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

【ちあおけぬけけ:
ぁとおそすけちそうけ たちあくせけぬけ 2014 え.

╇すかつてそ ついそえとうあせか :
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
』せかきさあ そて ╅しかみてあ せあ つしあうあてあ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

]】〉╅ ╉╅╇¨╉《╇╅

‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ っょうくうは けす ょゃぇすぇ 
ゅけかっきう しうくょうおぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは – 

╉′]╀, こさっょかぇゅぇす せゃっかうつっくうっ くぇ けしう-
ゅせさうすっかくうすっ ゃくけしおう いぇ こっくしうは う しさっ-
とせ さうしお けす ぉっいさぇぉけすうちぇ. ¨す ╉′]╀ しぇ 
ういつうしかうかう, つっ, ぇおけ ゃくけしおぇすぇ いぇ こっくしうは 
くぇさぇしくっ し 1%, すけゃぇ とっ ょけゃっょっ ょけ せゃっ-
かうつっくうっ くぇ ぉのょあっすぇ くぇ ′¨╇ し こけくっ 
190 きかく. かゃ. ╇ょっはすぇ いぇ すけゃぇ くっ っ くけゃぇ, 
すは しっ こさっょかぇゅぇ けす こけゃっつっ けす ゅけょうくぇ けす 
かうょっさぇ くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ う 
くっゅけゃう おけかっゅう. ¨しくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ いぇ 
すけゃぇ しぇ くっょけしすうゅなす くぇ こぇさう ゃ ′¨╇ いぇ 
こっくしうう おぇすけ ちはかけ う  くうしおうはす さぇいきっさ 
くぇ けすこせしおぇくうすっ こっくしうう ゃ しすさぇくぇすぇ. 
‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ぉういくっしぇ う さぇぉけ-

すけょぇすっかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう, けぉぇつっ, しぇ 
こさけすうゃ せゃっかうつっくうっすけ, いぇとけすけ すけゃぇ とっ 
ょけゃっょっ ょけ こけゃっつっ さぇいたけょう いぇ さぇぉけすけ-

╃っかけ しさっとせ くっういゃっしすっく ういゃなさてうすっか っ けぉさぇいせゃぇくけ しかっょ 
うくちうょっくすぇ, おけえすけ しすぇくぇ ゃ ちった 130 くぇ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅかうあ  

ゃ こけしかっょくうは ょっく くぇ そっゃさせぇさう. ¨す ゃうしけお こさけちっくす ういゅぇさはくうは 
ゃ ぉけかくうちぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こけつうくぇ 63-ゅけょうてくうはす さぇぉけすくうお 
けす ぃかうっゃけ ╂っけさゅう ╉けしすぇょうくけゃ. ╁ しなとうは ちった ╉けしすぇょうくけゃ  っ 
さぇぉけすうか う こさっょう こっくしうけくうさぇくっすけ しう. ╃させゅう こけしすさぇょぇかう こさう 
ゃいさうゃぇ くはきぇ. 〈けえ っ さぇぉけすうか しぇき ゃ こけきっとっくうっすけ.  
╁しっ けとっ くはきぇ けおけくつぇすっかくけ しすぇくけゃうとっ けす こさっょしすぇゃうすっかうすっ 

くぇ さぇいかうつくう うくしすうすせちうう, ぇくゅぇあうさぇくう し ういはしくはゃぇくっ くぇ こさう-
つうくうすっ いぇ うくちうょっくすぇ. [╇¨]╁ – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, しなゃきっしすくけ し 
╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ う ょさせゅう うくしすうすせちうう, けとっ しなとうは ょっく 

ういゃなさてうたぇ こさけゃっさおう くぇ きはしすけ. ′っ しぇ おけくしすぇすうさぇくう  ういすう-
つぇくうは くぇ けこぇしくう たうきうつくう ゃっとっしすゃぇ ゃなゃ ゃないょせたぇ, こけつゃぇすぇ う 
ゃけょぇすぇ う くっ しなとっしすゃせゃぇ さうしお いぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ う いょさぇゃっすけ 
くぇ たけさぇすぇ ゃ さっゅうけくぇ, いぇはゃうたぇ すっ ゃ けそうちうぇかくけ しすぇくけゃうとっ. 
╉なき きけきっくすぇ  ゃしっ けとっ すっつっ さぇいしかっょゃぇくっ こけ しかせつぇは けす ゃなす-
さってくけゃっょけきしすゃっくぇ おけきうしうは おなき „┿さしっくぇか” う けす けさゅぇくうすっ くぇ 
¨╃ くぇ ╋╁[ – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
〈ったくけかけゅううすっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ いぇゃけょぇ こけ こさうくちうこ しぇ ぉっいけこぇし-

くう, くけ, ぇおけ しっ くぇさせてう すったくけかけゅうつくぇすぇ ょうしちうこかうくぇ, けしけぉっくけ 
こさう くはおけう こさけういゃけょしすゃぇ, しすぇゃぇ けこぇしくけ, いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ - ょうさっおすけさ  こけ しこっちうぇかくうすっ ゃな-
こさけしう ゃ „┿さしっくぇか”. 
]こけさっょ さぇいしかっょゃぇとうすっ, っょくぇ けす くぇえ-ゃっさけはすくうすっ こさうつうくう 

いぇ ゃいさうゃぇ っ, つっ 63-ゅけょうてくうはす さぇぉけすくうお っ けすゃけさうか こけきっとっ-
くうっすけ いぇ こさうゅけすゃはくっ くぇ ゃないこかぇきっくうすっかくぇ しきっし, いぇ ょぇ せしおけさう 
こさけちっしぇ くぇ す. くぇさ. „しっっくっ”, ゃしかっょしすゃうっ くぇ おけっすけ 400 ゅさぇきぇ 
けす しきっしすぇ しっ ゃないこかぇきっくはゃぇ.
‶さっょしすけう さぇいしかっょゃぇとうすっ けおけくつぇすっかくけ ょぇ しっ こさけういくっしぇす いぇ 

こさうつうくうすっ, ょけゃっかう ょけ すさぇゅうつくうは うくちうょっくす. 

╆くぇくうはすぇ, こさうょけぉうゃぇくう ゃ 
ぉなかゅぇさしおう せくうゃっさしうすっ-

すう, くっ しぇ ょけしすぇすなつくう いぇ すさせ-
ょけゃぇすぇ さっぇかういぇちうは. ]ぇきけ ゃ 
8 % けす そうさきうすっ しけぉしすゃっくう-
ちうすっ う きっくうょあなさうすっ しぇ ょけ-
ゃけかくう ゃなゃ ゃうしけおぇ しすっこっく けす  
せくうゃっさしうすっすしおけすけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ くぇ きかぇょうすっ しかせあうすっかう. 
〈けゃぇ しぇ ょぇくくう けす こさけゃっょっくぇ 
ぇくおっすぇ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさ-
ゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ 
しさっょ ぉなかゅぇさしおうすっ そうさきう ゃ 
おさぇは くぇ そっゃさせぇさう. 
〈けゃぇ こけおぇいゃぇす さっいせかすぇすう-

すっ けす こさけせつゃぇくっ くぇ ╀〈‶‶ いぇ 
けちっくおぇすぇ くぇ ぉういくっしぇ いぇ けぉ-
さぇいけゃぇくうっすけ ゃ しすさぇくぇすぇ う いぇ 
けつっさすぇゃぇとうすっ しっ こけすさっぉくけ-
しすう けす しこっちうぇかうしすう ゃ うょくう-
すっ 10 ゅけょうくう. ‶さけせつゃぇくっすけ 

〈けゃぇ っ くぇこうしぇか ゃ うくすっさくっす  
こけつうすぇすっか ょっく しかっょ しきなさすすぇ 
くぇ ゅけかはきぇすぇ ぇおすさうしぇ. ╃け こさけ-
とぇかくうすっ ょせきう - ょゃっ つっさゃっくう 
さけいう...

  - っ くぇこうしぇかぇ いさうすっか-
おぇ, くっ こさけこせしおぇかぇ しこっおすぇおなか し 
せつぇしすうっすけ くぇ ぇおすさうしぇすぇ.
╁ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ. ‶け しこけ-

きっくうすっ くぇ ]っゃっかうくぇ ╂ぬけさけゃぇ, 
╊せくぇ さぇしすっ ゃ きぇかおぇ おなとぇ くっ-
こけしさっょしすゃっくけ ょけ つうすぇかうとっ 
„╇しおさぇ”, おけはすけ くうおけゅぇ くっ っ 
こさうくぇょかっあぇかぇ くぇ しおさけきくけすけ 
うき つうくけゃくうつっしおけ しっきっえしすゃけ, 
くけ こけおさぇえ おけはすけ きうくぇゃぇかぇ 
し すさっこっす う くぇさうつぇかぇ さけょっく 
ょけき. 〈せお しぇ くっいぇぉさぇゃうきうすっ え 
せつっくうつっしおう ゅけょうくう - ゃ ょくeて-
くぇすぇ  》╂ „]ゃ. しゃ. ╉うさうか う ╋っ-
すけょうえ” – せつうかうとっ, し おけっすけ しぇ 
しゃなさいぇくう うきっくぇすぇ う くぇ ┿くすけく 
]すさぇてうきうさけゃ, ╃うきうすなさ 』けさ-
ぉぇょあうえしおう-』せょけきうさ, ′っくおけ 
╀ぇかおぇくしおう, ╇ゃぇく ╋うかっゃ, ‶っす-
さぇくぇ ╉かうしせさけゃぇ, 〈っくの ‶うく-
ょぇさっゃ, ╄きぇくせうか ╋ぇくけかけゃ, 
╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ, ]すっそぇく 
╂っちけゃ, ╁うょうく ╃ぇしおぇかけゃ う ょさ.                                                                                                                               
╋くけゅけぉさけえくうすっ え こさうはすっかう 
は ういこさぇとぇす ゃ ょさせゅうは おさぇえ くぇ 
しすさぇくぇすぇ, おなょっすけ しっきっえしすゃけすけ 
え っ いぇすけつっくけ こけ ゃさっきっ くぇ ╁すけ-
さぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ. ′け すは しっ 
ゃさなとぇ けすくけゃけ すせお う こさぇゃう しゃけは 
ょっぉのす くぇ しちっくぇすぇ くぇ つうすぇかうとっ 
„╇しおさぇ“ おぇすけ ういこなかくうすっかおぇ くぇ 
しすうたけゃっ う さけかう ゃ しぇきけょっえくうすっ 
しこっおすぇおかう. ╀ぇとぇ え ╀せおけ ╃ぇゃう-
ょけゃ っ っょうく けす くぇえ-ういゃっしすくうすっ 
う くぇえ-すぇかぇくすかうゃう しぇきけょっえちう. 
╇  ょけ ょくっし ゅけ しこけきっくぇゃぇす おぇすけ 
くっいぇきっくうき ういこなかくうすっか くぇ こけ-
っきぇすぇ „]っこすっきゃさう“ けす ╂っけ ╋う-
かっゃ. ╁ かのぉうきけすけ おぇいぇくかなておけ 
つうすぇかうとっ ╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ とっ 
しっ いぇゃさなとぇ ょけ おさぇは くぇ ょくうすっ 
しう, いぇ ょぇ けおぇいゃぇ こさけそっしうけ-
くぇかくぇ こけょおさっこぇ くぇ こけ-きかぇょう-
すっ しう おけかっゅう すせお. ‶け-つっしすう しぇ 
しさっとうすっ え し きっしすくうすっ すゃけさちう 
しかっょ 1989 ゅ., おけゅぇすけ, ゃなこさっおう 
ぇさすうしすうつくぇすぇ しう っくっさゅうは, っ 
こっくしうけくうさぇくぇ いぇっょくけ し ょさせゅう 
ゅけかっきう ぇおすぬけさう.
′っ ぉなさいぇかぇ ょぇ しすぇゃぇ ぇおすさうしぇ. 

╃け すけゃぇ さってっくうっ しぇきけおさうすうつ-
くぇすぇ ╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ しすうゅぇ, 
しかっょ おぇすけ ゃっつっ っ こけしすなこうかぇ 
ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす う 
しかっょ おぇすけ しっ ゃおかのつゃぇ ゃ すっぇ-
すさぇかくうは おけかっおすうゃ こさう っゃさっえ-
しおけすけ つうすぇかうとっ „╄きうか 【っおっさ-
ょあうえしおう“ ゃ ]けそうは. ╁ すさせこぇすぇ 
せつぇしすゃぇ う こさけそっしうけくぇかくうはす 
ぇさすうしす ╊っけ ╉けくそけさすう, おけえすけ 
おぇくう ゅけかっきうは さっあうしぬけさ う こっ-
ょぇゅけゅ ′うおけかぇえ ╋ぇしぇかうすうくけゃ 
ょぇ こけしすぇゃう „╋かっおぇさはす 〈っゃうっ“ 
けす 【ぇかけき ┿かっえたっき. ╂かぇゃくぇすぇ 
さけかは ういこなかくはゃぇ ╉けくそけさすう, ぇ 
くぇ ╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ っ こけゃっさっくぇ 
ょさぇきぇすうつくぇすぇ さけかは くぇ ╂けょか. 
]かっょ かぇしおぇゃうすっ けすいうゃう う ゃう-
しけおうすっ けちっくおう すは しっ さってぇゃぇ 
ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ ゃ すっぇすさぇかくぇ-
すぇ ぇおぇょっきうは. ‶けしすなこゃぇ ゃ おかぇしぇ 
くぇ こさけそっしけさ ╀けはく ╃ぇくけゃしおう う 
]すっそぇく ]なさつぇょあうっゃ. ╁ っょうく 
ゃうこせしお っ し ╂っけさゅう ╉ぇかけはくつっゃ, 
╉けしすぇ 『けくっゃ, ╁うかう 『ぇくおけゃ, 
[ぇくゅっか ╁なかつぇくけゃ, ╅っくう ╀けあう-

かけゃぇ.
¨とっ おぇすけ しすせょっくすおぇ うきぇ はさおう 

しちっくうつくう ういはゃう. ╃うこかけきくう-
はす え しこっおすぇおなか っ し さけかはすぇ くぇ 

╃けくぇ ┿くくぇ ゃ „╉ぇきっくくうはす ゅけしす“ 
ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ し ╉けしすぇ 『けくっゃ, 
ういこなかくはゃぇと  さけかはすぇ くぇ ╃けく 
╅せぇく. ╁ないゃうてっくぇすぇ え ょせたけゃ-
くけしす, くっけぉうつぇえくぇすぇ こさけくうお-
くけゃっくけしす う すぇかぇくす は けすゃっあょぇす 
くぇこさぇゃけ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
しちっくぇ.                                          

‶さっゃなこかなとっくうはすぇ え ゃ 
╋かぇょっあおうは すっぇすなさ. ╀かういけ 
つっすうさう ょっしっすうかっすうは, けす 1952 
ょけ 1989 ゅ., ういはとくぇすぇ う おさぇしうゃぇ 
ぇおすさうしぇ すゃけさう くぇ しちっくぇすぇ くぇ 
すけいう しすけかうつっく すっぇすなさ し かのぉけゃ 
う さはょおぇ ゃしっけすょぇえくけしす. ¨ちっ-
くはゃぇす は おぇすけ ぇおすさうしぇ, おけはすけ 
しないょぇゃぇ ゃょなたくけゃっくけ ういおせしすゃけ 
„し くぇえ-さっょおうは しちっくうつっく ょぇさ 
- すさぇゅうつっしおうはす こぇすけし”. 〉きっっ-
かぇ ょぇ しっ こさっゃなこかなとぇゃぇ ゃ おけ-
さっくくけ こさけすうゃけこけかけあくう さけかう.                                                                        
′っうく こぇさすくぬけさ ゃ しぇすうさぇすぇ 
くぇ [けあっ ╁ぇはく „‶けかおけゃくうお 
《けしすなさ しっ こさういくぇゃぇ いぇ ゃう-
くけゃっく“ っ うきっくうすうはす ╁かぇょう-
きうさ 〈さぇくょぇそうかけゃ, くぇ おけゅけ-
すけ, ゃなこさっおう きかぇょけしすすぇ しう, 
すは くっ けすしすなこゃぇかぇ こけ ぉかはしなお 
くぇ しかけゃけすけ, うさけくうは う たせきけさ.                                                                            
╁ いくぇきっくうすぇすぇ こけしすぇくけゃおぇ 
„╄いけこ“ けす 《うゅっえさっょけ, ゃ こぇさす-

くぬけさしすゃけ し ╉けくしすぇくすうく ╉うしう-
きけゃ, すは うゅさぇっ おさぇしうゃぇすぇ ╉かっは. 
╇ゅさぇっ けすくけゃけ ╃けくぇ ┿くくぇ, 
しかっょ おけっすけ - っょくぇ けぉうおくけゃっ-

くぇ すさせょけゃぇ あっくぇ - ╉けくしすぇく-
ちぇ ╇くおけさけくぇすけ ゃ „′ぇ かなあぇすぇ 
おさぇおぇすぇ しぇ... ょなかゅう“, こけしすぇ-
くけゃおぇ くぇ ╀けはく ╃ぇくけゃしおう. ] 
こさうぉさぇくう くぇいぇょ おけしう, しっょ-
くぇかぇ こさっょ しゃけはすぇ てっゃくぇ きぇ-
てうくぇ, すは ういかなつゃぇかぇ ょせたけゃくぇ 
う そういうつっしおぇ せきけさぇ, ゃ しなとけ-

すけ ゃさっきっ しっ けすくぇしはかぇ し とっ-
ょさけ しなつせゃしすゃうっ おなき ょさせゅうすっ.                                                                                            
╃ぇゃうょけゃぇ しっ こさっゃなこかなとぇゃぇ う 
ゃ しかせゅうくはすぇ ┿くゅっかぇ けす っょくけ-
うきっくくぇすぇ こうっしぇ くぇ ╂っけさゅけし 
]っゃぇしすうおけゅかせ – きけきうつっ, ょけ-
てかけ ょぇ すなさしう こさっこうすぇくうっ ゃ 
ゅさぇょぇ. ╇ゅさぇかぇ う しすさぇょぇとぇすぇ  
╉かうすっきくっしすさぇ けす „╄かっおすさぇ“ 
くぇ ╄ゃさうこうょ し きぇえしすけさしすゃけ, 
くっょけしすうゅくぇすけ う ょけしっゅぇ. ╇いう-
ゅさぇかぇ う くっいぇぉさぇゃうきぇすぇ ╄かう-
いぇぉっす I けす „╋ぇさうは ]すのぇさす“ くぇ 
【うかっさ.
╉ぇおゃぇすけ う さけかは ょぇ ういこなかくは-

ゃぇかぇ ╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ, すは ゃうくぇ-
ゅう ぉうかぇ ゃこっつぇすかはゃぇとぇ, はさおぇ 
う くっこけゃすけさうきぇ. ╋ぇとぇぉくぇすぇ 
え つせゃしすゃうすっかくけしす ういうしおゃぇかぇ 
ゅっさけうくう し ゅけかっきう たぇさぇおすっさう 
けす ゅけかはき さっこっさすけぇさ, おけうすけ こけ 
くっえくけ ゃさっきっ くっ しっ しさっとぇかう 
すけかおけゃぇ つっしすけ くぇ くぇてぇ しちっくぇ.                                                                                                                                           

   ╁ ╋かぇょっあおうは すっぇすなさ ╊せくぇ 
╃ぇゃうょけゃぇ うきぇかぇ う しゃけうすっ せつっ-
くうちう-こけしかっょけゃぇすっかう, しさっょ 
おけうすけ こっゃうちぇすぇ う ぇおすさうしぇ ]すっ-
そおぇ ╀っさけゃぇ, せつうかぇ しっ けす くっは, 
けす ╀けさうし ┿さぇぉけゃ う ょさせゅう ぇさすう-
しすう くっ しぇきけ くぇ ういおせしすゃけ, くけ う 
くぇ こけゃっょっくうっ.
′っ こさけしすけ おさぇしぇゃうちぇ…, ぇ 

さはょおけ しちっくうつくぇ う そけすけゅっくうつ-
くぇ ぇおすさうしぇ. 〈ぇおぇゃぇ っ けちっく-
おぇすぇ いぇ くっは くぇ ]. ╂ぬけさけゃぇ, 
おけはすけ さぇいおぇいゃぇ けとっ, つっ っょくう 
けす くぇえ-とぇしすかうゃうすっ しさっとう くぇ 
╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ ゃ ういおせしすゃけすけ 
ぉうかう し ゅっさけうくうすっ くぇ ╃うきうすなさ 
╃うきけゃ. ╇きっくくけ ゃ すはた すは くぇ-
きっさうかぇ すぇいう ういおかのつうすっかくけしす, 
くっこけゃすけさうきけしす, しうかぇ う せし-
すさっき くぇ たぇさぇおすっさうすっ - ╋っさう けす 
„╅っくう し きうくぇかけ“, ぇさうしすけおさぇす-
おぇすぇ ╇くっし ╋けくすっさけ けす „‶けつうゃ-
おぇ ゃ ┿さおけ ╇さうし“ う ╁ぇさゃぇさぇ 
けす そうかきぇ „〈のすのく“. ╃ぇゃうょけゃぇ 
こさうょぇかぇ こかなす くぇ すっいう けぉさぇいう 
う ゅう ゃこうしぇかぇ しさっょ くぇえ-いくぇつう-
すっかくうすっ すゃけさっくうは くぇ ぉなかゅぇさ-
しおけすけ ういおせしすゃけ. ╆ぇょ ゃこっつぇす-
かはゃぇとぇすぇ え ゃなくてくけしす ゃうくぇゅう 
しっ おさうっか しかけあっく う くっけつぇおゃぇく 
たぇさぇおすっさ, おけえすけ ういくっくぇょゃぇとけ 
しっ さぇいゅさなとぇか こさっょ いさうすっかは. ╁ 
こかっくうすっかくぇすぇ ╉かっは けす „╄いけこ“ 
ぇおすさうしぇすぇ せしこはゃぇかぇ ょぇ こけおぇあっ 
う けくいう ゃなすさってっく しすさぇた, ょけゃっか 
ゅっさけうくはすぇ ょけ こさっょぇすっかしすゃけすけ. 
┿ ╄かうしぇゃっすぇ ┿くゅかうえしおぇ すは こけ-
おぇいぇかぇ う おぇすけ けぉさぇいちけゃぇ, せきくぇ 
う こさけいけさかうゃぇ ゃかぇょっすっかおぇ, う 
おぇすけ あっくぇ, ゅけすけゃぇ くぇ ゃしうつおけ, 
いぇ ょぇ せくうとけあう しなこっさくうちぇすぇ 
しう. 〈は ぉうかぇ こさっおさぇしくぇ ゃ しゃけは-
すぇ すさぇゅうつっしおぇ しうかぇ ゃ さけかはすぇ 
くぇ ╋ぇさうは ]すのぇさす, くぇこさぇゃうかぇ 
すけかおけゃぇ きくけゅけ いぇ きけとすぇ くぇ 

しゃけはすぇ ょなさあぇゃぇ, ぇ けおぇいぇかぇ しっ 
くっしこけしけぉくぇ くぇ くぇえ-けぉうおくけゃっ-
くぇすぇ, ょけしすなこくぇ ゃしっおうきせ, つけ-
ゃっておぇ きうかけしす.
╁なかてっぉくうちぇ くぇ しちっくうつ

くけすけ しかけゃけ. ╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ っ 
っょくぇ けす くぇえ-ょけぉさうすっ さっちうすぇ-
すけさおう くぇ ぉなかゅぇさしおぇ う こさっゃけょくぇ 
こけっいうは. ╄ょうく けす こさっおさぇしくうすっ え 
さっちうすぇかう し ぉなかゅぇさしおう しすうたけ-
ゃっ う こっしくう っ いぇっょくけ し ╇さうくぇ 
』きうたけゃぇ う ╂っけさゅう ╉けさょけゃ. ╆ぇ 
くっは こけっいうはすぇ ぉうかぇ くっこけゃすけ-
さうきぇ きっかけょうおぇ. 〈は いくぇっかぇ おぇお 
ょぇ さぇいおさうっ おさぇしけすぇすぇ くぇ さうきせ-
ゃぇくけすけ しかけゃけ. ¨ぉさぇいうすっ, しない-

ょぇょっくう けす くっは くぇ しちっくぇすぇ, くぇ 
おけくちっさすくうは こけょうせき, ゃ おうくけすけ 
う すっかっゃういうはすぇ, こさうょけぉうゃぇす けぉ-
とけくぇちうけくぇかくけ いくぇつっくうっ. 〈は 
いぇさぇいはゃぇかぇ しなし しかけゃけすけ しう, し 
くっけぉうつぇえくけすけ うくすっさこさっすうさぇくっ 
う ゃうしけおぇすぇ おせかすせさぇ くぇ ういおぇいぇ.
„′ぇ しちっくぇすぇ すは ぉってっ おさぇかう-

ちぇ, ょぇきぇ, ぇさうしすけおさぇすおぇ, こけゃっ-
かうすっかおぇ. ┿ ゃ あうゃけすぇ しう けしすぇくぇ 
けぉうおくけゃっく, しおさけきっく すっぇすさぇかっく 
さっょくうお. ╇ おぇすけ すゃけさっち, う おぇすけ 
ゅさぇあょぇくうく, ゃはさくぇ う こけしかっ-
ょけゃぇすっかくぇ ゃ せぉっあょっくうはすぇ しう, 
╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ っ っょうく ょけしすけっく 
つけゃっお”, こうてっ ╂ぬけさけゃぇ.
′っゃっさけはすくうはす さぇょうけゅかぇし.

′ぇ „しすさぇたけすくうは” え, こけ ょせきうすっ 
くぇ こけつうすぇすっかう, ゅかぇし くぇ ぇおすさう-
しぇすぇ し おぇいぇくかなておう おけさっく しぇ 
しっ くぇしかぇあょぇゃぇかう しすけすうちう さぇ-
ょうけしかせてぇすっかう. ¨しけぉっくけ こけこせ-
かはさくぇ っ さぇょうけこうっしぇすぇ し くっえくけ 
せつぇしすうっ „╁っとう” くぇ ┿ぉさぇたぇき 
╈ったけてせぇ, さけょっく ゃ ╄させしぇかうき, 
っょうく けす くぇえ-かのぉうきうすっ ぇゃすけ-
さう ゃ しすさぇくぇすぇ しう, し こさっゃっょっくう 
すゃけさぉう くぇ 28 っいうおぇ. „╁っとう” っ 
さぇいおぇい いぇ あうゃけすぇ くぇ ゃないさぇしすくぇ 
あっくぇ しかっょ しきなさすすぇ くぇ しなこさせゅぇ 
え. 〈は しぇきぇ さってぇゃぇ ょぇ けすうょっ ゃ 
しすぇさつっしおう ょけき (ういさぇっかしおうすっ 
ょけきけゃっ いぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ しぇ 
くっとけ おぇすけ くぇてうすっ きぇかおう おけ-
おっすくう おけきこかっおしう こけ きけさっすけ). 
′け ょさぇきぇすぇ うょゃぇ ゅかぇゃくけ けす 
こさけぉかっきぇ し ゃっとうすっ, すさせこぇくう 
ょっしっすうかっすうは, おけうすけ けすおかのつ-
ゃぇす ぉっいぉさけえ しこけきっくう, すなあくう う  
ゃっしっかう. ] すけいう こさけぉかっき すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ しこさぇゃう [ぇてっか – ╊せくぇ 
╃ぇゃうょけゃぇ, せつぇしすゃぇかぇ ゃ しこっおすぇ-
おなかぇ いぇっょくけ し ╇ゃぇく ┿くょけくけゃ, 
╀っかかぇ 『けくっゃぇ, ′っゃっくぇ ╋ぇくょぇ-
ょあうっゃぇ, ╅うゃおけ ╂ぇさゃぇくけゃ, 〈ぇくは 
╋ぇしぇかうすうくけゃぇ う ╉ぇすは ╇ゃぇくけゃぇ.
╁ はさおけすけ すっぇすさぇかくけ しない

ゃっいょうっ. ╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ っ 
ゃおかのつっくぇ ゃ おくうゅぇすぇ くぇ ┿くぇ 
╇ゃぇくけゃぇ „′っいぇぉさぇゃうきうすっ こけさす-
さっすう う しおうちう くぇ すっぇすさぇかくう 
すゃけさちう”, しさっょ おけうすけ しぇ ╇さうくぇ 
〈ぇしっゃぇ, ╉けくしすぇくすうく ╉うしうきけゃ, 
[せあぇ ╃っかつっゃぇ, ┿こけしすけか ╉ぇさぇ-
きうすっゃ, ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ - ╂っち, 
╂っけさゅう ‶ぇさちぇかっゃ, ╂さうゅけさ ╁ぇ-
つおけゃ, ╋ぇさゅぇさうすぇ ╃せこぇさうくけゃぇ, 
╆かぇすうくぇ 〈けょっゃぇ, ]すけえつけ ╋ないゅぇ-
かけゃ, ╉けくしすぇくすうく ╉けちっゃ, ╄きうかうは 
[ぇょっゃぇ, ╃けしぬけ ╃けしっゃ, ╇ちたぇお 
《うくちう, ′ぇせき 【けこけゃ, 〈けょけさ ╉け-
かっゃ, ‶っすなさ ]かぇぉぇおけゃ う ょさ.
‶さういくぇくうっすけ. ] こさっいうょっくす-

しおう 〉おぇい わ230 けす 18 きぇえ 2006 
ゅ. いぇ ゅけかっきうすっ え いぇしかせゅう ゃ けぉ-
かぇしすすぇ くぇ ういおせしすゃけすけ ぇおすさうしぇすぇ 
っ くぇゅさぇょっくぇ し けさょっく „]ゃ. ]ゃ. 
╉うさうか う ╋っすけょうえ” – ┶ しすっこっく. 
‶さっい 2008 ゅ. くぇ ちっさっきけくうは-
おけくちっさす, こけしゃっすっくぇ くぇ 65-すぇすぇ 
ゅけょうてくうくぇ けす しこぇしはゃぇくっすけ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ っゃさっう, ╊せくぇ ╀せおけ 
╃ぇゃうょけゃぇ っ けすかうつっくぇ し くぇゅさぇ-
ょぇすぇ „【けそぇさ” ゃ おぇすっゅけさうはすぇ 
„╆ぇ せすゃなさあょぇゃぇくっ くぇ っゃさっえしおぇ-
すぇ おせかすせさぇ, くぇせおぇ う ちっくくけしすう”. 
【けそぇさなす っ くぇえ-しすぇさうはす きせいう-
おぇかっく うくしすさせきっくす – けぉうおくけゃっ-
くけ ういさぇぉけすっく けす さけゅ くぇ けゃっく. ] 
くっゅけ くぇ [けて ぇ 【ぇくぇ (っゃさっえしおぇ-
すぇ ′けゃぇ ゅけょうくぇ) しっ すさなぉう, いぇ ょぇ 
くぇおぇさぇ ゃしっおう つけゃっお ょぇ こさっきうし-
かう ょっかぇすぇ しう う ょぇ こけうしおぇ こさけて-
おぇ いぇ ゅさっておうすっ しう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╂けかはきぇすぇ ぉなかゅぇさ
しおぇ ょさぇきぇすうつくぇ う 
おうくけぇおすさうしぇ ╊せくぇ 
╀せおけ ╃ぇゃうょけゃぇ っ 
さけょっくぇ くぇ 5 ぇゃゅせしす 
1926 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╆ぇゃなさてゃぇ きっしすくぇすぇ 
ゅうきくぇいうは /ぉうゃてっすけ 
‶っょぇゅけゅうつっしおけ せつう
かうとっ, ょく. 》╂ „]ゃ. しゃ. 
╉うさうか う ╋っすけょうえ/. 
‶さけょなかあぇゃぇ けぉさぇ
いけゃぇくうっすけ しう ゃ ]け
そうえしおうは せくうゃっさしう
すっす. ╉ぇすけ しすせょっくすおぇ 
うゅさぇっ くぇ しちっくぇすぇ くぇ 
つうすぇかうとっ „╄きうか 【っ
おっさょあうえしおう“. ‶け
しすなこゃぇ ゃ ╃なさあぇゃくけ
すけ ゃうしてっ すっぇすさぇかくけ 
せつうかうとっ, いぇゃなさてゃぇ 
ゅけ こさっい 1952 ゅ. ╀かういけ 

В следващите 10 години на бизнеса няма да са нужни 
нискоквалифицирани хора

っ こさけゃっょっくけ こさっい こなさゃぇすぇ しっょきうちぇ くぇ そっゃさせぇさう 2014 ゅ. こけ っかっおすさけくっく こなす う けぉたゃぇとぇ う 
こさっょかけあっくうは いぇ こけょけぉさっくうは ゃ けぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ しそっさぇ.
‶けきけかっくう ょぇ おけくおさっすういうさぇす おぇおゃう いくぇくうは う せきっくうは かうこしゃぇす くぇ きかぇょうすっ たけさぇ, 80% けす 

こさっょこさうっきぇつうすっ こけしけつゃぇす, つっ ゃうあょぇす くぇえ-ゅけかっきう こさけこせしおう ゃ こさけそっしうけくぇかくうすっ せきっくうは. 
‶けゃっつっ けす こけかけゃうくぇすぇ – 56%, こけしけつゃぇす う かうこしぇ くぇ こさっょこさうっきぇつっしおけ きうしかっくっ. ]なとっゃさっ-
きっくくけ, けちっくおうすっ いぇ おけきこのすなさくうすっ こけいくぇくうは しぇ こさっょうきくけ こけかけあうすっかくう. ╄ょゃぇ ゃ 10% けす 
そうさきうすっ しっ こさっちっくはゃぇ, つっ きかぇょうすっ たけさぇ うきぇす こさけこせしおう ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ.
╆ぇ ゃすけさぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ つかっくけゃっすっ くぇ ╀〈‶‶ けすぉっかはいゃぇす, つっ くぇえ-ゅけかはきけ ういけしすぇゃぇくっ ゃ 

おぇつっしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ うきぇ ゃなゃ ゃうしてっすけ けぉさぇいけゃぇくうっ (しこけさっょ 45%) う しさっょくけすけ こさけ-
そっしうけくぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ (しこけさっょ 30%). ‶け-きぇかおけ くっゅぇすうゃくう しぇ けちっくおうすっ いぇ こけかせつっくけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ っいうおけゃうすっ ゅうきくぇいうう. 

ょぇすっかうすっ. ]っゅぇ ゃくけしおぇすぇ いぇ こっくしうは いぇ さけょっくうすっ こさっょう 1959 ゅ. っ 17,8%, けす おけうすけ 9,9 くぇ しすけ しっ 
こかぇとぇす けす さぇぉけすけょぇすっかは. ╆ぇ さけょっくうすっ しかっょ 1960 ゅ. けしうゅせさけゃおぇすぇ いぇ こっくしうは っ 12,8% けす けしうゅせ-
さうすっかくうは ょけたけょ, おぇすけ  いぇ しきっすおぇ くぇ そうさきぇすぇ しぇ  7,1%. ¨すょっかくけ けす すけゃぇ, さけょっくうすっ しかっょ 1959 
ゅけょうくぇ うきぇす う ゃすけさぇ ゃくけしおぇ いぇ こっくしうは.
[ぇぉけすけょぇすっかうすっ しぇ こさけすうゃ う ょさせゅけすけ こさっょかけあっくうっ くぇ こさけそしなのいぇ いぇ さなしす くぇ けしうゅせさけゃおぇすぇ しさっ-

とせ ぉっいさぇぉけすうちぇ. ]っゅぇ すは っ 1%, ぇ しうくょうおぇすうすっ こさっょかぇゅぇす ょぇ ぉなょっ 2 くぇ しすけ けす さっぇかくぇすぇ いぇこかぇすぇ. 
┿おけ う ょゃっすっ ゃくけしおう しおけつぇす, すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ おなき ′¨╇ とっ しっ こさっゃっあょぇ しせきぇ, さぇゃくぇ くぇ 24,3 % 
けす けしうゅせさうすっかくうは ょけたけょ くぇ すさせょっとうは しっ, しぇ ういつうしかうかう  こさけすうゃくうちう くぇ  こさっょかけあっくうっすけ.
〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ, ぇおけ っょうく しかせあうすっか こけかせつぇゃぇ 800 かゃ., いぇさぇょう せゃっかうつっくうっすけ くぇ ゃくけしおうすっ 

けす いぇこかぇすぇすぇ きせ とっ しっ せょなさあぇす し 16 かゃ. こけゃっつっ, おぇすけ 6,4 かゃ. けす すはた ういかういぇす けす ょあけぉぇ くぇ さぇぉけ-
すっとうは, ぇ けしすぇくぇかうすっ けす さぇぉけすけょぇすっかは きせ. ‶さっょかけあっくうっすけ くぇ しうくょうおぇすうすっ  こさっょしすけう ょぇ ぉなょっ 
けぉしなょっくけ ゃ おさぇは くぇ しっょきうちぇすぇ くぇ いぇしっょぇくうっ くぇ 〈さうしすさぇくくうは しなゃっす いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ し こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ さぇぉけすけょぇすっかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう. ╆ぇこけいくぇすう し こさっょかけあっくうはすぇ くぇ ╉′]╀, けぉぇつっ, しぇ 
くぇ きくっくうっ, つっ こけょょさなあくうちうすっ くぇ すっいう こさっょかけあっくうは ゃ ょなさあぇゃくぇすぇ ゃかぇしす くっ しぇ きくけゅけ, こさっょゃうょ 
くぇ すけゃぇ, つっ しぇきうはす きうくうしすなさ くぇ しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ 》ぇしぇく ┿ょっきけゃ こさっょう ゃさっきっ いぇはゃう, つっ 
さなしす くぇ けしうゅせさけゃおうすっ きけあっ ょぇ うきぇ しぇきけ こさう さなしす くぇ うおけくけきうおぇすぇ, けすさぇいはゃぇと しっ ゃ さっぇかっく さなしす 
くぇ さぇぉけすくうすっ いぇこかぇすう. 

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

40 ゅけょうくう うゅさぇっ ゃ ╋かぇょっあおうは すっぇすなさ ゃ ]けそうは, しないょぇ
ゃぇえおう ういおかのつうすっかくう けぉさぇいう けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ う しゃっすけゃ
くぇすぇ おかぇしうおぇ. 〈っぇすさぇかくうすっ え さけかう しぇ ゃ: „╅っくう し きうくぇ
かけ“, „╋ぇさうは ]すのぇさす“, „╄いけこ”, „‶けつうゃおぇ ゃ ┿さおけ ╇さうし“, 
„╉ぇきっくくうはす ゅけしす“; そうかきけゃうすっ - ゃ: „》ぇえょせておぇ おかっすゃぇ“, 
„╆ゃっいょう“, „〈のすのく“, „╇ゃぇえかけ“.
′けしうすっかおぇ っ くぇ けさょっく „]ゃ. ]ゃ. ╉うさうか う ╋っ

すけょうえ” – ┶ しすっこっく う くぇ くぇゅさぇょぇすぇ „【けそぇさ“.                                                                                                                              
〉きうさぇ くぇ 8 そっゃさせぇさう 2010 ゅ. 
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[けょうすっかうすっ しぇ ぇさしっくぇかちう ょけ 
きけいなおぇ くぇ おけしすうすっ. ╆ぇこかっかう  
ぇさしっくぇかしおぇすぇ しう ゃさないおぇ けとっ 
ゃ せつうかうとっすけ くぇ ╆ぇゃけょ 10, ぉな-
ょっとうはす くぇつぇかくうお ¨〈╉, ╆ぇゃけょ 
7 – ╉けゃぇつくぇすぇ, ちった 120 -  ╃う-
きうすなさ ╃うきうすさけゃ,  う すったくけかけゅなす 
„〈けつくけ かっっくっ“ – ]すっそおぇ ╂っけさ-
ゅうっゃぇ, くっ こさっおなしゃぇす くうておぇすぇ 
し けさなあっえくうちぇすぇ ょけ しぇきう こっく-
しうは. 39 ゅけょうくう けす しなゃきっしすくうは 
あうゃけす しなこさせゅなす こけしゃっとぇゃぇ う 
くぇ  „┿さしっくぇか“, しなこさせゅぇすぇ -  し 
こっす ゅけょうくう こけ-きぇかおけ. ╃うきう-
すなさ しすうゅぇ ょけ てっそしおけすけ きはしすけ 
けす さぇぉけすくうお こさっい くぇつぇかくうお-
しきはくぇ う くぇつぇかくうお-ちった. ]すっ-
そおぇ うきぇ けこうす う ゃ 》うきうつっしおぇすぇ 
かぇぉけさぇすけさうは. „╁うくぇゅう う しぇきけ 
ゃ „┿さしっくぇか“. 〈ぇき う しぇきけ すぇき!“ 
– すぇえくぇすぇ そけさきせかぇ くぇ ょけきぇて-
くけすけ とぇしすうっ ╅けさけ ┿すぇくぇしけゃ っ 
さぇいつっか けすょぇゃくぇ. ′っゅけゃぇすぇ かうつ-
くぇ そけさきせかぇ っ ょさせゅぇ. ‶け-しかけあ-
くぇ. ‶けしすけはくくぇすぇ ゃっかうつうくぇ, 
ういゃぇょっくぇ こさっょ しおけぉう, けぉぇつっ, っ 
しなとぇすぇ: ′ぇつぇかけすけ ゃ せつうかうとっ-
すけ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, おなょっすけ 
ぉなょっとうはす ぇおすぬけさ, すゃ-ゃけょっと う 
てけせ-きっく けすうゃぇ ょぇ おぇさぇ 〉‶╉... 
〈ぇいう いぇぉさぇゃっくぇ ぇぉさっゃうぇすせさぇ 
きぇさおうさぇてっ くぇ ゃさっきっすけ こなさゃうは 
ゅうきくぇいうぇかっく けこうす ょぇ こけかせつうて 
こさけそっしうは, いぇっょくけ し ょうこかけきぇ-
すぇ いぇ しさっょくけ.  ╇きっくくけ, こけおさぇえ 
〉‶╉, しうくなす いぇ こさなゃ こなす ゃうあょぇ 
おなょっ さぇぉけすはす きぇきぇ う すぇすっ.

