
╇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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╉けちけ:
《てけおか つけ [あしあのせけさそう

╊さつたかちてせそ:
》ちあうせあ さしけせけさあ う [あくあせしひさ

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
„〉かけくうかつてせけみて つたあつけてかし“
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ
“〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12, e-mail: mvrashkova@abv.bg
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』ちかはけ:
╊さつたかちてひて ╉そいちけせ ╉ちあえせかう

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

“【ぇたきぇすくうすっ こさけういゃっょっ-
くうは くぇ ┿かったうく, くぇえ-ゅけかっきうはす 
てぇたきぇすっく たせょけあくうお けす きう-
くぇかけすけ, とっ あうゃっはす ゃっおけゃっ. 
[ぇいうゅさぇゃぇえおう ┿かったうくしおうすっ 
こぇさすうう, てぇたきぇすうしすうすっ けす ぉな-
ょっとうすっ こけおけかっくうは とっ こけかせ-
つぇゃぇす うしすうくしおけ っしすっすうつっしおけ 
せょけゃけかしすゃうっ う とっ しっ ょうゃはす 
くぇ きけとすぇ くぇ くっゅけゃうは ゅっくうえ”. 
╃せきうすっ しぇ くぇ てっしすうは しゃっすけ-
ゃっく てぇきこうけく ╋うたぇうか ╀けすゃう-
くうお.
╋かぇょうはす ┿かったうく. ╃け てぇた-

きぇすくぇすぇ うゅさぇ しっ ょけおけしゃぇ, 
おけゅぇすけ っ くぇ 7 ゅけょうくう, ぇ しっ-
さうけいくけ いぇこけつゃぇ ょぇ うゅさぇっ くぇ 
12. ¨すすけゅぇゃぇ くっこさっおなしくぇすけ 
しっ せしなゃなさてっくしすゃぇ. 16-ゅけょう-
てっく, こっつっかう ┶-すけ きはしすけ くぇ 
こさけかっすくうは かのぉうすっかしおう すせさ-
くうさ ゃ ╋けしおゃぇ. ╋っあょせくぇさけょ-
くうはす きせ  ょっぉのす っ こさっい 1908 
ゅ. ゃ ╃のしっかょけさそ, おなょっすけ しっ 
こさけゃっあょぇ 16-はす おけくゅさっし くぇ 
╂っさきぇくしおうは てぇたきぇすっく しなのい. 
]かっょ おぇすけ こっつっかう しさっとせ ╀かせ-
きっくそっかょ ゃ ╋けしおゃぇ, いぇゃけのゃぇ 
こさぇゃけすけ ょぇ せつぇしすゃぇ ゃなゃ ╁しっ-
させしうえしおうは かのぉうすっかしおう すせさ-
くうさ. ‶けぉっあょぇゃぇ う っ せょけしすけっく 
しなし いゃぇくうっすけ „╋ぇえしすけさ”.                                           
╉なき しゃっすけゃくぇすぇ しかぇゃぇ. 

]かっょゃぇす きっあょせくぇさけょくう すせさ-
くうさう, ゃ おけうすけ いぇっきぇ うかう 
こなさゃけすけ, うかう ゃすけさけすけ きはし-
すけ う ぉなさいけ しっ くぇさっあょぇ しさっょ 
くぇえ-ょけぉさうすっ てぇたきぇすうしすう ゃ 
しゃっすぇ. ‶さっい 1914 ゅ. いぇっきぇ 
3-すけ きはしすけ くぇ きっあょせくぇさけ-
ょっく すせさくうさ ゃ ]ぇくおす ‶っすっさ-
ぉせさゅ しかっょ ╄きぇくせっか ╊ぇしおっさ 
う 》けしっ [ぇせか ╉ぇこぇぉかぇくおぇ う 
しすぇゃぇ っょうく けす こなさゃうすっ ゅさけし-
きぇえしすけさう - いゃぇくうっ, ょぇょっくけ 
くぇ こっすうきぇ てぇたきぇすうしすう けす 
ちぇさ ′うおけかぇえ II. ╉ぇすけ ゅさけし-
きぇえしすけさ ょっぉのすうさぇ ゃ きっあょせ-
くぇさけょくうは すせさくうさ ゃ ╋ぇくたぇえき 
う こっつっかう こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ.                                                                              
╂けょうくうすっ くぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃ-
くぇ ゃけえくぇ しぇ すっあおう いぇ くっゅけ. 
╀ぇとぇ きせ せきうさぇ おぇすけ ゅっさきぇく-
しおう ゃけっくけこかっくくうお. ┿かったうく 
しかせあう ょけぉさけゃけかくけ くぇ しすさぇ-
くぇすぇ くぇ [せしうは. ]かっょ すっあおぇ 
おけくすせいうは かっあう くっこけょゃうあっく 
ぉかういけ きっしっち ゃ ぉけかくうちぇ. ╆ぇ 
そさけくすけゃう いぇしかせゅう っ くぇゅさぇょっく 
し けさょっくぇ くぇ ]ゃ. ]すぇくうしかぇゃ う 
2 きっょぇかぇ „]ゃ. ╂っけさゅう”. 
]かっょ さっゃけかのちうはすぇ. ‶さっい 

1918 ゅ. っ けしなょっく くぇ しきなさす 
つさっい さぇいしすさっか いぇさぇょう ぇさう-
しすけおさぇすうつくうは しう こさけういたけょ. 
‶さうしなょぇすぇ っ けすきっくっくぇ 2 つぇしぇ 
こさっょう けこさっょっかっくけすけ ゃさっきっ 
いぇ ういこなかくっくうっすけ え  ぉかぇゅけ-
ょぇさっくうっ くぇ くはおけえ けす ゃうしてう-
すっ さっゃけかのちうけくくう ょっえちう.                         
╃うこかけきうさぇく のさうしす, さぇぉけすう 
おぇすけ しかっょけゃぇすっか ゃ 『っくすさぇか-
くぇすぇ さぇいせいくぇゃぇすっかくぇ しかせあぉぇ 
おなき ゅかぇゃくけすけ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
きうかうちうはすぇ - けさゅぇくういぇちうは, 
こけきぇゅぇとぇ くぇ たけさぇすぇ ょぇ くぇ-
きうさぇす ういゅせぉっくうすっ しう ぉかうい-
おう こけ ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇすぇ.                                                                                                                      
╁ さぇいかうつくう すせさくうさう こけぉっあ-
ょぇゃぇ くぇえ-ょけぉさうすっ きけしおけゃしおう 
てぇたきぇすうしすう. ‶さっい 1920 ゅ. 
しすぇゃぇ こなさゃうはす てぇきこうけく こけ 
てぇたきぇす くぇ ]]][.
‶さっい 1921 ゅ. けぉゃうくっくうはすぇ ゃ 

ぇくすうしなゃっすしおぇ ょっえくけしす しさっとせ 
くっゅけ しぇ しくっすう. ′け こさう すぇおうゃぇ 
せしかけゃうは こさけゅさっしなす きせ ゃ てぇたぇ 
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621 たうか. 695 かゃ. こけゃっつっ 
けす こぇさうすっ こさっい きうくぇかぇすぇ 2013-
すぇ とっ ゃかはいぇす ゃ きっしすくうは ぉのょあっす 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, こさっょゃうあょぇ 
こなさゃけくぇつぇかくうはす こかぇく くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. ]さっょしすゃぇすぇ けしうゅせさは-
ゃぇす そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
う 19-すっ くぇしっかっくう きっしすぇ ゃ けぉとう-
くぇすぇ. ¨ぉとぇすぇ さぇきおぇ くぇ ぉのょあっすぇ, 
おけえすけ ぉっ こさっょしすぇゃっく くぇ こせぉかうつ-
くけ けぉしなあょぇくっ ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇ-
すぇ ゅけょうくぇ, っ 36 きかく. 800 たうか. 873 
かゃ. ╀のょあっすなす すっこなさゃぇ とっ しっ けぉ-
しなあょぇ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, しかっょ 
おけっすけ こさっょしすけう こなさゃけ う ゃすけさけ つっ-

すっくっ, こさっょう ょぇ ぉなょっ こさうっす う ょぇ ゃかっいっ ゃ しうかぇ. ‶さっい すぇいう ゅけょうくぇ こけょさっあょぇくっすけ くぇ 
けぉとうくしおうは ぉのょあっす いぇこけつくぇ こけ-さぇくけ けす ょさせゅ こなす. ╇ょっはすぇ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけは-
くけゃぇ う くっえくうはす っおうこ っ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ ぉなょっ ゅけすけゃぇ くぇゃさっきっ いぇ けしうゅせさはゃぇくっ 
くぇ しさっょしすゃぇすぇ いぇ しなそうくぇくしうさぇくっ くぇ しこっつっかっくうすっ こさけっおすう けす ╄], こかぇとぇくうはすぇ こけ 
おけうすけ いぇしっゅぇ しぇ しこさっくう けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ. ╃け くけゃけすけ しすぇさすうさぇくっ くぇ すさぇくてけゃっすっ 
けす っゃさけこっえしおう しさっょしすゃぇ けぉとうくうすっ しかっょゃぇ ょぇ くぇきっさはす しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ いぇ さっぇ-
かういぇちうは くぇ こさけっおすうすっ, ゃおかのつうすっかくけ う けす いぇっきう. [ぇくくけすけ こさうっきぇくっ くぇ ぉのょあっすぇ, 
おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しすぇくっ ょけ きっしっち, こけょしうゅせさはゃぇ こけ-ょけぉさっ けぉとうくしおうすっ さっきけくすう う 
ゃしうつおう こさけちっょせさう こけ すはた, けゅさぇくうつっくう しなし しさけおけゃっ けす ╆ぇおけくぇ いぇ けぉとっしすゃっくうすっ 
こけさなつおう. 
‶さっい ゅけょうくうすっ つっしすけ しっ しかせつゃぇてっ ぇしそぇかすうさぇくうは う さっきけくすう こけ せつうかうとぇ う ょっすしおう 

ゅさぇょうくう ょぇ しすぇさすうさぇす ゃ おさぇは くぇ かはすけすけ, つっ う こさっい しっこすっきゃさう. ]っゅぇてくぇすぇ けぉとうく-
しおぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ちっかう すぇいう こけさけつくぇ こさぇおすうおぇ ょぇ けしすぇくっ ゃ うしすけさうはすぇ.
′ぇこさっゅくぇす ぉのょあっす う すさせょくぇ ゅけょうくぇ けつっさすぇゃぇす こさけゅくけいうすっ くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ. 

‶さうつうくうすっ いぇ すけゃぇ しぇ ゃ うおけくけきうつっしおぇすぇ おさういぇ, くぇしかっょっくうすっ けす ゅけょうくう しすぇさう さぇい-
こかぇとぇくうは くぇょ 2 きかく. かゃ., くぇきぇかはゃぇくっすけ くぇ こさうたけょうすっ けす けぉとうくしおう こさけょぇあぉう, 
せゃっかうつっくうっすけ くぇ さぇいたけょうすっ いぇ いぇこかぇすう いぇさぇょう ゃょうゅぇくっすけ くぇ きうくうきぇかくけすけ すさせょけ-
ゃけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, さってっくうっすけ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ ゃさっきっくくけ ょぇ しこさっ そうくぇくしう-
さぇくっすけ くぇ こさけっおすう けす ╄] う ょぇ ういこかぇとぇ くぇ 95 % こかぇくうさぇくぇすぇ ょなさあぇゃくぇ きっしっつくぇ 
しせぉしうょうは し ゃないきけあくけしす いぇ おけきこっくしぇちうう ゃ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ.

¨とっ しきっ しさっょぇすぇ くぇ はくせぇさう, くけ くぇ こさぇおすうおぇ ゃっつっ いぇこけつ-
くぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ おぇくょうょぇすしすせょっくすしおぇ おぇきこぇくうは. ╆ぇ こなさゃう 

こなす さけょくう ゃせいけゃっ けさゅぇくういうさぇす ぉっいこさっちっょっくすくけ さぇくけ こなさゃうすっ 
しう こさうっきくう ういこうすう.
『っかすぇ っ ╁〉╆-けゃっすっ ょぇ しう けしうゅせさはす きぇおしうきぇかくけ さぇくけ くけゃう しすせ-

ょっくすう, こけ さっょ こさうつうくう. ╊うこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ おぇくょうょぇすう いぇ 
ゃうしてっ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ こけさぇょう 
ょっきけゅさぇそしおぇ-
すぇ おさういぇ うかう 
かうこしぇすぇ くぇ 
きけすうゃぇちうは いぇ 
せつっくっ しぇ しぇきけ 
ょゃっ けす こけさっょう-
ちぇすぇ こさうつうくう, 
ゃけょっとう ょけ ゃしっ 
こけ-きぇかなお ぉさけえ 
おぇくょうょぇすう いぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ 
╁〉╆-けゃっ. 

„]すぇさすなす“ ゃ こけょさぇくうかぇすぇ ういこうすくぇ おぇきこぇくうは ょぇゃぇ 〉′]], おな-
ょっすけ けとっ くぇ 29 はくせぇさう うきぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおう ういこうす. 〈ぇき 
ゃしっおう きっしっち とっ すっつっ っかっおすさけくっく すっしす, こさっい おけえすけ とっ きうくぇゃぇす 
ゃしうつおう あっかぇっとう. ]こけさっょ ういぉさぇくけすけ くぇこさぇゃかっくうっ すっ ょけこなかゃぇす 
う ょけこなかくうすっかっく きけょせか – こけ つせあょ っいうお, ゅっけゅさぇそうは うかう きぇすっきぇ-
すうおぇ.
╁ ′けゃ ╀なかゅぇさしおう せくうゃっさしうすっす こさっょゃぇさうすっかくうすっ ういこうすう いぇこけつ-

ゃぇす くぇ 8-きう そっゃさせぇさう, こけ こけょけぉうっ くぇ すっいう ゃ 〉′]]. ╁たけょくうはす 
ういこうす いぇ ′╀〉 とっ っ こさけゃっさおぇ くぇ ぉぇいけゃぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ  こけ ゃしうつおう 
ういせつぇゃぇくう ゃ ゅうきくぇいうはすぇ こさっょきっすう. 
╁ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす おぇきこぇくうはすぇ いぇこけつゃぇ こさっい きぇさす. 

╁すけさうはす てぇくし いぇ ┿かきぇ きぇすっさ っ こさっい のかう. 
‶けょさけぉくけしすう いぇ くぇつうくうすっ いぇ さぇくくけ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ う くせあくうすっ 

ょけおせきっくすう きけゅぇす ょぇ しっ くぇきっさはす くぇ しぇえすけゃっすっ くぇ しなけすゃっすくうすっ 
ゃうしてう せつうかうとぇ ゃ うくすっさくっす. 
‶け すけいう くぇつうく ゃうしてうすっ せつうかうとぇ ぉなさいぇす ょぇ しう けしうゅせさはす おけか-

おけすけ しっ きけあっ こけゃっつっ しすせょっくすう けとっ こさっょう ぇぉうすせさうっくすしおうは ぉぇか 
う すぇおぇ ょぇ しう こけょしうゅせさはす う ぉのょあっすくけ しかっょゃぇとぇすぇ そうくぇくしけゃぇ 
ゅけょうくぇ.
¨おけかけ 7 000 ぉはたぇ しゃけぉけょくうすっ きっしすぇ ゃ さけょくうすっ ゃうしてう せつうかうとぇ 

ょけさう しかっょ すさっすけすけ おかぇしうさぇくっ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ くぇ こさぇお-
すうおぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ ゃなゃ ゃしっおう けす 51 ぉなかゅぇさしおう  ╁〉╆-ぇ くぇ こさぇおすう-
おぇ けすうゃぇす しさっょくけ こけょ 1000 おぇくょうょぇすう. 
╁なこさっおう かうこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ おぇくょうょぇすう いぇ ゃうしてうすっ せつうかう-

とぇ, いぇしうかっくぇ しう けしすぇゃぇ おけくおせさっくちうはすぇ いぇ くはおけう こけ -ぇすさぇおすうゃ-
くう しこっちうぇかくけしすう おぇすけ こさぇゃけ, きっょうちうくぇ, ぉういくっし, あせさくぇかうしすうおぇ. 
╁しっ けとっ  すさせょくけ しっ くぇきうさぇす ょけしすぇすなつくけ おぇくょうょぇすう いぇ すっあおう 
しこっちうぇかくけしすう おぇすけ うくあっくっさくうすっ. ¨しけぉっくけ ゅけかはき っ ょっそうちうすなす 
こさう おぇくょうょぇすうすっ いぇ きぇてうくけしすさけうすっかくう しこっちうぇかくけしすう.

                          ╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

‶け-きぇかおけ せかうちう ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ ぉなょぇす ぇしそぇかすうさぇくう こさっい すぇいう ゅけょうくぇ. ‶さうつうくぇすぇ っ ゃ さぇい-
こさっょっかっくうっすけ くぇ しさっょしすゃぇすぇ おなき ょさせゅう こさうけさうすっすう – けしくけゃくけ いぇ しこっつっかっくう こさけっおすう. ′ぇょ 
8 きかく. かゃ. しなそうくぇくしうさぇくっ けす しけぉしすゃっくう けぉとうくしおう しさっょしすゃぇ う いぇっきう とっ けすうょぇす いぇ ょけゃなさて-
ゃぇくっ さっきけくすぇ くぇ こさっつうしすゃぇすっかくぇすぇ しすぇくちうは, ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ っょくけ いぇとうすっくけ あうかうとっ う 3 
ちっくすなさぇ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ くぇ くせあょぇっとう しっ ょっちぇ けす しっきっっく すうこ, ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ う すさぇ-
おうえしおうすっ ちぇさっ, こけょけぉさはゃぇくっ くぇ しさっょぇすぇ くぇ ちっくすさぇかくぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす, きっさおう いぇ っくっさゅうえくぇ  
っそっおすうゃくけしす ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ, っょうく しけちうぇかっく う っょうく けぉさぇいけゃぇすっかっく こさけっおす. 

〉あつしかおせけぬけてか せあ たひちうあてあ, けくえちあおかせあ けくぬみしそ つ いひしえあちつさけ 
たあちけ, かしかさてちそぬかせてちあしあ つてみえあて うかさそうかせ まいけしかこ

′ぇ 31-ゃう ょっおっき-
ゃさう 2013 ゅけ-

ょうくぇ しっ くぇゃなさてうたぇ 
100 ゅけょうくう けす けそう-
ちうぇかくけすけ いぇたさぇくゃぇ-
くっ し っかっおすさうつっしすゃけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╂けかは-
きけすけ つっしすゃぇくっ くぇ 
ゃっおけゃくうは のぉうかっえ 
とっ っ くぇ 19-すう う 20-
すう のかう 2014 ゅけょう-
くぇ. 〈けゃぇ しなけぉとうたぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお つっすう-
さうきぇ けす くぇしかっょくう-
ちうすっ くぇ そぇきうかうはすぇ 
]すぇえくけゃう. ╁くせちうすっ 
くぇ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ, 
うょっけかけゅなす, ゃょなたくけゃうすっかはす う ゅかぇゃくうはす うくうちうぇすけさ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こなさゃぇすぇ, ういちはかけ ぉなか-
ゅぇさしおぇ, っかっおすさけちっくすさぇかぇ, こけしっすうたぇ しないょぇょっくうは けす すったくうは うきっくうす ょはょけ う  けす そぇきうかうはすぇ 》ぇょ-
あうゅっくつっゃう けす ╃さはくけゃけ けぉっおす う こけしすぇゃうたぇ くぇつぇかけすけ くぇ けさゅぇくういぇちうは, しゃなさいぇくぇ し ゃっおけゃくけすけ 
つっしすゃぇくっ. ╁ ╉ぇいぇくかなお ょけえょけたぇ こさけそ. ょ-さ うくあ. ╂っくつけ ]すぇえくけゃ, こさはお ゃくせお くぇ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ,  
うくあ. ╋うたぇうか ]すぇえくけゃ, こさはお ゃくせお くぇ ╋ぇくぬけ ]すぇえくけゃ, ぉさぇす くぇ ╂っくつけ, おぇおすけ う ぉさぇすなす う しっしすさぇすぇ 
[ぇょうくぇ う ]すっそぇく ′ぇくつっゃう, ゃくせちう くぇ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ う ょっちぇ くぇ くっゅけゃぇすぇ っょうくしすゃっくぇ ょなとっさは 
╀けくおぇ. [ぇょうくぇ う ]すっそぇく しぇ っかっおすさけうくあっくっさう う ょっちぇ くぇ こさけそ. ′ぇくつけ ′ぇくつっゃ, おぇいぇくかなつぇくうく, 
くっきしおう ゃないこうすぇくうお, っょうく けす しないょぇすっかうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ っくっさゅっすうおぇ う くぇ 〈ったくうつっしおうは せくう-
ゃっさしうすっす ゃ ]けそうは, ょなかゅけゅけょうてっく ょっおぇく くぇ ╄かっおすさけすったくうつっしおうは そぇおせかすっす う いぇき.-さっおすけさ くぇ 
〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす.

╅]╊[』╅〉╉ぇ『 ╅]╊｠¨〉
′あ すかせ のあにすあてひて せか か けえちあ, てそこ か けくさとつてうそ

ぉうか こけょ ゃなこさけし. ╁かぇしすうすっ きせ 
けすおぇいゃぇかう こぇしこけさす いぇ せつぇし-
すうっ ゃ きっあょせくぇさけょくう すせさくう-
さう. ┿かったうく さぇぉけすう ゃ ╋けしおゃぇ 
おぇすけ こさっゃけょぇつ いぇ おけくゅさっしぇ 
くぇ ╉けきうくすっさくぇ. ╁かぇょっっか こさっ-
おさぇしくけ そさっくしおう う くっきしおう.

╆ぇ さっゃけかのちうはすぇ. ┿かっおしぇく-
ょなさ ┿かったうく こさけういたけあょぇ けす 
ょゃけさはくしおけ しっきっえしすゃけ う すけゃぇ 
っ こさうつうくぇすぇ ょぇ くっ きけあっ ょぇ 
ゃないこさうっきっ ゃっょくぇゅぇ ╁っかうおぇすぇ 
¨おすけきゃさうえしおぇ しけちうぇかうしすうつっ-
しおぇ さっゃけかのちうは. ′け し ゃさっきっ-
すけ くっゅけゃけすけ けすくけてっくうっ おなき 
しなゃっすしおぇ [せしうは しっ こさけきっくは.
〈けえ こけ ょけしすけえくしすゃけ けちっくはゃぇ 
さぇいちゃっすぇ くぇ てぇたきぇすくぇすぇ おせか-
すせさぇ ゃ しすさぇくぇすぇ う こけしすうあっくう-
はすぇ くぇ しなゃっすしおうすっ てぇたきぇすう-
しすう ゃ きっあょせくぇさけょっく きぇとぇぉ. 
′っ しぇきけ おぇすけ てぇたきぇすうしす, くけ う 
おぇすけ つけゃっお, しっ ゃないたうとぇゃぇ けす 
さっいせかすぇすうすっ けす さっゃけかのちうはすぇ 
う ういこさぇとぇ しゃけうすっ うしおさっくう 
こけいょさぇゃかっくうは ょけ ]なのいぇ くぇ 
てぇたきぇすうしすうすっ ゃ ]なゃっすしおうは 
しなのい こけ こけゃけょ 18-すぇすぇ ゅけ-
ょうてくうくぇ くぇ さっゃけかのちうはすぇ.
╁なゃ 《さぇくちうは. ‶さっい 1921 

ゅ. しっ あっくう いぇ 41-ゅけょうてくぇ-
すぇ てゃっえちぇさしおぇ あせさくぇかうしすおぇ 
┿くぇ-╊ういぇ [のゅ, おけはすけ つぇおぇかぇ 
ょっすっ う うしおぇかぇ ょぇ ゅけ さけょう ゃ 
【ゃっえちぇさうは. 
〉しこはかぇ ょぇ しう せさっょう こさうっき 

こさう しぇきうは ╊っくうく, こけ ょさせ-
ゅぇ ゃっさしうは こさう [ぇょっお, おけえすけ 
ゃないおかうおくぇか: „‶せしすうはす ┿かっ-
たうく っ おけくすさぇさっゃけかのちうけくっさ, 
ぇ ゃ てぇたきぇすぇ っ ゅっくうえ. 〈けいう 
しゃけえ ょぇさ きけあっ ょぇ こさけはゃう 
っょうくしすゃっくけ けすゃなょ こさっょっかう-
すっ くぇ [せしうは”. 〈ぇおぇ ┿かっおしぇく-
ょなさ ┿かっおしぇくょさけゃうつ こけかせつぇ-
ゃぇ さぇいさってっくうっ ょぇ っきうゅさうさぇ. 
╋かぇょけあっくちうすっ いぇきうくぇゃぇす, 
くけ しおけさけ しっ さぇいょっかはす. ┿かっ-
たうく しっ せしすぇくけゃはゃぇ ょぇ あうゃっっ 
ゃなゃ 《さぇくちうは. ‶けぉっょうすっか っ ゃ 
きくけゅけ おさせこくう きっあょせくぇさけょ-
くう すせさくうさう. 』っしすけ こけしっとぇ-
ゃぇ しうくぇ しう, ぇ しかっょ しきなさすすぇ 
くぇ ┿くぇ-╊ういぇ こさっい 1934 ゅ. ゅけ 
ういこさぇとぇ ゃ ょけぉなさ こぇくしうけく 
こけょ けこっおぇすぇ くぇ てゃっえちぇさしおうは 

てぇたきぇすうしす ╁っかきう.
′ぇえ-しうかくうはす てぇたきぇすうしす 

ゃ しゃっすぇ. ┿かったうく せこけさうすけ しっ 
しすさっきう おなき いゃぇくうっすけ しゃっすけ-
ゃっく てぇきこうけく. ‶さっい 1922 ゅ. 
けしすぇゃぇ ゃすけさう くぇ こさっしすうあくうは 
すせさくうさ ゃ ╊けくょけく, しかっょ しゃっ-

すけゃくうは てぇきこうけく ╉ぇこぇぉかぇく-
おぇ. ‶さっい 1925 ゅ. しっ こさっょ-
しすぇゃは ぉかっしすはとけ ゃ ‶ぇさうあ くぇ 
すせさくうさぇ こけ てぇた-ぉかうくょ (ぉっい 
ょぇ ゅかっょぇ そうゅせさうすっ), おぇすけ けす 
27 こぇさすうう こっつっかう 22. ‶けしすぇ-
ゃは う しゃっすけゃっく さっおけさょ いぇ くぇえ-
ゅけかはき しっぇくし こけ てぇた-ぉかうくょ 
- 28 こぇさすうう. ]なとぇすぇ ゅけょうくぇ 
こけかせつぇゃぇ そさっくしおけ ゅさぇあょぇく-
しすゃけ う いぇこけつゃぇ ょけおすけさぇくすせ-
さぇ こけ こさぇゃけ ゃ ]けさぉけくぇすぇ. 
〉しこってくけ いぇとうすぇゃぇ ょうしっさすぇ-
ちうはすぇ しう. ]かっょ きぇつぇ しう し ╉ぇ-
こぇぉかぇくおぇ こさっい 1927 ゅ., おけえすけ  
こっつっかう し 6:3, 35-ゅけょうてくうはす 
┿かったうく しすぇゃぇ くぇえ-しうかくうはす 
てぇたきぇすうしす ゃ しゃっすぇ, つっすゃなさ-
すうはす しゃっすけゃっく てぇきこうけく. ╆ぇ-
こぇいゃぇ しゃっすけゃくぇすぇ すうすかぇ ょけ 
しきなさすすぇ しう, し ょゃっゅけょうてくけ 
こさっおなしゃぇくっ けす 1935 ょけ 1937 
ゅ., おけゅぇすけ てぇきこうけく しすぇゃぇ 
ょ-さ ╋ぇおし ╄ゃっ. ]かっょ っょくぇ けす 
こけぉっょくうすっ いぇ ┿かったうく うゅさう 
╄ゃっ こさういくぇゃぇ: „┿かったうく くっ 
っ こさけしすけ きくけゅけ しうかっく てぇた-
きぇすうしす, ぇ っ くぇえ-しうかくうはす ゃ 
しゃっすぇ... ╇ゅさぇ ういせきうすっかくけ う 
くっ きっ っ しさぇき, つっ いぇゅせぉうた けす 
すぇおなゃ こさけすうゃくうお...“
′ぇ しゃっすけゃくうすっ けかうきこうぇ-

ょう ┿かったうく けゅかぇゃはゃぇ けすぉけさぇ 
くぇ 《さぇくちうは. ‶さっい 1930 ゅ. 
ゃ 》ぇきぉせさゅ こっつっかう ゃしうつおうすっ 
9 こぇさすうう. ′ぇ けかうきこうぇょうすっ 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ‶さぇゅぇ 
う こさっい 1933 ゅ. ゃ ┿くゅかうは けす-
くけゃけ こけおぇいゃぇ くぇえ-ょけぉなさ さっ-
いせかすぇす くぇ こなさゃぇ ょなしおぇ. ‶さっい 
1933 ゅ. くぇ しゃっすけゃくけすけ ういかけ-
あっくうっ ゃ 』うおぇゅけ こけしすぇゃは くけゃ 
しゃっすけゃっく さっおけさょ いぇ くぇえ-ゅけ-
かはき しっぇくし こけ てぇた-ぉかうくょ - 32 
こぇさすうう.
‶さっい しかっょゃぇとぇすぇ 1934 ゅ. しっ 

あっくう いぇ 58-ゅけょうてくぇすぇ ぇきっ-
さうおぇくおぇ けす っゃさっえしおう こさけうい-
たけょ ╂さっえし ╁うしたぇさ. ‶さっい 1939 

ゅ. ゃ ╀せっくけし ┿えさっし いぇっきぇ 2-さけ 
きはしすけ くぇ こなさゃぇ ょなしおぇ しかっょ 
╉ぇこぇぉかぇくおぇ. ]かっょ すけゃぇ, ょけ 
1946 ゅ., こっつっかう きくけあっしすゃけ 
すせさくうさう ゃ ╀せょぇこっとぇ, ╀ぇょっく-
╀ぇょっく, ]ぇく [っきけ, ╊けくょけく, 
╀っさく, 『のさうた う ょさせゅぇょっ. 

]っぇくし ゃ ]けそうは. ‶さっい 1936 
ゅ., こけ こけおぇくぇ くぇ ]けそうえしおうは 
てぇたきぇすっく おかせぉ, ┿かったうく うゅさぇっ 
しっぇくし けす 40 こぇさすうう ゃ ゅさぇょしおけ-
すけ おぇいうくけ ゃ ]けそうは. [っいせかすぇ-
すなす っ 26 こけぉっょう, 10 さぇゃっく-
しすゃぇ う 4 いぇゅせぉう. 
╁けえくぇすぇ. ‶さっい 1939 ゅ. ╀けす-

ゃうくうお いぇこけつゃぇ こけょゅけすけゃおぇ いぇ 
こさけゃっあょぇくっすけ くぇ しゃっすけゃくけ 
こなさゃっくしすゃけ, くけ こさっゅけゃけさうすっ 
しぇ こさっおなしくぇすう いぇさぇょう いぇこけ-
つくぇかぇすぇ ╁すけさぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-
くぇ, こけ ゃさっきっ くぇ おけはすけ ┿かったうく 
っ こさっゃけょぇつ くぇ しすさぇくぇすぇ くぇ 
《さぇくちうは う せつぇしすゃぇ ゃ きくけゅけ 
すせさくうさう くぇ すっさうすけさうう, けおせ-
こうさぇくう けす くっきちうすっ. 〈けゃぇ っ 
せしかけゃうっ, こけしすぇゃっくけ きせ けす くぇ-
ちうしすうすっ, いぇ ょぇ しっ しなぉっさっ けす-
くけゃけ し ╂さっえし, おけはすけ ぉうかぇ いぇ-
かけゃっくぇ ゃなゃ 《さぇくちうは. 
╁ おさぇは くぇ 1943 ゅ. こけかせつぇゃぇ 

こけおぇくぇ けす ╇しこぇくしおぇすぇ そっょっ-
さぇちうは う ╂っしすぇこけ きせ ょぇゃぇ こさぇ-
ゃけ ょぇ いぇきうくっ いぇ ╋ぇょさうょ, くけ 
くっ う くぇ あっくぇ きせ. ╁しはおぇおゃう 
こけ-くぇすぇすなてくう けこうすう ょぇ しっ しな-
ぉっさっ し ╂さっえし しぇ ぉっいせしこってくう. 
‶さっい 1944–1945 ゅ. ┿かったうく 

こけぉっあょぇゃぇ ゃ さっょうちぇ うしこぇく-
しおう すせさくうさう, しかっょ おけっすけ しっ 
こさっきっしすゃぇ ゃ ╄とけさうか, ‶けさ-
すせゅぇかうは. ‶さっい 1946-すぇ こさっ-
ゅけゃけさうすっ いぇ こさけゃっあょぇくっ くぇ 
]ゃっすけゃくけ こなさゃっくしすゃけ しぇ こけょ-
くけゃっくう, くけ すけ くっ しっ こさけゃっあ-
ょぇ いぇさぇょう こさっあょっゃさっきっくくぇすぇ 
しきなさす くぇ ┿かったうく.                                                                       
] くぇえ-ゃうしけおけすけ ╄╊¨. 【ぇた-

きぇすくうはす おけっそうちうっくす くぇ ┿かっ-

╇ つっすうさうきぇすぇ ゃくせちう くぇ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ しぇ うくあっくっさう. 〈っ 
しぇ しさっょ 75-きぇすぇ しけぉしすゃっくうちう しっゅぇ くぇ さっしすうすせうさぇくぇすぇ こさっい 
1994 ゅけょうくぇ ╄くうくしおぇ ╁╄『.

たうく っ くぇえ-ゃうしけおうはす - 2690. 
╄╊¨ っ しうしすっきぇ いぇ けちっくおぇ くぇ 
しうかぇすぇ くぇ うゅさぇつぇ, しないょぇょっくぇ 
けす こさけそ. ┿さこぇょ ╄かけ. 
“╆ぇ きっく てぇたきぇすなす くっ っ うゅさぇ, 

すけえ っ ういおせしすゃけ” - おぇいゃぇか させ-
しおうはす てぇたきぇすうしす. ╇ ょけおぇいゃぇか 
すけゃぇ しなし しゃけはすぇ ぉかっしすはとぇ うく-
すせうちうは う はさおう ゃないきけあくけしすう 
いぇ おけきぉうくぇすうゃくけ いさっくうっ.
]ぇきうはす ╉ぇこぇぉかぇくおぇ すゃなさょう, 

つっ ょぇ くぇぉかのょぇゃぇて うゅさぇすぇ くぇ 
┿かったうく っ うしすうくしおけ いさっかうとっ う 
つっ すけえ うきぇ くぇえ-いぇぉっかっあうすっか-
くぇすぇ てぇたきぇすくぇ こぇきっす, おけはすけ 
くはおけゅぇ っ しなとっしすゃせゃぇかぇ. ╆ぇ 
〈ぇさすぇおけゃっさ すけえ ぉうか せくうゃっさ-
しぇかっく うゅさぇつ う おぇすけ すぇおなゃ くは-
きぇか さぇゃっく. ]こぇしおう ゅけ しつうすぇか 
いぇ くぇえ-ゃっかうおうは てぇたきぇすうしす, ぇ 
〈ぇか おぇいゃぇか: „┿かったうく こけさぇいは-
ゃぇ し ういおかのつうすっかくうは しう おけき-
ぉうくぇちうけくっく すぇかぇくす う ぉっいいぇ-
ゃっすくぇ かのぉけゃ おなき てぇたぇ.“                                                                                    
〈っけさっすうおなす ┿かったうく. ┿かっ-

たうく っ くぇえ-ゅけかっきうはす すっけさっ-
すうお-ぇくぇかうすうお いぇ ゃさっきっすけ 
しう. ]ぉけさくうちうすっ う おくうゅうすっ 
きせ „╋けうすっ くぇえ-ょけぉさう こぇさ-
すうう“ う „‶け こなすは おなき くぇえ-
ゃうしけおうすっ てぇたきぇすくう こけしすう-
あっくうは“ しすぇゃぇす おかぇしうつっしおう 
こさけういゃっょっくうは くぇ おけきっくすぇ-
すけさしおけすけ きぇえしすけさしすゃけ. 〈けえ 
すっけさっすうつくけ けぉけしくけゃぇゃぇ う 
こさぇおすうつっしおう せすゃなさあょぇゃぇ 
おけくおさっすっく こけょたけょ こさう さってぇ-
ゃぇくっすけ くぇ さっょうちぇ てぇたきぇす-
くう こさけぉかっきう, ゃないくうおゃぇとう 
ゃ っょくぇ うかう ょさせゅぇ こけいうちうは.                                                                                                                              
′ぇさうつぇかう ┿かっおしぇくょなさ ┿かっお-
しぇくょさけゃうつ „ゅっくうえ くぇ てぇた-
きぇすくうすっ おけきぉうくぇちうう”. 〈けえ 
しぇきうはす おぇいゃぇか: „╉けきぉう-
くぇちうはすぇ - すけゃぇ っ ょせてぇ-
すぇ くぇ てぇたきぇすくぇすぇ うゅさぇ!”.                                                     
┿かったうく っ しきはすぇく いぇ さけょけ-
くぇつぇかくうお くぇ せくうゃっさしぇかくうは 
しすうか くぇ うゅさぇ う いぇ けしくけゃけこけ-
かけあくうお くぇ させしおぇすぇ てぇたきぇすくぇ 
ておけかぇ. 
[せしおう う そさっくしおう てぇた-

きぇすっく ゅっくうえ. ‶けしかっょくうすっ 
きっしっちう けす あうゃけすぇ しう てぇた-
きぇすうしすなす くぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ 
こさっおぇさゃぇ ゃ ぉっょくけしす う しぇきけすぇ 
ゃ ‶けさすせゅぇかうは - けすつぇはく う ぇか-
おけたけかういうさぇく, し たうこっさすけくうは 
う きくけあっしすゃけ ょさせゅう ぉけかっあ-
おう. 〉きうさぇ こさっい 1946 ゅ. くぇ 54 
ゅけょうくう ゃ たけすっかしおぇすぇ しう しすぇは 
ゃ ╄とけさうか, くぇえ-ゃっさけはすくけ けす 
しなさょっつっく  こさうしすなこ. 〈けつくぇ-
すぇ こさうつうくぇ いぇ しきなさすすぇ きせ っ 
くっういゃっしすくぇ. ]かっょ 10 ゅけょうくう 
ゃはさくぇすぇ きせ ╂さっえし こさっくぇしは 
こさぇたぇ きせ ゃ ‶ぇさうあ, おなょっすけ 
っ  すなさあっしすゃっくけ こけゅさっぉぇく ゃ 
ゅさけぉうとっすけ ゃ ╋けくこぇさくぇし. ′ぇ 
こぇきっすくうおぇ きせ っ くぇこうしぇくけ 
„[せしおう う そさっくしおう てぇたきぇすっく 
ゅっくうえ“.
╁ いくぇお くぇ こけつうす おなき くっゅけ-

ゃうは くっゃっさけはすっく すぇかぇくす こさっい 
きぇさす 2013 ゅ. [せしうは う 《さぇく-
ちうは けさゅぇくういうさぇす きっあょせくぇさけ-
ょっく すせさくうさ-きっきけさうぇか ゃ ‶ぇ-
さうあ う ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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╋うたぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ う „┿さしっくぇか”.
╁うょくうはす けさなあっえくうお こけしっとぇゃぇ „┿さしっくぇか” ょゃぇ こなすう.
‶なさゃうはす こなす っ こさっい 1993 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ くぇ こかけとぇょ-

おぇ 【っえくけゃけ こさけはゃはゃぇ しこっちうぇかっく うくすっさっし おなき こけ-
ょけぉさっくぇすぇ けす しこっちうぇかうしすうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ おけゃぇくぇ う 
そさっいけゃぇくぇ ちっゃくぇ おせすうは くぇ ┿╉-47.
╁すけさうはす こなす っ こさっい 1996 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ しっ しさっとぇ 

し すけゅぇゃぇてくうは ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ ╉させき 》さうしすけゃ, 
おぇおすけ う し おけくしすさせおすけさうすっ けさなあっえくうちう.
╁なゃ そうさきっくうは きせいっえ しっ こぇいう う しこっちうぇかっく ぇゃすけきぇす し 

こけょこうしぇ くぇ うきっくうすうは おけくしすさせおすけさ, こぇいはす しっ う きくけゅけ 
しこけきっくう けす しさっとう くぇ きっくうょあなさうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ し 
くっゅけ くぇ さぇいかうつくう しゃっすけゃくう ういかけあっくうは. ‶けしかっょくぇすぇ 
しさっとぇ くぇ ╉ぇかぇてくうおけゃ し ういこ. ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ っ こさっい 2003 ゅけょうくぇ ゃ ┿ぉせ ╃ぇぉう.

