
╇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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‶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 

╃っすしおけ-のくけてっしおうはす そけかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ „┿さしっくぇか” 
し たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ せつぇしすゃぇ ゃ 

》┶V ′ぇちうけくぇかっく きせいうおぇかくけ-そけかおかけさっく おけくおせさし „¨さそっっ-
ゃけ ういゃけさつっ”, おけえすけ しっ こさけゃっょっ くぇ 22 きぇさす ゃ ゅさ. ]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ. ]なしすぇゃなす しっ はゃう くぇ おけくおせさしぇ ゃ つっすゃなさすぇ ゃないさぇしすけゃぇ 
ゅさせこぇ /ょけ 16 ゅ./, おぇすっゅけさうは ┶┶┶ – かのぉうすっかしおう そけさきぇちうう.                                                                                                       

╁ おけくおせさしくぇすぇ こさけゅさぇきぇ ぇさしっくぇかしおうすっ すぇくちぬけさう しっ こさっょ-
しすぇゃうたぇ し „╁ぇさくっくしおう すぇくち” う „╉けこぇくうちぇ” – たけさっけゅさぇそうは 
くぇ ╁. ╋うくつっゃぇ, う いぇゃけのゃぇたぇ ╃うこかけき – こけつっすくけ けすかうつうっ 
„╊うさぇ くぇ ¨さそっえ” – いかぇすくぇ, う こかぇおっす.  ╅せさうすけ し こさっょしっ-
ょぇすっか ╁ぇしうか ╂うさかうきけゃ – ゅかぇゃっく たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか 
くぇ ぇくしぇきぉなか „╆ぇゅけさっ” う しこっちうぇかうしすう こけ すぇくちけゃ そけかおかけさ けす 
]けそうは, こけおぇくう ╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか” ょぇ ゃいっきっ せつぇしすうっ ゃ ゅぇかぇ-
おけくちっさすぇ くぇ くぇえ-ょけぉさうすっ しなしすぇゃう. ╂ぇかぇおけくちっさすなす しっ しなしすけは 
ゃ くっょっかは, 23 きぇさす, ゃ ぉうゃてうは ‶さけそしなのいっく ょけき くぇ おせかすせさぇすぇ.                                                                                                                                 
╁ 14-すけすけ ういょぇくうっ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは おけくおせさし „¨さそっっゃけ うい-
ゃけさつっ” せつぇしすゃぇたぇ 33 すぇくちけゃう しなしすぇゃぇ けす ちはかぇ ╀なかゅぇさうは 
– ‶かけゃょうゃ, ╀せさゅぇし, ╁ぇさくぇ, ]うかうしすさぇ う ょさ. ¨す ╉ぇいぇくかなお ゃ 
さぇいょっか „′ぇさけょくう すぇくちう” せつぇしすゃぇ しぇきけ ぇさしっくぇかしおうはす しなしすぇゃ.                    
‶っす すっかっゃういうけくくう っおうこぇ, しさっょ おけうすけ っおうこ くぇ ╀′〈, しくうきぇ-
たぇ ゅぇかぇ-おけくちっさすぇ う とっ ゅけ ういかなつぇす こけ しゃけうすっ すっかっゃういうう.                                                                                                                  
〈けゃぇ, おけっすけ こさっょしすけう ゃ くぇえ-ぉかういおけ ゃさっきっ くぇ きぇかおうすっ ぇさ-
しっくぇかしおう すぇくちぬけさう, っ せつぇしすうっすけ うき ゃ おさぇは くぇ き. ぇこさうか ゃ 
′ぇちうけくぇかくうは おけくおせさし „′ぇてうすっ きぇかおう ゅけかっきう すぇくちぬけさう” ゃなゃ 
╁っかうおけ 〈なさくけゃけ. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╁しっ すぇおぇ とっ きせ しっ しかせつう! 
╋うすなす いぇ „かけてうは おなしきっす” 

くぇ ╋ぇさおけ 〈けすっゃ すさなゅゃぇ けす こさけ-
つせすけすけ ゃ けくっいう ゅけょくう おぇそっくっ 
„╃ぇさょぇくっかう” ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさ-
くけゃけ. 〈けえ けぉうつぇか ょぇ うゅさぇっ くぇ 
こけおっさ, くけ くっこさっおなしくぇすけ ゅせ-
ぉっか. ╁っょくなあ, けぉぇつっ, しなょぉぇすぇ 
きせ しっ せしきうたくぇかぇ: ゃ さなちっすっ しう 
ょなさあぇか ういおかのつうすっかくけ さはょ-
おぇすぇ おけきぉうくぇちうは “おっくす そかけて 
さけはか”. 〈けえ きくけゅけ しっ いぇさぇょゃぇか 
う くっこさっおなしくぇすけ せゃっかうつぇゃぇか 
きういぇすぇ. ′ぇ きぇしぇすぇ しっ くぇすさせこぇ-
かう おせこつうくぇ こぇさう. ′け すなおきけ ょぇ 
しきなおくっ おぇさすうすっ, こけ せかうちぇすぇ しっ 
いぇょぇかけ くはおぇおゃけ こけゅさっぉっくうっ. 
╂さなきくぇかぇ すさぇせさくぇ きせいうおぇ う 
ゃしうつおう うゅさぇつう しっ しすさせこぇかう くぇ 
こさけいけさっちぇ ょぇ ゃうょはす おけえ っ せき-
さはか. 〈ぇおぇ うゅさぇすぇ しっ こさけゃぇかう-
かぇ う ゃうょくうはす ぇょゃけおぇす  すなあくけ 
けすさけくうか いくぇきっくうすぇすぇ しう う ょけ 
ょくっし そさぇいぇ: „′ぇ ╋ぇさおけ 〈けすっゃ 
ゃしっ すぇおぇ とっ きせ しっ しかせつう”. 
〈なさくけゃしおうすっ おけさっくう. ╃はょけ 

きせ ‶っすおけ ぉうか すなさゅけゃっち くぇ 
けさうい. ]うくなす きせ 〈けすの しっ けあっ-
くうか いぇ ╉さなしすうくぇ う けすゃけさうか 
たぇく, けす おけえすけ ういおぇさゃぇか ょけぉさう 
ょけたけょう. ╉さなしすうくぇ ょけくっしかぇ 
おぇすけ つっうい しぇくょなつっ しなし いかぇすくう 
くぇこけかっけくう, おけっすけ  ぉうかけ ょなかゅけ 
う しすぇさぇすっかくけ おさうすけ ょけ きけきっく-
すぇ, ゃ おけえすけ ゃ 〈なさくけゃけ ょけてなか 
おくはい ┿かっおしぇくょなさ ╀ぇすっくぉっさゅ, いぇ 
ょぇ ゅけ おけさけくはしぇす. ]なとぇすぇ くけと 
こかぇきくぇかう くはおけかおけ こけあぇさぇ けす 
そけえっさゃっさおうすっ, し おけうすけ すなさくけゃ-
ちう こさうゃっすしすゃぇかう おくはいぇ. ╇いゅけ-
さはか たぇくなす くぇ ╋ぇさおけゃうは ぉぇとぇ, 
ぇ „いかぇすくけすけ” しぇくょなつっ けしすぇくぇかけ 
こけょ させうくうすっ. ╋なかゃう しっ, つっ くう-
おけえ くっ ゅけ っ くぇきっさうか う ょけしっゅぇ.
╋ぇさおけ ぉうか っょうくしすゃっくけ ょっすっ 

ゃ しっきっえしすゃけすけ - くっ ゅかっいっくけ, くけ 
ょけぉさっ ゅかっょぇくけ. 〈ゃなさょっ つっしすけ 
つせゃぇか: „〉つう, いぇ ょぇ くっ さぇぉけ-
すうて!” 
╆ぇゃなさてゃぇ こっすう おかぇし - くぇえ-

ゃうしけおけすけ いぇ ゃさっきっすけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ ゃ 〈なさくけゃけ う しすぇゃぇ こうしぇさ 
ゃ しなょぇ. ‶け-おなしくけ しすぇゃぇ きくけゅけ 
ょけぉなさ ぇょゃけおぇす - っょうく けす こなさ-
ゃうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ. ╆ぇ ょぇ しう ぇょ-
ゃけおぇす すけゅぇゃぇ くっ しっ ういうしおゃぇかけ 
しこっちうぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ.
‶け ゃさっきっ くぇ ¨しゃけぉけあょっくうっ-

すけ  くぇ させしおうは ゅせぉっさくぇすけさ くぇ 
〈なさくけゃけ きせ こけすさはぉゃぇか せつっく う 
つっしすっく きかぇょっあ う すけえ ういぉさぇか いぇ 
くぇつぇかくうお くぇ しゃけはすぇ おぇくちっかぇ-
さうは ╋ぇさおけ 〈けすっゃ.
]さけょはゃぇくっ し こけすけきちう くぇ 

ゃないさけあょっくちう. ‶さっい 1884 ゅ. 
╋ぇさおけ 〈けすっゃ しっ けあっくうか いぇ ‶け-
かうおしっくう ╉ぇぉぇおつうっゃぇ. ╋ぇえおぇ 
え っ けす さけょぇ くぇ ぅくおけ ]かぇゃつっゃ, 
こなさゃうはす おきっす くぇ ╁ぇさくぇ. ‶け 
ぉぇとぇ ‶けかうおしっくう っ しゃなさいぇくぇ 
し ╉ぇぉぇおつうっゃうは さけょ, けす おけえすけ 
こさけういたけあょぇ さっゃけかのちうけくっさなす 
》さうしすけ ╉ぇぉぇおつうっゃ. ╆ぇ おせき ぉうか 
こけおぇくっく ╁ぇしうか ╃させきっゃ. ]っ-
きっえしすゃけすけ うきぇ つっすうさう ょっちぇ. 
′ぇえ- ういゃっしすくう しぇ しうくけゃっすっ きせ 
╂っけさゅう う ′うおけかぇ, おけうすけ しすうゅぇす 
ょけ つうく ゅっくっさぇか-こけかおけゃくうお. 
╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ しっ ういょうゅぇ ょけ 
おけきぇくょゃぇと ╁すけさぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
ぇさきうは. ╃なとっさはすぇ ╉さなしすうくおぇ 
いぇゃなさてゃぇ おぇすけかうつっしおう こぇく-
しうけく ゃ ╀せおせさっと. ╅っくう しっ いぇ 
[ぇておけ ┿すぇくぇしけゃ, こけ-おなしくけ 
きうくうしすなさ くぇ ゃなすさってくうすっ さぇ-
ぉけすう う こさっょしっょぇすっか くぇ ╀なか-
ゅぇさしおうは けかうきこうえしおう おけきうすっす 
こさっい 1941-1944 ゅ. ‶さぇゃくせお くぇ 
ういゃっしすくうは ぇょゃけおぇす っ ′うおけかぇ 
╋ぇさおけゃ - しすぇさてう せさっょくうお ゃ 
′ぇちうけくぇかくうは うしすけさうつっしおう きせ-
いっえ.                                                                                                                        

╁しっ おなき 〈なさくけゃけ… ¨ぉゃなさ-
いぇく し ゃないさけあょっくしおう すさぇょうちうう 
う さけょくうくう, ╋ぇさおけ 〈けすっゃ いぇ-
きうくぇゃぇか けす 〈なさくけゃけ う こぇお しっ 

いぇゃさなとぇか ゃ くっゅけ. ]っきっえしすゃけすけ 
きせ しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ]けそうは しかっょ 
しきなさすすぇ くぇ 16-ゅけょうてくぇすぇ きせ 
ょなとっさは ┿くぇしすぇしうは. 〈けえ しすぇゃぇ 
うくしこっおすけさ ゃ  ╋うくうしすっさしすゃけ-
すけ くぇ こさぇゃけしなょうっすけ, くけ こさっい 
1983 ゅ. しっ いぇゃさなとぇ ゃ さけょくうは 
しう ゅさぇょ. ╆ぇさぇょう ぇょゃけおぇすしおうすっ 
しう いぇしかせゅう こけかせつうか ょゃぇ けさょっ-
くぇ いぇ ゃはさくぇ しかせあぉぇ. ]こけさっょ 
くはおけう - いぇさぇょう すけゃぇ, つっ ぉうか 
しすぇきぉけかけゃうしす. ]すぇくぇか こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ¨おさなあくうは しなゃっす 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ. ╀うか うい-
ぉさぇく いぇ ょっこせすぇす ゃ 』っすゃなさすけすけ 
くぇさけょくけ しなぉさぇくうっ, つうはすけ ちっか 
ぉうかぇ ょぇ ょぇょっ こけ-ゅけかっきう こさぇ-
ゃぇ くぇ 《っさょうくぇくょ. ╇いゃっしすくけ 
ゃさっきっ さぇぉけすうか おぇすけ きうさけゃ しな-
ょうは ゃ ゅけさくけけさはたけゃしおけすけ しっかけ 
‶ぇしおぇかっゃっち. ‶さっい 1900 ゅ. ぉうか 
けおさなあっく せこさぇゃうすっか くぇ ╀せさ-
ゅぇし. ]かせあぉぇすぇ くっ きせ こけくっしかぇ, 
すけえ しっ いぇゃなさくぇか ゃ 〈なさくけゃけ う 
けすゃけさうか ぇょゃけおぇすしおぇ おぇくすけ-
さぇ, おぇおゃぇすけ うきぇか う ゃ ]けそうは.                                                                                                                                           
 ╋ぇさおけ 〈けすっゃ こさっょしっょぇすっかしす-
ゃぇか う すなさくけゃしおけすけ つうすぇかうとっ 
“′ぇょっあょぇ”, ゃ おけっすけ こけ くっゅけゃぇ 
うょっは しっ うゅさぇかう けこっさう くぇ [けしう-
くう う ╁っさょう.
╀かっしすはと ぇょゃけおぇす. ]こけさっょ 

′うおけかぇ ╋ぇさおけゃ, こさぇょはょけ きせ ゃ 
くうおぇおなゃ しかせつぇえ くっ っ ぉうか こけ-
しかけゃうつっく くっせょぇつくうお. ╁ すなさ-
くけゃしおうは ぇょゃけおぇすしおう さっゅうしすなさ 
けす 1895 ゅ. こけょ わ 1 っ ゃこうしぇくけ 
うきっすけ くぇ ╋ぇさおけ 〈けすっゃ. 〈けえ ぉうか 
ょけしすぇ せしこってっく ぇょゃけおぇす, くっ っ 
うきぇか くうすけ っょくけ いぇゅせぉっくけ ょっかけ 
/くはおけう ういすけつくうちう けしこけさゃぇす 
すけゃぇ すゃなさょっくうっ/. ╉なき おかうっく-
すうすっ しう ぉうか ょけぉさけくぇきっさっく, ぇ 
おなき おけかっゅうすっ しう - こけしかけゃうつくけ 
つっしすっく. ]かぇゃぇすぇ きせ くぇ しかぇょ-
おけょせきっち しっ さぇいくっしかぇ う きくけゅけ 
ぇょゃけおぇすう たけょっかう ゃ しなょぇ ょぇ ゅけ 
しかせてぇす う ょぇ しっ せつぇす けす くっゅけ. 
′っゅけゃう こかっょけぇさうう ょなかゅう ゅけ-
ょうくう ぉうかう っすぇかけく いぇ ぉかっしすはとぇ 
いぇとうすぇ いぇ しすせょっくすうすっ ゃ ぃさう-
ょうつっしおうは そぇおせかすっす くぇ ]けそうえ-
しおうは せくうゃっさしうすっす, おなょっすけ こけ 
ゃさっきっ くぇ かっおちうう こさけそっしけさうすっ  
ちうすうさぇかう おぇすけ けぉさぇいっち ういさはょ-
くけ くぇこうしぇくぇ けす ╋ぇさおけ 〈けすっゃ 
あぇかぉぇ.                                         
╀うか っ ぇょゃけおぇす こけ くはおけかおけ 

ゅけかっきう ょっかぇ ゃなゃ ╁なさたけゃくうは 
おぇしぇちうけくっく しなょ. ′っゅけゃぇ しすう-
たうは ぉうかう ゅさぇあょぇくしおうすっ ょっかぇ う 
けしけぉっくけ すっいう いぇ うきけすう. ‶けかせ-
つうか すぇおぇゃぇ ういゃっしすくけしす, つっ ぉうか 
こけおぇくっく けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
きっあょせくぇさけょくぇすぇ こぇさぇたけょくぇ 
おけきこぇくうは “》けかぇくょ ┿きっさうおぇ” 
ょぇ いぇとうすぇゃぇ うくすっさっしうすっ え ゃ 
╀なかゅぇさうは. 

╀せおゃぇすぇ „え”. ╋ぇさおけ 〈けすっゃ 
ぉうか ういゃっしすっく しなし しゃけはすぇ こっ-
ょぇくすうつくけしす ゃ さぇぉけすぇすぇ. ′ぇえ-
おせさうけいくけすけ しう ょっかけ こっつっかう 

こさっい 1904 ゅ., おけゅぇすけ しなょう 
′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ いぇさぇょう 
すけゃぇ, つっ ゃ こさうっすうは いぇおけく いぇ 
けぉっいとっすはゃぇくっ くぇ せつうすっかうすっ 
うきぇかけ こさぇゃけこうしくぇ ゅさっておぇ - 
くっ ぉうかぇ ういこうしぇくぇ ぉせおゃぇすぇ „え”, 
おけっすけ こさけきっくはかけ しきうしなかぇ くぇ 
いぇおけくぇ. 〈けゅぇゃぇ 〈けすっゃ ょっきけく-
しすさうさぇか ゅけかっきうすっ しう こけいくぇ-
くうは こけ さうきしおけ こさぇゃけ - ゃ 50-
すっ しすさぇくうちう くぇ ょっかけすけ うきぇかけ 
ぉかういけ 30 ちうすぇすぇ けす かぇすうくしおう 
ういすけつくうちう.                                                                      

╃けぉさはお う そさぇくす し つせゃしすゃけ 
いぇ たせきけさ. [ぇいぉさぇかう いぇ てうさけ-
おけすけ きせ しなさちっ, こさう くっゅけ すさなゅ-
くぇかう ぉっょくはちう けす しっかぇ う こぇ-
かぇくおう. ╋ぇさおけ 〈けすっゃ うきぇか すさう 
ういゃっしすくう ょっかぇ, いぇさぇょう おけうすけ 
しっかはくうすっ きせ しっ けすぉかぇゅけょぇさう-
かう し たうかはょう ょっおぇさう けぉとうくしおぇ 
いっきは ゃ ‶かけゃょうゃしおけ う ]かうゃっく-
しおけ. ╁ ょゃっ しっかぇ おさなしすうかう ゅかぇゃ-
くうすっ せかうちう くぇ くっゅけゃけ うきっ. ╁ し. 
╃さぇゅけえくけゃけ ゅけ くぇこさぇゃうかう こけ-
つっすっく ゅさぇあょぇくうく う こけさすさっすなす 
きせ ょなかゅけ ゃさっきっ しすけはか ゃ おぇぉう-
くっすぇ くぇ おきっすぇ. 
╁ しなょぇ すけえ ぉうか ういゃっしすっく う し 

つせゃしすゃけすけ しう いぇ たせきけさ. ╁っょ-
くなあ ぇょゃけおぇすなす くぇ けすゃっすくぇすぇ 
しすさぇくぇ はゃくけ しっ はゃうか くっこけょ-
ゅけすゃっく う いぇすけゃぇ こけうしおぇか ょぇ しっ 
けすかけあう ょっかけすけ こけょ こさっょかけゅ, 
つっ しう っ いぇぉさぇゃうか つっくっすけ ゃおな-

とう. ╋ぇさおけ 〈けすっゃ しゃっすおぇゃうつくけ 
ぉさなおくぇか ゃ せしすぇすぇ しう, しゃぇかうか 
しう ういおせしすゃっくうすっ いなぉう う ういそな-
そかうか: „╉けかっゅぇ, しっゅぇ しきっ くぇ-

さぇゃくけ, ょぇ いぇこけつゃぇきっ”.
¨ぉうおぇかはか ちはかぇ ╀なかゅぇさうは う 

けぉうつぇか ょぇ おぇいゃぇ: „′ぇ ぉぇえ ╋ぇさ-
おけ 〈けすっゃ つぇくすぇすぇ, おぇすけ ゃうょう 
すさっくぇ, しぇきぇ しっ おぇつゃぇ”.
╋ぇさおけ 〈けすっゃ いくぇっか すせさしおう, 

しぇき ういせつうか そさっくしおう う すゃなさょっ 
ょけぉさっ しっ しこさぇゃはか し そさっくしおぇすぇ 
こさぇゃくぇ かうすっさぇすせさぇ. ╁ すなさあっしす-
ゃっくう しかせつぇう くうおけゅぇ くっ けぉかう-
つぇか おけしすのき, ぇ くぇ ゅかぇゃぇすぇ きせ 
ぉかっしすはか ちうかうくょなさ, ょけこなかくっく 
けす ういはとっく そさぇお. [ぇいこせしくっかけ 

かう しっ しなさ-
ちっすけ きせ, ゃ 
さぇいさっい し 
そさっくしおぇすぇ 
すさぇょうちうは ゃ 
けぉかっおかけすけ, 
こっっか し ちはかけ 
ゅなさかけ ゃない-
さけあょっくしおう 
こっしくう.  
‶ ぇ さ う す っ 

しぇきう すさなゅ
ゃぇす しかっょ 
きっくっ. ╇きっ-
すけ きせ くぇ 
くっせょぇつくうお 
ぉうかけ しゃなさ-
いぇくけ う し こぇ-
さうすっ, おけうすけ 
いぇ くっゅけ くっ 
ぉうかう ちっか, 
ぇ しさっょしすゃけ. 
╆ぇたゃぇとぇえ-
おう しっ し 
くっとけ, すけえ 
すゃなさょっ つっし-
すけ くっ せしこは-
ゃぇか う こさっ-
すなさこはゃぇか 
そうくぇくしけゃう 
いぇゅせぉう, くけ 
こなお し そう-
かけしけそしおぇ 

こさうきうさっくけしす おぇいゃぇか: “′はきぇ 
いぇさぇさ (くはきぇ いぇゅせぉぇ).” ′っ ゅせぉっか 
くぇょっあょぇ う しせすさうく, っょゃぇ しすな-
こうか くぇ すさけすけぇさぇ こさっょ ょけきぇ しう, 
けぉうつぇか ょぇ おぇいゃぇ: “╉ぇすけ ういかはいぇ 
けす おなとう う こぇさうすっ しぇきう すさなゅ-
ゃぇす しかっょ きっくっ.” ╁ 〈なさくけゃけ う ょけ 
ょっく-ょくってっく っ けしすぇくぇか こぇきっす-
くうはす ういさぇい: “┿い くぇ ╋ぇさおけ 〈け-
すっゃ しぇきけ そぇえすけくうすっ くっ きけゅぇ ょぇ 
こかぇすは”, いぇとけすけ ゃ っょうくうは そぇえ-
すけく こなすせゃぇか すけえ, ぇ ゃ ょさせゅうは - 
ぉぇしすせくなす う てぇこおぇすぇ きせ. 
╉せすしせい う しかっょ しきなさすすぇ. [ぇい-

こさぇゃはす, つっ ╋ぇさおけ 〈けすっゃ うきぇか 

おなしきっす しぇきけ ゃ ょっくは くぇ こけゅさっ-
ぉっくうっすけ しう /せきうさぇ くぇ 26 のかう 
1936 ゅ./, いぇとけすけ ゃぇかはか ょなあょ 
う ゃしうつおう しっ くぇきけおさうかう, しぇきけ 
すけえ ぉうか くぇ しせたけ こけょ おぇこぇおぇ くぇ 
おけゃつっゅぇ. ′っしこけかせおぇすぇ, けぉぇつっ, 
くっ ゅけ けしすぇゃうかぇ くぇ きうさぇ う しかっょ 
しきなさすすぇ きせ. ′はおぇおなゃ さぇいしっはく 
こけゅさっぉぇかっく ぇゅっくす しかっょ ゃさっきっ 
くぇしすぇくうか ゃ ゅさけぉぇ きせ しなこさせゅぇ-
すぇ くぇ ういゃっしすっく こさけそっしけさ. [けょ-
くうくうすっ くぇ ╋ぇさおけ 〈けすっゃ ゃいっかう 
こさうしなさちっ すぇいう ゅけかはきぇ くっしこさぇ-
ゃっょかうゃけしす う いぇゃっかう ょっかぇ. 〈っ 
こさけょなかあうかう ぉっいおさぇえくけ ょなかゅけ, 
くけ くぇおさぇは ゃしっ こぇお ╋ぇさおけ 〈け-
すっゃ けしすぇくぇか しぇき ゃなゃ ゃっつくけすけ しう 
あうかうとっ. ╉ぇすけ こさけういくぇしはか こさう-
しなょぇすぇ, しなょうはすぇ こさけさけくうか: “╄た, 
ぉぇえ ╋ぇさおけ, ぉぇえ ╋ぇさおけ, すけ くぇ 
すっぉっ ゃしっ すぇおぇ とっ すう しっ しかせつう!”
„《うぇしおけ - くぇえ-ょけぉさぇすぇ こう

っしぇ くぇ ╋ぇさおけ 〈けすっゃ“. ‶さっい 
2012 ゅ. ゃ 〈なさゅけゃうとっ っ こけしすぇ-
ゃっく しこっおすぇおなか し すけゃぇ いぇゅかぇゃうっ, 
し ‶ぇゃっか ‶けこぇくょけゃ ゃ ゅかぇゃくぇすぇ 
さけかは. ╆ぇ こなさゃう こなす くぇ しちっくぇ しぇ 
ういゃっょっくう っょくう けす くぇえ-はさおうすっ 
つっさすう ゃ たぇさぇおすっさぇ くぇ ぉなかゅぇ-
さうくぇ – しすさぇしすすぇ きせ ょぇ しっ しぇきけ-
しなあぇかはゃぇ, ょぇ ゃうくう ょさせゅうゅけ いぇ 
くっせょぇつうすっ しう う ょぇ いぇっきぇ こけ-
しかっょくうすっ きっしすぇ ゃ こけかけあうすっか-
くうすっ おかぇしぇちうう. ]こけさっょ ぇゃすけさう-
すっ, ╋ぇさおけ 〈けすっゃ っ いぇこぇいっくぇすぇ 
きぇさおぇ くぇ ょなさあぇゃぇ, ういゃっしすくぇ し 
くぇえ-ゅけかはき ぉさけえ くっせょぇつくうちう くぇ 
ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ. ╁ こうっしぇ-
すぇ „《うぇしおけ” すけえ っ しぉけさっく けぉさぇい 
う ょけおぇいぇすっかしすゃけ いぇ さぇいきくけあぇ-
ゃぇくっ くぇ くっせしこったぇ.
╋ぇさおけかけゅうは. ╇きぇ すぇおぇゃぇ 

くぇせおぇ - いぇ ゃしっけぉとうは おせすしせい. 
′ぇさっつっくぇ っ くぇ ╋ぇさおけ 〈けすっゃ. 
╋ぇさおけかけゅうはすぇ っ しぉけさ けす いぇおけ-
くう いぇ おせすしせいぇ ゃ くぇえ-さぇいかうつくう 
けぉかぇしすう. ′っうく しないょぇすっか こさっい 
1991 ゅ. っ ┿さすせさ ╉ぇさか ╉けさょけく, 
おけえすけ しきはすぇ しっぉっ しう いぇ „╂かぇゃっく 
きぇさおけかけゅ くぇ さっこせぉかうおぇすぇ”. ‶け 
こさけそっしうは っ っかっおすさけうくあっくっさ. 
[けょっく っ ゃなゃ ╁ぇさくぇ こさっい 1951 ゅ., 
ぇ けす 1992 ゅ. あうゃっっ ゃ ]┿】. ╀うか 
っ こさっこけょぇゃぇすっか ゃ 〉くうゃっさしうすっすぇ 
くぇ ╃っかぇせっなさ, しっゅぇ っ くぇせつっく さな-
おけゃけょうすっか ゃ ゅさせこぇすぇ こけ ういおせしす-
ゃっく うくすっかっおす ゃ ゅさぇょ 《さうこけさす, 
〈っおしぇし. „┿おけ くうっ, ぉなかゅぇさうすっ, 
くぇょきうくぇゃぇきっ こけ くっとけ こけつすう 
ゃしうつおう しゃっすけゃくう くぇちうう, すけ すけゃぇ 
っ おせすしせいなす. 『はかぇすぇ くう うしすけさうは 
っ くうい けす ╋ぇさおけすけすっゃしおう きなくうし-
すぇ. ╆ぇすけゃぇ っ さっょくけ しうきゃけかなす くぇ 
かけてうは おなしきっす ょぇ っ ぉなかゅぇさうく 
う くっゅけゃけすけ うきっ ぉっいしこけさくけ っ 
╋ぇさおけ 〈けすっゃ”, おぇいゃぇ ゅかぇゃくうはす 
きぇさおけかけゅ くぇ さっこせぉかうおぇすぇ. 〈けえ 
そけさきせかうさぇ くぇょ 150 ╋ぇさおけ-
いぇおけくぇ, ういさぇいはゃぇとう ぇぉしせさょう-
すっ くぇ けぉとっしすゃぇ おぇすけ くぇてっすけ. 
‶なさゃうはす っ けしけぉっくけ ぇおすせぇかっく, 
おけゅぇすけ ╀なかゅぇさうは っ こさっょ ういぉけ-
さう: ̈ ぉっとぇくうはすぇ くぇ おぇおぇゃうょぇすぇ 
し くうとけ くっ ぇくゅぇあうさぇす こっこっさせ-
ょぇすぇ. ╁すけさうはす - ′ぇえ-すさっいゃうすっ 
きうしかう うょゃぇす しかっょ しうかくけ くぇこう-
ゃぇくっ. 〈さっすうはす - ′ぇえ-ょけぉさけすけ 
こさうしこうゃぇすっかくけ っ しせすさってくうはす 
いゃなく くぇ ぉせょうかくうおぇ. ╊のぉうき くぇ 
ぇゃすけさぇ っ ╆ぇおけくなす いぇ ういすけつくうおぇ 
くぇ かなつっいぇさくうは けこすうきういなき くぇ 
╋ぇさおけ 〈けすっゃ, おけえすけ ゅかぇしう: ╇ 
こなおなかなす いぇ くぇし っ こさぇゃっく. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╆ぇぉっかっあうすっかくうはす ぇょゃけおぇす, ょっこせすぇす, つうすぇかうとっく 
ょっっち う けぉとっしすゃっくうお  ╋ぇさおけ 〈けすっゃ っ さけょっく こさっい 
1858 ゅ. ゃ 〈なさくけゃけ. [ぇぉけすうか っ おぇすけ しなょうは ゃ さけょ
くうは しう ゅさぇょ, ぉうか っ うくしこっおすけさ ゃ  ╋うくうしすっさしすゃけ
すけ くぇ こさぇゃけしなょうっすけ ゃ ]けそうは, こさっょしっょぇすっか くぇ 
¨おさなあくうは しなゃっす ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, ょっこせすぇす 
ゃ 』っすゃなさすけすけ くぇさけょくけ しなぉさぇくうっ, こさっょしっょぇすっか 
くぇ つうすぇかうとっ „′ぇょっあょぇ“, けおさなあっく せこさぇゃうすっか 
くぇ ╀せさゅぇし. ╇きぇか ぇょゃけおぇすしおう おぇくすけさう ゃ ]けそうは う 
〈なさくけゃけ, こけきぇゅぇか くぇ ぉっょくうすっ しう おかうっくすう.
]ぇき ういせつうか すせさしおう う そさっくしおう.                                                                                    
╁なこさっおう こなかくけちっくくうは  きせ あうゃけす, ぉうか しきは

すぇく いぇ くっせょぇつくうお. ╇きっすけ きせ う ょくっし けかう
ちっすゃけさはゃぇ つけゃっお, くぇ おけゅけすけ くっ きせ ゃなさゃう.                                                                                                                        
〉きうさぇ こさっい 1936 ゅ. ゃ ]けそうは.
‶け こけゃけょ 150-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす さけあょっくうっすけ 

きせ ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ っ けすおさうすぇ ういかけあぉぇ „′っ
こけいくぇすうはす う こけいくぇす ╋ぇさおけ 〈けすっゃ“.

‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ う ょさせゅう きぇてうくけしすさけうすっかくう そうさきう けす ╉ぇいぇくかなお う さっゅう-
けくぇ しっ しさっとくぇたぇ ゃ さぇぉけすくぇ しさっとぇ くぇ せつうかうとくけすけ くぇしすけはすっかしすゃけ くぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ 

ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ けぉしなょはす さっいせかすぇすうすっ けす しなゃきっしすくぇすぇ しう 
さぇぉけすぇ ゃ こけょおさっこぇ くぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ おぇょさう いぇ ぉさぇくてぇ. „╋+]  》うょさぇゃかうお”,  „》うょさけこくっゃ-
きけすったくうおぇ”, „╇くょせしすさうぇかすったくうお”, „╉さっい - ╃”, いぇっょくけ し くぇえ-ゅけかはきけすけ こさっょこさうはすうっ ゃ きぇてう-
くけしすさけっくっすけ - „┿さしっくぇか“ ┿╃, こけょおさっこはす せつうかうとっすけ ゃ くっゅけゃうは けこうす こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
ょぇ しなあうゃう こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ おぇょさう いぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ. 
‶け ゃさっきっ くぇ さぇぉけすくぇすぇ しさっとぇ こさっょ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ぉういくっしぇ ょうさっおすけさなす くぇ ゅうきくぇいうは-

すぇ ╋ぇさうぇくぇ ╃っきうさっゃぇ しこけょっかう せょけゃかっすゃけさっくうっすけ しう けす くぇこさっょなおぇ くぇ せつうかうとっすけ ゃ こけしかっょ-
くぇすぇ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ - さぇぉけすぇすぇ こけ さぇいかうつくう こさけっおすう, ういゃなさてっくうすっ ゅけかっきう さっきけくすくう 
ょっえくけしすう う こさけきっくう, おけうすけ こけょけぉさはゃぇす さっぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ しさっょぇ いぇ せつっくうちう う せつうすっかう. 
„╇きぇきっ いくぇつうすっかくう せしこったう ゃ せつっくうつっしおうすっ こさぇおすうおう, おけうすけ しっ けしなとっしすゃはゃぇす し こけきけとすぇ くぇ 
そうさきうすっ-こぇさすくぬけさう“, っ おけくしすぇすぇちうはすぇ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇゅうきくぇいうはすぇ.

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”

Момент от срещата
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ぅくおけ っ こさっょしっょぇすっか くぇ 』っさ-
ゃっくうすっ ゃけúくう けす すさう ゅけょう-

くう. ′け すさう こなすう こけゃっつっ ゃさっきっ 
けす あうゃけすぇ しう さぇぉけすう ゃ „┿さしっ-

くぇか“. ╁ ╆ぇゃけょ 1, ちった 120 – くぇ 
きけくすぇあぇ くぇ ぇゃすけきぇすぇ. ‶けいくぇ-
ゃぇえおう ゃっつっ ょけぉさっ ぇさしっくぇか-
しおうすっ すさぇょうちうう, ぅくおけ くぇきう-
さぇ いぇ ぇぉしけかのすくけ いぇおけくけきっさくぇ 
ゃさないおぇすぇ きっあょせ こけょおさっこぇすぇ いぇ 
『]╉┿ う さぇぉけすぇすぇ ゃ けさなあっえくう-
ちぇすぇ. ]こけさっょ くっゅけ, こけゃっつっすけ 
ぇさしっくぇかちう しぇ うきっくくけ ちっしっおぇ-
さう, いぇとけすけ           “〈さぇょうちう-
はすぇ こけゃっかはゃぇ“. 《ぇおす っ, つっ „┿さ-
しっくぇか“ っ けしくけゃぇく うきっくくけ おぇすけ 
╃なさあぇゃくぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ, ぇ 
さぇいつうすぇくっすけ くぇ ぇぉさっゃうぇすせさぇすぇ 
„『]╉┿“ っ „『っくすさぇかっく しこけさすっく 
おかせぉ くぇ ┿さきうはすぇ“. ┿さきっえしおけ-
すけ, しゃなさいぇくけしすすぇ し ぉうすおうすっ う 
けさなあうっすけ, っ ょぇかっつくぇすぇ ゃさないおぇ 
くぇ くぇつぇかけすけ くぇ っきけちうけくぇかくぇすぇ 
ゃさないおぇ: ぇさしっくぇかっち – ちっしっおぇさ. 
╃くっし ゃっつっ しうかぇすぇ くぇ すぇいう ゃさない-
おぇ うょっ こさけしすけ う っしすっしすゃっくけ けす 
かのぉけゃすぇ おなき しゃけっすけ, おなき しゃけは 
けすぉけさ. ]うかくぇ ゃさないおぇ, おぇおゃぇすけ っ 
う ゃさないおぇすぇ おなき しゃけっすけ しっきっえ-
しすゃけ, おなき しゃけはすぇ さぇぉけすぇ...
〈ぇいう けすょぇょっくけしす くぇ しゃけっすけ しっ 

ゃうあょぇ し こさけしすけ けおけ ゃっょくぇゅぇ, 
とけき しすなこうて ゃなゃ そっくしおうすっ こさっ-
ょっかう くぇ 』っさゃっくうすっ ゃけúくう. ]すぇ-
さぇ おなとぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
っ こさうのすうかぇ 30-くぇすぇ そっくけゃっ くぇ 
つっさゃっくうすっ – たけさぇ  し くぇょかっあくう 
つかっくしおう おぇさすう いぇ おかせぉぇ, しな-
とっしすゃせゃぇと  けそうちうぇかくけ おぇすけ 
くっこさぇゃうすっかしすゃっくぇ けさゅぇくういぇちうは 
しなし しなょっぉくぇ さっゅうしすさぇちうは ゃ ]すぇ-
さけいぇゅけさしおうは しなょ. ╉なき すはた, けぉぇ-
つっ, ゅさぇゃうすうさぇす けとっ ょっしっすおう おぇ-
いぇくかなておう かのぉうすっかう くぇ 『]╉┿. 
┿ ゃっさけはすくけ – う しすけすうちう. ╋くけゅけ 
けす すはた – ぉうゃてう ゃけっくくう うかう ぇさ-
しっくぇかちう. ] こけょつっさすぇくぇ ゅさうあかう-
ゃけしす こけしっすうすっかうすっ すせお しぇ こけょ-
さっょうかう しおさけきくけすけ こけきっとっくうっ 
おぇすけ しゃけえ ょけき – しなし しけぉしすゃっく 
すさせょ しぇ こけょさっょうかう くぇ くぇえ-ゃう-
ょくけ きはしすけ こなさゃけ しゃっすうくうすっ くぇ 
おかせぉぇ – つっさゃっくけすけ いくぇきっ し ぇゃ-
すけきぇすぇ う さけいぇすぇ ゃ しさっょぇすぇ おさぇえ 
くぇょこうしぇ „』っさゃっくう ゃけúくう“; 
そかぇゅつっすけ – こけょぇさなお けす おぇいぇく-
かなておうは ちっしっおぇさ けす 』うおぇゅけ - ╂ぇ-

- ╂けしこけょうく こさっいうょっくす, 
しかせつゃぇとけすけ しっ ゃ きけきっく
すぇ ゃ [せしうは う ╉さうき う うきう
ょあなす, おけえすけ すぇいう ゅけかはきぇ 
しすさぇくぇ すさせこぇ けす すけゃぇ くぇ 
きっあょせくぇさけょくぇすぇ しちっくぇ, 
けすさぇいはゃぇ かう しっ こけ くはおぇおなゃ 
くぇつうく くぇ ┿╀╁? 

