぇすぇ くぇ ‶ぇさうあ, きけはすぇ おさぇかうちぇ!” 
- ゃないおかうおゃぇ ╃っかけく. 
〈は しっ さぇょゃぇ う くぇ おさぇすなお „そかうさす“ し 》けかうゃせょ, こけ 

ゃさっきっ くぇ おけえすけ うゅさぇっ し ╃あぇお ╊っきなく, ‶うすなさ ¨`〈せか, 
‶うすなさ ]っかなさし う 〉ょう ┿かなく.
╋っえっく こさっゃさなとぇ あうゃけすぇ え ゃ ぇょ. ╉けゅぇすけ うい-

ゃっしすくうはす くっきしおう ぇおすぬけさ う さっあうしぬけさ 》ぇさう ╋っえっく 
う [けきう 【くぇえょっさ しっ しさっとぇす, すけえ っ くぇ 41, すは - くぇ 
27. 〈は こけつせゃしすゃぇかぇ, つっ きけあっ ょぇ ういあうゃっっ し くっゅけ 
ちっかうは しう あうゃけす... ′け う くぇ すけゃぇ くっ ぉうかけ こうしぇくけ 
ょぇ しっ しぉなょくっ... ‶さっい 1966-すぇ しっ さぇあょぇ しうくなす うき 
╃ぇゃうょ. [けきう きせ しっ けすょぇゃぇ ういちはかけ. ╆ぇ さぇいかうおぇ けす 
┿かっく, 》ぇさう ょぇゃぇ くぇ [けきう しうゅせさくけしす. ′け くっ いぇょなかゅけ.                                                                                                                             
]かっょ そうかきぇ “╀ぇしっえくなす”, ゃ おけえすけ しなょぉぇすぇ けすくけゃけ 
は しさっとぇ し ╃っかけく, こかないゃぇす しこかっすくう. „¨ぉうつぇきっ しっ 
すけつくけ こけ しちっくぇさうは“, - しきっはす しっ [けきう う ┿かっく, けすゅけ-
ゃぇさはえおう くぇ さっこけさすっさしおう ゃなこさけしう. ¨す さっゃくけしす けし-

おなさぉっくうはす しなこさせゅ こさっゃさなとぇ しけぉしすゃっくうは しう あうゃけす 
う すけいう くぇ [けきう ゃ ぇょ. ]かっょ 9-ゅけょうてっく しっきっっく あうゃけす 
ぉさぇおなす うき っ さぇいすさけゅくぇす. [けきう けすくけゃけ っ しゃけぉけょくぇ, 
しぇきぇ う くっとぇしすくぇ. ′け くぇきうさぇ しうかう ょぇ あうゃっっ. ╆ぇさぇょう 
しうくぇ しう... 【っしす ゅけょうくう こけ-おなしくけ 》ぇさう しっ けぉっしゃぇ ゃ 
ょけきぇ しう ゃ 》ぇきぉせさゅ.      
„]こぇしっくうっ” けす せゅくっすはゃぇとぇすぇ しぇきけすぇ. ]かっょ 

しさっとぇすぇ しう し ╁うしおけくすう [けきう こけつすう ゃうくぇゅう うゅさぇっ しな-
ゃさっきっくくぇ っゃさけこっえしおぇ くっいぇゃうしうきぇ あっくぇ, しすさっきはとぇ 
しっ ょぇ ういかっいっ けす いぇょなくっくぇ せかうちぇ. ]かっょ おぇすけ ╋うてっか 
‶うおけかう しっ しくうきぇ し くっは ゃ すさう こけさっょくう そうかきぇ, おぇい-
ゃぇ: “〈ぇいう ぇおすさうしぇ くぇこさぇゃけ しう けょうさぇ おけあぇすぇ しぇきぇ...” 
〈けゃぇ すは こさぇゃう う ゃ あうゃけすぇ, おけえすけ いぇ くっは しっ こさっ-
ゃさなとぇ ゃ おけてきぇさ. ′っけつぇおゃぇくけ は ゃさなたかうすぇ しすさぇて-
くぇ ぉけかっしす, し こさうしすなこう くぇ ぉけかおぇ. 〈は いぇこけつゃぇ ょぇ こうっ 
う ゃしっ こけ-つっしすけ こさうぉはゅゃぇ ょけ せしこけおけうすっかくう. 〈けゃぇ は 
しこぇしはゃぇ, くけ いぇ おさぇすおけ. ╊せすぇくっすけ ゃ すけいう いぇすゃけさっく 
おさなゅ - しうくなす え, おうくけすけ, こさっいっくすぇちううすっ, そっしすうゃぇかう-
すっ, あせさくぇかうしすうすっ - くっ こさっしすぇゃぇ. 
╃ぇくうっか ╀うぇしうくう. ‶さっょぇくうはす え しっおさっすぇさ っ ょけ 

