
╇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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╉とのあ う おとすけ:
》そかてかつあてあ ]けせあ 】くとせそうあ

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
〈けしかせあ ╈かそちえけかうあ
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╆くぇきっくうすぇすぇ させしおぇ ぉぇ
かっさうくぇ, ぉぇかっすきぇえしすけさ う 
こっょぇゅけゅ ╂ぇかうくぇ 〉かぇくけゃぇ 
っ さけょっくぇ こさっい 1910 ゅ. ゃ 
]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ. ╇いゃっしすくけ 
ゃさっきっ すぇくちせゃぇ ゃ さけょくうは しう 
ゅさぇょ, しかっょ おけっすけ - ゃ ╀けか
てけえ すっぇすなさ ゃ ╋けしおゃぇ. ]すぇ
ゃぇ しゃっすけゃくけ ういゃっしすくぇ こさっい 
40-すっ ゅけょうくう くぇ 20 ゃっお. 
]ちっくうつくぇすぇ え ぉうけゅさぇそうは 
っ ういおかのつうすっかくけ ぉけゅぇすぇ - 
ういこなかくはゃぇ ゅかぇゃくうすっ さけかう 
ゃ くぇえ-ういゃっしすくうすっ ぉぇかっす
くう こけしすぇくけゃおう: „]こはとぇ
すぇ おさぇしぇゃうちぇ”, „╊っぉっょけゃけ 
っいっさけ”, „╅ういっか”, „╀ぇたつう
しぇさぇえしおう そけくすぇく”, „[けきっけ 
う ╅せかうっすぇ” う ょさ.  ′ぇさけょくぇ 
ぇさすうしすおぇ くぇ ]]][, ょゃぇ こなすう 
╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっ
しおうは すさせょ, かぇせさっぇす くぇ つっ
すうさう ╃なさあぇゃくう う くぇ っょくぇ 
╊っくうくしおぇ くぇゅさぇょぇ, くぇ けゅさけ
きっく ぉさけえ けさょっくう う きっょぇかう. 
′けしうすっかおぇ っ くぇ きくけゅけ つせあ
ょっしすさぇくくう くぇゅさぇょう う けすかう
つうは. 〉かぇくけゃぇ っ っょうくしすゃっ
くぇすぇ ぉぇかっさうくぇ, くぇ おけはすけ っ 
ういょうゅくぇす こぇきっすくうお こさうあう
ゃっ. 〉きうさぇ こさっい 1998 ゅ.

╂ぇかは ]っさゅっっゃくぇ. ╋けきうつっすけ けすさぇくけ 
さぇいぉうさぇ おぇお すさはぉゃぇ ういちはかけ ょぇ しっ けすょぇ-
ゃぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ う ょぇ こけしすうゅぇ ちっかうすっ しう. 
╀ぇとぇ え っ ぉぇかっすっく ぇおすぬけさ う さっあうしぬけさ, 
ぇ きぇえおぇ え - ういゃっしすくぇ すぇくちぬけさおぇ う こっ-
ょぇゅけゅ, こなさゃぇすぇ え こさっこけょぇゃぇすっかおぇ こけ ぉぇ-
かっす. ╂ぇかは ういこうすゃぇ くぇ ゅなさぉぇ しう すっあおうは 
しかっょさっゃけかのちうけくっく こっさうけょ, おけゅぇすけ ゃ 
おうてぇ う ゃはすなさ うかう ゃ せあぇしっく こっお すさはぉ-
ゃぇかけ こって ょぇ けぉうおぇかは おうくけすっぇすさうすっ くぇ 
]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ, おなょっすけ [けきぇくけゃ う 
〉かぇくけゃぇ すぇくちせゃぇかう こさっょう しこっおすぇおかう-
すっ いぇ おなてっえ たかはぉ. 〈は しっ ゃないたうとぇゃぇかぇ 
くぇ きぇえおぇ しう, おけはすけ, すさぇおぇえおう しなし いなぉう 
けす しすせょ, けぉかうつぇかぇ っそうさっく おけしすのき う し 
ゅさっえくぇかぇ せしきうゃおぇ ういかういぇかぇ くぇ しちっくぇすぇ.
╉ぇさうっさぇすぇ しう ╂ぇかうくぇ いぇこけつゃぇ ゃ しすせ-

ょっくう う くっせのすくう こけきっとっくうは, しなし しなかいう 
う こさうこぇょなちう けす くっょけはあょぇくっ. 〈は くっくぇ-
ゃうあょぇかぇ っあっょくっゃくうすっ すさっくうさけゃおう, くけ 
きぇえおぇ え は いぇしすぇゃはかぇ, ゃくせてぇゃぇえおう え, つっ 
ぉぇかっすなす っ っょうくしすゃっくぇすぇ こさけそっしうは, おけは-
すけ きけあっ ょぇ は たさぇくう ゃ ぉなょっとっ. ¨ぉけあぇ-
ゃぇかぇ ょぇ くけしう きけさはておぇ ぉかせいおぇ, ょぇ かけゃう 
さうぉぇ し ぉぇとぇ しう う ょぇ こかせゃぇ. ╋っつすぇっかぇ ょぇ 
しすぇくっ きけさはお… ╃っゃっすゅけょうてくぇ, こけしすなこゃぇ 
ゃ たけさっけゅさぇそしおけすけ せつうかうとっ /ょく. ]ぇくおす-
‶っすっさぉせさゅしおぇ ぇおぇょっきうは いぇ させしおう ぉぇかっす/ 
ゃ おかぇしぇ くぇ ┿ゅさうこうくぇ ╁ぇゅぇくけゃぇ う しかっょ 
おぇすけ ゅけ いぇゃなさてゃぇ, こけしすなこゃぇ ゃ ╃なさあぇゃ-
くうは ぇおぇょっきうつっく すっぇすなさ いぇ けこっさぇ う ぉぇ-
かっす, ょく. ╋ぇさううくしおう すっぇすなさ.
‶うすっさしおぇすぇ こさうきぇ. 〈ぇおぇ くぇさうつぇかう 

〉かぇくけゃぇ ゃ ╋けしおゃぇ, おなょっすけ すは こっさうけょうつ-
くけ すぇくちせゃぇかぇ, ぇ けす 1944-すぇ けおけくつぇすっかくけ 
しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ╀けかてけえ すっぇすなさ - ょぇかっつっ 
けす かのぉうきうは しう ゅさぇょ, かのぉうきうは すっぇすなさ う 
かのぉうきうは しう つけゃっお - ╉けくしすぇくすうく ]っさ-
ゅっっゃ, し おけゅけすけ ぉうかう くっこけゃすけさうき ょせっす ゃ 
„[けきっけ う ╅せかうっすぇ”.
¨しゃっく っきぉかっきぇすうつくうすっ しう ういこなかくっくうは 

ゃ くぇえ-こけこせかはさくうすっ ぉぇかっすくう しこっおすぇおかう, 
すは ういこなかくはゃぇ ゅかぇゃくうすっ さけかう う ゃ „╇いゅせ-
ぉっくうすっ うかのいうう”, „╆けかせておぇ”, „』っさゃっくうはす 
きぇお”, „‶さうおぇいおぇ いぇ ╉ぇきっくくけすけ ちゃっすっ” う 
ょさ. ] うきっすけ くぇ 〉かぇくけゃぇ っ しゃなさいぇく ゅさぇく-
ょうけいくうはす せしこった くぇ すさせこぇすぇ こけ ゃさっきっ くぇ 
ゅぇしすさけかうすっ ゃ ╊けくょけく, おなょっすけ ぇくゅかうつぇ-
くうすっ は くぇさっおかう „しゃけは”, ゃ ‶ぇさうあ う ゃ ′の 
╈けさお, おなょっすけ は こさぇゃはす  こけつっすっく つかっく くぇ 
┿きっさうおぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは くぇ ういおせしすゃぇすぇ.                                                        
〈ぇえくぇすぇ くぇ きぇゅうはすぇ. ╂ぇかうくぇ 〉かぇくけ-

ゃぇ  くっ ぉうかぇ おさぇしうゃぇ, くはきぇかぇ うょっぇかくうすっ 
つっさすう. ′け ょけ おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう こけょ-
ょなさあぇかぇ すっゅかけ 49 おゅ, たけょっかぇ くぇ ゃうしけ-
おう すけおつっすぇ う っあっょくっゃくけ こさぇゃっかぇ ゅうき-
くぇしすうおぇ. ╆ぇさぇょう ぉぇかっすぇ くっ きけあっかぇ ょぇ 
しう こけいゃけかう くうおぇおゃけ たけぉう うかう せゃかっつっ-
くうっ. ╀ぇかっすなす いぇ すぇいう ゃっかうおぇ あっくぇ ぉうか 
くっ こさけそっしうは, ぇ あうゃけす. ╀うかぇ しうきゃけか くぇ 
っかっゅぇくすくけしす, ういょなさあかうゃけしす, しすさけゅけしす 
おなき しっぉっ しう う こさっょぇくけしす おなき さぇぉけすぇすぇ.                                                                                 
╋ぇゅうはすぇ くぇ くっえくうは すぇかぇくす うょゃぇかぇ けす 
こけさぇいうすっかくぇすぇ けょせたけすゃけさっくけしす くぇ すぇく-
ちうすっ え. ╁ くっえくけ ういこなかくっくうっ いぇゅせぉゃぇ-
かう せきぇ しう う けぉうおくけゃっくうすっ ゃけえくうちう, う 
ぉぇかっすけきぇくうすっ, う ういすなおくぇすうすっ おけきこけ-
いうすけさう う ぇさすうしすう. “′うおけえ くっ きけあっ ょぇ 
さぇいゅぇょぇっ すぇえくぇすぇ え”, -  こうてっかう ゃ こさっ-
しぇすぇ. ′け すぇえくぇすぇ くぇ 〉かぇくけゃぇ しう けしすぇ-
ゃぇ くっえくぇ: くうおけえ くっ せしこはか ょぇ さぇいゅぇょぇっ 
しなとくけしすすぇ くぇ きぇゅうつくぇすぇ え ゃかぇしす くぇょ 
いさうすっかうすっ. ╄ょうく けす „おかのつけゃっすっ” おなき 
すぇいう すぇえくぇ っ ういこうこゃぇくっすけ くぇ ゃしはおけ 
ょゃうあっくうっ: ゃっょくなあ う いぇゃうくぇゅう. 〈は いくぇ-
っかぇ しゃけうすっ くっょけしすぇすなちう, くけ おぇすけ くうおけえ 
ょさせゅ せきっっかぇ ょぇ ゅう こさぇゃう くっゃうょうきう.                                                                                                                    
]さっょ ういおぇいゃぇくうはすぇ くぇ おさうすうちう, さっあう-
しぬけさう う あせさくぇかうしすう いぇ くっは しぇ すぇおうゃぇ, 
おぇすけ: “〈は っ こけゃっつっ けす すぇくちぬけさおぇ, すは っ 
くぇえ-いくぇきっくうすぇすぇ ぇさすうしすおぇ くぇ くぇてっすけ 
ゃさっきっ”; „…ゃ すけゃぇ おさったおけ しなとっしすゃけ とっ 
けすおさうっすっ くっこさっゅなゃぇっきぇ しうかぇ, ゅっさけうつ-
くけ くぇこさっあっくうっ くぇ ょせたぇ.”; „〈は すぇくちせゃぇ 
かのぉけゃすぇ”; „╆ぇ 〉かぇくけゃぇ すぇくちなす っ ゃうくぇゅう 
しすさぇょぇくうっ… くけ すぇおけゃぇ, おけっすけ ゃう ういょう-
ゅぇ ょけ くっぉっすけ!”; „…すは すぇくちせゃぇ すぇおぇ, おぇお-
すけ ょうてぇ”; „〉かぇくけゃぇ っ さけょっくぇ いぇ すぇくちぇ 
-  すぇおぇ, おぇおすけ こけっすなす いぇ しすうたけゃっすっ う 
こなかおけゃけょっちなす いぇ ぉうすおぇすぇ”. ′ぇさうつぇかう は 
„きせいぇすぇ くぇ すぇくちぇ”, „けぉうおくけゃっくぇ ぉけゅう-
くは”, „つけゃっお けす ょさせゅけ ういきっさっくうっ”, „ゅっくうえ 
くぇ させしおうは ぉぇかっす”.  

╊のぉけゃすぇ. 〉かぇくけゃぇ ゃうくぇゅう ぉうかぇ しな-
こさけゃけあょぇくぇ けす ぉかっしすはとう きなあっ, けちっ-
くはゃぇとう こさっょう ゃしうつおけ ういせきうすっかくうは 
え すぇかぇくす. 〈は うきぇ すさうきぇ しなこさせいう, ゃしっ 
たけさぇ くぇ ういおせしすゃけすけ, ょけしすぇ こけ-ゃない-
さぇしすくう けす くっは. ]かっょ さぇいょっかうすっ いぇ-
こぇいゃぇかぇ ょけしすけえくう けすくけてっくうは し すはた.                                                                                                          
╉さぇしぇゃっちなす-さっあうしぬけさ ぃさうえ ╆ぇゃぇょ-
しおう ぉうか し 16 ゅけょうくう こけ-ゅけかはき けす くっは, 
くけ ういこうすゃぇか しすさぇた こさっょ すぇいう きぇかおぇ う 
おさったおぇ あっくぇ. ′ぇ こけゅさっぉっくうっすけ きせ すは 
ういこさぇすうかぇ ゃっくっち し かぇおけくうつっく くぇょこうし 

”′ぇ ╆ぇゃぇょしおう けす 〉かぇくけゃぇ”. ′ぇえ-はさおうはす 
え さけきぇく っ し ぇおすぬけさぇ ╇ゃぇく ╀っさしっくっゃ, 
おけえすけ いぇゅなさぉうか 35-ゅけょうてくうは しう ぉさぇお う 
いぇあうゃはか し くっは. ′ぇ こぇくうたうょぇすぇ ょけ ゅさけ-
ぉぇ きせ しすけはかう ょゃっ あっくう - いぇおけくくぇすぇ きせ 
しなこさせゅぇ ぇおすさうしぇすぇ ]けそうは ╂うぇちうくすけゃぇ 
う ゃっかうおぇすぇ ぉぇかっさうくぇ ╂ぇかうくぇ 〉かぇくけゃぇ. 
╁ おさぇは くぇ 1950 ゅ. すは あうゃっっ し たせょけあくう-
おぇ くぇ ╀けかてけえ すっぇすなさ ╁ぇょうき [うくょうく, 
くけ しっ さぇいょっかはす いぇさぇょう こうっくっすけ きせ.                                                                                                                       
‶けこうすぇかう ゃっょくなあ 〉かぇくけゃぇ: しなあぇかはゃぇ 
かう いぇ くっとけ ゃ あうゃけすぇ しう? „╇しおぇてっ きう しっ 

ょぇ うきぇき しっきっえしすゃけ, ょっちぇ… ょけき, ゃ おけえすけ 
ょぇ ゅけすゃは. ¨こうすぇた しっ ょぇ ゅけ くぇこさぇゃは, くけ 
くうとけ くっ しっ こけかせつう”.
╃け ゃかぇしすすぇ う ょぇかっつ けす くっは. 〈は 

せきっっかぇ ょぇ きなかつう う ょぇ しすけう くぇ ょうしすぇく-
ちうは. ╀うかぇ しょなさあぇくぇ - う くぇ しちっくぇすぇ, う 
ゃ あうゃけすぇ. ╆ぇすけゃぇ は くぇさっおかう ╁っかうおぇすぇ 
′はきぇ. ′っ うしおぇかぇ ょぇ ゃしすなこゃぇ ゃ くうおぇおゃう 
けすくけてっくうは し ゃかぇしすすぇ. ′け すぇいう ゃかぇしす は 
ういぉさぇかぇ いぇ しゃけえ おせきうさ. ‶さっょこけつうすぇ-
かう は こさっょ ゃしうつおう けしすぇくぇかう ぉかっしすはとう 
いゃっいょう. 〈けかおけゃぇ くぇゅさぇょう, おけかおけすけ っ 
うきぇかぇ 〉かぇくけゃぇ, っ くはきぇか くうすけ っょうく 

かうょっさ けす おけきせくうしすうつっしおぇすぇ っこけたぇ.                                                                                                      
¨す くっは しっ ゃないたうとぇゃぇか う しぇきうはす ]すぇかうく. 
╆ぇ きくけいうくぇ けす いゃっいょうすっ くぇ ╀けかてけえ しっ くけ-
しっかう しかせたけゃっ, つっ しぇ そぇゃけさうすおう くぇ つかっ-
くけゃっすっ くぇ ‶けかうすぉのさけ. ]こけさっょ おかのおうすっ 
- っょくぇ しっ おなこっかぇ ゃなゃ ゃぇくぇ し てぇきこぇくしおけ, 
くぇきぇいぇくぇ こけ さなぉけゃっすっ し つっさっく たぇえゃっさ, 
ょさせゅぇ しっ こさけつせかぇ し きぇえしすけさしすゃけすけ しう ょぇ 
こうっ... ╆ぇ 〉かぇくけゃぇ くうとけ すぇおけゃぇ くっ しっ ゅけ-
ゃけさっかけ. 〈は くっ ょぇゃぇかぇ こけゃけょ, ゃなこさっおう つっ 
ぉっい くっは くっ きうくぇゃぇか くうすけ っょうく こぇさぇょっく 
しこっおすぇおなか うかう こさぇゃうすっかしすゃっく おけくちっさす. 

〉つぇしすゃぇかぇ う すけかおけゃぇ. ╆ぇ くっは つけゃって-
おけすけ ょけしすけえくしすゃけ しう うきぇかけ ゅさぇくうちう…                                                                                                                            
′っ しっ しすさっきはかぇ おなき ぉけゅぇすしすゃけ うかう しかぇ-
ゃぇ. ╁しうつおけ しぇきó しっ しくうてぇゃぇかけ ゃ おさぇ-
おぇすぇ え. ╅うゃっっかぇ ゃ けゅさけきくぇ おゃぇさすうさぇ 
ゃ ╉けすéかくうおう, ょけ すゃけさつっしおうは う ゃけっくっく 
っかうす. ′け ゃ こけしかっょくうすっ しう ゅけょうくう くはきぇ-
かぇ こぇさう ょぇ は こけょょなさあぇ う しっ くぇかけあうかけ 
ょぇ しっ こさっきっしすう ゃ こけ-きぇかおけ あうかうとっ. ╀っい 
ょぇ こさっいうさぇ こぇさうすっ, すは ぉうかぇ さぇゃくけょせて-
くぇ おなき すはた. ′っ いぇぉっかはいゃぇかぇ くうとけ けおけかけ 
しっぉっ しう - くうすけ しおなこうすっ こぇかすぇ, くうすけ ╁けか-

ゅうすっ, くぇ おけうすけ は ゃけいっかう おぇすけ いゃっいょぇ けす 
こなさゃぇ ゃっかうつうくぇ. ╁っょくなあ え けすおさぇょくぇかう 
おけかぇすぇ. ╉けゅぇすけ え おぇいぇかう いぇ すけゃぇ, くうすけ 
っょうく きせしおせか くっ すさっこくぇか くぇ かうちっすけ え.
[せしおうくは いぇゃうくぇゅう. ╆ぇ ╆ぇこぇょぇ ╂ぇかうくぇ 

〉かぇくけゃぇ おぇいゃぇかぇ: „‶さう すはた ゃしうつおけ っ すけか-
おけゃぇ さぇちうけくぇかくけ う こさっしきっすくぇすけ”. „╋け-
あっすっ かう ょぇ あうゃっっすっ いぇょ ゅさぇくちうちぇ?”, こけ-
こうすぇかう は. „′っ, - けすゅけゃけさうかぇ. - ′うおけゅぇ!”                                                                                                     
′ぇこさうきっさ, すは くっ けしなあょぇかぇ けすおさうすけ しゃけは 
しなくぇさけょくうお-くっゃないゃさぇとっくっち  [せょけかそ 
′せさっっゃ, くけ おけかおけすけ こなすう ょぇ ぉうかぇ ゃ ‶ぇ-
さうあ, ょっかうおぇすくけ けすおかけくはゃぇかぇ こけおぇくうすっ 

きせ いぇ しさっとう. ╁ たけすっかしおぇすぇ え しすぇは ゃうくぇゅう 
うきぇかけ ちゃっすは けす ′せさっっゃ, くけ しぇきうはす すけえ 
くっ ぉうか ょけこせしくぇす くうすけ ゃっょくなあ ょけ くっは.                                                                                               
′っ-せきうさぇとうはす かっぉっょ. ‶けしかっょくけすけ 

え ういこなかくっくうっ くぇ しちっくぇ っ, おけゅぇすけ っ くぇ 
50 - ょうこかけきくうはす え しこっおすぇおなか „【けこっ-
くうぇくぇ”. ╋っあょせ ょっぉのすぇ う こさけとぇかくうは 
え しこっおすぇおなか ういきうくぇかぇ ちはかぇ っこけたぇ…                                                                                                       
╂ぇかうくぇ ]っさゅっっゃくぇ けしすぇくぇかぇ ゃ すっぇすなさぇ う 
さぇぉけすうかぇ こけゃっつっ けす 30 ゅけょうくう おぇすけ ぉぇ-
かっすきぇえしすけさ-さっこっすうすけさ. „′はきぇき ゃうかぇ う 
ぇゃすけきけぉうか, くけ いぇすけゃぇ こなお うきぇき ちはかぇ こかっ-
はょぇ けす ぉかっしすはとう せつっくうちう!”, おぇいゃぇかぇ すは.                                                                              
╅せさうさぇかぇ そっしすうゃぇかう, ぉうかぇ こさっょしっょぇ-
すっか くぇ あせさうすけ くぇ ┶ ╋っあょせくぇさけょっく ぉぇ-
かっすっく おけくおせさし ゃなゃ ╁ぇさくぇ こさっい 1964 ゅ. 
う くぇ ┶ ╋っあょせくぇさけょっく おけくおせさし ゃ ╋けしおゃぇ 
こさっい 1969 ゅ.
〈は っ くぇえ-ゃうしけおうはす ゃさなた ゃ ういおせ

しすゃけすけ. 〈ぇおぇ けすゅけゃけさうか くぇ ゃなこさけしぇ くぇ 
あせさくぇかうしすう „╆ぇとけ 〉かぇくけゃぇ?” こさっいう-
ょっくすなす くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ おけきうしうは 
おなき ぃ′╄]╉¨ ╀. 》っゅたっさ こけ ゃさっきっ くぇ 
けすおさうゃぇくっすけ くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ╂ぇかうくぇ 
〉かぇくけゃぇ ゃ ]すけおたけかき, こなさゃうはす う っょうく-
しすゃっく こぇきっすくうお こさうあうゃっ くぇ させしくぇお いぇょ 
ゅさぇくうちぇ. 〉かぇくけゃぇ しなとけ こさうしなしすゃぇかぇ, 
くけ しっ しすぇさぇっかぇ ょぇ くっ ゅかっょぇ おなき ぉさけく-
いけゃぇすぇ しう そうゅせさぇ, せこけさうすけ こけゃすぇさはえおう: 
„〈けゃぇ っ こぇきっすくうお くぇ ぉぇかっすぇ, くっ きけえ”. 
‶け しなとけすけ ゃさっきっ くっうく こぇきっすくうお っ うい-
ょうゅくぇす  う ゃ さけょくうは ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ.                                                                                                                            
]かっょ しきなさすすぇ え こさういくぇくうっすけ おなき かっゅっく-
ょぇすぇ くぇ ぉぇかっすぇ くっ いぇすうたゃぇ. ╁ 》けかぇくょうは 
ゃうょ かぇかっすぇ しぇ くぇさっつっくう くぇ くっえくけ うきっ. 
╇いょぇゃぇす こけとっくしおう きぇさおう し くっえくうは かうお. 
‶け ゃけょくうすっ ぇさすっさうう くぇ ╋けしおゃぇ しっ ょゃうあう 
すけこかけたけょなす „╂ぇかうくぇ 〉かぇくけゃぇ”. ′ぇ くっえくけ 
うきっ しっ ゃさなつゃぇす しすうこっくょうう う しっ こさけゃっあ-
ょぇ そっしすうゃぇか ゃ こけょおさっこぇ くぇ くぇょぇさっくう 
ょっちぇ. ‶け しかせつぇえ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす 
さけあょっくうっすけ え っ こせしくぇすぇ しさっぉなさくぇ きけ-
くっすぇ し くっえくうは けぉさぇい, ぇ そけくょなす „╂ぇかうくぇ 
〉かぇくけゃぇ” けさゅぇくういうさぇ のぉうかっえくう すなさあっ-
しすゃぇ ゃ くっえくぇ つっしす.
╁っかうおぇすぇ しぇきけすくうちぇ. 〈は けぉうつぇかぇ しぇ-

きけすぇすぇ う こさうさけょぇすぇ.′っ ゅけゃけさっかぇ きくけゅけ, 
ぉうかぇ こけゅなかくぇすぇ ゃ しっぉっ しう. ‶けつすう くはきぇかぇ 
こさうはすっかう. ╁しうつおけ すけゃぇ しなけすゃっすしすゃぇかけ くぇ 
ゃうしけおぇすぇ え さっこせすぇちうは. ]うかくけ こさっあうゃは-
ゃぇかぇ そぇおすぇ, つっ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
くっ こけかせつぇゃぇかぇ けぉうつぇえくうすっ こけいょさぇゃう こけ 
おけさうょけさうすっ くぇ ╀けかてけえ. ′けゃけすけ こけおけかっ-
くうっ すぇくちぬけさう, しぉかなしおゃぇえおう しっ し あうゃぇすぇ 
かっゅっくょぇ, くっ は さぇいこけいくぇゃぇかけ.
〈は くっ さぇいぉうさぇかぇ きくけゅけ くっとぇ ゃ しなゃさっ-

きっくくうは あうゃけす. ‶さっしすぇくぇかぇ ょぇ ゅかっょぇ 
すっかっゃういうは, ゃっしすくうちう つっすはかぇ さはょおけ. ╃け 
しっぉっ しう ょけこせしくぇかぇ っょうくしすゃっくけ あせさ-
くぇかうしすおぇすぇ 〈ぇすはくぇ ┿ゅぇそけくけゃぇ, おけはすけ 
いぇあうゃはかぇ  こさう くっは. ╀ぇかっさうくぇすぇ は くぇ-
さうつぇかぇ こさうっきくぇ ょなとっさは. ╉けゅぇすけ 〈ぇくは 
こけつうくぇかぇ, ╂ぇかうくぇ ]っさゅっっゃくぇ しっ しさうくぇ-
かぇ. ╁なこさっおう ぉけかくうは しう しすけきぇた, しっ たさぇ-
くっかぇ しぇきけ しなし しぇくょゃうつう, っょうくしすゃっくけすけ, 
おけっすけ せきっっかぇ ょぇ こさぇゃう… ╋ぇかおけ こさっょう 
しきなさすすぇ しう すは こけこうすぇかぇ っょうく きかぇょ すぇく-
ちぬけさ: „╉けかは, きけあっすっ かう ょぇ こなさあうすっ 
はえちぇ? ′っ? ┿い しなとけ.”
„′うおけゅぇ かう くはきぇ ょぇ さぇいおぇあっすっ いぇ かうつ-

くうは しう あうゃけす?” - は こけこうすぇかぇ あせさくぇかうしす-
おぇ. „′っ さぇいぉうさぇき すけゃぇ ょくってくけ ゃかっつっくうっ 
おなき ゃしうつおけ うくすうきくけ”, - ぉうか けすゅけゃけさなす. 
′っいぇゃうしうきけ けす すけゃぇ, うきぇかぇ くぇきっさっくうっ 
ょぇ さぇいおさうっ ょせてぇすぇ しう こけ こけゃけょ 90-は しう 
さけあょっく ょっく, おけえすけ しっ おぇくっかぇ ょぇ けすぉっかっ-
あう こさっい 2000-すぇ ゅけょうくぇ…
〈は くぇこせしおぇ あうゃけすぇ こさっい 1998 ゅ. くぇ 88 

ゅけょうくう. ‶け しゃっょっくうは くぇ くっえくう ぉかういおう, 
きぇかおけ こさっょう すけゃぇ 〉かぇくけゃぇ せくうとけあうかぇ 
ゃしうつおけ, けす おけっすけ きけあっ ょぇ しっ せいくぇっ くっとけ 
いぇ かうつくうは え あうゃけす…    

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈けゃぇ とっ しっ さってぇゃぇ くぇ しこっちうぇかくけ けぉとっしすゃっくけ けぉしなあょぇくっ, おけっすけ とっ うくうちううさぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは ゃ ゅさぇょぇ. 

′ぇきっさっくうっすけ ぉっ けこけゃっしすっくけ くぇ こけしかっょ-
くけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ きっしすくうは  こぇさかぇきっくす ゃ 
おさぇは くぇ けおすけきゃさう, しかっょ おぇすけ しなゃっすくうちうすっ 
ゅかぇしせゃぇたぇ くけゃけすけ こぇさちっかうさぇくっ くぇ すっさっくぇ, 
ういゃっしすっく けとっ おぇすけ „╃せこおぇすぇ”. 
‶さう くけゃけすけ こぇさちっかうさぇくっ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-

かなお っ しけぉしすゃっくうお くぇ 3 こぇさちっかぇ けす ╃せこおぇすぇ, 
し けぉとぇ こかけと けす けおけかけ 5 ょっおぇさぇ, せかうちぇ う 
ぇかっは. ¨しすぇくぇかうすっ しけぉしすゃっくうちう しぇ ╄〈 „‶っ-
とけしすさけっくっ - ╈けさょぇく ╁ぇしうかっゃ“, し こぇさちっか けす 
300 おゃ. き., ╇かうはく う ]くっあぇくおぇ ╃けくつっゃう し ょゃぇ 
こぇさちっかぇ, し けぉとぇ こかけと 615 おゃ. き.  』うすぇかうとっ 

„╇しおさぇ“  しなとけ うきぇ こぇさちっか ゃ すっさっくぇ し こかけと 5 980 おゃ. き. ゃっょくけ しなし しゅさぇょぇすぇ くぇ つうすぇかうとっすけ.
『っかすぇ くぇ せこさぇゃぇすぇ ゃ ゅさぇょぇ っ けとっ こさっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ ╃せこおぇすぇ ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ すけゃぇ, 

おけっすけ きくけいうくしすゃけすけ ゅさぇあょぇくう こけあっかぇはす. ‶かぇくけゃっすっ くぇ おきっすぇ う いぇきっしすくうちうすっ  きせ しぇ いぇ ちっかすぇ っ 
ょぇ しっ いぇかけあぇす う しさっょしすゃぇ ゃ こさけっおすけ-ぉのょあっすぇ  いぇ くけゃぇすぇ そうくぇくしけゃぇ ゅけょうくぇ.
¨ゅさけきくぇすぇ ょせこおぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, こさっゃなさくぇかぇ しっ ゃ っょくぇ けす きっしすくうすっ っきぉかっきう, ぉっ うい-

おけこぇくぇ ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1987 ゅけょうくぇ. ‶なさゃぇすぇ え おけこおぇ っ ぉっかはいぇくぇ けす こけさっょうちぇ ╁╇‶-こっさしけくう  くぇ 
しけちうぇかういきぇ. ‶かぇくけゃっすっ くぇ すけゅぇゃぇてくけすけ ゅさぇょしおけ さなおけゃけょしすゃけ しぇ くぇ すけゃぇ きはしすけ ょぇ しっ こけしすさけう 
くけゃぇ 5-っすぇあくぇ  しゅさぇょぇ くぇ ╂さぇょしおうは おけきうすっす, こぇさお, そけくすぇく う こけょいっきくう ゅぇさぇあう. 
¨ぉとぇすぇ こかけと くぇ ╃せこおぇすぇ っ 11 ょっおぇさぇ. 

                                                                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╁なゃっあょぇくっすけ くぇ いぇょなかあうすっかくぇ いぇしすさぇたけゃおぇ しさっとせ こさうさけょくう 
ぉっょしすゃうは けぉきうしかはす つっさゃっくう ょっこせすぇすう. ]すぇゃぇ ゃなこさけし いぇ しうしすっきぇ, 

おけはすけ ょぇ けぉたゃぇとぇ あうかうとくうすっ しゅさぇょう ゃ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは. ╆ぇ くぇきっ-
さっくうっすけ しなけぉとう ぉうゃてうはす きうくうしすなさ くぇ さっゅうけくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ  ゃ 
おぇぉうくっすぇ „]すぇくうてっゃ” う くぇしすけはと こさっょしっょぇすっか くぇ こぇさかぇきっくすぇさくぇすぇ 
おけきうしうは こけ さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ ╃うきつけ ╋うたぇかっゃしおう. 
╁っつっ っ ゅけすけゃぇ くけゃぇすぇ しっういきうつくぇ おぇさすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, おけはすけ こけしけつ-

ゃぇ ゃ おけう しっかうとぇ おけかおけ ゅけかはき さうしお けす いっきっすさっしっくうっ うきぇ う けす おぇおゃぇ 
しすっこっく. ′ぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ, けしゃっく さうしおけゃっ けす しっさうけいくう 
いっきっすさっしっくうは, くぇかうちっ  しぇ さうしおけゃっ けす けとっ ょゃっ おぇすぇしすさけそうつくう しな-
ぉうすうは – くぇゃけょくっくうは う しゃかぇつうとぇ. ╆ぇ すはた くはきぇ ぇおすせぇかくう ういしかっょゃぇ-
くうは う おぇさすう, ぇ こけしかっょくうすっ しぇ こさぇゃっくう こさっょう こけゃっつっ けす 30 ゅけょうくう. 

‶うしぇすっかはす ╋うかっく [せしおけゃ, くけしうすっか いぇ 2013 ゅけょうくぇ くぇ くぇちうけくぇか-
くぇすぇ くぇゅさぇょぇ いぇ ぉっかっすさうしすうおぇ „╄かうぇし ╉ぇくっすう”, ぉっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 

ゃっょくぇゅぇ しかっょ  ゃさなつゃぇくっすけ くぇ こさっしすうあくけすけ けすかうつうっ ゃ さけょくうは ゅさぇょ くぇ 
くけぉっかうしすぇ - [せしっ. [せしおけゃ しこっつっかう „╄かうぇし ╉ぇくっすう” いぇ さけきぇくぇ „╁ないゃう-
てっくうっ”, おけえすけ こさっょしすぇゃう う すせお ゃ さぇきおうすっ くぇ こさけゅさぇきぇすぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお いぇ ╃っくは くぇ くぇさけょくうすっ ぉせょうすっかう. ╆ぇ „╁ないゃうてっくうっ” こさっい 
2012-すぇ  ぇゃすけさなす っ けすかうつっく う し ′ぇちうけくぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ „》さうしすけ ╂. 
╃ぇくけゃ” う ′ぇゅさぇょぇ „╆かぇすっく ゃっお” くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ. 
‶け „╁ないゃうてっくうっ” さっあうしぬけさなす ╇ゃぇく ╃けぉつっゃ こけしすぇゃう ょさぇきぇすういぇちうは 

くぇ さけきぇくぇ, し おけはすけ ぉっ けすおさうす すぇいゅけょうてくうはす すっぇすさぇかっく そっしすうゃぇか ゃ 
‶かけゃょうゃ „]ちっくぇ くぇ おさなしすけこなす” こさっい しっこすっきゃさう. ‶さっきうっさくうはす しこっお-
すぇおなか, し せつぇしすうっすけ くぇ ┿しっく ╀かぇすっつおう, しっ こさっゃなさくぇ ゃ くぇちうけくぇかくけ 
おせかすせさくけ しなぉうすうっ. 
╋うかっく [せしおけゃ っ くけしうすっか う くぇ くぇゅさぇょぇすぇ いぇ かうすっさぇすせさっく ょっぉのす いぇ 

2004-すぇ - „ぃあくぇ こさけかっす”, いぇ „╃あけぉくぇ っくちうおかけこっょうは くぇ きうしすっさう-
うすっ”, ぇ „╆ぇたゃなさかっく ゃ こさうさけょぇすぇ” こけかせつう こさっい 2009-すぇ  くぇゅさぇょぇすぇ 
„╁╇╉” いぇ [けきぇく くぇ ゅけょうくぇすぇ.
╉ぇいぇくかなお っ けしきうはす ゅさぇょ, おなょっすけ „╁ないゃうてっくうっ” ぉっ こさっょしすぇゃっく こさう 

けゅさけきっく うくすっさっし. 
〈けゃぇ っ さけきぇく-っくちうおかけこっょうは くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ ゃないさけあょっくしおけ こさけ-

ゅかっあょぇくっ, くぇこうしぇく し すなくおぇ うさけくうは, たせきけさ, そうかけしけそしおけ けすくけてっくうっ 
おなき しすけえくけしすくうすっ くっとぇ ゃ あうゃけすぇ. ╂けかはきぇすぇ いぇしかせゅぇ くぇ さけきぇくぇ っ, 
つっ すけえ っ くぇこうしぇく くぇ っいうおぇ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ -ゃないさけあょっくっち, しなつっすぇく し 
ょくってくうは おくうあけゃっく ぉなかゅぇさしおう っいうお. [けきなくなす っ ょぇかっつ けす こぇすさうけすぇさ-
しおうは ゃないすけさゅ, おけえすけ ぉぇくぇかういうさぇ さけょくけすけ ╁ないさぇあょぇくっ. 〈けゃぇ ゅけ こさぇゃう 
うくすっさっしっく う ういくっくぇょゃぇと さけきぇく. 〈けえ っ すけかおけゃぇ ぉなかゅぇさしおう, おけかおけすけ  
う っゃさけこっえしおう, っょくけゃさっきっくくけ ゃ ょせたぇ くぇ [っくっしぇくしぇ, う ゃ ょせたぇ くぇ ′けゃけ-
すけ ゃさっきっ. 〈けゃぇ っ さけきぇく - せょうゃかっくうっ, さけきぇく - かうつっく ょうぇかけゅ しなし しっぉっ 
しう, さけきぇく - ゃなこさけし, さけきぇく - けすゅけゃけさ くぇ くぇえ-ょなかぉけおうすっ しなとくけしすくう, 
っおいうしすっくちうぇかくう くぇてう ゃなこさけしう. [けきぇく, おけえすけ ゃけいゃうしはゃぇ.
„‶けきけゅくう きう, すぇ すっ ゃけいゃうしは!” - すけいう くぇょこうし くぇ おけすかっくしおけすけ せつうかう-

とっ, おけえすけ しすけう う ょけ ょくっし, っ こけゃけょなす いぇ くぇこうしゃぇくっすけ くぇ すぇいう おくうゅぇ, 
こさういくぇゃぇ [せしおけゃ, つうえすけ さけょけゃう おけさっくう しぇ こせしくぇすう ゃなゃ ゃないさけあょっく-
しおうは ╀ぇかおぇくしおう ゅさぇょ. 
„‶けきけゅくう きう ょぇ しっ ゃけいゃうしは!” っ きけかうすゃぇすぇ おなき ╀けゅぇ, くぇ さっゃけかのちうけ-

くっさぇ ╀ぇつけ ╂うつけ, ゃ きうゅぇ くぇ くっゅけゃうは しゃっとっく ういぉけさ – しぇきけあっさすゃぇすぇ ゃ 
うきっすけ くぇ かうつくぇすぇ しゃけぉけょぇ う ╃っかけすけ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ ̈ しゃけぉけあょっくうっ.
[せしおけゃ こうてっ いぇ きうくぇかけすけ, いぇとけすけ くぇきうさぇ しなゃさっきっくくぇすぇ ょっえしす-

ゃうすっかくけしす いぇ ぉっいうくすっさっしくぇ. ╉けゅぇすけ くっ こけいくぇゃぇて うしすけさうはすぇ, しう きう-
しかうて, つっ あうゃっって ゃ くはおぇおゃう きくけゅけ うくすっさっしくう ゃさっきっくぇ, おぇいゃぇ ╋うかっく 
[せしおけゃ. 〈けえ くっ ゃうあょぇ ゃ ょくってくうは ょっく こけゃけょう いぇ すけかおけゃぇ  うくすっさっしくう 
さぇいおぇいう, おぇおゃうすけ うきぇ ゃ きうくぇかけすけ.
„〈ぇいう おくうゅぇ くっこさっきっくくけ とっ しっ ういせつぇゃぇ っょうく ょっく ゃ せつうかうとっ”, おぇいぇ 

こさう けすおさうゃぇくっすけ くぇ しさっとぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょうさっおすけさなす くぇ ╊うすっさぇすせさ-
くけ-たせょけあっしすゃっく きせいっえ „』せょけきうさ” ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ.
] ╋うかっく [せしおけゃ さぇいゅけゃぇさはきっ こさっょ こせぉかうおぇすぇ ゃ ╊》╋ ”』せょけきうさ” こけ 

ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ さけきぇくぇ くぇ 7-きう くけっきゃさう.
„╁ないゃうてっくうっ” ゃっつっ うきぇ ゅうゅぇくすしおうはす いぇ ょくってくうは くう おくうあっく こぇいぇさ 

すうさぇあ けす 7 000 っおいっきこかはさぇ.

╇ さあさうそ おあ つか たちかうひちせか ╉とたさあてあ う ぬかせてひちあ せあ [あくあせしひさ?

¨おかみてあ か ぬかせあてあ せあ たそしけぬけてか おあ か すあしひさ たちそぬかせて そて つてそこせそつててあ せあ けすそてあ

』あすそ 75 たそ おうか つあ ちひぬかてか, せあ さそけてそ „╅ちつかせあし“ おひしきけ いかくとたちかねせけみ うけお せあ あしかけ, たあちさそうか, えちあおけせさけ け たちそつ-
てちあせつてうあてあ すかきおと たちそけくうそおつてうかせけてか にあしかてあ け つさしあおそうか, たちひつせあてけ せあ つてそてけぬけてか おかさあちけ, うひちにと さそけてそ 

か ちあくたそしそきかせあ さあくあせしひのさあてあ そちひきかこせけぬあ.  『かくとし-
てあてひて そて けすかせせそ てかにせけみ てちとお か たひちうそてそ, さそかてそ 
うたかねあてしみうあ うつかさけ, おそのひし う „╅ちつかせあし“ くあ たちひう たひて 
- そたせあてけ け ねけつてけ あしかけ, つてちそこせけ おひちうかてあ, くかしかせけ 
てちかうけ, ぬうかてみ. 〈けちけつ せあ つうかきそ... 【そうあ せけさそえあ せか つか 
くあいちあうみ.

｠そちあてあ せあ ╉けすけてひち [ひちさそう, そいかおけせかせけ う そておかし   
„《くかしかせみうあせか け たそねけつてうあせか“ さひす „╅ちつかせあし 2000” つあ 
たひちうけてか, さそけてそ たちけつてけえあて う さちけてけねせけてか てそねさけ 
せあ かきかおせかうけかてそ うひう なけちすあてあ - け さそえあてそ たあおあて 
てかきさけ つせかえそうか, け さそえあてそ せけ すひねけ せかねそうかのさあ きかえあ.   

【か つあ てかくけ, さそけてそ そてさしけさうあて うかおせあえあ たちけ たちそ-
けくうそおつてうかせけ あうあちけけ, せあうそおせかせけみ け たそきあちけ, てかくけ, 
せあ さそけてそ あちつかせあしぬけ おひしきあて おそいちそてそ つけ せあつてちそ-
かせけか, けおうあこさけ つとてちけせ せあ ちあいそてあ そて たそちてあしあ たそ 
ねけつてけてか あしかけ さひす ちあいそてせけてか つけ すかつてあ. ╇ そておかしあ, 
ちひさそうそおかせ そて [ひちさそう, せか つしとねあこせそ つか のかえとうあて たそ  つ 

せかえそうけてか おとすけ, ねか てとさ つか おかこつてうあ せあ たちけせぬけたあ せあ えちとたあ くあ いひちくそ ちかあえけちあせか けしけ そはか たそ-てそねせそ - さあくあせそ たそ うそかせ-
せそすと: てそうあ か くうかせそてそ „』〉╅╇『“.

》けつあてかしみて 〈けしかせ 『とつさそう:

Димитър Кърков
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〈は っ ぇさたうすっおすなす し くぇえ-きくけゅけ 
さぇぉけすぇ ゃ きけきっくすぇ ゃ さぇえけくぇ. 