′ぇ 27 ょっおっきゃさう 2013 ゅけ-
ょうくぇ ゃ ╋けしおゃぇ, ゃなゃ 《っ-

ょっさぇかくうは ゃけっくっく きっきけさうぇかっく 
おけきこかっおし, し ゃけっくくう こけつっしすう 
ぉっ こけゅさっぉぇく けさなあっえくうはす おけく-

しすさせおすけさ, かっゅっくょぇすぇ  ╋うたぇうか 
╉ぇかぇてくうおけゃ. ]ないょぇすっかはす くぇ 
くぇえ-きぇしけゃけすけ しすさっかおけゃけ けさな-
あうっ ゃ しゃっすぇ ┿╉-47  こけつうくぇ 
くぇ 23 ょっおっきゃさう くぇ 94-ゅけょうて-
くぇ ゃないさぇしす ゃ ぉけかくうちぇ ゃ ゅさぇょ 
╇あっゃしお, おなょっすけ あうゃっってっ ょけ 
しきなさすすぇ しう.  ╋っしっち こさっょう すけゃぇ 
すけえ っ こさうっす ゃ ぉけかくうちぇ し きぇしう-
ゃっく おさなゃけういかうゃ ゃ しすけきぇたぇ. 

╊っゅっくょぇさくうはす けさなあっっく 
おけくしすさせおすけさ
っ さけょっく くぇ

10 くけっきゃさう 1919 ゅ. 

ゃ し. ╉せさは, ┿かすぇえしおぇ ゅせぉっさくうは, 
ょくっし ┿かすぇえしおう おさぇえ. 〈けえ っ 17-
すけすけ けす けぉとけ 18 ょっちぇ ゃ しっきっえ-
しすゃけすけ. ‶さっい 1930 ゅ. ゃかぇしすうすっ 
けぉはゃはゃぇす しっきっえしすゃけすけ きせ いぇ 
おせかぇちう  う  こけ すぇいう こさうつうくぇ すけ 
っ ういしっかっくけ ゃ 〈けきしおぇ けぉかぇしす. 
′ぇ 18-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす いぇこけつ-
ゃぇ さぇぉけすぇ ゃ あっかっいけこなすくけすけ 
ょっこけ くぇ ゅぇさぇ, ょくっし しっかうとっ けす 
ゅさぇょしおう すうこ, ╋ぇすぇえ, ┿かきぇすうく-
しおぇ けぉかぇしす, ╉ぇいぇたしすぇく.

‶さっい 1938 ゅ. ╉ぇかぇてくうおけゃ っ 
こさういけゃぇく くぇ しかせあぉぇ ゃ 』っさゃっ-
くぇすぇ ぇさきうは. ╆ぇゃなさてゃぇ おせさし  いぇ 
きかぇょてう おけきぇくょうさう しなし しこっちう-
ぇかくけしす きったぇくうお-ゃけょぇつ くぇ すぇくお 
う しかせあう ゃ すぇくおけゃ こけかお ゃ ゅさ. 

]すさうえ, ╊ゃけゃしおぇ けぉかぇしす, 
〉おさぇえくぇ. 〈ぇき さぇいさぇぉけす-
ゃぇ うくっさちうけくっく ぉさけはつ いぇ 
こさけういゃっょっくうすっ ういしすさっかう 
くぇ すぇくおけゃけ けさなょうっ, こさうし-

こけしけぉかっくうっ いぇ しすさっかぉぇ し 
こうしすけかっす こさっい ぇきぉさぇいせさぇ 
う こさうぉけさ いぇ けこさっょっかはくっ 
きけすけさっしせさしぇ くぇ すぇくお. ╇い-
こさぇすっく っ ゃ ╊っくうくゅさぇょ /
ょく. ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ/ いぇ 
ゃくっょさはゃぇくっ くぇ ういけぉさっすっ-
くうはすぇ.

[ぇぉけすぇすぇ きせ っ こさっおなし-
くぇすぇ けす くぇこぇょっくうっすけ くぇ 
╂っさきぇくうは しさっとせ ]]][ くぇ 
22 のくう 1941 ゅ. ╇いこさぇすっく っ 
くぇ そさけくすぇ おぇすけ おけきぇくょうさ 
くぇ すぇくお し ゃけうくしおけ いゃぇくうっ 
しすぇさてう しっさあぇくす. ‶さっい けお-
すけきゃさう 1941 ゅ. っ さぇくっく ゃ 
ぉうすおぇすぇ こさう ╀さはくしお. ‶け 
ゃさっきっ くぇ かっつっくうっすけ しう 
こさぇゃう こなさゃうすっ しおうちう くぇ 
ぇゃすけきぇすうつくけ しすさっかおけゃけ 
けさなあうっ. ‶せしくぇす っ ゃ ょけきぇ-
てっく けすこせしお いぇ ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇくっ う くぇ ゅぇさぇ ╋ぇすぇえ 
し こけょさなつくう きぇすっさうぇかう 
こさぇゃう こなさゃうは こさけすけすうこ 
くぇ おぇさすっつっく こうしすけかっす. 
╇いこさぇすっく っ ゃ ╋けしおけゃしおうは 
ぇゃうぇちうけくっく うくしすうすせす, 
っゃぇおせうさぇく けす ╋けしおゃぇ ゃ 
┿かきぇすう, ╉ぇいぇたしすぇく. 〈ぇき 
ういゅけすゃは ゃすけさうは こさけすけすうこ 
くぇ おぇさすっつくうは しう こうしすけかっす. 
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ こさっきう-
くぇゃぇ せしおけさっくけ けぉせつっくうっ 

ゃ おけくしすさせおすけさしおけ ぉのさけ ゃ 
‶けょきけしおけゃうっすけ. [ぇぉけすう ゃ 
けさなあっっく いぇゃけょ ゃ ゅさ. ╉けゃさけゃ, 
╁かぇょうきうさしおぇ けぉかぇしす. 〈ぇき, 
こさっい 1947 ゅけょうくぇ,  ょけさぇい-

さぇぉけすゃぇ かっゅっくょぇさくうは ぇゃすけ-
きぇす ┿╉-47. ] くっゅけ せつぇしすゃぇ ゃ 
ぇくけくうきっく おけくおせさし う こっつっかう 
1-ゃけ きはしすけ.

¨す 1949 ゅ. さぇぉけすう ゃ ゅさ. 
╇あっゃしお, おなょっすけ ┿╉-47 っ 
こせしくぇす ゃ きぇしけゃけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ けとっ  しなとぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ.  〈ぇき しう しなすさせょくうつう 
し ゅっさきぇくしおうは けさなあっえくうお 
》せゅけ 【きぇえしっさ うかう, おぇおすけ 
っ ういゃっしすっく しなとけ,  【きぇえ-
いっさ, しないょぇすっか くぇ とせさきけゃぇ-
すぇ こせておぇ ╋[-43. ¨さなあうはすぇ 
うき しう こさうかうつぇす くぇ ゃなくてっく 
ゃうょ, くけ うきぇす おけさっくくけ さぇい-
かうつくぇ おけくしすさせおちうは. ‶さっい 
1948 ゅ., しかっょ おぇすけ きうくぇゃぇ 
さっょうちぇ すっしすけゃっ, こさけすけすう-
こなす くぇ ┿╉-47 っ けぉはゃっく いぇ 
こけぉっょうすっか. ╋ぇしけゃけすけ きせ 
こさけういゃけょしすゃけ いぇ くせあょうすっ 
くぇ 』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは いぇこけつ-
ゃぇ くっいぇぉぇゃくけ. ╆ぇこぇょくはちうすっ 
すけゅぇゃぇ くっ けぉさなとぇす けしけぉっくけ 
ゃくうきぇくうっ くぇ すけゃぇ くけゃけ けさな-
あうっ. 】っ けすくっきっ ゅけょうくう くぇ 
ぇきっさうおぇくちうすっ ょぇ くぇゃぇおしぇす 
いぇおなしくっくうっすけ しう う すったくうはす 
ぇゃすけきぇす ╋-16 くうおけゅぇ くはきぇ 
ょぇ こけあなくっ しなとうは せしこった.

╋くけゅけ しおけさけ ┿╉-47 しすぇゃぇ 
けしくけゃくけ しすさっかおけゃけ けさなあうっ 

ゃ ]なゃっすしおぇすぇ ぇさきうは. 
╁ くぇつぇかけすけ くぇ 50-すっ ゅけょう-

くぇ くぇ 20-すう ゃっお こさけすうゃけ-
こけしすぇゃはくっすけ ╇いすけお-╆ぇこぇょ しっ 
いぇしうかゃぇ. ]]][ さぇいさってぇゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ぇゃすけきぇすぇ 
ゃ ょさせゅう しすさぇくう けす しけちうぇかうし-
すうつっしおうは ぉかけお おぇすけ ╉うすぇえ, 
]っゃっさくぇ ╉けさっは う ╇いすけつくうは 
ぉかけお, おぇすけ こけ すけいう くぇつうく 
けすゃぇさは こなす いぇ さぇいこさけしすさぇくっ-
くうっすけ うき ゃ けしすぇくぇかぇすぇ つぇしす 
くぇ しゃっすぇ.
‶け さぇいこさけしすさぇくっくうっ う せこけ-

すさっぉぇ ゃなゃ ゃけっくくう ょっえしすゃうは 
┿╉-47 くはきぇ ぇくぇかけゅ ゃ しゃっすぇ. 
′ぇ くっゅけゃぇすぇ けしくけゃぇ  おけく-
しすさせおすけさなす  さぇいさぇぉけすゃぇ う 
おぇさすっつくうちぇ „╉ぇかぇてくうおけゃ“. 
〉つぇしすゃぇ ゃ おけくしすさせうさぇくっ-
すけ くぇ しっさうはすぇ かけゃくう こせておう 
„]ぇえゅぇ“, くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ ┿╉-47.

]ないょぇょっくうはす こさっょう  67 ゅけ-
ょうくう ぇゃすけきぇす  ょくっし  しっ こさけ-
ういゃっあょぇ ゃ さぇいかうつくう きけょう-
そうおぇちうう. ‶け こさうぉかういうすっかくう 

ょぇくくう ょけ きけきっくすぇ しぇ こさけうい-
ゃっょっくう 100 きかく. ぉさけは, ゃおかの-
つうすっかくけ う こけ かうちっくい ゃ ょさせゅう 
しすさぇくう. ′け しすぇくっ かう ょせきぇ いぇ 
ぇゃすけきぇす „╉ぇかぇてくうおけゃ”, ぉっい 
しなきくっくうっ ぇしけちうぇちううすっ ゃう-
くぇゅう しぇ しゃなさいぇくう し  „┿さしっ-
くぇか” -  ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ しっ  
こさけういゃっあょぇ  くぇえ- おぇつっしすゃっ-
くうはす ┿╉-47, ゃおか. こけしかっょゃぇ-
かうすっ  くっゅけゃう きけょうそうおぇちうう.

〈ぇえくぇすぇ くぇ ┿╉ -47 

„〈けゃぇ っ こさけしすけ う くぇょっあょくけ 
けさなあうっ”. 〈っいぇすぇ っ くぇ ╇ゅけさ 

‶け-しこさぇゃっょかうゃけ さぇいこさっょっかっくうっ くぇ さぇいたけょうすっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは う ╆ゃっくけすけ こけ しきっすけしなぉうさぇくっ う しきっすけういゃけいゃぇくっ きっあょせ こけすさっぉうすっかう
すっ くぇ せしかせゅぇすぇ こけ しなぉうさぇくっすけ くぇ ぉうすけゃうすっ けすこぇょなちう けしうゅせさはゃぇ こさうっすけすけ こさっょかけあっくうっ いぇ こさけきはくぇ ゃ ′ぇさっょぉぇ わ26, くぇこさぇゃっくけ  けす  ╂させこぇすぇ くぇ 

„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ╁ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ きっしすくうはす こぇさかぇきっくす こさうっ うょっはすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ  ゃ たけょぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ すっおせとけ 
ょぇ しっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ そうさきうすっ ょぇ おけさうゅうさぇす こぇさぇきっすさうすっ ゃ こけょぇょっくうすっ こさっょ ¨ぉとうくぇすぇ ょっおかぇさぇちうう, くぇ つうはすけ ぉぇいぇ しっ けこさっょっかは う さぇいきっさなす 
くぇ ゃくぇしはくぇすぇ けす すはた すぇおしぇ いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう. ╃け きけきっくすぇ ょっおかぇさぇちううすっ, おけうすけ こけょぇゃぇたぇ こさっょこさうはすうはすぇ, しっ こさうっきぇたぇ ゃっょくなあ ゅけょうてくけ, し おけっすけ 
くはきぇてっ おぇお ょぇ ぉなょぇす すっおせとけ けすさぇいはゃぇくう こさけきっくうすっ ゃ けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ くぇ そせくおちうけくうさぇくっすけ くぇ すはたくぇすぇ ょっえくけしす う すぇおぇ うきぇてっ ゃないきけあくけしす くはおけう けす 
すはた ょぇ こかぇとぇす こけゃっつっ けす さっぇかくうすっ さぇいたけょう いぇ しなぉうさぇくっ くぇ くぇすさせこぇくうすっ けす すはた けすこぇょなちう, ょけおぇすけ ょさせゅう そうさきう うきぇたぇ ゃないきけあくけしす ょぇ すさせこぇす こけゃっつっ 
けすこぇょなちう, いぇ おけうすけ くぇ こさぇおすうおぇ くっ こかぇとぇたぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ せしかせゅぇすぇ こけ すはたくけすけ しなぉうさぇくっ, ういゃけいゃぇくっ う ょっこけくうさぇくっ くぇ しきっすうとっすけ.
╉ぇすけ ちはかけ, くぇこさぇゃっくうすっ こさけきっくう ゃ ′ぇさっょぉぇ わ26, こさっょかけあっくう けす けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは う ょけこなかくっくう し うょっはすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, 

かうおゃうょうさぇす ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく すぇいう くっしこさぇゃっょかうゃけしす, おけはすけ けす ゅけょうくう しっ おけきっくすうさぇ ゃ こせぉかうつくけすけ こさけしすさぇくしすゃけ, おぇおすけ う くぇ しっしうう くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす. 
′ぇ こけしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ けす うきっすけ くぇ ゅさせこぇすぇ こさっょかけあっくうっすけ ぉっ きけすうゃうさぇくけ ういかけあっくけ けす ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ, つかっく くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ っゃ

さけこっえしおう ゃなこさけしう う ぉういくっししさっょぇ う くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ すっおせと う こけしかっょゃぇと おけくすさけか ゃなさたせ ぇおすけゃっすっ くぇ おきっすぇ; ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃. 
╆ぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ けぉとうくしおうはす しなゃっすくうお おけきっくすうさぇ しきうしなかぇ う こけかいうすっ けす ゃかういぇくっすけ ゃ しうかぇ くぇ すぇいう こさけきはくぇ ゃ けぉとうくしおぇすぇ ′ぇさっょぉぇ わ26, おけはすけ 
さっゅかぇきっくすうさぇ ういゃなさてゃぇくっすけ う いぇこかぇとぇくっすけ くぇ けぉとうくしおうすっ せしかせゅう. 

╂けしこけょうく ╃さぇゅくっゃ, おぇお
ゃけ くぇかけあう こさっょかけあっくぇすぇ  
こさけきはくぇ ゃ ′ぇさっょぉぇ わ26 う 
おぇおゃぇ っ ちっかすぇ くぇ すぇいう こさけ
きはくぇ?
- 『っかすぇ くぇ こさけきはくぇすぇ っ ょぇ 

しっ ゃなゃっょっ しこさぇゃっょかうゃけしす ゃ 
さぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ  さぇいたけ
ょうすっ くぇ けぉとうくしおけすけ ╆ゃっくけ こけ 
しきっすけしなぉうさぇくっ う しきっすけういゃけい
ゃぇくっ, しこけさっょ ょっえしすゃうすっかくけすけ 
おけかうつっしすゃけ けすこぇょなちう, おけうすけ 
こさっょこさうはすうはすぇ くぇすさせこゃぇす. 
¨しくけゃくけすけ こさっょかけあっくうっ ょけえ
ょっ けす けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくう
しすさぇちうは, ぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお“ くぇこさぇゃう ょけこなか
くっくうは おなき くっゅけ. ‶け こさっょかけ
あっくうっ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ とっ しっ 
ゃなゃっょぇす くけゃ ゃうょ ょっおかぇさぇちうう 
いぇ こさっょこさうはすうはすぇ, ういぉさぇかう 
ょぇ いぇこかぇとぇす ょなかあうきぇすぇ すぇお
しぇ しこけさっょ おけかうつっしすゃけすけ ぉう
すけゃう けすこぇょなちう, くぇ つうはすけ ぉぇいぇ 
とっ しっ おぇかおせかうさぇ う すぇおしぇすぇ 
しきっす, おけはすけ すっ とっ こかぇとぇす. 
‶さっょこさうはすうはすぇ きけゅぇす ゃっつっ ょぇ 
ょっおかぇさうさぇす しなけぉさぇいくけ ょっえ
くけしすすぇ, おけはすけ せこさぇあくはゃぇす, 
ぉさけは くぇ いぇっすうすっ かうちぇ, ゃうょけ
ゃっすっ う おけかうつっしすゃけすけ しなょけゃっ 
いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう, おけうすけ 
うしおぇす ょぇ こけかいゃぇす. ╃け しっゅぇ しっ 
ょっおかぇさうさぇたぇ しぇきけ しなょけゃっすっ 
いぇ しきっす, ぇ いぇくぇこさっょ そうさきうすっ  
とっ けこうしゃぇす ゃ ょっおかぇさぇちうはすぇ 
こさっょ  ¨ぉとうくぇすぇ くっ しぇきけ しな
ょけゃっすっ – おけそう う おけくすっえくっさう, 
ぇ しなとけ う ょっえくけしすすぇ, し おけはすけ 
しっ いぇくうきぇゃぇす, ぉさけは くぇ たけ
さぇすぇ, おけうすけ さぇぉけすはす こさう すはた 
う ゃうょぇ くぇ しゅさぇょうすっ, おけうすけ 
こけかいゃぇす. ′ぇこさぇゃっくうすっ こさけ
きっくう ゃ ′ぇさっょぉぇ わ26, おけうすけ 
ゃぇあぇす けす こなさゃう はくせぇさう 2014 
ゅ., おぇしぇはす こけ-しこさぇゃっょかうゃけすけ 
さぇいこさっょっかっくうっ くぇ こけしすなこゃぇ
とぇすぇ ゃ ぉのょあっすぇ くぇ ̈ ぉとうくぇすぇ 
しせきぇ けす すぇおしぇすぇ ぉうすけゃう けすこぇ
ょなちう きっあょせ こさっょこさうはすうはすぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶さけきっくうすっ おぇ
しぇはす しぇきけ す. くぇさ. „くっあうかうと
くう うきけすう くぇ こさっょこさうはすうはすぇ“ 
– こさけきうてかっくうすっ うきけすう. ‶さけ
きはくぇすぇ くっ おぇしぇっ くぇしっかっくうっ
すけ う あうかうとくうすっ うきけすう. ╆ぇ 
くぇしっかっくうっすけ くはきぇ こさけきはくぇ 
ゃ きっすけょうおぇすぇ いぇ けこさっょっかはくっ  
さぇいきっさうすっ くぇ ょなかあうきぇすぇ すぇお
しぇ. ′ぇしっかっくうっすけ とっ こかぇとぇ 
すぇおしぇすぇ いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう 
ゃ しなとうすっ さぇいきっさう う こさう せし
かけゃうはすぇ けす 2013-すぇ ゅけょうくぇ.  
¨しすぇゃぇ ゃないきけあくけしすすぇ,  しかっょ 
こけょぇゃぇくっすけ くぇ しなけすゃっすくぇすぇ 
ょっおかぇさぇちうは, ょぇ くっ しっ こかぇとぇ 
けす ゅさぇあょぇくうすっ すぇおしぇすぇ しきっす 
いぇ うきけすう, おけうすけ くっ しっ こけかい
ゃぇす, おぇおすけ う いぇ うきけすう, ょけ おけう
すけ くはきぇ ょけしすなこ いぇ ういゃなさて
ゃぇくっ くぇ しきっすけしなぉうさぇくっすけ う 
すぇおぇゃぇ せしかせゅぇ くぇ こさぇおすうおぇ くっ 
しっ ういゃなさてゃぇ くぇ くはおけう すっさう
すけさうう ゃ  けぉとうくぇすぇ.

╉ぇお こけ-おけくおさっすくけ とっ 
しすぇゃぇ ういつうしかっくうっすけ くぇ 
すぇおしぇすぇ しきっす いぇ そうさきうすっ? 

- ╃け しっゅぇ そうさきうすっ ょっおかぇ
さうさぇたぇ しぇきけ ゃうょぇ う ぉさけは くぇ 
しなょけゃっすっ いぇ しきっす, けす おけうすけ 
うきぇす くせあょぇ う こかぇとぇたぇ すぇお
しぇ くぇ すぇいう ぉぇいぇ. ] こさけきはくぇ
すぇ ゃっつっ しっ ゃなゃっあょぇす くけゃ ゃうょ 
ょっおかぇさぇちうう, くぇ ぉぇいぇ くぇ おけうすけ 
こさっょこさうはすうはすぇ きけゅぇす ょぇ ょっ
おかぇさうさぇす, おぇおすけ ゃっつっ おぇいぇた,  
ょっえくけしすすぇ, おけはすけ せこさぇあくはゃぇす,  
ぉさけは くぇ いぇっすうすっ かうちぇ, ゃうょぇ くぇ 
しゅさぇょうすっ, おけうすけ こけかいゃぇす, ゃう
ょけゃっすっ う おけかうつっしすゃけすけ しなょけ
ゃっ いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう, おけうすけ 
うしおぇす ょぇ こけかいゃぇす.  ] くけゃうすっ 
ょっおかぇさぇちうう, ういたけあょぇえおう けす 

っょくう せしさっょくっくう くけさきう こけ 
ゃうょけゃっ ょっえくけしすう  いぇ おけかうつっ
しすゃぇすぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう う ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす ょぇくくうすっ, おけうすけ 
ょっおかぇさうさぇ そうさきぇすぇ, ¨ぉとう
くぇすぇ とっ けこさっょっかは しなょけゃっすっ, 
おけうすけ しぇ え くせあくう. ]ないょぇゃぇ 
しっ くけさきぇ いぇ さぇいかうつくうすっ ゃう
ょけゃっ しゅさぇょう う こさっょきっす くぇ 
ょっえくけしす くぇ そうさきうすっ, すぇおぇ つっ 
そうさきう しなし したけょくぇ ょっえくけしす, 
ぉさけえ いぇっすう, しゅさぇょう う こさけ
つうっ, ょぇ こかぇとぇす しさぇゃくうすっかくけ 
っょくぇおゃけ. 〈ぇおぇ とっ ういかはいぇす くぇ 
しゃっすかけ くはおけう そうさきう, おけうすけ 
くぇすさせこゃぇす ゅけかっきう けすこぇょなちう, 
ぇ ょっおかぇさうさぇす きぇかおけ しなょけゃっ いぇ 
しきっす, いぇ ょぇ こかぇとぇす こけ-きぇかおけ. 
‶け すけいう くぇつうく すっ いぇすさせょくはゃぇす 
¨ぉとうくぇすぇ しなし しなぉうさぇくっすけ くぇ 
すったくうすっ けすこぇょなちう う くっ こかぇ
とぇす ういちはかけ せしかせゅぇすぇ, おけはすけ 
こけかせつぇゃぇす, いぇ ょぇ ぉなょぇす こけ
つうしすっくう すったくうすっ けすこぇょなちう. 
╆ぇすけゃぇ おぇいゃぇきっ, つっ しっ ゃなゃっあ
ょぇ こけ-ゅけかはきぇ しこさぇゃっょかうゃけしす. 
] こさけきはくぇすぇ, おけはすけ ̈ ぉとうくぇすぇ 
こさっょかけあう う ぉってっ こさうっすぇ けす 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす, いぇはゃっくうすっ 
けす そうさきうすっ しなょけゃっ とっ きけゅぇす 
ょぇ ぉなょぇす おけさうゅうさぇくう おぇすけ 
ぉさけえ けす けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくう
しすさぇちうは しなけぉさぇいくけ さっぇかくうすっ 
くせあょう う さっぇかくけすけ おけかうつっしすゃけ 
けすこぇょなちう, おけっすけ こさっょこさうはすう
はすぇ ういたゃなさかはす. 〈ぇおぇ こかぇとぇ
くぇすぇ けす そうさきうすっ すぇおしぇ いぇ ぉう
すけゃう けすこぇょなちう とっ けすゅけゃぇさは ゃ 

こけ-ゅけかはきぇ しすっこっく くぇ すはたくぇすぇ 
さっぇかくぇ こけすさっぉくけしす. 

╇きぇ かう けつぇおゃぇくうは, しかっょ 
くぇこさぇゃっくうすっ こさけきっくう, 
こさうたけょうすっ けす すぇおしぇすぇ いぇ 
ぉうすけゃう けすこぇょなちう ゃ きっしす
くうは ぉのょあっす ょぇ しっ せゃっかう
つぇす?
- 〈さはぉゃぇ ょぇ こけはしくうき くぇ 

ゅさぇあょぇくうすっ, つっ すぇおしぇすぇ いぇ 
ぉうすけゃう けすこぇょなちう うきぇ つっすう
さう おけきこけくっくすぇ. 『はかぇすぇ すぇおしぇ 
っ  しせきぇ, おけはすけ しっ しなぉうさぇ けす 
ょぇくなつくけ いぇょなかあっくうすっ かうちぇ 
いぇ ういゃなさてゃぇくうすっ せしかせゅう: こけ 

しきっすけしなぉうさぇくっ, しきっすけういゃけい
ゃぇくっ, こけょょなさあぇくっ くぇ ょっこけすけ 
いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう う こけょょなさ
あぇくっ くぇ つうしすけすぇすぇ くぇ すっさうすけ
さううすっ いぇ けぉとっしすゃっくけ こけかいゃぇ
くっ. ╂さぇあょぇくうすっ こさけょなかあぇゃぇす 
ょぇ ゅかっょぇす くぇ すぇおしぇすぇ しきっす 
おぇすけ くぇ ょぇくなお, くけ すは くっ っ ょぇ
くなお.  [けかはすぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは ゃ しかせつぇは っ 
すぇおぇ ょぇ おぇかおせかうさぇ ちっくぇすぇ くぇ 
ういゃなさてゃぇくぇすぇ せしかせゅぇ, つっ ょぇ 
ぉなょぇす ゃないきっいょっくう さぇいたけょう
すっ, おけうすけ ¨ぉとうくぇすぇ こさぇゃう いぇ 
すっいう ょっえくけしすう. ] ょさせゅう ょせきう 
– しなぉさぇくうすっ  しさっょしすゃぇ けす 
そうさきう う ゅさぇあょぇくう  けす すぇおしぇ
すぇ いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう すさはぉゃぇ 
ょぇ こけおさうゃぇす くぇこさぇゃっくうすっ けす 
¨ぉとうくぇすぇ さぇいたけょう いぇ ょっえ
くけしすうすっ こけ しきっすけしなぉうさぇくっすけ 
う しきっすけういゃけいゃぇくっすけ.
‶さけきはくぇすぇ, おけはすけ ぉってっ こさう

っすぇ, っ しなとけ う し うょっはすぇ, つっ 
こけ-しこさぇゃっょかうゃけすけ さぇいこさっょっ
かっくうっ くぇ さぇいたけょうすっ きっあょせ 
ゅっくっさうさぇとうすっ けすこぇょなちう そうさ
きう とっ ょけゃっょっ う ょけ こけ-ゃうしけおぇ 
しなぉうさぇっきけしす くぇ すぇおしぇすぇ しきっす.

╉ぇおゃぇ っ おけくおさっすくぇすぇ 
こさけきはくぇ ゃ すけいう くけゃ きったぇ
くういなき, おけはすけ こさっょかけあう 
うきっくくけ  ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさ
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお“? ╇ おぇおゃぇ 
とっ ぉなょっ さっぇかくぇすぇ こけかいぇ 
けす くっは いぇ そうさきうすっ う ぉの
ょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ?

- ′うっ けす ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお“ こさっょかけあうたきっ 
すっおせとけ こさっい ゅけょうくぇすぇ そうさきう
すっ ょぇ きけゅぇす ょぇ こさけきっくはす ょっ
おかぇさぇちううすっ, こけょぇょっくう こさっょ 
¨ぉとうくぇすぇ, すぇおぇ つっ うくそけさ
きぇちうはすぇ ゃ すはた ょぇ けすゅけゃぇさは くぇ 
さっぇかくぇすぇ しうすせぇちうは ゃ すはたくぇすぇ 
ょっえくけしす. ‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ 
ょさせゅうすっ ゅさせこう しなゃっすくうちう くう 
こけょおさっこうたぇ. ′ぇてぇすぇ うょっは っ 
ゃ こけかいぇ う くぇ せつうかうとぇすぇ, くぇ
こさうきっさ, おけうすけ こさっい ょなかゅうすっ 
ゃぇおぇくちうう くっ くぇすさせこゃぇす すぇおけ
ゃぇ おけかうつっしすゃけ けすこぇょなちう, おぇお
すけ こさっい せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ. ╆ぇ 
こっさうけょぇ, ゃ おけえすけ くっ ういたゃなさ
かはす けすこぇょなちう, くはきぇ ょぇ こかぇ
とぇす, おけっすけ っ くぇこなかくけ さっぇかくけ. 
〈けゃぇ ぉっ おけきっくすうさぇくけ くぇ しっしう
はすぇ う けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╀]‶. ‶さう 
こさけきはくぇ くぇ けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ, 
こさう おけうすけ そうさきうすっ, けさゅぇ
くういぇちううすっ う こさっょこさうはすうはすぇ 
そせくおちうけくうさぇす, いぇくぇこさっょ ょっ
おかぇさぇちううすっ とっ きけゅぇす ゃっつっ ょぇ 
しっ おけさうゅうさぇす. ‶け くぇてっ こさっょ
かけあっくうっ, ゃ ょっおかぇさぇちうはすぇ 
こさっょ ¨ぉとうくぇすぇ とっ しっ ゃおかの
つう  う すっおしす, し おけえすけ こけょぇすっかはす 
とっ ょっおかぇさうさぇ しゃけっすけ しなゅかぇ
しうっ ょぇ ぉなょっ こさけゃっさはゃぇく けす 
けぉとうくしおうすっ けさゅぇくう けすくけしくけ  
ゃっさくけしすすぇ くぇ ょっおかぇさうさぇくうすっ 
けす くっゅけ けぉしすけはすっかしすゃぇ. 〈ぇおぇ 
とっ しっ こけょけぉさう おけくすさけかなす う 
とっ しっ けしうゅせさう こけ- しこさぇゃっょかう
ゃけ しなぉうさぇくっ くぇ すぇおしぇすぇ しきっす. 
╉ぇすけ ちはかけ すけゃぇ とっ こけょけぉさう 
おぇつっしすゃけすけ くぇ せしかせゅうすっ こけ 
つうしすけすぇすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ ゃ こけか
いぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ う とっ さぇぉけ
すう いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ ゃういうは
すぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお う くぇしっかっくうすっ 
きっしすぇ. ′うっ けす „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお“ くぇ こさぇおすうおぇ ょぇょけ
たきっ ゃないきけあくけしす, こさう さっぇかくぇ 
こさけきはくぇ くぇ ょっおかぇさうさぇくうすっ 
けぉしすけはすっかしすゃぇ, そうさきうすっ ょぇ 
きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす おけさうゅうさぇとぇ 
ょっおかぇさぇちうは. 

╋けあっ かう そうさきうすっ ょぇ けつ
ぇおゃぇす, つっ くけゃうすっ こさけきっくう 
とっ ょけゃっょぇす ょけ くぇきぇかは
ゃぇくっ くぇ さぇいたけょうすっ うき いぇ 
こかぇとぇくっすけ くぇ すぇおしぇすぇ いぇ 
ぉうすけゃう けすこぇょなちう?
- ′っ. 《うさきうすっ, おけうすけ ょけ しっゅぇ 

しぇ ぉうかう おけさっおすくう う しぇ こけょぇ
ゃぇかう うくそけさきぇちうは いぇ すけつくけすけ 
おけかうつっしすゃけ しなょけゃっ いぇ しきっす, 
おけうすけ しぇ うき くせあくう, とっ こさけ
ょなかあぇす ょぇ こかぇとぇす おぇおすけ う 
ょけ しっゅぇ. ╁ないきけあくけ っ ょぇ しっ 
こけゃうてう さぇいきっさなす, おけえすけ とっ 
こかぇとぇす こさっょこさうはすうは, おけうすけ 
せきうてかっくけ うかう くっけぉきうしかっくけ 
しぇ こけょぇゃぇかう ょぇくくう いぇ こけ-きぇか
おけ しなょけゃっ, いぇ ょぇ こかぇとぇす こけ-
きぇかおぇ しせきぇ.  
┿くぇかういなす, おけえすけ くぇこさぇゃう

たきっ, こけおぇいゃぇ, つっ すっいう せしさっょ
くっくう こけおぇいぇすっかう, くけさきうすっ 
くぇ くぇすさせこゃぇくっ くぇ ぉうすけゃう けす
こぇょなちう しなけぉさぇいくけ ゃうょぇ ょっえ
くけしす, しぇ さっぇかくう う けすゅけゃぇさはす 
くぇ ょっえしすゃうすっかくけしすすぇ, おぇすけ いぇ 

おけさっおすくうすっ こさっょこさうはすうは, ょっ
おかぇさうさぇかう ょっえしすゃうすっかくうすっ しう 
くせあょう, さぇいきっさうすっ くぇ すぇおしぇすぇ, 
おけはすけ こかぇとぇす, くはきぇ ょぇ ぉなょぇす 
こさけきっくっくう. 『っかすぇ くぇ すぇいう 
こさけきはくぇ けしくけゃくけ っ: こさっょこさう
はすうはすぇ, おけうすけ しぇ ういこけかいゃぇかう 
ゃないきけあくけしすすぇ う しぇ ょっおかぇさう
さぇかう くっさっぇかくけ ぉさけは くぇ しな
ょけゃっすっ, おけうすけ うしおぇす, しっゅぇ ょぇ 
ういかはいぇす „くぇ しゃっすかけ“, おぇおすけ 
しっ おぇいゃぇ. ╇きぇ けぉっおすう, おなょっすけ 
おけくすっえくっさうすっ こさっかうゃぇす けす けす
こぇょなちう, うきっくくけ いぇとけすけ くはおけは 
そうさきぇ うかう ょさせゅけ こさっょこさうは
すうっ っ ょっおかぇさうさぇかけ こけ-きぇかおけ 
しなょけゃっ, けすおけかおけすけ うきぇ くせあょぇ 
しなけぉさぇいくけ けすこぇょなちうすっ, おけうすけ 
ういたゃなさかは. 〈ぇおぇ くっおけさっおすくうすっ 
ょっおかぇさぇすけさう こさったゃなさかはす そう
くぇくしけゃぇすぇ すっあっしす いぇ しゃけうすっ 
けすこぇょなちう ゃなさたせ けしすぇくぇかうすっ 
そうさきう. 『っかすぇ くぇ こさけきはくぇすぇ, 
こぇお こけょつっさすぇゃぇき, っ ょぇ しっ さぇい
こさっょっかはす さぇいたけょうすっ しこけさっょ 
ょっえしすゃうすっかくけすけ おけかうつっしすゃけ 
けすこぇょなちう, おけうすけ ゃしはおけ こさっょ
こさうはすうっ ゅっくっさうさぇ. 

╁ こせぉかうつくけすけ こさけしすさぇく
しすゃけ すっつっ ょせしおせしうは いぇ こさけ
きはくぇ くぇ ぉぇいぇすぇ いぇ ういつうし
かっくうっ くぇ すぇおしぇすぇ いぇ ぉうすけゃう 
けすこぇょなちう いぇ あうかうとくうすっ 
うきけすう. ぅしくけ っ, つっ いぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ すけゃぇ くはきぇ ょぇ しすぇくっ, 
くけ おけゅぇ きけあっ ょぇ しっ けつぇおゃぇ 
さっぇかくぇ こさけきはくぇ くぇ ぉぇいぇ
すぇ いぇ こかぇとぇくっ くぇ すぇおしぇすぇ 
しきっす, おけはすけ う しっゅぇ しっ しきは
すぇ くぇ けしくけゃぇ くぇ ょぇくなつくぇすぇ 
けちっくおぇ くぇ しゅさぇょうすっ, くっいぇ
ゃうしうきけ おけかおけ ょせてう あうゃっ
はす ゃ すはた?
- ╆ぇ あうかうとくうすっ うきけすう けす くぇ

つぇかけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ 2015 
ゅけょうくぇ しっ けつぇおゃぇ こさけきはくぇ. 
╃け しっゅぇ ぉぇいぇ いぇ けこさっょっかはくっ 
くぇ いぇょなかあっくうはすぇ っ ょぇくなつくぇ
すぇ けちっくおぇ くぇ うきけすうすっ. ‶さけ
きはくぇすぇ ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ きっしすくうすっ 
ょぇくなちう う すぇおしう こさっょゃうあょぇ 
けすこぇょぇくっ くぇ すぇいう ゃないきけあくけしす. 
╁しはおぇ けぉとうくぇ こさっい すぇいう 2014 
ゅけょうくぇ すさはぉゃぇ ょぇ けこさっょっかう 
くぇつうくぇ, こけ おけえすけ とっ しっ さぇい
こさっょっかはす さぇいたけょうすっ いぇ しきっ
すけしなぉうさぇくっ, しきっすけういゃけいゃぇくっ, 
ょっこけくうさぇくっ う こけょょなさあぇくっ くぇ 
つうしすけすぇすぇ ゃ くぇしっかっくうすっ きっし
すぇ.〈けいう ゃなこさけし しっ さぇいうしおゃぇ ゃ 
′ぇちうけくぇかくけすけ しょさせあっくうっ くぇ 
けぉとうくうすっ ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なか
ゅぇさうは, おけっすけ しっ けつぇおゃぇ ょけ 
こけかせゅけょうっすけ ょぇ ういかっいっ しなし 
しゃけっ しすぇくけゃうとっ う きっすけょうおぇ 
いぇ くけゃぇ ぉぇいぇ いぇ ういつうしかっくうっ 
くぇ すぇおしぇすぇ しきっす. ′けさきぇかくけ っ 
すけゃぇ しすぇくけゃうとっ ょぇ ぉなょっ ゃいっすけ 
こけょ ゃくうきぇくうっ けす けぉとうくうすっ う 
くぇゃしはおなょっ せ くぇし ょぇ しっ こけかい
ゃぇす こさうぉかういうすっかくけ っょくぇおゃう 
きったぇくういきう いぇ ういつうしかっくうっ くぇ 
すぇおしぇすぇ いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう. 
〈ぇおぇ, つっ きっすけょうおぇすぇ ょぇ しっ 
こさうかぇゅぇ ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく っょ
くぇおゃけ ゃなゃ ゃしうつおう けぉとうくう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ぜóêíó¿  とí¿íüÖó¡Üç £í „とí¿íüÖó¡Üç”

“Аз първи ще стисна ръката на онзи, който направи автомат по-добре.”

                                                           1980 година

“Спя спокойно. Политиците са виновни за това, че не успяват да се 

споразумеят и прибягват до насилие.”

                                                         2007 година 

“Създадох оръжия с цел да защитавам нашето общество, но не е приятно да 

гледам как всякакви престъпници стрелят с моите оръжия.”

                                                        2009 година

╉けさけつっくおけ, ょうさっおすけさ くぇ 
『っくすなさぇ いぇ ぇくぇかうい くぇ しゃっ-
すけゃくぇすぇ すなさゅけゃうは し けさなあうは, 
ぉぇいうさぇく ゃ ╋けしおゃぇ.  ]こけさっょ 
くっゅけ, ぇゃすけきぇすなす っ „すけかおけゃぇ 
けこさけしすっく, つっ くけゃぇおなす きけあっ 
ょぇ しう しかせあう し くっゅけ すぇおぇ ょけ-
ぉさっ, おぇおすけ う こさけそっしうけくぇ-
かうしすなす.” 

╆ぇしかせゅう: 

╆ぇさぇょう しないょぇょっくけすけ けす 
くっゅけ けさなあうっ, こさうあうゃっ くぇ 
╋うたぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ っ こさうし-
ゃけっくけ ゃけっくくけ いゃぇくうっ: ゃ ]な-
ゃっすしおぇすぇ ぇさきうは - こけかおけゃくうお 
(1969) う ゃなゃ ╁なけさなあっくうすっ 
しうかう くぇ [せしうは - ゅっくっさぇか-きぇ-
えけさ (1994), ゅっくっさぇか-かっえすっ-
くぇくす (1999).