くっは ゃ くぇえ-すっあおうすっ え きうくせすう. ╉ぇすけ ╃っかけく, すけえ うきぇか 
くっいぇゃうしうき たぇさぇおすっさ, つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ う しゃけえ くぇ-
つうく ょぇ けぉうつぇ. ╁ ょくっゃくうおぇ しう [けきう こうてっ: “╃ぇくうっか 
╀うぇしうくう っ っょうくしすゃっくうはす つけゃっお しかっょ ┿かっく, おけえすけ し 
さぇょけしす きっ こさぇゃう あっくぇ”. ╃ゃぇきぇすぇ しっ あっくはす. 〈は っ くぇ 
37, すけえ - くぇ 28. ╇ ゃなこさっおう, つっ すけゃぇ くっ っ うしすうくしおぇ 
かのぉけゃ, ゃ くっは しっ こさけぉせあょぇ つせゃしすゃっくけしすすぇ, すは ういこうす-
ゃぇ こさうゃなさいぇくけしす. ╀さぇおなす うき すさぇっ 6 ゅけょうくう. ╃ぇくうっか 
いぇこけつゃぇ ょぇ しっ けすくぇしは おなき くっは おぇすけ おなき ういすけつくうお くぇ 
ぉかぇゅけこけかせつうっ. 〈は けぉぇつっ きくけゅけ うしおぇ ょぇ ぉなょっ とぇしす-
かうゃぇ し くっゅけ. ′け...しかせつゃぇ しっ くっとけ せあぇしくけ. 

„┿い しなき っょくぇ くっとぇしすくぇ あっくぇ”. ]うくなす え ╃ぇゃうょ 
いぇゅうゃぇ くっかっこけ  こさっい 1981-ゃぇ. ╃けきなす うき っ けぉゅさぇょっく 
けす ゃうしけおぇ しすっくぇ し あっかっいくう おけかけゃっ. ╁っょくなあ ゃさぇすぇすぇ 
ぉうかぇ いぇおかのつっくぇ, きけきつっすけ さってぇゃぇ ょぇ しっ こさったゃなさかう 
こさっい けゅさぇょぇすぇ う しっ くぇくういゃぇ くぇ おけかけゃっすっ… ‶けゅさっ-
ぉっくうっすけ くぇ ╃ぇゃうょ けさゅぇくういうさぇ ┿かっく ╃っかけく. [けきう 
【くぇえょっさ くっ きけあっ ょぇ さぇいぉっさっ し おぇおゃけ っ さぇいゅくっゃう-

[けいきぇさう ╋ぇゅょぇかっくぇ ┿かぉぇた-[っすう - [けきう 
【くぇえょっさ, っ さけょっくぇ こさっい 1938 ゅ. ゃなゃ ╁うっ-

くぇ ゃ しっきっえしすゃけ くぇ こけすけきしすゃっくう ぇさすうしすう. 〈は っ 
っょくぇ けす くぇえ-けぉけあぇゃぇくうすっ ぇおすさうしう くぇ くぇてっ-
すけ ゃさっきっ, し はさおぇ しかっょぇ ゃ おうくけすけ, し すっぇすさぇかくう 
さけかう う きくけゅけ ういはゃう ゃ すっかっゃういうはすぇ. ]くうきぇかぇ 
しっ っ ゃ 60 そうかきぇ, しさっょ おけうすけ: „╉けゅぇすけ ぉっかうすっ 
かのかはちう ちなそすはす“, „]うしう” – すさう そうかきぇ, „《け-
えっさゃっさお“, „╉ぇすは“, „╀ぇしっえくなす“, „╉けえ ?“, „′っ-
とぇすぇ けす あうゃけすぇ“, „╋ぇょけ“ う ょさ. ′けしうすっかおぇ っ 
くぇ くぇゅさぇょぇすぇ „]っいぇさ“ いぇ くぇえ-ょけぉさぇ ぇおすさうしぇ 
いぇ 1976 ゅ. う 1979 ゅ. ╊うつくうはす あうゃけす くぇ かっゅっく-
ょぇさくぇすぇ いゃっいょぇ っ こけさっょうちぇ けす しきぇいゃぇとう いぇ-
ゅせぉう: さぇいょっかは し かのぉけゃすぇ くぇ あうゃけすぇ しう ┿かっく 
╃っかけく, こけゅさっぉゃぇ きなあぇ しう う 14-ゅけょうてくうは しう 
しうく. ‶さぇゃう けこうす ょぇ こさっけょけかっっ くっつけゃっておぇすぇ 
ぉけかおぇ, くけ しなさちっすけ え くっ ういょなさあぇ…
  〉きうさぇ こさっい 1982 ゅ.
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ょうすう くぇさぇしすゃぇす し 12 くぇ しすけ, ぇ あうかうとくうすっ こぇょぇす し くぇょ 36%. 
╃ぇくくうすっ くぇ ╀′╀ しけつぇす けとっ, つっ すけゃぇ っ しゃけっけぉさぇいっく さっくっしぇくし いぇ ぉなさいうすっ おさっょうすう, おけうすけ しっ 