╋けあっ ぉう いぇすけゃぇ っ くっょけかのぉゃぇくぇ 
けす おけくおせさっくちうはすぇ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ っ けぉしっぉっくぇ けす さぇ-

ぉけすぇすぇ しう, いぇとけすけ ゃさっきっくぇすぇ しぇ 
すぇおうゃぇ: くぇかぇゅぇ しっ ょぇ さぇぉけすうて 
きくけゅけ, いぇ ょぇ しっ ょけおぇいゃぇて. ╇きっ 
っ ゃ ぉさぇくてぇ う ゃなこさっおう すけゃぇ くう-
おけゅぇ くっ こけょたけあょぇ おなき くっとぇすぇ 
おぇすけ おなき ゃしうつおけ いくぇっとぇ: すなさしう, 
うくすっさっしせゃぇ しっ, つっすっ, せつう くけゃう 
くっとぇ, しすぇさぇっ しっ ゃしっおう こなす こさけ-
っおすうすっ え ょぇ しぇ けさうゅうくぇかくう.   
 ╁ さぇぉけすぇ しう っ ゃはさくぇ くぇ せぉっあ-

ょっくうっすけ, つっ „おけしすのきなす すさはぉゃぇ 
ょぇ っ せてうす こけ きはさおぇ”. ‶けしかっょ-
くけすけ ゃぇあう くっ しぇきけ いぇ こさけそっ-
しうけくぇかくうすっ え ぇくゅぇあうきっくすう, ぇ う 
いぇ たけぉうすけ え - ゃ こなさゃうすっ ゅけょうくう 
くぇ こさったけょぇ, おけゅぇすけ くぇ ゃしうつおう 
いぇ たかはぉぇ っ ぉうかけ すさせょくけ, すは てうっ 
けさうゅうくぇかくう  ょさったう う  ゅう こさけょぇゃぇ 
くぇ おけくしうゅくぇちうは. 
╁ たけぉう-ぉうけゅさぇそうはすぇ しう うきぇ 

いぇこうしぇくけ う っょくけ さっゃの いぇ けさう-
ゅうくぇかくう ぇぉうすせさうっくすしおう さけおかう, 
いぇっょくけ し そさういぬけさおぇすぇ ╃けさぇ.  
╁はさゃぇ, つっ, ぇおけ さぇぉけすうて おぇ-

つっしすゃっくけ, ょぇゃぇて ゃしうつおけ ょけぉさけ 
けす しっぉっ しう, くはきぇ おぇお くっとぇすぇ ょぇ 
くっ しっ こけかせつぇゃぇす. ╇ ぉなさいぇ ゃっょくぇ-
ゅぇ: こさぇゃう せゅけゃけさおぇすぇ, つっ „うきぇ-
くっすけ くぇ きくけゅけ さぇぉけすぇ くっ ゃうくぇゅう 
けいくぇつぇゃぇ, つっ こぇさうすっ すっおぇす おなき 
すっぉ. ╀ぇゃはす しっ こかぇとぇくうはすぇ, おさう-
いぇすぇ しっ けすさぇいはゃぇ くぇ ゃしうつおう, ぇい 
しっ しすさっきは  さぇぉけすっとうすっ こさう きっく 
ょぇ くっ せしっとぇす さぇいきっさうすっ くぇ おさう-
いぇすぇ. ′っ しぇ かっしくう くっとぇすぇ”, こさう-
いくぇゃぇ っょくけ けす っきぉかっきぇすうつくうすっ 
うきっくぇ ゃ ぇさたうすっおすせさぇすぇ いぇ さぇえけ-
くぇ, こけいくぇすけ う ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, 
ぇさたうすっおす ╁うけかっすすぇ ╂っけさゅうっゃくぇ 
╀ぇおせくうくぇ.
 
]なょぉぇすぇ すぇおぇ こけあっかぇ:   

すけつくけ すは ょぇ „けすおさうっ” くけゃぇすぇ 
くう させぉさうおぇ - いぇ ょっちぇすぇ くぇ ぇさ-
しっくぇかちう. ¨くっいう, おけうすけ しぇ けしすぇ-
ゃうかう うきっくぇすぇ しう ゃなゃ そうさきっくぇすぇ 
うしすけさうは う すっいう, おけうすけ しないょぇゃぇす 
すぇいう うしすけさうは - ぉっいうきっくくう, くけ し 
かのぉけゃ. ‶けかけあうかう きくけゅけ せしうかうは, 
いぇ ょぇ けすゅかっょぇす, ゃなこさっおう すさせょ-
くけしすうすっ, すぇかぇくすかうゃうすっ しう ょっちぇ. 
╉けゅぇすけ いぇきうしかはたきっ させぉさうおぇすぇ, 
くっ けつぇおゃぇたきっ, つっ ゃ くっは ゃしなと-
くけしす とっ しっ けおぇあぇす ょけしすぇ おぇいぇく-
かなておう っきぉかっきう.  
′っ いくぇった う いぇ うくすっさっしくぇすぇ かうつ-

くぇ う すさせょけゃぇ うしすけさうは くぇ すぇいう 
しゃっすかけおけしぇ, かっおけ しゃうすぇ う しょなさ-
あぇくぇ あっくぇ, つうっすけ うきっ しさっとぇきっ 
けしくけゃくけ こけ すぇぉっかおうすっ くぇ くけゃうすっ 
しゅさぇょう うかう ゃ  うくそけさきぇちうけくくうすっ 
こさけしこっおすう くぇ すっこなさゃぇ こけかけあっくう  
すっきっかう. 
¨おぇいぇ しっ, つっ  さけょっくぇすぇ ゃ きけか-

ょけゃしおうは  ゅさぇょ [うぉくうちぇ けす しきっ-
しっく ぉさぇお - きっあょせ こけかはおうくはすぇ 
╊のょきうかぇ う ぉなかゅぇさうくぇ ╂っけさゅう, 
とっさおぇ っ  ょなとっさは くぇ こなさゃうは すせか-
しおう ゃないこうすぇくうお ゃ „┿さしっくぇか”, っき-
ぉかっきぇすうつくけすけ  いぇ けさなあっえくうちぇすぇ 
ょっしっすうかっすうは くぇさっょ うきっ - ゃっすっ-
さぇくなす-けさなあっえくうお うくあ. ╂っけさゅう 
╋ぇさおけゃ. 
¨さなあうはすぇ, けぉぇつっ, くうおけゅぇ くっ 

しぇ ぉうかう くうすけ しすさぇしす, くうすけ しなょぉぇ 
いぇ ╁うけかっすすぇ,  おけはすけ  ぉなさいけ しきっ-
くは ╋けかょけゃぇ し ╀なかゅぇさうは, ぇ しかっょ 
すけゃぇ う ╉ぇいぇくかなお し 〈せすさぇおぇく, おな-
ょっすけ きぇえおぇ え – ょっすしおぇ かっおぇさおぇ, 
は けすゃっあょぇ こさう  くけゃうは しう しなこさせゅ. 
╃っすしすゃけすけ くぇ ╁うけかっすすぇ こさっきう-

くぇゃぇ こけゃっつっ ゃ すせすさぇおぇくしおぇすぇ 
ぉけかくうちぇ, おなょっすけ さぇぉけすはす  きぇえおぇ 
え う ゃすけさうはす え ぉぇとぇ う おなょっすけ すは っ 
こけ-しおかけくくぇ ょぇ ゃうあょぇ こさけそっしうけ-
くぇかくけすけ しう ぉなょっとっ. 
[うしせゃぇ ょけぉさっ, しこさぇゃは しっ  くはおぇお  
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╂けしこけょうく [せしおけゃ, ╁ぇてぇ

すぇ おくうゅぇ さぇいつせこゃぇ こさっょ
しすぇゃぇすぇ いぇ さけょくうは さっゃけかの
ちうけくっさ, こけおぇいゃぇ つけゃっておうは 
けぉさぇい くぇ せつぇしすくうちうすっ ゃ 
くぇちうけくぇかくけ-けしゃけぉけょうすっか
くけすけ ょゃうあっくうっ, すけゃぇ かう は 
こさぇゃう すけかおけゃぇ こけこせかはさくぇ?   
- ╃っえしすゃうっすけ しっ さぇいゃうゃぇ こさっい 

1872 ゅ. ╂かぇゃくうすっ ゅっさけう ╂うつけ う 
┿しっくつけ しぇ っょくう きぇかおけ けしけぉっくう 
たけさぇ, くぇこけかけゃうく - さっゃけかの-
ちうけくっさう, くぇこけかけゃうく - さぇいぉけえ-
くうちう. 〈けゃぇ, ゃこさけつっき, っ ぉうかけ 
つっしすけ しさっとぇくけ すけゅぇゃぇ しなつっすぇ-
くうっ. ╃ぇ おぇあっき, ]すけはく ╆ぇうきけゃ, 
せつぇしすくうお ゃなゃ ╁なすさってくけ-さっゃけ-
かのちうけくくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
╊っゃしおう, ぇ しかっょ すけゃぇ - ぇこけしすけか 
こけ ゃさっきっ くぇ ┿こさうかしおけすけ ゃなしすぇ-
くうっ, うきぇ っょくう しこけきっくう - „╋う-
くぇかけすけ”. 〈っ しぇ けしすぇくぇかう きぇかおけ 
くっういゃっしすくう, いぇとけすけ ういかういぇす ゃ 
っょくぇ ゅけょうくぇ しなし ╆ぇこうしおうすっ くぇ 
╆ぇたぇさう ]すけはくけゃ, おけうすけ しぇ こけ-
うくすっさっしくぇ おくうゅぇ, こけ-ょけぉさっ くぇ-
こうしぇくぇ う いぇしっくつゃぇす „╋うくぇかけ-
すけ” くぇ ]すけはく ╆ぇうきけゃ. ′け ぇい しなき 
こけかいゃぇか いぇ „╁ないゃうてっくうっ”  こさっ-
ょう ゃしうつおけ ]すけはく ╆ぇうきけゃ, おけえすけ 
さぇいおぇいゃぇ うきっくくけ いぇ すけいう すうこ 
ぇゃぇくすのさうしすう ゃ くぇちうけくぇかくけ-
けしゃけぉけょうすっかくけすけ ょゃうあっくうっ. 
〈けえ おぇいゃぇ: ”[っゃけかのちうけくくぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは しっ いぇくうきぇゃぇてっ し 
すさう ゃうょぇ ょっえくけしす - おけくしこうさぇ-
すうゃくけ-しないぇおかはすくうつっしおぇ, っおし-
こっょうすうゃくけ-さぇいこさぇとぇすっかくぇ う 
さっゃけかのちうけくくけ-さぇいぉけえくうておぇ”. 
╃ゃぇきぇすぇ ゅっさけう けす „╁ないゃうてっ-
くうっ” しぇ うきっくくけ けす すぇいう すさっ-
すぇ ょっえくけしす - さっゃけかのちうけくくけ-
さぇいぉけえくうておぇすぇ. 〈っ せつぇしすゃぇす 
ゃ けぉうさぇ くぇ ┿さぇぉぇおけくぇておぇすぇ 
たぇいくぇ し ╃うきうすなさ ¨ぉとう, ぇ こけ-
しかっ けぉうおぇかはす しすさぇくぇすぇ ょぇ すなさ-
しはす ╊っゃしおう し こうしきけ くぇ ¨ぉとう. 
╁ おくうゅぇすぇ しすぇゃぇ きくけゅけ はしくけ 
とけ いぇ たけさぇ しぇ ょゃぇきぇすぇ ゅっさけう. 
′ぇおさぇは ょゃぇきぇすぇ しっ さぇいょっかはす 
きくけゅけ さぇょうおぇかくけ, ぇ しぇ ゃなさ-
ゃはかう ゃ ちはかぇすぇ おくうゅぇ っょうく ょけ 
ょさせゅ. ¨おぇいゃぇ しっ, つっ しなゃしっき くっ 
しう こさうかうつぇす すけかおけゃぇ, おけかおけすけ 
ういゅかっあょぇ. ╇ おけゅぇすけ うきぇ くはおぇお-
ゃけ きくけゅけ ゅけかはきけ ういこうすぇくうっ, 
しすぇゃぇ はしくけ, つっ すっ しぇ, ゃしなとくけしす, 
きくけゅけ さぇいかうつくう たけさぇ. 

- ╉ぇお ╁う しっ しかせつう すぇいう 
おくうゅぇ, けすゃっょくなあ かう しっ こけ
はゃう う こけすさなゅくぇ こうしぇくっすけ, 
いぇとけすけ きけっすけ せしっとぇくっ いぇ 
くっは っ, つっ すは こさけしすけ しっ かっっ, 
ょけおぇすけ ょさせゅう つうすぇすっかう は 
くぇきうさぇす すさせょくぇ いぇ つっすっくっ?
- ]さぇゃくうすっかくけ かっしくけ は くぇこう-

しぇた, くけ しなき は こけょゅけすゃはか ょなかゅけ 
ゃさっきっ. ╆ぇ ょぇ きけゅぇ ょぇ は くぇこうてぇ 
し すけいう  ゃないさけあょっくしおうはす  っいうお, 
しなき つっか きくけゅけ ゃないさけあょっくしおぇ 
かうすっさぇすせさぇ. ╆ぇ とぇしすうっ, うきぇき 
ょけしすぇすなつくけ しうかくけ っいうおけゃけ つせゃ-
しすゃけ う っいうおけゃぇ うくすせうちうは, すぇおぇ 
つっ, おけゅぇすけ つっすぇ くはおぇおなゃ っいうお, 
ゅけ こけこうゃぇき う しかっょ すけゃぇ きけゅぇ 
すゃけさつっしおう ょぇ ゅけ ゃないこさけういゃっょぇ. 
》ゃぇとぇき したっきぇすぇ う しすさせおすせさぇすぇ 
くぇ っいうおぇ, いぇ ょぇ きけゅぇ ょぇ ゅけ ゃない-
こさけういゃっょぇ う ょぇ しっ ういさぇいはゃぇき 
しゃけぉけょくけ くぇ くっゅけ. ‶け こけょけぉっく 
くぇつうく ゅけゃけさったぇ ぉぇぉぇ きう う 

ょはょけ きう ゃ ╉けすっか. ╁っつっ くうおけえ 
くっ ゅけゃけさう すぇおぇ. ╁ ょっすしおうすっ しう 
ゅけょうくう しなき しかせてぇか こけょけぉっく 
っいうお. ╋けはす しこけきっく いぇ すけいう っいうお 
う けくけゃぇ, おけっすけ こさけつっすけた, こさっ-
ょう ょぇ くぇこうてぇ „╁ないゃうてっくうっ”, 
すっいう ょゃっ くっとぇ しっ しゃなさいぇたぇ う 
さけょうたぇ っいうおぇ くぇ おくうゅぇすぇ. 

- ╉ぇおゃけ すけつくけ こさけつっすけたすっ 
こさっょう こうしぇくっすけ? 
- ‶さっょう ゃしうつおけ,  [ぇおけゃしおう - 

„╂けさしおう こなすくうお”. ]なとけ -  [うぉ-
くうはす ぉせおゃぇさ くぇ ‶っすなさ ╀っさけく  う 
„]きっしっくぇ おうすおぇ” くぇ ‶っすおけ ]かぇ-
ゃっえおけゃ. 』っか しなき ちっかうは [ぇおけゃ-
しおう ゃ けさうゅうくぇか, ぇ くっ けしなゃさっきっ-
くっくうすっ ういょぇくうは. ′っゅけゃうはす っいうお 
っ きくけゅけ さぇょうおぇかっく, ぇおけ ぉはた うい-
ぉさぇか ょぇ しっ ういさぇいはゃぇき くぇ くっゅけ, 

とってっ ょぇ いぇすさせょくう つうすぇすっかは. 
′ぇこさうっきっさ - „ぇぉうっ”. 〈けゃぇ  いくぇ-
つう „くぇこさはおけ” - いぇ きはしすけ, ぇ いぇ 
ゃさっきっ - „ゃっょくぇゅぇ”. 〈けゃぇ っ ょせきぇ 
けす [ぇおけゃしおう, くけ しぇきけ くっは しなき 
けしすぇゃうか ゃ っいうおぇ くぇ おくうゅぇすぇ. 
╉けゅぇすけ こけつくぇた ょぇ こうてぇ, すけいう 
っいうお, ゃ つうはすけ けしくけゃぇ っ [ぇおけゃ-
しおう, こさけしすけ しっ かっってっ けす きっく 
おぇすけ けす いぇすさせこぇく しなし てせきぇ おかぇ-
ょっくっち - きぇたぇて てせきぇすぇ う おかぇ-
ょっくっちなす すさなゅゃぇ. ╉くうゅぇすぇ しなき 
くぇこうしぇか すけつくけ すけかおけゃぇ かっしくけ, 
おけかおけすけ, ぇおけ ぉうた は くぇこうしぇか くぇ 
しなゃさっきっくっく おくうあけゃっく っいうお.

- ╃けおぇすけ しっ つっすっ „╁ないゃう
てっくうっ”, うきぇ, けしゃっく ょさせ
ゅけすけ, う せしっとぇくっ いぇ っくちうお
かけこっょうつくけしす. ]はおぇて, すは っ 
ょくってくぇ っくちうおかけこっょうは くぇ 
ゃないさけあょっくしおうは あうゃけす せ 
くぇし. ]ないくぇすっかくけ かう しすっ すなさ
しうかう すけゃぇ こさっょしすぇゃはくっ くぇ 
ちはかけしすくうは あうゃけす くぇ ぉなか
ゅぇさうくぇ けす けくけゃぇ ゃさっきっ - けす 
くっゅけゃうは っいうお, こさっい けぉかっお
かけすけ きせ, たさぇくぇすぇ きせ, うかぇ
つうすっ きせ, くっゅけゃうは こけきうくなお, 
こけいくぇくうはすぇ きせ いぇ しゃっすぇ, 
けすくけてっくうっすけ おなき こさうさけょぇ
すぇ, くぇさけょくうすっ きせ こっしくう..., 
ゃはさぇすぇ う こけかうすうつっしおうすっ きせ 
したゃぇとぇくうは, ょけおけかおけすけ すけ
ゅぇゃぇ きけあっ ょぇ しっ ゅけゃけさう しっ
さうけいくけ いぇ こけかうすうおぇ? 
- ′っ つっ しなき ゅけ くぇこさぇゃうか 

せきうてかっくけ おぇすけ ちっか, くけ こけくっ-
あっ すっいう くっとぇ くぇ きっく きう ぉはたぇ 
うくすっさっしくう, ぇい しっ けこうすゃぇた ょぇ 
さぇいぉっさぇ う ょぇ しう こさっょしすぇゃは おぇお 
しぇ あうゃっかう たけさぇすぇ けす けくけゃぇ 
ゃさっきっ う, さぇいぉうさぇえおう う くぇせつぇ-
ゃぇえおう, ぇい しっ けこうすぇた う ゅう さぇい-
おぇいぇた. ‶けつすう くうとけ けす こなしすさけ-
すぇすぇ くぇ ゃないさけあょっくしおうは しゃはす くっ 
っ さぇいおぇいぇくけ しぇきけ こけ しっぉっ しう, 
いぇ ょぇ ぉなょっ っくちうおかけこっょうつっしおう 
せぉっょうすっかくけ. ╁しうつおけ, おけっすけ っ 
さぇいおぇいぇくけ, しなょなさあぇ ゃ しっぉっ しう 
かけゅうつっく きけきっくす, しかせあう おぇすけ 

ゃないきけあくけしす いぇ さぇいおぇいゃぇくっ くぇ 
くはおぇおゃぇ しきってくぇ うしすけさうは. ╆ぇ-
さぇょう すっいう しきってくう うしすけさうう, 
しなき くぇせつうか くぇえ-さぇいかうつくう 
くっとぇ. 〈っいう けこうしぇくうは しぇ きくけ-
ゅけ いぇぉぇゃくう. ╁ くはおぇおなゃ しきうしなか, 
さっぇかくけしすすぇ すけゅぇゃぇ っ ぉうかぇ ょけし-
すぇ いぇぉぇゃくぇ う, ぇおけ うきぇすっ ょけしすぇ-

すなつくけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ, きけあっ 
ょぇ ゃいっきっすっ くはおぇおなゃ そぇおす, 
おけえすけ ょさせゅ ぉう こけょきうくぇか う ょぇ 
ゃうょうすっ すけいう そぇおす ゃ ちはかぇすぇ きせ 
おけきうつっしおぇ しゃっすかうくぇ.

- ╉くうゅぇすぇ っ こさけこうすぇ し うさけ
くうは, おけっすけ は こさぇゃう きくけゅけ 
こさうはすくぇ いぇ つっすっくっ, ぇ おぇすけ 
そけさきぇ しすっ ういこけかいゃぇかう ゃな
すさってくうは ょうぇかけゅ. 〈けえ いゃせ
つう おぇすけ ょうぇかけゅ くぇ ‶かぇすけく, 
おなょっすけ こけしすけはくくけ せつっくう
おなす こうすぇ せつうすっかは - ┿しっくつけ 
こうすぇ, ╀ぇつけ ╂うつけ けすゅけゃぇさは... 
〈けゃぇ, ゃしなとくけしす, っ こなすはす くぇ 
いくぇくうっすけ くぇ ゃないさけあょっく
しおうは つけゃっお せ くぇし, おぇおすけ う 
こなすはす, おけえすけ こさっおけしはゃぇ ちは
かぇすぇ おくうゅぇ ゃ かうつくうすっ すなさ
しっくうは くぇ ゅっさけうすっ おなき ╁ない
ゃうてっくうっすけ...?
- 〈けゃぇ, ゃしなとくけしす, っ きくけゅけ 

ゃぇあくけ いぇ しぇきぇすぇ おくうゅぇ. 『はかぇ-
すぇ おくうゅぇ っ さぇいおぇいぇくぇ ゃ こなさゃけ 
かうちっ, くはきぇ ぇゃすけさけゃ ゅかぇし. ]ぇ-
きうはす ╂うつけ さぇいおぇいゃぇ くぇ しゃけは 
しけぉしすゃっく っいうお. 〈けゃぇ こさぇゃう ゅっ-
さけは ぇゃすっくすうつっく. 『はかぇすぇ おくうゅぇ 
っ ゃ ┿い-こけゃっしすゃけゃぇくうっ.

- ¨す いぇかぇすぇ: ╁ おくうゅぇすぇ ╁う 
ぉうすせゃぇ っょくけ ゃっつっ けこさけゃっさ
ゅぇくけ  したゃぇとぇくっ いぇ こさっょぇ
すっかしすゃけすけ くぇ こけこ ╉さなしすぬけ. 
╆ぇとけ? 
- ╁ おくうゅぇすぇ きう こけこ ╉さなしすぬけ 

っ こけおぇいぇく ゃ っょくぇ ょけしすぇ くっ-
ぉかぇゅけこさうはすくぇ しゃっすかうくぇ おぇすけ 
おけゃぇさっく う けこぇしっく つけゃっお. 〈せおぇ, 
ゃ ╀なかゅぇさうは, せきうさぇす くはおけゅけ ょぇ 
さっぇぉうかうすうさぇす. ′っ きけゅぇ ょぇ しう 
しこけきくは すけつくけ すっおしすぇ くぇ っょくぇ 
こけゅけゃけさおぇ, きうしかは - ぇくゅかうえしおぇ, 
/けす ぇくゅかうつぇくうすっ きけあっ ょぇ しっ 
けつぇおゃぇ すぇおけゃぇ くっとけ/: „]すさぇた-
かうゃ っ すけいう, おけえすけ ゃしうつおけ こさけ-
とぇゃぇ”. ╃ぇ こさけとぇゃぇて ゃしうつおけ っ 
そけさきぇ くぇ しすさぇたかうゃけしす. 》けさぇ-
すぇ, おけうすけ さっぇぉうかうすうさぇたぇ こけこ 
╉さなしすぬけ しぇ たけさぇ けす ╊けゃっつ. 〈っ 

くっ うしおぇす こさっょぇすっかしすゃけすけ くぇ 
╊っゃしおう ょぇ しっ しゃなさいゃぇ し すったくうは 
ゅさぇょ う し すはたくぇすぇ ちなさおゃぇ. ¨し-
ゃっく すけゃぇ, ゃ ╀なかゅぇさうは うきぇ っょくう 
たけさぇ, おけうすけ しすさぇてくけ けぉうつぇす 
くぇ けさうゅうくぇかくうつぇす. 150 ゅけょうくう 
こけこ ╉さなしすぬけ っ こさっょぇすっか, しっゅぇ 
すうは たけさぇ おぇいゃぇす けぉさぇすくけすけ. ╇し-
すけさうはすぇ, さぇいぉうさぇ しっ, っ しこけさくぇ, 
くけ うきぇ きくけゅけ ょけぉさう けしくけゃぇくうは 
ょぇ しっ しきはすぇ, つっ くっゅけゃけすけ こさっ-
ょぇすっかしすゃけ っ そぇおす. ╇ しきはすぇき, 
つっ くっ ぉうゃぇ ょぇ ぉなょっ さっぇぉうかう-
すうさぇく.

- ]すぇくぇ ょせきぇ いぇ こさっょぇすっか
しすゃけすけ. ╁なゃ ╁ぇてぇすぇ おくうゅぇ 
しすぇゃぇ はしくけ, つっ ╁ないゃうてっくう
っすけ っ かうつっく ういぉけさ. ┿おけ きけ
あっき ょぇ くぇこさぇゃうき こさっこさぇす
おぇ おなき ょくってくうは ょっく, おぇおゃけ 
くっ っ さぇいぉさぇか ぉなかゅぇさうくなす う 
ょけ ょくっし, いぇ ょぇ こさけょなかあぇゃぇ 
すけかおけゃぇ かっしくけ ょぇ こさけとぇゃぇ 
くぇ ゃけょぇつうすっ しう う くぇ けくっいう, 
おけうすけ しぇ ゅけ こけょゃっかう?  
- ╀なかゅぇさうすっ しぇ すゃなさょっ きっおう 

たけさぇ, いぇすけゃぇ くっ あうゃっはす ょけぉさっ. 
╆ぇとけすけ しぇ すゃなさょっ きっおう たけさぇ, 
うきぇ ういゃっしすくぇ しかぇぉけたぇさぇおすっさ-
くけしす, かっしくけ しっ けゅなゃぇす ぉなかゅぇ-
さうすっ, うきぇす ゃ ういゃっしすくぇ しすっこっく 
しかぇぉ ゅさなぉくぇお. ]っさうけいくうすっ 
しすさぇくう ゃ しゃっすぇ しぇ くぇしっかっくう けす 
きくけゅけ しゃうさっこう う つっしすけ くっしこさぇ-
ゃっょかうゃう くぇさけょう, くけ こけくっあっ 
うきぇす しうかっく たぇさぇおすっさ, けぉとけ 
ゃいっすけ あうゃっはす ょけぉさっ. 〈っあおけ 
くぇ しかぇぉうすっ たぇさぇおすっさう! ╉ぇおすけ 
しっ しかせつゃぇ う すせお. ╁ ╀なかゅぇさうは 
くっとぇすぇ ゃなさゃはす すさせょくけ, ぉぇゃ-
くけ, こさっい ゅけかはきぇ つぇしす けす ゃさっ-
きっすけ - いかっ, こけくっあっ ぉなかゅぇさうすっ 
しぇ きくけゅけ しかけあくぇ しなゃおせこくけしす 
けす おぇつっしすゃぇ - っょくけゃさっきっくくけ 
きっおう う しかぇぉけたぇさぇおすっさくう. 〈けゃぇ 
っ っょくけ う しなとけ おぇつっしすゃけ, おけっすけ 
うきぇ ょゃっすっ しすさぇくう - つけゃっつくけしす, 
くけ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ - う かうこしぇ 
くぇ たぇさぇおすっさ. ╇きぇ っょくう たけさぇ 
ゃ ╂っさきぇくうは う ┿くゅかうは, おけうすけ 
うきぇす きくけゅけ すゃなさょ たぇさぇおすっさ. 〈っ 
こなお しぇ きぇかおけ しすさけゅう う しゃうさっこう 
たけさぇ. ╁うくぇゅう っ ょゃせしきうしかっくけ 
すけゃぇ. ′け すけゃぇ っ っょくけ う しなとけ 
おぇつっしすゃけ.    
╀なかゅぇさうすっ くっ しぇ こけ-せきくう 

うかう こけ-ゅかせこぇゃう けす おけゅけすけ う 
ょぇ ぉうかけ. ╄, きけあっ ぉう, っゃさっうすっ 
しぇ こけ-せきくう. ╇ すけ しう かうつう. ┿い 
しっ てっゅせゃぇき, くけ うきぇ すぇおうゃぇ 
ういしかっょゃぇくうは う すけゃぇ くっ っ しかせ-
つぇえくけ - すっ しぇ ぉうかう こさっしかっょゃぇ-
くう しすさぇてくけ ょなかゅけ ゃさっきっ う しぇ 
しっ くぇせつうかう ょぇ けちっかはゃぇす こさう 
きくけゅけ すっあおう しうすせぇちうう, おけっすけ 
くはおぇお しう さぇいゃうゃぇ せきぇ. 】け しっ 
けすくぇしは ょけ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ, 
すけえ くっ っ こけ-ゅかせこぇゃ けす おけえすけ う 
ょぇ っ ょさせゅ くぇさけょ. ╃ぇあっ, しすさせ-
ゃぇ きう しっ, ょけしすぇ せきくう たけさぇ しぇ 
ぉなかゅぇさうすっ. ′っ きうしかは, つっ くはおぇ-
おなゃ こさけぉかっき すせお しっ ょなかあう くぇ 
ゅかせこけしすすぇ くぇ たけさぇすぇ. ′ぇさけょう-
すっ こけ こさうちうこ くっ しぇ つぇお すぇおうゃぇ 
ゃっかうおう う しゃっすかう せきけゃっ. ╁なすさっ 
ゃなゃ ゃしっおう くぇさけょ うきぇ っょくぇ つぇしす 
けす たけさぇ, おけうすけ しぇ けぉとけ ゃいっすけ 
せきくう たけさぇ. ╃させゅぇすぇ つぇしす - う すは 
っ こけ-ゅけかはきぇすぇ, しぇ „かっかっ-きぇかっ”. 
╇ すぇおぇ っ くぇゃしはおなょっ こけ しゃっすぇ.

- „╁ないゃうてっくうっ“ っ ういすなおぇ
くぇ けす ょうぇかっおすうおぇ. 〈せお っ ちは
かぇすぇ こさけすうゃけさっつうゃけしす くぇ 
しゃっすぇ. ‶さけすうゃけさっつうゃけしすすぇ 
くぇ ゃないゅかっょうすっ っ くぇ ゃしはおぇ 
おさぇつおぇ. ╋けあって ょぇ しさっと
くって ういさぇい おぇすけ: ”╀なかゅぇさうく 
ょぇ しう っ いかぇ しなょぉぇ”, くけ しなとけ 
う: ”] すぇおゃうい たけさぇ ╀なかゅぇさうは  
ょぇかっおけ とっ しすうゅくっ...!” ╉けかおけ 
ゃさっきっ, しこけさっょ ╁ぇし, きけあっ 

ょぇ こさけょなかあう すけゃぇ ょゃうあっ
くうっ - けす せしっとぇくっすけ, つっ っ いかぇ 
しなょぉぇ ょぇ しう ぉなかゅぇさうく, ょけ 
すけゃぇ, ょぇ ゃはさゃぇて, つっ ╀なかゅぇ
さうは ょぇかっおけ とっ しすうゅくっ し すぇお
ゃうい たけさぇ?  ╉なょっ しきっ こけ すけいう 
こなす?
- ╁すけさうはす ちうすぇす, ゃしなとくけしす, っ 

ういゃぇょっく けす おけくすっおしすぇ. ╉ぇおすけ 
ゃっつっ おぇいぇた, ゃしうつおう おぇつっしすゃぇ 
くぇ くぇさけょうすっ しぇ ょゃせしきうしかっくう, 
くっ きけあって ょぇ こさっきぇたくって っょくぇ-
すぇ こけかけゃうくぇ, ぇ ょさせゅぇすぇ ょぇ けし-
すぇくっ. 〈けゃぇ おけかっぉぇくうっ, ょうぇかっお-
すうおぇすぇ, ょゃっすっ しすさぇくう くぇ っょくけすけ 
う しなとけ おぇつっしすゃけ とっ こさけょなか-
あぇす ょぇ しっ こさけはゃはゃぇす さぇいかうつくけ 
ゃ さぇいかうつくうすっ しうすせぇちうう. 〈けゃぇ 
おけかっぉぇくうっ とっ こさけょなかあう きくけ-
ゅけ ょなかゅけ. ╁ っょくう しうすせぇちうう すっ 
とっ くけしはす くぇ ぉなかゅぇさうすっ ょけぉさう 
くっとぇ, ぇ ゃ ょさせゅう - かけてう. ′ぇ-
ちうけくぇかくうはす たぇさぇおすっさ, くぇちうけ-
くぇかくぇすぇ おせかすせさぇ しっ こさけきっくは 
きくけゅけ すさせょくけ. ‶け ゃしはおぇ ゃっさけ-
はすくけしす くうっ とっ こさけょなかあうき ょぇ 
ぉなょっき たけさぇすぇ, おけうすけ しきっ ぉうかう, 
けとっ ょなかゅけ, ょなかゅけ ゃさっきっ. 】っ 
こさけょなかあうき う こけ すぇいう こさうつう-
くぇ ょぇ あうゃっっき こけつすう こけ しなとうは 
くぇつうく. ′うおぇおゃぇ さぇょうおぇかくぇ 
こさけきはくぇ くっ けつぇおゃぇき くうすけ おなき 
ょけぉさけ, くうすけ おなき いかけ. ╁ ╀なかゅぇ-
さうは くっとぇすぇ しすぇゃぇす, くけ しすぇゃぇす 
ぉぇゃくけ う きぇかおけ こけ きぇかおけ う すけゃぇ 
とっ こさけょなかあう う ゃ ぉなょっとっ.

- ]ゃけぉけょぇすぇ っ けしくけゃくぇ 
すっきぇ ゃなゃ „╁ないゃうてっくうっ”, 
おぇおゃけ っ ╁ぇてっすけ せしっとぇくっ, 
ょけおぇすけ ういしかっょゃぇたすっ すっきぇすぇ, 
ゅけすけゃ かう っ ぉなかゅぇさうくなす いぇ 
]ゃけぉけょぇすぇ, いぇ しゃけぉけょくうは しう 
ういぉけさ?
- ′っ けぉうつぇき すぇおぇ ょぇ ゅけゃけさは いぇ 

ぉなかゅぇさうくぇ, ょけしぇょくけ きう っ: ”ぉなか-
ゅぇさうくなす - すけゃぇ, ぉなかゅぇさうくなす - 
けくけゃぇ...”. ┿い くっ さぇいぉうさぇき いぇとけ 
しっ しきはすぇ, つっ こうしぇすっかうすっ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ きなょさせゃぇす. ┿い くっ きけゅぇ ょぇ 
こけくぇしはき きなょさせゃぇとう こうしぇすっかう. 
‶うしぇすっかうすっ すさはぉゃぇ ょぇ さぇいおぇい-
ゃぇす うしすけさうう, ょぇ こさぇゃはす しうかくう 
たぇさぇおすっさう, ょぇ うきぇす たせぉぇゃ しすうか, 
うくすっさっしっく っいうお. ╉けくおさっすくぇすぇ 
うしすけさうは ゃ おくうゅぇすぇ, いぇ おけはすけ 
しすぇゃぇ ょせきぇ, こけおぇいゃぇ, こけ こけゃけょ 
さぇいおぇいぇ くぇ ╂うつけ いぇ [ぇおけゃしおう, 
つっ ゃ ╉けすっか, きけあって ょぇ ぉなょって 
さっゃけかのちうけくっさ う こけぉけさくうお いぇ 
しゃけぉけょぇ  ょけ きけきっくすぇ, ょけおけゅぇすけ 
すけゃぇ しっ けゅさぇくうつぇゃぇ ょけ さぇいゅけ-
ゃけさぇ ゃ おさなつきぇすぇ  うかう ょけさう  ょけ 
すけゃぇ, おくうあうちう ょぇ こうてって. ′け 
くっ すさはぉゃぇ くうとけ こけ-しっさうけいくけ 
ょぇ こさぇゃうて. ╆ぇとけすけ けすすぇき くぇ-
すぇすなお いぇこけつゃぇて ょぇ ぉなさおぇて ゃ 
ょあけぉぇ くぇ ょさせゅうすっ たけさぇ, おけうすけ 
しくぇぉょはゃぇす つさっい ぇぉぇょあうえしす-
ゃけ う あうゃけすくけゃなょしすゃけ ちはかぇすぇ 
すせさしおぇ ぇさきうは し ょさったう う きっしけ. 
┿おけ くぇこさぇゃうて くっとけ, おけっすけ とっ 
いぇしすさぇてう くっ すけかおけゃぇ しせかすぇくぇ, 
ぇ うおけくけきうつっしおうは うくすっさっし くぇ 
しけぉしすゃっくうすっ すう しなゅさぇあょぇくう, すっ 
とっ すっ こさっぉうはす けす ぉけえ. ′っ しせか-
すぇくなす. 

- ╇ こけしかっょくけ - けすおさうたすっ 
かう いぇ ╉ぇいぇくかなお くっとけ うくすっ
さっしくけ こさう こけょゅけすけゃおぇすぇ しう 
いぇ おくうゅぇすぇ? ╂うつけ う ┿しっくつけ, 
ゃしなとくけしす, きうくぇゃぇす う こさっい 
╉ぇいぇくかなお くぇ こなす いぇ ┿さぇぉぇ
おけくぇお う けぉさぇすくけ.
- ′っ. ╆ぇ ╉ぇいぇくかなお くうとけ けしけ-

ぉっくけ うくすっさっしくけ う かのぉけこうすくけ 
くっ しなき けすおさうか.   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
/ういこけかいゃぇくう しぇ う ゃなこさけしう けす 

こせぉかうおぇすぇ こさう こさっょしすぇゃはくっすけ 
くぇ おくうゅぇすぇ/

【そうあ けくたそうみおうあ おひはかちみてあ せあ けせき. ╈かそちえけ 〈あちさそう - あちにけてかさて ╇けそしかててあ ╆あさとせけせあ
う し きぇすっきぇすうおぇすぇ う ういくっ-
くぇょゃぇとけ う いぇ しぇきぇすぇ くっは, 
ゃきっしすけ ゃ ぉはかぇ こさっしすうかおぇ, 
いぇゃなさてうかぇすぇ さっぇかくぇ ゅうき-
くぇいうは ゃ 〈せすさぇおぇく ╁うけかっすすぇ  
いぇこうしゃぇ ぇさたうすっおすせさぇ ゃなゃ 
╁╇┿]. 

╇ こけくっあっ 

おさなゃすぇ ゃけょぇ くっ しすぇゃぇ,  

ゅけょうくう こけ-おなしくけ, こけ ゃさっ-
きっ くぇ こっすうかっすおぇすぇ しう さぇ-
ぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, おなょっすけ 
さぇぉけすう おぇすけ こさけっおすぇくす おなき 
„╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ”,  
ぇさた. ╀ぇおせくうくぇ こさけっおすうさぇ 
こさっけぉけさせょゃぇくっ くぇ しゅさぇょう 
いぇ しこっちうぇかくう う ゃいさうゃけけ-
こぇしくう こさけういゃけょしすゃぇ. ‶さう-
いくぇゃぇ, つっ っ けす とぇしすかうゃうすっ 
ぇさたうすっおすう, くぇ おけうすけ ゃ きくけ-
ゅけ けすくけてっくうは うき しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ しぇ こなさゃう: ょぇ こさけおぇさゃぇす 
こなさすうくう, いぇとけすけ すぇおぇ きけ-
あって ょぇ くぇせつうて くっとけ くけゃけ, 
くっとけ, おけっすけ くっ しう こさぇゃうか. 
¨こさっょっかは しっ おぇすけ とぇしす-
かうゃ  こさけっおすぇくす, すなえ おぇすけ くっ 
ゃしっおうきせ しっ しかせつゃぇ ゃ あうゃけ-
すぇ しう ょぇ こさけっおすうさぇ しゅさぇょぇ 
くぇ こさけすうゃけこけあぇさくぇ しかせあ-
ぉぇ, おぇおすけ くぇ くっは. ╃けゅけょう-
くぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっさっあっ 
かっくすぇすぇ くぇ こさけっおすうさぇくぇすぇ 
けす くっは くけゃぇ しゅさぇょぇ くぇ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ ‶けあぇさくぇ. ′っ 
ゃしっおう ぇさたうすっおす こさけっおすうさぇ 
う ╋¨╊ うかう しすぇさつっしおう ょけき, 
おぇおゃぇすけ しなょぉぇ は くぇしすうゅぇ, 
きぇおぇさ う ょゃぇすぇ こさけっおすぇ ょぇ 
くっ しぇ さっぇかういうさぇくう ょけおさぇえ. 
′っ こけ くっえくぇ ゃうくぇ.  

′っしぉなょくぇすぇ いぇしっゅぇ
けしすぇゃぇ ゅけかはきぇすぇ え きっつすぇ

ょぇ  こさけっおすうさぇ しなゃさっきっく-
くぇ ぉけかくうちぇ, せつうかうとっ うかう 

ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, し ゃしうつおう 
っおしすさう う ゃないきけあくけしすう くぇ 
しなゃさっきっくくぇすぇ ぇさたうすっおすせさぇ, 
きぇおぇさ ゃ こさけそっしうけくぇかくけすけ 
しう CV ょぇ うきぇ こさけっおすうさぇくぇ 
ぉけかくうちぇ ゃ ぉかういおうは ょけ しなさ-
ちっすけ え 〈せすさぇおぇく. 〈ぇき ぇさたう-
すっおす ╀ぇおせくうくぇ こさけっおすうさぇ 
ういゃっしすくぇすぇ つぇしすくぇ ぉけかくうちぇ 
くぇ ゅうくっおけかけゅぇ ょ-さ ╀けえつっゃ. 
╆ぇ 23-すっ しう ゅけょうくう  こさけそっ-

しうけくぇかっく こなす ょうこかけきうさぇくぇすぇ 
ゃ っきぉかっきぇすうつくうは ╋けしおけゃしおう 
ぇさたうすっおすせさっく うくしすうすせす ぇさ-
たうすっおす ╁うけかっすすぇ ╀ぇおせくうくぇ っ 
けしすぇゃうかぇ ょけしすぇ ょうさう ゃ ╉ぇいぇく-

かなお, さぇえけくぇ う しすさぇくぇすぇ. 
╇きぇ さぇいさぇぉけすっくう うくょうゃうょせ-

ぇかくう こさけっおすう  くぇ けおけかけ 260 
つぇしすくう おなとう, くぇ 29 たけすっかぇ う 
おなとう いぇ ゅけしすう, 149 こさけっおすぇ 
くぇ けぉとっしすゃっくう う こさけういゃけょ-
しすゃっくう しゅさぇょう, こさけっおすうさぇかぇ 
っ たけすっか くぇ おなきこうくゅ „┿さぇこは”, 
ゃうかくけ しっかうとっ ゃ ‶ぇきこけさけゃけ, 
たけすっか ゃ させしっくしおけすけ しっかけ ╀け-
あうつっく, ]‶┿-たけすっか ゃ ぅゅけょぇ, 
おけきこかっおし „¨さそっえ” ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ う きくけゅけ ょさせゅう. ╉ぇ-
いぇくかなておうすっ え ょうさう しなとけ しぇ 
きくけゅけ: くぇえ- くけゃうはす たけすっか くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ せかうちぇ „╇しおさぇ”, 
すなさゅけゃしおぇ しゅさぇょぇ くぇ しなとぇすぇ 

せかうちぇ, さっくけゃうさぇくぇすぇ しすぇさぇ 
しゅさぇょぇ くぇ ‶けかうちうはすぇ ゃうかぇ 
„[けいぇ”, しゅさぇょぇすぇ くぇ ぉせか. „┿か. 
╀ぇすっくぉっさゅ” わ17, おぇおすけ う けとっ 
くはおけかおけ すぇおうゃぇ くけゃう しゅさぇょう, 
ういょなさあぇくう ゃ すけいう しすうか. ╁ きけ-
きっくすぇ さぇぉけすう ゃなさたせ こさけっおす 
くぇ こぇさぇおかうし ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
そうさきぇ „╋+] 》うょさぇゃかうお” う 
ぉっいゃないきっいょくけ こさけっおすうさぇ  いぇ-
しすさけうすっかっく こかぇく くぇ きっしすくけしす-

すぇ „]すぇさうすっ かけいは”. ╁ ぇさたうすっ-
おすせさくうは しう こさけっおす しっ けこうすゃぇ 
ょぇ さぇいゃうっ こさっょしすぇゃぇすぇ しう いぇ  
っょうく しなゃさっきっくっく う きけょっさっく, 
こさっょかぇゅぇと ゃしうつおう せょけぉしすゃぇ, 

あうかうとっく おゃぇさすぇか, こさう すけゃぇ 
くぇ こかけと けす 300 ょっおぇさぇ, ゃ おけう-
すけ ょぇ うきぇ ょけしすぇすなつくけ こかけと いぇ 
けぉとっしすゃっくう しゅさぇょう, すぇおぇ つっ 
けぉうすぇすっかうすっ くぇ すけいう おけきこかっおし 
ょぇ しっ つせゃしすゃぇす おけきそけさすくけ ゃ 
くっゅけ.

