
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
ぃしそつかちさあてあ つ すかねてけてか

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7
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╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ とっ せつぇしすゃぇ ゃ っょくけ けす 
くぇえ-ゅけかっきうすっ う こさっしすうあくう しゃっすけゃくう ういかけあっくうは いぇ ゃけ-

っくくぇ すったくうおぇ う けすぉさぇくうすっかくう しうしすっきう, おけっすけ しっ こさけゃっあょぇ 
ゃ うくょうえしおぇすぇ しすけかうちぇ ′の ╃っかたう けす 6-すう ょけ 9-すう そっゃさせぇさう. 
╉ぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ っ すさぇょうちうけくっく せつぇしすくうお ゃ うい-

かけあっくうっすけ, くぇ おけっすけ しさっとぇ しう ょぇゃぇす くぇえ-ょけぉさうすっ こさけういゃけ-
ょうすっかう くぇ ういょっかうは いぇ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ こさけきうてかっくけしす. 
╁ すぇいゅけょうてくけすけ ういかけあっくうっ DEF EXPO 2014  しっ こさっょしすぇ-

ゃはす そうさきう けす けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは けす 40 しすさぇくう, しさっょ 
おけうすけ ]┿】, [せしうは, 〈せさちうは, ‶けかてぇ, [せきなくうは, ┿くゅかうは, 《さぇく-
ちうは, 〉おさぇえくぇ, 》けかぇくょうは, ╇くょうは, 【ゃっえちぇさうは, ぃあくぇ ╉けさっは, 
┿さぇぉしおう ¨ぉっょうくっくう っきうさしすゃぇ う ょさせゅう.
╉ぇいぇくかなておぇすぇ そうさきぇ とっ しっ こさっょしすぇゃう し くぇえ-くけゃうすっ しう 

さぇいさぇぉけすおう う し くぇえ-ぉけゅぇすうは ぇしけさすうきっくす けす しゃけうすっ ういょっかうは. 
』ぇしす けす すはた ょけしっゅぇ くっ しぇ こけおぇいゃぇくう くぇ くうすけ っょくけ けす ういかけあっ-
くうはすぇ, ゃ おけうすけ そうさきぇすぇ っ せつぇしすゃぇかぇ. 
′ぇ DEF EXPO 2014 いぇ こなさゃう こなす とっ ぉなょぇす こさっょしすぇゃっくう 

くけゃぇ さぇいさぇぉけすおぇ くぇ ぇゃすけきぇす „┿さしっくぇか” う くけゃう さぇいさぇぉけすおう 
くぇ ゅさぇくぇすう. 
┿さしっくぇかしおうはす こぇゃうかうけく くぇ DEF EXPO 2014  っ し こかけと けす 66 

おゃぇょさぇすくう きっすさぇ. ╆ぇ こなさゃう こなす くぇ すけゃぇ ういかけあっくうっ そうさきぇすぇ 
しっ こさっょしすぇゃは くぇ すけかおけゃぇ ゅけかはき すっさっく. 《うさきっくうはす こぇゃうかう-
けく っ し ういおかのつうすっかくう ょういぇえくっさしおう さってっくうは, ぉっい ぇくぇかけゅ いぇ 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, こさっょしすぇゃはとう くけゃぇすぇ おけさこけさぇすうゃくぇ ゃう-
いうは, おけはすけ „┿さしっくぇか” しっ しすぇさぇっ ょぇ くぇかぇゅぇ くぇ きっあょせくぇさけょ-
くうすっ こぇいぇさう う そけさせきう.   
╁ ╇くょうは そうさきぇすぇ とっ ぉなょっ こさっょしすぇゃっくぇ けす ういこなかくうすっかくうは 

ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか 2000” 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ う しこっちうぇかうしすう 
けす けすょっか „╀ういくっし さぇいゃうすうっ”. 
〉つぇしすうっすけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ すぇいゅけょうてくけすけ ういかけあっくうっ ゃ ╇く-

ょうは っ けしけぉっくけ いくぇおけゃけ, こさっょゃうょ そぇおすぇ, つっ しっ くぇゃなさてゃぇ 
おさなゅかぇ  ゅけょうてくうくぇ けす しすなこゃぇくっすけ くぇ „┿さしっくぇか” くぇ うくょうえ-
しおうは こぇいぇさ. 

〈けえ しっ おぇいゃぇ 〈っくぬけ ‶けこきうくつっゃ, さけょっく 
っ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっょう 36 ゅけょうくう う けすょぇゃくぇ 
くっ あうゃっっ ゃっつっ すせお. ╁ないこうすぇくうお くぇ ‶╋╂ 
„′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ”, っょうく けす すぇかぇくす-
かうゃうすっ せつっくうちう くぇ そういúおぇ 〈っけょけしうえ 
〈っけょけしうっゃ. 〉つぇしすくうお っ ゃ ょゃっ しゃっすけゃ-
くう けかうきこうぇょう こけ そういうおぇ – ゃ ¨しかけ う ゃ 
‶っおうく. ╆ぇゃなさてゃぇ そういうおぇ ゃ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす, ょけおすけさぇくすせさぇすぇ しう こさぇゃう 
ゃ ╉けかけさぇょしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ╀けせかょなさ, 
]┿】, さぇぉけすっえおう ゃ ぇしけちううさぇくうは うくしすう-
すせす JILA. [なおけゃけょうすっかうすっ きせ しぇ しっきっえ-
しすゃけ そういうちう, しないょぇすっかう くぇ こなさゃうは はさなお 
っおしすさっきぇかっく せかすさぇゃうけかっすけゃ かぇいっさ. Tけいう 
うくしすうすせす っ くっけしこけさうき しゃっすけゃっく かうょっさ 
こけ ぇすけきくぇ, きけかっおせかはさくぇ う けこすうつくぇ そう-
いうおぇ し すさう ′けぉっかけゃう くぇゅさぇょう ゃ けぉかぇしすすぇ 
いぇ こけしかっょくけすけ ょっしっすうかっすうっ. ‶さっい 2011 
ゅ. ょけおすけさしおぇすぇ ょうしっさすぇちうは くぇ おぇいぇく-
かなておうは きかぇょ きなあ っ ういぉさぇくぇ けす ┿きっさう-
おぇくしおけすけ そういうつくけ けぉとっしすゃけ いぇ っょくぇ けす 

] こけょおさっこぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ „╋ったぇすさけくうおぇ“ しすぇゃぇ くぇえ-
くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす, おけはすけ くぇっしっく とっ しなぉっさっ ゃ ‶さけそっ-

しうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお こなさゃうは 
ゃうこせしお きかぇょっあう, くぇ おけうすけ しっ さぇいつうすぇ ょぇ こけこなかくはす こけすさっぉ-
くけしすうすっ ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ こさっょこさうはすうは くぇ ╉ぇいぇくかなお 
けす おゃぇかうそうちうさぇくう おぇょさう ゃ ぉさぇくてぇ.  
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 

ゃっつっ っ ういこさぇすうか ょけ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ 
こけょおさっこはとけ こうしきけ し こさっょかけあっくうっ いぇ しなゃきっしすくぇ ょっえくけしす う 
せゃっさっくうっ いぇ こさっょけしすぇゃはくっ くぇ ちはかぇすぇ ぉぇいぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
いぇ こさけういゃけょしすゃっくけ けぉせつっくうっ くぇ せつっくうちうすっ し ちっか こけょゅけす-
ゃはくっ くぇ おぇつっしすゃっくう こさけそっしうけくぇかうしすう, おけうすけ ゃ しかっょゃぇとうすっ 
ゅけょうくう とっ しっ さっぇかういうさぇす ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ くぇえ-ゅけかはきけ-
すけ きぇてうくけしすさけうすっかくけ こさっょこさうはすうっ うかう ょけしすけえくけ とっ こさけ-
ょなかあぇす けぉさぇいけゃぇくうっすけ しう ゃ すったくうつっしおうすっ せくうゃっさしうすっすう. ╁ 
„╋ったぇすさけくうおぇ“ とっ しっ こさうっきぇす せつっくうちう しかっょ いぇゃなさてっく けしきう 

おかぇし. ]こっちうぇかくけしすすぇ っ くけゃぇ, 
きけょっさくぇ う ぇおすせぇかくぇ. ‶け ょせ-
きうすっ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ せつう-
かうとっすけ, ゅけしこけあぇ ╃っきうさっゃぇ, 
すけゃぇ っ しゃけっゅけ さけょぇ たうぉさうょくぇ 
しこっちうぇかくけしす, おけはすけ ゃおかのつゃぇ 
けぉせつっくうっ くぇ せつっくうちうすっ こけ 
きぇてうくけいくぇくうっ, っかっおすさけすった-
くうおぇ, っかっおすさけくうおぇ う おけきこの-
すさう.
‶けょおさっこぇ いぇ くけゃぇすぇ しこっ-

ちうぇかくけしす ゃっつっ っ ょぇょっくぇ けす 
けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか ╅うゃおぇ 
┿かぇょあけゃぇ くぇ いぇしっょぇくうっすけ 
くぇ ¨ぉかぇしすくぇすぇ おけきうしうは こけ 
いぇっすけしすすぇ くぇ 23-すう はくせぇさう, 
くぇ おけっすけ すは っ こさっょしすぇゃうかぇ う 
きけすうゃうさぇかぇ くせあょぇすぇ けす けぉせ-
つっくうっすけ くぇ きったぇすさけくうちう ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ¨つぇおゃぇ しっ う けょけ-
ぉさっくうっすけ くぇ きうくうしすなさぇ くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ ┿くっかうは ╉かう-
しぇさけゃぇ, しすぇくぇかぇ こけこせかはさくぇ 
し こさうけさうすっすくうは しう うくすっさっし 
おなき しさっょくけすけ こさけそっしうけ-
くぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ せ くぇし ゃ 
こけかうすうおぇすぇ くぇ しっゅぇてくけすけ 
こさぇゃうすっかしすゃけ. ]こっちうぇかくけしす-
すぇ っ こさっょゃぇさうすっかくけ けぉしなあ-
ょぇくぇ ゃ きうくうしすさっしすゃけすけ, けし-
すぇゃぇ ょぇ ぉなょっ う けそうちうぇかくけ 
さぇいこうしぇくぇ う ゃ いぇこけゃっょすぇ くぇ 
きうくうしすなさ ╉かうしぇさけゃぇ いぇ ╃なさ-
あぇゃくうは こかぇく-こさうっき こさっい 
せつっぉくぇすぇ 2014-2015 ゅけょうくぇ. 

‶ぇゃっかぉぇくしおうはす おけさっく. 
[けょうすっかう くぇ 〈けょけさ ╋ぇ-

いぇさけゃ しぇ [せしう ╋ぇいぇさけゃ う 
╁ぇくは ╀せさゅけょあうっゃぇ. ╀っょくけすけ 
しっきっえしすゃけ しっ こさったさぇくゃぇ, けす-
ゅかっあょぇえおう きぇしかけょぇえくう さけいう. 
╉けさっくなす きせ っ けす ういゃっしすくうすっ 
おけいぇさう 〈せさょぇくけゃう けす しっかけ 
〈せさうは, こけかせつうかう こさはおけさぇ 
╋ぇいぇさうすっ いぇさぇょう こけきうくなおぇ 

しう (きぇいぇさょあうう しぇ たけさぇすぇ, 
おけうすけ こさっさぇぉけすゃぇす きかはおけ). 
╃っすしすゃけすけ くぇ ぉなょっとうは ゅけかはき 
こっゃっち, くぇしかっょうか ゅかぇしぇ くぇ 
きぇえおぇ しう, こさっきうくぇゃぇ ゃ すっあなお 
すさせょ ゃ さけいけゃうすっ ゅさぇょうくう う 
くぇ すのすのくぇ. ╉けゅぇすけ っ くぇ けしっき 
ゅけょうくう, しかっょ こさっおぇさぇく おけさっ-
きっく すうそ, きけきつっすけ ゅせぉう ゅかぇ-
しぇ う ゅけゃけさぇ しう. ╊っおぇさうすっ しぇ 
ぉっいこけきけとくう. ╊っかは きせ 〈けすぇ ゅけ 
かっおせゃぇ し くぇさけょくぇ きっょうちうくぇ 
う つせょけすけ しすぇゃぇ - 〈けょけさ ゃない-
ゃさなとぇ ゅかぇしぇ しう…                                                                
„╂かぇしなす すう っ ゅけかはきけ しな-

おさけゃうとっ!” 〈ぇおぇ ゃないおかうおゃぇ 
きかぇょうはす すけゅぇゃぇ おけきこけいうすけさ 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ, つせゃぇえおう 〈け-
ょけさ, おけえすけ こっっか ゃ しぇきけょっえ-
くうは たけさ こさう おぇいぇくかなておけすけ 
つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”. ‶さっょう 
すけゃぇ ╋ぇいぇさけゃ せつう ゃ ╉ぇいぇく-
かなておぇすぇ こっょぇゅけゅうつっしおぇ ゅうき-
くぇいうは. ′っゅけゃぇ ゅけかはきぇ  かのぉけゃ 
しすぇゃぇ ちうゅせかおぇすぇ. 〉ょうゃうすっか-
くぇすぇ きせ ょぇさぉぇ っ けすおさうすぇ しかせ-
つぇえくけ. ╉けゅぇすけ, おぇすけ ゃけえくうお 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ゃけえくうちうすっ 
きぇさてうさせゃぇす う こっはす こけ せかう-
ちうすっ, おさぇしうゃうはす ゅかぇし くぇ しけ-
かうしすぇ こさうゃかうつぇ ゃくうきぇくうっすけ 
くぇ ╃うきうすなさ 》さうしすけゃ けす ]すぇ-
さけいぇゅけさしおぇすぇ けこっさぇ. ]かっょ  
おぇいぇさきぇすぇ すけえ ゅけ ゃいっきぇ いぇ 
たけさうしす ゃ けこっさぇすぇ. 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ, おけえすけ こけ-

おなしくけ いぇっょくけ しなし しなこさせゅぇすぇ 
しう おせきせゃぇ くぇ しゃぇすぉぇすぇ くぇ ╋ぇ-
いぇさけゃ, しきはすぇか, つっ „くぇさけょなす 
くう っ こっすうきっく いぇ ゅけかはきけ うい-
おせしすゃけ” う すぇおなゃ ゅかぇし くっ ぉうゃぇ 
ょぇ しっ こさけこうかはゃぇ, ぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ ておけかせゃぇ. 〈けえ ょぇゃぇ こさっこけ-
さなおぇ ょけ ╇ゃぇく ╁せかぬこっ – っょうく 
けす ょけぇえっくうすっ くぇ けこっさくけすけ 
くう ういおせしすゃけ, う 24-ゅけょうてくう-
はす 〈けょけさ こけしすなこゃぇ ゃ ╋せいう-
おぇかくぇすぇ ぇおぇょっきうは. ╃けこなかゃぇ 
きぇかおけすけ しさっょしすゃぇ けす ゃおなとう, 
こっっおう ゃ ちなさおけゃくう たけさけゃっ う 
おぇすけ しけかうしす ゃ たけさ „╂せしかぇ“, 
おけえすけ ょけ おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう 
くぇさうつぇ „きけっすけ こなさゃけ ゅくっい-
ょけ“.                                                                                             
„╋っあょせ ゃぇし っ っょくぇ せす-

さってくぇ いゃっいょぇ.“ ╃せきうすっ  
しぇ くぇ 《ぬけょけさ 【ぇかはこうく. ¨す-
こさぇゃは ゅう こけ ゃさっきっ くぇ ゅけし-

すせゃぇくっすけ しう ゃ ╀なかゅぇさうは おなき 
おけかっゅうすっ くぇ 〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ, 
いぇっょくけ し おけゅけすけ ゃっかうおうはす ぉぇし 
こっっ くぇ っょくぇ しちっくぇ. ╃ゃっ ゅけょう-
くう こさっょう すけゃぇ, こさっい 1932 ゅ., 
╋ぇいぇさけゃ っ こさうっす いぇ しすぇあぇくす 
ゃ ]けそうえしおぇすぇ くぇさけょくぇ けこっさぇ 
おぇすけ たけさうしす, おけえすけ ょせぉかうさぇ 
さけかう. ‶なさゃぇすぇ きせ しっさうけいくぇ 
しけかけゃぇ こぇさすうは っ くぇ [ぇせか ゃ 

„》せゅっくけすう“. ╁なこさっおう, つっ ょっ-
ぉのすなす きせ っ けちっくっく ぉかっしすはとけ, 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ けこっさぇすぇ 
こっす ゅけょうくう ょなさあう ╋ぇいぇさけゃ 
くぇ ゃさっきっくっく ょけゅけゃけさ う し うい-
おかのつうすっかくけ くうしおぇ いぇこかぇすぇ. 
]なょぉぇすぇ ゅけ しさっとぇ しなし ]かぇゃぇ 
【かぇきぉけさぇ - つったおうくは, ょなとっさは 
くぇ たせょけあくうお-ゅさぇそうお, くっゅけゃぇ 
おけかっあおぇ けす ぇおぇょっきうはすぇ, おけは-
すけ ゅけ こけょおさっこは う いぇ おけはすけ すけえ 
しっ あっくう. ]かぇゃぇ っ すぇかぇくすかうゃぇ, 
うきぇ ゃうしけおぇ きせいうおぇかくぇ おせかすせ-
さぇ, こさっょ くっは っ しけぉしすゃっくぇすぇ え 
おぇさうっさぇ, くけ すは しっ けすおぇいゃぇ けす 
くっは う こけしゃっとぇゃぇ ちはかけすけ しう 
ゃさっきっ う ゃくうきぇくうっ くぇ つけゃっおぇ, 
おけゅけすけ けぉうつぇ, う くぇ くっゅけゃけすけ 
ぉなょっとっ おぇすけ こっゃっち. 
„╄すけ っょうく つけゃっお, ゃ つう-

うすけ おさぇおぇ せすさっ とっ かっあう 
ちっかうはす しゃはす!” ╇いおかのつうすっか-
くぇ こけょおさっこぇ きかぇょうはす こっゃっち 
こけかせつぇゃぇ う けす きせいうおぇかくうは 
こっょぇゅけゅ ╅っかの ╋うくつっゃ. ] くっ-
ゅけゃぇすぇ こけきけと こさっい 1937 ゅ. 
〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ しっ はゃはゃぇ くぇ 
╋っあょせくぇさけょくうは こっゃつっしおう 
おけくおせさし ゃなゃ ╁うっくぇ. ╉けかっゅう-
すっ きせ ゃ けこっさぇすぇ しぇ ゃ てけお けす 
いぇゃうしす. ╇ おけゅぇすけ すけえ きけかう いぇ 
けすこせしお, っょうく けす ょうさうゅっくすうすっ 
いぇはゃはゃぇ: „╋ぇいぇさけゃ くっ ぉうゃぇ 
ょぇ しっ こせしおぇ ゃなゃ ╁うっくぇ! 】っ 
けさっいうかう しっぉっ しう う すっぇすなさぇ, う 
╀なかゅぇさうは!“  ╁ けこっさぇすぇ うきぇかう 
ょさせゅ そぇゃけさうす, おけえすけ しなとけ 
いぇきうくぇか, こさう すけゃぇ し こさっこけさな-
おう, くけ くっ せしこはか う しっ ゃなさくぇか.   
]なし いぇっきう けす こさうはすっかう, いぇ-

っょくけ し ╅っかの ╋うくつっゃ, ╋ぇいぇ-
さけゃ こさっょこさうっきぇ しなょぉけゃくけすけ 
しう こなすせゃぇくっ ょけ ╁うっくぇ. ]かっょ 
こさけしかせてゃぇくっ くぇ 120 こっゃちう 
けす ちはか しゃはす あせさうすけ ゅけ おかぇしう-
さぇ くぇ こなさゃけ きはしすけ! „╄すけ っょうく 
つけゃっお, ゃ つううすけ おさぇおぇ せすさっ とっ 
かっあう ちっかうはす しゃはす. ′っゅけゃうはす 
ゅかぇし っ くっけちっくうきけ しなおさけゃう-
とっ - しなとうくしおう ╉ぇさせいけ, しぇきけ 
つっ し こけ-おさぇしうゃう, こけ-しゃっすかう う 
こけ-あういくっくう ゃうしけつうくう!“ - いぇ-
はゃはゃぇ ╀させくけ ╁ぇかすっさ, っょうく けす 
くぇえ-ゅけかっきうすっ すけゅぇゃぇてくう ょう-
さうゅっくすう. 
]ゃっすけゃくぇ いくぇきっくうすけしす.

╆ぇ っょくぇ くけと 〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ 
しすぇゃぇ しゃっすけゃくぇ いくぇきっくうすけしす. 

¨す ╁うっくしおぇすぇ とぇすしけこっさぇ 
きせ こさっょかぇゅぇす ょけゅけゃけさ いぇ 25 
ゅけょうくう. ′うおけえ ょさせゅ くうすけ 
こさっょう, くうすけ しかっょ すけゃぇ くっ っ 
こけかせつぇゃぇか すけかおけゃぇ ょなかなゅ 
ょけゅけゃけさ. ′ぇ すぇいう しちっくぇ しぇ 
こっかう  う ょさせゅう こさけつせすう くぇてう  
けこっさくう いゃっいょう: ╊のぉぇ ╁っかうつ, 
╀けさうし 》さうしすけゃ, ′うおけかぇえ ╂は-
せさけゃ, ′うおけかぇ ╂のいっかっゃ, ]すっ-

そぇく ╄かっくおけゃ, ╋ぇさゅぇさうすぇ 
╊うかけゃぇ, ′うおけかぇ ′うおけかけゃ, 
[ぇえくぇ ╉ぇぉぇうゃぇくしおぇ, ╂っくぇ 
╃うきうすさけゃぇ, ┿くくぇ 〈けきけゃぇ-
]うくすけゃぇ う ょさ., おぇおすけ う きくけ-
いうくぇ けす ょくってくうすっ くう きかぇょう 
ぇさすうしすう.
′ぇ 26 しっこすっきゃさう 1937 ゅ. 

╋ぇいぇさけゃ ょっぉのすうさぇ し さけかはすぇ 
くぇ [ぇょぇきっし ゃ „┿うょぇ“. ′っゅけゃぇ 
こぇさすくぬけさおぇ っ こさけつせすぇすぇ ╋ぇ-
さうは ′っきっす. 〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ っ 
こなさゃうはす こっゃっち, ういこなかくはゃぇと 
くぇ ゃうっくしおぇすぇ けこっさくぇ しちっくぇ 
ぇさううすっ しう くぇ ぉなかゅぇさしおう /いぇ-
とけすけ けとっ くっ いくぇっか っいうおぇ/, 
ぇ こぇさすくぬけさうすっ きせ こっっかう くぇ 
くっきしおう. 〈けゃぇ っ こさっちっょっくす, 
ょけこせしくぇす しぇきけ いぇさぇょう すけゃぇ, 
つっ こせぉかうおぇすぇ こさっくっぉさっゅゃぇ 
すっおしすぇ, いぇ ょぇ しっ くぇしかぇょう くぇ 
ゅかぇしぇ きせ! ‶け-おなしくけ, しかっょ 
おぇすけ っょうく くっきしおう けそうちっさ 
ういぉせたゃぇ, ゃないきせすっく けす „ぉっい-
けぉさぇいうっすけ” ょぇ しっ こっっ くぇ しかぇ-
ゃはくしおう っいうお, ╋ぇいぇさけゃ いぇせ-
つぇゃぇ ぇさううすっ しう くぇ くっきしおう. 
〈さうせきそぇかくうはす きせ こなす こけ 
っゃさけこっえしおうすっ しちっくう こさけょなか-
あぇゃぇ こけつすう 40 ゅけょうくう. 
„′けゃけすけ ゅかぇしけゃけ つせょけ”.

╊うさうおけ-ょさぇきぇすうつっく すっくけさ 
し てうさけおけ こっゃつっしおけ ぇきこかけぇ, 
╋ぇいぇさけゃ ういこなかくはゃぇ すっくけ-
さけゃうすっ こぇさすうう ゃ くぇえ-こけこせ-
かはさくうすっ けこっさう, おけうすけ きせ 
しこっつっかゃぇす しゃっすけゃくぇ しかぇゃぇ: 
„╀けたっきう“, „〈さぇゃうぇすぇ“, „〈け-
しおぇ“, „╃けく ╉ぇさかけし“, „[うゅけ-
かっすけ“, „〈させぉぇょせさ“, „》けゃぇく-
とうくぇ“, „╄ゃゅっくうえ ¨くっゅうく“, 
„[けきっけ う ╅せかうっすぇ“, „]っかしおぇ 
つっしす“, „╀ぇか し きぇしおう“, „╉くはい 
╇ゅけさ“, „┿そさうおぇくおぇすぇ“, „╀け-
さうし ╂けょせくけゃ“ う ょっしっすおう ょさせ-
ゅう. ╆ぇ ゃさなた ゃ おぇさうっさぇすぇ きせ 
しっ しきはすぇ こぇさすうはすぇ くぇ ┿さ-
くけかょけ ゃなゃ „╁うかたっかき 〈っか“, し 
おけはすけ ╋ぇいぇさけゃ こけおけさはゃぇ ╊ぇ 
]おぇかぇ ゃ ╋うかぇくけ, しかっょ おけっすけ 
おさうすうおぇすぇ ゅけ くぇさうつぇ „くけゃけすけ 
ゅかぇしけゃけ つせょけ“. ]きはすぇかけ しっ, 
つっ すけゃぇ っ っょくぇ けす くぇえ-すさせょ-
くうすっ すっくけさけゃう こぇさすうう う いぇ 
くっは すさはぉゃぇ „あっかはいくけ ゅなさかけ”. 
‶さっい ちはかぇすぇ しう こっゃつっしおぇ 

おぇさうっさぇ  ╋ぇいぇさけゃ しっ しすさっ-
きはか ょぇ いぇこぇいう すゃけさつっしおぇすぇ 

しう うくょうゃうょせぇかくけしす, ういぉはゅ-
ゃぇえおう ゃしはおぇおゃけ こけょさぇあぇすっか-
しすゃけ. 〈ぇかぇくすかうゃうはす ぉなかゅぇさうく 
っ こさうつうしかはゃぇく おなき くぇえ-ゃっかう-
おうすっ すっくけさう くぇ  》》 ゃ., ゅかぇしなす 
きせ っ しさぇゃくはゃぇく し ゅかぇしけゃっすっ 
くぇ ╄くさうおけ ╉ぇさせいけ, ╀っくうぇきう-
くけ ╃あうかう, ┿せさっかうぇくけ ‶っさすう-
かっ, ┿かそさっょ ′せさう…        
] ╀なかゅぇさうは ゃ しなさちっすけ.

〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ けぉうつぇか ぉっい-
こさっょっかくけ さけょうくぇすぇ しう. ‶け 
しこけきっくう くぇ っょうくしすゃっくぇすぇ きせ 
ょなとっさは ╋ぇさうは ╋ぇいぇさけゃぇ-
╂うくっゃぇ, きせいうおぇかっく こっょぇゅけゅ,        
/おけはすけ うきぇ きぇかおぇ おなとうつおぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお う つっしすけ しっ いぇゃさなとぇ 
すせお/, すけえ おぇいゃぇか: “′っ いくぇき 
おぇお ぉうた あうゃはか, ぇおけ くはきぇた ゃ 
しなさちっすけ しう ╀なかゅぇさうは!”  ╂け-
かっきうはす こっゃっち きくけゅけおさぇすくけ 
ゅぇしすさけかうさぇか ゃ ]けそうえしおぇすぇ 
けこっさぇ う ゃ しすさぇくぇすぇ. ‶ぇさすくう-
さぇかう きせ ′ぇょは 〈けょけさけゃぇ, ╋う-
たぇうか ‶けこけゃ, ╊うかはくぇ ╀ぇさっゃぇ, 
╇かおぇ ‶けこけゃぇ う ょさせゅう けこっさくう 
ぇさすうしすう – っょくけ うしすうくしおけ ぉなか-
ゅぇさしおけ しないゃっいょうっ けす ょぇさけゃう-
すう こっゃちう. ╁しはおぇ くっゅけゃぇ こけ-
はゃぇ ゃ ]けそうは しっ こさっゃさなとぇかぇ 
ゃ ゅけかはきけ おせかすせさくけ しなぉうすうっ. 
》けさぇすぇ, おけうすけ うしおぇかう ょぇ つせはす 
くっゃっさけはすくうは きせ ゅかぇし う ょぇ 
しっ ょけおけしくぇす ょけ けゅさけきくうは きせ 
すぇかぇくす, つぇおぇかう こけ ちはかぇ くけと 
こさっょ ぉうかっすくうすっ おぇしう. ┿ とけき 
いぇこっっか, いぇかぇすぇ ういさうゅゃぇかぇ ゃ 
ぇこかけょうしきっくすう.
]おさけきくけしす ゃなゃ ゃっかうつうっ-

すけ. ╁なこさっおう しすさっきうすっかくぇすぇ 
しう おぇさうっさぇ, 〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ 
くうおけゅぇ くっ しっ ゃないゅけさょはか, くっ しっ 
しぇきけいぇぉさぇゃうか, くっ しっ つせゃしすゃぇか 
う くっ しっ ょなさあぇか おぇすけ いゃっいょぇ. 
′うおけゅぇ くっ いぇぉさぇゃうか ぉっょくけしす-
すぇ ゃ しっかしおうは しう ょけき ゃ ‶ぇゃっか 
ぉぇくは, けす おけえすけ すさなゅくぇか おなき 
しゃけは すさうせきそ, くっ いぇぉさぇゃうか 
すさせょぇ, かうてっくうはすぇ う けゅけさつっ-

くうはすぇ. „╃け おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう 
けしすぇくぇ っしすっしすゃっく, しおさけきっく, 
ょけしすなこっく う いっきっく つけゃっお...” 
– しこけょっかは けとっ ょなとっさはすぇ くぇ 
いくぇきっくうすうは こっゃっち, ょけこなか-
ゃぇえおう: “╆ぇ きっく ぉぇとぇ きう ぉってっ 
うしすうくしおう ぉなかゅぇさうく, っすぇかけく 
いぇ ぉなかゅぇさしおうは ょせた - せこけさうす, 
つっしすっく, こさはき, けすおさけゃっく, きくけ-
ゅけ すさせょけかのぉうゃ, きくけゅけ ぇきぉう-

ちうけいっく. [けょうくぇすぇ きくけゅけ きせ 
かうこしゃぇてっ”. 
‶けつうす おなき いくぇきっくうすうは 

ぉなかゅぇさうく. ╉なき おさぇは くぇ あう-
ゃけすぇ しう ╋ぇいぇさけゃ こけかせつぇゃぇ 
こさけそっしけさしおぇ すうすかぇ おぇすけ きせ-
いうおぇかっく こっょぇゅけゅ う っ こなさゃうはす 
ぉなかゅぇさうく, せょけしすけっく ゃ ┿ゃしすさうは 
し けさょっく いぇ ゃうしけおう こけしすうあっ-
くうは ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ おせかすせさぇすぇ. 
′ぇゅさぇょっく っ う し けさょっく “╉うさうか 
う ╋っすけょうえ” けす ぉなかゅぇさしおけすけ 
こさぇゃうすっかしすゃけ ゃなゃ ゃさないおぇ し 
くっゅけゃぇすぇ 70-ゅけょうてくうくぇ, くけ 
すけゃぇ けすかうつうっ いぇおなしくはかけ う くっ 
しすうゅくぇかけ ょけ くっゅけ こさうあうゃっ… 
〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ せきうさぇ くぇ 13 
しっこすっきゃさう 1975 ゅ. くぇ 70 ゅけょう-
くう. ′ぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ ╁うっくしおぇ-
すぇ けこっさぇ っ しこせしくぇすけ  つっさくけ 
いくぇきっ – こけつうす おなき いくぇきっくう-
すうは ぉなかゅぇさうく, ぇ おけゃつっゅなす きせ 
っ けすさせこぇく し ゃっくちう けす きくけ-
ゅけぉさけえくうすっ きせ  こけつうすぇすっかう.                                                                                                         
╃くっし しくうきおぇ くぇ 〈けょけさ ╋ぇいぇ-
さけゃ しすけう くぇえ ゃかはゃけ ゃ ゅぇかっ-
さうはすぇ くぇ ゅけかっきうすっ すっくけさう くぇ 
╁うっくしおぇすぇ とぇすしけこっさぇ. ╀なか-
ゅぇさうは くっ さぇいこけかぇゅぇ し くうすけ 
っょうく けそうちうぇかっく いぇこうし くぇ 
こけしすぇくけゃおぇ し 〈けょけさ ╋ぇいぇ-
さけゃ. ╆ぇこうしう うきぇ, くけ しぇ し 
きくけゅけ しおなこう ぇゃすけさしおう こさぇ-
ゃぇ う し すけいう こさけぉかっき きけあっ ょぇ 
しっ しこさぇゃう しぇきけ ょなさあぇゃぇすぇ.                                                                                   
′ぇ くっゅけゃけ うきっ っ くぇさっつっく 
ゅさぇょしおうはす たけさ こさう  つうすぇかう-
とっ “′ぇこさっょ”  ゃ ‶ぇゃっか ぉぇくは, 
くけしうすっか くぇ いかぇすくう きっょぇかう う 
けさょっく “╉うさうか う ╋っすけょうえ”. 
‶さっょう くはおけかおけ ゅけょうくう たけさうし-
すうすっ こけしっすうかう ゅさけぉぇ くぇ しゃけは 
こぇすさけく ゃなゃ ╁うっくぇ う  ╁うくっさ 
とぇすしけこっさぇ, おなょっすけ すったくうはす 
しなゅさぇあょぇくうく し ゅかぇしぇ しう こさけ-
つせか ╀なかゅぇさうは. ╇きっすけ くぇ 〈け-
ょけさ ╋ぇいぇさけゃ くけしう う っょくぇ せかう-
ちぇ ゃ ‶ぇゃっか ぉぇくは. ╁ ゅさぇょしおうは 
こぇさお ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ っ うい-

ょうゅくぇす しおさけきっく ぉっかけおぇきっくっく 
こぇきっすくうお – し こけつうす う こさういくぇ-
すっかくけしす けす いっきかはちうすっ きせ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
‶け きぇすっさうぇかう くぇ

╈けさょぇくおぇ 〈さけこけかけゃぇ
う こせぉかうおぇちうう ゃ うくすっさくっす

¨こっさくうはす こっゃっち - すっくけさ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ しすう-
かぇ ぉっかおぇくすけ, 〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ, くぇさうつぇく „╀なかゅぇさ-
しおうはす ╉ぇさせいけ”, っ さけょっく ゃ ‶ぇゃっか ぉぇくは くぇ 2 はくせぇ-
さう  1905 ゅ. 〈けえ っ こなさゃうはす けこっさっく こっゃっち, ういこはか 
くぇ しちっくぇすぇ くぇ ╁うっくしおぇすぇ とぇすしけこっさぇ ぇさううすっ しう 
くぇ ぉなかゅぇさしおう っいうお. ]きはすぇく っ いぇ っょうく けす くぇえ-ゃっ-
かうおうすっ すっくけさう くぇ 》》 ゃっお.
〉ぉっょっく, つっ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ きせ こさっょしすけう ょぇ こっっ 

くぇ こなさゃけおかぇしくうすっ っゃさけこっえしおう しちっくう, ょうさうゅっく-
すなす くぇ ‶ぇさうあおぇすぇ „¨こっさぇ おけきうお” 《っさくぇく ╋ぇ-
しけく ゃないおかうおゃぇ: “′っゅけゃうはす こっゃつっしおう ょぇさ う くっ-
ゅけゃうはす ゅかぇし しぇ っょくけ つせょけ!”
╋ぇいぇさけゃ ういこなかくはゃぇ すっくけさけゃうすっ こぇさすうう ゃ けこっ-

さうすっ „╀けたっきう“, „〈さぇゃうぇすぇ“, „〈けしおぇ“, „╃けく ╉ぇさ-
かけし“, „[うゅけかっすけ“, „〈させぉぇょせさ“, „》けゃぇくとうくぇ“, 
„╄ゃゅっくうえ ̈ くっゅうく“, „[けきっけ う ╅せかうっすぇ“, „]っかしおぇ 
つっしす“, „╀ぇか し きぇしおう“, „╉くはい ╇ゅけさ“, „┿そさうおぇく-
おぇすぇ“, „╀けさうし ╂けょせくけゃ“, „╁うかたっかき 〈っか” う ょさせ-
ゅう, おけうすけ きせ くけしはす しゃっすけゃくぇ しかぇゃぇ.
〉きうさぇ こさっい 1975 ゅ. ゃなゃ ╁うっくぇ.

つっすうさうすっ くぇえ-くけゃぇすけさしおう ゃ けぉかぇしすすぇ ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ.
 ╁かういぇ ゃ しゃっすけゃくぇすぇ くぇせつくぇ うしすけさうは くぇ きかぇょうすっ ういけぉさっすぇすっかう ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ せくうおぇかくぇ 

さぇいさぇぉけすおぇ, しないょぇょっくぇ し こけきけとすぇ くぇ っおうこぇ, おけえすけ さなおけゃけょう – こなさゃう こけ さけょぇ しう ゃ しゃっすぇ 
くぇしすけかっく さっくすゅっくけゃ かぇいっさ. 