╉けくしすさせおすけさなす うきぇ 35 ぇゃ-
すけさしおう しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ ういけ-
ぉさっすっくうは. ‶さっい 1971 ゅけょうくぇ 
しすぇゃぇ ょけおすけさ くぇ すったくうつっ-
しおうすっ くぇせおう. 〈けえ っ ぇおぇょっきうお 

くぇ 16 させしおう う つせあょっしすさぇく-
くう ぇおぇょっきうう, ゃおか. ‶けつっすっく 
つかっく くぇ [せしおぇすぇ ぇおぇょっきうは 
くぇ さぇおっすくうすっ う ぇさすうかっさうえ-
しおうすっ くぇせおう う くぇ [せしおぇすぇ 
うくあっくっさくぇ ぇおぇょっきうは. ╃なか-
ゅけゅけょうてっく ょっこせすぇす ゃなゃ ╁なさ-
たけゃくうは しなゃっす くぇ ]]][. 』かっく 
っ くぇ ]なのいぇ くぇ こうしぇすっかうすっ 
くぇ [せしうは. ╉ぇゃぇかっさ っ くぇ けさ-
ょっくぇ „]ゃ. ┿くょさっえ ‶なさゃけいゃぇ-
くう”.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか             
/╇いこけかいゃぇくう しぇ さぇいかうつくう 

ういすけつくうちう ゃ うくすっさくっす/
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けす しけぉしすゃっくうすっ けぉとうくしおう 
しさっょしすゃぇ とっ けすうょぇす ゃ けぉ
とうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ, こけゃっつっ 
けす 235 たうかはょう かっゃぇ しけぉしすゃっ
くう しさっょしすゃぇ とっ しっ ゃかけあぇす ゃ 
けぉかぇゅけさけょはゃぇくっすけ くぇ ゅさぇょ
しおうは ちっくすなさ こけ こさけゅさぇきぇ くぇ 
╄], いぇ おけえすけ しっ こさっょゃうあょぇ 
う きけしすけゃけ そうくぇくしうさぇくっ しなし 
いぇっき. ╆ぇっきう とっ しっ すっゅかはす う 
いぇ こさうおかのつゃぇくっ くぇ こさけっおすぇ 
くぇ ╄] こけ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
ちっくすさけゃっすっ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ 
けす しっきっっく すうこ う いぇとうすっくけ
すけ あうかうとっ, おぇおすけ う いぇ ょけ
ゃなさてゃぇくっ さっきけくすぇ くぇ こさっ
つうしすゃぇすっかくぇすぇ しすぇくちうは おさぇえ 
¨ゃけとくうお. ‶け しなとぇすぇ したっきぇ 
– し きけしすけゃけ そうくぇしうさぇくっ う 
しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ,  しっ けつ
ぇおゃぇ う けしなとっしすゃはゃぇくっすけ くぇ 
こさけっおすぇ いぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ ちぇ
さっすっ. 〈っいう いくぇつうすっかくう さぇい
たけょう けぉせしかぇゃはす:

]おさけきくぇ うくゃっしすうちうけくくぇ 
こさけゅさぇきぇ

]おさけきくぇ っ こさけゅさぇきぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ おぇこう
すぇかくう ゃかけあっくうは こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ. ╆くぇつうすっかくけ こけ-きぇか
おけ, くけ しこってくう いぇ さっきけくす 
せかうちう, とっ ぉなょぇす こさっぇしそぇか
すうさぇくう. 〈さっすうはす っすぇこ くぇ 
ゅかぇゃくうはす ぉせかっゃぇさょ – „23-すう 
‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお“, 
さぇいぉうすぇすぇ けす ゃけょくう さっきけくすう 
せかうちぇ „]すぇさぇ こかぇくうくぇ“, おけは
すけ ゃけょう けす [けいぇさうせきぇ おなき 
╆ぇこぇょくけすけ,  こさけしすさぇくしすゃけすけ 
けおけかけ ぉかけお 2 う ぉかけお 7 ゃ ╇い
すけつくけすけ う せつぇしすなお けす „》さうし

╀のょあっすくうすっ こさうけさうすっ
すう こさっい すぇいう ゅけょうくぇ くぇ 

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しっ けこさっ
ょっかはす けす くっけぉたけょうきけしすすぇ いぇ 
けしうゅせさはゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ 
しなそうくぇくしうさぇくっ くぇ ゃっつっ しこっ
つっかっくう こさけっおすう, ういこかぇとぇくっ
すけ くぇ くぇしかっょっくう けす きうくぇかうは 
きぇくょぇす こさけしさけつっくう いぇょなか
あっくうは くぇょ 2 きうかうけくぇ かっゃぇ, 
こさけょなかあぇゃぇくっ くぇ こさけゅさぇきぇ
すぇ いぇ ぇしそぇかすうさぇくっ う しすさけう
すっかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ ゃ ゅさぇょぇ う 
くぇしっかっくうすっ きっしすぇ こさう けゅさぇ
くうつっく さっしせさし. 〈っきこけゃっすっ くぇ 

ぇしそぇかすうさぇくっすけ とっ くぇきぇかは
ゃぇす,  こさっい 2012-2013-すぇ ゅけ
ょうくぇ しきっ ぇしそぇかすうさぇかう ゃっつっ 
86 794 おゃ. き. せかうちう. ╃させゅ 
こさうけさうすっす っ けしうゅせさはゃぇくっすけ 
くぇ しさっょしすゃぇ いぇ っくっさゅうえくぇ 
っそっおすうゃくけしす いぇ ょっすしおう いぇゃっ
ょっくうは. ‶けしすぇゃうたきっ しう いぇ ちっか 
ゃっょくなあ いぇゃうくぇゅう ょぇ しっ さってう 

‶さけゃっょっくけすけ くぇ 20-すう 
ょっおっきゃさう こせぉかうつくけ 

けぉしなあょぇくっ くぇ こさけっおすぇ いぇ 
╀のょあっす 2014, おけっすけ っ いぇ
ょなかあうすっかくけ こけ いぇおけく, ょぇょっ 
ゃないきけあくけしす くぇ ゅさぇあょぇくう 
ょぇ ょぇょぇす しゃけうすっ こさっょかけあっ
くうは いぇ ぉのょあっすぇ う ょぇ こけしすぇ
ゃはす ゃなこさけしう くぇ おきっすしおうは 
っおうこ.
╆ぇとけ しこぇょぇす けつぇおゃぇくうすっ 

こさうたけょう けす すせさうしすうつっしおぇ 
すぇおしぇ, おぇすけ とっ しっ こさっゃさな
とぇきっ ゃ すせさうしすうつっしおう ゅさぇょ 
う おけゅぇ とっ ぉなょっ さってっく ぉけ
かっいくっくうはす ゃなこさけし し かぇきぇ
さうくっくうすっ ゅぇさぇあう, こけこうすぇ 
くぇ こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇくっ 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ]╃] う 
けこうすっく しなゃっすくうお ゃ こさっ
ょうてくう きぇくょぇすう ′うおけかぇえ 
┿かっおしぇくょさけゃ. ╃ぇ しっ ぇしそぇか
すうさぇす せか. „¨ぉけさうとっ“ う せか. 
„╃せくぇゃ“ こさっょかけあう ′うくぇ 
‶けこけゃぇ, おけはすけ ぉかぇゅけょぇさう 
いぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ くっえくけ 
こさっょかけあっくうっ けす きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ こけ おぇくぇかういぇちうはすぇ 
くぇ „¨ぉけさうとっ“. 
╃ぇ しっ いぇかけあぇす おぇすけ しさっょ

しすゃぇ いぇ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ 
いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ しそっさぇすぇ 
くぇ おせかすせさぇすぇ し けこさっょっかっ
くう しさけおけゃっ いぇ ういこかぇとぇくっ 
しこさはきけ ぇきけさすういぇちうはすぇ, 
こさっょかけあう きっしすくうはす かうょっさ 
くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ“, ぉうゃて 
いぇき.-こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす, 『ゃっすぇく
おぇ ‶うしおけゃぇ. 〈は こけいょさぇゃう 
おきっすしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ いぇ 
ういこなかくっくうっすけ くぇ くっゅけゃぇ
すぇ しすさけうすっかくぇ こさけゅさぇきぇ ゃ 
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すけ ╀けすっゃ“ ゃかういぇす ゃ こかぇくけゃっすっ 
くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ いぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ. [ぇいぉうすぇすぇ せかうちぇ „』ぇ
ゃょぇさ ゃけえゃけょぇ“ いぇょ ╃けきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ くぇえ-こけしかっ とっ ぉなょっ 
ぇしそぇかすうさぇくぇ しかっょ こけょこうしおぇ 
くぇ ゅさぇあょぇくう, あうゃっっとう すぇき.
》けさぇすぇ おさぇえ 39-すう ぉかけお ゃ 

おゃ. „╇いすけお“ とっ うきぇす くけゃぇ 
ぇかっは けす 900 き.
╉きっすしすゃぇすぇ けすくけゃけ とっ こけかせ

つぇす こぇさう いぇ さっきけくすう, しこけさっょ 

ぉさけは くぇ くぇしっかっくうっすけ しう. ‶け 
すけゃぇ こっさけ とっ ぉなょぇす さっきけく
すうさぇくう おきっすしすゃぇすぇ ゃ ]さっょ
くけゅけさけゃけ, 』っさゅぇくけゃけ, ╂けさくけ 
╇いゃけさけゃけ, とっ しっ おせこせゃぇす う 
おけしぇつおう いぇ しっかしおうすっ ゅさぇょうく
おう, ぇしそぇかすうさぇくっ, おなさこっくっ くぇ 
ょせこおう う つぇおなかうさぇくっ とっ うきぇ 
ゃ ╉なくつっゃけ, [なあっくぇ, 【っえくけ
ゃけ, 【うこおぇ, ぅしっくけゃけ, ╃せくぇゃ
ちう.  ╂さけぉうとくうすっ こぇさおけゃっ こけ 

しっかぇすぇ しぇ ょさせゅ こさうけさうすっす けす 
ゅけょうくう. ‶さっい 2014-すぇ とっ しっ 
うくゃっしすうさぇ ゃ ¨ゃけとくうお う くけ
ゃけすけ たさうしすうはくしおけ ゅさけぉうとっ ゃ 
》ぇょあうきうすさけゃけ.  
′ぇ ょくっゃっく さっょ う すぇいう ゅけょう

くぇ しぇ:

‶ぇさおけゃっ ゃ ╉さなく
う ╉けこさうくおぇ 

30 たうかはょう かっゃぇ しっ こさっょ

ゃうあょぇす いぇ くけゃうは こぇさお くぇ 
╉さなく, 23 たうかはょう いぇ こぇさおぇ ゃ 
╉けこさうくおぇ, 18 500 いぇ ちっくすな
さぇ くぇ ╀せいけゃゅさぇょ. ¨いっかっくは
ゃぇくっすけ とっ しっ しょけぉうっ し ょゃぇ 
しぇきけしゃぇかぇ, ゃうておぇ う そぇょさけ
きぇ いぇ 70 たうか. かゃ. 
╁ しそっさぇすぇ くぇ おせかすせさぇすぇ 

くはきぇ いぇこうしぇくう ゃ こさけっおすぇ 
さぇいたけょう いぇ おぇこうすぇかくう ゃかけ
あっくうは. 

′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす さぇい
たけょうすっ ゃ けぉとうくしおうは ぉのょあっす 
けすくけゃけ しぇ いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ 
– くぇょ 15 きうかうけくぇ かっゃぇ いぇ 
けぉとうくしおうすっ せつうかうとぇ. ╀かういけ 
237 たうかはょう かっゃぇ ょなさあぇゃくぇ 
しせぉしうょうは とっ しっ さぇいこさっょっかはす 
きっあょせ けぉとうくしおうすっ つうすぇかう
とぇ ゃ ゅさぇょぇ う こけ しっかぇすぇ. 】っ 
しっ さっきけくすうさぇす ゅけさうゃくうすっ うく
しすぇかぇちうう くぇ 8-きぇ 『╃╂ う 『╃╂ 
わ18. ╃くっゃくうはす ちっくすなさ いぇ 

ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは とっ しっ さっ
きけくすうさぇ し 35 700 かゃ., きかっつ
くぇすぇ おせたくは – し 35 たうかはょう 
かっゃぇ. 】っ しっ おせこせゃぇ きうおさけ
ぉせし いぇ しけちうぇかくう くせあょう.
╉ぇこうすぇかけゃうすっ さぇいたけょう とっ 

しっ けしうゅせさはゃぇす けす 667 たうか. 
200 かゃ. ょなさあぇゃくぇ しせぉしうょうは 
う けぉとうくしおう しさっょしすゃぇ けす くぇょ 
1 きかく. 300 たうか. かゃ.
]こけさすなす けつぇおゃぇ 283 たうかはょう 

かっゃぇ. ‶ぇさうすっ とっ しっ さぇいこさっ
ょっかはす いぇ しなぉうすうは けす ]こけさす
くうは おぇかっくょぇさ う こけ おかせぉけゃっすっ 
– しこけさっょ けこさっょっかっくう おさうすっ
さうう. ╀かういけ 39 たうかはょう かっゃぇ 
とっ こけかいゃぇす こっくしうけくっさしおうすっ 
おかせぉけゃっ, 180 たうかはょう しっ いぇ
かぇゅぇす ゃ ╉せかすせさくうは おぇかっくょぇさ, 
30 たうかはょう っ さぇきおぇすぇ くぇ ╉ぇ
かっくょぇさぇ いぇ きかぇょっあおう ょっえ
くけしすう.
‶さけゅくけいくうはす こかぇく こさっょ

ゃうあょぇ:

』ぇおぇす しっ こけゃっつっ
こぇさう けす ょぇくなちう

‶けゃっつっ こけしすなこかっくうは けす 
ぉかういけ 200 たうか. かゃ. しっ こかぇ
くうさぇす けす ょぇくなおぇ ゃなさたせ くっ
ょゃうあうきうすっ うきけすう, けす おけえ
すけ しっ つぇおぇす くぇょ 1 きかく. 440 
たうか. かゃ., けしすぇくぇかうすっ ょぇくなちう 
しっ こかぇくうさぇす ゃ こけ-きぇかおう さぇい
きっさう けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
[ぇしすぇす こけ こかぇく こさうたけょうすっ 
けす ゅかけぉう う しぇくおちうう – し けおけ
かけ 200 たうかはょう かっゃぇ, くぇっきう 
くぇ うきせとっしすゃけ, くぇっき ゃなさたせ 
いっきはすぇ, し 40 たうかはょう かっゃぇ 
こけゃっつっ しっ つぇおぇす けす すぇおしぇ
すぇ ゃ ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう, ょゃぇ 
こなすう こけゃっつっ こぇさう けす すぇおしう ゃ 
ょっすしおうすっ はしかう さぇいつうすぇ  ぉの
ょあっすなす. 〈ぇおしぇすぇ しきっす しなとけ 
しっ こかぇくうさぇ ょぇ ゃくっしっ こけゃっつっ 
こぇさう ゃ きっしすくぇすぇ たぇいくぇ. ‶け
ゃっつっ けす 247 たうかはょう かっゃぇ しぇ 
いぇこうしぇくう おぇすけ こさうたけょう けす 
こさけょぇあぉぇ くぇ けぉとうくしおぇ いっきは. 
′っょぇくなつくうすっ こさうたけょう しっ けつ
ぇおゃぇ ょぇ くぇょたゃなさかはす きうくぇ
かけゅけょうてくうすっ し くぇょ 979 たうか. 
477 かゃ.

╃ぇ しないょぇょって っ きくけゅけ すさせょくけ, くっ っ いぇょぇつぇ いぇ しぇき つけゃっお. ╁ すけいう しきうしなか  
ゃうくぇゅう しなき さぇいつうすぇかぇ う うきぇき こけょおさっこぇすぇ, さぇいぉうさぇくっすけ う けすゅけゃけさくけしす-

すぇ けすしすさぇくぇ くぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. ╂させこぇ, 
こさっゃなさくぇかぇ しっ ゃ きぇさおぇ くぇ ゅさぇょぇ. ╂かっょぇきっ くぇこさっょ! 
〈けゃぇ いぇはゃう こけ ゃさっきっ くぇ しすぇくぇかぇすぇ ゃっつっ すさぇょうちうは ╂けょうてくぇ しさっとぇ くぇ ゅさせ-

こぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
╉きっすなす せゃぇあう こけおぇくぇすぇ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-

かなお ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, しなぉさぇか くぇ っょくぇ きぇしぇ  いぇ ゅけょうてくぇ さぇゃくけしきっすおぇ つかっ-
くけゃっすっ くぇ ゅさせこぇすぇ. 
╉きっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ょぇょっ ゃうしけおぇ けちっくおぇ くぇ こさけそっしうけくぇかういきぇ くぇ 

こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ╄╉ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, くぇきっさうか ういさぇい ゃ おけくおさっすくう 
しすぇくけゃうとぇ, こさっょかけあっくうは いぇ さってっくうは う こけきけと こさう さっぇかういぇちうはすぇ くぇ ゅけかっ-
きうすっ こさけっおすう, こけ おけうすけ さぇぉけすう けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは.  
‶け ょせきうすっ え ゅさせこぇすぇ, けゅかぇゃはゃぇくぇ けす ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, う ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  

„しぇ しうきぉうけいぇ くぇ こさけそっしうけくぇかうしすう, おけうすけ ゅけくはす ちっかうすっ しう ょけ ょせこおぇ.” 
„┿い しなき ういおかのつうすっかくけ ぉかぇゅけょぇさくぇ, つっ さぇぉけすうき いぇっょくけ”, いぇはゃう けとっ ]すけは-

くけゃぇ, おけはすけ しっ くぇさっつっ „っょうく とぇしすかうゃ おきっす”, いぇとけすけ うきぇ つっしすすぇ ょぇ さぇぉけすう 
し こさけそっしうけくぇかうしすう.  

¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っ-
さっゃぇ, いぇっょくけ し きかぇょう のさうしすう – ょけぉさけゃけかちう, 

しすぇさすうさぇ こさけっおす ”‶さぇゃくぇ おかうくうおぇ おなき こさうっきくぇすぇ くぇ 
けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお”.
¨しくけゃくぇすぇ ちっか くぇ ‶さぇゃくぇすぇ おかうくうおぇ っ こけきけと ゃ さぇ-

ぉけすぇすぇ う ょっえくけしすすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお /けき-
ぉせょしきぇく/ し ちっか けおぇいゃぇくっ くぇ さっぇかくぇ う おけきこっすっくすくぇ 
こさぇゃくぇ こけきけと くぇ こけすなさしうかうすっ うくしすうすせちうはすぇ いぇ しな-
ょっえしすゃうっ ゅさぇあょぇくう. 
10 しすせょっくすう こけ こさぇゃけ けす さぇいかうつくう のさうょうつっしおう そぇ-

おせかすっすう う きかぇょう ょっえしすゃぇとう のさうしすう くぇつっかけ し ぇょゃけおぇす 
╂っさゅぇくぇ ┿すぇくぇしけゃぇ しぇ けしくけゃくけすけ はょさけ くぇ ‶さぇゃくぇすぇ 

 „‶なさゃぇ かうつくぇ おぇさすぇ”  っ くぇえ-くけ-
ゃぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ, けさうっくすうさぇくぇ おなき こけょさぇ-

しすゃぇとうすっ. 
『っかすぇ くぇ こさっょこさうっすぇすぇ おぇきこぇ-

くうは こけ せつうかうとぇ ゃ けぉとうくぇすぇ っ ょぇ 
いぇこけいくぇっ 14-ゅけょうてくうすっ きかぇょっあう 
う ょっゃけえおう, うきぇとう こさぇゃけ くぇ こなさ-
ゃぇ かうつくぇ おぇさすぇ, し こさぇゃぇすぇ う いぇ-
ょなかあっくうはすぇ, おけうすけ こさけういすうつぇす けす 
すけいう くけさきぇすうゃっく ょけおせきっくす いぇ すはた 
しぇきうすっ, おぇおすけ う し すけゃぇ - おぇお きけ-]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ゃなこさけしなす し す. くぇさ. „ょせこおぇ“ 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ 
おけっすけ いぇょっかはきっ 150 たうかはょう 
かっゃぇ. ‶さっょゃうあょぇ しっ けいっかっ
くはゃぇくっ う  こさっきぇたゃぇくっ くぇ 
けゅさぇょくうすっ かぇきぇさうくう おぇすけ 
ゃさっきっくくぇ きはさおぇ, いぇとけすけ 
ゃ ¨ぉとうは せしさけえしすゃっく こかぇく 
すけいう すっさっく っ こさっょゃうょっく いぇ 
いぇしすさけはゃぇくっ. ╃させゅ ゃぇあっく 
こさうけさうすっす っ けぉかぇゅけさけょはゃぇ
くっすけ くぇ ゃたけょけゃっすっ くぇ ゅさぇょぇ 
けす ういすけお, いぇこぇょ う しっゃっさ.
]こってくぇ いぇょぇつぇ っ う こけょ

きはくぇ くぇ ゅけさうゃくぇすぇ ぉぇいぇ う 

こさっょこさうっきぇくっ くぇ きっさおう いぇ 
っくっさゅうえくぇ っそっおすうゃくけしす ゃ 
けぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ うくそさぇ
しすさせおすせさぇ しかっょ けおけくつぇすっかくけ 
しこうさぇくっ くぇ すけこかけこけょぇゃぇくっ
すけ けす „〈けこかけそうおぇちうは – ╉ぇ
いぇくかなお“. 
]っさうけいくぇ ょっえくけしす こさっょ

しすけう う こけ こさけぉかっきぇ ゃ す. くぇさ. 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - さなおけゃけょうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお, うくうちうぇすけさ いぇ くっえくけすけ しないょぇゃぇくっ: 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ゃないくうおくぇ し うくぇす う おぇすけ ぇゃぇくすのさぇ. 
╇きぇき きっつすぇ: ょぇ  ょけあうゃっっき ょっくは, ゃ おけえすけ とっ うきぇきっ くっ-

いぇゃうしうき おきっす う ¨ぉとうくしおう しなゃっす, ゃ おけえすけ ぉけかてうくしすゃけすけ 
しなゃっすくうちう とっ しぇ  くっいぇゃうしうきう けす こぇさすうえくう おけくのくおすせさう.

┿ょゃけおぇす ╂っさゅぇくぇ 

′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす 
- ╉ぇいぇくかなお: 
╁ かうちっすけ くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお うきぇきっ っょうく 

しうかっく ゅさなぉ, おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ さぇぉけすぇ ゃ こけかいぇ くぇ たけさぇすぇ 
う ぇい しう こけあっかぇゃぇき う いぇくぇこさっょ ょぇ こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ さぇぉけ-
すうき, ぉっい ょぇ こさぇゃうき おけきこさけきうしう.

╂うくおぇ 】っさっゃぇ - けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお: 
╋けはす ういぉけさ いぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお しすぇくぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ こけょおさっこぇすぇ 

くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. ╋くけゅけ きう しっ うしおぇ ゃ きけっ かうちっ ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ 
こさうこけいくぇはす ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. ′っ しなあぇかはゃぇき, つっ しっ ゃおかのつうた  ゃ すはた-
くぇすぇ ゅさせこぇ, こさっゃなさくぇかぇ しっ ゃ さぇいせきっく, すけすぇかっく ぉぇかぇくしぬけさ う ゅっくっさぇすけさ くぇ 
ょけぉさう うょっう いぇ ゅさぇょぇ.  

╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ - つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, けぉとうくしおう しなゃっすくうお, こさっょしっょぇすっか くぇ ‶╉ こけ ぉの-
ょあっす う そうくぇくしう, ぉぇくおっさ:
╁っつっ しっ つせゃしすゃぇき ぇさしっくぇかっち う すけゃぇ っ すぇおぇ, いぇとけすけ ょせ-

たなす くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ょけこさうくぇしは ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく 
いぇ すけゃぇ. ′ぇょはゃぇき しっ ょぇ くっ しなき ゃう さぇいけつぇさけゃぇか. 

おゃぇさすぇか „╊のかはお“.
‶さけぉかっき しぇ う そうくぇくしけ

ゃうすっ おけさっおちうう, くぇかけあっくう 
けす せこさぇゃかはゃぇとうは けさゅぇく 
こけ ういこなかくっくうっすけ くぇ ╁け
ょくうは こさけっおす. ′うっ くっ しきっ 
しなゅかぇしくう し すっいう おけさっおちうう, 
おけうすけ こけさぇあょぇす くけゃう いぇ
ょなかあっくうは いぇ ¨ぉとうくぇすぇ う 
しきっ いぇゃっかう さっゅさっしくけ ょっかけ 
こけ すけいう ゃなこさけし ゃ [ぇえけく
くうは しなょ. 
╆ぇ しなあぇかっくうっ, こさけょなか

あぇゃぇす ょぇ くう いぇしすうゅぇす しすぇ
さう いぇょなかあっくうは, いぇ おけうすけ 

くっ くけしうき ゃうくぇ おぇすけ 
さなおけゃけょっく っおうこ, 
くけ おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
こかぇとぇきっ. ╃させゅ こさけ
ぉかっき っ こさうしなょっくけ
すけ いぇょなかあっくうっ いぇ 
ういこかぇとぇくっ くぇょ 3.5 
きかく. かっゃぇ くぇ そうさきぇ 
„〈さぇおうは 〈さっえょ“ いぇ 
さぇいすさけゅゃぇくっ くぇ ょけ
ゅけゃけさぇ いぇ すっさっくぇ くぇ 
]すぇさぇすぇ ぉけかくうちぇ. 
‶さっょしすけう しなょっぉくけ 
ょっかけ う しっ くぇょはゃぇきっ 
つぇしす けす しさっょしすゃぇすぇ 
ょぇ ぉなょぇす こさうしこぇょ
くぇすう. ╇きぇきっ うしお 
ょけ こさけおせさぇすせさぇすぇ 
しこさはきけ ょかなあくけしすくう 
かうちぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ 
いぇ こけょゃっあょぇくっ こけ 
けすくけてっくうっ おさうすっ

さううすっ こけ しょっかおぇすぇ.
‶さうたけょうすっ けす こさけょぇあぉう 

しきっ さぇいつっかう さっぇかうしすうつくけ, 
ゃ さぇきおうすっ くぇ さぇいせきくけすけ. 
╉ぇすけ ちはかけ おなき ╀のょあっす 
2014 しきっ こけょたけょうかう し 
さぇいせきくけ いぇかぇゅぇくっ くぇ こさう
たけょう う さぇいたけょう.

こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ. ┿かっおしぇく
ょさけゃ こけしすぇゃう けすくけゃけ う ゃなこさけ
しぇ いぇ くせあょぇすぇ けす こなかくぇ さったぇ
ぉうかうすぇちうは くぇ こなすは いぇ ╄くうくぇ, 
おけえすけ っ ういおかのつうすっかくけ くぇすけ
ゃぇさっく う ゃ かけてけ しなしすけはくうっ. 
╉ぇすけ ちはかけ すけえ こけいょさぇゃう おきっす
しおけすけ さなおけゃけょしすゃけ いぇ ゅけかはきけ
すけ う おぇつっしすゃっくけ ぇしそぇかすうさぇくっ 
ゃ こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう う 
こけあっかぇ ょぇ しっ ゃなさゃう ゃしっ ゃ すぇいう 
こけしけおぇ.
‶さう ぇしそぇかすうさぇくっすけ しっ しこぇい

ゃぇ さっょなす いぇ さっきけくすう こけ ╁う╉, 
こさけっおすうさぇくっ う っょゃぇ すけゅぇゃぇ 
こけかぇゅぇくっすけ くぇ くぇしすうかおぇ. ╇い
こかぇとぇくっすけ くぇ さぇぉけすくけ けぉかっお
かけ ゃ ╉せかすせさぇすぇ っ いぇこけつくぇかけ 
けとっ こさっょう すけゃぇ ょぇ しすぇくっ いぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, 
こなすはす ょけ ╄くうくぇ しっ ういおなさこゃぇ, 
くけ ちはかけしすくぇすぇ さったぇぉうかうすぇちうは 
っ ういおかのつうすっかくけ しおなこぇ, けすゅけ
ゃけさう おきっすなす ]すけはくけゃぇ. ╁なゃ 
ゃさないおぇ し さっきけくすう くぇ しなしっょくう 
せかうちう, こさっょかけあっくっすけ くぇ ′. 
‶けこけゃぇ きけあっ ょぇ しっ さっぇかういうさぇ 
ゃ しかっょゃぇとうは ぉのょあっす, けすゅけゃけ
さう いぇき.-おきっすなす ╉けっゃぇ.
╃けぉさぇすぇ くけゃうくぇ っ, つっ うきぇ 

そうさきう, おけうすけ, ういこなかくはゃぇえ
おう ょけゅけゃけさうすっ しう いぇ ぇしそぇか
すうさぇくっ し ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
くっ しぇきけ つっ は けとっすはゃぇす, おぇおすけ 
すけゃぇ っ しすぇゃぇかけ こさっょう, ぇ おぇすけ 
しこけくしけさしすゃけ ぇしそぇかすうさぇす せかう
ちう ぉっいこかぇすくけ, しなけぉとう こさっょ 
ゅさぇあょぇくうすっ おきっすなす ]すけはくけゃぇ. 
╉ぇすけ こさうきっさ ゃ すけゃぇ けすくけてっ
くうっ すは こけしけつう さっきけくすうすっ くぇ 
„【うこつっくしおぇ っこけこっは“, „]なっょう
くっくうっ“ う „』せょけきうさ“.

¨とっ けす ゅけょうてくぇすぇ さぇゃくけしきっすおぇ くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお つっ-
すっすっ くぇ しすさ.7 ゃ させぉさうおぇすぇ „]さっとう” し ゅけしす ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ - けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお, つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ゅか. しつっすけゃけょうすっか くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃. 

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

┿すぇくぇしけゃぇ - [なおけゃけょうすっか ‶さぇゃくぇ おかうくうおぇ おなき けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお くぇ 
╉ぇいぇくかなお

おかうくうおぇ. ┿すぇくぇしけゃぇ っ う さなおけゃけょうすっか くぇ こさけっおすぇ. ]さっょ しすせょっくすうすっ – ょけ-
ぉさけゃけかちう う ぉなょっとう のさうしすう,  せつぇしすゃぇとう ゃ ‶さぇゃくぇすぇ おかうくうおぇ, っ う 『ぇさうちぇ 
[けいぇ 2011 ゅけょうくぇ ]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ.
┿きぉうちうはすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお っ う おかうくうおぇすぇ ょぇ こさうゃかうつぇ しすせ-

ょっくすう こけ こさぇゃけ, あうゃっっとう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ し うくしすう-
すせちうはすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ, おぇおすけ う ょぇ こけょこけきぇゅぇ  うくそけさきぇちうけくくけ-けぉさぇいけ-
ゃぇすっかくぇすぇ そせくおちうは くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお  ゃ さぇいかうつくう うくうちうぇすうゃう. 
]すせょっくすうすっ – ょけぉさけゃけかちう, せつぇしすくうちう ゃ ‶さぇゃくぇすぇ おかうくうおぇ, とっ しないょぇょぇす 

う しゃけっけぉさぇいくぇ ゃうさすせぇかくぇ こさうっきくぇ いぇ ゅさぇあょぇくう. 
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ こさけっおすぇ, おぇおすけ う いぇ ょっえくけしすすぇ, こさぇゃぇすぇ, いぇょなか-

あっくうはすぇ う こさぇゃけきけとうはすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお, きけあっすっ ょぇ くぇきっさう-
すっ くぇ しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ けこちうは  „‶さぇゃうかくうちう”. 
]なゃしっき しおけさけ こさっょしすけう う ぇおすうゃうさぇくっすけ くぇ しこっちうぇかういうさぇくうは しぇえす くぇ 

きっしすくうは けきぉせょしきぇく. 

ゅぇす ょぇ しっ しょけぉうはす し すぇおぇゃぇ おぇさすぇ, 
おぇおゃう しぇ しさけおけゃっすっ いぇ ういょぇゃぇくっ, 
おけう しぇ きっしすぇすぇ, おなょっすけ しっ ういょぇゃぇす 
おぇさすうすっ, おぇおすけ う し ょさせゅう ゃなこさけしう, 

ゃぇあくう いぇ くぇゃなさてうかうすっ 14 ゅけょうくう 
きかぇょっあう. 
‶なさゃうすっ ょうしおせしうう こけ  こさけっおすぇ 

ゃっつっ しぇ そぇおす, こさっきうくぇゃぇす こさう ゅけ-
かはき うくすっさっし, おぇすっゅけさうつくぇ ぉっ ╂うく-
おぇ 】っさっゃぇ, おけはすけ けすおさう こさけっおすぇ し 
かっおちうは いぇ こなさゃぇすぇ かうつくぇ おぇさすぇ ゃ 
‶さうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇ-
いうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

‶けょけぉくう けすおさうすう せさけちう いぇ こなさゃぇすぇ かうつくぇ おぇさすぇ ゃ  あうゃけすぇ くぇ 14- ゅけょうてくうすっ 
けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ とっ こさけゃっょっ ゃなゃ ゃしうつおう せつうかうとぇ し せつっ-
くうちう くぇ 14 ゅけょうくう 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. ‶ぇさぇかっかくけ し  すけゃぇ っ 
ゅけすけゃ う ゅさぇそうおなす くぇ けきぉせょしきぇくぇ いぇ こけしっとっくうは ゃ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ.
╂さぇあょぇくうすっ, おけうすけ  すなさしはす おけくしせかすぇちうう, しなょっえしすゃうっ う しなゃっす けす けぉとっしすゃっくうは 

こけしさっょくうお, きけゅぇす ょぇ くぇこさぇゃはす  すけゃぇ ゃ ういくっしっくうすっ こさうっきくう ゃ 19-すっ しっかぇ けす けぉ-
とうくぇすぇ.
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╆ ぇ ゃしうつおうすっ 

ういこなかくっくう し 
すさせょ,

けすょぇょっくけしす,
ぉっいこけとぇょぇ う
かのぉけゃ おなき
さぇぉけすぇすぇ ゃ
„┿さしっくぇか”

ょっしっすうかっすうは.

╀かぇゅけょぇさうき!

 ╆ぇ ぉっいちっくくうすっ う 
きなょさう せさけちう,
し おけうすけ いぇさっょう 

ょくうすっ くう.

‶さういくぇすっかくけしす!

 
╆ぇ  こさうはすっかしすゃけすけ,  いぇ しゃっすかぇすぇ ょうさは, おけはすけ けしすぇゃう

ゃなゃ そうさきっくぇすぇ うしすけさうは, いぇ ぉっいぇかすっさくぇすうゃくうは こさうきっさ う
さっしこっおすうさぇとぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす - ‶けおかけく! 

 ] くぇょっあょぇ う ゃはさぇ いぇ けとっ きくけゅけ しこけょっかっくう ゃいぇうきくけ
ゅさぇょうゃくう ょっしっすうかっすうは, ういこなかくっくう しなし いょさぇゃっ,

ぉかぇゅけょっくしすゃうっ う さぇょけしすう, おけうすけ こなかくはす けつうすっ う
しなさちっすけ しなし しゃっすかうくぇ! 

』っしすうす 80 ゅけょうてっく のぉうかっえ くぇ うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ,
うきっ - っきぉかっきぇ いぇ „┿さしっくぇか”. 

′ぇ きくけゅぇは かっすぇ! 
       

¨す こさういくぇすっかくうすっ おけかっゅう, しなさぇすくうちう, せつっくうちう, こさうはすっかう,                                
        ぇさしっくぇかちう

12.01.2014 ゅけょうくぇ

-ゅけょうてくうはす ぇさしっくぇかしおう 
こけあぇさくうおぇさ [ぇかう ′っえつっゃ, っ 
しさっょ すっいう つっしすうすう たけさぇ. ╇きっ
すけ う ょっかけすけ きせ ゃっつっ しぇ いぇっかう 
きはしすけ ゃ うしすけさうはすぇ. ¨くぇいう, 
おけはすけ ちなさおけゃくうすっ  う けぉとうく
しおう ょっぉっかう おくうゅう とっ こぇいはす いぇ
ゃうくぇゅう. ′け うきぇ くっとけ う けすゃなょ 
すぇいう こぇきっす. ╇ すけ っ ぉかぇゅけょぇさ
くけしすすぇ くぇ たけさぇすぇ. ¨くぇいう ぉかぇ
ゅけょぇさくけしす, おけはすけ くっ しう けすうゃぇ し 
つけゃっおぇ, ぇ しっ こさっょぇゃぇ けす おなとぇ 
くぇ おなとぇ, けす さけょ くぇ さけょ, けす こけ
おけかっくうっ くぇ こけおけかっくうっ. 
18 ゅけょうくう すけえ っ くっういゃっしす

くうはす しこぇしうすっか くぇ ょなさゃっくうは 
おさなしす う たさぇきけゃぇすぇ うおけくぇ くぇ 
]ゃっすう ′うおけかぇえ 』せょけすゃけさっち けす 
こけゅなかくぇすぇすぇ  こさう こけあぇさ きぇか
おぇ ょなさゃっくぇ ちなさおゃうつおぇ ゃ ぉせさ
ゅぇしおけすけ しっかけ 』っさくけきけさっち.
╆ぇ 42-ゅけょうてくうは すけゅぇゃぇ きなあ 

けす おぇいぇくかなておけすけ しっかけ 』っさゅぇ
くけゃけ 18 ゅけょうくう つっさくけきけさちう 
くっ つせゃぇす  くうとけ, くけ いぇ しきっすおぇ 
くぇ すけゃぇ きっしすくぇすぇ う ちなさおけゃ
くぇ ゃかぇしす すぇき せこけさうすけ すなさしはす 
うくそけさきぇちうは う ういょうさゃぇす くっ
ういゃっしすくうは しこぇしうすっか, ぉかぇゅけ
ょぇさっくうっ くぇ おけえすけ ょくっし ゃ こさっ
ゃなさくぇかけすけ しっ ゃ おうすくけ ゅさぇょつっ 
ぉうゃてっ しっかちっ, ゅけさょけ しっ おうこさう 
くけゃぇ ゃくせてうすっかくぇ う  おさぇしうゃぇ 
つっさおゃぇ. ′ぇ きはしすけすけ くぇ ういゅけさは
かぇすぇ ょけ けしくけゃう しすぇさぇ つっさおゃぇ 
こさう こけあぇさ, しすぇくぇか くぇ こさぇいくう
おぇ くぇ ╁はさぇ, ′ぇょっあょぇ う ╊のぉけゃ 
- 17-すう しっこすっきゃさう 1995 ゅけょう
くぇ.
╇しすけさうはすぇ  っ おぇすけ くぇ そうかき 

う ょけおぇいぇすっかしすゃけ, つっ ゃ つけゃって
おうは あうゃけす しかせつぇえくけしすうすっ しぇ 
しぇきけ しおさうすぇ そけさきぇ くぇ ゃうしてぇ 
ゃしっかっくしおぇ ゃけかは, くぇきうゅぇくっ いぇ 
ういぉさぇくうすっ.  
‶さっょう 18 ゅけょうくう, ゃ おなしくうは 

こさっょう けぉっょ くぇ 17-すう しっこすっき
ゃさう, [ぇかう う おけきこぇくうは こさっおぇさ
ゃぇす こけしかっょくうは しう こかぇあっく ょっく 
けす こけつうゃおぇすぇ  おさぇえ 』っさくけきけ
さっち. ╃けおぇすけ っ ゃ きけさっすけ, [ぇかう 
ゃうあょぇ こかぇきなちう う こせてっお けす
おなき しっかけすけ. ╁っさっく くぇ こさけそっ
しうけくぇかくうは しう うくしすうくおす, こけ
あぇさくうおぇさはす ういかういぇ けす ゃけょぇすぇ 
う, おぇおすけ っ こけ ぉぇくしおう, たせおゃぇ 
おなき しっかけすけ. 〈ぇき ゅけさう きぇかおぇすぇ 
きっしすくぇ ょなさゃっくぇ ちなさおゃぇ. ]なし 
いっえくぇかうすっ けゅさけきくう こかぇきなちう 
しっ ぉけさはす しぇきけ ょゃぇきぇ きかぇょう 
こけあぇさくうおぇさう, おけうすけ ゃ ぉなさ
いうくぇすぇ ょぇ ゅぇしはす けゅなくは, くっ いぇ
ゃうくすうかう ょけぉさっ てかぇくゅけゃっすっ くぇ 
きぇさおせつうすっ う ゃけょぇすぇ けす ゃけょけ
くけしおぇすぇ ういすうつぇ ゃ ゅけかっきう さっおう 
こけ ぇしそぇかすぇ. [ぇかう いぇゃうくすゃぇ 
てかぇくゅけゃっすっ う しっ ゃおかのつゃぇ 
ゃ こけきけと くぇ おけかっゅうすっ. ╇しおぇ 
おせさすおぇ けす しかせあっぉくぇすぇ おけかぇ う 
ぉけし, こけ ぉぇくしおう, しすぇゃぇ すさっすうはす 
ゃ くっさぇゃくぇすぇ ぉうすおぇ し けゅなくは.
 ‶けあぇさくうおぇさうすっ ぉなさいけ ゅせぉはす 

ぉうすおぇすぇ し  こかぇきなちうすっ, くっいぇゃう
しうきけ けす ょっしっすおうすっ しっうさょあうう-
おせさけさすうしすう. ╁ っょうく きけきっくす 
[ぇかう つせゃぇ ゃないさぇしすくう あっくう けす 
くぇゃぇかうちぇすぇ くぇゃなく ょぇ ゃうおぇす: 
„]こぇしう うおけくぇすぇ!”. 
[ぇかう くっ つぇおぇ こけゃっつっ. ╁かういぇ 

けすくけゃけ ゃ ゅけさはとぇすぇ ちなさおゃぇ, いぇ 
ょぇ すなさしう たさぇきけゃぇすぇ うおけくぇ くぇ 
]ゃっすう ′うおけかぇえ 』せょけすゃけさっち う 
ょなさゃっくうは おさなしす, ういたゃなさかっくう 
けす きけさっすけ こさっょう  きくけゅけ ゅけょう
くう しゃっすうくう いぇ きっしすくうすっ たけさぇ. 
╇ ょけ ょくっし ゃ しないくぇくうっすけ きせ 
おなくすはす すっいう ょせきう. ′っ こけきくう 
おぇお しっ っ けいけゃぇか ゃ こかぇきなちうすっ 
くぇ させてぇとぇすぇ しっ ゃっつっ ちなさお
ゃぇ. ′ぇきうさぇ うおけくぇすぇ う おさなしすぇ, 
ゅさぇぉゃぇ ゅう, くけ  くっ せしこはゃぇ ょぇ 
ういかっいっ けす ゅけさはとぇすぇ ちなさおゃぇ. 
〈ぇゃぇくなす, ういゅさぇょっく けす ゅさっょけ
さっょ う おぇきなくう, しっ しすけゃぇさゃぇ 
ゃなさたせ くっゅけ. 
[ぇかう くっ こけきくう おけえ う おぇお  

ゅけ っ ういくっしなか けす こかぇきなちうすっ. 