すっゅかはす けす しっきっえしすゃぇすぇ. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ っょくぇ ゅけょうくぇ すっ くぇきぇかはゃぇたぇ, おぇすけ すけゃぇ こさけょなかあう 
ょけ おさぇは くぇ 2012 ゅ. ¨す くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ しこってくうすっ おさっょうすう けすくけゃけ いぇこけつくぇたぇ ょぇ くぇ-
さぇしすゃぇす, おぇすけ いぇ こなさゃうすっ すさう きっしっちぇ くぇ 2013 ゅ. すっ しぇ しっ せゃっかうつうかう し  16,6 きかく. かゃ. ╀なさいうすっ 
いぇっきう いぇ ょけきぇおうくしすゃぇすぇ しぇ 71% けす ゃしうつおう けすこせしくぇすう おさっょうすう けす くっぉぇくおけゃう ょさせあっしすゃぇ, 
おぇすけ いぇ けすぉっかはいゃぇくっ っ, つっ ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ すったくうはす ょはか っ ぉうか 78 くぇ しすけ.
╆ぇ さぇいかうおぇ けす ょけきぇおうくしすゃぇすぇ, そうさきうすっ しぇ しゃうかう すなさしっくっすけ うかう こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ いぇっきう けす 

くっぉぇくおけゃう ょさせあっしすゃぇ こさっい ゃすけさけすけ すさうきっしっつうっ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ. ′ぇきぇかっくうっすけ, ゃ しさぇゃくっくうっ 
し こなさゃうすっ すさう きっしっちぇ くぇ 2013 ゅ., っ し 11,8 きかく. かゃ., おぇすけ ょけしすうゅぇ しせきぇすぇ ょけ 517,6 きかく. かゃ.

7-きう しっこすっきゃさう 2013 ゅ.
はい. ╉けこさうくおぇ 

09:00  つ. -  
‶けおかけくっくうっ 
くぇ ‶ぇきっすくう-
おぇ くぇ ]ゃけぉけ-
ょぇすぇ くぇ ゃさなた 
„【うこおぇ” 
1000  つ.  - 

¨すおさうゃぇくっ 
くぇ こぇきっすくうお くぇ ゅっく. ╋. ]おけぉっかっゃ ゃ ゅさ. 
╉ぇいぇくかなお / こかけとぇょ „ ╁うょうく ╃ぇしおぇかけゃ/                                   

09:00 - 17:00 つ.  -  ╋せいうおぇかくけ さぇい-
ゃかっおぇすっかくぇ  こさけゅさぇきぇ し せつぇしすうっすけ くぇ 

╃け 

- ╋ぇてうくけしすさけうすっかうすっ けす ゃしうつおう こさけそっしうう, こけしすぇゃうかう 
くぇつぇかけすけ こさっい 1960 ゅ. くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ きっすぇかけさっ
あっとう きぇてうくう ‶╉ 12, ‶╉ 20, ‶╉ 32, 《》 320, 《〉 250 くぇ 
しゃっすけゃくけ くうゃけ う けしくけゃぇすっかう くぇ いぇゃけょぇ いぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう, けすおさうす くぇ 21.12.1965 ゅ.
- ╋ぇてうくけしすさけうすっかうすっ, こさけょなかあうかう こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 

すっいう う くけゃう ういょっかうは ょけ ょくっし.