¨すおさうすうっすけ くぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ 

っ こさっかけきくけ くっ しぇきけ いぇ くぇせおぇすぇ, いぇ きっょうちうくぇすぇ, くけ う いぇ つけゃっつっしすゃけすけ おぇすけ ちはかけ. ╆ぇ くっゅけ 
くっ しこうさぇす ょぇ ゅけゃけさはす う こうてぇす ]う ╄く ╄く, ╀う ╀う ]う, ′の ╈けさお 〈ぇえきし, くぇえ-さっくけきうさぇくうすっ ゃ 
しゃっすぇ くぇせつくう しこうしぇくうは „Physical Review Letters”, „Nature Photonics”, „Science”, ゅけかっきうすっ 
おぇくぇょしおう, させしおう, おうすぇえしおう, はこけくしおう う っゃさけこっえしおう, ょけさう ぇゃしすさぇかうえしおう きっょうう.
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]すけはく っ けす けくいう こけしかっょっく 
ゃうこせしお くぇてっくちう, せしこっかう ょぇ 
しっ ょうこかけきうさぇす ゃ 〈せかぇ, こさっょう 
╀なかゅぇさうは ょぇ ゃかっいっ ゃ ′┿〈¨. 〈けえ 
いぇきうくぇゃぇ ゃ [せしうは  ょぇ せつう いぇ うく-
あっくっさ-けさなあっえくうお こさっい 1996-

すぇ. 〈さなゅゃぇす ょっしっすうくぇ ょせてう, こけ-
しかっ しすぇゃぇす つっすうさう こなすう こけゃっつっ. 
〈けゃぇ っ こなす こけ しすなこおうすっ くぇ ぉぇ-
とぇすぇ, いぇゃなさてうか くぇゃさっきっすけ ゃ 
]]][. ]すけはく こけきくう ょっすしすゃけすけ 
しう, こけおさぇえ ゃしうつおけ ょさせゅけ, う し 

けくいう かうこしゃぇと すぇすおけ, おけえすけ いぇ-
きうくぇゃぇ けす ゃおなとう, いぇ ょぇ しっ ゃなさ-
くっ けす ╋けしおゃぇ し おせこ くっゃうあょぇくう 
うゅさぇつおう, おぇおゃうすけ くはきぇてっ ゃ 
すせおぇてくうは ╃っすきぇゅ. ]さっょ すうは うゅ-
さぇつおう っ う けくいう きぇゅうつっしおう すぇくお, 
せこさぇゃかはゃぇく し ょうしすぇくちうけくくけ う 
おぇぉっかう, おけえすけ しすさっかは し すけこおう. 
╉ぇおすけ こけしかっ ゅけ こさけぉゃぇか ]すけはく, 
けおぇいぇかけ しっ, つっ すぇくおなす きけあっか 
ょぇ しすさっかは う し おぇきなくう... 〈うこうつ-
くけ いぇ  ゃしはおけ ょっすっ -  ぉなょっと うく-
あっくっさ, きぇかおうはす ╀けいけゃ  けすおさぇえ 
ょけおさぇえ „ゃうょはか しきっすおぇすぇ“ くぇ 
すけは くっこけぉっょうき しなゃっすしおう すぇくお  
けす „╃っすしおうえ きうさ“ し  こなかくけすけ う 
けおけくつぇすっかくけ さぇいゅかけぉはゃぇくっ くぇ 
しなしすぇゃくうすっ きせ つぇしすう.
]こけきっくなす  いぇ させしおうすっ うゅさぇつ-

おう, ういぉせはか ゃ きかぇょっあおぇ きっつすぇ,  
ぇぉしけかのすくけ こぇしゃぇ くぇ さけょうすっか-
しおうすっ しなゃっすう う すぇおぇ いぇ ]すけはく 
ういぉけさなす: „〈せかぇ“ しっ けつっさすぇゃぇ 
けおけくつぇすっかっく. 〈さぇょうちうはすぇ ゃ しっ-
きっえしすゃけすけ ゃなさゃう ゃ けとっ っょくぇ 
こけしけおぇ: すけつくけ おぇすけ ぉぇとぇ しう, 
]すけはく けすうゃぇ ょぇ せつう ゃ 〈せかぇ, 
しかっょ おぇすけ こなさゃけ っ くぇすさせこぇか 
こさはお けこうす ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ. 
╀けいけゃ - きかぇょてう こけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ 
いぇゃけょぇ ゃ 【っえくけゃけ おぇすけ てかけしっさ 
くぇ きけくすぇあぇ くぇ ぇゃすけきぇすぇ ゃっょくぇ-
ゅぇ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ]¨〉 
„╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう“. ╃くっし 
うくあっくっさ ╀けいけゃ っ しうゅせさっく, つっ 
けこうすなす ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ こけきぇ-
ゅぇ きくけゅけ, おぇおすけ う ゃ しっゅぇてくぇすぇ 
きせ さぇぉけすぇ くぇ さなおけゃけょうすっか くぇ 
ういこうすぇすっかくうすっ こけかうゅけくう, すぇおぇ 
う くぇゃさっきっすけ こさう しかっょゃぇくっすけ 
きせ ゃ 〈せかぇ. 〈けゅぇゃぇ しすせょっくすなす せし-
ゃけはゃぇ せつっぉくぇすぇ すっけさうは かっしくけ 
う  こけ-ぉなさいけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
ゃっつっ くぇすさせこぇくうは ゃ „┿さしっくぇか“ 
けこうす. ]かっょ こさうぉうさぇくっすけ しう けす 
[せしうは, ゃっつっ ゃうしてうしす こけ しすさっか-

おけゃけ けさなあうっ う さっおっすくう 
ょゃうゅぇすっかう, ]すけはく しっ ゃさな-
とぇ こぇお ゃ ╆ぇゃけょ 1, くけ ゃっつっ  
おぇすけ おけくしすさせおすけさ. ¨しすぇゃぇ 
すぇき っょくぇ ゅけょうくぇ, ぇ こけしかっ 
しすぇゃぇ  いぇきっしすくうお-くぇつぇかくうお 

くぇ ╋けくすぇあくうは ちった くぇ ぇゃすけ-
きぇすぇ. 〈ぇき すさせこぇ さなおけゃけ-
ょっく けこうす 5 ゅけょうくう, こさっょう 
ょぇ こけっきっ けすゅけゃけさくけしすすぇ いぇ 
すさうすっ こけかうゅけくぇ. ╁ けすゅけゃけさ-
くけしすうすっ いぇ こけかうゅけくうすっ さな-

おけゃけょうすっかはす うきぇ ぇぉしけかのす-
くぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ すったくうすっ 
くぇつぇかくうちう う しこっちうぇかうしすう  
- うくあ. ]すけはく ╇かうっゃ, 》さうし-
すけ ]きうかけゃ, ]すっそぇく ╋ぇさ-

おけゃ, ╃うきうすなさ ╃さぇゅけかけゃ. 
¨こうすなす くぇ くはおけう けす すはた ゃ 
ぇさきうはすぇ っ ういおかのつうすっかくけ 
こけかっいっく, おぇすっゅけさうつっく っ 
うくあ. ╀けいけゃ. 〈けえ っ しゃうおくぇか 
ょぇ さぇぉけすう し けすゅけゃけさくう う 
すったくうつっしおう ゅさぇきけすくう たけさぇ, 
おぇおゃうすけ しぇ ゃしうつおう, おけう-
すけ さなおけゃけょう. ┿おけ くっ ぉはたぇ 
すぇおうゃぇ, くはきぇてっ ょぇ こけおさう-

はす おさうすっさううすっ いぇ さぇぉけすぇ くぇ 
すけゃぇ けこぇしくけ きはしすけ. ¨こうすなす 
くぇ さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ ¨〈╉, 
′っょっかつけ ╈けさょぇくけゃ う ╂っけさゅう 
]すけはくけゃ, っ ぉっいちっくっく ゃ しなゃ-
きっしすくぇすぇ くう さぇぉけすぇ, すゃなさょう 
うくあ. ╀けいけゃ. ]かっょ こさけつせすうすっ 
さぇいさぇぉけすおう くぇ さぇおっすうすっ いぇ 
ゅさぇょせておう ゃ ′╇〈╇, こさっょう ょぇ 
こけっきっ くぇこさぇゃかっくうっ „╉ぇつっしす-
ゃけ“ ゃ „┿さしっくぇか“, ╈けさょぇくけゃ っ 
ぉうか くぇ こけしすぇ, くぇしかっょっく しっゅぇ 
けす ]すけはく ╀けいけゃ. ]すけはくけゃ こなお 
っ うきっくくけ つけゃっおなす, くぇっか しっ し 
ちはかけすけ こさっきっしすゃぇくっ くぇ いぇ-
ゃけょぇ ゃ 【っえくけゃけ くぇ こかけとぇょ-
おぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか“.

【っそなす さぇいつうすぇ くぇ
たけさぇすぇ しう.

[なおけゃけょうすっかはす くぇ っおうこう-
すっ くぇ すさうすっ ぇさしっくぇかしおう こけ-
かうゅけくぇ しっ さぇょゃぇ, つっ きかぇょう-
すっ たけさぇ しっ ゃこうしゃぇす ょけぉさっ ゃ 
おけかっおすうゃぇ くぇ かぇぉけさぇくすうすっ 
う ういこうすぇすっかうすっ くぇ ゃいさうゃくう 
きぇすっさうぇかう, しさっょ おけうすけ うきぇ う 
いぇゃなさくぇかう しっ, しかっょ こさっょうて-
くけ くぇこせしおぇくっ, しこっちうぇかうしすう 
う さぇぉけすくうちう. ╆ぇ ゃしうつおう すはた 
っ ゃぇあくけ, くっ しぇきけ ょぇ ゃなさてぇす 
さぇぉけすぇすぇ しう おぇつっしすゃっくけ, くけ 
う ょぇ くっ ょけこせしおぇす うくちうょっくすう, 
おけうすけ いぇしすさぇてぇゃぇす すはたくぇすぇ 
しうゅせさくけしす う いょさぇゃっ. 

╁ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ういこう-
すぇすっかくうすっ こけかうゅけくう つけゃっお 
くぇうしすうくぇ きけあっ ょぇ くぇすさせこぇ 
しっさうけいっく さなおけゃけょっく けこうす. 
′け いぇ  ╀けいけゃ - きかぇょてう すけゃぇ 

くっ っ ょけしすぇすなつくけ. 〈けえ しっ 
„こけょおけゃぇゃぇ“ う くぇ すっけさうは - 
きっあょせゃさっきっくくけ いぇゃなさてゃぇ う 
„]すけこぇくしおけ せこさぇゃかっくうっ“ ゃなゃ 
╁っかうおけ 〈なさくけゃけ: “′っ っ かっし-
くけ ょぇ せつうて いぇょけつくけ. ╁っつっさ 
けすゃぇさはき おくうゅうすっ, っょゃぇ しかっょ 
おぇすけ きぇかおうはす いぇしこう. ┿ すけゃぇ 
くっ しすぇゃぇ こさっょう 22 つぇしぇ...“, 
こぇお しっ せしきうたゃぇ ]すけはく. ╇ しう  

こさういくぇゃぇ, つっ ゃ おぇさうっさくけすけ 
さぇいゃうすうっ  しう うきぇ ちっかう „けす 
ゃしうつおけ こけ すさう“:

〈さう ゃうしてう う
すさう つせあょう っいうおぇ

╇くあっくっさしすゃけすけ う きっくうょあ-
きなくすなす しぇ くぇかうちっ. [せしおうはす う 
ぇくゅかうえしおうはす ゃっつっ しぇ そぇおす. ╃け 
しぉなょゃぇくっすけ くぇ ちっかうすっ けしすぇ-
ゃぇす けとっ ょゃっ しすなこおう: いぇゃなさて-
ゃぇくっすけ くぇ こさぇゃけ うょくけすけ かはすけ 
う せしゃけはゃぇくっすけ くぇ うしこぇくしおうは, 
おけっすけ ゃっつっ すっつっ. 〉こけさうすけしすすぇ 
ゃ こさっしかっょゃぇくっすけ くぇ あっかぇ-
くうはすぇ ]すけはく くぇさうつぇ „うくぇす“. 
]うゅせさっく っ, つっ ゅけ っ くぇしかっょうか 
けす ぉぇとぇ しう う しっ さぇょゃぇ, つっ 
ゃうあょぇ すけいう こけかっいっく う ゅさぇ-
ょうゃっく うくぇす う ゃ こけゃっょっくうっすけ 
くぇ くぇえ-きぇかおうは ╀けいけゃ, しなとけ し 
うきっすけ ┿すぇくぇし - おぇすけ ょはょけ しう. 
〈さぇょうちううすっ しぇ たせぉぇゃけ くっとけ, 
さぇいしなあょぇゃぇ くぇ ゅかぇし ]すけはく 
しぇきけ ょくう, しかっょ おぇすけ ゅけかはきけ-
すけ しっきっえしすゃけ っ こさぇいくせゃぇかけ 
せ すはた ょゃけえくうは ┿すぇくぇしけゃょっく 
- くぇ ょはょけ う ゃくせお. ╋ぇえおぇすぇ 
くぇ ]すけはく しなとけ っ ぇさしっくぇかおぇ 
- ゃっつっ こっくしうけくっさおぇ, しなこさせ-
ゅぇすぇ きせ - しなとけ: ]ゃっすかぇ けす 
╆ぇゃけょ 6. ]っしすさぇすぇ くぇ ]すけはく 
ゃなさゃう こけ しすなこおうすっ くぇ ぉぇとぇ 
しう ゃ ╆ぇゃけょ 5, おなょっすけ さぇぉけすう 
ゃ ¨〈╉. „┿さしっくぇか“ っ そぇおすけさ ゃ 

しっきっえしすゃけすけ, おぇいゃぇ けすくけゃけ し 
せしきうゃおぇ ]すけはく ╀けいけゃ. 〈けえ くっ 
いぇぉさぇゃは けすおなょっ すさなゅゃぇ ゃしうつ-
おけ, てっゅせゃぇえおう しっ, つっ ぉぇとぇ 
きせ, けすゃなょ しうくょうおぇかくうすっ う けぉ-

とっしすゃっくう ぇさしっくぇかしおう ぇくゅぇ-
あうきっくすう, けとっ たけょう こけくはおけゅぇ 
ゃ ╆ぇゃけょ 5, いぇ ょぇ くぇしすさけえゃぇ 
きぇてうくうすっ, おぇおすけ こさぇゃっか すけゃぇ 
くぇゃさっきっすけ. ╁さっきっすけ くっ っ ぉけか-
おぇ, おけゅぇすけ くっとぇすぇ ゃなさゃはす こけ 
っしすっしすゃっくうは しう こなす. ╉けゅぇすけ 
しかっょ ぉぇとぇすぇ うょゃぇ しうく, ぇ しかっょ 
くっゅけ - ゃくせお. ╉けゅぇすけ こなすはす っ 
けぉと, おけゅぇすけ ゃなさゃうき いぇっょくけ, 

おけゅぇすけ こけょおさっこぇすぇ くぇ しっ-
きっえしすゃけすけ ょぇゃぇ しうかう ょぇ ぉなょっ 
こさっぉけさっくけ ゃしはおけ こさっょういゃう-
おぇすっかしすゃけ くぇ あうゃけすぇ. ¨とっ 
こけゃっつっ - おけゅぇすけ しっきっえしすゃけすけ 
っ けぉゅさうあゃぇくけ けす っょくけ けとっ 
こけ-ゅけかはきけ しっきっえしすゃけ - そぇ-
きうかうはすぇ „┿さしっくぇか“. ]すけはく くっ 
おさうっ, つっ あうゃっっ し そうさきっくうは 
さうすなき: たぇさっしゃぇ きせ ょさせゅぇさ-
しすゃけすけ, おけっすけ けとっ しなとっしす-
ゃせゃぇ きっあょせ たけさぇすぇ けす „┿さ-
しっくぇか“, ゃいぇうきくぇすぇ こけょおさっこぇ, 
おけはすけ しう ょぇゃぇす, せしっとぇくっすけ いぇ 
けぉと, おけかっおすうゃっく あうゃけす. ╆ぇ-
すけゃぇ ]すけはく ╀けいけゃ  しっ さぇょゃぇ 
くぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ しすぇ-
さうすっ すさぇょうちうう こさっい こけしかっょ-
くうすっ ゅけょうくう, おぇすけ しなしすっいぇ-
くうはすぇ ゃ しこけさすくうすっ すせさくうさう. 
¨しけぉっくけ - しなしすっいぇくうはすぇ こけ 
しすさっかぉぇ, おけうすけ くっゅけゃうすっ たけさぇ 
けぉうつぇす ょぇ こっつっかはす. ‶け しすさっか-
ぉぇすぇ う けさなあうはすぇ きかぇょうはす ╀け-
いけゃ しっ こぇかう けとっ ゃ ょっすしすゃけすけ, 
くけ くっ しぇきけ いぇさぇょう すぇくおぇ けす 
こかぇしすきぇしぇ う ゃくせてうすっかくぇすぇ 
ゅかっょおぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ おけさ-
こせしう, うい おけうすけ ゅけ さぇいゃっあょぇか 
ぉぇとぇ きせ. ╇きぇ う けとっ くっとけ. 
〈けゃぇ っ しこけきっくなす いぇ しさっとぇすぇ し 
うしすうくしおけすけ けさなあうっ  - かけゃくぇ-
すぇ こせておぇ くぇ すぇすっ. „╇くすっさっしなす 
おなき けさなあうっすけ うょゃぇ けす ぉぇとぇ 
きう“, おぇいゃぇ ぇぉしけかのすくけ せぉっょっ-
くけ ]すけはく. ╇ しっゅぇ, おけゅぇすけ うきぇす  

ゃさっきっ, ぉぇとぇ う しうく, ゃ っょくぇ う 
しなとぇ かけゃくぇ ょさせあうくおぇ, いぇっょ-
くけ せこさぇあくはゃぇす „ゃなけさなあっくうは 
すせさういなき“, おぇおすけ ょゃぇきぇすぇ くぇ 
てっゅぇ くぇさうつぇす くぇえ-しすぇさけすけ 

きなあおけ いぇくうきぇくうっ くぇ しゃっすぇ. 
╃くっし - こさけしすけ たけぉう. ╆ぇ ぉぇとぇ 
う しうく, けぉぇつっ, けぉとうすっ こなすっ-
おう くぇ ゃけかは こさっい ╀ぇかおぇくぇ しなし 
しうゅせさくけしす しぇ う くっとけ こけゃっつっ: 
いぇっょくけしす こけ けぉとうは こなす. ╉けは-
すけ ょぇゃぇ しうゅせさくけしす. ╇ すけこかう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╋ぇかおけ っ すさせょくけ ょぇ こけゃはさゃぇて, つっ っょうく きかぇょ きなあ し ゃうょ, こけつすう きけきつっておう, くけしう すっあおぇすぇ けすゅけゃけさくけしす いぇ ういこうすぇくうはすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
けさなあっえくう こけかうゅけくう. ¨ぉぇつっ, すけゃぇ っ ょけしすけゃっさっく くぇ 100 こさけちっくすぇ そぇおす - しぇきぇすぇ うしすうくぇ. ╉ぇおすけ っ うしすうくしおぇ う  せしきうゃおぇすぇ くぇ かうちっすけ くぇ ]すけ-
はく ╀けいけゃ - てっそなす くぇ すさうすっ こけかうゅけくぇ, つけゃっおなす, おけえすけ さなおけゃけょう 27 ういこうすぇすっかう, ¨〈╉ う ょさせゅう しこっちうぇかうしすう, こさけゃっさはゃぇとう ゅけょくけしすすぇ くぇ 
こさけういゃっょっくうすっ  ぇさしっくぇかしおう けさなあうは. 〈ぇいう せしきうゃおぇ こけつすう すっ おぇさぇ ょぇ きうしかうて, つっ うくあっくっさなす こけ しすさっかおけゃけ けさなあうっ う さぇおっすくう ょゃうゅぇすっかう 
こさうっきぇ さぇぉけすぇすぇ しう おぇすけ くぇ てっゅぇ. ¨ぉぇつっ, けとっ し こなさゃうすっ さぇいきっくっくう ょせきう しすぇゃぇ はしくけ, つっ くっとぇすぇ し ぇさしっくぇかしおうすっ けすゅけゃけさくけしすう くぇ ]すけはく 
しぇ しなゃしっき しっさうけいくう. ′っとけ こけゃっつっ - すけえ ゅけくう いぇょぇつうすっ し せこけさうすけしす う ょけさう し うくぇす, いぇ おけえすけ しなし しうゅせさくけしす いくぇっ, つっ っ くぇしかっょうか けす ぉぇとぇ 
しう. ┿すぇくぇし ╀けいけゃ, こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか“, っ けくいう すぇすおけ, おけえすけ ゃけょう ゃ いぇゃけょぇ くっゃさなしすくうは ]すけはく, けとっ こさっょう きぇかつせゅぇくなす 
ょぇ っ こさっおさぇつうか せつうかうとくうは こさぇゅ. „╁しうつおけ きう ういゅかっあょぇてっ けゅさけきくけ う きくけゅけ うくすっさっしくけ, しうゅせさくけ けすすけゅぇゃぇ しなき しう さってうか, つっ うきっくくけ すせお 
とっ さぇぉけすは“, さぇいしなあょぇゃぇ ょくっし くぇ ゅかぇし くぇつぇかくうおなす くぇ ういこうすぇすっかくうすっ こけかうゅけくう. ╄ょうく けす けくっいう おぇいぇくかなつぇくう, つうっすけ しっきっえしすゃけ っ ういちはかけ 
しゃなさいぇくけ こけ おさなゃくぇ かうくうは し  „┿さしっくぇか“.

]ぉけさっく すうき けす おぇいぇくかなて
おう そせすぉけかうしすう, しなしすっ

いぇゃぇとう しっ ゃ ┿くゅかうえしおぇすぇ 

くっょっかくぇ かうゅぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
しこっつっかう ぉかぇゅけすゃけさうすっかっく 
すせさくうさ, こさけゃっか しっ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお ういぉさぇたぇ ょぇ せつぇしす
ゃぇす ゃ すせさくうさぇ こけょ うきっすけ 
„┿さしっくぇか” いぇさぇょう ぇゃすけさうすっ
すぇ, おけえすけ すぇいう きぇさおぇ うきぇ う 
ゃなゃ そせすぉけかくけすけ けぉとっしすゃけ. 
] ういはゃぇすぇ しう おぇいぇくかなておうすっ 
そせすぉけかうしすう  しすぇくぇたぇ つぇしす 
けす きぇとぇぉくぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっか
くぇ おぇきこぇくうは こけょ きけすけすけ „╃ぇ 
こけきけゅくっき くぇ ╁うおう ょぇ こけぉっ
ょう“, けさゅぇくういうさぇくぇ ゃ こけきけと 
くぇ っょくけゅけょうてくけ きけきうつっくちっ 
けす ‶かけゃょうゃ, くせあょぇっとけ しっ 
けす しおなこけしすさせゃぇとけ かっつっくうっ 
ゃ つせあぉうくぇ. ╋ぇかおぇすぇ ╁うおう っ 
し すせきけさ ゃ ゅかぇゃぇすぇ う いぇ かっつっ
くうっすけ え ゃ しこっちうぇかういうさぇくぇ 
おかうくうおぇ ゃ 》ぇえょっかぉっさゅ - ╂っさ
きぇくうは, しぇ くせあくう 113 000 
っゃさけ. ╃け きけきっくすぇ くぇぉさぇくうすっ 
いぇ ちっかすぇ しさっょしすゃぇ しぇ 83 たう

Стоян Бозов със семейството си

Фамилията Бозови по време на три лични празника едновременно:

рожден ден на Атанас Бозов - дядо, внучката и кръщене на внука

かはょう っゃさけ. 
]ぉけさくうはす „ぇさしっくぇかしおう” けす

ぉけさ けす ┿くゅかうえしおぇすぇ くっょっかくぇ 
かうゅぇ ぉっ こさっょゃけあょぇく けす ┿かっお
しぇくょなさ ╂っけさゅうっゃ, くぇしすけはと 
すさっくぬけさ くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”, 
╉ぇいぇくかなお. ′ぇ そうくぇかぇ „┿さ
しっくぇか” こけぉっょう し 2:1 しすぇさけ
いぇゅけさしおうは „‶かぇくっす せうく”. ╁ 
こけかせそうくぇかうすっ おぇいぇくかなつぇくう 
けすしすさぇくうたぇ しかっょ ょせいこう ょさせゅ 
すうき けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ - „《っ
くうおし”. ╆ぇ けすぉけさぇ くぇ けさなあっえ
くうちぇすぇ うゅさぇたぇ けとっ: ┿たきっょ 
《ぇうおけゃ, ′うおけかぇえ 『けくおけゃ, 
┿すぇくぇし ┿こけしすけかけゃ, ′うおけかぇえ 
]すけうつおけゃ, ┿かっおしぇくょなさ ‶っすさせ
くけゃ, ]すぇくうきうさ ╃っくっゃ う ╋ぇさ
すうく 』っおぇさけゃ . ̈ ぉとけ 16 けすぉけさぇ 
けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ╉ぇいぇくかなお 
しっ ゃおかのつうたぇ ゃ ぉかぇゅけさけょくぇすぇ 
おぇせいぇ.
〈せさくうさなす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しっ 

こさけゃっょっ ゃ くけゃぇすぇ けぉとうくしおぇ
すぇ しこけさすくぇ いぇかぇ „╇ゃぇく ╁ぇ
いけゃ“. ‶さっょう すぇいう くぇょこさっゃぇさぇ 
しっ こさけゃっょっ う ょっきけくしすさぇすうゃくぇ 
そせすぉけかくぇ しさっとぇ, けさゅぇくういう
さぇくぇ けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇしけちうぇ
ちうは こけ きうくう そせすぉけか う ゃ くっは 
しっ ゃおかのつうたぇ おきっすなす くぇ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ ╅うゃおけ 〈けょけさけゃ う うい
はゃっくう そせすぉけかくう ょっはすっかう けす 
ぉかういおけすけ きうくぇかけ. 
╃ゃっすっ そせすぉけかくう きっさけこさうは

すうは しなぉさぇたぇ ぉかういけ 20 たうかはょう 
かっゃぇ いぇ かっつっくうっすけ くぇ ╁うおう, 
おぇすけ しぇきけ けす そせすぉけかくうは すせさ
くうさ, しこっつっかっく けす けすぉけさぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”, くぇぉさぇくうすっ しさっょ
しすゃぇ しぇ 11 たうかはょう. ╁しうつおう 
すっ しぇ こさっょくぇいくぇつっくう いぇ しっ
きっえしすゃけすけ くぇ っょくけゅけょうてくぇすぇ 

╁うおすけさうは 》さうしすけゃぇ けす ‶かけゃ
ょうゃ. ╋けきうつっくちっすけ しっ ぉけさう 
し おけゃぇさっく すせきけさ ゃ ゅかぇゃぇすぇ, 
おけえすけ いぇしはゅぇ う けつくうすっ くっさゃう. 

╁ くぇつぇかけすけ くぇ そっゃさせぇさう ╁うおう 
う しっきっえしすゃけすけ え とっ こなすせゃぇす 
ょけ ╂っさきぇくうは, おなょっすけ とっ いぇこけ
つくっ かっつっくうっすけ. ╆ぇさぇょう おさった
おぇすぇ え ゃないさぇしす う しこっちうそうおぇすぇ 
くぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ, かっおぇさうすっ ゃ 
おかうくうおぇすぇ ゃ 》ぇえょっかぉっさゅ こさっ

こけさなつゃぇす ╁うおすけさうは ょぇ ぉなょっ 
かっおせゃぇくぇ し たうきうけ- う かなつっすっ
さぇこうは. ‶なさゃけくぇつぇかくうすっ こさけゅ
くけいう しぇ, つっ かっつっくうっすけ くぇ ょっ

すっすけ とっ すさはぉゃぇ ょぇ こさけょなかあう 
ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ. 
╁しっおう, おけえすけ うしおぇ う あっかぇっ 

ょぇ こけきけゅくっ しなし しさっょしすゃぇ, 
きけあっ ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう こけ ぉぇく
おけゃ こなす くぇ しかっょくぇすぇ しきっすおぇ:

Societe Generale ╄おしこさっしぉぇくお
BIC Code: TTBBBG22
IBAN: 

BG35TTBB94001525767173

〈うすせかはさ: ╃ぇくうっかぇ ╉さぇしうきう
さけゃぇ 》さうしすけゃぇ
╃けぉさうすっ ょっかぇ しぇ ぉっいうきっくくう, 

くけ いぇすけゃぇ こなお ぉっいちっくくう!
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

...『╊〉【╈╊〉《╇ ]╅′╊『
╇いけぉさっすっくうっすけ くぇ ‶けこきうくつっゃ 

ゃ けしくけゃぇすぇ しう っ しゃさなたぉなさい うくそさぇつっさゃっく かぇ
いっさ, おけえすけ しっ そけおせしうさぇ ゃなゃ ゃかぇおくけ, くぇこなかくっ
くけ し ぉかぇゅけさけょっく ゅぇい う いぇきっくは せしおけさうすっかうすっ くぇ 
っかっおすさけくう ゃ ょけしっゅぇてくうすっ せしすぇくけゃおう. ╆ぇ ぉかぇ
ゅけさけょっく ゅぇい っ ういこけかいゃぇく たっかうえ し くぇかはゅぇくっ 50 
ぇすきけしそっさう (すけゃぇ っ こさうぉかういうすっかくけ くぇかはゅぇくっすけ 

くぇ こけかけゃうく おうかけきっすなさ ょなかぉけつうくぇ こけょ こけゃなさた
くけしすすぇ くぇ けおっぇくぇ).
¨しくけゃくけすけ こけしすうあっくうっ くぇ ‶けこきうくつっゃ っ, つっ 

せしこはゃぇ ゃなゃ ゃしっおう っょうく たっかうっゃ ぇすけき ょぇ おけき
ぉうくうさぇ こけゃっつっ けす 5000 そけすけくぇ, いぇ ょぇ しなすゃけさう 
っょうく そけすけく う くぇえ-ゃぇあくけすけ – ょぇ しうくたさけくういうさぇ 
ゃしうつおう くけゃけさけょっくう. ′っゃうょうきけすけ うくそさぇつっさゃっくけ 
かぇいっさくけ かなつっくうっ しっ こさっけぉさぇいせゃぇ ゃ くっゃうょうきう 
さっくすゅっくけゃう かぇいっさくう うきこせかしう, ういこけかいゃぇえおう きう

おさけしおけこうつくうすっ おゃぇくすけゃう こさうさけょう っょくけゃさっきっくくけ 
くぇ たっかうっゃうすっ っかっおすさけくう う くぇ ょゃうあっくうっすけ くぇ ょうさう
あうさぇとうは かぇいっさ. ′ぇ っいうおぇ くぇ きせいうおぇすぇ すけゃぇ こさっけ
ぉさぇいせゃぇくっ っ けこすうつっく ぇくぇかけゅ くぇ こさけきはくぇすぇ くぇ いゃせ
おけゃぇすぇ つっしすけすぇ, ういょぇゃぇくぇ けす しすさせくうすっ くぇ ちうゅせかおぇ. 
¨とっ こさっい 2008 ゅけょうくぇ 〈っくぬけ ‶けこきうくつっゃ いぇとう

すぇゃぇ し こぇすっくす うょっはすぇ しう, つっ すぇおけゃぇ せしすさけえしすゃけ 
きけあっ ょぇ ぉなょっ しないょぇょっくけ. ╆ぇ ょぇ くぇこさぇゃう しゃけっすけ うい

けぉさっすっくうっ, きかぇょうはす せつっく 
すさなゅゃぇ しさっとせ せすゃなさょっくけすけ 
ぇゃすけさうすっすくけ きうしかっくっ ゃなゃ 
そういうおぇすぇ いぇ しなとっしすゃせ
ゃぇくっすけ くぇ けゅさぇくうつっくうは ゃ 
ういこけかいゃぇくうは こさけちっし, ぇ う 
こさうさけょぇすぇ おぇすけ ちはかけ. ╆ぇ
とけすけ ょけ すけいう きけきっくす しっ っ 
しつうすぇかけ, つっ いぇ ょぇ しっ ういけ
ぉさっすう さっくすゅっくけゃ かぇいっさ, 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ しないょぇょっ こなさ
ゃけ せかすさぇゃうけかっすけゃ かぇいっさ. 
‶けょたけょなす くぇ ‶けこきうくつっゃ 
ぉうか しなゃしっき さぇいかうつっく う ゅっ
くうぇかくけ こさけしす. 
╁ない けしくけゃぇ くぇ すっけさっすうつ

くうすっ しう ういつうしかっくうは, くぇ
こさぇゃっくう ゃなさたせ こかうお いぇ 
こうしきけ, すけえ う おけかっゅうすっ きせ 
こけしすさけはゃぇす っおしこっさうきっくすぇ
かっく こさけすけすうこ くぇ こけさすぇすうゃ
くうは さっくすゅっくけゃ かぇいっさ. ╃くっし 
ゅけすけゃけすけ おけきこぇおすくけ さっくす
ゅっくけゃけ せしすさけえしすゃけ こさけうい

ゃっあょぇ しゃさなたぉなさいう うきこせかしう, ぉっい ぇくぇかけゅ ゃ しゃっすけゃ
くぇすぇ こさぇおすうおぇ. ′うすけ くぇえ-きけょっさくうすっ しうくたさけすさけくう, 
くうすけ ょけさう かぇいっさうすっ しなし しゃけぉけょくう っかっおすさけくう きけゅぇす 
ょぇ ゅっくっさうさぇす すぇおうゃぇ うきこせかしう – こけ-ぉなさいう ょけさう けす 
ゃさっきっすけ いぇ しないょぇゃぇくっ う さぇいさせてぇゃぇくっ くぇ たうきうつくう
すっ ゃさないおう くぇ ゃっとっしすゃぇすぇ, こけ-ぉなさいう けす くぇえ-ぉなさいうすっ 
つぇしすうちう ういゃなく はょさけすけ くぇ ぇすけきぇ – っかっおすさけくうすっ.
╄おうこなす くぇ 〈っくぬけ ‶けこきうくつっゃ しきはすぇ, つっ こけょけぉくう 

かぇいっさう し くっゃうょうきけ かなつっくうっ とっ くう こけいゃけかはす ょぇ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

„╅『』╊〉╅]” 〉╅ DEF EXPO 

〉《╇╅ ╇¨′¨っ ¨ 〉《╇¨
『╅′『╅╆《【[¨ 

‶なさゃうすっ すなさゅけゃしおう おけくすぇおすう しぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 80-
すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお, おけゅぇすけ こさけょせおちうはすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” しすうゅぇ ょけ うくょうえしおうは こぇいぇさ つさっい けすけさういう
さぇくう ょなさあぇゃくう そうさきう. 
′ぇ ゅけょうてくうくぇすぇ, けすぉっかはいゃぇとぇ ゃいぇうきくうすっ すなさゅけゃ

しおう おけくすぇおすう, っ けすょっかっくけ ゃくうきぇくうっ ゃ しこっちうぇかういう
さぇくけ うくょうえしおけ しこうしぇくうっ し かうきうすうさぇく すうさぇあ, おけっすけ 
しっ さぇいこさけしすさぇくはゃぇ しさっょ しこっちうぇかくうすっ しかせあうすっかう 
くぇ さぇいかうつくうすっ きうくうしすっさしすゃぇ くぇ ╇くょうは. ]こっちうぇか
くぇ しくうきおぇ, こさっょしすぇゃはとぇ っょうく けす ういおかのつうすっかくうすっ 
こさけょせおすう くぇ „┿さしっくぇか”, こけいくぇすう くぇ うくょうえしおうすっ ゃな
けさなあっくう しうかう, う すっおしす „╆ぇ くぇし っ つっしす ょぇ しかせあうき くぇ 
うくょうえしおうすっ ゃなけさなあっくう しうかう”, っ こけしゃっすっくぇ くぇ すけいう 
しゃけっけぉさぇいっく のぉうかっえ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ゃうょうき くぇ さっくすゅっくけゃ そうかき ょけさう ょゃうあっくうはすぇ くぇ 
っかっおすさけくうすっ ゃ ぇすけきぇ, ょうくぇきうおぇすぇ う しすさせおすせさぇすぇ 
くぇ きけかっおせかうすっ, おかっすなつくうすっ こさけちっしう, ょぇ こけしかせあぇす 
う いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ おけきこのすさう, きくけゅけおさぇすくけ こけ-
ぉなさいう けす しっゅぇてくうすっ. ╇, くっしなきくっくけ, ういけぉさっすっくうはす 
くぇしすけかっく さっくすゅっくけゃ かぇいっさ とっ っ さっゃけかのちうけくっく いぇ 
きっょうちうくぇすぇ. 〈けえ きけあっ ょぇ いぇきっくう しっゅぇてくうすっ さっくす
ゅっくけゃう ぇこぇさぇすう, さぇぉけすっとう し けゅさけきくう ょけいう ゃさっょくけ 
いぇ いょさぇゃっすけ さっくすゅっくけゃけ けぉかなつゃぇくっ, おけうすけ しないょぇ
ゃぇす さぇいきうすう ういけぉさぇあっくうは くぇ そけすけゅさぇそううすっ しう. 
′けゃうはす せさっょ くっ しぇきけ とっ さぇぉけすう しなし しすけすうちう こなすう 
こけ-きぇかおう けぉかなつゃぇとう ょけいう, くけ う とっ さぇいこけかぇゅぇ し 
くっゃっさけはすくぇすぇ さぇいょっかうすっかくぇ しこけしけぉくけしす ょぇ さぇい
かうつう しすさせおすせさう し ゅけかっきうくぇ くぇ ぇすけき. [ぇいおさうゃぇ しっ 
ういせきうすっかくけ ぉなょっとっ こさっょ さぇくくぇすぇ ょうぇゅくけしすうおぇ くぇ 
ぉけかっしすう! 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
‶け きぇすっさうぇかう くぇ ょ-さ ╇ゃぇく ╀けゅけっゃ  
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]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 

〈さっすう きぇくょぇす けぉとうくしおう しなゃっすくうお. ╇ ゃ すさうすっ きぇくょぇすぇ - 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. [なおけゃけょうか っ ぉのょあっす-
くうすっ おけきうしうう こさう 3 さぇいかうつくう けぉとうくしおう せこさぇゃう, し 3 さぇいかうつくう そうかけしけそうう こけ けすくけてっくうっ くぇ  けぉとうくしおうすっ ぉのょあっすう: ゃ 
きぇくょぇすぇ くぇ   ゅっく. ]すっそぇく  ╃っさゃうてっゃ, くぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う ゃ くぇしすけはとうは, し おきっす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
′ぇ 24-すう はくせぇさう, しかっょ かうこしゃぇとう ょっぉぇすう う っょくけ こさっょかけあっくうっ けす しすさぇくぇ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ – いぇ くぇきぇかっくうっ  

ぉさけは くぇ ょっちぇすぇ ゃ しっかぇすぇ, こさう おけえすけ きけあっ ょぇ しっ ょけしすぇゃは たさぇくぇ けす ╃っすしおぇすぇ きかっつくぇ おせたくは くぇ きはしすけ, けす 20 くぇ 10, くぇ こなさゃけ 
つっすっくっ ぉっ こさうっす すぇいゅけょうてくうはす けぉとうくしおう ぉのょあっす.
‶さっい くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ こぇさうすっ, おけうすけ とっ  しっ こけかいゃぇす いぇ さぇいゃうすうっ, いぇこかぇすう う ょさせゅう ょっえくけしすう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, しぇ 

ゃ さぇいきっさ くぇ 37 きかく. 372 たうか. 302 かっゃぇ.
╁すけさけすけ つっすっくっ くぇ ぉのょあっすぇ っ くぇ 7-きう そっゃさせぇさう.
]っょきうちぇ こさっょう すけゃぇ こさうおかのつう しさけおなす いぇ こさっょかけあっくうは いぇ こさけきっくう ゃ さぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ ぉのょあっすくうすっ しさっょしすゃぇ. 
╉ぇおゃけ けいくぇつぇゃぇす いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う いぇ ゅさぇあょぇくうすっ すっいう 37 きかく. かっゃぇ, おけきっくすうさぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-

くぇか” ╃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”.

