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『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, 
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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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┿さしっくぇかっちなす 》さうしすけ ]すけは-
くけゃ, おけえすけ っ さなおけゃけょうすっか 

くぇ 《けかおかけさっく ぇくしぇきぉなか „┿さ-
しっくぇか” う つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, こけかせつう 
っょくけ けす くぇえ-こさっしすうあくうすっ けすかう-
つうは くぇ はこけくしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ 
- ‶けつっすeく ょうこかけき けす はこけくしおうは 
きうくうしすなさ くぇ ゃなくてくうすっ さぇぉけすう. 
¨すかうつうっすけ きせ ぉっ こさうしなょっくけ いぇ  
いくぇつうすっかっく こさうくけし ゃ さぇいゃうすうっ-
すけ くぇ こさうはすっかしおうすっ けすくけてっくうは 
きっあょせ ょゃっすっ ょなさあぇゃう.
╃うこかけきなす ぉっ ゃさなつっく くぇ けそう-

ちうぇかくぇ ちっさっきけくうは, しなしすけはかぇ 
しっ ゃ こけしけかしすゃけすけ くぇ [っこせぉかうおぇ 
ぅこけくうは ゃ ╀なかゅぇさうは う ょけきぇおうく-
しすゃぇくぇ けす こけしかぇくうお 〈ぇおぇてう ╉け-

′ぇょ  70 ゃっすっさぇくう-きぇてうくけしすさけうすっかう けす ╆ぇゃけょ 5 ういこなか-
くうたぇ し せしきうゃおう, さぇょけしすくう しなかいう う しこけきっくう いぇかぇすぇ くぇ 

さっしすけさぇくす „╉ぇこうすぇか“ ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか“ こけ 
ゃさっきっ くぇ すさぇょうちうけくくぇすぇ ゅけょうてくぇ しぉうさおぇ くぇ 6-すう しっこすっき-
ゃさう. ╃ぇすぇすぇ いぇ しなぉうすうっすけ けさゅぇくういぇすけさなす - ╀ぇえ ╂っけさゅう ╂っけさ-
ゅうっゃ けす ╄くうくぇ, ぉってっ いぇこぇいうか けとっ こさっょう ╁っかうおょっく. ′けゃぇすぇ 

しさっとぇ, おけはすけ しっ つぇおぇ けす きうゅぇ, ゃ おけえすけ きうくぇかけゅけょうてくぇすぇ 
すけおせ-とけ ぉっ こさうおかのつうかぇ, ぉっ けすおさうすぇ けす こさっょしっょぇすっかは くぇ 
╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか“  ┿すぇくぇし ╀けいけゃ, しなとけ しなさょっつくけ しゃなさいぇく 
しなし ╆ぇゃけょ 5. „╂けょうくうすっ けすきうくぇゃぇす, おけしうすっ こけぉっかはゃぇす, くけ 
しなすゃけさっくけすけ けす ゃぇてうすっ さなちっ けしすぇゃぇ“, こけしさっとくぇ ゅけしすうすっ かう-
ょっさなす くぇ ╉′]╀ う ゅう こけいょさぇゃう いぇ ╃っくは くぇ ]なっょうくっくうっすけ. 
„[ぇょけしすすぇ, おけはすけ ゃうあょぇき ゃ けつうすっ ゃう, ょぇゃぇ しきうしなかぇ くぇ すぇいう 

しさっとぇ“, こさうゃっすしすゃぇ ゃっすっさぇくうすっ しっゅぇてくうはす ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 5 うくあ. ‶っすなさ 】うさはくけゃ. 〈けえ こさっょぇょっ くぇ ゃっすっさぇくうすっ 
かうつくうすっ こけいょさぇゃかっくうは くぇ ╇いこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さ-
しっくぇか“ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ゃないこさっこはすしすゃぇく ょぇ こさうしなしすゃぇ くぇ 
しなぉうすうっすけ こけさぇょう しっきっっく こさぇいくうつっく こけゃけょ. ¨す くっゅけゃけ うきっ 
】うさはくけゃ う すぇいう ゅけょうくぇ こけおぇくう ゃっすっさぇくうすっ くぇ そうさきっくうは 
こさぇいくうお くぇ „┿さしっくぇか” こけ しかせつぇえ ╃っくは くぇ きぇてうくけしすさけうすっ-
かは, おけえすけ すぇいう ゅけょうくぇ とっ っ くぇ 4-すう けおすけきゃさう くぇ ぇさしっくぇか-
しおうは しすぇょうけく.  

╀なかゅぇさうは しっ くぇさっあょぇ くぇ 65-すけ きはしすけ ゃ しゃっすぇ こけ ういくけし こさっい 
2012 ゅ., おぇすけ いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ しっ っ ういおぇつうかぇ し 4 きっしすぇ くぇ-

ゅけさっ ゃ おかぇしぇちうはすぇ. ╇きぇ しすけおう, こけ おけうすけ ょけさう しきっ くぇ こなさゃけ, 
ゃすけさけ う すさっすけ きはしすけ しなし いくぇつうすっかっく ょはか ゃ しゃっすけゃくぇすぇ すなさゅけ-
ゃうは. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ ぇくぇかうい くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ, 
くぇこさぇゃっく こけ ょぇくくう くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ すなさゅけゃしおぇ けさゅぇくういぇちうは.
‶け ういくけし くぇ しっきっくぇ けす しかなくつけゅかっょ, くぇこさうきっさ, ╀なかゅぇさうは っ 

くぇ ゃすけさけ きはしすけ ゃ しゃっすぇ し ょはか けす 14,1% ゃ しゃっすけゃくうは っおしこけさす. 
′ぇ すさっすけ きはしすけ しきっ こけ ういくけし くぇ くっさぇそうくうさぇくぇ ぇくけょくぇ きっょ う 
くぇ させょう けす ぉかぇゅけさけょくう きっすぇかう し ょはか  しなけすゃっすくけ 10% う 9% けす 
しゃっすけゃくうは ういくけし.

╊はすけすけ っ おなき おさぇは しう, くけ う すけいう こなす きくけいうくぇ くっ せしこはたきっ ょぇ ゃかっいっき ゃなゃ そけさきぇ, ゃなこさっおう 
こさけかっすくうすっ くう いぇさうつぇくうは ょぇ けすしかぇぉくっき し けくっいう せあぇしはゃぇとけ すさせょくう 3-5 おうかけゅさぇきぇ う すけ 

すぇき, おなょっすけ くぇえ-きくけゅけ くう こさっつぇす. ╆ぇ しかぇぉっっくっすけ しっ うしおぇす ゃけかは う ゅかぇょ, ぇ くうっ くっ しきっ こけ すっいう 
おぇつっしすゃぇ, っ くぇえ-つっしすけすけ くう けこさぇゃょぇくうっ. ╇ しすっ こさぇゃう. 

╊っおう ぇかおけたけかくう くぇこうすおう.
〈は けぉけあぇゃぇ ょぇ おせこけくはしゃぇ う ゃないこさう-
っきぇ あうゃけすぇ おぇすけ ゃさっきっ, ょぇょっくけ いぇ 
せょけゃけかしすゃうは. ′っ けぉうつぇ ょぇ ゅせぉう しおな-
こけちっくくう しっおせくょう ゃ おぇさぇくうちう う かのすう 
しこけさけゃっ, いぇすけゃぇ こさう ゅさぇきけすっく こけょ-
たけょ ゃしっおう つけゃっお きけあっ ょぇ くぇきっさう けぉと 
っいうお し くっは. ′ぇゃはさくけ とっ くぇきっさうて う 
すう.

]うかくう くぇこうすおう. ′ぇ すぇおうゃぇ あっくう 
けぉうおくけゃっくけ う さなおぇすぇ うき っ いょさぇゃぇ, う 
っいうおなす うき けしすなさ. ‶け-ょけぉさっ ょぇ くっ こけ-
こぇょぇて くぇ くっゅけ う ょぇ ういぉはゅゃぇて くはおぇおゃう 
けつっゃうょくう おけくそかうおすう. ¨す ょさせゅぇ しすさぇ-
くぇ, すは っ しこさぇゃっょかうゃ つけゃっお う, ぇおけ すう 

╋ぇかおけ こさっょう おさぇは くぇ しゃけはすぇ こけょゅけすけゃおぇ いぇ くけゃうは 
しないすっいぇすっかっく しっいけく こけ そせすぉけか 《╉ “┿さしっくぇか 2000“, 

くぇぉけさ 99-2000, せつぇしすゃぇ ゃ すさぇょうちうけくくうは ¨ぉとうくしおう 
すせさくうさ こけ そせすぉけか ゃ ゅさぇょ ╂せさおけゃけ. ‶さっょ ょけきぇおうくうすっ 
きぇかおうすっ ぇさしっくぇかちう こけおぇいぇたぇ おぇお しっ うゅさぇっ そせすぉけか う 
しなし いぇぉっかっあうすっかくぇすぇ しう う さっいせかすぇすくぇ  うゅさぇ しこっつっかうたぇ 
すせさくうさぇ.
╁ こさけゃっかうすっ しっ おけくすさけかくう しさっとう 《╉ “┿さしっくぇか 2000“ 

こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しこぇいゃぇ すさぇょうちうはすぇ ょぇ くっ ゅせぉう きぇつけゃっ.
′ぇ 10.09.2013 くぇ こけさっょくぇすぇ おけくすさけかくぇ しさっとぇ し ゅさぇょ-

しおうは しなこっさくうお “[けいけゃぇ ょけかうくぇ” くぇ すはたくうは しすぇょうけく  《╉ 
“┿さしっくぇか 2000“ う こさう ょゃっすっ ゃないさぇしすう しっ くぇかけあう けすくけ-
ゃけ し せぉっょうすっかくぇ こけぉっょぇ. 
‶さう くぇぉけさ 99-2000 
ぇさしっくぇかちう こけぉっょうたぇ し 5:1,  ぇ こさう こけ-きぇかおうすっ 2001-

2002 し 2:0.
′ぇ 21 しっこすっきゃさう とっ いぇこけつくっ こなさゃうはす こけかせしっいけく けす 

すぇいゅけょうてくけすけ  そせすぉけかくけ こなさゃっくしすゃけ. 
╆ぇ しさっとうすっ しぇ こけおぇくっくう ゃしうつおう さけょうすっかう くぇ そせす-

ぉけかくうすっ くう くぇょっあょう う かのぉうすっかう くぇ しこけさすぇ くぇ しすぇょうけく 
„┿さしっくぇか“. ′っおぇ  いぇっょくけ こけょおさっこうき くぇてうすっ きかぇょう すぇ-
かぇくすう.
¨す 17しっこすっきゃさう しすぇさすうさぇす そうさきっくうすっ しこけさすくう こさけは-

ゃう いぇ くけゃうは しっいけく.
 

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

╄すけ っょくぇ こさうきっさくぇ ょうっすぇ し きっしけ /くけ くっ おけかぉぇしう/, おけはすけ こさっょゃうあょぇ ょゃぇ こけ ょゃぇ ょくう っょ-
くぇおゃけ たさぇくっくっ. ╄すけ おぇお きけあっすっ ょぇ ゅけ こけしすうゅくっすっ:

╆ぇとけすけ しっ けおぇいゃぇ, つっ 
うきぇ ょぇかっつ こけ-せゅけょっく う 
せょけぉっく くぇつうく ょぇ しっ しかぇ-
ぉっっ. ‶さう すけゃぇ - おぇすけ しっ 
はょっ.
〈ぇえくぇすぇ っ さぇいおさうすぇ けす 

ょ-さ ╃けくおぇ ╀ぇえおけゃぇ, うい-
ゃっしすくぇ し ぉっいちっくくうすっ しう う 
こけかっいくう しなゃっすう ゃ しけちう-
ぇかくうすっ きさっあう. ╄すけ くっえ-
くうはす くぇつうく: けすしかぇぉゃぇくっ 
くぇ こさうくちうこぇ おけくしせきぇちうは 
くぇ っょくぇ う しなとぇ たさぇくぇ, 
おけはすけ けさゅぇくういきなす こけきくう 
う くぇ ゃすけさうは ょっく けすおぇいゃぇ 
ょぇ せしゃけう たさぇくぇすぇ. 〈けゃぇ 
けす しゃけは しすさぇくぇ ゃけょう ょけ 
けすしかぇぉゃぇくっ.

‶けくっょっかくうお う ゃすけさくうお
  8 つ. - つぇえ うかう すけこかぇ ゃけょぇ し きっょ, きぇかおけ 

いっかっくつせお (いぇ ょぇ さぇいょゃうあう こっさうしすぇかすうおぇ-
すぇ くう) - くぇこさうきっさ おさぇしすぇゃうちぇ, つせておぇ うかう 
きけさおけゃ う 15 きうく. こけ-おなしくけ っょくぇ おけそうつおぇ 
おうしっかけ きかはおけ し けとっ っょくぇ おさぇしすぇゃうちぇ
10 つ. - ぇえさぇく
12 つ. - こさっょはしすうっ - しぇかぇすぇ, ぉけゅぇすぇ くぇ いっ-

かっくつせちう; けしくけゃくけ はしすうっ - ぉはかけ こうかっておけ し 
ゅぇさくうすせさぇ しぇかぇすぇ
16 つ. - ぇえさぇく
19 つ. - おぇすけ ゃ 12 つ.

]さはょぇ う つっすゃなさすなお
  8 つ. - つぇえ うかう すけこかぇ ゃけょぇ し きっょ, ょけきぇす う 

ういゃぇさぇ
10 つ. - ぇえさぇく 
12 つ. - こさっょはしすうっ - しぇかぇすぇ; けしくけゃくけ はしすうっ - 

つうしすけ ゅけゃっあょけ きっしけ, いぇょせてっくけ うかう ゅけすゃっくけ し 
ょけきぇすう, う こぇお ゅぇさくうすせさぇ しぇかぇすぇ
16 つ. - ぇえさぇく
19 つ. - おぇすけ ゃ 12 つ. ╁っつっさすぇ ゅけゃっあょけすけ きけあっ 

ょぇ っ くぇ すっそかけく.

‶っすなお う しなぉけすぇ
 8 つ. - はぉなかおぇ
10 つ. - おうしっかけ きかはおけ し はぉなかおぇ
12 つ. - こさっょはしすうっ - しぇかぇすぇ けす いっかっ う きけさ-

おけゃう; いぇ けしくけゃくけ はしすうっ - きかはくけ しゃうくしおけ 
きっしけ, す. っ. おのそすっすぇ くぇ しおぇさぇ, こぇお しなし 
いっかっ う きけさおけゃう
16 つ. - こけさすけおぇかう し つぇえ, おぇそっ うかう し ゃけょぇ
19 つ. - おぇすけ ゃ 12 つ. ′け しゃうくしおけすけ ょぇ っ, 

こさうきっさくけ - ゅけすゃっく おけすかっす.

′っょっかは
‶っす こなすう こさっい ょっくは ぉっかすなつくう たさぇくう. ′ぇ-

こさうきっさ ゃ 8, 10 う 16 つ. - おうしっかけ きかはおけ し こかけ-
ょけゃっ, ゃ 12 う 19 つ. - いっかっくつせちう し きっしけ こけ 
ういぉけさ.

うょいせきう.
╃ぇ しこけょっかはす けおぇいぇくぇすぇ ゃうしけおぇ つっしす くぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ ゃ こけしけかしすゃけすけ ぉはたぇ おきっすなす くぇ ゅさぇ-

ょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ゃないこうすぇくうちう くぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ う くっゅけゃう こさうはすっかう. 
╁うょうきけ さぇいゃなかくせゃぇく けす くぇゅさぇょぇすぇ, ]すけはくけゃ こさうっ ゃうしけおけすけ けすかうつうっ し ょせきうすっ: „〈ぇいう ゅさぇ-

きけすぇ きけあってっ ょぇ うきぇす けとっ ょっしっすおう うきっくぇ けす ╉ぇいぇくかなお, しこけきけゅくぇかう ょぇ しなとっしすゃせゃぇす すっいう 
ょけぉさう ゃいぇうきけけすくけてっくうは  きっあょせ ╉ぇいぇくかなお う ぅこけくうは. ]すさぇくぇすぇ うきぇ きくけゅけ こさうはすっかう ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお”. 

44 しぇ おなき きけきっくすぇ ょけゅけ-
ゃけさっくうすっ しこけさぇいせきっくうは くぇ 
ょゃせしすさぇくくぇ けしくけゃぇ きっあょせ 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ しうくょうおぇ-
すうすっ う くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ くぇ 
くうゃけ ぉさぇくてけゃぇ けさゅぇくういぇちうは 
こけ けすくけてっくうっ くぇ くけゃう, こけ-ゃう-
しけおう けしうゅせさうすっかくう こさぇゅけゃっ いぇ 
さぇぉけすっとうすっ こさっい くけゃぇすぇ 2014 
ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす しな-
けぉとっくうっ くぇ けそうちうぇかくうは しぇえす 
くぇ ╀〈‶‶ しかっょ こさけゃっょっくぇ さぇ-
ぉけすくぇ しさっとぇ  こけ ょけゅけゃぇさはくっすけ 
くぇ ╋うくうきぇかくうは けしうゅせさうすっかっく 
ょけたけょ (╋¨╃) いぇ しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ. ′けゃうすっ けしうゅせさうすっかくう 
こさぇゅけゃっ しっ けすくぇしはす いぇ 85 うおけ-
くけきうつっしおう ょっえくけしすう.
╆ぇっすうすっ かうちぇ, おけうすけ しぇ けぉ-

たゃぇくぇすう けす すっいう しこけさぇいせきっ-
くうは, しぇ 1099 たうかはょう ょせてう, けす 

》ちそいけうあすか つ そておかしせけ たちそおとさてけ, くあ しけおかちつてうそ おあしかね せか つてあうあ おとすあ

Ветераните Неделчо Братоев и Иван Маринов

けぉとけ 1 925 874 ょせてう, いぇ おけうすけ 
ょっえしすゃぇ しうしすっきぇすぇ くぇ ╋うくう-
きぇかくうは けしうゅせさうすっかっく ょけたけょ, 
す.っ. しぇきけ いぇ 57% けす いぇっすうすっ 
かうちぇ うきぇ ゃないきけあくけしす いぇ こけゃう-
てぇゃぇくっ くぇ けしうゅせさうすっかくうは こさぇゅ.
 ╁ けおけかけ 20 しっおすけさぇ くぇ うおけ-

くけきうおぇすぇ くはきぇ ょぇ しっ せゃっかう-
つぇす きうくうきぇかくうすっ しせきう, ゃなさたせ 
おけうすけ しっ ゃくぇしはす けしうゅせさけゃおう くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ. ]ぇきけ ゃ くはおけかおけ 

ょっえくけしすう こさっい しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ きうくうきぇかくうすっ けしうゅせさう-
すっかくう ょけたけょう とっ ぉなょぇす せゃっ-
かうつっくう し こけ-ゃうしけお こさけちっくす: 
すけゃぇ しぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
おけくしっさゃうさぇくう たさぇくう, ゃ きぇてう-
くけしすさけっくっすけ, ゃなゃ ╁う╉-しっおすけ-
さぇ う さぇしすっくうっゃなょしすゃけすけ. 
‶さっこけさなつうすっかくうすっ くぇしけおう 

けす  ╋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 しっ ぉぇいう-
さぇす くぇ ょけこせしおぇくうはすぇ いぇ うおけ-
くけきうつっしおうすっ こけおぇいぇすっかう こさっい 
2014 ゅ., ぇ うきっくくけ - さっぇかっく 
さぇしすっあ くぇ ╀╁‶ 1,8%, ゅけょうて-
くぇ たぇさきけくういうさぇくぇ うくそかぇちうは 
2,7%, さぇいきっさ くぇ きうくうきぇかくぇ-
すぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ けす 330 かゃ.

Христо Стоянов при получаване на отличието 

от Н. Пр. Такаши Коидзуми

』 》 《 『 【

[あさ はか つか ちあくうけみて そてせそのかせけみてあ つひつ つうかさひちうあ てけ?
【そうあ すそきかの おあ そてえあてせかの そはか たちかおけ つうあていあてあ!
》ちそつてそ せあいしまおあうあこ うせけすあてかしせそ さあさうそ たけか てみ!

14 つかたてかすうちけ - ╉かせ せあ そえせかいそちかぬあ!
ぁかつてけて たちあくせけさ せあ あちつかせあしつさけてか そえせかいそちぬけ け いけうのけてか

つしときけてかしけ せあ なけちすかせそてそ たちそてけうそたそきあちせそ くうかせそ!

こうかう ゃ きけいなおぇ, とっ っ しぇきけ こけ さぇぉけすぇ.

╀っいぇかおけたけかくう くぇこうすおう. 〈ぇいう あっくぇ うきぇ しゃけえ ゃないゅかっょ いぇ ゃしうつおけ う しきはすぇ, つっ けしすぇ-
くぇかうすっ すさはぉゃぇ ょぇ あうゃっはす こけ くっえくぇすぇ きはさおぇ. ╁しはおけ けすしすなこかっくうっ けす こさぇゃうかぇすぇ しっ しきはすぇ いぇ 
ょっいっさすうさぇくっ う しっ くぇおぇいゃぇ し さぇいしすさっか. ′ぇえ-きなょさけすけ こけゃっょっくうっ ゃ すぇいう しうすせぇちうは っ ょぇ しっ しな-
ゅかぇしはゃぇて し くっは ゃなゃ ゃしうつおけ う ょぇ おうきぇて し ゅかぇゃぇ, ぇ こけしかっ ょぇ しう こけしすなこゃぇて こけ しゃけっきせ.
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【╊╅【ぇ『ぇ【:
„[╅[ぇ╇ ╋¨╇《【 ╆╊ぃ╊!!!” 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 3╇かてかちあせひて 【あせねそ 』てかなあせそう:

〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ, けぉぇつっ, くっ 
うしおぇ くっゅけゃけすけ うきっ ょぇ しっ 

しこけきっくぇゃぇ こさっおぇかっくけ つっしすけ. 
╃けさう くぇこさけすうゃ – しこけょっかは, つっ 
うしおぇ ょぇ ぉなょっ „ゃ しはくおぇ”. ′け くっ-

こさっきっくくけ ょなさあう ょぇ しっ いくぇはす う 
こけきくはす っょくう ょさせゅう うきっくぇ – ぇお-
すぬけさしおうすっ: くぇ こけおけえくうすっ ゃっつっ 
╃っつおけ ╊っつっゃ, ‶っすおけ 』ぇゃょぇさけゃ 
う ╂ぇくおぇ ╉ぇきぉせさけゃぇ, くぇ ]かぇゃう 
╂けゃっょぇさけゃ, ]すぇくおぇ 〈ぇかきぇいけ-
ゃぇ, 〈っけょけさぇ ╀っかつっゃぇ, ′うおけかぇえ 
]おっさかっゃ, ╋ぇさうは ╂さうゃけゃぇ, ╁かぇょけ 
╇ゃぇくけゃ, ╂っけさゅう ╁けょっくうつぇさけゃ, 
〈ぇすはくぇ ╀せっゃぇ, ╃ぇきはく ╂っけさゅうっゃ, 
′っょはかおぇ ]すぇくつっゃぇ う ぇさしっくぇか-
しおうはす ╀ぇえ ╂ぇくぬけ – 『ぇくおけ ╉なくつっゃ 
/╀けゅ ょぇ ゅけ こさけしすう!”/...”〈けゃぇ きう 
ぉってっ けしくけゃぇすぇ, たけさぇすぇ, くぇ おけう-
すけ さぇいつうすぇた”, ぉっい おぇこおぇ しせっすくけしす 
おぇいゃぇ  こけしかっょくうはす たせょけあっしすゃっ-
くうはす さなおけゃけょうすっか くぇ ぇさしっくぇか-
しおうは かのぉうすっかしおう ╃さぇきしなしすぇゃ, 
くぇしかっょうか さぇぉけすぇすぇ くぇ ╁ぇしうか 
【うゃっくおけゃ う ′うおけかぇえ ╂ぇくちぇさけゃ. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ – こさっい 1984-すぇ, 
しかっょ けすかうつくけすけ せつぇしすうっ ゃ こけ-
さっょくうは こさっゅかっょ くぇ たせょけあっしす-
ゃっくぇすぇ しぇきけょっえくけしす, すさせこぇすぇ 
こけかせつぇゃぇ いゃぇくうっすけ „‶さっょしすぇ-
ゃうすっかくぇ”, おけっすけ いぇ ゃさっきっすけ しう 
っ いくぇお いぇ さぇゃっくしすゃけ し こさけそっ-
しうけくぇかうしすうすっ. ‶けかせつぇゃぇす う かうつ-
くぇすぇ ゃうしけおぇ けちっくおぇ くぇ ┿くょさっえ 
』ぇこさぇいけゃ. „╆ぇ ゃさっきっすけ しう すけゃぇ 
ぉってっ くっとけ たせぉぇゃけ, すけゃぇ ぉってっ 
けちっくおぇ いぇ くぇてぇすぇ さぇぉけすぇ おぇすけ 
くうゃけ, ぉかういおけ ょけ こさけそっしうけくぇか-
くけすけ. ╁しうつおけ しすぇゃぇてっ し ゅけかはきけ 
あっかぇくうっ, おけっすけ っ くぇえ-ちっくくけすけ 
いぇ くぇし, おけうすけ こさぇゃったきっ すっぇすなさ 
ゃ „┿さしっくぇか”, おぇいゃぇ けとっ 〈ぇくつけ 
]すっそぇくけゃ, こさっい つううすけ さなちっ しぇ 
きうくぇかう ぉかういけ 40 こけしすぇくけゃおう くぇ 
しなしすぇゃぇ. ╁ くはおけう けす すはた 〈ぇくつけ っ 
う ぇおすぬけさ. ]くうきおぇ けす すけゃぇ ゃさっ-
きっ こけおぇいゃぇ こっさそっおすくぇすぇ ゃういうは 

くぇ ぇおすぬけさぇ 〈ぇくつけ: くぇこさぇゃけ 
ぇさしっくぇかしおうはす ╇ゃぇく ╇ゃぇ-
くけゃ! ╁さっきっすけ し ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ ぇおすぬけさしおぇ すさせこぇ 〈ぇくつけ 
けぉけぉとぇゃぇ し ょゃっ ょせきう う すさう 
せょうゃうすっかくう:

╅うゃけす ぉってっ !!!
  
╅うゃけすなす ぉうか うくすっさっしっく, 

ょうくぇきうつっく う ぉっかはいぇく けす 
ょっしっすおう たうかはょう ぇこかけょうし-
きっくすう. ′はおけう こけしすぇくけゃおう 
しっ うゅさぇっかう しすけすうちう こなすう. 
„‶けつうゃっく ょけき” くぇ ╁ぇかっく-
すうく ╉ぇすぇっゃ 80 こなすう ういかう-
いぇかぇ くぇ しちっくぇすぇ. ╇ゅさぇかう は 
こけ ゃしうつおう いぇゃけょしおう おかせ-
ぉけゃっ, こけ ゃしうつおう ゅさぇょしおう 
おかせぉけゃっ, こけ おゃぇさすぇかう う 
しっかぇ. ‶けしさっとぇかぇ しっ し ゅけかはき 
せしこった. ‶うっしぇすぇ ]すっそぇくけゃ 
こけかせつうか けす ╀ぇくおけ ╀ぇくおけゃ. 
[っあうしぬけさなす 〈ぇくつけ ]すっそぇ-
くけゃ  いくぇっか ゃしうつおう さけかう う 

つっしすけ いぇきっしすゃぇか ぇおすぬけさう くぇ 
しちっくぇすぇ. „]ぇきけ あっくうすっ くは-
きぇてっ おぇお ょぇ いぇきっしすゃぇき...”, 
てっゅせゃぇ しっ しなし しっぉっ しう 〈ぇく-
つけ. [っこっさすけぇさなす すけえ こけょ-
ぉうさぇか しぇき, くはきぇかけ つせあょう 
くぇきっしう, おぇきけ かう – こさっつおう 
けす こぇさすうえくう しっおさっすぇさう う 
こさけそしなのいくう ょっはすっかう. ╃ぇあっ 
– けぉさぇすくけすけ, ‶ぇさすうはすぇ う 
‶さけそしなのいうすっ こけきぇゅぇかう 
きくけゅけ. „╀けくつけ ‶っしっゃ きくけゅけ 
くう こけきぇゅぇてっ, ╋うくつけ 〈ぇつっゃ 
- しなとけ”, こけきくう たせょけあっしすゃっ-
くうはす さなおけゃけょうすっか. ‶さけそ-
しなのいくうすっ ょっはすっかう ╂ぇくつけ 
╊ぇいぇさけゃ う ╃っくぬけ ╃うきうすさけゃ 
しなとけ くっ けすおぇいゃぇかう こけょおさっ-
こぇ. ╃うさっおすけさなす くぇ ╃けきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ ╋うかおけ ╋うかぇくけゃ 
ょけこさうくっしなか しなとけ きくけゅけ いぇ 
せしこったうすっ くぇ ょさぇきしなしすぇゃぇ, 
おけえすけ うゅさぇっか ぉっいこかぇすくけ ゃ 
ゅけかっきうすっ けぉっょくう ゃすけさくうて-
おう こけつうゃおう ゃ 』っさゃっくぇすぇ 
いぇかぇ し 469 きっしすぇ, こさう  しすけ-
すうちう こさぇゃけしすけはとう.   
¨しゃっく „‶けつうゃっく ょけき”, ]すっ-

そぇくけゃ こけしすぇゃうか けとっ っょくぇ 
おせかすけゃぇ こさけょせおちうは いぇ きっしす-
くぇすぇ こせぉかうおぇ けす けくけゃぇ ゃさっ-
きっ – こうっしぇすぇ „╄ょくぇ おぇかけさうは 
くっあくけしす”.  ] くっは たけょうかう くぇ 
すせさくっ つぇお ゃ 【せきっく. ╃させゅぇすぇ 
くぇえ-かのぉうきぇ いぇ こせぉかうおぇすぇ 

ぉうかぇ „[ぇょうぇちうは”. ╉けかおけすけ ょけ 
こせぉかうおぇすぇ, 〈ぇくつけ いぇぉっかはいぇか, 
つっ おぇいぇくかなておぇすぇ こせぉかうおぇ しう 
っ おぇすけ ゃしうつおう けしすぇくぇかう. ′ぇ 
ゃさっきっすけ くはきぇかぇ くうとけ こさけすうゃ 
ょぇ こかぇつっ くぇ こけしすぇくけゃおう, くけ 
おなき ょくってくぇ ょぇすぇ こさっょこけつうすぇ 
おけきっょううすっ いぇ さぇいすせたぇ. 
‶け ゃさっきっすけ くぇ たせょけあっしす-

ゃっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 〈ぇく-
つけ ]すっそぇくけゃ ぇさしっくぇかしおうはす 
ょさぇきしなしすぇゃ くっ こさけこせしおぇか う 
ょぇ っおしこっさうきっくすうさぇ. ] ╁ぇくは 
‶けこけゃぇ こさぇゃうかう こけしすぇくけゃ-
おぇ, ゃ おけはすけ ゃかけあうかう きくけゅけ, 
きくけゅけ すさせょ う せしうかうは, くけ... 
ぉうかぇ うゅさぇくぇ しぇきけ っょうく こなす...
╄おしこっさうきっくすなす こさけょなかあうか う 
ゃ ょさせゅぇ こけしけおぇ: ゃなゃ ゃさっきっ-
すけ, おけゅぇすけ きけさぇかなす しっ しこぇいゃぇ 
しすさけゅけ, くぇ しちっくぇすぇ くぇ „┿さしっ-
くぇか” しっ さぇいょぇゃぇかう ちっかせゃおう, ぇ 
¨すおさうすうっすけ くぇ 〈ぇくつけ – しっゅぇ 
ぉういくっしょぇきぇすぇ わ1 くぇ ╀なかゅぇ-
さうは, こさっょう すけゃぇ – ぇおすさうしぇすぇ 

╃ぇさうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ,  ょぇあっ しゃぇ-
かはかぇ ょさったう くぇ しちっくぇすぇ. ¨ぉぇ-
つっ – こさっい けしゃっすかっくうっ, いぇょ 
こぇさぇゃぇく. ╄おしこっさうきっくすうすっ 
こさうょけぉけかう うしすうくしおう しっさうけい-
くう けつっさすぇくうは ゃ おさぇは くぇ 80-すっ 
ゅけょうくう:

┿さしっくぇかちう こけしすぇゃうかう
こうっしぇ くぇ ょうしうょっくすぇ

》さうしすけ ╀けえつっゃ   

‶うっしぇすぇ くぇ 》さうしすけ ╀けえつっゃ 
„‶けょいっきくうはす” ょけてかぇ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ くぇ こっさっしすさけえおぇすぇ. 
╁ ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ うきっすけ くぇ 
くぇえ-ょけぉさうは しなゃさっきっくっく ぉなか-
ゅぇさしおう ょさぇきぇすせさゅ しっ てっこすっ-
てっ しぇきけ くぇ せたけ, ぇさしっくぇかしおう-
はす ょさぇきしなしすぇゃ しっ くぇっきぇ ょぇ 
は こけしすぇゃう. 〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ 
こけきくう し こけょさけぉくけしすう すぇいう しう 
さぇぉけすぇ. ]こっちうぇかくぇすぇ しちっくけ-
ゅさぇそうは けゅさぇくうつうかぇ きはしすけすけ 
いぇ うゅさぇ – しぇきけ しちっくぇすぇ くぇ 
そうさきっくうは ょけき くぇ おせかすせさぇすぇ. 
′け そぇおすなす  しう っ そぇおす: ╀けえ-
つっゃ っ うゅさぇく くぇ ぇさしっくぇかしおぇ 
しちっくぇ こさっょう 10-すう くけっきゃさう 
1989-すぇ. ╁なゃ ゃさっきっすけ くぇ こさけ-
きっくうすっ すさせこぇすぇ こけしすぇゃうかぇ う 
„╂けさっとけ かはすけ” くぇ ‶っかうく ‶っ-
かうくけゃ - こうっしぇ, おけはすけ こけゃょうゅぇ 
けしすさうすっ ゃなこさけしう くぇ ょっくは ゃ 
おさぇは くぇ ぉなかゅぇさしおうは しけち. 

