
╇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”┿╃.

Приемник на в.“Заводска трибуна”
Издание на “Арсенал” АД .
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》そさそしかせけみ:
〈あちけあせあ
〈ひえかうあ

╊さつたかちてせそ:
》ちそすかせけ う そいはけせつさけ せあちかおいけ 
う さちあみ せあ えそおけせあてあ

〉かしけ: 『あいそてあてあ う
„╅ちつかせあし“ か とおそうそしつてうけか
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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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¨ 〉《『〈╅【¨╇〉¨ 》『《〈╊〉¨

[すかてひて ╈あしけせあ 』てそみせそうあ:
′あえといけに うみちあてあ つけ う
つたちあうかおしけうそつててあ 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

とÜú àñ ñ îçñöéö Öí ÖÜçíöí 2014 ÇÜÑóÖí?

С надеждата  да е по-добра, по-ползотворна, по-успешна!

С вярата, че жителите на община Казанлък заслужават да живеят в красиво и спокойно 

място! С убеждението, че професионализмът и всеотдайността правят чудеса!

Честита Коледа и добра Нова година на всички жители на общината!

Здраве, щастие и късмет!
                                                                                                                                              “Експерти за Казанлък”

2014 година
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]こうしなお し くっけすかけあくう きっさおう いぇ しすうきせかうさぇくっ くぇ うおけくけきうつっしおうは さぇしすっあ ゃ しすさぇくぇすぇ ういこさぇ-
すう ょけ ゃかぇしすすぇ ╀〈‶‶, おぇすけ こさっょしすぇゃうすっか くぇ ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし - きぇかなお, しさっょっく う ゅけかはき. 

‶なかくうはす しこうしなお う きっさおうすっ しぇ こせぉかうおせゃぇくう くぇ しぇえすぇ くぇ ‶ぇかぇすぇすぇ. 
‶さっょかけあっくうはすぇ しぇ いぇ けぉかっおつぇゃぇくっ くぇ ょっえくけしすすぇ くぇ きぇかおうすっ, しさっょくう う ゅけかっきう こさっょこさう-

はすうは つさっい ういきっくっくうは ゃ くけさきぇすうゃくぇすぇ せさっょぉぇ う しぇ ういこさぇすっくう けそうちうぇかくけ ょけ こさっきうっさぇ, 
つかっくけゃっ くぇ おぇぉうくっすぇ, しなゃっすくうちう くぇ こさっいうょっくすぇ, こぇさかぇきっくすぇさくう おけきうしうう. 
[ぇいかうつくう ういかうてくう ういうしおゃぇくうは せすっあくはゃぇす せしかけゃうはすぇ いぇ こさぇゃっくっ くぇ ぉういくっし ゃ ╀なかゅぇさうは う 

っ おさぇえくけ ゃさっきっ ょぇ けすこぇょくぇす, しっ おぇいゃぇ ゃ こさっぇきぉのかぇ くぇ  ういこさぇすっくうは ょけおせきっくす - すっいぇ, ういさぇ-
いっくぇ う けす こさっょしっょぇすっかは くぇ ╀〈‶‶ 『ゃっすぇく ]うきっけくけゃ. 
]こけさっょ くっゅけ, „ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ すっあっしすう いぇ ぉういくっしぇ, おけうすけ くぇょたゃなさかはす っゃさけこっえしおうすっ 

ういうしおゃぇくうは, すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす けすきっくっくう うかう さっょせちうさぇくう. ┿おけ うしおぇきっ ょぇ ぉなょっき こけ-こさうゃかっ-
おぇすっかくう いぇ うくゃっしすうすけさうすっ う ょぇ くぇしなさつうき こさっょこさうっきぇつっしおうすっ せきっくうは う さっぇかういうさぇくっすけ うき 
ゃ こさぇおすうおぇすぇ, すさはぉゃぇ ぉういくっしなす ょぇ ぉなょっ けぉかっおつっく“, いぇはゃう ]うきっけくけゃ. 
╁ こさっょかけあっくうはすぇ くぇ ╀〈‶‶ いぇ けぉかっおつぇゃぇくっ くぇ ぉういくっし しさっょぇすぇ しっ こけしけつゃぇ, つっ こけょ くぇすうしおぇ 

くぇ さぇいかうつくう しすさせおすせさう う けさゅぇくういぇちうう しぇ こさうっすう きっさおう しなし しこけさっく たぇさぇおすっさ けす ゅかっょくぇ すけつ-
おぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは, おぇすけ しっ ゃういうさぇ せゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, ぉっい 
けすつうすぇくっ くぇ くうゃけすけ くぇ こさけういゃけょうすっかくけしす くぇ すさせょぇ, おぇおすけ う せゃっかうつっくうっすけ くぇ きぇおしうきぇかくうは 
けしうゅせさうすっかっく こさぇゅ, ぉっい ょぇ  しっ けすつうすぇ ゃないょっえしすゃうっすけ ゃなさたせ うおけくけきうつっしおうすっ しっおすけさう. 

╀ういくっしなす しこうさぇ しなおさぇとっくうはすぇ. ‶さっい 2014 ゅ. くはきぇ ょぇ しっ せゃけかくはゃぇす たけさぇ う ぉっいさぇぉけすう-
ちぇすぇ くはきぇ ょぇ さぇしすっ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ さけょくうすっ おけきこぇくうう とっ ぉなょぇす きくけゅけ こさっょこぇいかうゃう 

こさう くぇっきぇくっすけ くぇ くけゃう たけさぇ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす さっょけゃくぇすぇ ゅけょうてくぇ ぇくおっすぇ いぇ ぉういくっし 
おかうきぇすぇ う けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ そうさきうすっ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ, くぇこさぇゃっくぇ けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ 

すなさゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ 
しさっょ 607 おけきこぇくうう. ┿くおっすぇすぇ っ 
つぇしす けす „╄ゃさけこっえしおう うおけくけきうつっ-
しおう こさっゅかっょ 2014 ゅ.“, おけえすけ しっ 
こさぇゃう けす 15 ゅけょうくう う ぉっ こさっょしすぇ-
ゃっくぇ くぇ しこっちうぇかっく ぉういくっし そけさせき 
ゃ しすけかうちぇすぇ けす こさっょしっょぇすっかは くぇ 
╀〈‶‶ 『ゃっすぇく ]うきっけくけゃ.
]こけさっょ ょぇくくうすっ けす くっは, こけゃっつっ-

すけ けす こさっょこさうっきぇつうすっ - 62,8%, しぇ 
せゃっさっくう, つっ こさっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ くはきぇ ょぇ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ 
けすおさうゃぇす くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ, くけ 
う くっ こかぇくうさぇす いくぇつうすっかくう しなおさぇ-
とっくうは くぇ こっさしけくぇか.
‶けかけゃうくぇすぇ けす こさっょこさうっきぇつうすっ 

しぇ しうゅせさくう, つっ こさっい 2014 ゅ. とっ せゃっかうつぇす けぉとうすっ こさうたけょう けす ょっえくけしすすぇ しう, おぇすけ しぇきけ 10% 
しぇ こっしうきうしすう.

‶さけういゃっょっくうはすぇ くぇ ╃うきうすなさ 》さう-
しすけゃ 』けさぉぇょあうえしおう - 』せょけきうさ, 

しなぉさぇくう ゃ 6 すけきぇ う ういょぇょっくう こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ けす ういょぇすっかしすゃけ „┿ぉぇゅぇさ”, ぉはたぇ 
けすかうつっくう し くぇゅさぇょぇすぇ „╆かぇすっく かなゃ“ いぇ 
2013 ゅ. ¨すかうつうっすけ しっ こさうしなあょぇ いぇ こけ-
さっょくぇ ゅけょうくぇ けす ┿しけちうぇちうは „╀なかゅぇさ-
しおぇ おくうゅぇ”. 〈けきけゃっすっ くぇ  』せょけきうさ しぇ 
けすかうつっくう ゃ おぇすっゅけさうはすぇ „╉くうゅぇ うかう 
こけさっょうちぇ けす おくうゅう し けさうゅうくぇかっく いぇきう-
しなか うかう し こさうくけしっく たぇさぇおすっさ いぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ おせかすせさぇ, し ゃうしけおぇ しすけえくけしす 
くぇ すっおしすぇ おぇすけ しなょなさあぇくうっ う しすうか う 
ょけぉさけ こけかうゅさぇそうつっしおけ ういこなかくっくうっ“. 

ぁあつて そて てみに つか そてせあつみて くあ せみさそけ つそぬけあしせけ たちけおそいけうさけ
くあ ちあいそてかはけてか け つけせおけさあしせけてか おかこぬけ

Честита Коледа и
щастлива Нова година
на всички арсеналци
и наши съграждани!

Нека да съумеем да запазим магията на 
коледната нощ през цялата година, за да 
бъдем по-добри, да се обичаме повече и да 

имаме силата да сътворяваме по едно 
малко чудо всеки ден.

Нека здравето и късметът през
Новата 2014-та бъдат ваши спътници, 

а сърцето и умът - ваши съветници!
Бъдете живи, здрави и
истински щастливи!

От ръководството
на “Арсенал“ АД
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‶さっょ こさぇゅぇ くぇ こけさっょうちぇ けす こさぇいくうちう しきっ, ゃ おけうすけ ぇおちっく-
すなす とっ しぇ ゅけかっきうすっ う ょなかゅう すさぇこっいう, けぉうかくけすけ はょっくっ う 

こうっくっ う  ょけしすぇすなつくけすけ ゃさっきっ いぇ こけつうゃおぇ う かっあぇくっ. ‶けしかっょ-
くけすけ - こさう こけかけあっくうっ, つっ くっ さぇいこけかぇゅぇすっ し うきけす くぇ しっかけ うかう 
し ょけしすぇすなつくけ こぇさう, いぇ ょぇ しう こけいゃけかうすっ さっかぇおしうさぇとぇ ]‶┿ う 
しおう こけつうゃおぇ, ゃ おけはすけ ょぇ ういゅけさうすっ くぇすさせこぇくうすっ ゃ こけゃっつっ おぇ-
かけさうう けす しけそさうすっ けおけかけ ╉けかっょぇ う ′けゃぇ ゅけょうくぇ, ╇ゃぇくけゃょっく 
う ょせいうくぇすぇ ょさせゅう うきっくくう ょくう, おけうすけ いぇしうこゃぇす きっしっち はくせぇさう. 

]こけさっょ しこっちうぇかうしすうすっ, ぇおけ こさっおぇかうき しぇきけ し すさぇこっいぇすぇ くぇ 
24-すう ょっおっきゃさう, すけ ょうしおけきそけさすなす とっ くう ょなさあう すさう ょくう しかっょ 
すけゃぇ. ┿ おぇおゃけ けしすぇゃぇ, ぇおけ こさっおぇかはゃぇきっ しっょきうちぇ し はょっくっ う 
こうっくっ, おぇおゃぇすけ さっぇかくぇ けこぇしくけしす ゅさけいう こけゃっつっすけ けす くぇし. 
‶けくはおけゅぇ, けぉぇつっ, おうかけゅさぇき-ょゃぇ くぇょ すけゃぇ, おけっすけ しきっ, きけゅぇす 

ょぇ しっ けおぇあぇす そぇすぇかくう いぇ けすおかのつゃぇくっすけ くぇ こけさっょうちぇ いぇぉけかは-
ゃぇくうは うかう ょぇ くう こさうつうくはす いくぇつうすっかっく そういうつっしおう う こしうたけかけ-
ゅうつっしおう ょうしおけきそけさす, おけえすけ こなお けす しゃけは しすさぇくぇ しなとけ けおぇいゃぇ 
ゃかうはくうっ くぇ いょさぇゃっすけ くう. 
] ちっか ょぇ しきっ ゃう こけかっいくう う ょぇ ゃう ゃょなたくっき かっおぇ くぇょっあょぇ, つっ 

ゃしっ こぇお うきぇ う ょさせゅ くぇつうく, ゃう こさっょかぇゅぇきっ しゃっあぇ しかっょこさぇい-
くうつくぇ ょうっすぇ, おけはすけ しこけおけえくけ きけあっ ょぇ こさうかぇゅぇすっ う こけ ゃさっきっ 
くぇ こさぇいくうちうすっ, ぉっい ょぇ しっ つせゃしすゃぇすっ ゅかぇょくう う ょっこさっしうさぇくう. 
╋くけゅけ しぇ きくっくうはすぇ, しこけさっょ おけうすけ おぇさすけそうすっ しぇ ぇぉしけかのすくけ 

こさけすうゃけこけおぇいくう いぇ たけさぇすぇ, うしおぇとう ょぇ しっ  ぉけさはす し おうかけゅさぇ-
きうすっ. ╁ ょっえしすゃうすっかくけしす, けぉぇつっ, すけゃぇ くっ っ ゃはさくけ. ‶なさゃけ, ゃ 
100 ゅさ. おぇさすけそう うきぇ しぇきけ けおけかけ 80 おぇかけさうう. ╇ ゃすけさけ, ゃ すけいう 
こさけょせおす うきぇ ゅけかはきけ おけかうつっしすゃけ ゃうすぇきうく ], おぇおすけ う っかっきっく-
すう, ういおかのつうすっかくけ こけかっいくう いぇ しなさちっすけ. ╆ぇすけゃぇ ょうっすぇすぇ, おけは-
すけ とっ ゃう こさっょしすぇゃうき, っ くぇうしすうくぇ っそっおすうゃくぇ う いょさぇゃけしかけゃ-
くぇ! ‶さぇゃう しっ つっすうさう ょくう, しゃぇかはす しっ きうくうきせき 2 おうかけゅさぇきぇ.

1-ゃう ょっく
╆ぇおせしおぇ: ′ぇさっあっすっ かのぉうきうは しう こかけょ くぇ しうすくけ う ょけぉぇゃっすっ 

おけそうつおぇ おうしっかけ きかはおけ. ‶け あっかぇくうっ きけあっすっ ょぇ しかけあうすっ う 
きぇかおけ けゃっしっくう はょおう.
¨ぉはょ: 600 ゅさ. おぇさすけそう しっ くぇさはいゃぇす くぇ てぇえぉう う しっ いぇこうつぇす し 

つっさっく こうこっさ う つせぉさうちぇ くぇ そせさくぇ. ╋ぇかおけ こさっょう ょぇ しすぇくぇす ゅけ-
すけゃう, ょけぉぇゃはすっ う 100 ゅさ. くぇしすなさゅぇくけ しうさっくっ. ╇いはあょぇすっ しぇきけ 
こけかけゃうくぇすぇ おけかうつっしすゃけ.
]かっょけぉっょくぇ いぇおせしおぇ: ╋ぇくょぇさうくぇ, こけさすけおぇか うかう はぉなかおぇ.
╁っつっさは: ╃させゅぇすぇ こけかけゃうくぇ けす おぇさすけそうすっ, けしすぇくぇかう けす けぉは-

ょぇ, こけょこさぇゃっくぇ しなし しけし けす おうしっかけ きかはおけ う つっしなく.

2-さう ょっく
╆ぇおせしおぇ: 50 ゅさ. くうしおけきぇしかっくぇ ういゃぇさぇ う 1 こさっこっつっくぇ そう-

かうえおぇ こなかくけいなさくっしす たかはぉ.
¨ぉはょ: 4 しゃぇさっくう しさっょくう おぇさすけそぇ, しきっしっくう しなし いぇょせてっく 

おぇさそうけか うかう ぉさけおけかう.
]かっょけぉっょくぇ いぇおせしおぇ: 』ぇてぇ くうしおけきぇしかっくけ こさはしくけ きかはおけ.
╁っつっさは: ′ぇこさぇゃっすっ しう しせこうつおぇ けす おぇさすけそう う いっかっくつせちう こけ 

ういぉけさ. ╀っい そうょっ! 》ぇこくっすっ しう, おけかおけすけ ゃう しっ はょっ けす くっは.

3-すう ょっく
╆ぇおせしおぇ: 200 ゅさ. おうしっかけ きかはおけ.
¨ぉはょ: 200 ゅさ. おぇさすけそう, いぇこっつっくう し 1 はえちっ, きぇかおけ しうさっくっ う 

こさっしくう ょけきぇすう.
]かっょけぉっょくぇ いぇおせしおぇ: ぅぉなかおぇ うかう ゅさっえこそさせす.
╁っつっさは: 200 ゅさ. こっつっくう おぇさすけそう し 50 ゅさ. ういゃぇさぇ.

4-すう ょっく
╆ぇおせしおぇ: ‶さっこっつっくぇ そうかうえおぇ し 50 ゅさ. こうかっておけ きっしけ う こけ-

かけゃうく ゅさっえこそさせす.
¨ぉはょ: 200 ゅさ. ゃぇさっくう おぇさすけそう, しぇかぇすぇ けす つせておう う ょけきぇすう.
]かっょけぉっょくぇ いぇおせしおぇ: 』ぇてぇ しけお けす きけさおけゃう う 1 こさっこっつっくぇ 

そうかうえおぇ. 
╁っつっさは: ╁ぇさうすっ 300 ゅさ. おぇさすけそう. ′ぇさはいゃぇすっ ゅう くぇ おせぉつっすぇ 

う ょけぉぇゃはすっ かせお, つっしなく, 50 ゅさ. しうさっくっ う 3-4 かなあうちう おうしっかけ 
きかはおけ. ╋けあっ ょぇ こけょこさぇゃうすっ し きぇかおけ しけか う かうきけくけゃ しけお.

¨すゅけゃけさなす ゃっつっ ょぇょけたぇ 
しゃっすけゃくうすっ きけょくう ょっそう-

かっすぇ う すけこ ょういぇえくっさうすっ, おけうすけ 
ょうおすせゃぇす きけょくうは ぉさぇくょ いぇ ゃしは-
おぇ しすうかくぇ う せゃぇあぇゃぇとぇ しっぉっ 
しう あっくぇ, くっいぇゃうしうきけ おなょっ しっ 
くぇきうさぇ すは, おぇおゃけ さぇぉけすう う し 
おぇおゃう こぇさう さぇいこけかぇゅぇ. 
┿おけ けとっ くっ しすっ つせかう うかう う 

こさけつっかう - すけゃぇ しぇ ゃしうつおう しう-
はえくう ゃぇさうぇちうう くぇ かうかぇゃけすけ.
]こけさっょ っおしこっさすうすっ-おけかけ-

さうしすう, すっきっくせあっくうはす ちゃはす 
しうきゃけかういうさぇ あっかぇくうっ おなき 
くけゃう こさうおかのつっくうは. 〈けえ けす-
おかのつゃぇ おさっぇすうゃくけしすすぇ, うくけ-
ゃぇすうゃくけしすすぇ う ぇきぉうちうはすぇ. 
╃させゅう しゃなさいゃぇす かうかぇゃけすけ し 
こけさけおぇ, ぇ すさっすう しなし しうかぇすぇ う 
ゅけかはきぇすぇ ゃけかは. ′っ きぇかおけ しぇ 
こさうゃなさあっくうちうすっ くぇ すっいぇすぇ,つっ かうかぇゃけすけ っ しうきゃけか くぇ あっかぇくうっ う こかぇすけくうつくぇ かのぉけゃ. ╊うかぇゃけすけ っ 
ちゃっすなす, おけえすけ しっ ゃこかうすぇ こさっおさぇしくけ こさう さぇいかうつくう こけ すっあっしす けぉとっしすゃっくう ぇくゅぇあうきっくすう う こさっおさぇし-
くけ しっ おけきぉうくうさぇ し さぇいかうつくう ぉうあせすぇ: おぇおすけ いかぇすけ, すぇおぇ う しさっぉさけ うかう さぇいかうつくう おぇきなくう, けすくけゃけ 
きけょくう すけいう しっいけく. ‶っさかうすっ しぇ ぉっい ぇかすっさくぇすうゃぇ う くっ こけょかっあぇす くぇ おけきっくすぇさ!
]こけさっょ きけょくうすっ ょういぇえくっさう, すけゃぇ っ くのぇくしなす, おけえすけ こぇしゃぇ つせょっしくけ くぇ ゃしはおぇおなゃ すうこ おけあぇ う ゃういうは 

– くっいぇゃうしうきけ ょぇかう ょぇきぇすぇ っ し させしぇ, おっしすっくはゃぇ うかう つっさくぇ おけしぇ, くっいぇゃうしうきけ ょぇかう っ し こけ-しゃっすなか 
うかう こけ-すなきっく すっく.
╆ぇ ょぇ ういゅかっあょぇすっ きぇおしうきぇかくけ っかっゅぇくすくけ, しすうかうしすうすっ しなゃっすゃぇす ょぇ おけきぉうくうさぇすっ ょさったうすっ しう ゃ すけいう 

すけく し てけおけかぇょけゃけ おぇそはゃけ うかう ぉけさょけ.
┿おけ ゃう こさっょしすけう こけおせこおぇ くぇ さけおかは いぇ こさぇいくうちうすっ う ゃしっ けとっ くっ しすっ ういぉさぇかう おぇおなゃ とっ ぉなょっ 

くっえくうはす ちゃはす, くっ しっ おけかっぉぇえすっ. ╁っさくうはす けすゅけゃけさ っ かうかぇゃけ. 〈ぇおぇ ゃういうはすぇ ゃう とっ ぉなょっ おぇすけ くぇ しな-
とうくしおぇ ‶なさゃぇ ょぇきぇ!
╁ すけゃぇ けすくけてっくうっ こさっょかけあっくうはすぇ ゃ おぇいぇくかなておうすっ きぇゅぇいうくう くぇ かうかぇゃう すけぇかっすう しぇ しっきこかう, くけ こなお 

いぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ しすうかくう う しぇ ょっかけ くぇ ぉなかゅぇさしおう きけょくう おなとう う きぇかおう そうさきう. ‶さっおさぇしくぇ こかっすっくぇ 
かうかぇゃぇ さけおかは, おけはすけ し きぇかおけ こけゃっつっ ゃなけぉさぇあっくうっ きけあっ ょぇ しっ くけしう う おぇすけ ぉかせいけく うかう すせくうおぇ, きけあっ 
ょぇ しっ くぇきっさう いぇ 70 かっゃぇ. ] すなさしっくっ う せこけさしすゃけ きけあっすっ ょぇ しう おせこうすっ う けそうちうぇかくう さけおかう ゃ さぇいかうつくう 
くのぇくしう くぇ かうかぇゃけすけ う さけいけゃけすけ きっあょせ 55- 89 かっゃぇ, ぇ さういうすっ ゃぇさうさぇす けす 25 ょけ 49 かっゃぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╁しうつおう いくぇっき, つっ っょくぇ くぇ-
いょさぇゃうちぇ, ゃょうゅくぇすぇ いぇ 

しゃぇすぉぇ, さけあょっく ょっく, けぉうおくけ-
ゃっく こさぇいくうお うかう くはおけっ ょさせ-
ゅけ つっしすゃぇくっ, っ こさうょさせあっくぇ 
し つせおぇくっ くぇ つぇてうすっ. ′うおけえ 
けす くぇし, けぉぇつっ, くっ しっ っ こうすぇか 
おぇおなゃ っ しきうしなかなす くぇ すけゃぇ う 
おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ.
╄ょくぇ けす かっゅっくょうすっ さぇいおぇいゃぇ, 

つっ ゃ ]さっょくけゃっおけゃうっすけ たけさぇすぇ 
しぇ つせおぇかう つぇてうすっ し ちっか ょぇ 
ういゅけくはす ょっきけくうすっ. ╇しすけさうはすぇ 
っ しゃなさいぇくぇ し ちなさおけゃくうは いゃなく 
くぇ おぇきぉぇくうすっ, いぇ おけえすけ しっ 
っ ゃはさゃぇかけ, つっ ゅけくう すなきくうすっ 
しうかう. ╉なき すぇいう かっゅっくょぇ ゃしっ 
こぇお うきぇ う うしすうくしおぇ うしすけさうは, 
ういゃっしすくぇ いぇ すけいう けぉうつぇえ. ┿ 
すは っ, つっ ゃ ]さっょくけゃっおけゃうっすけ 
ゃ ょゃけさちうすっ ゃ ╄ゃさけこぇ „こさっ-
きぇたゃぇかう“ ゃさぇゅけゃっすっ, おぇすけ うき 
しうこゃぇかう けすさけゃぇ ゃなゃ ゃうくけすけ. 
]かっょ おぇすけ しっ こさけつせかぇ すぇいう 
„すぇえくぇ“, いぇ ょぇ しっ ゃなさくっ ょけ-
ゃっさうっすけ こさう ゅけしすうすっ くぇ ゅけかっ-
きうすっ こさぇいくっくしすゃぇ, ょけきぇおうくう-
すっ ゃょうゅぇかう つぇてう う しうかくけ ゅう 
つせおぇかう し つぇてうすっ くぇ ゅけしすうすっ, 
すぇおぇ つっ ゃうくけすけ ょぇ しっ しきっしう, 
ぇ ゅけしすうすっ ょぇ しぇ しうゅせさくう, つっ 
ゃ くぇこうすおぇすぇ くはきぇ けすさけゃぇ. ¨す 
すぇき っ う けぉうつぇはす ょけきぇおうくなす 
ゃうくぇゅう こさなゃ ょぇ けすこうっ けす ゃう-
くけすけ.
╃させゅぇ うしすけさうは さぇいおぇいゃぇ, つっ 

しすぇさうすっ ゅっさきぇくしおう こかっきっ-
くぇ しぇ つせおぇかう つぇてうすっ こさっょう 
ゃしはおけ ういこうゃぇくっ, いぇ ょぇ ういこかぇ-
てぇす ょせたけゃっすっ. ╉けくくうちうすっ くぇ 
くけきぇょしおうすっ こかっきっくぇ こなお しぇ 
せおさぇしはゃぇかう つぇてうすっ しなし いゃなく-
ちう う ょさせゅう こさっょきっすう, いぇ ょぇ 
ゃょうゅぇす てせき う ょぇ ょなさあぇす いかけ-
すけ ょぇかっつ けす たけさぇすぇ. ‶け ゃさっきっ 
くぇ すうぉっすしおぇすぇ ょうくぇしすうは 【ぇく 

けぉうつぇはす っ ぉうか „ょぇ しっ ゃょうゅぇ 
てせき“ こさっょう ういこうゃぇくっすけ くぇ 
こなさゃぇすぇ つぇてぇ いぇ とぇしすうっ う 
ぉかぇゅけょっくしすゃうっ.
‶さう ょさっゃくうすっ ゅなさちう しなとけ っ 

ぉうか けす いくぇつっくうっ いゃせおなす こさう 
ういこうゃぇくっすけ くぇ ゃうくけすけ, くけ 
しぇきけ いぇとけすけ すっ しぇ ゃはさゃぇかう, 
つっ ゃうくけすけ くけしう ょせたけゃくけしす う 
おさぇしけすぇ いぇ ゃしうつおう しっすうゃぇ, ぇ 
いゃなくなす くぇ つぇてうすっ しないょぇゃぇか う 
せょけゃけかしすゃうっ いぇ せてうすっ.
‶け けすくけてっくうっ くぇ ょさっゃくうすっ 

てせきっさう ぇくすさけこけかけいうすっ すゃなさ-
ょはす, つっ すっ しぇ うきぇかう きくけゅけ さう-
すせぇかう, しゃなさいぇくう し こうっくっすけ う 
くぇいょさぇゃうちうすっ, くけ くうおなょっ くっ 
しっ しこけきっくぇゃぇ つせおぇくっすけ くぇ 
つぇてう.
╃くっし けぉうおくけゃっくけ つせおぇくっすけ 

くぇ つぇてう こさう くぇいょさぇゃうちぇ けい-
くぇつぇゃぇ ゃっしっかぉぇ, とぇしすうっ, ぇ ゃ 
くはおけう しすさぇくう こけ すけいう くぇつうく 
しっ ういさぇいはゃぇ せゃぇあっくうっ. ╁ ぅこけ-
くうは, くぇこさうきっさ, こさう くっこさうくせ-
ょっくう ゃっつっさう こさう ゃょうゅぇくっ くぇ 

くぇいょさぇゃうちぇ う おけゅぇすけ うしおぇすっ 
ょぇ しっ つせおくっすっ し こさうはすっかう, 
つぇてうすっ しっ しかぇゅぇす くぇ っょくぇおゃけ 
くうゃけ, くけ, ぇおけ しすぇゃぇ ゃなこさけし 
いぇ さぇぉけすくぇ ゃっつっさは う うしおぇすっ 
ょぇ しっ つせおくっすっ し てっそぇ, こけ-
しすぇゃはすっ つぇてぇすぇ こけ-くうしおけ けす 
くっゅけゃぇすぇ ゃ いくぇお くぇ せゃぇあっくうっ 
う こけつうす.
╇きぇ きくけゅけ くっとぇ, おけうすけ 

きけゅぇす ょぇ くぇこさぇゃはす しなぉうさぇ-
くっすけ こけ こさぇいくうつくう こけゃけょう 
くっいぇぉさぇゃうきけ う きくけゅけ, おけう-
すけ ょぇ さぇいゃぇかはす おけきこぇくうはすぇ. 
′け うきぇ っょくけ, おけっすけ きけあっ ょぇ 
ゃう こさっゃなさくっ ゃ ゅっさけえ くぇ ゃっ-
つっさすぇ う すけゃぇ っ せきっくうっすけ ょぇ 
しっ ゃょうゅぇす すけしすけゃっ. ╆ぇ すはた しう 
うきぇ こさぇゃうかぇ, おけうすけ ゃぇあぇす いぇ 
ゃしうつおう こさぇいくうちう. 
╄ょくけ けす けしくけゃくうすっ ういうしおゃぇ-

くうは いぇ すけしすぇ っ すけえ ょぇ っ けし-
すさけせきっく, くけ ゃ くうおぇおなゃ しかせ-
つぇえ ょなかなゅ. ╉けゅぇすけ ゃょうゅぇすっ 
くぇいょさぇゃうちぇ, くっ いぇぉさぇゃはえすっ, 
つっ しなすさぇこっいくうちうすっ ゃう くぇけ-
おけかけ しすけはす し こなかくう つぇてう う 
つぇおぇす ょぇ おぇあっすっ „′ぇいょさぇゃっ!”.

╉ぇおゃうすけ う くぇさうつぇくうは う 
ぉかぇゅけしかけゃうう し つぇてぇ ゃ さなおぇ, 
けぉぇつっ, ょぇ しなつうくうすっ, くっ いぇ-
ぉさぇゃはえすっ, つっ: 

′うとけ くっ しなおさぇとぇゃぇ あうゃけ-
すぇ すぇおぇ, おぇおすけ さぇいしすけはくうっすけ 
きっあょせ すけしすけゃっすっ!
╇ こけ すぇいう こさうつうくぇ: 

╃ぇ こうっき いぇ すけゃぇ - ょぇ あうゃっ-
っき, おけかおけすけ しっ きけあっ こけ-ょなか-
ゅけ!
╇かう こなお っょうく こさっおさぇしっく 

ゅさせいうくしおう すけしす, きくけゅけ せゃぇ-
あぇゃぇく けす うしすうくしおうすっ こさうは-
すっかう.
‶けあっかぇゃぇき すう おけゃつっゅ, くぇ-

こさぇゃっく けす しすけゅけょうてっく ょなぉ, 
おけえすけ とっ こけしぇょうき せすさっ! 

′ぇいょさぇゃっ!

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”
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╆ぇ こなさゃう こなす すゃけさつっしすゃけすけ くぇ ╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえしおう 
- 』せょけきうさ ういかっいっ ゃ てっしす すけきぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 20-すうすっ 
こさぇいくうちう, こけしゃっすっくう くぇ おぇいぇくかなておうは こうしぇすっか, たせょけあくうお, 
たせきけさうしす, おさぇっゃっょ, けぉとっしすゃっくうお. ‶けょぉけさなす くぇ こさけういゃっょっ-
くうはすぇ う さっょぇおちうはすぇ くぇ せくうおぇかくけすけ ういょぇくうっ っ ょっかけ くぇ ‶っくぬけ 
〈っさいうっゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╊》╋ „』せょけきうさ”, おけえすけ こけしゃっとぇゃぇ 22 
ゅけょうくう けす しゃけは あうゃけす くぇ ういしかっょけゃぇすっかしおぇ さぇぉけすぇ くぇ すゃけさ-
つっしすゃけすけ くぇ 』せょけきうさ. ] さぇぉけすぇすぇ しう こけ すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 』せ-
ょけきうさ 〈っさいうっゃ しっ こさっゃなさくぇ ゃ くぇえ-ゅけかっきうは くっゅけゃ ういしかっょけ-
ゃぇすっか. ‶さっょゅけゃけさなす おなき せくうおぇかくうは てっしすすけきくうお っ くぇ こさけそ. 
′うおけかぇ ╂っけさゅうっゃ.
╆ぇ きっく ぉってっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ ょぇ ういしかっょゃぇき すゃけさつっしすゃけすけ 

くぇ すけいう つけゃっお, すゃけさつっしすゃけ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく くっこけいくぇすけ, おぇおすけ 
いぇ きぇしけゃうは つうすぇすっか, すぇおぇ う いぇ しこっちうぇかうしすうすっ こけ ぉなかゅぇさしおぇ 
かうすっさぇすせさぇ, おぇいぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ.  
╉ぇすけ „ゃしっかっくぇ” すけえ けこさっょっかう すぇかぇくすかうゃうは すせさうっち, おけえ-

すけ こさうあうゃっ しっ っ こけょこうしゃぇか くっ し ういゃっしすくうすっ ょけ きけきっくすぇ 16 
こしっゃょけくうきぇ, っょうく けす おけうすけ っ 』せょけきうさ, ぇ し ちっかう 72.
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╂っくっすうつくうはす おけょ くぇ くぇしかっょしすゃっ-
くけしすすぇ ぉっい しなきくっくうっ こさぇゃう さぇい-
こけいくぇゃぇっきぇ う いぇ こさけしすけすけ けおけ つうし-
すけ ぉうけかけゅうつくぇすぇ こさうかうおぇ きっあょせ 
さけょうすっかう う ょっちぇ. ‶さうたゃぇとぇす かう 
しっ けぉぇつっ こけ くぇしかっょしすゃけ ょせたけゃくう-
すっ こさうかうおう? – けくっいう けすかうつうすっかくう 
つっさすう くぇ ゃないこさうはすうはすぇ くう, しすさっきっ-
あうすっ, しこっちうそうつくうはす こけゅかっょ おなき 
ちっかけしすすぇ くぇ しゃっすぇ うかう おなき くっゅけゃ 
けすょっかっく さうしせくなお, ょけかけゃうき うきっくくけ 
しなし しっすうゃぇすぇ くぇ しなさちっすけ, ぇ うくぇつっ – 
くっゃうょうき いぇ けつうすっ? ‶け さけあょっくうっ かう 
うょゃぇ すぇは ぉかういけしす ゃ しゃっすけゅかっょぇ うかう 
しっ ゃないこうすぇゃぇ ゃ こなさゃうすっ しっょっき? ╇かう 
– う ょゃっすっ? 
╁ すなさしっくっすけ くぇ けすゅけゃけさうすっ くぇ こけ-

ょけぉくう ゃなこさけしう 〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか” 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ういょうさゃぇ し ういしかっ-
ょけゃぇすっかしおけ かのぉけこうすしすゃけ しかけあくうすっ 
ゃさないおう ゃ おさうゃうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ 
╃′╉ う くっ しこうさぇ ょぇ ゅう けすおさうゃぇ し せょう-
ゃかっくうっ. ╇きっくくけ すぇおなゃ っ しかせつぇはす う 
ゃ しっきっえくぇすぇ うしすけさうは くぇ ╀けくつけ ‶っ-
しっゃ, しなこさせゅぇすぇ ′っょはかおぇ う とっさおぇすぇ 

╋ぇさうぇくつっすけ こさけたけあょぇ ゃ ぉな-
ょっとっすぇ しう こさけそっしうは けとっ 

ゃ さぇくくうすっ ゅけょうくう くぇ ょっすしすゃけすけ 
ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 【おけかぇ こけ うい-
おせしすゃぇすぇ. ╃ぇ, うきぇかけ っ う すぇおぇ-
ゃぇ... 【おけかぇすぇ ぉうかぇ ういくっしっくぇ 
いぇょ こけさすぇかぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ 
– ゃ ぇさすうしすうつくぇ おなとぇ ゃ ちっくすな-
さぇ くぇ ゅさぇょぇ. ‶なさゃうすっ しすなこおう ゃ 
ぇさしっくぇかしおうは こさけとなこせかくうお くぇ 
╋ぇさうぇくぇ ぉうかう とっょさけ こけょおさっ-
こはくう けす きぇえつうくうすっ さなちっ. ╇ すけゃぇ 
しっ けおぇいぇかけ しなょぉけゃくけ. 〉つっくうつおぇ 
ゃ 【おけかぇすぇ くぇ ′っくおけ ╂っけさゅう-
っゃ う くぇ かのぉうきうは こさっこけょぇゃぇすっか 
こけ しけかそっあ ╃うきうすなさ ╉ぇゃかぇおけゃ, 
╋ぇさうぇくぇ こさけょなかあぇゃぇ ゃ ╋せいう-
おぇかくけすけ せつうかうとっ ゃ ‶かけゃょうゃ う 
ゃ ╋せいうおぇかくぇすぇ ぇおぇょっきうは こけょ 
〈っこっすぇすぇ, おなょっすけ っ しすせょっくすおぇ 
くぇ ┿しっく ╉ぇくすぇさょあうっゃ. ╃くっし, 
ゃっつっ せすゃなさょっく こさっこけょぇゃぇすっか こけ 
こうぇくけ, ╋なゅっゃぇ いくぇっ: ”╇きっすけ くぇ 
せつうすっかは っ ゃぇあくけ, せつうすっかはす ょぇゃぇ 
こなすは う こけしけおぇすぇ, けしすぇくぇかけすけ しう 
っ しけぉしすゃっく ういぉけさ”. ′け けとっ こさっ-
ょう こっょぇゅけゅなす ょぇ こけしすぇゃう きぇかおう-
すっ ょっすしおう こさなしすう こけ おかぇゃうてうすっ, 
さけょうすっかはす っ すけいう, おけえすけ ょぇゃぇ 
くぇつぇかけすけ, うきこせかしぇ, „いぇさぇいぇすぇ” 
し きせいうおぇ. ╇ ╋ぇさうぇくぇ こさういくぇゃぇ, 
つっ すけゃぇ ょなかあう くぇ きぇえおぇ しう – ′っ-
ょはかおぇ. ╇きっすけ くぇ すぇすおけすけ ╀けくつけ 
‶っしっゃ っ いくぇおけゃけ いぇ ゃしうつおう ぇさしっ-
くぇかちう, くけ けくっいう けす すはた, おけうすけ しぇ 
すさぇえくけ ういおせてっくう けす ういおせしすゃけ-
すけ う けしけぉっくけ こさうしすさぇしすくう おなき 
きせいうおぇすぇ, くっこさっきっくくけ いくぇはす う 
′っょはかおぇ. 34 ゅけょうくう ぇさしっくぇか-
しおう おぇょなさ: しぇきけ ゃ っょうく けすょっか! 
‶け こさけそっしうは - しこっちうぇかうしす こけ 
っおうこうさけゃおぇすぇ  ゃ ╉けくしすさせおすけさ-
しおうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 1, こけ しなさちっ 
う ょせてぇ - しけこさぇく... ╋ぇえおぇすぇ くぇ 
╋ぇさうぇくぇ こっっ う ゃ おけきぉうくぇすしおうは 
しきっしっく たけさ, う ゃ ゅさぇょしおうは たけさ. 
17 ゅけょうくう „けすつうすぇ“ ゃ たけさ „‶っすおけ 
]すぇえくけゃ“ ′っょはかおぇ ‶っしっゃぇ, おけは-
すけ ういゃうゃぇ ゅかぇし う ゃ つうすぇかうとくぇすぇ 
けこっさぇ う ゃ けこっさっすぇすぇ くぇ „╇しおさぇ“. 
„¨す 5-ゅけょうてくぇ しなき しゃなさいぇくぇ し 
きせいうおぇすぇ う すっぇすなさぇ. ╆くぇった „‶さう-
かっこなす“ くぇういせしす, ぇさうう けす „╁っしっ-
かぇすぇ ゃょけゃうちぇ“... ╆ぇょ おせかうしうすっ しぇ 
きけうすっ こなさゃう すさっこっすう, しゃなさいぇくう 
し ういおせしすゃけすけ“, しこけきくは しう ょくっし 
ゅけしこけあぇ ╋なゅっゃぇ. ╇ くっ おさうっ, つっ 
すぇえくしすゃけすけ いぇょ おせかうしうすっ, きぇゅうは-
すぇ くぇ こさけあっおすけさうすっ う けゃぇちううすっ 
けす いぇかぇすぇ けとっ すけゅぇゃぇ さぇいこぇかゃぇす 
きっつすうすっ くぇ きけきうつっすけ くぇ きぇきぇ. 
╋ぇかおぇすぇ さってぇゃぇ ょぇ しすぇくっ ぉぇかっ-
さうくぇ... ╁ おさぇっく しかせつぇえ - ょぇ こっっ 
うかう ょぇ しゃうさう! 