- ′っ, こけ くうおぇおなゃ くぇつうく. ′っ 
ぉうた おぇいぇか, つっ うきぇ くはおぇおゃぇ 
ゃさないおぇ. ′うっ しう うきぇきっ しゃけは 
かうくうは う すは っ けすしすけはゃぇくっ くぇ 
くぇちうけくぇかくうは うくすっさっし. [ぇいぉう
さぇ しっ, しうすせぇちうはすぇ ゃ [せしうは う 
〉おさぇえくぇ しっ けすさぇいはゃぇ ゃ ゅっけこけ
かうすうつっしおう こかぇく くぇ けすくけてっ
くうはすぇ きっあょせ ╁っかうおうすっ しうかう う 
けすくけてっくうはすぇ きっあょせ さっゅうけくう
すっ. 〈けゃぇ っ ゃぇあくけ う しう しすさせゃぇ 
ょぇ しっ いぇきうしかうき.

- ╁うっ しすっ ゃうょっく させしけそうか. 
┿おけ しっゅぇ ぉはたすっ くぇ きはしすけ
すけ くぇ こさっいうょっくすぇ ‶かっゃくっ
かうっゃ, ょさせゅぇ かう とってっ ょぇ っ 
こけいうちうはすぇ ╁う こけ けすくけてっ
くうっ くぇ しすぇゃぇとけすけ ゃ [せしうは 
う ╉さうき? 

- ]きっは ょぇ おぇあぇ, つっ しなき ぉなか
ゅぇさしおう こぇすさうけす う くっ ぉうた こさう
っか くうおぇおなゃ っすうおっす, ゃ おぇおゃぇすけ 
う ょぇ っ こけしけおぇ. [ぇいぉうさぇ しっ, ぇい 
しなき いぇ ぇおすうゃくう けすくけてっくうは し 
[せしおぇすぇ そっょっさぇちうは ゃ さぇきおうすっ 
くぇ くぇてぇすぇ すゃなさょぇ っゃさけこっえしおぇ 
けさうっくすぇちうは, いぇ おけはすけ しなき ょぇか 
きくけゅけ. ′っおぇ こさうこけきくは, つっ 
すけつくけ こけ きけっ ゃさっきっ ╀なかゅぇさうは 
しすぇくぇ つかっく くぇ ╄] ゃ さっいせかすぇす 
くぇ きけう けぉうおけかおう ゃなゃ ゃしうつおう 
っゃさけこっえしおう しすさぇくう. ╋うしかは, 
つっ こけいうちうはすぇ くぇ こさっいうょっくすぇ 
‶かっゃくっかうっゃ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
こけ-ぉぇかぇくしうさぇくぇ. [ぇいぉうさぇ しっ, 
すけえ っ ょかなあっく ょぇ こけょょなさあぇ 
くぇてぇすぇ こさけっゃさけこっえしおぇ けさう
っくすぇちうは, くけ くっ っ くっけぉたけょうきけ 
ょぇ しっ しすうゅぇ ょけ すけゃぇ おさぇえくけ 
させしけそけぉしすゃけ, おけっすけ しはおぇて 
こさけいうさぇ ゃ くっゅけゃうすっ ょせきう ゃ 
けくけゃぇ, おけっすけ ういさぇいはゃぇす おぇすけ 
こけいうちうは けすょっかくう こけかうすうつっ
しおう しうかう. 

かうく ╉せくっゃ, つかっく し ちはかけすけ 
しう しっきっえしすゃけ くぇ すぇきけてくぇ-
すぇ けさゅぇくういぇちうは ゃ こけょおさっこぇ 
くぇ かのぉうきうは けすぉけさ, おさなしすっ-

くぇ „』っさゃっくうすっ けす 』うおぇゅけ“,  
さぇいこなくぇすけ そっくしおけ てぇかつっ 
し ぇゃすけゅさぇそう くぇ けぉうつぇくう 
しこけさすうしすう; けゅさけきくう おぇかっく-
ょぇさう くぇ 『]╉┿ こけ しすっくうすっ; 
しくうきおう いぇ しこけきっく けす こな-
すせゃぇくうは おなき しすぇょうけくうすっ 
ゃ しすさぇくぇすぇ, けおぇつっく ゃ さぇき-

おぇ - すっおしすなす くぇ たうきくぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは ぇさきっえしおう いぇ-
こぇかはくおけ; ...くぇゃうす くぇ させかけ 
ゃなさたせ しおさうくぇ しっ こぇいう ちっ-
くっく こけょぇさなお – ういこさぇすっくう-
はす けす ╂ぇかうく つぇお けす 】ぇすうすっ 
ょゃせきっすさけゃ ゃうくうかけゃ つっさゃっく 
すさぇくしこぇさぇくす, おけえすけ くぇてう-
すっ さぇいすはゅぇす こけ きぇつけゃっすっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ. ′ぇょかっあくけ いぇょ 
しすなおかっくぇ ゃうすさうくぇ しぇ こさう-
ぉさぇくう „こけょ おけくっち“ そかぇ-
くっかおう, たぇゃかうっくう おなさこう, 
たうきうおぇかおう, おぇかっくょぇさう... 
]おさけきくうすっ こさうたけょう けす 
こさけょぇあぉぇすぇ くぇ そっくしおうすっ 
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けすかうつうすっかくう いくぇちう, いぇっょくけ 
し つかっくしおうは ゃくけし, しぇ ういすけつくう-
おなす くぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ ょっえ-
くけしすすぇ くぇ おかせぉぇ. „′ぇえ-きくけ-
ゅけ „ゃなさゃはす“ おぇかっくょぇさうすっ う 
てぇかつっすぇすぇ“, けぉはしくはゃぇ ぅくおけ 
すぇえくうすっ くぇ すけは すうこ „すなさゅけ-
ゃうは“. ′ぇ こなさゃけ ゃさっきっ ちっしっ-
おぇさうすっ しぇ けぉけさせょゃぇかう しなし 
しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ けぉうすぇ-
かうとっすけ しう し ゃしうつおけ くせあくけ いぇ 

しぉうさおうすっ こけ さぇぉけすぇ う しさっとう-
すっ ゃ けぉとけすけ ゅかっょぇくっ くぇ きぇ-
つけゃっすっ くぇ 『]╉┿. 〈っかっゃういけさ! 
– う さぇいぉうさぇ しっ: はおう ょなさゃっくう 
きぇしう, おけうすけ ょぇ こけくぇしはす しうか-
くぇすぇ っきけちうは けす さぇょけしすすぇ こさう 
こけぉっょうすっ う はょけゃっすっ しかっょ いぇ-
ゅせぉうすっ. ′っこさっきっくくけ - こさっい 
ゃおせしぇ くぇ ぉうさぇすぇ う しおぇさぇすぇ!
》けさぇすぇ すせお しっ つせゃしすゃぇす おぇすけ 

せ ょけきぇ しう: さっょせゃぇす しっ くぇ そさう-
すのさくうおぇ う こっおぇさくうおぇ, ょっあせ-
さはす くぇ ゅさせこう こさう こけつうしすゃぇ-
くっすけ..., しこけょっかはす しう さぇいくう 
くっとぇ, しきっはす しっ, いぇぉぇゃかはゃぇす 
しっ..., しなぉうさぇす こさうはすっかう, ゃけ-
ょはす ょっちぇすぇ しう – くけゃうすっ ちっしっ-
おぇさつっすぇ... ]っょきうつくう しぉうさおう 
う きっしっつくう しなぉさぇくうは こけしすぇ-
ゃはす しっさうけいくうすっ すっきう: けさゅぇ-
くういぇちうはすぇ こさう こなすせゃぇくっ いぇ 
きぇつけゃっ, けぉしなあょぇくっ くぇ こさけ-
ぉかっきうすっ くぇ けすぉけさぇ. [ぇぉけすぇすぇ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ おかせぉぇ 
しっ しかっょう „こけょ けおけ“. ぅくおけ くっ 
いぇぉさぇゃは, つっ,  ぇおけ くっ けすゅけゃぇさは 

くぇ けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ つかっくけゃっ-
すっ, きけあっ ょぇ ぉなょっ いぇきっくっく し 
こけ-けすゅけゃけさっく つけゃっお. ╆ぇしっゅぇ 
けこさぇゃょぇゃぇ ょけゃっさうっすけ, ょぇゃぇ 
けす しっぉっ しう おぇおゃけすけ きけあっ. 
[ぇょゃぇ しっ, つっ そっくけゃっすっ うきぇす 
しゃけっ きはしすけ, つっ こさっい かはすけすけ 
ょゃけさなす くぇ おなとぇすぇ とっ しなぉうさぇ 
けとっ こけゃっつっ たけさぇ..., つっ ゃしうつ-
おう いぇっょくけ, くっ しぇきけ しこけょっかはす 
かのぉけゃすぇ しう おなき 『]╉┿, くけ 
さっぇかういうさぇす う ょさせゅう うくうちう-
ぇすうゃう. ╋けあっ ょぇ っ つせょくけ, くけ 
すせお しっ さぇあょぇす ょけさう うょっう いぇ 
けさゅぇくういうさぇくう こけしっとっくうは くぇ 
すっぇすなさ! [ぇいぉさぇかう いぇ くけゃぇすぇ 

こさっきうっさぇ  くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
すさせこぇ  – „《っくけゃっ“ けす ╄かうく 
[ぇたくっゃ, きっしすくうすっ ちっしっおぇさう 
しぇ ゃこっつぇすかっくう, いぇとけすけ いぇ すはた 
くっ っ すぇえくぇ しすさぇしすくぇすぇ ゃさない-
おぇ くぇ ょさぇきぇすせさゅぇ し かのぉうきうは 
けすぉけさ. ╀かぇゅけすゃけさうすっかくけしすすぇ 
しなとけ くっ っ つせあょぇ くぇ くぇてっく-
しおうすっ つっさゃっくう ゃけúくう: こけおさぇえ 
こさぇいくうちう, おぇすけ 24-すう きぇえ, すっ 
いぇょっかはす けす おかせぉくぇすぇ おぇしうつおぇ 

いぇ ょぇさっくうは いぇ くせあょぇっとう しっ 
ょっちぇ. 《っくけゃっすっ, ゅけかはきぇ つぇしす 
けす おけうすけ – たけさぇ しなし しおさけき-
くう ょけたけょう, くっ しっ しおなこはす ょぇ 
しう こかぇとぇす 5-すっ かっゃぇ きっしっ-
つっく つかっくしおう ゃくけし, くうすけ ょぇ 
けすょっかはす けす ょあけぉぇ しう いぇ おぇお-
ゃけすけ っ くせあくけ ゃ こけょおさっこぇすぇ 
くぇ 『]╉┿. ╆ぇ けぉうつすぇ ゅさぇくうちう 
くはきぇ. ]すなおかっくぇ, さなつくけ ういさぇ-
ぉけすっくぇ, おぇしうつおぇ いぇ ょぇさっくうは 
„『]╉┿ – ╆ぇゃうくぇゅう!“ っ こけしすぇ-
ゃっくぇ くぇ ゃうょくけ きはしすけ ゃ おかせぉぇ.  
╉けゅぇすけ こなすせゃぇす いぇ きぇつけゃっ, 

ょけてかう し かうつくう おけかう う こけくは-
おけゅぇ – くぇすけゃぇさうかう ちはか ぇゃ-
すけぉせし, くぇ しすぇょうけくぇ くぇてうすっ 
しっ ゃかうゃぇす ゃ ぇゅうすおぇすぇ くぇ つっさ-
ゃっくうすっ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, いぇ 
ょぇ ゃうおぇす いぇっょくけ “【ぇきこうけくう! 
【ぇきこうけくう!“. ′ぇ ′ぇちうけくぇか-
くうは „╁ぇしうか ╊っゃしおう“ すはたくけすけ 
きはしすけ くぇ こっえおうすっ っ ゃ ]っおすけさ 
„╂“. ぅくおけ, いぇっょくけ し ょさせゅうすっ けす 
おかせぉぇ, しっ けこうすゃぇ ょぇ こさけこぇ-
ゅぇくょうさぇ きうさくけすけ こさうしなしすゃうっ 

くぇ そっくけゃっすっ こけ しすぇょうけくうすっ, 
おぇすけ くっ おさうっ, つっ すけゃぇ っ しっさう-
けいっく こさけぉかっき. ]ぉうゃぇくうはすぇ う 
ぇゅさっしうはすぇ しぇ くっとけ, けす おけっすけ 
ゃ きっしすくぇすぇ ぇゅうすおぇ けこさっょっかっ-
くけ しっ ょうしすぇくちうさぇす.   
]こけさっょ ぅくおけ, くはきぇ しなきくっ-

くうっ, つっ おぇいぇくかなておうすっ ちっしっ-
おぇさう しぇ くぇえ-きくけゅけ しさっょ こさう-
ゃなさあっくうちうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ. ′っ 
ゃしうつおう たけょはす くぇ きぇつけゃっ, くけ 
ょっしっすおう たうかはょう しぇ こさっょ すっかっ-
ゃういけさうすっ ゃ ╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ う 
ぇゃすけきぇすうすっ. ╉けかおけすけ ょけ ぇゃすけ-
きぇすうすっ:

Янко по произход е
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„╋ぇえおぇ, すぇすおけ, ぉぇぉぇ, ょはょけ... 
– ゃしうつおう しぇ さぇぉけすうかう う しぇ しっ 
こっくしうけくうさぇかう ゃ „┿さしっくぇか“, 
さぇいおぇいゃぇ かうょっさなす くぇ きっしすくうすっ 
』っさゃっくう ゃけúくう. ╉ぇすけ しすさぇしすっく 
そせすぉけかっく いぇこぇかはくおけ, ぅくおけ っ 
さうすぇか そせすぉけか ゃ こけ-きかぇょうすっ 
しう ゅけょうくう. ╇ゅさぇか っ う ゃ けすぉけ-

さぇ くぇ ╆ぇゃけょ 1 いぇ こさぇいくうつくうすっ 
すせさくうさう こけおさぇえ ╃っくは くぇ きぇ-
てうくけしすさけうすっかは. „╁しっ すさっすう, 
ゃしっ すさっすう ぉはたきっ...“, おけきっく-
すうさぇ てかけしっさなす-きけくすぇあくうお けす 
ちった 120. 
╂さぇょしおうはす てっそ くぇ ちっしっおぇ-

さうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ さぇょゃぇ, つっ 
そうさきっくうすっ きかぇょっあおう けすぉけさう 
くぇ „┿さしっくぇか“ ゃ こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう けすゅかっあょぇす ょけぉさう そせす-
ぉけかうしすう う しっ おかぇしうさぇす ょけぉさっ, 
ょぇあっ ゃ つっかくうすっ きっしすぇ くぇ こなさ-
ゃっくしすゃけすけ ゃ おけくおせさっくちうはすぇ くぇ 
しうかくうすっ けす „╀っさけっ“. [ぇょゃぇ ゅけ う 
そぇおすなす, つっ きかぇょうすっ くぇょっあょう 
くぇ „┿さしっくぇか“ しすぇゃぇす こけ-ょけぉさう 
う けす „[けいうすっ“ くぇ すはたくぇすぇ ゃない-
さぇしす. 《っくしおけすけ しなさちっ くぇ ぅくおけ 
ゃうあょぇ ゃ きかぇょけちうすっ ぉなょっとう 
しすさぇしすくう ちっしっおぇさう. ′っ しっ しなき-
くはゃぇ, つっ „『]╉┿ – いぇゃうくぇゅう“ 
くっ っ こさけしすけ かけいせくゅ, ぇ ゃはさぇ, 
つっ すけいう おかせぉ とっ こさけょなかあう ょぇ 
ゅけくう ゃうくぇゅう こけぉっょうすっ, つっ っ  う 
とっ ぉなょっ くぇえ-ょけしすけえくうはす さけ-
ょっく てぇきこうけく, つっ とっ うゅさぇっ ゃ 
きっあょせくぇさけょくうすっ すせさくうさう, つっ 
くはおけえ ょっく とっ しう ゃなさくっ しかぇゃぇ-
すぇ けす けくうは きぇつけゃっ, おけうすけ さぇい-
すなさしゃぇたぇ ╀なかゅぇさうは し こけぉっょう 
くぇょ „╊うゃなさこせか“ う „′けすうくゅぇき“, 
つっ くはおけえ ょっく けすくけゃけ とっ しっ 
さけょう う ういゅさっっ うきっくくけ ゃ 『]╉┿ 
くけゃうはす くう ]すけうつおけゃ... 〈けゃぇ っ 
けぉうつすぇ – すは きっつすぇっ. 〈ぇは ╋っつすぇ 
こけくっ ょゃぇ こなすう しっょきうつくけ こなか-
くう しなし しすさぇしすう おかせぉぇ ゃ ]すぇ-
さぇすぇ おなとぇ くぇ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. ╇ょゃぇす ゃしはおぇおゃう たけさぇ 
– けす せつっくうちう ょけ こっくしうけくっさう... 
‶さう っょくけ せしかけゃうっ: „] 『]╉┿ ゃ 
しなさちっすけ!“. ]なさちっすけ くぇ ぅくおけ 
╇ゃぇくけゃ いぇ 『]╉┿ „いぇこぇかうか“ くぇ 
ゃさっきっすけ くっゅけゃうはす ぉさぇす. ]っゅぇ 
っ くっゅけゃ さっょ ょぇ „いぇこぇかう“ しなさ-
つうちっすけ くぇ とっさおぇすぇ ╁っさしぇゃうは. 
〈は っ しぇきけ くぇ ょゃっ ゅけょうくおう, くけ 
ぅくおけ う ぅくおぇ /すぇおぇ しっ おぇいゃぇ 
しなこさせゅぇすぇ.../ くはきぇ おぇお ょぇ くっ 
しぇ しうゅせさくう, つっ けす くっは とっ しすぇ-
くっ うしすうくしおう ちっしっおぇさ. ╆ぇとけすけ 
しさっょ そっくけゃっすっ くぇ ぇさきっえしおうは 
けすぉけさ うきぇ う きくけゅけ あっくう, きぇ-
おぇさ すったくうはす おさぇお ょぇ しすなこゃぇ 
さはょおけ ゃ ╉かせぉぇ くぇ つっさゃっくうすっ 
ゃけúくう. ′け う すっ しぇ いぇさぇいっくう けす 
しうかぇすぇ くぇ すさぇょうちうはすぇ. 〈さぇょう-
ちうはすぇ, おけはすけ ゃうあょぇき ゃ しすけすう-
ちうすっ つっさゃっくけ-ぉっかう きぇさすっくうつ-
おう, いぇゃなさいぇくう こけ けとっ ゅけかうすっ 
おかけくう くぇ しきけおうくはすぇ ゃ ゅさぇょう-
くぇすぇ くぇ しすぇさぇすぇ おなとぇ し おかせぉぇ. 
¨くぇいう すさぇょうちうは, おけはすけ ゃなさたせ 
ぉかういけ ょゃせきっすさけゃけすけ いくぇきっ, 
おけっすけ おぇいぇくかなておうすっ „つっさゃっ-
くう“ さぇいこなゃぇす こけ ぉなかゅぇさしおうすっ 
しすぇょうけくう, しなぉうさぇ ゃ っょくけ [け-
いぇすぇ う ┿ゃすけきぇすぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

- ╁ おさういぇ かう っ こぇさかぇきっく
すぇさういきなす せ くぇし? ‶うすぇき こけ 
こけゃけょ しかせつうかけすけ しっ し 『╇╉ 
う すけゃぇ, おけっすけ くぇこさぇゃう こさっ
いうょっくすなす ‶かっゃくっかうっゃ. ¨す 
くっゅけゃぇ しすさぇくぇ すけゃぇ しせしこっく
ょうさぇくっ くぇ ╉けくしすうすせちうはすぇ 

かう っ うかう せこさぇあくはゃぇくっ くぇ 
こさっいうょっくすしおう こさぇゃけきけ
とうは? 

- 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ, つっ うきぇ すっ
あなお おけくそかうおす きっあょせ うくしすう
すせちううすっ. ╉けくそかうおす, おけえすけ しっ 
ういさぇいはゃぇ ゃなゃ ゃしはおぇ しすなこおぇ ゃ 
けすくけてっくうはすぇ きっあょせ おかのつけ
ゃうすっ うくしすうすせちうう ゃ ╀なかゅぇさうは. 
‶ぇさかぇきっくすぇさういきなす っ ゃ おさう
いぇ, ぉっい しなきくっくうっ. ╉ぇいぇた ゅけ 
う ぇこっかうさぇき ょぇ きうしかうき ゃなさ
たせ すけゃぇ ょぇかう くっ しう しすさせゃぇ ゃ 
こっさしこっおすうゃぇ ょぇ しっ こさけきっくう  
ょなさあぇゃくけすけ せしすさけえしすゃけ, ょぇ しっ 
ぇおちっくすうさぇ ゃなさたせ っょくう いぇしう

かっくう こさっいうょっくすしおう こさぇゃけきけ
とうは. ╉ぇすけ, くぇこさうきっさ, すっきぇすぇ 
いぇ さっそっさっくょせきぇ, こけ おけはすけ 
こさっいうょっくすなす ぉう きけゅなか こさはおけ 
ょぇ しゃうおぇ さっそっさっくょせき, くっ ょぇ 
つぇおぇ こぇさかぇきっくすなす ょぇ きせ さぇい
さってう. ╁ しかせつぇは こさっいうょっくすなす, 

しこけさっょ きっく, くっ こけょたけょう こさっ
ちういくけ. 〈けっしす, うゅさう くぇ ょさっぉくけ, 
おけうすけ しぇきけ ょうしおさっょうすうさぇす 
うくしすうすせちうはすぇ. 

- ┿ょっおゃぇすくぇ かう っ こけいうちうは 
くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ こさぇゃうすっか
しすゃけ こけ けすくけてっくうっ くぇ 〉お
さぇえくぇ うかう こけ-しおけさけ こさぇ
ゃうき すけゃぇ, いぇとけすけ くはきぇきっ 
ょさせゅ ういぉけさ, ょさせゅ たけょ, くぇ
かぇゅぇす くう ゅけ?

- ╆ぇとけ ょぇ くはきぇ ょさせゅ たけょ? 
′うっ すさはぉゃぇ ょぇ しきっ つぇしす けす 
しなのいくうつっしおぇすぇ こけかうすうおぇ, くけ 
╀なかゅぇさうは, こけ しうかぇすぇ くぇ うし

すけさうはすぇ う ゅっけゅさぇそしおけすけ しう 
さぇいこけかけあっくうっ, きけあっ ょぇ うきぇ 
くのぇくしう ゃ こけかうすうおぇすぇ しう こけ 
けすくけてっくうっ くぇ [せしうは. ′はきぇ 
しきうしなか ょぇ しきっ こó おぇすけかうちう う 
けす こぇこぇすぇ.

- 〈っいぇ: ╀]‶ ゅせぉう っゃさけうい
ぉけさうすっ, こっつっかう ゅう ╂╄[╀. 
╇しおぇ しっ けしすぇゃおぇすぇ くぇ ]っさ
ゅっえ ]すぇくうてっゃ, しゃうおゃぇ しっ 
ゃうしてうはす こぇさすうっく そけさせき. 
╇きぇ かう けぉさぇすっく こなす いぇ ╂っ
けさゅう ‶なさゃぇくけゃ ゃ ╀]‶? 

- ┿い くはきぇ ょぇ しう うゅさぇは くぇ うょう 
きう-ょけえょう きう. ′っおぇ ょぇ っ はしくけ, 
つっ ぇい しなき しっ たゃぇくぇか し おぇせいぇすぇ 
┿╀╁. ┿╀╁ くぇうしすうくぇ くっ っ っょくけ
ょくっゃおぇ, ぇ おぇせいぇ う くうっ しっ ゅけす
ゃうき いぇ しかっょゃぇとうすっ ういぉけさう, 
おぇおゃうすけ う ょぇ しぇ すっ. 

- 〈けっしす, ╂っけさゅう ‶なさゃぇ

くけゃ, こさっいうょっくすなす くぇ ╀なか
ゅぇさうは ょゃぇ きぇくょぇすぇ, っ けこ
すうきうしす いぇ っゃさけういぉけさうすっ う 
いぇ ぉなょっとっすけ くぇ ┿╁╀ しかっょ 
っゃさけういぉけさうすっ? 

- ╉ぇすっゅけさうつくけ. ┿い しきはすぇき, 
つっ とっ こけかせつうき っょうく しうかっく 
さっいせかすぇす くぇ っゃさけういぉけさうすっ. 

- ╃ぇ こさうっきっき かう, つっ しっ っ 
さけょうかぇ くけゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
かっゃうちぇ ゃ かうちっすけ くぇ ┿╀╁? 

- ┿╀╁ くっ っ こさけしすけ つぇしす けす 
かはゃけすけ こさけしすさぇくしすゃけ. ′うっ とっ 
こさぇゃうき こけかうすうおぇ こけ-しうかくぇ, 
こけ-ぇょっおゃぇすくぇ, こけ-せしこってくぇ けす 
╀]‶. ′け くぇてぇすぇ ぇきぉうちうは っ ょぇ 
けすゃけさうき つぇょなさぇ くぇ うょっうすっ. 
┿おちっくすなす くう っ さけょけかのぉうっすけ. 
】っ すなさしうき ゃいぇうきけょっえしすゃうっ う 
し ょさせゅう こけかうすうつっしおう こぇさすうう, 
いぇとけすけ ういたけょなす けす おさういぇすぇ う 
こっさしこっおすうゃぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは 
くっ しぇ くうすけ かっゃう, くうすけ ょっしくう, 
ぇ っ くせあくけ ょぇ しっ すなさしう てうさけ
おけ けぉっょうくっくうっ. ╁ ╀なかゅぇさうは 
っ くせあくぇ おけくしけかうょぇちうは くぇ 
こけ-てうさけお おさなゅ こけかうすうつっしおう 
こぇさすうう. ′け すけゃぇ こさっょこけかぇゅぇ う 
ょさせゅぇ おけぇかうちうけくくぇ おせかすせさぇ, 
おぇおゃぇすけ ╀なかゅぇさうは しっゅぇ くはきぇ. 

- ╉ぇおゃけ っ くせあくけ くぇ しすさぇ
くぇすぇ くう しっゅぇ? 

′ぇ ╀なかゅぇさうは え すさはぉゃぇす かう
ょっさう. ′せあくけ っ ょぇ さっぇくうきう
さぇきっ かうょっさしすゃけすけ. ╇きぇ きくけゅけ 
さぇいせきくう たけさぇ, おけうすけ しぇ さぇい
けつぇさけゃぇくう, くけ ぉうたぇ きけゅかう ょぇ 
ぉなょぇす こけかっいくう. ╃かなあくう しきっ 
ょぇ ういゃぇょうき くぇえ-おぇつっしすゃっくうすっ 
たけさぇ けす さぇいかうつくうすっ こさけそっしうう 
う ょぇ ゅう ゃなさくっき ゃ せこさぇゃかっくうっ
すけ くぇ しすさぇくぇすぇ. ╇きぇ ょっそうちうす 
くぇ おぇつっしすゃっくう せこさぇゃかっくちう, 
くぇ おぇつっしすゃっくう たけさぇ ゃ さぇいかうつ
くうすっ くうゃぇ くぇ せこさぇゃかっくうっすけ. 
′けゃけすけ つせょけ くぇ ╀なかゅぇさうは っ 
こけしすうあうきけ, くけ し けぉっょうくっくうっ 
う しなゅかぇしうっ, ぇ くっ しなし しぇきけちっか
くぇ おけくそさけくすぇちうは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╉けゅぇ しっ しおかのつゃぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ くぇ ういこうすぇすっかっく しさけお?

‶さぇおすうつっしおう しなゃっすう けす ╉′]╀

]おかのつゃぇくっすけ くぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ しなし しさけお いぇ ういこうすゃぇくっ っ けぉうつぇえくぇ う てうさけおけさぇいこさけしすさぇ-
くっくぇ こさぇおすうおぇ こさう いぇこけつゃぇくっ くぇ くけゃぇ さぇぉけすぇ.
╂かぇゃくぇ けしけぉっくけしす くぇ すぇおなゃ ょけゅけゃけさ っ, つっ こけ ゃさっきっ くぇ しさけおぇ いぇ ういこうすゃぇくっ しすさぇくぇすぇ, ゃ 

つうはすけ こけかいぇ っ せゅけゃけさっく しさけおなす, きけあっ ょぇ こさっおさぇすう ょけゅけゃけさぇ ぉっい こさっょういゃっしすうっ ょけ ういすうつぇくっ 
くぇ せゅけゃけさっくうは しさけお. ╃けしすぇすなつくけ っ はしくけ う くっょゃせしきうしかっくけ ょぇ ゅけ ういさぇいう ゃ こうしきっくぇ そけさきぇ. 
′っ っ くっけぉたけょうきけ しすさぇくぇすぇ, おけはすけ うきぇ こさぇゃけ ょぇ こさっおさぇすう ょけゅけゃけさぇ, ょぇ しっ きけすうゃうさぇ こけ 
おぇおなゃすけ う ょぇ ぉうかけ くぇつうく. 
‶さっおさぇすはゃぇくっすけ くっ こけょかっあう くぇ けぉあぇかゃぇくっ う くぇ さぇいゅかっあょぇくっ こけ さっょぇ くぇ すさせょけ-

ゃうすっ しこけさけゃっ. ‶け ゃさっきっすけ くぇ しさけおぇ いぇ ういこうすゃぇくっ さぇぉけすけょぇすっかはす きけあっ ょぇ せゃけかくう さぇぉけす-
くうおぇ うかう しかせあうすっかは, ょけおぇすけ 
すけえ こけかいゃぇ いぇおけくけせしすぇくけゃっく 
けすこせしお, くぇこさ. けすこせしお こけ ぉけ-
かっしす, おぇすけ ゃ しかせつぇは くっ っ くっ-
けぉたけょうきけ さぇいさってっくうっ くぇ ╇く-
しこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ うかう ょさせゅ 
けさゅぇく.

]さけおなす いぇ ういこうすゃぇくっ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ せゅけゃけさっく ゃ こけかいぇ くぇ:
-  さぇぉけすけょぇすっかは - おけゅぇすけ 

さぇぉけすけょぇすっかはす うしおぇ ょぇ こさけ-
ゃっさう しこけしけぉくけしすすぇ くぇ さぇぉけす-
くうおぇ うかう しかせあうすっかは ょぇ うい-
こなかくはゃぇ けこさっょっかっくぇ さぇぉけすぇ.
- さぇぉけすくうおぇ/しかせあうすっかは 

- おけゅぇすけ さぇぉけすくうおなす うかう しかせ-
あうすっかはす あっかぇっ ょぇ こさけゃっさう ょぇかう さぇぉけすぇすぇ っ こけょたけょはとぇ いぇ くっゅけ, ょぇかう せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ, 
ぇすきけしそっさぇすぇ う すさせょけゃうはす おけかっおすうゃ きせ ょけこぇょぇす.
- ゃ こけかいぇ う くぇ ょゃっすっ しすさぇくう - ゃ ょけゅけゃけさぇ しっ こけしけつゃぇ ゃ つうは こけかいぇ っ せゅけゃけさっく しさけおなす いぇ 

ういこうすゃぇくっ. ┿おけ すけゃぇ くっ っ こけしけつっくけ, こさうっきぇ しっ, つっ しさけおなす いぇ ういこうすゃぇくっ っ せゅけゃけさっく ゃ こけかいぇ 
う くぇ ょゃっすっ しすさぇくう. 〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ こけ ゃさっきっ くぇ ういこうすぇすっかくうは しさけお う さぇぉけすけょぇすっかはす, う 
さぇぉけすくうおなす うかう しかせあうすっかはす きけゅぇす ょぇ こさっおさぇすはす ょけゅけゃけさぇ こけ しゃけは こさっちっくおぇ.
]さけおなす いぇ ういこうすゃぇくっ くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ こけ-ょなかなゅ けす 6 きっしっちぇ. ╁ くっゅけ くっ しっ ゃおかのつゃぇ 

ゃさっきっすけ, こさっい おけっすけ さぇぉけすくうおなす うかう しかせあうすっかはす っ ぉうか ゃ いぇおけくけせしすぇくけゃっく けすこせしお /こかぇすっく, 
くっこかぇすっく, せつっぉっく, こけさぇょう ぉけかっしす う ょさ./ うかう こけ ょさせゅう せゃぇあうすっかくう こさうつうくう くっ っ ういこなかくは-
ゃぇか さぇぉけすぇすぇ, いぇ おけはすけ っ しおかのつっく ょけゅけゃけさなす.
╆ぇおけくなす くっ こけいゃけかはゃぇ いぇ っょくぇ う しなとぇ さぇぉけすぇ し っょうく う しなと さぇぉけすくうお うかう しかせ-

あうすっか ゃ っょくけ う しなとけ こさっょこさうはすうっ ょぇ しっ しおかのつゃぇ こけゃすけさくけ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ しなし 
しさけお いぇ ういこうすゃぇくっ. 
′け ぇおけ さぇぉけすくうおなす こさっきうくっ けす っょくぇ ょかなあくけしす くぇ ょさせゅぇ, きぇおぇさ う ゃ しなとけすけ こさっょこさうはすうっ, 

っ ょけこせしすうきけ ょぇ しっ しおかのつう きっあょせ しなとうすっ しすさぇくう ょさせゅ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ, し ょさせゅけ しなょなさあぇ-
くうっ う おかぇせいぇ いぇ ういこうすゃぇくっ. ′ぇこさうきっさ, すぇおなゃ しかせつぇえ っ くぇかうちっ, おけゅぇすけ しっおさっすぇさおぇ ゃ っょくぇ 
そうさきぇ こさっきうくっ くぇ ょかなあくけしすすぇ しつっすけゃけょうすっか.
╁ぇあくけ っ ょぇ しっ けすぉっかっあう, つっ こけ ゃさっきっ くぇ ういこうすゃぇくっすけ しすさぇくうすっ うきぇす ゃしうつおう こさぇ-

ゃぇ う いぇょなかあっくうは, おぇおすけ こさう けおけくつぇすっかっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ - さぇぉけすくうおなす うかう しかせ-
あうすっかはす うきぇ こさぇゃけ くぇ けぉとけ けしくけゃぇくうっ くぇ すさせょけゃけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, せゅけゃけさっくけ 
さぇぉけすくけ ゃさっきっ, こけつうゃおう う けすこせしおう, こさういくぇゃぇくっ くぇ ゃさっきっすけ いぇ すさせょけゃ しすぇあ う ょさ.
〈させょけゃうはす ょけゅけゃけさ しっ しきはすぇ いぇ けおけくつぇすっかくけ しおかのつっく, ぇおけ くっ ぉなょっ こさっおさぇすっく けす しすさぇくぇ-

すぇ, ゃ つうはすけ こけかいぇ っ ぉうか ょけゅけゃけさなす いぇ ういこうすぇすっかっく しさけお.
′ぇしすけはとぇすぇ しすぇすうは うきぇ いぇ ちっか ょぇ けつっさすぇっ くはおけう けしくけゃくう ゃぇてう こさぇゃぇ. ┿おけ うきぇすっ いぇすさせょ-

くっくうは し せこさぇあくはゃぇくっすけ くぇ すっいう けしくけゃくう こさぇゃぇ うかう しかせつぇはす っ こけ-しかけあっく - しなゃっすゃぇきっ ゃう 
ょぇ しっ おけくしせかすうさぇすっ し のさうょうつっしおう っおしこっさす.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
し こけきけとすぇ くぇ っおうこ くぇ ╉′]╀

╉′]╀ っ くぇしかっょくうお くぇ 100–ゅけょうてくぇ こさけそしなのいくぇ すさぇょうちうは う っ こさぇおすうつっしおう  
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ けぉとっしすゃっくぇ けさゅぇくういぇちうは ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁ くっは つかっくせゃぇす くぇょ 350 000 

ぉなかゅぇさしおう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう.

‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ╂させこぇすぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう くぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” こけょおさっこうたぇ っょうくけょせてくけ こさっょ-

かけあっくうっすけ くぇ おきっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ いぇ そうくぇくしうさぇくっ けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
うくゃっしすうちうけくくけすけ こさけっおすうさぇくっ こけ こさけちっょせさぇすぇ いぇ こけょこけ-
きぇゅぇくっ くぇ きぇかおう くぇしっかっくう きっしすぇ いぇ ういこなかくっくうっ くぇ ぉかぇゅけ-
せしすさけえしすゃっくう ょっえくけしすう くぇ すったくうつっしおぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ う 
こさけっおすう しなし しけちうぇかくぇ いくぇつうきけしす. ¨ぉとうはす さぇいきっさ くぇ しさっょ-
しすゃぇすぇ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす けすこせしくぇすう, っ 5 きかく. 880 たうかは-

ょう かっゃぇ. ‶ぇさうすっ, いぇ おけうすけ おぇくょうょぇすしすゃぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
とっ しっ ういこけかいゃぇす いぇ さっおけくしすさせおちうは くぇ すさけすけぇさくう くぇしすうかおう 
ゃ ゅさ. ╉さなく う しっかぇすぇ 》ぇょあうょうきうすさけゃけ, ╉なくつっゃけ, [なあっくぇ, 
╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ, ╀せいけゃゅさぇょ. ¨す ゅさせこぇすぇ くぇ ╀]‶ いぇはゃうたぇ, つっ 
とっ こけょおさっこはす こさっょかけあっくうっすけ, くけ ゃないさぇいうたぇ しさっとせ  くぇさせ-
てっくうっ, しこけさっょ すはた, こけ けすくけてっくうっ くぇ そけさきぇかくうすっ けしくけゃぇ-
くうは いぇ けょけぉさっくうっ くぇ こさけっおすぇ こさっょゃうょ くっこさうっすうは ゃしっ けとっ 
¨ぉとうくしおう こかぇく いぇ さぇいゃうすうっ ょけ 2020 ゅ. ‶さっょしすぇゃうすっかはす くぇ 
„╀なかゅぇさうは ぉっい ちっくいせさぇ” ╂ぇかうく ╂っけさゅうっゃ こなお ゃうょは こけかうすうおぇ 
ゃなゃ そぇおすぇ, つっ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ, ゃ おけうすけ とっ しっ さっぇかういうさぇ 
すけいう こさけっおす こさう けょけぉさっくけ そうくぇくしうさぇくっ, しぇ し おきっすけゃっ けす 
╂╄[╀. „‶けょおさっこっすっ こさけっおすぇ, くっ こさぇゃっすっ こけかうすうおぇ”, こさういけ-
ゃぇ しなゃっすくうちうすっ けす ╀]‶ う けす „╀なかゅぇさうは ぉっい ちっくいせさぇ” おきっすなす 
]すけはくけゃぇ う くぇこさぇゃう ぇくぇかけゅうは し ういゅせぉっくう こさっょう ゅけょうくう 1 
きかく. かゃ. いぇ ╁う╉-こさけっおす こけさぇょう ぉっいしきうしかっくう ょっぉぇすう. ‶ぇさうすっ 
すけゅぇゃぇ とはたぇ ょぇ しっ せしゃけはす いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ おぇくぇかういぇちうは ゃ 
っょくけ けす おぇいぇくかなておうすっ しっかぇ.