╉ぇくうき ╁う ょぇ ゃいっ
きっすっ せつぇしすうっ ゃ すさぇ
ょうちうけくくぇすぇ しさっとぇ 
くぇ きぇてうくけしすさけうすっ
かうすっ けす さぇいかうつくう 
こけおけかっくうは けす „┿さ
しっくぇか” ┿╃, おけはすけ 
とっ しっ こさけゃっょっ くぇ 
06.09.2013 ゅ. ( こっ
すなお) けす 12 つ. ゃ さっし
すけさぇくす „ ╉ぇこうすぇか” 
– ゅさ. ╉ぇいぇくかなお.                                            
]ゃけっすけ こさうしなしすゃうっ 
きけあっすっ ょぇ いぇはゃう
すっ, おぇすけ ゃくっしっすっ                               
15 (こっすくぇょっしっす) かゃ. 

ょけ 04.09.2013 ゅ. くぇ :
1. ╂っけさゅう 『けくっゃ – すっか. 7 91 08, GSM 0898326087
2. ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ – し. ╄くうくぇ, うくうちうぇすけさ くぇ しさっとぇすぇ,                 

すっか.  04326 /23 46.
3. ]すっそぇく [せしっゃ – こかぇしぬけさ くぇ あっくしおうは こぇいぇさ.
4. ‶っすおけ ‶ぇさけゃ

 ╉けかっゅうすっ けす
╇おけくけきうつっしおう けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2

〉╅‶-｠】╆╅╇《【《 〉╊ぅ《, ¨′〉╅』っ〉《 〉っ[《╈╅ 《【 ╅╇』【『¨っ, 』]╊╉ ╇╅]』╅

682-すあ つあ すけしけそせかちけてか う ╆ひしえあちけみ.
』あすそ くあ えそおけせあ せそうけ 100 おとのけ つたかつてけにあ  たそ すけしけそせ う いあせさけ.

かぇ ╀けゅ... ╅うゃけすなす ゅせぉう しきうしなか いぇ くっは… ′はおけかおけ 
ょくう こさっょう すさぇゅっょうはすぇ ぇおすさうしぇすぇ いぇはゃはゃぇ こさっょ 
あせさくぇかうしすう: „]すうゅぇ しすっ きっ くぇさうつぇかう ]うしう! ′は-
きぇき くうとけ けぉとけ し くっは けすょぇゃくぇ. ╉ぇいゃぇき しっ [けきう 
【くぇえょっさ う しなき っょくぇ くっとぇしすくぇ 42-ゅけょうてくぇ 
あっくぇ...“
╁っさくうはす ╊けさっく ‶っすっく. ╉ぇおゃけ けとっ きけあっ ょぇ 

いぇゅせぉう? ¨しゃっく しぇきぇすぇ しっぉっ しう... [けきう こさっおさぇしくけ 
さぇいぉうさぇ, つっ っ くぇ ゅさぇくうちぇすぇ. ╇ すは けしすぇゃは しなぉう-
すうはすぇ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす けす しぇきけ しっぉっ しう... ╇ すっ しっ 
さぇいゃうゃぇす. ╁  あうゃけすぇ え しっ こけはゃはゃぇ ょさせゅ きかぇょ きなあ 
– こさけょせちっくすなす ╊けさっく ‶っすっく, おけえすけ は しこぇしはゃぇ けす 
しぇきけすぇすぇ う すなゅぇすぇ. [ぇあょぇ うき しっ ょなとっさは - ]ぇさぇ, 
くけ [けきう しう こさぇゃう ういゃけょ, つっ しっきっえくうはす あうゃけす くっ 
っ くっえくぇすぇ しなょぉぇ. ╁っさくうはす う ゃかのぉっく ╊けさっく っ し 
くっは, おけゅぇすけ え こさぇゃはす きくけゅけ すっあおぇ けこっさぇちうは. 〈けえ 
っ し くっは う おけゅぇすけ すは しっ けこうすゃぇ ょぇ いぇゅかせてう ぉけかおぇすぇ 
し ぇかおけたけか う くぇさおけすうちう う くうすけ ょっく くっ は けしすぇゃは 
しぇきぇ. ′け くうすけ ゃくうきぇくうっすけ, くうすけ くっあくけしすすぇ きせ 
きけゅぇす ょぇ え こけきけゅくぇす.
《うかきなす-こけしゃっとっくうっ. ‶けしかっょくうはす え そうかき っ 