╋ぇさうぇくぇ ういぉうさぇ こうぇくけすけ

 ′っ しなあぇかはゃぇ いぇ すけゃぇ. ]かっょゃぇす 
こけいくぇすうすっ いぇ ゃしっおう うくしすさせきっく-
すぇかうしす ょっすしおう, くけ くっ しなゃしっき ょっす-
しおう, ゅけょうくう くぇ せさけちう う  せこさぇあ-
くっくうは こけ しけかそっあ, つぇしけゃっ こさっょ 
こぇさすうすせさうすっ, こけゃすけさっくうは くぇ 
ょゃうあっくうっすけ くぇ こさなしすうすっ こけ おかぇ-
ゃうてうすっ..., おけくおせさしうすっ ゃ  ╀せさゅぇし, 
‶さけゃぇょうは, ╉のしすっくょうか, 』うさこぇく, 
くぇゅさぇょうすっ, しさっぉなさくうはす きっょぇか 
けす すけゅぇゃぇてくうすっ [っこせぉかうおぇくしおう 
そっしすうゃぇかう. ‶なさゃうすっ しすなこおう ゃ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ きせいうおぇかくぇ ておけかぇ 
こけしすっこっくくけ さっょはす くぇえ-くぇこさっょ  
こなすっつおぇ, ぇ こけしかっ - うしすうくしおう こなす 
ゃ ういおせしすゃけすけ:  こさっい ╋せいうおぇかくけすけ 
せつうかうとっ う ┿おぇょっきうはすぇ ゃ ‶かけゃ-
ょうゃ. ]ゃっすなす しっ さぇいてうさはゃぇ, ょせたなす 
くぇ せくうおぇかくうは ゅさぇょ, おけくちっさすうすっ, 
こさっょしすぇゃかっくうはすぇ う ういかけあぉう-
すっ... いぇさっあょぇす し こけさうゃう, おけうすけ 
しぇきけ しすさぇしすすぇ おなき  ういおせしすゃけすけ 
しなぉせあょぇ う しぇきけ ういおせしすゃけすけ せょけ-
ゃかっすゃけさはゃぇ. ╇ すぇおぇ - ょけ しっゅぇ... 
╃くっし しなとうはす こけさうゃ は うきこせかしうさぇ 
ょぇ ょぇゃぇ くぇ せつっくうちうすっ しう けぉうつ う 
せきっくうは おぇすけ こさっこけょぇゃぇすっか  う ょぇ 
すなさしう せょけゃかっすゃけさっくうっすけ しう くぇ 
こけょゅけすゃっく ちっくうすっか. ] くぇつうくぇ しう 

ɋɪɟɳɢ

くぇ あうゃけす うきっくくけ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, ╋ぇさうぇくぇ けこさけゃっさゅぇゃぇ 
こさっょさぇいしなょなおぇ, つっ こけしすけ-
はくくうはす ぇょさっし ゃ こさけゃうくちう-
はすぇ けすょぇかっつぇゃぇ けす ゃうしけおぇすぇ 
おせかすせさぇ. ╃っかくうおなす きうくぇゃぇ 
おさぇえ こうぇくけすけ し ょっちぇすぇ けす 
きせいうおぇかくうすっ こぇさぇかっかおう  くぇ 
]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう“ 
う ′ぇさけょくけ つうすぇかうとっ „╁ない-
さけょっくぇ ╇しおさぇ“. ‶さぇいくうおなす 
しう ゅけ こさぇゃう しぇきぇ, おぇすけ こけ-
しすけはくくけ こなすせゃぇ いぇ ゅけかっきう-
すっ しゃっすけゃくう う くぇちうけくぇかくう 
おけくちっさすう  せ くぇし くぇ いゃっいょう, 
おぇすけ ちうゅせかぇさは ′ぇえょあなか 

╉っくっょう, ゃうさすせけいぇ ╁ぇしおけ 
╁ぇしうかっゃ, ╁ぇくっしぇ ╋っえ, しけ-
かうしすおぇすぇ ┿かっおしぇくょさうくぇ 
‶っくょぇつぇくしおぇ, さけょくぇすぇ きかぇ-
ょぇ ょうゃぇ ╉さぇしうきうさぇ ]すけはくけ-
ゃぇ, おけはすけ かうつくけ こけいくぇゃぇ, 
]ゃっすけしかぇゃ [うたすっさ, ╊のょきうか 
┿くゅっかけゃ, [けょあなさ 〉けすなさし, 
╄かすなく ╃あけく, ]すうくゅ, ╄さけし 
[ぇきぇちけすう...
′っ こさけこせしおぇ う しけいけこけか-

しおぇすぇ ┿こけかけくうは. 
]かっょっくっすけ くぇ おせかすせさくうは 

あうゃけす ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ こけょ-
さぇいぉうさぇ... ╋ぇさうぇくぇ ╋なゅっゃぇ 
こさぇゃう ゃしうつおけ  すけゃぇ いぇさぇょう 
しけぉしすゃっくぇすぇ しう しゃけぉけょぇ. ╆ぇ-
とけすけ くっ おさうっ:

]ゃけぉけょぇすぇ っ ゃしうつおけ いぇ 
すゃけさちうすっ

]ゃけぉけょぇすぇ ょぇ ういかっいっ けす 
おかうてっすけ くぇ せつうかうとっく こさっ-
こけょぇゃぇすっか  いぇ ╋なゅっゃぇ っ う 
おさぇつおぇ おなき さぇぉけすぇすぇ ゃ つう-
すぇかうとっ „╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ“, 
おなょっすけ っ しゃけぉけょくぇ ょぇ せつう 
ょっちぇすぇ こけ しけぉしすゃっく きぇくうっさ, 
ういゃなく さぇきおうすっ くぇ いぇょなかあう-
すっかくうすっ こさけゅさぇきう. ]ゃけぉけ-
ょぇすぇ っ ちっくくけしす, おけはすけ こっ-
ょぇゅけゅなす しっ けこうすゃぇ ょぇ ょぇゃぇ う 
くぇ せつっくうちうすっ しう - すは っ せぉっ-
ょっくぇ, つっ, ょけしすうゅくぇか っょくけ 
くうゃけ, こうぇくうしすなす-ういこなかくう-
すっか すさはぉゃぇ ょぇ こさけょなかあう ょぇ 
しっ さぇいゃうゃぇ. ┿ こなすはす っ: けす 
【おけかぇすぇ おなき こさけそっしうけくぇか-
くけすけ せつうかうとっ う ┿おぇょっきうは-
すぇ, けす つうすぇかうとくうは  せつうすっか 
おなき ゅけかはきけすけ きぇえしすけさしすゃけ 
くぇ ゃうしけおうは おかぇゃうさっく しこっ-
ちうぇかうしす. ╆ぇすけゃぇ ゅ-あぇ ╋なゅっ-
ゃぇ くっ さっゃくせゃぇ, ぇ しっ さぇょゃぇ, 
おけゅぇすけ くっえくう せつっくうちう こさけ-
ょなかあぇす くぇゅけさっ し ょさせゅ こっょぇ-
ょけゅ う くっ しっ しすさっきう くぇ ゃしはおぇ 
ちっくぇ ょぇ ゅう いぇょなさあう ょけ しっぉっ 
しう おけかおけすけ っ ゃないきけあくけ こけ-

ょなかゅけ. ]こけさっょ くっは, すけゃぇ ぉう ゅう 
けとっすうかけ. [ぇょゃぇ しっ くぇ せしこっ-
たうすっ くぇ ゃしうつおうすっ しっ せつっくうちう, 
くぇ こなさゃうすっ ょけぉさう, しさっょ おけうすけ 
- ┿くすけくうは ╀けいせおけゃぇ, くぇ せしこっ-
かうすっ ゃ きせいうおぇすぇ, ゃっつっ こさけそっ-
しうけくぇかうしすう - ╇ゃっかうくぇ ╇かつっゃぇ 
う ╄かっくぇ ]すけはくけゃぇ, くぇ ╂ぇかうくぇ 
┿すぇくぇしけゃぇ, ╃っくうちぇ ╇ゃぇくつっゃぇ 
う すったくうすっ きかぇょう くぇしかっょくうちう 
╁っしっかぇ ‶ぇせくけゃぇ う ╉さうしすうぇく 
╀せのおかうっゃ, くぇ ういゅさはゃぇとぇすぇ 
いゃっいょぇ ′うおけかぇえ ╃けくつっゃ...
〉つぇしすうっすけ ゃ おけくおせさしう し ょっ-

ちぇすぇ, けぉきはくぇすぇ くぇ けこうす し 
おけかっゅう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ こけ 

ゃさっきっ くぇ おけくちっさすう, しなゃきっしす-
くうすっ  そけさせきう くぇ ]ょさせあっくうっ-
すけ くぇ きせいうおぇかくうすっ こっょぇゅけいう, 
しさっとうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ しぇ けくぇいう 
ょけこなかくうすっかくぇ, くけ くっこさっきっく-
くけ くせあくぇ くけゃぇ ゅかなすおぇ しゃけぉけ-
ょぇ, おけはすけ いぇさっあょぇ う すっ ょなさあう 
あうゃ - せしきうたゃぇ しっ ╋ぇさうぇくぇ. 〈は 
しっ せしきうたゃぇ こけしすけはくくけ... ′っ しっ 
くぇすさぇこゃぇ. 〉きっっ ょぇ さぇいかうつぇゃぇ 
ゅけかっきうすっ こけしすうあっくうは けす っあっ-
ょくっゃくうすっ せしこったう. ╆ぇすけゃぇ くっ 
ょなさあう くっこさっきっくくけ ょぇ ゃかういぇ 
つっしすけ ゃ きっょうえくぇすぇ しゃっすかうくぇ し 
うきっくぇすぇ くぇ せつっくうちうすっ しう. ¨す-
ぉっかはいゃぇ しぇきけ くぇゅさぇょう, おけうすけ 
しう しすさせゃぇす. ╉ぇすけ すっいう けす „¨た-
さうょしおう こっさかう“ 2006, ╋せいう-
おぇかくぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ ╂っさきぇ-
くうは こさっい 2008-きぇ, おけくおせさしなす 
ゃ ╇すぇかうは. 
╊ぇせさっぇすう けす きくけあっしすゃけ おけく-

おせさしう う そっしすうゃぇかう, せつっくう-
ちうすっ くぇ ゅ-あぇ ╋なゅっゃぇ うきぇす う 
っょくぇ ょさせゅぇ, ぉっいちっくくぇ くぇゅさぇ-
ょぇ - すは くっ きけあっ ょぇ しっ けおぇつう 
ゃ さぇきおぇ, くうすけ ょぇ しっ こけょさっょう 
くぇょ おぇきうくぇすぇ. ′け すは うしすうくしおう 
すけこかう. 

╋ぇさうぇくぇ さぇぉけすう し ょっちぇすぇ 
し かのぉけゃ 

╇ すけゃぇ いぇ ゅ-あぇ ╋なゅっゃぇ っ ょぇ-
かっつ こけ-ちっくくけ けす くっこさっきっくくぇ-
すぇ ぇきぉうちうは いぇ ゅけかっきうすっ けすかう-
つうは. ╆ぇとけすけ くっ ゃしうつおう しすぇゃぇす 
ゃうさすせけいくう ういこなかくうすっかう, くけ 
ゃしっおう, せしっすうか し けぉうつ ゃなかてっぉ-
しすゃけすけ くぇ ういおせしすゃけすけ, いぇゃうくぇ-
ゅう しう けしすぇゃぇ 』けゃっお くぇ ╃せたぇ. ╁ 
すけゃぇ っ ゅけかはきぇすぇ きうしうは いぇ せつう-
すっかは, ゃはさゃぇ ╋ぇさうぇくぇ ╋なゅっゃぇ. 
„╃ぇ くぇおぇさぇて ょっちぇすぇ ょぇ いぇ-

けぉうつぇす きせいうおぇすぇ っ こさっょういゃう-
おぇすっかしすゃけ う けすゅけゃけさくけしす. ┿おけ 
うき しすぇくっ ゃなすさってくぇ こけすさっぉ-
くけしす, おぇおすけ っ すけゃぇ こさう きっく 
おぇすけ せつうすっか, すけゃぇ っ ゃっつっ きくけ-
ゅけ. ╃ぇ いぇこぇかうて うしおさぇすぇ う ょぇ 

さぇいゃうゃぇて ょぇさぉうすっ うき, すけゃぇ っ 
けしくけゃくけすけ“, しこけょっかは こっょぇゅけ-
ゅなす.
′っ いぇさぇょう ゅけくうすぉぇすぇ いぇ ゅけ-

かっきう くぇゅさぇょう ゃなゃ „╁ないさけょっ-
くぇ ╇しおさぇ „ すは せつう くぇ こうぇくけ 
う ょゃぇきぇすぇ しう くぇえ-っおいけすうつくう  
せつっくうちう - ぉさぇすはすぇ けす ぇきっさう-
おぇくしおけ しっきっえしすゃけ, おけっすけ しっゅぇ 
あうゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╋なゅっゃぇ 
こさういくぇゃぇ, つっ くぇゃさっきっすけ ぉうかけ 
こけ-かっしくけ ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
おけくちっさすう う こさけょせおちうう, いぇとけ-
すけ ょっちぇすぇ し ょけぉさう こけしすうあっくうは 
ぉうかう きくけゅけ. ]っゅぇ しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ しっ こさぇゃう こけょぉけさ - おぇおすけ し 

ゃしうつおけ せ くぇし, くぇこけしかっょなお  う 
くうゃけすけ くぇ きぇえしすけさしすゃけすけ くぇ 
きぇかおうすっ うくしすさせきっくすぇかうしすう 
こけつゃぇ ょぇ こぇょぇ. ‶っょぇゅけゅなす しう 
けぉはしくはゃぇ すけゃぇ し けぉっいゃっさはゃぇ-
くっすけ くぇ たけさぇすぇ う くぇ ょっちぇすぇ 
おぇすけ ちはかけ - すさせょくけ っ ょぇ ぉなょって 
きけすうゃうさぇく ゃ けぉとっしすゃけ, おけっすけ 
くっ けしうゅせさはゃぇ せしこったぇ くぇ すさせ-
ょけかのぉうゃうすっ う すぇかぇくすかうゃうすっ, ぇ 
すけかっさうさぇ こけしさっょしすゃっくけしすすぇ う 
こさけしすぇとうくぇすぇ... ′け ╋ぇさうぇくぇ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ゃはさゃぇ, つっ うし-
すうくしおうはす すぇかぇくす ゃしっ こぇお こさけ-
ぉうゃぇ, つっ すさせょなす っ きくけゅけ ゃぇあっく 
いぇ くぇこさっょなおぇ. 〈は ょけぉさっ いくぇっ, 
つっ ょぇさぉぇすぇ っ けくけゃぇ こかぇきなつっ, 
ぇ すぇかぇくすなす - しすうたうはすぇ, おけうすけ 
けいぇさはゃぇす しちっくぇすぇ う ゃっょくぇゅぇ 
けすかうつぇゃぇす うしすうくしおうは おかぇゃう-
さっく ぇさすうしす けす けぉうおくけゃっくうは ょけ-
ぉさけしなゃっしすっく ういこなかくうすっか. ╆ぇ-
すけゃぇ しっ けこうすゃぇ ょぇ くぇしなさつぇゃぇ 
すさせょけかのぉうゃうすっ し こけこせかはさう-
いぇちうは くぇ すったくうすっ こけしすうあっくうは 
う ょぇ こけょおさっこは すぇかぇくすかうゃうすっ 
ゃ ういぉけさぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくうは 
こなす おなき ういおせしすゃけすけ. ‶けょおさっ-
こは ゅう きぇえつうくしおう ゅさうあけゃくけ, 
おぇおすけ ′っょはかおぇ ‶っしっゃぇ こけょ-
おさっこは くぇゃさっきっすけ とっさおぇ しう. 
‶けょおさっこは ゅう, おぇおすけ ょけさう くっ ゅけ 
っ こさぇゃうかぇ しなし しけぉしすゃっくうは しう 
しうく: „┿ きけあっ ぉう すさはぉゃぇてっ ょぇ 
しなき こけ-くぇしすけはすっかくぇ...?“. ┿おけ 
╋ぇさうぇくぇ くっ っ ゃかけあうかぇ ちはかぇすぇ 
しう さけょうすっかしおぇ ぇきぉうちうは ゃ しうくぇ 
しう, おぇおすけ きくけいうくぇ こさぇゃはす, すけ 
すけゃぇ っ ぉうかけ しなし しうゅせさくけしす けす-
くけゃけ いぇさぇょう せゃぇあっくうっすけ おなき 
しゃけぉけょぇすぇ くぇ かうつくうは ういぉけさ, 
おけえすけ ゃしっおう しぇき こさぇゃう. ╃けさう 
しけぉしすゃっくうはす すう しうく. 〈けえ うい-
ぉうさぇ うおけくけきうおぇすぇ う し すけゃぇ 
こさっこさぇとぇ おなき おけさっくうすっ くぇ 
ょはょけすけ ╀けくつけ ‶っしっゃ - くっ しぇきけ 
おけくしすさせおすけさ, しうくょうおぇかうしす, 
ょゃうゅぇすっか くぇ ぇさしっくぇかしおうは ょけき 
くぇ おせかすせさぇすぇ, ょっはすっかっく おきっす 
くぇ 【うこおぇ, くけ しなとけ - うおけくけ-

きうしす. ╋ぇさうぇくぇ, くぇ おけはすけ けす 
こさなゃ こけゅかっょ かうつう こけ けつうすっ う 
つっさすうすっ くぇ かうちっすけ, つっ っ ょなとっ-
さは  くぇ ぉぇとぇ しう, こさういくぇゃぇ, つっ 
てうさけおぇすぇ くっゅけゃぇ けぉとっしすゃっ-
くぇ ょっえくけしす くうおけゅぇ くっ っ ぉうかぇ 
う くっえくぇ しすさぇしす. ╃けさう ぉうかぇ 
しさっょ けくっいう しなせつっくうちう, おけうすけ 
ゃかっいかう ゃ ╉けきしけきけかぇ けす ゃすけ-
さうは こなす.  ╉けゅぇすけ こさっい 1987-きぇ  
けすうゃぇ くぇ こなさゃぇすぇ しう さぇぉけすぇ, 
こぇお - ゃ „┿さしっくぇか“, ╋ぇさうぇくぇ 
けすおぇいゃぇ こさっょかけあっくうはすぇ ょぇ しっ 
ゃおかのつう ゃ くっこさっきっくくぇすぇ すけ-
ゅぇゃぇ „けぉとっしすゃっくぇ“ さぇぉけすぇ. ] 
おけっすけ ういくっくぇょゃぇ ゃしうつおう. ′け 
くっ う しっぉっ しう. ′っ けすおぇいゃぇ けぉぇ-
つっ っょくけ ょさせゅけ こさっょかけあっくうっ - 
しすぇゃぇ いぇきっしすくうお たせょけあっしすゃっく 
さなおけゃけょうすっか くぇ ]きっしっく たけさ 
„《さうょさうた ╄くゅっかし“, おぇおすけ しっ 
おぇいゃぇ すけゅぇゃぇ う きぇてうくけしすさけう-
すっかくうはす おけきぉうくぇす, ょくっし „┿さ-
しっくぇか“. 》けさなす しっ さなおけゃけょう けす 
╃うきうすなさ ╉ぇしなさけゃ う ╋ぇさうぇくぇ 
きせ こけきぇゅぇ おぇすけ おけさっこっすうすけさ 
う たけさ-きぇえしすけさ. ‶さっこけょぇゃぇ う  
こうぇくけ ゃ 【おけかぇすぇ くぇ いぇゃけょぇ. 
] せょけゃけかしすゃうっ きかぇょぇすぇ きせいう-
おぇくすおぇ こけっきぇ さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ゃけおぇかくぇ 
ゅさせこぇ こさっい 1988-きぇ. ]なぉさぇくぇ 
いぇさぇょう こけこせかはさくうすっ すけゅぇゃぇ 
す. くぇさ. „こけかうすうつっしおう こっしくう“, 
こっゃつっしおぇすぇ そけさきぇちうは ょぇかっつ 
くぇょたゃなさかは いぇょなかあうすっかくうは 
さっこっさすけぇさ くぇ うょっけかけゅうつっしおう-
すっ しすうたけゃっ, けぉかっつっくう ゃ くけすう. 
〈せお こっはす いぇっょくけ し ╉さぇしうきうさ 
╀ぇえおけゃ, ]すっそぇく 》さうしすけゃ, /
うきっくくけ すせお „いぇこぇかっく“ いぇ こさけ-
そっしうけくぇかくぇすぇ きせいうおぇ/, し 〈ぇくは 
]うさぇおけゃぇ /ょくってっく ぉぇくおっさ, 
くけ すさぇっく しすさぇしすっく きせいうおぇかっく 
かのぉうすっか/... ] ゅさせこぇすぇ こなすせゃぇす 
いぇ こさうはすっかしおう おけくちっさすう ゃ させ-
しおうは 』っさおぇしう. ‶っはす ょゃせゅかぇし. 
╇いこなかくはゃぇす くっ しぇきけ  させしおう 
こっしくう, くけ う こけこせかはさくう „こぇさ-
つっすぇ“. ╁さっきっすけ う ょせたなす くぇ ぇさ-
しっくぇかしおうは ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ, 
さなおけゃけょっく けす ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
╋うかおけ ╋うかぇくけゃ, ぇ こけ-おなしくけ - 
けす ╃うきうすなさ ╋うくおけゃ, けしすぇゃぇす 
いぇゃうくぇゅう ゃ しなさちっすけ くぇ きせいう-
おぇくすぇ ╋ぇさうぇくぇ. 
‶ぇお ゃ „┿さしっくぇか“ ょくってくぇすぇ 

ゅ-あぇ ╋なゅっゃぇ しっ いぇこけいくぇゃぇ う 
しなし しなこさせゅぇ しう ╆ょさぇゃおけ. ╊け-
ゅうつくけ うょゃぇ う きぇえつうくしすゃけすけ, 
くけ きかぇょぇすぇ こさっこけょぇゃぇすっかおぇ 
こけ こうぇくけ くっ けしすぇゃは せつっくうちう-
すっ しう けす そうさきっくぇすぇ ておけかぇ う 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう し すはた. 
╆ぇとけすけ きせいうおぇすぇ っ けしけぉっくけ 
ゃぇあくぇ いぇ くっは. 
╁ ぉせさくうすっ ゅけょうくう くぇ こさけきっ-

くう けす くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ╋ぇ-
さうぇくぇ ういぉうさぇ こさっこけょぇゃぇすっか-
しおぇすぇ さぇぉけすぇ し きせいうおぇかくうすっ 
おかぇしけゃっ くぇ ]¨〉 „╄おいぇさた ┿く-
すうき ‶なさゃう“, おなょっすけ っ う ょくっし. 
‶さけょなかあぇゃぇ ょぇ  こさっょこけつうすぇ 
ょぇ は ゃないこさうっきぇす くぇえ-ゃっつっ 
おぇすけ つけゃっお, しゃなさいぇく し きせいう-
おぇすぇ, けすょぇょっく くぇ きせいうおぇすぇ. 
》ぇさっしゃぇ こけ-しおけさけ ╋けちぇさす, けす-
おけかおけすけ ╀っすけゃっく, おかぇしうおぇすぇ, 
ぇ くっ こさっょおかぇしうおぇすぇ. ¨ぉうつぇ  
ぉなかゅぇさしおぇすぇ きせいうおぇ. ╋けあっ ょぇ 
しかせてぇ けすくけゃけ う けすくけゃけ っょくけ う 
しなとけ きせいうおぇかくけ こさけういゃっょっ-
くうっ, いぇとけすけ こけょ こさなしすうすっ くぇ 
さぇいかうつくうすっ ぇさすうしすう すけ いゃせつう 
さぇいかうつくけ. ╋せいうおぇくす けすゃしはおな-
ょっ! – しなょぉぇ, したけょくぇ し こさけそっ-
しうはすぇ? ′け くっ しなゃしっき. ╆ぇとけすけ 
すせお しっ おさうっ っょくぇ すゃなさょっ さはょ-
おぇ ゃ こさけそっしうはすぇ しすさぇくくけしす: 
くっけぉうつぇえくけすけ くぇつぇかけ くぇ くぇ-
つぇかけすけ - „┿さしっくぇか“. 』うえすけ ゅっ-
くっすうつっく おけょ こけょ おかぇゃうてうすっ 
くぇ ╋ぇさうぇくぇ けすおさうゃぇき う ぉっい 
しかけあくう ╃′╉-すっしすけゃっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〈あちけあせあ 〈ひえかうあ: [すかてひて ╈あしけせあ 』てそみせそうあ:

╋ぇさうぇくぇ. ╋ぇさうぇくぇ, おけはすけ きくけゅけ おぇいぇくかなつぇくう こけいくぇゃぇす おぇすけ きせいうおぇかっく こっょぇゅけゅ う 
こさっこけょぇゃぇすっか こけ こうぇくけ し そぇきうかうはすぇ ╋なゅっゃぇ. ╀っい ょぇ いくぇはす, つっ くっえくうすっ おかぇゃうてう 
おさうはす ぇさしっくぇかしおう ゅっくっすうつっく おけょ.  

╁ すけいう しきうしなか, おぇお さぇぉけ
すうすっ し けぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ? 
╇きぇ ゃっつっ くはおけかおけ ゃなさくぇ
すう さってっくうは くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ, おけうすけ しぇ けす 
ゅけかはき うくすっさっし いぇ ゅさぇあ
ょぇくうすっ すせお: う いぇ す. くぇさ. 
„ょせこおぇ”ゃ ちっくすなさぇ , いぇ おけは
すけ うきぇたすっ おけくおさっすくう こかぇ
くけゃっ, おぇおすけ う いぇ しこさはくけすけ 
くぇきっさっくうっ いぇ こさけょぇあぉぇ くぇ 
うきけす  ゃ [ぇゃょぇ, けす おけはすけ ¨ぉ
とうくぇすぇ けつぇおゃぇてっ こさうたけ
ょう? 〈けゃぇ っかっゅぇくすくぇ そけさきぇ 
くぇ ぉけえおけす かう っ, しこけさっょ ╁ぇし, 
うかう こさけしすけ  くせあょぇ けす こけゃっ
つっ こさっちういくけしす  こさう ゃいっきぇ
くっすけ くぇ さってっくうはすぇ? 
- ┿い しぇきぇすぇ しなき ぉうかぇ くぇ きはし

すけすけ くぇ けぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ. 
╀うかぇ しなき けす すぇいう こけいうちうは. 
╆ぇ きっく っ はしくけ おけかおけ しぇ こさぇ
ゃけきけとうはすぇ くぇ けぉかぇしすくうは せこ
さぇゃうすっか. ‶さっょっかくけ きう っ はしくけ 
おけかおけ すけえ きけあっ ょぇ こけきぇゅぇ う 
おけかおけ ょぇ こさっつう. ′はきぇ ょぇ おぇあぇ 
おけっ こさっゃうてぇゃぇ, くけ ぇい しなき 
くぇはしくけ. ′ぇてうすっ ゃいぇうきけけすくけ
てっくうは しぇ つうしすけ ぇょきうくうしすさぇ
すうゃくう, ゃ しきうしなか, つっ ゃうくぇゅう 
しなき くぇとさっお いぇ すけゃぇ, おけっすけ 
きけゅぇ ょぇ けつぇおゃぇき けす けぉかぇしすくぇ
すぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ╇しおぇ きう しっ 
ゃしうつおう いぇはゃおう くぇ けぉかぇしすくぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは いぇ しこっちうぇかくけ
すけ けすくけてっくうっ おなき ╉ぇいぇくかなお, 
おなき ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ちぇさっ, ょぇ しっ こさっゃさなとぇす ゃしっ こけ
ゃっつっ ゃ こさぇおすうつっしおう さってっくうは, 
すけっしす けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか 
ょぇ っ しなきうてかっくうお くぇ ゃしうつおう
すっ せしうかうは, おけうすけ こけかぇゅぇきっ. 
╋うしかは, つっ  しかっょ すさせょくうすっ きっ
しっちう, ゃ おけうすけ すけえ しっ せすゃなさあ
ょぇゃぇてっ  おぇすけ うくしすうすせちうは, とっ 
ょけえょっ う ゃさっきっすけ くぇ „きなあおうは” 
さぇいゅけゃけさ きっあょせ くぇし, ゃ おけえ
すけ とっ せすけつくうき, つっ ゃなさゃうき ゃ 
っょくぇ こけしけおぇ う つっ こけいうすうゃうすっ 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお きけゅぇす ょぇ 
しぇ こけいうすうゃうすっ う くぇ けぉかぇしすくうは 
せこさぇゃうすっか.

]ないょぇゃぇすっ せしっとぇくっすけ くぇ 
つけゃっお, おけえすけ ぉぇゃくけ ゃなさゃう 
おなき ちっかすぇ - おぇこおぇ こけ おぇこ
おぇ. ╁ すけいう しきうしなか おぇおゃぇ っ 
ゅけかはきぇすぇ ちっか? 
- ′っ しなき しう こけしすぇゃはかぇ ゅさぇく

ょうけいくう ちっかう, けしゃっく っょくぇ: ╉ぇ
いぇくかなお ょぇ しすぇくっ しっさうけいくぇ すせ
さうしすうつっしおぇ ょっしすうくぇちうは う ょぇ 
こっつっかう けす こさうさけょくうすっ う おせか
すせさくう ぉけゅぇすしすゃぇ, おけうすけ うきぇ. 
〉しこはゃぇきっ きぇかおけ こけ-きぇかおけ ょぇ 
くぇかけあうき ╉ぇいぇくかなお さっょけき し 
ゅけかっきうすっ すせさうしすうつっしおう ょっし
すうくぇちうう う すけゃぇ しっ けちっくはゃぇ 
くぇ くぇちうけくぇかくけ くうゃけ. 〈さう しぇ 
ゅけかっきうすっ すせさうしすうつっしおう くぇゅさぇ
ょう いぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ  う すけゃぇ っ ゅけかはきけ 
こさういくぇくうっ. ╋けあっ ぉう こさっょしすけう 
ょぇ こけかせつうき う しけぉしすゃっくぇすぇ しう 
くぇゅさぇょぇ: くうっ しぇきうすっ ょぇ こさう
いくぇっき, つっ ╉ぇいぇくかなお いぇしかせあぇ
ゃぇ ょぇ ぉなょっ けちっくはゃぇく う くうっ ょぇ 
ゅけ こさうっきぇきっ おぇすけ くっしかせつぇっく 
ゅさぇょ, ぉっい おけえすけ ╀なかゅぇさうは くっ 
ぉう きけゅかぇ ょぇ しっ こさっょしすぇゃう おな
ょっすけ う ょぇ ぉうかけ. ╂さぇょ, ぉっい おけえ
すけ ╀なかゅぇさうは ぉう いぇゅせぉうかぇ しゃけは 
けぉかうお う すさぇょうちうけくくけ けぉぇは
くうっ: おぇすけ ょなさあぇゃぇ くぇ さけいうすっ 
う ょさっゃくうすっ おせかすせさう. ╁ すけいう 
しきうしなか くぇちうけくぇかくけすけ くう しぇ
きけつせゃしすゃうっ いぇこけつゃぇ けす ╉ぇいぇく
かなお. 

┿ ╁うっ せしっとぇすっ かう, つっ たけ
さぇすぇ すせお ゃないゃさなとぇす しぇきけ
つせゃしすゃうっすけ しう? 
- ╃ぇ, うきぇき せしっとぇくっすけ, つっ 

ゅさぇょなす ゃしっ こけゃっつっ ゅう けぉゅさな
とぇ, こさっゅさなとぇ  う いぇゃさなとぇ し 

こさっけすおさうゃぇくっすけ くぇ おさぇしうゃけすけ 
う ょけぉさけすけ, くぇ きっしすっくちぇ, おけうすけ 
ょけしっゅぇ くっ しぇ いぇぉっかはいゃぇかう, くけ 
しっゅぇ ゃっつっ ゃうあょぇす. ]ぇきうすっ たけさぇ 
きう おぇいゃぇす: ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ ゃしっ 
こけ-たせぉぇゃ. 

′ぇえ-ゅけかはきけすけ こさっょういゃう
おぇすっかしすゃけ こさっょ ╁ぇし こさっい 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ う くぇえ-
ゅけかはきけすけ こさっこはすしすゃうっ?
- ╂けかはきけすけ こさっょういゃうおぇすっか

しすゃけ とっ ぉなょっ ょぇ いぇゃなさてうき 
ゃしうつおう いぇこけつくぇすう こさっい すっいう 
ょゃっ ゅけょうくう こさけっおすう, おけうすけ 
くうおぇお くっ しぇ きぇかおけ. ╃ぇ せしゃけうき 
ゃしうつおうすっ 70 きかく. かっゃぇ, おけうすけ 
しきっ いぇはゃうかう う ょっおかぇさうさぇかう う 
すっ ょぇ しっ こさっゃなさくぇす ゃ こけ-ょけぉさう 
きっしすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっょういゃう
おぇすっかしすゃけ っ, いぇとけすけ 2014 ゅけ
ょうくぇ とっ っ すさせょくぇ ゅけょうくぇ けすおなき  
おけきせくうおぇちうはすぇ し けこっさぇすうゃくう
すっ こさけゅさぇきう. ╃け くぇつぇかけすけ くぇ 
そっゃさせぇさう くはきぇ ょぇ しっ こさっゃっあ
ょぇ う しすけすうくおぇ こけ けこっさぇすうゃくう 

こさけゅさぇきう, ぇ すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ, 
ぇおけ しぇきぇすぇ けぉとうくぇ くっ くぇきっさう 
しさっょしすゃぇ ょぇ しう こさけょなかあう こさけ
っおすうすっ, おけうすけ ゃなさゃはす こけ ゅさぇ
そうお, すさはぉゃぇ ょぇ しこさっき う ょぇ つぇ
おぇきっ. ‶さっょういゃうおぇすっかしすゃけすけ っ 
ょぇ くっ しこうさぇきっ, ぇ ょぇ こさけょなかあぇ
ゃぇきっ, ゃなこさっおう つっ とっ っ きくけゅけ 
すさせょくけ. ′け ゃはさゃぇき, つっ とっ うきぇ 
さぇいぉうさぇすっかしすゃけ. ‶さっい 2014 ゅ. 
くはおけう けす ゅけかっきうすっ こさうけさうすっ
すう, けしくけゃくう ゃ しすさけうすっかくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, すさはぉ
ゃぇ ょぇ けすしすなこはす くぇ  こさけっおすうすっ し 
っゃさけこっえしおけ そうくぇくしうさぇくっ, くぇ 
おけうすけ こさっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょう
くぇ とっ ょなかあうき しけぉしすゃっくうは しう 
こさうくけし. ‶さっい こけしかっょくうすっ ょゃっ 
ゅけょうくう くうっ せしうかっくけ さぇぉけすう
たきっ こけ うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ くぇ 
ゅさぇょぇ. ‶さっい 2012 ゅ. こけかけあうたきっ 
80 たうか. おゃ. きっすさぇ ぇしそぇかす, うい
さぇいっく ゃ 36 せかうちう ゃ ゅさぇょぇ う しっ
かぇすぇ, こさっい 2013 ゅ. くぇこさぇゃうたきっ 
けとっ 86 たうか. おゃ. きっすさぇ ぇしそぇかす 
し こけょきはくぇ くぇ おけきせくうおぇちうはすぇ 
こけょ くっゅけ う し ょけぉさけ おぇつっしすゃけ. 
‶さっい 2014 ゅ. とっ くぇこさぇゃうき きくけ
ゅけ こけ-きぇかおけ けす すぇいう ちっか, くけ う 
きぇかおけ けしすぇくぇたぇ せかうちうすっ, おけうすけ 
うしおぇす ちはかけしすくけ ぇしそぇかすうさぇくっ. 
〈せお, こけ すけいう  ゃなこさけし, とっ うしおぇ
きっ さぇいぉうさぇくっ けす たけさぇすぇ. ‶さっい 
2014 ゅ. とっ くぇこさぇゃうき けくっいう 
せかうちう, おけうすけ しぇ ういおかのつうすっか
くけ ゃぇあくう いぇ  こけすさっぉかっくうっすけ ゃ 
ゅさぇょぇ. ╃させゅうすっ とっ こけつぇおぇす ょけ 
2015 ゅけょうくぇ. ′ぇょはゃぇき しっ こさっい 
2014 ゅ. ょぇ こさうおかのつうき せしこってくけ  
さっおけくしすさせおちうはすぇ くぇ こぇさおけゃっすっ 
„[けいぇさうせき” う „〈のかぉっすけ”, っょうく 
ょけぉなさ こさけっおす いぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おけえすけ とっ くぇおぇさぇ ゅけしすうすっ くぇ 

ゅさぇょぇ ょぇ くっ こうすぇす おなょっ しぇ さけ
いうすっ, おぇすけ うょゃぇす すせお.
╂けかはきけすけ こさっこはすしすゃうっ っ くぇょ

ゃうしくぇかぇすぇ けこぇしくけしす そうさきぇ 
„〈さぇおうは すさっえょ” ょぇ しう こけうしおぇ 
3,5-すっ きうかうけくぇ かっゃぇ いぇ こさけ
こせしくぇすうすっ こけかいう. ]ょっかおぇすぇ いぇ 
ぉうゃてぇすぇ うくそっおちうけいくぇすぇ ぉけか
くうちぇ っ くっぉかぇゅけこさうはすくけ しおかの
つっくぇ けす こさっょたけょくぇすぇ せこさぇゃぇ 
いぇ けぉとうくぇすぇ. ‶け くっは ょなかあうき 
しさっょしすゃぇ う すっ とっ くぇょゃうしくぇす 
くぇょ けぉとうくぇすぇ. 〈せお きくけゅけ きう 
しっ うしおぇ くはおけえ けす あせさくぇかうしすう
すっ ょぇ くぇこさぇゃう さぇいしかっょゃぇくっ 
こけ すけいう ゃなこさけし, ゃ つぇしすすぇ ょけさう 
つうしすけ きけさぇかくぇ けすゅけゃけさくけしす, 
いぇとけすけ しなょっぉくぇ しなき こけすなさしう
かぇ. ╇きぇ けぉさぇいせゃぇくけ ょけしなょっぉくけ 
こさけういゃけょしすゃけ しさっとせ けぉとうくしおう 
しかせあうすっかう, けさゅぇくういうさぇかう すけいう 
おけくおせさし ゃ せとなさぉ くぇ けぉとうくぇすぇ. 
′っ いくぇき おぇおなゃ とっ っ ういたけょなす. 
′け きう しっ うしおぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう 
ょぇ っ はしくけ いぇとけ とっ っ くせあくけ ょぇ 
こかぇすうき すっいう こぇさう. ¨ぉとうくぇすぇ 

しきっ くうっ. ′うっ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇっき 
いぇとけ とっ ゅう こかぇすうき. ╆ぇすけゃぇ しっ 
くぇょはゃぇき ょぇ うきぇ こけくっ きけさぇかくぇ 
しこさぇゃっょかうゃけしす こけ けすくけてっくうっ 
くぇ  すけゃぇ こかぇとぇくっ ゃ くぇえ-くっ
こけょたけょはとうは きけきっくす う ゅけょうくぇ 
いぇ くぇてぇすぇ けぉとうくぇ. ‶けくっ ょぇ っ 
はしくけ くぇ おけゅけ ょなかあうき すけゃぇ う 
いぇとけ. 

┿ とっ せしこっっすっ かう ょぇ さぇい
こかぇすうすっ こさっい 2014 ゅけょうくぇ 
しすぇさうすっ ょなかゅけゃっ, おけうすけ くぇ
しかっょうたすっ? 
- ‶さっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 

とっ こさうおかのつうき さぇいこかぇとぇくうは
すぇ こけ しすぇさうすっ いぇょなかあっくうは けす 
2008-きぇ ゅけょうくぇ. ]すぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ 1,6 きかく. かっゃぇ. 】っ さぇいこかぇ
とぇきっ しぇきけ こさけしさけつっくうすっ しう 
いぇょなかあっくうは こけ くけゃうすっ ょけゅけ
ゃけさう, おけうすけ しきっ いぇぉぇゃうかう, いぇ 
ょぇ きけあっき ょぇ ういつうしすうき しすぇさう
すっ. ]きはすぇき, つっ すけゃぇ っ ゃなゃ  ゃない
きけあくけしすうすっ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ ょぇ 
しっ しこさぇゃう. 

′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ ╁う ぇきぉうちうは 
いぇ 2014 ゅけょうくぇ?
- ╃ぇ こけょゅけすゃうき けぉとうくぇすぇ いぇ 

しかっょゃぇとうは こさけゅさぇきっく こっさうけょ 
う ょぇ くぇこさぇゃうき こさけっおすう, おけうすけ 
ょぇ しぇ くぇえ-ぉかういおけ ょけ たけさぇすぇ. 
╃ぇ ゃかっいっき きくけゅけ きぇとぇぉくけ ゃ 
おゃ. „╇いすけお”, ゃ うくょせしすさうぇかくぇすぇ 
いけくぇ う ゃ しこけさすくぇすぇ いけくぇ いぇ けす
ょうた くぇ けぉとうくぇすぇ. ╃ぇ くぇこさぇゃうき 
さぇぉけすくうすっ こさけっおすう. ╇きぇきっ っゃ
さけこっえしおう こぇさう, し おけうすけ ょぇ ゅけ 
くぇこさぇゃうき. ╇ ょぇ しっ こけょゅけすゃうき 
こさっい 2015 ゅ. ょぇ けしすぇゃうき っょくぇ  
こなかくぇ ゅけすけゃくけしす くぇ しかっょゃぇとけ
すけ せこさぇゃかっくうっ ょぇ こさけょなかあう 

すけゃぇ, おけっすけ くうっ しきっ いぇこけつくぇ
かう. 〈ぇおぇ つっ ょぇ くはきぇ くうおぇおゃけ 
しなきくっくうっ, つっ ╉ぇいぇくかなお とっ 
こさけょなかあう ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ しなし 
しぇきけつせゃしすゃうっ ゃ すせさういきぇ, うく
そさぇしすさせおすせさぇすぇ, しこけさすぇ. ╉ぇお
ゃけすけ う ょぇ っ しかっょゃぇとけすけ せこさぇ
ゃかっくうっ くぇ けぉとうくぇすぇ, すさはぉゃぇ 
ょぇ きせ っ はしくけ, つっ くっ きけあっ ょぇ 
おさうゃけかうつう. 〈さはぉゃぇ ょぇ しこぇいゃぇ 
こけしけおぇすぇ.

╂さぇょなす しっ こさけきっくは, すけゃぇ 
っ ぉっいしこけさっく そぇおす. ¨しすぇくぇ, 
けぉぇつっ, っょくけ ╁ぇてっ くぇきっさっ
くうっ, しっさうけいくけ う すゃなさょっ とっ
おけすかうゃけ, おけっすけ おなき きけきっく
すぇ ╁うっ くっ しっ さってぇゃぇすっ ょぇ 
こさっょこさうっきっすっ  うかう ¨ぉとうく
しおうはす しなゃっす くぇ ょゃぇ こなすう くっ 
ょぇゃぇ たけょ くぇ ゃなこさけしぇ - きっ
すぇかくうすっ ゅぇさぇあう.  ╅うゃぇ かう っ 
ゃしっ けとっ ぇきぉうちうはすぇ ╁う ょぇ しっ 
しこさぇゃうすっ う し すけいう ゃなこさけし?
- 〈けゃぇ っ きくけゅけ すさせょくぇ すっきぇ, 

いぇとけすけ いぇしはゅぇ ゃしはおけ しっきっえ
しすゃけ. 》けさぇすぇ うきぇす すぇおうゃぇ ゅぇさぇ
あう こけ ょゃっ こさうつうくう: ょぇ けこぇいはす 
ぇゃすけきけぉうかうすっ しう けす くぇぉっいう う 
ょぇ しこっつっかはす くはおけえ かっゃ けす くぇ
っきう. ╁なこさけしなす っ しっさうけいっく. 4 
800 しぇ こけしすぇゃっくうすっ ゅぇさぇあう, 
おぇすけ 1/3 けす すはた しぇ ういさはょくう 
こかぇすちう, 1/3 こかぇとぇす くっさっょけゃ
くけ う 1/3 しぇ くっいぇおけくくう. ╇きぇたきっ 
くぇうしすうくぇ くぇきっさっくうっ ょぇ こさっ
きぇたくっき くっいぇおけくくうすっ ゅぇさぇあう. 
╆ぇぉぇゃうたきっ こさけちっしぇ, いぇとけすけ 
すけえ っ きくけゅけこかぇしすけゃ. ¨す っょくぇ 
しすさぇくぇ, ぇおけ ょっきけくすうさぇきっ すっいう 
ゅぇさぇあう, すさはぉゃぇ ょぇ こさっょかけあうき 
くぇ たけさぇすぇ ぇかすっさくぇすうゃぇ. ╆ぇすけ
ゃぇ こさっょこさうったきっ ょさせゅぇ しすなこおぇ: 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ さぇいてうさうたきっ 
ぉっいこかぇすくうすっ こぇさおうくゅう ゃ ゅさぇょぇ 
う すけ けしくけゃくけ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ 
ゅさぇょしおぇ つぇしす. ╇きぇきっ ういゅさぇょっ
くう ゃっつっ 5 けゅさけきくう けぉとっしすゃっくう 
こぇさおうくゅぇ すせお. ‶さっい しかっょゃぇ
とぇすぇ ゅけょうくぇ ゃっつっ きけあっき ょぇ 
こさうゃっょっき ゃ さっょ ちっくすさぇかくぇすぇ 
ゅさぇょしおぇ つぇしす, ぉっい ょぇ うきぇ けこ
さぇゃょぇくうは, つっ ゅさぇあょぇくうすっ くはきぇ 
おなょっ ょぇ しう けしすぇゃはす ぇゃすけきけぉう
かうすっ, ぇ うき しなぉうさぇきっ すぇおしう. ‶け-
おなしくけ すさはぉゃぇ ょぇ こさうしすなこうき う 
おなき けすょぇかっつっくうすっ さぇえけくう, くけ 
う いぇ すぇき しかっょゃぇ ょぇ しないょぇょっき 
ゃないきけあくけしすう う ぇかすっさくぇすうゃう. 
‶け すけいう ゃなこさけし とっ さぇぉけすうき 
こけ-しこけおけえくけ, しすなこおぇ こけ しすなこ
おぇ, いぇ ょぇ くっ くぇゃさっょうき くぇ たけ
さぇすぇ. ╋けあっ ぉう う いぇとけすけ しなき 
あっくぇ, くっ けぉうつぇき しうかけゃうすっ 
きっさおう. ╇しおぇき すっ ょぇ しぇ けしないくぇ
すう う さぇいせきくう. 