] っょくけ ういさっつっくうっ:  すけゃぇ っ っょうく 
さっぇかうしすうつっく ゃ こさうたけょくぇすぇ しう 

つぇしす ぉのょあっす う さっしすさうおすうゃっく ゃ さぇい-
たけょくぇすぇ. 

╆ぇとけ?

[っぇかうしすうつっく,  すなえ おぇすけ くはきぇ いぇ-
かけあっくう ぉけきぉう しなし いぇおなしくうすっか うかう す. 
くぇさ. „おせたう けぉっきう”, おぇおゃうすけ うきぇてっ ゃ 
ぉのょあっすうすっ けす こさっょたけょくうは きぇくょぇす, 
こさう おけうすけ ういおせしすゃっくけ しっ いぇゃうてぇゃぇ 
こさうたけょくぇすぇ つぇしす,  いぇ ょぇ しっ いぇゃうてう 
う さぇいたけょくぇすぇ, くけ くぇ  そうくぇかぇ さぇい-
たけょくぇすぇ つぇしす しっ ういこなかくはゃぇ, ぇ こさう-
たけょくぇすぇ – くっ う すぇおぇ しっ „いぇゃっとぇゃぇす” 
しけかうょくう いぇょなかあっくうは いぇ しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ うかう きぇくょぇす. 

[っしすさうおすうゃっく, いぇとけすけ ゃくけしうすっかはす 
– ゃ しかせつぇは おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ, ぇさ-
ゅせきっくすうさぇくけ っ こさっょゃうょうか  さぇいたけょう 
しさっとせ  さっぇかうしすうつくう こさうたけょう うかう, 
おぇいぇくけ うくぇつっ: こけっきぇす しっ ぇくゅぇあうきっく-
すう いぇ さぇいたけょう しぇきけ こさう さっぇかくけ こけ-
しすなこうかう こさうたけょう.

¨しくけゃくう ぇおちっくすう ゃ
こさうたけょくぇすぇ つぇしす くぇ
╀のょあっす 2014: 

‶さう けぉとっしすゃっくけすけ けぉしなあょぇくっ くぇ 
╀のょあっす 2014 こなさゃけくぇつぇかくけ さぇいきっ-
さなす くぇ すぇいゅけょうてくうは  けぉとうくしおう ぉの-
ょあっす ぉっ 36 きかく. 800 たうか. 873 かっゃぇ. 
¨おけくつぇすっかくうはす ゃぇさうぇくす, こさうっす くぇ 
こなさゃけ つっすっくっ, ゃっつっ っ 37 きかく. 372 
たうか. 302 かっゃぇ. [ぇいかうおぇすぇ ゃ こぇさうすっ, 
こさう すけゃぇ ゃ こけしけおぇ くぇゅけさっ し 570 たう-
かはょう かっゃぇ, しっ はゃはゃぇ くぇえ-ゃっつっ けす こさっ-
たけょくうは けしすぇすなお う いぇょっかっくうは  さっいっさゃ 
ゃ さぇいきっさ くぇ 5% けす けぉとうは ぉのょあっす. 
╃なさあぇゃくうはす すさぇくしそっさ しこさはきけ 2013 

ゅけょうくぇ っ せゃっかうつっく こさうぉかういうすっかくけ し  
857 たうか. かっゃぇ, こさっょうきくけ けす せゃっかうつっ-
くうっ くぇ っょうくくうすっ さぇいたけょくう しすぇくょぇさすう 
ゃなゃ „《せくおうちう う ょっえくけしすう”  けす 1,3 ょけ 
4%.  〈せお っ きけきっくすなす ょぇ しっ けすぉっかっあう, 
つっ, ゃなこさっおう せゃっかうつっくうっすけ くぇ さぇいきっ-
さぇ くぇ きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ 
くぇ 340 かっゃぇ,  ゃ くけゃうは ぉのょあっす くっ しっ 
こさっょゃうあょぇ せゃっかうつっくうっ  くぇ しすぇくょぇさ-
すうすっ 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.

╃させゅ ゃぇあっく ぇおちっくす ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ ょなさ-
あぇゃくうは ぉのょあっす くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇ-
さうは っ ゃいっすぇすぇ こさっょこぇいくぇ きはさおぇ いぇ 
ぉせそっさ けす 5% . 〈ぇおぇ しせぉしうょうはすぇ いぇ 
けぉとうくうすっ, ゃ つぇしすくけしす いぇ けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, とっ しっ けすこせしおぇ ゃ さぇいきっさ ょけ 
95% う しさっょしすゃぇすぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 180 
たうか. 450 かっゃぇ /おけかおけすけ っ すけいう 5% 
さっいっさゃ いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお/  しっ いぇ-
ょっかはす おぇすけ さっいっさゃ, おけえすけ っゃっくすせぇかくけ 
とっ しっ ういこけかいゃぇ  こさう ういこなかくっくうっ  くぇ 
こさうたけょくぇすぇ つぇしす くぇ ぉのょあっすぇ くぇ [っ-
こせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは. 

╁しうつおけ すけゃぇ しぇ こけいうすうゃう. 

╃させゅ ゃぇあっく すぇおなゃ こけいうすうゃ っ こさっょ-
ゃうあょぇくっすけ くぇ  しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ 
いぇ こさうおかのつゃぇくっ くぇ こさけっおすう こけ ¨‶ 
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くぇ ╄] くぇ  しすけえくけしす  2 きかく. 245 たうか. 
146 かっゃぇ. 〈けゃぇ しぇ しさっょしすゃぇ いぇ いぇ-
ゃなさてゃぇくっすけ くぇ けぉっおすう う ょっえくけしすう 
けす こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ こなさゃうは 
こさけゅさぇきっく こっさうけょ し っゃさけこっえしおけ 
そうくぇくしうさぇくっ くぇ けぉとぇ しすけえくけしす 79 
きかく. かっゃぇ. 
〈せお っ きはしすけすけ ょぇ こけいょさぇゃは おきっすぇ くぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
う くっえくうは っおうこ いぇ すっいう こけしすうあっくうは. 
[ぇいぉうさぇ しっ,  ゃしうつおけ すけゃぇ しすぇゃぇ ゃない-

きけあくけ う こけさぇょう けおぇいゃぇくけすけ しなょっえ-
しすゃうっ う けすゅけゃけさくけ けすくけてっくうっ おなき 
こさけぉかっきうすっ  くぇ けぉとうくぇすぇ う けす しすさぇ-
くぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, おぇすけ けさゅぇく 
くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, ゃ つぇしすくけしす う けす 
くぇてぇすぇ ゅさせこぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-
かなお”, おぇすけ いぇおけくけょぇすっかくぇ こけょおさっこぇ 

くぇ ゃしうつおう ょけぉさう こさぇおすうおう う うくうちう-
ぇすうゃう 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. 

¨しくけゃくう ぇおちっくすう ゃ
さぇいたけょくぇすぇ つぇしす くぇ
ぉのょあっすぇ: 

′ぇ こなさゃけ きはしすけ すけゃぇ っ  こけ-しおさけき-
くぇすぇ ╇くゃっしすうちうけくくぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2014 ゅけょうくぇ, 
いぇ おけはすけ  こさっょゃうょっくうすっ しさっょしすゃぇ 
しぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 2 きかく. 830 たうか. 905 
かっゃぇ.
‶さっょゃうあょぇす しっ う しさっょしすゃぇ ゃ さぇい-

きっさ くぇ 1 きかく. 571 たうか. 067 かっゃぇ いぇ 
さぇいこかぇとぇくっ くぇ こさけしさけつっくう  いぇょなか-
あっくうは, くぇしかっょっくう けす こさっょたけょくうは 
おきっすしおう きぇくょぇす. ′っけつぇおゃぇく そぇおす いぇ 
けぉとうくしおうすっ ぉのょあっすう 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 いぇ しこうさぇくっ くぇ 
ゃしうつおう こかぇとぇくうは こけ っゃさけこっえしおう 
こさけっおすう ょけ そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ 
う すけ - ぇおけ しさけおなす くっ ぉなょっ せょなかあっく, 
きぇおぇさ ょぇ うきぇ う すぇおうゃぇ けこちうう ゃっつっ. 
¨す すけゃぇ しかっょゃぇ, つっ, ぇおけ しっ しかせつう かけ-
てうはす ゃぇさうぇくす, すけ けぉとうくしおうはす ぉの-
ょあっす すさはぉゃぇ ょぇ いぇょっかう しさっょしすゃぇ, いぇ 
ょぇ そうくぇくしうさぇ こさけっおすう こけ こさけゅさぇきう 
くぇ ╄], おけうすけ しっ さっぇかういうさぇす くぇ すっさう-
すけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ, ょけ ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇくっ くぇ こかぇとぇくうはすぇ こけ こさけっおすう-
すっ. ╁ すぇいう ゃさないおぇ けす ういおかのつうすっかくぇ 
ゃぇあくけしす っ けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ さっしせさし, 
ゃ すけゃぇ つうしかけ う おさっょうすっく, いぇ きけしすけゃけ 
そうくぇくしうさぇくっ う しなそうくぇくしうさぇくっ, いぇ 
ういこなかくっくうっ くぇ しこっつっかっくうすっ けす ¨ぉ-

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさけっおすう, おけうすけ こさう-
おかのつゃぇす こさっい 2014 ゅけょうくぇ. 
╁ こさうっすうは くぇ こなさゃけ つっすっくっ ぉのょあっす  

ゃくけしうすっかはす っ けこさっょっかうか 
きぇおしうきぇかっく さぇいきっさ くぇ くけゃうは けぉとうく-

しおう ょなかゅ いぇ 2014 ゅけょうくぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 7 
きかく. 530 たうか. 261 かっゃぇ, おぇおすけ う きぇお-
しうきぇかくうは さぇいきっさ くぇ けぉとうくしおうは ょなかゅ 
おなき 31-ゃう ょっおっきゃさう 2014 ゅけょうくぇ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 8 きかく. 639 たうか. 830 かっゃぇ.
/╁ すけいう ょなかゅ しっ ゃおかのつゃぇ そうくぇくしう-

さぇくっすけ けす そけくょ 《╊┿╂ う けしすぇすなおなす こけ 
ぉぇくおけゃ おさっょうす, ういすっゅかっく いぇ ぇしそぇかすう-
さぇくっ ゃ けぉとうくぇすぇ/. 

╇いゃけょう: 

′ぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ ゅさぇあょぇくうすっ けす こさう-

っすうは くぇ こなさゃけ つっすっくっ ╀のょあっす 2014: 

- ╆ぇこぇいゃぇ しっ こさけきうかなす いぇ すぇおしぇ 
しきっす ゃ さぇいきっさぇ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.

- ′っ しっ せゃっかうつぇゃぇ ょぇくなつくぇすぇ すっ-
あっしす いぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ きっしすくうすっ ょぇくなちう う 
すぇおしう. 

- ‶さっょゃうあょぇす しっ しさっょしすゃぇ いぇ けぉ-
かぇゅけさけょはゃぇくっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ すけゃぇ 
つうしかけ くけゃぇ ゃういうは くぇ ちっくすさぇかくぇすぇ 
つぇしす, いぇゃなさてゃぇくっ くぇ ぇしそぇかすうさぇくっすけ 
くぇ ぉせか. „23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう 
こけかお” ゃ つぇしすすぇ けす おさなしすけゃうとっすけ  けす 
╃っゃうつっしおうは きぇくぇしすうさ ょけ  きぇゅぇいうく 
„╉ぇせそかぇくょ”.

- ′けゃぇ ゃういうは くぇ こぇさお „〈のかぉっすけ” う 
こぇさお „[けいぇさうせき”.

〈けゃぇ しぇ くぇえ-ゃぇあくうすっ ぇおちっくすう う きけ-
きっくすう けす こさうっすうは  ╀のょあっす くぇ けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお /こなさゃけ つっすっくっ/. 〈けゃぇ, 
おけっすけ くっ っ いぇこうしぇくけ ゃ くっゅけ, くけ しつう-
すぇき, つっ っ ょなかゅ くぇ ゃしうつおう くぇし, あうゃっ-
っとうすっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ, 
っ ょぇ こぇいうき くぇこさぇゃっくけすけ し くぇてうすっ 
こぇさう, ょぇ ゅけ きくけあうき う ょぇ しきっ しなこ-
さうつぇしすくう う けすいうゃつうゃう  おなき ょけぉさう-
すっ  うくうちうぇすうゃう くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす. 
′っ っ いぇ こさっくっぉさっゅゃぇくっ う けぉさぇすくぇすぇ  
ゃさないおぇ けす しすさぇくぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 
けぉとうくぇすぇ.

¨とっ ぇおちっくすう けす
╀のょあっす 2014 ゅけょうくぇ

╃くっゃくうはす こけさちうけく ゃ ょっすしおうすっ 
ゅさぇょうくう  う はしかう っ 3 かっゃぇ, ぉっい ╃╃].
╆ぇ っょくけおさぇすくけ そうくぇくしけゃけ こけょこけ-

きぇゅぇくっ う しさっょしすゃぇ いぇ かっつっくうっ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
し さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
とっ しっ たぇさつぇす けぉとけ 7 500 かっゃぇ. 
╋ぇおしうきぇかくうはす さぇいきっさ くぇ こけきけとすぇ 
けしすぇゃぇ くっこさけきっくっく - ょけ 400 かっゃぇ 
くぇ つけゃっお.
180 たうかはょう かっゃぇ いぇ ╉せかすせさくうは 

おぇかっくょぇさ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
220 たうかはょう かっゃぇ いぇ しこけさすくうすっ 

おかせぉけゃっ ゃ けぉとうくぇすぇ. 
[ぇいたけょうすっ いぇ おきっすしすゃぇすぇ ゃ けぉとう-

くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい 2014 ゅけょうくぇ とっ 
しぇ 270 たうかはょう かっゃぇ. ╉きっすしすゃぇすぇ 
とっ こけかせつぇゃぇす こけ 2 たうかはょう かっゃぇ いぇ 
こさぇいくうちうすっ くぇ しっかぇすぇ しう う こけ 600 
かっゃぇ いぇ いうきくけ こけつうしすゃぇくっ.
╀っい こさけきはくぇ, 29 たうかはょう かっゃぇ いぇ 

ゅけょうくぇ, けしすぇゃぇ う ぉのょあっすなす くぇ けぉ-
とっしすゃっくうは こけしさっょくうお. 
3 きかく. 680 たうか. 154 かっゃぇ しぇ こぇ-

さうすっ いぇ けぉとうくしおけすけ こさっょこさうはすうっ 
„╉けきせくぇかくけ しすけこぇくしすゃけ“, おけっすけ しっ 
いぇくうきぇゃぇ しなし しきっすけこけつうしすゃぇくっすけ 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁ けぉとうくしおぇすぇ しきっすおぇ しぇ いぇかけあっ-

くう う 30 たうかはょう かっゃぇ いぇ ょぇさけゃうすう 
ょっちぇ.
66 336 かっゃぇ いぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ 

ょっえくけしす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
30 たうかはょう かっゃぇ いぇ ういょさなあ-

おぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, けす おけうすけ 
60% しぇ いぇ  ゃないくぇゅさぇあょっくうは, けしう-
ゅせさけゃおう くぇ しなゃっすくうちうすっ う っおうこぇ, 
けしすぇくぇかけすけ っ いぇ おぇくちっかぇさしおう う 
ょさせゅう さぇいたけょう. ] くけゃうは ぉのょあっす しっ 
こさけきっくはす う ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ くぇ 
けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう う すっ とっ こけ-
かせつぇゃぇす こけ 160 かっゃぇ いぇ  せつぇしすうっすけ 
しう ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ っょくけ いぇしっょぇくうっ. 
╀っい こさけきはくぇ けしすぇゃぇ いぇこかぇとぇくっ-
すけ うき いぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ おけきうしううすっ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす – こけ 100 かっゃぇ いぇ 
っょくぇ おけきうしうは きっしっつくけ. ]さっょくけすけ 
きっしっつくけ ぉさせすくけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ 
くぇ っょうく けぉとうくしおう しなゃっすくうお っ 350 
かっゃぇ うかう ょけ 55% けす しさっょくぇすぇ ぉさせす-
くぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ ゃ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは, おけはすけ っ 662 かっゃぇ 
う 68 しすけすうくおう.  
╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ しなゃっすくうちうすっ, 

おけうすけ ょけぉさけゃけかくけ しっ けすおぇいゃぇす けす 
かうつくう ゃないくぇゅさぇあょっくうは いぇ さぇぉけすぇ-
すぇ しう ゃ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす, しぇ 6-きぇすぇ 
つかっくけゃっ 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”, さなおけゃけょっくぇ けす ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ /ゃ ゅさせこぇすぇ しぇ けとっ: ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ, ╃さぇゅけ-
きうさ ‶っすおけゃ, ╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけ-
ゃぇ, 『ゃっすぇく 【うおけゃ/. ]なぉさぇくうすっ けす 
すはた しせきう しっ ゃかぇゅぇす ゃ さぇいかうつくう おぇせ-
いう う ぉかぇゅけすゃけさうすっかくう うくうちうぇすうゃう.

Момент от приемането на Бюджет 2014 на първо четене 

‶けゃっつっ けす 280 しぇ こけしっすうすっかうすっ いぇ 
ぉかういけ 4 きっしっちぇ  くぇ さぇいおさうすうは う 

ょっえしすゃぇと くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ゅさぇょ ╉ぇ-
いぇくかなお 『っくすなさ いぇ けぉとっしすゃっくぇ こけょおさっ-
こぇ. 〈けえ っ つぇしす けす けぉとうくしおぇすぇ ]すさぇすっゅうは 
いぇ こさっょかぇゅぇくっ くぇ しけちうぇかくう せしかせゅう  う しっ 
さっぇかういうさぇ おぇすけ ょなさあぇゃくけ ょっかっゅうさぇくぇ 
ょっえくけしす し こけょおさっこぇすぇ くぇ ょゃっ くっこさぇ-
ゃうすっかしすゃっくう けさゅぇくういぇちうう ゃ さっゅうけくぇ 
- ]ょさせあっくうっ „╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃ-
さっあょぇくうは“ う ]ょさせあっくうっ „]ぇきぇさはくう“.
╆ぇ おさぇすおけすけ ゃさっきっ くぇ しゃけっすけ しなとっしす-

ゃせゃぇくっ ゃ ちっくすなさぇ しぇ ういゃなさてっくう ぉかういけ 
260 うくょうゃうょせぇかくう おけくしせかすぇちうう, しけちう-
ぇかくぇ, こしうたけかけゅうつっしおぇ う ょさせゅぇ こけょおさっ-
こぇ しぇ こけかせつう 55 ょっちぇ ゃ さうしお う しっきっえ-
しすゃぇ. 

′ぇ 25-すう はくせぇさう けす しゃっすぇ しう けすうょっ うゅせきっくうはすぇ くぇ ╋なゅかうあおうは きぇくぇ-
しすうさ [ぇたうかぇ. 

╃っしっすおう ゅけょうくう すは こけしゃっすう くぇ ゅさうあぇすぇ いぇ ょせてうすっ くぇ ぉけゅけきけかちうすっ, 
おけうすけ は すなさしったぇ ゃ ょけぉさう う かけてう きけきっくすう. 
]すけすうちう きうさはくう は ういこさぇすうたぇ ゃ こけしかっょくうは え こなす.

¨しくけゃくぇすぇ ちっか くぇ さぇいおさうすうは 『っくすなさ いぇ けぉとっしすゃっくぇ こけょおさっこぇ っ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ ょっちぇ う しっきっえ-
しすゃぇ ゃ さうしお う こけょけぉさはゃぇくっ おぇつっしすゃけすけ うき くぇ あうゃけす つさっい こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ ういけしすぇゃはくっすけ くぇ ょっちぇ う 
くぇしすぇくはゃぇくっすけ うき ゃ うくしすうすせちうう, こさっゃっくちうは くぇ くぇしうかうっすけ う けすこぇょぇくっすけ うき けす せつうかうとっ, けぉせつっくうは 
う せきっくうは くぇ ょっちぇ ゃ さうしお いぇ しぇきけしすけはすっかっく あうゃけす, こけょおさっこぇ くぇ ょっちぇ し こけゃっょっくつっしおう こさけぉかっきう う 
こさけはゃう, こけょおさっこぇ くぇ こさうっきくう さけょうすっかう う けしうくけゃうすっかう.
╁しうつおう こさっょけしすぇゃはくう ゃ 『っくすなさぇ せしかせゅう しぇ ぉっいこかぇすくう いぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくうすっ ╉ぇいぇくかなお う 

‶ぇゃっか ぉぇくは.
‶けきけとすぇ, こさっょかぇゅぇくぇ ゃ くっゅけ けす 12 -すっ しこっちうぇかうしすう, しっ けしうゅせさはゃぇ, おぇおすけ し かうつくぇ いぇはゃおぇ けす さけょう-

すっかは うかう くぇしすけえくうおぇ くぇ こさけぉかっきくけすけ ょっすっ, すぇおぇ う けす ょうさっおちうは „]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ“ ゃ しなけす-
ゃっすくぇすぇ けぉとうくぇ う けすょっか „╆ぇおさうかぇ くぇ ょっすっすけ“, ゃおか. う し くぇしけつゃぇくっ けす ょさせゅう しけちうぇかくう うくしすうすせちうう.
╁ こけきけと くぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ ちっくすなさぇ しぇ こしうたけかけゅ, かけゅけこっょ, ぇさす すっさぇこっゃす, しけちうぇかくう さぇぉけすくうちう う 

のさうしす.
[なおけゃけょうすっか くぇ 『っくすなさぇ っ ╋ぇさうは ╂うくっゃぇ.
╂けょうてくけ ょっえくけしすすぇ くぇ くけゃぇすぇ しすさせおすせさぇ いぇ けぉとっしすゃっくぇ こけょおさっこぇ くぇ ょっちぇ う しっきっえしすゃぇ ゃ さうしお とっ 

しっ そうくぇくしうさぇ し ぉかういけ 170 たうかはょう かっゃぇ けす ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす.

′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ ぇゃうけおけきこぇくうは ゃ 『っくすぇさかくぇ う ╇いすけつくぇ ╄ゃさけこぇ  し くぇょ 1,25 きかく. こなすくうちう 
きっしっつくけ Wizz ┿irう  う くっえくぇすぇ けそうちうぇかくぇ きっょうは Wizzair Magazine ういぉさぇたぇ  ╉ぇいぇくかなお 

いぇ ゅさぇょぇ, し おけえすけ ょぇ いぇこけつくっ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは いぇ  しゃけはすぇ こなすくうつっしおぇ  ぇせょう-
すけさうは. ‶さっい  そっゃさせぇさう う きぇさす  ぉかういけ 2.5 きうかうけくぇ ょせてう, こなすせゃぇとう こけ ゃしうつおう ょっしすうくぇ-
ちうう くぇ Wizz ┿ir ゃ ╄ゃさけこぇ う しゃっすぇ, とっ きけゅぇす ょぇ けこけいくぇはす ╉ぇいぇくかなお し くっゅけゃうすっ こさうさけょくう 
ょぇょっくけしすう う せくうおぇかくう おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおう いぇぉっかっあうすっかくけしすう. 《けすけしうすっ, おけうすけ とっ 
さぇいおぇいゃぇす いぇ おぇいぇくかなておうすっ おさぇしけすう, しぇ ょっかけ くぇ きっしすくうすっ そけすけゅさぇそう ┿かっおしぇくょなさ ╇ゃぇ-
くけゃ う ╃けぉさけきうさ ╃うきけゃ. 
╁ しゃけはすぇ しこっちうぇかくぇ させぉさうおぇ “Discover the beauty of Bulgaria“ („¨すおさうえすっ おさぇしけすぇすぇ くぇ 

╀なかゅぇさうは“) Wizzair Magazine こけこせかはさういうさぇ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ う とっ ょぇょっ ゃょなたくけゃっくうっ いぇ 
こけしっとっくうっ ゃ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ う ゃ ╃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 くぇ すせさうしすう-
すっ, こなすせゃぇとう  こけ ゃしうつおう 300 かうくうう  くぇ ぇゃうけおけきこぇくうはすぇ. ]こうしぇくうっ Wizzair ╋gazinっ っ 
けそうちうぇかくぇすぇ きっょうは くぇ Wizz ┿ir, おけっすけ ぉっいこかぇすくけ ょけしすうゅぇ ょけ ゃしっおう こなすくうお くぇ ぉけさょぇ くぇ 
くっゅけゃうすっ しぇきけかっすう. ‶さっょしすぇゃはくっすけ くぇ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ ゃ ぉさけは いぇ そっゃさせぇさう-きぇさす とっ ぉなょっ 
っょうく ゃなかくせゃぇと ょけしっゅ くぇ こなすせゃぇとうすっ し こさうさけょくうすっ いぇぉっかっあうすっかくけしすう う おせかすせさくけすけ ぉけ-
ゅぇすしすゃけ くぇ ╀なかゅぇさうは. ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ  Wizz Air っ  こさっゃけいうかぇ くぇょ 900 000 こなすくうちう 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ‶さっい すぇいう ゅけょうくぇ ぇゃうけおけきこぇくうはすぇ  けぉはゃう くけゃう けすしっつおう けす ]けそうは ょけ 〈っか 
┿ゃうゃ う ]けそうは  ╋ぇかきの.

„╇しすうくしおぇすぇ うしすけさうは くぇ 
》さうしすうくぇ ╋けさそけゃぇ“- すぇおぇ しっ 
くぇさうつぇ おくうゅぇすぇ, つうはすけ こさっ-
きうっさぇ いぇ ╀なかゅぇさうは しっ しなしすけは 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
┿ゃすけさ くぇ こなさゃけすけ こけ さけょぇ 

しう けぉっおすうゃくけ ういしかっょゃぇくっ いぇ 
あうゃけすぇ くぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇ けこっさくぇ こさうきぇ 》さうしすうくぇ 
╋けさそけゃぇ っ しすぇさけいぇゅけさしおぇすぇ 
あせさくぇかうしすおぇ う おけさっしこけく-
ょっくす くぇ ╀〈┿ [せきはくぇ ╊っつっゃぇ.
╀かういけ 7 ゅけょうくう けす こさけそっ-

しうけくぇかくうは しう あうゃけす あせさくぇ-
かうしすおぇすぇ こけしゃっとぇゃぇ くぇ うい-
しかっょゃぇくっ くぇ かうつくうすっ ぇさたうゃう 
くぇ こっゃうちぇすぇ, しなぉうさぇくっ くぇ 
さぇいかうつくう ょけおせきっくすう けす しっ-
きっえくうすっ ぇさたうゃう くぇ そぇきうかう-
うすっ ╊せおぇて, ╀ぇゅぇさけゃう, ╁かぇ-
ょうおうくう, しゃうょっすっかしおう さぇいおぇいう くぇ しなゃさっきっくくうちう くぇ 》さうしすうくぇ 
╋けさそけゃぇ, くぇ くっえくぇすぇ しゃっおなさゃぇ 〈っけそぇくぇ ╊せおぇて, いぇ ょぇ けしゃっす-
かう くっういゃっしすくう そぇおすう けす くっえくうは かうつっく う すゃけさつっしおう こなす.
]こっちうぇかくけ きはしすけ ゃ おくうゅぇすぇ っ けすさっょっくけ くぇ ゅけかはきぇすぇ かのぉけゃ 

くぇ 》さうしすうくぇ ╋けさそけゃぇ し ょ-さ ╊のぉっく ╊せおぇて - ぉさぇす くぇ ゅっくっさぇか 
╉けくしすぇくすうく ╊せおぇて, せぉうす けす ′ぇさけょくうは しなょ こさっい 1945 ゅけょうくぇ, 
くっゃっさけはすくけすけ え こさうはすっかしすゃけ ょけ ゅさけぉ し くっえくぇすぇ こうぇくうしすおぇ う 
おけさっこっすうすけさおぇ ╊のょきうかぇ ‶さけおけこけゃぇ, けすょぇょっくけしすすぇ え くぇ くっえ-
くうすっ せつっくうちう. 
╀かういけ 500-すっ しすさぇくうちう くぇ „╇しすうくしおぇすぇ うしすけさうは くぇ 》さうしすうくぇ 

╋けさそけゃぇ“ しぇ けぉっおすうゃくけ ういしかっょゃぇくっ ゃ ょなかぉけつうくぇ くぇ こさけすうゃけ-
さっつうゃぇすぇ かうつくけしす くぇ ゃうょくぇすぇ しすぇさけいぇゅけさおぇ, いぇゃけのゃぇかぇ しかぇ-
ゃぇ こけ っゃさけこっえしおうすっ しちっくう, ょけおせきっくすぇかっく さぇいおぇい いぇ あうゃけすぇ 
くぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ, しなぉさぇかぇ いぇこうしう ゃ こなさゃぇすぇ ゅさぇきけそけくくぇ 
こかけつぇ, ういょぇょっくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╉くうゅぇすぇ しなょなさあぇ こうしきぇ, ょけおせきっくすぇかくぇ たさけくけかけゅうは う しこけ-

きっくう いぇ しこっおすぇおかうすっ  し せつぇしすうっすけ くぇ ╋けさそけゃぇ, いぇ くっえくうすっ 
けすくけてっくうは し くぇえ-ぉかういおうすっ え, いぇ ゅけかはきぇすぇ ょさぇきぇ ゃ こさけそっしうけ-
くぇかくうは え あうゃけす, ゃ おけはすけ しっ こさっゃさなとぇ くっえくけすけ おけくちっさすうさぇくっ 
ゃ [せしうは こさっい 1934 ゅけょうくぇ. ╆ぇ こさっきうっさぇすぇ くぇ おくうゅぇすぇ  しこっちう-
ぇかくけ けす つっておぇすぇ しすけかうちぇ こさうしすうゅくぇ ′ぇょは ╊せおぇて-  ょなとっさは くぇ 
ゅっく. ╊せおぇて.

╀うゃてう けそうちっさう, くぇしすけはとう つかっくけゃっ くぇ ゃけ-
っくくけ-こぇすさうけすうつくうすっ しなのいう う こぇすさうけすうつ-

くうすっ けさゅぇくういぇちうう  しないょぇょけたぇ きっしすっく おけきうすっす 
„23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお“. ╇ょっはすぇ っ くぇ  
おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ .  
╁ おけきうすっすぇ ゃかういぇす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ]なのいぇ くぇ 
けそうちっさうすっ う しっさあぇくすうすっ けす いぇこぇしぇ う さっいっさゃぇ, 
くぇ ]なのいぇ くぇ いぇこぇしくうすっ こけょけそうちっさう, くぇ ]なのいぇ 
くぇ ゃっすっさぇくうすっ けす ゃけえくうすっ, くぇ ]なのいぇ くぇ ゃないこう-
すぇくうちうすっ くぇ ゃけっくくうすっ くぇ ′っゅけゃけ ゃっかうつっしすゃけ, 

]かっょ 13-ゅけょうてくけ こさっおなしゃぇくっ  けす くぇつぇかけすけ 
くぇ すぇいう ゅけょうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ うきぇ ¨ぉ-

とうくしおう おぇきっさっく けさおっしすなさ, おけえすけ くけしう うきっすけ 
くぇ ゅさぇょぇ. [なおけゃけょうすっか くぇ ]すさせくくうは おぇきっさっく 
けさおっしすなさ „╉ぇいぇくかなお“ っ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ. ╁ しなしすぇ-
ゃぇ ゃかういぇす けとっ ╊のぉっくぇ 〈はくけゃぇ - こなさゃぇ ちうゅせか-

] 4 くけゃう おうすぇさう しっ こさっょしすぇゃう いぇ こけさっょっく こなす 
おぇいぇくかなておぇすぇ そぇぉさうおぇ „╉さっきけくぇ” ゃ ]ゃっ-

すけゃくけすけ ういかけあっくうっ いぇ きせいうおぇかくう うくしすさせきっくすう ゃ 
┿くぇたぇえき, ]┿】. ╃うさっおすけさなす くぇ そぇぉさうおぇすぇ ╄かっ-
くぇ ╂ぇきけゃぇ, おけはすけ っ つぇしす 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”, かうつくけ こさっょしすぇゃう くけゃうすっ うくしすさせ-
きっくすう, ういさぇぉけすっくう  こけ くけゃう すったくけかけゅうう, し くけゃう 
きぇすっさうぇかう う っおいけすうつくう ょなさゃっしうくう, こけょしうかゃぇとう 
いゃせおぇ う おぇつっしすゃけすけ くぇ しすさせくくうすっ うくしすさせきっくすう. 
′けゃぇすぇ しっさうは  おうすぇさう しぇ こけしゃっすっくう くぇ 90-ゅけ-
ょうてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ そぇぉさうおぇ „╉さっ-
きけくぇ”. ]っさうはすぇ くけしう うきっすけ „90-すぇ ゅけょうてくうくぇ”. 

╃ゃぇ こさけっおすぇ いぇ せかうつくけ けしゃっすかっくうっ こけ ¨‶ „[ぇいゃうすうっ くぇ しっか-
しおうすっ さぇえけくう”う ╃《 „╆っきっょっかうっ”  しっ さっぇかういうさぇす くぇ すっさうすけ-

さうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは. ‶さけっおすうすっ しぇ くぇ けぉとぇ しすけえくけしす 
ぉかういけ 2 きかく. かっゃぇ う とっ こさうおかのつぇす ゃ おさぇは くぇ きぇさす. ╀かぇゅけょぇさっ-
くうっ くぇ しさっょしすゃぇすぇ, けしうゅせさっくう こけ すはた, ゃ けぉとうくぇすぇ ういちはかけ とっ しっ 
こけょくけゃう う さっおけくしすさせうさぇ せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ, とっ しっ こけしすぇゃはす 
うおけくけきうつくう かぇきこう, とっ しっ ういゅさぇょう けしゃっすうすっかくぇ きさっあぇ すぇき, おな-
ょっすけ ょけしっゅぇ すぇおぇゃぇ くっ っ しなとっしすゃせゃぇかぇ. ‶さけっおすうすっ しぇ けす 2009 
ゅけょうくぇ う こさっょゃうあょぇす こけしすぇゃはくっすけ くぇ 340 くけゃう せかうつくう しすなかぉぇ 
う こけょきはくぇ くぇ 1300 けしゃっすうすっかくう すっかぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 13-すっ 
くぇしっかっくう きっしすぇ けす けぉとうくぇすぇ う ゅさぇょ ‶ぇゃっか ぉぇくは. ╇いこなかくうすっか  
くぇ こさけっおすぇ っ しけそうえしおぇ そうさきぇ. 