“╋うくせゃぇつなす けす ]ぇく ]せしう”. ‶さっょう ゅうぉっかすぇ しう ╃ぇ-
ゃうょ こさけつうすぇ しちっくぇさうは う おぇいゃぇ, つっ きくけゅけ うしおぇ 
きぇえおぇ きせ くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ ょぇ ういうゅさぇっ さけかはすぇ くぇ 
あっくぇすぇ, しこぇしはゃぇとぇ 12-ゅけょうてくけすけ きけきつっ, つううすけ 
さけょうすっかう しぇ せぉうすう けす くぇちうしすうすっ. [けきう くっ きけあっ 
ょぇ くっ ういこなかくう あっかぇくうっすけ くぇ しうくぇ しう. 〈は ゃかぇゅぇ 
ゃ すぇいう さけかは ゃしうつおけ, おけっすけ ゃしっ けとっ っ けしすぇくぇかけ ゃ 
さぇくっくぇすぇ え ょせてぇ. ‶けしゃっとっくうっすけ っ: “╁ こぇきっす くぇ 
╃ぇゃうょ う くっゅけゃうは ぉぇとぇ”. 
[けきう 【くぇえょっさ あうゃっっ おぇすけ ゃ すさぇくし. ╇ すさぇゅうつくぇ-

すぇ さぇいゃさないおぇ くっ いぇおなしくはゃぇ…
╉さぇはす うょゃぇ くぇ 43. ′ぇ 29 きぇえ 1982 ゅ. [けきう う 

╊けさっく しっ こさうぉうさぇす せ ょけきぇ しかっょ ゃっつっさは ゃ っょうく 
こぇさうあおう さっしすけさぇくす. 〈は しっ いぇすゃぇさは ゃ しすぇはすぇ しう 
う こせしおぇ こかけつぇ し きせいうおぇ くぇ ╀ぇた. [ぇくけ しせすさうくすぇ 
╊けさっく は いぇゃぇさゃぇ かっゅくぇかぇ ゃ たけかぇ. ╋なさすゃぇ.
¨そうちうぇかくけすけ しなけぉとっくうっ っ, つっ っ こけつうくぇかぇ けす 

さぇいさうゃ くぇ しなさちっすけ. ]きなさすすぇ っ ぉうかぇ っしすっしすゃっくぇ う 
ぉなさいぇ. ′け きくけいうくぇ う ょけ ょくっし しきはすぇす, つっ けすつぇはくぇ-
すぇ ぇおすさうしぇ しぇきぇ っ しかけあうかぇ おさぇえ くぇ あうゃけすぇ しう.
╁ ょけきぇ え うょゃぇす くぇえ-ぉかういおうすっ え こさうはすっかう. 

╁しうつおう くけしはす こけ 43 さけいう… ′ぇ すけかおけゃぇ っ すはたくぇすぇ 
]うしう.  „╉けすうょうっく ょぬけ ‶ぇさう“ こうてっ: „[けきう 【くぇえ-
ょっさ しう けすうょっ けす けゅさけきくぇ せきけさぇ けす あうゃけすぇ”. ]っょ-
きうちぇ こけ-おなしくけ „‶ぇさう きぇつ“ こせぉかうおせゃぇ っこうすぇそうは 
けす ┿かっく ╃っかけく „]ぉけゅけき, きけは おせおかうつおっ“, ゃ おけはすけ 
すけえ こうてっ: „╃ぇ, いぇさぇょう きっく しなさちっすけ すう しこさは ょぇ 
ぉうっ. ╆ぇさぇょう きっく, いぇとけすけ こさっょう 25 ゅけょうくう きっ くぇ-
こさぇゃうたぇ すゃけえ こぇさすくぬけさ ゃ „╉さうしすうく”.
╁ くっえくぇ こぇきっす うしこぇくしおうはす さっあうしぬけさ ‶っょさけ ┿か-

きけょけゃぇさ しないょぇゃぇ そうかきぇ „╁しうつおけ いぇ きぇえおぇ きう“.
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

こさけそっしうけくぇかくう う しぇきけょっえくう しなしすぇゃう う ういこなか-
くうすっかう けす ╀なかゅぇさうは う [せしうは: ╂させこぇ „]こさうくす”, 
╁っくちう ╋ぇさすうくけゃ, させしおうすっ ぇくしぇきぉかう: „′ぇょっあ-
ょぇ” – ゅさ .]けつう, „╁っいっかうちぇ”  - ゅさ. ╀っかゅけさけょ, 
„╊にしゃぇ ╁けえす” - ╉けきう. 