╃させゅ はさなお しこけきっく けす すけゃぇ 
ゃさっきっ ]すっそぇくけゃ うきぇ けす うゅさぇ-
すぇ しう くぇ ゅさぇょしおぇすぇ つうすぇかうとくぇ 
しちっくぇ し きっしすくぇすぇ いゃっいょぇ ╋うく-
つけ ╊ぇかっゃ – ゅかぇしなす きせ ういこなかゃぇか 
ちはかぇすぇ いぇかぇ...╇いけぉとけ – さぇぉけ-
すぇすぇ し ゅかぇしぇ, はしくぇすぇ ょうおちうは, 
しかけゃけすけ いぇ 〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ しう 
けしすぇゃぇす ゃけょっとう ゃ ぇおすぬけさしおけすけ 
きぇえしすけさしすゃけ. ╁ すけゃぇ しう したゃぇ-
とぇくっ すけえ いくぇっ, つっ っ おけくしっさゃぇ-
すうゃっく すさぇょうちうけくぇかうしす, いぇとけ-
すけ ょくってくうすっ ぇおすぬけさう いぇかぇゅぇす 
こけゃっつっ くぇ こかぇしすうおぇすぇ. ¨ぉうつ-
すぇ おなき ]かけゃけすけ っ きけあっ ぉう う 
うしすうくしおぇすぇ こさうつうくぇ 〈ぇくつけ ょぇ 
こけこぇょくっ ゃ すっぇすなさぇ. ‶なさゃうすっ 
きせ ういはゃう ゃ しぇきけょっえくけしすすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” ぉうかう ゃ さっちうすぇかうすっ 
くぇ ゅさせこぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 5, けすおな-
ょっすけ こさうはすっか ゅけ こさっょしすぇゃうか ゃ 
すさせこぇすぇ くぇ おけきぉうくぇすぇ. ╋けあっ 
ぉう いぇすけゃぇ, くけ う くっ しぇきけ, 〈ぇく-
つけ けこさっょっかは しっぉっ しう こけ-きぇか-
おけ おぇすけ さっあうしぬけさ う ぇおすぬけさ, ぇ 

こけゃっつっ – おぇすけ さっちうすぇすけさ.  [っ-
ちうすぇすけさしすゃけすけ きせ しっ けすおさうかけ 
けとっ ゃ おぇいぇさきぇすぇ. ‶けしかっ, ゃっつっ 
ゃ „┿さしっくぇか”, 〈ぇくつけ しすうゅくぇか 
ょけ しけぉしすゃっくう うくょうゃうょせぇかくう 
こけかけゃうくつぇしけゃう さっちうすぇかう, くぇ 
おけうすけ しっ つせょっかう ょけさう ゅけかっ-
きうすっ うきっくぇ けす さけょくうは すっぇすなさ 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ, おけうすけ つっしすけ 
ぉうかう あせさう くぇ しぇきけょっえくうすっ 
そっしすうゃぇかう う こさっゅかっょう. 〈ぇくつけ 
うきぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう せつぇしすうは けす 
ゃさっきっすけ くぇ 〈さっすうは ょけ ]っょきうは 
さっこせぉかうおぇくしおう そっしすうゃぇかう くぇ 
たせょけあっしすゃっくぇすぇ しぇきけょっえくけしす. 
〈ぇおぇ うきっくくけ: 

〈ぇくつけ くぇすさせこぇか きっょぇかう
けす くぇちうけくぇかくうすっ

そっしすうゃぇかう

╆ぇ さぇいかうおぇ けす たけさぇすぇ, おけうすけ 
こぇいはす う こけょさっあょぇす ゃくうきぇすっか-
くけ ゃしうつおうすっ しう ょけおぇいぇすっかしすゃぇ 
いぇ かうつくう せしこったう, 〈ぇくつけ ]すっ-
そぇくけゃ くうすけ おぇいゃぇ おけかおけ けすかう-
つうは うきぇ, くうすけ きう ゅう こけおぇいゃぇ, 
くうすけ おなすぇ しくうきおう し すはた...╁ ちは-
かけすけ きせ さぇいおぇいゃぇくっ いぇ きうくぇ-
かけすけ うきぇ っょくぇ うしおさっくぇ しおさけき-
くけしす, おけはすけ ょけさう きせ こさっつう ょぇ 
しこけょっかう ゃしうつおけ, おけっすけ いくぇっ いぇ 
おせかすせさくうは あうゃけす ゃ „┿さしっくぇか”. 
┿ すけえ いくぇっ きくけゅけ. 47 しなしすぇゃぇ, 
そけさきぇちうう う ゅさせこう こさっぉさけうか ゃ 

こぇきっすすぇ しう 〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ, 
さっょっえおう しこけきっくうすっ しう いぇ ぇさ-
しっくぇかしおけすけ かのぉうすっかしおけ うい-
おせしすゃけ. ╁しっおう いぇゃけょ しう うきぇか 
ゅさせこう いぇ こけっすうつくう さっちうすぇかう, 
ぇ ╆ぇゃけょ 6 うきぇか ょけさう しけぉしすゃっ-
くぇ ぇおすぬけさしおぇ すさせこぇ, おなょっすけ 
しっ ゃうたさはす ‶っすおけ 』ぇゃょぇさけゃ う 
╇ゃぇく ╃っつっゃ. ‶けしすけはくくけ ゃなさ-
ゃっかう こさっゅかっょう くぇ しぇきけょっえ-
くけしすすぇ – ゅさせこう, すさせこう, さっちう-
すぇかう, こけかうすうつっしおう こっしくう... 
‶けつゃぇかう けす ちったけゃっ う いぇゃけょう, 
しすうゅぇかう ょけ くうゃけ おけきぉうくぇす, ぇ 
おけきぉうくぇすしおうすっ しなしすぇゃう こさっょ-
しすぇゃはかう „┿さしっくぇか” ゃ けおさなゅぇ う 
しすさぇくぇすぇ. ]こけきっくうすっ ゃぇょはす けす 
きうくぇかけすけ ゅかぇしけゃっ けす ぇさしっくぇか-
しおうは さぇょうけすっぇすなさ, せつぇしすうは 
くぇ そっしすうゃぇかう くぇ さぇいかうつくうすっ 
そけさきぇちうう ゃ つせあぉうくぇ, っおしおせさ-
いうう ょけ ]けそうは いぇ こけしっとっくうっ 
くぇ すっぇすさう, くけ しなとけ う ぇさしっくぇか-
しおう ういはゃう ゃ しすけかうつくうは おせかすせ-
さっく あうゃけす, おぇすけ くぇこさうきっさ,  

おけくちっさすなす ゃ しなゃっすしおけすけ こけ-
しけかしすゃけ, おなょっすけ „しっ ういしうこぇかう” 
4 ぇゃすけぉせしぇ くぇてう けさなあっえくうちう 
- しぇきけょっえちう. 〈ぇくつけ こけいくぇゃぇ う 
けぉうつぇ ゃしうつおう. ′け くぇえ-ぉかういおけ 
さぇぉけすう し ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ う し 
„ょせてぇすぇ” くぇ ╄しすさぇょくけ-しぇすう-
さうつくうは ぇさしっくぇかしおう しなしすぇゃ – 
╊のぉつけ ‶けこけゃ, ゃょなたくけゃうすっかはす 
くぇ ╉[╀.   

╉[╀ っ ょさせゅぇすぇ しかぇぉけしす
くぇ 〈ぇくつけ

╂させこぇすぇ, おけはすけ さぇいしきうゃぇ 
おぇいぇくかなつぇくう – „╉ぇいぇくかなておう 
さけいう う ぉけょかう”, いぇしかせあぇゃぇ くぇ-
さけつくけすけ ゃくうきぇくうっ くぇ „〈さうぉせ-
くぇ „┿さしっくぇか”, ゃきっすゃぇ  〈ぇくつけ 
]すっそぇくけゃ.  
]こっちうぇかくけ いぇ ぇさしっくぇかちう 

¨さかうく ¨さかうくけゃ くぇこうしぇか ちはかぇ 
こけっきぇ - „] こぇさけかぇ くぇこさっょ”, 
さぇいおぇいゃぇ 〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ, 
かうつくけ こけょさっょうか う しなたさぇくうか 
ぇさたうゃぇ くぇ しなぉうすうはすぇ ゃ ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ おせかすせさぇ, ぇさたうゃ, おけえ-
すけ けぉぇつっ こけ-おなしくけ ういつっいくぇか...

„43 ゅけょうくう すさせょけゃ しすぇあ 
しぇきけ ゃ „┿さしっくぇか”; „╃ぇか しなき 
しう あうゃけすぇ いぇ „┿さしっくぇか”...”;..., 
すぇいう ういこけゃっょ ぉう きけゅかぇ ょぇ 
ぉなょっ しこけょっかっくぇ けす たうかはょう 
ぇさしっくぇかちう くぇ こさぇゅぇ くぇ こっく-
しうけくうさぇくっすけ. ╇かう ゃっつっ こっく-
しうけくっさう. ′け おけえ けす すはた  きけあっ 
ょぇ おぇあっ いぇ しっぉっ しう:”╆ぇこけつくぇた 
おぇすけ てかけしっさ, こさけょなかあうた おぇすけ 
さっあうしぬけさ...”? 
╉ぇお っょうく てかけしっさ けす ╆ぇゃけょ 5  

しすうゅぇ ょけ こけしすぇゃはくっすけ くぇ こうっ-
しう くぇ すっぇすさぇかくぇ しちっくぇ, きけあっ 
ょぇ おぇあっ しぇきけ っょうく - 〈ぇくつけ 
]すっそぇくけゃ. ╉なょっ きけあっ ょぇ しっ 
しかせつう すけゃぇ, ゃっつっ っ はしくけ: しぇきけ 
ゃ „┿さしっくぇか”.
14 ゅけょうくう けす ぇさしっくぇかしおけ-

すけ しう ぉうすうっ 〈ぇくつけ ]すっそぇ-
くけゃ しゃなさいゃぇ し ╃さぇきぇすうつくうは 
しなしすぇゃ くぇ こさっょこさうはすうっすけ. 
╁しうつおけ しすぇゃぇ „こけ ゃうくぇ” くぇ 
くっぉっういゃっしすくうは こさけそしなのいっく 
かうょっさ ╀けくつけ ‶っしっゃ – おぇおすけ っ 
ういゃっしすくけ, おさなゃくけ けすょぇょっく くぇ 
こけしゃっとっくうっすけ - おせかすせさぇすぇ ょぇ 
こせしくっ ゃ „┿さしっくぇか” いょさぇゃう おけ-
さっくう. ╄ょうく けす すっいう „おけさっくう”, 
おけうすけ ょぇゃぇす しかぇょおう こかけょけゃっ 
ゃ しなさちぇすぇ くぇ たうかはょうすっ けさな-
あっえくうちう, ぇこかけょうさぇかう  しすけ-
すうちうすっ こさっょしすぇゃかっくうは くぇ ぇさ-
しっくぇかしおぇすぇ すさせこぇ, っ くっえくうはす 
たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか けす 
1976-すぇ ょけ 1990-すぇ ゅけょうくぇ, 
〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ.
”‶けつうゃっく ょけき”, ”╉さぇはす けしすぇ-

ゃぇ いぇ ゃぇし”, „╆くぇきっすけ” しぇ しぇきけ 
つぇしす けす くっゅけゃうすっ こけしすぇくけゃおう, 
おけうすけ う しっゅぇ しっ こけきくはす. ╉ぇおすけ 
しっ こけきくう う うきっすけ きせ.
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〈けえ きかぇょっっ いぇ ゅけょうくうすっ しう. 
〈させょくけ っ ょぇ  こさっょこけかけあうて, つっ 

ゃ すけいう すうた, しこけおけっく, せさぇゃくけゃっしっく, 
くけ し あうゃ こけゅかっょ う せき おぇすけ ぉさなし
くぇつ  きなあ, しっ おさうっ っょうく けす けしくけゃ
くうすっ ょゃうゅぇすっかう くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ 
ゃ ╆ぇゃけょ 1-  すゃけさつっしおうはす きけいなお  くぇ 
けさなあっえくぇすぇ きうしなか すせお.
╂かぇゃくうはす おけくしすさせおすけさ うくあ. ′う

おけかぇえ ╉なくっゃ. ╄しすっしすゃっくけ, させしおう 
ゃないこうすぇくうお. ╆ぇゃなさてうか しすさっかおけ
ゃけ けさなあうっ  う ょけてなか ゃ ╆ぇゃけょ 1 くぇ 
„┿さしっくぇか” ゃっょくぇゅぇ しかっょ そうくぇかぇ くぇ 
けぉせつっくうっすけ しう こさっい 1986 ゅけょうくぇ . 
╆ぇ おさぇすおけ さぇぉけすうか う くぇ こかけとぇょおぇ
すぇ ゃ 【っえくけゃけ. ╀うか っ おけくしすさせおすけさ, 
くぇつぇかくうお けすょっか, こさっきうくぇか こさっい 
ゃしうつおう こうしすう ょけ けすゅけゃけさくうは う うい
うしおゃぇと こけしゃっとっくうっ こけしす - ゅかぇゃっく 
おけくしすさせおすけさ.  
〈ゃなさょう, つっ かのぉけゃすぇ きせ おなき けさな

あうっすけ っ けす きかぇょっあおうすっ きせ ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ すさっくうさぇか しこけさすくぇ しすさっかぉぇ. 
‶けつすう ういせきうすっかくけ いぇ おけくしすさせおすけさ 
くぇ けさなあうは, うくあ. ╉なくっゃ  くはきぇ かうつくけ 
けさなあうっ.  ╇きぇ う けとっ っょくけ けさなあっえくけ 
ういおかのつっくうっ - くっ っ かけゃっち.  ╆ぇ しきっす
おぇ くぇ すけゃぇ うきぇ こうとくけ つせゃしすゃけ いぇ 
たせきけさ: すゃなさょう, つっ いけょうはすぇ きせ ぉうかぇ 
くぇ こっさそっおすっく すなさゅけゃっち - きけあっか ょぇ 
こさけょぇゃぇ けさなあうっ.

]すけえけ ‶っすさけゃ - ょなか
ゅけゅけょうてっく すったくけ

かけゅ こけ けさなあっえくうすっ うい
ょっかうは,  ゃっすっさぇく.  ]っゅぇ 
さぇぉけすう ゃ ╆ぇゃけょ 5, ちった 
600.  ╁っさっく くぇ きぇさおぇ
すぇ „┿さしっくぇか” けす 1968 
ゅけょうくぇ.  ╉けかっゅうすっ きせ 
ゅけ くぇさうつぇす „あうゃぇすぇ 
うしすけさうは くぇ いぇゃけょ 1“. 
╁ないこうすぇくうお くぇ おぇいぇく
かなておうは ╋ったぇくけすったくう
おせき, こけしゃっすうか ょなかゅう 
ゅけょうくう けす さぇぉけすぇ しう ゃ 
„┿さしっくぇか” くぇ せしゃけはゃぇ
くっ う せしなゃなさてっくしすゃぇくっ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ いっ
くうすくけすけ けさなょうっ, おぇおすけ 
う くぇ いぇすゃけさくぇすぇ さぇきぇ 
くぇ   ぇゃすけきぇすぇ. ╆ぇょ ゅなさ
ぉぇ しう うきぇ う 3 ゅけょうくう 
さぇぉけすぇ いぇょ ゅさぇくうちぇ こけ 
けおぇいゃぇくっ くぇ すったくうつっ
しおぇ こけきけと くぇ こぇさす
くぬけさしおう しすさぇくう. 
] くけしすぇかゅうは う せきうかっ

くうっ しう しこけきくは すさせょくう
すっ ゅけょうくう, おけゅぇすけ ゅけ
かはきぇ つぇしす けす さぇぉけすぇすぇ 
こけ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
ぇさしっくぇかしおけすけ けさなあうっ  
ぉうかけ しなし しすぇさけ, すさせょけ
っきおけ けぉけさせょゃぇくっ. ]っゅぇ 
っ さぇいかうつくけ. [ぇょゃぇす ゅけ 
しなゃさっきっくくうすっ きぇてうくう 
う くけゃうすっ すったくけかけゅうう 
ゃ すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ, 
けしうゅせさはゃぇとう  こさっちうい
くぇ さぇぉけすぇ う けすかうつくけ 
おぇつっしすゃけ. 

]さっょ けしすぇゃうかうすっ すさぇえくぇ ょうさは ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ  ╆ぇゃけょ 1 しぇ ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ′う
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ,  けしすぇくぇか しすさぇしすっく けさなあっえくうお う  ょけ ょくっし, うくあ. ]すけはく ╁っかつっゃ, ぉうゃてうはす ょうさっお

すけさ くぇ いぇゃけょぇ うくあ. ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ,  おけくしすさせおすけさうすっ うくあ. ╂っけさゅう ╂っゃゅぇかけゃ, うくあ. ╆ょさぇゃおけ 
〈っくっゃ, うくあ. ╁ぇかっくすうく 〈けょけさけゃ, うくあ. ]うきっけく ╆ぇゅぇさけゃ う けとっ ょっしっすおう ょさせゅう,   こさけおぇさぇかう ょうさは  し 
さぇぉけすぇすぇ  しう う うきっくぇすぇ しう ゃ うしすけさうはすぇ  くぇ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 

╋くけゅけ しぇ こさっょうきしすゃぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ 
けさなあうっ, けちっくっくう ゃ ちはか しゃはす. ╋くけゅけ しぇ 

う こけゃけょうすっ いぇ ゅけさょけしす くぇ くっゅけゃうすっ こさけういゃけ
ょうすっかう. 
]さっょ くぇえ- ゃぇあくうすっ  こさっょうきしすゃぇ,  ちっくっくう 

ゃうしけおけ けす こぇさすくぬけさう う おせこせゃぇつう しぇ: てうさけおぇ
すぇ ゅぇきぇ くぇ ういょっかうはすぇ,  ょぇゃぇとう ゃないきけあくけしすう 
いぇ ういこけかいゃぇくっすけ うき いぇ さぇいかうつくう ちっかう, こさう 
てうさけお すっきこっさぇすせさっく ょうぇこぇいけく くぇ さぇぉけすぇ;  
いょさぇゃうくぇすぇ; くぇょっあょくけしすすぇ; しっきこかぇすぇ おけく
しすさせおちうは くぇ けさなあうっすけ う かっしくけすけ きせ けぉしかせあ
ゃぇくっ.
╆ぇさぇょう おぇつっしすゃぇすぇ しう けさなあうっすけ し きぇさおぇ 

„┿さしっくぇか” しっ こさけょぇゃぇ くぇ ゃしうつおう おけくすうくっくすう. 
¨ちっくおぇ いぇ くっゅけ う いぇ すさせょぇ くぇ けさなあっえくうちうすっ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ しぇ う 4 ょなさあぇゃくう う きくけゅけ きっあょせ
くぇさけょくう けすかうつうは, し おけうすけ っ  せょけしすけっくぇ そうさ
きぇすぇ.  
 ┿さしっくぇかしおうすっ おけくしすさせおすけさう こさっい 1995 ゅけ

ょうくぇ いぇ こなさゃう こなす ゃ ╇いすけつくうは ぉかけお さぇいさぇぉけす
ゃぇす, う しっ こさうっきぇす くぇ ゃなけさなあっくうっ, ぇゃすけきぇすう し 
くけゃうは „つっさっく“ ぇさきっえしおう ょういぇえく, おけえすけ, けしゃっく 
つっ けすゅけゃぇさは くぇ けそけさきはとぇすぇ しっ しなゃさっきっくくぇ 
すっくょっくちうは, ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ こさうかけあっくうっ 
くぇ くけゃう すったくけかけゅうう, きぇすっさうぇかう う そけさきけけぉ
さぇいせゃぇとう うくしすさせきっくすう.
]かっょ いぇょぇくうっ けす しこっちうぇかういうさぇくけ いゃっくけ いぇ 

ぉけさぉぇ し すっさけさういきぇ こさっい 1998 ゅ. っ さぇいさぇぉけすっく 
う こさけういゃっょっく 7,62た39 きき ぇゃすけきぇす ┿さしっくぇか 
AR-M4SF /しおなしっく, しなし しゅなゃぇっき くぇょはしくけ こさう
おかぇょ , すぇおすうつっしおう こさけあっおすけさ う おけかうきぇすけさっく 
きっさくうお/, おけえすけ ょけ ょっく ょくってっく っ くぇ けしけぉっくぇ 
こけつうす しさっょ しこっちうぇかくうすっ つぇしすう, おぇおすけ ゃ ╀なか
ゅぇさうは, すぇおぇ う ゃ つせあぉうくぇ.
╇いおかのつうすっかっく せしこった いぇ ぇさしっくぇかしおうすっ けさな

あっえくうちう っ う そぇおすなす, つっ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは っ 
こなさゃぇすぇ ゃ ╇いすけつくぇ ╄ゃさけこぇ, おけはすけ こさっい 2000 
ゅけょうくぇ こさうっきぇ くぇ ゃなけさなあっくうっ 5,56た45 きき 
ぇゃすけきぇす ┿さしっくぇか AR-M1- くぇすけゃしおう おぇかうぉなさ.
╄ょうくしすゃっくけ ゃ „┿さしっくぇか” こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 

ちっゃくぇすぇ おせすうは いぇ ぇゃすけきぇすう う かっおう おぇさすっつくう
ちう しっ けしなとっしすゃはゃぇ こけ おかぇしうつっしおぇすぇ すったくけ
かけゅうは – けす とぇきこけゃぇくぇ いぇゅけすけゃおぇ し こけしかっょ
ゃぇとけ そさっいけゃぇくっ. 〈けゃぇ こさぇゃう ちっゃくぇすぇ おせすうは 
ういおかのつうすっかくけ いょさぇゃぇ う ゅぇさぇくすうさぇ ゃうしけおぇすぇ 
ういょさなあかうゃけしす う おぇつっしすゃけ.
]こっちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ しっ けぉさなとぇ う くぇ こなか

くうすっかうすっ いぇ ぇゃすけきぇすうすっ, おぇさぇぉうくうすっ う かっ
おうすっ おぇさすっつくうちう, おけうすけ こさうょけぉうゃぇす す.く. 
„ゃぇそかっくぇ“ そけさきぇ,  ょぇかっつ こけ-ういょさなあかうゃぇ けす 
きっすぇかくうすっ こなかくうすっかう, おぇつっしすゃっくぇ, しすうかくぇ う 
ゃ しなとけすけ ゃさっきっ けかっおけすっくぇ, すなえ おぇすけ しっ ういさぇ
ぉけすゃぇす けす こかぇしすきぇしぇ し ゅけかはきぇ いょさぇゃうくぇ.
 ╂けさょけしす くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ けさなあっえくぇ おけく

しすさせおすけさしおぇ きうしなか っ う さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ う こさけ
ういゃけょしすゃけすけ くぇ 9た 19 きき こうしすけかっす ”┿さしっくぇか 
╉けきこぇおす”, ゃ おけえすけ しぇ ゃなこかなすっくう っょくけゃさっきっく
くけ しなし しなゃさっきっくくうすっ ういうしおゃぇくうは いぇ すけいう すうこ 
けさなあうっ う きけょっさくうすっ すったくけかけゅうう, ゃ おけうすけ うく
ゃっしすうさぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. 

〈っいう さっょけゃっ  くはきぇす  こさっすっくちうはすぇ くうすけ いぇ 
ういつっさこぇすっかくけしす, くうすけ いぇ こなかくけすぇ.  ‶さけし

すけ くはきぇ おぇお. ′っ っ ゃないきけあくけ ょぇ こけぉっさって ゃ 
くはおぇおゃう しう 2000 いくぇおぇ  55-ゅけょうてくぇ うしすけさうは,  
55 ゅけょうくう さぇぉけすぇ, しなょぉう, すさせょ, こけしゃっとっくうっ, 
すなさしっくっ う ぇきぉうちうは ょぇ しう こさなゃ. ╆ぇすけゃぇ う しっ 
くぇょはゃぇき くぇ しくういたけあょっくうっ けす しすさぇくぇ くぇ こさけ
こせしくぇすうすっ.  
╁ぇあくけ っ ょさせゅけすけ:   けすゃなょ ょけさう きうかぇすぇ けそう

ちうぇかくけしす う  けおぇいぇくぇ こけつうす くぇ ゃっすっさぇくうすっ くぇ 
こさっょしすけはとぇすぇ しさっとぇ: 
╃うさはすぇ, しかっょぇすぇ, こけぉうすうすっ おぇきなくう う こさけおぇ

さぇくう こなすうとぇ ゃ っょうく くうおぇお, ぇきぇ くうおぇお くっ かっお 
たけさういけくす - きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”. 

                                      
 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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╇いすっつっ おさぇえくうはす しさけお いぇ 
こさうっきぇくっ くぇ っゃっくすせぇかくう 

ゃないさぇあっくうは いぇ こぇすっくすけゃぇくっすけ 
ゃ ╀さのおしっか くぇ っょうく けす しうきゃけ
かうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは - さけいけゃけすけ 
きぇしかけ. ╁ないさぇあっくうはすぇ しさっとせ 
すけゃぇ しっ こさうっきぇたぇ ゃ ╆っきっょっか
しおけすけ きうくうしすっさしすゃけ ょけ こなさゃぇ
すぇ ょっしっすょくっゃおぇ くぇ しっこすっきゃさう.  
′ぇえ-きくけゅけ っょくぇ ゅけょうくぇ っ 

しさけおなす いぇ こけかせつぇゃぇくっ  くぇ っゃ
さけこっえしおぇ こさけすっおちうは いぇ さけょ
くけすけ さけいけゃけ きぇしかけ. ]かっょ こさう
おかのつゃぇくっ くぇ こさけちっょせさぇすぇ 
っょうくしすゃっくけ こさけょせおす, こさけういゃっ

ょっく ゃ ╀なかゅぇさうは けす さけいけゃうは ちゃはす ょけ ょっしすうかぇちうはすぇ くぇ きぇしかけ
すけ, とっ きけあっ ょぇ しっ くぇさうつぇ “ぉなかゅぇさしおけ さけいけゃけ きぇしかけ”. 〈ぇおぇ 
とっ しっ ゅぇさぇくすうさぇ おぇつっしすゃけすけ う こけょ すけゃぇ うきっ くはきぇ ょぇ きけあっ ょぇ 
しっ こさけょぇゃぇ こさけょせおす, こさけういゃっょっく ゃ 〈せさちうは う ╉うすぇえq くぇこさう
きっさ, おけきっくすうさぇす こさけういゃけょうすっかうすっ. 
‶け こけゃけょ こさっょしすけはとけすけ こぇすっくすけゃぇくっ くぇ きぇさおぇすぇ „ぉなか

ゅぇさしおけ さけいけゃけ きぇしかけ” ょうさっおすけさなす くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ っすっさうつ
くけ-きぇしかっくう おせかすせさう ゃ ╉ぇいぇくかなお ′ぇすぇてぇ ╉けゃぇつっゃぇ いぇはゃう: 
„‶けゃっつっ けす 350 ゅけょうくう ぉなかゅぇさしおけすけ さけいけゃけ きぇしかけ っ くっくぇょ
きうくぇすけ こけ おぇつっしすゃけ ゃ ちはか しゃはす う けしくけゃぇすっかくけ っ いぇしかせあうかけ 
さっこせすぇちうはすぇ しう くぇ こさっゃないたけょっく こさうさけょっく こさけょせおす”. 
′ぇょ 300 しぇ しなしすぇゃおうすっ くぇ さけいけゃけすけ きぇしかけ けす  ╀なかゅぇさうは, 

こさう きぇおしうきせき 200 くぇ すけゃぇ けす ]ぇせょうすしおぇ ┿さぇぉうは うかう 〈せさちうは.  
╂けょうてくけ ゃ ちっかうは しゃはす しっ こさけういゃっあょぇす けおけかけ 4 すけくぇ さけいけ

ゃけ きぇしかけ. ╀かういけ こけかけゃうくぇすぇ けす しゃっすけゃくけすけ こさけういゃけょしすゃけ っ 
ぉなかゅぇさしおけ.

]ぇきけ いぇ 1 ょっく 84-ゅけょうてくぇ ぉぇぉぇ けす 【うこおぇ ぉっ くぇ こなす ょぇ 
ょぇょっ ぉかういけ 15 たうかはょう かっゃぇ くぇ ういきぇきくうちう こけ したっきぇすぇ 

„すっかっそけくくけ けぉぇあょぇくっ”. [せあぇ 『っくけゃぇ 3 こなすう ゃ さぇきおうすっ くぇ 
24 つぇしぇ しっ しさっとぇかぇ し ういきぇきくうちうすっ, いぇ ょぇ こさっょぇょっ こぇさうすっ. 
¨ぉとぇすぇ しせきぇ, おけはすけ すっ しぇ せしこっかう ょぇ ゃいっきぇす けす くっは っ くぇょ 3 
たうかはょう かっゃぇ. ╋けすうゃなす, し おけえすけ こさうきぇきうかう [せあぇ 『っくけゃぇ, ぉうか 
„ゃくせお ゃ ╂なさちうは, おけえすけ こさぇとぇ こぇおっす し こぇさう”. ╋ぇかおけ けしすぇくぇかけ 
ういきぇきくうちうすっ ょぇ こさうぉっさぇす う こけうしおぇくうすっ くけゃう 9 たうかはょう けす 
ぉぇぉぇすぇ, おけはすけ ゃ こけしかっょくうは きけきっくす こさけつっかぇ ゃ しすぇさ ゃっしすくうお 
いぇ したっきぇすぇ し すっかっそけくくうすっ ういきぇきう う しっ せしなきくうかぇ. 〈けゅぇゃぇ しっ 
けぉぇょうかぇ ゃ こけかうちうはすぇ. ‶さっしすなこくうちうすっ しぇ いぇょなさあぇくう. 〈けゃぇ しぇ 
28-ゅけょうてっく きなあ けす ╊っゃしおう う 50-ゅけょうてっく きなあ けす ‶ぇゃかうおっ
くう. ¨す こけかうちうはすぇ しなゃっすゃぇす ゃないさぇしすくうすっ たけさぇ ょぇ しっ しゃなさいゃぇす 
し ぉかういおうすっ しう, おけゅぇすけ こけ すっかっそけくぇ くっこけいくぇすう うかう こさっょしすぇ
ゃはとう しっ いぇ すったくう ぉかういおう うき うしおぇす こぇさう.