╁っつっ くっ っ すけかおけゃぇ きけくけかう
すっく しゅけゃけさなす ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお,  し けゅかっょ 
くぇ しうすせぇちうはすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ, 
すけえ きけあっ ょぇ しすぇゃぇ けとっ こけ-
さったぇゃ. ]ぇきうはす しなゃっす ゃっつっ 
しっ さけう, うきぇきっ う こなさゃうすっ 
こさうきっさう: ′╃]╁-しなゃっすくう
ちうすっ けすうゃぇす ゃ こぇさすうはすぇ くぇ 
╀ぇさっおけゃ – „╀なかゅぇさうは ぉっい 
ちっくいせさぇ”.  〈けゃぇ さけっくっ, しこけ
さっょ ╁ぇし, とっ ぉかけおうさぇ かう 
さぇぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす, ぇ けすすぇき う ゃいっきぇくっすけ 
くぇ ゃぇあくう さってっくうは いぇ けぉ
とうくぇすぇ? 
- 〈せお とっ ╁う さぇいけつぇさけゃぇき. ┿い 

しきはすぇき, つっ ゃ すけいう ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす しゅけゃけさなす  う さぇいぉうさぇすっか
しすゃけすけ しぇ  ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ たけ
さぇすぇ, おけうすけ しぇ ゃなすさっ. 〈けゃぇ しぇ 
ういおかのつうすっかくけ ゃうしけおけ きけさぇかくう 
たけさぇ. 〉ぉっょっくぇ しなき, つっ くうおぇお
ゃう くけゃう そけさきぇちうう, こぇさすうう くっ 
きけゅぇす ょぇ さぇいぉうはす すけいう しゅけゃけさ う 
すけゃぇ けぉとっしすゃけ, おけっすけ さぇぉけすう ゃ 
こけかいぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. [ぇいつうすぇき 
くぇ ゃしうつおう ゅさせこう ゃ ¨ぉとうくしおうは 

しなゃっす: う くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ
いぇくかなお, おけうすけ ういおかのつうすっかくけ 
しなゃっしすくけ う こさけそっしうけくぇかくけ 
さぇいゅかっあょぇす ゃなこさけしうすっ う こけ
かせつぇゃぇきっ こけょおさっこぇすぇ うき, う くぇ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╀]‶, おけうすけ しぇ きくけゅけ 
ょけぉなさ おけさっおすうゃ. ╇ しっ さぇょゃぇき, 
つっ うきぇきっ すぇおなゃ, いぇとけすけ ょさせゅぇ
すぇ おさぇえくけしす しなとけ くっ っ ょけぉさぇ. 
╀かぇゅけょぇさは う くぇ しなゃっすくうちうすっ 
けす ╃‶], ╊╇╃╄[, くぇ  [╆], おぇおすけ 
うくぇ ゅさせこぇすぇ くぇ ゅけしこけょうく ╃ぇきは
くけゃ. ′うすけ っょうく けす けぉとうくしおうすっ  
しなゃっすくうちう くっ っ こけしすぇゃはか こさっょ 
きっく かうつくう ゃなこさけしう う あっかぇくうは, 
ゃしうつおう さぇぉけすはす ゃ けぉとっしすゃっくぇ 
こけかいぇ. ╆ぇすけゃぇ うきぇ おけきそけさす う 
すぇいう しうきぉうけいぇ, いぇ おけはすけ ゃしうつ
おう いぇゃうあょぇす. 

╆ぇ ょぇ こさうおかのつうき: けとっ かう 
しすっ すけかおけゃぇ おぇすっゅけさうつくぇ, 
つっ くはきぇ ょぇ うきぇ ゃすけさう けこうす? 
]っゅぇ しきっ くぇ しさっょぇすぇ くぇ 
こなすは. ╀はたすっ おぇいぇかう ゃ こさっ
ょうてくけ うくすっさゃの, つっ くはきぇすっ 
ぇきぉうちうう ょぇ こけゃすぇさはすっ きぇく
ょぇす. ]かっょ ょゃっ ゅけょうくう くぇつっ
かけ くぇ けぉとうくぇすぇ すなさこう かう 
さっゃういうは ╁ぇてっすけ こさっょうてくけ 
さってっくうっ? 
- ╃ぇ, くぇ しさっょぇすぇ  しきっ くぇ 

こなすは. ╋ぇおぇさ ょぇ きう しっ しすさせゃぇ, 
つっ しかっょゃぇとうすっ ょゃっ ゅけょうくう とっ 
ぉなょぇす  きくけゅけ こけ-ぉなさいう, けすおけか
おけすけ こさっょたけょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう. 
╋けはすぇ ぉぇぉぇ, くぇ おけはすけ しなき う 
おさなしすっくぇ, ぉってっ きくけゅけ きなょなさ 
つけゃっお. ╋くけゅけ こなすう きう っ おぇいゃぇ
かぇ: „‶け-ょけぉさっ ういはあ こなかくぇ かな
あうちぇ, くっ おぇいゃぇえ ゅけかはきぇ ょせきぇ”. 
〈ぇおぇ つっ, ぇおけ おぇあぇ  ゅけかはきぇ ょせきぇ 
ゃ っょくぇすぇ  うかう ゃ ょさせゅぇすぇ  こけしけ
おぇ, すけっしす おぇすっゅけさうつくけ „いぇ” うかう 
おぇすっゅけさうつくけ „こさけすうゃ”, きうしかは, 
つっ  とっ しぉなさおぇき. ╄ょうくしすゃっくけすけ, 
おけっすけ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ おぇすっゅけさうつ
くけ, っ, つっ うきぇ きくけゅけ ゅけかはきぇ ぇき
ぉうちうは ゃ っおうこぇ, し おけえすけ さぇぉけ
すは, ょぇ ういこなかくうき けくけゃぇ, おけっすけ 
しきっ くぇつっさすぇかう いぇ ╉ぇいぇくかなお う 
おけっすけ ゃうあょぇきっ, つっ っ ょけぉさけ う 
つっ しっ こさうっきぇ. ┿おけ うきぇ きうしなか 
いぇ こさけょなかあっくうっ, すけ すぇいう きう
しなか とっ ぉなょっ くぇ たけさぇすぇ. ′はきぇ 
ょぇ ぉなょっ くぇてぇ. ′うっ くっ しきっ おぇすけ 
っおうこ たけさぇ, おけうすけ しきっ ょけてかう 
くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ ょぇ しっ ょけおぇいゃぇ
きっ. ╇しおぇきっ ょぇ ょぇょっき しゃけは ょぇく. 
╉けかおけ とっ ぉなょっ  すけえ, とっ こさっちっ
くう ゃさっきっすけ.   

〈けゅぇゃぇ - しっゅぇ くぇおなょっ? 
- ]っゅぇ う ゃしっおう きけきっくす しかっょ 

すけいう っ ゃ こけしけおぇ: ょぇ こさうっきっき 
ぉのょあっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ 2014 
ゅけょうくぇ. 〈けえ ょぇ っ さぇいせきっく ぉの
ょあっす. ╃ぇ けしすぇゃうき けぉとうくぇすぇ う 
こさっい 2014 ゅけょうくぇ ょぇ くぇこさぇゃう 
さぇいゃうすうっすけ しう こけ こけしけおぇ くぇ うく
そさぇしすさせおすせさぇ, おせかすせさぇ, きかぇ
ょっあおぇ こけかうすうおぇ, すせさういなき. ╃ぇ 
っ しすぇぉうかくぇ そうくぇくしけゃけ, おけっすけ 
っ きくけゅけ ゃぇあくけ, う ょぇ しないょぇょっき 
くけゃう せしかけゃうは, くけゃう きっしすぇ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお, おけうすけ ょぇ しぇ こさっおさぇしくけ 
きはしすけ いぇ あうゃけす くぇ たけさぇすぇ. ╀うた 
うしおぇかぇ ょぇ くぇしけつうき こけゅかっょぇ しう 
う おなき っょくぇ くっういこけかいゃぇくぇ けす 
╉ぇいぇくかなお ゃないきけあくけしす - きう
くっさぇかくうすっ ういゃけさう. [ぇぉけすうき ゃ 
すぇいう こけしけおぇ う うしおぇきっ ょぇ さぇいさぇ
ぉけすうき ╉ぇいぇくかなておうすっ きうくっさぇか
くう ぉぇくう - おぇすけ こさっょかけあっくうっ う 
いぇ つせあょうすっ すせさうしすう. ‶けしけおぇすぇ 
っ くぇこさっょ う しなし しぇきけつせゃしすゃうっ. 

╂けょうくぇすぇ しゃなさてゃぇ, こさっょ 
おせこ こさぇいくうちう しきっ. ╉けえ おなし
きっす ╁う しっ とっ ょぇ ょさなこくっすっ けす  
くけゃけゅけょうてくぇすぇ  ぉぇくうちぇ? 
- 〈けおせ-とけ こけかせつうた おなしきっす くぇ 

おぇそっすけ しう. ╀ぇくうちぇすぇ っ ょぇかっつっ 
う おなしきっすなす っ  せしこった.

                    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

′╅╈】╆¨｠ ╇っ『╅【╅ 』¨ ╇ 』》『╅╇╊╉]¨╇《』【【╅
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』ひつ つちかおつてうあ たそ たちそかさて „[ちあつけうあ ╆ひしえあちけみ“ はか いひおか くあうひちのかせあ ちかさそせつてちとさぬけみてあ せあ 〈しあおかきさけみ おそす

′╅╈】╆¨｠ ╇っ『╅【╅ 』¨ ╇ 』》『╅╇╊╉]¨╇《』【【╅

-ゅけょうてくうはす 『ゃっすぇく ]すけはくけゃ けす 
╉ぇいぇくかなお せつぇしすゃぇ ゃ いぇこけつくぇかけすけ 
くぇ 17-すう ょっおっきゃさう ]ゃっすけゃくけ
すけ うくょうゃうょせぇかくけ こなさゃっくしすゃけ こけ 
てぇたきぇす いぇ きかぇょっあう - きけきつっすぇ う 
きけきうつっすぇ, のくけてう う ょっゃけえおう, おけっ
すけ しっ こさけゃっあょぇ ゃ ┿か ┿うく - ¨ぉっょう
くっくう ぇさぇぉしおう っきうさしすゃぇ.  
〈ぇかぇくすうかゃけすけ きけきつっ けす おぇいぇく

かなお っ っょくけ けす 17-すっ ぉなかゅぇさつっすぇ, 
おけうすけ こさっょしすぇゃはす しすさぇくぇすぇ くう ゃ 
うくょうゃうょせぇかくけすけ こなさゃっくしすゃけ.
[っおけさょっく ぉさけえ きかぇょう てぇたきぇすう

しすう - くぇょ 2000 けす 118 ょなさあぇゃう, しぇ 
しっ いぇこうしぇかう いぇ せつぇしすうっ.

[すかてひて ╈あしけせあ 』てそみせそうあ: 】おそうしかてうそちかせけかてそ おあ たそすそえせかの せあ かおせあ しけねせあ つひおいあ てそたしけ 
すせそえそ たそうかねか そて 20 さけしそすかてちあ あつなあして. 〈そちあしせあてあ そてえそうそちせそつて てかたひちうあ たちかおつてそけ.

》『《╉ぇ]╋╅╇╅ ¨′╈『╅╋╉╅〉╊【《 〉╅ ╇¨[-〈『╊╋╅【╅
╇  ╉╇╅ [╅′╅〉]ぇぃ[¨ [╇╅『【╅]╅

╆ぇすゃけさっくぇすぇ けす くはおけかおけ ゅけょうくう しゅさぇょぇ くぇ ╋かぇょっあおうは ょけき ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ しっ さっおけくしすさせうさぇ 
う きけょっさくういうさぇ しなし しさっょしすゃぇ こけ こさけっおす „╉さぇしうゃぇ ╀なかゅぇさうは”. [ってっくうっすけ っ くぇ けぉとうくしおうすっ 

しなゃっすくうちう くぇ ╉ぇいぇくかなお けす こけしかっょくけすけ うき いぇ ゅけょうくぇすぇ いぇしっょぇくうっ. 〈け ぉっ こけょおさっこっくけ う けす ゅさせ-
こぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“. 『っかすぇ くぇ すけゃぇ さってっくうっ っ ¨ぉとうくぇすぇ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ こけ こさけ-
っおす „╉さぇしうゃぇ ╀なかゅぇさうは-2014” くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ. [っきけくすなす 
くぇ しゅさぇょぇすぇ, ゃ おけはすけ ょっしっすうかっすうは しっ しおかのつゃぇたぇ ゅさぇあょぇくしおう ぉさぇおけゃっ う こさぇゃったぇ おさなとぇゃおう, ぉっ 
いぇこけつくぇす こさっょう ゅけょうくぇ, くけ いぇ ょけゃなさてゃぇくっすけ きせ しぇ くせあくう けとっ こぇさう. 
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ けぉとうくぇすぇ ゃっつっ いぇこけつくぇ さぇぉけすぇ こけ ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃぇ しなゃさっきっくくぇ さうすせ-

ぇかくぇ  いぇかぇ いぇ ゅさぇあょぇくしおう  ゃっくつぇゃおう, おぇすけ いぇ ちっかすぇ しっ こさっせしすさけえゃぇ つぇしす けす  こぇさすっさくうは っすぇあ 
くぇ しゅさぇょぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ こけきっとぇゃぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは くぇ ぉせか. „[けいけゃぇ ょけかうくぇ“ わ6. 
]すぇさっえてうくうすっ こけょおさっこうたぇ こさっょかけあっくうっすけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ し こさけっおすくけ 
こさっょかけあっくうっ いぇ けすこせしおぇくっ くぇ ぉっいゃないきっいょくぇ こけきけと こさっょ ‶さっょこさうはすうっすけ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
しさっょしすゃぇすぇ いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ (‶〉╃¨]) いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ ゃけょけこさけゃけょくぇ う おぇくぇ-
かういぇちうけくくぇ きさっあぇ ゃ おぇいぇくかなておうすっ おゃぇさすぇかう „╉せかぇすぇ“ う „╉さぇえさっつっく“. [っぇかういうさぇくっすけ くぇ すけいう 
こさけっおす とっ ょけゃっょっ ょけ こけょけぉさはゃぇくっ おぇつっしすゃけすけ くぇ けおけかくぇすぇ う あういくっくぇすぇ しさっょぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ ょゃぇすぇ おゃぇさすぇかぇ. ]かっょ さってっくうっすけ くぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう,  さっぇかくぇ っ ゃないきけあくけしすすぇ すけいう 
こさけっおす ょぇ しっ そうくぇくしうさぇ けとっ こさっい しかっょゃぇとぇすぇ 2014 ゅけょうくぇ. 
′ぇ そうくぇかぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう こさうったぇ う くけゃぇ ′ぇさっょぉぇ わ25 いぇ ゅさけぉうとくうすっ 

こぇさおけゃっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ う ゅかぇしせゃぇたぇ ういきっくっくうっ う ょけこなかくっくうっ くぇ ′ぇさっょぉぇ わ26 くぇ ¨ぉ], いぇ けこさっょっかはくっ う ぇょきうくうしすさうさぇくっ くぇ きっしすくうすっ すぇおしう う 
ちっくう くぇ せしかせゅう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こさけきはくぇ くぇ ′ぇさっょぉぇ わ31, いぇ けこさっょっかはくっすけ くぇ きっしすくうすっ ょぇくなちう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ, ういきっくっ-
くうっ う ょけこなかくっくうっ くぇ ′ぇさっょぉぇ わ12 いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ こけょ くぇっき くぇ ゅさぇあょぇくう し ょけおぇいぇくう あうかうとくう くせあょう う こさけょぇあぉぇ くぇ けぉとうくしおう あうかうとぇ. ╁しうつおう くぇさっょぉう 
し くぇこさぇゃっくうすっ ういきっくっくうは う ょけこなかくっくうは  しぇ こせぉかうおせゃぇくう くぇ しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお www.kazanlak.bg ゃ さぇいょっか „′けさきぇすうゃくう ぇおすけゃっ“ – „′ぇさっょぉう“.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

Част от групата

“Експерти за Казанлък”

╂けしこけあけ ]すけはくけゃぇ, うい-
きうくぇ ゅけょうくぇ けす こけしかっょ-

くけすけ くう うくすっさゃの, ゃ おけっすけ 
いぇはゃうたすっ, つっ っ さぇくけ ょぇ ╁う 
こけきくはす, くけ うしおぇすっ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ ょぇ ╁う 
ゃはさゃぇす. ╁っつっ こさっこけかけゃう-
たすっ きぇくょぇすぇ しう おぇすけ おきっす, 
うきぇすっ かう せしっとぇくっすけ, つっ 
ゃっつっ ╁う ゃはさゃぇす? 
- ╇きぇた しすさぇた ょぇかう とっ きう こけ-

ゃはさゃぇす. ]っゅぇ うきぇき せしっとぇくっすけ, 
つっ ゃ こけ-ゅけかはきぇすぇ しう つぇしす しっゅぇ 
たけさぇすぇ ゃはさゃぇす くっ しぇきけ ゃ けくけ-
ゃぇ, おけっすけ うしおぇきっ ょぇ くぇこさぇゃうき 
いぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈っ しっ せこけゃぇゃぇす 
くぇ くぇし おぇすけ くはおぇおゃぇ くぇょっあょぇ 
いぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ っ けとっ こけ-
いぇょなかあぇゃぇとけ.

╆くぇつう, しゃうおくぇたすっ し くっゅぇ-
すうゃういきぇ, おけえすけ ゅけ うきぇてっ せ 
たけさぇすぇ? 
- ╋くけゅけ ょなかゅう ゅけょうくう たけさぇ-

すぇ  すせお しぇ うしおぇかう ╉ぇいぇくかなお  ょぇ 
うきぇ ょさせゅけ, こけ-ょけぉさけ さぇいゃう-
すうっ, ょぇ うきぇ しぇきけつせゃしすゃうっすけ, 
ょせきぇすぇ, けす おけはすけ くっ ぉはゅぇき. ′ぇ-
こさけすうゃ, きうしかは, つっ すは ゃしっ けとっ っ 
ぇおすせぇかくぇ. ′けさきぇかくけ っ ゃ すぇおなゃ 
きけきっくす すっ ょぇ しぇ くっゅぇすうゃくう, 
こけょけいさうすっかくう おなき ゃしっおう, おけえ-
すけ けぉっとぇゃぇ, つっ とっ ゃなさくっ しぇ-
きけつせゃしすゃうっすけ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. 
╁ くはおぇおなゃ しきうしなか しう きうしかは, 
つっ すけいう くっゅぇすうゃういなき っ すけつ-
くけ いぇさぇょう ょけゃっさうっすけ. ╆ぇすけゃぇ 
せしっとぇき, つっ くっ っ こさっけぉかぇょぇ-
ゃぇと, くっ っ すけかおけゃぇ しうかっく う しな-
しうこゃぇと くっゅぇすうゃういなき, おぇおなゃすけ 
ぉってっ こさっい こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ. ┿い 
ゃっつっ きけゅぇ ょぇ こけくっしぇ う さぇいぉっ-
さぇ たけさぇすぇ し くっゅぇすうゃくけ きくっくうっ, 
いぇとけすけ さぇいぉうさぇき おぇおゃけ こさけ-
いうさぇ いぇょ くっゅけ: くっこけしすうゅくぇすう 
かうつくう ぇきぉうちうう, くっこけしすうゅくぇすう 
かうつくう きっつすう, けつぇおゃぇくうは, あっ-

〈は ゃょうゅくぇ ゃうしけおけ かっすゃぇすぇ いぇ こけしすぇ, くぇ おけえすけ っ. ╇ ゃしっおう しかっょゃぇと, おけえすけ さってう ょぇ しっ おぇくょうょぇすうさぇ, とっ すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ うきぇ 
こさっょゃうょ. ╆ぇこうしぇ うきっすけ しう ゃ きっしすくぇすぇ うしすけさうは おぇすけ こなさゃぇすぇ あっくぇ-おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお う こけくっしっ すっあっしすすぇ くぇ すぇいう うしすけ-

さうつくけしす. ╂かっょぇす ょっかぇすぇ う きっさはす ょせきうすっ え こけょ かせこぇ. ╆ぇとけすけ すぇおぇ すさはぉゃぇ ょぇ こさぇゃう ゃしっおう せゃぇあぇゃぇと ゅさぇょぇ しう う ちっくはと こぇさうすっ 
しう ゅさぇあょぇくうく. ╇ いぇとけすけ っ あっくぇ. ‶けしかっょくけすけ こさっょう ゅけょうくぇ すは こさういくぇ, つっ くぇえ-きぇかおけ せしっとぇ, こさっょゃうょ すっあっしすすぇ くぇ しすけかぇ, くぇ 
おけえすけ しすけう. ╇ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ こさういくぇ, つっ うきっくくけ いぇとけすけ  っ あっくぇ, っ こけつうすぇすっか くぇ さぇいゅけゃけさぇ, くぇ せぉっあょっくうっすけ, すなさこっくうっすけ, 
てぇくしぇ, ぇ くっ くぇ しうかぇすぇ. 
╆っゃいっちうすっ う ゅさぇょしおうはす そけかおかけさ  くっ え こさけしすうたぇ: せしうかうはすぇ え, くっえくう う くぇ っおうこぇ え, ょぇ こさけきっくはす ╉ぇいぇくかなお, おさなしすうたぇ ぉせかっ-

ゃぇさょ くぇ くっえくけすけ うきっ. ‶けしかっょくけすけ こけくぇしは し  てうさけおぇ せしきうゃおぇ, いぇ さぇいかうおぇ けす くぇゅかけしすすぇ, し おけはすけ しぇ ゃいっきぇくう さってっくうは いぇ かうつくぇ 
けぉかぇゅぇ ゃきっしすけ ゃ けぉとっしすゃっくぇ こけかいぇ. ¨す すっいう こさっょう くっは.  
]かっょ 2 ゅけょうくう ゃ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす すは っ おぇすっゅけさうつくぇ:

かぇくうは, くぇきっさっくうは, おけうすけ ぇい 
くっ きけゅぇ ょぇ けしなとっしすゃは. ′け ぇい 
くっ しなき すせお, くぇ すけゃぇ きはしすけ, いぇ 
ょぇ けしなとっしすゃは かうつくう あっかぇくうは 
う くぇきっさっくうは. ┿ぉしけかのすくけ しなき 
せぉっょっくぇ, つっ けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ 
ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす おぇいぇくかなつぇくう 
っ ょぇ しっ ゃなさゃう こけ すけいう こなす, こけ 
おけえすけ ゃなさゃうき う おけえすけ しなき せぉっ-
ょっくぇ, つっ っ こさぇゃうかっく.

〉しっとぇすっ かう しなこさうつぇしすうっ 
う すなさこっくうっ せ たけさぇすぇ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ すけゃぇ, おけっすけ 
こさぇゃうすっ? 
- ╁うあょぇき, つっ くぇ たけさぇすぇ うき しっ 

しなぉさぇ しすさぇてくけ きくけゅけ, けしけぉっくけ 
おぇすけ ゅけょうくぇすぇ, おけはすけ しう けすうゃぇ. 
′うっ ゃしっ けとっ しきっ くぇ っょうく きくけゅけ 
しすさぇてっく おさなしすけこなす. 〈させょくけしすう-
すっ くぇ ゃしっおう つけゃっお, くっいぇゃうしうきけ 
おなょっ あうゃっっ, しぇ きくけゅけ ゅけかっきう. 
╇ うきっくくけ すけゃぇ おぇさぇ たけさぇすぇ ょぇ 
しぇ くっょけゃっさつうゃう. ╃ぇ うきぇす こけゃっ-
つっ けつぇおゃぇくうは ういゃなく しっぉっ しう う 
しけぉしすゃっくうすっ しう ぇきぉうちうう. ╆ぇすけゃぇ 
う こさうっきぇき おぇすけ くけさきぇかくけ はゃかっ-
くうっ けす くぇし ょぇ しっ うしおぇ ょぇ さってぇ-
ゃぇきっ こけくはおけゅぇ う ゃなこさけしう, しゃなさ-
いぇくう し かうつくうすっ しなょぉう くぇ たけさぇすぇ. 
╇きぇ  ょけぉさう きけきっくすう, おけゅぇすけ しきっ 
こけしすうゅくぇかう こけくっ っょくけ せょけゃかっす-
ゃけさっくうっ ゃ っょくぇ かうつくぇ つけゃっておぇ 
しなょぉぇ. 〈ぇおうゃぇ きけきっくすう すけこかはす 
きくけゅけ こけゃっつっ, けすおけかおけすけ 20 おう-
かけきっすさぇ ぇしそぇかす.

¨しすぇくぇたぇ かう けとっ うかのいうう 
せ ╁ぇし しかっょ ょゃっ ゅけょうくう? 
- ╇かのいうう - くっ. ′うおぇおゃう. ¨とっ 

けす こなさゃうは ょっく しなき ゃ さっぇかくけし-
すすぇ. ╆くぇった おけかおけ ゅけかはき っ いぇかけ-
ゅなす う ゃ きけきっくすぇ けとっ こけ-ょけぉさっ 
う こけ-さっぇかくけ ゅけ ゃうあょぇき おけかおけ 
っ ゅけかはき. ‶さっい すっいう ょゃっ ゅけょう-
くう いぇゅせぉうた くっ うかのいううすっ しう, ぇ 
すけすぇかくぇすぇ しう ゃはさぇ ゃ しこさぇゃっょ-

かうゃけしすすぇ ゃ くぇてっすけ けぉとっしすゃけ.  

〈けゃぇ っ きくけゅけ ゅけかはきぇ う 
しすさぇてくぇ いぇゅせぉぇ.
- ╃ぇ. ┿おけ くっ ぉはた しっ しぉかなしおぇ-

かぇ し すけかおけゃぇ きくけゅけ せしうかうは けす 
きけは しすさぇくぇ ょぇ こけすなさしは しこさぇ-
ゃっょかうゃけしす いぇ ゃしうつおう ゅさったけゃっ, 
おけうすけ しぇ しゃなさてっくう しこさはきけ 
おぇいぇくかなつぇくう う  くっ ぉはた こけかせ-
つうかぇ っょくぇ しすっくぇ, ゃ おけはすけ しっ 
せょさはき, きけあっ ぉう とはた ょぇ うきぇき 
けとっ うかのいうう. ′け ゃ きけきっくすぇ 
くぇうしすうくぇ くはきぇき ゃはさぇ ゃ しこさぇ-
ゃっょかうゃけしすすぇ. ′っ ゃはさゃぇき くは-
おけえ ょっく くはおけえ ういけぉとけ ょぇ きう 
は ゃないゃなさくっ.

〈けゅぇゃぇ ゃ おぇおゃけ ゃはさゃぇすっ, 
いぇ ょぇ こさけょなかあぇゃぇすっ くぇ-
こさっょ? ╉けっ ╁う ょなさあう う ╁う 
きけすうゃうさぇ ?
- ╁はさゃぇき, つっ くっ すさはぉゃぇ ょぇ 

ゅかっょぇきっ  くぇいぇょ. ]こけょっかはき 
すけゃぇ, いぇとけすけ  うしおぇき ょぇ いくぇっ-
すっ, つっ しなき くぇこさぇゃうかぇ こけゃっつっ 
けす くっけぉたけょうきけすけ ょぇ こけすなさしは 
しこさぇゃっょかうゃけしす う けすゅけゃけさくけしす 
くぇ ゃしうつおう こさっょう きっく, こけしすぇ-
ゃうかう けぉとうくぇすぇ ゃ しなしすけはくう-
っすけ, ゃ おけっすけ は くぇきっさうた. ′っ 
こけかせつうた すぇいう しこさぇゃっょかうゃけしす  
つさっい いぇおけくけょぇすっかくうすっ けさゅぇ-
くう. ╆ぇすけゃぇ しう きうしかは, つっ きけ-
さぇかくぇすぇ けすゅけゃけさくけしす すっこなさゃぇ 
こさっょしすけう. 》けさぇすぇ こさっい すぇいう 
2013 ゅけょうくぇ こけおぇいぇたぇ, つっ きけ-
さぇかくぇすぇ しこさぇゃっょかうゃけしす っ くっ-
とけすけ, おけっすけ しう しすさせゃぇ. 

]かっょ ょゃっ ゅけょうくう ゃ  きっしす-
くぇすぇ ゃかぇしす おけう しすぇくぇたぇ こけ-
ゃっつっ: しなのいくうちうすっ ╁う うかう 
ゃさぇゅけゃっすっ?  
- ′っ しなき ぉさけうかぇ くうおけゅぇ ゃさぇ-

ゅけゃっすっ しう, くけ ぉさけは しなのいくうちう-
すっ う こさうはすっかうすっ しう. ╁ かうつっく 

こかぇく すっ くっ しすぇゃぇす きくけゅけ, いぇ-
とけすけ くっ ぉうた ょけこせしくぇかぇ ょぇ しすぇ-
くぇす きくけゅけ こけさぇょう こさうつうくうすっ 
くぇ こけかけあっくうっすけ, ゃ おけっすけ しなき. 
′け ゃ けぉとっしすゃっく こかぇく すっ くっ 
しすぇゃぇす きくけゅけ. ╋くけゅけ しぇ しなこさう-
つぇしすくう  こさうはすっかうすっ, きくけゅけ しぇ 
たけさぇすぇ, おけうすけ こけきぇゅぇす う すけゃぇ 
っ くっとけすけ, おけっすけ きう ょぇゃぇ しうかぇ, 
つっ ╉ぇいぇくかなお しっ しなぉせあょぇ う いぇ-
こけつゃぇ ょぇ あうゃっっ しゃけは あうゃけす 
おぇすけ けぉとっしすゃけ. ‶さっい すぇいう ゅけ-
ょうくぇ うきぇてっ ょけしすぇ こけゃけょう ょぇ 
こけおぇあっき すけゃぇ くっ しぇきけ こさっょ 
くぇし, ぇ う こさっょ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは. 
〈ぇおなゃ こけゃけょ ぉっ いぇとうすぇすぇ くぇ 
こけかうちっえしおぇすぇ ておけかぇ, けぉっょう-
くっくうっすけ くう けおけかけ っょうく たせぉぇゃ 
こさぇいくうお - くぇ さけいぇすぇ. ‶さぇゃうき 
ゅけ くっ し けぉとうくしおうすっ, くっ し ょなさ-
あぇゃくうすっ  こぇさう, ぇ し くぇてうすっ しう 
こぇさう. ┿おけ くはきぇて しなきうてかっ-
くうちう, こさうはすっかう, きけあっ かう ょぇ 
しっ くぇこさぇゃう っょくけ ゅさぇくょうけいくけ 
しなぉうすうっ ぉっい っょくぇ しすけすうくおぇ けす 
けぉとうくしおうすっ こぇさう う すけ こさう こけ-
かけあっくうっ, つっ くぇ すけいう こさぇいくうお 
ゃ ゅけょうくうすっ くぇいぇょ っ ゅかっょぇくけ 
おぇすけ くぇ くっとけすけ, けす おけっすけ ょぇ 
しっ つっさこう くぇえ-ゅけかはき さっしせさし  ゃ 
こけかいぇ くぇ くはおけゅけ. ¨ぉなさくぇたきっ 
こけ すけいう くぇつうく ゃうあょぇくっすけ おなき 
けぉとうくぇすぇ けす すけゃぇ すは ょぇ っ ょけ-
くけさ いぇ すっいう, おけうすけ うしおぇす ょぇ 
しこっつっかはす こけ くはおぇおなゃ くぇつうく, 
おなき すけゃぇ すは ょぇ っ こけすさっぉうすっか 
くぇ つけゃっとうくぇ, くぇ ょけぉさけ, くぇ 
しなこさうつぇしすくけしす, くぇ けぉとくけしす. 
╋うしかは, つっ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお ゃっつっ しぇ けぉとくけしす.  

╉ぇお しっ さぇぉけすう し ちっくすさぇか-
くぇ ゃかぇしす, おけはすけ くっ っ けす „╁ぇ-
てうは けすぉけさ”? 〉しっとぇすっ かう 
こけ くはおぇおなゃ くぇつうく しこうさぇつ-
おう, こさけぉかっきう う こさっつおう ゃなゃ 
╁ぇてぇすぇ さぇぉけすぇ おぇすけ おきっす う 

こけ けすくけてっくうっ うくすっさっしうすっ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, おぇおゃうすけ こさっょう 
しすっ くはきぇかう, おけゅぇすけ ╂╄[╀ ぉっ 
くぇ ゃかぇしす? ┿ ゃっつっ うきぇ う ぇこっ-
すうすう おなき せしこってくうすっ おきっすけ-
ゃっ くぇ ╂╄[╀ ょぇ ゅう こさうょなさこぇす 
おなき ょさせゅぇ おぇせいぇ.
- ′うおけゅぇ くっ しなき さぇぉけすうかぇ ゃ 

おけきそけさす し ょなさあぇゃくぇすぇ ゃかぇしす: 
う おけゅぇすけ せこさぇゃかはゃぇとぇすぇ こぇさ-
すうは ぉってっ ╂╄[╀, つせおぇた くぇ ゃさぇ-
すうすっ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ う きうくうしす-
さうすっ し おぇせいうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╇ しっゅぇ, こさう すけゃぇ せこさぇゃかっくうっ, 
こけ しなとうは くぇつうく しっ けこうすゃぇき ょぇ 
けすゃけさは ゃさぇすうすっ くぇ こさぇゃうすっか-
しすゃけすけ. ╆ぇとけすけ おぇいぇくかなておうすっ 
おぇせいう くっ しぇ ゅさぇょしおう, くっ しぇ さっ-
ゅうけくぇかくう, すっ しぇ くぇちうけくぇかくう. 
‶け すけいう こけゃけょ けとっ ゃ こなさゃうは 
ょっく くぇ すけいう こぇさかぇきっくす ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお こけしさっとくぇた こさっょしっょぇ-
すっかは くぇ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ 
ゅ-く ╋うたぇうか ╋うおけゃ. ╉ぇせいぇすぇ, し 
おけはすけ すけえ しっ ぇくゅぇあうさぇ, っ ╋せいっ-
はす くぇ さけいぇすぇ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
くぇてうすっ ょけぉさう ゃさないおう う おけく-
すぇおすう すけえ いぇくっしっ しっゅぇ, こさう こけ-
しかっょくけすけ こけしっとっくうっ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇ けそうちうぇかくぇ ょっかっゅぇちうは  
ゃ ╉うすぇえ, くぇてっ さけいけゃけ きぇしかけ 
けす きっしすくう さけいけこさけういゃけょうすっ-
かう. ╆ぇすけゃぇ う くっ しっ こさうすっしくは-
ゃぇき. ╉けっすけ う こさぇゃうすっかしすゃけ ょぇ 
ょけえょっ, ゃなこさけしうすっ, おけうすけ ぇい とっ 
きせ こけしすぇゃは, とっ しぇ しぇきけ けす こけか-
いぇ いぇ  ゅさぇょぇ う ょなさあぇゃぇすぇ. ╆ぇ 
しなあぇかっくうっ, う ゃ きうくぇかけすけ, う ゃ 
すけゃぇ こさぇゃうすっかしすゃけ, しさっょしすゃぇ-
すぇ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ しっ いぇょっかはす 
いぇ すぇおうゃぇ おぇせいう, しぇ きうくうきぇか-
くう. ′け し こけゃっつっ ょうこかけきぇちうは う 
くぇしすけはすっかくけしす, せぉっょっくぇ しなき, 
すっ とっ うょゃぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお.   

...ぁ】╉《〈¨『 』 〉╅を¨《〉╅]╊〉 》『¨′ 
]こけさっょ 〈っさいうっゃ, 』せょけきうさ っ こさうぉはゅゃぇか ょけ すぇいう „たうすさうくおぇ”, 

いぇ ょぇ しないょぇゃぇ ゃこっつぇすかっくうっ, つっ きくけゅけ ょさせゅう たけさぇ きうしかはす 
おぇすけ くっゅけ. 
]さっょ ういくっくぇょうすっ いぇ かのぉうすっかうすっ くぇ 』せょけきうさけゃけすけ すゃけさ

つっしすゃけ う ういしかっょけゃぇすっかうすっ っ う そぇおすなす, つっ すけえ っ こうしぇか う しすう
たけすゃけさっくうは, 180 けす おけうすけ しぇ ういょぇょっくう ゃ こなさゃうは きせ すけき.
╂けかはきぇすぇ ぇきぉうちうは くぇ ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ う くぇ しなきうてかっくうちう

すっ くぇ うょっはすぇ ょぇ しっ しなぉっさっ ちはかけすけ せくうおぇかくけ 』せょけきうさけゃけ 
すゃけさつっしすゃけ っ  すけ ょぇ しっ ういせつぇゃぇ ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ せつうかうとっ う ゃ 
せくうゃっさしうすっすうすっ. 
╆ぇ 』せょけきうさ ゃっつっ  しっ つっすぇす かっおちうう ゃ たせきぇくうすぇさくうは そぇおせか

すっす くぇ ┿くおぇさしおうは せくうゃっさしうすっす けす こさっこけょぇゃぇすっかは こけ ぉなか
ゅぇさしおぇ かうすっさぇすせさぇ う ぉなかゅぇさしおう ういしっかくうお 》のしっうく ╋っゃしうき. 

╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ せしうかうはすぇ ゅけょうくう くぇさっょ くぇ ‶っ
くぬけ 〈っさいうっゃ すゃけさぉうすっ  くぇ 』せょけきうさ しぇ こけいくぇすう  ゃ 
ぉぇかおぇくしおうすっ しすさぇくう.  ┿きぉうちうはすぇ くぇ 』せょけきうさけゃうすっ 
しなきうてかっくうちう ぉっ こけょおさっこっくぇ う けす おきっすぇ くぇ ¨ぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おけはすけ けすこさぇゃう ぇこっか 
おなき ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ 
ょぇ ゃおかのつう ゃ せつっぉくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ しさっょくけすけ けぉ
さぇいけゃぇくうっ せ くぇし こさけういゃっょっくうは くぇ 』せょけきうさ おぇすけ 
っょうく けす くぇえ-ういはゃっくうすっ ぇゃすけさう ゃ しなゃさっきっくくぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ かうすっさぇすせさぇ.
‶ぇさぇかっかくけ し ういしかっょゃぇくうはすぇ しう いぇ 』せょけきうさ, ‶っ

くぬけ 〈っさいうっゃ こさけょなかあぇゃぇ しゃけはすぇ さぇぉけすぇ こけ ょさせゅ 
きぇとぇぉっく すさせょ, しゃなさいぇく し おせかすせさくぇすぇ うしすけさうは くぇ 
╉ぇいぇくかなお.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╉けかっょっく ぇそうて 

24.12. /ゃすけさくうお/
11.00 つ. - こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし”, ,,╃けぉさっ きう ょけてかう, おけかっ

ょぇさう” - おけくちっさす 
くぇ おけかっょぇさしおう ゅさせこう けす けぉとうくぇすぇ 

25.12. /しさはょぇ/
ゃしうつおう こさぇゃけしかぇゃくう たさぇきけゃっ
‶[┿╆′╇』′┿ ]╁╄〈┿ ╊╇〈〉[╂╇ぅ
こけ しかせつぇえ [¨╅╃╄]〈╁¨ 》[╇]〈¨╁¨

31.12. /ゃすけさくうお/
こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし”, ,,╃ぇ っ いょさぇゃぇ う とぇしすかうゃぇ” - ゃっしっ

かうっ ゃ くけゃけゅけょうてくぇすぇ くけと

01.01. /しさはょぇ/
ゃしうつおう こさぇゃけしかぇゃくう たさぇきけゃっ ╀かぇゅけょぇさしすゃっく きけかっぉっく いぇ 

いょさぇゃっ う ょけぉさせゃぇくっ こさっい 2014 ゅけょうくぇ
╁┿]╇╊╇╄╁┿ ]╁╄〈┿ ╊╇〈〉[╂╇ぅ

╉けかっょくぇ しちっくぇ
こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし”

20.12. /こっすなお/

15.00 つ. - ╉けかっょっく おけくちっさす くぇ 《けかおかけさくぇ ゅさせこぇ “╆けさぇ” 
こさう ′』 ,,╆けさぇ-1902” し. ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ

15.15 つ. - ╉けかっょっく こけいょさぇゃ けす しぇきけょっえちうすっ こさう ′』 ,,┿か. 
╉けくしすぇくすうくけゃ-1919“ し. ぅしっくけゃけ

15.30 つ. - ╉けかっょくう こっしくう - こけいょさぇゃ けす ╉かせぉぇ くぇ こっくしうけ
くっさぇ し. ぅしっくけゃけ

15.50 つ. - „╉けかっょくけ こけしかぇくうっ” -  ょっすしおう おけかっおすうゃう こさう 
′』 „『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ-1885” ゅさ. ╉さなく

16.00 つ. - ╉けかっょくう こっしくう – こけいょさぇゃ けす こっゃつっしおぇ そけか
おかけさくぇ ゅさせこぇ こさう 〈さぇおうえしおけ ょさせあっしすゃけ ,,╉ぇこうすぇく ‶っすおけ 
╁けえゃけょぇ”

16.30 つ. - ‶けいょさぇゃ けす ゃけおぇかくぇ ゅさせこぇ おなき ¨〉 ,,′うおけかぇ 
╁ぇこちぇさけゃ”

25.12. /しさはょぇ/

11.00 つ. - ╉けかっょくけ-きっゅょぇくしおけ くぇょうゅさぇゃぇくっ こさう ′』 ,,╅ぇさ-
2002” ゅさ. ╉ぇいぇくかなお - し せつぇしすうっすけ くぇ おかせぉけゃっすっ いぇ くぇさけょくう 
たけさぇ けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

╇いかけあぉぇ – ╂さぇょしおぇ
たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは 

 „‶さぇいくうちうすっ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ“ -  ういかけあぉぇ けす そけくょぇ くぇ 
╃けきぇ くぇ たせきけさぇ う しぇすうさぇすぇ ゃ ╂ぇぉさけゃけ. ‶さっょしすぇゃは 30 
すゃけさぉう くぇ 24 ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうちう, すゃけさうかう けす くぇ
つぇかけすけ くぇ 20 ゃ. ょけ くぇてう ょくう. ╉けかっおちうはすぇ とっ きけあっ ょぇ 
ぉなょっ ゃうょはくぇ う こけ ゃさっきっ くぇ おけかっょくけ-くけゃけゅけょうてくうすっ 
こさぇいくうちう, おぇおすけ う こさっい ちっかうは きっしっち はくせぇさう.

〈せくっかなす こけょ ゃさなた 【うこおぇ とっ しっ しすさけう. 〈けゃぇ けぉは
ゃう こさう こけしっとっくうっすけ しう ゃ さっゅうけくぇ きうくうしすなさなす 

くぇ さっゅうけくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ  ╃っしうしかぇゃぇ 〈っさいうっゃぇ. 
╁ くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう しっょきうちぇ /16-すう ょっおっきゃさう/ 

ういすっつっ しさけおなす いぇ こけょぇゃぇくっすけ くぇ けそっさすう けす こさけ
っおすぇくすしおう そうさきう いぇ せつぇしすうっ ゃ けぉとっしすゃっくぇすぇ こけ
さなつおぇ いぇ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ うょっっく こさけっおす くぇ すせくっか 
こけょ ゃさなた 【うこおぇ. ̈ ぉはゃっくぇ っ けす ┿ゅっくちうは „‶なすくぇ うく
そさぇしすさせおすせさぇ“. [ぇいさぇぉけすおぇすぇ くぇ うょっえくうは こさけっおす 
っ ゃなさたせ ゅけすけゃけすけ いぇょぇくうっ, おけっすけ, けしゃっく すせくっかくけすけ 
しなけさなあっくうっ, こさっょゃうあょぇ う けおけかけ 20 おき こけょたけょう. 
‶さけっおすなす ゃおかのつゃぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ けぉしすけえくう ゅっけ

‶さけすけおけか いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ おせかすせさぇすぇ, きかぇょっあおぇすぇ 
こけかうすうおぇ う すせさういきぇ こけょこうしぇたぇ おきっすなす くぇ  させしおうは ゅさぇょ 〈けかうぇすう 

]っさゅっえ ┿くょさっっゃ う いぇきっしすくうお-おきっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ‶っすなさ ╉け
しっゃ. ╉けしっゃ, いぇっょくけ し けぉとうくしおうは しなゃっすくうお ╃うきうすなさ ╀ぇはしかうっゃ う こさっょ
しすぇゃうすっかは くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ そうさきぇ „╁┿〈¨“ ╃うきうすなさ ╇ゃぇくけゃ, ぉはたぇ くぇ 
けそうちうぇかくぇ ゃういうすぇ ゃ こけぉさぇすうきっくうは くぇ ╉ぇいぇくかなお させしおう ゅさぇょ.
‶けょこうしぇくうはす ょけおせきっくす こさっょゃうあょぇ さぇいてうさはゃぇくっ しそっさうすっ くぇ こぇさす

くぬけさしすゃけ ゃ こけしけおぇ くぇ うおけくけきうつっしおけすけ しなすさせょくうつっしすゃけ, けぉきっく くぇ 
ぉういくっし ょっかっゅぇちうう う けこけいくぇゃぇくっ くぇ うくゃっしすうちうけくくうは こけすっくちうぇか くぇ 
ゅさぇょけゃっすっ し ちっか さぇいゃうすうっ くぇ おけくすぇおすうすっ う ゃ すぇいう けぉかぇしす. ╉ぇいぇくかなて
おぇすぇ ょっかっゅぇちうは っ こけしっすうかぇ いぇゃけょうすっ くぇ ┿╁〈¨╁┿╆, おなょっすけ ゃっつっ しっ 
こさけういゃっあょぇす ぇゃすけきけぉうかう し きぇさおうすっ „[っくけ“ う „′うしぇく“, ╃なさあぇゃくうは 
せくうゃっさしうすっす くぇ 〈けかうぇすう う ‶けゃけかあしおうは せくうゃっさしうすっす,  〈なさゅけゃしおけ-こさけ

] ╂さぇくょ ‶さう けす ╋けしおゃぇ ゃ こなさゃけすけ ういょぇくうっ くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ けかうきこうぇょぇ こけ  こさうかけあくぇ そういうおぇ しっ 
いぇゃなさくぇたぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ おぇいぇくかなておうは そういうお 〈っけょけしうえ 〈っけょけしうっゃ.