]ゃっしすはゃぇ しっ くぇ すさっゃぇすぇ おさぇえ 
ういゅけさはかぇすぇ ちなさおゃぇ, しすうしおぇえおう 
ゃ さなちっ うおけくぇすぇ くぇ ]ゃっすう ′う
おけかぇえ 』せょけすゃけさっち. 

 ′っ きけあっ ょぇ きさなょくっ, いぇさぇょう 
きくけあっしすゃけすけ すさぇゃきう う しすなおかぇ, 
し おけうすけ っ くぇさはいぇく. 

]ゃっしすはゃぇ しっ ゃ くっつけゃっておう 
ぉけかおう ゃ ぉけかくうちぇすぇ 

ゃ ╀せさゅぇし. 〈ぇき さぇいぉうさぇ, つっ っ 
し 8 しつせこっくう さっぉさぇ う 3 しつせこっ
くう こさってかっくぇ くぇ ゅさなぉくぇつくうは 
しすなかぉ. ╇ し きくけあっしすゃけ こけぉうすう 
こけ すはかけすけ きせ しすなおかぇ. ╉ぇおすけ う 
し こさけゅくけいぇすぇ, つっ きけあっ くうおけゅぇ 
こけゃっつっ ょぇ くっ しっ ういこさぇゃう くぇ 
おさぇおぇすぇ しう.
„′っういゃっしすくうはす しこぇしうすっか” 

かっあう 3 ょくう ゃ っょくけ かっゅかけ, ぉっい 
ょけさう ょぇ きせ こけつうしすはす しすなおかぇすぇ  
けす さぇくうすっ. ╆ぇたゃなさかっく う いぇぉ
さぇゃっく. ′ぇ すさっすうは ょっく, しかっょ 
おぇすけ しっ さぇいつせゃぇ いぇ  こけあぇさぇ う 
ういゅけさはかぇすぇ ちなさおゃぇ ゃ 』っさくけきけ
さっち, こさう ぇさしっくぇかしおうは こけあぇさ
くうおぇさ うょゃぇ すけゅぇゃぇてくうはす おきっす 
くぇ ╀せさゅぇし ‶さけょぇく ‶さけょぇくけゃ, 
いぇっょくけ し きっしすくうは くぇつぇかくうお くぇ 
‶さけすうゃけこけあぇさくぇすぇ しかせあぉぇ ゃ 
ゅさぇょぇ. ‶さう ゃうょぇ くぇ しこぇしうすっかは 
くぇ うおけくぇすぇ おきっすなす ‶さけょぇくけゃ 
ぉせおゃぇかくけ こけぉっしくはゃぇ. ╀けかくうつ
くうはす こっさしけくぇか っ  ゃょうゅくぇす くぇ 
おさぇおぇ, いぇ ょぇ しっ こけゅさうあう いぇ うい
ゅけさっかうは う くぇすさけてっく きなあ. 
╆ぇ ょぇ っ こけ-ぉかういけ ょけ ぉかういおう

すっ しう, こけあぇさくうおぇさはす きけかう ょぇ 
ぉなょっ こさっきっしすっく ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ
さぇ うかう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╀かぇゅけょぇ
さっくうっ くぇ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ けす 
せこさぇゃぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” う てっそぇ 
くぇ こさけすうゃけこけあぇさくぇすぇ しかせあぉぇ 
すけゅぇゃぇ ]すっそぇく ╋うすっゃ, [ぇかう っ 
すさぇくしこけさすうさぇく し こけきけとすぇ くぇ 
すさぇゃきぇすけかけゅぇ ょ-さ ╉せおせてっゃ ょけ 
ぉけかくうちぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おな
ょっすけ  さぇぉけすう う しなこさせゅぇすぇ きせ. 
╀けかおうすっ しぇ くっつけゃっておう, „ゃうった 
けす すはた おぇすけ ょっすっ”, しこけきくは しう 

いぇ おけてきぇさくうすっ きっしっちう ゃ ゅうこし  
[ぇかう.
 

‶さっおぇさゃぇ ぉかういけ 2 きっしっちぇ 
し ゅうこしけゃ おけさしぇあ, 

しかっょゃぇす こけさっょうちぇ けす けこっさぇ
ちうう う かけてぇ  こさけゅくけいぇ. [うしおなす 
42- ゅけょうてくうはす ぉぇとぇ, すけゅぇゃぇ 

ぉぇとぇ くぇ ょゃっ ょっちぇ, ょぇ くっ こさけ
たけょう くうおけゅぇ, っ ゅけかはき. [ぇかう, 
けぉぇつっ, くっ うしおぇ ょぇ しっ こさうきう
さう し すけゃぇ. ]かっょ ぉけかくうちぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお っ こさっきっしすっく ゃ ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ. ] „さぇつっておぇすぇ” しう  
せこけさうすけしす つっさゅぇくっちなす  こさぇゃう 
う こなさゃうすっ しう おさぇつおう, ゃ ゅけかっ
きう きなおう, せこけさうすけ さってっく, つっ 
くはきぇ ょぇ こさっおぇさぇ あうゃけすぇ しう ゃ 
うくゃぇかうょくぇ おけかうつおぇ. ╋うくぇゃぇす 
きっしっちう, ょけおぇすけ しっ ゃないしすぇくけゃう 
くぇこなかくけ う しすなこう くぇ おさぇおぇすぇ 
しう. 
╆ぇ ゅっさけえしすゃけすけ しう こさっい かは

すけすけ くぇ 1996 ゅけょうくぇ, ゅけょうくぇ 
こけ-おなしくけ, [ぇかう ′っえつっゃ っ くぇ
ゅさぇょっく し うおけくぇ けす すけゅぇゃぇてくうは 
おきっす くぇ しっかけ 』っさくけきけさっち. ╇ 
ゅけ いぇぉさぇゃはす. 
╃け  かはすけすけ くぇ 2013 ゅけょうくぇ. 

╉けゅぇすけ しかせつぇえくけしすすぇ しさっとぇ 
しかうゃっくしおうは しゃっとっくうお ]すっかう
はく し ょなとっさはすぇ くぇ [ぇかう, けきな
あっくぇ ゃ ‶けきけさうっ. ¨す ょせきぇ くぇ 
ょせきぇ しゃっとっくうおなす さぇいぉうさぇ, 
つっ うきっくくけ ぉぇとぇすぇ くぇ くっゅけゃぇ
すぇ ょけきぇおうくは っ „くっういゃっしすくうはす 
しこぇしうすっか”, おけえすけ つっさおけゃくうすっ 
ゃかぇしすう ゃ ╀せさゅぇしおけ  ういょうさゃぇす 
ゃっつっ 18 ゅけょうくう. 
]ゃっとっくうつっしおけ こけおかけくっくうっ 

くぇ けすちう けす ╀なかゅぇさうは ょけ ]ゃっすぇ 
ゅけさぇ ゃ ┿すけく しさっとぇ こなお しゃっとっ
くうお ]すっかうはく けす ]かうゃっくしおけ し 
くっゅけゃうは しなぉさぇす う しなうきっくくうお 
, こさっしすけはすっかはす くぇ  くけゃけこけし
すさけっくうは たさぇき „]ゃっすう ′うおけかぇえ 
』せょけすゃけさっち” ゃ 』っさくけきけさっち. 
╆ぇ すけゃぇ, つっ っ けすおさうす „くっうい

ゃっしすくうはす しこぇしうすっか”, くぇせつぇゃぇ 
う きっしすくぇすぇ けぉとうくしおぇ せこさぇゃぇ 
ゃ きけさしおけすけ ゅさぇょつっ. 

[ぇかう っ こけおぇくっく かうつくけ けす 
おきっすぇ くぇ 』っさくけきけさっち ╃けぉさう 
╃けぉさっゃ ょぇ ゅけしすせゃぇ いぇ こさぇいくう
おぇ くぇ ゅさぇょぇ, くぇ きけさっすけ う くぇ 
たさぇきぇ こさっい ょっおっきゃさう. 
 』っさゅぇくっちなす う ゃないこうすぇくうお くぇ 

こうさけすったくうつっしおぇすぇ こぇさぇかっかおぇ 
ゃ ]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお 

[ぇかう ′っえつっゃ っ
こさうすっしくうすっかっく つけゃっお, 

くはきぇ けすこせしお う っ くぇ こなす ょぇ けす
おぇあっ ゃういうすぇ. ]かっょ おぇくょなさきう 
けす おけかっゅう すさなゅゃぇ いぇ 』っさくけきけ
さっち, おなょっすけ くっ っ しすなこゃぇか けす 
1996 ゅけょうくぇ. 
 〈ぇき ゅけ けつぇおゃぇす し くぇえ-ゃうしけ

おうすっ こけつっしすう, おぇすけ しおなこ ゅけしす 
くぇ ゅさぇょぇ. ¨とっ しなとうは ょっく っ 
こけおぇくっく くぇ けぉはょ かうつくけ けす ぇょ
きうさぇかぇ くぇ ╁けっくくけきけさしおうすっ  
しうかう, おけえすけ ゅけ こけしさっとぇ おぇすけ 
きくけゅけ せゃぇあぇゃぇく ゅけしす. ╆ぇ ぉかぇ
ゅけょぇさくけしす いぇ しすけさっくけすけ しこぇ
しうすっかはす くぇ うおけくぇすぇ こけかせつぇゃぇ 
きけさしおぇ さぇいたけょおぇ し ぇょきうさぇ
かぇ, こさう すけゃぇ くぇ くぇえ-くけゃぇすぇ 
そさっゅぇすぇ くぇ さけょくうは くう そかけす. 
╁っつっさすぇ [ぇかう っ くぇゅさぇょっく し 
ゅけかはきぇ うおけくぇ くぇ ]ゃっすぇ ╀けゅけ
さけょうちぇ う こけつっすっく いくぇお かうつくけ 
けす おきっすぇ くぇ 』っさくけきけさっち くぇ 
すなさあっしすゃっくけ ゅさぇょしおけ しなぉさぇ
くうっ, くぇ おけっすけ こさうしなしすゃぇす ちっ
かうはす きっしすっく っかうす, ぉういくっしきっくう 
けす 』っさくけきけさうっすけ,  こけかうすうちう, 
ゅけしすう くぇ ゅさぇょぇ, ╁╇‶-こっさしけくう.  
„′っういゃっしすくうはす” ょけすけゅぇゃぇ しこぇ
しうすっか こさっあうゃはゃぇ しゃけうすっ きう
くせすう しかぇゃぇ. 
]さっょ ゅけしすうすっ くぇ こさぇいくうおぇ 

っ う きっしすくうはす ゅけかはき しこけくしけさ, 
しけぉしすゃっくうお くぇ ゃうくぇさしおぇ ういぉぇ, 
こさう すけゃぇ おぇいぇくかなつぇくうく. ′ぇ
せつうか いぇ こけょゃうゅぇ くぇ [ぇかう う   
こさけはゃうか あっかぇくうっ ょぇ しっ いぇ
こけいくぇっ し くっゅけ. ╇いくっくぇょぇすぇ っ 
ゅけかはきぇ, いぇとけすけ しっ けおぇいゃぇ, つっ 
すけゃぇ っ ╊なつっいぇさ 【うおけゃ, ぉさぇす 
くぇ 『ゃっすぇく 【うおけゃ けす ょうさっおちうは 
„╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ” ゃ 
„┿さしっくぇか”. ╇きっくくけ し ゃうくけすけ 
くぇ 【うおけゃ つっさくけきけさちう こけしさっ
とぇす しおなこうすっ しう ゅけしすう いぇ こさぇい
くうおぇ くぇ ゅさぇょぇ. 

′っいぇぉさぇゃうき いぇ
けゅくっぉけさっちぇ けす 』っさゅぇくけゃけ 

とっ けしすぇくっ ょぇすぇすぇ 6-すう ょっ
おっきゃさう 2013 ゅけょうくぇ. 〈けゅぇ
ゃぇ  くぇ [ぇかう しっ こぇょぇ つっしすすぇ ょぇ 
ういくっしっ いぇ こなさゃう こなす しかっょ 18 
ゅけょうくう けす たさぇきぇ しこぇしっくぇすぇ 
かうつくけ けす くっゅけ うおけくぇ くぇ ]ゃっすう 
′うおけかぇえ 』せょけすゃけさっち. ╇おけくぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ せきうかけしすうゃう きけさっすけ 
いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 
[ぇかう いぇゃうくぇゅう とっ いぇこけきくう 

ゃなかくっくうっすけ, し おけっすけ こさっきうくぇ
ゃぇ 500 きっすさぇ ゃ てこぇかうさ, しこっ
ちうぇかくけ くぇこさぇゃっく けす きぇすさけしう う 
ゃけっくくう, しすうしおぇえおう うおけくぇすぇ ゃ 
さなちっ, ぉっい こさぇゃけ ょぇ は こさっょけし
すぇゃは くぇ ょさせゅ うかう ういけしすぇゃは. ] 
くっは しっ おぇつゃぇ くぇ おけさぇぉ, し おけえ
すけ ╁╇‶-ょっかっゅぇちうは こなすせゃぇ ょけ 
しおぇかう ゃ きけさっすけ, おさぇえ おけうすけ しぇ 
くぇきっさっくう こさっょう きくけゅけ ゅけょうくう 
うおけくぇすぇ う ょなさゃっくうはす おさなしす, いぇ 
ょぇ ういこなかくはす さうすせぇか „いぇおかの
つゃぇくっ くぇ きけさっすけ”. 
 ╃くっし, けす さぇいしすけはくうっすけ くぇ 

こけつすう ょゃっ ょっしっすうかっすうは, [ぇかう 
っ おぇすっゅけさうつっく: しかせつうかけすけ しっ 
こさけきっくは くっゅけ う あうゃけすぇ きせ. 
„‶さっょう こけあぇさぇ ゃ ちなさおゃぇすぇ 

くはおぇお くっ ゃはさゃぇた ゃ つせょっしぇすぇ 
くぇ うおけくうすっ, ゃ こさうおぇいおうすっ いぇ 
つせょっしぇ. ′け すけゃぇ, おけっすけ きう しっ 
しかせつう, けちっかはゃぇくっすけ きう, こさけ
たけあょぇくっすけ きう けすくけゃけ, おぇおすけ 
う すけいう くっいぇぉさぇゃうき ょっおっきゃさう, 
けぉなさくぇたぇ きくけゅけ くっとぇ ゃ きっく. 
]っゅぇ いくぇき, つっ うきぇ くっこけょゃかぇしす

╁しっおう つけゃっお うきぇ う いぇしかせあぇゃぇ しゃけうすっ 3 きうくせすう しかぇゃぇ ゃ 
あうゃけすぇ しう. 
╆ぇとけすけ ゃしっおう しっ さぇあょぇ し きうしうは ょぇ すゃけさう ょけぉさけ, くっいぇ

ゃうしうきけ けす そけさきぇすぇ. ′け しぇきけ せこけさしすゃけすけ う しなたさぇくっくうはす 
しすさっきっあ おなき ょけぉさけ う おさぇしうゃけ, おなき しなこさうつぇしすうっ う こけきけと, 
きけあっ ょぇ けこぇいう すぇいう ういくぇつぇかくぇ つけゃっておぇ きうしうは… ╇ しぇ ぉかぇ
あっくう  すっいう, おけうすけ うきぇす とぇしすうっすけ ょぇ は しこけょっかはす し ょさせゅう. 
』っしすうすう しぇ すっいう, いぇ おけうすけ 3-すっ きうくせすう つけゃっておぇ しかぇゃぇ しっ 

こさっゃさなとぇす  ゃ つぇしす けす かうつくぇすぇ うき うしすけさうは, いぇ おけはすけ つけゃって
おぇすぇ こぇきっす っ „ょさぇしくぇかぇ” 〈ぇき くはおなょっ.

』っ きせ っ けすさっょっく くっけぉうおくけ
ゃっく あうゃけす, かうつう けとっ けす こなさ
ゃうは きせ あうすっえしおう こさけとなこせか
くうお. ╅っくう しっ ゅけょうくぇ こさっょう 
ょぇ ゃかっいっ ゃ おぇいぇさきぇすぇ. ╁ ょっくは 
くぇ ゃけえくうておぇすぇ きせ おかっすゃぇ 
しっ さぇあょぇ こなさゃけさけょくうはす きせ 
しうく. 〉つう いぇ こうさけすったくうお, くけ 
ちはか あうゃけす っ こけあぇさくうおぇさ. 
¨ぉせとぇさしおう しうく, し せきっくうは 
いぇ ぉさなしくぇさ. ] すけゃぇ ういおぇさゃぇ 
う ょゃっすっ しう ゅけょうくう ゃけえくうておぇ 
しかせあぉぇ ゃ 》ぇしおけゃけ. 
╃ぇ しすぇくっ こけあぇさくうおぇさ っ 

きっつすぇすぇ きせ けす ょっすうくしすゃけ, 
おけはすけ こさっしかっょゃぇ ょけおさぇえ. 
¨す 1976 ゅけょうくぇ っ けすょぇょっく 
くぇ こさけそっしうはすぇ.  ╆ぇこけつゃぇ ゃ 
ゅさぇょしおぇすぇ こさけすうゃけこけあぇさくぇ 
しかせあぉぇ, こけしかっ 12 ゅけょうくう 
っ  こけあぇさくうおぇさ ゃ ╆ぇゃけょ 4 ゃ 
╋なゅかうあ, しかっょ おけっすけ しっ きっし
すう ゃ „┿さしっくぇか” – ╉ぇいぇくかなお. 
‶っくしうけくうさぇ しっ こさっい 1998 
ゅけょうくぇ, くけ しぇきけ ゅけょうくぇ しかっょ 
すけゃぇ しっ ゃさなとぇ けすくけゃけ くぇ さぇ
ぉけすぇ  う すぇおぇ ょけ ょくっし. 
╁ こさけそっしうけくぇかくうは しう こなす 

っ ゃうょはか ゃしうつおけ. ]なぉうさぇか っ 
つぇしすう けす つけゃっておう すっかぇ こさう 
っょくう けす ゅけかっきうすっ ゃいさうゃけゃっ 
こさっょう ゅけょうくう ゃ けさなあっえくう
ちぇすぇ. ╂ぇしうか っ ょっしっすおう こけあぇ
さう, せつぇしすゃぇか っ ゃ しこぇしうすっかくう 
ぇおちうう.   
╆ぇ おさぇすおけ っ ういおせてっく う けす 

こけかうすうおぇすぇ. ‶さっょう 8 ゅけょう
くう っ おぇくょうょぇす-おきっす けす ╂╄[╀ 
ゃ さけょくけすけ 』っさゅぇくけゃけ. ′っ ゅけ 
ういぉうさぇす. ╃くっし っ せぉっょっく, つっ 
くぇ いょさぇゃぇすぇ ゅかぇゃぇ くっ え すさはぉ
ゃぇ こさっゃさないおぇ, くうとけ, つっ しな
しっかはくうすっ きせ こぇお ゅけ おぇくょなさ
ょうしゃぇす.
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╇ょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ 
っかっおすさけちっくすさぇかぇ ゃ さぇえけくぇ くぇ 
おぇいぇくかなておけすけ しっかけ ╄くうくぇ しっ 
さぇあょぇ けとっ こさっい 1908 ゅけょうくぇ 
けす ╂っくつけ ]すぇえくけゃ. ‶さっょう すけゃぇ 
すけえ っ ういこさぇすっく けす しゃけは ぉぇとぇ 
ょぇ せつう ゃ 【ゃっえちぇさうは しうさっくぇさ-
しすゃけ, ぇ こけ-おなしくけ う うくあっくっさ-
しすゃけ ゃ ╂っさきぇくうは. ╂っくつけ, けぉぇ-
つっ, すぇおぇ う くっ しっ ょうこかけきうさぇ 
おぇすけ うくあっくっさ, きぇおぇさ ゅけょうくう 
こけ-おなしくけ, こさう しすさけうすっかしすゃけ-
すけ くぇ っかっおすさけちっくすさぇかぇすぇ, ょぇ 
けすおさうゃぇ ょゃっ ゅさっておう ゃ ういつうし-
かっくうはすぇ くぇ っょうくしすゃっくうは かう-
ちっくいうさぇく うくあっくっさ くぇ しすさけっあぇ 
- ╀けはょあうっゃ. ╂さっておうすっ しぇ ぉうかう 
しゃなさいぇくう し さぇいきうくぇゃぇくっ くぇ 
すせくっかうすっ, おけうすけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ こさけおけこぇはす けす そうさきぇすぇ くぇ 
ょゃぇきぇ うすぇかうぇくちう - [けゃっすう う 
‶ぇしおぇかっ.
╄かっおすさうつっしすゃけすけ, おけっすけ くぇ-

さっあょぇ ╉ぇいぇくかなお しさっょ こなさゃう-
すっ っかっおすさうそうちうさぇくう ゅさぇょけゃっ 
ゃ しすさぇくぇすぇ, っ さっぇかういうさぇくけ けす 
いぇさぇぉけすうかぇすぇ ゃ 00.00 つぇしぇ くぇ 
31-ゃう ょっおっきゃさう 1913 ゅ. しさっ-
とせ 1-ゃう はくせぇさう 1914 ゅ. こなさゃぇ 
╁╄『 ゃ ╀なかゅぇさうは, くぇきうさぇとぇ しっ 
ゃ おぇいぇくかなておけすけ しっかけ ╄くうくぇ. 
] すけいう ぇおす っかっおすさうそうおぇちう-

はすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ういこさっゃぇさゃぇ し 
15 ゅけょうくう っかっおすさうそうちうさぇくっ-
すけ くぇ けぉかぇしすくうは ゅさぇょ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ.
╆ぇたさぇくゃぇくっすけ し っかっおすさうつっしす-

ゃけ くぇ ╉ぇいぇくかなお う さぇえけくぇ っ 
ょっかけ くぇ そぇきうかうはすぇ くぇ ぉさぇすは 
]すぇえくけゃう う こけ しこっちうぇかくけ くぇ 
╂っくつけ ]すぇえくけゃ. 
‶さっい 1911 ゅけょうくぇ すけえ, しなし 

しなょさせあくうちうすっ しう けす そぇきうかう-
はすぇ 》ぇょあうゅっくつっゃう けす ╃さはくけゃけ 
/つうえすけ さけょしすゃっくうお っ う こさけ-
そっしけさなす おぇさょうけたうさせさゅ ╂っくつけ 
′ぇつっゃ/, さっゅうしすさうさぇ っかっおすさう-
つっしおけ ぇおちうけくっさくけ ょさせあっしすゃけ 
„‶けぉっょぇ”, おぇすけ こさけょなかあうすっか 
くぇ いぇこけつくぇかうすっ 3 ゅけょうくう こけ-
さぇくけ こさけせつゃぇくうは くぇ ╂っくつけ 
]すぇえくけゃ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ ゃけ-

‶なさゃうすっ 90 ょくう くぇ くけゃぇ さぇぉけすぇ しぇ さってぇゃぇとう いぇ すけゃぇ ょぇかう とっ しっ しこさぇゃうすっ うかう とっ しっ 
こさけゃぇかうすっ, すゃなさょはす っおしこっさすう. ╋っあょせくぇさけょくけ こさけせつゃぇくっ いぇ くぇえ-つっしすうすっ ゅさっておう, おけうすけ 

くけゃけくぇいくぇつっくうすっ ょけこせしおぇす こさう いぇこけつゃぇくっ くぇ くけゃぇ さぇぉけすぇ, ゅう けぉけぉとぇゃぇ う こけょさっあょぇ すぇおぇ: 

1. ╊うこしぇすぇ くぇ さぇいぉうさぇくっ う 
けしないくぇゃぇくっ いぇ ゃぇあくけしすすぇ くぇ 
こなさゃうすっ 3 きっしっちぇ ゃ くけゃぇすぇ 
しかせあぉぇ.
]ないょぇょっくうすっ こさっい すけいう こっ-

さうけょ ゃこっつぇすかっくうは しっ そけさ-
きうさぇす こけょしないくぇすっかくけ, っきけ-
ちうけくぇかくけ, くっさぇちうけくぇかくけ う 
うくすせうすうゃくけ. 〈っ しぇ ゃぇあくう いぇ  
くけゃうは さぇぉけすくうお う いぇ おけかっゅう-
すっ きせ.  

2. ‶けおぇいゃぇくっすけ くぇ すゃなさょっ 
きくけゅけ しぇきけつせゃしすゃうっ. 
》せぉぇゃけ っ つけゃっお ょぇ っ  せゃっ-

さっく, くけ くはおけう たけさぇ こさっおぇ-
かはゃぇす う しっ こさうすっしくはゃぇす ょぇ 
こさういくぇはす, つっ うきぇす くせあょぇ けす 
こけきけと. ‶さうすっしくっくうっすけ くっ 
こけきぇゅぇ ゃ しかせつぇは, すゃなさょはす 
っおしこっさすうすっ う しなゃっすゃぇす ょぇ しっ 
すなさしう こけきけと けす おけかっゅう. 

3. ¨すかぇゅぇくっすけ くぇ すさせょくうすっ いぇょぇつう う ういこなかくっくうっすけ しぇきけ くぇ かっしくうすっ. 
 [ぇくけ うかう おなしくけ とっ すさはぉゃぇ ょぇ しゃなさてうすっ ゃしうつおけ, すぇおぇ つっ くっ けすかぇゅぇえすっ くっういぉっあくけすけ, ぇ 

こさけしすけ こけうしおぇえすっ こけきけと, ぇおけ ゃう っ きくけゅけ すさせょくけ.

4. ╁なゃかうつぇくっすけ ゃ おかのおう う うくすさうゅう くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ.
¨すくけてっくうはすぇ し おけかっゅうすっ しぇ きくけゅけ ゃぇあくぇ つぇしす けす さぇぉけすくうは こさけちっし. ╋くけゅけ っ ゃぇあくけ ょぇ くっ 

こけいゃけかはゃぇすっ ょぇ ぉなょっすっ ゃなゃかっつっくう ゃ おかのおう う うくすさうゅう ゃ しかせあぉぇすぇ. 〈けゃぇ しなし しうゅせさくけしす くっ っ 
くぇつうくなす ょぇ しっ ゃこうてっすっ.

5. ′っ しっ こさうすっしくはゃぇえすっ ょぇ しう おぇあっすっ, ぇおけ さぇぉけすぇすぇ ゃう くっ っ すぇおぇゃぇ, おぇおゃぇすけ しぇ ゃう けぉっとぇかう.

 ′っいぇゃうしうきけ ょぇかう しすぇゃぇ ゃなこさけし いぇ いぇこかぇすぇすぇ, けすゅけゃけさくけしすうすっ うかう さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ, ぇおけ 
せしかけゃうはすぇ しぇ さぇいかうつくう けす けぉっとぇくうすっ, ゅけゃけさっすっ し てっそぇ しう, ゃきっしすけ ょぇ きさなくおぇすっ こけょ くけしぇ しう 
うかう ょぇ おかのおぇさうすっ し おけかっゅう, しなゃっすゃぇす しこっちうぇかうしすうすっ.

                                                                    〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

くう くぇ たけさぇすぇ くっとぇ, つっ くうっ しきっ 
きぇかおう, つっ うきぇ くっとけ くぇょ くぇし, 
おけっすけ さってぇゃぇ しなょぉうすっ くう. 

╆くぇき, つっ ]ゃっすう ′うおけかぇえ きう 
ょぇょっ しうかぇすぇ ょぇ こさけたけょは う きっ 
けこぇいう いぇ あうゃけすぇ”, さぇいしなあょぇゃぇ 
ょくっし 60-ゅけょうてくうはす ゃっすっさぇく. 
╆ぇ おけえすけ あうゃけすなす こさけょなか

あぇゃぇ ょぇ すっつっ ゃ けぉうつぇえくうは しう 
さうすなき: さぇぉけすぇ, ょけき, きぇかおう つけ
ゃっておう さぇょけしすう. ╂っさけういきなす う 
こけつっしすうすっ くっ しぇ う くはきぇ ょぇ ゅけ 
こさけきっくはす. ╄ょうくしすゃっくけすけ, おけっ
すけ うしおぇ いぇ しっぉっ しう う ぉかういおうすっ 
しう „くっういゃっしすくうはす しこぇしうすっか” けす 
』っさゅぇくけゃけ, っ いょさぇゃっ う しゅけゃけさ. 
╃させゅけすけ ぉうかけ ういかうてくぇ つけ
ゃっておぇ しせっすぇ. „╉ぇすけ ゅけかっきうすっ 
おなとう, おけうすけ しすさけうき いぇ ょっちぇ
すぇ しう う ゃ おけうすけ すっ くうおけゅぇ くっ 
あうゃっはす, いぇとけすけ うきぇす しゃけえ こなす, 
こけ おけえすけ しっ さぇいすうつゃぇす”.
╃くっし しこぇしうすっかはす くぇ うおけくぇすぇ 

くぇ ]ゃっすう ′うおけかぇえ う しなこさせゅぇ
すぇ きせ こさっおぇさゃぇす いうきくうすっ しう 
ゃっつっさう ゃ おせたくはすぇ うかう ゃ ょけ
きぇてくぇすぇ きったぇくぇ し こさうはすっかう 
くぇ こけ つぇてぇ ゃうくけ う ゃっょさぇ こさう
おぇいおぇ. ╂けかはきぇすぇ, し 10 しすぇう, 
おなとぇ しすけう こさぇいくぇ. ¨あうゃはゃぇ 
こけ こさぇいくうちう, おけゅぇすけ しっ しなぉうさぇ 
しっきっえしすゃけすけ いぇっょくけ し  ゃくせつおう
すっ - とっさおう くぇ しうくぇ くぇ [ぇかう - 
しなとけ こけあぇさくうおぇさ. 
╉けゅぇすけ くっ っ くぇ ょっあせさしすゃけ ゃ 

„┿さしっくぇか”, こけあぇさくうおぇさはす こなか
くう ゃさっきっ し ゅさうあう こけ ゅけかはきけすけ 
しう ょけきぇてくけ しすけこぇくしすゃけ: つぇおぇす 
ゅけ おけぉうかおぇ, けゃちっ, おけいう, おけ
おけておう, おせつっ, おけすおぇ う おせこ ょさせ
ゅう  くっとぇ, おけうすけ あうゃけすなす くぇ 
しっかけ  くっせきけかうきけ ういうしおゃぇ. 
¨すゃなょ  すけゃぇ きっつすぇっ ょぇ うきぇ 

けとっ ゃさっきっ. ′っ いぇ  ゅっさけえしすゃぇ, ぇ 
いぇ けぉうおくけゃっくう つけゃっておう さぇょけ
しすう けす あうゃけすぇ. 
╃させゅけすけ っ しせっすぇ う っ こさったけょ

くけ, おぇいゃぇ  つっさゅぇくっちなす [ぇかう 
′っえつっゃ:  こけあぇさくうおぇさ けす „┿さ
しっくぇか” ゃっつっ 35 ゅけょうくう う しこぇ
しうすっか くぇ うおけくう.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ょくぇ っかっおすさけちっくすさぇかぇ いぇ けぉ-
とっしすゃっくけ っかっおすさけしくぇぉょはゃぇくっ.
╅うすっかうすっ くぇ しっかけ ╄くうくぇ くっ 

こさうっきぇす っょくけいくぇつくけ こかぇくけ-
ゃっすっ くぇ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ う ぇお-
ちうけくっさくけすけ ょさせあっしすゃけ, おぇすけ 
くぇ くはおけかおけ こなすう しっ ゃょうゅぇす くぇ 
こさけすっしすう う ぉせくすけゃっ. ‶さうすっし-
くっくうはすぇ うき しぇ, つっ ぉなょっとぇすぇ 
╁╄『 とっ くぇっかっおすさういうさぇ ゃけょぇすぇ 
ゃ さぇえけくぇ, ゃしかっょしすゃうっ くぇ おけっすけ 
あうゃけすくうすっ うき とっ しっ さぇいぉけかっはす. 

╁なこさっおう こさけすっしすうすっ, さぇぉけすうすっ 
こけ ゅさぇょっあぇ いぇこけつゃぇす, くぇぉうさぇす 
しっ う くせあくうすっ しさっょしすゃぇ. ╂けかはきぇ 
つぇしす けす ぉせょくうすっ おぇいぇくかなつぇくう 
しう おせこせゃぇす こけ 1 ぇおちうは けす ぇお-
ちうけくっさくけすけ ょさせあっしすゃけ “‶けぉっ-
ょぇ”. 〈ぇいう ぇおちうは うき けしうゅせさはゃぇ 
ゃこけしかっょしすゃうっ ぉっいこかぇすくけ っかっお-
すさうつっしすゃけ ゃ ょけきけゃっすっ うき.
╆ぇ こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ っかっお-

すさけちっくすさぇかぇすぇ しっ しなぉうさぇす 
けぉとけ 460 たうかはょう いかぇすくう かっゃぇ, 
おぇすけ 200 たうかはょう けす すはた しぇ くぇ 
そぇきうかうはすぇ ]すぇえくけゃう, ぇ 260 
たうかはょう くぇ ょさはくけゃちう.

╃けしすぇゃおぇすぇ くぇ っかっおすさう-
つっしおうすっ きぇてうくう う きぇすっさう-
ぇかう っ ゃないかけあっくぇ くぇ そうさ-
きぇすぇ Siemens, ぇ すせさぉうくうすっ 
- くぇ てゃっえちぇさしおぇすぇ そうさきぇ 
Theodor Bell & Co.
〈せくっかくうすっ ういおけこくう さぇぉけすう 

けす けぉとけ 875 きっすさぇ, おけうすけ 
さなおけゃけょはす ょゃぇきぇすぇ うすぇかう-
ぇくちう, しぇ すさせょくう, こさけおけこぇ-
ゃぇくっすけ くぇ しおぇかうすっ しっ こさぇゃう 
けす す. くぇさ. „ぉぇさぇぉう”, おけうすけ 

くぇ ょっく せしこはゃぇす ょぇ ういおけこぇ-
ゃぇす こけ けおけかけ 50 しぇくすうきっすさぇ 
しおぇかぇ.
╆ぇ ゅさぇょっあぇ くぇ っかっおすさけ-

ちっくすさぇかぇすぇ ぇおちうけくっさくけすけ 
ょさせあっしすゃけ ういおせこせゃぇ う つぇしす 
けす すっこぇゃうちうすっ ゃ さぇえけくぇ. 
╃させあっしすゃけすけ ゃくぇしは う くっけぉ-
たけょうきうすっ っかっおすさけょゃうゅぇすっかう 
いぇ けしなとっしすゃはゃぇくっ くぇ ゃしうつ-
おう いぇょゃうあゃぇくうは ゃなゃ そぇ-
ぉさうおうすっ う いぇくぇはすつうえしおうすっ 
さぇぉけすうかくうちう けす ╉ぇいぇくかなお, 
こさけはゃうかう うくすっさっし おなき っかっお-
すさうそうちうさぇくっすけ.

╆ぇさぇょう ういぉせたゃぇくっすけ くぇ ╀ぇか-
おぇくしおぇすぇ う ╋っあょせしなのいくうつっ-
しおぇすぇ ゃけえくう, くぇ ょゃぇ こなすう しすさけ-
っあなす くぇ っかっおすさけちっくすさぇかぇすぇ 
しこうさぇ. ╃け おさぇは くぇ 1913 ゅけょうくぇ 
しっ うくしすぇかうさぇ こせぉかうつくけ けしゃっす-
かっくうっ くぇ せかうちうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, し 
っかっおすさけっくっさゅうは いぇ けしゃっすかっくうっ 
しっ いぇたさぇくゃぇす つぇしすくうすっ おなとう くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ, こけしすぇゃはす しっ ぉっい-
こかぇすくけ っかっおすさうつっしおう てくせさけゃっ 
(すけゅぇゃぇ しおさうすう うくしすぇかぇちうう くっ 

しっ こさぇゃはす), おかのつけゃっ う かぇきこう 
くぇ あっかぇっとうすっ ゅさぇあょぇくう, きぇ-
ゅぇいうくう う せつさっあょっくうは. ╁ おさぇは 
くぇ 1913 ゅけょうくぇ しぇ くぇこさぇゃっくう 
こなさゃうすっ せしこってくう こさけぉう. 
╉ぇいぇくかなお っ いぇたさぇくっく し っかっお-

すさうつっしおぇ っくっさゅうは くぇ 31-ゃう 
ょっおっきゃさう すけつくけ ゃ こけかせくけと. ] 
すけいう ぇおす いぇこけつゃぇ う ぉせさくけすけ うく-
ょせしすさうぇかくけ さぇいゃうすうっ くぇ ゅさぇょぇ.
╁けょくぇすぇ っかっおすさけちっくすさぇかぇ 

„╄くうくぇ” っ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
っかっおすさけちっくすさぇかぇ いぇ けぉとっしすゃっ-
くけ っかっおすさけしくぇぉょはゃぇくっ, いぇきう-
しかっくぇ, こさけっおすうさぇくぇ, そうくぇくしう-

さぇくぇ う こけしすさけっくぇ けす ぉなかゅぇさう.
]かっょ 9-すう しっこすっきゃさう 1944 ゅ., 

ゃ おさぇは くぇ 1947 ゅ., ╁╄『 - ╄くうくぇ 
っ くぇちうけくぇかういうさぇくぇ う ょけ 1993 
ゅ. っ ょなさあぇゃくぇ しけぉしすゃっくけしす. ╁ 
くぇつぇかけすけ くぇ 1994 ゅ. ちっくすさぇ-
かぇすぇ っ さっしすうすせうさぇくぇ ゃ こけかいぇ 
くぇ こさっょうてくうすっ しけぉしすゃっくうちう.
╃くっし せこさぇゃうすっか くぇ ╁╄『 - 

╄くうくぇ っ 78-ゅけょうてくうはす うくあ. 
]すっそぇく ′ぇくつっゃ, しうく くぇ こさけ-
そっしけさ ′ぇくつけ ′ぇくつっゃ. ╃け 
1995 ゅ. うくあ. ]すっそぇく ′ぇくつっゃ 
っ  こさっこけょぇゃぇすっか ゃ 〈〉- ]けそうは, 
ゃこけしかっょしすゃうっ さぇぉけすう う ゃ ′╄╉. 
4600 おうかけゃぇすつぇしぇ っかっおすさけ-
っくっさゅうは しっ こさけういゃっあょぇ けす 
っかっおすさけちっくすさぇかぇすぇ ゃ ╄くうくぇ 
っあっょくっゃくけ, おぇすけ きけとくけしすすぇ 
え しっゅぇ っ 1 きっゅぇゃぇす うかう 1000 
こなすう こけ-くうしおぇ けす  ┿╄『 - ╉けい-
かけょせえ.
¨す くぇしかっょくうちうすっ くぇ そぇきう-

かうはすぇ ]すぇえくけゃう ょくっし し くぇせつくぇ 
さぇぉけすぇ しっ いぇくうきぇゃぇ こさけそ. ょ-さ 
╂っくつけ ]すぇえくけゃ, おけえすけ っ いぇ-
きっしすくうお-ょうさっおすけさ くぇ ╇くしすう-
すせすぇ こけ しうしすっきくけ うくあっくっさしすゃけ 
う さけぉけすうおぇ おなき ╀┿′. ╄ょくけ けす 
くぇせつくうすっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ, 
し おけうすけ すけえ しっ いぇくうきぇゃぇ, っ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ っか. っくっさゅうは 
けす きけさしおうすっ ゃなかくう. ‶さけそ. 
]すぇえくけゃ っ っょうくしすゃっくうはす ぉなか-
ゅぇさしおう せつっく, おけえすけ しっ いぇくうきぇ-
ゃぇ こさけそっしうけくぇかくけ し すけゃぇ.
╁ょなたくけゃうすっかはす う ょゃうゅぇすっかはす 

いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃぇすぇ, 
ういちはかけ し ぉなかゅぇさしおう おぇこうすぇ-
かう, っかっおすさけちっくすさぇかぇ ╂っくつけ 
]すぇえくけゃ せきうさぇ こさっい 1966 ゅけ-
ょうくぇ ゃ ]けそうは. ╃くっし くっゅけゃうすっ 
くぇしかっょくうちう しぇ こさなしくぇすう こけ 
ちっかうは しゃはす. ╁ ╉ぇいぇくかなお うょゃぇす 
さはょおけ, ゃなこさっおう つっ すせお うきぇす 
さっしすうすせうさぇくぇ しけぉしすゃっくけしす. ╆ぇ 
のぉうかっは こさっい のかう うきぇす ぇきぉう-
ちうは ょぇ しなぉっさぇす ゃないきけあくけ こけ-
ゃっつっ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ゅけかっ-
きうは う ゃうょっく ]すぇえくけゃ さけょ.

    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Работещият генератор на “Сименс” във ВЕЦ-Енина
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╆ ぇ ゃしうつおうすっ 

ういこなかくっくう し 
すさせょ,

けすょぇょっくけしす,
ぉっいこけとぇょぇ う
かのぉけゃ おなき
さぇぉけすぇすぇ ゃ
„┿さしっくぇか”

ょっしっすうかっすうは.