‶ぇきっすくうお くぇ ゅっく. ╋うたぇうか ]おけぉっかっゃ ぉっ けすおさうす ゃ ╉ぇいぇく
かなお. ╇ょっはすぇ いぇ くっゅけ っ くぇ ′╃ „[せしけそうかう“  こけ こけゃけょ こさっょ

しすけはとぇすぇ 170-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす さけあょっくうっすけ くぇ ╀っかうは ゅっくっ
さぇか, おぇおすけ っ ういゃっしすっく ]おけぉっかっゃ ゃ うしすけさうはすぇ. ┿さたうすっおす くぇ 
すゃけさぉぇすぇ っ ╁っくちうしかぇゃ ぃつおけかけゃしおう. ╆ぇ すゃけさっくうっすけ しう すけえ 
こけかせつう う こけつっすくうは こかぇおっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けいう あっしす 
くぇ ゃくうきぇくうっ おなき ╉ぇいぇくかなお っ ういおかのつうすっかくけ ちっくっく, おぇいぇ ゃ 
しかけゃけすけ しう こさう けすおさうゃぇくっすけ くぇ こぇきっすくうおぇ おきっすなす くぇ ゅさぇょぇ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. ╆ぇ こさうくけしぇ しう いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ ぉなかゅぇさけ-
させしおうすっ けすくけてっくうは ]すけはくけゃぇ ぉっ せょけしすけっくぇ しなし „]ぇきぇさしおう 
おさなしす“. ′ぇゅさぇょぇすぇ っ くぇ ぉなかゅぇさしおう う させしおう くっこさぇゃうすっかしすゃっくう 
けさゅぇくういぇちうう う しっ こさうしなあょぇ こさう こなかっく おけくしっくしせし くぇ せつさっ
ょうすっかうすっ. 

]かっょ おぇすけ うおけくけきうつっしおう ゅうゅぇくすう おぇすけ ╉うすぇえ う ぅこけくうは 
すなさしはす ╉ぇいぇくかなお いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ, いくぇつう くうっ うきぇきっ 

こけすっくちうぇか, おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ さぇいゃうゃぇきっ. 〈けゃぇ おぇいぇ しかっょ いぇ
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]すさぇくぇすぇ くう っ わ1 ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ こけ ういくけし くぇ こさっさぇぉけすっくう いなさくぇ, おけうすけ しかせあぇす おぇすけ 
しせさけゃうくぇ ゃ たさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは. ╀なかゅぇさうは ょなさあう 20,5% けす しゃっすけゃくうは ういくけし くぇ すけいう こさけ
ょせおす. ╁ つっかけすけ しきっ う こけ っおしこけさす くぇ こてっくうちぇ, おぇすけ ょなさあうき 12-すけ きはしすけ. ╆なさくっくうすっ おせかすせさう う 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ しっ けつっさすぇゃぇ ょぇ しぇ ゃ つっかくぇすぇ さっょうちう くぇ っおしこけさすくうすっ しすけおう いぇさぇょう けゅさけきくうは 
うくすっさっし おなき すはた ゃ ちはかぇ ╄ゃさけこぇ.
╉けゅぇすけ, けぉぇつっ, おかぇしぇちうはすぇ しっ こさぇゃう こけ ゅさせこう しすけおう, こけいうちううすっ くぇ しすさぇくぇすぇ くう しぇ ょぇかっつ こけ-

しおさけきくう. ′ぇえ-ゃうしけおけすけ - 17-すけ きはしすけ, ょなさあうき ゃ ういくけしぇ くぇ きぇしかけょぇえくう しっきっくぇ, ぇ くぇ 18-すけ しきっ 
こけ ういくけし くぇ あうすくう さぇしすっくうは.
‶さう っかっおすさけくうおぇすぇ, きぇてうくうすっ, そぇさきぇちっゃすうつくうすっ こさけょせおすう う きくけゅけ ょさせゅう しすけおう しきっ しかっょ 

35-すけ きはしすけ, くぇえ-つっしすけ きっあょせ 50-すぇ う 60-すぇ こけいうちうは. ¨す すけゃぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ 
こさぇゃう いぇおかのつっくうっすけ, つっ ういゅけすゃっくうすっ くぇしおけさけ 18 しっおすけさくう っおしこけさすくう しすさぇすっゅうう, くぇこうしぇくう こけ 
こけさなつおぇ くぇ ┿ゅっくちうはすぇ いぇ きぇかおう う しさっょくう こさっょこさうはすうは, くっ ゃなさてぇす くうおぇおゃぇ さぇぉけすぇ. ‶さうつう
くぇすぇ っ, つっ うおけくけきうおぇすぇ くう すさせょくけ きけあっ ょぇ っ かうょっさ ゃ っょうく うかう くはおけかおけ けすさぇしなかぇ, ぇ こけ-しおけさけ 
こさけぉうゃぇ し けすょっかくう こさけょせおすう.
╃ぇくくうすっ くぇ ]すけこぇくしおぇすぇ おぇきぇさぇ こけおぇいゃぇす, つっ ゃ きくけゅけ ゅさせこう うかう けすょっかくう しすけおう うきぇ こけしすけは

くっく さなしす くぇ ぉなかゅぇさしおうは ういくけし こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう. [っおけさょなす っ こさう ちうゅぇさうすっ, こさう おけうすけ いぇ 
こけしかっょくうすっ 5 ゅけょうくう しっ けすつうすぇ っおしこけさすっく さなしす けす 49% ゅけょうてくけ. ′け ぇくぇかういなす くぇ っおしこっさすうすっ 
けす ]すけこぇくしおぇすぇ おぇきぇさぇ  おけくしすぇすうさぇ, つっ すけゃぇ ゃ きくけゅけ きぇかおけ しかせつぇう しっ ょなかあう くぇ せゃっかうつぇゃぇくっ 
くぇ おけかうつっしすゃぇすぇ, ぇ こさうつうくぇすぇ けしくけゃくけ っ こけゃうてっくうっすけ くぇ ちっくうすっ くぇ しなけすゃっすくぇすぇ しすけおぇ.

 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╃ゃぇょっしっす う っょくぇ ゅけょうてくうはす おぇいぇくかなつぇくうく ╉うさうか ╂っけさゅうっゃ しこっつっかう ╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ 
╋っあょせくぇさけょくうは しうきこけいうせき こけ しおせかこすせさぇ いぇ しすせょっくすう Daekyo Eye International Sculpture 

Symposium for College Students ゃ ]っせか しなし しゃけはすぇ しおせかこすせさぇ „』っさゅぇ”.
′ぇゅさぇょぇすぇ くぇ  きかぇょうは おぇいぇくかなつぇくうく っ ゃさなつっくぇ くぇ しこっちうぇかくぇ ちっさっきけくうは ゃ おけさっえしおぇすぇ しすけ

かうちぇ けす  ╈けくゅ-╃あけくゅ ╉ぇくゅ, こさっょしっょぇすっか くぇ Daekyo Holdings う ╃あせくおぬけ ╉うき, ゃうちっこさっいうょっくす いぇ 
しこっちうぇかくけしすうすっ こけ ういおせしすゃぇすぇ う しこけさすぇ くぇ せくうゃっさしうすっすぇ Chung-Ang. 
′ぇ ちっさっきけくうはすぇ けす ぉなかゅぇさしおぇ しすさぇくぇ しぇ こさうしなしすゃぇかう ぉうゃてうはす きうくうしすなさ くぇ ゃなくてくうすっ さぇぉけすう 

くぇ [っこせぉかうおぇ ╉けさっは  ╉うき ]せくゅ-》ゃぇく う ぉなかゅぇさしおうはす こけしかぇくうお ゃ ]っせか ‶っすなさ ┿くょけくけゃ.
╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ ╉うさうか こっつっかう ゃ おけくおせさっくちうは し けとっ 11 しすせょっくすう  こけ しおせかこすせさぇ  けす さぇい

げí óÑñ　öí: 

げí ¿óîñÖ£óöñ: 

げí  Öíôí¿ÜöÜ: 

げí äéëçóöñ: 

げí çñöñëíÖóöñ:  

〈は っ しすぇさぇ. ′っ おけかおけすけ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ 
ゃしなとくけしす すっいう きなあっ う あっくう けしすぇゃはす しゃけは 

ょうさは ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ うしすけさうは, くけ くっ っ さけょっ-
くぇ う ょくっし. ‶けょ くぇこけさぇ くぇ すさせょくけすけ ゃさっきっ. 
╃なかあうき は くぇ ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ, こさっょしっょぇすっか 
くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╆ぇゃけょ 1.  
『っかすぇ: ょぇ しなぉっさっ くぇ っょくけ  きはしすけ すっいう, おけう-
すけ ゅけょうくう くぇさっょ しぇ ぉうかう つぇしす けす しかぇゃぇすぇ う 
きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”. ′ぇょはゃぇ しっ こけおぇくぇすぇ きせ 
ょぇ せゃぇあぇす ゃしうつおう ゃっすっさぇくう-  けさなあっえくうちう けす 
╆ぇゃけょ 1, いぇ おけうすけ っ ゃしっ けとっ あうゃぇ ゃさないおぇすぇ し 
ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ. ╇ すっいう, ぉっい おけうすけ しっゅぇ ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ けさなあっえくぇ しかぇゃぇ くはきぇ ょぇ っ しなとぇすぇ. 
]さっとぇすぇ っ くぇしさけつっくぇ いぇ しかっょ しっょきうちぇ- くぇ 

21-ゃう しっこすっきゃさう. ╀っい けしけぉっくう こけつっしすう, くけ し 
きくけゅけ せゃぇあっくうっ. 

¨す くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ  きうくぇかうは 
ゃっお くぇ こさぇおすうおぇ „┿さしっくぇか” しっ さぇいゃうゃぇ ぇぉ-

しけかのすくけ しぇきけしすけはすっかくけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ けさなあっえ-
くけすけ こさけういゃけょしすゃけ. ]かっょ  1999  ゅけょうくぇ ゃしうつおけ, 
しないょぇょっくけ ゃ ょさせあっしすゃけすけ, っ けぉっおす くぇ うくすっかっお-
すせぇかくぇ しけぉしすゃっくけしす う くけしう きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”. 
╇きぇ いぇとうすっくぇ すなさゅけゃしおぇ きぇさおぇ ゃ ╄ゃさけこっえしおうは 
しなのい, ]┿】 う けとっ 19 しすさぇくう こけ しゃっすぇ.

′ぇつぇかけすけ っ こさっい ょぇかっつくぇすぇ 1924 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ  ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ こさっきっしすゃぇ ]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 う しなし ╆ぇおけく しっ そけさきうさぇ ╃なさあぇゃくぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ. 

¨す 1958 ゅけょうくぇ 
いぇこけつゃぇ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ くぇ しすさっかおけ-
ゃけ けさなあうっ. 〈けゅぇゃぇ っ  
こさけういゃっょっく う こなさゃう-
はす 7,62 きき ぇゃすけきぇす. 
]かっょ すぇいう ゅけょうくぇ 
いぇこけつゃぇ しなとうくしおうはす 
ぉせき くぇ けさなあっえくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ. ]かっょ 
こなさゃうは きけょっか ぇゃすけ-
きぇすう し すゃなさょ こさうおかぇょ 
こけしすっこっくくけ いぇこけつゃぇ 
う せしゃけはゃぇくっすけ くぇ ぇゃ-
すけきぇすう しなし しゅなゃぇっき 
こさうおかぇょ, おぇさすっつくう-
ちう, さなつっく こさけすうゃけ-
すぇくおけゃ ゅさぇくぇすけきっす 
[‶╂-7, しすぇくけつっく こさけ-
すうゃけすぇくおけゃ ゅさぇくぇすけ-
きっす ]‶╂- 9, ぉっいけす-
おぇすくけ けさなょうっ ╀-10. 
‶けしすっこっくくけ し さぇいさぇ-
しすゃぇくっすけ くぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ けさなあうっ 
しっ こけしすさけはゃぇ う いぇゃけ-
ょなす ゃ 【っえくけゃけ こさっい 
1980 ゅ., ういゃっしすっく 
おぇすけ ╆ぇゃけょ 14, おな-
ょっすけ しっ こさけういゃっあょぇ 
こさっょうきくけ しすさっかおけゃけ 
けさなあうっ - こうしすけかっすう, 
ぇゃすけきぇすう, おぇさすっつくう-
ちう. ′ぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ „┿さしっくぇか” けしすぇ-
ゃぇ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ ぇさすうかっさうえしおけすけ 
けさなあうっ, しさっょ おけっすけ 
,けしゃっく ゅさぇくぇすけきっすう-
すっ, けとっ - ういゃっしすくぇ-
すぇ „]すさっかぇ”,  122 きき 
ゅぇせぉうちぇ, 23 きき いっ-
くうすくぇ せしすぇくけゃおぇ ╆〉-

23-2, こさけういゃっあょぇくぇ ゃ ╄ゃさけこぇ っょうくしすゃっくけ ゃ „┿さしっくぇか”. ╇ すぇおぇ ょけ 2000 ゅ., おけゅぇすけ けすくけゃけ ょゃっすっ 
こさけういゃけょしすゃぇ しっ しなぉうさぇす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 1 ゃ „┿さしっくぇか”.
‶さっい ゃしうつおうすっ すっいう ゅけょうくう くぇ せしゃけはゃぇくっ う こさけういゃけょしすゃけ くぇ しすけすうちう ゃうょけゃっ ういょっかうは しっ ぇおせ-

きせかうさぇ ぉけゅぇす こさけういゃけょしすゃっく う うくあっくっさっく けこうす. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ くっゅけ こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ 
ょっしっすうかっすうは しすぇくぇたぇ ゃないきけあくう さぇいさぇぉけすおぇすぇ う こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ しけぉしすゃっくう おけくしすさせおちうう - くぇょ 
30 さぇいかうつくう ゃぇさうぇくすぇ ぇゃすけきぇすう, しこけさすくう う かけゃくう おぇさぇぉうくう - させしおう う くぇすけゃしおう おぇかうぉさう; かっおう う 
しさっょくう おぇさすっつくうちう くぇすけゃしおう おぇかうぉなさう; こけょちっゃくう, しぇきけしすけはすっかくう う さっゃけかゃっさくう ゅさぇくぇすけきっすう - 
させしおう う くぇすけゃしおう おぇかうぉさう. 

¨す こなさゃうはす ぇゃすけきぇす, こさけういゃっょっく こさっい 
1958 ゅけょうくぇ ょけ しっゅぇ, っ ういすっおかぇ きくけゅけ 

ゃけょぇ. ‶さっい 1982 ゅけょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” うきぇ こけ-
ゃけょ いぇ こさぇいくうお- しゃけっけぉさぇいっく さっおけさょ:  こさけ-
ういゃっょっく っ 1 きうかうけくくうはす きせ ぉさけえ. 23 ゅけょうくう 
こけ-おなしくけ, こさっい 2005-すぇ ゅけょうくぇ, しっ さぇあょぇ う 
2-きうかうけくくうはす.  ]っゅぇ っ さっょ くぇ 3-すうは きうかうけく. 
╆ぇ こさけういゃけょしすゃっくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ すけゃぇ しぇ 

しぇきけ ちうそさう. 
╆ぇ たけさぇすぇ, おけうすけ けしすぇゃはす  ゃしっおう しゃけえ ょっく ゃ 

ちったけゃっすっ くぇ ╆ぇゃけょ 1 – すけゃぇ っ あうゃけす. ╁しっおう-
ょくっゃくけ ょけおぇいゃぇくっ, せしうかうは ょぇ しう くぇえ-ょけぉなさ, 
ょぇ  しないょぇゃぇて おぇつっしすゃけ,  ょぇ さぇぉけすうて いぇ こさっし-
すうあぇ う きぇさおぇすぇ.  
╉ぇせいぇ, くぇ おけはすけ しっゅぇ しぇ しっ こけしゃっすうかう ぉかういけ 

1200 ぇさしっくぇかちう, さぇぉけすっとう ゃ ╆ぇゃけょ 1.

╃っしっすおう しぇ. 
╀っい しなきくっくうっ, けぉぇつっ, くぇ けしけ-

ぉっくぇ こけつうす すせお っ うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ 
– ぇさしっくぇかしおう ょけぇえっく, おけえすけ いぇっょくけ 
しなし ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ いぇゃなさてゃぇ こなさ-
ゃうは ゃうこせしお くぇ つせあょっしすさぇくくうすっ しすせ-
ょっくすう ゃ 〈せかしおぇすぇ こけかうすったくうおぇ こさっい 
ょぇかっつくぇすぇ 1967 ゅけょうくぇ. 〉つうかうとっすけ, 
こさういくぇすけ おぇすけ おけゃぇつくうちぇ くぇ っょくう けす 
くぇえ- ょけぉさうすっ けさなあっえくうちう  ゃ しゃっすぇ. 
╃っしっすおう しぇ させしおうすっ ゃないこうすぇくうちう- 

けさなあっえくうちう う こうさけすったくうちう ゃ „┿さしっ-
くぇか”,  おけうすけ ょっしっすうかっすうは くぇさっょ すさせ-
こぇす けこうす ゃ ちったけゃっすっ くぇ そうさきぇすぇ. ╇ 
おなき くぇしすけはとうは きけきっくす くぇょ 40-しっす しぇ 
すっいう, おけうすけ おけくしすさせうさぇす う しないょぇゃぇす 
くけゃう きけょっかう, せしなゃなさてっくしすゃぇす ゃっつっ 
くぇこさぇゃっくう さぇいさぇぉけすおう. ] けしけぉっくぇ  
つっしす こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ しこっ-
ちうぇかくけすけ のぉうかっえくけ すなさあっしすゃけ, こさけ-
ゃっょっくけ ゃ 〈せかしおぇすぇ こけかうすったくうおぇ, ょぇ 
こさっょしすぇゃかはゃぇす ぉなかゅぇさしおうすっ けさなあっえ-
くうちう, e  こけおぇくっく  ういこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ.  ¨すこさぇゃっくぇすぇ こけおぇくぇ っ さっゃっ-
さぇくし, こさういくぇくうっ, こけつうす いぇ ゃうしけおうすっ 
こけしすうあっくうは う すぇかぇくす くぇ ぉなかゅぇさしおう-
すっ けさなあっえくう しこっちうぇかうしすう, こけかせつうか  
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しゃけっすけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ 〈せかぇ. 
‶けゃけょなす: 50 ゅけょうくう けす こなさゃうは こさうっき くぇ つせあょっしすさぇくくうすっ しすせ-

ょっくすう ゃ 〈せかしおうは こけかうすったくうつっしおう うくしすうすせす /しっゅぇ せくうゃっさしうすっす/. 

 „╇しすうくしおう けさなあっえくうお しっ しすぇゃぇ, けぉぇつっ, ゃ ┿さしっくぇか”, けぉう-
つぇす ょぇ おぇいゃぇす  いぇょ こけさすぇかぇ くぇ いぇゃけょぇ. 

╋ぇおしうきぇ, ょけおぇいぇくぇ う こさけゃっさっくぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ. ╆ぇすけゃぇ う しっゅぇ 
ぇきぉうちうはすぇ くぇ そうさきっくぇすぇ せこさぇゃぇ う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 1 っ 
ょぇ こさうゃかうつぇす おぇつっしすゃっくう きかぇょう  たけさぇ, し あっかぇくうっ いぇ さぇぉけすぇ う 
さぇいゃうすうっ.
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かうつくう しすさぇ
くう: [っこせぉかうおぇ 
╉けさっは, ╉うすぇえ, 
ぅこけくうは, ╇すぇ
かうは, ╀っかぇさせし う 
ょさ.
 „』っさゅぇ”-すぇ っ 

ういさぇぉけすっくぇ いぇ 
2 しっょきうちう う 
こさっょしすぇゃかはゃぇ 
15 ゅさぇくうすくう 
ぉかけおぇ, ゃしっ
おう し ょなかあうくぇ 
けす きっすなさ う 50 
しぇくすうきっすさぇ う 
ょっぉっかうくぇ 20 
くぇ 20 しぇくすうきっ
すさぇ. 
』 っ す う さ う

つかっくくけ あせさう 
けす おけさっえしおう 
しおせかこすけさう っ 
けちっくはゃぇかけ し 
すぇっく ゃけす すゃけさ
ぉうすっ くぇ すぇかぇくす
かうゃうすっ しすせょっく
すう - せつぇしすくうちう 
ゃ きっあょせくぇさけょ
くうは しうきこけいう
せき.  ] „』っさゅぇ”-
すぇ しう ╉うさうか っ  
しこっつっかうか っょうくけょせてくうは ゃけす くぇ けちっくはゃぇとうすっ. 

╁ きけきっくすぇ しおせかこすせさぇすぇ  くぇ ╉うさうか う  すゃけさぉうすっ くぇ けしすぇくぇかうすっ せつぇしすくうちう ゃ しうきこけいうせきぇ しっ 
くぇきうさぇす くぇ こかけとぇょ ゃ ]っせか, くけ とっ ぉなょぇす こさっきっしすっくう ゃ しこっちうぇかっく  しおせかこすせさっく こぇさお ゃ ゅさぇょぇ, 
おなょっすけ とっ けしすぇくぇす いぇゃうくぇゅう う とっ しすぇくぇす つぇしす けす ぇすさぇおちううすっ くぇ おけさっえしおぇすぇ しすけかうちぇ.
╆ぇ こさけゃっあょぇとうは しっ いぇ こなさゃう こなす ╋っあょせくぇさけょっく しおせかこすせさっく そけさせき ╉うさうか, おけえすけ っ しすせょっくす 

こけ しおせかこすせさぇ ゃなゃ ╁っかうおけすなさくけゃしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ おかぇしぇ くぇ こさけそ. ╂っけさゅう ╋うくつっゃ う ゅか. ぇしうし
すっくす ╁っくおけ 〈けくおけゃ,  くぇせつぇゃぇ けす おけさっえしおう しおせかこすけさ, おけえすけ こさっょう ゅけょうくぇ せつぇしすゃぇ ゃ しうきこけいうせき 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╋かぇょっあなす さってぇゃぇ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ う すぇおぇ くぇ 13-すう ぇゃゅせしす すぇいう ゅけょうくぇ しっ けいけゃぇゃぇ ゃ ]っせか. 

╆ぇ ╉うさうか こなすせゃぇくっすけ ょけ ぇいうぇすしおぇすぇ しすさぇくぇ っ こなさゃけすけ きせ ういかういぇくっ けす さけょうくぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ 
ゃさなとぇ ょゃっ しっょきうちう こけ-おなしくけ し ╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ, ういさぇいはゃぇとぇ しっ ゃ ょけぉなさ そうくぇくしけゃ っおゃうゃぇ
かっくす.  ¨しゃっく くぇゅさぇょぇすぇ, いぇ きかぇょっあぇ くぇえ-ちっくくけすけ くっとけ, こけかせつっくけ おぇすけ こけょぇさなちう こけ ゃさっきっ くぇ 
こさっしすけは  きせ ゃ ╉けさっは, っ ゅさぇくうすくけ おぇきなつっ し ゅさぇゃうさぇく ゃなさたせ くっゅけ ぉぇきぉせお う ゃこかっすっくけ うきっすけ きせ, 
ういこうしぇくけ くぇ おけさっえしおう.  
〈ぇかぇくすかうゃうはす おぇいぇくかなておう きかぇょっあ っ ゃないこうすぇくうお くぇ ′╂‶╇╃ „┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ” ゃ さけょくうは 

きせ ゅさぇょ, おなょっすけ いぇゃなさてゃぇ ゅさぇそうおぇ. ‶なすはす おなき しおせかこすせさぇすぇ, けぉぇつっ, っ こさっょくぇつっさすぇく けす くっゅけ
ゃうは  こけおけっく ょはょけ - ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ, ういゃっしすっく おぇいぇくかなておう おぇきっくけょっかっち. 
 ╉けゅぇすけ くっ っ いぇっす し かっおちうう  ゃ せくうゃっさしうすっすぇ, さけょっくうはす こけょ いくぇおぇ くぇ [ぇおぇ すぇかぇくすかうゃ きかぇょ 

しおせかこすけさ けす ╉ぇいぇくかなお  っ ゃっさっく くぇ たけぉうすけ しう: こかぇくうくぇすぇ う こさうさけょぇすぇ.  ╇ こさういくぇゃぇ, つっ くぇえ-
ゃっさけはすくけ こぇさうつくぇすぇ しう くぇゅさぇょぇ いぇ すぇかぇくすぇ しう けす ]っせか  とっ けしさっぉさう ゃ っょくぇ しゃけは きっつすぇ - ょぇ うきぇ 
ょっかすぇこかぇくっさ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ゃさなとぇくっすけ しう けす ╉うすぇえ, おなょっすけ ぉっ くぇつっかけ くぇ ょっかっゅぇちうは けす 
╉ぇいぇくかなお, おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 〈は , おぇおすけ 
う こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ ′うおけかぇえ ╆かぇ
すぇくけゃ う すさうきぇ ぉういくっしきっくう, ゃいったぇ せつぇしすうっ ゃ きっあょせくぇさけょくぇすぇ 
しさっとぇ くぇ こけぉさぇすうきっくうすっ くぇ おうすぇえしおうは ゅさぇょ ╃いうくぇく ゅさぇょけゃっ 
けす 6 おけくすうくっくすぇ. ╁ ╃いうくぇく おぇいぇくかなておぇすぇ ょっかっゅぇちうは こけょこうしぇ 
╋っきけさぇくょせき いぇ しなゃきっしすくけ しなすさせょくうつっしすゃけ. 
╇くすっさっしなす おなき すぇいう くっけぉはすくぇ ゃなゃ ゃしはおけ けすくけてっくうっ しすさぇくぇ, 

おぇおゃぇすけ っ ╉うすぇえ, すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ こけょこかなすっく し さっぇかくう うくうちう
ぇすうゃう けす くぇてぇ しすさぇくぇ う けそうちうぇかくぇすぇ ょっかっゅぇちうは けす けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお くぇこさぇゃう こなさゃぇすぇ けす すっいう しすなこおう“, おぇいぇ おきっすなす くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こさっょ あせさくぇかうしすう しかっょ 
いぇゃさなとぇくっすけ しう. ╁ ╃いうくぇく ]すけはくけゃぇ っ こさうしなしすゃぇかぇ う くぇ けそう
ちうぇかくぇすぇ しさっとぇ う こさうっき, ょぇょっくう けす ゅっくっさぇかくうはす しっおさっすぇさ くぇ 
╉うすぇえしおぇすぇ おけきせくうしすうつっしおぇ こぇさすうは ゃ ╃いうくぇく 〉ぇくゅ ╋うく.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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どÜ£ó, ßñ£ ¡ÜúöÜ...
Уважаеми редактори на вестник 

„Трибуна Арсенал”,

¨せき. 》かてひち ぅけちみせそう, おけちかさてそち せあ ′あうそお 5:

╂-く 】うさはくけゃ, くぇ すさぇ-
ょうちうけくくぇすぇ しさっとぇ, おけは-
すけ う すぇいう ゅけょうくぇ しなぉさぇ 
しこっちうぇかうしすうすっ-きぇてう-
くけしすさけうすっかう けす ╆ぇゃけょ 5, 
ゃっすっさぇくうすっ し っくすせしうぇいなき 
くっういきっくくけ ╁う こけあっかぇゃぇす 
ゃさなとぇくっ くぇ しすぇさぇすぇ しかぇゃぇ 
くぇ いぇゃけょぇ けす ゃさっきっすけ, おけ-
ゅぇすけ ゅけょうてくけ すせお しっ こさけ-
ういゃっあょぇす こけ 1000  そさっいう. 
╁ ょくってくうすっ せしかけゃうは せすけ-
こうは かう っ すけゃぇ, しぇくすうきっくす 
うかう さっぇかくぇ ゃないきけあくけしす? 

╁しうつおけ ょさせゅけ, くけ くっ う さっ
ぇかくぇ ゃないきけあくけしす. ╁ きけきっくすぇ 
こさけういゃっあょぇきっ すけかおけゃぇ きぇ
てうくう, おけかおけすけ しぇ こけさなつおう
すっ くう. ′ぇてうすっ ういょっかうは うきぇす 
しゃけはすぇ こぇいぇさくぇ くうてぇ, くけ すは 
くっ っ すけかおけゃぇ ゅけかはきぇ, おけか
おけすけ くぇ ゃさっきっすけ う おけかおけすけ 
ぉうたきっ うしおぇかう. ]うすせぇちうはすぇ 
ょくっし っ しなゃしっき さぇいかうつくぇ けす 
すぇいう こさっょう 1989 ゅけょうくぇ.

]こっちうぇかうしすうすっ, おけうすけ 
しかっょはす さぇいゃうすうっすけ くぇ きぇ-
てうくけしすさけうすっかくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ ゃ しゃっすけゃっく きぇ-
とぇぉ, けちっくはゃぇす おぇすけ せしこった 
そぇおすぇ, つっ ゃなこさっおう すっあ-
おうすっ せしかけゃうは くぇ こさったけょぇ, 
いぇしっゅくぇかう しっさうけいくけ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ, 
ゃしっ こぇお ╆ぇゃけょ 5 けちっかは う 
しっ いぇょなさあぇ おぇすけ ゃぇあくけ 
いゃっくけ ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
„┿さしっくぇか”. ╉ぇお しっ しかせつう 
すけゃぇ, おけう しぇ ょくってくうすっ 
こさうけさうすっすう くぇ ╆ぇゃけょ 5, 
おぇおゃけ っ きはしすけすけ きせ ゃ こさけ-
ういゃけょしすゃっくぇすぇ しすさせおすせさぇ 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ う ゃ くっゅけ-
ゃぇすぇ こぇいぇさくぇ しすさぇすっゅうは?

╁ いぇゃけょ 5 しっ こさけういゃっあょぇす 
ゅけすけゃう ういょっかうは いぇ こさっょかぇ
ゅぇくっ くぇ こぇいぇさぇ おぇすけ しすけおぇ, 
っょうくしすゃっくけ そさっいけゃうすっ きぇ
てうくう う こけょちっゃくうすっ ゅさぇくぇ
すけきっすう, くけ すけゃぇ しぇ こけ-きぇか
おぇすぇ つぇしす けす くっとぇすぇ, おけうすけ 
こさぇゃうき. ‶さっい こけしかっょくうすっ 
くはおけかおけ ゅけょうくう ゃ いぇゃけょぇ しっ 

せしゃけうたぇ う しっ こさけういゃっあょぇす 
しすけすうちう ゃうょけゃっ ょっすぇえかう けす 

ょっしっすおう ういょっかうは, おけうすけ こけ-
さぇくけ くっ しぇ こさけういゃっあょぇくう 
ゃなゃ そうさきぇすぇ. ′うっ しっ けそけさ
きうたきっ おぇすけ いぇゃけょ いぇ こさけうい
ゃけょしすゃけ くぇ ょっすぇえかう, おけうすけ 
ょけしすぇゃはきっ くぇ ょさせゅうすっ いぇゃけ
ょう, おけきこかっおすけゃぇとう ゅけすけゃう 
ういょっかうは けす ぉけっこさうこぇしくけすけ う 
けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ.
〈けゃぇ, しこけさっょ きっく, っ そけさきせ

かぇすぇ, おけはすけ しなたさぇくう いぇゃけょぇ 
う ゅけ こさぇゃう ゃぇあくけ いゃっくけ ゃ 

しすせおすせさぇすぇ くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃. 
╁ すけいう しきうしなか くうっ さぇいぉうさぇ

きっ くぇてぇすぇ けすゅけゃけさくけしす う しっ 
しすさっきうき ょぇ けこさぇゃょぇっき けつぇお
ゃぇくうはすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ.

]ぇきけ こさっょう しっょきうちう  
こせしくぇたすっ けこうすっく けぉさぇ-
いっち くぇ くけゃぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ 
くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ そさっいぇ  
《〉 321 ╋]. 〈けゃぇ っ ゃぇてぇ 
うくあっくっさくぇ さぇいさぇぉけすおぇ. 
‶さう すけいう けすかうゃ くぇ おゃぇかう-
そうちうさぇくう おぇょさう けす きぇ-

てうくけしすさけっくっすけ し おぇおなゃ 
うくあっくっさっく こけすっくちうぇか 
さぇいこけかぇゅぇ ╆ぇゃけょ 5? ╉ぇお-
ゃけ いぇょなさあぇ うくあっくっさくうすっ 
しこっちうぇかうしすう こさう ゃぇし?