╅けさけ っ てけおうさぇく けす
きぇとぇぉうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ 

¨ゅさけきくぇすぇ きぇてうくぇ „╃っきぇお“, 
ゅけかっきうはす 10-20-すけくっく つせお, いぇ-
ゅけすけゃおうすっ いぇ けさなあうっ... ]っゅぇ 
けぉさぇいうすっ ういこかせゃぇす くはおぇお くっし-
ゃなさいぇくけ いぇっょくけ し そさぇゅきっくすう 
けす ょさせゅう しこけきっくう: “╉さぇえ ぉぇとぇ 
きう さぇぉけすったぇ きくけゅけ あっくう, おさぇえ 
きぇえおぇ きう – きくけゅけ きなあっ...“. 
„╁おなとう ゃうくぇゅう しっ っ ゅけゃけさっ-

かけ いぇ さぇぉけすぇすぇ, くけ ぉっい くうとけ 
おけくおさっすくけ. ╉ぇお かう くっ しきっ こう-
すぇかう し ぉさぇす きう おぇおゃけ すけつくけ しっ 
こさぇゃう, くけ けすゅけゃけさなす ゃうくぇゅう ぉっ 
っょうく う しなと: „╁けっくくぇ すぇえくぇ!“, 
しこけきくは しう ╅けさけ. ╇ くうおけゅぇ くっ 
さぇいぉさぇか おぇおゃけ こさぇゃはす きぇえおぇ う 
すぇすおけ ゃ いぇゃけょぇ. ′け いくぇっか, つっ 
っ けすゅけゃけさくけ. ¨すゅけゃけさくけしすすぇ 
くぇ さけょうすっかうすっ おなき さぇぉけすぇすぇ う 
ょくっし ゅけ さっしこっおすうさぇ: „╇ ょゃぇきぇ-
すぇ ぉはたぇ きくけゅけ, きくけゅけ  せゃぇあぇ-
ゃぇくう おぇすけ しこっちうぇかうしすう, こさけ-
そっしうけくぇかうしすう たけさぇ...“. ╅けさけ 
せゃぇあぇゃぇ ういぉけさぇ くぇ ]すっそおぇ う 
╃うきうすなさ ょぇ しかっょゃぇす うょっうすっ 
くぇ きかぇょけしすすぇ しう ょけおさぇえ: „′っ 
ゃうあょぇき くうとけ かけてけ ゃ すけゃぇ. 
╅うゃっかう しぇ しう あうゃけすぇ し うょっう-
すっ, ういあうゃっかう しぇ ゅけ し すっいう うょっう. 
╇ しっゅぇ くっ うしおぇす ょぇ しっ けすおなしくぇす 
けす すけゃぇ, つっ すけゅぇゃぇ うき っ ぉうかけ 
ょけぉさっ“, すぇおぇ けす こけいうちうはすぇ くぇ 
ゃさっきっすけ こぇさすうえくけすけ つかっくしすゃけ 
くぇ ょゃぇきぇすぇ いぇ しうくぇ うき  ういゅかっあ-
ょぇ っしすっしすゃっくけ ゃ ょせたぇ くぇ けくっいう 
ゅけょうくう.
╉ぇおすけ っしすっしすゃっくけ いぇ しうくけゃっすっ 

ぉうかけ ゃしはおぇ しなぉけすぇ う くっょっかは ょぇ 
こけっきぇす くぇくはおなょっ し きぇきぇ う すぇすっ: 
〈のかぉっすけ, ]すけかっすけゃ, ╀せいかせょあぇ, 
【うこおぇ... “′っ しきっ せしっとぇかう ょぇ 
うきぇ そうくぇくしけゃう いぇすさせょくっくうは, 
しなせきはゃぇたぇ ょぇ くう けしうゅせさはす くけさ-
きぇかっく あうゃけす, ゃけょうたぇ くう ょけさう 
ゃ つせあぉうくぇ. ╇きぇかけ っ あっかぇくうっ う 
ゃないきけあくけしすう“, ゃさなとぇ かっくすぇすぇ 
╅けさけ  ゃ おぇょさう けす ゃこっつぇすかっくうは 
いぇ ╂っさきぇくうは う ]なゃっすしおうは しなのい. 
╁ ょっすしおうすっ しこけきっくう しっ さけはす 
けとっ こさうはすっかう う こさうはすっかおう, 
さぇいたけょおう, しぉうさおう... “]すさぇたけ-

„╁さないおぇすぇ し さけょうすっかうすっ きう ゃうくぇゅう っ ぉうかぇ きくけゅけ しうかくぇ, きくけゅけ うしすうくしおぇ! ╁う-
くぇゅう しぇ きっ こけょおさっこはかう ゃなゃ ゃしうつおけ, おけっすけ しなき うしおぇか ょぇ こさぇゃは.  〉 ょけきぇ きぇおしう-
きぇすぇ  „╋せいうおぇくす おなとぇ くっ たさぇくう“ くうおけゅぇ くっ っ ぉうかぇ こさぇゃうかけ...“. 
╄ょうく しうく ょなさあう ょぇ しこけょっかう すけゃぇ くっこさっきっくくけ. ‶さぇゃう ゅけ しこけくすぇくくけ う し くっ-
こけょこさぇゃっくぇ けすおさけゃっくけしす. [ぇいこけいくぇゃぇき うしおさっくけしすすぇ ゃっょくぇゅぇ う ぉっい くうおぇおゃう 
しなきくっくうは,  ゃなこさっおう  ゅけかっきうは ぇおすぬけさしおうは けこうす くぇ ╅けさけ ┿すぇくぇしけゃ, おけえすけ ぉう 
きけゅなか ょぇ ういうゅさぇっ ゃしはおぇ あうすっえしおぇ しうすせぇちうは. ╁ しかせつぇは, おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
しっきっえしすゃけすけ くぇ ╃うきうすなさ ╃うきうすさけゃ う ]すっそおぇ ╂っけさゅうっゃぇ, しうくなす ╂っけさゅう くっ しう う 
こけきうしかは ょぇ うゅさぇっ さけかう. ‶なお う くはきぇ いぇ おぇおゃけ. ╇きぇか っ さぇょけしすすぇ ょぇ さぇしすっ ゃ けぉうつ 
う し こけょおさっこぇ, いぇ おけはすけ おぇいゃぇ: “╋けうすっ さけょうすっかう しなせきはゃぇたぇ ょぇ けしうゅせさはす くぇ きっく 
う ぉさぇす きう くぇえ-たせぉぇゃけすけ ょっすしすゃけ“.

すっく あうゃけす っ ぉうかけ!“.   

〈さなこおぇすぇ いぇ しちっくぇすぇ 
うょゃぇ けす きぇきぇ ]すっそおぇ 

〈は こっっ ゃ っょくぇ けす ぇさしっくぇか-
しおうすっ しぇきけょっえくう そけさきぇ-
ちうう. ╉けゅぇすけ せしっとぇ せ しうく-
つっすけ しゃけはすぇ ょぇさぉぇ, ]すっそおぇ 
ゃけょう ╅けさけ ゃ つうすぇかうとっ 
„╇しおさぇ“.  ╁はさくけ っ, つっ きぇきぇ 
っ しなせつっくうつおぇ し うきっくうすぇすぇ 

ょうさうゅっくすおぇ ‶っすは ‶ぇゃかけ-
ゃうつ. ′け あっかぇくうっすけ しう っ 
くぇ ょっしっすゅけょうてくけすけ たかぇこっ: 
“′っ いくぇき けすおなょっ ぉはた つせか, 
つっ うきぇ たけさ ゃ つうすぇかうとっ-

すけ...“. ‶ぇゃかけゃうつ ゅけ こさうっ-
きぇ.
„╇しおぇて かう ゃ ╋せいうおぇかくうは 

すっぇすなさ?“, こけきくう ぇおすぬけさなす 
こうすぇくっすけ くぇ きぇきぇ, しかっょ 
おけっすけ うょゃぇ こさけしかせてゃぇ-
くっすけ う こけしかっ こさうっきなす ゃ  
しなしすぇゃぇ くぇ ╃っすしおうは きせいう-
おぇかっく すっぇすなさ. 》けさなす う すっぇ-
すなさなす くっ きせ しすうゅぇす う ╅けさけ 
しっ ゃおかのつゃぇ せしこけさっょくけ う ゃ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ╀ぇつせさけゃ 
いぇ たせょけあっしすゃっくけ しかけゃけ. 
╀ぇつせさけゃ っ う つけゃっおなす, おけえ-
すけ こけ-おなしくけ ゅけ こけょゅけすゃは いぇ 
╁╇〈╇╆, しかっょ おぇすけ きかぇょけ-
おなす つせゃぇ かうつくけ けす ┿くょさっえ 
』ぇこさぇいけゃ: “╅けさけ!!! 〈さはぉ-
ゃぇ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇて!“ 
』ぇこさぇいけゃ ゅけ ゃうょはか くぇ しちっ-
くぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ 
つっしすけ うょゃぇかう しすけかうつくう 
ぇおすぬけさう う さっあうしぬけさう ょぇ 
こけきぇゅぇす くぇ しぇきけょっえくうは 
すっぇすなさ, こさけつせか しっ おぇすけ 
っょうくしすゃっく かのぉうすっかしおう すっ-
ぇすなさ せ くぇし, くぇえ-ぉかういおけ ょけ 
こさけそっしうけくぇかくうすっ すさせこう. 
╇いこうすうすっ いぇ ┿おぇょっきうはすぇ 
ゃなさゃはす ょけぉさっ. ′け くっ ょけ-
おさぇえ. ] ╉ぇぉぇおつうっゃ ゃ あせ-
さうすけ, ╅けさけ „せゃうしゃぇ“ こさう 
こけしかっょくうは すせさ: くぇ ゃなこさけ-

しぇ おけえ っ ╂っけさゅう ┿すぇくぇしけゃ, 
くぇてっくっちなす - しなうきっくくうお くぇ 
きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっかは, し 
くっしおさうすけ しぇきけつせゃしすゃうっ, うい-
さなしゃぇ: “┿い!“ ╁ けくけゃぇ ゃさっきっ 
こけょけぉくぇ ょなさいけしす くっ しっ こさけ-
とぇゃぇ う ╅けさけ っ ぇせす. 
╆ぇ ょぇ ぉなょっ ぉかういけ ょけ うし-

すうくしおうは すっぇすさぇかっく あうゃけす, 
きけきつっすけ けす ╉ぇいぇくかなお けしすぇゃぇ 
ゃ ]けそうは し „けこさぇゃょぇくうっすけ“ 
– しかっょゃぇくっ ゃ 〈っかっゅさぇそけ-

こけとっくしおうは: „′うとけ くっ こけき-
くは おぇおゃけ しなき せつうか. ..?!“. ′け 
╅けさけ ょけぉさっ こけきくう さぇぉけすぇ-
すぇ ゃ しちっくうつくうすっ しすせょっくすしおう 
そけさきぇちうう, おけうすけ さなおけゃけょう 

う おけうすけ こけつゃぇす ょぇ こっつっかはす 
くぇゅさぇょう... ] すけは すっぇすさぇかっく 
ぇゃすけさうすっす ういこうすうすっ しっ ょぇゃぇす 
かっしくけ, てっゅせゃぇ しっ しっゅぇ ╅けさけ. 
] ょさせゅう ょせきう:

╋っつすぇすぇ: 〈っぇすなさ けしすぇゃぇ!

╅けさけ は こさっしかっょゃぇ う こさっい 
けゅさぇょうすっ くぇ おぇいぇさきぇすぇ. ′け 
いぇ さってうすっかくうは ういこうすっく 
きぇくて くっ きせ ょぇゃぇす けすこせしお う 
ゃさぇすうすっ くぇ 〈っぇすさぇかくぇすぇ ぇおぇ-
ょっきうは けすくけゃけ しぇ いぇすゃけさっくう 
いぇ くっゅけ... ¨ぉぇつっ つけゃっおなす くっ 
しっ けすおぇいゃぇ! ′っ しっ けすおぇいゃぇす 
ゃ こけょおさっこぇすぇ しう いぇ しうくぇ う 
さけょうすっかうすっ ╃うきうすなさ う ]すっ-
そおぇ: „╁しはつっしおう すけかっさうさぇたぇ 
あっかぇくうっすけ きう ょぇ しすぇくぇ こさけ-
そっしうけくぇかっく ぇおすぬけさ“. 〈ぇおぇ 
っ ょけさう, おけゅぇすけ ╅けさけ ゃっつっ っ 
ゃなゃ ╁╇〈╇╆ う けすしおけさけ – しっ-
きっっく う し くっゃさなしすっく しうく,  しっ 
くぇかぇゅぇ ょぇ こさっおなしくっ しかっょ-
ゃぇくっすけ ゃ すっあおぇすぇ ╊せおぇくけゃぇ 
いうきぇ, いぇ ょぇ ういょなさあぇ しっきっえ-
しすゃけすけ しう. ╁ ゅけくうすぉぇすぇ くぇ 
きっつすうすっ しう ╅けさけ こさっきうくぇゃぇ 
こさっい おぇおゃけ かう くっ: さぇぉけすぇすぇ 
おぇすけ ゃけえくうお ゃ こっさくうておぇすぇ 
きっすぇかせさゅうは; きぇゅぇいうくっさ いぇょ 
とぇくょぇ いぇ ぉうさぇ う きっしけ いぇ しけ-

そうえしおうすっ ぇさぇぉう; こさけょぇゃぇつ 
くぇ ぇかおけたけか う ぉっいぇかおけたけかくう ゃ 
„╃なさゃっくうちぇ“; ゃうおぇつ くぇ ゅぇさぇ-
すぇ いぇ „╅っくぇすぇ ょくっし“... ╉ぇすけ 
ぇゃすっくすうつっく ゅっさけえ けす さけきぇくう-
すっ くぇ ╀せおけゃしおう, こさっい けこぇしくけ-
しすうすっ くぇ せかうちぇすぇ すけえ すうつぇ うい 
あうゃけすぇ しう おなき けくけゃぇ, おけっすけ 
うしすうくしおう とっ ゅけ ゃなけょせてっゃは-
ゃぇ. ′っとぇすぇ こけつゃぇす ょぇ しっ こけ-
かせつぇゃぇす.
]すぇさすなす っ ゃ おかぇしぇ くぇ こさけそ. 

′ぇょっあょぇ ]っえおけゃぇ, おなょっすけ 
けすうゃぇ, しかっょ おぇすけ ゃ すさっすけすけ 
おぇくょうょぇすしすゃぇくっ あせさうすけ きせ 
ょぇゃぇ こさぇゃけ ょぇ ういぉうさぇ: ょさぇ-
きぇすうつっく ぇおすぬけさ うかう おせおかう. 

]かっょ こさっおなしゃぇくっすけ ゅけ こけっ-
きぇす こさけそ. ┿すぇくぇし ┿すぇくぇしけゃ 
う ╄かっくぇ ╀ぇっゃぇ. ╇ょゃぇす しさっ-
とうすっ し かうつくけしすう おぇすけ ╁うけ-
かっすぇ ╂うくょっゃぇ, こさけそ. ╄くつけ 
》ぇかぇつっゃ, おけえすけ ゅけ うしおぇ いぇ 
ぇしうしすっくす, ╁っしけ ╉ぇかぇくけゃしおう, 
╁ぇしうか ‶けこけゃ... ╁さっきっくぇすぇ くぇ 
さけっくっすけ くぇ つぇしすくう すっぇすさう ょぇ-
ゃぇす ゃないきけあくけしすう, くけ ╂けかはきぇ-
すぇ ゃないきけあくけしす いぇ ╅けさけ ┿すぇ-
くぇしけゃ っ せしこってくけすけ せつぇしすうっ ゃ 
„‶けしかっょくぇ つぇておぇ“ くぇ あうゃうは 
おかぇしうお  》ぇさけかょ ‶うくすなさ, いぇ-
っょくけ し ╋ぇかうく ╉さなしすっゃ. 

╅けさけ うゅさぇっ こさっょ
ゅけかっきうは ‶うくすなさ!

╁っょくぇゅぇ ╋ぇさゅぇさうす ╋うくおけゃ 
ゅけ おぇくう ゃ „]なかいぇ う しきはた“, くけ 
╅けさけ けすうゃぇ ゃ きけさしおぇすぇ しすけ-
かうちぇ: けそっさすぇすぇ くぇ ょうさっおすけさぇ 
くぇ ╁ぇさくっくしおうは すっぇすなさ ╉けしすぇ-
ょうく ╀ぇくょせすけゃ っ くっせしすけうきぇ. 
〈せお 18 ゅけょうくう ╅けさけ ┿すぇくぇ-
しけゃ っ ゃ しすうたうはすぇ しう: 7 しっいけ-
くぇ ゃ すっぇすなさぇ – さけかう ゃ こけしすぇ-
くけゃおう いぇ ゃないさぇしすくう う ょっちぇ, 
ょっしっすおう しけぉしすゃっくう さぇょうけ- う 
すっかっゃういうけくくう こさけっおすう, かの-
ぉうき ゃけょっと けす っそうさぇ, すなさしっく 
あせさくぇかうしす ゃ さぇいしかっょゃぇくうは-

すぇ こけ こさけぉかっきうすっ くぇ ょっくは; 
はさなお てけせきっく ゃ くぇえ-しすうかくうすっ 
こぇさすうすぇ くぇ きけさしおうは っかうす... 
╇しすうくぇすぇ っ, つっ ょくっし ゃなゃ ╁ぇ-
さくぇ, おなょっすけ あうゃっっ ょけ こさっょう 
ょゃっ ゅけょうくう, ╅けさけ ┿すぇくぇしけゃ っ 
こけゃっつっ こけいくぇす, けすおけかおけすけ ゃ 
さけょくうは ╉ぇいぇくかなお. 
]けぉしすゃっくうすっ こさっょぇゃぇくうは 

„╋せたぇ ゃ ぇえさぇくぇ“/いぇ きぇかおけ-
すけ – せあ,  ょさぇいくっとけ けす ょっくは, 
おけっすけ けぉぇつっ きけあっ ょぇ しなしうこっ 
ゅけかっきうすっ うしすうくしおう くっとぇ/ う 
„〈っかっそけくうしうきけ“, こさっい おけっすけ 
ゃけょっとうはす しさっとぇ くっこけいくぇすう ゃ 
っそうさぇ くぇ [ぇょうけ „┿すかぇくすうお“, 
しすぇゃぇす たうす. ╅けさけ しすぇゃぇ ちぇさ う 
くぇ しせすさってくうすっ ぉかけおけゃっ. ╉け-
ゅぇすけ うょゃぇ さっょ くぇ すっかっゃういう-
はすぇ, すっぇすなさなす けすこぇょぇ けす くぇ-
こさっゅくぇすうは ょっかくうお くぇ ╅けさけ. 
]おけさけ しっ きっしすう ゃ ╋SAT, しすぇさ-
すうさぇ ゃなゃ „╁ぇさくぇ 〈╁“, おなょっすけ 
くっゅけゃけすけ „〈さぇそうお“ けすうゃぇ ゃ 
くぇちうけくぇかっく っそうさ. ‶さぇゃうか っ 
ょけさう おせかうくぇさくけ こさっょぇゃぇくっ 
„╋ぇくょあけさくけ“... ╂かぇしなす きせ 
けきぇえゃぇ しかせてぇすっかうすっ くぇ „FM 
+“ う „[うくゅ +“, ょなさあう ぉせょ-
くう ゃぇさくっくちう ゃ くけとくうは ぉかけお 
くぇ  ╀′[... ′け ╅けさけ さぇいぉうさぇ 
ゅけかはきぇすぇ しうかぇ くぇ きっょううすっ 
くぇえ-ゃっつっ し ゃしっおうょくっゃくう-
すっ ういょぇくうは „‶け ょっえしすゃうすっ-
かっく しかせつぇえ“ くぇ 〈╁ „』っさくけ 
きけさっ“, おなょっすけ こさっい ゃかぇしすすぇ 
くぇ っそうさぇ っあっょくっゃくけ さってぇ-
ゃぇ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ し 
ゃしっゃないきけあくう ょなさあぇゃくう う 
けぉとうくしおう うくしすうすせちうう: “╋っ-
ょうはすぇ けすゃぇさは ゃしうつおう ゃさぇすう 
う さってぇゃぇ こさけぉかっきう!“. ′け いぇ 
せしこってくうは すっかっゃういうけくっさ けとっ 
こけ-たせぉぇゃけ っ, つっ しっ こけおぇいゃぇ 
う ょけぉさけすけ けす あうゃけすぇ. ╁ っそう-
さぇ くぇ ╁ぇさくぇ すけえ くっ おさうっ, つっ 
っ うきぇか こなかくぇすぇ しゃけぉけょぇ ょぇ 
こさぇゃう けくけゃぇ, おけっすけ しぇき こさっ-
ちっくう. 
╋ぇえおぇ う すぇすおけ くっ しこうさぇす ょぇ 

しっ さぇょゃぇす. 〈っ うょゃぇす ゃなゃ ╁ぇさくぇ 
いぇ ぉさけっくう ょくう う ゅかっょぇす っょくけ 
しかっょ ょさせゅけ ゃしうつおうすっ こさっょ-
しすぇゃかっくうは くぇ しうくぇ; しかせてぇす 
さぇょうけ, ゅかっょぇす すっかっゃういうは...; 
こけきぇゅぇす ゃ けすゅかっあょぇくっすけ くぇ 
ゃくせおぇ ┿かっおしぇくょなさ-╋うたぇうか. 
╃うきうすなさ う ]すっそおぇ けぉぇつっ しぇ 
くぇえ-とぇしすかうゃう ょぇ こけしさっとくぇす 
╅けさけ けすくけゃけ せ ょけきぇ ゃっょくぇゅぇ 
いぇょ なゅなかぇ くぇ ゅけかっきうは きせ あう-
すっえしおう いぇゃけえ:

╁さなとぇくっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお

╂けょうくぇ う こけかけゃうくぇ こけ-おなし-
くけ, し こさういくぇくうっすけ, つっ ′っゃっ-
くぇ, しっゅぇてくぇすぇ きせ しなこさせゅぇ, ゅけ 
„こけょせつうかぇ“ いぇ こさうぉうさぇくっすけ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, くぇこせお くぇ せしこって-
くぇすぇ おぇさうっさぇ くぇ ょゃぇきぇすぇ ゃ 
きけさしおぇすぇ すっかっゃういうは, ╅けさけ 
しっ けおぇいゃぇ, ゃきっしすけ ゃ っこうちっく-
すなさぇ くぇ さっゅうけくぇかくうは っそうさ 
う てけせ-ぉういくっし, ゃ けおけすけ くぇ 
ぉせさはすぇ ゃ けぉとうくしおうは すっぇすなさ 
„╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“. ‶けは-
ゃうか しっ しかせつぇえくけ ゃ しすうたうはすぇ 
くぇ しおぇくょぇか ゃ きっしすくぇすぇ すさせこぇ, 
╅けさけ ゃっょくぇゅぇ しっ けおぇいゃぇ っょくけ 
けす しこけかせつかうゃうすっ さってっくうは ゃ 
くぇかけあうかぇすぇ しっ こけょきはくぇ くぇ 
ぇおすぬけさしおうは しなしすぇゃ. ‶なさゃけ 
こけ-こかぇたけ ゃ „╋っあょせ ょゃぇ しすけ-
かぇ“ う ゃしっ こけ-しうゅせさくけ ゃ しかっょ-
ゃぇとうすっ  しこっおすぇおかう, しっゅぇ ┿すぇ-
くぇしけゃ っ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ゃしっおう 
くけゃ すっぇすさぇかっく こさけっおす すせお.

- ╁っしおけ, さぇいおぇあう くう いぇ 
こけしかっょくぇすぇ しう おくうゅぇ.
- ‶けしかっょくぇすぇ きう ういょぇょっくぇ 

おくうゅぇ しっ くぇさうつぇ „]っょっき こう
っしう おなき っょうく さっおゃうっき“ う っ 
っょうく けこうす ょぇ くぇょくうおくぇ ゃ しゃっ
すぇ くぇ いくぇきっくうすうは ぉなかゅぇさしおう 
こうぇくうしす ╁ぇしうか ╂っくけゃ. 〈けいう 
ういおかのつうすっかっく きかぇょ つけゃっお, いぇ 
しなあぇかっくうっ, くぇ 13 ぇこさうか 2007 
ゅけょうくぇ こけかせつぇゃぇ うくしせかす う 
ょゃっ しっょきうちう こけ-おなしくけ こけつうゃぇ 
ゃ ╋っょうちうくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ 
╊うっあ, おなょっすけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
ういくっしっ ゅけかはき おけくちっさす くぇ 4 
きぇえ. ╆ぇこけいくぇた しっ し きぇえおぇ きせ, 
っょくぇ しなとけ ぉっかっあうすぇ こうぇくうしす
おぇ, う くはおぇお さぇいぉさぇた, つっ とっ 
くぇこうてぇ すぇいう おくうゅぇ. ╁ あうゃけすぇ 
くぇ ╁ぇしおけ うきぇてっ くっとけ ょなかぉけおけ 
しうきゃけかうつくけ し きっく. ╃っくはす くぇ 
くっゅけゃぇすぇ すさぇゅっょうは, 13 ぇこさうか, 
ゃしなとくけしす っ きけはす さけあょっく ょっく. 
‶けしかっ ゃ ょくうすっ, おけゅぇすけ こうしぇた 
いぇ すぇいう おくうゅぇ, せしっとぇた きくけゅけ 
ぉかういおう いぇ きっく くっとぇ, しはおぇて 
こけいくぇゃぇた ╁ぇしおけ う ぉはたきっ こさう
はすっかう. 〈けゃぇ ぉってっ おくうゅぇ, けしけ
ぉっくぇ う さぇいかうつくぇ, おくうゅぇ, おけはすけ 
ういかういぇてっ けす きせいうおぇすぇ くぇ ╁ぇ
しおけ. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ ぉかういけ 
ゅけょうくぇ ぇい しかせてぇた くっゅけゃう うい
こなかくっくうは くぇ ょうしおけゃっすっ, おけうすけ 
きう こけょぇさう きぇえおぇ きせ. ¨しゃっく 
ゃしうつおう すっいう くっとぇ, おけうすけ ゅけ 
ういょうゅぇす くぇ こうっょっしすぇか, こさっい 
1995/96 ゅけょうくぇ ╁ぇしうか ╂っくけゃ 
いぇゃなさてゃぇ ╉さぇかしおぇすぇ おけくしっさ
ゃぇすけさうは ゃ ╀さのおしっか う こけかせつぇゃぇ 
しすっこっく „╊うしぇくしうっ こけ ういおせしすゃぇ
すぇ“. ]なとぇすぇ ゅけょうくぇ こけかせつぇ
ゃぇ う くぇゅさぇょぇすぇ „╂さぇく こさう“ くぇ 
╉けくしっさゃぇすけさうはすぇ. ‶さっい 2000 
ゅけょうくぇ っ こけおぇくっく いぇ こさっこけ
ょぇゃぇすっか ゃ ╉さぇかしおぇすぇ おけくしっさ
ゃぇすけさうは ゃ ╊うっあ. ‶さっい 2002 
ゅけょうくぇ しすぇゃぇ う こさっこけょぇゃぇすっか 
ゃ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ きせいうおぇかくぇ 
ぇおぇょっきうは ゃ ╊のおしっきぉせさゅ. 
‶さっい すっいう ゅけょうくう すけえ しないょぇゃぇ 

ういおかのつうすっかくけ てうさけお おさなゅ けす 
いぇこけいくぇくしすゃぇ, ゃ おけえすけ ゃかういぇす 
きせいうおぇくすう, かっおぇさう, ぇょゃけおぇすう 
う そうくぇくしうしすう, おぇおすけ う ょさせゅう 
ういゃっしすくう たけさぇ ゃ ╀っかゅうは う こけ 
しゃっすぇ. ‶さっい そっゃさせぇさう 2007 ゅ. 
っ こけおぇくっく ょぇ しゃうさう ゃ ╊のおしっき
ぉせさゅ こけ しかせつぇえ こさうっきぇくっすけ くぇ 
╀なかゅぇさうは ゃ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい. 
〈せお とっ しこけきっくぇ くっとけ うくすっさっし
くけ: ゃ くぇつぇかけすけ すけえ けすおぇいゃぇ こけ
おぇくぇすぇ, いぇとけすけ っ っょうくしすゃっくう
はす すゃけさっち けす ╀なかゅぇさうは. ╁ぇしおけ 
╂っくけゃ しっ しなゅかぇしはゃぇ っょゃぇ, おけ
ゅぇすけ ゃ おけくちっさすぇ しぇ ゃおかのつっくう 
う ょさせゅう ぉなかゅぇさしおう きせいうおぇくすう 
こけ くっゅけゃ ういぉけさ. ╄すけ っょうく つけ
ゃっお, おけえすけ きっ ゃこっつぇすかう. ╁ おくう
ゅぇすぇ ゃおかのつうた くはおけかおけ っしっすぇ 
いぇ くっゅけ う しぇきけすけ おさっしつっくょけ 
くぇ すゃけさつっしすゃけすけ, くっいぇゃうしうきけ 
ょぇかう しゃうさうて うかう さうしせゃぇて. 
〈ったくうすっ いぇゅかぇゃうは しぇ: „[ってっ
すなつくぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ╅うゃけ
すぇ“; „╃せっくょっすけ くぇ ╆ゃっいょけぉさけ
っちぇ“; „╋うしなかすぇ くぇ いゃせちうすっ うかう 
いゃせちうすっ くぇ きうしなかすぇ“, „]っょっきすっ 
けしきう けす ぇえしぉっさゅぇ くぇ すぇかぇくすぇ“; 
„...′うっ しきっ っょくけゃさっきっくくけ かな
ゃなす う ぇくすうかけこぇすぇ...“; „╃っすしおぇ
すぇ うしおさっくけしす くぇ こさうくちぇ くぇ きせ
いうおぇすぇ“; „』けゃっおなす くっ っ ̈ しすさけゃ, 
ゃなすさっ ゃ しっぉっ しう いぇすゃけさっく“. ╇ 
しっゅぇ ういこうすゃぇき ういおかのつうすっかくけ 
せょけゃけかしすゃうっ, おけゅぇすけ しう しこけき
くはき いぇ さぇぉけすぇすぇ こけ すぇいう おくうゅぇ. 
′け, ゃしなとくけしす, うしすうくしおう こけ
しかっょくけすけ, おけっすけ しなき くぇこうしぇか, 
っ っょくぇ こうっしぇ こけ さぇいおぇいう くぇ 
』せょけきうさ, おけはすけ しっ くぇさうつぇ „╀っい 
ょけおぇつっくうっ, きけかは...“ う しっ うゅさぇっ 
けす ╃〈 „╂っけ ╋うかっゃ“ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ
さぇ こけゃっつっ けす 50 こなすう いぇ っょくぇ 

ゅけょうくぇ ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ.

- ¨こうてう せしっとぇくっすけ ょぇ しう 
しなゃさっきっくっく ぉなかゅぇさしおう こう
しぇすっか.
- 』っしすくけ おぇいぇくけ, きぇかおけ きう っ 

すさせょくけ ょぇ けこうてぇ おぇおゃけ っ ょぇ しう 
こうしぇすっか. 』っしすけ しなき おぇいゃぇか, つっ 
こうしぇすっかうすっ しぇ さぇいおぇいゃぇつう くぇ 
こさうおぇいおう. 』うすぇすっかうすっ しう けし
すぇゃぇす ょっちぇ, とけき しっ いぇたゃぇとぇす 
し すけゃぇ いぇくうきぇくうっ - ょぇ つっすぇす 
おくうゅう. ¨しけぉっくけ こさう ょくってくけすけ 
くぇてっしすゃうっ くぇ っかっおすさけくうおぇ
すぇ. ′け ゃ つっすっくっすけ くぇ おくうゅうすっ 
うきぇ くはおぇおゃけ すぇえくしすゃけ, くはおぇ
おなゃ いぇゅけゃけさ きっあょせ こうしぇすっかは 
う さぇいおぇいゃぇつぇ. ╇きぇ くはおぇおゃけ 
ょけゃっさうっ きっあょせ ょゃぇきぇすぇ, いぇ
とけすけ っょうくうはす とっ すう さぇいおぇいゃぇ 
こさうおぇいおぇ, ぇ ょさせゅうはす とっ は けちっ
くは. ╇, くぇょはゃぇき しっ, つっしすくけ. ╁ 
すけゃぇ うきぇ ういゃっしすっく いぇゅけゃけさ - う 
ょゃぇきぇすぇ ぉはゅぇす けす けぉとっしすゃけすけ 
う こけすなゃぇす ゃ っょくぇ うしすけさうは, いぇ 
ょぇ きけゅぇす こけしかっ, いぇょ ゅなさぉぇ くぇ 
しなとけすけ すけゃぇ ゃぇあくけ けぉとっしすゃけ, 
し くぇょせすう ぉせいう ょぇ しう くぇきうゅぇす 
うかう すぇくぇくうおぇす. 〈けっしす, すっ しぇ 
こぇいうすっかう くぇ しなおさけゃっくぇ すぇえくぇ, 
おけはすけ しぇきけ すっ しう いくぇはす. 〈けゃぇ っ, 

しこけさっょ きっく, せしっとぇくっすけ ょぇ しう 
こうしぇすっか!
╉けかおけすけ ょけ ぉなかゅぇさしおうは こうしぇ

すっか, いぇとけすけ ゃ すけゃぇ しっ しなしすけう 
ゃなこさけしなす すう, くっとぇすぇ しぇ ょけしすぇ 
すさせょくう, おぇおすけ っ すさせょくけ ちはかけ
すけ くう けぉとっしすゃけ. ┿い しぇきうはす くっ 
ゃはさゃぇき ゃ きぇくすさぇすぇ „ぉなかゅぇさしおう 
こうしぇすっか“. ╀なかゅぇさしおうはす こうしぇ
すっか いぇゅせぉう しゃけっすけ ょけしすけえく
しすゃけ, いぇょ ゅなさぉぇ きせ きぇたぇす し 
こっすすっ こさなしすぇ くぇ さなおぇすぇ しう う し 
くぇきうゅぇくっ けぉはしくはゃぇす - こうしぇすっか 
つけゃっお. ╆ぇ ょぇ ういょぇょって おくうゅぇ, 
すさはぉゃぇ ょぇ しなぉっさって こぇさう, いぇ 
ょぇ こかぇすうて くぇ ういょぇすっかしすゃけ
すけ, おけっすけ すう ういょぇゃぇ おくうゅぇすぇ 
う は さぇいこさけしすさぇくはゃぇ, くけ くっ すう 
こかぇとぇ くうすけ しすけすうくおぇ たけくけ
さぇさ. ╃けぉさっ っ, つっ ういょぇすっかしすゃけ
すけ, し おけっすけ ぇい さぇぉけすは (╇╉ „╆. 
]すけはくけゃ“) けす ゃさっきっ くぇ ゃさっきっ 
きう ょぇゃぇ こけ くはおけえ たけくけさぇさ, くけ 
すけゃぇ しぇ こぇさう, おけうすけ ょぇ きっ しこぇ
しはす けす きういっさうはすぇ くぇ っあっょくっ
ゃうっすけ, けすおけかおけすけ ょぇ しっ こけしゃっ
すは くぇ すぇいう しう ょっえくけしす う ょぇ しっ 
たさぇくは けす くっは.
′け ゃしっ こぇお ょぇ ぉなょって さぇいおぇい

ゃぇつ くぇ こさうおぇいおう っ くっいっきくけ 
せしっとぇくっ...

- ╉けゅぇすけ こうてって, くっしなきくっ

くけ ゃかぇゅぇて う ゃょなたくけゃっくうっ, 
う すさせょ - おけっ こさっけぉかぇょぇゃぇ 
こさう すっぉ?
- ╃ぇ しう こさういくぇは, ぇい しなき きぇかおけ 

きなさいっかうゃ こうしぇすっか. ╆ぇ すさう ょっ
しっすうかっすうは うきぇき しぇきけ 12 おくう
ゅう. ′け ゃなこさけしなす すう っ あっしすけお う 
すさはぉゃぇ ょぇ しう けすゅけゃけさは, いぇさぇ
ょう すっぉ, けすおさけゃっくけ! ╁しなとくけしす 
うしおぇき ょぇ こうてぇ おくうゅう, おけうすけ 
くっ こさうかうつぇす くぇ ょさせゅうすっ. ]の
あっすなす, ゅっさけうすっ う ゃしうつおけ けくけ
ゃぇ, おけっすけ しないょぇゃぇ っょくぇ おくうゅぇ, 
ょくっし っ ょけぉさっ こけいくぇすけ. 》けさぇすぇ 
うきぇす てうさけお ょけしすなこ ょけ かうすっ
さぇすせさぇ いぇ すけゃぇ おぇお しっ こうてっ 
かうすっさぇすせさぇ. ╇ けす すぇき くっとぇすぇ 
おぇすけ つっ かう しすぇゃぇす かっしくう. ╁いっ
きぇて ょゃっ-すさう たせぉぇゃうちう, けきっし
ゃぇて ゅう ゃ かのぉけゃっく すさうなゅなかくうお 
し けとっ ょゃぇきぇ ぉけゅぇすう ぉぇさけゃちう, 
うきぇ くはおぇおゃけ くぇしかっょしすゃけ, こけ
はゃはゃぇ しっ ゃくっいぇこくけ せぉうっち う 
すぇおぇ くぇすぇすなお... ゃうあ こけさっょくうは 
しっさうぇか. 〈けゃぇ っ かっしくけすけ くぇ すっ
かっゃういうはすぇ, つっ きくけゅけ-きくけゅけ くっ 
こけょぉうさぇ. ]ぇきけ ょっすけ すう くっ こう
てって いぇ すっかっゃういうはすぇ. ╇ おうくけ
すけ. 〈う こうてって, いぇ ょぇ さぇいおぇあって 
こさうおぇいおぇ. ′ぇ つけゃっお, おけえすけ 
ゃっょくなあ すう っ こけゃはさゃぇか. ╇ すは 

すさはぉゃぇ ょぇ っ くけゃぇ, うくすっさっしくぇ, 
つせょぇすぇ, いぇ ょぇ しっ いぇこけきくう... う 
すせお ゃっつっ うょゃぇす すさせょくけしすうすっ. 
╆ぇすけゃぇ きう っ こけ-かっしくけ ょぇ けぉはし
くはゃぇき す. く. こぇせいう ゃ こうしぇくっすけ し 
すゃけさつっしおう きなさいっか. ′け うしすうくぇ
すぇ っ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ すなさしうて ぇゃ
すっくすうつくけすけ ゃ あうゃけすぇ. 〈けゅぇゃぇ 
くはきぇ くぇつうく ょぇ くっ しっ こけかせつう.

- ╉けう しぇ すっきうすっ, おけうすけ 
すっ ゃなかくせゃぇす くぇえ-きくけゅけ う 
いぇとけ?
- ╊のぉけゃすぇ, っしすっしすゃっくけ, いぇ

とけすけ う ょけ ょくっし, くぇ 56 ゅけょうくう, 
ゃしっ けとっ くっ きう っ はしくけ いぇとけ しっ 
さぇあょぇ う ういつっいゃぇ. ╉ぇお けいぇさは
ゃぇ つけゃっお けすゃなすさっ う ゅけ おぇさぇ ょぇ 
ぉなょっ ょけぉなさ う とぇしすかうゃ うかう おぇお 
ゅけ おぇさぇ ょぇ あうゃっっ し さなあょはしぇかけ 
しなさちっ. ]かっょ あうゃけすぇ かのぉけゃすぇ 
っ くぇえ-ゃっかうおぇすぇ いぇゅぇょおぇ. [ぇい
ぉうさぇ しっ, ゃなかくせゃぇす きっ すっきう, ゃ 
おけうすけ たけさぇすぇ あうゃっはす きういっさ
くけ うかう こなお ゃ けたけかしすゃけ う おぇお 
うょっはすぇ いぇ しきなさすすぇ, せぉうえしすゃけ
すけ うかう いぇゅなさぉゃぇくっすけ くぇ しゃっすぇ 
こけくうおゃぇ おぇすけ こかっゃっか ゃ ょせてう
すっ うき.

- ╉けは けす すゃけうすっ しけぉしすゃっくう 
すゃけさぉう すう っ かのぉうきぇ?
- [けきぇくなす „╋けょっかなす う くっ

ゅけゃうはす 》せょけあくうお“. 〈せお ゅけ 

おぇいゃぇき し ういゃっしすくぇ せこかぇたぇ ょぇ 
くっ ぉう ょさせゅうすっ きう おくうゅう ょぇ 
しっ けぉうょはす, いぇとけすけ おくうゅぇすぇ っ 
あうゃけ しなとっしすゃけ. ]なとけ おぇすけ 
こうしきけすけ, おけっすけ ういこさぇとぇきっ ょけ 
しおなこ いぇ くぇし つけゃっお. ′け とっ しう 
こさういくぇは, つっ „╋けょっかなす“... きう 
っ しおなこ う こけ かうつくう こさうつうくう う 
たけさぇ, いぇ あぇかけしす ょぇかっつ けす きっく. 
‶さうはすっかう, たけさぇ, こさっこけょぇゃぇすっ
かう ゃ せくうゃっさしうすっすう う す. く. きっ 
せぉっあょぇゃぇす, つっ „┿せすけこしうは くぇ 
〈はかけすけ“ っ こけ-いくぇつうきぇ, ぇい しう 
たぇさっしゃぇき „╋けょっかなす...“ ┿い しう 
いくぇき いぇとけ...

- ╉けう しぇ かのぉうきうすっ すう こう
しぇすっかう う おくうゅう?
- ╁ さぇいかうつくうすっ ゅけょうくう けす

おさうゃぇた さぇいかうつくう ぇゃすけさう, くけ 
ゃ くぇつぇかけすけ, おけゅぇすけ しっ けすなさ
ゃぇた けす いぇょなかあうすっかくうすっ かう
しすけゃっ いぇ つっすっくっ こさっい かはすけすけ, 
しっ たゃぇくぇた し 》っきうくゅせっえ. 〈けえ 
きう たぇさっしゃぇてっ しなし しゃけぉけょぇすぇ, 
おけはすけ ういかなつゃぇてっ, ゃけえくうすっ 
おけうすけ ゃけょってっ う あっくうすっ, おけうすけ 
ちっかせゃぇてっ. 〈ぇおぇ こけ こなすっつおぇすぇ 
けすおさうた 《うすちあっさぇかょ, ]ぇさけはく, 
╃あけく 』うえゃなさ, ]すぇえくぉっお う ゃな
けぉとっ けくぇいう こさっおさぇしくぇ こかっはょぇ 

ぇきっさうおぇくちう, おけうすけ ういゃっょくなあ 
しすぇくぇたぇ けしくけゃぇすぇ くぇ ょけぉさぇすぇ 
かうすっさぇすせさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは.
]かっょ すはた, けぉぇつっ, こけこぇょくぇた 

くぇ ╂ぇぉさうっか ╂ぇさしうは ╋ぇさおっし う 
すけ くぇ くぇえ-こさっおさぇしくぇすぇ おくうゅぇ: 
„]すけ ゅけょうくう しぇきけすぇ“. ]かっょ くっは 
くうとけ ゃっつっ くっ ぉってっ しなとけすけ. 
╉ぇすけ ぉっしっく しっ いぇさぇゃはた ゃ けし
すぇくぇかうすっ くっゅけゃう おくうゅう, こけしかっ 
う ゃ おくうゅうすっ くぇ ょさせゅうすっ かぇすう
くけぇきっさうおぇくちう おぇすけ ╉けさすぇしぇさ, 
しかっこうは おぇすけ ¨きうさ, ╀けさたっし う 
こさけつうっ こうしぇすっかう けす すぇいう つぇしす 
くぇ しゃっすぇ. 