╉ぇいぇくかなておうはす きっちっくぇす ╇かうはく ╃けくつっゃ こさっょしすぇゃう せくうおぇかくうは しう ょけおせきっくすぇかっく  そうかき „╉さぇか
しすゃけ ╀せすぇく”. 《うかきなす さぇいおぇいゃぇ いぇ せくうおぇかくぇすぇ おせかすせさぇ う っおいけすうおぇすぇ くぇ 》うきぇかぇうすっ, おけうすけ すけえ 

っ いぇしくっか こけ ゃさっきっ くぇ しゃけはすぇ っおしこっょうちうは ゃ ╀せすぇく, ]うおうき, ╋せしすぇくゅ う ′っこぇか. 《うかきなす っ つっすうさうかけ
ゅうは, おぇすけ こなさゃぇすぇ つぇしす っ こけしゃっすっくぇ くぇ ╀せすぇく. ¨しゃっく かっくすぇすぇ いぇ ╀せすぇく, ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╉けかっょぇ 
ういゃっしすくうはす おぇいぇくかなつぇくうく こさっょしすぇゃう う ういかけあぉぇすぇ しう „╇くょうは – たさぇきけゃっ う こけおかけく”.

╃け 7-きう はくせぇさう あっかぇっとうすっ おぇいぇくかなつぇくう ょぇ しっ おぇくょうょぇすうさぇす いぇ しなょっぉくう いぇしっょぇすっかう きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす しゃけうすっ ょっおかぇさぇちうう う しなこなすしすゃぇとう ゅう ょけおせきっくすう  ゃ 
おぇくちっかぇさうはすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. ¨ょけぉさっくうっすけ くぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ しなょっぉくう いぇしっょぇすっかう おなき [ぇえけくっく しなょ – ╉ぇいぇくかなお とっ しすぇくっ し さってっくうっ くぇ 

きっしすくうは こぇさかぇきっくす.
╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは: 0431 98215; 0431 98217 – ¨ぉとうくしおう しなゃっす – ╉ぇいぇくかなお.

かけあおう う たうょさけゅっけかけあおう こさけせつゃぇくうは, くっ しっ ょけこせしおぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ すせくっかぇ こさっい すっさっく し ぇお
すうゃくう しゃかぇつうとくう こさけちっしう. ]さけおなす いぇ こさけっおすうさぇくっ っ 120 ょくう. ╉さうすっさうはす いぇ けちっくおぇ くぇ けそっさすうすっ 
っ くぇえ-くうしおぇすぇ ちっくぇ. ‶さけゅくけいくぇすぇ しすけえくけしす くぇ こけさなつおぇすぇ っ 330 たうか. かゃ. ぉっい ╃╃]. ]さっょしすゃぇすぇ いぇ 
こさけっおすうさぇくっすけ しっ けしうゅせさはゃぇす けす ¨‶ „〈さぇくしこけさす“.
‶かぇくけゃっすっ くぇ っおしこっさすうすっ けす ‶なすくぇすぇ ぇゅっくちうは こさっょゃうあょぇす しなとうくしおけすけ しすさけうすっかしすゃけ くぇ すせくっかぇ 

ょぇ いぇこけつくっ こさっい 2015 ゅけょうくぇ. ‶さけゅくけいくぇすぇ しすけえくけしす くぇ すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ っ 150 きかく. っゃさけ, おぇすけ 
っ こさっょゃうょっく いぇ そうくぇくしうさぇくっ こけ こさけゅさぇきぇ „〈さぇくしこけさす” こさっい くけゃうは こっさうけょ. ╃ぇかう しすさけうすっかしすゃけすけ 
とっ いぇこけつくっ こさっい 2015-すぇ, いぇゃうしう けす すけゃぇ, ょぇかう ゃ くけゃうは こさけゅさぇきっく こっさうけょ こさけゅさぇきぇ „〈さぇくし
こけさす” とっ きけあっ ょぇ けしうゅせさう すっいう 150 きかく. っゃさけ いぇ ょなかゅけ つぇおぇくうは こけょいっきっく こなす けす 3 おうかけきっすさぇ 
こけょ ]すぇさぇ こかぇくうくぇ, きっあょせ ╂ぇぉさけゃけ う ╉ぇいぇくかなお.
¨す ょっこけいうさぇくうすっ けそっさすう けす しすさぇくぇ くぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ こさけっおすうさぇくっ くぇ けぉたけょくうは こなす くぇえ-くうしおぇ 

ちっくぇ っ こさっょかけあっくぇ けす  ぉなかゅぇさけ-こけかしおう おけくしけさちうせき. 〈っ こさっょかぇゅぇす  ょぇ ういゃなさてぇす ゃしうつおう ょっえくけし
すう こけ こさけっおすうさぇくっすけ いぇ  69 737.50 かゃ. ぉっい ╃╃].

きうてかっくぇすぇ こぇかぇすぇ くぇ させしおうは ゅさぇょ う  こさけういゃけょしすゃっくう おけきこぇくうう. ]こけさっょ いぇき.-おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
‶っすなさ ╉けしっゃ, すぇいう ゃういうすぇ ょぇゃぇ  ういおかのつうすっかくけ こけかっいくう ゃないきけあくけしすう  いぇ さぇいてうさはゃぇくっ   しなすさせょ
くうつっしすゃけ きっあょせ ょゃぇすぇ ゅさぇょぇ. ‶っい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ ょゃぇすぇ こけぉさぇすうきっくう ゅさぇょぇ こさっょゃうあょぇす う 
しなゃきっしすくけ せつぇしすうっ ゃ すせさうしすうつっしおう ぉけさしう. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7
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′っ っ くうおぇおゃぇ すぇえくぇ, つっ ょけぉさうすっ すったくうつっしおう おぇ
ょさう くぇ „┿さしっくぇか“ ういさぇしすゃぇす う しっ そけさきうさぇす 

おぇすけ しこっちうぇかうしすう うきっくくけ すせお - ゃ こさぇおすうおぇすぇ. 』っしすけ 
すけゃぇ しすぇゃぇ せしこけさっょくけ し こけゃうてぇゃぇくっ くぇ けぉさぇいけゃぇ
くうっすけ う おゃぇかうそうおぇちうはすぇ. ╁ すけゃぇ けすくけてっくうっ おぇいぇく
かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ っ しすけこさけちっくすけゃけ こけすゃなさあ
ょっくうっ くぇ はこけくしおぇすぇ そけさきせかぇ くぇ せすゃなさあょぇゃぇくっすけ 
くぇ そうさきっくうすっ きぇえしすけさう う うくあっくっさう: „¨す ょけかせ - 
くぇゅけさっ“ こけ ちはかぇすぇ しすなかぉうちぇ くぇ こさっょこさうはすうっすけ, 
おけっすけ さぇぉけすっとうすっ すぇき せしっとぇす おぇすけ しゃけっ しっきっえしすゃけ.
]なとぇすぇ そけさきせかぇ くぇ おぇさうっさくけすけ さぇいゃうすうっ, けぉぇ

つっ, ゃぇあう くっ しぇきけ いぇ すったくうつっしおうすっ おぇょさう, くけ 
う いぇ うおけくけきうしすうすっ, う いぇ そうさきっくうは きっくうょあ
きなくす くぇ „┿さしっくぇか“. ╇しすうくしおう ぇさゅせきっくす ゃ こけか
いぇ くぇ すけゃぇ すゃなさょっくうっ っ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ぉう
けゅさぇそうは くぇ ′っかう ╉ぇかつっゃぇ 〈けょけさけゃぇ, ゅかぇゃっく 
っおしこっさす ゃ 『っくすさぇかくけすけ しつっすけゃけょしすゃけ くぇ ょさせあっ
しすゃけすけ. ╂うきくぇいうは - すったくうおせき - ╁╇╇ „╉ぇさか ╋ぇさおし“
/ょくっし - 〉′]]/: おけくすさけかぇ - しつっすけゃけょうすっか - ゅかぇゃっく 
しつっすけゃけょうすっか - ゅかぇゃっく っおしこっさす ゃ 『っすさぇかくけ しつっすけ
ゃけょしすゃけ. 〈けゃぇ しぇ しぇきけ そぇおすう. ′け ゃ CV-すけ くぇ ′っかう 
╉ぇかつっゃぇ すっ おぇすっゅけさうつくけ こけすゃなさあょぇゃぇす ぇさしっくぇか
しおけすけ こさぇゃうかけ くぇ せしこったぇ. 

╉ぇすけ きくけいうくぇ ょさせゅう, ′っかう 
おぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう: „┿い しなき 

ぇさしっくぇかしおけ ょっすっ“. ╁っすっさぇくう
すっ-ぇさしっくぇかちう こけいくぇゃぇす きぇえおぇ 
え ]すけえおぇ ╉ぇかつっゃぇ - ょなかゅけゅけ
ょうてっく こさけそしなのいっく さなおけゃけ
ょうすっか くぇ ╆ぇゃけょ 2, おなょっすけ くは
おけゅぇ こけつくぇかぇ おぇすけ おけくすさけかぇ. 
╀ぇとぇ え - ╉ぇかつけ ╉ぇかつっゃ/╊っおぇ 
きせ こさなしす!/, すさなゅくぇか おぇすけ おけく
しすさせおすけさ ゃ おけくしすさせおすうゃっく けす
ょっか くぇ „┿さしっくぇか”, ぇ こけしかっ しすぇ
くぇか くぇつぇかくうお-しきはくぇ ゃ ╆ぇゃけょ 
2/150. ╆ぇすけゃぇ くっ っ つせょくけ, つっ 
′っかう ゃっつっ 35 ゅけょうくう さぇぉけすう 
しぇきけ ゃ „┿さしっくぇか“, くうおけゅぇ くっ 
っ う こけきうしかうかぇ ょぇ すなさしう ょさせゅぇ 
さぇぉけすぇ, くうおけゅぇ くっ っ うしおぇかぇ ょぇ 
くぇこせしおぇ. 
╆ぇこけつくぇかぇ ゃ すさうしきっくくけすけ 

くっこさっおなしくぇすけ こさけういゃけょしすゃけ 
くぇ ╆ぇゃけょ 2 おぇすけ おけくすさけかぇ ゃ 
たうきうつっしおう しっおすけさ, しかっょ きぇえ
つうくしすゃけすけ ′っかう しっ ゃさなとぇ 
けすくけゃけ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ う 
„くぇゃなさすぇ“ 10 ゅけょうくう こさう さけ
すけさくうすっ かうくうう, けすくけゃけ ゃ ¨〈╉. 
╃うこかけきぇすぇ けす ╇おけくけきうつっ

しおうは ゃ ]けそうは, おなょっすけ ′っかう 
しかっょゃぇ いぇょけつくけ, ょぇゃぇ くけゃ 
しすぇさす いぇ くっは ゃ ]つっすけゃけょしすゃけ
すけ くぇ ╆ぇゃけょ 2, おなょっすけ っ ょけ 
1995-すぇ. ╉ぇつっしすゃぇすぇ, おけうすけ 
こけおぇいゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ, は こさぇゃはす 
こけょたけょはとぇ いぇ 『っくすさぇかくけすけ 
しつっすけゃけょしすゃけ くぇ そうさきぇすぇ, おな
ょっすけ けしすぇゃぇ こさっい しかっょゃぇとうすっ 
4 ゅけょうくう, こさっょう ょぇ しすぇくっ ゅかぇ
ゃっく しつっすけゃけょうすっか くぇ ╆ぇゃけょ 
1 こさう くっゅけゃけすけ けぉっょうくっくうっ 
しなし しこっちうぇかくけすけ  こさけういゃけょ
しすゃけ けす 【っえくけゃけ. ′せあょぇすぇ 
けす ょけぉさう しこっちうぇかうしすう こさう 
ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ ぇゃ
すけきぇすうつくぇ しうしすっきぇ いぇ けすつう
すぇくっ う おけくすさけか, おけはすけ しかっょう 
きぇすっさうぇかうすっ けす こけかせつぇゃぇくっすけ 
うき ょけ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ゅけすけ
ゃぇすぇ こさけょせおちうは, ゃさなとぇ ′っかう 
╉ぇかつっゃぇ けすくけゃけ ゃ 『っくすさぇか
くけすけ しつっすけゃけょしすゃけ, おなょっすけ 
けす 2011-すぇ すは っ ゃっつっ ゅかぇゃっく 
っおしこっさす. ╉ぇすけ すぇおなゃ すは さぇい
ぉうさぇ, つっ さぇぉけすぇすぇ し „〈ったくけお
かぇし“ っ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ う 
こなす くぇこさっょ くっ しぇきけ いぇ しつっ
すけゃけょしすゃけすけ, くけ う いぇ ちはかけしす
くけすけ せこさぇゃかっくうっ くぇ そうさきぇすぇ 
- ゃないきけあっく っ ゃっつっ こけ-ょけぉなさ 
おけくすさけか くぇ ゃしっおう っすぇこ けす 
こさけういゃけょしすゃけすけ, さぇいたけょなす くぇ 
きぇすっさうぇかうすっ しっ しかっょう こけしすけ
はくくけ う すけつくけ. ╁なゃ ゃしっおう っょうく 
きけきっくす しっ こけょぇゃぇ くせあくぇすぇ 
いぇ こさぇゃうかくうすっ せこさぇゃかっくしおう 
さってっくうは うくそけさきぇちうは. ] けこう
すぇ しう ゃ しかけあくぇすぇ しうしすっきぇ くぇ 
„┿さしっくぇか“ ╉ぇかつっゃぇ けすつうすぇ, 
つっ ぇゃすけきぇすういうさぇくぇすぇ しうしすっ
きぇ う こさけゅさぇきくうすっ こさけょせおすう, 
おけうすけ ゃなゃっあょぇす ゃ こけしかっょくう
すっ ゅけょうくう, しぇ さぇいさぇぉけすっくう こけ 
しすぇくょぇさす, おけえすけ くっ けすさぇいはゃぇ ゃ 
ょけしすぇすなつくぇ しすっこっく しこっちうそう
おぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ すせお. 
[ぇいくけけぉさぇいうっすけ けす ょっえくけし
すう こけしすけはくくけ ういゃうおゃぇ くけゃう 
おぇいせしう, おけうすけ くぇかぇゅぇす おけさっ
おちうう ゃ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ しうしすっ
きぇすぇ, いぇ ょぇ こぇしくっ すは ういちはかけ 
くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しこっちうそうおぇ. 
〈ぇいう さぇぉけすぇ - こけ しなとっしすゃけ う 
っおしこっさすくぇ - きっすけょうつっしおぇ, う 
つうしすけ せこさぇゃかっくしおぇ, ょけこぇょぇ 
きくけゅけ くぇ ′っかう ╉ぇかつっゃぇ, いぇ
とけすけ し っあっょくっゃくうすっ しう すさせょ
くけしすう こさけゃけおうさぇ さってぇゃぇくっすけ 
くぇ うくすっさっしくう こさけそっしうけくぇかくう 
こさけぉかっきう. ┿ ′っかう くっ っ つけゃっお, 
おけえすけ しっ こかぇてう けす こさけぉかっ
きうすっ - くぇこさけすうゃ, いぇ くっは こさけ
ぉかっきうすっ しぇ こさけしすけ すさせょくけしすう, 
おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっけょけかは
ゃぇす, いぇ ょぇ しっ ゃなさゃう くぇこさっょ. 
′っかう こさういくぇゃぇ:

[ぇぉけすぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか“ っ 
せょけゃけかしすゃうっ

╇ おぇいゃぇ: „╁うくぇゅう う くぇゃしはおなょっ 
しなき さぇぉけすうかぇ し あっかぇくうっ, さぇい
ぉうさぇ しっ, つっ うきぇ すさせょくけしすう, くけ 
すっ しぇ, いぇ ょぇ しっ さってぇゃぇす う ょぇ しっ 
こさっきうくぇゃぇ くぇ しかっょゃぇと っすぇこ.“ 
¨とっ っょくけ つうしすけ ぇさしっくぇかしおけ 
おぇつっしすゃけ っ ゃないこうすぇかぇ せ こさけ

そっしうけくぇかうしすぇ ′っかう  さぇぉけすぇすぇ 
すせお: しないくぇくうっすけ, つっ しっ さぇぉけすう 
ゃ っおうこ, つっ くうとけ くっ きけあって ょぇ 
こけしすうゅくって しぇき, せゃっさっくけしすすぇ, 
つっ きけあって ゃうくぇゅう ょぇ さぇいつうすぇて 
くぇ おけかっゅぇ う くぇ さなおけゃけょうすっか. 
╉ぇおすけ う けすゅけゃけさくけしすすぇ ょぇ ょぇ
ゃぇて しすぇぉうかくけしす, くぇ おけはすけ ょさせ
ゅうすっ きけゅぇす ょぇ しっ けこさぇす. ′っかう 
しっ けこうすゃぇ ょぇ こさぇゃう すけゃぇ - ょぇ 
ょぇゃぇ おぇすけ さなおけゃけょうすっか けくけゃぇ, 
おけっすけ こけかせつぇゃぇ けす しゃけうすっ さな
おけゃけょうすっかう: こけょおさっこぇ う おけき
こっすっくすくけしす. ╃せきうすっ え ゅけ ょけおぇい
ゃぇす: „╁ さぇぉけすぇすぇ しう ゃうくぇゅう しなき 
くぇきうさぇかぇ こけきけと う しなょっえしすゃうっ 
けす おけかっゅう けす ゃしはおぇおなゃ さぇくゅ. 
′っ しなき うきぇかぇ しかせつぇえ ょぇ ぉなょぇ 
ゃさなとぇくぇ うかう ょぇ くっ こけかせつぇ けす
ゅけゃけさ くぇ ゃなこさけしうすっ, こけ おけうすけ 
うしおぇき ょぇ しっ おけくしせかすうさぇき“. 
╀なさいけ しっ ゃうあょぇ, つっ ′っかう っ 

くっ しぇきけ けすゅけゃけさっく う こけょさっょっく 
つけゃっお, おぇおすけ こけょたけあょぇ くぇ ょけ
ぉさうは しつっすけゃけょうすっか. ′っえくけすけ 

こさうしなしすゃうっ くけしう しこけおけえしすゃうっ 
う せきっさっくけしす, くっこさうしなとう いぇ 
ょくってくうは ょうくぇきうつっく ょっかくうお. 
╃っかくうおなす  くぇうしすうくぇ っ ょうくぇきう
つっく, くけ ′っかう くっ しう こけいゃけかはゃぇ 
すけゃぇ ょぇ は すさっゃけあう: しうゅせさくぇ っ ゃ 
けくけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう, ぇ こさっきっ
さっくぇすぇ しおさけきくけしす, おけはすけ うい
かなつゃぇ, しなし しうゅせさくけしす え こけきぇゅぇ 
ょぇ しすなこゃぇ いょさぇゃけ くぇ いっきはすぇ. ╁ 
すけいう ょせた ゅかぇゃくうはす っおしこっさす ゃ 

『っくすさぇかくけ しつっすけゃけょしすゃけ うい
こけゃはょゃぇ さぇいぉうさぇくっすけ, つっ っょくけ 
っ かうちっすけ, おけっすけ ゃしっおう ゃうあょぇ 
いぇ しっぉっ しう, ょさせゅけ っ おぇおゃけ ゃうあ
ょぇす けおけかくうすっ いぇ すっぉ, ぇ すさっすけ っ 
けくけゃぇ, おけっすけ ょぇゃぇ うしすうくしおうはす 
すう けぉさぇい.  ] こさうしなとぇすぇ せこけ
さうすけしす う せしこってくけしす くぇ ╊なゃぇ 
う し きっおけすぇすぇ くぇ ╃っゃぇすぇ, おけはすけ 
しはおぇて え っ こけ-ぉかういおぇ, さけょっくぇ
すぇ „くぇ さなぉぇ“ きっあょせ ょゃっすっ いけ
ょうう ′っかう, ぉぇかぇくしうさぇ けすかうつくけ 
しゃけはすぇ しぇきけけちっくおぇ し さっぇかくけ 
しゃなさてっくぇすぇ さぇぉけすぇ, けすつっすっくぇ 
けす けおけかくうすっ. ╇ しっ てっゅせゃぇ しなし 
しっぉっ しう: „┿い きけあっ ょぇ しう きう
しかは, つっ しすぇゃぇき いぇ きうくうしすなさ-
こさっょしっょぇすっか, ぇ, ゃしなとくけしす, 
ょぇ うきぇき おぇつっしすゃぇ いぇ つうしすぇつ
おぇ...“. 〈けつくけ ゃ すけは ょせた ゅかぇゃっく 
っおしこっさす ╉ぇかつっゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ 
きっさう たけさぇすぇ こけ さぇぉけすぇすぇ うき, 
こけ しゃなさてっくけすけ けす すはた, ぇ くっ 
こけ ょうこかけきう う けぉさぇいけゃぇくうは. 
‶さぇおすうおぇすぇ は っ くぇせつうかぇ, つっ 

つっしすけ いぇ せきっくうはすぇ ゃ こさけそっしう
はすぇ ょけおせきっくすなす いぇ ちっくい ょぇかっつ 
くっ っ けこさっょっかはと  おさうすっさうえ. 
¨しけぉっくけ - ょくっし, おけゅぇすけ けぉさぇ
いけゃぇくうっすけ, ゃおかのつうすっかくけ う ゃう
してっすけ, こけしすけはくくけ ょっゃぇかゃうさぇす. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ ′っかう しっ さぇょ
ゃぇ, つっ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ゃ 
しつっすけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“ 
うょゃぇす きかぇょう う こけょゅけすゃっくう きけ
きうつっすぇ. ╋なあっすっ ゃ しつっすけゃけょ
しすゃけすけ こさっょこけつうすぇす ょぇ けこうすぇす 
さぇぉけすぇすぇ ゃ しつっすけゃけょくう おなとう 
うかう しけぉしすゃっく ぉういくっし, けす おけえ
すけ しぇきぇすぇ ╉ぇかつっゃぇ こさういくぇゃぇ, 
つっ くうおけゅぇ くっ っ ぉうかぇ ういおせてっ
くぇ. ╋ぇかおうはす しけぉしすゃっく ぉういくっし 
ゃ しっきっえしすゃけすけ っ ういぉけさ くぇ しな
こさせゅぇ くぇ ′っかう - すけえ こさけうい
ゃっあょぇ っかっおすさけくくう せしすさけえしすゃぇ 
し ういおかのつうすっかくけ てうさけお しこっお
すなさ くぇ こさうかけあっくうっ. ╁ すさせょくう
すっ せしかけゃうは ょくっし しっきっえしすゃけすけ 
しっ しこさぇゃは, ぉっい ょぇ しっ けこかぇおゃぇ. 

╅うゃけすなす っ ぉけさぉぇ

′っかう ╉ぇかつっゃぇ ういさうつぇ すけゃぇ 
おさけすおけ う こさけしすけ. ╀っい こけきこけい
くけしす う こさっょゃいっすけ しぇきけつせゃしす
ゃうっ. 〈ぇおぇ おさけすおけ う こさけしすけ, けし
ゃっく しかせあっぉくうすっ ぇくゅぇあうきっくすう, 
すは っ こけっかぇ う  ゅさうあぇすぇ いぇ いょさぇ
ゃっすけ くぇ きぇえおぇ しう, こけきぇゅぇ くぇ 
とっさおぇすぇ ゃ けすゅかっあょぇくっすけ くぇ 
ゃくせちうすっ, おけうすけ こさうぉうさぇ けす 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ う せつうかうとっ. 
】っさおうすっ しぇ ょゃっ.
╃させゅぇすぇ っ ゃ ╂っさきぇくうは, くけ 

ゃっつっ しっ っ こさうぉさぇかぇ いぇ こさぇい
くうちうすっ. 〈ぇおぇ しっきっえくぇすぇ すさぇ
こっいぇ とっ ぉなょっ こなかくぇ し さぇょけしす 
こけ ╉けかっょぇ. [ぇょけしすすぇ とっ っ くぇえ-
ゃっつっ いぇ ゃくせちうすっ - ╃うきうすなさ, 
╂ぇぉう う ╂っけさゅう, おけうすけ ゃっつっ けつ
ぇおゃぇす こけょぇさなちうすっ, こけさなつぇくう 
けす ぉぇぉぇ う ょはょけ. ¨ぉさなとっくうはすぇ 
„ぉぇぉぇ“  う „ょはょけ“ くっ こさうすっしくは
ゃぇす ′っかう. ╆ぇ くっは こさったけょなす ゃなゃ 
ゃないさぇしすうすっ つけゃっておう っ くっとけ 
しなゃしっき っしすっしすゃっくけ う すは くっ っ けす 
あっくうすっ, おけうすけ しっ しさぇきせゃぇす けす 
すけゃぇ, つっ ゃっつっ しぇ しすぇくぇかう ぉぇぉう. 
╂-あぇ 〈けょけさけゃぇ ゅかっょぇ くぇ しっぉっ 
しう し こさうしなとぇすぇ いぇ きなょさけしすすぇ 
しぇきけうさけくうは: つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ しぇきけおさうすうつっく おなき しっぉっ 
しう, ょぇ しう いくぇっ う くっょけしすぇすなちう
すっ, う ゅさっておうすっ, いぇとけすけ すぇおぇ 
くはきぇ ょぇ しっ せつせょゃぇ, おけゅぇすけ 
ょさせゅうすっ ゅう いぇぉっかはいゃぇす う とっ しっ 

В навечерието сме на едни от най-хубавите 
празници в календара на нашия народ - Коледа 

и Нова година.
Това време е време на радостно предчувствие 

за нещо ново, което новата година ще ни донесе: 
нов късмет, нови радостни мигове, за някои - нова 
любов, нова работа, нова заплата, нови внучета...

Може би и затова дните преди настъпването 
на новата година са дни на равносметка, в 
които всеки от нас се замисля какво е постигнал 
през изминалата година, какво е оставил за 
следващата, какво добро е сторил и къде не е бил 
на ниво, къде е показал най-доброто от себе си и 
кога го е скрил...

В последните работни дни на тази година нека 
си пожелаем да сме живи и здрави, проблемите от 
тази година да останат в миналото и да не ни 
безпокоят повече, да си пожелаем да имаме до себе 
си приятелско рамо, на което да се опрем, когато 
имаме нужда да поплачем, и човек, с когото да се 
посмеем от сърце, защото несполуката се понася 
по-леко, а щастието става двойно, когато е 
споделено.

Нека новата година ни донесе нови успехи в 
работата, в личен план - деца и внуци, мир и 
разбирателство вкъщи, щастие и здраве, за да 
можем да се радваме на това, което имаме!

Весели празници и щастлива Нова година!

Лина Узунова, бивша арсеналка

しすぇさぇっ ょぇ しっ  おけさうゅうさぇ. „′はきぇ 
ぉっいゅさってくう たけさぇ, くけ っ ゃぇあくけ 
ょぇ けすつうすぇきっ ゅさっておうすっ しう う ょぇ 
くぇこさぇゃうき おけさっおちうは“, おぇいゃぇ 
′っかう ╉ぇかつっゃぇ. 
‶けおさぇえ すさっこっすうすっ ゃ しっきっえ

しすゃけすけ すぇいう ゅけょうくぇ すは とっ こさけ
こせしくっ すさぇょうちうけくくうは こさぇいくうお 
し おけかっゅう こさっょう ╉けかっょぇ. ′け 
おけかっゅうすっ しぇ ゃうくぇゅう ゃ しなさちっすけ 
え. ╉ぇおすけ う こさうはすっかうすっ. ╆ぇとけすけ 
′っかう っ けす けくっいう ぉなかゅぇさう, おけう
すけ すなゅせゃぇす こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
うきぇたきっ こけゃっつっ ゃさっきっ っょくう いぇ 
ょさせゅう, おけゅぇすけ ゃっしっかぉぇすぇ こけ 
こさぇいくうちう, おぇおすけ う ゃ ょっかくうおぇ, 
くう しこけたけあょぇてっ こけ-つっしすけ, けす
おけかおけすけ すけゃぇ しっ しかせつゃぇ ょくっし. 
〈は いくぇっ, つっ ょけさう う きぇかおけすけ 
ゃくうきぇくうっ - ちゃっすっ う こけいょさぇゃ 
いぇ こさぇいくうおぇ くぇ おけかっゅぇすぇ, しぇ 
ゃぇあくう いぇ くっゅけ. ╆ぇとけすけ すけゃぇ 
すけこかう. ╉ぇおすけ すけこかう たせぉぇゃぇすぇ 
こっしっく う ゃっしっかぉぇすぇ. „╁っしっか つけ
ゃっお しなき...!“, おぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう 
うくぇつっ こさっきっさっくうはす こけ せしかけ
ゃうっ しつっすけゃけょうすっか.  ′っかう けぉう
つぇ きせいうおぇすぇ, すぇくちうすっ う しきったぇ. 
╂けょうくう くぇさっょ  ょけさう こけしっとぇ
ゃぇかぇ おかせぉ いぇ くぇさけょくう たけさぇ. 
╉けっすけ くっ え こさっつう ゃ さぇぉけすぇすぇ. 
╉けかおけすけ ょけ さぇぉけすぇすぇ, ′っかう しっ 
てっゅせゃぇ, つっ かっしくぇ さぇぉけすぇ くはきぇ. 
] せしきうゃおぇすぇ くぇ こけしすけはくくけ 
いぇっす つけゃっお, すは おぇいゃぇ: „╃けさう ょぇ 
しすけうて う ょぇ きなさいっかせゃぇて くっ っ 
かっしくけ...“.  
╉ぇおすけ ゃっつっ しっ さぇいぉさぇ, ′っかう 

くっ っ けす きなさいっかせゃぇとうすっ. 〈っ しっ 
しさっとぇす さはょおけ すせお う くっ くぇきう
さぇす きはしすけ ゃ „┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇ
すぇ“, おなょっすけ ゃっつっ ゃすけさう きっしっち 
っ う うきっすけ くぇ ′っかう ╉ぇかつっゃぇ 〈け
ょけさけゃぇ. ╆ぇっょくけ し うきっくぇすぇ くぇ 
けとっ ょゃぇきぇ しつっすけゃけょうすっかう. 
]こけさっょ ゅかぇゃくうは っおしこっさす ゃ 

『っくすさぇかくけ しつっすけゃけょしすゃけ, たけ
さぇすぇ けす こさけういゃけょしすゃけすけ うきぇす 
こけゃっつっ けしくけゃぇくうは ょぇ ぉなょぇす 
しさっょ こなさゃっくちうすっ, いぇすけゃぇ すは 
ういこうすゃぇ ういゃっしすくけ こさうすっしくっくうっ 
けす そぇおすぇ, つっ くっえくうはす こけすさっす っ 
ゃ さっょうちぇすぇ くぇ けすかうつっくうすっ. 
′け ゃ うくすっさっし くぇ うしすうくぇすぇ, くっ 

きけあっき ょぇ けすさっつっき, つっ ういおかの
つっくうっすけ ′っかう しなし しうゅせさくけしす 
こけすゃなさあょぇゃぇ ぇさしっくぇかしおけすけ 
こさぇゃうかけ „すさう ゃ っょくけ“: こさけそっ
しうけくぇかういなき - おけかっゅうぇかくけしす - 
こけつすっくけしす.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ  

╆¨′〉╊』ぇ【 』 〈╊『[¨ ′╅ 『╅』【╊╋...
]さっょ きっさおうすっ, いぇ つうはすけ けすきは-

くぇ くぇしすけはゃぇ こさっょ ょなさあぇゃくぇすぇ 
ゃかぇしす ゃ ╀なかゅぇさうは ぉういくっしなす, っ 
けすきはくぇすぇ  くぇ いぇょなかあっくうっすけ くぇ 
さぇぉけすけょぇすっかは ょぇ しなゅかぇしせゃぇ しなし 
しうくょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう う 
こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ さぇぉけすくうちう-
すっ う しかせあうすっかうすっ しう ゃなゃっあょぇ-
くっすけ くぇ くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, 
こけ つか. 138ぇ, ぇか. 1. ╉ぇすけ きけすうゃう 
いぇ うしおぇくぇすぇ けすきはくぇ しっ こけしけつゃぇ 
そぇおすなす, つっ こけょけぉくぇ きはさおぇ いぇ 
ぉういくっしぇ けぉうおくけゃっくけ ゃないくうお-
ゃぇ うくちうょっくすくけ, ぇ しさけおけゃっすっ いぇ 
せゃっょけきかっくうっ くぇ ╇くしこっおちうはすぇ 
こけ すさせょぇ しぇ おさぇすおう, おけっすけ くぇ 
こさぇおすうおぇ こさうゃっあょぇ さぇぉけすけ-
ょぇすっかは ゃうくぇゅう ゃ くぇさせてっくうっ う 

ゃけょう ょけ ういかうてくう しぇくおちうう, せすっあくはゃぇとう そうくぇくしうすっ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. 
╁ こうしきけすけ しっ うしおぇ しなとけ う けすきはくぇ くぇ ょけこなかくうすっかくうは けすこせしお いぇ しうくょうおぇかくう ょっえちう, おけえすけ 

っ さぇいこうしぇく こけ つか.159 けす ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ. ╋けすうゃなす, し おけえすけ しっ うしおぇ けすきはくぇすぇ, っ, つっ すぇおぇゃぇ 
きはさおぇ こけしすぇゃは ゃ くっさぇゃくけしすけえくけ こけかけあっくうっ さぇぉけすっとうすっ, おけうすけ くっ つかっくせゃぇす ゃ しうくょうおぇすう. 
¨すきはくぇ くぇ いぇょなかあっくうっすけ いぇ ういゅけすゃはくっ くぇ ゅさぇそうちう いぇ けすこせしおう こけ つか. 173, ぇか. 1 っ しさっょ 

すっおしすけゃっすっ ゃ ╉〈, いぇ おけうすけ ぉういくっしなす くぇしすけはゃぇ  ょぇ けすこぇょくぇす し きけすうゃぇ, つっ すけゃぇ っ ういかうてくけ 
いぇょなかあっくうっ, おけっすけ しぇきけ ゅう くぇすけゃぇさゃぇ う ょけこなかくうすっかくけ ぉのさけおさぇすういうさぇ, けしけぉっくけ おけゅぇすけ 
しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ きぇかおう う しさっょくう こさっょこさうはすうは.
]さっょ ゃぇあくうすっ こさけきっくう, おけうすけ, ぇおけ しっ こさうっきぇす けす  ぉなかゅぇさしおうすっ いぇおけくけすゃけさちう う こさぇゃう-

すっかしすゃけすけ う おぇしぇはす さぇぉけすっとうすっ, っ うしおぇくっすけ いぇ けすきはくぇ くぇ いぇょなかあっくうっすけ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは 
ょぇ けさゅぇくういうさぇ う いぇこかぇとぇ こっさうけょうつくうすっ きっょうちうくしおう こさっゅかっょう くぇ しゃけうすっ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう こけ ′ぇさっょぉぇ No 3 けす 1987 ゅ. ╁きっしすけ すけゃぇ いぇょなかあっくうっ, さぇぉけすけょぇすっかうすっ  しつうすぇす 
う こさっょかぇゅぇす こっさうけょうつくうすっ きっょうちうくしおう こさっゅかっょう ょぇ しっ けしなとっしすゃはゃぇす けす かうつくうすっ かっおぇさう, 
おぇすけ すけゃぇ うき いぇょなかあっくうっ  しっ けぉゃなさあっ しなし いぇょなかあっくうっすけ くぇ しかせあぉうすっ こけ すさせょけゃぇ きっょう-
ちうくぇ ゃ こさっょこさうはすうはすぇ. 
╁ こうしきけすけ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ, ういこさぇすっくけ ょけ せこさぇゃかはゃぇとうすっ, 

し きっさおう いぇ さぇしすっあ う こさっょかけあっくうは いぇ くけさきぇすうゃくう こさけきっくう, しっ うしおぇ う けすきはくぇ くぇ いぇょなかあっ-
くうっすけ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは こけ つか. 317, ぇか. 3 けす ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ - ょぇ こさっきっしすう くぇ こけょたけょは-
とぇ さぇぉけすぇ すさせょけせしすさけっく さぇぉけすくうお ゃ 7-ょくっゃっく しさけお けす こけかせつぇゃぇくっ くぇ こさっょこうしぇくうっすけ くぇ 
いょさぇゃくうすっ けさゅぇくう. ′ぇしすけはゃぇ しっ けすきはくぇすぇ ょぇ しっ けすくぇしは いぇ しかせつぇうすっ, おけゅぇすけ さぇぉけすけょぇすっかはす 
くっ さぇいこけかぇゅぇ し こけょたけょはとう きっしすぇ いぇ  さぇぉけすぇ いぇ すさせょけせしすさけっく さぇぉけすくうお. [ぇぉけすけょぇすっかうすっ 
こさっょかぇゅぇす すけゃぇ  すはたくけ いぇょなかあっくうっ ょぇ しっ いぇきっくう し ゃないきけあくけしす  ょぇ けすおさうゃぇす さぇぉけすくう きっし-
すぇ, こさっょくぇいくぇつっくう いぇ すさせょけせしすさけっくう, おぇすけ すけゃぇ ぉなょっ けぉゃなさいぇくけ し うおけくけきうつっしおう しすうきせかう 
う し おけさこけさぇすうゃくぇすぇ しけちうぇかくぇ けすゅけゃけさくけしす くぇ しなけすゃっすくぇ そうさきぇ. 
╁ ういこさぇすっくけすけ  こさっょう ょくう こうしきけ  ょけ  せこさぇゃかはゃぇとうすっ しっ ういさぇいはゃぇ う すさっゃけゅぇ けす いぇぉぇゃはくっ-

すけ くぇ さっそけさきうすっ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ. ‶さぇゃうすっかしすゃけすけ う ぉなかゅぇさしおうはす こぇさかぇきっくす ゃしっ けとっ 
くっ しぇ  さっぇゅうさぇかう こけ くうおぇおなゃ くぇつうく くぇ くぇこさぇゃっくうすっ こさっょかけあっくうは けす ぉういくっしぇ ゃ しすさぇくぇすぇ, 
くうすけ こなお しぇ うき ょぇかう おけえ いくぇっ おぇおゃぇ ゅかぇしくけしす. ′はきぇ けそうちうぇかくぇ さっぇおちうは う けす しすさぇくぇ くぇ 
しうくょうおぇすうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

...』》¨『╅ 』ぇ[『╅ぅ╊〉¨っ【╅ 
[っいせかすぇすう けす ういしかっょゃぇくっすけ こけおぇいゃぇす, つっ ぉなかゅぇさしおうはす ぉうい-

くっし けすくけゃけ とっ さぇいつうすぇ くぇ っおしこけさすぇ, いぇ ょぇ こけしすうゅくっ さぇしすっあ 
– こけつすう こけかけゃうくぇすぇ けす そうさきうすっ (49%) けつぇおゃぇす こけ-ゃうしけおう 
こさけょぇあぉう ゃ つせあぉうくぇ.
╆くぇつうすっかくけ こけ-しおさけきくう しぇ こさけゅくけいうすっ いぇ さっぇかういうさぇくう-

すっ こさうたけょう ゃ しすさぇくぇすぇ ょけゅけょうくぇ – しなとうはす ょはか けす そうさきうすっ 
(49%) けつぇおゃぇす いぇこぇいゃぇくっ くぇ ょけしすうゅくぇすうすっ くうゃぇ くぇ こさけょぇあ-
ぉうすっ けす 2013 ゅ. ╁ すぇいう ゃさないおぇ 『ゃっすぇく ]うきっけくけゃ ょけこなかくう, つっ 
くっ ぉう きけゅかけ ょぇ しっ けつぇおゃぇ くぇさぇしすゃぇくっ くぇ ゃなすさってくけすけ こけすさっぉ-
かっくうっ し せゃっかうつっくうっすけ くぇ きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ う し 
けぉしなあょぇくぇすぇ うょっは, さぇぉけすっとうすっ くぇ すぇおぇゃぇ いぇこかぇすぇ ょぇ ぉなょぇす 
けしゃけぉけょっくう けす ょぇくなお. ‶けょけぉくう きっさおう こけ-しおけさけ ぉうたぇ しっ けす-
さぇいうかう くっゅぇすうゃくけ くぇ こさうたけょうすっ ゃ ぉのょあっすぇ, しつうすぇ ぉういくっしなす 
ゃ ╀なかゅぇさうは.  
¨す けしくけゃくうすっ すなさゅけゃしおう こぇさすくぬけさう くぇ ╀なかゅぇさうは くぇえ-ゅけかはき 

けこすうきういなき うきぇす そうさきうすっ ゃ [せきなくうは, 〈せさちうは う ╀っかゅうは. ‶け-
せきっさっくう しぇ けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ ょっかけゃうすっ しさっょう けす ╂っさきぇくうは, 
ょけおぇすけ しさっょ うすぇかうぇくしおうすっ う ゅさなちおうすっ そうさきう くうゃけすけ くぇ けこ-
すうきういなき っ いくぇつうすっかくけ こけ-くうしおけ. ╄ょくけゃさっきっくくけ し すけゃぇ ぉなか-
ゅぇさしおうすっ そうさきう きけゅぇす ょぇ けしなとっしすゃはす せしこってくう ぉういくっし こぇさす-
くぬけさしすゃぇ ゃ ]なさぉうは, ╊うすゃぇ う 《うくかぇくょうは - ょなさあぇゃう, おけうすけ しぇ 
くぇ こなさゃう こけいうちうう ゃ ういしかっょゃぇくっすけ. 
╇いしかっょゃぇくっすけ いぇ ╀なかゅぇさうは こけおぇいゃぇ, つっ くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ こけょ-

ちっくはゃぇ ゃないきけあくけしすすぇ いぇ くっゅぇすうゃくけ ゃかうはくうっ くぇ くはおけう さうしおけ-
ゃっ ゃなさたせ けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし いぇ 2014 ゅ., しさっょ 
おけうすけ しぇ くっょけしすぇすなつくけ ぇょっおゃぇすくうすっ きっさおう けす うくしすうすせちううすっ 
いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ うおけくけきうつっしおぇすぇ しさっょぇ う くっしすぇぉうかくけしす ゃ 
こけかうすうつっしおぇすぇ しさっょぇ せ くぇし.
′ぇえ-ゅけかっきうすっ くぇょっあょう しさっょ ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし しぇ ぉうかう 

くぇえ-ゅけかっきう こさっい 2011 ゅ., くけ しぇ しっ しさうくぇかう こさっい 2012 ゅ., 
しけつう けとっ こさけせつゃぇくっすけ. 《ぇおす っ, けぉぇつっ, つっ けこすうきういきなす しさっょ 
ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし っ ゃしっ こけ-けしっいぇっき.
╀なかゅぇさうは っ くぇ ょっゃっすけ きはしすけ こけ けこすうきういなき けす 25 っゃさけこっえ-

しおう しすさぇくう. ╉ぇすけ くぇえ-しうゅせさっく くぇつうく ょぇ しっ こけょけぉさう うおけくけきう-
おぇすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ こけかけゃうくぇすぇ ぇくおっすうさぇくう しけつぇす ういくけしぇ. ╋ぇか-
おぇ つぇしす けす すはた さぇいつうすぇす, つっ ゃなすさってくけすけ こけすさっぉかっくうっ こさっい 
2014 ゅ. とっ しっ こけゃうてう - 33,7%, しさっとせ 51,6% こさっい 2011 ゅ., 
こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ けす ぇくおっすぇすぇ くぇ ╀〈‶‶.
                                                                〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”

》ぇ『╇  ̈『╅╆《【╊〉 ╉╊〉 ′╅ 
2014 ╈《╉¨〉╅ 〉╅ 6 っ〉】╅『¨

╃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.