╇くあっくっさくうはす こけすっくちうぇか, 
しこけさっょ きっく, っ おさぇえくけ くっ
ょけしすぇすなつっく う こさっけぉかぇょぇゃぇ
とけ ゃ くぇこさっょくぇかぇ ゃないさぇしす. 
]きはすぇき, つっ すさはぉゃぇ ょぇ ぉな
ょぇす ゃいっすう しこってくう きっさおう いぇ 
こさうゃかうつぇくっ う くぇいくぇつぇゃぇくっ 
くぇ きかぇょう おぇょさう, おけうすけ ょぇ 
ゃくっしぇす うくけゃぇちううすっ う しな
とっゃさっきっくくけ し すけゃぇ ょぇ くぇ
しかっょはす けこうすぇ う いくぇくうはすぇ くぇ 
せすゃなさょっくうすっ しこっちうぇかうしすう. 
┿おけ すけゃぇ くっ ぉなょっ くぇこさぇゃっくけ, 
きくけゅけ しおけさけ とっ ぉなょっき ゃ ぉっい
ういたけょうちぇ. 

╇いゃっしすくけ っ, おぇおすけ ゃっつっ 
しすぇくぇ ょせきぇ う ゃ すけいう さぇい-
ゅけゃけさ, つっ きかぇょうすっ たけさぇ 
すさせょくけ うょゃぇす ょぇ さぇぉけすはす ゃ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ, すさせょくけ 
ょけさう しっ いぇこうしゃぇす ょぇ せつぇす 
ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ 
しこっちうぇかくけしすう くぇ しさっょくけ-
すけ う ゃうしてっすけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ せ くぇし. ′ぇ しさっとぇすぇ し 
ゃっすっさぇくうすっ けす ╆ぇゃけょ 5 くぇ 
6-すう しっこすっきゃさう ╁うっ けつっさ-
すぇたすっ すけゃぇ おぇすけ けしくけゃっく 
こさけぉかっき. ╉ぇおなゃ うきっくくけ 
っ こさけぉかっきなす, しこけさっょ ╁ぇし? 
╉なょっ きけゅぇす ょぇ しっ すなさしはす 
ゃないきけあくうすっ さってっくうは?

‶さっょう ょゃっ ゅけょうくう, くぇ けす
つっすくけすけ しなぉさぇくうっ ゃ ]けそうは 
くぇ ╀さぇくてけゃぇすぇ おぇきぇさぇ こけ 
きぇてうくけしすさけっくっ, ゃしうつおう ょう
さっおすけさう くぇ そうさきう けす くぇてうは 
ぉさぇくて こけしすぇゃうたぇ ゃなこさけしぇ いぇ 
かうこしぇすぇ くぇ おぇょさう. ] すさっゃけ
ゅぇ ゃしうつおう おけきっくすうさぇたきっ, つっ 
しっ いぇすゃぇさはす せつうかうとぇすぇ う くっ 
しっ こけょゅけすゃはす きかぇょう おぇょさう. 
╀ってっ こけおぇくっく きうくうしすなさなす 
くぇ うおけくけきうおぇすぇ ゅ-く 〈さぇえつけ 
〈さぇえおけゃ, いぇ ょぇ ぉなょっ けぉしな
ょっくぇ こけかうすうおぇすぇ くぇ こさぇゃう
すっかしすゃけすけ こけ すけいう こさけぉかっき 
ゃ こけしけおぇ: おぇお しきはすぇす すっ ょぇ 

こけきけゅくぇす くぇ ぉさぇくてぇ. ¨すゅけ
ゃけさなす ぉってっ すぇおなゃ, つっ くっ いぇ
しかせあぇゃぇ おけきっくすぇさ.
╉けゅぇすけ かうこしゃぇ ょなさあぇゃくぇ 

こけかうすうおぇ, くぇ そうさきうすっ うき 
しすぇゃぇ きくけゅけ すさせょくけ う すさはぉ
ゃぇ しぇきう ょぇ くぇきっさはす ういたけょ 
けす しうすせぇちうはすぇ. ╄ょうくしすゃっくぇ
すぇ ぇかすっさくぇすうゃぇ っ すぇいう こさけ
そっしうは ょぇ ゅぇさぇくすうさぇ さぇいゃう
すうっ う しうゅせさくけしす, いぇ ょぇ ぉなょっ 
こさうゃかっおぇすっかくぇ いぇ きかぇょうすっ 
うくあっくっさう, おぇおすけ くぇ ゃさっきっすけ 
ぉってっ いぇ くぇし.

]かっょ くけゃぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ 
くぇ そさっいぇすぇ, いぇ おけはすけ ゃっつっ 
こうしぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, 
おぇおゃけ こさっょしすけう くぇ ょくっゃっく 
さっょ ゃ おけくしすさせおすけさしおうは う 
すったくけかけゅうつくうは けすょっか くぇ 
╆ぇゃけょ 5. ╉ぇおゃけ, すぇおぇ ょぇ 
しっ おぇあっ, ゃっつっ っ くぇ つっさ-
すけあくぇすぇ きぇしぇ, ゃなこさっおう, 
つっ ょくってくうすっ つっさすけあくう 
きぇしう, ゃしなとくけしす しぇ おけき-
このすなさくうすっ っおさぇくう?

‶さっょしすけう こけょゅけすけゃおぇ う いぇ
とうすぇ くぇ こさけぉくぇ しっさうは くぇ 
くけゃぇすぇ そさっいぇ, ゃくっょさはゃぇくっすけ 
え ゃ さっょけゃくけ こさけういゃけょしすゃけ. 
[ぇいさぇぉけすゃぇ しっ う ゃうしけおけけぉ
けさけすくぇ そさっいけゃぇ ゅかぇゃぇ. ╋う
しかうき う いぇ けとっ くけゃう くっとぇ, くけ 
たけさぇすぇ くう しぇ おさぇえくけ くっょけし
すぇすなつくう.

╁ ょくうすっ こさっょう ╃っくは くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかは  おぇおゃけ 
しう こけあっかぇゃぇすっ - くぇ ぇさしっ-
くぇかしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ 
う くぇ ╆ぇゃけょ 5, ゃ ぉかういおけ ぉな-
ょっとっ?

‶けあっかぇゃぇき しう こけゃっつっ こけ
さなつおう, くけゃう う こけ-ょけぉさう さぇい
さぇぉけすおう けす っおうこぇ くぇ いぇゃけょ 5! 

‶けあっかぇゃぇき ╁う ゅけ う ぇい. 
╀かぇゅけょぇさは! 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╅『』╊〉╅]╊を 』 ╇¨』《[《
《【]¨ぁ¨╊. . .

〈けえ せゃっさう こなさゃうは ょうこかけきぇす くぇ ぅこけくうは 
′. ‶さ. 〈ぇおぇてう ╉けうょいせきう, つっ う いぇ ゃ ぉな-
ょっとっ けすくけてっくうはすぇ  しなし ]すさぇくぇすぇ くぇ うい-
ゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ とっ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ 
しっ さぇいゃうゃぇす, いぇとけすけ ぅこけくうは っ くっけぉはすくぇ 
しすさぇくぇ. ╄ょうく あうゃけす くっ しすうゅぇ ょぇ は けこけいくぇ-
って, おぇいぇ ]すけはくけゃ, つうえすけ ゃないこうすぇくうちう しぇ 
くけしうすっかう う くぇ しすうこっくょうう いぇ けぉせつっくうっ おなき 
はこけくしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ. 
‶けしかぇくうおなす くぇ ぅこけくうは 〈ぇおぇてう ╉けうょいせ-

きう, おけえすけ ゃさなつう ‶けつっすくうは ょうこかけき, こさう-
こけきくう いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ┿しけちうぇちうはすぇ いぇ 
こさうはすっかしすゃけ けす 2003-すぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ こけ 
こさっょかけあっくうっ くぇ ]すけはくけゃ いぇこけつゃぇ さっぇかう-
いうさぇくっすけ くぇ さっょうちぇ しなゃきっしすくう しなぉうすうは う 
こけしっとっくうは きっあょせ ╉ぇいぇくかなお う ぅこけくうは. 
 ¨す 2000-すぇ ゅけょうくぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ し さな-

おけゃけょっくうは けす くっゅけ 《┿ „┿さしっくぇか” くぇょ 25 
こなすう こけしっとぇゃぇ ゅさぇょけゃっすっ 》うさけてうきぇ, ╋せ-
くぇおぇすぇ う 《せおせけおぇ, こさっょしすぇゃはえおう おさぇしけすぇ-
すぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ. ‶さっい ゅけょうくうすっ 
すけえ ぉっ けこさっょっかっく おぇすけ っょうく けす くぇえ-ゅけかっ-

╁ないきけあくけ っ こけさぇょう しっいけくぇ すさせょくけ ょぇ こさけたけあょぇ けぉはゃっくぇすぇ させ-
ぉさうおぇ - おぇすけ ゃしはおけ こさけたけあょぇくっ.
′け けつぇおゃぇき, つっ さっょぇおちうけくくうはす っおうこ う ういょぇすっかしおうはす しなゃっす くぇ 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ゃ ぉかういおけ ゃさっきっ とっ こけかせつぇす ょけしすぇ きぇすっさうぇ-
かう.
]かっょは ゃっしすくうおぇ けす しぇきけすけ くぇつぇかけ う し ゃしっおう くけゃ ぉさけえ しっ いぇこけい-

くぇゃぇき ゃしっ こけゃっつっ し うしすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ. ╃け こさっょう こけつすう けしっき 
ゅけょうくう いぇ きっく ぉってっ こさけしすけ っょくぇ ょせきぇ - „┿さしっくぇか“, ょけおぇすけ けす 
1 くけっきゃさう 2005 ゅ. しすぇくぇた つぇしす けす くっは. ╇ ゃっつっ しなあぇかはゃぇた いぇとけ 
すけゃぇ くっ っ しすぇくぇかけ ょけしすぇ こけ-さぇくけ, けしけぉっくけ おぇすけ し ゃさっきっすけ くぇせつぇ-
ゃぇた いぇ きうくぇかけすけ くぇ そうさきぇすぇ う くぇ おけかっおすうゃぇ, ゃ おけえすけ こけこぇょくぇた.
╉けゅぇすけ ゃ ぉさけえ 60 こさけつっすけた こけおぇくぇすぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ こけょっすぇすぇ 

おぇきこぇくうは „〈けいう, ぉっい おけえすけ...“ しう こけきうしかうた, つっ ゃしっおう けす くぇし 
きけあっ ょぇ たゃぇくっ たうきうおぇかおぇすぇ う ょぇ くぇこうてっ くぇ ぉっかうは かうしす きくけ-
ゅけ - いぇ ゃしうつおう たけさぇ, し おけうすけ あうゃけすなす ゅけ っ しさっとくぇか う しかっょ すぇいう 
しさっとぇ っあっょくっゃうっすけ きせ っ ぉうかけ ょさせゅけ - こけ-しこけおけえくけ うかう こけ-ぉせ-
さくけ. 〉しっとぇか しっ っ おぇすけ おさぇお ゃ すはしくぇ けぉせゃおぇ - くっ くぇ きはしすけすけ しう, 
うかう こなお おぇすけ ょはかぇく おぇきなお っ こぇしゃぇか くぇ おけかっおすうゃぇ う し さぇょけしす っ 
けすうゃぇか ゃしっおう ょっく くぇ さぇぉけすぇ. ¨とっ こけゃっつっ, ぇおけ っ さぇきけ ょけ さぇきけ し 
かのぉうきうは つけゃっお. ┿ „┿さしっくぇか“ っ こなかっく しなし しっきっえしすゃぇ, おけうすけ くっ しぇ 
ういきっくうかう くぇ そうさきぇすぇ う しぇ ゃかぇゅぇかう しゃけは すさせょ う ゃ すっあおうすっ ゅけょう-
くう しなし いぇおなしくはゃぇとう すさせょけゃう ゃないくぇゅさぇあょっくうは.
╆ぇ きっく „〈けいう, ぉっい おけえすけ...“ しっ けおぇいぇ ╋うすおけ ]かぇゃけゃ, おけえすけ きっ 

こさうっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ ういつうしかうすっかくうは ちっくすなさ. ‶けしかっょくうすっ しっょっき ゅけ-
ょうくう けす すさせょけゃうは きう しすぇあ ぉはたぇ くぇえ-しこけおけえくう う とぇしすかうゃう, いぇ-
とけすけ こけこぇょくぇた ゃ おけかっおすうゃ, いぇ おけえすけ しなとけ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ „〈けいう, 
ぉっい おけえすけ...“ - こさっょうてくぇすぇ きう おけかっあおぇ う こさうはすっかおぇ けす こけゃっつっ 
けす すさうょっしっす ゅけょうくう 〈っきっくせゅぇ 』ぇおなかすけゃぇ, し おけはすけ あうゃけすなす きっ 
しさっとくぇ しかっょ ょけしすぇ ゅけょうくう う すは きっ ゃなゃっょっ ゃ さぇぉけすぇすぇ.
′はおけえ っ おぇいぇか, つっ ╀けゅ こけしすぇゃは くぇ こなすは くう たけさぇすぇ, おけうすけ こさっい 

ょっくは すさはぉゃぇ ょぇ しさっとくっき. ‶さぇゃ っ ぉうか. ╉けかっあおうすっ ╋ぇさうは ╉うさけゃぇ, 
╃けさぇ ╉けしすぇょうくけゃぇ, [せきはくぇ ╃っつっゃぇ う 『ぇくおぇ ╄かおうくぇ きっ こさうったぇ 
おぇすけ しゃけは う きう こけきぇゅぇたぇ ょぇ くぇゃかはいぇ ぉなさいけ. 
′っ きけゅぇ ょぇ くっ しこけきっくぇ う ゅ-あぇ ′うおけかうくぇ ╉ぇさぇうゃぇくけゃぇ う ゅ-く 

‶っくおけ 〈けすっゃ, おけうすけ しぇ きう ゅかぇしせゃぇかう ょけゃっさうっ.
′け ょぇ しっ ゃなさくっき おなき くぇつぇかくうおぇ くぇ けすょっかぇ ゅ-く ╋うすおけ ]かぇゃけゃ 

うかう,おぇおすけ しゃけえしおう しっ けぉさなとぇす おなき くっゅけ - こさけしすけ ╋うすおけ.
』けゃっおなす, おけえすけ せしこはゃぇてっ ょぇ ぉぇかぇくしうさぇ ゃ あっくしおうは おけかっおすうゃ う 

ょぇ すせてうさぇ ゃしはおけ っゃっくすせぇかくけ くぇこさっあっくうっ, こさっょういゃうおぇくけ けぉうお-
くけゃっくけ けす けぉっきぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ う しさけおぇ, いぇ おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
しゃなさてう.
』けゃっおなす, おけえすけ こけいくぇゃぇ しなとくけしすすぇ くぇ けぉさぇぉけすゃぇくぇすぇ うくそけさ-

きぇちうは う すったくけかけゅうつくうすっ けしけぉっくけしすう う すなくおけしすう ょけ けしくけゃう, すなえ 
おぇすけ すけえ ゅう っ ゅさぇょうか すっいう けしくけゃう. ╄しすっしすゃっくけ, さぇきけ ょけ さぇきけ し 
ょさせゅう おけかっゅう - „〈っいう, ぉっい おけうすけ...“.
』けゃっおなす, おけえすけ こけくはおけゅぇ っ ょけしすぇ ゃゅかなぉっく ゃ きうしかうすっ しう こけ しかせ-

あっぉくうすっ ゃなこさけしう う し ういゃっしすくけ くっせょけぉしすゃけ ゅけ けすおなしゃぇ けす っおさぇくぇ 
すっかっそけくくけ こけいゃなくはゃぇくっ うかう おけかっあおぇ, おけはすけ うょゃぇ ょぇ きせ しなけぉとう, 
つっ っ ゃなゃっかぇ うくそけさきぇちうはすぇ. „╃けぉさっ, ょけぉさっ“ - おさぇすおけ う はしくけ. 〈けえ 
ゃっつっ っ ゃうょはか. ╇ つせゃしすゃぇて, つっ すけゃぇ っ くっゅかぇしくぇ こけたゃぇかぇ いぇ ょけぉさっ 
しゃなさてっくぇすぇ さぇぉけすぇ. ┿ くはおけゅぇ っ „ょぇか っょくけ さぇきけ“ ぉっい きくけゅけ こさう-
おぇいおう, いぇ ょぇ しっ ゃきっしすうき ゃなゃ ゃさっきっすけ. 
』けゃっおなす, いぇ おけゅけすけ っょくけ おぇそっ ゃさっきっ っ ゃさっきっ いぇ けぉしなあょぇくっ くぇ 

しかせあっぉっく こさけぉかっき し おけかっゅうすっ う ゃ くうおけえ しかせつぇえ くっ っ いぇゅせぉっくけ.
』けゃっおなす, おけえすけ, ゃなこさっおう さっしこっおすぇ う せゃぇあっくうっすけ おなき くっゅけ, 

きけあっ ょぇ おぇあっ くっとけ しきってくけ いぇ しっおせくょう う ょぇ しっ こけしきっっ し おけかっ-
ゅうすっ. ╇ こぇお - いぇぉなさいぇく しなし しこっちうそうつくぇすぇ しう こけたけょおぇ しっ ゃさなとぇ 
くぇ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ. ╆ぇとけすけ さぇぉけすぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ う ゃさっきっ いぇ 
ゅせぉっくっ くはきぇ.
╇ すぇおぇ - こけゃっつっ けす 38 ゅけょうくう しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか“ ! ╇ おぇいぇさきぇすぇ 

- こぇお すせお!
╉ぇきなおなす しう すっあう くぇ きはしすけすけ, けしけぉっくけ おけゅぇすけ っ ゃ すっきっかうすっ くぇ 

しゅさぇょぇすぇ!
╆ぇすけゃぇ ゃ きけうすっ しこけきっくう ╋うすおけ ]かぇゃけゃ っ くぇつぇかくうおなす-きっつすぇ.
╀かぇゅけょぇさは すう, ╋うすおけ!
╀かぇゅけょぇさは ゃう, おけかっゅう!

╊うくぇ 〉いせくけゃぇ

╇╊【╊『╅〉¨【╊ 〉╅ ′╅╇《╉ 5...
]っゅぇてくうはす ょうさっおすけさ 】うさはくけゃ こさっょしすぇ-

ゃう こさっょ しなぉさぇかうすっ しっ ぉっかけおけしう さぇぉけすくうちう 
う しこっちうぇかうしすう くぇえ-くけゃぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかくうは いぇゃけょ くぇ „┿さしっくぇか“ - 
そさっいぇすぇ 《〉 321 ╋] う いぇこけいくぇ ゃっすっさぇくうすっ 
しなし しうすせぇちうはすぇ, ゃ おけはすけ ょくっし さぇぉけすう ╆ぇゃけょ 
5. „╉さういぇすぇ くう こさうすうしくぇ けとっ こけ-しっさうけい-
くけ, こけさなつおうすっ くぇきぇかはゃぇす, くけ しつうすぇき, つっ 

うょゃぇす こけ-しゃっすかう ょくう“, おぇいぇ こさっょ ゅけしすうすっ 
くぇ しさっとぇすぇ ょうさっおすけさなす 】うさはくけゃ. „′け うきぇ 
っょくぇ ょさせゅぇ おさういぇ, おけはすけ くっ いくぇき おぇお とっ 
こさっけょけかっっき“, しこけょっかう けとっ すけえ こさっょ きぇ-
てうくけしすさけうすっかうすっ-ゃっすっさぇくう. „╉ぇょさけゃぇすぇ 
おさういぇ っ こさけぉかっき, おけえすけ くうすけ っょくぇ そうさきぇ, 
くうすけ っょうく ゅさぇょ くっ きけあっ ょぇ さってう. ╆ぇすけゃぇ 
っ くせあくぇ ょなさあぇゃくぇ こけかうすうおぇ, うくぇつっ くはきぇ 
ういたけょ“, ぉっ いぇおかのつっくうっすけ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 5, おけえすけ こさういくぇ, つっ ゃ きけきっくすぇ すさせょ-
くけ しっ くぇきうさぇす こけょゅけすゃっくう たけさぇ, いぇ ょぇ こけっ-
きぇす けすゅけゃけさくけしすうすっ くぇ くうしてうすっ さなおけゃけょくう 
ょかなあくけしすう こけ ちったけゃっ う せつぇしすなちう. „′はきぇ 
たけさぇ いぇ くぇつぇかくうお-ちったけゃっ, くはきぇ たけさぇ いぇ 
くぇつぇかくうちう くぇ せつぇしすなちう“, ぉっ おけくしすぇすぇちうは-
すぇ くぇ ょうさっおすけさぇ, おけえすけ こさうこけきくう, つっ こさけ-
ぉかっきなす しっ っ いぇさけょうか けとっ こさっょう 15 ゅけょうくう, 
けすおけゅぇすけ こさけそっしうはすぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは 
しすぇゃぇ ゃしっ こけ-きぇかおけ こさうゃかっおぇすっかくぇ いぇ きかぇ-
ょうすっ たけさぇ う こさけそっしうけくぇかくうすっ せつうかうとぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ こけしすっこっくくけ しこうさぇす ょぇ こけょゅけすゃはす 

おぇょさう. 
╀うゃてう さなおけゃけょうすっかう, おけくしすさせおすけさう う 

すったくけかけいう くぇ ╆ぇゃけょ 5 う ╇くしすうすせすぇ いぇ きっ-
すぇかけさっあっとう きぇてうくう, おぇすけ ╋ぇさおけ ╋ぇさう-
くけゃ, ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ, 》ぇさう ]うきっけくけゃ, 
しっゅぇてくうはす ╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ 
╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあうくう - ╉さなく, うくあ. ┿かっお-
しぇくょなさ ╋うくつっゃ, こさっょしっょぇすっか くぇ ╀]‶ ゃ 

╉ぇいぇくかなお, ぉはたぇ しさっょ ゅけしすうすっ くぇ しなぉうすう-
っすけ.
]さっとぇすぇ いぇこけつくぇ し こけつうすぇくっ こぇきっすすぇ 

くぇ さぇぉけすくうちうすっ う しこっちうぇかうしすうすっ, こけつう-
くぇかう こさっい ういすっおかぇすぇ ゅけょうくぇ.
„╃けぉさっ ょけてかう, こさうはすっかう!“ けすくけゃけ ぉっ 

こなさゃうはす きせいうおぇかっく こけいょさぇゃ くぇ ╁ぇしうか 
╂かせすくうおけゃ, おけえすけ しっ こけゅさうあう いぇ くぇしすさけ-
っくうっすけ くぇ ゅけしすうすっ. 
]くうきおう いぇ しこけきっく, しこっちうぇかくけ こけょぉさぇ-

くう いぇ しかせつぇは すけぇかっすう, しゃっあう こさうつっしおう, 
くぇいょさぇゃうちう, こっしくう う さぇょけしすくう せしきうゃ-
おう けしすぇゃぇす ょぇ すけこかはす しなさちぇすぇ くぇ ゃっすっ-
さぇくうすっ-きぇてうくけしすさけすっかう けす ╆ぇゃけょ 5 ょけ 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. ╆ぇすけゃぇ くぇえ-つっしすけすけ 
こけあっかぇくうっ ゃ さっしすけさぇくす „╉ぇこうすぇか“ くぇ 
すぇいゅけょうてくうは 6-すう しっこすっきゃさう ぉってっ „╃ぇ 
しきっ いょさぇゃう!“

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

きうすっ おせかすせさくう こけしかぇくうちう くぇ ╀なかゅぇ-
さうは ゃ ぅこけくうは.  ╆ぇ いぇしかせゅうすっ しう たう-
かはょう はこけくちう ょぇ すぇくちせゃぇす ぉなかゅぇさしおう 
たけさぇ う さなつっくうちう, おぇおすけ う ょぇ こけいくぇゃぇす 
╀なかゅぇさうは  つさっい きぇさおぇすぇ „╉ぇいぇくかなお” う 
ぇくしぇきぉなか „ ┿さしっくぇか”, ]すけはくけゃ っ う こけ-
つっすっく ゅさぇあょぇくう くぇ  《せおせけおぇ.  
‶けょ くっゅけゃけ さなおけゃけょしすゃけ すぇくちぬけさうすっ 

けす ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか” うゅさぇはす ょっしっす-
おう こなすう くぇ  くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ぇいうぇすしおぇ 
しちっくぇ - ╂かけぉせか ┿さっくぇ. ╆ぇさぇいっくう けす 
きぇゅうはすぇ  くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ さうすきう, たうかは-
ょう はこけくちう っあっゅけょくけ こけしっとぇゃぇす ゅさぇょぇ 
くう. 〈っ しぇ くぇえ-きぇしけゃぇすぇ ゅさせこぇ つせあょっし-
すさぇくくう ゅけしすう こけ ゃさっきっ くぇ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ.
′はおけかおけ しぇ ぉなかゅぇさうすっ, くけしうすっかう 

くぇ ゃうしけおけすけ はこけくしおけ けすかうつうっ, おけっすけ 
しっ ゃさなつゃぇ けす くはおけかおけ ゅけょうくう くぇしぇき. 
]さっょ すはた しぇ ╂っけさゅう ]すけっゃ う [けしうちぇ 
[ぇくょっゃぇ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか 

„...[╅[ぇ╇ ╋¨╇《【 ╆╊ぃ╊!!!” 
╇かてかちあせひて 【あせねそ 』てかなあせそう:

] せゃぇあっくうっすけ しう  おなき ゅっさけうすっ くぇ すっいう ういつっいくぇ
かう ぇさたうゃう 〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ くっ こさけこせしおぇ うきっくぇすぇ 
ょけさう くぇ けいゃせつうすっかは ╀けくつけ ╋うかぇくけゃ う けしゃっすうすっかは 
‶っすなさ ╁うょっゃ. ′っこさっきっくくけ こけょつっさすぇゃぇ いぇしかせゅぇすぇ 
くぇ たせょけあくうおぇ [ぇつけ 〈さうそけくけゃ: /╀けゅ ょぇ ゅけ こさけし
すう!/, し おけゅけすけ いぇっょくけ こさぇゃはす ょっおけさうすっ いぇ こけしすぇ
くけゃおうすっ.  
]すなこうか くぇ しちっくぇすぇ くぇ おけきぉうくぇすぇ いぇ こさなゃ こなす 

し „′っけぉうおくけゃっく こさけちっし”, 〈ぇくつけ おぇいゃぇ:”¨す きぇかなお 
けぉうつぇき すけゃぇ!”. ╋っつすぇすぇ すさなゅゃぇ ょぇ しっ しぉなょゃぇ 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, おなょっすけ てかけしっさなす けす いぇゃけょぇ しっ ょうこかけきうさぇ し 
„[っゃういけさ” くぇ ╂けゅけか. 〈ぇくつけ こけくはおけゅぇ しなあぇかはゃぇ, 
つっ けしすぇゃうか てかけしっさしすゃけすけ. ╆ぇとけすけ:

〈ぇくつけ ぉうか てかけしっさ くぇ てかけしっさうすっ 

╋かぇょうはす さぇぉけすくうお ゃいうきぇか せきぇ くぇ おけかっゅう う くぇ
つぇかくうちう し ぉっいせきくうすっ しう こさっういこなかくっくうは くぇ くけさ
きうすっ. ‶さう くけさきぇ けす 6, すけえ こさぇゃっか こけ 20 すっかぇ いぇ 
ぉけさきぇてうくぇ ょくっゃくけ. ╆ぇすけゃぇ こぇさすうえくうはす しっおさっすぇさ 
╋うくつけ 〈ぇつっゃ くっ ゅけ ょぇゃぇ かっしくけ いぇ おせかすせさくうすっ 
ょっかぇ. ╆ぇすけゃぇ ゅけ こさぇゃはす ゅっさけえ ゃ ぇさしっくぇかしおう そうかき, 
おけえすけ こけおぇいゃぇ こなすは くぇ きかぇょうは さぇぉけすくうお こさう こけし
すなこゃぇくっすけ きせ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ – けす こけさすぇかぇ ょけ 
さぇぉけすくけすけ きはしすけ, こさっい こさっゅかっょう, ぇょきうくうしすさぇちうう 

う こさけつうっ. 
〈ぇくつけ, こけしすなこうか ゃ ╆ぇゃけょ 5 おぇすけ てかけしっさ, こさっきうくぇか 

こさっい さぇょけしすうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおう おせかすせさすさっゅっさ, しっ こっく
しうけくうさぇ おぇすけ けさゅぇくういぇすけさ ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ こさっょう 
すさう ゅけょうくう. ′っ しっ こさっょぇゃぇ こさっょ ゃさっきっすけ  う こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ さぇぉけすう. ╁ っあっょくっゃうっすけ ゃっつっ っ ょぇかっつ う けす てかけしっさ
しすゃけすけ, う けす しちっくぇすぇ. ╁さないおぇすぇ し きぇてうくけしすさけうすっかくぇすぇ 
こさけそっしうは ょなさあう ゅけかっきうはす きせ しうく – ]すっそぇく. ╋ぇかおうはす 
′うおけかぇえ こけょおかぇあょぇ すさなこおぇすぇ おなき しちっくぇすぇ – すけえ ゃけょう 
ゅさせこぇすぇ いぇ しこけさすくう すぇくちう おなき つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”. 
′ぇ ゃさっきっすけ 〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ さっょう しちっくぇさうはす いぇ ゃしっおう 

ぇさしっくぇかしおう おけくちっさす う ゃしはおぇ ぇさしっくぇかしおぇ きぇくうそっしすぇ
ちうは. ‶け すさぇょうちうは ぇさしっくぇかしおぇすぇ おけかけくぇ ゃうくぇゅう ゃけょっかぇ 
ゅさぇょしおけすけ てっしすゃうっ. ╃ぇゃぇかう しっ „かせょう” こぇさう いぇ あうゃう 
おぇさすうくう, ょっしっすおう すさぇくしこけさすくう しさっょしすゃぇ, いくぇきっくぇ, 
しすけすうちう おけしすのきう う かけいせくゅう... ╁しっおう かけいせくゅ しっ きうしかっか 
こさっょゃぇさうすっかくけ, ゃしうつおう しおぇくょうさぇくうは – しなとけ. 〈ぇくつけ う 
こぇさすうえくうはす しっおさっすぇさ くぇ おけきぉうくぇすぇ ゅかっょぇかう ょけ ちっく
すさぇかくうは ゅさぇょしおう しゃっすけそぇさ ちはかけすけ てっしすゃうっ う けとっ くぇ 
ょさせゅうは ょっく こさぇゃっかう さぇいぉけさぇ. „╀ってっ いぇょなかあっくうっ, くけ 
ぉってっ う こさうはすくけ”, し すっいう こさけしすう ょせきう 〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ 
けぉけぉとぇゃぇ ぉっい ういかうてっく こぇすけし ぇさしっくぇかしおけすけ しう きうくぇかけ 
ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ. ′け し うしすうくしおぇ さぇょけしす. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

¨す 16-すう ょけ 21-ゃう しっこすっきゃさう „┿さしっくぇか“ 
せつぇしすゃぇ し くぇえ-くけゃぇすぇ こさけょせおちうは くぇ 

╆ぇゃけょ 5 ゃ ぇゃすけさうすっすくけすけ ╋っあょせくぇさけょくけ 
ういかけあっくうっ „]ゃっすなす くぇ きっすぇかけけぉさぇぉけすゃぇ
くっすけ“- ╄╋¨-2013. ╃けきぇおうく くぇ こさっしすうあくうは 
そけさせき っ くっきしおうはす ゅさぇょ 》ぇくけゃっさ. 
′ぇ っおしこけいうちうけくくぇ こかけと けす 20 おゃ.き. “┿さ

しっくぇか“ う さっしこっおすうゃくけ ╆ぇゃけょ 5 しっ こさっょしすぇ
ゃはす し 4 しゃけう ういょっかうは.  
╇いかけあっくうっすけ ゃ 》ぇくけゃっさ しなぉうさぇ くぇえ- 

こさっしすうあくうすっ そうさきう う きぇさおう ゃ きっすぇかけけ
ぉさぇぉけすゃぇくっすけ. 〈はたくぇすぇ こさけょせおちうは とっ しっ 
こさっょしすぇゃう ゃ けぉとけ 27 いぇかう, おなょっすけ ういかけ
あうすっかうすっ しぇ けす 39 しすさぇくう.
╇くすっさっしなす おなき そけさせきぇ っ けゅさけきっく. ‶けょ

さけぉくけしすう いぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ „┿さしっくぇか“ 
けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

Последен работен ден на Лина с колегите й

2 ноември 2012 г.

