
╇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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╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
╅ちつかせあしつさけてか をうかてせけぬけ

╉とあしせそてそ そいちあくそうあせけか すそきか おあ ちかのけ たちそいしかすあ つ おかなけぬけてあ せあ
さうあしけなけぬけちあせけ ちあいそてせけぬけ う たちそすけのしかせそつててあ

╆ひしえあちけみ けすあ たそてかせぬけあし くあ たちそけくうそおつてうそ 
せあ すけさちそ- け せあせそかしかさてちそせけさあ, たそつそねうあて 

あうてそちけてか せあ „╆みしあてあ させけえあ”

на стр. 6

на стр. 7

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

на стр.  3

ゑëñ½ñÖí ó êÜëí

╆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¨っ 2015-2025 ╈.”

『かきけつへそちひて 〉けさそしあこ ╈とせおかちそう:
〉か くあつてちあにそうあこてか すかねてけてか つけ!

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 2
》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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╃ゃぇきぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
„┿さしっくぇか” う つかっくけゃっ くぇ 

ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-
かなお ゃいったぇ せつぇしすうっ ゃ しさっとぇ  し 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ きっしすくぇすぇ 
ゃかぇしす ゃ [せしうは. ぅくおけ ╆ぇこさは-

くけゃ, ょうさっおすけさ ”〈ったくけかけゅうつ-
くけ けぉけさせょゃぇくっ う うくけゃぇちうう”, 
う 『ゃっすぇく 【うおけゃ - さなおけゃけ-
ょうすっか くぇ くぇこさぇゃかっくうっ „‶さけ-
っおすうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う 
しすさけうすっかしすゃけ”, ぉはたぇ つぇしす けす 
こさっょしすぇゃうすっかくぇ  ゅさせこぇ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, しさっとくぇかぇ 
しっ し 5-きぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
させしおうすっ けぉとうくう, けすかうつっくう ゃ 
おけくおせさしぇ „¨すゃけさっくぇ けぉとう-
くぇ”. ]さっとぇすぇ うきぇてっ いぇ ちっか 
ょぇ いぇこけいくぇっ させしおうすっ こさっょ-
しすぇゃうすっかう し ゃないきけあくけしすうすっ 
いぇ ぉういくっし ゃ ╉ぇいぇくかなておけ う し 
きっしすくうすっ いぇぉっかっあうすっかくけしすう. 
‶け こさっょゃぇさうすっかくぇ うくそけさ-

きぇちうは, させしおうすっ ゅけしすう すさはぉゃぇ-
てっ ょぇ せつぇしすゃぇす う ゃ しなゃきっしすっく 
ぉなかゅぇさけ-させしおう ぉういくっし そけさせき 
ゃ ]けそうは, おけえすけ ぉっ けすかけあっく ゃ 

╃ぇ, ぇい とっ しなき くぇえ-ゃっかう-
おうはす ぇさたうすっおす くぇ ゃしうつ-

おう ゃさっきっくぇ. 《さぇくお ╊うくおなかく 
[ぇえす っ さけょっく ゃ [うつかぇくょ しっくすなさ 
ゃ せつうすっかしおけ しっきっえしすゃけ. ╉ぇすけ 
ょっすっ きくけゅけ しう うゅさぇっか し おせぉつっ-
すぇ - おけくしすさせおすけさ くぇ 《さぬけぉっか. 
╋ぇえおぇ きせ きっつすぇっかぇ すけえ ょぇ しすぇ-
くっ こさけつせす ぇさたうすっおす, くけ っょゃぇ かう 
っ こけょけいうさぇかぇ, つっ しうくなす え とっ しっ 
こさっゃなさくっ ゃ しゃっすけゃっく っすぇかけく. ┿ 
しぇきうはす 《さぇくお いぇはゃはゃぇ: “╁ない-
くぇきっさはゃぇき ょぇ ぉなょぇ くっ しぇきけ 
くぇえ-ゃっかうおうはす ぇさたうすっおす, おけえすけ 
くはおけゅぇ しっ っ さぇあょぇか, ぇ くぇえ-ゃっ-
かうおうはす ぇさたうすっおす, おけえすけ くはおけゅぇ 

とっ しなとっしすゃせゃぇ. ╃ぇ, ぇい とっ しなき 
くぇえ-ゃっかうおうはす ぇさたうすっおす くぇ ゃしうつ-
おう ゃさっきっくぇ.”
‶なさゃう しすなこおう ゃ しすさけうすっか-

しすゃけすけ.  《さぇくお ゅう こさぇゃう こけ 
こさうくせょぇ - ぉぇとぇ きせ くぇこせしおぇ 
しっきっえしすゃけすけ う 17-ゅけょうてくうはす 
きかぇょっあ こけっきぇ けすゅけゃけさくけしすすぇ いぇ 
ういょさなあおぇすぇ くぇ きぇえおぇ しう う ょゃっすっ 
しう しっしすさう. ‶さうっきぇ きぇえつうくぇすぇ しう 
そぇきうかうは ╊けえょ. ╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ 
こさう きっしすっく こさっょこさうっきぇつ, おぇすけ 
こけしっとぇゃぇ う つぇしけゃっ こけ つっさすぇくっ 
う さうしせゃぇくっ ゃ せくうゃっさしうすっすぇ. ╁ 
ぇすっかうっすけ くぇ ╃あけせいっそ ]うかしぉっっ 
さぇぉけすう おぇすけ つっさすけあくうお しさっとせ 
しおさけきくうすっ 8 ょけかぇさぇ くぇ つぇし, ぇ 
しかっょ けおけかけ ゅけょうくぇ しっ こさっきっしす-
ゃぇ くぇ こけ-こかぇすっくぇ こけいうちうは ゃ 
』うおぇゅけ. ╆ぇこけいくぇゃぇ しっ し ╊せうし 
]なかうゃぇく, おけゅけすけ こけ-おなしくけ とっ 
こさういくぇっ いぇ „っょうくしすゃっくうは ぇさたう-
すっおす, おけえすけ っ けおぇいぇか ゃかうはくうっ いぇ 
さぇいゃうすうっすけ きせ”. ╇ すなえ おぇすけ ぉさけ-
はす くぇ うくょうゃうょせぇかくうすっ こけさなつおう 
くぇ 《さぇくお ぉなさいけ さぇしすっ, ]なかうゃぇく 
さってぇゃぇ ょぇ しっ さぇいょっかう し ぇきぉう-
ちうけいくうは しう せつっくうお.
‶さっさうえくうはす しすうか, ╉ぇすさうく 

う 6 ょっちぇ. ‶さっい 1889 ゅ. [ぇえす しっ 
あっくう いぇ こなさゃぇすぇ けす すさうすっ しう しな-
こさせゅう - ╉ぇすさうく ╉かぇさお, ょなとっさは 
くぇ ぉけゅぇす ぉういくっしきっく. 〈けえ こけこぇ-
ょぇ ゃ けぉおさなあっくうっ, おぇおゃけすけ ょけ 
きけきっくすぇ きせ っ かうこしゃぇかけ. ╇きぇか 
しかぇぉけしす おなき かせおしけいくうすっ ょさったう 
う おけかう う いぇさぇょう すけゃぇ, ゃなこさっおう 
しすぇぉうかくうすっ しう ょけたけょう, こぇさうすっ 
くっ きせ ょけしすうゅぇかう. ] ゃいっすう くぇ-
いぇっき 5000 ょけかぇさぇ しっきっえしすゃけすけ 
こけしすさけはゃぇ しけぉしすゃっく ょけき ゃ ¨せお 
こぇさお, ╇かうくけえし. 〈ぇき しっ さぇあょぇす 
う てっしすすっ うき ょっちぇ. ╁ ょけきぇ しう 
《さぇくお しないょぇゃぇ かぇぉけさぇすけさうは, 

おなょっすけ, こけゃかうはく けす おなとうすっ くぇ 
こなさゃうすっ ぇきっさうおぇくしおう いぇしっかくう-
ちう, こけかぇゅぇ けしくけゃうすっ くぇ けさゅぇ-
くうつくぇすぇ ぇさたうすっおすせさぇ. [ぇあょぇ しっ 
こさけつせすうはす “こさっさうっく しすうか”, くっ-
ゅけゃぇ いぇこぇいっくぇ きぇさおぇ - おなとう けす 
っしすっしすゃっくう きぇすっさうぇかう, し ゅけかっきう 
こさけいけさちう, し おぇきうくぇ ゃ しさっょぇすぇ くぇ 
ょけきぇ, し くうしおう こけおさうゃう う せょなか-
あっくう かうくうう, っしすっしすゃっくけ しかうゃぇ-
とう しっ し こっえいぇあぇ. ╅せさくぇかうしすう-
すっ  ゃなゃ ゃないすけさゅ こうてぇす: “〈けゃぇ っ 
しゃっすうかうとっ, おなょっすけ しっ しさっとぇす 
ょせたなす くぇ こさうさけょぇすぇ う ょせてぇすぇ 
くぇ つけゃっおぇ”. ╃け 1900 ゅ. ゃ うょうかうつ-
くけすけ ぇきっさうおぇくしおけ こさっょゅさぇょうっ し 

けぉてうさくう こけかはくう ういさぇしすゃぇす くぇょ 
60 すぇおうゃぇ おなとう.  
╋っえきぇ う ゅけかはきぇすぇ すさぇゅっ-

ょうは. ¨しゃっく ぇさたうすっおすせさぇすぇ, 
《さぇくお うきぇか う ょさせゅぇ しすさぇしす - あっ-
くうすっ. ╃けおぇすけ こさけっおすうさぇか おなとぇ 
いぇ しゃけは しなしっょ, すけえ しっ ゃかのぉうか 
ゃ しなこさせゅぇすぇ きせ ╋っえきぇ 』っえくう 
-  きけょっさくぇ そっきうくうしすおぇ し ぉけゅぇす 
うくすっかっおす. [ぇえす とっ すゃなさょう, つっ 
すは っ ゅけかはきぇすぇ きせ かのぉけゃ. ¨ぉ-
とっしすゃけすけ ぉうかけ しおぇくょぇかういうさぇくけ 
けす くけゃぇすぇ ゃさないおぇ. ]きはすぇえおう, 
つっ こさぇゃけすけ くぇ かうつくけ とぇしすうっ 
っ くっこさうおけしくけゃっくけ, 《さぇくお う 
╋っえきぇ いぇきうくぇゃぇす いぇ ╄ゃさけこぇ. 
┿きぉうちううすっ きせ しぇ くっゃっさけはすくう, 
しかぇゃぇすぇ きせ ゅかぇゃけかけきくけ さぇしすっ, 
けしけぉっくけ しかっょ おぇすけ こさっい 1910 
ゅ. ゃ ╀っさかうく  ういょぇゃぇす  ょゃせすけきっく 
ぇかぉせき しなし 100 くっゅけゃう こさけっおすぇ.                                                                                                            
]ぉなょくぇすぇすぇ かのぉけゃ しっ こさっゃさな-
とぇ ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ すさぇゅっょうは いぇ 
ゅっくうぇかくうは ぇさたうすっおす. ]ゅさぇょうすっ, 
おけうすけ こさぇゃっか, ぉうかう ゃうくぇゅう し 
っょくぇ ゃさぇすぇ. ′ぇ 15 ぇゃゅせしす 1914 
ゅ. うおけくけきなす くぇ うきっくうっすけ うき 〈ぇ-
かうっしうく こさっょういゃうおゃぇ こけあぇさ う ゃ 
こさうしすなこ くぇ かせょけしす いぇしすさっかゃぇ くぇ 
っょうくしすゃっくうは ういたけょ 8 ょせてう けす 
こっさしけくぇかぇ. ]さっょ あっさすゃうすっ しぇ 
╋っえきぇ う ょゃっすっ え ょっちぇ. [ぇえす っ 
くぇ ゃなさたぇ くぇ けすつぇはくうっすけ. ′せあくう 
しぇ きせ こけゃっつっ けす ょっしっす ゅけょうくう, 
いぇ ょぇ しっ ゃなさくっ おなき くけさきぇかくうは 
あうゃけす. ╇ いぇ ょぇ っ ゃっつっく しこけきっくなす 
いぇ ╋っえきぇ, さぇてぇゃぇ ょぇ こけしすさけう いぇ 
ゃすけさう こなす しゅさぇょぇすぇ, ゃ おけはすけ しぇ 
ぉうかう とぇしすかうゃう. ′け う すぇいう しゅさぇ-
ょぇ ういゅぇさは ょけ けしくけゃう…
╃ぇかっつくうはす ╇いすけお. ╆ぇ こなさゃう 

こなす [ぇえす こなすせゃぇ ょけ ぅこけくうは こさっい 
1905 ゅ., おぇすけ いぇこけつゃぇ ょぇ おけかっお-
ちうけくうさぇ う すなさゅせゃぇ し すさぇょうちうけく-

くぇ はこけくしおぇ ゅさぇそうおぇ. ¨すくけゃけ 
こなすせゃぇ ょけ ぅこけくうは こさっい 1915 
ゅ. う 6 ゅけょうくう あうゃっっ ゃ 〈けおうけ. 
‶さけっおすうさぇ せつうかうとっ う くはおけか-
おけ そぇきうかくう おなとう, しかっょ おけっ-
すけ こけかせつぇゃぇ こけさなつおぇ いぇ たけすっか 
„╇きこっさうぇか“. ╉さぇしうゃぇすぇ しゅさぇょぇ 
っ いぇぉっかっあうすっかくぇ う し ういおかのつう-
すっかくぇすぇ しう しすぇぉうかくけしす - きくけゅけ 
たけさぇ しぇ しこぇしっくう こさう けこせしすけてう-
すっかくけ いっきっすさっしっくうっ こさっい 1923 
ゅ. ╋っあょせゃさっきっくくけ [ぇえす こなすせゃぇ 
ょけ ╉うすぇえ う ╉けさっは.          
′っゃっさけはすくぇすぇ ¨かゅうゃぇくくぇ. 

〈ぇおぇ くぇさうつぇかう ぇさうしすけおさぇす-
おぇすぇ けす させしおう こさけういたけょ ¨かゅぇ 
╇ゃぇくけゃくぇ 》うくちっくぉせさゅ, し おけはすけ 
[ぇえす しっ いぇこけいくぇゃぇ こさっい 1924 ゅ. 
こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃかっくうっ くぇ 
‶っすさけゅさぇょしおうは ぉぇかっす ゃ 』うおぇゅけ. 
╂けょうくぇ こさっょう すけゃぇ ぇさたうすっおすなす 
あうゃっっ しなし しおせかこすけさおぇすぇ ╋っさう-
ぇき ′けっか, し おけはすけ しおけさけ しっ さぇい-
ょっかはす いぇさぇょう こさうしすさぇすっくけしすすぇ 
え おなき きけさそうくぇ.
¨かゅぇ う 《さぇくお いぇあうゃはゃぇす いぇ-

っょくけ ゃなゃ 《うくうおし, ┿さういけくぇ, ゃ 
こけしすさけっくうは くぇくけゃけ 〈ぇかうっしうく, 
おなょっすけ しっ さぇあょぇ ょなとっさは うき ╈け-
ゃぇくぇ. ╆ぇさぇょう おなしけ しなっょうくっくうっ 
うきっくうっすけ けすくけゃけ ういゅぇさは. ′はきぇ 
あっさすゃう, くけ けゅなくはす こけゅかなとぇ 
はこけくしおう ゅさぇゃのさう いぇ きうかうけくう 
ょけかぇさう. [ぇえす っ ういすけとっく けす さぇ-
ぉけすぇ, しすさぇょぇ けす ぉけかおう ゃ しすぇゃう-
すっ. ‶けょおさっこはく けす ょっかうおぇすくけすけ 
さぇきけ くぇ ¨かゅぇ, すけえ せしこはゃぇ ょぇ 
しっ きけぉうかういうさぇ. ‶うてっ おくうゅう, 
こなすせゃぇ う ういくぇしは かっおちうう, おけっ-
すけ ゅけ こさぇゃう けとっ こけ-ういゃっしすっく ゃ 
きっあょせくぇさけょっく こかぇく. ╃ゃぇきぇすぇ 
けしくけゃぇゃぇす ぇさたうすっおすせさくぇ ておけ-
かぇ, ゃ おけはすけ しすせょっくすうすっ くっ しぇきけ 
せしゃけはゃぇかう ぇさたうすっおすせさくぇすぇ くぇせ-
おぇ, くけ こけかせつぇゃぇかう いくぇくうは う こけ 
そっさきっさしすゃけ, ゅさぇょうくぇさしすゃけ う 
ゅけすゃぇさしすゃけ, ういせつぇゃぇかう きせいうおぇ, 
ういおせしすゃけ う すぇくちう.                                      
ぃしけくけゃしおうすっ おなとう. ╋ぇかおけ 

こさっょう ょぇ くぇゃなさてう 70, しかっょ ょゃっ 
ょっしっすうかっすうは いぇすうてうっ, いぇこけつゃぇ 
„ゅけかはきけすけ いぇゃさなとぇくっ” くぇ [ぇえす  
おぇすけ ぇさたうすっおす-くけゃぇすけさ. ╆ぇ おかう-
っくすうすっ しう けす しさっょくぇすぇ おかぇしぇ すけえ 
さぇいさぇぉけすうか くっしおなこう こさけっおすう, 
おけうすけ くぇさっおなか „のしけくけゃしおう” - けす 
しなおさぇとっくうっすけ USONA - Unites 
States of Nothern America. 〈っ 
さっぇかういうさぇかう おけくちっこちうはすぇ きせ  

いぇ ょっせさぉぇくういうさぇくっ くぇ こさっくぇしっ-
かっくうは ゅさぇょ つさっい いぇしすさけはゃぇくっ くぇ 
こさっょゅさぇょうはすぇ し くうしおう そぇきうか-
くう おなとう し てうさけお こけおさうゃ, ぉっい 
こさうしかせゅぇ, し けしくけゃくけ こさっゃけいくけ 
しさっょしすゃけ - ぇゃすけきけぉうかなす. 〈っいう 
おなとう しぇ こさぇおすうつくう, おけきこぇおすくう, 
うおけくけきうつくう う すったくけかけゅうつくう. 
╉せたくうすっ ぉうかう きぇかおう, ょけかっこっくう 
ょけ すさぇこっいぇさううすっ, おけうすけ こかぇゃくけ 
こさっきうくぇゃぇかう ゃ ょくっゃくぇすぇ - ちっく-
すさぇかくけすけ こけきっとっくうっ いぇ けぉとせ-
ゃぇくっ, し そけおせし ゃなさたせ おぇきうくぇすぇ 
ゃ しさっょぇすぇ. 〈ぇおぇ けす おせたくはすぇ ょけ-
きぇおうくはすぇ きけあっかぇ ょぇ くぇぉかのょぇ-

ゃぇ ょっちぇすぇ う ょぇ けぉとせゃぇ し ゅけしすうすっ 
ゃ ょくっゃくぇすぇ. ]こぇかくうすっ ぉうかう うい-
けかうさぇくう う くっゅけかっきう, くぇしなさつぇ-
ゃぇえおう しっきっえしすゃけすけ ょぇ しっ しなぉうさぇ 
ゃ ょくっゃくぇすぇ. ╉けくちっこちうはすぇ ぉうかぇ: 
こさけしすさぇくしすゃぇ ゃきっしすけ しすぇう. [ぇえす 
ぉうか すけかおけゃぇ こさっちういっく, つっ けぉさな-
とぇか ゃくうきぇくうっ くぇ ゃしっおう ょっすぇえか 
う しぇき こさけっおすうさぇか ゃしうつおけ けすゃなく 
う ゃなすさっ ゃ しゅさぇょぇすぇ. 
╂さぇょけせしすさけえしすゃっくう こさけっお-

すう. [ぇえす こけかせつうか けぉとけ 41 ゅさぇ-
ょけせしすさけえしすゃっくう こけさなつおう. ¨とっ 
こさっい 1900 ゅ. けぉきうしかは くっすさぇょう-
ちうけくっく こさけっおす /おけえすけ くっ しっ さっ-
ぇかういうさぇ/ し きぇおしうきぇかくけ ういこけかい-
ゃぇくっ くぇ こさけしすさぇくしすゃけすけ: ゃきっしすけ 
ょなかゅうすっ さっょうちう けす おなとう くぇ せし-
こけさっょくう せかうちう, すけえ さぇいこけかぇゅぇ 
おなとうすっ くぇ ゅさせこう けす こけ つっすうさう 
おゃぇょさぇすくう こぇさちっかぇ, けぉさぇいせゃぇとう 
ゅけかはき おゃぇょさぇす, こけ つううすけ しすさぇくう 
きうくぇゃぇす こなすうとぇすぇ. ‶さっい 1913 
ゅ. ゃ 』うおぇゅけ すけえ せつぇしすゃぇ ゃ おけく-
おせさし いぇ こさけっおすうさぇくっ くぇ ゅさぇょしおう 
おゃぇさすぇか. ‶さけっおすなす きせ ぉうか しなけ-
ぉさぇいっく し さぇいかうつくうすっ しけちうぇかくう 
しかけっゃっ. ‶け-かせおしけいくうすっ おなとう しぇ 
さぇいこけかけあっくう ゃ こけ-しおなこうすっ いけくう, 
ぇ こぇさおけゃっ う けぉとう こさけしすさぇくしすゃぇ 
ゅう ょっかはす けす こけ-しおさけきくうすっ おなとう 
う ぉかけおけゃっ し ぇこぇさすぇきっくすう. 〈けゃぇ っ 
そうかけしけそうはすぇ きせ いぇ ょっちっくすさぇかう-
いぇちうは くぇ ゅけかっきうは ゅさぇょ. ]こけさっょ 
くっゅけ, ぉなょっとっすけ くぇ あうかうとぇすぇ ゃ 
┿きっさうおぇ っ ういゃなく ゅけかっきうすっ ゅさぇ-
ょけゃっ. 
╉なとぇすぇ くぇょ ゃけょけこぇょぇ. ‶さっい 

1935-39 ゅ. ゃ いっかっくうすっ ゅけさう おさぇえ 
╋うか [なく, ‶っくしうかゃぇくうは, [ぇえす 
こけしすさけはゃぇ いぇ ╄. ╉ぇせそきぇく うい-
ゃっしすくぇすぇ „╉なとぇ くぇょ ゃけょけこぇょぇ” し 
ゃうしはとう くぇょ おぇしおぇょぇすぇ ぉぇかおけくう 
う すっさぇしう - ぉさうかはくすっく こさうきっさ いぇ 
っょうくっくうっ し こさうさけょぇすぇ. 』ぇしす けす 
しおぇかぇすぇ っ ゃなすさっ ゃ いょぇくうっすけ う っ 
ういこけかいゃぇくぇ ゃ けそけさきかっくうっすけ くぇ 
うくすっさうけさぇ. ╉なとぇすぇ くぇょ ゃけょけこぇ-
ょぇ っ しさっょ ╃っしっすすっ ぇさたうすっおすせさくう 
てっょぬけゃなさぇ くぇ 20 ゃっお, けこけゃっしすっ-
くう けす ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ ぇおぇょっ-
きうは くぇ ぇさたうすっおすうすっ. 
〉くうおぇかくけ ゃうしけおけっすぇあくけ 

しすさけうすっかしすゃけ. [ぇえす しすさけう う 
くっあうかうとくう いょぇくうは, しさっょ おけう-
すけ くぇえ-ういゃっしすくぇ っ ぇょきうくうしすさぇ-
すうゃくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ 14 っすぇあぇ くぇ 
おけきこぇくうはすぇ „╃あけくしなく 〉ぇおし” ゃ 
[ぇしうく, 〉うしおけくしうく. ╁ ちっくすなさぇ 

くぇ おけくしすさせおちうはすぇ っ ゅけかはきぇ さぇ-
ぉけすくぇ いぇかぇ し ょなさゃけゃうょくぇ おけかけ-
くぇょぇ. ¨おけかけ „しすゃけかぇ” しぇ ゅさせこう-
さぇくう ぇしぇくしぬけさうすっ, ぇ っすぇあうすっ 
しっ さぇいすゃぇさはす おぇすけ おかけくうすっ くぇ 
ょなさゃけ. ¨すゃなく ちはかぇすぇ しゅさぇょぇ っ 
ういけかうさぇくぇ しなし しすなおかっく おけあせた. 

╄ょうくしすゃっくうはす こけしすさけっく こけ こさけ-
っおす くぇ [ぇえす くっぉけしすなさゅぇつ っ ‶さぇえし 
〈ぇせなさ,19-っすぇあくぇ おせかぇ ゃ ╀ぇさ-
すなかしゃうか, ¨おかぇたけきぇ, こけしすさけっくぇ 
いぇ くっそすけたうきうつっしおぇすぇ おけきこぇくうは 
くぇ 》. ‶さぇえし. ‶さっい 2007 ゅ. ‶さぇえし 
〈ぇせなさ っ けぉはゃっくぇ いぇ くぇちうけくぇかくぇ 
うしすけさうつっしおぇ いぇぉっかっあうすっかくけしす. 
]すなおかけすけ. [ぇえす っ っょうく けす こなさ-

ゃうすっ ぇさたうすっおすう, こさけっおすうさぇかう 
う ういさぇぉけすゃぇかう っかっおすさうつっしおう 
かぇきこう, ゃおか. っょくう けす こなさゃうすっ 
しゃけぉけょくけ しすけはとう かぇきこうけくう う 
こなさゃうすっ しすなおかっくう ぇぉぇあせさう ゃなゃ 
そけさきぇ くぇ しそっさぇ. ]すなおかけすけ いぇっ-
きぇ しこっちうぇかくけ きはしすけ ゃ こさけっおすうすっ 
きせ – すけ こけいゃけかはゃぇ くぇぉかのょっくうっ 
くぇ ゃなくてくうは しゃはす う けしうゅせさはゃぇ 
いぇしかけく けす ょなあょ う ゃはすなさ. [ぇえす ゅけ 
しさぇゃくはゃぇ し けゅかっょぇかぇすぇ くぇ こさう-
さけょぇすぇ: っいっさぇすぇ う さっおうすっ. 
【っょぬけゃなさなす „╀っかうはす けた-

かのゃ”. 》うす ゃ おなしくけすけ すゃけさつっしすゃけ 
くぇ [ぇえす っ きせいっはす ]けかけきけく ╂せゅっく-
たぇえき ゃ ′の ╈けさお - っょうく けす しうき-
ゃけかうすっ くぇ ╋ぇくたぇすなく, くぇょ おけえすけ 
ぇさたうすっおすなす さぇぉけすう 16 ゅけょうくう. 
]ゅさぇょぇすぇ, くぇさうつぇくぇ „╀っかうはす 
けたかのゃ”, しっ ういょうゅぇ こかぇゃくけ おぇすけ 
ぉっあけゃぇ しこうさぇかぇ, ぇ ゃなすさってくけしす-
すぇ え こさうかうつぇ くぇ けたかのゃ. ′っえくぇすぇ 
せくうおぇかくぇ ちっくすさぇかくぇ ゅっけきっすさうは 
っ いぇきうしかっくぇ し ちっか こけしっすうすっかうすっ 
ょぇ ゃいっきぇす ぇしぇくしぬけさぇ う ょぇ いぇこけ-
つくぇす けぉうおけかおぇすぇ けすゅけさっ くぇょけかせ, 
しこせしおぇえおう しっ こかぇゃくけ こけ ちっく-
すさぇかくぇすぇ しこうさぇかけゃうょくぇ さぇきこぇ, 
し ゃゅさぇょっくう ゃ こけょぇ すさうなゅなかくう 
けしゃっすうすっかくう すっかぇ. ′け うょっうすっ くぇ 
[ぇえす くっ しぇ ういちはかけ さっぇかういうさぇくう, 
ゃ きけきっくすぇ っおしこけいうちうはすぇ しっ さぇい-
ゅかっあょぇ けすょけかせ くぇゅけさっ. 
‶うしぇすっかはす [ぇえす. ╁っかうおうはす 

ぇさたうすっおす ういょぇゃぇ う さっょうちぇ おくう-
ゅう: „┿さたうすっおすせさぇすぇ う きけょっさくうはす 
くぇつうく くぇ あうゃけす“, „¨さゅぇくうつくぇすぇ 
ぇさたうすっおすせさぇ“, „╀なょっとっすけ くぇ ぇさ-
たうすっおすせさぇすぇ“, „‶さうさけょけしなけぉさぇい-
くうはす ゅさぇょ“, „┿きっさうおぇくしおぇすぇ ぇさ-
たうすっおすせさぇ“, „╆ぇゃっとぇくうっ“ う ょさ. 
„┿ゃすけぉうけゅさぇそうは“ う „╇いつっいゃぇとう-
はす ゅさぇょ“ けおぇいゃぇす しうかくけ ゃかうはくうっ 
ゃなさたせ くはおけかおけ こけおけかっくうは きかぇょう 
ぇさたうすっおすう. 
┿たうすっおすなす-ょういぇえくっさ. [ぇえす 

っ ょういぇえくっさ う くぇ つぇしす けす しけぉしす-
ゃっくけすけ しう けぉかっおかけ. ╇きぇか ぇさ-
すうしすうつっく しすうか, けぉかうつぇか しっ ゃ 
しおなこう おけしすのきう, くけしっか てぇかつっすぇ 
う くぇきっすぇかぇ. ╉けかうすっ きせ ぉうかう こけ 
こけさなつおぇ - あなかす ╋なさしなさ さっえしぇ-
ぉぇせす, つっさゃっく おぇぉさうけかっす ╉けさょ, 
╊うくおなかく. ‶けかせつぇゃぇか きくけあっしすゃけ 
ゅかけぉう いぇ こさっゃうてっくぇ しおけさけしす. 
╀うか しせっすっく, けぉうつぇか ょぇ ゅけ こけおぇい-
ゃぇす こけ すっかっゃういうはすぇ, こけはゃはゃぇか しっ 
くぇ おけさうちぇすぇ くぇ しこ. 〈ぇえき. ]うか-
くぇすぇ きせ うくょうゃうょせぇかくけしす ゃこっ-
つぇすかはゃぇかぇ さっょうちぇ すゃけさちう. ╁ くっ-
ゅけゃぇ つっしす っ ういょぇょっくぇ こけとっくしおぇ 
きぇさおぇ, くぇこうしぇくう しぇ ょゃっ けこっさう う 
きくけあっしすゃけ おくうゅう, しないょぇゃぇくう しぇ 
そうかきけゃう ゅっさけう, ゃおか. う ゃ ぉなかゅぇさ-
しおうは „¨こぇしっく つぇさ”.
╄ょうく きくけゅけ ょなかなゅ あうゃけす. 

《さぇくお ╊けえょ [ぇえす ういょなたゃぇ くぇ 91 
ゅ. こさっい 1959 ゅ. ¨かゅぇ せきうさぇ こさっい 
1985 ゅ. ╀うかけ ういこなかくっくけ こけしかっょ-
くけすけ え あっかぇくうっ すは, ょなとっさは うど う 
《さぇくお ょぇ ぉなょぇす こけゅさっぉぇくう いぇっょ-
くけ ゃ ]おけすしょっえか. ╃けすけゅぇゃぇ, 25 ゅけ-
ょうくう, すはかけすけ くぇ [ぇえす っ こけつうゃぇかけ 
ゃ ゅさけぉうとっすけ ゃ 〈ぇかうっしうく.                                                                                                                     

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

《さぇくお ╊けえょ 
[ぇえす /1867 
– 1959/ - けし-
くけゃけこけかけあ-
くうお くぇ けさ-
ゅぇくうつくぇすぇ 
ぇさたうすっおすせさぇ, 
うくすっさうけさっく 
ょういぇえくっさ う 
すっけさっすうお, こう-
しぇすっか, かっおすけさ 
う そうかけしけそ, 
っ しつうすぇく いぇ 
くぇえ-ゅけかっきうは 
ぇ さ た う す っ お す -
うくけゃぇすけさ ゃ 
しゃっすぇ. ┿ゃすけさ e 
くぇ 1141 こさけ-
っおすぇ くぇ しゅさぇ-
ょう - けぉさぇいっち 
いぇ こけおけかっくうは 
ぇさたうすっおすう; 
532 けす すはた しぇ 
さっぇかういうさぇくう 
こさっい 70-ゅけ-

╀なかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
こさけういゃっあょぇ きかぇょう たけさぇ 

ぉっい こさけそっしうけくぇかくう せきっくうは. 
〈けゃぇ いぇはゃう ゃ ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇえ-
かけ ╉ぇかそうく, っゃさけょっこせすぇす う 
ゃけょぇつ くぇ かうしすぇすぇ くぇ ┿╀╁ /
┿かすっさくぇすうゃぇ いぇ ぉなかゅぇさしおけ 
ゃないさぇあょぇくっ/ くぇ こさっょしすけ-
はとうすっ  ういぉけさう いぇ っゃさけこっえ-
しおう こぇさかぇきっくす くぇ 25-すう きぇえ 
すぇいう ゅけょうくぇ.
〈っいぇすぇ しう すけえ けぉてうさくけ さぇい-

ゃう し こさうきっさう けす しうすせぇちうは-
すぇ し こさけそっしうけくぇかくぇすぇ さっぇ-
かういぇちうは くぇ きかぇょうすっ たけさぇ せ 
くぇし, しさぇゃくはゃぇえおう は し けこうすぇ 
くぇ けしすぇくぇかうすっ ゃけょっとう っゃ-
さけこっえしおう しすさぇくう. ╉ぇかそうく 
ゃっつっ ゃすけさぇ ゅけょうくぇ ゃけょう すぇいう 
おぇきこぇくうは う っ くぇえ-はさおうはす 

╉くうゅぇすぇ, おけはすけ とっ しっ こけはゃう  ゃ おくうあぇさくうちうすっ せ くぇし ょけ 
しっょきうちぇ, うきぇ いぇ ちっか ょぇ そけさきうさぇ こけかうすうおう こけ くけゃぇ 

うくょせしすさうぇかういぇちうは くぇ しすさぇくぇすぇ くう ゃ こっさうけょぇ ょけ 2025 ゅ. 
╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ けすこっつぇすゃぇくっすけ え っ くぇ  ╂さぇあょぇくしおけ しょさせ-
あっくうっ いぇ くけゃぇ ゃうしけおけすったくけかけゅうつくぇ うくょせしすさうぇかういぇちうは くぇ 
╀なかゅぇさうは. ┿ゃすけさうすっ しぇ ゃけょっとう うおけくけきうしすう, そうくぇくしうしすう, 
うくあっくっさう, せつっくう う っおしこっさすう けす ╀なかゅぇさうは う つせあぉうくぇ. ╇い-
ょぇすっか っ „┿すかぇし 《うくぇくし“. ┿ゃすけさうすっ くぇ おくうゅぇすぇ こけしけつゃぇす, つっ 
ゃ っかっおすさけくうおぇすぇ, ゃおかのつうすっかくけ きうおさけ- う くぇくけっかっおすさけくうおぇ-
すぇ, おけきせくうおぇちうけくくぇすぇ う すっかっおけきせくうおぇちうけくくぇすぇ すったくうおぇ う 
うくそけさきぇちうけくくけ-すったくけかけゅうつくうすっ せしかせゅう, しっ しないょぇゃぇす けおけかけ 
10% けす しなゃおせこくうは ╀╁‶ ゃ ╄] し はさおけ ういさぇいっくぇ すっくょっくちうは くぇ 
さぇしすっあ.  ‶け-くぇすぇすなてくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ きうおさけっかっおすさけくうおぇすぇ 
くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ しうかうちうは っ けす さってぇゃぇとけ いくぇつっくうっ いぇ ぉなょっとけすけ 
さぇいゃうすうっ くぇ うくそけさきぇちうけくくぇすぇ すったくうおぇ う ゃしうつおう ぉういくっし-
しすさぇすっゅうう, しゃなさいぇくう しなし いぇょけゃけかはゃぇくっ くぇ こけすさっぉくけしすうすっ くぇ 
さぇいゃうゃぇとけすけ しっ うくそけさきぇちうけくくけ けぉとっしすゃけ.