]さっょ こさけそっしうけくぇかくうすっ 
しう ょうさう うきぇ う けしすぇゃっくう ゃ 

„┿さしっくぇか”,

おなょっすけ さぇぉけすう 5 ゅけょうくう  ゃ 
っおうこぇ くぇ ╇ゃぇく ╋なょさけゃ, ぇ 
こけ-おなしくけ う こさう うくあ. 『ゃっすぇく 
【うおけゃ: しこっちうぇかくうすっ  こけかう-
おぇさぉけくぇすくう ぇさおう くぇ こぇさぇょくうは 

ゃたけょ くぇ „┿さしっくぇか”. ╁ ′╇〈╇, 
おなょっすけ こさっおぇさゃぇ こなさゃうすっ 5 
ゅけょうくう しかっょ いぇゃさなとぇくっすけ しう 
けす [せしうは, しなとけ けしすぇゃは こさけっお-
すぇくすしおう ょうさう. ╀っいぉさけえくう しぇ 
しかっょうすっ え ゃ けぉとうくぇ ╋なゅかうあ, 
おなょっすけ っ ゅかぇゃっく ぇさたうすっおす 14 
ゅけょうくう. ╇ おなょっすけ ういぉうさぇ ょぇ 
しないょぇょっ しゃけは くけゃ ょけき - し てう-
さけお ょゃけさ う おなとぇ こけ きはさおぇ. ╁ 
おけはすけ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ う くぇ-

きうさぇ しこけおけえしすゃうっ う せのす. ╁  
かのぉうきうすっ おくうゅう くぇ ]すぇえくぉっお 
う ]っくおっゃうつ うかう ゃ おけきこぇくうはすぇ 
くぇ こけさぇしくぇかうすっ しう ょっちぇ - しうく, 
こけっか こけ くっえくうは こさけそっしうけくぇ-
かっく こなす, くけ ゃっつっ ゃなゃ 《さぇくちうは, 
う ょなとっさは, おけはすけ くぇえ-ゃっさけはす-
くけ ょけゅけょうくぇ しなとけ とっ っ ういゃなく 
しすさぇくぇすぇ. 

 ′っ こさぇゃは ょなかゅけしさけつくう 
こかぇくけゃっ, 

こけしすぇゃはき しう おさぇすおけしさけつ-
くう ちっかう, おけうすけ こさっしかっょゃぇき, 
しこけょっかは ぇさたうすっおす ╀ぇおせくうくぇ 
う こさういくぇゃぇ, つっ っ けぉしっぉっくぇ けす 
さぇぉけすぇすぇ しう. ╆ぇすけゃぇ う しゃけぉけょ-
くけすけ え ゃさっきっ っ きぇかおけ, ぇ おけゅぇすけ 
けすおさぇょくっ すぇおけゃぇ, くぇこけしかっょなお 
しっ せかぇゃは, つっ ゃしっ こけゃっつっ は ょなさ-
こぇ けすくけゃけ てうっくっすけ: いぇしっゅぇ 
おぇすけ たけぉう う ぇくすうしすさっし-すっさぇ-
こうは. 
′っ え けしすぇゃぇ ゃさっきっ いぇ さうしせ-

ゃぇくっ, きぇおぇさ う ょけしっゅぇ すは ょぇ っ 
っょうくしすゃっくうはす ぇさたうすっおす, おけえすけ 
ゃなこさっおう すったくけかけゅううすっ, こさぇゃう 
こなさゃうすっ しう  こさけっおすう う しおうちう-
さぇ くぇ さなおぇ. 

╁うくぇゅう しないょぇゃぇき こけ すさう 
うょっえくう こさっょかけあっくうは 

いぇ おかうっくすうすっ しう, こけしかっ しは-
ょぇきっ, けぉしなあょぇきっ う くぇきうさぇきっ 
ゃぇさうぇくす, おけえすけ っ くぇえ- ょけぉなさ 
いぇ おかうっくすぇ きう, さぇいおさうゃぇ すは 
つぇしす けす すぇえくぇすぇ ょぇ っ すなさしっくぇ 
う し きくけゅけ さぇぉけすぇ. ¨すおぇいゃぇ ょぇ 
こさっょかぇゅぇ ゅけすけゃう こさけっおすう くぇ 
おかうっくすうすっ しう, おぇすけ しっ しすぇさぇっ 
ょぇ くっ ゅう  すけゃぇさう し ういかうてくう 
こかぇとぇくうは. 
╇いこけゃはょゃぇ きぇおしうきぇすぇ, つっ 

さぇぉけすぇすぇ っ くぇえ-ょけぉさぇすぇ 
さっおかぇきぇ. 

╁ こさけそっしうけくぇかっく こかぇく ぇさたう-
すっおす ╀ぇおせくうくぇ うきぇ  しゃけうすっ うい-
おせてっくうは う かのぉけゃう: こさういくぇゃぇ, 
つっ っ そっく くぇ きけょっさくぇすぇ ぇさたう-
すっおすせさぇ, ういつうしすっくうすっ そけさきう, 
こかけしおうすっ こけおさうゃう う ゅっけきっす-
さうつくうすっ そぇしぇょう. ╁ しゅさぇょうすっ, 
おけうすけ すは こさけっおすうさぇ, すっいう くっえ-
くう „かのぉけゃくう くうておう” しぇ はしくけ 
ういさぇいっくう. ╆ぇすけゃぇ う くはきぇ おぇお 
ょぇ  しっ けぉなさおぇ  しけぉしすゃっくうはす え 
こけつっさお. 
╉ぇすけ ゃしはおぇ くけさきぇかくぇ, いぇしう-

こぇくぇ し さぇぉけすぇ  ょっかけゃぇ あっくぇ, 
おけはすけ しぇきぇ しっ しこさぇゃは し あうゃけ-
すぇ う ょゃっすっ しう こけさぇしくぇかう ょっちぇ, 
╁うけかっすすぇ ╀ぇおせくうくぇ くっ おさうっ, 
つっ う すは, おぇすけ ゃしっおう つけゃっお, しう 
うきぇ しゃけうすっ  すさせょくう きけきっくすう, 
おけうすけ しっ しすぇさぇっ ぉなさいけ ょぇ いぇけ-
ぉうおぇかは う ょぇ ゅけくう かけてうすっ きう-
しかう けす しっぉっ しう. 

„╉ぇいゃぇき しう: 

すさはぉゃぇ ょぇ こさけょなかあぇ!

】けき すけゃぇ きう しっ しかせつゃぇ, いくぇ-
つう とっ ゅけ こさっけょけかっは う ゃ おさぇえ-
くぇ しきっすおぇ ゃしうつおけ とっ ぉなょっ  ょけ-
ぉさっ”, ういこけゃはょゃぇ  くっすなさこはとぇすぇ 
ゃないさぇあっくうっ かうつくぇ しゃけは けこすう-
きうしすうつくぇ そうかけしけそうは ょなとっさは 
くぇ うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ - さけ-
ょっくぇすぇ こけょ いくぇおぇ くぇ ぇきぉうちう-
けいくうは う ぉけさぉっく ̈ ゃっく ぇさたうすっおす 
╁うけかっすすぇ ╀ぇおせくうくぇ.  
╅っくぇすぇ し ぇさしっくぇかしおぇ こけおけ-

かっくつっしおぇ うしすけさうは, けしすぇゃうかぇ  
ゃっつっ すさぇえくぇ ょうさは ゃ しなゃさっきっく-
くぇすぇ ぇさたうすっおすせさくぇ うしすけさうは くぇ 
╉ぇいぇくかなお う くぇ ╀なかゅぇさうは.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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]さっょくけ きっあょせ 200 う 1000 かっゃぇ とっ こけたぇさ

つうき こけ こさぇいくうちうすっ こさっい ょっおっきゃさう, おけうすけ 
しっ いぇょぇゃぇす, う すけ しぇきけ, いぇ ょぇ こけしさっとくっき ′けゃぇ
すぇ ゅけょうくぇ ういゃなく ょけきぇ, こけおぇいゃぇ こさけゃっさおぇ くぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.  ╁  しきっすおぇすぇ くっ ゃかういぇす こぇ
さうすっ, おけうすけ とっ いぇょっかうき いぇ こけょぇさなちう. 
]せきぇすぇ っ くぇ ぉぇいぇ ゅけすけゃくけしすすぇ くう ょぇ こかぇすうき  

いぇ くけゃけゅけょうてくう おせゃっさすう ゃ くはおけえ けす さっしすけさぇく
すうすっ ゃ ゅさぇょぇ いぇ ょゃぇきぇ, おぇおすけ う いぇ くぇえ-っかっ
きっくすぇさくうすっ  „しなこなすしすゃぇとう” さぇいたけょう おなき すけゃぇ 
- すぇおしう, こうさぇすおう, ょさせゅう くけゃけゅけょうてくう いぇおぇつおう  
うかう  すけぇかっすう, ぉっい おけうすけ っ くっゃないきけあっく ぉかはしな
おなす くう ゃ くけゃけゅけょうてくぇすぇ くけと. 
‶さけゃっさおぇ ゃ さっしすけさぇくすうすっ ゃ ゅさぇょぇ う さぇえけくぇ 

こけおぇいゃぇ, つっ きっあょせ 60 う 85 かっゃぇ しすさせゃぇ っょう
くうつっく おせゃっさす いぇ くけゃけゅけょうてくぇすぇ くけと し ゃしうつおう 
ゃおかのつっくう きっいっすぇ, こさっょはしすうは, くぇこうすおう, ぉぇくう
ちぇ し おなしきっすう. ╁ しせきぇすぇ っ ゃおかのつっく う たけくけさぇ
さなす いぇ ょうょあっえ. 
〈ぇき, おなょっすけ っ こさっょゃうょっくぇ う  こけ-しこっちうぇか

くぇ  くけゃけゅけょうてくぇ こさけゅさぇきぇ, し すけきぉけかう う うい
くっくぇょう, おせゃっさすなす „くぇぉなぉゃぇ” ょけ 85 かっゃぇ, ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす おぇすっゅけさうはすぇ くぇ いぇゃっょっくうっすけ 
う  こさっょかぇゅぇくうすっ ぇすさぇおちうう ゃ くけゃけゅけょうてくぇすぇ 
くけと. ╋ぇしけゃけ さっしすけさぇくすうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっょ
かぇゅぇす くぇ ′けゃぇ ゅけょうくぇ いぇぉぇゃかっくうは ゃ おけきこかっおす 
- ょうょあっえ, ゃけょっと う こさけゅさぇきぇ, おけはすけ ゃおかのつゃぇ 
すぇくちう, うくょうゃうょせぇかくう ういこなかくうすっかう, すけきぉけかう, 
そけおせしう,  しせさゃぇおぇさう, しなしすっいぇくうは. 
‶け-ゅなゃおぇゃうすっ さっしすけさぇくすぬけさう しぇ こさっょゃうょうかう 

う ぉけくせしう いぇ こなさゃうすっ, いぇおせこうかう  おせゃっさすう いぇ 
くけゃけゅけょうてくぇすぇ くけと: けすしすなこおう ゃ ちっくぇすぇ, ぉけ
くせしう うかう ょさせゅう ぇすさぇおすうゃくう こさうきぇきおう う ゃぇせ
つっさう いぇ ぉなょっとう こさうょけぉうゃおう. 
╇きぇ う ょさせゅぇ おぇすっゅけさうは こさぇいくせゃぇとう, こさっょ

こけつっかう ょぇ こけしさっとくぇす ′けゃぇすぇ ゅけょうくぇ ういゃなく 
╉ぇいぇくかなお, ゃ くはおけえ かせおしけいっく おせさけさす うかう すなえ 
きけょくうすっ しっゅぇ しさなぉしおう さっしすけさぇくすう ゃ いぇこぇょくぇすぇ 
くう しなしっょおぇ, おなょっすけ こせてっくっすけ くっ っ いぇぉさぇくっくけ, 
ぇ おせこけくなす っ ゅぇさぇくすうさぇく, けしけぉっくけ とけ しっ けすくぇ
しは ょけ そけかおういこなかくっくうはすぇ う   こうとくうすっ そけえっさ
ゃっさおう う  こさぇいくうつくう ゅなさきっあう. 
〈せさけこっさぇすけさしおう ぇゅっくちうう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ 

とっょさけ こさうきぇきゃぇす ゃ うくすっさくっす こさけしすさぇくしすゃけ
すけ し けそっさすう いぇ すさう くけとせゃおう し すさう いぇおせしおう う 
ゃっつっさう, っょくぇすぇ けす おけうすけ ゃ こさぇいくうつくぇすぇ  くけと 
しさっとせ 300-350 かっゃぇ くぇ つけゃっお. ╉ぇすけ しっ ゃおかの
つう う しせきぇすぇ いぇ ゅけさうゃけすけ ょけ ╀っかゅさぇょ うかう ょさせゅ 
ゅけかはき しさなぉしおう ゅさぇょ, いぇしすさぇたけゃおうすっ う くはおけう 
ょさっぉくう こけょぇさなちう うかう こさうゅけすけゃかっくうは いぇ こさぇい
くうつくぇすぇ くけと, くせあくぇすぇ しせきぇ, おけはすけ しっ いぇょっかは, 
っ けおけかけ 1000 かっゃぇ いぇ ょゃぇきぇ ょせてう.
』っ おぇいぇくかなつぇくうくなす けぉうつぇ こさぇいくうちうすっ う けす

ょぇかっつ しっ しすはゅぇ いぇ すはた, かうつう う けす いぇっすうすっ けとっ ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ けおすけきゃさう こけつすう ゃしうつおう ゃっつっさう ょけ 
╉けかっょぇ ゃ おぇいぇくかなておうすっ さっしすけさぇくすう しなし いぇはゃ

-きぇ ょせてう いぇゅせぉうたぇ あうゃけすぇ しう ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ ょけ おさぇは くぇ しっこ
すっきゃさう こさう しすぇくぇかうすっ 1429  おぇすぇしすさけそう. [ぇくっくう
すっ ゃ すはた しぇ 396 ょせてう.
‶け ゃうくぇ くぇ ゃけょぇつうすっ こさうつうくっくうすっ  すっあおう おぇすぇ

しすさけそう しぇ 294. ‶け ゃうくぇ くぇ こってったけょちう しぇ さっゅう
しすさうさぇくう 6 すっあおう こさけういてっしすゃうは. ╆ぇさぇょう すったくう
つっしおぇ くっういこさぇゃくけしす くぇ ぇゃすけきけぉうかう しぇ しすぇくぇかう 2 
すっあおう おぇすぇしすさけそう. 
‶なさゃっくしすゃけすけ こさう くぇさせてっくうはすぇ くぇ ゃけょぇつうすっ, 

おぇすけ こさうつうくぇ う いぇ おぇすぇしすさけそうすっ, っ ょゃうあっくうっすけ し 
こさっゃうてっくぇ う くっしなけぉさぇいっくぇ しおけさけしす. ╆ぇさぇょう すけゃぇ 
しぇ  しすぇくぇかう 107 おぇすぇしすさけそう し 10 いぇゅうくぇかう う 136 
さぇくっくう. 
′ぇ ゃすけさけ きはしすけ, おぇすけ こさうつうくぇ いぇ ‶〈‶, っ けすくっきぇ

くっすけ くぇ こさっょうきしすゃけ. ]すぇすうしすうおぇすぇ すせお っ 90 おぇすぇ
しすさけそう こけ すぇいう こさうつうくぇ し  2 せぉうすう う 111 さぇくっくう.
╃させゅぇ こさうつうくぇ いぇ こなすくうすっ うくちうょっくすう っ せこけすさっ

ぉぇすぇ くぇ ぇかおけたけか う せこけえゃぇとう ゃっとっしすゃぇ. 19 おぇすぇ
しすさけそう し 1 せぉうす う 23 さぇくっくう しぇ しすぇくぇかう ゃ けぉかぇし
すすぇ いぇさぇょう すけゃぇ. 
╉ぇすぇしすさけそうすっ し ょっちぇ う くっこなかくけかっすくう ょけ 17 ゅけ

ょうくう けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ ゃ けぉかぇしすすぇ しぇ 49 
おぇすぇしすさけそう,  1 せぉうす う 56 さぇくっくう.
′ぇ こってったけょくぇ こなすっおぇ しぇ さっゅうしすさうさぇくう 10 こなすくう 

うくちうょっくすぇ, くぇ ぇゃすけぉせしくぇ しこうさおぇ - 2, ぇ くぇ こってっ
たけょっく こさっかっい - 1.
¨さゅぇくうすっ くぇ ╉┿〈  いぇ こっさうけょぇ しぇ おけくしすぇすうさぇかう  

けぉとけ 36 691 くぇさせてっくうは くぇ こさぇゃうかぇすぇ いぇ ょゃうあっ
くうっ こけ こなすうとぇすぇ. ╀さけはす くぇ おけくしすぇすうさぇくうすっ くぇ
させてっくうは こさっい こなさゃうすっ ょっゃっす きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ 
っ し 393 こけ-ゅけかはき けす ぉさけは くぇ おけくしすぇすうさぇくうすっ くぇ
させてっくうは いぇ しなとうは こっさうけょ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
╆ぇゅうくぇかうすっ くぇ こなすは いぇ こっさうけょぇ しなとけ しぇ こけゃっつっ.

[っしすぇゃさうさぇく っ さけ
はかなす  きぇさおぇ “H. 

WOLFFRAMM∙DRESDEN” 
くぇ おぇいぇくかなておうは おけきこけ
いうすけさ ぇおぇょ. ‶っすおけ ]すぇえ
くけゃ. [けはかなす こけしさっとぇ 
こけしっすうすっかうすっ  ゃ いぇかう
すっ くぇ ╂さぇょしおぇすぇ たせょけ
あっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは う ╇╋ 
„╇しおさぇ”. [っしすぇゃさぇちうは
すぇ くぇ さけはかぇ, おせこっく けす 
うきっくうすうは おけきこけいうすけさ 

ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1923 ゅけょうくぇ けす くっきしおうは ゅさぇょ 
╃さっいょっく, こさけょなかあう  こけかけゃうく ゅけょうくぇ う ぉっ 
ういゃなさてっくぇ けす きぇえしすけさうすっ-ぇおけさょぬけさう ╉けく
しすぇくすうく ╀けしうかおけゃ う ╆かぇすうく ╂っけさゅうっゃ.
╇ょっはすぇ いぇ さっしすぇゃさぇちうはすぇ くぇ せくうおぇかくうは 

うくしすさせきっくす っ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお.
[けはかなす くぇ ぇおぇょっきうお ]すぇえくけゃ っ おせかすせさくぇ 

ちっくくけしす けす くぇちうけくぇかくけ  いくぇつっくうっ こけさぇょう 
そぇおすぇ, つっ くぇ くっゅけ すけえ しないょぇゃぇ こけつすう ちはかけすけ 
しう しうきそけくうつくけ う たけさけゃけ すゃけさつっしすゃけ. [けはか
なす っ ょぇさっく くぇ ╇╋ „╇しおさぇ“ けす しうくけゃっすっ くぇ 
おけきこけいうすけさぇ - ╂さうゅけさうえ う ]すっそぇく ]すぇえくけ
ゃう, う っ こさっくっしっく けす ]けそうは くぇ 29 しっこすっきゃさう 
2001 ゅ.
┿おぇょ. ‶っすおけ ]すぇえくけゃ っ さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお 

くぇ 1 ょっおっきゃさう 1896 ゅ. ╋せいうおぇかくうすっ こさぇい
くうちう ゃ くっゅけゃぇ つっしす しっ こさけゃっあょぇす っあっゅけょくけ 
けす 2002 ゅ. くぇしぇき う しっ こさっゃなさくぇたぇ ゃ っょくけ けす 
くぇえ-けつぇおゃぇくうすっ おせかすせさくう しなぉうすうは ゃ さけょくうは 
ゅさぇょ くぇ ゅけかっきうは ぉなかゅぇさしおう おけきこけいうすけさ.

』╊〈╊‶』【╇《 ╉╅╇╅ 
╉《〈 ′╅ ¨′《』【╅╇╊〉¨ 

ぁ╊【¨『¨〉《╈¨

 〈╊╋╉】 200 ¨ 1000 ]╊╇╅ 
〉¨ 』【『】╇╅【 》『╅′〉¨を¨【╊

╁っつっ ゅけょうくぇ しっきっえしすゃけ くぇ おぇょさけゃう ゃけっくけしかせあっとう けす ╉ぇ
いぇくかなお ょぇゃぇ ょけき, たさぇくぇ う ゅさうあう くぇ ういけしすぇゃっくう つっすうさう

くけゅう - おせつっすぇ う おけすおう: こさっきぇいぇくう, ぉけかくう うかう きぇかすさっすうさぇくう 
くぇさけつくけ けす たけさぇすぇ. ‶さうのすなす, ういゃっしすっく こけゃっつっ おぇすけ „つぇしすくうは  
こさうのす くぇ ╇ゃぇ う [せきっく”, ゃっつっ っ ょけぉさっ こけいくぇす くぇ かのぉうすっかうすっ 
くぇ あうゃけすくう, おぇおすけ う くぇ すっいう, おけうすけ うしおぇす ょぇ こけきけゅくぇす くぇ くぇ
きっさっくけ  ぉけかくけ つっすうさうくけゅけ, くけ しぇきうすっ すっ くはきぇす ゃないきけあくけしす. 
╆ぇ ╇ゃぇ う [せきっく しっ いぇゅけゃけさう ゃ こけしかっょくうすっ ょくう, しかっょ おぇすけ 

うきっくくけ すったくうはす こさうのす う ぉかぇゅけさけょくけすけ うき ょっかけ ぉはたぇ  こさっょ
こけつっすっくう けす おぇいぇくかなつぇくう ゃ うくうちうぇすうゃぇすぇ くぇ ぉういくっしきっくぇ 
╀けさうし ╉なさつっゃ „╇いぉっさう おぇせいぇ - こさけきっくう ╉ぇいぇくかなお”. 
〉こさぇゃうすっかはす くぇ おぇぉっかくうは けこっさぇすけさ ゃ ゅさぇょぇ こけょぇさう くぇ 

つぇしすくうは こさうのす いぇ ぉけかくう あうゃけすくう たさぇくぇ, おぇすっさせておぇ う きっょう
おぇきっくすう いぇ ぉかういけ 40 おせつっすぇ う おけすおう くぇ しすけえくけしす くぇょ 1000 
かっゃぇ.  
╇ゃぇ う [せきっく, おけうすけ しぇ とぇしすかうゃう さけょうすっかう くぇ 6-ゅけょうてくぇ 

ょなとっさは, こさういくぇゃぇす, つっ しぇ ういぉさぇかう すけいう くぇつうく ょぇ さっぇかういう
さぇす しっぉっ しう, けすゃなょ こさけそっしうはすぇ, いぇとけすけ けぉうつぇす あうゃけすくうすっ. 

′ぇきうさぇす けしけぉっく しきうしなか ゃ すけゃぇ ょぇ ょぇゃぇす てぇくしけゃっ くぇ すっいう, 
おけうすけ さっぇかくけ くはきぇす てぇくしけゃっ いぇ あうゃけす う けちっかはゃぇくっ くぇ せかう
ちぇすぇ.  
╆ぇ ちっかすぇ しぇ こさっゃなさくぇかう しゃけっすけ さぇくつけ ゃ きっしすくけしすすぇ „]すぇ

さうすっ かけいは“ おさぇえ  ╉ぇいぇくかなお ゃ つぇしすっく こさうのす し うきっすけ „┿くうきぇか 
たけせこ” /′ぇょっあょぇ いぇ あうゃけすくうすっ/. 
╁ くっゅけ すっ けしうゅせさはゃぇす たさぇくぇ, こけょしかけく, ゅさうあう う きっょうちうくしおう 

きぇくうこせかぇちうう くぇ せょぇさっくう けす ぇゃすけきけぉうかう, くぇさけつくけ しゅぇいっくう 
けす たけさぇ, きぇかすさっすうさぇくう あっしすけおけ, ういけしすぇゃっくう けす しすけこぇくうすっ しう 
うかう ゃいっすう けす けぉとうくしおうは こさうのす ぉけかくう おせつっすぇ う おけすおう. 
¨しゃっく つっ しっ ゅさうあぇす いぇ すはた し かうつくう しさっょしすゃぇ う こけきけと けす 

こさうはすっかう, ╇ゃぇ, おけはすけ こけ こさけそっしうは っ ゃっすっさうくぇさっく すったくうお, 
う ゃけっくくうはす けす おぇさうっさぇすぇ [せきっく うき すなさしはす う ょけき. [ぇぉけすはす ゃ 
しなすさせょくうつっしすゃけ し ┿ゃしすさうえしおぇすぇ そけくょぇちうは いぇ いぇとうすぇ くぇ あう
ゃけすくうすっ, おけはすけ っ こぇさすくぬけさ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ すなさしっくっ 
くぇ ょけき いぇ ういけしすぇゃっくうすっ つっすうさうくけゅう. 
]なゃしっき しおけさけ ょゃぇきぇ けす けぉうすぇすっかうすっ くぇ „┿くうきぇか たけせこ“ - ょゃっ 

おせつっすぇ, とっ いぇきうくぇす こさう くけゃう しすけこぇくう ゃ ┿くゅかうは. ╇いけしすぇゃっくぇ 
けす しすけこぇくうすっ しう しすぇさぇ ょぇおっかおぇ とっ ぉなょっ くぇしすぇくっくぇ ゃ しこっちうぇ
かっく しすぇさつっしおう ょけき いぇ ょぇおっかう おさぇえ ╊けくょけく, ぇ ょさせゅけ すさうおさぇおけ 
おせつっ けすうゃぇ こさう しっきっえしすゃけ ゃ ぇくゅかうえしおぇすぇ しすけかうちぇ.
]っきっえしすゃけ 》さうしすけゃう っあっょくっゃくけ けすょっかは こけ くはおけかおけ つぇしぇ, 

いぇ ょぇ けぉゅさうあゃぇ あうゃけすくうすっ, こけゃっつっすけ けす おけうすけ しぇ こさっすなさこっ
かう すっあおう けこっさぇちうう うかう ょさせゅう きぇくうこせかぇちうう いぇ しこぇしはゃぇくっすけ 
くぇ あうゃけすぇ うき. ]さっょ けぉうすぇすっかうすっ くぇ „┿くうきぇか たけせこ“ しぇ すさうお
さぇおう おけすおう う おせつっすぇ, こさっきぇいぇくう けす ぇゃすけきけぉうかう う いぇたゃなさかっ
くう くぇ せかうちぇすぇ きぇかおう ぉっぉっすぇ-おけすっすぇ. 
]っきっえしすゃけすけ くっ けすおぇいゃぇ こけょしかけく う くぇ しかせつぇえくけ こけこぇょくぇかう 

ゃ さぇくつけすけ うき ぉっいょけきくう あうゃけすくう, ぉけかくう う ぉっい けしけぉっくう てぇく
しけゃっ ょぇ けちっかっはす. 
╁しはおけ けす くぇしすぇくっくうすっ あうゃけすくう ゃ つぇしすくうは こさうのす さぇいこけかぇゅぇ 

しなし しけぉしすゃっくぇ おせこうつおぇ いぇ たさぇくぇ う ゃけょぇ う おなとうつおぇ うかう おけて
つっ いぇ しこぇくっ. ‶けゃっつっすけ けす あうゃけすくうすっ しう うょゃぇす し うきっくぇすぇ, ぇ 
すっいう, おけうすけ くはきぇす, しすけこぇくうすっ くぇ こさうのすぇ しぇきう おさなとぇゃぇす くぇ 
すったくうすっ しこぇしうすっかう けす ╁っすっさうくぇさくうは そぇおせかすっす くぇ 〈さぇおうえ
しおうは せくうゃっさしうすっす うかう こけ ょさせゅ くはおぇおなゃ こけゃけょ. 
]さっょ けぉうすぇすっかうすっ くぇ ょけきぇ うきぇ おせつっすぇ, くぇきっさっくう おさぇえ 》ぇ

しおけゃけ, ╀せさゅぇし, しこぇしっくう けす せかうちぇすぇ う おけすおう し ぇすさぇおすうゃくう 
しなょぉう. 
‶けゃっつっすけ けす すはた くはきぇす けしけぉっくう てぇくしけゃっ ょぇ しう くぇきっさはす しすけ

こぇくう ゃ ╀なかゅぇさうは, いぇすけゃぇ しっきっえしすゃけすけ さぇいつうすぇ くぇ こぇさすくぬけさ
しすゃけすけ しう し ぇゃしすさうえしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは.
╉けゅぇすけ しっ こけはゃう あっかぇっと くけゃ しすけこぇくうく いぇ くはおけえ けす くぇてうすっ 

こうすけきちう, きくけゅけ ょなさあうき ょぇ しっ せぉっょうき ゃ うしおさっくけすけ きせ あっかぇ
くうっ ょぇ しっ ゅさうあう いぇ あうゃけすくけすけ, おけっすけ ゃいうきぇ, おぇすっゅけさうつっく っ 
[せきっく, おけえすけ こさういくぇゃぇ, つっ こさぇゃう う しけぉしすゃっくけ こさけせつゃぇくっ いぇ 
すけゃぇ. 
╁ ぉかういおうすっ ょくう けす „┿くうきぇか たけせこ“ こさう くけゃ しすけこぇくうく とっ 

けすうょっ こさっおさぇしっく さっすさうえゃなさ かぇぉさぇょけさ, おけえすけ あうゃっっ ゃすけさう 
あうゃけす しかっょ こさっきぇいゃぇくっすけ しう けす おけかぇ.
╁ しっょきうちうすっ けおけかけ ╉けかっょぇ しっきっえしすゃけ 》さうしすけゃう いくぇっ, つっ 

ゃしうつおう  しっ けこうすゃぇす ょぇ しぇ こけ-ょけぉさう. ′はおけう  せあ, ょさせゅう くぇうしすう
くぇ. [ぇいつうすぇす くぇ うしすうくしおうすっ. ╃けぉさう. ╉けうすけ きけゅぇす ょぇ くぇきっさはす 
きはしすけ ゃ しなさちぇすぇ しう, ぇ こけしかっ う ゃ ょけきけゃっすっ しう いぇ っょくけ しなさちっ 
ゃ こけゃっつっ. ╆くぇはす, ゃはさゃぇす, せぉっょっくぇ しぇ, つっ てぇくしなす ゃ こけゃっつっ しっ 
ゃさなとぇ. ] きくけゅけ かのぉけゃ こけゃっつっ. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

╃ゃっ しっょきうちう くっこさっおなしくぇすけ とっ こけつうゃぇす ぇさしっくぇか-
ちう こけ ゃさっきっ くぇ おけかっょくうすっ う くけゃけゅけょうてくうすっ 

こさぇいくうちう.
〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす さぇいこさけしすさぇくっくぇすぇ いぇこけゃっょ いぇ 

こさけきはくぇ くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ くぇ ╇い-
こなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
╆ぇこけゃっょすぇ っ ゃなゃ ゃさないおぇ し さってっくうっ くぇ さなおけゃけょしすゃけ-

すけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ う っ しなゅかぇしせゃぇくぇ しなし しうくょうおぇすうすっ.
╆ぇ こさっょしすけはとうすっ おけかっょくう う くけゃけゅけょうてくう こさぇいくうちう 

さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” ういかういぇす ゃ けすこせしお くぇ 22-さう 
ょっおっきゃさう う とっ ぉなょぇす くぇ さぇぉけすぇ つぇお くぇ 6-すう はくせぇさう 
2014 ゅけょうくぇ. 
21-ゃう ょっおっきゃさう /しなぉけすぇ/ っ さぇぉけすっく ょっく いぇ そうさきぇすぇ, 

ゃ おけえすけ とっ しっ けすさぇぉけすゃぇ 30-すう ょっおっきゃさう. 
¨しすぇくぇかうすっ さぇぉけすくう ょくう ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ, おけうすけ 

とっ しぇ ゃ しなぉけすぇ, し ちっか けすさぇぉけすゃぇくっ くぇ こけつうゃくう ょくう, いぇ 
ぇさしっくぇかちう しぇ 23-すう くけっきゃさう, おけえすけ けすさぇぉけすゃぇ 23-すう 
ょっおっきゃさう う 7 ょっおっきゃさう, おけえすけ けすさぇぉけすゃぇ 27 ょっおっき-
ゃさう. 
‶けつうゃくうはす 2-さう はくせぇさう とっ  しっ けすさぇぉけすゃぇ くぇ 11-すう 

はくせぇさう - しなとけ しなぉけすぇ.
3-すう はくせぇさう とっ しっ けすさぇぉけすゃぇ くぇ 25-すう はくせぇさう.
 
2013 ゅけょうくぇ: 

23 ょっおっきゃさう – 23 くけっきゃさう 
27 ょっおっきゃさう -  7 ょっおっきゃさう
30 ょっおっきゃさう - 21 ょっおっきゃさう 

2014 ゅけょうくぇ:

2 はくせぇさう - 11 はくせぇさう 
3 はくせぇさう - 25 はくせぇさう.

] けゅかっょ しなけぉさぇいはゃぇくっ し さぇぉけすくうは ゅさぇそうお くぇ „┿さ-
しっくぇか” こなさゃうはす ぉさけえ いぇ 2014 ゅけょうくぇ くぇ そうさきっくうは 
ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ ういかっいっ くぇ 17-すう はくせぇ-
さう. ‶けしかっょくうはす ぉさけえ くぇ ゃっしすくうおぇ いぇ 2013 ゅけょうくぇ とっ 
ういかっいっ くぇ 20-すう ょっおっきゃさう.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

》ちそおひしきあうあ そて つてち. 1

おう いぇ おけかっおすうゃくう すなさあっしすゃぇ う そうさきっくう ぉぇくおっ
すう. ╉せゃっさすうすっ  いぇ すはた  きぇしけゃけ ゃぇさうさぇす けす 20-25  
かっゃぇ, おぇすけ くぇえ-しおなこうすっ しぇ けす 33 かっゃぇ. ‶けしかっょ
くうすっ, けぉぇつっ, しぇ こさうょさせあっくう  し ゃないきけあくけしす いぇ 
ういぉけさ けす 3 きっくのすぇ う  いぇぉぇゃくぇ こさけゅさぇきぇ し ゃけょっと 
う ょうょあっえ.  
╆ぇさぇょう こさうくちうこくけ すさせょくうは いぇ さっしすけさぇくすぬけさ

しおうは  ぉういくっし しっいけく, こさっょゃうょ けしすぇくぇかけすけ けゅさぇ
くうつっくうっ くぇ こせてっくっすけ, きぇしけゃけ しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ 
いぇゃっょっくうは  こさぇゃはす う おけくおさっすくう  ょけゅけゃけさおう いぇ 
きっくの, しせきう う ょさせゅう  けすしすなこおう し ちっか ょぇ しっ くぇこなか

くう いぇゃっょっくうっすけ.  
 ‶さぇいくうつくぇすぇ ぉぇくおっすくぇ しっさうは しっ けすおさうゃぇ けす 

ぉぇくおっさうすっ, おけうすけ いぇこけつゃぇす し こさぇいくせゃぇくっすけ くぇ 
6-すう  ょっおっきゃさう - ′うおせかょっく. ‶うおなす っ ゃ ょくうすっ 
けおけかけ 13-すう う 21-ゃう ょっおっきゃさう. 
 ╆ぇっすう しぇ こけつすう ゃしうつおう さっしすけさぇくすう う ゃ ょくうすっ 

くぇゃさなた ′けゃぇ ゅけょうくぇ - 28-きう う  29-すう ょっおっきゃさう. 
‶さうくちうこくけ 30-すう ょっおっきゃさう っ  しゃけぉけょっく ょっく いぇ
さぇょう こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ ょなかゅぇすぇ こさぇいくうつくぇ くけと. 
′け, ぇおけ しすっ さってうかう すけつくけ すけゅぇゃぇ ょぇ こさぇいくせゃぇすっ, 
くはきぇ ょぇ ゃう けすおぇあぇす. ‶け すさぇょうちうは, ゃ くぇゃっつっさうっ
すけ くぇ ╉けかっょぇ う ゃ こなさゃうすっ  ょゃぇ ょくう けす こさぇいくうつ
くぇすぇ おけかっょくぇ しっさうは, ぉぇくおっすう くはきぇ. 

╆ぇ すっいう, おけうすけ くはきぇす こかぇくけゃっ ょぇ こけしさっとぇす 
′けゃぇ ゅけょうくぇ ういゃなく ょけきぇ, けしすぇゃぇ せすってっくうっすけ, 
つっ すぇいう ゅけょうくぇ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっょかぇ
ゅぇ しなこなすしすゃぇとけ おけかっょくけ-くけゃけゅけょうてくけ ゃっしっかうっ 
くぇ こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし” し  けすおさうすぇ しちっくぇ, くぇ 
おけはすけ とっ しっ ういはゃはゃぇす あっかぇっとう すぇかぇくすう う そけさ
きぇちうう けす さぇえけくぇ. 
 ̈ すおさうすぇすぇ しちっくぇ いぇこけつゃぇ けす 16-すう ょっおっきゃさう う 

とっ こさっょかぇゅぇ いぇぉぇゃぇ ょけ 30-すう ょっおっきゃさう ゃ つぇしけ
ゃっすっ けす 15 ょけ 17. 
 ╁ くけゃけゅけょうてくぇすぇ くけと しなとけ とっ うきぇ いぇぉぇゃかっ

くうは, こっしくう う すぇくちう くぇ ゅさぇょしおうは ちっくすさぇかっく こかけ
とぇょ, おけうすけ とっ しっ こさっかっはす う ゃ こなさゃうすっ つぇしけゃっ 
くぇ ′けゃぇすぇ 2014 ゅけょうくぇ. 

                                       ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

｠『《〉¨[╅

′っそしっ 《ぇうき 〈せそぇくけゅかせ くぇ 36 ゅ. けす し. ╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ しっ 
くせあょぇっ けす しこってくぇ こけきけと いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ

いぇおせこせゃぇくっ くぇ うくゃぇかうょくぇ ぇおせきせかぇすけさくぇ おけかうつおぇ
くぇ しすけえくけしす 10 000 かっゃぇ.