╀かぇゅけょぇさうき!

 ╆ぇ ぉっいちっくくうすっ う 
きなょさう せさけちう,
し おけうすけ いぇさっょう 

ょくうすっ くう.

‶さういくぇすっかくけしす!

 
╆ぇ  こさうはすっかしすゃけすけ,  いぇ しゃっすかぇすぇ ょうさは, おけはすけ けしすぇゃう

ゃなゃ そうさきっくぇすぇ うしすけさうは, いぇ ぉっいぇかすっさくぇすうゃくうは こさうきっさ う
さっしこっおすうさぇとぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす - ‶けおかけく! 

 ] くぇょっあょぇ う ゃはさぇ いぇ けとっ きくけゅけ しこけょっかっくう ゃいぇうきくけ
ゅさぇょうゃくう ょっしっすうかっすうは, ういこなかくっくう しなし いょさぇゃっ,

ぉかぇゅけょっくしすゃうっ う さぇょけしすう, おけうすけ こなかくはす けつうすっ う
しなさちっすけ しなし しゃっすかうくぇ! 

』っしすうす  ゅけょうてっく のぉうかっえ くぇ うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ,
うきっ - っきぉかっきぇ いぇ „┿さしっくぇか”. 

′ぇ きくけゅぇは かっすぇ! 
       

¨す こさういくぇすっかくうすっ おけかっゅう, しなさぇすくうちう, せつっくうちう, こさうはすっかう,                                
        ぇさしっくぇかちう

12.01.2014 ゅけょうくぇ

60-ゅけょうてくうはす ぇさしっくぇかしおう 
こけあぇさくうおぇさ [ぇかう ′っえつっゃ, っ 
しさっょ すっいう つっしすうすう たけさぇ. ╇きっ-
すけ う ょっかけすけ きせ ゃっつっ しぇ いぇっかう 
きはしすけ ゃ うしすけさうはすぇ. ¨くぇいう, 
おけはすけ ちなさおけゃくうすっ  う けぉとうく-
しおう ょっぉっかう おくうゅう とっ こぇいはす いぇ-
ゃうくぇゅう. ′け うきぇ くっとけ う けすゃなょ 
すぇいう こぇきっす. ╇ すけ っ ぉかぇゅけょぇさ-
くけしすすぇ くぇ たけさぇすぇ. ¨くぇいう ぉかぇ-
ゅけょぇさくけしす, おけはすけ くっ しう けすうゃぇ し 
つけゃっおぇ, ぇ しっ こさっょぇゃぇ けす おなとぇ 
くぇ おなとぇ, けす さけょ くぇ さけょ, けす こけ-
おけかっくうっ くぇ こけおけかっくうっ. 
18 ゅけょうくう すけえ っ くっういゃっしす-

くうはす しこぇしうすっか くぇ ょなさゃっくうは 
おさなしす う たさぇきけゃぇすぇ うおけくぇ くぇ 
]ゃっすう ′うおけかぇえ 』せょけすゃけさっち けす 
こけゅなかくぇすぇすぇ  こさう こけあぇさ きぇか-
おぇ ょなさゃっくぇ ちなさおゃうつおぇ ゃ ぉせさ-
ゅぇしおけすけ しっかけ 』っさくけきけさっち.
╆ぇ 42-ゅけょうてくうは すけゅぇゃぇ きなあ 

けす おぇいぇくかなておけすけ しっかけ 』っさゅぇ-
くけゃけ 18 ゅけょうくう つっさくけきけさちう 
くっ つせゃぇす  くうとけ, くけ いぇ しきっすおぇ 
くぇ すけゃぇ きっしすくぇすぇ う ちなさおけゃ-
くぇ ゃかぇしす すぇき せこけさうすけ すなさしはす 
うくそけさきぇちうは う ういょうさゃぇす くっ-
ういゃっしすくうは しこぇしうすっか, ぉかぇゅけ-
ょぇさっくうっ くぇ おけえすけ ょくっし ゃ こさっ-
ゃなさくぇかけすけ しっ ゃ おうすくけ ゅさぇょつっ 
ぉうゃてっ しっかちっ, ゅけさょけ しっ おうこさう 
くけゃぇ ゃくせてうすっかくぇ う  おさぇしうゃぇ 
つっさおゃぇ. ′ぇ きはしすけすけ くぇ ういゅけさは-
かぇすぇ ょけ けしくけゃう しすぇさぇ つっさおゃぇ 
こさう こけあぇさ, しすぇくぇか くぇ こさぇいくう-
おぇ くぇ ╁はさぇ, ′ぇょっあょぇ う ╊のぉけゃ 
- 17-すう しっこすっきゃさう 1995 ゅけょう-
くぇ.
╇しすけさうはすぇ  っ おぇすけ くぇ そうかき 

う ょけおぇいぇすっかしすゃけ, つっ ゃ つけゃって-
おうは あうゃけす しかせつぇえくけしすうすっ しぇ 
しぇきけ しおさうすぇ そけさきぇ くぇ ゃうしてぇ 
ゃしっかっくしおぇ ゃけかは, くぇきうゅぇくっ いぇ 
ういぉさぇくうすっ.  
‶さっょう 18 ゅけょうくう, ゃ おなしくうは 

こさっょう けぉっょ くぇ 17-すう しっこすっき-
ゃさう, [ぇかう う おけきこぇくうは こさっおぇさ-
ゃぇす こけしかっょくうは しう こかぇあっく ょっく 
けす こけつうゃおぇすぇ  おさぇえ 』っさくけきけ-
さっち. ╃けおぇすけ っ ゃ きけさっすけ, [ぇかう 
ゃうあょぇ こかぇきなちう う こせてっお けす-
おなき しっかけすけ. ╁っさっく くぇ こさけそっ-
しうけくぇかくうは しう うくしすうくおす, こけ-
あぇさくうおぇさはす ういかういぇ けす ゃけょぇすぇ 
う, おぇおすけ っ こけ ぉぇくしおう, たせおゃぇ 
おなき しっかけすけ. 〈ぇき ゅけさう きぇかおぇすぇ 
きっしすくぇ ょなさゃっくぇ ちなさおゃぇ. ]なし 
いっえくぇかうすっ けゅさけきくう こかぇきなちう 
しっ ぉけさはす しぇきけ ょゃぇきぇ きかぇょう 
こけあぇさくうおぇさう, おけうすけ ゃ ぉなさ-
いうくぇすぇ ょぇ ゅぇしはす けゅなくは, くっ いぇ-
ゃうくすうかう ょけぉさっ てかぇくゅけゃっすっ くぇ 
きぇさおせつうすっ う ゃけょぇすぇ けす ゃけょけ-
くけしおぇすぇ ういすうつぇ ゃ ゅけかっきう さっおう 
こけ ぇしそぇかすぇ. [ぇかう いぇゃうくすゃぇ 
てかぇくゅけゃっすっ う しっ ゃおかのつゃぇ 
ゃ こけきけと くぇ おけかっゅうすっ. ╇しおぇ 
おせさすおぇ けす しかせあっぉくぇすぇ おけかぇ う 
ぉけし, こけ ぉぇくしおう, しすぇゃぇ すさっすうはす 
ゃ くっさぇゃくぇすぇ ぉうすおぇ し けゅなくは.
 ‶けあぇさくうおぇさうすっ ぉなさいけ ゅせぉはす 

ぉうすおぇすぇ し  こかぇきなちうすっ, くっいぇゃう-
しうきけ けす ょっしっすおうすっ しっうさょあうう-
おせさけさすうしすう. ╁ っょうく きけきっくす 
[ぇかう つせゃぇ ゃないさぇしすくう あっくう けす 
くぇゃぇかうちぇすぇ くぇゃなく ょぇ ゃうおぇす: 
„]こぇしう うおけくぇすぇ!”. 
[ぇかう くっ つぇおぇ こけゃっつっ. ╁かういぇ 

けすくけゃけ ゃ ゅけさはとぇすぇ ちなさおゃぇ, いぇ 
ょぇ すなさしう たさぇきけゃぇすぇ うおけくぇ くぇ 
]ゃっすう ′うおけかぇえ 』せょけすゃけさっち う 
ょなさゃっくうは おさなしす, ういたゃなさかっくう 
けす きけさっすけ こさっょう  きくけゅけ ゅけょう-
くう しゃっすうくう いぇ きっしすくうすっ たけさぇ. 
╇ ょけ ょくっし ゃ しないくぇくうっすけ きせ 
おなくすはす すっいう ょせきう. ′っ こけきくう 
おぇお しっ っ けいけゃぇか ゃ こかぇきなちうすっ 
くぇ させてぇとぇすぇ しっ ゃっつっ ちなさお-
ゃぇ. ′ぇきうさぇ うおけくぇすぇ う おさなしすぇ, 
ゅさぇぉゃぇ ゅう, くけ  くっ せしこはゃぇ ょぇ 
ういかっいっ けす ゅけさはとぇすぇ ちなさおゃぇ. 
〈ぇゃぇくなす, ういゅさぇょっく けす ゅさっょけ-
さっょ う おぇきなくう, しっ しすけゃぇさゃぇ 
ゃなさたせ くっゅけ. 
[ぇかう くっ こけきくう おけえ う おぇお  

ゅけ っ ういくっしなか けす こかぇきなちうすっ. 

]ゃっしすはゃぇ しっ くぇ すさっゃぇすぇ おさぇえ 
ういゅけさはかぇすぇ ちなさおゃぇ, しすうしおぇえおう 
ゃ さなちっ うおけくぇすぇ くぇ ]ゃっすう ′う-
おけかぇえ 』せょけすゃけさっち. 

 ′っ きけあっ ょぇ きさなょくっ, いぇさぇょう 
きくけあっしすゃけすけ すさぇゃきう う しすなおかぇ, 
し おけうすけ っ くぇさはいぇく. 

]ゃっしすはゃぇ しっ ゃ くっつけゃっておう 
ぉけかおう ゃ ぉけかくうちぇすぇ 

ゃ ╀せさゅぇし. 〈ぇき さぇいぉうさぇ, つっ っ 
し 8 しつせこっくう さっぉさぇ う 3 しつせこっ-
くう こさってかっくぇ くぇ ゅさなぉくぇつくうは 
しすなかぉ. ╇ し きくけあっしすゃけ こけぉうすう 
こけ すはかけすけ きせ しすなおかぇ. ╉ぇおすけ う 
し こさけゅくけいぇすぇ, つっ きけあっ くうおけゅぇ 
こけゃっつっ ょぇ くっ しっ ういこさぇゃう くぇ 
おさぇおぇすぇ しう.
„′っういゃっしすくうはす しこぇしうすっか” 

かっあう 3 ょくう ゃ っょくけ かっゅかけ, ぉっい 
ょけさう ょぇ きせ こけつうしすはす しすなおかぇすぇ  
けす さぇくうすっ. ╆ぇたゃなさかっく う いぇぉ-
さぇゃっく. ′ぇ すさっすうは ょっく, しかっょ 
おぇすけ しっ さぇいつせゃぇ いぇ  こけあぇさぇ う 
ういゅけさはかぇすぇ ちなさおゃぇ ゃ 』っさくけきけ-
さっち, こさう ぇさしっくぇかしおうは こけあぇさ-
くうおぇさ うょゃぇ すけゅぇゃぇてくうはす おきっす 
くぇ ╀せさゅぇし ‶さけょぇく ‶さけょぇくけゃ, 
いぇっょくけ し きっしすくうは くぇつぇかくうお くぇ 
‶さけすうゃけこけあぇさくぇすぇ しかせあぉぇ ゃ 
ゅさぇょぇ. ‶さう ゃうょぇ くぇ しこぇしうすっかは 
くぇ うおけくぇすぇ おきっすなす ‶さけょぇくけゃ 
ぉせおゃぇかくけ こけぉっしくはゃぇ. ╀けかくうつ-
くうはす こっさしけくぇか っ  ゃょうゅくぇす くぇ 
おさぇおぇ, いぇ ょぇ しっ こけゅさうあう いぇ うい-
ゅけさっかうは う くぇすさけてっく きなあ. 
╆ぇ ょぇ っ こけ-ぉかういけ ょけ ぉかういおう-

すっ しう, こけあぇさくうおぇさはす きけかう ょぇ 
ぉなょっ こさっきっしすっく ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ うかう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╀かぇゅけょぇ-
さっくうっ くぇ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ けす 
せこさぇゃぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” う てっそぇ 
くぇ こさけすうゃけこけあぇさくぇすぇ しかせあぉぇ 
すけゅぇゃぇ ]すっそぇく ╋うすっゃ, [ぇかう っ 
すさぇくしこけさすうさぇく し こけきけとすぇ くぇ 
すさぇゃきぇすけかけゅぇ ょ-さ ╉せおせてっゃ ょけ 
ぉけかくうちぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おな-
ょっすけ  さぇぉけすう う しなこさせゅぇすぇ きせ. 
╀けかおうすっ しぇ くっつけゃっておう, „ゃうった 
けす すはた おぇすけ ょっすっ”, しこけきくは しう 

いぇ おけてきぇさくうすっ きっしっちう ゃ ゅうこし  
[ぇかう.
 

‶さっおぇさゃぇ ぉかういけ 2 きっしっちぇ 
し ゅうこしけゃ おけさしぇあ, 

しかっょゃぇす こけさっょうちぇ けす けこっさぇ-
ちうう う かけてぇ  こさけゅくけいぇ. [うしおなす 
42- ゅけょうてくうはす ぉぇとぇ, すけゅぇゃぇ 

ぉぇとぇ くぇ ょゃっ ょっちぇ, ょぇ くっ こさけ-
たけょう くうおけゅぇ, っ ゅけかはき. [ぇかう, 
けぉぇつっ, くっ うしおぇ ょぇ しっ こさうきう-
さう し すけゃぇ. ]かっょ ぉけかくうちぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお っ こさっきっしすっく ゃ ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ. ] „さぇつっておぇすぇ” しう  
せこけさうすけしす つっさゅぇくっちなす  こさぇゃう 
う こなさゃうすっ しう おさぇつおう, ゃ ゅけかっ-
きう きなおう, せこけさうすけ さってっく, つっ 
くはきぇ ょぇ こさっおぇさぇ あうゃけすぇ しう ゃ 
うくゃぇかうょくぇ おけかうつおぇ. ╋うくぇゃぇす 
きっしっちう, ょけおぇすけ しっ ゃないしすぇくけゃう 
くぇこなかくけ う しすなこう くぇ おさぇおぇすぇ 
しう. 
╆ぇ ゅっさけえしすゃけすけ しう こさっい かは-

すけすけ くぇ 1996 ゅけょうくぇ, ゅけょうくぇ 
こけ-おなしくけ, [ぇかう ′っえつっゃ っ くぇ-
ゅさぇょっく し うおけくぇ けす すけゅぇゃぇてくうは 
おきっす くぇ しっかけ 』っさくけきけさっち. ╇ 
ゅけ いぇぉさぇゃはす. 
╃け  かはすけすけ くぇ 2013 ゅけょうくぇ. 

╉けゅぇすけ しかせつぇえくけしすすぇ しさっとぇ 
しかうゃっくしおうは しゃっとっくうお ]すっかう-
はく し ょなとっさはすぇ くぇ [ぇかう, けきな-
あっくぇ ゃ ‶けきけさうっ. ¨す ょせきぇ くぇ 
ょせきぇ しゃっとっくうおなす さぇいぉうさぇ, 
つっ うきっくくけ ぉぇとぇすぇ くぇ くっゅけゃぇ-
すぇ ょけきぇおうくは っ „くっういゃっしすくうはす 
しこぇしうすっか”, おけえすけ つっさおけゃくうすっ 
ゃかぇしすう ゃ ╀せさゅぇしおけ  ういょうさゃぇす 
ゃっつっ 18 ゅけょうくう. 
]ゃっとっくうつっしおけ こけおかけくっくうっ 

くぇ けすちう けす ╀なかゅぇさうは ょけ ]ゃっすぇ 
ゅけさぇ ゃ ┿すけく しさっとぇ こなお しゃっとっ-
くうお ]すっかうはく けす ]かうゃっくしおけ し 
くっゅけゃうは しなぉさぇす う しなうきっくくうお 
, こさっしすけはすっかはす くぇ  くけゃけこけし-
すさけっくうは たさぇき „]ゃっすう ′うおけかぇえ 
』せょけすゃけさっち” ゃ 』っさくけきけさっち. 
╆ぇ すけゃぇ, つっ っ けすおさうす „くっうい-

ゃっしすくうはす しこぇしうすっか”, くぇせつぇゃぇ 
う きっしすくぇすぇ けぉとうくしおぇ せこさぇゃぇ 
ゃ きけさしおけすけ ゅさぇょつっ. 

[ぇかう っ こけおぇくっく かうつくけ けす 
おきっすぇ くぇ 』っさくけきけさっち ╃けぉさう 
╃けぉさっゃ ょぇ ゅけしすせゃぇ いぇ こさぇいくう-
おぇ くぇ ゅさぇょぇ, くぇ きけさっすけ う くぇ 
たさぇきぇ こさっい ょっおっきゃさう. 
 』っさゅぇくっちなす う ゃないこうすぇくうお くぇ 

こうさけすったくうつっしおぇすぇ こぇさぇかっかおぇ 
ゃ ]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお 

[ぇかう ′っえつっゃ っ
こさうすっしくうすっかっく つけゃっお, 

くはきぇ けすこせしお う っ くぇ こなす ょぇ けす-
おぇあっ ゃういうすぇ. ]かっょ おぇくょなさきう 
けす おけかっゅう すさなゅゃぇ いぇ 』っさくけきけ-
さっち, おなょっすけ くっ っ しすなこゃぇか けす 
1996 ゅけょうくぇ. 
 〈ぇき ゅけ けつぇおゃぇす し くぇえ-ゃうしけ-

おうすっ こけつっしすう, おぇすけ しおなこ ゅけしす 
くぇ ゅさぇょぇ. ¨とっ しなとうは ょっく っ 
こけおぇくっく くぇ けぉはょ かうつくけ けす ぇょ-
きうさぇかぇ くぇ ╁けっくくけきけさしおうすっ  
しうかう, おけえすけ ゅけ こけしさっとぇ おぇすけ 
きくけゅけ せゃぇあぇゃぇく ゅけしす. ╆ぇ ぉかぇ-
ゅけょぇさくけしす いぇ しすけさっくけすけ しこぇ-
しうすっかはす くぇ うおけくぇすぇ こけかせつぇゃぇ 
きけさしおぇ さぇいたけょおぇ し ぇょきうさぇ-
かぇ, こさう すけゃぇ くぇ くぇえ-くけゃぇすぇ 
そさっゅぇすぇ くぇ さけょくうは くう そかけす. 
╁っつっさすぇ [ぇかう っ くぇゅさぇょっく し 
ゅけかはきぇ うおけくぇ くぇ ]ゃっすぇ ╀けゅけ-
さけょうちぇ う こけつっすっく いくぇお かうつくけ 
けす おきっすぇ くぇ 』っさくけきけさっち くぇ 
すなさあっしすゃっくけ ゅさぇょしおけ しなぉさぇ-
くうっ, くぇ おけっすけ こさうしなしすゃぇす ちっ-
かうはす きっしすっく っかうす, ぉういくっしきっくう 
けす 』っさくけきけさうっすけ,  こけかうすうちう, 
ゅけしすう くぇ ゅさぇょぇ, ╁╇‶-こっさしけくう.  
„′っういゃっしすくうはす” ょけすけゅぇゃぇ しこぇ-
しうすっか こさっあうゃはゃぇ しゃけうすっ きう-
くせすう しかぇゃぇ. 
]さっょ ゅけしすうすっ くぇ こさぇいくうおぇ 

っ う きっしすくうはす ゅけかはき しこけくしけさ, 
しけぉしすゃっくうお くぇ ゃうくぇさしおぇ ういぉぇ, 
こさう すけゃぇ おぇいぇくかなつぇくうく. ′ぇ-
せつうか いぇ こけょゃうゅぇ くぇ [ぇかう う   
こさけはゃうか あっかぇくうっ ょぇ しっ いぇ-
こけいくぇっ し くっゅけ. ╇いくっくぇょぇすぇ っ 
ゅけかはきぇ, いぇとけすけ しっ けおぇいゃぇ, つっ 
すけゃぇ っ ╊なつっいぇさ 【うおけゃ, ぉさぇす 
くぇ 『ゃっすぇく 【うおけゃ けす ょうさっおちうは 
„╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ” ゃ 
„┿さしっくぇか”. ╇きっくくけ し ゃうくけすけ 
くぇ 【うおけゃ つっさくけきけさちう こけしさっ-
とぇす しおなこうすっ しう ゅけしすう いぇ こさぇい-
くうおぇ くぇ ゅさぇょぇ. 

′っいぇぉさぇゃうき いぇ
けゅくっぉけさっちぇ けす 』っさゅぇくけゃけ 

とっ けしすぇくっ ょぇすぇすぇ 6-すう ょっ-
おっきゃさう 2013 ゅけょうくぇ. 〈けゅぇ-
ゃぇ  くぇ [ぇかう しっ こぇょぇ つっしすすぇ ょぇ 
ういくっしっ いぇ こなさゃう こなす しかっょ 18 
ゅけょうくう けす たさぇきぇ しこぇしっくぇすぇ 
かうつくけ けす くっゅけ うおけくぇ くぇ ]ゃっすう 
′うおけかぇえ 』せょけすゃけさっち. ╇おけくぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ せきうかけしすうゃう きけさっすけ 
いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 
[ぇかう いぇゃうくぇゅう とっ いぇこけきくう 

ゃなかくっくうっすけ, し おけっすけ こさっきうくぇ-
ゃぇ 500 きっすさぇ ゃ てこぇかうさ, しこっ-
ちうぇかくけ くぇこさぇゃっく けす きぇすさけしう う 
ゃけっくくう, しすうしおぇえおう うおけくぇすぇ ゃ 
さなちっ, ぉっい こさぇゃけ ょぇ は こさっょけし-
すぇゃは くぇ ょさせゅ うかう ういけしすぇゃは. ] 
くっは しっ おぇつゃぇ くぇ おけさぇぉ, し おけえ-
すけ ╁╇‶-ょっかっゅぇちうは こなすせゃぇ ょけ 
しおぇかう ゃ きけさっすけ, おさぇえ おけうすけ しぇ 
くぇきっさっくう こさっょう きくけゅけ ゅけょうくう 
うおけくぇすぇ う ょなさゃっくうはす おさなしす, いぇ 
ょぇ ういこなかくはす さうすせぇか „いぇおかの-
つゃぇくっ くぇ きけさっすけ”. 
 ╃くっし, けす さぇいしすけはくうっすけ くぇ 

こけつすう ょゃっ ょっしっすうかっすうは, [ぇかう 
っ おぇすっゅけさうつっく: しかせつうかけすけ しっ 
こさけきっくは くっゅけ う あうゃけすぇ きせ. 
„‶さっょう こけあぇさぇ ゃ ちなさおゃぇすぇ 

くはおぇお くっ ゃはさゃぇた ゃ つせょっしぇすぇ 
くぇ うおけくうすっ, ゃ こさうおぇいおうすっ いぇ 
つせょっしぇ. ′け すけゃぇ, おけっすけ きう しっ 
しかせつう, けちっかはゃぇくっすけ きう, こさけ-
たけあょぇくっすけ きう けすくけゃけ, おぇおすけ 
う すけいう くっいぇぉさぇゃうき ょっおっきゃさう, 
けぉなさくぇたぇ きくけゅけ くっとぇ ゃ きっく. 
]っゅぇ いくぇき, つっ うきぇ くっこけょゃかぇしす-

╁しっおう つけゃっお うきぇ う いぇしかせあぇゃぇ しゃけうすっ 3 きうくせすう しかぇゃぇ ゃ 
あうゃけすぇ しう. 
╆ぇとけすけ ゃしっおう しっ さぇあょぇ し きうしうは ょぇ すゃけさう ょけぉさけ, くっいぇ-

ゃうしうきけ けす そけさきぇすぇ. ′け しぇきけ せこけさしすゃけすけ う しなたさぇくっくうはす 
しすさっきっあ おなき ょけぉさけ う おさぇしうゃけ, おなき しなこさうつぇしすうっ う こけきけと, 
きけあっ ょぇ けこぇいう すぇいう ういくぇつぇかくぇ つけゃっておぇ きうしうは… ╇ しぇ ぉかぇ-
あっくう  すっいう, おけうすけ うきぇす とぇしすうっすけ ょぇ は しこけょっかはす し ょさせゅう. 
』っしすうすう しぇ すっいう, いぇ おけうすけ 3-すっ きうくせすう つけゃっておぇ しかぇゃぇ しっ 

こさっゃさなとぇす  ゃ つぇしす けす かうつくぇすぇ うき うしすけさうは, いぇ おけはすけ つけゃって-
おぇすぇ こぇきっす っ „ょさぇしくぇかぇ” 〈ぇき くはおなょっ.

』っ きせ っ けすさっょっく くっけぉうおくけ-
ゃっく あうゃけす, かうつう けとっ けす こなさ-
ゃうは きせ あうすっえしおう こさけとなこせか-
くうお. ╅っくう しっ ゅけょうくぇ こさっょう 
ょぇ ゃかっいっ ゃ おぇいぇさきぇすぇ. ╁ ょっくは 
くぇ ゃけえくうておぇすぇ きせ おかっすゃぇ 
しっ さぇあょぇ こなさゃけさけょくうはす きせ 
しうく. 〉つう いぇ こうさけすったくうお, くけ 
ちはか あうゃけす っ こけあぇさくうおぇさ. 
¨ぉせとぇさしおう しうく, し せきっくうは 
いぇ ぉさなしくぇさ. ] すけゃぇ ういおぇさゃぇ 
う ょゃっすっ しう ゅけょうくう ゃけえくうておぇ 
しかせあぉぇ ゃ 》ぇしおけゃけ. 
╃ぇ しすぇくっ こけあぇさくうおぇさ っ 

きっつすぇすぇ きせ けす ょっすうくしすゃけ, 
おけはすけ こさっしかっょゃぇ ょけおさぇえ. 
¨す 1976 ゅけょうくぇ っ けすょぇょっく 
くぇ こさけそっしうはすぇ.  ╆ぇこけつゃぇ ゃ 
ゅさぇょしおぇすぇ こさけすうゃけこけあぇさくぇ 
しかせあぉぇ, こけしかっ 12 ゅけょうくう 
っ  こけあぇさくうおぇさ ゃ ╆ぇゃけょ 4 ゃ 
╋なゅかうあ, しかっょ おけっすけ しっ きっし-
すう ゃ „┿さしっくぇか” – ╉ぇいぇくかなお. 
‶っくしうけくうさぇ しっ こさっい 1998 
ゅけょうくぇ, くけ しぇきけ ゅけょうくぇ しかっょ 
すけゃぇ しっ ゃさなとぇ けすくけゃけ くぇ さぇ-
ぉけすぇ  う すぇおぇ ょけ ょくっし. 
╁ こさけそっしうけくぇかくうは しう こなす 

っ ゃうょはか ゃしうつおけ. ]なぉうさぇか っ 
つぇしすう けす つけゃっておう すっかぇ こさう 
っょくう けす ゅけかっきうすっ ゃいさうゃけゃっ 
こさっょう ゅけょうくう ゃ けさなあっえくう-
ちぇすぇ. ╂ぇしうか っ ょっしっすおう こけあぇ-
さう, せつぇしすゃぇか っ ゃ しこぇしうすっかくう 
ぇおちうう.   
╆ぇ おさぇすおけ っ ういおせてっく う けす 

こけかうすうおぇすぇ. ‶さっょう 8 ゅけょう-
くう っ おぇくょうょぇす-おきっす けす ╂╄[╀ 
ゃ さけょくけすけ 』っさゅぇくけゃけ. ′っ ゅけ 
ういぉうさぇす. ╃くっし っ せぉっょっく, つっ 
くぇ いょさぇゃぇすぇ ゅかぇゃぇ くっ え すさはぉ-
ゃぇ こさっゃさないおぇ, くうとけ, つっ しな-
しっかはくうすっ きせ こぇお ゅけ おぇくょなさ-
ょうしゃぇす.
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╇ょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ 
っかっおすさけちっくすさぇかぇ ゃ さぇえけくぇ くぇ 
おぇいぇくかなておけすけ しっかけ ╄くうくぇ しっ 
さぇあょぇ けとっ こさっい 1908 ゅけょうくぇ 
けす ╂っくつけ ]すぇえくけゃ. ‶さっょう すけゃぇ 
すけえ っ ういこさぇすっく けす しゃけは ぉぇとぇ 
ょぇ せつう ゃ 【ゃっえちぇさうは しうさっくぇさ
しすゃけ, ぇ こけ-おなしくけ う うくあっくっさ
しすゃけ ゃ ╂っさきぇくうは. ╂っくつけ, けぉぇ
つっ, すぇおぇ う くっ しっ ょうこかけきうさぇ 
おぇすけ うくあっくっさ, きぇおぇさ ゅけょうくう 
こけ-おなしくけ, こさう しすさけうすっかしすゃけ
すけ くぇ っかっおすさけちっくすさぇかぇすぇ, ょぇ 
けすおさうゃぇ ょゃっ ゅさっておう ゃ ういつうし
かっくうはすぇ くぇ っょうくしすゃっくうは かう
ちっくいうさぇく うくあっくっさ くぇ しすさけっあぇ 
- ╀けはょあうっゃ. ╂さっておうすっ しぇ ぉうかう 
しゃなさいぇくう し さぇいきうくぇゃぇくっ くぇ 
すせくっかうすっ, おけうすけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ こさけおけこぇはす けす そうさきぇすぇ くぇ 
ょゃぇきぇ うすぇかうぇくちう - [けゃっすう う 
‶ぇしおぇかっ.
╄かっおすさうつっしすゃけすけ, おけっすけ くぇ

さっあょぇ ╉ぇいぇくかなお しさっょ こなさゃう
すっ っかっおすさうそうちうさぇくう ゅさぇょけゃっ 
ゃ しすさぇくぇすぇ, っ さっぇかういうさぇくけ けす 
いぇさぇぉけすうかぇすぇ ゃ 00.00 つぇしぇ くぇ 
31-ゃう ょっおっきゃさう 1913 ゅ. しさっ
とせ 1-ゃう はくせぇさう 1914 ゅ. こなさゃぇ 
╁╄『 ゃ ╀なかゅぇさうは, くぇきうさぇとぇ しっ 
ゃ おぇいぇくかなておけすけ しっかけ ╄くうくぇ. 
] すけいう ぇおす っかっおすさうそうおぇちう

はすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ういこさっゃぇさゃぇ し 
15 ゅけょうくう っかっおすさうそうちうさぇくっ
すけ くぇ けぉかぇしすくうは ゅさぇょ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ.
╆ぇたさぇくゃぇくっすけ し っかっおすさうつっしす

ゃけ くぇ ╉ぇいぇくかなお う さぇえけくぇ っ 
ょっかけ くぇ そぇきうかうはすぇ くぇ ぉさぇすは 
]すぇえくけゃう う こけ しこっちうぇかくけ くぇ 
╂っくつけ ]すぇえくけゃ. 
‶さっい 1911 ゅけょうくぇ すけえ, しなし 

しなょさせあくうちうすっ しう けす そぇきうかう
はすぇ 》ぇょあうゅっくつっゃう けす ╃さはくけゃけ 
/つうえすけ さけょしすゃっくうお っ う こさけ
そっしけさなす おぇさょうけたうさせさゅ ╂っくつけ 
′ぇつっゃ/, さっゅうしすさうさぇ っかっおすさう
つっしおけ ぇおちうけくっさくけ ょさせあっしすゃけ 
„‶けぉっょぇ”, おぇすけ こさけょなかあうすっか 
くぇ いぇこけつくぇかうすっ 3 ゅけょうくう こけ-
さぇくけ こさけせつゃぇくうは くぇ ╂っくつけ 
]すぇえくけゃ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ ゃけ

‶なさゃうすっ 90 ょくう くぇ くけゃぇ さぇぉけすぇ しぇ さってぇゃぇとう いぇ すけゃぇ ょぇかう とっ しっ しこさぇゃうすっ うかう とっ しっ 
こさけゃぇかうすっ, すゃなさょはす っおしこっさすう. ╋っあょせくぇさけょくけ こさけせつゃぇくっ いぇ くぇえ-つっしすうすっ ゅさっておう, おけうすけ 

くけゃけくぇいくぇつっくうすっ ょけこせしおぇす こさう いぇこけつゃぇくっ くぇ くけゃぇ さぇぉけすぇ, ゅう けぉけぉとぇゃぇ う こけょさっあょぇ すぇおぇ: 

 ╊うこしぇすぇ くぇ さぇいぉうさぇくっ う 
けしないくぇゃぇくっ いぇ ゃぇあくけしすすぇ くぇ 
こなさゃうすっ 3 きっしっちぇ ゃ くけゃぇすぇ 
しかせあぉぇ.
]ないょぇょっくうすっ こさっい すけいう こっ

さうけょ ゃこっつぇすかっくうは しっ そけさ
きうさぇす こけょしないくぇすっかくけ, っきけ
ちうけくぇかくけ, くっさぇちうけくぇかくけ う 
うくすせうすうゃくけ. 〈っ しぇ ゃぇあくう いぇ  
くけゃうは さぇぉけすくうお う いぇ おけかっゅう
すっ きせ.  

2. ‶けおぇいゃぇくっすけ くぇ すゃなさょっ 
きくけゅけ しぇきけつせゃしすゃうっ. 
》せぉぇゃけ っ つけゃっお ょぇ っ  せゃっ

さっく, くけ くはおけう たけさぇ こさっおぇ
かはゃぇす う しっ こさうすっしくはゃぇす ょぇ 
こさういくぇはす, つっ うきぇす くせあょぇ けす 
こけきけと. ‶さうすっしくっくうっすけ くっ 
こけきぇゅぇ ゃ しかせつぇは, すゃなさょはす 
っおしこっさすうすっ う しなゃっすゃぇす ょぇ しっ 
すなさしう こけきけと けす おけかっゅう. 

 ¨すかぇゅぇくっすけ くぇ すさせょくうすっ いぇょぇつう う ういこなかくっくうっすけ しぇきけ くぇ かっしくうすっ. 
 [ぇくけ うかう おなしくけ とっ すさはぉゃぇ ょぇ しゃなさてうすっ ゃしうつおけ, すぇおぇ つっ くっ けすかぇゅぇえすっ くっういぉっあくけすけ, ぇ 

こさけしすけ こけうしおぇえすっ こけきけと, ぇおけ ゃう っ きくけゅけ すさせょくけ.

 ╁なゃかうつぇくっすけ ゃ おかのおう う うくすさうゅう くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ.
¨すくけてっくうはすぇ し おけかっゅうすっ しぇ きくけゅけ ゃぇあくぇ つぇしす けす さぇぉけすくうは こさけちっし. ╋くけゅけ っ ゃぇあくけ ょぇ くっ 

こけいゃけかはゃぇすっ ょぇ ぉなょっすっ ゃなゃかっつっくう ゃ おかのおう う うくすさうゅう ゃ しかせあぉぇすぇ. 〈けゃぇ しなし しうゅせさくけしす くっ っ 
くぇつうくなす ょぇ しっ ゃこうてっすっ.

 ′っ しっ こさうすっしくはゃぇえすっ ょぇ しう おぇあっすっ, ぇおけ さぇぉけすぇすぇ ゃう くっ っ すぇおぇゃぇ, おぇおゃぇすけ しぇ ゃう けぉっとぇかう.

 ′っいぇゃうしうきけ ょぇかう しすぇゃぇ ゃなこさけし いぇ いぇこかぇすぇすぇ, けすゅけゃけさくけしすうすっ うかう さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ, ぇおけ 
せしかけゃうはすぇ しぇ さぇいかうつくう けす けぉっとぇくうすっ, ゅけゃけさっすっ し てっそぇ しう, ゃきっしすけ ょぇ きさなくおぇすっ こけょ くけしぇ しう 
うかう ょぇ おかのおぇさうすっ し おけかっゅう, しなゃっすゃぇす しこっちうぇかうしすうすっ.

                                                                    〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

くう くぇ たけさぇすぇ くっとぇ, つっ くうっ しきっ 
きぇかおう, つっ うきぇ くっとけ くぇょ くぇし, 
おけっすけ さってぇゃぇ しなょぉうすっ くう. 

╆くぇき, つっ ]ゃっすう ′うおけかぇえ きう 
ょぇょっ しうかぇすぇ ょぇ こさけたけょは う きっ 
けこぇいう いぇ あうゃけすぇ”, さぇいしなあょぇゃぇ 
ょくっし 60-ゅけょうてくうはす ゃっすっさぇく. 
╆ぇ おけえすけ あうゃけすなす こさけょなか-

あぇゃぇ ょぇ すっつっ ゃ けぉうつぇえくうは しう 
さうすなき: さぇぉけすぇ, ょけき, きぇかおう つけ-
ゃっておう さぇょけしすう. ╂っさけういきなす う 
こけつっしすうすっ くっ しぇ う くはきぇ ょぇ ゅけ 
こさけきっくはす. ╄ょうくしすゃっくけすけ, おけっ-
すけ うしおぇ いぇ しっぉっ しう う ぉかういおうすっ 
しう „くっういゃっしすくうはす しこぇしうすっか” けす 
』っさゅぇくけゃけ, っ いょさぇゃっ う しゅけゃけさ. 
╃させゅけすけ ぉうかけ ういかうてくぇ つけ-
ゃっておぇ しせっすぇ. „╉ぇすけ ゅけかっきうすっ 
おなとう, おけうすけ しすさけうき いぇ ょっちぇ-
すぇ しう う ゃ おけうすけ すっ くうおけゅぇ くっ 
あうゃっはす, いぇとけすけ うきぇす しゃけえ こなす, 
こけ おけえすけ しっ さぇいすうつゃぇす”.
╃くっし しこぇしうすっかはす くぇ うおけくぇすぇ 

くぇ ]ゃっすう ′うおけかぇえ う しなこさせゅぇ-
すぇ きせ こさっおぇさゃぇす いうきくうすっ しう 
ゃっつっさう ゃ おせたくはすぇ うかう ゃ ょけ-
きぇてくぇすぇ きったぇくぇ し こさうはすっかう 
くぇ こけ つぇてぇ ゃうくけ う ゃっょさぇ こさう-
おぇいおぇ. ╂けかはきぇすぇ, し 10 しすぇう, 
おなとぇ しすけう こさぇいくぇ. ¨あうゃはゃぇ 
こけ こさぇいくうちう, おけゅぇすけ しっ しなぉうさぇ 
しっきっえしすゃけすけ いぇっょくけ し  ゃくせつおう-
すっ - とっさおう くぇ しうくぇ くぇ [ぇかう - 
しなとけ こけあぇさくうおぇさ. 
╉けゅぇすけ くっ っ くぇ ょっあせさしすゃけ ゃ 

„┿さしっくぇか”, こけあぇさくうおぇさはす こなか-
くう ゃさっきっ し ゅさうあう こけ ゅけかはきけすけ 
しう ょけきぇてくけ しすけこぇくしすゃけ: つぇおぇす 
ゅけ おけぉうかおぇ, けゃちっ, おけいう, おけ-
おけておう, おせつっ, おけすおぇ う おせこ ょさせ-
ゅう  くっとぇ, おけうすけ あうゃけすなす くぇ 
しっかけ  くっせきけかうきけ ういうしおゃぇ. 
¨すゃなょ  すけゃぇ きっつすぇっ ょぇ うきぇ 

けとっ ゃさっきっ. ′っ いぇ  ゅっさけえしすゃぇ, ぇ 
いぇ けぉうおくけゃっくう つけゃっておう さぇょけ-
しすう けす あうゃけすぇ. 
╃させゅけすけ っ しせっすぇ う っ こさったけょ-

くけ, おぇいゃぇ  つっさゅぇくっちなす [ぇかう 
′っえつっゃ:  こけあぇさくうおぇさ けす „┿さ-
しっくぇか” ゃっつっ 35 ゅけょうくう う しこぇ-
しうすっか くぇ うおけくう.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ょくぇ っかっおすさけちっくすさぇかぇ いぇ けぉ
とっしすゃっくけ っかっおすさけしくぇぉょはゃぇくっ.
╅うすっかうすっ くぇ しっかけ ╄くうくぇ くっ 

こさうっきぇす っょくけいくぇつくけ こかぇくけ
ゃっすっ くぇ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ う ぇお
ちうけくっさくけすけ ょさせあっしすゃけ, おぇすけ 
くぇ くはおけかおけ こなすう しっ ゃょうゅぇす くぇ 
こさけすっしすう う ぉせくすけゃっ. ‶さうすっし
くっくうはすぇ うき しぇ, つっ ぉなょっとぇすぇ 
╁╄『 とっ くぇっかっおすさういうさぇ ゃけょぇすぇ 
ゃ さぇえけくぇ, ゃしかっょしすゃうっ くぇ おけっすけ 
あうゃけすくうすっ うき とっ しっ さぇいぉけかっはす. 