¨ ′ ] 《 ╋ ╊ 〉 ¨ ╊
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Продължение от стр. 2

¨〉╋╊〉╊『〉╅【╅ 》『《‒╊』¨っ 【『っ╆╇╅
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どÜ£ó, ßñ£ ¡ÜúöÜ...
¨せき. 》かてひち ぅけちみせそう, おけちかさてそち せあ ′あうそお 5:

╂-く 】うさはくけゃ, くぇ すさぇ-
ょうちうけくくぇすぇ しさっとぇ, おけは-
すけ う すぇいう ゅけょうくぇ しなぉさぇ 
しこっちうぇかうしすうすっ-きぇてう-
くけしすさけうすっかう けす ╆ぇゃけょ 5, 
ゃっすっさぇくうすっ し っくすせしうぇいなき 
くっういきっくくけ ╁う こけあっかぇゃぇす 
ゃさなとぇくっ くぇ しすぇさぇすぇ しかぇゃぇ 
くぇ いぇゃけょぇ けす ゃさっきっすけ, おけ-
ゅぇすけ ゅけょうてくけ すせお しっ こさけ-
ういゃっあょぇす こけ 1000  そさっいう. 
╁ ょくってくうすっ せしかけゃうは せすけ-
こうは かう っ すけゃぇ, しぇくすうきっくす 
うかう さっぇかくぇ ゃないきけあくけしす? 

╁しうつおけ ょさせゅけ, くけ くっ う さっ-
ぇかくぇ ゃないきけあくけしす. ╁ きけきっくすぇ 
こさけういゃっあょぇきっ すけかおけゃぇ きぇ-
てうくう, おけかおけすけ しぇ こけさなつおう-
すっ くう. ′ぇてうすっ ういょっかうは うきぇす 
しゃけはすぇ こぇいぇさくぇ くうてぇ, くけ すは 
くっ っ すけかおけゃぇ ゅけかはきぇ, おけか-
おけすけ くぇ ゃさっきっすけ う おけかおけすけ 
ぉうたきっ うしおぇかう. ]うすせぇちうはすぇ 
ょくっし っ しなゃしっき さぇいかうつくぇ けす 
すぇいう こさっょう 1989 ゅけょうくぇ.

]こっちうぇかうしすうすっ, おけうすけ 
しかっょはす さぇいゃうすうっすけ くぇ きぇ-
てうくけしすさけうすっかくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ ゃ しゃっすけゃっく きぇ-
とぇぉ, けちっくはゃぇす おぇすけ せしこった 
そぇおすぇ, つっ ゃなこさっおう すっあ-
おうすっ せしかけゃうは くぇ こさったけょぇ, 
いぇしっゅくぇかう しっさうけいくけ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ, 
ゃしっ こぇお ╆ぇゃけょ 5 けちっかは う 
しっ いぇょなさあぇ おぇすけ ゃぇあくけ 
いゃっくけ ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
„┿さしっくぇか”. ╉ぇお しっ しかせつう 
すけゃぇ, おけう しぇ ょくってくうすっ 
こさうけさうすっすう くぇ ╆ぇゃけょ 5, 
おぇおゃけ っ きはしすけすけ きせ ゃ こさけ-
ういゃけょしすゃっくぇすぇ しすさせおすせさぇ 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ う ゃ くっゅけ-
ゃぇすぇ こぇいぇさくぇ しすさぇすっゅうは?

╁ いぇゃけょ 5 しっ こさけういゃっあょぇす 
ゅけすけゃう ういょっかうは いぇ こさっょかぇ-
ゅぇくっ くぇ こぇいぇさぇ おぇすけ しすけおぇ, 
っょうくしすゃっくけ そさっいけゃうすっ きぇ-
てうくう う こけょちっゃくうすっ ゅさぇくぇ-
すけきっすう, くけ すけゃぇ しぇ こけ-きぇか-
おぇすぇ つぇしす けす くっとぇすぇ, おけうすけ 
こさぇゃうき. ‶さっい こけしかっょくうすっ 
くはおけかおけ ゅけょうくう ゃ いぇゃけょぇ しっ 

せしゃけうたぇ う しっ こさけういゃっあょぇす 
しすけすうちう ゃうょけゃっ ょっすぇえかう けす 

ょっしっすおう ういょっかうは, おけうすけ こけ-
さぇくけ くっ しぇ こさけういゃっあょぇくう 
ゃなゃ そうさきぇすぇ. ′うっ しっ けそけさ-
きうたきっ おぇすけ いぇゃけょ いぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ ょっすぇえかう, おけうすけ 
ょけしすぇゃはきっ くぇ ょさせゅうすっ いぇゃけ-
ょう, おけきこかっおすけゃぇとう ゅけすけゃう 
ういょっかうは けす ぉけっこさうこぇしくけすけ う 
けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ.
〈けゃぇ, しこけさっょ きっく, っ そけさきせ-

かぇすぇ, おけはすけ しなたさぇくう いぇゃけょぇ 
う ゅけ こさぇゃう ゃぇあくけ いゃっくけ ゃ 

しすせおすせさぇすぇ くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃. 
╁ すけいう しきうしなか くうっ さぇいぉうさぇ-

きっ くぇてぇすぇ けすゅけゃけさくけしす う しっ 
しすさっきうき ょぇ けこさぇゃょぇっき けつぇお-
ゃぇくうはすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ.

]ぇきけ こさっょう しっょきうちう  
こせしくぇたすっ けこうすっく けぉさぇ-
いっち くぇ くけゃぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ 
くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ そさっいぇ  
《〉 321 ╋]. 〈けゃぇ っ ゃぇてぇ 
うくあっくっさくぇ さぇいさぇぉけすおぇ. 
‶さう すけいう けすかうゃ くぇ おゃぇかう-
そうちうさぇくう おぇょさう けす きぇ-

てうくけしすさけっくっすけ し おぇおなゃ 
うくあっくっさっく こけすっくちうぇか 
さぇいこけかぇゅぇ ╆ぇゃけょ 5? ╉ぇお-
ゃけ いぇょなさあぇ うくあっくっさくうすっ 
しこっちうぇかうしすう こさう ゃぇし?

╇くあっくっさくうはす こけすっくちうぇか, 
しこけさっょ きっく, っ おさぇえくけ くっ-
ょけしすぇすなつっく う こさっけぉかぇょぇゃぇ-
とけ ゃ くぇこさっょくぇかぇ ゃないさぇしす. 
]きはすぇき, つっ すさはぉゃぇ ょぇ ぉな-
ょぇす ゃいっすう しこってくう きっさおう いぇ 
こさうゃかうつぇくっ う くぇいくぇつぇゃぇくっ 
くぇ きかぇょう おぇょさう, おけうすけ ょぇ 
ゃくっしぇす うくけゃぇちううすっ う しな-
とっゃさっきっくくけ し すけゃぇ ょぇ くぇ-
しかっょはす けこうすぇ う いくぇくうはすぇ くぇ 
せすゃなさょっくうすっ しこっちうぇかうしすう. 
┿おけ すけゃぇ くっ ぉなょっ くぇこさぇゃっくけ, 
きくけゅけ しおけさけ とっ ぉなょっき ゃ ぉっい-
ういたけょうちぇ. 

╇いゃっしすくけ っ, おぇおすけ ゃっつっ 
しすぇくぇ ょせきぇ う ゃ すけいう さぇい-
ゅけゃけさ, つっ きかぇょうすっ たけさぇ 
すさせょくけ うょゃぇす ょぇ さぇぉけすはす ゃ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ, すさせょくけ 
ょけさう しっ いぇこうしゃぇす ょぇ せつぇす 
ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ 
しこっちうぇかくけしすう くぇ しさっょくけ-
すけ う ゃうしてっすけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ せ くぇし. ′ぇ しさっとぇすぇ し 
ゃっすっさぇくうすっ けす ╆ぇゃけょ 5 くぇ 
6-すう しっこすっきゃさう ╁うっ けつっさ-
すぇたすっ すけゃぇ おぇすけ けしくけゃっく 
こさけぉかっき. ╉ぇおなゃ うきっくくけ 
っ こさけぉかっきなす, しこけさっょ ╁ぇし? 
╉なょっ きけゅぇす ょぇ しっ すなさしはす 
ゃないきけあくうすっ さってっくうは?

‶さっょう ょゃっ ゅけょうくう, くぇ けす-
つっすくけすけ しなぉさぇくうっ ゃ ]けそうは 
くぇ ╀さぇくてけゃぇすぇ おぇきぇさぇ こけ 
きぇてうくけしすさけっくっ, ゃしうつおう ょう-
さっおすけさう くぇ そうさきう けす くぇてうは 
ぉさぇくて こけしすぇゃうたぇ ゃなこさけしぇ いぇ 
かうこしぇすぇ くぇ おぇょさう. ] すさっゃけ-
ゅぇ ゃしうつおう おけきっくすうさぇたきっ, つっ 
しっ いぇすゃぇさはす せつうかうとぇすぇ う くっ 
しっ こけょゅけすゃはす きかぇょう おぇょさう. 
╀ってっ こけおぇくっく きうくうしすなさなす 
くぇ うおけくけきうおぇすぇ ゅ-く 〈さぇえつけ 
〈さぇえおけゃ, いぇ ょぇ ぉなょっ けぉしな-
ょっくぇ こけかうすうおぇすぇ くぇ こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ こけ すけいう こさけぉかっき 
ゃ こけしけおぇ: おぇお しきはすぇす すっ ょぇ 

こけきけゅくぇす くぇ ぉさぇくてぇ. ¨すゅけ-
ゃけさなす ぉってっ すぇおなゃ, つっ くっ いぇ-
しかせあぇゃぇ おけきっくすぇさ.
╉けゅぇすけ かうこしゃぇ ょなさあぇゃくぇ 

こけかうすうおぇ, くぇ そうさきうすっ うき 
しすぇゃぇ きくけゅけ すさせょくけ う すさはぉ-
ゃぇ しぇきう ょぇ くぇきっさはす ういたけょ 
けす しうすせぇちうはすぇ. ╄ょうくしすゃっくぇ-
すぇ ぇかすっさくぇすうゃぇ っ すぇいう こさけ-
そっしうは ょぇ ゅぇさぇくすうさぇ さぇいゃう-
すうっ う しうゅせさくけしす, いぇ ょぇ ぉなょっ 
こさうゃかっおぇすっかくぇ いぇ きかぇょうすっ 
うくあっくっさう, おぇおすけ くぇ ゃさっきっすけ 
ぉってっ いぇ くぇし.

]かっょ くけゃぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ 
くぇ そさっいぇすぇ, いぇ おけはすけ ゃっつっ 
こうしぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, 
おぇおゃけ こさっょしすけう くぇ ょくっゃっく 
さっょ ゃ おけくしすさせおすけさしおうは う 
すったくけかけゅうつくうは けすょっか くぇ 
╆ぇゃけょ 5. ╉ぇおゃけ, すぇおぇ ょぇ 
しっ おぇあっ, ゃっつっ っ くぇ つっさ-
すけあくぇすぇ きぇしぇ, ゃなこさっおう, 
つっ ょくってくうすっ つっさすけあくう 
きぇしう, ゃしなとくけしす しぇ おけき-
このすなさくうすっ っおさぇくう?

‶さっょしすけう こけょゅけすけゃおぇ う いぇ-
とうすぇ くぇ こさけぉくぇ しっさうは くぇ 
くけゃぇすぇ そさっいぇ, ゃくっょさはゃぇくっすけ 
え ゃ さっょけゃくけ こさけういゃけょしすゃけ. 
[ぇいさぇぉけすゃぇ しっ う ゃうしけおけけぉ-
けさけすくぇ そさっいけゃぇ ゅかぇゃぇ. ╋う-
しかうき う いぇ けとっ くけゃう くっとぇ, くけ 
たけさぇすぇ くう しぇ おさぇえくけ くっょけし-
すぇすなつくう.

╁ ょくうすっ こさっょう ╃っくは くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかは  おぇおゃけ 
しう こけあっかぇゃぇすっ - くぇ ぇさしっ-
くぇかしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ 
う くぇ ╆ぇゃけょ 5, ゃ ぉかういおけ ぉな-
ょっとっ?

‶けあっかぇゃぇき しう こけゃっつっ こけ-
さなつおう, くけゃう う こけ-ょけぉさう さぇい-
さぇぉけすおう けす っおうこぇ くぇ いぇゃけょ 5! 

‶けあっかぇゃぇき ╁う ゅけ う ぇい. 
╀かぇゅけょぇさは! 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╅『』╊〉╅]╊を 』 ╇¨』《[《
《【]¨ぁ¨╊. . .

〈けえ せゃっさう こなさゃうは ょうこかけきぇす くぇ ぅこけくうは 
′. ‶さ. 〈ぇおぇてう ╉けうょいせきう, つっ う いぇ ゃ ぉな
ょっとっ けすくけてっくうはすぇ  しなし ]すさぇくぇすぇ くぇ うい
ゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ とっ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ 
しっ さぇいゃうゃぇす, いぇとけすけ ぅこけくうは っ くっけぉはすくぇ 
しすさぇくぇ. ╄ょうく あうゃけす くっ しすうゅぇ ょぇ は けこけいくぇ
って, おぇいぇ ]すけはくけゃ, つうえすけ ゃないこうすぇくうちう しぇ 
くけしうすっかう う くぇ しすうこっくょうう いぇ けぉせつっくうっ おなき 
はこけくしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ. 
‶けしかぇくうおなす くぇ ぅこけくうは 〈ぇおぇてう ╉けうょいせ

きう, おけえすけ ゃさなつう ‶けつっすくうは ょうこかけき, こさう
こけきくう いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ┿しけちうぇちうはすぇ いぇ 
こさうはすっかしすゃけ けす 2003-すぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ こけ 
こさっょかけあっくうっ くぇ ]すけはくけゃ いぇこけつゃぇ さっぇかう
いうさぇくっすけ くぇ さっょうちぇ しなゃきっしすくう しなぉうすうは う 
こけしっとっくうは きっあょせ ╉ぇいぇくかなお う ぅこけくうは. 
 ¨す 2000-すぇ ゅけょうくぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ し さな

おけゃけょっくうは けす くっゅけ 《┿ „┿さしっくぇか” くぇょ 25 
こなすう こけしっとぇゃぇ ゅさぇょけゃっすっ 》うさけてうきぇ, ╋せ
くぇおぇすぇ う 《せおせけおぇ, こさっょしすぇゃはえおう おさぇしけすぇ
すぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ. ‶さっい ゅけょうくうすっ 
すけえ ぉっ けこさっょっかっく おぇすけ っょうく けす くぇえ-ゅけかっ

╁ないきけあくけ っ こけさぇょう しっいけくぇ すさせょくけ ょぇ こさけたけあょぇ けぉはゃっくぇすぇ させ
ぉさうおぇ - おぇすけ ゃしはおけ こさけたけあょぇくっ.
′け けつぇおゃぇき, つっ さっょぇおちうけくくうはす っおうこ う ういょぇすっかしおうはす しなゃっす くぇ 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ゃ ぉかういおけ ゃさっきっ とっ こけかせつぇす ょけしすぇ きぇすっさうぇ
かう.
]かっょは ゃっしすくうおぇ けす しぇきけすけ くぇつぇかけ う し ゃしっおう くけゃ ぉさけえ しっ いぇこけい

くぇゃぇき ゃしっ こけゃっつっ し うしすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ. ╃け こさっょう こけつすう けしっき 
ゅけょうくう いぇ きっく ぉってっ こさけしすけ っょくぇ ょせきぇ - „┿さしっくぇか“, ょけおぇすけ けす 
1 くけっきゃさう 2005 ゅ. しすぇくぇた つぇしす けす くっは. ╇ ゃっつっ しなあぇかはゃぇた いぇとけ 
すけゃぇ くっ っ しすぇくぇかけ ょけしすぇ こけ-さぇくけ, けしけぉっくけ おぇすけ し ゃさっきっすけ くぇせつぇ
ゃぇた いぇ きうくぇかけすけ くぇ そうさきぇすぇ う くぇ おけかっおすうゃぇ, ゃ おけえすけ こけこぇょくぇた.
╉けゅぇすけ ゃ ぉさけえ 60 こさけつっすけた こけおぇくぇすぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ こけょっすぇすぇ 

おぇきこぇくうは „〈けいう, ぉっい おけえすけ...“ しう こけきうしかうた, つっ ゃしっおう けす くぇし 
きけあっ ょぇ たゃぇくっ たうきうおぇかおぇすぇ う ょぇ くぇこうてっ くぇ ぉっかうは かうしす きくけ
ゅけ - いぇ ゃしうつおう たけさぇ, し おけうすけ あうゃけすなす ゅけ っ しさっとくぇか う しかっょ すぇいう 
しさっとぇ っあっょくっゃうっすけ きせ っ ぉうかけ ょさせゅけ - こけ-しこけおけえくけ うかう こけ-ぉせ
さくけ. 〉しっとぇか しっ っ おぇすけ おさぇお ゃ すはしくぇ けぉせゃおぇ - くっ くぇ きはしすけすけ しう, 
うかう こなお おぇすけ ょはかぇく おぇきなお っ こぇしゃぇか くぇ おけかっおすうゃぇ う し さぇょけしす っ 
けすうゃぇか ゃしっおう ょっく くぇ さぇぉけすぇ. ¨とっ こけゃっつっ, ぇおけ っ さぇきけ ょけ さぇきけ し 
かのぉうきうは つけゃっお. ┿ „┿さしっくぇか“ っ こなかっく しなし しっきっえしすゃぇ, おけうすけ くっ しぇ 
ういきっくうかう くぇ そうさきぇすぇ う しぇ ゃかぇゅぇかう しゃけは すさせょ う ゃ すっあおうすっ ゅけょう
くう しなし いぇおなしくはゃぇとう すさせょけゃう ゃないくぇゅさぇあょっくうは.
╆ぇ きっく „〈けいう, ぉっい おけえすけ...“ しっ けおぇいぇ ╋うすおけ ]かぇゃけゃ, おけえすけ きっ 

こさうっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ ういつうしかうすっかくうは ちっくすなさ. ‶けしかっょくうすっ しっょっき ゅけ
ょうくう けす すさせょけゃうは きう しすぇあ ぉはたぇ くぇえ-しこけおけえくう う とぇしすかうゃう, いぇ
とけすけ こけこぇょくぇた ゃ おけかっおすうゃ, いぇ おけえすけ しなとけ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ „〈けいう, 
ぉっい おけえすけ...“ - こさっょうてくぇすぇ きう おけかっあおぇ う こさうはすっかおぇ けす こけゃっつっ 
けす すさうょっしっす ゅけょうくう 〈っきっくせゅぇ 』ぇおなかすけゃぇ, し おけはすけ あうゃけすなす きっ 
しさっとくぇ しかっょ ょけしすぇ ゅけょうくう う すは きっ ゃなゃっょっ ゃ さぇぉけすぇすぇ.
′はおけえ っ おぇいぇか, つっ ╀けゅ こけしすぇゃは くぇ こなすは くう たけさぇすぇ, おけうすけ こさっい 

ょっくは すさはぉゃぇ ょぇ しさっとくっき. ‶さぇゃ っ ぉうか. ╉けかっあおうすっ ╋ぇさうは ╉うさけゃぇ, 
╃けさぇ ╉けしすぇょうくけゃぇ, [せきはくぇ ╃っつっゃぇ う 『ぇくおぇ ╄かおうくぇ きっ こさうったぇ 
おぇすけ しゃけは う きう こけきぇゅぇたぇ ょぇ くぇゃかはいぇ ぉなさいけ. 
′っ きけゅぇ ょぇ くっ しこけきっくぇ う ゅ-あぇ ′うおけかうくぇ ╉ぇさぇうゃぇくけゃぇ う ゅ-く 

‶っくおけ 〈けすっゃ, おけうすけ しぇ きう ゅかぇしせゃぇかう ょけゃっさうっ.
′け ょぇ しっ ゃなさくっき おなき くぇつぇかくうおぇ くぇ けすょっかぇ ゅ-く ╋うすおけ ]かぇゃけゃ 

うかう,おぇおすけ しゃけえしおう しっ けぉさなとぇす おなき くっゅけ - こさけしすけ ╋うすおけ.
』けゃっおなす, おけえすけ せしこはゃぇてっ ょぇ ぉぇかぇくしうさぇ ゃ あっくしおうは おけかっおすうゃ う 

ょぇ すせてうさぇ ゃしはおけ っゃっくすせぇかくけ くぇこさっあっくうっ, こさっょういゃうおぇくけ けぉうお
くけゃっくけ けす けぉっきぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ う しさけおぇ, いぇ おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
しゃなさてう.
』けゃっおなす, おけえすけ こけいくぇゃぇ しなとくけしすすぇ くぇ けぉさぇぉけすゃぇくぇすぇ うくそけさ

きぇちうは う すったくけかけゅうつくうすっ けしけぉっくけしすう う すなくおけしすう ょけ けしくけゃう, すなえ 
おぇすけ すけえ ゅう っ ゅさぇょうか すっいう けしくけゃう. ╄しすっしすゃっくけ, さぇきけ ょけ さぇきけ し 
ょさせゅう おけかっゅう - „〈っいう, ぉっい おけうすけ...“.
』けゃっおなす, おけえすけ こけくはおけゅぇ っ ょけしすぇ ゃゅかなぉっく ゃ きうしかうすっ しう こけ しかせ

あっぉくうすっ ゃなこさけしう う し ういゃっしすくけ くっせょけぉしすゃけ ゅけ けすおなしゃぇ けす っおさぇくぇ 
すっかっそけくくけ こけいゃなくはゃぇくっ うかう おけかっあおぇ, おけはすけ うょゃぇ ょぇ きせ しなけぉとう, 
つっ っ ゃなゃっかぇ うくそけさきぇちうはすぇ. „╃けぉさっ, ょけぉさっ“ - おさぇすおけ う はしくけ. 〈けえ 
ゃっつっ っ ゃうょはか. ╇ つせゃしすゃぇて, つっ すけゃぇ っ くっゅかぇしくぇ こけたゃぇかぇ いぇ ょけぉさっ 
しゃなさてっくぇすぇ さぇぉけすぇ. ┿ くはおけゅぇ っ „ょぇか っょくけ さぇきけ“ ぉっい きくけゅけ こさう
おぇいおう, いぇ ょぇ しっ ゃきっしすうき ゃなゃ ゃさっきっすけ. 
』けゃっおなす, いぇ おけゅけすけ っょくけ おぇそっ ゃさっきっ っ ゃさっきっ いぇ けぉしなあょぇくっ くぇ 

しかせあっぉっく こさけぉかっき し おけかっゅうすっ う ゃ くうおけえ しかせつぇえ くっ っ いぇゅせぉっくけ.
』けゃっおなす, おけえすけ, ゃなこさっおう さっしこっおすぇ う せゃぇあっくうっすけ おなき くっゅけ, 

きけあっ ょぇ おぇあっ くっとけ しきってくけ いぇ しっおせくょう う ょぇ しっ こけしきっっ し おけかっ
ゅうすっ. ╇ こぇお - いぇぉなさいぇく しなし しこっちうそうつくぇすぇ しう こけたけょおぇ しっ ゃさなとぇ 
くぇ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ. ╆ぇとけすけ さぇぉけすぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ う ゃさっきっ いぇ 
ゅせぉっくっ くはきぇ.
╇ すぇおぇ - こけゃっつっ けす 38 ゅけょうくう しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか“ ! ╇ おぇいぇさきぇすぇ 

- こぇお すせお!
╉ぇきなおなす しう すっあう くぇ きはしすけすけ, けしけぉっくけ おけゅぇすけ っ ゃ すっきっかうすっ くぇ 

しゅさぇょぇすぇ!
╆ぇすけゃぇ ゃ きけうすっ しこけきっくう ╋うすおけ ]かぇゃけゃ っ くぇつぇかくうおなす-きっつすぇ.
╀かぇゅけょぇさは すう, ╋うすおけ!
╀かぇゅけょぇさは ゃう, おけかっゅう!

╊うくぇ 〉いせくけゃぇ

╇╊【╊『╅〉¨【╊ 〉╅ ′╅╇《╉ 5...
]っゅぇてくうはす ょうさっおすけさ 】うさはくけゃ こさっょしすぇ

ゃう こさっょ しなぉさぇかうすっ しっ ぉっかけおけしう さぇぉけすくうちう 
う しこっちうぇかうしすう くぇえ-くけゃぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかくうは いぇゃけょ くぇ „┿さしっくぇか“ - 
そさっいぇすぇ 《〉 321 ╋] う いぇこけいくぇ ゃっすっさぇくうすっ 
しなし しうすせぇちうはすぇ, ゃ おけはすけ ょくっし さぇぉけすう ╆ぇゃけょ 
5. „╉さういぇすぇ くう こさうすうしくぇ けとっ こけ-しっさうけい
くけ, こけさなつおうすっ くぇきぇかはゃぇす, くけ しつうすぇき, つっ 

うょゃぇす こけ-しゃっすかう ょくう“, おぇいぇ こさっょ ゅけしすうすっ 
くぇ しさっとぇすぇ ょうさっおすけさなす 】うさはくけゃ. „′け うきぇ 
っょくぇ ょさせゅぇ おさういぇ, おけはすけ くっ いくぇき おぇお とっ 
こさっけょけかっっき“, しこけょっかう けとっ すけえ こさっょ きぇ
てうくけしすさけうすっかうすっ-ゃっすっさぇくう. „╉ぇょさけゃぇすぇ 
おさういぇ っ こさけぉかっき, おけえすけ くうすけ っょくぇ そうさきぇ, 
くうすけ っょうく ゅさぇょ くっ きけあっ ょぇ さってう. ╆ぇすけゃぇ 
っ くせあくぇ ょなさあぇゃくぇ こけかうすうおぇ, うくぇつっ くはきぇ 
ういたけょ“, ぉっ いぇおかのつっくうっすけ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 5, おけえすけ こさういくぇ, つっ ゃ きけきっくすぇ すさせょ
くけ しっ くぇきうさぇす こけょゅけすゃっくう たけさぇ, いぇ ょぇ こけっ
きぇす けすゅけゃけさくけしすうすっ くぇ くうしてうすっ さなおけゃけょくう 
ょかなあくけしすう こけ ちったけゃっ う せつぇしすなちう. „′はきぇ 
たけさぇ いぇ くぇつぇかくうお-ちったけゃっ, くはきぇ たけさぇ いぇ 
くぇつぇかくうちう くぇ せつぇしすなちう“, ぉっ おけくしすぇすぇちうは
すぇ くぇ ょうさっおすけさぇ, おけえすけ こさうこけきくう, つっ こさけ
ぉかっきなす しっ っ いぇさけょうか けとっ こさっょう 15 ゅけょうくう, 
けすおけゅぇすけ こさけそっしうはすぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは 
しすぇゃぇ ゃしっ こけ-きぇかおけ こさうゃかっおぇすっかくぇ いぇ きかぇ
ょうすっ たけさぇ う こさけそっしうけくぇかくうすっ せつうかうとぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ こけしすっこっくくけ しこうさぇす ょぇ こけょゅけすゃはす 

おぇょさう. 
╀うゃてう さなおけゃけょうすっかう, おけくしすさせおすけさう う 

すったくけかけいう くぇ ╆ぇゃけょ 5 う ╇くしすうすせすぇ いぇ きっ
すぇかけさっあっとう きぇてうくう, おぇすけ ╋ぇさおけ ╋ぇさう
くけゃ, ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ, 》ぇさう ]うきっけくけゃ, 
しっゅぇてくうはす ╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ 
╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあうくう - ╉さなく, うくあ. ┿かっお
しぇくょなさ ╋うくつっゃ, こさっょしっょぇすっか くぇ ╀]‶ ゃ 

╉ぇいぇくかなお, ぉはたぇ しさっょ ゅけしすうすっ くぇ しなぉうすう
っすけ.
]さっとぇすぇ いぇこけつくぇ し こけつうすぇくっ こぇきっすすぇ 

くぇ さぇぉけすくうちうすっ う しこっちうぇかうしすうすっ, こけつう
くぇかう こさっい ういすっおかぇすぇ ゅけょうくぇ.
„╃けぉさっ ょけてかう, こさうはすっかう!“ けすくけゃけ ぉっ 

こなさゃうはす きせいうおぇかっく こけいょさぇゃ くぇ ╁ぇしうか 
╂かせすくうおけゃ, おけえすけ しっ こけゅさうあう いぇ くぇしすさけ
っくうっすけ くぇ ゅけしすうすっ. 
]くうきおう いぇ しこけきっく, しこっちうぇかくけ こけょぉさぇ

くう いぇ しかせつぇは すけぇかっすう, しゃっあう こさうつっしおう, 
くぇいょさぇゃうちう, こっしくう う さぇょけしすくう せしきうゃ
おう けしすぇゃぇす ょぇ すけこかはす しなさちぇすぇ くぇ ゃっすっ
さぇくうすっ-きぇてうくけしすさけすっかう けす ╆ぇゃけょ 5 ょけ 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. ╆ぇすけゃぇ くぇえ-つっしすけすけ 
こけあっかぇくうっ ゃ さっしすけさぇくす „╉ぇこうすぇか“ くぇ 
すぇいゅけょうてくうは 6-すう しっこすっきゃさう ぉってっ „╃ぇ 
しきっ いょさぇゃう!“

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

きうすっ おせかすせさくう こけしかぇくうちう くぇ ╀なかゅぇ
さうは ゃ ぅこけくうは.  ╆ぇ いぇしかせゅうすっ しう たう
かはょう はこけくちう ょぇ すぇくちせゃぇす ぉなかゅぇさしおう 
たけさぇ う さなつっくうちう, おぇおすけ う ょぇ こけいくぇゃぇす 
╀なかゅぇさうは  つさっい きぇさおぇすぇ „╉ぇいぇくかなお” う 
ぇくしぇきぉなか „ ┿さしっくぇか”, ]すけはくけゃ っ う こけ
つっすっく ゅさぇあょぇくう くぇ  《せおせけおぇ.  
‶けょ くっゅけゃけ さなおけゃけょしすゃけ すぇくちぬけさうすっ 

けす ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか” うゅさぇはす ょっしっす
おう こなすう くぇ  くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ぇいうぇすしおぇ 
しちっくぇ - ╂かけぉせか ┿さっくぇ. ╆ぇさぇいっくう けす 
きぇゅうはすぇ  くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ さうすきう, たうかは
ょう はこけくちう っあっゅけょくけ こけしっとぇゃぇす ゅさぇょぇ 
くう. 〈っ しぇ くぇえ-きぇしけゃぇすぇ ゅさせこぇ つせあょっし
すさぇくくう ゅけしすう こけ ゃさっきっ くぇ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ.
′はおけかおけ しぇ ぉなかゅぇさうすっ, くけしうすっかう 

くぇ ゃうしけおけすけ はこけくしおけ けすかうつうっ, おけっすけ 
しっ ゃさなつゃぇ けす くはおけかおけ ゅけょうくう くぇしぇき. 
]さっょ すはた しぇ ╂っけさゅう ]すけっゃ う [けしうちぇ 
[ぇくょっゃぇ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか 

„...[╅[ぇ╇ ╋¨╇《【 ╆╊ぃ╊!!!” 
╇かてかちあせひて 【あせねそ 』てかなあせそう:

] せゃぇあっくうっすけ しう  おなき ゅっさけうすっ くぇ すっいう ういつっいくぇ-
かう ぇさたうゃう 〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ くっ こさけこせしおぇ うきっくぇすぇ 
ょけさう くぇ けいゃせつうすっかは ╀けくつけ ╋うかぇくけゃ う けしゃっすうすっかは 
‶っすなさ ╁うょっゃ. ′っこさっきっくくけ こけょつっさすぇゃぇ いぇしかせゅぇすぇ 
くぇ たせょけあくうおぇ [ぇつけ 〈さうそけくけゃ: /╀けゅ ょぇ ゅけ こさけし-
すう!/, し おけゅけすけ いぇっょくけ こさぇゃはす ょっおけさうすっ いぇ こけしすぇ-
くけゃおうすっ.  
]すなこうか くぇ しちっくぇすぇ くぇ おけきぉうくぇすぇ いぇ こさなゃ こなす 

し „′っけぉうおくけゃっく こさけちっし”, 〈ぇくつけ おぇいゃぇ:”¨す きぇかなお 
けぉうつぇき すけゃぇ!”. ╋っつすぇすぇ すさなゅゃぇ ょぇ しっ しぉなょゃぇ 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, おなょっすけ てかけしっさなす けす いぇゃけょぇ しっ ょうこかけきうさぇ し 
„[っゃういけさ” くぇ ╂けゅけか. 〈ぇくつけ こけくはおけゅぇ しなあぇかはゃぇ, 
つっ けしすぇゃうか てかけしっさしすゃけすけ. ╆ぇとけすけ:

〈ぇくつけ ぉうか てかけしっさ くぇ てかけしっさうすっ 

╋かぇょうはす さぇぉけすくうお ゃいうきぇか せきぇ くぇ おけかっゅう う くぇ-
つぇかくうちう し ぉっいせきくうすっ しう こさっういこなかくっくうは くぇ くけさ-
きうすっ. ‶さう くけさきぇ けす 6, すけえ こさぇゃっか こけ 20 すっかぇ いぇ 
ぉけさきぇてうくぇ ょくっゃくけ. ╆ぇすけゃぇ こぇさすうえくうはす しっおさっすぇさ 
╋うくつけ 〈ぇつっゃ くっ ゅけ ょぇゃぇ かっしくけ いぇ おせかすせさくうすっ 
ょっかぇ. ╆ぇすけゃぇ ゅけ こさぇゃはす ゅっさけえ ゃ ぇさしっくぇかしおう そうかき, 
おけえすけ こけおぇいゃぇ こなすは くぇ きかぇょうは さぇぉけすくうお こさう こけし-
すなこゃぇくっすけ きせ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ – けす こけさすぇかぇ ょけ 
さぇぉけすくけすけ きはしすけ, こさっい こさっゅかっょう, ぇょきうくうしすさぇちうう 

う こさけつうっ. 
〈ぇくつけ, こけしすなこうか ゃ ╆ぇゃけょ 5 おぇすけ てかけしっさ, こさっきうくぇか 

こさっい さぇょけしすうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおう おせかすせさすさっゅっさ, しっ こっく-
しうけくうさぇ おぇすけ けさゅぇくういぇすけさ ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ こさっょう 
すさう ゅけょうくう. ′っ しっ こさっょぇゃぇ こさっょ ゃさっきっすけ  う こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ さぇぉけすう. ╁ っあっょくっゃうっすけ ゃっつっ っ ょぇかっつ う けす てかけしっさ-
しすゃけすけ, う けす しちっくぇすぇ. ╁さないおぇすぇ し きぇてうくけしすさけうすっかくぇすぇ 
こさけそっしうは ょなさあう ゅけかっきうはす きせ しうく – ]すっそぇく. ╋ぇかおうはす 
′うおけかぇえ こけょおかぇあょぇ すさなこおぇすぇ おなき しちっくぇすぇ – すけえ ゃけょう 
ゅさせこぇすぇ いぇ しこけさすくう すぇくちう おなき つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”. 
′ぇ ゃさっきっすけ 〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ さっょう しちっくぇさうはす いぇ ゃしっおう 

ぇさしっくぇかしおう おけくちっさす う ゃしはおぇ ぇさしっくぇかしおぇ きぇくうそっしすぇ-
ちうは. ‶け すさぇょうちうは ぇさしっくぇかしおぇすぇ おけかけくぇ ゃうくぇゅう ゃけょっかぇ 
ゅさぇょしおけすけ てっしすゃうっ. ╃ぇゃぇかう しっ „かせょう” こぇさう いぇ あうゃう 
おぇさすうくう, ょっしっすおう すさぇくしこけさすくう しさっょしすゃぇ, いくぇきっくぇ, 
しすけすうちう おけしすのきう う かけいせくゅう... ╁しっおう かけいせくゅ しっ きうしかっか 
こさっょゃぇさうすっかくけ, ゃしうつおう しおぇくょうさぇくうは – しなとけ. 〈ぇくつけ う 
こぇさすうえくうはす しっおさっすぇさ くぇ おけきぉうくぇすぇ ゅかっょぇかう ょけ ちっく-
すさぇかくうは ゅさぇょしおう しゃっすけそぇさ ちはかけすけ てっしすゃうっ う けとっ くぇ 
ょさせゅうは ょっく こさぇゃっかう さぇいぉけさぇ. „╀ってっ いぇょなかあっくうっ, くけ 
ぉってっ う こさうはすくけ”, し すっいう こさけしすう ょせきう 〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ 
けぉけぉとぇゃぇ ぉっい ういかうてっく こぇすけし ぇさしっくぇかしおけすけ しう きうくぇかけ 
ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ. ′け し うしすうくしおぇ さぇょけしす. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

¨す 16-すう ょけ 21-ゃう しっこすっきゃさう „┿さしっくぇか“ 
せつぇしすゃぇ し くぇえ-くけゃぇすぇ こさけょせおちうは くぇ 

╆ぇゃけょ 5 ゃ ぇゃすけさうすっすくけすけ ╋っあょせくぇさけょくけ 
ういかけあっくうっ „]ゃっすなす くぇ きっすぇかけけぉさぇぉけすゃぇ-
くっすけ“- ╄╋¨-2013. ╃けきぇおうく くぇ こさっしすうあくうは 
そけさせき っ くっきしおうはす ゅさぇょ 》ぇくけゃっさ. 
′ぇ っおしこけいうちうけくくぇ こかけと けす 20 おゃ.き. “┿さ-

しっくぇか“ う さっしこっおすうゃくけ ╆ぇゃけょ 5 しっ こさっょしすぇ-
ゃはす し 4 しゃけう ういょっかうは.  
╇いかけあっくうっすけ ゃ 》ぇくけゃっさ しなぉうさぇ くぇえ- 

こさっしすうあくうすっ そうさきう う きぇさおう ゃ きっすぇかけけ-
ぉさぇぉけすゃぇくっすけ. 〈はたくぇすぇ こさけょせおちうは とっ しっ 
こさっょしすぇゃう ゃ けぉとけ 27 いぇかう, おなょっすけ ういかけ-
あうすっかうすっ しぇ けす 39 しすさぇくう.
╇くすっさっしなす おなき そけさせきぇ っ けゅさけきっく. ‶けょ-

さけぉくけしすう いぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ „┿さしっくぇか“ 
けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

¨ ′ ] 《 ╋ ╊ 〉 ¨ ╊
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╇いすっつっ おさぇえくうはす しさけお いぇ 
こさうっきぇくっ くぇ っゃっくすせぇかくう 

ゃないさぇあっくうは いぇ こぇすっくすけゃぇくっすけ 
ゃ ╀さのおしっか くぇ っょうく けす しうきゃけ-
かうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは - さけいけゃけすけ 
きぇしかけ. ╁ないさぇあっくうはすぇ しさっとせ 
すけゃぇ しっ こさうっきぇたぇ ゃ ╆っきっょっか-
しおけすけ きうくうしすっさしすゃけ ょけ こなさゃぇ-
すぇ ょっしっすょくっゃおぇ くぇ しっこすっきゃさう.  
′ぇえ-きくけゅけ っょくぇ ゅけょうくぇ っ 

しさけおなす いぇ こけかせつぇゃぇくっ  くぇ っゃ-
さけこっえしおぇ こさけすっおちうは いぇ さけょ-
くけすけ さけいけゃけ きぇしかけ. ]かっょ こさう-
おかのつゃぇくっ くぇ こさけちっょせさぇすぇ 
っょうくしすゃっくけ こさけょせおす, こさけういゃっ-

ょっく ゃ ╀なかゅぇさうは けす さけいけゃうは ちゃはす ょけ ょっしすうかぇちうはすぇ くぇ きぇしかけ-
すけ, とっ きけあっ ょぇ しっ くぇさうつぇ “ぉなかゅぇさしおけ さけいけゃけ きぇしかけ”. 〈ぇおぇ 
とっ しっ ゅぇさぇくすうさぇ おぇつっしすゃけすけ う こけょ すけゃぇ うきっ くはきぇ ょぇ きけあっ ょぇ 
しっ こさけょぇゃぇ こさけょせおす, こさけういゃっょっく ゃ 〈せさちうは う ╉うすぇえq くぇこさう-
きっさ, おけきっくすうさぇす こさけういゃけょうすっかうすっ. 
‶け こけゃけょ こさっょしすけはとけすけ こぇすっくすけゃぇくっ くぇ きぇさおぇすぇ „ぉなか-

ゅぇさしおけ さけいけゃけ きぇしかけ” ょうさっおすけさなす くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ っすっさうつ-
くけ-きぇしかっくう おせかすせさう ゃ ╉ぇいぇくかなお ′ぇすぇてぇ ╉けゃぇつっゃぇ いぇはゃう: 
„‶けゃっつっ けす 350 ゅけょうくう ぉなかゅぇさしおけすけ さけいけゃけ きぇしかけ っ くっくぇょ-
きうくぇすけ こけ おぇつっしすゃけ ゃ ちはか しゃはす う けしくけゃぇすっかくけ っ いぇしかせあうかけ 
さっこせすぇちうはすぇ しう くぇ こさっゃないたけょっく こさうさけょっく こさけょせおす”. 
′ぇょ 300 しぇ しなしすぇゃおうすっ くぇ さけいけゃけすけ きぇしかけ けす  ╀なかゅぇさうは, 

こさう きぇおしうきせき 200 くぇ すけゃぇ けす ]ぇせょうすしおぇ ┿さぇぉうは うかう 〈せさちうは.  
╂けょうてくけ ゃ ちっかうは しゃはす しっ こさけういゃっあょぇす けおけかけ 4 すけくぇ さけいけ-

ゃけ きぇしかけ. ╀かういけ こけかけゃうくぇすぇ けす しゃっすけゃくけすけ こさけういゃけょしすゃけ っ 
ぉなかゅぇさしおけ.

]ぇきけ いぇ 1 ょっく 84-ゅけょうてくぇ ぉぇぉぇ けす 【うこおぇ ぉっ くぇ こなす ょぇ 
ょぇょっ ぉかういけ 15 たうかはょう かっゃぇ くぇ ういきぇきくうちう こけ したっきぇすぇ 

„すっかっそけくくけ けぉぇあょぇくっ”. [せあぇ 『っくけゃぇ 3 こなすう ゃ さぇきおうすっ くぇ 
24 つぇしぇ しっ しさっとぇかぇ し ういきぇきくうちうすっ, いぇ ょぇ こさっょぇょっ こぇさうすっ. 
¨ぉとぇすぇ しせきぇ, おけはすけ すっ しぇ せしこっかう ょぇ ゃいっきぇす けす くっは っ くぇょ 3 
たうかはょう かっゃぇ. ╋けすうゃなす, し おけえすけ こさうきぇきうかう [せあぇ 『っくけゃぇ, ぉうか 
„ゃくせお ゃ ╂なさちうは, おけえすけ こさぇとぇ こぇおっす し こぇさう”. ╋ぇかおけ けしすぇくぇかけ 
ういきぇきくうちうすっ ょぇ こさうぉっさぇす う こけうしおぇくうすっ くけゃう 9 たうかはょう けす 
ぉぇぉぇすぇ, おけはすけ ゃ こけしかっょくうは きけきっくす こさけつっかぇ ゃ しすぇさ ゃっしすくうお 
いぇ したっきぇすぇ し すっかっそけくくうすっ ういきぇきう う しっ せしなきくうかぇ. 〈けゅぇゃぇ しっ 
けぉぇょうかぇ ゃ こけかうちうはすぇ. ‶さっしすなこくうちうすっ しぇ いぇょなさあぇくう. 〈けゃぇ しぇ 
28-ゅけょうてっく きなあ けす ╊っゃしおう う 50-ゅけょうてっく きなあ けす ‶ぇゃかうおっ-
くう. ¨す こけかうちうはすぇ しなゃっすゃぇす ゃないさぇしすくうすっ たけさぇ ょぇ しっ しゃなさいゃぇす 
し ぉかういおうすっ しう, おけゅぇすけ こけ すっかっそけくぇ くっこけいくぇすう うかう こさっょしすぇ-
ゃはとう しっ いぇ すったくう ぉかういおう うき うしおぇす こぇさう.

‶ぇきっすくうお くぇ ゅっく. ╋うたぇうか ]おけぉっかっゃ ぉっ けすおさうす ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. ╇ょっはすぇ いぇ くっゅけ っ くぇ ′╃ „[せしけそうかう“  こけ こけゃけょ こさっょ-

しすけはとぇすぇ 170-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす さけあょっくうっすけ くぇ ╀っかうは ゅっくっ-
さぇか, おぇおすけ っ ういゃっしすっく ]おけぉっかっゃ ゃ うしすけさうはすぇ. ┿さたうすっおす くぇ 
すゃけさぉぇすぇ っ ╁っくちうしかぇゃ ぃつおけかけゃしおう. ╆ぇ すゃけさっくうっすけ しう すけえ 
こけかせつう う こけつっすくうは こかぇおっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けいう あっしす 
くぇ ゃくうきぇくうっ おなき ╉ぇいぇくかなお っ ういおかのつうすっかくけ ちっくっく, おぇいぇ ゃ 
しかけゃけすけ しう こさう けすおさうゃぇくっすけ くぇ こぇきっすくうおぇ おきっすなす くぇ ゅさぇょぇ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. ╆ぇ こさうくけしぇ しう いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ ぉなかゅぇさけ-
させしおうすっ けすくけてっくうは ]すけはくけゃぇ ぉっ せょけしすけっくぇ しなし „]ぇきぇさしおう 
おさなしす“. ′ぇゅさぇょぇすぇ っ くぇ ぉなかゅぇさしおう う させしおう くっこさぇゃうすっかしすゃっくう 
けさゅぇくういぇちうう う しっ こさうしなあょぇ こさう こなかっく おけくしっくしせし くぇ せつさっ-
ょうすっかうすっ. 

]かっょ おぇすけ うおけくけきうつっしおう ゅうゅぇくすう おぇすけ ╉うすぇえ う ぅこけくうは 
すなさしはす ╉ぇいぇくかなお いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ, いくぇつう くうっ うきぇきっ 

こけすっくちうぇか, おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ さぇいゃうゃぇきっ. 〈けゃぇ おぇいぇ しかっょ いぇ-

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

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

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

『ぇ』【 〉╅ ╆ぇ]╈╅『』[¨っ ¨′〉《』...

[╅′╅〉]ぇぃ[《 〈《〈ぁ╊ 』
╈《]っ〈《 》『¨′〉╅〉¨╊ 《【 [《『╊っ

]すさぇくぇすぇ くう っ わ1 ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ こけ ういくけし くぇ こさっさぇぉけすっくう いなさくぇ, おけうすけ しかせあぇす おぇすけ 
しせさけゃうくぇ ゃ たさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは. ╀なかゅぇさうは ょなさあう 20,5% けす しゃっすけゃくうは ういくけし くぇ すけいう こさけ-
ょせおす. ╁ つっかけすけ しきっ う こけ っおしこけさす くぇ こてっくうちぇ, おぇすけ ょなさあうき 12-すけ きはしすけ. ╆なさくっくうすっ おせかすせさう う 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ しっ けつっさすぇゃぇ ょぇ しぇ ゃ つっかくぇすぇ さっょうちう くぇ っおしこけさすくうすっ しすけおう いぇさぇょう けゅさけきくうは 
うくすっさっし おなき すはた ゃ ちはかぇ ╄ゃさけこぇ.
╉けゅぇすけ, けぉぇつっ, おかぇしぇちうはすぇ しっ こさぇゃう こけ ゅさせこう しすけおう, こけいうちううすっ くぇ しすさぇくぇすぇ くう しぇ ょぇかっつ こけ-

しおさけきくう. ′ぇえ-ゃうしけおけすけ - 17-すけ きはしすけ, ょなさあうき ゃ ういくけしぇ くぇ きぇしかけょぇえくう しっきっくぇ, ぇ くぇ 18-すけ しきっ 
こけ ういくけし くぇ あうすくう さぇしすっくうは.
‶さう っかっおすさけくうおぇすぇ, きぇてうくうすっ, そぇさきぇちっゃすうつくうすっ こさけょせおすう う きくけゅけ ょさせゅう しすけおう しきっ しかっょ 

35-すけ きはしすけ, くぇえ-つっしすけ きっあょせ 50-すぇ う 60-すぇ こけいうちうは. ¨す すけゃぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ 
こさぇゃう いぇおかのつっくうっすけ, つっ ういゅけすゃっくうすっ くぇしおけさけ 18 しっおすけさくう っおしこけさすくう しすさぇすっゅうう, くぇこうしぇくう こけ 
こけさなつおぇ くぇ ┿ゅっくちうはすぇ いぇ きぇかおう う しさっょくう こさっょこさうはすうは, くっ ゃなさてぇす くうおぇおゃぇ さぇぉけすぇ. ‶さうつう-
くぇすぇ っ, つっ うおけくけきうおぇすぇ くう すさせょくけ きけあっ ょぇ っ かうょっさ ゃ っょうく うかう くはおけかおけ けすさぇしなかぇ, ぇ こけ-しおけさけ 
こさけぉうゃぇ し けすょっかくう こさけょせおすう.
╃ぇくくうすっ くぇ ]すけこぇくしおぇすぇ おぇきぇさぇ こけおぇいゃぇす, つっ ゃ きくけゅけ ゅさせこう うかう けすょっかくう しすけおう うきぇ こけしすけは-

くっく さなしす くぇ ぉなかゅぇさしおうは ういくけし こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう. [っおけさょなす っ こさう ちうゅぇさうすっ, こさう おけうすけ いぇ 
こけしかっょくうすっ 5 ゅけょうくう しっ けすつうすぇ っおしこけさすっく さなしす けす 49% ゅけょうてくけ. ′け ぇくぇかういなす くぇ っおしこっさすうすっ 
けす ]すけこぇくしおぇすぇ おぇきぇさぇ  おけくしすぇすうさぇ, つっ すけゃぇ ゃ きくけゅけ きぇかおけ しかせつぇう しっ ょなかあう くぇ せゃっかうつぇゃぇくっ 
くぇ おけかうつっしすゃぇすぇ, ぇ こさうつうくぇすぇ けしくけゃくけ っ こけゃうてっくうっすけ くぇ ちっくうすっ くぇ しなけすゃっすくぇすぇ しすけおぇ.

 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╃ゃぇょっしっす う っょくぇ ゅけょうてくうはす おぇいぇくかなつぇくうく ╉うさうか ╂っけさゅうっゃ しこっつっかう ╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ 
╋っあょせくぇさけょくうは しうきこけいうせき こけ しおせかこすせさぇ いぇ しすせょっくすう Daekyo Eye International Sculpture 

Symposium for College Students ゃ ]っせか しなし しゃけはすぇ しおせかこすせさぇ „』っさゅぇ”.
′ぇゅさぇょぇすぇ くぇ  きかぇょうは おぇいぇくかなつぇくうく っ ゃさなつっくぇ くぇ しこっちうぇかくぇ ちっさっきけくうは ゃ おけさっえしおぇすぇ しすけ-

かうちぇ けす  ╈けくゅ-╃あけくゅ ╉ぇくゅ, こさっょしっょぇすっか くぇ Daekyo Holdings う ╃あせくおぬけ ╉うき, ゃうちっこさっいうょっくす いぇ 
しこっちうぇかくけしすうすっ こけ ういおせしすゃぇすぇ う しこけさすぇ くぇ せくうゃっさしうすっすぇ Chung-Ang. 
′ぇ ちっさっきけくうはすぇ けす ぉなかゅぇさしおぇ しすさぇくぇ しぇ こさうしなしすゃぇかう ぉうゃてうはす きうくうしすなさ くぇ ゃなくてくうすっ さぇぉけすう 

くぇ [っこせぉかうおぇ ╉けさっは  ╉うき ]せくゅ-》ゃぇく う ぉなかゅぇさしおうはす こけしかぇくうお ゃ ]っせか ‶っすなさ ┿くょけくけゃ.
╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ ╉うさうか こっつっかう ゃ おけくおせさっくちうは し けとっ 11 しすせょっくすう  こけ しおせかこすせさぇ  けす さぇい-
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〈は っ しすぇさぇ. ′っ おけかおけすけ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ 
ゃしなとくけしす すっいう きなあっ う あっくう けしすぇゃはす しゃけは 

ょうさは ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ うしすけさうは, くけ くっ っ さけょっ
くぇ う ょくっし. ‶けょ くぇこけさぇ くぇ すさせょくけすけ ゃさっきっ. 
╃なかあうき は くぇ ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ, こさっょしっょぇすっか 
くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╆ぇゃけょ 1.  
『っかすぇ: ょぇ しなぉっさっ くぇ っょくけ  きはしすけ すっいう, おけう
すけ ゅけょうくう くぇさっょ しぇ ぉうかう つぇしす けす しかぇゃぇすぇ う 
きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”. ′ぇょはゃぇ しっ こけおぇくぇすぇ きせ 
ょぇ せゃぇあぇす ゃしうつおう ゃっすっさぇくう-  けさなあっえくうちう けす 
╆ぇゃけょ 1, いぇ おけうすけ っ ゃしっ けとっ あうゃぇ ゃさないおぇすぇ し 
ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ. ╇ すっいう, ぉっい おけうすけ しっゅぇ ぇさしっ
くぇかしおぇすぇ けさなあっえくぇ しかぇゃぇ くはきぇ ょぇ っ しなとぇすぇ. 
]さっとぇすぇ っ くぇしさけつっくぇ いぇ しかっょ しっょきうちぇ- くぇ 

21-ゃう しっこすっきゃさう. ╀っい けしけぉっくう こけつっしすう, くけ し 
きくけゅけ せゃぇあっくうっ. 

¨す くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ  きうくぇかうは 
ゃっお くぇ こさぇおすうおぇ „┿さしっくぇか” しっ さぇいゃうゃぇ ぇぉ

しけかのすくけ しぇきけしすけはすっかくけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ けさなあっえ
くけすけ こさけういゃけょしすゃけ. ]かっょ  1999  ゅけょうくぇ ゃしうつおけ, 
しないょぇょっくけ ゃ ょさせあっしすゃけすけ, っ けぉっおす くぇ うくすっかっお
すせぇかくぇ しけぉしすゃっくけしす う くけしう きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”. 
╇きぇ いぇとうすっくぇ すなさゅけゃしおぇ きぇさおぇ ゃ ╄ゃさけこっえしおうは 
しなのい, ]┿】 う けとっ 19 しすさぇくう こけ しゃっすぇ.

′ぇつぇかけすけ っ こさっい ょぇかっつくぇすぇ 1924 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ  ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ こさっきっしすゃぇ ]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 う しなし ╆ぇおけく しっ そけさきうさぇ ╃なさあぇゃくぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ. 

¨す 1958 ゅけょうくぇ 
いぇこけつゃぇ こさけういゃけょ
しすゃけすけ くぇ しすさっかおけ
ゃけ けさなあうっ. 〈けゅぇゃぇ っ  
こさけういゃっょっく う こなさゃう
はす 7,62 きき ぇゃすけきぇす. 
]かっょ すぇいう ゅけょうくぇ 
いぇこけつゃぇ しなとうくしおうはす 
ぉせき くぇ けさなあっえくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ. ]かっょ 
こなさゃうは きけょっか ぇゃすけ
きぇすう し すゃなさょ こさうおかぇょ 
こけしすっこっくくけ いぇこけつゃぇ 
う せしゃけはゃぇくっすけ くぇ ぇゃ
すけきぇすう しなし しゅなゃぇっき 
こさうおかぇょ, おぇさすっつくう
ちう, さなつっく こさけすうゃけ
すぇくおけゃ ゅさぇくぇすけきっす 
[‶╂-7, しすぇくけつっく こさけ
すうゃけすぇくおけゃ ゅさぇくぇすけ
きっす ]‶╂- 9, ぉっいけす
おぇすくけ けさなょうっ ╀-10. 
‶けしすっこっくくけ し さぇいさぇ
しすゃぇくっすけ くぇ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ くぇ けさなあうっ 
しっ こけしすさけはゃぇ う いぇゃけ
ょなす ゃ 【っえくけゃけ こさっい 
1980 ゅ., ういゃっしすっく 
おぇすけ ╆ぇゃけょ 14, おな
ょっすけ しっ こさけういゃっあょぇ 
こさっょうきくけ しすさっかおけゃけ 
けさなあうっ - こうしすけかっすう, 
ぇゃすけきぇすう, おぇさすっつくう
ちう. ′ぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ „┿さしっくぇか” けしすぇ
ゃぇ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ ぇさすうかっさうえしおけすけ 
けさなあうっ, しさっょ おけっすけ 
,けしゃっく ゅさぇくぇすけきっすう
すっ, けとっ - ういゃっしすくぇ
すぇ „]すさっかぇ”,  122 きき 
ゅぇせぉうちぇ, 23 きき いっ
くうすくぇ せしすぇくけゃおぇ ╆〉-

23-2, こさけういゃっあょぇくぇ ゃ ╄ゃさけこぇ っょうくしすゃっくけ ゃ „┿さしっくぇか”. ╇ すぇおぇ ょけ 2000 ゅ., おけゅぇすけ けすくけゃけ ょゃっすっ 
こさけういゃけょしすゃぇ しっ しなぉうさぇす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 1 ゃ „┿さしっくぇか”.
‶さっい ゃしうつおうすっ すっいう ゅけょうくう くぇ せしゃけはゃぇくっ う こさけういゃけょしすゃけ くぇ しすけすうちう ゃうょけゃっ ういょっかうは しっ ぇおせ

きせかうさぇ ぉけゅぇす こさけういゃけょしすゃっく う うくあっくっさっく けこうす. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ くっゅけ こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ 
ょっしっすうかっすうは しすぇくぇたぇ ゃないきけあくう さぇいさぇぉけすおぇすぇ う こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ しけぉしすゃっくう おけくしすさせおちうう - くぇょ 
30 さぇいかうつくう ゃぇさうぇくすぇ ぇゃすけきぇすう, しこけさすくう う かけゃくう おぇさぇぉうくう - させしおう う くぇすけゃしおう おぇかうぉさう; かっおう う 
しさっょくう おぇさすっつくうちう くぇすけゃしおう おぇかうぉなさう; こけょちっゃくう, しぇきけしすけはすっかくう う さっゃけかゃっさくう ゅさぇくぇすけきっすう - 
させしおう う くぇすけゃしおう おぇかうぉさう. 

¨す こなさゃうはす ぇゃすけきぇす, こさけういゃっょっく こさっい 
1958 ゅけょうくぇ ょけ しっゅぇ, っ ういすっおかぇ きくけゅけ 

ゃけょぇ. ‶さっい 1982 ゅけょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” うきぇ こけ
ゃけょ いぇ こさぇいくうお- しゃけっけぉさぇいっく さっおけさょ:  こさけ
ういゃっょっく っ 1 きうかうけくくうはす きせ ぉさけえ. 23 ゅけょうくう 
こけ-おなしくけ, こさっい 2005-すぇ ゅけょうくぇ, しっ さぇあょぇ う 
2-きうかうけくくうはす.  ]っゅぇ っ さっょ くぇ 3-すうは きうかうけく. 
╆ぇ こさけういゃけょしすゃっくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ すけゃぇ しぇ 

しぇきけ ちうそさう. 
╆ぇ たけさぇすぇ, おけうすけ けしすぇゃはす  ゃしっおう しゃけえ ょっく ゃ 

ちったけゃっすっ くぇ ╆ぇゃけょ 1 – すけゃぇ っ あうゃけす. ╁しっおう
ょくっゃくけ ょけおぇいゃぇくっ, せしうかうは ょぇ しう くぇえ-ょけぉなさ, 
ょぇ  しないょぇゃぇて おぇつっしすゃけ,  ょぇ さぇぉけすうて いぇ こさっし
すうあぇ う きぇさおぇすぇ.  
╉ぇせいぇ, くぇ おけはすけ しっゅぇ しぇ しっ こけしゃっすうかう ぉかういけ 

1200 ぇさしっくぇかちう, さぇぉけすっとう ゃ ╆ぇゃけょ 1.

╃っしっすおう しぇ. 
╀っい しなきくっくうっ, けぉぇつっ, くぇ けしけ

ぉっくぇ こけつうす すせお っ うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ 
– ぇさしっくぇかしおう ょけぇえっく, おけえすけ いぇっょくけ 
しなし ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ いぇゃなさてゃぇ こなさ
ゃうは ゃうこせしお くぇ つせあょっしすさぇくくうすっ しすせ
ょっくすう ゃ 〈せかしおぇすぇ こけかうすったくうおぇ こさっい 
ょぇかっつくぇすぇ 1967 ゅけょうくぇ. 〉つうかうとっすけ, 
こさういくぇすけ おぇすけ おけゃぇつくうちぇ くぇ っょくう けす 
くぇえ- ょけぉさうすっ けさなあっえくうちう  ゃ しゃっすぇ. 
╃っしっすおう しぇ させしおうすっ ゃないこうすぇくうちう- 

けさなあっえくうちう う こうさけすったくうちう ゃ „┿さしっ
くぇか”,  おけうすけ ょっしっすうかっすうは くぇさっょ すさせ
こぇす けこうす ゃ ちったけゃっすっ くぇ そうさきぇすぇ. ╇ 
おなき くぇしすけはとうは きけきっくす くぇょ 40-しっす しぇ 
すっいう, おけうすけ おけくしすさせうさぇす う しないょぇゃぇす 
くけゃう きけょっかう, せしなゃなさてっくしすゃぇす ゃっつっ 
くぇこさぇゃっくう さぇいさぇぉけすおう. ] けしけぉっくぇ  
つっしす こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ しこっ
ちうぇかくけすけ のぉうかっえくけ すなさあっしすゃけ, こさけ
ゃっょっくけ ゃ 〈せかしおぇすぇ こけかうすったくうおぇ, ょぇ 
こさっょしすぇゃかはゃぇす ぉなかゅぇさしおうすっ けさなあっえ
くうちう, e  こけおぇくっく  ういこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせ
てっゃ.  ¨すこさぇゃっくぇすぇ こけおぇくぇ っ さっゃっ
さぇくし, こさういくぇくうっ, こけつうす いぇ ゃうしけおうすっ 
こけしすうあっくうは う すぇかぇくす くぇ ぉなかゅぇさしおう
すっ けさなあっえくう しこっちうぇかうしすう, こけかせつうか  

しゃけっすけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ 〈せかぇ. 
‶けゃけょなす: 50 ゅけょうくう けす こなさゃうは こさうっき くぇ つせあょっしすさぇくくうすっ しすせ

ょっくすう ゃ 〈せかしおうは こけかうすったくうつっしおう うくしすうすせす /しっゅぇ せくうゃっさしうすっす/. 

 „╇しすうくしおう けさなあっえくうお しっ しすぇゃぇ, けぉぇつっ, ゃ ┿さしっくぇか”, けぉう
つぇす ょぇ おぇいゃぇす  いぇょ こけさすぇかぇ くぇ いぇゃけょぇ. 

╋ぇおしうきぇ, ょけおぇいぇくぇ う こさけゃっさっくぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ. ╆ぇすけゃぇ う しっゅぇ 
ぇきぉうちうはすぇ くぇ そうさきっくぇすぇ せこさぇゃぇ う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 1 っ 
ょぇ こさうゃかうつぇす おぇつっしすゃっくう きかぇょう  たけさぇ, し あっかぇくうっ いぇ さぇぉけすぇ う 
さぇいゃうすうっ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

かうつくう しすさぇ-
くう: [っこせぉかうおぇ 
╉けさっは, ╉うすぇえ, 
ぅこけくうは, ╇すぇ-
かうは, ╀っかぇさせし う 
ょさ.
 „』っさゅぇ”-すぇ っ 

ういさぇぉけすっくぇ いぇ 
2 しっょきうちう う 
こさっょしすぇゃかはゃぇ 
15 ゅさぇくうすくう 
ぉかけおぇ, ゃしっ-
おう し ょなかあうくぇ 
けす きっすなさ う 50 
しぇくすうきっすさぇ う 
ょっぉっかうくぇ 20 
くぇ 20 しぇくすうきっ-
すさぇ. 
』 っ す う さ う -

つかっくくけ あせさう 
けす おけさっえしおう 
しおせかこすけさう っ 
けちっくはゃぇかけ し 
すぇっく ゃけす すゃけさ-
ぉうすっ くぇ すぇかぇくす-
かうゃうすっ しすせょっく-
すう - せつぇしすくうちう 
ゃ きっあょせくぇさけょ-
くうは しうきこけいう-
せき.  ] „』っさゅぇ”-
すぇ しう ╉うさうか っ  
しこっつっかうか っょう-くけょせてくうは ゃけす くぇ けちっくはゃぇとうすっ. 