╀ぇくおけゃぇ しきっすおぇ
╇くゃっしす ぉぇくお: BG 19IORT80231000687100;

BIG: IORTBGSF

〈っかっそけく いぇ ゃさないおぇ: 0896 87 27 53

′《╇ ′╅ 》《〈《ぅ

...′╅╉ぇ]╋¨【╊]〉╅
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╇ょっはすぇ いぇ いぇょなかあうすっかくぇ いぇしすさぇたけゃおぇ „╆っきっすさっしっくうっ” すさはぉゃぇ 

ょぇ こけかせつう こけょおさっこぇ けす けぉとっしすゃけすけ, こさっょう ょぇ しっ さっぇかういうさぇ, 
しきはすぇ ╋うたぇかっゃしおう. 
]こけさっょ ょっこせすぇすぇ, こさう くけゃぇすぇ いぇょなかあうすっかくぇ いぇしすさぇたけゃおぇ „╆っ-

きっすさっしっくうっ” うょっはすぇ っ ちっくぇすぇ くぇ こけかうちうすっ ょぇ っ きぇかなお こさけちっくす 
けす しすけえくけしすすぇ くぇ うきけすぇ, いぇ ょぇ ぉなょっ こけくけしうきぇ いぇ たけさぇすぇ, けぉはしくう 
╋うたぇかっゃしおう. 
‶さっょゃうあょぇ しっ こぇさうすっ ょぇ しっ しなぉうさぇす けす つぇしすくう いぇしすさぇたけゃぇすっ-

かう, くけ ょぇ けすうゃぇす ゃ ょなさあぇゃっく そけくょ, ぇ いぇ おけきこぇくううすっ ょぇ けしすぇゃぇ 
きうくうきぇかっく こさけちっくす おけきうしうけくぇ.
 ′ぇきっさっくうっすけ いぇ くけゃぇすぇ いぇしすさぇたけゃおぇ うょゃぇ ゃ しっょきうちぇすぇ, ゃ 

おけはすけ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは ぉはたぇ せしっすっくう ょゃっ いっきっすさっ-
しっくうは, きっあょせ 3,3 う 4 こけ しおぇかぇすぇ くぇ [うたすっさ. ╁すけさけすけ ぉっ し っこう-
ちっくすなさ しぇきけ くぇ 23 おうかけきっすさぇ けす しさなぉしおうは ゅさぇょ ‶さうとうくぇ う 
しっさうけいくけ さぇいかのかは ╆ぇこぇょくぇ ╀なかゅぇさうは. 
 ]こけさっょ いぇしすさぇたけゃぇすっかう, きぇおぇさ う  ぉぇゃくけ, ぉなかゅぇさうくなす せいさはゃぇ 

いぇ こさっょこさうっきぇくっすけ くぇ こさっゃぇくすうゃくう きっさおう こけ けすくけてっくうっ くぇ 
さうしおけゃっすっ, おけうすけ しなこなすしすゃぇす くっょゃうあうきうすっ うきけすう: おさぇあぉう, くぇ-
ゃけょくっくうは, いっきっすさっしっくうは. ╋ぇおぇさ う さぇいこけかぇゅぇとう し けゅさぇくうつっくう 
しさっょしすゃぇ いぇ こけょけぉくう いぇしすさぇたけゃおう, ゃしっ こけゃっつっ しっきっえしすゃぇ こさう-
ぉはゅゃぇす ょけ こけょけぉくう こさっゃぇくすうゃくう きっさおう, おけうすけ ゅぇさぇくすうさぇす ょけいぇ 
しうゅせさくけしす ゃこけしかっょしすゃうっ.         
                                                                 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ „┿さしっくぇか”, ゃ かうちっすけ くぇ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, いぇき.-ょうさっおすけさ こけ ぇょきうくうしすさぇ-
すうゃくうすっ う しこっちうぇかくう ゃなこさけしう ゃ ょさせあっしすゃけすけ う ┿すぇくぇし ╀けいけゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ 

ゃなゃ そうさきぇすぇ, 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 さぇぉけすくぇ しさっとぇ いぇ けぉきはくぇ くぇ うくそけさきぇちうは う 
こさぇおすうおう こけ っゃさけこっえしおう こさけっおす くぇ すっきぇ: „′けゃう せきっくうは いぇ しうゅせさくう さぇぉけすくう きっしすぇ”. ]さっとぇすぇ しっ 
こさけゃっょっ ゃ こけかしおぇすぇ しすけかうちぇ ╁ぇさてぇゃぇ.
‶さけっおすなす っ くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ しうくょうおぇかくぇすぇ そっょっさぇちうは くぇ きぇてうくけしすさけうすっかうすっ „ ╋っすぇかっかっお-

すさけ” う っ し きっあょせくぇさけょくけ せつぇしすうっ. ̈ しゃっく ぉなかゅぇさしおぇすぇ しうくょうおぇかくぇ  そっょっさぇちうは, ゃ くっゅけ せつぇしすゃぇたぇ  
したけょくう けさゅぇくういぇちうう けす ‶けかてぇ, ╋ぇおっょけくうは う ╇しこぇくうは. 
╇ょっはすぇ くぇ こさけっおすぇ っ つさっい けぉせつっくうっ  くぇ さぇぉけすくうちうすっ ょぇ しっ しないょぇゃぇす こけ-しうゅせさくう さぇぉけすくう きっしすぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ つっすうさうすっ しすさぇくう, こぇさすくぬけさう こけ こさけっおすぇ, しぇ しこけょっ-

かうかう さぇぉけすっとう こさぇおすうおう けす しゃけうすっ しすさぇくう いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ すさぇえくう さぇぉけすくう きっしすぇ, さぇいかうつくう 
ゃないきけあくけしすう いぇ おゃぇかうそうおぇちうは う こさっおゃぇかうそうおぇちうは くぇ さぇぉけすっとうすっ, おぇおすけ う こさけぉかっきうすっ し さぇ-
ぉけすくぇすぇ さなおぇ, おけうすけ すっ しさっとぇす. ╁しうつおう そうさきう, せつぇしすゃぇとう ゃ  こさけっおすぇ, しぇ けす しそっさぇすぇ くぇ きぇてう-
くけしすさけっくっすけ. 
‶さっょしすぇゃうすっかはす くぇ „┿さしっくぇか” -  いぇき.-ょうさっおすけさなす こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ う しこっちうぇかくう ゃなこさけしう 

]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, っ しこけょっかうか けこうすぇ くぇ そうさきぇすぇ し けぉせつぇゃぇくっすけ う おゃぇかうそうおぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすっ-
とうすっ ゃ くっは つさっい しないょぇょっくうは こさっょう 3 ゅけょうくう う かうちっくいうさぇく 『っくすなさ いぇ こさけそっしうけくぇかくぇ  おゃぇかう-
そうおぇちうは う けぉせつっくうっ おなき そうさきぇすぇ. 
¨す くぇつぇかけすけ くぇ くっゅけゃぇすぇ ょっえくけしす ょけ きけきっくすぇ ゃ ちっくすなさぇ しぇ こさっきうくぇかう しこっちうぇかくけ けぉせつっくうっ 

う しぇ こけかせつうかう しゃけはすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは 107 ょせてう. 〈っ しぇ けぉせつっくう いぇ かっはさう, きぇ-
てうくくう きけくすぬけさう, けこっさぇすけさう くぇ おけきこのすなさ. ╇いょぇょっくう しぇ う ょっしっすおう しっさすうそうおぇすう いぇ おかのつけゃう 
おけきこっすっくちうう, けしくけゃくけ いぇ さぇぉけすぇ しなし しこっちうぇかっく しけそすせっさ FAMUC 18 IMB, おぇおすけ う いぇ すったくうおぇ くぇ 
かぇぉけさぇすけさくぇすぇ さぇぉけすぇ. 
]こけさっょ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ っ ょうしおせすうさぇくぇ てうさけおけ う すっいぇすぇ いぇ さけかはすぇ くぇ 

しうくょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう ゃ こさけちっしぇ こけ しないょぇゃぇくっ くぇ しうゅせさくう さぇぉけすくう きっしすぇ う こけ-しこっちうぇかくけ 
ゃ さぇぉけすぇすぇ うき こけ きけすうゃぇちうはすぇ う けぉせつっくうっすけ くぇ さぇぉけすっとうすっ ょぇ しっ せしなゃなさてっくしすゃぇす うかう こさうょけ-
ぉうゃぇす くけゃう おゃぇかうそうおぇちうう, し ちっか いぇこぇいゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇすぇ. 
′けゃうすっ すったくけかけゅうう ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ ぉっいしこけさくけ くぇかぇゅぇす ょぇ しきっ こけ-ゅなゃおぇゃう, おぇおすけ くうっ, きっ-

くうょあなさうすっ くぇ そうさきう, すぇおぇ う しぇきうすっ さぇぉけすくうちう, ぇおけ うしおぇきっ ょぇ しきっ おけくおせさっくすくけしこけしけぉくう う ょぇ 
こけかせつぇゃぇきっ こけ-ょけぉさう ょけたけょう, しこけょっかう ゃこっつぇすかっくうはすぇ しう けす そけさせきぇ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ. 
╋ったぇくういきうすっ いぇ きけすうゃぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすくうちうすっ ょぇ けしすぇくぇす くぇ さぇぉけすぇ, しかっょ おぇすけ そうさきぇすぇ うかう 

ょなさあぇゃぇすぇ っ うくゃっしすうさぇかぇ ゃ すはた う ゃ すさせょくう ゃさっきっくぇ, ぇ くっ ょぇ すなさしはす くけゃう  ういすけつくうちう くぇ ょけたけょう 
う くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ,  っ ぉうかぇ しなとけ いぇしすなこっくぇ すっきぇ ゃ きっあょせくぇさけょくうは けぉきっく. 
¨ぉしなあょぇくう しぇ う こさけぉかっきうすっ, しゃなさいぇくう し こさけそっしうけくぇかくうすっ おぇつっしすゃぇ う せきっくうは う ゃないきけあくけしす-

うすっ いぇ けぉせつっくうっ くぇ  さぇぉけすっとうすっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ. ╀うかう しぇ けぉきっくっくう う うょっう いぇ 
さぇいかうつくう しけちうぇかくう こさうょけぉうゃおう う ょさせゅう きったぇくういきう, おけうすけ ょぇ こさっゃなさくぇす ょぇょっくけ さぇぉけすくけ きはしすけ 
ゃ こけ-こさうゃかっおぇすっかくけ.
╁しっ こけゃっつっ そうさきう し すったくうつっしおう こさけそうか くぇ こさけういゃけょしすゃけ ういこうすゃぇす しっさうけいくぇ  くせあょぇ けす おぇ-

つっしすゃっくう う ょけぉさっ けぉせつっくう, おゃぇかうそうちうさぇくう さぇぉけすくうちう ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくうは しっおすけさ, ぇ しなとっ-
ゃさっきっくくけ ょっそうちうすなす くぇ すぇおうゃぇ おぇょさう しすぇゃぇ ゃしっ こけ-けしすなさ. ╄ょくぇ けす こさうつうくうすっ っ ゃ さぇいさせてっくうすっ 
すさぇょうちうう くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ こさけそっしうけくぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ,  ょさせゅぇ - ゃ かうこしぇすぇ くぇ きけすうゃぇちうは くぇ 
しぇきうすっ たけさぇ ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす, いぇすけゃぇ っ う しすさっきっあなす くぇ さなおけゃけょしすゃぇすぇ くぇ  そうさきうすっ ょぇ いぇょなさあぇす 
おぇつっしすゃっくうすっ しう おぇょさう  くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ  いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”  ′っくけゃ.  
]こけさっょ くっゅけ, くぇ さぇぉけすっとうすっ こっくしうけくっさう しかっょゃぇ ょぇ しっ ゅかっょぇ おぇすけ くぇ こなかくけちっくくう さぇぉけすくうちう, ぇ 

くっ おぇすけ くぇ たけさぇ, おけうすけ はょぇす けす たかはぉぇ くぇ ょさせゅうすっ,  いぇとけすけ すっ しぇ けすゅけゃけさくう, いくぇはす, きけゅぇす う ょぇゃぇす 
きくけゅけ けす しっぉっ しう ゃ さぇぉけすぇすぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ しさっとぇ しぇ けぉしなあょぇくう ゃぇさうぇくすう いぇ  そうくぇくしけゃけ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ 

そうさきうすっ  こけ けすくけてっくうっ くぇ うくゃっしすうちうう ゃ けぉせつっくうっ くぇ さぇぉけすくうちうすっ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ しうゅせさくう  
さぇぉけすくう きっしすぇ. 〈さう しぇ ょうしおせすうさぇくうすっ  ゃぇさうぇくすう ゃ すぇいう こけしけおぇ, こけはしくう ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ: こけ 
かうくうは くぇ ょなさあぇゃぇすぇ, っゃさけこっえしおけ そうくぇくしうさぇくっ う しさっょしすゃぇ くぇ しぇきぇすぇ そうさきぇ. 
╋っあょせくぇさけょくうはす こさけっおす くぇ ′]《 „╋っすぇかっっかおすさけ” こさうおかのつゃぇ しゃけはすぇ ょっえくけしす ゃ おさぇは くぇ そっゃさせ-

ぇさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 
   

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Момент от международната среща
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Представяме  ви Лина Узунова,

бивша арсеналка,
служител в Изчислителния център.

Тя има седемгодишна любов с „Арсенал”. Разделят се по 
взаимно съгласие  миналата година по това време. От 

май тази година  е в редиците на българските пенсионери, 
без да се оплаква от този си статут. 
Намира го за прекрасен заради 
свободата да разполагаш със себе си 
и своите желания.  Любовта й към 
перото и писаното слово, обаче, датира 
от ученическите й години. Макар да е 
с диплом за учител по математика и 
физика и да има зад гърба си солиден 
стаж като преподавател в едно 
казанлъшко училище, после 12 години 
като директор на училището в 
Търничене, бившата служителка на 

Изчислителния център на „Арсенал” Лина Узунова  остава 
вярна на поезията и прозата.

Публикувала е в десетки вестници и списания в страната, 
а в дебели папки  в дома й  дремят непубликувани творби за 
още една книга.  

Творби на Лина са отпечатвани в казанлъшките вестници 
„Искра” и „Долина”, в сп. „Кула”, а така също и във вестниците 
„Ако мине”,  „Жена”, „Карнобатски глас”, „Седмични вести”, 
„Дар” - София,  „Вестник за дома”  и други.

В делника си и сега Лина не скучае: чете трескаво, обича да 
пътува, покрай грижите за внуците  е все така любопитна 
към живота и търсеща неговите предизвикателства. 

Специално за читателите на „Трибуна Арсенал” Лина 
предостави  тези свои творби.

╉ぇいゃぇす - くっ っ しこうさおぇ, 
┿ っ こなすはす くう ょけ くっは.

′はきぇ すけ くう ちゃはす, くう きうさうし.
]なし さなちっ くっ しっ せかぇゃは.

〈けこかう くう, ぇおけ ゅけ しさっとくっき.
╊うこしゃぇ くう, おけゅぇ ゅけ くはきぇ.

╁しなとくけしす とけ っ すけ? - くっ いくぇっき. 
』ぇおぇきっ ゅけ う しう すさぇっき
〈け しぇきけ ょぇ くう くぇきっさう.

]すなかぉう さぇいくう しう おぇすっさうき う いぇ ょさせゅうすっ くったぇっき.

 】け っ すけ? – くけ おけえ ょぇ おぇあっ,
 】けき しぇきう くっ いくぇっき ょぇあっ? 

 ╋けあっ ぉう っ すけ ゃ せしきうゃおぇ
 ′ぇ ょっすっ - くっゃうくくけ  ちゃっすっ.
 ╋けあっ ょぇ っ ゃ ういゅさっゃ かっすっく
 うかう ゃ しくっあくぇすぇ こけおさうゃおぇ.

 ╋けあっ ゃ くっつうえ こけゅかっょ しおさうすけ
 ╃ぇ くう ゅかっょぇ う しっ こうすぇ

 】っ ゅけ ゃうょうき かう う くうっ うかう けとっ ょぇ しっ おさうっ.

┿い すっ つぇおぇき. ╁ いけさう
 ╁っつっ しきっすおう しう こさぇゃは.

╃ぇくけ ょけえょって! 〉ゃう! 
 ╇ くぇおなしゃぇ しなくは きう 
 きうしなかすぇ  きう こけ すっぉ.

 ╉ぇお すっ つぇおぇき! ′っ うょゃぇて! 
 ′け こなお ょけえょって かう, いくぇえ: 
 ╁っつっ しきっすおう くっ こさぇゃは -
 】っ すっ こさなしくぇ - ょけおさぇえ!

 〈せえ とっ いくぇつう, ╆ぇこかぇすけ, 
 つっ ょけ かっゃ, ょけ こっすぇお, 
 ぇい とっ たぇさつぇ ぉけゅぇすけ, 
 くっ こけょゅなゃぇえおう おさぇお!

                 19.01. 1994 ゅけょうくぇ

】ぇしすうっすけ

¨つぇおゃぇくっ
**************

′ぇ くっは /╆/

╋うかっくぇ うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか“ こけ 
ゃさっきっ くぇ ゅけかはきぇすぇ おさういぇ ゃ 
こさっょこさうはすうっすけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
きうくぇかけすけ ょっしっすうかっすうっ. ‶なさゃうすっ 
ゅけょうくう しかっょ 2000-すぇ しぇ すっあおう, 
いぇこかぇすうすっ いぇおなしくはゃぇす し きっしっ-
ちう, いぇすけゃぇ すは こさうっきぇ しっゅぇてくうすっ 
すさせょくけしすう おぇすけ くっとけ くけさきぇかくけ. 
╁ けさなあっえくうちぇすぇ, おぇおすけ きくけゅけ 

ょさせゅう ぇさしっくぇかちう, ╋うかっくぇ ╂っ-
けさゅうっゃぇ うょゃぇ „こけ くぇしかっょしすゃけ“ - 
すせお は ゃけょう くっえくぇすぇ きぇえおぇ, しなとけ 
さぇぉけすうかぇ ゃ „┿さしっくぇか“, おなょっすけ っ 
さぇぉけすうか う ょはょけすけ くぇ ╋うかっくぇ. ̈ す 
くっえくけすけ くぇつぇかけ ゃ „┿さしっくぇか“  しぇ 
しっ ういくういぇかう ゃっつっ ょっしっす ゅけょうくう. 
′っせしっすくけ. „╉ぇお ぉなさいけ きうくぇゃぇ 
ゃさっきっすけ...!“, ゃっつっ いくぇっ こけさぇし-
くぇかけすけ きけきうつっ, けとっ こさっょう ょぇ っ 
いぇおさなゅかうかけ こさっゃさぇすくうすっ いぇ ゃしは-
おぇ あっくぇ  40.  
╋うかっくぇ っ けす ゃうこせしおぇ くぇ こなさ-

ゃうすっ こぇさぇかっかおう けす ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ せつうかうとっすけ こけ すっおしすうか ゃ 
╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ すったくうおせき. 〈った-
くうつっしおうすっ こけいくぇくうは けす しさっょくけ-
すけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃっょくぇゅぇ ゃかういぇす 
ゃ さぇぉけすぇ ゃ しこっちうぇかくけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ ╆ぇゃけょ  4. [ぇぉけすぇすぇ 
し すったくうつっしおぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは 
っ っあっょくっゃくぇ う けすゅけゃけさくぇ, くけ 
いぇ ╋うかっくぇ すけゃぇ っ せょけゃけかしすゃうっ. 
‶さけゃっさおぇすぇ くぇ しなけすゃっすしすゃうはすぇ 
くぇ ういょっかうはすぇ  ういうしおゃぇ ょぇ ぉなょって 
„くぇ すう“ し  すったくうつっしおぇすぇ ょけおせ-
きっくすぇちうは,  こさう うくしこっおすうさぇくっすけ 
くぇ おぇつっしすゃけすけ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇて 
こけいくぇくうは こけつすう おけかおけすけ っょうく 
すったくけかけゅ, けぉはしくはゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう 
しゃっすかけおけしけすけ きけきうつっ けす ┿かっはすぇ 
くぇ しかぇゃぇすぇ - 2013. ] けこうすぇ しう 
けす ゃっつっ ょっしっすうかっすうっ, ╋うかっくぇ っ 
さぇいぉさぇかぇ, つっ こさう けこぇしくけしすうすっ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ すせお, ゃぇあくけ っ 
ょぇ しっ しこぇいゃぇ しすさけゅけ けこうしぇくけすけ ゃ 
ょけおせきっくすぇちうはすぇ. ╇きっくくけ すぇおぇ, 
おぇおすけ っ けこうしぇくけ.

╉けきこさけきうしう くっ しっ こさぇゃはす. 

《╆〈╊〉
]すっかぇ ╇かつっゃぇ - てかけしっさ ゃ ╆ぇゃけょ 5, ちった 610, ゃいっ せつぇしすうっ ゃ VII くぇせつくけ-

こさぇおすうつっしおぇ おけくそっさっくちうは くぇ きかぇょうすっ しこっちうぇかうしすう けす こさっょこさうはすうは 
う けさゅぇくういぇちうう くぇ ‶さうゃけかあしおうは そっょっさぇかっく けおさなゅ.
《けさせきなす しっ こさけゃっょっ ゃ させしおうは ゅさぇょ 〈けかうぇすう けす 14-すう ょけ 17-すう くけっき-

ゃさう. ╉けくそっさっくちうはすぇ ぉっ けさゅぇくういうさぇくぇ けす ╉けきうすっすぇ こけ ゃなこさけしうすっ くぇ きかぇ-
ょっあすぇ くぇ けぉとうくぇ 〈けかうぇすう う けぉとうくしおけすけ ぉのょあっすくけ せつさっあょっくうっ  ╃けき 
くぇ きかぇょっあおうすっ けさゅぇくういぇちうう „【ぇくし“. 『っかすぇ  くぇ おけくそっさっくちうはすぇ っ ょぇ しっ  
しないょぇょっ こさけしすさぇくしすゃけ いぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ さっぇかういぇちうは くぇ きかぇょうすっ しこっ-
ちうぇかうしすう う せつぇしすうっすけ うき ゃ さってぇゃぇくっ くぇ ぇおすせぇかくう こさけぉかっきう ゃ こさっょこさう-
はすうはすぇ, けこさっょっかはくっ くぇ こっさしこっおすうゃうすっ いぇ さぇいゃうすうっ.
╁ おけくそっさっくちうはすぇ ]すっかぇ ╇かつっゃぇ せつぇしすゃぇ し こさっいっくすぇちうは くぇ すっきぇ けす しそっ-

さぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, ゃ おけっすけ すは しっ さっぇかういうさぇ こさけそっしうけくぇかくけ. ╆ぇ-
っょくけ し くっは,  きかぇょうすっ すったくうつっしおう おぇょさう くぇ ╉ぇいぇくかなお ぉはたぇ こさっょしすぇゃっくう 
けす ぅゃけさ 》さうしすけゃ,  しかせあうすっか ゃ ょさせゅぇ おぇいぇくかなておぇ そうさきぇ けす しそっさぇすぇ くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ.  
]すっかぇ う ぅゃけさ せつぇしすゃぇたぇ う ゃ すさっくうくゅう いぇ こさっいっくすぇちうけくくう せきっくうは う こせぉ-

かうつくけ こさっょしすぇゃはくっ, ゃ けぉさぇいけゃぇすっかくう うくすっかっおすせぇかくけ-すゃけさつっしおう うゅさう.
╁ういうすぇすぇ くぇ ょゃぇきぇすぇ おぇいぇくかなつぇくう ゃ 〈けかうぇすう ぉっ こけ かうくうは くぇ ょゃせしすさぇく-

〈けしかせあ ╈かそちえけかうあ そて ′あうそお 4:

╆ぇとけすけ しすさうおすくけすけ しこぇいゃぇくっ 
くぇ こさぇゃうかぇすぇ っ おかのつ くっ しぇきけ 
おなき こけしすうゅぇくっ くぇ ょけぉさけ おぇつっしす-
ゃけ くぇ こさけょせおちうはすぇ, こけ-ゅけかはきぇ 
っそっおすうゃくけしす, こけ-きぇかおけ ぉさぇお, 
くけ すけ けいくぇつぇゃぇ う しうゅせさくけしす こさう 
こけしすうゅぇくっすけ くぇ ぉっいけこぇしくけしす くぇ 

すさせょぇ.  
‶さう ゃないくうおゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっき  

ゃ っあっょくっゃくうすっ しう ぇくゅぇあうきっく-
すう  ╋うかっくぇ ╂っけさゅうっゃぇ さぇいつうすぇ 
ういちはかけ くぇ さなおけゃけょうすっかおぇすぇ くぇ 
けすょっかぇ - ╁ぇくは ╃けしっゃぇ. „〈は っ くぇえ-
こさうくちうこくうはす つけゃっお, おけゅけすけ こけ-
いくぇゃぇき!“, おぇいゃぇ うくしこっおすけさなす こけ 
おぇつっしすゃけすけ ゃ ╆ぇゃけょ 4/166. ╇ ょけ-
こなかゃぇ: „′うおけえ くっ きけあっ ょぇ は くぇ-
おぇさぇ ょぇ こけしすなこう すぇおぇ, おぇおすけ くっ 

すさはぉゃぇ.“ 《ぇおすなす, つっ うきぇ けすゅけ-
ゃけさっく さなおけゃけょうすっか, おけえすけ おけく-
しせかすうさぇ う さってぇゃぇ ゃなこさけしうすっ, 
しゃなさいぇくう し すさせょくけしすう ゃ けちっく-
おぇすぇ くぇ おぇつっしすゃけすけ, ょぇゃぇ しこけ-
おけえしすゃうっ くぇ おけかっゅうすっ, けぉはしくは-
ゃぇ けとっ ╋うかっくぇ. ] ╁ぇくは ╃けしっゃぇ 

しぇ ぉかういおう, くけ: „‶さうはすっかしすゃけすけ 
くはきぇ くうおぇおゃけ いくぇつっくうっ ゃ さぇぉけ-
すぇすぇ. ‶さう ╁ぇくは ╃けしっゃぇ すっいう ょゃっ 
くっとぇ くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ くっ 
しっ しきっしゃぇす“. ╇いけぉとけ - ぇすきけし-
そっさぇすぇ しさっょ おけかっゅうすっ っ ょけしすぇ 
ょけぉさぇ, くぇせつぇゃぇき けとっ けす ╋うかっ-
くぇ. ╁ こさっけぉかぇょぇゃぇとけ あっくしおうは 
おけかっおすうゃ くぇ ╋なゅかうあおうは いぇゃけょ 
しさっょ けおぇつっしすゃうすっかうすっ くぇ こさけ-
ょせおちうはすぇ ょぇきうすっ うきぇす おなしきっすぇ 

ょぇ うきぇす ょゃぇきぇ きなあっ, せしきうたゃぇ 
しっ ╋うかっくぇ. [ぇょけしすすぇ けす きなあおけすけ 
こさうしなしすゃうっ くっ っ こさけしすけ あっくしおぇ 
- ょゃぇきぇすぇ おけかっゅう しぇ ういおかのつう-
すっかくけ ゅさぇきけすくう すったくうつっしおう, くぇ 
すはた きけあっ ょぇ しっ さぇいつうすぇ, けぉはし-
くはゃぇ けとっ ╋うかっくぇ ╂っけさゅうっゃぇ. 

〈けゃぇ っ けしけぉっくけ ゃぇあくけ, いぇとけすけ 
おけかっおすうゃなす くぇ うくしこっおすけさうすっ こけ 
おぇつっしすゃけすけ くっ っ ゅけかはき. ╁しうつおう 
くけしはす しっさうけいくぇ けすゅけゃけさくけしす う 
くっ っ ぉっい いくぇつっくうっ くぇかうつうっすけ くぇ 
おけきこっすっくすくけしす, おけゅぇすけ すさはぉゃぇ 
ぉなさいけ ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっくぇ こさぇ-
ゃうかくぇすぇ こさっちっくおぇ. ╉けかおけすけ ょけ 
けすかうつうっすけ ゃ ぇかっはすぇ, ╋うかっくぇ しっ 
せしきうたゃぇ:

┿かっはすぇ? - くっ いくぇき けすおなょっ きう 
ょけえょっ!

¨すかうつうっすけ こさっょう そうさきっくうは 
こさぇいくうお いぇ ╋うかっくぇ ╂っけさゅうっゃぇ 
ょけてかけ こけ ゃさっきっ, おけゅぇすけ ゃおなとう 
うきぇかけ こさけぉかっきう しなし いょさぇゃっすけ 
くぇ ぉかういおうすっ. ╀けかおぇすぇ ゃ しっきっえ-
しすゃけすけ は こけゅなかくぇかぇ ういちはかけ う 
さぇょけしすすぇ けす くぇゅさぇょぇすぇ  きうくぇかぇ 
きっあょせ ょさせゅけすけ...
]っきっえくうすっ さぇょけしすう いぇ ╋うかっくぇ 

しぇ おぇすけ こさう ゃしっおう けぉうおくけゃっく 
つけゃっお - ょっすっすけ, しこけおけえしすゃうっすけ 
せ ょけきぇ う さぇいたけょおうすっ こさっい せう-
おっくょぇ. ╁しなとくけしす, ょっすっすけ っ ゃっつっ 
こけつすう きなあ... -  うしすうくしおぇ ういくっ-
くぇょぇ いぇ すけかおけゃぇ きかぇょぇ きぇえおぇ し 
ゃうょ くぇ おさったおけ ょっかうおぇすくけ きけきう-
つっ し せきっく こけゅかっょ. ]うくなす ]すけはく  
しっ せゃかうつぇ けす たせきぇくうすぇさくうすっ 
くぇせおう. ¨しけぉっくけ - けす そうかけしけそ-
しおうすっ ょうしちうこかうくう ゃ せつうかうとっ. 
′け っ けつっゃうょくけ いぇうくすさうゅせゃぇく けす 
いょさぇゃぇすぇ しうきぉうけいぇ きっあょせ ょせたぇ 
う すはかけすけ, いぇとけすけ きかぇょっあなす うしおぇ 
ょぇ しすぇくっ おうくっいうすっさぇこっゃす. „′っ 
きせ しっ ぉなさおぇき ゃ ういぉけさぇ, くっおぇ くっ 
きっ せこさっおゃぇ. ╁ こけしかっょくうすっ ょゃっ 
ゅけょうくう すけえ ういちはかけ しっ けさうっくすう-
さぇ こさけそっしうけくぇかくけ“, しこけょっかは 
╋うかっくぇ.  ′け くっ しおさうゃぇ  すなゅぇすぇ 
しう けす そぇおすぇ, つっ  ╉ぇいぇくかなお 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け 
きはしすけ いぇ きかぇょうすっ たけさぇ.
‶さっい しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ くぇ せう-

おっくょぇ  しっきっえしすゃけすけ けぉうつぇ ょぇ 
„ぉはゅぇ“ ゃ こさうさけょぇすぇ. ╊のぉうきけ 
きはしすけ いぇ すっいう ぉはゅしすゃぇ っ きぇゅうはすぇ 
くぇ [うぉぇさうちぇ. „〈けかおけゃぇ っ おさぇしう-
ゃけ う けすきけさはゃぇとけ! [ぇえしおけ きはしすけ, 
けすおなょっすけ しう うょゃぇて おぇすけ くけゃ つけ-
ゃっお...“, しこけょっかは ╋うかっくぇ. 
╆ぇ おけはすけ っ しなゃしっき っしすっしすゃっくけ 

しかっょ けすきけさはゃぇとぇすぇ こけつうゃおぇ ょぇ 
しっ ゃなさくって けすくけゃけ ゃ „┿さしっくぇか“.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

‶さっょう しぇきけ 25 ゅけょうくう ゃしっおう きけあってっ ょぇ さぇいつっすっ ゅけさくぇすぇ ぇぉさっゃうぇすせさぇ: しこぇ-
しうすっかくけ-くっけすかけあくう う ぇゃぇさうえくけ-ゃないしすぇくけゃうすっかくう さぇぉけすう. ╇きっくくけ すぇおうゃぇ 

さぇぉけすう さぇぉけすはす たけさぇすぇ くぇ ╃うきうすなさ ╉なさおけゃ, おけえすけ し ぉっいこけゅさってくぇすぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは, こさうしなとぇ くぇ つけゃっお, ぉうか ゅけょうくう くぇさっょ ぇさしっくぇかしおう おけきっくょぇくす, しっゅぇ ょゃうあう 
ょっくは くぇ たけさぇすぇ し おうさおう, かけこぇすう, きけすうつおう, きっすかう う きっすかうつおう, ぉなさしぇかおう...
′け くっ しぇきけ. ╆ぇとけすけ いぇょ うきっすけ „¨いっかっくはゃぇくっ う こけつうしすゃぇくっ“ ゃしなとくけしす しっ 

おさうっ う さぇぉけすぇすぇ くぇ きぇてうくっく こぇさお, おぇおなゃすけ ょけさう ゅさぇょなす ╉ぇいぇくかなお くはきぇ. ╁ 
おさうすうつくう しうすせぇちうう „┿さしっくぇか“ ういこさぇとぇ すったくうおぇ ゃ こけょおさっこかっくうっ くぇ ̈ ぉとうくぇすぇ 
- う こさう こけあぇさう, う こさう いうきくけすけ こけつうしすゃぇくっ. 
[ぇぉけすくうちうすっ う ゃけょぇつうすっ くぇ きったぇくういうさぇくぇ すったくうおぇ  けす  いゃっくけすけ ういゃなさてゃぇす 

ちはかけすけ ゃなすさってくけ こけつうしすゃぇくっ くぇ „┿さしっくぇか“, ぉっい すけゃぇ こけ ちったけゃっすっ. ╆っかっくうはす 
すっさっく くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく, くぇ おけえすけ いぇゃうあょぇす ゅさぇょしおうすっ „[けいう“, しっ こけょょなさ-
あぇ けす すけゃぇ いゃっくけ. ╀かっしすはとうはす ゃうょ くぇ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは, ╇いつうしかうすっかくうは ちっく-
すなさ, ╋せいっは, 』っさゃっくうは しぇかけく, ]うくょうおぇかくうすっ ちっくすさぇかう, しぇ さぇぉけすぇ くぇ すっいう たけさぇ 
ゃ しゃっすかけけすさぇいうすっかくう いっかっくう こっしすうかおう, おけうすけ ゃうあょぇきっ ょぇ となおぇす くぇゃしはおなょっ 
うい „┿さしっくぇか“. ╁ かっすくうすっ あっゅう すっ うょゃぇす けとっ ゃ こっす ぉっい ょゃぇえしっす, いぇ ょぇ しすっゅくぇす 
こさけしすさぇくしすゃぇすぇ こさっょう あっゅぇすぇ, おけはすけ しすけこうさぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ きぇてうくおうすっ いぇ おけしっ-
くっ. ‶さっい いうきぇすぇ しなとうすっ たけさぇ こさうしすうゅぇす くぇ さぇぉけすぇ ゃっょくぇゅぇ, とけき しくっゅなす しすうゅくっ 
5 しき こけおさうゃおぇ, くっいぇゃうしうきけ ょぇかう っ ょっく うかう くけと... ]くっゅなす こけ 40 ょおぇ ぇかっう っ 
すはたくぇ ゅさうあぇ. 〈っ さぇいぉうゃぇす かっょぇ, すっ ういくぇしはす しくっゅぇ, すっ こさなしおぇす こはしなお う しけか こけ 
ぇかっうすっ おなき さぇぉけすくうすっ きっしすぇ, すっ おけしはす すさっゃぇすぇ う いぇしぇあょぇす ちゃっすはすぇ ゃ ゅさぇょうく-
おうすっ, こけかうゃぇす う こさっおけこぇゃぇす. ╃ゃぇ こなすう ゅけょうてくけ いゃっくけすけ こけ けいっかっくはゃぇくっ う 
こけつうしすゃぇくっ いぇしぇあょぇ こけ こなすは けす しっゃっさくうは こけさすぇか こけ 5 たうかはょう ちゃっすくう しすさなおぇ 
さぇいしぇょ, こさけういゃっょっく すせお, ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ こぇさくうちう. 75-すっ こけょつうくっくう くぇ ╉なさ-
おけゃ けぉさはいゃぇす う けそけさきはす おけさけくうすっ くぇ ょなさゃっすぇすぇ, しおかぇょうさぇす こぇょくぇかぇすぇ きぇしぇ, 
こけょおぇしすさはす たさぇしすうすっ, こさっおぇさゃぇす ぉうすけゃうすっ けすこぇょなちう. 〈けゃぇ しぇ たけさぇすぇ, おけうすけ 
こさけおぇさゃぇす こさけしっおう  いぇ ぉっいけこぇしくけしす, おけうすけ しっ おぇすっさはす こけ ゃうておう, いぇ ょぇ けさはいゃぇす 
おかけくう くぇょ こさけういゃけょしすゃっくうすっ おけさこせしう う いぇ ょぇ きうはす こさけいけさちう, おけうすけ こさけつうしす-
ゃぇす  すさぇしっすけ おなき ╀けいせおけゃけ おぇかっ, いぇ ょぇ きけゅぇす すっあおうすっ おぇきうけくう し こさけょせおちうは ょぇ 
しすうゅぇす ぉっい さうしお ょけ しおかぇょけゃぇすぇ ぉぇいぇ... ‶かけとぇょおうすっ くぇ こけかうゅけくぇ ゃ 【っえくけゃけ う 
いぇゃけょぇ ゃ ╋なゅかうあ しなとけ しっ こけつうしすゃぇす けす いゃっくけすけ.
‶さけしすさぇくしすゃぇすぇ こさっょ ╆ぇゃけょ 6/149, ╆ぇゃけょ 2/110 う 120, しぇおしううすっ こさっょ  ╆ぇゃけょ 

12, おけうすけ しっ けそけさきうたぇ くぇくけゃけ こさっい こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ, しぇ  こぇお ょっかけ くぇ たけさぇ-
すぇ くぇ ╃うきうすなさ ╉なさおけゃ. 〈はたくぇ ぉっ う ゅさうあぇすぇ こけ こけつうしすゃぇくっすけ けす ょなさゃっすぇ, けそ-
けさきはくっすけ う さうくゅけゃぇくっすけ くぇ ぉっいけこぇしくぇすぇ こけかけしぇ ゃ ╋なゅかうあおうは いぇゃけょ う すけゃぇ くっ 
っ っょうくしすゃっくけすけ こさっょこうしぇくうっ くぇ こけかうちうはすぇ う ╉けくすさけかぇ ゃなさたせ けぉとけけこぇしくうすっ 
しさっょしすゃぇ, おけうすけ しっ ういこなかくはゃぇす けす しなとうすっ すっいう 75 こけ ょゃっ さなちっ. 〈っ しぇ こなさゃうすっ, 
おけうすけ こさうしすうゅぇす ょぇ けぉっいけこぇしはゃぇす  し きぇさおせつうすっ う ちうしすっさくぇすぇ し ゃけょぇ こさう けこぇし-
くぇすぇ ぇゃぇさうは し ちうしすっさくぇすぇ こさっい きうくぇかけすけ かはすけ ゃ ╆ぇゃけょ 3.
╂さうあぇすぇ いぇ ょっえしすゃうっすけ くぇ ゅさなきけけすゃけょうすっ, おけうすけ くっ ぉうゃぇ ょぇ ぉなょぇす こけ-くうしおう 

けす けおけかくうすっ ょなさゃっすぇ, しなとけ っ ぇくゅぇあうきっくす くぇ „¨いっかっくはゃぇくっ う こけつうしすゃぇくっ“.  
‶けょょさなあおぇすぇ くぇ しおかぇょ 26, おなょっすけ しっ ういしうこゃぇす ゃしっゃないきけあくう こさけういゃけしすゃっくう 
けすこぇょなちう, しけさすうさけゃおぇすぇ う すけゃぇさっくっすけ うき, きうくぇゃぇす こぇお こさっい さなちっすっ くぇ たけさぇすぇ 
けす こけつうしすゃぇくっすけ.
╁しなとくけしす, さぇぉけすぇすぇ っ きくけゅけ, ぇ たけさぇすぇ - くっ つぇお すけかおけゃぇ, いぇすけゃぇ けさゅぇくういぇ-

ちうはすぇ っ ゃぇあくぇ つぇしす けす すさせょけゃうは ょっかくうお, けぉはしくはゃぇ さなおけゃけょうすっかはす くぇ いゃっくけ-
すけ. ╉なさおけゃ うきぇ くぇゃなさすはくう ゃっつっ 31.5 ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか“. ‶なさゃけくぇつぇかくけ ぉうか 
おけきっくょぇす. ′ぇえ-すさせょくけすけ ゃ さぇぉけすぇすぇ っ, つっ こさぇとぇて たけさぇすぇ くぇ さぇいかうつくう きっしすぇ 
うい こさっょこさうはすうっすけ, おけくすさけかなす すせお っ くぇえ-ゃぇあくけすけ, くけ すけゃぇ くっ しすぇゃぇ かっしくけ. ‶さけ-
ぉかっき っ う くぇゃうおなす くぇ たけさぇすぇ ょぇ つぇおぇす ょさせゅ ょぇ うき こけつうしすう う しかっょ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
ゅさせこぇすぇ, おけはすけ てっゅけゃうすけ くぇさうつぇす „]′┿╁[“, こさけしすさぇくしすゃぇすぇ くっ しっ こけょょなさあぇす 
ょけぉさっ けす さぇぉけすっとうすっ こけ きっしすぇ, おぇおすけ っ ぉうかけ くぇゃさっきっすけ. ╉なさおけゃ ょなさあう くぇ 
たけさぇすぇ しう, ゃいぇうきくけ しう ゃはさゃぇす. ╁ くぇつぇかけすけ 40 % けす すはた ぉうかう こっくしうけくっさう, くけ 
こけしすっこっくくけ しなしすぇゃなす しっ こけょきかぇょはゃぇ. ╆ぇこかぇすうすっ すせお くっ しぇ ゃうしけおう, くけ たけさぇすぇ 
しぇ けすゅけゃけさくう. ‶さっい 2006-すぇ すせお うょゃぇ ╋うたぇうか ┿くゅっかけゃ - ういおかのつうすっかくけ さぇぉけす-
かうゃけ きけきつっ けす さけきしおう こさけういたけょ. ╋うくぇか こさっい しうすけすけ くぇ ╉なさおけゃ, ╋うてけ こっつっかう 
ょけゃっさうっ う こけしすっこっくくけ ゃけょう けとっ 10 ょせてう しゃけう こけいくぇすう, さけょくうくう  う こさうはすっかう. 
„╃なさあぇす いょさぇゃけ!“, っ おぇすっゅけさうつくぇすぇ けちっくおぇ くぇ くぇつぇかくうおぇ, おけえすけ しこけょっかは, つっ 
きかぇょうすっ けおけかけ ╋うてけ すせお ゃっつっ しぇ いぇそけさきうかう すさう しっきっえしすゃぇ. ′ぇつけ ]ぇてっゃ, ╁ぇ-
しうか ‶っすっゃ う ょさせゅうすっ しぇ きくけゅけ さぇぉけすかうゃう, ういこなかくはゃぇす ぉっい こさけぉかっき いぇょぇつうすっ, 
さぇょゃぇ しっ てっそなす ╉なさおけゃ. ╉けゅぇすけ こさっょう こけゃっつっ けす 30 ゅけょうくう すけえ うょゃぇ ゃ „┿さしっ-
くぇか“, こなさゃけすけ ゃこっつぇすかっくうっ いぇ ゅさぇょ ゃ ゅさぇょぇ ゅけ さっしこっおすうさぇ ゃっょくぇゅぇ. ╇ ょけ しっゅぇ 
きぇとぇぉうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ ゅけ ゃこっつぇすかはゃぇす, さぇぉけすう し  たなし いぇ さっょぇ う つうしすけすぇすぇ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ う すゃなさょう, つっ こけつうしすゃぇくっすけ くっ っ すけかおけゃぇ こさけしすぇ さぇぉけすぇ, つっ ょぇ っ 
さぇぉけすぇ いぇ ゃしっおう. ╇ すは しう うしおぇ すぇかぇくす.
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Продължение от стр. 1

Продължение на стр. 5

′ぇゃさっきっすけ ╉なさおけゃ こさけゃっさはゃぇか おぇつっしすゃけすけ くぇ さぇぉけすぇすぇ こけ こさぇたぇ くぇ かぇきこうけくうすっ... ]っゅぇ かぇきこうけくう, いぇ ょぇ しなぉうさぇす  すぇえくけ こさぇた くはきぇ, くけ ╉なさおけゃ しう うきぇ ょさせゅう くぇつうくう 
いぇ こさけゃっさおぇ. ╆ぇとけすけ おけくすさけかなす いぇ くっゅけ っ くぇえ-ゃぇあくけすけ. ‶け-きかぇょうすっ しぇ こけ-くっせおう ゃ つうしすっくっすけ, っ ゃうょはか てっそなす. ′け - こさう ょけぉさけ あっかぇくうっ, くっとぇすぇ ゃかういぇす ゃ こさぇゃうかくぇすぇ 
こけしけおぇ. ╉なさおけゃ けすゅけゃぇさは くっ しぇきけ いぇ たうゅうっくうしすう, おけしぇつう う さっいぇつう, くけ しなとけ - う いぇ ゃけょぇつう くぇ きったぇくういうさぇくぇすぇ すったくうおぇ. ′っゅけゃけすけ いゃっくけ けぉっょうくはゃぇ 15 さぇいかうつくう ゃうょけゃっ 
しこっちうぇかうしすう, しこけさっょ さぇいかうつくぇすぇ ょっえくけしす, おけはすけ しっ ゃなさてう すせお. 〈さぇおすけさう, ぉせかょけいっさう, ぉぇゅっさ, ょゃぇ 》╇┿╀-ぇ いぇ すけゃぇさっくっ くぇ いぇゅけすけゃおう, しぇ こけょ  さなおぇ くぇ „¨すさはょぇ いぇ ぉなさいけ 
さっぇゅうさぇくっ“ こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╉なさおけゃ, おけえすけ おぇいゃぇ し せしきうゃおぇ: „╉けえ おぇおゃけすけ こさぇゃう, くうっ こけしかっょくう きうくぇゃぇきっ ょぇ けこさはゃはきっ くっとぇすぇ...“.  ╋ぇかおうすっ すぇえくう くぇ いぇくぇはすぇ 
しぇ くぇゅかっょ こさけしすう: ぉなさいうくぇすぇ ょぇ しこさっすくって ゃしうつおけ しこってくけ こさう こけしさっとぇくっすけ くぇ ゃぇあくう ょっかっゅぇちうう, すなくおけしすうすっ ょぇ こさっしかっょゃぇて おなさすうちうすっ /けす ゃしうつおう こさっこぇさぇすう こけきぇゅぇ 

しぇきけ きけすうおぇすぇ.../, ょぇ すなさこうて くぇ しすせょ う あっゅぇ... ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ くぇたけょおぇ, けすおさうすぇ けす たけさぇすぇ くぇ ╉なさおけゃ, っ ゃけょくぇすぇ しけくょぇ こけょ しなぉけさっくけすけ ゃっつっ おけきっくょぇくすしすゃけ, けすおなょっすけ 
けつっゃうょくけ くぇゃさっきっすけ けそうちっさうすっ しう ゃぇょっかう ゃけょぇ. ╉けえすけ ゃ すぇは さぇぉけすぇ すなさしう いぇさけゃっくう ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ すっさうすけさうう ぉけゅぇすしすゃぇ, くはきぇ ょぇ ゅう くぇきっさう, くぇせつぇゃぇき けす ╃うきうすなさ 
╉なさおけゃ. [っょなす う さっあうきなす ゃ „┿さしっくぇか“ しぇ すぇおうゃぇ, つっ ゃしうつおけ ゃっょくぇゅぇ しう けすうゃぇ くぇ きはしすけすけ - くはきぇ いぇぉさぇゃっくう ぉけきぉう うかう いぇさけゃっくう ぇくすうおゃぇさくう こうとけゃう こけょ いっきはすぇ, てっ-
ゅせゃぇ しっ けとっ ╃うきうすなさ ╉なさおけゃ. ′ぇえ-せくうおぇかくぇすぇ „くぇたけょおぇ“ くぇ たけさぇすぇ けす いゃっくけすけ ぉうかう せくうおぇかくうすっ きっすぇかくう おけそう う けしすっくう いぇ こけつうしすゃぇくっ くぇ 90-ゅけょうてくぇすぇ ちっくすさぇかくぇ 
おぇくぇかういぇちうは くぇ „┿さしっくぇか“, こさぇゃっくぇ けとっ こさう けすおさうゃぇくっすけ こさっい 1924-すぇ...] すっいう おけそう う しっゅぇ しっ ゃなさてう しなとけすけ, おぇおゃけすけ う すけゅぇゃぇ... ╉けっすけ いぇ しっすっく こなす こけすゃなさあょぇゃぇ 
せしっとぇくっすけ くぇ ╃うきうすなさ ╉なさおけゃ いぇ „┿さしっくぇか“ -  おぇすけ いぇ ゃっつくけしす.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

くうすっ しこけさぇいせきっくうは いぇ こさうはすっかしすゃけ きっあょせ ╉ぇいぇくかなお う させしおうは ゅさぇょ.
‶けゃっつっ いぇ そけさせきぇ - 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“.
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╉ぇいゃぇす - くっ っ しこうさおぇ, 
┿ っ こなすはす くう ょけ くっは.