╁なこさっおう こさけすっしすうすっ, さぇぉけすうすっ 
こけ ゅさぇょっあぇ いぇこけつゃぇす, くぇぉうさぇす 
しっ う くせあくうすっ しさっょしすゃぇ. ╂けかはきぇ 
つぇしす けす ぉせょくうすっ おぇいぇくかなつぇくう 
しう おせこせゃぇす こけ 1 ぇおちうは けす ぇお
ちうけくっさくけすけ ょさせあっしすゃけ “‶けぉっ
ょぇ”. 〈ぇいう ぇおちうは うき けしうゅせさはゃぇ 
ゃこけしかっょしすゃうっ ぉっいこかぇすくけ っかっお
すさうつっしすゃけ ゃ ょけきけゃっすっ うき.
╆ぇ こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ っかっお

すさけちっくすさぇかぇすぇ しっ しなぉうさぇす 
けぉとけ 460 たうかはょう いかぇすくう かっゃぇ, 
おぇすけ 200 たうかはょう けす すはた しぇ くぇ 
そぇきうかうはすぇ ]すぇえくけゃう, ぇ 260 
たうかはょう くぇ ょさはくけゃちう.

╃けしすぇゃおぇすぇ くぇ っかっおすさう
つっしおうすっ きぇてうくう う きぇすっさう
ぇかう っ ゃないかけあっくぇ くぇ そうさ
きぇすぇ Siemens, ぇ すせさぉうくうすっ 
- くぇ てゃっえちぇさしおぇすぇ そうさきぇ 
Theodor Bell & Co.
〈せくっかくうすっ ういおけこくう さぇぉけすう 

けす けぉとけ 875 きっすさぇ, おけうすけ 
さなおけゃけょはす ょゃぇきぇすぇ うすぇかう
ぇくちう, しぇ すさせょくう, こさけおけこぇ
ゃぇくっすけ くぇ しおぇかうすっ しっ こさぇゃう 
けす す. くぇさ. „ぉぇさぇぉう”, おけうすけ 

くぇ ょっく せしこはゃぇす ょぇ ういおけこぇ
ゃぇす こけ けおけかけ 50 しぇくすうきっすさぇ 
しおぇかぇ.
╆ぇ ゅさぇょっあぇ くぇ っかっおすさけ

ちっくすさぇかぇすぇ ぇおちうけくっさくけすけ 
ょさせあっしすゃけ ういおせこせゃぇ う つぇしす 
けす すっこぇゃうちうすっ ゃ さぇえけくぇ. 
╃させあっしすゃけすけ ゃくぇしは う くっけぉ
たけょうきうすっ っかっおすさけょゃうゅぇすっかう 
いぇ けしなとっしすゃはゃぇくっ くぇ ゃしうつ
おう いぇょゃうあゃぇくうは ゃなゃ そぇ
ぉさうおうすっ う いぇくぇはすつうえしおうすっ 
さぇぉけすうかくうちう けす ╉ぇいぇくかなお, 
こさけはゃうかう うくすっさっし おなき っかっお
すさうそうちうさぇくっすけ.

╆ぇさぇょう ういぉせたゃぇくっすけ くぇ ╀ぇか
おぇくしおぇすぇ う ╋っあょせしなのいくうつっ
しおぇすぇ ゃけえくう, くぇ ょゃぇ こなすう しすさけ
っあなす くぇ っかっおすさけちっくすさぇかぇすぇ 
しこうさぇ. ╃け おさぇは くぇ 1913 ゅけょうくぇ 
しっ うくしすぇかうさぇ こせぉかうつくけ けしゃっす
かっくうっ くぇ せかうちうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, し 
っかっおすさけっくっさゅうは いぇ けしゃっすかっくうっ 
しっ いぇたさぇくゃぇす つぇしすくうすっ おなとう くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ, こけしすぇゃはす しっ ぉっい
こかぇすくけ っかっおすさうつっしおう てくせさけゃっ 
(すけゅぇゃぇ しおさうすう うくしすぇかぇちうう くっ 

しっ こさぇゃはす), おかのつけゃっ う かぇきこう 
くぇ あっかぇっとうすっ ゅさぇあょぇくう, きぇ
ゅぇいうくう う せつさっあょっくうは. ╁ おさぇは 
くぇ 1913 ゅけょうくぇ しぇ くぇこさぇゃっくう 
こなさゃうすっ せしこってくう こさけぉう. 
╉ぇいぇくかなお っ いぇたさぇくっく し っかっお

すさうつっしおぇ っくっさゅうは くぇ 31-ゃう 
ょっおっきゃさう すけつくけ ゃ こけかせくけと. ] 
すけいう ぇおす いぇこけつゃぇ う ぉせさくけすけ うく
ょせしすさうぇかくけ さぇいゃうすうっ くぇ ゅさぇょぇ.
╁けょくぇすぇ っかっおすさけちっくすさぇかぇ 

„╄くうくぇ” っ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
っかっおすさけちっくすさぇかぇ いぇ けぉとっしすゃっ
くけ っかっおすさけしくぇぉょはゃぇくっ, いぇきう
しかっくぇ, こさけっおすうさぇくぇ, そうくぇくしう

さぇくぇ う こけしすさけっくぇ けす ぉなかゅぇさう.
]かっょ 9-すう しっこすっきゃさう 1944 ゅ., 

ゃ おさぇは くぇ 1947 ゅ., ╁╄『 - ╄くうくぇ 
っ くぇちうけくぇかういうさぇくぇ う ょけ 1993 
ゅ. っ ょなさあぇゃくぇ しけぉしすゃっくけしす. ╁ 
くぇつぇかけすけ くぇ 1994 ゅ. ちっくすさぇ
かぇすぇ っ さっしすうすせうさぇくぇ ゃ こけかいぇ 
くぇ こさっょうてくうすっ しけぉしすゃっくうちう.
╃くっし せこさぇゃうすっか くぇ ╁╄『 - 

╄くうくぇ っ 78-ゅけょうてくうはす うくあ. 
]すっそぇく ′ぇくつっゃ, しうく くぇ こさけ
そっしけさ ′ぇくつけ ′ぇくつっゃ. ╃け 
1995 ゅ. うくあ. ]すっそぇく ′ぇくつっゃ 
っ  こさっこけょぇゃぇすっか ゃ 〈〉- ]けそうは, 
ゃこけしかっょしすゃうっ さぇぉけすう う ゃ ′╄╉. 
4600 おうかけゃぇすつぇしぇ っかっおすさけ
っくっさゅうは しっ こさけういゃっあょぇ けす 
っかっおすさけちっくすさぇかぇすぇ ゃ ╄くうくぇ 
っあっょくっゃくけ, おぇすけ きけとくけしすすぇ 
え しっゅぇ っ 1 きっゅぇゃぇす うかう 1000 
こなすう こけ-くうしおぇ けす  ┿╄『 - ╉けい
かけょせえ.
¨す くぇしかっょくうちうすっ くぇ そぇきう

かうはすぇ ]すぇえくけゃう ょくっし し くぇせつくぇ 
さぇぉけすぇ しっ いぇくうきぇゃぇ こさけそ. ょ-さ 
╂っくつけ ]すぇえくけゃ, おけえすけ っ いぇ
きっしすくうお-ょうさっおすけさ くぇ ╇くしすう
すせすぇ こけ しうしすっきくけ うくあっくっさしすゃけ 
う さけぉけすうおぇ おなき ╀┿′. ╄ょくけ けす 
くぇせつくうすっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ, 
し おけうすけ すけえ しっ いぇくうきぇゃぇ, っ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ っか. っくっさゅうは 
けす きけさしおうすっ ゃなかくう. ‶さけそ. 
]すぇえくけゃ っ っょうくしすゃっくうはす ぉなか
ゅぇさしおう せつっく, おけえすけ しっ いぇくうきぇ
ゃぇ こさけそっしうけくぇかくけ し すけゃぇ.
╁ょなたくけゃうすっかはす う ょゃうゅぇすっかはす 

いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃぇすぇ, 
ういちはかけ し ぉなかゅぇさしおう おぇこうすぇ
かう, っかっおすさけちっくすさぇかぇ ╂っくつけ 
]すぇえくけゃ せきうさぇ こさっい 1966 ゅけ
ょうくぇ ゃ ]けそうは. ╃くっし くっゅけゃうすっ 
くぇしかっょくうちう しぇ こさなしくぇすう こけ 
ちっかうは しゃはす. ╁ ╉ぇいぇくかなお うょゃぇす 
さはょおけ, ゃなこさっおう つっ すせお うきぇす 
さっしすうすせうさぇくぇ しけぉしすゃっくけしす. ╆ぇ 
のぉうかっは こさっい のかう うきぇす ぇきぉう
ちうは ょぇ しなぉっさぇす ゃないきけあくけ こけ
ゃっつっ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ゅけかっ
きうは う ゃうょっく ]すぇえくけゃ さけょ.

    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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Продължение от стр. 1

′ぇょ こけかけゃうく きうかうけく かっゃぇ 
けす しけぉしすゃっくうすっ けぉとうくしおう 
しさっょしすゃぇ とっ けすうょぇす ゃ けぉ-
とうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ, こけゃっつっ 
けす 235 たうかはょう かっゃぇ しけぉしすゃっ-
くう しさっょしすゃぇ とっ しっ ゃかけあぇす ゃ 
けぉかぇゅけさけょはゃぇくっすけ くぇ ゅさぇょ-
しおうは ちっくすなさ こけ こさけゅさぇきぇ くぇ 
╄], いぇ おけえすけ しっ こさっょゃうあょぇ 
う きけしすけゃけ そうくぇくしうさぇくっ しなし 
いぇっき. ╆ぇっきう とっ しっ すっゅかはす う 
いぇ こさうおかのつゃぇくっ くぇ こさけっおすぇ 
くぇ ╄] こけ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
ちっくすさけゃっすっ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ 
けす しっきっっく すうこ う いぇとうすっくけ-
すけ あうかうとっ, おぇおすけ う いぇ ょけ-
ゃなさてゃぇくっ さっきけくすぇ くぇ こさっ-
つうしすゃぇすっかくぇすぇ しすぇくちうは おさぇえ 
¨ゃけとくうお. ‶け しなとぇすぇ したっきぇ 
– し きけしすけゃけ そうくぇしうさぇくっ う 
しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ,  しっ けつ-
ぇおゃぇ う けしなとっしすゃはゃぇくっすけ くぇ 
こさけっおすぇ いぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ ちぇ-
さっすっ. 〈っいう いくぇつうすっかくう さぇい-
たけょう けぉせしかぇゃはす:

]おさけきくぇ うくゃっしすうちうけくくぇ 
こさけゅさぇきぇ

]おさけきくぇ っ こさけゅさぇきぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ おぇこう-
すぇかくう ゃかけあっくうは こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ. ╆くぇつうすっかくけ こけ-きぇか-
おけ, くけ しこってくう いぇ さっきけくす 
せかうちう, とっ ぉなょぇす こさっぇしそぇか-
すうさぇくう. 〈さっすうはす っすぇこ くぇ 
ゅかぇゃくうはす ぉせかっゃぇさょ – „23-すう 
‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお“, 
さぇいぉうすぇすぇ けす ゃけょくう さっきけくすう 
せかうちぇ „]すぇさぇ こかぇくうくぇ“, おけは-
すけ ゃけょう けす [けいぇさうせきぇ おなき 
╆ぇこぇょくけすけ,  こさけしすさぇくしすゃけすけ 
けおけかけ ぉかけお 2 う ぉかけお 7 ゃ ╇い-
すけつくけすけ う せつぇしすなお けす „》さうし-

╀のょあっすくうすっ こさうけさうすっ-
すう こさっい すぇいう ゅけょうくぇ くぇ 

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しっ けこさっ-
ょっかはす けす くっけぉたけょうきけしすすぇ いぇ 
けしうゅせさはゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ 
しなそうくぇくしうさぇくっ くぇ ゃっつっ しこっ-
つっかっくう こさけっおすう, ういこかぇとぇくっ-
すけ くぇ くぇしかっょっくう けす きうくぇかうは 
きぇくょぇす こさけしさけつっくう いぇょなか-
あっくうは くぇょ 2 きうかうけくぇ かっゃぇ, 
こさけょなかあぇゃぇくっ くぇ こさけゅさぇきぇ-
すぇ いぇ ぇしそぇかすうさぇくっ う しすさけう-
すっかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ ゃ ゅさぇょぇ う 
くぇしっかっくうすっ きっしすぇ こさう けゅさぇ-
くうつっく さっしせさし. 〈っきこけゃっすっ くぇ 

ぇしそぇかすうさぇくっすけ とっ くぇきぇかは-
ゃぇす,  こさっい 2012-2013-すぇ ゅけ-
ょうくぇ しきっ ぇしそぇかすうさぇかう ゃっつっ 
86 794 おゃ. き. せかうちう. ╃させゅ 
こさうけさうすっす っ けしうゅせさはゃぇくっすけ 
くぇ しさっょしすゃぇ いぇ っくっさゅうえくぇ 
っそっおすうゃくけしす いぇ ょっすしおう いぇゃっ-
ょっくうは. ‶けしすぇゃうたきっ しう いぇ ちっか 
ゃっょくなあ いぇゃうくぇゅう ょぇ しっ さってう 

‶さけゃっょっくけすけ くぇ 20-すう 
ょっおっきゃさう こせぉかうつくけ 

けぉしなあょぇくっ くぇ こさけっおすぇ いぇ 
╀のょあっす 2014, おけっすけ っ いぇ-
ょなかあうすっかくけ こけ いぇおけく, ょぇょっ 
ゃないきけあくけしす くぇ ゅさぇあょぇくう 
ょぇ ょぇょぇす しゃけうすっ こさっょかけあっ-
くうは いぇ ぉのょあっすぇ う ょぇ こけしすぇ-
ゃはす ゃなこさけしう くぇ おきっすしおうは 
っおうこ.
╆ぇとけ しこぇょぇす けつぇおゃぇくうすっ 

こさうたけょう けす すせさうしすうつっしおぇ 
すぇおしぇ, おぇすけ とっ しっ こさっゃさな-
とぇきっ ゃ すせさうしすうつっしおう ゅさぇょ 
う おけゅぇ とっ ぉなょっ さってっく ぉけ-
かっいくっくうはす ゃなこさけし し かぇきぇ-
さうくっくうすっ ゅぇさぇあう, こけこうすぇ 
くぇ こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇくっ 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ]╃] う 
けこうすっく しなゃっすくうお ゃ こさっ-
ょうてくう きぇくょぇすう ′うおけかぇえ 
┿かっおしぇくょさけゃ. ╃ぇ しっ ぇしそぇか-
すうさぇす せか. „¨ぉけさうとっ“ う せか. 
„╃せくぇゃ“ こさっょかけあう ′うくぇ 
‶けこけゃぇ, おけはすけ ぉかぇゅけょぇさう 
いぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ くっえくけ 
こさっょかけあっくうっ けす きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ こけ おぇくぇかういぇちうはすぇ 
くぇ „¨ぉけさうとっ“. 
╃ぇ しっ いぇかけあぇす おぇすけ しさっょ-

しすゃぇ いぇ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ 
いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ しそっさぇすぇ 
くぇ おせかすせさぇすぇ し けこさっょっかっ-
くう しさけおけゃっ いぇ ういこかぇとぇくっ 
しこさはきけ ぇきけさすういぇちうはすぇ, 
こさっょかけあう きっしすくうはす かうょっさ 
くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ“, ぉうゃて 
いぇき.-こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす, 『ゃっすぇく-
おぇ ‶うしおけゃぇ. 〈は こけいょさぇゃう 
おきっすしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ いぇ 
ういこなかくっくうっすけ くぇ くっゅけゃぇ-
すぇ しすさけうすっかくぇ こさけゅさぇきぇ ゃ 
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すけ ╀けすっゃ“ ゃかういぇす ゃ こかぇくけゃっすっ 
くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ いぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ. [ぇいぉうすぇすぇ せかうちぇ „』ぇ-
ゃょぇさ ゃけえゃけょぇ“ いぇょ ╃けきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ くぇえ-こけしかっ とっ ぉなょっ 
ぇしそぇかすうさぇくぇ しかっょ こけょこうしおぇ 
くぇ ゅさぇあょぇくう, あうゃっっとう すぇき.
》けさぇすぇ おさぇえ 39-すう ぉかけお ゃ 

おゃ. „╇いすけお“ とっ うきぇす くけゃぇ 
ぇかっは けす 900 き.
╉きっすしすゃぇすぇ けすくけゃけ とっ こけかせ-

つぇす こぇさう いぇ さっきけくすう, しこけさっょ 

ぉさけは くぇ くぇしっかっくうっすけ しう. ‶け 
すけゃぇ こっさけ とっ ぉなょぇす さっきけく-
すうさぇくう おきっすしすゃぇすぇ ゃ ]さっょ-
くけゅけさけゃけ, 』っさゅぇくけゃけ, ╂けさくけ 
╇いゃけさけゃけ, とっ しっ おせこせゃぇす う 
おけしぇつおう いぇ しっかしおうすっ ゅさぇょうく-
おう, ぇしそぇかすうさぇくっ, おなさこっくっ くぇ 
ょせこおう う つぇおなかうさぇくっ とっ うきぇ 
ゃ ╉なくつっゃけ, [なあっくぇ, 【っえくけ-
ゃけ, 【うこおぇ, ぅしっくけゃけ, ╃せくぇゃ-
ちう.  ╂さけぉうとくうすっ こぇさおけゃっ こけ 

しっかぇすぇ しぇ ょさせゅ こさうけさうすっす けす 
ゅけょうくう. ‶さっい 2014-すぇ とっ しっ 
うくゃっしすうさぇ ゃ ¨ゃけとくうお う くけ-
ゃけすけ たさうしすうはくしおけ ゅさけぉうとっ ゃ 
》ぇょあうきうすさけゃけ.  
′ぇ ょくっゃっく さっょ う すぇいう ゅけょう-

くぇ しぇ:

‶ぇさおけゃっ ゃ ╉さなく
う ╉けこさうくおぇ 

30 たうかはょう かっゃぇ しっ こさっょ-

ゃうあょぇす いぇ くけゃうは こぇさお くぇ 
╉さなく, 23 たうかはょう いぇ こぇさおぇ ゃ 
╉けこさうくおぇ, 18 500 いぇ ちっくすな-
さぇ くぇ ╀せいけゃゅさぇょ. ¨いっかっくは-
ゃぇくっすけ とっ しっ しょけぉうっ し ょゃぇ 
しぇきけしゃぇかぇ, ゃうておぇ う そぇょさけ-
きぇ いぇ 70 たうか. かゃ. 
╁ しそっさぇすぇ くぇ おせかすせさぇすぇ 

くはきぇ いぇこうしぇくう ゃ こさけっおすぇ 
さぇいたけょう いぇ おぇこうすぇかくう ゃかけ-
あっくうは. 

′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす さぇい-
たけょうすっ ゃ けぉとうくしおうは ぉのょあっす 
けすくけゃけ しぇ いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ 
– くぇょ 15 きうかうけくぇ かっゃぇ いぇ 
けぉとうくしおうすっ せつうかうとぇ. ╀かういけ 
237 たうかはょう かっゃぇ ょなさあぇゃくぇ 
しせぉしうょうは とっ しっ さぇいこさっょっかはす 
きっあょせ けぉとうくしおうすっ つうすぇかう-
とぇ ゃ ゅさぇょぇ う こけ しっかぇすぇ. 】っ 
しっ さっきけくすうさぇす ゅけさうゃくうすっ うく-
しすぇかぇちうう くぇ 8-きぇ 『╃╂ う 『╃╂ 
わ18. ╃くっゃくうはす ちっくすなさ いぇ 

ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは とっ しっ さっ-
きけくすうさぇ し 35 700 かゃ., きかっつ-
くぇすぇ おせたくは – し 35 たうかはょう 
かっゃぇ. 】っ しっ おせこせゃぇ きうおさけ-
ぉせし いぇ しけちうぇかくう くせあょう.
╉ぇこうすぇかけゃうすっ さぇいたけょう とっ 

しっ けしうゅせさはゃぇす けす 667 たうか. 
200 かゃ. ょなさあぇゃくぇ しせぉしうょうは 
う けぉとうくしおう しさっょしすゃぇ けす くぇょ 
1 きかく. 300 たうか. かゃ.
]こけさすなす けつぇおゃぇ 283 たうかはょう 

かっゃぇ. ‶ぇさうすっ とっ しっ さぇいこさっ-
ょっかはす いぇ しなぉうすうは けす ]こけさす-
くうは おぇかっくょぇさ う こけ おかせぉけゃっすっ 
– しこけさっょ けこさっょっかっくう おさうすっ-
さうう. ╀かういけ 39 たうかはょう かっゃぇ 
とっ こけかいゃぇす こっくしうけくっさしおうすっ 
おかせぉけゃっ, 180 たうかはょう しっ いぇ-
かぇゅぇす ゃ ╉せかすせさくうは おぇかっくょぇさ, 
30 たうかはょう っ さぇきおぇすぇ くぇ ╉ぇ-
かっくょぇさぇ いぇ きかぇょっあおう ょっえ-
くけしすう.
‶さけゅくけいくうはす こかぇく こさっょ-

ゃうあょぇ:

』ぇおぇす しっ こけゃっつっ
こぇさう けす ょぇくなちう

‶けゃっつっ こけしすなこかっくうは けす 
ぉかういけ 200 たうか. かゃ. しっ こかぇ-
くうさぇす けす ょぇくなおぇ ゃなさたせ くっ-
ょゃうあうきうすっ うきけすう, けす おけえ-
すけ しっ つぇおぇす くぇょ 1 きかく. 440 
たうか. かゃ., けしすぇくぇかうすっ ょぇくなちう 
しっ こかぇくうさぇす ゃ こけ-きぇかおう さぇい-
きっさう けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
[ぇしすぇす こけ こかぇく こさうたけょうすっ 
けす ゅかけぉう う しぇくおちうう – し けおけ-
かけ 200 たうかはょう かっゃぇ, くぇっきう 
くぇ うきせとっしすゃけ, くぇっき ゃなさたせ 
いっきはすぇ, し 40 たうかはょう かっゃぇ 
こけゃっつっ しっ つぇおぇす けす すぇおしぇ-
すぇ ゃ ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう, ょゃぇ 
こなすう こけゃっつっ こぇさう けす すぇおしう ゃ 
ょっすしおうすっ はしかう さぇいつうすぇ  ぉの-
ょあっすなす. 〈ぇおしぇすぇ しきっす しなとけ 
しっ こかぇくうさぇ ょぇ ゃくっしっ こけゃっつっ 
こぇさう ゃ きっしすくぇすぇ たぇいくぇ. ‶け-
ゃっつっ けす 247 たうかはょう かっゃぇ しぇ 
いぇこうしぇくう おぇすけ こさうたけょう けす 
こさけょぇあぉぇ くぇ けぉとうくしおぇ いっきは. 
′っょぇくなつくうすっ こさうたけょう しっ けつ-
ぇおゃぇ ょぇ くぇょたゃなさかはす きうくぇ-
かけゅけょうてくうすっ し くぇょ 979 たうか. 
477 かゃ.

╃ぇ しないょぇょって っ きくけゅけ すさせょくけ, くっ っ いぇょぇつぇ いぇ しぇき つけゃっお. ╁ すけいう しきうしなか  
ゃうくぇゅう しなき さぇいつうすぇかぇ う うきぇき こけょおさっこぇすぇ, さぇいぉうさぇくっすけ う けすゅけゃけさくけしす

すぇ けすしすさぇくぇ くぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. ╂させこぇ, 
こさっゃなさくぇかぇ しっ ゃ きぇさおぇ くぇ ゅさぇょぇ. ╂かっょぇきっ くぇこさっょ! 
〈けゃぇ いぇはゃう こけ ゃさっきっ くぇ しすぇくぇかぇすぇ ゃっつっ すさぇょうちうは ╂けょうてくぇ しさっとぇ くぇ ゅさせ

こぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
╉きっすなす せゃぇあう こけおぇくぇすぇ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく

かなお ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, しなぉさぇか くぇ っょくぇ きぇしぇ  いぇ ゅけょうてくぇ さぇゃくけしきっすおぇ つかっ
くけゃっすっ くぇ ゅさせこぇすぇ. 
╉きっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ょぇょっ ゃうしけおぇ けちっくおぇ くぇ こさけそっしうけくぇかういきぇ くぇ 

こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ╄╉ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, くぇきっさうか ういさぇい ゃ おけくおさっすくう 
しすぇくけゃうとぇ, こさっょかけあっくうは いぇ さってっくうは う こけきけと こさう さっぇかういぇちうはすぇ くぇ ゅけかっ
きうすっ こさけっおすう, こけ おけうすけ さぇぉけすう けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは.  
‶け ょせきうすっ え ゅさせこぇすぇ, けゅかぇゃはゃぇくぇ けす ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, う ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  

„しぇ しうきぉうけいぇ くぇ こさけそっしうけくぇかうしすう, おけうすけ ゅけくはす ちっかうすっ しう ょけ ょせこおぇ.” 
„┿い しなき ういおかのつうすっかくけ ぉかぇゅけょぇさくぇ, つっ さぇぉけすうき いぇっょくけ”, いぇはゃう けとっ ]すけは

くけゃぇ, おけはすけ しっ くぇさっつっ „っょうく とぇしすかうゃ おきっす”, いぇとけすけ うきぇ つっしすすぇ ょぇ さぇぉけすう 
し こさけそっしうけくぇかうしすう.  

¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っ
さっゃぇ, いぇっょくけ し きかぇょう のさうしすう – ょけぉさけゃけかちう, 

しすぇさすうさぇ こさけっおす ”‶さぇゃくぇ おかうくうおぇ おなき こさうっきくぇすぇ くぇ 
けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお”.
¨しくけゃくぇすぇ ちっか くぇ ‶さぇゃくぇすぇ おかうくうおぇ っ こけきけと ゃ さぇ

ぉけすぇすぇ う ょっえくけしすすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお /けき
ぉせょしきぇく/ し ちっか けおぇいゃぇくっ くぇ さっぇかくぇ う おけきこっすっくすくぇ 
こさぇゃくぇ こけきけと くぇ こけすなさしうかうすっ うくしすうすせちうはすぇ いぇ しな
ょっえしすゃうっ ゅさぇあょぇくう. 
10 しすせょっくすう こけ こさぇゃけ けす さぇいかうつくう のさうょうつっしおう そぇ

おせかすっすう う きかぇょう ょっえしすゃぇとう のさうしすう くぇつっかけ し ぇょゃけおぇす 
╂っさゅぇくぇ ┿すぇくぇしけゃぇ しぇ けしくけゃくけすけ はょさけ くぇ ‶さぇゃくぇすぇ 

 „‶なさゃぇ かうつくぇ おぇさすぇ”  っ くぇえ-くけ
ゃぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ, けさうっくすうさぇくぇ おなき こけょさぇ

しすゃぇとうすっ. 
『っかすぇ くぇ こさっょこさうっすぇすぇ おぇきこぇ

くうは こけ せつうかうとぇ ゃ けぉとうくぇすぇ っ ょぇ 
いぇこけいくぇっ 14-ゅけょうてくうすっ きかぇょっあう 
う ょっゃけえおう, うきぇとう こさぇゃけ くぇ こなさ
ゃぇ かうつくぇ おぇさすぇ, し こさぇゃぇすぇ う いぇ
ょなかあっくうはすぇ, おけうすけ こさけういすうつぇす けす 
すけいう くけさきぇすうゃっく ょけおせきっくす いぇ すはた 
しぇきうすっ, おぇおすけ う し すけゃぇ - おぇお きけ]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ゃなこさけしなす し す. くぇさ. „ょせこおぇ“ 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ 
おけっすけ いぇょっかはきっ 150 たうかはょう 
かっゃぇ. ‶さっょゃうあょぇ しっ けいっかっ-
くはゃぇくっ う  こさっきぇたゃぇくっ くぇ 
けゅさぇょくうすっ かぇきぇさうくう おぇすけ 
ゃさっきっくくぇ きはさおぇ, いぇとけすけ 
ゃ ¨ぉとうは せしさけえしすゃっく こかぇく 
すけいう すっさっく っ こさっょゃうょっく いぇ 
いぇしすさけはゃぇくっ. ╃させゅ ゃぇあっく 
こさうけさうすっす っ けぉかぇゅけさけょはゃぇ-
くっすけ くぇ ゃたけょけゃっすっ くぇ ゅさぇょぇ 
けす ういすけお, いぇこぇょ う しっゃっさ.
]こってくぇ いぇょぇつぇ っ う こけょ-

きはくぇ くぇ ゅけさうゃくぇすぇ ぉぇいぇ う 

こさっょこさうっきぇくっ くぇ きっさおう いぇ 
っくっさゅうえくぇ っそっおすうゃくけしす ゃ 
けぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ うくそさぇ-
しすさせおすせさぇ しかっょ けおけくつぇすっかくけ 
しこうさぇくっ くぇ すけこかけこけょぇゃぇくっ-
すけ けす „〈けこかけそうおぇちうは – ╉ぇ-
いぇくかなお“. 
]っさうけいくぇ ょっえくけしす こさっょ-

しすけう う こけ こさけぉかっきぇ ゃ す. くぇさ. 

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

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - さなおけゃけょうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお, うくうちうぇすけさ いぇ くっえくけすけ しないょぇゃぇくっ: 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ゃないくうおくぇ し うくぇす う おぇすけ ぇゃぇくすのさぇ. 
╇きぇき きっつすぇ: ょぇ  ょけあうゃっっき ょっくは, ゃ おけえすけ とっ うきぇきっ くっ

いぇゃうしうき おきっす う ¨ぉとうくしおう しなゃっす, ゃ おけえすけ ぉけかてうくしすゃけすけ 
しなゃっすくうちう とっ しぇ  くっいぇゃうしうきう けす こぇさすうえくう おけくのくおすせさう.

┿ょゃけおぇす ╂っさゅぇくぇ 

′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす 
- ╉ぇいぇくかなお: 
╁ かうちっすけ くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお うきぇきっ っょうく 

しうかっく ゅさなぉ, おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ さぇぉけすぇ ゃ こけかいぇ くぇ たけさぇすぇ 
う ぇい しう こけあっかぇゃぇき う いぇくぇこさっょ ょぇ こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ さぇぉけ
すうき, ぉっい ょぇ こさぇゃうき おけきこさけきうしう.

╂うくおぇ 】っさっゃぇ - けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお: 
╋けはす ういぉけさ いぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお しすぇくぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ こけょおさっこぇすぇ 

くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. ╋くけゅけ きう しっ うしおぇ ゃ きけっ かうちっ ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ 
こさうこけいくぇはす ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. ′っ しなあぇかはゃぇき, つっ しっ ゃおかのつうた  ゃ すはた
くぇすぇ ゅさせこぇ, こさっゃなさくぇかぇ しっ ゃ さぇいせきっく, すけすぇかっく ぉぇかぇくしぬけさ う ゅっくっさぇすけさ くぇ 
ょけぉさう うょっう いぇ ゅさぇょぇ.  

╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ - つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ
いぇくかなお, けぉとうくしおう しなゃっすくうお, こさっょしっょぇすっか くぇ ‶╉ こけ ぉの
ょあっす う そうくぇくしう, ぉぇくおっさ:
╁っつっ しっ つせゃしすゃぇき ぇさしっくぇかっち う すけゃぇ っ すぇおぇ, いぇとけすけ ょせ

たなす くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ょけこさうくぇしは ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく 
いぇ すけゃぇ. ′ぇょはゃぇき しっ ょぇ くっ しなき ゃう さぇいけつぇさけゃぇか. 

おゃぇさすぇか „╊のかはお“.
‶さけぉかっき しぇ う そうくぇくしけ-

ゃうすっ おけさっおちうう, くぇかけあっくう 
けす せこさぇゃかはゃぇとうは けさゅぇく 
こけ ういこなかくっくうっすけ くぇ ╁け-
ょくうは こさけっおす. ′うっ くっ しきっ 
しなゅかぇしくう し すっいう おけさっおちうう, 
おけうすけ こけさぇあょぇす くけゃう いぇ-
ょなかあっくうは いぇ ¨ぉとうくぇすぇ う 
しきっ いぇゃっかう さっゅさっしくけ ょっかけ 
こけ すけいう ゃなこさけし ゃ [ぇえけく-
くうは しなょ. 
╆ぇ しなあぇかっくうっ, こさけょなか-

あぇゃぇす ょぇ くう いぇしすうゅぇす しすぇ-
さう いぇょなかあっくうは, いぇ おけうすけ 

くっ くけしうき ゃうくぇ おぇすけ 
さなおけゃけょっく っおうこ, 
くけ おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
こかぇとぇきっ. ╃させゅ こさけ-
ぉかっき っ こさうしなょっくけ-
すけ いぇょなかあっくうっ いぇ 
ういこかぇとぇくっ くぇょ 3.5 
きかく. かっゃぇ くぇ そうさきぇ 
„〈さぇおうは 〈さっえょ“ いぇ 
さぇいすさけゅゃぇくっ くぇ ょけ-
ゅけゃけさぇ いぇ すっさっくぇ くぇ 
]すぇさぇすぇ ぉけかくうちぇ. 
‶さっょしすけう しなょっぉくけ 
ょっかけ う しっ くぇょはゃぇきっ 
つぇしす けす しさっょしすゃぇすぇ 
ょぇ ぉなょぇす こさうしこぇょ-
くぇすう. ╇きぇきっ うしお 
ょけ こさけおせさぇすせさぇすぇ 
しこさはきけ ょかなあくけしすくう 
かうちぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ 
いぇ こけょゃっあょぇくっ こけ 
けすくけてっくうっ おさうすっ-

さううすっ こけ しょっかおぇすぇ.
‶さうたけょうすっ けす こさけょぇあぉう 

しきっ さぇいつっかう さっぇかうしすうつくけ, 
ゃ さぇきおうすっ くぇ さぇいせきくけすけ. 
╉ぇすけ ちはかけ おなき ╀のょあっす 
2014 しきっ こけょたけょうかう し 
さぇいせきくけ いぇかぇゅぇくっ くぇ こさう-
たけょう う さぇいたけょう.

こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ. ┿かっおしぇく-
ょさけゃ こけしすぇゃう けすくけゃけ う ゃなこさけ-
しぇ いぇ くせあょぇすぇ けす こなかくぇ さったぇ-
ぉうかうすぇちうは くぇ こなすは いぇ ╄くうくぇ, 
おけえすけ っ ういおかのつうすっかくけ くぇすけ-
ゃぇさっく う ゃ かけてけ しなしすけはくうっ. 
╉ぇすけ ちはかけ すけえ こけいょさぇゃう おきっす-
しおけすけ さなおけゃけょしすゃけ いぇ ゅけかはきけ-
すけ う おぇつっしすゃっくけ ぇしそぇかすうさぇくっ 
ゃ こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう う 
こけあっかぇ ょぇ しっ ゃなさゃう ゃしっ ゃ すぇいう 
こけしけおぇ.
‶さう ぇしそぇかすうさぇくっすけ しっ しこぇい-

ゃぇ さっょなす いぇ さっきけくすう こけ ╁う╉, 
こさけっおすうさぇくっ う っょゃぇ すけゅぇゃぇ 
こけかぇゅぇくっすけ くぇ くぇしすうかおぇ. ╇い-
こかぇとぇくっすけ くぇ さぇぉけすくけ けぉかっお-
かけ ゃ ╉せかすせさぇすぇ っ いぇこけつくぇかけ 
けとっ こさっょう すけゃぇ ょぇ しすぇくっ いぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, 
こなすはす ょけ ╄くうくぇ しっ ういおなさこゃぇ, 
くけ ちはかけしすくぇすぇ さったぇぉうかうすぇちうは 
っ ういおかのつうすっかくけ しおなこぇ, けすゅけ-
ゃけさう おきっすなす ]すけはくけゃぇ. ╁なゃ 
ゃさないおぇ し さっきけくすう くぇ しなしっょくう 
せかうちう, こさっょかけあっくっすけ くぇ ′. 
‶けこけゃぇ きけあっ ょぇ しっ さっぇかういうさぇ 
ゃ しかっょゃぇとうは ぉのょあっす, けすゅけゃけ-
さう いぇき.-おきっすなす ╉けっゃぇ.
╃けぉさぇすぇ くけゃうくぇ っ, つっ うきぇ 

そうさきう, おけうすけ, ういこなかくはゃぇえ-
おう ょけゅけゃけさうすっ しう いぇ ぇしそぇか-
すうさぇくっ し ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
くっ しぇきけ つっ は けとっすはゃぇす, おぇおすけ 
すけゃぇ っ しすぇゃぇかけ こさっょう, ぇ おぇすけ 
しこけくしけさしすゃけ ぇしそぇかすうさぇす せかう-
ちう ぉっいこかぇすくけ, しなけぉとう こさっょ 
ゅさぇあょぇくうすっ おきっすなす ]すけはくけゃぇ. 
╉ぇすけ こさうきっさ ゃ すけゃぇ けすくけてっ-
くうっ すは こけしけつう さっきけくすうすっ くぇ 
„【うこつっくしおぇ っこけこっは“, „]なっょう-
くっくうっ“ う „』せょけきうさ“.

Реконструкция на парк “Тюлбето” заедно с парк “Розариум” 
е един от мащабните проекти, които трябва да стартират 
през 2014 година. Стойността на ремонтните дейности е за 
близо 5 млн. лв.

Общинското ръководство по време на дискусията за проекто-бюджет 2014

¨とっ けす ゅけょうてくぇすぇ さぇゃくけしきっすおぇ くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお つっ
すっすっ くぇ しすさ.7 ゃ させぉさうおぇすぇ „]さっとう” し ゅけしす ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ - けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお, つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ゅか. しつっすけゃけょうすっか くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃. 

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

┿すぇくぇしけゃぇ - [なおけゃけょうすっか ‶さぇゃくぇ おかうくうおぇ おなき けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお くぇ 
╉ぇいぇくかなお

おかうくうおぇ. ┿すぇくぇしけゃぇ っ う さなおけゃけょうすっか くぇ こさけっおすぇ. ]さっょ しすせょっくすうすっ – ょけ
ぉさけゃけかちう う ぉなょっとう のさうしすう,  せつぇしすゃぇとう ゃ ‶さぇゃくぇすぇ おかうくうおぇ, っ う 『ぇさうちぇ 
[けいぇ 2011 ゅけょうくぇ ]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ.
┿きぉうちうはすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお っ う おかうくうおぇすぇ ょぇ こさうゃかうつぇ しすせ

ょっくすう こけ こさぇゃけ, あうゃっっとう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ し うくしすう
すせちうはすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ, おぇおすけ う ょぇ こけょこけきぇゅぇ  うくそけさきぇちうけくくけ-けぉさぇいけ
ゃぇすっかくぇすぇ そせくおちうは くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお  ゃ さぇいかうつくう うくうちうぇすうゃう. 
]すせょっくすうすっ – ょけぉさけゃけかちう, せつぇしすくうちう ゃ ‶さぇゃくぇすぇ おかうくうおぇ, とっ しないょぇょぇす 

う しゃけっけぉさぇいくぇ ゃうさすせぇかくぇ こさうっきくぇ いぇ ゅさぇあょぇくう. 
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ こさけっおすぇ, おぇおすけ う いぇ ょっえくけしすすぇ, こさぇゃぇすぇ, いぇょなか

あっくうはすぇ う こさぇゃけきけとうはすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお, きけあっすっ ょぇ くぇきっさう
すっ くぇ しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ けこちうは  „‶さぇゃうかくうちう”. 
]なゃしっき しおけさけ こさっょしすけう う ぇおすうゃうさぇくっすけ くぇ しこっちうぇかういうさぇくうは しぇえす くぇ 

きっしすくうは けきぉせょしきぇく. 

ゅぇす ょぇ しっ しょけぉうはす し すぇおぇゃぇ おぇさすぇ, 
おぇおゃう しぇ しさけおけゃっすっ いぇ ういょぇゃぇくっ, 
おけう しぇ きっしすぇすぇ, おなょっすけ しっ ういょぇゃぇす 
おぇさすうすっ, おぇおすけ う し ょさせゅう ゃなこさけしう, 

ゃぇあくう いぇ くぇゃなさてうかうすっ 14 ゅけょうくう 
きかぇょっあう. 
‶なさゃうすっ ょうしおせしうう こけ  こさけっおすぇ 

ゃっつっ しぇ そぇおす, こさっきうくぇゃぇす こさう ゅけ
かはき うくすっさっし, おぇすっゅけさうつくぇ ぉっ ╂うく
おぇ 】っさっゃぇ, おけはすけ けすおさう こさけっおすぇ し 
かっおちうは いぇ こなさゃぇすぇ かうつくぇ おぇさすぇ ゃ 
‶さうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇ
いうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

‶けょけぉくう けすおさうすう せさけちう いぇ こなさゃぇすぇ かうつくぇ おぇさすぇ ゃ  あうゃけすぇ くぇ 14- ゅけょうてくうすっ 
けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ とっ こさけゃっょっ ゃなゃ ゃしうつおう せつうかうとぇ し せつっ
くうちう くぇ 14 ゅけょうくう 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. ‶ぇさぇかっかくけ し  すけゃぇ っ 
ゅけすけゃ う ゅさぇそうおなす くぇ けきぉせょしきぇくぇ いぇ こけしっとっくうは ゃ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ.
╂さぇあょぇくうすっ, おけうすけ  すなさしはす おけくしせかすぇちうう, しなょっえしすゃうっ う しなゃっす けす けぉとっしすゃっくうは 

こけしさっょくうお, きけゅぇす ょぇ くぇこさぇゃはす  すけゃぇ ゃ ういくっしっくうすっ こさうっきくう ゃ 19-すっ しっかぇ けす けぉ
とうくぇすぇ.
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でëñàó

╋うたぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ う „┿さしっくぇか”.
╁うょくうはす けさなあっえくうお こけしっとぇゃぇ „┿さしっくぇか” ょゃぇ こなすう.
‶なさゃうはす こなす っ こさっい 1993 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ くぇ こかけとぇょ

おぇ 【っえくけゃけ こさけはゃはゃぇ しこっちうぇかっく うくすっさっし おなき こけ
ょけぉさっくぇすぇ けす しこっちうぇかうしすうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ おけゃぇくぇ う 
そさっいけゃぇくぇ ちっゃくぇ おせすうは くぇ ┿╉-47.
╁すけさうはす こなす っ こさっい 1996 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ しっ しさっとぇ 

し すけゅぇゃぇてくうは ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ ╉させき 》さうしすけゃ, 
おぇおすけ う し おけくしすさせおすけさうすっ けさなあっえくうちう.
╁なゃ そうさきっくうは きせいっえ しっ こぇいう う しこっちうぇかっく ぇゃすけきぇす し 

こけょこうしぇ くぇ うきっくうすうは おけくしすさせおすけさ, こぇいはす しっ う きくけゅけ 
しこけきっくう けす しさっとう くぇ きっくうょあなさうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ し 
くっゅけ くぇ さぇいかうつくう しゃっすけゃくう ういかけあっくうは. ‶けしかっょくぇすぇ 
しさっとぇ くぇ ╉ぇかぇてくうおけゃ し ういこ. ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ っ こさっい 2003 ゅけょうくぇ ゃ ┿ぉせ ╃ぇぉう.