11:30 つ. - ′ぇゅさぇあょぇゃぇくっ くぇ こなさゃっくちうすっ ゃ 
┶V-は きっあょせくぇさけょっく おけくおせさし いぇ ょっすしおぇ さうしせくおぇ 
„¨ぉうつぇき きけはすぇ さけょうくぇ

12:00 つ. - 〈なさあっしすゃっくけ けすおさうゃぇくっ くぇ しなぉけさぇ.  

14:00 - 15:00 つ. - ]さっとぇ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは 
しなゃっす くぇ ′ぇちうけくぇかくけ ╃ゃうあっくうっ „[せしけそうかう” し 
けぉかぇしすくうすっ う けぉとうくしおうすっ  さなおけゃけょしすゃぇ.

¨さゅぇくういぇすけさう くぇ しなぉけさぇ – ′ぇちうけくぇかくけ 
ょゃうあっくうっ [せしけそうかう う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

╀かういけ 300 けしゃっすうすっかくう すっかぇ けす 
せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ くぇ ╉ぇ-

いぇくかなお しぇ ゃないしすぇくけゃっくう けすくけゃけ けす 
くぇつぇかけすけ くぇ のかう ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
おぇきこぇくうは くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ せかうつくけすけ けし-
ゃっすかっくうっ ゃ ゅさぇょぇ. 
〈ぇおぇ ゃ すなきくぇすぇ つぇしす けす ょっくは ゃ 

ゅさぇょぇ ゃっつっ さぇぉけすはす ぉかういけ 85% 
けす けぉとうは ぉさけえ けしゃっすうすっかくう すっかぇ, 
おけうすけ しぇ けおけかけ 4 たうかはょう いぇ ゅさぇょぇ.
] こけ-ゅけかはきぇ いくぇつうきけしす ゃ すけゃぇ 

けすくけてっくうっ しぇ いけくうすっ: ぉせか. „ [けいけ-
ゃぇ ょけかうくぇ“, ぉせか. „¨しゃけぉけあょっくうっ“, 
ぉせか. „23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう 
こけかお“, おぇおすけ う  せかうちうすっ: „]っゃす“, 
„╂っく. ]すけかっすけゃ“, „]すぇさぇ こかぇくうくぇ“, 
„19-すう そっゃさせぇさう“, „¨こなかつっくしおぇ“, 
„╉ぇこさけくう“, „╋けしおゃぇ“, おぇおすけ う さぇ-
えけくうすっ くぇ おゃぇさすぇか „╉さぇえさっつっく“, 
こさっょゅぇさけゃうはす こかけとぇょ, せか. „╇ゃぇく 
╁ぇいけゃ”, おなょっすけ っ ゃないしすぇくけゃっくけ 

くぇこなかくけ せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ, せか. „′っけそうす [うかしおう”  う ょさ.
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ こさけょなかあぇゃぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ う ょけうい-

ゅさぇあょぇくっすけ くぇ せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ う ゃ ょさせゅう さぇえけくう くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. ╁っつっ っ ゃないしすぇくけゃっくけ う くっさぇぉけすっとけすけ ぉかういけ 20 ゅけょうくう 
こぇさおけゃけ けしゃっすかっくうっ ゃ おゃぇさすぇか „╁ぇしうか ╊っゃしおう“ - けおけかけ ぉかけおけ-
ゃっすっ 2, 3 う 33.
‶さっょ すはた ゃっつっ しぇ きけくすうさぇくう 12 くけゃう けしゃっすうすっかくう すっかぇ ゃなさたせ 

しなとっしすゃせゃぇとう しすぇさう あっかっいくう しすなかぉけゃっ. ╆ぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ 
くぇ けしゃっすかっくうっすけ ゃ さぇえけくぇ くぇ ぉかけお 3 っ こさけおけこぇく 30-きっすさけゃ 
おぇくぇか. ╁ こけきけと くぇ しかせあうすっか けす けぉとうくしおけすけ いゃっくけ いぇ せかうつくけ 
けしゃっすかっくうっ ゃなゃ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ きさっあぇすぇ すぇき しぇ しっ ゃおかの-
つうかう し ょけぉさけゃけかっく すさせょ う ょゃぇきぇ ゅさぇあょぇくう けす ゃた. ╂ くぇ ぉかけお 33.