‶なさゃうはす さぇぉけすっく ょっく いぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ っ 6 はくせぇさう - 2014 ゅ. - こけくっょっかくうお. 』ぇしす 
けす こけつうゃくうすっ ょくう ゃっつっ しっ けすさぇぉけすうたぇ, こさっい はくせぇさう こさっょしすけう けすさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ 
けとっ ょゃぇ. 】っ しっ けすさぇぉけすゃぇ こけ しかっょくうは ゅさぇそうお:

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.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

Здраво име, късмет, щастие, берекет и благоденствие
на стотиците именници в „Арсенал“,
за които следващите дни са двойни празници.
Честити да са празнуващите на Игнажден,
Рождество Христово, Стефановден,
Васильовден, Богоявление, Ивановден.

Щедра Нова година, уютна и топла Коледа!

]╉ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ“ ゃ „┿さしっくぇか“
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Наричане 〉╊] :̈ 『╅╆《【╅【╅ ╇ „╅『』╊〉╅]“ ╊ 】╉《╇《]』【╇¨╊

′っ っ くうおぇおゃぇ すぇえくぇ, つっ ょけぉさうすっ すったくうつっしおう おぇ-
ょさう くぇ „┿さしっくぇか“ ういさぇしすゃぇす う しっ そけさきうさぇす 

おぇすけ しこっちうぇかうしすう うきっくくけ すせお - ゃ こさぇおすうおぇすぇ. 』っしすけ 
すけゃぇ しすぇゃぇ せしこけさっょくけ し こけゃうてぇゃぇくっ くぇ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ う おゃぇかうそうおぇちうはすぇ. ╁ すけゃぇ けすくけてっくうっ おぇいぇく-
かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ っ しすけこさけちっくすけゃけ こけすゃなさあ-
ょっくうっ くぇ はこけくしおぇすぇ そけさきせかぇ くぇ せすゃなさあょぇゃぇくっすけ 
くぇ そうさきっくうすっ きぇえしすけさう う うくあっくっさう: „¨す ょけかせ - 
くぇゅけさっ“ こけ ちはかぇすぇ しすなかぉうちぇ くぇ こさっょこさうはすうっすけ, 
おけっすけ さぇぉけすっとうすっ すぇき せしっとぇす おぇすけ しゃけっ しっきっえしすゃけ.
]なとぇすぇ そけさきせかぇ くぇ おぇさうっさくけすけ さぇいゃうすうっ, けぉぇ-

つっ, ゃぇあう くっ しぇきけ いぇ すったくうつっしおうすっ おぇょさう, くけ 
う いぇ うおけくけきうしすうすっ, う いぇ そうさきっくうは きっくうょあ-
きなくす くぇ „┿さしっくぇか“. ╇しすうくしおう ぇさゅせきっくす ゃ こけか-
いぇ くぇ すけゃぇ すゃなさょっくうっ っ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ぉう-
けゅさぇそうは くぇ ′っかう ╉ぇかつっゃぇ 〈けょけさけゃぇ, ゅかぇゃっく 
っおしこっさす ゃ 『っくすさぇかくけすけ しつっすけゃけょしすゃけ くぇ ょさせあっ-
しすゃけすけ. ╂うきくぇいうは - すったくうおせき - ╁╇╇ „╉ぇさか ╋ぇさおし“
/ょくっし - 〉′]]/: おけくすさけかぇ - しつっすけゃけょうすっか - ゅかぇゃっく 
しつっすけゃけょうすっか - ゅかぇゃっく っおしこっさす ゃ 『っすさぇかくけ しつっすけ-
ゃけょしすゃけ. 〈けゃぇ しぇ しぇきけ そぇおすう. ′け ゃ CV-すけ くぇ ′っかう 
╉ぇかつっゃぇ すっ おぇすっゅけさうつくけ こけすゃなさあょぇゃぇす ぇさしっくぇか-
しおけすけ こさぇゃうかけ くぇ せしこったぇ. 

╉ぇすけ きくけいうくぇ ょさせゅう, ′っかう 
おぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう: „┿い しなき 

ぇさしっくぇかしおけ ょっすっ“. ╁っすっさぇくう-
すっ-ぇさしっくぇかちう こけいくぇゃぇす きぇえおぇ 
え ]すけえおぇ ╉ぇかつっゃぇ - ょなかゅけゅけ-
ょうてっく こさけそしなのいっく さなおけゃけ-
ょうすっか くぇ ╆ぇゃけょ 2, おなょっすけ くは-
おけゅぇ こけつくぇかぇ おぇすけ おけくすさけかぇ. 
╀ぇとぇ え - ╉ぇかつけ ╉ぇかつっゃ/╊っおぇ 
きせ こさなしす!/, すさなゅくぇか おぇすけ おけく-
しすさせおすけさ ゃ おけくしすさせおすうゃっく けす-
ょっか くぇ „┿さしっくぇか”, ぇ こけしかっ しすぇ-
くぇか くぇつぇかくうお-しきはくぇ ゃ ╆ぇゃけょ 
2/150. ╆ぇすけゃぇ くっ っ つせょくけ, つっ 
′っかう ゃっつっ 35 ゅけょうくう さぇぉけすう 
しぇきけ ゃ „┿さしっくぇか“, くうおけゅぇ くっ 
っ う こけきうしかうかぇ ょぇ すなさしう ょさせゅぇ 
さぇぉけすぇ, くうおけゅぇ くっ っ うしおぇかぇ ょぇ 
くぇこせしおぇ. 
╆ぇこけつくぇかぇ ゃ すさうしきっくくけすけ 

くっこさっおなしくぇすけ こさけういゃけょしすゃけ 
くぇ ╆ぇゃけょ 2 おぇすけ おけくすさけかぇ ゃ 
たうきうつっしおう しっおすけさ, しかっょ きぇえ-
つうくしすゃけすけ ′っかう しっ ゃさなとぇ 
けすくけゃけ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ う 
„くぇゃなさすぇ“ 10 ゅけょうくう こさう さけ-
すけさくうすっ かうくうう, けすくけゃけ ゃ ¨〈╉. 
╃うこかけきぇすぇ けす ╇おけくけきうつっ-

しおうは ゃ ]けそうは, おなょっすけ ′っかう 
しかっょゃぇ いぇょけつくけ, ょぇゃぇ くけゃ 
しすぇさす いぇ くっは ゃ ]つっすけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ ╆ぇゃけょ 2, おなょっすけ っ ょけ 
1995-すぇ. ╉ぇつっしすゃぇすぇ, おけうすけ 
こけおぇいゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ, は こさぇゃはす 
こけょたけょはとぇ いぇ 『っくすさぇかくけすけ 
しつっすけゃけょしすゃけ くぇ そうさきぇすぇ, おな-
ょっすけ けしすぇゃぇ こさっい しかっょゃぇとうすっ 
4 ゅけょうくう, こさっょう ょぇ しすぇくっ ゅかぇ-
ゃっく しつっすけゃけょうすっか くぇ ╆ぇゃけょ 
1 こさう くっゅけゃけすけ けぉっょうくっくうっ 
しなし しこっちうぇかくけすけ  こさけういゃけょ-
しすゃけ けす 【っえくけゃけ. ′せあょぇすぇ 
けす ょけぉさう しこっちうぇかうしすう こさう 
ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ ぇゃ-
すけきぇすうつくぇ しうしすっきぇ いぇ けすつう-
すぇくっ う おけくすさけか, おけはすけ しかっょう 
きぇすっさうぇかうすっ けす こけかせつぇゃぇくっすけ 
うき ょけ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ゅけすけ-
ゃぇすぇ こさけょせおちうは, ゃさなとぇ ′っかう 
╉ぇかつっゃぇ けすくけゃけ ゃ 『っくすさぇか-
くけすけ しつっすけゃけょしすゃけ, おなょっすけ 
けす 2011-すぇ すは っ ゃっつっ ゅかぇゃっく 
っおしこっさす. ╉ぇすけ すぇおなゃ すは さぇい-
ぉうさぇ, つっ さぇぉけすぇすぇ し „〈ったくけお-
かぇし“ っ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ う 
こなす くぇこさっょ くっ しぇきけ いぇ しつっ-
すけゃけょしすゃけすけ, くけ う いぇ ちはかけしす-
くけすけ せこさぇゃかっくうっ くぇ そうさきぇすぇ 
- ゃないきけあっく っ ゃっつっ こけ-ょけぉなさ 
おけくすさけか くぇ ゃしっおう っすぇこ けす 
こさけういゃけょしすゃけすけ, さぇいたけょなす くぇ 
きぇすっさうぇかうすっ しっ しかっょう こけしすけ-
はくくけ う すけつくけ. ╁なゃ ゃしっおう っょうく 
きけきっくす しっ こけょぇゃぇ くせあくぇすぇ 
いぇ こさぇゃうかくうすっ せこさぇゃかっくしおう 
さってっくうは うくそけさきぇちうは. ] けこう-
すぇ しう ゃ しかけあくぇすぇ しうしすっきぇ くぇ 
„┿さしっくぇか“ ╉ぇかつっゃぇ けすつうすぇ, 
つっ ぇゃすけきぇすういうさぇくぇすぇ しうしすっ-
きぇ う こさけゅさぇきくうすっ こさけょせおすう, 
おけうすけ ゃなゃっあょぇす ゃ こけしかっょくう-
すっ ゅけょうくう, しぇ さぇいさぇぉけすっくう こけ 
しすぇくょぇさす, おけえすけ くっ けすさぇいはゃぇ ゃ 
ょけしすぇすなつくぇ しすっこっく しこっちうそう-
おぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ すせお. 
[ぇいくけけぉさぇいうっすけ けす ょっえくけし-
すう こけしすけはくくけ ういゃうおゃぇ くけゃう 
おぇいせしう, おけうすけ くぇかぇゅぇす おけさっ-
おちうう ゃ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ しうしすっ-
きぇすぇ, いぇ ょぇ こぇしくっ すは ういちはかけ 
くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しこっちうそうおぇ. 
〈ぇいう さぇぉけすぇ - こけ しなとっしすゃけ う 
っおしこっさすくぇ - きっすけょうつっしおぇ, う 
つうしすけ せこさぇゃかっくしおぇ, ょけこぇょぇ 
きくけゅけ くぇ ′っかう ╉ぇかつっゃぇ, いぇ-
とけすけ し っあっょくっゃくうすっ しう すさせょ-
くけしすう こさけゃけおうさぇ さってぇゃぇくっすけ 
くぇ うくすっさっしくう こさけそっしうけくぇかくう 
こさけぉかっきう. ┿ ′っかう くっ っ つけゃっお, 
おけえすけ しっ こかぇてう けす こさけぉかっ-
きうすっ - くぇこさけすうゃ, いぇ くっは こさけ-
ぉかっきうすっ しぇ こさけしすけ すさせょくけしすう, 
おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっけょけかは-
ゃぇす, いぇ ょぇ しっ ゃなさゃう くぇこさっょ. 
′っかう こさういくぇゃぇ:

[ぇぉけすぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか“ っ 
せょけゃけかしすゃうっ

╇ おぇいゃぇ: „╁うくぇゅう う くぇゃしはおなょっ 
しなき さぇぉけすうかぇ し あっかぇくうっ, さぇい-
ぉうさぇ しっ, つっ うきぇ すさせょくけしすう, くけ 
すっ しぇ, いぇ ょぇ しっ さってぇゃぇす う ょぇ しっ 
こさっきうくぇゃぇ くぇ しかっょゃぇと っすぇこ.“ 
¨とっ っょくけ つうしすけ ぇさしっくぇかしおけ 
おぇつっしすゃけ っ ゃないこうすぇかぇ せ こさけ-

そっしうけくぇかうしすぇ ′っかう  さぇぉけすぇすぇ 
すせお: しないくぇくうっすけ, つっ しっ さぇぉけすう 
ゃ っおうこ, つっ くうとけ くっ きけあって ょぇ 
こけしすうゅくって しぇき, せゃっさっくけしすすぇ, 
つっ きけあって ゃうくぇゅう ょぇ さぇいつうすぇて 
くぇ おけかっゅぇ う くぇ さなおけゃけょうすっか. 
╉ぇおすけ う けすゅけゃけさくけしすすぇ ょぇ ょぇ-
ゃぇて しすぇぉうかくけしす, くぇ おけはすけ ょさせ-
ゅうすっ きけゅぇす ょぇ しっ けこさぇす. ′っかう 
しっ けこうすゃぇ ょぇ こさぇゃう すけゃぇ - ょぇ 
ょぇゃぇ おぇすけ さなおけゃけょうすっか けくけゃぇ, 
おけっすけ こけかせつぇゃぇ けす しゃけうすっ さな-
おけゃけょうすっかう: こけょおさっこぇ う おけき-
こっすっくすくけしす. ╃せきうすっ え ゅけ ょけおぇい-
ゃぇす: „╁ さぇぉけすぇすぇ しう ゃうくぇゅう しなき 
くぇきうさぇかぇ こけきけと う しなょっえしすゃうっ 
けす おけかっゅう けす ゃしはおぇおなゃ さぇくゅ. 
′っ しなき うきぇかぇ しかせつぇえ ょぇ ぉなょぇ 
ゃさなとぇくぇ うかう ょぇ くっ こけかせつぇ けす-
ゅけゃけさ くぇ ゃなこさけしうすっ, こけ おけうすけ 
うしおぇき ょぇ しっ おけくしせかすうさぇき“. 
╀なさいけ しっ ゃうあょぇ, つっ ′っかう っ 

くっ しぇきけ けすゅけゃけさっく う こけょさっょっく 
つけゃっお, おぇおすけ こけょたけあょぇ くぇ ょけ-
ぉさうは しつっすけゃけょうすっか. ′っえくけすけ 

こさうしなしすゃうっ くけしう しこけおけえしすゃうっ 
う せきっさっくけしす, くっこさうしなとう いぇ 
ょくってくうは ょうくぇきうつっく ょっかくうお. 
╃っかくうおなす  くぇうしすうくぇ っ ょうくぇきう-
つっく, くけ ′っかう くっ しう こけいゃけかはゃぇ 
すけゃぇ ょぇ は すさっゃけあう: しうゅせさくぇ っ ゃ 
けくけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう, ぇ こさっきっ-
さっくぇすぇ しおさけきくけしす, おけはすけ うい-
かなつゃぇ, しなし しうゅせさくけしす え こけきぇゅぇ 
ょぇ しすなこゃぇ いょさぇゃけ くぇ いっきはすぇ. ╁ 
すけいう ょせた ゅかぇゃくうはす っおしこっさす ゃ 

『っくすさぇかくけ しつっすけゃけょしすゃけ うい-
こけゃはょゃぇ さぇいぉうさぇくっすけ, つっ っょくけ 
っ かうちっすけ, おけっすけ ゃしっおう ゃうあょぇ 
いぇ しっぉっ しう, ょさせゅけ っ おぇおゃけ ゃうあ-
ょぇす けおけかくうすっ いぇ すっぉ, ぇ すさっすけ っ 
けくけゃぇ, おけっすけ ょぇゃぇ うしすうくしおうはす 
すう けぉさぇい.  ] こさうしなとぇすぇ せこけ-
さうすけしす う せしこってくけしす くぇ ╊なゃぇ 
う し きっおけすぇすぇ くぇ ╃っゃぇすぇ, おけはすけ 
しはおぇて え っ こけ-ぉかういおぇ, さけょっくぇ-
すぇ „くぇ さなぉぇ“ きっあょせ ょゃっすっ いけ-
ょうう ′っかう, ぉぇかぇくしうさぇ けすかうつくけ 
しゃけはすぇ しぇきけけちっくおぇ し さっぇかくけ 
しゃなさてっくぇすぇ さぇぉけすぇ, けすつっすっくぇ 
けす けおけかくうすっ. ╇ しっ てっゅせゃぇ しなし 
しっぉっ しう: „┿い きけあっ ょぇ しう きう-
しかは, つっ しすぇゃぇき いぇ きうくうしすなさ-
こさっょしっょぇすっか, ぇ, ゃしなとくけしす, 
ょぇ うきぇき おぇつっしすゃぇ いぇ つうしすぇつ-
おぇ...“. 〈けつくけ ゃ すけは ょせた ゅかぇゃっく 
っおしこっさす ╉ぇかつっゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ 
きっさう たけさぇすぇ こけ さぇぉけすぇすぇ うき, 
こけ しゃなさてっくけすけ けす すはた, ぇ くっ 
こけ ょうこかけきう う けぉさぇいけゃぇくうは. 
‶さぇおすうおぇすぇ は っ くぇせつうかぇ, つっ 

つっしすけ いぇ せきっくうはすぇ ゃ こさけそっしう-
はすぇ ょけおせきっくすなす いぇ ちっくい ょぇかっつ 
くっ っ けこさっょっかはと  おさうすっさうえ. 
¨しけぉっくけ - ょくっし, おけゅぇすけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ, ゃおかのつうすっかくけ う ゃう-
してっすけ, こけしすけはくくけ ょっゃぇかゃうさぇす. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ ′っかう しっ さぇょ-
ゃぇ, つっ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ゃ 
しつっすけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“ 
うょゃぇす きかぇょう う こけょゅけすゃっくう きけ-
きうつっすぇ. ╋なあっすっ ゃ しつっすけゃけょ-
しすゃけすけ こさっょこけつうすぇす ょぇ けこうすぇす 
さぇぉけすぇすぇ ゃ しつっすけゃけょくう おなとう 
うかう しけぉしすゃっく ぉういくっし, けす おけえ-
すけ しぇきぇすぇ ╉ぇかつっゃぇ こさういくぇゃぇ, 
つっ くうおけゅぇ くっ っ ぉうかぇ ういおせてっ-
くぇ. ╋ぇかおうはす しけぉしすゃっく ぉういくっし 
ゃ しっきっえしすゃけすけ っ ういぉけさ くぇ しな-
こさせゅぇ くぇ ′っかう - すけえ こさけうい-
ゃっあょぇ っかっおすさけくくう せしすさけえしすゃぇ 
し ういおかのつうすっかくけ てうさけお しこっお-
すなさ くぇ こさうかけあっくうっ. ╁ すさせょくう-
すっ せしかけゃうは ょくっし しっきっえしすゃけすけ 
しっ しこさぇゃは, ぉっい ょぇ しっ けこかぇおゃぇ. 

╅うゃけすなす っ ぉけさぉぇ

′っかう ╉ぇかつっゃぇ ういさうつぇ すけゃぇ 
おさけすおけ う こさけしすけ. ╀っい こけきこけい-
くけしす う こさっょゃいっすけ しぇきけつせゃしす-
ゃうっ. 〈ぇおぇ おさけすおけ う こさけしすけ, けし-
ゃっく しかせあっぉくうすっ ぇくゅぇあうきっくすう, 
すは っ こけっかぇ う  ゅさうあぇすぇ いぇ いょさぇ-
ゃっすけ くぇ きぇえおぇ しう, こけきぇゅぇ くぇ 
とっさおぇすぇ ゃ けすゅかっあょぇくっすけ くぇ 
ゃくせちうすっ, おけうすけ こさうぉうさぇ けす 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ う せつうかうとっ. 
】っさおうすっ しぇ ょゃっ.
╃させゅぇすぇ っ ゃ ╂っさきぇくうは, くけ 

ゃっつっ しっ っ こさうぉさぇかぇ いぇ こさぇい-
くうちうすっ. 〈ぇおぇ しっきっえくぇすぇ すさぇ-
こっいぇ とっ ぉなょっ こなかくぇ し さぇょけしす 
こけ ╉けかっょぇ. [ぇょけしすすぇ とっ っ くぇえ-
ゃっつっ いぇ ゃくせちうすっ - ╃うきうすなさ, 
╂ぇぉう う ╂っけさゅう, おけうすけ ゃっつっ けつ-
ぇおゃぇす こけょぇさなちうすっ, こけさなつぇくう 
けす ぉぇぉぇ う ょはょけ. ¨ぉさなとっくうはすぇ 
„ぉぇぉぇ“  う „ょはょけ“ くっ こさうすっしくは-
ゃぇす ′っかう. ╆ぇ くっは こさったけょなす ゃなゃ 
ゃないさぇしすうすっ つけゃっておう っ くっとけ 
しなゃしっき っしすっしすゃっくけ う すは くっ っ けす 
あっくうすっ, おけうすけ しっ しさぇきせゃぇす けす 
すけゃぇ, つっ ゃっつっ しぇ しすぇくぇかう ぉぇぉう. 
╂-あぇ 〈けょけさけゃぇ ゅかっょぇ くぇ しっぉっ 
しう し こさうしなとぇすぇ いぇ きなょさけしすすぇ 
しぇきけうさけくうは: つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ しぇきけおさうすうつっく おなき しっぉっ 
しう, ょぇ しう いくぇっ う くっょけしすぇすなちう-
すっ, う ゅさっておうすっ, いぇとけすけ すぇおぇ 
くはきぇ ょぇ しっ せつせょゃぇ, おけゅぇすけ 
ょさせゅうすっ ゅう いぇぉっかはいゃぇす う とっ しっ 

しすぇさぇっ ょぇ しっ  おけさうゅうさぇ. „′はきぇ 
ぉっいゅさってくう たけさぇ, くけ っ ゃぇあくけ 
ょぇ けすつうすぇきっ ゅさっておうすっ しう う ょぇ 
くぇこさぇゃうき おけさっおちうは“, おぇいゃぇ 
′っかう ╉ぇかつっゃぇ. 
‶けおさぇえ すさっこっすうすっ ゃ しっきっえ-

しすゃけすけ すぇいう ゅけょうくぇ すは とっ こさけ-
こせしくっ すさぇょうちうけくくうは こさぇいくうお 
し おけかっゅう こさっょう ╉けかっょぇ. ′け 
おけかっゅうすっ しぇ ゃうくぇゅう ゃ しなさちっすけ 
え. ╉ぇおすけ う こさうはすっかうすっ. ╆ぇとけすけ 
′っかう っ けす けくっいう ぉなかゅぇさう, おけう-
すけ すなゅせゃぇす こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
うきぇたきっ こけゃっつっ ゃさっきっ っょくう いぇ 
ょさせゅう, おけゅぇすけ ゃっしっかぉぇすぇ こけ 
こさぇいくうちう, おぇおすけ う ゃ ょっかくうおぇ, 
くう しこけたけあょぇてっ こけ-つっしすけ, けす-
おけかおけすけ すけゃぇ しっ しかせつゃぇ ょくっし. 
〈は いくぇっ, つっ ょけさう う きぇかおけすけ 
ゃくうきぇくうっ - ちゃっすっ う こけいょさぇゃ 
いぇ こさぇいくうおぇ くぇ おけかっゅぇすぇ, しぇ 
ゃぇあくう いぇ くっゅけ. ╆ぇとけすけ すけゃぇ 
すけこかう. ╉ぇおすけ すけこかう たせぉぇゃぇすぇ 
こっしっく う ゃっしっかぉぇすぇ. „╁っしっか つけ-
ゃっお しなき...!“, おぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう 
うくぇつっ こさっきっさっくうはす こけ せしかけ-
ゃうっ しつっすけゃけょうすっか.  ′っかう けぉう-
つぇ きせいうおぇすぇ, すぇくちうすっ う しきったぇ. 
╂けょうくう くぇさっょ  ょけさう こけしっとぇ-
ゃぇかぇ おかせぉ いぇ くぇさけょくう たけさぇ. 
╉けっすけ くっ え こさっつう ゃ さぇぉけすぇすぇ. 
╉けかおけすけ ょけ さぇぉけすぇすぇ, ′っかう しっ 
てっゅせゃぇ, つっ かっしくぇ さぇぉけすぇ くはきぇ. 
] せしきうゃおぇすぇ くぇ こけしすけはくくけ 
いぇっす つけゃっお, すは おぇいゃぇ: „╃けさう ょぇ 
しすけうて う ょぇ きなさいっかせゃぇて くっ っ 
かっしくけ...“.  
╉ぇおすけ ゃっつっ しっ さぇいぉさぇ, ′っかう 

くっ っ けす きなさいっかせゃぇとうすっ. 〈っ しっ 
しさっとぇす さはょおけ すせお う くっ くぇきう-
さぇす きはしすけ ゃ „┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇ-
すぇ“, おなょっすけ ゃっつっ ゃすけさう きっしっち 
っ う うきっすけ くぇ ′っかう ╉ぇかつっゃぇ 〈け-
ょけさけゃぇ. ╆ぇっょくけ し うきっくぇすぇ くぇ 
けとっ ょゃぇきぇ しつっすけゃけょうすっかう. 
]こけさっょ ゅかぇゃくうは っおしこっさす ゃ 

『っくすさぇかくけ しつっすけゃけょしすゃけ, たけ-
さぇすぇ けす こさけういゃけょしすゃけすけ うきぇす 
こけゃっつっ けしくけゃぇくうは ょぇ ぉなょぇす 
しさっょ こなさゃっくちうすっ, いぇすけゃぇ すは 
ういこうすゃぇ ういゃっしすくけ こさうすっしくっくうっ 
けす そぇおすぇ, つっ くっえくうはす こけすさっす っ 
ゃ さっょうちぇすぇ くぇ けすかうつっくうすっ. 
′け ゃ うくすっさっし くぇ うしすうくぇすぇ, くっ 

きけあっき ょぇ けすさっつっき, つっ ういおかの-
つっくうっすけ ′っかう しなし しうゅせさくけしす 
こけすゃなさあょぇゃぇ ぇさしっくぇかしおけすけ 
こさぇゃうかけ „すさう ゃ っょくけ“: こさけそっ-
しうけくぇかういなき - おけかっゅうぇかくけしす - 
こけつすっくけしす.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ  

Без време си 
отиде един 
невероятел човек, 
безкомпромисен 
професионалист, 
всеотдаен служител 
и добър приятел.
Беше от хората, 
които помниш, 
дори и само от 
една среща. 
Респектираше с 
отдадеността си 
към работата и 
марката “Арсенал”. 

Обичаше цветята и всичко красиво, което 
ни заобикаля. Животът опустя без нея. Ще я 
помним със светлината, с която зареждаше! 
Поклон пред паметта на Теменужка Попова.

“Трибуна Арсенал”

╆¨′〉╊』ぇ【 』 〈╊『[¨ ′╅ 『╅』【╊╋...
]さっょ きっさおうすっ, いぇ つうはすけ けすきは

くぇ くぇしすけはゃぇ こさっょ ょなさあぇゃくぇすぇ 
ゃかぇしす ゃ ╀なかゅぇさうは ぉういくっしなす, っ 
けすきはくぇすぇ  くぇ いぇょなかあっくうっすけ くぇ 
さぇぉけすけょぇすっかは ょぇ しなゅかぇしせゃぇ しなし 
しうくょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう う 
こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ さぇぉけすくうちう
すっ う しかせあうすっかうすっ しう ゃなゃっあょぇ
くっすけ くぇ くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, 
こけ つか. 138ぇ, ぇか. 1. ╉ぇすけ きけすうゃう 
いぇ うしおぇくぇすぇ けすきはくぇ しっ こけしけつゃぇ 
そぇおすなす, つっ こけょけぉくぇ きはさおぇ いぇ 
ぉういくっしぇ けぉうおくけゃっくけ ゃないくうお
ゃぇ うくちうょっくすくけ, ぇ しさけおけゃっすっ いぇ 
せゃっょけきかっくうっ くぇ ╇くしこっおちうはすぇ 
こけ すさせょぇ しぇ おさぇすおう, おけっすけ くぇ 
こさぇおすうおぇ こさうゃっあょぇ さぇぉけすけ
ょぇすっかは ゃうくぇゅう ゃ くぇさせてっくうっ う 

ゃけょう ょけ ういかうてくう しぇくおちうう, せすっあくはゃぇとう そうくぇくしうすっ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. 
╁ こうしきけすけ しっ うしおぇ しなとけ う けすきはくぇ くぇ ょけこなかくうすっかくうは けすこせしお いぇ しうくょうおぇかくう ょっえちう, おけえすけ 

っ さぇいこうしぇく こけ つか.159 けす ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ. ╋けすうゃなす, し おけえすけ しっ うしおぇ けすきはくぇすぇ, っ, つっ すぇおぇゃぇ 
きはさおぇ こけしすぇゃは ゃ くっさぇゃくけしすけえくけ こけかけあっくうっ さぇぉけすっとうすっ, おけうすけ くっ つかっくせゃぇす ゃ しうくょうおぇすう. 
¨すきはくぇ くぇ いぇょなかあっくうっすけ いぇ ういゅけすゃはくっ くぇ ゅさぇそうちう いぇ けすこせしおう こけ つか. 173, ぇか. 1 っ しさっょ 

すっおしすけゃっすっ ゃ ╉〈, いぇ おけうすけ ぉういくっしなす くぇしすけはゃぇ  ょぇ けすこぇょくぇす し きけすうゃぇ, つっ すけゃぇ っ ういかうてくけ 
いぇょなかあっくうっ, おけっすけ しぇきけ ゅう くぇすけゃぇさゃぇ う ょけこなかくうすっかくけ ぉのさけおさぇすういうさぇ, けしけぉっくけ おけゅぇすけ 
しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ きぇかおう う しさっょくう こさっょこさうはすうは.
]さっょ ゃぇあくうすっ こさけきっくう, おけうすけ, ぇおけ しっ こさうっきぇす けす  ぉなかゅぇさしおうすっ いぇおけくけすゃけさちう う こさぇゃう

すっかしすゃけすけ う おぇしぇはす さぇぉけすっとうすっ, っ うしおぇくっすけ いぇ けすきはくぇ くぇ いぇょなかあっくうっすけ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは 
ょぇ けさゅぇくういうさぇ う いぇこかぇとぇ こっさうけょうつくうすっ きっょうちうくしおう こさっゅかっょう くぇ しゃけうすっ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう こけ ′ぇさっょぉぇ No 3 けす 1987 ゅ. ╁きっしすけ すけゃぇ いぇょなかあっくうっ, さぇぉけすけょぇすっかうすっ  しつうすぇす 
う こさっょかぇゅぇす こっさうけょうつくうすっ きっょうちうくしおう こさっゅかっょう ょぇ しっ けしなとっしすゃはゃぇす けす かうつくうすっ かっおぇさう, 
おぇすけ すけゃぇ うき いぇょなかあっくうっ  しっ けぉゃなさあっ しなし いぇょなかあっくうっすけ くぇ しかせあぉうすっ こけ すさせょけゃぇ きっょう
ちうくぇ ゃ こさっょこさうはすうはすぇ. 
╁ こうしきけすけ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ, ういこさぇすっくけ ょけ せこさぇゃかはゃぇとうすっ, 

し きっさおう いぇ さぇしすっあ う こさっょかけあっくうは いぇ くけさきぇすうゃくう こさけきっくう, しっ うしおぇ う けすきはくぇ くぇ いぇょなかあっ
くうっすけ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは こけ つか. 317, ぇか. 3 けす ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ - ょぇ こさっきっしすう くぇ こけょたけょは
とぇ さぇぉけすぇ すさせょけせしすさけっく さぇぉけすくうお ゃ 7-ょくっゃっく しさけお けす こけかせつぇゃぇくっ くぇ こさっょこうしぇくうっすけ くぇ 
いょさぇゃくうすっ けさゅぇくう. ′ぇしすけはゃぇ しっ けすきはくぇすぇ ょぇ しっ けすくぇしは いぇ しかせつぇうすっ, おけゅぇすけ さぇぉけすけょぇすっかはす 
くっ さぇいこけかぇゅぇ し こけょたけょはとう きっしすぇ いぇ  さぇぉけすぇ いぇ すさせょけせしすさけっく さぇぉけすくうお. [ぇぉけすけょぇすっかうすっ 
こさっょかぇゅぇす すけゃぇ  すはたくけ いぇょなかあっくうっ ょぇ しっ いぇきっくう し ゃないきけあくけしす  ょぇ けすおさうゃぇす さぇぉけすくう きっし
すぇ, こさっょくぇいくぇつっくう いぇ すさせょけせしすさけっくう, おぇすけ すけゃぇ ぉなょっ けぉゃなさいぇくけ し うおけくけきうつっしおう しすうきせかう 
う し おけさこけさぇすうゃくぇすぇ しけちうぇかくぇ けすゅけゃけさくけしす くぇ しなけすゃっすくぇ そうさきぇ. 
╁ ういこさぇすっくけすけ  こさっょう ょくう こうしきけ  ょけ  せこさぇゃかはゃぇとうすっ しっ ういさぇいはゃぇ う すさっゃけゅぇ けす いぇぉぇゃはくっ

すけ くぇ さっそけさきうすっ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ. ‶さぇゃうすっかしすゃけすけ う ぉなかゅぇさしおうはす こぇさかぇきっくす ゃしっ けとっ 
くっ しぇ  さっぇゅうさぇかう こけ くうおぇおなゃ くぇつうく くぇ くぇこさぇゃっくうすっ こさっょかけあっくうは けす ぉういくっしぇ ゃ しすさぇくぇすぇ, 
くうすけ こなお しぇ うき ょぇかう おけえ いくぇっ おぇおゃぇ ゅかぇしくけしす. ′はきぇ けそうちうぇかくぇ さっぇおちうは う けす しすさぇくぇ くぇ 
しうくょうおぇすうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

...』》¨『╅ 』ぇ[『╅ぅ╊〉¨っ【╅ 
[っいせかすぇすう けす ういしかっょゃぇくっすけ こけおぇいゃぇす, つっ ぉなかゅぇさしおうはす ぉうい

くっし けすくけゃけ とっ さぇいつうすぇ くぇ っおしこけさすぇ, いぇ ょぇ こけしすうゅくっ さぇしすっあ 
– こけつすう こけかけゃうくぇすぇ けす そうさきうすっ (49%) けつぇおゃぇす こけ-ゃうしけおう 
こさけょぇあぉう ゃ つせあぉうくぇ.
╆くぇつうすっかくけ こけ-しおさけきくう しぇ こさけゅくけいうすっ いぇ さっぇかういうさぇくう

すっ こさうたけょう ゃ しすさぇくぇすぇ ょけゅけょうくぇ – しなとうはす ょはか けす そうさきうすっ 
(49%) けつぇおゃぇす いぇこぇいゃぇくっ くぇ ょけしすうゅくぇすうすっ くうゃぇ くぇ こさけょぇあ
ぉうすっ けす 2013 ゅ. ╁ すぇいう ゃさないおぇ 『ゃっすぇく ]うきっけくけゃ ょけこなかくう, つっ 
くっ ぉう きけゅかけ ょぇ しっ けつぇおゃぇ くぇさぇしすゃぇくっ くぇ ゃなすさってくけすけ こけすさっぉ
かっくうっ し せゃっかうつっくうっすけ くぇ きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ う し 
けぉしなあょぇくぇすぇ うょっは, さぇぉけすっとうすっ くぇ すぇおぇゃぇ いぇこかぇすぇ ょぇ ぉなょぇす 
けしゃけぉけょっくう けす ょぇくなお. ‶けょけぉくう きっさおう こけ-しおけさけ ぉうたぇ しっ けす
さぇいうかう くっゅぇすうゃくけ くぇ こさうたけょうすっ ゃ ぉのょあっすぇ, しつうすぇ ぉういくっしなす 
ゃ ╀なかゅぇさうは.  
¨す けしくけゃくうすっ すなさゅけゃしおう こぇさすくぬけさう くぇ ╀なかゅぇさうは くぇえ-ゅけかはき 

けこすうきういなき うきぇす そうさきうすっ ゃ [せきなくうは, 〈せさちうは う ╀っかゅうは. ‶け-
せきっさっくう しぇ けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ ょっかけゃうすっ しさっょう けす ╂っさきぇくうは, 
ょけおぇすけ しさっょ うすぇかうぇくしおうすっ う ゅさなちおうすっ そうさきう くうゃけすけ くぇ けこ
すうきういなき っ いくぇつうすっかくけ こけ-くうしおけ. ╄ょくけゃさっきっくくけ し すけゃぇ ぉなか
ゅぇさしおうすっ そうさきう きけゅぇす ょぇ けしなとっしすゃはす せしこってくう ぉういくっし こぇさす
くぬけさしすゃぇ ゃ ]なさぉうは, ╊うすゃぇ う 《うくかぇくょうは - ょなさあぇゃう, おけうすけ しぇ 
くぇ こなさゃう こけいうちうう ゃ ういしかっょゃぇくっすけ. 
╇いしかっょゃぇくっすけ いぇ ╀なかゅぇさうは こけおぇいゃぇ, つっ くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ こけょ

ちっくはゃぇ ゃないきけあくけしすすぇ いぇ くっゅぇすうゃくけ ゃかうはくうっ くぇ くはおけう さうしおけ
ゃっ ゃなさたせ けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし いぇ 2014 ゅ., しさっょ 
おけうすけ しぇ くっょけしすぇすなつくけ ぇょっおゃぇすくうすっ きっさおう けす うくしすうすせちううすっ 
いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ うおけくけきうつっしおぇすぇ しさっょぇ う くっしすぇぉうかくけしす ゃ 
こけかうすうつっしおぇすぇ しさっょぇ せ くぇし.
′ぇえ-ゅけかっきうすっ くぇょっあょう しさっょ ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし しぇ ぉうかう 

くぇえ-ゅけかっきう こさっい 2011 ゅ., くけ しぇ しっ しさうくぇかう こさっい 2012 ゅ., 
しけつう けとっ こさけせつゃぇくっすけ. 《ぇおす っ, けぉぇつっ, つっ けこすうきういきなす しさっょ 
ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし っ ゃしっ こけ-けしっいぇっき.
╀なかゅぇさうは っ くぇ ょっゃっすけ きはしすけ こけ けこすうきういなき けす 25 っゃさけこっえ

しおう しすさぇくう. ╉ぇすけ くぇえ-しうゅせさっく くぇつうく ょぇ しっ こけょけぉさう うおけくけきう
おぇすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ こけかけゃうくぇすぇ ぇくおっすうさぇくう しけつぇす ういくけしぇ. ╋ぇか
おぇ つぇしす けす すはた さぇいつうすぇす, つっ ゃなすさってくけすけ こけすさっぉかっくうっ こさっい 
2014 ゅ. とっ しっ こけゃうてう - 33,7%, しさっとせ 51,6% こさっい 2011 ゅ., 
こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ けす ぇくおっすぇすぇ くぇ ╀〈‶‶.
                                                                〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”

》ぇ『╇  ̈『╅╆《【╊〉 ╉╊〉 ′╅ 
2014 ╈《╉¨〉╅ 〉╅ 6 っ〉】╅『¨

╃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.

‶なさゃうはす さぇぉけすっく ょっく いぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ っ 6 はくせぇさう - 2014 ゅ. - こけくっょっかくうお. 』ぇしす 
けす こけつうゃくうすっ ょくう ゃっつっ しっ けすさぇぉけすうたぇ, こさっい はくせぇさう こさっょしすけう けすさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ 
けとっ ょゃぇ. 】っ しっ けすさぇぉけすゃぇ こけ しかっょくうは ゅさぇそうお:

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.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

]╉ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ“ ゃ „┿さしっくぇか“
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』ひつ つちかおつてうあ たそ たちそかさて „[ちあつけうあ ╆ひしえあちけみ“ はか いひおか くあうひちのかせあ ちかさそせつてちとさぬけみてあ せあ 〈しあおかきさけみ おそす

′╅╈】╆¨｠ ╇っ『╅【╅ 』¨ ╇ 』》『╅╇╊╉]¨╇《』【【╅

9-ゅけょうてくうはす 『ゃっすぇく ]すけはくけゃ けす 
╉ぇいぇくかなお せつぇしすゃぇ ゃ いぇこけつくぇかけすけ 
くぇ 17-すう ょっおっきゃさう ]ゃっすけゃくけ-
すけ うくょうゃうょせぇかくけ こなさゃっくしすゃけ こけ 
てぇたきぇす いぇ きかぇょっあう - きけきつっすぇ う 
きけきうつっすぇ, のくけてう う ょっゃけえおう, おけっ-
すけ しっ こさけゃっあょぇ ゃ ┿か ┿うく - ¨ぉっょう-
くっくう ぇさぇぉしおう っきうさしすゃぇ.  
〈ぇかぇくすうかゃけすけ きけきつっ けす おぇいぇく-

かなお っ っょくけ けす 17-すっ ぉなかゅぇさつっすぇ, 
おけうすけ こさっょしすぇゃはす しすさぇくぇすぇ くう ゃ 
うくょうゃうょせぇかくけすけ こなさゃっくしすゃけ.
[っおけさょっく ぉさけえ きかぇょう てぇたきぇすう-

しすう - くぇょ 2000 けす 118 ょなさあぇゃう, しぇ 
しっ いぇこうしぇかう いぇ せつぇしすうっ.

[すかてひて ╈あしけせあ 』てそみせそうあ: 】おそうしかてうそちかせけかてそ おあ たそすそえせかの せあ かおせあ しけねせあ つひおいあ てそたしけ 
すせそえそ たそうかねか そて 20 さけしそすかてちあ あつなあして. 〈そちあしせあてあ そてえそうそちせそつて てかたひちうあ たちかおつてそけ.

》『《╉ぇ]╋╅╇╅ ¨′╈『╅╋╉╅〉╊【《 〉╅ ╇¨[-〈『╊╋╅【╅
╇  ╉╇╅ [╅′╅〉]ぇぃ[¨ [╇╅『【╅]╅

╆ぇすゃけさっくぇすぇ けす くはおけかおけ ゅけょうくう しゅさぇょぇ くぇ ╋かぇょっあおうは ょけき ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ しっ さっおけくしすさせうさぇ 
う きけょっさくういうさぇ しなし しさっょしすゃぇ こけ こさけっおす „╉さぇしうゃぇ ╀なかゅぇさうは”. [ってっくうっすけ っ くぇ けぉとうくしおうすっ 

しなゃっすくうちう くぇ ╉ぇいぇくかなお けす こけしかっょくけすけ うき いぇ ゅけょうくぇすぇ いぇしっょぇくうっ. 〈け ぉっ こけょおさっこっくけ う けす ゅさせ
こぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“. 『っかすぇ くぇ すけゃぇ さってっくうっ っ ¨ぉとうくぇすぇ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ こけ こさけ
っおす „╉さぇしうゃぇ ╀なかゅぇさうは-2014” くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ. [っきけくすなす 
くぇ しゅさぇょぇすぇ, ゃ おけはすけ ょっしっすうかっすうは しっ しおかのつゃぇたぇ ゅさぇあょぇくしおう ぉさぇおけゃっ う こさぇゃったぇ おさなとぇゃおう, ぉっ 
いぇこけつくぇす こさっょう ゅけょうくぇ, くけ いぇ ょけゃなさてゃぇくっすけ きせ しぇ くせあくう けとっ こぇさう. 
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ けぉとうくぇすぇ ゃっつっ いぇこけつくぇ さぇぉけすぇ こけ ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃぇ しなゃさっきっくくぇ さうすせ

ぇかくぇ  いぇかぇ いぇ ゅさぇあょぇくしおう  ゃっくつぇゃおう, おぇすけ いぇ ちっかすぇ しっ こさっせしすさけえゃぇ つぇしす けす  こぇさすっさくうは っすぇあ 
くぇ しゅさぇょぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ こけきっとぇゃぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは くぇ ぉせか. „[けいけゃぇ ょけかうくぇ“ わ6. 
]すぇさっえてうくうすっ こけょおさっこうたぇ こさっょかけあっくうっすけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ し こさけっおすくけ 
こさっょかけあっくうっ いぇ けすこせしおぇくっ くぇ ぉっいゃないきっいょくぇ こけきけと こさっょ ‶さっょこさうはすうっすけ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
しさっょしすゃぇすぇ いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ (‶〉╃¨]) いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ ゃけょけこさけゃけょくぇ う おぇくぇ
かういぇちうけくくぇ きさっあぇ ゃ おぇいぇくかなておうすっ おゃぇさすぇかう „╉せかぇすぇ“ う „╉さぇえさっつっく“. [っぇかういうさぇくっすけ くぇ すけいう 
こさけっおす とっ ょけゃっょっ ょけ こけょけぉさはゃぇくっ おぇつっしすゃけすけ くぇ けおけかくぇすぇ う あういくっくぇすぇ しさっょぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ ょゃぇすぇ おゃぇさすぇかぇ. ]かっょ さってっくうっすけ くぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう,  さっぇかくぇ っ ゃないきけあくけしすすぇ すけいう 
こさけっおす ょぇ しっ そうくぇくしうさぇ けとっ こさっい しかっょゃぇとぇすぇ 2014 ゅけょうくぇ. 
′ぇ そうくぇかぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう こさうったぇ う くけゃぇ ′ぇさっょぉぇ わ25 いぇ ゅさけぉうとくうすっ 
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こぇさおけゃっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ う ゅかぇしせゃぇたぇ ういきっくっくうっ う ょけこなかくっくうっ くぇ ′ぇさっょぉぇ わ26 くぇ ¨ぉ], いぇ けこさっょっかはくっ う ぇょきうくうしすさうさぇくっ くぇ きっしすくうすっ すぇおしう う 
ちっくう くぇ せしかせゅう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こさけきはくぇ くぇ ′ぇさっょぉぇ わ31, いぇ けこさっょっかはくっすけ くぇ きっしすくうすっ ょぇくなちう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ, ういきっくっ
くうっ う ょけこなかくっくうっ くぇ ′ぇさっょぉぇ わ12 いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ こけょ くぇっき くぇ ゅさぇあょぇくう し ょけおぇいぇくう あうかうとくう くせあょう う こさけょぇあぉぇ くぇ けぉとうくしおう あうかうとぇ. ╁しうつおう くぇさっょぉう 
し くぇこさぇゃっくうすっ ういきっくっくうは う ょけこなかくっくうは  しぇ こせぉかうおせゃぇくう くぇ しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお www.kazanlak.bg ゃ さぇいょっか „′けさきぇすうゃくう ぇおすけゃっ“ – „′ぇさっょぉう“.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╂けしこけあけ ]すけはくけゃぇ, うい
きうくぇ ゅけょうくぇ けす こけしかっょ

くけすけ くう うくすっさゃの, ゃ おけっすけ 
いぇはゃうたすっ, つっ っ さぇくけ ょぇ ╁う 
こけきくはす, くけ うしおぇすっ ゅさぇあ
ょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ ょぇ ╁う 
ゃはさゃぇす. ╁っつっ こさっこけかけゃう
たすっ きぇくょぇすぇ しう おぇすけ おきっす, 
うきぇすっ かう せしっとぇくっすけ, つっ 
ゃっつっ ╁う ゃはさゃぇす? 
- ╇きぇた しすさぇた ょぇかう とっ きう こけ

ゃはさゃぇす. ]っゅぇ うきぇき せしっとぇくっすけ, 
つっ ゃ こけ-ゅけかはきぇすぇ しう つぇしす しっゅぇ 
たけさぇすぇ ゃはさゃぇす くっ しぇきけ ゃ けくけ
ゃぇ, おけっすけ うしおぇきっ ょぇ くぇこさぇゃうき 
いぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈っ しっ せこけゃぇゃぇす 
くぇ くぇし おぇすけ くはおぇおゃぇ くぇょっあょぇ 
いぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ っ けとっ こけ-
いぇょなかあぇゃぇとけ.