╋かぇょっあう, つかっくけゃっ くぇ 
おかせぉ „╋かぇょ おけくしすさせお-

すけさ” ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”, 
しないょぇゃぇす きぇてうくう. ‶けしかっょ-
くけすけ すはたくけ ういけぉさっすっくうっ, 

おけっすけ しなゃしっき しおけさけ とっ ぉなょっ 
こせしくぇすけ くぇ ゃけょぇ, っ かけょおぇ し 
きったぇくうつくけ いぇょゃうあゃぇくっ.
‶さっょう くっゅけ つかっくけゃっすっ くぇ 

おかせぉぇ - せつっくうちう けす 8-きう ょけ 

こさうゃなさあっくうお う こさけこぇゅぇくょぇすけさ くぇ うょっはすぇ いぇ ょせぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ せ くぇし, こけ こさうきっさぇ くぇ 
╂っさきぇくうは, ┿ゃしすさうは う ょさせゅう っゃさけこっえしおう しすさぇくう, ぇおちっくすうさぇとけ けしくけゃくけ くぇ さぇいゃうすうっ くぇ こさけ-
そっしうけくぇかくうすっ  せきっくうは くぇ しさっょくけておけかちうすっ ょけ しすっこっく, くぇこせしおぇえおう せつうかうとっ, すっ ょぇ しぇ ゅけすけ-
ゃう ゃっょくぇゅぇ ょぇ しっ ゃかっはす こなかくけちっくくけ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ う ょぇ さぇぉけすはす こさけそっしうはすぇ, いぇ おけはすけ 
しぇ せつうかう. ╃せぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ こさっょこけかぇゅぇ いぇゃなさてゃぇとうはす しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ  18-ゅけょう-
てっく きかぇょっあ ょぇ こさうすっあぇゃぇ きぇえしすけさしおぇ おゃぇかうそうおぇちうは う ょぇ うきぇ さっぇかくけ  3 ゅけょうくう こさうょけぉうす 
ゃっつっ しすぇあ こけ ゃさっきっ くぇ けぉせつっくうっすけ しう. ‶さぇおすうつっしおう すぇいう しうしすっきぇ  ゃおぇさゃぇ きかぇょうすっ たけさぇ ゃ 
いぇゃけょうすっ けとっ くぇ 15 ゅけょうくう, おなょっすけ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ くはおけかおけ ょくう ゃ しっょきうちぇすぇ, くぇ こさぇお-
すうおぇ くぇ さっぇかくけすけ さぇぉけすくけ きはしすけ, しっ こさけゃっあょぇ すったくうはす けぉせつうすっかっく こさけちっし. ‶さっおぇさぇくけすけ 
こけ すけいう くぇつうく 3 ゅけょうくう ゃ いぇゃけょぇ ゃさっきっ ゃこけしかっょしすゃうっ しっ いぇつうすぇ 
いぇ すさせょけゃ しすぇあ.

こけしかっょくうは きけきっくす. ╃っく こさっ-
ょう すけゃぇ しすぇくぇ はしくけ, つっ いぇ くっ-
けこさっょっかっくけ ゃさっきっ しっ けすかぇゅぇ 
う けぉはゃっくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ 
╋っあょせゃっょけきしすゃっくぇすぇ しきっしっ-
くぇ させしおけ-ぉなかゅぇさしおぇ おけきうしうは, 

おけはすけ さってぇゃぇ ゃぇあくう ゃなこさけしう 
けす うおけくけきうつっしおけ っしすっしすゃけ.
¨そうちうぇかくう こさうつうくう いぇ けす-

かぇゅぇくっすけ くっ ぉはたぇ しなけぉとっくう, 
くけ させしおうすっ ゅけしすう  いぇはゃうたぇ, 
つっ しぇきけ きけゅぇす ょぇ こさっょこけかぇ-
ゅぇす. ]こけさっょ [けしっく ┿くょけくけゃ, 
ゅかぇゃっく っおしこっさす ゃ ╋うくうし-
すっさしすゃけすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ う 
っくっさゅっすうおぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは う 
こさうょさせあぇゃぇと ょっかっゅぇちうはすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, っょくぇ けす こさうつうくうすっ 
くぇえ-ゃっさけはすくけ っ ゃ けつぇおゃぇくうすっ 
うおけくけきうつっしおう しぇくおちうう しこさは-
きけ [せしうは, こさっょゃうょ しうすせぇちうは-
すぇ ゃ ╉さうき う 〉おさぇえくぇ.
‶さっょ あせさくぇかうしすう ゅかぇゃくうはす 

っおしこっさす ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ うおけ-
くけきうつっしおけ きうくうしすっさしすゃけ しな-
けぉとう, つっ こさっい はくせぇさう すぇいう 
ゅけょうくぇ しこぇょなす くぇ ぉなかゅぇさしおうは 

ういくけし いぇ [せしうは っ し 10%, ぇ 
いぇ 〉おさぇえくぇ 85%. ]こぇょ うきぇ 
う こさう ゃくけしぇ くぇ ゅけさうゃぇ いぇ 
╀なかゅぇさうは - し 10%. ╄おしこっさ-
すなす くっ こけすゃなさょう けこぇしっくうは-
すぇ, つっ いぇゅせぉうすっ いぇ ╀なかゅぇさうは 

けす っゃっくすせぇかくう きっあょせくぇさけょ-
くう うおけくけきうつっしおう しぇくおちうう 
しこさはきけ [せしうは とっ しぇ 10 きかさょ. 
かっゃぇ.  ┿くょけくけゃ こけすゃなさょう, つっ 
う おなき きけきっくすぇ ぉかういけ 30% けす 
ぉなかゅぇさしおけすけ そぇさきぇちっゃすうつ-
くけ こさけういゃけょしすゃけ いぇきうくぇゃぇ 
いぇ [せしうは, きぇてうくけしすさけっくっすけ 
う おけくしっさゃくぇすぇ くう うくょせしすさうは 
しなとけ ぉうかう し ょけぉさう こぇさぇきっ-
すさう いぇ ういくけし すぇき.
╁ ╉ぇいぇくかなお ょっかっゅぇちうはすぇ くぇ 

„¨すゃけさっくぇ けぉとうくぇ“ こけしっすう 
きっしすくうすっ おせかすせさくけ- うしすけさう-
つっしおう う ]‶┿-いぇぉっかっあうすっか-
くけしすう う しっ いぇこけいくぇ し こさけっおすぇ 
„╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ う すさぇ-
おうえしおうすっ ちぇさっ“.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨[《〉《〈¨ぁ╊』[¨ ‒《『】〈
〈]╅╉¨ 【╊｠〉¨を¨ 〈╅‶』【《『っ【 ]《╉[╅

ょうてくぇすぇ きせ おぇさうっさぇ; 409 しぇ てっょぬけゃさう ゃ しゃっすけゃくぇすぇ ぇさ-
たうすっおすせさぇ. ┿ゃすけさ っ くぇ 20 おくうゅう う ぉっいぉさけえ しすぇすうう. ]ないょぇ-
ゃぇ いぇぉっかっあうすっかっく こかぇく いぇ ょっちっくすさぇかういぇちうは くぇ ゅけかっきうは 
ゅさぇょ ゃ ]┿】. ╃けこさうくぇしは いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ しなゃさっきっくくぇすぇ 
ぇさたうすっおすせさぇ こけゃっつっ けす ゃしっおう ょさせゅ すゃけさっち. ¨こさっょっかはす ゅけ 
おぇすけ „くぇえ-ゃっかうおうは ぇさたうすっおす くぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ”.

Представителите на “Експерти за Казанлък” по време на срещата

12-すう おかぇし くぇ こさけそっしうけくぇか-
くぇすぇ ゅうきくぇいうは, くぇしかっょくうお 
くぇ ╋ったぇくけすったくうおせきぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ ╃ぇくうっか ╇かうっゃ しぇ しないょぇ-

かう しこっちうぇかくぇ ゃっかけすさうおけかおぇ, 
おけはすけ ゃ きけきっくすぇ し けたけすぇ ょっ-
きけくしすさうさぇす. 
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╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ぉっ 
しさっょ くぇえ-ゃぇあくうすっ ╁╇‶-ゅけしすう くぇ 
けすおさうすぇすぇ こさっょう ょくう 10-っすぇあくぇ 
ぉけかくうつくぇ しゅさぇょぇ, けぉけさせょゃぇくぇ し 
ぇこぇさぇすせさぇ - こけしかっょくぇ ょせきぇ くぇ 
すったくうおぇすぇ. ]さっょ ゅけしすうすっ ぉはたぇ: 
っょうく けす っきぉかっきぇすうつくうすっ すなさ-
ゅけゃちう くぇ しこっちこさけょせおちうは, ぉうゃて 
しけぉしすゃっくうお くぇ すっかっゃういうは, ‶っ-
すなさ ╋ぇくょあせおけゃ, おぇおすけ う うい-
ゃっしすくう かうつくけしすう けす さぇいかうつくう 
しそっさう くぇ けぉとっしすゃっくうは, こけかう-
すうつっしおうは, おせかすせさくうは う うおけくけ-
きうつっしおうは あうゃけす くぇ しすさぇくぇすぇ.
′けゃぇすぇ ぉけかくうちぇ ゃっつっ こさうっ 

う こなさゃうすっ しう こぇちうっくすう けす さっ-
ゅうけくぇ, しすさぇくぇすぇ う つせあぉうくぇ. 
]ゅさぇょぇすぇ っ つぇしす けす ╋╀┿╊ „]ゃ. 
╇ゃぇく [うかしおう 』せょけすゃけさっち“, おけは-
すけ さぇぉけすう けす 2009 ゅ., ぇ し くけゃうは 
おけさこせし いょさぇゃくけすけ いぇゃっょっくうっ しっ 
こさっゃさなとぇ ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ うい-
ゃなくしすけかうつくぇ つぇしすくぇ ぉけかくうちぇ.
„┿きぉうちうはすぇ くう っ ╋╀┿╊ „]ゃ. 

╇ゃぇく [うかしおう“ ょぇ しっ こさっゃなさくっ 
ゃ ぉけかくうちぇ わ1 ゃ ╀なかゅぇさうは. ′うっ 
しないょぇゃぇきっ しなゃしっき さぇいかうつくけ 
いょさぇゃくけ いぇゃっょっくうっ, すなえ おぇすけ 
こさっょかぇゅぇきっ せくうおぇかくう いぇ しすさぇ-
くぇすぇ くう せしかせゅう う こさけちっょせさう, 
さぇいこけかぇゅぇきっ し くぇえ-きけょっさくぇすぇ 
ぇこぇさぇすせさぇ. 〈は ょぇゃぇ ゃないきけあ-
くけしす いぇ おぇつっしすゃっくぇ さぇぉけすぇ くぇ 
くぇてうすっ きっょうちうくしおう しこっちうぇかう-
しすう, おけうすけ しぇ ゃけょっとう うきっくぇ ゃ 
しゃけうすっ けぉかぇしすう. ╀けかくうちぇすぇ とっ 
ぉなょっ ょけしすなこくぇ いぇ ゃしうつおう こぇちう-
っくすう, すは くはきぇ ょぇ ぉなょっ ぉせすうおけゃけ 
いょさぇゃくけ いぇゃっょっくうっ. ‶ぇちうっくすう 
とっ こさうっきぇ う ]こってくけすけ けすょっかっ-
くうっ, おけっすけ とっ ぉなょっ し くっこさっおなし-
くぇす ちうおなか くぇ さぇぉけすぇ 24 つぇしぇ ゃ 
ょっくけくけとうっすけ“, こけょつっさすぇ ╇ゃぇく 
╉けかっゃ, つかっく くぇ ]なゃっすぇ くぇ ょう-
さっおすけさうすっ くぇ うくゃっしすうすけさぇ „╋っ-
すぇかうお“ ┿╃.
′けゃうはす ぉけかくうつっく おけさこせし っ し 

さぇいゅなさくぇすぇ いぇしすさけっくぇ こかけと けす 
12 000 おゃ. き. ╇いゅさぇょっく っ くぇ 
きはしすけすけ くぇ いぇこせしすはかぇすぇ こさっょう 
ゅけょうくう しゅさぇょぇ くぇ ぉうゃてうは たけ-
すっか „╀っさけっ“ ょけ こぇさお „┿はいきけすけ“. 
╆ょさぇゃくけすけ いぇゃっょっくうっ さぇいこけかぇ-
ゅぇ しなし 190 かっゅかぇ, ぇ さぇぉけすっとうすっ 
とっ ぉなょぇす ぉかういけ 500 ょせてう, けす 
おけうすけ くぇょ 100 かっおぇさう - ゃけょっとう 
しこっちうぇかうしすう, おけうすけ とっ くぇかけ-
あぇす くぇえ-きけょっさくうすっ きっすけょうおう 
くぇ かっつっくうっ, くはおけう けす おけうすけ いぇ 
こなさゃう こなす いぇ ╀なかゅぇさうは.
╁ くけゃぇすぇ ぉけかくうちぇ しぇ さぇいこけかけ-

あっくう くはおけかおけ くけゃう けすょっかっくうは 
- おぇさょうけかけゅうは し うくゃぇいうゃっく しっお-
すけさ, くっゃさけかけゅうは, そういうけすっさぇこうは 
う さったぇぉうかうすぇちうは, ょっすしおけ けすょっ-
かっくうっ, けぉとぇ たうさせさゅうは, けさすけ-
こっょうは う すさぇゃきぇすけかけゅうは, 〉′╂ う 
しなょけゃぇ たうさせさゅうは.
╁しはおけ けすょっかっくうっ さぇいこけかぇゅぇ し 

′うおけかぇえ ╂せくょっさけゃ っ けす 
【せきっく – さけょくうはす ゅさぇょ 

くぇ ぉなかゅぇさしおうは すっぇすなさ. ¨とっ 
けす せつっくうお っ すぇかぇくすかうゃ こけっす, 
ょさぇきぇすせさゅ, さっあうしぬけさ う ぇお
すぬけさ. ]なけしくけゃぇすっか くぇ っょうく けす 
こなさゃうすっ ぉなかゅぇさしおう ぇゃすけさしおう 
かうすっさぇすせさくう すっぇすさう „]うく
すっい“,  ぇゃすけさ くぇ すっおしすけゃっすっ いぇ 
きせいうおぇかくけ-こけっすうつくうは しこっお
すぇおなか „╆ぇ こなさゃう こなす けぉうつぇき”, 
こけょゅけすゃっく  し こけっすっしぇすぇ [けいぇ 
╀けはくけゃぇ う さっあうしぬけさぇ 》さうしすけ 
]うきっけくけゃ. ┿ゃすけさ くぇ こうっしぇすぇ 
„‶ぇいぇつなす くぇ ょっおけさうすっ”, くけしう
すっか くぇ くぇゅさぇょぇ いぇ っしっ くぇ ╋っあ
ょせくぇさけょくぇすぇ ぇしけちうぇちうは  いぇ 
すっかっゃういうは う さぇょうけ ゃ ╅っくっゃぇ, 
【ゃっえちぇさうは. ╆ぇゃなさてうか っ „]かぇ
ゃはくしおう そうかけかけゅうう” ゃ ]〉 „]ゃっ
すう ╉かうきっくす ¨たさうょしおう“. ′けしう
すっか e くぇ „ぃあくぇ こさけかっす“ 1996 
いぇ しすうたけしぉうさおぇすぇ  „]うくすぇおしうし 
くぇ ゅさうあうすっ“, し おけはすけ こっつっかう 
けとっ こさういけゃっ くぇ „╊うすっさぇすせさっく 
ゃっしすくうお“, くぇ ╊うすっさぇすせさっく おかせぉ 
„╃うきつけ ╃っぉっかはくけゃ“ - ]けそうは, 
くぇ ういょぇすっかしすゃけ „╊うちっ“. 
╁ おさぇは くぇ 90-すっ っ せょけしすけっく 

し ‶けつっすっく ょうこかけき けす ╋っあょせ
くぇさけょくぇすぇ ぇおぇょっきうは いぇ ういおせ
しすゃぇ ゃ ‶ぇさうあ いぇ ぇゃすけさしおうは しう 

╂-く ╂せくょっさけゃ, ゃ ╉ぇいぇくかなお 
╁う くぇきっさう さぇょけしすすぇ けす くけ-
ゃうくぇすぇ いぇ  こけさっょくぇすぇ くぇ-
ゅさぇょぇ – ′ぇゅさぇょぇすぇ いぇ ょさぇ-
きぇすせさゅうつっく すっおしす くぇ 〈っぇすなさ 
„199“, くぇゅさぇょぇ くぇ うきっすけ くぇ 
ゅけかはきぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ぇおすさう-
しぇ ]かぇゃおぇ ]かぇゃけゃぇ. ┿ ╁うっ 
おぇおゃけ くぇきっさうたすっ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお?
- ╉けゅぇすけ つけゃっお いぇしすぇくっ こさっょ 

こかぇすくけ う うしおぇ ょぇ さうしせゃぇ おぇさ-
すうくぇ, すけえ くっ いくぇっ すけつくけ おぇおゃう  
ぉけう とっ ういこけかいゃぇ. ┿い くぇきっさうた  
くはおけかおけ ぉけうつおう – きけうすっ ぇお-
すぬけさう, し おけうすけ くぇこさぇゃうた すけゃぇ 
こさっょしすぇゃかっくうっ, くけ すっ きう ぉはたぇ 
ょけしすぇすなつくう, いぇ ょぇ くぇさうしせゃぇき 
おぇさすうくぇすぇ, おけはすけ うしおぇき. ′ぇ-
きっさうた っょくけ きくけゅけ すけこかけ う しなさ-
ょっつくけ けすくけてっくうっ. ╉ぇいゃぇき ゅけ, 
きぇおぇさ ょぇ いゃせつう ぉぇくぇかくけ うかう 
こさけすけおけかくけ. ′ぇきっさうた すけこかけ 
けすくけてっくうっ, おけっすけ, ゃなこさっおう, つっ 
くっ ぉってっ ょけてなか けとっ かっすくうはす 
しっいけく, すけゃぇ ぉってっ ょけしすぇすなつくけ 
こさうはすっく こけゃけょ いぇ しゅさはゃぇくっ. 
╆ぇとけすけ つけゃっお しっ いぇこけいくぇゃぇ し 
くけゃう たけさぇ, ぉっい いくぇつっくうっ くぇ 
ゅっけゅさぇそしおけすけ きはしすけ, ゃ おけっすけ 
しっ くぇきうさぇ. ╇ さぇいぉうさぇ, つっ けぉ-
とせゃぇくっすけ し すはた っ けぉとせゃぇくっ 
ぉっい こさっゃけょぇつ. ╄すけ, すけゃぇ きう しっ 
しかせつう ゃ ╉ぇいぇくかなお. [ぇょゃぇき しっ いぇ 
すぇいう ゃないきけあくけしす, おぇおすけ しっ さぇょ-
ゃぇき う くぇ こっさしけくぇかくぇすぇ こけおぇくぇ 
けす ょうさっおすけさぇ くぇ すっぇすなさぇ ょぇ 
ゅけしすせゃぇき ゃ すけいう ゅさぇょ. ╇ ょぇ くぇ-
こさぇゃは こさっょしすぇゃかっくうっ, おけっすけ しっ 
さけょう おぇすけ さっいせかすぇす くぇ くはおぇおゃぇ 
ゃなすさってくぇ しゃけぉけょぇ. ╇ し せょけ-
ゃけかしすゃうっ. ╆ぇとけすけ ゃしうつおう くうっ 
さぇぉけすうき くっとけ, いぇくうきぇゃぇきっ しっ 
し こさけそっしうう, おけうすけ きけあっ ぉう くっ 
しぇ しゃなさいぇくう ういちはかけ し せょけゃけかしす-
ゃうっすけ, ぇ しぇ しゃなさいぇくう し くはおぇお-
ゃぇ っあっょくっゃくぇ させすうくくけしす. ‶さう 
きっく, ゃ しかせつぇは, くっ ぉってっ すぇおぇ. 
┿い さぇぉけすうた し せょけゃけかしすゃうっ し ぇお-
すぬけさうすっ くぇ おぇいぇくかなておうは すっぇ-
すなさ, おなょっすけ うきぇた ゃないきけあくけしすすぇ 
ょぇ ぉなょぇ こけおぇくっく. 

╆ぇゅけゃけさうたすっ いぇ こぇかうすさう う 
ちゃっすけゃっ... ╋けあっ ぉう ゃ こぇかう-
すさぇすぇ すせお しぇ けしすぇくぇかう くっ-
けすおさうすう けとっ くっういこけかいゃぇくう 
ちゃっすけゃっ う ぉぇゅさう? ] ょさせゅう 
ょせきう – とっ ╁う ゃうょうき かう けす-
くけゃけ おぇすけ さっあうしぬけさ くぇ すさせ-
こぇすぇ くぇ 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお?
- ] くぇえ-ゅけかはきけ せょけゃけかしすゃうっ! 

┿い せゃぇあぇゃぇき こけおぇくぇすぇ くぇ すけいう 
すっぇすなさ. ╆ぇ きっく っ ゃぇあくけ すけゃぇ, 
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ゃないきけあくけしすう いぇ おけくしせかすぇ-
ちうう, ゃういうすう う さぇぉけすぇ くぇ 
しこっちうぇかうしすう けす くぇちうけくぇ-
かっく う しゃっすけゃっく きぇとぇぉ, ぇ 
いくぇつうすっかくぇ つぇしす けす きっょう-
ちうくしおぇすぇ ぇこぇさぇすせさぇ っ せくう-
おぇかくぇ いぇ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ. 
′けゃぇすぇ ぉけかくうつくぇ しゅさぇょぇ 
さぇいこけかぇゅぇ し ゃうさせしけかけゅうつ-

くぇ かぇぉけさぇすけさうは, おぇおすけ う 
し おかうくうつくぇ, きうおさけぉうけかけ-
ゅうつくぇ う こぇすけたうしすけかけゅうつくぇ 
かぇぉけさぇすけさうう. ╀けかくうちぇすぇ 
こけかせつう けそうちうぇかくけ さぇいさっ-
てうすっかくけ いぇ さぇぉけすぇ けす ╋う-
くうしすっさしすゃけすけ くぇ いょさぇゃっ-
けこぇいゃぇくっすけ, ぇ けす おさぇは くぇ 

そっゃさせぇさう うきぇ う しおかのつっく 
ょけゅけゃけさ し ′╆¨╉.
′けゃけすけ おぇさょうけかけゅうつくけ 

けすょっかっくうっ くぇ ╋╀┿╊ „]ゃ. 
╇ゃぇく [うかしおう“ こさうすっあぇゃぇ 

くぇえ-しなゃさっきっくくう ゃないきけあくけし-
すう いぇ かっつっくうっ くぇ いぇぉけかはゃぇ-
くうはすぇ くぇ しなさちっすけ, ゅけかはきぇ 
つぇしす けす おけうすけ しっ こけはゃはゃぇす 
いぇ こなさゃう こなす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ. 〈さうすっ くぇえ-ゃぇあくう いゃっくぇ 
ゃ けすょっかっくうっすけ しぇ ]っおすけさ いぇ 
うくゃぇいうゃくぇ おぇさょうけかけゅうは, ╊ぇ-
ぉけさぇすけさうは こけ っかっおすさけそういうけ-

かけゅうは くぇ しなさちっすけ う 《せくおちうけ-
くぇかっく おぇぉうくっす.
]っおすけさなす いぇ うくゃぇいうゃくぇ おぇさ-

ょうけかけゅうは とっ そせくおちうけくうさぇ 
24 つぇしぇ ゃ ょっくけくけとうっすけ ぉっい 
こけつうゃっく ょっく. ╇くゃぇいうゃくぇすぇ 
きっすけょうおぇ こけいゃけかはゃぇ こさけぉかっ-
きうすっ, くっ しぇきけ ょぇ ぉなょぇす ょうぇゅ-

くけしすうちうさぇくう, くけ う かっおせゃぇくう 
せしこってくけ し うくすっさゃっくちうけくぇか-
くう う けこっさぇすうゃくう きっすけょう. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ うくゃぇいうゃ-
くぇすぇ おぇさょうけかけゅうは こさっい こけ-

おけっすけ しっ しかせつゃぇ ぉっい ょせきう. ╆ぇ-
とけすけ, いくぇっすっ – ゃ っょくう けすくけてっ-
くうは つけゃっておう うきぇ きくけゅけ ょせきう, 
こけくはおけゅぇ すっ こさっつぇす, すっ さぇいゃぇ-
かはす せしっとぇくっすけ... ‶けくはおけゅぇ う 
せきくぇすぇ すうてうくぇ っ くっとけ たせぉぇ-
ゃけ... ′け ぇい せしっすうた, つっ きけゅぇ ょぇ 
さぇぉけすは ゃ すけいう ゅさぇょ, つっ きけゅぇ ょぇ 
さぇぉけすは しなし しなきうてかっくうちう. ╂けかは-
きけ っ せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ さぇぉけすうて 
しなし しなきうてかっくうちう, いぇとけすけ すけゃぇ 
っ こけかけゃうく しゃなさてっくぇ さぇぉけすぇ. 
╂けかはきけ っ せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ けぉ-
とせゃぇすっ し たけさぇ, おけうすけ ゅけゃけさはす 
くぇ ゃぇてうは っいうお, おけうすけ しぇ くぇ 
っょくぇ う しなとぇ くぇょきけさしおぇ ゃうしけ-
つうくぇ し ゃぇし... ╆ぇすけゃぇ, ょっえしすゃう-

すっかくけ ぉかぇゅけょぇさは けとっ ゃっょくなあ 
いぇ こけおぇくぇすぇ, いぇ  せょけゃけかしすゃうっすけ 
ょぇ ういこなかくはゃぇき きっつすうすっ しう! ╆ぇ-
とけすけ たけさぇすぇ うきぇす くはおぇおゃう きっつ-
すう う おけゅぇすけ すっ しっ しかせつぇす, こけくは-
おけゅぇ つけゃっお けす しせっゃっさくぇ ゅかっょくぇ 
すけつおぇ しう おぇいゃぇ: “ 〈けゃぇ っ たせぉぇゃけ 
しすっつっくうっ くぇ けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ“.  
╇かう しう おぇいゃぇ: “╇しおぇき けとっ っょうく 
こなす すっいう いゃっいょう ょぇ しっ しかせつぇす, 
ょぇ しなっょうくはす こけ すけいう くぇつうく...“. 
┿い くっ さけぉせゃぇき くぇ くはおぇおゃう きうし-
すうおう, くぇ しせっゃっさうは, くけ きけゅぇ ょぇ 
おぇあぇ, つっ すせお うきぇてっ くっとけ すぇ-
おけゃぇ, うきぇてっ っょくけ しかせつゃぇくっ, 
おけっすけ ぉってっ しかせつゃぇくっ くぇ っょくぇ 
きっつすぇ. ╇ すは しっ けしなとっしすゃう! 〈ぇおぇ 
つっ – ぉうた こさうっか こけおぇくぇすぇ う いぇ-
くぇこさっょ.   

╉ぇいぇたすっ, つっ こけくはおけゅぇ っ こけ-
ょけぉさっ つけゃっお ょぇ いぇきなかつう. ′け 

╁うっ, けしゃっく さっあうしぬけさ, しすっ 
うしすうくしおう きぇえしすけさ くぇ ょせきう-
すっ – うきぇすっ う さっょうちぇ くぇゅさぇ-
ょう いぇ すけゃぇ. ╇きぇすっ せしこってくう 
さっあうしぬけさしおう こさけっおすう, ぇお-
すぬけさしすゃけすけ っ しなとけ ╁ぇてぇ 
こさけそっしうは, おぇお しっ しなつっすぇゃぇす 
すっいう ょぇさぉう せ ╁ぇし? ╇きぇ かう 
くはおぇおゃう ゃなすさってくう ぉうすおう: 
おけゅぇ おなき おぇおゃけ ょぇ こけしっゅ-
くっすっ - こうしぇくっ, さっあうしせさぇ...? 
╇かう ゃしうつおけ しっ しかせつゃぇ くはおぇお 
っしすっしすゃっくけ?
- 〈せお ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ ういゃう-

くは いぇ くぇうゃくうは けすゅけゃけさ, くけ くぇ-
うしすうくぇ くはきぇき ょさせゅけ けぉはしくっくうっ, 
けしゃっく ょぇ けすゅけゃけさは こけ しかっょくうは 

くぇつうく: ╉けゅぇすけ っょくけ ょっすっ けす 
ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ っ しかけあっくけ くぇ 
こはしなお, すけ うしおぇ ょぇ しう うゅさぇっ し 
おけそうつおぇ, こけ-おなしくけ – し ゅさっぉ-
かけ... ╇しおぇ ょぇ くぇこさぇゃう くはおぇおなゃ 
しゃけえ いぇきなお, ぉっい いくぇつっくうっ ょぇかう 
すけいう いぇきなお とっ ぉなょっ ういすさうす けす 
うょゃぇとぇすぇ ゃなかくぇ. 〈けゃぇ しっ しかせつ-
ゃぇ う し きっく. ′っ ゅかっょぇき くぇ しっぉっ 
しう おぇすけ くぇ さっあうしぬけさ, ょぇあっ, 
つっしすくけ おぇいぇくけ, いくぇき, つっ すけゃぇ 
っ くはおぇおゃぇ きけっ こさっぉうゃぇゃぇくっ 
こさけそっしうけくぇかくけ ゃ さっあうしせさぇすぇ, 
し すけゃぇ しっ いぇくうきぇゃぇき 7-8 ゅけょう-
くう. ′け いくぇき, つっ ゅかっょぇき くぇ しっぉっ 
しう おぇすけ くぇ いさうすっか. 〈けゃぇ, おけっすけ 
うしおぇき ょぇ ゃうょは おぇすけ いさうすっか, っ 
すけゃぇ: うしおぇき ょぇ ゃうょは こさっい ぇお-
すぬけさうすっ, ょけさう - こさっい ょせきうすっ. 
╆ぇとけすけ いくぇき, つっ っょくけ すっぇすさぇか-
くけ こさっょしすぇゃかっくうっ こさけょなかあぇゃぇ 

つぇし う こけかけゃうくぇ. ′うおけえ くっ きけあっ 
ょぇ ゃなさくっ つぇし う こけかけゃうくぇ けす 
つけゃっておうは あうゃけす. ╃ぇ, ゃうっ きけ-
あっすっ ょぇ おけきこっくしうさぇすっ たけさぇすぇ 
し くはおぇおゃう ょさせゅう おけきこっくしぇちうう, 
くけ おけゅぇすけ つぇし う こけかけゃうくぇ けす 
つけゃっておうは あうゃけす っ いぇこなかくっく し 
くはおぇおゃぇ さぇょけしす, し くはおぇおゃぇ いぇ-
ぉぇゃぇ, くけ – せきくぇ いぇぉぇゃぇ, すけゃぇ きう 
ょけしすぇゃは うしすうくしおけ せょけゃけかしすゃうっ. 
╇ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ, つっ すけつくけ すけゃぇ 
きっ ゃなかくせゃぇ, おけゅぇすけ こけ くはおぇおなゃ 
くぇつうく しっ しかっっすっ し こせぉかうおぇすぇ う 
ゅかっょぇすっ くぇ しけぉしすゃっくうすっ しう こさけ-
ういゃっょっくうは おぇすけ いさうすっか.

╃ぇ しっ ゃなさくっき おなき うゅさぇ-
すぇ – たけきけ かせょっくし かう すけゅぇゃぇ, 
しこけさっょ ╁ぇし, っ そけさきせかぇすぇ いぇ 
とぇしすうっ くぇ しなゃさっきっくくうは つけ-
ゃっお? ╇ゅさぇっとうはす つけゃっお? 
- ¨た... ╄ょうくしすゃっくぇすぇ そけさきせ-

かぇ, おけはすけ こけいくぇゃぇき, っ „《けさきせ-
かぇ 1“, くけ, おぇおすけ  ゃうあょぇすっ, こけ-
くはおけゅぇ すぇき くっとぇすぇ いぇゃなさてゃぇす 
し ょけしすぇ しっさうけいくう おぇすぇしすさけそう, 
おけうすけ しっ くせあょぇはす けす いぇしすさぇ-
たけゃおぇ... 』けゃっお くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ いぇしすさぇたけゃおぇ くぇ きっつすうすっ しう. 
〈けつくけ すぇおぇ!  』けゃっお くっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ しすさぇたせゃぇ けす しゃけはすぇ きっつ-
すぇ う ょぇ たけょう ょぇ は いぇしすさぇたけゃぇ. 
′け すさはぉゃぇ ょぇ は こぇいう. ┿い しきはすぇき, 
つっ たけきけ かせょっくし っ っょくぇ ょけぉさぇ 
そけさきせかぇ, くけ ゃうあすっ - おぇおゃぇ しっ-
きぇくすうおぇ, おぇおゃけ せょけゃけかしすゃうっ, 
ょけさう – けこうはくっくうっ /!/ うきぇ ゃ ょせ-
きぇすぇ „うゅさぇ“! ′うっ しきっ ゃないさぇしすくう 
たけさぇ, くけ しう うゅさぇっき. ╁ あうゃけすぇ 
つけゃっお くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ こさっいう-
ょっくす, こさっょしっょぇすっか くぇ ′ぇさけょくけ-
すけ しなぉさぇくうっ, おさぇかうちぇ... ′け ゃ すっ-
ぇすなさぇ きけあっ ょぇ こけしすうゅくっ ゃしうつおけ 
すけゃぇ. 〈ぇいう うゅさぇ きけあっ ょぇ しすぇくっ 
う こさけそっしうは. [ぇいぉうさぇ しっ, おけゅぇすけ 
しう いぇこぇいうか けくぇいう ょっすしおぇ くぇうゃ-
くけしす う さぇょけしす… ╇ おけゅぇすけ すけゃぇ 
しっ しかせつう, ょっえしすゃうすっかくけ っ せょけ-
ゃけかしすゃうっ ょぇ しっ ういあうゃっっ. ╇くぇつっ 
っ しぇきけ, おぇお ょぇ おぇあぇ... – いぇこなか-
ゃぇくっ くぇ ぇきぉぇかぇあくう ぉせすうかおう..., 
っょくぇ こけすけつくぇ かうくうは. ╅うゃけすなす 
くっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっゃさなとぇ ゃ 
こけすけつくぇ かうくうは. 〈さはぉゃぇ ょぇ くけしう 
くはおぇおゃけ せしっとぇくっ いぇ あうゃけす, いぇ 
うゅさぇ, いぇとけすけ ゃ うゅさぇすぇ つけゃっお しっ 
つせゃしすゃぇ あうゃ. ′うっ ゃしうつおう しきっ-
くはきっ, とっき うかう くっ とっき, ゃ あう-
ゃけすぇ くはおぇおゃう しけちうぇかくう さけかう. 
[けょうすっか, せつうすっか… しけちうぇかくう 
さけかう, くけ, おけゅぇすけ うゅさぇっすっ, ぇおけ 
しかけあうき くぇ すぇいう ょせきぇ おぇゃうつおう, 
ゃうっ ういこうすゃぇすっ せょけゃけかしすゃうっ けす 
うゅさぇっくっすけ, いぇとけすけ うゅさぇすぇ くっ 
きけあっ ょぇ ぉなょっ しぇきけ きけくけかけゅうつ-

くぇ, すは しっ しかせつゃぇ, おけゅぇすけ つけゃっお っ 
ゃ しなしすけはくうっ くぇ ょうぇかけゅ. ╉けゅぇすけ 
しっ しかせつゃぇ, うきぇすっ つせゃしすゃけすけ いぇ 
くはおぇおゃけ かうつくけ とぇしすうっ. 〈けゃぇ くっ 
しっ しかせつゃぇ つっしすけ, くけ おけゅぇすけ しすぇ-
くっ, っ こけゃけょ いぇ あうゃけす.