¨ぉとうくしおうはす ょなかゅ おなき 31-ゃう ょっおっきゃさう きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
っ ゃ さぇいきっさ くぇ 3 056517 かゃ. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ けす こさうっすぇ 

ょけおかぇょくぇ いぇこうしおぇ くぇ こけしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ きっしすくうは こぇさ-
かぇきっくす. ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っ こけゅぇしっくぇ ゅかぇゃくうちぇ こけ おさっ-

ょうす ゃ ぉぇくおぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 191 180 かっゃぇ. [ぇいきっさなす くぇ ゅかぇゃくう-
ちぇすぇ おなき おさぇは くぇ 2013 ゅ. っ 1 805 40 かっゃぇ. ¨ぉとうくしおうはす ょなかゅ 
ぉっ さっいせかすぇす けす おさっょうす, おけえすけ ¨ぉとうくぇすぇ ゃいっ, いぇ ょぇ くっ しこうさぇ 
さっぇかういぇちうはすぇ, ゃなこさっおう かうこしぇすぇ くぇ こかぇとぇくっ こけ けこっさぇすうゃ-
くぇすぇ こさけゅさぇきぇ, くぇ こさけっおす いぇ ぉかういけ 5 きかく. かっゃぇ. ¨ぉとうくぇすぇ っ 
こけかせつうかぇ ぇゃぇくし こけ ょけゅけゃけさぇ し ¨‶ „ [っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ“ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 1,6 きかく. かっゃぇ.

‶ぇさぇかっかくけ し けすつっすぇ いぇ さぇいきっさぇ くぇ けぉとうくしおうは ょなかゅ しなゃっす-
くうちうすっ けょけぉさうたぇ う おきっすしおけ こさっょかけあっくうっ いぇ くけゃ けぉとうくしおう 
ょなかゅ いぇ さっぇかういぇちうは くぇ こさけっおす いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ そういうつっ-
しおぇすぇ う あういくっくぇ しさっょぇ くぇ ゅさぇょしおうは ちっくすなさ. ╋ぇおしうきぇかくうはす 
さぇいきっさ くぇ ょなかゅぇ っ 1 343 702, 29 かっゃぇ, しなし しさけお くぇ こけゅぇしはゃぇ-
くっ ょけ  12 きっしっちぇ. 〈けゃぇ こさっょかけあっくうっ ぉっ こさうっすけ  し 27 ゅかぇしぇ 
„いぇ”, しさっょ おけうすけ ゅかぇしけゃっすっ くぇ しなゃっすくうちうすっ けす „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお”. 〈さうきぇ きっしすくう ょっこせすぇすう  けす ╀]‶-ゅさせこぇすぇ くっ ょぇ-
ょけたぇ しゃけは ゃけす ゃ ゅかぇしせゃぇくっすけ, くぇこせしおぇえおう いぇかぇすぇ.  〈けゃぇ ぉはたぇ 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, [せきはくぇ ╃させきっゃぇ う ╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ.

╁ ╀なかゅぇさしおけすけ くっょっかくけ 
せつうかうとっ „]ゃ. ╁きつお. ╂っけさゅう 
╆けゅさぇそ“ ゃ ]けかせく ょっちぇ いぇ-
こけつくぇたぇ ょぇ つっすぇす くぇ ぉなかゅぇさ-
しおう っいうお こさけういゃっょっくうはすぇ くぇ 
╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえしおう-』せ-
ょけきうさ う ょぇ ういせつぇゃぇす くっゅけ-
ゃけすけ すゃけさつっしすゃけ. 〈けゃぇ しすぇくぇ 
ゃないきけあくけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う かうつくけ 
くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
おけはすけ こけょぇさう くぇ せつうかうとっすけ 
6-すっ すけきぇ しなぉさぇくう こさけういゃっ-
ょっくうは くぇ 』せょけきうさ. 〈ぇおぇ ゃ 
くぇゃっつっさうっすけ くぇ 21-すっ こさぇい-
くうちう, こけしゃっすっくう くぇ せくうおぇか-
くうは すぇかぇくす, あうゃはか う すゃけさうか 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ ╂なさちうは ぉなか-
ゅぇさつっすぇ とっ つっすぇす ゃ けさうゅうくぇか 
くっゅけゃうすっ すゃけさぉう.
‶けょぇさなおなす っ ういおかのつうすっかくけ 

しおなこ いぇ くぇてうすっ しなくぇさけょくう-
ちう ゃ のあくぇすぇ くう しなしっょおぇ う 
すっ し ゅけさょけしす ういこさぇすうたぇ しゃけは 
しくうきおぇ し すけきけゃっすっ くぇ ╃う-
きうすなさ 』けさぉぇょあうえしおう. ╆ぇ ょぇ 
しすうゅくぇす ょけ しゃけうすっ さけょけかの-
ぉうゃう つうすぇすっかう ゃ ]けかせく, いぇ-
しかせゅぇ うきぇ ]すっそぇく ╅っかはいおけゃ, 
ういこ. ょうさっおすけさ くぇ „]すさけうすっか-

』うは っ けすゅけゃけさくけしすすぇ いぇ しない
ょぇょっくうすっ こさっょこけしすぇゃおう いぇ 

くうとけあくけしす くぇ ょけゅけゃけさぇ, しおかの
つっく きっあょせ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う 
そうさきぇ „〈さぇおうは 〈さっえょ” う けとっすは
ゃぇくっ くぇ けぉとっしすゃっくうは うくすっさっし 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ し こさけゃっあょぇくっすけ 
くぇ おけくおせさしぇ いぇ こさけょぇあぉぇ くぇ 
うきけすぇ くぇ きはしすけすけ くぇ ぉうゃてぇすぇ 
╇くそっおちうけいくぇ ぉけかくうちぇ ゃ ╉ぇいぇく
かなお? 
〈けゃぇ こけこうすぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇく

かなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ くぇ いぇしっ
ょぇくうっすけ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
ゃ ゅさぇょぇ ゃ けすゅけゃけさ くぇ けすこさぇゃっく 
ゃなこさけし おなき くっは けす ゅさせこぇすぇ しな
ゃっすくうちう くぇ ╀]‶ ゃ きっしすくうは  こぇさ
かぇきっくす. ]けちうぇかうしすうすっ こけこうすぇたぇ 
おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお: „╁はさくけ かう っ, 
つっ こけ けぉはゃっく いぇ くうとけあっく ょけゅけ
ゃけさ きっあょせ ¨ぉとうくぇすぇ う そうさきぇ 
„〈さぇおうは すさっえょ” すっおぇす かうたゃう けす 
こけさはょなおぇ くぇ 1000 かっゃぇ くぇ ょっく, 
おぇおすけ う いぇとけ ¨ぉとうくぇすぇ くっ こけい
ゃけかはゃぇ くぇ そうさきぇすぇ ょぇ いぇこなか
くう ういおけこぇ う ょぇ こさっょぇょっ うきけすぇ 
ゃなゃ ゃうょぇ, ゃ おけえすけ ゅけ っ こけかせつう
かぇ?” ]こけさっょ ╀]‶-しなゃっすくうちうすっ, 
しぇきけ いぇ かうたゃう っあっゅけょくけ ょなかゅなす 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ おなき おせこせゃぇつぇ くぇ 
うきけすぇ さぇしすっ し くけゃう 350 たうかはょう 
かっゃぇ. ‶ぇさう, おけうすけ しかっょゃぇ ょぇ うい
かはいぇす けす きっしすくうは ぉのょあっす う ょぇ 
けとっすはす ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ
すぇ.
〈っさっくなす - けぉっおす くぇ こうすぇくっすけ, 

しっ くぇきうさぇ ゃ うょっぇかくうは ちっくすなさ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお う っ ういゃっしすっく おぇすけ 
„ょせこおぇすぇ くぇ ]すぇさぇすぇ ぉけかくうちぇ”. 
╁なこさけしなす くぇ しなゃっすくうちうすっ けす 

╀]‶ こけさけょう  ぉせさくぇ ょうしおせしうは. 
¨すくけてっくうっ こけ くうすけ っょうく けす こけゃ
ょうゅくぇすうすっ けす おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけ
はくけゃぇ  ゃなこさけしう くっ ゃいっ ぉうゃてうはす 
おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきは
くけゃ, ゃ つうえすけ きぇくょぇす っ  しおかのつっく 
けぉはゃっくうはす いぇ くうとけあっく ゃこけ
しかっょしすゃうっ ょけゅけゃけさ. ╃ぇきはくけゃ, 
おけえすけ ゃ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ おきっす 
こさっい 2007 ゅ.,  こけょこうしゃぇ ょけゅけゃけ
さぇ いぇ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ すっさっくぇ  けす 
6 ょっおぇさぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ, くっ 
けすゅけゃけさう くぇ  ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
いぇとけ くっ ゃさなとぇ うかう くっ けぉあぇかゃぇ 
さってっくうっすけ くぇ ¨ぉとうくしおうは しな
ゃっす しかっょ こさっょせこさっあょっくうっすけ くぇ  
すけゅぇゃぇてくうは ゅかぇゃっく ぇさたうすっおす, 
つっ  すけ こさけすうゃけさっつう くぇ いぇおけくぇ, 
ぇ こけょこうしゃぇ ょけゅけゃけさ し くうとけあっく 
こさっょきっす? ╇ いぇとけ しかっょ しさけおぇ けす 
12 きっしっちぇ くっ っ さぇいゃぇかうか ょけゅけ
ゃけさぇ おぇすけ くっういこなかくっく?
]こけさっょ いぇこけいくぇすう, 

しこけさくうはす おぇいせし し ょけゅけゃけさぇ 
しっ いぇこかうすぇ けとっ こさう ゃいっきぇ
くっすけ くぇ さってっくうっ けす しすさぇくぇ 
くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす けす きぇく
ょぇす 2003-2007 ゅけょうくぇ 

いぇ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ おけくおせさしぇ 
う せしかけゃうはすぇ こけ くっゅけ. ‶さう ょっぉぇ
すうすっ いぇ ぉなょっとぇすぇ しゅさぇょぇ, おけはすけ 
しかっょゃぇ ょぇ しっ こけしすさけう しかっょ こさけ
ゃっあょぇくっすけ くぇ おけくおせさしぇ う しこっ
つっかゃぇくっすけ きせ, ういはゃっく けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお すけゅぇゃぇ けす ╂させこぇすぇ „╆ぇ 
ぉけさぉぇ し おけさせこちうはすぇ” こさっょかぇゅぇ  
ぉなょっとぇすぇ しゅさぇょぇ ょぇ っ こけ-ゅけかは
きぇ う くぇ こけゃっつっ こかけと. ¨とっ すけ
ゅぇゃぇ ゅかぇゃくうはす ぇさたうすっおす ′うおけ
かぇえ ′うおけかけゃ ゃないさぇいはゃぇ いぇさぇょう 
しなとっしすゃっくう こさけすうゃけさっつうは しなし 
╆〉〈 う いぇはゃはゃぇ, つっ すけゃぇ くっ きけあっ 
ょぇ しすぇくっ. ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす すけ
ゅぇゃぇ, けぉぇつっ, くっ ゃいっきぇ こけょ ゃくう
きぇくうっ こさっょせこさっあょっくうはすぇ きせ う 
ゅかぇしせゃぇ  くけゃうすっ こさっょかけあっくうは.   
╇しすけさうはすぇ くぇ こさけょぇあぉぇすぇ  

こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ くぇ ぇこっ
すうすくうは すっさっく しなし しすぇさう しゅさぇょう ゃ 
くっゅけ っ うくすっさっしくぇ う  し ょけしすぇ くっ
ういはしくっくう おなき きけきっくすぇ きけすうゃう, 
しすぇくぇかう こけゃけょ いぇ 

こさっょはゃっくう  こさっすっくちうう けす 
しすさぇくぇ くぇ おせこせゃぇつぇ  そうさきぇ 
„〈さぇおうは すさっえょ” いぇ ゃさなとぇくっ 
くぇ 3 664 979, 30 かっゃぇ. 

]せきぇすぇ っ そけさきうさぇくぇ くぇ ぉぇいぇ 
こかぇすっくぇすぇ しすけえくけしす くぇ うきけすぇ, 
こぇさう いぇ こさけっおすう, さぇいくけしおう こけ 
ょっかぇ う いぇおけくくう かうたゃう ょけ きけ
きっくすぇ. 
′ぇきっさっくうはすぇ くぇ  おせこせゃぇつぇ, 

ゃ かうちっすけ くぇ しすぇさけいぇゅけさしおぇすぇ 
そうさきぇ „〈さぇおうは すさっえょ”, っ くぇ 
きはしすけすけ ょぇ しっ こけしすさけう こなさゃう
はす ゃ ╉ぇいぇくかなお ╋¨╊ し さぇいかうつくう 
さぇいゃかっつっくうは. 
╉けくおせさしなす  いぇ こさけょぇあぉぇすぇ 

くぇ すっさっくぇ しっ こさけゃっあょぇ こさっい 
けおすけきゃさう 2006-すぇ ゅけょうくぇ こさう 
さぇいてうさっく しなしすぇゃ くぇ おけくおせさし
くぇすぇ おけきうしうは, おけはすけ しっ こさっょ
しっょぇすっかしすゃぇ けす ╁ぇしうか ]ぇきぇさ
しおう, おけえすけ おなき けくいう きけきっくす っ 
う こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ すけゅぇゃぇ, う 
ょくっし ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう っ おぇすっゅけ
さうつっく, つっ おけくおせさしなす しっ っ こさけ
ゃっか „ういおかのつうすっかくけ  こさけいさぇつくけ 

う ぉかっしすはとけ”. ╃せきうすっ くぇ ]ぇきぇさ
しおう しぇ こけすゃなさょっくう う けす ╁┿], おな
ょっすけ しっ けぉあぇかゃぇ おけくおせさしなす けす 
5, けす けぉとけ はゃうかうすっ しっ くぇ くっゅけ 
7 そうさきう. ╃けゅけゃけさなす しっ しおかのつゃぇ 
くぇ 1-ゃう ぇゃゅせしす 2007 ゅけょうくぇ. 

„〈さぇおうは すさっえょ” こっつっかう 
おけくおせさしぇ う いぇこかぇとぇ いぇ うきけ
すぇ 1 きかく. 800 たうか. かっゃぇ. 

╆ぇっょくけ し ょさせゅう すぇおしう, けぉとぇすぇ 
こかぇすっくぇ ちっくぇ いぇ うきけすぇ っ 2 きかく. 
う 200 たうか. かっゃぇ., おぇすけ ゃ しせきぇすぇ 
ゃかういぇす ょさせゅう さぇいたけょう, こかぇすっくう 
こけ ゃこうしゃぇくうはすぇ くぇ しょっかおぇすぇ う 
200 たうかはょう かっゃぇ いぇ ういゅけすゃは
くっ くぇ こさけっおす いぇ しゅさぇょぇすぇ. ]さっょ 
せしかけゃうはすぇ, おけうすけ こさけょぇゃぇつなす 
くぇ すっさっくぇ ゃ かうちっすけ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお いぇこうしゃぇ ゃ ょけゅけゃけさぇ, 
っ ゃ 6-きっしっつっく しさけお ょぇ しっ ゃくっ
しっ こさけっおす いぇ ぉなょっとぇすぇ しゅさぇょぇ 
う しっ しなぉけさはす しすぇさうすっ しゅさぇょう くぇ  
╇くそっおちうけいくけすけ けすょっかっくうっ. ┿おけ 
„〈さぇおうは すさっえょ” くっ ういこなかくう すっいう 
せしかけゃうは, は ゅさけいう くっせしすけえおぇ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 50% けす しすけえくけしすすぇ くぇ 
うきけすぇ うかう 1 きかく. う 100 たうかはょう 
かっゃぇ, すゃなさょう  〈けょけさ ╉けかっゃ けす 
„〈さぇおうは すさっえょ”. ╁ しぇきうは ょけゅけゃけさ 
しっ ゃこうしゃぇ う いぇおけくくぇすぇ うこけすっおぇ  
ゃなさたせ すっさっくぇ. ‶けょこうしゃぇくっすけ くぇ 
ょけゅけゃけさぇ  こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ 
っ しなこさけゃけょっくけ  し こけょけぉぇゃぇとけ いぇ 
ちっかすぇ きっょうえくけ けすさぇいはゃぇくっ, さっ
あぇす しっ かっくすう, さぇいぉうゃぇ しっ てぇき
こぇくしおけ. ╃ゃぇ きっしっちぇ しかっょ すけゃぇ 
しぇ きっしすくうすっ ういぉけさう ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
おけうすけ しっ こっつっかはす  けすくけゃけ けす ]すっ
そぇく ╃ぇきはくけゃ う すけえ けすくけゃけ しすぇゃぇ 
おきっす.
╋っあょせゃさっきっくくけ しすぇゃぇ はしくけ, つっ 

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くっ うい
ょぇゃぇ しすさけうすっかくけ さぇいさってっ
くうっ くぇ おせこせゃぇつぇ いぇ いぇこけつ
ゃぇくっ くぇ しすさけうすっかしすゃけ,

くっいぇゃうしうきけ けす くぇこさぇゃっくうは 
ゃっつっ ういおけこ, けす おけえすけ しぇ うい
くっしっくう 1800  おぇきうけくぇ こさなしす. 
′ぇ ╄おしこっさすっく しなゃっす ゃ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお すけゅぇゃぇてくうはす ゅかぇゃっく 
ぇさたうすっおす ′うおけかぇえ ′うおけかけゃ 
ゃないさぇいはゃぇ しさっとせ っすぇあくけしすすぇ  
くぇ ぉなょっとぇすぇ しゅさぇょぇ, こさっょゃうょ 
こさけすうゃけさっつうは しなし ╆〉〈. ‶っす 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ ゃ さってっくうっすけ 
しう ]すぇさけいぇゅけさしおうはす しなょ こうてっ: 
„¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くっ っ ういょぇかぇ 
しすさけうすっかくけ さぇいさってっくうっ, すなえ 
おぇすけ いぇかけあっくうすっ ゃ ょけゅけゃけさぇ 
いぇょなかあうすっかくう こぇさぇきっすさう いぇ 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ おけきこかっおしぇ こさけ
すうゃけさっつぇす くぇ こけしけつっくうすっ こけ-
ゅけさっ さぇいこけさっょぉう くぇ つか. 108 けす 

╆ぇおけくぇ いぇ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさう
すけさうはすぇ (╆〉〈). ╉ぇおすけ しっ せしすぇくけ
ゃう けす いぇおかのつっくうっすけ くぇ しなょっぉ
くけ-すったくうつっしおぇすぇ っおしこっさすういぇ, 
しなゅかぇしくけ ょっえしすゃぇとうすっ ¨〉‶ う 
‶〉‶ おなき きけきっくすぇ くぇ ういゃなさて
ゃぇくっ くぇ おけくおせさしぇ う しおかのつゃぇくっ 
くぇ ょけゅけゃけさぇ いぇ こけおせこおけ-こさけ
ょぇあぉぇ こけ こけしけつっくうすっ こけ ゃういぇ
すぇ いぇ こさけっおすうさぇくっ こぇさぇきっすさう, 
くっ っ ゃないきけあくけ ょぇ しっ ういゃなさてう 
しすさけうすっかしすゃけ. ‶さっょゃうあょぇくうは
すぇ くぇ ‶〉‶, けょけぉさっく しなし ╆ぇこけ
ゃっょ  わ [╃-02-14-192/27.02.87 
ゅ. いぇ こさけちっしくうは うきけす, おぇおすけ 
おなき ょぇすぇすぇ くぇ しおかのつゃぇくっ くぇ 
ょけゅけゃけさぇ う こさけゃっあょぇくっ くぇ 
おけくおせさしぇ, すぇおぇ う おなき ょくってくぇ 
ょぇすぇ, しぇ いぇ いぇしすさけはゃぇくっ くぇ ょゃせ
っすぇあくぇ きぇしうゃくぇ しゅさぇょぇ.
╋っあょせゃさっきっくくけ, ょけおぇすけ ゃなさ

ゃはす しこけさけゃっすっ きっあょせ ¨ぉとうくぇ 
う おせこせゃぇつぇ, 

くっ  しぇ こさぇゃっくう こけしすなこおう 
いぇ こさけきはくぇ くぇ ‶〉‶ ゃ しこけさ
くうは  さぇえけく. 

╉せこせゃぇつなす しなとけ くっ っ ゃくぇしはか 
こけょけぉくう うしおぇくうは. ′はきぇ うくう
ちううさぇくぇ う こさけきはくぇ くぇ ¨ぉとうは 
せしすさけえしすゃっく こかぇく けす しすさぇくぇ くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは.  
7 ゅけょうくう こけ-おなしくけ ゃなさたせ すっ

さっくぇ くぇ ]すぇさぇすぇ ぉけかくうちぇ こさけ
ょなかあぇゃぇ ょぇ いっっ ういおけこ. 

╋けか くはきぇ う くはきぇ ょぇ うきぇ.

‶けくっ  ゃ けぉけいさうきけ ぉなょっとっ. 
‶さうつうくぇすぇ:  こさっい  きっしっち きぇえ 
2012 ゅけょうくぇ ]すぇさけいぇゅけさしおうはす 
けおさなあっく しなょ けぉはゃはゃぇ ょけゅけゃけ
さぇ, しおかのつっく きっあょせ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお う „〈さぇおうは 〈さっえょ” 

こさっい 2007 ゅ.,  いぇ くうとけあっく. ¨し
くけゃくうはす きけすうゃ っ, つっ おけくおせさしくぇ
すぇ ょけおせきっくすぇちうは いぇ こさけょぇあぉぇ
すぇ くぇ すっさっくぇ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
しゅさぇょぇ  7+2 っすぇあぇ  くっ けすゅけゃぇさは 
くぇ ╆〉〈, おけえすけ さっゅかぇきっくすうさぇ 
ゃ すけいう ‶〉‶ いぇしすさけはゃぇくっすけ  くぇ 
ょゃせっすぇあくう きぇしうゃくう しゅさぇょう. 
]なょなす ういかういぇ し すけゃぇ しすぇくけゃう
とっ しぇきけ ゅけょうくぇ, しかっょ おぇすけ おせ
こせゃぇつなす いぇゃっあょぇ ょっかけ しさっとせ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ]かっょ さっ
てっくうっすけ くぇ ]なょぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ 
こさっょかぇゅぇす くぇ „〈さぇおうは 〈さっえょ” 
ょぇ こけょこうてっ こさけすけおけか いぇ こさっょぇ
ゃぇくっ くぇ うきけすぇ. ¨す  そうさきぇすぇ しっ 
しなゅかぇしはゃぇす, くけ こさう せしかけゃうっ, つっ 
¨ぉとうくぇすぇ こけっきっ ぇくゅぇあうきっくす 
いぇ ゃさなとぇくっ くぇ こかぇすっくぇすぇ しせきぇ 
うかう ぇおけ ¨ぉとうくぇすぇ しっ しなゅかぇしう 
„〈さぇおうは すさっえょ” ょぇ いぇこなかくう うい
おけこぇ. ‶けしかっょくけすけ こさっょかけあっくうっ 
けす しすぇさけいぇゅけさしおぇすぇ そうさきぇ こさぇ

ゃはす 3 こなすう. 

¨す ¨ぉとうくぇすぇ けすおぇいゃぇす ょぇ 
こさうっきぇす せしかけゃうはすぇ くぇ そうさ
きぇすぇ. 

]なとっゃさっきっくくけ ょゃっすっ しすさぇくう 
しっ しこけさぇいせきはゃぇす しこけさなす うき ょぇ 
ぉなょっ けすくっしっく う ょぇ こさけょなかあぇす 
ょぇ すなさしはす こさぇゃぇすぇ しう ゃ ┿さぉう
すさぇあくうは しなょ おなき ╀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. ╋けすうゃうすっ いぇ すけゃぇ うき さってっ
くうっ, しこけさっょ 〈けょけさ ╉けかっゃ, しぇ, つっ 
すぇおしうすっ, おけうすけ しっ こかぇとぇす  すぇき 
しぇ いくぇつうすっかくけ こけ-きぇかおう う しさけ
おけゃっすっ  こけ-おなしう. ╁ おけくおさっすくうは 
しかせつぇえ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ すぇおしう けす 
こけさはょなおぇ くぇ 40 たうかはょう かっゃぇ. 
′ぇ うしおぇ くぇ „〈さぇおうは すさっえょ” いぇ  

2きかく. 200 たうかはょう かっゃぇ う こけ
かぇゅぇとう しっ かうたゃう ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお けすゅけゃぇさは し さっちうこさけつくけ 
うしおぇくっ いぇ 600 たうかはょう かっゃぇ. ‶ぇ
さうすっ しぇ いぇ いぇこなかゃぇくっ くぇ ういおけこぇ, 
くぇこさぇゃっく くっいぇおけくくけ う ぉっい しすさけ
うすっかくけ さぇいさってっくうっ けす しすさぇくぇ 
くぇ „〈さぇおうは すさっえょ”. ¨す そうさきぇすぇ 
くっ こさうっきぇす ちっくぇすぇ し ぇさゅせきっくすぇ, 
つっ さぇいたけょうすっ こけ いぇこなかゃぇくっすけ 
くぇ ういおけこぇ  しぇ くっ こけゃっつっ けす 155 
たうかはょう かっゃぇ. ′ぇこさぇゃっくぇすぇ すった
くうつっしおぇ っおしこっさすういぇ しなとけ こけ
すゃなさあょぇゃぇ こけょけぉくぇ しせきぇ.  [ぇい
ゅけゃけさうすっ こけ ゃなこさけしぇ ぉせおしせゃぇす 
う ゃ きけきっくすぇ しぇ くぇ そぇいぇ すさけえくぇ 
っおしこっさすういぇ, しかっょ おぇすけ っ くぇこさぇ
ゃっくぇ う ゅっけかけあおぇ っおしこっさすういぇ. 
╉なき ょくってくぇ ょぇすぇ けす 

„〈さぇおうは すさっえょ” しぇ おぇすっゅけ
さうつくう, つっ  ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお さぇいすぇおぇゃぇ せきうてかっくけ 
ょっかけすけ. 

〈け っ ゃうしはとけ ゃ ]なょっぉくぇすぇ こぇ
かぇすぇ くぇ 〈なさゅけゃしおうは ぇさぉうすさぇあ. 
╇きぇ くぇしさけつっくけ くけゃけ いぇしっょぇくうっ 
こけ くっゅけ いぇ きぇえ すぇいう ゅけょうくぇ. 
]なゃっすくうちうすっ けす ╀]‶ しなとけ せこ

さっおゃぇす おきっすぇ, つっ し ぉぇゃっくっすけ こけ 
おぇいせしぇ しっ すさせこぇす くけゃう かうたゃう, 
おけうすけ けとっすはゃぇす ゅさぇあょぇくうすっ. 
ぃさうしすなす ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ ╀]‶ ╋け
くうおぇ ╃うくっゃぇ ょけさう こけこうすぇ おきっ
すぇ いぇとけ くっ けぉはゃう いぇ こさけょぇあぉぇ 
すっさっくぇ, しかっょ おぇすけ ]なょなす ゃっつっ っ 
けぉはゃうか こさっょうてくうはす ょけゅけゃけさ いぇ 
くうとけあっく う し こけかせつっくうすっ けす くけ
ゃぇすぇ しょっかおぇ こぇさう しっ さぇいこかぇすう 
こけ うしおぇ くぇ „〈さぇおうは すさっえょ”. 
〈けいう うきけす くっ っ しゃけぉけょっく いぇ 

こさけょぇあぉぇ, いぇはゃう くぇ しゃけえ さっょ 
おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 

╉きっすなす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお  っ おぇすっゅけさうつっく, つっ とっ 
ぉさぇくう うくすっさっしうすっ くぇ ゅさぇあ
ょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ う とっ 
すなさしう けすゅけゃけさ くぇ ゃなこさけ
しぇ „つうは っ けすゅけゃけさくけしすすぇ いぇ 
けとっすはゃぇくっ けぉとっしすゃっくうは 
うくすっさっし くぇ ゅさぇあょぇくうすっ し うい
ゃなさてっくぇすぇ しょっかおぇ”?

]こけさっょ ]すけはくけゃぇ, „けしくけゃくけすけ 
ゃぇあくけ しぇ くっ かっかっはくうすっ かうたゃう, 
ぇ しせきぇすぇ くぇょ 3 きうかうけくぇ かっゃぇ う 
おぇお すは しっ っ そけさきうさぇかぇ. „╀けさぉぇ
すぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ っ ょぇ くぇきぇかうき 
うしおぇ くぇ そうさきぇすぇ”, おぇすっゅけさうつっく 
っ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ ょけ
こなかくう, つっ すけゃぇ っ う こさうつうくぇすぇ 
ょぇ くっ こけいゃけかはゃぇ ょぇ しっ いぇこなかくう 
くぇこさぇゃっくうは ういおけこ けす そうさきぇすぇ. 
〈は こさういけゃぇ あせさくぇかうしすうすっ ょぇ 
ういこけかいゃぇす けすこさぇゃっくうすっ おなき くっは  
こうすぇくうは けす しなゃっすくうちうすっ くぇ ╀]‶ 
う ょぇ こけすなさしはす けすゅけゃけさうすっ くぇ こけ
しすぇゃっくうすっ ゃなこさけしう. 
′ぇ しゃけえ さっょ けぉとうくしおうはす しな

ゃっすくうお けす ╀]‶ ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう 
いぇこけょけいさは おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけは
くけゃぇ ゃ しこけさぇいせきっくうっ し そうさきぇ 
„〈さぇおうは すさっえょ” いぇさぇょう こさった
ゃなさかはくっすけ くぇ しこけさぇ ゃ 〈なさゅけゃ
しおうは ぇさぉうすさぇあ う すけ ぉっい せゃっょけ
きはゃぇくっ う さってっくうっ けす しすさぇくぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
╁ しかせつぇは くはきぇ くせあょぇ けす しぇくお

ちうはすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
おぇすっゅけさうつっく っ 〈けょけさ ╉けかっゃ けす 
„〈さぇおうは 〈さっえょ”. 
╆ぇ しこけさくぇすぇ こさけょぇあぉぇ, こけ-

きぇかおけ けす ゅけょうくぇ しかっょ  ういぉうさぇ
くっすけ え いぇ おきっす こさっい 2012 ゅけょう
くぇ, ]すけはくけゃぇ こけょぇゃぇ しうゅくぇか ょけ 
[ぇえけくくぇすぇ  こさけおせさぇすせさぇ. ╇きぇ 
けぉさぇいせゃぇくけ ょけしなょっぉくけ こさけうい
ゃけょしすゃけ いぇ くぇつうくぇ くぇ こさけゃっあ
ょぇくっ  くぇ おけくおせさしぇ けす 2007-きぇ 
ゅけょうくぇ う せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ くっいぇ
おけくくう ょっえしすゃうは. ╉なき きけきっくすぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くっ っ こさうおかの
つうかけ. 
‶さっょ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう 

おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇはゃう, つっ  
けつぇおゃぇ しこさぇゃっょかうゃけ さってっくうっ, 
いぇ ょぇ しすぇくっ はしくけ おぇおゃう しぇ ぉうかう 
ょっえしすゃうはすぇ くぇ ゃしうつおう  しすさぇくう 
こけ しょっかおぇすぇ.
╋なかつぇかうゃ こけ おぇいせしぇ おなき きけ

きっくすぇ っ つけゃっおなす, おけえすけ いくぇっ 
きけあっ ぉう すゃなさょっ きくけゅけ - 

ぉうゃてうはす おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, ゃ つうえすけ 
ゃ きぇくょぇす しすぇゃぇ ゃなこさけしくぇすぇ 
こさけょぇあぉぇ. 

╃ぇきはくけゃ けすおぇいぇ ょぇ けすゅけゃぇ
さは くぇ けすこさぇゃっくうすっ こせぉかうつくけ 
ゃなこさけしう, おぇおすけ  けす くぇしすけはとうは 
おきっす, すぇおぇ う けす あせさくぇかうしすう. 
[ってっくうっすけ こけ おぇいせしぇ こさっょしすけう. 
]なし しうゅせさくけしす くはきぇ ょぇ っ こさっい 
きぇえ. 
╃け すけゅぇゃぇ, ぇ ゃっさけはすくけ う しかっょ 

すけゃぇ, のさうょうつっしおうはす しこけさ とっ 
こさけょなかあう ょぇ すさせこぇ う いぇおけくくう 
かうたゃう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

′╅ ぁ╊』【【╅ 〉╅ 3 664 979,30 ]╊╇╅

ぞíüñÖîó

くぇ きったぇくういぇちうは“ ┿╃, おけえすけ しなょっえしすゃぇ いぇ せしこってくけすけ こさっょぇ-
ゃぇくっ くぇ すけきけゃっすっ くぇ すったくうは こけかせつぇすっか - ╀なかゅぇさしおけすけ くっょっか-
くけ せつうかうとっ„]ゃ. ╁きつお. ╂っけさゅう ╆けゅさぇそ“.
╆ぇ ゃすけさぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけょおさっこは くぇ-

てうすっ しなくぇさけょくうちう ゃ ╂なさちうは. ‶け ゃさっきっ くぇ 《っしすうゃぇかぇ くぇ 

っいうおけゃけすけ う おせかすせさくけ きくけゅけけぉさぇいうっ, しなしすけはか しっ けす 7 ょけ 9 
のくう 2013 ゅ. ゃ ]けかせく, ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ういこさぇすう くぇ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ せつうかうとっ ゃ ゅさぇょぇ くぇぉけさ けす おくうゅう う きぇすっさうぇかう いぇ 
うしすけさうつっしおう う こさうさけょくう いぇぉっかっあうすっかくけしすう くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ くぇてぇすぇ けぉとうくぇ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

ぁかつてけてさあ!

ぁそうかはけせあ け ╆しあえそおあちせそつて

づÜï¡í どñÖôñçí Üö ん¿ñ　öí Öí ï¿íçíöí:

【あさあ そたちかおかしみ てちとおそうけみ つけ たひて う “╅ちつかせあし” つたかぬけあしけつてひて たそ とたちあうしかせけか „ぁそうかのさけ ちかつとちつけ“

╋ぇてうくけこうしおぇ – ╇くしこっお
すけさ „‶っくしうけくうさぇくっ“ – ╉ぇょ
さけゃうお. ‶さっい すっいう けすゅけゃけさ
くけしすう [せしおぇ こさっきうくぇゃぇ し 
けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ, すさせょ う 
せこけさうすけ せしゃけはゃぇくっ くぇ くけゃう 
せきっくうは. 〈けゃぇ かうつう けす しっ
さうけいくけしすすぇ, し おけはすけ ゅけゃけさう 
いぇ たぇさぇおすっさぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ 
しう. ′っ っ こさけしすぇ さぇぉけすぇ ょぇ 
ょなさあうて ゃ さっょ す. くぇさ. „ょけ
しうっすぇ“, おなょっすけ っ ちっかうはす 
すさせょけゃ こなす くぇ ぇさしっくぇかちう, 
きぇさおうさぇく し ぉっいこさうしすさぇしすう
っすけ くぇ すけつくうは ょけおせきっくす ゃ 
おけくおさっすくう そぇおすう う ょけおせ
きっくすう: ╆ぇこけゃっょ いぇ くぇいくぇ
つぇゃぇくっ – ╆ぇこけゃっょ いぇ こさっ
くぇいくぇつぇゃぇくっ – ╃かなあくけしすくぇ 
たぇさぇおすっさうしすうおぇ - ╆ぇこけゃっょ 
いぇ こっくしうけくうさぇくっ. ╆ぇ きくけゅけ 
ぇさしっくぇかちう すけゃぇ っ っしすっしすゃっ
くぇ ゃっさうゅぇ けす しなぉうすうは ゃ すった
くうは あうゃけす, くけ ょさせゅう うきぇす 
う くっこさうはすくうすっ しこけきっくう けす 
くぇかけあうかけすけ しっ こさうくせょうすっか
くけ くぇこせしおぇくっ. ╆ぇすけゃぇ [せしおぇ 
けすぉっかはいゃぇ おぇすけ くぇえ-とぇしす
かうゃう ゃ こさけそっしうけくぇかくうは 
しう ょっかくうお ょくうすっ, おけゅぇすけ しっ 
くぇいくぇつぇゃぇす くけゃう たけさぇ, いぇ
さぇょう しおかのつゃぇくっすけ くぇ くけゃう 
ょけゅけゃけさう いぇ さっぇかういぇちうは う 
こさけういゃけょしすゃっくう こけさなつおう. 
╇ けぉさぇすくけ – くぇえ-すっあおう ゃ 
さぇぉけすぇすぇ え しぇ きけきっくすうすっ, 
おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ けしゃけぉけあ
ょぇゃぇくっ くぇ さぇぉけすくうちう う しかせ
あうすっかう. 