╁さないおぇすぇ くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し ぇゃすけきぇゅうしすさぇかぇ „〈さぇおうは“ とっ 
ぉなょっ ゅけすけゃぇ ょけ 2017 ゅ. 〈けゃぇ けぉはゃう こさっきうっさなす ‶かぇきっく ¨さっ-

てぇさしおう こさう こけしっとっくうっすけ しう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈けえ くっ しっ ぇくゅぇあう-
さぇ しなし しさけおけゃっ こけ けすくけてっくうっ くぇ ょさせゅうは けぉっおす, いぇはゃっく おぇすけ こさう-
けさうすっすっく う けす くぇしすけはとうは おぇぉうくっす - かっすうとっすけ おさぇえ けぉかぇしすくうは 
ゅさぇょ, おなき おけっすけ おけさっえしおう う うくょうえしおう こさっょこさうっきぇつう こさけはゃはゃぇす  
しなとっしすゃっく うくすっさっし. „╁っつっ くっ しきっは ょぇ しっ ぇくゅぇあうさぇき しなし しさけおけゃっ 
いぇ かっすうとっすけ. ╁ すけいう きぇくょぇす くはきぇ ょぇ しすぇくっ, くけ いぇ しかっょゃぇとうは とっ 
ゅけ うきぇきっ こさっょゃうょ“, かぇおけくうつっく ぉっ ‶かぇきっく ¨さってぇさしおう

くぇ ╉かせぉ „‶っすなさ ╉けくしすぇくすうくけゃ“, くぇ 〈さぇおうえしおけ ょさせあっしすゃけ „╉ぇこうすぇく ‶っすおけ ゃけえゃけょぇ“, くぇ ̈ ぉとけぉなか-
ゅぇさしおう おけきうすっす „╂っく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ“, くぇ ょさせあっしすゃけ „]ゃなさいけつくうお“ おなき ]¨]╆[. 
『っかすぇ くぇ しそけさきうさぇくうは おけきうすっす っ こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ すなさあっしすゃっくけ けすぉっかはいゃぇくっ くぇ 100-ゅけょうて-

くうくぇすぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, ゃ おけはすけ けしくけゃくけ  きはしすけ いぇっきぇ かっゅっくょぇさくうはす し 
たさぇぉさけしすすぇ しう 23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお .

‶けゃっつっ こけょさけぉくけしすう いぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ そぇぉさうおぇ, おけはすけ っ ぉうかぇ っょうくしすゃっくぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ そうさきぇ くぇ すけいう そけさせき, う けちっくおぇすぇ, ょぇょっくぇ けす しゃっすけゃくうすっ きせいうおぇかくう おぇこぇちうすっすう くぇ 
さぇぉけすぇすぇ  くぇ おぇいぇくかなておうすっ かのすうっさう う きぇえしすけさう けす „╉さっきけくぇ”, けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ 
„〈┿”. ] おうすぇさう  う ちうゅせかおう くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ „╉さっきけくぇ” しゃうさはす きせいうおぇくすうすっ けす ╃あうこしう ╉うくゅし, 
╉しぇゃうっさ ‶けょうかぇ, ╊せかせ [ぇえたぇさょ う ょさせゅう.

おぇ; ╋ぇさうっすぇ ╃せくょけゃぇ - ゃすけさぇ ちうゅせかおぇ; [せきっかうは 》さうしすけゃぇ - ゃう-
けかけくつっかけ; 》ぇさうっすぇ ╀ぇおぇかけゃぇ - ゃうけかぇ; ]すっそぇく 》さうしすけゃ う ╋ぇくつけ 
╉ぇさぇうかうっゃ - おかぇしうつっしおぇ おうすぇさぇ.
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

...』 》《╉[『╊》╅【╅ 〉╅ „╅『』╊〉╅]“   
〉つうかうとくけすけ くぇしすけはすっかしすゃけ こなさゃけ 

こけょおさっこは うょっはすぇ いぇ さぇいおさうゃぇくっ くぇ 
くけゃぇ きぇてうくけしすさけうすっかくぇ こぇさぇかっか-
おぇ. ′けゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす, おぇおゃぇすけ くっ 

っ ういゃっしすくけ ょぇ しなとっしすゃせゃぇ ゃ ょさせゅけ 
くぇてっ せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ, っ ぉかうい-
おぇ こけ しなょなさあぇくうっ ょけ こけこせかはさくぇすぇ 
こさっょう ゅけょうくう っかうすくぇ しこっちうぇかくけしす 
╂┿‶], さぇいおさうすぇ けす ょうさっおすけさぇ 》さうし-
すけ ╂なょっゃ. ╇ょっはすぇ っ いぇゃなさてうかうすっ 
しこっちうぇかくけしすすぇ ょぇ さぇぉけすはす ゃ きぇてう-
くけしすさけうすっかくうすっ そうさきう くぇ ╉ぇいぇく-
かなお, おけうすけ ういこうすゃぇす けしすさぇ くせあょぇ けす 
しこっちうぇかうしすう. ╃けぉさう しぇ う ゃないきけあ-
くけしすうすっ いぇ ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ. 
¨す ゅけょうくう しけぉしすゃっくうちうすっ う きっくう-

ょあなさうすっ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ 
そうさきう ゃ さっゅうけくぇ ぇかぇさきうさぇす いぇ けしす-
さぇすぇ くせあょぇ けす きかぇょう う おゃぇかうそうちう-
さぇくう しこっちうぇかうしすう, いぇとけすけ, ゃなこさっおう 
おさういぇすぇ, きぇてうくけしすさけっくっすけ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しなとっしすゃせゃぇ. ¨し-
ゃっく ゃけょっとっすぇ そうさきぇ „┿さしっくぇか“, すせお 
さぇぉけすはす けとっ くはおけかおけ ゅけかっきう う こけ-
きぇかおう こさっょこさうはすうは, おけうすけ しっ さぇいゃう-
ゃぇす しすぇぉうかくけ.
„〈ったくうちうすっ-きったぇすさけくつうちう きけゅぇす 

ょぇ しっ さっぇかういうさぇす ゃなゃ ゃしうつおう きぇてう-
くけしすさけうすっかくう う ょさせゅう こさっょこさうはすうは 
– こさっょう ゃしうつおけ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃,  くけ 
しなとけ う ゃ „╉ぇこさけくう” ┿╃, „╋+] 》うょさぇ-
ゃかうお” ┿╃, „╄VN” ┿╃, „╉さっし-╃” ╄¨¨╃, 
„》うょさけこくっゃきけすったくうおぇ”, „》さぇくきったぇ-
くうおぇ” ¨¨╃  う ょさ., しこけょっかは ょうさっおすけ-
さなす くぇ ゅうきくぇいうはすぇ ╃っきうさっゃぇ. 
╆ぇ けぉせつっくうっすけ くぇ せつっくうちうすっ ゃ 

くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす せつうかうとっすけ 
さぇいこけかぇゅぇ し ょけしすぇすなつくけ けこうすくう う 
おゃぇかうそうちうさぇくう こさっこけょぇゃぇすっかう-うく-
あっくっさう こけ きぇてうくけしすさけっくっ う っかっお-
すさけくうおぇ, けすゃけさっくう おなき くけゃけしすうすっ, 
ゅぇさぇくすうさぇ すは. [ってっく っ う ゃなこさけしなす 
いぇ せつっぉくぇすぇ こさぇおすうおぇ. „′っ っ すぇえくぇ, 

〈は しっ おぇいゃぇ ╂っさゅぇくぇ ]せかっゃぇ う っ っょくぇ けす おぇいぇくかなておうすっ っきぉかっきう. ╆ぇさぇ-
ょう しうかぇすぇ くぇ ょせたぇ え う すぇかぇくすぇ ょぇ ゃうあょぇ おさぇしけすぇ くぇゃしはおなょっ. ╇いょぇかぇ 

っ ょゃっ おくうゅう し こけっいうは, „╅うゃけす“ う „‶ぇしこけさす“, こけょゅけすゃは う すさっすぇ. ┿ゃすけさ っ くぇ 
きのいうおなか „╆ぇ すっいう, おけうすけ けぉうつぇきっ”, し 9 ぇゃすけさしおう こっしくう, いぇっょくけ し ╉さぇしう-
きうさ ╀かういくぇおけゃ. ╇きぇ う しなゃきっしすくぇ そけすけういかけあぉぇ くぇ すっきぇ „Face art” し ╈けくおけ 
[せしっゃ. 
╇きぇ ちっくくう こさうはすっかう ゃ „┿さしっくぇか”, おけうすけ きくけゅけ せゃぇあぇゃぇ: ′うおけかぇえ 』ぇかな-

おけゃ う 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ. 〈っ しぇ ゃっさくう くっえくう つうすぇすっかう う こさうはすっかう. 

〈は っ けす „てぇさっくうすっ ゃさぇくう”. ¨す けくっいう たけさぇ, おけうすけ 
ゃっょくぇゅぇ いぇぉっかはいゃぇて, くっいぇゃうしうきけ おぇお しぇ けぉかっつっ

くう う おぇおゃけ さぇぉけすはす. ╂けゃけさう ぉなさいけ, っきけちうはすぇ ぉせおゃぇか
くけ しすさせう けす けつうすっ う さなちっすっ え. ╀けっく ょせた ゃ ぉせすうかおぇ. 
╇きぇ ゅけかっきう つけゃっておう きっつすう. ╉けしきけこけかうす, おけえすけ うしおぇ 

ょっすっすけ きせ ょぇ ぉなょっ ゅさぇあょぇくうく くぇ しゃっすぇ, こけいくぇゃぇと おけ
さっくうすっ しう. 
]ぇきけ くぇ 27 ゅけょうくう っ, ぇ ゃっつっ うきぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう ぉけゅぇす 

あうすっえしおう, しけちうぇかっく う こさけそっしうけくぇかっく けこうす. ╄ょくぇ ゅけ
かはきぇ かのぉけゃ, さぇいこけいくぇすぇ けとっ けす 5-は ょっく, „いぇとけすけ っ 
かのぉけゃすぇ くぇ あうゃけすぇ え”, けす おけはすけ しっ さぇあょぇ 4-ゅけょうてくぇ
すぇ え ょなとっさは ╋ぇさすうくぇ. [ぇぉけすぇ, おけはすけ くぇ っすぇこぇ は ゃょなた
くけゃはゃぇ し たけさぇすぇ, し おけうすけ は ょっかう う けしきうしかは ょくうすっ え. 
‶さうはすっかう, かのぉうきぇ きせいうおぇ  う おくうゅう. ╆ぇ おけうすけ うきぇ ゃしっ 
こけ-きぇかおけ ゃさっきっ. 
╉さぇょっ ゅけ ゃ けぉっょくうすっ こけつうゃおう, おけゅぇすけ, しゃうすぇ いぇょ くは

おけえ なゅなか, つっすっ ゃ  けさうゅうくぇか ぇくゅかうえしおう う させしおう ぇゃすけさう. 
╁すけさけすけ, いぇさぇょう おさなゃくぇすぇ ゃさないおぇ: きぇえおぇ え っ させしおうくは 
けす ぅさけしかぇゃか.

つっ おけさこせしなす いぇ こさぇおすうつっしおけ けぉせ-
つっくうっ ゃ ゅうきくぇいうはすぇ っ ゃ おさうすうつくけ 
しなしすけはくうっ. ]こっつっかっくうはす こさけっおす 
„╋けょっさくういうさぇくっ くぇ しうしすっきぇすぇ くぇ  

こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ” くう 
ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ しかっょゃぇとぇすぇ 
せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ょぇ けぉいぇゃっょっき おぇぉう-
くっす-さぇぉけすうかくうちぇ し 『‶〉 きぇてうくぇ う 
12 しうきせかぇすけさぇ. ╇いくっしっくうすっ せつっぉ-
くう う こさけういゃけょしすゃっくう こさぇおすうおう くぇ 
せつっくうちうすっ ゃっつっ ゃすけさぇ ゅけょうくぇ しぇ 
そぇおす – うきぇきっ こけょこうしぇくう ょけゅけゃけさう 
し „┿さしっくぇか”┿╃, „╋+] 》うょさぇゃかうお”, 
„》うょさけこくっゃきけすったくうおぇ”, „╉さっし-╃” 
╄¨¨╃ う „》さぇくきったぇくうおぇ”, しなけぉとう 
いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ょうさっおすけさなす 
くぇ ゅうきくぇいうはすぇ. „[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
せつうかうとっすけ う ちっかうはす こっょぇゅけゅうつっしおう 
おけかっおすうゃ しぇ しう こけしすぇゃうかう いぇょぇつぇすぇ 
ょぇ しっ こさうっきぇす せつっくうちう, おけうすけ しぇ 
きけすうゃうさぇくう いぇ せつっぉっく すさせょ. 『っかすぇ 
くう っ さぇいおさうゃぇくっ くぇ こけゃっつっ う こけ-
さぇいくけけぉさぇいくう しこっちうぇかくけしすう, おけうすけ 
こさっょけしすぇゃはす ゃないきけあくけしす いぇ ういぉけさ 
くぇ せつっくうちうすっ. ′っおぇ おぇくょうょぇす-ゅうき-
くぇいうしすうすっ う すったくうすっ さけょうすっかう いくぇ-
はす, つっ ゃしはおぇ こけかせつっくぇ けちっくおぇ ゃ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” うきぇ しゃけっすけ こけ-
おさうすうっ しなし いくぇくうは う ゃうしけおぇ ちっくぇ. 
′っ っ ょぇかっつっ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃしっおう 
せつっくうお けす ぉうゃてっすけ ╋ったぇくけ とっ しっ 
ゅけさょっっ しなし しゃけっすけ せつうかうとっ, いくぇくうは 
う こけかせつっくけ けぉさぇいけゃぇくうっ. ╆ぇこぇいっ-
くぇすぇ きぇさおぇ くぇ せつうかうとっすけ ‶╂ „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ” ゃ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお とっ けす-
ゃぇさは ゃさぇすう くぇ あっかぇくう せくうゃっさしうすっ-
すう う そうさきう, ゃ おけうすけ おけくおせさっくちうはすぇ 
いぇ さぇぉけすくう きっしすぇ くぇ おぇくょうょぇすうすっ っ 
そぇおす. ¨すくけゃけ とっ ゃなさくっき うきうょあぇ くぇ 
せつうかうとっすけ – ゅけさょけしす いぇ おぇいぇくかなつぇ-
くう う ちはかぇ のあくぇ ╀なかゅぇさうは“, おぇいゃぇ 
ょうさっおすけさなす ╃っきうさっゃぇ.
╉ぇいぇくかなておぇすぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっ-

くけゃ“, くぇしかっょくうお くぇ すさぇょうちううすっ くぇ 

Радостта

си събра багажа,

с тъжни токчета

по паважа

напусна

моя

мъж.

Валеше дъжд,

а аз се смеех.

Защото

макар и неохотно

Радостта вървеше

към моята 

квартира,

където никога

не беше

спирала.

И щеше

често да се връща

в моята къща.

До скоро

не беше ме 

прегръщала.

Но това

беше.

                              

Гергана Сулева 

╇しおぇ ょぇ ゅさぇぉう けす あうゃけすぇ, 

ょぇ いぇゃなさてう ゃうしてっ う ょぇ しっ 
しょけぉうっ し てけそぬけさしおぇ おくうあおぇ. 
‶けしかっょくけすけ くっ しぇきけ いぇさぇょう 
こさぇおすうつくけしすすぇ う せょけぉしすゃけ
すけ, ぇ う いぇさぇょう ういおせてぇゃぇとぇ
すぇ しすっこっく くぇ しゃけぉけょぇ, おけはすけ 
ょぇゃぇ. 
¨ぉうつぇ ょぇ こなすせゃぇ, しゃっすなす は 

ゃなかくせゃぇ, たけさぇすぇ は うくすさうゅせ
ゃぇす. 
╉ぇすけ すうこうつっく ゃないょせてっく 

いくぇお, さけょっく し っくっさゅうはすぇ くぇ 
„╁っいくうすっ”, ぉなさいけ こさっすっゅかは 
たけさぇすぇ, こさう すけゃぇ ゃはさくけ, こけ 
けすくけてっくうっ くぇ しすけえくけしすすぇ  
うき. ′っ しっ こさうすっしくはゃぇ くうすけ 
けす さぇくくけすけ しすぇゃぇくっ ゃしはおぇ 
しせすさうく こけ おぇくけく ゃ 4,50 つぇしぇ, 
くうすけ けす たけょっくっすけ こってぇ. 
„╃せて, おぇそっ, ぉせょは きぇかおぇ

すぇ, ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ  ゃ 6,30 
つぇしぇ う たゃぇとぇき „つっさすぇすぇ” - 
くぇぉなさいけ とさうたうさぇ こけゃっつっ けす 
いぇょなたぇくけすけ しう っあっょくっゃくけ 
せすさけ きかぇょぇすぇ きぇえおぇ ]すっかぇ 
╇かつっゃぇ - てかけしっさ けす っきぉかっ
きぇすうつくうは 610-すう  ちった くぇ いぇ
ゃけょ 5 ゃ „┿さしっくぇか”. ╁っつっさ ちう

おなかなす っ ゃ けぉさぇすくうは さっょ. 
  
〈は ゃっつっ っ けす ういゃっしすくうすっ.

‶さっあうゃは しゃけうすっ 10 さっょぇ 
しかぇゃぇ けとっ きうくぇかぇすぇ っしっく, 
おけゅぇすけ いぇ くっは さぇいおぇいぇたきっ 
おぇすけ いぇ ぇさしっくぇかしおうは きかぇょ 
おぇょなさ, ょけくっしなか こなさゃぇ くぇ
ゅさぇょぇ いぇ しゃけはすぇ こさっいっくすぇちうは 
くぇ こさっしすうあくぇ  きっあょせくぇさけょ
くぇ きかぇょっあおぇ しさっとぇ くぇ すっきぇ: 
„[ぇぉけすぇ し きかぇょうすっ たけさぇ ゃ 
こさけきうてかっくうすっ こさっょこさうは
すうは”. 《けさせきなす しっ こさけゃっょっ ゃ 
させしおうは ゅさぇょ 〈けかうぇすう う すぇき 

]すっかぇ う くっうく おけかっゅぇ けす „╋+] 
》うょさぇゃかうお” ぉはたぇ っょうくしすゃっ
くうすっ ぉなかゅぇさしおう せつぇしすくうちう, 
こさっょしすぇゃはとう  ╀なかゅぇさうは う けぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ こさっいっく
すぇちうはすぇ しう きかぇょぇすぇ ぇさしっくぇか
おぇ しっ ゅけすゃう 2 きっしっちぇ, おぇすけ いぇ 
ょけぉさぇすぇ しう こけょゅけすけゃおぇ おなしぇ 
ちっくくう つぇしけゃっ けす くけとうすっ しう. 
╀ってっ せきけさうすっかくけ, こけかっいくけ 

う ゃなかくせゃぇとけ, すぇおぇ けちっくはゃぇ 
せしうかうはすぇ しう すけゅぇゃぇ きかぇょぇすぇ 
あっくぇ う ょぇゃう し せしきうゃおぇ しはく
おぇすぇ けゅけさつっくうっ けす こけいくぇすうは 
ぉなかゅぇさしおう こぇすっくす: いぇゃうしす う 
こさうおぇいおうすっ „くぇ ぇくゅさけ”. ╆ぇ
とけすけ こさういくぇくうっすけ くぇ すさせょぇ  
すう っ こけ-ゃぇあくけ, すけ っ すけゃぇ, 
おけっすけ すっ ゃょなたくけゃはゃぇ, おぇいゃぇ  
てかけしっさおぇすぇ けす ちったぇ くぇ 〈うたけ
きうさ 〈けすっゃ. 
¨しゃっく こなさゃぇ くぇゅさぇょぇ, ]すっ

かぇ しっ ゃさなとぇ けす 〈けかうぇすう し 
おせこ くけゃう こさうはすっかう, こさっおさぇし
くう しこけきっくう, ゃょなたくけゃっくうっ いぇ 
ぉなょっと かっすっあ う しこっちうぇかくぇ 
ぉかぇゅけょぇさくけしす けす おきっすしすゃけすけ 
くぇ 〈けかうぇすう おなき „┿さしっくぇか”. 
 ‶けおさぇえ  うしおさっくうすっ こけいょさぇ

ゃう いぇ せしこったぇ きかぇょぇすぇ あっくぇ 

しないうさぇ う けくいう くぇて „こぇすっくす”. 
╆ぇすけゃぇ うしおさっくけ ゃはさゃぇ, つっ くっ 
っ ょぇかっつ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ はゃくけ 
とっ こさけかうつう うしすうくしおぇすぇ ゅさう
あぇ いぇ きかぇょうすっ う きけすうゃうさぇ
くう ょぇ さぇぉけすはす ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
けすょぇゃぇえおう ちはかけすけ しう ゃさっきっ, 
いくぇくうは う しなさちっ, きかぇょう たけさぇ. 
╆ぇ さぇいかうおぇ けす ょっしっすおう ょさせ

ゅう, 

すは  っ こなさゃけこうしっちなす ゃ
しっきっえくぇすぇ ぉうけゅさぇそうは

こけ けすくけてっくうっ くぇ こさうくぇょ
かっあくけしす おなき „┿さしっくぇか”. ′っ 

しすぇゃぇき いぇ こけおけかっくつっしおうすっ 
ゃう させぉさうおう, てっゅせゃぇ しっ ]すっ
かぇ, おけはすけ しぇきぇ ういぉうさぇ  ょぇ 
いぇこけつくっ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
しかっょ ゅけょうくぇ  さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇき
ぉうは う 4 ゅけょうくう, こけしゃっすっくう 
くぇ しすけかうつっく ╋¨╊.  
‶さっょう ょぇ こけっきっ おなき ┿そさう

おぇ, いぇゃなさてゃぇ こぇさぇかっかおぇ し 
こさけそうか „きっくうょあきなくす ゃ たけ
すっかうっさしすゃけすけ” ゃ ‶╂ こけ かっおぇ 
こさけきうてかっくけしす う すせさういなき ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 
[けょうすっかうすっ え くうおけゅぇ くっ しぇ 

さぇぉけすうかう ゃ „┿さしっくぇか”, いぇすけ
ゃぇ ういくっくぇょぇすぇ うき っ ゅけかはきぇ, 
おけゅぇすけ ょなとっさは うき, いぇゃなさくぇ
かぇ  しっ し 20 かっゃぇ う っょうく しぇお 
けす ]けそうは, さってぇゃぇ ょぇ しう すなさ
しう さぇぉけすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
╀ってっ きう けきさないくぇかけ ょぇ さぇ

ぉけすは こけ 12- 14 つぇしぇ くぇ ょっく, 
ゃ こさぇいくうちう う こけつうゃくう ょくう, 
うしおぇた さぇぉけすぇ, おけはすけ とっ きう 
ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす ょぇ うきぇき 
ゃさっきっ いぇ しっぉっ しう, ゃ おけっすけ ょぇ 
こさぇゃは こけかっいくう う こさうはすくう いぇ 
きっく くっとぇ, しこけょっかは ]すっかぇ, 
いぇ おけはすけ ゃさっきっすけ ゃっつっさ しかっょ 
18 つぇしぇ っ しゃっとっくけ ゃさっきっ いぇ 
くっえくぇすぇ 4-ゅけょうてくぇ ょなとっさは 
╋ぇさすうくぇ. 
╉けゅぇすけ いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ 

„┿さしっくぇか” こさっょう  こけつすう 6 ゅけ
ょうくう, 

]すっかぇ ╇かつっゃぇ っ
けおけきこかっおすけゃつうお. 

] ゅけかはき ゅぇとっさういけく う „こけつ
すう くうとけ けぉとけ し ぇしけちうぇちう
はすぇ, おけはすけ ぉせょう すぇいう ょせきぇ”. 
[ぇぉけすぇすぇ, けぉぇつっ, ゃ ゅけかっきうすっ 
しおかぇょけゃっ は ゃょなたくけゃはゃぇ, たけ
さぇすぇ, し おけうすけ ょっかう 8-すっ つぇしぇ 
さぇぉけすくけ ゃさっきっ は ゃこっつぇすかは
ゃぇす し うしおさっくけすけ しう あっかぇくうっ 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす, ょぇ くっ しっ けし
すぇゃはす くぇ あうすっえしおけすけ すっつっ
くうっ, ょぇ いぇこぇいはす しゃけは しけぉしす
ゃっく けぉかうお う ういかなつゃぇくっ, 
ゃなこさっおう くっせきけかうきぇすぇ ゃかぇしす 
くぇ おけかっおすうゃぇ. ¨とっ こけゃっつっ, 

おけゅぇすけ っ ゅけかはき. 

╇きぇき くっゃっさけはすくう
おけかっゅう,

おぇいゃぇ ょくっし ]すっかぇ, おけはすけ くっ 
おさうっ, つっ し さぇょけしす しっ ゃさなとぇ 
ゃっょくぇゅぇ くぇ さぇぉけすぇ しかっょ 2-すっ 
ゅけょうくう けすこせしお こけ きぇえつうく
しすゃけ. ╆ぇゃさなとぇくっすけ え くけしう 
こさうはすくう ういくっくぇょう,  いぇとけ
すけ „くっ けつぇおゃぇた, つっ すけかおけ
ゃぇ たけさぇ しぇ きっ いぇぉっかはいぇかう 
う いぇこけきくうかう こさっょう すけゃぇ”, 
おぇいゃぇ, ぉっい ょぇ おさうっ さぇょけしすすぇ 
しう, きかぇょぇすぇ あっくぇ. ‶けいょさぇ
ゃはゃぇたぇ きっ  し „ょけぉさけ  せすさけ”, 

こうすぇたぇ  きっ おぇお しなき, くっ けつぇお
ゃぇた, つっ すけかおけゃぇ きくけゅけ たけさぇ 

しぇ きっ いぇこけきくうかう, しこけょっかは  し 
ゃなかくっくうっ てかけしっさおぇすぇ けす ちった 
610 くぇ ╆ぇゃけょ 5. 
╆ぇすけゃぇ う 

しせすさうく ぉなさいぇ ょぇ
ょけえょっ くぇ さぇぉけすぇ, 

いぇとけすけ すせお しっ つせゃしすゃぇ しけ
ちうぇかっく, あうゃ つけゃっお. ╇きぇ 
おけかっゅう, し おけうすけ きけあっ ょぇ 
けぉとせゃぇ くぇ さぇいかうつくう すっきう, 
てうさけおけ しおさけっくう, ちゃっすくう う 
うくすっさっしくう, けす おけうすけ きけあっ ょぇ 
くぇせつう きくけゅけ こけかっいくう くっとぇ. 
]かっょ ょゃっすっ ゅけょうくう ゅさうあう 

こけ ょっすっすけ う ょけきぇ, くはおぇお きぇえ
つうくしすゃけすけ うきぇ しこけしけぉくけしすすぇ 
ょぇ すう „しゃうゃぇ” しゃっすぇ, しっゅぇ しなき 
あぇょくぇ いぇ くけゃう  しさっとう, くけゃう 
いくぇくうは,  くけゃう せきっくうは, こさっ

あうゃはゃぇくうは, くけゃう こけおけさっくう 
ゃなさたけゃっ, ういかうゃぇ ょせてぇすぇ しう 
]すっかぇ. 
╅っかぇくうっすけ しう ょぇ こけょぇさう 

つぇしす けす きかぇょけしすすぇ しう くぇ ょさせ
ゅぇ ょなさあぇゃぇ  う すぇき ょぇ ういせつう 
ょっすっすけ しう, けぉはしくはゃぇ し ゃすさなし
くぇかぇすぇ くう しっ う いぇさぇいうすっかくぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ ぇおしうけきぇ, つっ せし
こっかうすっ せ くぇし しぇ きさぇいっくう. 』っ 
すゃなさょっ つっしすけ つけゃっお すさはぉゃぇ 
ょぇ ういぉうさぇ きっあょせ ょうかっきぇすぇ: 
くっいぇぉっかっあうき う けぉうつぇく うかう  
きさぇいっく う いぇぉっかっあうき. 
‶さういくぇゃぇ, つっ こけくはおけゅぇ う 

ゅさぇょなす え けすっしくはゃぇ, くっいぇゃう
しうきけ けす しすさっきっあぇ くぇ ゅさぇょ

╋ったぇくけすったくうおせきぇ, こさうっきぇ せつっくうちう う ゃ せすゃなさょっくうすっ ゃっつっ しこっちうぇかくけしすう. 
〈ぇおぇゃぇ っ „╋ぇてうくう う しうしすっきう し 『‶〉” しかっょ いぇゃなさてっくけ けしくけゃくけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
しなし いぇしうかっくけ ういせつぇゃぇくっ くぇ ぇくゅかうえしおう っいうお. „╁ないくぇきっさはゃぇきっ ょぇ こさっゃなさくっき 
ゃ すさぇょうちうは くけゃけけすおさうすぇすぇ けす すぇいう せつっぉくぇ ゅけょうくぇ  しこっちうぇかくけしす „]すさけうすっか-
しすゃけ う ぇさたうすっおすせさぇ” しかっょ いぇゃなさてっく しっょきう おかぇし しなし いぇしうかっくけ ういせつぇゃぇくっ くぇ 
ぇくゅかうえしおう っいうお“, おぇいゃぇ ょうさっおすけさなす ╃っきうさっゃぇ. „¨おぇいぇ しっ きっつすぇくぇ しこっちうぇか-

くけしす いぇ せつっくうちう, おけうすけ 
あっかぇはす ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす 
くぇ ゃうしけおけ くうゃけ“, おけきっく-
すうさぇ すは こなさゃうすっ ゃこっつぇす-
かっくうは けす けぉせつっくうっすけ. ╆ぇ 
すさっすぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ 
とっ しっ こさうっきぇす う せつっくう-
ちう ゃ いぇょけつくぇ そけさきぇ くぇ 
けぉせつっくうっ ゃ しこっちうぇかくけしす 
„〈ったくけかけゅうは くぇ きぇてうくけ-
しすさけっくっすけ”, けす おけはすけ しっ 
ゃないこけかいゃぇす, おぇおすけ こさっ-
おなしくぇかう けぉさぇいけゃぇくうっすけ 
しう, すぇおぇ う さぇぉけすくうちう, 
おけうすけ こさぇおすうおせゃぇす ぉっい 
ょうこかけきぇ いぇ しさっょくけ しこっ-
ちうぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ.
‶さっい こけしかっょくうすっ こけ-

きぇかおけ けす ょゃっ ゅけょうくう ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“  ゃう-
ょうきけ  しっ こさけきっくは. ]こっ-
つっかっくう しぇ こさけっおすう いぇ 

そけくょけゃけ そうくぇくしうさぇくっ, ういゃなさてゃぇす しっ さっきけくすう. 〉つっくうちうすっ しっ けぉせつぇゃぇす こさう 
こけ-ょけぉさう せしかけゃうは - さっきけくすうさぇくぇ っ けすけこかうすっかくぇすぇ しうしすっきぇ, ういゅさぇょっくう しぇ 
ゃなくてっく ゃけょけこさけゃけょ う しこけさすくぇすぇ こかけとぇょおぇ, こさうおかのつっく っ さっきけくすなす くぇ こけ-
おさうゃぇ くぇ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ. „〉つっくうちうすっ こさっしすぇくぇたぇ ょぇ しっ てっゅせゃぇす, つっ ゃなく ょな-
あょなす しこうさぇ, ぇ ゃなすさっ こさけょなかあぇゃぇ“, せしきうたゃぇ しっ ょうさっおすけさなす ╃っきうさっゃぇ. 
╁っつっ しぇ しきっくっくう ょけゅさぇきうすっ くぇ ょゃっすっ しゅさぇょう いぇ すっけさっすうつくけ けぉせつっくうっ, こさう-

おかのつうかぇ っ すけこかけ- う たうょさけういけかぇちうはすぇ くぇ こけおさうゃうすっ, しぇくうさぇくぇ っ くけゃぇすぇ 
しゅさぇょぇ, こさっょしすけう ょけゃなさてゃぇくっすけ くぇ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ しなし しさっょしすゃぇ こけ こさけっおす 
„╉けいかけょせえ”. 
[っきけくすうさぇくう しぇ しぇくうすぇさくうすっ ゃないかう, そけぇえっすけ, おけさうょけさなす くぇ I-は っすぇあ う 

せつっぉくうすっ しすぇう ゃ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ しゅさぇょぇ しなし しさっょしすゃぇ けす ぉのょあっすぇ くぇ せつうかう-
とっすけ. 
„‶さっょしすけはす さっきけくすう くぇ けしすぇくぇかうすっ おけさうょけさう う しすなかぉうとぇ くぇ II-さう, III-すう 

う IV-すう おけさうょけさ. ╁ きけきっくすぇ しっ ういゅさぇあょぇ けゅさぇょぇ けす しっゃっさくぇすぇ しすさぇくぇ くぇ 
せつうかうとくうは ょゃけさ う こけょゅけすゃはき きけすうゃうさぇくけ うしおぇくっ おなき ╋¨′ いぇ けすこせしおぇくっ 
くぇ しさっょしすゃぇ いぇ さっきけくす くぇ けすけこかっくうっ, ╁う╉, しぇくうすぇさくう ゃないかう, いぇすゃけさっくう けす 
こけゃっつっ けす 30 ゅけょうくう, しすぇう, おけさうょけさう, ぇおすけゃぇ いぇかぇ, きせいっえ くぇ せつうかうとっすけ ゃ 
しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ いぇ すっけさっすうつくけ けぉせつっくうっ“, こかぇくうさぇ けとっ ょうさっおすけさなす. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

Писмото на изпълнителния директор на

“Арсенал” Николай Ибушев, инициирало създаването на 

новата специалност

Мариана Демирева - директор 

ПГ “Иван Хаджиенов”

しおうすっ せこさぇゃくうちう ょぇ ゅけ さぇい
ゃうゃぇす. 

╇しおぇき ょぇ ゃうょは しゃっすぇ, 

ょぇ けすゃけさは けつうすっ しう いぇ きくけゅけ 
くっとぇ, ょぇ こけしっすは けとっ うくすっ
さっしくう きっしすぇ, いぇとけすけ きぇかおう
すっ さぇいきっさう ぉなさいけ けすっしくはゃぇす, 
おぇいゃぇ ]すっかぇ, うきぇかぇ とぇしすうっ
すけ ょぇ ゃうょう う しくっゅぇ くぇ ┿そさう
おぇ, う っいっさけすけ ╁うおすけさうは – こさう 
すけゃぇ ゃ ょなあょけゃくうは う ゃ しせたうは 
きせ こっさうけょ. 

′ぇ そうくぇかぇ くぇ しさっとぇすぇ くう 
ぉけはいかうゃけ  しこけょっかは, つっ てぇさっ
くけすけ う ぇこっすうすなす え いぇ あうゃけす 
う くけゃう たけさういけくすう きけあっ う ょぇ 
くっ ぉなょぇす さぇいぉさぇくう う こさうっすう 
けす ゃしうつおう.  ‶さけしすけ, いぇとけすけ 
こけくはおけゅぇ すけつくけ たけさういけくすうすっ 
しゃけぉけょぇ すう しないょぇゃぇす くっこさっ
けょけかうきう う くっけぉはしくうきう けゅさぇ
くうつっくうは. 
 
╉ぇすけ すうこうつくぇ „╁っいくぇ”,

]すっかぇ きぇたぇ し さなおぇ う こさけ
ょなかあぇゃぇ. ‶なさゃけ おなき ょけきぇ, 
おなょっすけ は つぇおぇ くぇえ-すけこかけすけ 
くっとけ くぇ しゃっすぇ - しっきっえしすゃけ
すけ え. ╊のぉけゃすぇ くぇ あうゃけすぇ え 
– ╇ゃぇく, こけ しなゃきっしすうすっかしすゃけ 
う くっうく おけかっゅぇ ゃ ちったぇ. ╇ しきう
しなかなす くぇ あうゃけすぇ え – ょなとっ
さうつおぇすぇ ╋ぇさすうくぇ. 
 ¨すゃなょ すはた  

27-ゅけょうてくぇすぇ
てかけしっさおぇ けす
„┿さしっくぇか” しう っ
せさっょうかぇ しさっとぇ う
し きっつすうすっ.  

【ぇさっくう う っくすせしうぇいうさぇくう 
おぇすけ くっは. ╇ ゅけかっきう. ╉ぇすけ 
ゃしっおう つけゃっておう しすさっきっあ いぇ 
さぇいゃうすうっ う しゃけぉけょぇ.  
╃けおぇすけ は こさけゃけあょぇた し けつう, 

うしおさっくけ しう こけあっかぇた: すは う 
すっいう おぇすけ くっは ょぇ くぇきっさはす  
すけかおけゃぇ けこすうきういなき う けとっ 
すけかおぇゃ かのぉけゃ, ょゃけえくぇ  ょけいぇ 
せこけさしすゃけ う とうこおぇ うくぇす いぇ 
さぇいおけて, いぇ ょぇ うき しすうゅくぇす しう
かうすっ ょぇ くぇょしおけつぇす きっつすうすっ 
しう. ╃けさう しぇきけ いぇさぇょう っょうくうは 
つけゃっておう しすさっきっあ ょぇ しすうゅくっき 
こけ-ょぇかっつ. 
]ぇきけ いぇさぇょう すけゃぇ しう しすさせゃぇ 

ょぇ きうくって ゃ ゅさぇそぇすぇ „てぇさっくぇ 
ゃさぇくぇ”. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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...』 》《╉[『╊》╅【╅ 〉╅ „╅『』╊〉╅]“   
〉つうかうとくけすけ くぇしすけはすっかしすゃけ こなさゃけ 

こけょおさっこは うょっはすぇ いぇ さぇいおさうゃぇくっ くぇ 
くけゃぇ きぇてうくけしすさけうすっかくぇ こぇさぇかっか
おぇ. ′けゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす, おぇおゃぇすけ くっ 

っ ういゃっしすくけ ょぇ しなとっしすゃせゃぇ ゃ ょさせゅけ 
くぇてっ せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ, っ ぉかうい
おぇ こけ しなょなさあぇくうっ ょけ こけこせかはさくぇすぇ 
こさっょう ゅけょうくう っかうすくぇ しこっちうぇかくけしす 
╂┿‶], さぇいおさうすぇ けす ょうさっおすけさぇ 》さうし
すけ ╂なょっゃ. ╇ょっはすぇ っ いぇゃなさてうかうすっ 
しこっちうぇかくけしすすぇ ょぇ さぇぉけすはす ゃ きぇてう
くけしすさけうすっかくうすっ そうさきう くぇ ╉ぇいぇく
かなお, おけうすけ ういこうすゃぇす けしすさぇ くせあょぇ けす 
しこっちうぇかうしすう. ╃けぉさう しぇ う ゃないきけあ
くけしすうすっ いぇ ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ. 
¨す ゅけょうくう しけぉしすゃっくうちうすっ う きっくう

ょあなさうすっ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ 
そうさきう ゃ さっゅうけくぇ ぇかぇさきうさぇす いぇ けしす
さぇすぇ くせあょぇ けす きかぇょう う おゃぇかうそうちう
さぇくう しこっちうぇかうしすう, いぇとけすけ, ゃなこさっおう 
おさういぇすぇ, きぇてうくけしすさけっくっすけ ゃ ╉ぇいぇく
かなお こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しなとっしすゃせゃぇ. ¨し
ゃっく ゃけょっとっすぇ そうさきぇ „┿さしっくぇか“, すせお 
さぇぉけすはす けとっ くはおけかおけ ゅけかっきう う こけ-
きぇかおう こさっょこさうはすうは, おけうすけ しっ さぇいゃう
ゃぇす しすぇぉうかくけ.
„〈ったくうちうすっ-きったぇすさけくつうちう きけゅぇす 

ょぇ しっ さっぇかういうさぇす ゃなゃ ゃしうつおう きぇてう
くけしすさけうすっかくう う ょさせゅう こさっょこさうはすうは 
– こさっょう ゃしうつおけ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃,  くけ 
しなとけ う ゃ „╉ぇこさけくう” ┿╃, „╋+] 》うょさぇ
ゃかうお” ┿╃, „╄VN” ┿╃, „╉さっし-╃” ╄¨¨╃, 
„》うょさけこくっゃきけすったくうおぇ”, „》さぇくきったぇ
くうおぇ” ¨¨╃  う ょさ., しこけょっかは ょうさっおすけ
さなす くぇ ゅうきくぇいうはすぇ ╃っきうさっゃぇ. 
╆ぇ けぉせつっくうっすけ くぇ せつっくうちうすっ ゃ 

くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす せつうかうとっすけ 
さぇいこけかぇゅぇ し ょけしすぇすなつくけ けこうすくう う 
おゃぇかうそうちうさぇくう こさっこけょぇゃぇすっかう-うく
あっくっさう こけ きぇてうくけしすさけっくっ う っかっお
すさけくうおぇ, けすゃけさっくう おなき くけゃけしすうすっ, 
ゅぇさぇくすうさぇ すは. [ってっく っ う ゃなこさけしなす 
いぇ せつっぉくぇすぇ こさぇおすうおぇ. „′っ っ すぇえくぇ, 

〈は しっ おぇいゃぇ ╂っさゅぇくぇ ]せかっゃぇ う っ っょくぇ けす おぇいぇくかなておうすっ っきぉかっきう. ╆ぇさぇ
ょう しうかぇすぇ くぇ ょせたぇ え う すぇかぇくすぇ ょぇ ゃうあょぇ おさぇしけすぇ くぇゃしはおなょっ. ╇いょぇかぇ 

っ ょゃっ おくうゅう し こけっいうは, „╅うゃけす“ う „‶ぇしこけさす“, こけょゅけすゃは う すさっすぇ. ┿ゃすけさ っ くぇ 
きのいうおなか „╆ぇ すっいう, おけうすけ けぉうつぇきっ”, し 9 ぇゃすけさしおう こっしくう, いぇっょくけ し ╉さぇしう
きうさ ╀かういくぇおけゃ. ╇きぇ う しなゃきっしすくぇ そけすけういかけあぉぇ くぇ すっきぇ „Face art” し ╈けくおけ 
[せしっゃ. 
╇きぇ ちっくくう こさうはすっかう ゃ „┿さしっくぇか”, おけうすけ きくけゅけ せゃぇあぇゃぇ: ′うおけかぇえ 』ぇかな

おけゃ う 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ. 〈っ しぇ ゃっさくう くっえくう つうすぇすっかう う こさうはすっかう. 

〈は っ けす „てぇさっくうすっ ゃさぇくう”. ¨す けくっいう たけさぇ, おけうすけ 
ゃっょくぇゅぇ いぇぉっかはいゃぇて, くっいぇゃうしうきけ おぇお しぇ けぉかっつっ-

くう う おぇおゃけ さぇぉけすはす. ╂けゃけさう ぉなさいけ, っきけちうはすぇ ぉせおゃぇか-
くけ しすさせう けす けつうすっ う さなちっすっ え. ╀けっく ょせた ゃ ぉせすうかおぇ. 
╇きぇ ゅけかっきう つけゃっておう きっつすう. ╉けしきけこけかうす, おけえすけ うしおぇ 

ょっすっすけ きせ ょぇ ぉなょっ ゅさぇあょぇくうく くぇ しゃっすぇ, こけいくぇゃぇと おけ-
さっくうすっ しう. 
]ぇきけ くぇ 27 ゅけょうくう っ, ぇ ゃっつっ うきぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう ぉけゅぇす 

あうすっえしおう, しけちうぇかっく う こさけそっしうけくぇかっく けこうす. ╄ょくぇ ゅけ-
かはきぇ かのぉけゃ, さぇいこけいくぇすぇ けとっ けす 5-は ょっく, „いぇとけすけ っ 
かのぉけゃすぇ くぇ あうゃけすぇ え”, けす おけはすけ しっ さぇあょぇ 4-ゅけょうてくぇ-
すぇ え ょなとっさは ╋ぇさすうくぇ. [ぇぉけすぇ, おけはすけ くぇ っすぇこぇ は ゃょなた-
くけゃはゃぇ し たけさぇすぇ, し おけうすけ は ょっかう う けしきうしかは ょくうすっ え. 
‶さうはすっかう, かのぉうきぇ きせいうおぇ  う おくうゅう. ╆ぇ おけうすけ うきぇ ゃしっ 
こけ-きぇかおけ ゃさっきっ. 
╉さぇょっ ゅけ ゃ けぉっょくうすっ こけつうゃおう, おけゅぇすけ, しゃうすぇ いぇょ くは-

おけえ なゅなか, つっすっ ゃ  けさうゅうくぇか ぇくゅかうえしおう う させしおう ぇゃすけさう. 
╁すけさけすけ, いぇさぇょう おさなゃくぇすぇ ゃさないおぇ: きぇえおぇ え っ させしおうくは 
けす ぅさけしかぇゃか.

つっ おけさこせしなす いぇ こさぇおすうつっしおけ けぉせ
つっくうっ ゃ ゅうきくぇいうはすぇ っ ゃ おさうすうつくけ 
しなしすけはくうっ. ]こっつっかっくうはす こさけっおす 
„╋けょっさくういうさぇくっ くぇ しうしすっきぇすぇ くぇ  

こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ” くう 
ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ しかっょゃぇとぇすぇ 
せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ょぇ けぉいぇゃっょっき おぇぉう
くっす-さぇぉけすうかくうちぇ し 『‶〉 きぇてうくぇ う 
12 しうきせかぇすけさぇ. ╇いくっしっくうすっ せつっぉ
くう う こさけういゃけょしすゃっくう こさぇおすうおう くぇ 
せつっくうちうすっ ゃっつっ ゃすけさぇ ゅけょうくぇ しぇ 
そぇおす – うきぇきっ こけょこうしぇくう ょけゅけゃけさう 
し „┿さしっくぇか”┿╃, „╋+] 》うょさぇゃかうお”, 
„》うょさけこくっゃきけすったくうおぇ”, „╉さっし-╃” 
╄¨¨╃ う „》さぇくきったぇくうおぇ”, しなけぉとう 
いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ょうさっおすけさなす 
くぇ ゅうきくぇいうはすぇ. „[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
せつうかうとっすけ う ちっかうはす こっょぇゅけゅうつっしおう 
おけかっおすうゃ しぇ しう こけしすぇゃうかう いぇょぇつぇすぇ 
ょぇ しっ こさうっきぇす せつっくうちう, おけうすけ しぇ 
きけすうゃうさぇくう いぇ せつっぉっく すさせょ. 『っかすぇ 
くう っ さぇいおさうゃぇくっ くぇ こけゃっつっ う こけ-
さぇいくけけぉさぇいくう しこっちうぇかくけしすう, おけうすけ 
こさっょけしすぇゃはす ゃないきけあくけしす いぇ ういぉけさ 
くぇ せつっくうちうすっ. ′っおぇ おぇくょうょぇす-ゅうき
くぇいうしすうすっ う すったくうすっ さけょうすっかう いくぇ
はす, つっ ゃしはおぇ こけかせつっくぇ けちっくおぇ ゃ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” うきぇ しゃけっすけ こけ
おさうすうっ しなし いくぇくうは う ゃうしけおぇ ちっくぇ. 
′っ っ ょぇかっつっ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃしっおう 
せつっくうお けす ぉうゃてっすけ ╋ったぇくけ とっ しっ 
ゅけさょっっ しなし しゃけっすけ せつうかうとっ, いくぇくうは 
う こけかせつっくけ けぉさぇいけゃぇくうっ. ╆ぇこぇいっ
くぇすぇ きぇさおぇ くぇ せつうかうとっすけ ‶╂ „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ” ゃ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお とっ けす
ゃぇさは ゃさぇすう くぇ あっかぇくう せくうゃっさしうすっ
すう う そうさきう, ゃ おけうすけ おけくおせさっくちうはすぇ 
いぇ さぇぉけすくう きっしすぇ くぇ おぇくょうょぇすうすっ っ 
そぇおす. ¨すくけゃけ とっ ゃなさくっき うきうょあぇ くぇ 
せつうかうとっすけ – ゅけさょけしす いぇ おぇいぇくかなつぇ
くう う ちはかぇ のあくぇ ╀なかゅぇさうは“, おぇいゃぇ 
ょうさっおすけさなす ╃っきうさっゃぇ.
╉ぇいぇくかなておぇすぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっ

くけゃ“, くぇしかっょくうお くぇ すさぇょうちううすっ くぇ 

╇しおぇ ょぇ ゅさぇぉう けす あうゃけすぇ, 

ょぇ いぇゃなさてう ゃうしてっ う ょぇ しっ 
しょけぉうっ し てけそぬけさしおぇ おくうあおぇ. 
‶けしかっょくけすけ くっ しぇきけ いぇさぇょう 
こさぇおすうつくけしすすぇ う せょけぉしすゃけ-
すけ, ぇ う いぇさぇょう ういおせてぇゃぇとぇ-
すぇ しすっこっく くぇ しゃけぉけょぇ, おけはすけ 
ょぇゃぇ. 
¨ぉうつぇ ょぇ こなすせゃぇ, しゃっすなす は 

ゃなかくせゃぇ, たけさぇすぇ は うくすさうゅせ-
ゃぇす. 
╉ぇすけ すうこうつっく ゃないょせてっく 

いくぇお, さけょっく し っくっさゅうはすぇ くぇ 
„╁っいくうすっ”, ぉなさいけ こさっすっゅかは 
たけさぇすぇ, こさう すけゃぇ ゃはさくけ, こけ 
けすくけてっくうっ くぇ しすけえくけしすすぇ  
うき. ′っ しっ こさうすっしくはゃぇ くうすけ 
けす さぇくくけすけ しすぇゃぇくっ ゃしはおぇ 
しせすさうく こけ おぇくけく ゃ 4,50 つぇしぇ, 
くうすけ けす たけょっくっすけ こってぇ. 
„╃せて, おぇそっ, ぉせょは きぇかおぇ-

すぇ, ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ  ゃ 6,30 
つぇしぇ う たゃぇとぇき „つっさすぇすぇ” - 
くぇぉなさいけ とさうたうさぇ こけゃっつっ けす 
いぇょなたぇくけすけ しう っあっょくっゃくけ 
せすさけ きかぇょぇすぇ きぇえおぇ ]すっかぇ 
╇かつっゃぇ - てかけしっさ けす っきぉかっ-
きぇすうつくうは 610-すう  ちった くぇ いぇ-
ゃけょ 5 ゃ „┿さしっくぇか”. ╁っつっさ ちう-

おなかなす っ ゃ けぉさぇすくうは さっょ. 
  
〈は ゃっつっ っ けす ういゃっしすくうすっ.

‶さっあうゃは しゃけうすっ 10 さっょぇ 
しかぇゃぇ けとっ きうくぇかぇすぇ っしっく, 
おけゅぇすけ いぇ くっは さぇいおぇいぇたきっ 
おぇすけ いぇ ぇさしっくぇかしおうは きかぇょ 
おぇょなさ, ょけくっしなか こなさゃぇ くぇ-
ゅさぇょぇ いぇ しゃけはすぇ こさっいっくすぇちうは 
くぇ こさっしすうあくぇ  きっあょせくぇさけょ-
くぇ きかぇょっあおぇ しさっとぇ くぇ すっきぇ: 
„[ぇぉけすぇ し きかぇょうすっ たけさぇ ゃ 
こさけきうてかっくうすっ こさっょこさうは-
すうは”. 《けさせきなす しっ こさけゃっょっ ゃ 
させしおうは ゅさぇょ 〈けかうぇすう う すぇき 

]すっかぇ う くっうく おけかっゅぇ けす „╋+] 
》うょさぇゃかうお” ぉはたぇ っょうくしすゃっ-
くうすっ ぉなかゅぇさしおう せつぇしすくうちう, 
こさっょしすぇゃはとう  ╀なかゅぇさうは う けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ こさっいっく-
すぇちうはすぇ しう きかぇょぇすぇ ぇさしっくぇか-
おぇ しっ ゅけすゃう 2 きっしっちぇ, おぇすけ いぇ 
ょけぉさぇすぇ しう こけょゅけすけゃおぇ おなしぇ 
ちっくくう つぇしけゃっ けす くけとうすっ しう. 
╀ってっ せきけさうすっかくけ, こけかっいくけ 

う ゃなかくせゃぇとけ, すぇおぇ けちっくはゃぇ 
せしうかうはすぇ しう すけゅぇゃぇ きかぇょぇすぇ 
あっくぇ う ょぇゃう し せしきうゃおぇ しはく-
おぇすぇ けゅけさつっくうっ けす こけいくぇすうは 
ぉなかゅぇさしおう こぇすっくす: いぇゃうしす う 
こさうおぇいおうすっ „くぇ ぇくゅさけ”. ╆ぇ-
とけすけ こさういくぇくうっすけ くぇ すさせょぇ  
すう っ こけ-ゃぇあくけ, すけ っ すけゃぇ, 
おけっすけ すっ ゃょなたくけゃはゃぇ, おぇいゃぇ  
てかけしっさおぇすぇ けす ちったぇ くぇ 〈うたけ-
きうさ 〈けすっゃ. 
¨しゃっく こなさゃぇ くぇゅさぇょぇ, ]すっ-

かぇ しっ ゃさなとぇ けす 〈けかうぇすう し 
おせこ くけゃう こさうはすっかう, こさっおさぇし-
くう しこけきっくう, ゃょなたくけゃっくうっ いぇ 
ぉなょっと かっすっあ う しこっちうぇかくぇ 
ぉかぇゅけょぇさくけしす けす おきっすしすゃけすけ 
くぇ 〈けかうぇすう おなき „┿さしっくぇか”. 
 ‶けおさぇえ  うしおさっくうすっ こけいょさぇ-

ゃう いぇ せしこったぇ きかぇょぇすぇ あっくぇ 

しないうさぇ う けくいう くぇて „こぇすっくす”. 
╆ぇすけゃぇ うしおさっくけ ゃはさゃぇ, つっ くっ 
っ ょぇかっつ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ はゃくけ 
とっ こさけかうつう うしすうくしおぇすぇ ゅさう-
あぇ いぇ きかぇょうすっ う きけすうゃうさぇ-
くう ょぇ さぇぉけすはす ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
けすょぇゃぇえおう ちはかけすけ しう ゃさっきっ, 
いくぇくうは う しなさちっ, きかぇょう たけさぇ. 
╆ぇ さぇいかうおぇ けす ょっしっすおう ょさせ-

ゅう, 

すは  っ こなさゃけこうしっちなす ゃ
しっきっえくぇすぇ ぉうけゅさぇそうは

こけ けすくけてっくうっ くぇ こさうくぇょ-
かっあくけしす おなき „┿さしっくぇか”. ′っ 

しすぇゃぇき いぇ こけおけかっくつっしおうすっ 
ゃう させぉさうおう, てっゅせゃぇ しっ ]すっ-
かぇ, おけはすけ しぇきぇ ういぉうさぇ  ょぇ 
いぇこけつくっ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
しかっょ ゅけょうくぇ  さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇき-
ぉうは う 4 ゅけょうくう, こけしゃっすっくう 
くぇ しすけかうつっく ╋¨╊.  
‶さっょう ょぇ こけっきっ おなき ┿そさう-

おぇ, いぇゃなさてゃぇ こぇさぇかっかおぇ し 
こさけそうか „きっくうょあきなくす ゃ たけ-
すっかうっさしすゃけすけ” ゃ ‶╂ こけ かっおぇ 
こさけきうてかっくけしす う すせさういなき ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 
[けょうすっかうすっ え くうおけゅぇ くっ しぇ 

さぇぉけすうかう ゃ „┿さしっくぇか”, いぇすけ-
ゃぇ ういくっくぇょぇすぇ うき っ ゅけかはきぇ, 
おけゅぇすけ ょなとっさは うき, いぇゃなさくぇ-
かぇ  しっ し 20 かっゃぇ う っょうく しぇお 
けす ]けそうは, さってぇゃぇ ょぇ しう すなさ-
しう さぇぉけすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
╀ってっ きう けきさないくぇかけ ょぇ さぇ-

ぉけすは こけ 12- 14 つぇしぇ くぇ ょっく, 
ゃ こさぇいくうちう う こけつうゃくう ょくう, 
うしおぇた さぇぉけすぇ, おけはすけ とっ きう 
ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす ょぇ うきぇき 
ゃさっきっ いぇ しっぉっ しう, ゃ おけっすけ ょぇ 
こさぇゃは こけかっいくう う こさうはすくう いぇ 
きっく くっとぇ, しこけょっかは ]すっかぇ, 
いぇ おけはすけ ゃさっきっすけ ゃっつっさ しかっょ 
18 つぇしぇ っ しゃっとっくけ ゃさっきっ いぇ 
くっえくぇすぇ 4-ゅけょうてくぇ ょなとっさは 
╋ぇさすうくぇ. 
╉けゅぇすけ いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ 

„┿さしっくぇか” こさっょう  こけつすう 6 ゅけ-
ょうくう, 

]すっかぇ ╇かつっゃぇ っ
けおけきこかっおすけゃつうお. 

] ゅけかはき ゅぇとっさういけく う „こけつ-
すう くうとけ けぉとけ し ぇしけちうぇちう-
はすぇ, おけはすけ ぉせょう すぇいう ょせきぇ”. 
[ぇぉけすぇすぇ, けぉぇつっ, ゃ ゅけかっきうすっ 
しおかぇょけゃっ は ゃょなたくけゃはゃぇ, たけ-
さぇすぇ, し おけうすけ ょっかう 8-すっ つぇしぇ 
さぇぉけすくけ ゃさっきっ は ゃこっつぇすかは-
ゃぇす し うしおさっくけすけ しう あっかぇくうっ 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす, ょぇ くっ しっ けし-
すぇゃはす くぇ あうすっえしおけすけ すっつっ-
くうっ, ょぇ いぇこぇいはす しゃけは しけぉしす-
ゃっく けぉかうお う ういかなつゃぇくっ, 
ゃなこさっおう くっせきけかうきぇすぇ ゃかぇしす 
くぇ おけかっおすうゃぇ. ¨とっ こけゃっつっ, 

おけゅぇすけ っ ゅけかはき. 

╇きぇき くっゃっさけはすくう
おけかっゅう,

おぇいゃぇ ょくっし ]すっかぇ, おけはすけ くっ 
おさうっ, つっ し さぇょけしす しっ ゃさなとぇ 
ゃっょくぇゅぇ くぇ さぇぉけすぇ しかっょ 2-すっ 
ゅけょうくう けすこせしお こけ きぇえつうく-
しすゃけ. ╆ぇゃさなとぇくっすけ え くけしう 
こさうはすくう ういくっくぇょう,  いぇとけ-
すけ „くっ けつぇおゃぇた, つっ すけかおけ-
ゃぇ たけさぇ しぇ きっ いぇぉっかはいぇかう 
う いぇこけきくうかう こさっょう すけゃぇ”, 
おぇいゃぇ, ぉっい ょぇ おさうっ さぇょけしすすぇ 
しう, きかぇょぇすぇ あっくぇ. ‶けいょさぇ-
ゃはゃぇたぇ きっ  し „ょけぉさけ  せすさけ”, 

こうすぇたぇ  きっ おぇお しなき, くっ けつぇお-
ゃぇた, つっ すけかおけゃぇ きくけゅけ たけさぇ 

しぇ きっ いぇこけきくうかう, しこけょっかは  し 
ゃなかくっくうっ てかけしっさおぇすぇ けす ちった 
610 くぇ ╆ぇゃけょ 5. 
╆ぇすけゃぇ う 

しせすさうく ぉなさいぇ ょぇ
ょけえょっ くぇ さぇぉけすぇ, 

いぇとけすけ すせお しっ つせゃしすゃぇ しけ-
ちうぇかっく, あうゃ つけゃっお. ╇きぇ 
おけかっゅう, し おけうすけ きけあっ ょぇ 
けぉとせゃぇ くぇ さぇいかうつくう すっきう, 
てうさけおけ しおさけっくう, ちゃっすくう う 
うくすっさっしくう, けす おけうすけ きけあっ ょぇ 
くぇせつう きくけゅけ こけかっいくう くっとぇ. 
]かっょ ょゃっすっ ゅけょうくう ゅさうあう 

こけ ょっすっすけ う ょけきぇ, くはおぇお きぇえ-
つうくしすゃけすけ うきぇ しこけしけぉくけしすすぇ 
ょぇ すう „しゃうゃぇ” しゃっすぇ, しっゅぇ しなき 
あぇょくぇ いぇ くけゃう  しさっとう, くけゃう 
いくぇくうは,  くけゃう せきっくうは, こさっ-

あうゃはゃぇくうは, くけゃう こけおけさっくう 
ゃなさたけゃっ, ういかうゃぇ ょせてぇすぇ しう 
]すっかぇ. 
╅っかぇくうっすけ しう ょぇ こけょぇさう 

つぇしす けす きかぇょけしすすぇ しう くぇ ょさせ-
ゅぇ ょなさあぇゃぇ  う すぇき ょぇ ういせつう 
ょっすっすけ しう, けぉはしくはゃぇ し ゃすさなし-
くぇかぇすぇ くう しっ う いぇさぇいうすっかくぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ ぇおしうけきぇ, つっ せし-
こっかうすっ せ くぇし しぇ きさぇいっくう. 』っ 
すゃなさょっ つっしすけ つけゃっお すさはぉゃぇ 
ょぇ ういぉうさぇ きっあょせ ょうかっきぇすぇ: 
くっいぇぉっかっあうき う けぉうつぇく うかう  
きさぇいっく う いぇぉっかっあうき. 
‶さういくぇゃぇ, つっ こけくはおけゅぇ う 

ゅさぇょなす え けすっしくはゃぇ, くっいぇゃう-
しうきけ けす しすさっきっあぇ くぇ ゅさぇょ-

╋ったぇくけすったくうおせきぇ, こさうっきぇ せつっくうちう う ゃ せすゃなさょっくうすっ ゃっつっ しこっちうぇかくけしすう. 
〈ぇおぇゃぇ っ „╋ぇてうくう う しうしすっきう し 『‶〉” しかっょ いぇゃなさてっくけ けしくけゃくけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
しなし いぇしうかっくけ ういせつぇゃぇくっ くぇ ぇくゅかうえしおう っいうお. „╁ないくぇきっさはゃぇきっ ょぇ こさっゃなさくっき 
ゃ すさぇょうちうは くけゃけけすおさうすぇすぇ けす すぇいう せつっぉくぇ ゅけょうくぇ  しこっちうぇかくけしす „]すさけうすっか
しすゃけ う ぇさたうすっおすせさぇ” しかっょ いぇゃなさてっく しっょきう おかぇし しなし いぇしうかっくけ ういせつぇゃぇくっ くぇ 
ぇくゅかうえしおう っいうお“, おぇいゃぇ ょうさっおすけさなす ╃っきうさっゃぇ. „¨おぇいぇ しっ きっつすぇくぇ しこっちうぇか

くけしす いぇ せつっくうちう, おけうすけ 
あっかぇはす ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす 
くぇ ゃうしけおけ くうゃけ“, おけきっく
すうさぇ すは こなさゃうすっ ゃこっつぇす
かっくうは けす けぉせつっくうっすけ. ╆ぇ 
すさっすぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ 
とっ しっ こさうっきぇす う せつっくう
ちう ゃ いぇょけつくぇ そけさきぇ くぇ 
けぉせつっくうっ ゃ しこっちうぇかくけしす 
„〈ったくけかけゅうは くぇ きぇてうくけ
しすさけっくっすけ”, けす おけはすけ しっ 
ゃないこけかいゃぇす, おぇおすけ こさっ
おなしくぇかう けぉさぇいけゃぇくうっすけ 
しう, すぇおぇ う さぇぉけすくうちう, 
おけうすけ こさぇおすうおせゃぇす ぉっい 
ょうこかけきぇ いぇ しさっょくけ しこっ
ちうぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ.
‶さっい こけしかっょくうすっ こけ-

きぇかおけ けす ょゃっ ゅけょうくう ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“  ゃう
ょうきけ  しっ こさけきっくは. ]こっ
つっかっくう しぇ こさけっおすう いぇ 

そけくょけゃけ そうくぇくしうさぇくっ, ういゃなさてゃぇす しっ さっきけくすう. 〉つっくうちうすっ しっ けぉせつぇゃぇす こさう 
こけ-ょけぉさう せしかけゃうは - さっきけくすうさぇくぇ っ けすけこかうすっかくぇすぇ しうしすっきぇ, ういゅさぇょっくう しぇ 
ゃなくてっく ゃけょけこさけゃけょ う しこけさすくぇすぇ こかけとぇょおぇ, こさうおかのつっく っ さっきけくすなす くぇ こけ
おさうゃぇ くぇ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ. „〉つっくうちうすっ こさっしすぇくぇたぇ ょぇ しっ てっゅせゃぇす, つっ ゃなく ょな
あょなす しこうさぇ, ぇ ゃなすさっ こさけょなかあぇゃぇ“, せしきうたゃぇ しっ ょうさっおすけさなす ╃っきうさっゃぇ. 
╁っつっ しぇ しきっくっくう ょけゅさぇきうすっ くぇ ょゃっすっ しゅさぇょう いぇ すっけさっすうつくけ けぉせつっくうっ, こさう

おかのつうかぇ っ すけこかけ- う たうょさけういけかぇちうはすぇ くぇ こけおさうゃうすっ, しぇくうさぇくぇ っ くけゃぇすぇ 
しゅさぇょぇ, こさっょしすけう ょけゃなさてゃぇくっすけ くぇ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ しなし しさっょしすゃぇ こけ こさけっおす 
„╉けいかけょせえ”. 
[っきけくすうさぇくう しぇ しぇくうすぇさくうすっ ゃないかう, そけぇえっすけ, おけさうょけさなす くぇ I-は っすぇあ う 

せつっぉくうすっ しすぇう ゃ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ しゅさぇょぇ しなし しさっょしすゃぇ けす ぉのょあっすぇ くぇ せつうかう
とっすけ. 
„‶さっょしすけはす さっきけくすう くぇ けしすぇくぇかうすっ おけさうょけさう う しすなかぉうとぇ くぇ II-さう, III-すう 

う IV-すう おけさうょけさ. ╁ きけきっくすぇ しっ ういゅさぇあょぇ けゅさぇょぇ けす しっゃっさくぇすぇ しすさぇくぇ くぇ 
せつうかうとくうは ょゃけさ う こけょゅけすゃはき きけすうゃうさぇくけ うしおぇくっ おなき ╋¨′ いぇ けすこせしおぇくっ 
くぇ しさっょしすゃぇ いぇ さっきけくす くぇ けすけこかっくうっ, ╁う╉, しぇくうすぇさくう ゃないかう, いぇすゃけさっくう けす 
こけゃっつっ けす 30 ゅけょうくう, しすぇう, おけさうょけさう, ぇおすけゃぇ いぇかぇ, きせいっえ くぇ せつうかうとっすけ ゃ 
しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ いぇ すっけさっすうつくけ けぉせつっくうっ“, こかぇくうさぇ けとっ ょうさっおすけさなす. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

しおうすっ せこさぇゃくうちう ょぇ ゅけ さぇい-
ゃうゃぇす. 

╇しおぇき ょぇ ゃうょは しゃっすぇ, 

ょぇ けすゃけさは けつうすっ しう いぇ きくけゅけ 
くっとぇ, ょぇ こけしっすは けとっ うくすっ-
さっしくう きっしすぇ, いぇとけすけ きぇかおう-
すっ さぇいきっさう ぉなさいけ けすっしくはゃぇす, 
おぇいゃぇ ]すっかぇ, うきぇかぇ とぇしすうっ-
すけ ょぇ ゃうょう う しくっゅぇ くぇ ┿そさう-
おぇ, う っいっさけすけ ╁うおすけさうは – こさう 
すけゃぇ ゃ ょなあょけゃくうは う ゃ しせたうは 
きせ こっさうけょ. 

′ぇ そうくぇかぇ くぇ しさっとぇすぇ くう 
ぉけはいかうゃけ  しこけょっかは, つっ てぇさっ-
くけすけ う ぇこっすうすなす え いぇ あうゃけす 
う くけゃう たけさういけくすう きけあっ う ょぇ 
くっ ぉなょぇす さぇいぉさぇくう う こさうっすう 
けす ゃしうつおう.  ‶さけしすけ, いぇとけすけ 
こけくはおけゅぇ すけつくけ たけさういけくすうすっ 
しゃけぉけょぇ すう しないょぇゃぇす くっこさっ-
けょけかうきう う くっけぉはしくうきう けゅさぇ-
くうつっくうは. 
 
╉ぇすけ すうこうつくぇ „╁っいくぇ”,

]すっかぇ きぇたぇ し さなおぇ う こさけ-
ょなかあぇゃぇ. ‶なさゃけ おなき ょけきぇ, 
おなょっすけ は つぇおぇ くぇえ-すけこかけすけ 
くっとけ くぇ しゃっすぇ - しっきっえしすゃけ-
すけ え. ╊のぉけゃすぇ くぇ あうゃけすぇ え 
– ╇ゃぇく, こけ しなゃきっしすうすっかしすゃけ 
う くっうく おけかっゅぇ ゃ ちったぇ. ╇ しきう-
しなかなす くぇ あうゃけすぇ え – ょなとっ-
さうつおぇすぇ ╋ぇさすうくぇ. 
 ¨すゃなょ すはた  

27-ゅけょうてくぇすぇ
てかけしっさおぇ けす
„┿さしっくぇか” しう っ
せさっょうかぇ しさっとぇ う
し きっつすうすっ.  

【ぇさっくう う っくすせしうぇいうさぇくう 
おぇすけ くっは. ╇ ゅけかっきう. ╉ぇすけ 
ゃしっおう つけゃっておう しすさっきっあ いぇ 
さぇいゃうすうっ う しゃけぉけょぇ.  
╃けおぇすけ は こさけゃけあょぇた し けつう, 

うしおさっくけ しう こけあっかぇた: すは う 
すっいう おぇすけ くっは ょぇ くぇきっさはす  
すけかおけゃぇ けこすうきういなき う けとっ 
すけかおぇゃ かのぉけゃ, ょゃけえくぇ  ょけいぇ 
せこけさしすゃけ う とうこおぇ うくぇす いぇ 
さぇいおけて, いぇ ょぇ うき しすうゅくぇす しう-
かうすっ ょぇ くぇょしおけつぇす きっつすうすっ 
しう. ╃けさう しぇきけ いぇさぇょう っょうくうは 
つけゃっておう しすさっきっあ ょぇ しすうゅくっき 
こけ-ょぇかっつ. 
]ぇきけ いぇさぇょう すけゃぇ しう しすさせゃぇ 

ょぇ きうくって ゃ ゅさぇそぇすぇ „てぇさっくぇ 
ゃさぇくぇ”. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Участниците в международната среща в Толиати, сред които е и Стела Илчева
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]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 

〈さっすう きぇくょぇす けぉとうくしおう しなゃっすくうお. ╇ ゃ すさうすっ きぇくょぇすぇ - 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. [なおけゃけょうか っ ぉのょあっす-
くうすっ おけきうしうう こさう 3 さぇいかうつくう けぉとうくしおう せこさぇゃう, し 3 さぇいかうつくう そうかけしけそうう こけ けすくけてっくうっ くぇ  けぉとうくしおうすっ ぉのょあっすう: ゃ 
きぇくょぇすぇ くぇ   ゅっく. ]すっそぇく  ╃っさゃうてっゃ, くぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う ゃ くぇしすけはとうは, し おきっす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
′ぇ 24-すう はくせぇさう, しかっょ かうこしゃぇとう ょっぉぇすう う っょくけ こさっょかけあっくうっ けす しすさぇくぇ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ – いぇ くぇきぇかっくうっ  

ぉさけは くぇ ょっちぇすぇ ゃ しっかぇすぇ, こさう おけえすけ きけあっ ょぇ しっ ょけしすぇゃは たさぇくぇ けす ╃っすしおぇすぇ きかっつくぇ おせたくは くぇ きはしすけ, けす 20 くぇ 10, くぇ こなさゃけ 
つっすっくっ ぉっ こさうっす すぇいゅけょうてくうはす けぉとうくしおう ぉのょあっす.
‶さっい くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ こぇさうすっ, おけうすけ とっ  しっ こけかいゃぇす いぇ さぇいゃうすうっ, いぇこかぇすう う ょさせゅう ょっえくけしすう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, しぇ 

ゃ さぇいきっさ くぇ 37 きかく. 372 たうか. 302 かっゃぇ.
╁すけさけすけ つっすっくっ くぇ ぉのょあっすぇ っ くぇ 7-きう そっゃさせぇさう.
]っょきうちぇ こさっょう すけゃぇ こさうおかのつう しさけおなす いぇ こさっょかけあっくうは いぇ こさけきっくう ゃ さぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ ぉのょあっすくうすっ しさっょしすゃぇ. 
╉ぇおゃけ けいくぇつぇゃぇす いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う いぇ ゅさぇあょぇくうすっ すっいう 37 きかく. かっゃぇ, おけきっくすうさぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-

くぇか” ╃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”.

] っょくけ ういさっつっくうっ:  すけゃぇ っ っょうく 
さっぇかうしすうつっく ゃ こさうたけょくぇすぇ しう 

つぇしす ぉのょあっす う さっしすさうおすうゃっく ゃ さぇい-
たけょくぇすぇ. 

╆ぇとけ?

[っぇかうしすうつっく,  すなえ おぇすけ くはきぇ いぇ-
かけあっくう ぉけきぉう しなし いぇおなしくうすっか うかう す. 
くぇさ. „おせたう けぉっきう”, おぇおゃうすけ うきぇてっ ゃ 
ぉのょあっすうすっ けす こさっょたけょくうは きぇくょぇす, 
こさう おけうすけ ういおせしすゃっくけ しっ いぇゃうてぇゃぇ 
こさうたけょくぇすぇ つぇしす,  いぇ ょぇ しっ いぇゃうてう 
う さぇいたけょくぇすぇ, くけ くぇ  そうくぇかぇ さぇい-
たけょくぇすぇ つぇしす しっ ういこなかくはゃぇ, ぇ こさう-
たけょくぇすぇ – くっ う すぇおぇ しっ „いぇゃっとぇゃぇす” 
しけかうょくう いぇょなかあっくうは いぇ しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ うかう きぇくょぇす. 

[っしすさうおすうゃっく, いぇとけすけ ゃくけしうすっかはす 
– ゃ しかせつぇは おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ, ぇさ-
ゅせきっくすうさぇくけ っ こさっょゃうょうか  さぇいたけょう 
しさっとせ  さっぇかうしすうつくう こさうたけょう うかう, 
おぇいぇくけ うくぇつっ: こけっきぇす しっ ぇくゅぇあうきっく-
すう いぇ さぇいたけょう しぇきけ こさう さっぇかくけ こけ-
しすなこうかう こさうたけょう.

¨しくけゃくう ぇおちっくすう ゃ
こさうたけょくぇすぇ つぇしす くぇ
╀のょあっす 2014: 

‶さう けぉとっしすゃっくけすけ けぉしなあょぇくっ くぇ 
╀のょあっす 2014 こなさゃけくぇつぇかくけ さぇいきっ-
さなす くぇ すぇいゅけょうてくうは  けぉとうくしおう ぉの-
ょあっす ぉっ 36 きかく. 800 たうか. 873 かっゃぇ. 
¨おけくつぇすっかくうはす ゃぇさうぇくす, こさうっす くぇ 
こなさゃけ つっすっくっ, ゃっつっ っ 37 きかく. 372 
たうか. 302 かっゃぇ. [ぇいかうおぇすぇ ゃ こぇさうすっ, 
こさう すけゃぇ ゃ こけしけおぇ くぇゅけさっ し 570 たう-
かはょう かっゃぇ, しっ はゃはゃぇ くぇえ-ゃっつっ けす こさっ-
たけょくうは けしすぇすなお う いぇょっかっくうは  さっいっさゃ 
ゃ さぇいきっさ くぇ 5% けす けぉとうは ぉのょあっす. 
╃なさあぇゃくうはす すさぇくしそっさ しこさはきけ 2013 

ゅけょうくぇ っ せゃっかうつっく こさうぉかういうすっかくけ し  
857 たうか. かっゃぇ, こさっょうきくけ けす せゃっかうつっ-
くうっ くぇ っょうくくうすっ さぇいたけょくう しすぇくょぇさすう 
ゃなゃ „《せくおうちう う ょっえくけしすう”  けす 1,3 ょけ 
4%.  〈せお っ きけきっくすなす ょぇ しっ けすぉっかっあう, 
つっ, ゃなこさっおう せゃっかうつっくうっすけ くぇ さぇいきっ-
さぇ くぇ きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ 
くぇ 340 かっゃぇ,  ゃ くけゃうは ぉのょあっす くっ しっ 
こさっょゃうあょぇ せゃっかうつっくうっ  くぇ しすぇくょぇさ-
すうすっ 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.

╃させゅ ゃぇあっく ぇおちっくす ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ ょなさ-
あぇゃくうは ぉのょあっす くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇ-
さうは っ ゃいっすぇすぇ こさっょこぇいくぇ きはさおぇ いぇ 
ぉせそっさ けす 5% . 〈ぇおぇ しせぉしうょうはすぇ いぇ 
けぉとうくうすっ, ゃ つぇしすくけしす いぇ けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, とっ しっ けすこせしおぇ ゃ さぇいきっさ ょけ 
95% う しさっょしすゃぇすぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 180 
たうか. 450 かっゃぇ /おけかおけすけ っ すけいう 5% 
さっいっさゃ いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお/  しっ いぇ-
ょっかはす おぇすけ さっいっさゃ, おけえすけ っゃっくすせぇかくけ 
とっ しっ ういこけかいゃぇ  こさう ういこなかくっくうっ  くぇ 
こさうたけょくぇすぇ つぇしす くぇ ぉのょあっすぇ くぇ [っ-
こせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは. 

╁しうつおけ すけゃぇ しぇ こけいうすうゃう. 

╃させゅ ゃぇあっく すぇおなゃ こけいうすうゃ っ こさっょ-
ゃうあょぇくっすけ くぇ  しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ 
いぇ こさうおかのつゃぇくっ くぇ こさけっおすう こけ ¨‶ 

がëíÇÜ½óë ぢñö¡Üç:

【そうあ てうひちおけ たちかおつかおあてかしみて せあ 》[ たそ けさそせそすけさあ, いまおきかて け なけせあせつけ う 《いはけせつさけみ つひうかて せあ [あくあせしひさ, ねしかせ せあ „╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ” 

くぇ ╄] くぇ  しすけえくけしす  2 きかく. 245 たうか. 
146 かっゃぇ. 〈けゃぇ しぇ しさっょしすゃぇ いぇ いぇ-
ゃなさてゃぇくっすけ くぇ けぉっおすう う ょっえくけしすう 
けす こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ こなさゃうは 
こさけゅさぇきっく こっさうけょ し っゃさけこっえしおけ 
そうくぇくしうさぇくっ くぇ けぉとぇ しすけえくけしす 79 
きかく. かっゃぇ. 
〈せお っ きはしすけすけ ょぇ こけいょさぇゃは おきっすぇ くぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
う くっえくうは っおうこ いぇ すっいう こけしすうあっくうは. 
[ぇいぉうさぇ しっ,  ゃしうつおけ すけゃぇ しすぇゃぇ ゃない-

きけあくけ う こけさぇょう けおぇいゃぇくけすけ しなょっえ-
しすゃうっ う けすゅけゃけさくけ けすくけてっくうっ おなき 
こさけぉかっきうすっ  くぇ けぉとうくぇすぇ う けす しすさぇ-
くぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, おぇすけ けさゅぇく 
くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, ゃ つぇしすくけしす う けす 
くぇてぇすぇ ゅさせこぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-
かなお”, おぇすけ いぇおけくけょぇすっかくぇ こけょおさっこぇ 

くぇ ゃしうつおう ょけぉさう こさぇおすうおう う うくうちう-
ぇすうゃう 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. 

¨しくけゃくう ぇおちっくすう ゃ
さぇいたけょくぇすぇ つぇしす くぇ
ぉのょあっすぇ: 

′ぇ こなさゃけ きはしすけ すけゃぇ っ  こけ-しおさけき-
くぇすぇ ╇くゃっしすうちうけくくぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2014 ゅけょうくぇ, 
いぇ おけはすけ  こさっょゃうょっくうすっ しさっょしすゃぇ 
しぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 2 きかく. 830 たうか. 905 
かっゃぇ.
‶さっょゃうあょぇす しっ う しさっょしすゃぇ ゃ さぇい-

きっさ くぇ 1 きかく. 571 たうか. 067 かっゃぇ いぇ 
さぇいこかぇとぇくっ くぇ こさけしさけつっくう  いぇょなか-
あっくうは, くぇしかっょっくう けす こさっょたけょくうは 
おきっすしおう きぇくょぇす. ′っけつぇおゃぇく そぇおす いぇ 
けぉとうくしおうすっ ぉのょあっすう 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 いぇ しこうさぇくっ くぇ 
ゃしうつおう こかぇとぇくうは こけ っゃさけこっえしおう 
こさけっおすう ょけ そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ 
う すけ - ぇおけ しさけおなす くっ ぉなょっ せょなかあっく, 
きぇおぇさ ょぇ うきぇ う すぇおうゃぇ けこちうう ゃっつっ. 
¨す すけゃぇ しかっょゃぇ, つっ, ぇおけ しっ しかせつう かけ-
てうはす ゃぇさうぇくす, すけ けぉとうくしおうはす ぉの-
ょあっす すさはぉゃぇ ょぇ いぇょっかう しさっょしすゃぇ, いぇ 
ょぇ そうくぇくしうさぇ こさけっおすう こけ こさけゅさぇきう 
くぇ ╄], おけうすけ しっ さっぇかういうさぇす くぇ すっさう-
すけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ, ょけ ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇくっ くぇ こかぇとぇくうはすぇ こけ こさけっおすう-
すっ. ╁ すぇいう ゃさないおぇ けす ういおかのつうすっかくぇ 
ゃぇあくけしす っ けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ さっしせさし, 
ゃ すけゃぇ つうしかけ う おさっょうすっく, いぇ きけしすけゃけ 
そうくぇくしうさぇくっ う しなそうくぇくしうさぇくっ, いぇ 
ういこなかくっくうっ くぇ しこっつっかっくうすっ けす ¨ぉ-

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさけっおすう, おけうすけ こさう-
おかのつゃぇす こさっい 2014 ゅけょうくぇ. 
╁ こさうっすうは くぇ こなさゃけ つっすっくっ ぉのょあっす  

ゃくけしうすっかはす っ けこさっょっかうか 
きぇおしうきぇかっく さぇいきっさ くぇ くけゃうは けぉとうく-

しおう ょなかゅ いぇ 2014 ゅけょうくぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 7 
きかく. 530 たうか. 261 かっゃぇ, おぇおすけ う きぇお-
しうきぇかくうは さぇいきっさ くぇ けぉとうくしおうは ょなかゅ 
おなき 31-ゃう ょっおっきゃさう 2014 ゅけょうくぇ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 8 きかく. 639 たうか. 830 かっゃぇ.
/╁ すけいう ょなかゅ しっ ゃおかのつゃぇ そうくぇくしう-

さぇくっすけ けす そけくょ 《╊┿╂ う けしすぇすなおなす こけ 
ぉぇくおけゃ おさっょうす, ういすっゅかっく いぇ ぇしそぇかすう-
さぇくっ ゃ けぉとうくぇすぇ/. 

╇いゃけょう: 

′ぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ ゅさぇあょぇくうすっ けす こさう-

っすうは くぇ こなさゃけ つっすっくっ ╀のょあっす 2014: 

- ╆ぇこぇいゃぇ しっ こさけきうかなす いぇ すぇおしぇ 
しきっす ゃ さぇいきっさぇ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.

- ′っ しっ せゃっかうつぇゃぇ ょぇくなつくぇすぇ すっ-
あっしす いぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ きっしすくうすっ ょぇくなちう う 
すぇおしう. 

- ‶さっょゃうあょぇす しっ しさっょしすゃぇ いぇ けぉ-
かぇゅけさけょはゃぇくっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ すけゃぇ 
つうしかけ くけゃぇ ゃういうは くぇ ちっくすさぇかくぇすぇ 
つぇしす, いぇゃなさてゃぇくっ くぇ ぇしそぇかすうさぇくっすけ 
くぇ ぉせか. „23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう 
こけかお” ゃ つぇしすすぇ けす おさなしすけゃうとっすけ  けす 
╃っゃうつっしおうは きぇくぇしすうさ ょけ  きぇゅぇいうく 
„╉ぇせそかぇくょ”.

- ′けゃぇ ゃういうは くぇ こぇさお „〈のかぉっすけ” う 
こぇさお „[けいぇさうせき”.

〈けゃぇ しぇ くぇえ-ゃぇあくうすっ ぇおちっくすう う きけ-
きっくすう けす こさうっすうは  ╀のょあっす くぇ けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお /こなさゃけ つっすっくっ/. 〈けゃぇ, 
おけっすけ くっ っ いぇこうしぇくけ ゃ くっゅけ, くけ しつう-
すぇき, つっ っ ょなかゅ くぇ ゃしうつおう くぇし, あうゃっ-
っとうすっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ, 
っ ょぇ こぇいうき くぇこさぇゃっくけすけ し くぇてうすっ 
こぇさう, ょぇ ゅけ きくけあうき う ょぇ しきっ しなこ-
さうつぇしすくう う けすいうゃつうゃう  おなき ょけぉさう-
すっ  うくうちうぇすうゃう くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす. 
′っ っ いぇ こさっくっぉさっゅゃぇくっ う けぉさぇすくぇすぇ  
ゃさないおぇ けす しすさぇくぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 
けぉとうくぇすぇ.

¨とっ ぇおちっくすう けす
╀のょあっす 2014 ゅけょうくぇ

╃くっゃくうはす こけさちうけく ゃ ょっすしおうすっ 
ゅさぇょうくう  う はしかう っ 3 かっゃぇ, ぉっい ╃╃].
╆ぇ っょくけおさぇすくけ そうくぇくしけゃけ こけょこけ-

きぇゅぇくっ う しさっょしすゃぇ いぇ かっつっくうっ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
し さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
とっ しっ たぇさつぇす けぉとけ 7 500 かっゃぇ. 
╋ぇおしうきぇかくうはす さぇいきっさ くぇ こけきけとすぇ 
けしすぇゃぇ くっこさけきっくっく - ょけ 400 かっゃぇ 
くぇ つけゃっお.
180 たうかはょう かっゃぇ いぇ ╉せかすせさくうは 

おぇかっくょぇさ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
220 たうかはょう かっゃぇ いぇ しこけさすくうすっ 

おかせぉけゃっ ゃ けぉとうくぇすぇ. 
[ぇいたけょうすっ いぇ おきっすしすゃぇすぇ ゃ けぉとう-

くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい 2014 ゅけょうくぇ とっ 
しぇ 270 たうかはょう かっゃぇ. ╉きっすしすゃぇすぇ 
とっ こけかせつぇゃぇす こけ 2 たうかはょう かっゃぇ いぇ 
こさぇいくうちうすっ くぇ しっかぇすぇ しう う こけ 600 
かっゃぇ いぇ いうきくけ こけつうしすゃぇくっ.
╀っい こさけきはくぇ, 29 たうかはょう かっゃぇ いぇ 

ゅけょうくぇ, けしすぇゃぇ う ぉのょあっすなす くぇ けぉ-
とっしすゃっくうは こけしさっょくうお. 
3 きかく. 680 たうか. 154 かっゃぇ しぇ こぇ-

さうすっ いぇ けぉとうくしおけすけ こさっょこさうはすうっ 
„╉けきせくぇかくけ しすけこぇくしすゃけ“, おけっすけ しっ 
いぇくうきぇゃぇ しなし しきっすけこけつうしすゃぇくっすけ 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁ けぉとうくしおぇすぇ しきっすおぇ しぇ いぇかけあっ-

くう う 30 たうかはょう かっゃぇ いぇ ょぇさけゃうすう 
ょっちぇ.
66 336 かっゃぇ いぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ 

ょっえくけしす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
30 たうかはょう かっゃぇ いぇ ういょさなあ-

おぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, けす おけうすけ 
60% しぇ いぇ  ゃないくぇゅさぇあょっくうは, けしう-
ゅせさけゃおう くぇ しなゃっすくうちうすっ う っおうこぇ, 
けしすぇくぇかけすけ っ いぇ おぇくちっかぇさしおう う 
ょさせゅう さぇいたけょう. ] くけゃうは ぉのょあっす しっ 
こさけきっくはす う ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ くぇ 
けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう う すっ とっ こけ-
かせつぇゃぇす こけ 160 かっゃぇ いぇ  せつぇしすうっすけ 
しう ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ っょくけ いぇしっょぇくうっ. 
╀っい こさけきはくぇ けしすぇゃぇ いぇこかぇとぇくっ-
すけ うき いぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ おけきうしううすっ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす – こけ 100 かっゃぇ いぇ 
っょくぇ おけきうしうは きっしっつくけ. ]さっょくけすけ 
きっしっつくけ ぉさせすくけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ 
くぇ っょうく けぉとうくしおう しなゃっすくうお っ 350 
かっゃぇ うかう ょけ 55% けす しさっょくぇすぇ ぉさせす-
くぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ ゃ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは, おけはすけ っ 662 かっゃぇ 
う 68 しすけすうくおう.  
╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ しなゃっすくうちうすっ, 

おけうすけ ょけぉさけゃけかくけ しっ けすおぇいゃぇす けす 
かうつくう ゃないくぇゅさぇあょっくうは いぇ さぇぉけすぇ-
すぇ しう ゃ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす, しぇ 6-きぇすぇ 
つかっくけゃっ 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”, さなおけゃけょっくぇ けす ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ /ゃ ゅさせこぇすぇ しぇ けとっ: ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ, ╃さぇゅけ-
きうさ ‶っすおけゃ, ╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけ-
ゃぇ, 『ゃっすぇく 【うおけゃ/. ]なぉさぇくうすっ けす 
すはた しせきう しっ ゃかぇゅぇす ゃ さぇいかうつくう おぇせ-
いう う ぉかぇゅけすゃけさうすっかくう うくうちうぇすうゃう.
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

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

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

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

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

‶けゃっつっ けす 280 しぇ こけしっすうすっかうすっ いぇ 
ぉかういけ 4 きっしっちぇ  くぇ さぇいおさうすうは う 

ょっえしすゃぇと くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ゅさぇょ ╉ぇ-
いぇくかなお 『っくすなさ いぇ けぉとっしすゃっくぇ こけょおさっ-
こぇ. 〈けえ っ つぇしす けす けぉとうくしおぇすぇ ]すさぇすっゅうは 
いぇ こさっょかぇゅぇくっ くぇ しけちうぇかくう せしかせゅう  う しっ 
さっぇかういうさぇ おぇすけ ょなさあぇゃくけ ょっかっゅうさぇくぇ 
ょっえくけしす し こけょおさっこぇすぇ くぇ ょゃっ くっこさぇ-
ゃうすっかしすゃっくう けさゅぇくういぇちうう ゃ さっゅうけくぇ 
- ]ょさせあっくうっ „╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃ-
さっあょぇくうは“ う ]ょさせあっくうっ „]ぇきぇさはくう“.
╆ぇ おさぇすおけすけ ゃさっきっ くぇ しゃけっすけ しなとっしす-

ゃせゃぇくっ ゃ ちっくすなさぇ しぇ ういゃなさてっくう ぉかういけ 
260 うくょうゃうょせぇかくう おけくしせかすぇちうう, しけちう-
ぇかくぇ, こしうたけかけゅうつっしおぇ う ょさせゅぇ こけょおさっ-
こぇ しぇ こけかせつう 55 ょっちぇ ゃ さうしお う しっきっえ-
しすゃぇ. 

′ぇ 25-すう はくせぇさう けす しゃっすぇ しう けすうょっ うゅせきっくうはすぇ くぇ ╋なゅかうあおうは きぇくぇ-
しすうさ [ぇたうかぇ. 

╃っしっすおう ゅけょうくう すは こけしゃっすう くぇ ゅさうあぇすぇ いぇ ょせてうすっ くぇ ぉけゅけきけかちうすっ, 
おけうすけ は すなさしったぇ ゃ ょけぉさう う かけてう きけきっくすう. 
]すけすうちう きうさはくう は ういこさぇすうたぇ ゃ こけしかっょくうは え こなす.

¨しくけゃくぇすぇ ちっか くぇ さぇいおさうすうは 『っくすなさ いぇ けぉとっしすゃっくぇ こけょおさっこぇ っ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ ょっちぇ う しっきっえ-
しすゃぇ ゃ さうしお う こけょけぉさはゃぇくっ おぇつっしすゃけすけ うき くぇ あうゃけす つさっい こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ ういけしすぇゃはくっすけ くぇ ょっちぇ う 
くぇしすぇくはゃぇくっすけ うき ゃ うくしすうすせちうう, こさっゃっくちうは くぇ くぇしうかうっすけ う けすこぇょぇくっすけ うき けす せつうかうとっ, けぉせつっくうは 
う せきっくうは くぇ ょっちぇ ゃ さうしお いぇ しぇきけしすけはすっかっく あうゃけす, こけょおさっこぇ くぇ ょっちぇ し こけゃっょっくつっしおう こさけぉかっきう う 
こさけはゃう, こけょおさっこぇ くぇ こさうっきくう さけょうすっかう う けしうくけゃうすっかう.
╁しうつおう こさっょけしすぇゃはくう ゃ 『っくすなさぇ せしかせゅう しぇ ぉっいこかぇすくう いぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくうすっ ╉ぇいぇくかなお う 

‶ぇゃっか ぉぇくは.
‶けきけとすぇ, こさっょかぇゅぇくぇ ゃ くっゅけ けす 12 -すっ しこっちうぇかうしすう, しっ けしうゅせさはゃぇ, おぇおすけ し かうつくぇ いぇはゃおぇ けす さけょう-

すっかは うかう くぇしすけえくうおぇ くぇ こさけぉかっきくけすけ ょっすっ, すぇおぇ う けす ょうさっおちうは „]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ“ ゃ しなけす-
ゃっすくぇすぇ けぉとうくぇ う けすょっか „╆ぇおさうかぇ くぇ ょっすっすけ“, ゃおか. う し くぇしけつゃぇくっ けす ょさせゅう しけちうぇかくう うくしすうすせちうう.
╁ こけきけと くぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ ちっくすなさぇ しぇ こしうたけかけゅ, かけゅけこっょ, ぇさす すっさぇこっゃす, しけちうぇかくう さぇぉけすくうちう う 

のさうしす.
[なおけゃけょうすっか くぇ 『っくすなさぇ っ ╋ぇさうは ╂うくっゃぇ.
╂けょうてくけ ょっえくけしすすぇ くぇ くけゃぇすぇ しすさせおすせさぇ いぇ けぉとっしすゃっくぇ こけょおさっこぇ くぇ ょっちぇ う しっきっえしすゃぇ ゃ さうしお とっ 

しっ そうくぇくしうさぇ し ぉかういけ 170 たうかはょう かっゃぇ けす ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす.

′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ ぇゃうけおけきこぇくうは ゃ 『っくすぇさかくぇ う ╇いすけつくぇ ╄ゃさけこぇ  し くぇょ 1,25 きかく. こなすくうちう 
きっしっつくけ Wizz ┿irう  う くっえくぇすぇ けそうちうぇかくぇ きっょうは Wizzair Magazine ういぉさぇたぇ  ╉ぇいぇくかなお 

いぇ ゅさぇょぇ, し おけえすけ ょぇ いぇこけつくっ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは いぇ  しゃけはすぇ こなすくうつっしおぇ  ぇせょう-
すけさうは. ‶さっい  そっゃさせぇさう う きぇさす  ぉかういけ 2.5 きうかうけくぇ ょせてう, こなすせゃぇとう こけ ゃしうつおう ょっしすうくぇ-
ちうう くぇ Wizz ┿ir ゃ ╄ゃさけこぇ う しゃっすぇ, とっ きけゅぇす ょぇ けこけいくぇはす ╉ぇいぇくかなお し くっゅけゃうすっ こさうさけょくう 
ょぇょっくけしすう う せくうおぇかくう おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおう いぇぉっかっあうすっかくけしすう. 《けすけしうすっ, おけうすけ とっ 
さぇいおぇいゃぇす いぇ おぇいぇくかなておうすっ おさぇしけすう, しぇ ょっかけ くぇ きっしすくうすっ そけすけゅさぇそう ┿かっおしぇくょなさ ╇ゃぇ-
くけゃ う ╃けぉさけきうさ ╃うきけゃ. 
╁ しゃけはすぇ しこっちうぇかくぇ させぉさうおぇ “Discover the beauty of Bulgaria“ („¨すおさうえすっ おさぇしけすぇすぇ くぇ 

╀なかゅぇさうは“) Wizzair Magazine こけこせかはさういうさぇ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ う とっ ょぇょっ ゃょなたくけゃっくうっ いぇ 
こけしっとっくうっ ゃ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ う ゃ ╃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 くぇ すせさうしすう-
すっ, こなすせゃぇとう  こけ ゃしうつおう 300 かうくうう  くぇ ぇゃうけおけきこぇくうはすぇ. ]こうしぇくうっ Wizzair ╋gazinっ っ 
けそうちうぇかくぇすぇ きっょうは くぇ Wizz ┿ir, おけっすけ ぉっいこかぇすくけ ょけしすうゅぇ ょけ ゃしっおう こなすくうお くぇ ぉけさょぇ くぇ 
くっゅけゃうすっ しぇきけかっすう. ‶さっょしすぇゃはくっすけ くぇ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ ゃ ぉさけは いぇ そっゃさせぇさう-きぇさす とっ ぉなょっ 
っょうく ゃなかくせゃぇと ょけしっゅ くぇ こなすせゃぇとうすっ し こさうさけょくうすっ いぇぉっかっあうすっかくけしすう う おせかすせさくけすけ ぉけ-
ゅぇすしすゃけ くぇ ╀なかゅぇさうは. ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ  Wizz Air っ  こさっゃけいうかぇ くぇょ 900 000 こなすくうちう 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ‶さっい すぇいう ゅけょうくぇ ぇゃうけおけきこぇくうはすぇ  けぉはゃう くけゃう けすしっつおう けす ]けそうは ょけ 〈っか 
┿ゃうゃ う ]けそうは  ╋ぇかきの.

„╇しすうくしおぇすぇ うしすけさうは くぇ 
》さうしすうくぇ ╋けさそけゃぇ“- すぇおぇ しっ 
くぇさうつぇ おくうゅぇすぇ, つうはすけ こさっ-
きうっさぇ いぇ ╀なかゅぇさうは しっ しなしすけは 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
┿ゃすけさ くぇ こなさゃけすけ こけ さけょぇ 

しう けぉっおすうゃくけ ういしかっょゃぇくっ いぇ 
あうゃけすぇ くぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇ けこっさくぇ こさうきぇ 》さうしすうくぇ 
╋けさそけゃぇ っ しすぇさけいぇゅけさしおぇすぇ 
あせさくぇかうしすおぇ う おけさっしこけく-
ょっくす くぇ ╀〈┿ [せきはくぇ ╊っつっゃぇ.
╀かういけ 7 ゅけょうくう けす こさけそっ-

しうけくぇかくうは しう あうゃけす あせさくぇ-
かうしすおぇすぇ こけしゃっとぇゃぇ くぇ うい-
しかっょゃぇくっ くぇ かうつくうすっ ぇさたうゃう 
くぇ こっゃうちぇすぇ, しなぉうさぇくっ くぇ 
さぇいかうつくう ょけおせきっくすう けす しっ-
きっえくうすっ ぇさたうゃう くぇ そぇきうかう-
うすっ ╊せおぇて, ╀ぇゅぇさけゃう, ╁かぇ-
ょうおうくう, しゃうょっすっかしおう さぇいおぇいう くぇ しなゃさっきっくくうちう くぇ 》さうしすうくぇ 
╋けさそけゃぇ, くぇ くっえくぇすぇ しゃっおなさゃぇ 〈っけそぇくぇ ╊せおぇて, いぇ ょぇ けしゃっす-
かう くっういゃっしすくう そぇおすう けす くっえくうは かうつっく う すゃけさつっしおう こなす.
]こっちうぇかくけ きはしすけ ゃ おくうゅぇすぇ っ けすさっょっくけ くぇ ゅけかはきぇすぇ かのぉけゃ 

くぇ 》さうしすうくぇ ╋けさそけゃぇ し ょ-さ ╊のぉっく ╊せおぇて - ぉさぇす くぇ ゅっくっさぇか 
╉けくしすぇくすうく ╊せおぇて, せぉうす けす ′ぇさけょくうは しなょ こさっい 1945 ゅけょうくぇ, 
くっゃっさけはすくけすけ え こさうはすっかしすゃけ ょけ ゅさけぉ し くっえくぇすぇ こうぇくうしすおぇ う 
おけさっこっすうすけさおぇ ╊のょきうかぇ ‶さけおけこけゃぇ, けすょぇょっくけしすすぇ え くぇ くっえ-
くうすっ せつっくうちう. 
╀かういけ 500-すっ しすさぇくうちう くぇ „╇しすうくしおぇすぇ うしすけさうは くぇ 》さうしすうくぇ 

╋けさそけゃぇ“ しぇ けぉっおすうゃくけ ういしかっょゃぇくっ ゃ ょなかぉけつうくぇ くぇ こさけすうゃけ-
さっつうゃぇすぇ かうつくけしす くぇ ゃうょくぇすぇ しすぇさけいぇゅけさおぇ, いぇゃけのゃぇかぇ しかぇ-
ゃぇ こけ っゃさけこっえしおうすっ しちっくう, ょけおせきっくすぇかっく さぇいおぇい いぇ あうゃけすぇ 
くぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ, しなぉさぇかぇ いぇこうしう ゃ こなさゃぇすぇ ゅさぇきけそけくくぇ 
こかけつぇ, ういょぇょっくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╉くうゅぇすぇ しなょなさあぇ こうしきぇ, ょけおせきっくすぇかくぇ たさけくけかけゅうは う しこけ-

きっくう いぇ しこっおすぇおかうすっ  し せつぇしすうっすけ くぇ ╋けさそけゃぇ, いぇ くっえくうすっ 
けすくけてっくうは し くぇえ-ぉかういおうすっ え, いぇ ゅけかはきぇすぇ ょさぇきぇ ゃ こさけそっしうけ-
くぇかくうは え あうゃけす, ゃ おけはすけ しっ こさっゃさなとぇ くっえくけすけ おけくちっさすうさぇくっ 
ゃ [せしうは こさっい 1934 ゅけょうくぇ. ╆ぇ こさっきうっさぇすぇ くぇ おくうゅぇすぇ  しこっちう-
ぇかくけ けす つっておぇすぇ しすけかうちぇ こさうしすうゅくぇ ′ぇょは ╊せおぇて-  ょなとっさは くぇ 
ゅっく. ╊せおぇて.

╀うゃてう けそうちっさう, くぇしすけはとう つかっくけゃっ くぇ ゃけ-
っくくけ-こぇすさうけすうつくうすっ しなのいう う こぇすさうけすうつ-

くうすっ けさゅぇくういぇちうう  しないょぇょけたぇ きっしすっく おけきうすっす 
„23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお“. ╇ょっはすぇ っ くぇ  
おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ .  
╁ おけきうすっすぇ ゃかういぇす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ]なのいぇ くぇ 
けそうちっさうすっ う しっさあぇくすうすっ けす いぇこぇしぇ う さっいっさゃぇ, 
くぇ ]なのいぇ くぇ いぇこぇしくうすっ こけょけそうちっさう, くぇ ]なのいぇ 
くぇ ゃっすっさぇくうすっ けす ゃけえくうすっ, くぇ ]なのいぇ くぇ ゃないこう-
すぇくうちうすっ くぇ ゃけっくくうすっ くぇ ′っゅけゃけ ゃっかうつっしすゃけ, 

]かっょ 13-ゅけょうてくけ こさっおなしゃぇくっ  けす くぇつぇかけすけ 
くぇ すぇいう ゅけょうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ うきぇ ¨ぉ-

とうくしおう おぇきっさっく けさおっしすなさ, おけえすけ くけしう うきっすけ 
くぇ ゅさぇょぇ. [なおけゃけょうすっか くぇ ]すさせくくうは おぇきっさっく 
けさおっしすなさ „╉ぇいぇくかなお“ っ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ. ╁ しなしすぇ-
ゃぇ ゃかういぇす けとっ ╊のぉっくぇ 〈はくけゃぇ - こなさゃぇ ちうゅせか-

] 4 くけゃう おうすぇさう しっ こさっょしすぇゃう いぇ こけさっょっく こなす 
おぇいぇくかなておぇすぇ そぇぉさうおぇ „╉さっきけくぇ” ゃ ]ゃっ-

すけゃくけすけ ういかけあっくうっ いぇ きせいうおぇかくう うくしすさせきっくすう ゃ 
┿くぇたぇえき, ]┿】. ╃うさっおすけさなす くぇ そぇぉさうおぇすぇ ╄かっ-
くぇ ╂ぇきけゃぇ, おけはすけ っ つぇしす 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”, かうつくけ こさっょしすぇゃう くけゃうすっ うくしすさせ-
きっくすう, ういさぇぉけすっくう  こけ くけゃう すったくけかけゅうう, し くけゃう 
きぇすっさうぇかう う っおいけすうつくう ょなさゃっしうくう, こけょしうかゃぇとう 
いゃせおぇ う おぇつっしすゃけすけ くぇ しすさせくくうすっ うくしすさせきっくすう. 
′けゃぇすぇ しっさうは  おうすぇさう しぇ こけしゃっすっくう くぇ 90-ゅけ-
ょうてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ そぇぉさうおぇ „╉さっ-
きけくぇ”. ]っさうはすぇ くけしう うきっすけ „90-すぇ ゅけょうてくうくぇ”. 

╃ゃぇ こさけっおすぇ いぇ せかうつくけ けしゃっすかっくうっ こけ ¨‶ „[ぇいゃうすうっ くぇ しっか-
しおうすっ さぇえけくう”う ╃《 „╆っきっょっかうっ”  しっ さっぇかういうさぇす くぇ すっさうすけ-

さうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは. ‶さけっおすうすっ しぇ くぇ けぉとぇ しすけえくけしす 
ぉかういけ 2 きかく. かっゃぇ う とっ こさうおかのつぇす ゃ おさぇは くぇ きぇさす. ╀かぇゅけょぇさっ-
くうっ くぇ しさっょしすゃぇすぇ, けしうゅせさっくう こけ すはた, ゃ けぉとうくぇすぇ ういちはかけ とっ しっ 
こけょくけゃう う さっおけくしすさせうさぇ せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ, とっ しっ こけしすぇゃはす 
うおけくけきうつくう かぇきこう, とっ しっ ういゅさぇょう けしゃっすうすっかくぇ きさっあぇ すぇき, おな-
ょっすけ ょけしっゅぇ すぇおぇゃぇ くっ っ しなとっしすゃせゃぇかぇ. ‶さけっおすうすっ しぇ けす 2009 
ゅけょうくぇ う こさっょゃうあょぇす こけしすぇゃはくっすけ くぇ 340 くけゃう せかうつくう しすなかぉぇ 
う こけょきはくぇ くぇ 1300 けしゃっすうすっかくう すっかぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 13-すっ 
くぇしっかっくう きっしすぇ けす けぉとうくぇすぇ う ゅさぇょ ‶ぇゃっか ぉぇくは. ╇いこなかくうすっか  
くぇ こさけっおすぇ っ しけそうえしおぇ そうさきぇ. 

╁さないおぇすぇ くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し ぇゃすけきぇゅうしすさぇかぇ „〈さぇおうは“ とっ 
ぉなょっ ゅけすけゃぇ ょけ 2017 ゅ. 〈けゃぇ けぉはゃう こさっきうっさなす ‶かぇきっく ¨さっ-

てぇさしおう こさう こけしっとっくうっすけ しう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈けえ くっ しっ ぇくゅぇあう-
さぇ しなし しさけおけゃっ こけ けすくけてっくうっ くぇ ょさせゅうは けぉっおす, いぇはゃっく おぇすけ こさう-
けさうすっすっく う けす くぇしすけはとうは おぇぉうくっす - かっすうとっすけ おさぇえ けぉかぇしすくうは 
ゅさぇょ, おなき おけっすけ おけさっえしおう う うくょうえしおう こさっょこさうっきぇつう こさけはゃはゃぇす  
しなとっしすゃっく うくすっさっし. „╁っつっ くっ しきっは ょぇ しっ ぇくゅぇあうさぇき しなし しさけおけゃっ 
いぇ かっすうとっすけ. ╁ すけいう きぇくょぇす くはきぇ ょぇ しすぇくっ, くけ いぇ しかっょゃぇとうは とっ 
ゅけ うきぇきっ こさっょゃうょ“, かぇおけくうつっく ぉっ ‶かぇきっく ¨さってぇさしおう

くぇ ╉かせぉ „‶っすなさ ╉けくしすぇくすうくけゃ“, くぇ 〈さぇおうえしおけ ょさせあっしすゃけ „╉ぇこうすぇく ‶っすおけ ゃけえゃけょぇ“, くぇ ̈ ぉとけぉなか-
ゅぇさしおう おけきうすっす „╂っく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ“, くぇ ょさせあっしすゃけ „]ゃなさいけつくうお“ おなき ]¨]╆[. 
『っかすぇ くぇ しそけさきうさぇくうは おけきうすっす っ こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ すなさあっしすゃっくけ けすぉっかはいゃぇくっ くぇ 100-ゅけょうて-

くうくぇすぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, ゃ おけはすけ けしくけゃくけ  きはしすけ いぇっきぇ かっゅっくょぇさくうはす し 
たさぇぉさけしすすぇ しう 23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお .

‶けゃっつっ こけょさけぉくけしすう いぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ そぇぉさうおぇ, おけはすけ っ ぉうかぇ っょうくしすゃっくぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ そうさきぇ くぇ すけいう そけさせき, う けちっくおぇすぇ, ょぇょっくぇ けす しゃっすけゃくうすっ きせいうおぇかくう おぇこぇちうすっすう くぇ 
さぇぉけすぇすぇ  くぇ おぇいぇくかなておうすっ かのすうっさう う きぇえしすけさう けす „╉さっきけくぇ”, けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ 
„〈┿”. ] おうすぇさう  う ちうゅせかおう くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ „╉さっきけくぇ” しゃうさはす きせいうおぇくすうすっ けす ╃あうこしう ╉うくゅし, 
╉しぇゃうっさ ‶けょうかぇ, ╊せかせ [ぇえたぇさょ う ょさせゅう.

おぇ; ╋ぇさうっすぇ ╃せくょけゃぇ - ゃすけさぇ ちうゅせかおぇ; [せきっかうは 》さうしすけゃぇ - ゃう-
けかけくつっかけ; 》ぇさうっすぇ ╀ぇおぇかけゃぇ - ゃうけかぇ; ]すっそぇく 》さうしすけゃ う ╋ぇくつけ 
╉ぇさぇうかうっゃ - おかぇしうつっしおぇ おうすぇさぇ.
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]すけはく っ けす けくいう こけしかっょっく 
ゃうこせしお くぇてっくちう, せしこっかう ょぇ 
しっ ょうこかけきうさぇす ゃ 〈せかぇ, こさっょう 
╀なかゅぇさうは ょぇ ゃかっいっ ゃ ′┿〈¨. 〈けえ 
いぇきうくぇゃぇ ゃ [せしうは  ょぇ せつう いぇ うく
あっくっさ-けさなあっえくうお こさっい 1996-

すぇ. 〈さなゅゃぇす ょっしっすうくぇ ょせてう, こけ
しかっ しすぇゃぇす つっすうさう こなすう こけゃっつっ. 
〈けゃぇ っ こなす こけ しすなこおうすっ くぇ ぉぇ
とぇすぇ, いぇゃなさてうか くぇゃさっきっすけ ゃ 
]]][. ]すけはく こけきくう ょっすしすゃけすけ 
しう, こけおさぇえ ゃしうつおけ ょさせゅけ, う し 

けくいう かうこしゃぇと すぇすおけ, おけえすけ いぇ
きうくぇゃぇ けす ゃおなとう, いぇ ょぇ しっ ゃなさ
くっ けす ╋けしおゃぇ し おせこ くっゃうあょぇくう 
うゅさぇつおう, おぇおゃうすけ くはきぇてっ ゃ 
すせおぇてくうは ╃っすきぇゅ. ]さっょ すうは うゅ
さぇつおう っ う けくいう きぇゅうつっしおう すぇくお, 
せこさぇゃかはゃぇく し ょうしすぇくちうけくくけ う 
おぇぉっかう, おけえすけ しすさっかは し すけこおう. 
╉ぇおすけ こけしかっ ゅけ こさけぉゃぇか ]すけはく, 
けおぇいぇかけ しっ, つっ すぇくおなす きけあっか 
ょぇ しすさっかは う し おぇきなくう... 〈うこうつ
くけ いぇ  ゃしはおけ ょっすっ -  ぉなょっと うく
あっくっさ, きぇかおうはす ╀けいけゃ  けすおさぇえ 
ょけおさぇえ „ゃうょはか しきっすおぇすぇ“ くぇ 
すけは くっこけぉっょうき しなゃっすしおう すぇくお  
けす „╃っすしおうえ きうさ“ し  こなかくけすけ う 
けおけくつぇすっかくけ さぇいゅかけぉはゃぇくっ くぇ 
しなしすぇゃくうすっ きせ つぇしすう.
]こけきっくなす  いぇ させしおうすっ うゅさぇつ

おう, ういぉせはか ゃ きかぇょっあおぇ きっつすぇ,  
ぇぉしけかのすくけ こぇしゃぇ くぇ さけょうすっか
しおうすっ しなゃっすう う すぇおぇ いぇ ]すけはく 
ういぉけさなす: „〈せかぇ“ しっ けつっさすぇゃぇ 
けおけくつぇすっかっく. 〈さぇょうちうはすぇ ゃ しっ
きっえしすゃけすけ ゃなさゃう ゃ けとっ っょくぇ 
こけしけおぇ: すけつくけ おぇすけ ぉぇとぇ しう, 
]すけはく けすうゃぇ ょぇ せつう ゃ 〈せかぇ, 
しかっょ おぇすけ こなさゃけ っ くぇすさせこぇか 
こさはお けこうす ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ. 
╀けいけゃ - きかぇょてう こけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ 
いぇゃけょぇ ゃ 【っえくけゃけ おぇすけ てかけしっさ 
くぇ きけくすぇあぇ くぇ ぇゃすけきぇすぇ ゃっょくぇ
ゅぇ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ]¨〉 
„╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう“. ╃くっし 
うくあっくっさ ╀けいけゃ っ しうゅせさっく, つっ 
けこうすなす ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ こけきぇ
ゅぇ きくけゅけ, おぇおすけ う ゃ しっゅぇてくぇすぇ 
きせ さぇぉけすぇ くぇ さなおけゃけょうすっか くぇ 
ういこうすぇすっかくうすっ こけかうゅけくう, すぇおぇ 
う くぇゃさっきっすけ こさう しかっょゃぇくっすけ 
きせ ゃ 〈せかぇ. 〈けゅぇゃぇ しすせょっくすなす せし
ゃけはゃぇ せつっぉくぇすぇ すっけさうは かっしくけ 
う  こけ-ぉなさいけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
ゃっつっ くぇすさせこぇくうは ゃ „┿さしっくぇか“ 
けこうす. ]かっょ こさうぉうさぇくっすけ しう けす 
[せしうは, ゃっつっ ゃうしてうしす こけ しすさっか

おけゃけ けさなあうっ う さっおっすくう 
ょゃうゅぇすっかう, ]すけはく しっ ゃさな
とぇ こぇお ゃ ╆ぇゃけょ 1, くけ ゃっつっ  
おぇすけ おけくしすさせおすけさ. ¨しすぇゃぇ 
すぇき っょくぇ ゅけょうくぇ, ぇ こけしかっ 
しすぇゃぇ  いぇきっしすくうお-くぇつぇかくうお 

くぇ ╋けくすぇあくうは ちった くぇ ぇゃすけ
きぇすぇ. 〈ぇき すさせこぇ さなおけゃけ
ょっく けこうす 5 ゅけょうくう, こさっょう 
ょぇ こけっきっ けすゅけゃけさくけしすすぇ いぇ 
すさうすっ こけかうゅけくぇ. ╁ けすゅけゃけさ
くけしすうすっ いぇ こけかうゅけくうすっ さな

おけゃけょうすっかはす うきぇ ぇぉしけかのす
くぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ すったくうすっ 
くぇつぇかくうちう う しこっちうぇかうしすう  
- うくあ. ]すけはく ╇かうっゃ, 》さうし
すけ ]きうかけゃ, ]すっそぇく ╋ぇさ

おけゃ, ╃うきうすなさ ╃さぇゅけかけゃ. 
¨こうすなす くぇ くはおけう けす すはた ゃ 
ぇさきうはすぇ っ ういおかのつうすっかくけ 
こけかっいっく, おぇすっゅけさうつっく っ 
うくあ. ╀けいけゃ. 〈けえ っ しゃうおくぇか 
ょぇ さぇぉけすう し けすゅけゃけさくう う 
すったくうつっしおう ゅさぇきけすくう たけさぇ, 
おぇおゃうすけ しぇ ゃしうつおう, おけう
すけ さなおけゃけょう. ┿おけ くっ ぉはたぇ 
すぇおうゃぇ, くはきぇてっ ょぇ こけおさう

はす おさうすっさううすっ いぇ さぇぉけすぇ くぇ 
すけゃぇ けこぇしくけ きはしすけ. ¨こうすなす 
くぇ さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ ¨〈╉, 
′っょっかつけ ╈けさょぇくけゃ う ╂っけさゅう 
]すけはくけゃ, っ ぉっいちっくっく ゃ しなゃ
きっしすくぇすぇ くう さぇぉけすぇ, すゃなさょう 
うくあ. ╀けいけゃ. ]かっょ こさけつせすうすっ 
さぇいさぇぉけすおう くぇ さぇおっすうすっ いぇ 
ゅさぇょせておう ゃ ′╇〈╇, こさっょう ょぇ 
こけっきっ くぇこさぇゃかっくうっ „╉ぇつっしす
ゃけ“ ゃ „┿さしっくぇか“, ╈けさょぇくけゃ っ 
ぉうか くぇ こけしすぇ, くぇしかっょっく しっゅぇ 
けす ]すけはく ╀けいけゃ. ]すけはくけゃ こなお 
っ うきっくくけ つけゃっおなす, くぇっか しっ し 
ちはかけすけ こさっきっしすゃぇくっ くぇ いぇ
ゃけょぇ ゃ 【っえくけゃけ くぇ こかけとぇょ
おぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか“.

【っそなす さぇいつうすぇ くぇ
たけさぇすぇ しう.

[なおけゃけょうすっかはす くぇ っおうこう
すっ くぇ すさうすっ ぇさしっくぇかしおう こけ
かうゅけくぇ しっ さぇょゃぇ, つっ きかぇょう
すっ たけさぇ しっ ゃこうしゃぇす ょけぉさっ ゃ 
おけかっおすうゃぇ くぇ かぇぉけさぇくすうすっ 
う ういこうすぇすっかうすっ くぇ ゃいさうゃくう 
きぇすっさうぇかう, しさっょ おけうすけ うきぇ う 
いぇゃなさくぇかう しっ, しかっょ こさっょうて
くけ くぇこせしおぇくっ, しこっちうぇかうしすう 
う さぇぉけすくうちう. ╆ぇ ゃしうつおう すはた 
っ ゃぇあくけ, くっ しぇきけ ょぇ ゃなさてぇす 
さぇぉけすぇすぇ しう おぇつっしすゃっくけ, くけ 
う ょぇ くっ ょけこせしおぇす うくちうょっくすう, 
おけうすけ いぇしすさぇてぇゃぇす すはたくぇすぇ 
しうゅせさくけしす う いょさぇゃっ. 

╁ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ういこう
すぇすっかくうすっ こけかうゅけくう つけゃっお 
くぇうしすうくぇ きけあっ ょぇ くぇすさせこぇ 
しっさうけいっく さなおけゃけょっく けこうす. 
′け いぇ  ╀けいけゃ - きかぇょてう すけゃぇ 

くっ っ ょけしすぇすなつくけ. 〈けえ しっ 
„こけょおけゃぇゃぇ“ う くぇ すっけさうは - 
きっあょせゃさっきっくくけ いぇゃなさてゃぇ う 
„]すけこぇくしおけ せこさぇゃかっくうっ“ ゃなゃ 
╁っかうおけ 〈なさくけゃけ: “′っ っ かっし
くけ ょぇ せつうて いぇょけつくけ. ╁っつっさ 
けすゃぇさはき おくうゅうすっ, っょゃぇ しかっょ 
おぇすけ きぇかおうはす いぇしこう. ┿ すけゃぇ 
くっ しすぇゃぇ こさっょう 22 つぇしぇ...“, 
こぇお しっ せしきうたゃぇ ]すけはく. ╇ しう  

こさういくぇゃぇ, つっ ゃ おぇさうっさくけすけ 
さぇいゃうすうっ  しう うきぇ ちっかう „けす 
ゃしうつおけ こけ すさう“:

〈さう ゃうしてう う
すさう つせあょう っいうおぇ

╇くあっくっさしすゃけすけ う きっくうょあ
きなくすなす しぇ くぇかうちっ. [せしおうはす う 
ぇくゅかうえしおうはす ゃっつっ しぇ そぇおす. ╃け 
しぉなょゃぇくっすけ くぇ ちっかうすっ けしすぇ
ゃぇす けとっ ょゃっ しすなこおう: いぇゃなさて
ゃぇくっすけ くぇ こさぇゃけ うょくけすけ かはすけ 
う せしゃけはゃぇくっすけ くぇ うしこぇくしおうは, 
おけっすけ ゃっつっ すっつっ. 〉こけさうすけしすすぇ 
ゃ こさっしかっょゃぇくっすけ くぇ あっかぇ
くうはすぇ ]すけはく くぇさうつぇ „うくぇす“. 
]うゅせさっく っ, つっ ゅけ っ くぇしかっょうか 
けす ぉぇとぇ しう う しっ さぇょゃぇ, つっ 
ゃうあょぇ すけいう こけかっいっく う ゅさぇ
ょうゃっく うくぇす う ゃ こけゃっょっくうっすけ 
くぇ くぇえ-きぇかおうは ╀けいけゃ, しなとけ し 
うきっすけ ┿すぇくぇし - おぇすけ ょはょけ しう. 
〈さぇょうちううすっ しぇ たせぉぇゃけ くっとけ, 
さぇいしなあょぇゃぇ くぇ ゅかぇし ]すけはく 
しぇきけ ょくう, しかっょ おぇすけ ゅけかはきけ
すけ しっきっえしすゃけ っ こさぇいくせゃぇかけ 
せ すはた ょゃけえくうは ┿すぇくぇしけゃょっく 
- くぇ ょはょけ う ゃくせお. ╋ぇえおぇすぇ 
くぇ ]すけはく しなとけ っ ぇさしっくぇかおぇ 
- ゃっつっ こっくしうけくっさおぇ, しなこさせ
ゅぇすぇ きせ - しなとけ: ]ゃっすかぇ けす 
╆ぇゃけょ 6. ]っしすさぇすぇ くぇ ]すけはく 
ゃなさゃう こけ しすなこおうすっ くぇ ぉぇとぇ 
しう ゃ ╆ぇゃけょ 5, おなょっすけ さぇぉけすう 
ゃ ¨〈╉. „┿さしっくぇか“ っ そぇおすけさ ゃ 

しっきっえしすゃけすけ, おぇいゃぇ けすくけゃけ し 
せしきうゃおぇ ]すけはく ╀けいけゃ. 〈けえ くっ 
いぇぉさぇゃは けすおなょっ すさなゅゃぇ ゃしうつ
おけ, てっゅせゃぇえおう しっ, つっ ぉぇとぇ 
きせ, けすゃなょ しうくょうおぇかくうすっ う けぉ

とっしすゃっくう ぇさしっくぇかしおう ぇくゅぇ
あうきっくすう, けとっ たけょう こけくはおけゅぇ 
ゃ ╆ぇゃけょ 5, いぇ ょぇ くぇしすさけえゃぇ 
きぇてうくうすっ, おぇおすけ こさぇゃっか すけゃぇ 
くぇゃさっきっすけ. ╁さっきっすけ くっ っ ぉけか
おぇ, おけゅぇすけ くっとぇすぇ ゃなさゃはす こけ 
っしすっしすゃっくうは しう こなす. ╉けゅぇすけ 
しかっょ ぉぇとぇすぇ うょゃぇ しうく, ぇ しかっょ 
くっゅけ - ゃくせお. ╉けゅぇすけ こなすはす っ 
けぉと, おけゅぇすけ ゃなさゃうき いぇっょくけ, 

おけゅぇすけ こけょおさっこぇすぇ くぇ しっ
きっえしすゃけすけ ょぇゃぇ しうかう ょぇ ぉなょっ 
こさっぉけさっくけ ゃしはおけ こさっょういゃう
おぇすっかしすゃけ くぇ あうゃけすぇ. ¨とっ 
こけゃっつっ - おけゅぇすけ しっきっえしすゃけすけ 
っ けぉゅさうあゃぇくけ けす っょくけ けとっ 
こけ-ゅけかはきけ しっきっえしすゃけ - そぇ
きうかうはすぇ „┿さしっくぇか“. ]すけはく くっ 
おさうっ, つっ あうゃっっ し そうさきっくうは 
さうすなき: たぇさっしゃぇ きせ ょさせゅぇさ
しすゃけすけ, おけっすけ けとっ しなとっしす
ゃせゃぇ きっあょせ たけさぇすぇ けす „┿さ
しっくぇか“, ゃいぇうきくぇすぇ こけょおさっこぇ, 
おけはすけ しう ょぇゃぇす, せしっとぇくっすけ いぇ 
けぉと, おけかっおすうゃっく あうゃけす. ╆ぇ
すけゃぇ ]すけはく ╀けいけゃ  しっ さぇょゃぇ 
くぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ しすぇ
さうすっ すさぇょうちうう こさっい こけしかっょ
くうすっ ゅけょうくう, おぇすけ しなしすっいぇ
くうはすぇ ゃ しこけさすくうすっ すせさくうさう. 
¨しけぉっくけ - しなしすっいぇくうはすぇ こけ 
しすさっかぉぇ, おけうすけ くっゅけゃうすっ たけさぇ 
けぉうつぇす ょぇ こっつっかはす. ‶け しすさっか
ぉぇすぇ う けさなあうはすぇ きかぇょうはす ╀け
いけゃ しっ こぇかう けとっ ゃ ょっすしすゃけすけ, 
くけ くっ しぇきけ いぇさぇょう すぇくおぇ けす 
こかぇしすきぇしぇ う ゃくせてうすっかくぇすぇ 
ゅかっょおぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ おけさ
こせしう, うい おけうすけ ゅけ さぇいゃっあょぇか 
ぉぇとぇ きせ. ╇きぇ う けとっ くっとけ. 
〈けゃぇ っ しこけきっくなす いぇ しさっとぇすぇ し 
うしすうくしおけすけ けさなあうっ  - かけゃくぇ
すぇ こせておぇ くぇ すぇすっ. „╇くすっさっしなす 
おなき けさなあうっすけ うょゃぇ けす ぉぇとぇ 
きう“, おぇいゃぇ ぇぉしけかのすくけ せぉっょっ
くけ ]すけはく. ╇ しっゅぇ, おけゅぇすけ うきぇす  

ゃさっきっ, ぉぇとぇ う しうく, ゃ っょくぇ う 
しなとぇ かけゃくぇ ょさせあうくおぇ, いぇっょ
くけ せこさぇあくはゃぇす „ゃなけさなあっくうは 
すせさういなき“, おぇおすけ ょゃぇきぇすぇ くぇ 
てっゅぇ くぇさうつぇす くぇえ-しすぇさけすけ 

きなあおけ いぇくうきぇくうっ くぇ しゃっすぇ. 
╃くっし - こさけしすけ たけぉう. ╆ぇ ぉぇとぇ 
う しうく, けぉぇつっ, けぉとうすっ こなすっ
おう くぇ ゃけかは こさっい ╀ぇかおぇくぇ しなし 
しうゅせさくけしす しぇ う くっとけ こけゃっつっ: 
いぇっょくけしす こけ けぉとうは こなす. ╉けは
すけ ょぇゃぇ しうゅせさくけしす. ╇ すけこかう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╋ぇかおけ っ すさせょくけ ょぇ こけゃはさゃぇて, つっ っょうく きかぇょ きなあ し ゃうょ, こけつすう きけきつっておう, くけしう すっあおぇすぇ けすゅけゃけさくけしす いぇ ういこうすぇくうはすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
けさなあっえくう こけかうゅけくう. ¨ぉぇつっ, すけゃぇ っ ょけしすけゃっさっく くぇ 100 こさけちっくすぇ そぇおす - しぇきぇすぇ うしすうくぇ. ╉ぇおすけ っ うしすうくしおぇ う  せしきうゃおぇすぇ くぇ かうちっすけ くぇ ]すけ-
はく ╀けいけゃ - てっそなす くぇ すさうすっ こけかうゅけくぇ, つけゃっおなす, おけえすけ さなおけゃけょう 27 ういこうすぇすっかう, ¨〈╉ う ょさせゅう しこっちうぇかうしすう, こさけゃっさはゃぇとう ゅけょくけしすすぇ くぇ 
こさけういゃっょっくうすっ  ぇさしっくぇかしおう けさなあうは. 〈ぇいう せしきうゃおぇ こけつすう すっ おぇさぇ ょぇ きうしかうて, つっ うくあっくっさなす こけ しすさっかおけゃけ けさなあうっ う さぇおっすくう ょゃうゅぇすっかう 
こさうっきぇ さぇぉけすぇすぇ しう おぇすけ くぇ てっゅぇ. ¨ぉぇつっ, けとっ し こなさゃうすっ さぇいきっくっくう ょせきう しすぇゃぇ はしくけ, つっ くっとぇすぇ し ぇさしっくぇかしおうすっ けすゅけゃけさくけしすう くぇ ]すけはく 
しぇ しなゃしっき しっさうけいくう. ′っとけ こけゃっつっ - すけえ ゅけくう いぇょぇつうすっ し せこけさうすけしす う ょけさう し うくぇす, いぇ おけえすけ しなし しうゅせさくけしす いくぇっ, つっ っ くぇしかっょうか けす ぉぇとぇ 
しう. ┿すぇくぇし ╀けいけゃ, こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか“, っ けくいう すぇすおけ, おけえすけ ゃけょう ゃ いぇゃけょぇ くっゃさなしすくうは ]すけはく, けとっ こさっょう きぇかつせゅぇくなす 
ょぇ っ こさっおさぇつうか せつうかうとくうは こさぇゅ. „╁しうつおけ きう ういゅかっあょぇてっ けゅさけきくけ う きくけゅけ うくすっさっしくけ, しうゅせさくけ けすすけゅぇゃぇ しなき しう さってうか, つっ うきっくくけ すせお 
とっ さぇぉけすは“, さぇいしなあょぇゃぇ ょくっし くぇ ゅかぇし くぇつぇかくうおなす くぇ ういこうすぇすっかくうすっ こけかうゅけくう. ╄ょうく けす けくっいう おぇいぇくかなつぇくう, つうっすけ しっきっえしすゃけ っ ういちはかけ 
しゃなさいぇくけ こけ おさなゃくぇ かうくうは し  „┿さしっくぇか“.

]ぉけさっく すうき けす おぇいぇくかなて-
おう そせすぉけかうしすう, しなしすっ-

いぇゃぇとう しっ ゃ ┿くゅかうえしおぇすぇ 

くっょっかくぇ かうゅぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
しこっつっかう ぉかぇゅけすゃけさうすっかっく 
すせさくうさ, こさけゃっか しっ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお ういぉさぇたぇ ょぇ せつぇしす-
ゃぇす ゃ すせさくうさぇ こけょ うきっすけ 
„┿さしっくぇか” いぇさぇょう ぇゃすけさうすっ-
すぇ, おけえすけ すぇいう きぇさおぇ うきぇ う 
ゃなゃ そせすぉけかくけすけ けぉとっしすゃけ. 
] ういはゃぇすぇ しう おぇいぇくかなておうすっ 
そせすぉけかうしすう  しすぇくぇたぇ つぇしす 
けす きぇとぇぉくぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっか-
くぇ おぇきこぇくうは こけょ きけすけすけ „╃ぇ 
こけきけゅくっき くぇ ╁うおう ょぇ こけぉっ-
ょう“, けさゅぇくういうさぇくぇ ゃ こけきけと 
くぇ っょくけゅけょうてくけ きけきうつっくちっ 
けす ‶かけゃょうゃ, くせあょぇっとけ しっ 
けす しおなこけしすさせゃぇとけ かっつっくうっ 
ゃ つせあぉうくぇ. ╋ぇかおぇすぇ ╁うおう っ 
し すせきけさ ゃ ゅかぇゃぇすぇ う いぇ かっつっ-
くうっすけ え ゃ しこっちうぇかういうさぇくぇ 
おかうくうおぇ ゃ 》ぇえょっかぉっさゅ - ╂っさ-
きぇくうは, しぇ くせあくう 113 000 
っゃさけ. ╃け きけきっくすぇ くぇぉさぇくうすっ 
いぇ ちっかすぇ しさっょしすゃぇ しぇ 83 たう-

かはょう っゃさけ. 
]ぉけさくうはす „ぇさしっくぇかしおう” けす-

ぉけさ けす ┿くゅかうえしおぇすぇ くっょっかくぇ 
かうゅぇ ぉっ こさっょゃけあょぇく けす ┿かっお-
しぇくょなさ ╂っけさゅうっゃ, くぇしすけはと 
すさっくぬけさ くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”, 
╉ぇいぇくかなお. ′ぇ そうくぇかぇ „┿さ-
しっくぇか” こけぉっょう し 2:1 しすぇさけ-
いぇゅけさしおうは „‶かぇくっす せうく”. ╁ 
こけかせそうくぇかうすっ おぇいぇくかなつぇくう 
けすしすさぇくうたぇ しかっょ ょせいこう ょさせゅ 
すうき けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ - „《っ-
くうおし”. ╆ぇ けすぉけさぇ くぇ けさなあっえ-
くうちぇすぇ うゅさぇたぇ けとっ: ┿たきっょ 
《ぇうおけゃ, ′うおけかぇえ 『けくおけゃ, 
┿すぇくぇし ┿こけしすけかけゃ, ′うおけかぇえ 
]すけうつおけゃ, ┿かっおしぇくょなさ ‶っすさせ-
くけゃ, ]すぇくうきうさ ╃っくっゃ う ╋ぇさ-
すうく 』っおぇさけゃ . ̈ ぉとけ 16 けすぉけさぇ 
けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ╉ぇいぇくかなお 
しっ ゃおかのつうたぇ ゃ ぉかぇゅけさけょくぇすぇ 
おぇせいぇ.
〈せさくうさなす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しっ 

こさけゃっょっ ゃ くけゃぇすぇ けぉとうくしおぇ-
すぇ しこけさすくぇ いぇかぇ „╇ゃぇく ╁ぇ-
いけゃ“. ‶さっょう すぇいう くぇょこさっゃぇさぇ 
しっ こさけゃっょっ う ょっきけくしすさぇすうゃくぇ 
そせすぉけかくぇ しさっとぇ, けさゅぇくういう-
さぇくぇ けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇしけちうぇ-
ちうは こけ きうくう そせすぉけか う ゃ くっは 
しっ ゃおかのつうたぇ おきっすなす くぇ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ ╅うゃおけ 〈けょけさけゃ う うい-
はゃっくう そせすぉけかくう ょっはすっかう けす 
ぉかういおけすけ きうくぇかけ. 
╃ゃっすっ そせすぉけかくう きっさけこさうは-

すうは しなぉさぇたぇ ぉかういけ 20 たうかはょう 
かっゃぇ いぇ かっつっくうっすけ くぇ ╁うおう, 
おぇすけ しぇきけ けす そせすぉけかくうは すせさ-
くうさ, しこっつっかっく けす けすぉけさぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”, くぇぉさぇくうすっ しさっょ-
しすゃぇ しぇ 11 たうかはょう. ╁しうつおう 
すっ しぇ こさっょくぇいくぇつっくう いぇ しっ-
きっえしすゃけすけ くぇ っょくけゅけょうてくぇすぇ 

╁うおすけさうは 》さうしすけゃぇ けす ‶かけゃ-
ょうゃ. ╋けきうつっくちっすけ しっ ぉけさう 
し おけゃぇさっく すせきけさ ゃ ゅかぇゃぇすぇ, 
おけえすけ いぇしはゅぇ う けつくうすっ くっさゃう. 

╁ くぇつぇかけすけ くぇ そっゃさせぇさう ╁うおう 
う しっきっえしすゃけすけ え とっ こなすせゃぇす 
ょけ ╂っさきぇくうは, おなょっすけ とっ いぇこけ-
つくっ かっつっくうっすけ. ╆ぇさぇょう おさった-
おぇすぇ え ゃないさぇしす う しこっちうそうおぇすぇ 
くぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ, かっおぇさうすっ ゃ 
おかうくうおぇすぇ ゃ 》ぇえょっかぉっさゅ こさっ-

こけさなつゃぇす ╁うおすけさうは ょぇ ぉなょっ 
かっおせゃぇくぇ し たうきうけ- う かなつっすっ-
さぇこうは. ‶なさゃけくぇつぇかくうすっ こさけゅ-
くけいう しぇ, つっ かっつっくうっすけ くぇ ょっ-

すっすけ とっ すさはぉゃぇ ょぇ こさけょなかあう 
ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ. 
╁しっおう, おけえすけ うしおぇ う あっかぇっ 

ょぇ こけきけゅくっ しなし しさっょしすゃぇ, 
きけあっ ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう こけ ぉぇく-
おけゃ こなす くぇ しかっょくぇすぇ しきっすおぇ:

Societe Generale ╄おしこさっしぉぇくお
BIC Code: TTBBBG22
IBAN: 

BG35TTBB94001525767173

〈うすせかはさ: ╃ぇくうっかぇ ╉さぇしうきう-
さけゃぇ 》さうしすけゃぇ
╃けぉさうすっ ょっかぇ しぇ ぉっいうきっくくう, 

くけ いぇすけゃぇ こなお ぉっいちっくくう!
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

...『╊〉【╈╊〉《╇ ]╅′╊『
╇いけぉさっすっくうっすけ くぇ ‶けこきうくつっゃ 

ゃ けしくけゃぇすぇ しう っ しゃさなたぉなさい うくそさぇつっさゃっく かぇ-
いっさ, おけえすけ しっ そけおせしうさぇ ゃなゃ ゃかぇおくけ, くぇこなかくっ-
くけ し ぉかぇゅけさけょっく ゅぇい う いぇきっくは せしおけさうすっかうすっ くぇ 
っかっおすさけくう ゃ ょけしっゅぇてくうすっ せしすぇくけゃおう. ╆ぇ ぉかぇ-
ゅけさけょっく ゅぇい っ ういこけかいゃぇく たっかうえ し くぇかはゅぇくっ 50 
ぇすきけしそっさう (すけゃぇ っ こさうぉかういうすっかくけ くぇかはゅぇくっすけ 

くぇ こけかけゃうく おうかけきっすなさ ょなかぉけつうくぇ こけょ こけゃなさた-
くけしすすぇ くぇ けおっぇくぇ).
¨しくけゃくけすけ こけしすうあっくうっ くぇ ‶けこきうくつっゃ っ, つっ 

せしこはゃぇ ゃなゃ ゃしっおう っょうく たっかうっゃ ぇすけき ょぇ おけき-
ぉうくうさぇ こけゃっつっ けす 5000 そけすけくぇ, いぇ ょぇ しなすゃけさう 
っょうく そけすけく う くぇえ-ゃぇあくけすけ – ょぇ しうくたさけくういうさぇ 
ゃしうつおう くけゃけさけょっくう. ′っゃうょうきけすけ うくそさぇつっさゃっくけ 
かぇいっさくけ かなつっくうっ しっ こさっけぉさぇいせゃぇ ゃ くっゃうょうきう 
さっくすゅっくけゃう かぇいっさくう うきこせかしう, ういこけかいゃぇえおう きう-

おさけしおけこうつくうすっ おゃぇくすけゃう こさうさけょう っょくけゃさっきっくくけ 
くぇ たっかうっゃうすっ っかっおすさけくう う くぇ ょゃうあっくうっすけ くぇ ょうさう-
あうさぇとうは かぇいっさ. ′ぇ っいうおぇ くぇ きせいうおぇすぇ すけゃぇ こさっけ-
ぉさぇいせゃぇくっ っ けこすうつっく ぇくぇかけゅ くぇ こさけきはくぇすぇ くぇ いゃせ-
おけゃぇすぇ つっしすけすぇ, ういょぇゃぇくぇ けす しすさせくうすっ くぇ ちうゅせかおぇ. 
¨とっ こさっい 2008 ゅけょうくぇ 〈っくぬけ ‶けこきうくつっゃ いぇとう-

すぇゃぇ し こぇすっくす うょっはすぇ しう, つっ すぇおけゃぇ せしすさけえしすゃけ 
きけあっ ょぇ ぉなょっ しないょぇょっくけ. ╆ぇ ょぇ くぇこさぇゃう しゃけっすけ うい-

けぉさっすっくうっ, きかぇょうはす せつっく 
すさなゅゃぇ しさっとせ せすゃなさょっくけすけ 
ぇゃすけさうすっすくけ きうしかっくっ ゃなゃ 
そういうおぇすぇ いぇ しなとっしすゃせ-
ゃぇくっすけ くぇ けゅさぇくうつっくうは ゃ 
ういこけかいゃぇくうは こさけちっし, ぇ う 
こさうさけょぇすぇ おぇすけ ちはかけ. ╆ぇ-
とけすけ ょけ すけいう きけきっくす しっ っ 
しつうすぇかけ, つっ いぇ ょぇ しっ ういけ-
ぉさっすう さっくすゅっくけゃ かぇいっさ, 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ しないょぇょっ こなさ-
ゃけ せかすさぇゃうけかっすけゃ かぇいっさ. 
‶けょたけょなす くぇ ‶けこきうくつっゃ 
ぉうか しなゃしっき さぇいかうつっく う ゅっ-
くうぇかくけ こさけしす. 
╁ない けしくけゃぇ くぇ すっけさっすうつ-

くうすっ しう ういつうしかっくうは, くぇ-
こさぇゃっくう ゃなさたせ こかうお いぇ 
こうしきけ, すけえ う おけかっゅうすっ きせ 
こけしすさけはゃぇす っおしこっさうきっくすぇ-
かっく こさけすけすうこ くぇ こけさすぇすうゃ-
くうは さっくすゅっくけゃ かぇいっさ. ╃くっし 
ゅけすけゃけすけ おけきこぇおすくけ さっくす-
ゅっくけゃけ せしすさけえしすゃけ こさけうい-

ゃっあょぇ しゃさなたぉなさいう うきこせかしう, ぉっい ぇくぇかけゅ ゃ しゃっすけゃ-
くぇすぇ こさぇおすうおぇ. ′うすけ くぇえ-きけょっさくうすっ しうくたさけすさけくう, 
くうすけ ょけさう かぇいっさうすっ しなし しゃけぉけょくう っかっおすさけくう きけゅぇす 
ょぇ ゅっくっさうさぇす すぇおうゃぇ うきこせかしう – こけ-ぉなさいう ょけさう けす 
ゃさっきっすけ いぇ しないょぇゃぇくっ う さぇいさせてぇゃぇくっ くぇ たうきうつくう-
すっ ゃさないおう くぇ ゃっとっしすゃぇすぇ, こけ-ぉなさいう けす くぇえ-ぉなさいうすっ 
つぇしすうちう ういゃなく はょさけすけ くぇ ぇすけきぇ – っかっおすさけくうすっ.
╄おうこなす くぇ 〈っくぬけ ‶けこきうくつっゃ しきはすぇ, つっ こけょけぉくう 

かぇいっさう し くっゃうょうきけ かなつっくうっ とっ くう こけいゃけかはす ょぇ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
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‶なさゃうすっ すなさゅけゃしおう おけくすぇおすう しぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 80-
すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお, おけゅぇすけ こさけょせおちうはすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” しすうゅぇ ょけ うくょうえしおうは こぇいぇさ つさっい けすけさういう-
さぇくう ょなさあぇゃくう そうさきう. 
′ぇ ゅけょうてくうくぇすぇ, けすぉっかはいゃぇとぇ ゃいぇうきくうすっ すなさゅけゃ-

しおう おけくすぇおすう, っ けすょっかっくけ ゃくうきぇくうっ ゃ しこっちうぇかういう-
さぇくけ うくょうえしおけ しこうしぇくうっ し かうきうすうさぇく すうさぇあ, おけっすけ 
しっ さぇいこさけしすさぇくはゃぇ しさっょ しこっちうぇかくうすっ しかせあうすっかう 
くぇ さぇいかうつくうすっ きうくうしすっさしすゃぇ くぇ ╇くょうは. ]こっちうぇか-
くぇ しくうきおぇ, こさっょしすぇゃはとぇ っょうく けす ういおかのつうすっかくうすっ 
こさけょせおすう くぇ „┿さしっくぇか”, こけいくぇすう くぇ うくょうえしおうすっ ゃな-
けさなあっくう しうかう, う すっおしす „╆ぇ くぇし っ つっしす ょぇ しかせあうき くぇ 
うくょうえしおうすっ ゃなけさなあっくう しうかう”, っ こけしゃっすっくぇ くぇ すけいう 
しゃけっけぉさぇいっく のぉうかっえ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ゃうょうき くぇ さっくすゅっくけゃ そうかき ょけさう ょゃうあっくうはすぇ くぇ 
っかっおすさけくうすっ ゃ ぇすけきぇ, ょうくぇきうおぇすぇ う しすさせおすせさぇすぇ 
くぇ きけかっおせかうすっ, おかっすなつくうすっ こさけちっしう, ょぇ こけしかせあぇす 
う いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ おけきこのすさう, きくけゅけおさぇすくけ こけ-
ぉなさいう けす しっゅぇてくうすっ. ╇, くっしなきくっくけ, ういけぉさっすっくうはす 
くぇしすけかっく さっくすゅっくけゃ かぇいっさ とっ っ さっゃけかのちうけくっく いぇ 
きっょうちうくぇすぇ. 〈けえ きけあっ ょぇ いぇきっくう しっゅぇてくうすっ さっくす-
ゅっくけゃう ぇこぇさぇすう, さぇぉけすっとう し けゅさけきくう ょけいう ゃさっょくけ 
いぇ いょさぇゃっすけ さっくすゅっくけゃけ けぉかなつゃぇくっ, おけうすけ しないょぇ-
ゃぇす さぇいきうすう ういけぉさぇあっくうは くぇ そけすけゅさぇそううすっ しう. 
′けゃうはす せさっょ くっ しぇきけ とっ さぇぉけすう しなし しすけすうちう こなすう 
こけ-きぇかおう けぉかなつゃぇとう ょけいう, くけ う とっ さぇいこけかぇゅぇ し 
くっゃっさけはすくぇすぇ さぇいょっかうすっかくぇ しこけしけぉくけしす ょぇ さぇい-
かうつう しすさせおすせさう し ゅけかっきうくぇ くぇ ぇすけき. [ぇいおさうゃぇ しっ 
ういせきうすっかくけ ぉなょっとっ こさっょ さぇくくぇすぇ ょうぇゅくけしすうおぇ くぇ 
ぉけかっしすう! 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
‶け きぇすっさうぇかう くぇ ょ-さ ╇ゃぇく ╀けゅけっゃ  
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55

〈╊｠╅【『《〉¨を¨ ╇ 】ぁ¨]¨ぅ╊ 』 
》《╉[『╊》╅【╅ 〉╅ „╅『』╊〉╅]“   

[╅′╅〉]ぇぁ╅〉¨〉 ¨′《╆『╊【¨
〉╅』【《]╊〉 『╊〉【╈╊〉《╇ ]╅′╊『

„╅『』╊〉╅]” 〉╅ DEF EXPO 2014:
〉《╇╅ ╇¨′¨っ ¨ 〉《╇¨

『╅′『╅╆《【[¨ 

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
ぃしそつかちさあてあ つ すかねてけてか

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

【《╉《『 〈╅′╅『《╇
БЪЛГАРСКИЯТ КАРУЗО, РОДЕН В ПАВЕЛ БАНЯ

╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ とっ せつぇしすゃぇ ゃ っょくけ けす 
くぇえ-ゅけかっきうすっ う こさっしすうあくう しゃっすけゃくう ういかけあっくうは いぇ ゃけ-

っくくぇ すったくうおぇ う けすぉさぇくうすっかくう しうしすっきう, おけっすけ しっ こさけゃっあょぇ 
ゃ うくょうえしおぇすぇ しすけかうちぇ ′の ╃っかたう けす 6-すう ょけ 9-すう そっゃさせぇさう. 
╉ぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ っ すさぇょうちうけくっく せつぇしすくうお ゃ うい-

かけあっくうっすけ, くぇ おけっすけ しさっとぇ しう ょぇゃぇす くぇえ-ょけぉさうすっ こさけういゃけ-
ょうすっかう くぇ ういょっかうは いぇ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ こさけきうてかっくけしす. 
╁ すぇいゅけょうてくけすけ ういかけあっくうっ DEF EXPO 2014  しっ こさっょしすぇ-

ゃはす そうさきう けす けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは けす 40 しすさぇくう, しさっょ 
おけうすけ ]┿】, [せしうは, 〈せさちうは, ‶けかてぇ, [せきなくうは, ┿くゅかうは, 《さぇく-
ちうは, 〉おさぇえくぇ, 》けかぇくょうは, ╇くょうは, 【ゃっえちぇさうは, ぃあくぇ ╉けさっは, 
┿さぇぉしおう ¨ぉっょうくっくう っきうさしすゃぇ う ょさせゅう.
╉ぇいぇくかなておぇすぇ そうさきぇ とっ しっ こさっょしすぇゃう し くぇえ-くけゃうすっ しう 

さぇいさぇぉけすおう う し くぇえ-ぉけゅぇすうは ぇしけさすうきっくす けす しゃけうすっ ういょっかうは. 
』ぇしす けす すはた ょけしっゅぇ くっ しぇ こけおぇいゃぇくう くぇ くうすけ っょくけ けす ういかけあっ-
くうはすぇ, ゃ おけうすけ そうさきぇすぇ っ せつぇしすゃぇかぇ. 
′ぇ DEF EXPO 2014 いぇ こなさゃう こなす とっ ぉなょぇす こさっょしすぇゃっくう 

くけゃぇ さぇいさぇぉけすおぇ くぇ ぇゃすけきぇす „┿さしっくぇか” う くけゃう さぇいさぇぉけすおう 
くぇ ゅさぇくぇすう. 
┿さしっくぇかしおうはす こぇゃうかうけく くぇ DEF EXPO 2014  っ し こかけと けす 66 

おゃぇょさぇすくう きっすさぇ. ╆ぇ こなさゃう こなす くぇ すけゃぇ ういかけあっくうっ そうさきぇすぇ 
しっ こさっょしすぇゃは くぇ すけかおけゃぇ ゅけかはき すっさっく. 《うさきっくうはす こぇゃうかう-
けく っ し ういおかのつうすっかくう ょういぇえくっさしおう さってっくうは, ぉっい ぇくぇかけゅ いぇ 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, こさっょしすぇゃはとう くけゃぇすぇ おけさこけさぇすうゃくぇ ゃう-
いうは, おけはすけ „┿さしっくぇか” しっ しすぇさぇっ ょぇ くぇかぇゅぇ くぇ きっあょせくぇさけょ-
くうすっ こぇいぇさう う そけさせきう.   
╁ ╇くょうは そうさきぇすぇ とっ ぉなょっ こさっょしすぇゃっくぇ けす ういこなかくうすっかくうは 

ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか 2000” 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ う しこっちうぇかうしすう 
けす けすょっか „╀ういくっし さぇいゃうすうっ”. 
〉つぇしすうっすけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ すぇいゅけょうてくけすけ ういかけあっくうっ ゃ ╇く-

ょうは っ けしけぉっくけ いくぇおけゃけ, こさっょゃうょ そぇおすぇ, つっ しっ くぇゃなさてゃぇ 
おさなゅかぇ  ゅけょうてくうくぇ けす しすなこゃぇくっすけ くぇ „┿さしっくぇか” くぇ うくょうえ-
しおうは こぇいぇさ. 

〈けえ しっ おぇいゃぇ 〈っくぬけ ‶けこきうくつっゃ, さけょっく 
っ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっょう 36 ゅけょうくう う けすょぇゃくぇ 
くっ あうゃっっ ゃっつっ すせお. ╁ないこうすぇくうお くぇ ‶╋╂ 
„′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ”, っょうく けす すぇかぇくす-
かうゃうすっ せつっくうちう くぇ そういúおぇ 〈っけょけしうえ 
〈っけょけしうっゃ. 〉つぇしすくうお っ ゃ ょゃっ しゃっすけゃ-
くう けかうきこうぇょう こけ そういうおぇ – ゃ ¨しかけ う ゃ 
‶っおうく. ╆ぇゃなさてゃぇ そういうおぇ ゃ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす, ょけおすけさぇくすせさぇすぇ しう こさぇゃう 
ゃ ╉けかけさぇょしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ╀けせかょなさ, 
]┿】, さぇぉけすっえおう ゃ ぇしけちううさぇくうは うくしすう-
すせす JILA. [なおけゃけょうすっかうすっ きせ しぇ しっきっえ-
しすゃけ そういうちう, しないょぇすっかう くぇ こなさゃうは はさなお 
っおしすさっきぇかっく せかすさぇゃうけかっすけゃ かぇいっさ. Tけいう 
うくしすうすせす っ くっけしこけさうき しゃっすけゃっく かうょっさ 
こけ ぇすけきくぇ, きけかっおせかはさくぇ う けこすうつくぇ そう-
いうおぇ し すさう ′けぉっかけゃう くぇゅさぇょう ゃ けぉかぇしすすぇ 
いぇ こけしかっょくけすけ ょっしっすうかっすうっ. ‶さっい 2011 
ゅ. ょけおすけさしおぇすぇ ょうしっさすぇちうは くぇ おぇいぇく-
かなておうは きかぇょ きなあ っ ういぉさぇくぇ けす ┿きっさう-
おぇくしおけすけ そういうつくけ けぉとっしすゃけ いぇ っょくぇ けす 

] こけょおさっこぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ „╋ったぇすさけくうおぇ“ しすぇゃぇ くぇえ-
くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす, おけはすけ くぇっしっく とっ しなぉっさっ ゃ ‶さけそっ-

しうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお こなさゃうは 
ゃうこせしお きかぇょっあう, くぇ おけうすけ しっ さぇいつうすぇ ょぇ こけこなかくはす こけすさっぉ-
くけしすうすっ ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ こさっょこさうはすうは くぇ ╉ぇいぇくかなお 
けす おゃぇかうそうちうさぇくう おぇょさう ゃ ぉさぇくてぇ.  
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 

ゃっつっ っ ういこさぇすうか ょけ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ 
こけょおさっこはとけ こうしきけ し こさっょかけあっくうっ いぇ しなゃきっしすくぇ ょっえくけしす う 
せゃっさっくうっ いぇ こさっょけしすぇゃはくっ くぇ ちはかぇすぇ ぉぇいぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
いぇ こさけういゃけょしすゃっくけ けぉせつっくうっ くぇ せつっくうちうすっ し ちっか こけょゅけす-
ゃはくっ くぇ おぇつっしすゃっくう こさけそっしうけくぇかうしすう, おけうすけ ゃ しかっょゃぇとうすっ 
ゅけょうくう とっ しっ さっぇかういうさぇす ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ くぇえ-ゅけかはきけ-
すけ きぇてうくけしすさけうすっかくけ こさっょこさうはすうっ うかう ょけしすけえくけ とっ こさけ-
ょなかあぇす けぉさぇいけゃぇくうっすけ しう ゃ すったくうつっしおうすっ せくうゃっさしうすっすう. ╁ 
„╋ったぇすさけくうおぇ“ とっ しっ こさうっきぇす せつっくうちう しかっょ いぇゃなさてっく けしきう 

おかぇし. ]こっちうぇかくけしすすぇ っ くけゃぇ, 
きけょっさくぇ う ぇおすせぇかくぇ. ‶け ょせ-
きうすっ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ せつう-
かうとっすけ, ゅけしこけあぇ ╃っきうさっゃぇ, 
すけゃぇ っ しゃけっゅけ さけょぇ たうぉさうょくぇ 
しこっちうぇかくけしす, おけはすけ ゃおかのつゃぇ 
けぉせつっくうっ くぇ せつっくうちうすっ こけ 
きぇてうくけいくぇくうっ, っかっおすさけすった-
くうおぇ, っかっおすさけくうおぇ う おけきこの-
すさう.
‶けょおさっこぇ いぇ くけゃぇすぇ しこっ-

ちうぇかくけしす ゃっつっ っ ょぇょっくぇ けす 
けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか ╅うゃおぇ 
┿かぇょあけゃぇ くぇ いぇしっょぇくうっすけ 
くぇ ¨ぉかぇしすくぇすぇ おけきうしうは こけ 
いぇっすけしすすぇ くぇ 23-すう はくせぇさう, 
くぇ おけっすけ すは っ こさっょしすぇゃうかぇ う 
きけすうゃうさぇかぇ くせあょぇすぇ けす けぉせ-
つっくうっすけ くぇ きったぇすさけくうちう ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ¨つぇおゃぇ しっ う けょけ-
ぉさっくうっすけ くぇ きうくうしすなさぇ くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ ┿くっかうは ╉かう-
しぇさけゃぇ, しすぇくぇかぇ こけこせかはさくぇ 
し こさうけさうすっすくうは しう うくすっさっし 
おなき しさっょくけすけ こさけそっしうけ-
くぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ せ くぇし ゃ 
こけかうすうおぇすぇ くぇ しっゅぇてくけすけ 
こさぇゃうすっかしすゃけ. ]こっちうぇかくけしす-
すぇ っ こさっょゃぇさうすっかくけ けぉしなあ-
ょぇくぇ ゃ きうくうしすさっしすゃけすけ, けし-
すぇゃぇ ょぇ ぉなょっ う けそうちうぇかくけ 
さぇいこうしぇくぇ う ゃ いぇこけゃっょすぇ くぇ 
きうくうしすなさ ╉かうしぇさけゃぇ いぇ ╃なさ-
あぇゃくうは こかぇく-こさうっき こさっい 
せつっぉくぇすぇ 2014-2015 ゅけょうくぇ. 

‶ぇゃっかぉぇくしおうはす おけさっく. 
[けょうすっかう くぇ 〈けょけさ ╋ぇ-

いぇさけゃ しぇ [せしう ╋ぇいぇさけゃ う 
╁ぇくは ╀せさゅけょあうっゃぇ. ╀っょくけすけ 
しっきっえしすゃけ しっ こさったさぇくゃぇ, けす-
ゅかっあょぇえおう きぇしかけょぇえくう さけいう. 
╉けさっくなす きせ っ けす ういゃっしすくうすっ 
おけいぇさう 〈せさょぇくけゃう けす しっかけ 
〈せさうは, こけかせつうかう こさはおけさぇ 
╋ぇいぇさうすっ いぇさぇょう こけきうくなおぇ 

しう (きぇいぇさょあうう しぇ たけさぇすぇ, 
おけうすけ こさっさぇぉけすゃぇす きかはおけ). 
╃っすしすゃけすけ くぇ ぉなょっとうは ゅけかはき 
こっゃっち, くぇしかっょうか ゅかぇしぇ くぇ 
きぇえおぇ しう, こさっきうくぇゃぇ ゃ すっあなお 
すさせょ ゃ さけいけゃうすっ ゅさぇょうくう う 
くぇ すのすのくぇ. ╉けゅぇすけ っ くぇ けしっき 
ゅけょうくう, しかっょ こさっおぇさぇく おけさっ-
きっく すうそ, きけきつっすけ ゅせぉう ゅかぇ-
しぇ う ゅけゃけさぇ しう. ╊っおぇさうすっ しぇ 
ぉっいこけきけとくう. ╊っかは きせ 〈けすぇ ゅけ 
かっおせゃぇ し くぇさけょくぇ きっょうちうくぇ 
う つせょけすけ しすぇゃぇ - 〈けょけさ ゃない-
ゃさなとぇ ゅかぇしぇ しう…                                                                
„╂かぇしなす すう っ ゅけかはきけ しな-

おさけゃうとっ!” 〈ぇおぇ ゃないおかうおゃぇ 
きかぇょうはす すけゅぇゃぇ おけきこけいうすけさ 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ, つせゃぇえおう 〈け-
ょけさ, おけえすけ こっっか ゃ しぇきけょっえ-
くうは たけさ こさう おぇいぇくかなておけすけ 
つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”. ‶さっょう 
すけゃぇ ╋ぇいぇさけゃ せつう ゃ ╉ぇいぇく-
かなておぇすぇ こっょぇゅけゅうつっしおぇ ゅうき-
くぇいうは. ′っゅけゃぇ ゅけかはきぇ  かのぉけゃ 
しすぇゃぇ ちうゅせかおぇすぇ. 〉ょうゃうすっか-
くぇすぇ きせ ょぇさぉぇ っ けすおさうすぇ しかせ-
つぇえくけ. ╉けゅぇすけ, おぇすけ ゃけえくうお 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ゃけえくうちうすっ 
きぇさてうさせゃぇす う こっはす こけ せかう-
ちうすっ, おさぇしうゃうはす ゅかぇし くぇ しけ-
かうしすぇ こさうゃかうつぇ ゃくうきぇくうっすけ 
くぇ ╃うきうすなさ 》さうしすけゃ けす ]すぇ-
さけいぇゅけさしおぇすぇ けこっさぇ. ]かっょ  
おぇいぇさきぇすぇ すけえ ゅけ ゃいっきぇ いぇ 
たけさうしす ゃ けこっさぇすぇ. 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ, おけえすけ こけ-

おなしくけ いぇっょくけ しなし しなこさせゅぇすぇ 
しう おせきせゃぇ くぇ しゃぇすぉぇすぇ くぇ ╋ぇ-
いぇさけゃ, しきはすぇか, つっ „くぇさけょなす 
くう っ こっすうきっく いぇ ゅけかはきけ うい-
おせしすゃけ” う すぇおなゃ ゅかぇし くっ ぉうゃぇ 
ょぇ しっ こさけこうかはゃぇ, ぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ ておけかせゃぇ. 〈けえ ょぇゃぇ こさっこけ-
さなおぇ ょけ ╇ゃぇく ╁せかぬこっ – っょうく 
けす ょけぇえっくうすっ くぇ けこっさくけすけ 
くう ういおせしすゃけ, う 24-ゅけょうてくう-
はす 〈けょけさ こけしすなこゃぇ ゃ ╋せいう-
おぇかくぇすぇ ぇおぇょっきうは. ╃けこなかゃぇ 
きぇかおけすけ しさっょしすゃぇ けす ゃおなとう, 
こっっおう ゃ ちなさおけゃくう たけさけゃっ う 
おぇすけ しけかうしす ゃ たけさ „╂せしかぇ“, 
おけえすけ ょけ おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう 
くぇさうつぇ „きけっすけ こなさゃけ ゅくっい-
ょけ“.                                                                                             
„╋っあょせ ゃぇし っ っょくぇ せす-

さってくぇ いゃっいょぇ.“ ╃せきうすっ  
しぇ くぇ 《ぬけょけさ 【ぇかはこうく. ¨す-
こさぇゃは ゅう こけ ゃさっきっ くぇ ゅけし-

すせゃぇくっすけ しう ゃ ╀なかゅぇさうは おなき 
おけかっゅうすっ くぇ 〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ, 
いぇっょくけ し おけゅけすけ ゃっかうおうはす ぉぇし 
こっっ くぇ っょくぇ しちっくぇ. ╃ゃっ ゅけょう-
くう こさっょう すけゃぇ, こさっい 1932 ゅ., 
╋ぇいぇさけゃ っ こさうっす いぇ しすぇあぇくす 
ゃ ]けそうえしおぇすぇ くぇさけょくぇ けこっさぇ 
おぇすけ たけさうしす, おけえすけ ょせぉかうさぇ 
さけかう. ‶なさゃぇすぇ きせ しっさうけいくぇ 
しけかけゃぇ こぇさすうは っ くぇ [ぇせか ゃ 

„》せゅっくけすう“. ╁なこさっおう, つっ ょっ-
ぉのすなす きせ っ けちっくっく ぉかっしすはとけ, 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ けこっさぇすぇ 
こっす ゅけょうくう ょなさあう ╋ぇいぇさけゃ 
くぇ ゃさっきっくっく ょけゅけゃけさ う し うい-
おかのつうすっかくけ くうしおぇ いぇこかぇすぇ. 
]なょぉぇすぇ ゅけ しさっとぇ しなし ]かぇゃぇ 
【かぇきぉけさぇ - つったおうくは, ょなとっさは 
くぇ たせょけあくうお-ゅさぇそうお, くっゅけゃぇ 
おけかっあおぇ けす ぇおぇょっきうはすぇ, おけは-
すけ ゅけ こけょおさっこは う いぇ おけはすけ すけえ 
しっ あっくう. ]かぇゃぇ っ すぇかぇくすかうゃぇ, 
うきぇ ゃうしけおぇ きせいうおぇかくぇ おせかすせ-
さぇ, こさっょ くっは っ しけぉしすゃっくぇすぇ え 
おぇさうっさぇ, くけ すは しっ けすおぇいゃぇ けす 
くっは う こけしゃっとぇゃぇ ちはかけすけ しう 
ゃさっきっ う ゃくうきぇくうっ くぇ つけゃっおぇ, 
おけゅけすけ けぉうつぇ, う くぇ くっゅけゃけすけ 
ぉなょっとっ おぇすけ こっゃっち. 
„╄すけ っょうく つけゃっお, ゃ つう-

うすけ おさぇおぇ せすさっ とっ かっあう 
ちっかうはす しゃはす!” ╇いおかのつうすっか-
くぇ こけょおさっこぇ きかぇょうはす こっゃっち 
こけかせつぇゃぇ う けす きせいうおぇかくうは 
こっょぇゅけゅ ╅っかの ╋うくつっゃ. ] くっ-
ゅけゃぇすぇ こけきけと こさっい 1937 ゅ. 
〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ しっ はゃはゃぇ くぇ 
╋っあょせくぇさけょくうは こっゃつっしおう 
おけくおせさし ゃなゃ ╁うっくぇ. ╉けかっゅう-
すっ きせ ゃ けこっさぇすぇ しぇ ゃ てけお けす 
いぇゃうしす. ╇ おけゅぇすけ すけえ きけかう いぇ 
けすこせしお, っょうく けす ょうさうゅっくすうすっ 
いぇはゃはゃぇ: „╋ぇいぇさけゃ くっ ぉうゃぇ 
ょぇ しっ こせしおぇ ゃなゃ ╁うっくぇ! 】っ 
けさっいうかう しっぉっ しう う すっぇすなさぇ, う 
╀なかゅぇさうは!“  ╁ けこっさぇすぇ うきぇかう 
ょさせゅ そぇゃけさうす, おけえすけ しなとけ 
いぇきうくぇか, こさう すけゃぇ し こさっこけさな-
おう, くけ くっ せしこはか う しっ ゃなさくぇか.   
]なし いぇっきう けす こさうはすっかう, いぇ-

っょくけ し ╅っかの ╋うくつっゃ, ╋ぇいぇ-
さけゃ こさっょこさうっきぇ しなょぉけゃくけすけ 
しう こなすせゃぇくっ ょけ ╁うっくぇ. ]かっょ 
こさけしかせてゃぇくっ くぇ 120 こっゃちう 
けす ちはか しゃはす あせさうすけ ゅけ おかぇしう-
さぇ くぇ こなさゃけ きはしすけ! „╄すけ っょうく 
つけゃっお, ゃ つううすけ おさぇおぇ せすさっ とっ 
かっあう ちっかうはす しゃはす. ′っゅけゃうはす 
ゅかぇし っ くっけちっくうきけ しなおさけゃう-
とっ - しなとうくしおう ╉ぇさせいけ, しぇきけ 
つっ し こけ-おさぇしうゃう, こけ-しゃっすかう う 
こけ-あういくっくう ゃうしけつうくう!“ - いぇ-
はゃはゃぇ ╀させくけ ╁ぇかすっさ, っょうく けす 
くぇえ-ゅけかっきうすっ すけゅぇゃぇてくう ょう-
さうゅっくすう. 
]ゃっすけゃくぇ いくぇきっくうすけしす. 

╆ぇ っょくぇ くけと 〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ 
しすぇゃぇ しゃっすけゃくぇ いくぇきっくうすけしす. 

¨す ╁うっくしおぇすぇ とぇすしけこっさぇ 
きせ こさっょかぇゅぇす ょけゅけゃけさ いぇ 25 
ゅけょうくう. ′うおけえ ょさせゅ くうすけ 
こさっょう, くうすけ しかっょ すけゃぇ くっ っ 
こけかせつぇゃぇか すけかおけゃぇ ょなかなゅ 
ょけゅけゃけさ. ′ぇ すぇいう しちっくぇ しぇ 
こっかう  う ょさせゅう こさけつせすう くぇてう  
けこっさくう いゃっいょう: ╊のぉぇ ╁っかうつ, 
╀けさうし 》さうしすけゃ, ′うおけかぇえ ╂は-
せさけゃ, ′うおけかぇ ╂のいっかっゃ, ]すっ-

そぇく ╄かっくおけゃ, ╋ぇさゅぇさうすぇ 
╊うかけゃぇ, ′うおけかぇ ′うおけかけゃ, 
[ぇえくぇ ╉ぇぉぇうゃぇくしおぇ, ╂っくぇ 
╃うきうすさけゃぇ, ┿くくぇ 〈けきけゃぇ-
]うくすけゃぇ う ょさ., おぇおすけ う きくけ-
いうくぇ けす ょくってくうすっ くう きかぇょう 
ぇさすうしすう.
′ぇ 26 しっこすっきゃさう 1937 ゅ. 

╋ぇいぇさけゃ ょっぉのすうさぇ し さけかはすぇ 
くぇ [ぇょぇきっし ゃ „┿うょぇ“. ′っゅけゃぇ 
こぇさすくぬけさおぇ っ こさけつせすぇすぇ ╋ぇ-
さうは ′っきっす. 〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ っ 
こなさゃうはす こっゃっち, ういこなかくはゃぇと 
くぇ ゃうっくしおぇすぇ けこっさくぇ しちっくぇ 
ぇさううすっ しう くぇ ぉなかゅぇさしおう /いぇ-
とけすけ けとっ くっ いくぇっか っいうおぇ/, 
ぇ こぇさすくぬけさうすっ きせ こっっかう くぇ 
くっきしおう. 〈けゃぇ っ こさっちっょっくす, 
ょけこせしくぇす しぇきけ いぇさぇょう すけゃぇ, 
つっ こせぉかうおぇすぇ こさっくっぉさっゅゃぇ 
すっおしすぇ, いぇ ょぇ しっ くぇしかぇょう くぇ 
ゅかぇしぇ きせ! ‶け-おなしくけ, しかっょ 
おぇすけ っょうく くっきしおう けそうちっさ 
ういぉせたゃぇ, ゃないきせすっく けす „ぉっい-
けぉさぇいうっすけ” ょぇ しっ こっっ くぇ しかぇ-
ゃはくしおう っいうお, ╋ぇいぇさけゃ いぇせ-
つぇゃぇ ぇさううすっ しう くぇ くっきしおう. 
〈さうせきそぇかくうはす きせ こなす こけ 
っゃさけこっえしおうすっ しちっくう こさけょなか-
あぇゃぇ こけつすう 40 ゅけょうくう. 
„′けゃけすけ ゅかぇしけゃけ つせょけ”. 

╊うさうおけ-ょさぇきぇすうつっく すっくけさ 
し てうさけおけ こっゃつっしおけ ぇきこかけぇ, 
╋ぇいぇさけゃ ういこなかくはゃぇ すっくけ-
さけゃうすっ こぇさすうう ゃ くぇえ-こけこせ-
かはさくうすっ けこっさう, おけうすけ きせ 
しこっつっかゃぇす しゃっすけゃくぇ しかぇゃぇ: 
„╀けたっきう“, „〈さぇゃうぇすぇ“, „〈け-
しおぇ“, „╃けく ╉ぇさかけし“, „[うゅけ-
かっすけ“, „〈させぉぇょせさ“, „》けゃぇく-
とうくぇ“, „╄ゃゅっくうえ ¨くっゅうく“, 
„[けきっけ う ╅せかうっすぇ“, „]っかしおぇ 
つっしす“, „╀ぇか し きぇしおう“, „╉くはい 
╇ゅけさ“, „┿そさうおぇくおぇすぇ“, „╀け-
さうし ╂けょせくけゃ“ う ょっしっすおう ょさせ-
ゅう. ╆ぇ ゃさなた ゃ おぇさうっさぇすぇ きせ 
しっ しきはすぇ こぇさすうはすぇ くぇ ┿さ-
くけかょけ ゃなゃ „╁うかたっかき 〈っか“, し 
おけはすけ ╋ぇいぇさけゃ こけおけさはゃぇ ╊ぇ 
]おぇかぇ ゃ ╋うかぇくけ, しかっょ おけっすけ 
おさうすうおぇすぇ ゅけ くぇさうつぇ „くけゃけすけ 
ゅかぇしけゃけ つせょけ“. ]きはすぇかけ しっ, 
つっ すけゃぇ っ っょくぇ けす くぇえ-すさせょ-
くうすっ すっくけさけゃう こぇさすうう う いぇ 
くっは すさはぉゃぇ „あっかはいくけ ゅなさかけ”. 
‶さっい ちはかぇすぇ しう こっゃつっしおぇ 

おぇさうっさぇ  ╋ぇいぇさけゃ しっ しすさっ-
きはか ょぇ いぇこぇいう すゃけさつっしおぇすぇ 

しう うくょうゃうょせぇかくけしす, ういぉはゅ-
ゃぇえおう ゃしはおぇおゃけ こけょさぇあぇすっか-
しすゃけ. 〈ぇかぇくすかうゃうはす ぉなかゅぇさうく 
っ こさうつうしかはゃぇく おなき くぇえ-ゃっかう-
おうすっ すっくけさう くぇ  》》 ゃ., ゅかぇしなす 
きせ っ しさぇゃくはゃぇく し ゅかぇしけゃっすっ 
くぇ ╄くさうおけ ╉ぇさせいけ, ╀っくうぇきう-
くけ ╃あうかう, ┿せさっかうぇくけ ‶っさすう-
かっ, ┿かそさっょ ′せさう…        
] ╀なかゅぇさうは ゃ しなさちっすけ. 

〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ けぉうつぇか ぉっい-
こさっょっかくけ さけょうくぇすぇ しう. ‶け 
しこけきっくう くぇ っょうくしすゃっくぇすぇ きせ 
ょなとっさは ╋ぇさうは ╋ぇいぇさけゃぇ-
╂うくっゃぇ, きせいうおぇかっく こっょぇゅけゅ,        
/おけはすけ うきぇ きぇかおぇ おなとうつおぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお う つっしすけ しっ いぇゃさなとぇ 
すせお/, すけえ おぇいゃぇか: “′っ いくぇき 
おぇお ぉうた あうゃはか, ぇおけ くはきぇた ゃ 
しなさちっすけ しう ╀なかゅぇさうは!”  ╂け-
かっきうはす こっゃっち きくけゅけおさぇすくけ 
ゅぇしすさけかうさぇか ゃ ]けそうえしおぇすぇ 
けこっさぇ う ゃ しすさぇくぇすぇ. ‶ぇさすくう-
さぇかう きせ ′ぇょは 〈けょけさけゃぇ, ╋う-
たぇうか ‶けこけゃ, ╊うかはくぇ ╀ぇさっゃぇ, 
╇かおぇ ‶けこけゃぇ う ょさせゅう けこっさくう 
ぇさすうしすう – っょくけ うしすうくしおけ ぉなか-
ゅぇさしおけ しないゃっいょうっ けす ょぇさけゃう-
すう こっゃちう. ╁しはおぇ くっゅけゃぇ こけ-
はゃぇ ゃ ]けそうは しっ こさっゃさなとぇかぇ 
ゃ ゅけかはきけ おせかすせさくけ しなぉうすうっ. 
》けさぇすぇ, おけうすけ うしおぇかう ょぇ つせはす 
くっゃっさけはすくうは きせ ゅかぇし う ょぇ 
しっ ょけおけしくぇす ょけ けゅさけきくうは きせ 
すぇかぇくす, つぇおぇかう こけ ちはかぇ くけと 
こさっょ ぉうかっすくうすっ おぇしう. ┿ とけき 
いぇこっっか, いぇかぇすぇ ういさうゅゃぇかぇ ゃ 
ぇこかけょうしきっくすう.
]おさけきくけしす ゃなゃ ゃっかうつうっ-

すけ. ╁なこさっおう しすさっきうすっかくぇすぇ 
しう おぇさうっさぇ, 〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ 
くうおけゅぇ くっ しっ ゃないゅけさょはか, くっ しっ 
しぇきけいぇぉさぇゃうか, くっ しっ つせゃしすゃぇか 
う くっ しっ ょなさあぇか おぇすけ いゃっいょぇ. 
′うおけゅぇ くっ いぇぉさぇゃうか ぉっょくけしす-
すぇ ゃ しっかしおうは しう ょけき ゃ ‶ぇゃっか 
ぉぇくは, けす おけえすけ すさなゅくぇか おなき 
しゃけは すさうせきそ, くっ いぇぉさぇゃうか 
すさせょぇ, かうてっくうはすぇ う けゅけさつっ-

くうはすぇ. „╃け おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう 
けしすぇくぇ っしすっしすゃっく, しおさけきっく, 
ょけしすなこっく う いっきっく つけゃっお...” 
– しこけょっかは けとっ ょなとっさはすぇ くぇ 
いくぇきっくうすうは こっゃっち, ょけこなか-
ゃぇえおう: “╆ぇ きっく ぉぇとぇ きう ぉってっ 
うしすうくしおう ぉなかゅぇさうく, っすぇかけく 
いぇ ぉなかゅぇさしおうは ょせた - せこけさうす, 
つっしすっく, こさはき, けすおさけゃっく, きくけ-
ゅけ すさせょけかのぉうゃ, きくけゅけ ぇきぉう-

ちうけいっく. [けょうくぇすぇ きくけゅけ きせ 
かうこしゃぇてっ”. 
‶けつうす おなき いくぇきっくうすうは 

ぉなかゅぇさうく. ╉なき おさぇは くぇ あう-
ゃけすぇ しう ╋ぇいぇさけゃ こけかせつぇゃぇ 
こさけそっしけさしおぇ すうすかぇ おぇすけ きせ-
いうおぇかっく こっょぇゅけゅ う っ こなさゃうはす 
ぉなかゅぇさうく, せょけしすけっく ゃ ┿ゃしすさうは 
し けさょっく いぇ ゃうしけおう こけしすうあっ-
くうは ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ おせかすせさぇすぇ. 
′ぇゅさぇょっく っ う し けさょっく “╉うさうか 
う ╋っすけょうえ” けす ぉなかゅぇさしおけすけ 
こさぇゃうすっかしすゃけ ゃなゃ ゃさないおぇ し 
くっゅけゃぇすぇ 70-ゅけょうてくうくぇ, くけ 
すけゃぇ けすかうつうっ いぇおなしくはかけ う くっ 
しすうゅくぇかけ ょけ くっゅけ こさうあうゃっ… 
〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ せきうさぇ くぇ 13 
しっこすっきゃさう 1975 ゅ. くぇ 70 ゅけょう-
くう. ′ぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ ╁うっくしおぇ-
すぇ けこっさぇ っ しこせしくぇすけ  つっさくけ 
いくぇきっ – こけつうす おなき いくぇきっくう-
すうは ぉなかゅぇさうく, ぇ おけゃつっゅなす きせ 
っ けすさせこぇく し ゃっくちう けす きくけ-
ゅけぉさけえくうすっ きせ  こけつうすぇすっかう.                                                                                                         
╃くっし しくうきおぇ くぇ 〈けょけさ ╋ぇいぇ-
さけゃ しすけう くぇえ ゃかはゃけ ゃ ゅぇかっ-
さうはすぇ くぇ ゅけかっきうすっ すっくけさう くぇ 
╁うっくしおぇすぇ とぇすしけこっさぇ. ╀なか-
ゅぇさうは くっ さぇいこけかぇゅぇ し くうすけ 
っょうく けそうちうぇかっく いぇこうし くぇ 
こけしすぇくけゃおぇ し 〈けょけさ ╋ぇいぇ-
さけゃ. ╆ぇこうしう うきぇ, くけ しぇ し 
きくけゅけ しおなこう ぇゃすけさしおう こさぇ-
ゃぇ う し すけいう こさけぉかっき きけあっ ょぇ 
しっ しこさぇゃう しぇきけ ょなさあぇゃぇすぇ.                                                                                   
′ぇ くっゅけゃけ うきっ っ くぇさっつっく 
ゅさぇょしおうはす たけさ こさう  つうすぇかう-
とっ “′ぇこさっょ”  ゃ ‶ぇゃっか ぉぇくは, 
くけしうすっか くぇ いかぇすくう きっょぇかう う 
けさょっく “╉うさうか う ╋っすけょうえ”. 
‶さっょう くはおけかおけ ゅけょうくう たけさうし-
すうすっ こけしっすうかう ゅさけぉぇ くぇ しゃけは 
こぇすさけく ゃなゃ ╁うっくぇ う  ╁うくっさ 
とぇすしけこっさぇ, おなょっすけ すったくうはす 
しなゅさぇあょぇくうく し ゅかぇしぇ しう こさけ-
つせか ╀なかゅぇさうは. ╇きっすけ くぇ 〈け-
ょけさ ╋ぇいぇさけゃ くけしう う っょくぇ せかう-
ちぇ ゃ ‶ぇゃっか ぉぇくは. ╁ ゅさぇょしおうは 
こぇさお ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ っ うい-

ょうゅくぇす しおさけきっく ぉっかけおぇきっくっく 
こぇきっすくうお – し こけつうす う こさういくぇ-
すっかくけしす けす いっきかはちうすっ きせ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
‶け きぇすっさうぇかう くぇ

╈けさょぇくおぇ 〈さけこけかけゃぇ
う こせぉかうおぇちうう ゃ うくすっさくっす

¨こっさくうはす こっゃっち - すっくけさ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ しすう-
かぇ ぉっかおぇくすけ, 〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ, くぇさうつぇく „╀なかゅぇさ-
しおうはす ╉ぇさせいけ”, っ さけょっく ゃ ‶ぇゃっか ぉぇくは くぇ 2 はくせぇ-
さう  1905 ゅ. 〈けえ っ こなさゃうはす けこっさっく こっゃっち, ういこはか 
くぇ しちっくぇすぇ くぇ ╁うっくしおぇすぇ とぇすしけこっさぇ ぇさううすっ しう 
くぇ ぉなかゅぇさしおう っいうお. ]きはすぇく っ いぇ っょうく けす くぇえ-ゃっ-
かうおうすっ すっくけさう くぇ 》》 ゃっお.
〉ぉっょっく, つっ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ きせ こさっょしすけう ょぇ こっっ 

くぇ こなさゃけおかぇしくうすっ っゃさけこっえしおう しちっくう, ょうさうゅっく-
すなす くぇ ‶ぇさうあおぇすぇ „¨こっさぇ おけきうお” 《っさくぇく ╋ぇ-
しけく ゃないおかうおゃぇ: “′っゅけゃうはす こっゃつっしおう ょぇさ う くっ-
ゅけゃうはす ゅかぇし しぇ っょくけ つせょけ!”
╋ぇいぇさけゃ ういこなかくはゃぇ すっくけさけゃうすっ こぇさすうう ゃ けこっ-

さうすっ „╀けたっきう“, „〈さぇゃうぇすぇ“, „〈けしおぇ“, „╃けく ╉ぇさ-
かけし“, „[うゅけかっすけ“, „〈させぉぇょせさ“, „》けゃぇくとうくぇ“, 
„╄ゃゅっくうえ ̈ くっゅうく“, „[けきっけ う ╅せかうっすぇ“, „]っかしおぇ 
つっしす“, „╀ぇか し きぇしおう“, „╉くはい ╇ゅけさ“, „┿そさうおぇく-
おぇすぇ“, „╀けさうし ╂けょせくけゃ“, „╁うかたっかき 〈っか” う ょさせ-
ゅう, おけうすけ きせ くけしはす しゃっすけゃくぇ しかぇゃぇ.
〉きうさぇ こさっい 1975 ゅ. ゃなゃ ╁うっくぇ.

Паметникът на Тодор Мазаров в гр. Павел баня

つっすうさうすっ くぇえ-くけゃぇすけさしおう ゃ けぉかぇしすすぇ ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ.
 ╁かういぇ ゃ しゃっすけゃくぇすぇ くぇせつくぇ うしすけさうは くぇ きかぇょうすっ ういけぉさっすぇすっかう ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ せくうおぇかくぇ 

さぇいさぇぉけすおぇ, しないょぇょっくぇ し こけきけとすぇ くぇ っおうこぇ, おけえすけ さなおけゃけょう – こなさゃう こけ さけょぇ しう ゃ しゃっすぇ 
くぇしすけかっく さっくすゅっくけゃ かぇいっさ. 

¨すおさうすうっすけ くぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ 

っ こさっかけきくけ くっ しぇきけ いぇ くぇせおぇすぇ, いぇ きっょうちうくぇすぇ, くけ う いぇ つけゃっつっしすゃけすけ おぇすけ ちはかけ. ╆ぇ くっゅけ 
くっ しこうさぇす ょぇ ゅけゃけさはす う こうてぇす ]う ╄く ╄く, ╀う ╀う ]う, ′の ╈けさお 〈ぇえきし, くぇえ-さっくけきうさぇくうすっ ゃ 
しゃっすぇ くぇせつくう しこうしぇくうは „Physical Review Letters”, „Nature Photonics”, „Science”, ゅけかっきうすっ 
おぇくぇょしおう, させしおう, おうすぇえしおう, はこけくしおう う っゃさけこっえしおう, ょけさう ぇゃしすさぇかうえしおう きっょうう.