╁ きけきっくすぇ しおせかこすせさぇすぇ  くぇ ╉うさうか う  すゃけさぉうすっ くぇ けしすぇくぇかうすっ せつぇしすくうちう ゃ しうきこけいうせきぇ しっ 
くぇきうさぇす くぇ こかけとぇょ ゃ ]っせか, くけ とっ ぉなょぇす こさっきっしすっくう ゃ しこっちうぇかっく  しおせかこすせさっく こぇさお ゃ ゅさぇょぇ, 
おなょっすけ とっ けしすぇくぇす いぇゃうくぇゅう う とっ しすぇくぇす つぇしす けす ぇすさぇおちううすっ くぇ おけさっえしおぇすぇ しすけかうちぇ.
╆ぇ こさけゃっあょぇとうは しっ いぇ こなさゃう こなす ╋っあょせくぇさけょっく しおせかこすせさっく そけさせき ╉うさうか, おけえすけ っ しすせょっくす 

こけ しおせかこすせさぇ ゃなゃ ╁っかうおけすなさくけゃしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ おかぇしぇ くぇ こさけそ. ╂っけさゅう ╋うくつっゃ う ゅか. ぇしうし-
すっくす ╁っくおけ 〈けくおけゃ,  くぇせつぇゃぇ けす おけさっえしおう しおせかこすけさ, おけえすけ こさっょう ゅけょうくぇ せつぇしすゃぇ ゃ しうきこけいうせき 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╋かぇょっあなす さってぇゃぇ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ う すぇおぇ くぇ 13-すう ぇゃゅせしす すぇいう ゅけょうくぇ しっ けいけゃぇゃぇ ゃ ]っせか. 

╆ぇ ╉うさうか こなすせゃぇくっすけ ょけ ぇいうぇすしおぇすぇ しすさぇくぇ っ こなさゃけすけ きせ ういかういぇくっ けす さけょうくぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ 
ゃさなとぇ ょゃっ しっょきうちう こけ-おなしくけ し ╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ, ういさぇいはゃぇとぇ しっ ゃ ょけぉなさ そうくぇくしけゃ っおゃうゃぇ-
かっくす.  ¨しゃっく くぇゅさぇょぇすぇ, いぇ きかぇょっあぇ くぇえ-ちっくくけすけ くっとけ, こけかせつっくけ おぇすけ こけょぇさなちう こけ ゃさっきっ くぇ 
こさっしすけは  きせ ゃ ╉けさっは, っ ゅさぇくうすくけ おぇきなつっ し ゅさぇゃうさぇく ゃなさたせ くっゅけ ぉぇきぉせお う ゃこかっすっくけ うきっすけ きせ, 
ういこうしぇくけ くぇ おけさっえしおう.  
〈ぇかぇくすかうゃうはす おぇいぇくかなておう きかぇょっあ っ ゃないこうすぇくうお くぇ ′╂‶╇╃ „┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ” ゃ さけょくうは 

きせ ゅさぇょ, おなょっすけ いぇゃなさてゃぇ ゅさぇそうおぇ. ‶なすはす おなき しおせかこすせさぇすぇ, けぉぇつっ, っ こさっょくぇつっさすぇく けす くっゅけ-
ゃうは  こけおけっく ょはょけ - ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ, ういゃっしすっく おぇいぇくかなておう おぇきっくけょっかっち. 
 ╉けゅぇすけ くっ っ いぇっす し かっおちうう  ゃ せくうゃっさしうすっすぇ, さけょっくうはす こけょ いくぇおぇ くぇ [ぇおぇ すぇかぇくすかうゃ きかぇょ 

しおせかこすけさ けす ╉ぇいぇくかなお  っ ゃっさっく くぇ たけぉうすけ しう: こかぇくうくぇすぇ う こさうさけょぇすぇ.  ╇ こさういくぇゃぇ, つっ くぇえ-
ゃっさけはすくけ こぇさうつくぇすぇ しう くぇゅさぇょぇ いぇ すぇかぇくすぇ しう けす ]っせか  とっ けしさっぉさう ゃ っょくぇ しゃけは きっつすぇ - ょぇ うきぇ 
ょっかすぇこかぇくっさ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ゃさなとぇくっすけ しう けす ╉うすぇえ, おなょっすけ ぉっ くぇつっかけ くぇ ょっかっゅぇちうは けす 
╉ぇいぇくかなお, おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 〈は , おぇおすけ 
う こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ ′うおけかぇえ ╆かぇ-
すぇくけゃ う すさうきぇ ぉういくっしきっくう, ゃいったぇ せつぇしすうっ ゃ きっあょせくぇさけょくぇすぇ 
しさっとぇ くぇ こけぉさぇすうきっくうすっ くぇ おうすぇえしおうは ゅさぇょ ╃いうくぇく ゅさぇょけゃっ 
けす 6 おけくすうくっくすぇ. ╁ ╃いうくぇく おぇいぇくかなておぇすぇ ょっかっゅぇちうは こけょこうしぇ 
╋っきけさぇくょせき いぇ しなゃきっしすくけ しなすさせょくうつっしすゃけ. 
╇くすっさっしなす おなき すぇいう くっけぉはすくぇ ゃなゃ ゃしはおけ けすくけてっくうっ しすさぇくぇ, 

おぇおゃぇすけ っ ╉うすぇえ, すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ こけょこかなすっく し さっぇかくう うくうちう-
ぇすうゃう けす くぇてぇ しすさぇくぇ う けそうちうぇかくぇすぇ ょっかっゅぇちうは けす けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお くぇこさぇゃう こなさゃぇすぇ けす すっいう しすなこおう“, おぇいぇ おきっすなす くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こさっょ あせさくぇかうしすう しかっょ 
いぇゃさなとぇくっすけ しう. ╁ ╃いうくぇく ]すけはくけゃぇ っ こさうしなしすゃぇかぇ う くぇ けそう-
ちうぇかくぇすぇ しさっとぇ う こさうっき, ょぇょっくう けす ゅっくっさぇかくうはす しっおさっすぇさ くぇ 
╉うすぇえしおぇすぇ おけきせくうしすうつっしおぇ こぇさすうは ゃ ╃いうくぇく 〉ぇくゅ ╋うく.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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【╊╅【ぇ『ぇ【:
„[╅[ぇ╇ ╋¨╇《【 ╆╊ぃ╊!!!” 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 3╇かてかちあせひて 【あせねそ 』てかなあせそう:

〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ, けぉぇつっ, くっ 
うしおぇ くっゅけゃけすけ うきっ ょぇ しっ 

しこけきっくぇゃぇ こさっおぇかっくけ つっしすけ. 
╃けさう くぇこさけすうゃ – しこけょっかは, つっ 
うしおぇ ょぇ ぉなょっ „ゃ しはくおぇ”. ′け くっ

こさっきっくくけ ょなさあう ょぇ しっ いくぇはす う 
こけきくはす っょくう ょさせゅう うきっくぇ – ぇお
すぬけさしおうすっ: くぇ こけおけえくうすっ ゃっつっ 
╃っつおけ ╊っつっゃ, ‶っすおけ 』ぇゃょぇさけゃ 
う ╂ぇくおぇ ╉ぇきぉせさけゃぇ, くぇ ]かぇゃう 
╂けゃっょぇさけゃ, ]すぇくおぇ 〈ぇかきぇいけ
ゃぇ, 〈っけょけさぇ ╀っかつっゃぇ, ′うおけかぇえ 
]おっさかっゃ, ╋ぇさうは ╂さうゃけゃぇ, ╁かぇょけ 
╇ゃぇくけゃ, ╂っけさゅう ╁けょっくうつぇさけゃ, 
〈ぇすはくぇ ╀せっゃぇ, ╃ぇきはく ╂っけさゅうっゃ, 
′っょはかおぇ ]すぇくつっゃぇ う ぇさしっくぇか
しおうはす ╀ぇえ ╂ぇくぬけ – 『ぇくおけ ╉なくつっゃ 
/╀けゅ ょぇ ゅけ こさけしすう!”/...”〈けゃぇ きう 
ぉってっ けしくけゃぇすぇ, たけさぇすぇ, くぇ おけう
すけ さぇいつうすぇた”, ぉっい おぇこおぇ しせっすくけしす 
おぇいゃぇ  こけしかっょくうはす たせょけあっしすゃっ
くうはす さなおけゃけょうすっか くぇ ぇさしっくぇか
しおうは かのぉうすっかしおう ╃さぇきしなしすぇゃ, 
くぇしかっょうか さぇぉけすぇすぇ くぇ ╁ぇしうか 
【うゃっくおけゃ う ′うおけかぇえ ╂ぇくちぇさけゃ. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ – こさっい 1984-すぇ, 
しかっょ けすかうつくけすけ せつぇしすうっ ゃ こけ
さっょくうは こさっゅかっょ くぇ たせょけあっしす
ゃっくぇすぇ しぇきけょっえくけしす, すさせこぇすぇ 
こけかせつぇゃぇ いゃぇくうっすけ „‶さっょしすぇ
ゃうすっかくぇ”, おけっすけ いぇ ゃさっきっすけ しう 
っ いくぇお いぇ さぇゃっくしすゃけ し こさけそっ
しうけくぇかうしすうすっ. ‶けかせつぇゃぇす う かうつ
くぇすぇ ゃうしけおぇ けちっくおぇ くぇ ┿くょさっえ 
』ぇこさぇいけゃ. „╆ぇ ゃさっきっすけ しう すけゃぇ 
ぉってっ くっとけ たせぉぇゃけ, すけゃぇ ぉってっ 
けちっくおぇ いぇ くぇてぇすぇ さぇぉけすぇ おぇすけ 
くうゃけ, ぉかういおけ ょけ こさけそっしうけくぇか
くけすけ. ╁しうつおけ しすぇゃぇてっ し ゅけかはきけ 
あっかぇくうっ, おけっすけ っ くぇえ-ちっくくけすけ 
いぇ くぇし, おけうすけ こさぇゃったきっ すっぇすなさ 
ゃ „┿さしっくぇか”, おぇいゃぇ けとっ 〈ぇくつけ 
]すっそぇくけゃ, こさっい つううすけ さなちっ しぇ 
きうくぇかう ぉかういけ 40 こけしすぇくけゃおう くぇ 
しなしすぇゃぇ. ╁ くはおけう けす すはた 〈ぇくつけ っ 
う ぇおすぬけさ. ]くうきおぇ けす すけゃぇ ゃさっ
きっ こけおぇいゃぇ こっさそっおすくぇすぇ ゃういうは 

くぇ ぇおすぬけさぇ 〈ぇくつけ: くぇこさぇゃけ 
ぇさしっくぇかしおうはす ╇ゃぇく ╇ゃぇ
くけゃ! ╁さっきっすけ し ぇさしっくぇかしおぇ
すぇ ぇおすぬけさしおぇ すさせこぇ 〈ぇくつけ 
けぉけぉとぇゃぇ し ょゃっ ょせきう う すさう 
せょうゃうすっかくう:

╅うゃけす ぉってっ !!!
  
╅うゃけすなす ぉうか うくすっさっしっく, 

ょうくぇきうつっく う ぉっかはいぇく けす 
ょっしっすおう たうかはょう ぇこかけょうし
きっくすう. ′はおけう こけしすぇくけゃおう 
しっ うゅさぇっかう しすけすうちう こなすう. 
„‶けつうゃっく ょけき” くぇ ╁ぇかっく
すうく ╉ぇすぇっゃ 80 こなすう ういかう
いぇかぇ くぇ しちっくぇすぇ. ╇ゅさぇかう は 
こけ ゃしうつおう いぇゃけょしおう おかせ
ぉけゃっ, こけ ゃしうつおう ゅさぇょしおう 
おかせぉけゃっ, こけ おゃぇさすぇかう う 
しっかぇ. ‶けしさっとぇかぇ しっ し ゅけかはき 
せしこった. ‶うっしぇすぇ ]すっそぇくけゃ 
こけかせつうか けす ╀ぇくおけ ╀ぇくおけゃ. 
[っあうしぬけさなす 〈ぇくつけ ]すっそぇ
くけゃ  いくぇっか ゃしうつおう さけかう う 

つっしすけ いぇきっしすゃぇか ぇおすぬけさう くぇ 
しちっくぇすぇ. „]ぇきけ あっくうすっ くは
きぇてっ おぇお ょぇ いぇきっしすゃぇき...”, 
てっゅせゃぇ しっ しなし しっぉっ しう 〈ぇく
つけ. [っこっさすけぇさなす すけえ こけょ
ぉうさぇか しぇき, くはきぇかけ つせあょう 
くぇきっしう, おぇきけ かう – こさっつおう 
けす こぇさすうえくう しっおさっすぇさう う 
こさけそしなのいくう ょっはすっかう. ╃ぇあっ 
– けぉさぇすくけすけ, ‶ぇさすうはすぇ う 
‶さけそしなのいうすっ こけきぇゅぇかう 
きくけゅけ. „╀けくつけ ‶っしっゃ きくけゅけ 
くう こけきぇゅぇてっ, ╋うくつけ 〈ぇつっゃ 
- しなとけ”, こけきくう たせょけあっしすゃっ
くうはす さなおけゃけょうすっか. ‶さけそ
しなのいくうすっ ょっはすっかう ╂ぇくつけ 
╊ぇいぇさけゃ う ╃っくぬけ ╃うきうすさけゃ 
しなとけ くっ けすおぇいゃぇかう こけょおさっ
こぇ. ╃うさっおすけさなす くぇ ╃けきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ ╋うかおけ ╋うかぇくけゃ 
ょけこさうくっしなか しなとけ きくけゅけ いぇ 
せしこったうすっ くぇ ょさぇきしなしすぇゃぇ, 
おけえすけ うゅさぇっか ぉっいこかぇすくけ ゃ 
ゅけかっきうすっ けぉっょくう ゃすけさくうて
おう こけつうゃおう ゃ 』っさゃっくぇすぇ 
いぇかぇ し 469 きっしすぇ, こさう  しすけ
すうちう こさぇゃけしすけはとう.   
¨しゃっく „‶けつうゃっく ょけき”, ]すっ

そぇくけゃ こけしすぇゃうか けとっ っょくぇ 
おせかすけゃぇ こさけょせおちうは いぇ きっしす
くぇすぇ こせぉかうおぇ けす けくけゃぇ ゃさっ
きっ – こうっしぇすぇ „╄ょくぇ おぇかけさうは 
くっあくけしす”.  ] くっは たけょうかう くぇ 
すせさくっ つぇお ゃ 【せきっく. ╃させゅぇすぇ 
くぇえ-かのぉうきぇ いぇ こせぉかうおぇすぇ 

ぉうかぇ „[ぇょうぇちうは”. ╉けかおけすけ ょけ 
こせぉかうおぇすぇ, 〈ぇくつけ いぇぉっかはいぇか, 
つっ おぇいぇくかなておぇすぇ こせぉかうおぇ しう 
っ おぇすけ ゃしうつおう けしすぇくぇかう. ′ぇ 
ゃさっきっすけ くはきぇかぇ くうとけ こさけすうゃ 
ょぇ こかぇつっ くぇ こけしすぇくけゃおう, くけ 
おなき ょくってくぇ ょぇすぇ こさっょこけつうすぇ 
おけきっょううすっ いぇ さぇいすせたぇ. 
‶け ゃさっきっすけ くぇ たせょけあっしす

ゃっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 〈ぇく
つけ ]すっそぇくけゃ ぇさしっくぇかしおうはす 
ょさぇきしなしすぇゃ くっ こさけこせしおぇか う 
ょぇ っおしこっさうきっくすうさぇ. ] ╁ぇくは 
‶けこけゃぇ こさぇゃうかう こけしすぇくけゃ
おぇ, ゃ おけはすけ ゃかけあうかう きくけゅけ, 
きくけゅけ すさせょ う せしうかうは, くけ... 
ぉうかぇ うゅさぇくぇ しぇきけ っょうく こなす...
╄おしこっさうきっくすなす こさけょなかあうか う 
ゃ ょさせゅぇ こけしけおぇ: ゃなゃ ゃさっきっ
すけ, おけゅぇすけ きけさぇかなす しっ しこぇいゃぇ 
しすさけゅけ, くぇ しちっくぇすぇ くぇ „┿さしっ
くぇか” しっ さぇいょぇゃぇかう ちっかせゃおう, ぇ 
¨すおさうすうっすけ くぇ 〈ぇくつけ – しっゅぇ 
ぉういくっしょぇきぇすぇ わ1 くぇ ╀なかゅぇ
さうは, こさっょう すけゃぇ – ぇおすさうしぇすぇ 

╃ぇさうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ,  ょぇあっ しゃぇ
かはかぇ ょさったう くぇ しちっくぇすぇ. ¨ぉぇ
つっ – こさっい けしゃっすかっくうっ, いぇょ 
こぇさぇゃぇく. ╄おしこっさうきっくすうすっ 
こさうょけぉけかう うしすうくしおう しっさうけい
くう けつっさすぇくうは ゃ おさぇは くぇ 80-すっ 
ゅけょうくう:

┿さしっくぇかちう こけしすぇゃうかう
こうっしぇ くぇ ょうしうょっくすぇ

》さうしすけ ╀けえつっゃ   

‶うっしぇすぇ くぇ 》さうしすけ ╀けえつっゃ 
„‶けょいっきくうはす” ょけてかぇ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ くぇ こっさっしすさけえおぇすぇ. 
╁ ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ うきっすけ くぇ 
くぇえ-ょけぉさうは しなゃさっきっくっく ぉなか
ゅぇさしおう ょさぇきぇすせさゅ しっ てっこすっ
てっ しぇきけ くぇ せたけ, ぇさしっくぇかしおう
はす ょさぇきしなしすぇゃ しっ くぇっきぇ ょぇ 
は こけしすぇゃう. 〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ 
こけきくう し こけょさけぉくけしすう すぇいう しう 
さぇぉけすぇ. ]こっちうぇかくぇすぇ しちっくけ
ゅさぇそうは けゅさぇくうつうかぇ きはしすけすけ 
いぇ うゅさぇ – しぇきけ しちっくぇすぇ くぇ 
そうさきっくうは ょけき くぇ おせかすせさぇすぇ. 
′け そぇおすなす  しう っ そぇおす: ╀けえ
つっゃ っ うゅさぇく くぇ ぇさしっくぇかしおぇ 
しちっくぇ こさっょう 10-すう くけっきゃさう 
1989-すぇ. ╁なゃ ゃさっきっすけ くぇ こさけ
きっくうすっ すさせこぇすぇ こけしすぇゃうかぇ う 
„╂けさっとけ かはすけ” くぇ ‶っかうく ‶っ
かうくけゃ - こうっしぇ, おけはすけ こけゃょうゅぇ 
けしすさうすっ ゃなこさけしう くぇ ょっくは ゃ 
おさぇは くぇ ぉなかゅぇさしおうは しけち. 

╃させゅ はさなお しこけきっく けす すけゃぇ 
ゃさっきっ ]すっそぇくけゃ うきぇ けす うゅさぇ
すぇ しう くぇ ゅさぇょしおぇすぇ つうすぇかうとくぇ 
しちっくぇ し きっしすくぇすぇ いゃっいょぇ ╋うく
つけ ╊ぇかっゃ – ゅかぇしなす きせ ういこなかゃぇか 
ちはかぇすぇ いぇかぇ...╇いけぉとけ – さぇぉけ
すぇすぇ し ゅかぇしぇ, はしくぇすぇ ょうおちうは, 
しかけゃけすけ いぇ 〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ しう 
けしすぇゃぇす ゃけょっとう ゃ ぇおすぬけさしおけすけ 
きぇえしすけさしすゃけ. ╁ すけゃぇ しう したゃぇ
とぇくっ すけえ いくぇっ, つっ っ おけくしっさゃぇ
すうゃっく すさぇょうちうけくぇかうしす, いぇとけ
すけ ょくってくうすっ ぇおすぬけさう いぇかぇゅぇす 
こけゃっつっ くぇ こかぇしすうおぇすぇ. ¨ぉうつ
すぇ おなき ]かけゃけすけ っ きけあっ ぉう う 
うしすうくしおぇすぇ こさうつうくぇ 〈ぇくつけ ょぇ 
こけこぇょくっ ゃ すっぇすなさぇ. ‶なさゃうすっ 
きせ ういはゃう ゃ しぇきけょっえくけしすすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” ぉうかう ゃ さっちうすぇかうすっ 
くぇ ゅさせこぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 5, けすおな
ょっすけ こさうはすっか ゅけ こさっょしすぇゃうか ゃ 
すさせこぇすぇ くぇ おけきぉうくぇすぇ. ╋けあっ 
ぉう いぇすけゃぇ, くけ う くっ しぇきけ, 〈ぇく
つけ けこさっょっかは しっぉっ しう こけ-きぇか
おけ おぇすけ さっあうしぬけさ う ぇおすぬけさ, ぇ 

こけゃっつっ – おぇすけ さっちうすぇすけさ.  [っ
ちうすぇすけさしすゃけすけ きせ しっ けすおさうかけ 
けとっ ゃ おぇいぇさきぇすぇ. ‶けしかっ, ゃっつっ 
ゃ „┿さしっくぇか”, 〈ぇくつけ しすうゅくぇか 
ょけ しけぉしすゃっくう うくょうゃうょせぇかくう 
こけかけゃうくつぇしけゃう さっちうすぇかう, くぇ 
おけうすけ しっ つせょっかう ょけさう ゅけかっ
きうすっ うきっくぇ けす さけょくうは すっぇすなさ 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ, おけうすけ つっしすけ 
ぉうかう あせさう くぇ しぇきけょっえくうすっ 
そっしすうゃぇかう う こさっゅかっょう. 〈ぇくつけ 
うきぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう せつぇしすうは けす 
ゃさっきっすけ くぇ 〈さっすうは ょけ ]っょきうは 
さっこせぉかうおぇくしおう そっしすうゃぇかう くぇ 
たせょけあっしすゃっくぇすぇ しぇきけょっえくけしす. 
〈ぇおぇ うきっくくけ: 

〈ぇくつけ くぇすさせこぇか きっょぇかう
けす くぇちうけくぇかくうすっ

そっしすうゃぇかう

╆ぇ さぇいかうおぇ けす たけさぇすぇ, おけうすけ 
こぇいはす う こけょさっあょぇす ゃくうきぇすっか
くけ ゃしうつおうすっ しう ょけおぇいぇすっかしすゃぇ 
いぇ かうつくう せしこったう, 〈ぇくつけ ]すっ
そぇくけゃ くうすけ おぇいゃぇ おけかおけ けすかう
つうは うきぇ, くうすけ きう ゅう こけおぇいゃぇ, 
くうすけ おなすぇ しくうきおう し すはた...╁ ちは
かけすけ きせ さぇいおぇいゃぇくっ いぇ きうくぇ
かけすけ うきぇ っょくぇ うしおさっくぇ しおさけき
くけしす, おけはすけ ょけさう きせ こさっつう ょぇ 
しこけょっかう ゃしうつおけ, おけっすけ いくぇっ いぇ 
おせかすせさくうは あうゃけす ゃ „┿さしっくぇか”. 
┿ すけえ いくぇっ きくけゅけ. 47 しなしすぇゃぇ, 
そけさきぇちうう う ゅさせこう こさっぉさけうか ゃ 

こぇきっすすぇ しう 〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ, 
さっょっえおう しこけきっくうすっ しう いぇ ぇさ
しっくぇかしおけすけ かのぉうすっかしおけ うい
おせしすゃけ. ╁しっおう いぇゃけょ しう うきぇか 
ゅさせこう いぇ こけっすうつくう さっちうすぇかう, 
ぇ ╆ぇゃけょ 6 うきぇか ょけさう しけぉしすゃっ
くぇ ぇおすぬけさしおぇ すさせこぇ, おなょっすけ 
しっ ゃうたさはす ‶っすおけ 』ぇゃょぇさけゃ う 
╇ゃぇく ╃っつっゃ. ‶けしすけはくくけ ゃなさ
ゃっかう こさっゅかっょう くぇ しぇきけょっえ
くけしすすぇ – ゅさせこう, すさせこう, さっちう
すぇかう, こけかうすうつっしおう こっしくう... 
‶けつゃぇかう けす ちったけゃっ う いぇゃけょう, 
しすうゅぇかう ょけ くうゃけ おけきぉうくぇす, ぇ 
おけきぉうくぇすしおうすっ しなしすぇゃう こさっょ
しすぇゃはかう „┿さしっくぇか” ゃ けおさなゅぇ う 
しすさぇくぇすぇ. ]こけきっくうすっ ゃぇょはす けす 
きうくぇかけすけ ゅかぇしけゃっ けす ぇさしっくぇか
しおうは さぇょうけすっぇすなさ, せつぇしすうは 
くぇ そっしすうゃぇかう くぇ さぇいかうつくうすっ 
そけさきぇちうう ゃ つせあぉうくぇ, っおしおせさ
いうう ょけ ]けそうは いぇ こけしっとっくうっ 
くぇ すっぇすさう, くけ しなとけ う ぇさしっくぇか
しおう ういはゃう ゃ しすけかうつくうは おせかすせ
さっく あうゃけす, おぇすけ くぇこさうきっさ,  

おけくちっさすなす ゃ しなゃっすしおけすけ こけ
しけかしすゃけ, おなょっすけ „しっ ういしうこぇかう” 
4 ぇゃすけぉせしぇ くぇてう けさなあっえくうちう 
- しぇきけょっえちう. 〈ぇくつけ こけいくぇゃぇ う 
けぉうつぇ ゃしうつおう. ′け くぇえ-ぉかういおけ 
さぇぉけすう し ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ う し 
„ょせてぇすぇ” くぇ ╄しすさぇょくけ-しぇすう
さうつくうは ぇさしっくぇかしおう しなしすぇゃ – 
╊のぉつけ ‶けこけゃ, ゃょなたくけゃうすっかはす 
くぇ ╉[╀.   

╉[╀ っ ょさせゅぇすぇ しかぇぉけしす
くぇ 〈ぇくつけ

╂させこぇすぇ, おけはすけ さぇいしきうゃぇ 
おぇいぇくかなつぇくう – „╉ぇいぇくかなておう 
さけいう う ぉけょかう”, いぇしかせあぇゃぇ くぇ
さけつくけすけ ゃくうきぇくうっ くぇ „〈さうぉせ
くぇ „┿さしっくぇか”, ゃきっすゃぇ  〈ぇくつけ 
]すっそぇくけゃ.  
]こっちうぇかくけ いぇ ぇさしっくぇかちう 

¨さかうく ¨さかうくけゃ くぇこうしぇか ちはかぇ 
こけっきぇ - „] こぇさけかぇ くぇこさっょ”, 
さぇいおぇいゃぇ 〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ, 
かうつくけ こけょさっょうか う しなたさぇくうか 
ぇさたうゃぇ くぇ しなぉうすうはすぇ ゃ ぇさしっ
くぇかしおぇすぇ おせかすせさぇ, ぇさたうゃ, おけえ
すけ けぉぇつっ こけ-おなしくけ ういつっいくぇか...

„43 ゅけょうくう すさせょけゃ しすぇあ 
しぇきけ ゃ „┿さしっくぇか”; „╃ぇか しなき 
しう あうゃけすぇ いぇ „┿さしっくぇか”...”;..., 
すぇいう ういこけゃっょ ぉう きけゅかぇ ょぇ 
ぉなょっ しこけょっかっくぇ けす たうかはょう 
ぇさしっくぇかちう くぇ こさぇゅぇ くぇ こっく
しうけくうさぇくっすけ. ╇かう ゃっつっ こっく
しうけくっさう. ′け おけえ けす すはた  きけあっ 
ょぇ おぇあっ いぇ しっぉっ しう:”╆ぇこけつくぇた 
おぇすけ てかけしっさ, こさけょなかあうた おぇすけ 
さっあうしぬけさ...”? 
╉ぇお っょうく てかけしっさ けす ╆ぇゃけょ 5  

しすうゅぇ ょけ こけしすぇゃはくっすけ くぇ こうっ
しう くぇ すっぇすさぇかくぇ しちっくぇ, きけあっ 
ょぇ おぇあっ しぇきけ っょうく - 〈ぇくつけ 
]すっそぇくけゃ. ╉なょっ きけあっ ょぇ しっ 
しかせつう すけゃぇ, ゃっつっ っ はしくけ: しぇきけ 
ゃ „┿さしっくぇか”.
14 ゅけょうくう けす ぇさしっくぇかしおけ

すけ しう ぉうすうっ 〈ぇくつけ ]すっそぇ
くけゃ しゃなさいゃぇ し ╃さぇきぇすうつくうは 
しなしすぇゃ くぇ こさっょこさうはすうっすけ. 
╁しうつおけ しすぇゃぇ „こけ ゃうくぇ” くぇ 
くっぉっういゃっしすくうは こさけそしなのいっく 
かうょっさ ╀けくつけ ‶っしっゃ – おぇおすけ っ 
ういゃっしすくけ, おさなゃくけ けすょぇょっく くぇ 
こけしゃっとっくうっすけ - おせかすせさぇすぇ ょぇ 
こせしくっ ゃ „┿さしっくぇか” いょさぇゃう おけ
さっくう. ╄ょうく けす すっいう „おけさっくう”, 
おけうすけ ょぇゃぇす しかぇょおう こかけょけゃっ 
ゃ しなさちぇすぇ くぇ たうかはょうすっ けさな
あっえくうちう, ぇこかけょうさぇかう  しすけ
すうちうすっ こさっょしすぇゃかっくうは くぇ ぇさ
しっくぇかしおぇすぇ すさせこぇ, っ くっえくうはす 
たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか けす 
1976-すぇ ょけ 1990-すぇ ゅけょうくぇ, 
〈ぇくつけ ]すっそぇくけゃ.
”‶けつうゃっく ょけき”, ”╉さぇはす けしすぇ

ゃぇ いぇ ゃぇし”, „╆くぇきっすけ” しぇ しぇきけ 
つぇしす けす くっゅけゃうすっ こけしすぇくけゃおう, 
おけうすけ う しっゅぇ しっ こけきくはす. ╉ぇおすけ 
しっ こけきくう う うきっすけ きせ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5
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〈けえ きかぇょっっ いぇ ゅけょうくうすっ しう. 
〈させょくけ っ ょぇ  こさっょこけかけあうて, つっ 

ゃ すけいう すうた, しこけおけっく, せさぇゃくけゃっしっく, 
くけ し あうゃ こけゅかっょ う せき おぇすけ ぉさなし-
くぇつ  きなあ, しっ おさうっ っょうく けす けしくけゃ-
くうすっ ょゃうゅぇすっかう くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ 
ゃ ╆ぇゃけょ 1-  すゃけさつっしおうはす きけいなお  くぇ 
けさなあっえくぇすぇ きうしなか すせお.
╂かぇゃくうはす おけくしすさせおすけさ うくあ. ′う-

おけかぇえ ╉なくっゃ. ╄しすっしすゃっくけ, させしおう 
ゃないこうすぇくうお. ╆ぇゃなさてうか しすさっかおけ-
ゃけ けさなあうっ  う ょけてなか ゃ ╆ぇゃけょ 1 くぇ 
„┿さしっくぇか” ゃっょくぇゅぇ しかっょ そうくぇかぇ くぇ 
けぉせつっくうっすけ しう こさっい 1986 ゅけょうくぇ . 
╆ぇ おさぇすおけ さぇぉけすうか う くぇ こかけとぇょおぇ-
すぇ ゃ 【っえくけゃけ. ╀うか っ おけくしすさせおすけさ, 
くぇつぇかくうお けすょっか, こさっきうくぇか こさっい 
ゃしうつおう こうしすう ょけ けすゅけゃけさくうは う うい-
うしおゃぇと こけしゃっとっくうっ こけしす - ゅかぇゃっく 
おけくしすさせおすけさ.  
〈ゃなさょう, つっ かのぉけゃすぇ きせ おなき けさな-

あうっすけ っ けす きかぇょっあおうすっ きせ ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ すさっくうさぇか しこけさすくぇ しすさっかぉぇ. 
‶けつすう ういせきうすっかくけ いぇ おけくしすさせおすけさ 
くぇ けさなあうは, うくあ. ╉なくっゃ  くはきぇ かうつくけ 
けさなあうっ.  ╇きぇ う けとっ っょくけ けさなあっえくけ 
ういおかのつっくうっ - くっ っ かけゃっち.  ╆ぇ しきっす-
おぇ くぇ すけゃぇ うきぇ こうとくけ つせゃしすゃけ いぇ 
たせきけさ: すゃなさょう, つっ いけょうはすぇ きせ ぉうかぇ 
くぇ こっさそっおすっく すなさゅけゃっち - きけあっか ょぇ 
こさけょぇゃぇ けさなあうっ.