′はきぇ すけ くう ちゃはす, くう きうさうし.
]なし さなちっ くっ しっ せかぇゃは.

〈けこかう くう, ぇおけ ゅけ しさっとくっき.
╊うこしゃぇ くう, おけゅぇ ゅけ くはきぇ.

╁しなとくけしす とけ っ すけ? - くっ いくぇっき. 
』ぇおぇきっ ゅけ う しう すさぇっき
〈け しぇきけ ょぇ くう くぇきっさう.

]すなかぉう さぇいくう しう おぇすっさうき う いぇ ょさせゅうすっ くったぇっき.

 】け っ すけ? – くけ おけえ ょぇ おぇあっ,
 】けき しぇきう くっ いくぇっき ょぇあっ? 

 ╋けあっ ぉう っ すけ ゃ せしきうゃおぇ
 ′ぇ ょっすっ - くっゃうくくけ  ちゃっすっ.
 ╋けあっ ょぇ っ ゃ ういゅさっゃ かっすっく
 うかう ゃ しくっあくぇすぇ こけおさうゃおぇ.

 ╋けあっ ゃ くっつうえ こけゅかっょ しおさうすけ
 ╃ぇ くう ゅかっょぇ う しっ こうすぇ

 】っ ゅけ ゃうょうき かう う くうっ うかう けとっ ょぇ しっ おさうっ.

┿い すっ つぇおぇき. ╁ いけさう
 ╁っつっ しきっすおう しう こさぇゃは.

╃ぇくけ ょけえょって! 〉ゃう! 
 ╇ くぇおなしゃぇ しなくは きう 
 きうしなかすぇ  きう こけ すっぉ.

 ╉ぇお すっ つぇおぇき! ′っ うょゃぇて! 
 ′け こなお ょけえょって かう, いくぇえ: 
 ╁っつっ しきっすおう くっ こさぇゃは -
 】っ すっ こさなしくぇ - ょけおさぇえ!

 〈せえ とっ いくぇつう, ╆ぇこかぇすけ, 
 つっ ょけ かっゃ, ょけ こっすぇお, 
 ぇい とっ たぇさつぇ ぉけゅぇすけ, 
 くっ こけょゅなゃぇえおう おさぇお!

                 19.01. 1994 ゅけょうくぇ

】ぇしすうっすけ

¨つぇおゃぇくっ
′ぇ くっは /╆/

╋うかっくぇ うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか“ こけ 
ゃさっきっ くぇ ゅけかはきぇすぇ おさういぇ ゃ 
こさっょこさうはすうっすけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
きうくぇかけすけ ょっしっすうかっすうっ. ‶なさゃうすっ 
ゅけょうくう しかっょ 2000-すぇ しぇ すっあおう, 
いぇこかぇすうすっ いぇおなしくはゃぇす し きっしっ-
ちう, いぇすけゃぇ すは こさうっきぇ しっゅぇてくうすっ 
すさせょくけしすう おぇすけ くっとけ くけさきぇかくけ. 
╁ けさなあっえくうちぇすぇ, おぇおすけ きくけゅけ 

ょさせゅう ぇさしっくぇかちう, ╋うかっくぇ ╂っ-
けさゅうっゃぇ うょゃぇ „こけ くぇしかっょしすゃけ“ - 
すせお は ゃけょう くっえくぇすぇ きぇえおぇ, しなとけ 
さぇぉけすうかぇ ゃ „┿さしっくぇか“, おなょっすけ っ 
さぇぉけすうか う ょはょけすけ くぇ ╋うかっくぇ. ̈ す 
くっえくけすけ くぇつぇかけ ゃ „┿さしっくぇか“  しぇ 
しっ ういくういぇかう ゃっつっ ょっしっす ゅけょうくう. 
′っせしっすくけ. „╉ぇお ぉなさいけ きうくぇゃぇ 
ゃさっきっすけ...!“, ゃっつっ いくぇっ こけさぇし-
くぇかけすけ きけきうつっ, けとっ こさっょう ょぇ っ 
いぇおさなゅかうかけ こさっゃさぇすくうすっ いぇ ゃしは-
おぇ あっくぇ  40.  
╋うかっくぇ っ けす ゃうこせしおぇ くぇ こなさ-

ゃうすっ こぇさぇかっかおう けす ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ せつうかうとっすけ こけ すっおしすうか ゃ 
╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ すったくうおせき. 〈った-
くうつっしおうすっ こけいくぇくうは けす しさっょくけ-
すけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃっょくぇゅぇ ゃかういぇす 
ゃ さぇぉけすぇ ゃ しこっちうぇかくけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ ╆ぇゃけょ  4. [ぇぉけすぇすぇ 
し すったくうつっしおぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは 
っ っあっょくっゃくぇ う けすゅけゃけさくぇ, くけ 
いぇ ╋うかっくぇ すけゃぇ っ せょけゃけかしすゃうっ. 
‶さけゃっさおぇすぇ くぇ しなけすゃっすしすゃうはすぇ 
くぇ ういょっかうはすぇ  ういうしおゃぇ ょぇ ぉなょって 
„くぇ すう“ し  すったくうつっしおぇすぇ ょけおせ-
きっくすぇちうは,  こさう うくしこっおすうさぇくっすけ 
くぇ おぇつっしすゃけすけ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇて 
こけいくぇくうは こけつすう おけかおけすけ っょうく 
すったくけかけゅ, けぉはしくはゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう 
しゃっすかけおけしけすけ きけきうつっ けす ┿かっはすぇ 
くぇ しかぇゃぇすぇ - 2013. ] けこうすぇ しう 
けす ゃっつっ ょっしっすうかっすうっ, ╋うかっくぇ っ 
さぇいぉさぇかぇ, つっ こさう けこぇしくけしすうすっ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ すせお, ゃぇあくけ っ 
ょぇ しっ しこぇいゃぇ しすさけゅけ けこうしぇくけすけ ゃ 
ょけおせきっくすぇちうはすぇ. ╇きっくくけ すぇおぇ, 
おぇおすけ っ けこうしぇくけ.

╉けきこさけきうしう くっ しっ こさぇゃはす. 

《╆〈╊〉
]すっかぇ ╇かつっゃぇ - てかけしっさ ゃ ╆ぇゃけょ 5, ちった 610, ゃいっ せつぇしすうっ ゃ VII くぇせつくけ-

こさぇおすうつっしおぇ おけくそっさっくちうは くぇ きかぇょうすっ しこっちうぇかうしすう けす こさっょこさうはすうは 
う けさゅぇくういぇちうう くぇ ‶さうゃけかあしおうは そっょっさぇかっく けおさなゅ.
《けさせきなす しっ こさけゃっょっ ゃ させしおうは ゅさぇょ 〈けかうぇすう けす 14-すう ょけ 17-すう くけっき-

ゃさう. ╉けくそっさっくちうはすぇ ぉっ けさゅぇくういうさぇくぇ けす ╉けきうすっすぇ こけ ゃなこさけしうすっ くぇ きかぇ-
ょっあすぇ くぇ けぉとうくぇ 〈けかうぇすう う けぉとうくしおけすけ ぉのょあっすくけ せつさっあょっくうっ  ╃けき 
くぇ きかぇょっあおうすっ けさゅぇくういぇちうう „【ぇくし“. 『っかすぇ  くぇ おけくそっさっくちうはすぇ っ ょぇ しっ  
しないょぇょっ こさけしすさぇくしすゃけ いぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ さっぇかういぇちうは くぇ きかぇょうすっ しこっ-
ちうぇかうしすう う せつぇしすうっすけ うき ゃ さってぇゃぇくっ くぇ ぇおすせぇかくう こさけぉかっきう ゃ こさっょこさう-
はすうはすぇ, けこさっょっかはくっ くぇ こっさしこっおすうゃうすっ いぇ さぇいゃうすうっ.
╁ おけくそっさっくちうはすぇ ]すっかぇ ╇かつっゃぇ せつぇしすゃぇ し こさっいっくすぇちうは くぇ すっきぇ けす しそっ-

さぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, ゃ おけっすけ すは しっ さっぇかういうさぇ こさけそっしうけくぇかくけ. ╆ぇ-
っょくけ し くっは,  きかぇょうすっ すったくうつっしおう おぇょさう くぇ ╉ぇいぇくかなお ぉはたぇ こさっょしすぇゃっくう 
けす ぅゃけさ 》さうしすけゃ,  しかせあうすっか ゃ ょさせゅぇ おぇいぇくかなておぇ そうさきぇ けす しそっさぇすぇ くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ.  
]すっかぇ う ぅゃけさ せつぇしすゃぇたぇ う ゃ すさっくうくゅう いぇ こさっいっくすぇちうけくくう せきっくうは う こせぉ-

かうつくけ こさっょしすぇゃはくっ, ゃ けぉさぇいけゃぇすっかくう うくすっかっおすせぇかくけ-すゃけさつっしおう うゅさう.
╁ういうすぇすぇ くぇ ょゃぇきぇすぇ おぇいぇくかなつぇくう ゃ 〈けかうぇすう ぉっ こけ かうくうは くぇ ょゃせしすさぇく-

〈けしかせあ ╈かそちえけかうあ そて ′あうそお 4:

Милена Георгиева е едно 
от категоричните 

опровержения на мнението, че 
“Арсенал”  е непривлекателно 
място за младите хора. 
Наглед - почти момиче, фина и 
очарователна, с достатъчно 
скромност,  Милена не приема, че 
присъствието в тазгодишната 
Алея на славата непременно 
е повод за прекалени хвалби. 
Инспекторът  по качеството в 
Завод 4, цех 166, просто си върши 
работата, както това правят 
хиляди арсеналци, при това - с 
нужната доза отговороност. 
“Харесвам си колегите, те всички 
са страхотни професионалисти, 
в “Арсенал” има отлични 
специалисти.”, казва още в 
началото на срещата ни Милена.

╆ぇとけすけ しすさうおすくけすけ しこぇいゃぇくっ 
くぇ こさぇゃうかぇすぇ っ おかのつ くっ しぇきけ 
おなき こけしすうゅぇくっ くぇ ょけぉさけ おぇつっしす-
ゃけ くぇ こさけょせおちうはすぇ, こけ-ゅけかはきぇ 
っそっおすうゃくけしす, こけ-きぇかおけ ぉさぇお, 
くけ すけ けいくぇつぇゃぇ う しうゅせさくけしす こさう 
こけしすうゅぇくっすけ くぇ ぉっいけこぇしくけしす くぇ 

すさせょぇ.  
‶さう ゃないくうおゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっき  

ゃ っあっょくっゃくうすっ しう ぇくゅぇあうきっく-
すう  ╋うかっくぇ ╂っけさゅうっゃぇ さぇいつうすぇ 
ういちはかけ くぇ さなおけゃけょうすっかおぇすぇ くぇ 
けすょっかぇ - ╁ぇくは ╃けしっゃぇ. „〈は っ くぇえ-
こさうくちうこくうはす つけゃっお, おけゅけすけ こけ-
いくぇゃぇき!“, おぇいゃぇ うくしこっおすけさなす こけ 
おぇつっしすゃけすけ ゃ ╆ぇゃけょ 4/166. ╇ ょけ-
こなかゃぇ: „′うおけえ くっ きけあっ ょぇ は くぇ-
おぇさぇ ょぇ こけしすなこう すぇおぇ, おぇおすけ くっ 

すさはぉゃぇ.“ 《ぇおすなす, つっ うきぇ けすゅけ-
ゃけさっく さなおけゃけょうすっか, おけえすけ おけく-
しせかすうさぇ う さってぇゃぇ ゃなこさけしうすっ, 
しゃなさいぇくう し すさせょくけしすう ゃ けちっく-
おぇすぇ くぇ おぇつっしすゃけすけ, ょぇゃぇ しこけ-
おけえしすゃうっ くぇ おけかっゅうすっ, けぉはしくは-
ゃぇ けとっ ╋うかっくぇ. ] ╁ぇくは ╃けしっゃぇ 

しぇ ぉかういおう, くけ: „‶さうはすっかしすゃけすけ 
くはきぇ くうおぇおゃけ いくぇつっくうっ ゃ さぇぉけ-
すぇすぇ. ‶さう ╁ぇくは ╃けしっゃぇ すっいう ょゃっ 
くっとぇ くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ くっ 
しっ しきっしゃぇす“. ╇いけぉとけ - ぇすきけし-
そっさぇすぇ しさっょ おけかっゅうすっ っ ょけしすぇ 
ょけぉさぇ, くぇせつぇゃぇき けとっ けす ╋うかっ-
くぇ. ╁ こさっけぉかぇょぇゃぇとけ あっくしおうは 
おけかっおすうゃ くぇ ╋なゅかうあおうは いぇゃけょ 
しさっょ けおぇつっしすゃうすっかうすっ くぇ こさけ-
ょせおちうはすぇ ょぇきうすっ うきぇす おなしきっすぇ 

ょぇ うきぇす ょゃぇきぇ きなあっ, せしきうたゃぇ 
しっ ╋うかっくぇ. [ぇょけしすすぇ けす きなあおけすけ 
こさうしなしすゃうっ くっ っ こさけしすけ あっくしおぇ 
- ょゃぇきぇすぇ おけかっゅう しぇ ういおかのつう-
すっかくけ ゅさぇきけすくう すったくうつっしおう, くぇ 
すはた きけあっ ょぇ しっ さぇいつうすぇ, けぉはし-
くはゃぇ けとっ ╋うかっくぇ ╂っけさゅうっゃぇ. 

〈けゃぇ っ けしけぉっくけ ゃぇあくけ, いぇとけすけ 
おけかっおすうゃなす くぇ うくしこっおすけさうすっ こけ 
おぇつっしすゃけすけ くっ っ ゅけかはき. ╁しうつおう 
くけしはす しっさうけいくぇ けすゅけゃけさくけしす う 
くっ っ ぉっい いくぇつっくうっ くぇかうつうっすけ くぇ 
おけきこっすっくすくけしす, おけゅぇすけ すさはぉゃぇ 
ぉなさいけ ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっくぇ こさぇ-
ゃうかくぇすぇ こさっちっくおぇ. ╉けかおけすけ ょけ 
けすかうつうっすけ ゃ ぇかっはすぇ, ╋うかっくぇ しっ 
せしきうたゃぇ:

┿かっはすぇ? - くっ いくぇき けすおなょっ きう 
ょけえょっ!

¨すかうつうっすけ こさっょう そうさきっくうは 
こさぇいくうお いぇ ╋うかっくぇ ╂っけさゅうっゃぇ 
ょけてかけ こけ ゃさっきっ, おけゅぇすけ ゃおなとう 
うきぇかけ こさけぉかっきう しなし いょさぇゃっすけ 
くぇ ぉかういおうすっ. ╀けかおぇすぇ ゃ しっきっえ-
しすゃけすけ は こけゅなかくぇかぇ ういちはかけ う 
さぇょけしすすぇ けす くぇゅさぇょぇすぇ  きうくぇかぇ 
きっあょせ ょさせゅけすけ...
]っきっえくうすっ さぇょけしすう いぇ ╋うかっくぇ 

しぇ おぇすけ こさう ゃしっおう けぉうおくけゃっく 
つけゃっお - ょっすっすけ, しこけおけえしすゃうっすけ 
せ ょけきぇ う さぇいたけょおうすっ こさっい せう-
おっくょぇ. ╁しなとくけしす, ょっすっすけ っ ゃっつっ 
こけつすう きなあ... -  うしすうくしおぇ ういくっ-
くぇょぇ いぇ すけかおけゃぇ きかぇょぇ きぇえおぇ し 
ゃうょ くぇ おさったおけ ょっかうおぇすくけ きけきう-
つっ し せきっく こけゅかっょ. ]うくなす ]すけはく  
しっ せゃかうつぇ けす たせきぇくうすぇさくうすっ 
くぇせおう. ¨しけぉっくけ - けす そうかけしけそ-
しおうすっ ょうしちうこかうくう ゃ せつうかうとっ. 
′け っ けつっゃうょくけ いぇうくすさうゅせゃぇく けす 
いょさぇゃぇすぇ しうきぉうけいぇ きっあょせ ょせたぇ 
う すはかけすけ, いぇとけすけ きかぇょっあなす うしおぇ 
ょぇ しすぇくっ おうくっいうすっさぇこっゃす. „′っ 
きせ しっ ぉなさおぇき ゃ ういぉけさぇ, くっおぇ くっ 
きっ せこさっおゃぇ. ╁ こけしかっょくうすっ ょゃっ 
ゅけょうくう すけえ ういちはかけ しっ けさうっくすう-
さぇ こさけそっしうけくぇかくけ“, しこけょっかは 
╋うかっくぇ.  ′け くっ しおさうゃぇ  すなゅぇすぇ 
しう けす そぇおすぇ, つっ  ╉ぇいぇくかなお 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け 
きはしすけ いぇ きかぇょうすっ たけさぇ.
‶さっい しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ くぇ せう-

おっくょぇ  しっきっえしすゃけすけ けぉうつぇ ょぇ 
„ぉはゅぇ“ ゃ こさうさけょぇすぇ. ╊のぉうきけ 
きはしすけ いぇ すっいう ぉはゅしすゃぇ っ きぇゅうはすぇ 
くぇ [うぉぇさうちぇ. „〈けかおけゃぇ っ おさぇしう-
ゃけ う けすきけさはゃぇとけ! [ぇえしおけ きはしすけ, 
けすおなょっすけ しう うょゃぇて おぇすけ くけゃ つけ-
ゃっお...“, しこけょっかは ╋うかっくぇ. 
╆ぇ おけはすけ っ しなゃしっき っしすっしすゃっくけ 

しかっょ けすきけさはゃぇとぇすぇ こけつうゃおぇ ょぇ 
しっ ゃなさくって けすくけゃけ ゃ „┿さしっくぇか“.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

‶さっょう しぇきけ 25 ゅけょうくう ゃしっおう きけあってっ ょぇ さぇいつっすっ ゅけさくぇすぇ ぇぉさっゃうぇすせさぇ: しこぇ-
しうすっかくけ-くっけすかけあくう う ぇゃぇさうえくけ-ゃないしすぇくけゃうすっかくう さぇぉけすう. ╇きっくくけ すぇおうゃぇ 

さぇぉけすう さぇぉけすはす たけさぇすぇ くぇ ╃うきうすなさ ╉なさおけゃ, おけえすけ し ぉっいこけゅさってくぇすぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは, こさうしなとぇ くぇ つけゃっお, ぉうか ゅけょうくう くぇさっょ ぇさしっくぇかしおう おけきっくょぇくす, しっゅぇ ょゃうあう 
ょっくは くぇ たけさぇすぇ し おうさおう, かけこぇすう, きけすうつおう, きっすかう う きっすかうつおう, ぉなさしぇかおう...
′け くっ しぇきけ. ╆ぇとけすけ いぇょ うきっすけ „¨いっかっくはゃぇくっ う こけつうしすゃぇくっ“ ゃしなとくけしす しっ 

おさうっ う さぇぉけすぇすぇ くぇ きぇてうくっく こぇさお, おぇおなゃすけ ょけさう ゅさぇょなす ╉ぇいぇくかなお くはきぇ. ╁ 
おさうすうつくう しうすせぇちうう „┿さしっくぇか“ ういこさぇとぇ すったくうおぇ ゃ こけょおさっこかっくうっ くぇ ̈ ぉとうくぇすぇ 
- う こさう こけあぇさう, う こさう いうきくけすけ こけつうしすゃぇくっ. 
[ぇぉけすくうちうすっ う ゃけょぇつうすっ くぇ きったぇくういうさぇくぇ すったくうおぇ  けす  いゃっくけすけ ういゃなさてゃぇす 

ちはかけすけ ゃなすさってくけ こけつうしすゃぇくっ くぇ „┿さしっくぇか“, ぉっい すけゃぇ こけ ちったけゃっすっ. ╆っかっくうはす 
すっさっく くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく, くぇ おけえすけ いぇゃうあょぇす ゅさぇょしおうすっ „[けいう“, しっ こけょょなさ-
あぇ けす すけゃぇ いゃっくけ. ╀かっしすはとうはす ゃうょ くぇ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは, ╇いつうしかうすっかくうは ちっく-
すなさ, ╋せいっは, 』っさゃっくうは しぇかけく, ]うくょうおぇかくうすっ ちっくすさぇかう, しぇ さぇぉけすぇ くぇ すっいう たけさぇ 
ゃ しゃっすかけけすさぇいうすっかくう いっかっくう こっしすうかおう, おけうすけ ゃうあょぇきっ ょぇ となおぇす くぇゃしはおなょっ 
うい „┿さしっくぇか“. ╁ かっすくうすっ あっゅう すっ うょゃぇす けとっ ゃ こっす ぉっい ょゃぇえしっす, いぇ ょぇ しすっゅくぇす 
こさけしすさぇくしすゃぇすぇ こさっょう あっゅぇすぇ, おけはすけ しすけこうさぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ きぇてうくおうすっ いぇ おけしっ-
くっ. ‶さっい いうきぇすぇ しなとうすっ たけさぇ こさうしすうゅぇす くぇ さぇぉけすぇ ゃっょくぇゅぇ, とけき しくっゅなす しすうゅくっ 
5 しき こけおさうゃおぇ, くっいぇゃうしうきけ ょぇかう っ ょっく うかう くけと... ]くっゅなす こけ 40 ょおぇ ぇかっう っ 
すはたくぇ ゅさうあぇ. 〈っ さぇいぉうゃぇす かっょぇ, すっ ういくぇしはす しくっゅぇ, すっ こさなしおぇす こはしなお う しけか こけ 
ぇかっうすっ おなき さぇぉけすくうすっ きっしすぇ, すっ おけしはす すさっゃぇすぇ う いぇしぇあょぇす ちゃっすはすぇ ゃ ゅさぇょうく-
おうすっ, こけかうゃぇす う こさっおけこぇゃぇす. ╃ゃぇ こなすう ゅけょうてくけ いゃっくけすけ こけ けいっかっくはゃぇくっ う 
こけつうしすゃぇくっ いぇしぇあょぇ こけ こなすは けす しっゃっさくうは こけさすぇか こけ 5 たうかはょう ちゃっすくう しすさなおぇ 
さぇいしぇょ, こさけういゃっょっく すせお, ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ こぇさくうちう. 75-すっ こけょつうくっくう くぇ ╉なさ-
おけゃ けぉさはいゃぇす う けそけさきはす おけさけくうすっ くぇ ょなさゃっすぇすぇ, しおかぇょうさぇす こぇょくぇかぇすぇ きぇしぇ, 
こけょおぇしすさはす たさぇしすうすっ, こさっおぇさゃぇす ぉうすけゃうすっ けすこぇょなちう. 〈けゃぇ しぇ たけさぇすぇ, おけうすけ 
こさけおぇさゃぇす こさけしっおう  いぇ ぉっいけこぇしくけしす, おけうすけ しっ おぇすっさはす こけ ゃうておう, いぇ ょぇ けさはいゃぇす 
おかけくう くぇょ こさけういゃけょしすゃっくうすっ おけさこせしう う いぇ ょぇ きうはす こさけいけさちう, おけうすけ こさけつうしす-
ゃぇす  すさぇしっすけ おなき ╀けいせおけゃけ おぇかっ, いぇ ょぇ きけゅぇす すっあおうすっ おぇきうけくう し こさけょせおちうは ょぇ 
しすうゅぇす ぉっい さうしお ょけ しおかぇょけゃぇすぇ ぉぇいぇ... ‶かけとぇょおうすっ くぇ こけかうゅけくぇ ゃ 【っえくけゃけ う 
いぇゃけょぇ ゃ ╋なゅかうあ しなとけ しっ こけつうしすゃぇす けす いゃっくけすけ.
‶さけしすさぇくしすゃぇすぇ こさっょ ╆ぇゃけょ 6/149, ╆ぇゃけょ 2/110 う 120, しぇおしううすっ こさっょ  ╆ぇゃけょ 

12, おけうすけ しっ けそけさきうたぇ くぇくけゃけ こさっい こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ, しぇ  こぇお ょっかけ くぇ たけさぇ-
すぇ くぇ ╃うきうすなさ ╉なさおけゃ. 〈はたくぇ ぉっ う ゅさうあぇすぇ こけ こけつうしすゃぇくっすけ けす ょなさゃっすぇ, けそ-
けさきはくっすけ う さうくゅけゃぇくっすけ くぇ ぉっいけこぇしくぇすぇ こけかけしぇ ゃ ╋なゅかうあおうは いぇゃけょ う すけゃぇ くっ 
っ っょうくしすゃっくけすけ こさっょこうしぇくうっ くぇ こけかうちうはすぇ う ╉けくすさけかぇ ゃなさたせ けぉとけけこぇしくうすっ 
しさっょしすゃぇ, おけうすけ しっ ういこなかくはゃぇす けす しなとうすっ すっいう 75 こけ ょゃっ さなちっ. 〈っ しぇ こなさゃうすっ, 
おけうすけ こさうしすうゅぇす ょぇ けぉっいけこぇしはゃぇす  し きぇさおせつうすっ う ちうしすっさくぇすぇ し ゃけょぇ こさう けこぇし-
くぇすぇ ぇゃぇさうは し ちうしすっさくぇすぇ こさっい きうくぇかけすけ かはすけ ゃ ╆ぇゃけょ 3.
╂さうあぇすぇ いぇ ょっえしすゃうっすけ くぇ ゅさなきけけすゃけょうすっ, おけうすけ くっ ぉうゃぇ ょぇ ぉなょぇす こけ-くうしおう 

けす けおけかくうすっ ょなさゃっすぇ, しなとけ っ ぇくゅぇあうきっくす くぇ „¨いっかっくはゃぇくっ う こけつうしすゃぇくっ“.  
‶けょょさなあおぇすぇ くぇ しおかぇょ 26, おなょっすけ しっ ういしうこゃぇす ゃしっゃないきけあくう こさけういゃけしすゃっくう 
けすこぇょなちう, しけさすうさけゃおぇすぇ う すけゃぇさっくっすけ うき, きうくぇゃぇす こぇお こさっい さなちっすっ くぇ たけさぇすぇ 
けす こけつうしすゃぇくっすけ.
╁しなとくけしす, さぇぉけすぇすぇ っ きくけゅけ, ぇ たけさぇすぇ - くっ つぇお すけかおけゃぇ, いぇすけゃぇ けさゅぇくういぇ-

ちうはすぇ っ ゃぇあくぇ つぇしす けす すさせょけゃうは ょっかくうお, けぉはしくはゃぇ さなおけゃけょうすっかはす くぇ いゃっくけ-
すけ. ╉なさおけゃ うきぇ くぇゃなさすはくう ゃっつっ 31.5 ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか“. ‶なさゃけくぇつぇかくけ ぉうか 
おけきっくょぇす. ′ぇえ-すさせょくけすけ ゃ さぇぉけすぇすぇ っ, つっ こさぇとぇて たけさぇすぇ くぇ さぇいかうつくう きっしすぇ 
うい こさっょこさうはすうっすけ, おけくすさけかなす すせお っ くぇえ-ゃぇあくけすけ, くけ すけゃぇ くっ しすぇゃぇ かっしくけ. ‶さけ-
ぉかっき っ う くぇゃうおなす くぇ たけさぇすぇ ょぇ つぇおぇす ょさせゅ ょぇ うき こけつうしすう う しかっょ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
ゅさせこぇすぇ, おけはすけ てっゅけゃうすけ くぇさうつぇす „]′┿╁[“, こさけしすさぇくしすゃぇすぇ くっ しっ こけょょなさあぇす 
ょけぉさっ けす さぇぉけすっとうすっ こけ きっしすぇ, おぇおすけ っ ぉうかけ くぇゃさっきっすけ. ╉なさおけゃ ょなさあう くぇ 
たけさぇすぇ しう, ゃいぇうきくけ しう ゃはさゃぇす. ╁ くぇつぇかけすけ 40 % けす すはた ぉうかう こっくしうけくっさう, くけ 
こけしすっこっくくけ しなしすぇゃなす しっ こけょきかぇょはゃぇ. ╆ぇこかぇすうすっ すせお くっ しぇ ゃうしけおう, くけ たけさぇすぇ 
しぇ けすゅけゃけさくう. ‶さっい 2006-すぇ すせお うょゃぇ ╋うたぇうか ┿くゅっかけゃ - ういおかのつうすっかくけ さぇぉけす-
かうゃけ きけきつっ けす さけきしおう こさけういたけょ. ╋うくぇか こさっい しうすけすけ くぇ ╉なさおけゃ, ╋うてけ こっつっかう 
ょけゃっさうっ う こけしすっこっくくけ ゃけょう けとっ 10 ょせてう しゃけう こけいくぇすう, さけょくうくう  う こさうはすっかう. 
„╃なさあぇす いょさぇゃけ!“, っ おぇすっゅけさうつくぇすぇ けちっくおぇ くぇ くぇつぇかくうおぇ, おけえすけ しこけょっかは, つっ 
きかぇょうすっ けおけかけ ╋うてけ すせお ゃっつっ しぇ いぇそけさきうかう すさう しっきっえしすゃぇ. ′ぇつけ ]ぇてっゃ, ╁ぇ-
しうか ‶っすっゃ う ょさせゅうすっ しぇ きくけゅけ さぇぉけすかうゃう, ういこなかくはゃぇす ぉっい こさけぉかっき いぇょぇつうすっ, 
さぇょゃぇ しっ てっそなす ╉なさおけゃ. ╉けゅぇすけ こさっょう こけゃっつっ けす 30 ゅけょうくう すけえ うょゃぇ ゃ „┿さしっ-
くぇか“, こなさゃけすけ ゃこっつぇすかっくうっ いぇ ゅさぇょ ゃ ゅさぇょぇ ゅけ さっしこっおすうさぇ ゃっょくぇゅぇ. ╇ ょけ しっゅぇ 
きぇとぇぉうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ ゅけ ゃこっつぇすかはゃぇす, さぇぉけすう し  たなし いぇ さっょぇ う つうしすけすぇすぇ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ う すゃなさょう, つっ こけつうしすゃぇくっすけ くっ っ すけかおけゃぇ こさけしすぇ さぇぉけすぇ, つっ ょぇ っ 
さぇぉけすぇ いぇ ゃしっおう. ╇ すは しう うしおぇ すぇかぇくす.
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′ぇゃさっきっすけ ╉なさおけゃ こさけゃっさはゃぇか おぇつっしすゃけすけ くぇ さぇぉけすぇすぇ こけ こさぇたぇ くぇ かぇきこうけくうすっ... ]っゅぇ かぇきこうけくう, いぇ ょぇ しなぉうさぇす  すぇえくけ こさぇた くはきぇ, くけ ╉なさおけゃ しう うきぇ ょさせゅう くぇつうくう 
いぇ こさけゃっさおぇ. ╆ぇとけすけ おけくすさけかなす いぇ くっゅけ っ くぇえ-ゃぇあくけすけ. ‶け-きかぇょうすっ しぇ こけ-くっせおう ゃ つうしすっくっすけ, っ ゃうょはか てっそなす. ′け - こさう ょけぉさけ あっかぇくうっ, くっとぇすぇ ゃかういぇす ゃ こさぇゃうかくぇすぇ 
こけしけおぇ. ╉なさおけゃ けすゅけゃぇさは くっ しぇきけ いぇ たうゅうっくうしすう, おけしぇつう う さっいぇつう, くけ しなとけ - う いぇ ゃけょぇつう くぇ きったぇくういうさぇくぇすぇ すったくうおぇ. ′っゅけゃけすけ いゃっくけ けぉっょうくはゃぇ 15 さぇいかうつくう ゃうょけゃっ 
しこっちうぇかうしすう, しこけさっょ さぇいかうつくぇすぇ ょっえくけしす, おけはすけ しっ ゃなさてう すせお. 〈さぇおすけさう, ぉせかょけいっさう, ぉぇゅっさ, ょゃぇ 》╇┿╀-ぇ いぇ すけゃぇさっくっ くぇ いぇゅけすけゃおう, しぇ こけょ  さなおぇ くぇ „¨すさはょぇ いぇ ぉなさいけ 
さっぇゅうさぇくっ“ こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╉なさおけゃ, おけえすけ おぇいゃぇ し せしきうゃおぇ: „╉けえ おぇおゃけすけ こさぇゃう, くうっ こけしかっょくう きうくぇゃぇきっ ょぇ けこさはゃはきっ くっとぇすぇ...“.  ╋ぇかおうすっ すぇえくう くぇ いぇくぇはすぇ 
しぇ くぇゅかっょ こさけしすう: ぉなさいうくぇすぇ ょぇ しこさっすくって ゃしうつおけ しこってくけ こさう こけしさっとぇくっすけ くぇ ゃぇあくう ょっかっゅぇちうう, すなくおけしすうすっ ょぇ こさっしかっょゃぇて おなさすうちうすっ /けす ゃしうつおう こさっこぇさぇすう こけきぇゅぇ 

しぇきけ きけすうおぇすぇ.../, ょぇ すなさこうて くぇ しすせょ う あっゅぇ... ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ くぇたけょおぇ, けすおさうすぇ けす たけさぇすぇ くぇ ╉なさおけゃ, っ ゃけょくぇすぇ しけくょぇ こけょ しなぉけさっくけすけ ゃっつっ おけきっくょぇくすしすゃけ, けすおなょっすけ 
けつっゃうょくけ くぇゃさっきっすけ けそうちっさうすっ しう ゃぇょっかう ゃけょぇ. ╉けえすけ ゃ すぇは さぇぉけすぇ すなさしう いぇさけゃっくう ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ すっさうすけさうう ぉけゅぇすしすゃぇ, くはきぇ ょぇ ゅう くぇきっさう, くぇせつぇゃぇき けす ╃うきうすなさ 
╉なさおけゃ. [っょなす う さっあうきなす ゃ „┿さしっくぇか“ しぇ すぇおうゃぇ, つっ ゃしうつおけ ゃっょくぇゅぇ しう けすうゃぇ くぇ きはしすけすけ - くはきぇ いぇぉさぇゃっくう ぉけきぉう うかう いぇさけゃっくう ぇくすうおゃぇさくう こうとけゃう こけょ いっきはすぇ, てっ-
ゅせゃぇ しっ けとっ ╃うきうすなさ ╉なさおけゃ. ′ぇえ-せくうおぇかくぇすぇ „くぇたけょおぇ“ くぇ たけさぇすぇ けす いゃっくけすけ ぉうかう せくうおぇかくうすっ きっすぇかくう おけそう う けしすっくう いぇ こけつうしすゃぇくっ くぇ 90-ゅけょうてくぇすぇ ちっくすさぇかくぇ 
おぇくぇかういぇちうは くぇ „┿さしっくぇか“, こさぇゃっくぇ けとっ こさう けすおさうゃぇくっすけ こさっい 1924-すぇ...] すっいう おけそう う しっゅぇ しっ ゃなさてう しなとけすけ, おぇおゃけすけ う すけゅぇゃぇ... ╉けっすけ いぇ しっすっく こなす こけすゃなさあょぇゃぇ 
せしっとぇくっすけ くぇ ╃うきうすなさ ╉なさおけゃ いぇ „┿さしっくぇか“ -  おぇすけ いぇ ゃっつくけしす.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Колективът “СНАВР”

くうすっ しこけさぇいせきっくうは いぇ こさうはすっかしすゃけ きっあょせ ╉ぇいぇくかなお う させしおうは ゅさぇょ.
‶けゃっつっ いぇ そけさせきぇ - 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“.
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]さっょくけ きっあょせ 200 う 1000 かっゃぇ とっ こけたぇさ-

つうき こけ こさぇいくうちうすっ こさっい ょっおっきゃさう, おけうすけ 
しっ いぇょぇゃぇす, う すけ しぇきけ, いぇ ょぇ こけしさっとくっき ′けゃぇ-
すぇ ゅけょうくぇ ういゃなく ょけきぇ, こけおぇいゃぇ こさけゃっさおぇ くぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.  ╁  しきっすおぇすぇ くっ ゃかういぇす こぇ-
さうすっ, おけうすけ とっ いぇょっかうき いぇ こけょぇさなちう. 
]せきぇすぇ っ くぇ ぉぇいぇ ゅけすけゃくけしすすぇ くう ょぇ こかぇすうき  

いぇ くけゃけゅけょうてくう おせゃっさすう ゃ くはおけえ けす さっしすけさぇく-
すうすっ ゃ ゅさぇょぇ いぇ ょゃぇきぇ, おぇおすけ う いぇ くぇえ-っかっ-
きっくすぇさくうすっ  „しなこなすしすゃぇとう” さぇいたけょう おなき すけゃぇ 
- すぇおしう, こうさぇすおう, ょさせゅう くけゃけゅけょうてくう いぇおぇつおう  
うかう  すけぇかっすう, ぉっい おけうすけ っ くっゃないきけあっく ぉかはしな-
おなす くう ゃ くけゃけゅけょうてくぇすぇ くけと. 
‶さけゃっさおぇ ゃ さっしすけさぇくすうすっ ゃ ゅさぇょぇ う さぇえけくぇ 

こけおぇいゃぇ, つっ きっあょせ 60 う 85 かっゃぇ しすさせゃぇ っょう-
くうつっく おせゃっさす いぇ くけゃけゅけょうてくぇすぇ くけと し ゃしうつおう 
ゃおかのつっくう きっいっすぇ, こさっょはしすうは, くぇこうすおう, ぉぇくう-
ちぇ し おなしきっすう. ╁ しせきぇすぇ っ ゃおかのつっく う たけくけさぇ-
さなす いぇ ょうょあっえ. 
〈ぇき, おなょっすけ っ こさっょゃうょっくぇ う  こけ-しこっちうぇか-

くぇ  くけゃけゅけょうてくぇ こさけゅさぇきぇ, し すけきぉけかう う うい-
くっくぇょう, おせゃっさすなす „くぇぉなぉゃぇ” ょけ 85 かっゃぇ, ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす おぇすっゅけさうはすぇ くぇ いぇゃっょっくうっすけ 
う  こさっょかぇゅぇくうすっ ぇすさぇおちうう ゃ くけゃけゅけょうてくぇすぇ 
くけと. ╋ぇしけゃけ さっしすけさぇくすうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっょ-
かぇゅぇす くぇ ′けゃぇ ゅけょうくぇ いぇぉぇゃかっくうは ゃ おけきこかっおす 
- ょうょあっえ, ゃけょっと う こさけゅさぇきぇ, おけはすけ ゃおかのつゃぇ 
すぇくちう, うくょうゃうょせぇかくう ういこなかくうすっかう, すけきぉけかう, 
そけおせしう,  しせさゃぇおぇさう, しなしすっいぇくうは. 
‶け-ゅなゃおぇゃうすっ さっしすけさぇくすぬけさう しぇ こさっょゃうょうかう 

う ぉけくせしう いぇ こなさゃうすっ, いぇおせこうかう  おせゃっさすう いぇ 
くけゃけゅけょうてくぇすぇ くけと: けすしすなこおう ゃ ちっくぇすぇ, ぉけ-
くせしう うかう ょさせゅう ぇすさぇおすうゃくう こさうきぇきおう う ゃぇせ-
つっさう いぇ ぉなょっとう こさうょけぉうゃおう. 
╇きぇ う ょさせゅぇ おぇすっゅけさうは こさぇいくせゃぇとう, こさっょ-

こけつっかう ょぇ こけしさっとくぇす ′けゃぇすぇ ゅけょうくぇ ういゃなく 
╉ぇいぇくかなお, ゃ くはおけえ かせおしけいっく おせさけさす うかう すなえ 
きけょくうすっ しっゅぇ しさなぉしおう さっしすけさぇくすう ゃ いぇこぇょくぇすぇ 
くう しなしっょおぇ, おなょっすけ こせてっくっすけ くっ っ いぇぉさぇくっくけ, 
ぇ おせこけくなす っ ゅぇさぇくすうさぇく, けしけぉっくけ とけ しっ けすくぇ-
しは ょけ そけかおういこなかくっくうはすぇ う   こうとくうすっ そけえっさ-
ゃっさおう う  こさぇいくうつくう ゅなさきっあう. 
〈せさけこっさぇすけさしおう ぇゅっくちうう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ 

とっょさけ こさうきぇきゃぇす ゃ うくすっさくっす こさけしすさぇくしすゃけ-
すけ し けそっさすう いぇ すさう くけとせゃおう し すさう いぇおせしおう う 
ゃっつっさう, っょくぇすぇ けす おけうすけ ゃ こさぇいくうつくぇすぇ  くけと 
しさっとせ 300-350 かっゃぇ くぇ つけゃっお. ╉ぇすけ しっ ゃおかの-
つう う しせきぇすぇ いぇ ゅけさうゃけすけ ょけ ╀っかゅさぇょ うかう ょさせゅ 
ゅけかはき しさなぉしおう ゅさぇょ, いぇしすさぇたけゃおうすっ う くはおけう 
ょさっぉくう こけょぇさなちう うかう こさうゅけすけゃかっくうは いぇ こさぇい-
くうつくぇすぇ くけと, くせあくぇすぇ しせきぇ, おけはすけ しっ いぇょっかは, 
っ けおけかけ 1000 かっゃぇ いぇ ょゃぇきぇ ょせてう.
』っ おぇいぇくかなつぇくうくなす けぉうつぇ こさぇいくうちうすっ う けす-

ょぇかっつ しっ しすはゅぇ いぇ すはた, かうつう う けす いぇっすうすっ けとっ ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ けおすけきゃさう こけつすう ゃしうつおう ゃっつっさう ょけ 
╉けかっょぇ ゃ おぇいぇくかなておうすっ さっしすけさぇくすう しなし いぇはゃ-

23-きぇ ょせてう いぇゅせぉうたぇ あうゃけすぇ しう ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ ょけ おさぇは くぇ しっこ-
すっきゃさう こさう しすぇくぇかうすっ 1429  おぇすぇしすさけそう. [ぇくっくう-
すっ ゃ すはた しぇ 396 ょせてう.
‶け ゃうくぇ くぇ ゃけょぇつうすっ こさうつうくっくうすっ  すっあおう おぇすぇ-

しすさけそう しぇ 294. ‶け ゃうくぇ くぇ こってったけょちう しぇ さっゅう-
しすさうさぇくう 6 すっあおう こさけういてっしすゃうは. ╆ぇさぇょう すったくう-
つっしおぇ くっういこさぇゃくけしす くぇ ぇゃすけきけぉうかう しぇ しすぇくぇかう 2 
すっあおう おぇすぇしすさけそう. 
‶なさゃっくしすゃけすけ こさう くぇさせてっくうはすぇ くぇ ゃけょぇつうすっ, 

おぇすけ こさうつうくぇ う いぇ おぇすぇしすさけそうすっ, っ ょゃうあっくうっすけ し 
こさっゃうてっくぇ う くっしなけぉさぇいっくぇ しおけさけしす. ╆ぇさぇょう すけゃぇ 
しぇ  しすぇくぇかう 107 おぇすぇしすさけそう し 10 いぇゅうくぇかう う 136 
さぇくっくう. 
′ぇ ゃすけさけ きはしすけ, おぇすけ こさうつうくぇ いぇ ‶〈‶, っ けすくっきぇ-

くっすけ くぇ こさっょうきしすゃけ. ]すぇすうしすうおぇすぇ すせお っ 90 おぇすぇ-
しすさけそう こけ すぇいう こさうつうくぇ し  2 せぉうすう う 111 さぇくっくう.
╃させゅぇ こさうつうくぇ いぇ こなすくうすっ うくちうょっくすう っ せこけすさっ-

ぉぇすぇ くぇ ぇかおけたけか う せこけえゃぇとう ゃっとっしすゃぇ. 19 おぇすぇ-
しすさけそう し 1 せぉうす う 23 さぇくっくう しぇ しすぇくぇかう ゃ けぉかぇし-
すすぇ いぇさぇょう すけゃぇ. 
╉ぇすぇしすさけそうすっ し ょっちぇ う くっこなかくけかっすくう ょけ 17 ゅけ-

ょうくう けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ ゃ けぉかぇしすすぇ しぇ 49 
おぇすぇしすさけそう,  1 せぉうす う 56 さぇくっくう.
′ぇ こってったけょくぇ こなすっおぇ しぇ さっゅうしすさうさぇくう 10 こなすくう 

うくちうょっくすぇ, くぇ ぇゃすけぉせしくぇ しこうさおぇ - 2, ぇ くぇ こってっ-
たけょっく こさっかっい - 1.
¨さゅぇくうすっ くぇ ╉┿〈  いぇ こっさうけょぇ しぇ おけくしすぇすうさぇかう  

けぉとけ 36 691 くぇさせてっくうは くぇ こさぇゃうかぇすぇ いぇ ょゃうあっ-
くうっ こけ こなすうとぇすぇ. ╀さけはす くぇ おけくしすぇすうさぇくうすっ くぇ-
させてっくうは こさっい こなさゃうすっ ょっゃっす きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ 
っ し 393 こけ-ゅけかはき けす ぉさけは くぇ おけくしすぇすうさぇくうすっ くぇ-
させてっくうは いぇ しなとうは こっさうけょ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
╆ぇゅうくぇかうすっ くぇ こなすは いぇ こっさうけょぇ しなとけ しぇ こけゃっつっ.