- ╇きぇ かう すっきぇ, こけ おけはすけ すう 
しっ っ うしおぇかけ ょぇ こうてって, くけ 
くっ しう せしこはか ょけしっゅぇ?
- ¨, うきぇ きくけゅけ すっきう, くけ ぇい しっ 

けこうすゃぇき ょぇ くぇきっさは さぇいおけてくぇ
すぇ さけおかは いぇ すはたくぇすぇ しなとくけしす. 
′っ うしおぇき すっきぇすぇ ょぇ ういかういぇ ゃ 
っゃすうくぇ さけおかうつおぇ, すけゃぇ っ あぇか
おけ う しなかいかうゃけ ういょぇくうっ, おけっすけ 
さぇいくう ょぇきう つっすぇす, しぇきけ う しぇきけ 
ょぇ きうくぇゃぇ ゃさっきっすけ. ┿ ゃさっきっすけ 
う ぉっい すけゃぇ しう きうくぇゃぇ - いぇさぇょう 
すけゃぇ くっ うしおぇき ょぇ ゅけ こさけこせし
おぇき. ‶けしかっ しすぇゃぇ きくけゅけ おなしくけ! 
‶なお しう うきぇき う ょっゃうい: „‶さぇゃう 
おぇおゃけすけ すさはぉゃぇ, こなお ょぇ しすぇゃぇ 
おぇおゃけすけ とっ!“
- ╉ぇおゃけ ょぇ けつぇおゃぇきっ ゃ 

ぉかういおけ ぉなょっとっ けす すっぉ?
- [ぇぉけすは ゃなさたせ っょうく さけきぇく, 

おけえすけ しっ くぇさうつぇ „‶けゅかっょ けす 
ゃっさぇくょぇすぇ“. ╉けえ いくぇっ いぇとけ 
こけしすぇゃうた くぇ すぇいう おくうゅぇ こけょ
いぇゅかぇゃうっ: „╉ぇこさうつけし“. ╁ くっは 
とっ しっ けこうすぇき ょぇ さぇいおぇあぇ いぇ 
ょくってくけすけ ゃさっきっ, いぇ ゃしうつおうすっ 
たぇかのちうくぇちうう くぇ 》》 う こなさゃうすっ 
ょゃっ ょっしっすうかっすうは くぇ 》》┶ ゃっお ゃ 
くぇてっすけ こっつぇかくけ ¨すっつっしすゃけ.

- 〈ゃけっすけ こけしかぇくうっ おなき 
ぉなかゅぇさしおうすっ っきうゅさぇくすう?
- 】っ さぇいおぇあぇ っょくぇ うしすけさうは. 

╋けはす ょはょけ ╅っかの, いぇっょくけ し 
ぉさぇす しう ‶っすなさ, せつぇしすゃぇかう ゃ 
こさっゃいっきぇくっすけ くぇ ¨ょさうくしおぇすぇ 
おさっこけしす, ゃ さっょうちうすっ くぇ しかぇゃ
くうは 23 ‶ったけすっく 【うこつっくしおう 
こけかお. ╃ぇあっ ょゃぇきぇすぇ ぉさぇすは 
ういくっしかう くぇ さなちっ かぇそっすぇ くぇ 
おさせこけゃしおけすけ けさなょうっ くぇ っょくぇ 
けす しすっくうすっ くぇ おさっこけしすすぇ. ]かっょ 
おけっすけ いぇこけつくぇか けゅなく こけ いぇ
とうすくうちうすっ くぇ しなとぇすぇ すぇいう 
おさっこけしす, くぇさうつぇくぇ けす っゃさけ
こっえしおうすっ ゃけっくくう しこっちうぇかうしすう 
くっこさっゃいっきぇっきぇ.
]かっょ おぇすけ しっ せゃけかくうかう けす 

こけかおぇ, ょゃぇきぇすぇ ぉさぇすは こけっかう 
いぇ ┿きっさうおぇ. ╆ぇとけすけ ゅっさけう-ゅっ
さけう, ぇきぇ くはきぇす くうゃうちう. 』っしすけ 
ゅかっょぇき っょくぇ しすぇさぇ こけあなかすはかぇ 
しくうきおぇ: ょゃぇきぇすぇ ぉさぇすは こけ
おさぇえ っょうく „《けさょ“, ぇきぇ うくぇ
つっ すけかおけゃぇ きぇかおう, しうゅせさくけ, 
いぇ ょぇ しっ ゃうょう ぇきっさうおぇくしおぇすぇ 
おけかぇ. 〈ぇおぇ ょけ 1925 ゅけょうくぇ, 
おけゅぇすけ こなさゃぇすぇ あっくぇ くぇ ょはょけ 
きう ╅っかの せきさはかぇ う すけえ こけかせ
つうか こうしきけ ょぇ しっ ゃなさくっ う ょぇ しう 
ゅかっょぇ ょっちぇすぇ. ╇くぇお くはきぇ おけえ. 
╁ おなとう しっ こぇいう う っょうく こぇしぇ
ゃぇく, ゃ おけえすけ こうてっ, つっ うきっくくけ 
くぇ 13 ぇこさうか 1925 ゅけょうくぇ ょはょけ 
きう ゃかはいなか ╀なかゅぇさうは. ‶ぇお しなゃ
こぇょっくうっ, いぇとけすけ, ぇおけ すけえ くっ 
ぉってっ しっ ゃなさくぇか, くはきぇてっ ょぇ 
しなとっしすゃせゃぇ くぇてっすけ ょくってくけ 
しっきっえしすゃけ, すなえ おぇすけ ぉぇとぇ きう っ 
さけょっく こさっい 1929 ゅけょうくぇ.
′っゅけゃうはす ぉさぇす けしすぇくぇか すぇき, 

さぇぉけすうか きくけゅけ う くぇおさぇは こう
しぇか, つっ うしおぇ こぇさう ょぇ しっ ゃなさくっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ‶けくっ すぇおぇ さぇいおぇい
ゃぇす, ゃっさけはすくけ っ うしおぇか ょぇ きせ 
ういょっえしすゃぇす くはおぇおゃけ さぇいさってっ
くうっ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ さけょうくぇすぇ しう. 
╃けおぇすけ しっ さぇいてっすぇす くぇてうすっ 
たけさぇ, けす ┿きっさうおぇ こさうしすうゅくぇかけ 
こうしきけ, つっ すけえ こけつうくぇか. ╉ぇおすけ 
けすうゃぇか くぇ さぇぉけすぇ ゃ ぇきっさうおぇく
しおうは しう ぇゃすけきけぉうか, しこさはか くぇ 
っょくけ おさなしすけゃうとっ う こけゃっつっ くっ 
こけすっゅかうか.
╋くけゅけ しなき きうしかうか ゃなさたせ すぇいう 

こさうおぇいおぇ けす あうゃけすぇ う ゃうくぇゅう 
しなき しっ つせょうか おぇおゃけ ょぇ おぇあぇ 
くぇ きくけゅけ けす きけうすっ こさうはすっかう, 
おけうすけ けすうょけたぇ こけ ゃしうつおう おさぇ
うとぇ くぇ しゃっすぇ, いぇ ょぇ しっ けこう
すぇす ょぇ あうゃっはす こけ ょさせゅ くぇつうく. 
‶け つけゃっておう. ╃ぇ しっ くぇょはゃぇきっ, 
つっ とっ せしこっはす. ┿い うしおさっくけ うき 
しすうしおぇき こぇかちう う しっ くぇょはゃぇき 
こけくはおけゅぇ ょぇ ぉなょぇ こけかうちぇえ くぇ 
けくけゃぇ おさなしすけゃうとっ う ゃうくぇゅう ょぇ 
うき ょぇゃぇき こなす し こさっょうきしすゃけ, 
いぇとけすけ くっ うしおぇき くうすけ っょうく 
ぉなかゅぇさうく ょぇ ういしすうくっ ゃ つせあょぇ
すぇ いっきは.
 

┿くすけぇくっすぇ ′っちけゃぇ-╀っえき, 

Жоро Атанасов с родителите си
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╁  ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” いぇこけつくぇ けぉせつっくうっ こけ こさけっおす 
“]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 しなけすゃっすしすゃうっ し ういうしおゃぇくう-
はすぇ くぇ すったくけかけゅうつくうは ぉさぇくて“. ‶さけっおすなす っ そうくぇくしうさぇく 
けす ╄ゃさけこっえしおうは しなのい う っ くぇ しすけえくけしす 131 たうか. かっゃぇ.
‶け こさけゅさぇきぇすぇ とっ ぉなょぇす けぉせつっくう 100 せつっくうちう けす 

ゅうきくぇいうはすぇ, おけうすけ ういせつぇゃぇす お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. 〉つっくうちうすっ けす 8-12 おかぇし とっ しっ けぉせつぇゃぇす いぇ 
さぇぉけすぇ し Windows Server, SQL Server, NET う Expression 
Studio.
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ っ っょくけ けす けょけぉさっくうすっ 35 せつう-

かうとぇ ゃ しすさぇくぇすぇ くう, ぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす せつう-

┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ くぇぉうさぇ しすさけうすっかくう さぇぉけすくうちう いぇ ゃさっ
きっくくぇ いぇっすけしす ゃ ╇いさぇっか, しなゅかぇしくけ こけょこうしぇくぇすぇ しこけゅけょぉぇ きっあょせ ょゃっすっ こさぇ

ゃうすっかしすゃぇ.
〈なさしはす しっ くぇてう さぇぉけすくうちう こけ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ し けこうしぇくう せしかけゃうは いぇ: おけそさぇあうしすう 

(うくょせしすさうぇかっく しすさけうすっかっく おけそさぇあ, ょなさゃっく おけそさぇあ), ぇさきぇすせさうしすう, けぉかうちけゃおう う 
くぇしすうかおう う きぇいぇつう. [ぇいつうすぇくっすけ くぇ しすさけうすっかくう こかぇくけゃっ っ いぇょなかあうすっかくけ いぇ そぇ
はくしぇょあうう う きぇいぇつう.
╉ぇくょうょぇすうすっ すさはぉゃぇ ょぇ けすゅけゃぇさはす くぇ しかっょくうすっ ういうしおゃぇくうは: ょぇ しぇ ぉなかゅぇさしおう 

ゅさぇあょぇくう くぇ ゃないさぇしす 
きっあょせ 25 う 50 ゅけょう
くう, ょぇ くっ しぇ さぇぉけすうかう 
ゃ ╇いさぇっか, ょぇ くはきぇす 
こなさゃぇ しすっこっく さけょくう
くう, おけうすけ ょぇ さぇぉけすはす 
ゃ ╇いさぇっか (し ういおかのつっ
くうっ くぇ ぉさぇすは う しっし
すさう), ょぇ くっ しぇ けしなあ
ょぇくう. ]さっょ ゃぇあくうすっ 
せしかけゃうは っ しなとけ すぇおぇ 
きっょうちうくしおう う そう
いうつっしおう おぇくょうょぇすう
すっ ょぇ しぇ こけょたけょはとう 
いぇ せしうかっくぇ さぇぉけすぇ 
ゃ しすさけうすっかくうは しっお
すけさ こさう ういさぇっかしおうすっ 
おかうきぇすうつくう せしかけゃうは, 
ゃおかのつうすっかくけ う いぇ さぇ
ぉけすぇ くぇ ゃうしけつうくう, ょぇ 
くっ しすさぇょぇす けす すせぉっさ

おせかけいぇ, たっこぇすうす, しうそうかうし, ゅけくけさっは, ]‶╇′.
′けゃけすけ こさう おぇくょうょぇすしすゃぇくっすけ いぇ すっいう こさけそっしうう いぇ さぇぉけすぇ ゃ ╇いさぇっか っ けすこぇょぇくっ

すけ くぇ  ういうしおゃぇくっすけ いぇ ょけおぇいゃぇくっ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっ う すさせょけゃ しすぇあ. ╁しうつおう おぇくょうょぇ
すう とっ しっ はゃはす くぇ うくすっさゃの う こさぇおすうつっしおう ういこうす こけ いぇはゃっくうすっ けす すはた こさけそっしうう ゃ 
]けそうは こけ けこさっょっかっく ゅさぇそうお.
‶け ゃさっきっ くぇ ういこうすぇ おぇくょうょぇすうすっ とっ さぇいつうすぇす つっさすっあ う とっ ういこなかくはゃぇす いぇょぇつぇ 

いぇ 1 つぇし. ╋うくうきぇかくぇすぇ こさけゅくけいくぇ きっしっつくぇ いぇこかぇすぇ くぇ しすさけうすっかくうすっ さぇぉけすくうちう ゃ 
╇いさぇっか っ こさうぉかういうすっかくけ 1500 USD (1 とぇすしおう ょけかぇさ = 3.8 てっおっかぇ) いぇ 211 さぇぉけすくう 
つぇしぇ きっしっつくけ. ╆ぇ ゃしっおう つぇし ういゃなくさっょっく すさせょ しっ いぇこかぇとぇ ょけこなかくうすっかくけ.
╀なかゅぇさしおうすっ さぇぉけすくうちう すさはぉゃぇ ょぇ こけおさうはす さぇいたけょうすっ しう いぇ こけかっすうすっ ょけ う けす 

╇いさぇっか. 〈っ いぇこかぇとぇす う さぇいたけょうすっ いぇ きっょうちうくしおけ しゃうょっすっかしすゃけ, しゃうょっすっかしすゃけ いぇ 
しなょうきけしす, こさっゃっょっくう くぇ ぇくゅかうえしおう っいうお, すさぇくしこけさす ゃ ╀なかゅぇさうは こさう はゃはゃぇくっ くぇ 
ういこうす.
 ╅っかぇっとうすっ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす こけ すけゃぇ こさっょかけあっくうっ すさはぉゃぇ ょぇ こさっょしすぇゃはす ゃ 

きっしすくうすっ ぉのさぇ こけ すさせょぇ: いぇはゃかっくうっ こけ けぉさぇいっち, しゃうょっすっかしすゃけ いぇ しなょうきけしす いぇ さぇ
ぉけすぇ ゃ つせあぉうくぇ, おけこうっ くぇ かうつくぇ おぇさすぇ. ╃けおせきっくすう しっ こさうっきぇす こけしすけはくくけ.
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ せしかけゃうはすぇ いぇ あうゃけす う さぇぉけすぇ ゃ ╇いさぇっか きけあっ ょぇ ぉなょっ 

くぇきっさっくぇ くぇ http://www.az.government.bg/IntCooperation/Spogodbi/Israel/
Narachnik.doc

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

 ょっちぇ けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, きぇかけかっすくう う くっこなかくけかっすくう し さぇい
かうつくう  こさけはゃう  くぇ ぇしけちうぇかくけ こけゃっょっくうっ, しぇ ぉうかう くぇ ゃくうきぇくうっすけ 
くぇ けぉとうくしおぇすぇ ╉けきうしうは いぇ ぉけさぉぇ し こさけすうゃけけぉとっしすゃっくうすっ こさけはゃう 
くぇ きぇかけかっすくう う くっこなかくけかっすくう. 〈っ しぇ ぉうかう けぉたゃぇくぇすう ゃ さぇいかうつくう 
うくそけさきぇちうけくくう 
おぇきこぇくうう, ゃ 2 
こさけゅさぇきう こさっい 
ういきうくぇかぇすぇ ゅけ
ょうくぇ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ 
はしくけ けす こさうっすうは 
くぇ こけしかっょくけすけ 
いぇしっょぇくうっ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しな
ゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお 
けすつっす くぇ きっしす
くぇすぇ おけきうしうは いぇ 
ぉけさぉぇ し こさけすう
ゃけけぉとっしすゃっくうすっ  
こさけはゃう くぇ きぇかけ
かっすくう う くっこなか
くけかっすくう. 
6 しぇ ょっちぇすぇ, 

こけかせつうかう せしかけゃ
くう こさうしなょう いぇ  
しゃけう こさけすうゃけけぉ
とっしすゃっくう  こさけ
はゃう, ょさせゅう 8 しぇ けしなょっくう くぇ こさけぉぇちうは, 2 しぇ ぉうかう くぇしすぇくっくう ゃなゃ 
ゃないこうすぇすっかくう うくすっさくぇすう. ╇くしこっおすけさうすっ けす おけきうしうはすぇ, しなゃきっしすくけ 
し さぇぉけすっとう ゃ けすょっかぇ いぇ いぇおさうかぇ くぇ ょっすっすけ う ょうさっおちうは „]けちうぇかくけ 
こけょこけきぇゅぇくっ”, しぇ おけくしすぇすうさぇかう 1 すさぇえくけ しおうすぇとけ ょっすっ, しすぇゃぇ はしくけ 
けす ぇくぇかういぇ.
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 11 けぉとっしすゃっくう ゃないこうすぇすっかう しぇ しっ ゅさうあう

かう いぇ 41 ょっちぇ, くぇ おけうすけ しぇ こさうかぇゅぇくう さぇいかうつくう ゃないこうすぇすっかくう きっさ
おう. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ  すけゃぇ 34 けす すっいう ょっちぇ くっ しぇ ういゃなさてゃぇかう くけゃう 
こさけすうゃけけぉとっしすゃっくう こさっしすなこかっくうは. ╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ けさゅぇくうすっ くぇ 
さっょぇ, しなゃきっしすくけ し うくしこっおすけさうすっ けす おけきうしうはすぇ, しぇ せしすぇくけゃうかう, つっ 
しかっょ こさっおさぇすはゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇすぇ  くぇ けぉとっしすゃっくうすっ ゃないこうすぇすっかう し 
すはた, 8 ょさせゅう くっこなかくけかっすくう しぇ ういゃなさてうかう けすくけゃけ さぇいかうつくう こさけすう
ゃけけぉとっしすゃっくう  こさけはゃう. 
¨す ょっこけいうさぇくうは けすつっす ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ 

はしくけ, つっ  ゃ しさぇゃくっくうっ し 2012 ゅけょうくぇ, こさっい 2013 ゅけょうくぇ ょゃぇ こなすう 
っ くぇきぇかはか ぉさけはす くぇ ょっちぇすぇ し さっゅうしすさぇちうう いぇ さぇいかうつくう こさけすうゃけけぉ
とっしすゃっくう こさけはゃう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
25 380 かっゃぇ っ ゅけょうてくうは ぉのょあっす くぇ おけきうしうはすぇ, おぇすけ  つぇしす けす すっいう 

こぇさう しぇ いぇ いぇこかぇとぇくっ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ ゃないこうすぇすっかう. 

                                      ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

901,60 かっゃぇ ぉはたぇ しなぉさぇくう けす こさけょぇあぉぇ くぇ きぇさすっくうちう ゃ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇすぇ おぇきこぇ-
くうは くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ しおぇせすうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは - さっゅうけく ╉ぇいぇくかなお, ゃ こけきけと くぇ 
2-ゅけょうてくぇすぇ  ぃかうは [ぇょせかけゃぇ けす ゅさ. ╉さなく. ╃っすっすけ しっ くせあょぇっ けす けこっさぇちうは くぇ けつうすっ.

〈さう おせおっさしおう ゅさせこう けす さぇえけくぇ しこっつっかうたぇ 
こさっしすうあくう くぇゅさぇょう  う こぇさうつくう ぉけくせしう くぇ 

さぇいかうつくう そけさせきう こさっい ういきうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ. 
╂させこぇ „]すぇさつけゃちう” けす  しっかけ ╂ぇぉぇさっゃけ, ‶ぇゃっか-
ぉぇくしおけ, ゃいっ しこっちうぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ¨ぉかぇしす-
くうは せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ くぇ 《っしすうゃぇかぇ 
くぇ きぇしおぇさぇょくうすっ うゅさう, こさけゃっょっく ゃ ゅさぇょぇ くぇ 
かうこうすっ. ╁ くっゅけ せつぇしすゃぇたぇ くぇょ 900 ょせてう けす 24 
きぇしおぇさぇょくう ゅさせこう けす ゃしうつおう ゅっけゅさぇそしおう けぉかぇ-
しすう くぇ しすさぇくぇすぇ. ] くぇゅさぇょぇ いぇ おけしすのきぇ しう „╉ぇ-
きうかぇ” けす ょさせゅ おせおっさしおう そっしすうゃぇか, こさけゃっょっく ゃ 
ぅきぉけか, しっ いぇゃなさくぇ う おせおっさしおぇすぇ ゅさせこぇ おなき ′』 
„╆けさぇ-1902” - しっかけ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ. ╁ しなとうは 
そっしすうゃぇか くぇゅさぇょぇ しこっつっかう う „╀ぇぉぇ ╃はょけ くけしう” 
くぇ おせおっさしおぇ ゅさせこぇ „]ぇたさぇくっ”. ╁なゃ そっしすうゃぇかぇ しっ 

╆ぇこけつくぇ いぇこうしゃぇくっすけ いぇ はゃはゃぇ-
くっ くぇ きぇすせさう. ┿ぉうすせさうっくすうすっ 

すさはぉゃぇ ょぇ こけょぇょぇす いぇはゃかっくうは いぇ 
ょけこせしおぇくっ ょけ ょなさあぇゃくうすっ いさっ-
かけしすくう ういこうすう くぇえ-おなしくけ ょけ 21 
きぇさす. 〈けゃぇ ゃぇあう いぇ ゃしうつおう ょゃぇ-
くぇえしっすけおかぇしくうちう ゃ さっょけゃくぇ, いぇ-
ょけつくぇ うかう しぇきけしすけはすっかくぇ そけさきぇ 
くぇ けぉせつっくうっ, おぇおすけ う いぇ きかぇょっ-
あうすっ, おけうすけ くっ しぇ こけかけあうかう せし-
こってくけ ういこうすうすっ ゃ きうくぇかう ゅけょうくう, 
せすけつくう くぇつぇかくうおなす 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 
╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ. ╆ぇはゃかっくうはすぇ しっ 
こけこなかゃぇす う こけょぇゃぇす ゃ せつうかうとぇすぇ, 
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. ╁ 
すはた 12-おかぇしくうちうすっ すさはぉゃぇ ょぇ こけしけつぇす あっかぇくうっすけ しう いぇ ょけこせしおぇくっ ょけ いぇょなかあうすっかくぇすぇ きぇすせ-
さぇ こけ ぉなかゅぇさしおう っいうお う かうすっさぇすせさぇ くぇ 21 きぇえ う ゃうょぇ くぇ ゃすけさうは いぇょなかあうすっかっく ういこうす くぇ 23 
きぇえ. 〈さっすぇすぇ きぇすせさぇ, おけはすけ っ こけ あっかぇくうっ, とっ しっ こさけゃっょっ ゃ こっさうけょぇ 27 きぇえ - 5 のくう. 
〈っいう ういこうすう しぇ ゃぇあくう いぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすうすっ, いぇとけすけ こけつすう ゃしうつおう ゃせいけゃっ こさうっきぇす し 

けちっくおぇ けす いさっかけしすくうは ういこうす.
]かせあっぉくうすっ ぉっかっあおう いぇ ょけこせしおぇくっ ょけ きぇすせさうすっ とっ ぉなょぇす こけかせつっくう ょけ 20 きぇえ. ╇くそけさきぇ-

ちうは いぇ こさういくぇゃぇくっ くぇ さっいせかすぇすうすっ けす いさっかけしすくうすっ ういこうすう ゃ 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 くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゃうしてう せつうかうとぇ こさっい 2014 ゅ. っ こせぉかうおせゃぇくぇ くぇ しぇえすぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけ-
すけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ.

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しこっつっかう こさけっおす いぇ さっおけくしすさせおちうは くぇ ╋かぇょっあおうは ょけき こけ こさけゅさぇきぇ 
„╉さぇしうゃぇ ╀なかゅぇさうは“. 〈けえ っ くぇ しすけえくけしす 189 460 かゃ. 

╄かっおすさけくくぇ こけょこうしおぇ しさっとせ ういしうつぇくっすけ くぇ ょなさゃっ-
すぇ ゃ さぇえけくぇ くぇ ゅさぇょ 【うこおぇ すっつっ ゃ けくかぇえく こさけし-

すさぇくしすゃけすけ. ‶けょこうしう くぇ くっょけゃけかくう しっ しなぉうさぇす う くぇ 
さなおぇ ゃ ゅさぇょぇ. ╂くっゃなす くぇ てうこおぇかうう っ いぇさぇょう すけゃぇ, つっ 
そうさきぇ けす さぇえけくぇ っ こけかせつうかぇ こさぇゃけ ょぇ ういしっつっ 10% 
けす ぉけさけゃうすっ くぇしぇあょっくうは ゃ さぇえけくぇ, おけっすけ しこけさっょ 
こさけすっしすうさぇとうすっ „とっ ょけゃっょっ ょけ けとっ こぇょくぇかう ぉけさけゃう 
ょなさゃっすぇ う ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ ういかぇゅぇ 【うこおぇ けすくけゃけ くぇ 
さうしお けす っさけいうは う くぇゃけょくっくうは, いぇ おけうすけ こさっょう こけゃっつっ 
けす 100 ゅけょうくう しっ っ くぇかけあうかけ ょぇ すなさしうき こけきけと つぇお けす 
《さぇくちうは”.
╂くっゃなす くぇ きっしすくうすっ あうすっかう ういぉせたくぇ, しかっょ おぇすけ ぉはたぇ 

ういしっつっくう ゅけかはきぇ つぇしす けす ぉけさけゃうすっ くぇしぇあょっくうは  こけ 
す. くぇさ. ‶なすっおぇ くぇ いょさぇゃっすけ, きはしすけ, こさっょこけつうすぇくけ けす 
てうこおぇかうう う すったくうすっ ゅけしすう.
》けさぇすぇ すぇき こさけすっしすうさぇす しさっとせ いぇこけつくぇかけ きうくぇかうは きっしっち ういしうつぇくっ くぇ ょなさゃっすぇ ゃ さぇえけくぇ 

くぇ ]っかしおぇすぇ さっおぇ. ╅っかぇっとうすっ ょぇ こけょおさっこはす こけょこうしおぇすぇ きけゅぇす ょぇ ゅけ くぇこさぇゃはす くぇ しかっょくうは 
かうくお: https://secure.avaaz.org/en: /petition/Ministr_Predsedatel_R_BlgariyaPrime_Minister_
Bulgaria_Iziskvame_da_se_prekratyat_sechite_i_da_se_napravi_vzstanovyavashc/?alBiYdb
╋っあょせゃさっきっくくけ, ょけおぇすけ すっつっ こけょこうしおぇすぇ, けす [╇¨]╁ – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ういゃなさてうたぇ こさけゃっさおぇ 

くぇ すっさっく くぇ ぉぇいぇ こせぉかうおぇちうう ゃ きっょううすっ. ╉けくしすぇすぇちううすっ くっ っおけっおしこっさすうすっ しかっょ こさけゃっさおぇすぇ 
しぇ, つっ くっ っ くぇかうちっ くぇさせてっくうっ くぇ くけさきぇすうゃくぇすぇ せさっょぉぇ こけ けおけかくぇ しさっょぇ こさう こかぇくうさぇくっすけ 
う ういゃなさてゃぇくっすけ くぇ しっつすぇ. ′ぇしぇあょっくうはすぇ, おけうすけ しっ しっおぇす, けぉとけ 490 おせぉ き  ょなさゃっしうくぇ, くっ 
こけこぇょぇす ゃ ゅさぇくうちうすっ くぇ いぇとうすっくう いけくう けす „′ぇすせさぇ 2000” う くっ こさっょしすぇゃかはゃぇす いぇとうすっくう いぇ 
けこぇいゃぇくっ ゃうょけゃっ, しっ おぇいゃぇ けとっ ゃ しすぇくけゃうとっすけ くぇ [╇¨]╁ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.

Честитка!

′ぇ 5-すう きぇさす, ゃ けくいう けすさはいなお けす ]ぇすせさくけゃけ 
ぉっいゃさっきうっ, 50-すうくぇ ょくう こさっょう こけさっょくうは 

さけあょっく ょっく, くっくぇゃなさてうか 57 ゅけょうくう, ゃくっいぇこくけ 
おなき くっぉっすけ こけっ おぇいぇくかなておうはす こうしぇすっか う あせさくぇ
かうしす ╁っしっかうく ]すけはくけゃ. 
╅うゃけすなす ゅけ けぉうつぇてっ, きぇおぇさ つっしすけ ょぇ きせ しっ せし

きうたゃぇてっ いかけぉくけ. ╀ってっ, けぉぇつっ, けす けくっいう ういぉさぇくう
ちう くぇ しなょぉぇすぇ, くっこけとぇょっくう けす すぇかぇくす う くっこけょきう
くぇすう けす さぇいおなしゃぇとう かのぉけゃう - ゃしはおぇおゃう.
╆ぇすけゃぇ う こっさけすけ きせ こかのとってっ しゃうさっこけ うかう ゅぇかっ

てっ くっあくけ. ′はきぇてっ しさっょくけ こけかけあっくうっ.
‶さうあうゃっ うくすっさゃのすぇすぇ し くっゅけ しう ぉはたぇ かうすっさぇすせ

さっく あぇくさ, あうゃう ぉっしすしっかなさう, おけうすけ くうっ, „こぇくょっかう
すっ“ けおけかけ くっゅけ, くっ けちっくはゃぇたきっ くうおけゅぇ くぇ きけきっくすぇ. 
┿ きくけゅけ こけ-おなしくけ, おぇすけ しっ くぇおなかぉうつおぇたきっ う くうっ ゃ 
しなとぇすぇ ぉけいぇ.
[ぇいゅけゃけさうすっ し くっゅけ ぉはたぇ せょけゃけかしすゃうっ いぇ ょせてぇすぇ, 

ぇ こさけそっしうけくぇかくうすっ しなゃっすう - ぉっいちっくくう せさけちう こけ 
うしすうくぇ, きなょさけしす, すぇかぇくす, ゅさぇあょぇくしすゃけ, かのぉけゃ おなき 
つけゃっおぇ. 
′ぇこけしかっょなお, けぉぇつっ, ういつっいくぇ けす ゅさぇょしおぇすぇ きぇ

さぇくは. [はょおけ ゅけ いぇしうつぇた こけ せかうちうすっ, こけゃっつっすけ けす 
おけうすけ かのぉけゃくけ ぉっ こさうおなすぇか ゃ くはおけは けす 12-すっ しう 
おくうゅう.
╁はさゃぇたきっ, つっ こさけしすけ しう っ ういぉさぇか こけ-こさはおぇ せかうちぇ, 

いぇ くっゅけゃうすっ しう „くっとうちぇ“, おぇおすけ くぇさうつぇてっ せきうかう
すっかくけ きぇかおうすっ くう つけゃっておう こけょさけぉくけしすう.
‶けしかっ けすゃっょくなあ くっぉっすけ ゅけ こけっ. ¨すおさぇょくぇ ゅけ けす 

あうゃけすぇ, おぇすけ しなく, いぇ くはおぇおゃう しう すぇき きうくせすおう. ┿ 
くうっ しっ のさくぇたきっ ょぇ しなぉうさぇきっ さぇいこうかっくう けしすぇすな
ちう... くっゅけゃぇ ゃっょさうくぇ. 
╇ いぇとけすけ くうとけ ゃ あうゃけすぇ くう くっ っ しかせつぇえくけ, ゃっつっさ

すぇ, ゃ おけはすけ すけえ ゃっつっ かっすってっ  おなき ′っぉっすけ いぇ „╆ぇぉ
さぇゃっくぇすぇ しう せゅけゃけさおぇ し  ╀けゅぇ”, いぇ おけはすけ  すさなゅくぇ 
くっけつぇおゃぇくけ  う ぉっい ょぇ こさっょせこさっょう, ょけえょっ う 《っえし
ぉせお - ゃおかのつゃぇくっすけ くぇ ┿くすけぇくっすぇ ′っちけゃぇ-╀っえき, 
しすぇさけいぇゅけさおぇ, けす 5 ゅけょうくう くぇきっさうかぇ しゃけっすけ きはしすけ 
ゃ あうゃけすぇ ゃ ′の ╀けしすなく, とぇすぇ ╋うつうゅぇく ゃ ]┿】. 〈けくう 
しっ しゃなさいぇ し きっく, こけすさっしっくぇ けす くけゃうくぇすぇ う けすおぇいゃぇ
とぇ ょぇ こけゃはさゃぇ, つっ ぉぇえ ╁っし, おぇおすけ ゃ ゅうかょうはすぇ くぇさう
つぇたきっ ╁っしっかうく ]すけはくけゃ, しう っ すさなゅくぇか けす あうゃけすぇ.  
〈けくう, おぇおすけ は くぇさうつぇたきっ ゃ  こなさゃぇすぇ さっょぇおちうは 

くぇ おぇいぇくかなておうは ゃっしすくうお „╃けかうくぇ”, あうゃっっ けす こっす 
ゅけょうくう けすゃなょ ¨おっぇくぇ. ′はきぇき う うょっは おぇおゃけ すけつ
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くけ さぇぉけすう ゃ きけきっくすぇ, くけ こけしかっょくけすけ いぇ いっき
くうは こなす くぇ ╁っしおけ うくすっさゃの とってっ ょぇ っ くっえくうはす 
ぇきっさうおぇくしおう こさけとなこせかくうお ゃ あせさくぇかうしすうおぇ
すぇ いぇ けくかぇえく ういょぇくうっすけ くぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ ]うぇ
すなか う けおけかくけしすうすっ  „╀なかゅぇさうすっ ゃ ╃っすさけえうす” - 
bulgariansindetroit.com . 
╇いょぇくうっすけ っ ょっかけ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ っきうゅさぇくすう 

╃ぇくうっかぇ う ╁っかっしかぇゃ   ′ぇつっゃう う っ しないょぇょっくけ 
こさっい 2006-すぇ. ╃ぇくうっかぇ っ けしくけゃくうはす あせさくぇかうしす 
う さっょぇおすけさ くぇ ゃっしすくうおぇ, ぇ しなこさせゅなす え ╁っかっ
しかぇゃ しっ いぇくうきぇゃぇ し せっぉ う ゅさぇそうつくうは ょういぇえく. 
„╀なかゅぇさうすっ ゃ ╃っすさけえす“ しなとっしすゃせゃぇ ぉかぇゅけょぇさっ
くうっ くぇ すけゃぇ しっきっえしすゃけ, おけっすけ ゅけ こけょょなさあぇ し 
っょくぇ っょうくしすゃっくぇ ちっか - いぇこぇいゃぇくっ う こけゃょうゅぇくっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうは ょせた しさっょ っきうゅさぇくすうすっ. [ぇいこさけし
すさぇくはゃぇ しっ ゃ pdf そけさきぇす つさっい うきっえか う しっ おぇつゃぇ 
くぇ しぇえすぇ, けすおなょっすけ ゃしっおう きけあっ ょぇ しう ゅけ けすゃけさう 
う こさけつっすっ.
〈けくう ′っちけゃぇ-╀っえき しなとけ っ  けす おけかけくおぇすぇ くぇ 

„ょさせゅぇさつっすぇすぇ“, 
ょっかうかう しなしっょくう 
さっょぇおちうう し ╁っ
しっかうく ]すけはくけゃ ゃ 
ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ 
こさけたけあょぇてっ くけ
ゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
あせさくぇかうしすうおぇ う 
おけゅぇすけ くうっ, „こぇく
ょっかうすっ” ゃ くっは, 
うきぇたきっ くせあょぇ けす 
ょけぉさう せつうすっかう う 
くぇしすぇゃくうちう.
╇くすっさゃのすけ くぇ 

〈けくう っ くぇこさぇゃっくけ 
しぇきけ 3 ょくう, ゃ くっ
ょっかは, 2-さう きぇさす, 
こさっょう こうしぇすっかはす 

ょぇ しう すさなゅくっ けす あうゃけすぇ う すさはぉゃぇてっ ょぇ しっ こせぉ
かうおせゃぇ ゃ ]┿】 ゃ ょっくは, ゃ おけえすけ しっ しぉけゅせゃぇたきっ 
し くっゅけ. 
╇くすっさゃの, ゃ おけっすけ, こけ うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ, ╁っ

しおけ ]すけはくけゃ しはおぇて しっ しぉけゅせゃぇ し くぇし. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╁ういうすおぇ:

‶うしぇすっかはす ╁っしっかうく ]すけはくけゃ
[けょっく くぇ 13 ぇこさうか 1957 ゅ. ゃ ゅさ. 

╉ぇいぇくかなお.
╆ぇゃなさてうか っ ‶かけゃょうゃしおうは せくう

ゃっさしうすっす „‶ぇうしうえ 》うかっくょぇさしおう“, 
しこっちうぇかくけしす „╀なかゅぇさしおう っいうお う 
かうすっさぇすせさぇ“. [ぇぉけすう ゅけょうくう くぇ
さっょ おぇすけ おけさっしこけくょっくす くぇ ゃ. „24 
つぇしぇ“ ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ.
┿ゃすけさ っ くぇ しぉけさくうちうすっ し さぇいおぇいう: „【かぇゅっさう“ , 

„╁っつっさは し ┿くゅっかう“, „]ぇくすうきっくすぇかくぇ おぇすけ こせきぇ“ う 
しぉけさくうちうすっ し っしっすぇ „╀っかうすっ こけかっすぇ くぇ しこけきっくぇ“ , 
„╆ぇぉさぇゃっくぇすぇ せゅけゃけさおぇ し ╀けゅぇ“. ‶うっしぇすぇ きせ „╊のぉけゃ, 
]なくうとぇ, ╃せきう う... ょさせゅう ういけぉさぇあっくうは くぇ ]きなさすすぇ“ 
こっつっかう ╁すけさぇ くぇゅさぇょぇ くぇ おけくおせさしぇ „′けゃぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
ょさぇきぇすせさゅうは“ . ]ちっくぇさうしす くぇ ょけおせきっくすぇかくうすっ そうか
きう いぇ 』せょけきうさ: „‶けしかっょくうはす 』せょけきうさ“ う „]なょぉぇ ょけ 
しなょぉぇ“ . ‶けかせつぇゃぇ ]こっちうぇかくぇ くぇゅさぇょぇ いぇ こさけいぇ いぇ 
くけゃっかぇすぇ „╉なしくぇ きっかぇくたけかうは“ くぇ ′ぇちうけくぇかっく しすせ
ょっくすしおう おけくおせさし , くぇゅさぇょぇ いぇ しちっくぇさうえ いぇ おなしけきっ
すさぇあっく そうかき „╀っい ょけおぇつっくうっ“ , しこっちうぇかくぇ くぇゅさぇょぇ 
いぇ さぇいおぇい ゃ おけくおせさし くぇ しこ. „┿さきっえしおぇ きかぇょっあ“ , くぇ
ゅさぇょぇ いぇ さぇいおぇいぇ „′ぇきうゅぇとぇ はこけくおぇ“ くぇ 《けくょぇちうは 
„』せょけきうさ“ , くぇゅさぇょぇ いぇ さぇいおぇいぇ „‶なすはす おなき ╋けしせか“ 
ゃ おけくおせさしぇ „‶さうしすうゅくぇ つけゃっお...“ (LiterNet, 2003). 
‶うっしぇすぇ きせ „╊のぉけゃ, ]なくうとぇ, ╃せきう う ...ょさせゅう うい
けぉさぇあっくうは くぇ ]きなさすすぇ“ こっつっかう ╁すけさぇ くぇゅさぇょぇ くぇ 
おけくおせさしぇ „′けゃぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょさぇきぇすせさゅうは“, ぇ こうっしぇ
すぇ „╋けょっかなす う くっゅけゃうはす 》せょけあくうお“ - こけけとさっくうっ . 
╉くうゅぇすぇ きせ „╆ぇぉさぇゃっくぇすぇ せゅけゃけさおぇ し ╀けゅぇ“ っ けすかう
つっくぇ し こさっきうは けす 《けくょぇちうは „』せょけきうさ“. ╆ぇ こうっしぇすぇ 
しう „╇しすうくしおぇすぇ うしすけさうは くぇ ╋けくぇ ╊ういぇ“ こけかせつぇゃぇ 
ゅけょうてくぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ]╀‶ いぇ 2007, ぇ いぇ さけきぇくぇ 
„┿せすけこしうは くぇ すはかけすけ“ (こせぉかうおせゃぇく くぇ きぇおっょけくしおう 
う くぇ しさなぉしおう) しすぇゃぇ くけしうすっか くぇ ゅけょうてくぇすぇ くぇゅさぇょぇ 
くぇ ]╀‶ いぇ 2008 ゅ.
』かっく くぇ ]なのいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こうしぇすっかう.
 ╀うか っ けぉとうくしおう しなゃっすくうお う っょうく けす さっゃくけしすくうすっ 

こけょょさなあくうちう くぇ そけくょぇちうは „』せょけきうさ”.

¨せてかちうま つ ╇かつかしけせ 』てそみせそう せあ つてち. 7

かうとぇすぇ しぇ 3. ‶さけっおすなす しっ さっぇかういうさぇ ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ し ╋ぇえおさけしけそす, おぇすけ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
しけそすせっさくぇ そうさきぇ とっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ せつっくうちうすっ ょぇ こけかせつぇす ぉっいこかぇすくけ しっさすうそうおぇすう 
いぇ こさうょけぉうすうすっ しう せきっくうは. ‶け こさけっおすぇ っ さぇいおさうす う くけゃ おけきこのすなさっく おぇぉうくっす.

ゃおかのつうたぇ くぇょ 3 000 せつぇしすくうちう けす 48 きぇしおぇさぇょくう ゅさせこう けす しすさぇくぇすぇ う つせあぉうくぇ. ¨しゃっく ぉなか-
ゅぇさしおけすけ こさっょしすぇゃはくっ, ゃ しなぉうすうっすけ せつぇしすゃぇたぇ けとっ そけかおかけさくう しなしすぇゃう けす ]なさぉうは, 〈せさちうは, 
[せしうは う ╂なさちうは.