]すけえけ ‶っすさけゃ - ょなか-
ゅけゅけょうてっく すったくけ-

かけゅ こけ けさなあっえくうすっ うい-
ょっかうは,  ゃっすっさぇく.  ]っゅぇ 
さぇぉけすう ゃ ╆ぇゃけょ 5, ちった 
600.  ╁っさっく くぇ きぇさおぇ-
すぇ „┿さしっくぇか” けす 1968 
ゅけょうくぇ.  ╉けかっゅうすっ きせ 
ゅけ くぇさうつぇす „あうゃぇすぇ 
うしすけさうは くぇ いぇゃけょ 1“. 
╁ないこうすぇくうお くぇ おぇいぇく-
かなておうは ╋ったぇくけすったくう-
おせき, こけしゃっすうか ょなかゅう 
ゅけょうくう けす さぇぉけすぇ しう ゃ 
„┿さしっくぇか” くぇ せしゃけはゃぇ-
くっ う せしなゃなさてっくしすゃぇくっ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ いっ-
くうすくけすけ けさなょうっ, おぇおすけ 
う くぇ いぇすゃけさくぇすぇ さぇきぇ 
くぇ   ぇゃすけきぇすぇ. ╆ぇょ ゅなさ-
ぉぇ しう うきぇ う 3 ゅけょうくう 
さぇぉけすぇ いぇょ ゅさぇくうちぇ こけ 
けおぇいゃぇくっ くぇ すったくうつっ-
しおぇ こけきけと くぇ こぇさす-
くぬけさしおう しすさぇくう. 
] くけしすぇかゅうは う せきうかっ-

くうっ しう しこけきくは すさせょくう-
すっ ゅけょうくう, おけゅぇすけ ゅけ-
かはきぇ つぇしす けす さぇぉけすぇすぇ 
こけ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
ぇさしっくぇかしおけすけ けさなあうっ  
ぉうかけ しなし しすぇさけ, すさせょけ-
っきおけ けぉけさせょゃぇくっ. ]っゅぇ 
っ さぇいかうつくけ. [ぇょゃぇす ゅけ 
しなゃさっきっくくうすっ きぇてうくう 
う くけゃうすっ すったくけかけゅうう 
ゃ すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ, 
けしうゅせさはゃぇとう  こさっちうい-
くぇ さぇぉけすぇ う けすかうつくけ 
おぇつっしすゃけ. 

]さっょ けしすぇゃうかうすっ すさぇえくぇ ょうさは ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ  ╆ぇゃけょ 1 しぇ ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ,  けしすぇくぇか しすさぇしすっく けさなあっえくうお う  ょけ ょくっし, うくあ. ]すけはく ╁っかつっゃ, ぉうゃてうはす ょうさっお-

すけさ くぇ いぇゃけょぇ うくあ. ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ,  おけくしすさせおすけさうすっ うくあ. ╂っけさゅう ╂っゃゅぇかけゃ, うくあ. ╆ょさぇゃおけ 
〈っくっゃ, うくあ. ╁ぇかっくすうく 〈けょけさけゃ, うくあ. ]うきっけく ╆ぇゅぇさけゃ う けとっ ょっしっすおう ょさせゅう,   こさけおぇさぇかう ょうさは  し 
さぇぉけすぇすぇ  しう う うきっくぇすぇ しう ゃ うしすけさうはすぇ  くぇ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 

╋くけゅけ しぇ こさっょうきしすゃぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ 
けさなあうっ, けちっくっくう ゃ ちはか しゃはす. ╋くけゅけ しぇ 

う こけゃけょうすっ いぇ ゅけさょけしす くぇ くっゅけゃうすっ こさけういゃけ-
ょうすっかう. 
]さっょ くぇえ- ゃぇあくうすっ  こさっょうきしすゃぇ,  ちっくっくう 

ゃうしけおけ けす こぇさすくぬけさう う おせこせゃぇつう しぇ: てうさけおぇ-
すぇ ゅぇきぇ くぇ ういょっかうはすぇ,  ょぇゃぇとう ゃないきけあくけしすう 
いぇ ういこけかいゃぇくっすけ うき いぇ さぇいかうつくう ちっかう, こさう 
てうさけお すっきこっさぇすせさっく ょうぇこぇいけく くぇ さぇぉけすぇ;  
いょさぇゃうくぇすぇ; くぇょっあょくけしすすぇ; しっきこかぇすぇ おけく-
しすさせおちうは くぇ けさなあうっすけ う かっしくけすけ きせ けぉしかせあ-
ゃぇくっ.
╆ぇさぇょう おぇつっしすゃぇすぇ しう けさなあうっすけ し きぇさおぇ 

„┿さしっくぇか” しっ こさけょぇゃぇ くぇ ゃしうつおう おけくすうくっくすう. 
¨ちっくおぇ いぇ くっゅけ う いぇ すさせょぇ くぇ けさなあっえくうちうすっ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ しぇ う 4 ょなさあぇゃくう う きくけゅけ きっあょせ-
くぇさけょくう けすかうつうは, し おけうすけ っ  せょけしすけっくぇ そうさ-
きぇすぇ.  
 ┿さしっくぇかしおうすっ おけくしすさせおすけさう こさっい 1995 ゅけ-

ょうくぇ いぇ こなさゃう こなす ゃ ╇いすけつくうは ぉかけお さぇいさぇぉけす-
ゃぇす, う しっ こさうっきぇす くぇ ゃなけさなあっくうっ, ぇゃすけきぇすう し 
くけゃうは „つっさっく“ ぇさきっえしおう ょういぇえく, おけえすけ, けしゃっく 
つっ けすゅけゃぇさは くぇ けそけさきはとぇすぇ しっ しなゃさっきっくくぇ 
すっくょっくちうは, ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ こさうかけあっくうっ 
くぇ くけゃう すったくけかけゅうう, きぇすっさうぇかう う そけさきけけぉ-
さぇいせゃぇとう うくしすさせきっくすう.
]かっょ いぇょぇくうっ けす しこっちうぇかういうさぇくけ いゃっくけ いぇ 

ぉけさぉぇ し すっさけさういきぇ こさっい 1998 ゅ. っ さぇいさぇぉけすっく 
う こさけういゃっょっく 7,62た39 きき ぇゃすけきぇす ┿さしっくぇか 
AR-M4SF /しおなしっく, しなし しゅなゃぇっき くぇょはしくけ こさう-
おかぇょ , すぇおすうつっしおう こさけあっおすけさ う おけかうきぇすけさっく 
きっさくうお/, おけえすけ ょけ ょっく ょくってっく っ くぇ けしけぉっくぇ 
こけつうす しさっょ しこっちうぇかくうすっ つぇしすう, おぇおすけ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは, すぇおぇ う ゃ つせあぉうくぇ.
╇いおかのつうすっかっく せしこった いぇ ぇさしっくぇかしおうすっ けさな-

あっえくうちう っ う そぇおすなす, つっ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは っ 
こなさゃぇすぇ ゃ ╇いすけつくぇ ╄ゃさけこぇ, おけはすけ こさっい 2000 
ゅけょうくぇ こさうっきぇ くぇ ゃなけさなあっくうっ 5,56た45 きき 
ぇゃすけきぇす ┿さしっくぇか AR-M1- くぇすけゃしおう おぇかうぉなさ.
╄ょうくしすゃっくけ ゃ „┿さしっくぇか” こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 

ちっゃくぇすぇ おせすうは いぇ ぇゃすけきぇすう う かっおう おぇさすっつくう-
ちう しっ けしなとっしすゃはゃぇ こけ おかぇしうつっしおぇすぇ すったくけ-
かけゅうは – けす とぇきこけゃぇくぇ いぇゅけすけゃおぇ し こけしかっょ-
ゃぇとけ そさっいけゃぇくっ. 〈けゃぇ こさぇゃう ちっゃくぇすぇ おせすうは 
ういおかのつうすっかくけ いょさぇゃぇ う ゅぇさぇくすうさぇ ゃうしけおぇすぇ 
ういょさなあかうゃけしす う おぇつっしすゃけ.
]こっちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ しっ けぉさなとぇ う くぇ こなか-

くうすっかうすっ いぇ ぇゃすけきぇすうすっ, おぇさぇぉうくうすっ う かっ-
おうすっ おぇさすっつくうちう, おけうすけ こさうょけぉうゃぇす す.く. 
„ゃぇそかっくぇ“ そけさきぇ,  ょぇかっつ こけ-ういょさなあかうゃぇ けす 
きっすぇかくうすっ こなかくうすっかう, おぇつっしすゃっくぇ, しすうかくぇ う 
ゃ しなとけすけ ゃさっきっ けかっおけすっくぇ, すなえ おぇすけ しっ ういさぇ-
ぉけすゃぇす けす こかぇしすきぇしぇ し ゅけかはきぇ いょさぇゃうくぇ.
 ╂けさょけしす くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ けさなあっえくぇ おけく-

しすさせおすけさしおぇ きうしなか っ う さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ う こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ くぇ 9た 19 きき こうしすけかっす ”┿さしっくぇか 
╉けきこぇおす”, ゃ おけえすけ しぇ ゃなこかなすっくう っょくけゃさっきっく-
くけ しなし しなゃさっきっくくうすっ ういうしおゃぇくうは いぇ すけいう すうこ 
けさなあうっ う きけょっさくうすっ すったくけかけゅうう, ゃ おけうすけ うく-
ゃっしすうさぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. 

〈っいう さっょけゃっ  くはきぇす  こさっすっくちうはすぇ くうすけ いぇ 
ういつっさこぇすっかくけしす, くうすけ いぇ こなかくけすぇ.  ‶さけし-

すけ くはきぇ おぇお. ′っ っ ゃないきけあくけ ょぇ こけぉっさって ゃ 
くはおぇおゃう しう 2000 いくぇおぇ  55-ゅけょうてくぇ うしすけさうは,  
55 ゅけょうくう さぇぉけすぇ, しなょぉう, すさせょ, こけしゃっとっくうっ, 
すなさしっくっ う ぇきぉうちうは ょぇ しう こさなゃ. ╆ぇすけゃぇ う しっ 
くぇょはゃぇき くぇ しくういたけあょっくうっ けす しすさぇくぇ くぇ こさけ-
こせしくぇすうすっ.  
╁ぇあくけ っ ょさせゅけすけ:   けすゃなょ ょけさう きうかぇすぇ けそう-

ちうぇかくけしす う  けおぇいぇくぇ こけつうす くぇ ゃっすっさぇくうすっ くぇ 
こさっょしすけはとぇすぇ しさっとぇ: 
╃うさはすぇ, しかっょぇすぇ, こけぉうすうすっ おぇきなくう う こさけおぇ-

さぇくう こなすうとぇ ゃ っょうく くうおぇお, ぇきぇ くうおぇお くっ かっお 
たけさういけくす - きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”. 

                                      
 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

Инж. Николай Кънев
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12, e-mail: mvrashkova@abv.bg
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┿さしっくぇかっちなす 》さうしすけ ]すけは-
くけゃ, おけえすけ っ さなおけゃけょうすっか 

くぇ 《けかおかけさっく ぇくしぇきぉなか „┿さ-
しっくぇか” う つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, こけかせつう 
っょくけ けす くぇえ-こさっしすうあくうすっ けすかう-
つうは くぇ はこけくしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ 
- ‶けつっすeく ょうこかけき けす はこけくしおうは 
きうくうしすなさ くぇ ゃなくてくうすっ さぇぉけすう. 
¨すかうつうっすけ きせ ぉっ こさうしなょっくけ いぇ  
いくぇつうすっかっく こさうくけし ゃ さぇいゃうすうっ-
すけ くぇ こさうはすっかしおうすっ けすくけてっくうは 
きっあょせ ょゃっすっ ょなさあぇゃう.
╃うこかけきなす ぉっ ゃさなつっく くぇ けそう-

ちうぇかくぇ ちっさっきけくうは, しなしすけはかぇ 
しっ ゃ こけしけかしすゃけすけ くぇ [っこせぉかうおぇ 
ぅこけくうは ゃ ╀なかゅぇさうは う ょけきぇおうく-
しすゃぇくぇ けす こけしかぇくうお 〈ぇおぇてう ╉け-

′ぇょ  70 ゃっすっさぇくう-きぇてうくけしすさけうすっかう けす ╆ぇゃけょ 5 ういこなか-
くうたぇ し せしきうゃおう, さぇょけしすくう しなかいう う しこけきっくう いぇかぇすぇ くぇ 

さっしすけさぇくす „╉ぇこうすぇか“ ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか“ こけ 
ゃさっきっ くぇ すさぇょうちうけくくぇすぇ ゅけょうてくぇ しぉうさおぇ くぇ 6-すう しっこすっき-
ゃさう. ╃ぇすぇすぇ いぇ しなぉうすうっすけ けさゅぇくういぇすけさなす - ╀ぇえ ╂っけさゅう ╂っけさ-
ゅうっゃ けす ╄くうくぇ, ぉってっ いぇこぇいうか けとっ こさっょう ╁っかうおょっく. ′けゃぇすぇ 

しさっとぇ, おけはすけ しっ つぇおぇ けす きうゅぇ, ゃ おけえすけ きうくぇかけゅけょうてくぇすぇ 
すけおせ-とけ ぉっ こさうおかのつうかぇ, ぉっ けすおさうすぇ けす こさっょしっょぇすっかは くぇ 
╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか“  ┿すぇくぇし ╀けいけゃ, しなとけ しなさょっつくけ しゃなさいぇく 
しなし ╆ぇゃけょ 5. „╂けょうくうすっ けすきうくぇゃぇす, おけしうすっ こけぉっかはゃぇす, くけ 
しなすゃけさっくけすけ けす ゃぇてうすっ さなちっ けしすぇゃぇ“, こけしさっとくぇ ゅけしすうすっ かう-
ょっさなす くぇ ╉′]╀ う ゅう こけいょさぇゃう いぇ ╃っくは くぇ ]なっょうくっくうっすけ. 
„[ぇょけしすすぇ, おけはすけ ゃうあょぇき ゃ けつうすっ ゃう, ょぇゃぇ しきうしなかぇ くぇ すぇいう 

しさっとぇ“, こさうゃっすしすゃぇ ゃっすっさぇくうすっ しっゅぇてくうはす ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 5 うくあ. ‶っすなさ 】うさはくけゃ. 〈けえ こさっょぇょっ くぇ ゃっすっさぇくうすっ 
かうつくうすっ こけいょさぇゃかっくうは くぇ ╇いこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さ-
しっくぇか“ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ゃないこさっこはすしすゃぇく ょぇ こさうしなしすゃぇ くぇ 
しなぉうすうっすけ こけさぇょう しっきっっく こさぇいくうつっく こけゃけょ. ¨す くっゅけゃけ うきっ 
】うさはくけゃ う すぇいう ゅけょうくぇ こけおぇくう ゃっすっさぇくうすっ くぇ そうさきっくうは 
こさぇいくうお くぇ „┿さしっくぇか” こけ しかせつぇえ ╃っくは くぇ きぇてうくけしすさけうすっ-
かは, おけえすけ すぇいう ゅけょうくぇ とっ っ くぇ 4-すう けおすけきゃさう くぇ ぇさしっくぇか-
しおうは しすぇょうけく.  

╀なかゅぇさうは しっ くぇさっあょぇ くぇ 65-すけ きはしすけ ゃ しゃっすぇ こけ ういくけし こさっい 
2012 ゅ., おぇすけ いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ しっ っ ういおぇつうかぇ し 4 きっしすぇ くぇ-

ゅけさっ ゃ おかぇしぇちうはすぇ. ╇きぇ しすけおう, こけ おけうすけ ょけさう しきっ くぇ こなさゃけ, 
ゃすけさけ う すさっすけ きはしすけ しなし いくぇつうすっかっく ょはか ゃ しゃっすけゃくぇすぇ すなさゅけ-
ゃうは. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ ぇくぇかうい くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ, 
くぇこさぇゃっく こけ ょぇくくう くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ すなさゅけゃしおぇ けさゅぇくういぇちうは.
‶け ういくけし くぇ しっきっくぇ けす しかなくつけゅかっょ, くぇこさうきっさ, ╀なかゅぇさうは っ 

くぇ ゃすけさけ きはしすけ ゃ しゃっすぇ し ょはか けす 14,1% ゃ しゃっすけゃくうは っおしこけさす. 
′ぇ すさっすけ きはしすけ しきっ こけ ういくけし くぇ くっさぇそうくうさぇくぇ ぇくけょくぇ きっょ う 
くぇ させょう けす ぉかぇゅけさけょくう きっすぇかう し ょはか  しなけすゃっすくけ 10% う 9% けす 
しゃっすけゃくうは ういくけし.

╊はすけすけ っ おなき おさぇは しう, くけ う すけいう こなす きくけいうくぇ くっ せしこはたきっ ょぇ ゃかっいっき ゃなゃ そけさきぇ, ゃなこさっおう 
こさけかっすくうすっ くう いぇさうつぇくうは ょぇ けすしかぇぉくっき し けくっいう せあぇしはゃぇとけ すさせょくう 3-5 おうかけゅさぇきぇ う すけ 

すぇき, おなょっすけ くぇえ-きくけゅけ くう こさっつぇす. ╆ぇ しかぇぉっっくっすけ しっ うしおぇす ゃけかは う ゅかぇょ, ぇ くうっ くっ しきっ こけ すっいう 
おぇつっしすゃぇ, っ くぇえ-つっしすけすけ くう けこさぇゃょぇくうっ. ╇ しすっ こさぇゃう. 

╊っおう ぇかおけたけかくう くぇこうすおう. 
〈は けぉけあぇゃぇ ょぇ おせこけくはしゃぇ う ゃないこさう-
っきぇ あうゃけすぇ おぇすけ ゃさっきっ, ょぇょっくけ いぇ 
せょけゃけかしすゃうは. ′っ けぉうつぇ ょぇ ゅせぉう しおな-
こけちっくくう しっおせくょう ゃ おぇさぇくうちう う かのすう 
しこけさけゃっ, いぇすけゃぇ こさう ゅさぇきけすっく こけょ-
たけょ ゃしっおう つけゃっお きけあっ ょぇ くぇきっさう けぉと 
っいうお し くっは. ′ぇゃはさくけ とっ くぇきっさうて う 
すう.

]うかくう くぇこうすおう. ′ぇ すぇおうゃぇ あっくう 
けぉうおくけゃっくけ う さなおぇすぇ うき っ いょさぇゃぇ, う 
っいうおなす うき けしすなさ. ‶け-ょけぉさっ ょぇ くっ こけ-
こぇょぇて くぇ くっゅけ う ょぇ ういぉはゅゃぇて くはおぇおゃう 
けつっゃうょくう おけくそかうおすう. ¨す ょさせゅぇ しすさぇ-
くぇ, すは っ しこさぇゃっょかうゃ つけゃっお う, ぇおけ すう 

╋ぇかおけ こさっょう おさぇは くぇ しゃけはすぇ こけょゅけすけゃおぇ いぇ くけゃうは 
しないすっいぇすっかっく しっいけく こけ そせすぉけか 《╉ “┿さしっくぇか 2000“, 

くぇぉけさ 99-2000, せつぇしすゃぇ ゃ すさぇょうちうけくくうは ¨ぉとうくしおう 
すせさくうさ こけ そせすぉけか ゃ ゅさぇょ ╂せさおけゃけ. ‶さっょ ょけきぇおうくうすっ 
きぇかおうすっ ぇさしっくぇかちう こけおぇいぇたぇ おぇお しっ うゅさぇっ そせすぉけか う 
しなし いぇぉっかっあうすっかくぇすぇ しう う さっいせかすぇすくぇ  うゅさぇ しこっつっかうたぇ 
すせさくうさぇ.
╁ こさけゃっかうすっ しっ おけくすさけかくう しさっとう 《╉ “┿さしっくぇか 2000“ 

こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しこぇいゃぇ すさぇょうちうはすぇ ょぇ くっ ゅせぉう きぇつけゃっ.
′ぇ 10.09.2013 くぇ こけさっょくぇすぇ おけくすさけかくぇ しさっとぇ し ゅさぇょ-

しおうは しなこっさくうお “[けいけゃぇ ょけかうくぇ” くぇ すはたくうは しすぇょうけく  《╉ 
“┿さしっくぇか 2000“ う こさう ょゃっすっ ゃないさぇしすう しっ くぇかけあう けすくけ-
ゃけ し せぉっょうすっかくぇ こけぉっょぇ. 
‶さう くぇぉけさ 99-2000 
ぇさしっくぇかちう こけぉっょうたぇ し 5:1,  ぇ こさう こけ-きぇかおうすっ 2001-

2002 し 2:0.
′ぇ 21 しっこすっきゃさう とっ いぇこけつくっ こなさゃうはす こけかせしっいけく けす 

すぇいゅけょうてくけすけ  そせすぉけかくけ こなさゃっくしすゃけ. 
╆ぇ しさっとうすっ しぇ こけおぇくっくう ゃしうつおう さけょうすっかう くぇ そせす-

ぉけかくうすっ くう くぇょっあょう う かのぉうすっかう くぇ しこけさすぇ くぇ しすぇょうけく 
„┿さしっくぇか“. ′っおぇ  いぇっょくけ こけょおさっこうき くぇてうすっ きかぇょう すぇ-
かぇくすう.
¨す 17しっこすっきゃさう しすぇさすうさぇす そうさきっくうすっ しこけさすくう こさけは-

ゃう いぇ くけゃうは しっいけく.
 

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

╄すけ っょくぇ こさうきっさくぇ ょうっすぇ し きっしけ /くけ くっ おけかぉぇしう/, おけはすけ こさっょゃうあょぇ ょゃぇ こけ ょゃぇ ょくう っょ-
くぇおゃけ たさぇくっくっ. ╄すけ おぇお きけあっすっ ょぇ ゅけ こけしすうゅくっすっ:

╆ぇとけすけ しっ けおぇいゃぇ, つっ 
うきぇ ょぇかっつ こけ-せゅけょっく う 
せょけぉっく くぇつうく ょぇ しっ しかぇ-
ぉっっ. ‶さう すけゃぇ - おぇすけ しっ 
はょっ.
〈ぇえくぇすぇ っ さぇいおさうすぇ けす 

ょ-さ ╃けくおぇ ╀ぇえおけゃぇ, うい-
ゃっしすくぇ し ぉっいちっくくうすっ しう う 
こけかっいくう しなゃっすう ゃ しけちう-
ぇかくうすっ きさっあう. ╄すけ くっえ-
くうはす くぇつうく: けすしかぇぉゃぇくっ 
くぇ こさうくちうこぇ おけくしせきぇちうは 
くぇ っょくぇ う しなとぇ たさぇくぇ, 
おけはすけ けさゅぇくういきなす こけきくう 
う くぇ ゃすけさうは ょっく けすおぇいゃぇ 
ょぇ せしゃけう たさぇくぇすぇ. 〈けゃぇ 
けす しゃけは しすさぇくぇ ゃけょう ょけ 
けすしかぇぉゃぇくっ.

‶けくっょっかくうお う ゃすけさくうお
  8 つ. - つぇえ うかう すけこかぇ ゃけょぇ し きっょ, きぇかおけ 

いっかっくつせお (いぇ ょぇ さぇいょゃうあう こっさうしすぇかすうおぇ-
すぇ くう) - くぇこさうきっさ おさぇしすぇゃうちぇ, つせておぇ うかう 
きけさおけゃ う 15 きうく. こけ-おなしくけ っょくぇ おけそうつおぇ 
おうしっかけ きかはおけ し けとっ っょくぇ おさぇしすぇゃうちぇ
10 つ. - ぇえさぇく
12 つ. - こさっょはしすうっ - しぇかぇすぇ, ぉけゅぇすぇ くぇ いっ-

かっくつせちう; けしくけゃくけ はしすうっ - ぉはかけ こうかっておけ し 
ゅぇさくうすせさぇ しぇかぇすぇ
16 つ. - ぇえさぇく
19 つ. - おぇすけ ゃ 12 つ.

]さはょぇ う つっすゃなさすなお
  8 つ. - つぇえ うかう すけこかぇ ゃけょぇ し きっょ, ょけきぇす う 

ういゃぇさぇ
10 つ. - ぇえさぇく 
12 つ. - こさっょはしすうっ - しぇかぇすぇ; けしくけゃくけ はしすうっ - 

つうしすけ ゅけゃっあょけ きっしけ, いぇょせてっくけ うかう ゅけすゃっくけ し 
ょけきぇすう, う こぇお ゅぇさくうすせさぇ しぇかぇすぇ
16 つ. - ぇえさぇく
19 つ. - おぇすけ ゃ 12 つ. ╁っつっさすぇ ゅけゃっあょけすけ きけあっ 

ょぇ っ くぇ すっそかけく.

‶っすなお う しなぉけすぇ
 8 つ. - はぉなかおぇ
10 つ. - おうしっかけ きかはおけ し はぉなかおぇ
12 つ. - こさっょはしすうっ - しぇかぇすぇ けす いっかっ う きけさ-

おけゃう; いぇ けしくけゃくけ はしすうっ - きかはくけ しゃうくしおけ 
きっしけ, す. っ. おのそすっすぇ くぇ しおぇさぇ, こぇお しなし 
いっかっ う きけさおけゃう
16 つ. - こけさすけおぇかう し つぇえ, おぇそっ うかう し ゃけょぇ
19 つ. - おぇすけ ゃ 12 つ. ′け しゃうくしおけすけ ょぇ っ, 

こさうきっさくけ - ゅけすゃっく おけすかっす.

′っょっかは
‶っす こなすう こさっい ょっくは ぉっかすなつくう たさぇくう. ′ぇ-

こさうきっさ ゃ 8, 10 う 16 つ. - おうしっかけ きかはおけ し こかけ-
ょけゃっ, ゃ 12 う 19 つ. - いっかっくつせちう し きっしけ こけ 
ういぉけさ.

うょいせきう.
╃ぇ しこけょっかはす けおぇいぇくぇすぇ ゃうしけおぇ つっしす くぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ ゃ こけしけかしすゃけすけ ぉはたぇ おきっすなす くぇ ゅさぇ-

ょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ゃないこうすぇくうちう くぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ う くっゅけゃう こさうはすっかう. 
╁うょうきけ さぇいゃなかくせゃぇく けす くぇゅさぇょぇすぇ, ]すけはくけゃ こさうっ ゃうしけおけすけ けすかうつうっ し ょせきうすっ: „〈ぇいう ゅさぇ-

きけすぇ きけあってっ ょぇ うきぇす けとっ ょっしっすおう うきっくぇ けす ╉ぇいぇくかなお, しこけきけゅくぇかう ょぇ しなとっしすゃせゃぇす すっいう 
ょけぉさう ゃいぇうきけけすくけてっくうは  きっあょせ ╉ぇいぇくかなお う ぅこけくうは. ]すさぇくぇすぇ うきぇ きくけゅけ こさうはすっかう ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお”. 

44 しぇ おなき きけきっくすぇ ょけゅけ-
ゃけさっくうすっ しこけさぇいせきっくうは くぇ 
ょゃせしすさぇくくぇ けしくけゃぇ きっあょせ 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ しうくょうおぇ-
すうすっ う くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ くぇ 
くうゃけ ぉさぇくてけゃぇ けさゅぇくういぇちうは 
こけ けすくけてっくうっ くぇ くけゃう, こけ-ゃう-
しけおう けしうゅせさうすっかくう こさぇゅけゃっ いぇ 
さぇぉけすっとうすっ こさっい くけゃぇすぇ 2014 
ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす しな-
けぉとっくうっ くぇ けそうちうぇかくうは しぇえす 
くぇ ╀〈‶‶ しかっょ こさけゃっょっくぇ さぇ-
ぉけすくぇ しさっとぇ  こけ ょけゅけゃぇさはくっすけ 
くぇ ╋うくうきぇかくうは けしうゅせさうすっかっく 
ょけたけょ (╋¨╃) いぇ しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ. ′けゃうすっ けしうゅせさうすっかくう 
こさぇゅけゃっ しっ けすくぇしはす いぇ 85 うおけ-
くけきうつっしおう ょっえくけしすう.
╆ぇっすうすっ かうちぇ, おけうすけ しぇ けぉ-

たゃぇくぇすう けす すっいう しこけさぇいせきっ-
くうは, しぇ 1099 たうかはょう ょせてう, けす 

》ちそいけうあすか つ そておかしせけ たちそおとさてけ, くあ しけおかちつてうそ おあしかね せか つてあうあ おとすあ

けぉとけ 1 925 874 ょせてう, いぇ おけうすけ 
ょっえしすゃぇ しうしすっきぇすぇ くぇ ╋うくう-
きぇかくうは けしうゅせさうすっかっく ょけたけょ, 
す.っ. しぇきけ いぇ 57% けす いぇっすうすっ 
かうちぇ うきぇ ゃないきけあくけしす いぇ こけゃう-
てぇゃぇくっ くぇ けしうゅせさうすっかくうは こさぇゅ.
 ╁ けおけかけ 20 しっおすけさぇ くぇ うおけ-

くけきうおぇすぇ くはきぇ ょぇ しっ せゃっかう-
つぇす きうくうきぇかくうすっ しせきう, ゃなさたせ 
おけうすけ しっ ゃくぇしはす けしうゅせさけゃおう くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ. ]ぇきけ ゃ くはおけかおけ 

ょっえくけしすう こさっい しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ きうくうきぇかくうすっ けしうゅせさう-
すっかくう ょけたけょう とっ ぉなょぇす せゃっ-
かうつっくう し こけ-ゃうしけお こさけちっくす: 
すけゃぇ しぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
おけくしっさゃうさぇくう たさぇくう, ゃ きぇてう-
くけしすさけっくっすけ, ゃなゃ ╁う╉-しっおすけ-
さぇ う さぇしすっくうっゃなょしすゃけすけ. 
‶さっこけさなつうすっかくうすっ くぇしけおう 

けす  ╋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 しっ ぉぇいう-
さぇす くぇ ょけこせしおぇくうはすぇ いぇ うおけ-
くけきうつっしおうすっ こけおぇいぇすっかう こさっい 
2014 ゅ., ぇ うきっくくけ - さっぇかっく 
さぇしすっあ くぇ ╀╁‶ 1,8%, ゅけょうて-
くぇ たぇさきけくういうさぇくぇ うくそかぇちうは 
2,7%, さぇいきっさ くぇ きうくうきぇかくぇ-
すぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ けす 330 かゃ.

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

Добре дошли сте!

ИНИЦИАТИВЕН  КОМИТЕТ ПРИ ЗАВОД 1

“Арсенал”

ПОКАНА

』 》 《 『 【

[あさ はか つか ちあくうけみて そてせそのかせけみてあ つひつ つうかさひちうあ てけ?
【そうあ すそきかの おあ そてえあてせかの そはか たちかおけ つうあていあてあ!
》ちそつてそ せあいしまおあうあこ うせけすあてかしせそ さあさうそ たけか てみ!

14 つかたてかすうちけ - ╉かせ せあ そえせかいそちかぬあ!
ぁかつてけて たちあくせけさ せあ あちつかせあしつさけてか そえせかいそちぬけ け いけうのけてか

つしときけてかしけ せあ なけちすかせそてそ たちそてけうそたそきあちせそ くうかせそ!

こうかう ゃ きけいなおぇ, とっ っ しぇきけ こけ さぇぉけすぇ.

╀っいぇかおけたけかくう くぇこうすおう. 〈ぇいう あっくぇ うきぇ しゃけえ ゃないゅかっょ いぇ ゃしうつおけ う しきはすぇ, つっ けしすぇ-
くぇかうすっ すさはぉゃぇ ょぇ あうゃっはす こけ くっえくぇすぇ きはさおぇ. ╁しはおけ けすしすなこかっくうっ けす こさぇゃうかぇすぇ しっ しきはすぇ いぇ 
ょっいっさすうさぇくっ う しっ くぇおぇいゃぇ し さぇいしすさっか. ′ぇえ-きなょさけすけ こけゃっょっくうっ ゃ すぇいう しうすせぇちうは っ ょぇ しっ しな-
ゅかぇしはゃぇて し くっは ゃなゃ ゃしうつおけ う ょぇ おうきぇて し ゅかぇゃぇ, ぇ こけしかっ ょぇ しう こけしすなこゃぇて こけ しゃけっきせ.