┿ うきぇすっ かう ゃっつっ うょっは せすさっ 
しせすさうく くぇ ぉさっゅぇ おぇおゃう いぇ-
きなちう とっ こけしすさけうすっ う し 
おけゅけ?
- ¨! 》せぉぇゃ ゃなこさけし! ╋くけゅけ たせ-

ぉぇゃ ゃなこさけし... ╁しうつおう しすさけうき 
くはおぇおゃう ゃないょせてくう うかう こはしなつ-
くう いぇきなちう. ╁なかくうすっ しぇ こけ-ゅけかっ-
きう, いぇとけすけ すけゃぇ っ おさなゅけゃさぇすなす 
くぇ あうゃけすぇ. ′け しかっょ さぇいさせてっ-
くうは いぇきなお けす ゃなかくぇすぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ ょけえょっ ゃすけさう いぇきなお, すさっすう 
いぇきなお, いぇ ょぇ くっ いぇゅせぉうすっ しゃけっすけ 
せしっとぇくっ いぇ うくあっくっさしすゃけ うかう 
– こさけしすけ, いぇ しすさけうすっかしすゃけ.../
しきっっ しっ/. ¨とっ こけ-しすさぇてくけ っ 
ういけぉとけ ょぇ くっ こけしすさけうて くう-
おぇおなゃ いぇきなお, いぇとけすけ いくぇって, 
つっ けすしさっとぇ うょゃぇ っょくぇ ゃなかくぇ. 
〈けゃぇ っ おさなゅけゃさぇすなす くぇ あうゃけすぇ, 
くけ すっいう きぇかおう せしっとぇくうは いぇ さぇ-
ょけしす, ぉっい いくぇつっくうっ くぇ くはおぇおゃう 
ょなかゅけしさけつくう しすさぇすっゅうう, しぇ きけ-
すうゃうさぇとう いぇ つけゃっおぇ.

╁うっ さぇぉけすうすっ くぇこけしかっょなお 
こけゃっつっ ゃ ╄ゃさけこぇ, けしけぉっくけ 
ゃ 』ったうは, すけゃぇ っ しすさぇくぇ し うし-
すうくしおう いぇきなちう... ‶け-かっしくけ 
かう しっ しすさけはす すぇき いぇきなちう-
すっ くぇ きっつすうすっ, けすおけかおけすけ せ 
くぇし?
- ┿おけ いぇょぇゃぇたすっ ゃなこさけし くぇ 

つっておう ゅさぇあょぇくうく, すけえ とってっ 
ょぇ ╁う おぇあっ: くっ – ゃ ╀なかゅぇさうは 
しっ しすさけはす こけ-かっしくけ, けすおけかおけすけ 
せ くぇし. 》せぉぇゃけ っ つけゃっお ょぇ うきぇ 
くはおぇおゃぇ ょけいぇ くぇ おさうすうつくけしす う 
しうかくぇ しっぉっさっそかっおしうは. 』けゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ せしっとぇくっすけ, つっ 
しなし しうゅせさくけしす くっとぇすぇ, おけう-
すけ こさぇゃう, くっ ゅう こさぇゃう しぇきけ う 
しぇきけ いぇ しっぉっ しう. ┿い きうしかは, つっ 
いぇきなちうすっ しぇ くぇゃしはおなょっ ゃ くぇし, 
くうっ あうゃっっき くっこさっおなしくぇすけ ゃ 
おせかう けす うかのいうう. ′っけすょぇゃくぇ ぉはた 
こけしすぇゃうか っょくぇ こうっしぇ, ゃ おけはすけ 
こけしすぇゃうた ゃなこさけしぇ, つっ こけくはおけ-
ゅぇ うしすうくぇすぇ っ こけ-けこぇしくぇ う こけ-
さぇいさせてうすっかくぇ けす っょくぇ うかのいうは. 
┿い しきはすぇき, つっ っ ゃさっょくけ つけゃっお 
ょぇ うきぇ きくけゅけ うかのいうう, くけ くっ 
きけあっ ょぇ あうゃっっ ぉっい っょくぇ うかの-
いうは こけくっ. ╉ぇすけ しっ いぇきうしかうて 
- うかのいううすっ ゃけょはす ょけ かなあぇ こけ 
くはおぇおなゃ くぇつうく, くけ こなお - ょぇ ゅう 
くはきぇて しなゃしっき, すけゃぇ っ せぉうえ-
しすゃっくけ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

しかっょくうすっ ゅけょうくう ゃ ╀なかゅぇさうは 
しっ けすつうすぇ いくぇつうすっかっく しこぇょ くぇ 
しきなさすくけしすすぇ けす けしすなさ きうけおぇさ-
ょっく うくそぇさおす, くっしすぇぉうかくぇ 
しすっくけおぇさょうは う ょさせゅう さうしおけゃう 
いぇぉけかはゃぇくうは くぇ しなさちっすけ - けす 
20% くぇ 3-4%.
╊ぇぉけさぇすけさうはすぇ こけ っかっお-

すさけそういうけかけゅうは くぇ しなさちっすけ 
っ こなさゃぇすぇ こけょけぉくぇ かぇぉけさぇ-

すけさうは ういゃなく ]けそうは. 〈せお しっ 
ういゃなさてゃぇ っかっおすさけおぇさょうけかけ-
ゅうつくけ かっつっくうっ くぇ しなさょっつくう 
ぇさうすきうう.
《せくおちうけくぇかくうはす おぇぉうくっす 

っ けぉけさせょゃぇく し こけしかっょくけ こけ-
おけかっくうっ おぇさょうけったけゅさぇそう し 
ゃないきけあくけしすう いぇ すさうさぇいきっさ-
くけ ういしかっょゃぇくっ くぇ しなさちっすけ. 
╉ぇぉうくっすなす さぇいこけかぇゅぇ う し 
くぇえ-しなゃさっきっくくう しうしすっきう いぇ 
きけくうすけさうさぇくっ くぇ しなさょっつくうは 
さうすなき (たけかすっさう), きけくうすけさう-
さぇくっ くぇ ぇさすっさうぇかくけ くぇかはゅぇくっ 
う ょさせゅう.
╁ くけゃけすけ けすょっかっくうっ こけ けぉとぇ 

たうさせさゅうは とっ さぇぉけすう っおうこ けす 
ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇくう しこっ-
ちうぇかうしすう こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ ょけち. ┿かっおしぇくょなさ ぃかうは-
くけゃ. ╁ くっゅけ とっ しっ けしなとっしす-
ゃはゃぇす たうさせさゅうつくう けこっさぇちうう 
し くぇえ-ゃうしけおぇ しすっこっく くぇ しかけあ-
くけしす.
╃っすしおけすけ けすょっかっくうっ とっ さぇい-

こけかぇゅぇ し くぇえ-おけきそけさすくうすっ 
せしかけゃうは いぇ かっつっくうっ う ゃないしすぇ-
くけゃはゃぇくっ くぇ きぇかおうすっ こぇちう-
っくすう. ╁ くっゅけ とっ うきぇ ょっすしおう 
おなす いぇ うゅさぇ, ぇ くぇ こけおさうゃぇ くぇ 
くうしおけすけ すはかけ くぇ ぉけかくうちぇすぇ 

っ さぇいこけかけあっくぇ ぉっいけこぇしくぇ う 
きけょっさくぇ ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ.
¨すょっかっくうっすけ こけ せさけかけゅうは 

しおけさけ とっ さぇいこけかぇゅぇ し くぇえ-きけ-
ょっさくぇ たうさせさゅうつくぇ ぇこぇさぇすせさぇ 
いぇ かぇこぇさけしおけこしおう けこっさぇちうう, 
おぇすけ しさっょ こさうっかうすっ こけおぇくぇすぇ 
ょぇ さぇぉけすはす ゃ くっゅけ っ けしくけゃぇ-
すっかはす くぇ かぇこぇさけしおけこしおぇすぇ 
せさけかけゅうは せ くぇし ょけち. 『ゃっすうく 
╂っくぇょうっゃ.
╆ぇ けすょっかっくうっすけ こけ けぉさぇいくぇ 

ょうぇゅくけしすうおぇ っ いぇおせこっく くぇえ-
しなゃさっきっくっく きけょっか きぇきけゅさぇそ. 
] くけゃぇ きけょっさくぇ ぇこぇさぇすせさぇ っ 
けぉけさせょゃぇくけ う けすょっかっくうっすけ こけ 
ゅぇしすさけっくすっさけかけゅうは. ┿╂-けすょっ-
かっくうっすけ さぇいこけかぇゅぇ し 3D おぇ-
きっさぇ „¨かうきこせし“, たうさせさゅうつくけ 
かぇこぇさけしおけこしおけ けぉけさせょゃぇくっ, 
おけうすけ こけいゃけかはゃぇす とぇょはとけ う 
きくけゅけ こけ-っそっおすうゃくけ かっつっくうっ 
くぇ こぇちうっくすうすっ.
′けゃぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ぉけかくうちぇ-

すぇ さぇいこけかぇゅぇ しなし 7 けこっさぇ-
ちうけくくう, 128-しさっいけゃ しおっくっさ, 
くぇえ-きけょっさくうはす ゃ ╀なかゅぇさうは 
きけょっか ぇくゅうけゅさぇそ, けぉけさせょゃぇく 
し ゃしうつおう ゃないきけあくう けこちうう, 
おぇおすけ う きくけゅけ ょさせゅぇ ぇこぇさぇすせ-
さぇ, こけしかっょくぇ ょせきぇ くぇ すったくけ-
かけゅううすっ ゃ きっょうちうくぇすぇ.
╋╀┿╊ „]ゃ. ╇ゃぇく [うかしおう” 

せつぇしすゃぇ う ゃ きっあょせくぇさけょっく 
こさけっおす いぇ ゃくっょさはゃぇくっ くぇ 
くけゃけ こけおけかっくうっ たうさせさゅうつっく 
さけぉけす, し おけえすけ とっ しっ ういゃなさて-
ゃぇす けこっさぇちうう けす くぇえ-ゃうしけおぇ 
しかけあくけしす.
╁ しゅさぇょぇすぇ しぇ うくゃっしすうさぇくう 

けおけかけ 40 きうかうけくぇ かっゃぇ いぇ 
さっおけくしすさせおちうは, しすさけっあ, ぉけか-
くうつくけ けぉいぇゃっあょぇくっ う けぉけ-
させょゃぇくっ し くぇえ-きけょっさくぇ ぇこぇ-
さぇすせさぇ. ╆ぇっょくけ し ゃかけあっくうすっ 
しさっょしすゃぇ ゃ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ 
╋╀┿╊ „]ゃ. ╇ゃぇく [うかしおう“ うく-
ゃっしすうさぇくうすっ こさっい こけしかっょくうすっ 
てっしす ゅけょうくう ゃ いょさぇゃっけこぇいゃぇ-
くっ しさっょしすゃぇ けす ぇおちうけくっさくけ-
すけ ょさせあっしすゃけ くぇょたゃなさかはす 60 
きかく. かゃ.
┿きぉうちうはすぇ くぇ しけぉしすゃっくう-

おぇ, くぇ ゃけょっとうすっ きっょうちうく-
しおう しこっちうぇかうしすう う くぇ ちっかうは 
こっさしけくぇか っ ╋╀┿╊ „]ゃ. ╇ゃぇく 
[うかしおう“ ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃなゃ 
ゃけょっとけ いょさぇゃくけ いぇゃっょっくうっ 
ゃ しすさぇくぇすぇ. ¨つぇおゃぇ しっ ゃ くぇえ-
しおけさけ ゃさっきっ ぉけかくうつくうはす おけき-
こかっおし ょぇ しすぇくっ ぉぇいぇ いぇ しこっ-
ちうぇかういぇくすう, ぇ しかっょゃぇとぇすぇ 
しすなこおぇ, おけはすけ とっ こさっょこさうっ-
きっ さなおけゃけょしすゃけすけ, っ ゃ こけしけおぇ 
こさっゃさなとぇくっすけ くぇ ╋╀┿╊ „]ゃ. 
╇ゃぇく [うかしおう“ ゃ 〉くうゃっさしうすっす-
しおぇ ぉけかくうちぇ.

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

‶け ゃさっきっ くぇ しゃけっすけ けぉせつっくうっ 
ゃ いぇゃけょうすっ せつっくうちうすっ ゃ ょせぇか-
くぇすぇ しうしすっきぇ こけかせつぇゃぇす さっ-
ぇかくけ いぇこかぇすぇ う けしうゅせさけゃおう. ] 
こさうっすうすっ, けぉぇつっ, ゃ こけしかっょくうすっ 
ょゃっ しっょきうちう けす ぉなかゅぇさしおうすっ 
ょっこせすぇすう こさけきっくう ゃ ╉けょっおしぇ 
くぇ すさせょぇ くぇ こさぇおすうおぇ いぇぉさぇ-
くうたぇ しすぇあぇくすしおうすっ ょけゅけゃけさう, 
おぇすっゅけさうつっく っ ╉ぇかそうく, しこけさっょ 
おけゅけすけ すけゃぇ っ けとっ っょくぇ こさっつおぇ 
こさっょ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ ょせぇかくけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ¨す すけゃぇ ゅせぉはす う 
さぇぉけすけょぇすっかうすっ, う しぇきうすっ せつっ-
くうちう, いぇはゃう すけえ.
╄ゃさけょっこせすぇすなす  っ せぉっょっく, つっ 

ょなさあぇゃぇすぇ くう, こさっょゃうょ しっさう-
けいくうは ょっそうちうす けす おぇつっしすゃっくう 
う けぉせつっくう しさっょくう おぇょさう いぇ 

くせあょうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
こさけきうてかっくけしす う ゃ つぇしす-
くけしす くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, 
うきぇ ういおかのつうすっかくけ けしすさぇ 
くせあょぇ けす ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ 
すけゃぇ けぉせつっくうっ. ╁ こさけすうゃっく 
しかせつぇえ しかっょ くはおけかおけ ゅけょう-
くう, くぇえ-きくけゅけ ょっしっすうかっ-
すうっ, くぇ こさぇおすうおぇ くはきぇ ょぇ 
うきぇ おけえ ょぇ しきっくう しっゅぇて-
くうすっ こけおけかっくうは ゃ いぇゃけょう-
すっ, せぉっょっく っ ╉ぇかそうく. 
╉ぇすけ ょけぉなさ こさうきっさ う 

こなさゃう けこうすう いぇ ょせぇかくけ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ ╉ぇかそうく  こけしけ-
つう  こぇさすくぬけさしすゃけすけ, おけっ-
すけ こさけゃっあょぇす し くはおけかおけ 
ぉなかゅぇさしおう こさけそっしうけくぇか-
くう せつうかうとぇ ╀なかゅぇさけ-ゅっさ-

きぇくしおぇすぇ こぇかぇすぇ う くはおけう 
ぇゃしすさうえしおう う うすぇかうぇくしおう 
うくゃっしすうすけさう せ くぇし. ′ぇ ぉぇいぇ 
しおかのつっくう ょけゅけゃけさう いぇ こぇさす-
くぬけさしすゃけ し こさけそっしうけくぇか-
くうすっ ゅうきくぇいうう すっ ういこさぇとぇす 
うきっくくけ こけ ょせぇかくぇすぇ しうしすっ-
きぇ くぇ けぉせつっくうっ ぉなかゅぇさしおう 
ゅうきくぇいうしすう ゃ さぇいかうつくう そうさ-
きう ゃ しゃけうすっ しすさぇくう, おなょっすけ 
くぇ こさぇおすうおぇ けす 15-ゅけょうてくう 
ゅう こけっきぇす う けぉせつぇゃぇす. 〈ぇおぇ 
きかぇょうすっ う し  こさうょけぉうすう こさけ-
そっしうけくぇかくう せきっくうは ぉなかゅぇ-
さう くっ しっ いぇゃさなとぇす ゃ しすさぇ-
くぇすぇ, いぇとけすけ, こぇさぇかっかくけ し 
けぉせつっくうっすけ しう, ゃっょくぇゅぇ しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ, すっ こけかせつぇゃぇす 
ょけゅけゃけさう いぇ さぇぉけすぇ. ╁ しなとけ-

すけ ゃさっきっ, ょけおぇすけ ぉなかゅぇさしおぇ-
すぇ ょなさあぇゃぇ, いぇおけくけすゃけさちうすっ 
う ゃ つぇしすくけしす ぉなかゅぇさしおけすけ 
きうくうしすっさしすゃけ くぇ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ こさっしきはすぇす すさせょくけしすう う 
ょっそうちうすう いぇ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ 
すけゃぇ けぉさぇいけゃぇくうっ せ くぇし,  ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ, おさっとは-
とけ くせあょぇっとぇ しっ けす けぉせつっく 
しさっょっく ってっかけく, とっ ういこうすゃぇ 
ゃしっ こけ-けしすさう ょっそうちうすう う とっ 
すなくっ くぇ くっいぇゃうょくけすけ くうゃけ けす 
2%  うおけくけきうつっしおう さぇしすっあ. 
╉けっすけ, しこけさっょ しこっちうぇかう-

しすうすっ, しう っ いぇしすけえ, けぉさうつぇと 
くぇ ぇゅけくうは ょなさあぇゃぇすぇ. 
╆ぇ しっゅぇてくぇすぇ くっぇょっおゃぇす-

くけしす くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ, ゃ すけゃぇ つうしかけ う 

ゃうしてっすけ, おなき くせあょうすっ くぇ 
しすさぇくぇすぇ くう ゅけゃけさはす う しかっょ-
くうすっ けそうちうぇかくう ちうそさう: ゅけ-
ょうてくけ しすさぇくぇすぇ しっ くせあょぇっ 
けす 40 たうかはょう うくあっくっさう ゃ 
さぇいかうつくう しこっちうぇかくけしすう, くけ 
╁〉╆-けゃっすっ „こさけういゃっあょぇす” 
けおけかけ 12 たうかはょう. ╁ しなとけすけ 
ゃさっきっ こさう くせあょぇ けす 2 たうかは-
ょう せつうすっかう ゅけょうてくけ, ょなさ-
あぇゃぇすぇ „ぉなかゃぇ” 24 たうかはょう. 
╂けかっきう しぇ ういかうてなちうすっ う こさう 
„こさけういゃけょしすゃけすけ” くぇ のさうしすう, 
うおけくけきうしすう,  たせきぇくうすぇさくう 
しこっちうぇかうしすう. 
〈けゃぇ っ さぇいたけょ くぇ こぇさう, おけう-

すけ くっ しっ さっくすうさぇす, すゃなさょはす  
うおけくけきうつっしおう ぇくぇかういぇすけさう.

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

¨[《〉《〈¨[╅【╅ 《╋¨╇っ╇╅...

しこっおすぇおなか „╊っおう つっすうゃぇ“, こうっ
しぇ, ゃ おけはすけ ′うおけかぇえ ╂せくょっさけゃ 
っ ぇゃすけさ, さっあうしぬけさ う ぇおすぬけさ う 
おけはすけ っ こさっょしすぇゃはくぇ ゃ ]けそうは, 
╀せょぇこっとぇ, ╁うっくぇ, ╀さぇすうしかぇゃぇ, 
‶さぇゅぇ, ╀っさかうく. ╆ぇゃなさてゃぇ さっ
あうしせさぇ う ょさぇきぇすせさゅうは ゃ ┿おぇ
ょっきうはすぇ いぇ ういはとくけ ういおせしすゃけ ゃ 
‶さぇゅぇ し  ょうこかけきくうは しこっおすぇおなか 
„╁っさくうしぇあ“, いぇ おけえすけ  こけかせ
つぇゃぇ くぇゅさぇょぇすぇ くぇ ┿おぇょっきうは
すぇ. 〉つぇしすうっすけ きせ おぇすけ ぇおすぬけさ 
ゃ  ╋っあょせくぇさけょくうは すっぇすさぇかっく 
しすせょっくすしおう そっしすうゃぇか ゃなゃ ╁ぇさ
てぇゃぇ きせ ょけくぇしは う くぇゅさぇょぇすぇ くぇ 
こけかしおうすっ ぇおすぬけさしおう ぇしけちうぇちうう 
„ぅく ╉さっつきっさ“. ′けしうすっか くぇ ‶け
つっすっく こかぇおっす くぇ ]なのいぇ くぇ ぉなか
ゅぇさしおうすっ こうしぇすっかう, ょゃぇ こなすう 
こっつっかう ′ぇゅさぇょぇすぇ くぇ こせぉかうおぇ
すぇ くぇ ′ぇちうけくぇかくうすっ しすせょっくす
しおう かうすっさぇすせさくう つっすっくうは, くけ
しうすっか くぇ ′ぇゅさぇょぇすぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ 
]きけかはく いぇ くぇえ-ょけぉなさ かうすっさぇ
すせさっく さなおけこうし, ′ぇゅさぇょぇすぇ くぇ 
【せきっく いぇ ういおせしすゃけ う すっぇすなさ. 
╇きぇ こせぉかうおぇちうう ゃ ぉなかゅぇさしおう う 
つせあょっしすさぇくくう ゃっしすくうちう う しこう
しぇくうは, こさっゃけょう くぇ こけっすうつくう う 
ょさぇきぇすせさゅうつくう すゃけさぉう くぇ つって
おう, させしおう, ぇくゅかうえしおう, くっきしおう 
っいうお. ╂せくょっさけゃ っ さぇぉけすうか おぇすけ 

╂かぇゃっく さっあうしぬけさ ゃ ╃なさあぇゃ
くうは しぇすうさうつっく  すっぇすなさ „┿かっおけ 
╉けくしすぇくすうくけゃ“ ゃ ]けそうは, ぇ しかっょ 
すけゃぇ う おぇすけ さっあうしぬけさ ゃ ╂さぇょ
しおうは すっぇすなさ „╋けしす” ゃ 』ったうは. 
╀うか っ ぇしうしすっくす くぇ しゃっすけゃくけ 
ういゃっしすくうすっ さっあうしぬけさう ╇さあう 
╋っくちっか, ¨かっゅ 〈ぇぉぇおけゃ う ぃかうは 
¨ゅくはくけゃぇ. ‶さう こけしっとっくうっすけ 
くぇ ╇さあう ╋っくちっか ゃ ╀なかゅぇさうは 
こさっょう こけ-きぇかおけ けす きっしっち ╂せく
ょっさけゃ せつぇしすゃぇ ゃ しさっとぇすぇ きせ し 
こさっいうょっくすぇ [けしっく ‶かっゃくっかうっゃ 
う ゅけ こさうょさせあぇゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ 
ちはかぇすぇ きせ ゃういうすぇ ゃ ]けそうは. 
╆ぇ しこっおすぇおなかぇ „╃っすっおすけさ くぇ 

かなあぇすぇ“ こけかせつぇゃぇ くぇゅさぇょぇ
すぇ いぇ くぇえ-ょけぉさけ こさっょしすぇゃかっ
くうっ くぇ すっぇすなさぇ ゃ ゅさ. ╉かぇょくけ, 
』ったうは. ]なとうはす しこっおすぇおなか しっ 
うゅさぇっ う ゃ  ]ぇすうさうつくうは すっぇすなさ 
„┿か. ╉けくしすぇくすうくけゃ“, ]けそうは. 
[っあうしうさぇか っ かっゅっくょう くぇ ぉなか
ゅぇさしおうは  すっぇすなさ う おうくけ - 《う
かうこ 〈さうそけくけゃ, ‶ぇゃっか ‶けここぇく
ょけゃ, ]すけはくおぇ ╋せすぇそけゃぇ う ょさ. 
‶さっい 2012 ゅ. おけきっょうはすぇ きせ 

„》けさうしすう“ こけかせつぇゃぇ ‶なさゃぇ くぇ
ゅさぇょぇ くぇ おけくおせさし いぇ くぇえ-ょけぉなさ 
すっぇすさぇかっく すっおしす ゃ ゅさ. ╀なさくけ, 
』ったうは. ‶さっい しなとぇすぇ ゅけょうくぇ 
けしくけゃぇゃぇ „〈っぇすなさ くぇ ╋ぇさおけ 

〈けすっゃ” う っ ぇゃすけさ くぇ こなさゃうは きせ 
しこっおすぇおなか „《うぇしおけ”. 〉つぇしすゃぇか 
っ おぇすけ ぇおすぬけさ ゃ うゅさぇかくう ぉなか
ゅぇさしおう う つっておう そうかきう. ¨す くぇ
つぇかけすけ くぇ  2000 ゅ. ょけ ょくっし っ 
さっあうしうさぇか くぇょ 20 こけしすぇくけゃおう 
くぇ ゅけかはきぇ しちっくぇ いぇ こさけそっしう
けくぇかっく  すっぇすなさ. ]こっおすぇおかう し 
くっゅけゃけ せつぇしすうっ しぇ うゅさぇくう くぇ 
くぇちうけくぇかくう う きっあょせくぇさけょくう  
そっしすうゃぇかう. ‶さっい きぇさす 2013 ゅ. 
せつぇしすゃぇ しなし しっかっおすうさぇくぇ こうっ
しぇ ゃ きっあょせくぇさけょっく すっぇすさぇかっく 
そっしすうゃぇか ゃ しうぉうさしおうは ゅさぇょ 
′けゃうえ 〉さっくゅけえ, [せしうは. ‶ぇさぇ
かっかくけ し さぇぉけすぇすぇ ゃ 〈なさゅけゃうと
おうは すっぇすなさ こけょゅけすゃは う こけしすぇ
くけゃおぇすぇ くぇ こうっしぇすぇ „]かせゅぇ くぇ 
ょゃぇきぇ ゅけしこけょぇさう” こけ ╉ぇさかけ 
╂けかょけくう, おけはすけ っ こさっょしすぇゃっくぇ 
ゃ ゅさ. ¨かけきせち, 』ったうは う し おけはすけ 
╂せくょっさけゃ くぇしおけさけ しこっつっかう ′ぇ
ゅさぇょぇすぇ くぇ こせぉかうおぇすぇ けす ╂さぇくょ 
そっしすうゃぇかぇ くぇ しきったぇ ゃ 』ったうは 
ゃ おけくおせさっくちうは し こけゃっつっ けす 50 
すっぇすさぇかくう おけきっょうう. ′けゃうくぇすぇ 
いぇ すぇいう くぇゅさぇょぇ しなゃこぇょくぇ し こけ
おぇくぇすぇ おなき ′うおけかぇえ ╂せくょっさけゃ 
ょぇ こけしすぇゃう ゃ 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお  こうっ
しぇすぇ „《っくけゃっ“ けす ╄かうく [ぇたくっゃ. 
‶け ゃさっきっ くぇ さっこっすうちううすっ ゃ 

╉ぇいぇくかなお, すけつくけ こさっょう こさっ
きうっさぇすぇ くぇ きっしすくうは すっぇすなさ ゃ 
』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう 2014,  
ょけえょっ けとっ っょくぇ さぇょけしすくぇ ゃっしす 
いぇ ╂せくょっさけゃ – すけえ しこっつっかう しなし 
„]なかいぇ ゃ しせこっさきぇさおっすぇ“ くぇゅさぇ
ょぇすぇ くぇ 〈っぇすなさ 199 „╁ぇかっくすうく 
]すけえつっゃ“ いぇ おぇきっさくぇ ょさぇきぇ
すせさゅうつくぇ こうっしぇ くぇ しなゃさっきっくくぇ 
すっきぇすうおぇ くぇ うきっすけ くぇ ゅけかはきぇ
すぇ ぉなかゅぇさしおぇ ぇおすさうしぇ ]かぇゃおぇ 
]かぇゃけゃぇ.
] ╂せくょっさけゃ しう ゅけゃけさうき くぇ 

こさけかっすくけ しかなくちっ ゃ っょうく いっかっく 
う ちゃっすっく  ょゃけさ くぇ しこさっすくぇすぇ 
おなとぇ おさぇえ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっい ちは
かけすけ ゃさっきっ しっさうけいくけすけ う いぇ
ぉぇゃくけすけ, すなあくけすけ う しきってくけすけ 
すぇおぇ ぉなさいけ こさっかうゃぇす っょくけ ゃ 
ょさせゅけ こさっい しすうかくけ くぇしきってかう
ゃうは すけく くぇ すなくおぇすぇ うさけくうは, つっ 
ゃっょくぇゅぇ さぇいぉうさぇき いぇとけ ′う
おけかぇえ ╂せくょっさけゃ うきぇ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ くぇゅさぇょう ゃ  しすさぇくうちうすっ 
くぇ CV-すけ しう, くっけつぇおゃぇくけ こさけし
すさぇくくけ いぇ っょうく きかぇょ つけゃっお. ╁ 
おぇいぇくかなておぇすぇ すさせこぇ しっ くぇょは
ゃぇす こけ しすさぇくうちうすっ くぇ すけゃぇ CV 
ょぇ うきぇ う けとっ さっょけゃっ, ういこうしぇ
くう いぇっょくけ し 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ“.

Изпълнителният директор на “Арсенал” Николай Ибушев и оръжейният 

търговец Петър Манджуков на откриването на новата болница

Новата сграда на болницата
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¨ちっくおぇすぇ: 

╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ, けぉとうく-
しおう しなゃっすくうお けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさ-
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇき.-こさっょしっょぇすっか くぇ 
╉けきうしうはすぇ こけ っゃさけこっえしおうすっ ゃなこさけしう 
う ぉういくっししさっょぇ, つかっく くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ 
おせかすせさぇ, うくそけさきぇちうけくくう しさっょしすゃぇ う 
ゃっさけういこけゃっょぇくうは

„╆ぇ すぇいゅけょうてくうすっ 』せょけきうさけゃう 
こさぇいくうちう - ぇょきうさぇちうう おなき ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお  う 〉] くぇ 《けくょぇちうは „』せょけ-
きうさ”, おけうすけ せしこはたぇ ゃなこさっおう すさせょ-

くけしすうすっ ゃ すぇいう くっかっおぇ そうくぇくしけゃぇ ゅけょうくぇ ょぇ けさゅぇくういうさぇす 
』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう う ょぇ こけょょなさあぇす すさぇょうちうはすぇ. ╀かぇゅけ-
ょぇさくけしす う おなき そうさきうすっ – しこけくしけさう, おけうすけ こけょぇょけたぇ さなおぇ くぇ 
すさぇょうちうはすぇ.
‶さけゅさぇきぇすぇ くぇ こさぇいくうちうすっ ぉっ ういこなしすさっくぇ し きくけあっしすゃけ ういは-

ゃう, くぇしけつっくう おなき さぇいかうつっく おさなゅ こせぉかうおぇ. ╇きぇてっ うくすっさっしくう 
こさけはゃう う いぇ きぇかおう, う いぇ ゅけかっきう. ]なし しなこさせゅぇ きう  せしこはたきっ  ょぇ 
こけしっすうき こけつすう ゃしうつおう すっぇすさぇかくう こけしすぇくけゃおう. ′ぇ きっく かうつくけ 
くぇえ-きくけゅけ きう たぇさっしぇ こけしすぇくけゃおぇすぇ くぇ ‶ぇいぇさょあうておうは すっぇすなさ 
„〈っかっそけくっく いゃなく けす きうくぇかけすけ”, おぇおすけ う ういかけあぉぇすぇ けす そけすけ-
おけくおせさしぇ „』けゃっおなす ょけ きっく”. 》せぉぇゃけ っ しなとけ, う すけゃぇ ゅけ ゃうょはたきっ 
くぇ すぇいゅけょうてくうすっ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう, つっ くぇてうはす すっぇすなさ 
„╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” きけあっ ょぇ しっ きっさう しなし しすけかうつくう すっぇすさう.
╁はさゃぇき, せぉっょっくぇ しなき, つっ ゃしうつおう あっかぇっとう さぇょっすっかう くぇ さけょ-

くぇすぇ おせかすせさぇ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす こけかっいくう し うょっう う こさはおけ せつぇしすうっ, 
いぇ ょぇ きけゅぇす しかっょゃぇとうすっ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう ょぇ しすうゅぇす ょけ 
けとっ こけゃっつっ たけさぇ う ょぇ ゅう おぇさぇす ょぇ しっ せしきうたゃぇす.”

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

]こっおすぇおなかなす „╂-く ╀ぇかおぇくしおう“ くぇ ╋かぇょっあおう すっぇすなさ „′う-
おけかぇえ ╀うくっゃ“ - ]けそうは っ くけしうすっかはす くぇ すぇいゅけょうてくうは こさうい 

„╉けきっょうっく たうす くぇ しっいけくぇ“. 
′けきうくぇちうはすぇ ぉっ すさぇょうちうけくくぇ つぇしす けす 21-すっ 』せょけきうさけゃう 

こさぇいくうちう, こさけゃっあょぇくう ゃ ╉ぇいぇくかなお けす 25-すう きぇさす ょけ 1-ゃう ぇこ-
さうか ゃしはおぇ ゅけょうくぇ.〈っ しっ けさゅぇくういうさぇす けす っょくけうきっくくぇすぇ そけくょぇ-
ちうは, ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う し こけきけとすぇ くぇ しこけくしけさう.
‶さういなす ょけくっしっ くぇ すさせこぇすぇ くぇ ╋かぇょっあおうは すっぇすなさ しすぇすせっすおぇ-

すぇ „』せょけきうさ“ う こぇさうつくぇ くぇゅさぇょぇ いぇ っおうこぇ くぇ しこっおすぇおなかぇ, 
こけしすぇくけゃおぇ くぇ ╀うくぇ 》ぇさぇかぇきこうっゃぇ. ╁ ゅかぇゃくぇすぇ さけかは くぇ ゅ-く 
╀ぇかおぇくしおう っ ぇおすぬけさなす ╂っさぇしうき ╂っけさゅうっゃ-╂っさけ. ‶け すさぇょうちうは 
こさういなす いぇ „╉けきっょうっく たうす くぇ しっいけくぇ“ しっ こさうしなあょぇ けす こせぉかう-
おぇすぇ, おけはすけ けちっくはゃぇ こけ てっしすけぉぇかくぇすぇ しうしすっきぇ しこっおすぇおかうすっ 
けす しっかっおちうはすぇ いぇ 』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう. „╂-く ╀ぇかおぇくしおう“ っ 
けちっくっく くぇえ- ゃうしけおけ - し けちっくおぇ 5,63 けす すっぇすさぇかくぇすぇ こせぉかうおぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. 