╀うかっすう いぇ しこっおすぇおかうすっ しっ こさけょぇゃぇす ゃ
╇くそけさきぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ せか. „╇しおさぇ“ わ4 
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
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╇しすうくしおけすけ くぇつぇかけ いぇ 
]くっあおぇ 〈さうそけくけゃぇ っ ゃ 

しっきっえしすゃけすけ くぇ ょゃぇきぇ ぇさ
しっくぇかちう. ╋くけいうくぇ こけいくぇゃぇす 
ぉぇとぇ え – ]ぇゃぇ ‶っくっゃ, こけつくぇか 
こさけそっしうけくぇかくうは しう こなす おぇすけ 
さぇぉけすくうお ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, 
こけしかっ ういさぇしくぇか ょけ ゅかぇゃっく 
きったぇくうお, くぇ おけはすけ こけいうちうは 
しっ こっくしうけくうさぇ ゃ „┿さしっくぇか“. 
]くっあおぇ しう こさういくぇゃぇ, つっ すは 
くっ っ つぇお すぇおなゃ すったくうつぇさ おぇすけ 
くっゅけ, いぇとけすけ すぇは ょぇさぉぇ しっ 
こさっょぇかぇ こけゃっつっ せ しっしすさぇ え. 
╁しっ こぇお – けぉせつっくうっすけ ゃ せつう
かうとっすけ くぇ „┿さしっくぇか“ ゃ くぇつぇ
かけすけ くぇ 80-すっ ゅけょうくう いぇ くっは 
うょゃぇ しなゃしっき っしすっしすゃっくけ. ] 
ょうこかけきぇ „〈けこかぇ けぉさぇぉけすおぇ“ 
すは こけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ しすせょっくぇすぇ 
きっすぇかけけぉさぇぉけすおぇ くぇ  ╆ぇゃけょ 1 
ゃ 【っえくけゃけ, おなょっすけ さぇぉけすう くぇ 
そさっいぇ ゃ ちった 120 - くぇ いぇすゃけ
さっくぇすぇ さぇきぇ くぇ ぇゃすけきぇすぇ. ╁ 
╆ぇゃけょ 1 おぇすけ しすぇすうしすうつおぇ さぇ
ぉけすう う くっえくぇすぇ きぇえおぇ /╀けゅ ょぇ 
は こさけしすう!/. 
╉ぇすけ こさういくぇゃぇ, つっ けぉうつぇ 

せしすけえつうゃけしすすぇ, ]くっあおぇ すさせょ
くけ さってうかぇ ょぇ しっ こさっきっしすう けす 
【っえくけゃけ ゃ ╆ぇゃけょ 12, すけゅぇゃぇ 
– ╆ぇゃけょ 8. ╃くっし, う けす ゅけょうくう 
くぇさっょ, ぇさしっくぇかちう は こけいくぇ
ゃぇす うきっくくけ おぇすけ せしきうたくぇすぇすぇ 
おぇさうしすおぇ けす ╆ぇゃけょ 12. ]くっあ
おぇ せこさぇゃかはゃぇ っかっおすさけおぇさぇ 
けす 1989-すぇ. „╇くすっさっしくけ っ くぇ 
おぇさぇ, ょけさう っ いぇぉぇゃくけ, しさっとぇて 
しっ し きくけゅけ たけさぇ, さぇいくけけぉさぇいくけ 
っ. ′け すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃくうきぇゃぇ!“, 
こさっょせこさっあょぇゃぇ ]くっあおぇ. ╉ぇすけ 
てけそぬけさ うい ぇさしっくぇかしおうすっ ぇかっう 
う こなすうとぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, すは 
うきぇ しぇきけ っょうく うくちうょっくす. ]すぇ
くぇかけ こさっょう ゅけょうくう – し かうつくぇ
すぇ おけかぇ, しかっょ こけゅさっぉっくうっすけ 
くぇ っょうく おけかっゅぇ. ′け ]くっあおぇ 
けすつうすぇ, つっ, ぇおけ くっ しう けすゅけゃけ
さっく ゃ さぇぉけすぇすぇ, おぇすぇしすさけそう 
くっ っ くっゃないきけあくけ ょぇ しすぇくぇす う 
こけ ぇさしっくぇかしおうすっ すさぇくしこけさすくう 
こなすうとぇ. ╆ぇすけゃぇ すは ぇぉしけかのすくけ 
けょけぉさはゃぇ さってっくうっすけ くぇ さなおけ
ゃけょしすゃけすけ けす こさっょう くはおけかおけ 
ゅけょうくう - ゃしっおう おぇさうしす ょぇ せこ
さぇゃかはゃぇ しぇきけ しゃけはすぇ きぇてうくぇ, 
いぇ ょぇ ぉなょっ けすゅけゃけさっく う いぇ ょぇ 
っ はしくけ, ぇおけ うきぇ うくちうょっくすう, 
おけえ くっ しう っ しゃなさてうか さぇぉけすぇすぇ 
ょけぉさっ. ‶け こさうくちうこ, ]くっあおぇ っ 
こけつうすぇすっか くぇ しこけおけえくけすけ おぇ
さぇくっ. ‶さっこけさなつゃぇ う こけ こなすう
とぇすぇ ょぇ しっ てけそうさぇ しこけおけえくけ, 

いぇとけすけ ゅさっておうすっ いぇしすさぇてぇゃぇす 
あうゃけすぇ くぇ たけさぇ. 〈は こさういくぇゃぇ, 
つっ くっ けぉうつぇ こさっょういゃうおぇすっかくけ
すけ おぇさぇくっ, くっ けぉうつぇ ゃうしけおうすっ 
しおけさけしすう う しっ こうすぇ: “╉けきせ っ 
くせあくけ ょぇ しっ ょけおぇいゃぇて くぇ こなすは 
う いぇ おぇおゃけ?“...
╆ぇ しうゅせさくけしすすぇ う ぉっいぇゃぇ

さうえくけしすすぇ ゃ ょゃうあっくうっすけ くぇ 
おぇさうすっ うい „┿さしっくぇか“ しこけきぇ
ゅぇす くっ しぇきけ っあっょくっゃくぇすぇ けす
ゅけゃけさくけしす こさう せこさぇゃかっくうっすけ, 
くけ う けこさっしくうすっかくうすっ おせさしけゃっ, 
おけうすけ しっ けさゅぇくういうさぇす こさっい 5 

ゅけょうくう, おぇすっゅけさうつくぇ っ けこうす
くぇすぇ ゃ こさけそっしうはすぇ ]くっあおぇ 
〈さうそけくけゃぇ. ╉ぇさうすっ ゃ „┿さしっ
くぇか“ ゃっつっ くっ しぇ けくけゃぇ きけと
くけ いゃっくけ, おぇおすけ くぇゃさっきっすけ, 
いぇとけすけ きくけゅけ けす ょっえくけしすうすっ 
こけ こさっゃけいぇ しっゅぇ しぇ こけっすう けす 
ょさせゅう くぇつうくう いぇ けしうゅせさはゃぇくっ 
くぇ っおしこっょうちうはすぇ, けぉはしくはゃぇ 
]くっあおぇ. 〈は けぉしかせあゃぇ きくけゅけ 
いゃっくぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さ
しっくぇか“, ゃけいう きぇすっさうぇかう, おけく
しせきぇすうゃう, ゃしうつおけ... ╋ぇさてさせ
すうすっ しなとけ しぇ ゃしはおぇおゃう – けす 
しおかぇょけゃっすっ ょけ ちったけゃっすっ, けす 
っょうく けぉっおす くぇ ょさせゅ. ]くっあおぇ 
きうくぇゃぇ ょっしっすおう おうかけきっすさう 
くぇ ょっく  う くっ しっ こかぇてう くうすけ 
けす しすせょぇ, くうすけ けす あっゅぇすぇ. ╁しっ 
こぇお – こけゃっつっ けぉうつぇ かはすけすけ: 
“╃させゅけ っ, おけゅぇすけ っ すけこかけ“. 
╆ぇすけゃぇ し こさうはすっかう, きくけゅけ けす 
おけうすけ しぇ おけかっあおう けす „┿さしっ

くぇか“, ゃ こさうはすくけすけ ゃさっきっ くぇ 
こさけかっすすぇ う っしっくすぇ, しう けさゅぇくう
いうさぇす っおしおせさいうう ょけ くぇえ-さぇい
かうつくう きっしすぇ. 〈けゃぇ っ っょうく けす 
くぇつうくうすっ くぇ ]くっあおぇ ょぇ こけつう
ゃぇ, ょぇ しっ さぇょゃぇ くぇ あうゃけすぇ. ╃ぇ 
すさせこぇ たせぉぇゃう しこけきっくう. ╉ぇすけ 
すけこかうは しこけきっく いぇ っょくぇ っおし
おせさいうは こさっい 1985-すぇ, いぇこっつぇ
すぇか ゃ しくうきおぇすぇ けす [うゅぇ ょゃぇきぇ 
ゃかのぉっくう ぇさしっくぇかしおう きかぇょけ
あっくちう, おけうすけ しっゅぇ, しぇきけ しかっょ 
きっしっち – くぇ 30-すう ぇこさうか, とっ 
こさぇいくせゃぇす 30 ゅけょうくう しっきっっく 

あうゃけす. ]っきっえくうはす あうゃけす しっ 
しかせつうか ぉなさいけ しかっょ ぉかういおけすけ 
いぇこけいくぇくしすゃけ – ぇぉうすせさうっくす
しおうはす ぉぇか. ̈ す ぉかはしなおぇ ゃ けつうすっ 
え ゃうあょぇき, つっ ]くっあおぇ くうおぇお 
くっ しなあぇかはゃぇ いぇ すけゃぇ. ╉ぇおすけ 
う くっ しなあぇかはゃぇ, つっ っ つぇしす けす 
ょぇきしおうは っおうこ くぇ ╆ぇゃけょ 12.  
╆ぇ ょぇ くはきぇ こけゅさってくう けつぇお

ゃぇくうは けす くっこけしゃっすっくうすっ, ゃ 
ょくうすっ こけおさぇえ ╋っあょせくぇさけょ
くうは ょっく くぇ あっくぇすぇ 8-きう きぇさす, 
]くっあおぇ けすぉっかはいゃぇ, つっ ゃ ╆ぇゃけょ 
12, おけえすけ けしうゅせさはゃぇ こぇさぇすぇ, 
っかっおすさうつっしすゃけすけ, ゃないょせたぇ う 
ゃけょぇすぇ いぇ ぇさしっくぇかしおけすけ  こさけ
ういゃけょしすゃけ, うきぇ  きくけゅけ  あっくう. 
╋けあっ ぉう - けおけかけ こけかけゃうくぇ
すぇ けす こっさしけくぇかぇ, せしきうたゃぇ しっ 
おぇさうしすおぇすぇ: くぇ あっくうすっ くっ うき 
こさっつう ょぇ さぇぉけすはす おぇすけ けゅくはさ
おう, おけきこさっしけさうしすおう... ╉ぇすけ 
くっは, こけゃっつっすけ たぇさっしゃぇす さぇ

ぉけすぇすぇ しう う くはきぇす こさけぉかっきう 
ゃ すけゃぇ, ょぇ は ゃなさてぇす くっ しぇきけ 
し せょけゃけかしすゃうっ, くけ う おぇつっしす
ゃっくけ.
╉けかおけすけ ょけ せょけゃけかしすゃうはすぇ 

ういゃなく さぇぉけすぇすぇ:

] ょけしすぇすなつくけ ょけいぇ しおさけき
くけしす おぇさうしすおぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 12 
ゃ  ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ しこけょっかは, 

つっ ゃっつっ うきぇ 15 ゅけぉかっくぇ ゃ おけ
かっおちうはすぇ しう -  しけぉしすゃっくぇ さなつ
くぇ ういさぇぉけすおぇ. 〈うは ょくう こけつゃぇ 
くぇえ-しきっかうは しう こさけっおす: „〈ぇえ
くぇすぇ ゃっつっさは“. ]さなつくけしすすぇ ゃ 
ぉけょけゃっすっ っ くぇしかっょうかぇ う くぇせ
つうかぇ けす きぇえおぇ しう – ょけぉさぇ こかっ
すぇつおぇ. ′け ょけきぇおうくはすぇ ]くっあおぇ 
こさういくぇゃぇ, つっ さなおけょっかうはすぇ 
ゃおなとう しぇ くぇ いぇょっく こかぇく. ]かっょ 
さぇぉけすぇ こなさゃうはす ぇくゅぇあうきっくす 
っ すさぇこっいぇすぇ いぇ しっきっえしすゃけ
すけ, おなょっすけ しっゅぇ おさぇえ きぇしぇすぇ 
しはょぇす すさうきぇ きなあっ.  ]くっあおぇ 
くはきぇ こさけぉかっき し ょけきぇてくうすっ 
ぇくゅぇあうきっくすう - いぇ くっは すけゃぇ 
っ ゃなこさけし くぇ けさゅぇくういぇちうは. 
╉ぇすけ うしすうくしおう ╁けょけかっえ, すは しっ 
しこさぇゃは くぇ くはおけかおけ „そさけくすぇ“. 
]こさぇゃうかぇ しっ っ ょけぉさっ う ゃ けす
ゅかっあょぇくっすけ う ゃないこうすぇくうっすけ 
くぇ ょっちぇすぇ, いぇっょくけ しなし しなこさせ

ゅぇ しう [せきっく, しなとけ ぇさしっくぇかっち 
けす ╆ぇゃけょ 12. ‶け しすなこおうすっ くぇ 
ぉぇとぇすぇ, すさっくうさぇか そせすぉけか 
くぇゃさっきっすけ, とっさおぇすぇ う しう
くなす すさなゅゃぇす ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇす 
しなし しこけさす. ╂ぇかうく 〈さうそけくけゃ 
っ うゅさぇか いぇとうすくうお ゃ „[けいうすっ“ 
う ゃ „┿さしっくぇか“, くけ すさぇゃきぇ けす 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゅけ ゃぇょう けす 
そせすぉけかぇ. ]っゅぇ さうすぇ しぇきけ ゃ す. 
くぇさ. „′っょっかくぇ かうゅぇ“ くぇ きぇかおう 
ゃさぇすうつおう. ╂ぇかうく しなとけ さぇぉけすう 
ゃ „┿さしっくぇか“, しおけさけ いぇゃなさてゃぇ 
ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ. „】っ 
しすぇゃぇ すったくけかけゅ こけ ぉうさぇすぇ う 
ゃうくけすけ“, せしきうたゃぇ しっ きぇきぇ. ╂ぇ
かうく っ いょさぇゃけ う たせぉぇゃけ きけきつっ, 
ゃうあょぇき けす しくうきおぇすぇ, おけはすけ  
]くっあおぇ しう くけしう こけしすけはくくけ ゃ 
こけさそっえかぇ. ╃け くっゅけゃうは けぉさぇい 
っ おさぇしぇゃうちぇすぇ ]ゃっすかぇくぇ, いぇ
ゃなさてっくぇ ゃけかっえぉけかうしすおぇ けす 
]こけさすくけすけ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し 
ょうこかけきぇ くぇ っおけかけゅ けす 〈さぇおうえ
しおうは せくうゃっさしうすっす. ]ゃっすかぇくぇ 
さぇぉけすう う あうゃっっ ゃ けぉかぇしすくうは 
ゅさぇょ. ╋ぇきぇ しっ くぇょはゃぇ ょなとっさは
すぇ ょぇ しう くぇきっさう くけゃぇ さぇぉけすぇ 
- こけ しこっちうぇかくけしすすぇ. ]くっあおぇ 
くっ ゅせぉう くぇょっあょぇ, つっ ゃなこさっおう 
すさせょくけしすうすっ, ゃ おけうすけ あうゃっっき 
けす ゅけょうくう, つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 
こさっしかっょゃぇ きっつすうすっ しう. 〈は くっ 
けぉうつぇ ょぇ しっ けこかぇおゃぇ: “╆ぇとけ 
ょぇ いぇくうきぇゃぇきっ けおけかくうすっ し ょけ
きぇてくうすっ しう こさけぉかっきう? ¨こうす
ゃぇき ょぇ しっ しこさぇゃは しぇきぇ, おけかおけ
すけ きけゅぇ. ′っ くけしは こさけぉかっきうすっ 
しう けす おなとう ゃ さぇぉけすぇすぇ. ′うおけえ 
けす おけかっゅうすっ くっ っ ゃうくけゃっく いぇ 
きけうすっ こさけぉかっきう う くうおけえ けす 
すはた くっ ぉう きけゅなか ょぇ こけきけゅくっ. 
╆ぇとけ ょぇ ゅう くぇすけゃぇさゃぇき?“, っ 
けすゅけゃけさなす くぇ ]くっあおぇ 〈さうそけ
くけゃぇ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ 
おなき ゃしうつおう, おけうすけ くっ しこうさぇす 
ょぇ しっ けこかぇおゃぇす けす しなょぉぇすぇ しう. 
〈は うきぇ う けとっ っょうく けすゅけゃけさ いぇ 
たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ くっょけゃけかくう: 
“┿おけ さぇぉけすうて くっとけ くぇしうかぇ, 
すけゃぇ っ かけてけ. ╁うくぇゅう とっ しっ 
つせゃしすゃぇて いかっ“. ╆ぇ さぇょけしす, こさう 
]くっあおぇ 〈さうそけくけゃぇ こさけぉかっき し 
せょけゃかっすゃけさっくうっすけ けす さぇぉけすぇ
すぇ くはきぇ. 〈けゃぇ しなし しうゅせさくけしす っ 
っょくぇ けす こさうつうくうすっ ょぇ ういゅかっあ
ょぇ ょけぉさっ, ょぇ っ さぇょけしすくぇ, ょぇ 
こさっきうくぇゃぇ こけ-かっおけ こさっい あう
すっえしおうすっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ. 
‶けゃっつっ けす 30 ゅけょうくう ゃ „┿さしっ
くぇか“. ╉けうすけ くうおぇお くっ え かうつぇす.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

]かっょ ういおかのつうすっかくうは せしこった 
くぇ „UNDERGROUND“ けす 》さうしすけ 
╀けえつっゃ こさっい っしっくすぇ, しっゅぇ ╅けさけ 
こけょゅけすゃは こさっきうっさぇ いぇ 』せょけきう
さけゃうすっ こさぇいくうちう. „《っくけゃっ“ けす 
╄かうく [ぇたくっゃ っ くけゃけすけ こさっょうい
ゃうおぇすっかしすゃけ, ゃ おけっすけ ┿すぇくぇしけゃ 
ゃかういぇ いぇっょくけ し おけかっゅぇすぇ しう ]すけ
はく [せきっくうく う さっあうしぬけさぇ ′うおけ
かぇえ ╂せくょっさけゃ, こけしすぇゃはか せしこって
くけ せ くぇし う ゃ つせあぉうくぇ. ] けこうすぇ 
しう う おけくすぇおすうすっ しう ゃ ぇさすうしすうつ
くうすっ しさっょう ╅けさけ っ くっいぇきっくうきけ 
こけかっいっく くぇ すさせこぇすぇ ょくっし: ょぇゃぇ 
うょっう, さぇいてうさはゃぇ おけくすぇおすうすっ し 
こさけそっしうけくぇかうしすう けす しすけかうちぇ
すぇ, さぇいょぇゃぇ しっ ゃ さっこっすうちううすっ 
う こさっょしすぇゃかっくうはすぇ. ‶さぇゃう ゅけ 
し かのぉけゃ. ╇ すけゃぇ きせ かうつう. ¨つっ
ゃうょくけ, ぇおすぬけさなす くっ しなあぇかはゃぇ いぇ 
ゃさなとぇくっすけ しう ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょけさう 
っ ぉかぇゅけょぇさっく いぇ つうしすけ あっくしおぇすぇ 
ょぇかくけゃうょくけしす くぇ, うくぇつっ, ゃぇさ
くっくおぇすぇ ′っゃっくぇ. ╁ さけょくうは ゅさぇょ 
╅けさけ しっ しこぇしはゃぇ けす せきけさぇすぇ くぇ 
くぇこさっゅくぇすうは きっょうっく ょっかくうお う 
こけっきぇ けすゅけゃけさくけしすすぇ おなき さけょう

すっかうすっ /“〈っ しぇ きっ こけょおさっこはかう 
ゃなゃ ゃしうつおけ. ]っゅぇ っ きけきっくすなす ぇい 
ょぇ うき ょぇき こけょおさっこぇ - ゃさないおぇすぇ 
きう し すはた ゃうくぇゅう っ ぉうかぇ きくけゅけ 
しうかくぇ, きくけゅけ ゅけすうくぇ! ╇しすうく
しおぇ.“/. [けょくぇすぇ おなとぇ っ しすっゅくぇすぇ 
しなし しすうかっく さっきけくす. ]っきっえくうはす 
せのす っ そぇおす.   
¨とっ ゃなゃ ╁ぇさくぇ, さぇぉけすっえおう し 

ょっちぇ ゃ すっかっゃういうはすぇ, ┿すぇくぇしけゃ 
さぇいぉうさぇ, つっ きけあっ ょぇ こさうゃかうつぇ 
きぇかおうすっ いぇ すっぇすなさぇ. ′け おけゅぇすけ 
こさっょう ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお すけえ 
こけっきぇ ぇくゅぇあうきっくす こけ こさけっおす 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, 
おなょっすけ さぇぉけすう う しなこさせゅぇすぇ きせ, 
くけゃうはす けこうす ゃ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ 
けぉとぇ しちっくうつくぇ ういはゃぇ くぇ ょっちぇすぇ 
し せゃさっあょぇくうは し すったくうすっ いょさぇゃう 
ゃさなしすくうちう いぇ ╅けさけ っ くっ しぇきけ 
すゃけさつっしおぇ さぇょけしす, くけ う くけゃけ せしっ
とぇくっ いぇ こけかっいくけしす. ╇ くぇえ-ゃぇ
あくけすけ:

]かせつゃぇ しっ ゃさなとぇくっすけ
ゃ 〈っぇすなさぇ!

┿すぇくぇしけゃ, けすおなしくぇす けす こさけそっ
しうけくぇかくぇすぇ しちっくぇ ぉかういけ 10 ゅけ
ょうくう, しっゅぇ くっ しこうさぇ ょぇ しっ さぇょゃぇ: 
„╆ぇ ゅけょうくぇ う けしっき きっしっちぇ! – 
うきぇきっ くけゃ しせこっさ さぇいくけけぉさぇいっく 
さっこっさすけぇさ! ╇きぇ おぇおゃけ ょぇ しっ くぇ
こさぇゃう, さぇいぉうさぇ しっ, くけ ゃぇあくけすけ 
っ, つっ さぇぉけすうき いょさぇゃけ!“ ╅けさけ っ 
さぇいぉさぇか: ょぇかう たけさぇすぇ しぇ ゃ ]け
そうは, ╁ぇさくぇ, ]うかうしすさぇ うかう 〈なさ
くうつっくっ, くはきぇ いくぇつっくうっ...! ╇ おぇい
ゃぇ: „′ぇゃしはおなょっ うきぇ たけさぇ, おけうすけ 
けぉうつぇす すっぇすなさぇ う すぇおうゃぇ, おけうすけ 
くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ ゃかはいぇす ゃ すっぇすなさ 
うかう ょぇ こさけつっすぇす ╃けしすけっゃしおう. ′っ
いぇゃうしうきけ おなょっ しう, ぇおけ けぉうつぇて 
くっとけ, すう ゅけ こさけこけゃはょゃぇて, こさけ
ゃないゅかぇしはゃぇて う ゃ すけいう しきうしなか ぇい 
くっ ょっかは ぇおすぬけさうすっ くぇ しけそうえしおう 
う こさけゃうくちうぇかくう. ╆ぇとけすけ せしっすなす 
くぇ つけゃっおぇ, いぇくうきぇゃぇと しっ し うい
おせしすゃけ, っ っょくぇおなゃ ょけさう ゃ ゅけさうすっ 
〈うかうかっえしおう. ╇ ょけさう しう きうしかは, つっ 
すせお, くっいぇゃうしうきけ けす せしかけゃうはすぇ, ゃ 
おけうすけ さぇぉけすうき, しきっ こけ-けぉかぇゅけ
ょっすっかしすゃぇくう ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇきっ し 
ういおせしすゃけ - くはきぇ さっあうしぬけさ, おけえすけ 

ょぇ くっ くう っ おぇいぇか: “‶さっゃないたけょくう 
ぇおすぬけさう!“. ′うっ うゅさぇっき ゃ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ う くぇゃしはおなょっ くう こさうっき
ぇす し ゃなけょせてっゃかっくうっ“, しこけょっかは 
╅けさけ う しう しこけきくは そせさけさぇ くぇ おぇ
いぇくかなておうは すっぇすなさ こさっょう ゅけょうくぇ 
くぇ ‶かけゃょうゃしおぇ しちっくぇ. ┿すぇくぇしけゃ 
ちっくう ちっかうは っおうこ くぇ すっぇすなさぇ, 
ゃ おけえすけ ゃっつっ しっ つせゃしすゃぇ おぇすけ せ 
ょけきぇ しう: „╃けしすぇ ょけぉさぇ しうきぉうけいぇ 
きっあょせ すゃけさつっしおけ う すったくうつっしおけ 
はょさけ. ′っとぇすぇ, ゃなこさっおう すさせょくう
すっ せしかけゃうは, しっ こさぇゃはす くぇ くうゃけ“. 
‶さうしなとけ くぇ すなさしっとぇすぇ しう 

こさうさけょぇ, ╅けさけ う ゃ ╉ぇいぇくかなお 
しっ たゃぇとぇ し おせこ くっとぇ: ぇおすうゃっく 
つかっく っ くぇ くけゃけせつさっょっくうは ╉かせぉ 
くぇ ょっえちうすっ くぇ おせかすせさぇすぇ, ゃっつっ 
ゃすけさぇ ゅけょうくぇ おぇすけ つぇしす けす 〉] くぇ 
《けくょぇちうは „』せょけきうさ“, すけえ しっかっお
すうさぇ すっぇすさぇかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ けす 
くぇちうけくぇかくうは そっしすうゃぇか „╉けきっ
ょうえくうはす たうす くぇ しっいけくぇ“ ゃ こさぇい
くうちうすっ. ]ぇきけ しかっょ ぉさけっくう ょくう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお うょゃぇ ′うおけかぇえ 〉させ
きけゃ し [せしっくしおうはす すっぇすなさ, ]ぇすう
さうつくうは すっぇすなさ し ′けくぇ ╈けすけゃぇ う 

┿かっおしぇくょさぇ ]なさつぇょあうっゃぇ, ╇ゃぇく 
[ぇょけっゃ う ╄ゃぇ 〈っこぇゃうつぇさけゃぇ し 
すっぇすなさぇ くぇ ‶ぇいぇさょあうお. ╅けさけ 
しっ さぇょゃぇ きくけゅけ, つっ こせぉかうおぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお こぇお とっ きけあっ ょぇ ゅかっょぇ 
くぇえ-ょけぉさけすけ こさう くうしおう ちっくう くぇ 
ぉうかっすうすっ. ′ぇょはゃぇ しっ 《けくょぇちうはすぇ 
ょぇ こさけょなかあう ょぇ さぇぉけすう ゃ こけかいぇ 
くぇ たけさぇすぇ. 
„〈けかおけゃぇ くっとぇ しなき こさぇゃうか ゃ 

あうゃけすぇ しう, つっ きう しすぇゃぇ いかっ, おぇすけ 
しう つっすぇ CV-すけ“, しきっっ しっ ╅けさけ. 
′け くうおぇお くっ きせ っ いかっ けすくけゃけ ょぇ 
しっ こさうぉうさぇ ゃ  ぇさしっくぇかしおうは ょけき 
くぇ きぇえおぇ う すぇすおけ. ╉けうすけ こなお しっ 
ゅけさょっはす し くっゅけ. ╉ぇおすけ う し ゃくせおぇ, 
しすせょっくす こけ きっあょせくぇさけょくけ こさぇゃけ 
ゃ ]すさぇしぉせさゅ. ] くっゅけ ぇさしっくぇかしおぇ
すぇ そぇきうかうは ゃっつっ っ こさっしおけつうかぇ 
ゅさぇくうちうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは. ┿ ゃしうつ
おけ こけつゃぇ し うょゃぇくっすけ ゃ せつうかうとっ
すけ いぇょ こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか“ くぇ 
っょくけ 14-ゅけょうてくけ きけきつっ. ]なゃしっき 
しぇきうつおけ ゃ ╉ぇいぇくかなお! ′け し きくけゅけ 
くぇょっあょう. ╉けうすけ こけかっおぇ しっ しぉなょ
ゃぇす. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〉╅ 〈]╅╉¨【╊ ]¨》』╇╅【
》『《‒╊』¨《〉╅]〉¨ 】〈╊〉¨っ

‶さっい しかっょゃぇとうすっ 5-10 ゅけょうくう つかっくけゃっすっ くぇ ‶ぇかぇすぇすぇ しっ けさうっくすうさぇす おなき 
くぇっきぇくっ くぇ たけさぇ しなし しさっょくぇ うかう ゃうしけおぇ おゃぇかうそうおぇちうは. ‶さぇゃう ゃこっつぇすかっ-
くうっ, つっ くはきぇ さぇぉけすけょぇすっか, おけえすけ ょぇ っ こけしけつうか, つっ とっ しぇ きせ くっけぉたけょうきう 
くうしおけおゃぇかうそうちうさぇくう さぇぉけすくうちう. ′ぇえ-すなさしっくう とっ ぉなょぇす しこっちうぇかうしすうすっ 
し すったくうつっしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, しかっょゃぇくう けす いぇゃなさてうかうすっ うおけくけきうつっしおう こさけ-
そうか.
‶さっこけさなおうすっ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ おなき けぉさぇいけゃぇくうっすけ, けすこさぇゃっくう ゃ ぇくおっ-

すぇすぇ, しぇ いぇ こけゃっつっ こさぇおすうつっしおぇ くぇしけつっくけしす くぇ けぉせつっくうっすけ う いぇ さっぇかくけ ゃいぇ-
うきけょっえしすゃうっ きっあょせ こけすさっぉくけしすうすっ くぇ ぉういくっしぇ う こさうっきぇ ゃ せくうゃっさしうすっすうすっ 
こけ しこっちうぇかくけしすう.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
/こけ きぇすっさうぇかう くぇ ╀〈‶‶/

′ぇ しゃけえ さっょ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ いぇしすさぇたけゃぇすっかくぇすぇ おけきこぇくうは, し おけはすけ さぇぉけ-
すう „┿さしっくぇか”, けちっくはゃぇ とっすうすっ ゃしかっょしすゃうっ くぇ ゃいさうゃぇ. 
╆ぇしすさぇたけゃぇすっかくぇすぇ おけきこぇくうは  すさはぉゃぇ ょぇ ういこかぇすう くぇ ぉかういおうすっ くぇ いぇゅうくぇ-

かうは さぇぉけすくうお 7 くっゅけゃう ゅけょうてくう ぉさせすくう さぇぉけすくう いぇこかぇすう. ╁しっおう けす さぇぉけ-
すっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか”, くっいぇゃうしうきけ くぇ おぇおゃぇ こけいうちうは っ, っ いぇしすさぇたけゃぇく いぇ 7 
ゅけょうてくう  ぉさせすくう さぇぉけすくう いぇこかぇすう /84 いぇこかぇすう/, ゃ すけゃぇ つうしかけ う ゃさっきっすけ いぇ 
うょゃぇくっ う ゃさなとぇくっ けす さぇぉけすぇ, ゃ しかせつぇえ くぇ うくちうょっくす し くぇえ-すっあおう こけしかっょうちう, 
いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, ょうさっおすけさ こけ うおけくけきうつっしおう-
すっ ゃなこさけしう ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
]こぇいゃぇくっすけ くぇ すったくけかけゅうつくぇすぇ ょうしちうこかうくぇ くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ, けしけぉっくけ ゃ 

こさけういゃけょしすゃぇ し ゃいさうゃけけこぇしくう きぇすっさうぇかう, っ いぇょなかあうすっかくけ せしかけゃうっ いぇ ぉっい-
けこぇしくぇ さぇぉけすぇ, くぇこけきくはす けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか”.
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ こけっ さぇいたけょうすっ こけ こけゅさっぉっくうっすけ くぇ ょなかゅけ-

ゅけょうてくうは さぇぉけすくうお う こけょくっしっ しゃけうすっ しなぉけかっいくけゃぇくうは くぇ ぉかういおうすっ う おけかっ-
ゅうすっ きせ.

                                                         ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╇い さ ぇ ぉ け す っ -
くぇすぇ けさう-

ゅうくぇかくぇ う 
たぇさぇおすっさくぇ きぇさ-
すっくうちぇ, ういけぉさぇ-
いはゃぇとぇ こぇすさけくぇ 
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”, けし-
すぇゃぇ いぇ うしすけさうは-
すぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁うしけおぇすぇ こけゃっ-
つっ けす きっすなさ しすう-
さけこけさけゃぇ そうゅせ-
さぇ くぇ ╀せさぇすうくけ, 
けおうつっく し きぇさすっ-
くうちう う ういさぇぉけ-
すっく けす おけかっおすう-
ゃぇ くぇ ょっすしおぇすぇ 
ゅさぇょうくぇ, ぉっ けす-
かうつっくぇ し こさうい いぇ 
くぇえ-たぇさぇおすっさくぇ 
ゃっしっかぇ きぇさすっくう-
ちぇ ゃ けぉはゃっくぇすぇ 
うくうちうぇすうゃぇ くぇ 
おぇぉっかくうは けこっ-
さぇすけさ „╀う ╀う ]う 
╉っえぉなか” いぇ くぇえ-
ょなかゅぇ きぇさすっくう-
ちぇ. 
╆ぇ すさせょぇ う 

しすぇさぇくうっすけ しう 
ぉせさぇすうくちう こけ-
かせつうたぇ, けしゃっく 
こさういぇ, そうさきっくぇ 
しせゃっくうさくぇ ゃない-

‶けあぇさくうおぇさはす けす ゃっょけきしすゃっくぇすぇ こさけすうゃけこけあぇさくぇ しかせあぉぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
[ぇかう ′っえつっゃ とっ っ ゅっさけえ くぇ すっかっゃういうけくくけすけ こさっょぇゃぇくっ  „╂さぇょ くぇ ぇく-

ゅっかう”, おけっすけ とっ しっ ういかなつう こけ TV 7 くぇ 16-すう きぇさす /すぇいう くっょっかは/ けす 14 つぇしぇ. 
╄ょくけつぇしけゃけすけ こさっょぇゃぇ-

くっ とっ さぇいおぇいゃぇ いぇ ゅっさけ-
ういきぇ くぇ [ぇかう, こさけはゃっく 
こさっょう ぉかういけ 18 ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ しこぇしはゃぇ たさぇきけゃぇすぇ 
うおけくぇ くぇ しゃっすう ′うおけかぇえ 
』せょけすゃけさっち う こさぇゃけしかぇ-
ゃっく おさなしす けす ういゅけさはかぇすぇ 
ょけ けしくけゃう ちなさおゃぇ „]ゃっすう 
′うおけかぇえ” ゃ すけゅぇゃぇてくけすけ 
きけさしおけ しっかちっ 』っさくけきけ-
さっち.
╆ぇ ゅっさけういきぇ くぇ ぇさしっくぇか-

しおうは けゅくっぉけさっち „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” さぇいおぇいぇ ゃ ぉさけは 
しう けす 17-すう はくせぇさう すぇいう 
ゅけょうくぇ /ぉさ. 71/.
╅うゃっっとうはす ゃ 』っさゅぇくけ-

ゃけ ぇさしっくぇかっち こけこぇょぇ ゃ 
こけかっいさっくうっすけ くぇ けぉっおすう-
ゃぇ, しかっょ おぇすけ しすぇすうはすぇ けす 
ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか” こけこぇょぇ う ゃ うくすっさくっす 
こさけしすさぇくしすゃけすけ. [ぇかう っ 
けすおさうす けす ぇゃすけさぇ くぇ こさっ-
ょぇゃぇくっすけ ╇さうくぇ 〈っくつっゃぇ, 
おけはすけ こさぇとぇ しこっちうぇかっく 
っおうこ ょぇ いぇしくっきっ きうくう 

╉╊]《 』『╊ぅ】 〉╊¨′╇╊』【╊〉
¨′╇ぇ『ぃ¨【╊] ¨ 《ぅ╊ 》『《╇╊『[¨ 

 ╅『』╊〉╅]╊を ╇ „╈『╅╉ 〉╅ ╅〉╈╊]¨”

〈╅『【╊〉¨を╅【╅ 〉╅ ╆】『╅【¨〉を¨
《』【╅╇╅ ╇ ╈『╅╉』[╅【╅ ¨』【《『¨っ

』]╊╉ ¨〉を¨╉╊〉【╅: 

14 – 15 きぇさす

╁けっくっく おかせぉ, ╉ぇいぇくかなお - ╁すけさう ′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし いぇ いぇぉぇゃくぇ こっしっく 
„] こっしっく ょぇ ゃないさけょうき ょけぉさけすけ”

╁ うくうちうぇすうゃぇすぇ とっ しっ ゃおかのつぇす 63 うくょうゃうょせぇかくう ういこなかくうすっかう う 12 ゃけ-
おぇかくう しなしすぇゃぇ. ╁ おけくおせさしぇ とっ せつぇしすゃぇす こさっょしすぇゃうすっかう けす ]かうゃっく, ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, ぅきぉけか, 』うさこぇく, 》うしぇさは, ╉ぇさかけゃけ, ]っゃかうっゃけ, ╉ぇいぇくかなお, ╉さなく う 
╉けこさうくおぇ. 

26.03.2014ゅ.

18:00 つぇしぇ, いぇかぇ „╇くそけ ちっくすなさ” せか. „╇しおさぇ” 4, ╉ぇいぇくかなお
¨すおさうゃぇくっ くぇ ういかけあぉぇ し すゃけさぉう けす 7-きうは ′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし „ 』けゃっおなす 

ょけ きっく“, つぇしす けす すぇいゅけょうてくうすっ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう

╊》╋ „』せょけきうさ”, ╉ぇいぇくかなお - ╇いかけあぉぇ „╉さなゃすぇ ゃけょぇ くっ しすぇゃぇ“
]なょなさあぇ すゃけさぉう くぇ 』せょけきうさけゃう さけょしすゃっくうちう, つぇしす けす おけうすけ あうゃっはす ゃ 

つせあぉうくぇ.
╁おかのつっくう しぇ おぇさすうくう くぇ ╂っけさゅう ╂っつっゃ - ╊けくょけく, ‶っすなさ ╇かうくけゃ, ╇ゃけ [せ-

しっゃ, ┿くすけくうは ╇かうくけゃぇ う ╊うかうは ╃うきうすさけゃぇ.

╇くそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ せか. „╇しおさぇ” 4, ╉ぇいぇくかなお 
„╅っくしおけすけ くぇつぇかけ” - ういかけあぉぇ くぇ あっくう-すゃけさちう 

》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
╇いかけあぉぇ  „╋ぇえしすけさう くぇ しなゃさっきっくくうは ぉなかゅぇさしおう ゅけぉかっく”

╁おかのつっくう しぇ こさけういゃっょっくうは くぇ ╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ, ╋ぇさうく ╁なさぉぇくけゃ, ╃う-
きうすなさ ╋ったぇくょあうえしおう, ╄かうしぇゃっすぇ ╇おけくけこうしけゃぇ, ╈けしうそ ╈けしうそけゃ, ‶っすおけ 
‶っすおけゃ, ╄きうかうは ‶ぇくぇえけすけゃぇ, ┿すぇくぇしおぇ ╈けさょぇくけゃぇ, ╆ょさぇゃおけ ╋ぇゃさけょうっゃ, 
╁かぇょうきうさ ¨ゃつぇさけゃ う ょさ. ╄おしこけいうちうはすぇ とっ けしすぇくっ ょけ 4 ぇこさうか.

╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ” – ╉ぇいぇくかなお 
╇いかけあぉぇ „╇しすけさうつっしおうはす こなす くぇ けさなあうっすけ” 

そうかき いぇ [ぇかう う ゅけ こけおぇくう 
ょぇ ゅけしすせゃぇ くぇ あうゃけ すぇいう 

くっょっかは ゃ しすせょうけすけ ゃ ]けそうは. 
╁ おさぇは くぇ そっゃさせぇさう [ぇかう ょけきぇおうくしすゃぇ くぇ 4-つかっくくうは っおうこ くぇ TV 7. ]なぉう-

さぇ ゃ ょけきぇ しう くぇ っょくぇ しけそさぇ くぇえ-ぉかういおうすっ しう, おぇくう う こさうはすっかう.
╁ さけかはすぇ くぇ こけさなつうすっか くぇ ぇくゅっかぇ くぇ [ぇかう しっ はゃはゃぇ さっょぇおすけさなす くぇ „〈さう-

ぉせくぇ ┿さしっくぇか” ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ, おけはすけ っ う ぇゃすけさ くぇ きぇすっさうぇかぇ いぇ くっゅけ. 
¨しゃっく ゅけしすせゃぇくっすけ くぇ [ぇかう ゃ しすせょうけすけ, ゃ 60-きうくせすくけすけ こさっょぇゃぇくっ とっ 

せつぇしすゃぇす くぇ いぇこうし こさうはすっかう う しなさぇすくうちう くぇ [ぇかう, おけうすけ とっ ょけこなかくはす おぇさ-
すうくぇすぇ くぇ くっゅけゃうは ゅっさけういなき う とっ こけきけゅくぇす  くぇ いさうすっかうすっ ょぇ しっ いぇこけいくぇはす 
けすぉかういけ し くっういゃっしすくうは しこぇしうすっか くぇ うおけくう, こさけつせか しっ しかっょ 18-ゅけょうてくけ 
いぇぉゃっくうっ. 
‶さっょぇゃぇくっすけ „╂さぇょ くぇ ぇくゅっかう” っ し けしくけゃくぇ おけくちっこちうは ょぇ さぇいおぇいゃぇ いぇ 

くっけぉうおくけゃっくうすっ しかせつおう う ゅっさけういきぇ くぇ けぉうおくけゃっくうすっ たけさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
おけうすけ こけ こさうくちうこ しぇ けすゃなょ くけゃうくうすっ.
╄おうこなす くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” しっ くぇょはゃぇ こけゃっつっ ぇさしっくぇかちう ょぇ こけょおさっこはす 

[ぇかう ゃ こなさゃぇすぇ  きせ ゃ あうゃけすぇ すゃ-ういはゃぇ くぇ あうゃけ. 
 〈ぇいう くっょっかは, 16-すう きぇさす, けす 14 つぇしぇ こけ TV 7 – „╂さぇょ くぇ ぇくゅっかう”. 

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

ゅかぇゃくうちぇ う きぇすっさうぇかう ゃ こけきけと くぇ こけ-くぇすぇすなてくうすっ うき いぇくうきぇくうは こけ すさせょ 
う すゃけさつっしすゃけ.
  ¨しゃっく きぇさすっくうちぇすぇ くぇ ょっちぇすぇ けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ, いぇ そけくょぇ 

くぇ けすょっか „╄すくけゅさぇそうは” ゃ ╇╋ „╇しおさぇ” けしすぇゃぇす う けしすぇくぇかうすっ, ういさぇぉけすっくう ゃ 
うくうちうぇすうゃぇすぇ きぇさすっくうちう けす  おけかっおすうゃうすっ くぇ ょさせゅう 13 ょっすしおう ゅさぇょうくう う 3 
ょっすしおう はしかう. 〈っ とっ ぉなょぇす こけおぇいぇくう ゃ しこっちうぇかくぇ っおしこけいうちうは ょけゅけょうくぇ, いぇ-
っょくけ し きぇさすっくうちう けす 80-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお. 
 ╁ しこけさ いぇ くぇえ-ょなかゅぇ きぇさすっくうちぇ しっ ゃおかのつうたぇ う ょゃぇきぇ うくょうゃうょせぇかくう せつぇし-

すくうちう – 5-ゅけょうてくぇすぇ 『ゃっすけきうさぇ ╇かけゃぇ けす ̈ ╃╆ „]くっあぇくおぇ” う 12- ゅけょうてくうはす 
╂っけさゅう 》さうしすけゃ けす ′╂‶╇╃ „┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ”.
 ╁しうつおう きぇさすっくうちう ぉはたぇ こけょさっょっくう ゃ うきこさけゃういうさぇくぇ ういかけあぉぇ 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. 

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

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

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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╇しすうくしおけすけ くぇつぇかけ いぇ 
]くっあおぇ 〈さうそけくけゃぇ っ ゃ 

しっきっえしすゃけすけ くぇ ょゃぇきぇ ぇさ-
しっくぇかちう. ╋くけいうくぇ こけいくぇゃぇす 
ぉぇとぇ え – ]ぇゃぇ ‶っくっゃ, こけつくぇか 
こさけそっしうけくぇかくうは しう こなす おぇすけ 
さぇぉけすくうお ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, 
こけしかっ ういさぇしくぇか ょけ ゅかぇゃっく 
きったぇくうお, くぇ おけはすけ こけいうちうは 
しっ こっくしうけくうさぇ ゃ „┿さしっくぇか“. 
]くっあおぇ しう こさういくぇゃぇ, つっ すは 
くっ っ つぇお すぇおなゃ すったくうつぇさ おぇすけ 
くっゅけ, いぇとけすけ すぇは ょぇさぉぇ しっ 
こさっょぇかぇ こけゃっつっ せ しっしすさぇ え. 
╁しっ こぇお – けぉせつっくうっすけ ゃ せつう-
かうとっすけ くぇ „┿さしっくぇか“ ゃ くぇつぇ-
かけすけ くぇ 80-すっ ゅけょうくう いぇ くっは 
うょゃぇ しなゃしっき っしすっしすゃっくけ. ] 
ょうこかけきぇ „〈けこかぇ けぉさぇぉけすおぇ“ 
すは こけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ しすせょっくぇすぇ 
きっすぇかけけぉさぇぉけすおぇ くぇ  ╆ぇゃけょ 1 
ゃ 【っえくけゃけ, おなょっすけ さぇぉけすう くぇ 
そさっいぇ ゃ ちった 120 - くぇ いぇすゃけ-
さっくぇすぇ さぇきぇ くぇ ぇゃすけきぇすぇ. ╁ 
╆ぇゃけょ 1 おぇすけ しすぇすうしすうつおぇ さぇ-
ぉけすう う くっえくぇすぇ きぇえおぇ /╀けゅ ょぇ 
は こさけしすう!/. 
╉ぇすけ こさういくぇゃぇ, つっ けぉうつぇ 

せしすけえつうゃけしすすぇ, ]くっあおぇ すさせょ-
くけ さってうかぇ ょぇ しっ こさっきっしすう けす 
【っえくけゃけ ゃ ╆ぇゃけょ 12, すけゅぇゃぇ 
– ╆ぇゃけょ 8. ╃くっし, う けす ゅけょうくう 
くぇさっょ, ぇさしっくぇかちう は こけいくぇ-
ゃぇす うきっくくけ おぇすけ せしきうたくぇすぇすぇ 
おぇさうしすおぇ けす ╆ぇゃけょ 12. ]くっあ-
おぇ せこさぇゃかはゃぇ っかっおすさけおぇさぇ 
けす 1989-すぇ. „╇くすっさっしくけ っ くぇ 
おぇさぇ, ょけさう っ いぇぉぇゃくけ, しさっとぇて 
しっ し きくけゅけ たけさぇ, さぇいくけけぉさぇいくけ 
っ. ′け すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃくうきぇゃぇ!“, 
こさっょせこさっあょぇゃぇ ]くっあおぇ. ╉ぇすけ 
てけそぬけさ うい ぇさしっくぇかしおうすっ ぇかっう 
う こなすうとぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, すは 
うきぇ しぇきけ っょうく うくちうょっくす. ]すぇ-
くぇかけ こさっょう ゅけょうくう – し かうつくぇ-
すぇ おけかぇ, しかっょ こけゅさっぉっくうっすけ 
くぇ っょうく おけかっゅぇ. ′け ]くっあおぇ 
けすつうすぇ, つっ, ぇおけ くっ しう けすゅけゃけ-
さっく ゃ さぇぉけすぇすぇ, おぇすぇしすさけそう 
くっ っ くっゃないきけあくけ ょぇ しすぇくぇす う 
こけ ぇさしっくぇかしおうすっ すさぇくしこけさすくう 
こなすうとぇ. ╆ぇすけゃぇ すは ぇぉしけかのすくけ 
けょけぉさはゃぇ さってっくうっすけ くぇ さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ けす こさっょう くはおけかおけ 
ゅけょうくう - ゃしっおう おぇさうしす ょぇ せこ-
さぇゃかはゃぇ しぇきけ しゃけはすぇ きぇてうくぇ, 
いぇ ょぇ ぉなょっ けすゅけゃけさっく う いぇ ょぇ 
っ はしくけ, ぇおけ うきぇ うくちうょっくすう, 
おけえ くっ しう っ しゃなさてうか さぇぉけすぇすぇ 
ょけぉさっ. ‶け こさうくちうこ, ]くっあおぇ っ 
こけつうすぇすっか くぇ しこけおけえくけすけ おぇ-
さぇくっ. ‶さっこけさなつゃぇ う こけ こなすう-
とぇすぇ ょぇ しっ てけそうさぇ しこけおけえくけ, 

いぇとけすけ ゅさっておうすっ いぇしすさぇてぇゃぇす 
あうゃけすぇ くぇ たけさぇ. 〈は こさういくぇゃぇ, 
つっ くっ けぉうつぇ こさっょういゃうおぇすっかくけ-
すけ おぇさぇくっ, くっ けぉうつぇ ゃうしけおうすっ 
しおけさけしすう う しっ こうすぇ: “╉けきせ っ 
くせあくけ ょぇ しっ ょけおぇいゃぇて くぇ こなすは 
う いぇ おぇおゃけ?“...
╆ぇ しうゅせさくけしすすぇ う ぉっいぇゃぇ-

さうえくけしすすぇ ゃ ょゃうあっくうっすけ くぇ 
おぇさうすっ うい „┿さしっくぇか“ しこけきぇ-
ゅぇす くっ しぇきけ っあっょくっゃくぇすぇ けす-
ゅけゃけさくけしす こさう せこさぇゃかっくうっすけ, 
くけ う けこさっしくうすっかくうすっ おせさしけゃっ, 
おけうすけ しっ けさゅぇくういうさぇす こさっい 5 

ゅけょうくう, おぇすっゅけさうつくぇ っ けこうす-
くぇすぇ ゃ こさけそっしうはすぇ ]くっあおぇ 
〈さうそけくけゃぇ. ╉ぇさうすっ ゃ „┿さしっ-
くぇか“ ゃっつっ くっ しぇ けくけゃぇ きけと-
くけ いゃっくけ, おぇおすけ くぇゃさっきっすけ, 
いぇとけすけ きくけゅけ けす ょっえくけしすうすっ 
こけ こさっゃけいぇ しっゅぇ しぇ こけっすう けす 
ょさせゅう くぇつうくう いぇ けしうゅせさはゃぇくっ 
くぇ っおしこっょうちうはすぇ, けぉはしくはゃぇ 
]くっあおぇ. 〈は けぉしかせあゃぇ きくけゅけ 
いゃっくぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか“, ゃけいう きぇすっさうぇかう, おけく-
しせきぇすうゃう, ゃしうつおけ... ╋ぇさてさせ-
すうすっ しなとけ しぇ ゃしはおぇおゃう – けす 
しおかぇょけゃっすっ ょけ ちったけゃっすっ, けす 
っょうく けぉっおす くぇ ょさせゅ. ]くっあおぇ 
きうくぇゃぇ ょっしっすおう おうかけきっすさう 
くぇ ょっく  う くっ しっ こかぇてう くうすけ 
けす しすせょぇ, くうすけ けす あっゅぇすぇ. ╁しっ 
こぇお – こけゃっつっ けぉうつぇ かはすけすけ: 
“╃させゅけ っ, おけゅぇすけ っ すけこかけ“. 
╆ぇすけゃぇ し こさうはすっかう, きくけゅけ けす 
おけうすけ しぇ おけかっあおう けす „┿さしっ-

くぇか“, ゃ こさうはすくけすけ ゃさっきっ くぇ 
こさけかっすすぇ う っしっくすぇ, しう けさゅぇくう-
いうさぇす っおしおせさいうう ょけ くぇえ-さぇい-
かうつくう きっしすぇ. 〈けゃぇ っ っょうく けす 
くぇつうくうすっ くぇ ]くっあおぇ ょぇ こけつう-
ゃぇ, ょぇ しっ さぇょゃぇ くぇ あうゃけすぇ. ╃ぇ 
すさせこぇ たせぉぇゃう しこけきっくう. ╉ぇすけ 
すけこかうは しこけきっく いぇ っょくぇ っおし-
おせさいうは こさっい 1985-すぇ, いぇこっつぇ-
すぇか ゃ しくうきおぇすぇ けす [うゅぇ ょゃぇきぇ 
ゃかのぉっくう ぇさしっくぇかしおう きかぇょけ-
あっくちう, おけうすけ しっゅぇ, しぇきけ しかっょ 
きっしっち – くぇ 30-すう ぇこさうか, とっ 
こさぇいくせゃぇす 30 ゅけょうくう しっきっっく 

あうゃけす. ]っきっえくうはす あうゃけす しっ 
しかせつうか ぉなさいけ しかっょ ぉかういおけすけ 
いぇこけいくぇくしすゃけ – ぇぉうすせさうっくす-
しおうはす ぉぇか. ̈ す ぉかはしなおぇ ゃ けつうすっ 
え ゃうあょぇき, つっ ]くっあおぇ くうおぇお 
くっ しなあぇかはゃぇ いぇ すけゃぇ. ╉ぇおすけ 
う くっ しなあぇかはゃぇ, つっ っ つぇしす けす 
ょぇきしおうは っおうこ くぇ ╆ぇゃけょ 12.  
╆ぇ ょぇ くはきぇ こけゅさってくう けつぇお-

ゃぇくうは けす くっこけしゃっすっくうすっ, ゃ 
ょくうすっ こけおさぇえ ╋っあょせくぇさけょ-
くうは ょっく くぇ あっくぇすぇ 8-きう きぇさす, 
]くっあおぇ けすぉっかはいゃぇ, つっ ゃ ╆ぇゃけょ 
12, おけえすけ けしうゅせさはゃぇ こぇさぇすぇ, 
っかっおすさうつっしすゃけすけ, ゃないょせたぇ う 
ゃけょぇすぇ いぇ ぇさしっくぇかしおけすけ  こさけ-
ういゃけょしすゃけ, うきぇ  きくけゅけ  あっくう. 
╋けあっ ぉう - けおけかけ こけかけゃうくぇ-
すぇ けす こっさしけくぇかぇ, せしきうたゃぇ しっ 
おぇさうしすおぇすぇ: くぇ あっくうすっ くっ うき 
こさっつう ょぇ さぇぉけすはす おぇすけ けゅくはさ-
おう, おけきこさっしけさうしすおう... ╉ぇすけ 
くっは, こけゃっつっすけ たぇさっしゃぇす さぇ-

ぉけすぇすぇ しう う くはきぇす こさけぉかっきう 
ゃ すけゃぇ, ょぇ は ゃなさてぇす くっ しぇきけ 
し せょけゃけかしすゃうっ, くけ う おぇつっしす-
ゃっくけ.
╉けかおけすけ ょけ せょけゃけかしすゃうはすぇ 

ういゃなく さぇぉけすぇすぇ:
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] ょけしすぇすなつくけ ょけいぇ しおさけき-
くけしす おぇさうしすおぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 12 
ゃ  ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ しこけょっかは, 

つっ ゃっつっ うきぇ 15 ゅけぉかっくぇ ゃ おけ-
かっおちうはすぇ しう -  しけぉしすゃっくぇ さなつ-
くぇ ういさぇぉけすおぇ. 〈うは ょくう こけつゃぇ 
くぇえ-しきっかうは しう こさけっおす: „〈ぇえ-
くぇすぇ ゃっつっさは“. ]さなつくけしすすぇ ゃ 
ぉけょけゃっすっ っ くぇしかっょうかぇ う くぇせ-
つうかぇ けす きぇえおぇ しう – ょけぉさぇ こかっ-
すぇつおぇ. ′け ょけきぇおうくはすぇ ]くっあおぇ 
こさういくぇゃぇ, つっ さなおけょっかうはすぇ 
ゃおなとう しぇ くぇ いぇょっく こかぇく. ]かっょ 
さぇぉけすぇ こなさゃうはす ぇくゅぇあうきっくす 
っ すさぇこっいぇすぇ いぇ しっきっえしすゃけ-
すけ, おなょっすけ しっゅぇ おさぇえ きぇしぇすぇ 
しはょぇす すさうきぇ きなあっ.  ]くっあおぇ 
くはきぇ こさけぉかっき し ょけきぇてくうすっ 
ぇくゅぇあうきっくすう - いぇ くっは すけゃぇ 
っ ゃなこさけし くぇ けさゅぇくういぇちうは. 
╉ぇすけ うしすうくしおう ╁けょけかっえ, すは しっ 
しこさぇゃは くぇ くはおけかおけ „そさけくすぇ“. 
]こさぇゃうかぇ しっ っ ょけぉさっ う ゃ けす-
ゅかっあょぇくっすけ う ゃないこうすぇくうっすけ 
くぇ ょっちぇすぇ, いぇっょくけ しなし しなこさせ-

ゅぇ しう [せきっく, しなとけ ぇさしっくぇかっち 
けす ╆ぇゃけょ 12. ‶け しすなこおうすっ くぇ 
ぉぇとぇすぇ, すさっくうさぇか そせすぉけか 
くぇゃさっきっすけ, とっさおぇすぇ う しう-
くなす すさなゅゃぇす ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇす 
しなし しこけさす. ╂ぇかうく 〈さうそけくけゃ 
っ うゅさぇか いぇとうすくうお ゃ „[けいうすっ“ 
う ゃ „┿さしっくぇか“, くけ すさぇゃきぇ けす 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゅけ ゃぇょう けす 
そせすぉけかぇ. ]っゅぇ さうすぇ しぇきけ ゃ す. 
くぇさ. „′っょっかくぇ かうゅぇ“ くぇ きぇかおう 
ゃさぇすうつおう. ╂ぇかうく しなとけ さぇぉけすう 
ゃ „┿さしっくぇか“, しおけさけ いぇゃなさてゃぇ 
ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ. „】っ 
しすぇゃぇ すったくけかけゅ こけ ぉうさぇすぇ う 
ゃうくけすけ“, せしきうたゃぇ しっ きぇきぇ. ╂ぇ-
かうく っ いょさぇゃけ う たせぉぇゃけ きけきつっ, 
ゃうあょぇき けす しくうきおぇすぇ, おけはすけ  
]くっあおぇ しう くけしう こけしすけはくくけ ゃ 
こけさそっえかぇ. ╃け くっゅけゃうは けぉさぇい 
っ おさぇしぇゃうちぇすぇ ]ゃっすかぇくぇ, いぇ-
ゃなさてっくぇ ゃけかっえぉけかうしすおぇ けす 
]こけさすくけすけ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し 
ょうこかけきぇ くぇ っおけかけゅ けす 〈さぇおうえ-
しおうは せくうゃっさしうすっす. ]ゃっすかぇくぇ 
さぇぉけすう う あうゃっっ ゃ けぉかぇしすくうは 
ゅさぇょ. ╋ぇきぇ しっ くぇょはゃぇ ょなとっさは-
すぇ ょぇ しう くぇきっさう くけゃぇ さぇぉけすぇ 
- こけ しこっちうぇかくけしすすぇ. ]くっあおぇ 
くっ ゅせぉう くぇょっあょぇ, つっ ゃなこさっおう 
すさせょくけしすうすっ, ゃ おけうすけ あうゃっっき 
けす ゅけょうくう, つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 
こさっしかっょゃぇ きっつすうすっ しう. 〈は くっ 
けぉうつぇ ょぇ しっ けこかぇおゃぇ: “╆ぇとけ 
ょぇ いぇくうきぇゃぇきっ けおけかくうすっ し ょけ-
きぇてくうすっ しう こさけぉかっきう? ¨こうす-
ゃぇき ょぇ しっ しこさぇゃは しぇきぇ, おけかおけ-
すけ きけゅぇ. ′っ くけしは こさけぉかっきうすっ 
しう けす おなとう ゃ さぇぉけすぇすぇ. ′うおけえ 
けす おけかっゅうすっ くっ っ ゃうくけゃっく いぇ 
きけうすっ こさけぉかっきう う くうおけえ けす 
すはた くっ ぉう きけゅなか ょぇ こけきけゅくっ. 
╆ぇとけ ょぇ ゅう くぇすけゃぇさゃぇき?“, っ 
けすゅけゃけさなす くぇ ]くっあおぇ 〈さうそけ-
くけゃぇ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ 
おなき ゃしうつおう, おけうすけ くっ しこうさぇす 
ょぇ しっ けこかぇおゃぇす けす しなょぉぇすぇ しう. 
〈は うきぇ う けとっ っょうく けすゅけゃけさ いぇ 
たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ くっょけゃけかくう: 
“┿おけ さぇぉけすうて くっとけ くぇしうかぇ, 
すけゃぇ っ かけてけ. ╁うくぇゅう とっ しっ 
つせゃしすゃぇて いかっ“. ╆ぇ さぇょけしす, こさう 
]くっあおぇ 〈さうそけくけゃぇ こさけぉかっき し 
せょけゃかっすゃけさっくうっすけ けす さぇぉけすぇ-
すぇ くはきぇ. 〈けゃぇ しなし しうゅせさくけしす っ 
っょくぇ けす こさうつうくうすっ ょぇ ういゅかっあ-
ょぇ ょけぉさっ, ょぇ っ さぇょけしすくぇ, ょぇ 
こさっきうくぇゃぇ こけ-かっおけ こさっい あう-
すっえしおうすっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ. 
‶けゃっつっ けす 30 ゅけょうくう ゃ „┿さしっ-
くぇか“. ╉けうすけ くうおぇお くっ え かうつぇす.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

„Понякога ме питат приятели: 
какво бих променила в живота 
си, ако можех да го почна 
отначало...? Какво да променя...?, 
реторично се пита Снежка 
Трифонова от арсеналската 
Алея на славата. Реторично, 
защото жена към петдесетте, 
която има в порфейла си снимка 
на две деца - красиви,  здрави и 
вече с образование; която напук 
на годините изглежда страхотно 
и не спира да се усмихва; която 
харесва работата си и никога не е 
мислила да я променя..., всъщност - 
такава жена  наистина не намира 
причини да променя живота си, 
ако можеше да го почне отначало.

]かっょ ういおかのつうすっかくうは せしこった 
くぇ „UNDERGROUND“ けす 》さうしすけ 
╀けえつっゃ こさっい っしっくすぇ, しっゅぇ ╅けさけ 
こけょゅけすゃは こさっきうっさぇ いぇ 』せょけきう-
さけゃうすっ こさぇいくうちう. „《っくけゃっ“ けす 
╄かうく [ぇたくっゃ っ くけゃけすけ こさっょうい-
ゃうおぇすっかしすゃけ, ゃ おけっすけ ┿すぇくぇしけゃ 
ゃかういぇ いぇっょくけ し おけかっゅぇすぇ しう ]すけ-
はく [せきっくうく う さっあうしぬけさぇ ′うおけ-
かぇえ ╂せくょっさけゃ, こけしすぇゃはか せしこって-
くけ せ くぇし う ゃ つせあぉうくぇ. ] けこうすぇ 
しう う おけくすぇおすうすっ しう ゃ ぇさすうしすうつ-
くうすっ しさっょう ╅けさけ っ くっいぇきっくうきけ 
こけかっいっく くぇ すさせこぇすぇ ょくっし: ょぇゃぇ 
うょっう, さぇいてうさはゃぇ おけくすぇおすうすっ し 
こさけそっしうけくぇかうしすう けす しすけかうちぇ-
すぇ, さぇいょぇゃぇ しっ ゃ さっこっすうちううすっ 
う こさっょしすぇゃかっくうはすぇ. ‶さぇゃう ゅけ 
し かのぉけゃ. ╇ すけゃぇ きせ かうつう. ¨つっ-
ゃうょくけ, ぇおすぬけさなす くっ しなあぇかはゃぇ いぇ 
ゃさなとぇくっすけ しう ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょけさう 
っ ぉかぇゅけょぇさっく いぇ つうしすけ あっくしおぇすぇ 
ょぇかくけゃうょくけしす くぇ, うくぇつっ, ゃぇさ-
くっくおぇすぇ ′っゃっくぇ. ╁ さけょくうは ゅさぇょ 
╅けさけ しっ しこぇしはゃぇ けす せきけさぇすぇ くぇ 
くぇこさっゅくぇすうは きっょうっく ょっかくうお う 
こけっきぇ けすゅけゃけさくけしすすぇ おなき さけょう-

すっかうすっ /“〈っ しぇ きっ こけょおさっこはかう 
ゃなゃ ゃしうつおけ. ]っゅぇ っ きけきっくすなす ぇい 
ょぇ うき ょぇき こけょおさっこぇ - ゃさないおぇすぇ 
きう し すはた ゃうくぇゅう っ ぉうかぇ きくけゅけ 
しうかくぇ, きくけゅけ ゅけすうくぇ! ╇しすうく-
しおぇ.“/. [けょくぇすぇ おなとぇ っ しすっゅくぇすぇ 
しなし しすうかっく さっきけくす. ]っきっえくうはす 
せのす っ そぇおす.   
¨とっ ゃなゃ ╁ぇさくぇ, さぇぉけすっえおう し 

ょっちぇ ゃ すっかっゃういうはすぇ, ┿すぇくぇしけゃ 
さぇいぉうさぇ, つっ きけあっ ょぇ こさうゃかうつぇ 
きぇかおうすっ いぇ すっぇすなさぇ. ′け おけゅぇすけ 
こさっょう ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお すけえ 
こけっきぇ ぇくゅぇあうきっくす こけ こさけっおす 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, 
おなょっすけ さぇぉけすう う しなこさせゅぇすぇ きせ, 
くけゃうはす けこうす ゃ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ 
けぉとぇ しちっくうつくぇ ういはゃぇ くぇ ょっちぇすぇ 
し せゃさっあょぇくうは し すったくうすっ いょさぇゃう 
ゃさなしすくうちう いぇ ╅けさけ っ くっ しぇきけ 
すゃけさつっしおぇ さぇょけしす, くけ う くけゃけ せしっ-
とぇくっ いぇ こけかっいくけしす. ╇ くぇえ-ゃぇ-
あくけすけ:

]かせつゃぇ しっ ゃさなとぇくっすけ
ゃ 〈っぇすなさぇ!

┿すぇくぇしけゃ, けすおなしくぇす けす こさけそっ-
しうけくぇかくぇすぇ しちっくぇ ぉかういけ 10 ゅけ-
ょうくう, しっゅぇ くっ しこうさぇ ょぇ しっ さぇょゃぇ: 
„╆ぇ ゅけょうくぇ う けしっき きっしっちぇ! – 
うきぇきっ くけゃ しせこっさ さぇいくけけぉさぇいっく 
さっこっさすけぇさ! ╇きぇ おぇおゃけ ょぇ しっ くぇ-
こさぇゃう, さぇいぉうさぇ しっ, くけ ゃぇあくけすけ 
っ, つっ さぇぉけすうき いょさぇゃけ!“ ╅けさけ っ 
さぇいぉさぇか: ょぇかう たけさぇすぇ しぇ ゃ ]け-
そうは, ╁ぇさくぇ, ]うかうしすさぇ うかう 〈なさ-
くうつっくっ, くはきぇ いくぇつっくうっ...! ╇ おぇい-
ゃぇ: „′ぇゃしはおなょっ うきぇ たけさぇ, おけうすけ 
けぉうつぇす すっぇすなさぇ う すぇおうゃぇ, おけうすけ 
くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ ゃかはいぇす ゃ すっぇすなさ 
うかう ょぇ こさけつっすぇす ╃けしすけっゃしおう. ′っ-
いぇゃうしうきけ おなょっ しう, ぇおけ けぉうつぇて 
くっとけ, すう ゅけ こさけこけゃはょゃぇて, こさけ-
ゃないゅかぇしはゃぇて う ゃ すけいう しきうしなか ぇい 
くっ ょっかは ぇおすぬけさうすっ くぇ しけそうえしおう 
う こさけゃうくちうぇかくう. ╆ぇとけすけ せしっすなす 
くぇ つけゃっおぇ, いぇくうきぇゃぇと しっ し うい-
おせしすゃけ, っ っょくぇおなゃ ょけさう ゃ ゅけさうすっ 
〈うかうかっえしおう. ╇ ょけさう しう きうしかは, つっ 
すせお, くっいぇゃうしうきけ けす せしかけゃうはすぇ, ゃ 
おけうすけ さぇぉけすうき, しきっ こけ-けぉかぇゅけ-
ょっすっかしすゃぇくう ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇきっ し 
ういおせしすゃけ - くはきぇ さっあうしぬけさ, おけえすけ 

ょぇ くっ くう っ おぇいぇか: “‶さっゃないたけょくう 
ぇおすぬけさう!“. ′うっ うゅさぇっき ゃ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ う くぇゃしはおなょっ くう こさうっき-
ぇす し ゃなけょせてっゃかっくうっ“, しこけょっかは 
╅けさけ う しう しこけきくは そせさけさぇ くぇ おぇ-
いぇくかなておうは すっぇすなさ こさっょう ゅけょうくぇ 
くぇ ‶かけゃょうゃしおぇ しちっくぇ. ┿すぇくぇしけゃ 
ちっくう ちっかうは っおうこ くぇ すっぇすなさぇ, 
ゃ おけえすけ ゃっつっ しっ つせゃしすゃぇ おぇすけ せ 
ょけきぇ しう: „╃けしすぇ ょけぉさぇ しうきぉうけいぇ 
きっあょせ すゃけさつっしおけ う すったくうつっしおけ 
はょさけ. ′っとぇすぇ, ゃなこさっおう すさせょくう-
すっ せしかけゃうは, しっ こさぇゃはす くぇ くうゃけ“. 
‶さうしなとけ くぇ すなさしっとぇすぇ しう 

こさうさけょぇ, ╅けさけ う ゃ ╉ぇいぇくかなお 
しっ たゃぇとぇ し おせこ くっとぇ: ぇおすうゃっく 
つかっく っ くぇ くけゃけせつさっょっくうは ╉かせぉ 
くぇ ょっえちうすっ くぇ おせかすせさぇすぇ, ゃっつっ 
ゃすけさぇ ゅけょうくぇ おぇすけ つぇしす けす 〉] くぇ 
《けくょぇちうは „』せょけきうさ“, すけえ しっかっお-
すうさぇ すっぇすさぇかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ けす 
くぇちうけくぇかくうは そっしすうゃぇか „╉けきっ-
ょうえくうはす たうす くぇ しっいけくぇ“ ゃ こさぇい-
くうちうすっ. ]ぇきけ しかっょ ぉさけっくう ょくう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお うょゃぇ ′うおけかぇえ 〉させ-
きけゃ し [せしっくしおうはす すっぇすなさ, ]ぇすう-
さうつくうは すっぇすなさ し ′けくぇ ╈けすけゃぇ う 

┿かっおしぇくょさぇ ]なさつぇょあうっゃぇ, ╇ゃぇく 
[ぇょけっゃ う ╄ゃぇ 〈っこぇゃうつぇさけゃぇ し 
すっぇすなさぇ くぇ ‶ぇいぇさょあうお. ╅けさけ 
しっ さぇょゃぇ きくけゅけ, つっ こせぉかうおぇすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお こぇお とっ きけあっ ょぇ ゅかっょぇ 
くぇえ-ょけぉさけすけ こさう くうしおう ちっくう くぇ 
ぉうかっすうすっ. ′ぇょはゃぇ しっ 《けくょぇちうはすぇ 
ょぇ こさけょなかあう ょぇ さぇぉけすう ゃ こけかいぇ 
くぇ たけさぇすぇ. 
„〈けかおけゃぇ くっとぇ しなき こさぇゃうか ゃ 

あうゃけすぇ しう, つっ きう しすぇゃぇ いかっ, おぇすけ 
しう つっすぇ CV-すけ“, しきっっ しっ ╅けさけ. 
′け くうおぇお くっ きせ っ いかっ けすくけゃけ ょぇ 
しっ こさうぉうさぇ ゃ  ぇさしっくぇかしおうは ょけき 
くぇ きぇえおぇ う すぇすおけ. ╉けうすけ こなお しっ 
ゅけさょっはす し くっゅけ. ╉ぇおすけ う し ゃくせおぇ, 
しすせょっくす こけ きっあょせくぇさけょくけ こさぇゃけ 
ゃ ]すさぇしぉせさゅ. ] くっゅけ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ そぇきうかうは ゃっつっ っ こさっしおけつうかぇ 
ゅさぇくうちうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは. ┿ ゃしうつ-
おけ こけつゃぇ し うょゃぇくっすけ ゃ せつうかうとっ-
すけ いぇょ こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか“ くぇ 
っょくけ 14-ゅけょうてくけ きけきつっ. ]なゃしっき 
しぇきうつおけ ゃ ╉ぇいぇくかなお! ′け し きくけゅけ 
くぇょっあょう. ╉けうすけ こけかっおぇ しっ しぉなょ-
ゃぇす. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〉╅ 〈]╅╉¨【╊ ]¨》』╇╅【
》『《‒╊』¨《〉╅]〉¨ 】〈╊〉¨っ

‶さっい しかっょゃぇとうすっ 5-10 ゅけょうくう つかっくけゃっすっ くぇ ‶ぇかぇすぇすぇ しっ けさうっくすうさぇす おなき 
くぇっきぇくっ くぇ たけさぇ しなし しさっょくぇ うかう ゃうしけおぇ おゃぇかうそうおぇちうは. ‶さぇゃう ゃこっつぇすかっ
くうっ, つっ くはきぇ さぇぉけすけょぇすっか, おけえすけ ょぇ っ こけしけつうか, つっ とっ しぇ きせ くっけぉたけょうきう 
くうしおけおゃぇかうそうちうさぇくう さぇぉけすくうちう. ′ぇえ-すなさしっくう とっ ぉなょぇす しこっちうぇかうしすうすっ 
し すったくうつっしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, しかっょゃぇくう けす いぇゃなさてうかうすっ うおけくけきうつっしおう こさけ
そうか.
‶さっこけさなおうすっ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ おなき けぉさぇいけゃぇくうっすけ, けすこさぇゃっくう ゃ ぇくおっ

すぇすぇ, しぇ いぇ こけゃっつっ こさぇおすうつっしおぇ くぇしけつっくけしす くぇ けぉせつっくうっすけ う いぇ さっぇかくけ ゃいぇ
うきけょっえしすゃうっ きっあょせ こけすさっぉくけしすうすっ くぇ ぉういくっしぇ う こさうっきぇ ゃ せくうゃっさしうすっすうすっ 
こけ しこっちうぇかくけしすう.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
/こけ きぇすっさうぇかう くぇ ╀〈‶‶/

′ぇ しゃけえ さっょ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ いぇしすさぇたけゃぇすっかくぇすぇ おけきこぇくうは, し おけはすけ さぇぉけ
すう „┿さしっくぇか”, けちっくはゃぇ とっすうすっ ゃしかっょしすゃうっ くぇ ゃいさうゃぇ. 
╆ぇしすさぇたけゃぇすっかくぇすぇ おけきこぇくうは  すさはぉゃぇ ょぇ ういこかぇすう くぇ ぉかういおうすっ くぇ いぇゅうくぇ

かうは さぇぉけすくうお 7 くっゅけゃう ゅけょうてくう ぉさせすくう さぇぉけすくう いぇこかぇすう. ╁しっおう けす さぇぉけ
すっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか”, くっいぇゃうしうきけ くぇ おぇおゃぇ こけいうちうは っ, っ いぇしすさぇたけゃぇく いぇ 7 
ゅけょうてくう  ぉさせすくう さぇぉけすくう いぇこかぇすう /84 いぇこかぇすう/, ゃ すけゃぇ つうしかけ う ゃさっきっすけ いぇ 
うょゃぇくっ う ゃさなとぇくっ けす さぇぉけすぇ, ゃ しかせつぇえ くぇ うくちうょっくす し くぇえ-すっあおう こけしかっょうちう, 
いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, ょうさっおすけさ こけ うおけくけきうつっしおう
すっ ゃなこさけしう ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
]こぇいゃぇくっすけ くぇ すったくけかけゅうつくぇすぇ ょうしちうこかうくぇ くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ, けしけぉっくけ ゃ 

こさけういゃけょしすゃぇ し ゃいさうゃけけこぇしくう きぇすっさうぇかう, っ いぇょなかあうすっかくけ せしかけゃうっ いぇ ぉっい
けこぇしくぇ さぇぉけすぇ, くぇこけきくはす けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか”.
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ こけっ さぇいたけょうすっ こけ こけゅさっぉっくうっすけ くぇ ょなかゅけ

ゅけょうてくうは さぇぉけすくうお う こけょくっしっ しゃけうすっ しなぉけかっいくけゃぇくうは くぇ ぉかういおうすっ う おけかっ
ゅうすっ きせ.

                                                         ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╇い さ ぇ ぉ け す っ
くぇすぇ けさう

ゅうくぇかくぇ う 
たぇさぇおすっさくぇ きぇさ
すっくうちぇ, ういけぉさぇ
いはゃぇとぇ こぇすさけくぇ 
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”, けし
すぇゃぇ いぇ うしすけさうは
すぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁うしけおぇすぇ こけゃっ
つっ けす きっすなさ しすう
さけこけさけゃぇ そうゅせ
さぇ くぇ ╀せさぇすうくけ, 
けおうつっく し きぇさすっ
くうちう う ういさぇぉけ
すっく けす おけかっおすう
ゃぇ くぇ ょっすしおぇすぇ 
ゅさぇょうくぇ, ぉっ けす
かうつっくぇ し こさうい いぇ 
くぇえ-たぇさぇおすっさくぇ 
ゃっしっかぇ きぇさすっくう
ちぇ ゃ けぉはゃっくぇすぇ 
うくうちうぇすうゃぇ くぇ 
おぇぉっかくうは けこっ
さぇすけさ „╀う ╀う ]う 
╉っえぉなか” いぇ くぇえ-
ょなかゅぇ きぇさすっくう
ちぇ. 
╆ぇ すさせょぇ う 

しすぇさぇくうっすけ しう 
ぉせさぇすうくちう こけ
かせつうたぇ, けしゃっく 
こさういぇ, そうさきっくぇ 
しせゃっくうさくぇ ゃない

‶けあぇさくうおぇさはす けす ゃっょけきしすゃっくぇすぇ こさけすうゃけこけあぇさくぇ しかせあぉぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
[ぇかう ′っえつっゃ とっ っ ゅっさけえ くぇ すっかっゃういうけくくけすけ こさっょぇゃぇくっ  „╂さぇょ くぇ ぇく

ゅっかう”, おけっすけ とっ しっ ういかなつう こけ TV 7 くぇ 16-すう きぇさす /すぇいう くっょっかは/ けす 14 つぇしぇ. 
╄ょくけつぇしけゃけすけ こさっょぇゃぇ

くっ とっ さぇいおぇいゃぇ いぇ ゅっさけ
ういきぇ くぇ [ぇかう, こさけはゃっく 
こさっょう ぉかういけ 18 ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ しこぇしはゃぇ たさぇきけゃぇすぇ 
うおけくぇ くぇ しゃっすう ′うおけかぇえ 
』せょけすゃけさっち う こさぇゃけしかぇ
ゃっく おさなしす けす ういゅけさはかぇすぇ 
ょけ けしくけゃう ちなさおゃぇ „]ゃっすう 
′うおけかぇえ” ゃ すけゅぇゃぇてくけすけ 
きけさしおけ しっかちっ 』っさくけきけ
さっち.
╆ぇ ゅっさけういきぇ くぇ ぇさしっくぇか

しおうは けゅくっぉけさっち „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” さぇいおぇいぇ ゃ ぉさけは 
しう けす 17-すう はくせぇさう すぇいう 
ゅけょうくぇ /ぉさ. 71/.
╅うゃっっとうはす ゃ 』っさゅぇくけ

ゃけ ぇさしっくぇかっち こけこぇょぇ ゃ 
こけかっいさっくうっすけ くぇ けぉっおすう
ゃぇ, しかっょ おぇすけ しすぇすうはすぇ けす 
ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか” こけこぇょぇ う ゃ うくすっさくっす 
こさけしすさぇくしすゃけすけ. [ぇかう っ 
けすおさうす けす ぇゃすけさぇ くぇ こさっ
ょぇゃぇくっすけ ╇さうくぇ 〈っくつっゃぇ, 
おけはすけ こさぇとぇ しこっちうぇかっく 
っおうこ ょぇ いぇしくっきっ きうくう 

╉╊]《 』『╊ぅ】 〉╊¨′╇╊』【╊〉
¨′╇ぇ『ぃ¨【╊] ¨ 《ぅ╊ 》『《╇╊『[¨ 

 ╅『』╊〉╅]╊を ╇ „╈『╅╉ 〉╅ ╅〉╈╊]¨”

〈╅『【╊〉¨を╅【╅ 〉╅ ╆】『╅【¨〉を¨
《』【╅╇╅ ╇ ╈『╅╉』[╅【╅ ¨』【《『¨っ

』]╊╉ ¨〉を¨╉╊〉【╅: 

14 – 15 きぇさす

╁けっくっく おかせぉ, ╉ぇいぇくかなお - ╁すけさう ′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし いぇ いぇぉぇゃくぇ こっしっく 
„] こっしっく ょぇ ゃないさけょうき ょけぉさけすけ”

╁ うくうちうぇすうゃぇすぇ とっ しっ ゃおかのつぇす 63 うくょうゃうょせぇかくう ういこなかくうすっかう う 12 ゃけ
おぇかくう しなしすぇゃぇ. ╁ おけくおせさしぇ とっ せつぇしすゃぇす こさっょしすぇゃうすっかう けす ]かうゃっく, ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, ぅきぉけか, 』うさこぇく, 》うしぇさは, ╉ぇさかけゃけ, ]っゃかうっゃけ, ╉ぇいぇくかなお, ╉さなく う 
╉けこさうくおぇ. 

26.03.2014ゅ.

 つぇしぇ, いぇかぇ „╇くそけ ちっくすなさ” せか. „╇しおさぇ” 4, ╉ぇいぇくかなお
¨すおさうゃぇくっ くぇ ういかけあぉぇ し すゃけさぉう けす 7-きうは ′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし „ 』けゃっおなす 

ょけ きっく“, つぇしす けす すぇいゅけょうてくうすっ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう

╊》╋ „』せょけきうさ”, ╉ぇいぇくかなお - ╇いかけあぉぇ „╉さなゃすぇ ゃけょぇ くっ しすぇゃぇ“
]なょなさあぇ すゃけさぉう くぇ 』せょけきうさけゃう さけょしすゃっくうちう, つぇしす けす おけうすけ あうゃっはす ゃ 

つせあぉうくぇ.
╁おかのつっくう しぇ おぇさすうくう くぇ ╂っけさゅう ╂っつっゃ - ╊けくょけく, ‶っすなさ ╇かうくけゃ, ╇ゃけ [せ

しっゃ, ┿くすけくうは ╇かうくけゃぇ う ╊うかうは ╃うきうすさけゃぇ.

╇くそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ せか. „╇しおさぇ” 4, ╉ぇいぇくかなお 
„╅っくしおけすけ くぇつぇかけ” - ういかけあぉぇ くぇ あっくう-すゃけさちう 

》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
╇いかけあぉぇ  „╋ぇえしすけさう くぇ しなゃさっきっくくうは ぉなかゅぇさしおう ゅけぉかっく”

╁おかのつっくう しぇ こさけういゃっょっくうは くぇ ╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ, ╋ぇさうく ╁なさぉぇくけゃ, ╃う
きうすなさ ╋ったぇくょあうえしおう, ╄かうしぇゃっすぇ ╇おけくけこうしけゃぇ, ╈けしうそ ╈けしうそけゃ, ‶っすおけ 
‶っすおけゃ, ╄きうかうは ‶ぇくぇえけすけゃぇ, ┿すぇくぇしおぇ ╈けさょぇくけゃぇ, ╆ょさぇゃおけ ╋ぇゃさけょうっゃ, 
╁かぇょうきうさ ¨ゃつぇさけゃ う ょさ. ╄おしこけいうちうはすぇ とっ けしすぇくっ ょけ 4 ぇこさうか.

╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ” – ╉ぇいぇくかなお 
╇いかけあぉぇ „╇しすけさうつっしおうはす こなす くぇ けさなあうっすけ” 

そうかき いぇ [ぇかう う ゅけ こけおぇくう 
ょぇ ゅけしすせゃぇ くぇ あうゃけ すぇいう 

くっょっかは ゃ しすせょうけすけ ゃ ]けそうは. 
╁ おさぇは くぇ そっゃさせぇさう [ぇかう ょけきぇおうくしすゃぇ くぇ 4-つかっくくうは っおうこ くぇ TV 7. ]なぉう

さぇ ゃ ょけきぇ しう くぇ っょくぇ しけそさぇ くぇえ-ぉかういおうすっ しう, おぇくう う こさうはすっかう.
╁ さけかはすぇ くぇ こけさなつうすっか くぇ ぇくゅっかぇ くぇ [ぇかう しっ はゃはゃぇ さっょぇおすけさなす くぇ „〈さう

ぉせくぇ ┿さしっくぇか” ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ, おけはすけ っ う ぇゃすけさ くぇ きぇすっさうぇかぇ いぇ くっゅけ. 
¨しゃっく ゅけしすせゃぇくっすけ くぇ [ぇかう ゃ しすせょうけすけ, ゃ 60-きうくせすくけすけ こさっょぇゃぇくっ とっ 

せつぇしすゃぇす くぇ いぇこうし こさうはすっかう う しなさぇすくうちう くぇ [ぇかう, おけうすけ とっ ょけこなかくはす おぇさ
すうくぇすぇ くぇ くっゅけゃうは ゅっさけういなき う とっ こけきけゅくぇす  くぇ いさうすっかうすっ ょぇ しっ いぇこけいくぇはす 
けすぉかういけ し くっういゃっしすくうは しこぇしうすっか くぇ うおけくう, こさけつせか しっ しかっょ 18-ゅけょうてくけ 
いぇぉゃっくうっ. 
‶さっょぇゃぇくっすけ „╂さぇょ くぇ ぇくゅっかう” っ し けしくけゃくぇ おけくちっこちうは ょぇ さぇいおぇいゃぇ いぇ 

くっけぉうおくけゃっくうすっ しかせつおう う ゅっさけういきぇ くぇ けぉうおくけゃっくうすっ たけさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
おけうすけ こけ こさうくちうこ しぇ けすゃなょ くけゃうくうすっ.
╄おうこなす くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” しっ くぇょはゃぇ こけゃっつっ ぇさしっくぇかちう ょぇ こけょおさっこはす 

[ぇかう ゃ こなさゃぇすぇ  きせ ゃ あうゃけすぇ すゃ-ういはゃぇ くぇ あうゃけ. 
 〈ぇいう くっょっかは, 16-すう きぇさす, けす 14 つぇしぇ こけ TV 7 – „╂さぇょ くぇ ぇくゅっかう”. 

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

ゅかぇゃくうちぇ う きぇすっさうぇかう ゃ こけきけと くぇ こけ-くぇすぇすなてくうすっ うき いぇくうきぇくうは こけ すさせょ 
う すゃけさつっしすゃけ.
  ¨しゃっく きぇさすっくうちぇすぇ くぇ ょっちぇすぇ けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ, いぇ そけくょぇ 

くぇ けすょっか „╄すくけゅさぇそうは” ゃ ╇╋ „╇しおさぇ” けしすぇゃぇす う けしすぇくぇかうすっ, ういさぇぉけすっくう ゃ 
うくうちうぇすうゃぇすぇ きぇさすっくうちう けす  おけかっおすうゃうすっ くぇ ょさせゅう 13 ょっすしおう ゅさぇょうくう う 3 
ょっすしおう はしかう. 〈っ とっ ぉなょぇす こけおぇいぇくう ゃ しこっちうぇかくぇ っおしこけいうちうは ょけゅけょうくぇ, いぇ
っょくけ し きぇさすっくうちう けす 80-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお. 
 ╁ しこけさ いぇ くぇえ-ょなかゅぇ きぇさすっくうちぇ しっ ゃおかのつうたぇ う ょゃぇきぇ うくょうゃうょせぇかくう せつぇし

すくうちう – 5-ゅけょうてくぇすぇ 『ゃっすけきうさぇ ╇かけゃぇ けす ̈ ╃╆ „]くっあぇくおぇ” う 12- ゅけょうてくうはす 
╂っけさゅう 》さうしすけゃ けす ′╂‶╇╃ „┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ”.
 ╁しうつおう きぇさすっくうちう ぉはたぇ こけょさっょっくう ゃ うきこさけゃういうさぇくぇ ういかけあぉぇ 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. 

                                             „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
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》さけくうおぇすぇ こけょゅけすゃう
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ぶばがだぜごづだゑご ぢづんげぞごぴご 

2014 Ç.
╁  ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” いぇこけつくぇ けぉせつっくうっ こけ こさけっおす 

“]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 しなけすゃっすしすゃうっ し ういうしおゃぇくう
はすぇ くぇ すったくけかけゅうつくうは ぉさぇくて“. ‶さけっおすなす っ そうくぇくしうさぇく 
けす ╄ゃさけこっえしおうは しなのい う っ くぇ しすけえくけしす 131 たうか. かっゃぇ.
‶け こさけゅさぇきぇすぇ とっ ぉなょぇす けぉせつっくう 100 せつっくうちう けす 

ゅうきくぇいうはすぇ, おけうすけ ういせつぇゃぇす お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. 〉つっくうちうすっ けす 8-12 おかぇし とっ しっ けぉせつぇゃぇす いぇ 
さぇぉけすぇ し Windows Server, SQL Server, NET う Expression 
Studio.
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ っ っょくけ けす けょけぉさっくうすっ 35 せつう

かうとぇ ゃ しすさぇくぇすぇ くう, ぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす せつう

┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ くぇぉうさぇ しすさけうすっかくう さぇぉけすくうちう いぇ ゃさっ-
きっくくぇ いぇっすけしす ゃ ╇いさぇっか, しなゅかぇしくけ こけょこうしぇくぇすぇ しこけゅけょぉぇ きっあょせ ょゃっすっ こさぇ-

ゃうすっかしすゃぇ.
〈なさしはす しっ くぇてう さぇぉけすくうちう こけ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ し けこうしぇくう せしかけゃうは いぇ: おけそさぇあうしすう 

(うくょせしすさうぇかっく しすさけうすっかっく おけそさぇあ, ょなさゃっく おけそさぇあ), ぇさきぇすせさうしすう, けぉかうちけゃおう う 
くぇしすうかおう う きぇいぇつう. [ぇいつうすぇくっすけ くぇ しすさけうすっかくう こかぇくけゃっ っ いぇょなかあうすっかくけ いぇ そぇ-
はくしぇょあうう う きぇいぇつう.
╉ぇくょうょぇすうすっ すさはぉゃぇ ょぇ けすゅけゃぇさはす くぇ しかっょくうすっ ういうしおゃぇくうは: ょぇ しぇ ぉなかゅぇさしおう 

ゅさぇあょぇくう くぇ ゃないさぇしす 
きっあょせ 25 う 50 ゅけょう-
くう, ょぇ くっ しぇ さぇぉけすうかう 
ゃ ╇いさぇっか, ょぇ くはきぇす 
こなさゃぇ しすっこっく さけょくう-
くう, おけうすけ ょぇ さぇぉけすはす 
ゃ ╇いさぇっか (し ういおかのつっ-
くうっ くぇ ぉさぇすは う しっし-
すさう), ょぇ くっ しぇ けしなあ-
ょぇくう. ]さっょ ゃぇあくうすっ 
せしかけゃうは っ しなとけ すぇおぇ 
きっょうちうくしおう う そう-
いうつっしおう おぇくょうょぇすう-
すっ ょぇ しぇ こけょたけょはとう 
いぇ せしうかっくぇ さぇぉけすぇ 
ゃ しすさけうすっかくうは しっお-
すけさ こさう ういさぇっかしおうすっ 
おかうきぇすうつくう せしかけゃうは, 
ゃおかのつうすっかくけ う いぇ さぇ-
ぉけすぇ くぇ ゃうしけつうくう, ょぇ 
くっ しすさぇょぇす けす すせぉっさ-

おせかけいぇ, たっこぇすうす, しうそうかうし, ゅけくけさっは, ]‶╇′.
′けゃけすけ こさう おぇくょうょぇすしすゃぇくっすけ いぇ すっいう こさけそっしうう いぇ さぇぉけすぇ ゃ ╇いさぇっか っ けすこぇょぇくっ-

すけ くぇ  ういうしおゃぇくっすけ いぇ ょけおぇいゃぇくっ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっ う すさせょけゃ しすぇあ. ╁しうつおう おぇくょうょぇ-
すう とっ しっ はゃはす くぇ うくすっさゃの う こさぇおすうつっしおう ういこうす こけ いぇはゃっくうすっ けす すはた こさけそっしうう ゃ 
]けそうは こけ けこさっょっかっく ゅさぇそうお.
‶け ゃさっきっ くぇ ういこうすぇ おぇくょうょぇすうすっ とっ さぇいつうすぇす つっさすっあ う とっ ういこなかくはゃぇす いぇょぇつぇ 

いぇ 1 つぇし. ╋うくうきぇかくぇすぇ こさけゅくけいくぇ きっしっつくぇ いぇこかぇすぇ くぇ しすさけうすっかくうすっ さぇぉけすくうちう ゃ 
╇いさぇっか っ こさうぉかういうすっかくけ 1500 USD (1 とぇすしおう ょけかぇさ = 3.8 てっおっかぇ) いぇ 211 さぇぉけすくう 
つぇしぇ きっしっつくけ. ╆ぇ ゃしっおう つぇし ういゃなくさっょっく すさせょ しっ いぇこかぇとぇ ょけこなかくうすっかくけ.
╀なかゅぇさしおうすっ さぇぉけすくうちう すさはぉゃぇ ょぇ こけおさうはす さぇいたけょうすっ しう いぇ こけかっすうすっ ょけ う けす 

╇いさぇっか. 〈っ いぇこかぇとぇす う さぇいたけょうすっ いぇ きっょうちうくしおけ しゃうょっすっかしすゃけ, しゃうょっすっかしすゃけ いぇ 
しなょうきけしす, こさっゃっょっくう くぇ ぇくゅかうえしおう っいうお, すさぇくしこけさす ゃ ╀なかゅぇさうは こさう はゃはゃぇくっ くぇ 
ういこうす.
 ╅っかぇっとうすっ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす こけ すけゃぇ こさっょかけあっくうっ すさはぉゃぇ ょぇ こさっょしすぇゃはす ゃ 

きっしすくうすっ ぉのさぇ こけ すさせょぇ: いぇはゃかっくうっ こけ けぉさぇいっち, しゃうょっすっかしすゃけ いぇ しなょうきけしす いぇ さぇ-
ぉけすぇ ゃ つせあぉうくぇ, おけこうっ くぇ かうつくぇ おぇさすぇ. ╃けおせきっくすう しっ こさうっきぇす こけしすけはくくけ.
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ せしかけゃうはすぇ いぇ あうゃけす う さぇぉけすぇ ゃ ╇いさぇっか きけあっ ょぇ ぉなょっ 

くぇきっさっくぇ くぇ http://www.az.government.bg/IntCooperation/Spogodbi/Israel/
Narachnik.doc

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

30 ょっちぇ けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, きぇかけかっすくう う くっこなかくけかっすくう し さぇい-
かうつくう  こさけはゃう  くぇ ぇしけちうぇかくけ こけゃっょっくうっ, しぇ ぉうかう くぇ ゃくうきぇくうっすけ 
くぇ けぉとうくしおぇすぇ ╉けきうしうは いぇ ぉけさぉぇ し こさけすうゃけけぉとっしすゃっくうすっ こさけはゃう 
くぇ きぇかけかっすくう う くっこなかくけかっすくう. 〈っ しぇ ぉうかう けぉたゃぇくぇすう ゃ さぇいかうつくう 
うくそけさきぇちうけくくう 
おぇきこぇくうう, ゃ 2 
こさけゅさぇきう こさっい 
ういきうくぇかぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ 
はしくけ けす こさうっすうは 
くぇ こけしかっょくけすけ 
いぇしっょぇくうっ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しな-
ゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお 
けすつっす くぇ きっしす-
くぇすぇ おけきうしうは いぇ 
ぉけさぉぇ し こさけすう-
ゃけけぉとっしすゃっくうすっ  
こさけはゃう くぇ きぇかけ-
かっすくう う くっこなか-
くけかっすくう. 
6 しぇ ょっちぇすぇ, 

こけかせつうかう せしかけゃ-
くう こさうしなょう いぇ  
しゃけう こさけすうゃけけぉ-
とっしすゃっくう  こさけ-
はゃう, ょさせゅう 8 しぇ けしなょっくう くぇ こさけぉぇちうは, 2 しぇ ぉうかう くぇしすぇくっくう ゃなゃ 
ゃないこうすぇすっかくう うくすっさくぇすう. ╇くしこっおすけさうすっ けす おけきうしうはすぇ, しなゃきっしすくけ 
し さぇぉけすっとう ゃ けすょっかぇ いぇ いぇおさうかぇ くぇ ょっすっすけ う ょうさっおちうは „]けちうぇかくけ 
こけょこけきぇゅぇくっ”, しぇ おけくしすぇすうさぇかう 1 すさぇえくけ しおうすぇとけ ょっすっ, しすぇゃぇ はしくけ 
けす ぇくぇかういぇ.
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 11 けぉとっしすゃっくう ゃないこうすぇすっかう しぇ しっ ゅさうあう-

かう いぇ 41 ょっちぇ, くぇ おけうすけ しぇ こさうかぇゅぇくう さぇいかうつくう ゃないこうすぇすっかくう きっさ-
おう. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ  すけゃぇ 34 けす すっいう ょっちぇ くっ しぇ ういゃなさてゃぇかう くけゃう 
こさけすうゃけけぉとっしすゃっくう こさっしすなこかっくうは. ╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ けさゅぇくうすっ くぇ 
さっょぇ, しなゃきっしすくけ し うくしこっおすけさうすっ けす おけきうしうはすぇ, しぇ せしすぇくけゃうかう, つっ 
しかっょ こさっおさぇすはゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇすぇ  くぇ けぉとっしすゃっくうすっ ゃないこうすぇすっかう し 
すはた, 8 ょさせゅう くっこなかくけかっすくう しぇ ういゃなさてうかう けすくけゃけ さぇいかうつくう こさけすう-
ゃけけぉとっしすゃっくう  こさけはゃう. 
¨す ょっこけいうさぇくうは けすつっす ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ 

はしくけ, つっ  ゃ しさぇゃくっくうっ し 2012 ゅけょうくぇ, こさっい 2013 ゅけょうくぇ ょゃぇ こなすう 
っ くぇきぇかはか ぉさけはす くぇ ょっちぇすぇ し さっゅうしすさぇちうう いぇ さぇいかうつくう こさけすうゃけけぉ-
とっしすゃっくう こさけはゃう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
25 380 かっゃぇ っ ゅけょうてくうは ぉのょあっす くぇ おけきうしうはすぇ, おぇすけ  つぇしす けす すっいう 

こぇさう しぇ いぇ いぇこかぇとぇくっ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ ゃないこうすぇすっかう. 

                                      ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

 かっゃぇ ぉはたぇ しなぉさぇくう けす こさけょぇあぉぇ くぇ きぇさすっくうちう ゃ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇすぇ おぇきこぇ
くうは くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ しおぇせすうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは - さっゅうけく ╉ぇいぇくかなお, ゃ こけきけと くぇ 
2-ゅけょうてくぇすぇ  ぃかうは [ぇょせかけゃぇ けす ゅさ. ╉さなく. ╃っすっすけ しっ くせあょぇっ けす けこっさぇちうは くぇ けつうすっ.

〈さう おせおっさしおう ゅさせこう けす さぇえけくぇ しこっつっかうたぇ 
こさっしすうあくう くぇゅさぇょう  う こぇさうつくう ぉけくせしう くぇ 

さぇいかうつくう そけさせきう こさっい ういきうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ. 
╂させこぇ „]すぇさつけゃちう” けす  しっかけ ╂ぇぉぇさっゃけ, ‶ぇゃっか
ぉぇくしおけ, ゃいっ しこっちうぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ¨ぉかぇしす
くうは せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ くぇ 《っしすうゃぇかぇ 
くぇ きぇしおぇさぇょくうすっ うゅさう, こさけゃっょっく ゃ ゅさぇょぇ くぇ 
かうこうすっ. ╁ くっゅけ せつぇしすゃぇたぇ くぇょ 900 ょせてう けす 24 
きぇしおぇさぇょくう ゅさせこう けす ゃしうつおう ゅっけゅさぇそしおう けぉかぇ
しすう くぇ しすさぇくぇすぇ. ] くぇゅさぇょぇ いぇ おけしすのきぇ しう „╉ぇ
きうかぇ” けす ょさせゅ おせおっさしおう そっしすうゃぇか, こさけゃっょっく ゃ 
ぅきぉけか, しっ いぇゃなさくぇ う おせおっさしおぇすぇ ゅさせこぇ おなき ′』 
„╆けさぇ-1902” - しっかけ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ. ╁ しなとうは 
そっしすうゃぇか くぇゅさぇょぇ しこっつっかう う „╀ぇぉぇ ╃はょけ くけしう” 
くぇ おせおっさしおぇ ゅさせこぇ „]ぇたさぇくっ”. ╁なゃ そっしすうゃぇかぇ しっ 

╆ぇこけつくぇ いぇこうしゃぇくっすけ いぇ はゃはゃぇ
くっ くぇ きぇすせさう. ┿ぉうすせさうっくすうすっ 

すさはぉゃぇ ょぇ こけょぇょぇす いぇはゃかっくうは いぇ 
ょけこせしおぇくっ ょけ ょなさあぇゃくうすっ いさっ
かけしすくう ういこうすう くぇえ-おなしくけ ょけ 21 
きぇさす. 〈けゃぇ ゃぇあう いぇ ゃしうつおう ょゃぇ
くぇえしっすけおかぇしくうちう ゃ さっょけゃくぇ, いぇ
ょけつくぇ うかう しぇきけしすけはすっかくぇ そけさきぇ 
くぇ けぉせつっくうっ, おぇおすけ う いぇ きかぇょっ
あうすっ, おけうすけ くっ しぇ こけかけあうかう せし
こってくけ ういこうすうすっ ゃ きうくぇかう ゅけょうくう, 
せすけつくう くぇつぇかくうおなす 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 
╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ. ╆ぇはゃかっくうはすぇ しっ 
こけこなかゃぇす う こけょぇゃぇす ゃ せつうかうとぇすぇ, 
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. ╁ 
すはた 12-おかぇしくうちうすっ すさはぉゃぇ ょぇ こけしけつぇす あっかぇくうっすけ しう いぇ ょけこせしおぇくっ ょけ いぇょなかあうすっかくぇすぇ きぇすせ
さぇ こけ ぉなかゅぇさしおう っいうお う かうすっさぇすせさぇ くぇ 21 きぇえ う ゃうょぇ くぇ ゃすけさうは いぇょなかあうすっかっく ういこうす くぇ 23 
きぇえ. 〈さっすぇすぇ きぇすせさぇ, おけはすけ っ こけ あっかぇくうっ, とっ しっ こさけゃっょっ ゃ こっさうけょぇ 27 きぇえ - 5 のくう. 
〈っいう ういこうすう しぇ ゃぇあくう いぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすうすっ, いぇとけすけ こけつすう ゃしうつおう ゃせいけゃっ こさうっきぇす し 

けちっくおぇ けす いさっかけしすくうは ういこうす.
]かせあっぉくうすっ ぉっかっあおう いぇ ょけこせしおぇくっ ょけ きぇすせさうすっ とっ ぉなょぇす こけかせつっくう ょけ 20 きぇえ. ╇くそけさきぇ

ちうは いぇ こさういくぇゃぇくっ くぇ さっいせかすぇすうすっ けす いさっかけしすくうすっ ういこうすう ゃ 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 くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゃうしてう せつうかうとぇ こさっい 2014 ゅ. っ こせぉかうおせゃぇくぇ くぇ しぇえすぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけ
すけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ.

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しこっつっかう こさけっおす いぇ さっおけくしすさせおちうは くぇ ╋かぇょっあおうは ょけき こけ こさけゅさぇきぇ 
„╉さぇしうゃぇ ╀なかゅぇさうは“. 〈けえ っ くぇ しすけえくけしす 189 460 かゃ. 

╄かっおすさけくくぇ こけょこうしおぇ しさっとせ ういしうつぇくっすけ くぇ ょなさゃっ
すぇ ゃ さぇえけくぇ くぇ ゅさぇょ 【うこおぇ すっつっ ゃ けくかぇえく こさけし

すさぇくしすゃけすけ. ‶けょこうしう くぇ くっょけゃけかくう しっ しなぉうさぇす う くぇ 
さなおぇ ゃ ゅさぇょぇ. ╂くっゃなす くぇ てうこおぇかうう っ いぇさぇょう すけゃぇ, つっ 
そうさきぇ けす さぇえけくぇ っ こけかせつうかぇ こさぇゃけ ょぇ ういしっつっ 10% 
けす ぉけさけゃうすっ くぇしぇあょっくうは ゃ さぇえけくぇ, おけっすけ しこけさっょ 
こさけすっしすうさぇとうすっ „とっ ょけゃっょっ ょけ けとっ こぇょくぇかう ぉけさけゃう 
ょなさゃっすぇ う ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ ういかぇゅぇ 【うこおぇ けすくけゃけ くぇ 
さうしお けす っさけいうは う くぇゃけょくっくうは, いぇ おけうすけ こさっょう こけゃっつっ 
けす 100 ゅけょうくう しっ っ くぇかけあうかけ ょぇ すなさしうき こけきけと つぇお けす 
《さぇくちうは”.
╂くっゃなす くぇ きっしすくうすっ あうすっかう ういぉせたくぇ, しかっょ おぇすけ ぉはたぇ 

ういしっつっくう ゅけかはきぇ つぇしす けす ぉけさけゃうすっ くぇしぇあょっくうは  こけ 
す. くぇさ. ‶なすっおぇ くぇ いょさぇゃっすけ, きはしすけ, こさっょこけつうすぇくけ けす 
てうこおぇかうう う すったくうすっ ゅけしすう.
》けさぇすぇ すぇき こさけすっしすうさぇす しさっとせ いぇこけつくぇかけ きうくぇかうは きっしっち ういしうつぇくっ くぇ ょなさゃっすぇ ゃ さぇえけくぇ 

くぇ ]っかしおぇすぇ さっおぇ. ╅っかぇっとうすっ ょぇ こけょおさっこはす こけょこうしおぇすぇ きけゅぇす ょぇ ゅけ くぇこさぇゃはす くぇ しかっょくうは 
かうくお: https://secure.avaaz.org/en: /petition/Ministr_Predsedatel_R_BlgariyaPrime_Minister_
Bulgaria_Iziskvame_da_se_prekratyat_sechite_i_da_se_napravi_vzstanovyavashc/?alBiYdb
╋っあょせゃさっきっくくけ, ょけおぇすけ すっつっ こけょこうしおぇすぇ, けす [╇¨]╁ – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ういゃなさてうたぇ こさけゃっさおぇ 

くぇ すっさっく くぇ ぉぇいぇ こせぉかうおぇちうう ゃ きっょううすっ. ╉けくしすぇすぇちううすっ くっ っおけっおしこっさすうすっ しかっょ こさけゃっさおぇすぇ 
しぇ, つっ くっ っ くぇかうちっ くぇさせてっくうっ くぇ くけさきぇすうゃくぇすぇ せさっょぉぇ こけ けおけかくぇ しさっょぇ こさう こかぇくうさぇくっすけ 
う ういゃなさてゃぇくっすけ くぇ しっつすぇ. ′ぇしぇあょっくうはすぇ, おけうすけ しっ しっおぇす, けぉとけ 490 おせぉ き  ょなさゃっしうくぇ, くっ 
こけこぇょぇす ゃ ゅさぇくうちうすっ くぇ いぇとうすっくう いけくう けす „′ぇすせさぇ 2000” う くっ こさっょしすぇゃかはゃぇす いぇとうすっくう いぇ 
けこぇいゃぇくっ ゃうょけゃっ, しっ おぇいゃぇ けとっ ゃ しすぇくけゃうとっすけ くぇ [╇¨]╁ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.

′ぇ 5-すう きぇさす, ゃ けくいう けすさはいなお けす ]ぇすせさくけゃけ 
ぉっいゃさっきうっ, 50-すうくぇ ょくう こさっょう こけさっょくうは 

さけあょっく ょっく, くっくぇゃなさてうか 57 ゅけょうくう, ゃくっいぇこくけ 
おなき くっぉっすけ こけっ おぇいぇくかなておうはす こうしぇすっか う あせさくぇ-
かうしす ╁っしっかうく ]すけはくけゃ. 
╅うゃけすなす ゅけ けぉうつぇてっ, きぇおぇさ つっしすけ ょぇ きせ しっ せし-

きうたゃぇてっ いかけぉくけ. ╀ってっ, けぉぇつっ, けす けくっいう ういぉさぇくう-
ちう くぇ しなょぉぇすぇ, くっこけとぇょっくう けす すぇかぇくす う くっこけょきう-
くぇすう けす さぇいおなしゃぇとう かのぉけゃう - ゃしはおぇおゃう.
╆ぇすけゃぇ う こっさけすけ きせ こかのとってっ しゃうさっこけ うかう ゅぇかっ-

てっ くっあくけ. ′はきぇてっ しさっょくけ こけかけあっくうっ.
‶さうあうゃっ うくすっさゃのすぇすぇ し くっゅけ しう ぉはたぇ かうすっさぇすせ-

さっく あぇくさ, あうゃう ぉっしすしっかなさう, おけうすけ くうっ, „こぇくょっかう-
すっ“ けおけかけ くっゅけ, くっ けちっくはゃぇたきっ くうおけゅぇ くぇ きけきっくすぇ. 
┿ きくけゅけ こけ-おなしくけ, おぇすけ しっ くぇおなかぉうつおぇたきっ う くうっ ゃ 
しなとぇすぇ ぉけいぇ.
[ぇいゅけゃけさうすっ し くっゅけ ぉはたぇ せょけゃけかしすゃうっ いぇ ょせてぇすぇ, 

ぇ こさけそっしうけくぇかくうすっ しなゃっすう - ぉっいちっくくう せさけちう こけ 
うしすうくぇ, きなょさけしす, すぇかぇくす, ゅさぇあょぇくしすゃけ, かのぉけゃ おなき 
つけゃっおぇ. 
′ぇこけしかっょなお, けぉぇつっ, ういつっいくぇ けす ゅさぇょしおぇすぇ きぇ-

さぇくは. [はょおけ ゅけ いぇしうつぇた こけ せかうちうすっ, こけゃっつっすけ けす 
おけうすけ かのぉけゃくけ ぉっ こさうおなすぇか ゃ くはおけは けす 12-すっ しう 
おくうゅう.
╁はさゃぇたきっ, つっ こさけしすけ しう っ ういぉさぇか こけ-こさはおぇ せかうちぇ, 

いぇ くっゅけゃうすっ しう „くっとうちぇ“, おぇおすけ くぇさうつぇてっ せきうかう-
すっかくけ きぇかおうすっ くう つけゃっておう こけょさけぉくけしすう.
‶けしかっ けすゃっょくなあ くっぉっすけ ゅけ こけっ. ¨すおさぇょくぇ ゅけ けす 

あうゃけすぇ, おぇすけ しなく, いぇ くはおぇおゃう しう すぇき きうくせすおう. ┿ 
くうっ しっ のさくぇたきっ ょぇ しなぉうさぇきっ さぇいこうかっくう けしすぇすな-
ちう... くっゅけゃぇ ゃっょさうくぇ. 
╇ いぇとけすけ くうとけ ゃ あうゃけすぇ くう くっ っ しかせつぇえくけ, ゃっつっさ-

すぇ, ゃ おけはすけ すけえ ゃっつっ かっすってっ  おなき ′っぉっすけ いぇ „╆ぇぉ-
さぇゃっくぇすぇ しう せゅけゃけさおぇ し  ╀けゅぇ”, いぇ おけはすけ  すさなゅくぇ 
くっけつぇおゃぇくけ  う ぉっい ょぇ こさっょせこさっょう, ょけえょっ う 《っえし-
ぉせお - ゃおかのつゃぇくっすけ くぇ ┿くすけぇくっすぇ ′っちけゃぇ-╀っえき, 
しすぇさけいぇゅけさおぇ, けす 5 ゅけょうくう くぇきっさうかぇ しゃけっすけ きはしすけ 
ゃ あうゃけすぇ ゃ ′の ╀けしすなく, とぇすぇ ╋うつうゅぇく ゃ ]┿】. 〈けくう 
しっ しゃなさいぇ し きっく, こけすさっしっくぇ けす くけゃうくぇすぇ う けすおぇいゃぇ-
とぇ ょぇ こけゃはさゃぇ, つっ ぉぇえ ╁っし, おぇおすけ ゃ ゅうかょうはすぇ くぇさう-
つぇたきっ ╁っしっかうく ]すけはくけゃ, しう っ すさなゅくぇか けす あうゃけすぇ.  
〈けくう, おぇおすけ は くぇさうつぇたきっ ゃ  こなさゃぇすぇ さっょぇおちうは 

くぇ おぇいぇくかなておうは ゃっしすくうお „╃けかうくぇ”, あうゃっっ けす こっす 
ゅけょうくう けすゃなょ ¨おっぇくぇ. ′はきぇき う うょっは おぇおゃけ すけつ-
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くけ さぇぉけすう ゃ きけきっくすぇ, くけ こけしかっょくけすけ いぇ いっき-
くうは こなす くぇ ╁っしおけ うくすっさゃの とってっ ょぇ っ くっえくうはす 
ぇきっさうおぇくしおう こさけとなこせかくうお ゃ あせさくぇかうしすうおぇ-
すぇ いぇ けくかぇえく ういょぇくうっすけ くぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ ]うぇ-
すなか う けおけかくけしすうすっ  „╀なかゅぇさうすっ ゃ ╃っすさけえうす” - 
bulgariansindetroit.com . 
╇いょぇくうっすけ っ ょっかけ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ っきうゅさぇくすう 

╃ぇくうっかぇ う ╁っかっしかぇゃ   ′ぇつっゃう う っ しないょぇょっくけ 
こさっい 2006-すぇ. ╃ぇくうっかぇ っ けしくけゃくうはす あせさくぇかうしす 
う さっょぇおすけさ くぇ ゃっしすくうおぇ, ぇ しなこさせゅなす え ╁っかっ-
しかぇゃ しっ いぇくうきぇゃぇ し せっぉ う ゅさぇそうつくうは ょういぇえく. 
„╀なかゅぇさうすっ ゃ ╃っすさけえす“ しなとっしすゃせゃぇ ぉかぇゅけょぇさっ-
くうっ くぇ すけゃぇ しっきっえしすゃけ, おけっすけ ゅけ こけょょなさあぇ し 
っょくぇ っょうくしすゃっくぇ ちっか - いぇこぇいゃぇくっ う こけゃょうゅぇくっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうは ょせた しさっょ っきうゅさぇくすうすっ. [ぇいこさけし-
すさぇくはゃぇ しっ ゃ pdf そけさきぇす つさっい うきっえか う しっ おぇつゃぇ 
くぇ しぇえすぇ, けすおなょっすけ ゃしっおう きけあっ ょぇ しう ゅけ けすゃけさう 
う こさけつっすっ.
〈けくう ′っちけゃぇ-╀っえき しなとけ っ  けす おけかけくおぇすぇ くぇ 

„ょさせゅぇさつっすぇすぇ“, 
ょっかうかう しなしっょくう 
さっょぇおちうう し ╁っ-
しっかうく ]すけはくけゃ ゃ 
ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ 
こさけたけあょぇてっ くけ-
ゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
あせさくぇかうしすうおぇ う 
おけゅぇすけ くうっ, „こぇく-
ょっかうすっ” ゃ くっは, 
うきぇたきっ くせあょぇ けす 
ょけぉさう せつうすっかう う 
くぇしすぇゃくうちう.
╇くすっさゃのすけ くぇ 

〈けくう っ くぇこさぇゃっくけ 
しぇきけ 3 ょくう, ゃ くっ-
ょっかは, 2-さう きぇさす, 
こさっょう こうしぇすっかはす 

ょぇ しう すさなゅくっ けす あうゃけすぇ う すさはぉゃぇてっ ょぇ しっ こせぉ-
かうおせゃぇ ゃ ]┿】 ゃ ょっくは, ゃ おけえすけ しっ しぉけゅせゃぇたきっ 
し くっゅけ. 
╇くすっさゃの, ゃ おけっすけ, こけ うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ, ╁っ-

しおけ ]すけはくけゃ しはおぇて しっ しぉけゅせゃぇ し くぇし. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

In memoriam

╁ういうすおぇ:

‶うしぇすっかはす ╁っしっかうく ]すけはくけゃ
[けょっく くぇ 13 ぇこさうか 1957 ゅ. ゃ ゅさ. 

╉ぇいぇくかなお.
╆ぇゃなさてうか っ ‶かけゃょうゃしおうは せくう-

ゃっさしうすっす „‶ぇうしうえ 》うかっくょぇさしおう“, 
しこっちうぇかくけしす „╀なかゅぇさしおう っいうお う 
かうすっさぇすせさぇ“. [ぇぉけすう ゅけょうくう くぇ-
さっょ おぇすけ おけさっしこけくょっくす くぇ ゃ. „24 
つぇしぇ“ ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ.
┿ゃすけさ っ くぇ しぉけさくうちうすっ し さぇいおぇいう: „【かぇゅっさう“ , 

„╁っつっさは し ┿くゅっかう“, „]ぇくすうきっくすぇかくぇ おぇすけ こせきぇ“ う 
しぉけさくうちうすっ し っしっすぇ „╀っかうすっ こけかっすぇ くぇ しこけきっくぇ“ , 
„╆ぇぉさぇゃっくぇすぇ せゅけゃけさおぇ し ╀けゅぇ“. ‶うっしぇすぇ きせ „╊のぉけゃ, 
]なくうとぇ, ╃せきう う... ょさせゅう ういけぉさぇあっくうは くぇ ]きなさすすぇ“ 
こっつっかう ╁すけさぇ くぇゅさぇょぇ くぇ おけくおせさしぇ „′けゃぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
ょさぇきぇすせさゅうは“ . ]ちっくぇさうしす くぇ ょけおせきっくすぇかくうすっ そうか-
きう いぇ 』せょけきうさ: „‶けしかっょくうはす 』せょけきうさ“ う „]なょぉぇ ょけ 
しなょぉぇ“ . ‶けかせつぇゃぇ ]こっちうぇかくぇ くぇゅさぇょぇ いぇ こさけいぇ いぇ 
くけゃっかぇすぇ „╉なしくぇ きっかぇくたけかうは“ くぇ ′ぇちうけくぇかっく しすせ-
ょっくすしおう おけくおせさし , くぇゅさぇょぇ いぇ しちっくぇさうえ いぇ おなしけきっ-
すさぇあっく そうかき „╀っい ょけおぇつっくうっ“ , しこっちうぇかくぇ くぇゅさぇょぇ 
いぇ さぇいおぇい ゃ おけくおせさし くぇ しこ. „┿さきっえしおぇ きかぇょっあ“ , くぇ-
ゅさぇょぇ いぇ さぇいおぇいぇ „′ぇきうゅぇとぇ はこけくおぇ“ くぇ 《けくょぇちうは 
„』せょけきうさ“ , くぇゅさぇょぇ いぇ さぇいおぇいぇ „‶なすはす おなき ╋けしせか“ 
ゃ おけくおせさしぇ „‶さうしすうゅくぇ つけゃっお...“ (LiterNet, 2003). 
‶うっしぇすぇ きせ „╊のぉけゃ, ]なくうとぇ, ╃せきう う ...ょさせゅう うい-
けぉさぇあっくうは くぇ ]きなさすすぇ“ こっつっかう ╁すけさぇ くぇゅさぇょぇ くぇ 
おけくおせさしぇ „′けゃぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょさぇきぇすせさゅうは“, ぇ こうっしぇ-
すぇ „╋けょっかなす う くっゅけゃうはす 》せょけあくうお“ - こけけとさっくうっ . 
╉くうゅぇすぇ きせ „╆ぇぉさぇゃっくぇすぇ せゅけゃけさおぇ し ╀けゅぇ“ っ けすかう-
つっくぇ し こさっきうは けす 《けくょぇちうは „』せょけきうさ“. ╆ぇ こうっしぇすぇ 
しう „╇しすうくしおぇすぇ うしすけさうは くぇ ╋けくぇ ╊ういぇ“ こけかせつぇゃぇ 
ゅけょうてくぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ]╀‶ いぇ 2007, ぇ いぇ さけきぇくぇ 
„┿せすけこしうは くぇ すはかけすけ“ (こせぉかうおせゃぇく くぇ きぇおっょけくしおう 
う くぇ しさなぉしおう) しすぇゃぇ くけしうすっか くぇ ゅけょうてくぇすぇ くぇゅさぇょぇ 
くぇ ]╀‶ いぇ 2008 ゅ.
』かっく くぇ ]なのいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こうしぇすっかう.
 ╀うか っ けぉとうくしおう しなゃっすくうお う っょうく けす さっゃくけしすくうすっ 

こけょょさなあくうちう くぇ そけくょぇちうは „』せょけきうさ”.

¨せてかちうま つ ╇かつかしけせ 』てそみせそう せあ つてち. 7

かうとぇすぇ しぇ 3. ‶さけっおすなす しっ さっぇかういうさぇ ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ し ╋ぇえおさけしけそす, おぇすけ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
しけそすせっさくぇ そうさきぇ とっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ せつっくうちうすっ ょぇ こけかせつぇす ぉっいこかぇすくけ しっさすうそうおぇすう 
いぇ こさうょけぉうすうすっ しう せきっくうは. ‶け こさけっおすぇ っ さぇいおさうす う くけゃ おけきこのすなさっく おぇぉうくっす.

ゃおかのつうたぇ くぇょ 3 000 せつぇしすくうちう けす 48 きぇしおぇさぇょくう ゅさせこう けす しすさぇくぇすぇ う つせあぉうくぇ. ¨しゃっく ぉなか
ゅぇさしおけすけ こさっょしすぇゃはくっ, ゃ しなぉうすうっすけ せつぇしすゃぇたぇ けとっ そけかおかけさくう しなしすぇゃう けす ]なさぉうは, 〈せさちうは, 
[せしうは う ╂なさちうは.

╀うかっすう いぇ しこっおすぇおかうすっ しっ こさけょぇゃぇす ゃ
╇くそけさきぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ せか. „╇しおさぇ“ わ4 
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[けょうすっかうすっ しぇ ぇさしっくぇかちう ょけ 
きけいなおぇ くぇ おけしすうすっ. ╆ぇこかっかう  
ぇさしっくぇかしおぇすぇ しう ゃさないおぇ けとっ 
ゃ せつうかうとっすけ くぇ ╆ぇゃけょ 10, ぉな
ょっとうはす くぇつぇかくうお ¨〈╉, ╆ぇゃけょ 
7 – ╉けゃぇつくぇすぇ, ちった 120 -  ╃う
きうすなさ ╃うきうすさけゃ,  う すったくけかけゅなす 
„〈けつくけ かっっくっ“ – ]すっそおぇ ╂っけさ
ゅうっゃぇ, くっ こさっおなしゃぇす くうておぇすぇ 
し けさなあっえくうちぇすぇ ょけ しぇきう こっく
しうは. 39 ゅけょうくう けす しなゃきっしすくうは 
あうゃけす しなこさせゅなす こけしゃっとぇゃぇ う 
くぇ  „┿さしっくぇか“, しなこさせゅぇすぇ -  し 
こっす ゅけょうくう こけ-きぇかおけ. ╃うきう
すなさ しすうゅぇ ょけ てっそしおけすけ きはしすけ 
けす さぇぉけすくうお こさっい くぇつぇかくうお-
しきはくぇ う くぇつぇかくうお-ちった. ]すっ
そおぇ うきぇ けこうす う ゃ 》うきうつっしおぇすぇ 
かぇぉけさぇすけさうは. „╁うくぇゅう う しぇきけ 
ゃ „┿さしっくぇか“. 〈ぇき う しぇきけ すぇき!“ 
– すぇえくぇすぇ そけさきせかぇ くぇ ょけきぇて
くけすけ とぇしすうっ ╅けさけ ┿すぇくぇしけゃ っ 
さぇいつっか けすょぇゃくぇ. ′っゅけゃぇすぇ かうつ
くぇ そけさきせかぇ っ ょさせゅぇ. ‶け-しかけあ
くぇ. ‶けしすけはくくぇすぇ ゃっかうつうくぇ, 
ういゃぇょっくぇ こさっょ しおけぉう, けぉぇつっ, っ 
しなとぇすぇ: ′ぇつぇかけすけ ゃ せつうかうとっ
すけ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, おなょっすけ 
ぉなょっとうはす ぇおすぬけさ, すゃ-ゃけょっと う 
てけせ-きっく けすうゃぇ ょぇ おぇさぇ 〉‶╉... 
〈ぇいう いぇぉさぇゃっくぇ ぇぉさっゃうぇすせさぇ 
きぇさおうさぇてっ くぇ ゃさっきっすけ こなさゃうは 
ゅうきくぇいうぇかっく けこうす ょぇ こけかせつうて 
こさけそっしうは, いぇっょくけ し ょうこかけきぇ
すぇ いぇ しさっょくけ.  ╇きっくくけ, こけおさぇえ 
〉‶╉, しうくなす いぇ こさなゃ こなす ゃうあょぇ 
おなょっ さぇぉけすはす きぇきぇ う すぇすっ.

╅けさけ っ てけおうさぇく けす
きぇとぇぉうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ 

¨ゅさけきくぇすぇ きぇてうくぇ „╃っきぇお“, 
ゅけかっきうはす 10-20-すけくっく つせお, いぇ
ゅけすけゃおうすっ いぇ けさなあうっ... ]っゅぇ 
けぉさぇいうすっ ういこかせゃぇす くはおぇお くっし
ゃなさいぇくけ いぇっょくけ し そさぇゅきっくすう 
けす ょさせゅう しこけきっくう: “╉さぇえ ぉぇとぇ 
きう さぇぉけすったぇ きくけゅけ あっくう, おさぇえ 
きぇえおぇ きう – きくけゅけ きなあっ...“. 
„╁おなとう ゃうくぇゅう しっ っ ゅけゃけさっ

かけ いぇ さぇぉけすぇすぇ, くけ ぉっい くうとけ 
おけくおさっすくけ. ╉ぇお かう くっ しきっ こう
すぇかう し ぉさぇす きう おぇおゃけ すけつくけ しっ 
こさぇゃう, くけ けすゅけゃけさなす ゃうくぇゅう ぉっ 
っょうく う しなと: „╁けっくくぇ すぇえくぇ!“, 
しこけきくは しう ╅けさけ. ╇ くうおけゅぇ くっ 
さぇいぉさぇか おぇおゃけ こさぇゃはす きぇえおぇ う 
すぇすおけ ゃ いぇゃけょぇ. ′け いくぇっか, つっ 
っ けすゅけゃけさくけ. ¨すゅけゃけさくけしすすぇ 
くぇ さけょうすっかうすっ おなき さぇぉけすぇすぇ う 
ょくっし ゅけ さっしこっおすうさぇ: „╇ ょゃぇきぇ
すぇ ぉはたぇ きくけゅけ, きくけゅけ  せゃぇあぇ
ゃぇくう おぇすけ しこっちうぇかうしすう, こさけ
そっしうけくぇかうしすう たけさぇ...“. ╅けさけ 
せゃぇあぇゃぇ ういぉけさぇ くぇ ]すっそおぇ う 
╃うきうすなさ ょぇ しかっょゃぇす うょっうすっ 
くぇ きかぇょけしすすぇ しう ょけおさぇえ: „′っ 
ゃうあょぇき くうとけ かけてけ ゃ すけゃぇ. 
╅うゃっかう しぇ しう あうゃけすぇ し うょっう
すっ, ういあうゃっかう しぇ ゅけ し すっいう うょっう. 
╇ しっゅぇ くっ うしおぇす ょぇ しっ けすおなしくぇす 
けす すけゃぇ, つっ すけゅぇゃぇ うき っ ぉうかけ 
ょけぉさっ“, すぇおぇ けす こけいうちうはすぇ くぇ 
ゃさっきっすけ こぇさすうえくけすけ つかっくしすゃけ 
くぇ ょゃぇきぇすぇ いぇ しうくぇ うき  ういゅかっあ
ょぇ っしすっしすゃっくけ ゃ ょせたぇ くぇ けくっいう 
ゅけょうくう.
╉ぇおすけ っしすっしすゃっくけ いぇ しうくけゃっすっ 

ぉうかけ ゃしはおぇ しなぉけすぇ う くっょっかは ょぇ 
こけっきぇす くぇくはおなょっ し きぇきぇ う すぇすっ: 
〈のかぉっすけ, ]すけかっすけゃ, ╀せいかせょあぇ, 
【うこおぇ... “′っ しきっ せしっとぇかう ょぇ 
うきぇ そうくぇくしけゃう いぇすさせょくっくうは, 
しなせきはゃぇたぇ ょぇ くう けしうゅせさはす くけさ
きぇかっく あうゃけす, ゃけょうたぇ くう ょけさう 
ゃ つせあぉうくぇ. ╇きぇかけ っ あっかぇくうっ う 
ゃないきけあくけしすう“, ゃさなとぇ かっくすぇすぇ 
╅けさけ  ゃ おぇょさう けす ゃこっつぇすかっくうは 
いぇ ╂っさきぇくうは う ]なゃっすしおうは しなのい. 
╁ ょっすしおうすっ しこけきっくう しっ さけはす 
けとっ こさうはすっかう う こさうはすっかおう, 
さぇいたけょおう, しぉうさおう... “]すさぇたけ

„╁さないおぇすぇ し さけょうすっかうすっ きう ゃうくぇゅう っ ぉうかぇ きくけゅけ しうかくぇ, きくけゅけ うしすうくしおぇ! ╁う
くぇゅう しぇ きっ こけょおさっこはかう ゃなゃ ゃしうつおけ, おけっすけ しなき うしおぇか ょぇ こさぇゃは.  〉 ょけきぇ きぇおしう
きぇすぇ  „╋せいうおぇくす おなとぇ くっ たさぇくう“ くうおけゅぇ くっ っ ぉうかぇ こさぇゃうかけ...“. 
╄ょうく しうく ょなさあう ょぇ しこけょっかう すけゃぇ くっこさっきっくくけ. ‶さぇゃう ゅけ しこけくすぇくくけ う し くっ
こけょこさぇゃっくぇ けすおさけゃっくけしす. [ぇいこけいくぇゃぇき うしおさっくけしすすぇ ゃっょくぇゅぇ う ぉっい くうおぇおゃう 
しなきくっくうは,  ゃなこさっおう  ゅけかっきうは ぇおすぬけさしおうは けこうす くぇ ╅けさけ ┿すぇくぇしけゃ, おけえすけ ぉう 
きけゅなか ょぇ ういうゅさぇっ ゃしはおぇ あうすっえしおぇ しうすせぇちうは. ╁ しかせつぇは, おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
しっきっえしすゃけすけ くぇ ╃うきうすなさ ╃うきうすさけゃ う ]すっそおぇ ╂っけさゅうっゃぇ, しうくなす ╂っけさゅう くっ しう う 
こけきうしかは ょぇ うゅさぇっ さけかう. ‶なお う くはきぇ いぇ おぇおゃけ. ╇きぇか っ さぇょけしすすぇ ょぇ さぇしすっ ゃ けぉうつ 
う し こけょおさっこぇ, いぇ おけはすけ おぇいゃぇ: “╋けうすっ さけょうすっかう しなせきはゃぇたぇ ょぇ けしうゅせさはす くぇ きっく 
う ぉさぇす きう くぇえ-たせぉぇゃけすけ ょっすしすゃけ“.

すっく あうゃけす っ ぉうかけ!“.   

〈さなこおぇすぇ いぇ しちっくぇすぇ 
うょゃぇ けす きぇきぇ ]すっそおぇ 

〈は こっっ ゃ っょくぇ けす ぇさしっくぇか
しおうすっ しぇきけょっえくう そけさきぇ
ちうう. ╉けゅぇすけ せしっとぇ せ しうく
つっすけ しゃけはすぇ ょぇさぉぇ, ]すっそおぇ 
ゃけょう ╅けさけ ゃ つうすぇかうとっ 
„╇しおさぇ“.  ╁はさくけ っ, つっ きぇきぇ 
っ しなせつっくうつおぇ し うきっくうすぇすぇ 

ょうさうゅっくすおぇ ‶っすは ‶ぇゃかけ
ゃうつ. ′け あっかぇくうっすけ しう っ 
くぇ ょっしっすゅけょうてくけすけ たかぇこっ: 
“′っ いくぇき けすおなょっ ぉはた つせか, 
つっ うきぇ たけさ ゃ つうすぇかうとっ

すけ...“. ‶ぇゃかけゃうつ ゅけ こさうっ
きぇ.
„╇しおぇて かう ゃ ╋せいうおぇかくうは 

すっぇすなさ?“, こけきくう ぇおすぬけさなす 
こうすぇくっすけ くぇ きぇきぇ, しかっょ 
おけっすけ うょゃぇ こさけしかせてゃぇ
くっすけ う こけしかっ こさうっきなす ゃ  
しなしすぇゃぇ くぇ ╃っすしおうは きせいう
おぇかっく すっぇすなさ. 》けさなす う すっぇ
すなさなす くっ きせ しすうゅぇす う ╅けさけ 
しっ ゃおかのつゃぇ せしこけさっょくけ う ゃ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ╀ぇつせさけゃ 
いぇ たせょけあっしすゃっくけ しかけゃけ. 
╀ぇつせさけゃ っ う つけゃっおなす, おけえ
すけ こけ-おなしくけ ゅけ こけょゅけすゃは いぇ 
╁╇〈╇╆, しかっょ おぇすけ きかぇょけ
おなす つせゃぇ かうつくけ けす ┿くょさっえ 
』ぇこさぇいけゃ: “╅けさけ!!! 〈さはぉ
ゃぇ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇて!“ 
』ぇこさぇいけゃ ゅけ ゃうょはか くぇ しちっ
くぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ 
つっしすけ うょゃぇかう しすけかうつくう 
ぇおすぬけさう う さっあうしぬけさう ょぇ 
こけきぇゅぇす くぇ しぇきけょっえくうは 
すっぇすなさ, こさけつせか しっ おぇすけ 
っょうくしすゃっく かのぉうすっかしおう すっ
ぇすなさ せ くぇし, くぇえ-ぉかういおけ ょけ 
こさけそっしうけくぇかくうすっ すさせこう. 
╇いこうすうすっ いぇ ┿おぇょっきうはすぇ 
ゃなさゃはす ょけぉさっ. ′け くっ ょけ
おさぇえ. ] ╉ぇぉぇおつうっゃ ゃ あせ
さうすけ, ╅けさけ „せゃうしゃぇ“ こさう 
こけしかっょくうは すせさ: くぇ ゃなこさけ

しぇ おけえ っ ╂っけさゅう ┿すぇくぇしけゃ, 
くぇてっくっちなす - しなうきっくくうお くぇ 
きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっかは, し 
くっしおさうすけ しぇきけつせゃしすゃうっ, うい
さなしゃぇ: “┿い!“ ╁ けくけゃぇ ゃさっきっ 
こけょけぉくぇ ょなさいけしす くっ しっ こさけ
とぇゃぇ う ╅けさけ っ ぇせす. 
╆ぇ ょぇ ぉなょっ ぉかういけ ょけ うし

すうくしおうは すっぇすさぇかっく あうゃけす, 
きけきつっすけ けす ╉ぇいぇくかなお けしすぇゃぇ 
ゃ ]けそうは し „けこさぇゃょぇくうっすけ“ 
– しかっょゃぇくっ ゃ 〈っかっゅさぇそけ-

こけとっくしおうは: „′うとけ くっ こけき
くは おぇおゃけ しなき せつうか. ..?!“. ′け 
╅けさけ ょけぉさっ こけきくう さぇぉけすぇ
すぇ ゃ しちっくうつくうすっ しすせょっくすしおう 
そけさきぇちうう, おけうすけ さなおけゃけょう 

う おけうすけ こけつゃぇす ょぇ こっつっかはす 
くぇゅさぇょう... ] すけは すっぇすさぇかっく 
ぇゃすけさうすっす ういこうすうすっ しっ ょぇゃぇす 
かっしくけ, てっゅせゃぇ しっ しっゅぇ ╅けさけ. 
] ょさせゅう ょせきう:

╋っつすぇすぇ: 〈っぇすなさ けしすぇゃぇ!

╅けさけ は こさっしかっょゃぇ う こさっい 
けゅさぇょうすっ くぇ おぇいぇさきぇすぇ. ′け 
いぇ さってうすっかくうは ういこうすっく 
きぇくて くっ きせ ょぇゃぇす けすこせしお う 
ゃさぇすうすっ くぇ 〈っぇすさぇかくぇすぇ ぇおぇ
ょっきうは けすくけゃけ しぇ いぇすゃけさっくう 
いぇ くっゅけ... ¨ぉぇつっ つけゃっおなす くっ 
しっ けすおぇいゃぇ! ′っ しっ けすおぇいゃぇす 
ゃ こけょおさっこぇすぇ しう いぇ しうくぇ う 
さけょうすっかうすっ ╃うきうすなさ う ]すっ
そおぇ: „╁しはつっしおう すけかっさうさぇたぇ 
あっかぇくうっすけ きう ょぇ しすぇくぇ こさけ
そっしうけくぇかっく ぇおすぬけさ“. 〈ぇおぇ 
っ ょけさう, おけゅぇすけ ╅けさけ ゃっつっ っ 
ゃなゃ ╁╇〈╇╆ う けすしおけさけ – しっ
きっっく う し くっゃさなしすっく しうく,  しっ 
くぇかぇゅぇ ょぇ こさっおなしくっ しかっょ
ゃぇくっすけ ゃ すっあおぇすぇ ╊せおぇくけゃぇ 
いうきぇ, いぇ ょぇ ういょなさあぇ しっきっえ
しすゃけすけ しう. ╁ ゅけくうすぉぇすぇ くぇ 
きっつすうすっ しう ╅けさけ こさっきうくぇゃぇ 
こさっい おぇおゃけ かう くっ: さぇぉけすぇすぇ 
おぇすけ ゃけえくうお ゃ こっさくうておぇすぇ 
きっすぇかせさゅうは; きぇゅぇいうくっさ いぇょ 
とぇくょぇ いぇ ぉうさぇ う きっしけ いぇ しけ

そうえしおうすっ ぇさぇぉう; こさけょぇゃぇつ 
くぇ ぇかおけたけか う ぉっいぇかおけたけかくう ゃ 
„╃なさゃっくうちぇ“; ゃうおぇつ くぇ ゅぇさぇ
すぇ いぇ „╅っくぇすぇ ょくっし“... ╉ぇすけ 
ぇゃすっくすうつっく ゅっさけえ けす さけきぇくう
すっ くぇ ╀せおけゃしおう, こさっい けこぇしくけ
しすうすっ くぇ せかうちぇすぇ すけえ すうつぇ うい 
あうゃけすぇ しう おなき けくけゃぇ, おけっすけ 
うしすうくしおう とっ ゅけ ゃなけょせてっゃは
ゃぇ. ′っとぇすぇ こけつゃぇす ょぇ しっ こけ
かせつぇゃぇす.
]すぇさすなす っ ゃ おかぇしぇ くぇ こさけそ. 

′ぇょっあょぇ ]っえおけゃぇ, おなょっすけ 
けすうゃぇ, しかっょ おぇすけ ゃ すさっすけすけ 
おぇくょうょぇすしすゃぇくっ あせさうすけ きせ 
ょぇゃぇ こさぇゃけ ょぇ ういぉうさぇ: ょさぇ
きぇすうつっく ぇおすぬけさ うかう おせおかう. 

]かっょ こさっおなしゃぇくっすけ ゅけ こけっ
きぇす こさけそ. ┿すぇくぇし ┿すぇくぇしけゃ 
う ╄かっくぇ ╀ぇっゃぇ. ╇ょゃぇす しさっ
とうすっ し かうつくけしすう おぇすけ ╁うけ
かっすぇ ╂うくょっゃぇ, こさけそ. ╄くつけ 
》ぇかぇつっゃ, おけえすけ ゅけ うしおぇ いぇ 
ぇしうしすっくす, ╁っしけ ╉ぇかぇくけゃしおう, 
╁ぇしうか ‶けこけゃ... ╁さっきっくぇすぇ くぇ 
さけっくっすけ くぇ つぇしすくう すっぇすさう ょぇ
ゃぇす ゃないきけあくけしすう, くけ ╂けかはきぇ
すぇ ゃないきけあくけしす いぇ ╅けさけ ┿すぇ
くぇしけゃ っ せしこってくけすけ せつぇしすうっ ゃ 
„‶けしかっょくぇ つぇておぇ“ くぇ あうゃうは 
おかぇしうお  》ぇさけかょ ‶うくすなさ, いぇ
っょくけ し ╋ぇかうく ╉さなしすっゃ. 

╅けさけ うゅさぇっ こさっょ
ゅけかっきうは ‶うくすなさ!

╁っょくぇゅぇ ╋ぇさゅぇさうす ╋うくおけゃ 
ゅけ おぇくう ゃ „]なかいぇ う しきはた“, くけ 
╅けさけ けすうゃぇ ゃ きけさしおぇすぇ しすけ
かうちぇ: けそっさすぇすぇ くぇ ょうさっおすけさぇ 
くぇ ╁ぇさくっくしおうは すっぇすなさ ╉けしすぇ
ょうく ╀ぇくょせすけゃ っ くっせしすけうきぇ. 
〈せお 18 ゅけょうくう ╅けさけ ┿すぇくぇ
しけゃ っ ゃ しすうたうはすぇ しう: 7 しっいけ
くぇ ゃ すっぇすなさぇ – さけかう ゃ こけしすぇ
くけゃおう いぇ ゃないさぇしすくう う ょっちぇ, 
ょっしっすおう しけぉしすゃっくう さぇょうけ- う 
すっかっゃういうけくくう こさけっおすう, かの
ぉうき ゃけょっと けす っそうさぇ, すなさしっく 
あせさくぇかうしす ゃ さぇいしかっょゃぇくうは

すぇ こけ こさけぉかっきうすっ くぇ ょっくは; 
はさなお てけせきっく ゃ くぇえ-しすうかくうすっ 
こぇさすうすぇ くぇ きけさしおうは っかうす... 
╇しすうくぇすぇ っ, つっ ょくっし ゃなゃ ╁ぇ
さくぇ, おなょっすけ あうゃっっ ょけ こさっょう 
ょゃっ ゅけょうくう, ╅けさけ ┿すぇくぇしけゃ っ 
こけゃっつっ こけいくぇす, けすおけかおけすけ ゃ 
さけょくうは ╉ぇいぇくかなお. 
]けぉしすゃっくうすっ こさっょぇゃぇくうは 

„╋せたぇ ゃ ぇえさぇくぇ“/いぇ きぇかおけ
すけ – せあ,  ょさぇいくっとけ けす ょっくは, 
おけっすけ けぉぇつっ きけあっ ょぇ しなしうこっ 
ゅけかっきうすっ うしすうくしおう くっとぇ/ う 
„〈っかっそけくうしうきけ“, こさっい おけっすけ 
ゃけょっとうはす しさっとぇ くっこけいくぇすう ゃ 
っそうさぇ くぇ [ぇょうけ „┿すかぇくすうお“, 
しすぇゃぇす たうす. ╅けさけ しすぇゃぇ ちぇさ う 
くぇ しせすさってくうすっ ぉかけおけゃっ. ╉け
ゅぇすけ うょゃぇ さっょ くぇ すっかっゃういう
はすぇ, すっぇすなさなす けすこぇょぇ けす くぇ
こさっゅくぇすうは ょっかくうお くぇ ╅けさけ. 
]おけさけ しっ きっしすう ゃ ╋SAT, しすぇさ
すうさぇ ゃなゃ „╁ぇさくぇ 〈╁“, おなょっすけ 
くっゅけゃけすけ „〈さぇそうお“ けすうゃぇ ゃ 
くぇちうけくぇかっく っそうさ. ‶さぇゃうか っ 
ょけさう おせかうくぇさくけ こさっょぇゃぇくっ 
„╋ぇくょあけさくけ“... ╂かぇしなす きせ 
けきぇえゃぇ しかせてぇすっかうすっ くぇ „FM 
+“ う „[うくゅ +“, ょなさあう ぉせょ
くう ゃぇさくっくちう ゃ くけとくうは ぉかけお 
くぇ  ╀′[... ′け ╅けさけ さぇいぉうさぇ 
ゅけかはきぇすぇ しうかぇ くぇ きっょううすっ 
くぇえ-ゃっつっ し ゃしっおうょくっゃくう
すっ ういょぇくうは „‶け ょっえしすゃうすっ
かっく しかせつぇえ“ くぇ 〈╁ „』っさくけ 
きけさっ“, おなょっすけ こさっい ゃかぇしすすぇ 
くぇ っそうさぇ っあっょくっゃくけ さってぇ
ゃぇ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ し 
ゃしっゃないきけあくう ょなさあぇゃくう う 
けぉとうくしおう うくしすうすせちうう: “╋っ
ょうはすぇ けすゃぇさは ゃしうつおう ゃさぇすう 
う さってぇゃぇ こさけぉかっきう!“. ′け いぇ 
せしこってくうは すっかっゃういうけくっさ けとっ 
こけ-たせぉぇゃけ っ, つっ しっ こけおぇいゃぇ 
う ょけぉさけすけ けす あうゃけすぇ. ╁ っそう
さぇ くぇ ╁ぇさくぇ すけえ くっ おさうっ, つっ 
っ うきぇか こなかくぇすぇ しゃけぉけょぇ ょぇ 
こさぇゃう けくけゃぇ, おけっすけ しぇき こさっ
ちっくう. 
╋ぇえおぇ う すぇすおけ くっ しこうさぇす ょぇ 

しっ さぇょゃぇす. 〈っ うょゃぇす ゃなゃ ╁ぇさくぇ 
いぇ ぉさけっくう ょくう う ゅかっょぇす っょくけ 
しかっょ ょさせゅけ ゃしうつおうすっ こさっょ
しすぇゃかっくうは くぇ しうくぇ; しかせてぇす 
さぇょうけ, ゅかっょぇす すっかっゃういうは...; 
こけきぇゅぇす ゃ けすゅかっあょぇくっすけ くぇ 
ゃくせおぇ ┿かっおしぇくょなさ-╋うたぇうか. 
╃うきうすなさ う ]すっそおぇ けぉぇつっ しぇ 
くぇえ-とぇしすかうゃう ょぇ こけしさっとくぇす 
╅けさけ けすくけゃけ せ ょけきぇ ゃっょくぇゅぇ 
いぇょ なゅなかぇ くぇ ゅけかっきうは きせ あう
すっえしおう いぇゃけえ:

╁さなとぇくっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお

╂けょうくぇ う こけかけゃうくぇ こけ-おなし
くけ, し こさういくぇくうっすけ, つっ ′っゃっ
くぇ, しっゅぇてくぇすぇ きせ しなこさせゅぇ, ゅけ 
„こけょせつうかぇ“ いぇ こさうぉうさぇくっすけ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, くぇこせお くぇ せしこって
くぇすぇ おぇさうっさぇ くぇ ょゃぇきぇすぇ ゃ 
きけさしおぇすぇ すっかっゃういうは, ╅けさけ 
しっ けおぇいゃぇ, ゃきっしすけ ゃ っこうちっく
すなさぇ くぇ さっゅうけくぇかくうは っそうさ 
う てけせ-ぉういくっし, ゃ けおけすけ くぇ 
ぉせさはすぇ ゃ けぉとうくしおうは すっぇすなさ 
„╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“. ‶けは
ゃうか しっ しかせつぇえくけ ゃ しすうたうはすぇ 
くぇ しおぇくょぇか ゃ きっしすくぇすぇ すさせこぇ, 
╅けさけ ゃっょくぇゅぇ しっ けおぇいゃぇ っょくけ 
けす しこけかせつかうゃうすっ さってっくうは ゃ 
くぇかけあうかぇすぇ しっ こけょきはくぇ くぇ 
ぇおすぬけさしおうは しなしすぇゃ. ‶なさゃけ 
こけ-こかぇたけ ゃ „╋っあょせ ょゃぇ しすけ
かぇ“ う ゃしっ こけ-しうゅせさくけ ゃ しかっょ
ゃぇとうすっ  しこっおすぇおかう, しっゅぇ ┿すぇ
くぇしけゃ っ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ゃしっおう 
くけゃ すっぇすさぇかっく こさけっおす すせお.

- ╁っしおけ, さぇいおぇあう くう いぇ 
こけしかっょくぇすぇ しう おくうゅぇ.
- ‶けしかっょくぇすぇ きう ういょぇょっくぇ 

おくうゅぇ しっ くぇさうつぇ „]っょっき こう-
っしう おなき っょうく さっおゃうっき“ う っ 
っょうく けこうす ょぇ くぇょくうおくぇ ゃ しゃっ-
すぇ くぇ いくぇきっくうすうは ぉなかゅぇさしおう 
こうぇくうしす ╁ぇしうか ╂っくけゃ. 〈けいう 
ういおかのつうすっかっく きかぇょ つけゃっお, いぇ 
しなあぇかっくうっ, くぇ 13 ぇこさうか 2007 
ゅけょうくぇ こけかせつぇゃぇ うくしせかす う 
ょゃっ しっょきうちう こけ-おなしくけ こけつうゃぇ 
ゃ ╋っょうちうくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ 
╊うっあ, おなょっすけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
ういくっしっ ゅけかはき おけくちっさす くぇ 4 
きぇえ. ╆ぇこけいくぇた しっ し きぇえおぇ きせ, 
っょくぇ しなとけ ぉっかっあうすぇ こうぇくうしす-
おぇ, う くはおぇお さぇいぉさぇた, つっ とっ 
くぇこうてぇ すぇいう おくうゅぇ. ╁ あうゃけすぇ 
くぇ ╁ぇしおけ うきぇてっ くっとけ ょなかぉけおけ 
しうきゃけかうつくけ し きっく. ╃っくはす くぇ 
くっゅけゃぇすぇ すさぇゅっょうは, 13 ぇこさうか, 
ゃしなとくけしす っ きけはす さけあょっく ょっく. 
‶けしかっ ゃ ょくうすっ, おけゅぇすけ こうしぇた 
いぇ すぇいう おくうゅぇ, せしっとぇた きくけゅけ 
ぉかういおう いぇ きっく くっとぇ, しはおぇて 
こけいくぇゃぇた ╁ぇしおけ う ぉはたきっ こさう-
はすっかう. 〈けゃぇ ぉってっ おくうゅぇ, けしけ-
ぉっくぇ う さぇいかうつくぇ, おくうゅぇ, おけはすけ 
ういかういぇてっ けす きせいうおぇすぇ くぇ ╁ぇ-
しおけ. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ ぉかういけ 
ゅけょうくぇ ぇい しかせてぇた くっゅけゃう うい-
こなかくっくうは くぇ ょうしおけゃっすっ, おけうすけ 
きう こけょぇさう きぇえおぇ きせ. ¨しゃっく 
ゃしうつおう すっいう くっとぇ, おけうすけ ゅけ 
ういょうゅぇす くぇ こうっょっしすぇか, こさっい 
1995/96 ゅけょうくぇ ╁ぇしうか ╂っくけゃ 
いぇゃなさてゃぇ ╉さぇかしおぇすぇ おけくしっさ-
ゃぇすけさうは ゃ ╀さのおしっか う こけかせつぇゃぇ 
しすっこっく „╊うしぇくしうっ こけ ういおせしすゃぇ-
すぇ“. ]なとぇすぇ ゅけょうくぇ こけかせつぇ-
ゃぇ う くぇゅさぇょぇすぇ „╂さぇく こさう“ くぇ 
╉けくしっさゃぇすけさうはすぇ. ‶さっい 2000 
ゅけょうくぇ っ こけおぇくっく いぇ こさっこけ-
ょぇゃぇすっか ゃ ╉さぇかしおぇすぇ おけくしっさ-
ゃぇすけさうは ゃ ╊うっあ. ‶さっい 2002 
ゅけょうくぇ しすぇゃぇ う こさっこけょぇゃぇすっか 
ゃ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ きせいうおぇかくぇ 
ぇおぇょっきうは ゃ ╊のおしっきぉせさゅ. 
‶さっい すっいう ゅけょうくう すけえ しないょぇゃぇ 

ういおかのつうすっかくけ てうさけお おさなゅ けす 
いぇこけいくぇくしすゃぇ, ゃ おけえすけ ゃかういぇす 
きせいうおぇくすう, かっおぇさう, ぇょゃけおぇすう 
う そうくぇくしうしすう, おぇおすけ う ょさせゅう 
ういゃっしすくう たけさぇ ゃ ╀っかゅうは う こけ 
しゃっすぇ. ‶さっい そっゃさせぇさう 2007 ゅ. 
っ こけおぇくっく ょぇ しゃうさう ゃ ╊のおしっき-
ぉせさゅ こけ しかせつぇえ こさうっきぇくっすけ くぇ 
╀なかゅぇさうは ゃ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい. 
〈せお とっ しこけきっくぇ くっとけ うくすっさっし-
くけ: ゃ くぇつぇかけすけ すけえ けすおぇいゃぇ こけ-
おぇくぇすぇ, いぇとけすけ っ っょうくしすゃっくう-
はす すゃけさっち けす ╀なかゅぇさうは. ╁ぇしおけ 
╂っくけゃ しっ しなゅかぇしはゃぇ っょゃぇ, おけ-
ゅぇすけ ゃ おけくちっさすぇ しぇ ゃおかのつっくう 
う ょさせゅう ぉなかゅぇさしおう きせいうおぇくすう 
こけ くっゅけゃ ういぉけさ. ╄すけ っょうく つけ-
ゃっお, おけえすけ きっ ゃこっつぇすかう. ╁ おくう-
ゅぇすぇ ゃおかのつうた くはおけかおけ っしっすぇ 
いぇ くっゅけ う しぇきけすけ おさっしつっくょけ 
くぇ すゃけさつっしすゃけすけ, くっいぇゃうしうきけ 
ょぇかう しゃうさうて うかう さうしせゃぇて. 
〈ったくうすっ いぇゅかぇゃうは しぇ: „[ってっ-
すなつくぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ╅うゃけ-
すぇ“; „╃せっくょっすけ くぇ ╆ゃっいょけぉさけ-
っちぇ“; „╋うしなかすぇ くぇ いゃせちうすっ うかう 
いゃせちうすっ くぇ きうしなかすぇ“, „]っょっきすっ 
けしきう けす ぇえしぉっさゅぇ くぇ すぇかぇくすぇ“; 
„...′うっ しきっ っょくけゃさっきっくくけ かな-
ゃなす う ぇくすうかけこぇすぇ...“; „╃っすしおぇ-
すぇ うしおさっくけしす くぇ こさうくちぇ くぇ きせ-
いうおぇすぇ“; „』けゃっおなす くっ っ ̈ しすさけゃ, 
ゃなすさっ ゃ しっぉっ しう いぇすゃけさっく“. ╇ 
しっゅぇ ういこうすゃぇき ういおかのつうすっかくけ 
せょけゃけかしすゃうっ, おけゅぇすけ しう しこけき-
くはき いぇ さぇぉけすぇすぇ こけ すぇいう おくうゅぇ. 
′け, ゃしなとくけしす, うしすうくしおう こけ-
しかっょくけすけ, おけっすけ しなき くぇこうしぇか, 
っ っょくぇ こうっしぇ こけ さぇいおぇいう くぇ 
』せょけきうさ, おけはすけ しっ くぇさうつぇ „╀っい 
ょけおぇつっくうっ, きけかは...“ う しっ うゅさぇっ 
けす ╃〈 „╂っけ ╋うかっゃ“ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ こけゃっつっ けす 50 こなすう いぇ っょくぇ 

ゅけょうくぇ ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ.

- ¨こうてう せしっとぇくっすけ ょぇ しう 
しなゃさっきっくっく ぉなかゅぇさしおう こう-
しぇすっか.
- 』っしすくけ おぇいぇくけ, きぇかおけ きう っ 

すさせょくけ ょぇ けこうてぇ おぇおゃけ っ ょぇ しう 
こうしぇすっか. 』っしすけ しなき おぇいゃぇか, つっ 
こうしぇすっかうすっ しぇ さぇいおぇいゃぇつう くぇ 
こさうおぇいおう. 』うすぇすっかうすっ しう けし-
すぇゃぇす ょっちぇ, とけき しっ いぇたゃぇとぇす 
し すけゃぇ いぇくうきぇくうっ - ょぇ つっすぇす 
おくうゅう. ¨しけぉっくけ こさう ょくってくけすけ 
くぇてっしすゃうっ くぇ っかっおすさけくうおぇ-
すぇ. ′け ゃ つっすっくっすけ くぇ おくうゅうすっ 
うきぇ くはおぇおゃけ すぇえくしすゃけ, くはおぇ-
おなゃ いぇゅけゃけさ きっあょせ こうしぇすっかは 
う さぇいおぇいゃぇつぇ. ╇きぇ くはおぇおゃけ 
ょけゃっさうっ きっあょせ ょゃぇきぇすぇ, いぇ-
とけすけ っょうくうはす とっ すう さぇいおぇいゃぇ 
こさうおぇいおぇ, ぇ ょさせゅうはす とっ は けちっ-
くは. ╇, くぇょはゃぇき しっ, つっしすくけ. ╁ 
すけゃぇ うきぇ ういゃっしすっく いぇゅけゃけさ - う 
ょゃぇきぇすぇ ぉはゅぇす けす けぉとっしすゃけすけ 
う こけすなゃぇす ゃ っょくぇ うしすけさうは, いぇ 
ょぇ きけゅぇす こけしかっ, いぇょ ゅなさぉぇ くぇ 
しなとけすけ すけゃぇ ゃぇあくけ けぉとっしすゃけ, 
し くぇょせすう ぉせいう ょぇ しう くぇきうゅぇす 
うかう すぇくぇくうおぇす. 〈けっしす, すっ しぇ 
こぇいうすっかう くぇ しなおさけゃっくぇ すぇえくぇ, 
おけはすけ しぇきけ すっ しう いくぇはす. 〈けゃぇ っ, 

しこけさっょ きっく, せしっとぇくっすけ ょぇ しう 
こうしぇすっか!
╉けかおけすけ ょけ ぉなかゅぇさしおうは こうしぇ-

すっか, いぇとけすけ ゃ すけゃぇ しっ しなしすけう 
ゃなこさけしなす すう, くっとぇすぇ しぇ ょけしすぇ 
すさせょくう, おぇおすけ っ すさせょくけ ちはかけ-
すけ くう けぉとっしすゃけ. ┿い しぇきうはす くっ 
ゃはさゃぇき ゃ きぇくすさぇすぇ „ぉなかゅぇさしおう 
こうしぇすっか“. ╀なかゅぇさしおうはす こうしぇ-
すっか いぇゅせぉう しゃけっすけ ょけしすけえく-
しすゃけ, いぇょ ゅなさぉぇ きせ きぇたぇす し 
こっすすっ こさなしすぇ くぇ さなおぇすぇ しう う し 
くぇきうゅぇくっ けぉはしくはゃぇす - こうしぇすっか 
つけゃっお. ╆ぇ ょぇ ういょぇょって おくうゅぇ, 
すさはぉゃぇ ょぇ しなぉっさって こぇさう, いぇ 
ょぇ こかぇすうて くぇ ういょぇすっかしすゃけ-
すけ, おけっすけ すう ういょぇゃぇ おくうゅぇすぇ 
う は さぇいこさけしすさぇくはゃぇ, くけ くっ すう 
こかぇとぇ くうすけ しすけすうくおぇ たけくけ-
さぇさ. ╃けぉさっ っ, つっ ういょぇすっかしすゃけ-
すけ, し おけっすけ ぇい さぇぉけすは (╇╉ „╆. 
]すけはくけゃ“) けす ゃさっきっ くぇ ゃさっきっ 
きう ょぇゃぇ こけ くはおけえ たけくけさぇさ, くけ 
すけゃぇ しぇ こぇさう, おけうすけ ょぇ きっ しこぇ-
しはす けす きういっさうはすぇ くぇ っあっょくっ-
ゃうっすけ, けすおけかおけすけ ょぇ しっ こけしゃっ-
すは くぇ すぇいう しう ょっえくけしす う ょぇ しっ 
たさぇくは けす くっは.
′け ゃしっ こぇお ょぇ ぉなょって さぇいおぇい-

ゃぇつ くぇ こさうおぇいおう っ くっいっきくけ 
せしっとぇくっ...

- ╉けゅぇすけ こうてって, くっしなきくっ-

くけ ゃかぇゅぇて う ゃょなたくけゃっくうっ, 
う すさせょ - おけっ こさっけぉかぇょぇゃぇ 
こさう すっぉ?
- ╃ぇ しう こさういくぇは, ぇい しなき きぇかおけ 

きなさいっかうゃ こうしぇすっか. ╆ぇ すさう ょっ-
しっすうかっすうは うきぇき しぇきけ 12 おくう-
ゅう. ′け ゃなこさけしなす すう っ あっしすけお う 
すさはぉゃぇ ょぇ しう けすゅけゃけさは, いぇさぇ-
ょう すっぉ, けすおさけゃっくけ! ╁しなとくけしす 
うしおぇき ょぇ こうてぇ おくうゅう, おけうすけ 
くっ こさうかうつぇす くぇ ょさせゅうすっ. ]の-
あっすなす, ゅっさけうすっ う ゃしうつおけ けくけ-
ゃぇ, おけっすけ しないょぇゃぇ っょくぇ おくうゅぇ, 
ょくっし っ ょけぉさっ こけいくぇすけ. 》けさぇすぇ 
うきぇす てうさけお ょけしすなこ ょけ かうすっ-
さぇすせさぇ いぇ すけゃぇ おぇお しっ こうてっ 
かうすっさぇすせさぇ. ╇ けす すぇき くっとぇすぇ 
おぇすけ つっ かう しすぇゃぇす かっしくう. ╁いっ-
きぇて ょゃっ-すさう たせぉぇゃうちう, けきっし-
ゃぇて ゅう ゃ かのぉけゃっく すさうなゅなかくうお 
し けとっ ょゃぇきぇ ぉけゅぇすう ぉぇさけゃちう, 
うきぇ くはおぇおゃけ くぇしかっょしすゃけ, こけ-
はゃはゃぇ しっ ゃくっいぇこくけ せぉうっち う 
すぇおぇ くぇすぇすなお... ゃうあ こけさっょくうは 
しっさうぇか. 〈けゃぇ っ かっしくけすけ くぇ すっ-
かっゃういうはすぇ, つっ きくけゅけ-きくけゅけ くっ 
こけょぉうさぇ. ]ぇきけ ょっすけ すう くっ こう-
てって いぇ すっかっゃういうはすぇ. ╇ おうくけ-
すけ. 〈う こうてって, いぇ ょぇ さぇいおぇあって 
こさうおぇいおぇ. ′ぇ つけゃっお, おけえすけ 
ゃっょくなあ すう っ こけゃはさゃぇか. ╇ すは 

すさはぉゃぇ ょぇ っ くけゃぇ, うくすっさっしくぇ, 
つせょぇすぇ, いぇ ょぇ しっ いぇこけきくう... う 
すせお ゃっつっ うょゃぇす すさせょくけしすうすっ. 
╆ぇすけゃぇ きう っ こけ-かっしくけ ょぇ けぉはし-
くはゃぇき す. く. こぇせいう ゃ こうしぇくっすけ し 
すゃけさつっしおう きなさいっか. ′け うしすうくぇ-
すぇ っ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ すなさしうて ぇゃ-
すっくすうつくけすけ ゃ あうゃけすぇ. 〈けゅぇゃぇ 
くはきぇ くぇつうく ょぇ くっ しっ こけかせつう.

- ╉けう しぇ すっきうすっ, おけうすけ 
すっ ゃなかくせゃぇす くぇえ-きくけゅけ う 
いぇとけ?
- ╊のぉけゃすぇ, っしすっしすゃっくけ, いぇ-

とけすけ う ょけ ょくっし, くぇ 56 ゅけょうくう, 
ゃしっ けとっ くっ きう っ はしくけ いぇとけ しっ 
さぇあょぇ う ういつっいゃぇ. ╉ぇお けいぇさは-
ゃぇ つけゃっお けすゃなすさっ う ゅけ おぇさぇ ょぇ 
ぉなょっ ょけぉなさ う とぇしすかうゃ うかう おぇお 
ゅけ おぇさぇ ょぇ あうゃっっ し さなあょはしぇかけ 
しなさちっ. ]かっょ あうゃけすぇ かのぉけゃすぇ 
っ くぇえ-ゃっかうおぇすぇ いぇゅぇょおぇ. [ぇい-
ぉうさぇ しっ, ゃなかくせゃぇす きっ すっきう, ゃ 
おけうすけ たけさぇすぇ あうゃっはす きういっさ-
くけ うかう こなお ゃ けたけかしすゃけ う おぇお 
うょっはすぇ いぇ しきなさすすぇ, せぉうえしすゃけ-
すけ うかう いぇゅなさぉゃぇくっすけ くぇ しゃっすぇ 
こけくうおゃぇ おぇすけ こかっゃっか ゃ ょせてう-
すっ うき.

- ╉けは けす すゃけうすっ しけぉしすゃっくう 
すゃけさぉう すう っ かのぉうきぇ?
- [けきぇくなす „╋けょっかなす う くっ-

ゅけゃうはす 》せょけあくうお“. 〈せお ゅけ 

おぇいゃぇき し ういゃっしすくぇ せこかぇたぇ ょぇ 
くっ ぉう ょさせゅうすっ きう おくうゅう ょぇ 
しっ けぉうょはす, いぇとけすけ おくうゅぇすぇ っ 
あうゃけ しなとっしすゃけ. ]なとけ おぇすけ 
こうしきけすけ, おけっすけ ういこさぇとぇきっ ょけ 
しおなこ いぇ くぇし つけゃっお. ′け とっ しう 
こさういくぇは, つっ „╋けょっかなす“... きう 
っ しおなこ う こけ かうつくう こさうつうくう う 
たけさぇ, いぇ あぇかけしす ょぇかっつ けす きっく. 
‶さうはすっかう, たけさぇ, こさっこけょぇゃぇすっ-
かう ゃ せくうゃっさしうすっすう う す. く. きっ 
せぉっあょぇゃぇす, つっ „┿せすけこしうは くぇ 
〈はかけすけ“ っ こけ-いくぇつうきぇ, ぇい しう 
たぇさっしゃぇき „╋けょっかなす...“ ┿い しう 
いくぇき いぇとけ...

- ╉けう しぇ かのぉうきうすっ すう こう-
しぇすっかう う おくうゅう?
- ╁ さぇいかうつくうすっ ゅけょうくう けす-

おさうゃぇた さぇいかうつくう ぇゃすけさう, くけ 
ゃ くぇつぇかけすけ, おけゅぇすけ しっ けすなさ-
ゃぇた けす いぇょなかあうすっかくうすっ かう-
しすけゃっ いぇ つっすっくっ こさっい かはすけすけ, 
しっ たゃぇくぇた し 》っきうくゅせっえ. 〈けえ 
きう たぇさっしゃぇてっ しなし しゃけぉけょぇすぇ, 
おけはすけ ういかなつゃぇてっ, ゃけえくうすっ 
おけうすけ ゃけょってっ う あっくうすっ, おけうすけ 
ちっかせゃぇてっ. 〈ぇおぇ こけ こなすっつおぇすぇ 
けすおさうた 《うすちあっさぇかょ, ]ぇさけはく, 
╃あけく 』うえゃなさ, ]すぇえくぉっお う ゃな-
けぉとっ けくぇいう こさっおさぇしくぇ こかっはょぇ 

ぇきっさうおぇくちう, おけうすけ ういゃっょくなあ 
しすぇくぇたぇ けしくけゃぇすぇ くぇ ょけぉさぇすぇ 
かうすっさぇすせさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは.
]かっょ すはた, けぉぇつっ, こけこぇょくぇた 

くぇ ╂ぇぉさうっか ╂ぇさしうは ╋ぇさおっし う 
すけ くぇ くぇえ-こさっおさぇしくぇすぇ おくうゅぇ: 
„]すけ ゅけょうくう しぇきけすぇ“. ]かっょ くっは 
くうとけ ゃっつっ くっ ぉってっ しなとけすけ. 
╉ぇすけ ぉっしっく しっ いぇさぇゃはた ゃ けし-
すぇくぇかうすっ くっゅけゃう おくうゅう, こけしかっ 
う ゃ おくうゅうすっ くぇ ょさせゅうすっ かぇすう-
くけぇきっさうおぇくちう おぇすけ ╉けさすぇしぇさ, 
しかっこうは おぇすけ ¨きうさ, ╀けさたっし う 
こさけつうっ こうしぇすっかう けす すぇいう つぇしす 
くぇ しゃっすぇ. 

- ╇きぇ かう すっきぇ, こけ おけはすけ すう 
しっ っ うしおぇかけ ょぇ こうてって, くけ 
くっ しう せしこはか ょけしっゅぇ?
- ¨, うきぇ きくけゅけ すっきう, くけ ぇい しっ 

けこうすゃぇき ょぇ くぇきっさは さぇいおけてくぇ-
すぇ さけおかは いぇ すはたくぇすぇ しなとくけしす. 
′っ うしおぇき すっきぇすぇ ょぇ ういかういぇ ゃ 
っゃすうくぇ さけおかうつおぇ, すけゃぇ っ あぇか-
おけ う しなかいかうゃけ ういょぇくうっ, おけっすけ 
さぇいくう ょぇきう つっすぇす, しぇきけ う しぇきけ 
ょぇ きうくぇゃぇ ゃさっきっすけ. ┿ ゃさっきっすけ 
う ぉっい すけゃぇ しう きうくぇゃぇ - いぇさぇょう 
すけゃぇ くっ うしおぇき ょぇ ゅけ こさけこせし-
おぇき. ‶けしかっ しすぇゃぇ きくけゅけ おなしくけ! 
‶なお しう うきぇき う ょっゃうい: „‶さぇゃう 
おぇおゃけすけ すさはぉゃぇ, こなお ょぇ しすぇゃぇ 
おぇおゃけすけ とっ!“
- ╉ぇおゃけ ょぇ けつぇおゃぇきっ ゃ 

ぉかういおけ ぉなょっとっ けす すっぉ?
- [ぇぉけすは ゃなさたせ っょうく さけきぇく, 

おけえすけ しっ くぇさうつぇ „‶けゅかっょ けす 
ゃっさぇくょぇすぇ“. ╉けえ いくぇっ いぇとけ 
こけしすぇゃうた くぇ すぇいう おくうゅぇ こけょ-
いぇゅかぇゃうっ: „╉ぇこさうつけし“. ╁ くっは 
とっ しっ けこうすぇき ょぇ さぇいおぇあぇ いぇ 
ょくってくけすけ ゃさっきっ, いぇ ゃしうつおうすっ 
たぇかのちうくぇちうう くぇ 》》 う こなさゃうすっ 
ょゃっ ょっしっすうかっすうは くぇ 》》┶ ゃっお ゃ 
くぇてっすけ こっつぇかくけ ¨すっつっしすゃけ.

- 〈ゃけっすけ こけしかぇくうっ おなき 
ぉなかゅぇさしおうすっ っきうゅさぇくすう?
- 】っ さぇいおぇあぇ っょくぇ うしすけさうは. 

╋けはす ょはょけ ╅っかの, いぇっょくけ し 
ぉさぇす しう ‶っすなさ, せつぇしすゃぇかう ゃ 
こさっゃいっきぇくっすけ くぇ ¨ょさうくしおぇすぇ 
おさっこけしす, ゃ さっょうちうすっ くぇ しかぇゃ-
くうは 23 ‶ったけすっく 【うこつっくしおう 
こけかお. ╃ぇあっ ょゃぇきぇすぇ ぉさぇすは 
ういくっしかう くぇ さなちっ かぇそっすぇ くぇ 
おさせこけゃしおけすけ けさなょうっ くぇ っょくぇ 
けす しすっくうすっ くぇ おさっこけしすすぇ. ]かっょ 
おけっすけ いぇこけつくぇか けゅなく こけ いぇ-
とうすくうちうすっ くぇ しなとぇすぇ すぇいう 
おさっこけしす, くぇさうつぇくぇ けす っゃさけ-
こっえしおうすっ ゃけっくくう しこっちうぇかうしすう 
くっこさっゃいっきぇっきぇ.
]かっょ おぇすけ しっ せゃけかくうかう けす 

こけかおぇ, ょゃぇきぇすぇ ぉさぇすは こけっかう 
いぇ ┿きっさうおぇ. ╆ぇとけすけ ゅっさけう-ゅっ-
さけう, ぇきぇ くはきぇす くうゃうちう. 』っしすけ 
ゅかっょぇき っょくぇ しすぇさぇ こけあなかすはかぇ 
しくうきおぇ: ょゃぇきぇすぇ ぉさぇすは こけ-
おさぇえ っょうく „《けさょ“, ぇきぇ うくぇ-
つっ すけかおけゃぇ きぇかおう, しうゅせさくけ, 
いぇ ょぇ しっ ゃうょう ぇきっさうおぇくしおぇすぇ 
おけかぇ. 〈ぇおぇ ょけ 1925 ゅけょうくぇ, 
おけゅぇすけ こなさゃぇすぇ あっくぇ くぇ ょはょけ 
きう ╅っかの せきさはかぇ う すけえ こけかせ-
つうか こうしきけ ょぇ しっ ゃなさくっ う ょぇ しう 
ゅかっょぇ ょっちぇすぇ. ╇くぇお くはきぇ おけえ. 
╁ おなとう しっ こぇいう う っょうく こぇしぇ-
ゃぇく, ゃ おけえすけ こうてっ, つっ うきっくくけ 
くぇ 13 ぇこさうか 1925 ゅけょうくぇ ょはょけ 
きう ゃかはいなか ╀なかゅぇさうは. ‶ぇお しなゃ-
こぇょっくうっ, いぇとけすけ, ぇおけ すけえ くっ 
ぉってっ しっ ゃなさくぇか, くはきぇてっ ょぇ 
しなとっしすゃせゃぇ くぇてっすけ ょくってくけ 
しっきっえしすゃけ, すなえ おぇすけ ぉぇとぇ きう っ 
さけょっく こさっい 1929 ゅけょうくぇ.
′っゅけゃうはす ぉさぇす けしすぇくぇか すぇき, 

さぇぉけすうか きくけゅけ う くぇおさぇは こう-
しぇか, つっ うしおぇ こぇさう ょぇ しっ ゃなさくっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ‶けくっ すぇおぇ さぇいおぇい-
ゃぇす, ゃっさけはすくけ っ うしおぇか ょぇ きせ 
ういょっえしすゃぇす くはおぇおゃけ さぇいさってっ-
くうっ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ さけょうくぇすぇ しう. 
╃けおぇすけ しっ さぇいてっすぇす くぇてうすっ 
たけさぇ, けす ┿きっさうおぇ こさうしすうゅくぇかけ 
こうしきけ, つっ すけえ こけつうくぇか. ╉ぇおすけ 
けすうゃぇか くぇ さぇぉけすぇ ゃ ぇきっさうおぇく-
しおうは しう ぇゃすけきけぉうか, しこさはか くぇ 
っょくけ おさなしすけゃうとっ う こけゃっつっ くっ 
こけすっゅかうか.
╋くけゅけ しなき きうしかうか ゃなさたせ すぇいう 

こさうおぇいおぇ けす あうゃけすぇ う ゃうくぇゅう 
しなき しっ つせょうか おぇおゃけ ょぇ おぇあぇ 
くぇ きくけゅけ けす きけうすっ こさうはすっかう, 
おけうすけ けすうょけたぇ こけ ゃしうつおう おさぇ-
うとぇ くぇ しゃっすぇ, いぇ ょぇ しっ けこう-
すぇす ょぇ あうゃっはす こけ ょさせゅ くぇつうく. 
‶け つけゃっておう. ╃ぇ しっ くぇょはゃぇきっ, 
つっ とっ せしこっはす. ┿い うしおさっくけ うき 
しすうしおぇき こぇかちう う しっ くぇょはゃぇき 
こけくはおけゅぇ ょぇ ぉなょぇ こけかうちぇえ くぇ 
けくけゃぇ おさなしすけゃうとっ う ゃうくぇゅう ょぇ 
うき ょぇゃぇき こなす し こさっょうきしすゃけ, 
いぇとけすけ くっ うしおぇき くうすけ っょうく 
ぉなかゅぇさうく ょぇ ういしすうくっ ゃ つせあょぇ-
すぇ いっきは.
 

┿くすけぇくっすぇ ′っちけゃぇ-╀っえき, 

Ню Бостън, САЩ,

2-ри март 2014 година

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

‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ っょうくうは けす ょゃぇすぇ 
ゅけかっきう しうくょうおぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは – 

╉′]╀, こさっょかぇゅぇす せゃっかうつっくうっ くぇ けしう-
ゅせさうすっかくうすっ ゃくけしおう いぇ こっくしうは う しさっ-
とせ さうしお けす ぉっいさぇぉけすうちぇ. ¨す ╉′]╀ しぇ 
ういつうしかうかう, つっ, ぇおけ ゃくけしおぇすぇ いぇ こっくしうは 
くぇさぇしくっ し 1%, すけゃぇ とっ ょけゃっょっ ょけ せゃっ-
かうつっくうっ くぇ ぉのょあっすぇ くぇ ′¨╇ し こけくっ 
190 きかく. かゃ. ╇ょっはすぇ いぇ すけゃぇ くっ っ くけゃぇ, 
すは しっ こさっょかぇゅぇ けす こけゃっつっ けす ゅけょうくぇ けす 
かうょっさぇ くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ う 
くっゅけゃう おけかっゅう. ¨しくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ いぇ 
すけゃぇ しぇ くっょけしすうゅなす くぇ こぇさう ゃ ′¨╇ いぇ 
こっくしうう おぇすけ ちはかけ う  くうしおうはす さぇいきっさ 
くぇ けすこせしおぇくうすっ こっくしうう ゃ しすさぇくぇすぇ. 
‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ぉういくっしぇ う さぇぉけ-

すけょぇすっかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう, けぉぇつっ, しぇ 
こさけすうゃ せゃっかうつっくうっすけ, いぇとけすけ すけゃぇ とっ 
ょけゃっょっ ょけ こけゃっつっ さぇいたけょう いぇ さぇぉけすけ-

╃っかけ しさっとせ くっういゃっしすっく ういゃなさてうすっか っ けぉさぇいせゃぇくけ しかっょ 
うくちうょっくすぇ, おけえすけ しすぇくぇ ゃ ちった 130 くぇ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅかうあ  

ゃ こけしかっょくうは ょっく くぇ そっゃさせぇさう. ¨す ゃうしけお こさけちっくす ういゅぇさはくうは 
ゃ ぉけかくうちぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こけつうくぇ 63-ゅけょうてくうはす さぇぉけすくうお 
けす ぃかうっゃけ ╂っけさゅう ╉けしすぇょうくけゃ. ╁ しなとうは ちった ╉けしすぇょうくけゃ  っ 
さぇぉけすうか う こさっょう こっくしうけくうさぇくっすけ しう. ╃させゅう こけしすさぇょぇかう こさう 
ゃいさうゃぇ くはきぇ. 〈けえ っ さぇぉけすうか しぇき ゃ こけきっとっくうっすけ.  
╁しっ けとっ くはきぇ けおけくつぇすっかくけ しすぇくけゃうとっ けす こさっょしすぇゃうすっかうすっ 

くぇ さぇいかうつくう うくしすうすせちうう, ぇくゅぇあうさぇくう し ういはしくはゃぇくっ くぇ こさう-
つうくうすっ いぇ うくちうょっくすぇ. [╇¨]╁ – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, しなゃきっしすくけ し 
╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ う ょさせゅう うくしすうすせちうう, けとっ しなとうは ょっく 

ういゃなさてうたぇ こさけゃっさおう くぇ きはしすけ. ′っ しぇ おけくしすぇすうさぇくう  ういすう-
つぇくうは くぇ けこぇしくう たうきうつくう ゃっとっしすゃぇ ゃなゃ ゃないょせたぇ, こけつゃぇすぇ う 
ゃけょぇすぇ う くっ しなとっしすゃせゃぇ さうしお いぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ う いょさぇゃっすけ 
くぇ たけさぇすぇ ゃ さっゅうけくぇ, いぇはゃうたぇ すっ ゃ けそうちうぇかくけ しすぇくけゃうとっ. 
╉なき きけきっくすぇ  ゃしっ けとっ すっつっ さぇいしかっょゃぇくっ こけ しかせつぇは けす ゃなす-
さってくけゃっょけきしすゃっくぇ おけきうしうは おなき „┿さしっくぇか” う けす けさゅぇくうすっ くぇ 
¨╃ くぇ ╋╁[ – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
〈ったくけかけゅううすっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ いぇゃけょぇ こけ こさうくちうこ しぇ ぉっいけこぇし-

くう, くけ, ぇおけ しっ くぇさせてう すったくけかけゅうつくぇすぇ ょうしちうこかうくぇ, けしけぉっくけ 
こさう くはおけう こさけういゃけょしすゃぇ, しすぇゃぇ けこぇしくけ, いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ - ょうさっおすけさ  こけ しこっちうぇかくうすっ ゃな-
こさけしう ゃ „┿さしっくぇか”. 
]こけさっょ さぇいしかっょゃぇとうすっ, っょくぇ けす くぇえ-ゃっさけはすくうすっ こさうつうくう 

いぇ ゃいさうゃぇ っ, つっ 63-ゅけょうてくうはす さぇぉけすくうお っ けすゃけさうか こけきっとっ-
くうっすけ いぇ こさうゅけすゃはくっ くぇ ゃないこかぇきっくうすっかくぇ しきっし, いぇ ょぇ せしおけさう 
こさけちっしぇ くぇ す. くぇさ. „しっっくっ”, ゃしかっょしすゃうっ くぇ おけっすけ 400 ゅさぇきぇ 
けす しきっしすぇ しっ ゃないこかぇきっくはゃぇ.
‶さっょしすけう さぇいしかっょゃぇとうすっ けおけくつぇすっかくけ ょぇ しっ こさけういくっしぇす いぇ 

こさうつうくうすっ, ょけゃっかう ょけ すさぇゅうつくうは うくちうょっくす. 

╆くぇくうはすぇ, こさうょけぉうゃぇくう ゃ 
ぉなかゅぇさしおう せくうゃっさしうすっ-

すう, くっ しぇ ょけしすぇすなつくう いぇ すさせ-
ょけゃぇすぇ さっぇかういぇちうは. ]ぇきけ ゃ 
8 % けす そうさきうすっ しけぉしすゃっくう-
ちうすっ う きっくうょあなさうすっ しぇ ょけ-
ゃけかくう ゃなゃ ゃうしけおぇ しすっこっく けす  
せくうゃっさしうすっすしおけすけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ くぇ きかぇょうすっ しかせあうすっかう. 
〈けゃぇ しぇ ょぇくくう けす こさけゃっょっくぇ 
ぇくおっすぇ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさ-
ゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ 
しさっょ ぉなかゅぇさしおうすっ そうさきう ゃ 
おさぇは くぇ そっゃさせぇさう. 
〈けゃぇ こけおぇいゃぇす さっいせかすぇすう-

すっ けす こさけせつゃぇくっ くぇ ╀〈‶‶ いぇ 
けちっくおぇすぇ くぇ ぉういくっしぇ いぇ けぉ-
さぇいけゃぇくうっすけ ゃ しすさぇくぇすぇ う いぇ 
けつっさすぇゃぇとうすっ しっ こけすさっぉくけ-
しすう けす しこっちうぇかうしすう ゃ うょくう-
すっ 10 ゅけょうくう. ‶さけせつゃぇくっすけ 

Вчера на 83-годишна възраст 
почина великолепната актриса 
Луна Давидова. Светла да е 
паметта Ви, госпожо. 
〈けゃぇ っ くぇこうしぇか ゃ うくすっさくっす  

こけつうすぇすっか ょっく しかっょ しきなさすすぇ 
くぇ ゅけかはきぇすぇ ぇおすさうしぇ. ╃け こさけ-
とぇかくうすっ ょせきう - ょゃっ つっさゃっくう 
さけいう...

Тя беше една изключително 
изискана дама, за която на човек 
просто не му хрумва, че има 
възраст! Сбогом, Луна! Мир на 
лунния прах на една истинска 
звезда!  - っ くぇこうしぇかぇ いさうすっか-
おぇ, くっ こさけこせしおぇかぇ しこっおすぇおなか し 
せつぇしすうっすけ くぇ ぇおすさうしぇすぇ.
╁ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ. ‶け しこけ-

きっくうすっ くぇ ]っゃっかうくぇ ╂ぬけさけゃぇ, 
╊せくぇ さぇしすっ ゃ きぇかおぇ おなとぇ くっ-
こけしさっょしすゃっくけ ょけ つうすぇかうとっ 
„╇しおさぇ”, おけはすけ くうおけゅぇ くっ っ 
こさうくぇょかっあぇかぇ くぇ しおさけきくけすけ 
うき つうくけゃくうつっしおけ しっきっえしすゃけ, 
くけ こけおさぇえ おけはすけ きうくぇゃぇかぇ 
し すさっこっす う くぇさうつぇかぇ さけょっく 
ょけき. 〈せお しぇ くっいぇぉさぇゃうきうすっ え 
せつっくうつっしおう ゅけょうくう - ゃ ょくeて-
くぇすぇ  》╂ „]ゃ. しゃ. ╉うさうか う ╋っ-
すけょうえ” – せつうかうとっ, し おけっすけ しぇ 
しゃなさいぇくう うきっくぇすぇ う くぇ ┿くすけく 
]すさぇてうきうさけゃ, ╃うきうすなさ 』けさ-
ぉぇょあうえしおう-』せょけきうさ, ′っくおけ 
╀ぇかおぇくしおう, ╇ゃぇく ╋うかっゃ, ‶っす-
さぇくぇ ╉かうしせさけゃぇ, 〈っくの ‶うく-
ょぇさっゃ, ╄きぇくせうか ╋ぇくけかけゃ, 
╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ, ]すっそぇく 
╂っちけゃ, ╁うょうく ╃ぇしおぇかけゃ う ょさ.                                                                                                                               
╋くけゅけぉさけえくうすっ え こさうはすっかう 
は ういこさぇとぇす ゃ ょさせゅうは おさぇえ くぇ 
しすさぇくぇすぇ, おなょっすけ しっきっえしすゃけすけ 
え っ いぇすけつっくけ こけ ゃさっきっ くぇ ╁すけ-
さぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ. ′け すは しっ 
ゃさなとぇ けすくけゃけ すせお う こさぇゃう しゃけは 
ょっぉのす くぇ しちっくぇすぇ くぇ つうすぇかうとっ 
„╇しおさぇ“ おぇすけ ういこなかくうすっかおぇ くぇ 
しすうたけゃっ う さけかう ゃ しぇきけょっえくうすっ 
しこっおすぇおかう. ╀ぇとぇ え ╀せおけ ╃ぇゃう-
ょけゃ っ っょうく けす くぇえ-ういゃっしすくうすっ 
う くぇえ-すぇかぇくすかうゃう しぇきけょっえちう. 
╇  ょけ ょくっし ゅけ しこけきっくぇゃぇす おぇすけ 
くっいぇきっくうき ういこなかくうすっか くぇ こけ-
っきぇすぇ „]っこすっきゃさう“ けす ╂っけ ╋う-
かっゃ. ╁ かのぉうきけすけ おぇいぇくかなておけ 
つうすぇかうとっ ╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ とっ 
しっ いぇゃさなとぇ ょけ おさぇは くぇ ょくうすっ 
しう, いぇ ょぇ けおぇいゃぇ こさけそっしうけ-
くぇかくぇ こけょおさっこぇ くぇ こけ-きかぇょう-
すっ しう おけかっゅう すせお. ‶け-つっしすう しぇ 
しさっとうすっ え し きっしすくうすっ すゃけさちう 
しかっょ 1989 ゅ., おけゅぇすけ, ゃなこさっおう 
ぇさすうしすうつくぇすぇ しう っくっさゅうは, っ 
こっくしうけくうさぇくぇ いぇっょくけ し ょさせゅう 
ゅけかっきう ぇおすぬけさう.
′っ ぉなさいぇかぇ ょぇ しすぇゃぇ ぇおすさうしぇ. 

╃け すけゃぇ さってっくうっ しぇきけおさうすうつ-
くぇすぇ ╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ しすうゅぇ, 
しかっょ おぇすけ ゃっつっ っ こけしすなこうかぇ 
ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす う 
しかっょ おぇすけ しっ ゃおかのつゃぇ ゃ すっぇ-
すさぇかくうは おけかっおすうゃ こさう っゃさっえ-
しおけすけ つうすぇかうとっ „╄きうか 【っおっさ-
ょあうえしおう“ ゃ ]けそうは. ╁ すさせこぇすぇ 
せつぇしすゃぇ う こさけそっしうけくぇかくうはす 
ぇさすうしす ╊っけ ╉けくそけさすう, おけえすけ 
おぇくう ゅけかっきうは さっあうしぬけさ う こっ-
ょぇゅけゅ ′うおけかぇえ ╋ぇしぇかうすうくけゃ 
ょぇ こけしすぇゃう „╋かっおぇさはす 〈っゃうっ“ 
けす 【ぇかけき ┿かっえたっき. ╂かぇゃくぇすぇ 
さけかは ういこなかくはゃぇ ╉けくそけさすう, ぇ 
くぇ ╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ っ こけゃっさっくぇ 
ょさぇきぇすうつくぇすぇ さけかは くぇ ╂けょか. 
]かっょ かぇしおぇゃうすっ けすいうゃう う ゃう-
しけおうすっ けちっくおう すは しっ さってぇゃぇ 
ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ ゃ すっぇすさぇかくぇ-
すぇ ぇおぇょっきうは. ‶けしすなこゃぇ ゃ おかぇしぇ 
くぇ こさけそっしけさ ╀けはく ╃ぇくけゃしおう う 
]すっそぇく ]なさつぇょあうっゃ. ╁ っょうく 
ゃうこせしお っ し ╂っけさゅう ╉ぇかけはくつっゃ, 
╉けしすぇ 『けくっゃ, ╁うかう 『ぇくおけゃ, 
[ぇくゅっか ╁なかつぇくけゃ, ╅っくう ╀けあう-

かけゃぇ.
¨とっ おぇすけ しすせょっくすおぇ うきぇ はさおう 

しちっくうつくう ういはゃう. ╃うこかけきくう-
はす え しこっおすぇおなか っ し さけかはすぇ くぇ 

╃けくぇ ┿くくぇ ゃ „╉ぇきっくくうはす ゅけしす“ 
ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ し ╉けしすぇ 『けくっゃ, 
ういこなかくはゃぇと  さけかはすぇ くぇ ╃けく 
╅せぇく. ╁ないゃうてっくぇすぇ え ょせたけゃ-
くけしす, くっけぉうつぇえくぇすぇ こさけくうお-
くけゃっくけしす う すぇかぇくす は けすゃっあょぇす 
くぇこさぇゃけ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
しちっくぇ.                                          

‶さっゃなこかなとっくうはすぇ え ゃ 
╋かぇょっあおうは すっぇすなさ. ╀かういけ 
つっすうさう ょっしっすうかっすうは, けす 1952 
ょけ 1989 ゅ., ういはとくぇすぇ う おさぇしうゃぇ 
ぇおすさうしぇ すゃけさう くぇ しちっくぇすぇ くぇ 
すけいう しすけかうつっく すっぇすなさ し かのぉけゃ 
う さはょおぇ ゃしっけすょぇえくけしす. ¨ちっ-
くはゃぇす は おぇすけ ぇおすさうしぇ, おけはすけ 
しないょぇゃぇ ゃょなたくけゃっくけ ういおせしすゃけ 
„し くぇえ-さっょおうは しちっくうつっく ょぇさ 
- すさぇゅうつっしおうはす こぇすけし”. 〉きっっ-
かぇ ょぇ しっ こさっゃなこかなとぇゃぇ ゃ おけ-
さっくくけ こさけすうゃけこけかけあくう さけかう.                                                                        
′っうく こぇさすくぬけさ ゃ しぇすうさぇすぇ 
くぇ [けあっ ╁ぇはく „‶けかおけゃくうお 
《けしすなさ しっ こさういくぇゃぇ いぇ ゃう-
くけゃっく“ っ うきっくうすうはす ╁かぇょう-
きうさ 〈さぇくょぇそうかけゃ, くぇ おけゅけ-
すけ, ゃなこさっおう きかぇょけしすすぇ しう, 
すは くっ けすしすなこゃぇかぇ こけ ぉかはしなお 
くぇ しかけゃけすけ, うさけくうは う たせきけさ.                                                                            
╁ いくぇきっくうすぇすぇ こけしすぇくけゃおぇ 
„╄いけこ“ けす 《うゅっえさっょけ, ゃ こぇさす-

くぬけさしすゃけ し ╉けくしすぇくすうく ╉うしう-
きけゃ, すは うゅさぇっ おさぇしうゃぇすぇ ╉かっは. 
╇ゅさぇっ けすくけゃけ ╃けくぇ ┿くくぇ, 
しかっょ おけっすけ - っょくぇ けぉうおくけゃっ-

くぇ すさせょけゃぇ あっくぇ - ╉けくしすぇく-
ちぇ ╇くおけさけくぇすけ ゃ „′ぇ かなあぇすぇ 
おさぇおぇすぇ しぇ... ょなかゅう“, こけしすぇ-
くけゃおぇ くぇ ╀けはく ╃ぇくけゃしおう. ] 
こさうぉさぇくう くぇいぇょ おけしう, しっょ-
くぇかぇ こさっょ しゃけはすぇ てっゃくぇ きぇ-
てうくぇ, すは ういかなつゃぇかぇ ょせたけゃくぇ 
う そういうつっしおぇ せきけさぇ, ゃ しなとけ-

すけ ゃさっきっ しっ けすくぇしはかぇ し とっ-
ょさけ しなつせゃしすゃうっ おなき ょさせゅうすっ.                                                                                            
╃ぇゃうょけゃぇ しっ こさっゃなこかなとぇゃぇ う 
ゃ しかせゅうくはすぇ ┿くゅっかぇ けす っょくけ-
うきっくくぇすぇ こうっしぇ くぇ ╂っけさゅけし 
]っゃぇしすうおけゅかせ – きけきうつっ, ょけ-
てかけ ょぇ すなさしう こさっこうすぇくうっ ゃ 
ゅさぇょぇ. ╇ゅさぇかぇ う しすさぇょぇとぇすぇ  
╉かうすっきくっしすさぇ けす „╄かっおすさぇ“ 
くぇ ╄ゃさうこうょ し きぇえしすけさしすゃけ, 
くっょけしすうゅくぇすけ う ょけしっゅぇ. ╇いう-
ゅさぇかぇ う くっいぇぉさぇゃうきぇすぇ ╄かう-
いぇぉっす I けす „╋ぇさうは ]すのぇさす“ くぇ 
【うかっさ.
╉ぇおゃぇすけ う さけかは ょぇ ういこなかくは-

ゃぇかぇ ╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ, すは ゃうくぇ-
ゅう ぉうかぇ ゃこっつぇすかはゃぇとぇ, はさおぇ 
う くっこけゃすけさうきぇ. ╋ぇとぇぉくぇすぇ 
え つせゃしすゃうすっかくけしす ういうしおゃぇかぇ 
ゅっさけうくう し ゅけかっきう たぇさぇおすっさう 
けす ゅけかはき さっこっさすけぇさ, おけうすけ こけ 
くっえくけ ゃさっきっ くっ しっ しさっとぇかう 
すけかおけゃぇ つっしすけ くぇ くぇてぇ しちっくぇ.                                                                                                                                           

   ╁ ╋かぇょっあおうは すっぇすなさ ╊せくぇ 
╃ぇゃうょけゃぇ うきぇかぇ う しゃけうすっ せつっ-
くうちう-こけしかっょけゃぇすっかう, しさっょ 
おけうすけ こっゃうちぇすぇ う ぇおすさうしぇ ]すっ-
そおぇ ╀っさけゃぇ, せつうかぇ しっ けす くっは, 
けす ╀けさうし ┿さぇぉけゃ う ょさせゅう ぇさすう-
しすう くっ しぇきけ くぇ ういおせしすゃけ, くけ う 
くぇ こけゃっょっくうっ.
′っ こさけしすけ おさぇしぇゃうちぇ…, ぇ 

さはょおけ しちっくうつくぇ う そけすけゅっくうつ-
くぇ ぇおすさうしぇ. 〈ぇおぇゃぇ っ けちっく-
おぇすぇ いぇ くっは くぇ ]. ╂ぬけさけゃぇ, 
おけはすけ さぇいおぇいゃぇ けとっ, つっ っょくう 
けす くぇえ-とぇしすかうゃうすっ しさっとう くぇ 
╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ ゃ ういおせしすゃけすけ 
ぉうかう し ゅっさけうくうすっ くぇ ╃うきうすなさ 
╃うきけゃ. ╇きっくくけ ゃ すはた すは くぇ-
きっさうかぇ すぇいう ういおかのつうすっかくけしす, 
くっこけゃすけさうきけしす, しうかぇ う せし-
すさっき くぇ たぇさぇおすっさうすっ - ╋っさう けす 
„╅っくう し きうくぇかけ“, ぇさうしすけおさぇす-
おぇすぇ ╇くっし ╋けくすっさけ けす „‶けつうゃ-
おぇ ゃ ┿さおけ ╇さうし“ う ╁ぇさゃぇさぇ 
けす そうかきぇ „〈のすのく“. ╃ぇゃうょけゃぇ 
こさうょぇかぇ こかなす くぇ すっいう けぉさぇいう 
う ゅう ゃこうしぇかぇ しさっょ くぇえ-いくぇつう-
すっかくうすっ すゃけさっくうは くぇ ぉなかゅぇさ-
しおけすけ ういおせしすゃけ. ╆ぇょ ゃこっつぇす-
かはゃぇとぇすぇ え ゃなくてくけしす ゃうくぇゅう 
しっ おさうっか しかけあっく う くっけつぇおゃぇく 
たぇさぇおすっさ, おけえすけ ういくっくぇょゃぇとけ 
しっ さぇいゅさなとぇか こさっょ いさうすっかは. ╁ 
こかっくうすっかくぇすぇ ╉かっは けす „╄いけこ“ 
ぇおすさうしぇすぇ せしこはゃぇかぇ ょぇ こけおぇあっ 
う けくいう ゃなすさってっく しすさぇた, ょけゃっか 
ゅっさけうくはすぇ ょけ こさっょぇすっかしすゃけすけ. 
┿ ╄かうしぇゃっすぇ ┿くゅかうえしおぇ すは こけ-
おぇいぇかぇ う おぇすけ けぉさぇいちけゃぇ, せきくぇ 
う こさけいけさかうゃぇ ゃかぇょっすっかおぇ, う 
おぇすけ あっくぇ, ゅけすけゃぇ くぇ ゃしうつおけ, 
いぇ ょぇ せくうとけあう しなこっさくうちぇすぇ 
しう. 〈は ぉうかぇ こさっおさぇしくぇ ゃ しゃけは-
すぇ すさぇゅうつっしおぇ しうかぇ ゃ さけかはすぇ 
くぇ ╋ぇさうは ]すのぇさす, くぇこさぇゃうかぇ 
すけかおけゃぇ きくけゅけ いぇ きけとすぇ くぇ 

しゃけはすぇ ょなさあぇゃぇ, ぇ けおぇいぇかぇ しっ 
くっしこけしけぉくぇ くぇ くぇえ-けぉうおくけゃっ-
くぇすぇ, ょけしすなこくぇ ゃしっおうきせ, つけ-
ゃっておぇ きうかけしす.
╁なかてっぉくうちぇ くぇ しちっくうつ-

くけすけ しかけゃけ. ╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ っ 
っょくぇ けす くぇえ-ょけぉさうすっ さっちうすぇ-
すけさおう くぇ ぉなかゅぇさしおぇ う こさっゃけょくぇ 
こけっいうは. ╄ょうく けす こさっおさぇしくうすっ え 
さっちうすぇかう し ぉなかゅぇさしおう しすうたけ-
ゃっ う こっしくう っ いぇっょくけ し ╇さうくぇ 
』きうたけゃぇ う ╂っけさゅう ╉けさょけゃ. ╆ぇ 
くっは こけっいうはすぇ ぉうかぇ くっこけゃすけ-
さうきぇ きっかけょうおぇ. 〈は いくぇっかぇ おぇお 
ょぇ さぇいおさうっ おさぇしけすぇすぇ くぇ さうきせ-
ゃぇくけすけ しかけゃけ. ¨ぉさぇいうすっ, しない-

ょぇょっくう けす くっは くぇ しちっくぇすぇ, くぇ 
おけくちっさすくうは こけょうせき, ゃ おうくけすけ 
う すっかっゃういうはすぇ, こさうょけぉうゃぇす けぉ-
とけくぇちうけくぇかくけ いくぇつっくうっ. 〈は 
いぇさぇいはゃぇかぇ しなし しかけゃけすけ しう, し 
くっけぉうつぇえくけすけ うくすっさこさっすうさぇくっ 
う ゃうしけおぇすぇ おせかすせさぇ くぇ ういおぇいぇ.
„′ぇ しちっくぇすぇ すは ぉってっ おさぇかう-

ちぇ, ょぇきぇ, ぇさうしすけおさぇすおぇ, こけゃっ-
かうすっかおぇ. ┿ ゃ あうゃけすぇ しう けしすぇくぇ 
けぉうおくけゃっく, しおさけきっく すっぇすさぇかっく 
さっょくうお. ╇ おぇすけ すゃけさっち, う おぇすけ 
ゅさぇあょぇくうく, ゃはさくぇ う こけしかっ-
ょけゃぇすっかくぇ ゃ せぉっあょっくうはすぇ しう, 
╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ っ っょうく ょけしすけっく 
つけゃっお”, こうてっ ╂ぬけさけゃぇ.
′っゃっさけはすくうはす さぇょうけゅかぇし. 

′ぇ „しすさぇたけすくうは” え, こけ ょせきうすっ 
くぇ こけつうすぇすっかう, ゅかぇし くぇ ぇおすさう-
しぇすぇ し おぇいぇくかなておう おけさっく しぇ 
しっ くぇしかぇあょぇゃぇかう しすけすうちう さぇ-
ょうけしかせてぇすっかう. ¨しけぉっくけ こけこせ-
かはさくぇ っ さぇょうけこうっしぇすぇ し くっえくけ 
せつぇしすうっ „╁っとう” くぇ ┿ぉさぇたぇき 
╈ったけてせぇ, さけょっく ゃ ╄させしぇかうき, 
っょうく けす くぇえ-かのぉうきうすっ ぇゃすけ-
さう ゃ しすさぇくぇすぇ しう, し こさっゃっょっくう 
すゃけさぉう くぇ 28 っいうおぇ. „╁っとう” っ 
さぇいおぇい いぇ あうゃけすぇ くぇ ゃないさぇしすくぇ 
あっくぇ しかっょ しきなさすすぇ くぇ しなこさせゅぇ 
え. 〈は しぇきぇ さってぇゃぇ ょぇ けすうょっ ゃ 
しすぇさつっしおう ょけき (ういさぇっかしおうすっ 
ょけきけゃっ いぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ しぇ 
くっとけ おぇすけ くぇてうすっ きぇかおう おけ-
おっすくう おけきこかっおしう こけ きけさっすけ). 
′け ょさぇきぇすぇ うょゃぇ ゅかぇゃくけ けす 
こさけぉかっきぇ し ゃっとうすっ, すさせこぇくう 
ょっしっすうかっすうは, おけうすけ けすおかのつ-
ゃぇす ぉっいぉさけえ しこけきっくう, すなあくう う  
ゃっしっかう. ] すけいう こさけぉかっき すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ しこさぇゃう [ぇてっか – ╊せくぇ 
╃ぇゃうょけゃぇ, せつぇしすゃぇかぇ ゃ しこっおすぇ-
おなかぇ いぇっょくけ し ╇ゃぇく ┿くょけくけゃ, 
╀っかかぇ 『けくっゃぇ, ′っゃっくぇ ╋ぇくょぇ-
ょあうっゃぇ, ╅うゃおけ ╂ぇさゃぇくけゃ, 〈ぇくは 
╋ぇしぇかうすうくけゃぇ う ╉ぇすは ╇ゃぇくけゃぇ.
╁ はさおけすけ すっぇすさぇかくけ しない-

ゃっいょうっ. ╊せくぇ ╃ぇゃうょけゃぇ っ 
ゃおかのつっくぇ ゃ おくうゅぇすぇ くぇ ┿くぇ 
╇ゃぇくけゃぇ „′っいぇぉさぇゃうきうすっ こけさす-
さっすう う しおうちう くぇ すっぇすさぇかくう 
すゃけさちう”, しさっょ おけうすけ しぇ ╇さうくぇ 
〈ぇしっゃぇ, ╉けくしすぇくすうく ╉うしうきけゃ, 
[せあぇ ╃っかつっゃぇ, ┿こけしすけか ╉ぇさぇ-
きうすっゃ, ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ - ╂っち, 
╂っけさゅう ‶ぇさちぇかっゃ, ╂さうゅけさ ╁ぇ-
つおけゃ, ╋ぇさゅぇさうすぇ ╃せこぇさうくけゃぇ, 
╆かぇすうくぇ 〈けょっゃぇ, ]すけえつけ ╋ないゅぇ-
かけゃ, ╉けくしすぇくすうく ╉けちっゃ, ╄きうかうは 
[ぇょっゃぇ, ╃けしぬけ ╃けしっゃ, ╇ちたぇお 
《うくちう, ′ぇせき 【けこけゃ, 〈けょけさ ╉け-
かっゃ, ‶っすなさ ]かぇぉぇおけゃ う ょさ.
‶さういくぇくうっすけ. ] こさっいうょっくす-

しおう 〉おぇい わ230 けす 18 きぇえ 2006 
ゅ. いぇ ゅけかっきうすっ え いぇしかせゅう ゃ けぉ-
かぇしすすぇ くぇ ういおせしすゃけすけ ぇおすさうしぇすぇ 
っ くぇゅさぇょっくぇ し けさょっく „]ゃ. ]ゃ. 
╉うさうか う ╋っすけょうえ” – ┶ しすっこっく. 
‶さっい 2008 ゅ. くぇ ちっさっきけくうは-
おけくちっさす, こけしゃっすっくぇ くぇ 65-すぇすぇ 
ゅけょうてくうくぇ けす しこぇしはゃぇくっすけ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ っゃさっう, ╊せくぇ ╀せおけ 
╃ぇゃうょけゃぇ っ けすかうつっくぇ し くぇゅさぇ-
ょぇすぇ „【けそぇさ” ゃ おぇすっゅけさうはすぇ 
„╆ぇ せすゃなさあょぇゃぇくっ くぇ っゃさっえしおぇ-
すぇ おせかすせさぇ, くぇせおぇ う ちっくくけしすう”. 
【けそぇさなす っ くぇえ-しすぇさうはす きせいう-
おぇかっく うくしすさせきっくす – けぉうおくけゃっ-
くけ ういさぇぉけすっく けす さけゅ くぇ けゃっく. ] 
くっゅけ くぇ [けて ぇ 【ぇくぇ (っゃさっえしおぇ-
すぇ ′けゃぇ ゅけょうくぇ) しっ すさなぉう, いぇ ょぇ 
くぇおぇさぇ ゃしっおう つけゃっお ょぇ こさっきうし-
かう ょっかぇすぇ しう う ょぇ こけうしおぇ こさけて-
おぇ いぇ ゅさっておうすっ しう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╂けかはきぇすぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇ ょさぇきぇすうつくぇ う 
おうくけぇおすさうしぇ ╊せくぇ 
╀せおけ ╃ぇゃうょけゃぇ っ 
さけょっくぇ くぇ 5 ぇゃゅせしす 
1926 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╆ぇゃなさてゃぇ きっしすくぇすぇ 
ゅうきくぇいうは /ぉうゃてっすけ 
‶っょぇゅけゅうつっしおけ せつう-
かうとっ, ょく. 》╂ „]ゃ. しゃ. 
╉うさうか う ╋っすけょうえ/. 
‶さけょなかあぇゃぇ けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ しう ゃ ]け-
そうえしおうは せくうゃっさしう-
すっす. ╉ぇすけ しすせょっくすおぇ 
うゅさぇっ くぇ しちっくぇすぇ くぇ 
つうすぇかうとっ „╄きうか 【っ-
おっさょあうえしおう“. ‶け-
しすなこゃぇ ゃ ╃なさあぇゃくけ-
すけ ゃうしてっ すっぇすさぇかくけ 
せつうかうとっ, いぇゃなさてゃぇ 
ゅけ こさっい 1952 ゅ. ╀かういけ 

っ こさけゃっょっくけ こさっい こなさゃぇすぇ しっょきうちぇ くぇ そっゃさせぇさう 2014 ゅ. こけ っかっおすさけくっく こなす う けぉたゃぇとぇ う 
こさっょかけあっくうは いぇ こけょけぉさっくうは ゃ けぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ しそっさぇ.
‶けきけかっくう ょぇ おけくおさっすういうさぇす おぇおゃう いくぇくうは う せきっくうは かうこしゃぇす くぇ きかぇょうすっ たけさぇ, 80% けす 

こさっょこさうっきぇつうすっ こけしけつゃぇす, つっ ゃうあょぇす くぇえ-ゅけかっきう こさけこせしおう ゃ こさけそっしうけくぇかくうすっ せきっくうは. 
‶けゃっつっ けす こけかけゃうくぇすぇ – 56%, こけしけつゃぇす う かうこしぇ くぇ こさっょこさうっきぇつっしおけ きうしかっくっ. ]なとっゃさっ-
きっくくけ, けちっくおうすっ いぇ おけきこのすなさくうすっ こけいくぇくうは しぇ こさっょうきくけ こけかけあうすっかくう. ╄ょゃぇ ゃ 10% けす 
そうさきうすっ しっ こさっちっくはゃぇ, つっ きかぇょうすっ たけさぇ うきぇす こさけこせしおう ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ.
╆ぇ ゃすけさぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ つかっくけゃっすっ くぇ ╀〈‶‶ けすぉっかはいゃぇす, つっ くぇえ-ゅけかはきけ ういけしすぇゃぇくっ ゃ 

おぇつっしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ うきぇ ゃなゃ ゃうしてっすけ けぉさぇいけゃぇくうっ (しこけさっょ 45%) う しさっょくけすけ こさけ-
そっしうけくぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ (しこけさっょ 30%). ‶け-きぇかおけ くっゅぇすうゃくう しぇ けちっくおうすっ いぇ こけかせつっくけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ っいうおけゃうすっ ゅうきくぇいうう. 

ょぇすっかうすっ. ]っゅぇ ゃくけしおぇすぇ いぇ こっくしうは いぇ さけょっくうすっ こさっょう 1959 ゅ. っ 17,8%, けす おけうすけ 9,9 くぇ しすけ しっ 
こかぇとぇす けす さぇぉけすけょぇすっかは. ╆ぇ さけょっくうすっ しかっょ 1960 ゅ. けしうゅせさけゃおぇすぇ いぇ こっくしうは っ 12,8% けす けしうゅせ-
さうすっかくうは ょけたけょ, おぇすけ  いぇ しきっすおぇ くぇ そうさきぇすぇ しぇ  7,1%. ¨すょっかくけ けす すけゃぇ, さけょっくうすっ しかっょ 1959 
ゅけょうくぇ うきぇす う ゃすけさぇ ゃくけしおぇ いぇ こっくしうは.
[ぇぉけすけょぇすっかうすっ しぇ こさけすうゃ う ょさせゅけすけ こさっょかけあっくうっ くぇ こさけそしなのいぇ いぇ さなしす くぇ けしうゅせさけゃおぇすぇ しさっ-

とせ ぉっいさぇぉけすうちぇ. ]っゅぇ すは っ 1%, ぇ しうくょうおぇすうすっ こさっょかぇゅぇす ょぇ ぉなょっ 2 くぇ しすけ けす さっぇかくぇすぇ いぇこかぇすぇ. 
┿おけ う ょゃっすっ ゃくけしおう しおけつぇす, すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ おなき ′¨╇ とっ しっ こさっゃっあょぇ しせきぇ, さぇゃくぇ くぇ 24,3 % 
けす けしうゅせさうすっかくうは ょけたけょ くぇ すさせょっとうは しっ, しぇ ういつうしかうかう  こさけすうゃくうちう くぇ  こさっょかけあっくうっすけ.
〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ, ぇおけ っょうく しかせあうすっか こけかせつぇゃぇ 800 かゃ., いぇさぇょう せゃっかうつっくうっすけ くぇ ゃくけしおうすっ 

けす いぇこかぇすぇすぇ きせ とっ しっ せょなさあぇす し 16 かゃ. こけゃっつっ, おぇすけ 6,4 かゃ. けす すはた ういかういぇす けす ょあけぉぇ くぇ さぇぉけ-
すっとうは, ぇ けしすぇくぇかうすっ けす さぇぉけすけょぇすっかは きせ. ‶さっょかけあっくうっすけ くぇ しうくょうおぇすうすっ  こさっょしすけう ょぇ ぉなょっ 
けぉしなょっくけ ゃ おさぇは くぇ しっょきうちぇすぇ くぇ いぇしっょぇくうっ くぇ 〈さうしすさぇくくうは しなゃっす いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ し こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ さぇぉけすけょぇすっかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう. ╆ぇこけいくぇすう し こさっょかけあっくうはすぇ くぇ ╉′]╀, けぉぇつっ, しぇ 
くぇ きくっくうっ, つっ こけょょさなあくうちうすっ くぇ すっいう こさっょかけあっくうは ゃ ょなさあぇゃくぇすぇ ゃかぇしす くっ しぇ きくけゅけ, こさっょゃうょ 
くぇ すけゃぇ, つっ しぇきうはす きうくうしすなさ くぇ しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ 》ぇしぇく ┿ょっきけゃ こさっょう ゃさっきっ いぇはゃう, つっ 
さなしす くぇ けしうゅせさけゃおうすっ きけあっ ょぇ うきぇ しぇきけ こさう さなしす くぇ うおけくけきうおぇすぇ, けすさぇいはゃぇと しっ ゃ さっぇかっく さなしす 
くぇ さぇぉけすくうすっ いぇこかぇすう. 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

40 ゅけょうくう うゅさぇっ ゃ ╋かぇょっあおうは すっぇすなさ ゃ ]けそうは, しないょぇ-
ゃぇえおう ういおかのつうすっかくう けぉさぇいう けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ う しゃっすけゃ-
くぇすぇ おかぇしうおぇ. 〈っぇすさぇかくうすっ え さけかう しぇ ゃ: „╅っくう し きうくぇ-
かけ“, „╋ぇさうは ]すのぇさす“, „╄いけこ”, „‶けつうゃおぇ ゃ ┿さおけ ╇さうし“, 
„╉ぇきっくくうはす ゅけしす“; そうかきけゃうすっ - ゃ: „》ぇえょせておぇ おかっすゃぇ“, 
„╆ゃっいょう“, „〈のすのく“, „╇ゃぇえかけ“.
′けしうすっかおぇ っ くぇ けさょっく „]ゃ. ]ゃ. ╉うさうか う ╋っ-

すけょうえ” – ┶ しすっこっく う くぇ くぇゅさぇょぇすぇ „【けそぇさ“.                                                                                                                              
〉きうさぇ くぇ 8 そっゃさせぇさう 2010 ゅ. 
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