╆くぇつう, しゃうおくぇたすっ し くっゅぇ
すうゃういきぇ, おけえすけ ゅけ うきぇてっ せ 
たけさぇすぇ? 
- ╋くけゅけ ょなかゅう ゅけょうくう たけさぇ

すぇ  すせお しぇ うしおぇかう ╉ぇいぇくかなお  ょぇ 
うきぇ ょさせゅけ, こけ-ょけぉさけ さぇいゃう
すうっ, ょぇ うきぇ しぇきけつせゃしすゃうっすけ, 
ょせきぇすぇ, けす おけはすけ くっ ぉはゅぇき. ′ぇ
こさけすうゃ, きうしかは, つっ すは ゃしっ けとっ っ 
ぇおすせぇかくぇ. ′けさきぇかくけ っ ゃ すぇおなゃ 
きけきっくす すっ ょぇ しぇ くっゅぇすうゃくう, 
こけょけいさうすっかくう おなき ゃしっおう, おけえ
すけ けぉっとぇゃぇ, つっ とっ ゃなさくっ しぇ
きけつせゃしすゃうっすけ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. 
╁ くはおぇおなゃ しきうしなか しう きうしかは, 
つっ すけいう くっゅぇすうゃういなき っ すけつ
くけ いぇさぇょう ょけゃっさうっすけ. ╆ぇすけゃぇ 
せしっとぇき, つっ くっ っ こさっけぉかぇょぇ
ゃぇと, くっ っ すけかおけゃぇ しうかっく う しな
しうこゃぇと くっゅぇすうゃういなき, おぇおなゃすけ 
ぉってっ こさっい こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ. ┿い 
ゃっつっ きけゅぇ ょぇ こけくっしぇ う さぇいぉっ
さぇ たけさぇすぇ し くっゅぇすうゃくけ きくっくうっ, 
いぇとけすけ さぇいぉうさぇき おぇおゃけ こさけ
いうさぇ いぇょ くっゅけ: くっこけしすうゅくぇすう 
かうつくう ぇきぉうちうう, くっこけしすうゅくぇすう 
かうつくう きっつすう, けつぇおゃぇくうは, あっ

〈は ゃょうゅくぇ ゃうしけおけ かっすゃぇすぇ いぇ こけしすぇ, くぇ おけえすけ っ. ╇ ゃしっおう しかっょゃぇと, おけえすけ さってう ょぇ しっ おぇくょうょぇすうさぇ, とっ すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ うきぇ 
こさっょゃうょ. ╆ぇこうしぇ うきっすけ しう ゃ きっしすくぇすぇ うしすけさうは おぇすけ こなさゃぇすぇ あっくぇ-おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお う こけくっしっ すっあっしすすぇ くぇ すぇいう うしすけ

さうつくけしす. ╂かっょぇす ょっかぇすぇ う きっさはす ょせきうすっ え こけょ かせこぇ. ╆ぇとけすけ すぇおぇ すさはぉゃぇ ょぇ こさぇゃう ゃしっおう せゃぇあぇゃぇと ゅさぇょぇ しう う ちっくはと こぇさうすっ 
しう ゅさぇあょぇくうく. ╇ いぇとけすけ っ あっくぇ. ‶けしかっょくけすけ こさっょう ゅけょうくぇ すは こさういくぇ, つっ くぇえ-きぇかおけ せしっとぇ, こさっょゃうょ すっあっしすすぇ くぇ しすけかぇ, くぇ 
おけえすけ しすけう. ╇ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ こさういくぇ, つっ うきっくくけ いぇとけすけ  っ あっくぇ, っ こけつうすぇすっか くぇ さぇいゅけゃけさぇ, くぇ せぉっあょっくうっすけ, すなさこっくうっすけ, 
てぇくしぇ, ぇ くっ くぇ しうかぇすぇ. 
╆っゃいっちうすっ う ゅさぇょしおうはす そけかおかけさ  くっ え こさけしすうたぇ: せしうかうはすぇ え, くっえくう う くぇ っおうこぇ え, ょぇ こさけきっくはす ╉ぇいぇくかなお, おさなしすうたぇ ぉせかっ

ゃぇさょ くぇ くっえくけすけ うきっ. ‶けしかっょくけすけ こけくぇしは し  てうさけおぇ せしきうゃおぇ, いぇ さぇいかうおぇ けす くぇゅかけしすすぇ, し おけはすけ しぇ ゃいっきぇくう さってっくうは いぇ かうつくぇ 
けぉかぇゅぇ ゃきっしすけ ゃ けぉとっしすゃっくぇ こけかいぇ. ¨す すっいう こさっょう くっは.  
]かっょ 2 ゅけょうくう ゃ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす すは っ おぇすっゅけさうつくぇ:

かぇくうは, くぇきっさっくうは, おけうすけ ぇい 
くっ きけゅぇ ょぇ けしなとっしすゃは. ′け ぇい 
くっ しなき すせお, くぇ すけゃぇ きはしすけ, いぇ 
ょぇ けしなとっしすゃは かうつくう あっかぇくうは 
う くぇきっさっくうは. ┿ぉしけかのすくけ しなき 
せぉっょっくぇ, つっ けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ 
ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす おぇいぇくかなつぇくう 
っ ょぇ しっ ゃなさゃう こけ すけいう こなす, こけ 
おけえすけ ゃなさゃうき う おけえすけ しなき せぉっ
ょっくぇ, つっ っ こさぇゃうかっく.

〉しっとぇすっ かう しなこさうつぇしすうっ 
う すなさこっくうっ せ たけさぇすぇ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ すけゃぇ, おけっすけ 
こさぇゃうすっ? 
- ╁うあょぇき, つっ くぇ たけさぇすぇ うき しっ 

しなぉさぇ しすさぇてくけ きくけゅけ, けしけぉっくけ 
おぇすけ ゅけょうくぇすぇ, おけはすけ しう けすうゃぇ. 
′うっ ゃしっ けとっ しきっ くぇ っょうく きくけゅけ 
しすさぇてっく おさなしすけこなす. 〈させょくけしすう
すっ くぇ ゃしっおう つけゃっお, くっいぇゃうしうきけ 
おなょっ あうゃっっ, しぇ きくけゅけ ゅけかっきう. 
╇ うきっくくけ すけゃぇ おぇさぇ たけさぇすぇ ょぇ 
しぇ くっょけゃっさつうゃう. ╃ぇ うきぇす こけゃっ
つっ けつぇおゃぇくうは ういゃなく しっぉっ しう う 
しけぉしすゃっくうすっ しう ぇきぉうちうう. ╆ぇすけゃぇ 
う こさうっきぇき おぇすけ くけさきぇかくけ はゃかっ
くうっ けす くぇし ょぇ しっ うしおぇ ょぇ さってぇ
ゃぇきっ こけくはおけゅぇ う ゃなこさけしう, しゃなさ
いぇくう し かうつくうすっ しなょぉう くぇ たけさぇすぇ. 
╇きぇ  ょけぉさう きけきっくすう, おけゅぇすけ しきっ 
こけしすうゅくぇかう こけくっ っょくけ せょけゃかっす
ゃけさっくうっ ゃ っょくぇ かうつくぇ つけゃっておぇ 
しなょぉぇ. 〈ぇおうゃぇ きけきっくすう すけこかはす 
きくけゅけ こけゃっつっ, けすおけかおけすけ 20 おう
かけきっすさぇ ぇしそぇかす.

¨しすぇくぇたぇ かう けとっ うかのいうう 
せ ╁ぇし しかっょ ょゃっ ゅけょうくう? 
- ╇かのいうう - くっ. ′うおぇおゃう. ¨とっ 

けす こなさゃうは ょっく しなき ゃ さっぇかくけし
すすぇ. ╆くぇった おけかおけ ゅけかはき っ いぇかけ
ゅなす う ゃ きけきっくすぇ けとっ こけ-ょけぉさっ 
う こけ-さっぇかくけ ゅけ ゃうあょぇき おけかおけ 
っ ゅけかはき. ‶さっい すっいう ょゃっ ゅけょう
くう いぇゅせぉうた くっ うかのいううすっ しう, ぇ 
すけすぇかくぇすぇ しう ゃはさぇ ゃ しこさぇゃっょ

かうゃけしすすぇ ゃ くぇてっすけ けぉとっしすゃけ.  

〈けゃぇ っ きくけゅけ ゅけかはきぇ う 
しすさぇてくぇ いぇゅせぉぇ.
- ╃ぇ. ┿おけ くっ ぉはた しっ しぉかなしおぇ

かぇ し すけかおけゃぇ きくけゅけ せしうかうは けす 
きけは しすさぇくぇ ょぇ こけすなさしは しこさぇ
ゃっょかうゃけしす いぇ ゃしうつおう ゅさったけゃっ, 
おけうすけ しぇ しゃなさてっくう しこさはきけ 
おぇいぇくかなつぇくう う  くっ ぉはた こけかせ
つうかぇ っょくぇ しすっくぇ, ゃ おけはすけ しっ 
せょさはき, きけあっ ぉう とはた ょぇ うきぇき 
けとっ うかのいうう. ′け ゃ きけきっくすぇ 
くぇうしすうくぇ くはきぇき ゃはさぇ ゃ しこさぇ
ゃっょかうゃけしすすぇ. ′っ ゃはさゃぇき くは
おけえ ょっく くはおけえ ういけぉとけ ょぇ きう 
は ゃないゃなさくっ.

〈けゅぇゃぇ ゃ おぇおゃけ ゃはさゃぇすっ, 
いぇ ょぇ こさけょなかあぇゃぇすっ くぇ
こさっょ? ╉けっ ╁う ょなさあう う ╁う 
きけすうゃうさぇ ?
- ╁はさゃぇき, つっ くっ すさはぉゃぇ ょぇ 

ゅかっょぇきっ  くぇいぇょ. ]こけょっかはき 
すけゃぇ, いぇとけすけ  うしおぇき ょぇ いくぇっ
すっ, つっ しなき くぇこさぇゃうかぇ こけゃっつっ 
けす くっけぉたけょうきけすけ ょぇ こけすなさしは 
しこさぇゃっょかうゃけしす う けすゅけゃけさくけしす 
くぇ ゃしうつおう こさっょう きっく, こけしすぇ
ゃうかう けぉとうくぇすぇ ゃ しなしすけはくう
っすけ, ゃ おけっすけ は くぇきっさうた. ′っ 
こけかせつうた すぇいう しこさぇゃっょかうゃけしす  
つさっい いぇおけくけょぇすっかくうすっ けさゅぇ
くう. ╆ぇすけゃぇ しう きうしかは, つっ きけ
さぇかくぇすぇ けすゅけゃけさくけしす すっこなさゃぇ 
こさっょしすけう. 》けさぇすぇ こさっい すぇいう 
2013 ゅけょうくぇ こけおぇいぇたぇ, つっ きけ
さぇかくぇすぇ しこさぇゃっょかうゃけしす っ くっ
とけすけ, おけっすけ しう しすさせゃぇ. 

]かっょ ょゃっ ゅけょうくう ゃ  きっしす
くぇすぇ ゃかぇしす おけう しすぇくぇたぇ こけ
ゃっつっ: しなのいくうちうすっ ╁う うかう 
ゃさぇゅけゃっすっ?  
- ′っ しなき ぉさけうかぇ くうおけゅぇ ゃさぇ

ゅけゃっすっ しう, くけ ぉさけは しなのいくうちう
すっ う こさうはすっかうすっ しう. ╁ かうつっく 

こかぇく すっ くっ しすぇゃぇす きくけゅけ, いぇ
とけすけ くっ ぉうた ょけこせしくぇかぇ ょぇ しすぇ
くぇす きくけゅけ こけさぇょう こさうつうくうすっ 
くぇ こけかけあっくうっすけ, ゃ おけっすけ しなき. 
′け ゃ けぉとっしすゃっく こかぇく すっ くっ 
しすぇゃぇす きくけゅけ. ╋くけゅけ しぇ しなこさう
つぇしすくう  こさうはすっかうすっ, きくけゅけ しぇ 
たけさぇすぇ, おけうすけ こけきぇゅぇす う すけゃぇ 
っ くっとけすけ, おけっすけ きう ょぇゃぇ しうかぇ, 
つっ ╉ぇいぇくかなお しっ しなぉせあょぇ う いぇ
こけつゃぇ ょぇ あうゃっっ しゃけは あうゃけす 
おぇすけ けぉとっしすゃけ. ‶さっい すぇいう ゅけ
ょうくぇ うきぇてっ ょけしすぇ こけゃけょう ょぇ 
こけおぇあっき すけゃぇ くっ しぇきけ こさっょ 
くぇし, ぇ う こさっょ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは. 
〈ぇおなゃ こけゃけょ ぉっ いぇとうすぇすぇ くぇ 
こけかうちっえしおぇすぇ ておけかぇ, けぉっょう
くっくうっすけ くう けおけかけ っょうく たせぉぇゃ 
こさぇいくうお - くぇ さけいぇすぇ. ‶さぇゃうき 
ゅけ くっ し けぉとうくしおうすっ, くっ し ょなさ
あぇゃくうすっ  こぇさう, ぇ し くぇてうすっ しう 
こぇさう. ┿おけ くはきぇて しなきうてかっ
くうちう, こさうはすっかう, きけあっ かう ょぇ 
しっ くぇこさぇゃう っょくけ ゅさぇくょうけいくけ 
しなぉうすうっ ぉっい っょくぇ しすけすうくおぇ けす 
けぉとうくしおうすっ こぇさう う すけ こさう こけ
かけあっくうっ, つっ くぇ すけいう こさぇいくうお 
ゃ ゅけょうくうすっ くぇいぇょ っ ゅかっょぇくけ 
おぇすけ くぇ くっとけすけ, けす おけっすけ ょぇ 
しっ つっさこう くぇえ-ゅけかはき さっしせさし  ゃ 
こけかいぇ くぇ くはおけゅけ. ¨ぉなさくぇたきっ 
こけ すけいう くぇつうく ゃうあょぇくっすけ おなき 
けぉとうくぇすぇ けす すけゃぇ すは ょぇ っ ょけ
くけさ いぇ すっいう, おけうすけ うしおぇす ょぇ 
しこっつっかはす こけ くはおぇおなゃ くぇつうく, 
おなき すけゃぇ すは ょぇ っ こけすさっぉうすっか 
くぇ つけゃっとうくぇ, くぇ ょけぉさけ, くぇ 
しなこさうつぇしすくけしす, くぇ けぉとくけしす. 
╋うしかは, つっ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお ゃっつっ しぇ けぉとくけしす.  

╉ぇお しっ さぇぉけすう し ちっくすさぇか
くぇ ゃかぇしす, おけはすけ くっ っ けす „╁ぇ
てうは けすぉけさ”? 〉しっとぇすっ かう 
こけ くはおぇおなゃ くぇつうく しこうさぇつ
おう, こさけぉかっきう う こさっつおう ゃなゃ 
╁ぇてぇすぇ さぇぉけすぇ おぇすけ おきっす う 

こけ けすくけてっくうっ うくすっさっしうすっ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, おぇおゃうすけ こさっょう 
しすっ くはきぇかう, おけゅぇすけ ╂╄[╀ ぉっ 
くぇ ゃかぇしす? ┿ ゃっつっ うきぇ う ぇこっ
すうすう おなき せしこってくうすっ おきっすけ
ゃっ くぇ ╂╄[╀ ょぇ ゅう こさうょなさこぇす 
おなき ょさせゅぇ おぇせいぇ.
- ′うおけゅぇ くっ しなき さぇぉけすうかぇ ゃ 

おけきそけさす し ょなさあぇゃくぇすぇ ゃかぇしす: 
う おけゅぇすけ せこさぇゃかはゃぇとぇすぇ こぇさ
すうは ぉってっ ╂╄[╀, つせおぇた くぇ ゃさぇ
すうすっ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ う きうくうしす
さうすっ し おぇせいうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╇ しっゅぇ, こさう すけゃぇ せこさぇゃかっくうっ, 
こけ しなとうは くぇつうく しっ けこうすゃぇき ょぇ 
けすゃけさは ゃさぇすうすっ くぇ こさぇゃうすっか
しすゃけすけ. ╆ぇとけすけ おぇいぇくかなておうすっ 
おぇせいう くっ しぇ ゅさぇょしおう, くっ しぇ さっ
ゅうけくぇかくう, すっ しぇ くぇちうけくぇかくう. 
‶け すけいう こけゃけょ けとっ ゃ こなさゃうは 
ょっく くぇ すけいう こぇさかぇきっくす ゃ ╉ぇ
いぇくかなお こけしさっとくぇた こさっょしっょぇ
すっかは くぇ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ 
ゅ-く ╋うたぇうか ╋うおけゃ. ╉ぇせいぇすぇ, し 
おけはすけ すけえ しっ ぇくゅぇあうさぇ, っ ╋せいっ
はす くぇ さけいぇすぇ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
くぇてうすっ ょけぉさう ゃさないおう う おけく
すぇおすう すけえ いぇくっしっ しっゅぇ, こさう こけ
しかっょくけすけ こけしっとっくうっ くぇ ぉなか
ゅぇさしおぇ けそうちうぇかくぇ ょっかっゅぇちうは  
ゃ ╉うすぇえ, くぇてっ さけいけゃけ きぇしかけ 
けす きっしすくう さけいけこさけういゃけょうすっ
かう. ╆ぇすけゃぇ う くっ しっ こさうすっしくは
ゃぇき. ╉けっすけ う こさぇゃうすっかしすゃけ ょぇ 
ょけえょっ, ゃなこさけしうすっ, おけうすけ ぇい とっ 
きせ こけしすぇゃは, とっ しぇ しぇきけ けす こけか
いぇ いぇ  ゅさぇょぇ う ょなさあぇゃぇすぇ. ╆ぇ 
しなあぇかっくうっ, う ゃ きうくぇかけすけ, う ゃ 
すけゃぇ こさぇゃうすっかしすゃけ, しさっょしすゃぇ
すぇ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ しっ いぇょっかはす 
いぇ すぇおうゃぇ おぇせいう, しぇ きうくうきぇか
くう. ′け し こけゃっつっ ょうこかけきぇちうは う 
くぇしすけはすっかくけしす, せぉっょっくぇ しなき, 
すっ とっ うょゃぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお.   

...ぁ】╉《〈¨『 』 〉╅を¨《〉╅]╊〉 》『¨′ 
]こけさっょ 〈っさいうっゃ, 』せょけきうさ っ こさうぉはゅゃぇか ょけ すぇいう „たうすさうくおぇ”, 

いぇ ょぇ しないょぇゃぇ ゃこっつぇすかっくうっ, つっ きくけゅけ ょさせゅう たけさぇ きうしかはす 
おぇすけ くっゅけ. 
]さっょ ういくっくぇょうすっ いぇ かのぉうすっかうすっ くぇ 』せょけきうさけゃけすけ すゃけさ-

つっしすゃけ う ういしかっょけゃぇすっかうすっ っ う そぇおすなす, つっ すけえ っ こうしぇか う しすう-
たけすゃけさっくうは, 180 けす おけうすけ しぇ ういょぇょっくう ゃ こなさゃうは きせ すけき.
╂けかはきぇすぇ ぇきぉうちうは くぇ ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ う くぇ しなきうてかっくうちう-

すっ くぇ うょっはすぇ ょぇ しっ しなぉっさっ ちはかけすけ せくうおぇかくけ 』せょけきうさけゃけ 
すゃけさつっしすゃけ っ  すけ ょぇ しっ ういせつぇゃぇ ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ せつうかうとっ う ゃ 
せくうゃっさしうすっすうすっ. 
╆ぇ 』せょけきうさ ゃっつっ  しっ つっすぇす かっおちうう ゃ たせきぇくうすぇさくうは そぇおせか-

すっす くぇ ┿くおぇさしおうは せくうゃっさしうすっす けす こさっこけょぇゃぇすっかは こけ ぉなか-
ゅぇさしおぇ かうすっさぇすせさぇ う ぉなかゅぇさしおう ういしっかくうお 》のしっうく ╋っゃしうき. 

╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ せしうかうはすぇ ゅけょうくう くぇさっょ くぇ ‶っ-
くぬけ 〈っさいうっゃ すゃけさぉうすっ  くぇ 』せょけきうさ しぇ こけいくぇすう  ゃ 
ぉぇかおぇくしおうすっ しすさぇくう.  ┿きぉうちうはすぇ くぇ 』せょけきうさけゃうすっ 
しなきうてかっくうちう ぉっ こけょおさっこっくぇ う けす おきっすぇ くぇ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おけはすけ けすこさぇゃう ぇこっか 
おなき ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ 
ょぇ ゃおかのつう ゃ せつっぉくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ しさっょくけすけ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ せ くぇし こさけういゃっょっくうは くぇ 』せょけきうさ おぇすけ 
っょうく けす くぇえ-ういはゃっくうすっ ぇゃすけさう ゃ しなゃさっきっくくぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ かうすっさぇすせさぇ.
‶ぇさぇかっかくけ し ういしかっょゃぇくうはすぇ しう いぇ 』せょけきうさ, ‶っ-

くぬけ 〈っさいうっゃ こさけょなかあぇゃぇ しゃけはすぇ さぇぉけすぇ こけ ょさせゅ 
きぇとぇぉっく すさせょ, しゃなさいぇく し おせかすせさくぇすぇ うしすけさうは くぇ 
╉ぇいぇくかなお.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╉けかっょっく ぇそうて 

24.12. /ゃすけさくうお/
11.00 つ. - こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし”, ,,╃けぉさっ きう ょけてかう, おけかっ-

ょぇさう” - おけくちっさす 
くぇ おけかっょぇさしおう ゅさせこう けす けぉとうくぇすぇ 

25.12. /しさはょぇ/
ゃしうつおう こさぇゃけしかぇゃくう たさぇきけゃっ
‶[┿╆′╇』′┿ ]╁╄〈┿ ╊╇〈〉[╂╇ぅ
こけ しかせつぇえ [¨╅╃╄]〈╁¨ 》[╇]〈¨╁¨

31.12. /ゃすけさくうお/
こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし”, ,,╃ぇ っ いょさぇゃぇ う とぇしすかうゃぇ” - ゃっしっ-

かうっ ゃ くけゃけゅけょうてくぇすぇ くけと

01.01. /しさはょぇ/
ゃしうつおう こさぇゃけしかぇゃくう たさぇきけゃっ ╀かぇゅけょぇさしすゃっく きけかっぉっく いぇ 

いょさぇゃっ う ょけぉさせゃぇくっ こさっい 2014 ゅけょうくぇ
╁┿]╇╊╇╄╁┿ ]╁╄〈┿ ╊╇〈〉[╂╇ぅ

╉けかっょくぇ しちっくぇ
こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし”

20.12. /こっすなお/

15.00 つ. - ╉けかっょっく おけくちっさす くぇ 《けかおかけさくぇ ゅさせこぇ “╆けさぇ” 
こさう ′』 ,,╆けさぇ-1902” し. ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ

15.15 つ. - ╉けかっょっく こけいょさぇゃ けす しぇきけょっえちうすっ こさう ′』 ,,┿か. 
╉けくしすぇくすうくけゃ-1919“ し. ぅしっくけゃけ

15.30 つ. - ╉けかっょくう こっしくう - こけいょさぇゃ けす ╉かせぉぇ くぇ こっくしうけ-
くっさぇ し. ぅしっくけゃけ

15.50 つ. - „╉けかっょくけ こけしかぇくうっ” -  ょっすしおう おけかっおすうゃう こさう 
′』 „『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ-1885” ゅさ. ╉さなく

16.00 つ. - ╉けかっょくう こっしくう – こけいょさぇゃ けす こっゃつっしおぇ そけか-
おかけさくぇ ゅさせこぇ こさう 〈さぇおうえしおけ ょさせあっしすゃけ ,,╉ぇこうすぇく ‶っすおけ 
╁けえゃけょぇ”

16.30 つ. - ‶けいょさぇゃ けす ゃけおぇかくぇ ゅさせこぇ おなき ¨〉 ,,′うおけかぇ 
╁ぇこちぇさけゃ”

25.12. /しさはょぇ/

11.00 つ. - ╉けかっょくけ-きっゅょぇくしおけ くぇょうゅさぇゃぇくっ こさう ′』 ,,╅ぇさ-
2002” ゅさ. ╉ぇいぇくかなお - し せつぇしすうっすけ くぇ おかせぉけゃっすっ いぇ くぇさけょくう 
たけさぇ けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

╇いかけあぉぇ – ╂さぇょしおぇ
たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは 

 „‶さぇいくうちうすっ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ“ -  ういかけあぉぇ けす そけくょぇ くぇ 
╃けきぇ くぇ たせきけさぇ う しぇすうさぇすぇ ゃ ╂ぇぉさけゃけ. ‶さっょしすぇゃは 30 
すゃけさぉう くぇ 24 ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうちう, すゃけさうかう けす くぇ-
つぇかけすけ くぇ 20 ゃ. ょけ くぇてう ょくう. ╉けかっおちうはすぇ とっ きけあっ ょぇ 
ぉなょっ ゃうょはくぇ う こけ ゃさっきっ くぇ おけかっょくけ-くけゃけゅけょうてくうすっ 
こさぇいくうちう, おぇおすけ う こさっい ちっかうは きっしっち はくせぇさう.

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

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

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

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

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

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

〈せくっかなす こけょ ゃさなた 【うこおぇ とっ しっ しすさけう. 〈けゃぇ けぉは-
ゃう こさう こけしっとっくうっすけ しう ゃ さっゅうけくぇ きうくうしすなさなす 

くぇ さっゅうけくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ  ╃っしうしかぇゃぇ 〈っさいうっゃぇ. 
╁ くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう しっょきうちぇ /16-すう ょっおっきゃさう/ 

ういすっつっ しさけおなす いぇ こけょぇゃぇくっすけ くぇ けそっさすう けす こさけ-
っおすぇくすしおう そうさきう いぇ せつぇしすうっ ゃ けぉとっしすゃっくぇすぇ こけ-
さなつおぇ いぇ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ うょっっく こさけっおす くぇ すせくっか 
こけょ ゃさなた 【うこおぇ. ̈ ぉはゃっくぇ っ けす ┿ゅっくちうは „‶なすくぇ うく-
そさぇしすさせおすせさぇ“. [ぇいさぇぉけすおぇすぇ くぇ うょっえくうは こさけっおす 
っ ゃなさたせ ゅけすけゃけすけ いぇょぇくうっ, おけっすけ, けしゃっく すせくっかくけすけ 
しなけさなあっくうっ, こさっょゃうあょぇ う けおけかけ 20 おき こけょたけょう. 
‶さけっおすなす ゃおかのつゃぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ けぉしすけえくう ゅっけ-

‶さけすけおけか いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ おせかすせさぇすぇ, きかぇょっあおぇすぇ 
こけかうすうおぇ う すせさういきぇ こけょこうしぇたぇ おきっすなす くぇ  させしおうは ゅさぇょ 〈けかうぇすう 

]っさゅっえ ┿くょさっっゃ う いぇきっしすくうお-おきっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ‶っすなさ ╉け-
しっゃ. ╉けしっゃ, いぇっょくけ し けぉとうくしおうは しなゃっすくうお ╃うきうすなさ ╀ぇはしかうっゃ う こさっょ-
しすぇゃうすっかは くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ そうさきぇ „╁┿〈¨“ ╃うきうすなさ ╇ゃぇくけゃ, ぉはたぇ くぇ 
けそうちうぇかくぇ ゃういうすぇ ゃ こけぉさぇすうきっくうは くぇ ╉ぇいぇくかなお させしおう ゅさぇょ.
‶けょこうしぇくうはす ょけおせきっくす こさっょゃうあょぇ さぇいてうさはゃぇくっ しそっさうすっ くぇ こぇさす-

くぬけさしすゃけ ゃ こけしけおぇ くぇ うおけくけきうつっしおけすけ しなすさせょくうつっしすゃけ, けぉきっく くぇ 
ぉういくっし ょっかっゅぇちうう う けこけいくぇゃぇくっ くぇ うくゃっしすうちうけくくうは こけすっくちうぇか くぇ 
ゅさぇょけゃっすっ し ちっか さぇいゃうすうっ くぇ おけくすぇおすうすっ う ゃ すぇいう けぉかぇしす. ╉ぇいぇくかなて-
おぇすぇ ょっかっゅぇちうは っ こけしっすうかぇ いぇゃけょうすっ くぇ ┿╁〈¨╁┿╆, おなょっすけ ゃっつっ しっ 
こさけういゃっあょぇす ぇゃすけきけぉうかう し きぇさおうすっ „[っくけ“ う „′うしぇく“, ╃なさあぇゃくうは 
せくうゃっさしうすっす くぇ 〈けかうぇすう う ‶けゃけかあしおうは せくうゃっさしうすっす,  〈なさゅけゃしおけ-こさけ-

] ╂さぇくょ ‶さう けす ╋けしおゃぇ ゃ こなさゃけすけ ういょぇくうっ くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ けかうきこうぇょぇ こけ  こさうかけあくぇ そういうおぇ しっ 
いぇゃなさくぇたぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ おぇいぇくかなておうは そういうお 〈っけょけしうえ 〈っけょけしうっゃ.

╉ぇいぇくかなておうはす きっちっくぇす ╇かうはく ╃けくつっゃ こさっょしすぇゃう せくうおぇかくうは しう ょけおせきっくすぇかっく  そうかき „╉さぇか-
しすゃけ ╀せすぇく”. 《うかきなす さぇいおぇいゃぇ いぇ せくうおぇかくぇすぇ おせかすせさぇ う っおいけすうおぇすぇ くぇ 》うきぇかぇうすっ, おけうすけ すけえ 

っ いぇしくっか こけ ゃさっきっ くぇ しゃけはすぇ っおしこっょうちうは ゃ ╀せすぇく, ]うおうき, ╋せしすぇくゅ う ′っこぇか. 《うかきなす っ つっすうさうかけ-
ゅうは, おぇすけ こなさゃぇすぇ つぇしす っ こけしゃっすっくぇ くぇ ╀せすぇく. ¨しゃっく かっくすぇすぇ いぇ ╀せすぇく, ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╉けかっょぇ 
ういゃっしすくうはす おぇいぇくかなつぇくうく こさっょしすぇゃう う ういかけあぉぇすぇ しう „╇くょうは – たさぇきけゃっ う こけおかけく”.

╃け 7-きう はくせぇさう あっかぇっとうすっ おぇいぇくかなつぇくう ょぇ しっ おぇくょうょぇすうさぇす いぇ しなょっぉくう いぇしっょぇすっかう きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす しゃけうすっ ょっおかぇさぇちうう う しなこなすしすゃぇとう ゅう ょけおせきっくすう  ゃ 
おぇくちっかぇさうはすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. ¨ょけぉさっくうっすけ くぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ しなょっぉくう いぇしっょぇすっかう おなき [ぇえけくっく しなょ – ╉ぇいぇくかなお とっ しすぇくっ し さってっくうっ くぇ 

きっしすくうは こぇさかぇきっくす.
╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは: 0431 98215; 0431 98217 – ¨ぉとうくしおう しなゃっす – ╉ぇいぇくかなお.

かけあおう う たうょさけゅっけかけあおう こさけせつゃぇくうは, くっ しっ ょけこせしおぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ すせくっかぇ こさっい すっさっく し ぇお-
すうゃくう しゃかぇつうとくう こさけちっしう. ]さけおなす いぇ こさけっおすうさぇくっ っ 120 ょくう. ╉さうすっさうはす いぇ けちっくおぇ くぇ けそっさすうすっ 
っ くぇえ-くうしおぇすぇ ちっくぇ. ‶さけゅくけいくぇすぇ しすけえくけしす くぇ こけさなつおぇすぇ っ 330 たうか. かゃ. ぉっい ╃╃]. ]さっょしすゃぇすぇ いぇ 
こさけっおすうさぇくっすけ しっ けしうゅせさはゃぇす けす ¨‶ „〈さぇくしこけさす“.
‶かぇくけゃっすっ くぇ っおしこっさすうすっ けす ‶なすくぇすぇ ぇゅっくちうは こさっょゃうあょぇす しなとうくしおけすけ しすさけうすっかしすゃけ くぇ すせくっかぇ 

ょぇ いぇこけつくっ こさっい 2015 ゅけょうくぇ. ‶さけゅくけいくぇすぇ しすけえくけしす くぇ すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ っ 150 きかく. っゃさけ, おぇすけ 
っ こさっょゃうょっく いぇ そうくぇくしうさぇくっ こけ こさけゅさぇきぇ „〈さぇくしこけさす” こさっい くけゃうは こっさうけょ. ╃ぇかう しすさけうすっかしすゃけすけ 
とっ いぇこけつくっ こさっい 2015-すぇ, いぇゃうしう けす すけゃぇ, ょぇかう ゃ くけゃうは こさけゅさぇきっく こっさうけょ こさけゅさぇきぇ „〈さぇくし-
こけさす” とっ きけあっ ょぇ けしうゅせさう すっいう 150 きかく. っゃさけ いぇ ょなかゅけ つぇおぇくうは こけょいっきっく こなす けす 3 おうかけきっすさぇ 
こけょ ]すぇさぇ こかぇくうくぇ, きっあょせ ╂ぇぉさけゃけ う ╉ぇいぇくかなお.
¨す ょっこけいうさぇくうすっ けそっさすう けす しすさぇくぇ くぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ こさけっおすうさぇくっ くぇ けぉたけょくうは こなす くぇえ-くうしおぇ 

ちっくぇ っ こさっょかけあっくぇ けす  ぉなかゅぇさけ-こけかしおう おけくしけさちうせき. 〈っ こさっょかぇゅぇす  ょぇ ういゃなさてぇす ゃしうつおう ょっえくけし-
すう こけ こさけっおすうさぇくっすけ いぇ  69 737.50 かゃ. ぉっい ╃╃].

きうてかっくぇすぇ こぇかぇすぇ くぇ させしおうは ゅさぇょ う  こさけういゃけょしすゃっくう おけきこぇくうう. ]こけさっょ いぇき.-おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
‶っすなさ ╉けしっゃ, すぇいう ゃういうすぇ ょぇゃぇ  ういおかのつうすっかくけ こけかっいくう ゃないきけあくけしすう  いぇ さぇいてうさはゃぇくっ   しなすさせょ-
くうつっしすゃけ きっあょせ ょゃぇすぇ ゅさぇょぇ. ‶っい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ ょゃぇすぇ こけぉさぇすうきっくう ゅさぇょぇ こさっょゃうあょぇす う 
しなゃきっしすくけ せつぇしすうっ ゃ すせさうしすうつっしおう ぉけさしう. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7
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╂っくっすうつくうはす おけょ くぇ くぇしかっょしすゃっ
くけしすすぇ ぉっい しなきくっくうっ こさぇゃう さぇい
こけいくぇゃぇっきぇ う いぇ こさけしすけすけ けおけ つうし
すけ ぉうけかけゅうつくぇすぇ こさうかうおぇ きっあょせ 
さけょうすっかう う ょっちぇ. ‶さうたゃぇとぇす かう 
しっ けぉぇつっ こけ くぇしかっょしすゃけ ょせたけゃくう
すっ こさうかうおう? – けくっいう けすかうつうすっかくう 
つっさすう くぇ ゃないこさうはすうはすぇ くう, しすさっきっ
あうすっ, しこっちうそうつくうはす こけゅかっょ おなき 
ちっかけしすすぇ くぇ しゃっすぇ うかう おなき くっゅけゃ 
けすょっかっく さうしせくなお, ょけかけゃうき うきっくくけ 
しなし しっすうゃぇすぇ くぇ しなさちっすけ, ぇ うくぇつっ – 
くっゃうょうき いぇ けつうすっ? ‶け さけあょっくうっ かう 
うょゃぇ すぇは ぉかういけしす ゃ しゃっすけゅかっょぇ うかう 
しっ ゃないこうすぇゃぇ ゃ こなさゃうすっ しっょっき? ╇かう 
– う ょゃっすっ? 
╁ すなさしっくっすけ くぇ けすゅけゃけさうすっ くぇ こけ

ょけぉくう ゃなこさけしう 〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか” 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ういょうさゃぇ し ういしかっ
ょけゃぇすっかしおけ かのぉけこうすしすゃけ しかけあくうすっ 
ゃさないおう ゃ おさうゃうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ 
╃′╉ う くっ しこうさぇ ょぇ ゅう けすおさうゃぇ し せょう
ゃかっくうっ. ╇きっくくけ すぇおなゃ っ しかせつぇはす う 
ゃ しっきっえくぇすぇ うしすけさうは くぇ ╀けくつけ ‶っ
しっゃ, しなこさせゅぇすぇ ′っょはかおぇ う とっさおぇすぇ 

╋ぇさうぇくつっすけ こさけたけあょぇ ゃ ぉな
ょっとっすぇ しう こさけそっしうは けとっ 

ゃ さぇくくうすっ ゅけょうくう くぇ ょっすしすゃけすけ 
ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 【おけかぇ こけ うい
おせしすゃぇすぇ. ╃ぇ, うきぇかけ っ う すぇおぇ
ゃぇ... 【おけかぇすぇ ぉうかぇ ういくっしっくぇ 
いぇょ こけさすぇかぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ 
– ゃ ぇさすうしすうつくぇ おなとぇ ゃ ちっくすな
さぇ くぇ ゅさぇょぇ. ‶なさゃうすっ しすなこおう ゃ 
ぇさしっくぇかしおうは こさけとなこせかくうお くぇ 
╋ぇさうぇくぇ ぉうかう とっょさけ こけょおさっ
こはくう けす きぇえつうくうすっ さなちっ. ╇ すけゃぇ 
しっ けおぇいぇかけ しなょぉけゃくけ. 〉つっくうつおぇ 
ゃ 【おけかぇすぇ くぇ ′っくおけ ╂っけさゅう
っゃ う くぇ かのぉうきうは こさっこけょぇゃぇすっか 
こけ しけかそっあ ╃うきうすなさ ╉ぇゃかぇおけゃ, 
╋ぇさうぇくぇ こさけょなかあぇゃぇ ゃ ╋せいう
おぇかくけすけ せつうかうとっ ゃ ‶かけゃょうゃ う 
ゃ ╋せいうおぇかくぇすぇ ぇおぇょっきうは こけょ 
〈っこっすぇすぇ, おなょっすけ っ しすせょっくすおぇ 
くぇ ┿しっく ╉ぇくすぇさょあうっゃ. ╃くっし, 
ゃっつっ せすゃなさょっく こさっこけょぇゃぇすっか こけ 
こうぇくけ, ╋なゅっゃぇ いくぇっ: ”╇きっすけ くぇ 
せつうすっかは っ ゃぇあくけ, せつうすっかはす ょぇゃぇ 
こなすは う こけしけおぇすぇ, けしすぇくぇかけすけ しう 
っ しけぉしすゃっく ういぉけさ”. ′け けとっ こさっ
ょう こっょぇゅけゅなす ょぇ こけしすぇゃう きぇかおう
すっ ょっすしおう こさなしすう こけ おかぇゃうてうすっ, 
さけょうすっかはす っ すけいう, おけえすけ ょぇゃぇ 
くぇつぇかけすけ, うきこせかしぇ, „いぇさぇいぇすぇ” 
し きせいうおぇ. ╇ ╋ぇさうぇくぇ こさういくぇゃぇ, 
つっ すけゃぇ ょなかあう くぇ きぇえおぇ しう – ′っ
ょはかおぇ. ╇きっすけ くぇ すぇすおけすけ ╀けくつけ 
‶っしっゃ っ いくぇおけゃけ いぇ ゃしうつおう ぇさしっ
くぇかちう, くけ けくっいう けす すはた, おけうすけ しぇ 
すさぇえくけ ういおせてっくう けす ういおせしすゃけ
すけ う けしけぉっくけ こさうしすさぇしすくう おなき 
きせいうおぇすぇ, くっこさっきっくくけ いくぇはす う 
′っょはかおぇ. 34 ゅけょうくう ぇさしっくぇか
しおう おぇょなさ: しぇきけ ゃ っょうく けすょっか! 
‶け こさけそっしうは - しこっちうぇかうしす こけ 
っおうこうさけゃおぇすぇ  ゃ ╉けくしすさせおすけさ
しおうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 1, こけ しなさちっ 
う ょせてぇ - しけこさぇく... ╋ぇえおぇすぇ くぇ 
╋ぇさうぇくぇ こっっ う ゃ おけきぉうくぇすしおうは 
しきっしっく たけさ, う ゃ ゅさぇょしおうは たけさ. 
17 ゅけょうくう „けすつうすぇ“ ゃ たけさ „‶っすおけ 
]すぇえくけゃ“ ′っょはかおぇ ‶っしっゃぇ, おけは
すけ ういゃうゃぇ ゅかぇし う ゃ つうすぇかうとくぇすぇ 
けこっさぇ う ゃ けこっさっすぇすぇ くぇ „╇しおさぇ“. 
„¨す 5-ゅけょうてくぇ しなき しゃなさいぇくぇ し 
きせいうおぇすぇ う すっぇすなさぇ. ╆くぇった „‶さう
かっこなす“ くぇういせしす, ぇさうう けす „╁っしっ
かぇすぇ ゃょけゃうちぇ“... ╆ぇょ おせかうしうすっ しぇ 
きけうすっ こなさゃう すさっこっすう, しゃなさいぇくう 
し ういおせしすゃけすけ“, しこけきくは しう ょくっし 
ゅけしこけあぇ ╋なゅっゃぇ. ╇ くっ おさうっ, つっ 
すぇえくしすゃけすけ いぇょ おせかうしうすっ, きぇゅうは
すぇ くぇ こさけあっおすけさうすっ う けゃぇちううすっ 
けす いぇかぇすぇ けとっ すけゅぇゃぇ さぇいこぇかゃぇす 
きっつすうすっ くぇ きけきうつっすけ くぇ きぇきぇ. 
╋ぇかおぇすぇ さってぇゃぇ ょぇ しすぇくっ ぉぇかっ
さうくぇ... ╁ おさぇっく しかせつぇえ - ょぇ こっっ 
うかう ょぇ しゃうさう! 

╋ぇさうぇくぇ ういぉうさぇ こうぇくけすけ

 ′っ しなあぇかはゃぇ いぇ すけゃぇ. ]かっょゃぇす 
こけいくぇすうすっ いぇ ゃしっおう うくしすさせきっく
すぇかうしす ょっすしおう, くけ くっ しなゃしっき ょっす
しおう, ゅけょうくう くぇ せさけちう う  せこさぇあ
くっくうは こけ しけかそっあ, つぇしけゃっ こさっょ 
こぇさすうすせさうすっ, こけゃすけさっくうは くぇ 
ょゃうあっくうっすけ くぇ こさなしすうすっ こけ おかぇ
ゃうてうすっ..., おけくおせさしうすっ ゃ  ╀せさゅぇし, 
‶さけゃぇょうは, ╉のしすっくょうか, 』うさこぇく, 
くぇゅさぇょうすっ, しさっぉなさくうはす きっょぇか 
けす すけゅぇゃぇてくうすっ [っこせぉかうおぇくしおう 
そっしすうゃぇかう. ‶なさゃうすっ しすなこおう ゃ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ きせいうおぇかくぇ ておけかぇ 
こけしすっこっくくけ さっょはす くぇえ-くぇこさっょ  
こなすっつおぇ, ぇ こけしかっ - うしすうくしおう こなす 
ゃ ういおせしすゃけすけ:  こさっい ╋せいうおぇかくけすけ 
せつうかうとっ う ┿おぇょっきうはすぇ ゃ ‶かけゃ
ょうゃ. ]ゃっすなす しっ さぇいてうさはゃぇ, ょせたなす 
くぇ せくうおぇかくうは ゅさぇょ, おけくちっさすうすっ, 
こさっょしすぇゃかっくうはすぇ う ういかけあぉう
すっ... いぇさっあょぇす し こけさうゃう, おけうすけ 
しぇきけ しすさぇしすすぇ おなき  ういおせしすゃけすけ 
しなぉせあょぇ う しぇきけ ういおせしすゃけすけ せょけ
ゃかっすゃけさはゃぇ. ╇ すぇおぇ - ょけ しっゅぇ... 
╃くっし しなとうはす こけさうゃ は うきこせかしうさぇ 
ょぇ ょぇゃぇ くぇ せつっくうちうすっ しう けぉうつ う 
せきっくうは おぇすけ こさっこけょぇゃぇすっか  う ょぇ 
すなさしう せょけゃかっすゃけさっくうっすけ しう くぇ 
こけょゅけすゃっく ちっくうすっか. ] くぇつうくぇ しう 

ɋɪɟɳɢ

くぇ あうゃけす うきっくくけ ゃ ╉ぇいぇく
かなお, ╋ぇさうぇくぇ けこさけゃっさゅぇゃぇ 
こさっょさぇいしなょなおぇ, つっ こけしすけ
はくくうはす ぇょさっし ゃ こさけゃうくちう
はすぇ けすょぇかっつぇゃぇ けす ゃうしけおぇすぇ 
おせかすせさぇ. ╃っかくうおなす きうくぇゃぇ 
おさぇえ こうぇくけすけ し ょっちぇすぇ けす 
きせいうおぇかくうすっ こぇさぇかっかおう  くぇ 
]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう“ 
う ′ぇさけょくけ つうすぇかうとっ „╁ない
さけょっくぇ ╇しおさぇ“. ‶さぇいくうおなす 
しう ゅけ こさぇゃう しぇきぇ, おぇすけ こけ
しすけはくくけ こなすせゃぇ いぇ ゅけかっきう
すっ しゃっすけゃくう う くぇちうけくぇかくう 
おけくちっさすう  せ くぇし くぇ いゃっいょう, 
おぇすけ ちうゅせかぇさは ′ぇえょあなか 

╉っくっょう, ゃうさすせけいぇ ╁ぇしおけ 
╁ぇしうかっゃ, ╁ぇくっしぇ ╋っえ, しけ
かうしすおぇすぇ ┿かっおしぇくょさうくぇ 
‶っくょぇつぇくしおぇ, さけょくぇすぇ きかぇ
ょぇ ょうゃぇ ╉さぇしうきうさぇ ]すけはくけ
ゃぇ, おけはすけ かうつくけ こけいくぇゃぇ, 
]ゃっすけしかぇゃ [うたすっさ, ╊のょきうか 
┿くゅっかけゃ, [けょあなさ 〉けすなさし, 
╄かすなく ╃あけく, ]すうくゅ, ╄さけし 
[ぇきぇちけすう...
′っ こさけこせしおぇ う しけいけこけか

しおぇすぇ ┿こけかけくうは. 
]かっょっくっすけ くぇ おせかすせさくうは 

あうゃけす ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ こけょ
さぇいぉうさぇ... ╋ぇさうぇくぇ ╋なゅっゃぇ 
こさぇゃう ゃしうつおけ  すけゃぇ いぇさぇょう 
しけぉしすゃっくぇすぇ しう しゃけぉけょぇ. ╆ぇ
とけすけ くっ おさうっ:

]ゃけぉけょぇすぇ っ ゃしうつおけ いぇ 
すゃけさちうすっ

]ゃけぉけょぇすぇ ょぇ ういかっいっ けす 
おかうてっすけ くぇ せつうかうとっく こさっ
こけょぇゃぇすっか  いぇ ╋なゅっゃぇ っ う 
おさぇつおぇ おなき さぇぉけすぇすぇ ゃ つう
すぇかうとっ „╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ“, 
おなょっすけ っ しゃけぉけょくぇ ょぇ せつう 
ょっちぇすぇ こけ しけぉしすゃっく きぇくうっさ, 
ういゃなく さぇきおうすっ くぇ いぇょなかあう
すっかくうすっ こさけゅさぇきう. ]ゃけぉけ
ょぇすぇ っ ちっくくけしす, おけはすけ こっ
ょぇゅけゅなす しっ けこうすゃぇ ょぇ ょぇゃぇ う 
くぇ せつっくうちうすっ しう - すは っ せぉっ
ょっくぇ, つっ, ょけしすうゅくぇか っょくけ 
くうゃけ, こうぇくうしすなす-ういこなかくう
すっか すさはぉゃぇ ょぇ こさけょなかあう ょぇ 
しっ さぇいゃうゃぇ. ┿ こなすはす っ: けす 
【おけかぇすぇ おなき こさけそっしうけくぇか
くけすけ せつうかうとっ う ┿おぇょっきうは
すぇ, けす つうすぇかうとくうは  せつうすっか 
おなき ゅけかはきけすけ きぇえしすけさしすゃけ 
くぇ ゃうしけおうは おかぇゃうさっく しこっ
ちうぇかうしす. ╆ぇすけゃぇ ゅ-あぇ ╋なゅっ
ゃぇ くっ さっゃくせゃぇ, ぇ しっ さぇょゃぇ, 
おけゅぇすけ くっえくう せつっくうちう こさけ
ょなかあぇす くぇゅけさっ し ょさせゅ こっょぇ
ょけゅ う くっ しっ しすさっきう くぇ ゃしはおぇ 
ちっくぇ ょぇ ゅう いぇょなさあう ょけ しっぉっ 
しう おけかおけすけ っ ゃないきけあくけ こけ-

ょなかゅけ. ]こけさっょ くっは, すけゃぇ ぉう ゅう 
けとっすうかけ. [ぇょゃぇ しっ くぇ せしこっ
たうすっ くぇ ゃしうつおうすっ しっ せつっくうちう, 
くぇ こなさゃうすっ ょけぉさう, しさっょ おけうすけ 
- ┿くすけくうは ╀けいせおけゃぇ, くぇ せしこっ
かうすっ ゃ きせいうおぇすぇ, ゃっつっ こさけそっ
しうけくぇかうしすう - ╇ゃっかうくぇ ╇かつっゃぇ 
う ╄かっくぇ ]すけはくけゃぇ, くぇ ╂ぇかうくぇ 
┿すぇくぇしけゃぇ, ╃っくうちぇ ╇ゃぇくつっゃぇ 
う すったくうすっ きかぇょう くぇしかっょくうちう 
╁っしっかぇ ‶ぇせくけゃぇ う ╉さうしすうぇく 
╀せのおかうっゃ, くぇ ういゅさはゃぇとぇすぇ 
いゃっいょぇ ′うおけかぇえ ╃けくつっゃ...
〉つぇしすうっすけ ゃ おけくおせさしう し ょっ

ちぇすぇ, けぉきはくぇすぇ くぇ けこうす し 
おけかっゅう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ こけ 

ゃさっきっ くぇ おけくちっさすう, しなゃきっしす
くうすっ  そけさせきう くぇ ]ょさせあっくうっ
すけ くぇ きせいうおぇかくうすっ こっょぇゅけいう, 
しさっとうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ しぇ けくぇいう 
ょけこなかくうすっかくぇ, くけ くっこさっきっく
くけ くせあくぇ くけゃぇ ゅかなすおぇ しゃけぉけ
ょぇ, おけはすけ いぇさっあょぇ う すっ ょなさあう 
あうゃ - せしきうたゃぇ しっ ╋ぇさうぇくぇ. 〈は 
しっ せしきうたゃぇ こけしすけはくくけ... ′っ しっ 
くぇすさぇこゃぇ. 〉きっっ ょぇ さぇいかうつぇゃぇ 
ゅけかっきうすっ こけしすうあっくうは けす っあっ
ょくっゃくうすっ せしこったう. ╆ぇすけゃぇ くっ 
ょなさあう くっこさっきっくくけ ょぇ ゃかういぇ 
つっしすけ ゃ きっょうえくぇすぇ しゃっすかうくぇ し 
うきっくぇすぇ くぇ せつっくうちうすっ しう. ¨す
ぉっかはいゃぇ しぇきけ くぇゅさぇょう, おけうすけ 
しう しすさせゃぇす. ╉ぇすけ すっいう けす „¨た
さうょしおう こっさかう“ 2006, ╋せいう
おぇかくぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ ╂っさきぇ
くうは こさっい 2008-きぇ, おけくおせさしなす 
ゃ ╇すぇかうは. 
╊ぇせさっぇすう けす きくけあっしすゃけ おけく

おせさしう う そっしすうゃぇかう, せつっくう
ちうすっ くぇ ゅ-あぇ ╋なゅっゃぇ うきぇす う 
っょくぇ ょさせゅぇ, ぉっいちっくくぇ くぇゅさぇ
ょぇ - すは くっ きけあっ ょぇ しっ けおぇつう 
ゃ さぇきおぇ, くうすけ ょぇ しっ こけょさっょう 
くぇょ おぇきうくぇすぇ. ′け すは うしすうくしおう 
すけこかう. 

╋ぇさうぇくぇ さぇぉけすう し ょっちぇすぇ 
し かのぉけゃ 

╇ すけゃぇ いぇ ゅ-あぇ ╋なゅっゃぇ っ ょぇ
かっつ こけ-ちっくくけ けす くっこさっきっくくぇ
すぇ ぇきぉうちうは いぇ ゅけかっきうすっ けすかう
つうは. ╆ぇとけすけ くっ ゃしうつおう しすぇゃぇす 
ゃうさすせけいくう ういこなかくうすっかう, くけ 
ゃしっおう, せしっすうか し けぉうつ ゃなかてっぉ
しすゃけすけ くぇ ういおせしすゃけすけ, いぇゃうくぇ
ゅう しう けしすぇゃぇ 』けゃっお くぇ ╃せたぇ. ╁ 
すけゃぇ っ ゅけかはきぇすぇ きうしうは いぇ せつう
すっかは, ゃはさゃぇ ╋ぇさうぇくぇ ╋なゅっゃぇ. 
„╃ぇ くぇおぇさぇて ょっちぇすぇ ょぇ いぇ

けぉうつぇす きせいうおぇすぇ っ こさっょういゃう
おぇすっかしすゃけ う けすゅけゃけさくけしす. ┿おけ 
うき しすぇくっ ゃなすさってくぇ こけすさっぉ
くけしす, おぇおすけ っ すけゃぇ こさう きっく 
おぇすけ せつうすっか, すけゃぇ っ ゃっつっ きくけ
ゅけ. ╃ぇ いぇこぇかうて うしおさぇすぇ う ょぇ 

さぇいゃうゃぇて ょぇさぉうすっ うき, すけゃぇ っ 
けしくけゃくけすけ“, しこけょっかは こっょぇゅけ
ゅなす.
′っ いぇさぇょう ゅけくうすぉぇすぇ いぇ ゅけ

かっきう くぇゅさぇょう ゃなゃ „╁ないさけょっ
くぇ ╇しおさぇ „ すは せつう くぇ こうぇくけ 
う ょゃぇきぇすぇ しう くぇえ-っおいけすうつくう  
せつっくうちう - ぉさぇすはすぇ けす ぇきっさう
おぇくしおけ しっきっえしすゃけ, おけっすけ しっゅぇ 
あうゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╋なゅっゃぇ 
こさういくぇゃぇ, つっ くぇゃさっきっすけ ぉうかけ 
こけ-かっしくけ ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
おけくちっさすう う こさけょせおちうう, いぇとけ
すけ ょっちぇすぇ し ょけぉさう こけしすうあっくうは 
ぉうかう きくけゅけ. ]っゅぇ しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ しっ こさぇゃう こけょぉけさ - おぇおすけ し 

ゃしうつおけ せ くぇし, くぇこけしかっょなお  う 
くうゃけすけ くぇ きぇえしすけさしすゃけすけ くぇ 
きぇかおうすっ うくしすさせきっくすぇかうしすう 
こけつゃぇ ょぇ こぇょぇ. ‶っょぇゅけゅなす しう 
けぉはしくはゃぇ すけゃぇ し けぉっいゃっさはゃぇ
くっすけ くぇ たけさぇすぇ う くぇ ょっちぇすぇ 
おぇすけ ちはかけ - すさせょくけ っ ょぇ ぉなょって 
きけすうゃうさぇく ゃ けぉとっしすゃけ, おけっすけ 
くっ けしうゅせさはゃぇ せしこったぇ くぇ すさせ
ょけかのぉうゃうすっ う すぇかぇくすかうゃうすっ, ぇ 
すけかっさうさぇ こけしさっょしすゃっくけしすすぇ う 
こさけしすぇとうくぇすぇ... ′け ╋ぇさうぇくぇ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ゃはさゃぇ, つっ うし
すうくしおうはす すぇかぇくす ゃしっ こぇお こさけ
ぉうゃぇ, つっ すさせょなす っ きくけゅけ ゃぇあっく 
いぇ くぇこさっょなおぇ. 〈は ょけぉさっ いくぇっ, 
つっ ょぇさぉぇすぇ っ けくけゃぇ こかぇきなつっ, 
ぇ すぇかぇくすなす - しすうたうはすぇ, おけうすけ 
けいぇさはゃぇす しちっくぇすぇ う ゃっょくぇゅぇ 
けすかうつぇゃぇす うしすうくしおうは おかぇゃう
さっく ぇさすうしす けす けぉうおくけゃっくうは ょけ
ぉさけしなゃっしすっく ういこなかくうすっか. ╆ぇ
すけゃぇ しっ けこうすゃぇ ょぇ くぇしなさつぇゃぇ 
すさせょけかのぉうゃうすっ し こけこせかはさう
いぇちうは くぇ すったくうすっ こけしすうあっくうは 
う ょぇ こけょおさっこは すぇかぇくすかうゃうすっ 
ゃ ういぉけさぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくうは 
こなす おなき ういおせしすゃけすけ. ‶けょおさっ
こは ゅう きぇえつうくしおう ゅさうあけゃくけ, 
おぇおすけ ′っょはかおぇ ‶っしっゃぇ こけょ
おさっこは くぇゃさっきっすけ とっさおぇ しう. 
‶けょおさっこは ゅう, おぇおすけ ょけさう くっ ゅけ 
っ こさぇゃうかぇ しなし しけぉしすゃっくうは しう 
しうく: „┿ きけあっ ぉう すさはぉゃぇてっ ょぇ 
しなき こけ-くぇしすけはすっかくぇ...?“. ┿おけ 
╋ぇさうぇくぇ くっ っ ゃかけあうかぇ ちはかぇすぇ 
しう さけょうすっかしおぇ ぇきぉうちうは ゃ しうくぇ 
しう, おぇおすけ きくけいうくぇ こさぇゃはす, すけ 
すけゃぇ っ ぉうかけ しなし しうゅせさくけしす けす
くけゃけ いぇさぇょう せゃぇあっくうっすけ おなき 
しゃけぉけょぇすぇ くぇ かうつくうは ういぉけさ, 
おけえすけ ゃしっおう しぇき こさぇゃう. ╃けさう 
しけぉしすゃっくうはす すう しうく. 〈けえ うい
ぉうさぇ うおけくけきうおぇすぇ う し すけゃぇ 
こさっこさぇとぇ おなき おけさっくうすっ くぇ 
ょはょけすけ ╀けくつけ ‶っしっゃ - くっ しぇきけ 
おけくしすさせおすけさ, しうくょうおぇかうしす, 
ょゃうゅぇすっか くぇ ぇさしっくぇかしおうは ょけき 
くぇ おせかすせさぇすぇ, ょっはすっかっく おきっす 
くぇ 【うこおぇ, くけ しなとけ - うおけくけ

きうしす. ╋ぇさうぇくぇ, くぇ おけはすけ けす 
こさなゃ こけゅかっょ かうつう こけ けつうすっ う 
つっさすうすっ くぇ かうちっすけ, つっ っ ょなとっ
さは  くぇ ぉぇとぇ しう, こさういくぇゃぇ, つっ 
てうさけおぇすぇ くっゅけゃぇ けぉとっしすゃっ
くぇ ょっえくけしす くうおけゅぇ くっ っ ぉうかぇ 
う くっえくぇ しすさぇしす. ╃けさう ぉうかぇ 
しさっょ けくっいう しなせつっくうちう, おけうすけ 
ゃかっいかう ゃ ╉けきしけきけかぇ けす ゃすけ
さうは こなす.  ╉けゅぇすけ こさっい 1987-きぇ  
けすうゃぇ くぇ こなさゃぇすぇ しう さぇぉけすぇ, 
こぇお - ゃ „┿さしっくぇか“, ╋ぇさうぇくぇ 
けすおぇいゃぇ こさっょかけあっくうはすぇ ょぇ しっ 
ゃおかのつう ゃ くっこさっきっくくぇすぇ すけ
ゅぇゃぇ „けぉとっしすゃっくぇ“ さぇぉけすぇ. ] 
おけっすけ ういくっくぇょゃぇ ゃしうつおう. ′け 
くっ う しっぉっ しう. ′っ けすおぇいゃぇ けぉぇ
つっ っょくけ ょさせゅけ こさっょかけあっくうっ - 
しすぇゃぇ いぇきっしすくうお たせょけあっしすゃっく 
さなおけゃけょうすっか くぇ ]きっしっく たけさ 
„《さうょさうた ╄くゅっかし“, おぇおすけ しっ 
おぇいゃぇ すけゅぇゃぇ う きぇてうくけしすさけう
すっかくうはす おけきぉうくぇす, ょくっし „┿さ
しっくぇか“. 》けさなす しっ さなおけゃけょう けす 
╃うきうすなさ ╉ぇしなさけゃ う ╋ぇさうぇくぇ 
きせ こけきぇゅぇ おぇすけ おけさっこっすうすけさ 
う たけさ-きぇえしすけさ. ‶さっこけょぇゃぇ う  
こうぇくけ ゃ 【おけかぇすぇ くぇ いぇゃけょぇ. 
] せょけゃけかしすゃうっ きかぇょぇすぇ きせいう
おぇくすおぇ こけっきぇ さなおけゃけょしすゃけ
すけ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ゃけおぇかくぇ 
ゅさせこぇ こさっい 1988-きぇ. ]なぉさぇくぇ 
いぇさぇょう こけこせかはさくうすっ すけゅぇゃぇ 
す. くぇさ. „こけかうすうつっしおう こっしくう“, 
こっゃつっしおぇすぇ そけさきぇちうは ょぇかっつ 
くぇょたゃなさかは いぇょなかあうすっかくうは 
さっこっさすけぇさ くぇ うょっけかけゅうつっしおう
すっ しすうたけゃっ, けぉかっつっくう ゃ くけすう. 
〈せお こっはす いぇっょくけ し ╉さぇしうきうさ 
╀ぇえおけゃ, ]すっそぇく 》さうしすけゃ, /
うきっくくけ すせお „いぇこぇかっく“ いぇ こさけ
そっしうけくぇかくぇすぇ きせいうおぇ/, し 〈ぇくは 
]うさぇおけゃぇ /ょくってっく ぉぇくおっさ, 
くけ すさぇっく しすさぇしすっく きせいうおぇかっく 
かのぉうすっか/... ] ゅさせこぇすぇ こなすせゃぇす 
いぇ こさうはすっかしおう おけくちっさすう ゃ させ
しおうは 』っさおぇしう. ‶っはす ょゃせゅかぇし. 
╇いこなかくはゃぇす くっ しぇきけ  させしおう 
こっしくう, くけ う こけこせかはさくう „こぇさ
つっすぇ“. ╁さっきっすけ う ょせたなす くぇ ぇさ
しっくぇかしおうは ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ, 
さなおけゃけょっく けす ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
╋うかおけ ╋うかぇくけゃ, ぇ こけ-おなしくけ - 
けす ╃うきうすなさ ╋うくおけゃ, けしすぇゃぇす 
いぇゃうくぇゅう ゃ しなさちっすけ くぇ きせいう
おぇくすぇ ╋ぇさうぇくぇ. 
‶ぇお ゃ „┿さしっくぇか“ ょくってくぇすぇ 

ゅ-あぇ ╋なゅっゃぇ しっ いぇこけいくぇゃぇ う 
しなし しなこさせゅぇ しう ╆ょさぇゃおけ. ╊け
ゅうつくけ うょゃぇ う きぇえつうくしすゃけすけ, 
くけ きかぇょぇすぇ こさっこけょぇゃぇすっかおぇ 
こけ こうぇくけ くっ けしすぇゃは せつっくうちう
すっ しう けす そうさきっくぇすぇ ておけかぇ う 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう し すはた. 
╆ぇとけすけ きせいうおぇすぇ っ けしけぉっくけ 
ゃぇあくぇ いぇ くっは. 
╁ ぉせさくうすっ ゅけょうくう くぇ こさけきっ

くう けす くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ╋ぇ
さうぇくぇ ういぉうさぇ こさっこけょぇゃぇすっか
しおぇすぇ さぇぉけすぇ し きせいうおぇかくうすっ 
おかぇしけゃっ くぇ ]¨〉 „╄おいぇさた ┿く
すうき ‶なさゃう“, おなょっすけ っ う ょくっし. 
‶さけょなかあぇゃぇ ょぇ  こさっょこけつうすぇ 
ょぇ は ゃないこさうっきぇす くぇえ-ゃっつっ 
おぇすけ つけゃっお, しゃなさいぇく し きせいう
おぇすぇ, けすょぇょっく くぇ きせいうおぇすぇ. 
》ぇさっしゃぇ こけ-しおけさけ ╋けちぇさす, けす
おけかおけすけ ╀っすけゃっく, おかぇしうおぇすぇ, 
ぇ くっ こさっょおかぇしうおぇすぇ. ¨ぉうつぇ  
ぉなかゅぇさしおぇすぇ きせいうおぇ. ╋けあっ ょぇ 
しかせてぇ けすくけゃけ う けすくけゃけ っょくけ う 
しなとけ きせいうおぇかくけ こさけういゃっょっ
くうっ, いぇとけすけ こけょ こさなしすうすっ くぇ 
さぇいかうつくうすっ ぇさすうしすう すけ いゃせつう 
さぇいかうつくけ. ╋せいうおぇくす けすゃしはおな
ょっ! – しなょぉぇ, したけょくぇ し こさけそっ
しうはすぇ? ′け くっ しなゃしっき. ╆ぇとけすけ 
すせお しっ おさうっ っょくぇ すゃなさょっ さはょ
おぇ ゃ こさけそっしうはすぇ しすさぇくくけしす: 
くっけぉうつぇえくけすけ くぇつぇかけ くぇ くぇ
つぇかけすけ - „┿さしっくぇか“. 』うえすけ ゅっ
くっすうつっく おけょ こけょ おかぇゃうてうすっ 
くぇ ╋ぇさうぇくぇ けすおさうゃぇき う ぉっい 
しかけあくう ╃′╉-すっしすけゃっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〈あちけあせあ 〈ひえかうあ: [すかてひて ╈あしけせあ 』てそみせそうあ:

╋ぇさうぇくぇ. ╋ぇさうぇくぇ, おけはすけ きくけゅけ おぇいぇくかなつぇくう こけいくぇゃぇす おぇすけ きせいうおぇかっく こっょぇゅけゅ う 
こさっこけょぇゃぇすっか こけ こうぇくけ し そぇきうかうはすぇ ╋なゅっゃぇ. ╀っい ょぇ いくぇはす, つっ くっえくうすっ おかぇゃうてう 
おさうはす ぇさしっくぇかしおう ゅっくっすうつっく おけょ.  

╁ すけいう しきうしなか, おぇお さぇぉけ-
すうすっ し けぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ? 
╇きぇ ゃっつっ くはおけかおけ ゃなさくぇ-
すう さってっくうは くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ, おけうすけ しぇ けす 
ゅけかはき うくすっさっし いぇ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ すせお: う いぇ す. くぇさ. 
„ょせこおぇ”ゃ ちっくすなさぇ , いぇ おけは-
すけ うきぇたすっ おけくおさっすくう こかぇ-
くけゃっ, おぇおすけ う いぇ しこさはくけすけ 
くぇきっさっくうっ いぇ こさけょぇあぉぇ くぇ 
うきけす  ゃ [ぇゃょぇ, けす おけはすけ ¨ぉ-
とうくぇすぇ けつぇおゃぇてっ こさうたけ-
ょう? 〈けゃぇ っかっゅぇくすくぇ そけさきぇ 
くぇ ぉけえおけす かう っ, しこけさっょ ╁ぇし, 
うかう こさけしすけ  くせあょぇ けす こけゃっ-
つっ こさっちういくけしす  こさう ゃいっきぇ-
くっすけ くぇ さってっくうはすぇ? 
- ┿い しぇきぇすぇ しなき ぉうかぇ くぇ きはし-

すけすけ くぇ けぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ. 
╀うかぇ しなき けす すぇいう こけいうちうは. 
╆ぇ きっく っ はしくけ おけかおけ しぇ こさぇ-
ゃけきけとうはすぇ くぇ けぉかぇしすくうは せこ-
さぇゃうすっか. ‶さっょっかくけ きう っ はしくけ 
おけかおけ すけえ きけあっ ょぇ こけきぇゅぇ う 
おけかおけ ょぇ こさっつう. ′はきぇ ょぇ おぇあぇ 
おけっ こさっゃうてぇゃぇ, くけ ぇい しなき 
くぇはしくけ. ′ぇてうすっ ゃいぇうきけけすくけ-
てっくうは しぇ つうしすけ ぇょきうくうしすさぇ-
すうゃくう, ゃ しきうしなか, つっ ゃうくぇゅう 
しなき くぇとさっお いぇ すけゃぇ, おけっすけ 
きけゅぇ ょぇ けつぇおゃぇき けす けぉかぇしすくぇ-
すぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ╇しおぇ きう しっ 
ゃしうつおう いぇはゃおう くぇ けぉかぇしすくぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは いぇ しこっちうぇかくけ-
すけ けすくけてっくうっ おなき ╉ぇいぇくかなお, 
おなき ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ちぇさっ, ょぇ しっ こさっゃさなとぇす ゃしっ こけ-
ゃっつっ ゃ こさぇおすうつっしおう さってっくうは, 
すけっしす けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか 
ょぇ っ しなきうてかっくうお くぇ ゃしうつおう-
すっ せしうかうは, おけうすけ こけかぇゅぇきっ. 
╋うしかは, つっ  しかっょ すさせょくうすっ きっ-
しっちう, ゃ おけうすけ すけえ しっ せすゃなさあ-
ょぇゃぇてっ  おぇすけ うくしすうすせちうは, とっ 
ょけえょっ う ゃさっきっすけ くぇ „きなあおうは” 
さぇいゅけゃけさ きっあょせ くぇし, ゃ おけえ-
すけ とっ せすけつくうき, つっ ゃなさゃうき ゃ 
っょくぇ こけしけおぇ う つっ こけいうすうゃうすっ 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお きけゅぇす ょぇ 
しぇ こけいうすうゃうすっ う くぇ けぉかぇしすくうは 
せこさぇゃうすっか.

]ないょぇゃぇすっ せしっとぇくっすけ くぇ 
つけゃっお, おけえすけ ぉぇゃくけ ゃなさゃう 
おなき ちっかすぇ - おぇこおぇ こけ おぇこ-
おぇ. ╁ すけいう しきうしなか おぇおゃぇ っ 
ゅけかはきぇすぇ ちっか? 
- ′っ しなき しう こけしすぇゃはかぇ ゅさぇく-

ょうけいくう ちっかう, けしゃっく っょくぇ: ╉ぇ-
いぇくかなお ょぇ しすぇくっ しっさうけいくぇ すせ-
さうしすうつっしおぇ ょっしすうくぇちうは う ょぇ 
こっつっかう けす こさうさけょくうすっ う おせか-
すせさくう ぉけゅぇすしすゃぇ, おけうすけ うきぇ. 
〉しこはゃぇきっ きぇかおけ こけ-きぇかおけ ょぇ 
くぇかけあうき ╉ぇいぇくかなお さっょけき し 
ゅけかっきうすっ すせさうしすうつっしおう ょっし-
すうくぇちうう う すけゃぇ しっ けちっくはゃぇ 
くぇ くぇちうけくぇかくけ くうゃけ. 〈さう しぇ 
ゅけかっきうすっ すせさうしすうつっしおう くぇゅさぇ-
ょう いぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ  う すけゃぇ っ ゅけかはきけ 
こさういくぇくうっ. ╋けあっ ぉう こさっょしすけう 
ょぇ こけかせつうき う しけぉしすゃっくぇすぇ しう 
くぇゅさぇょぇ: くうっ しぇきうすっ ょぇ こさう-
いくぇっき, つっ ╉ぇいぇくかなお いぇしかせあぇ-
ゃぇ ょぇ ぉなょっ けちっくはゃぇく う くうっ ょぇ 
ゅけ こさうっきぇきっ おぇすけ くっしかせつぇっく 
ゅさぇょ, ぉっい おけえすけ ╀なかゅぇさうは くっ 
ぉう きけゅかぇ ょぇ しっ こさっょしすぇゃう おな-
ょっすけ う ょぇ ぉうかけ. ╂さぇょ, ぉっい おけえ-
すけ ╀なかゅぇさうは ぉう いぇゅせぉうかぇ しゃけは 
けぉかうお う すさぇょうちうけくくけ けぉぇは-
くうっ: おぇすけ ょなさあぇゃぇ くぇ さけいうすっ 
う ょさっゃくうすっ おせかすせさう. ╁ すけいう 
しきうしなか くぇちうけくぇかくけすけ くう しぇ-
きけつせゃしすゃうっ いぇこけつゃぇ けす ╉ぇいぇく-
かなお. 

┿ ╁うっ せしっとぇすっ かう, つっ たけ-
さぇすぇ すせお ゃないゃさなとぇす しぇきけ-
つせゃしすゃうっすけ しう? 
- ╃ぇ, うきぇき せしっとぇくっすけ, つっ 

ゅさぇょなす ゃしっ こけゃっつっ ゅう けぉゅさな-
とぇ, こさっゅさなとぇ  う いぇゃさなとぇ し 

こさっけすおさうゃぇくっすけ くぇ おさぇしうゃけすけ 
う ょけぉさけすけ, くぇ きっしすっくちぇ, おけうすけ 
ょけしっゅぇ くっ しぇ いぇぉっかはいゃぇかう, くけ 
しっゅぇ ゃっつっ ゃうあょぇす. ]ぇきうすっ たけさぇ 
きう おぇいゃぇす: ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ ゃしっ 
こけ-たせぉぇゃ. 

′ぇえ-ゅけかはきけすけ こさっょういゃう-
おぇすっかしすゃけ こさっょ ╁ぇし こさっい 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ う くぇえ-
ゅけかはきけすけ こさっこはすしすゃうっ?
- ╂けかはきけすけ こさっょういゃうおぇすっか-

しすゃけ とっ ぉなょっ ょぇ いぇゃなさてうき 
ゃしうつおう いぇこけつくぇすう こさっい すっいう 
ょゃっ ゅけょうくう こさけっおすう, おけうすけ 
くうおぇお くっ しぇ きぇかおけ. ╃ぇ せしゃけうき 
ゃしうつおうすっ 70 きかく. かっゃぇ, おけうすけ 
しきっ いぇはゃうかう う ょっおかぇさうさぇかう う 
すっ ょぇ しっ こさっゃなさくぇす ゃ こけ-ょけぉさう 
きっしすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっょういゃう-
おぇすっかしすゃけ っ, いぇとけすけ 2014 ゅけ-
ょうくぇ とっ っ すさせょくぇ ゅけょうくぇ けすおなき  
おけきせくうおぇちうはすぇ し けこっさぇすうゃくう-
すっ こさけゅさぇきう. ╃け くぇつぇかけすけ くぇ 
そっゃさせぇさう くはきぇ ょぇ しっ こさっゃっあ-
ょぇ う しすけすうくおぇ こけ けこっさぇすうゃくう 

こさけゅさぇきう, ぇ すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ, 
ぇおけ しぇきぇすぇ けぉとうくぇ くっ くぇきっさう 
しさっょしすゃぇ ょぇ しう こさけょなかあう こさけ-
っおすうすっ, おけうすけ ゃなさゃはす こけ ゅさぇ-
そうお, すさはぉゃぇ ょぇ しこさっき う ょぇ つぇ-
おぇきっ. ‶さっょういゃうおぇすっかしすゃけすけ っ 
ょぇ くっ しこうさぇきっ, ぇ ょぇ こさけょなかあぇ-
ゃぇきっ, ゃなこさっおう つっ とっ っ きくけゅけ 
すさせょくけ. ′け ゃはさゃぇき, つっ とっ うきぇ 
さぇいぉうさぇすっかしすゃけ. ‶さっい 2014 ゅ. 
くはおけう けす ゅけかっきうすっ こさうけさうすっ-
すう, けしくけゃくう ゃ しすさけうすっかくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, すさはぉ-
ゃぇ ょぇ けすしすなこはす くぇ  こさけっおすうすっ し 
っゃさけこっえしおけ そうくぇくしうさぇくっ, くぇ 
おけうすけ こさっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょう-
くぇ とっ ょなかあうき しけぉしすゃっくうは しう 
こさうくけし. ‶さっい こけしかっょくうすっ ょゃっ 
ゅけょうくう くうっ せしうかっくけ さぇぉけすう-
たきっ こけ うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ くぇ 
ゅさぇょぇ. ‶さっい 2012 ゅ. こけかけあうたきっ 
80 たうか. おゃ. きっすさぇ ぇしそぇかす, うい-
さぇいっく ゃ 36 せかうちう ゃ ゅさぇょぇ う しっ-
かぇすぇ, こさっい 2013 ゅ. くぇこさぇゃうたきっ 
けとっ 86 たうか. おゃ. きっすさぇ ぇしそぇかす 
し こけょきはくぇ くぇ おけきせくうおぇちうはすぇ 
こけょ くっゅけ う し ょけぉさけ おぇつっしすゃけ. 
‶さっい 2014 ゅ. とっ くぇこさぇゃうき きくけ-
ゅけ こけ-きぇかおけ けす すぇいう ちっか, くけ う 
きぇかおけ けしすぇくぇたぇ せかうちうすっ, おけうすけ 
うしおぇす ちはかけしすくけ ぇしそぇかすうさぇくっ. 
〈せお, こけ すけいう  ゃなこさけし, とっ うしおぇ-
きっ さぇいぉうさぇくっ けす たけさぇすぇ. ‶さっい 
2014 ゅ. とっ くぇこさぇゃうき けくっいう 
せかうちう, おけうすけ しぇ ういおかのつうすっか-
くけ ゃぇあくう いぇ  こけすさっぉかっくうっすけ ゃ 
ゅさぇょぇ. ╃させゅうすっ とっ こけつぇおぇす ょけ 
2015 ゅけょうくぇ. ′ぇょはゃぇき しっ こさっい 
2014 ゅ. ょぇ こさうおかのつうき せしこってくけ  
さっおけくしすさせおちうはすぇ くぇ こぇさおけゃっすっ 
„[けいぇさうせき” う „〈のかぉっすけ”, っょうく 
ょけぉなさ こさけっおす いぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おけえすけ とっ くぇおぇさぇ ゅけしすうすっ くぇ 

ゅさぇょぇ ょぇ くっ こうすぇす おなょっ しぇ さけ-
いうすっ, おぇすけ うょゃぇす すせお.
╂けかはきけすけ こさっこはすしすゃうっ っ くぇょ-

ゃうしくぇかぇすぇ けこぇしくけしす そうさきぇ 
„〈さぇおうは すさっえょ” ょぇ しう こけうしおぇ 
3,5-すっ きうかうけくぇ かっゃぇ いぇ こさけ-
こせしくぇすうすっ こけかいう. ]ょっかおぇすぇ いぇ 
ぉうゃてぇすぇ うくそっおちうけいくぇすぇ ぉけか-
くうちぇ っ くっぉかぇゅけこさうはすくけ しおかの-
つっくぇ けす こさっょたけょくぇすぇ せこさぇゃぇ 
いぇ けぉとうくぇすぇ. ‶け くっは ょなかあうき 
しさっょしすゃぇ う すっ とっ くぇょゃうしくぇす 
くぇょ けぉとうくぇすぇ. 〈せお きくけゅけ きう 
しっ うしおぇ くはおけえ けす あせさくぇかうしすう-
すっ ょぇ くぇこさぇゃう さぇいしかっょゃぇくっ 
こけ すけいう ゃなこさけし, ゃ つぇしすすぇ ょけさう 
つうしすけ きけさぇかくぇ けすゅけゃけさくけしす, 
いぇとけすけ しなょっぉくぇ しなき こけすなさしう-
かぇ. ╇きぇ けぉさぇいせゃぇくけ ょけしなょっぉくけ 
こさけういゃけょしすゃけ しさっとせ けぉとうくしおう 
しかせあうすっかう, けさゅぇくういうさぇかう すけいう 
おけくおせさし ゃ せとなさぉ くぇ けぉとうくぇすぇ. 
′っ いくぇき おぇおなゃ とっ っ ういたけょなす. 
′け きう しっ うしおぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう 
ょぇ っ はしくけ いぇとけ とっ っ くせあくけ ょぇ 
こかぇすうき すっいう こぇさう. ¨ぉとうくぇすぇ 

しきっ くうっ. ′うっ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇっき 
いぇとけ とっ ゅう こかぇすうき. ╆ぇすけゃぇ しっ 
くぇょはゃぇき ょぇ うきぇ こけくっ きけさぇかくぇ 
しこさぇゃっょかうゃけしす こけ けすくけてっくうっ 
くぇ  すけゃぇ こかぇとぇくっ ゃ くぇえ-くっ-
こけょたけょはとうは きけきっくす う ゅけょうくぇ 
いぇ くぇてぇすぇ けぉとうくぇ. ‶けくっ ょぇ っ 
はしくけ くぇ おけゅけ ょなかあうき すけゃぇ う 
いぇとけ. 

┿ とっ せしこっっすっ かう ょぇ さぇい-
こかぇすうすっ こさっい 2014 ゅけょうくぇ 
しすぇさうすっ ょなかゅけゃっ, おけうすけ くぇ-
しかっょうたすっ? 
- ‶さっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 

とっ こさうおかのつうき さぇいこかぇとぇくうは-
すぇ こけ しすぇさうすっ いぇょなかあっくうは けす 
2008-きぇ ゅけょうくぇ. ]すぇゃぇ ょせきぇ 
いぇ 1,6 きかく. かっゃぇ. 】っ さぇいこかぇ-
とぇきっ しぇきけ こさけしさけつっくうすっ しう 
いぇょなかあっくうは こけ くけゃうすっ ょけゅけ-
ゃけさう, おけうすけ しきっ いぇぉぇゃうかう, いぇ 
ょぇ きけあっき ょぇ ういつうしすうき しすぇさう-
すっ. ]きはすぇき, つっ すけゃぇ っ ゃなゃ  ゃない-
きけあくけしすうすっ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ ょぇ 
しっ しこさぇゃう. 

′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ ╁う ぇきぉうちうは 
いぇ 2014 ゅけょうくぇ?
- ╃ぇ こけょゅけすゃうき けぉとうくぇすぇ いぇ 

しかっょゃぇとうは こさけゅさぇきっく こっさうけょ 
う ょぇ くぇこさぇゃうき こさけっおすう, おけうすけ 
ょぇ しぇ くぇえ-ぉかういおけ ょけ たけさぇすぇ. 
╃ぇ ゃかっいっき きくけゅけ きぇとぇぉくけ ゃ 
おゃ. „╇いすけお”, ゃ うくょせしすさうぇかくぇすぇ 
いけくぇ う ゃ しこけさすくぇすぇ いけくぇ いぇ けす-
ょうた くぇ けぉとうくぇすぇ. ╃ぇ くぇこさぇゃうき 
さぇぉけすくうすっ こさけっおすう. ╇きぇきっ っゃ-
さけこっえしおう こぇさう, し おけうすけ ょぇ ゅけ 
くぇこさぇゃうき. ╇ ょぇ しっ こけょゅけすゃうき 
こさっい 2015 ゅ. ょぇ けしすぇゃうき っょくぇ  
こなかくぇ ゅけすけゃくけしす くぇ しかっょゃぇとけ-
すけ せこさぇゃかっくうっ ょぇ こさけょなかあう 

すけゃぇ, おけっすけ くうっ しきっ いぇこけつくぇ-
かう. 〈ぇおぇ つっ ょぇ くはきぇ くうおぇおゃけ 
しなきくっくうっ, つっ ╉ぇいぇくかなお とっ 
こさけょなかあう ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ しなし 
しぇきけつせゃしすゃうっ ゃ すせさういきぇ, うく-
そさぇしすさせおすせさぇすぇ, しこけさすぇ. ╉ぇお-
ゃけすけ う ょぇ っ しかっょゃぇとけすけ せこさぇ-
ゃかっくうっ くぇ けぉとうくぇすぇ, すさはぉゃぇ 
ょぇ きせ っ はしくけ, つっ くっ きけあっ ょぇ 
おさうゃけかうつう. 〈さはぉゃぇ ょぇ しこぇいゃぇ 
こけしけおぇすぇ.

╂さぇょなす しっ こさけきっくは, すけゃぇ 
っ ぉっいしこけさっく そぇおす. ¨しすぇくぇ, 
けぉぇつっ, っょくけ ╁ぇてっ くぇきっさっ-
くうっ, しっさうけいくけ う すゃなさょっ とっ-
おけすかうゃけ, おけっすけ おなき きけきっく-
すぇ ╁うっ くっ しっ さってぇゃぇすっ ょぇ 
こさっょこさうっきっすっ  うかう ¨ぉとうく-
しおうはす しなゃっす くぇ ょゃぇ こなすう くっ 
ょぇゃぇ たけょ くぇ ゃなこさけしぇ - きっ-
すぇかくうすっ ゅぇさぇあう.  ╅うゃぇ かう っ 
ゃしっ けとっ ぇきぉうちうはすぇ ╁う ょぇ しっ 
しこさぇゃうすっ う し すけいう ゃなこさけし?
- 〈けゃぇ っ きくけゅけ すさせょくぇ すっきぇ, 

いぇとけすけ いぇしはゅぇ ゃしはおけ しっきっえ-
しすゃけ. 》けさぇすぇ うきぇす すぇおうゃぇ ゅぇさぇ-
あう こけ ょゃっ こさうつうくう: ょぇ けこぇいはす 
ぇゃすけきけぉうかうすっ しう けす くぇぉっいう う 
ょぇ しこっつっかはす くはおけえ かっゃ けす くぇ-
っきう. ╁なこさけしなす っ しっさうけいっく. 4 
800 しぇ こけしすぇゃっくうすっ ゅぇさぇあう, 
おぇすけ 1/3 けす すはた しぇ ういさはょくう 
こかぇすちう, 1/3 こかぇとぇす くっさっょけゃ-
くけ う 1/3 しぇ くっいぇおけくくう. ╇きぇたきっ 
くぇうしすうくぇ くぇきっさっくうっ ょぇ こさっ-
きぇたくっき くっいぇおけくくうすっ ゅぇさぇあう. 
╆ぇぉぇゃうたきっ こさけちっしぇ, いぇとけすけ 
すけえ っ きくけゅけこかぇしすけゃ. ¨す っょくぇ 
しすさぇくぇ, ぇおけ ょっきけくすうさぇきっ すっいう 
ゅぇさぇあう, すさはぉゃぇ ょぇ こさっょかけあうき 
くぇ たけさぇすぇ ぇかすっさくぇすうゃぇ. ╆ぇすけ-
ゃぇ こさっょこさうったきっ ょさせゅぇ しすなこおぇ: 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ さぇいてうさうたきっ 
ぉっいこかぇすくうすっ こぇさおうくゅう ゃ ゅさぇょぇ 
う すけ けしくけゃくけ ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ 
ゅさぇょしおぇ つぇしす. ╇きぇきっ ういゅさぇょっ-
くう ゃっつっ 5 けゅさけきくう けぉとっしすゃっくう 
こぇさおうくゅぇ すせお. ‶さっい しかっょゃぇ-
とぇすぇ ゅけょうくぇ ゃっつっ きけあっき ょぇ 
こさうゃっょっき ゃ さっょ ちっくすさぇかくぇすぇ 
ゅさぇょしおぇ つぇしす, ぉっい ょぇ うきぇ けこ-
さぇゃょぇくうは, つっ ゅさぇあょぇくうすっ くはきぇ 
おなょっ ょぇ しう けしすぇゃはす ぇゃすけきけぉう-
かうすっ, ぇ うき しなぉうさぇきっ すぇおしう. ‶け-
おなしくけ すさはぉゃぇ ょぇ こさうしすなこうき う 
おなき けすょぇかっつっくうすっ さぇえけくう, くけ 
う いぇ すぇき しかっょゃぇ ょぇ しないょぇょっき 
ゃないきけあくけしすう う ぇかすっさくぇすうゃう. 
‶け すけいう ゃなこさけし とっ さぇぉけすうき 
こけ-しこけおけえくけ, しすなこおぇ こけ しすなこ-
おぇ, いぇ ょぇ くっ くぇゃさっょうき くぇ たけ-
さぇすぇ. ╋けあっ ぉう う いぇとけすけ しなき 
あっくぇ, くっ けぉうつぇき しうかけゃうすっ 
きっさおう. ╇しおぇき すっ ょぇ しぇ けしないくぇ-
すう う さぇいせきくう. 

╁っつっ くっ っ すけかおけゃぇ きけくけかう-
すっく しゅけゃけさなす ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお,  し けゅかっょ 
くぇ しうすせぇちうはすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ, 
すけえ きけあっ ょぇ しすぇゃぇ けとっ こけ-
さったぇゃ. ]ぇきうはす しなゃっす ゃっつっ 
しっ さけう, うきぇきっ う こなさゃうすっ 
こさうきっさう: ′╃]╁-しなゃっすくう-
ちうすっ けすうゃぇす ゃ こぇさすうはすぇ くぇ 
╀ぇさっおけゃ – „╀なかゅぇさうは ぉっい 
ちっくいせさぇ”.  〈けゃぇ さけっくっ, しこけ-
さっょ ╁ぇし, とっ ぉかけおうさぇ かう 
さぇぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす, ぇ けすすぇき う ゃいっきぇくっすけ 
くぇ ゃぇあくう さってっくうは いぇ けぉ-
とうくぇすぇ? 
- 〈せお とっ ╁う さぇいけつぇさけゃぇき. ┿い 

しきはすぇき, つっ ゃ すけいう ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす しゅけゃけさなす  う さぇいぉうさぇすっか-
しすゃけすけ しぇ  ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ たけ-
さぇすぇ, おけうすけ しぇ ゃなすさっ. 〈けゃぇ しぇ 
ういおかのつうすっかくけ ゃうしけおけ きけさぇかくう 
たけさぇ. 〉ぉっょっくぇ しなき, つっ くうおぇお-
ゃう くけゃう そけさきぇちうう, こぇさすうう くっ 
きけゅぇす ょぇ さぇいぉうはす すけいう しゅけゃけさ う 
すけゃぇ けぉとっしすゃけ, おけっすけ さぇぉけすう ゃ 
こけかいぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. [ぇいつうすぇき 
くぇ ゃしうつおう ゅさせこう ゃ ¨ぉとうくしおうは 

しなゃっす: う くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, おけうすけ ういおかのつうすっかくけ 
しなゃっしすくけ う こさけそっしうけくぇかくけ 
さぇいゅかっあょぇす ゃなこさけしうすっ う こけ-
かせつぇゃぇきっ こけょおさっこぇすぇ うき, う くぇ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╀]‶, おけうすけ しぇ きくけゅけ 
ょけぉなさ おけさっおすうゃ. ╇ しっ さぇょゃぇき, 
つっ うきぇきっ すぇおなゃ, いぇとけすけ ょさせゅぇ-
すぇ おさぇえくけしす しなとけ くっ っ ょけぉさぇ. 
╀かぇゅけょぇさは う くぇ しなゃっすくうちうすっ 
けす ╃‶], ╊╇╃╄[, くぇ  [╆], おぇおすけ 
うくぇ ゅさせこぇすぇ くぇ ゅけしこけょうく ╃ぇきは-
くけゃ. ′うすけ っょうく けす けぉとうくしおうすっ  
しなゃっすくうちう くっ っ こけしすぇゃはか こさっょ 
きっく かうつくう ゃなこさけしう う あっかぇくうは, 
ゃしうつおう さぇぉけすはす ゃ けぉとっしすゃっくぇ 
こけかいぇ. ╆ぇすけゃぇ うきぇ おけきそけさす う 
すぇいう しうきぉうけいぇ, いぇ おけはすけ ゃしうつ-
おう いぇゃうあょぇす. 

╆ぇ ょぇ こさうおかのつうき: けとっ かう 
しすっ すけかおけゃぇ おぇすっゅけさうつくぇ, 
つっ くはきぇ ょぇ うきぇ ゃすけさう けこうす? 
]っゅぇ しきっ くぇ しさっょぇすぇ くぇ 
こなすは. ╀はたすっ おぇいぇかう ゃ こさっ-
ょうてくけ うくすっさゃの, つっ くはきぇすっ 
ぇきぉうちうう ょぇ こけゃすぇさはすっ きぇく-
ょぇす. ]かっょ ょゃっ ゅけょうくう くぇつっ-
かけ くぇ けぉとうくぇすぇ すなさこう かう 
さっゃういうは ╁ぇてっすけ こさっょうてくけ 
さってっくうっ? 
- ╃ぇ, くぇ しさっょぇすぇ  しきっ くぇ 

こなすは. ╋ぇおぇさ ょぇ きう しっ しすさせゃぇ, 
つっ しかっょゃぇとうすっ ょゃっ ゅけょうくう とっ 
ぉなょぇす  きくけゅけ こけ-ぉなさいう, けすおけか-
おけすけ こさっょたけょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう. 
╋けはすぇ ぉぇぉぇ, くぇ おけはすけ しなき う 
おさなしすっくぇ, ぉってっ きくけゅけ きなょなさ 
つけゃっお. ╋くけゅけ こなすう きう っ おぇいゃぇ-
かぇ: „‶け-ょけぉさっ ういはあ こなかくぇ かな-
あうちぇ, くっ おぇいゃぇえ ゅけかはきぇ ょせきぇ”. 
〈ぇおぇ つっ, ぇおけ おぇあぇ  ゅけかはきぇ ょせきぇ 
ゃ っょくぇすぇ  うかう ゃ ょさせゅぇすぇ  こけしけ-
おぇ, すけっしす おぇすっゅけさうつくけ „いぇ” うかう 
おぇすっゅけさうつくけ „こさけすうゃ”, きうしかは, 
つっ  とっ しぉなさおぇき. ╄ょうくしすゃっくけすけ, 
おけっすけ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ おぇすっゅけさうつ-
くけ, っ, つっ うきぇ きくけゅけ ゅけかはきぇ ぇき-
ぉうちうは ゃ っおうこぇ, し おけえすけ さぇぉけ-
すは, ょぇ ういこなかくうき けくけゃぇ, おけっすけ 
しきっ くぇつっさすぇかう いぇ ╉ぇいぇくかなお う 
おけっすけ ゃうあょぇきっ, つっ っ ょけぉさけ う 
つっ しっ こさうっきぇ. ┿おけ うきぇ きうしなか 
いぇ こさけょなかあっくうっ, すけ すぇいう きう-
しなか とっ ぉなょっ くぇ たけさぇすぇ. ′はきぇ 
ょぇ ぉなょっ くぇてぇ. ′うっ くっ しきっ おぇすけ 
っおうこ たけさぇ, おけうすけ しきっ ょけてかう 
くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ ょぇ しっ ょけおぇいゃぇ-
きっ. ╇しおぇきっ ょぇ ょぇょっき しゃけは ょぇく. 
╉けかおけ とっ ぉなょっ  すけえ, とっ こさっちっ-
くう ゃさっきっすけ.   

〈けゅぇゃぇ - しっゅぇ くぇおなょっ? 
- ]っゅぇ う ゃしっおう きけきっくす しかっょ 

すけいう っ ゃ こけしけおぇ: ょぇ こさうっきっき 
ぉのょあっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ 2014 
ゅけょうくぇ. 〈けえ ょぇ っ さぇいせきっく ぉの-
ょあっす. ╃ぇ けしすぇゃうき けぉとうくぇすぇ う 
こさっい 2014 ゅけょうくぇ ょぇ くぇこさぇゃう 
さぇいゃうすうっすけ しう こけ こけしけおぇ くぇ うく-
そさぇしすさせおすせさぇ, おせかすせさぇ, きかぇ-
ょっあおぇ こけかうすうおぇ, すせさういなき. ╃ぇ 
っ しすぇぉうかくぇ そうくぇくしけゃけ, おけっすけ 
っ きくけゅけ ゃぇあくけ, う ょぇ しないょぇょっき 
くけゃう せしかけゃうは, くけゃう きっしすぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, おけうすけ ょぇ しぇ こさっおさぇしくけ 
きはしすけ いぇ あうゃけす くぇ たけさぇすぇ. ╀うた 
うしおぇかぇ ょぇ くぇしけつうき こけゅかっょぇ しう 
う おなき っょくぇ くっういこけかいゃぇくぇ けす 
╉ぇいぇくかなお ゃないきけあくけしす - きう-
くっさぇかくうすっ ういゃけさう. [ぇぉけすうき ゃ 
すぇいう こけしけおぇ う うしおぇきっ ょぇ さぇいさぇ-
ぉけすうき ╉ぇいぇくかなておうすっ きうくっさぇか-
くう ぉぇくう - おぇすけ こさっょかけあっくうっ う 
いぇ つせあょうすっ すせさうしすう. ‶けしけおぇすぇ 
っ くぇこさっょ う しなし しぇきけつせゃしすゃうっ. 

╂けょうくぇすぇ しゃなさてゃぇ, こさっょ 
おせこ こさぇいくうちう しきっ. ╉けえ おなし-
きっす ╁う しっ とっ ょぇ ょさなこくっすっ けす  
くけゃけゅけょうてくぇすぇ  ぉぇくうちぇ? 
- 〈けおせ-とけ こけかせつうた おなしきっす くぇ 

おぇそっすけ しう. ╀ぇくうちぇすぇ っ ょぇかっつっ 
う おなしきっすなす っ  せしこった.

                    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

′╅╈】╆¨｠ ╇っ『╅【╅ 』¨ ╇ 』》『╅╇╊╉]¨╇《』【【╅
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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》そさそしかせけみ:
〈あちけあせあ
〈ひえかうあ

╊さつたかちてせそ:
》ちそすかせけ う そいはけせつさけ せあちかおいけ 
う さちあみ せあ えそおけせあてあ

〉かしけ: 『あいそてあてあ う
„╅ちつかせあし“ か とおそうそしつてうけか

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

ぷíëñÖÜ

╆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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[すかてひて ╈あしけせあ 』てそみせそうあ:
′あえといけに うみちあてあ つけ う
つたちあうかおしけうそつててあ 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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]こうしなお し くっけすかけあくう きっさおう いぇ しすうきせかうさぇくっ くぇ うおけくけきうつっしおうは さぇしすっあ ゃ しすさぇくぇすぇ ういこさぇ-
すう ょけ ゃかぇしすすぇ ╀〈‶‶, おぇすけ こさっょしすぇゃうすっか くぇ ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし - きぇかなお, しさっょっく う ゅけかはき. 

‶なかくうはす しこうしなお う きっさおうすっ しぇ こせぉかうおせゃぇくう くぇ しぇえすぇ くぇ ‶ぇかぇすぇすぇ. 
‶さっょかけあっくうはすぇ しぇ いぇ けぉかっおつぇゃぇくっ くぇ ょっえくけしすすぇ くぇ きぇかおうすっ, しさっょくう う ゅけかっきう こさっょこさう-

はすうは つさっい ういきっくっくうは ゃ くけさきぇすうゃくぇすぇ せさっょぉぇ う しぇ ういこさぇすっくう けそうちうぇかくけ ょけ こさっきうっさぇ, 
つかっくけゃっ くぇ おぇぉうくっすぇ, しなゃっすくうちう くぇ こさっいうょっくすぇ, こぇさかぇきっくすぇさくう おけきうしうう. 
[ぇいかうつくう ういかうてくう ういうしおゃぇくうは せすっあくはゃぇす せしかけゃうはすぇ いぇ こさぇゃっくっ くぇ ぉういくっし ゃ ╀なかゅぇさうは う 

っ おさぇえくけ ゃさっきっ ょぇ けすこぇょくぇす, しっ おぇいゃぇ ゃ こさっぇきぉのかぇ くぇ  ういこさぇすっくうは ょけおせきっくす - すっいぇ, ういさぇ-
いっくぇ う けす こさっょしっょぇすっかは くぇ ╀〈‶‶ 『ゃっすぇく ]うきっけくけゃ. 
]こけさっょ くっゅけ, „ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ すっあっしすう いぇ ぉういくっしぇ, おけうすけ くぇょたゃなさかはす っゃさけこっえしおうすっ 

ういうしおゃぇくうは, すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす けすきっくっくう うかう さっょせちうさぇくう. ┿おけ うしおぇきっ ょぇ ぉなょっき こけ-こさうゃかっ-
おぇすっかくう いぇ うくゃっしすうすけさうすっ う ょぇ くぇしなさつうき こさっょこさうっきぇつっしおうすっ せきっくうは う さっぇかういうさぇくっすけ うき 
ゃ こさぇおすうおぇすぇ, すさはぉゃぇ ぉういくっしなす ょぇ ぉなょっ けぉかっおつっく“, いぇはゃう ]うきっけくけゃ. 
╁ こさっょかけあっくうはすぇ くぇ ╀〈‶‶ いぇ けぉかっおつぇゃぇくっ くぇ ぉういくっし しさっょぇすぇ しっ こけしけつゃぇ, つっ こけょ くぇすうしおぇ 

くぇ さぇいかうつくう しすさせおすせさう う けさゅぇくういぇちうう しぇ こさうっすう きっさおう しなし しこけさっく たぇさぇおすっさ けす ゅかっょくぇ すけつ-
おぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは, おぇすけ しっ ゃういうさぇ せゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, ぉっい 
けすつうすぇくっ くぇ くうゃけすけ くぇ こさけういゃけょうすっかくけしす くぇ すさせょぇ, おぇおすけ う せゃっかうつっくうっすけ くぇ きぇおしうきぇかくうは 
けしうゅせさうすっかっく こさぇゅ, ぉっい ょぇ  しっ けすつうすぇ ゃないょっえしすゃうっすけ ゃなさたせ うおけくけきうつっしおうすっ しっおすけさう. 

╀ういくっしなす しこうさぇ しなおさぇとっくうはすぇ. ‶さっい 2014 ゅ. くはきぇ ょぇ しっ せゃけかくはゃぇす たけさぇ う ぉっいさぇぉけすう-
ちぇすぇ くはきぇ ょぇ さぇしすっ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ さけょくうすっ おけきこぇくうう とっ ぉなょぇす きくけゅけ こさっょこぇいかうゃう 

こさう くぇっきぇくっすけ くぇ くけゃう たけさぇ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす さっょけゃくぇすぇ ゅけょうてくぇ ぇくおっすぇ いぇ ぉういくっし 
おかうきぇすぇ う けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ そうさきうすっ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ, くぇこさぇゃっくぇ けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ 

すなさゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ 
しさっょ 607 おけきこぇくうう. ┿くおっすぇすぇ っ 
つぇしす けす „╄ゃさけこっえしおう うおけくけきうつっ-
しおう こさっゅかっょ 2014 ゅ.“, おけえすけ しっ 
こさぇゃう けす 15 ゅけょうくう う ぉっ こさっょしすぇ-
ゃっくぇ くぇ しこっちうぇかっく ぉういくっし そけさせき 
ゃ しすけかうちぇすぇ けす こさっょしっょぇすっかは くぇ 
╀〈‶‶ 『ゃっすぇく ]うきっけくけゃ.
]こけさっょ ょぇくくうすっ けす くっは, こけゃっつっ-

すけ けす こさっょこさうっきぇつうすっ - 62,8%, しぇ 
せゃっさっくう, つっ こさっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ くはきぇ ょぇ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ 
けすおさうゃぇす くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ, くけ 
う くっ こかぇくうさぇす いくぇつうすっかくう しなおさぇ-
とっくうは くぇ こっさしけくぇか.
‶けかけゃうくぇすぇ けす こさっょこさうっきぇつうすっ 

しぇ しうゅせさくう, つっ こさっい 2014 ゅ. とっ せゃっかうつぇす けぉとうすっ こさうたけょう けす ょっえくけしすすぇ しう, おぇすけ しぇきけ 10% 
しぇ こっしうきうしすう.

‶さけういゃっょっくうはすぇ くぇ ╃うきうすなさ 》さう-
しすけゃ 』けさぉぇょあうえしおう - 』せょけきうさ, 

しなぉさぇくう ゃ 6 すけきぇ う ういょぇょっくう こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ けす ういょぇすっかしすゃけ „┿ぉぇゅぇさ”, ぉはたぇ 
けすかうつっくう し くぇゅさぇょぇすぇ „╆かぇすっく かなゃ“ いぇ 
2013 ゅ. ¨すかうつうっすけ しっ こさうしなあょぇ いぇ こけ-
さっょくぇ ゅけょうくぇ けす ┿しけちうぇちうは „╀なかゅぇさ-
しおぇ おくうゅぇ”. 〈けきけゃっすっ くぇ  』せょけきうさ しぇ 
けすかうつっくう ゃ おぇすっゅけさうはすぇ „╉くうゅぇ うかう 
こけさっょうちぇ けす おくうゅう し けさうゅうくぇかっく いぇきう-
しなか うかう し こさうくけしっく たぇさぇおすっさ いぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ おせかすせさぇ, し ゃうしけおぇ しすけえくけしす 
くぇ すっおしすぇ おぇすけ しなょなさあぇくうっ う しすうか う 
ょけぉさけ こけかうゅさぇそうつっしおけ ういこなかくっくうっ“. 

ぁあつて そて てみに つか そてせあつみて くあ せみさそけ つそぬけあしせけ たちけおそいけうさけ
くあ ちあいそてかはけてか け つけせおけさあしせけてか おかこぬけ

ぢëí£ÖóôÖÜ - で¿ñÑäëí£ÖóôÖÜ
げがづんゑだでずだゑぞん ご ぎぱぎとどごゑぞん

とんづどだぱぎぞん がごぎどん
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‶さっょ こさぇゅぇ くぇ こけさっょうちぇ けす こさぇいくうちう しきっ, ゃ おけうすけ ぇおちっく-
すなす とっ しぇ ゅけかっきうすっ う ょなかゅう すさぇこっいう, けぉうかくけすけ はょっくっ う 

こうっくっ う  ょけしすぇすなつくけすけ ゃさっきっ いぇ こけつうゃおぇ う かっあぇくっ. ‶けしかっょ-
くけすけ - こさう こけかけあっくうっ, つっ くっ さぇいこけかぇゅぇすっ し うきけす くぇ しっかけ うかう 
し ょけしすぇすなつくけ こぇさう, いぇ ょぇ しう こけいゃけかうすっ さっかぇおしうさぇとぇ ]‶┿ う 
しおう こけつうゃおぇ, ゃ おけはすけ ょぇ ういゅけさうすっ くぇすさせこぇくうすっ ゃ こけゃっつっ おぇ-
かけさうう けす しけそさうすっ けおけかけ ╉けかっょぇ う ′けゃぇ ゅけょうくぇ, ╇ゃぇくけゃょっく 
う ょせいうくぇすぇ ょさせゅう うきっくくう ょくう, おけうすけ いぇしうこゃぇす きっしっち はくせぇさう. 

]こけさっょ しこっちうぇかうしすうすっ, ぇおけ こさっおぇかうき しぇきけ し すさぇこっいぇすぇ くぇ 
24-すう ょっおっきゃさう, すけ ょうしおけきそけさすなす とっ くう ょなさあう すさう ょくう しかっょ 
すけゃぇ. ┿ おぇおゃけ けしすぇゃぇ, ぇおけ こさっおぇかはゃぇきっ しっょきうちぇ し はょっくっ う 
こうっくっ, おぇおゃぇすけ さっぇかくぇ けこぇしくけしす ゅさけいう こけゃっつっすけ けす くぇし. 
‶けくはおけゅぇ, けぉぇつっ, おうかけゅさぇき-ょゃぇ くぇょ すけゃぇ, おけっすけ しきっ, きけゅぇす 

ょぇ しっ けおぇあぇす そぇすぇかくう いぇ けすおかのつゃぇくっすけ くぇ こけさっょうちぇ いぇぉけかは-
ゃぇくうは うかう ょぇ くう こさうつうくはす いくぇつうすっかっく そういうつっしおう う こしうたけかけ-
ゅうつっしおう ょうしおけきそけさす, おけえすけ こなお けす しゃけは しすさぇくぇ しなとけ けおぇいゃぇ 
ゃかうはくうっ くぇ いょさぇゃっすけ くう. 
] ちっか ょぇ しきっ ゃう こけかっいくう う ょぇ ゃう ゃょなたくっき かっおぇ くぇょっあょぇ, つっ 

ゃしっ こぇお うきぇ う ょさせゅ くぇつうく, ゃう こさっょかぇゅぇきっ しゃっあぇ しかっょこさぇい-
くうつくぇ ょうっすぇ, おけはすけ しこけおけえくけ きけあっ ょぇ こさうかぇゅぇすっ う こけ ゃさっきっ 
くぇ こさぇいくうちうすっ, ぉっい ょぇ しっ つせゃしすゃぇすっ ゅかぇょくう う ょっこさっしうさぇくう. 
╋くけゅけ しぇ きくっくうはすぇ, しこけさっょ おけうすけ おぇさすけそうすっ しぇ ぇぉしけかのすくけ 

こさけすうゃけこけおぇいくう いぇ たけさぇすぇ, うしおぇとう ょぇ しっ  ぉけさはす し おうかけゅさぇ-
きうすっ. ╁ ょっえしすゃうすっかくけしす, けぉぇつっ, すけゃぇ くっ っ ゃはさくけ. ‶なさゃけ, ゃ 
100 ゅさ. おぇさすけそう うきぇ しぇきけ けおけかけ 80 おぇかけさうう. ╇ ゃすけさけ, ゃ すけいう 
こさけょせおす うきぇ ゅけかはきけ おけかうつっしすゃけ ゃうすぇきうく ], おぇおすけ う っかっきっく-
すう, ういおかのつうすっかくけ こけかっいくう いぇ しなさちっすけ. ╆ぇすけゃぇ ょうっすぇすぇ, おけは-
すけ とっ ゃう こさっょしすぇゃうき, っ くぇうしすうくぇ っそっおすうゃくぇ う いょさぇゃけしかけゃ-
くぇ! ‶さぇゃう しっ つっすうさう ょくう, しゃぇかはす しっ きうくうきせき 2 おうかけゅさぇきぇ.
 

1-ゃう ょっく
╆ぇおせしおぇ: ′ぇさっあっすっ かのぉうきうは しう こかけょ くぇ しうすくけ う ょけぉぇゃっすっ 

おけそうつおぇ おうしっかけ きかはおけ. ‶け あっかぇくうっ きけあっすっ ょぇ しかけあうすっ う 
きぇかおけ けゃっしっくう はょおう.
¨ぉはょ: 600 ゅさ. おぇさすけそう しっ くぇさはいゃぇす くぇ てぇえぉう う しっ いぇこうつぇす し 

つっさっく こうこっさ う つせぉさうちぇ くぇ そせさくぇ. ╋ぇかおけ こさっょう ょぇ しすぇくぇす ゅけ-
すけゃう, ょけぉぇゃはすっ う 100 ゅさ. くぇしすなさゅぇくけ しうさっくっ. ╇いはあょぇすっ しぇきけ 
こけかけゃうくぇすぇ おけかうつっしすゃけ.
]かっょけぉっょくぇ いぇおせしおぇ: ╋ぇくょぇさうくぇ, こけさすけおぇか うかう はぉなかおぇ.
╁っつっさは: ╃させゅぇすぇ こけかけゃうくぇ けす おぇさすけそうすっ, けしすぇくぇかう けす けぉは-

ょぇ, こけょこさぇゃっくぇ しなし しけし けす おうしっかけ きかはおけ う つっしなく.
 

2-さう ょっく
╆ぇおせしおぇ: 50 ゅさ. くうしおけきぇしかっくぇ ういゃぇさぇ う 1 こさっこっつっくぇ そう-

かうえおぇ こなかくけいなさくっしす たかはぉ.
¨ぉはょ: 4 しゃぇさっくう しさっょくう おぇさすけそぇ, しきっしっくう しなし いぇょせてっく 

おぇさそうけか うかう ぉさけおけかう.
]かっょけぉっょくぇ いぇおせしおぇ: 』ぇてぇ くうしおけきぇしかっくけ こさはしくけ きかはおけ.
╁っつっさは: ′ぇこさぇゃっすっ しう しせこうつおぇ けす おぇさすけそう う いっかっくつせちう こけ 

ういぉけさ. ╀っい そうょっ! 》ぇこくっすっ しう, おけかおけすけ ゃう しっ はょっ けす くっは.
 

3-すう ょっく
╆ぇおせしおぇ: 200 ゅさ. おうしっかけ きかはおけ.
¨ぉはょ: 200 ゅさ. おぇさすけそう, いぇこっつっくう し 1 はえちっ, きぇかおけ しうさっくっ う 

こさっしくう ょけきぇすう.
]かっょけぉっょくぇ いぇおせしおぇ: ぅぉなかおぇ うかう ゅさっえこそさせす.
╁っつっさは: 200 ゅさ. こっつっくう おぇさすけそう し 50 ゅさ. ういゃぇさぇ.
 

4-すう ょっく
╆ぇおせしおぇ: ‶さっこっつっくぇ そうかうえおぇ し 50 ゅさ. こうかっておけ きっしけ う こけ-

かけゃうく ゅさっえこそさせす.
¨ぉはょ: 200 ゅさ. ゃぇさっくう おぇさすけそう, しぇかぇすぇ けす つせておう う ょけきぇすう.
]かっょけぉっょくぇ いぇおせしおぇ: 』ぇてぇ しけお けす きけさおけゃう う 1 こさっこっつっくぇ 

そうかうえおぇ. 
╁っつっさは: ╁ぇさうすっ 300 ゅさ. おぇさすけそう. ′ぇさはいゃぇすっ ゅう くぇ おせぉつっすぇ 

う ょけぉぇゃはすっ かせお, つっしなく, 50 ゅさ. しうさっくっ う 3-4 かなあうちう おうしっかけ 
きかはおけ. ╋けあっ ょぇ こけょこさぇゃうすっ し きぇかおけ しけか う かうきけくけゃ しけお.

¨すゅけゃけさなす ゃっつっ ょぇょけたぇ 
しゃっすけゃくうすっ きけょくう ょっそう-

かっすぇ う すけこ ょういぇえくっさうすっ, おけうすけ 
ょうおすせゃぇす きけょくうは ぉさぇくょ いぇ ゃしは-
おぇ しすうかくぇ う せゃぇあぇゃぇとぇ しっぉっ 
しう あっくぇ, くっいぇゃうしうきけ おなょっ しっ 
くぇきうさぇ すは, おぇおゃけ さぇぉけすう う し 
おぇおゃう こぇさう さぇいこけかぇゅぇ. 
┿おけ けとっ くっ しすっ つせかう うかう う 

こさけつっかう - すけゃぇ しぇ ゃしうつおう しう-
はえくう ゃぇさうぇちうう くぇ かうかぇゃけすけ.
]こけさっょ っおしこっさすうすっ-おけかけ-

さうしすう, すっきっくせあっくうはす ちゃはす 
しうきゃけかういうさぇ あっかぇくうっ おなき 
くけゃう こさうおかのつっくうは. 〈けえ けす-
おかのつゃぇ おさっぇすうゃくけしすすぇ, うくけ-
ゃぇすうゃくけしすすぇ う ぇきぉうちうはすぇ. 
╃させゅう しゃなさいゃぇす かうかぇゃけすけ し 
こけさけおぇ, ぇ すさっすう しなし しうかぇすぇ う 
ゅけかはきぇすぇ ゃけかは. ′っ きぇかおけ しぇ 
こさうゃなさあっくうちうすっ くぇ すっいぇすぇ,つっ かうかぇゃけすけ っ しうきゃけか くぇ あっかぇくうっ う こかぇすけくうつくぇ かのぉけゃ. ╊うかぇゃけすけ っ 
ちゃっすなす, おけえすけ しっ ゃこかうすぇ こさっおさぇしくけ こさう さぇいかうつくう こけ すっあっしす けぉとっしすゃっくう ぇくゅぇあうきっくすう う こさっおさぇし-
くけ しっ おけきぉうくうさぇ し さぇいかうつくう ぉうあせすぇ: おぇおすけ いかぇすけ, すぇおぇ う しさっぉさけ うかう さぇいかうつくう おぇきなくう, けすくけゃけ 
きけょくう すけいう しっいけく. ‶っさかうすっ しぇ ぉっい ぇかすっさくぇすうゃぇ う くっ こけょかっあぇす くぇ おけきっくすぇさ!
]こけさっょ きけょくうすっ ょういぇえくっさう, すけゃぇ っ くのぇくしなす, おけえすけ こぇしゃぇ つせょっしくけ くぇ ゃしはおぇおなゃ すうこ おけあぇ う ゃういうは 

– くっいぇゃうしうきけ ょぇかう ょぇきぇすぇ っ し させしぇ, おっしすっくはゃぇ うかう つっさくぇ おけしぇ, くっいぇゃうしうきけ ょぇかう っ し こけ-しゃっすなか 
うかう こけ-すなきっく すっく.
╆ぇ ょぇ ういゅかっあょぇすっ きぇおしうきぇかくけ っかっゅぇくすくけ, しすうかうしすうすっ しなゃっすゃぇす ょぇ おけきぉうくうさぇすっ ょさったうすっ しう ゃ すけいう 

すけく し てけおけかぇょけゃけ おぇそはゃけ うかう ぉけさょけ.
┿おけ ゃう こさっょしすけう こけおせこおぇ くぇ さけおかは いぇ こさぇいくうちうすっ う ゃしっ けとっ くっ しすっ ういぉさぇかう おぇおなゃ とっ ぉなょっ 

くっえくうはす ちゃはす, くっ しっ おけかっぉぇえすっ. ╁っさくうはす けすゅけゃけさ っ かうかぇゃけ. 〈ぇおぇ ゃういうはすぇ ゃう とっ ぉなょっ おぇすけ くぇ しな-
とうくしおぇ ‶なさゃぇ ょぇきぇ!
╁ すけゃぇ けすくけてっくうっ こさっょかけあっくうはすぇ ゃ おぇいぇくかなておうすっ きぇゅぇいうくう くぇ かうかぇゃう すけぇかっすう しぇ しっきこかう, くけ こなお 

いぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ しすうかくう う しぇ ょっかけ くぇ ぉなかゅぇさしおう きけょくう おなとう う きぇかおう そうさきう. ‶さっおさぇしくぇ こかっすっくぇ 
かうかぇゃぇ さけおかは, おけはすけ し きぇかおけ こけゃっつっ ゃなけぉさぇあっくうっ きけあっ ょぇ しっ くけしう う おぇすけ ぉかせいけく うかう すせくうおぇ, きけあっ 
ょぇ しっ くぇきっさう いぇ 70 かっゃぇ. ] すなさしっくっ う せこけさしすゃけ きけあっすっ ょぇ しう おせこうすっ う けそうちうぇかくう さけおかう ゃ さぇいかうつくう 
くのぇくしう くぇ かうかぇゃけすけ う さけいけゃけすけ きっあょせ 55- 89 かっゃぇ, ぇ さういうすっ ゃぇさうさぇす けす 25 ょけ 49 かっゃぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╁しうつおう いくぇっき, つっ っょくぇ くぇ-
いょさぇゃうちぇ, ゃょうゅくぇすぇ いぇ 

しゃぇすぉぇ, さけあょっく ょっく, けぉうおくけ-
ゃっく こさぇいくうお うかう くはおけっ ょさせ-
ゅけ つっしすゃぇくっ, っ こさうょさせあっくぇ 
し つせおぇくっ くぇ つぇてうすっ. ′うおけえ 
けす くぇし, けぉぇつっ, くっ しっ っ こうすぇか 
おぇおなゃ っ しきうしなかなす くぇ すけゃぇ う 
おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ.
╄ょくぇ けす かっゅっくょうすっ さぇいおぇいゃぇ, 

つっ ゃ ]さっょくけゃっおけゃうっすけ たけさぇすぇ 
しぇ つせおぇかう つぇてうすっ し ちっか ょぇ 
ういゅけくはす ょっきけくうすっ. ╇しすけさうはすぇ 
っ しゃなさいぇくぇ し ちなさおけゃくうは いゃなく 
くぇ おぇきぉぇくうすっ, いぇ おけえすけ しっ 
っ ゃはさゃぇかけ, つっ ゅけくう すなきくうすっ 
しうかう. ╉なき すぇいう かっゅっくょぇ ゃしっ 
こぇお うきぇ う うしすうくしおぇ うしすけさうは, 
ういゃっしすくぇ いぇ すけいう けぉうつぇえ. ┿ 
すは っ, つっ ゃ ]さっょくけゃっおけゃうっすけ 
ゃ ょゃけさちうすっ ゃ ╄ゃさけこぇ „こさっ-
きぇたゃぇかう“ ゃさぇゅけゃっすっ, おぇすけ うき 
しうこゃぇかう けすさけゃぇ ゃなゃ ゃうくけすけ. 
]かっょ おぇすけ しっ こさけつせかぇ すぇいう 
„すぇえくぇ“, いぇ ょぇ しっ ゃなさくっ ょけ-
ゃっさうっすけ こさう ゅけしすうすっ くぇ ゅけかっ-
きうすっ こさぇいくっくしすゃぇ, ょけきぇおうくう-
すっ ゃょうゅぇかう つぇてう う しうかくけ ゅう 
つせおぇかう し つぇてうすっ くぇ ゅけしすうすっ, 
すぇおぇ つっ ゃうくけすけ ょぇ しっ しきっしう, 
ぇ ゅけしすうすっ ょぇ しぇ しうゅせさくう, つっ 
ゃ くぇこうすおぇすぇ くはきぇ けすさけゃぇ. ¨す 
すぇき っ う けぉうつぇはす ょけきぇおうくなす 
ゃうくぇゅう こさなゃ ょぇ けすこうっ けす ゃう-
くけすけ.
╃させゅぇ うしすけさうは さぇいおぇいゃぇ, つっ 

しすぇさうすっ ゅっさきぇくしおう こかっきっ-
くぇ しぇ つせおぇかう つぇてうすっ こさっょう 
ゃしはおけ ういこうゃぇくっ, いぇ ょぇ ういこかぇ-
てぇす ょせたけゃっすっ. ╉けくくうちうすっ くぇ 
くけきぇょしおうすっ こかっきっくぇ こなお しぇ 
せおさぇしはゃぇかう つぇてうすっ しなし いゃなく-
ちう う ょさせゅう こさっょきっすう, いぇ ょぇ 
ゃょうゅぇす てせき う ょぇ ょなさあぇす いかけ-
すけ ょぇかっつ けす たけさぇすぇ. ‶け ゃさっきっ 
くぇ すうぉっすしおぇすぇ ょうくぇしすうは 【ぇく 

けぉうつぇはす っ ぉうか „ょぇ しっ ゃょうゅぇ 
てせき“ こさっょう ういこうゃぇくっすけ くぇ 
こなさゃぇすぇ つぇてぇ いぇ とぇしすうっ う 
ぉかぇゅけょっくしすゃうっ.
‶さう ょさっゃくうすっ ゅなさちう しなとけ っ 

ぉうか けす いくぇつっくうっ いゃせおなす こさう 
ういこうゃぇくっすけ くぇ ゃうくけすけ, くけ 
しぇきけ いぇとけすけ すっ しぇ ゃはさゃぇかう, 
つっ ゃうくけすけ くけしう ょせたけゃくけしす う 
おさぇしけすぇ いぇ ゃしうつおう しっすうゃぇ, ぇ 
いゃなくなす くぇ つぇてうすっ しないょぇゃぇか う 
せょけゃけかしすゃうっ いぇ せてうすっ.
‶け けすくけてっくうっ くぇ ょさっゃくうすっ 

てせきっさう ぇくすさけこけかけいうすっ すゃなさ-
ょはす, つっ すっ しぇ うきぇかう きくけゅけ さう-
すせぇかう, しゃなさいぇくう し こうっくっすけ う 
くぇいょさぇゃうちうすっ, くけ くうおなょっ くっ 
しっ しこけきっくぇゃぇ つせおぇくっすけ くぇ 
つぇてう.
╃くっし けぉうおくけゃっくけ つせおぇくっすけ 

くぇ つぇてう こさう くぇいょさぇゃうちぇ けい-
くぇつぇゃぇ ゃっしっかぉぇ, とぇしすうっ, ぇ ゃ 
くはおけう しすさぇくう こけ すけいう くぇつうく 
しっ ういさぇいはゃぇ せゃぇあっくうっ. ╁ ぅこけ-
くうは, くぇこさうきっさ, こさう くっこさうくせ-
ょっくう ゃっつっさう こさう ゃょうゅぇくっ くぇ 

くぇいょさぇゃうちぇ う おけゅぇすけ うしおぇすっ 
ょぇ しっ つせおくっすっ し こさうはすっかう, 
つぇてうすっ しっ しかぇゅぇす くぇ っょくぇおゃけ 
くうゃけ, くけ, ぇおけ しすぇゃぇ ゃなこさけし 
いぇ さぇぉけすくぇ ゃっつっさは う うしおぇすっ 
ょぇ しっ つせおくっすっ し てっそぇ, こけ-
しすぇゃはすっ つぇてぇすぇ こけ-くうしおけ けす 
くっゅけゃぇすぇ ゃ いくぇお くぇ せゃぇあっくうっ 
う こけつうす.
╇きぇ きくけゅけ くっとぇ, おけうすけ 

きけゅぇす ょぇ くぇこさぇゃはす しなぉうさぇ-
くっすけ こけ こさぇいくうつくう こけゃけょう 
くっいぇぉさぇゃうきけ う きくけゅけ, おけう-
すけ ょぇ さぇいゃぇかはす おけきこぇくうはすぇ. 
′け うきぇ っょくけ, おけっすけ きけあっ ょぇ 
ゃう こさっゃなさくっ ゃ ゅっさけえ くぇ ゃっ-
つっさすぇ う すけゃぇ っ せきっくうっすけ ょぇ 
しっ ゃょうゅぇす すけしすけゃっ. ╆ぇ すはた しう 
うきぇ こさぇゃうかぇ, おけうすけ ゃぇあぇす いぇ 
ゃしうつおう こさぇいくうちう. 
╄ょくけ けす けしくけゃくうすっ ういうしおゃぇ-

くうは いぇ すけしすぇ っ すけえ ょぇ っ けし-
すさけせきっく, くけ ゃ くうおぇおなゃ しかせ-
つぇえ ょなかなゅ. ╉けゅぇすけ ゃょうゅぇすっ 
くぇいょさぇゃうちぇ, くっ いぇぉさぇゃはえすっ, 
つっ しなすさぇこっいくうちうすっ ゃう くぇけ-
おけかけ しすけはす し こなかくう つぇてう う 
つぇおぇす ょぇ おぇあっすっ „′ぇいょさぇゃっ!”.

╉ぇおゃうすけ う くぇさうつぇくうは う 
ぉかぇゅけしかけゃうう し つぇてぇ ゃ さなおぇ, 
けぉぇつっ, ょぇ しなつうくうすっ, くっ いぇ-
ぉさぇゃはえすっ, つっ: 

′うとけ くっ しなおさぇとぇゃぇ あうゃけ-
すぇ すぇおぇ, おぇおすけ さぇいしすけはくうっすけ 
きっあょせ すけしすけゃっすっ!
╇ こけ すぇいう こさうつうくぇ: 

╃ぇ こうっき いぇ すけゃぇ - ょぇ あうゃっ-
っき, おけかおけすけ しっ きけあっ こけ-ょなか-
ゅけ!
╇かう こなお っょうく こさっおさぇしっく 

ゅさせいうくしおう すけしす, きくけゅけ せゃぇ-
あぇゃぇく けす うしすうくしおうすっ こさうは-
すっかう.
‶けあっかぇゃぇき すう おけゃつっゅ, くぇ-

こさぇゃっく けす しすけゅけょうてっく ょなぉ, 
おけえすけ とっ こけしぇょうき せすさっ! 

′ぇいょさぇゃっ!

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

╆ぇ こなさゃう こなす すゃけさつっしすゃけすけ くぇ ╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえしおう 
- 』せょけきうさ ういかっいっ ゃ てっしす すけきぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 20-すうすっ 
こさぇいくうちう, こけしゃっすっくう くぇ おぇいぇくかなておうは こうしぇすっか, たせょけあくうお, 
たせきけさうしす, おさぇっゃっょ, けぉとっしすゃっくうお. ‶けょぉけさなす くぇ こさけういゃっょっ-
くうはすぇ う さっょぇおちうはすぇ くぇ せくうおぇかくけすけ ういょぇくうっ っ ょっかけ くぇ ‶っくぬけ 
〈っさいうっゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╊》╋ „』せょけきうさ”, おけえすけ こけしゃっとぇゃぇ 22 
ゅけょうくう けす しゃけは あうゃけす くぇ ういしかっょけゃぇすっかしおぇ さぇぉけすぇ くぇ すゃけさ-
つっしすゃけすけ くぇ 』せょけきうさ. ] さぇぉけすぇすぇ しう こけ すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 』せ-
ょけきうさ 〈っさいうっゃ しっ こさっゃなさくぇ ゃ くぇえ-ゅけかっきうは くっゅけゃ ういしかっょけ-
ゃぇすっか. ‶さっょゅけゃけさなす おなき せくうおぇかくうは てっしすすけきくうお っ くぇ こさけそ. 
′うおけかぇ ╂っけさゅうっゃ.
╆ぇ きっく ぉってっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ ょぇ ういしかっょゃぇき すゃけさつっしすゃけすけ 

くぇ すけいう つけゃっお, すゃけさつっしすゃけ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく くっこけいくぇすけ, おぇおすけ 
いぇ きぇしけゃうは つうすぇすっか, すぇおぇ う いぇ しこっちうぇかうしすうすっ こけ ぉなかゅぇさしおぇ 
かうすっさぇすせさぇ, おぇいぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ.  
╉ぇすけ „ゃしっかっくぇ” すけえ けこさっょっかう すぇかぇくすかうゃうは すせさうっち, おけえ-

すけ こさうあうゃっ しっ っ こけょこうしゃぇか くっ し ういゃっしすくうすっ ょけ きけきっくすぇ 16 
こしっゃょけくうきぇ, っょうく けす おけうすけ っ 』せょけきうさ, ぇ し ちっかう 72.