[っしすぇゃさうさぇく っ さけ-
はかなす  きぇさおぇ “H. 

WOLFFRAMM∙DRESDEN” 
くぇ おぇいぇくかなておうは おけきこけ-
いうすけさ ぇおぇょ. ‶っすおけ ]すぇえ-
くけゃ. [けはかなす こけしさっとぇ 
こけしっすうすっかうすっ  ゃ いぇかう-
すっ くぇ ╂さぇょしおぇすぇ たせょけ-
あっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは う ╇╋ 
„╇しおさぇ”. [っしすぇゃさぇちうは-
すぇ くぇ さけはかぇ, おせこっく けす 
うきっくうすうは おけきこけいうすけさ 

ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1923 ゅけょうくぇ けす くっきしおうは ゅさぇょ 
╃さっいょっく, こさけょなかあう  こけかけゃうく ゅけょうくぇ う ぉっ 
ういゃなさてっくぇ けす きぇえしすけさうすっ-ぇおけさょぬけさう ╉けく-
しすぇくすうく ╀けしうかおけゃ う ╆かぇすうく ╂っけさゅうっゃ.
╇ょっはすぇ いぇ さっしすぇゃさぇちうはすぇ くぇ せくうおぇかくうは 

うくしすさせきっくす っ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお.
[けはかなす くぇ ぇおぇょっきうお ]すぇえくけゃ っ おせかすせさくぇ 

ちっくくけしす けす くぇちうけくぇかくけ  いくぇつっくうっ こけさぇょう 
そぇおすぇ, つっ くぇ くっゅけ すけえ しないょぇゃぇ こけつすう ちはかけすけ 
しう しうきそけくうつくけ う たけさけゃけ すゃけさつっしすゃけ. [けはか-
なす っ ょぇさっく くぇ ╇╋ „╇しおさぇ“ けす しうくけゃっすっ くぇ 
おけきこけいうすけさぇ - ╂さうゅけさうえ う ]すっそぇく ]すぇえくけ-
ゃう, う っ こさっくっしっく けす ]けそうは くぇ 29 しっこすっきゃさう 
2001 ゅ.
┿おぇょ. ‶っすおけ ]すぇえくけゃ っ さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお 

くぇ 1 ょっおっきゃさう 1896 ゅ. ╋せいうおぇかくうすっ こさぇい-
くうちう ゃ くっゅけゃぇ つっしす しっ こさけゃっあょぇす っあっゅけょくけ 
けす 2002 ゅ. くぇしぇき う しっ こさっゃなさくぇたぇ ゃ っょくけ けす 
くぇえ-けつぇおゃぇくうすっ おせかすせさくう しなぉうすうは ゃ さけょくうは 
ゅさぇょ くぇ ゅけかっきうは ぉなかゅぇさしおう おけきこけいうすけさ.
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╁っつっ ゅけょうくぇ しっきっえしすゃけ くぇ おぇょさけゃう ゃけっくけしかせあっとう けす ╉ぇ-
いぇくかなお ょぇゃぇ ょけき, たさぇくぇ う ゅさうあう くぇ ういけしすぇゃっくう つっすうさう-

くけゅう - おせつっすぇ う おけすおう: こさっきぇいぇくう, ぉけかくう うかう きぇかすさっすうさぇくう 
くぇさけつくけ けす たけさぇすぇ. ‶さうのすなす, ういゃっしすっく こけゃっつっ おぇすけ „つぇしすくうは  
こさうのす くぇ ╇ゃぇ う [せきっく”, ゃっつっ っ ょけぉさっ こけいくぇす くぇ かのぉうすっかうすっ 
くぇ あうゃけすくう, おぇおすけ う くぇ すっいう, おけうすけ うしおぇす ょぇ こけきけゅくぇす くぇ くぇ-
きっさっくけ  ぉけかくけ つっすうさうくけゅけ, くけ しぇきうすっ すっ くはきぇす ゃないきけあくけしす. 
╆ぇ ╇ゃぇ う [せきっく しっ いぇゅけゃけさう ゃ こけしかっょくうすっ ょくう, しかっょ おぇすけ 

うきっくくけ すったくうはす こさうのす う ぉかぇゅけさけょくけすけ うき ょっかけ ぉはたぇ  こさっょ-
こけつっすっくう けす おぇいぇくかなつぇくう ゃ うくうちうぇすうゃぇすぇ くぇ ぉういくっしきっくぇ 
╀けさうし ╉なさつっゃ „╇いぉっさう おぇせいぇ - こさけきっくう ╉ぇいぇくかなお”. 
〉こさぇゃうすっかはす くぇ おぇぉっかくうは けこっさぇすけさ ゃ ゅさぇょぇ こけょぇさう くぇ 

つぇしすくうは こさうのす いぇ ぉけかくう あうゃけすくう たさぇくぇ, おぇすっさせておぇ う きっょう-
おぇきっくすう いぇ ぉかういけ 40 おせつっすぇ う おけすおう くぇ しすけえくけしす くぇょ 1000 
かっゃぇ.  
╇ゃぇ う [せきっく, おけうすけ しぇ とぇしすかうゃう さけょうすっかう くぇ 6-ゅけょうてくぇ 

ょなとっさは, こさういくぇゃぇす, つっ しぇ ういぉさぇかう すけいう くぇつうく ょぇ さっぇかういう-
さぇす しっぉっ しう, けすゃなょ こさけそっしうはすぇ, いぇとけすけ けぉうつぇす あうゃけすくうすっ. 

′ぇきうさぇす けしけぉっく しきうしなか ゃ すけゃぇ ょぇ ょぇゃぇす てぇくしけゃっ くぇ すっいう, 
おけうすけ さっぇかくけ くはきぇす てぇくしけゃっ いぇ あうゃけす う けちっかはゃぇくっ くぇ せかう-
ちぇすぇ.  
╆ぇ ちっかすぇ しぇ こさっゃなさくぇかう しゃけっすけ さぇくつけ ゃ きっしすくけしすすぇ „]すぇ-

さうすっ かけいは“ おさぇえ  ╉ぇいぇくかなお ゃ つぇしすっく こさうのす し うきっすけ „┿くうきぇか 
たけせこ” /′ぇょっあょぇ いぇ あうゃけすくうすっ/. 
╁ くっゅけ すっ けしうゅせさはゃぇす たさぇくぇ, こけょしかけく, ゅさうあう う きっょうちうくしおう 

きぇくうこせかぇちうう くぇ せょぇさっくう けす ぇゃすけきけぉうかう, くぇさけつくけ しゅぇいっくう 
けす たけさぇ, きぇかすさっすうさぇくう あっしすけおけ, ういけしすぇゃっくう けす しすけこぇくうすっ しう 
うかう ゃいっすう けす けぉとうくしおうは こさうのす ぉけかくう おせつっすぇ う おけすおう. 
¨しゃっく つっ しっ ゅさうあぇす いぇ すはた し かうつくう しさっょしすゃぇ う こけきけと けす 

こさうはすっかう, ╇ゃぇ, おけはすけ こけ こさけそっしうは っ ゃっすっさうくぇさっく すったくうお, 
う ゃけっくくうはす けす おぇさうっさぇすぇ [せきっく うき すなさしはす う ょけき. [ぇぉけすはす ゃ 
しなすさせょくうつっしすゃけ し ┿ゃしすさうえしおぇすぇ そけくょぇちうは いぇ いぇとうすぇ くぇ あう-
ゃけすくうすっ, おけはすけ っ こぇさすくぬけさ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ すなさしっくっ 
くぇ ょけき いぇ ういけしすぇゃっくうすっ つっすうさうくけゅう. 
]なゃしっき しおけさけ ょゃぇきぇ けす けぉうすぇすっかうすっ くぇ „┿くうきぇか たけせこ“ - ょゃっ 

おせつっすぇ, とっ いぇきうくぇす こさう くけゃう しすけこぇくう ゃ ┿くゅかうは. ╇いけしすぇゃっくぇ 
けす しすけこぇくうすっ しう しすぇさぇ ょぇおっかおぇ とっ ぉなょっ くぇしすぇくっくぇ ゃ しこっちうぇ-
かっく しすぇさつっしおう ょけき いぇ ょぇおっかう おさぇえ ╊けくょけく, ぇ ょさせゅけ すさうおさぇおけ 
おせつっ けすうゃぇ こさう しっきっえしすゃけ ゃ ぇくゅかうえしおぇすぇ しすけかうちぇ.
]っきっえしすゃけ 》さうしすけゃう っあっょくっゃくけ けすょっかは こけ くはおけかおけ つぇしぇ, 

いぇ ょぇ けぉゅさうあゃぇ あうゃけすくうすっ, こけゃっつっすけ けす おけうすけ しぇ こさっすなさこっ-
かう すっあおう けこっさぇちうう うかう ょさせゅう きぇくうこせかぇちうう いぇ しこぇしはゃぇくっすけ 
くぇ あうゃけすぇ うき. ]さっょ けぉうすぇすっかうすっ くぇ „┿くうきぇか たけせこ“ しぇ すさうお-
さぇおう おけすおう う おせつっすぇ, こさっきぇいぇくう けす ぇゃすけきけぉうかう う いぇたゃなさかっ-
くう くぇ せかうちぇすぇ きぇかおう ぉっぉっすぇ-おけすっすぇ. 
]っきっえしすゃけすけ くっ けすおぇいゃぇ こけょしかけく う くぇ しかせつぇえくけ こけこぇょくぇかう 

ゃ さぇくつけすけ うき ぉっいょけきくう あうゃけすくう, ぉけかくう う ぉっい けしけぉっくう てぇく-
しけゃっ ょぇ けちっかっはす. 
╁しはおけ けす くぇしすぇくっくうすっ あうゃけすくう ゃ つぇしすくうは こさうのす さぇいこけかぇゅぇ 

しなし しけぉしすゃっくぇ おせこうつおぇ いぇ たさぇくぇ う ゃけょぇ う おなとうつおぇ うかう おけて-
つっ いぇ しこぇくっ. ‶けゃっつっすけ けす あうゃけすくうすっ しう うょゃぇす し うきっくぇすぇ, ぇ 
すっいう, おけうすけ くはきぇす, しすけこぇくうすっ くぇ こさうのすぇ しぇきう おさなとぇゃぇす くぇ 
すったくうすっ しこぇしうすっかう けす ╁っすっさうくぇさくうは そぇおせかすっす くぇ 〈さぇおうえ-
しおうは せくうゃっさしうすっす うかう こけ ょさせゅ くはおぇおなゃ こけゃけょ. 
]さっょ けぉうすぇすっかうすっ くぇ ょけきぇ うきぇ おせつっすぇ, くぇきっさっくう おさぇえ 》ぇ-

しおけゃけ, ╀せさゅぇし, しこぇしっくう けす せかうちぇすぇ う おけすおう し ぇすさぇおすうゃくう 
しなょぉう. 
‶けゃっつっすけ けす すはた くはきぇす けしけぉっくう てぇくしけゃっ ょぇ しう くぇきっさはす しすけ-

こぇくう ゃ ╀なかゅぇさうは, いぇすけゃぇ しっきっえしすゃけすけ さぇいつうすぇ くぇ こぇさすくぬけさ-
しすゃけすけ しう し ぇゃしすさうえしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは.
╉けゅぇすけ しっ こけはゃう あっかぇっと くけゃ しすけこぇくうく いぇ くはおけえ けす くぇてうすっ 

こうすけきちう, きくけゅけ ょなさあうき ょぇ しっ せぉっょうき ゃ うしおさっくけすけ きせ あっかぇ-
くうっ ょぇ しっ ゅさうあう いぇ あうゃけすくけすけ, おけっすけ ゃいうきぇ, おぇすっゅけさうつっく っ 
[せきっく, おけえすけ こさういくぇゃぇ, つっ こさぇゃう う しけぉしすゃっくけ こさけせつゃぇくっ いぇ 
すけゃぇ. 
╁ ぉかういおうすっ ょくう けす „┿くうきぇか たけせこ“ こさう くけゃ しすけこぇくうく とっ 

けすうょっ こさっおさぇしっく さっすさうえゃなさ かぇぉさぇょけさ, おけえすけ あうゃっっ ゃすけさう 
あうゃけす しかっょ こさっきぇいゃぇくっすけ しう けす おけかぇ.
╁ しっょきうちうすっ けおけかけ ╉けかっょぇ しっきっえしすゃけ 》さうしすけゃう いくぇっ, つっ 

ゃしうつおう  しっ けこうすゃぇす ょぇ しぇ こけ-ょけぉさう. ′はおけう  せあ, ょさせゅう くぇうしすう-
くぇ. [ぇいつうすぇす くぇ うしすうくしおうすっ. ╃けぉさう. ╉けうすけ きけゅぇす ょぇ くぇきっさはす 
きはしすけ ゃ しなさちぇすぇ しう, ぇ こけしかっ う ゃ ょけきけゃっすっ しう いぇ っょくけ しなさちっ 
ゃ こけゃっつっ. ╆くぇはす, ゃはさゃぇす, せぉっょっくぇ しぇ, つっ てぇくしなす ゃ こけゃっつっ しっ 
ゃさなとぇ. ] きくけゅけ かのぉけゃ こけゃっつっ. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

╃ゃっ しっょきうちう くっこさっおなしくぇすけ とっ こけつうゃぇす ぇさしっくぇか
ちう こけ ゃさっきっ くぇ おけかっょくうすっ う くけゃけゅけょうてくうすっ 

こさぇいくうちう.
〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす さぇいこさけしすさぇくっくぇすぇ いぇこけゃっょ いぇ 

こさけきはくぇ くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ くぇ ╇い
こなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
╆ぇこけゃっょすぇ っ ゃなゃ ゃさないおぇ し さってっくうっ くぇ さなおけゃけょしすゃけ

すけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ う っ しなゅかぇしせゃぇくぇ しなし しうくょうおぇすうすっ.
╆ぇ こさっょしすけはとうすっ おけかっょくう う くけゃけゅけょうてくう こさぇいくうちう 

さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” ういかういぇす ゃ けすこせしお くぇ 22-さう 
ょっおっきゃさう う とっ ぉなょぇす くぇ さぇぉけすぇ つぇお くぇ 6-すう はくせぇさう 
2014 ゅけょうくぇ. 
21-ゃう ょっおっきゃさう /しなぉけすぇ/ っ さぇぉけすっく ょっく いぇ そうさきぇすぇ, 

ゃ おけえすけ とっ しっ けすさぇぉけすゃぇ 30-すう ょっおっきゃさう. 
¨しすぇくぇかうすっ さぇぉけすくう ょくう ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ, おけうすけ 

とっ しぇ ゃ しなぉけすぇ, し ちっか けすさぇぉけすゃぇくっ くぇ こけつうゃくう ょくう, いぇ 
ぇさしっくぇかちう しぇ 23-すう くけっきゃさう, おけえすけ けすさぇぉけすゃぇ 23-すう 
ょっおっきゃさう う 7 ょっおっきゃさう, おけえすけ けすさぇぉけすゃぇ 27 ょっおっき
ゃさう. 
‶けつうゃくうはす 2-さう はくせぇさう とっ  しっ けすさぇぉけすゃぇ くぇ 11-すう 

はくせぇさう - しなとけ しなぉけすぇ.
3-すう はくせぇさう とっ しっ けすさぇぉけすゃぇ くぇ 25-すう はくせぇさう.
 
2013 ゅけょうくぇ: 

23 ょっおっきゃさう – 23 くけっきゃさう 
27 ょっおっきゃさう -  7 ょっおっきゃさう
30 ょっおっきゃさう - 21 ょっおっきゃさう 

2014 ゅけょうくぇ:

2 はくせぇさう - 11 はくせぇさう 
3 はくせぇさう - 25 はくせぇさう.

] けゅかっょ しなけぉさぇいはゃぇくっ し さぇぉけすくうは ゅさぇそうお くぇ „┿さ
しっくぇか” こなさゃうはす ぉさけえ いぇ 2014 ゅけょうくぇ くぇ そうさきっくうは 
ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ ういかっいっ くぇ 17-すう はくせぇ
さう. ‶けしかっょくうはす ぉさけえ くぇ ゃっしすくうおぇ いぇ 2013 ゅけょうくぇ とっ 
ういかっいっ くぇ 20-すう ょっおっきゃさう.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

》ちそおひしきあうあ そて つてち. 1

おう いぇ おけかっおすうゃくう すなさあっしすゃぇ う そうさきっくう ぉぇくおっ-
すう. ╉せゃっさすうすっ  いぇ すはた  きぇしけゃけ ゃぇさうさぇす けす 20-25  
かっゃぇ, おぇすけ くぇえ-しおなこうすっ しぇ けす 33 かっゃぇ. ‶けしかっょ-
くうすっ, けぉぇつっ, しぇ こさうょさせあっくう  し ゃないきけあくけしす いぇ 
ういぉけさ けす 3 きっくのすぇ う  いぇぉぇゃくぇ こさけゅさぇきぇ し ゃけょっと 
う ょうょあっえ.  
╆ぇさぇょう こさうくちうこくけ すさせょくうは いぇ さっしすけさぇくすぬけさ-

しおうは  ぉういくっし しっいけく, こさっょゃうょ けしすぇくぇかけすけ けゅさぇ-
くうつっくうっ くぇ こせてっくっすけ, きぇしけゃけ しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ 
いぇゃっょっくうは  こさぇゃはす う おけくおさっすくう  ょけゅけゃけさおう いぇ 
きっくの, しせきう う ょさせゅう  けすしすなこおう し ちっか ょぇ しっ くぇこなか-

くう いぇゃっょっくうっすけ.  
 ‶さぇいくうつくぇすぇ ぉぇくおっすくぇ しっさうは しっ けすおさうゃぇ けす 

ぉぇくおっさうすっ, おけうすけ いぇこけつゃぇす し こさぇいくせゃぇくっすけ くぇ 
6-すう  ょっおっきゃさう - ′うおせかょっく. ‶うおなす っ ゃ ょくうすっ 
けおけかけ 13-すう う 21-ゃう ょっおっきゃさう. 
 ╆ぇっすう しぇ こけつすう ゃしうつおう さっしすけさぇくすう う ゃ ょくうすっ 

くぇゃさなた ′けゃぇ ゅけょうくぇ - 28-きう う  29-すう ょっおっきゃさう. 
‶さうくちうこくけ 30-すう ょっおっきゃさう っ  しゃけぉけょっく ょっく いぇ-
さぇょう こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ ょなかゅぇすぇ こさぇいくうつくぇ くけと. 
′け, ぇおけ しすっ さってうかう すけつくけ すけゅぇゃぇ ょぇ こさぇいくせゃぇすっ, 
くはきぇ ょぇ ゃう けすおぇあぇす. ‶け すさぇょうちうは, ゃ くぇゃっつっさうっ-
すけ くぇ ╉けかっょぇ う ゃ こなさゃうすっ  ょゃぇ ょくう けす こさぇいくうつ-
くぇすぇ おけかっょくぇ しっさうは, ぉぇくおっすう くはきぇ. 

╆ぇ すっいう, おけうすけ くはきぇす こかぇくけゃっ ょぇ こけしさっとぇす 
′けゃぇ ゅけょうくぇ ういゃなく ょけきぇ, けしすぇゃぇ せすってっくうっすけ, 
つっ すぇいう ゅけょうくぇ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっょかぇ-
ゅぇ しなこなすしすゃぇとけ おけかっょくけ-くけゃけゅけょうてくけ ゃっしっかうっ 
くぇ こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし” し  けすおさうすぇ しちっくぇ, くぇ 
おけはすけ とっ しっ ういはゃはゃぇす あっかぇっとう すぇかぇくすう う そけさ-
きぇちうう けす さぇえけくぇ. 
 ̈ すおさうすぇすぇ しちっくぇ いぇこけつゃぇ けす 16-すう ょっおっきゃさう う 

とっ こさっょかぇゅぇ いぇぉぇゃぇ ょけ 30-すう ょっおっきゃさう ゃ つぇしけ-
ゃっすっ けす 15 ょけ 17. 
 ╁ くけゃけゅけょうてくぇすぇ くけと しなとけ とっ うきぇ いぇぉぇゃかっ-

くうは, こっしくう う すぇくちう くぇ ゅさぇょしおうは ちっくすさぇかっく こかけ-
とぇょ, おけうすけ とっ しっ こさっかっはす う ゃ こなさゃうすっ つぇしけゃっ 
くぇ ′けゃぇすぇ 2014 ゅけょうくぇ. 

                                       ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

｠『《〉¨[╅

′っそしっ 《ぇうき 〈せそぇくけゅかせ くぇ 36 ゅ. けす し. ╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ しっ 
くせあょぇっ けす しこってくぇ こけきけと いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ

いぇおせこせゃぇくっ くぇ うくゃぇかうょくぇ ぇおせきせかぇすけさくぇ おけかうつおぇ
くぇ しすけえくけしす 10 000 かっゃぇ.

╀ぇくおけゃぇ しきっすおぇ
╇くゃっしす ぉぇくお: BG 19IORT80231000687100;

BIG: IORTBGSF

〈っかっそけく いぇ ゃさないおぇ: 0896 87 27 53

′《╇ ′╅ 》《〈《ぅ

...′╅╉ぇ]╋¨【╊]〉╅
′╅』【『╅｠《╇[╅ „′╊〈╊【『╊』╊〉¨╊
╇ょっはすぇ いぇ いぇょなかあうすっかくぇ いぇしすさぇたけゃおぇ „╆っきっすさっしっくうっ” すさはぉゃぇ 

ょぇ こけかせつう こけょおさっこぇ けす けぉとっしすゃけすけ, こさっょう ょぇ しっ さっぇかういうさぇ, 
しきはすぇ ╋うたぇかっゃしおう. 
]こけさっょ ょっこせすぇすぇ, こさう くけゃぇすぇ いぇょなかあうすっかくぇ いぇしすさぇたけゃおぇ „╆っ

きっすさっしっくうっ” うょっはすぇ っ ちっくぇすぇ くぇ こけかうちうすっ ょぇ っ きぇかなお こさけちっくす 
けす しすけえくけしすすぇ くぇ うきけすぇ, いぇ ょぇ ぉなょっ こけくけしうきぇ いぇ たけさぇすぇ, けぉはしくう 
╋うたぇかっゃしおう. 
‶さっょゃうあょぇ しっ こぇさうすっ ょぇ しっ しなぉうさぇす けす つぇしすくう いぇしすさぇたけゃぇすっ

かう, くけ ょぇ けすうゃぇす ゃ ょなさあぇゃっく そけくょ, ぇ いぇ おけきこぇくううすっ ょぇ けしすぇゃぇ 
きうくうきぇかっく こさけちっくす おけきうしうけくぇ.
 ′ぇきっさっくうっすけ いぇ くけゃぇすぇ いぇしすさぇたけゃおぇ うょゃぇ ゃ しっょきうちぇすぇ, ゃ 

おけはすけ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは ぉはたぇ せしっすっくう ょゃっ いっきっすさっ
しっくうは, きっあょせ 3,3 う 4 こけ しおぇかぇすぇ くぇ [うたすっさ. ╁すけさけすけ ぉっ し っこう
ちっくすなさ しぇきけ くぇ 23 おうかけきっすさぇ けす しさなぉしおうは ゅさぇょ ‶さうとうくぇ う 
しっさうけいくけ さぇいかのかは ╆ぇこぇょくぇ ╀なかゅぇさうは. 
 ]こけさっょ いぇしすさぇたけゃぇすっかう, きぇおぇさ う  ぉぇゃくけ, ぉなかゅぇさうくなす せいさはゃぇ 

いぇ こさっょこさうっきぇくっすけ くぇ こさっゃぇくすうゃくう きっさおう こけ けすくけてっくうっ くぇ 
さうしおけゃっすっ, おけうすけ しなこなすしすゃぇす くっょゃうあうきうすっ うきけすう: おさぇあぉう, くぇ
ゃけょくっくうは, いっきっすさっしっくうは. ╋ぇおぇさ う さぇいこけかぇゅぇとう し けゅさぇくうつっくう 
しさっょしすゃぇ いぇ こけょけぉくう いぇしすさぇたけゃおう, ゃしっ こけゃっつっ しっきっえしすゃぇ こさう
ぉはゅゃぇす ょけ こけょけぉくう こさっゃぇくすうゃくう きっさおう, おけうすけ ゅぇさぇくすうさぇす ょけいぇ 
しうゅせさくけしす ゃこけしかっょしすゃうっ.         
                                                                 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ „┿さしっくぇか”, ゃ かうちっすけ くぇ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, いぇき.-ょうさっおすけさ こけ ぇょきうくうしすさぇ
すうゃくうすっ う しこっちうぇかくう ゃなこさけしう ゃ ょさせあっしすゃけすけ う ┿すぇくぇし ╀けいけゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ 

ゃなゃ そうさきぇすぇ, 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 さぇぉけすくぇ しさっとぇ いぇ けぉきはくぇ くぇ うくそけさきぇちうは う 
こさぇおすうおう こけ っゃさけこっえしおう こさけっおす くぇ すっきぇ: „′けゃう せきっくうは いぇ しうゅせさくう さぇぉけすくう きっしすぇ”. ]さっとぇすぇ しっ 
こさけゃっょっ ゃ こけかしおぇすぇ しすけかうちぇ ╁ぇさてぇゃぇ.
‶さけっおすなす っ くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ しうくょうおぇかくぇすぇ そっょっさぇちうは くぇ きぇてうくけしすさけうすっかうすっ „ ╋っすぇかっかっお

すさけ” う っ し きっあょせくぇさけょくけ せつぇしすうっ. ̈ しゃっく ぉなかゅぇさしおぇすぇ しうくょうおぇかくぇ  そっょっさぇちうは, ゃ くっゅけ せつぇしすゃぇたぇ  
したけょくう けさゅぇくういぇちうう けす ‶けかてぇ, ╋ぇおっょけくうは う ╇しこぇくうは. 
╇ょっはすぇ くぇ こさけっおすぇ っ つさっい けぉせつっくうっ  くぇ さぇぉけすくうちうすっ ょぇ しっ しないょぇゃぇす こけ-しうゅせさくう さぇぉけすくう きっしすぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ つっすうさうすっ しすさぇくう, こぇさすくぬけさう こけ こさけっおすぇ, しぇ しこけょっ

かうかう さぇぉけすっとう こさぇおすうおう けす しゃけうすっ しすさぇくう いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ すさぇえくう さぇぉけすくう きっしすぇ, さぇいかうつくう 
ゃないきけあくけしすう いぇ おゃぇかうそうおぇちうは う こさっおゃぇかうそうおぇちうは くぇ さぇぉけすっとうすっ, おぇおすけ う こさけぉかっきうすっ し さぇ
ぉけすくぇすぇ さなおぇ, おけうすけ すっ しさっとぇす. ╁しうつおう そうさきう, せつぇしすゃぇとう ゃ  こさけっおすぇ, しぇ けす しそっさぇすぇ くぇ きぇてう
くけしすさけっくっすけ. 
‶さっょしすぇゃうすっかはす くぇ „┿さしっくぇか” -  いぇき.-ょうさっおすけさなす こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ う しこっちうぇかくう ゃなこさけしう 

]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, っ しこけょっかうか けこうすぇ くぇ そうさきぇすぇ し けぉせつぇゃぇくっすけ う おゃぇかうそうおぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすっ
とうすっ ゃ くっは つさっい しないょぇょっくうは こさっょう 3 ゅけょうくう う かうちっくいうさぇく 『っくすなさ いぇ こさけそっしうけくぇかくぇ  おゃぇかう
そうおぇちうは う けぉせつっくうっ おなき そうさきぇすぇ. 
¨す くぇつぇかけすけ くぇ くっゅけゃぇすぇ ょっえくけしす ょけ きけきっくすぇ ゃ ちっくすなさぇ しぇ こさっきうくぇかう しこっちうぇかくけ けぉせつっくうっ 

う しぇ こけかせつうかう しゃけはすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは 107 ょせてう. 〈っ しぇ けぉせつっくう いぇ かっはさう, きぇ
てうくくう きけくすぬけさう, けこっさぇすけさう くぇ おけきこのすなさ. ╇いょぇょっくう しぇ う ょっしっすおう しっさすうそうおぇすう いぇ おかのつけゃう 
おけきこっすっくちうう, けしくけゃくけ いぇ さぇぉけすぇ しなし しこっちうぇかっく しけそすせっさ FAMUC 18 IMB, おぇおすけ う いぇ すったくうおぇ くぇ 
かぇぉけさぇすけさくぇすぇ さぇぉけすぇ. 
]こけさっょ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ っ ょうしおせすうさぇくぇ てうさけおけ う すっいぇすぇ いぇ さけかはすぇ くぇ 

しうくょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう ゃ こさけちっしぇ こけ しないょぇゃぇくっ くぇ しうゅせさくう さぇぉけすくう きっしすぇ う こけ-しこっちうぇかくけ 
ゃ さぇぉけすぇすぇ うき こけ きけすうゃぇちうはすぇ う けぉせつっくうっすけ くぇ さぇぉけすっとうすっ ょぇ しっ せしなゃなさてっくしすゃぇす うかう こさうょけ
ぉうゃぇす くけゃう おゃぇかうそうおぇちうう, し ちっか いぇこぇいゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇすぇ. 
′けゃうすっ すったくけかけゅうう ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ ぉっいしこけさくけ くぇかぇゅぇす ょぇ しきっ こけ-ゅなゃおぇゃう, おぇおすけ くうっ, きっ

くうょあなさうすっ くぇ そうさきう, すぇおぇ う しぇきうすっ さぇぉけすくうちう, ぇおけ うしおぇきっ ょぇ しきっ おけくおせさっくすくけしこけしけぉくう う ょぇ 
こけかせつぇゃぇきっ こけ-ょけぉさう ょけたけょう, しこけょっかう ゃこっつぇすかっくうはすぇ しう けす そけさせきぇ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ. 
╋ったぇくういきうすっ いぇ きけすうゃぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすくうちうすっ ょぇ けしすぇくぇす くぇ さぇぉけすぇ, しかっょ おぇすけ そうさきぇすぇ うかう 

ょなさあぇゃぇすぇ っ うくゃっしすうさぇかぇ ゃ すはた う ゃ すさせょくう ゃさっきっくぇ, ぇ くっ ょぇ すなさしはす くけゃう  ういすけつくうちう くぇ ょけたけょう 
う くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ,  っ ぉうかぇ しなとけ いぇしすなこっくぇ すっきぇ ゃ きっあょせくぇさけょくうは けぉきっく. 
¨ぉしなあょぇくう しぇ う こさけぉかっきうすっ, しゃなさいぇくう し こさけそっしうけくぇかくうすっ おぇつっしすゃぇ う せきっくうは う ゃないきけあくけしす

うすっ いぇ けぉせつっくうっ くぇ  さぇぉけすっとうすっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ. ╀うかう しぇ けぉきっくっくう う うょっう いぇ 
さぇいかうつくう しけちうぇかくう こさうょけぉうゃおう う ょさせゅう きったぇくういきう, おけうすけ ょぇ こさっゃなさくぇす ょぇょっくけ さぇぉけすくけ きはしすけ 
ゃ こけ-こさうゃかっおぇすっかくけ.
╁しっ こけゃっつっ そうさきう し すったくうつっしおう こさけそうか くぇ こさけういゃけょしすゃけ ういこうすゃぇす しっさうけいくぇ  くせあょぇ けす おぇ

つっしすゃっくう う ょけぉさっ けぉせつっくう, おゃぇかうそうちうさぇくう さぇぉけすくうちう ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくうは しっおすけさ, ぇ しなとっ
ゃさっきっくくけ ょっそうちうすなす くぇ すぇおうゃぇ おぇょさう しすぇゃぇ ゃしっ こけ-けしすなさ. ╄ょくぇ けす こさうつうくうすっ っ ゃ さぇいさせてっくうすっ 
すさぇょうちうう くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ こさけそっしうけくぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ,  ょさせゅぇ - ゃ かうこしぇすぇ くぇ きけすうゃぇちうは くぇ 
しぇきうすっ たけさぇ ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす, いぇすけゃぇ っ う しすさっきっあなす くぇ さなおけゃけょしすゃぇすぇ くぇ  そうさきうすっ ょぇ いぇょなさあぇす 
おぇつっしすゃっくうすっ しう おぇょさう  くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ  いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”  ′っくけゃ.  
]こけさっょ くっゅけ, くぇ さぇぉけすっとうすっ こっくしうけくっさう しかっょゃぇ ょぇ しっ ゅかっょぇ おぇすけ くぇ こなかくけちっくくう さぇぉけすくうちう, ぇ 

くっ おぇすけ くぇ たけさぇ, おけうすけ はょぇす けす たかはぉぇ くぇ ょさせゅうすっ,  いぇとけすけ すっ しぇ けすゅけゃけさくう, いくぇはす, きけゅぇす う ょぇゃぇす 
きくけゅけ けす しっぉっ しう ゃ さぇぉけすぇすぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ しさっとぇ しぇ けぉしなあょぇくう ゃぇさうぇくすう いぇ  そうくぇくしけゃけ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ 

そうさきうすっ  こけ けすくけてっくうっ くぇ うくゃっしすうちうう ゃ けぉせつっくうっ くぇ さぇぉけすくうちうすっ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ しうゅせさくう  
さぇぉけすくう きっしすぇ. 〈さう しぇ ょうしおせすうさぇくうすっ  ゃぇさうぇくすう ゃ すぇいう こけしけおぇ, こけはしくう ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ: こけ 
かうくうは くぇ ょなさあぇゃぇすぇ, っゃさけこっえしおけ そうくぇくしうさぇくっ う しさっょしすゃぇ くぇ しぇきぇすぇ そうさきぇ. 
╋っあょせくぇさけょくうはす こさけっおす くぇ ′]《 „╋っすぇかっっかおすさけ” こさうおかのつゃぇ しゃけはすぇ ょっえくけしす ゃ おさぇは くぇ そっゃさせ

ぇさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 
   

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╅′ 』ぇ〈 ╊╉¨〉 ぅ╅』【]¨╇ ╅『｠¨【╊[【 》けつあてかしみて 〈けしかせ 『とつさそう:

〈は っ ぇさたうすっおすなす し くぇえ-きくけゅけ 
さぇぉけすぇ ゃ きけきっくすぇ ゃ さぇえけくぇ. 

╋けあっ ぉう いぇすけゃぇ っ くっょけかのぉゃぇくぇ 
けす おけくおせさっくちうはすぇ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ っ けぉしっぉっくぇ けす さぇ-

ぉけすぇすぇ しう, いぇとけすけ ゃさっきっくぇすぇ しぇ 
すぇおうゃぇ: くぇかぇゅぇ しっ ょぇ さぇぉけすうて 
きくけゅけ, いぇ ょぇ しっ ょけおぇいゃぇて. ╇きっ 
っ ゃ ぉさぇくてぇ う ゃなこさっおう すけゃぇ くう-
おけゅぇ くっ こけょたけあょぇ おなき くっとぇすぇ 
おぇすけ おなき ゃしうつおけ いくぇっとぇ: すなさしう, 
うくすっさっしせゃぇ しっ, つっすっ, せつう くけゃう 
くっとぇ, しすぇさぇっ しっ ゃしっおう こなす こさけ-
っおすうすっ え ょぇ しぇ けさうゅうくぇかくう.   
 ╁ さぇぉけすぇ しう っ ゃはさくぇ くぇ せぉっあ-

ょっくうっすけ, つっ „おけしすのきなす すさはぉゃぇ 
ょぇ っ せてうす こけ きはさおぇ”. ‶けしかっょ-
くけすけ ゃぇあう くっ しぇきけ いぇ こさけそっ-
しうけくぇかくうすっ え ぇくゅぇあうきっくすう, ぇ う 
いぇ たけぉうすけ え - ゃ こなさゃうすっ ゅけょうくう 
くぇ こさったけょぇ, おけゅぇすけ くぇ ゃしうつおう 
いぇ たかはぉぇ っ ぉうかけ すさせょくけ, すは てうっ 
けさうゅうくぇかくう  ょさったう う  ゅう こさけょぇゃぇ 
くぇ おけくしうゅくぇちうは. 
╁ たけぉう-ぉうけゅさぇそうはすぇ しう うきぇ 

いぇこうしぇくけ う っょくけ さっゃの いぇ けさう-
ゅうくぇかくう ぇぉうすせさうっくすしおう さけおかう, 
いぇっょくけ し そさういぬけさおぇすぇ ╃けさぇ.  
╁はさゃぇ, つっ, ぇおけ さぇぉけすうて おぇ-

つっしすゃっくけ, ょぇゃぇて ゃしうつおけ ょけぉさけ 
けす しっぉっ しう, くはきぇ おぇお くっとぇすぇ ょぇ 
くっ しっ こけかせつぇゃぇす. ╇ ぉなさいぇ ゃっょくぇ-
ゅぇ: こさぇゃう せゅけゃけさおぇすぇ, つっ „うきぇ-
くっすけ くぇ きくけゅけ さぇぉけすぇ くっ ゃうくぇゅう 
けいくぇつぇゃぇ, つっ こぇさうすっ すっおぇす おなき 
すっぉ. ╀ぇゃはす しっ こかぇとぇくうはすぇ, おさう-
いぇすぇ しっ けすさぇいはゃぇ くぇ ゃしうつおう, ぇい 
しっ しすさっきは  さぇぉけすっとうすっ こさう きっく 
ょぇ くっ せしっとぇす さぇいきっさうすっ くぇ おさう-
いぇすぇ. ′っ しぇ かっしくう くっとぇすぇ”, こさう-
いくぇゃぇ っょくけ けす っきぉかっきぇすうつくうすっ 
うきっくぇ ゃ ぇさたうすっおすせさぇすぇ いぇ さぇえけ-
くぇ, こけいくぇすけ う ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, 
ぇさたうすっおす ╁うけかっすすぇ ╂っけさゅうっゃくぇ 
╀ぇおせくうくぇ.
 
]なょぉぇすぇ すぇおぇ こけあっかぇ:   

すけつくけ すは ょぇ „けすおさうっ” くけゃぇすぇ 
くう させぉさうおぇ - いぇ ょっちぇすぇ くぇ ぇさ-
しっくぇかちう. ¨くっいう, おけうすけ しぇ けしすぇ-
ゃうかう うきっくぇすぇ しう ゃなゃ そうさきっくぇすぇ 
うしすけさうは う すっいう, おけうすけ しないょぇゃぇす 
すぇいう うしすけさうは - ぉっいうきっくくう, くけ し 
かのぉけゃ. ‶けかけあうかう きくけゅけ せしうかうは, 
いぇ ょぇ けすゅかっょぇす, ゃなこさっおう すさせょ-
くけしすうすっ, すぇかぇくすかうゃうすっ しう ょっちぇ. 
╉けゅぇすけ いぇきうしかはたきっ させぉさうおぇすぇ, 
くっ けつぇおゃぇたきっ, つっ ゃ くっは ゃしなと-
くけしす とっ しっ けおぇあぇす ょけしすぇ おぇいぇく-
かなておう っきぉかっきう.  
′っ いくぇった う いぇ うくすっさっしくぇすぇ かうつ-

くぇ う すさせょけゃぇ うしすけさうは くぇ すぇいう 
しゃっすかけおけしぇ, かっおけ しゃうすぇ う しょなさ-
あぇくぇ あっくぇ, つうっすけ うきっ しさっとぇきっ 
けしくけゃくけ こけ すぇぉっかおうすっ くぇ くけゃうすっ 
しゅさぇょう うかう ゃ  うくそけさきぇちうけくくうすっ 
こさけしこっおすう くぇ すっこなさゃぇ こけかけあっくう  
すっきっかう. 
¨おぇいぇ しっ, つっ  さけょっくぇすぇ ゃ きけか-

ょけゃしおうは  ゅさぇょ [うぉくうちぇ けす しきっ-
しっく ぉさぇお - きっあょせ こけかはおうくはすぇ 
╊のょきうかぇ う ぉなかゅぇさうくぇ ╂っけさゅう, 
とっさおぇ っ  ょなとっさは くぇ こなさゃうは すせか-
しおう ゃないこうすぇくうお ゃ „┿さしっくぇか”, っき-
ぉかっきぇすうつくけすけ  いぇ けさなあっえくうちぇすぇ 
ょっしっすうかっすうは くぇさっょ うきっ - ゃっすっ-
さぇくなす-けさなあっえくうお うくあ. ╂っけさゅう 
╋ぇさおけゃ. 
¨さなあうはすぇ, けぉぇつっ, くうおけゅぇ くっ 

しぇ ぉうかう くうすけ しすさぇしす, くうすけ しなょぉぇ 
いぇ ╁うけかっすすぇ,  おけはすけ  ぉなさいけ しきっ-
くは ╋けかょけゃぇ し ╀なかゅぇさうは, ぇ しかっょ 
すけゃぇ う ╉ぇいぇくかなお し 〈せすさぇおぇく, おな-
ょっすけ きぇえおぇ え – ょっすしおぇ かっおぇさおぇ, 
は けすゃっあょぇ こさう  くけゃうは しう しなこさせゅ. 
╃っすしすゃけすけ くぇ ╁うけかっすすぇ こさっきう-

くぇゃぇ こけゃっつっ ゃ すせすさぇおぇくしおぇすぇ 
ぉけかくうちぇ, おなょっすけ さぇぉけすはす  きぇえおぇ 
え う ゃすけさうはす え ぉぇとぇ う おなょっすけ すは っ 
こけ-しおかけくくぇ ょぇ ゃうあょぇ こさけそっしうけ-
くぇかくけすけ しう ぉなょっとっ. 
[うしせゃぇ ょけぉさっ, しこさぇゃは しっ  くはおぇお  

ɋɪɟɳɢ

╆ぇ]╈╅『¨【╊ 』╅ 【╇ぇ『╉╊ 〈╊[  ̈｠《『╅
╂けしこけょうく [せしおけゃ, ╁ぇてぇ-

すぇ おくうゅぇ さぇいつせこゃぇ こさっょ-
しすぇゃぇすぇ いぇ さけょくうは さっゃけかの-
ちうけくっさ, こけおぇいゃぇ つけゃっておうは 
けぉさぇい くぇ せつぇしすくうちうすっ ゃ 
くぇちうけくぇかくけ-けしゃけぉけょうすっか-
くけすけ ょゃうあっくうっ, すけゃぇ かう は 
こさぇゃう すけかおけゃぇ こけこせかはさくぇ?   
- ╃っえしすゃうっすけ しっ さぇいゃうゃぇ こさっい 

1872 ゅ. ╂かぇゃくうすっ ゅっさけう ╂うつけ う 
┿しっくつけ しぇ っょくう きぇかおけ けしけぉっくう 
たけさぇ, くぇこけかけゃうく - さっゃけかの-
ちうけくっさう, くぇこけかけゃうく - さぇいぉけえ-
くうちう. 〈けゃぇ, ゃこさけつっき, っ ぉうかけ 
つっしすけ しさっとぇくけ すけゅぇゃぇ しなつっすぇ-
くうっ. ╃ぇ おぇあっき, ]すけはく ╆ぇうきけゃ, 
せつぇしすくうお ゃなゃ ╁なすさってくけ-さっゃけ-
かのちうけくくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
╊っゃしおう, ぇ しかっょ すけゃぇ - ぇこけしすけか 
こけ ゃさっきっ くぇ ┿こさうかしおけすけ ゃなしすぇ-
くうっ, うきぇ っょくう しこけきっくう - „╋う-
くぇかけすけ”. 〈っ しぇ けしすぇくぇかう きぇかおけ 
くっういゃっしすくう, いぇとけすけ ういかういぇす ゃ 
っょくぇ ゅけょうくぇ しなし ╆ぇこうしおうすっ くぇ 
╆ぇたぇさう ]すけはくけゃ, おけうすけ しぇ こけ-
うくすっさっしくぇ おくうゅぇ, こけ-ょけぉさっ くぇ-
こうしぇくぇ う いぇしっくつゃぇす „╋うくぇかけ-
すけ” くぇ ]すけはく ╆ぇうきけゃ. ′け ぇい しなき 
こけかいゃぇか いぇ „╁ないゃうてっくうっ”  こさっ-
ょう ゃしうつおけ ]すけはく ╆ぇうきけゃ, おけえすけ 
さぇいおぇいゃぇ うきっくくけ いぇ すけいう すうこ 
ぇゃぇくすのさうしすう ゃ くぇちうけくぇかくけ-
けしゃけぉけょうすっかくけすけ ょゃうあっくうっ. 
〈けえ おぇいゃぇ: ”[っゃけかのちうけくくぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは しっ いぇくうきぇゃぇてっ し 
すさう ゃうょぇ ょっえくけしす - おけくしこうさぇ-
すうゃくけ-しないぇおかはすくうつっしおぇ, っおし-
こっょうすうゃくけ-さぇいこさぇとぇすっかくぇ う 
さっゃけかのちうけくくけ-さぇいぉけえくうておぇ”. 
╃ゃぇきぇすぇ ゅっさけう けす „╁ないゃうてっ-
くうっ” しぇ うきっくくけ けす すぇいう すさっ-
すぇ ょっえくけしす - さっゃけかのちうけくくけ-
さぇいぉけえくうておぇすぇ. 〈っ せつぇしすゃぇす 
ゃ けぉうさぇ くぇ ┿さぇぉぇおけくぇておぇすぇ 
たぇいくぇ し ╃うきうすなさ ¨ぉとう, ぇ こけ-
しかっ けぉうおぇかはす しすさぇくぇすぇ ょぇ すなさ-
しはす ╊っゃしおう し こうしきけ くぇ ¨ぉとう. 
╁ おくうゅぇすぇ しすぇゃぇ きくけゅけ はしくけ 
とけ いぇ たけさぇ しぇ ょゃぇきぇすぇ ゅっさけう. 
′ぇおさぇは ょゃぇきぇすぇ しっ さぇいょっかはす 
きくけゅけ さぇょうおぇかくけ, ぇ しぇ ゃなさ-
ゃはかう ゃ ちはかぇすぇ おくうゅぇ っょうく ょけ 
ょさせゅ. ¨おぇいゃぇ しっ, つっ しなゃしっき くっ 
しう こさうかうつぇす すけかおけゃぇ, おけかおけすけ 
ういゅかっあょぇ. ╇ おけゅぇすけ うきぇ くはおぇお-
ゃけ きくけゅけ ゅけかはきけ ういこうすぇくうっ, 
しすぇゃぇ はしくけ, つっ すっ しぇ, ゃしなとくけしす, 
きくけゅけ さぇいかうつくう たけさぇ. 

- ╉ぇお ╁う しっ しかせつう すぇいう 
おくうゅぇ, けすゃっょくなあ かう しっ こけ-
はゃう う こけすさなゅくぇ こうしぇくっすけ, 
いぇとけすけ きけっすけ せしっとぇくっ いぇ 
くっは っ, つっ すは こさけしすけ しっ かっっ, 
ょけおぇすけ ょさせゅう つうすぇすっかう は 
くぇきうさぇす すさせょくぇ いぇ つっすっくっ?
- ]さぇゃくうすっかくけ かっしくけ は くぇこう-

しぇた, くけ しなき は こけょゅけすゃはか ょなかゅけ 
ゃさっきっ. ╆ぇ ょぇ きけゅぇ ょぇ は くぇこうてぇ 
し すけいう  ゃないさけあょっくしおうはす  っいうお, 
しなき つっか きくけゅけ ゃないさけあょっくしおぇ 
かうすっさぇすせさぇ. ╆ぇ とぇしすうっ, うきぇき 
ょけしすぇすなつくけ しうかくけ っいうおけゃけ つせゃ-
しすゃけ う っいうおけゃぇ うくすせうちうは, すぇおぇ 
つっ, おけゅぇすけ つっすぇ くはおぇおなゃ っいうお, 
ゅけ こけこうゃぇき う しかっょ すけゃぇ きけゅぇ 
すゃけさつっしおう ょぇ ゅけ ゃないこさけういゃっょぇ. 
》ゃぇとぇき したっきぇすぇ う しすさせおすせさぇすぇ 
くぇ っいうおぇ, いぇ ょぇ きけゅぇ ょぇ ゅけ ゃない-
こさけういゃっょぇ う ょぇ しっ ういさぇいはゃぇき 
しゃけぉけょくけ くぇ くっゅけ. ‶け こけょけぉっく 
くぇつうく ゅけゃけさったぇ ぉぇぉぇ きう う 

ょはょけ きう ゃ ╉けすっか. ╁っつっ くうおけえ 
くっ ゅけゃけさう すぇおぇ. ╁ ょっすしおうすっ しう 
ゅけょうくう しなき しかせてぇか こけょけぉっく 
っいうお. ╋けはす しこけきっく いぇ すけいう っいうお 
う けくけゃぇ, おけっすけ こさけつっすけた, こさっ-
ょう ょぇ くぇこうてぇ „╁ないゃうてっくうっ”, 
すっいう ょゃっ くっとぇ しっ しゃなさいぇたぇ う 
さけょうたぇ っいうおぇ くぇ おくうゅぇすぇ. 

- ╉ぇおゃけ すけつくけ こさけつっすけたすっ 
こさっょう こうしぇくっすけ? 
- ‶さっょう ゃしうつおけ,  [ぇおけゃしおう - 

„╂けさしおう こなすくうお”. ]なとけ -  [うぉ-
くうはす ぉせおゃぇさ くぇ ‶っすなさ ╀っさけく  う 
„]きっしっくぇ おうすおぇ” くぇ ‶っすおけ ]かぇ-
ゃっえおけゃ. 』っか しなき ちっかうは [ぇおけゃ-
しおう ゃ けさうゅうくぇか, ぇ くっ けしなゃさっきっ-
くっくうすっ ういょぇくうは. ′っゅけゃうはす っいうお 
っ きくけゅけ さぇょうおぇかっく, ぇおけ ぉはた うい-
ぉさぇか ょぇ しっ ういさぇいはゃぇき くぇ くっゅけ, 

とってっ ょぇ いぇすさせょくう つうすぇすっかは. 
′ぇこさうっきっさ - „ぇぉうっ”. 〈けゃぇ  いくぇ-
つう „くぇこさはおけ” - いぇ きはしすけ, ぇ いぇ 
ゃさっきっ - „ゃっょくぇゅぇ”. 〈けゃぇ っ ょせきぇ 
けす [ぇおけゃしおう, くけ しぇきけ くっは しなき 
けしすぇゃうか ゃ っいうおぇ くぇ おくうゅぇすぇ. 
╉けゅぇすけ こけつくぇた ょぇ こうてぇ, すけいう 
っいうお, ゃ つうはすけ けしくけゃぇ っ [ぇおけゃ-
しおう, こさけしすけ しっ かっってっ けす きっく 
おぇすけ けす いぇすさせこぇく しなし てせきぇ おかぇ-
ょっくっち - きぇたぇて てせきぇすぇ う おかぇ-
ょっくっちなす すさなゅゃぇ. ╉くうゅぇすぇ しなき 
くぇこうしぇか すけつくけ すけかおけゃぇ かっしくけ, 
おけかおけすけ, ぇおけ ぉうた は くぇこうしぇか くぇ 
しなゃさっきっくっく おくうあけゃっく っいうお.

- ╃けおぇすけ しっ つっすっ „╁ないゃう-
てっくうっ”, うきぇ, けしゃっく ょさせ-
ゅけすけ, う せしっとぇくっ いぇ っくちうお-
かけこっょうつくけしす. ]はおぇて, すは っ 
ょくってくぇ っくちうおかけこっょうは くぇ 
ゃないさけあょっくしおうは あうゃけす せ 
くぇし. ]ないくぇすっかくけ かう しすっ すなさ-
しうかう すけゃぇ こさっょしすぇゃはくっ くぇ 
ちはかけしすくうは あうゃけす くぇ ぉなか-
ゅぇさうくぇ けす けくけゃぇ ゃさっきっ - けす 
くっゅけゃうは っいうお, こさっい けぉかっお-
かけすけ きせ, たさぇくぇすぇ きせ, うかぇ-
つうすっ きせ, くっゅけゃうは こけきうくなお, 
こけいくぇくうはすぇ きせ いぇ しゃっすぇ, 
けすくけてっくうっすけ おなき こさうさけょぇ-
すぇ, くぇさけょくうすっ きせ こっしくう..., 
ゃはさぇすぇ う こけかうすうつっしおうすっ きせ 
したゃぇとぇくうは, ょけおけかおけすけ すけ-
ゅぇゃぇ きけあっ ょぇ しっ ゅけゃけさう しっ-
さうけいくけ いぇ こけかうすうおぇ? 
- ′っ つっ しなき ゅけ くぇこさぇゃうか 

せきうてかっくけ おぇすけ ちっか, くけ こけくっ-
あっ すっいう くっとぇ くぇ きっく きう ぉはたぇ 
うくすっさっしくう, ぇい しっ けこうすゃぇた ょぇ 
さぇいぉっさぇ う ょぇ しう こさっょしすぇゃは おぇお 
しぇ あうゃっかう たけさぇすぇ けす けくけゃぇ 
ゃさっきっ う, さぇいぉうさぇえおう う くぇせつぇ-
ゃぇえおう, ぇい しっ けこうすぇた う ゅう さぇい-
おぇいぇた. ‶けつすう くうとけ けす こなしすさけ-
すぇすぇ くぇ ゃないさけあょっくしおうは しゃはす くっ 
っ さぇいおぇいぇくけ しぇきけ こけ しっぉっ しう, 
いぇ ょぇ ぉなょっ っくちうおかけこっょうつっしおう 
せぉっょうすっかくけ. ╁しうつおけ, おけっすけ っ 
さぇいおぇいぇくけ, しなょなさあぇ ゃ しっぉっ しう 
かけゅうつっく きけきっくす, しかせあう おぇすけ 

ゃないきけあくけしす いぇ さぇいおぇいゃぇくっ くぇ 
くはおぇおゃぇ しきってくぇ うしすけさうは. ╆ぇ-
さぇょう すっいう しきってくう うしすけさうう, 
しなき くぇせつうか くぇえ-さぇいかうつくう 
くっとぇ. 〈っいう けこうしぇくうは しぇ きくけ-
ゅけ いぇぉぇゃくう. ╁ くはおぇおなゃ しきうしなか, 
さっぇかくけしすすぇ すけゅぇゃぇ っ ぉうかぇ ょけし-
すぇ いぇぉぇゃくぇ う, ぇおけ うきぇすっ ょけしすぇ-

すなつくけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ, きけあっ 
ょぇ ゃいっきっすっ くはおぇおなゃ そぇおす, 
おけえすけ ょさせゅ ぉう こけょきうくぇか う ょぇ 
ゃうょうすっ すけいう そぇおす ゃ ちはかぇすぇ きせ 
おけきうつっしおぇ しゃっすかうくぇ.

- ╉くうゅぇすぇ っ こさけこうすぇ し うさけ-
くうは, おけっすけ は こさぇゃう きくけゅけ 
こさうはすくぇ いぇ つっすっくっ, ぇ おぇすけ 
そけさきぇ しすっ ういこけかいゃぇかう ゃな-
すさってくうは ょうぇかけゅ. 〈けえ いゃせ-
つう おぇすけ ょうぇかけゅ くぇ ‶かぇすけく, 
おなょっすけ こけしすけはくくけ せつっくう-
おなす こうすぇ せつうすっかは - ┿しっくつけ 
こうすぇ, ╀ぇつけ ╂うつけ けすゅけゃぇさは... 
〈けゃぇ, ゃしなとくけしす, っ こなすはす くぇ 
いくぇくうっすけ くぇ ゃないさけあょっく-
しおうは つけゃっお せ くぇし, おぇおすけ う 
こなすはす, おけえすけ こさっおけしはゃぇ ちは-
かぇすぇ おくうゅぇ ゃ かうつくうすっ すなさ-
しっくうは くぇ ゅっさけうすっ おなき ╁ない-
ゃうてっくうっすけ...?
- 〈けゃぇ, ゃしなとくけしす, っ きくけゅけ 

ゃぇあくけ いぇ しぇきぇすぇ おくうゅぇ. 『はかぇ-
すぇ おくうゅぇ っ さぇいおぇいぇくぇ ゃ こなさゃけ 
かうちっ, くはきぇ ぇゃすけさけゃ ゅかぇし. ]ぇ-
きうはす ╂うつけ さぇいおぇいゃぇ くぇ しゃけは 
しけぉしすゃっく っいうお. 〈けゃぇ こさぇゃう ゅっ-
さけは ぇゃすっくすうつっく. 『はかぇすぇ おくうゅぇ 
っ ゃ ┿い-こけゃっしすゃけゃぇくうっ.

- ¨す いぇかぇすぇ: ╁ おくうゅぇすぇ ╁う 
ぉうすせゃぇ っょくけ ゃっつっ けこさけゃっさ-
ゅぇくけ  したゃぇとぇくっ いぇ こさっょぇ-
すっかしすゃけすけ くぇ こけこ ╉さなしすぬけ. 
╆ぇとけ? 
- ╁ おくうゅぇすぇ きう こけこ ╉さなしすぬけ 

っ こけおぇいぇく ゃ っょくぇ ょけしすぇ くっ-
ぉかぇゅけこさうはすくぇ しゃっすかうくぇ おぇすけ 
おけゃぇさっく う けこぇしっく つけゃっお. 〈せおぇ, 
ゃ ╀なかゅぇさうは, せきうさぇす くはおけゅけ ょぇ 
さっぇぉうかうすうさぇす. ′っ きけゅぇ ょぇ しう 
しこけきくは すけつくけ すっおしすぇ くぇ っょくぇ 
こけゅけゃけさおぇ, きうしかは - ぇくゅかうえしおぇ, 
/けす ぇくゅかうつぇくうすっ きけあっ ょぇ しっ 
けつぇおゃぇ すぇおけゃぇ くっとけ/: „]すさぇた-
かうゃ っ すけいう, おけえすけ ゃしうつおけ こさけ-
とぇゃぇ”. ╃ぇ こさけとぇゃぇて ゃしうつおけ っ 
そけさきぇ くぇ しすさぇたかうゃけしす. 》けさぇ-
すぇ, おけうすけ さっぇぉうかうすうさぇたぇ こけこ 
╉さなしすぬけ しぇ たけさぇ けす ╊けゃっつ. 〈っ 

くっ うしおぇす こさっょぇすっかしすゃけすけ くぇ 
╊っゃしおう ょぇ しっ しゃなさいゃぇ し すったくうは 
ゅさぇょ う し すはたくぇすぇ ちなさおゃぇ. ¨し-
ゃっく すけゃぇ, ゃ ╀なかゅぇさうは うきぇ っょくう 
たけさぇ, おけうすけ しすさぇてくけ けぉうつぇす 
くぇ けさうゅうくぇかくうつぇす. 150 ゅけょうくう 
こけこ ╉さなしすぬけ っ こさっょぇすっか, しっゅぇ 
すうは たけさぇ おぇいゃぇす けぉさぇすくけすけ. ╇し-
すけさうはすぇ, さぇいぉうさぇ しっ, っ しこけさくぇ, 
くけ うきぇ きくけゅけ ょけぉさう けしくけゃぇくうは 
ょぇ しっ しきはすぇ, つっ くっゅけゃけすけ こさっ-
ょぇすっかしすゃけ っ そぇおす. ╇ しきはすぇき, 
つっ くっ ぉうゃぇ ょぇ ぉなょっ さっぇぉうかう-
すうさぇく.

- ]すぇくぇ ょせきぇ いぇ こさっょぇすっか-
しすゃけすけ. ╁なゃ ╁ぇてぇすぇ おくうゅぇ 
しすぇゃぇ はしくけ, つっ ╁ないゃうてっくう-
っすけ っ かうつっく ういぉけさ. ┿おけ きけ-
あっき ょぇ くぇこさぇゃうき こさっこさぇす-
おぇ おなき ょくってくうは ょっく, おぇおゃけ 
くっ っ さぇいぉさぇか ぉなかゅぇさうくなす う 
ょけ ょくっし, いぇ ょぇ こさけょなかあぇゃぇ 
すけかおけゃぇ かっしくけ ょぇ こさけとぇゃぇ 
くぇ ゃけょぇつうすっ しう う くぇ けくっいう, 
おけうすけ しぇ ゅけ こけょゃっかう?  
- ╀なかゅぇさうすっ しぇ すゃなさょっ きっおう 

たけさぇ, いぇすけゃぇ くっ あうゃっはす ょけぉさっ. 
╆ぇとけすけ しぇ すゃなさょっ きっおう たけさぇ, 
うきぇ ういゃっしすくぇ しかぇぉけたぇさぇおすっさ-
くけしす, かっしくけ しっ けゅなゃぇす ぉなかゅぇ-
さうすっ, うきぇす ゃ ういゃっしすくぇ しすっこっく 
しかぇぉ ゅさなぉくぇお. ]っさうけいくうすっ 
しすさぇくう ゃ しゃっすぇ しぇ くぇしっかっくう けす 
きくけゅけ しゃうさっこう う つっしすけ くっしこさぇ-
ゃっょかうゃう くぇさけょう, くけ こけくっあっ 
うきぇす しうかっく たぇさぇおすっさ, けぉとけ 
ゃいっすけ あうゃっはす ょけぉさっ. 〈っあおけ 
くぇ しかぇぉうすっ たぇさぇおすっさう! ╉ぇおすけ 
しっ しかせつゃぇ う すせお. ╁ ╀なかゅぇさうは 
くっとぇすぇ ゃなさゃはす すさせょくけ, ぉぇゃ-
くけ, こさっい ゅけかはきぇ つぇしす けす ゃさっ-
きっすけ - いかっ, こけくっあっ ぉなかゅぇさうすっ 
しぇ きくけゅけ しかけあくぇ しなゃおせこくけしす 
けす おぇつっしすゃぇ - っょくけゃさっきっくくけ 
きっおう う しかぇぉけたぇさぇおすっさくう. 〈けゃぇ 
っ っょくけ う しなとけ おぇつっしすゃけ, おけっすけ 
うきぇ ょゃっすっ しすさぇくう - つけゃっつくけしす, 
くけ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ - う かうこしぇ 
くぇ たぇさぇおすっさ. ╇きぇ っょくう たけさぇ 
ゃ ╂っさきぇくうは う ┿くゅかうは, おけうすけ 
うきぇす きくけゅけ すゃなさょ たぇさぇおすっさ. 〈っ 
こなお しぇ きぇかおけ しすさけゅう う しゃうさっこう 
たけさぇ. ╁うくぇゅう っ ょゃせしきうしかっくけ 
すけゃぇ. ′け すけゃぇ っ っょくけ う しなとけ 
おぇつっしすゃけ.    
╀なかゅぇさうすっ くっ しぇ こけ-せきくう 

うかう こけ-ゅかせこぇゃう けす おけゅけすけ う 
ょぇ ぉうかけ. ╄, きけあっ ぉう, っゃさっうすっ 
しぇ こけ-せきくう. ╇ すけ しう かうつう. ┿い 
しっ てっゅせゃぇき, くけ うきぇ すぇおうゃぇ 
ういしかっょゃぇくうは う すけゃぇ くっ っ しかせ-
つぇえくけ - すっ しぇ ぉうかう こさっしかっょゃぇ-
くう しすさぇてくけ ょなかゅけ ゃさっきっ う しぇ 
しっ くぇせつうかう ょぇ けちっかはゃぇす こさう 
きくけゅけ すっあおう しうすせぇちうう, おけっすけ 
くはおぇお しう さぇいゃうゃぇ せきぇ. 】け しっ 
けすくぇしは ょけ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ, 
すけえ くっ っ こけ-ゅかせこぇゃ けす おけえすけ う 
ょぇ っ ょさせゅ くぇさけょ. ╃ぇあっ, しすさせ-
ゃぇ きう しっ, ょけしすぇ せきくう たけさぇ しぇ 
ぉなかゅぇさうすっ. ′っ きうしかは, つっ くはおぇ-
おなゃ こさけぉかっき すせお しっ ょなかあう くぇ 
ゅかせこけしすすぇ くぇ たけさぇすぇ. ′ぇさけょう-
すっ こけ こさうちうこ くっ しぇ つぇお すぇおうゃぇ 
ゃっかうおう う しゃっすかう せきけゃっ. ╁なすさっ 
ゃなゃ ゃしっおう くぇさけょ うきぇ っょくぇ つぇしす 
けす たけさぇ, おけうすけ しぇ けぉとけ ゃいっすけ 
せきくう たけさぇ. ╃させゅぇすぇ つぇしす - う すは 
っ こけ-ゅけかはきぇすぇ, しぇ „かっかっ-きぇかっ”. 
╇ すぇおぇ っ くぇゃしはおなょっ こけ しゃっすぇ.

- „╁ないゃうてっくうっ“ っ ういすなおぇ-
くぇ けす ょうぇかっおすうおぇ. 〈せお っ ちは-
かぇすぇ こさけすうゃけさっつうゃけしす くぇ 
しゃっすぇ. ‶さけすうゃけさっつうゃけしすすぇ 
くぇ ゃないゅかっょうすっ っ くぇ ゃしはおぇ 
おさぇつおぇ. ╋けあって ょぇ しさっと-
くって ういさぇい おぇすけ: ”╀なかゅぇさうく 
ょぇ しう っ いかぇ しなょぉぇ”, くけ しなとけ 
う: ”] すぇおゃうい たけさぇ ╀なかゅぇさうは  
ょぇかっおけ とっ しすうゅくっ...!” ╉けかおけ 
ゃさっきっ, しこけさっょ ╁ぇし, きけあっ 

ょぇ こさけょなかあう すけゃぇ ょゃうあっ-
くうっ - けす せしっとぇくっすけ, つっ っ いかぇ 
しなょぉぇ ょぇ しう ぉなかゅぇさうく, ょけ 
すけゃぇ, ょぇ ゃはさゃぇて, つっ ╀なかゅぇ-
さうは ょぇかっおけ とっ しすうゅくっ し すぇお-
ゃうい たけさぇ?  ╉なょっ しきっ こけ すけいう 
こなす?
- ╁すけさうはす ちうすぇす, ゃしなとくけしす, っ 

ういゃぇょっく けす おけくすっおしすぇ. ╉ぇおすけ 
ゃっつっ おぇいぇた, ゃしうつおう おぇつっしすゃぇ 
くぇ くぇさけょうすっ しぇ ょゃせしきうしかっくう, 
くっ きけあって ょぇ こさっきぇたくって っょくぇ-
すぇ こけかけゃうくぇ, ぇ ょさせゅぇすぇ ょぇ けし-
すぇくっ. 〈けゃぇ おけかっぉぇくうっ, ょうぇかっお-
すうおぇすぇ, ょゃっすっ しすさぇくう くぇ っょくけすけ 
う しなとけ おぇつっしすゃけ とっ こさけょなか-
あぇす ょぇ しっ こさけはゃはゃぇす さぇいかうつくけ 
ゃ さぇいかうつくうすっ しうすせぇちうう. 〈けゃぇ 
おけかっぉぇくうっ とっ こさけょなかあう きくけ-
ゅけ ょなかゅけ. ╁ っょくう しうすせぇちうう すっ 
とっ くけしはす くぇ ぉなかゅぇさうすっ ょけぉさう 
くっとぇ, ぇ ゃ ょさせゅう - かけてう. ′ぇ-
ちうけくぇかくうはす たぇさぇおすっさ, くぇちうけ-
くぇかくぇすぇ おせかすせさぇ しっ こさけきっくは 
きくけゅけ すさせょくけ. ‶け ゃしはおぇ ゃっさけ-
はすくけしす くうっ とっ こさけょなかあうき ょぇ 
ぉなょっき たけさぇすぇ, おけうすけ しきっ ぉうかう, 
けとっ ょなかゅけ, ょなかゅけ ゃさっきっ. 】っ 
こさけょなかあうき う こけ すぇいう こさうつう-
くぇ ょぇ あうゃっっき こけつすう こけ しなとうは 
くぇつうく. ′うおぇおゃぇ さぇょうおぇかくぇ 
こさけきはくぇ くっ けつぇおゃぇき くうすけ おなき 
ょけぉさけ, くうすけ おなき いかけ. ╁ ╀なかゅぇ-
さうは くっとぇすぇ しすぇゃぇす, くけ しすぇゃぇす 
ぉぇゃくけ う きぇかおけ こけ きぇかおけ う すけゃぇ 
とっ こさけょなかあう う ゃ ぉなょっとっ.

- ]ゃけぉけょぇすぇ っ けしくけゃくぇ 
すっきぇ ゃなゃ „╁ないゃうてっくうっ”, 
おぇおゃけ っ ╁ぇてっすけ せしっとぇくっ, 
ょけおぇすけ ういしかっょゃぇたすっ すっきぇすぇ, 
ゅけすけゃ かう っ ぉなかゅぇさうくなす いぇ 
]ゃけぉけょぇすぇ, いぇ しゃけぉけょくうは しう 
ういぉけさ?
- ′っ けぉうつぇき すぇおぇ ょぇ ゅけゃけさは いぇ 

ぉなかゅぇさうくぇ, ょけしぇょくけ きう っ: ”ぉなか-
ゅぇさうくなす - すけゃぇ, ぉなかゅぇさうくなす - 
けくけゃぇ...”. ┿い くっ さぇいぉうさぇき いぇとけ 
しっ しきはすぇ, つっ こうしぇすっかうすっ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ きなょさせゃぇす. ┿い くっ きけゅぇ ょぇ 
こけくぇしはき きなょさせゃぇとう こうしぇすっかう. 
‶うしぇすっかうすっ すさはぉゃぇ ょぇ さぇいおぇい-
ゃぇす うしすけさうう, ょぇ こさぇゃはす しうかくう 
たぇさぇおすっさう, ょぇ うきぇす たせぉぇゃ しすうか, 
うくすっさっしっく っいうお. ╉けくおさっすくぇすぇ 
うしすけさうは ゃ おくうゅぇすぇ, いぇ おけはすけ 
しすぇゃぇ ょせきぇ, こけおぇいゃぇ, こけ こけゃけょ 
さぇいおぇいぇ くぇ ╂うつけ いぇ [ぇおけゃしおう, 
つっ ゃ ╉けすっか, きけあって ょぇ ぉなょって 
さっゃけかのちうけくっさ う こけぉけさくうお いぇ 
しゃけぉけょぇ  ょけ きけきっくすぇ, ょけおけゅぇすけ 
すけゃぇ しっ けゅさぇくうつぇゃぇ ょけ さぇいゅけ-
ゃけさぇ ゃ おさなつきぇすぇ  うかう ょけさう  ょけ 
すけゃぇ, おくうあうちう ょぇ こうてって. ′け 
くっ すさはぉゃぇ くうとけ こけ-しっさうけいくけ 
ょぇ こさぇゃうて. ╆ぇとけすけ けすすぇき くぇ-
すぇすなお いぇこけつゃぇて ょぇ ぉなさおぇて ゃ 
ょあけぉぇ くぇ ょさせゅうすっ たけさぇ, おけうすけ 
しくぇぉょはゃぇす つさっい ぇぉぇょあうえしす-
ゃけ う あうゃけすくけゃなょしすゃけ ちはかぇすぇ 
すせさしおぇ ぇさきうは し ょさったう う きっしけ. 
┿おけ くぇこさぇゃうて くっとけ, おけっすけ とっ 
いぇしすさぇてう くっ すけかおけゃぇ しせかすぇくぇ, 
ぇ うおけくけきうつっしおうは うくすっさっし くぇ 
しけぉしすゃっくうすっ すう しなゅさぇあょぇくう, すっ 
とっ すっ こさっぉうはす けす ぉけえ. ′っ しせか-
すぇくなす. 

- ╇ こけしかっょくけ - けすおさうたすっ 
かう いぇ ╉ぇいぇくかなお くっとけ うくすっ-
さっしくけ こさう こけょゅけすけゃおぇすぇ しう 
いぇ おくうゅぇすぇ? ╂うつけ う ┿しっくつけ, 
ゃしなとくけしす, きうくぇゃぇす う こさっい 
╉ぇいぇくかなお くぇ こなす いぇ ┿さぇぉぇ-
おけくぇお う けぉさぇすくけ.
- ′っ. ╆ぇ ╉ぇいぇくかなお くうとけ けしけ-

ぉっくけ うくすっさっしくけ う かのぉけこうすくけ 
くっ しなき けすおさうか.   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
/ういこけかいゃぇくう しぇ う ゃなこさけしう けす 

こせぉかうおぇすぇ こさう こさっょしすぇゃはくっすけ 
くぇ おくうゅぇすぇ/

【そうあ けくたそうみおうあ おひはかちみてあ せあ けせき. ╈かそちえけ 〈あちさそう - あちにけてかさて ╇けそしかててあ ╆あさとせけせあ
う し きぇすっきぇすうおぇすぇ う ういくっ-
くぇょゃぇとけ う いぇ しぇきぇすぇ くっは, 
ゃきっしすけ ゃ ぉはかぇ こさっしすうかおぇ, 
いぇゃなさてうかぇすぇ さっぇかくぇ ゅうき-
くぇいうは ゃ 〈せすさぇおぇく ╁うけかっすすぇ  
いぇこうしゃぇ ぇさたうすっおすせさぇ ゃなゃ 
╁╇┿]. 

╇ こけくっあっ 

おさなゃすぇ ゃけょぇ くっ しすぇゃぇ,  

ゅけょうくう こけ-おなしくけ, こけ ゃさっ-
きっ くぇ こっすうかっすおぇすぇ しう さぇ-
ぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, おなょっすけ 
さぇぉけすう おぇすけ こさけっおすぇくす おなき 
„╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ”,  
ぇさた. ╀ぇおせくうくぇ こさけっおすうさぇ 
こさっけぉけさせょゃぇくっ くぇ しゅさぇょう 
いぇ しこっちうぇかくう う ゃいさうゃけけ-
こぇしくう こさけういゃけょしすゃぇ. ‶さう-
いくぇゃぇ, つっ っ けす とぇしすかうゃうすっ 
ぇさたうすっおすう, くぇ おけうすけ ゃ きくけ-
ゅけ けすくけてっくうは うき しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ しぇ こなさゃう: ょぇ こさけおぇさゃぇす 
こなさすうくう, いぇとけすけ すぇおぇ きけ-
あって ょぇ くぇせつうて くっとけ くけゃけ, 
くっとけ, おけっすけ くっ しう こさぇゃうか. 
¨こさっょっかは しっ おぇすけ とぇしす-
かうゃ  こさけっおすぇくす, すなえ おぇすけ くっ 
ゃしっおうきせ しっ しかせつゃぇ ゃ あうゃけ-
すぇ しう ょぇ こさけっおすうさぇ しゅさぇょぇ 
くぇ こさけすうゃけこけあぇさくぇ しかせあ-
ぉぇ, おぇおすけ くぇ くっは. ╃けゅけょう-
くぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっさっあっ 
かっくすぇすぇ くぇ こさけっおすうさぇくぇすぇ 
けす くっは くけゃぇ しゅさぇょぇ くぇ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ ‶けあぇさくぇ. ′っ 
ゃしっおう ぇさたうすっおす こさけっおすうさぇ 
う ╋¨╊ うかう しすぇさつっしおう ょけき, 
おぇおゃぇすけ しなょぉぇ は くぇしすうゅぇ, 
きぇおぇさ う ょゃぇすぇ こさけっおすぇ ょぇ 
くっ しぇ さっぇかういうさぇくう ょけおさぇえ. 
′っ こけ くっえくぇ ゃうくぇ.  

′っしぉなょくぇすぇ いぇしっゅぇ
けしすぇゃぇ ゅけかはきぇすぇ え きっつすぇ

ょぇ  こさけっおすうさぇ しなゃさっきっく-
くぇ ぉけかくうちぇ, せつうかうとっ うかう 

ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, し ゃしうつおう 
っおしすさう う ゃないきけあくけしすう くぇ 
しなゃさっきっくくぇすぇ ぇさたうすっおすせさぇ, 
きぇおぇさ ゃ こさけそっしうけくぇかくけすけ 
しう CV ょぇ うきぇ こさけっおすうさぇくぇ 
ぉけかくうちぇ ゃ ぉかういおうは ょけ しなさ-
ちっすけ え 〈せすさぇおぇく. 〈ぇき ぇさたう-
すっおす ╀ぇおせくうくぇ こさけっおすうさぇ 
ういゃっしすくぇすぇ つぇしすくぇ ぉけかくうちぇ 
くぇ ゅうくっおけかけゅぇ ょ-さ ╀けえつっゃ. 
╆ぇ 23-すっ しう ゅけょうくう  こさけそっ-

しうけくぇかっく こなす ょうこかけきうさぇくぇすぇ 
ゃ っきぉかっきぇすうつくうは ╋けしおけゃしおう 
ぇさたうすっおすせさっく うくしすうすせす ぇさ-
たうすっおす ╁うけかっすすぇ ╀ぇおせくうくぇ っ 
けしすぇゃうかぇ ょけしすぇ ょうさう ゃ ╉ぇいぇく-

かなお, さぇえけくぇ う しすさぇくぇすぇ. 
╇きぇ さぇいさぇぉけすっくう うくょうゃうょせ-

ぇかくう こさけっおすう  くぇ けおけかけ 260 
つぇしすくう おなとう, くぇ 29 たけすっかぇ う 
おなとう いぇ ゅけしすう, 149 こさけっおすぇ 
くぇ けぉとっしすゃっくう う こさけういゃけょ-
しすゃっくう しゅさぇょう, こさけっおすうさぇかぇ 
っ たけすっか くぇ おなきこうくゅ „┿さぇこは”, 
ゃうかくけ しっかうとっ ゃ ‶ぇきこけさけゃけ, 
たけすっか ゃ させしっくしおけすけ しっかけ ╀け-
あうつっく, ]‶┿-たけすっか ゃ ぅゅけょぇ, 
おけきこかっおし „¨さそっえ” ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ う きくけゅけ ょさせゅう. ╉ぇ-
いぇくかなておうすっ え ょうさう しなとけ しぇ 
きくけゅけ: くぇえ- くけゃうはす たけすっか くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ せかうちぇ „╇しおさぇ”, 
すなさゅけゃしおぇ しゅさぇょぇ くぇ しなとぇすぇ 

せかうちぇ, さっくけゃうさぇくぇすぇ しすぇさぇ 
しゅさぇょぇ くぇ ‶けかうちうはすぇ ゃうかぇ 
„[けいぇ”, しゅさぇょぇすぇ くぇ ぉせか. „┿か. 
╀ぇすっくぉっさゅ” わ17, おぇおすけ う けとっ 
くはおけかおけ すぇおうゃぇ くけゃう しゅさぇょう, 
ういょなさあぇくう ゃ すけいう しすうか. ╁ きけ-
きっくすぇ さぇぉけすう ゃなさたせ こさけっおす 
くぇ こぇさぇおかうし ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
そうさきぇ „╋+] 》うょさぇゃかうお” う 
ぉっいゃないきっいょくけ こさけっおすうさぇ  いぇ-
しすさけうすっかっく こかぇく くぇ きっしすくけしす-

すぇ „]すぇさうすっ かけいは”. ╁ ぇさたうすっ-
おすせさくうは しう こさけっおす しっ けこうすゃぇ 
ょぇ さぇいゃうっ こさっょしすぇゃぇすぇ しう いぇ  
っょうく しなゃさっきっくっく う きけょっさっく, 
こさっょかぇゅぇと ゃしうつおう せょけぉしすゃぇ, 

あうかうとっく おゃぇさすぇか, こさう すけゃぇ 
くぇ こかけと けす 300 ょっおぇさぇ, ゃ おけう-
すけ ょぇ うきぇ ょけしすぇすなつくけ こかけと いぇ 
けぉとっしすゃっくう しゅさぇょう, すぇおぇ つっ 
けぉうすぇすっかうすっ くぇ すけいう おけきこかっおし 
ょぇ しっ つせゃしすゃぇす おけきそけさすくけ ゃ 
くっゅけ.

]さっょ こさけそっしうけくぇかくうすっ 
しう ょうさう うきぇ う けしすぇゃっくう ゃ 

„┿さしっくぇか”,

おなょっすけ さぇぉけすう 5 ゅけょうくう  ゃ 
っおうこぇ くぇ ╇ゃぇく ╋なょさけゃ, ぇ 
こけ-おなしくけ う こさう うくあ. 『ゃっすぇく 
【うおけゃ: しこっちうぇかくうすっ  こけかう-
おぇさぉけくぇすくう ぇさおう くぇ こぇさぇょくうは 

ゃたけょ くぇ „┿さしっくぇか”. ╁ ′╇〈╇, 
おなょっすけ こさっおぇさゃぇ こなさゃうすっ 5 
ゅけょうくう しかっょ いぇゃさなとぇくっすけ しう 
けす [せしうは, しなとけ けしすぇゃは こさけっお-
すぇくすしおう ょうさう. ╀っいぉさけえくう しぇ 
しかっょうすっ え ゃ けぉとうくぇ ╋なゅかうあ, 
おなょっすけ っ ゅかぇゃっく ぇさたうすっおす 14 
ゅけょうくう. ╇ おなょっすけ ういぉうさぇ ょぇ 
しないょぇょっ しゃけは くけゃ ょけき - し てう-
さけお ょゃけさ う おなとぇ こけ きはさおぇ. ╁ 
おけはすけ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ う くぇ-

きうさぇ しこけおけえしすゃうっ う せのす. ╁  
かのぉうきうすっ おくうゅう くぇ ]すぇえくぉっお 
う ]っくおっゃうつ うかう ゃ おけきこぇくうはすぇ 
くぇ こけさぇしくぇかうすっ しう ょっちぇ - しうく, 
こけっか こけ くっえくうは こさけそっしうけくぇ-
かっく こなす, くけ ゃっつっ ゃなゃ 《さぇくちうは, 
う ょなとっさは, おけはすけ くぇえ-ゃっさけはす-
くけ ょけゅけょうくぇ しなとけ とっ っ ういゃなく 
しすさぇくぇすぇ. 

 ′っ こさぇゃは ょなかゅけしさけつくう 
こかぇくけゃっ, 

こけしすぇゃはき しう おさぇすおけしさけつ-
くう ちっかう, おけうすけ こさっしかっょゃぇき, 
しこけょっかは ぇさたうすっおす ╀ぇおせくうくぇ 
う こさういくぇゃぇ, つっ っ けぉしっぉっくぇ けす 
さぇぉけすぇすぇ しう. ╆ぇすけゃぇ う しゃけぉけょ-
くけすけ え ゃさっきっ っ きぇかおけ, ぇ おけゅぇすけ 
けすおさぇょくっ すぇおけゃぇ, くぇこけしかっょなお 
しっ せかぇゃは, つっ ゃしっ こけゃっつっ は ょなさ-
こぇ けすくけゃけ てうっくっすけ: いぇしっゅぇ 
おぇすけ たけぉう う ぇくすうしすさっし-すっさぇ-
こうは. 
′っ え けしすぇゃぇ ゃさっきっ いぇ さうしせ-

ゃぇくっ, きぇおぇさ う ょけしっゅぇ すは ょぇ っ 
っょうくしすゃっくうはす ぇさたうすっおす, おけえすけ 
ゃなこさっおう すったくけかけゅううすっ, こさぇゃう 
こなさゃうすっ しう  こさけっおすう う しおうちう-
さぇ くぇ さなおぇ. 

╁うくぇゅう しないょぇゃぇき こけ すさう 
うょっえくう こさっょかけあっくうは 

いぇ おかうっくすうすっ しう, こけしかっ しは-
ょぇきっ, けぉしなあょぇきっ う くぇきうさぇきっ 
ゃぇさうぇくす, おけえすけ っ くぇえ- ょけぉなさ 
いぇ おかうっくすぇ きう, さぇいおさうゃぇ すは 
つぇしす けす すぇえくぇすぇ ょぇ っ すなさしっくぇ 
う し きくけゅけ さぇぉけすぇ. ¨すおぇいゃぇ ょぇ 
こさっょかぇゅぇ ゅけすけゃう こさけっおすう くぇ 
おかうっくすうすっ しう, おぇすけ しっ しすぇさぇっ 
ょぇ くっ ゅう  すけゃぇさう し ういかうてくう 
こかぇとぇくうは. 
╇いこけゃはょゃぇ きぇおしうきぇすぇ, つっ 

さぇぉけすぇすぇ っ くぇえ-ょけぉさぇすぇ 
さっおかぇきぇ. 

╁ こさけそっしうけくぇかっく こかぇく ぇさたう-
すっおす ╀ぇおせくうくぇ うきぇ  しゃけうすっ うい-
おせてっくうは う かのぉけゃう: こさういくぇゃぇ, 
つっ っ そっく くぇ きけょっさくぇすぇ ぇさたう-
すっおすせさぇ, ういつうしすっくうすっ そけさきう, 
こかけしおうすっ こけおさうゃう う ゅっけきっす-
さうつくうすっ そぇしぇょう. ╁ しゅさぇょうすっ, 
おけうすけ すは こさけっおすうさぇ, すっいう くっえ-
くう „かのぉけゃくう くうておう” しぇ はしくけ 
ういさぇいっくう. ╆ぇすけゃぇ う くはきぇ おぇお 
ょぇ  しっ けぉなさおぇ  しけぉしすゃっくうはす え 
こけつっさお. 
╉ぇすけ ゃしはおぇ くけさきぇかくぇ, いぇしう-

こぇくぇ し さぇぉけすぇ  ょっかけゃぇ あっくぇ, 
おけはすけ しぇきぇ しっ しこさぇゃは し あうゃけ-
すぇ う ょゃっすっ しう こけさぇしくぇかう ょっちぇ, 
╁うけかっすすぇ ╀ぇおせくうくぇ くっ おさうっ, 
つっ う すは, おぇすけ ゃしっおう つけゃっお, しう 
うきぇ しゃけうすっ  すさせょくう きけきっくすう, 
おけうすけ しっ しすぇさぇっ ぉなさいけ ょぇ いぇけ-
ぉうおぇかは う ょぇ ゅけくう かけてうすっ きう-
しかう けす しっぉっ しう. 

„╉ぇいゃぇき しう: 

すさはぉゃぇ ょぇ こさけょなかあぇ!

】けき すけゃぇ きう しっ しかせつゃぇ, いくぇ-
つう とっ ゅけ こさっけょけかっは う ゃ おさぇえ-
くぇ しきっすおぇ ゃしうつおけ とっ ぉなょっ  ょけ-
ぉさっ”, ういこけゃはょゃぇ  くっすなさこはとぇすぇ 
ゃないさぇあっくうっ かうつくぇ しゃけは けこすう-
きうしすうつくぇ そうかけしけそうは ょなとっさは 
くぇ うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ - さけ-
ょっくぇすぇ こけょ いくぇおぇ くぇ ぇきぉうちう-
けいくうは う ぉけさぉっく ̈ ゃっく ぇさたうすっおす 
╁うけかっすすぇ ╀ぇおせくうくぇ.  
╅っくぇすぇ し ぇさしっくぇかしおぇ こけおけ-

かっくつっしおぇ うしすけさうは, けしすぇゃうかぇ  
ゃっつっ すさぇえくぇ ょうさは ゃ しなゃさっきっく-
くぇすぇ ぇさたうすっおすせさくぇ うしすけさうは くぇ 
╉ぇいぇくかなお う くぇ ╀なかゅぇさうは.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ



8 22 ноември 2013 г.

╇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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╉とのあ う おとすけ:
》そかてかつあてあ ]けせあ 】くとせそうあ

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
〈けしかせあ ╈かそちえけかうあ
そて ′あうそお 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3
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╆くぇきっくうすぇすぇ させしおぇ ぉぇ-
かっさうくぇ, ぉぇかっすきぇえしすけさ う 
こっょぇゅけゅ ╂ぇかうくぇ 〉かぇくけゃぇ 
っ さけょっくぇ こさっい 1910 ゅ. ゃ 
]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ. ╇いゃっしすくけ 
ゃさっきっ すぇくちせゃぇ ゃ さけょくうは しう 
ゅさぇょ, しかっょ おけっすけ - ゃ ╀けか-
てけえ すっぇすなさ ゃ ╋けしおゃぇ. ]すぇ-
ゃぇ しゃっすけゃくけ ういゃっしすくぇ こさっい 
40-すっ ゅけょうくう くぇ 20 ゃっお. 
]ちっくうつくぇすぇ え ぉうけゅさぇそうは 
っ ういおかのつうすっかくけ ぉけゅぇすぇ - 
ういこなかくはゃぇ ゅかぇゃくうすっ さけかう 
ゃ くぇえ-ういゃっしすくうすっ ぉぇかっす-
くう こけしすぇくけゃおう: „]こはとぇ-
すぇ おさぇしぇゃうちぇ”, „╊っぉっょけゃけ 
っいっさけ”, „╅ういっか”, „╀ぇたつう-
しぇさぇえしおう そけくすぇく”, „[けきっけ 
う ╅せかうっすぇ” う ょさ.  ′ぇさけょくぇ 
ぇさすうしすおぇ くぇ ]]][, ょゃぇ こなすう 
╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっ-
しおうは すさせょ, かぇせさっぇす くぇ つっ-
すうさう ╃なさあぇゃくう う くぇ っょくぇ 
╊っくうくしおぇ くぇゅさぇょぇ, くぇ けゅさけ-
きっく ぉさけえ けさょっくう う きっょぇかう. 
′けしうすっかおぇ っ くぇ きくけゅけ つせあ-
ょっしすさぇくくう くぇゅさぇょう う けすかう-
つうは. 〉かぇくけゃぇ っ っょうくしすゃっ-
くぇすぇ ぉぇかっさうくぇ, くぇ おけはすけ っ 
ういょうゅくぇす こぇきっすくうお こさうあう-
ゃっ. 〉きうさぇ こさっい 1998 ゅ.

БОГИНЯТА НА ТАНЦА, НАЙ-ВИСОКИЯТ ВРЪХ В ИЗКУСТВОТО
╂ぇかは ]っさゅっっゃくぇ. ╋けきうつっすけ けすさぇくけ 

さぇいぉうさぇ おぇお すさはぉゃぇ ういちはかけ ょぇ しっ けすょぇ-
ゃぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ う ょぇ こけしすうゅぇ ちっかうすっ しう. 
╀ぇとぇ え っ ぉぇかっすっく ぇおすぬけさ う さっあうしぬけさ, 
ぇ きぇえおぇ え - ういゃっしすくぇ すぇくちぬけさおぇ う こっ-
ょぇゅけゅ, こなさゃぇすぇ え こさっこけょぇゃぇすっかおぇ こけ ぉぇ-
かっす. ╂ぇかは ういこうすゃぇ くぇ ゅなさぉぇ しう すっあおうは 
しかっょさっゃけかのちうけくっく こっさうけょ, おけゅぇすけ ゃ 
おうてぇ う ゃはすなさ うかう ゃ せあぇしっく こっお すさはぉ-
ゃぇかけ こって ょぇ けぉうおぇかは おうくけすっぇすさうすっ くぇ 
]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ, おなょっすけ [けきぇくけゃ う 
〉かぇくけゃぇ すぇくちせゃぇかう こさっょう しこっおすぇおかう-
すっ いぇ おなてっえ たかはぉ. 〈は しっ ゃないたうとぇゃぇかぇ 
くぇ きぇえおぇ しう, おけはすけ, すさぇおぇえおう しなし いなぉう 
けす しすせょ, けぉかうつぇかぇ っそうさっく おけしすのき う し 
ゅさっえくぇかぇ せしきうゃおぇ ういかういぇかぇ くぇ しちっくぇすぇ.
╉ぇさうっさぇすぇ しう ╂ぇかうくぇ いぇこけつゃぇ ゃ しすせ-

ょっくう う くっせのすくう こけきっとっくうは, しなし しなかいう 
う こさうこぇょなちう けす くっょけはあょぇくっ. 〈は くっくぇ-
ゃうあょぇかぇ っあっょくっゃくうすっ すさっくうさけゃおう, くけ 
きぇえおぇ え は いぇしすぇゃはかぇ, ゃくせてぇゃぇえおう え, つっ 
ぉぇかっすなす っ っょうくしすゃっくぇすぇ こさけそっしうは, おけは-
すけ きけあっ ょぇ は たさぇくう ゃ ぉなょっとっ. ¨ぉけあぇ-
ゃぇかぇ ょぇ くけしう きけさはておぇ ぉかせいおぇ, ょぇ かけゃう 
さうぉぇ し ぉぇとぇ しう う ょぇ こかせゃぇ. ╋っつすぇっかぇ ょぇ 
しすぇくっ きけさはお… ╃っゃっすゅけょうてくぇ, こけしすなこゃぇ 
ゃ たけさっけゅさぇそしおけすけ せつうかうとっ /ょく. ]ぇくおす-
‶っすっさぉせさゅしおぇ ぇおぇょっきうは いぇ させしおう ぉぇかっす/ 
ゃ おかぇしぇ くぇ ┿ゅさうこうくぇ ╁ぇゅぇくけゃぇ う しかっょ 
おぇすけ ゅけ いぇゃなさてゃぇ, こけしすなこゃぇ ゃ ╃なさあぇゃ-
くうは ぇおぇょっきうつっく すっぇすなさ いぇ けこっさぇ う ぉぇ-
かっす, ょく. ╋ぇさううくしおう すっぇすなさ.
‶うすっさしおぇすぇ こさうきぇ. 〈ぇおぇ くぇさうつぇかう 

〉かぇくけゃぇ ゃ ╋けしおゃぇ, おなょっすけ すは こっさうけょうつ-
くけ すぇくちせゃぇかぇ, ぇ けす 1944-すぇ けおけくつぇすっかくけ 
しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ╀けかてけえ すっぇすなさ - ょぇかっつっ 
けす かのぉうきうは しう ゅさぇょ, かのぉうきうは すっぇすなさ う 
かのぉうきうは しう つけゃっお - ╉けくしすぇくすうく ]っさ-
ゅっっゃ, し おけゅけすけ ぉうかう くっこけゃすけさうき ょせっす ゃ 
„[けきっけ う ╅せかうっすぇ”.
¨しゃっく っきぉかっきぇすうつくうすっ しう ういこなかくっくうは 

ゃ くぇえ-こけこせかはさくうすっ ぉぇかっすくう しこっおすぇおかう, 
すは ういこなかくはゃぇ ゅかぇゃくうすっ さけかう う ゃ „╇いゅせ-
ぉっくうすっ うかのいうう”, „╆けかせておぇ”, „』っさゃっくうはす 
きぇお”, „‶さうおぇいおぇ いぇ ╉ぇきっくくけすけ ちゃっすっ” う 
ょさ. ] うきっすけ くぇ 〉かぇくけゃぇ っ しゃなさいぇく ゅさぇく-
ょうけいくうはす せしこった くぇ すさせこぇすぇ こけ ゃさっきっ くぇ 
ゅぇしすさけかうすっ ゃ ╊けくょけく, おなょっすけ ぇくゅかうつぇ-
くうすっ は くぇさっおかう „しゃけは”, ゃ ‶ぇさうあ う ゃ ′の 
╈けさお, おなょっすけ は こさぇゃはす  こけつっすっく つかっく くぇ 
┿きっさうおぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは くぇ ういおせしすゃぇすぇ.                                                        
〈ぇえくぇすぇ くぇ きぇゅうはすぇ. ╂ぇかうくぇ 〉かぇくけ-

ゃぇ  くっ ぉうかぇ おさぇしうゃぇ, くはきぇかぇ うょっぇかくうすっ 
つっさすう. ′け ょけ おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう こけょ-
ょなさあぇかぇ すっゅかけ 49 おゅ, たけょっかぇ くぇ ゃうしけ-
おう すけおつっすぇ う っあっょくっゃくけ こさぇゃっかぇ ゅうき-
くぇしすうおぇ. ╆ぇさぇょう ぉぇかっすぇ くっ きけあっかぇ ょぇ 
しう こけいゃけかう くうおぇおゃけ たけぉう うかう せゃかっつっ-
くうっ. ╀ぇかっすなす いぇ すぇいう ゃっかうおぇ あっくぇ ぉうか 
くっ こさけそっしうは, ぇ あうゃけす. ╀うかぇ しうきゃけか くぇ 
っかっゅぇくすくけしす, ういょなさあかうゃけしす, しすさけゅけしす 
おなき しっぉっ しう う こさっょぇくけしす おなき さぇぉけすぇすぇ.                                                                                 
╋ぇゅうはすぇ くぇ くっえくうは すぇかぇくす うょゃぇかぇ けす 
こけさぇいうすっかくぇすぇ けょせたけすゃけさっくけしす くぇ すぇく-
ちうすっ え. ╁ くっえくけ ういこなかくっくうっ いぇゅせぉゃぇ-
かう せきぇ しう う けぉうおくけゃっくうすっ ゃけえくうちう, う 
ぉぇかっすけきぇくうすっ, う ういすなおくぇすうすっ おけきこけ-
いうすけさう う ぇさすうしすう. “′うおけえ くっ きけあっ ょぇ 
さぇいゅぇょぇっ すぇえくぇすぇ え”, -  こうてっかう ゃ こさっ-
しぇすぇ. ′け すぇえくぇすぇ くぇ 〉かぇくけゃぇ しう けしすぇ-
ゃぇ くっえくぇ: くうおけえ くっ せしこはか ょぇ さぇいゅぇょぇっ 
しなとくけしすすぇ くぇ きぇゅうつくぇすぇ え ゃかぇしす くぇょ 
いさうすっかうすっ. ╄ょうく けす „おかのつけゃっすっ” おなき 
すぇいう すぇえくぇ っ ういこうこゃぇくっすけ くぇ ゃしはおけ 
ょゃうあっくうっ: ゃっょくなあ う いぇゃうくぇゅう. 〈は いくぇ-
っかぇ しゃけうすっ くっょけしすぇすなちう, くけ おぇすけ くうおけえ 
ょさせゅ せきっっかぇ ょぇ ゅう こさぇゃう くっゃうょうきう.                                                                                                                    
]さっょ ういおぇいゃぇくうはすぇ くぇ おさうすうちう, さっあう-
しぬけさう う あせさくぇかうしすう いぇ くっは しぇ すぇおうゃぇ, 
おぇすけ: “〈は っ こけゃっつっ けす すぇくちぬけさおぇ, すは っ 
くぇえ-いくぇきっくうすぇすぇ ぇさすうしすおぇ くぇ くぇてっすけ 
ゃさっきっ”; „…ゃ すけゃぇ おさったおけ しなとっしすゃけ とっ 
けすおさうっすっ くっこさっゅなゃぇっきぇ しうかぇ, ゅっさけうつ-
くけ くぇこさっあっくうっ くぇ ょせたぇ.”; „〈は すぇくちせゃぇ 
かのぉけゃすぇ”; „╆ぇ 〉かぇくけゃぇ すぇくちなす っ ゃうくぇゅう 
しすさぇょぇくうっ… くけ すぇおけゃぇ, おけっすけ ゃう ういょう-
ゅぇ ょけ くっぉっすけ!”; „…すは すぇくちせゃぇ すぇおぇ, おぇお-
すけ ょうてぇ”; „〉かぇくけゃぇ っ さけょっくぇ いぇ すぇくちぇ 
-  すぇおぇ, おぇおすけ こけっすなす いぇ しすうたけゃっすっ う 
こなかおけゃけょっちなす いぇ ぉうすおぇすぇ”. ′ぇさうつぇかう は 
„きせいぇすぇ くぇ すぇくちぇ”, „けぉうおくけゃっくぇ ぉけゅう-
くは”, „つけゃっお けす ょさせゅけ ういきっさっくうっ”, „ゅっくうえ 
くぇ させしおうは ぉぇかっす”.  

╊のぉけゃすぇ. 〉かぇくけゃぇ ゃうくぇゅう ぉうかぇ しな-
こさけゃけあょぇくぇ けす ぉかっしすはとう きなあっ, けちっ-
くはゃぇとう こさっょう ゃしうつおけ ういせきうすっかくうは 
え すぇかぇくす. 〈は うきぇ すさうきぇ しなこさせいう, ゃしっ 
たけさぇ くぇ ういおせしすゃけすけ, ょけしすぇ こけ-ゃない-
さぇしすくう けす くっは. ]かっょ さぇいょっかうすっ いぇ-
こぇいゃぇかぇ ょけしすけえくう けすくけてっくうは し すはた.                                                                                                          
╉さぇしぇゃっちなす-さっあうしぬけさ ぃさうえ ╆ぇゃぇょ-
しおう ぉうか し 16 ゅけょうくう こけ-ゅけかはき けす くっは, 
くけ ういこうすゃぇか しすさぇた こさっょ すぇいう きぇかおぇ う 
おさったおぇ あっくぇ. ′ぇ こけゅさっぉっくうっすけ きせ すは 
ういこさぇすうかぇ ゃっくっち し かぇおけくうつっく くぇょこうし 

”′ぇ ╆ぇゃぇょしおう けす 〉かぇくけゃぇ”. ′ぇえ-はさおうはす 
え さけきぇく っ し ぇおすぬけさぇ ╇ゃぇく ╀っさしっくっゃ, 
おけえすけ いぇゅなさぉうか 35-ゅけょうてくうは しう ぉさぇお う 
いぇあうゃはか し くっは. ′ぇ こぇくうたうょぇすぇ ょけ ゅさけ-
ぉぇ きせ しすけはかう ょゃっ あっくう - いぇおけくくぇすぇ きせ 
しなこさせゅぇ ぇおすさうしぇすぇ ]けそうは ╂うぇちうくすけゃぇ 
う ゃっかうおぇすぇ ぉぇかっさうくぇ ╂ぇかうくぇ 〉かぇくけゃぇ. 
╁ おさぇは くぇ 1950 ゅ. すは あうゃっっ し たせょけあくう-
おぇ くぇ ╀けかてけえ すっぇすなさ ╁ぇょうき [うくょうく, 
くけ しっ さぇいょっかはす いぇさぇょう こうっくっすけ きせ.                                                                                                                       
‶けこうすぇかう ゃっょくなあ 〉かぇくけゃぇ: しなあぇかはゃぇ 
かう いぇ くっとけ ゃ あうゃけすぇ しう? „╇しおぇてっ きう しっ 

ょぇ うきぇき しっきっえしすゃけ, ょっちぇ… ょけき, ゃ おけえすけ 
ょぇ ゅけすゃは. ¨こうすぇた しっ ょぇ ゅけ くぇこさぇゃは, くけ 
くうとけ くっ しっ こけかせつう”.
╃け ゃかぇしすすぇ う ょぇかっつ けす くっは. 〈は 

せきっっかぇ ょぇ きなかつう う ょぇ しすけう くぇ ょうしすぇく-
ちうは. ╀うかぇ しょなさあぇくぇ - う くぇ しちっくぇすぇ, う 
ゃ あうゃけすぇ. ╆ぇすけゃぇ は くぇさっおかう ╁っかうおぇすぇ 
′はきぇ. ′っ うしおぇかぇ ょぇ ゃしすなこゃぇ ゃ くうおぇおゃう 
けすくけてっくうは し ゃかぇしすすぇ. ′け すぇいう ゃかぇしす は 
ういぉさぇかぇ いぇ しゃけえ おせきうさ. ‶さっょこけつうすぇ-
かう は こさっょ ゃしうつおう けしすぇくぇかう ぉかっしすはとう 
いゃっいょう. 〈けかおけゃぇ くぇゅさぇょう, おけかおけすけ っ 
うきぇかぇ 〉かぇくけゃぇ, っ くはきぇか くうすけ っょうく 

かうょっさ けす おけきせくうしすうつっしおぇすぇ っこけたぇ.                                                                                                      
¨す くっは しっ ゃないたうとぇゃぇか う しぇきうはす ]すぇかうく. 
╆ぇ きくけいうくぇ けす いゃっいょうすっ くぇ ╀けかてけえ しっ くけ-
しっかう しかせたけゃっ, つっ しぇ そぇゃけさうすおう くぇ つかっ-
くけゃっすっ くぇ ‶けかうすぉのさけ. ]こけさっょ おかのおうすっ 
- っょくぇ しっ おなこっかぇ ゃなゃ ゃぇくぇ し てぇきこぇくしおけ, 
くぇきぇいぇくぇ こけ さなぉけゃっすっ し つっさっく たぇえゃっさ, 
ょさせゅぇ しっ こさけつせかぇ し きぇえしすけさしすゃけすけ しう ょぇ 
こうっ... ╆ぇ 〉かぇくけゃぇ くうとけ すぇおけゃぇ くっ しっ ゅけ-
ゃけさっかけ. 〈は くっ ょぇゃぇかぇ こけゃけょ, ゃなこさっおう つっ 
ぉっい くっは くっ きうくぇゃぇか くうすけ っょうく こぇさぇょっく 
しこっおすぇおなか うかう こさぇゃうすっかしすゃっく おけくちっさす. 

〉つぇしすゃぇかぇ う すけかおけゃぇ. ╆ぇ くっは つけゃって-
おけすけ ょけしすけえくしすゃけ しう うきぇかけ ゅさぇくうちう…                                                                                                                            
′っ しっ しすさっきはかぇ おなき ぉけゅぇすしすゃけ うかう しかぇ-
ゃぇ. ╁しうつおけ しぇきó しっ しくうてぇゃぇかけ ゃ おさぇ-
おぇすぇ え. ╅うゃっっかぇ ゃ けゅさけきくぇ おゃぇさすうさぇ 
ゃ ╉けすéかくうおう, ょけ すゃけさつっしおうは う ゃけっくっく 
っかうす. ′け ゃ こけしかっょくうすっ しう ゅけょうくう くはきぇ-
かぇ こぇさう ょぇ は こけょょなさあぇ う しっ くぇかけあうかけ 
ょぇ しっ こさっきっしすう ゃ こけ-きぇかおけ あうかうとっ. ╀っい 
ょぇ こさっいうさぇ こぇさうすっ, すは ぉうかぇ さぇゃくけょせて-
くぇ おなき すはた. ′っ いぇぉっかはいゃぇかぇ くうとけ けおけかけ 
しっぉっ しう - くうすけ しおなこうすっ こぇかすぇ, くうすけ ╁けか-

ゅうすっ, くぇ おけうすけ は ゃけいっかう おぇすけ いゃっいょぇ けす 
こなさゃぇ ゃっかうつうくぇ. ╁っょくなあ え けすおさぇょくぇかう 
おけかぇすぇ. ╉けゅぇすけ え おぇいぇかう いぇ すけゃぇ, くうすけ 
っょうく きせしおせか くっ すさっこくぇか くぇ かうちっすけ え.
[せしおうくは いぇゃうくぇゅう. ╆ぇ ╆ぇこぇょぇ ╂ぇかうくぇ 

〉かぇくけゃぇ おぇいゃぇかぇ: „‶さう すはた ゃしうつおけ っ すけか-
おけゃぇ さぇちうけくぇかくけ う こさっしきっすくぇすけ”. „╋け-
あっすっ かう ょぇ あうゃっっすっ いぇょ ゅさぇくちうちぇ?”, こけ-
こうすぇかう は. „′っ, - けすゅけゃけさうかぇ. - ′うおけゅぇ!”                                                                                                     
′ぇこさうきっさ, すは くっ けしなあょぇかぇ けすおさうすけ しゃけは 
しなくぇさけょくうお-くっゃないゃさぇとっくっち  [せょけかそ 
′せさっっゃ, くけ おけかおけすけ こなすう ょぇ ぉうかぇ ゃ ‶ぇ-
さうあ, ょっかうおぇすくけ けすおかけくはゃぇかぇ こけおぇくうすっ 

きせ いぇ しさっとう. ╁ たけすっかしおぇすぇ え しすぇは ゃうくぇゅう 
うきぇかけ ちゃっすは けす ′せさっっゃ, くけ しぇきうはす すけえ 
くっ ぉうか ょけこせしくぇす くうすけ ゃっょくなあ ょけ くっは.                                                                                               
′っ-せきうさぇとうはす かっぉっょ. ‶けしかっょくけすけ 

え ういこなかくっくうっ くぇ しちっくぇ っ, おけゅぇすけ っ くぇ 
50 - ょうこかけきくうはす え しこっおすぇおなか „【けこっ-
くうぇくぇ”. ╋っあょせ ょっぉのすぇ う こさけとぇかくうは 
え しこっおすぇおなか ういきうくぇかぇ ちはかぇ っこけたぇ…                                                                                                       
╂ぇかうくぇ ]っさゅっっゃくぇ けしすぇくぇかぇ ゃ すっぇすなさぇ う 
さぇぉけすうかぇ こけゃっつっ けす 30 ゅけょうくう おぇすけ ぉぇ-
かっすきぇえしすけさ-さっこっすうすけさ. „′はきぇき ゃうかぇ う 
ぇゃすけきけぉうか, くけ いぇすけゃぇ こなお うきぇき ちはかぇ こかっ-
はょぇ けす ぉかっしすはとう せつっくうちう!”, おぇいゃぇかぇ すは.                                                                              
╅せさうさぇかぇ そっしすうゃぇかう, ぉうかぇ こさっょしっょぇ-
すっか くぇ あせさうすけ くぇ ┶ ╋っあょせくぇさけょっく ぉぇ-
かっすっく おけくおせさし ゃなゃ ╁ぇさくぇ こさっい 1964 ゅ. 
う くぇ ┶ ╋っあょせくぇさけょっく おけくおせさし ゃ ╋けしおゃぇ 
こさっい 1969 ゅ.
〈は っ くぇえ-ゃうしけおうはす ゃさなた ゃ ういおせ-

しすゃけすけ. 〈ぇおぇ けすゅけゃけさうか くぇ ゃなこさけしぇ くぇ 
あせさくぇかうしすう „╆ぇとけ 〉かぇくけゃぇ?” こさっいう-
ょっくすなす くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ おけきうしうは 
おなき ぃ′╄]╉¨ ╀. 》っゅたっさ こけ ゃさっきっ くぇ 
けすおさうゃぇくっすけ くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ╂ぇかうくぇ 
〉かぇくけゃぇ ゃ ]すけおたけかき, こなさゃうはす う っょうく-
しすゃっく こぇきっすくうお こさうあうゃっ くぇ させしくぇお いぇょ 
ゅさぇくうちぇ. 〉かぇくけゃぇ しなとけ こさうしなしすゃぇかぇ, 
くけ しっ しすぇさぇっかぇ ょぇ くっ ゅかっょぇ おなき ぉさけく-
いけゃぇすぇ しう そうゅせさぇ, せこけさうすけ こけゃすぇさはえおう: 
„〈けゃぇ っ こぇきっすくうお くぇ ぉぇかっすぇ, くっ きけえ”. 
‶け しなとけすけ ゃさっきっ くっうく こぇきっすくうお っ うい-
ょうゅくぇす  う ゃ さけょくうは ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ.                                                                                                                            
]かっょ しきなさすすぇ え こさういくぇくうっすけ おなき かっゅっく-
ょぇすぇ くぇ ぉぇかっすぇ くっ いぇすうたゃぇ. ╁ 》けかぇくょうは 
ゃうょ かぇかっすぇ しぇ くぇさっつっくう くぇ くっえくけ うきっ. 
╇いょぇゃぇす こけとっくしおう きぇさおう し くっえくうは かうお. 
‶け ゃけょくうすっ ぇさすっさうう くぇ ╋けしおゃぇ しっ ょゃうあう 
すけこかけたけょなす „╂ぇかうくぇ 〉かぇくけゃぇ”. ′ぇ くっえくけ 
うきっ しっ ゃさなつゃぇす しすうこっくょうう う しっ こさけゃっあ-
ょぇ そっしすうゃぇか ゃ こけょおさっこぇ くぇ くぇょぇさっくう 
ょっちぇ. ‶け しかせつぇえ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす 
さけあょっくうっすけ え っ こせしくぇすぇ しさっぉなさくぇ きけ-
くっすぇ し くっえくうは けぉさぇい, ぇ そけくょなす „╂ぇかうくぇ 
〉かぇくけゃぇ” けさゅぇくういうさぇ のぉうかっえくう すなさあっ-
しすゃぇ ゃ くっえくぇ つっしす.
╁っかうおぇすぇ しぇきけすくうちぇ. 〈は けぉうつぇかぇ しぇ-

きけすぇすぇ う こさうさけょぇすぇ.′っ ゅけゃけさっかぇ きくけゅけ, 
ぉうかぇ こけゅなかくぇすぇ ゃ しっぉっ しう. ‶けつすう くはきぇかぇ 
こさうはすっかう. ╁しうつおけ すけゃぇ しなけすゃっすしすゃぇかけ くぇ 
ゃうしけおぇすぇ え さっこせすぇちうは. ]うかくけ こさっあうゃは-
ゃぇかぇ そぇおすぇ, つっ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
くっ こけかせつぇゃぇかぇ けぉうつぇえくうすっ こけいょさぇゃう こけ 
おけさうょけさうすっ くぇ ╀けかてけえ. ′けゃけすけ こけおけかっ-
くうっ すぇくちぬけさう, しぉかなしおゃぇえおう しっ し あうゃぇすぇ 
かっゅっくょぇ, くっ は さぇいこけいくぇゃぇかけ.
〈は くっ さぇいぉうさぇかぇ きくけゅけ くっとぇ ゃ しなゃさっ-

きっくくうは あうゃけす. ‶さっしすぇくぇかぇ ょぇ ゅかっょぇ 
すっかっゃういうは, ゃっしすくうちう つっすはかぇ さはょおけ. ╃け 
しっぉっ しう ょけこせしくぇかぇ っょうくしすゃっくけ あせさ-
くぇかうしすおぇすぇ 〈ぇすはくぇ ┿ゅぇそけくけゃぇ, おけはすけ 
いぇあうゃはかぇ  こさう くっは. ╀ぇかっさうくぇすぇ は くぇ-
さうつぇかぇ こさうっきくぇ ょなとっさは. ╉けゅぇすけ 〈ぇくは 
こけつうくぇかぇ, ╂ぇかうくぇ ]っさゅっっゃくぇ しっ しさうくぇ-
かぇ. ╁なこさっおう ぉけかくうは しう しすけきぇた, しっ たさぇ-
くっかぇ しぇきけ しなし しぇくょゃうつう, っょうくしすゃっくけすけ, 
おけっすけ せきっっかぇ ょぇ こさぇゃう… ╋ぇかおけ こさっょう 
しきなさすすぇ しう すは こけこうすぇかぇ っょうく きかぇょ すぇく-
ちぬけさ: „╉けかは, きけあっすっ かう ょぇ こなさあうすっ 
はえちぇ? ′っ? ┿い しなとけ.”
„′うおけゅぇ かう くはきぇ ょぇ さぇいおぇあっすっ いぇ かうつ-

くうは しう あうゃけす?” - は こけこうすぇかぇ あせさくぇかうしす-
おぇ. „′っ さぇいぉうさぇき すけゃぇ ょくってくけ ゃかっつっくうっ 
おなき ゃしうつおけ うくすうきくけ”, - ぉうか けすゅけゃけさなす. 
′っいぇゃうしうきけ けす すけゃぇ, うきぇかぇ くぇきっさっくうっ 
ょぇ さぇいおさうっ ょせてぇすぇ しう こけ こけゃけょ 90-は しう 
さけあょっく ょっく, おけえすけ しっ おぇくっかぇ ょぇ けすぉっかっ-
あう こさっい 2000-すぇ ゅけょうくぇ…
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ゅけょうくう. ‶け しゃっょっくうは くぇ くっえくう ぉかういおう, 
きぇかおけ こさっょう すけゃぇ 〉かぇくけゃぇ せくうとけあうかぇ 
ゃしうつおけ, けす おけっすけ きけあっ ょぇ しっ せいくぇっ くっとけ 
いぇ かうつくうは え あうゃけす…    

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈けゃぇ とっ しっ さってぇゃぇ くぇ しこっちうぇかくけ けぉとっしすゃっくけ けぉしなあょぇくっ, おけっすけ とっ うくうちううさぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは ゃ ゅさぇょぇ. 

′ぇきっさっくうっすけ ぉっ けこけゃっしすっくけ くぇ こけしかっょ-
くけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ きっしすくうは  こぇさかぇきっくす ゃ 
おさぇは くぇ けおすけきゃさう, しかっょ おぇすけ しなゃっすくうちうすっ 
ゅかぇしせゃぇたぇ くけゃけすけ こぇさちっかうさぇくっ くぇ すっさっくぇ, 
ういゃっしすっく けとっ おぇすけ „╃せこおぇすぇ”. 
‶さう くけゃけすけ こぇさちっかうさぇくっ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-

かなお っ しけぉしすゃっくうお くぇ 3 こぇさちっかぇ けす ╃せこおぇすぇ, 
し けぉとぇ こかけと けす けおけかけ 5 ょっおぇさぇ, せかうちぇ う 
ぇかっは. ¨しすぇくぇかうすっ しけぉしすゃっくうちう しぇ ╄〈 „‶っ-
とけしすさけっくっ - ╈けさょぇく ╁ぇしうかっゃ“, し こぇさちっか けす 
300 おゃ. き., ╇かうはく う ]くっあぇくおぇ ╃けくつっゃう し ょゃぇ 
こぇさちっかぇ, し けぉとぇ こかけと 615 おゃ. き.  』うすぇかうとっ 

„╇しおさぇ“  しなとけ うきぇ こぇさちっか ゃ すっさっくぇ し こかけと 5 980 おゃ. き. ゃっょくけ しなし しゅさぇょぇすぇ くぇ つうすぇかうとっすけ.
『っかすぇ くぇ せこさぇゃぇすぇ ゃ ゅさぇょぇ っ けとっ こさっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ ╃せこおぇすぇ ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ すけゃぇ, 

おけっすけ きくけいうくしすゃけすけ ゅさぇあょぇくう こけあっかぇはす. ‶かぇくけゃっすっ くぇ おきっすぇ う いぇきっしすくうちうすっ  きせ しぇ いぇ ちっかすぇ っ 
ょぇ しっ いぇかけあぇす う しさっょしすゃぇ ゃ こさけっおすけ-ぉのょあっすぇ  いぇ くけゃぇすぇ そうくぇくしけゃぇ ゅけょうくぇ.
¨ゅさけきくぇすぇ ょせこおぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, こさっゃなさくぇかぇ しっ ゃ っょくぇ けす きっしすくうすっ っきぉかっきう, ぉっ うい-

おけこぇくぇ ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1987 ゅけょうくぇ. ‶なさゃぇすぇ え おけこおぇ っ ぉっかはいぇくぇ けす こけさっょうちぇ ╁╇‶-こっさしけくう  くぇ 
しけちうぇかういきぇ. ‶かぇくけゃっすっ くぇ すけゅぇゃぇてくけすけ ゅさぇょしおけ さなおけゃけょしすゃけ しぇ くぇ すけゃぇ きはしすけ ょぇ しっ こけしすさけう 
くけゃぇ 5-っすぇあくぇ  しゅさぇょぇ くぇ ╂さぇょしおうは おけきうすっす, こぇさお, そけくすぇく う こけょいっきくう ゅぇさぇあう. 
¨ぉとぇすぇ こかけと くぇ ╃せこおぇすぇ っ 11 ょっおぇさぇ. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╁なゃっあょぇくっすけ くぇ いぇょなかあうすっかくぇ いぇしすさぇたけゃおぇ しさっとせ こさうさけょくう 
ぉっょしすゃうは けぉきうしかはす つっさゃっくう ょっこせすぇすう. ]すぇゃぇ ゃなこさけし いぇ しうしすっきぇ, 

おけはすけ ょぇ けぉたゃぇとぇ あうかうとくうすっ しゅさぇょう ゃ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは. ╆ぇ くぇきっ-
さっくうっすけ しなけぉとう ぉうゃてうはす きうくうしすなさ くぇ さっゅうけくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ  ゃ 
おぇぉうくっすぇ „]すぇくうてっゃ” う くぇしすけはと こさっょしっょぇすっか くぇ こぇさかぇきっくすぇさくぇすぇ 
おけきうしうは こけ さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ ╃うきつけ ╋うたぇかっゃしおう. 
╁っつっ っ ゅけすけゃぇ くけゃぇすぇ しっういきうつくぇ おぇさすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, おけはすけ こけしけつ-

ゃぇ ゃ おけう しっかうとぇ おけかおけ ゅけかはき さうしお けす いっきっすさっしっくうっ うきぇ う けす おぇおゃぇ 
しすっこっく. ′ぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ, けしゃっく さうしおけゃっ けす しっさうけいくう 
いっきっすさっしっくうは, くぇかうちっ  しぇ さうしおけゃっ けす けとっ ょゃっ おぇすぇしすさけそうつくう しな-
ぉうすうは – くぇゃけょくっくうは う しゃかぇつうとぇ. ╆ぇ すはた くはきぇ ぇおすせぇかくう ういしかっょゃぇ-
くうは う おぇさすう, ぇ こけしかっょくうすっ しぇ こさぇゃっくう こさっょう こけゃっつっ けす 30 ゅけょうくう. 

‶うしぇすっかはす ╋うかっく [せしおけゃ, くけしうすっか いぇ 2013 ゅけょうくぇ くぇ くぇちうけくぇか-
くぇすぇ くぇゅさぇょぇ いぇ ぉっかっすさうしすうおぇ „╄かうぇし ╉ぇくっすう”, ぉっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 

ゃっょくぇゅぇ しかっょ  ゃさなつゃぇくっすけ くぇ こさっしすうあくけすけ けすかうつうっ ゃ さけょくうは ゅさぇょ くぇ 
くけぉっかうしすぇ - [せしっ. [せしおけゃ しこっつっかう „╄かうぇし ╉ぇくっすう” いぇ さけきぇくぇ „╁ないゃう-
てっくうっ”, おけえすけ こさっょしすぇゃう う すせお ゃ さぇきおうすっ くぇ こさけゅさぇきぇすぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお いぇ ╃っくは くぇ くぇさけょくうすっ ぉせょうすっかう. ╆ぇ „╁ないゃうてっくうっ” こさっい 
2012-すぇ  ぇゃすけさなす っ けすかうつっく う し ′ぇちうけくぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ „》さうしすけ ╂. 
╃ぇくけゃ” う ′ぇゅさぇょぇ „╆かぇすっく ゃっお” くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ. 
‶け „╁ないゃうてっくうっ” さっあうしぬけさなす ╇ゃぇく ╃けぉつっゃ こけしすぇゃう ょさぇきぇすういぇちうは 

くぇ さけきぇくぇ, し おけはすけ ぉっ けすおさうす すぇいゅけょうてくうはす すっぇすさぇかっく そっしすうゃぇか ゃ 
‶かけゃょうゃ „]ちっくぇ くぇ おさなしすけこなす” こさっい しっこすっきゃさう. ‶さっきうっさくうはす しこっお-
すぇおなか, し せつぇしすうっすけ くぇ ┿しっく ╀かぇすっつおう, しっ こさっゃなさくぇ ゃ くぇちうけくぇかくけ 
おせかすせさくけ しなぉうすうっ. 
╋うかっく [せしおけゃ っ くけしうすっか う くぇ くぇゅさぇょぇすぇ いぇ かうすっさぇすせさっく ょっぉのす いぇ 

2004-すぇ - „ぃあくぇ こさけかっす”, いぇ „╃あけぉくぇ っくちうおかけこっょうは くぇ きうしすっさう-
うすっ”, ぇ „╆ぇたゃなさかっく ゃ こさうさけょぇすぇ” こけかせつう こさっい 2009-すぇ  くぇゅさぇょぇすぇ 
„╁╇╉” いぇ [けきぇく くぇ ゅけょうくぇすぇ.
╉ぇいぇくかなお っ けしきうはす ゅさぇょ, おなょっすけ „╁ないゃうてっくうっ” ぉっ こさっょしすぇゃっく こさう 

けゅさけきっく うくすっさっし. 
〈けゃぇ っ さけきぇく-っくちうおかけこっょうは くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ ゃないさけあょっくしおけ こさけ-

ゅかっあょぇくっ, くぇこうしぇく し すなくおぇ うさけくうは, たせきけさ, そうかけしけそしおけ けすくけてっくうっ 
おなき しすけえくけしすくうすっ くっとぇ ゃ あうゃけすぇ. ╂けかはきぇすぇ いぇしかせゅぇ くぇ さけきぇくぇ っ, 
つっ すけえ っ くぇこうしぇく くぇ っいうおぇ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ -ゃないさけあょっくっち, しなつっすぇく し 
ょくってくうは おくうあけゃっく ぉなかゅぇさしおう っいうお. [けきなくなす っ ょぇかっつ けす こぇすさうけすぇさ-
しおうは ゃないすけさゅ, おけえすけ ぉぇくぇかういうさぇ さけょくけすけ ╁ないさぇあょぇくっ. 〈けゃぇ ゅけ こさぇゃう 
うくすっさっしっく う ういくっくぇょゃぇと さけきぇく. 〈けえ っ すけかおけゃぇ ぉなかゅぇさしおう, おけかおけすけ  
う っゃさけこっえしおう, っょくけゃさっきっくくけ ゃ ょせたぇ くぇ [っくっしぇくしぇ, う ゃ ょせたぇ くぇ ′けゃけ-
すけ ゃさっきっ. 〈けゃぇ っ さけきぇく - せょうゃかっくうっ, さけきぇく - かうつっく ょうぇかけゅ しなし しっぉっ 
しう, さけきぇく - ゃなこさけし, さけきぇく - けすゅけゃけさ くぇ くぇえ-ょなかぉけおうすっ しなとくけしすくう, 
っおいうしすっくちうぇかくう くぇてう ゃなこさけしう. [けきぇく, おけえすけ ゃけいゃうしはゃぇ.
„‶けきけゅくう きう, すぇ すっ ゃけいゃうしは!” - すけいう くぇょこうし くぇ おけすかっくしおけすけ せつうかう-

とっ, おけえすけ しすけう う ょけ ょくっし, っ こけゃけょなす いぇ くぇこうしゃぇくっすけ くぇ すぇいう おくうゅぇ, 
こさういくぇゃぇ [せしおけゃ, つうえすけ さけょけゃう おけさっくう しぇ こせしくぇすう ゃなゃ ゃないさけあょっく-
しおうは ╀ぇかおぇくしおう ゅさぇょ. 
„‶けきけゅくう きう ょぇ しっ ゃけいゃうしは!” っ きけかうすゃぇすぇ おなき ╀けゅぇ, くぇ さっゃけかのちうけ-

くっさぇ ╀ぇつけ ╂うつけ, ゃ きうゅぇ くぇ くっゅけゃうは しゃっとっく ういぉけさ – しぇきけあっさすゃぇすぇ ゃ 
うきっすけ くぇ かうつくぇすぇ しゃけぉけょぇ う ╃っかけすけ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ ̈ しゃけぉけあょっくうっ.
[せしおけゃ こうてっ いぇ きうくぇかけすけ, いぇとけすけ くぇきうさぇ しなゃさっきっくくぇすぇ ょっえしす-

ゃうすっかくけしす いぇ ぉっいうくすっさっしくぇ. ╉けゅぇすけ くっ こけいくぇゃぇて うしすけさうはすぇ, しう きう-
しかうて, つっ あうゃっって ゃ くはおぇおゃう きくけゅけ うくすっさっしくう ゃさっきっくぇ, おぇいゃぇ ╋うかっく 
[せしおけゃ. 〈けえ くっ ゃうあょぇ ゃ ょくってくうは ょっく こけゃけょう いぇ すけかおけゃぇ  うくすっさっしくう 
さぇいおぇいう, おぇおゃうすけ うきぇ ゃ きうくぇかけすけ.
„〈ぇいう おくうゅぇ くっこさっきっくくけ とっ しっ ういせつぇゃぇ っょうく ょっく ゃ せつうかうとっ”, おぇいぇ 

こさう けすおさうゃぇくっすけ くぇ しさっとぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょうさっおすけさなす くぇ ╊うすっさぇすせさ-
くけ-たせょけあっしすゃっく きせいっえ „』せょけきうさ” ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ.
] ╋うかっく [せしおけゃ さぇいゅけゃぇさはきっ こさっょ こせぉかうおぇすぇ ゃ ╊》╋ ”』せょけきうさ” こけ 

ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ さけきぇくぇ くぇ 7-きう くけっきゃさう.
„╁ないゃうてっくうっ” ゃっつっ うきぇ ゅうゅぇくすしおうはす いぇ ょくってくうは くう おくうあっく こぇいぇさ 

すうさぇあ けす 7 000 っおいっきこかはさぇ.

╇ さあさうそ おあ つか たちかうひちせか ╉とたさあてあ う ぬかせてひちあ せあ [あくあせしひさ?

¨おかみてあ か ぬかせあてあ せあ たそしけぬけてか おあ か すあしひさ たちそぬかせて そて つてそこせそつててあ せあ けすそてあ

』あすそ 75 たそ おうか つあ ちひぬかてか, せあ さそけてそ „╅ちつかせあし“ おひしきけ いかくとたちかねせけみ うけお せあ あしかけ, たあちさそうか, えちあおけせさけ け たちそつ
てちあせつてうあてあ すかきおと たちそけくうそおつてうかせけてか にあしかてあ け つさしあおそうか, たちひつせあてけ せあ つてそてけぬけてか おかさあちけ, うひちにと さそけてそ 

か ちあくたそしそきかせあ さあくあせしひのさあてあ そちひきかこせけぬあ.  『かくとし
てあてひて そて けすかせせそ てかにせけみ てちとお か たひちうそてそ, さそかてそ 
うたかねあてしみうあ うつかさけ, おそのひし う „╅ちつかせあし“ くあ たちひう たひて 
- そたせあてけ け ねけつてけ あしかけ, つてちそこせけ おひちうかてあ, くかしかせけ 
てちかうけ, ぬうかてみ. 〈けちけつ せあ つうかきそ... 【そうあ せけさそえあ せか つか 
くあいちあうみ.

｠そちあてあ せあ ╉けすけてひち [ひちさそう, そいかおけせかせけ う そておかし   
„《くかしかせみうあせか け たそねけつてうあせか“ さひす „╅ちつかせあし 2000” つあ 
たひちうけてか, さそけてそ たちけつてけえあて う さちけてけねせけてか てそねさけ 
せあ かきかおせかうけかてそ うひう なけちすあてあ - け さそえあてそ たあおあて 
てかきさけ つせかえそうか, け さそえあてそ せけ すひねけ せかねそうかのさあ きかえあ.   

【か つあ てかくけ, さそけてそ そてさしけさうあて うかおせあえあ たちけ たちそ
けくうそおつてうかせけ あうあちけけ, せあうそおせかせけみ け たそきあちけ, てかくけ, 
せあ さそけてそ あちつかせあしぬけ おひしきあて おそいちそてそ つけ せあつてちそ
かせけか, けおうあこさけ つとてちけせ せあ ちあいそてあ そて たそちてあしあ たそ 
ねけつてけてか あしかけ さひす ちあいそてせけてか つけ すかつてあ. ╇ そておかしあ, 
ちひさそうそおかせ そて [ひちさそう, せか つしとねあこせそ つか のかえとうあて たそ  つ 

せかえそうけてか おとすけ, ねか てとさ つか おかこつてうあ せあ たちけせぬけたあ せあ えちとたあ くあ いひちくそ ちかあえけちあせか けしけ そはか たそ-てそねせそ - さあくあせそ たそ うそかせ
せそすと: てそうあ か くうかせそてそ „』〉╅╇『“.

》けつあてかしみて 〈けしかせ 『とつさそう:


