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[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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50 ゃっすっさぇくう いぇ 50 ゅけょうくう. ╇ 
すっいう しかっょ すはた. 
〈ぇおぇ ういゅかっあょぇてっ のぉうかっえくぇすぇ ゃっ-

つっさ くぇ さぇぉけすうかうすっ う さぇぉけすっとうすっ 
ゃ 〈ったくけかけゅうつっく けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2 
こさう „┿さしっくぇか” ┿╃. ‶けぉさぇかぇすぇ っきけ-
ちうう, ょさせゅぇさしおう しこけきっくう, さぇいおぇいう 
いぇ すさせょくう う ぉけょさう ゃさっきっくぇ ゃっつっさ 
ょなかゅけ とっ こけきくはす こさうしなしすゃぇとう-
すっ くぇ のぉうかっえくぇすぇ ゃっつっさ, つぇしす けす 
すはた くっ しさっとぇかう しっ し ゅけょうくう. ]さっょ 
くぇえ-とぇしすかうゃうすっ う くっせきけさくう ゃなゃ 
ゃしっけすょぇえくけしすすぇ しう ぉっ ]すけはくおぇ 〈さう-
そけくけゃぇ - ょなかゅけゅけょうてっく おぇょなさ くぇ 
〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか, ょぇかぇ いぇ さぇい-
ゃうすうっすけ きせ 28 ゅけょうくう けす すさせょけゃうは 
しう こなす. ╀うゃてぇすぇ くぇつぇかくうお-ぉのさけ 
う くぇしすけはとぇ こっくしうけくっさおぇ ぉっ しさっょ 
とぇしすかうゃうすっ けさゅぇくういぇすけさおう う ょけきぇ-

╋ぇさうぇくぇ ╃っきうさっゃぇ, ょうさっおすけさ くぇ ‶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“, おけはすけ こけょゅけすゃは おぇょさう いぇ 

きぇてうくけしすさけっくっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお う さっゅうけくぇ,  ょけゅけゃぇさは こさっい 
しっょきうちぇすぇ ゃ ╃さっいょっく  そうくぇくしけゃうすっ こぇさぇきっすさう こけ こさけっおす 
„╊っけくぇさょけ“  – きけぉうかくけしす くぇ すっきぇ „╉けきこのすなさくけ こさけっおすうさぇくっ 
くぇ すったくけかけゅうう ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ”. 『っかすぇ くぇ ゃういうすぇすぇ っ ょけ-
ゅけゃぇさはくっ ゃ さぇきおうすっ くぇ こさけっおすぇ くぇ  けぉせつっくうっ くぇ 20 せつっくうちう 
けす きぇてうくくうすっ しこっちうぇかくけしすう こさっい すけゃぇ  かはすけ ゃ ╂っさきぇくうは. 
′ぇょ 100 せつっくうちう けす ゃしうつおう おかぇしけゃっ くぇ ‶╂„╇ゃぇく 》ぇょあうっ-

くけゃ“ ゃっつっ しすぇさすうさぇたぇ ゃ くけゃ おぇぉうくっす こさっい そっゃさせぇさう けぉせつっ-
くうっすけ しう こけ ょさせゅ こさけっおす, おけえすけ とっ けしうゅせさう くっけぉたけょうきぇすぇ 
ゃさないおぇ きっあょせ すっけさうはすぇ う こさぇおすうおぇすぇ し こけきけとすぇ くぇ しゃっすけゃ-
くうは かうょっさ ゃ うくそけさきぇちうけくくうすっ う おけきこのすなさくう すったくけかけゅうう 
- ╋icrosoft.

] っくすせしうぇいなき う あっかぇくうっ きぇかつせゅぇくうすっ う おけかっおすうゃなす くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ“ しっ ゃおかのつうたぇ 

ゃ うくうちうぇすうゃぇすぇ くぇ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか“ いぇ ういさぇぉけすおぇ くぇ 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ きぇさすっくうちぇ ゃ ゅさぇょぇ.
]ないょぇょっくぇすぇ けす ょっちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお つっさゃっくけ-ぉはかぇ うき-

こさっしうは とっ おさぇしう っょくけ けす ょなさゃっすぇすぇ こさっょ ╉かうっくすしおうは ちっく-
すなさ くぇ おぇぉっかくうは けこっさぇすけさ ゃ こなさゃうすっ ょくう くぇ きぇさす. 
′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ きぇさすっくうちぇ とっ こけかせつう しこっちうぇかっく しっさすうそう-

おぇす いぇ さっおけさょ, ぇ くっえくうすっ ぇゃすけさう - くぇゅさぇょう. 
╁しうつおう けしすぇくぇかう きぇえしすけさう くぇ きぇさすっくうつおう しなとけ とっ ぉなょぇす 

くぇゅさぇょっくう. 
╃け うょゃぇくっすけ くぇ となさおっかうすっ きぇさすっくうちうすっ くぇ ょっちぇすぇ けす おぇ-

いぇくかなておうすっ いぇぉぇゃぇつくうちう う はしかう とっ ぉなょぇす こけょさっょっくう ゃ 
しゃけっけぉさぇいくぇ ういかけあぉぇ ゃ おかうっくすしおうは けそうし くぇ そうさきぇすぇ.

¨しくけゃくうはす こさけぉかっき くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ うおけくけきうおぇ っ さなしすなす くぇ 

ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, おぇおすけ う かうこしぇすぇ 
くぇ うくゃっしすうちうう. 〈けゃぇ いぇはゃう  こさっい  
しっょきうちぇすぇ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╀なか-
ゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ ╀けあう-
ょぇさ ╃ぇくっゃ こけ こけゃけょ ょうしおせしうう ゃ 
うくすっさくっす こさけしすさぇくしすゃけすけ いぇ 28-すっ 
こさっょかけあっくうは いぇ こさけきはくぇ くぇ ╉〈, 
くぇこさぇゃっくう けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇく-
しおぇ おぇきぇさぇ う こけょおさっこっくう う けす ょさせ-
ゅう さぇぉけすけょぇすっかしおう けさゅぇくういぇちうう う 
つぇしす けす ぉなかゅぇさしおうすっ いぇおけくけすゃけさちう. 
]こけさっょ くっゅけ, しすさせおすせさぇすぇ くぇ ╉けょっ-
おしぇ くぇ すさせょぇ くっ けすゅけゃぇさは くぇ っゃさけ-
こっえしおうすっ ういうしおゃぇくうは う こさぇおすうおぇすぇ 
ゃ ょさせゅう っゃさけこっえしおう しすさぇくう, ぇ 

さぇぉけすけょぇすっかうすっ しぇ こけょかけあっくう くぇ くぇすうしお けす ういこなかくうすっかくぇすぇ ゃかぇしす う しうくょうおぇすうすっ. 

„〈けゃぇ ゃけょう ょけ けすかうゃ けす うくゃっしすうちううすっ う くっせしすけえつうゃけしす くぇ すさせょけゃけ-こさぇゃくうは おかうきぇす ゃ 
しすさぇくぇすぇ. ′ぇさっょ し きせょくけしすすぇ くぇ こさぇゃけさぇいょぇゃぇすっかくぇすぇ しうしすっきぇ, ゃしはおぇ ゅけょうくぇ しすぇゃぇ ゃしっ 
こけ-すさせょくけ ょぇ しっ こさぇゃう ぉういくっし“, おぇすっゅけさうつっく っ ╃ぇくっゃ, しこけさっょ おけゅけすけ けす 24 ゅけょうくう ゃ ╀なかゅぇ-
さうは くっ っ ゃかういぇか しっさうけいっく うくゃっしすうすけさ, ぇ きうくうきぇかくぇすぇ いぇこかぇすぇ しっ せゃっかうつぇゃぇ くっしなけぉさぇいくけ 
しこさはきけ すっきこけゃっすっ くぇ うおけくけきうおぇすぇ う うくそかぇちうはすぇ. ‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ╀]╉ こさっょせこさっょう, つっ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ ょぇくなおぇ ゃなさたせ ょけたけょう こさう きうくうきぇかくぇすぇ いぇこかぇすぇ っ ゃ くぇさせ-

てっくうっ くぇ こさうくちうこうすっ くぇ しけちうぇかくけすけ こぇさすくぬけさしすゃけ.  
]こけさっょ ╃ぇくっゃ, „すけゃぇ とっ ょけゃっょっ ょけ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ ぉさけは くぇ いぇっすうすっ し きうくうきぇかくぇ いぇこかぇすぇ 

う ょけ せおさうゃぇくっ くぇ ょけたけょう“.

¨す ]ぇしけゃけ ょけ 〈せかぇ. ′う-
おけかぇえ 《ぬけょけさけゃうつ ╋ぇ-

おぇさけゃ っ さけょっく ゃ しっきっえしすゃけ くぇ 
あっかっいけこなすっく きぇてうくうしす. ]かっょ 
おぇすけ いぇゃなさてゃぇ 《╆〉, さぇぉけすう 
おぇすけ てかけしっさ ゃ あっかっいけこなすくけすけ 
ょっこけ ゃ さけょくけすけ ]ぇしけゃけ, しかっょ 
おけっすけ こけしすなこゃぇ ゃ 〈せかしおうは きっ-
たぇくけすったくうつっしおう うくしすうすせす.
╁ くぇつぇかけすけ くぇ ╁っかうおぇすぇ ¨すっ-

つっしすゃっくぇ ゃけえくぇ っ けすいけゃぇく けす 
こさっょょうこかけきくぇ こさぇおすうおぇ う 
こさっょしさけつくけ きせ っ こさうしゃけっくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは くぇ うくあっくっさ, いぇ 
ょぇ ぉなょっ ういこさぇすっく ゃ いぇゃけょぇ ゃ 
╆ぇゅけさしお, おなょっすけ しっ こさけういゃっあ-
ょぇかう こうしすけかっすうすっ-おぇさすっつくうちう 
くぇ 【こぇゅうく. ]おけさけ いぇゃけょなす ぉうか 
こさっきっしすっく ゃなゃ ╁はすしおう こけかはくう, 
╉うさけゃしおぇ けぉかぇしす. 〈ぇき ′うおけかぇえ 
《ぬけょけさけゃうつ ぉなさいけ ういきうくぇ-

ゃぇ こなすは けす きぇえしすけさ ょけ ゃけょっと 
おけくしすさせおすけさ. ¨ぉせつっくうっすけ しう 
ゃ 〈せかしおうは きったぇくけすったくうつっしおう 
うくしすうすせす いぇゃなさてゃぇ し けすかうつくぇ 
ょうこかけきぇ こさっい 1944 ゅ. ]かっょ 
すけゃぇ っ ういこさぇすっく ゃ ╇くしすうすせすぇ 
ゃ ╉せくちっゃけ, おなょっすけ ょけ おさぇは くぇ 
ゃけえくぇすぇ さぇぉけすっか おぇすけ ゃけょっと 
うくあっくっさ-おけくしすさせおすけさ. ‶けしかっ, 
ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 14 ゅけょうくう, 
さぇぉけすう ゃ ゅさ. 〈せかぇ.
╊のぉけゃすぇ. ]なし しなこさせゅぇすぇ しう 

′ぇょっあょぇ ぅおけゃかっゃくぇ, さけょっくぇ ゃ 
〈せかぇ, しっ いぇこけいくぇゃぇす おぇすけ しすせ-
ょっくすう ゃ 〈せかしおうは うくしすうすせす, こけ 
ゃさっきっ くぇ すぇくちう. ╁っつっさすぇ すは 
しこけょっかうかぇ し きぇえおぇ しう: «〈けえ 
っ くはおぇお つせょっく, こけ-ゃないさぇしすっく 
っ けす きっく, きくけゅけ っ くぇしすけえつうゃ». 
╁ くぇつぇかけすけ ′ぇょは ゅけ ういぉはゅゃぇかぇ. 
′うおけかぇえ くっ ぉうか おさぇしぇゃっち, ぉうか 
くうしなお くぇ さなしす. ′け すけえ すぇおぇ は 
せたぇあゃぇか, し すぇおけゃぇ ゃくうきぇくうっ, 
つっ… くぇおさぇは すは ゅけ たぇさっしぇかぇ. 
‶けつせゃしすゃぇかぇ しうゅせさくけしす う しっ-
さうけいくけ けすくけてっくうっ. ′うおけ-
かぇえ けおけくつぇすっかくけ は こけおけさうか 
し けぉぇはくうっすけ しう - ぉうか っくっさゅう-
つっく, あういくっさぇょけしすっく きかぇょっあ, 
けぉうつぇか おけきこぇくううすっ. ╀なさいけ 
いぇゃなさいゃぇか こけいくぇくしすゃぇ, せきっか 
ょぇ こさうゃかうつぇ しなぉっしっょくうちうすっ 
しう. ╋けあっか ょぇ こっっ, きけあっか う ょぇ 
すぇくちせゃぇ. ¨つうすっ きせ ぉうかう きくけ-
ゅけ あうゃう, くぇこさぇゃけ ゅけさっかう. ╇… 
しっ けあっくうかう. ╉けゅぇすけ きぇえおぇすぇ 
くぇ ′ぇょは ゅけ こけこうすぇかぇ: «╆ぇとけ 
しっ あっくうて いぇ くっは, すは くうとけ くっ 
せきっっ ょぇ こさぇゃう», すけえ けすゃなさ-
くぇか: «】っ しっ くぇせつう».
′っえくうすっ さけょうすっかう ゅけ けぉうお-

くぇかう おぇすけ しけぉしすゃっく しうく. ╇ すけえ 
ゅう けぉうつぇか. 〈は しなとけ けぉうおくぇかぇ 
しっきっえしすゃけすけ きせ. ′ぇょは ぉうかぇ 
っょうくしすゃっくけ ょっすっ, ぇ しっきっえしすゃけ-
すけ くぇ ′うおけかぇえ – し てっしす ょっちぇ, 
ょゃっ けす おけうすけ こけつうくぇかう おぇすけ 

きぇかおう.
╋ぇおぇさけゃう うきぇす っょうく しうく – 

′うおけかぇえ. ╃けおぇすけ さけょうすっかうすっ 
くぇ ╋ぇおぇさけゃ ぉうかう あうゃう, こけ 
こけさなつっくうっ くぇ きなあぇ しう, ′ぇょは 
うき ういこさぇとぇかぇ けす くっゅけゃけ うきっ 
こぇさう う こうしなきちぇ. 〈けえ くっくぇゃうあ-
ょぇか ょぇ こうてっ こうしきぇ. 
′ぇょっあょぇ ぅおけゃかっゃくぇ, おけはすけ 

くうおけゅぇ くっ ぉうかぇ ゃうあょぇかぇ ういけ-
ぉさっすっくうっすけ くぇ きなあぇ しう, っ けす-
おさけゃっくぇ ゃ ょっくは くぇ しきなさすすぇ きせ: 
«┿い ういあうゃはた とぇしすかうゃけ し くっゅけ 
44 ゅけょうくう う, ぇおけ あうゃけすなす きう 
すさはぉゃぇ ょぇ いぇこけつくっ けすくぇつぇかけ, 
ぇい くっ ぉうた こさけきっくうかぇ くうとけ ゃ 
くっゅけ».
‶うしすけかっすなす «╋ぇおぇさけゃ» - 

‶╋. ]かっょ うくしすうすせすぇ ╋ぇおぇさけゃ 
せつぇしすゃぇか ゃ おけくおせさし いぇ さぇいさぇ-
ぉけすおぇ くぇ くけゃ こうしすけかっす いぇ けそう-

ちっさしおうは しなしすぇゃ, 
おけえすけ ょぇ いぇきっくう 
〈〈. 〈けゃぇ ぉうかけ 
ゅけかはきけ «くぇたぇか-
しすゃけ» けす くっゅけゃぇ 
しすさぇくぇ, すなえ おぇすけ 
ぉうか すけおせ-とけ ょう-
こかけきうさぇく, ぇ ゃ 
おけくおせさしぇ せつぇしす-
ゃぇかう ちはかぇ こかっは-
ょぇ いくぇきっくうすけしすう. 
‶けかうゅけくくうすっ うい-
こうすぇくうは いぇゃなさ-
てうかう しなし しっくいぇ-
ちうは: こけぉっょうすっか ゃ 

おけくおせさしぇ しすぇくぇか くっういゃっしすくうはす 
きかぇょ しこっちうぇかうしす ′うおけかぇえ ╋ぇ-
おぇさけゃ. ‶うしすけかっすなす «╋ぇおぇさけゃ» 
ぉうか きくけゅけ こけ-きぇかなお う こけ-かっお 
けす 〈〈, くけ しなとけ すけかおけゃぇ きけ-
とっく. ╆ぇ しゃけは けぉさぇいっち ╋ぇおぇさけゃ 
ういこけかいゃぇか 33 ょっすぇえかぇ, ぇ くぇえ-
ぉかういおうはす ょけ くっゅけ おけくおせさっくす 
ういこけかいゃぇか 40. 
╃させゅう ゅけかっきう さぇいさぇぉけすおう くぇ 

╋ぇおぇさけゃ: ┿ゃうぇちうけくくけ けさな-
ょうっ ┿╋-23, しなゃきっしすくけ し ′. ╋. 
┿そぇくぇしうっゃ, こさうっすけ くぇ ゃなけさな-
あっくうっ こさっい 1953 ゅ.; ‶さっくけしうき 
こさけすうゃけすぇくおけゃ さぇおっすっく おけき-
こかっおし «《ぇゅけす», こさうっす くぇ ゃな-
けさなあっくうっ こさっい 1970 ゅ.; ‶さけ-
すうゃけすぇくおけゃ さぇおっすっく おけきこかっおし 
«╉けくおせさし», こさうっす くぇ ゃなけさな-
あっくうっ こさっい 1974 ゅ.
‶さけういゃけょしすゃけすけ くぇ ‶╋. 

‶さっい 1949 ゅ. ゃ ╇あっゃしおうすっ いぇ-
ゃけょう いぇこけつくぇかけ こさけういゃけょしすゃけ-
すけ くぇ こうしすけかっすぇ «╋ぇおぇさけゃ», 
こさうっす くぇ ゃなけさなあっくうっ こさっい 
1951 ゅ. ‶さっい 70-すっ ゅけょうくう すけえ 
いぇこけつくぇか ょぇ しっ こさけういゃっあょぇ 
う ゃ ╀なかゅぇさうは, ╂╃[, ╉うすぇえ う ゃ 
ょさせゅう ょなさあぇゃう. ′ぇ しなのいくうちう-
すっ ょけおせきっくすぇちうはすぇ ぉうかぇ こさっ-
ょけしすぇゃはくぇ ぉっいこかぇすくけ. ]こけさっょ 
ういつうしかっくうはすぇ くぇ しこっちうぇかう-
しすうすっ, ゃ ╇あきぇて ぉうかう こさけうい-
ゃっょっくう 5 きうかうけくぇ こうしすけかっすぇ, 
こさうぉかういうすっかくけ すけかおけゃぇ ぉうかう 
こさけういゃっょっくうう う いぇょ ゅさぇくうちぇ.                                                                        
╆ぇ ゃしうつおけ すけゃぇ ╋ぇおぇさけゃ くっ 
こけかせつうか ょけこなかくうすっかくけ ゃないくぇ-
ゅさぇあょっくうっ. 
′っ ぉうか こさうしすさぇしすっく おなき 

こぇさうすっ. ╆ぇこかぇすぇすぇ しう ょぇゃぇか 
くぇ あっくぇ しう. ′っ え けすおぇいゃぇか いぇ 
くうとけ. ╉けゅぇすけ すは しっ はょけしゃぇかぇ, 
つっ っ おせこうかぇ くはおけは くっくせあくぇ 
ゃっと, すけえ は せしこけおけはゃぇか: «′っ 
こさっあうゃはゃぇえ, ゃぇあくけすけ っ, つっ しう 
ういこうすぇかぇ せょけゃけかしすゃうっ».

╄ょうくしすゃっくうすっ こぇさう, し おけうすけ 
しっ さぇいこけさっょうか しぇき, ぉうかぇ ]すぇ-
かうくしおぇすぇ こさっきうは けす 50 たうかは-
ょう させぉかう. 〈けゃぇ ぉうかう けゅさけきくう 
こぇさう いぇ ゃさっきっすけ. ╋ぇおぇさけゃ さっ-
てうか ょぇ こけきけゅくっ くぇ さけょうすっかう-
すっ しう う ょぇ くぇおせこう こけょぇさなちう 
– きけすけちうおかっす いぇ こかっきっくくうおぇ 
しう, すっかっゃういけさ いぇ しっしすさぇ しう う 
す.く. ╋ぇえおぇすぇ くぇ ′ぇょは おぇいぇかぇ: 
«¨しすぇゃう ゅけ, くっ しっ くぇきっしゃぇえ, 
すけえ しぇき っ ういおぇさぇか すっいう こぇさう».
╁すけさぇすぇ こさっきうは くぇ おけく-

しすさせおすけさぇ ぉうかぇ こけ ゃさっきっすけ  
くぇ 》させてつけゃ, いぇ ぇゃうぇちうけくくけすけ 
けさなょうっ くぇ ┿そぇくぇしうっゃ-╋ぇおぇ-
さけゃ. ′け ゃ しこうしなおぇ しっ けおぇいぇかう 
12 ょせてう, ゃ す.つ. こぇさすうえくうはす 
しっおさっすぇさ う こさっょしっょぇすっかはす 
くぇ きっしすくうは おけきうすっす. ¨す すぇいう 
こさっきうは せしこっかう ょぇ きせ おせこはす 

しぇきけ っょくけ いうきくけ こぇかすけ. 
] すさうしすぇえくけ あうかうとっ ╋ぇおぇ-

さけゃ しっ しょけぉうか っょゃぇ こさっい 1954 
ゅ. 〈けえ きっつすぇっか ょぇ うきぇ きぇおぇさ う 
っょくぇ しすぇは, くけ しゃけは.
′ぇょっあょぇ ぅおけゃかっゃくぇ ゃうくぇゅう 

うきぇかぇ けこけさぇすぇ くぇ きなあぇ しう, 
いぇょ くっゅけ すは しっ つせゃしすゃぇかぇ おぇすけ 
いぇょ おぇきっくくぇ しすっくぇ. ╉けかっゅうすっ 
え は くぇさうつぇかう «いかぇすくぇすぇ さうぉ-
おぇ», すは うきぇかぇ ゃないきけあくけしす ょぇ 
しう おせこう ょけさう ぉさうかはくすう. ′け 
しかっょ おぇすけ ういかはいなか ゃ こっくしうは, 
╋ぇおぇさけゃ こけかせつぇゃぇか 150 させぉ-
かう. ╋くけいうくぇ しっ てっゅせゃぇかう: 
«〈う しう ゅっさけえ くぇ しけちすさせょぇ う 

くっ きけあって ょぇ しっ いぇしすなこうて いぇ 
しっぉっ しう?» 〈けえ けすゅけゃぇさはか: «』っ 
いぇとけ, くぇ きっく しぇ きう ょけしすぇすなつ-
くう».
]おさけきっく う しきっか つけゃっお. 

╊のぉうきぇすぇ おくうゅぇ くぇ ╋ぇおぇさけゃ, 
こけ しこけきっくう くぇ しうくぇ きせ, ぉうかぇ 
«‶さうおかのつっくうはすぇ くぇ たさぇぉさうは 
ゃけえくうお 【ゃっえお». 〈けゃぇ けぉはしくは-
ゃぇかけ きくけゅけ: しぇきうはす ╋ぇおぇさけゃ 
こさうかうつぇか きぇかおけ くぇ 【ゃっえお. 
′っ こけくぇしはか しせっすぇすぇ, すとっし-
かぇゃうっすけ, つうくくけこけつうすぇくうっすけ 
う かうちっきっさうっすけ. ¨ぉかうつぇか しっ 
こさけしすけ, つっしすけ ゅけ ゃいっきぇかう うかう 
いぇ てけそぬけさ, うかう いぇ ょなさゃけょっ-
かっち.
′っ しすぇくぇか つかっく くぇ ╉‶]], 

おけっすけ ぉうかけ さはょおけ ういおかのつっくうっ 
いぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ っ あうゃはか. 
╋ぇおぇさけゃ けしすぇくぇか ぉっいこぇさすうっく, 
ゃなこさっおう ゃしうつおうすっ しう くぇゅさぇょう 
う いゃぇくうは う ゃなこさっおう, つっ きくけゅけ 

ゅけ ぇゅうすうさぇかう. 〈けえ うきぇか あっかっ-
いっく きけすうゃ: «′はきぇき ゃさっきっ ょぇ 
しすけは こけ こぇさすうえくう しなぉさぇくうは. 
┿い すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすは.» ╇ しっ 
こさうきうさうかう し すけゃぇ.
′っ きけゅぇす ょぇ きっ せゃけかくはす…

╆ぇ ゃさっきっすけ, こさっい おけっすけ さぇぉけ-
すうか くぇょ ぇゃうぇちうけくくけすけ  けさな-
ょうっ, ╋ぇおぇさけゃ こけかせつうか 44 くぇ-
おぇいぇくうは. 』っしすけ こけっきぇか ゃなさたせ 
しっぉっ しう ゃうくぇすぇ くぇ しゃけうすっ こけょ-
つうくっくうう - けさなょうっすけ しっ こさぇゃう 
くっ しぇきけ けす おけくしすさせおすけさうすっ, くけ 
う けす さぇぉけすくうちうすっ. ‶けくはおけゅぇ 
しすさせゅぇさはす とっ しっ こさけゃぇかう, ょさせゅ 
とっ しつせこう ょっすぇえか… ¨すうゃぇかう 
こさう ╋ぇおぇさけゃ: «╉ぇおゃけ ょぇ こさぇ-
ゃうき, ′うおけかぇえ 《ぬけょけさけゃうつ?» ┿ 
すけえ けすゃさなとぇか: «′うとけ, ゃなさゃう 
ょぇ さぇぉけすうて». ╇ くぇきぇかはゃぇかう 
くっゅけゃぇすぇ いぇこかぇすぇ, くぇおぇいゃぇかう 

ゅけ… ┿ おけゅぇすけ ゅけ こうすぇかう: «╆ぇとけ 
こけっきぇて ゃしうつおけ くぇ ゅなさぉぇ しう?», 
すけえ けぉはしくはゃぇか: «╁しっ っょくけ, 
きっく くっ きけゅぇす ょぇ きっ せゃけかくはす, 
けさなょうっすけ っ くせあくけ». ′ぇょ すけゃぇ 
けさなょうっ さぇぉけすっかう ょっくけくけとくけ.
╉けくしすさせおすけさ くぇ ぉけかくうつくけ 

けぉけさせょゃぇくっ. ╁っょくなあ  ╋ぇおぇ-
さけゃ こけこぇょくぇか ゃ すっあおぇ ぇゃすけきけ-
ぉうかくぇ おぇすぇしすさけそぇ – くぇ ゃさな-
とぇくっ けす こけかうゅけくくう ういこうすぇくうは 
ゃ すはた しっ ゃさはいぇか ゅけかはき おぇきうけく. 
╇きぇか かけてけ しつせこゃぇくっ くぇ おさぇおぇ, 
たけょっか しなし しすけきぇくっくぇ てうくぇ. 
╇いゃっしすくけ ゃさっきっ おけくしすさせおすけ-
さなす こさっおぇさぇか ゃ ぉけかくうちぇ う し 

せあぇし おけくしすぇすうさぇか くぇ おぇおゃけ 
ょけこけすけこくけ くうゃけ っ ぉけかくうつくけすけ 
けぉけさせょゃぇくっ. ╇ ょけおぇすけ ゅけ かっおせ-
ゃぇかう, ゃいっか つっ ういきうしかうか ゃしは-
おぇおゃう こさうしこけしけぉかっくうは. ]ぇき ゅう 
おけくしすさせうさぇか, くぇつっさすぇか ゅう, こけ-
しかっ ゃいっか つっさすっあうすっ ゃ ぉのさけすけ 
う しぇき ゅう くぇこさぇゃうか. ╀うか きくけゅけ 
せこけさうす つけゃっお.
〈けえ こさなゃ ういきうしかうか おけく-

しすさせおちうは いぇ たっさきっすういうさぇくっ くぇ 
しすなおかっくう ぉせさおぇくう つさっい くぇすうしお 
くぇ おぇこぇおぇ し こさせあうくくぇ しおけぉぇ. 
]かっょ おぇすけ しっ こっくしうけくうさぇか, こけ 
きけかぉぇ くぇ あっくぇ しう, ういけぉさっすうか 

う きぇてうくおぇ いぇ いぇすゃぇさはくっ くぇ 
おけくしっさゃう.
‶さういくぇくうっすけ. 〉きなす う すさせょなす 

くぇ ゅけかっきうは おけくしすさせおすけさ ぉうかう 
ゃうしけおけ けちっくっくう:  ╂っさけえ くぇ しけ-
ちうぇかうしすうつっしおうは すさせょ, けさょっく 
«╊っくうく» う いかぇすっく きっょぇか «]なさこ 
う つせお» - 1974 ゅ.,  いぇ ゅけかっきう いぇ-
しかせゅう ゃ しないょぇゃぇくっすけ くぇ けぉさぇ-
いちう くぇ くけゃぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ; 
ょゃぇ けさょっくぇ «╊っくうく», けさょっく 
«』っさゃっくけ いくぇきっ» う きっょぇかう; 
╊ぇせさっぇす くぇ ]すぇかうくしおぇ こさっきうは 
– 1952 ゅ.; ╃なさあぇゃくぇ こさっきうは 
くぇ ]]][ – 1967 ゅ.; ╊ぇせさっぇす くぇ 
こさっきうは «]. ╇. ╋けしうく».
╀うか っ ょっこせすぇす ゃ 〈せかしおうは けぉ-

かぇしすっく しなゃっす, ょなかゅけゅけょうてっく 
つかっく くぇ けぉかぇしすくうは ]なゃっす くぇ 
′〈¨ «╋ぇてこさけき».
]っょっき うくそぇさおすぇ! ‶うしすけ-

かっすなす しっ さけょうか し くっうきけゃっさっく 
すさせょ けすしすさぇくぇ くぇ ╋ぇおぇさけゃ, こけ-
かせつっくうすっ こさっきうう う くぇゅさぇょう きせ 
おけしすゃぇかう きくけゅけ. ╁しうつおけ ぉうかけ 
いぇ しきっすおぇ くぇ しなくは う こけつうゃおぇ-
すぇ. ′け ぉうか きかぇょ う いょさぇゃ う うい-
ょなさあぇか くぇ くぇこさっあっくうっすけ. ╁ 
こなさゃうすっ ゅけょうくう あっくぇ きせ こけつすう 
くっ ゅけ ゃうあょぇかぇ. ╁おなとう くっ さぇい-
おぇいゃぇか いぇ さぇぉけすぇすぇ しう, くうおけゅけ 
くっ こけしゃっとぇゃぇか ゃ くっは, すは ょぇあっ 
くっ ゃうょはかぇ こうしすけかっすぇ. ]かっょ 
こなさゃうすっ ょゃぇ うくそぇさおすぇ かっおぇ-
さうすっ けすしっおかう: «┿おけ うしおぇすっ ょぇ 
こけあうゃっすっ, くぇこせしくっすっ さぇぉけすぇ». 
′け すけえ くっ きけあっか こさけしすけ ょぇ しう 
しっょう ゃおなとう, くっこさっきっくくけ すさはぉ-
ゃぇかけ ょぇ さぇぉけすう くっとけ. ╇ こさっおぇ-
さぇか けとっ こっす うくそぇさおすぇ!
╁ こっくしうは. ╉けゅぇすけ こさっい 1974 ゅ. 

ういかはいなか ゃ こっくしうは, おけくしすさせおすけ-
さなす ぉうか くぇ 60 ゅけょうくう. ‶けかせつうか 
«すぇかけく» いぇ ぇゃすけきけぉうか «╁けかゅぇ» 
し ょなさあぇゃっく くけきっさ 60-60. ‶さけ-
ょなかあうか ょぇ あうゃっっ ゃ ゅさぇょぇ-ゅっさけえ 
〈せかぇ. ‶さけょなかあうか う ぇおすうゃくぇすぇ 
しう すゃけさつっしおぇ さぇぉけすぇ.  
‶けしかっょくうすっ こっす ゅけょうくう. 

╅っくぇ きせ っょゃぇ ゅけ せょなさあぇかぇ 
ょぇ くっ たけょう くぇ さぇぉけすぇ. ]ぇきぇすぇ 
すは しっ こっくしうけくうさぇかぇ ょゃっ ゅけ-
ょうくう こけ-さぇくけ. ╋ぇおぇさけゃ え おぇ-
いぇか: «′うっ すけかおけゃぇ きぇかおけ しっ 
ゃうあょぇたきっ, おぇおゃけ とっ すう ょぇょぇす 
すっいう ょゃっ ゅけょうくう». ‶さっい すっいう 
こけしかっょくう ゅけょうくう すけえ きくけ-
ゅけ つっすはか, てけそうさぇか, たけょっか 
いぇ さうぉぇ ゃ さけょくけすけ ]ぇしけゃけ.                                                              
′うおけかぇえ ╋ぇおぇさけゃ ういょなたくぇか 
つっすうさう ょくう, しかっょ おぇすけ くぇゃなさ-
てうか 74. 
╁ こぇきっす くぇ ╋ぇおぇさけゃ. ′ぇ 9 

きぇえ 2009 ゅ. ゃ 〈せかしおうは ょなさあぇ-
ゃっく けさなあっっく きせいっえ っ けすおさうすぇ 
ういかけあぉぇ, こけしゃっすっくぇ くぇ 95-ゅけ-
ょうてくうくぇすぇ けす さけあょっくうっすけ 
くぇ ′うおけかぇえ ╋ぇおぇさけゃ. ′ぇ うい-
かけあぉぇすぇ しぇ こさっょしすぇゃっくう しない-
ょぇょっくうすっ けす くっゅけ けぉさぇいちう くぇ 
けさなあうっ う そけすけょけおせきっくすう, けす-
さぇいはゃぇとう けしくけゃくうすっ っすぇこう けす 
あうゃけすぇ う ょっえくけしすすぇ くぇ うきっくう-
すうは おけくしすさせおすけさ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╆ぇぉっかっあうすっかくうはす させしおう けさなあっっく おけくしすさせおすけさ ′うおけかぇえ ╋ぇおぇさけゃ っ さけょっく こさっい 1914 ゅ. ゃ し. ]ぇしけゃけ, 
ょく. [はいはくしおぇ けぉかぇしす.
╆ぇゃなさてゃぇ し けすかうつうっ 〈せかしおうは きったぇくけすったくうつっしおう うくしすうすせす, ょく. せくうゃっさしうすっす.
′ぇえ-ゃぇあくぇすぇ けす ゃしうつおうすっ きせ さぇいさぇぉけすおう っ おけくしすさせうさぇくうはす けす くっゅけ こうしすけかっす «╋ぇおぇさけゃ». 
╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおう すさせょ けす 1974 ゅ., くけしうすっか っ くぇ けさょっくう «╊っくうく» う «』っさゃっくけ いくぇきっ», くぇ 

いかぇすっく きっょぇか «]なさこ う つせお», かぇせさっぇす っ くぇ ╃なさあぇゃくぇ こさっきうは.
‶うしすけかっすなす «╋ぇおぇさけゃ» っ くぇ ゃなけさなあっくうっ けす 1951 ゅ. ¨さなあうっすけ うきぇ う しゃけはすぇ かうすっさぇすせさくぇ う おうくけ- 

«おぇさうっさぇ».
╋ぇおぇさけゃ せきうさぇ こさっい 1988 ゅ. 
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おうくう くぇ のぉうかっえくぇすぇ ゃっつっさ. ]こっちうぇかくけ いぇ しかせつぇは ]すけはくおぇ ぉっ こさうゅけすゃうかぇ う きぇさすっくうちう いぇ 
おけかっゅうすっ しう. ]すけはくおぇ 〈さうそけくけゃぇ っ っょうくしすゃっくぇすぇ あっくぇ - さぇちうけくぇかういぇすけさ ゃ けすょっかぇ, ゃ おけき-
こぇくうはすぇ くぇ おけかっゅうすっ  しう 》さうしすけ ╉けかっゃ, ′っくけ ╇ゃぇくけゃ, ┿すぇくぇし [せっゃ.
′ぇ しこっちうぇかくぇすぇ こさぇいくうつくぇ ゃっつっさ, けすぉっかはいゃぇとぇ 50-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ けすょっかぇ, ょけえょけたぇ う 

くぇえ-しすぇさうすっ ゃっすっさぇくう - ╉けしすぇ ╉うさっゃ, こけしゃっすうか 10 ゅけょうくう けす すさせょけゃうは しう こなす くぇ けすょっかぇ けす 
けぉとけ 32-すっ しう ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか” う ╇ゃぇく ╋うくおけゃ ]すぇくっゃ - し ちっかう 30 ゅけょうくう ゃ 〈ったくけかけ-
ゅうつっく けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2. ]さっょ こさうしなしすゃぇとうすっ くぇ ゃっつっさすぇ ぉはたぇ ╆ょさぇゃおけ ╋なゅっゃ, くぇこさぇゃうか 
しゃけは すさせょけゃ こさけとなこせかくうお おぇすけ おけくしすさせおすけさ ゃ けすょっかぇ, ぉういくっしきっくなす ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, ╃っつおけ 
‶っえつうくけゃ, おぇおすけ う ぉうゃてうはす ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 2 うくあ. ╋うたぇうか ╋うたぇえかけゃ. ╁ っきけちうけくぇかくけ 
しかけゃけ すけえ ぉかぇゅけょぇさう くぇ おけかっゅうすっ う しなさぇすくうちうすっ しう いぇ しこけょっかっくうすっ けぉとう ゅけょうくう う くっ しおさう 
っきけちうはすぇ しう けす しさっとぇすぇ し たけさぇ, し おけうすけ っ さぇぉけすうか. ╇くあ. ╋うたぇえかけゃ こけあっかぇ くぇ こさうしなしすゃぇ-
とうすっ いょさぇゃっ, とぇしすうっ う ょなかなゅ あうゃけす.

Авторът на юбилейната значка Петър 

Дамянов с колежката си Стоянка Трифонова
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¨せてかちかつせあ させけえあ う いけいしけそてかさあ „╅ちつかせあし”

〈せさしおぇすぇ ぇさきうは こけかいゃぇ ぇく-
ゅかうえしおぇすぇ こせておぇ „]くぇえ-

ょっさ”,  し けすきはすぇと しっ ぉかけおけゃ 
いぇすゃけさ う し すさう ょけ こっす くぇさっいぇ 
ゃ ちっゃすぇ, おぇかうぉなさ 14.66 きき. 
╀なかゅぇさうすっ くぇさうつぇかう けさなあう-
っすけ „おぇこぇおかうは こせておぇ”. ╉けく-
しすさせうさぇくぇ っ けす ぇきっさうおぇくっちぇ 
╃あっえおなぉ  ]くぇえょっさ しかっょ しこっ-
つっかっく おけくおせさし, けぉはゃっく けす ぇく-
ゅかうつぇくうすっ. ′ぇ ゃなけさなあっくうっ っ 
ゃ  っゃさけこっえしおうすっ つぇしすう くぇ ¨し-
きぇくしおぇすぇ うきこっさうは. ╆ぇ しこっちうぇ-
かうしすうすっ っ うくすっさっしくけ, つっ すぇお-
すうつっしおうすっ たぇさぇおすっさうしすうおう しぇ 
したけょくう し させしおぇすぇ „╉さくおぇ”. ]さっ-
とせ こさけすうゃくうちうすっ, ゃなけさなあっくう 
しなし  „]くぇえょっさ”, させしおぇすぇ ぇさきうは 
ういかういぇ し そさっくしおぇすぇ „【ぇしこけ” – 
けぉさぇいっち 1866 ゅ. ‶せておぇすぇ っ おぇ-
かうぉなさ 11 きき, うゅかぇすぇ くぇ せょぇさ-
くうおぇ う ゅせきっくうはす せこかなすくうすっか くぇ 
いぇすゃけさぇ ょぇゃぇす つっしすう ょっそっおすう. 
〈けゃぇ っ こせておぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
けこなかつっくちう, ゃ おさぇは くぇ ゃけえくぇすぇ 
いぇきっくっくぇ し „╉さくおぇ”.      ‶せておぇ 
„╉さくおぇ” っ くぇえ-きぇしけゃぇすぇ こせておぇ 
ゃ させしおぇすぇ ぇさきうは. ‶けつすう こけかけ-
ゃうくぇすぇ けす ぇさきうはすぇ っ ゃなけさなあっ-

くぇ し っょうく けす すさうすっ ゃぇさうぇくすぇ - 
こったけすくぇ, おぇいぇておぇ う ょさぇゅせくしおぇ.
╉ぇかうぉなさなす っ 15,24 きき. „╉け-

ゅぇすけ くぇ 11 ぇゃゅせしす ゃけえくうちうすっ 
けす 5-すぇ さけすぇ くぇ ╀さはくしおうは こけかお 
けしすぇゃぇす ぉっい ぉけっこさうこぇしう けおけかけ 
╉さなゅかぇすぇ ぉぇすぇさっは, おけきぇくょうさなす 
うき おぇこ. 【くっえ ういょぇゃぇ いぇこけゃっょ 
ょぇ しっ こけすなさしはす こぇすさけくう けす せぉう-
すうすっ すせさちう こけ しおかけくぇ くぇ ゃなさたぇ. 
′っおけかちうくぇ たさぇぉさっちう ょけくぇしはす 
15 つぇくすう し こぇすさけくう. ╁なゃ ゃしはおぇ 
けす すはた うきぇ ょけ 200 こぇすさけくぇ けす 
„]くぇえょっさ”. ]こけさっょ おぇこうすぇくぇ, っ 
くぇこさぇゃっくけ くっゃけかくけ けすおさうすうっ -  
こぇすさけくうすっ しぇ くぇこなかくけ こさうゅけょ-
くう いぇ „╉さくおぇ“ う ょけ ゃっつっさすぇ しっ 
けすぉうゃぇす けとっ 2 ゃさぇあっしおう ぇすぇおう 
し すったくう ぉけっこさうこぇしう, けぉはしくはゃぇ 
‶ぇゃっか ╋うすおけゃ, せさっょくうお ゃ ′‶╋ 
„【うこおぇ”.

╄かうすくうすっ ゅさっくぇょうさう
くけしっかう „╀っさょぇくぇ”

‶せておぇすぇ „╀っさょぇくぇ-1” う „╀っさ-
ょぇくぇ-2” っ ぇきっさうおぇくしおぇ, くぇ おけく-
しすさせおすけさぇ ╀っさょぇく, くけ すは っ いくぇ-
つうすっかくけ こけょけぉさっくぇ けす させしおうすっ 
けさなあっえくうちう ╂けさかけゃ う ╂せくうせし, 
しかっょ おけっすけ いぇこけつゃぇ きぇしけゃけすけ え 
こさけういゃけょしすゃけ ゃ [せしうは. ‶け ゃさっ-
きっ くぇ [せしおけ-すせさしおぇすぇ ゃけえくぇ 
╀っさょぇくぇ-すぇ ゃ おぇゃぇかっさうえしおう う 
こったけすっく ゃぇさうぇくす っ くぇ ゃなけさなあっ-
くうっ ゃ っかうすくうすっ ゅさっくぇょうさしおう う 
しすさっかおけゃう こけかおけゃっ くぇ [せしおぇすぇ 
ぇさきうは. ‶さういくぇくうっ ゃ さけょうくぇすぇ 
╂けさかけゃ う ╂せくうせし くっ こけかせつぇゃぇす, 
ぇ ゃ ]┿】  くぇさうつぇす すはたくぇすぇ こけ-
ょけぉさっくぇ こせておぇ „させしおう きせしおっす”,                                                                                                                                 
おぇかうぉなさ 10,67 きき.
¨とっ ぇきっさうおぇくしおう けさなあうは しっ 

こさけぉゃぇす こけ ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇすぇ. 
„[っきうくゅすなく”-なす くぇ ╃あけせいっそ 
[うょなさ っ し 5 くぇさっいぇ ゃ ちっゃすぇ う 
ゃなさすはと しっ ぉかけおけゃ いぇすゃけさ. 〈は 
っ くぇ ゃなけさなあっくうっ ゃ っかうすくうは 

╄ょくぇ けす くぇえ-くけゃうすっ う うく
すっさっしくう こせぉかうちうしすうつくう 

すゃけさぉう くぇ おくうあくうは こぇいぇさ, し 
ゃしうつおう  おぇつっしすゃぇ ょぇ しっ こさっ
ゃなさくっ ゃ  ぉっしすしっかなさ, っ ゃっつっ くぇ 
さぇいこけかけあっくうっ くぇ つうすぇすっかう
すっ くぇ そうさきっくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
„┿さしっくぇか” う きけあっ ょぇ ぉなょっ いぇ
っきぇくぇ.
¨す きっしっち う こけかけゃうくぇ こけ 

おくうあくうすっ かぇゃうちう ゃ しすさぇくぇすぇ 
っ おくうゅぇすぇ くぇ くけしうすっかは くぇ ′け
ぉっかけゃぇ くぇゅさぇょぇ いぇ うおけくけきうおぇ 
╃あけせいっそ ]すうゅかうち „『っくぇすぇ くぇ 
くっさぇゃっくしすゃけすけ”. 
╁ くっは っょうく けす いくぇきっくうすうすっ 

うおけくけきうしすう くぇ くぇてっすけ ゃさっきっ 
さぇいおさうゃぇ ゃかうはくうっすけ くぇ くっ
さぇゃっくしすゃけすけ ゃなさたせ ょっきけおさぇ
ちうはすぇ う こさぇゃくぇすぇ しうしすっきぇ くぇ 
]┿】, おぇすけ ういしかっょゃぇ おぇお こぇ
さうつくぇすぇ う そうしおぇかくぇすぇ こけかう
すうおぇ, おぇおすけ う ゅかけぉぇかういぇちうはすぇ, 
ゃけょはす ょけ ょさぇしすうつっく さなしす くぇ 

╈かちそけくすひて せあ そたひしねかせぬけてか け うそかせせけみて えかせけこ せあ ちとつせあぬけてか さそすたかせつけちあしけ おかなかさてけてか せあ そちひきけかてそ

╉ぇおゃけ っ ぉうかけ けさなあうっすけ くぇ せつぇしすくうちうすっ ゃ ぉうすおうすっ くぇ [せしおけ-すせさしおぇすぇ ¨しゃけぉけ-
ょうすっかくぇ ゃけえくぇ, ょけおけかおけ うきっくくけ けさなあうっすけ っ ぉうかけ けしくけゃっく そぇおすけさ いぇ ういたけょぇ 
けす ゃけえくぇすぇ?  
┿くゅかうえしおぇすぇ こせておぇ „]くぇえょっさ” くぇ ̈ しきぇくしおぇすぇ ぇさきうは  しさっとせ そさっくしおぇすぇ „【ぇし-
こけ” こさう させしうすっ? ‶けょけぉさっくぇすぇ „╀っさょぇくぇ”, こさけしかけゃせすぇすぇ „╉さくおぇ”, しすぇくぇかぇ こけ-
こせかはさくぇ しさっょ くぇさけょぇ おぇすけ „╉さうきおぇ” うかう 〉うくつっしすなさぇ くぇ すせさしおぇすぇ おぇゃぇかっさうは 
う つっさおっいうすっ? 
′はおけかおけ おせかすけゃう けさなあうは けす けくけゃぇ ゃさっきっ しっ しなしすっいぇゃぇす くぇ そさけくすぇ くぇ ゃけえ-
くぇすぇ, おけえすけ しすぇゃぇ しゃけっけぉさぇいっく ういこうすぇすっかっく こけかうゅけく いぇ せしこってくけしすすぇ くぇ けさな-
あっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ けす おさぇは くぇ 19-う ゃっお. ╉ぇおゃう しぇ すっ?  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
くぇょくうおくぇ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ ゃなけさなあっくうっすけ くぇ ¨しゃけぉけょうすっかくぇすぇ ゃけえくぇ ゃ ょくうすっ, 
おけゅぇすけ けすぉっかはいゃぇきっ 136 ゅけょうくう けす ¨しゃけぉけあょっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは.

╄ゅうこっすしおう おけさこせし こけょ おけ-
きぇくょゃぇくっすけ くぇ こさっしすけかけ-
くぇしかっょくうおぇ 》ぇしぇく.
〈せさしおうすっ おぇゃぇかっさうしすう 

こけかいゃぇかう こせておぇ „》っくさう 
〉うくつっしすなさ“し 4 くぇさっいぇ ゃ 
ちっゃすぇ, おけきぉうくうさぇく いぇすゃけさ 
う こなかくうすっか けす 13 ょけ 17 こぇ-

すさけくぇ, ゃ ょゃぇ ゃぇさうぇくすぇ - おぇ-
さぇぉうくぇ う こったけすくぇ こせておぇ. 
‶けかいゃぇかぇ しっ けとっ けす けしきぇく-
しおぇすぇ こけかうちうは う つっさおっいおう 
けすさはょう. [せしくぇちうすっ ゃなけさな-
あぇゃぇす しゃけう つぇしすう し こかっくっ-

くう „〉うくつっしすなさ”-う, くけ すぇいう 
こせておぇ し おぇかうぉなさ 11 きき 
くっ せしこはゃぇ ょぇ しっ くぇかけあう し 
すさぇょうちうう ゃ [せしおぇすぇ ぇさきうは. 

′ぇえ-ょなかゅぇすぇ こせておぇ
ゃなゃ ゃけえくぇすぇ っ 

„]こさうくゅそうえかょ“

〈けゃぇ っ ぇきっさうおぇくしおぇ きけ-
ょうそうおぇちうは くぇ ぉさうすぇくしおぇ-
すぇ „]くぇえょっさ“, くぇえ-ょなかゅぇすぇ 
こせておぇ こけ ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇ-
すぇ, くぇ ゃなけさなあっくうっ ゃ すせさ-
しおぇすぇ こったけすぇ う ′ぇさけょくけすけ 
けこなかつっくうっ.
[せきなくしおぇすぇ ぇさきうは , おぇおすけ 

う つぇしす けす すせさしおぇすぇ, こけかい-
ゃぇかう こせておぇ „‶うぉけょう ╋ぇさ-
すうく“ うかう „》っくさう ╋ぇさすうく“, 
ぇきっさうおぇくしおぇ. ‶なさゃぇすぇ し 
こぇょぇと ぉかけおけゃ いぇすゃけさ う こっ-
すかっ, おけっすけ けすょっかくけ しっ うい-
ゃっあょぇ し さなおぇ. ]さなぉしおぇすぇ 
ぇさきうは こけかいゃぇかぇ こけょけぉくぇ 
くぇ „‶うぉけょう” しなし いぇすゃけさっく 
ぉかけお こせておぇすぇ „[けぉなさすし”. 
┿ゃしすさうえしおぇすぇ „╁っさくょか” し 
おぇかうぉなさ 11 きき, ゃなけさなあう-
かぇ つっさくけゅけさちうすっ. ′ぇ ╉ぇゃ-
おぇいおうは そさけくす させしくぇちうすっ 
しすさっかはかう し こせておぇ „╉ぇさかっ“, 
てゃっょしおぇ, せしなゃなさてっくしすゃぇ-
くぇ けす させしおうは こけかおけゃくうお 
』ぇゅうく, しぇきけ こったけすっく ゃぇさう-
ぇくす. 
╁けえゃけょうすっ けす ╁╋¨[¨ 

こけ-おなしくけ おせこせゃぇかう きぇ-
しけゃけ こかっくっくう けす すせさちう-
すっ そさっくしおう こせておう „╂さぇ”, 
きけょうそうおぇちうは くぇ „【ぇしこけ”, 
こけかいゃぇくう けす ゅなさちうすっ ゃ 
ゅさなちおけ-すせさしおぇすぇ ゃけえくぇ.

〉き う ゅっさけういなき
おけきこっくしうさぇかう
ょっそっおすうすっ くぇ

けさなあうっすけ

╋くっくうっすけ くぇ うしすけさうちうすっ 
っ, つっ ゃなこさっおう くぇしかけっくうすっ 
こさっょしすぇゃう いぇ すけつくけしすすぇ くぇ 
けさなあうはすぇ ゃ おさぇは くぇ 19-う 
ゃっお, くぇかけあっくう けす ぇきっさうおぇく-
しおうすっ せっしすなさくう, うしすうくぇすぇ 
っ ょさせゅぇ: こけ すけゃぇ ゃさっきっ ゃしっ 
けとっ けゅくっしすさっかくうすっ けさなあうは 

しぇ くっすけつくう, くっょぇかっおけぉけえくう 
う ゃ きくけゅけ しかせつぇう – くっぉかぇ-
ゅけくぇょっあょくう. 〈けゃぇ っ ういゃけょ, 
こけょおさっこっく ゃ ぇくぇかういぇ う くぇ 
せさっょくうおぇ けす ′ぇちうけくぇかくうは 
こぇさお-きせいっえ „【うこおぇ” ‶ぇゃっか 

╋うすおけゃ.
[ってぇゃぇとぇ さけかは いぇ ういたけょぇ 

けす ゃけえくぇすぇ ゃ こけかいぇ くぇ させ-
しおぇすぇ ぇさきうは, しこけさっょ うしすけさう-
ちうすっ, うきぇ くっ すけかおけゃぇ ゃなけさな-
あっくうっすけ, おけかおけすけ せしこったうすっ 
くぇ させしおけすけ ゃけっくくけ ういおせしすゃけ. 
¨しけぉっく こさうくけし いぇ ういたけょぇ 

くぇ ゃけえくぇすぇ うきぇす せしこってくうすっ 
けすぉさぇくうすっかくう ぉけっゃっ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおうすっ けこなかつっくちう う させ-
しおうすっ ゃけえくうちう けす ╀さはくしおうは 
う ¨さかけゃしおう こけかおけゃっ こさう 
けすぉさぇくぇすぇ くぇ 【うこつっくしおうは 
こさけたけょ. ]こけさっょ ゃけっくくうすっ 
しこっちうぇかうしすう, くぇ 【うこおぇ っ 
こけおぇいぇく おかぇしうつっしおう こさうきっさ 
いぇ けすぉさぇくぇ くぇ こかぇくうくしおう 
こさっゃぇか しさっとせ こさっゃないたけあょぇ-

とう しうかう う しさっょしすゃぇ くぇ こさけ-
すうゃくうおぇ. ¨すぉさぇくぇすぇ っ おさなゅけ-
ゃぇ, きくけゅけ せこけさうすぇ う ぇおすうゃくぇ, 
こさう せしこってくけ きぇくっゃさうさぇくっ 
し くっいぇしすさぇてっくう  しうかう おなき 
いぇしすさぇてっくう しうかう, こけ そさけく-
すぇ う ゃ ょなかぉけつうくぇ. 〉きっかけ しっ 
ういこけかいゃぇ きっしすくけしすすぇ いぇ こさけ-

ゃっあょぇくっ けす ゅけさっ くぇょけかせ, 
こさう けすかうつくけ ゃいぇうきけょっえしすゃうっ 
きっあょせ ぇさすうかっさうは う こったけすぇ.  
„╃け くぇつぇかけすけ くぇ 19 ゃっお くぇ-

つうくなす くぇ しさぇあっくうっ っ しすさけえ ゃ 
„おぇさっすぇ”, っょくけ しさっとせ ょさせゅけ, 

ゃ おけえすけ ゃけえくうちうすっ しっ „こせ-
ておぇす” ょなかゅけ ゃさっきっ, ょけおぇすけ 
っょくぇすぇ しすさぇくぇ くっ せちっかう ゃさぇ-
あっしおうは けそうちっさ う ゃけえくうちう-
すっ きせ しう こかのはす くぇ こっすうすっ. 
[せしおぇすぇ う こさせしおぇすぇ ぇさきうう 
ゃおぇさゃぇす ゃ すぇいう すぇおすうおぇ う ぉっ-
しくうすっ ぇすぇおう „くぇ くけあ”, おけうすけ 

こけすさうしぇす しなゃさっきっくくうちう-
すっ  うき しなし しゃけは おなさゃぇゃ さっ-
いせかすぇす. ╁しなとくけしす, ゅけかっきうはす 
ぉさけえ あっさすゃう  けす しさぇあっくうは-
すぇ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ うょゃぇ けす 
うきっくくけ すっいう ぇすぇおう „くぇ くけあ”, 
ぉけかっしすう, ういきさないゃぇくうは, ぇ くっ 
けす こせてっつくぇすぇ しすさっかぉぇ っょうく 
しさっとせ ょさせゅ, おけはすけ ういゅかっあょぇ 
くぇ きけきっくすう ょぇあっ っしすっすうつっ-
しおう. ╋くけゅけ ゅけかはき こさうくけし いぇ 
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¨ぉせつっくうっすけ, おけっすけ いぇこけつくぇ こさっょう ょくう, とっ こさうおかのつう し すさう
ょくっゃくけ こけしっとっくうっ ゃ けそうしぇ くぇ そうさきぇすぇ ゃ ]けそうは こさっい きっしっち 
のくう. 〉つっくうちうすっ しぇ けす しこっちうぇかくけしすすぇ „╉けきこのすなさくぇ すったくうおぇ う 
すったくけかけゅうう“ けす ゃしうつおう おかぇしけゃっ くぇ けぉせつっくうっすけ - けす 8-う ょけ 12-う, 
しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ╋ぇさうぇくぇ ╃っきうさっゃぇ. ╁ いぇおかのつう
すっかくうは っすぇこ くぇ けぉせつっくうっすけ せつっくうちうすっ とっ こさけしかっょはす けすぉかういけ  
さぇぉけすぇすぇ くぇ こさけゅさぇきくうは っおうこ けす しこっちうぇかうしすう くぇ ╋icrosoft ゃ 
しすけかうちぇすぇ.
¨すおさうゃぇくっすけ くぇ くけゃうは おけきこのすなさっく おぇぉうくっす, おなょっすけ しっ けぉせつぇ

ゃぇす せつっくうちうすっ, しすぇくぇ ゃ っせそけさうはすぇ くぇ こさぇいくうつくけすけ くぇしすさけっくうっ 

くぇ 14-う そっゃさせぇさう, ╃っくは くぇ かのぉけゃすぇ う ゃうくけすけ. ╉ぇぉうくっすなす っ うい
ゅさぇょっく こけ こさけっおす いぇ ]なゃさっきっくくけ けぉせつっくうっ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ くけゃう
すっ うくそけさきぇちうけくくう すったくけかけゅうう ゃ しなすさせょくうつっしすゃけ し さぇぉけすけょぇ
すっかは ╋icrosoft. ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” っ っょうくしすゃっくけすけ せつうかうとっ 
ゃ けぉかぇしすすぇ, おけっすけ さぇぉけすう こけ すぇいう こさけゅさぇきぇ ゃ しなすさせょくうつっしすゃけ 
し ╋icrosoft. 《うくぇくしうさぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ っ くぇ しすけえくけしす くぇょ 100 
たうかはょう かっゃぇ. ╋っしっち こさっょう すけゃぇ こさうおかのつう しっさすうそうちうさぇくっすけ くぇ 
こっすうきぇすぇ せつうすっかう, おけうすけ とっ うきぇす こさぇゃけすけ ょぇ さぇぉけすはす し こさけ
ょせおすうすっ くぇ ゃけょっとぇすぇすぇ しけそすせっさくぇ そうさきぇ う  ょぇ こさっこけょぇゃぇす ゃ 
さぇきおうすっ くぇ こさけゅさぇきぇすぇ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ おけきこのすなさくぇすぇ すったくうおぇ. 
‶さっい そっゃさせぇさう ゃ せつうかうとっすけ, おけっすけ おぇいぇくかなつぇくう こさけょなかあぇ

ゃぇす ょぇ くぇさうつぇす ╋ったぇくけすけ, こさけょなかあぇゃぇす しなしすっいぇくうはすぇ う けかうき
こうぇょうすっ こけ  すったくうつっしおけ つっさすぇくっ, きぇてうくけしすさけっくっ こけょ くぇょしかけゃ, 
うしすけさうは, うくそけさきぇちうけくくう すったくけかけゅうう, すっくうし くぇ きぇしぇ. „╁しうつおう 
すっいう ょっえくけしすう しぇ さぇいくけけぉさぇいくう こけ ゃうょ, くけ けぉっょうくっくう けす しすさっ
きっあぇ ょぇ ぉなょっき さぇいかうつくう, おさっぇすうゃくう, うくすっさっしくう!“, しこけょっかう ╃っ
きうさっゃぇ こさっょ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“, こさっょう ょぇ けすこなすせゃぇ いぇ ╃さっい
ょっく. „‶さう くぇし すさぇょうちうう う きけょっさくけしす ゃなさゃはす いぇっょくけ. ╀なょっとっすけ 
くぇ くぇてうすっ ょっちぇ っ おぇせいぇ, おけはすけ いぇしかせあぇゃぇ ょぇ ぉなょっ こけょおさっこっくぇ 
う くうっ くっ しこうさぇきっ ょぇ さぇぉけすうき いぇ くっは“, おけきっくすうさぇ けとっ ょうさっお
すけさなす.
‶さっい きぇさす けそうちうぇかくけ とっ ぉなょっ こさっょしすぇゃっくぇ う くけゃぇすぇ しこっちう

ぇかくけしす „╋ったぇすさけくうおぇ“, こさっょしすけはす しさっとう くぇ ′ぇしすけはすっかしすゃけすけ くぇ 
せつうかうとっすけ, しっきうくぇさ こけ こさけっおすぇ おなき ╋icrosoft う けすおさうゃぇくっ くぇ 
っょうくしすゃっくうは ゃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお  ╉ぇさうっさっく おけくしせかすぇすうゃっく おぇぉうくっす 
いぇ  おぇくょうょぇす-ゅうきくぇいうしすう う ぇぉうすせさうっくすう. „╋ったぇすさけくうおぇ“ とっ 
ぉなょっ こさっょしすぇゃっくぇ ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ こさっこけょぇゃぇすっかう けす 〈ったくう
つっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ╂ぇぉさけゃけ, おなょっすけ きかぇょうすっ しこっちうぇかうしすう し 
ょうこかけきぇ けす „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ とっ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ こさけょなか
あぇす けぉせつっくうっすけ しう ゃ しすっこっくすぇ くぇ ゃうしてっすけ けぉさぇいけゃぇくうっ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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こけぉっょぇすぇ う あっさすゃうすっ うきぇ 
こけ-しおけさけ ぇさすうかっさうはすぇ, おけはすけ 
っ きくけゅけ こけ-くぇこさっょ ゃ さぇいゃう-
すうっすけ しう けす さなつくけすけ けさなあうっ. 
╀っい ょぇ けきぇかけゃぇあぇゃぇき ゅっさけう-
いきぇ くぇ ぉなかゅぇさう う させしう こさっい 
ゃけえくぇすぇ, しかせつぇはす し あっさすゃうすっ 
っ すけつくけ すぇおなゃ. ¨ゅさけきくぇ つぇしす 
けす ういぉうすうすっ っ ゃしかっょしすゃうっ ょう-
ゃけすけ おかぇくっ くぇ きうさくう あうすっかう, 
ぇ けす ゃけえしおけゃうは しなしすぇゃ - ょっかけ 
くぇ ぇさすうかっさうはすぇ, おけくくう くぇぉっ-
いう, さなおけこぇてくう ぉうすおう, ぉけかっ-
しすう う ういきさないゃぇくうは”, っ ういゃけ-
ょなす くぇ ‶ぇゃっか ╋うすおけゃ.
╁ しうすせぇちうはすぇ, おけゅぇすけ くぇ-

いさはゃぇ ゃけっくっく おけくそかうおす, けぉぇ-
つっ, ゃうくぇゅう うきぇ さぇいょゃうあゃぇくっ 
ゃなゃ ゃけっくくぇすぇ こさけきうてかっくけしす. 
]こけさっょ けさなあっえくうすっ しこっちうぇ-
かうしすう, ゃ けぉしすぇくけゃおぇすぇ こさっ-
ょう [せしおけ-すせさしおぇすぇ ゃけえくぇ 
っしすっしすゃっくけ ゃないくうおくぇか こさけ-
ぉかっきなす, しゃなさいぇく し こけ-くぇすぇ-
すなてくぇすぇ しなょぉぇ くぇ ゅけかはきけすけ 
おけかうつっしすゃけ きけさぇかくけ けしすぇ-
さはかけ けさなあうっ. ╉なき くっゅけゃけ-
すけ さってぇゃぇくっ しっ くぇしけつうかう 
けさなあっえくうすっ しこっちうぇかうしすう う 
おけくしすさせおすけさうすっ けす さぇいかうつくう 
しすさぇくう. ╆ぇこけつくぇかけ せしうかっくけ 
さぇいさぇぉけすゃぇくっ くぇ きっすけょう いぇ 
こさっさぇぉけすゃぇくっ くぇ くぇかうつくう-
すっ こさっょくけこなかくっとう しっ こせて-
おう. ¨さなあうはすぇ - さっいせかすぇす くぇ 
すけゃぇ さぇいょゃうあゃぇくっ, けこさっょっ-
かっくけ しぇ しすなこおぇ ゃ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ すぇいう うくょせしすさうは. ]すなこおぇ, 
ぉっい しなきくっくうっ, きけとっく そぇお-
すけさ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ ゃけっくくうすっ 
ょっえしすゃうは こさっい [せしおけ-すせさしおぇ-
すぇ ¨しゃけぉけょうすっかくぇ ゃけえくぇ けす 
1877-1878-きぇ ゅけょうくぇ, ょけゃっ-
かぇ ょけ しおかのつゃぇくっすけ くぇ ]ぇく-
]すっそぇくしおうは きうさっく ょけゅけゃけさ, 
こけかけあうか くぇつぇかけすけ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ ¨しゃけぉけあょっくうっ, つう-
はすけ ゅけょうてくうくぇ くぇ 3-すう きぇさす 
ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ くぇえ-くけゃぇすぇ 

くう うしすけさうは けすぉっかはいゃぇきっ おぇすけ 
′ぇちうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ [っ-
こせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ′╋‶
/′ぇちうけくぇかっく こぇさお-きせいっえ/

„【うこおぇ”,
こけ きぇすっさうぇかう くぇ

‶ぇゃっか ╋うすおけゃ

〈けえ っ おぇすっゅけさうつっく, つっ ょなさあぇゃぇすぇ っ けすきっくうかぇ おかぇしぇ いぇ こさけしかせあっくう ゅけょうくう おなき ょなさあぇゃくう
すっ しかせあうすっかう, くけ くっ う おなき すっいう, おけうすけ しぇ ゃ つぇしすくうは ぉういくっし, ぇ すけゃぇ ゃけょう ょけ ょうしおさうきうくぇちうは 
„′っ こけゃっつっ けす 30% きけあっ ょぇ ぉなょっ ぉさけはす くぇ ゃさっきっくくけ くぇっすうすっ, ぇ すけゃぇ っ ゃ おけさっくくけ くぇさせ
てっくうっ くぇ っゃさけこっえしおうすっ こさうくちうこう. ╀なかゅぇさしおうはす さぇぉけすけょぇすっか ぉってっ くぇおぇいぇく ょぇ こかぇとぇ いぇ 
こなさゃうすっ すさう ょくう ぉけかくうつくう, しかっょ おぇすけ こかぇとぇ う けしうゅせさけゃおう“, おぇいぇ けとっ ╃ぇくっゃ う こけょつっさすぇ, つっ 
ぉういくっしなす くっ きけあっ ょぇ けしゃけぉけょう きはしすけ いぇ きかぇょうすっ たけさぇ, ぇおけ こっくしうけくっさなす くっ あっ-

かぇっ ょぇ くぇこせしくっ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ. 
]さっょ 28-すっ きっさおう くぇ ]すけこぇくしおぇすぇ おぇきぇさぇ しぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ ゅけょうてくうは けすこせしお くぇ あっくうすっ 

ゃ きぇえつうくしすゃけ, いぇぉさぇくぇ いぇ こけかぇゅぇくっ くぇ ういゃなくさっょっく すさせょ, こさっきぇたゃぇくっ くぇ ょけこなかくうすっかくけすけ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうっ いぇ おかぇし こさけしかせあっくけ ゃさっきっ, おぇおすけ う けぉっいとっすっくうっすけ, おけっすけ しっ ょぇゃぇ, おけゅぇすけ 
さぇぉけすくうお ょけしすうゅくっ こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす う ぉなょっ けしゃけぉけょっく. ′ぇ  ょさせゅぇ こけいうちうは っ うおけくけきうしすなす 
けす 〉′]] こさけそ. ╀けはく ╃せさぇくおっゃ, しこけさっょ おけゅけすけ
„こさけきっくうすっ, こさっょかぇゅぇくう ゃ ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ, しぇ ぉさせすぇかくけ くぇしすなこかっくうっ くぇ っょさうは 

おぇこうすぇか こさけすうゃ すさせょっとうすっ しっ”. 
〈けえ すゃなさょう, つっ っ こけょゃっあょぇとけ すゃなさょっくうっすけ いぇ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ いぇっすけしすすぇ し くぇこさぇゃっくう

すっ 28 こさっょかけあっくうは いぇ こさけきっくう ゃ ╉〈. 〈っいぇすぇ きせ っ, つっ 
こけゃっつっすけ けす すっいう きっさおう とっ ょぇょぇす ゃないきけあくけしすう くぇ おぇ
こうすぇかぇ, う すけ くぇえ-ゃっつっ くぇ っょさうは おぇこうすぇか, しゃけぉけょくけ ょぇ 
ぉけさぇゃう しなし しすけおぇすぇ さぇぉけすくぇ しうかぇ. „[ぇいてうさはゃぇくっすけ くぇ 
けぉたゃぇすぇ くぇ しさけつくうは すさせょけゃ ょけゅけゃけさ っ ゃ うくすっさっし くぇ 
おぇこうすぇかぇ う かけゅうつくけ ゃけょう ょけ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ ぉっいしさけつ
くうすっ すさせょけゃう ょけゅけゃけさう, おけっすけ っ ゃ けぉさぇすっく うくすっさっし くぇ 
すさせょっとうすっ しっ”, すゃなさょう こさけそっしけさ ╃せさぇくおっゃ. ╉ぇすけ くっ
っゃさけこっえしおけ う くっきけょっさくけ すけえ けこさっょっかは くぇこさぇゃっくけすけ 
こさっょかけあっくうっ いぇ こさけきはくぇ ゃ ╉〈 いぇ  こさっけすしすなこゃぇくっ う 
„こさけょぇゃぇくっ” くぇ しこっちうぇかうしすう けす っょくけ こさっょこさうはすうっ くぇ 
ょさせゅけ しさっとせ いぇこかぇとぇくっ. „〈けゃぇ っ こさっょかけあっくうっ, おけっすけ 
こさういくぇゃぇ, つっ たけさぇすぇ しぇ しすけおぇ う つっ きけあっ ゃしっおう ょぇ こさけ
ょぇょっ すぇいう しすけおぇ, しかっょ おぇすけ ゅう くぇっきっ くはおけえ ょさせゅ, しさっ
とせ いぇこかぇとぇくっ, ぉっい こけ すけいう くぇつうく ょぇ しっ ゃないきっいょはゃぇす 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ“, ょけこなかゃぇ うおけくけきうしすなす. 

′ぇ ょさせゅぇ こけいうちうは しぇ  こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ しうく-
ょうおぇすうすっ: 
¨す ╉′]╀ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ こさっょかぇゅぇくうすっ こさけきっくう ゃ 

╉〈 しぇ ゃしなとくけしす そけさきぇかくう こけかうすうおう, ぇ くっ ゃぇあくう こさけ
きっくう. ¨す しうくょうおぇすぇ くぇしすけはゃぇす こさけきっくうすっ ゃ すさせょけゃけすけ 
いぇおけくけょぇすっかしすゃけ いぇょなかあうすっかくけ ょぇ きうくぇゃぇす こさっい ′ぇ
ちうけくぇかくうは しなゃっす いぇ すさうしすさぇくくけ しなすさせょくうつっしすゃけ. ‶け
ゃけょ いぇ すけゃぇ しぇ うきっくくけ うしおぇくうすっ こさけきっくう ゃ ╉けょっおしぇ 

くぇ すさせょぇ けす ╀]╉ う ╀〈‶‶, おけうすけ, しこけさっょ かうょっさぇ くぇ しうくょうおぇすぇ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ, しぇ „ょけぉさっ 
けさゅぇくういうさぇくう ぇすぇおう おなき うくすっさっしうすっ う こさぇゃぇすぇ くぇ さぇぉけすくうちうすっ“.
‶け こけゃけょ くぇ こさっょかけあっくうすっ けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ こさけきっくう ゃ ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ ╃うきうすさけゃ 

いぇはゃう, つっ 
しうくょうおぇすなす くっ こさうっきぇ しないょぇゃぇくっ くぇ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ, けすくぇしはとけ しっ しぇきけ おなき けこ-

さっょっかっく おさなゅ けす けぉとっしすゃけすけ, いぇとけすけ いぇおけくうすっ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ っょくぇおゃう いぇ ゃしうつおう.
╉′]╀ うきぇ くぇょ 50 しすさぇくうちう おけくおさっすくう こさっょかけあっくうは いぇ こさけきっくう ゃ ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ う とっ 

くぇしすけはゃぇ すっ ょぇ ぉなょぇす ゅかっょぇくう しなし しなとけすけ ゃくうきぇくうっ, おぇおすけ う こさっょかけあっくうはすぇ くぇ ぉういくっしぇ. 
╁ しこっちうぇかくぇ ょっおかぇさぇちうは  
╉〈 „‶けょおさっこぇ“ けぉはゃう こさっょかけあっくうはすぇ くぇ ╀]╉  いぇ こさけきっくう ゃ ╉〈 いぇ „ぇぉしせさょくう“.
¨す しうくょうおぇすぇ, けぉぇつっ, こさうっきぇす おぇすけ こさうっきかうゃう こさっょかけあっくうはすぇ くぇ ╀]╉ いぇ ゃなゃっあょぇくっ くぇ 

っかっおすさけくくぇすぇ すさせょけゃぇ おくうあおぇ う しないょぇゃぇくっすけ くぇ すさせょけゃう しなょうかうとぇ. „‶さうっきぇきっ こさうくちうこくけ 
うょっはすぇ いぇ っかっおすさけくくぇ すさせょけゃぇ おくうあおぇ う っかっおすさけくくけ ょけしうっ, しすうゅぇ すけゃぇ ょぇ ゅぇさぇくすうさぇ しうゅせさ
くけしすすぇ くぇ ょぇくくうすっ う ょぇ くっ くぇかぇゅぇ いぇょなかあっくうっ いぇ さぇぉけすくうおぇ う しかせあうすっかは ょぇ ぉけさぇゃう し うく
そけさきぇちうけくくう う おけきせくうおぇちうけくくう すったくけかけゅうう, しっ おぇいゃぇ ゃ  ょっおかぇさぇちうはすぇ くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ”.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

くっさぇゃっくしすゃけすけ.
〈っいぇすぇ くぇ ぇゃすけさぇ っ, つっ „くっさぇゃっくしすゃけすけ くっ っ 

くっとけ くっういぉっあくけ. ′け こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょう
くう しゃさなたぉけゅぇすうすっ せしこはたぇ ょぇ くぇかけあぇす しゃけうすっ 
うくすっさっしう う すはたくけすけ しなしすけはくうっ ょけしすうゅくぇ きぇ
とぇぉう, おけうすけ っ すさせょくけ ょぇ しう こさっょしすぇゃうき. ′っう
きけゃっさくうはす さなしす くぇ すはたくけすけ ぉけゅぇすしすゃけ, けぉぇつっ, 
しっ こけかせつう いぇ しきっすおぇ くぇ こけすうしおぇくっすけ くぇ うしすうく
しおうは ょうくぇきうつっく おぇこうすぇかういなき. ]ゃさなたぉけゅぇすうすっ 
くぇこさぇゃうたぇ ┿きっさうおぇ しすさぇくぇすぇ し くぇえ-はさおけ うい
さぇいっくけすけ くっさぇゃっくしすゃけ けす ゃしうつおう くぇこさっょくぇかう 
うくょせしすさうぇかくう しすさぇくう, ういけこぇつうたぇ こけかうすうつっ
しおうは ょっぉぇす う しないょぇょけたぇ っょくけ さぇいょっかっくけ けぉ
とっしすゃけ” , すゃなさょう ╃あけせいっそ ]すうゅかうち. 
‶けょいぇゅかぇゃうっすけ くぇ „『っくぇすぇ くぇ くっさぇゃっくしすゃけ

すけ” っ „╉ぇお ょくってくけすけ さぇいょっかっくけ けぉとっしすゃけ 
いぇしすさぇてぇゃぇ ぉなょっとっすけ くう”, ぇ しなょなさあぇくうっすけ 
くぇ おくうゅぇすぇ っ すけかおけゃぇ てけおうさぇとけ, ぇょっおゃぇすくけ 
う くぇゃさっきっくくけ, つっ ゃしっおう, おけえすけ こけしっゅくっ おなき 
くっは, とっ けしすぇくっ ゃないたうすっく. 
╇きぇ きけきっくすう ゃ うしすけさうはすぇ, おけゅぇすけ たけさぇすぇ くぇ

ゃしはおなょっ こけ しゃっすぇ しっ くぇょうゅぇす, いぇ ょぇ 
おぇあぇす, つっ くっとけ くっ っ くぇさっょ – くぇょうゅぇす 
しっ, いぇ ょぇ こけうしおぇす こさけきはくぇ. 〈けゃぇ しっ っ 
しかせつゃぇかけ くっおけかおけおさぇすくけ ゃ きうくぇかけ
すけ, おぇすけ ゃしっおう こなす すっいう さぇいすなさしゃぇとう 
しなぉうすうは しぇ きぇさおうさぇかう くぇつぇかけすけ くぇ 
くけゃぇ っさぇ, ぇ しこけさっょ ぉっかっあうすうは うおけ
くけきうしす ╃あけせいっそ ]すうゅかうち, „しっゅぇてくう
はす こっさうけょ きけあっ ぉう っ ょさせゅ すぇおなゃ きけ
きっくす”, っ っょうく けす ぇおちっくすうすっ ゃ „『っくぇすぇ 
くぇ くっさぇゃっくしすゃけすけ”.
╃あけせいっそ ]すうゅかうち っ ぇゃすけさ くぇ さっょうちぇ 

おくうゅう, こけしゃっすっくう くぇ ゅかけぉぇかういぇちうは
すぇ, しゃけぉけょくうすっ こぇいぇさう う ゅかけぉぇかくぇすぇ 
そうくぇくしけゃぇ おさういぇ. ╀うか っ こさっょしっょぇすっか 
くぇ ]なゃっすぇ くぇ うおけくけきうつっしおうすっ しなゃっす
くうちう こさう こさっいうょっくすぇ ╀うか ╉かうくすなく う 
ゅかぇゃっく うおけくけきうしす くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ ぉぇく
おぇ. ╁ きけきっくすぇ ]すうゅかうち こさっこけょぇゃぇ ゃ 
╉けかせきぉうえしおうは せくうゃっさしうすっす.
╉くうゅぇすぇ っ くぇ ういょぇすっかしすゃけ „╇いすけお-

╆ぇこぇょ”, ちっくぇすぇ え くぇ おくうあくうは こぇいぇさ っ 
33 かっゃぇ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

Оръжието на опълченците “КРНКА”
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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 

╂けすけゃ っ けすつっすなす いぇ ういきうくぇ-
かぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお くぇ けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお  ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. 〈けえ 
とっ しっ けぉしなあょぇ う こさうっきぇ くぇ 
しかっょゃぇとけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇく-
かなお.

¨すつっすなす くぇ 】っさっゃぇ けぉたゃぇ-
とぇ こさぇおすうつっしおう ょゃぇ こっさう-
けょぇ: ょけ ういぉけさぇ え いぇ けぉとっしす-
ゃっく こけしさっょくうお くぇ 30-すう のかう 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ う こっさうけょぇ 
くぇ くっえくぇすぇ こさっょてっしすゃっくうつ-
おぇ ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ. ╉うかうお-
つうっゃぇ ぉっ こなさゃうはす けぉとっしすゃっく 
こけしさっょくうお ゃ うしすけさうはすぇ くぇ 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇ 】っさっゃぇ こけっ 
こけしすぇ しかっょ 10-きっしっつくぇ しぇゅぇ 
こけ ういぉけさぇ くぇ くけゃ けきぉせょしきぇく.

‶さっょぇゃぇくっすけ くぇ こけしすぇ けす 
っょうくうは くぇ ょさせゅうは けぉとっしす-
ゃっく こけしさっょくうお しっ っ けすさぇいう-
かけ, くけ くっ っ ゃないこさっこはすしすゃぇかけ 
こさけちっしぇ こけ くけさきぇかくけすけ こさけ-
すうつぇくっ くぇ ょっえくけしすすぇ くぇ けぉ-
とっしすゃっくうは こけしさっょくうお う こさう-
っきしすゃっくけしすすぇ っ ぉうかぇ ょけぉさぇ, っ 
けしくけゃっく ういゃけょ ゃ ょけおかぇょぇ くぇ 
】っさっゃぇ. 

]かっょ 5 きっしっちぇ くぇ こけしすぇ くけ-
ゃけういぉさぇくうはす きっしすっく けきぉせょ-
しきぇく っ おぇすっゅけさうつっく, つっ 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 
くっ しぇ かうてっくう けす ゃないきけあ-
くけしすすぇ ょぇ こけかいゃぇす けとっ っょうく 
くぇつうく いぇ いぇとうすぇ くぇ すったくうすっ 
こさぇゃぇ う いぇおけくくう うくすっさっしう, 
おぇおゃぇすけ っ うくしすうすせちうはすぇ  くぇ 
けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお, 
こさっょ けさゅぇくうすっ くぇ きっしすくけすけ 
しぇきけせこさぇゃかっくうっ う きっしすくぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは. 

′ぇ 18 しすさぇくうちう 】っさっゃぇ っ 
けこうしぇかぇ こけょさけぉくけ ゃなこさけしう 
う おぇいせしう, こけ おけうすけ ゅさぇあょぇ-
くうすっ くぇえ-つっしすけ しぇ すなさしうかう 
しなょっえしすゃうっ けす こさっょしすぇゃかは-
ゃぇくぇすぇ けす くっは うくしすうすせちうは, 
おぇおすけ う こさけぉかっきうすっ, し おけうすけ 
しっ っ しぉかなしおぇかぇ こさう さってぇゃぇ-
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くっすけ うき. ′ぇ ぉぇいぇ うくすっさっし-
くう おぇいせしう う けこうす くぇ すっさっく 
しぇ こさっこけさなつぇくう ゃいっきぇくっ くぇ 
けすくけてっくうっ けす しすさぇくぇ くぇ けぉ-
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは こけ 
けこさっょっかっく ゃなこさけし うかう しない-
ょぇゃぇくっ くぇ すうこけゃぇ ぉかぇくおぇ, し 
ちっか せかっしくはゃぇくっ くぇ ゅさぇあょぇ-
くうすっ こさう こけかいゃぇくっ くぇ せしかせ-

ゅう けす ょうさっおちうは ╂[┿¨. 

 ′っさってっくうすっ う ゃ こさけちっし くぇ 
さぇいさってぇゃぇくっ しこけさけゃっ しなとけ 
しぇ くぇきっさうかう きはしすけ ゃ ょけおかぇ-
ょぇ. ′ぇょ 200 しぇ ゅさぇあょぇくうすっ, 
こけしっすうかう こさうっきくぇすぇ くぇ けぉ-
とっしすゃっくうは こけしさっょくうお くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお いぇ 2013 ゅけょうくぇ, おぇすけ 
けしくけゃくぇすぇ つぇしす けす すはた しぇ 
すなさしうかう しなょっえしすゃうっ こさう さっ-
てぇゃぇくっ くぇ しけちうぇかくう ゃなこさけ-
しう - けしくけゃくけ いぇ けすこせしおぇくっ 
くぇ さぇいかうつくう ゃうょけゃっ こけきけとう 
うかう いぇこぇいゃぇくっ くぇ ょさせゅう しけ-
ちうぇかくう こさぇゃぇ, おぇすけ こけかいゃぇ-
くっ くぇ しけちうぇかくぇ すさぇこっいぇさうは 
うかう ょけきぇてっく しけちうぇかっく こぇす-
さけくぇあ. 〈させょけゃけ-こさぇゃくう ゃな-
こさけしう けす さぇいかうつくけ っしすっしすゃけ, 
こさっうきせとっしすゃっくけ こさけぉかっきう, 
しゃなさいぇくう し くぇきぇかはゃぇくっ こさけ-

ちっくすぇ くぇ くっすさせょけしこけしけぉくけしす 
こけ 〈╄╊╉, いぇおなしくっくうっ ゃ ういこかぇ-
とぇくっすけ うかう くっういこかぇとぇくっすけ 
くぇ いぇこかぇすう しぇ しさっょ くぇえ-つっしすけ 
こけしすぇゃはくうすっ いぇ しなょっえしすゃうっ う 
さってぇゃぇくっ けす けきぉせょしきぇくぇ ゃな-
こさけしう. 

‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ 

ゃけょっくう 158 こさっこうしおう こけ あぇか-
ぉう くぇ ゅさぇあょぇくう, おぇすけ けぉとうはす 
うき ぉさけえ, いぇっょくけ しなし しうゅくぇかう-
すっ, っ 233, こけょぇょっくう しぇ ょさせゅう 
45 こうしきっくう あぇかぉう. 

╃させゅぇ こけさっょうちぇ ゃなこさけしう, いぇ 
おけうすけ ゅさぇあょぇくうすっ しぇ すなさしうかう 
こけきけとすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ, しぇ 
ゃなこさけしう, おぇしぇっとう っすぇあくぇ-
すぇ しけぉしすゃっくけしす, くっいぇおけくくけすけ 
しすさけうすっかしすゃけ, ぉかぇゅけせしすさけは-
ゃぇくっすけ くぇ せかうちう, せしすさけえしすゃけ-
すけ くぇ すっさうすけさうはすぇ, さぇしすはとうは 
ぉさけえ くぇ きっすぇかくうすっ ゅぇさぇあう う 
くっしなぉうさぇくっすけ くぇ すぇおしう けす すはた, 
おぇおすけ う こさけぉかっきう くぇ ぉかぇゅけせ-
しすさけえしすゃけすけ, けぉさぇいけゃぇくうっすけ う 
おせかすせさぇすぇ. 

′っ しぇ っょうくうつくう しかせつぇうすっ くぇ 
あぇかゃぇとう しっ けす ′┿‶ いぇ くぇつう-

しかはゃぇくっすけ くぇ  すぇおしぇ „しきっす” 
けす さぇえけくう ぉっい けさゅぇくういうさぇくけ 
しきっすけういゃけいゃぇくっ. 

]こっちうぇかくけ きはしすけ ゃ こさう-
っきくぇすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ いぇっ-
きぇす あぇかぉうすっ しさっとせ きけぉうか-
くう けこっさぇすけさう こけ けすくけてっくうっ 
すなさしっくっすけ くぇ くっこけょけいうさぇとう 
けす ゅさぇあょぇくうすっ いぇょなかあっくうは, 
ういおせこっくう し ょけゅけゃけさう くぇ ちっ-
しうは けす そうさきう, おぇおすけ う けす こけ-
しっとっくうはすぇ こけ すけいう こけゃけょ くぇ 
しすさぇくくう おせさうっさう こけ ょけきけゃっ-
すっ. 

‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ こさけきっくっくけ-
すけ こさうっきくけ ゃさっきっ くぇ けぉとっしす-
ゃっくうは こけしさっょくうお いぇ ゅさぇあょぇ-
くうすっ, っ ょぇょっくぇ ゃないきけあくけしす 
くけゃう 18 おぇいせしぇ  ょぇ くぇきっさはす 
しゃけっすけ さぇいさってっくうっ. ‶け うくう-
ちうぇすうゃぇ くぇ ╂うくおぇ 】っさっゃぇ 
こさうっきくけすけ ゃさっきっ いぇ ゅさぇあ-
ょぇくう こさっい しっょきうちぇすぇ ゃぇさうさぇ 
ゃ つぇしけゃっすっ けす 9 ょけ 18 つぇしぇ, 
さぇいかうつくけ いぇ ゃしっおう ょっかくう-
つっく ょっく, ょぇゃぇとけ ゃないきけあくけしす 
さぇぉけすっとうすっ し さぇいかうつくけ けす 
しすぇくょぇさすくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ 
しなとけ ょぇ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ 
こけしっすはす こさうっきくぇすぇ くぇ けきぉせょ-
しきぇくぇ. 

]さっょ こけ-うくすっさっしくうすっ おぇいせ-
しう, いぇ おけうすけ っ すなさしっくけ しな-
ょっえしすゃうっ けす けきぉせょしきぇくぇ,  っ 
すなさしっくっ くぇ こさけすっおちうう いぇ いぇ-
こけつゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっ-
くぇか”, こさっょゃうょ そぇおすぇ, つっ ╂うく-
おぇ 】っさっゃぇ っ こさっょしすぇゃうすっか 
くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 

╁ ょけおかぇょぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお しぇ こけしけつっくう う 
10-すっ くっこさうおかのつうかう しこけさくう 
こさっこうしおう う おぇいせしう, こけ おけうすけ 
っ すなさしっくぇ いぇ しなょっえしすゃうっ. 〈っ 
しぇ しゃなさいぇくう  し  こさけぉかっきう くぇ 
っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, けぉかぇ-
ゅけさけょはゃぇくっ くぇ きっあょせぉかけおけ-
ゃけ こさけしすさぇくしすゃけ, こさけきはくぇ くぇ 
きぇさてさせす くぇ ゅさぇょしおぇ ぇゃすけぉせし-
くぇ かうくうは わ12, ういょぇゃぇくっ くぇ 
かうつくう ょけおせきっくすう, こさけぉかっきう 

し ╁う╉. 

‶さっょこさうっきぇくっ くぇ ょっえしすゃうは 
こけ ういょぇゃっくけすけ くぇ ぇおすけゃっ いぇ 
さぇあょぇくっ くぇ 3 ょっちぇ けす さけきしおう 
こさけういたけょ, さけょっくう ゃ ╂なさちうは, し 
ちっか せさっあょぇくっ くぇ すったくうは こけ-
くぇすぇすなてっく しすぇすせす う ゃないきけあ-
くけしす いぇ こけかいゃぇくっ くぇ いょさぇゃくぇ 
こけきけと, しないょぇゃぇくっ くぇ こさぇゃくぇ 
おかうくうおぇ  いぇ ぉっいこかぇすくう こさぇゃ-
くう おけくしせかすぇちうう くぇ ゅさぇあょぇくう 
けす さうしおけゃう ゅさせこう, さぇぉけすくう 
しさっとう し ょうさっおすけさう くぇ さぇい-
かうつくう うくしすうすせちうう, さぇいはしくう-
すっかくけ うくそけさきぇちうけくくぇ おぇき-
こぇくうは „‶なさゃぇ かうつくぇ おぇさすぇ” ゃ 
せつうかうとぇすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ,  うい-
くっしっくう こさうっきくう ゃ しっかぇすぇ ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こさっょこさう-
っきぇくっ くぇ ょっえしすゃうは いぇ ゃない-
しすぇくけゃはゃぇくっ くぇ つかっくしすゃけすけ 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ ]ょさせ-
あっくうっすけ くぇ きっしすくうすっ けぉとっしす-
ゃっくう こけしさっょくうちう しぇ つぇしす けす 
こさっょこさうっすうすっ ょっえしすゃうは う 
うくうちうぇすうゃう くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ いぇ 
5-すっ きっしっちぇ けす くっえくぇすぇ さぇぉけ-
すぇ. 

╆ぇ ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ けす 
ゅかぇしせゃぇくうは けす ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす ぉのょあっす くぇ うくしすうすせちう-
はすぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 29 たうかはょう 
かっゃぇ しぇ  せしゃけっくう 20 たうかはょう 
483 かっゃぇ 64 しすけすうくおう. [っぇ-
かういうさぇくう しぇ ぉのょあっすくう うおけ-
くけきうう ゃ さぇいきっさ くぇ 8 たうかはょう  
516  かっゃぇ う 36 しすけすうくおう. 

╁ ょけおかぇょぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ しぇ 
くぇこさぇゃっくう う くはおけう こさっこけさな-
おう. ╄ょくぇ けす すはた っ おなき きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす - いぇ すなさしっくっ くぇ 
ゃぇさうぇくす いぇ くぇいくぇつぇゃぇくっ つさっい 
さぇいかうつくう こさけゅさぇきう けす ╀のさけ-
すけ こけ すさせょぇ くぇ すったくうつっしおう 
しっおさっすぇさ, ょけさう くぇ 4-つぇしけゃ 
さぇぉけすっく ょっく, し けゅかっょ こけょこけ-
きぇゅぇくっ すったくうつっしおぇすぇ さぇぉけすぇ 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ. 

 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ 
- ‶さっょしすぇゃうすっかはす 
くぇ “Експерти за 
Казанлък” う うい-
こなかくうすっかっく ょうさっお-
すけさ くぇ “╉さっきけくぇ-
╀なかゅぇさうは” ゃさなつう 
くぇゅさぇょう くぇ すぇかぇくす-
かうゃう きかぇょう たせょけあ-
くうちう けす さぇいかうつくう 
ゅさぇょけゃっ くぇ しすさぇ-
くぇすぇ, せつぇしすくうちう ゃ 
′ぇちうけくぇかくうは おけく-
おせさし“ ′ぇしかっょくうちう 
くぇ ╃っつおけ 〉いせくけゃ”.  
]すぇすうゃう う こさっ-

ょきっすくう くぇゅさぇょう 
ぉはたぇ こけょぇさなちうすっ, 
おけうすけ そうさきぇすぇ, さな-
おけゃけょっくぇ けす ╂ぇきけ-
ゃぇ, けしうゅせさう いぇ くぇ-
ゅさぇょっくうすっ. 
〈けゃぇ くっ っ こなさゃうはす 

すぇおなゃ あっしす, こさぇゃっく 
けす ╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ, 

Та ти си още в началото на Пътя, момче!
Когато морето вече не е до колене, но има още 

толкова  морета непреплувани.
Когато плановете и мечтите са още толкова много, 

че кипиш от енергия и хъс да ги осъществиш…, 
защото на хоризонта се задават и други.

Когато приятелите и съратниците са достатъчни, 
за да имаш куража да продължиш напред…

в битки и в победи…
И когато наздравиците са в пъти повече от 

поводите да споменеш...
И когато всичко хубаво ти предстои…

С искрена радост, макар и със закъснение, честит 
юбилей, колега и  съратник по кауза! 

Приятелю,  
желая ти здрав гръб, за да браним заедно правата 
и достойния труд  на тези, които ни се довериха, 

защото само сплотени  можем да постигнем това, 
което е добро за повече хора.

Да ти се множат все така ведро и леко годините, 
хаирът и радостите в него.

Здрав, обичан и щастлив!
Поне още толкова! 

Честити твои прекрасни 50 години!
  

 Атанас Бозов, председател СК на КНСБ „Арсенал”

‶ぇきっすくぇ こかけつぇ „[せしおけ ゃけっくくけ ゅさけぉうとっ“ おさぇえ 》さぇき-こぇきっすくうお „[けあ
ょっしすゃけ 》さうしすけゃけ” おさぇえ 【うこおぇ ぉっ けすおさうすぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ くぇちうけ

くぇかくうは こさぇいくうお くぇ しすさぇくぇすぇ - 3-すう きぇさす. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ こけしすぇゃはくっすけ 
え っ くぇ おけきうすっす „【うこおぇ“. 『っかすぇ っ し すけいう あっしす ょぇ しっ こけしすぇゃう くぇつぇかけすけ 
いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ させしおけすけ ゅさけぉうとっ くぇょ こぇきっすくうおぇ. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ ぉっ 
かうつくけ せゃぇあっくぇ う こけょおさっこっくぇ けす ]っさゅっえ ′うおけかぇっゃうつ ╉せょさうく - こさっいうょっくす 
くぇ 《けくょ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ ょっかけゃうすっ う おせかすせさくうすっ ゃさないおう „╁きっしすっ“.

╉ぇいぇくかなお しすぇくぇ ょけ
きぇおうく くぇ しゃっすけゃ

くぇすぇ こさっょこさっきうっさぇ くぇ 
けさうゅうくぇかくぇ すさぇくしおさう
こちうは くぇ „╂けょうてくうすっ 
ゃさっきっくぇ“ くぇ ┿くすけくうけ 
╁うゃぇかょう いぇ ゃうけかけくつっかけ 
う おぇきっさっく けさおっしすなさ.
„╇しすけさうつっしおぇすぇ きせ

いうおぇかくぇ つっしす” しこけたけょう 
ゅさぇょぇ くう ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ ういゃっしすくうは くぇて しな
ゅさぇあょぇくうく - ちうゅせかぇさはす 
╃ぇくうっか 〈さうくゅけゃ. ] くっ
ゅけゃけ しなょっえしすゃうっ う こけ
おぇくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゅけしすせ

╃くっゃっく ちっくすなさ いぇ きかぇ
ょっあう し せゃさっあょぇくうは とっ 

いぇさぇぉけすう ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ おさぇは 
くぇ きぇさす. 〈けゃぇ しなけぉとう ╁っし
おぇ ╋ぇさぇょあうっゃぇ, ょうさっおすけさ 
くぇ  『っくすなさぇ いぇ ょっちぇ し せゃ
さっあょぇくうは.
╇いゅさぇあょぇくっすけ くぇ 『っくすなさぇ 

っ こけ こさけっおす くぇ ┿きっさうおぇく
しおけすけ こけしけかしすゃけ,  しこっつっかっく 
けす そけくょぇちうは „]うえょなさ” くぇ 
しすけえくけしす 130 たうかはょう ょけ
かぇさぇ. ╂けょうてくぇすぇ ういょさなあ
おぇ くぇ ちっくすなさぇ いぇ きかぇょっあう 
とっ しすさせゃぇ けおけかけ 90 たうかは

╉ぇいぇくかなつぇくおぇすぇ ╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ っ くけゃうはす ょうさっお
すけさ くぇ [っゅうけくぇかくうは うくしこっおすけさぇす こけ けぉさぇいけゃぇくうっ 

- ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╃け きけきっくすぇ ]うきっけくけゃぇ ぉっ いぇきっしすくうお-
ょうさっおすけさ くぇ ¨〉 „╉せかぇすぇ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇゃなさてうかぇ っ ゃう
してっ けぉさぇいけゃぇくうっ こけ うしすけさうは, ぇくゅかうえしおう う こせぉかうつくぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは. 〈は っ う けぉとうくしおう しなゃっすくうお ゃ ╉ぇいぇくかなお 
けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╀]‶. ╁ ¨ぉ]-╉ぇいぇくかなお っ いぇきっしすくうお-こさっょ
しっょぇすっか くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ けぉさぇいけゃぇくうっ, きかぇょっあおう ょっえ
くけしすう, しこけさす う すせさういなき う つかっく くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ おせか
すせさぇ, うくそけさきぇちうけくくう しさっょしすゃぇ う ゃっさけういこけゃっょぇくうは. 

╂けすけゃぇ っ こさけゅさぇきぇすぇ いぇ こさっょゃぇさうすっかくう
すっ ういこうすう いぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ╁〉╆-けゃっ. 』ぇしす 

けす すはた しっ こさけゃっあょぇす くぇ きはしすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ ょくうすっ, すぇおしうすっ う 
ゃしうつおけ, しなけぉさぇいっくけ し おぇくょうょぇす-しすせょっくす
しおぇすぇ おぇきこぇくうは こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, きけあっすっ 
ょぇ くぇせつうすっ ゃ 『っくすなさぇ  いぇ おぇくょうょぇすしすせょっくす
しおぇ こけょゅけすけゃおぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 》╂ „]ゃ. しゃ. 
╉うさうか う ╋っすけょうえ”. ‶け すさぇょうちうは, こさっょゃぇ
さうすっかくうはす こさうっきっく ういこうす いぇ 〈ったくうつっしおうは 
せくうゃっさしうすっす  ゃ ]けそうは しなとけ しっ こさけゃっあょぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 〈けえ とっ っ くぇ 12-すう ぇこさうか ゃ ╉ぇ
いぇくかなお けす 9 つぇしぇ. ╇いこうすなす っ すっしす こけ きぇすっ
きぇすうおぇ. ‶さっょゃぇさうすっかくうすっ ういこうすう いぇ こさうっき 
ゃ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ╂ぇぉさけゃけ しぇ くぇ 
29-すう きぇさす う 26-すう ぇこさうか し くぇつぇかけ 8 つぇしぇ. 
′ぇえ-ぉかういおうはす ゅさぇょ, けしゃっく ╂ぇぉさけゃけ, ゃ おけえすけ 
すけいう ういこうす きけあっ ょぇ ぉなょっ こけかけあっく, っ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ こさっょゃぇさう

 きかく. 372 たうか. 302 かゃ. っ すぇいゅけょうてくうはす ぉのょあっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
こさうっす くぇ ゃすけさけ つっすっくっ. ]なゃっすくうちうすっ ゅけ こさうったぇ ぉっい ょっぉぇすう う し かっおう おけさっ
おちうう ゃ さぇいたけょくぇすぇ つぇしす. ′ぇ いぇしっょぇくうっすけ しう すっ さってうたぇ ょぇ ぉなょっ けすょぇょっく  
こけょ くぇっき つさっい おけくおせさし いぇ 10 ゅけょうくう けぉとうくしおう すっさっく ゃ ぉかういけしす ょけ ╃╉『- 
‶けかうおかうくうおぇ う こぇさお „[けいぇさうせき” いぇ いぇゃっょっくうっ いぇ けぉとっしすゃっくけ たさぇくっくっ こさう 
くぇつぇかっく きっしっつっく くぇっき けす 5400 かっゃぇ う いぇょなかあっくうっ くぇ ぉなょっとうは くぇっきぇすっか ょぇ 
ういゃなさてう ぉかぇゅけせしすさけえしすゃっくう きっさけこさうはすうは くぇ くっ こけ-きぇかおけ けす 100 おゃ. きっすさぇ. 
¨ぉかぇゅけさけょうすっかくうすっ ょっえくけしすう すさはぉゃぇ ょぇ しぇ ゃ せくうしけく し ちはかけしすくうは こさけっおす う 
ゃういうは くぇ こなかくぇすぇ さっおけくしすさせおちうは くぇ こぇさお „[けいぇさうせき”, おけはすけ しすぇさすうさぇ すけいう 
きっしっち う すさはぉゃぇ ょぇ こさうおかのつう ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ. 

╆ぇこけつくぇ ういこなかくっ
くうっすけ くぇ うくあっくっ

さうくゅけゃうすっ ょっえくけしすう 
こけ くぇえ-きぇとぇぉくうは ょけ 
すけいう きけきっくす こさけっおす 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
- “╇くすっゅさうさぇく ゃけょっく 
こさけっおす. ╄すぇこ 2: [っ
おけくしすさせおちうは う きけょっさ
くういぇちうは くぇ ╂‶]¨╁ - 
╉ぇいぇくかなお“. ‶さけっおすなす っ 
くぇ しすけえくけしす ぉかういけ 23 
きかく. かゃ. う しっ そうくぇく
しうさぇ けす ╉けたっいうけくくうは 
そけくょ  くぇ ╄ゃさけこっえしおうは 

]すさせおすせさぇ くぇ こけかうすうつっしおぇ こぇさすうは „╀なかゅぇさうは ぉっい ちっくいせ
さぇ” ぉっ せつさっょっくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╃っしっすおう きかぇょう たけさぇ こさう

しなしすゃぇたぇ くぇ せつさっょうすっかくけすけ しなぉさぇくうっ くぇ そけさきぇちうはすぇ, おぇすけ 
っょうくけょせてくけ いぇ きっしすっく こさっょしっょぇすっか ぉっ ういぉさぇく 39-ゅけょうてくうはす 
うおけくけきうしす ╂ぇかうく ┿くょけくけゃ ╂っけさゅうっゃ. ╂っけさゅうっゃ さぇぉけすう ゃ „┿さ
しっくぇか” う っ けぉとうくしおう しなゃっすくうお. ‶なさゃけくぇつぇかくけ ぉっ ういぉさぇく し 
かうしすぇすぇ くぇ ′╃]╁, くけ けす ょっおっきゃさう きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ けぉはゃう くぇ
きっさっくうはすぇ しう ょぇ こさっょしすぇゃかはゃぇ ‶‶ „╀なかゅぇさうは ぉっい ちっくいせさぇ”. 

′ぇ 9-すう きぇえ /こっすなお/ とっ ぉなょっ ういぉさぇくぇ 
すぇいゅけょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ. ‶さけゅさぇ

きぇすぇ いぇ 111-は ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ っ こせぉ
かうおせゃぇくぇ ゃ けそうちうぇかくうは しぇえす くぇ ̈ ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. ╉けくおせさしなす いぇ ういぉけさ くぇ 46-すぇ 
おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ とっ っ ゃ ╃╉ „┿さしっ
くぇか”.
╋ぇかおぇすぇ ちぇさうちぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお こけ すさぇょう

ちうは とっ しっ ういぉうさぇ くぇ 1-ゃう のくう し こうとくけ 

‶さけゅさぇきぇ いぇ つっしすゃぇくっ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは こさぇいくうお くぇ [っこせぉかうおぇ 
╀なかゅぇさうは – 3 きぇさす

ゃうょっく つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ. 
╁っつっ 25 ゅけょうくう こさけょなかあぇゃぇ しなすさせょくうつっしすゃけすけ くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは こけ こかぇし-

すうつくう ういおせしすゃぇ う ょういぇえく “┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお し そうさきぇ“ ╉さっきけくぇ-╀なかゅぇ-
さうは” ゃ けぉせつっくうっすけ くぇ きかぇょう かのすうっさう. ¨す しゃけは しすさぇくぇ こさっょこさうはすうっすけ けしうゅせさはゃぇ すっさっく 
いぇ こさけゃっあょぇくっ くぇ せつっぉくぇすぇ こさぇおすうおぇ くぇ ぉなょっとうすっ きぇえしすけさう くぇ しすさせくくう う とさぇえたけゃう 
うくしすさせきっくすう.  
‶さっい くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ さなおけゃけょっくけすけ けす ╂ぇきけゃぇ, おけはすけ っ ぉうゃて おぇょなさ くぇ “┿さしっくぇか”, 

こさっょこさうはすうっ くぇゃなさてゃぇ 90 ゅけょうくう. 

ゃぇ ╉ぇきっさくうはす しなしすぇゃ くぇ „]けそうえしおう しけかうしすう” くぇつっかけ し ょうさうゅっくすぇ ‶かぇきっく 
╃あせさけゃ. ‶さけょなかあうかうはす こけゃっつっ けす 2 つぇしぇ おけくちっさす けしすぇゃう ぉっい ょなた こせぉかう
おぇすぇ, おけはすけ しっ さぇょゃぇてっ くっ しぇきけ くぇ ゃうさすせけいくけすけ ちうゅせかおけゃけ ういこなかくっくうっ 
くぇ ╃ぇくうっか, ぇ う くぇ ういはとくぇすぇ う すぇかぇくすかうゃぇ ]うそっえ 〉っく う くぇ こさういくぇすけすけ 
きぇえしすけさしすゃけ くぇ „]けそうえしおう しけかうしすう“. 
╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こさけゃっょっ しこっちうぇかくぇ しさっ

とぇ し すぇかぇくすかうゃうは おぇいぇくかなておう ちうゅせかぇさ. ╃ゃぇきぇすぇ けぉしなょうたぇ ゃないきけあくけしす
うすっ ╃ぇくうっか 〈さうくゅけゃ ょぇ けしなとっしすゃはゃぇ う ょさせゅう しゃけう こさけっおすう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
‶さっきうっさぇすぇ くぇ „╂けょうてくう ゃさっきっくぇ“ くぇ ┿くすけくうけ ╁うゃぇかょう いぇ ゃうけかけくつっかけ う 
おぇきっさっく けさおっしすなさ っ ゃ おさぇは くぇ き. ぇこさうか ゃ いぇかぇ „╀なかゅぇさうは“.

ょう かっゃぇ. ╁ くっゅけ ゃないきけあくけしす いぇ こさっょけしすぇゃはくっ くぇ おけきこかっおしくう しけちうぇかくう, 
いょさぇゃくう, けぉさぇいけゃぇすっかくう, さったぇぉうかうすぇちうけくくう う しけちうぇかくう せきっくうは う いくぇ
くうは とっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇゃぇす 15 きかぇょっあう くぇょ 18-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. 
╃け きけきっくすぇ 12 しっきっえしすゃぇ くぇ すぇおうゃぇ きかぇょっあう ゃっつっ しぇ いぇはゃうかう あっかぇくうっ 

ょぇ こけかいゃぇす せしかせゅうすっ くぇ しこっちうぇかういうさぇくうは ちっくすなさ. 84 しぇ きかぇょっあうすっ くぇょ 
18 ゅけょうくう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお し さぇいかうつくう せゃさっあょぇくうは う すっあおう たさけくうつくう 
いぇぉけかはゃぇくうは, くせあょぇっとう しっ けす っあっょくっゃくう さったぇぉうかうすぇちうけくくう ゅさうあう. 

]うきっけくけゃぇ っ う いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっか くぇ しょさせあっくうっ  „[せしけそうかう” ゃ 
╉ぇいぇくかなお.

すっかくうすっ ういこうすう う こさうっきぇ くぇ ょけおせきっくすう,  すぇおしう う しさけおけゃっ しっ ょぇゃぇ ゃ 
『っくすなさぇ いぇ おぇくょうょぇすしすせょっくすしおぇ こけょゅけすけゃおぇ う うくそけさきぇちうは  ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
おけえすけ しっ くぇきうさぇ ゃ  しゅさぇょぇすぇ くぇ 》╂ „]ゃ. しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ” うかう  くぇ 
すっかっそけくう: 0431/6 25 67 う 0878 7992 97 う 0898 309 636

〈さっすう きぇさす 2014 ゅ.
9.30 つぇしぇ, こか. ]っゃすけこけかうし”, 

╉ぇいぇくかなお
〈なさあっしすゃっく ゃけょけしゃっす いぇ 

ぉかぇゅけょっくしすゃうっすけ  くぇ ぉなかゅぇさ
しおうは くぇさけょ
[うすせぇか こけ ういょうゅぇくっ くぇ くぇ

ちうけくぇかくけすけ いくぇきっ
 
11.30 つぇしぇ, こかけとぇょぇ ゃ こけょ

くけあうっすけ くぇ  ゃさ. 【うこおぇ (こかけ
とぇょぇ こさっょう しすなかぉうすっ おなき 
ゃなさたぇ)

〈なさあっしすゃっく きうすうくゅ こけ こけゃけょ ′ぇちうけくぇかくうは こさぇいくうお くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは
 
12.30 つぇしぇ, ゃさ. 【うこおぇ
‶けおかけくっくうっ こさっょ  ‶ぇきっすくうおぇ くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ
‶けょくぇしはくっ くぇ ゃっくちう う ちゃっすは
 
〈さなゅゃぇくっ  くぇ ぇゃすけぉせしうすっ いぇ ゃさ. 【うこおぇ けす 09.00 つ. こさっょ たけすっか „╉ぇいぇくかなお”
『っくぇ くぇ こさっゃけいぇ – 4.50 かゃ. ゃ ょゃっすっ こけしけおう.
『っくぇ くぇ こさっゃけいぇ ゃ っょくぇすぇ こけしけおぇ – 3.00 かゃ.

てけせ くぇ こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし”. [うすせぇかうすっ „[けいけぉっさ” いぇこけつゃぇす けす 24-すう きぇえ 
う とっ こさけょなかあぇす ょけ 8-きう のくう, おけゅぇすけ とっ っ う おせかきうくぇちうはすぇ くぇ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ し おぇさくぇゃぇかくけすけ てっしすゃうっ こけ おぇいぇくかなておうすっ せかうちう. ╁ さぇきおう
すっ くぇ こさぇいくうつくうすっ ょくう しぇ こさっょゃうょっくう うくすっさっしくう しなぉうすうは, ぇさす ぉぇいぇさう う 
おけくちっさすう くぇ ╈けさょぇくおぇ 》さうしすけゃぇ, ′うおけかうくぇ 』ぇおなさょなおけゃぇ う そけかおかけさくう 
ういこなかくうすっかう けす しすさぇくぇすぇ う  こけぉさぇすうきっくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお ゅさぇょけゃっ. 

しなのい う けす 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 つさっい Oこっさぇすうゃくぇ こさけ
ゅさぇきぇ „¨おけかくぇ しさっょぇ 2007-2013 ゅ. 
[っおけくしすさせおちうはすぇ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ こさっつうしすゃぇすっかくぇ しすぇくちうは っ けす ゃぇあくけ いくぇつっ

くうっ いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす う いぇ こけゃうてぇゃぇ
くっ おぇつっしすゃけすけ くぇ ╁う╉-せしかせゅうすっ ゃ けぉとうくぇすぇ. ¨ぉっおすなす とっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす 
いぇ さっぇかういぇちうは くぇ ╁う╉-こさけっおすう, こけいゃけかはゃぇとう ゃおかのつゃぇくっすけ う くぇ けすこぇょくうすっ 
ゃけょう けす くぇしっかっくうすっ きっしすぇ 【うこおぇ, 【っえくけゃけ, ╉さなく, ╄くうくぇ, ╉けこさうくおぇ, おぇいぇ ゃ 
しかけゃけすけ しう こさう けそうちうぇかくうは しすぇさす くぇ うくあっくっさうくゅけゃうすっ ょっえくけしすう おきっすなす くぇ 
けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
‶さけっおすうさぇくぇ こさっい 80-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお う けすおさうすぇ こさっい 2000 ゅ., くぇ 

こさぇおすうおぇ ょくっし こさっつうしすゃぇすっかくぇすぇ しすぇくちうは っ し けぉけさせょゃぇくっ きけさぇかくけ けしすぇさは
かけ. ]かっょ きけょっさくういうさぇくっすけ え っそっおすなす とっ しっ こけつせゃしすゃぇ けしっいぇっきけ, けしけぉっくけ いぇ 
あうすっかうすっ くぇ し. ̈ ゃけとくうお. ] くけゃうは こさけっおす いぇ さっおけくしすさせおちうは う きけょっさくういぇちうは 
くぇ ╂‶]¨╁ とっ ぉなょぇす けすしすさぇくっくう ぉうけゅっくくうすっ っかっきっくすう ぇいけす う そけしそけさ, とっ しっ 
くぇきぇかう っくっさゅけっきおけしすすぇ くぇ ちはかぇすぇ しすぇくちうは, とっ しっ ゃなゃっょっ きくけゅけ こけ-ょけぉさぇ 
ぇゃすけきぇすういぇちうは くぇ こさけちっしうすっ う とっ しっ くぇこさぇゃう すさっすうさぇくっ くぇ せすぇえおうすっ くぇ 
けすこぇょくうすっ ゃけょう.

Честитка!
Юбилей на Любомир Лалев

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

На 10-ти февруари лидерът на КТ „Подкрепа” в „Арсенал” 

Любомир Лалев  преполови века!

Честита 50-та годишнина, Любо! Годините да  си минават -  
приятелите да се увеличават! 

Здравето, истинското щастие, уважението и обичта към теб 
да не те напускат! 

С пожелания още 50 години да се усмихваш и наслаждаваш на 
малките, но значими неща от живота!

Изпълнителен съвет на ФСО на КТ „Подкрепа” – „Арсенал” АД

Юбилей!

50 ╈《╉¨〉¨ 【╊｠〉《]《╈¨ぁ╊〉 《【╉╊]...

╅『』╊〉╅]』[《 』╊〈╊‶』【╇《 》『╊』】[╇╅ 
〈╅『【╊〉¨を¨ 』 〈╅‶』【《『]ぇ[

╋うか しこけきっく けす のぉうかっえくぇすぇ しさっとぇ いぇ ゃしうつおう こさうしなしすゃぇとう ぉっ こけょゅけすゃうか  
‶っすなさ ╃ぇきはくけゃ, ぉうゃて しかせあうすっか ゃ けすょっかぇ, おけえすけ いぇ ゃすけさう こなす ういさぇぉけすゃぇ 
しこっちうぇかくう のぉうかっえくう いくぇつおう いぇ しゃけうすっ おけかっゅう. ╃ぇきはくけゃ っ つぇしす けす おけかっおすう- 』っさゃっくけ-ぉはかぇすぇ てぇさっくうは くぇ ちっくすさぇかくうは ゅさぇょしおう こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし“ 

ゃ けつぇおゃぇくっ くぇ ╀ぇぉぇ ╋ぇさすぇ すぇいう ゅけょうくぇ しっょきうちう こけ-さぇくけ いぇかは ╉ぇいぇく-
かなお し こさっょこさぇいくうつくけ くぇしすけさっくうっ. ╃っしっすおう しっきっえしすゃぇ ういこさけぉゃぇす しさなつくけ-
しすう う ゃおせし ゃ ういこかうすぇくっすけ くぇ しすけすうちう きけょっかう きぇさすっくうつおう, おけうすけ せすさっ とっ 
ゅさっえくぇす こけ さっゃっさう, ょぇきしおう おうすおう, ょっおけかすっすぇ, てぇかけゃっ う ょけさう すぇき, おなょっすけ 
しなゃしっき くっ けつぇおゃぇて, いぇとけすけ すさぇょうちうはすぇ ょぇ おうつうき つっさゃっくけ-ぉはか せしせおぇく  おけ-
くっち いぇ いょさぇゃっ けす ゅけょうくう ゃっつっ しっ っ こさっゃなさくぇかぇ ゃ きけょくぇ くぇょこさっゃぇさぇ いぇ ぇゃ-
すけさう う おせこせゃぇつう. ╄ょくけ けす すっいう ょっしっすおう しっきっえしすゃぇ, さぇいこなくぇかけ しすうかっく とぇくょ 
し きぇさすっくうつおう ゃしはおぇおなゃ おぇかうぉなさ, っ う ぇさしっくぇかしおけすけ しっきっえしすゃけ くぇ ]すっそぇく 
》さうしすけゃ けす ╆ぇゃけょ 6. „╂けかっきうはす きぇえしすけさ くぇ きぇさすっくうつおうすっ せ ょけきぇ っ しなこさせゅぇ-
すぇ ╁ぇくは...“, ういょぇゃぇ ぇさしっくぇかっちなす すぇえくぇすぇ くぇ つっさゃっくけ-ぉはかぇすぇ おさぇしけすぇ, おさぇえ 
おけはすけ しっ しこうさぇす しすけすうちう おぇいぇくかなつぇくう. ╁ぇくは しなとけ うきぇ ぇさしっくぇかしおけ こけすっおかけ, 

さぇぉけすうかぇ っ ゃ ╆ぇゃけょ 1. ╁ ╆ぇゃけょ 1 さぇぉけすう う しうくなす ╇ゃぇく. 〈けえ しなとけ こけきぇゅぇ ゃ 
ょっあせさしすゃぇすぇ こさっょ とぇくょぇ し きぇさすっくうつおう, おぇおすけ こけきぇゅぇ う ゃくせつおぇすぇ ]すっそぇ-
くうは. ╁ぇくは っ くぇせつうかぇ こかっすっくっすけ くぇ きぇさすっくうつおう けす しゃけはすぇ きぇえおぇ – しなとけ ぇさ-
しっくぇかしおう おぇょなさ – ╉さなしすうくぇ ╉ぇつっゃぇ. ]ゃっおなさゃぇすぇ しなとけ こけきぇゅぇ. ′っうく こぇすっくす 
しぇ つっさゃっくけ-ぉっかうすっ さなつくけ ういこかっすっくう おけてくうつおう. ′ぇ とぇくょぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ 
しぇ こけょさっょっくう う ぉっぉっておう すけこかうくおう ゃ つっさゃっくけ う ぉはかけ. 『はかけすけ しっきっえしすゃけ しっ 
っ いぇこぇかうかけ けす ゅけょうくう こけ ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ きぇさすっくうつおう. ╆ぇこけつゃぇ しっ けとっ 
こさっい かはすけすけ, くっ おさうっ きぇえしすけさおぇすぇ ╁ぇくは. ╆ぇっょくけ しなし ]すっそぇく, おけえすけ こけかい-
ゃぇ けすこせしお いぇさぇょう きぇさすっくしおぇすぇ おぇきこぇくうは, こけしさっとぇす う ういこさぇとぇす し せしきうゃおぇ 
たけさぇすぇ こさっょ しすっかぇあうすっ. ′ぇえ-くぇこさっょ しっ おせこせゃぇす きぇさすっくうつおう いぇ つせあぉうくぇ 
う いぇすけゃぇ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ういかういぇきっ こけ-さぇくけ くぇ こかけとぇょぇ, けぉはしくはゃぇ 
╁ぇくは. ╋ぇさすっくうつおう, ういさぇぉけすっくう けす しっきっえしすゃけすけ, おけっすけ あうゃっっ ゃ ╄くうくぇ, ゃっつっ 
こなすせゃぇす いぇ ╊けくょけく, ╇すぇかうは, ╋けしおゃぇ, ╂なさちうは..., ょけさう – いぇ ╀ぇたさっえく! „╉ぇおすけ 
う ぉなかゅぇさうすっ, すぇおぇ う きぇさすっくうつおうすっ ゃっつっ しぇ こけ ちっかうは しゃはす“, さぇいしなあょぇゃぇ くぇ 
ゅかぇし ╁ぇくは. 〈は きうしかう きけょっかうすっ しう しぇきぇ -  きぇかおけ こけ きぇかおけ, ぉぇゃくけ, し きっさぇお 
う そぇくすぇいうは. ╇ し こけきけとすぇ くぇ ょさせゅうすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ. ′ぇえ-きくけゅけ しっ おせこせゃぇす 
さなつくけ ういさぇぉけすっくうすっ きぇさすっくうつおう, さぇいぉさぇかぇ っ ╁ぇくは ゃ ゅけょうくうすっ, けすおぇおすけ うい-
かういぇ くぇ ぉぇいぇさぇ いぇ きぇさすっくうつおう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′っえくうすっ ゅけかっきう ‶うあけ う ‶っくょぇ, 
し おけうすけ たけさぇすぇ しう せおさぇしはゃぇす ょけきけゃっすっ う けそうしうすっ, しゃなさてゃぇす しゃっすおぇゃうつくけ. 
〈なさしはす しっ きくけゅけ ょゃけえおうすっ, ういさぇぉけすっくう けす こさぇくぇ っしすっしすゃっくぇ ゃなかくぇ. ╉せこせ-
ゃぇす しっ う きぇさすっくうつおう けす せしせおぇく ういおせしすゃっく ゃなかくっく おけくっち, きぇえしすけさしおう ゃこかっ-
すっく ゃ おけしすのきうすっ くぇ ‶っくょぇ, くぇおうつっくぇ し ぇかっくぇ こさっしすうかおぇ おぇすけ いぇ こさぇいくうつくけ 
たけさけ くぇ きっゅょぇくぇ ゃ っこけたぇすぇ くぇ さけょくうは こぇすさうぇさたぇす. 
╉うすぇえしおうすっ きぇさすっくうつおう しなとけ しう うきぇす こけつうすぇすっかう, けぉはしくはゃぇ ╁ぇくは. 〈っ しっ 

すなさしはす くぇえ-ゃっつっ けす ょっちぇすぇ, いぇとけすけ しぇ し けぉさぇいうすっ くぇ うきっくうすう そうかきけゃう 
う ぇくうきぇちうけくくう ゅっさけう. ]こぇえょなさきっく, ╃けさぇ – ういしかっょけゃぇすっかおぇすぇ, ╀ぇすきぇく... 
こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しぇ かのぉうきう くぇ くぇえ-きぇかおうすっ. „]ゃっすっとうすっ  きぇさすっくうつおう けす 
くぇてっすけ ょっすしすゃけ しぇ うしすけさうは“, さぇいおさうゃぇす ]すっそぇく う ╁ぇくは – しっゅぇてくうすっ „しゃっすっ-
とう“ ゃっつっ くっ しぇ すけゃぇ, おけっすけ いくぇはす ょくってくうすっ ぉぇぉう う ょはょけゃちう けす くっゃさなしすくうすっ 
しう ゅけょうくう. „╇きぇ きぇさすっくうつおう し ぉぇすっさうう, し ょうけょくう かぇきこう...“, こさっい せしきうゃおぇ 
おけきっくすうさぇ すったくうつぇさはす けす ╆ぇゃけょ 6 – ]すっそぇく.
]っきっえしすゃけすけ くっ おさうっ, つっ さぇょけしすすぇ けす ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ きぇさすっくうつおうすっ う 

しさっとぇすぇ し こさぇいくうつくけすけ くぇしすさけっくうっ くぇ たけさぇすぇ くっ っ っょうくしすゃっくぇすぇ こさうつう-
くぇ, いぇさぇょう おけはすけ ういかういぇす くぇ こかけとぇょぇ こさっょう 1-ゃう きぇさす. ‶さけょぇあぉぇすぇ くぇ 
きぇさすっくうつおう, おけかおけすけ う すけゃぇ ょぇ くっ っ ょけたけょけくけしくけ いぇくはすうっ, ゃしっ こぇお ょけぉぇゃは 
こさうたけょう ゃ しっきっえくうは ぉのょあっす. ╆ぇ ぉういくっし けぉぇつっ くっ きけあっ ょぇ しすぇゃぇ う ょせきぇ, 
おぇすっゅけさうつくけ っ しっきっえしすゃけすけ くぇ ]すっそぇく う ╁ぇくは. ╋うくうきぇかくうすっ こさけしすさぇくしすゃぇ, 
おけうすけ くぇっきぇす こさけょぇゃぇつうすっ くぇ きぇさすっくうつおう しぇ けこさっょっかっくう くぇ ょゃぇ おゃぇょさぇす-
くう きっすさぇ. ‶さけゃっさおうすっ けす ¨ぉとうくぇすぇ う こけかうちうはすぇ しぇ っあっょくっゃくう. ╋ぇえしすけさう-
すっ しっ せつせょゃぇす, つっ すぇおしぇすぇ, おけはすけ いぇこかぇとぇす くぇ ¨ぉとうくぇすぇ けす 5 かっゃぇ こかのし 50 
しすけすうくおう いぇ しきっす くぇ おゃぇょさぇすっく きっすなさ くっ うき けしうゅせさはゃぇ くうとけ, けしゃっく こかけと. 
╀かぇゅけょぇさくう しぇ, つっ すぇいう ゅけょうくぇ ゃさっきっすけ こさっょう うょゃぇくっすけ くぇ ╀ぇぉぇ ╋ぇさすぇ うき 
しっ せしきうたくぇ, いぇとけすけ ゃ きぇかおけすけ しすせょっくう ょくう こさけょぇゃぇつうすっ くぇ つっさゃっくけ-ぉっかう 
くぇょっあょう しぇ きさないくぇかう くぇ しすせょぇ こけょ たゃなさつぇとう けす ゃはすなさぇ くぇえかけくう う こけょさなつ-
くう しさっょしすゃぇ いぇ こさうおさうすうっ. ╁しうつおう いくぇはす, つっ すけゃぇ しぇ さうしおけゃっすっ くぇ くぇつうくぇ-
くうっすけ う こさうっきぇす おぇこさういうすっ くぇ そっゃさせぇさう し せしきうゃおぇ. ╆ぇとけすけ さぇょけしすすぇ けす 
うょゃぇとうは ぉなかゅぇさしおう こさぇいくうお う いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ っょくぇ けす きぇかおけすけ すさぇょうちうう, 
おけうすけ ゃしっ けとっ くう ょなさあぇす あうゃう おぇすけ ぉなかゅぇさう, こさうゅかせてぇゃぇす ぉなさいけ ゃしはおけ 
こけきさぇつぇゃぇくっ ゃ くぇしすさけっくうっすけ くぇ こかけとぇょぇ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

[せしおうすっ せくうゃっさしう-
すっすう けすこせしおぇす 50 

きっしすぇ いぇ ぉなかゅぇさしおう 
しすせょっくすう, おけうすけ とっ 
しかっょゃぇす ぉっいこかぇすくけ. 
〈っ とっ うきぇす こさぇゃけ う 
くぇ しすうこっくょうは, う くぇ 
けぉとっあうすうっ くぇ しうき-
ゃけかうつくう ちっくう. ]すせ-
ょっくすうすっ とっ きけゅぇす う 
ょぇ さぇぉけすはす, ょけおぇすけ 
せつぇす. ╅っかぇっとうすっ 
うきぇす こさぇゃけ ょぇ おぇく-
ょうょぇすしすゃぇす ゃ 6 ゃせいぇ, 
おぇすけ しぇきけ 2 けす すはた きけ-
ゅぇす ょぇ ぉなょぇす けす っょうく 

′ぇ 8-きう きぇさす しっ こけしすぇゃは くぇつぇかけすけ くぇ ‶さけかっすくうは こけ
かせしっいけく 2013/2014 ゅ. けす ¨ぉかぇしすくけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ 

そせすぉけか いぇ ょっちぇ, くぇぉけさ 99-2000 ゅ. う こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ 
ょっちぇ くぇぉけさ 2001/2002 ゅ.
′ぇ こなさゃうは しう きぇつ ょっちぇすぇ けす 《╉ “┿さしっくぇか 2000“ ゅけしすせ

ゃぇす くぇ しゃけうすっ ゃさなしすくうちう けす „]かうゃっく 2000”.
]かっょゃぇとうはす きぇつ っ くぇ 16-すう きぇさす (くっょっかは) ゃ ╉ぇいぇくかなお, 

おなょっすけ „┿さしっくぇか 2000” こさうっきぇ „╉けさすっく 2012” こさう ょっ
ちぇすぇ, ぇ こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこぇ ょっちぇ うゅさぇはす し けすぉけさぇ くぇ 
„╆ぇゅけさっち” (′けゃぇ ╆ぇゅけさぇ). ╁さぇすうすっ しぇ けすゃけさっくう いぇ ゃしうつおう 
かのぉうすっかう くぇ ょっすしおうは そせすぉけか!
╄かぇすっ, いぇ ょぇ こけょおさっこうき きかぇょうすっ くう そせすぉけかくう くぇょっあょう.

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

-ゅけょうてくうはす 
〈っけょけさ 【けこけゃ, 
ゃないこうすぇくうお くぇ 
ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ 
„╀せさぇすうくけ“ ゃ 
„┿さしっくぇか“ ┿╃,  
こけかせつう しこっちう
ぇかくぇ こけけとさう
すっかくぇ ゅさぇきけすぇ 
いぇ せつぇしすうっすけ しう 
ゃ 7-は ′ぇちうけくぇ
かっく おけくおせさし いぇ 
ょっすしおぇ さうしせくおぇ 
„′ぇしかっょくうちう 
くぇ ╃っつおけ 〉いせ
くけゃ“, けぉはゃっく けす 
′ぇちうけくぇかくぇ
すぇ ゅうきくぇいうは こけ 
こかぇしすうつくう うい
おせしすゃぇ う ょういぇえく 
„┿おぇょ. ╃っつおけ 
〉いせくけゃ“ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお. 
〈っけょけさ ぉっ 

っょうく けす 1100-
すっ せつぇしすくうちう けす 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, 

¨しきけきぇさすっくしおぇ こけっきぇ 

′はきぇ ぇい おぇおゃけ ょぇ ょさっきは
ぇきう ょぇ くぇこうてぇ こぇお こけっきぇ,
つっ こさぇいくうお あっくしおう しっ いぇょぇゃぇ
う ゃしっおう とっ ╁う こけいょさぇゃはゃぇ.
′け うしおぇき ┿い ょぇ しっ ういおぇあぇ
う すせお しなし しすさけそうすっ しう かっおう
ょぇ くぇおぇさぇき せしすくうすっ ゃう きっおう
ょぇ しっ さぇいすっゅくぇす ゃなゃ せしきうゃおぇ,
ょぇ くはきぇ くうおぇおゃぇ こさっしすさせゃおぇ,
ょぇ ╁う っ かっおけ くぇ ょせてぇすぇ,
ょぇ こさっかうゃぇす けす かのぉけゃ しなさちぇすぇ,
つっ きなあっすっ いぇ けすこかぇすぇ
とっ ういおせこはす こぇお ちゃっすはすぇ
し けぉうつ ょぇ ゅう こけょくっしぇす
う ゃ こさっゅさなょおぇすぇ ╁う ょぇ しっ さぇいすけこはす!

„┿おけ うきぇき けとっ ょっしっす おぇすけ 
くっゅけ う しきっ こなさゃう!“, おけきっく
すうさぇ すさっくぬけさなす ‶ったかうゃぇくけゃ. 
╇ しっ くぇょはゃぇ, つっ こさうきっさなす くぇ 
╋ぇさすうく とっ しっ けおぇあっ いぇさぇいう
すっかっく う いぇ ょさせゅうすっ きけきつっ
すぇ, おけうすけ うゅさぇはす ゃ けすぉけさぇ けす 
つっかくぇすぇ すさけえおぇ. ╁しうつおう うゅ
さぇはす し けゅさけきくけ あっかぇくうっ いぇ 
こけぉっょぇ, くけ ╋ぇさすうく こけおぇいゃぇ 
ゃうくぇゅう ょうしちうこかうくうさぇくけしす, 
しないくぇすっかくけしす, せこけさうすけしす, 

さっょけゃっく っ くぇ すさっくうさけゃおう う っ 
くぇ しすけ こさけちっくすぇ けすゅけゃけさっく, 
さぇいぉうさぇき けす ‶ったかうゃぇくけゃ. 
╃っちぇすぇ すさっくうさぇす こけ つぇし う 

こけかけゃうくぇ くぇ ょっく う ゃっつっ けつ
ぇおゃぇす しすぇさすぇ くぇ ゃすけさうは こけ
かせしっいけく ゃ こなさゃうは しう きぇつ くぇ 

╇きっくくうおなす せすさっ – ╋ぇさすうく, っ くぇゅかっょ けぉうおくけゃっくけ ょっすっ, せつっくうお ゃ 6-う おかぇし くぇ おぇ-
いぇくかなておけすけ せつうかうとっ „』せょけきうさ“. ′っとけすけ, おけっすけ ゅけ こさぇゃう さぇいかうつっく, っ くっゅけゃけすけ 
たけぉう, おけっすけ 12-ゅけょうてくうはす きぇかつせゅぇく きっつすぇっ ょぇ こさっゃなさくっ ゃ こさけそっしうは. „╇しおぇき ょぇ 
しすぇくぇ そせすぉけかうしす!“, し すゃなさょけしすすぇ くぇ いさはか つけゃっお ういさうつぇ ╋ぇさすうく ╂っけさゅうっゃ. ╃けゃっ-
さうっすけ おなき すさっくぬけさぇ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ っ ゃはさぇすぇ, おけはすけ きせ ょぇゃぇ くぇょっあょぇ, つっ 
きっつすうすっ しっ しぉなょゃぇす くっ しぇきけ ゃ こさうおぇいおうすっ. 
‶ったかうゃぇくけゃ すさっくうさぇ こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこぇ くぇ きかぇょっあおうは けすぉけさ くぇ „┿さしっ-

くぇか“. ¨すぉけさなす, おけえすけ しぇきけ いぇ ゅけょうくぇ ゃさっきっ せしこは ょぇ „いぇおけゃっ“ ゃすけさけすけ きはしすけ ゃ 
けぉかぇしすくぇすぇ ゅさせこぇ, ょうてぇえおう ゃなゃ ゃさぇすぇ くぇ こなさゃっくっちぇ „╀っさけっ“. ╁なゃ ゃすけさぇすぇ こけかけ-
ゃうくぇ くぇ そせすぉけかくけすけ けぉかぇしすくけ こなさゃっくしすゃけ 2013-2014 ゃ すぇいう ゃないさぇしす ぇさしっくぇかちう 
しぇ くっこけしさっょしすゃっくけ しかっょ しすぇさけいぇゅけさちう. ╇ けゅさけきくぇすぇ いぇしかせゅぇ いぇ すけゃぇ っ くぇ ╋ぇさすうく 
– ゃなすさってくうはす たぇかそ くぇ おぇいぇくかなておうは けすぉけさ. ╇ くぇ すさっくぬけさぇ きせ, さぇいぉうさぇ しっ.

8-う きぇさす. 

》ぇさっしゃぇ きう ょぇ しなき
ゃなすさってっく たぇかそ!

╋ぇさすうく ういさうつぇ すけゃぇ ぉっい おけ
かっぉぇくうっ. 12-すっ ゅけょうくう ゃっつっ 
きせ しすうゅぇす, いぇ ょぇ いくぇっ, つっ 
すけゃぇ っ こけしすなす ゃ けすぉけさぇ, おけえ
すけ ゅさぇょう うゅさぇすぇ. [けかはすぇ ょぇ 
うしおぇて すけこおぇすぇ けす いぇとうすぇすぇ う 
ょぇ ゅさぇょうて ぇすぇおぇすぇ きせ ょけこぇ

ょぇ. ′うとけ, つっ ゅけかけゃっすっ きけあっ 
ょぇ ゅう ゃおぇさゃぇす ょさせゅう. „╁しっおう 
うしおぇ ょぇ ゃおぇさゃぇ ゅけかけゃっ, ゃしっ
おう さっゃくせゃぇ ゅけかきぇえしすけさうすっ, 
くけ ゅけかけゃっすっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
ういさぇぉけすゃぇす“, くぇせつうか っ ゃっつっ 
てっしすけおかぇしくうおなす. ′ぇ そせすぉけか

くけすけ うゅさうとっ, おぇおすけ つっしすけ しっ 
しかせつゃぇ ゃ ょけぉさうすっ しっきっえしすゃぇ 
くぇ ゅけかっきうすっ しこけさすくう いゃっいょう, 
ゅけ ゃけょう ぉぇとぇ きせ, くはおけゅぇ すさっ
くうさぇか そせすぉけか ゃ ╃うきうすさけゃ
ゅさぇょ. ╃けおぇすけ すぇすおけすけ さうすぇ し 
こさうはすっかう, きぇかおうはす  しっ こぇかう 
いぇ うゅさぇすぇ いぇゃうくぇゅう. ‶なさゃけ 
けすうゃぇ ょぇ すさっくうさぇ し „[けいう
すっ“, くけ けす っょくぇ ゅけょうくぇ っ ゃ 
けすぉけさぇ くぇ „┿さしっくぇか“, いぇとけすけ 
こさうはすっかう きせ おぇいゃぇす, つっ すせお 
っ こけ-ょけぉさっ. 〈さっくうさぇ ゃっつっ 5 
ゅけょうくう. ′っ おさうっ, つっ ゃ ぇさしっ
くぇかしおうは けすぉけさ きせ たぇさっしゃぇ. 
╋けきつっすぇすぇ, おけうすけ うょゃぇす けす 
ゅさぇょぇ う けおけかくうすっ しっかぇ, きせ 
ょけこぇょぇす - うゅさぇはす う しっ せつぇす し 
せょけゃけかしすゃうっ. ╋ぇさすうく しっ さぇい
ょぇゃぇ くっ しぇきけ ゃ うゅさぇすぇ, くけ う 
くぇ すさっくうさけゃおうすっ – たぇさっしゃぇ 
そういうつっしおうすっ せこさぇあくっくうは, 
ぉうっくっすけ くぇ せょぇさう, „ゃしうつおけ, 
おけっすけ くう こけおぇいゃぇ ゅけしこけょう
くなす...“.

╁ せつうかうとっすけ そせすぉけかなす 
くっ こさっつう くぇ  ╋ぇさすうく

„〈さはぉゃぇ ょぇ しっ せつう“, おぇいゃぇ 
╋ぇさすうく. ╊のぉうきうすっ きせ こさっょ
きっすう しぇ ぉなかゅぇさしおうはす っいうお 
う きぇすっきぇすうおぇすぇ. ╁ せつうかう
とっ, おけゅぇすけ ょけえょっ ゃさっきっ いぇ 
しこけさすくう しなしすっいぇくうは う けぉ
とうくしおう こなさゃっくしすゃぇ, しなとけ 
せつぇしすゃぇ ゃ くぇょこさっゃぇさぇすぇ.
′ぇ すっさっくぇ ╋ぇさすうく くけしう 

そぇくっかおぇすぇ し くけきっさ 8. ╉ぇすけ 
]すけうつおけゃ. ]すけうつおけゃ っ う くっ
ゅけゃうはす ぉなかゅぇさしおう うょけか ゃなゃ 
そせすぉけかぇ, きぇおぇさ ょぇ っ すゃなさょっ 
きぇかなお, いぇ ょぇ っ しかっょうか くっゅけ
ゃうすっ ゅけかっきう せしこったう くぇ しゃっ
すけゃくうすっ しすぇょうけくう. ]うゅせさくけ 
いぇすけゃぇ きっつすぇっ ょぇ うゅさぇっ おぇすけ 
[けくぇかょけ.
╋ぇさすうく ╂っけさゅうっゃ うしおぇ ゃう

くぇゅう ょぇ しっ こさっょしすぇゃは ょけ
ぉさっ う くぇ すさっくうさけゃおうすっ, う ゃ 
きぇつけゃっすっ けす こなさゃっくしすゃけすけ. 
′ぇはしくけ っ しなし しっぉっ しう: うしおぇ 
ょぇ しすぇくっ そせすぉけかうしす. ╃けぉなさ 
そせすぉけかうしす. ╁はさゃぇ, つっ けすぉけ
さなす くぇ „┿さしっくぇか“ きせ けすゃぇさは 
こなすは おなき きっつすぇすぇ. ′ぇ 12 ゅけ
ょうくう すけゃぇ っ こけゃっつっ けす ょけし
すぇすなつくけ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 

だö¿óôóñ

ゃぇ くぇ 〈¨ 10 ゅけょうくう, けす 1979 ょけ 1989 ゅけょうくぇ. 〈さなゅゃぇ しう, ういぉうさぇえおう しぇきけし-
すけはすっかくけ さぇいゃうすうっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ つぇしすくうは ぉういくっし, くけ う ょけ ょくっし くっ こさけこせしおぇ 
しさっとぇ くぇ ぉうゃてうすっ, きぇおぇさ ょぇ しこけょっかは, つっ くぇ 50-ゅけょうてくうくぇすぇ ゃうあょぇ おけかっ-
ゅう, おけうすけ くっ っ ゃうあょぇか こけゃっつっ けす 20 ゅけょうくう. ‶っすなさ ╃ぇきはくけゃ こさぇゃう のぉう-
かっえくうすっ いくぇつおう いぇ ゃすけさう こなす, しかっょ すっいう いぇ 25-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ. ╃ういぇえくなす 
いぇ こぇきっすくうすっ いくぇつおう しないょぇゃぇ しぇき, ぇ いぇ ういさぇぉけすおぇすぇ きせ こけきぇゅぇす こさうはすっかう.  
]こけきっくう, こかぇくけゃっ う くぇょっあょう いぇ ぉなょっとう ゃさっきっくぇ ゅぇさくうさぇたぇ こぇきっすくぇすぇ 

ゃっつっさ くぇ おけかっおすうゃぇ くぇ 〈ったくけかけゅうつっく けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2, しこけょっかっくぇ さぇょせて-
くけ けす ぉうゃてう う くぇしすけはとう つかっくけゃっ. ╆ぇ ょぇ こけおぇあっ いぇ こけさっょっく こなす, つっ „おけゃぇつ-
くうちぇすぇ くぇ おぇょさう”, おぇおゃけすけ っ ょさせゅけすけ うきっ くぇ „┿さしっくぇか”, うきぇ  しゃけは さけょうかくぇ 
いぇかぇ う すは っ うきっくくけ ゃ 〈ったくけかけゅうつっく けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2. ╆ぇ すっいう, おけうすけ しぇ 
ぉうかう, おけうすけ しぇ しっゅぇ う すっいう, おけうすけ とっ ょけえょぇす しかっょ すはた. 

                                                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ういこさぇすうかう しゃけう すゃけさぉう いぇ おけくおせさしぇ.
╋かぇょうはす すぇかぇくす ゃ さうしせゃぇくっすけ とっ ぉなょっ こなさゃけおかぇしくうお 

こさっい っしっくすぇ, くけ ょけすけゅぇゃぇ きせ こさっょしすけはす けとっ こけさっょうちぇ 
ゃなかくせゃぇとう しさっとう し ういおせしすゃけすけ. 
〈っけ こけかせつう くぇゅさぇょぇすぇ しう くぇ しこっちうぇかくぇ ちっさっきけくうは ゃ 

ぇおすけゃぇすぇ いぇかぇ くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは, ぇこかけょうさぇく けす 
しすけすうちうすっ ゅけしすう くぇ こさぇいくうおぇ.

] ちっかせゃおぇ ╁うっ ゅう ょぇさっすっ
う きけかは -ゃしうつおけ かけてけ いぇぉさぇゃっすっ !
╀なょっすっ ゃうくぇゅう いぇしきっくう,
けす けぉうつ ょぇ しすっ けおさうかっくう,
けおけかけ ╁ぇし ゃうくぇゅう ょぇ たゃなさおぇ
ょせてうつおぇ きなあおぇ う ょぇ きなさおぇ ...
ゃうくぇゅう さなおぇ ょぇ ╁う ちっかせゃぇ,
ょっく う くけと ょぇ ╁う きうかせゃぇ,
おぇそっ ゃ かっゅかけすけ ょぇ ╁う くけしう,
ょぇ くっ いぇょぇゃぇ ゅかせこぇゃう ゃなこさけしう!
′ぇせつっすっ ゅけ ょぇ こぇいぇさせゃぇ,
ぉうあせすぇ くけゃう ょぇ おせこせゃぇ.
】けき うしおぇ かのぉけゃすぇ ╁う しすさぇしすくぇ,
とけき あぇょせゃぇ いぇ ちっかせゃおぇすぇ ╁う しかぇしすくぇ,
くっおぇ こけくっ ょくっし ょぇ しっ こけすさせょう

う けぉうつすぇ ╁う くっあくぇ ょぇ いぇしかせあう!
》ぇえょっ きうかう ょぇきう!
′っおぇ,
こけしすっかはすぇ ╁う ぉなょっ すけこかぇ,きっおぇ...
╅っかぇは ╁う かのぉけゃ う しすさぇしす
ゃしっおう きうゅ う ゃしっおう つぇし!
┿ ╁うっ おぇゃぇかっさう くぇてう
こさうゅけすゃっすっ ょゃっ おさうしすぇかくう つぇてう
ゅかぇょうつおけ しっ ういぉさなしくっすっ,
こぇさそのきつっ かっおけ しう しかけあっすっ,
くぇかっえすっ たせぉぇゃけ うしおさはとけ ゃうくけ,
ちっかせゃぇえすっ ういはとくけ, きうかけ,
つっ すぇいう ゃっつっさ ゃしうつおけ ╁う っ こけいゃけかっくけ!
》ぇえょっ , きけかは - こけ-さぇいおさっこけしすっくけ!!!

ぅくおぇ ╂ぬけくっゃぇ 

╉ぇいゃぇき しっ ぅくおぇ ╂ぬけ
くっゃぇ う さぇぉけすは けす 7 

ゅけょうくう ゃ ╆ぇゃけょ 2/ちった 
150. [ぇょゃぇき しっ, つっ こけ
こぇょくぇた しさっょ すけかおけゃぇ たせ
ぉぇゃ おけかっおすうゃ, すせお けすおさうた 
きくけゅけ こさうはすっかう. ╇きぇき う 
さけょくうくしおぇ ゃさないおぇ しなし 
いぇゃけょぇ - つうつけ きう 》さうし
すけ ╉さなしすっゃ ぉってっ ょなか
ゅう ゅけょうくう ょうさっおすけさ くぇ 
╆ぇゃけょ 2. ╀ぇとぇ きう ╇ゃぇく 
╉さなしすっゃ しなとけ ぉってっ さぇ
ぉけすくうお ゃ いぇゃけょぇ, くけ おぇすけ 
こっくしうけくっさ - さぇぉけすってっ 
おなき けたさぇくぇすぇ.

ゅさぇょ. ╀なかゅぇさしおうすっ しすせょっくすう きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす いぇ しこっちうぇかくけしすうすっ 
こさぇゃけ, こけかうすけかけゅうは, きっあょせくぇさけょくう けすくけてっくうは, きっょうちうくぇ. ¨すこせしおぇす しっ 
う こけ 5 しすうこっくょうう いぇ ゃしはおぇ っょくぇ けす すっいう しこっちうぇかくけしすう. ¨ぉせつっくうっすけ っ ゃ 
ょゃっすっ しすっこっくう – ぉぇおぇかぇゃなさ う きぇゅうしすなさ. ╁うしてうすっ せつうかうとぇ, ゃ おけうすけ しっ 
こさうっきぇす ぉなかゅぇさしおう しすせょっくすう, しぇ けしくけゃくけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ すったくうつっしおうすっ う 
けぉとっしすゃっくう しこっちうぇかくけしすう. ╃けおせきっくすうすっ きけゅぇす ょぇ しっ こけょぇゃぇす ょけ 1 ぇこさうか 
ゃ [せしおうは おせかすせさっく ちっくすなさ. [っいせかすぇすうすっ しすぇゃぇす はしくう くぇ 1 のかう.
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ すけゃぇ くぇ: http://www.russia.bg
╀なかゅぇさしおう しすせょっくすう きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす う いぇ けぉせつっくうっ ゃ ╋╂╇╋¨. 

╁ くっゅけ けぉせつっくうっ きけあっ ょぇ しっ こさけゃっあょぇ くぇ こけゃっつっ けす 50 つせあょう っいうおぇ, ゃ 
けぉとけ 5 うくしすうすせすぇ, 8 そぇおせかすっすぇ う 76 おぇすっょさう.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“

Стефан и Ваня със своите мартеници
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Душа в думи

...за всички момичета 
на 20 и

на 20 х 3... и по три...

Честит

8
март!

でäÜëö 

んëïñÖí¿ï¡ó çñïöó

ゑé£½Ü¢ÖÜïö
おけ

か
ぇ 

2
 ゅ

さ
な
ぉ

〈╅『【¨〉 』╆ぇ╉╇╅ 〈╊ぁ【¨ 
』 《【╆《『╅ 〉╅ „╅『』╊〉╅]“

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
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╋うか しこけきっく けす のぉうかっえくぇすぇ しさっとぇ いぇ ゃしうつおう こさうしなしすゃぇとう ぉっ こけょゅけすゃうか  
‶っすなさ ╃ぇきはくけゃ, ぉうゃて しかせあうすっか ゃ けすょっかぇ, おけえすけ いぇ ゃすけさう こなす ういさぇぉけすゃぇ 
しこっちうぇかくう のぉうかっえくう いくぇつおう いぇ しゃけうすっ おけかっゅう. ╃ぇきはくけゃ っ つぇしす けす おけかっおすう 』っさゃっくけ-ぉはかぇすぇ てぇさっくうは くぇ ちっくすさぇかくうは ゅさぇょしおう こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし“ 

ゃ けつぇおゃぇくっ くぇ ╀ぇぉぇ ╋ぇさすぇ すぇいう ゅけょうくぇ しっょきうちう こけ-さぇくけ いぇかは ╉ぇいぇく
かなお し こさっょこさぇいくうつくけ くぇしすけさっくうっ. ╃っしっすおう しっきっえしすゃぇ ういこさけぉゃぇす しさなつくけ
しすう う ゃおせし ゃ ういこかうすぇくっすけ くぇ しすけすうちう きけょっかう きぇさすっくうつおう, おけうすけ せすさっ とっ 
ゅさっえくぇす こけ さっゃっさう, ょぇきしおう おうすおう, ょっおけかすっすぇ, てぇかけゃっ う ょけさう すぇき, おなょっすけ 
しなゃしっき くっ けつぇおゃぇて, いぇとけすけ すさぇょうちうはすぇ ょぇ おうつうき つっさゃっくけ-ぉはか せしせおぇく  おけ
くっち いぇ いょさぇゃっ けす ゅけょうくう ゃっつっ しっ っ こさっゃなさくぇかぇ ゃ きけょくぇ くぇょこさっゃぇさぇ いぇ ぇゃ
すけさう う おせこせゃぇつう. ╄ょくけ けす すっいう ょっしっすおう しっきっえしすゃぇ, さぇいこなくぇかけ しすうかっく とぇくょ 
し きぇさすっくうつおう ゃしはおぇおなゃ おぇかうぉなさ, っ う ぇさしっくぇかしおけすけ しっきっえしすゃけ くぇ ]すっそぇく 
》さうしすけゃ けす ╆ぇゃけょ 6. „╂けかっきうはす きぇえしすけさ くぇ きぇさすっくうつおうすっ せ ょけきぇ っ しなこさせゅぇ
すぇ ╁ぇくは...“, ういょぇゃぇ ぇさしっくぇかっちなす すぇえくぇすぇ くぇ つっさゃっくけ-ぉはかぇすぇ おさぇしけすぇ, おさぇえ 
おけはすけ しっ しこうさぇす しすけすうちう おぇいぇくかなつぇくう. ╁ぇくは しなとけ うきぇ ぇさしっくぇかしおけ こけすっおかけ, 

さぇぉけすうかぇ っ ゃ ╆ぇゃけょ 1. ╁ ╆ぇゃけょ 1 さぇぉけすう う しうくなす ╇ゃぇく. 〈けえ しなとけ こけきぇゅぇ ゃ 
ょっあせさしすゃぇすぇ こさっょ とぇくょぇ し きぇさすっくうつおう, おぇおすけ こけきぇゅぇ う ゃくせつおぇすぇ ]すっそぇ
くうは. ╁ぇくは っ くぇせつうかぇ こかっすっくっすけ くぇ きぇさすっくうつおう けす しゃけはすぇ きぇえおぇ – しなとけ ぇさ
しっくぇかしおう おぇょなさ – ╉さなしすうくぇ ╉ぇつっゃぇ. ]ゃっおなさゃぇすぇ しなとけ こけきぇゅぇ. ′っうく こぇすっくす 
しぇ つっさゃっくけ-ぉっかうすっ さなつくけ ういこかっすっくう おけてくうつおう. ′ぇ とぇくょぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ 
しぇ こけょさっょっくう う ぉっぉっておう すけこかうくおう ゃ つっさゃっくけ う ぉはかけ. 『はかけすけ しっきっえしすゃけ しっ 
っ いぇこぇかうかけ けす ゅけょうくう こけ ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ きぇさすっくうつおう. ╆ぇこけつゃぇ しっ けとっ 
こさっい かはすけすけ, くっ おさうっ きぇえしすけさおぇすぇ ╁ぇくは. ╆ぇっょくけ しなし ]すっそぇく, おけえすけ こけかい
ゃぇ けすこせしお いぇさぇょう きぇさすっくしおぇすぇ おぇきこぇくうは, こけしさっとぇす う ういこさぇとぇす し せしきうゃおぇ 
たけさぇすぇ こさっょ しすっかぇあうすっ. ′ぇえ-くぇこさっょ しっ おせこせゃぇす きぇさすっくうつおう いぇ つせあぉうくぇ 
う いぇすけゃぇ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ういかういぇきっ こけ-さぇくけ くぇ こかけとぇょぇ, けぉはしくはゃぇ 
╁ぇくは. ╋ぇさすっくうつおう, ういさぇぉけすっくう けす しっきっえしすゃけすけ, おけっすけ あうゃっっ ゃ ╄くうくぇ, ゃっつっ 
こなすせゃぇす いぇ ╊けくょけく, ╇すぇかうは, ╋けしおゃぇ, ╂なさちうは..., ょけさう – いぇ ╀ぇたさっえく! „╉ぇおすけ 
う ぉなかゅぇさうすっ, すぇおぇ う きぇさすっくうつおうすっ ゃっつっ しぇ こけ ちっかうは しゃはす“, さぇいしなあょぇゃぇ くぇ 
ゅかぇし ╁ぇくは. 〈は きうしかう きけょっかうすっ しう しぇきぇ -  きぇかおけ こけ きぇかおけ, ぉぇゃくけ, し きっさぇお 
う そぇくすぇいうは. ╇ し こけきけとすぇ くぇ ょさせゅうすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ. ′ぇえ-きくけゅけ しっ おせこせゃぇす 
さなつくけ ういさぇぉけすっくうすっ きぇさすっくうつおう, さぇいぉさぇかぇ っ ╁ぇくは ゃ ゅけょうくうすっ, けすおぇおすけ うい
かういぇ くぇ ぉぇいぇさぇ いぇ きぇさすっくうつおう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′っえくうすっ ゅけかっきう ‶うあけ う ‶っくょぇ, 
し おけうすけ たけさぇすぇ しう せおさぇしはゃぇす ょけきけゃっすっ う けそうしうすっ, しゃなさてゃぇす しゃっすおぇゃうつくけ. 
〈なさしはす しっ きくけゅけ ょゃけえおうすっ, ういさぇぉけすっくう けす こさぇくぇ っしすっしすゃっくぇ ゃなかくぇ. ╉せこせ
ゃぇす しっ う きぇさすっくうつおう けす せしせおぇく ういおせしすゃっく ゃなかくっく おけくっち, きぇえしすけさしおう ゃこかっ
すっく ゃ おけしすのきうすっ くぇ ‶っくょぇ, くぇおうつっくぇ し ぇかっくぇ こさっしすうかおぇ おぇすけ いぇ こさぇいくうつくけ 
たけさけ くぇ きっゅょぇくぇ ゃ っこけたぇすぇ くぇ さけょくうは こぇすさうぇさたぇす. 
╉うすぇえしおうすっ きぇさすっくうつおう しなとけ しう うきぇす こけつうすぇすっかう, けぉはしくはゃぇ ╁ぇくは. 〈っ しっ 

すなさしはす くぇえ-ゃっつっ けす ょっちぇすぇ, いぇとけすけ しぇ し けぉさぇいうすっ くぇ うきっくうすう そうかきけゃう 
う ぇくうきぇちうけくくう ゅっさけう. ]こぇえょなさきっく, ╃けさぇ – ういしかっょけゃぇすっかおぇすぇ, ╀ぇすきぇく... 
こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しぇ かのぉうきう くぇ くぇえ-きぇかおうすっ. „]ゃっすっとうすっ  きぇさすっくうつおう けす 
くぇてっすけ ょっすしすゃけ しぇ うしすけさうは“, さぇいおさうゃぇす ]すっそぇく う ╁ぇくは – しっゅぇてくうすっ „しゃっすっ
とう“ ゃっつっ くっ しぇ すけゃぇ, おけっすけ いくぇはす ょくってくうすっ ぉぇぉう う ょはょけゃちう けす くっゃさなしすくうすっ 
しう ゅけょうくう. „╇きぇ きぇさすっくうつおう し ぉぇすっさうう, し ょうけょくう かぇきこう...“, こさっい せしきうゃおぇ 
おけきっくすうさぇ すったくうつぇさはす けす ╆ぇゃけょ 6 – ]すっそぇく.
]っきっえしすゃけすけ くっ おさうっ, つっ さぇょけしすすぇ けす ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ きぇさすっくうつおうすっ う 

しさっとぇすぇ し こさぇいくうつくけすけ くぇしすさけっくうっ くぇ たけさぇすぇ くっ っ っょうくしすゃっくぇすぇ こさうつう
くぇ, いぇさぇょう おけはすけ ういかういぇす くぇ こかけとぇょぇ こさっょう 1-ゃう きぇさす. ‶さけょぇあぉぇすぇ くぇ 
きぇさすっくうつおう, おけかおけすけ う すけゃぇ ょぇ くっ っ ょけたけょけくけしくけ いぇくはすうっ, ゃしっ こぇお ょけぉぇゃは 
こさうたけょう ゃ しっきっえくうは ぉのょあっす. ╆ぇ ぉういくっし けぉぇつっ くっ きけあっ ょぇ しすぇゃぇ う ょせきぇ, 
おぇすっゅけさうつくけ っ しっきっえしすゃけすけ くぇ ]すっそぇく う ╁ぇくは. ╋うくうきぇかくうすっ こさけしすさぇくしすゃぇ, 
おけうすけ くぇっきぇす こさけょぇゃぇつうすっ くぇ きぇさすっくうつおう しぇ けこさっょっかっくう くぇ ょゃぇ おゃぇょさぇす
くう きっすさぇ. ‶さけゃっさおうすっ けす ¨ぉとうくぇすぇ う こけかうちうはすぇ しぇ っあっょくっゃくう. ╋ぇえしすけさう
すっ しっ せつせょゃぇす, つっ すぇおしぇすぇ, おけはすけ いぇこかぇとぇす くぇ ¨ぉとうくぇすぇ けす 5 かっゃぇ こかのし 50 
しすけすうくおう いぇ しきっす くぇ おゃぇょさぇすっく きっすなさ くっ うき けしうゅせさはゃぇ くうとけ, けしゃっく こかけと. 
╀かぇゅけょぇさくう しぇ, つっ すぇいう ゅけょうくぇ ゃさっきっすけ こさっょう うょゃぇくっすけ くぇ ╀ぇぉぇ ╋ぇさすぇ うき 
しっ せしきうたくぇ, いぇとけすけ ゃ きぇかおけすけ しすせょっくう ょくう こさけょぇゃぇつうすっ くぇ つっさゃっくけ-ぉっかう 
くぇょっあょう しぇ きさないくぇかう くぇ しすせょぇ こけょ たゃなさつぇとう けす ゃはすなさぇ くぇえかけくう う こけょさなつ
くう しさっょしすゃぇ いぇ こさうおさうすうっ. ╁しうつおう いくぇはす, つっ すけゃぇ しぇ さうしおけゃっすっ くぇ くぇつうくぇ
くうっすけ う こさうっきぇす おぇこさういうすっ くぇ そっゃさせぇさう し せしきうゃおぇ. ╆ぇとけすけ さぇょけしすすぇ けす 
うょゃぇとうは ぉなかゅぇさしおう こさぇいくうお う いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ っょくぇ けす きぇかおけすけ すさぇょうちうう, 
おけうすけ ゃしっ けとっ くう ょなさあぇす あうゃう おぇすけ ぉなかゅぇさう, こさうゅかせてぇゃぇす ぉなさいけ ゃしはおけ 
こけきさぇつぇゃぇくっ ゃ くぇしすさけっくうっすけ くぇ こかけとぇょぇ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

[せしおうすっ せくうゃっさしう
すっすう けすこせしおぇす 50 

きっしすぇ いぇ ぉなかゅぇさしおう 
しすせょっくすう, おけうすけ とっ 
しかっょゃぇす ぉっいこかぇすくけ. 
〈っ とっ うきぇす こさぇゃけ う 
くぇ しすうこっくょうは, う くぇ 
けぉとっあうすうっ くぇ しうき
ゃけかうつくう ちっくう. ]すせ
ょっくすうすっ とっ きけゅぇす う 
ょぇ さぇぉけすはす, ょけおぇすけ 
せつぇす. ╅っかぇっとうすっ 
うきぇす こさぇゃけ ょぇ おぇく
ょうょぇすしすゃぇす ゃ 6 ゃせいぇ, 
おぇすけ しぇきけ 2 けす すはた きけ
ゅぇす ょぇ ぉなょぇす けす っょうく 

′ぇ 8-きう きぇさす しっ こけしすぇゃは くぇつぇかけすけ くぇ ‶さけかっすくうは こけ-
かせしっいけく 2013/2014 ゅ. けす ¨ぉかぇしすくけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ 

そせすぉけか いぇ ょっちぇ, くぇぉけさ 99-2000 ゅ. う こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ 
ょっちぇ くぇぉけさ 2001/2002 ゅ.
′ぇ こなさゃうは しう きぇつ ょっちぇすぇ けす 《╉ “┿さしっくぇか 2000“ ゅけしすせ-

ゃぇす くぇ しゃけうすっ ゃさなしすくうちう けす „]かうゃっく 2000”.
]かっょゃぇとうはす きぇつ っ くぇ 16-すう きぇさす (くっょっかは) ゃ ╉ぇいぇくかなお, 

おなょっすけ „┿さしっくぇか 2000” こさうっきぇ „╉けさすっく 2012” こさう ょっ-
ちぇすぇ, ぇ こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこぇ ょっちぇ うゅさぇはす し けすぉけさぇ くぇ 
„╆ぇゅけさっち” (′けゃぇ ╆ぇゅけさぇ). ╁さぇすうすっ しぇ けすゃけさっくう いぇ ゃしうつおう 
かのぉうすっかう くぇ ょっすしおうは そせすぉけか!
╄かぇすっ, いぇ ょぇ こけょおさっこうき きかぇょうすっ くう そせすぉけかくう くぇょっあょう.

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

6-ゅけょうてくうはす 
〈っけょけさ 【けこけゃ, 
ゃないこうすぇくうお くぇ 
ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ 
„╀せさぇすうくけ“ ゃ 
„┿さしっくぇか“ ┿╃,  
こけかせつう しこっちう-
ぇかくぇ こけけとさう-
すっかくぇ ゅさぇきけすぇ 
いぇ せつぇしすうっすけ しう 
ゃ 7-は ′ぇちうけくぇ-
かっく おけくおせさし いぇ 
ょっすしおぇ さうしせくおぇ 
„′ぇしかっょくうちう 
くぇ ╃っつおけ 〉いせ-
くけゃ“, けぉはゃっく けす 
′ぇちうけくぇかくぇ -
すぇ ゅうきくぇいうは こけ 
こかぇしすうつくう うい-
おせしすゃぇ う ょういぇえく 
„┿おぇょ. ╃っつおけ 
〉いせくけゃ“ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. 
〈っけょけさ ぉっ 

っょうく けす 1100-
すっ せつぇしすくうちう けす 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, 

¨しきけきぇさすっくしおぇ こけっきぇ 

′はきぇ ぇい おぇおゃけ ょぇ ょさっきは
ぇきう ょぇ くぇこうてぇ こぇお こけっきぇ,
つっ こさぇいくうお あっくしおう しっ いぇょぇゃぇ
う ゃしっおう とっ ╁う こけいょさぇゃはゃぇ.
′け うしおぇき ┿い ょぇ しっ ういおぇあぇ
う すせお しなし しすさけそうすっ しう かっおう
ょぇ くぇおぇさぇき せしすくうすっ ゃう きっおう
ょぇ しっ さぇいすっゅくぇす ゃなゃ せしきうゃおぇ,
ょぇ くはきぇ くうおぇおゃぇ こさっしすさせゃおぇ,
ょぇ ╁う っ かっおけ くぇ ょせてぇすぇ,
ょぇ こさっかうゃぇす けす かのぉけゃ しなさちぇすぇ,
つっ きなあっすっ いぇ けすこかぇすぇ
とっ ういおせこはす こぇお ちゃっすはすぇ
し けぉうつ ょぇ ゅう こけょくっしぇす
う ゃ こさっゅさなょおぇすぇ ╁う ょぇ しっ さぇいすけこはす!

„┿おけ うきぇき けとっ ょっしっす おぇすけ 
くっゅけ う しきっ こなさゃう!“, おけきっく-
すうさぇ すさっくぬけさなす ‶ったかうゃぇくけゃ. 
╇ しっ くぇょはゃぇ, つっ こさうきっさなす くぇ 
╋ぇさすうく とっ しっ けおぇあっ いぇさぇいう-
すっかっく う いぇ ょさせゅうすっ きけきつっ-
すぇ, おけうすけ うゅさぇはす ゃ けすぉけさぇ けす 
つっかくぇすぇ すさけえおぇ. ╁しうつおう うゅ-
さぇはす し けゅさけきくけ あっかぇくうっ いぇ 
こけぉっょぇ, くけ ╋ぇさすうく こけおぇいゃぇ 
ゃうくぇゅう ょうしちうこかうくうさぇくけしす, 
しないくぇすっかくけしす, せこけさうすけしす, 

さっょけゃっく っ くぇ すさっくうさけゃおう う っ 
くぇ しすけ こさけちっくすぇ けすゅけゃけさっく, 
さぇいぉうさぇき けす ‶ったかうゃぇくけゃ. 
╃っちぇすぇ すさっくうさぇす こけ つぇし う 

こけかけゃうくぇ くぇ ょっく う ゃっつっ けつ-
ぇおゃぇす しすぇさすぇ くぇ ゃすけさうは こけ-
かせしっいけく ゃ こなさゃうは しう きぇつ くぇ 

╇きっくくうおなす せすさっ – ╋ぇさすうく, っ くぇゅかっょ けぉうおくけゃっくけ ょっすっ, せつっくうお ゃ 6-う おかぇし くぇ おぇ-
いぇくかなておけすけ せつうかうとっ „』せょけきうさ“. ′っとけすけ, おけっすけ ゅけ こさぇゃう さぇいかうつっく, っ くっゅけゃけすけ 
たけぉう, おけっすけ 12-ゅけょうてくうはす きぇかつせゅぇく きっつすぇっ ょぇ こさっゃなさくっ ゃ こさけそっしうは. „╇しおぇき ょぇ 
しすぇくぇ そせすぉけかうしす!“, し すゃなさょけしすすぇ くぇ いさはか つけゃっお ういさうつぇ ╋ぇさすうく ╂っけさゅうっゃ. ╃けゃっ-
さうっすけ おなき すさっくぬけさぇ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ っ ゃはさぇすぇ, おけはすけ きせ ょぇゃぇ くぇょっあょぇ, つっ 
きっつすうすっ しっ しぉなょゃぇす くっ しぇきけ ゃ こさうおぇいおうすっ. 
‶ったかうゃぇくけゃ すさっくうさぇ こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこぇ くぇ きかぇょっあおうは けすぉけさ くぇ „┿さしっ-

くぇか“. ¨すぉけさなす, おけえすけ しぇきけ いぇ ゅけょうくぇ ゃさっきっ せしこは ょぇ „いぇおけゃっ“ ゃすけさけすけ きはしすけ ゃ 
けぉかぇしすくぇすぇ ゅさせこぇ, ょうてぇえおう ゃなゃ ゃさぇすぇ くぇ こなさゃっくっちぇ „╀っさけっ“. ╁なゃ ゃすけさぇすぇ こけかけ-
ゃうくぇ くぇ そせすぉけかくけすけ けぉかぇしすくけ こなさゃっくしすゃけ 2013-2014 ゃ すぇいう ゃないさぇしす ぇさしっくぇかちう 
しぇ くっこけしさっょしすゃっくけ しかっょ しすぇさけいぇゅけさちう. ╇ けゅさけきくぇすぇ いぇしかせゅぇ いぇ すけゃぇ っ くぇ ╋ぇさすうく 
– ゃなすさってくうはす たぇかそ くぇ おぇいぇくかなておうは けすぉけさ. ╇ くぇ すさっくぬけさぇ きせ, さぇいぉうさぇ しっ.

8-う きぇさす. 

》ぇさっしゃぇ きう ょぇ しなき
ゃなすさってっく たぇかそ!

╋ぇさすうく ういさうつぇ すけゃぇ ぉっい おけ-
かっぉぇくうっ. 12-すっ ゅけょうくう ゃっつっ 
きせ しすうゅぇす, いぇ ょぇ いくぇっ, つっ 
すけゃぇ っ こけしすなす ゃ けすぉけさぇ, おけえ-
すけ ゅさぇょう うゅさぇすぇ. [けかはすぇ ょぇ 
うしおぇて すけこおぇすぇ けす いぇとうすぇすぇ う 
ょぇ ゅさぇょうて ぇすぇおぇすぇ きせ ょけこぇ-

ょぇ. ′うとけ, つっ ゅけかけゃっすっ きけあっ 
ょぇ ゅう ゃおぇさゃぇす ょさせゅう. „╁しっおう 
うしおぇ ょぇ ゃおぇさゃぇ ゅけかけゃっ, ゃしっ-
おう さっゃくせゃぇ ゅけかきぇえしすけさうすっ, 
くけ ゅけかけゃっすっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
ういさぇぉけすゃぇす“, くぇせつうか っ ゃっつっ 
てっしすけおかぇしくうおなす. ′ぇ そせすぉけか-

くけすけ うゅさうとっ, おぇおすけ つっしすけ しっ 
しかせつゃぇ ゃ ょけぉさうすっ しっきっえしすゃぇ 
くぇ ゅけかっきうすっ しこけさすくう いゃっいょう, 
ゅけ ゃけょう ぉぇとぇ きせ, くはおけゅぇ すさっ-
くうさぇか そせすぉけか ゃ ╃うきうすさけゃ-
ゅさぇょ. ╃けおぇすけ すぇすおけすけ さうすぇ し 
こさうはすっかう, きぇかおうはす  しっ こぇかう 
いぇ うゅさぇすぇ いぇゃうくぇゅう. ‶なさゃけ 
けすうゃぇ ょぇ すさっくうさぇ し „[けいう-
すっ“, くけ けす っょくぇ ゅけょうくぇ っ ゃ 
けすぉけさぇ くぇ „┿さしっくぇか“, いぇとけすけ 
こさうはすっかう きせ おぇいゃぇす, つっ すせお 
っ こけ-ょけぉさっ. 〈さっくうさぇ ゃっつっ 5 
ゅけょうくう. ′っ おさうっ, つっ ゃ ぇさしっ-
くぇかしおうは けすぉけさ きせ たぇさっしゃぇ. 
╋けきつっすぇすぇ, おけうすけ うょゃぇす けす 
ゅさぇょぇ う けおけかくうすっ しっかぇ, きせ 
ょけこぇょぇす - うゅさぇはす う しっ せつぇす し 
せょけゃけかしすゃうっ. ╋ぇさすうく しっ さぇい-
ょぇゃぇ くっ しぇきけ ゃ うゅさぇすぇ, くけ う 
くぇ すさっくうさけゃおうすっ – たぇさっしゃぇ 
そういうつっしおうすっ せこさぇあくっくうは, 
ぉうっくっすけ くぇ せょぇさう, „ゃしうつおけ, 
おけっすけ くう こけおぇいゃぇ ゅけしこけょう-
くなす...“.

╁ せつうかうとっすけ そせすぉけかなす 
くっ こさっつう くぇ  ╋ぇさすうく

„〈さはぉゃぇ ょぇ しっ せつう“, おぇいゃぇ 
╋ぇさすうく. ╊のぉうきうすっ きせ こさっょ-
きっすう しぇ ぉなかゅぇさしおうはす っいうお 
う きぇすっきぇすうおぇすぇ. ╁ せつうかう-
とっ, おけゅぇすけ ょけえょっ ゃさっきっ いぇ 
しこけさすくう しなしすっいぇくうは う けぉ-
とうくしおう こなさゃっくしすゃぇ, しなとけ 
せつぇしすゃぇ ゃ くぇょこさっゃぇさぇすぇ.
′ぇ すっさっくぇ ╋ぇさすうく くけしう 

そぇくっかおぇすぇ し くけきっさ 8. ╉ぇすけ 
]すけうつおけゃ. ]すけうつおけゃ っ う くっ-
ゅけゃうはす ぉなかゅぇさしおう うょけか ゃなゃ 
そせすぉけかぇ, きぇおぇさ ょぇ っ すゃなさょっ 
きぇかなお, いぇ ょぇ っ しかっょうか くっゅけ-
ゃうすっ ゅけかっきう せしこったう くぇ しゃっ-
すけゃくうすっ しすぇょうけくう. ]うゅせさくけ 
いぇすけゃぇ きっつすぇっ ょぇ うゅさぇっ おぇすけ 
[けくぇかょけ.
╋ぇさすうく ╂っけさゅうっゃ うしおぇ ゃう-

くぇゅう ょぇ しっ こさっょしすぇゃは ょけ-
ぉさっ う くぇ すさっくうさけゃおうすっ, う ゃ 
きぇつけゃっすっ けす こなさゃっくしすゃけすけ. 
′ぇはしくけ っ しなし しっぉっ しう: うしおぇ 
ょぇ しすぇくっ そせすぉけかうしす. ╃けぉなさ 
そせすぉけかうしす. ╁はさゃぇ, つっ けすぉけ-
さなす くぇ „┿さしっくぇか“ きせ けすゃぇさは 
こなすは おなき きっつすぇすぇ. ′ぇ 12 ゅけ-
ょうくう すけゃぇ っ こけゃっつっ けす ょけし-
すぇすなつくけ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 

だö¿óôóñ

ゃぇ くぇ 〈¨ 10 ゅけょうくう, けす 1979 ょけ 1989 ゅけょうくぇ. 〈さなゅゃぇ しう, ういぉうさぇえおう しぇきけし
すけはすっかくけ さぇいゃうすうっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ つぇしすくうは ぉういくっし, くけ う ょけ ょくっし くっ こさけこせしおぇ 
しさっとぇ くぇ ぉうゃてうすっ, きぇおぇさ ょぇ しこけょっかは, つっ くぇ 50-ゅけょうてくうくぇすぇ ゃうあょぇ おけかっ
ゅう, おけうすけ くっ っ ゃうあょぇか こけゃっつっ けす 20 ゅけょうくう. ‶っすなさ ╃ぇきはくけゃ こさぇゃう のぉう
かっえくうすっ いくぇつおう いぇ ゃすけさう こなす, しかっょ すっいう いぇ 25-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ. ╃ういぇえくなす 
いぇ こぇきっすくうすっ いくぇつおう しないょぇゃぇ しぇき, ぇ いぇ ういさぇぉけすおぇすぇ きせ こけきぇゅぇす こさうはすっかう.  
]こけきっくう, こかぇくけゃっ う くぇょっあょう いぇ ぉなょっとう ゃさっきっくぇ ゅぇさくうさぇたぇ こぇきっすくぇすぇ 

ゃっつっさ くぇ おけかっおすうゃぇ くぇ 〈ったくけかけゅうつっく けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2, しこけょっかっくぇ さぇょせて
くけ けす ぉうゃてう う くぇしすけはとう つかっくけゃっ. ╆ぇ ょぇ こけおぇあっ いぇ こけさっょっく こなす, つっ „おけゃぇつ
くうちぇすぇ くぇ おぇょさう”, おぇおゃけすけ っ ょさせゅけすけ うきっ くぇ „┿さしっくぇか”, うきぇ  しゃけは さけょうかくぇ 
いぇかぇ う すは っ うきっくくけ ゃ 〈ったくけかけゅうつっく けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2. ╆ぇ すっいう, おけうすけ しぇ 
ぉうかう, おけうすけ しぇ しっゅぇ う すっいう, おけうすけ とっ ょけえょぇす しかっょ すはた. 

                                                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ういこさぇすうかう しゃけう すゃけさぉう いぇ おけくおせさしぇ.
╋かぇょうはす すぇかぇくす ゃ さうしせゃぇくっすけ とっ ぉなょっ こなさゃけおかぇしくうお 

こさっい っしっくすぇ, くけ ょけすけゅぇゃぇ きせ こさっょしすけはす けとっ こけさっょうちぇ 
ゃなかくせゃぇとう しさっとう し ういおせしすゃけすけ. 
〈っけ こけかせつう くぇゅさぇょぇすぇ しう くぇ しこっちうぇかくぇ ちっさっきけくうは ゃ 

ぇおすけゃぇすぇ いぇかぇ くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは, ぇこかけょうさぇく けす 
しすけすうちうすっ ゅけしすう くぇ こさぇいくうおぇ.

] ちっかせゃおぇ ╁うっ ゅう ょぇさっすっ
う きけかは -ゃしうつおけ かけてけ いぇぉさぇゃっすっ !
╀なょっすっ ゃうくぇゅう いぇしきっくう,
けす けぉうつ ょぇ しすっ けおさうかっくう,
けおけかけ ╁ぇし ゃうくぇゅう ょぇ たゃなさおぇ
ょせてうつおぇ きなあおぇ う ょぇ きなさおぇ ...
ゃうくぇゅう さなおぇ ょぇ ╁う ちっかせゃぇ,
ょっく う くけと ょぇ ╁う きうかせゃぇ,
おぇそっ ゃ かっゅかけすけ ょぇ ╁う くけしう,
ょぇ くっ いぇょぇゃぇ ゅかせこぇゃう ゃなこさけしう!
′ぇせつっすっ ゅけ ょぇ こぇいぇさせゃぇ,
ぉうあせすぇ くけゃう ょぇ おせこせゃぇ.
】けき うしおぇ かのぉけゃすぇ ╁う しすさぇしすくぇ,
とけき あぇょせゃぇ いぇ ちっかせゃおぇすぇ ╁う しかぇしすくぇ,
くっおぇ こけくっ ょくっし ょぇ しっ こけすさせょう

う けぉうつすぇ ╁う くっあくぇ ょぇ いぇしかせあう!
》ぇえょっ きうかう ょぇきう!
′っおぇ,
こけしすっかはすぇ ╁う ぉなょっ すけこかぇ,きっおぇ...
╅っかぇは ╁う かのぉけゃ う しすさぇしす
ゃしっおう きうゅ う ゃしっおう つぇし!
┿ ╁うっ おぇゃぇかっさう くぇてう
こさうゅけすゃっすっ ょゃっ おさうしすぇかくう つぇてう
ゅかぇょうつおけ しっ ういぉさなしくっすっ,
こぇさそのきつっ かっおけ しう しかけあっすっ,
くぇかっえすっ たせぉぇゃけ うしおさはとけ ゃうくけ,
ちっかせゃぇえすっ ういはとくけ, きうかけ,
つっ すぇいう ゃっつっさ ゃしうつおけ ╁う っ こけいゃけかっくけ!
》ぇえょっ , きけかは - こけ-さぇいおさっこけしすっくけ!!!

ぅくおぇ ╂ぬけくっゃぇ 

╉ぇいゃぇき しっ ぅくおぇ ╂ぬけ-
くっゃぇ う さぇぉけすは けす 7 

ゅけょうくう ゃ ╆ぇゃけょ 2/ちった 
150. [ぇょゃぇき しっ, つっ こけ-
こぇょくぇた しさっょ すけかおけゃぇ たせ-
ぉぇゃ おけかっおすうゃ, すせお けすおさうた 
きくけゅけ こさうはすっかう. ╇きぇき う 
さけょくうくしおぇ ゃさないおぇ しなし 
いぇゃけょぇ - つうつけ きう 》さうし-
すけ ╉さなしすっゃ ぉってっ ょなか-
ゅう ゅけょうくう ょうさっおすけさ くぇ 
╆ぇゃけょ 2. ╀ぇとぇ きう ╇ゃぇく 
╉さなしすっゃ しなとけ ぉってっ さぇ-
ぉけすくうお ゃ いぇゃけょぇ, くけ おぇすけ 
こっくしうけくっさ - さぇぉけすってっ 
おなき けたさぇくぇすぇ.

ゅさぇょ. ╀なかゅぇさしおうすっ しすせょっくすう きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす いぇ しこっちうぇかくけしすうすっ 
こさぇゃけ, こけかうすけかけゅうは, きっあょせくぇさけょくう けすくけてっくうは, きっょうちうくぇ. ¨すこせしおぇす しっ 
う こけ 5 しすうこっくょうう いぇ ゃしはおぇ っょくぇ けす すっいう しこっちうぇかくけしすう. ¨ぉせつっくうっすけ っ ゃ 
ょゃっすっ しすっこっくう – ぉぇおぇかぇゃなさ う きぇゅうしすなさ. ╁うしてうすっ せつうかうとぇ, ゃ おけうすけ しっ 
こさうっきぇす ぉなかゅぇさしおう しすせょっくすう, しぇ けしくけゃくけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ すったくうつっしおうすっ う 
けぉとっしすゃっくう しこっちうぇかくけしすう. ╃けおせきっくすうすっ きけゅぇす ょぇ しっ こけょぇゃぇす ょけ 1 ぇこさうか 
ゃ [せしおうは おせかすせさっく ちっくすなさ. [っいせかすぇすうすっ しすぇゃぇす はしくう くぇ 1 のかう.
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ すけゃぇ くぇ: http://www.russia.bg
╀なかゅぇさしおう しすせょっくすう きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす う いぇ けぉせつっくうっ ゃ ╋╂╇╋¨. 

╁ くっゅけ けぉせつっくうっ きけあっ ょぇ しっ こさけゃっあょぇ くぇ こけゃっつっ けす 50 つせあょう っいうおぇ, ゃ 
けぉとけ 5 うくしすうすせすぇ, 8 そぇおせかすっすぇ う 76 おぇすっょさう.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“

Мартин със своя наставник
Станислав Пехливанов
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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 

╂けすけゃ っ けすつっすなす いぇ ういきうくぇ
かぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお くぇ けぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお  ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. 〈けえ 
とっ しっ けぉしなあょぇ う こさうっきぇ くぇ 
しかっょゃぇとけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇく
かなお.

¨すつっすなす くぇ 】っさっゃぇ けぉたゃぇ
とぇ こさぇおすうつっしおう ょゃぇ こっさう
けょぇ: ょけ ういぉけさぇ え いぇ けぉとっしす
ゃっく こけしさっょくうお くぇ 30-すう のかう 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ う こっさうけょぇ 
くぇ くっえくぇすぇ こさっょてっしすゃっくうつ
おぇ ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ. ╉うかうお
つうっゃぇ ぉっ こなさゃうはす けぉとっしすゃっく 
こけしさっょくうお ゃ うしすけさうはすぇ くぇ 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇ 】っさっゃぇ こけっ 
こけしすぇ しかっょ 10-きっしっつくぇ しぇゅぇ 
こけ ういぉけさぇ くぇ くけゃ けきぉせょしきぇく.

‶さっょぇゃぇくっすけ くぇ こけしすぇ けす 
っょうくうは くぇ ょさせゅうは けぉとっしす
ゃっく こけしさっょくうお しっ っ けすさぇいう
かけ, くけ くっ っ ゃないこさっこはすしすゃぇかけ 
こさけちっしぇ こけ くけさきぇかくけすけ こさけ
すうつぇくっ くぇ ょっえくけしすすぇ くぇ けぉ
とっしすゃっくうは こけしさっょくうお う こさう
っきしすゃっくけしすすぇ っ ぉうかぇ ょけぉさぇ, っ 
けしくけゃっく ういゃけょ ゃ ょけおかぇょぇ くぇ 
】っさっゃぇ. 

]かっょ 5 きっしっちぇ くぇ こけしすぇ くけ
ゃけういぉさぇくうはす きっしすっく けきぉせょ
しきぇく っ おぇすっゅけさうつっく, つっ 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 
くっ しぇ かうてっくう けす ゃないきけあ
くけしすすぇ ょぇ こけかいゃぇす けとっ っょうく 
くぇつうく いぇ いぇとうすぇ くぇ すったくうすっ 
こさぇゃぇ う いぇおけくくう うくすっさっしう, 
おぇおゃぇすけ っ うくしすうすせちうはすぇ  くぇ 
けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお, 
こさっょ けさゅぇくうすっ くぇ きっしすくけすけ 
しぇきけせこさぇゃかっくうっ う きっしすくぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは. 

′ぇ 18 しすさぇくうちう 】っさっゃぇ っ 
けこうしぇかぇ こけょさけぉくけ ゃなこさけしう 
う おぇいせしう, こけ おけうすけ ゅさぇあょぇ
くうすっ くぇえ-つっしすけ しぇ すなさしうかう 
しなょっえしすゃうっ けす こさっょしすぇゃかは
ゃぇくぇすぇ けす くっは うくしすうすせちうは, 
おぇおすけ う こさけぉかっきうすっ, し おけうすけ 
しっ っ しぉかなしおぇかぇ こさう さってぇゃぇ
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くっすけ うき. ′ぇ ぉぇいぇ うくすっさっし
くう おぇいせしう う けこうす くぇ すっさっく 
しぇ こさっこけさなつぇくう ゃいっきぇくっ くぇ 
けすくけてっくうっ けす しすさぇくぇ くぇ けぉ
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは こけ 
けこさっょっかっく ゃなこさけし うかう しない
ょぇゃぇくっ くぇ すうこけゃぇ ぉかぇくおぇ, し 
ちっか せかっしくはゃぇくっ くぇ ゅさぇあょぇ
くうすっ こさう こけかいゃぇくっ くぇ せしかせ

ゅう けす ょうさっおちうは ╂[┿¨. 

 ′っさってっくうすっ う ゃ こさけちっし くぇ 
さぇいさってぇゃぇくっ しこけさけゃっ しなとけ 
しぇ くぇきっさうかう きはしすけ ゃ ょけおかぇ
ょぇ. ′ぇょ 200 しぇ ゅさぇあょぇくうすっ, 
こけしっすうかう こさうっきくぇすぇ くぇ けぉ
とっしすゃっくうは こけしさっょくうお くぇ ╉ぇ
いぇくかなお いぇ 2013 ゅけょうくぇ, おぇすけ 
けしくけゃくぇすぇ つぇしす けす すはた しぇ 
すなさしうかう しなょっえしすゃうっ こさう さっ
てぇゃぇくっ くぇ しけちうぇかくう ゃなこさけ
しう - けしくけゃくけ いぇ けすこせしおぇくっ 
くぇ さぇいかうつくう ゃうょけゃっ こけきけとう 
うかう いぇこぇいゃぇくっ くぇ ょさせゅう しけ
ちうぇかくう こさぇゃぇ, おぇすけ こけかいゃぇ
くっ くぇ しけちうぇかくぇ すさぇこっいぇさうは 
うかう ょけきぇてっく しけちうぇかっく こぇす
さけくぇあ. 〈させょけゃけ-こさぇゃくう ゃな
こさけしう けす さぇいかうつくけ っしすっしすゃけ, 
こさっうきせとっしすゃっくけ こさけぉかっきう, 
しゃなさいぇくう し くぇきぇかはゃぇくっ こさけ

ちっくすぇ くぇ くっすさせょけしこけしけぉくけしす 
こけ 〈╄╊╉, いぇおなしくっくうっ ゃ ういこかぇ
とぇくっすけ うかう くっういこかぇとぇくっすけ 
くぇ いぇこかぇすう しぇ しさっょ くぇえ-つっしすけ 
こけしすぇゃはくうすっ いぇ しなょっえしすゃうっ う 
さってぇゃぇくっ けす けきぉせょしきぇくぇ ゃな
こさけしう. 

‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ 

ゃけょっくう 158 こさっこうしおう こけ あぇか
ぉう くぇ ゅさぇあょぇくう, おぇすけ けぉとうはす 
うき ぉさけえ, いぇっょくけ しなし しうゅくぇかう
すっ, っ 233, こけょぇょっくう しぇ ょさせゅう 
45 こうしきっくう あぇかぉう. 

╃させゅぇ こけさっょうちぇ ゃなこさけしう, いぇ 
おけうすけ ゅさぇあょぇくうすっ しぇ すなさしうかう 
こけきけとすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ, しぇ 
ゃなこさけしう, おぇしぇっとう っすぇあくぇ
すぇ しけぉしすゃっくけしす, くっいぇおけくくけすけ 
しすさけうすっかしすゃけ, ぉかぇゅけせしすさけは
ゃぇくっすけ くぇ せかうちう, せしすさけえしすゃけ
すけ くぇ すっさうすけさうはすぇ, さぇしすはとうは 
ぉさけえ くぇ きっすぇかくうすっ ゅぇさぇあう う 
くっしなぉうさぇくっすけ くぇ すぇおしう けす すはた, 
おぇおすけ う こさけぉかっきう くぇ ぉかぇゅけせ
しすさけえしすゃけすけ, けぉさぇいけゃぇくうっすけ う 
おせかすせさぇすぇ. 

′っ しぇ っょうくうつくう しかせつぇうすっ くぇ 
あぇかゃぇとう しっ けす ′┿‶ いぇ くぇつう
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しかはゃぇくっすけ くぇ  すぇおしぇ „しきっす” 
けす さぇえけくう ぉっい けさゅぇくういうさぇくけ 
しきっすけういゃけいゃぇくっ. 

]こっちうぇかくけ きはしすけ ゃ こさう
っきくぇすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ いぇっ
きぇす あぇかぉうすっ しさっとせ きけぉうか
くう けこっさぇすけさう こけ けすくけてっくうっ 
すなさしっくっすけ くぇ くっこけょけいうさぇとう 
けす ゅさぇあょぇくうすっ いぇょなかあっくうは, 
ういおせこっくう し ょけゅけゃけさう くぇ ちっ
しうは けす そうさきう, おぇおすけ う けす こけ
しっとっくうはすぇ こけ すけいう こけゃけょ くぇ 
しすさぇくくう おせさうっさう こけ ょけきけゃっ
すっ. 

‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ こさけきっくっくけ
すけ こさうっきくけ ゃさっきっ くぇ けぉとっしす
ゃっくうは こけしさっょくうお いぇ ゅさぇあょぇ
くうすっ, っ ょぇょっくぇ ゃないきけあくけしす 
くけゃう 18 おぇいせしぇ  ょぇ くぇきっさはす 
しゃけっすけ さぇいさってっくうっ. ‶け うくう
ちうぇすうゃぇ くぇ ╂うくおぇ 】っさっゃぇ 
こさうっきくけすけ ゃさっきっ いぇ ゅさぇあ
ょぇくう こさっい しっょきうちぇすぇ ゃぇさうさぇ 
ゃ つぇしけゃっすっ けす 9 ょけ 18 つぇしぇ, 
さぇいかうつくけ いぇ ゃしっおう ょっかくう
つっく ょっく, ょぇゃぇとけ ゃないきけあくけしす 
さぇぉけすっとうすっ し さぇいかうつくけ けす 
しすぇくょぇさすくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ 
しなとけ ょぇ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ 
こけしっすはす こさうっきくぇすぇ くぇ けきぉせょ
しきぇくぇ. 

]さっょ こけ-うくすっさっしくうすっ おぇいせ
しう, いぇ おけうすけ っ すなさしっくけ しな
ょっえしすゃうっ けす けきぉせょしきぇくぇ,  っ 
すなさしっくっ くぇ こさけすっおちうう いぇ いぇ
こけつゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっ
くぇか”, こさっょゃうょ そぇおすぇ, つっ ╂うく
おぇ 】っさっゃぇ っ こさっょしすぇゃうすっか 
くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 

╁ ょけおかぇょぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお しぇ こけしけつっくう う 
10-すっ くっこさうおかのつうかう しこけさくう 
こさっこうしおう う おぇいせしう, こけ おけうすけ 
っ すなさしっくぇ いぇ しなょっえしすゃうっ. 〈っ 
しぇ しゃなさいぇくう  し  こさけぉかっきう くぇ 
っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, けぉかぇ
ゅけさけょはゃぇくっ くぇ きっあょせぉかけおけ
ゃけ こさけしすさぇくしすゃけ, こさけきはくぇ くぇ 
きぇさてさせす くぇ ゅさぇょしおぇ ぇゃすけぉせし
くぇ かうくうは わ12, ういょぇゃぇくっ くぇ 
かうつくう ょけおせきっくすう, こさけぉかっきう 

し ╁う╉. 

‶さっょこさうっきぇくっ くぇ ょっえしすゃうは 
こけ ういょぇゃっくけすけ くぇ ぇおすけゃっ いぇ 
さぇあょぇくっ くぇ 3 ょっちぇ けす さけきしおう 
こさけういたけょ, さけょっくう ゃ ╂なさちうは, し 
ちっか せさっあょぇくっ くぇ すったくうは こけ-
くぇすぇすなてっく しすぇすせす う ゃないきけあ
くけしす いぇ こけかいゃぇくっ くぇ いょさぇゃくぇ 
こけきけと, しないょぇゃぇくっ くぇ こさぇゃくぇ 
おかうくうおぇ  いぇ ぉっいこかぇすくう こさぇゃ
くう おけくしせかすぇちうう くぇ ゅさぇあょぇくう 
けす さうしおけゃう ゅさせこう, さぇぉけすくう 
しさっとう し ょうさっおすけさう くぇ さぇい
かうつくう うくしすうすせちうう, さぇいはしくう
すっかくけ うくそけさきぇちうけくくぇ おぇき
こぇくうは „‶なさゃぇ かうつくぇ おぇさすぇ” ゃ 
せつうかうとぇすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ,  うい
くっしっくう こさうっきくう ゃ しっかぇすぇ ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こさっょこさう
っきぇくっ くぇ ょっえしすゃうは いぇ ゃない
しすぇくけゃはゃぇくっ くぇ つかっくしすゃけすけ 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ ]ょさせ
あっくうっすけ くぇ きっしすくうすっ けぉとっしす
ゃっくう こけしさっょくうちう しぇ つぇしす けす 
こさっょこさうっすうすっ ょっえしすゃうは う 
うくうちうぇすうゃう くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ いぇ 
5-すっ きっしっちぇ けす くっえくぇすぇ さぇぉけ
すぇ. 

╆ぇ ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ けす 
ゅかぇしせゃぇくうは けす ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす ぉのょあっす くぇ うくしすうすせちう
はすぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 29 たうかはょう 
かっゃぇ しぇ  せしゃけっくう 20 たうかはょう 
483 かっゃぇ 64 しすけすうくおう. [っぇ
かういうさぇくう しぇ ぉのょあっすくう うおけ
くけきうう ゃ さぇいきっさ くぇ 8 たうかはょう  
516  かっゃぇ う 36 しすけすうくおう. 

╁ ょけおかぇょぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ しぇ 
くぇこさぇゃっくう う くはおけう こさっこけさな
おう. ╄ょくぇ けす すはた っ おなき きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす - いぇ すなさしっくっ くぇ 
ゃぇさうぇくす いぇ くぇいくぇつぇゃぇくっ つさっい 
さぇいかうつくう こさけゅさぇきう けす ╀のさけ
すけ こけ すさせょぇ くぇ すったくうつっしおう 
しっおさっすぇさ, ょけさう くぇ 4-つぇしけゃ 
さぇぉけすっく ょっく, し けゅかっょ こけょこけ
きぇゅぇくっ すったくうつっしおぇすぇ さぇぉけすぇ 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ. 

 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ 
- ‶さっょしすぇゃうすっかはす 
くぇ 

 う うい
こなかくうすっかっく ょうさっお
すけさ くぇ “╉さっきけくぇ-
╀なかゅぇさうは” ゃさなつう 
くぇゅさぇょう くぇ すぇかぇくす
かうゃう きかぇょう たせょけあ
くうちう けす さぇいかうつくう 
ゅさぇょけゃっ くぇ しすさぇ
くぇすぇ, せつぇしすくうちう ゃ 
′ぇちうけくぇかくうは おけく
おせさし“ ′ぇしかっょくうちう 
くぇ ╃っつおけ 〉いせくけゃ”.  
]すぇすうゃう う こさっ

ょきっすくう くぇゅさぇょう 
ぉはたぇ こけょぇさなちうすっ, 
おけうすけ そうさきぇすぇ, さな
おけゃけょっくぇ けす ╂ぇきけ
ゃぇ, けしうゅせさう いぇ くぇ
ゅさぇょっくうすっ. 
〈けゃぇ くっ っ こなさゃうはす 

すぇおなゃ あっしす, こさぇゃっく 
けす ╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ, 

‶ぇきっすくぇ こかけつぇ „[せしおけ ゃけっくくけ ゅさけぉうとっ“ おさぇえ 》さぇき-こぇきっすくうお „[けあ-
ょっしすゃけ 》さうしすけゃけ” おさぇえ 【うこおぇ ぉっ けすおさうすぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ くぇちうけ-

くぇかくうは こさぇいくうお くぇ しすさぇくぇすぇ - 3-すう きぇさす. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ こけしすぇゃはくっすけ 
え っ くぇ おけきうすっす „【うこおぇ“. 『っかすぇ っ し すけいう あっしす ょぇ しっ こけしすぇゃう くぇつぇかけすけ 
いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ させしおけすけ ゅさけぉうとっ くぇょ こぇきっすくうおぇ. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ ぉっ 
かうつくけ せゃぇあっくぇ う こけょおさっこっくぇ けす ]っさゅっえ ′うおけかぇっゃうつ ╉せょさうく - こさっいうょっくす 
くぇ 《けくょ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ ょっかけゃうすっ う おせかすせさくうすっ ゃさないおう „╁きっしすっ“.

╉ぇいぇくかなお しすぇくぇ ょけ-
きぇおうく くぇ しゃっすけゃ-

くぇすぇ こさっょこさっきうっさぇ くぇ 
けさうゅうくぇかくぇ すさぇくしおさう-
こちうは くぇ „╂けょうてくうすっ 
ゃさっきっくぇ“ くぇ ┿くすけくうけ 
╁うゃぇかょう いぇ ゃうけかけくつっかけ 
う おぇきっさっく けさおっしすなさ.
„╇しすけさうつっしおぇすぇ きせ-

いうおぇかくぇ つっしす” しこけたけょう 
ゅさぇょぇ くう ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ ういゃっしすくうは くぇて しな-
ゅさぇあょぇくうく - ちうゅせかぇさはす 
╃ぇくうっか 〈さうくゅけゃ. ] くっ-
ゅけゃけ しなょっえしすゃうっ う こけ-
おぇくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゅけしすせ-

╃くっゃっく ちっくすなさ いぇ きかぇ-
ょっあう し せゃさっあょぇくうは とっ 

いぇさぇぉけすう ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ おさぇは 
くぇ きぇさす. 〈けゃぇ しなけぉとう ╁っし-
おぇ ╋ぇさぇょあうっゃぇ, ょうさっおすけさ 
くぇ  『っくすなさぇ いぇ ょっちぇ し せゃ-
さっあょぇくうは.
╇いゅさぇあょぇくっすけ くぇ 『っくすなさぇ 

っ こけ こさけっおす くぇ ┿きっさうおぇく-
しおけすけ こけしけかしすゃけ,  しこっつっかっく 
けす そけくょぇちうは „]うえょなさ” くぇ 
しすけえくけしす 130 たうかはょう ょけ-
かぇさぇ. ╂けょうてくぇすぇ ういょさなあ-
おぇ くぇ ちっくすなさぇ いぇ きかぇょっあう 
とっ しすさせゃぇ けおけかけ 90 たうかは-

╉ぇいぇくかなつぇくおぇすぇ ╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ っ くけゃうはす ょうさっお-
すけさ くぇ [っゅうけくぇかくうは うくしこっおすけさぇす こけ けぉさぇいけゃぇくうっ 

- ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╃け きけきっくすぇ ]うきっけくけゃぇ ぉっ いぇきっしすくうお-
ょうさっおすけさ くぇ ¨〉 „╉せかぇすぇ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇゃなさてうかぇ っ ゃう-
してっ けぉさぇいけゃぇくうっ こけ うしすけさうは, ぇくゅかうえしおう う こせぉかうつくぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは. 〈は っ う けぉとうくしおう しなゃっすくうお ゃ ╉ぇいぇくかなお 
けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╀]‶. ╁ ¨ぉ]-╉ぇいぇくかなお っ いぇきっしすくうお-こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ けぉさぇいけゃぇくうっ, きかぇょっあおう ょっえ-
くけしすう, しこけさす う すせさういなき う つかっく くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ おせか-
すせさぇ, うくそけさきぇちうけくくう しさっょしすゃぇ う ゃっさけういこけゃっょぇくうは. 

╂けすけゃぇ っ こさけゅさぇきぇすぇ いぇ こさっょゃぇさうすっかくう-
すっ ういこうすう いぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ╁〉╆-けゃっ. 』ぇしす 

けす すはた しっ こさけゃっあょぇす くぇ きはしすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ ょくうすっ, すぇおしうすっ う 
ゃしうつおけ, しなけぉさぇいっくけ し おぇくょうょぇす-しすせょっくす-
しおぇすぇ おぇきこぇくうは こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, きけあっすっ 
ょぇ くぇせつうすっ ゃ 『っくすなさぇ  いぇ おぇくょうょぇすしすせょっくす-
しおぇ こけょゅけすけゃおぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 》╂ „]ゃ. しゃ. 
╉うさうか う ╋っすけょうえ”. ‶け すさぇょうちうは, こさっょゃぇ-
さうすっかくうはす こさうっきっく ういこうす いぇ 〈ったくうつっしおうは 
せくうゃっさしうすっす  ゃ ]けそうは しなとけ しっ こさけゃっあょぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 〈けえ とっ っ くぇ 12-すう ぇこさうか ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお けす 9 つぇしぇ. ╇いこうすなす っ すっしす こけ きぇすっ-
きぇすうおぇ. ‶さっょゃぇさうすっかくうすっ ういこうすう いぇ こさうっき 
ゃ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ╂ぇぉさけゃけ しぇ くぇ 
29-すう きぇさす う 26-すう ぇこさうか し くぇつぇかけ 8 つぇしぇ. 
′ぇえ-ぉかういおうはす ゅさぇょ, けしゃっく ╂ぇぉさけゃけ, ゃ おけえすけ 
すけいう ういこうす きけあっ ょぇ ぉなょっ こけかけあっく, っ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ こさっょゃぇさう-

37 きかく. 372 たうか. 302 かゃ. っ すぇいゅけょうてくうはす ぉのょあっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
こさうっす くぇ ゃすけさけ つっすっくっ. ]なゃっすくうちうすっ ゅけ こさうったぇ ぉっい ょっぉぇすう う し かっおう おけさっ-
おちうう ゃ さぇいたけょくぇすぇ つぇしす. ′ぇ いぇしっょぇくうっすけ しう すっ さってうたぇ ょぇ ぉなょっ けすょぇょっく  
こけょ くぇっき つさっい おけくおせさし いぇ 10 ゅけょうくう けぉとうくしおう すっさっく ゃ ぉかういけしす ょけ ╃╉『- 
‶けかうおかうくうおぇ う こぇさお „[けいぇさうせき” いぇ いぇゃっょっくうっ いぇ けぉとっしすゃっくけ たさぇくっくっ こさう 
くぇつぇかっく きっしっつっく くぇっき けす 5400 かっゃぇ う いぇょなかあっくうっ くぇ ぉなょっとうは くぇっきぇすっか ょぇ 
ういゃなさてう ぉかぇゅけせしすさけえしすゃっくう きっさけこさうはすうは くぇ くっ こけ-きぇかおけ けす 100 おゃ. きっすさぇ. 
¨ぉかぇゅけさけょうすっかくうすっ ょっえくけしすう すさはぉゃぇ ょぇ しぇ ゃ せくうしけく し ちはかけしすくうは こさけっおす う 
ゃういうは くぇ こなかくぇすぇ さっおけくしすさせおちうは くぇ こぇさお „[けいぇさうせき”, おけはすけ しすぇさすうさぇ すけいう 
きっしっち う すさはぉゃぇ ょぇ こさうおかのつう ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ. 

╆ぇこけつくぇ ういこなかくっ-
くうっすけ くぇ うくあっくっ-

さうくゅけゃうすっ ょっえくけしすう 
こけ くぇえ-きぇとぇぉくうは ょけ 
すけいう きけきっくす こさけっおす 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
- “╇くすっゅさうさぇく ゃけょっく 
こさけっおす. ╄すぇこ 2: [っ-
おけくしすさせおちうは う きけょっさ-
くういぇちうは くぇ ╂‶]¨╁ - 
╉ぇいぇくかなお“. ‶さけっおすなす っ 
くぇ しすけえくけしす ぉかういけ 23 
きかく. かゃ. う しっ そうくぇく-
しうさぇ けす ╉けたっいうけくくうは 
そけくょ  くぇ ╄ゃさけこっえしおうは 

]すさせおすせさぇ くぇ こけかうすうつっしおぇ こぇさすうは „╀なかゅぇさうは ぉっい ちっくいせ-
さぇ” ぉっ せつさっょっくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╃っしっすおう きかぇょう たけさぇ こさう-

しなしすゃぇたぇ くぇ せつさっょうすっかくけすけ しなぉさぇくうっ くぇ そけさきぇちうはすぇ, おぇすけ 
っょうくけょせてくけ いぇ きっしすっく こさっょしっょぇすっか ぉっ ういぉさぇく 39-ゅけょうてくうはす 
うおけくけきうしす ╂ぇかうく ┿くょけくけゃ ╂っけさゅうっゃ. ╂っけさゅうっゃ さぇぉけすう ゃ „┿さ-
しっくぇか” う っ けぉとうくしおう しなゃっすくうお. ‶なさゃけくぇつぇかくけ ぉっ ういぉさぇく し 
かうしすぇすぇ くぇ ′╃]╁, くけ けす ょっおっきゃさう きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ けぉはゃう くぇ-
きっさっくうはすぇ しう ょぇ こさっょしすぇゃかはゃぇ ‶‶ „╀なかゅぇさうは ぉっい ちっくいせさぇ”. 

′ぇ 9-すう きぇえ /こっすなお/ とっ ぉなょっ ういぉさぇくぇ 
すぇいゅけょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ. ‶さけゅさぇ-

きぇすぇ いぇ 111-は ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ っ こせぉ-
かうおせゃぇくぇ ゃ けそうちうぇかくうは しぇえす くぇ ̈ ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. ╉けくおせさしなす いぇ ういぉけさ くぇ 46-すぇ 
おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ とっ っ ゃ ╃╉ „┿さしっ-
くぇか”.
╋ぇかおぇすぇ ちぇさうちぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお こけ すさぇょう-

ちうは とっ しっ ういぉうさぇ くぇ 1-ゃう のくう し こうとくけ 

‶さけゅさぇきぇ いぇ つっしすゃぇくっ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは こさぇいくうお くぇ [っこせぉかうおぇ 
╀なかゅぇさうは – 3 きぇさす

ゃうょっく つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ. 
╁っつっ 25 ゅけょうくう こさけょなかあぇゃぇ しなすさせょくうつっしすゃけすけ くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは こけ こかぇし

すうつくう ういおせしすゃぇ う ょういぇえく “┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお し そうさきぇ“ ╉さっきけくぇ-╀なかゅぇ
さうは” ゃ けぉせつっくうっすけ くぇ きかぇょう かのすうっさう. ¨す しゃけは しすさぇくぇ こさっょこさうはすうっすけ けしうゅせさはゃぇ すっさっく 
いぇ こさけゃっあょぇくっ くぇ せつっぉくぇすぇ こさぇおすうおぇ くぇ ぉなょっとうすっ きぇえしすけさう くぇ しすさせくくう う とさぇえたけゃう 
うくしすさせきっくすう.  
‶さっい くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ さなおけゃけょっくけすけ けす ╂ぇきけゃぇ, おけはすけ っ ぉうゃて おぇょなさ くぇ “┿さしっくぇか”, 

こさっょこさうはすうっ くぇゃなさてゃぇ 90 ゅけょうくう. 

ゃぇ ╉ぇきっさくうはす しなしすぇゃ くぇ „]けそうえしおう しけかうしすう” くぇつっかけ し ょうさうゅっくすぇ ‶かぇきっく 
╃あせさけゃ. ‶さけょなかあうかうはす こけゃっつっ けす 2 つぇしぇ おけくちっさす けしすぇゃう ぉっい ょなた こせぉかう-
おぇすぇ, おけはすけ しっ さぇょゃぇてっ くっ しぇきけ くぇ ゃうさすせけいくけすけ ちうゅせかおけゃけ ういこなかくっくうっ 
くぇ ╃ぇくうっか, ぇ う くぇ ういはとくぇすぇ う すぇかぇくすかうゃぇ ]うそっえ 〉っく う くぇ こさういくぇすけすけ 
きぇえしすけさしすゃけ くぇ „]けそうえしおう しけかうしすう“. 
╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こさけゃっょっ しこっちうぇかくぇ しさっ-

とぇ し すぇかぇくすかうゃうは おぇいぇくかなておう ちうゅせかぇさ. ╃ゃぇきぇすぇ けぉしなょうたぇ ゃないきけあくけしす-
うすっ ╃ぇくうっか 〈さうくゅけゃ ょぇ けしなとっしすゃはゃぇ う ょさせゅう しゃけう こさけっおすう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
‶さっきうっさぇすぇ くぇ „╂けょうてくう ゃさっきっくぇ“ くぇ ┿くすけくうけ ╁うゃぇかょう いぇ ゃうけかけくつっかけ う 
おぇきっさっく けさおっしすなさ っ ゃ おさぇは くぇ き. ぇこさうか ゃ いぇかぇ „╀なかゅぇさうは“.

ょう かっゃぇ. ╁ くっゅけ ゃないきけあくけしす いぇ こさっょけしすぇゃはくっ くぇ おけきこかっおしくう しけちうぇかくう, 
いょさぇゃくう, けぉさぇいけゃぇすっかくう, さったぇぉうかうすぇちうけくくう う しけちうぇかくう せきっくうは う いくぇ-
くうは とっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇゃぇす 15 きかぇょっあう くぇょ 18-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. 
╃け きけきっくすぇ 12 しっきっえしすゃぇ くぇ すぇおうゃぇ きかぇょっあう ゃっつっ しぇ いぇはゃうかう あっかぇくうっ 

ょぇ こけかいゃぇす せしかせゅうすっ くぇ しこっちうぇかういうさぇくうは ちっくすなさ. 84 しぇ きかぇょっあうすっ くぇょ 
18 ゅけょうくう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお し さぇいかうつくう せゃさっあょぇくうは う すっあおう たさけくうつくう 
いぇぉけかはゃぇくうは, くせあょぇっとう しっ けす っあっょくっゃくう さったぇぉうかうすぇちうけくくう ゅさうあう. 

]うきっけくけゃぇ っ う いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっか くぇ しょさせあっくうっ  „[せしけそうかう” ゃ 
╉ぇいぇくかなお.

すっかくうすっ ういこうすう う こさうっきぇ くぇ ょけおせきっくすう,  すぇおしう う しさけおけゃっ しっ ょぇゃぇ ゃ 
『っくすなさぇ いぇ おぇくょうょぇすしすせょっくすしおぇ こけょゅけすけゃおぇ う うくそけさきぇちうは  ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
おけえすけ しっ くぇきうさぇ ゃ  しゅさぇょぇすぇ くぇ 》╂ „]ゃ. しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ” うかう  くぇ 
すっかっそけくう: 0431/6 25 67 う 0878 7992 97 う 0898 309 636

〈さっすう きぇさす 2014 ゅ.
9.30 つぇしぇ, こか. ]っゃすけこけかうし”, 

╉ぇいぇくかなお
〈なさあっしすゃっく ゃけょけしゃっす いぇ 

ぉかぇゅけょっくしすゃうっすけ  くぇ ぉなかゅぇさ-
しおうは くぇさけょ
[うすせぇか こけ ういょうゅぇくっ くぇ くぇ-

ちうけくぇかくけすけ いくぇきっ
 
11.30 つぇしぇ, こかけとぇょぇ ゃ こけょ-

くけあうっすけ くぇ  ゃさ. 【うこおぇ (こかけ-
とぇょぇ こさっょう しすなかぉうすっ おなき 
ゃなさたぇ)

〈なさあっしすゃっく きうすうくゅ こけ こけゃけょ ′ぇちうけくぇかくうは こさぇいくうお くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは
 
12.30 つぇしぇ, ゃさ. 【うこおぇ
‶けおかけくっくうっ こさっょ  ‶ぇきっすくうおぇ くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ
‶けょくぇしはくっ くぇ ゃっくちう う ちゃっすは
 
〈さなゅゃぇくっ  くぇ ぇゃすけぉせしうすっ いぇ ゃさ. 【うこおぇ けす 09.00 つ. こさっょ たけすっか „╉ぇいぇくかなお”
『っくぇ くぇ こさっゃけいぇ – 4.50 かゃ. ゃ ょゃっすっ こけしけおう.
『っくぇ くぇ こさっゃけいぇ ゃ っょくぇすぇ こけしけおぇ – 3.00 かゃ.

てけせ くぇ こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし”. [うすせぇかうすっ „[けいけぉっさ” いぇこけつゃぇす けす 24-すう きぇえ 
う とっ こさけょなかあぇす ょけ 8-きう のくう, おけゅぇすけ とっ っ う おせかきうくぇちうはすぇ くぇ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ し おぇさくぇゃぇかくけすけ てっしすゃうっ こけ おぇいぇくかなておうすっ せかうちう. ╁ さぇきおう-
すっ くぇ こさぇいくうつくうすっ ょくう しぇ こさっょゃうょっくう うくすっさっしくう しなぉうすうは, ぇさす ぉぇいぇさう う 
おけくちっさすう くぇ ╈けさょぇくおぇ 》さうしすけゃぇ, ′うおけかうくぇ 』ぇおなさょなおけゃぇ う そけかおかけさくう 
ういこなかくうすっかう けす しすさぇくぇすぇ う  こけぉさぇすうきっくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお ゅさぇょけゃっ. 

しなのい う けす 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 つさっい Oこっさぇすうゃくぇ こさけ-
ゅさぇきぇ „¨おけかくぇ しさっょぇ 2007-2013 ゅ. 
[っおけくしすさせおちうはすぇ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ こさっつうしすゃぇすっかくぇ しすぇくちうは っ けす ゃぇあくけ いくぇつっ-

くうっ いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす う いぇ こけゃうてぇゃぇ-
くっ おぇつっしすゃけすけ くぇ ╁う╉-せしかせゅうすっ ゃ けぉとうくぇすぇ. ¨ぉっおすなす とっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす 
いぇ さっぇかういぇちうは くぇ ╁う╉-こさけっおすう, こけいゃけかはゃぇとう ゃおかのつゃぇくっすけ う くぇ けすこぇょくうすっ 
ゃけょう けす くぇしっかっくうすっ きっしすぇ 【うこおぇ, 【っえくけゃけ, ╉さなく, ╄くうくぇ, ╉けこさうくおぇ, おぇいぇ ゃ 
しかけゃけすけ しう こさう けそうちうぇかくうは しすぇさす くぇ うくあっくっさうくゅけゃうすっ ょっえくけしすう おきっすなす くぇ 
けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
‶さけっおすうさぇくぇ こさっい 80-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお う けすおさうすぇ こさっい 2000 ゅ., くぇ 

こさぇおすうおぇ ょくっし こさっつうしすゃぇすっかくぇすぇ しすぇくちうは っ し けぉけさせょゃぇくっ きけさぇかくけ けしすぇさは-
かけ. ]かっょ きけょっさくういうさぇくっすけ え っそっおすなす とっ しっ こけつせゃしすゃぇ けしっいぇっきけ, けしけぉっくけ いぇ 
あうすっかうすっ くぇ し. ̈ ゃけとくうお. ] くけゃうは こさけっおす いぇ さっおけくしすさせおちうは う きけょっさくういぇちうは 
くぇ ╂‶]¨╁ とっ ぉなょぇす けすしすさぇくっくう ぉうけゅっくくうすっ っかっきっくすう ぇいけす う そけしそけさ, とっ しっ 
くぇきぇかう っくっさゅけっきおけしすすぇ くぇ ちはかぇすぇ しすぇくちうは, とっ しっ ゃなゃっょっ きくけゅけ こけ-ょけぉさぇ 
ぇゃすけきぇすういぇちうは くぇ こさけちっしうすっ う とっ しっ くぇこさぇゃう すさっすうさぇくっ くぇ せすぇえおうすっ くぇ 
けすこぇょくうすっ ゃけょう.
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¨せてかちかつせあ させけえあ う いけいしけそてかさあ „╅ちつかせあし”

〈せさしおぇすぇ ぇさきうは こけかいゃぇ ぇく
ゅかうえしおぇすぇ こせておぇ „]くぇえ

ょっさ”,  し けすきはすぇと しっ ぉかけおけゃ 
いぇすゃけさ う し すさう ょけ こっす くぇさっいぇ 
ゃ ちっゃすぇ, おぇかうぉなさ 14.66 きき. 
╀なかゅぇさうすっ くぇさうつぇかう けさなあう
っすけ „おぇこぇおかうは こせておぇ”. ╉けく
しすさせうさぇくぇ っ けす ぇきっさうおぇくっちぇ 
╃あっえおなぉ  ]くぇえょっさ しかっょ しこっ
つっかっく おけくおせさし, けぉはゃっく けす ぇく
ゅかうつぇくうすっ. ′ぇ ゃなけさなあっくうっ っ 
ゃ  っゃさけこっえしおうすっ つぇしすう くぇ ¨し
きぇくしおぇすぇ うきこっさうは. ╆ぇ しこっちうぇ
かうしすうすっ っ うくすっさっしくけ, つっ すぇお
すうつっしおうすっ たぇさぇおすっさうしすうおう しぇ 
したけょくう し させしおぇすぇ „╉さくおぇ”. ]さっ
とせ こさけすうゃくうちうすっ, ゃなけさなあっくう 
しなし  „]くぇえょっさ”, させしおぇすぇ ぇさきうは 
ういかういぇ し そさっくしおぇすぇ „【ぇしこけ” – 
けぉさぇいっち 1866 ゅ. ‶せておぇすぇ っ おぇ
かうぉなさ 11 きき, うゅかぇすぇ くぇ せょぇさ
くうおぇ う ゅせきっくうはす せこかなすくうすっか くぇ 
いぇすゃけさぇ ょぇゃぇす つっしすう ょっそっおすう. 
〈けゃぇ っ こせておぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
けこなかつっくちう, ゃ おさぇは くぇ ゃけえくぇすぇ 
いぇきっくっくぇ し „╉さくおぇ”.      ‶せておぇ 
„╉さくおぇ” っ くぇえ-きぇしけゃぇすぇ こせておぇ 
ゃ させしおぇすぇ ぇさきうは. ‶けつすう こけかけ
ゃうくぇすぇ けす ぇさきうはすぇ っ ゃなけさなあっ

くぇ し っょうく けす すさうすっ ゃぇさうぇくすぇ - 
こったけすくぇ, おぇいぇておぇ う ょさぇゅせくしおぇ.
╉ぇかうぉなさなす っ 15,24 きき. „╉け

ゅぇすけ くぇ 11 ぇゃゅせしす ゃけえくうちうすっ 
けす 5-すぇ さけすぇ くぇ ╀さはくしおうは こけかお 
けしすぇゃぇす ぉっい ぉけっこさうこぇしう けおけかけ 
╉さなゅかぇすぇ ぉぇすぇさっは, おけきぇくょうさなす 
うき おぇこ. 【くっえ ういょぇゃぇ いぇこけゃっょ 
ょぇ しっ こけすなさしはす こぇすさけくう けす せぉう
すうすっ すせさちう こけ しおかけくぇ くぇ ゃなさたぇ. 
′っおけかちうくぇ たさぇぉさっちう ょけくぇしはす 
15 つぇくすう し こぇすさけくう. ╁なゃ ゃしはおぇ 
けす すはた うきぇ ょけ 200 こぇすさけくぇ けす 
„]くぇえょっさ”. ]こけさっょ おぇこうすぇくぇ, っ 
くぇこさぇゃっくけ くっゃけかくけ けすおさうすうっ -  
こぇすさけくうすっ しぇ くぇこなかくけ こさうゅけょ
くう いぇ „╉さくおぇ“ う ょけ ゃっつっさすぇ しっ 
けすぉうゃぇす けとっ 2 ゃさぇあっしおう ぇすぇおう 
し すったくう ぉけっこさうこぇしう, けぉはしくはゃぇ 
‶ぇゃっか ╋うすおけゃ, せさっょくうお ゃ ′‶╋ 
„【うこおぇ”.

╄かうすくうすっ ゅさっくぇょうさう
くけしっかう „╀っさょぇくぇ”

‶せておぇすぇ „╀っさょぇくぇ-1” う „╀っさ
ょぇくぇ-2” っ ぇきっさうおぇくしおぇ, くぇ おけく
しすさせおすけさぇ ╀っさょぇく, くけ すは っ いくぇ
つうすっかくけ こけょけぉさっくぇ けす させしおうすっ 
けさなあっえくうちう ╂けさかけゃ う ╂せくうせし, 
しかっょ おけっすけ いぇこけつゃぇ きぇしけゃけすけ え 
こさけういゃけょしすゃけ ゃ [せしうは. ‶け ゃさっ
きっ くぇ [せしおけ-すせさしおぇすぇ ゃけえくぇ 
╀っさょぇくぇ-すぇ ゃ おぇゃぇかっさうえしおう う 
こったけすっく ゃぇさうぇくす っ くぇ ゃなけさなあっ
くうっ ゃ っかうすくうすっ ゅさっくぇょうさしおう う 
しすさっかおけゃう こけかおけゃっ くぇ [せしおぇすぇ 
ぇさきうは. ‶さういくぇくうっ ゃ さけょうくぇすぇ 
╂けさかけゃ う ╂せくうせし くっ こけかせつぇゃぇす, 
ぇ ゃ ]┿】  くぇさうつぇす すはたくぇすぇ こけ
ょけぉさっくぇ こせておぇ „させしおう きせしおっす”,                                                                                                                                 
おぇかうぉなさ 10,67 きき.
¨とっ ぇきっさうおぇくしおう けさなあうは しっ 

こさけぉゃぇす こけ ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇすぇ. 
„[っきうくゅすなく”-なす くぇ ╃あけせいっそ 
[うょなさ っ し 5 くぇさっいぇ ゃ ちっゃすぇ う 
ゃなさすはと しっ ぉかけおけゃ いぇすゃけさ. 〈は 
っ くぇ ゃなけさなあっくうっ ゃ っかうすくうは 

╄ょくぇ けす くぇえ-くけゃうすっ う うく-
すっさっしくう こせぉかうちうしすうつくう 

すゃけさぉう くぇ おくうあくうは こぇいぇさ, し 
ゃしうつおう  おぇつっしすゃぇ ょぇ しっ こさっ-
ゃなさくっ ゃ  ぉっしすしっかなさ, っ ゃっつっ くぇ 
さぇいこけかけあっくうっ くぇ つうすぇすっかう-
すっ くぇ そうさきっくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
„┿さしっくぇか” う きけあっ ょぇ ぉなょっ いぇ-
っきぇくぇ.
¨す きっしっち う こけかけゃうくぇ こけ 

おくうあくうすっ かぇゃうちう ゃ しすさぇくぇすぇ 
っ おくうゅぇすぇ くぇ くけしうすっかは くぇ ′け-
ぉっかけゃぇ くぇゅさぇょぇ いぇ うおけくけきうおぇ 
╃あけせいっそ ]すうゅかうち „『っくぇすぇ くぇ 
くっさぇゃっくしすゃけすけ”. 
╁ くっは っょうく けす いくぇきっくうすうすっ 

うおけくけきうしすう くぇ くぇてっすけ ゃさっきっ 
さぇいおさうゃぇ ゃかうはくうっすけ くぇ くっ-
さぇゃっくしすゃけすけ ゃなさたせ ょっきけおさぇ-
ちうはすぇ う こさぇゃくぇすぇ しうしすっきぇ くぇ 
]┿】, おぇすけ ういしかっょゃぇ おぇお こぇ-
さうつくぇすぇ う そうしおぇかくぇすぇ こけかう-
すうおぇ, おぇおすけ う ゅかけぉぇかういぇちうはすぇ, 
ゃけょはす ょけ ょさぇしすうつっく さなしす くぇ 

╈かちそけくすひて せあ そたひしねかせぬけてか け うそかせせけみて えかせけこ せあ ちとつせあぬけてか さそすたかせつけちあしけ おかなかさてけてか せあ そちひきけかてそ

╉ぇおゃけ っ ぉうかけ けさなあうっすけ くぇ せつぇしすくうちうすっ ゃ ぉうすおうすっ くぇ [せしおけ-すせさしおぇすぇ ¨しゃけぉけ-
ょうすっかくぇ ゃけえくぇ, ょけおけかおけ うきっくくけ けさなあうっすけ っ ぉうかけ けしくけゃっく そぇおすけさ いぇ ういたけょぇ 
けす ゃけえくぇすぇ?  
┿くゅかうえしおぇすぇ こせておぇ „]くぇえょっさ” くぇ ̈ しきぇくしおぇすぇ ぇさきうは  しさっとせ そさっくしおぇすぇ „【ぇし-
こけ” こさう させしうすっ? ‶けょけぉさっくぇすぇ „╀っさょぇくぇ”, こさけしかけゃせすぇすぇ „╉さくおぇ”, しすぇくぇかぇ こけ-
こせかはさくぇ しさっょ くぇさけょぇ おぇすけ „╉さうきおぇ” うかう 〉うくつっしすなさぇ くぇ すせさしおぇすぇ おぇゃぇかっさうは 
う つっさおっいうすっ? 
′はおけかおけ おせかすけゃう けさなあうは けす けくけゃぇ ゃさっきっ しっ しなしすっいぇゃぇす くぇ そさけくすぇ くぇ ゃけえ-
くぇすぇ, おけえすけ しすぇゃぇ しゃけっけぉさぇいっく ういこうすぇすっかっく こけかうゅけく いぇ せしこってくけしすすぇ くぇ けさな-
あっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ けす おさぇは くぇ 19-う ゃっお. ╉ぇおゃう しぇ すっ?  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
くぇょくうおくぇ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ ゃなけさなあっくうっすけ くぇ ¨しゃけぉけょうすっかくぇすぇ ゃけえくぇ ゃ ょくうすっ, 
おけゅぇすけ けすぉっかはいゃぇきっ 136 ゅけょうくう けす ¨しゃけぉけあょっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは.

╄ゅうこっすしおう おけさこせし こけょ おけ
きぇくょゃぇくっすけ くぇ こさっしすけかけ
くぇしかっょくうおぇ 》ぇしぇく.
〈せさしおうすっ おぇゃぇかっさうしすう 

こけかいゃぇかう こせておぇ „》っくさう 
〉うくつっしすなさ“し 4 くぇさっいぇ ゃ 
ちっゃすぇ, おけきぉうくうさぇく いぇすゃけさ 
う こなかくうすっか けす 13 ょけ 17 こぇ

すさけくぇ, ゃ ょゃぇ ゃぇさうぇくすぇ - おぇ
さぇぉうくぇ う こったけすくぇ こせておぇ. 
‶けかいゃぇかぇ しっ けとっ けす けしきぇく
しおぇすぇ こけかうちうは う つっさおっいおう 
けすさはょう. [せしくぇちうすっ ゃなけさな
あぇゃぇす しゃけう つぇしすう し こかっくっ

くう „〉うくつっしすなさ”-う, くけ すぇいう 
こせておぇ し おぇかうぉなさ 11 きき 
くっ せしこはゃぇ ょぇ しっ くぇかけあう し 
すさぇょうちうう ゃ [せしおぇすぇ ぇさきうは. 

′ぇえ-ょなかゅぇすぇ こせておぇ
ゃなゃ ゃけえくぇすぇ っ 

„]こさうくゅそうえかょ“

〈けゃぇ っ ぇきっさうおぇくしおぇ きけ
ょうそうおぇちうは くぇ ぉさうすぇくしおぇ
すぇ „]くぇえょっさ“, くぇえ-ょなかゅぇすぇ 
こせておぇ こけ ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇ
すぇ, くぇ ゃなけさなあっくうっ ゃ すせさ
しおぇすぇ こったけすぇ う ′ぇさけょくけすけ 
けこなかつっくうっ.
[せきなくしおぇすぇ ぇさきうは , おぇおすけ 

う つぇしす けす すせさしおぇすぇ, こけかい
ゃぇかう こせておぇ „‶うぉけょう ╋ぇさ
すうく“ うかう „》っくさう ╋ぇさすうく“, 
ぇきっさうおぇくしおぇ. ‶なさゃぇすぇ し 
こぇょぇと ぉかけおけゃ いぇすゃけさ う こっ
すかっ, おけっすけ けすょっかくけ しっ うい
ゃっあょぇ し さなおぇ. ]さなぉしおぇすぇ 
ぇさきうは こけかいゃぇかぇ こけょけぉくぇ 
くぇ „‶うぉけょう” しなし いぇすゃけさっく 
ぉかけお こせておぇすぇ „[けぉなさすし”. 
┿ゃしすさうえしおぇすぇ „╁っさくょか” し 
おぇかうぉなさ 11 きき, ゃなけさなあう
かぇ つっさくけゅけさちうすっ. ′ぇ ╉ぇゃ
おぇいおうは そさけくす させしくぇちうすっ 
しすさっかはかう し こせておぇ „╉ぇさかっ“, 
てゃっょしおぇ, せしなゃなさてっくしすゃぇ
くぇ けす させしおうは こけかおけゃくうお 
』ぇゅうく, しぇきけ こったけすっく ゃぇさう
ぇくす. 
╁けえゃけょうすっ けす ╁╋¨[¨ 

こけ-おなしくけ おせこせゃぇかう きぇ
しけゃけ こかっくっくう けす すせさちう
すっ そさっくしおう こせておう „╂さぇ”, 
きけょうそうおぇちうは くぇ „【ぇしこけ”, 
こけかいゃぇくう けす ゅなさちうすっ ゃ 
ゅさなちおけ-すせさしおぇすぇ ゃけえくぇ.

〉き う ゅっさけういなき
おけきこっくしうさぇかう
ょっそっおすうすっ くぇ

けさなあうっすけ

╋くっくうっすけ くぇ うしすけさうちうすっ 
っ, つっ ゃなこさっおう くぇしかけっくうすっ 
こさっょしすぇゃう いぇ すけつくけしすすぇ くぇ 
けさなあうはすぇ ゃ おさぇは くぇ 19-う 
ゃっお, くぇかけあっくう けす ぇきっさうおぇく
しおうすっ せっしすなさくう, うしすうくぇすぇ 
っ ょさせゅぇ: こけ すけゃぇ ゃさっきっ ゃしっ 
けとっ けゅくっしすさっかくうすっ けさなあうは 

しぇ くっすけつくう, くっょぇかっおけぉけえくう 
う ゃ きくけゅけ しかせつぇう – くっぉかぇ
ゅけくぇょっあょくう. 〈けゃぇ っ ういゃけょ, 
こけょおさっこっく ゃ ぇくぇかういぇ う くぇ 
せさっょくうおぇ けす ′ぇちうけくぇかくうは 
こぇさお-きせいっえ „【うこおぇ” ‶ぇゃっか 

╋うすおけゃ.
[ってぇゃぇとぇ さけかは いぇ ういたけょぇ 

けす ゃけえくぇすぇ ゃ こけかいぇ くぇ させ
しおぇすぇ ぇさきうは, しこけさっょ うしすけさう
ちうすっ, うきぇ くっ すけかおけゃぇ ゃなけさな
あっくうっすけ, おけかおけすけ せしこったうすっ 
くぇ させしおけすけ ゃけっくくけ ういおせしすゃけ. 
¨しけぉっく こさうくけし いぇ ういたけょぇ 

くぇ ゃけえくぇすぇ うきぇす せしこってくうすっ 
けすぉさぇくうすっかくう ぉけっゃっ くぇ ぉなか
ゅぇさしおうすっ けこなかつっくちう う させ
しおうすっ ゃけえくうちう けす ╀さはくしおうは 
う ¨さかけゃしおう こけかおけゃっ こさう 
けすぉさぇくぇすぇ くぇ 【うこつっくしおうは 
こさけたけょ. ]こけさっょ ゃけっくくうすっ 
しこっちうぇかうしすう, くぇ 【うこおぇ っ 
こけおぇいぇく おかぇしうつっしおう こさうきっさ 
いぇ けすぉさぇくぇ くぇ こかぇくうくしおう 
こさっゃぇか しさっとせ こさっゃないたけあょぇ

とう しうかう う しさっょしすゃぇ くぇ こさけ
すうゃくうおぇ. ¨すぉさぇくぇすぇ っ おさなゅけ
ゃぇ, きくけゅけ せこけさうすぇ う ぇおすうゃくぇ, 
こさう せしこってくけ きぇくっゃさうさぇくっ 
し くっいぇしすさぇてっくう  しうかう おなき 
いぇしすさぇてっくう しうかう, こけ そさけく
すぇ う ゃ ょなかぉけつうくぇ. 〉きっかけ しっ 
ういこけかいゃぇ きっしすくけしすすぇ いぇ こさけ

ゃっあょぇくっ けす ゅけさっ くぇょけかせ, 
こさう けすかうつくけ ゃいぇうきけょっえしすゃうっ 
きっあょせ ぇさすうかっさうは う こったけすぇ.  
„╃け くぇつぇかけすけ くぇ 19 ゃっお くぇ

つうくなす くぇ しさぇあっくうっ っ しすさけえ ゃ 
„おぇさっすぇ”, っょくけ しさっとせ ょさせゅけ, 

ゃ おけえすけ ゃけえくうちうすっ しっ „こせ
ておぇす” ょなかゅけ ゃさっきっ, ょけおぇすけ 
っょくぇすぇ しすさぇくぇ くっ せちっかう ゃさぇ
あっしおうは けそうちっさ う ゃけえくうちう
すっ きせ しう こかのはす くぇ こっすうすっ. 
[せしおぇすぇ う こさせしおぇすぇ ぇさきうう 
ゃおぇさゃぇす ゃ すぇいう すぇおすうおぇ う ぉっ
しくうすっ ぇすぇおう „くぇ くけあ”, おけうすけ 

こけすさうしぇす しなゃさっきっくくうちう
すっ  うき しなし しゃけは おなさゃぇゃ さっ
いせかすぇす. ╁しなとくけしす, ゅけかっきうはす 
ぉさけえ あっさすゃう  けす しさぇあっくうは
すぇ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ うょゃぇ けす 
うきっくくけ すっいう ぇすぇおう „くぇ くけあ”, 
ぉけかっしすう, ういきさないゃぇくうは, ぇ くっ 
けす こせてっつくぇすぇ しすさっかぉぇ っょうく 
しさっとせ ょさせゅ, おけはすけ ういゅかっあょぇ 
くぇ きけきっくすう ょぇあっ っしすっすうつっ
しおう. ╋くけゅけ ゅけかはき こさうくけし いぇ 
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изисквания, смята председателят на БСК Божидар Данев
¨ぉせつっくうっすけ, おけっすけ いぇこけつくぇ こさっょう ょくう, とっ こさうおかのつう し すさう-

ょくっゃくけ こけしっとっくうっ ゃ けそうしぇ くぇ そうさきぇすぇ ゃ ]けそうは こさっい きっしっち 
のくう. 〉つっくうちうすっ しぇ けす しこっちうぇかくけしすすぇ „╉けきこのすなさくぇ すったくうおぇ う 
すったくけかけゅうう“ けす ゃしうつおう おかぇしけゃっ くぇ けぉせつっくうっすけ - けす 8-う ょけ 12-う, 
しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ╋ぇさうぇくぇ ╃っきうさっゃぇ. ╁ いぇおかのつう-
すっかくうは っすぇこ くぇ けぉせつっくうっすけ せつっくうちうすっ とっ こさけしかっょはす けすぉかういけ  
さぇぉけすぇすぇ くぇ こさけゅさぇきくうは っおうこ けす しこっちうぇかうしすう くぇ ╋icrosoft ゃ 
しすけかうちぇすぇ.
¨すおさうゃぇくっすけ くぇ くけゃうは おけきこのすなさっく おぇぉうくっす, おなょっすけ しっ けぉせつぇ-

ゃぇす せつっくうちうすっ, しすぇくぇ ゃ っせそけさうはすぇ くぇ こさぇいくうつくけすけ くぇしすさけっくうっ 

くぇ 14-う そっゃさせぇさう, ╃っくは くぇ かのぉけゃすぇ う ゃうくけすけ. ╉ぇぉうくっすなす っ うい-
ゅさぇょっく こけ こさけっおす いぇ ]なゃさっきっくくけ けぉせつっくうっ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ くけゃう-
すっ うくそけさきぇちうけくくう すったくけかけゅうう ゃ しなすさせょくうつっしすゃけ し さぇぉけすけょぇ-
すっかは ╋icrosoft. ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” っ っょうくしすゃっくけすけ せつうかうとっ 
ゃ けぉかぇしすすぇ, おけっすけ さぇぉけすう こけ すぇいう こさけゅさぇきぇ ゃ しなすさせょくうつっしすゃけ 
し ╋icrosoft. 《うくぇくしうさぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ っ くぇ しすけえくけしす くぇょ 100 
たうかはょう かっゃぇ. ╋っしっち こさっょう すけゃぇ こさうおかのつう しっさすうそうちうさぇくっすけ くぇ 
こっすうきぇすぇ せつうすっかう, おけうすけ とっ うきぇす こさぇゃけすけ ょぇ さぇぉけすはす し こさけ-
ょせおすうすっ くぇ ゃけょっとぇすぇすぇ しけそすせっさくぇ そうさきぇ う  ょぇ こさっこけょぇゃぇす ゃ 
さぇきおうすっ くぇ こさけゅさぇきぇすぇ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ おけきこのすなさくぇすぇ すったくうおぇ. 
‶さっい そっゃさせぇさう ゃ せつうかうとっすけ, おけっすけ おぇいぇくかなつぇくう こさけょなかあぇ-

ゃぇす ょぇ くぇさうつぇす ╋ったぇくけすけ, こさけょなかあぇゃぇす しなしすっいぇくうはすぇ う けかうき-
こうぇょうすっ こけ  すったくうつっしおけ つっさすぇくっ, きぇてうくけしすさけっくっ こけょ くぇょしかけゃ, 
うしすけさうは, うくそけさきぇちうけくくう すったくけかけゅうう, すっくうし くぇ きぇしぇ. „╁しうつおう 
すっいう ょっえくけしすう しぇ さぇいくけけぉさぇいくう こけ ゃうょ, くけ けぉっょうくっくう けす しすさっ-
きっあぇ ょぇ ぉなょっき さぇいかうつくう, おさっぇすうゃくう, うくすっさっしくう!“, しこけょっかう ╃っ-
きうさっゃぇ こさっょ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“, こさっょう ょぇ けすこなすせゃぇ いぇ ╃さっい-
ょっく. „‶さう くぇし すさぇょうちうう う きけょっさくけしす ゃなさゃはす いぇっょくけ. ╀なょっとっすけ 
くぇ くぇてうすっ ょっちぇ っ おぇせいぇ, おけはすけ いぇしかせあぇゃぇ ょぇ ぉなょっ こけょおさっこっくぇ 
う くうっ くっ しこうさぇきっ ょぇ さぇぉけすうき いぇ くっは“, おけきっくすうさぇ けとっ ょうさっお-
すけさなす.
‶さっい きぇさす けそうちうぇかくけ とっ ぉなょっ こさっょしすぇゃっくぇ う くけゃぇすぇ しこっちう-

ぇかくけしす „╋ったぇすさけくうおぇ“, こさっょしすけはす しさっとう くぇ ′ぇしすけはすっかしすゃけすけ くぇ 
せつうかうとっすけ, しっきうくぇさ こけ こさけっおすぇ おなき ╋icrosoft う けすおさうゃぇくっ くぇ 
っょうくしすゃっくうは ゃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお  ╉ぇさうっさっく おけくしせかすぇすうゃっく おぇぉうくっす 
いぇ  おぇくょうょぇす-ゅうきくぇいうしすう う ぇぉうすせさうっくすう. „╋ったぇすさけくうおぇ“ とっ 
ぉなょっ こさっょしすぇゃっくぇ ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ こさっこけょぇゃぇすっかう けす 〈ったくう-
つっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ╂ぇぉさけゃけ, おなょっすけ きかぇょうすっ しこっちうぇかうしすう し 
ょうこかけきぇ けす „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ とっ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ こさけょなか-
あぇす けぉせつっくうっすけ しう ゃ しすっこっくすぇ くぇ ゃうしてっすけ けぉさぇいけゃぇくうっ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

Преподаватели от Техническия в Габрово 
идват за представянето на „Мехатроника“
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こけぉっょぇすぇ う あっさすゃうすっ うきぇ 
こけ-しおけさけ ぇさすうかっさうはすぇ, おけはすけ 
っ きくけゅけ こけ-くぇこさっょ ゃ さぇいゃう
すうっすけ しう けす さなつくけすけ けさなあうっ. 
╀っい ょぇ けきぇかけゃぇあぇゃぇき ゅっさけう
いきぇ くぇ ぉなかゅぇさう う させしう こさっい 
ゃけえくぇすぇ, しかせつぇはす し あっさすゃうすっ 
っ すけつくけ すぇおなゃ. ¨ゅさけきくぇ つぇしす 
けす ういぉうすうすっ っ ゃしかっょしすゃうっ ょう
ゃけすけ おかぇくっ くぇ きうさくう あうすっかう, 
ぇ けす ゃけえしおけゃうは しなしすぇゃ - ょっかけ 
くぇ ぇさすうかっさうはすぇ, おけくくう くぇぉっ
いう, さなおけこぇてくう ぉうすおう, ぉけかっ
しすう う ういきさないゃぇくうは”, っ ういゃけ
ょなす くぇ ‶ぇゃっか ╋うすおけゃ.
╁ しうすせぇちうはすぇ, おけゅぇすけ くぇ

いさはゃぇ ゃけっくっく おけくそかうおす, けぉぇ
つっ, ゃうくぇゅう うきぇ さぇいょゃうあゃぇくっ 
ゃなゃ ゃけっくくぇすぇ こさけきうてかっくけしす. 
]こけさっょ けさなあっえくうすっ しこっちうぇ
かうしすう, ゃ けぉしすぇくけゃおぇすぇ こさっ
ょう [せしおけ-すせさしおぇすぇ ゃけえくぇ 
っしすっしすゃっくけ ゃないくうおくぇか こさけ
ぉかっきなす, しゃなさいぇく し こけ-くぇすぇ
すなてくぇすぇ しなょぉぇ くぇ ゅけかはきけすけ 
おけかうつっしすゃけ きけさぇかくけ けしすぇ
さはかけ けさなあうっ. ╉なき くっゅけゃけ
すけ さってぇゃぇくっ しっ くぇしけつうかう 
けさなあっえくうすっ しこっちうぇかうしすう う 
おけくしすさせおすけさうすっ けす さぇいかうつくう 
しすさぇくう. ╆ぇこけつくぇかけ せしうかっくけ 
さぇいさぇぉけすゃぇくっ くぇ きっすけょう いぇ 
こさっさぇぉけすゃぇくっ くぇ くぇかうつくう
すっ こさっょくけこなかくっとう しっ こせて
おう. ¨さなあうはすぇ - さっいせかすぇす くぇ 
すけゃぇ さぇいょゃうあゃぇくっ, けこさっょっ
かっくけ しぇ しすなこおぇ ゃ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ すぇいう うくょせしすさうは. ]すなこおぇ, 
ぉっい しなきくっくうっ, きけとっく そぇお
すけさ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ ゃけっくくうすっ 
ょっえしすゃうは こさっい [せしおけ-すせさしおぇ
すぇ ¨しゃけぉけょうすっかくぇ ゃけえくぇ けす 
1877-1878-きぇ ゅけょうくぇ, ょけゃっ
かぇ ょけ しおかのつゃぇくっすけ くぇ ]ぇく-
]すっそぇくしおうは きうさっく ょけゅけゃけさ, 
こけかけあうか くぇつぇかけすけ くぇ ぉなか
ゅぇさしおけすけ ¨しゃけぉけあょっくうっ, つう
はすけ ゅけょうてくうくぇ くぇ 3-すう きぇさす 
ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ くぇえ-くけゃぇすぇ 

くう うしすけさうは けすぉっかはいゃぇきっ おぇすけ 
′ぇちうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ [っ
こせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ′╋‶
/′ぇちうけくぇかっく こぇさお-きせいっえ/

„【うこおぇ”,
こけ きぇすっさうぇかう くぇ

‶ぇゃっか ╋うすおけゃ

〈けえ っ おぇすっゅけさうつっく, つっ ょなさあぇゃぇすぇ っ けすきっくうかぇ おかぇしぇ いぇ こさけしかせあっくう ゅけょうくう おなき ょなさあぇゃくう-
すっ しかせあうすっかう, くけ くっ う おなき すっいう, おけうすけ しぇ ゃ つぇしすくうは ぉういくっし, ぇ すけゃぇ ゃけょう ょけ ょうしおさうきうくぇちうは 
„′っ こけゃっつっ けす 30% きけあっ ょぇ ぉなょっ ぉさけはす くぇ ゃさっきっくくけ くぇっすうすっ, ぇ すけゃぇ っ ゃ おけさっくくけ くぇさせ-
てっくうっ くぇ っゃさけこっえしおうすっ こさうくちうこう. ╀なかゅぇさしおうはす さぇぉけすけょぇすっか ぉってっ くぇおぇいぇく ょぇ こかぇとぇ いぇ 
こなさゃうすっ すさう ょくう ぉけかくうつくう, しかっょ おぇすけ こかぇとぇ う けしうゅせさけゃおう“, おぇいぇ けとっ ╃ぇくっゃ う こけょつっさすぇ, つっ 
ぉういくっしなす くっ きけあっ ょぇ けしゃけぉけょう きはしすけ いぇ きかぇょうすっ たけさぇ, ぇおけ こっくしうけくっさなす くっ あっ-

かぇっ ょぇ くぇこせしくっ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ. 
]さっょ 28-すっ きっさおう くぇ ]すけこぇくしおぇすぇ おぇきぇさぇ しぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ ゅけょうてくうは けすこせしお くぇ あっくうすっ 

ゃ きぇえつうくしすゃけ, いぇぉさぇくぇ いぇ こけかぇゅぇくっ くぇ ういゃなくさっょっく すさせょ, こさっきぇたゃぇくっ くぇ ょけこなかくうすっかくけすけ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうっ いぇ おかぇし こさけしかせあっくけ ゃさっきっ, おぇおすけ う けぉっいとっすっくうっすけ, おけっすけ しっ ょぇゃぇ, おけゅぇすけ 
さぇぉけすくうお ょけしすうゅくっ こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす う ぉなょっ けしゃけぉけょっく. ′ぇ  ょさせゅぇ こけいうちうは っ うおけくけきうしすなす 
けす 〉′]] こさけそ. ╀けはく ╃せさぇくおっゃ, しこけさっょ おけゅけすけ
„こさけきっくうすっ, こさっょかぇゅぇくう ゃ ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ, しぇ ぉさせすぇかくけ くぇしすなこかっくうっ くぇ っょさうは 

おぇこうすぇか こさけすうゃ すさせょっとうすっ しっ”. 
〈けえ すゃなさょう, つっ っ こけょゃっあょぇとけ すゃなさょっくうっすけ いぇ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ いぇっすけしすすぇ し くぇこさぇゃっくう-

すっ 28 こさっょかけあっくうは いぇ こさけきっくう ゃ ╉〈. 〈っいぇすぇ きせ っ, つっ 
こけゃっつっすけ けす すっいう きっさおう とっ ょぇょぇす ゃないきけあくけしすう くぇ おぇ-
こうすぇかぇ, う すけ くぇえ-ゃっつっ くぇ っょさうは おぇこうすぇか, しゃけぉけょくけ ょぇ 
ぉけさぇゃう しなし しすけおぇすぇ さぇぉけすくぇ しうかぇ. „[ぇいてうさはゃぇくっすけ くぇ 
けぉたゃぇすぇ くぇ しさけつくうは すさせょけゃ ょけゅけゃけさ っ ゃ うくすっさっし くぇ 
おぇこうすぇかぇ う かけゅうつくけ ゃけょう ょけ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ ぉっいしさけつ-
くうすっ すさせょけゃう ょけゅけゃけさう, おけっすけ っ ゃ けぉさぇすっく うくすっさっし くぇ 
すさせょっとうすっ しっ”, すゃなさょう こさけそっしけさ ╃せさぇくおっゃ. ╉ぇすけ くっ-
っゃさけこっえしおけ う くっきけょっさくけ すけえ けこさっょっかは くぇこさぇゃっくけすけ 
こさっょかけあっくうっ いぇ こさけきはくぇ ゃ ╉〈 いぇ  こさっけすしすなこゃぇくっ う 
„こさけょぇゃぇくっ” くぇ しこっちうぇかうしすう けす っょくけ こさっょこさうはすうっ くぇ 
ょさせゅけ しさっとせ いぇこかぇとぇくっ. „〈けゃぇ っ こさっょかけあっくうっ, おけっすけ 
こさういくぇゃぇ, つっ たけさぇすぇ しぇ しすけおぇ う つっ きけあっ ゃしっおう ょぇ こさけ-
ょぇょっ すぇいう しすけおぇ, しかっょ おぇすけ ゅう くぇっきっ くはおけえ ょさせゅ, しさっ-
とせ いぇこかぇとぇくっ, ぉっい こけ すけいう くぇつうく ょぇ しっ ゃないきっいょはゃぇす 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ“, ょけこなかゃぇ うおけくけきうしすなす. 

′ぇ ょさせゅぇ こけいうちうは しぇ  こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ しうく-
ょうおぇすうすっ: 
¨す ╉′]╀ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ こさっょかぇゅぇくうすっ こさけきっくう ゃ 

╉〈 しぇ ゃしなとくけしす そけさきぇかくう こけかうすうおう, ぇ くっ ゃぇあくう こさけ-
きっくう. ¨す しうくょうおぇすぇ くぇしすけはゃぇす こさけきっくうすっ ゃ すさせょけゃけすけ 
いぇおけくけょぇすっかしすゃけ いぇょなかあうすっかくけ ょぇ きうくぇゃぇす こさっい ′ぇ-
ちうけくぇかくうは しなゃっす いぇ すさうしすさぇくくけ しなすさせょくうつっしすゃけ. ‶け-
ゃけょ いぇ すけゃぇ しぇ うきっくくけ うしおぇくうすっ こさけきっくう ゃ ╉けょっおしぇ 

くぇ すさせょぇ けす ╀]╉ う ╀〈‶‶, おけうすけ, しこけさっょ かうょっさぇ くぇ しうくょうおぇすぇ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ, しぇ „ょけぉさっ 
けさゅぇくういうさぇくう ぇすぇおう おなき うくすっさっしうすっ う こさぇゃぇすぇ くぇ さぇぉけすくうちうすっ“.
‶け こけゃけょ くぇ こさっょかけあっくうすっ けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ こさけきっくう ゃ ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ ╃うきうすさけゃ 

いぇはゃう, つっ 
しうくょうおぇすなす くっ こさうっきぇ しないょぇゃぇくっ くぇ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ, けすくぇしはとけ しっ しぇきけ おなき けこ-

さっょっかっく おさなゅ けす けぉとっしすゃけすけ, いぇとけすけ いぇおけくうすっ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ っょくぇおゃう いぇ ゃしうつおう.
╉′]╀ うきぇ くぇょ 50 しすさぇくうちう おけくおさっすくう こさっょかけあっくうは いぇ こさけきっくう ゃ ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ う とっ 

くぇしすけはゃぇ すっ ょぇ ぉなょぇす ゅかっょぇくう しなし しなとけすけ ゃくうきぇくうっ, おぇおすけ う こさっょかけあっくうはすぇ くぇ ぉういくっしぇ. 
╁ しこっちうぇかくぇ ょっおかぇさぇちうは  
╉〈 „‶けょおさっこぇ“ けぉはゃう こさっょかけあっくうはすぇ くぇ ╀]╉  いぇ こさけきっくう ゃ ╉〈 いぇ „ぇぉしせさょくう“.
¨す しうくょうおぇすぇ, けぉぇつっ, こさうっきぇす おぇすけ こさうっきかうゃう こさっょかけあっくうはすぇ くぇ ╀]╉ いぇ ゃなゃっあょぇくっ くぇ 

っかっおすさけくくぇすぇ すさせょけゃぇ おくうあおぇ う しないょぇゃぇくっすけ くぇ すさせょけゃう しなょうかうとぇ. „‶さうっきぇきっ こさうくちうこくけ 
うょっはすぇ いぇ っかっおすさけくくぇ すさせょけゃぇ おくうあおぇ う っかっおすさけくくけ ょけしうっ, しすうゅぇ すけゃぇ ょぇ ゅぇさぇくすうさぇ しうゅせさ-
くけしすすぇ くぇ ょぇくくうすっ う ょぇ くっ くぇかぇゅぇ いぇょなかあっくうっ いぇ さぇぉけすくうおぇ う しかせあうすっかは ょぇ ぉけさぇゃう し うく-
そけさきぇちうけくくう う おけきせくうおぇちうけくくう すったくけかけゅうう, しっ おぇいゃぇ ゃ  ょっおかぇさぇちうはすぇ くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ”.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

くっさぇゃっくしすゃけすけ.
〈っいぇすぇ くぇ ぇゃすけさぇ っ, つっ „くっさぇゃっくしすゃけすけ くっ っ 

くっとけ くっういぉっあくけ. ′け こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょう-
くう しゃさなたぉけゅぇすうすっ せしこはたぇ ょぇ くぇかけあぇす しゃけうすっ 
うくすっさっしう う すはたくけすけ しなしすけはくうっ ょけしすうゅくぇ きぇ-
とぇぉう, おけうすけ っ すさせょくけ ょぇ しう こさっょしすぇゃうき. ′っう-
きけゃっさくうはす さなしす くぇ すはたくけすけ ぉけゅぇすしすゃけ, けぉぇつっ, 
しっ こけかせつう いぇ しきっすおぇ くぇ こけすうしおぇくっすけ くぇ うしすうく-
しおうは ょうくぇきうつっく おぇこうすぇかういなき. ]ゃさなたぉけゅぇすうすっ 
くぇこさぇゃうたぇ ┿きっさうおぇ しすさぇくぇすぇ し くぇえ-はさおけ うい-
さぇいっくけすけ くっさぇゃっくしすゃけ けす ゃしうつおう くぇこさっょくぇかう 
うくょせしすさうぇかくう しすさぇくう, ういけこぇつうたぇ こけかうすうつっ-
しおうは ょっぉぇす う しないょぇょけたぇ っょくけ さぇいょっかっくけ けぉ-
とっしすゃけ” , すゃなさょう ╃あけせいっそ ]すうゅかうち. 
‶けょいぇゅかぇゃうっすけ くぇ „『っくぇすぇ くぇ くっさぇゃっくしすゃけ-

すけ” っ „╉ぇお ょくってくけすけ さぇいょっかっくけ けぉとっしすゃけ 
いぇしすさぇてぇゃぇ ぉなょっとっすけ くう”, ぇ しなょなさあぇくうっすけ 
くぇ おくうゅぇすぇ っ すけかおけゃぇ てけおうさぇとけ, ぇょっおゃぇすくけ 
う くぇゃさっきっくくけ, つっ ゃしっおう, おけえすけ こけしっゅくっ おなき 
くっは, とっ けしすぇくっ ゃないたうすっく. 
╇きぇ きけきっくすう ゃ うしすけさうはすぇ, おけゅぇすけ たけさぇすぇ くぇ-

ゃしはおなょっ こけ しゃっすぇ しっ くぇょうゅぇす, いぇ ょぇ 
おぇあぇす, つっ くっとけ くっ っ くぇさっょ – くぇょうゅぇす 
しっ, いぇ ょぇ こけうしおぇす こさけきはくぇ. 〈けゃぇ しっ っ 
しかせつゃぇかけ くっおけかおけおさぇすくけ ゃ きうくぇかけ-
すけ, おぇすけ ゃしっおう こなす すっいう さぇいすなさしゃぇとう 
しなぉうすうは しぇ きぇさおうさぇかう くぇつぇかけすけ くぇ 
くけゃぇ っさぇ, ぇ しこけさっょ ぉっかっあうすうは うおけ-
くけきうしす ╃あけせいっそ ]すうゅかうち, „しっゅぇてくう-
はす こっさうけょ きけあっ ぉう っ ょさせゅ すぇおなゃ きけ-
きっくす”, っ っょうく けす ぇおちっくすうすっ ゃ „『っくぇすぇ 
くぇ くっさぇゃっくしすゃけすけ”.
╃あけせいっそ ]すうゅかうち っ ぇゃすけさ くぇ さっょうちぇ 

おくうゅう, こけしゃっすっくう くぇ ゅかけぉぇかういぇちうは-
すぇ, しゃけぉけょくうすっ こぇいぇさう う ゅかけぉぇかくぇすぇ 
そうくぇくしけゃぇ おさういぇ. ╀うか っ こさっょしっょぇすっか 
くぇ ]なゃっすぇ くぇ うおけくけきうつっしおうすっ しなゃっす-
くうちう こさう こさっいうょっくすぇ ╀うか ╉かうくすなく う 
ゅかぇゃっく うおけくけきうしす くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ ぉぇく-
おぇ. ╁ きけきっくすぇ ]すうゅかうち こさっこけょぇゃぇ ゃ 
╉けかせきぉうえしおうは せくうゃっさしうすっす.
╉くうゅぇすぇ っ くぇ ういょぇすっかしすゃけ „╇いすけお-

╆ぇこぇょ”, ちっくぇすぇ え くぇ おくうあくうは こぇいぇさ っ 
33 かっゃぇ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
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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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╃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_
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 ゃっすっさぇくう いぇ 50 ゅけょうくう. ╇ 
すっいう しかっょ すはた. 
〈ぇおぇ ういゅかっあょぇてっ のぉうかっえくぇすぇ ゃっ-

つっさ くぇ さぇぉけすうかうすっ う さぇぉけすっとうすっ 
ゃ 〈ったくけかけゅうつっく けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2 
こさう „┿さしっくぇか” ┿╃. ‶けぉさぇかぇすぇ っきけ-
ちうう, ょさせゅぇさしおう しこけきっくう, さぇいおぇいう 
いぇ すさせょくう う ぉけょさう ゃさっきっくぇ ゃっつっさ 
ょなかゅけ とっ こけきくはす こさうしなしすゃぇとう-
すっ くぇ のぉうかっえくぇすぇ ゃっつっさ, つぇしす けす 
すはた くっ しさっとぇかう しっ し ゅけょうくう. ]さっょ 
くぇえ-とぇしすかうゃうすっ う くっせきけさくう ゃなゃ 
ゃしっけすょぇえくけしすすぇ しう ぉっ ]すけはくおぇ 〈さう-
そけくけゃぇ - ょなかゅけゅけょうてっく おぇょなさ くぇ 
〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか, ょぇかぇ いぇ さぇい-
ゃうすうっすけ きせ 28 ゅけょうくう けす すさせょけゃうは 
しう こなす. ╀うゃてぇすぇ くぇつぇかくうお-ぉのさけ 
う くぇしすけはとぇ こっくしうけくっさおぇ ぉっ しさっょ 
とぇしすかうゃうすっ けさゅぇくういぇすけさおう う ょけきぇ-

╋ぇさうぇくぇ ╃っきうさっゃぇ, ょうさっおすけさ くぇ ‶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“, おけはすけ こけょゅけすゃは おぇょさう いぇ 

きぇてうくけしすさけっくっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお う さっゅうけくぇ,  ょけゅけゃぇさは こさっい 
しっょきうちぇすぇ ゃ ╃さっいょっく  そうくぇくしけゃうすっ こぇさぇきっすさう こけ こさけっおす 
„╊っけくぇさょけ“  – きけぉうかくけしす くぇ すっきぇ „╉けきこのすなさくけ こさけっおすうさぇくっ 
くぇ すったくけかけゅうう ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ”. 『っかすぇ くぇ ゃういうすぇすぇ っ ょけ-
ゅけゃぇさはくっ ゃ さぇきおうすっ くぇ こさけっおすぇ くぇ  けぉせつっくうっ くぇ 20 せつっくうちう 
けす きぇてうくくうすっ しこっちうぇかくけしすう こさっい すけゃぇ  かはすけ ゃ ╂っさきぇくうは. 
′ぇょ 100 せつっくうちう けす ゃしうつおう おかぇしけゃっ くぇ ‶╂„╇ゃぇく 》ぇょあうっ-

くけゃ“ ゃっつっ しすぇさすうさぇたぇ ゃ くけゃ おぇぉうくっす こさっい そっゃさせぇさう けぉせつっ-
くうっすけ しう こけ ょさせゅ こさけっおす, おけえすけ とっ けしうゅせさう くっけぉたけょうきぇすぇ 
ゃさないおぇ きっあょせ すっけさうはすぇ う こさぇおすうおぇすぇ し こけきけとすぇ くぇ しゃっすけゃ-
くうは かうょっさ ゃ うくそけさきぇちうけくくうすっ う おけきこのすなさくう すったくけかけゅうう 
- ╋icrosoft.

] っくすせしうぇいなき う あっかぇくうっ きぇかつせゅぇくうすっ う おけかっおすうゃなす くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ“ しっ ゃおかのつうたぇ 

ゃ うくうちうぇすうゃぇすぇ くぇ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか“ いぇ ういさぇぉけすおぇ くぇ 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ きぇさすっくうちぇ ゃ ゅさぇょぇ.
]ないょぇょっくぇすぇ けす ょっちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお つっさゃっくけ-ぉはかぇ うき-

こさっしうは とっ おさぇしう っょくけ けす ょなさゃっすぇすぇ こさっょ ╉かうっくすしおうは ちっく-
すなさ くぇ おぇぉっかくうは けこっさぇすけさ ゃ こなさゃうすっ ょくう くぇ きぇさす. 
′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ きぇさすっくうちぇ とっ こけかせつう しこっちうぇかっく しっさすうそう-

おぇす いぇ さっおけさょ, ぇ くっえくうすっ ぇゃすけさう - くぇゅさぇょう. 
╁しうつおう けしすぇくぇかう きぇえしすけさう くぇ きぇさすっくうつおう しなとけ とっ ぉなょぇす 

くぇゅさぇょっくう. 
╃け うょゃぇくっすけ くぇ となさおっかうすっ きぇさすっくうちうすっ くぇ ょっちぇすぇ けす おぇ-

いぇくかなておうすっ いぇぉぇゃぇつくうちう う はしかう とっ ぉなょぇす こけょさっょっくう ゃ 
しゃけっけぉさぇいくぇ ういかけあぉぇ ゃ おかうっくすしおうは けそうし くぇ そうさきぇすぇ.

¨しくけゃくうはす こさけぉかっき くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ うおけくけきうおぇ っ さなしすなす くぇ 

ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, おぇおすけ う かうこしぇすぇ 
くぇ うくゃっしすうちうう. 〈けゃぇ いぇはゃう  こさっい  
しっょきうちぇすぇ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╀なか-
ゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ ╀けあう-
ょぇさ ╃ぇくっゃ こけ こけゃけょ ょうしおせしうう ゃ 
うくすっさくっす こさけしすさぇくしすゃけすけ いぇ 28-すっ 
こさっょかけあっくうは いぇ こさけきはくぇ くぇ ╉〈, 
くぇこさぇゃっくう けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇく-
しおぇ おぇきぇさぇ う こけょおさっこっくう う けす ょさせ-
ゅう さぇぉけすけょぇすっかしおう けさゅぇくういぇちうう う 
つぇしす けす ぉなかゅぇさしおうすっ いぇおけくけすゃけさちう. 
]こけさっょ くっゅけ, しすさせおすせさぇすぇ くぇ ╉けょっ-
おしぇ くぇ すさせょぇ くっ けすゅけゃぇさは くぇ っゃさけ-
こっえしおうすっ ういうしおゃぇくうは う こさぇおすうおぇすぇ 
ゃ ょさせゅう っゃさけこっえしおう しすさぇくう, ぇ 

さぇぉけすけょぇすっかうすっ しぇ こけょかけあっくう くぇ くぇすうしお けす ういこなかくうすっかくぇすぇ ゃかぇしす う しうくょうおぇすうすっ. 

„〈けゃぇ ゃけょう ょけ けすかうゃ けす うくゃっしすうちううすっ う くっせしすけえつうゃけしす くぇ すさせょけゃけ-こさぇゃくうは おかうきぇす ゃ 
しすさぇくぇすぇ. ′ぇさっょ し きせょくけしすすぇ くぇ こさぇゃけさぇいょぇゃぇすっかくぇすぇ しうしすっきぇ, ゃしはおぇ ゅけょうくぇ しすぇゃぇ ゃしっ 
こけ-すさせょくけ ょぇ しっ こさぇゃう ぉういくっし“, おぇすっゅけさうつっく っ ╃ぇくっゃ, しこけさっょ おけゅけすけ けす 24 ゅけょうくう ゃ ╀なかゅぇ-
さうは くっ っ ゃかういぇか しっさうけいっく うくゃっしすうすけさ, ぇ きうくうきぇかくぇすぇ いぇこかぇすぇ しっ せゃっかうつぇゃぇ くっしなけぉさぇいくけ 
しこさはきけ すっきこけゃっすっ くぇ うおけくけきうおぇすぇ う うくそかぇちうはすぇ. ‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ╀]╉ こさっょせこさっょう, つっ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ ょぇくなおぇ ゃなさたせ ょけたけょう こさう きうくうきぇかくぇすぇ いぇこかぇすぇ っ ゃ くぇさせ

てっくうっ くぇ こさうくちうこうすっ くぇ しけちうぇかくけすけ こぇさすくぬけさしすゃけ.
]こけさっょ ╃ぇくっゃ, „すけゃぇ とっ ょけゃっょっ ょけ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ ぉさけは くぇ いぇっすうすっ し きうくうきぇかくぇ いぇこかぇすぇ 

う ょけ せおさうゃぇくっ くぇ ょけたけょう“.

¨す ]ぇしけゃけ ょけ 〈せかぇ. ′う-
おけかぇえ 《ぬけょけさけゃうつ ╋ぇ-

おぇさけゃ っ さけょっく ゃ しっきっえしすゃけ くぇ 
あっかっいけこなすっく きぇてうくうしす. ]かっょ 
おぇすけ いぇゃなさてゃぇ 《╆〉, さぇぉけすう 
おぇすけ てかけしっさ ゃ あっかっいけこなすくけすけ 
ょっこけ ゃ さけょくけすけ ]ぇしけゃけ, しかっょ 
おけっすけ こけしすなこゃぇ ゃ 〈せかしおうは きっ-
たぇくけすったくうつっしおう うくしすうすせす.
╁ くぇつぇかけすけ くぇ ╁っかうおぇすぇ ¨すっ-

つっしすゃっくぇ ゃけえくぇ っ けすいけゃぇく けす 
こさっょょうこかけきくぇ こさぇおすうおぇ う 
こさっょしさけつくけ きせ っ こさうしゃけっくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは くぇ うくあっくっさ, いぇ 
ょぇ ぉなょっ ういこさぇすっく ゃ いぇゃけょぇ ゃ 
╆ぇゅけさしお, おなょっすけ しっ こさけういゃっあ-
ょぇかう こうしすけかっすうすっ-おぇさすっつくうちう 
くぇ 【こぇゅうく. ]おけさけ いぇゃけょなす ぉうか 
こさっきっしすっく ゃなゃ ╁はすしおう こけかはくう, 
╉うさけゃしおぇ けぉかぇしす. 〈ぇき ′うおけかぇえ 
《ぬけょけさけゃうつ ぉなさいけ ういきうくぇ-

ゃぇ こなすは けす きぇえしすけさ ょけ ゃけょっと 
おけくしすさせおすけさ. ¨ぉせつっくうっすけ しう 
ゃ 〈せかしおうは きったぇくけすったくうつっしおう 
うくしすうすせす いぇゃなさてゃぇ し けすかうつくぇ 
ょうこかけきぇ こさっい 1944 ゅ. ]かっょ 
すけゃぇ っ ういこさぇすっく ゃ ╇くしすうすせすぇ 
ゃ ╉せくちっゃけ, おなょっすけ ょけ おさぇは くぇ 
ゃけえくぇすぇ さぇぉけすっか おぇすけ ゃけょっと 
うくあっくっさ-おけくしすさせおすけさ. ‶けしかっ, 
ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 14 ゅけょうくう, 
さぇぉけすう ゃ ゅさ. 〈せかぇ.
╊のぉけゃすぇ. ]なし しなこさせゅぇすぇ しう 

′ぇょっあょぇ ぅおけゃかっゃくぇ, さけょっくぇ ゃ 
〈せかぇ, しっ いぇこけいくぇゃぇす おぇすけ しすせ-
ょっくすう ゃ 〈せかしおうは うくしすうすせす, こけ 
ゃさっきっ くぇ すぇくちう. ╁っつっさすぇ すは 
しこけょっかうかぇ し きぇえおぇ しう: «〈けえ 
っ くはおぇお つせょっく, こけ-ゃないさぇしすっく 
っ けす きっく, きくけゅけ っ くぇしすけえつうゃ». 
╁ くぇつぇかけすけ ′ぇょは ゅけ ういぉはゅゃぇかぇ. 
′うおけかぇえ くっ ぉうか おさぇしぇゃっち, ぉうか 
くうしなお くぇ さなしす. ′け すけえ すぇおぇ は 
せたぇあゃぇか, し すぇおけゃぇ ゃくうきぇくうっ, 
つっ… くぇおさぇは すは ゅけ たぇさっしぇかぇ. 
‶けつせゃしすゃぇかぇ しうゅせさくけしす う しっ-
さうけいくけ けすくけてっくうっ. ′うおけ-
かぇえ けおけくつぇすっかくけ は こけおけさうか 
し けぉぇはくうっすけ しう - ぉうか っくっさゅう-
つっく, あういくっさぇょけしすっく きかぇょっあ, 
けぉうつぇか おけきこぇくううすっ. ╀なさいけ 
いぇゃなさいゃぇか こけいくぇくしすゃぇ, せきっか 
ょぇ こさうゃかうつぇ しなぉっしっょくうちうすっ 
しう. ╋けあっか ょぇ こっっ, きけあっか う ょぇ 
すぇくちせゃぇ. ¨つうすっ きせ ぉうかう きくけ-
ゅけ あうゃう, くぇこさぇゃけ ゅけさっかう. ╇… 
しっ けあっくうかう. ╉けゅぇすけ きぇえおぇすぇ 
くぇ ′ぇょは ゅけ こけこうすぇかぇ: «╆ぇとけ 
しっ あっくうて いぇ くっは, すは くうとけ くっ 
せきっっ ょぇ こさぇゃう», すけえ けすゃなさ-
くぇか: «】っ しっ くぇせつう».
′っえくうすっ さけょうすっかう ゅけ けぉうお-

くぇかう おぇすけ しけぉしすゃっく しうく. ╇ すけえ 
ゅう けぉうつぇか. 〈は しなとけ けぉうおくぇかぇ 
しっきっえしすゃけすけ きせ. ′ぇょは ぉうかぇ 
っょうくしすゃっくけ ょっすっ, ぇ しっきっえしすゃけ-
すけ くぇ ′うおけかぇえ – し てっしす ょっちぇ, 
ょゃっ けす おけうすけ こけつうくぇかう おぇすけ 

きぇかおう.
╋ぇおぇさけゃう うきぇす っょうく しうく – 

′うおけかぇえ. ╃けおぇすけ さけょうすっかうすっ 
くぇ ╋ぇおぇさけゃ ぉうかう あうゃう, こけ 
こけさなつっくうっ くぇ きなあぇ しう, ′ぇょは 
うき ういこさぇとぇかぇ けす くっゅけゃけ うきっ 
こぇさう う こうしなきちぇ. 〈けえ くっくぇゃうあ-
ょぇか ょぇ こうてっ こうしきぇ. 
′ぇょっあょぇ ぅおけゃかっゃくぇ, おけはすけ 

くうおけゅぇ くっ ぉうかぇ ゃうあょぇかぇ ういけ-
ぉさっすっくうっすけ くぇ きなあぇ しう, っ けす-
おさけゃっくぇ ゃ ょっくは くぇ しきなさすすぇ きせ: 
«┿い ういあうゃはた とぇしすかうゃけ し くっゅけ 
44 ゅけょうくう う, ぇおけ あうゃけすなす きう 
すさはぉゃぇ ょぇ いぇこけつくっ けすくぇつぇかけ, 
ぇい くっ ぉうた こさけきっくうかぇ くうとけ ゃ 
くっゅけ».
‶うしすけかっすなす «╋ぇおぇさけゃ» - 

‶╋. ]かっょ うくしすうすせすぇ ╋ぇおぇさけゃ 
せつぇしすゃぇか ゃ おけくおせさし いぇ さぇいさぇ-
ぉけすおぇ くぇ くけゃ こうしすけかっす いぇ けそう-

ちっさしおうは しなしすぇゃ, 
おけえすけ ょぇ いぇきっくう 
〈〈. 〈けゃぇ ぉうかけ 
ゅけかはきけ «くぇたぇか-
しすゃけ» けす くっゅけゃぇ 
しすさぇくぇ, すなえ おぇすけ 
ぉうか すけおせ-とけ ょう-
こかけきうさぇく, ぇ ゃ 
おけくおせさしぇ せつぇしす-
ゃぇかう ちはかぇ こかっは-
ょぇ いくぇきっくうすけしすう. 
‶けかうゅけくくうすっ うい-
こうすぇくうは いぇゃなさ-
てうかう しなし しっくいぇ-
ちうは: こけぉっょうすっか ゃ 

おけくおせさしぇ しすぇくぇか くっういゃっしすくうはす 
きかぇょ しこっちうぇかうしす ′うおけかぇえ ╋ぇ-
おぇさけゃ. ‶うしすけかっすなす «╋ぇおぇさけゃ» 
ぉうか きくけゅけ こけ-きぇかなお う こけ-かっお 
けす 〈〈, くけ しなとけ すけかおけゃぇ きけ-
とっく. ╆ぇ しゃけは けぉさぇいっち ╋ぇおぇさけゃ 
ういこけかいゃぇか 33 ょっすぇえかぇ, ぇ くぇえ-
ぉかういおうはす ょけ くっゅけ おけくおせさっくす 
ういこけかいゃぇか 40. 
╃させゅう ゅけかっきう さぇいさぇぉけすおう くぇ 

╋ぇおぇさけゃ: ┿ゃうぇちうけくくけ けさな-
ょうっ ┿╋-23, しなゃきっしすくけ し ′. ╋. 
┿そぇくぇしうっゃ, こさうっすけ くぇ ゃなけさな-
あっくうっ こさっい 1953 ゅ.; ‶さっくけしうき 
こさけすうゃけすぇくおけゃ さぇおっすっく おけき-
こかっおし «《ぇゅけす», こさうっす くぇ ゃな-
けさなあっくうっ こさっい 1970 ゅ.; ‶さけ-
すうゃけすぇくおけゃ さぇおっすっく おけきこかっおし 
«╉けくおせさし», こさうっす くぇ ゃなけさな-
あっくうっ こさっい 1974 ゅ.
‶さけういゃけょしすゃけすけ くぇ ‶╋. 

‶さっい 1949 ゅ. ゃ ╇あっゃしおうすっ いぇ-
ゃけょう いぇこけつくぇかけ こさけういゃけょしすゃけ-
すけ くぇ こうしすけかっすぇ «╋ぇおぇさけゃ», 
こさうっす くぇ ゃなけさなあっくうっ こさっい 
1951 ゅ. ‶さっい 70-すっ ゅけょうくう すけえ 
いぇこけつくぇか ょぇ しっ こさけういゃっあょぇ 
う ゃ ╀なかゅぇさうは, ╂╃[, ╉うすぇえ う ゃ 
ょさせゅう ょなさあぇゃう. ′ぇ しなのいくうちう-
すっ ょけおせきっくすぇちうはすぇ ぉうかぇ こさっ-
ょけしすぇゃはくぇ ぉっいこかぇすくけ. ]こけさっょ 
ういつうしかっくうはすぇ くぇ しこっちうぇかう-
しすうすっ, ゃ ╇あきぇて ぉうかう こさけうい-
ゃっょっくう 5 きうかうけくぇ こうしすけかっすぇ, 
こさうぉかういうすっかくけ すけかおけゃぇ ぉうかう 
こさけういゃっょっくうう う いぇょ ゅさぇくうちぇ.                                                                        
╆ぇ ゃしうつおけ すけゃぇ ╋ぇおぇさけゃ くっ 
こけかせつうか ょけこなかくうすっかくけ ゃないくぇ-
ゅさぇあょっくうっ. 
′っ ぉうか こさうしすさぇしすっく おなき 

こぇさうすっ. ╆ぇこかぇすぇすぇ しう ょぇゃぇか 
くぇ あっくぇ しう. ′っ え けすおぇいゃぇか いぇ 
くうとけ. ╉けゅぇすけ すは しっ はょけしゃぇかぇ, 
つっ っ おせこうかぇ くはおけは くっくせあくぇ 
ゃっと, すけえ は せしこけおけはゃぇか: «′っ 
こさっあうゃはゃぇえ, ゃぇあくけすけ っ, つっ しう 
ういこうすぇかぇ せょけゃけかしすゃうっ».

╄ょうくしすゃっくうすっ こぇさう, し おけうすけ 
しっ さぇいこけさっょうか しぇき, ぉうかぇ ]すぇ-
かうくしおぇすぇ こさっきうは けす 50 たうかは-
ょう させぉかう. 〈けゃぇ ぉうかう けゅさけきくう 
こぇさう いぇ ゃさっきっすけ. ╋ぇおぇさけゃ さっ-
てうか ょぇ こけきけゅくっ くぇ さけょうすっかう-
すっ しう う ょぇ くぇおせこう こけょぇさなちう 
– きけすけちうおかっす いぇ こかっきっくくうおぇ 
しう, すっかっゃういけさ いぇ しっしすさぇ しう う 
す.く. ╋ぇえおぇすぇ くぇ ′ぇょは おぇいぇかぇ: 
«¨しすぇゃう ゅけ, くっ しっ くぇきっしゃぇえ, 
すけえ しぇき っ ういおぇさぇか すっいう こぇさう».
╁すけさぇすぇ こさっきうは くぇ おけく-

しすさせおすけさぇ ぉうかぇ こけ ゃさっきっすけ  
くぇ 》させてつけゃ, いぇ ぇゃうぇちうけくくけすけ 
けさなょうっ くぇ ┿そぇくぇしうっゃ-╋ぇおぇ-
さけゃ. ′け ゃ しこうしなおぇ しっ けおぇいぇかう 
12 ょせてう, ゃ す.つ. こぇさすうえくうはす 
しっおさっすぇさ う こさっょしっょぇすっかはす 
くぇ きっしすくうは おけきうすっす. ¨す すぇいう 
こさっきうは せしこっかう ょぇ きせ おせこはす 

しぇきけ っょくけ いうきくけ こぇかすけ. 
] すさうしすぇえくけ あうかうとっ ╋ぇおぇ-

さけゃ しっ しょけぉうか っょゃぇ こさっい 1954 
ゅ. 〈けえ きっつすぇっか ょぇ うきぇ きぇおぇさ う 
っょくぇ しすぇは, くけ しゃけは.
′ぇょっあょぇ ぅおけゃかっゃくぇ ゃうくぇゅう 

うきぇかぇ けこけさぇすぇ くぇ きなあぇ しう, 
いぇょ くっゅけ すは しっ つせゃしすゃぇかぇ おぇすけ 
いぇょ おぇきっくくぇ しすっくぇ. ╉けかっゅうすっ 
え は くぇさうつぇかう «いかぇすくぇすぇ さうぉ-
おぇ», すは うきぇかぇ ゃないきけあくけしす ょぇ 
しう おせこう ょけさう ぉさうかはくすう. ′け 
しかっょ おぇすけ ういかはいなか ゃ こっくしうは, 
╋ぇおぇさけゃ こけかせつぇゃぇか 150 させぉ-
かう. ╋くけいうくぇ しっ てっゅせゃぇかう: 
«〈う しう ゅっさけえ くぇ しけちすさせょぇ う 

くっ きけあって ょぇ しっ いぇしすなこうて いぇ 
しっぉっ しう?» 〈けえ けすゅけゃぇさはか: «』っ 
いぇとけ, くぇ きっく しぇ きう ょけしすぇすなつ-
くう».
]おさけきっく う しきっか つけゃっお. 

╊のぉうきぇすぇ おくうゅぇ くぇ ╋ぇおぇさけゃ, 
こけ しこけきっくう くぇ しうくぇ きせ, ぉうかぇ 
«‶さうおかのつっくうはすぇ くぇ たさぇぉさうは 
ゃけえくうお 【ゃっえお». 〈けゃぇ けぉはしくは-
ゃぇかけ きくけゅけ: しぇきうはす ╋ぇおぇさけゃ 
こさうかうつぇか きぇかおけ くぇ 【ゃっえお. 
′っ こけくぇしはか しせっすぇすぇ, すとっし-
かぇゃうっすけ, つうくくけこけつうすぇくうっすけ 
う かうちっきっさうっすけ. ¨ぉかうつぇか しっ 
こさけしすけ, つっしすけ ゅけ ゃいっきぇかう うかう 
いぇ てけそぬけさ, うかう いぇ ょなさゃけょっ-
かっち.
′っ しすぇくぇか つかっく くぇ ╉‶]], 

おけっすけ ぉうかけ さはょおけ ういおかのつっくうっ 
いぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ っ あうゃはか. 
╋ぇおぇさけゃ けしすぇくぇか ぉっいこぇさすうっく, 
ゃなこさっおう ゃしうつおうすっ しう くぇゅさぇょう 
う いゃぇくうは う ゃなこさっおう, つっ きくけゅけ 

ゅけ ぇゅうすうさぇかう. 〈けえ うきぇか あっかっ-
いっく きけすうゃ: «′はきぇき ゃさっきっ ょぇ 
しすけは こけ こぇさすうえくう しなぉさぇくうは. 
┿い すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすは.» ╇ しっ 
こさうきうさうかう し すけゃぇ.
′っ きけゅぇす ょぇ きっ せゃけかくはす… 

╆ぇ ゃさっきっすけ, こさっい おけっすけ さぇぉけ-
すうか くぇょ ぇゃうぇちうけくくけすけ  けさな-
ょうっ, ╋ぇおぇさけゃ こけかせつうか 44 くぇ-
おぇいぇくうは. 』っしすけ こけっきぇか ゃなさたせ 
しっぉっ しう ゃうくぇすぇ くぇ しゃけうすっ こけょ-
つうくっくうう - けさなょうっすけ しっ こさぇゃう 
くっ しぇきけ けす おけくしすさせおすけさうすっ, くけ 
う けす さぇぉけすくうちうすっ. ‶けくはおけゅぇ 
しすさせゅぇさはす とっ しっ こさけゃぇかう, ょさせゅ 
とっ しつせこう ょっすぇえか… ¨すうゃぇかう 
こさう ╋ぇおぇさけゃ: «╉ぇおゃけ ょぇ こさぇ-
ゃうき, ′うおけかぇえ 《ぬけょけさけゃうつ?» ┿ 
すけえ けすゃさなとぇか: «′うとけ, ゃなさゃう 
ょぇ さぇぉけすうて». ╇ くぇきぇかはゃぇかう 
くっゅけゃぇすぇ いぇこかぇすぇ, くぇおぇいゃぇかう 

ゅけ… ┿ おけゅぇすけ ゅけ こうすぇかう: «╆ぇとけ 
こけっきぇて ゃしうつおけ くぇ ゅなさぉぇ しう?», 
すけえ けぉはしくはゃぇか: «╁しっ っょくけ, 
きっく くっ きけゅぇす ょぇ きっ せゃけかくはす, 
けさなょうっすけ っ くせあくけ». ′ぇょ すけゃぇ 
けさなょうっ さぇぉけすっかう ょっくけくけとくけ.
╉けくしすさせおすけさ くぇ ぉけかくうつくけ 

けぉけさせょゃぇくっ. ╁っょくなあ  ╋ぇおぇ-
さけゃ こけこぇょくぇか ゃ すっあおぇ ぇゃすけきけ-
ぉうかくぇ おぇすぇしすさけそぇ – くぇ ゃさな-
とぇくっ けす こけかうゅけくくう ういこうすぇくうは 
ゃ すはた しっ ゃさはいぇか ゅけかはき おぇきうけく. 
╇きぇか かけてけ しつせこゃぇくっ くぇ おさぇおぇ, 
たけょっか しなし しすけきぇくっくぇ てうくぇ. 
╇いゃっしすくけ ゃさっきっ おけくしすさせおすけ-
さなす こさっおぇさぇか ゃ ぉけかくうちぇ う し 

せあぇし おけくしすぇすうさぇか くぇ おぇおゃけ 
ょけこけすけこくけ くうゃけ っ ぉけかくうつくけすけ 
けぉけさせょゃぇくっ. ╇ ょけおぇすけ ゅけ かっおせ-
ゃぇかう, ゃいっか つっ ういきうしかうか ゃしは-
おぇおゃう こさうしこけしけぉかっくうは. ]ぇき ゅう 
おけくしすさせうさぇか, くぇつっさすぇか ゅう, こけ-
しかっ ゃいっか つっさすっあうすっ ゃ ぉのさけすけ 
う しぇき ゅう くぇこさぇゃうか. ╀うか きくけゅけ 
せこけさうす つけゃっお.
〈けえ こさなゃ ういきうしかうか おけく-

しすさせおちうは いぇ たっさきっすういうさぇくっ くぇ 
しすなおかっくう ぉせさおぇくう つさっい くぇすうしお 
くぇ おぇこぇおぇ し こさせあうくくぇ しおけぉぇ. 
]かっょ おぇすけ しっ こっくしうけくうさぇか, こけ 
きけかぉぇ くぇ あっくぇ しう, ういけぉさっすうか 

う きぇてうくおぇ いぇ いぇすゃぇさはくっ くぇ 
おけくしっさゃう.
‶さういくぇくうっすけ. 〉きなす う すさせょなす 

くぇ ゅけかっきうは おけくしすさせおすけさ ぉうかう 
ゃうしけおけ けちっくっくう:  ╂っさけえ くぇ しけ-
ちうぇかうしすうつっしおうは すさせょ, けさょっく 
«╊っくうく» う いかぇすっく きっょぇか «]なさこ 
う つせお» - 1974 ゅ.,  いぇ ゅけかっきう いぇ-
しかせゅう ゃ しないょぇゃぇくっすけ くぇ けぉさぇ-
いちう くぇ くけゃぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ; 
ょゃぇ けさょっくぇ «╊っくうく», けさょっく 
«』っさゃっくけ いくぇきっ» う きっょぇかう; 
╊ぇせさっぇす くぇ ]すぇかうくしおぇ こさっきうは 
– 1952 ゅ.; ╃なさあぇゃくぇ こさっきうは 
くぇ ]]][ – 1967 ゅ.; ╊ぇせさっぇす くぇ 
こさっきうは «]. ╇. ╋けしうく».
╀うか っ ょっこせすぇす ゃ 〈せかしおうは けぉ-

かぇしすっく しなゃっす, ょなかゅけゅけょうてっく 
つかっく くぇ けぉかぇしすくうは ]なゃっす くぇ 
′〈¨ «╋ぇてこさけき».
]っょっき うくそぇさおすぇ! ‶うしすけ-

かっすなす しっ さけょうか し くっうきけゃっさっく 
すさせょ けすしすさぇくぇ くぇ ╋ぇおぇさけゃ, こけ-
かせつっくうすっ こさっきうう う くぇゅさぇょう きせ 
おけしすゃぇかう きくけゅけ. ╁しうつおけ ぉうかけ 
いぇ しきっすおぇ くぇ しなくは う こけつうゃおぇ-
すぇ. ′け ぉうか きかぇょ う いょさぇゃ う うい-
ょなさあぇか くぇ くぇこさっあっくうっすけ. ╁ 
こなさゃうすっ ゅけょうくう あっくぇ きせ こけつすう 
くっ ゅけ ゃうあょぇかぇ. ╁おなとう くっ さぇい-
おぇいゃぇか いぇ さぇぉけすぇすぇ しう, くうおけゅけ 
くっ こけしゃっとぇゃぇか ゃ くっは, すは ょぇあっ 
くっ ゃうょはかぇ こうしすけかっすぇ. ]かっょ 
こなさゃうすっ ょゃぇ うくそぇさおすぇ かっおぇ-
さうすっ けすしっおかう: «┿おけ うしおぇすっ ょぇ 
こけあうゃっすっ, くぇこせしくっすっ さぇぉけすぇ». 
′け すけえ くっ きけあっか こさけしすけ ょぇ しう 
しっょう ゃおなとう, くっこさっきっくくけ すさはぉ-
ゃぇかけ ょぇ さぇぉけすう くっとけ. ╇ こさっおぇ-
さぇか けとっ こっす うくそぇさおすぇ!
╁ こっくしうは. ╉けゅぇすけ こさっい 1974 ゅ. 

ういかはいなか ゃ こっくしうは, おけくしすさせおすけ-
さなす ぉうか くぇ 60 ゅけょうくう. ‶けかせつうか 
«すぇかけく» いぇ ぇゃすけきけぉうか «╁けかゅぇ» 
し ょなさあぇゃっく くけきっさ 60-60. ‶さけ-
ょなかあうか ょぇ あうゃっっ ゃ ゅさぇょぇ-ゅっさけえ 
〈せかぇ. ‶さけょなかあうか う ぇおすうゃくぇすぇ 
しう すゃけさつっしおぇ さぇぉけすぇ.  
‶けしかっょくうすっ こっす ゅけょうくう. 

╅っくぇ きせ っょゃぇ ゅけ せょなさあぇかぇ 
ょぇ くっ たけょう くぇ さぇぉけすぇ. ]ぇきぇすぇ 
すは しっ こっくしうけくうさぇかぇ ょゃっ ゅけ-
ょうくう こけ-さぇくけ. ╋ぇおぇさけゃ え おぇ-
いぇか: «′うっ すけかおけゃぇ きぇかおけ しっ 
ゃうあょぇたきっ, おぇおゃけ とっ すう ょぇょぇす 
すっいう ょゃっ ゅけょうくう». ‶さっい すっいう 
こけしかっょくう ゅけょうくう すけえ きくけ-
ゅけ つっすはか, てけそうさぇか, たけょっか 
いぇ さうぉぇ ゃ さけょくけすけ ]ぇしけゃけ.                                                              
′うおけかぇえ ╋ぇおぇさけゃ ういょなたくぇか 
つっすうさう ょくう, しかっょ おぇすけ くぇゃなさ-
てうか 74. 
╁ こぇきっす くぇ ╋ぇおぇさけゃ. ′ぇ 9 

きぇえ 2009 ゅ. ゃ 〈せかしおうは ょなさあぇ-
ゃっく けさなあっっく きせいっえ っ けすおさうすぇ 
ういかけあぉぇ, こけしゃっすっくぇ くぇ 95-ゅけ-
ょうてくうくぇすぇ けす さけあょっくうっすけ 
くぇ ′うおけかぇえ ╋ぇおぇさけゃ. ′ぇ うい-
かけあぉぇすぇ しぇ こさっょしすぇゃっくう しない-
ょぇょっくうすっ けす くっゅけ けぉさぇいちう くぇ 
けさなあうっ う そけすけょけおせきっくすう, けす-
さぇいはゃぇとう けしくけゃくうすっ っすぇこう けす 
あうゃけすぇ う ょっえくけしすすぇ くぇ うきっくう-
すうは おけくしすさせおすけさ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╆ぇぉっかっあうすっかくうはす させしおう けさなあっっく おけくしすさせおすけさ ′うおけかぇえ ╋ぇおぇさけゃ っ さけょっく こさっい 1914 ゅ. ゃ し. ]ぇしけゃけ, 
ょく. [はいはくしおぇ けぉかぇしす.
╆ぇゃなさてゃぇ し けすかうつうっ 〈せかしおうは きったぇくけすったくうつっしおう うくしすうすせす, ょく. せくうゃっさしうすっす.
′ぇえ-ゃぇあくぇすぇ けす ゃしうつおうすっ きせ さぇいさぇぉけすおう っ おけくしすさせうさぇくうはす けす くっゅけ こうしすけかっす «╋ぇおぇさけゃ». 
╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおう すさせょ けす 1974 ゅ., くけしうすっか っ くぇ けさょっくう «╊っくうく» う «』っさゃっくけ いくぇきっ», くぇ 

いかぇすっく きっょぇか «]なさこ う つせお», かぇせさっぇす っ くぇ ╃なさあぇゃくぇ こさっきうは.
‶うしすけかっすなす «╋ぇおぇさけゃ» っ くぇ ゃなけさなあっくうっ けす 1951 ゅ. ¨さなあうっすけ うきぇ う しゃけはすぇ かうすっさぇすせさくぇ う おうくけ- 

«おぇさうっさぇ».
╋ぇおぇさけゃ せきうさぇ こさっい 1988 ゅ. 

おうくう くぇ のぉうかっえくぇすぇ ゃっつっさ. ]こっちうぇかくけ いぇ しかせつぇは ]すけはくおぇ ぉっ こさうゅけすゃうかぇ う きぇさすっくうちう いぇ 
おけかっゅうすっ しう. ]すけはくおぇ 〈さうそけくけゃぇ っ っょうくしすゃっくぇすぇ あっくぇ - さぇちうけくぇかういぇすけさ ゃ けすょっかぇ, ゃ おけき-
こぇくうはすぇ くぇ おけかっゅうすっ  しう 》さうしすけ ╉けかっゃ, ′っくけ ╇ゃぇくけゃ, ┿すぇくぇし [せっゃ.
′ぇ しこっちうぇかくぇすぇ こさぇいくうつくぇ ゃっつっさ, けすぉっかはいゃぇとぇ 50-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ けすょっかぇ, ょけえょけたぇ う 

くぇえ-しすぇさうすっ ゃっすっさぇくう - ╉けしすぇ ╉うさっゃ, こけしゃっすうか 10 ゅけょうくう けす すさせょけゃうは しう こなす くぇ けすょっかぇ けす 
けぉとけ 32-すっ しう ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか” う ╇ゃぇく ╋うくおけゃ ]すぇくっゃ - し ちっかう 30 ゅけょうくう ゃ 〈ったくけかけ-
ゅうつっく けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2. ]さっょ こさうしなしすゃぇとうすっ くぇ ゃっつっさすぇ ぉはたぇ ╆ょさぇゃおけ ╋なゅっゃ, くぇこさぇゃうか 
しゃけは すさせょけゃ こさけとなこせかくうお おぇすけ おけくしすさせおすけさ ゃ けすょっかぇ, ぉういくっしきっくなす ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, ╃っつおけ 
‶っえつうくけゃ, おぇおすけ う ぉうゃてうはす ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 2 うくあ. ╋うたぇうか ╋うたぇえかけゃ. ╁ っきけちうけくぇかくけ 
しかけゃけ すけえ ぉかぇゅけょぇさう くぇ おけかっゅうすっ う しなさぇすくうちうすっ しう いぇ しこけょっかっくうすっ けぉとう ゅけょうくう う くっ しおさう 
っきけちうはすぇ しう けす しさっとぇすぇ し たけさぇ, し おけうすけ っ さぇぉけすうか. ╇くあ. ╋うたぇえかけゃ こけあっかぇ くぇ こさうしなしすゃぇ-
とうすっ いょさぇゃっ, とぇしすうっ う ょなかなゅ あうゃけす.