′ぇ 27 ょっおっきゃさう 2013 ゅけ
ょうくぇ ゃ ╋けしおゃぇ, ゃなゃ 《っ

ょっさぇかくうは ゃけっくっく きっきけさうぇかっく 
おけきこかっおし, し ゃけっくくう こけつっしすう 
ぉっ こけゅさっぉぇく けさなあっえくうはす おけく

しすさせおすけさ, かっゅっくょぇすぇ  ╋うたぇうか 
╉ぇかぇてくうおけゃ. ]ないょぇすっかはす くぇ 
くぇえ-きぇしけゃけすけ しすさっかおけゃけ けさな
あうっ ゃ しゃっすぇ ┿╉-47  こけつうくぇ 
くぇ 23 ょっおっきゃさう くぇ 94-ゅけょうて
くぇ ゃないさぇしす ゃ ぉけかくうちぇ ゃ ゅさぇょ 
╇あっゃしお, おなょっすけ あうゃっってっ ょけ 
しきなさすすぇ しう.  ╋っしっち こさっょう すけゃぇ 
すけえ っ こさうっす ゃ ぉけかくうちぇ し きぇしう
ゃっく おさなゃけういかうゃ ゃ しすけきぇたぇ. 

╊っゅっくょぇさくうはす けさなあっっく 
おけくしすさせおすけさ
っ さけょっく くぇ

10 くけっきゃさう 1919 ゅ. 

ゃ し. ╉せさは, ┿かすぇえしおぇ ゅせぉっさくうは, 
ょくっし ┿かすぇえしおう おさぇえ. 〈けえ っ 17-
すけすけ けす けぉとけ 18 ょっちぇ ゃ しっきっえ
しすゃけすけ. ‶さっい 1930 ゅ. ゃかぇしすうすっ 
けぉはゃはゃぇす しっきっえしすゃけすけ きせ いぇ 
おせかぇちう  う  こけ すぇいう こさうつうくぇ すけ 
っ ういしっかっくけ ゃ 〈けきしおぇ けぉかぇしす. 
′ぇ 18-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす いぇこけつ
ゃぇ さぇぉけすぇ ゃ あっかっいけこなすくけすけ 
ょっこけ くぇ ゅぇさぇ, ょくっし しっかうとっ けす 
ゅさぇょしおう すうこ, ╋ぇすぇえ, ┿かきぇすうく
しおぇ けぉかぇしす, ╉ぇいぇたしすぇく.

‶さっい 1938 ゅ. ╉ぇかぇてくうおけゃ っ 
こさういけゃぇく くぇ しかせあぉぇ ゃ 』っさゃっ
くぇすぇ ぇさきうは. ╆ぇゃなさてゃぇ おせさし  いぇ 
きかぇょてう おけきぇくょうさう しなし しこっちう
ぇかくけしす きったぇくうお-ゃけょぇつ くぇ すぇくお 
う しかせあう ゃ すぇくおけゃ こけかお ゃ ゅさ. 

]すさうえ, ╊ゃけゃしおぇ けぉかぇしす, 
〉おさぇえくぇ. 〈ぇき さぇいさぇぉけす
ゃぇ うくっさちうけくっく ぉさけはつ いぇ 
こさけういゃっょっくうすっ ういしすさっかう 
くぇ すぇくおけゃけ けさなょうっ, こさうし

こけしけぉかっくうっ いぇ しすさっかぉぇ し 
こうしすけかっす こさっい ぇきぉさぇいせさぇ 
う こさうぉけさ いぇ けこさっょっかはくっ 
きけすけさっしせさしぇ くぇ すぇくお. ╇い
こさぇすっく っ ゃ ╊っくうくゅさぇょ /
ょく. ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ/ いぇ 
ゃくっょさはゃぇくっ くぇ ういけぉさっすっ
くうはすぇ.

[ぇぉけすぇすぇ きせ っ こさっおなし
くぇすぇ けす くぇこぇょっくうっすけ くぇ 
╂っさきぇくうは しさっとせ ]]][ くぇ 
22 のくう 1941 ゅ. ╇いこさぇすっく っ 
くぇ そさけくすぇ おぇすけ おけきぇくょうさ 
くぇ すぇくお し ゃけうくしおけ いゃぇくうっ 
しすぇさてう しっさあぇくす. ‶さっい けお
すけきゃさう 1941 ゅ. っ さぇくっく ゃ 
ぉうすおぇすぇ こさう ╀さはくしお. ‶け 
ゃさっきっ くぇ かっつっくうっすけ しう 
こさぇゃう こなさゃうすっ しおうちう くぇ 
ぇゃすけきぇすうつくけ しすさっかおけゃけ 
けさなあうっ. ‶せしくぇす っ ゃ ょけきぇ
てっく けすこせしお いぇ ゃないしすぇくけ
ゃはゃぇくっ う くぇ ゅぇさぇ ╋ぇすぇえ 
し こけょさなつくう きぇすっさうぇかう 
こさぇゃう こなさゃうは こさけすけすうこ 
くぇ おぇさすっつっく こうしすけかっす. 
╇いこさぇすっく っ ゃ ╋けしおけゃしおうは 
ぇゃうぇちうけくっく うくしすうすせす, 
っゃぇおせうさぇく けす ╋けしおゃぇ ゃ 
┿かきぇすう, ╉ぇいぇたしすぇく. 〈ぇき 
ういゅけすゃは ゃすけさうは こさけすけすうこ 
くぇ おぇさすっつくうは しう こうしすけかっす. 
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ こさっきう
くぇゃぇ せしおけさっくけ けぉせつっくうっ 

ゃ おけくしすさせおすけさしおけ ぉのさけ ゃ 
‶けょきけしおけゃうっすけ. [ぇぉけすう ゃ 
けさなあっっく いぇゃけょ ゃ ゅさ. ╉けゃさけゃ, 
╁かぇょうきうさしおぇ けぉかぇしす. 〈ぇき, 
こさっい 1947 ゅけょうくぇ,  ょけさぇい

さぇぉけすゃぇ かっゅっくょぇさくうは ぇゃすけ
きぇす ┿╉-47. ] くっゅけ せつぇしすゃぇ ゃ 
ぇくけくうきっく おけくおせさし う こっつっかう 
1-ゃけ きはしすけ.

¨す 1949 ゅ. さぇぉけすう ゃ ゅさ. 
╇あっゃしお, おなょっすけ ┿╉-47 っ 
こせしくぇす ゃ きぇしけゃけ こさけうい
ゃけょしすゃけ けとっ  しなとぇすぇ ゅけ
ょうくぇ.  〈ぇき しう しなすさせょくうつう 
し ゅっさきぇくしおうは けさなあっえくうお 
》せゅけ 【きぇえしっさ うかう, おぇおすけ 
っ ういゃっしすっく しなとけ,  【きぇえ
いっさ, しないょぇすっか くぇ とせさきけゃぇ
すぇ こせておぇ ╋[-43. ¨さなあうはすぇ 
うき しう こさうかうつぇす くぇ ゃなくてっく 
ゃうょ, くけ うきぇす おけさっくくけ さぇい
かうつくぇ おけくしすさせおちうは. ‶さっい 
1948 ゅ., しかっょ おぇすけ きうくぇゃぇ 
さっょうちぇ すっしすけゃっ, こさけすけすう
こなす くぇ ┿╉-47 っ けぉはゃっく いぇ 
こけぉっょうすっか. ╋ぇしけゃけすけ きせ 
こさけういゃけょしすゃけ いぇ くせあょうすっ 
くぇ 』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは いぇこけつ
ゃぇ くっいぇぉぇゃくけ. ╆ぇこぇょくはちうすっ 
すけゅぇゃぇ くっ けぉさなとぇす けしけぉっくけ 
ゃくうきぇくうっ くぇ すけゃぇ くけゃけ けさな
あうっ. 】っ けすくっきっ ゅけょうくう くぇ 
ぇきっさうおぇくちうすっ ょぇ くぇゃぇおしぇす 
いぇおなしくっくうっすけ しう う すったくうはす 
ぇゃすけきぇす ╋-16 くうおけゅぇ くはきぇ 
ょぇ こけあなくっ しなとうは せしこった.

╋くけゅけ しおけさけ ┿╉-47 しすぇゃぇ 
けしくけゃくけ しすさっかおけゃけ けさなあうっ 

ゃ ]なゃっすしおぇすぇ ぇさきうは. 
╁ くぇつぇかけすけ くぇ 50-すっ ゅけょう

くぇ くぇ 20-すう ゃっお こさけすうゃけ
こけしすぇゃはくっすけ ╇いすけお-╆ぇこぇょ しっ 
いぇしうかゃぇ. ]]][ さぇいさってぇゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ぇゃすけきぇすぇ 
ゃ ょさせゅう しすさぇくう けす しけちうぇかうし
すうつっしおうは ぉかけお おぇすけ ╉うすぇえ, 
]っゃっさくぇ ╉けさっは う ╇いすけつくうは 
ぉかけお, おぇすけ こけ すけいう くぇつうく 
けすゃぇさは こなす いぇ さぇいこさけしすさぇくっ
くうっすけ うき ゃ けしすぇくぇかぇすぇ つぇしす 
くぇ しゃっすぇ.
‶け さぇいこさけしすさぇくっくうっ う せこけ

すさっぉぇ ゃなゃ ゃけっくくう ょっえしすゃうは 
┿╉-47 くはきぇ ぇくぇかけゅ ゃ しゃっすぇ. 
′ぇ くっゅけゃぇすぇ けしくけゃぇ  おけく
しすさせおすけさなす  さぇいさぇぉけすゃぇ う 
おぇさすっつくうちぇ „╉ぇかぇてくうおけゃ“. 
〉つぇしすゃぇ ゃ おけくしすさせうさぇくっ
すけ くぇ しっさうはすぇ かけゃくう こせておう 
„]ぇえゅぇ“, くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ ┿╉-47.

]ないょぇょっくうはす こさっょう  67 ゅけ
ょうくう ぇゃすけきぇす  ょくっし  しっ こさけ
ういゃっあょぇ ゃ さぇいかうつくう きけょう
そうおぇちうう. ‶け こさうぉかういうすっかくう 

ょぇくくう ょけ きけきっくすぇ しぇ こさけうい
ゃっょっくう 100 きかく. ぉさけは, ゃおかの
つうすっかくけ う こけ かうちっくい ゃ ょさせゅう 
しすさぇくう. ′け しすぇくっ かう ょせきぇ いぇ 
ぇゃすけきぇす „╉ぇかぇてくうおけゃ”, ぉっい 
しなきくっくうっ ぇしけちうぇちううすっ ゃう
くぇゅう しぇ しゃなさいぇくう し  „┿さしっ
くぇか” -  ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ しっ  
こさけういゃっあょぇ  くぇえ- おぇつっしすゃっ
くうはす ┿╉-47, ゃおか. こけしかっょゃぇ
かうすっ  くっゅけゃう きけょうそうおぇちうう.

〈ぇえくぇすぇ くぇ ┿╉ -47 

„〈けゃぇ っ こさけしすけ う くぇょっあょくけ 
けさなあうっ”. 〈っいぇすぇ っ くぇ ╇ゅけさ 

‶け-しこさぇゃっょかうゃけ さぇいこさっょっかっくうっ くぇ さぇいたけょうすっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは う ╆ゃっくけすけ こけ しきっすけしなぉうさぇくっ う しきっすけういゃけいゃぇくっ きっあょせ こけすさっぉうすっかう-
すっ くぇ せしかせゅぇすぇ こけ しなぉうさぇくっすけ くぇ ぉうすけゃうすっ けすこぇょなちう けしうゅせさはゃぇ こさうっすけすけ こさっょかけあっくうっ いぇ こさけきはくぇ ゃ ′ぇさっょぉぇ わ26, くぇこさぇゃっくけ  けす  ╂させこぇすぇ くぇ 

„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ╁ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ きっしすくうはす こぇさかぇきっくす こさうっ うょっはすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ  ゃ たけょぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ すっおせとけ 
ょぇ しっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ そうさきうすっ ょぇ おけさうゅうさぇす こぇさぇきっすさうすっ ゃ こけょぇょっくうすっ こさっょ ¨ぉとうくぇすぇ ょっおかぇさぇちうう, くぇ つうはすけ ぉぇいぇ しっ けこさっょっかは う さぇいきっさなす 
くぇ ゃくぇしはくぇすぇ けす すはた すぇおしぇ いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう. ╃け きけきっくすぇ ょっおかぇさぇちううすっ, おけうすけ こけょぇゃぇたぇ こさっょこさうはすうはすぇ, しっ こさうっきぇたぇ ゃっょくなあ ゅけょうてくけ, し おけっすけ 
くはきぇてっ おぇお ょぇ ぉなょぇす すっおせとけ けすさぇいはゃぇくう こさけきっくうすっ ゃ けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ くぇ そせくおちうけくうさぇくっすけ くぇ すはたくぇすぇ ょっえくけしす う すぇおぇ うきぇてっ ゃないきけあくけしす くはおけう けす 
すはた ょぇ こかぇとぇす こけゃっつっ けす さっぇかくうすっ さぇいたけょう いぇ しなぉうさぇくっ くぇ くぇすさせこぇくうすっ けす すはた けすこぇょなちう, ょけおぇすけ ょさせゅう そうさきう うきぇたぇ ゃないきけあくけしす ょぇ すさせこぇす こけゃっつっ 
けすこぇょなちう, いぇ おけうすけ くぇ こさぇおすうおぇ くっ こかぇとぇたぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ せしかせゅぇすぇ こけ すはたくけすけ しなぉうさぇくっ, ういゃけいゃぇくっ う ょっこけくうさぇくっ くぇ しきっすうとっすけ.
╉ぇすけ ちはかけ, くぇこさぇゃっくうすっ こさけきっくう ゃ ′ぇさっょぉぇ わ26, こさっょかけあっくう けす けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは う ょけこなかくっくう し うょっはすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, 

かうおゃうょうさぇす ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく すぇいう くっしこさぇゃっょかうゃけしす, おけはすけ けす ゅけょうくう しっ おけきっくすうさぇ ゃ こせぉかうつくけすけ こさけしすさぇくしすゃけ, おぇおすけ う くぇ しっしうう くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす. 
′ぇ こけしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ けす うきっすけ くぇ ゅさせこぇすぇ こさっょかけあっくうっすけ ぉっ きけすうゃうさぇくけ ういかけあっくけ けす ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ, つかっく くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ っゃ-

さけこっえしおう ゃなこさけしう う ぉういくっししさっょぇ う くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ すっおせと う こけしかっょゃぇと おけくすさけか ゃなさたせ ぇおすけゃっすっ くぇ おきっすぇ; ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃. 
╆ぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ けぉとうくしおうはす しなゃっすくうお おけきっくすうさぇ しきうしなかぇ う こけかいうすっ けす ゃかういぇくっすけ ゃ しうかぇ くぇ すぇいう こさけきはくぇ ゃ けぉとうくしおぇすぇ ′ぇさっょぉぇ わ26, おけはすけ 
さっゅかぇきっくすうさぇ ういゃなさてゃぇくっすけ う いぇこかぇとぇくっすけ くぇ けぉとうくしおうすっ せしかせゅう. 

╂けしこけょうく ╃さぇゅくっゃ, おぇお-
ゃけ くぇかけあう こさっょかけあっくぇすぇ  
こさけきはくぇ ゃ ′ぇさっょぉぇ わ26 う 
おぇおゃぇ っ ちっかすぇ くぇ すぇいう こさけ-
きはくぇ?
- 『っかすぇ くぇ こさけきはくぇすぇ っ ょぇ 

しっ ゃなゃっょっ しこさぇゃっょかうゃけしす ゃ 
さぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ  さぇいたけ-
ょうすっ くぇ けぉとうくしおけすけ ╆ゃっくけ こけ 
しきっすけしなぉうさぇくっ う しきっすけういゃけい-
ゃぇくっ, しこけさっょ ょっえしすゃうすっかくけすけ 
おけかうつっしすゃけ けすこぇょなちう, おけうすけ 
こさっょこさうはすうはすぇ くぇすさせこゃぇす. 
¨しくけゃくけすけ こさっょかけあっくうっ ょけえ-
ょっ けす けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくう-
しすさぇちうは, ぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお“ くぇこさぇゃう ょけこなか-
くっくうは おなき くっゅけ. ‶け こさっょかけ-
あっくうっ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ とっ しっ 
ゃなゃっょぇす くけゃ ゃうょ ょっおかぇさぇちうう 
いぇ こさっょこさうはすうはすぇ, ういぉさぇかう 
ょぇ いぇこかぇとぇす ょなかあうきぇすぇ すぇお-
しぇ しこけさっょ おけかうつっしすゃけすけ ぉう-
すけゃう けすこぇょなちう, くぇ つうはすけ ぉぇいぇ 
とっ しっ おぇかおせかうさぇ う すぇおしぇすぇ 
しきっす, おけはすけ すっ とっ こかぇとぇす. 
‶さっょこさうはすうはすぇ きけゅぇす ゃっつっ ょぇ 
ょっおかぇさうさぇす しなけぉさぇいくけ ょっえ-
くけしすすぇ, おけはすけ せこさぇあくはゃぇす, 
ぉさけは くぇ いぇっすうすっ かうちぇ, ゃうょけ-
ゃっすっ う おけかうつっしすゃけすけ しなょけゃっ 
いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう, おけうすけ 
うしおぇす ょぇ こけかいゃぇす. ╃け しっゅぇ しっ 
ょっおかぇさうさぇたぇ しぇきけ しなょけゃっすっ 
いぇ しきっす, ぇ いぇくぇこさっょ そうさきうすっ  
とっ けこうしゃぇす ゃ ょっおかぇさぇちうはすぇ 
こさっょ  ¨ぉとうくぇすぇ くっ しぇきけ しな-
ょけゃっすっ – おけそう う おけくすっえくっさう, 
ぇ しなとけ う ょっえくけしすすぇ, し おけはすけ 
しっ いぇくうきぇゃぇす, ぉさけは くぇ たけ-
さぇすぇ, おけうすけ さぇぉけすはす こさう すはた 
う ゃうょぇ くぇ しゅさぇょうすっ, おけうすけ 
こけかいゃぇす. ′ぇこさぇゃっくうすっ こさけ-
きっくう ゃ ′ぇさっょぉぇ わ26, おけうすけ 
ゃぇあぇす けす こなさゃう はくせぇさう 2014 
ゅ., おぇしぇはす こけ-しこさぇゃっょかうゃけすけ 
さぇいこさっょっかっくうっ くぇ こけしすなこゃぇ-
とぇすぇ ゃ ぉのょあっすぇ くぇ ̈ ぉとうくぇすぇ 
しせきぇ けす すぇおしぇすぇ ぉうすけゃう けすこぇ-
ょなちう きっあょせ こさっょこさうはすうはすぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶さけきっくうすっ おぇ-
しぇはす しぇきけ す. くぇさ. „くっあうかうと-
くう うきけすう くぇ こさっょこさうはすうはすぇ“ 
– こさけきうてかっくうすっ うきけすう. ‶さけ-
きはくぇすぇ くっ おぇしぇっ くぇしっかっくうっ-
すけ う あうかうとくうすっ うきけすう. ╆ぇ 
くぇしっかっくうっすけ くはきぇ こさけきはくぇ 
ゃ きっすけょうおぇすぇ いぇ けこさっょっかはくっ  
さぇいきっさうすっ くぇ ょなかあうきぇすぇ すぇお-
しぇ. ′ぇしっかっくうっすけ とっ こかぇとぇ 
すぇおしぇすぇ いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう 
ゃ しなとうすっ さぇいきっさう う こさう せし-
かけゃうはすぇ けす 2013-すぇ ゅけょうくぇ.  
¨しすぇゃぇ ゃないきけあくけしすすぇ,  しかっょ 
こけょぇゃぇくっすけ くぇ しなけすゃっすくぇすぇ 
ょっおかぇさぇちうは, ょぇ くっ しっ こかぇとぇ 
けす ゅさぇあょぇくうすっ すぇおしぇすぇ しきっす 
いぇ うきけすう, おけうすけ くっ しっ こけかい-
ゃぇす, おぇおすけ う いぇ うきけすう, ょけ おけう-
すけ くはきぇ ょけしすなこ いぇ ういゃなさて-
ゃぇくっ くぇ しきっすけしなぉうさぇくっすけ う 
すぇおぇゃぇ せしかせゅぇ くぇ こさぇおすうおぇ くっ 
しっ ういゃなさてゃぇ くぇ くはおけう すっさう-
すけさうう ゃ  けぉとうくぇすぇ.

╉ぇお こけ-おけくおさっすくけ とっ 
しすぇゃぇ ういつうしかっくうっすけ くぇ 
すぇおしぇすぇ しきっす いぇ そうさきうすっ? 

- ╃け しっゅぇ そうさきうすっ ょっおかぇ-
さうさぇたぇ しぇきけ ゃうょぇ う ぉさけは くぇ 
しなょけゃっすっ いぇ しきっす, けす おけうすけ 
うきぇす くせあょぇ う こかぇとぇたぇ すぇお-
しぇ くぇ すぇいう ぉぇいぇ. ] こさけきはくぇ-
すぇ ゃっつっ しっ ゃなゃっあょぇす くけゃ ゃうょ 
ょっおかぇさぇちうう, くぇ ぉぇいぇ くぇ おけうすけ 
こさっょこさうはすうはすぇ きけゅぇす ょぇ ょっ-
おかぇさうさぇす, おぇおすけ ゃっつっ おぇいぇた,  
ょっえくけしすすぇ, おけはすけ せこさぇあくはゃぇす,  
ぉさけは くぇ いぇっすうすっ かうちぇ, ゃうょぇ くぇ 
しゅさぇょうすっ, おけうすけ こけかいゃぇす, ゃう-
ょけゃっすっ う おけかうつっしすゃけすけ しなょけ-
ゃっ いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう, おけうすけ 
うしおぇす ょぇ こけかいゃぇす.  ] くけゃうすっ 
ょっおかぇさぇちうう, ういたけあょぇえおう けす 

っょくう せしさっょくっくう くけさきう こけ 
ゃうょけゃっ ょっえくけしすう  いぇ おけかうつっ-
しすゃぇすぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう う ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす ょぇくくうすっ, おけうすけ 
ょっおかぇさうさぇ そうさきぇすぇ, ¨ぉとう-
くぇすぇ とっ けこさっょっかは しなょけゃっすっ, 
おけうすけ しぇ え くせあくう. ]ないょぇゃぇ 
しっ くけさきぇ いぇ さぇいかうつくうすっ ゃう-
ょけゃっ しゅさぇょう う こさっょきっす くぇ 
ょっえくけしす くぇ そうさきうすっ, すぇおぇ つっ 
そうさきう しなし したけょくぇ ょっえくけしす, 
ぉさけえ いぇっすう, しゅさぇょう う こさけ-
つうっ, ょぇ こかぇとぇす しさぇゃくうすっかくけ 
っょくぇおゃけ. 〈ぇおぇ とっ ういかはいぇす くぇ 
しゃっすかけ くはおけう そうさきう, おけうすけ 
くぇすさせこゃぇす ゅけかっきう けすこぇょなちう, 
ぇ ょっおかぇさうさぇす きぇかおけ しなょけゃっ いぇ 
しきっす, いぇ ょぇ こかぇとぇす こけ-きぇかおけ. 
‶け すけいう くぇつうく すっ いぇすさせょくはゃぇす 
¨ぉとうくぇすぇ しなし しなぉうさぇくっすけ くぇ 
すったくうすっ けすこぇょなちう う くっ こかぇ-
とぇす ういちはかけ せしかせゅぇすぇ, おけはすけ 
こけかせつぇゃぇす, いぇ ょぇ ぉなょぇす こけ-
つうしすっくう すったくうすっ けすこぇょなちう. 
╆ぇすけゃぇ おぇいゃぇきっ, つっ しっ ゃなゃっあ-
ょぇ こけ-ゅけかはきぇ しこさぇゃっょかうゃけしす. 
] こさけきはくぇすぇ, おけはすけ ̈ ぉとうくぇすぇ 
こさっょかけあう う ぉってっ こさうっすぇ けす 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす, いぇはゃっくうすっ 
けす そうさきうすっ しなょけゃっ とっ きけゅぇす 
ょぇ ぉなょぇす おけさうゅうさぇくう おぇすけ 
ぉさけえ けす けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくう-
しすさぇちうは しなけぉさぇいくけ さっぇかくうすっ 
くせあょう う さっぇかくけすけ おけかうつっしすゃけ 
けすこぇょなちう, おけっすけ こさっょこさうはすう-
はすぇ ういたゃなさかはす. 〈ぇおぇ こかぇとぇ-
くぇすぇ けす そうさきうすっ すぇおしぇ いぇ ぉう-
すけゃう けすこぇょなちう とっ けすゅけゃぇさは ゃ 

こけ-ゅけかはきぇ しすっこっく くぇ すはたくぇすぇ 
さっぇかくぇ こけすさっぉくけしす. 

╇きぇ かう けつぇおゃぇくうは, しかっょ 
くぇこさぇゃっくうすっ こさけきっくう, 
こさうたけょうすっ けす すぇおしぇすぇ いぇ 
ぉうすけゃう けすこぇょなちう ゃ きっしす-
くうは ぉのょあっす ょぇ しっ せゃっかう-
つぇす?
- 〈さはぉゃぇ ょぇ こけはしくうき くぇ 

ゅさぇあょぇくうすっ, つっ すぇおしぇすぇ いぇ 
ぉうすけゃう けすこぇょなちう うきぇ つっすう-
さう おけきこけくっくすぇ. 『はかぇすぇ すぇおしぇ 
っ  しせきぇ, おけはすけ しっ しなぉうさぇ けす 
ょぇくなつくけ いぇょなかあっくうすっ かうちぇ 
いぇ ういゃなさてゃぇくうすっ せしかせゅう: こけ 

しきっすけしなぉうさぇくっ, しきっすけういゃけい-
ゃぇくっ, こけょょなさあぇくっ くぇ ょっこけすけ 
いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう う こけょょなさ-
あぇくっ くぇ つうしすけすぇすぇ くぇ すっさうすけ-
さううすっ いぇ けぉとっしすゃっくけ こけかいゃぇ-
くっ. ╂さぇあょぇくうすっ こさけょなかあぇゃぇす 
ょぇ ゅかっょぇす くぇ すぇおしぇすぇ しきっす 
おぇすけ くぇ ょぇくなお, くけ すは くっ っ ょぇ-
くなお.  [けかはすぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは ゃ しかせつぇは っ 
すぇおぇ ょぇ おぇかおせかうさぇ ちっくぇすぇ くぇ 
ういゃなさてゃぇくぇすぇ せしかせゅぇ, つっ ょぇ 
ぉなょぇす ゃないきっいょっくう さぇいたけょう-
すっ, おけうすけ ¨ぉとうくぇすぇ こさぇゃう いぇ 
すっいう ょっえくけしすう. ] ょさせゅう ょせきう 
– しなぉさぇくうすっ  しさっょしすゃぇ けす 
そうさきう う ゅさぇあょぇくう  けす すぇおしぇ-
すぇ いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう すさはぉゃぇ 
ょぇ こけおさうゃぇす くぇこさぇゃっくうすっ けす 
¨ぉとうくぇすぇ さぇいたけょう いぇ ょっえ-
くけしすうすっ こけ しきっすけしなぉうさぇくっすけ 
う しきっすけういゃけいゃぇくっすけ.
‶さけきはくぇすぇ, おけはすけ ぉってっ こさう-

っすぇ, っ しなとけ う し うょっはすぇ, つっ 
こけ-しこさぇゃっょかうゃけすけ さぇいこさっょっ-
かっくうっ くぇ さぇいたけょうすっ きっあょせ 
ゅっくっさうさぇとうすっ けすこぇょなちう そうさ-
きう とっ ょけゃっょっ う ょけ こけ-ゃうしけおぇ 
しなぉうさぇっきけしす くぇ すぇおしぇすぇ しきっす.

╉ぇおゃぇ っ おけくおさっすくぇすぇ 
こさけきはくぇ ゃ すけいう くけゃ きったぇ-
くういなき, おけはすけ こさっょかけあう 
うきっくくけ  ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさ-
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお“? ╇ おぇおゃぇ 
とっ ぉなょっ さっぇかくぇすぇ こけかいぇ 
けす くっは いぇ そうさきうすっ う ぉの-
ょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ?

- ′うっ けす ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお“ こさっょかけあうたきっ 
すっおせとけ こさっい ゅけょうくぇすぇ そうさきう-
すっ ょぇ きけゅぇす ょぇ こさけきっくはす ょっ-
おかぇさぇちううすっ, こけょぇょっくう こさっょ 
¨ぉとうくぇすぇ, すぇおぇ つっ うくそけさ-
きぇちうはすぇ ゃ すはた ょぇ けすゅけゃぇさは くぇ 
さっぇかくぇすぇ しうすせぇちうは ゃ すはたくぇすぇ 
ょっえくけしす. ‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ 
ょさせゅうすっ ゅさせこう しなゃっすくうちう くう 
こけょおさっこうたぇ. ′ぇてぇすぇ うょっは っ 
ゃ こけかいぇ う くぇ せつうかうとぇすぇ, くぇ-
こさうきっさ, おけうすけ こさっい ょなかゅうすっ 
ゃぇおぇくちうう くっ くぇすさせこゃぇす すぇおけ-
ゃぇ おけかうつっしすゃけ けすこぇょなちう, おぇお-
すけ こさっい せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ. ╆ぇ 
こっさうけょぇ, ゃ おけえすけ くっ ういたゃなさ-
かはす けすこぇょなちう, くはきぇ ょぇ こかぇ-
とぇす, おけっすけ っ くぇこなかくけ さっぇかくけ. 
〈けゃぇ ぉっ おけきっくすうさぇくけ くぇ しっしう-
はすぇ う けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╀]‶. ‶さう 
こさけきはくぇ くぇ けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ, 
こさう おけうすけ そうさきうすっ, けさゅぇ-
くういぇちううすっ う こさっょこさうはすうはすぇ 
そせくおちうけくうさぇす, いぇくぇこさっょ ょっ-
おかぇさぇちううすっ とっ きけゅぇす ゃっつっ ょぇ 
しっ おけさうゅうさぇす. ‶け くぇてっ こさっょ-
かけあっくうっ, ゃ ょっおかぇさぇちうはすぇ 
こさっょ ¨ぉとうくぇすぇ とっ しっ ゃおかの-
つう  う すっおしす, し おけえすけ こけょぇすっかはす 
とっ ょっおかぇさうさぇ しゃけっすけ しなゅかぇ-
しうっ ょぇ ぉなょっ こさけゃっさはゃぇく けす 
けぉとうくしおうすっ けさゅぇくう けすくけしくけ  
ゃっさくけしすすぇ くぇ ょっおかぇさうさぇくうすっ 
けす くっゅけ けぉしすけはすっかしすゃぇ. 〈ぇおぇ 
とっ しっ こけょけぉさう おけくすさけかなす う 
とっ しっ けしうゅせさう こけ- しこさぇゃっょかう-
ゃけ しなぉうさぇくっ くぇ すぇおしぇすぇ しきっす. 
╉ぇすけ ちはかけ すけゃぇ とっ こけょけぉさう 
おぇつっしすゃけすけ くぇ せしかせゅうすっ こけ 
つうしすけすぇすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ ゃ こけか-
いぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ う とっ さぇぉけ-
すう いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ ゃういうは-
すぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお う くぇしっかっくうすっ 
きっしすぇ. ′うっ けす „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお“ くぇ こさぇおすうおぇ ょぇょけ-
たきっ ゃないきけあくけしす, こさう さっぇかくぇ 
こさけきはくぇ くぇ ょっおかぇさうさぇくうすっ 
けぉしすけはすっかしすゃぇ, そうさきうすっ ょぇ 
きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす おけさうゅうさぇとぇ 
ょっおかぇさぇちうは. 

╋けあっ かう そうさきうすっ ょぇ けつ-
ぇおゃぇす, つっ くけゃうすっ こさけきっくう 
とっ ょけゃっょぇす ょけ くぇきぇかは-
ゃぇくっ くぇ さぇいたけょうすっ うき いぇ 
こかぇとぇくっすけ くぇ すぇおしぇすぇ いぇ 
ぉうすけゃう けすこぇょなちう?
- ′っ. 《うさきうすっ, おけうすけ ょけ しっゅぇ 

しぇ ぉうかう おけさっおすくう う しぇ こけょぇ-
ゃぇかう うくそけさきぇちうは いぇ すけつくけすけ 
おけかうつっしすゃけ しなょけゃっ いぇ しきっす, 
おけうすけ しぇ うき くせあくう, とっ こさけ-
ょなかあぇす ょぇ こかぇとぇす おぇおすけ う 
ょけ しっゅぇ. ╁ないきけあくけ っ ょぇ しっ 
こけゃうてう さぇいきっさなす, おけえすけ とっ 
こかぇとぇす こさっょこさうはすうは, おけうすけ 
せきうてかっくけ うかう くっけぉきうしかっくけ 
しぇ こけょぇゃぇかう ょぇくくう いぇ こけ-きぇか-
おけ しなょけゃっ, いぇ ょぇ こかぇとぇす こけ-
きぇかおぇ しせきぇ.  
┿くぇかういなす, おけえすけ くぇこさぇゃう-

たきっ, こけおぇいゃぇ, つっ すっいう せしさっょ-
くっくう こけおぇいぇすっかう, くけさきうすっ 
くぇ くぇすさせこゃぇくっ くぇ ぉうすけゃう けす-
こぇょなちう しなけぉさぇいくけ ゃうょぇ ょっえ-
くけしす, しぇ さっぇかくう う けすゅけゃぇさはす 
くぇ ょっえしすゃうすっかくけしすすぇ, おぇすけ いぇ 

おけさっおすくうすっ こさっょこさうはすうは, ょっ-
おかぇさうさぇかう ょっえしすゃうすっかくうすっ しう 
くせあょう, さぇいきっさうすっ くぇ すぇおしぇすぇ, 
おけはすけ こかぇとぇす, くはきぇ ょぇ ぉなょぇす 
こさけきっくっくう. 『っかすぇ くぇ すぇいう 
こさけきはくぇ けしくけゃくけ っ: こさっょこさう-
はすうはすぇ, おけうすけ しぇ ういこけかいゃぇかう 
ゃないきけあくけしすすぇ う しぇ ょっおかぇさう-
さぇかう くっさっぇかくけ ぉさけは くぇ しな-
ょけゃっすっ, おけうすけ うしおぇす, しっゅぇ ょぇ 
ういかはいぇす „くぇ しゃっすかけ“, おぇおすけ 
しっ おぇいゃぇ. ╇きぇ けぉっおすう, おなょっすけ 
おけくすっえくっさうすっ こさっかうゃぇす けす けす-
こぇょなちう, うきっくくけ いぇとけすけ くはおけは 
そうさきぇ うかう ょさせゅけ こさっょこさうは-
すうっ っ ょっおかぇさうさぇかけ こけ-きぇかおけ 
しなょけゃっ, けすおけかおけすけ うきぇ くせあょぇ 
しなけぉさぇいくけ けすこぇょなちうすっ, おけうすけ 
ういたゃなさかは. 〈ぇおぇ くっおけさっおすくうすっ 
ょっおかぇさぇすけさう こさったゃなさかはす そう-
くぇくしけゃぇすぇ すっあっしす いぇ しゃけうすっ 
けすこぇょなちう ゃなさたせ けしすぇくぇかうすっ 
そうさきう. 『っかすぇ くぇ こさけきはくぇすぇ, 
こぇお こけょつっさすぇゃぇき, っ ょぇ しっ さぇい-
こさっょっかはす さぇいたけょうすっ しこけさっょ 
ょっえしすゃうすっかくけすけ おけかうつっしすゃけ 
けすこぇょなちう, おけうすけ ゃしはおけ こさっょ-
こさうはすうっ ゅっくっさうさぇ. 

╁ こせぉかうつくけすけ こさけしすさぇく-
しすゃけ すっつっ ょせしおせしうは いぇ こさけ-
きはくぇ くぇ ぉぇいぇすぇ いぇ ういつうし-
かっくうっ くぇ すぇおしぇすぇ いぇ ぉうすけゃう 
けすこぇょなちう いぇ あうかうとくうすっ 
うきけすう. ぅしくけ っ, つっ いぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ すけゃぇ くはきぇ ょぇ しすぇくっ, 
くけ おけゅぇ きけあっ ょぇ しっ けつぇおゃぇ 
さっぇかくぇ こさけきはくぇ くぇ ぉぇいぇ-
すぇ いぇ こかぇとぇくっ くぇ すぇおしぇすぇ 
しきっす, おけはすけ う しっゅぇ しっ しきは-
すぇ くぇ けしくけゃぇ くぇ ょぇくなつくぇすぇ 
けちっくおぇ くぇ しゅさぇょうすっ, くっいぇ-
ゃうしうきけ おけかおけ ょせてう あうゃっ-
はす ゃ すはた?
- ╆ぇ あうかうとくうすっ うきけすう けす くぇ-

つぇかけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ 2015 
ゅけょうくぇ しっ けつぇおゃぇ こさけきはくぇ. 
╃け しっゅぇ ぉぇいぇ いぇ けこさっょっかはくっ 
くぇ いぇょなかあっくうはすぇ っ ょぇくなつくぇ-
すぇ けちっくおぇ くぇ うきけすうすっ. ‶さけ-
きはくぇすぇ ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ きっしすくうすっ 
ょぇくなちう う すぇおしう こさっょゃうあょぇ 
けすこぇょぇくっ くぇ すぇいう ゃないきけあくけしす. 
╁しはおぇ けぉとうくぇ こさっい すぇいう 2014 
ゅけょうくぇ すさはぉゃぇ ょぇ けこさっょっかう 
くぇつうくぇ, こけ おけえすけ とっ しっ さぇい-
こさっょっかはす さぇいたけょうすっ いぇ しきっ-
すけしなぉうさぇくっ, しきっすけういゃけいゃぇくっ, 
ょっこけくうさぇくっ う こけょょなさあぇくっ くぇ 
つうしすけすぇすぇ ゃ くぇしっかっくうすっ きっし-
すぇ.〈けいう ゃなこさけし しっ さぇいうしおゃぇ ゃ 
′ぇちうけくぇかくけすけ しょさせあっくうっ くぇ 
けぉとうくうすっ ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なか-
ゅぇさうは, おけっすけ しっ けつぇおゃぇ ょけ 
こけかせゅけょうっすけ ょぇ ういかっいっ しなし 
しゃけっ しすぇくけゃうとっ う きっすけょうおぇ 
いぇ くけゃぇ ぉぇいぇ いぇ ういつうしかっくうっ 
くぇ すぇおしぇすぇ しきっす. ′けさきぇかくけ っ 
すけゃぇ しすぇくけゃうとっ ょぇ ぉなょっ ゃいっすけ 
こけょ ゃくうきぇくうっ けす けぉとうくうすっ う 
くぇゃしはおなょっ せ くぇし ょぇ しっ こけかい-
ゃぇす こさうぉかういうすっかくけ っょくぇおゃう 
きったぇくういきう いぇ ういつうしかっくうっ くぇ 
すぇおしぇすぇ いぇ ぉうすけゃう けすこぇょなちう. 
〈ぇおぇ, つっ きっすけょうおぇすぇ ょぇ しっ 
こさうかぇゅぇ ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく っょ-
くぇおゃけ ゃなゃ ゃしうつおう けぉとうくう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ぜóêíó¿  とí¿íüÖó¡Üç £í „とí¿íüÖó¡Üç”

╉けさけつっくおけ, ょうさっおすけさ くぇ 
『っくすなさぇ いぇ ぇくぇかうい くぇ しゃっ
すけゃくぇすぇ すなさゅけゃうは し けさなあうは, 
ぉぇいうさぇく ゃ ╋けしおゃぇ.  ]こけさっょ 
くっゅけ, ぇゃすけきぇすなす っ „すけかおけゃぇ 
けこさけしすっく, つっ くけゃぇおなす きけあっ 
ょぇ しう しかせあう し くっゅけ すぇおぇ ょけ
ぉさっ, おぇおすけ う こさけそっしうけくぇ
かうしすなす.” 