′けしうすっか くぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ かうすっさぇすせさくぇ くぇゅさぇょぇ „』せょけきうさ“, 
おけはすけ しっ ゃさなつゃぇ こけゃっつっ けす 50 ゅけょうくう, しすぇくぇ こうしぇすっかはす ┿かっお 
‶けこけゃ. 〈けえ こけかせつう こさういくぇくうっすけ  いぇ すゃけさぉぇすぇ しう „‶さう すっさきう-
すうすっ くぇ さっゃけかのちうはすぇ“, こけしかせあうかぇ いぇ けしくけゃぇ くぇ さけきぇくぇ くぇ 
‶けこけゃ „]っしすさう ‶ぇかぇきっっゃう“. ‶けこけゃ っ ぇゃすけさ う くぇ おぇしけゃうは ぉなか-
ゅぇさしおう そうかき „╋うしうは ╊けくょけく“.
‶け ゃさっきっ くぇ ちっさっきけくうはすぇ ぉっ けぉはゃっく う こさういぬけさなす けす 7-すけ 

ういょぇくうっ くぇ そけすけおけくおせさしぇ „』けゃっおなす ょけ きっく“ - ういょぇくうっ くぇ 
╀さぇくてけゃけすけ しょさせあっくうっ くぇ そけすけゅさぇそうすっ う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお. ]すぇすせっすおぇすぇ „』せょけきうさ” いぇ くぇえ-ょけぉさぇ しくうきおぇ ゃ おけくおせさしぇ 
こけかせつう ╋ぇさうは ]ぇかけきっ ]ぇかしぇ けす ╀せさゅぇし いぇ しくうきおぇすぇ え  „[っえく“ 
/╃なあょ/. [ぇいゃなかくせゃぇくぇ, ぇゃすけさおぇすぇ けぉはゃう, つっ こけかせつぇゃぇ ゅけかは-
きけすけ けすかうつうっ ゃ すさせょっく いぇ くっは きけきっくす う こけしゃっすう くぇゅさぇょぇすぇ しう 
くぇ しゃけは しうく ]ぇきせうか.
„‶さぇいくうちうすっ しぇ すけゃぇ, おけっすけ ゃうょはたすっ, う とっ ぉなょぇす けちっくっくう 

すけかおけゃぇ, おけかおけすけ ゅう けちっくうすっ“, おぇいぇ ゃ しかけゃけすけ しう こさう いぇおさう-
ゃぇくっすけ 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. 〈は こさうこけきくう, 
つっ 』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう すぇいう ゅけょうくぇ しぇ ょっかけ くぇ そけくょぇちうは 
し きくけゅけ すさぇょうちうう う きくけゅけ きかぇょ っおうこ う ぉうかう すさせょくう いぇ けさゅぇ-
くういうさぇくっ. ¨しくけゃっく う ゅっくっさぇかっく しこけくしけさ しっ けおぇいぇ ¨ぉとうくぇすぇ, 
すなえ おぇすけ ゅっくっさぇかくうはす しこけくしけさ くぇ こさぇいくうちうすっ くっ っ せしこはか ょぇ 
ゅう こけょおさっこう, おぇいぇ けとっ ]すけはくけゃぇ. 〈は こさっこけさなつぇ ちっかけゅけょうてっく 
こさけつうす くぇ 』せょけきうさ, おけえすけ っ ょせたけゃくけ ぉけゅぇすしすゃけ う いぇゃなさてう 
しかけゃけすけ しう し ょゃぇ くっゅけゃう ぇそけさういきぇ: いぇ ょせたけゃくうは こけょっき, おけえすけ 
っ くぇしすぇくぇか, しかっょ おぇすけ こうしぇすっかうすっ しっ けおぇいぇかう こけゃっつっ けす つう-
すぇすっかうすっ う おぇおゃぇ こさっおさぇしくぇ すうてうくぇ ぉう くぇしすぇくぇかぇ, ぇおけ ゃしっおう 
ゅけゃけさってっ すけゃぇ, おけっすけ っ ょけぉさっ こさっきうしかうか.

                                                        ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

‶さけかっすくぇすぇ さぇょけしす けす ゃうけかう う こぇさうつおう けぉぇつっ しっ いぇつっ
ゃぇ けとっ くぇっしっく, けぉはしくはゃぇ いぇ くっせおうすっ ゃ ゅさぇょうくぇさしすゃけ

すけ ╊うかはくぇ [はてっゃぇ. 〈は こさぇゃう こさけっおすうすっ いぇ いぇちゃっすはゃぇくっ う 
かうつくけ こさうしなしすゃぇ こさう いぇしぇあょぇくっすけ くぇ ゃしっおう けす ぉかういけ 7-すっ 
たうかはょう ちゃっすくう しすさなおぇ けす ぉかういけ ょっおぇさ ゅさぇょうくしおう こかけとう うい 
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そうさきっくぇすぇ すっさうすけさうは. [ぇいしぇょなす けすゅかっあょぇす ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ こぇさくうちう.  ╃ぇあっ さけいうすっ しぇ 
しけぉしすゃっくけ こさけういゃけょしすゃけ. 
]かっょ ╁っかうおょっく  こけつゃぇ おぇきこぇくうはすぇ こけ こさけかっすくけすけ いぇちゃっすはゃぇくっ. ‶なしすさけすぇすぇ こさっょ 『っく

すさぇかくけすけ せこさぇゃかっくうっ, ╆ぇゃけょ 5, ╆ぇゃけょ 12 う ╇いつうしかうすっかくうは ちっくすなさ, くぇ おけはすけ ぇさしっくぇかちう 
しっ くぇしかぇあょぇゃぇす こさっい かはすけすけ, しっ きうしかう けとっ けす しっゅぇ. ]うくぬけ-かうかぇゃうすっ „こぇはあうくう“ くぇ ぇゅっ

╉けゅぇすけ こさっょう 40 ょくう, 
くぇゃさなた こさぇいくうおぇ くぇ 

ゃうくけすけ う かのぉけゃすぇ,  こう
しぇたきっ いぇ  くっは, ぉはたきっ おぇすっ
ゅけさうつくう: ういぉけさなす え っ こさけし
すけ かけゅうつっく, おけゅぇすけ しすぇゃぇ 
ゃなこさけし いぇ ゃうくけ. ╉ぇすけ きけょぇ, 
おぇすけ ぉういくっし, おぇすけ おせかすせさぇ, 
おぇすけ こけきうくなお, おぇすけ ちうゃう
かういぇちうけくっく ういぉけさ, おぇすけ 
かのぉけゃ う こなすってっしすゃうっ.
 ¨おぇいぇたきっ しっ こけゃっつっ けす 

こさけさけちう, いぇとけすけ ういぉけさなす 
え くぇうしすうくぇ しっ けおぇいぇ かけゅう
つっく. ′ぇてぇすぇ ┿くくぇ, いぇ おけはすけ 
ゃう さぇいおぇいぇたきっ ゃ ぉさけえ 73 けす 
14 そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ, 
しっ こさっゃなさくぇ ゃ っょくけ けす かう
ちぇすぇ くぇ くけゃうくうすっ すっいう ょくう. 
╆ぇとけすけ ┿くくぇ しっ しょけぉう う し 
くぇえ-ゅけかはきけすけ う こさっしすうあ
くけ けすかうつうっ くぇ ゃうくぇさうすっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ. 〈は しすぇくぇ くけしうすっか 
くぇ こさういぇ „╁うくけかのぉうすっか くぇ 
╀なかゅぇさうは いぇ 2014 ゅけょうくぇ”. 
¨すかうつうっすけ - しすぇすせっすおぇ う 
ゅさぇきけすぇ, え ぉっ ゃさなつっくけ こけ 
ゃさっきっ くぇ こさっしすうあくうは おけく
おせさし „]けきっかうっさ くぇ 2014 
ゅけょうくぇ”, こさけゃっょっく ゃ しすけ
かうちぇすぇ.  ╆ぇ くぇゅさぇょぇすぇ しう 
┿くくぇ こけかせつう こけょおさっこぇすぇ 

さぇすせきぇ, はさおうすっ ちゃっすけゃっ くぇ ぇしすさうすっ う „きけしおけゃつっすぇすぇ“, あなかすけ-けさぇくあっゃうすっ ょけ ぉぇおなさっくけ 
„けゅくぬけゃっ“ くぇ すぇゅっすうしぇ, ぇさうしすけおさぇすうつくけすけ しうゃけ-ぉはかけ くぇ ぇかこうえしおうは しくはゅ, そうくうすっ ゃっく
つっかうしすつっすぇ くぇ ゅぇいぇくうはすぇ う しせたけすけ ちゃっすっ, しっ けすゅかっあょぇす こなさゃけ おぇすけ さぇいしぇょ  けす しっきっくぇ, 
しなぉさぇくう けす こさなしすうすっ くぇ ╉ぇすは, ‶っすさぇ う [せきはくぇ. 〈さうすっ ちゃっすぇさおう しっ いぇくうきぇゃぇす ういちはかけ し 
こけょょさなあおぇすぇ くぇ ゅさぇょうくおうすっ. 『っかけゅけょうてくけ うきぇす ゅさうあぇすぇ いぇ さぇいしぇょぇ, こけしっゃぇ, けおけこぇゃぇ
くっすけ, こけかうゃぇくっすけ. [っあぇす たさぇしすうすっ, こさっい かはすけすけ こけかうゃぇす う いっかっくうすっ すさっゃくうすっ こかけとう, 
おけうすけ しっゅぇ しぇ こさけかっすくけ さぇいゃっしっかっくう けす ぉっかうすっ せしきうゃおう くぇ こぇさうつおうすっ. 
〈はたくぇすぇ てっそおぇ し うきっ くぇ ちゃっすっ – ╊うかはくぇ, けすしおけさけ こさぇいくせゃぇ うきっく ょっく. ╉ぇすけ きぇかおぇ 

くうおけえ くっ え おぇいぇか, つっ くぇ 『ゃっすくうちぇ, おけはすけ すけゅぇゃぇ くぇさけょなす こけつうすぇ おぇすけ ╁さなぉくうちぇ, うきぇ 
かうつっく こさぇいくうお. ′け しっゅぇ こさぇいくせゃぇ, とけき しっ けぉぇょはす こさうはすっかう. ╆ぇすけゃぇ, おぇおすけ う きくけゅけ ょさせゅう 
ぇさしっくぇかちう, ╊うかはくぇ [はてっゃぇ とっ こけさなつぇ すうは ょくう すけさすぇ けす ぇさしっくぇかしおうは しかぇょおぇさしおう ちった う 
とっ つぇおぇ ぉかういおう ょぇ しっ こけつっさこはす. ╇ こけ ぉなかゅぇさしおう, さぇくけ しせすさうく くぇ 『ゃっすくうちぇ, とっ うょっ くぇ 
ちなさおゃぇ. 『ゃっすくうちぇ っ かのぉうき こさぇいくうお. ┿ ちゃっすぇさうすっ  うきぇす けとっ こけゃっつっ けしくけゃぇくうは ょぇ きせ しっ 
さぇょゃぇす けす しなさちっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

《〈╆】╉』〈╅〉 ¨ EVN ╇
】』]】╈╅ 〉╅ ╈『╅╋╉╅〉¨【╊
‶け うくうちうぇすうゃぇ くぇ けぉ-

とっしすゃっくうは こけしさっょくうお 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ 
う ゃ せしかせゅぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
ぉっ こさけゃっょっくぇ こけかっいくぇ しさっ-
とぇ し つぇしす けす きっくうょあなさしおうは 
っおうこ くぇ EVN けす ちっくすさぇかぇすぇ ゃ 
‶かけゃょうゃ う さぇえけく ╉ぇいぇくかなお. 
‶けゃけょ いぇ しさっとぇすぇ, ょけゅけゃけさっ-
くぇ  こさっょう きっしっち, ぉっ くっけぉたけ-
ょうきけしすすぇ けす さぇいはしくはゃぇくっ くぇ 
ゃなこさけしう,  おけうすけ くぇえ-つっしすけ 
いぇょぇゃぇす うかう こけ おけうすけ くぇえ-
つっしすけ しっ あぇかゃぇす くぇ けきぉせょ-
しきぇくぇ ゅさぇあょぇくうすっ.  
]こけさっょ 】っさっゃぇ, きぇしけゃうはす 

ゃなこさけし う くぇえ-きくけゅけすけ あぇかぉう, 
けすこさぇゃっくう おなき くっは ゃ こさうっき-
くうすっ え, しぇ しゃなさいぇくう し そぇおすせ-

さうさぇくっすけ くぇ っか. っくっさゅうはすぇ 
ゃ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ, おなょっすけ 
かうこしゃぇ せかうちぇ う くけきっさ, ぇ しっ 
そぇおすせさうさぇ しぇきけ こけ うきっ, おぇお-
すけ う いぇ くっこけしすけはくくけすけ くぇ-
こさっあっくうっ, こけょぇゃぇくけ ゃ きさっ-
あぇすぇ けす ょけしすぇゃつうおぇ. 
‶けおぇくぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ しさっとぇ-

すぇ っ けすこさぇゃっくぇ おなき ゃしうつおう 
おきっすけゃっ くぇ くぇしっかっくうすっ きっし-
すぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, くけ は 
せゃぇあうたぇ しぇきけ おきっすけゃっすっ くぇ 
╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ う ╃けかくけ ╇い-
ゃけさけゃけ, おぇおすけ う おきっすしおうすっ 
くぇきっしすくうちう くぇ ╂けかはきけ ╃さは-
くけゃけ う ]さっょくけゅけさけゃけ.
]さっょ せつぇしすくうちうすっ ゃ しさっ-

とぇすぇ ぉっ う ]すけえくけ ╃うきけゃ, 
こさっょしすぇゃうすっか くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, けすゅけゃぇさはと いぇ けぉ-
とうくしおうすっ あうかうとぇ.

‶さうっきくぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは
こけしさっょくうお くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお

 
 ╄あっょくっゃくけ, 5 ょくう ゃ しっょきうちぇすぇ, こけ 4 つぇしぇ, けぉとっしすゃっくうはす 

こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ こさうっきぇ ゅさぇあょぇくう し 
すったくうすっ ゃなこさけしう, あぇかぉう, きけかぉう いぇ こけきけと. 
 『っかすぇ くぇ すけゃぇ つぇしけゃけ さぇいこさっょっかっくうっ くぇ こさうっきくぇすぇ っ ょぇ 

しっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ たけさぇ し さぇいかうつくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ ょぇ 
きけゅぇす ょぇ しっ しさっとぇす し けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. 

‶けくっょっかくうお    14.00 - 18.00 つ.
╁すけさくうお          13.30 - 17.30 つ.
]さはょぇ               08.30 - 12.30 つ. 
』っすゃなさすなお       11.30 - 15.30 つ. 
 ‶っすなお              09.00 - 13.00 つ. 
 
┿ょさっし:  
 ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. „ ┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ 4, っす. 3
すっかっそけく  いぇ ゃさないおぇ  0431/  98 340 
 e-mail:  ombudsman@minicipality-kz.org

]うゅくぇかう ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお きけゅぇす ょぇ しっ ういこさぇとぇす 
う つさっい しこっちうぇかくうすっ おせすうう, こけしすぇゃっくう くぇ しかっょくうすっ きっしすぇ: 

- くぇ ゃたけょぇ くぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ぉせか. „┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” 
わ4, おぇおすけ う くぇ っすぇあぇ こさっょ こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけ-
しさっょくうお ゃ しなとぇすぇ しゅさぇょぇ, っす. 3
- くぇ ぉせか. „ [けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ 4, いぇょ ぉうゃてぇすぇ させしおぇ おくう-

あぇさくうちぇ. 
]うゅくぇかうすっ ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお きけゅぇす ょぇ しっ こけょぇゃぇす 

せしすくけ うかう ゃ こうしきっく ゃうょ.
┿くけくうきくう しうゅくぇかう くっ しっ こさうっきぇす う くっ しっ さぇいゅかっあょぇす.

¨す しすさぇくぇ くぇ EVN ゃ しさっとぇ-
すぇ せつぇしすゃぇたぇ: ‶っすなさ ぅくおけゃ, 
さなおけゃけょうすっか けすょっか „╀うかうくゅ” 
ゃ ちっくすさぇかぇすぇ くぇ EVN, いぇゃっあ-
ょぇとうはす ゃさないおう し けぉとっしすゃっ-
くけしすすぇ ╉させき ╉けしっゃ, おぇおすけ う 
╉けしぬけ ╉けしっゃ けす きっしすくうは ╉╄『 
くぇ EVN.
‶けしすぇゃっくうすっ けす ゅさぇあょぇくう う 

おきっすけゃっ ゃなこさけしう ぉはたぇ しゃなさ-
いぇくう し すぇおしうすっ, しなぉうさぇくう けす 
ょさせあっしすゃけすけ いぇ ゃおかのつゃぇくっ  
こさう こさっおなしゃぇくっ くぇ っか. いぇ-
たさぇくゃぇくっすけ こけさぇょう いぇおなしくは-
かけ こかぇとぇくっ う ゃないきけあくけしす-
うすっ ょぇ くっ しっ ょけこせしおぇ すけゃぇ. 
‶けしすぇゃっくう ぉはたぇ う ゃなこさけしう 
いぇ くっこかぇすっくうすっ しきっすおう いぇ 
っかっおすさうつっしすゃけ, おけうすけ くぇっ-

きぇすっかうすっ くぇ けぉとうくしおう あう-
かうとぇ けしすぇゃはす ゃ くぇしかっょしすゃけ 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ う おぇお ょぇ しっ 
ういぉっゅくっ すけゃぇ; いぇ きうくうきぇか-
くぇすぇ  ょなかあうきぇ しせきぇ, こさう 
おけはすけ くっ しかっょゃぇ ういおかのつゃぇくっ 
けす っか. しうしすっきぇすぇ;  ゃなこさけしう, 
しゃなさいぇくう し  こけょきはくぇすぇ くぇ 
っかっおすさけきっさうすっ う しさけおけゃっすっ 
いぇ せゃっょけきはゃぇくっ くぇ ゅさぇあょぇ-
くうすっ いぇ すぇいう きぇくうこせかぇちうは; 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ っか. きさっあぇ ゃ 
きっしすくけしすすぇ  „]すぇさうすっ かけいは”; 
こさけぉかっきう し せかうつくけすけ けしゃっす-
かっくうっ う ょさせゅう. 
‶け ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ しすぇ-

くぇ はしくけ, つっ しかっょ しさっょぇすぇ くぇ 
ゅけょうくぇすぇ ゅさぇあょぇくうすっ,  こかぇ-
とぇとう こさっい Easypay /╇いう-
こっえ/, しなとけ とっ きけゅぇす ょぇ しう 
こさけゃっさはゃぇす しきっすおうすっ こけ ゃしは-

おけ ゃさっきっ う とっ しっ こぇいう ぇさたうゃ 
くぇ しすぇさう そぇおすせさう, ぇ くっ おぇおすけ 
っ ゃ きけきっくすぇ - しぇきけ 10 ょくう, ゃ 
こっさうけょぇ くぇ こかぇとぇくっ. ‶けしすうゅ-
くぇすぇ ぉっ ょけゅけゃけさっくけしす っあっきっ-
しっつくけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ 
こけかせつぇゃぇ す. くぇさ. ╄くっさゅうっく ょけ-
おかぇょ - しこっちうぇかくぇ さぇいこっつぇすおぇ  
し うくそけさきぇちうは いぇ おけくしせきうさぇ-
くけすけ っかっおすさうつっしすゃけ ゃ けぉとうく-
しおうすっ あうかうとぇ, し ちっか こけ-ょけ-
ぉなさ おけくすさけか う うくそけさきぇちうは こけ 
けすくけてっくうっ くぇ くっおけさっおすくうすっ 
こかぇすちう う くぇっきぇすっかう. 
¨す EVN うくそけさきうさぇたぇ う いぇ 

くはおけう くけゃう ゃないきけあくけしすう いぇ 
こかぇとぇくっ くぇ しきっすおう おなき ょさせ-
あっしすゃけすけ - こさっい すっかっそけくぇ, 
こけかせつぇゃぇくっ くぇ っかっおすさけくくぇ 

そぇおすせさぇ くぇ かうつっく きっえか, おぇお-
すけ う ゃないきけあくけしす いぇ こさけゃっさおぇ 
くぇ しきっすおうすっ こさっい うくすっさくっす, 
くっ しぇきけ いぇ すっおせとうは きっしっち, ぇ 
13 きっしっちぇ くぇいぇょ, し けこちうは いぇ 
しさぇゃくっくうっ, SMS ういゃっしすはゃぇくっ 
いぇ ういすうつぇと しさけお いぇ こかぇとぇくっ 
くぇ おけくしせきうさぇくぇ っか. っくっさゅうは 
う ょさ. 
33 しぇ けしくけゃぇすっかくうすっ あぇかぉう 

くぇ ぇぉけくぇすう くぇ EVN けす さぇえけく 
╉ぇいぇくかなお いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょう-
くぇ, しゃなさいぇくう しなし しきっすおう いぇ 
おけくしせきうさぇくぇ っか. っくっさゅうは, こさう 
60 たうかはょう ぉうすけゃう う 6 たうかはょう 
しかせあっぉくう ぇぉけくぇすう ゃ さぇえけくぇ, 
けぉはゃう ‶っすなさ ぅくおけゃ けす けすょっか 
„╀うかうくゅ”. ¨ぉとけ ょさせあっしすゃけすけ, 
けこっさうさぇとけ くぇ くはおけかおけ けぉかぇ-
しすう, ゅけょうてくけ ういょぇゃぇ 35 きかく. 
ぉさけは そぇおすせさう いぇ 1,5 きかく. ぇぉけ-
くぇすう. 
]かっょ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ ちっく-

すさぇかくけすけ ういおかのつゃぇくっ う 
ゃおかのつゃぇくっ くぇ くっおけさっおすくう 
ぇぉけくぇすう ゃ さうしおけゃうすっ さぇえけくう, 
おぇすけ さけきしおぇすぇ きぇたぇかぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお う ゃ ╉さなく, いぇゅせぉうすっ こけ 
きさっあぇすぇ しぇ くぇきぇかっかう けす 30% 
くぇ 6% しぇきけ いぇ ょゃっ ゅけょうくう, ぉっ 
おぇいぇくけ けとっ くぇ しさっとぇすぇ. 
‶け うくうちうぇすうゃぇ くぇ けぉとっしすゃっ-

くうは こけしさっょくうお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ 
ぉっ ょけゅけゃけさっくけ  おきっすけゃっすっ くぇ 
くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお  ょぇ こけかせつぇゃぇす う ょぇ 
さぇいこさけしすさぇくはゃぇす ゃしはおぇ  ゃぇ-
あくぇ うくそけさきぇちうは, けすくぇしはとぇ しっ 
いぇ ゅさぇあょぇくうすっ, ういこさぇとぇくぇ けす 
ちっくすさぇかくうは こさっし けそうし くぇ EVN.

¨ぉとっしすゃっく こけしさっょくうお くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

╂うくおぇ 】っさっゃぇ
すっか.: 0431 98 340
+359 876 722 865

ombudsman_kazanlak@abv.bg
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. „┿か. 
╀ぇすっくぉっさゅ” わ4, っす.3

EVN – ╇くそけさきぇちうは - 
0700 1 7777
www.evn.bg

    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

くぇ ゃしうつおう こさうしなしすゃぇとう くぇ そっしすうゃぇかぇ.  ╃せくょぇおけゃぇ こけかせつう けすかうつうっ う ゃ さっ
ゅうけくぇかくけすけ ういょぇくうっ くぇ „]けきっかうっさ くぇ 2014 ゅけょうくぇ“ ゃ ‶かけゃょうゃ. 《っしすうゃぇかなす 
„]けきっかうっさ くぇ ゅけょうくぇすぇ“ っ けさゅぇくういうさぇく けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇしけちうぇちうは くぇ こさけそっ

しうけくぇかくうすっ しけきっかうっさう う ┿しけちうぇちうは „╀なかゅぇさしおけ ゃうくけ“.
¨す 20 ゅけょうくう ╃せくょぇおけゃぇ う しっきっえしすゃけすけ え しっ いぇくうきぇゃぇす し こさけょぇあぉぇすぇ くぇ 

ゃうくぇ う さぇいかうつくう ぇかおけたけかくう くぇこうすおう. 
┿きぉうちうはすぇ え っ ょぇ こさっゃなさくっ ゃうくけすけ ゃ 
おせかすせさぇ, ぇ すせさうしすうすっ う ゅけしすうすっ くぇ ╉ぇ
いぇくかなお う ╀なかゅぇさうは ょぇ けすおさうはす けつぇさけ
ゃぇくうっすけ くぇ ゃうくけすけ さけいっ, くぇ すさぇおうすっ う 
╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ - けしくけゃくう きけすうゃう 
くぇ ぇきぉうちうはすぇ え ょぇ こさけょなかあう, ゃなこさっおう 
すさせょくけしすうすっ, けさゅぇくういうさぇくっすけ くぇ 《っし
すうゃぇかぇ くぇ ゃうくけすけ さけいっ, おけえすけ すは こさぇゃう 
ゃっつっ 4-すぇ ゅけょうくぇ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ こけさっょ
くけすけ きせ ういょぇくうっ とっ しっ こさけゃっょっ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお くぇ 7-きう う 8-きう のくう, ゃ ょくうすっ 
- おせかきうくぇちうは くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ.
 ┿くくぇ ╃せくょぇおけゃぇ っ ぇさしっくぇかしおけ ょっすっ: 

きぇえおぇ え っ ょ-さ ╊せおさっちうは ╂っけさゅうっゃぇ,  
おけはすけ ょなかゅう ゅけょうくう さぇぉけすう ゃ こけかうおかう
くうおぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”. ¨すすぇき いぇこけつゃぇ う 
くっえくうはす  こさけそっしうけくぇかっく こなす. ┿くくぇ っ 
ょなとっさは くぇ こけおけえくうは きぇてうくっく うくあっ
くっさ-さぇちうけくぇかういぇすけさ ╃うきうすなさ ╃うくっゃ, 
いぇゃっあょぇか けすょっか „[ぇちうけくぇかういぇちうう” ゃ 
′╇〈╇. 
《っしすうゃぇかなす „]けきっかうっさ くぇ ゅけょうくぇ

すぇ“ けこさっょっかう う くぇえ-ょけぉさうは しけきっかうっさ 
ゃ しすさぇくぇすぇ. 〈けゃぇ っ  こかけゃょうゃつぇくうくなす 
╈けさょぇく ╉うさうかつっゃ. 〈うすかぇすぇ しう すけえ こけ
かせつう ゃ けしこけさゃぇくぇ おけくおせさっくちうは けす けとっ 
5-きぇ しゃけう おけかっゅう, こけぉっょうすっかう ゃ さっゅうけ
くぇかくうすっ こけかせそうくぇかう.

  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╆ぇこうしゃぇくっ う いぇこかぇとぇくっ くぇ おぇさすうすっ いぇ こけつうゃおぇ ゃ たけすっか “┿さしっ-
くぇか” ゅさ. ′っしっぉなさ いぇ しっいけく 2014 - ゃ ]うくょうおぇかくうは おけきうすっす くぇ 
╉′]╀ “┿さしっくぇか” う しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ いぇゃけょう.

╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは:
ゃなすさ. すっかっそけく: 21-56
GSM: 0888 582 673 

‶け ゃさっきっ くぇ ╁っかうおょっく-
しおうすっ こさぇいくうちう おけかっお-

すうゃなす  くぇ “┿さしっくぇか” とっ こけ-
つうゃぇ ゃ こっさうけょぇ けす 18-すう ょけ 
21-ゃう ぇこさうか ゃおかのつうすっかくけ. 
‶なさゃうはす さぇぉけすっく ょっく っ くぇ 
22-さう ぇこさうか. ‶けつうゃくう いぇ 
しなしすぇゃぇ とっ しぇ う ょくうすっ けす 
1-ゃう ょけ 6-すう きぇえ ゃおかのつう-

]なし いぇこけゃっょ くぇ ╇いこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ こさっい きっ-
しっちうすっ きぇえ う のくう つぇしす けす さぇぉけすっとうすっ ゃ ょさせあっしすゃけすけ とっ ぉなょぇす くぇ 

くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ. 
╋けすうゃうすっ いぇ すけゃぇ さってっくうっ しぇ こけしけつっくう ゃ こけょこうしぇくうは こさけすけおけか きっあょせ 

╇いこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ ょさせあっしすゃけすけ う しうくょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう 
くぇ ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ”.  
‶さうつうくうすっ ぉはたぇ けぉしなょっくう くぇ しさっとぇ, こさっょたけあょぇとぇ こけょこうしぇくうは こさけすけ-

おけか, くぇ おけはすけ こさうしなしすゃぇたぇ ゃしうつおう ょうさっおすけさう くぇこさぇゃかっくうは う いぇゃけょう くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ う かうょっさうすっ くぇ しうくょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう, う すっ しぇ:
- かうこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ ょけゅけゃけさう いぇ こさけょぇあぉぇ;

- くぇきぇかっく けぉっき くぇ さぇぉけすぇ;
- くっゃないきけあくけしす いぇ こなかくぇ いぇっすけしす.
‶けしけつっくうすっ きけすうゃう くぇかぇゅぇす くっけぉたけょうきけしすすぇ けす ゃなゃっあょぇくっ くぇ くっこなかくけ 

さぇぉけすくけ ゃさっきっ くぇ けしくけゃぇくうっ つか. 138 ぇ, ぇか. 1 けす ╉〈. ]きうしなかなす くぇ すけゃぇ っ 
ょぇ ぉなょぇす ういぉっゅくぇすう しなおさぇとっくうは う しっ いぇこぇいう こっさしけくぇかなす, ぇ すっあっしすすぇ けす 
くぇきぇかっくうは けぉっき くぇ さぇぉけすぇ ょぇ ぉなょっ こけっすぇ しけかうょぇさくけ けす さぇぉけすっとうすっ ゃ 
ょさせあっしすゃけすけ. 
′ぇ くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ とっ さぇぉけすはす しぇきけ すっいう, おけうすけ くはきぇす ょけしすぇ-

すなつくけ けぉっき さぇぉけすぇ, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ いぇ けこさっょっかっくう いぇゃけょう う いゃっくぇ すけ 
くはきぇ ょぇ ぉなょっ こさうかけあっくけ うかう とっ ぉなょっ こさうかけあっくけ つぇしすうつくけ.
╃け  おさぇは くぇ すぇいう しっょきうちぇ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ はしくう いゃっくぇすぇ, おけうすけ とっ こさっきうくぇす 

くぇ くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ ゃ しかっょゃぇとうすっ ょゃぇ きっしっちぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ ょっえしすゃうっすけ くぇ くっこなかくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ しっ こさっおなしゃぇ けしう-

ゅせさうすっかくうはす しすぇあ くぇ さぇぉけすくうおぇ, くけ くっ う すさせょけゃうはす.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

〈]╅╉¨ 【╊｠〉¨を¨ 〈╅‶』【《『っ【 ]《╉[╅

ぁ╅』【 《【 „╅『』╊〉╅]” ╇ ╅〉╊[』 》『╊′ 
〈╅‶ ¨ ょ〉¨

]こけさっょ ╇かうっゃ, いぇくうきぇくうはすぇ ゃ おかせぉぇ うきぇす いぇ ちっか ょぇ くぇせつぇす ぉなょっとうすっ きかぇ-
ょう おけくしすさせおすけさう う うくあっくっさう ょぇ すゃけさはす, さぇいしなあょぇゃぇえおう くっしすぇくょぇさすくけ う 
さぇぉけすっえおう ゃ っおうこ. ╊けょおぇすぇ, ゃなさたせ おけはすけ ゃ きけきっくすぇ しっ おけくちっくすさうさぇす せしうかう-
はすぇ くぇ ぉなょっとうすっ すったくうちう, っ きったぇくうつくぇ, し こっょぇかくけ いぇょゃうあゃぇくっ. ╉ぇかなこなす くぇ 
かけょおぇすぇ ゃっつっ っ ゅけすけゃ,  こさっょしすけう ょぇ しっ くぇこさぇゃう う しこっちうぇかくけ こけおさうすうっ  けす 
しすなおかけこかぇしす う ょけこなかくうすっかくぇ けぉさぇぉけすおぇ. ‶かぇくけゃっすっ くぇ きかぇょうすっ おけくしすさせお-
すけさう しぇ いぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ すはたくぇすぇ かけょおぇ ょぇ くぇこさぇゃう こなさゃけすけ しう こかぇ-
ゃぇくっ ゃ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ. 
╋かぇょうはす さなおけゃけょうすっか くぇ おかせぉぇ ╃ぇくうっか ╇かうっゃ しこけょっかう, つっ うきぇ けとっ きくけゅけ 

ぇすさぇおすうゃくう うょっう, つうっすけ さっぇかういうさぇくっ し ぉなょっとうすっ おけくしすさせおすけさう う うくあっくっ-
さう こさっょしすけう. 〈けえ くっ しおさう いぇょけゃけかしすゃけすけ しう けす っくすせしうぇいきぇ, し おけえすけ さぇぉけすはす 
ぉなょっとうすっ すったくうちう. 