〈けゃぇ いくぇっ すけこかけすけ しなさちっ 
くぇ [せしおぇ 〈っくつっゃぇ, くぇ おけっ
すけ しっ くぇかぇゅぇ たかぇょくけおさなゃくけ 
ょぇ けそけさきは いぇこけゃっょう いぇ けし
ゃけぉけあょぇゃぇくっ う いぇ くぇおぇいぇ
くうは, おけゅぇすけ しっ くぇかけあう. ╁っ
とうくぇすぇ, し おけはすけ しう ゃなさてう 
さぇぉけすぇすぇ, はゃくけ っ そぇおす, とけき 
しすさけゅうすっ こさけゃっさおう くぇ ╇く
しこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ くっ けす
おさうゃぇす こさけこせしおう ゃ くっえくぇすぇ 
さぇぉけすぇ. ┿ すは っ しっさうけいくぇ – 
ういうしおゃぇくうはすぇ おなき ゃけょっくっすけ 
くぇ すさせょけゃうすっ ょけしうっすぇ こけ
しすけはくくけ しっ こさけきっくはす, おぇお
すけ しっ きっくう う ╉けょっおしなす くぇ 
すさせょぇ, おけえすけ さっゅかぇきっくすうさぇ 
ゃいぇうきけけすくけてっくうはすぇ さぇぉけ
すけょぇすっか – さぇぉけすくうお. ]こけ
さっょ こさけそっしうけくぇかくけすけ きくっ
くうっ くぇ 〈っくつっゃぇ, おけょっおしなす 
ぉう しかっょゃぇかけ ょぇ いぇとうすぇゃぇ ゃ 
こけ-ゃうしけおぇ しすっこっく こさぇゃぇすぇ 
くぇ さぇぉけすけょぇすっかは ょぇ こけょぉう
さぇ くぇえ-ょけぉさうは こっさしけくぇか. 
╁きっしすけ すけゃぇ, すは っ しなぉさぇかぇ 
ゃこぇつぇすかっくうは, つっ おけょっおしなす 
ょくっし っ くぇこうしぇく ゃ こけかいぇ こけ-
しおけさけ くぇ さぇぉけすくうおぇ, おけゅけすけ 
っ すさせょくけ ょぇ せゃけかくうて, ょけさう 
おけゅぇすけ っ ゃ くぇさせてっくうっ くぇ 
すさせょけゃぇすぇ ょうしちうこかうくぇ. ╆ぇ 
さぇょけしす, けすくけてっくうはすぇ し ぇさ
しっくぇかしおうすっ しうくょうおぇすう しぇ 
ょけぉさう, うきぇ ょせた くぇ さぇいぉう
さぇすっかしすゃけ, こけおぇいゃぇ けこうすなす 
くぇ しこっちうぇかうしすぇ „』けゃっておう 
さっしせさしう“ けす ╆ぇゃけょ 0/510. 
╁いぇうきくけ しう こけきぇゅぇす ゃ けこう
すぇ ょぇ けぉはしくはゃぇす くぇ たけさぇすぇ 
こさぇゃぇすぇ う いぇょなかあっくうはすぇ うき 
おなき さぇぉけすけょぇすっかは.
‶け-しなとっしすゃっくう こさけぉかっ

きう ゃ っあっょくっゃくぇすぇ さぇぉけ

すぇ ゃないくうおゃぇす し こけょぉけさぇ くぇ 
うくあっくっさくうすっ しこっちうぇかうしすう, 
しこけょっかは [せしおぇ 〈っくつっゃぇ. ‶け 
すけいう ゃなこさけし „┿さしっくぇか“ けこ
うすゃぇ ょぇ こさけゃっあょぇ くけゃぇ こけ
かうすうおぇ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 

いぇ しおかのつゃぇくっ くぇ ょけゅけゃけさう し 
〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ 
╂ぇぉさけゃけ う ‶かけゃょうゃしおうは すった
くうつっしおう せくうゃっさしうすっす. ╁しっ 
けとっ うきぇ しこっちうぇかうしすう, いぇ
ゃなさてうかう 〈せかしおうは うくしすうすせす, 
くけ くはおけう けす すはた しう けすうゃぇす, 
けぉはしくはゃぇ おぇょさけゃうすっ こさけ
ぉかっきう 〈っくつっゃぇ. ¨さなあっえくけ
すけ こさけういゃけしすゃけすけ っ すゃなさょっ 
しこっちうそうつくけ, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ 
しう こけいゃけかうき くぇいくぇつぇゃぇくっすけ 
くぇ ゃしはおぇおゃう おぇょさう, おぇすっゅけ
さうつくぇ っ けとっ [せしおぇ 〈っくつっゃぇ, 
おぇすけ こけすゃなさあょぇゃぇ くぇかけあっ
くぇすぇ こさぇおすうおぇ ゃ „┿さしっくぇか“ 
ょぇ しっ くぇっきぇす さぇぉけすくうちう う 
しこっちうぇかうしすう, くっ くぇ こけしかっょ
くけ きはしすけ う  こけ こさっこけさなおぇ くぇ 
ゃっつっ せすゃなさょっくう ぇさしっくぇかちう, 

おけうすけ ょぇ ゅぇさぇくすうさぇす, つっ くけ
ゃうはす つけゃっお, こけしすなこうか すせお, 
おぇおすけ しっ おぇいゃぇ “くっ っ しかせ
つぇっく う しすぇゃぇ くぇ さぇぉけすぇ“. 
‶さぇおすうおぇすぇ ょぇ しっ こさっこけ
さなつゃぇす たけさぇ っ しゃなさいぇくぇ う 

し すさぇょうちうはすぇ, し けくぇいう けぉうつ 
おなき こさけそっしうはすぇ う しぇくすう
きっくすぇ おなき けさなあっえくけすけ こさけ
ういゃけょしすゃけ, おけうすけ くっ しぇ ょけし
すぇすなつくう, くけ しぇ くっけぉたけょうきう 
いぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか“, 
っ さぇいぉさぇかぇ こさっい ゅけょうくう
すっ 〈っくつっゃぇ. ′はおけう くっとぇ 
くはきぇ おぇお ょぇ ぉなょぇす けこうしぇ
くう ゃ こさけそっしうけくぇかくうすっ CV-
すぇ. ╆ぇすけゃぇ, いぇ ょぇ さぇぉけすうて 
ゃ „┿さしっくぇか“, こっさそっおすくぇすぇ 
こさけそっしうけくぇかくぇ ぉうけゅさぇ
そうは っ いぇょなかあうすっかくぇ, くけ くっ 
ょけおさぇえ ょけしすなすなつくぇ. ╇しおぇ 
しっ けとっ しこっちうぇかっく たなし う 
しこっちうぇかくけ けすくけてっくうっ おなき 
ょっかぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ, おぇすけ 
おなき くっとけ しゃけっ. 〈させょくけ う 
ゃくうきぇすっかくけ しっ くぇぉうさぇす たけ

さぇすぇ, けしけぉっくけ いぇ ゃいさうゃけけ
こぇしくうすっ こさけういゃけょしすゃぇ. 〈ぇき 
けすゅけゃけさくけしすすぇ っ しゃなさいぇくぇ し 
つけゃっておう あうゃけす, つっしすけ こさう 
こけしすなこゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ 
たけさぇすぇ くっ けしないくぇゃぇす ょけぉさっ 
すけゃぇ. ╇かう こなお – けぉさぇすくけすけ, 
けしないくぇゃぇす おけかおけ っ けこぇしくけ 
う いぇすけゃぇ おけきこかっおすけゃぇくっすけ 
くぇ しなしすぇゃぇ ゃ すぇおうゃぇ こさけうい
ゃけょしすゃぇ くっ っ かっしくぇ さぇぉけすぇ.
╃けぉさっ しきぇいぇくぇすぇ ぇさしっ

くぇかしおぇ せこさぇゃかっくしおぇ きぇてう
くぇ くっ ょけこせしおぇ おけえすけ う ょぇ 
っ さぇぉけすくうお うかう しこっちうぇかうしす 
ょぇ ぉなょっ しぇき う ぉっい おゃぇかう
そうちうさぇくぇ こけょおさっこぇ こさう 
ゃいうきぇくっ くぇ けすゅけゃけさくうすっ 
さってっくうは う さってぇゃぇくっすけ くぇ 
こさけぉかっきうすっ. ╁ おけくおさっすくうすっ 
しかせつぇう, こさう ゃないくうおくぇか しかけ
あっく おぇいせし こさう くっつうっ せゃけか
くっくうっ うかう くぇいくぇつっくうっ, 
[せしおぇ う くっえくうすっ おけかっゅう 
さぇいつうすぇす くぇ くぇつぇかくうおぇ しう 
‶っくおけ 〈けすっゃ, さなおけゃけょうすっか 
くぇ ¨すょっか „╉ぇょさう“. ┿おけ しっ 
くぇかけあう, しすうゅぇす う ょけ さっしけさ
くうは ょうさっおすけさ ]すぇくうしかぇゃ 
′っくけゃ. ‶けきけとすぇ くぇ ぇょゃけ
おぇす ╃うぇくぇ ╂なさょっゃぇ, おけは
すけ おけくしせかすうさぇ そうさきぇすぇ こけ 
すさせょけゃけ こさぇゃけ う おけくおさっすくけ 
こさう ゃしっおう けすょっかっく しかせつぇえ, 
しなとけ っ くぇかうちっ. ¨こうすなす くぇ 
しこっちうぇかうしすうすっ „』けゃっておう 
さっしせさしう“ ゃ „┿さしっくぇか“ こけ
おぇいゃぇ けとっ くっとけ: いぇ しなあぇ
かっくうっ, つっしすけ しなょなす ゅかっょぇ 
すさせょけゃうすっ ょっかぇ, すぇおぇ ょぇ 
しっ おぇあっ, “そけさきぇかくけ“, ぉっい 
ょぇ しっ けぉしかっょゃぇ ちはかけしすくぇすぇ 
しうすせぇちうは う ょぇ しっ ゃいうきぇ こけょ 
ゃくうきぇくうっ ゃしはおけ けぉしすけはすっか
しすゃけ, くぇかけあうかけ くっつうっ けし
ゃけぉけあょぇゃぇくっ けす さぇぉけすぇ.
′け あうゃけすなす くっ っ しぇきけ さぇ

ぉけすぇ, きぇおぇさ ょぇ かうつう けす 
こさなゃ こけゅかっょ, つっ [せしおぇ 〈っく
つっゃぇ ういちはかけ え っ こけしゃっすっくぇ. 
╇いゃなく こけさすぇかぇ くぇ けさなあっえ
くうちぇすぇ すは うきぇ きくけゅけ さぇょけ
しすう. ╋ぇえおぇ くぇ っょくぇ とっさおぇ, 
[せしおぇ ぉかぇゅけょぇさう くぇ ╀けゅ, つっ 
っ しすぇくぇかぇ くぇゃっょくなあ ょゃけえ
くぇ ぉぇぉぇ くぇ ぉかういくぇちう. ‶さう 
すけゃぇ – う きけきつっ, う きけきう
つっ...! „╉ぇお とっ こけさぇしくぇす, 
おけゅぇ とっ こけさぇしくぇす...“, しっ 
こうすぇかう こさっょう 10 ゅけょうくう ゃ 
しっきっえしすゃけすけ こさう くけゃうくぇすぇ 
いぇ ぉかういくぇちうすっ, くけ ょくっし すっ 
しぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ うき さぇょけしす, 
ょけくっしっくぇ けす ょなとっさはすぇ ‶っすは 
╉なさてぇおけゃぇ, しなとけ おぇょなさ 
くぇ „┿さしっくぇか“ – けすつっすくうお ゃ 
]つっすけゃけょしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 
1. ╁くせつおぇすぇ っ ‶さっしかぇゃぇ, ぇ 
ゃくせおなす – ╃っくぬけ, っょくけ おなき 
っょくけ し うきっすけ くぇ ょはょけすけ 
╉なさてぇおけゃ. ╋かぇょうすっ うきぇす 
こけょおさっこぇすぇ くぇ さけょうすっかうすっ: 
“] おぇおゃけすけ きけあっき う し おけか
おけすけ きけあっき...“, けすおさけゃっくぇ 
っ [せしおぇ.

〈けゃぇ しゃはすけ ぉなかゅぇさしおけ こけ
あっかぇくうっ おなき ぉかういおうすっ うい
かういぇ けす しなさちっすけ くぇ [せしおぇ 
おぇすけ くぇえ-しなおさけゃっくけ かうつくけ 
こけあっかぇくうっ いぇ ぉなょっとっすけ. ╁  
しっきっえしすゃけすけ し けとっ っょうく ぇさ
しっくぇかっち – しなこさせゅなす ‶っすおけ 
〈っくつっゃ けす ╆ぇゃけょ 12, [せしおぇ 

こさっきうくぇゃぇ こさっい くぇえ-すさせょ
くうすっ ゅけょうくう いぇ こさっょこさうは
すうっすけ, おけゅぇすけ すけ しっ さっそけさ
きうさぇ う けこすうきういうさぇ, おけゅぇすけ 
いぇこかぇすう くはきぇ, ぇ しっ おぇさぇ 
しぇきけ くぇ ぇゃぇくしう... ′け: “╁さっ
きっすけ けしすぇゃう しぇきけ たせぉぇゃけすけ, 
おけっすけ うきぇき けす „┿さしっくぇか“, 
けすくけゃけ すうたけ, くけ せゃっさっくけ 
しこけょっかは [せしおぇ. ]さっょ たせ
ぉぇゃけすけ すせお すは くっこさっきっくくけ 
けすぉっかはいゃぇ ょけぉさうすっ けすくけてっ
くうは う こさっょう ゃしうつおけ – けくは 
ょせた くぇ ゃいぇうきけこけきけと, おけえ
すけ ぇさしっくぇかちう こさけょなかあぇゃぇす 
おけかっゅうぇかくけ ょぇ こけょょなさあぇす 
こけ きっあょせ しう – くぇこせお くぇ っゅけ
ういきぇ う いかけぉぇすぇ くぇ ょくってくうは 
ょっく, おけはすけ つぇおぇ ゃしっおう しかっょ 
くぇこせしおぇくっすけ こさっい こけさすぇかぇ. 
′っ つっ ういけぉとけ くっ しっ しさっとぇ 
う くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ, くけ 
かうこしぇすぇ くぇ つけゃっとうくぇ けこさっ
ょっかっくけ っ さはょおけしす こさう ゃいぇ
うきけけすくけてっくうはすぇ, こけおぇいゃぇ 
ょなかゅうはす しすぇあ くぇ [せしおぇ 〈っく
つっゃぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな
あっえくうちぇ.

おけきっくすうさぇ しこっちうぇかうしすなす 
„』けゃっておう さっしせさしう“ ぉなか
ゅぇさしおぇすぇ さっそけさきぇ こさう こっく
しうけくうさぇくっすけ. ╇いこさぇすうかぇ ゃ 
しこけおけえくぇ こっくしうは たうかはょう 
さぇぉけすくうちう, しっゅぇ 〈っくつっゃぇ 
こさけゅくけいうさぇ こけつすう くせかっ
ゃけ さぇくくけ こっくしうけくうさぇくっ ゃ 
ぉかういおぇ こっさしこっおすうゃぇ, ょけさう 
いぇ そうさきぇ おぇすけ „┿さしっくぇか“, 
おなょっすけ ゃさっょくけしすうすっ う けこぇし
くけしすうすっ くぇ すさせょぇ くっ しぇ さはょ
おけしす. „〈ぇおぇ っ さってうか いぇおけ
くけょぇすっかはす“, けすぉっかはいゃぇ こぇお 
すうたけ [せしおぇ, くけ しう ょぇゃぇ はしくぇ 
しきっすおぇ, つっ しすさっしなす くぇ ょくって
くうは あうゃけす ぉう かうてうか こさっあ
ょっゃさっきっくくけ きくけゅけ たけさぇ けす 
いぇしかせあっくぇすぇ こっくしうけくっさしおぇ 
こけつうゃおぇ, いぇとけすけ ゃないさぇしすすぇ 
いぇ こっくしうけくうさぇくっ しはおぇて しすぇ
ゃぇ ゃっつっ くっこけしうかくぇ いぇ ぉなかゅぇ
さうくぇ ゃ ぉかういおけ ぉなょっとっ. ‶けか
いぇすぇ いぇ ぇさしっくぇかちう, おけうすけ とっ 
いぇゅせぉはす ゃないきけあくけしす いぇ さぇく
くけ こっくしうけくうさぇくっ, とっ ぉなょっ ゃ 
こさうさぇゃくはゃぇくっすけ くぇ ゅけょうくう
すっ うき さぇぉけすぇ くぇ おぇすっゅけさうは 
おなき けぉとうは しすぇあ, けぉはしくはゃぇ 
しこっちうぇかうしすなす 〈っくつっゃぇ. 〈ぇおぇ 
くはおけう ぇさしっくぇかちう とっ しっ けおぇ
あぇす し こけ 50 ゅけょうくう しすぇあ, せし
きうたゃぇ しっ すは.
╆ぇ ょぇ うきぇ しうかう ょぇ こさけ

ょなかあぇゃぇ ょぇ しっ せしきうたゃぇ, ゃな
こさっおう くぇすさせこぇくうすっ ゅけょうくう 
さぇぉけすぇ, [せしおぇ 〈っくつっゃぇ しう 
こさぇゃう しゃけうすっ きぇかおう ぉはゅしすゃぇ. 
′ぇしかっょしすゃっくぇ おなとぇ ゃ 【ぇくけ
ゃけ っ しこぇしっくうっすけ くぇ しっきっえ
しすゃけすけ けす てせきぇ う いぇすゃけさぇ 
くぇ ゅさぇょぇ. 』うしすうはす ゃないょせた, 
こさけしすけさなす, ょゃけさなす, こさう
さけょぇすぇ しぇ きぇかおうすっ-ゅけかっきう 
くっとぇ, おけうすけ こさけょなかあぇゃぇす 
ょぇ しこぇしはゃぇす きくけゅけ けす くぇし. 
] きなょさけしすすぇ けす くぇすさせこぇくうは 
かうつっく あうすっえしおう けこうす, [せしおぇ 
〈っくつっゃぇ っ  けす たけさぇすぇ, おけう
すけ しなし しうゅせさくけしす いくぇはす すけゃぇ. 
╉ぇいゃぇ ゅけ すうたけ. ╉ぇおすけ すうたけ う 
しこけおけえくけ しすけう ゃ しくうきおぇすぇ 
くぇ ぇかっはすぇ:  ┿かっはすぇ くぇ しかぇ
ゃぇすぇ え こさうかうつぇ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

] きくけゅけ っきけちうは う きくけゅけ くぇさけょくう すぇくちう こけしさっとくぇ けとっ けす こなさゃうすっ きうくせ-
すう  くぇ くけゃうは ょっく しゃけは 35-すう さけあょっく ょっく てかけしっさなす けす いぇゃけょ 1, ちった 240, 

╅うゃおけ 〈さうそけくけゃ ╁ぇしうかっゃ. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ とっ っ けしけぉっくぇ ゃぇあくぇ いぇ てかけしっさぇ けす „┿さしっくぇか”, すなえ おぇすけ さけあょっ-

くうはす きせ ょっく しなゃこぇょくぇ し くぇしすなこゃぇくっすけ くぇ ぇしすさけくけきうつっしおぇすぇ こさけかっす う こさけかっす-
くけすけ さぇゃくけょっくしすゃうっ. 
╋かぇょうはす きなあ, おけえすけ けす 3 ゅけょうくう っ つぇしす けす しぇきけょっえくぇすぇ すさせこぇ すぇくちぬけさう くぇ ′』 

„╅ぇさ”, こけかせつう しこっちうぇかくぇ すけさすぇ う  こけょぇさなちう けす しゃけうすっ おけかっゅう こけ すぇくちう - ぇさしっ-
くぇかちう う さぇぉけすっとう ゃ ょさせゅう うくしすうすせちうう くぇ こけさっょくぇすぇ たけさけすっおぇ, おけはすけ すぇくちぬけ-
さうすっ くぇ „╅ぇさ” しう けさゅぇくういうさぇす こけつすう ゃしはおぇ しっょきうちぇ ゃ おぇいぇくかなておう さっしすけさぇくす. 
¨すゃなょ さぇぉけすぇすぇ, ょゃぇ こなすう しっょきうつくけ てかけしっさなす ╅うゃおけ さぇいすけゃぇさゃぇ けす っあっょくっ-

ゃうっすけ し せしゃけはゃぇくっすけ くぇ おさなてくう ぉなかゅぇさしおう くぇさけょくう う くぇ ょさせゅう くぇさけょう たけさá. 
]なゃしっき くぇしおけさけ すさせこぇすぇ くぇ „╅ぇさ” せつぇしすゃぇ ゃ こけさっょくけすけ しう そけかおかけさくけ すせさくっ 
ゃ [ぇいかけゅ, おなょっすけ ゃこっつぇすかう きっしすくうすっ あうすっかう し きぇえしすけさしすゃけ う おけかっおすうゃっく ょせた.
╅うゃおけ っ つぇしす けす ょっしっすうくぇすぇ ぇさしっくぇかしおう すぇくちぬけさう, おけうすけ くぇきうさぇす くけゃう こさう-

はすっかう う くぇしすさけっくうっ ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ „╅ぇさ”. 
                               〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”

‶け ょゃぇ こさっおさぇしくう こけゃけょぇ しなぉさぇ おけかっゅう う こさうはすっかう こさっい
ういきうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ ょなかゅけゅけょうてくうはす きけくすぬけさ くぇ

きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう けす ちった 223 くぇ ╆ぇゃけょ 5 ゃ „┿さしっくぇか” - 
]すっそぇく ╃っつおけゃ ╂うくっゃ.

¨すょぇか 37 ゅけょうくう くぇ „┿さしっくぇか” う ╆ぇゃけょ 5, ]すっそぇく ゃょうゅくぇ くぇいょさぇゃうちう 
いぇ しゃけは 63-すう さけあょっく ょっく う こけ こけゃけょ しゃけっすけ こっくしうけくうさぇくっ. 

′ぇ ょなかゅぇ きぇしぇ しっ しなぉさぇたぇ し こけあっかぇくうは う こけょぇさなちう おけかっゅう, 
しなさぇすくうちう, こさうはすっかう, くっゅけゃう さなおけゃけょうすっかう, いぇ おけうすけ っ つっしす, つっ 
う しかっょ こっくしうけくうさぇくっすけ しう ]すっそぇく しなし  しゃけは こさけそっしうけくぇかういなき, 

すさせょけかのぉうっ う けすょぇょっくけしす とっ こさけょなかあう ょぇ さぇぉけすう ゃ いぇゃけょ 5. 
¨とっ ょなかゅう ゅけょうくう いぇっょくけ, いょさぇゃっ, ぉっさっおっす

う とぇしすうっ きせ こけあっかぇゃぇす おけかっゅうすっ.
╊うつくう こけいょさぇゃう けす ′っょっかつけ ╉ぇかぇえょあうっゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ 

╉′]╀ ゃ ちった 223 くぇ ╆ぇゃけょ 5.

]っきっえしすゃけすけ くぇ 60-ゅけょうてくうは ぇさしっくぇかしおう すったくけかけゅ けす ╆ぇゃけょ 1/ちった 160 ╉けかぬけ ╁ぇしうかっゃ ういおぇいゃぇ うしおさっくぇすぇ しう ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ
こけかせつっくぇすぇ くっけちっくうきぇ こけょおさっこぇ こさう かっつっくうっすけ くぇ すったくうは しなこさせゅ う ぉぇとぇ. 

′ぇ 20-すう そっゃさせぇさう すったくけかけゅなす こさっあうゃはゃぇ すっあおぇ けこっさぇちうは ゃ しすけかうちぇすぇ, いぇ おけはすけ しぇ くせあくう う ょけしすぇ こぇさう.
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” う かうつくけ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ]╉ くぇ しうくょうおぇすぇ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ しっ けすこせしおぇす しさっょしすゃぇ ゃ こけきけと 

くぇ しっきっえしすゃけすけ. ¨すょっかくけ けす すけゃぇ, おけかっゅうすっ くぇ ╉けかぬけ ╁ぇしうかっゃ けす ちった 200 くぇ ╆ぇゃけょ 1 しなとけ ょぇさはゃぇす こぇさう, し おけうすけ しっきっえしすゃけすけ
けしうゅせさはゃぇ しさっょしすゃぇ いぇ けこっさぇちうはすぇ. ╁ きけきっくすぇ すったくけかけゅなす, ょぇさうか 40 ゅけょうくう けす あうゃけすぇ しう くぇ „┿さしっくぇか”, っ ゃ ょなかなゅ けすこせしお こけ ぉけかっしす 

う しっ ゃないしすぇくけゃはゃぇ せしこってくけ. 
 ╆ょさぇゃっ う しすけおさぇすくけ ゃなさくぇすけ ょけぉさけ こけあっかぇゃぇ ╃っかおぇ ╁ぇしうかっゃぇ - しなこさせゅぇ くぇ ╉けかぬけ ╁ぇしうかっゃ, くぇ ゃしうつおう,

こけょおさっこうかう しっきっえしすゃけすけ え ゃ すけいう すっあなお いぇ くっゅけ きけきっくす.
 ╃っかおぇ しなとけ っ つぇしす けす おけかっおすうゃぇ くぇ „┿さしっくぇか”, おなょっすけ さぇぉけすう けす 1975 ゅけょうくぇ. 

╀かぇゅけょぇさくけしすすぇ くぇ ╃っかおぇ っ しこけょっかっくぇ う けす おけかっゅうすっ え けす けすょっか „┿さたうゃ” くぇ ╆ぇゃけょ 5 し さなおけゃけょうすっか 〈けょけさ ╃っさきっくょあうっゃ.

]かっょ おぇすけ こさっい はくせぇ-
さう さぇいおぇいぇたきっ いぇ くっゅけ 

ゃ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, ゃなゃ 
ゃすけさうは ょっく くぇ こさけかっすすぇ - くぇ 
23-すう きぇさす, ぇさしっくぇかしおうはす 
けゅくっぉけさっち  [ぇかう ′っえつっゃ けす 
』っさゅぇくけゃけ しすぇくぇ ゅっさけえ う ゃ 
„╂さぇょ くぇ ぇくゅっかう” こけ 〈╁7.
‶さっょぇゃぇくっすけ, おけっすけ さぇい-

おぇいゃぇ いぇ けぉうおくけゃっくうすっ たけさぇ 
し くっけぉうおくけゃっくう うしすけさうう ゃ 
あうゃけすぇ, ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 
つぇし いぇこけいくぇ いさうすっかうすっ くぇ 
╀なかゅぇさうは う すっいう, おけうすけ きけ-
ゅぇす ょぇ ゅかっょぇす 〈╁ 7 こけ しぇすっ-
かうす, し うしすけさうはすぇ くぇ こけあぇさ-
くうおぇさぇ 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”, しこぇしうか こさっょう 18 
ゅけょうくう たさぇきけゃぇすぇ うおけくぇ くぇ 
]ゃっすう ′うおけかぇえ 』せょけすゃけさっち 
ゃ 』っさくけきけさっち.
╋ぇおぇさ つっ こさっょぇゃぇくっすけ し 

[ぇかう ぉっ けぉはゃっくけ こなさゃけ-
くぇつぇかくけ いぇ 16-すう きぇさす, ぇ 
ゃこけしかっょしすゃうっ こけおぇくぇすぇ いぇ 
ゅけしすせゃぇくっすけ ゃ しすせょうけすけ くぇ 
〈╁7 ゃ ]けそうは しっ ういきっしすう しなし 
しっょきうちぇ くぇこさっょ, くっけぉうお-
くけゃっくぇすぇ うしすけさうは くぇ [ぇかう 
′っえつっゃ しなぉさぇ たうかはょう いさう-
すっかう こさっょ っおさぇくぇ. ╆ぇこうしなす 
くぇ こさっょぇゃぇくっすけ ぉっ きくけゅけ-
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Happy Birthday

]なゃきっしすくぇすぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ ぉなょっとっ きっあょせ せつうかうとっすけ, おけっすけ こけょゅけすゃは おぇょさう 
いぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, う そうさきうすっ, おなょっすけ すっ しっ さっぇかういうさぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお, くっ-
こさっきっくくけ すさはぉゃぇ ょぇ こさけょなかあぇゃぇ う ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ ゃ くけゃう こけしけおう, おけきっくすうさぇ 
こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ う こさっょしっょぇすっかはす くぇ くぇしすけはすっかしすゃけすけ - [けしうちぇ ′うおけ-
かけゃぇ.
〉つぇしすくうちうすっ ゃ しさっとぇすぇ けちっくうたぇ せしうかうはすぇ くぇ せつうかうとくうは さなおけゃけょっく う こさっ-

こけょぇゃぇすっかしおう っおうこ ゃ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ こさけっおすうすっ こけ っゃさけこさけゅさぇきぇすぇ „╊っ-
けくぇさょけ“ - けぉせつっくうっ こけ おけきこのすさう う おけきこのすなさくう すったくけかけゅうう, おけきっくすうさぇたぇ 
ゃないきけあくけしすうすっ いぇ くぇゅさぇあょぇゃぇくっ くぇ ういはゃっくう くけゃけこけしすなこうかう せつっくうちう し っおし-
おせさいうう - こさぇおすうおう う けぉきっくう ゃ つせあぉうくぇ, おぇおすけ う くせあょぇすぇ けす ゃないこうすぇくうっすけ 
くぇ せゃぇあっくうっ くぇ せつっくうちうすっ おなき しゃけっすけ せつうかうとっ つさっい くけしっくっ くぇ せつっくうつっ-
しおぇすぇ せくうそけさきぇ う けすかうつうすっかくうすっ しうきゃけかう くぇ ゅうきくぇいうはすぇ.
‶さっょしすけう ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっく こけょぉけさ くぇ せつっくうちうすっ, おけうすけ すぇいう ゅけょうくぇ とっ 

しっ けぉせつぇゃぇす ゃ ╃さっいょっく こけ こさけっおす, しこっつっかっく けす せつうかうとっすけ, しすぇくぇ はしくけ けとっ 
くぇ しさっとぇすぇ, こけ ゃさっきっ くぇ おけはすけ せつぇしすくうちうすっ ゃうょはたぇ こさっいっくすぇちうは いぇ ‶さけそっ-
しうけくぇかくうは ちっくすなさ, おなょっすけ しっ こさけゃっあょぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ.
╁ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ いぇさぇぉけすう う ぉっいこかぇすっく ╉けくしせかすぇすうゃっく おぇぉうくっす いぇ 

おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ, つううすけ せしかせゅう きけゅぇす ょぇ こけかいゃぇす  せつっくうちう – おぇくょうょぇす- 
ゅうきくぇいうしすう う ぇぉうすせさうっくすう, ゃ こけきけと くぇ すったくうは こさっょしすけはと こさけそっしうけくぇかっく 
ういぉけさ.

  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

おさぇすくけ „かぇえおゃぇく” う ゃなゃ 
《っえしぉせお, けすおなょっすけ ゅけ ゅかっ-

ょぇたぇ ょっしっすおう こけつうすぇすっかう 
くぇ つっさゅぇくっちぇ けす しすさぇくぇすぇ う 
つせあぉうくぇ.
‶け ゃさっきっ くぇ ゅけしすせゃぇくっすけ 

しう ゃ しすせょうけすけ けすょぇかうはす 
くぇ こさけそっしうはすぇ こけあぇさくう-

おぇさ 38 ゅけょうくう けす あうゃけすぇ 
しう つっさゅぇくっち さぇいおぇいぇ くぇ 
ゃけょっとぇすぇ ╇さうくぇ 〈っくつっゃぇ 
うしすけさうはすぇ けす 15-すう しっこ-

すっきゃさう 1996 ゅけょうくぇ, しかせつうかぇ 
しっ ゃ 』っさくけきけさっち, おけはすけ こさっ-
けぉさなとぇ あうゃけすぇ きせ.
]こっちうぇかくけ いぇ ゅけしすせゃぇくっ-

すけ くぇ [ぇかう ぉっ こけょゅけすゃっく う 
きぇかなお そうかき, おけえすけ 〈╁-っおうこ 
いぇしくっ ゃ ╉ぇいぇくかなお う 』っさゅぇ-
くけゃけ. ╁ くっゅけ いぇ [ぇかう う うしすけ-
さうはすぇ し こけあぇさぇ さぇいおぇいゃぇたぇ 
くっゅけゃう ぉかういおう う こさうはすっかう: 
ょなとっさはすぇ ‶っすは ╋うたぇえかけゃけ, 
こなさゃぇ „ういょぇかぇ” うしすけさうはすぇ 
くぇ しゃっとっくうおぇ けす たさぇき „]ゃっ-
すぇ ‶っすおぇ” ゃ しかうゃっくしおけすけ しっかけ 
╉っさきっく, ]すっかうはく  ]すぇくつっゃ, 
しうくなす ╃けくつけ, しなとけ こけあぇさくう-
おぇさ, こさうはすっかはす う おけかっゅぇ くぇ 
[ぇかう - ╃うきうすなさ ╀っくょっさしおう, 
おけえすけ きせ こけきぇゅぇ こさう すっあおけ-
すけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ けす さぇくう-
すっ, こけかせつっくう ゃしかっょしすゃうっ くぇ 
こけあぇさぇ こさう しこぇしはゃぇくっすけ くぇ 
うおけくぇすぇ. ¨しゃっく すはた, ゃなゃ そうか-
きぇ せつぇしすゃぇ しなし しゃけう しこけきっくう 
う すさぇゃきぇすけかけゅなす ょ-さ ╃うきう-
すなさ ╉せおせてっゃ, おけえすけ かうつくけ しっ 
ゅさうあう いぇ [ぇかう こさう くっゅけゃけすけ 
すさぇくしこけさすうさぇくっ けす ぉけかくうちぇ-
すぇ ゃ ╀せさゅぇし う こけしかっょゃぇとけすけ 
かっつっくうっ ゃ ぉけかくうちぇすぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお う ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う おけえ-
すけ けしすぇゃぇ し くっゅけ こさうはすっか ょけ 
ょっく-ょくってっく. ╉ぇすけ こけさなつうすっか 

くぇ うしすけさうはすぇ ゃ „╂さぇょ くぇ 
ぇくゅっかう” っ ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - 
こなさゃぇ さぇいおぇいぇかぇ くぇ つうすぇすっ-
かうすっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
うしすけさうはすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
こけあぇさくうおぇさ. 
]うかくけ ゃこっつぇすかっくうっ くぇ 

いさうすっかうすっ う くぇ ゃけょっとぇ-
すぇ ╇さうくぇ 〈っくつっゃぇ くぇこさぇゃう 
かのぉけゃすぇ くぇ [ぇかう おなき こさけ-
そっしうはすぇ, くっゅけゃぇすぇ ょけぉさけすぇ 
う しこっちうぇかくうすっ きせ しうきこぇすうう 
おなき ゅなかなぉうすっ う しうきゃけかうつ-
くぇすぇ うき さけかは ゃ あうゃけすぇ きせ.
╉ぇすけ ょぇさ けす こさっょぇゃぇくっすけ 

[ぇかう ′っえつっゃ こけかせつう  しうきゃけ-
かうつっく けさょっく - しさっぉなさくう ぇく-
ゅっかしおう おさうかっ, おけうすけ ょぇ きせ  
くぇこけきくはす いぇ ぇくゅっかぇ, しこぇしうか 
あうゃけすぇ きせ, おぇおすけ う いぇ すけゃぇ, 
つっ しきっかうすっ たけさぇ しなとけ しっ 
こさっゃさなとぇす ゃ ぇくゅっかう. 
╆ぇ すっいう, おけうすけ しぇ こさけこせし-

くぇかう こさっょぇゃぇくっすけ くぇ 23-すう 
きぇさす こけ 〈╁ 7 しなし いぇゅかぇゃうっ 
„‶けあぇさくうおぇさ さうしおせゃぇ あう-
ゃけすぇ しう, いぇ ょぇ しこぇしう うおけくぇ 
けす ゅけさはとぇ ちなさおゃぇ”, きけゅぇす ょぇ 
ゅけ  ゅかっょぇす くぇ しかっょくうは ぇょ-
さっし: http://tv7.bg
/„╂さぇょ くぇ ぇくゅっかう”- 〈╁7

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

ぁかつてけてさあ!

ぁそうかはけせあ け ╆しあえそおあちせそつて

づÜï¡í どñÖôñçí Üö ん¿ñ　öí Öí ï¿íçíöí:

【あさあ そたちかおかしみ てちとおそうけみ つけ たひて う “╅ちつかせあし” つたかぬけあしけつてひて たそ とたちあうしかせけか „ぁそうかのさけ ちかつとちつけ“

╋ぇてうくけこうしおぇ – ╇くしこっお-
すけさ „‶っくしうけくうさぇくっ“ – ╉ぇょ-
さけゃうお. ‶さっい すっいう けすゅけゃけさ-
くけしすう [せしおぇ こさっきうくぇゃぇ し 
けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ, すさせょ う 
せこけさうすけ せしゃけはゃぇくっ くぇ くけゃう 
せきっくうは. 〈けゃぇ かうつう けす しっ-
さうけいくけしすすぇ, し おけはすけ ゅけゃけさう 
いぇ たぇさぇおすっさぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ 
しう. ′っ っ こさけしすぇ さぇぉけすぇ ょぇ 
ょなさあうて ゃ さっょ す. くぇさ. „ょけ-
しうっすぇ“, おなょっすけ っ ちっかうはす 
すさせょけゃ こなす くぇ ぇさしっくぇかちう, 
きぇさおうさぇく し ぉっいこさうしすさぇしすう-
っすけ くぇ すけつくうは ょけおせきっくす ゃ 
おけくおさっすくう そぇおすう う ょけおせ-
きっくすう: ╆ぇこけゃっょ いぇ くぇいくぇ-
つぇゃぇくっ – ╆ぇこけゃっょ いぇ こさっ-
くぇいくぇつぇゃぇくっ – ╃かなあくけしすくぇ 
たぇさぇおすっさうしすうおぇ - ╆ぇこけゃっょ 
いぇ こっくしうけくうさぇくっ. ╆ぇ きくけゅけ 
ぇさしっくぇかちう すけゃぇ っ っしすっしすゃっ-
くぇ ゃっさうゅぇ けす しなぉうすうは ゃ すった-
くうは あうゃけす, くけ ょさせゅう うきぇす 
う くっこさうはすくうすっ しこけきっくう けす 
くぇかけあうかけすけ しっ こさうくせょうすっか-
くけ くぇこせしおぇくっ. ╆ぇすけゃぇ [せしおぇ 
けすぉっかはいゃぇ おぇすけ くぇえ-とぇしす-
かうゃう ゃ こさけそっしうけくぇかくうは 
しう ょっかくうお ょくうすっ, おけゅぇすけ しっ 
くぇいくぇつぇゃぇす くけゃう たけさぇ, いぇ-
さぇょう しおかのつゃぇくっすけ くぇ くけゃう 
ょけゅけゃけさう いぇ さっぇかういぇちうは う 
こさけういゃけょしすゃっくう こけさなつおう. 
╇ けぉさぇすくけ – くぇえ-すっあおう ゃ 
さぇぉけすぇすぇ え しぇ きけきっくすうすっ, 
おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ けしゃけぉけあ-
ょぇゃぇくっ くぇ さぇぉけすくうちう う しかせ-
あうすっかう. 

„Всички сме хора!“

〈けゃぇ いくぇっ すけこかけすけ しなさちっ 
くぇ [せしおぇ 〈っくつっゃぇ, くぇ おけっ-
すけ しっ くぇかぇゅぇ たかぇょくけおさなゃくけ 
ょぇ けそけさきは いぇこけゃっょう いぇ けし-
ゃけぉけあょぇゃぇくっ う いぇ くぇおぇいぇ-
くうは, おけゅぇすけ しっ くぇかけあう. ╁っ-
とうくぇすぇ, し おけはすけ しう ゃなさてう 
さぇぉけすぇすぇ, はゃくけ っ そぇおす, とけき 
しすさけゅうすっ こさけゃっさおう くぇ ╇く-
しこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ くっ けす-
おさうゃぇす こさけこせしおう ゃ くっえくぇすぇ 
さぇぉけすぇ. ┿ すは っ しっさうけいくぇ – 
ういうしおゃぇくうはすぇ おなき ゃけょっくっすけ 
くぇ すさせょけゃうすっ ょけしうっすぇ こけ-
しすけはくくけ しっ こさけきっくはす, おぇお-
すけ しっ きっくう う ╉けょっおしなす くぇ 
すさせょぇ, おけえすけ さっゅかぇきっくすうさぇ 
ゃいぇうきけけすくけてっくうはすぇ さぇぉけ-
すけょぇすっか – さぇぉけすくうお. ]こけ-
さっょ こさけそっしうけくぇかくけすけ きくっ-
くうっ くぇ 〈っくつっゃぇ, おけょっおしなす 
ぉう しかっょゃぇかけ ょぇ いぇとうすぇゃぇ ゃ 
こけ-ゃうしけおぇ しすっこっく こさぇゃぇすぇ 
くぇ さぇぉけすけょぇすっかは ょぇ こけょぉう-
さぇ くぇえ-ょけぉさうは こっさしけくぇか. 
╁きっしすけ すけゃぇ, すは っ しなぉさぇかぇ 
ゃこぇつぇすかっくうは, つっ おけょっおしなす 
ょくっし っ くぇこうしぇく ゃ こけかいぇ こけ-
しおけさけ くぇ さぇぉけすくうおぇ, おけゅけすけ 
っ すさせょくけ ょぇ せゃけかくうて, ょけさう 
おけゅぇすけ っ ゃ くぇさせてっくうっ くぇ 
すさせょけゃぇすぇ ょうしちうこかうくぇ. ╆ぇ 
さぇょけしす, けすくけてっくうはすぇ し ぇさ-
しっくぇかしおうすっ しうくょうおぇすう しぇ 
ょけぉさう, うきぇ ょせた くぇ さぇいぉう-
さぇすっかしすゃけ, こけおぇいゃぇ けこうすなす 
くぇ しこっちうぇかうしすぇ „』けゃっておう 
さっしせさしう“ けす ╆ぇゃけょ 0/510. 
╁いぇうきくけ しう こけきぇゅぇす ゃ けこう-
すぇ ょぇ けぉはしくはゃぇす くぇ たけさぇすぇ 
こさぇゃぇすぇ う いぇょなかあっくうはすぇ うき 
おなき さぇぉけすけょぇすっかは.
‶け-しなとっしすゃっくう こさけぉかっ-

きう ゃ っあっょくっゃくぇすぇ さぇぉけ-

すぇ ゃないくうおゃぇす し こけょぉけさぇ くぇ 
うくあっくっさくうすっ しこっちうぇかうしすう, 
しこけょっかは [せしおぇ 〈っくつっゃぇ. ‶け 
すけいう ゃなこさけし „┿さしっくぇか“ けこ-
うすゃぇ ょぇ こさけゃっあょぇ くけゃぇ こけ-
かうすうおぇ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 

いぇ しおかのつゃぇくっ くぇ ょけゅけゃけさう し 
〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ 
╂ぇぉさけゃけ う ‶かけゃょうゃしおうは すった-
くうつっしおう せくうゃっさしうすっす. ╁しっ 
けとっ うきぇ しこっちうぇかうしすう, いぇ-
ゃなさてうかう 〈せかしおうは うくしすうすせす, 
くけ くはおけう けす すはた しう けすうゃぇす, 
けぉはしくはゃぇ おぇょさけゃうすっ こさけ-
ぉかっきう 〈っくつっゃぇ. ¨さなあっえくけ-
すけ こさけういゃけしすゃけすけ っ すゃなさょっ 
しこっちうそうつくけ, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ 
しう こけいゃけかうき くぇいくぇつぇゃぇくっすけ 
くぇ ゃしはおぇおゃう おぇょさう, おぇすっゅけ-
さうつくぇ っ けとっ [せしおぇ 〈っくつっゃぇ, 
おぇすけ こけすゃなさあょぇゃぇ くぇかけあっ-
くぇすぇ こさぇおすうおぇ ゃ „┿さしっくぇか“ 
ょぇ しっ くぇっきぇす さぇぉけすくうちう う 
しこっちうぇかうしすう, くっ くぇ こけしかっょ-
くけ きはしすけ う  こけ こさっこけさなおぇ くぇ 
ゃっつっ せすゃなさょっくう ぇさしっくぇかちう, 

おけうすけ ょぇ ゅぇさぇくすうさぇす, つっ くけ-
ゃうはす つけゃっお, こけしすなこうか すせお, 
おぇおすけ しっ おぇいゃぇ “くっ っ しかせ-
つぇっく う しすぇゃぇ くぇ さぇぉけすぇ“. 
‶さぇおすうおぇすぇ ょぇ しっ こさっこけ-
さなつゃぇす たけさぇ っ しゃなさいぇくぇ う 

し すさぇょうちうはすぇ, し けくぇいう けぉうつ 
おなき こさけそっしうはすぇ う しぇくすう-
きっくすぇ おなき けさなあっえくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ, おけうすけ くっ しぇ ょけし-
すぇすなつくう, くけ しぇ くっけぉたけょうきう 
いぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか“, 
っ さぇいぉさぇかぇ こさっい ゅけょうくう-
すっ 〈っくつっゃぇ. ′はおけう くっとぇ 
くはきぇ おぇお ょぇ ぉなょぇす けこうしぇ-
くう ゃ こさけそっしうけくぇかくうすっ CV-
すぇ. ╆ぇすけゃぇ, いぇ ょぇ さぇぉけすうて 
ゃ „┿さしっくぇか“, こっさそっおすくぇすぇ 
こさけそっしうけくぇかくぇ ぉうけゅさぇ-
そうは っ いぇょなかあうすっかくぇ, くけ くっ 
ょけおさぇえ ょけしすなすなつくぇ. ╇しおぇ 
しっ けとっ しこっちうぇかっく たなし う 
しこっちうぇかくけ けすくけてっくうっ おなき 
ょっかぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ, おぇすけ 
おなき くっとけ しゃけっ. 〈させょくけ う 
ゃくうきぇすっかくけ しっ くぇぉうさぇす たけ-

さぇすぇ, けしけぉっくけ いぇ ゃいさうゃけけ-
こぇしくうすっ こさけういゃけょしすゃぇ. 〈ぇき 
けすゅけゃけさくけしすすぇ っ しゃなさいぇくぇ し 
つけゃっておう あうゃけす, つっしすけ こさう 
こけしすなこゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ 
たけさぇすぇ くっ けしないくぇゃぇす ょけぉさっ 
すけゃぇ. ╇かう こなお – けぉさぇすくけすけ, 
けしないくぇゃぇす おけかおけ っ けこぇしくけ 
う いぇすけゃぇ おけきこかっおすけゃぇくっすけ 
くぇ しなしすぇゃぇ ゃ すぇおうゃぇ こさけうい-
ゃけょしすゃぇ くっ っ かっしくぇ さぇぉけすぇ.
╃けぉさっ しきぇいぇくぇすぇ ぇさしっ-

くぇかしおぇ せこさぇゃかっくしおぇ きぇてう-
くぇ くっ ょけこせしおぇ おけえすけ う ょぇ 
っ さぇぉけすくうお うかう しこっちうぇかうしす 
ょぇ ぉなょっ しぇき う ぉっい おゃぇかう-
そうちうさぇくぇ こけょおさっこぇ こさう 
ゃいうきぇくっ くぇ けすゅけゃけさくうすっ 
さってっくうは う さってぇゃぇくっすけ くぇ 
こさけぉかっきうすっ. ╁ おけくおさっすくうすっ 
しかせつぇう, こさう ゃないくうおくぇか しかけ-
あっく おぇいせし こさう くっつうっ せゃけか-
くっくうっ うかう くぇいくぇつっくうっ, 
[せしおぇ う くっえくうすっ おけかっゅう 
さぇいつうすぇす くぇ くぇつぇかくうおぇ しう 
‶っくおけ 〈けすっゃ, さなおけゃけょうすっか 
くぇ ¨すょっか „╉ぇょさう“. ┿おけ しっ 
くぇかけあう, しすうゅぇす う ょけ さっしけさ-
くうは ょうさっおすけさ ]すぇくうしかぇゃ 
′っくけゃ. ‶けきけとすぇ くぇ ぇょゃけ-
おぇす ╃うぇくぇ ╂なさょっゃぇ, おけは-
すけ おけくしせかすうさぇ そうさきぇすぇ こけ 
すさせょけゃけ こさぇゃけ う おけくおさっすくけ 
こさう ゃしっおう けすょっかっく しかせつぇえ, 
しなとけ っ くぇかうちっ. ¨こうすなす くぇ 
しこっちうぇかうしすうすっ „』けゃっておう 
さっしせさしう“ ゃ „┿さしっくぇか“ こけ-
おぇいゃぇ けとっ くっとけ: いぇ しなあぇ-
かっくうっ, つっしすけ しなょなす ゅかっょぇ 
すさせょけゃうすっ ょっかぇ, すぇおぇ ょぇ 
しっ おぇあっ, “そけさきぇかくけ“, ぉっい 
ょぇ しっ けぉしかっょゃぇ ちはかけしすくぇすぇ 
しうすせぇちうは う ょぇ しっ ゃいうきぇ こけょ 
ゃくうきぇくうっ ゃしはおけ けぉしすけはすっか-
しすゃけ, くぇかけあうかけ くっつうっ けし-
ゃけぉけあょぇゃぇくっ けす さぇぉけすぇ.
′け あうゃけすなす くっ っ しぇきけ さぇ-

ぉけすぇ, きぇおぇさ ょぇ かうつう けす 
こさなゃ こけゅかっょ, つっ [せしおぇ 〈っく-
つっゃぇ ういちはかけ え っ こけしゃっすっくぇ. 
╇いゃなく こけさすぇかぇ くぇ けさなあっえ-
くうちぇすぇ すは うきぇ きくけゅけ さぇょけ-
しすう. ╋ぇえおぇ くぇ っょくぇ とっさおぇ, 
[せしおぇ ぉかぇゅけょぇさう くぇ ╀けゅ, つっ 
っ しすぇくぇかぇ くぇゃっょくなあ ょゃけえ-
くぇ ぉぇぉぇ くぇ ぉかういくぇちう. ‶さう 
すけゃぇ – う きけきつっ, う きけきう-
つっ...! „╉ぇお とっ こけさぇしくぇす, 
おけゅぇ とっ こけさぇしくぇす...“, しっ 
こうすぇかう こさっょう 10 ゅけょうくう ゃ 
しっきっえしすゃけすけ こさう くけゃうくぇすぇ 
いぇ ぉかういくぇちうすっ, くけ ょくっし すっ 
しぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ うき さぇょけしす, 
ょけくっしっくぇ けす ょなとっさはすぇ ‶っすは 
╉なさてぇおけゃぇ, しなとけ おぇょなさ 
くぇ „┿さしっくぇか“ – けすつっすくうお ゃ 
]つっすけゃけょしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 
1. ╁くせつおぇすぇ っ ‶さっしかぇゃぇ, ぇ 
ゃくせおなす – ╃っくぬけ, っょくけ おなき 
っょくけ し うきっすけ くぇ ょはょけすけ 
╉なさてぇおけゃ. ╋かぇょうすっ うきぇす 
こけょおさっこぇすぇ くぇ さけょうすっかうすっ: 
“] おぇおゃけすけ きけあっき う し おけか-
おけすけ きけあっき...“, けすおさけゃっくぇ 
っ [せしおぇ.

„Да са живи и здрави!“

〈けゃぇ しゃはすけ ぉなかゅぇさしおけ こけ-
あっかぇくうっ おなき ぉかういおうすっ うい-
かういぇ けす しなさちっすけ くぇ [せしおぇ 
おぇすけ くぇえ-しなおさけゃっくけ かうつくけ 
こけあっかぇくうっ いぇ ぉなょっとっすけ. ╁  
しっきっえしすゃけすけ し けとっ っょうく ぇさ-
しっくぇかっち – しなこさせゅなす ‶っすおけ 
〈っくつっゃ けす ╆ぇゃけょ 12, [せしおぇ 

こさっきうくぇゃぇ こさっい くぇえ-すさせょ-
くうすっ ゅけょうくう いぇ こさっょこさうは-
すうっすけ, おけゅぇすけ すけ しっ さっそけさ-
きうさぇ う けこすうきういうさぇ, おけゅぇすけ 
いぇこかぇすう くはきぇ, ぇ しっ おぇさぇ 
しぇきけ くぇ ぇゃぇくしう... ′け: “╁さっ-
きっすけ けしすぇゃう しぇきけ たせぉぇゃけすけ, 
おけっすけ うきぇき けす „┿さしっくぇか“, 
けすくけゃけ すうたけ, くけ せゃっさっくけ 
しこけょっかは [せしおぇ. ]さっょ たせ-
ぉぇゃけすけ すせお すは くっこさっきっくくけ 
けすぉっかはいゃぇ ょけぉさうすっ けすくけてっ-
くうは う こさっょう ゃしうつおけ – けくは 
ょせた くぇ ゃいぇうきけこけきけと, おけえ-
すけ ぇさしっくぇかちう こさけょなかあぇゃぇす 
おけかっゅうぇかくけ ょぇ こけょょなさあぇす 
こけ きっあょせ しう – くぇこせお くぇ っゅけ-
ういきぇ う いかけぉぇすぇ くぇ ょくってくうは 
ょっく, おけはすけ つぇおぇ ゃしっおう しかっょ 
くぇこせしおぇくっすけ こさっい こけさすぇかぇ. 
′っ つっ ういけぉとけ くっ しっ しさっとぇ 
う くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ, くけ 
かうこしぇすぇ くぇ つけゃっとうくぇ けこさっ-
ょっかっくけ っ さはょおけしす こさう ゃいぇ-
うきけけすくけてっくうはすぇ, こけおぇいゃぇ 
ょなかゅうはす しすぇあ くぇ [せしおぇ 〈っく-
つっゃぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ.

Дългият стаж вече
не е привилегия,

おけきっくすうさぇ しこっちうぇかうしすなす 
„』けゃっておう さっしせさしう“ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ さっそけさきぇ こさう こっく-
しうけくうさぇくっすけ. ╇いこさぇすうかぇ ゃ 
しこけおけえくぇ こっくしうは たうかはょう 
さぇぉけすくうちう, しっゅぇ 〈っくつっゃぇ 
こさけゅくけいうさぇ こけつすう くせかっ-
ゃけ さぇくくけ こっくしうけくうさぇくっ ゃ 
ぉかういおぇ こっさしこっおすうゃぇ, ょけさう 
いぇ そうさきぇ おぇすけ „┿さしっくぇか“, 
おなょっすけ ゃさっょくけしすうすっ う けこぇし-
くけしすうすっ くぇ すさせょぇ くっ しぇ さはょ-
おけしす. „〈ぇおぇ っ さってうか いぇおけ-
くけょぇすっかはす“, けすぉっかはいゃぇ こぇお 
すうたけ [せしおぇ, くけ しう ょぇゃぇ はしくぇ 
しきっすおぇ, つっ しすさっしなす くぇ ょくって-
くうは あうゃけす ぉう かうてうか こさっあ-
ょっゃさっきっくくけ きくけゅけ たけさぇ けす 
いぇしかせあっくぇすぇ こっくしうけくっさしおぇ 
こけつうゃおぇ, いぇとけすけ ゃないさぇしすすぇ 
いぇ こっくしうけくうさぇくっ しはおぇて しすぇ-
ゃぇ ゃっつっ くっこけしうかくぇ いぇ ぉなかゅぇ-
さうくぇ ゃ ぉかういおけ ぉなょっとっ. ‶けか-
いぇすぇ いぇ ぇさしっくぇかちう, おけうすけ とっ 
いぇゅせぉはす ゃないきけあくけしす いぇ さぇく-
くけ こっくしうけくうさぇくっ, とっ ぉなょっ ゃ 
こさうさぇゃくはゃぇくっすけ くぇ ゅけょうくう-
すっ うき さぇぉけすぇ くぇ おぇすっゅけさうは 
おなき けぉとうは しすぇあ, けぉはしくはゃぇ 
しこっちうぇかうしすなす 〈っくつっゃぇ. 〈ぇおぇ 
くはおけう ぇさしっくぇかちう とっ しっ けおぇ-
あぇす し こけ 50 ゅけょうくう しすぇあ, せし-
きうたゃぇ しっ すは.
╆ぇ ょぇ うきぇ しうかう ょぇ こさけ-

ょなかあぇゃぇ ょぇ しっ せしきうたゃぇ, ゃな-
こさっおう くぇすさせこぇくうすっ ゅけょうくう 
さぇぉけすぇ, [せしおぇ 〈っくつっゃぇ しう 
こさぇゃう しゃけうすっ きぇかおう ぉはゅしすゃぇ. 
′ぇしかっょしすゃっくぇ おなとぇ ゃ 【ぇくけ-
ゃけ っ しこぇしっくうっすけ くぇ しっきっえ-
しすゃけすけ けす てせきぇ う いぇすゃけさぇ 
くぇ ゅさぇょぇ. 』うしすうはす ゃないょせた, 
こさけしすけさなす, ょゃけさなす, こさう-
さけょぇすぇ しぇ きぇかおうすっ-ゅけかっきう 
くっとぇ, おけうすけ こさけょなかあぇゃぇす 
ょぇ しこぇしはゃぇす きくけゅけ けす くぇし. 
] きなょさけしすすぇ けす くぇすさせこぇくうは 
かうつっく あうすっえしおう けこうす, [せしおぇ 
〈っくつっゃぇ っ  けす たけさぇすぇ, おけう-
すけ しなし しうゅせさくけしす いくぇはす すけゃぇ. 
╉ぇいゃぇ ゅけ すうたけ. ╉ぇおすけ すうたけ う 
しこけおけえくけ しすけう ゃ しくうきおぇすぇ 
くぇ ぇかっはすぇ:  ┿かっはすぇ くぇ しかぇ-
ゃぇすぇ え こさうかうつぇ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

Повече от 1 800 арсеналци и техните трудови 
истории са „в ръцете“ на една жена, която 
скромно и спокойно от няколко месеца насам 
гледа преминаващите за работа и обратно 
арсеналци от редичката в Алеята на славата. 
Първоначално присъствието си сред отличените 
Руска Тенчева приела с притеснение, но няколко 
месеца по-късно тя вече усеща само радост от 
това, че нейният труд е бил забелязан като 
качествен и достоен. Удовлетворение. Това е 
думата, която за специалиста „Човешки ресурси“ 
от Завод 0/510 точно назовава чувството 
от признанието, което ръководството 
й дава с подреждането сред най-добрите. 
„Удовлетворение“ – Руска го казва тихо, но 
уверено. След повече от 33 години от онзи 12-
ти октомври 1980-та, когато едно момиче 
идва като машинописка в „Арсенал“,  Руска днес 
е изминала дългия път на професионалното 
развитие на успешния арсеналец. 

] きくけゅけ っきけちうは う きくけゅけ くぇさけょくう すぇくちう こけしさっとくぇ けとっ けす こなさゃうすっ きうくせ
すう  くぇ くけゃうは ょっく しゃけは 35-すう さけあょっく ょっく てかけしっさなす けす いぇゃけょ 1, ちった 240, 

╅うゃおけ 〈さうそけくけゃ ╁ぇしうかっゃ. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ とっ っ けしけぉっくぇ ゃぇあくぇ いぇ てかけしっさぇ けす „┿さしっくぇか”, すなえ おぇすけ さけあょっ

くうはす きせ ょっく しなゃこぇょくぇ し くぇしすなこゃぇくっすけ くぇ ぇしすさけくけきうつっしおぇすぇ こさけかっす う こさけかっす
くけすけ さぇゃくけょっくしすゃうっ. 
╋かぇょうはす きなあ, おけえすけ けす 3 ゅけょうくう っ つぇしす けす しぇきけょっえくぇすぇ すさせこぇ すぇくちぬけさう くぇ ′』 

„╅ぇさ”, こけかせつう しこっちうぇかくぇ すけさすぇ う  こけょぇさなちう けす しゃけうすっ おけかっゅう こけ すぇくちう - ぇさしっ
くぇかちう う さぇぉけすっとう ゃ ょさせゅう うくしすうすせちうう くぇ こけさっょくぇすぇ たけさけすっおぇ, おけはすけ すぇくちぬけ
さうすっ くぇ „╅ぇさ” しう けさゅぇくういうさぇす こけつすう ゃしはおぇ しっょきうちぇ ゃ おぇいぇくかなておう さっしすけさぇくす. 
¨すゃなょ さぇぉけすぇすぇ, ょゃぇ こなすう しっょきうつくけ てかけしっさなす ╅うゃおけ さぇいすけゃぇさゃぇ けす っあっょくっ

ゃうっすけ し せしゃけはゃぇくっすけ くぇ おさなてくう ぉなかゅぇさしおう くぇさけょくう う くぇ ょさせゅう くぇさけょう たけさá. 
]なゃしっき くぇしおけさけ すさせこぇすぇ くぇ „╅ぇさ” せつぇしすゃぇ ゃ こけさっょくけすけ しう そけかおかけさくけ すせさくっ 
ゃ [ぇいかけゅ, おなょっすけ ゃこっつぇすかう きっしすくうすっ あうすっかう し きぇえしすけさしすゃけ う おけかっおすうゃっく ょせた.
╅うゃおけ っ つぇしす けす ょっしっすうくぇすぇ ぇさしっくぇかしおう すぇくちぬけさう, おけうすけ くぇきうさぇす くけゃう こさう

はすっかう う くぇしすさけっくうっ ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ „╅ぇさ”.
                               〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”

‶け ょゃぇ こさっおさぇしくう こけゃけょぇ しなぉさぇ おけかっゅう う こさうはすっかう こさっい
ういきうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ ょなかゅけゅけょうてくうはす きけくすぬけさ くぇ

きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう けす ちった 223 くぇ ╆ぇゃけょ 5 ゃ „┿さしっくぇか” - 
]すっそぇく ╃っつおけゃ ╂うくっゃ.

¨すょぇか 37 ゅけょうくう くぇ „┿さしっくぇか” う ╆ぇゃけょ 5, ]すっそぇく ゃょうゅくぇ くぇいょさぇゃうちう 
いぇ しゃけは 63-すう さけあょっく ょっく う こけ こけゃけょ しゃけっすけ こっくしうけくうさぇくっ. 

′ぇ ょなかゅぇ きぇしぇ しっ しなぉさぇたぇ し こけあっかぇくうは う こけょぇさなちう おけかっゅう, 
しなさぇすくうちう, こさうはすっかう, くっゅけゃう さなおけゃけょうすっかう, いぇ おけうすけ っ つっしす, つっ 
う しかっょ こっくしうけくうさぇくっすけ しう ]すっそぇく しなし  しゃけは こさけそっしうけくぇかういなき, 

すさせょけかのぉうっ う けすょぇょっくけしす とっ こさけょなかあう ょぇ さぇぉけすう ゃ いぇゃけょ 5. 
¨とっ ょなかゅう ゅけょうくう いぇっょくけ, いょさぇゃっ, ぉっさっおっす

う とぇしすうっ きせ こけあっかぇゃぇす おけかっゅうすっ.
╊うつくう こけいょさぇゃう けす ′っょっかつけ ╉ぇかぇえょあうっゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ 

╉′]╀ ゃ ちった 223 くぇ ╆ぇゃけょ 5.

]っきっえしすゃけすけ くぇ 60-ゅけょうてくうは ぇさしっくぇかしおう すったくけかけゅ けす ╆ぇゃけょ 1/ちった 160 ╉けかぬけ ╁ぇしうかっゃ ういおぇいゃぇ うしおさっくぇすぇ しう ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ
こけかせつっくぇすぇ くっけちっくうきぇ こけょおさっこぇ こさう かっつっくうっすけ くぇ すったくうは しなこさせゅ う ぉぇとぇ. 

′ぇ 20-すう そっゃさせぇさう すったくけかけゅなす こさっあうゃはゃぇ すっあおぇ けこっさぇちうは ゃ しすけかうちぇすぇ, いぇ おけはすけ しぇ くせあくう う ょけしすぇ こぇさう.
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” う かうつくけ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ]╉ くぇ しうくょうおぇすぇ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ しっ けすこせしおぇす しさっょしすゃぇ ゃ こけきけと 

くぇ しっきっえしすゃけすけ. ¨すょっかくけ けす すけゃぇ, おけかっゅうすっ くぇ ╉けかぬけ ╁ぇしうかっゃ けす ちった 200 くぇ ╆ぇゃけょ 1 しなとけ ょぇさはゃぇす こぇさう, し おけうすけ しっきっえしすゃけすけ
けしうゅせさはゃぇ しさっょしすゃぇ いぇ けこっさぇちうはすぇ. ╁ きけきっくすぇ すったくけかけゅなす, ょぇさうか 40 ゅけょうくう けす あうゃけすぇ しう くぇ „┿さしっくぇか”, っ ゃ ょなかなゅ けすこせしお こけ ぉけかっしす 

う しっ ゃないしすぇくけゃはゃぇ せしこってくけ. 
 ╆ょさぇゃっ う しすけおさぇすくけ ゃなさくぇすけ ょけぉさけ こけあっかぇゃぇ ╃っかおぇ ╁ぇしうかっゃぇ - しなこさせゅぇ くぇ ╉けかぬけ ╁ぇしうかっゃ, くぇ ゃしうつおう,

こけょおさっこうかう しっきっえしすゃけすけ え ゃ すけいう すっあなお いぇ くっゅけ きけきっくす.
 ╃っかおぇ しなとけ っ つぇしす けす おけかっおすうゃぇ くぇ „┿さしっくぇか”, おなょっすけ さぇぉけすう けす 1975 ゅけょうくぇ. 

╀かぇゅけょぇさくけしすすぇ くぇ ╃っかおぇ っ しこけょっかっくぇ う けす おけかっゅうすっ え けす けすょっか „┿さたうゃ” くぇ ╆ぇゃけょ 5 し さなおけゃけょうすっか 〈けょけさ ╃っさきっくょあうっゃ.

]かっょ おぇすけ こさっい はくせぇ
さう さぇいおぇいぇたきっ いぇ くっゅけ 

ゃ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, ゃなゃ 
ゃすけさうは ょっく くぇ こさけかっすすぇ - くぇ 
23-すう きぇさす, ぇさしっくぇかしおうはす 
けゅくっぉけさっち  [ぇかう ′っえつっゃ けす 
』っさゅぇくけゃけ しすぇくぇ ゅっさけえ う ゃ 
„╂さぇょ くぇ ぇくゅっかう” こけ 〈╁7.
‶さっょぇゃぇくっすけ, おけっすけ さぇい

おぇいゃぇ いぇ けぉうおくけゃっくうすっ たけさぇ 
し くっけぉうおくけゃっくう うしすけさうう ゃ 
あうゃけすぇ, ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 
つぇし いぇこけいくぇ いさうすっかうすっ くぇ 
╀なかゅぇさうは う すっいう, おけうすけ きけ
ゅぇす ょぇ ゅかっょぇす 〈╁ 7 こけ しぇすっ
かうす, し うしすけさうはすぇ くぇ こけあぇさ
くうおぇさぇ 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”, しこぇしうか こさっょう 18 
ゅけょうくう たさぇきけゃぇすぇ うおけくぇ くぇ 
]ゃっすう ′うおけかぇえ 』せょけすゃけさっち 
ゃ 』っさくけきけさっち.
╋ぇおぇさ つっ こさっょぇゃぇくっすけ し 

[ぇかう ぉっ けぉはゃっくけ こなさゃけ
くぇつぇかくけ いぇ 16-すう きぇさす, ぇ 
ゃこけしかっょしすゃうっ こけおぇくぇすぇ いぇ 
ゅけしすせゃぇくっすけ ゃ しすせょうけすけ くぇ 
〈╁7 ゃ ]けそうは しっ ういきっしすう しなし 
しっょきうちぇ くぇこさっょ, くっけぉうお
くけゃっくぇすぇ うしすけさうは くぇ [ぇかう 
′っえつっゃ しなぉさぇ たうかはょう いさう
すっかう こさっょ っおさぇくぇ. ╆ぇこうしなす 
くぇ こさっょぇゃぇくっすけ ぉっ きくけゅけ
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]なゃきっしすくぇすぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ ぉなょっとっ きっあょせ せつうかうとっすけ, おけっすけ こけょゅけすゃは おぇょさう 
いぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, う そうさきうすっ, おなょっすけ すっ しっ さっぇかういうさぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお, くっ
こさっきっくくけ すさはぉゃぇ ょぇ こさけょなかあぇゃぇ う ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ ゃ くけゃう こけしけおう, おけきっくすうさぇ 
こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ う こさっょしっょぇすっかはす くぇ くぇしすけはすっかしすゃけすけ - [けしうちぇ ′うおけ
かけゃぇ.
〉つぇしすくうちうすっ ゃ しさっとぇすぇ けちっくうたぇ せしうかうはすぇ くぇ せつうかうとくうは さなおけゃけょっく う こさっ

こけょぇゃぇすっかしおう っおうこ ゃ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ こさけっおすうすっ こけ っゃさけこさけゅさぇきぇすぇ „╊っ
けくぇさょけ“ - けぉせつっくうっ こけ おけきこのすさう う おけきこのすなさくう すったくけかけゅうう, おけきっくすうさぇたぇ 
ゃないきけあくけしすうすっ いぇ くぇゅさぇあょぇゃぇくっ くぇ ういはゃっくう くけゃけこけしすなこうかう せつっくうちう し っおし
おせさいうう - こさぇおすうおう う けぉきっくう ゃ つせあぉうくぇ, おぇおすけ う くせあょぇすぇ けす ゃないこうすぇくうっすけ 
くぇ せゃぇあっくうっ くぇ せつっくうちうすっ おなき しゃけっすけ せつうかうとっ つさっい くけしっくっ くぇ せつっくうつっ
しおぇすぇ せくうそけさきぇ う けすかうつうすっかくうすっ しうきゃけかう くぇ ゅうきくぇいうはすぇ.
‶さっょしすけう ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっく こけょぉけさ くぇ せつっくうちうすっ, おけうすけ すぇいう ゅけょうくぇ とっ 

しっ けぉせつぇゃぇす ゃ ╃さっいょっく こけ こさけっおす, しこっつっかっく けす せつうかうとっすけ, しすぇくぇ はしくけ けとっ 
くぇ しさっとぇすぇ, こけ ゃさっきっ くぇ おけはすけ せつぇしすくうちうすっ ゃうょはたぇ こさっいっくすぇちうは いぇ ‶さけそっ
しうけくぇかくうは ちっくすなさ, おなょっすけ しっ こさけゃっあょぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ.
╁ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ いぇさぇぉけすう う ぉっいこかぇすっく ╉けくしせかすぇすうゃっく おぇぉうくっす いぇ 

おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ, つううすけ せしかせゅう きけゅぇす ょぇ こけかいゃぇす  せつっくうちう – おぇくょうょぇす- 
ゅうきくぇいうしすう う ぇぉうすせさうっくすう, ゃ こけきけと くぇ すったくうは こさっょしすけはと こさけそっしうけくぇかっく 
ういぉけさ.

  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

おさぇすくけ „かぇえおゃぇく” う ゃなゃ 
《っえしぉせお, けすおなょっすけ ゅけ ゅかっ

ょぇたぇ ょっしっすおう こけつうすぇすっかう 
くぇ つっさゅぇくっちぇ けす しすさぇくぇすぇ う 
つせあぉうくぇ.
‶け ゃさっきっ くぇ ゅけしすせゃぇくっすけ 

しう ゃ しすせょうけすけ けすょぇかうはす 
くぇ こさけそっしうはすぇ こけあぇさくう

おぇさ 38 ゅけょうくう けす あうゃけすぇ 
しう つっさゅぇくっち さぇいおぇいぇ くぇ 
ゃけょっとぇすぇ ╇さうくぇ 〈っくつっゃぇ 
うしすけさうはすぇ けす 15-すう しっこ

すっきゃさう 1996 ゅけょうくぇ, しかせつうかぇ 
しっ ゃ 』っさくけきけさっち, おけはすけ こさっ
けぉさなとぇ あうゃけすぇ きせ.
]こっちうぇかくけ いぇ ゅけしすせゃぇくっ

すけ くぇ [ぇかう ぉっ こけょゅけすゃっく う 
きぇかなお そうかき, おけえすけ 〈╁-っおうこ 
いぇしくっ ゃ ╉ぇいぇくかなお う 』っさゅぇ
くけゃけ. ╁ くっゅけ いぇ [ぇかう う うしすけ
さうはすぇ し こけあぇさぇ さぇいおぇいゃぇたぇ 
くっゅけゃう ぉかういおう う こさうはすっかう: 
ょなとっさはすぇ ‶っすは ╋うたぇえかけゃけ, 
こなさゃぇ „ういょぇかぇ” うしすけさうはすぇ 
くぇ しゃっとっくうおぇ けす たさぇき „]ゃっ
すぇ ‶っすおぇ” ゃ しかうゃっくしおけすけ しっかけ 
╉っさきっく, ]すっかうはく  ]すぇくつっゃ, 
しうくなす ╃けくつけ, しなとけ こけあぇさくう
おぇさ, こさうはすっかはす う おけかっゅぇ くぇ 
[ぇかう - ╃うきうすなさ ╀っくょっさしおう, 
おけえすけ きせ こけきぇゅぇ こさう すっあおけ
すけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ けす さぇくう
すっ, こけかせつっくう ゃしかっょしすゃうっ くぇ 
こけあぇさぇ こさう しこぇしはゃぇくっすけ くぇ 
うおけくぇすぇ. ¨しゃっく すはた, ゃなゃ そうか
きぇ せつぇしすゃぇ しなし しゃけう しこけきっくう 
う すさぇゃきぇすけかけゅなす ょ-さ ╃うきう
すなさ ╉せおせてっゃ, おけえすけ かうつくけ しっ 
ゅさうあう いぇ [ぇかう こさう くっゅけゃけすけ 
すさぇくしこけさすうさぇくっ けす ぉけかくうちぇ
すぇ ゃ ╀せさゅぇし う こけしかっょゃぇとけすけ 
かっつっくうっ ゃ ぉけかくうちぇすぇ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお う ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う おけえ
すけ けしすぇゃぇ し くっゅけ こさうはすっか ょけ 
ょっく-ょくってっく. ╉ぇすけ こけさなつうすっか 

くぇ うしすけさうはすぇ ゃ „╂さぇょ くぇ 
ぇくゅっかう” っ ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - 
こなさゃぇ さぇいおぇいぇかぇ くぇ つうすぇすっ
かうすっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
うしすけさうはすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
こけあぇさくうおぇさ. 
]うかくけ ゃこっつぇすかっくうっ くぇ 

いさうすっかうすっ う くぇ ゃけょっとぇ
すぇ ╇さうくぇ 〈っくつっゃぇ くぇこさぇゃう 
かのぉけゃすぇ くぇ [ぇかう おなき こさけ
そっしうはすぇ, くっゅけゃぇすぇ ょけぉさけすぇ 
う しこっちうぇかくうすっ きせ しうきこぇすうう 
おなき ゅなかなぉうすっ う しうきゃけかうつ
くぇすぇ うき さけかは ゃ あうゃけすぇ きせ.
╉ぇすけ ょぇさ けす こさっょぇゃぇくっすけ 

[ぇかう ′っえつっゃ こけかせつう  しうきゃけ
かうつっく けさょっく - しさっぉなさくう ぇく
ゅっかしおう おさうかっ, おけうすけ ょぇ きせ  
くぇこけきくはす いぇ ぇくゅっかぇ, しこぇしうか 
あうゃけすぇ きせ, おぇおすけ う いぇ すけゃぇ, 
つっ しきっかうすっ たけさぇ しなとけ しっ 
こさっゃさなとぇす ゃ ぇくゅっかう. 
╆ぇ すっいう, おけうすけ しぇ こさけこせし

くぇかう こさっょぇゃぇくっすけ くぇ 23-すう 
きぇさす こけ 〈╁ 7 しなし いぇゅかぇゃうっ 
„‶けあぇさくうおぇさ さうしおせゃぇ あう
ゃけすぇ しう, いぇ ょぇ しこぇしう うおけくぇ 
けす ゅけさはとぇ ちなさおゃぇ”, きけゅぇす ょぇ 
ゅけ  ゅかっょぇす くぇ しかっょくうは ぇょ
さっし: http://tv7.bg
/„╂さぇょ くぇ ぇくゅっかう”- 〈╁7

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”
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╉けゅぇ しっ しおかのつゃぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ くぇ ういこうすぇすっかっく しさけお?

‶さぇおすうつっしおう しなゃっすう けす ╉′]╀

]おかのつゃぇくっすけ くぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ しなし しさけお いぇ ういこうすゃぇくっ っ けぉうつぇえくぇ う てうさけおけさぇいこさけしすさぇ
くっくぇ こさぇおすうおぇ こさう いぇこけつゃぇくっ くぇ くけゃぇ さぇぉけすぇ.
╂かぇゃくぇ けしけぉっくけしす くぇ すぇおなゃ ょけゅけゃけさ っ, つっ こけ ゃさっきっ くぇ しさけおぇ いぇ ういこうすゃぇくっ しすさぇくぇすぇ, ゃ 

つうはすけ こけかいぇ っ せゅけゃけさっく しさけおなす, きけあっ ょぇ こさっおさぇすう ょけゅけゃけさぇ ぉっい こさっょういゃっしすうっ ょけ ういすうつぇくっ 
くぇ せゅけゃけさっくうは しさけお. ╃けしすぇすなつくけ っ はしくけ う くっょゃせしきうしかっくけ ょぇ ゅけ ういさぇいう ゃ こうしきっくぇ そけさきぇ. 
′っ っ くっけぉたけょうきけ しすさぇくぇすぇ, おけはすけ うきぇ こさぇゃけ ょぇ こさっおさぇすう ょけゅけゃけさぇ, ょぇ しっ きけすうゃうさぇ こけ 
おぇおなゃすけ う ょぇ ぉうかけ くぇつうく. 
‶さっおさぇすはゃぇくっすけ くっ こけょかっあう くぇ けぉあぇかゃぇくっ う くぇ さぇいゅかっあょぇくっ こけ さっょぇ くぇ すさせょけ

ゃうすっ しこけさけゃっ. ‶け ゃさっきっすけ くぇ しさけおぇ いぇ ういこうすゃぇくっ さぇぉけすけょぇすっかはす きけあっ ょぇ せゃけかくう さぇぉけす
くうおぇ うかう しかせあうすっかは, ょけおぇすけ 
すけえ こけかいゃぇ いぇおけくけせしすぇくけゃっく 
けすこせしお, くぇこさ. けすこせしお こけ ぉけ
かっしす, おぇすけ ゃ しかせつぇは くっ っ くっ
けぉたけょうきけ さぇいさってっくうっ くぇ ╇く
しこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ うかう ょさせゅ 
けさゅぇく.

]さけおなす いぇ ういこうすゃぇくっ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ せゅけゃけさっく ゃ こけかいぇ くぇ:
-  さぇぉけすけょぇすっかは - おけゅぇすけ 

さぇぉけすけょぇすっかはす うしおぇ ょぇ こさけ
ゃっさう しこけしけぉくけしすすぇ くぇ さぇぉけす
くうおぇ うかう しかせあうすっかは ょぇ うい
こなかくはゃぇ けこさっょっかっくぇ さぇぉけすぇ.
- さぇぉけすくうおぇ/しかせあうすっかは 

- おけゅぇすけ さぇぉけすくうおなす うかう しかせ
あうすっかはす あっかぇっ ょぇ こさけゃっさう ょぇかう さぇぉけすぇすぇ っ こけょたけょはとぇ いぇ くっゅけ, ょぇかう せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ, 
ぇすきけしそっさぇすぇ う すさせょけゃうはす おけかっおすうゃ きせ ょけこぇょぇす.
- ゃ こけかいぇ う くぇ ょゃっすっ しすさぇくう - ゃ ょけゅけゃけさぇ しっ こけしけつゃぇ ゃ つうは こけかいぇ っ せゅけゃけさっく しさけおなす いぇ 

ういこうすゃぇくっ. ┿おけ すけゃぇ くっ っ こけしけつっくけ, こさうっきぇ しっ, つっ しさけおなす いぇ ういこうすゃぇくっ っ せゅけゃけさっく ゃ こけかいぇ 
う くぇ ょゃっすっ しすさぇくう. 〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ こけ ゃさっきっ くぇ ういこうすぇすっかくうは しさけお う さぇぉけすけょぇすっかはす, う 
さぇぉけすくうおなす うかう しかせあうすっかはす きけゅぇす ょぇ こさっおさぇすはす ょけゅけゃけさぇ こけ しゃけは こさっちっくおぇ.
]さけおなす いぇ ういこうすゃぇくっ くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ こけ-ょなかなゅ けす 6 きっしっちぇ. ╁ くっゅけ くっ しっ ゃおかのつゃぇ 

ゃさっきっすけ, こさっい おけっすけ さぇぉけすくうおなす うかう しかせあうすっかはす っ ぉうか ゃ いぇおけくけせしすぇくけゃっく けすこせしお /こかぇすっく, 
くっこかぇすっく, せつっぉっく, こけさぇょう ぉけかっしす う ょさ./ うかう こけ ょさせゅう せゃぇあうすっかくう こさうつうくう くっ っ ういこなかくは
ゃぇか さぇぉけすぇすぇ, いぇ おけはすけ っ しおかのつっく ょけゅけゃけさなす.
╆ぇおけくなす くっ こけいゃけかはゃぇ いぇ っょくぇ う しなとぇ さぇぉけすぇ し っょうく う しなと さぇぉけすくうお うかう しかせ

あうすっか ゃ っょくけ う しなとけ こさっょこさうはすうっ ょぇ しっ しおかのつゃぇ こけゃすけさくけ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ しなし 
しさけお いぇ ういこうすゃぇくっ. 
′け ぇおけ さぇぉけすくうおなす こさっきうくっ けす っょくぇ ょかなあくけしす くぇ ょさせゅぇ, きぇおぇさ う ゃ しなとけすけ こさっょこさうはすうっ, 

っ ょけこせしすうきけ ょぇ しっ しおかのつう きっあょせ しなとうすっ しすさぇくう ょさせゅ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ, し ょさせゅけ しなょなさあぇ
くうっ う おかぇせいぇ いぇ ういこうすゃぇくっ. ′ぇこさうきっさ, すぇおなゃ しかせつぇえ っ くぇかうちっ, おけゅぇすけ しっおさっすぇさおぇ ゃ っょくぇ 
そうさきぇ こさっきうくっ くぇ ょかなあくけしすすぇ しつっすけゃけょうすっか.
╁ぇあくけ っ ょぇ しっ けすぉっかっあう, つっ こけ ゃさっきっ くぇ ういこうすゃぇくっすけ しすさぇくうすっ うきぇす ゃしうつおう こさぇ

ゃぇ う いぇょなかあっくうは, おぇおすけ こさう けおけくつぇすっかっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ - さぇぉけすくうおなす うかう しかせ
あうすっかはす うきぇ こさぇゃけ くぇ けぉとけ けしくけゃぇくうっ くぇ すさせょけゃけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, せゅけゃけさっくけ 
さぇぉけすくけ ゃさっきっ, こけつうゃおう う けすこせしおう, こさういくぇゃぇくっ くぇ ゃさっきっすけ いぇ すさせょけゃ しすぇあ う ょさ.
〈させょけゃうはす ょけゅけゃけさ しっ しきはすぇ いぇ けおけくつぇすっかくけ しおかのつっく, ぇおけ くっ ぉなょっ こさっおさぇすっく けす しすさぇくぇ

すぇ, ゃ つうはすけ こけかいぇ っ ぉうか ょけゅけゃけさなす いぇ ういこうすぇすっかっく しさけお.
′ぇしすけはとぇすぇ しすぇすうは うきぇ いぇ ちっか ょぇ けつっさすぇっ くはおけう けしくけゃくう ゃぇてう こさぇゃぇ. ┿おけ うきぇすっ いぇすさせょ

くっくうは し せこさぇあくはゃぇくっすけ くぇ すっいう けしくけゃくう こさぇゃぇ うかう しかせつぇはす っ こけ-しかけあっく - しなゃっすゃぇきっ ゃう 
ょぇ しっ おけくしせかすうさぇすっ し のさうょうつっしおう っおしこっさす.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
し こけきけとすぇ くぇ っおうこ くぇ ╉′]╀

╉′]╀ っ くぇしかっょくうお くぇ 100–ゅけょうてくぇ こさけそしなのいくぇ すさぇょうちうは う っ こさぇおすうつっしおう  
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ けぉとっしすゃっくぇ けさゅぇくういぇちうは ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁ くっは つかっくせゃぇす くぇょ 350 000 

ぉなかゅぇさしおう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう.

‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ╂させこぇすぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう くぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” こけょおさっこうたぇ っょうくけょせてくけ こさっょ

かけあっくうっすけ くぇ おきっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ いぇ そうくぇくしうさぇくっ けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
うくゃっしすうちうけくくけすけ こさけっおすうさぇくっ こけ こさけちっょせさぇすぇ いぇ こけょこけ
きぇゅぇくっ くぇ きぇかおう くぇしっかっくう きっしすぇ いぇ ういこなかくっくうっ くぇ ぉかぇゅけ
せしすさけえしすゃっくう ょっえくけしすう くぇ すったくうつっしおぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ う 
こさけっおすう しなし しけちうぇかくぇ いくぇつうきけしす. ¨ぉとうはす さぇいきっさ くぇ しさっょ
しすゃぇすぇ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす けすこせしくぇすう, っ 5 きかく. 880 たうかは

ょう かっゃぇ. ‶ぇさうすっ, いぇ おけうすけ おぇくょうょぇすしすゃぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
とっ しっ ういこけかいゃぇす いぇ さっおけくしすさせおちうは くぇ すさけすけぇさくう くぇしすうかおう 
ゃ ゅさ. ╉さなく う しっかぇすぇ 》ぇょあうょうきうすさけゃけ, ╉なくつっゃけ, [なあっくぇ, 
╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ, ╀せいけゃゅさぇょ. ¨す ゅさせこぇすぇ くぇ ╀]‶ いぇはゃうたぇ, つっ 
とっ こけょおさっこはす こさっょかけあっくうっすけ, くけ ゃないさぇいうたぇ しさっとせ  くぇさせ
てっくうっ, しこけさっょ すはた, こけ けすくけてっくうっ くぇ そけさきぇかくうすっ けしくけゃぇ
くうは いぇ けょけぉさっくうっ くぇ こさけっおすぇ こさっょゃうょ くっこさうっすうは ゃしっ けとっ 
¨ぉとうくしおう こかぇく いぇ さぇいゃうすうっ ょけ 2020 ゅ. ‶さっょしすぇゃうすっかはす くぇ 
„╀なかゅぇさうは ぉっい ちっくいせさぇ” ╂ぇかうく ╂っけさゅうっゃ こなお ゃうょは こけかうすうおぇ 
ゃなゃ そぇおすぇ, つっ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ, ゃ おけうすけ とっ しっ さっぇかういうさぇ 
すけいう こさけっおす こさう けょけぉさっくけ そうくぇくしうさぇくっ, しぇ し おきっすけゃっ けす 
╂╄[╀. „‶けょおさっこっすっ こさけっおすぇ, くっ こさぇゃっすっ こけかうすうおぇ”, こさういけ
ゃぇ しなゃっすくうちうすっ けす ╀]‶ う けす „╀なかゅぇさうは ぉっい ちっくいせさぇ” おきっすなす 
]すけはくけゃぇ う くぇこさぇゃう ぇくぇかけゅうは し ういゅせぉっくう こさっょう ゅけょうくう 1 
きかく. かゃ. いぇ ╁う╉-こさけっおす こけさぇょう ぉっいしきうしかっくう ょっぉぇすう. ‶ぇさうすっ 
すけゅぇゃぇ とはたぇ ょぇ しっ せしゃけはす いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ おぇくぇかういぇちうは ゃ 
っょくけ けす おぇいぇくかなておうすっ しっかぇ.

¨ぉとうくしおうはす ょなかゅ おなき 31-ゃう ょっおっきゃさう きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
っ ゃ さぇいきっさ くぇ 3 056517 かゃ. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ けす こさうっすぇ 

ょけおかぇょくぇ いぇこうしおぇ くぇ こけしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ きっしすくうは こぇさ
かぇきっくす. ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っ こけゅぇしっくぇ ゅかぇゃくうちぇ こけ おさっ

ょうす ゃ ぉぇくおぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 191 180 かっゃぇ. [ぇいきっさなす くぇ ゅかぇゃくう
ちぇすぇ おなき おさぇは くぇ 2013 ゅ. っ 1 805 40 かっゃぇ. ¨ぉとうくしおうはす ょなかゅ 
ぉっ さっいせかすぇす けす おさっょうす, おけえすけ ¨ぉとうくぇすぇ ゃいっ, いぇ ょぇ くっ しこうさぇ 
さっぇかういぇちうはすぇ, ゃなこさっおう かうこしぇすぇ くぇ こかぇとぇくっ こけ けこっさぇすうゃ
くぇすぇ こさけゅさぇきぇ, くぇ こさけっおす いぇ ぉかういけ 5 きかく. かっゃぇ. ¨ぉとうくぇすぇ っ 
こけかせつうかぇ ぇゃぇくし こけ ょけゅけゃけさぇ し ¨‶ „ [っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ“ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 1,6 きかく. かっゃぇ.

‶ぇさぇかっかくけ し けすつっすぇ いぇ さぇいきっさぇ くぇ けぉとうくしおうは ょなかゅ しなゃっす
くうちうすっ けょけぉさうたぇ う おきっすしおけ こさっょかけあっくうっ いぇ くけゃ けぉとうくしおう 
ょなかゅ いぇ さっぇかういぇちうは くぇ こさけっおす いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ そういうつっ
しおぇすぇ う あういくっくぇ しさっょぇ くぇ ゅさぇょしおうは ちっくすなさ. ╋ぇおしうきぇかくうはす 
さぇいきっさ くぇ ょなかゅぇ っ 1 343 702, 29 かっゃぇ, しなし しさけお くぇ こけゅぇしはゃぇ
くっ ょけ  12 きっしっちぇ. 〈けゃぇ こさっょかけあっくうっ ぉっ こさうっすけ  し 27 ゅかぇしぇ 
„いぇ”, しさっょ おけうすけ ゅかぇしけゃっすっ くぇ しなゃっすくうちうすっ けす „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお”. 〈さうきぇ きっしすくう ょっこせすぇすう  けす ╀]‶-ゅさせこぇすぇ くっ ょぇ
ょけたぇ しゃけは ゃけす ゃ ゅかぇしせゃぇくっすけ, くぇこせしおぇえおう いぇかぇすぇ.  〈けゃぇ ぉはたぇ 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, [せきはくぇ ╃させきっゃぇ う ╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ.

╁ ╀なかゅぇさしおけすけ くっょっかくけ 
せつうかうとっ „]ゃ. ╁きつお. ╂っけさゅう 
╆けゅさぇそ“ ゃ ]けかせく ょっちぇ いぇ
こけつくぇたぇ ょぇ つっすぇす くぇ ぉなかゅぇさ
しおう っいうお こさけういゃっょっくうはすぇ くぇ 
╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえしおう-』せ
ょけきうさ う ょぇ ういせつぇゃぇす くっゅけ
ゃけすけ すゃけさつっしすゃけ. 〈けゃぇ しすぇくぇ 
ゃないきけあくけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う かうつくけ 
くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
おけはすけ こけょぇさう くぇ せつうかうとっすけ 
6-すっ すけきぇ しなぉさぇくう こさけういゃっ
ょっくうは くぇ 』せょけきうさ. 〈ぇおぇ ゃ 
くぇゃっつっさうっすけ くぇ 21-すっ こさぇい
くうちう, こけしゃっすっくう くぇ せくうおぇか
くうは すぇかぇくす, あうゃはか う すゃけさうか 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ ╂なさちうは ぉなか
ゅぇさつっすぇ とっ つっすぇす ゃ けさうゅうくぇか 
くっゅけゃうすっ すゃけさぉう.
‶けょぇさなおなす っ ういおかのつうすっかくけ 

しおなこ いぇ くぇてうすっ しなくぇさけょくう
ちう ゃ のあくぇすぇ くう しなしっょおぇ う 
すっ し ゅけさょけしす ういこさぇすうたぇ しゃけは 
しくうきおぇ し すけきけゃっすっ くぇ ╃う
きうすなさ 』けさぉぇょあうえしおう. ╆ぇ ょぇ 
しすうゅくぇす ょけ しゃけうすっ さけょけかの
ぉうゃう つうすぇすっかう ゃ ]けかせく, いぇ
しかせゅぇ うきぇ ]すっそぇく ╅っかはいおけゃ, 
ういこ. ょうさっおすけさ くぇ „]すさけうすっか

』うは っ けすゅけゃけさくけしすすぇ いぇ しない-
ょぇょっくうすっ こさっょこけしすぇゃおう いぇ 

くうとけあくけしす くぇ ょけゅけゃけさぇ, しおかの-
つっく きっあょせ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う 
そうさきぇ „〈さぇおうは 〈さっえょ” う けとっすは-
ゃぇくっ くぇ けぉとっしすゃっくうは うくすっさっし 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ し こさけゃっあょぇくっすけ 
くぇ おけくおせさしぇ いぇ こさけょぇあぉぇ くぇ 
うきけすぇ くぇ きはしすけすけ くぇ ぉうゃてぇすぇ 
╇くそっおちうけいくぇ ぉけかくうちぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお? 
〈けゃぇ こけこうすぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇく-

かなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ くぇ いぇしっ-
ょぇくうっすけ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
ゃ ゅさぇょぇ ゃ けすゅけゃけさ くぇ けすこさぇゃっく 
ゃなこさけし おなき くっは けす ゅさせこぇすぇ しな-
ゃっすくうちう くぇ ╀]‶ ゃ きっしすくうは  こぇさ-
かぇきっくす. ]けちうぇかうしすうすっ こけこうすぇたぇ 
おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお: „╁はさくけ かう っ, 
つっ こけ けぉはゃっく いぇ くうとけあっく ょけゅけ-
ゃけさ きっあょせ ¨ぉとうくぇすぇ う そうさきぇ 
„〈さぇおうは すさっえょ” すっおぇす かうたゃう けす 
こけさはょなおぇ くぇ 1000 かっゃぇ くぇ ょっく, 
おぇおすけ う いぇとけ ¨ぉとうくぇすぇ くっ こけい-
ゃけかはゃぇ くぇ そうさきぇすぇ ょぇ いぇこなか-
くう ういおけこぇ う ょぇ こさっょぇょっ うきけすぇ 
ゃなゃ ゃうょぇ, ゃ おけえすけ ゅけ っ こけかせつう-
かぇ?” ]こけさっょ ╀]‶-しなゃっすくうちうすっ, 
しぇきけ いぇ かうたゃう っあっゅけょくけ ょなかゅなす 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ おなき おせこせゃぇつぇ くぇ 
うきけすぇ さぇしすっ し くけゃう 350 たうかはょう 
かっゃぇ. ‶ぇさう, おけうすけ しかっょゃぇ ょぇ うい-
かはいぇす けす きっしすくうは ぉのょあっす う ょぇ 
けとっすはす ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ-
すぇ.
〈っさっくなす - けぉっおす くぇ こうすぇくっすけ, 

しっ くぇきうさぇ ゃ うょっぇかくうは ちっくすなさ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお う っ ういゃっしすっく おぇすけ 
„ょせこおぇすぇ くぇ ]すぇさぇすぇ ぉけかくうちぇ”. 
╁なこさけしなす くぇ しなゃっすくうちうすっ けす 

╀]‶ こけさけょう  ぉせさくぇ ょうしおせしうは. 
¨すくけてっくうっ こけ くうすけ っょうく けす こけゃ-
ょうゅくぇすうすっ けす おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけ-
はくけゃぇ  ゃなこさけしう くっ ゃいっ ぉうゃてうはす 
おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきは-
くけゃ, ゃ つうえすけ きぇくょぇす っ  しおかのつっく 
けぉはゃっくうはす いぇ くうとけあっく ゃこけ-
しかっょしすゃうっ ょけゅけゃけさ. ╃ぇきはくけゃ, 
おけえすけ ゃ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ おきっす 
こさっい 2007 ゅ.,  こけょこうしゃぇ ょけゅけゃけ-
さぇ いぇ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ すっさっくぇ  けす 
6 ょっおぇさぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ, くっ 
けすゅけゃけさう くぇ  ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
いぇとけ くっ ゃさなとぇ うかう くっ けぉあぇかゃぇ 
さってっくうっすけ くぇ ¨ぉとうくしおうは しな-
ゃっす しかっょ こさっょせこさっあょっくうっすけ くぇ  
すけゅぇゃぇてくうは ゅかぇゃっく ぇさたうすっおす, 
つっ  すけ こさけすうゃけさっつう くぇ いぇおけくぇ, 
ぇ こけょこうしゃぇ ょけゅけゃけさ し くうとけあっく 
こさっょきっす? ╇ いぇとけ しかっょ しさけおぇ けす 
12 きっしっちぇ くっ っ さぇいゃぇかうか ょけゅけ-
ゃけさぇ おぇすけ くっういこなかくっく?
]こけさっょ いぇこけいくぇすう, 

しこけさくうはす おぇいせし し ょけゅけゃけさぇ 
しっ いぇこかうすぇ けとっ こさう ゃいっきぇ-
くっすけ くぇ さってっくうっ けす しすさぇくぇ 
くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす けす きぇく-
ょぇす 2003-2007 ゅけょうくぇ 

いぇ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ おけくおせさしぇ 
う せしかけゃうはすぇ こけ くっゅけ. ‶さう ょっぉぇ-
すうすっ いぇ ぉなょっとぇすぇ しゅさぇょぇ, おけはすけ 
しかっょゃぇ ょぇ しっ こけしすさけう しかっょ こさけ-
ゃっあょぇくっすけ くぇ おけくおせさしぇ う しこっ-
つっかゃぇくっすけ きせ, ういはゃっく けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお すけゅぇゃぇ けす ╂させこぇすぇ „╆ぇ 
ぉけさぉぇ し おけさせこちうはすぇ” こさっょかぇゅぇ  
ぉなょっとぇすぇ しゅさぇょぇ ょぇ っ こけ-ゅけかは-
きぇ う くぇ こけゃっつっ こかけと. ¨とっ すけ-
ゅぇゃぇ ゅかぇゃくうはす ぇさたうすっおす ′うおけ-
かぇえ ′うおけかけゃ ゃないさぇいはゃぇ いぇさぇょう 
しなとっしすゃっくう こさけすうゃけさっつうは しなし 
╆〉〈 う いぇはゃはゃぇ, つっ すけゃぇ くっ きけあっ 
ょぇ しすぇくっ. ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす すけ-
ゅぇゃぇ, けぉぇつっ, くっ ゃいっきぇ こけょ ゃくう-
きぇくうっ こさっょせこさっあょっくうはすぇ きせ う 
ゅかぇしせゃぇ  くけゃうすっ こさっょかけあっくうは.   
╇しすけさうはすぇ くぇ こさけょぇあぉぇすぇ  

こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ くぇ ぇこっ-
すうすくうは すっさっく しなし しすぇさう しゅさぇょう ゃ 
くっゅけ っ うくすっさっしくぇ う  し ょけしすぇ くっ-
ういはしくっくう おなき きけきっくすぇ きけすうゃう, 
しすぇくぇかう こけゃけょ いぇ 

こさっょはゃっくう  こさっすっくちうう けす 
しすさぇくぇ くぇ おせこせゃぇつぇ  そうさきぇ 
„〈さぇおうは すさっえょ” いぇ ゃさなとぇくっ 
くぇ 3 664 979, 30 かっゃぇ. 

]せきぇすぇ っ そけさきうさぇくぇ くぇ ぉぇいぇ 
こかぇすっくぇすぇ しすけえくけしす くぇ うきけすぇ, 
こぇさう いぇ こさけっおすう, さぇいくけしおう こけ 
ょっかぇ う いぇおけくくう かうたゃう ょけ きけ-
きっくすぇ. 
′ぇきっさっくうはすぇ くぇ  おせこせゃぇつぇ, 

ゃ かうちっすけ くぇ しすぇさけいぇゅけさしおぇすぇ 
そうさきぇ „〈さぇおうは すさっえょ”, っ くぇ 
きはしすけすけ ょぇ しっ こけしすさけう こなさゃう-
はす ゃ ╉ぇいぇくかなお ╋¨╊ し さぇいかうつくう 
さぇいゃかっつっくうは. 
╉けくおせさしなす  いぇ こさけょぇあぉぇすぇ 

くぇ すっさっくぇ しっ こさけゃっあょぇ こさっい 
けおすけきゃさう 2006-すぇ ゅけょうくぇ こさう 
さぇいてうさっく しなしすぇゃ くぇ おけくおせさし-
くぇすぇ おけきうしうは, おけはすけ しっ こさっょ-
しっょぇすっかしすゃぇ けす ╁ぇしうか ]ぇきぇさ-
しおう, おけえすけ おなき けくいう きけきっくす っ 
う こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ すけゅぇゃぇ, う 
ょくっし ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう っ おぇすっゅけ-
さうつっく, つっ おけくおせさしなす しっ っ こさけ-
ゃっか „ういおかのつうすっかくけ  こさけいさぇつくけ 

う ぉかっしすはとけ”. ╃せきうすっ くぇ ]ぇきぇさ-
しおう しぇ こけすゃなさょっくう う けす ╁┿], おな-
ょっすけ しっ けぉあぇかゃぇ おけくおせさしなす けす 
5, けす けぉとけ はゃうかうすっ しっ くぇ くっゅけ 
7 そうさきう. ╃けゅけゃけさなす しっ しおかのつゃぇ 
くぇ 1-ゃう ぇゃゅせしす 2007 ゅけょうくぇ. 

„〈さぇおうは すさっえょ” こっつっかう 
おけくおせさしぇ う いぇこかぇとぇ いぇ うきけ-
すぇ 1 きかく. 800 たうか. かっゃぇ. 

╆ぇっょくけ し ょさせゅう すぇおしう, けぉとぇすぇ 
こかぇすっくぇ ちっくぇ いぇ うきけすぇ っ 2 きかく. 
う 200 たうか. かっゃぇ., おぇすけ ゃ しせきぇすぇ 
ゃかういぇす ょさせゅう さぇいたけょう, こかぇすっくう 
こけ ゃこうしゃぇくうはすぇ くぇ しょっかおぇすぇ う 
200 たうかはょう かっゃぇ いぇ ういゅけすゃは-
くっ くぇ こさけっおす いぇ しゅさぇょぇすぇ. ]さっょ 
せしかけゃうはすぇ, おけうすけ こさけょぇゃぇつなす 
くぇ すっさっくぇ ゃ かうちっすけ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお いぇこうしゃぇ ゃ ょけゅけゃけさぇ, 
っ ゃ 6-きっしっつっく しさけお ょぇ しっ ゃくっ-
しっ こさけっおす いぇ ぉなょっとぇすぇ しゅさぇょぇ 
う しっ しなぉけさはす しすぇさうすっ しゅさぇょう くぇ  
╇くそっおちうけいくけすけ けすょっかっくうっ. ┿おけ 
„〈さぇおうは すさっえょ” くっ ういこなかくう すっいう 
せしかけゃうは, は ゅさけいう くっせしすけえおぇ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 50% けす しすけえくけしすすぇ くぇ 
うきけすぇ うかう 1 きかく. う 100 たうかはょう 
かっゃぇ, すゃなさょう  〈けょけさ ╉けかっゃ けす 
„〈さぇおうは すさっえょ”. ╁ しぇきうは ょけゅけゃけさ 
しっ ゃこうしゃぇ う いぇおけくくぇすぇ うこけすっおぇ  
ゃなさたせ すっさっくぇ. ‶けょこうしゃぇくっすけ くぇ 
ょけゅけゃけさぇ  こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ 
っ しなこさけゃけょっくけ  し こけょけぉぇゃぇとけ いぇ 
ちっかすぇ きっょうえくけ けすさぇいはゃぇくっ, さっ-
あぇす しっ かっくすう, さぇいぉうゃぇ しっ てぇき-
こぇくしおけ. ╃ゃぇ きっしっちぇ しかっょ すけゃぇ 
しぇ きっしすくうすっ ういぉけさう ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
おけうすけ しっ こっつっかはす  けすくけゃけ けす ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ う すけえ けすくけゃけ しすぇゃぇ 
おきっす.
╋っあょせゃさっきっくくけ しすぇゃぇ はしくけ, つっ 

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くっ うい-
ょぇゃぇ しすさけうすっかくけ さぇいさってっ-
くうっ くぇ おせこせゃぇつぇ いぇ いぇこけつ-
ゃぇくっ くぇ しすさけうすっかしすゃけ,

くっいぇゃうしうきけ けす くぇこさぇゃっくうは 
ゃっつっ ういおけこ, けす おけえすけ しぇ うい-
くっしっくう 1800  おぇきうけくぇ こさなしす. 
′ぇ ╄おしこっさすっく しなゃっす ゃ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお すけゅぇゃぇてくうはす ゅかぇゃっく 
ぇさたうすっおす ′うおけかぇえ ′うおけかけゃ 
ゃないさぇいはゃぇ しさっとせ っすぇあくけしすすぇ  
くぇ ぉなょっとぇすぇ しゅさぇょぇ, こさっょゃうょ 
こさけすうゃけさっつうは しなし ╆〉〈. ‶っす 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ ゃ さってっくうっすけ 
しう ]すぇさけいぇゅけさしおうはす しなょ こうてっ: 
„¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くっ っ ういょぇかぇ 
しすさけうすっかくけ さぇいさってっくうっ, すなえ 
おぇすけ いぇかけあっくうすっ ゃ ょけゅけゃけさぇ 
いぇょなかあうすっかくう こぇさぇきっすさう いぇ 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ おけきこかっおしぇ こさけ-
すうゃけさっつぇす くぇ こけしけつっくうすっ こけ-
ゅけさっ さぇいこけさっょぉう くぇ つか. 108 けす 

╆ぇおけくぇ いぇ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさう-
すけさうはすぇ (╆〉〈). ╉ぇおすけ しっ せしすぇくけ-
ゃう けす いぇおかのつっくうっすけ くぇ しなょっぉ-
くけ-すったくうつっしおぇすぇ っおしこっさすういぇ, 
しなゅかぇしくけ ょっえしすゃぇとうすっ ¨〉‶ う 
‶〉‶ おなき きけきっくすぇ くぇ ういゃなさて-
ゃぇくっ くぇ おけくおせさしぇ う しおかのつゃぇくっ 
くぇ ょけゅけゃけさぇ いぇ こけおせこおけ-こさけ-
ょぇあぉぇ こけ こけしけつっくうすっ こけ ゃういぇ-
すぇ いぇ こさけっおすうさぇくっ こぇさぇきっすさう, 
くっ っ ゃないきけあくけ ょぇ しっ ういゃなさてう 
しすさけうすっかしすゃけ. ‶さっょゃうあょぇくうは-
すぇ くぇ ‶〉‶, けょけぉさっく しなし ╆ぇこけ-
ゃっょ  わ [╃-02-14-192/27.02.87 
ゅ. いぇ こさけちっしくうは うきけす, おぇおすけ 
おなき ょぇすぇすぇ くぇ しおかのつゃぇくっ くぇ 
ょけゅけゃけさぇ う こさけゃっあょぇくっ くぇ 
おけくおせさしぇ, すぇおぇ う おなき ょくってくぇ 
ょぇすぇ, しぇ いぇ いぇしすさけはゃぇくっ くぇ ょゃせ-
っすぇあくぇ きぇしうゃくぇ しゅさぇょぇ.
╋っあょせゃさっきっくくけ, ょけおぇすけ ゃなさ-

ゃはす しこけさけゃっすっ きっあょせ ¨ぉとうくぇ 
う おせこせゃぇつぇ, 

くっ  しぇ こさぇゃっくう こけしすなこおう 
いぇ こさけきはくぇ くぇ ‶〉‶ ゃ しこけさ-
くうは  さぇえけく. 

╉せこせゃぇつなす しなとけ くっ っ ゃくぇしはか 
こけょけぉくう うしおぇくうは. ′はきぇ うくう-
ちううさぇくぇ う こさけきはくぇ くぇ ¨ぉとうは 
せしすさけえしすゃっく こかぇく けす しすさぇくぇ くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは.  
7 ゅけょうくう こけ-おなしくけ ゃなさたせ すっ-

さっくぇ くぇ ]すぇさぇすぇ ぉけかくうちぇ こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ いっっ ういおけこ. 

╋けか くはきぇ う くはきぇ ょぇ うきぇ.

‶けくっ  ゃ けぉけいさうきけ ぉなょっとっ. 
‶さうつうくぇすぇ:  こさっい  きっしっち きぇえ 
2012 ゅけょうくぇ ]すぇさけいぇゅけさしおうはす 
けおさなあっく しなょ けぉはゃはゃぇ ょけゅけゃけ-
さぇ, しおかのつっく きっあょせ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお う „〈さぇおうは 〈さっえょ” 

こさっい 2007 ゅ.,  いぇ くうとけあっく. ¨し-
くけゃくうはす きけすうゃ っ, つっ おけくおせさしくぇ-
すぇ ょけおせきっくすぇちうは いぇ こさけょぇあぉぇ-
すぇ くぇ すっさっくぇ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
しゅさぇょぇ  7+2 っすぇあぇ  くっ けすゅけゃぇさは 
くぇ ╆〉〈, おけえすけ さっゅかぇきっくすうさぇ 
ゃ すけいう ‶〉‶ いぇしすさけはゃぇくっすけ  くぇ 
ょゃせっすぇあくう きぇしうゃくう しゅさぇょう. 
]なょなす ういかういぇ し すけゃぇ しすぇくけゃう-
とっ しぇきけ ゅけょうくぇ, しかっょ おぇすけ おせ-
こせゃぇつなす いぇゃっあょぇ ょっかけ しさっとせ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ]かっょ さっ-
てっくうっすけ くぇ ]なょぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ 
こさっょかぇゅぇす くぇ „〈さぇおうは 〈さっえょ” 
ょぇ こけょこうてっ こさけすけおけか いぇ こさっょぇ-
ゃぇくっ くぇ うきけすぇ. ¨す  そうさきぇすぇ しっ 
しなゅかぇしはゃぇす, くけ こさう せしかけゃうっ, つっ 
¨ぉとうくぇすぇ こけっきっ ぇくゅぇあうきっくす 
いぇ ゃさなとぇくっ くぇ こかぇすっくぇすぇ しせきぇ 
うかう ぇおけ ¨ぉとうくぇすぇ しっ しなゅかぇしう 
„〈さぇおうは すさっえょ” ょぇ いぇこなかくう うい-
おけこぇ. ‶けしかっょくけすけ こさっょかけあっくうっ 
けす しすぇさけいぇゅけさしおぇすぇ そうさきぇ こさぇ-

ゃはす 3 こなすう. 

¨す ¨ぉとうくぇすぇ けすおぇいゃぇす ょぇ 
こさうっきぇす せしかけゃうはすぇ くぇ そうさ-
きぇすぇ. 

]なとっゃさっきっくくけ ょゃっすっ しすさぇくう 
しっ しこけさぇいせきはゃぇす しこけさなす うき ょぇ 
ぉなょっ けすくっしっく う ょぇ こさけょなかあぇす 
ょぇ すなさしはす こさぇゃぇすぇ しう ゃ ┿さぉう-
すさぇあくうは しなょ おなき ╀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. ╋けすうゃうすっ いぇ すけゃぇ うき さってっ-
くうっ, しこけさっょ 〈けょけさ ╉けかっゃ, しぇ, つっ 
すぇおしうすっ, おけうすけ しっ こかぇとぇす  すぇき 
しぇ いくぇつうすっかくけ こけ-きぇかおう う しさけ-
おけゃっすっ  こけ-おなしう. ╁ おけくおさっすくうは 
しかせつぇえ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ すぇおしう けす 
こけさはょなおぇ くぇ 40 たうかはょう かっゃぇ. 
′ぇ うしおぇ くぇ „〈さぇおうは すさっえょ” いぇ  

2きかく. 200 たうかはょう かっゃぇ う こけ-
かぇゅぇとう しっ かうたゃう ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお けすゅけゃぇさは し さっちうこさけつくけ 
うしおぇくっ いぇ 600 たうかはょう かっゃぇ. ‶ぇ-
さうすっ しぇ いぇ いぇこなかゃぇくっ くぇ ういおけこぇ, 
くぇこさぇゃっく くっいぇおけくくけ う ぉっい しすさけ-
うすっかくけ さぇいさってっくうっ けす しすさぇくぇ 
くぇ „〈さぇおうは すさっえょ”. ¨す そうさきぇすぇ 
くっ こさうっきぇす ちっくぇすぇ し ぇさゅせきっくすぇ, 
つっ さぇいたけょうすっ こけ いぇこなかゃぇくっすけ 
くぇ ういおけこぇ  しぇ くっ こけゃっつっ けす 155 
たうかはょう かっゃぇ. ′ぇこさぇゃっくぇすぇ すった-
くうつっしおぇ っおしこっさすういぇ しなとけ こけ-
すゃなさあょぇゃぇ こけょけぉくぇ しせきぇ.  [ぇい-
ゅけゃけさうすっ こけ ゃなこさけしぇ ぉせおしせゃぇす 
う ゃ きけきっくすぇ しぇ くぇ そぇいぇ すさけえくぇ 
っおしこっさすういぇ, しかっょ おぇすけ っ くぇこさぇ-
ゃっくぇ う ゅっけかけあおぇ っおしこっさすういぇ. 
╉なき ょくってくぇ ょぇすぇ けす 

„〈さぇおうは すさっえょ” しぇ おぇすっゅけ-
さうつくう, つっ  ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお さぇいすぇおぇゃぇ せきうてかっくけ 
ょっかけすけ. 

〈け っ ゃうしはとけ ゃ ]なょっぉくぇすぇ こぇ-
かぇすぇ くぇ 〈なさゅけゃしおうは ぇさぉうすさぇあ. 
╇きぇ くぇしさけつっくけ くけゃけ いぇしっょぇくうっ 
こけ くっゅけ いぇ きぇえ すぇいう ゅけょうくぇ. 
]なゃっすくうちうすっ けす ╀]‶ しなとけ せこ-

さっおゃぇす おきっすぇ, つっ し ぉぇゃっくっすけ こけ 
おぇいせしぇ しっ すさせこぇす くけゃう かうたゃう, 
おけうすけ けとっすはゃぇす ゅさぇあょぇくうすっ. 
ぃさうしすなす ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ ╀]‶ ╋け-
くうおぇ ╃うくっゃぇ ょけさう こけこうすぇ おきっ-
すぇ いぇとけ くっ けぉはゃう いぇ こさけょぇあぉぇ 
すっさっくぇ, しかっょ おぇすけ ]なょなす ゃっつっ っ 
けぉはゃうか こさっょうてくうはす ょけゅけゃけさ いぇ 
くうとけあっく う し こけかせつっくうすっ けす くけ-
ゃぇすぇ しょっかおぇ こぇさう しっ さぇいこかぇすう 
こけ うしおぇ くぇ „〈さぇおうは すさっえょ”. 
〈けいう うきけす くっ っ しゃけぉけょっく いぇ 

こさけょぇあぉぇ, いぇはゃう くぇ しゃけえ さっょ 
おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 

╉きっすなす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお  っ おぇすっゅけさうつっく, つっ とっ 
ぉさぇくう うくすっさっしうすっ くぇ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ う とっ 
すなさしう けすゅけゃけさ くぇ ゃなこさけ-
しぇ „つうは っ けすゅけゃけさくけしすすぇ いぇ 
けとっすはゃぇくっ けぉとっしすゃっくうは 
うくすっさっし くぇ ゅさぇあょぇくうすっ し うい-
ゃなさてっくぇすぇ しょっかおぇ”?

]こけさっょ ]すけはくけゃぇ, „けしくけゃくけすけ 
ゃぇあくけ しぇ くっ かっかっはくうすっ かうたゃう, 
ぇ しせきぇすぇ くぇょ 3 きうかうけくぇ かっゃぇ う 
おぇお すは しっ っ そけさきうさぇかぇ. „╀けさぉぇ-
すぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ っ ょぇ くぇきぇかうき 
うしおぇ くぇ そうさきぇすぇ”, おぇすっゅけさうつっく 
っ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ ょけ-
こなかくう, つっ すけゃぇ っ う こさうつうくぇすぇ 
ょぇ くっ こけいゃけかはゃぇ ょぇ しっ いぇこなかくう 
くぇこさぇゃっくうは ういおけこ けす そうさきぇすぇ. 
〈は こさういけゃぇ あせさくぇかうしすうすっ ょぇ 
ういこけかいゃぇす けすこさぇゃっくうすっ おなき くっは  
こうすぇくうは けす しなゃっすくうちうすっ くぇ ╀]‶ 
う ょぇ こけすなさしはす けすゅけゃけさうすっ くぇ こけ-
しすぇゃっくうすっ ゃなこさけしう. 
′ぇ しゃけえ さっょ けぉとうくしおうはす しな-

ゃっすくうお けす ╀]‶ ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう 
いぇこけょけいさは おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけは-
くけゃぇ ゃ しこけさぇいせきっくうっ し そうさきぇ 
„〈さぇおうは すさっえょ” いぇさぇょう こさった-
ゃなさかはくっすけ くぇ しこけさぇ ゃ 〈なさゅけゃ-
しおうは ぇさぉうすさぇあ う すけ ぉっい せゃっょけ-
きはゃぇくっ う さってっくうっ けす しすさぇくぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
╁ しかせつぇは くはきぇ くせあょぇ けす しぇくお-

ちうはすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
おぇすっゅけさうつっく っ 〈けょけさ ╉けかっゃ けす 
„〈さぇおうは 〈さっえょ”. 
╆ぇ しこけさくぇすぇ こさけょぇあぉぇ, こけ-

きぇかおけ けす ゅけょうくぇ しかっょ  ういぉうさぇ-
くっすけ え いぇ おきっす こさっい 2012 ゅけょう-
くぇ, ]すけはくけゃぇ こけょぇゃぇ しうゅくぇか ょけ 
[ぇえけくくぇすぇ  こさけおせさぇすせさぇ. ╇きぇ 
けぉさぇいせゃぇくけ ょけしなょっぉくけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ いぇ くぇつうくぇ くぇ こさけゃっあ-
ょぇくっ  くぇ おけくおせさしぇ けす 2007-きぇ 
ゅけょうくぇ う せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ くっいぇ-
おけくくう ょっえしすゃうは. ╉なき きけきっくすぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くっ っ こさうおかの-
つうかけ. 
‶さっょ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう 

おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇはゃう, つっ  
けつぇおゃぇ しこさぇゃっょかうゃけ さってっくうっ, 
いぇ ょぇ しすぇくっ はしくけ おぇおゃう しぇ ぉうかう 
ょっえしすゃうはすぇ くぇ ゃしうつおう  しすさぇくう 
こけ しょっかおぇすぇ.
╋なかつぇかうゃ こけ おぇいせしぇ おなき きけ-

きっくすぇ っ つけゃっおなす, おけえすけ いくぇっ 
きけあっ ぉう すゃなさょっ きくけゅけ - 

ぉうゃてうはす おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, ゃ つうえすけ 
ゃ きぇくょぇす しすぇゃぇ ゃなこさけしくぇすぇ 
こさけょぇあぉぇ. 

╃ぇきはくけゃ けすおぇいぇ ょぇ けすゅけゃぇ-
さは くぇ けすこさぇゃっくうすっ こせぉかうつくけ 
ゃなこさけしう, おぇおすけ  けす くぇしすけはとうは 
おきっす, すぇおぇ う けす あせさくぇかうしすう. 
[ってっくうっすけ こけ おぇいせしぇ こさっょしすけう. 
]なし しうゅせさくけしす くはきぇ ょぇ っ こさっい 
きぇえ. 
╃け すけゅぇゃぇ, ぇ ゃっさけはすくけ う しかっょ 

すけゃぇ, のさうょうつっしおうはす しこけさ とっ 
こさけょなかあう ょぇ すさせこぇ う いぇおけくくう 
かうたゃう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

′╅ ぁ╊』【【╅ 〉╅ 3 664 979,30 ]╊╇╅
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くぇ きったぇくういぇちうは“ ┿╃, おけえすけ しなょっえしすゃぇ いぇ せしこってくけすけ こさっょぇ
ゃぇくっ くぇ すけきけゃっすっ くぇ すったくうは こけかせつぇすっか - ╀なかゅぇさしおけすけ くっょっか
くけ せつうかうとっ„]ゃ. ╁きつお. ╂っけさゅう ╆けゅさぇそ“.
╆ぇ ゃすけさぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけょおさっこは くぇ

てうすっ しなくぇさけょくうちう ゃ ╂なさちうは. ‶け ゃさっきっ くぇ 《っしすうゃぇかぇ くぇ 

っいうおけゃけすけ う おせかすせさくけ きくけゅけけぉさぇいうっ, しなしすけはか しっ けす 7 ょけ 9 
のくう 2013 ゅ. ゃ ]けかせく, ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ういこさぇすう くぇ ぉなか
ゅぇさしおけすけ せつうかうとっ ゃ ゅさぇょぇ くぇぉけさ けす おくうゅう う きぇすっさうぇかう いぇ 
うしすけさうつっしおう う こさうさけょくう いぇぉっかっあうすっかくけしすう くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ くぇてぇすぇ けぉとうくぇ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

Така изглежда днес най-скъпата дупка на Казанлък
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ぅくおけ っ こさっょしっょぇすっか くぇ 』っさ
ゃっくうすっ ゃけúくう けす すさう ゅけょう

くう. ′け すさう こなすう こけゃっつっ ゃさっきっ 
けす あうゃけすぇ しう さぇぉけすう ゃ „┿さしっ

くぇか“. ╁ ╆ぇゃけょ 1, ちった 120 – くぇ 
きけくすぇあぇ くぇ ぇゃすけきぇすぇ. ‶けいくぇ
ゃぇえおう ゃっつっ ょけぉさっ ぇさしっくぇか
しおうすっ すさぇょうちうう, ぅくおけ くぇきう
さぇ いぇ ぇぉしけかのすくけ いぇおけくけきっさくぇ 
ゃさないおぇすぇ きっあょせ こけょおさっこぇすぇ いぇ 
『]╉┿ う さぇぉけすぇすぇ ゃ けさなあっえくう
ちぇすぇ. ]こけさっょ くっゅけ, こけゃっつっすけ 
ぇさしっくぇかちう しぇ うきっくくけ ちっしっおぇ
さう, いぇとけすけ           “〈さぇょうちう
はすぇ こけゃっかはゃぇ“. 《ぇおす っ, つっ „┿さ
しっくぇか“ っ けしくけゃぇく うきっくくけ おぇすけ 
╃なさあぇゃくぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ, ぇ 
さぇいつうすぇくっすけ くぇ ぇぉさっゃうぇすせさぇすぇ 
„『]╉┿“ っ „『っくすさぇかっく しこけさすっく 
おかせぉ くぇ ┿さきうはすぇ“. ┿さきっえしおけ
すけ, しゃなさいぇくけしすすぇ し ぉうすおうすっ う 
けさなあうっすけ, っ ょぇかっつくぇすぇ ゃさないおぇ 
くぇ くぇつぇかけすけ くぇ っきけちうけくぇかくぇすぇ 
ゃさないおぇ: ぇさしっくぇかっち – ちっしっおぇさ. 
╃くっし ゃっつっ しうかぇすぇ くぇ すぇいう ゃさない
おぇ うょっ こさけしすけ う っしすっしすゃっくけ けす 
かのぉけゃすぇ おなき しゃけっすけ, おなき しゃけは 
けすぉけさ. ]うかくぇ ゃさないおぇ, おぇおゃぇすけ っ 
う ゃさないおぇすぇ おなき しゃけっすけ しっきっえ
しすゃけ, おなき しゃけはすぇ さぇぉけすぇ...
〈ぇいう けすょぇょっくけしす くぇ しゃけっすけ しっ 

ゃうあょぇ し こさけしすけ けおけ ゃっょくぇゅぇ, 
とけき しすなこうて ゃなゃ そっくしおうすっ こさっ
ょっかう くぇ 』っさゃっくうすっ ゃけúくう. ]すぇ
さぇ おなとぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
っ こさうのすうかぇ 30-くぇすぇ そっくけゃっ くぇ 
つっさゃっくうすっ – たけさぇ  し くぇょかっあくう 
つかっくしおう おぇさすう いぇ おかせぉぇ, しな
とっしすゃせゃぇと  けそうちうぇかくけ おぇすけ 
くっこさぇゃうすっかしすゃっくぇ けさゅぇくういぇちうは 
しなし しなょっぉくぇ さっゅうしすさぇちうは ゃ ]すぇ
さけいぇゅけさしおうは しなょ. ╉なき すはた, けぉぇ
つっ, ゅさぇゃうすうさぇす けとっ ょっしっすおう おぇ
いぇくかなておう かのぉうすっかう くぇ 『]╉┿. 
┿ ゃっさけはすくけ – う しすけすうちう. ╋くけゅけ 
けす すはた – ぉうゃてう ゃけっくくう うかう ぇさ
しっくぇかちう. ] こけょつっさすぇくぇ ゅさうあかう
ゃけしす こけしっすうすっかうすっ すせお しぇ こけょ
さっょうかう しおさけきくけすけ こけきっとっくうっ 
おぇすけ しゃけえ ょけき – しなし しけぉしすゃっく 
すさせょ しぇ こけょさっょうかう くぇ くぇえ-ゃう
ょくけ きはしすけ こなさゃけ しゃっすうくうすっ くぇ 
おかせぉぇ – つっさゃっくけすけ いくぇきっ し ぇゃ
すけきぇすぇ う さけいぇすぇ ゃ しさっょぇすぇ おさぇえ 
くぇょこうしぇ „』っさゃっくう ゃけúくう“; 
そかぇゅつっすけ – こけょぇさなお けす おぇいぇく
かなておうは ちっしっおぇさ けす 』うおぇゅけ - ╂ぇ

Достоен резултат и не по-
малко от 3-ма евродепутати. 
По-малко от този резултат 
ще е неудовлетворителен. Това 
прогнозира като очакване за 
представянето на политическото 
движение АБВ президентът Георги 
Първанов в Казанлък. 

Той, заедно с водача на листата 

на АБВ на изборите за Европейски 
парламент на 25-ти май тази 
година - Ивайло Калфин, посетиха 
Казанлък  за среща с граждани.  

Интересът към нея бе слаб, като 
още в началото й Георги Първанов 
съобщи, че плакатите за срещата 
са били късани съвсем съзнателно. 

„Мишоците се крият”, бе 

- ╂けしこけょうく こさっいうょっくす, 
しかせつゃぇとけすけ しっ ゃ きけきっく-
すぇ ゃ [せしうは う ╉さうき う うきう-
ょあなす, おけえすけ すぇいう ゅけかはきぇ 
しすさぇくぇ すさせこぇ けす すけゃぇ くぇ 
きっあょせくぇさけょくぇすぇ しちっくぇ, 
けすさぇいはゃぇ かう しっ こけ くはおぇおなゃ 
くぇつうく くぇ ┿╀╁? 

- ′っ, こけ くうおぇおなゃ くぇつうく. ′っ 
ぉうた おぇいぇか, つっ うきぇ くはおぇおゃぇ 
ゃさないおぇ. ′うっ しう うきぇきっ しゃけは 
かうくうは う すは っ けすしすけはゃぇくっ くぇ 
くぇちうけくぇかくうは うくすっさっし. [ぇいぉう-
さぇ しっ, しうすせぇちうはすぇ ゃ [せしうは う 
〉おさぇえくぇ しっ けすさぇいはゃぇ ゃ ゅっけこけ-
かうすうつっしおう こかぇく くぇ けすくけてっ-
くうはすぇ きっあょせ ╁っかうおうすっ しうかう う 
けすくけてっくうはすぇ きっあょせ さっゅうけくう-
すっ. 〈けゃぇ っ ゃぇあくけ う しう しすさせゃぇ 
ょぇ しっ いぇきうしかうき.

- ╁うっ しすっ ゃうょっく させしけそうか. 
┿おけ しっゅぇ ぉはたすっ くぇ きはしすけ-
すけ くぇ こさっいうょっくすぇ ‶かっゃくっ-
かうっゃ, ょさせゅぇ かう とってっ ょぇ っ 
こけいうちうはすぇ ╁う こけ けすくけてっ-
くうっ くぇ しすぇゃぇとけすけ ゃ [せしうは 
う ╉さうき? 

- ]きっは ょぇ おぇあぇ, つっ しなき ぉなか-
ゅぇさしおう こぇすさうけす う くっ ぉうた こさう-
っか くうおぇおなゃ っすうおっす, ゃ おぇおゃぇすけ 
う ょぇ っ こけしけおぇ. [ぇいぉうさぇ しっ, ぇい 
しなき いぇ ぇおすうゃくう けすくけてっくうは し 
[せしおぇすぇ そっょっさぇちうは ゃ さぇきおうすっ 
くぇ くぇてぇすぇ すゃなさょぇ っゃさけこっえしおぇ 
けさうっくすぇちうは, いぇ おけはすけ しなき ょぇか 
きくけゅけ. ′っおぇ こさうこけきくは, つっ 
すけつくけ こけ きけっ ゃさっきっ ╀なかゅぇさうは 
しすぇくぇ つかっく くぇ ╄] ゃ さっいせかすぇす 
くぇ きけう けぉうおけかおう ゃなゃ ゃしうつおう 
っゃさけこっえしおう しすさぇくう. ╋うしかは, 
つっ こけいうちうはすぇ くぇ こさっいうょっくすぇ 
‶かっゃくっかうっゃ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
こけ-ぉぇかぇくしうさぇくぇ. [ぇいぉうさぇ しっ, 
すけえ っ ょかなあっく ょぇ こけょょなさあぇ 
くぇてぇすぇ こさけっゃさけこっえしおぇ けさう-
っくすぇちうは, くけ くっ っ くっけぉたけょうきけ 
ょぇ しっ しすうゅぇ ょけ すけゃぇ おさぇえくけ 
させしけそけぉしすゃけ, おけっすけ しはおぇて 
こさけいうさぇ ゃ くっゅけゃうすっ ょせきう ゃ 
けくけゃぇ, おけっすけ ういさぇいはゃぇす おぇすけ 
こけいうちうは けすょっかくう こけかうすうつっ-
しおう しうかう. 

かうく ╉せくっゃ, つかっく し ちはかけすけ 
しう しっきっえしすゃけ くぇ すぇきけてくぇ
すぇ けさゅぇくういぇちうは ゃ こけょおさっこぇ 
くぇ かのぉうきうは けすぉけさ, おさなしすっ

くぇ „』っさゃっくうすっ けす 』うおぇゅけ“,  
さぇいこなくぇすけ そっくしおけ てぇかつっ 
し ぇゃすけゅさぇそう くぇ けぉうつぇくう 
しこけさすうしすう; けゅさけきくう おぇかっく
ょぇさう くぇ 『]╉┿ こけ しすっくうすっ; 
しくうきおう いぇ しこけきっく けす こな
すせゃぇくうは おなき しすぇょうけくうすっ 
ゃ しすさぇくぇすぇ, けおぇつっく ゃ さぇき

おぇ - すっおしすなす くぇ たうきくぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは ぇさきっえしおう いぇ
こぇかはくおけ; ...くぇゃうす くぇ させかけ 
ゃなさたせ しおさうくぇ しっ こぇいう ちっ
くっく こけょぇさなお – ういこさぇすっくう
はす けす ╂ぇかうく つぇお けす 】ぇすうすっ 
ょゃせきっすさけゃ ゃうくうかけゃ つっさゃっく 
すさぇくしこぇさぇくす, おけえすけ くぇてう
すっ さぇいすはゅぇす こけ きぇつけゃっすっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ. ′ぇょかっあくけ いぇょ 
しすなおかっくぇ ゃうすさうくぇ しぇ こさう
ぉさぇくう „こけょ おけくっち“ そかぇ
くっかおう, たぇゃかうっくう おなさこう, 
たうきうおぇかおう, おぇかっくょぇさう... 
]おさけきくうすっ こさうたけょう けす 
こさけょぇあぉぇすぇ くぇ そっくしおうすっ 

╅『』╊〉╅]』[  ̈╈『╊〉╅╉¨『 ╇《╉  ̈ぁ╊『╇╊〉¨【╊ ╇《¨〉¨
けすかうつうすっかくう いくぇちう, いぇっょくけ 
し つかっくしおうは ゃくけし, しぇ ういすけつくう
おなす くぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ ょっえ
くけしすすぇ くぇ おかせぉぇ. „′ぇえ-きくけ
ゅけ „ゃなさゃはす“ おぇかっくょぇさうすっ う 
てぇかつっすぇすぇ“, けぉはしくはゃぇ ぅくおけ 
すぇえくうすっ くぇ すけは すうこ „すなさゅけ
ゃうは“. ′ぇ こなさゃけ ゃさっきっ ちっしっ
おぇさうすっ しぇ けぉけさせょゃぇかう しなし 
しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ けぉうすぇ
かうとっすけ しう し ゃしうつおけ くせあくけ いぇ 

しぉうさおうすっ こけ さぇぉけすぇ う しさっとう
すっ ゃ けぉとけすけ ゅかっょぇくっ くぇ きぇ
つけゃっすっ くぇ 『]╉┿. 〈っかっゃういけさ! 
– う さぇいぉうさぇ しっ: はおう ょなさゃっくう 
きぇしう, おけうすけ ょぇ こけくぇしはす しうか
くぇすぇ っきけちうは けす さぇょけしすすぇ こさう 
こけぉっょうすっ う はょけゃっすっ しかっょ いぇ
ゅせぉうすっ. ′っこさっきっくくけ - こさっい 
ゃおせしぇ くぇ ぉうさぇすぇ う しおぇさぇすぇ!
》けさぇすぇ すせお しっ つせゃしすゃぇす おぇすけ 

せ ょけきぇ しう: さっょせゃぇす しっ くぇ そさう
すのさくうおぇ う こっおぇさくうおぇ, ょっあせ
さはす くぇ ゅさせこう こさう こけつうしすゃぇ
くっすけ..., しこけょっかはす しう さぇいくう 
くっとぇ, しきっはす しっ, いぇぉぇゃかはゃぇす 
しっ..., しなぉうさぇす こさうはすっかう, ゃけ
ょはす ょっちぇすぇ しう – くけゃうすっ ちっしっ
おぇさつっすぇ... ]っょきうつくう しぉうさおう 
う きっしっつくう しなぉさぇくうは こけしすぇ
ゃはす しっさうけいくうすっ すっきう: けさゅぇ
くういぇちうはすぇ こさう こなすせゃぇくっ いぇ 
きぇつけゃっ, けぉしなあょぇくっ くぇ こさけ
ぉかっきうすっ くぇ けすぉけさぇ. [ぇぉけすぇすぇ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ おかせぉぇ 
しっ しかっょう „こけょ けおけ“. ぅくおけ くっ 
いぇぉさぇゃは, つっ,  ぇおけ くっ けすゅけゃぇさは 

くぇ けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ つかっくけゃっ
すっ, きけあっ ょぇ ぉなょっ いぇきっくっく し 
こけ-けすゅけゃけさっく つけゃっお. ╆ぇしっゅぇ 
けこさぇゃょぇゃぇ ょけゃっさうっすけ, ょぇゃぇ 
けす しっぉっ しう おぇおゃけすけ きけあっ. 
[ぇょゃぇ しっ, つっ そっくけゃっすっ うきぇす 
しゃけっ きはしすけ, つっ こさっい かはすけすけ 
ょゃけさなす くぇ おなとぇすぇ とっ しなぉうさぇ 
けとっ こけゃっつっ たけさぇ..., つっ ゃしうつ
おう いぇっょくけ, くっ しぇきけ しこけょっかはす 
かのぉけゃすぇ しう おなき 『]╉┿, くけ 
さっぇかういうさぇす う ょさせゅう うくうちう
ぇすうゃう. ╋けあっ ょぇ っ つせょくけ, くけ 
すせお しっ さぇあょぇす ょけさう うょっう いぇ 
けさゅぇくういうさぇくう こけしっとっくうは くぇ 
すっぇすなさ! [ぇいぉさぇかう いぇ くけゃぇすぇ 

こさっきうっさぇ  くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
すさせこぇ  – „《っくけゃっ“ けす ╄かうく 
[ぇたくっゃ, きっしすくうすっ ちっしっおぇさう 
しぇ ゃこっつぇすかっくう, いぇとけすけ いぇ すはた 
くっ っ すぇえくぇ しすさぇしすくぇすぇ ゃさない
おぇ くぇ ょさぇきぇすせさゅぇ し かのぉうきうは 
けすぉけさ. ╀かぇゅけすゃけさうすっかくけしすすぇ 
しなとけ くっ っ つせあょぇ くぇ くぇてっく
しおうすっ つっさゃっくう ゃけúくう: こけおさぇえ 
こさぇいくうちう, おぇすけ 24-すう きぇえ, すっ 
いぇょっかはす けす おかせぉくぇすぇ おぇしうつおぇ 

いぇ ょぇさっくうは いぇ くせあょぇっとう しっ 
ょっちぇ. 《っくけゃっすっ, ゅけかはきぇ つぇしす 
けす おけうすけ – たけさぇ しなし しおさけき
くう ょけたけょう, くっ しっ しおなこはす ょぇ 
しう こかぇとぇす 5-すっ かっゃぇ きっしっ
つっく つかっくしおう ゃくけし, くうすけ ょぇ 
けすょっかはす けす ょあけぉぇ しう いぇ おぇお
ゃけすけ っ くせあくけ ゃ こけょおさっこぇすぇ 
くぇ 『]╉┿. ╆ぇ けぉうつすぇ ゅさぇくうちう 
くはきぇ. ]すなおかっくぇ, さなつくけ ういさぇ
ぉけすっくぇ, おぇしうつおぇ いぇ ょぇさっくうは 
„『]╉┿ – ╆ぇゃうくぇゅう!“ っ こけしすぇ
ゃっくぇ くぇ ゃうょくけ きはしすけ ゃ おかせぉぇ.  
╉けゅぇすけ こなすせゃぇす いぇ きぇつけゃっ, 

ょけてかう し かうつくう おけかう う こけくは
おけゅぇ – くぇすけゃぇさうかう ちはか ぇゃ
すけぉせし, くぇ しすぇょうけくぇ くぇてうすっ 
しっ ゃかうゃぇす ゃ ぇゅうすおぇすぇ くぇ つっさ
ゃっくうすっ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, いぇ 
ょぇ ゃうおぇす いぇっょくけ “【ぇきこうけくう! 
【ぇきこうけくう!“. ′ぇ ′ぇちうけくぇか
くうは „╁ぇしうか ╊っゃしおう“ すはたくけすけ 
きはしすけ くぇ こっえおうすっ っ ゃ ]っおすけさ 
„╂“. ぅくおけ, いぇっょくけ し ょさせゅうすっ けす 
おかせぉぇ, しっ けこうすゃぇ ょぇ こさけこぇ
ゅぇくょうさぇ きうさくけすけ こさうしなしすゃうっ 

くぇ そっくけゃっすっ こけ しすぇょうけくうすっ, 
おぇすけ くっ おさうっ, つっ すけゃぇ っ しっさう
けいっく こさけぉかっき. ]ぉうゃぇくうはすぇ う 
ぇゅさっしうはすぇ しぇ くっとけ, けす おけっすけ 
ゃ きっしすくぇすぇ ぇゅうすおぇ けこさっょっかっ
くけ しっ ょうしすぇくちうさぇす.   
]こけさっょ ぅくおけ, くはきぇ しなきくっ

くうっ, つっ おぇいぇくかなておうすっ ちっしっ
おぇさう しぇ くぇえ-きくけゅけ しさっょ こさう
ゃなさあっくうちうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ. ′っ 
ゃしうつおう たけょはす くぇ きぇつけゃっ, くけ 
ょっしっすおう たうかはょう しぇ こさっょ すっかっ
ゃういけさうすっ ゃ ╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ う 
ぇゃすけきぇすうすっ. ╉けかおけすけ ょけ ぇゃすけ
きぇすうすっ:

„╋ぇえおぇ, すぇすおけ, ぉぇぉぇ, ょはょけ... 
– ゃしうつおう しぇ さぇぉけすうかう う しぇ しっ 
こっくしうけくうさぇかう ゃ „┿さしっくぇか“, 
さぇいおぇいゃぇ かうょっさなす くぇ きっしすくうすっ 
』っさゃっくう ゃけúくう. ╉ぇすけ しすさぇしすっく 
そせすぉけかっく いぇこぇかはくおけ, ぅくおけ っ 
さうすぇか そせすぉけか ゃ こけ-きかぇょうすっ 
しう ゅけょうくう. ╇ゅさぇか っ う ゃ けすぉけ

さぇ くぇ ╆ぇゃけょ 1 いぇ こさぇいくうつくうすっ 
すせさくうさう こけおさぇえ ╃っくは くぇ きぇ
てうくけしすさけうすっかは. „╁しっ すさっすう, 
ゃしっ すさっすう ぉはたきっ...“, おけきっく
すうさぇ てかけしっさなす-きけくすぇあくうお けす 
ちった 120. 
╂さぇょしおうはす てっそ くぇ ちっしっおぇ

さうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ さぇょゃぇ, つっ 
そうさきっくうすっ きかぇょっあおう けすぉけさう 
くぇ „┿さしっくぇか“ ゃ こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう けすゅかっあょぇす ょけぉさう そせす
ぉけかうしすう う しっ おかぇしうさぇす ょけぉさっ, 
ょぇあっ ゃ つっかくうすっ きっしすぇ くぇ こなさ
ゃっくしすゃけすけ ゃ おけくおせさっくちうはすぇ くぇ 
しうかくうすっ けす „╀っさけっ“. [ぇょゃぇ ゅけ う 
そぇおすなす, つっ きかぇょうすっ くぇょっあょう 
くぇ „┿さしっくぇか“ しすぇゃぇす こけ-ょけぉさう 
う けす „[けいうすっ“ くぇ すはたくぇすぇ ゃない
さぇしす. 《っくしおけすけ しなさちっ くぇ ぅくおけ 
ゃうあょぇ ゃ きかぇょけちうすっ ぉなょっとう 
しすさぇしすくう ちっしっおぇさう. ′っ しっ しなき
くはゃぇ, つっ „『]╉┿ – いぇゃうくぇゅう“ 
くっ っ こさけしすけ かけいせくゅ, ぇ ゃはさぇ, 
つっ すけいう おかせぉ とっ こさけょなかあう ょぇ 
ゅけくう ゃうくぇゅう こけぉっょうすっ, つっ っ  う 
とっ ぉなょっ くぇえ-ょけしすけえくうはす さけ
ょっく てぇきこうけく, つっ とっ うゅさぇっ ゃ 
きっあょせくぇさけょくうすっ すせさくうさう, つっ 
くはおけえ ょっく とっ しう ゃなさくっ しかぇゃぇ
すぇ けす けくうは きぇつけゃっ, おけうすけ さぇい
すなさしゃぇたぇ ╀なかゅぇさうは し こけぉっょう 
くぇょ „╊うゃなさこせか“ う „′けすうくゅぇき“, 
つっ くはおけえ ょっく けすくけゃけ とっ しっ 
さけょう う ういゅさっっ うきっくくけ ゃ 『]╉┿ 
くけゃうはす くう ]すけうつおけゃ... 〈けゃぇ っ 
けぉうつすぇ – すは きっつすぇっ. 〈ぇは ╋っつすぇ 
こけくっ ょゃぇ こなすう しっょきうつくけ こなか
くう しなし しすさぇしすう おかせぉぇ ゃ ]すぇ
さぇすぇ おなとぇ くぇ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇ
いぇくかなお. ╇ょゃぇす ゃしはおぇおゃう たけさぇ 
– けす せつっくうちう ょけ こっくしうけくっさう... 
‶さう っょくけ せしかけゃうっ: „] 『]╉┿ ゃ 
しなさちっすけ!“. ]なさちっすけ くぇ ぅくおけ 
╇ゃぇくけゃ いぇ 『]╉┿ „いぇこぇかうか“ くぇ 
ゃさっきっすけ くっゅけゃうはす ぉさぇす. ]っゅぇ 
っ くっゅけゃ さっょ ょぇ „いぇこぇかう“ しなさ
つうちっすけ くぇ とっさおぇすぇ ╁っさしぇゃうは. 
〈は っ しぇきけ くぇ ょゃっ ゅけょうくおう, くけ 
ぅくおけ う ぅくおぇ /すぇおぇ しっ おぇいゃぇ 
しなこさせゅぇすぇ.../ くはきぇ おぇお ょぇ くっ 
しぇ しうゅせさくう, つっ けす くっは とっ しすぇ
くっ うしすうくしおう ちっしっおぇさ. ╆ぇとけすけ 
しさっょ そっくけゃっすっ くぇ ぇさきっえしおうは 
けすぉけさ うきぇ う きくけゅけ あっくう, きぇ
おぇさ すったくうはす おさぇお ょぇ しすなこゃぇ 
さはょおけ ゃ ╉かせぉぇ くぇ つっさゃっくうすっ 
ゃけúくう. ′け う すっ しぇ いぇさぇいっくう けす 
しうかぇすぇ くぇ すさぇょうちうはすぇ. 〈さぇょう
ちうはすぇ, おけはすけ ゃうあょぇき ゃ しすけすう
ちうすっ つっさゃっくけ-ぉっかう きぇさすっくうつ
おう, いぇゃなさいぇくう こけ けとっ ゅけかうすっ 
おかけくう くぇ しきけおうくはすぇ ゃ ゅさぇょう
くぇすぇ くぇ しすぇさぇすぇ おなとぇ し おかせぉぇ. 
¨くぇいう すさぇょうちうは, おけはすけ ゃなさたせ 
ぉかういけ ょゃせきっすさけゃけすけ いくぇきっ, 
おけっすけ おぇいぇくかなておうすっ „つっさゃっ
くう“ さぇいこなゃぇす こけ ぉなかゅぇさしおうすっ 
しすぇょうけくう, しなぉうさぇ ゃ っょくけ [け
いぇすぇ う ┿ゃすけきぇすぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

- ╁ おさういぇ かう っ こぇさかぇきっく-
すぇさういきなす せ くぇし? ‶うすぇき こけ 
こけゃけょ しかせつうかけすけ しっ し 『╇╉ 
う すけゃぇ, おけっすけ くぇこさぇゃう こさっ-
いうょっくすなす ‶かっゃくっかうっゃ. ¨す 
くっゅけゃぇ しすさぇくぇ すけゃぇ しせしこっく-
ょうさぇくっ くぇ ╉けくしすうすせちうはすぇ 

かう っ うかう せこさぇあくはゃぇくっ くぇ 
こさっいうょっくすしおう こさぇゃけきけ-
とうは? 

- 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ, つっ うきぇ すっ-
あなお おけくそかうおす きっあょせ うくしすう-
すせちううすっ. ╉けくそかうおす, おけえすけ しっ 
ういさぇいはゃぇ ゃなゃ ゃしはおぇ しすなこおぇ ゃ 
けすくけてっくうはすぇ きっあょせ おかのつけ-
ゃうすっ うくしすうすせちうう ゃ ╀なかゅぇさうは. 
‶ぇさかぇきっくすぇさういきなす っ ゃ おさう-
いぇ, ぉっい しなきくっくうっ. ╉ぇいぇた ゅけ 
う ぇこっかうさぇき ょぇ きうしかうき ゃなさ-
たせ すけゃぇ ょぇかう くっ しう しすさせゃぇ ゃ 
こっさしこっおすうゃぇ ょぇ しっ こさけきっくう  
ょなさあぇゃくけすけ せしすさけえしすゃけ, ょぇ しっ 
ぇおちっくすうさぇ ゃなさたせ っょくう いぇしう-

かっくう こさっいうょっくすしおう こさぇゃけきけ-
とうは. ╉ぇすけ, くぇこさうきっさ, すっきぇすぇ 
いぇ さっそっさっくょせきぇ, こけ おけはすけ 
こさっいうょっくすなす ぉう きけゅなか こさはおけ 
ょぇ しゃうおぇ さっそっさっくょせき, くっ ょぇ 
つぇおぇ こぇさかぇきっくすなす ょぇ きせ さぇい-
さってう. ╁ しかせつぇは こさっいうょっくすなす, 

しこけさっょ きっく, くっ こけょたけょう こさっ-
ちういくけ. 〈けっしす, うゅさう くぇ ょさっぉくけ, 
おけうすけ しぇきけ ょうしおさっょうすうさぇす 
うくしすうすせちうはすぇ. 

- ┿ょっおゃぇすくぇ かう っ こけいうちうは 
くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ こさぇゃうすっか-
しすゃけ こけ けすくけてっくうっ くぇ 〉お-
さぇえくぇ うかう こけ-しおけさけ こさぇ-
ゃうき すけゃぇ, いぇとけすけ くはきぇきっ 
ょさせゅ ういぉけさ, ょさせゅ たけょ, くぇ-
かぇゅぇす くう ゅけ?

- ╆ぇとけ ょぇ くはきぇ ょさせゅ たけょ? 
′うっ すさはぉゃぇ ょぇ しきっ つぇしす けす 
しなのいくうつっしおぇすぇ こけかうすうおぇ, くけ 
╀なかゅぇさうは, こけ しうかぇすぇ くぇ うし-

すけさうはすぇ う ゅっけゅさぇそしおけすけ しう 
さぇいこけかけあっくうっ, きけあっ ょぇ うきぇ 
くのぇくしう ゃ こけかうすうおぇすぇ しう こけ 
けすくけてっくうっ くぇ [せしうは. ′はきぇ 
しきうしなか ょぇ しきっ こó おぇすけかうちう う 
けす こぇこぇすぇ.

- 〈っいぇ: ╀]‶ ゅせぉう っゃさけうい-
ぉけさうすっ, こっつっかう ゅう ╂╄[╀. 
╇しおぇ しっ けしすぇゃおぇすぇ くぇ ]っさ-
ゅっえ ]すぇくうてっゃ, しゃうおゃぇ しっ 
ゃうしてうはす こぇさすうっく そけさせき. 
╇きぇ かう けぉさぇすっく こなす いぇ ╂っ-
けさゅう ‶なさゃぇくけゃ ゃ ╀]‶? 

- ┿い くはきぇ ょぇ しう うゅさぇは くぇ うょう 
きう-ょけえょう きう. ′っおぇ ょぇ っ はしくけ, 
つっ ぇい しなき しっ たゃぇくぇか し おぇせいぇすぇ 
┿╀╁. ┿╀╁ くぇうしすうくぇ くっ っ っょくけ-
ょくっゃおぇ, ぇ おぇせいぇ う くうっ しっ ゅけす-
ゃうき いぇ しかっょゃぇとうすっ ういぉけさう, 
おぇおゃうすけ う ょぇ しぇ すっ. 

- 〈けっしす, ╂っけさゅう ‶なさゃぇ-

коментарът по този повод на 
Ивайло Калфин.  

Запитан как ще предпази АБВ 
от всевъзможни политически 
аутсайдери, Георги Първанов заяви: 
„АБВ ще поддържа „хигиена” по 
отношение на хора, които са 
участвали досега в политиката в 
други партии и в никакъв случай 

няма да бъде „всеядна”. 
В Казанлък президентът 

Първанов остро критикува 
настоящото правителство, което 
не било програмно и „грубо се е 
отказало от 4 свои предизборни 
ангажимента”. 

Кадровата политика на 
кабинета „Орешарски” също бе 

на прицел от Първанов, според 
когото, „назначенията на това 
правителство не са по-различни 
като подход от тези на ГЕРб”, 
като се назначавали  само близки 
хора и в никакъв случай не най-
компетентните. Това важало 
като подход и в областните 
назначения.  Възраждането на 
порочната практика - висши 
партийци да се назначават и като 
представители на държавата 
в бордовете на фирми, е ново 
възраждане на партокрацията 
у нас, коментира още Първанов. 
Той даде като пример на такава 
порочна практика назначенията 
на партийни функционери в 
бордовете  на „Марица Изток” и 
летище Стара Загора, където са 
назначени съответно областният 
лидер на БСП в Стара Загора и 
бивш общински БСП-лидер. 

„Кръговете по интереси  не са 
по-добрият начин на управление”, 
коментира президентът на 
България с два мандата, според 
когото „България има нужда от по-
добро управление, което би могло 

да се осъществи, ако се разчупи 
статуквото”.  

Първанов не коментира 
отношенията АБВ - БСП с 
мотива, че „този въпрос трябва да 
бъде снет от дневен ред, тъй като 
с БСП ще спорим принципно”.  Той 
изрази уважение към хилядите 
социалисти, с които е работил 
години наред в партията, но 
това не се отнасяло до хората 
от „Позитано”, тъй като „там 
нещата много са се променили”. 

В АБВ не се притесняват от 
набиращата скорост формация на 
журналиста Николай Бареков, тъй 
като той не бил алтернатива, 
а „продукт на същите клубове 
по интереси”, които създавали 
сегашното статукво, уточни 
Първанов, който, обаче, допусна 
сговор на предстоящите евроизбори  
между двете големи партии в 
България. 

На срещата в Казанлък 
присъства и Иван Иванов - 
депутат на БСП в 38-то Народно 
събрание, сочен за министър на 
промишлеността в кабината 

на БСП от върнатия мандат 
на 4-ти февруари 1997 година - 
Иван Иванов. Пред бившите си 
съпартийци той изрази тезата, че 
„шансовете за спечелване на места 
в Европарламента от АБВ са 
налични, но и желанието да бъдат 
потиснати тези шансове - много 
силни”. 

Като един от проблемите за 
това той посочи липсата на 
политическа култура у българина. 

Липсващата на практика 
съдебна система, лошото 
и неадекватно на нуждите 
образование, циганският въпрос са, 
според бившия депутат, „препъни 
камъните” пред страната ни.  

Най-лесно е да излъжеш гладен 
народ. Не ви критикувам, но се 
страхувам, че няма да има ефект, 
каза в разговор с президента 2002-
2012 година  Георги Първанов 
бившият народен представител 
и ексдиректор на „Арсенал” Иван 
Иванов.

Президентът Първанов даде 
специално интервю за читателите 
на „Трибуна Арсенал”. 

くけゃ, こさっいうょっくすなす くぇ ╀なか-
ゅぇさうは ょゃぇ きぇくょぇすぇ, っ けこ-
すうきうしす いぇ っゃさけういぉけさうすっ う 
いぇ ぉなょっとっすけ くぇ ┿╁╀ しかっょ 
っゃさけういぉけさうすっ? 

- ╉ぇすっゅけさうつくけ. ┿い しきはすぇき, 
つっ とっ こけかせつうき っょうく しうかっく 
さっいせかすぇす くぇ っゃさけういぉけさうすっ. 

- ╃ぇ こさうっきっき かう, つっ しっ っ 
さけょうかぇ くけゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
かっゃうちぇ ゃ かうちっすけ くぇ ┿╀╁? 

- ┿╀╁ くっ っ こさけしすけ つぇしす けす 
かはゃけすけ こさけしすさぇくしすゃけ. ′うっ とっ 
こさぇゃうき こけかうすうおぇ こけ-しうかくぇ, 
こけ-ぇょっおゃぇすくぇ, こけ-せしこってくぇ けす 
╀]‶. ′け くぇてぇすぇ ぇきぉうちうは っ ょぇ 
けすゃけさうき つぇょなさぇ くぇ うょっうすっ. 
┿おちっくすなす くう っ さけょけかのぉうっすけ. 
】っ すなさしうき ゃいぇうきけょっえしすゃうっ う 
し ょさせゅう こけかうすうつっしおう こぇさすうう, 
いぇとけすけ ういたけょなす けす おさういぇすぇ う 
こっさしこっおすうゃぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは 
くっ しぇ くうすけ かっゃう, くうすけ ょっしくう, 
ぇ っ くせあくけ ょぇ しっ すなさしう てうさけ-
おけ けぉっょうくっくうっ. ╁ ╀なかゅぇさうは 
っ くせあくぇ おけくしけかうょぇちうは くぇ 
こけ-てうさけお おさなゅ こけかうすうつっしおう 
こぇさすうう. ′け すけゃぇ こさっょこけかぇゅぇ う 
ょさせゅぇ おけぇかうちうけくくぇ おせかすせさぇ, 
おぇおゃぇすけ ╀なかゅぇさうは しっゅぇ くはきぇ. 

- ╉ぇおゃけ っ くせあくけ くぇ しすさぇ-
くぇすぇ くう しっゅぇ? 

′ぇ ╀なかゅぇさうは え すさはぉゃぇす かう-
ょっさう. ′せあくけ っ ょぇ さっぇくうきう-
さぇきっ かうょっさしすゃけすけ. ╇きぇ きくけゅけ 
さぇいせきくう たけさぇ, おけうすけ しぇ さぇい-
けつぇさけゃぇくう, くけ ぉうたぇ きけゅかう ょぇ 
ぉなょぇす こけかっいくう. ╃かなあくう しきっ 
ょぇ ういゃぇょうき くぇえ-おぇつっしすゃっくうすっ 
たけさぇ けす さぇいかうつくうすっ こさけそっしうう 
う ょぇ ゅう ゃなさくっき ゃ せこさぇゃかっくうっ-
すけ くぇ しすさぇくぇすぇ. ╇きぇ ょっそうちうす 
くぇ おぇつっしすゃっくう せこさぇゃかっくちう, 
くぇ おぇつっしすゃっくう たけさぇ ゃ さぇいかうつ-
くうすっ くうゃぇ くぇ せこさぇゃかっくうっすけ. 
′けゃけすけ つせょけ くぇ ╀なかゅぇさうは っ 
こけしすうあうきけ, くけ し けぉっょうくっくうっ 
う しなゅかぇしうっ, ぇ くっ しなし しぇきけちっか-
くぇ おけくそさけくすぇちうは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ぢëñ£óÑñÖöéö ゎñÜëÇó ぢéëçíÖÜç:

だöçéÑ ëñÑÜçñöñ:
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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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╇ ╊うちそたあ たそ いひしえあちつさけ:
》ちかくけおかせてひて 》ひちうあせそう
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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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〈╅][¨【╊ 【╅〉をゃ《『¨ 
〉╅ „╅『』╊〉╅]” 』 〉《╇《 
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╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
『とつさあ 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

〈╅『[《  【《【╊╇
Блестящ адвокат, име - символ на лошия късмет

‶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 

╃っすしおけ-のくけてっしおうはす そけかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ „┿さしっくぇか” 
し たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ せつぇしすゃぇ ゃ 

》┶V ′ぇちうけくぇかっく きせいうおぇかくけ-そけかおかけさっく おけくおせさし „¨さそっっ-
ゃけ ういゃけさつっ”, おけえすけ しっ こさけゃっょっ くぇ 22 きぇさす ゃ ゅさ. ]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ. ]なしすぇゃなす しっ はゃう くぇ おけくおせさしぇ ゃ つっすゃなさすぇ ゃないさぇしすけゃぇ 
ゅさせこぇ /ょけ 16 ゅ./, おぇすっゅけさうは ┶┶┶ – かのぉうすっかしおう そけさきぇちうう.                                                                                                       

╁ おけくおせさしくぇすぇ こさけゅさぇきぇ ぇさしっくぇかしおうすっ すぇくちぬけさう しっ こさっょ-
しすぇゃうたぇ し „╁ぇさくっくしおう すぇくち” う „╉けこぇくうちぇ” – たけさっけゅさぇそうは 
くぇ ╁. ╋うくつっゃぇ, う いぇゃけのゃぇたぇ ╃うこかけき – こけつっすくけ けすかうつうっ 
„╊うさぇ くぇ ¨さそっえ” – いかぇすくぇ, う こかぇおっす.  ╅せさうすけ し こさっょしっ-
ょぇすっか ╁ぇしうか ╂うさかうきけゃ – ゅかぇゃっく たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか 
くぇ ぇくしぇきぉなか „╆ぇゅけさっ” う しこっちうぇかうしすう こけ すぇくちけゃ そけかおかけさ けす 
]けそうは, こけおぇくう ╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか” ょぇ ゃいっきっ せつぇしすうっ ゃ ゅぇかぇ-
おけくちっさすぇ くぇ くぇえ-ょけぉさうすっ しなしすぇゃう. ╂ぇかぇおけくちっさすなす しっ しなしすけは 
ゃ くっょっかは, 23 きぇさす, ゃ ぉうゃてうは ‶さけそしなのいっく ょけき くぇ おせかすせさぇすぇ.                                                                                                                                 
╁ 14-すけすけ ういょぇくうっ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは おけくおせさし „¨さそっっゃけ うい-
ゃけさつっ” せつぇしすゃぇたぇ 33 すぇくちけゃう しなしすぇゃぇ けす ちはかぇ ╀なかゅぇさうは 
– ‶かけゃょうゃ, ╀せさゅぇし, ╁ぇさくぇ, ]うかうしすさぇ う ょさ. ¨す ╉ぇいぇくかなお ゃ 
さぇいょっか „′ぇさけょくう すぇくちう” せつぇしすゃぇ しぇきけ ぇさしっくぇかしおうはす しなしすぇゃ.                    
‶っす すっかっゃういうけくくう っおうこぇ, しさっょ おけうすけ っおうこ くぇ ╀′〈, しくうきぇ-
たぇ ゅぇかぇ-おけくちっさすぇ う とっ ゅけ ういかなつぇす こけ しゃけうすっ すっかっゃういうう.                                                                                                                  
〈けゃぇ, おけっすけ こさっょしすけう ゃ くぇえ-ぉかういおけ ゃさっきっ くぇ きぇかおうすっ ぇさ-
しっくぇかしおう すぇくちぬけさう, っ せつぇしすうっすけ うき ゃ おさぇは くぇ き. ぇこさうか ゃ 
′ぇちうけくぇかくうは おけくおせさし „′ぇてうすっ きぇかおう ゅけかっきう すぇくちぬけさう” ゃなゃ 
╁っかうおけ 〈なさくけゃけ. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╁しっ すぇおぇ とっ きせ しっ しかせつう! 
╋うすなす いぇ „かけてうは おなしきっす” 

くぇ ╋ぇさおけ 〈けすっゃ すさなゅゃぇ けす こさけ-
つせすけすけ ゃ けくっいう ゅけょくう おぇそっくっ 
„╃ぇさょぇくっかう” ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさ-
くけゃけ. 〈けえ けぉうつぇか ょぇ うゅさぇっ くぇ 
こけおっさ, くけ くっこさっおなしくぇすけ ゅせ-
ぉっか. ╁っょくなあ, けぉぇつっ, しなょぉぇすぇ 
きせ しっ せしきうたくぇかぇ: ゃ さなちっすっ しう 
ょなさあぇか ういおかのつうすっかくけ さはょ-
おぇすぇ おけきぉうくぇちうは “おっくす そかけて 
さけはか”. 〈けえ きくけゅけ しっ いぇさぇょゃぇか 
う くっこさっおなしくぇすけ せゃっかうつぇゃぇか 
きういぇすぇ. ′ぇ きぇしぇすぇ しっ くぇすさせこぇ-
かう おせこつうくぇ こぇさう. ′け すなおきけ ょぇ 
しきなおくっ おぇさすうすっ, こけ せかうちぇすぇ しっ 
いぇょぇかけ くはおぇおゃけ こけゅさっぉっくうっ. 
╂さなきくぇかぇ すさぇせさくぇ きせいうおぇ う 
ゃしうつおう うゅさぇつう しっ しすさせこぇかう くぇ 
こさけいけさっちぇ ょぇ ゃうょはす おけえ っ せき-
さはか. 〈ぇおぇ うゅさぇすぇ しっ こさけゃぇかう-
かぇ う ゃうょくうはす ぇょゃけおぇす  すなあくけ 
けすさけくうか いくぇきっくうすぇすぇ しう う ょけ 
ょくっし そさぇいぇ: „′ぇ ╋ぇさおけ 〈けすっゃ 
ゃしっ すぇおぇ とっ きせ しっ しかせつう”. 
〈なさくけゃしおうすっ おけさっくう. ╃はょけ 

きせ ‶っすおけ ぉうか すなさゅけゃっち くぇ 
けさうい. ]うくなす きせ 〈けすの しっ けあっ-
くうか いぇ ╉さなしすうくぇ う けすゃけさうか 
たぇく, けす おけえすけ ういおぇさゃぇか ょけぉさう 
ょけたけょう. ╉さなしすうくぇ ょけくっしかぇ 
おぇすけ つっうい しぇくょなつっ しなし いかぇすくう 
くぇこけかっけくう, おけっすけ  ぉうかけ ょなかゅけ 
う しすぇさぇすっかくけ おさうすけ ょけ きけきっく-
すぇ, ゃ おけえすけ ゃ 〈なさくけゃけ ょけてなか 
おくはい ┿かっおしぇくょなさ ╀ぇすっくぉっさゅ, いぇ 
ょぇ ゅけ おけさけくはしぇす. ]なとぇすぇ くけと 
こかぇきくぇかう くはおけかおけ こけあぇさぇ けす 
そけえっさゃっさおうすっ, し おけうすけ すなさくけゃ-
ちう こさうゃっすしすゃぇかう おくはいぇ. ╇いゅけ-
さはか たぇくなす くぇ ╋ぇさおけゃうは ぉぇとぇ, 
ぇ „いかぇすくけすけ” しぇくょなつっ けしすぇくぇかけ 
こけょ させうくうすっ. ╋なかゃう しっ, つっ くう-
おけえ くっ ゅけ っ くぇきっさうか う ょけしっゅぇ.
╋ぇさおけ ぉうか っょうくしすゃっくけ ょっすっ 

ゃ しっきっえしすゃけすけ - くっ ゅかっいっくけ, くけ 
ょけぉさっ ゅかっょぇくけ. 〈ゃなさょっ つっしすけ 
つせゃぇか: „〉つう, いぇ ょぇ くっ さぇぉけ-
すうて!” 
╆ぇゃなさてゃぇ こっすう おかぇし - くぇえ-

ゃうしけおけすけ いぇ ゃさっきっすけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ ゃ 〈なさくけゃけ う しすぇゃぇ こうしぇさ 
ゃ しなょぇ. ‶け-おなしくけ しすぇゃぇ きくけゅけ 
ょけぉなさ ぇょゃけおぇす - っょうく けす こなさ-
ゃうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ. ╆ぇ ょぇ しう ぇょ-
ゃけおぇす すけゅぇゃぇ くっ しっ ういうしおゃぇかけ 
しこっちうぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ.
‶け ゃさっきっ くぇ ¨しゃけぉけあょっくうっ-

すけ  くぇ させしおうは ゅせぉっさくぇすけさ くぇ 
〈なさくけゃけ きせ こけすさはぉゃぇか せつっく う 
つっしすっく きかぇょっあ う すけえ ういぉさぇか いぇ 
くぇつぇかくうお くぇ しゃけはすぇ おぇくちっかぇ-
さうは ╋ぇさおけ 〈けすっゃ.
]さけょはゃぇくっ し こけすけきちう くぇ 

ゃないさけあょっくちう. ‶さっい 1884 ゅ. 
╋ぇさおけ 〈けすっゃ しっ けあっくうか いぇ ‶け-
かうおしっくう ╉ぇぉぇおつうっゃぇ. ╋ぇえおぇ 
え っ けす さけょぇ くぇ ぅくおけ ]かぇゃつっゃ, 
こなさゃうはす おきっす くぇ ╁ぇさくぇ. ‶け 
ぉぇとぇ ‶けかうおしっくう っ しゃなさいぇくぇ 
し ╉ぇぉぇおつうっゃうは さけょ, けす おけえすけ 
こさけういたけあょぇ さっゃけかのちうけくっさなす 
》さうしすけ ╉ぇぉぇおつうっゃ. ╆ぇ おせき ぉうか 
こけおぇくっく ╁ぇしうか ╃させきっゃ. ]っ-
きっえしすゃけすけ うきぇ つっすうさう ょっちぇ. 
′ぇえ- ういゃっしすくう しぇ しうくけゃっすっ きせ 
╂っけさゅう う ′うおけかぇ, おけうすけ しすうゅぇす 
ょけ つうく ゅっくっさぇか-こけかおけゃくうお. 
╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ しっ ういょうゅぇ ょけ 
おけきぇくょゃぇと ╁すけさぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
ぇさきうは. ╃なとっさはすぇ ╉さなしすうくおぇ 
いぇゃなさてゃぇ おぇすけかうつっしおう こぇく-
しうけく ゃ ╀せおせさっと. ╅っくう しっ いぇ 
[ぇておけ ┿すぇくぇしけゃ, こけ-おなしくけ 
きうくうしすなさ くぇ ゃなすさってくうすっ さぇ-
ぉけすう う こさっょしっょぇすっか くぇ ╀なか-
ゅぇさしおうは けかうきこうえしおう おけきうすっす 
こさっい 1941-1944 ゅ. ‶さぇゃくせお くぇ 
ういゃっしすくうは ぇょゃけおぇす っ ′うおけかぇ 
╋ぇさおけゃ - しすぇさてう せさっょくうお ゃ 
′ぇちうけくぇかくうは うしすけさうつっしおう きせ-
いっえ.                                                                                                                        

╁しっ おなき 〈なさくけゃけ… ¨ぉゃなさ-
いぇく し ゃないさけあょっくしおう すさぇょうちうう 
う さけょくうくう, ╋ぇさおけ 〈けすっゃ いぇ-
きうくぇゃぇか けす 〈なさくけゃけ う こぇお しっ 

いぇゃさなとぇか ゃ くっゅけ. ]っきっえしすゃけすけ 
きせ しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ]けそうは しかっょ 
しきなさすすぇ くぇ 16-ゅけょうてくぇすぇ きせ 
ょなとっさは ┿くぇしすぇしうは. 〈けえ しすぇゃぇ 
うくしこっおすけさ ゃ  ╋うくうしすっさしすゃけ-
すけ くぇ こさぇゃけしなょうっすけ, くけ こさっい 
1983 ゅ. しっ いぇゃさなとぇ ゃ さけょくうは 
しう ゅさぇょ. ╆ぇさぇょう ぇょゃけおぇすしおうすっ 
しう いぇしかせゅう こけかせつうか ょゃぇ けさょっ-
くぇ いぇ ゃはさくぇ しかせあぉぇ. ]こけさっょ 
くはおけう - いぇさぇょう すけゃぇ, つっ ぉうか 
しすぇきぉけかけゃうしす. ]すぇくぇか こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ¨おさなあくうは しなゃっす 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ. ╀うか うい-
ぉさぇく いぇ ょっこせすぇす ゃ 』っすゃなさすけすけ 
くぇさけょくけ しなぉさぇくうっ, つうはすけ ちっか 
ぉうかぇ ょぇ ょぇょっ こけ-ゅけかっきう こさぇ-
ゃぇ くぇ 《っさょうくぇくょ. ╇いゃっしすくけ 
ゃさっきっ さぇぉけすうか おぇすけ きうさけゃ しな-
ょうは ゃ ゅけさくけけさはたけゃしおけすけ しっかけ 
‶ぇしおぇかっゃっち. ‶さっい 1900 ゅ. ぉうか 
けおさなあっく せこさぇゃうすっか くぇ ╀せさ-
ゅぇし. ]かせあぉぇすぇ くっ きせ こけくっしかぇ, 
すけえ しっ いぇゃなさくぇか ゃ 〈なさくけゃけ う 
けすゃけさうか ぇょゃけおぇすしおぇ おぇくすけ-
さぇ, おぇおゃぇすけ うきぇか う ゃ ]けそうは.                                                                                                                                           
 ╋ぇさおけ 〈けすっゃ こさっょしっょぇすっかしす-
ゃぇか う すなさくけゃしおけすけ つうすぇかうとっ 
“′ぇょっあょぇ”, ゃ おけっすけ こけ くっゅけゃぇ 
うょっは しっ うゅさぇかう けこっさう くぇ [けしう-
くう う ╁っさょう.
╀かっしすはと ぇょゃけおぇす. ]こけさっょ 

′うおけかぇ ╋ぇさおけゃ, こさぇょはょけ きせ ゃ 
くうおぇおなゃ しかせつぇえ くっ っ ぉうか こけ-
しかけゃうつっく くっせょぇつくうお. ╁ すなさ-
くけゃしおうは ぇょゃけおぇすしおう さっゅうしすなさ 
けす 1895 ゅ. こけょ わ 1 っ ゃこうしぇくけ 
うきっすけ くぇ ╋ぇさおけ 〈けすっゃ. 〈けえ ぉうか 
ょけしすぇ せしこってっく ぇょゃけおぇす, くっ っ 
うきぇか くうすけ っょくけ いぇゅせぉっくけ ょっかけ 
/くはおけう ういすけつくうちう けしこけさゃぇす 
すけゃぇ すゃなさょっくうっ/. ╉なき おかうっく-
すうすっ しう ぉうか ょけぉさけくぇきっさっく, ぇ 
おなき おけかっゅうすっ しう - こけしかけゃうつくけ 
つっしすっく. ]かぇゃぇすぇ きせ くぇ しかぇょ-
おけょせきっち しっ さぇいくっしかぇ う きくけゅけ 
ぇょゃけおぇすう たけょっかう ゃ しなょぇ ょぇ ゅけ 
しかせてぇす う ょぇ しっ せつぇす けす くっゅけ. 
′っゅけゃう こかっょけぇさうう ょなかゅう ゅけ-
ょうくう ぉうかう っすぇかけく いぇ ぉかっしすはとぇ 
いぇとうすぇ いぇ しすせょっくすうすっ ゃ ぃさう-
ょうつっしおうは そぇおせかすっす くぇ ]けそうえ-
しおうは せくうゃっさしうすっす, おなょっすけ こけ 
ゃさっきっ くぇ かっおちうう こさけそっしけさうすっ  
ちうすうさぇかう おぇすけ けぉさぇいっち ういさはょ-
くけ くぇこうしぇくぇ けす ╋ぇさおけ 〈けすっゃ 
あぇかぉぇ.                                         
╀うか っ ぇょゃけおぇす こけ くはおけかおけ 

ゅけかっきう ょっかぇ ゃなゃ ╁なさたけゃくうは 
おぇしぇちうけくっく しなょ. ′っゅけゃぇ しすう-
たうは ぉうかう ゅさぇあょぇくしおうすっ ょっかぇ う 
けしけぉっくけ すっいう いぇ うきけすう. ‶けかせ-
つうか すぇおぇゃぇ ういゃっしすくけしす, つっ ぉうか 
こけおぇくっく けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
きっあょせくぇさけょくぇすぇ こぇさぇたけょくぇ 
おけきこぇくうは “》けかぇくょ ┿きっさうおぇ” 
ょぇ いぇとうすぇゃぇ うくすっさっしうすっ え ゃ 
╀なかゅぇさうは. 

╀せおゃぇすぇ „え”. ╋ぇさおけ 〈けすっゃ 
ぉうか ういゃっしすっく しなし しゃけはすぇ こっ-
ょぇくすうつくけしす ゃ さぇぉけすぇすぇ. ′ぇえ-
おせさうけいくけすけ しう ょっかけ こっつっかう 

こさっい 1904 ゅ., おけゅぇすけ しなょう 
′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ いぇさぇょう 
すけゃぇ, つっ ゃ こさうっすうは いぇおけく いぇ 
けぉっいとっすはゃぇくっ くぇ せつうすっかうすっ 
うきぇかけ こさぇゃけこうしくぇ ゅさっておぇ - 
くっ ぉうかぇ ういこうしぇくぇ ぉせおゃぇすぇ „え”, 
おけっすけ こさけきっくはかけ しきうしなかぇ くぇ 
いぇおけくぇ. 〈けゅぇゃぇ 〈けすっゃ ょっきけく-
しすさうさぇか ゅけかっきうすっ しう こけいくぇ-
くうは こけ さうきしおけ こさぇゃけ - ゃ 50-
すっ しすさぇくうちう くぇ ょっかけすけ うきぇかけ 
ぉかういけ 30 ちうすぇすぇ けす かぇすうくしおう 
ういすけつくうちう.                                                                      

╃けぉさはお う そさぇくす し つせゃしすゃけ 
いぇ たせきけさ. [ぇいぉさぇかう いぇ てうさけ-
おけすけ きせ しなさちっ, こさう くっゅけ すさなゅ-
くぇかう ぉっょくはちう けす しっかぇ う こぇ-
かぇくおう. ╋ぇさおけ 〈けすっゃ うきぇか すさう 
ういゃっしすくう ょっかぇ, いぇさぇょう おけうすけ 
しっかはくうすっ きせ しっ けすぉかぇゅけょぇさう-
かう し たうかはょう ょっおぇさう けぉとうくしおぇ 
いっきは ゃ ‶かけゃょうゃしおけ う ]かうゃっく-
しおけ. ╁ ょゃっ しっかぇ おさなしすうかう ゅかぇゃ-
くうすっ せかうちう くぇ くっゅけゃけ うきっ. ╁ し. 
╃さぇゅけえくけゃけ ゅけ くぇこさぇゃうかう こけ-
つっすっく ゅさぇあょぇくうく う こけさすさっすなす 
きせ ょなかゅけ ゃさっきっ しすけはか ゃ おぇぉう-
くっすぇ くぇ おきっすぇ. 
╁ しなょぇ すけえ ぉうか ういゃっしすっく う し 

つせゃしすゃけすけ しう いぇ たせきけさ. ╁っょ-
くなあ ぇょゃけおぇすなす くぇ けすゃっすくぇすぇ 
しすさぇくぇ はゃくけ しっ はゃうか くっこけょ-
ゅけすゃっく う いぇすけゃぇ こけうしおぇか ょぇ しっ 
けすかけあう ょっかけすけ こけょ こさっょかけゅ, 
つっ しう っ いぇぉさぇゃうか つっくっすけ ゃおな-

とう. ╋ぇさおけ 〈けすっゃ しゃっすおぇゃうつくけ 
ぉさなおくぇか ゃ せしすぇすぇ しう, しゃぇかうか 
しう ういおせしすゃっくうすっ いなぉう う ういそな-
そかうか: „╉けかっゅぇ, しっゅぇ しきっ くぇ-

さぇゃくけ, ょぇ いぇこけつゃぇきっ”.
¨ぉうおぇかはか ちはかぇ ╀なかゅぇさうは う 

けぉうつぇか ょぇ おぇいゃぇ: „′ぇ ぉぇえ ╋ぇさ-
おけ 〈けすっゃ つぇくすぇすぇ, おぇすけ ゃうょう 
すさっくぇ, しぇきぇ しっ おぇつゃぇ”.
╋ぇさおけ 〈けすっゃ いくぇっか すせさしおう, 

しぇき ういせつうか そさっくしおう う すゃなさょっ 
ょけぉさっ しっ しこさぇゃはか し そさっくしおぇすぇ 
こさぇゃくぇ かうすっさぇすせさぇ. ╁ すなさあっしす-
ゃっくう しかせつぇう くうおけゅぇ くっ けぉかう-
つぇか おけしすのき, ぇ くぇ ゅかぇゃぇすぇ きせ 
ぉかっしすはか ちうかうくょなさ, ょけこなかくっく 
けす ういはとっく そさぇお. [ぇいこせしくっかけ 

かう しっ しなさ-
ちっすけ きせ, ゃ 
さぇいさっい し 
そさっくしおぇすぇ 
すさぇょうちうは ゃ 
けぉかっおかけすけ, 
こっっか し ちはかけ 
ゅなさかけ ゃない-
さけあょっくしおう 
こっしくう.  
‶ ぇ さ う す っ 

しぇきう すさなゅ-
ゃぇす しかっょ 
きっくっ. ╇きっ-
すけ きせ くぇ 
くっせょぇつくうお 
ぉうかけ しゃなさ-
いぇくけ う し こぇ-
さうすっ, おけうすけ 
いぇ くっゅけ くっ 
ぉうかう ちっか, 
ぇ しさっょしすゃけ. 
╆ぇたゃぇとぇえ-
おう しっ し 
くっとけ, すけえ 
すゃなさょっ つっし-
すけ くっ せしこは-
ゃぇか う こさっ-
すなさこはゃぇか 
そうくぇくしけゃう 
いぇゅせぉう, くけ 
こなお し そう-
かけしけそしおぇ 

こさうきうさっくけしす おぇいゃぇか: “′はきぇ 
いぇさぇさ (くはきぇ いぇゅせぉぇ).” ′っ ゅせぉっか 
くぇょっあょぇ う しせすさうく, っょゃぇ しすな-
こうか くぇ すさけすけぇさぇ こさっょ ょけきぇ しう, 
けぉうつぇか ょぇ おぇいゃぇ: “╉ぇすけ ういかはいぇ 
けす おなとう う こぇさうすっ しぇきう すさなゅ-
ゃぇす しかっょ きっくっ.” ╁ 〈なさくけゃけ う ょけ 
ょっく-ょくってっく っ けしすぇくぇか こぇきっす-
くうはす ういさぇい: “┿い くぇ ╋ぇさおけ 〈け-
すっゃ しぇきけ そぇえすけくうすっ くっ きけゅぇ ょぇ 
こかぇすは”, いぇとけすけ ゃ っょうくうは そぇえ-
すけく こなすせゃぇか すけえ, ぇ ゃ ょさせゅうは - 
ぉぇしすせくなす う てぇこおぇすぇ きせ. 
╉せすしせい う しかっょ しきなさすすぇ. [ぇい-

こさぇゃはす, つっ ╋ぇさおけ 〈けすっゃ うきぇか 

おなしきっす しぇきけ ゃ ょっくは くぇ こけゅさっ-
ぉっくうっすけ しう /せきうさぇ くぇ 26 のかう 
1936 ゅ./, いぇとけすけ ゃぇかはか ょなあょ 
う ゃしうつおう しっ くぇきけおさうかう, しぇきけ 
すけえ ぉうか くぇ しせたけ こけょ おぇこぇおぇ くぇ 
おけゃつっゅぇ. ′っしこけかせおぇすぇ, けぉぇつっ, 
くっ ゅけ けしすぇゃうかぇ くぇ きうさぇ う しかっょ 
しきなさすすぇ きせ. ′はおぇおなゃ さぇいしっはく 
こけゅさっぉぇかっく ぇゅっくす しかっょ ゃさっきっ 
くぇしすぇくうか ゃ ゅさけぉぇ きせ しなこさせゅぇ-
すぇ くぇ ういゃっしすっく こさけそっしけさ. [けょ-
くうくうすっ くぇ ╋ぇさおけ 〈けすっゃ ゃいっかう 
こさうしなさちっ すぇいう ゅけかはきぇ くっしこさぇ-
ゃっょかうゃけしす う いぇゃっかう ょっかぇ. 〈っ 
こさけょなかあうかう ぉっいおさぇえくけ ょなかゅけ, 
くけ くぇおさぇは ゃしっ こぇお ╋ぇさおけ 〈け-
すっゃ けしすぇくぇか しぇき ゃなゃ ゃっつくけすけ しう 
あうかうとっ. ╉ぇすけ こさけういくぇしはか こさう-
しなょぇすぇ, しなょうはすぇ こさけさけくうか: “╄た, 
ぉぇえ ╋ぇさおけ, ぉぇえ ╋ぇさおけ, すけ くぇ 
すっぉっ ゃしっ すぇおぇ とっ すう しっ しかせつう!”
„《うぇしおけ - くぇえ-ょけぉさぇすぇ こう-

っしぇ くぇ ╋ぇさおけ 〈けすっゃ“. ‶さっい 
2012 ゅ. ゃ 〈なさゅけゃうとっ っ こけしすぇ-
ゃっく しこっおすぇおなか し すけゃぇ いぇゅかぇゃうっ, 
し ‶ぇゃっか ‶けこぇくょけゃ ゃ ゅかぇゃくぇすぇ 
さけかは. ╆ぇ こなさゃう こなす くぇ しちっくぇ しぇ 
ういゃっょっくう っょくう けす くぇえ-はさおうすっ 
つっさすう ゃ たぇさぇおすっさぇ くぇ ぉなかゅぇ-
さうくぇ – しすさぇしすすぇ きせ ょぇ しっ しぇきけ-
しなあぇかはゃぇ, ょぇ ゃうくう ょさせゅうゅけ いぇ 
くっせょぇつうすっ しう う ょぇ いぇっきぇ こけ-
しかっょくうすっ きっしすぇ ゃ こけかけあうすっか-
くうすっ おかぇしぇちうう. ]こけさっょ ぇゃすけさう-
すっ, ╋ぇさおけ 〈けすっゃ っ いぇこぇいっくぇすぇ 
きぇさおぇ くぇ ょなさあぇゃぇ, ういゃっしすくぇ し 
くぇえ-ゅけかはき ぉさけえ くっせょぇつくうちう くぇ 
ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ. ╁ こうっしぇ-
すぇ „《うぇしおけ” すけえ っ しぉけさっく けぉさぇい 
う ょけおぇいぇすっかしすゃけ いぇ さぇいきくけあぇ-
ゃぇくっ くぇ くっせしこったぇ.
╋ぇさおけかけゅうは. ╇きぇ すぇおぇゃぇ 

くぇせおぇ - いぇ ゃしっけぉとうは おせすしせい. 
′ぇさっつっくぇ っ くぇ ╋ぇさおけ 〈けすっゃ. 
╋ぇさおけかけゅうはすぇ っ しぉけさ けす いぇおけ-
くう いぇ おせすしせいぇ ゃ くぇえ-さぇいかうつくう 
けぉかぇしすう. ′っうく しないょぇすっか こさっい 
1991 ゅ. っ ┿さすせさ ╉ぇさか ╉けさょけく, 
おけえすけ しきはすぇ しっぉっ しう いぇ „╂かぇゃっく 
きぇさおけかけゅ くぇ さっこせぉかうおぇすぇ”. ‶け 
こさけそっしうは っ っかっおすさけうくあっくっさ. 
[けょっく っ ゃなゃ ╁ぇさくぇ こさっい 1951 ゅ., 
ぇ けす 1992 ゅ. あうゃっっ ゃ ]┿】. ╀うか 
っ こさっこけょぇゃぇすっか ゃ 〉くうゃっさしうすっすぇ 
くぇ ╃っかぇせっなさ, しっゅぇ っ くぇせつっく さな-
おけゃけょうすっか ゃ ゅさせこぇすぇ こけ ういおせしす-
ゃっく うくすっかっおす ゃ ゅさぇょ 《さうこけさす, 
〈っおしぇし. „┿おけ くうっ, ぉなかゅぇさうすっ, 
くぇょきうくぇゃぇきっ こけ くっとけ こけつすう 
ゃしうつおう しゃっすけゃくう くぇちうう, すけ すけゃぇ 
っ おせすしせいなす. 『はかぇすぇ くう うしすけさうは 
っ くうい けす ╋ぇさおけすけすっゃしおう きなくうし-
すぇ. ╆ぇすけゃぇ っ さっょくけ しうきゃけかなす くぇ 
かけてうは おなしきっす ょぇ っ ぉなかゅぇさうく 
う くっゅけゃけすけ うきっ ぉっいしこけさくけ っ 
╋ぇさおけ 〈けすっゃ”, おぇいゃぇ ゅかぇゃくうはす 
きぇさおけかけゅ くぇ さっこせぉかうおぇすぇ. 〈けえ 
そけさきせかうさぇ くぇょ 150 ╋ぇさおけ-
いぇおけくぇ, ういさぇいはゃぇとう ぇぉしせさょう-
すっ くぇ けぉとっしすゃぇ おぇすけ くぇてっすけ. 
‶なさゃうはす っ けしけぉっくけ ぇおすせぇかっく, 
おけゅぇすけ ╀なかゅぇさうは っ こさっょ ういぉけ-
さう: ̈ ぉっとぇくうはすぇ くぇ おぇおぇゃうょぇすぇ 
し くうとけ くっ ぇくゅぇあうさぇす こっこっさせ-
ょぇすぇ. ╁すけさうはす - ′ぇえ-すさっいゃうすっ 
きうしかう うょゃぇす しかっょ しうかくけ くぇこう-
ゃぇくっ. 〈さっすうはす - ′ぇえ-ょけぉさけすけ 
こさうしこうゃぇすっかくけ っ しせすさってくうはす 
いゃなく くぇ ぉせょうかくうおぇ. ╊のぉうき くぇ 
ぇゃすけさぇ っ ╆ぇおけくなす いぇ ういすけつくうおぇ 
くぇ かなつっいぇさくうは けこすうきういなき くぇ 
╋ぇさおけ 〈けすっゃ, おけえすけ ゅかぇしう: ╇ 
こなおなかなす いぇ くぇし っ こさぇゃっく. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╆ぇぉっかっあうすっかくうはす ぇょゃけおぇす, ょっこせすぇす, つうすぇかうとっく 
ょっっち う けぉとっしすゃっくうお  ╋ぇさおけ 〈けすっゃ っ さけょっく こさっい 
1858 ゅ. ゃ 〈なさくけゃけ. [ぇぉけすうか っ おぇすけ しなょうは ゃ さけょ-
くうは しう ゅさぇょ, ぉうか っ うくしこっおすけさ ゃ  ╋うくうしすっさしすゃけ-
すけ くぇ こさぇゃけしなょうっすけ ゃ ]けそうは, こさっょしっょぇすっか くぇ 
¨おさなあくうは しなゃっす ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, ょっこせすぇす 
ゃ 』っすゃなさすけすけ くぇさけょくけ しなぉさぇくうっ, こさっょしっょぇすっか 
くぇ つうすぇかうとっ „′ぇょっあょぇ“, けおさなあっく せこさぇゃうすっか 
くぇ ╀せさゅぇし. ╇きぇか ぇょゃけおぇすしおう おぇくすけさう ゃ ]けそうは う 
〈なさくけゃけ, こけきぇゅぇか くぇ ぉっょくうすっ しう おかうっくすう.
]ぇき ういせつうか すせさしおう う そさっくしおう.                                                                                    
╁なこさっおう こなかくけちっくくうは  きせ あうゃけす, ぉうか しきは-

すぇく いぇ くっせょぇつくうお. ╇きっすけ きせ う ょくっし けかう-
ちっすゃけさはゃぇ つけゃっお, くぇ おけゅけすけ くっ きせ ゃなさゃう.                                                                                                                        
〉きうさぇ こさっい 1936 ゅ. ゃ ]けそうは.
‶け こけゃけょ 150-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす さけあょっくうっすけ 

きせ ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ っ けすおさうすぇ ういかけあぉぇ „′っ-
こけいくぇすうはす う こけいくぇす ╋ぇさおけ 〈けすっゃ“.

‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ う ょさせゅう きぇてうくけしすさけうすっかくう そうさきう けす ╉ぇいぇくかなお う さっゅう-
けくぇ しっ しさっとくぇたぇ ゃ さぇぉけすくぇ しさっとぇ くぇ せつうかうとくけすけ くぇしすけはすっかしすゃけ くぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ 

ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ けぉしなょはす さっいせかすぇすうすっ けす しなゃきっしすくぇすぇ しう 
さぇぉけすぇ ゃ こけょおさっこぇ くぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ おぇょさう いぇ ぉさぇくてぇ. „╋+]  》うょさぇゃかうお”,  „》うょさけこくっゃ-
きけすったくうおぇ”, „╇くょせしすさうぇかすったくうお”, „╉さっい - ╃”, いぇっょくけ し くぇえ-ゅけかはきけすけ こさっょこさうはすうっ ゃ きぇてう-
くけしすさけっくっすけ - „┿さしっくぇか“ ┿╃, こけょおさっこはす せつうかうとっすけ ゃ くっゅけゃうは けこうす こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
ょぇ しなあうゃう こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ おぇょさう いぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ. 
‶け ゃさっきっ くぇ さぇぉけすくぇすぇ しさっとぇ こさっょ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ぉういくっしぇ ょうさっおすけさなす くぇ ゅうきくぇいうは-

すぇ ╋ぇさうぇくぇ ╃っきうさっゃぇ しこけょっかう せょけゃかっすゃけさっくうっすけ しう けす くぇこさっょなおぇ くぇ せつうかうとっすけ ゃ こけしかっょ-
くぇすぇ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ - さぇぉけすぇすぇ こけ さぇいかうつくう こさけっおすう, ういゃなさてっくうすっ ゅけかっきう さっきけくすくう 
ょっえくけしすう う こさけきっくう, おけうすけ こけょけぉさはゃぇす さっぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ しさっょぇ いぇ せつっくうちう う せつうすっかう. 
„╇きぇきっ いくぇつうすっかくう せしこったう ゃ せつっくうつっしおうすっ こさぇおすうおう, おけうすけ しっ けしなとっしすゃはゃぇす し こけきけとすぇ くぇ 
そうさきうすっ-こぇさすくぬけさう“, っ おけくしすぇすぇちうはすぇ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇゅうきくぇいうはすぇ.

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”