╆ぇしかせゅう: 

╆ぇさぇょう しないょぇょっくけすけ けす 
くっゅけ けさなあうっ, こさうあうゃっ くぇ 
╋うたぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ っ こさうし
ゃけっくけ ゃけっくくけ いゃぇくうっ: ゃ ]な
ゃっすしおぇすぇ ぇさきうは - こけかおけゃくうお 
(1969) う ゃなゃ ╁なけさなあっくうすっ 
しうかう くぇ [せしうは - ゅっくっさぇか-きぇ
えけさ (1994), ゅっくっさぇか-かっえすっ
くぇくす (1999).

╉けくしすさせおすけさなす うきぇ 35 ぇゃ
すけさしおう しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ ういけ
ぉさっすっくうは. ‶さっい 1971 ゅけょうくぇ 
しすぇゃぇ ょけおすけさ くぇ すったくうつっ
しおうすっ くぇせおう. 〈けえ っ ぇおぇょっきうお 

くぇ 16 させしおう う つせあょっしすさぇく
くう ぇおぇょっきうう, ゃおか. ‶けつっすっく 
つかっく くぇ [せしおぇすぇ ぇおぇょっきうは 
くぇ さぇおっすくうすっ う ぇさすうかっさうえ
しおうすっ くぇせおう う くぇ [せしおぇすぇ 
うくあっくっさくぇ ぇおぇょっきうは. ╃なか
ゅけゅけょうてっく ょっこせすぇす ゃなゃ ╁なさ
たけゃくうは しなゃっす くぇ ]]][. 』かっく 
っ くぇ ]なのいぇ くぇ こうしぇすっかうすっ 
くぇ [せしうは. ╉ぇゃぇかっさ っ くぇ けさ
ょっくぇ „]ゃ. ┿くょさっえ ‶なさゃけいゃぇ
くう”.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか             
/╇いこけかいゃぇくう しぇ さぇいかうつくう 

ういすけつくうちう ゃ うくすっさくっす/
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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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╉けちけ:
《てけおか つけ [あしあのせけさそう

╊さつたかちてせそ:
》ちあうせあ さしけせけさあ う [あくあせしひさ

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
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“【ぇたきぇすくうすっ こさけういゃっょっ-
くうは くぇ ┿かったうく, くぇえ-ゅけかっきうはす 
てぇたきぇすっく たせょけあくうお けす きう-
くぇかけすけ, とっ あうゃっはす ゃっおけゃっ. 
[ぇいうゅさぇゃぇえおう ┿かったうくしおうすっ 
こぇさすうう, てぇたきぇすうしすうすっ けす ぉな-
ょっとうすっ こけおけかっくうは とっ こけかせ-
つぇゃぇす うしすうくしおけ っしすっすうつっしおけ 
せょけゃけかしすゃうっ う とっ しっ ょうゃはす 
くぇ きけとすぇ くぇ くっゅけゃうは ゅっくうえ”. 
╃せきうすっ しぇ くぇ てっしすうは しゃっすけ-
ゃっく てぇきこうけく ╋うたぇうか ╀けすゃう-
くうお.
╋かぇょうはす ┿かったうく. ╃け てぇた-

きぇすくぇすぇ うゅさぇ しっ ょけおけしゃぇ, 
おけゅぇすけ っ くぇ 7 ゅけょうくう, ぇ しっ-
さうけいくけ いぇこけつゃぇ ょぇ うゅさぇっ くぇ 
12. ¨すすけゅぇゃぇ くっこさっおなしくぇすけ 
しっ せしなゃなさてっくしすゃぇ. 16-ゅけょう-
てっく, こっつっかう ┶-すけ きはしすけ くぇ 
こさけかっすくうは かのぉうすっかしおう すせさ-
くうさ ゃ ╋けしおゃぇ. ╋っあょせくぇさけょ-
くうはす きせ  ょっぉのす っ こさっい 1908 
ゅ. ゃ ╃のしっかょけさそ, おなょっすけ しっ 
こさけゃっあょぇ 16-はす おけくゅさっし くぇ 
╂っさきぇくしおうは てぇたきぇすっく しなのい. 
]かっょ おぇすけ こっつっかう しさっとせ ╀かせ-
きっくそっかょ ゃ ╋けしおゃぇ, いぇゃけのゃぇ 
こさぇゃけすけ ょぇ せつぇしすゃぇ ゃなゃ ╁しっ-
させしうえしおうは かのぉうすっかしおう すせさ-
くうさ. ‶けぉっあょぇゃぇ う っ せょけしすけっく 
しなし いゃぇくうっすけ „╋ぇえしすけさ”.                                           
╉なき しゃっすけゃくぇすぇ しかぇゃぇ. 

]かっょゃぇす きっあょせくぇさけょくう すせさ-
くうさう, ゃ おけうすけ いぇっきぇ うかう 
こなさゃけすけ, うかう ゃすけさけすけ きはし-
すけ う ぉなさいけ しっ くぇさっあょぇ しさっょ 
くぇえ-ょけぉさうすっ てぇたきぇすうしすう ゃ 
しゃっすぇ. ‶さっい 1914 ゅ. いぇっきぇ 
3-すけ きはしすけ くぇ きっあょせくぇさけ-
ょっく すせさくうさ ゃ ]ぇくおす ‶っすっさ-
ぉせさゅ しかっょ ╄きぇくせっか ╊ぇしおっさ 
う 》けしっ [ぇせか ╉ぇこぇぉかぇくおぇ う 
しすぇゃぇ っょうく けす こなさゃうすっ ゅさけし-
きぇえしすけさう - いゃぇくうっ, ょぇょっくけ 
くぇ こっすうきぇ てぇたきぇすうしすう けす 
ちぇさ ′うおけかぇえ II. ╉ぇすけ ゅさけし-
きぇえしすけさ ょっぉのすうさぇ ゃ きっあょせ-
くぇさけょくうは すせさくうさ ゃ ╋ぇくたぇえき 
う こっつっかう こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ.                                                                              
╂けょうくうすっ くぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃ-
くぇ ゃけえくぇ しぇ すっあおう いぇ くっゅけ. 
╀ぇとぇ きせ せきうさぇ おぇすけ ゅっさきぇく-
しおう ゃけっくけこかっくくうお. ┿かったうく 
しかせあう ょけぉさけゃけかくけ くぇ しすさぇ-
くぇすぇ くぇ [せしうは. ]かっょ すっあおぇ 
おけくすせいうは かっあう くっこけょゃうあっく 
ぉかういけ きっしっち ゃ ぉけかくうちぇ. ╆ぇ 
そさけくすけゃう いぇしかせゅう っ くぇゅさぇょっく 
し けさょっくぇ くぇ ]ゃ. ]すぇくうしかぇゃ う 
2 きっょぇかぇ „]ゃ. ╂っけさゅう”. 
]かっょ さっゃけかのちうはすぇ. ‶さっい 

1918 ゅ. っ けしなょっく くぇ しきなさす 
つさっい さぇいしすさっか いぇさぇょう ぇさう-
しすけおさぇすうつくうは しう こさけういたけょ. 
‶さうしなょぇすぇ っ けすきっくっくぇ 2 つぇしぇ 
こさっょう けこさっょっかっくけすけ ゃさっきっ 
いぇ ういこなかくっくうっすけ え  ぉかぇゅけ-
ょぇさっくうっ くぇ くはおけえ けす ゃうしてう-
すっ さっゃけかのちうけくくう ょっえちう.                         
╃うこかけきうさぇく のさうしす, さぇぉけすう 
おぇすけ しかっょけゃぇすっか ゃ 『っくすさぇか-
くぇすぇ さぇいせいくぇゃぇすっかくぇ しかせあぉぇ 
おなき ゅかぇゃくけすけ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
きうかうちうはすぇ - けさゅぇくういぇちうは, 
こけきぇゅぇとぇ くぇ たけさぇすぇ ょぇ くぇ-
きうさぇす ういゅせぉっくうすっ しう ぉかうい-
おう こけ ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇすぇ.                                                                                                                      
╁ さぇいかうつくう すせさくうさう こけぉっあ-
ょぇゃぇ くぇえ-ょけぉさうすっ きけしおけゃしおう 
てぇたきぇすうしすう. ‶さっい 1920 ゅ. 
しすぇゃぇ こなさゃうはす てぇきこうけく こけ 
てぇたきぇす くぇ ]]][.
‶さっい 1921 ゅ. けぉゃうくっくうはすぇ ゃ 

ぇくすうしなゃっすしおぇ ょっえくけしす しさっとせ 
くっゅけ しぇ しくっすう. ′け こさう すぇおうゃぇ 
せしかけゃうは こさけゅさっしなす きせ ゃ てぇたぇ 
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621 たうか. 695 かゃ. こけゃっつっ 
けす こぇさうすっ こさっい きうくぇかぇすぇ 2013-
すぇ とっ ゃかはいぇす ゃ きっしすくうは ぉのょあっす 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, こさっょゃうあょぇ 
こなさゃけくぇつぇかくうはす こかぇく くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. ]さっょしすゃぇすぇ けしうゅせさは-
ゃぇす そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
う 19-すっ くぇしっかっくう きっしすぇ ゃ けぉとう-
くぇすぇ. ¨ぉとぇすぇ さぇきおぇ くぇ ぉのょあっすぇ, 
おけえすけ ぉっ こさっょしすぇゃっく くぇ こせぉかうつ-
くけ けぉしなあょぇくっ ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇ-
すぇ ゅけょうくぇ, っ 36 きかく. 800 たうか. 873 
かゃ. ╀のょあっすなす すっこなさゃぇ とっ しっ けぉ-
しなあょぇ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, しかっょ 
おけっすけ こさっょしすけう こなさゃけ う ゃすけさけ つっ-

すっくっ, こさっょう ょぇ ぉなょっ こさうっす う ょぇ ゃかっいっ ゃ しうかぇ. ‶さっい すぇいう ゅけょうくぇ こけょさっあょぇくっすけ くぇ 
けぉとうくしおうは ぉのょあっす いぇこけつくぇ こけ-さぇくけ けす ょさせゅ こなす. ╇ょっはすぇ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけは-
くけゃぇ う くっえくうはす っおうこ っ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ ぉなょっ ゅけすけゃぇ くぇゃさっきっ いぇ けしうゅせさはゃぇくっ 
くぇ しさっょしすゃぇすぇ いぇ しなそうくぇくしうさぇくっ くぇ しこっつっかっくうすっ こさけっおすう けす ╄], こかぇとぇくうはすぇ こけ 
おけうすけ いぇしっゅぇ しぇ しこさっくう けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ. ╃け くけゃけすけ しすぇさすうさぇくっ くぇ すさぇくてけゃっすっ 
けす っゃさけこっえしおう しさっょしすゃぇ けぉとうくうすっ しかっょゃぇ ょぇ くぇきっさはす しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ いぇ さっぇ-
かういぇちうは くぇ こさけっおすうすっ, ゃおかのつうすっかくけ う けす いぇっきう. [ぇくくけすけ こさうっきぇくっ くぇ ぉのょあっすぇ, 
おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しすぇくっ ょけ きっしっち, こけょしうゅせさはゃぇ こけ-ょけぉさっ けぉとうくしおうすっ さっきけくすう う 
ゃしうつおう こさけちっょせさう こけ すはた, けゅさぇくうつっくう しなし しさけおけゃっ けす ╆ぇおけくぇ いぇ けぉとっしすゃっくうすっ 
こけさなつおう. 
‶さっい ゅけょうくうすっ つっしすけ しっ しかせつゃぇてっ ぇしそぇかすうさぇくうは う さっきけくすう こけ せつうかうとぇ う ょっすしおう 

ゅさぇょうくう ょぇ しすぇさすうさぇす ゃ おさぇは くぇ かはすけすけ, つっ う こさっい しっこすっきゃさう. ]っゅぇてくぇすぇ けぉとうく-
しおぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ちっかう すぇいう こけさけつくぇ こさぇおすうおぇ ょぇ けしすぇくっ ゃ うしすけさうはすぇ.
′ぇこさっゅくぇす ぉのょあっす う すさせょくぇ ゅけょうくぇ けつっさすぇゃぇす こさけゅくけいうすっ くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ. 

‶さうつうくうすっ いぇ すけゃぇ しぇ ゃ うおけくけきうつっしおぇすぇ おさういぇ, くぇしかっょっくうすっ けす ゅけょうくう しすぇさう さぇい-
こかぇとぇくうは くぇょ 2 きかく. かゃ., くぇきぇかはゃぇくっすけ くぇ こさうたけょうすっ けす けぉとうくしおう こさけょぇあぉう, 
せゃっかうつっくうっすけ くぇ さぇいたけょうすっ いぇ いぇこかぇすう いぇさぇょう ゃょうゅぇくっすけ くぇ きうくうきぇかくけすけ すさせょけ-
ゃけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, さってっくうっすけ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ ゃさっきっくくけ ょぇ しこさっ そうくぇくしう-
さぇくっすけ くぇ こさけっおすう けす ╄] う ょぇ ういこかぇとぇ くぇ 95 % こかぇくうさぇくぇすぇ ょなさあぇゃくぇ きっしっつくぇ 
しせぉしうょうは し ゃないきけあくけしす いぇ おけきこっくしぇちうう ゃ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ.

¨とっ しきっ しさっょぇすぇ くぇ はくせぇさう, くけ くぇ こさぇおすうおぇ ゃっつっ いぇこけつ-
くぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ おぇくょうょぇすしすせょっくすしおぇ おぇきこぇくうは. ╆ぇ こなさゃう 

こなす さけょくう ゃせいけゃっ けさゅぇくういうさぇす ぉっいこさっちっょっくすくけ さぇくけ こなさゃうすっ 
しう こさうっきくう ういこうすう.
『っかすぇ っ ╁〉╆-けゃっすっ ょぇ しう けしうゅせさはす きぇおしうきぇかくけ さぇくけ くけゃう しすせ-

ょっくすう, こけ さっょ こさうつうくう. ╊うこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ おぇくょうょぇすう いぇ 
ゃうしてっ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ こけさぇょう 
ょっきけゅさぇそしおぇ-
すぇ おさういぇ うかう 
かうこしぇすぇ くぇ 
きけすうゃぇちうは いぇ 
せつっくっ しぇ しぇきけ 
ょゃっ けす こけさっょう-
ちぇすぇ こさうつうくう, 
ゃけょっとう ょけ ゃしっ 
こけ-きぇかなお ぉさけえ 
おぇくょうょぇすう いぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ 
╁〉╆-けゃっ. 

„]すぇさすなす“ ゃ こけょさぇくうかぇすぇ ういこうすくぇ おぇきこぇくうは ょぇゃぇ 〉′]], おな-
ょっすけ けとっ くぇ 29 はくせぇさう うきぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおう ういこうす. 〈ぇき 
ゃしっおう きっしっち とっ すっつっ っかっおすさけくっく すっしす, こさっい おけえすけ とっ きうくぇゃぇす 
ゃしうつおう あっかぇっとう. ]こけさっょ ういぉさぇくけすけ くぇこさぇゃかっくうっ すっ ょけこなかゃぇす 
う ょけこなかくうすっかっく きけょせか – こけ つせあょ っいうお, ゅっけゅさぇそうは うかう きぇすっきぇ-
すうおぇ.
╁ ′けゃ ╀なかゅぇさしおう せくうゃっさしうすっす こさっょゃぇさうすっかくうすっ ういこうすう いぇこけつ-

ゃぇす くぇ 8-きう そっゃさせぇさう, こけ こけょけぉうっ くぇ すっいう ゃ 〉′]]. ╁たけょくうはす 
ういこうす いぇ ′╀〉 とっ っ こさけゃっさおぇ くぇ ぉぇいけゃぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ  こけ ゃしうつおう 
ういせつぇゃぇくう ゃ ゅうきくぇいうはすぇ こさっょきっすう. 
╁ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす おぇきこぇくうはすぇ いぇこけつゃぇ こさっい きぇさす. 

╁すけさうはす てぇくし いぇ ┿かきぇ きぇすっさ っ こさっい のかう. 
‶けょさけぉくけしすう いぇ くぇつうくうすっ いぇ さぇくくけ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ う くせあくうすっ 

ょけおせきっくすう きけゅぇす ょぇ しっ くぇきっさはす くぇ しぇえすけゃっすっ くぇ しなけすゃっすくうすっ 
ゃうしてう せつうかうとぇ ゃ うくすっさくっす. 
‶け すけいう くぇつうく ゃうしてうすっ せつうかうとぇ ぉなさいぇす ょぇ しう けしうゅせさはす おけか-

おけすけ しっ きけあっ こけゃっつっ しすせょっくすう けとっ こさっょう ぇぉうすせさうっくすしおうは ぉぇか 
う すぇおぇ ょぇ しう こけょしうゅせさはす う ぉのょあっすくけ しかっょゃぇとぇすぇ そうくぇくしけゃぇ 
ゅけょうくぇ.
¨おけかけ 7 000 ぉはたぇ しゃけぉけょくうすっ きっしすぇ ゃ さけょくうすっ ゃうしてう せつうかうとぇ 

ょけさう しかっょ すさっすけすけ おかぇしうさぇくっ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ くぇ こさぇお-
すうおぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ ゃなゃ ゃしっおう けす 51 ぉなかゅぇさしおう  ╁〉╆-ぇ くぇ こさぇおすう-
おぇ けすうゃぇす しさっょくけ こけょ 1000 おぇくょうょぇすう. 
╁なこさっおう かうこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ おぇくょうょぇすう いぇ ゃうしてうすっ せつうかう-

とぇ, いぇしうかっくぇ しう けしすぇゃぇ おけくおせさっくちうはすぇ いぇ くはおけう こけ -ぇすさぇおすうゃ-
くう しこっちうぇかくけしすう おぇすけ こさぇゃけ, きっょうちうくぇ, ぉういくっし, あせさくぇかうしすうおぇ. 
╁しっ けとっ  すさせょくけ しっ くぇきうさぇす ょけしすぇすなつくけ おぇくょうょぇすう いぇ すっあおう 
しこっちうぇかくけしすう おぇすけ うくあっくっさくうすっ. ¨しけぉっくけ ゅけかはき っ ょっそうちうすなす 
こさう おぇくょうょぇすうすっ いぇ きぇてうくけしすさけうすっかくう しこっちうぇかくけしすう.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

‶け-きぇかおけ せかうちう ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ ぉなょぇす ぇしそぇかすうさぇくう こさっい すぇいう ゅけょうくぇ. ‶さうつうくぇすぇ っ ゃ さぇい-
こさっょっかっくうっすけ くぇ しさっょしすゃぇすぇ おなき ょさせゅう こさうけさうすっすう – けしくけゃくけ いぇ しこっつっかっくう こさけっおすう. ′ぇょ 
8 きかく. かゃ. しなそうくぇくしうさぇくっ けす しけぉしすゃっくう けぉとうくしおう しさっょしすゃぇ う いぇっきう とっ けすうょぇす いぇ ょけゃなさて-
ゃぇくっ さっきけくすぇ くぇ こさっつうしすゃぇすっかくぇすぇ しすぇくちうは, ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ っょくけ いぇとうすっくけ あうかうとっ う 3 
ちっくすなさぇ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ くぇ くせあょぇっとう しっ ょっちぇ けす しっきっっく すうこ, ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ う すさぇ-
おうえしおうすっ ちぇさっ, こけょけぉさはゃぇくっ くぇ しさっょぇすぇ くぇ ちっくすさぇかくぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす, きっさおう いぇ っくっさゅうえくぇ  
っそっおすうゃくけしす ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ, っょうく しけちうぇかっく う っょうく けぉさぇいけゃぇすっかっく こさけっおす. 

〉あつしかおせけぬけてか せあ たひちうあてあ, けくえちあおかせあ けくぬみしそ つ いひしえあちつさけ 
たあちけ, かしかさてちそぬかせてちあしあ つてみえあて うかさそうかせ まいけしかこ

′ぇ 31-ゃう ょっおっき-
ゃさう 2013 ゅけ-

ょうくぇ しっ くぇゃなさてうたぇ 
100 ゅけょうくう けす けそう-
ちうぇかくけすけ いぇたさぇくゃぇ-
くっ し っかっおすさうつっしすゃけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╂けかは-
きけすけ つっしすゃぇくっ くぇ 
ゃっおけゃくうは のぉうかっえ 
とっ っ くぇ 19-すう う 20-
すう のかう 2014 ゅけょう-
くぇ. 〈けゃぇ しなけぉとうたぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお つっすう-
さうきぇ けす くぇしかっょくう-
ちうすっ くぇ そぇきうかうはすぇ 
]すぇえくけゃう. ╁くせちうすっ 
くぇ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ, 
うょっけかけゅなす, ゃょなたくけゃうすっかはす う ゅかぇゃくうはす うくうちうぇすけさ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こなさゃぇすぇ, ういちはかけ ぉなか-
ゅぇさしおぇ, っかっおすさけちっくすさぇかぇ, こけしっすうたぇ しないょぇょっくうは けす すったくうは うきっくうす ょはょけ う  けす そぇきうかうはすぇ 》ぇょ-
あうゅっくつっゃう けす ╃さはくけゃけ けぉっおす う こけしすぇゃうたぇ くぇつぇかけすけ くぇ けさゅぇくういぇちうは, しゃなさいぇくぇ し ゃっおけゃくけすけ 
つっしすゃぇくっ. ╁ ╉ぇいぇくかなお ょけえょけたぇ こさけそ. ょ-さ うくあ. ╂っくつけ ]すぇえくけゃ, こさはお ゃくせお くぇ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ,  
うくあ. ╋うたぇうか ]すぇえくけゃ, こさはお ゃくせお くぇ ╋ぇくぬけ ]すぇえくけゃ, ぉさぇす くぇ ╂っくつけ, おぇおすけ う ぉさぇすなす う しっしすさぇすぇ 
[ぇょうくぇ う ]すっそぇく ′ぇくつっゃう, ゃくせちう くぇ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ う ょっちぇ くぇ くっゅけゃぇすぇ っょうくしすゃっくぇ ょなとっさは 
╀けくおぇ. [ぇょうくぇ う ]すっそぇく しぇ っかっおすさけうくあっくっさう う ょっちぇ くぇ こさけそ. ′ぇくつけ ′ぇくつっゃ, おぇいぇくかなつぇくうく, 
くっきしおう ゃないこうすぇくうお, っょうく けす しないょぇすっかうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ っくっさゅっすうおぇ う くぇ 〈ったくうつっしおうは せくう-
ゃっさしうすっす ゃ ]けそうは, ょなかゅけゅけょうてっく ょっおぇく くぇ ╄かっおすさけすったくうつっしおうは そぇおせかすっす う いぇき.-さっおすけさ くぇ 
〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす.

╅]╊[』╅〉╉ぇ『 ╅]╊｠¨〉
′あ すかせ のあにすあてひて せか か けえちあ, てそこ か けくさとつてうそ

ぉうか こけょ ゃなこさけし. ╁かぇしすうすっ きせ 
けすおぇいゃぇかう こぇしこけさす いぇ せつぇし-
すうっ ゃ きっあょせくぇさけょくう すせさくう-
さう. ┿かったうく さぇぉけすう ゃ ╋けしおゃぇ 
おぇすけ こさっゃけょぇつ いぇ おけくゅさっしぇ 
くぇ ╉けきうくすっさくぇ. ╁かぇょっっか こさっ-
おさぇしくけ そさっくしおう う くっきしおう.

╆ぇ さっゃけかのちうはすぇ. ┿かっおしぇく-
ょなさ ┿かったうく こさけういたけあょぇ けす 
ょゃけさはくしおけ しっきっえしすゃけ う すけゃぇ 
っ こさうつうくぇすぇ ょぇ くっ きけあっ ょぇ 
ゃないこさうっきっ ゃっょくぇゅぇ ╁っかうおぇすぇ 
¨おすけきゃさうえしおぇ しけちうぇかうしすうつっ-
しおぇ さっゃけかのちうは. ′け し ゃさっきっ-
すけ くっゅけゃけすけ けすくけてっくうっ おなき 
しなゃっすしおぇ [せしうは しっ こさけきっくは.
〈けえ こけ ょけしすけえくしすゃけ けちっくはゃぇ 
さぇいちゃっすぇ くぇ てぇたきぇすくぇすぇ おせか-
すせさぇ ゃ しすさぇくぇすぇ う こけしすうあっくう-
はすぇ くぇ しなゃっすしおうすっ てぇたきぇすう-
しすう ゃ きっあょせくぇさけょっく きぇとぇぉ. 
′っ しぇきけ おぇすけ てぇたきぇすうしす, くけ う 
おぇすけ つけゃっお, しっ ゃないたうとぇゃぇ けす 
さっいせかすぇすうすっ けす さっゃけかのちうはすぇ 
う ういこさぇとぇ しゃけうすっ うしおさっくう 
こけいょさぇゃかっくうは ょけ ]なのいぇ くぇ 
てぇたきぇすうしすうすっ ゃ ]なゃっすしおうは 
しなのい こけ こけゃけょ 18-すぇすぇ ゅけ-
ょうてくうくぇ くぇ さっゃけかのちうはすぇ.
╁なゃ 《さぇくちうは. ‶さっい 1921 

ゅ. しっ あっくう いぇ 41-ゅけょうてくぇ-
すぇ てゃっえちぇさしおぇ あせさくぇかうしすおぇ 
┿くぇ-╊ういぇ [のゅ, おけはすけ つぇおぇかぇ 
ょっすっ う うしおぇかぇ ょぇ ゅけ さけょう ゃ 
【ゃっえちぇさうは. 
〉しこはかぇ ょぇ しう せさっょう こさうっき 

こさう しぇきうは ╊っくうく, こけ ょさせ-
ゅぇ ゃっさしうは こさう [ぇょっお, おけえすけ 
ゃないおかうおくぇか: „‶せしすうはす ┿かっ-
たうく っ おけくすさぇさっゃけかのちうけくっさ, 
ぇ ゃ てぇたきぇすぇ っ ゅっくうえ. 〈けいう 
しゃけえ ょぇさ きけあっ ょぇ こさけはゃう 
っょうくしすゃっくけ けすゃなょ こさっょっかう-
すっ くぇ [せしうは”. 〈ぇおぇ ┿かっおしぇく-
ょなさ ┿かっおしぇくょさけゃうつ こけかせつぇ-
ゃぇ さぇいさってっくうっ ょぇ っきうゅさうさぇ. 
╋かぇょけあっくちうすっ いぇきうくぇゃぇす, 
くけ しおけさけ しっ さぇいょっかはす. ┿かっ-
たうく しっ せしすぇくけゃはゃぇ ょぇ あうゃっっ 
ゃなゃ 《さぇくちうは. ‶けぉっょうすっか っ ゃ 
きくけゅけ おさせこくう きっあょせくぇさけょ-
くう すせさくうさう. 』っしすけ こけしっとぇ-
ゃぇ しうくぇ しう, ぇ しかっょ しきなさすすぇ 
くぇ ┿くぇ-╊ういぇ こさっい 1934 ゅ. ゅけ 
ういこさぇとぇ ゃ ょけぉなさ こぇくしうけく 
こけょ けこっおぇすぇ くぇ てゃっえちぇさしおうは 

てぇたきぇすうしす ╁っかきう.
′ぇえ-しうかくうはす てぇたきぇすうしす 

ゃ しゃっすぇ. ┿かったうく せこけさうすけ しっ 
しすさっきう おなき いゃぇくうっすけ しゃっすけ-
ゃっく てぇきこうけく. ‶さっい 1922 ゅ. 
けしすぇゃぇ ゃすけさう くぇ こさっしすうあくうは 
すせさくうさ ゃ ╊けくょけく, しかっょ しゃっ-

すけゃくうは てぇきこうけく ╉ぇこぇぉかぇく-
おぇ. ‶さっい 1925 ゅ. しっ こさっょ-
しすぇゃは ぉかっしすはとけ ゃ ‶ぇさうあ くぇ 
すせさくうさぇ こけ てぇた-ぉかうくょ (ぉっい 
ょぇ ゅかっょぇ そうゅせさうすっ), おぇすけ けす 
27 こぇさすうう こっつっかう 22. ‶けしすぇ-
ゃは う しゃっすけゃっく さっおけさょ いぇ くぇえ-
ゅけかはき しっぇくし こけ てぇた-ぉかうくょ 
- 28 こぇさすうう. ]なとぇすぇ ゅけょうくぇ 
こけかせつぇゃぇ そさっくしおけ ゅさぇあょぇく-
しすゃけ う いぇこけつゃぇ ょけおすけさぇくすせ-
さぇ こけ こさぇゃけ ゃ ]けさぉけくぇすぇ. 
〉しこってくけ いぇとうすぇゃぇ ょうしっさすぇ-
ちうはすぇ しう. ]かっょ きぇつぇ しう し ╉ぇ-
こぇぉかぇくおぇ こさっい 1927 ゅ., おけえすけ  
こっつっかう し 6:3, 35-ゅけょうてくうはす 
┿かったうく しすぇゃぇ くぇえ-しうかくうはす 
てぇたきぇすうしす ゃ しゃっすぇ, つっすゃなさ-
すうはす しゃっすけゃっく てぇきこうけく. ╆ぇ-
こぇいゃぇ しゃっすけゃくぇすぇ すうすかぇ ょけ 
しきなさすすぇ しう, し ょゃっゅけょうてくけ 
こさっおなしゃぇくっ けす 1935 ょけ 1937 
ゅ., おけゅぇすけ てぇきこうけく しすぇゃぇ 
ょ-さ ╋ぇおし ╄ゃっ. ]かっょ っょくぇ けす 
こけぉっょくうすっ いぇ ┿かったうく うゅさう 
╄ゃっ こさういくぇゃぇ: „┿かったうく くっ 
っ こさけしすけ きくけゅけ しうかっく てぇた-
きぇすうしす, ぇ っ くぇえ-しうかくうはす ゃ 
しゃっすぇ... ╇ゅさぇ ういせきうすっかくけ う 
くっ きっ っ しさぇき, つっ いぇゅせぉうた けす 
すぇおなゃ こさけすうゃくうお...“
′ぇ しゃっすけゃくうすっ けかうきこうぇ-

ょう ┿かったうく けゅかぇゃはゃぇ けすぉけさぇ 
くぇ 《さぇくちうは. ‶さっい 1930 ゅ. 
ゃ 》ぇきぉせさゅ こっつっかう ゃしうつおうすっ 
9 こぇさすうう. ′ぇ けかうきこうぇょうすっ 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ‶さぇゅぇ 
う こさっい 1933 ゅ. ゃ ┿くゅかうは けす-
くけゃけ こけおぇいゃぇ くぇえ-ょけぉなさ さっ-
いせかすぇす くぇ こなさゃぇ ょなしおぇ. ‶さっい 
1933 ゅ. くぇ しゃっすけゃくけすけ ういかけ-
あっくうっ ゃ 』うおぇゅけ こけしすぇゃは くけゃ 
しゃっすけゃっく さっおけさょ いぇ くぇえ-ゅけ-
かはき しっぇくし こけ てぇた-ぉかうくょ - 32 
こぇさすうう.
‶さっい しかっょゃぇとぇすぇ 1934 ゅ. しっ 

あっくう いぇ 58-ゅけょうてくぇすぇ ぇきっ-
さうおぇくおぇ けす っゃさっえしおう こさけうい-
たけょ ╂さっえし ╁うしたぇさ. ‶さっい 1939 

ゅ. ゃ ╀せっくけし ┿えさっし いぇっきぇ 2-さけ 
きはしすけ くぇ こなさゃぇ ょなしおぇ しかっょ 
╉ぇこぇぉかぇくおぇ. ]かっょ すけゃぇ, ょけ 
1946 ゅ., こっつっかう きくけあっしすゃけ 
すせさくうさう ゃ ╀せょぇこっとぇ, ╀ぇょっく-
╀ぇょっく, ]ぇく [っきけ, ╊けくょけく, 
╀っさく, 『のさうた う ょさせゅぇょっ. 

]っぇくし ゃ ]けそうは. ‶さっい 1936 
ゅ., こけ こけおぇくぇ くぇ ]けそうえしおうは 
てぇたきぇすっく おかせぉ, ┿かったうく うゅさぇっ 
しっぇくし けす 40 こぇさすうう ゃ ゅさぇょしおけ-
すけ おぇいうくけ ゃ ]けそうは. [っいせかすぇ-
すなす っ 26 こけぉっょう, 10 さぇゃっく-
しすゃぇ う 4 いぇゅせぉう. 
╁けえくぇすぇ. ‶さっい 1939 ゅ. ╀けす-

ゃうくうお いぇこけつゃぇ こけょゅけすけゃおぇ いぇ 
こさけゃっあょぇくっすけ くぇ しゃっすけゃくけ 
こなさゃっくしすゃけ, くけ こさっゅけゃけさうすっ 
しぇ こさっおなしくぇすう いぇさぇょう いぇこけ-
つくぇかぇすぇ ╁すけさぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-
くぇ, こけ ゃさっきっ くぇ おけはすけ ┿かったうく 
っ こさっゃけょぇつ くぇ しすさぇくぇすぇ くぇ 
《さぇくちうは う せつぇしすゃぇ ゃ きくけゅけ 
すせさくうさう くぇ すっさうすけさうう, けおせ-
こうさぇくう けす くっきちうすっ. 〈けゃぇ っ 
せしかけゃうっ, こけしすぇゃっくけ きせ けす くぇ-
ちうしすうすっ, いぇ ょぇ しっ しなぉっさっ けす-
くけゃけ し ╂さっえし, おけはすけ ぉうかぇ いぇ-
かけゃっくぇ ゃなゃ 《さぇくちうは. 
╁ おさぇは くぇ 1943 ゅ. こけかせつぇゃぇ 

こけおぇくぇ けす ╇しこぇくしおぇすぇ そっょっ-
さぇちうは う ╂っしすぇこけ きせ ょぇゃぇ こさぇ-
ゃけ ょぇ いぇきうくっ いぇ ╋ぇょさうょ, くけ 
くっ う くぇ あっくぇ きせ. ╁しはおぇおゃう 
こけ-くぇすぇすなてくう けこうすう ょぇ しっ しな-
ぉっさっ し ╂さっえし しぇ ぉっいせしこってくう. 
‶さっい 1944–1945 ゅ. ┿かったうく 

こけぉっあょぇゃぇ ゃ さっょうちぇ うしこぇく-
しおう すせさくうさう, しかっょ おけっすけ しっ 
こさっきっしすゃぇ ゃ ╄とけさうか, ‶けさ-
すせゅぇかうは. ‶さっい 1946-すぇ こさっ-
ゅけゃけさうすっ いぇ こさけゃっあょぇくっ くぇ 
]ゃっすけゃくけ こなさゃっくしすゃけ しぇ こけょ-
くけゃっくう, くけ すけ くっ しっ こさけゃっあ-
ょぇ いぇさぇょう こさっあょっゃさっきっくくぇすぇ 
しきなさす くぇ ┿かったうく.                                                                       
] くぇえ-ゃうしけおけすけ ╄╊¨. 【ぇた-

きぇすくうはす おけっそうちうっくす くぇ ┿かっ-

╇ つっすうさうきぇすぇ ゃくせちう くぇ ╂っくつけ ]すぇえくけゃ しぇ うくあっくっさう. 〈っ 
しぇ しさっょ 75-きぇすぇ しけぉしすゃっくうちう しっゅぇ くぇ さっしすうすせうさぇくぇすぇ こさっい 
1994 ゅけょうくぇ ╄くうくしおぇ ╁╄『.

たうく っ くぇえ-ゃうしけおうはす - 2690. 
╄╊¨ っ しうしすっきぇ いぇ けちっくおぇ くぇ 
しうかぇすぇ くぇ うゅさぇつぇ, しないょぇょっくぇ 
けす こさけそ. ┿さこぇょ ╄かけ. 
“╆ぇ きっく てぇたきぇすなす くっ っ うゅさぇ, 

すけえ っ ういおせしすゃけ” - おぇいゃぇか させ-
しおうはす てぇたきぇすうしす. ╇ ょけおぇいゃぇか 
すけゃぇ しなし しゃけはすぇ ぉかっしすはとぇ うく-
すせうちうは う はさおう ゃないきけあくけしすう 
いぇ おけきぉうくぇすうゃくけ いさっくうっ.
]ぇきうはす ╉ぇこぇぉかぇくおぇ すゃなさょう, 

つっ ょぇ くぇぉかのょぇゃぇて うゅさぇすぇ くぇ 
┿かったうく っ うしすうくしおけ いさっかうとっ う 
つっ すけえ うきぇ くぇえ-いぇぉっかっあうすっか-
くぇすぇ てぇたきぇすくぇ こぇきっす, おけはすけ 
くはおけゅぇ っ しなとっしすゃせゃぇかぇ. ╆ぇ 
〈ぇさすぇおけゃっさ すけえ ぉうか せくうゃっさ-
しぇかっく うゅさぇつ う おぇすけ すぇおなゃ くは-
きぇか さぇゃっく. ]こぇしおう ゅけ しつうすぇか 
いぇ くぇえ-ゃっかうおうは てぇたきぇすうしす, ぇ 
〈ぇか おぇいゃぇか: „┿かったうく こけさぇいは-
ゃぇ し ういおかのつうすっかくうは しう おけき-
ぉうくぇちうけくっく すぇかぇくす う ぉっいいぇ-
ゃっすくぇ かのぉけゃ おなき てぇたぇ.“                                                                                    
〈っけさっすうおなす ┿かったうく. ┿かっ-

たうく っ くぇえ-ゅけかっきうはす すっけさっ-
すうお-ぇくぇかうすうお いぇ ゃさっきっすけ 
しう. ]ぉけさくうちうすっ う おくうゅうすっ 
きせ „╋けうすっ くぇえ-ょけぉさう こぇさ-
すうう“ う „‶け こなすは おなき くぇえ-
ゃうしけおうすっ てぇたきぇすくう こけしすう-
あっくうは“ しすぇゃぇす おかぇしうつっしおう 
こさけういゃっょっくうは くぇ おけきっくすぇ-
すけさしおけすけ きぇえしすけさしすゃけ. 〈けえ 
すっけさっすうつくけ けぉけしくけゃぇゃぇ う 
こさぇおすうつっしおう せすゃなさあょぇゃぇ 
おけくおさっすっく こけょたけょ こさう さってぇ-
ゃぇくっすけ くぇ さっょうちぇ てぇたきぇす-
くう こさけぉかっきう, ゃないくうおゃぇとう 
ゃ っょくぇ うかう ょさせゅぇ こけいうちうは.                                                                                                                              
′ぇさうつぇかう ┿かっおしぇくょなさ ┿かっお-
しぇくょさけゃうつ „ゅっくうえ くぇ てぇた-
きぇすくうすっ おけきぉうくぇちうう”. 〈けえ 
しぇきうはす おぇいゃぇか: „╉けきぉう-
くぇちうはすぇ - すけゃぇ っ ょせてぇ-
すぇ くぇ てぇたきぇすくぇすぇ うゅさぇ!”.                                                     
┿かったうく っ しきはすぇく いぇ さけょけ-
くぇつぇかくうお くぇ せくうゃっさしぇかくうは 
しすうか くぇ うゅさぇ う いぇ けしくけゃけこけ-
かけあくうお くぇ させしおぇすぇ てぇたきぇすくぇ 
ておけかぇ. 
[せしおう う そさっくしおう てぇた-

きぇすっく ゅっくうえ. ‶けしかっょくうすっ 
きっしっちう けす あうゃけすぇ しう てぇた-
きぇすうしすなす くぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ 
こさっおぇさゃぇ ゃ ぉっょくけしす う しぇきけすぇ 
ゃ ‶けさすせゅぇかうは - けすつぇはく う ぇか-
おけたけかういうさぇく, し たうこっさすけくうは 
う きくけあっしすゃけ ょさせゅう ぉけかっあ-
おう. 〉きうさぇ こさっい 1946 ゅ. くぇ 54 
ゅけょうくう ゃ たけすっかしおぇすぇ しう しすぇは 
ゃ ╄とけさうか, くぇえ-ゃっさけはすくけ けす 
しなさょっつっく  こさうしすなこ. 〈けつくぇ-
すぇ こさうつうくぇ いぇ しきなさすすぇ きせ っ 
くっういゃっしすくぇ. ]かっょ 10 ゅけょうくう 
ゃはさくぇすぇ きせ ╂さっえし こさっくぇしは 
こさぇたぇ きせ ゃ ‶ぇさうあ, おなょっすけ 
っ  すなさあっしすゃっくけ こけゅさっぉぇく ゃ 
ゅさけぉうとっすけ ゃ ╋けくこぇさくぇし. ′ぇ 
こぇきっすくうおぇ きせ っ くぇこうしぇくけ 
„[せしおう う そさっくしおう てぇたきぇすっく 
ゅっくうえ“.
╁ いくぇお くぇ こけつうす おなき くっゅけ-

ゃうは くっゃっさけはすっく すぇかぇくす こさっい 
きぇさす 2013 ゅ. [せしうは う 《さぇく-
ちうは けさゅぇくういうさぇす きっあょせくぇさけ-
ょっく すせさくうさ-きっきけさうぇか ゃ ‶ぇ-
さうあ う ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ