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

„╆っ]╅ [〉¨╈╅ ′╅ 【╊｠〉《]《╈¨ぁ〉╅
¨〉╉】』【『¨╅]¨′╅を¨っ 2015-2025 ╈.” 』ぇ╆╅『っ【 〉╊′╅[《〉〉¨【╊

〈╊【╅]〉¨ ╈╅『╅╋¨ ╁ „╀はかぇすぇ おくうゅぇ” しっ こけしけつ
ゃぇ, つっ けおけかけ 50 つせあょっしすさぇく
くう おけきこぇくうう いぇ ょけしすぇゃおぇ 
くぇ ぇゃすけつぇしすう いぇ ゃけょっとうすっ 
ぇゃすけきけぉうかくう おけきこぇくうう こけ 
しゃっすぇ うきぇす こさけういゃけょしすゃっくう 
きけとくけしすう せ くぇし う ゃっつっ しぇ 

さぇいおさうかう 20 000 さぇぉけすくう 
きっしすぇ, こけ ょぇくくう くぇ ┿ゅっくちう
はすぇ いぇ つせあょっしすさぇくくう うくゃっし
すうちうう. ╁ さぇえけくうすっ くぇ ]けそうは 
う ‶かけゃょうゃ さぇぉけすはす ょゃぇ ぇゃ
すけきけぉうかくう おかなしすっさぇ, ぇ すぇいう 
うくょせしすさうは きけあっ ょぇ ょぇょっ しう
かっく すかぇしなお ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
きうおさけっかっおすさけくうおぇすぇ.
╁ しなけすゃっすしすゃうっ し くけゃぇすぇ 

っゃさけこっえしおぇ うくょせしすさうぇかくぇ 
しすさぇすっゅうは いぇ っかっおすさけくうおぇ, 
おけはすけ ちっかう せょゃけはゃぇくっ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ つうこけゃっ 
ゃ ╄] ょけ 20 % けす しゃっすけゃくけ
すけ こさけういゃけょしすゃけ, しっ けすおさう
ゃぇす けこさっょっかっくう てぇくしけゃっ いぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは. ‶さう 
すけゃぇ, こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ つう
こけゃっ ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ さぇし
すっ し けおけかけ 25% ゅけょうてくけ, こけ
さぇょう しうかくけ さぇいてうさはゃぇとうは 
しっ こぇいぇさ. 
′っけぉたけょうきけ っ ょぇ しっ こけきう

しかう いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉかぇ
しすう けす きうおさけっかっおすさけくうおぇすぇ, 
つうはすけ こさけょせおちうは しっ すなさしう 
こさっょう ゃしうつおけ くぇ っゃさけこっえ
しおうは こぇいぇさ, しっ こさっこけさなつゃぇ 
ゃ „╀はかぇ おくうゅぇ いぇ くけゃぇ ゃう
しけおけすったくけかけゅうつくぇ うくょせし
すさうぇかういぇちうは 2015-2025 
ゅ.“. ╆ぇさぇょう ゃけょっとぇすぇ さけかは 
くぇ ぇゃすけきけぉうかけしすさけっくっすけ ゃ 
っゃさけこっえしおぇすぇ うくょせしすさうは, 
こっさしこっおすうゃくけ ういゅかっあょぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ っかっおすさけ
くうおぇ いぇ ぇゃすけきけぉうかう. ╁しっ 
こけゃっつっ けしくけゃくう ょけしすぇゃつう
ちう くぇ ゅけかっきうすっ っゃさけこっえしおう 
ぇゃすけきけぉうかくう おけくちっさくう いぇ
こけつゃぇす ょぇ さぇいおさうゃぇす こさけうい
ゃけょしすゃっくう きけとくけしすう ゃ ╀なか
ゅぇさうは, おぇすけ くっきしおうすっ Festo 
(こさけういゃけょしすゃけ くぇ しっくいけさう) う 
Behr-Hella (こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
おかうきぇすうつくう うくしすぇかぇちうう いぇ 
かっおう ぇゃすけきけぉうかう). ′ぇさぇしすゃぇ 
うくすっさっしなす う くぇ おうすぇえしおうすっ 
ぇゃすけきけぉうかけしすさけうすっかう. ¨し
ゃっく Great Wall, BYD こかぇくうさぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ っかっおすさけ
ぇゃすけぉせしう. ╁ きけきっくすぇ いぇゃけ
ょなす ゃ ╊けゃっつ しゅかけぉはゃぇ ぇゃすけ
きけぉうかう, ゃしうつおうすっ つぇしすう くぇ 
おけうすけ しっ ょけしすぇゃはす けす ╉うすぇえ. 
] さぇいてうさはゃぇくっすけ くぇ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ きけあっ ょぇ しっ けつぇおゃぇ 
ょぇ しっ こさうしすなこう おなき こさけうい
ゃけょしすゃけ くぇ けこさっょっかっくう つぇし
すう ゃ ╀なかゅぇさうは. ┿きっさうおぇく
しおぇすぇ Johnson Control’s うきぇ 

くぇせつくけ-ういしかっょけゃぇすっかしおう う 
さぇいゃけっく ちっくすなさ ゃ ]けそうは ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ っかっおすさけくうおぇすぇ, 
おけえすけ さぇいさぇぉけすゃぇ くけゃう すった
くけかけゅうう いぇ うくそけさきぇちうは くぇ 
ゃけょぇつぇ くぇ ぇゃすけきけぉうかぇ, おぇおすけ 
う くぇ っかっおすさけくくう しさっょしすゃぇ, 

こさっょくぇいくぇつっくう いぇ おせこっすけ くぇ 
ぇゃすけきけぉうかぇ. 
╂けかっきう こっさしこっおすうゃう しっ 

けすおさうゃぇす う こさっょ くぇくけっかっお
すさけくうおぇすぇ, つううすけ こさけょせおすう 
しぇ たうかはょぇ こなすう こけ-きぇかおう けす 
おかっすおぇすぇ くぇ つけゃっておけすけ すはかけ 
う きうかうけく こなすう こけ-きぇかおう けす 
ゅかぇゃぇすぇ くぇ おぇさそうちぇ. ] すはたくぇ 
こけきけと きけゅぇす ょぇ しっ こさぇゃはす, 
くぇこさうきっさ, こけおさうすうは, おけうすけ 
しっ しぇきけこけつうしすゃぇす, かっおぇさ
しすゃぇ, おけうすけ ゃないょっえしすゃぇす し 
くっけぉうおくけゃっくぇ すけつくけしす ゃなさたせ 
すせきけさう ゃ つけゃっておうは けさゅぇくう
いなき うかう くけしうすっかう し さぇいきっさ 
くぇ っょくけちっくすけゃぇ きけくっすぇ, こけい
ゃけかはゃぇとう しなたさぇくはゃぇくっすけ くぇ 
けゅさけきくぇ こけ けぉっき うくそけさきぇ
ちうは. ╇いこけかいゃぇくっすけ くぇ くぇくけ
こさけょせおすう う くぇくけしすさせおすせさう 
とっ けおぇあっ けゅさけきくけ ゃないょっえしす
ゃうっ ゃなさたせ ゃしうつおう しそっさう くぇ 
しすけこぇくしおぇすぇ ょっえくけしす う あう
ゃけすぇ くぇ たけさぇすぇ. 〈ったくうはす こぇ
いぇさ こさっい 2015 ゅ. しっ けつぇおゃぇ 
ょぇ くぇょたゃなさかう  っょうく すさうかうけく 
っゃさけ. ╁けょっとう ゃ しそっさぇすぇ くぇ 
くぇくけっかっおすさけくうおぇすぇ しぇ ]┿】, 
ぅこけくうは う ╂っさきぇくうは.
′ぇえ-てうさけおけ っ ういこけかい

ゃぇくっすけ くぇ こさけょせおすうすっ くぇ 
くぇくけっかっおすさけくうおぇすぇ ゃ ぇゃ
すけきけぉうかけしすさけっくっすけ, きぇてう
くけしすさけっくっすけ, たうきうはすぇ, っかっお
すさけくうおぇすぇ, こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ きっょうちうくしおぇ すったくうおぇ う 
けこすうおぇすぇ. 
╁ ╀けすっゃゅさぇょ, ゃ っょくぇ つぇしす 

けす こさけういゃけょしすゃっくうすっ きけと
くけしすう くぇ ぉうゃてうすっ いぇゃけょう いぇ 
きうおさけっかっおすさけくうおぇ, しっ こさけ
ういゃっあょぇす くぇくけこさうぉけさう. ╆ぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ くぇくけっかっおすさけ
くうおぇすぇ う くぇくけすったくけかけゅううすっ 
こけきぇゅぇ くぇゃかういぇくっすけ くぇ くは
おけう っゃさけこっえしおう う ぇきっさうおぇく
しおう そうさきう, おぇすけ Melexis う 
AMIS. ]うかっく すかぇしなお けつぇおゃぇ う 
ちっくすなさぇ いぇ くぇくけすったくけかけゅうう, 
おけえすけ しっ こかぇくうさぇ ょぇ ぉなょっ 
ういゅさぇょっく いぇっょくけ し IBM.
╆ぇ ゃないさぇあょぇくっすけ う さぇいゃう

すうっすけ くぇ きうおさけっかっおすさけくう
おぇすぇ う くぇくけっかっおすさけくうおぇすぇ っ 
くっけぉたけょうきけ, おぇおすけ ゃないしすぇ
くけゃはゃぇくっすけ くぇ いぇおさうすうは ╇く
しすうすせす こけ きうおさけっかっおすさけくう
おぇ, すぇおぇ う さぇいてうさはゃぇくっ くぇ 
けぉせつっくうっすけ こけ しこっちうぇかくけしす
すぇ „╄かっおすさけくくう しうしすっきう” ゃ 
〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす う 

„╇くあっくっさくぇ そういうおぇ”ゃ ]け
そうえしおうは せくうゃっさしうすっす う しない
ょぇゃぇくっすけ くぇ かぇぉけさぇすけさうう 
おなき すはた し ちっか いぇょなかぉけつっくぇ 
くぇせつくけ-ういしかっょけゃぇすっかしおぇ う 
さぇいゃけえくぇ ょっえくけしす, こさっこけ
さなつゃぇす ぇゃすけさうすっ くぇ „╀はかぇ 
おくうゅぇ いぇ くけゃぇ ゃうしけおけすったくけ
かけゅうつくぇ うくょせしすさうぇかういぇちうは 
2015-2025 ゅ.“. ] こさっけぉさぇいせ
ゃぇくっすけ くぇ 〈ったくうつっしおうは おけ
かっあ おなき ぃゅけいぇこぇょくうは せくう
ゃっさしうすっす ゃ ╀かぇゅけっゃゅさぇょ とっ 
ぉなょっ けすおさうすぇ う くけゃぇ しこっちう
ぇかくけしす – „¨こすけ- う くぇくけっかっ
おすさけくうお”.
╄ゃさけこっえしおうはす しなのい ゃない

くぇきっさはゃぇ ょぇ こけょおさっこう さぇい
ゃうすうっすけ くぇ っかっおすさけくうおぇすぇ. 
╄╉ こさっょかけあう ょぇ しっ いぇょっかはす 
けす ぉのょあっすぇ くぇ ╄] 4.8 きかさょ. 
っゃさけ いぇ ういしかっょゃぇくうは う こぇさす
くぬけさしすゃけ し つぇしすくうは ぉういくっし し 
ちっか ょぇ ぉなょっ しこさはくけ しなおさぇ
とぇゃぇくっすけ くぇ けすくけしうすっかくうは 
ょはか くぇ しすさぇくうすっ-つかっくおう くぇ 
╄] ゃ しゃっすけゃくけすけ こさけういゃけょ
しすゃけ くぇ っかっおすさけくくう おけき
こけくっくすう う しうしすっきう. ‶さっょ
ゃうあょぇ しっ さぇいてうさはゃぇくっ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こけかせこ
さけゃけょくうおけゃけすけ けぉけさせょゃぇくっ, 
ゃゅさぇょっくう しうしすっきう う しかけあくう 
っかっおすさけくくう おけきこけくっくすう. 
《うくぇくしうさぇくっすけ とっ しっ けす

こせしおぇ いぇ おけくおさっすくう こさけっお
すう, おけうすけ とっ しっ こけょぉうさぇす し 
おけくおせさしう. ‶け うくうちうぇすうゃぇすぇ 
とっ しっ さぇぉけすう 7 ゅけょうくう, おぇすけ 
すは とっ けぉっょうくう せしうかうはすぇ くぇ 
つぇしすくうは ぉういくっし, せくうゃっさ
しうすっすう う ういしかっょけゃぇすっかしおう 
かぇぉけさぇすけさうう. [ぇぉけすぇすぇ こけ 
こさけっおすぇ Joint Technology 
Initiative (JTI) いぇこけつゃぇ  こさっい  
すぇいう ゅけょうくぇ う とっ っ くぇしけつっくぇ 
ゃ 3 くぇこさぇゃかっくうは: ARTEMIS 
(ゃゅさぇょっくう しうしすっきう), AENEAS 
(くぇくけっかっおすさけくうおぇ), EpoSS 
(うくすっかうゅっくすくう うくすっゅさうさぇ
くう しうしすっきう).  ╁ こなさゃけすけ くぇ
こさぇゃかっくうっ しっ さっぇかういうさぇす 2 
こうかけすくう こさけっおすぇ くぇ しすけえ
くけしす  150 きかく. っゃさけ, ぇ ゃなゃ 
ゃすけさけすけ 5 こうかけすくう こさけっおすぇ 
くぇ しすけえくけしす 730 きかく. っゃさけ. 
‶け ょぇくくう くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ 

おけきうしうは, けす 2000 ゅ. しっおすけさ 
„╄かっおすさけくうおぇ” くぇ ╄] さぇしすっ 
しさっょくけ し 5% ゅけょうてくけ う ゃ 
くっゅけ さぇぉけすはす けおけかけ 200 たうか. 
ょせてう. 
‶さっょこけかぇゅぇ しっ, つっ つぇしすくうはす 

ぉういくっし とっ いぇょっかう いぇ こさけっお
すぇ JTI けおけかけ 2.4 きかさょ. っゃさけ, 
おけっすけ しっ さぇゃくはゃぇ くぇ こけかけゃう
くぇすぇ けす しせきぇすぇ, けしうゅせさはゃぇくぇ 
けす ╄], しっ こけしけつゃぇ ゃ „╀はかぇ 
おくうゅぇ いぇ くけゃぇ ゃうしけおけすったくけ
かけゅうつくぇ うくょせしすさうぇかういぇちうは 
2015-2025“.
╄かっおすさけくっく ゃぇさうぇくす くぇ 

おくうゅぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ ういすっゅ
かっく けす しぇえすけゃっすっ
www.inancebg.com,
www.atlasinance.bg,
www.atlasnet.bg う
www.bg-wiki.org.
]さっょ ぇゃすけさうすっ くぇ „ ╀はかぇ 

おくうゅぇ いぇ くけゃぇ ゃうしけおけすったくけ
かけゅうつくぇ うくょせしすさうぇかういぇちうは 
2015-2025“  しぇ: こさけそ. ょ-さ 
┿くゅっか ╂さけいょうく, こさけそ. ょ-さ 
うお. ┿しっく ╉けくぇさっゃ, ょけち. ょ-さ 
┿くぇしすぇしうは 【けこけゃぇ, しす. く. し. 
╁かぇょうきうさ [うぉぇさけゃ, こさけそ. 
ょ-さ ′ぇつおけ [ぇょっゃ, うくあ. ′うくぇ 
╀けはょあうっゃぇ, ょ-さ うお. ‶っすなさ 
′っえつっゃ, うくあ. ‶っすなさ ]すぇえおけゃ, 
うくあ. ]すっそぇく ╂なかなぉけゃ う ょさ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”,
しなし しなょっえしすゃうっすけ くぇ 

〈ったくうつっしおう せくうゃっさしうすっす 
- ]けそうは 

╃け 1-ゃう のかう ゅさぇあ
ょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇく

かなお, こけしすぇゃうかう う こけかい
ゃぇとう きっすぇかくう ゅぇさぇあう, 
とっ すさはぉゃぇ ょぇ しおかのつぇす 

ょけゅけゃけさう う ょぇ いぇこかぇすはす 
しすぇさう しせきう いぇ くぇっき. ┿おけ 
くっ くぇこさぇゃはす すけゃぇ, ¨ぉ
とうくぇすぇ とっ こさっょこさうっきっ 
しなけすゃっすくうすっ ょっえしすゃうは いぇ 
ょっきけくすぇあ くぇ きっすぇかくうすっ 
しなけさなあっくうは. 
╁っつっ しぇ さぇいかっこっくう う 

しこっちうぇかくう しなけぉとっくうは 
ゃなさたせ きっすぇかくうすっ ゅぇさぇ
あう, こけしすぇゃっくう くっいぇおけく
くけ うかう し くっこかぇすっくう うい
さはょくけ きっしっつくう くぇっきう. ¨す 
しなけぉとっくうはすぇ しすぇゃぇ はしくけ, 
つっ ょけ 12-すう きぇえ しすけこぇ
くうすっ くぇ すっいう ゅぇさぇあくう 
おかっすおう うきぇす ゃさっきっ ょぇ 
こさうゃっょぇす ゃ さっょ しゃけうすっ 
けすくけてっくうは し ¨ぉとうくぇすぇ. 
]かっょ すぇいう ょぇすぇ しなけぉとっ
くうっすけ しかっょゃぇ ょぇ しっ しつうすぇ 
いぇ 7-ょくっゃくけ こさっょせこさっあ
ょっくうっ, しかっょ おけっすけ ¨ぉとう
くぇすぇ とっ っ ゃ こさぇゃけすけ しう 
ょぇ ょっきけくすうさぇ ゅぇさぇあくぇすぇ 
きっすぇかくぇ おかっすおぇ. 
〈っいう しゃけう くぇきっさっくうは けす 

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けぉは
ゃうたぇ こさっょう ょくう. 
‶さけゃっさおぇ くぇ ょゃっ けすょっか

くう おけきうしうう ゃ ょゃぇ おゃぇさ
すぇかぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, しぇきけ 
いぇ こなさゃうすっ ょゃっ しっょきうちう 
くぇ きぇさす, っ せしすぇくけゃうかぇ , 
つっ こけかけゃうくぇすぇ けす こさけゃっ
さっくうすっ ゃ すっいう おゃぇさすぇかう 
1460 きっすぇかくう ゅぇさぇあぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ しぇ くっいぇおけく
くう, すなえ おぇすけ しぇ こけしすぇ
ゃっくう すぇき けす ゅさぇあょぇくう, 
ぉっい ょぇ しおかのつぇす ょけゅけゃけさ 
し けぉとうくしおぇすぇ そうさきぇ 
„╀ぇかおぇくうくゃっしす“. ‶け うく
そけさきぇちうは くぇ ‶っすなさ ╉け
しっゃ, いぇきっしすくうお-おきっす こけ 
そうくぇくしけゃうすっ ゃなこさけしう, 
こさけゃっさおぇすぇ っ こけおぇいぇかぇ, 
つっ しぇきけ 233-きぇ けす しすけこぇ
くうすっ くぇ きっすぇかくう ゅぇさぇあう 
ゃ すっいう ょゃぇ おゃぇさすぇかぇ しぇ 
ういさはょくう, うきぇす ょけゅけゃけさう 
いぇ すはた う こかぇとぇす くぇっきうすっ 
しう. 
╃させゅう 473-きぇ こけかいゃぇ

すっかう くぇ きっすぇかくう ゅぇさぇあう 
うきぇす ょけゅけゃけさう し けぉとうく
しおぇすぇ そうさきぇ „╀ぇかおぇくうく
ゃっしす“, くけ くっ しぇ いぇこかぇすう

すっかくけ. ╃くうすっ 2-さう う 5-すう きぇえ /こっすなお う こけくっょっかくうお/ とっ ぉなょぇす けすさぇぉけすゃぇ-
くう くぇ 10-すう う 31-ゃう きぇえ /しなぉけすぇ/.

かう しなけすゃっすくうすっ しせきう いぇ 
くぇっき. 
] ぉかういけ 1200 けそうちう

ぇかくけ しぇ しっ せゃっかうつうかう 
きっすぇかくうすっ ゅぇさぇあう ゃ ╉ぇ

いぇくかなお いぇ こけしかっょくうすっ 2 
ゅけょうくう. 
╁ くぇつぇかけすけ くぇ 2012 ゅけ

ょうくぇ けぉとうくしおけ ぉさけっくっ 
くぇ きっすぇかくうすっ ゅぇさぇあう っ 
せしすぇくけゃうかけ, つっ すっ しぇ 4 
489, おぇすけ しぇきけ いぇ 3 244 
けす すはた こけかいゃぇすっかうすっ うき 
しぇ しおかのつうかう ょけゅけゃけさう し 
けぉとうくしおぇすぇ そうさきぇ. 
╃ゃっ ゅけょうくう こけ-おなしくけ, 

こけ ょぇくくう くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
せこさぇゃぇ, きっすぇかくうすっ ゅぇさぇ
あう しぇ 5 500. 
╆ぇ こなさゃうすっ ょゃぇ きっしっちぇ 

くぇ すぇいう ゅけょうくぇ けす くぇっきう 
いぇ きっすぇかくう ゅぇさぇあう しぇ しな
ぉさぇくう 8 929 かっゃぇ. ‶けつ
すう しなとぇすぇ しせきぇ - 8 606 
かっゃぇ, しぇ しなぉさぇくう しぇきけ いぇ 
ょゃっ しっょきうちう こさっい きぇさす, 
しかっょ しすぇさすぇ くぇ こさけゃっさ
おうすっ けす ¨ぉとうくぇすぇ. 
╆ぇこかぇとぇくっすけ くぇ くぇっきう

すっ いぇ きっすぇかくう ゅぇさぇあう しっ 
ういゃなさてゃぇ しなゅかぇしくけ こさう
っすう すぇさうそう けす ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
けょけぉさっくう いぇ さぇいかうつくう 
ゅさぇょしおう いけくう.

¨す ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
しなけぉとうたぇ, つっ うきぇ いぇ
おけくけゃう ゃないきけあくけしすう いぇ 
つぇしす けす ゅぇさぇあうすっ ょぇ しっ 
けすおせこう こさぇゃけ くぇ しすさけっあ 
つさっい すなさゅ, し ちっか こけしすさけ
はゃぇくっ けす しけぉしすゃっくうおぇ くぇ 
こぇさちっかぇ くぇ きけくけかうすっく 
ゅぇさぇあ. 
]なぉうさぇくっすけ くぇ くぇっきう う 

おけくすさけかなす こけ こけしすぇゃはくっ
すけ くぇ きっすぇかくうすっ ゅぇさぇあう ゃ 
╉ぇいぇくかなお っ しさっょ ぇくゅぇあう
きっくすうすっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
そうさきぇ „╀ぇかおぇくうくゃっしす“.
╇きっくくけ すぇき ゅさぇあょぇくう

すっ し くっせさっょっくう けすくけてっ
くうは, しゃなさいぇくう し こけかいゃぇ
くうすっ う こけしすぇゃっくう けす すはた 
きっすぇかくう おかっすおう, すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ けぉなさくぇす いぇ こけゃっつっ 
うくそけさきぇちうは う いぇ しおかのつ
ゃぇくっ くぇ ょけゅけゃけさう う うい
つうしすゃぇくっ くぇ しすぇさう いぇょなか
あっくうは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╆ぇこうしゃぇくっ う いぇこかぇとぇくっ くぇ おぇさすうすっ いぇ こけつうゃおぇ ゃ たけすっか “┿さしっ
くぇか” ゅさ. ′っしっぉなさ いぇ しっいけく 2014 - ゃ ]うくょうおぇかくうは おけきうすっす くぇ 
╉′]╀ “┿さしっくぇか” う しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ いぇゃけょう.

╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは:
ゃなすさ. すっかっそけく: 21-56
GSM: 0888 582 673 

‶け ゃさっきっ くぇ ╁っかうおょっく
しおうすっ こさぇいくうちう おけかっお

すうゃなす  くぇ “┿さしっくぇか” とっ こけ
つうゃぇ ゃ こっさうけょぇ けす 18-すう ょけ 
21-ゃう ぇこさうか ゃおかのつうすっかくけ. 
‶なさゃうはす さぇぉけすっく ょっく っ くぇ 
22-さう ぇこさうか. ‶けつうゃくう いぇ 
しなしすぇゃぇ とっ しぇ う ょくうすっ けす 
1-ゃう ょけ 6-すう きぇえ ゃおかのつう

]なし いぇこけゃっょ くぇ ╇いこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ こさっい きっ
しっちうすっ きぇえ う のくう つぇしす けす さぇぉけすっとうすっ ゃ ょさせあっしすゃけすけ とっ ぉなょぇす くぇ 

くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ. 
╋けすうゃうすっ いぇ すけゃぇ さってっくうっ しぇ こけしけつっくう ゃ こけょこうしぇくうは こさけすけおけか きっあょせ 

╇いこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ ょさせあっしすゃけすけ う しうくょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう 
くぇ ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ”.  
‶さうつうくうすっ ぉはたぇ けぉしなょっくう くぇ しさっとぇ, こさっょたけあょぇとぇ こけょこうしぇくうは こさけすけ

おけか, くぇ おけはすけ こさうしなしすゃぇたぇ ゃしうつおう ょうさっおすけさう くぇこさぇゃかっくうは う いぇゃけょう くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ う かうょっさうすっ くぇ しうくょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう, う すっ しぇ:
- かうこしぇすぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ ょけゅけゃけさう いぇ こさけょぇあぉぇ;

- くぇきぇかっく けぉっき くぇ さぇぉけすぇ;
- くっゃないきけあくけしす いぇ こなかくぇ いぇっすけしす.
‶けしけつっくうすっ きけすうゃう くぇかぇゅぇす くっけぉたけょうきけしすすぇ けす ゃなゃっあょぇくっ くぇ くっこなかくけ 

さぇぉけすくけ ゃさっきっ くぇ けしくけゃぇくうっ つか. 138 ぇ, ぇか. 1 けす ╉〈. ]きうしなかなす くぇ すけゃぇ っ 
ょぇ ぉなょぇす ういぉっゅくぇすう しなおさぇとっくうは う しっ いぇこぇいう こっさしけくぇかなす, ぇ すっあっしすすぇ けす 
くぇきぇかっくうは けぉっき くぇ さぇぉけすぇ ょぇ ぉなょっ こけっすぇ しけかうょぇさくけ けす さぇぉけすっとうすっ ゃ 
ょさせあっしすゃけすけ. 
′ぇ くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ とっ さぇぉけすはす しぇきけ すっいう, おけうすけ くはきぇす ょけしすぇ

すなつくけ けぉっき さぇぉけすぇ, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ いぇ けこさっょっかっくう いぇゃけょう う いゃっくぇ すけ 
くはきぇ ょぇ ぉなょっ こさうかけあっくけ うかう とっ ぉなょっ こさうかけあっくけ つぇしすうつくけ.
╃け  おさぇは くぇ すぇいう しっょきうちぇ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ はしくう いゃっくぇすぇ, おけうすけ とっ こさっきうくぇす 

くぇ くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ ゃ しかっょゃぇとうすっ ょゃぇ きっしっちぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ ょっえしすゃうっすけ くぇ くっこなかくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ しっ こさっおなしゃぇ けしう

ゅせさうすっかくうはす しすぇあ くぇ さぇぉけすくうおぇ, くけ くっ う すさせょけゃうはす.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

〈]╅╉¨ 【╊｠〉¨を¨ 〈╅‶』【《『っ【 ]《╉[╅

ぁ╅』【 《【 „╅『』╊〉╅]” ╇ ╅〉╊[』 》『╊′ 
〈╅‶ ¨ ょ〉¨

]こけさっょ ╇かうっゃ, いぇくうきぇくうはすぇ ゃ おかせぉぇ うきぇす いぇ ちっか ょぇ くぇせつぇす ぉなょっとうすっ きかぇ
ょう おけくしすさせおすけさう う うくあっくっさう ょぇ すゃけさはす, さぇいしなあょぇゃぇえおう くっしすぇくょぇさすくけ う 
さぇぉけすっえおう ゃ っおうこ. ╊けょおぇすぇ, ゃなさたせ おけはすけ ゃ きけきっくすぇ しっ おけくちっくすさうさぇす せしうかう
はすぇ くぇ ぉなょっとうすっ すったくうちう, っ きったぇくうつくぇ, し こっょぇかくけ いぇょゃうあゃぇくっ. ╉ぇかなこなす くぇ 
かけょおぇすぇ ゃっつっ っ ゅけすけゃ,  こさっょしすけう ょぇ しっ くぇこさぇゃう う しこっちうぇかくけ こけおさうすうっ  けす 
しすなおかけこかぇしす う ょけこなかくうすっかくぇ けぉさぇぉけすおぇ. ‶かぇくけゃっすっ くぇ きかぇょうすっ おけくしすさせお
すけさう しぇ いぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ すはたくぇすぇ かけょおぇ ょぇ くぇこさぇゃう こなさゃけすけ しう こかぇ
ゃぇくっ ゃ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ. 
╋かぇょうはす さなおけゃけょうすっか くぇ おかせぉぇ ╃ぇくうっか ╇かうっゃ しこけょっかう, つっ うきぇ けとっ きくけゅけ 

ぇすさぇおすうゃくう うょっう, つうっすけ さっぇかういうさぇくっ し ぉなょっとうすっ おけくしすさせおすけさう う うくあっくっ
さう こさっょしすけう. 〈けえ くっ しおさう いぇょけゃけかしすゃけすけ しう けす っくすせしうぇいきぇ, し おけえすけ さぇぉけすはす 
ぉなょっとうすっ すったくうちう. 

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

„╆っ]╅ [〉¨╈╅ ′╅ 【╊｠〉《]《╈¨ぁ〉╅
¨〉╉】』【『¨╅]¨′╅を¨っ 2015-2025 ╈.” 』ぇ╆╅『っ【 〉╊′╅[《〉〉¨【╊

〈╊【╅]〉¨ ╈╅『╅╋¨ ╁ „╀はかぇすぇ おくうゅぇ” しっ こけしけつ-
ゃぇ, つっ けおけかけ 50 つせあょっしすさぇく-
くう おけきこぇくうう いぇ ょけしすぇゃおぇ 
くぇ ぇゃすけつぇしすう いぇ ゃけょっとうすっ 
ぇゃすけきけぉうかくう おけきこぇくうう こけ 
しゃっすぇ うきぇす こさけういゃけょしすゃっくう 
きけとくけしすう せ くぇし う ゃっつっ しぇ 

さぇいおさうかう 20 000 さぇぉけすくう 
きっしすぇ, こけ ょぇくくう くぇ ┿ゅっくちう-
はすぇ いぇ つせあょっしすさぇくくう うくゃっし-
すうちうう. ╁ さぇえけくうすっ くぇ ]けそうは 
う ‶かけゃょうゃ さぇぉけすはす ょゃぇ ぇゃ-
すけきけぉうかくう おかなしすっさぇ, ぇ すぇいう 
うくょせしすさうは きけあっ ょぇ ょぇょっ しう-
かっく すかぇしなお ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
きうおさけっかっおすさけくうおぇすぇ.
╁ しなけすゃっすしすゃうっ し くけゃぇすぇ 

っゃさけこっえしおぇ うくょせしすさうぇかくぇ 
しすさぇすっゅうは いぇ っかっおすさけくうおぇ, 
おけはすけ ちっかう せょゃけはゃぇくっ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ つうこけゃっ 
ゃ ╄] ょけ 20 % けす しゃっすけゃくけ-
すけ こさけういゃけょしすゃけ, しっ けすおさう-
ゃぇす けこさっょっかっくう てぇくしけゃっ いぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは. ‶さう 
すけゃぇ, こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ つう-
こけゃっ ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ さぇし-
すっ し けおけかけ 25% ゅけょうてくけ, こけ-
さぇょう しうかくけ さぇいてうさはゃぇとうは 
しっ こぇいぇさ. 
′っけぉたけょうきけ っ ょぇ しっ こけきう-

しかう いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉかぇ-
しすう けす きうおさけっかっおすさけくうおぇすぇ, 
つうはすけ こさけょせおちうは しっ すなさしう 
こさっょう ゃしうつおけ くぇ っゃさけこっえ-
しおうは こぇいぇさ, しっ こさっこけさなつゃぇ 
ゃ „╀はかぇ おくうゅぇ いぇ くけゃぇ ゃう-
しけおけすったくけかけゅうつくぇ うくょせし-
すさうぇかういぇちうは 2015-2025 
ゅ.“. ╆ぇさぇょう ゃけょっとぇすぇ さけかは 
くぇ ぇゃすけきけぉうかけしすさけっくっすけ ゃ 
っゃさけこっえしおぇすぇ うくょせしすさうは, 
こっさしこっおすうゃくけ ういゅかっあょぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ っかっおすさけ-
くうおぇ いぇ ぇゃすけきけぉうかう. ╁しっ 
こけゃっつっ けしくけゃくう ょけしすぇゃつう-
ちう くぇ ゅけかっきうすっ っゃさけこっえしおう 
ぇゃすけきけぉうかくう おけくちっさくう いぇ-
こけつゃぇす ょぇ さぇいおさうゃぇす こさけうい-
ゃけょしすゃっくう きけとくけしすう ゃ ╀なか-
ゅぇさうは, おぇすけ くっきしおうすっ Festo 
(こさけういゃけょしすゃけ くぇ しっくいけさう) う 
Behr-Hella (こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
おかうきぇすうつくう うくしすぇかぇちうう いぇ 
かっおう ぇゃすけきけぉうかう). ′ぇさぇしすゃぇ 
うくすっさっしなす う くぇ おうすぇえしおうすっ 
ぇゃすけきけぉうかけしすさけうすっかう. ¨し-
ゃっく Great Wall, BYD こかぇくうさぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ っかっおすさけ-
ぇゃすけぉせしう. ╁ きけきっくすぇ いぇゃけ-
ょなす ゃ ╊けゃっつ しゅかけぉはゃぇ ぇゃすけ-
きけぉうかう, ゃしうつおうすっ つぇしすう くぇ 
おけうすけ しっ ょけしすぇゃはす けす ╉うすぇえ. 
] さぇいてうさはゃぇくっすけ くぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ きけあっ ょぇ しっ けつぇおゃぇ 
ょぇ しっ こさうしすなこう おなき こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ けこさっょっかっくう つぇし-
すう ゃ ╀なかゅぇさうは. ┿きっさうおぇく-
しおぇすぇ Johnson Control’s うきぇ 

くぇせつくけ-ういしかっょけゃぇすっかしおう う 
さぇいゃけっく ちっくすなさ ゃ ]けそうは ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ っかっおすさけくうおぇすぇ, 
おけえすけ さぇいさぇぉけすゃぇ くけゃう すった-
くけかけゅうう いぇ うくそけさきぇちうは くぇ 
ゃけょぇつぇ くぇ ぇゃすけきけぉうかぇ, おぇおすけ 
う くぇ っかっおすさけくくう しさっょしすゃぇ, 

こさっょくぇいくぇつっくう いぇ おせこっすけ くぇ 
ぇゃすけきけぉうかぇ. 
╂けかっきう こっさしこっおすうゃう しっ 

けすおさうゃぇす う こさっょ くぇくけっかっお-
すさけくうおぇすぇ, つううすけ こさけょせおすう 
しぇ たうかはょぇ こなすう こけ-きぇかおう けす 
おかっすおぇすぇ くぇ つけゃっておけすけ すはかけ 
う きうかうけく こなすう こけ-きぇかおう けす 
ゅかぇゃぇすぇ くぇ おぇさそうちぇ. ] すはたくぇ 
こけきけと きけゅぇす ょぇ しっ こさぇゃはす, 
くぇこさうきっさ, こけおさうすうは, おけうすけ 
しっ しぇきけこけつうしすゃぇす, かっおぇさ-
しすゃぇ, おけうすけ ゃないょっえしすゃぇす し 
くっけぉうおくけゃっくぇ すけつくけしす ゃなさたせ 
すせきけさう ゃ つけゃっておうは けさゅぇくう-
いなき うかう くけしうすっかう し さぇいきっさ 
くぇ っょくけちっくすけゃぇ きけくっすぇ, こけい-
ゃけかはゃぇとう しなたさぇくはゃぇくっすけ くぇ 
けゅさけきくぇ こけ けぉっき うくそけさきぇ-
ちうは. ╇いこけかいゃぇくっすけ くぇ くぇくけ-
こさけょせおすう う くぇくけしすさせおすせさう 
とっ けおぇあっ けゅさけきくけ ゃないょっえしす-
ゃうっ ゃなさたせ ゃしうつおう しそっさう くぇ 
しすけこぇくしおぇすぇ ょっえくけしす う あう-
ゃけすぇ くぇ たけさぇすぇ. 〈ったくうはす こぇ-
いぇさ こさっい 2015 ゅ. しっ けつぇおゃぇ 
ょぇ くぇょたゃなさかう  っょうく すさうかうけく 
っゃさけ. ╁けょっとう ゃ しそっさぇすぇ くぇ 
くぇくけっかっおすさけくうおぇすぇ しぇ ]┿】, 
ぅこけくうは う ╂っさきぇくうは.
′ぇえ-てうさけおけ っ ういこけかい-

ゃぇくっすけ くぇ こさけょせおすうすっ くぇ 
くぇくけっかっおすさけくうおぇすぇ ゃ ぇゃ-
すけきけぉうかけしすさけっくっすけ, きぇてう-
くけしすさけっくっすけ, たうきうはすぇ, っかっお-
すさけくうおぇすぇ, こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ きっょうちうくしおぇ すったくうおぇ う 
けこすうおぇすぇ. 
╁ ╀けすっゃゅさぇょ, ゃ っょくぇ つぇしす 

けす こさけういゃけょしすゃっくうすっ きけと-
くけしすう くぇ ぉうゃてうすっ いぇゃけょう いぇ 
きうおさけっかっおすさけくうおぇ, しっ こさけ-
ういゃっあょぇす くぇくけこさうぉけさう. ╆ぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ くぇくけっかっおすさけ-
くうおぇすぇ う くぇくけすったくけかけゅううすっ 
こけきぇゅぇ くぇゃかういぇくっすけ くぇ くは-
おけう っゃさけこっえしおう う ぇきっさうおぇく-
しおう そうさきう, おぇすけ Melexis う 
AMIS. ]うかっく すかぇしなお けつぇおゃぇ う 
ちっくすなさぇ いぇ くぇくけすったくけかけゅうう, 
おけえすけ しっ こかぇくうさぇ ょぇ ぉなょっ 
ういゅさぇょっく いぇっょくけ し IBM.
╆ぇ ゃないさぇあょぇくっすけ う さぇいゃう-

すうっすけ くぇ きうおさけっかっおすさけくう-
おぇすぇ う くぇくけっかっおすさけくうおぇすぇ っ 
くっけぉたけょうきけ, おぇおすけ ゃないしすぇ-
くけゃはゃぇくっすけ くぇ いぇおさうすうは ╇く-
しすうすせす こけ きうおさけっかっおすさけくう-
おぇ, すぇおぇ う さぇいてうさはゃぇくっ くぇ 
けぉせつっくうっすけ こけ しこっちうぇかくけしす-
すぇ „╄かっおすさけくくう しうしすっきう” ゃ 
〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす う 

„╇くあっくっさくぇ そういうおぇ”ゃ ]け-
そうえしおうは せくうゃっさしうすっす う しない-
ょぇゃぇくっすけ くぇ かぇぉけさぇすけさうう 
おなき すはた し ちっか いぇょなかぉけつっくぇ 
くぇせつくけ-ういしかっょけゃぇすっかしおぇ う 
さぇいゃけえくぇ ょっえくけしす, こさっこけ-
さなつゃぇす ぇゃすけさうすっ くぇ „╀はかぇ 
おくうゅぇ いぇ くけゃぇ ゃうしけおけすったくけ-
かけゅうつくぇ うくょせしすさうぇかういぇちうは 
2015-2025 ゅ.“. ] こさっけぉさぇいせ-
ゃぇくっすけ くぇ 〈ったくうつっしおうは おけ-
かっあ おなき ぃゅけいぇこぇょくうは せくう-
ゃっさしうすっす ゃ ╀かぇゅけっゃゅさぇょ とっ 
ぉなょっ けすおさうすぇ う くけゃぇ しこっちう-
ぇかくけしす – „¨こすけ- う くぇくけっかっ-
おすさけくうお”.
╄ゃさけこっえしおうはす しなのい ゃない-

くぇきっさはゃぇ ょぇ こけょおさっこう さぇい-
ゃうすうっすけ くぇ っかっおすさけくうおぇすぇ. 
╄╉ こさっょかけあう ょぇ しっ いぇょっかはす 
けす ぉのょあっすぇ くぇ ╄] 4.8 きかさょ. 
っゃさけ いぇ ういしかっょゃぇくうは う こぇさす-
くぬけさしすゃけ し つぇしすくうは ぉういくっし し 
ちっか ょぇ ぉなょっ しこさはくけ しなおさぇ-
とぇゃぇくっすけ くぇ けすくけしうすっかくうは 
ょはか くぇ しすさぇくうすっ-つかっくおう くぇ 
╄] ゃ しゃっすけゃくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ くぇ っかっおすさけくくう おけき-
こけくっくすう う しうしすっきう. ‶さっょ-
ゃうあょぇ しっ さぇいてうさはゃぇくっ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こけかせこ-
さけゃけょくうおけゃけすけ けぉけさせょゃぇくっ, 
ゃゅさぇょっくう しうしすっきう う しかけあくう 
っかっおすさけくくう おけきこけくっくすう. 
《うくぇくしうさぇくっすけ とっ しっ けす-

こせしおぇ いぇ おけくおさっすくう こさけっお-
すう, おけうすけ とっ しっ こけょぉうさぇす し 
おけくおせさしう. ‶け うくうちうぇすうゃぇすぇ 
とっ しっ さぇぉけすう 7 ゅけょうくう, おぇすけ 
すは とっ けぉっょうくう せしうかうはすぇ くぇ 
つぇしすくうは ぉういくっし, せくうゃっさ-
しうすっすう う ういしかっょけゃぇすっかしおう 
かぇぉけさぇすけさうう. [ぇぉけすぇすぇ こけ 
こさけっおすぇ Joint Technology 
Initiative (JTI) いぇこけつゃぇ  こさっい  
すぇいう ゅけょうくぇ う とっ っ くぇしけつっくぇ 
ゃ 3 くぇこさぇゃかっくうは: ARTEMIS 
(ゃゅさぇょっくう しうしすっきう), AENEAS 
(くぇくけっかっおすさけくうおぇ), EpoSS 
(うくすっかうゅっくすくう うくすっゅさうさぇ-
くう しうしすっきう).  ╁ こなさゃけすけ くぇ-
こさぇゃかっくうっ しっ さっぇかういうさぇす 2 
こうかけすくう こさけっおすぇ くぇ しすけえ-
くけしす  150 きかく. っゃさけ, ぇ ゃなゃ 
ゃすけさけすけ 5 こうかけすくう こさけっおすぇ 
くぇ しすけえくけしす 730 きかく. っゃさけ. 
‶け ょぇくくう くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ 

おけきうしうは, けす 2000 ゅ. しっおすけさ 
„╄かっおすさけくうおぇ” くぇ ╄] さぇしすっ 
しさっょくけ し 5% ゅけょうてくけ う ゃ 
くっゅけ さぇぉけすはす けおけかけ 200 たうか. 
ょせてう. 
‶さっょこけかぇゅぇ しっ, つっ つぇしすくうはす 

ぉういくっし とっ いぇょっかう いぇ こさけっお-
すぇ JTI けおけかけ 2.4 きかさょ. っゃさけ, 
おけっすけ しっ さぇゃくはゃぇ くぇ こけかけゃう-
くぇすぇ けす しせきぇすぇ, けしうゅせさはゃぇくぇ 
けす ╄], しっ こけしけつゃぇ ゃ „╀はかぇ 
おくうゅぇ いぇ くけゃぇ ゃうしけおけすったくけ-
かけゅうつくぇ うくょせしすさうぇかういぇちうは 
2015-2025“.
╄かっおすさけくっく ゃぇさうぇくす くぇ 

おくうゅぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ ういすっゅ-
かっく けす しぇえすけゃっすっ
www.inancebg.com,
www.atlasinance.bg,
www.atlasnet.bg う
www.bg-wiki.org.
]さっょ ぇゃすけさうすっ くぇ „ ╀はかぇ 

おくうゅぇ いぇ くけゃぇ ゃうしけおけすったくけ-
かけゅうつくぇ うくょせしすさうぇかういぇちうは 
2015-2025“  しぇ: こさけそ. ょ-さ 
┿くゅっか ╂さけいょうく, こさけそ. ょ-さ 
うお. ┿しっく ╉けくぇさっゃ, ょけち. ょ-さ 
┿くぇしすぇしうは 【けこけゃぇ, しす. く. し. 
╁かぇょうきうさ [うぉぇさけゃ, こさけそ. 
ょ-さ ′ぇつおけ [ぇょっゃ, うくあ. ′うくぇ 
╀けはょあうっゃぇ, ょ-さ うお. ‶っすなさ 
′っえつっゃ, うくあ. ‶っすなさ ]すぇえおけゃ, 
うくあ. ]すっそぇく ╂なかなぉけゃ う ょさ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”,
しなし しなょっえしすゃうっすけ くぇ 

〈ったくうつっしおう せくうゃっさしうすっす 
- ]けそうは 

╃け 1-ゃう のかう ゅさぇあ-
ょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇく-

かなお, こけしすぇゃうかう う こけかい-
ゃぇとう きっすぇかくう ゅぇさぇあう, 
とっ すさはぉゃぇ ょぇ しおかのつぇす 

ょけゅけゃけさう う ょぇ いぇこかぇすはす 
しすぇさう しせきう いぇ くぇっき. ┿おけ 
くっ くぇこさぇゃはす すけゃぇ, ¨ぉ-
とうくぇすぇ とっ こさっょこさうっきっ 
しなけすゃっすくうすっ ょっえしすゃうは いぇ 
ょっきけくすぇあ くぇ きっすぇかくうすっ 
しなけさなあっくうは. 
╁っつっ しぇ さぇいかっこっくう う 

しこっちうぇかくう しなけぉとっくうは 
ゃなさたせ きっすぇかくうすっ ゅぇさぇ-
あう, こけしすぇゃっくう くっいぇおけく-
くけ うかう し くっこかぇすっくう うい-
さはょくけ きっしっつくう くぇっきう. ¨す 
しなけぉとっくうはすぇ しすぇゃぇ はしくけ, 
つっ ょけ 12-すう きぇえ しすけこぇ-
くうすっ くぇ すっいう ゅぇさぇあくう 
おかっすおう うきぇす ゃさっきっ ょぇ 
こさうゃっょぇす ゃ さっょ しゃけうすっ 
けすくけてっくうは し ¨ぉとうくぇすぇ. 
]かっょ すぇいう ょぇすぇ しなけぉとっ-
くうっすけ しかっょゃぇ ょぇ しっ しつうすぇ 
いぇ 7-ょくっゃくけ こさっょせこさっあ-
ょっくうっ, しかっょ おけっすけ ¨ぉとう-
くぇすぇ とっ っ ゃ こさぇゃけすけ しう 
ょぇ ょっきけくすうさぇ ゅぇさぇあくぇすぇ 
きっすぇかくぇ おかっすおぇ. 
〈っいう しゃけう くぇきっさっくうは けす 

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けぉは-
ゃうたぇ こさっょう ょくう. 
‶さけゃっさおぇ くぇ ょゃっ けすょっか-

くう おけきうしうう ゃ ょゃぇ おゃぇさ-
すぇかぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, しぇきけ 
いぇ こなさゃうすっ ょゃっ しっょきうちう 
くぇ きぇさす, っ せしすぇくけゃうかぇ , 
つっ こけかけゃうくぇすぇ けす こさけゃっ-
さっくうすっ ゃ すっいう おゃぇさすぇかう 
1460 きっすぇかくう ゅぇさぇあぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ しぇ くっいぇおけく-
くう, すなえ おぇすけ しぇ こけしすぇ-
ゃっくう すぇき けす ゅさぇあょぇくう, 
ぉっい ょぇ しおかのつぇす ょけゅけゃけさ 
し けぉとうくしおぇすぇ そうさきぇ 
„╀ぇかおぇくうくゃっしす“. ‶け うく-
そけさきぇちうは くぇ ‶っすなさ ╉け-
しっゃ, いぇきっしすくうお-おきっす こけ 
そうくぇくしけゃうすっ ゃなこさけしう, 
こさけゃっさおぇすぇ っ こけおぇいぇかぇ, 
つっ しぇきけ 233-きぇ けす しすけこぇ-
くうすっ くぇ きっすぇかくう ゅぇさぇあう 
ゃ すっいう ょゃぇ おゃぇさすぇかぇ しぇ 
ういさはょくう, うきぇす ょけゅけゃけさう 
いぇ すはた う こかぇとぇす くぇっきうすっ 
しう. 
╃させゅう 473-きぇ こけかいゃぇ-

すっかう くぇ きっすぇかくう ゅぇさぇあう 
うきぇす ょけゅけゃけさう し けぉとうく-
しおぇすぇ そうさきぇ „╀ぇかおぇくうく-
ゃっしす“, くけ くっ しぇ いぇこかぇすう-

すっかくけ. ╃くうすっ 2-さう う 5-すう きぇえ /こっすなお う こけくっょっかくうお/ とっ ぉなょぇす けすさぇぉけすゃぇ
くう くぇ 10-すう う 31-ゃう きぇえ /しなぉけすぇ/.

かう しなけすゃっすくうすっ しせきう いぇ 
くぇっき. 
] ぉかういけ 1200 けそうちう-

ぇかくけ しぇ しっ せゃっかうつうかう 
きっすぇかくうすっ ゅぇさぇあう ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお いぇ こけしかっょくうすっ 2 
ゅけょうくう. 
╁ くぇつぇかけすけ くぇ 2012 ゅけ-

ょうくぇ けぉとうくしおけ ぉさけっくっ 
くぇ きっすぇかくうすっ ゅぇさぇあう っ 
せしすぇくけゃうかけ, つっ すっ しぇ 4 
489, おぇすけ しぇきけ いぇ 3 244 
けす すはた こけかいゃぇすっかうすっ うき 
しぇ しおかのつうかう ょけゅけゃけさう し 
けぉとうくしおぇすぇ そうさきぇ. 
╃ゃっ ゅけょうくう こけ-おなしくけ, 

こけ ょぇくくう くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
せこさぇゃぇ, きっすぇかくうすっ ゅぇさぇ-
あう しぇ 5 500. 
╆ぇ こなさゃうすっ ょゃぇ きっしっちぇ 

くぇ すぇいう ゅけょうくぇ けす くぇっきう 
いぇ きっすぇかくう ゅぇさぇあう しぇ しな-
ぉさぇくう 8 929 かっゃぇ. ‶けつ-
すう しなとぇすぇ しせきぇ - 8 606 
かっゃぇ, しぇ しなぉさぇくう しぇきけ いぇ 
ょゃっ しっょきうちう こさっい きぇさす, 
しかっょ しすぇさすぇ くぇ こさけゃっさ-
おうすっ けす ¨ぉとうくぇすぇ. 
╆ぇこかぇとぇくっすけ くぇ くぇっきう-

すっ いぇ きっすぇかくう ゅぇさぇあう しっ 
ういゃなさてゃぇ しなゅかぇしくけ こさう-
っすう すぇさうそう けす ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
けょけぉさっくう いぇ さぇいかうつくう 
ゅさぇょしおう いけくう.

¨す ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
しなけぉとうたぇ, つっ うきぇ いぇ-
おけくけゃう ゃないきけあくけしすう いぇ 
つぇしす けす ゅぇさぇあうすっ ょぇ しっ 
けすおせこう こさぇゃけ くぇ しすさけっあ 
つさっい すなさゅ, し ちっか こけしすさけ-
はゃぇくっ けす しけぉしすゃっくうおぇ くぇ 
こぇさちっかぇ くぇ きけくけかうすっく 
ゅぇさぇあ. 
]なぉうさぇくっすけ くぇ くぇっきう う 

おけくすさけかなす こけ こけしすぇゃはくっ-
すけ くぇ きっすぇかくうすっ ゅぇさぇあう ゃ 
╉ぇいぇくかなお っ しさっょ ぇくゅぇあう-
きっくすうすっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
そうさきぇ „╀ぇかおぇくうくゃっしす“.
╇きっくくけ すぇき ゅさぇあょぇくう-

すっ し くっせさっょっくう けすくけてっ-
くうは, しゃなさいぇくう し こけかいゃぇ-
くうすっ う こけしすぇゃっくう けす すはた 
きっすぇかくう おかっすおう, すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ けぉなさくぇす いぇ こけゃっつっ 
うくそけさきぇちうは う いぇ しおかのつ-
ゃぇくっ くぇ ょけゅけゃけさう う うい-
つうしすゃぇくっ くぇ しすぇさう いぇょなか-
あっくうは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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¨ちっくおぇすぇ: 

╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ, けぉとうく
しおう しなゃっすくうお けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさ
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇき.-こさっょしっょぇすっか くぇ 
╉けきうしうはすぇ こけ っゃさけこっえしおうすっ ゃなこさけしう 
う ぉういくっししさっょぇ, つかっく くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ 
おせかすせさぇ, うくそけさきぇちうけくくう しさっょしすゃぇ う 
ゃっさけういこけゃっょぇくうは

„╆ぇ すぇいゅけょうてくうすっ 』せょけきうさけゃう 
こさぇいくうちう - ぇょきうさぇちうう おなき ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお  う 〉] くぇ 《けくょぇちうは „』せょけ
きうさ”, おけうすけ せしこはたぇ ゃなこさっおう すさせょ

くけしすうすっ ゃ すぇいう くっかっおぇ そうくぇくしけゃぇ ゅけょうくぇ ょぇ けさゅぇくういうさぇす 
』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう う ょぇ こけょょなさあぇす すさぇょうちうはすぇ. ╀かぇゅけ
ょぇさくけしす う おなき そうさきうすっ – しこけくしけさう, おけうすけ こけょぇょけたぇ さなおぇ くぇ 
すさぇょうちうはすぇ.
‶さけゅさぇきぇすぇ くぇ こさぇいくうちうすっ ぉっ ういこなしすさっくぇ し きくけあっしすゃけ ういは

ゃう, くぇしけつっくう おなき さぇいかうつっく おさなゅ こせぉかうおぇ. ╇きぇてっ うくすっさっしくう 
こさけはゃう う いぇ きぇかおう, う いぇ ゅけかっきう. ]なし しなこさせゅぇ きう  せしこはたきっ  ょぇ 
こけしっすうき こけつすう ゃしうつおう すっぇすさぇかくう こけしすぇくけゃおう. ′ぇ きっく かうつくけ 
くぇえ-きくけゅけ きう たぇさっしぇ こけしすぇくけゃおぇすぇ くぇ ‶ぇいぇさょあうておうは すっぇすなさ 
„〈っかっそけくっく いゃなく けす きうくぇかけすけ”, おぇおすけ う ういかけあぉぇすぇ けす そけすけ-
おけくおせさしぇ „』けゃっおなす ょけ きっく”. 》せぉぇゃけ っ しなとけ, う すけゃぇ ゅけ ゃうょはたきっ 
くぇ すぇいゅけょうてくうすっ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう, つっ くぇてうはす すっぇすなさ 
„╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” きけあっ ょぇ しっ きっさう しなし しすけかうつくう すっぇすさう.
╁はさゃぇき, せぉっょっくぇ しなき, つっ ゃしうつおう あっかぇっとう さぇょっすっかう くぇ さけょ

くぇすぇ おせかすせさぇ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす こけかっいくう し うょっう う こさはおけ せつぇしすうっ, 
いぇ ょぇ きけゅぇす しかっょゃぇとうすっ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう ょぇ しすうゅぇす ょけ 
けとっ こけゃっつっ たけさぇ う ょぇ ゅう おぇさぇす ょぇ しっ せしきうたゃぇす.”

]こっおすぇおなかなす „╂-く ╀ぇかおぇくしおう“ くぇ ╋かぇょっあおう すっぇすなさ „′う
おけかぇえ ╀うくっゃ“ - ]けそうは っ くけしうすっかはす くぇ すぇいゅけょうてくうは こさうい 

„╉けきっょうっく たうす くぇ しっいけくぇ“. 
′けきうくぇちうはすぇ ぉっ すさぇょうちうけくくぇ つぇしす けす 21-すっ 』せょけきうさけゃう 

こさぇいくうちう, こさけゃっあょぇくう ゃ ╉ぇいぇくかなお けす 25-すう きぇさす ょけ 1-ゃう ぇこ
さうか ゃしはおぇ ゅけょうくぇ.〈っ しっ けさゅぇくういうさぇす けす っょくけうきっくくぇすぇ そけくょぇ
ちうは, ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う し こけきけとすぇ くぇ しこけくしけさう.
‶さういなす ょけくっしっ くぇ すさせこぇすぇ くぇ ╋かぇょっあおうは すっぇすなさ しすぇすせっすおぇ

すぇ „』せょけきうさ“ う こぇさうつくぇ くぇゅさぇょぇ いぇ っおうこぇ くぇ しこっおすぇおなかぇ, 
こけしすぇくけゃおぇ くぇ ╀うくぇ 》ぇさぇかぇきこうっゃぇ. ╁ ゅかぇゃくぇすぇ さけかは くぇ ゅ-く 
╀ぇかおぇくしおう っ ぇおすぬけさなす ╂っさぇしうき ╂っけさゅうっゃ-╂っさけ. ‶け すさぇょうちうは 
こさういなす いぇ „╉けきっょうっく たうす くぇ しっいけくぇ“ しっ こさうしなあょぇ けす こせぉかう
おぇすぇ, おけはすけ けちっくはゃぇ こけ てっしすけぉぇかくぇすぇ しうしすっきぇ しこっおすぇおかうすっ 
けす しっかっおちうはすぇ いぇ 』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう. „╂-く ╀ぇかおぇくしおう“ っ 
けちっくっく くぇえ- ゃうしけおけ - し けちっくおぇ 5,63 けす すっぇすさぇかくぇすぇ こせぉかうおぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. 

′けしうすっか くぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ かうすっさぇすせさくぇ くぇゅさぇょぇ „』せょけきうさ“, 
おけはすけ しっ ゃさなつゃぇ こけゃっつっ けす 50 ゅけょうくう, しすぇくぇ こうしぇすっかはす ┿かっお 
‶けこけゃ. 〈けえ こけかせつう こさういくぇくうっすけ  いぇ すゃけさぉぇすぇ しう „‶さう すっさきう
すうすっ くぇ さっゃけかのちうはすぇ“, こけしかせあうかぇ いぇ けしくけゃぇ くぇ さけきぇくぇ くぇ 
‶けこけゃ „]っしすさう ‶ぇかぇきっっゃう“. ‶けこけゃ っ ぇゃすけさ う くぇ おぇしけゃうは ぉなか
ゅぇさしおう そうかき „╋うしうは ╊けくょけく“.
‶け ゃさっきっ くぇ ちっさっきけくうはすぇ ぉっ けぉはゃっく う こさういぬけさなす けす 7-すけ 

ういょぇくうっ くぇ そけすけおけくおせさしぇ „』けゃっおなす ょけ きっく“ - ういょぇくうっ くぇ 
╀さぇくてけゃけすけ しょさせあっくうっ くぇ そけすけゅさぇそうすっ う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお. ]すぇすせっすおぇすぇ „』せょけきうさ” いぇ くぇえ-ょけぉさぇ しくうきおぇ ゃ おけくおせさしぇ 
こけかせつう ╋ぇさうは ]ぇかけきっ ]ぇかしぇ けす ╀せさゅぇし いぇ しくうきおぇすぇ え  „[っえく“ 
/╃なあょ/. [ぇいゃなかくせゃぇくぇ, ぇゃすけさおぇすぇ けぉはゃう, つっ こけかせつぇゃぇ ゅけかは
きけすけ けすかうつうっ ゃ すさせょっく いぇ くっは きけきっくす う こけしゃっすう くぇゅさぇょぇすぇ しう 
くぇ しゃけは しうく ]ぇきせうか.
„‶さぇいくうちうすっ しぇ すけゃぇ, おけっすけ ゃうょはたすっ, う とっ ぉなょぇす けちっくっくう 

すけかおけゃぇ, おけかおけすけ ゅう けちっくうすっ“, おぇいぇ ゃ しかけゃけすけ しう こさう いぇおさう
ゃぇくっすけ 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. 〈は こさうこけきくう, 
つっ 』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう すぇいう ゅけょうくぇ しぇ ょっかけ くぇ そけくょぇちうは 
し きくけゅけ すさぇょうちうう う きくけゅけ きかぇょ っおうこ う ぉうかう すさせょくう いぇ けさゅぇ
くういうさぇくっ. ¨しくけゃっく う ゅっくっさぇかっく しこけくしけさ しっ けおぇいぇ ¨ぉとうくぇすぇ, 
すなえ おぇすけ ゅっくっさぇかくうはす しこけくしけさ くぇ こさぇいくうちうすっ くっ っ せしこはか ょぇ 
ゅう こけょおさっこう, おぇいぇ けとっ ]すけはくけゃぇ. 〈は こさっこけさなつぇ ちっかけゅけょうてっく 
こさけつうす くぇ 』せょけきうさ, おけえすけ っ ょせたけゃくけ ぉけゅぇすしすゃけ う いぇゃなさてう 
しかけゃけすけ しう し ょゃぇ くっゅけゃう ぇそけさういきぇ: いぇ ょせたけゃくうは こけょっき, おけえすけ 
っ くぇしすぇくぇか, しかっょ おぇすけ こうしぇすっかうすっ しっ けおぇいぇかう こけゃっつっ けす つう
すぇすっかうすっ う おぇおゃぇ こさっおさぇしくぇ すうてうくぇ ぉう くぇしすぇくぇかぇ, ぇおけ ゃしっおう 
ゅけゃけさってっ すけゃぇ, おけっすけ っ ょけぉさっ こさっきうしかうか.

                                                        ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

‶さけかっすくぇすぇ さぇょけしす けす ゃうけかう う こぇさうつおう けぉぇつっ しっ いぇつっ-
ゃぇ けとっ くぇっしっく, けぉはしくはゃぇ いぇ くっせおうすっ ゃ ゅさぇょうくぇさしすゃけ-

すけ ╊うかはくぇ [はてっゃぇ. 〈は こさぇゃう こさけっおすうすっ いぇ いぇちゃっすはゃぇくっ う 
かうつくけ こさうしなしすゃぇ こさう いぇしぇあょぇくっすけ くぇ ゃしっおう けす ぉかういけ 7-すっ 
たうかはょう ちゃっすくう しすさなおぇ けす ぉかういけ ょっおぇさ ゅさぇょうくしおう こかけとう うい 
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Само четири по две сръчни и грижливи ръце 
редят килимите от виола, на които арсеналци 
вече се радват с първия полъх на пролетта. Бели, 
оранжеви, жълти... - цялата пъстроцветна 
гама на дъгата грее преди Цветница покрай 
арсеналските алеи в краските на виолите, 
наричани от хората в Долината кой знае защо 
„мушанки“. Редките, дори кафяви, черни и 
тъмно-лилави, цветове са абсолютно арсеналско 
производство, гарантира агрономът Лиляна 
Ряшева, която, заедно с още три жени, се грижи 
за цветните пространства на голямата 
територия на оръжейницата в Казанлък. Близо 
декар са цветните площи, поддържани от Ряшева 
и нейните неуморни подопечни Петра, Катерина 
и Румяна. “Дългогодишни цветопроизводители  с 
много опит и специално отношение към цветята“ 
– това е категоричната оценка на агроном 
Ряшева за трите жени, с които заедно оформят и 
засаждат цветните градинки на „Арсенал“.

そうさきっくぇすぇ すっさうすけさうは. [ぇいしぇょなす けすゅかっあょぇす ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ こぇさくうちう.  ╃ぇあっ さけいうすっ しぇ 
しけぉしすゃっくけ こさけういゃけょしすゃけ. 
]かっょ ╁っかうおょっく  こけつゃぇ おぇきこぇくうはすぇ こけ こさけかっすくけすけ いぇちゃっすはゃぇくっ. ‶なしすさけすぇすぇ こさっょ 『っく-

すさぇかくけすけ せこさぇゃかっくうっ, ╆ぇゃけょ 5, ╆ぇゃけょ 12 う ╇いつうしかうすっかくうは ちっくすなさ, くぇ おけはすけ ぇさしっくぇかちう 
しっ くぇしかぇあょぇゃぇす こさっい かはすけすけ, しっ きうしかう けとっ けす しっゅぇ. ]うくぬけ-かうかぇゃうすっ „こぇはあうくう“ くぇ ぇゅっ-

╉けゅぇすけ こさっょう 40 ょくう, 
くぇゃさなた こさぇいくうおぇ くぇ 

ゃうくけすけ う かのぉけゃすぇ,  こう-
しぇたきっ いぇ  くっは, ぉはたきっ おぇすっ-
ゅけさうつくう: ういぉけさなす え っ こさけし-
すけ かけゅうつっく, おけゅぇすけ しすぇゃぇ 
ゃなこさけし いぇ ゃうくけ. ╉ぇすけ きけょぇ, 
おぇすけ ぉういくっし, おぇすけ おせかすせさぇ, 
おぇすけ こけきうくなお, おぇすけ ちうゃう-
かういぇちうけくっく ういぉけさ, おぇすけ 
かのぉけゃ う こなすってっしすゃうっ.
 ¨おぇいぇたきっ しっ こけゃっつっ けす 

こさけさけちう, いぇとけすけ ういぉけさなす 
え くぇうしすうくぇ しっ けおぇいぇ かけゅう-
つっく. ′ぇてぇすぇ ┿くくぇ, いぇ おけはすけ 
ゃう さぇいおぇいぇたきっ ゃ ぉさけえ 73 けす 
14 そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ, 
しっ こさっゃなさくぇ ゃ っょくけ けす かう-
ちぇすぇ くぇ くけゃうくうすっ すっいう ょくう. 
╆ぇとけすけ ┿くくぇ しっ しょけぉう う し 
くぇえ-ゅけかはきけすけ う こさっしすうあ-
くけ けすかうつうっ くぇ ゃうくぇさうすっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ. 〈は しすぇくぇ くけしうすっか 
くぇ こさういぇ „╁うくけかのぉうすっか くぇ 
╀なかゅぇさうは いぇ 2014 ゅけょうくぇ”. 
¨すかうつうっすけ - しすぇすせっすおぇ う 
ゅさぇきけすぇ, え ぉっ ゃさなつっくけ こけ 
ゃさっきっ くぇ こさっしすうあくうは おけく-
おせさし „]けきっかうっさ くぇ 2014 
ゅけょうくぇ”, こさけゃっょっく ゃ しすけ-
かうちぇすぇ.  ╆ぇ くぇゅさぇょぇすぇ しう 
┿くくぇ こけかせつう こけょおさっこぇすぇ 

さぇすせきぇ, はさおうすっ ちゃっすけゃっ くぇ ぇしすさうすっ う „きけしおけゃつっすぇすぇ“, あなかすけ-けさぇくあっゃうすっ ょけ ぉぇおなさっくけ 
„けゅくぬけゃっ“ くぇ すぇゅっすうしぇ, ぇさうしすけおさぇすうつくけすけ しうゃけ-ぉはかけ くぇ ぇかこうえしおうは しくはゅ, そうくうすっ ゃっく-
つっかうしすつっすぇ くぇ ゅぇいぇくうはすぇ う しせたけすけ ちゃっすっ, しっ けすゅかっあょぇす こなさゃけ おぇすけ さぇいしぇょ  けす しっきっくぇ, 
しなぉさぇくう けす こさなしすうすっ くぇ ╉ぇすは, ‶っすさぇ う [せきはくぇ. 〈さうすっ ちゃっすぇさおう しっ いぇくうきぇゃぇす ういちはかけ し 
こけょょさなあおぇすぇ くぇ ゅさぇょうくおうすっ. 『っかけゅけょうてくけ うきぇす ゅさうあぇすぇ いぇ さぇいしぇょぇ, こけしっゃぇ, けおけこぇゃぇ-
くっすけ, こけかうゃぇくっすけ. [っあぇす たさぇしすうすっ, こさっい かはすけすけ こけかうゃぇす う いっかっくうすっ すさっゃくうすっ こかけとう, 
おけうすけ しっゅぇ しぇ こさけかっすくけ さぇいゃっしっかっくう けす ぉっかうすっ せしきうゃおう くぇ こぇさうつおうすっ. 
〈はたくぇすぇ てっそおぇ し うきっ くぇ ちゃっすっ – ╊うかはくぇ, けすしおけさけ こさぇいくせゃぇ うきっく ょっく. ╉ぇすけ きぇかおぇ 

くうおけえ くっ え おぇいぇか, つっ くぇ 『ゃっすくうちぇ, おけはすけ すけゅぇゃぇ くぇさけょなす こけつうすぇ おぇすけ ╁さなぉくうちぇ, うきぇ 
かうつっく こさぇいくうお. ′け しっゅぇ こさぇいくせゃぇ, とけき しっ けぉぇょはす こさうはすっかう. ╆ぇすけゃぇ, おぇおすけ う きくけゅけ ょさせゅう 
ぇさしっくぇかちう, ╊うかはくぇ [はてっゃぇ とっ こけさなつぇ すうは ょくう すけさすぇ けす ぇさしっくぇかしおうは しかぇょおぇさしおう ちった う 
とっ つぇおぇ ぉかういおう ょぇ しっ こけつっさこはす. ╇ こけ ぉなかゅぇさしおう, さぇくけ しせすさうく くぇ 『ゃっすくうちぇ, とっ うょっ くぇ 
ちなさおゃぇ. 『ゃっすくうちぇ っ かのぉうき こさぇいくうお. ┿ ちゃっすぇさうすっ  うきぇす けとっ こけゃっつっ けしくけゃぇくうは ょぇ きせ しっ 
さぇょゃぇす けす しなさちっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Арсеналските цветарки

《〈╆】╉』〈╅〉 ¨ EVN ╇
】』]】╈╅ 〉╅ ╈『╅╋╉╅〉¨【╊
‶け うくうちうぇすうゃぇ くぇ けぉ

とっしすゃっくうは こけしさっょくうお 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ 
う ゃ せしかせゅぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
ぉっ こさけゃっょっくぇ こけかっいくぇ しさっ
とぇ し つぇしす けす きっくうょあなさしおうは 
っおうこ くぇ EVN けす ちっくすさぇかぇすぇ ゃ 
‶かけゃょうゃ う さぇえけく ╉ぇいぇくかなお. 
‶けゃけょ いぇ しさっとぇすぇ, ょけゅけゃけさっ
くぇ  こさっょう きっしっち, ぉっ くっけぉたけ
ょうきけしすすぇ けす さぇいはしくはゃぇくっ くぇ 
ゃなこさけしう,  おけうすけ くぇえ-つっしすけ 
いぇょぇゃぇす うかう こけ おけうすけ くぇえ-
つっしすけ しっ あぇかゃぇす くぇ けきぉせょ
しきぇくぇ ゅさぇあょぇくうすっ.  
]こけさっょ 】っさっゃぇ, きぇしけゃうはす 

ゃなこさけし う くぇえ-きくけゅけすけ あぇかぉう, 
けすこさぇゃっくう おなき くっは ゃ こさうっき
くうすっ え, しぇ しゃなさいぇくう し そぇおすせ

さうさぇくっすけ くぇ っか. っくっさゅうはすぇ 
ゃ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ, おなょっすけ 
かうこしゃぇ せかうちぇ う くけきっさ, ぇ しっ 
そぇおすせさうさぇ しぇきけ こけ うきっ, おぇお
すけ う いぇ くっこけしすけはくくけすけ くぇ
こさっあっくうっ, こけょぇゃぇくけ ゃ きさっ
あぇすぇ けす ょけしすぇゃつうおぇ. 
‶けおぇくぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ しさっとぇ

すぇ っ けすこさぇゃっくぇ おなき ゃしうつおう 
おきっすけゃっ くぇ くぇしっかっくうすっ きっし
すぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, くけ は 
せゃぇあうたぇ しぇきけ おきっすけゃっすっ くぇ 
╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ う ╃けかくけ ╇い
ゃけさけゃけ, おぇおすけ う おきっすしおうすっ 
くぇきっしすくうちう くぇ ╂けかはきけ ╃さは
くけゃけ う ]さっょくけゅけさけゃけ.
]さっょ せつぇしすくうちうすっ ゃ しさっ

とぇすぇ ぉっ う ]すけえくけ ╃うきけゃ, 
こさっょしすぇゃうすっか くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, けすゅけゃぇさはと いぇ けぉ
とうくしおうすっ あうかうとぇ.

‶さうっきくぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは
こけしさっょくうお くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお

 
 ╄あっょくっゃくけ, 5 ょくう ゃ しっょきうちぇすぇ, こけ 4 つぇしぇ, けぉとっしすゃっくうはす 

こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ こさうっきぇ ゅさぇあょぇくう し 
すったくうすっ ゃなこさけしう, あぇかぉう, きけかぉう いぇ こけきけと. 
 『っかすぇ くぇ すけゃぇ つぇしけゃけ さぇいこさっょっかっくうっ くぇ こさうっきくぇすぇ っ ょぇ 

しっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ たけさぇ し さぇいかうつくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ ょぇ 
きけゅぇす ょぇ しっ しさっとぇす し けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. 

‶けくっょっかくうお    14.00 - 18.00 つ.
╁すけさくうお          13.30 - 17.30 つ.
]さはょぇ               08.30 - 12.30 つ. 
』っすゃなさすなお       11.30 - 15.30 つ. 
 ‶っすなお              09.00 - 13.00 つ. 
 
┿ょさっし:  
 ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. „ ┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ 4, っす. 3
すっかっそけく  いぇ ゃさないおぇ  0431/  98 340 
 e-mail:  ombudsman@minicipality-kz.org

]うゅくぇかう ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお きけゅぇす ょぇ しっ ういこさぇとぇす 
う つさっい しこっちうぇかくうすっ おせすうう, こけしすぇゃっくう くぇ しかっょくうすっ きっしすぇ: 

- くぇ ゃたけょぇ くぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ぉせか. „┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” 
わ4, おぇおすけ う くぇ っすぇあぇ こさっょ こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけ
しさっょくうお ゃ しなとぇすぇ しゅさぇょぇ, っす. 3
- くぇ ぉせか. „ [けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ 4, いぇょ ぉうゃてぇすぇ させしおぇ おくう

あぇさくうちぇ. 
]うゅくぇかうすっ ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお きけゅぇす ょぇ しっ こけょぇゃぇす 

せしすくけ うかう ゃ こうしきっく ゃうょ.
┿くけくうきくう しうゅくぇかう くっ しっ こさうっきぇす う くっ しっ さぇいゅかっあょぇす.

¨す しすさぇくぇ くぇ EVN ゃ しさっとぇ
すぇ せつぇしすゃぇたぇ: ‶っすなさ ぅくおけゃ, 
さなおけゃけょうすっか けすょっか „╀うかうくゅ” 
ゃ ちっくすさぇかぇすぇ くぇ EVN, いぇゃっあ
ょぇとうはす ゃさないおう し けぉとっしすゃっ
くけしすすぇ ╉させき ╉けしっゃ, おぇおすけ う 
╉けしぬけ ╉けしっゃ けす きっしすくうは ╉╄『 
くぇ EVN.
‶けしすぇゃっくうすっ けす ゅさぇあょぇくう う 

おきっすけゃっ ゃなこさけしう ぉはたぇ しゃなさ
いぇくう し すぇおしうすっ, しなぉうさぇくう けす 
ょさせあっしすゃけすけ いぇ ゃおかのつゃぇくっ  
こさう こさっおなしゃぇくっ くぇ っか. いぇ
たさぇくゃぇくっすけ こけさぇょう いぇおなしくは
かけ こかぇとぇくっ う ゃないきけあくけしす
うすっ ょぇ くっ しっ ょけこせしおぇ すけゃぇ. 
‶けしすぇゃっくう ぉはたぇ う ゃなこさけしう 
いぇ くっこかぇすっくうすっ しきっすおう いぇ 
っかっおすさうつっしすゃけ, おけうすけ くぇっ

きぇすっかうすっ くぇ けぉとうくしおう あう
かうとぇ けしすぇゃはす ゃ くぇしかっょしすゃけ 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ う おぇお ょぇ しっ 
ういぉっゅくっ すけゃぇ; いぇ きうくうきぇか
くぇすぇ  ょなかあうきぇ しせきぇ, こさう 
おけはすけ くっ しかっょゃぇ ういおかのつゃぇくっ 
けす っか. しうしすっきぇすぇ;  ゃなこさけしう, 
しゃなさいぇくう し  こけょきはくぇすぇ くぇ 
っかっおすさけきっさうすっ う しさけおけゃっすっ 
いぇ せゃっょけきはゃぇくっ くぇ ゅさぇあょぇ
くうすっ いぇ すぇいう きぇくうこせかぇちうは; 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ っか. きさっあぇ ゃ 
きっしすくけしすすぇ  „]すぇさうすっ かけいは”; 
こさけぉかっきう し せかうつくけすけ けしゃっす
かっくうっ う ょさせゅう. 
‶け ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ しすぇ

くぇ はしくけ, つっ しかっょ しさっょぇすぇ くぇ 
ゅけょうくぇすぇ ゅさぇあょぇくうすっ,  こかぇ
とぇとう こさっい Easypay /╇いう
こっえ/, しなとけ とっ きけゅぇす ょぇ しう 
こさけゃっさはゃぇす しきっすおうすっ こけ ゃしは

おけ ゃさっきっ う とっ しっ こぇいう ぇさたうゃ 
くぇ しすぇさう そぇおすせさう, ぇ くっ おぇおすけ 
っ ゃ きけきっくすぇ - しぇきけ 10 ょくう, ゃ 
こっさうけょぇ くぇ こかぇとぇくっ. ‶けしすうゅ
くぇすぇ ぉっ ょけゅけゃけさっくけしす っあっきっ
しっつくけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ 
こけかせつぇゃぇ す. くぇさ. ╄くっさゅうっく ょけ
おかぇょ - しこっちうぇかくぇ さぇいこっつぇすおぇ  
し うくそけさきぇちうは いぇ おけくしせきうさぇ
くけすけ っかっおすさうつっしすゃけ ゃ けぉとうく
しおうすっ あうかうとぇ, し ちっか こけ-ょけ
ぉなさ おけくすさけか う うくそけさきぇちうは こけ 
けすくけてっくうっ くぇ くっおけさっおすくうすっ 
こかぇすちう う くぇっきぇすっかう. 
¨す EVN うくそけさきうさぇたぇ う いぇ 

くはおけう くけゃう ゃないきけあくけしすう いぇ 
こかぇとぇくっ くぇ しきっすおう おなき ょさせ
あっしすゃけすけ - こさっい すっかっそけくぇ, 
こけかせつぇゃぇくっ くぇ っかっおすさけくくぇ 

そぇおすせさぇ くぇ かうつっく きっえか, おぇお
すけ う ゃないきけあくけしす いぇ こさけゃっさおぇ 
くぇ しきっすおうすっ こさっい うくすっさくっす, 
くっ しぇきけ いぇ すっおせとうは きっしっち, ぇ 
13 きっしっちぇ くぇいぇょ, し けこちうは いぇ 
しさぇゃくっくうっ, SMS ういゃっしすはゃぇくっ 
いぇ ういすうつぇと しさけお いぇ こかぇとぇくっ 
くぇ おけくしせきうさぇくぇ っか. っくっさゅうは 
う ょさ. 
33 しぇ けしくけゃぇすっかくうすっ あぇかぉう 

くぇ ぇぉけくぇすう くぇ EVN けす さぇえけく 
╉ぇいぇくかなお いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょう
くぇ, しゃなさいぇくう しなし しきっすおう いぇ 
おけくしせきうさぇくぇ っか. っくっさゅうは, こさう 
60 たうかはょう ぉうすけゃう う 6 たうかはょう 
しかせあっぉくう ぇぉけくぇすう ゃ さぇえけくぇ, 
けぉはゃう ‶っすなさ ぅくおけゃ けす けすょっか 
„╀うかうくゅ”. ¨ぉとけ ょさせあっしすゃけすけ, 
けこっさうさぇとけ くぇ くはおけかおけ けぉかぇ
しすう, ゅけょうてくけ ういょぇゃぇ 35 きかく. 
ぉさけは そぇおすせさう いぇ 1,5 きかく. ぇぉけ
くぇすう. 
]かっょ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ ちっく

すさぇかくけすけ ういおかのつゃぇくっ う 
ゃおかのつゃぇくっ くぇ くっおけさっおすくう 
ぇぉけくぇすう ゃ さうしおけゃうすっ さぇえけくう, 
おぇすけ さけきしおぇすぇ きぇたぇかぇ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお う ゃ ╉さなく, いぇゅせぉうすっ こけ 
きさっあぇすぇ しぇ くぇきぇかっかう けす 30% 
くぇ 6% しぇきけ いぇ ょゃっ ゅけょうくう, ぉっ 
おぇいぇくけ けとっ くぇ しさっとぇすぇ. 
‶け うくうちうぇすうゃぇ くぇ けぉとっしすゃっ

くうは こけしさっょくうお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ 
ぉっ ょけゅけゃけさっくけ  おきっすけゃっすっ くぇ 
くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお  ょぇ こけかせつぇゃぇす う ょぇ 
さぇいこさけしすさぇくはゃぇす ゃしはおぇ  ゃぇ
あくぇ うくそけさきぇちうは, けすくぇしはとぇ しっ 
いぇ ゅさぇあょぇくうすっ, ういこさぇとぇくぇ けす 
ちっくすさぇかくうは こさっし けそうし くぇ EVN.

¨ぉとっしすゃっく こけしさっょくうお くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

╂うくおぇ 】っさっゃぇ
すっか.: 0431 98 340
+359 876 722 865

ombudsman_kazanlak@abv.bg
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. „┿か. 
╀ぇすっくぉっさゅ” わ4, っす.3

EVN – ╇くそけさきぇちうは - 
0700 1 7777
www.evn.bg

    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

くぇ ゃしうつおう こさうしなしすゃぇとう くぇ そっしすうゃぇかぇ.  ╃せくょぇおけゃぇ こけかせつう けすかうつうっ う ゃ さっ-
ゅうけくぇかくけすけ ういょぇくうっ くぇ „]けきっかうっさ くぇ 2014 ゅけょうくぇ“ ゃ ‶かけゃょうゃ. 《っしすうゃぇかなす 
„]けきっかうっさ くぇ ゅけょうくぇすぇ“ っ けさゅぇくういうさぇく けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇしけちうぇちうは くぇ こさけそっ-

しうけくぇかくうすっ しけきっかうっさう う ┿しけちうぇちうは „╀なかゅぇさしおけ ゃうくけ“.
¨す 20 ゅけょうくう ╃せくょぇおけゃぇ う しっきっえしすゃけすけ え しっ いぇくうきぇゃぇす し こさけょぇあぉぇすぇ くぇ 

ゃうくぇ う さぇいかうつくう ぇかおけたけかくう くぇこうすおう. 
┿きぉうちうはすぇ え っ ょぇ こさっゃなさくっ ゃうくけすけ ゃ 
おせかすせさぇ, ぇ すせさうしすうすっ う ゅけしすうすっ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお う ╀なかゅぇさうは ょぇ けすおさうはす けつぇさけ-
ゃぇくうっすけ くぇ ゃうくけすけ さけいっ, くぇ すさぇおうすっ う 
╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ - けしくけゃくう きけすうゃう 
くぇ ぇきぉうちうはすぇ え ょぇ こさけょなかあう, ゃなこさっおう 
すさせょくけしすうすっ, けさゅぇくういうさぇくっすけ くぇ 《っし-
すうゃぇかぇ くぇ ゃうくけすけ さけいっ, おけえすけ すは こさぇゃう 
ゃっつっ 4-すぇ ゅけょうくぇ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ こけさっょ-
くけすけ きせ ういょぇくうっ とっ しっ こさけゃっょっ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお くぇ 7-きう う 8-きう のくう, ゃ ょくうすっ 
- おせかきうくぇちうは くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ.
 ┿くくぇ ╃せくょぇおけゃぇ っ ぇさしっくぇかしおけ ょっすっ: 

きぇえおぇ え っ ょ-さ ╊せおさっちうは ╂っけさゅうっゃぇ,  
おけはすけ ょなかゅう ゅけょうくう さぇぉけすう ゃ こけかうおかう-
くうおぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”. ¨すすぇき いぇこけつゃぇ う 
くっえくうはす  こさけそっしうけくぇかっく こなす. ┿くくぇ っ 
ょなとっさは くぇ こけおけえくうは きぇてうくっく うくあっ-
くっさ-さぇちうけくぇかういぇすけさ ╃うきうすなさ ╃うくっゃ, 
いぇゃっあょぇか けすょっか „[ぇちうけくぇかういぇちうう” ゃ 
′╇〈╇. 
《っしすうゃぇかなす „]けきっかうっさ くぇ ゅけょうくぇ-

すぇ“ けこさっょっかう う くぇえ-ょけぉさうは しけきっかうっさ 
ゃ しすさぇくぇすぇ. 〈けゃぇ っ  こかけゃょうゃつぇくうくなす 
╈けさょぇく ╉うさうかつっゃ. 〈うすかぇすぇ しう すけえ こけ-
かせつう ゃ けしこけさゃぇくぇ おけくおせさっくちうは けす けとっ 
5-きぇ しゃけう おけかっゅう, こけぉっょうすっかう ゃ さっゅうけ-
くぇかくうすっ こけかせそうくぇかう.

  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ぉっ 
しさっょ くぇえ-ゃぇあくうすっ ╁╇‶-ゅけしすう くぇ 
けすおさうすぇすぇ こさっょう ょくう 10-っすぇあくぇ 
ぉけかくうつくぇ しゅさぇょぇ, けぉけさせょゃぇくぇ し 
ぇこぇさぇすせさぇ - こけしかっょくぇ ょせきぇ くぇ 
すったくうおぇすぇ. ]さっょ ゅけしすうすっ ぉはたぇ: 
っょうく けす っきぉかっきぇすうつくうすっ すなさ-
ゅけゃちう くぇ しこっちこさけょせおちうは, ぉうゃて 
しけぉしすゃっくうお くぇ すっかっゃういうは, ‶っ-
すなさ ╋ぇくょあせおけゃ, おぇおすけ う うい-
ゃっしすくう かうつくけしすう けす さぇいかうつくう 
しそっさう くぇ けぉとっしすゃっくうは, こけかう-
すうつっしおうは, おせかすせさくうは う うおけくけ-
きうつっしおうは あうゃけす くぇ しすさぇくぇすぇ.
′けゃぇすぇ ぉけかくうちぇ ゃっつっ こさうっ 

う こなさゃうすっ しう こぇちうっくすう けす さっ-
ゅうけくぇ, しすさぇくぇすぇ う つせあぉうくぇ. 
]ゅさぇょぇすぇ っ つぇしす けす ╋╀┿╊ „]ゃ. 
╇ゃぇく [うかしおう 』せょけすゃけさっち“, おけは-
すけ さぇぉけすう けす 2009 ゅ., ぇ し くけゃうは 
おけさこせし いょさぇゃくけすけ いぇゃっょっくうっ しっ 
こさっゃさなとぇ ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ うい-
ゃなくしすけかうつくぇ つぇしすくぇ ぉけかくうちぇ.
„┿きぉうちうはすぇ くう っ ╋╀┿╊ „]ゃ. 

╇ゃぇく [うかしおう“ ょぇ しっ こさっゃなさくっ 
ゃ ぉけかくうちぇ わ1 ゃ ╀なかゅぇさうは. ′うっ 
しないょぇゃぇきっ しなゃしっき さぇいかうつくけ 
いょさぇゃくけ いぇゃっょっくうっ, すなえ おぇすけ 
こさっょかぇゅぇきっ せくうおぇかくう いぇ しすさぇ-
くぇすぇ くう せしかせゅう う こさけちっょせさう, 
さぇいこけかぇゅぇきっ し くぇえ-きけょっさくぇすぇ 
ぇこぇさぇすせさぇ. 〈は ょぇゃぇ ゃないきけあ-
くけしす いぇ おぇつっしすゃっくぇ さぇぉけすぇ くぇ 
くぇてうすっ きっょうちうくしおう しこっちうぇかう-
しすう, おけうすけ しぇ ゃけょっとう うきっくぇ ゃ 
しゃけうすっ けぉかぇしすう. ╀けかくうちぇすぇ とっ 
ぉなょっ ょけしすなこくぇ いぇ ゃしうつおう こぇちう-
っくすう, すは くはきぇ ょぇ ぉなょっ ぉせすうおけゃけ 
いょさぇゃくけ いぇゃっょっくうっ. ‶ぇちうっくすう 
とっ こさうっきぇ う ]こってくけすけ けすょっかっ-
くうっ, おけっすけ とっ ぉなょっ し くっこさっおなし-
くぇす ちうおなか くぇ さぇぉけすぇ 24 つぇしぇ ゃ 
ょっくけくけとうっすけ“, こけょつっさすぇ ╇ゃぇく 
╉けかっゃ, つかっく くぇ ]なゃっすぇ くぇ ょう-
さっおすけさうすっ くぇ うくゃっしすうすけさぇ „╋っ-
すぇかうお“ ┿╃.
′けゃうはす ぉけかくうつっく おけさこせし っ し 

さぇいゅなさくぇすぇ いぇしすさけっくぇ こかけと けす 
12 000 おゃ. き. ╇いゅさぇょっく っ くぇ 
きはしすけすけ くぇ いぇこせしすはかぇすぇ こさっょう 
ゅけょうくう しゅさぇょぇ くぇ ぉうゃてうは たけ-
すっか „╀っさけっ“ ょけ こぇさお „┿はいきけすけ“. 
╆ょさぇゃくけすけ いぇゃっょっくうっ さぇいこけかぇ-
ゅぇ しなし 190 かっゅかぇ, ぇ さぇぉけすっとうすっ 
とっ ぉなょぇす ぉかういけ 500 ょせてう, けす 
おけうすけ くぇょ 100 かっおぇさう - ゃけょっとう 
しこっちうぇかうしすう, おけうすけ とっ くぇかけ-
あぇす くぇえ-きけょっさくうすっ きっすけょうおう 
くぇ かっつっくうっ, くはおけう けす おけうすけ いぇ 
こなさゃう こなす いぇ ╀なかゅぇさうは.
╁ くけゃぇすぇ ぉけかくうちぇ しぇ さぇいこけかけ-

あっくう くはおけかおけ くけゃう けすょっかっくうは 
- おぇさょうけかけゅうは し うくゃぇいうゃっく しっお-
すけさ, くっゃさけかけゅうは, そういうけすっさぇこうは 
う さったぇぉうかうすぇちうは, ょっすしおけ けすょっ-
かっくうっ, けぉとぇ たうさせさゅうは, けさすけ-
こっょうは う すさぇゃきぇすけかけゅうは, 〉′╂ う 
しなょけゃぇ たうさせさゅうは.
╁しはおけ けすょっかっくうっ さぇいこけかぇゅぇ し 

′うおけかぇえ ╂せくょっさけゃ っ けす 
【せきっく – さけょくうはす ゅさぇょ 

くぇ ぉなかゅぇさしおうは すっぇすなさ. ¨とっ 
けす せつっくうお っ すぇかぇくすかうゃ こけっす, 
ょさぇきぇすせさゅ, さっあうしぬけさ う ぇお-
すぬけさ. ]なけしくけゃぇすっか くぇ っょうく けす 
こなさゃうすっ ぉなかゅぇさしおう ぇゃすけさしおう 
かうすっさぇすせさくう すっぇすさう „]うく-
すっい“,  ぇゃすけさ くぇ すっおしすけゃっすっ いぇ 
きせいうおぇかくけ-こけっすうつくうは しこっお-
すぇおなか „╆ぇ こなさゃう こなす けぉうつぇき”, 
こけょゅけすゃっく  し こけっすっしぇすぇ [けいぇ 
╀けはくけゃぇ う さっあうしぬけさぇ 》さうしすけ 
]うきっけくけゃ. ┿ゃすけさ くぇ こうっしぇすぇ 
„‶ぇいぇつなす くぇ ょっおけさうすっ”, くけしう-
すっか くぇ くぇゅさぇょぇ いぇ っしっ くぇ ╋っあ-
ょせくぇさけょくぇすぇ ぇしけちうぇちうは  いぇ 
すっかっゃういうは う さぇょうけ ゃ ╅っくっゃぇ, 
【ゃっえちぇさうは. ╆ぇゃなさてうか っ „]かぇ-
ゃはくしおう そうかけかけゅうう” ゃ ]〉 „]ゃっ-
すう ╉かうきっくす ¨たさうょしおう“. ′けしう-
すっか e くぇ „ぃあくぇ こさけかっす“ 1996 
いぇ しすうたけしぉうさおぇすぇ  „]うくすぇおしうし 
くぇ ゅさうあうすっ“, し おけはすけ こっつっかう 
けとっ こさういけゃっ くぇ „╊うすっさぇすせさっく 
ゃっしすくうお“, くぇ ╊うすっさぇすせさっく おかせぉ 
„╃うきつけ ╃っぉっかはくけゃ“ - ]けそうは, 
くぇ ういょぇすっかしすゃけ „╊うちっ“. 
╁ おさぇは くぇ 90-すっ っ せょけしすけっく 

し ‶けつっすっく ょうこかけき けす ╋っあょせ-
くぇさけょくぇすぇ ぇおぇょっきうは いぇ ういおせ-
しすゃぇ ゃ ‶ぇさうあ いぇ ぇゃすけさしおうは しう 

╂-く ╂せくょっさけゃ, ゃ ╉ぇいぇくかなお 
╁う くぇきっさう さぇょけしすすぇ けす くけ-
ゃうくぇすぇ いぇ  こけさっょくぇすぇ くぇ-
ゅさぇょぇ – ′ぇゅさぇょぇすぇ いぇ ょさぇ-
きぇすせさゅうつっく すっおしす くぇ 〈っぇすなさ 
„199“, くぇゅさぇょぇ くぇ うきっすけ くぇ 
ゅけかはきぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ぇおすさう-
しぇ ]かぇゃおぇ ]かぇゃけゃぇ. ┿ ╁うっ 
おぇおゃけ くぇきっさうたすっ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお?
- ╉けゅぇすけ つけゃっお いぇしすぇくっ こさっょ 

こかぇすくけ う うしおぇ ょぇ さうしせゃぇ おぇさ-
すうくぇ, すけえ くっ いくぇっ すけつくけ おぇおゃう  
ぉけう とっ ういこけかいゃぇ. ┿い くぇきっさうた  
くはおけかおけ ぉけうつおう – きけうすっ ぇお-
すぬけさう, し おけうすけ くぇこさぇゃうた すけゃぇ 
こさっょしすぇゃかっくうっ, くけ すっ きう ぉはたぇ 
ょけしすぇすなつくう, いぇ ょぇ くぇさうしせゃぇき 
おぇさすうくぇすぇ, おけはすけ うしおぇき. ′ぇ-
きっさうた っょくけ きくけゅけ すけこかけ う しなさ-
ょっつくけ けすくけてっくうっ. ╉ぇいゃぇき ゅけ, 
きぇおぇさ ょぇ いゃせつう ぉぇくぇかくけ うかう 
こさけすけおけかくけ. ′ぇきっさうた すけこかけ 
けすくけてっくうっ, おけっすけ, ゃなこさっおう, つっ 
くっ ぉってっ ょけてなか けとっ かっすくうはす 
しっいけく, すけゃぇ ぉってっ ょけしすぇすなつくけ 
こさうはすっく こけゃけょ いぇ しゅさはゃぇくっ. 
╆ぇとけすけ つけゃっお しっ いぇこけいくぇゃぇ し 
くけゃう たけさぇ, ぉっい いくぇつっくうっ くぇ 
ゅっけゅさぇそしおけすけ きはしすけ, ゃ おけっすけ 
しっ くぇきうさぇ. ╇ さぇいぉうさぇ, つっ けぉ-
とせゃぇくっすけ し すはた っ けぉとせゃぇくっ 
ぉっい こさっゃけょぇつ. ╄すけ, すけゃぇ きう しっ 
しかせつう ゃ ╉ぇいぇくかなお. [ぇょゃぇき しっ いぇ 
すぇいう ゃないきけあくけしす, おぇおすけ しっ さぇょ-
ゃぇき う くぇ こっさしけくぇかくぇすぇ こけおぇくぇ 
けす ょうさっおすけさぇ くぇ すっぇすなさぇ ょぇ 
ゅけしすせゃぇき ゃ すけいう ゅさぇょ. ╇ ょぇ くぇ-
こさぇゃは こさっょしすぇゃかっくうっ, おけっすけ しっ 
さけょう おぇすけ さっいせかすぇす くぇ くはおぇおゃぇ 
ゃなすさってくぇ しゃけぉけょぇ. ╇ し せょけ-
ゃけかしすゃうっ. ╆ぇとけすけ ゃしうつおう くうっ 
さぇぉけすうき くっとけ, いぇくうきぇゃぇきっ しっ 
し こさけそっしうう, おけうすけ きけあっ ぉう くっ 
しぇ しゃなさいぇくう ういちはかけ し せょけゃけかしす-
ゃうっすけ, ぇ しぇ しゃなさいぇくう し くはおぇお-
ゃぇ っあっょくっゃくぇ させすうくくけしす. ‶さう 
きっく, ゃ しかせつぇは, くっ ぉってっ すぇおぇ. 
┿い さぇぉけすうた し せょけゃけかしすゃうっ し ぇお-
すぬけさうすっ くぇ おぇいぇくかなておうは すっぇ-
すなさ, おなょっすけ うきぇた ゃないきけあくけしすすぇ 
ょぇ ぉなょぇ こけおぇくっく. 

╆ぇゅけゃけさうたすっ いぇ こぇかうすさう う 
ちゃっすけゃっ... ╋けあっ ぉう ゃ こぇかう-
すさぇすぇ すせお しぇ けしすぇくぇかう くっ-
けすおさうすう けとっ くっういこけかいゃぇくう 
ちゃっすけゃっ う ぉぇゅさう? ] ょさせゅう 
ょせきう – とっ ╁う ゃうょうき かう けす-
くけゃけ おぇすけ さっあうしぬけさ くぇ すさせ-
こぇすぇ くぇ 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお?
- ] くぇえ-ゅけかはきけ せょけゃけかしすゃうっ! 

┿い せゃぇあぇゃぇき こけおぇくぇすぇ くぇ すけいう 
すっぇすなさ. ╆ぇ きっく っ ゃぇあくけ すけゃぇ, 
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ゃないきけあくけしすう いぇ おけくしせかすぇ-
ちうう, ゃういうすう う さぇぉけすぇ くぇ 
しこっちうぇかうしすう けす くぇちうけくぇ-
かっく う しゃっすけゃっく きぇとぇぉ, ぇ 
いくぇつうすっかくぇ つぇしす けす きっょう-
ちうくしおぇすぇ ぇこぇさぇすせさぇ っ せくう-
おぇかくぇ いぇ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ. 
′けゃぇすぇ ぉけかくうつくぇ しゅさぇょぇ 
さぇいこけかぇゅぇ し ゃうさせしけかけゅうつ-

くぇ かぇぉけさぇすけさうは, おぇおすけ う 
し おかうくうつくぇ, きうおさけぉうけかけ-
ゅうつくぇ う こぇすけたうしすけかけゅうつくぇ 
かぇぉけさぇすけさうう. ╀けかくうちぇすぇ 
こけかせつう けそうちうぇかくけ さぇいさっ-
てうすっかくけ いぇ さぇぉけすぇ けす ╋う-
くうしすっさしすゃけすけ くぇ いょさぇゃっ-
けこぇいゃぇくっすけ, ぇ けす おさぇは くぇ 

そっゃさせぇさう うきぇ う しおかのつっく 
ょけゅけゃけさ し ′╆¨╉.
′けゃけすけ おぇさょうけかけゅうつくけ 

けすょっかっくうっ くぇ ╋╀┿╊ „]ゃ. 
╇ゃぇく [うかしおう“ こさうすっあぇゃぇ 

くぇえ-しなゃさっきっくくう ゃないきけあくけし-
すう いぇ かっつっくうっ くぇ いぇぉけかはゃぇ-
くうはすぇ くぇ しなさちっすけ, ゅけかはきぇ 
つぇしす けす おけうすけ しっ こけはゃはゃぇす 
いぇ こなさゃう こなす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ. 〈さうすっ くぇえ-ゃぇあくう いゃっくぇ 
ゃ けすょっかっくうっすけ しぇ ]っおすけさ いぇ 
うくゃぇいうゃくぇ おぇさょうけかけゅうは, ╊ぇ-
ぉけさぇすけさうは こけ っかっおすさけそういうけ-

かけゅうは くぇ しなさちっすけ う 《せくおちうけ-
くぇかっく おぇぉうくっす.
]っおすけさなす いぇ うくゃぇいうゃくぇ おぇさ-

ょうけかけゅうは とっ そせくおちうけくうさぇ 
24 つぇしぇ ゃ ょっくけくけとうっすけ ぉっい 
こけつうゃっく ょっく. ╇くゃぇいうゃくぇすぇ 
きっすけょうおぇ こけいゃけかはゃぇ こさけぉかっ-
きうすっ, くっ しぇきけ ょぇ ぉなょぇす ょうぇゅ-

くけしすうちうさぇくう, くけ う かっおせゃぇくう 
せしこってくけ し うくすっさゃっくちうけくぇか-
くう う けこっさぇすうゃくう きっすけょう. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ うくゃぇいうゃ-
くぇすぇ おぇさょうけかけゅうは こさっい こけ-

おけっすけ しっ しかせつゃぇ ぉっい ょせきう. ╆ぇ-
とけすけ, いくぇっすっ – ゃ っょくう けすくけてっ-
くうは つけゃっておう うきぇ きくけゅけ ょせきう, 
こけくはおけゅぇ すっ こさっつぇす, すっ さぇいゃぇ-
かはす せしっとぇくっすけ... ‶けくはおけゅぇ う 
せきくぇすぇ すうてうくぇ っ くっとけ たせぉぇ-
ゃけ... ′け ぇい せしっすうた, つっ きけゅぇ ょぇ 
さぇぉけすは ゃ すけいう ゅさぇょ, つっ きけゅぇ ょぇ 
さぇぉけすは しなし しなきうてかっくうちう. ╂けかは-
きけ っ せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ さぇぉけすうて 
しなし しなきうてかっくうちう, いぇとけすけ すけゃぇ 
っ こけかけゃうく しゃなさてっくぇ さぇぉけすぇ. 
╂けかはきけ っ せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ けぉ-
とせゃぇすっ し たけさぇ, おけうすけ ゅけゃけさはす 
くぇ ゃぇてうは っいうお, おけうすけ しぇ くぇ 
っょくぇ う しなとぇ くぇょきけさしおぇ ゃうしけ-
つうくぇ し ゃぇし... ╆ぇすけゃぇ, ょっえしすゃう-

すっかくけ ぉかぇゅけょぇさは けとっ ゃっょくなあ 
いぇ こけおぇくぇすぇ, いぇ  せょけゃけかしすゃうっすけ 
ょぇ ういこなかくはゃぇき きっつすうすっ しう! ╆ぇ-
とけすけ たけさぇすぇ うきぇす くはおぇおゃう きっつ-
すう う おけゅぇすけ すっ しっ しかせつぇす, こけくは-
おけゅぇ つけゃっお けす しせっゃっさくぇ ゅかっょくぇ 
すけつおぇ しう おぇいゃぇ: “ 〈けゃぇ っ たせぉぇゃけ 
しすっつっくうっ くぇ けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ“.  
╇かう しう おぇいゃぇ: “╇しおぇき けとっ っょうく 
こなす すっいう いゃっいょう ょぇ しっ しかせつぇす, 
ょぇ しなっょうくはす こけ すけいう くぇつうく...“. 
┿い くっ さけぉせゃぇき くぇ くはおぇおゃう きうし-
すうおう, くぇ しせっゃっさうは, くけ きけゅぇ ょぇ 
おぇあぇ, つっ すせお うきぇてっ くっとけ すぇ-
おけゃぇ, うきぇてっ っょくけ しかせつゃぇくっ, 
おけっすけ ぉってっ しかせつゃぇくっ くぇ っょくぇ 
きっつすぇ. ╇ すは しっ けしなとっしすゃう! 〈ぇおぇ 
つっ – ぉうた こさうっか こけおぇくぇすぇ う いぇ-
くぇこさっょ.   

╉ぇいぇたすっ, つっ こけくはおけゅぇ っ こけ-
ょけぉさっ つけゃっお ょぇ いぇきなかつう. ′け 

╁うっ, けしゃっく さっあうしぬけさ, しすっ 
うしすうくしおう きぇえしすけさ くぇ ょせきう-
すっ – うきぇすっ う さっょうちぇ くぇゅさぇ-
ょう いぇ すけゃぇ. ╇きぇすっ せしこってくう 
さっあうしぬけさしおう こさけっおすう, ぇお-
すぬけさしすゃけすけ っ しなとけ ╁ぇてぇ 
こさけそっしうは, おぇお しっ しなつっすぇゃぇす 
すっいう ょぇさぉう せ ╁ぇし? ╇きぇ かう 
くはおぇおゃう ゃなすさってくう ぉうすおう: 
おけゅぇ おなき おぇおゃけ ょぇ こけしっゅ-
くっすっ - こうしぇくっ, さっあうしせさぇ...? 
╇かう ゃしうつおけ しっ しかせつゃぇ くはおぇお 
っしすっしすゃっくけ?
- 〈せお ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ ういゃう-

くは いぇ くぇうゃくうは けすゅけゃけさ, くけ くぇ-
うしすうくぇ くはきぇき ょさせゅけ けぉはしくっくうっ, 
けしゃっく ょぇ けすゅけゃけさは こけ しかっょくうは 

くぇつうく: ╉けゅぇすけ っょくけ ょっすっ けす 
ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ っ しかけあっくけ くぇ 
こはしなお, すけ うしおぇ ょぇ しう うゅさぇっ し 
おけそうつおぇ, こけ-おなしくけ – し ゅさっぉ-
かけ... ╇しおぇ ょぇ くぇこさぇゃう くはおぇおなゃ 
しゃけえ いぇきなお, ぉっい いくぇつっくうっ ょぇかう 
すけいう いぇきなお とっ ぉなょっ ういすさうす けす 
うょゃぇとぇすぇ ゃなかくぇ. 〈けゃぇ しっ しかせつ-
ゃぇ う し きっく. ′っ ゅかっょぇき くぇ しっぉっ 
しう おぇすけ くぇ さっあうしぬけさ, ょぇあっ, 
つっしすくけ おぇいぇくけ, いくぇき, つっ すけゃぇ 
っ くはおぇおゃぇ きけっ こさっぉうゃぇゃぇくっ 
こさけそっしうけくぇかくけ ゃ さっあうしせさぇすぇ, 
し すけゃぇ しっ いぇくうきぇゃぇき 7-8 ゅけょう-
くう. ′け いくぇき, つっ ゅかっょぇき くぇ しっぉっ 
しう おぇすけ くぇ いさうすっか. 〈けゃぇ, おけっすけ 
うしおぇき ょぇ ゃうょは おぇすけ いさうすっか, っ 
すけゃぇ: うしおぇき ょぇ ゃうょは こさっい ぇお-
すぬけさうすっ, ょけさう - こさっい ょせきうすっ. 
╆ぇとけすけ いくぇき, つっ っょくけ すっぇすさぇか-
くけ こさっょしすぇゃかっくうっ こさけょなかあぇゃぇ 

つぇし う こけかけゃうくぇ. ′うおけえ くっ きけあっ 
ょぇ ゃなさくっ つぇし う こけかけゃうくぇ けす 
つけゃっておうは あうゃけす. ╃ぇ, ゃうっ きけ-
あっすっ ょぇ おけきこっくしうさぇすっ たけさぇすぇ 
し くはおぇおゃう ょさせゅう おけきこっくしぇちうう, 
くけ おけゅぇすけ つぇし う こけかけゃうくぇ けす 
つけゃっておうは あうゃけす っ いぇこなかくっく し 
くはおぇおゃぇ さぇょけしす, し くはおぇおゃぇ いぇ-
ぉぇゃぇ, くけ – せきくぇ いぇぉぇゃぇ, すけゃぇ きう 
ょけしすぇゃは うしすうくしおけ せょけゃけかしすゃうっ. 
╇ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ, つっ すけつくけ すけゃぇ 
きっ ゃなかくせゃぇ, おけゅぇすけ こけ くはおぇおなゃ 
くぇつうく しっ しかっっすっ し こせぉかうおぇすぇ う 
ゅかっょぇすっ くぇ しけぉしすゃっくうすっ しう こさけ-
ういゃっょっくうは おぇすけ いさうすっか.

╃ぇ しっ ゃなさくっき おなき うゅさぇ-
すぇ – たけきけ かせょっくし かう すけゅぇゃぇ, 
しこけさっょ ╁ぇし, っ そけさきせかぇすぇ いぇ 
とぇしすうっ くぇ しなゃさっきっくくうは つけ-
ゃっお? ╇ゅさぇっとうはす つけゃっお? 
- ¨た... ╄ょうくしすゃっくぇすぇ そけさきせ-

かぇ, おけはすけ こけいくぇゃぇき, っ „《けさきせ-
かぇ 1“, くけ, おぇおすけ  ゃうあょぇすっ, こけ-
くはおけゅぇ すぇき くっとぇすぇ いぇゃなさてゃぇす 
し ょけしすぇ しっさうけいくう おぇすぇしすさけそう, 
おけうすけ しっ くせあょぇはす けす いぇしすさぇ-
たけゃおぇ... 』けゃっお くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ いぇしすさぇたけゃおぇ くぇ きっつすうすっ しう. 
〈けつくけ すぇおぇ!  』けゃっお くっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ しすさぇたせゃぇ けす しゃけはすぇ きっつ-
すぇ う ょぇ たけょう ょぇ は いぇしすさぇたけゃぇ. 
′け すさはぉゃぇ ょぇ は こぇいう. ┿い しきはすぇき, 
つっ たけきけ かせょっくし っ っょくぇ ょけぉさぇ 
そけさきせかぇ, くけ ゃうあすっ - おぇおゃぇ しっ-
きぇくすうおぇ, おぇおゃけ せょけゃけかしすゃうっ, 
ょけさう – けこうはくっくうっ /!/ うきぇ ゃ ょせ-
きぇすぇ „うゅさぇ“! ′うっ しきっ ゃないさぇしすくう 
たけさぇ, くけ しう うゅさぇっき. ╁ あうゃけすぇ 
つけゃっお くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ こさっいう-
ょっくす, こさっょしっょぇすっか くぇ ′ぇさけょくけ-
すけ しなぉさぇくうっ, おさぇかうちぇ... ′け ゃ すっ-
ぇすなさぇ きけあっ ょぇ こけしすうゅくっ ゃしうつおけ 
すけゃぇ. 〈ぇいう うゅさぇ きけあっ ょぇ しすぇくっ 
う こさけそっしうは. [ぇいぉうさぇ しっ, おけゅぇすけ 
しう いぇこぇいうか けくぇいう ょっすしおぇ くぇうゃ-
くけしす う さぇょけしす… ╇ おけゅぇすけ すけゃぇ 
しっ しかせつう, ょっえしすゃうすっかくけ っ せょけ-
ゃけかしすゃうっ ょぇ しっ ういあうゃっっ. ╇くぇつっ 
っ しぇきけ, おぇお ょぇ おぇあぇ... – いぇこなか-
ゃぇくっ くぇ ぇきぉぇかぇあくう ぉせすうかおう..., 
っょくぇ こけすけつくぇ かうくうは. ╅うゃけすなす 
くっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっゃさなとぇ ゃ 
こけすけつくぇ かうくうは. 〈さはぉゃぇ ょぇ くけしう 
くはおぇおゃけ せしっとぇくっ いぇ あうゃけす, いぇ 
うゅさぇ, いぇとけすけ ゃ うゅさぇすぇ つけゃっお しっ 
つせゃしすゃぇ あうゃ. ′うっ ゃしうつおう しきっ-
くはきっ, とっき うかう くっ とっき, ゃ あう-
ゃけすぇ くはおぇおゃう しけちうぇかくう さけかう. 
[けょうすっか, せつうすっか… しけちうぇかくう 
さけかう, くけ, おけゅぇすけ うゅさぇっすっ, ぇおけ 
しかけあうき くぇ すぇいう ょせきぇ おぇゃうつおう, 
ゃうっ ういこうすゃぇすっ せょけゃけかしすゃうっ けす 
うゅさぇっくっすけ, いぇとけすけ うゅさぇすぇ くっ 
きけあっ ょぇ ぉなょっ しぇきけ きけくけかけゅうつ-

くぇ, すは しっ しかせつゃぇ, おけゅぇすけ つけゃっお っ 
ゃ しなしすけはくうっ くぇ ょうぇかけゅ. ╉けゅぇすけ 
しっ しかせつゃぇ, うきぇすっ つせゃしすゃけすけ いぇ 
くはおぇおゃけ かうつくけ とぇしすうっ. 〈けゃぇ くっ 
しっ しかせつゃぇ つっしすけ, くけ おけゅぇすけ しすぇ-
くっ, っ こけゃけょ いぇ あうゃけす.

┿ うきぇすっ かう ゃっつっ うょっは せすさっ 
しせすさうく くぇ ぉさっゅぇ おぇおゃう いぇ-
きなちう とっ こけしすさけうすっ う し 
おけゅけ?
- ¨! 》せぉぇゃ ゃなこさけし! ╋くけゅけ たせ-

ぉぇゃ ゃなこさけし... ╁しうつおう しすさけうき 
くはおぇおゃう ゃないょせてくう うかう こはしなつ-
くう いぇきなちう. ╁なかくうすっ しぇ こけ-ゅけかっ-
きう, いぇとけすけ すけゃぇ っ おさなゅけゃさぇすなす 
くぇ あうゃけすぇ. ′け しかっょ さぇいさせてっ-
くうは いぇきなお けす ゃなかくぇすぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ ょけえょっ ゃすけさう いぇきなお, すさっすう 
いぇきなお, いぇ ょぇ くっ いぇゅせぉうすっ しゃけっすけ 
せしっとぇくっ いぇ うくあっくっさしすゃけ うかう 
– こさけしすけ, いぇ しすさけうすっかしすゃけ.../
しきっっ しっ/. ¨とっ こけ-しすさぇてくけ っ 
ういけぉとけ ょぇ くっ こけしすさけうて くう-
おぇおなゃ いぇきなお, いぇとけすけ いくぇって, 
つっ けすしさっとぇ うょゃぇ っょくぇ ゃなかくぇ. 
〈けゃぇ っ おさなゅけゃさぇすなす くぇ あうゃけすぇ, 
くけ すっいう きぇかおう せしっとぇくうは いぇ さぇ-
ょけしす, ぉっい いくぇつっくうっ くぇ くはおぇおゃう 
ょなかゅけしさけつくう しすさぇすっゅうう, しぇ きけ-
すうゃうさぇとう いぇ つけゃっおぇ.

╁うっ さぇぉけすうすっ くぇこけしかっょなお 
こけゃっつっ ゃ ╄ゃさけこぇ, けしけぉっくけ 
ゃ 』ったうは, すけゃぇ っ しすさぇくぇ し うし-
すうくしおう いぇきなちう... ‶け-かっしくけ 
かう しっ しすさけはす すぇき いぇきなちう-
すっ くぇ きっつすうすっ, けすおけかおけすけ せ 
くぇし?
- ┿おけ いぇょぇゃぇたすっ ゃなこさけし くぇ 

つっておう ゅさぇあょぇくうく, すけえ とってっ 
ょぇ ╁う おぇあっ: くっ – ゃ ╀なかゅぇさうは 
しっ しすさけはす こけ-かっしくけ, けすおけかおけすけ 
せ くぇし. 》せぉぇゃけ っ つけゃっお ょぇ うきぇ 
くはおぇおゃぇ ょけいぇ くぇ おさうすうつくけしす う 
しうかくぇ しっぉっさっそかっおしうは. 』けゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ せしっとぇくっすけ, つっ 
しなし しうゅせさくけしす くっとぇすぇ, おけう-
すけ こさぇゃう, くっ ゅう こさぇゃう しぇきけ う 
しぇきけ いぇ しっぉっ しう. ┿い きうしかは, つっ 
いぇきなちうすっ しぇ くぇゃしはおなょっ ゃ くぇし, 
くうっ あうゃっっき くっこさっおなしくぇすけ ゃ 
おせかう けす うかのいうう. ′っけすょぇゃくぇ ぉはた 
こけしすぇゃうか っょくぇ こうっしぇ, ゃ おけはすけ 
こけしすぇゃうた ゃなこさけしぇ, つっ こけくはおけ-
ゅぇ うしすうくぇすぇ っ こけ-けこぇしくぇ う こけ-
さぇいさせてうすっかくぇ けす っょくぇ うかのいうは. 
┿い しきはすぇき, つっ っ ゃさっょくけ つけゃっお 
ょぇ うきぇ きくけゅけ うかのいうう, くけ くっ 
きけあっ ょぇ あうゃっっ ぉっい っょくぇ うかの-
いうは こけくっ. ╉ぇすけ しっ いぇきうしかうて 
- うかのいううすっ ゃけょはす ょけ かなあぇ こけ 
くはおぇおなゃ くぇつうく, くけ こなお - ょぇ ゅう 
くはきぇて しなゃしっき, すけゃぇ っ せぉうえ-
しすゃっくけ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

しかっょくうすっ ゅけょうくう ゃ ╀なかゅぇさうは 
しっ けすつうすぇ いくぇつうすっかっく しこぇょ くぇ 
しきなさすくけしすすぇ けす けしすなさ きうけおぇさ-
ょっく うくそぇさおす, くっしすぇぉうかくぇ 
しすっくけおぇさょうは う ょさせゅう さうしおけゃう 
いぇぉけかはゃぇくうは くぇ しなさちっすけ - けす 
20% くぇ 3-4%.
╊ぇぉけさぇすけさうはすぇ こけ っかっお-

すさけそういうけかけゅうは くぇ しなさちっすけ 
っ こなさゃぇすぇ こけょけぉくぇ かぇぉけさぇ-

すけさうは ういゃなく ]けそうは. 〈せお しっ 
ういゃなさてゃぇ っかっおすさけおぇさょうけかけ-
ゅうつくけ かっつっくうっ くぇ しなさょっつくう 
ぇさうすきうう.
《せくおちうけくぇかくうはす おぇぉうくっす 

っ けぉけさせょゃぇく し こけしかっょくけ こけ-
おけかっくうっ おぇさょうけったけゅさぇそう し 
ゃないきけあくけしすう いぇ すさうさぇいきっさ-
くけ ういしかっょゃぇくっ くぇ しなさちっすけ. 
╉ぇぉうくっすなす さぇいこけかぇゅぇ う し 
くぇえ-しなゃさっきっくくう しうしすっきう いぇ 
きけくうすけさうさぇくっ くぇ しなさょっつくうは 
さうすなき (たけかすっさう), きけくうすけさう-
さぇくっ くぇ ぇさすっさうぇかくけ くぇかはゅぇくっ 
う ょさせゅう.
╁ くけゃけすけ けすょっかっくうっ こけ けぉとぇ 

たうさせさゅうは とっ さぇぉけすう っおうこ けす 
ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇくう しこっ-
ちうぇかうしすう こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ ょけち. ┿かっおしぇくょなさ ぃかうは-
くけゃ. ╁ くっゅけ とっ しっ けしなとっしす-
ゃはゃぇす たうさせさゅうつくう けこっさぇちうう 
し くぇえ-ゃうしけおぇ しすっこっく くぇ しかけあ-
くけしす.
╃っすしおけすけ けすょっかっくうっ とっ さぇい-

こけかぇゅぇ し くぇえ-おけきそけさすくうすっ 
せしかけゃうは いぇ かっつっくうっ う ゃないしすぇ-
くけゃはゃぇくっ くぇ きぇかおうすっ こぇちう-
っくすう. ╁ くっゅけ とっ うきぇ ょっすしおう 
おなす いぇ うゅさぇ, ぇ くぇ こけおさうゃぇ くぇ 
くうしおけすけ すはかけ くぇ ぉけかくうちぇすぇ 

っ さぇいこけかけあっくぇ ぉっいけこぇしくぇ う 
きけょっさくぇ ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ.
¨すょっかっくうっすけ こけ せさけかけゅうは 

しおけさけ とっ さぇいこけかぇゅぇ し くぇえ-きけ-
ょっさくぇ たうさせさゅうつくぇ ぇこぇさぇすせさぇ 
いぇ かぇこぇさけしおけこしおう けこっさぇちうう, 
おぇすけ しさっょ こさうっかうすっ こけおぇくぇすぇ 
ょぇ さぇぉけすはす ゃ くっゅけ っ けしくけゃぇ-
すっかはす くぇ かぇこぇさけしおけこしおぇすぇ 
せさけかけゅうは せ くぇし ょけち. 『ゃっすうく 
╂っくぇょうっゃ.
╆ぇ けすょっかっくうっすけ こけ けぉさぇいくぇ 

ょうぇゅくけしすうおぇ っ いぇおせこっく くぇえ-
しなゃさっきっくっく きけょっか きぇきけゅさぇそ. 
] くけゃぇ きけょっさくぇ ぇこぇさぇすせさぇ っ 
けぉけさせょゃぇくけ う けすょっかっくうっすけ こけ 
ゅぇしすさけっくすっさけかけゅうは. ┿╂-けすょっ-
かっくうっすけ さぇいこけかぇゅぇ し 3D おぇ-
きっさぇ „¨かうきこせし“, たうさせさゅうつくけ 
かぇこぇさけしおけこしおけ けぉけさせょゃぇくっ, 
おけうすけ こけいゃけかはゃぇす とぇょはとけ う 
きくけゅけ こけ-っそっおすうゃくけ かっつっくうっ 
くぇ こぇちうっくすうすっ.
′けゃぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ぉけかくうちぇ-

すぇ さぇいこけかぇゅぇ しなし 7 けこっさぇ-
ちうけくくう, 128-しさっいけゃ しおっくっさ, 
くぇえ-きけょっさくうはす ゃ ╀なかゅぇさうは 
きけょっか ぇくゅうけゅさぇそ, けぉけさせょゃぇく 
し ゃしうつおう ゃないきけあくう けこちうう, 
おぇおすけ う きくけゅけ ょさせゅぇ ぇこぇさぇすせ-
さぇ, こけしかっょくぇ ょせきぇ くぇ すったくけ-
かけゅううすっ ゃ きっょうちうくぇすぇ.
╋╀┿╊ „]ゃ. ╇ゃぇく [うかしおう” 

せつぇしすゃぇ う ゃ きっあょせくぇさけょっく 
こさけっおす いぇ ゃくっょさはゃぇくっ くぇ 
くけゃけ こけおけかっくうっ たうさせさゅうつっく 
さけぉけす, し おけえすけ とっ しっ ういゃなさて-
ゃぇす けこっさぇちうう けす くぇえ-ゃうしけおぇ 
しかけあくけしす.
╁ しゅさぇょぇすぇ しぇ うくゃっしすうさぇくう 

けおけかけ 40 きうかうけくぇ かっゃぇ いぇ 
さっおけくしすさせおちうは, しすさけっあ, ぉけか-
くうつくけ けぉいぇゃっあょぇくっ う けぉけ-
させょゃぇくっ し くぇえ-きけょっさくぇ ぇこぇ-
さぇすせさぇ. ╆ぇっょくけ し ゃかけあっくうすっ 
しさっょしすゃぇ ゃ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ 
╋╀┿╊ „]ゃ. ╇ゃぇく [うかしおう“ うく-
ゃっしすうさぇくうすっ こさっい こけしかっょくうすっ 
てっしす ゅけょうくう ゃ いょさぇゃっけこぇいゃぇ-
くっ しさっょしすゃぇ けす ぇおちうけくっさくけ-
すけ ょさせあっしすゃけ くぇょたゃなさかはす 60 
きかく. かゃ.
┿きぉうちうはすぇ くぇ しけぉしすゃっくう-

おぇ, くぇ ゃけょっとうすっ きっょうちうく-
しおう しこっちうぇかうしすう う くぇ ちっかうは 
こっさしけくぇか っ ╋╀┿╊ „]ゃ. ╇ゃぇく 
[うかしおう“ ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃなゃ 
ゃけょっとけ いょさぇゃくけ いぇゃっょっくうっ 
ゃ しすさぇくぇすぇ. ¨つぇおゃぇ しっ ゃ くぇえ-
しおけさけ ゃさっきっ ぉけかくうつくうはす おけき-
こかっおし ょぇ しすぇくっ ぉぇいぇ いぇ しこっ-
ちうぇかういぇくすう, ぇ しかっょゃぇとぇすぇ 
しすなこおぇ, おけはすけ とっ こさっょこさうっ-
きっ さなおけゃけょしすゃけすけ, っ ゃ こけしけおぇ 
こさっゃさなとぇくっすけ くぇ ╋╀┿╊ „]ゃ. 
╇ゃぇく [うかしおう“ ゃ 〉くうゃっさしうすっす-
しおぇ ぉけかくうちぇ.

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

‶け ゃさっきっ くぇ しゃけっすけ けぉせつっくうっ 
ゃ いぇゃけょうすっ せつっくうちうすっ ゃ ょせぇか-
くぇすぇ しうしすっきぇ こけかせつぇゃぇす さっ-
ぇかくけ いぇこかぇすぇ う けしうゅせさけゃおう. ] 
こさうっすうすっ, けぉぇつっ, ゃ こけしかっょくうすっ 
ょゃっ しっょきうちう けす ぉなかゅぇさしおうすっ 
ょっこせすぇすう こさけきっくう ゃ ╉けょっおしぇ 
くぇ すさせょぇ くぇ こさぇおすうおぇ いぇぉさぇ-
くうたぇ しすぇあぇくすしおうすっ ょけゅけゃけさう, 
おぇすっゅけさうつっく っ ╉ぇかそうく, しこけさっょ 
おけゅけすけ すけゃぇ っ けとっ っょくぇ こさっつおぇ 
こさっょ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ ょせぇかくけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ¨す すけゃぇ ゅせぉはす う 
さぇぉけすけょぇすっかうすっ, う しぇきうすっ せつっ-
くうちう, いぇはゃう すけえ.
╄ゃさけょっこせすぇすなす  っ せぉっょっく, つっ 

ょなさあぇゃぇすぇ くう, こさっょゃうょ しっさう-
けいくうは ょっそうちうす けす おぇつっしすゃっくう 
う けぉせつっくう しさっょくう おぇょさう いぇ 

くせあょうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
こさけきうてかっくけしす う ゃ つぇしす-
くけしす くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, 
うきぇ ういおかのつうすっかくけ けしすさぇ 
くせあょぇ けす ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ 
すけゃぇ けぉせつっくうっ. ╁ こさけすうゃっく 
しかせつぇえ しかっょ くはおけかおけ ゅけょう-
くう, くぇえ-きくけゅけ ょっしっすうかっ-
すうっ, くぇ こさぇおすうおぇ くはきぇ ょぇ 
うきぇ おけえ ょぇ しきっくう しっゅぇて-
くうすっ こけおけかっくうは ゃ いぇゃけょう-
すっ, せぉっょっく っ ╉ぇかそうく. 
╉ぇすけ ょけぉなさ こさうきっさ う 

こなさゃう けこうすう いぇ ょせぇかくけ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ ╉ぇかそうく  こけしけ-
つう  こぇさすくぬけさしすゃけすけ, おけっ-
すけ こさけゃっあょぇす し くはおけかおけ 
ぉなかゅぇさしおう こさけそっしうけくぇか-
くう せつうかうとぇ ╀なかゅぇさけ-ゅっさ-

きぇくしおぇすぇ こぇかぇすぇ う くはおけう 
ぇゃしすさうえしおう う うすぇかうぇくしおう 
うくゃっしすうすけさう せ くぇし. ′ぇ ぉぇいぇ 
しおかのつっくう ょけゅけゃけさう いぇ こぇさす-
くぬけさしすゃけ し こさけそっしうけくぇか-
くうすっ ゅうきくぇいうう すっ ういこさぇとぇす 
うきっくくけ こけ ょせぇかくぇすぇ しうしすっ-
きぇ くぇ けぉせつっくうっ ぉなかゅぇさしおう 
ゅうきくぇいうしすう ゃ さぇいかうつくう そうさ-
きう ゃ しゃけうすっ しすさぇくう, おなょっすけ 
くぇ こさぇおすうおぇ けす 15-ゅけょうてくう 
ゅう こけっきぇす う けぉせつぇゃぇす. 〈ぇおぇ 
きかぇょうすっ う し  こさうょけぉうすう こさけ-
そっしうけくぇかくう せきっくうは ぉなかゅぇ-
さう くっ しっ いぇゃさなとぇす ゃ しすさぇ-
くぇすぇ, いぇとけすけ, こぇさぇかっかくけ し 
けぉせつっくうっすけ しう, ゃっょくぇゅぇ しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ, すっ こけかせつぇゃぇす 
ょけゅけゃけさう いぇ さぇぉけすぇ. ╁ しなとけ-

すけ ゃさっきっ, ょけおぇすけ ぉなかゅぇさしおぇ-
すぇ ょなさあぇゃぇ, いぇおけくけすゃけさちうすっ 
う ゃ つぇしすくけしす ぉなかゅぇさしおけすけ 
きうくうしすっさしすゃけ くぇ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ こさっしきはすぇす すさせょくけしすう う 
ょっそうちうすう いぇ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ 
すけゃぇ けぉさぇいけゃぇくうっ せ くぇし,  ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ, おさっとは-
とけ くせあょぇっとぇ しっ けす けぉせつっく 
しさっょっく ってっかけく, とっ ういこうすゃぇ 
ゃしっ こけ-けしすさう ょっそうちうすう う とっ 
すなくっ くぇ くっいぇゃうょくけすけ くうゃけ けす 
2%  うおけくけきうつっしおう さぇしすっあ. 
╉けっすけ, しこけさっょ しこっちうぇかう-

しすうすっ, しう っ いぇしすけえ, けぉさうつぇと 
くぇ ぇゅけくうは ょなさあぇゃぇすぇ. 
╆ぇ しっゅぇてくぇすぇ くっぇょっおゃぇす-

くけしす くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ, ゃ すけゃぇ つうしかけ う 

ゃうしてっすけ, おなき くせあょうすっ くぇ 
しすさぇくぇすぇ くう ゅけゃけさはす う しかっょ-
くうすっ けそうちうぇかくう ちうそさう: ゅけ-
ょうてくけ しすさぇくぇすぇ しっ くせあょぇっ 
けす 40 たうかはょう うくあっくっさう ゃ 
さぇいかうつくう しこっちうぇかくけしすう, くけ 
╁〉╆-けゃっすっ „こさけういゃっあょぇす” 
けおけかけ 12 たうかはょう. ╁ しなとけすけ 
ゃさっきっ こさう くせあょぇ けす 2 たうかは-
ょう せつうすっかう ゅけょうてくけ, ょなさ-
あぇゃぇすぇ „ぉなかゃぇ” 24 たうかはょう. 
╂けかっきう しぇ ういかうてなちうすっ う こさう 
„こさけういゃけょしすゃけすけ” くぇ のさうしすう, 
うおけくけきうしすう,  たせきぇくうすぇさくう 
しこっちうぇかうしすう. 
〈けゃぇ っ さぇいたけょ くぇ こぇさう, おけう-

すけ くっ しっ さっくすうさぇす, すゃなさょはす  
うおけくけきうつっしおう ぇくぇかういぇすけさう.

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

¨[《〉《〈¨[╅【╅ 《╋¨╇っ╇╅...

しこっおすぇおなか „╊っおう つっすうゃぇ“, こうっ-
しぇ, ゃ おけはすけ ′うおけかぇえ ╂せくょっさけゃ 
っ ぇゃすけさ, さっあうしぬけさ う ぇおすぬけさ う 
おけはすけ っ こさっょしすぇゃはくぇ ゃ ]けそうは, 
╀せょぇこっとぇ, ╁うっくぇ, ╀さぇすうしかぇゃぇ, 
‶さぇゅぇ, ╀っさかうく. ╆ぇゃなさてゃぇ さっ-
あうしせさぇ う ょさぇきぇすせさゅうは ゃ ┿おぇ-
ょっきうはすぇ いぇ ういはとくけ ういおせしすゃけ ゃ 
‶さぇゅぇ し  ょうこかけきくうは しこっおすぇおなか 
„╁っさくうしぇあ“, いぇ おけえすけ  こけかせ-
つぇゃぇ くぇゅさぇょぇすぇ くぇ ┿おぇょっきうは-
すぇ. 〉つぇしすうっすけ きせ おぇすけ ぇおすぬけさ 
ゃ  ╋っあょせくぇさけょくうは すっぇすさぇかっく 
しすせょっくすしおう そっしすうゃぇか ゃなゃ ╁ぇさ-
てぇゃぇ きせ ょけくぇしは う くぇゅさぇょぇすぇ くぇ 
こけかしおうすっ ぇおすぬけさしおう ぇしけちうぇちうう 
„ぅく ╉さっつきっさ“. ′けしうすっか くぇ ‶け-
つっすっく こかぇおっす くぇ ]なのいぇ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおうすっ こうしぇすっかう, ょゃぇ こなすう 
こっつっかう ′ぇゅさぇょぇすぇ くぇ こせぉかうおぇ-
すぇ くぇ ′ぇちうけくぇかくうすっ しすせょっくす-
しおう かうすっさぇすせさくう つっすっくうは, くけ-
しうすっか くぇ ′ぇゅさぇょぇすぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ 
]きけかはく いぇ くぇえ-ょけぉなさ かうすっさぇ-
すせさっく さなおけこうし, ′ぇゅさぇょぇすぇ くぇ 
【せきっく いぇ ういおせしすゃけ う すっぇすなさ. 
╇きぇ こせぉかうおぇちうう ゃ ぉなかゅぇさしおう う 
つせあょっしすさぇくくう ゃっしすくうちう う しこう-
しぇくうは, こさっゃけょう くぇ こけっすうつくう う 
ょさぇきぇすせさゅうつくう すゃけさぉう くぇ つって-
おう, させしおう, ぇくゅかうえしおう, くっきしおう 
っいうお. ╂せくょっさけゃ っ さぇぉけすうか おぇすけ 

╂かぇゃっく さっあうしぬけさ ゃ ╃なさあぇゃ-
くうは しぇすうさうつっく  すっぇすなさ „┿かっおけ 
╉けくしすぇくすうくけゃ“ ゃ ]けそうは, ぇ しかっょ 
すけゃぇ う おぇすけ さっあうしぬけさ ゃ ╂さぇょ-
しおうは すっぇすなさ „╋けしす” ゃ 』ったうは. 
╀うか っ ぇしうしすっくす くぇ しゃっすけゃくけ 
ういゃっしすくうすっ さっあうしぬけさう ╇さあう 
╋っくちっか, ¨かっゅ 〈ぇぉぇおけゃ う ぃかうは 
¨ゅくはくけゃぇ. ‶さう こけしっとっくうっすけ 
くぇ ╇さあう ╋っくちっか ゃ ╀なかゅぇさうは 
こさっょう こけ-きぇかおけ けす きっしっち ╂せく-
ょっさけゃ せつぇしすゃぇ ゃ しさっとぇすぇ きせ し 
こさっいうょっくすぇ [けしっく ‶かっゃくっかうっゃ 
う ゅけ こさうょさせあぇゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ 
ちはかぇすぇ きせ ゃういうすぇ ゃ ]けそうは. 
╆ぇ しこっおすぇおなかぇ „╃っすっおすけさ くぇ 

かなあぇすぇ“ こけかせつぇゃぇ くぇゅさぇょぇ-
すぇ いぇ くぇえ-ょけぉさけ こさっょしすぇゃかっ-
くうっ くぇ すっぇすなさぇ ゃ ゅさ. ╉かぇょくけ, 
』ったうは. ]なとうはす しこっおすぇおなか しっ 
うゅさぇっ う ゃ  ]ぇすうさうつくうは すっぇすなさ 
„┿か. ╉けくしすぇくすうくけゃ“, ]けそうは. 
[っあうしうさぇか っ かっゅっくょう くぇ ぉなか-
ゅぇさしおうは  すっぇすなさ う おうくけ - 《う-
かうこ 〈さうそけくけゃ, ‶ぇゃっか ‶けここぇく-
ょけゃ, ]すけはくおぇ ╋せすぇそけゃぇ う ょさ. 
‶さっい 2012 ゅ. おけきっょうはすぇ きせ 

„》けさうしすう“ こけかせつぇゃぇ ‶なさゃぇ くぇ-
ゅさぇょぇ くぇ おけくおせさし いぇ くぇえ-ょけぉなさ 
すっぇすさぇかっく すっおしす ゃ ゅさ. ╀なさくけ, 
』ったうは. ‶さっい しなとぇすぇ ゅけょうくぇ 
けしくけゃぇゃぇ „〈っぇすなさ くぇ ╋ぇさおけ 

〈けすっゃ” う っ ぇゃすけさ くぇ こなさゃうは きせ 
しこっおすぇおなか „《うぇしおけ”. 〉つぇしすゃぇか 
っ おぇすけ ぇおすぬけさ ゃ うゅさぇかくう ぉなか-
ゅぇさしおう う つっておう そうかきう. ¨す くぇ-
つぇかけすけ くぇ  2000 ゅ. ょけ ょくっし っ 
さっあうしうさぇか くぇょ 20 こけしすぇくけゃおう 
くぇ ゅけかはきぇ しちっくぇ いぇ こさけそっしう-
けくぇかっく  すっぇすなさ. ]こっおすぇおかう し 
くっゅけゃけ せつぇしすうっ しぇ うゅさぇくう くぇ 
くぇちうけくぇかくう う きっあょせくぇさけょくう  
そっしすうゃぇかう. ‶さっい きぇさす 2013 ゅ. 
せつぇしすゃぇ しなし しっかっおすうさぇくぇ こうっ-
しぇ ゃ きっあょせくぇさけょっく すっぇすさぇかっく 
そっしすうゃぇか ゃ しうぉうさしおうは ゅさぇょ 
′けゃうえ 〉さっくゅけえ, [せしうは. ‶ぇさぇ-
かっかくけ し さぇぉけすぇすぇ ゃ 〈なさゅけゃうと-
おうは すっぇすなさ こけょゅけすゃは う こけしすぇ-
くけゃおぇすぇ くぇ こうっしぇすぇ „]かせゅぇ くぇ 
ょゃぇきぇ ゅけしこけょぇさう” こけ ╉ぇさかけ 
╂けかょけくう, おけはすけ っ こさっょしすぇゃっくぇ 
ゃ ゅさ. ¨かけきせち, 』ったうは う し おけはすけ 
╂せくょっさけゃ くぇしおけさけ しこっつっかう ′ぇ-
ゅさぇょぇすぇ くぇ こせぉかうおぇすぇ けす ╂さぇくょ 
そっしすうゃぇかぇ くぇ しきったぇ ゃ 』ったうは 
ゃ おけくおせさっくちうは し こけゃっつっ けす 50 
すっぇすさぇかくう おけきっょうう. ′けゃうくぇすぇ 
いぇ すぇいう くぇゅさぇょぇ しなゃこぇょくぇ し こけ-
おぇくぇすぇ おなき ′うおけかぇえ ╂せくょっさけゃ 
ょぇ こけしすぇゃう ゃ 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお  こうっ-
しぇすぇ „《っくけゃっ“ けす ╄かうく [ぇたくっゃ. 
‶け ゃさっきっ くぇ さっこっすうちううすっ ゃ 

╉ぇいぇくかなお, すけつくけ こさっょう こさっ-
きうっさぇすぇ くぇ きっしすくうは すっぇすなさ ゃ 
』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう 2014,  
ょけえょっ けとっ っょくぇ さぇょけしすくぇ ゃっしす 
いぇ ╂せくょっさけゃ – すけえ しこっつっかう しなし 
„]なかいぇ ゃ しせこっさきぇさおっすぇ“ くぇゅさぇ-
ょぇすぇ くぇ 〈っぇすなさ 199 „╁ぇかっくすうく 
]すけえつっゃ“ いぇ おぇきっさくぇ ょさぇきぇ-
すせさゅうつくぇ こうっしぇ くぇ しなゃさっきっくくぇ 
すっきぇすうおぇ くぇ うきっすけ くぇ ゅけかはきぇ-
すぇ ぉなかゅぇさしおぇ ぇおすさうしぇ ]かぇゃおぇ 
]かぇゃけゃぇ.
] ╂せくょっさけゃ しう ゅけゃけさうき くぇ 

こさけかっすくけ しかなくちっ ゃ っょうく いっかっく 
う ちゃっすっく  ょゃけさ くぇ しこさっすくぇすぇ 
おなとぇ おさぇえ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっい ちは-
かけすけ ゃさっきっ しっさうけいくけすけ う いぇ-
ぉぇゃくけすけ, すなあくけすけ う しきってくけすけ 
すぇおぇ ぉなさいけ こさっかうゃぇす っょくけ ゃ 
ょさせゅけ こさっい しすうかくけ くぇしきってかう-
ゃうは すけく くぇ すなくおぇすぇ うさけくうは, つっ 
ゃっょくぇゅぇ さぇいぉうさぇき いぇとけ ′う-
おけかぇえ ╂せくょっさけゃ うきぇ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ くぇゅさぇょう ゃ  しすさぇくうちうすっ 
くぇ CV-すけ しう, くっけつぇおゃぇくけ こさけし-
すさぇくくけ いぇ っょうく きかぇょ つけゃっお. ╁ 
おぇいぇくかなておぇすぇ すさせこぇ しっ くぇょは-
ゃぇす こけ しすさぇくうちうすっ くぇ すけゃぇ CV 
ょぇ うきぇ う けとっ さっょけゃっ, ういこうしぇ-
くう いぇっょくけ し 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ“.
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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《すいとおつすあせ け EVN
う とつしとえあ せあ えちあきおあせけてか

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
╅ちつかせあしつさけてか をうかてせけぬけ

╉とあしせそてそ そいちあくそうあせけか すそきか おあ ちかのけ たちそいしかすあ つ おかなけぬけてあ せあ
さうあしけなけぬけちあせけ ちあいそてせけぬけ う たちそすけのしかせそつててあ

╆ひしえあちけみ けすあ たそてかせぬけあし くあ たちそけくうそおつてうそ 
せあ すけさちそ- け せあせそかしかさてちそせけさあ, たそつそねうあて 

あうてそちけてか せあ „╆みしあてあ させけえあ”
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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

¨[《〉《〈¨[╅【╅ 《╋¨╇っ╇╅ 』 
15-╈《╉¨ぃ〉¨ ╇ ′╅╇《╉¨【╊? 

《【]《╋╊〉 ╆╊ ╇╅╋╊〉 

„╆っ]╅ [〉¨╈╅ ′╅ 【╊｠〉《]《╈¨ぁ〉╅ 
¨〉╉】』【『¨╅]¨′╅を¨っ 2015-2025 ╈.”

『かきけつへそちひて 〉けさそしあこ ╈とせおかちそう:
〉か くあつてちあにそうあこてか すかねてけてか つけ!

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 2
》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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╃ゃぇきぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
„┿さしっくぇか” う つかっくけゃっ くぇ 

ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-
かなお ゃいったぇ せつぇしすうっ ゃ しさっとぇ  し 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ きっしすくぇすぇ 
ゃかぇしす ゃ [せしうは. ぅくおけ ╆ぇこさは-

くけゃ, ょうさっおすけさ ”〈ったくけかけゅうつ-
くけ けぉけさせょゃぇくっ う うくけゃぇちうう”, 
う 『ゃっすぇく 【うおけゃ - さなおけゃけ-
ょうすっか くぇ くぇこさぇゃかっくうっ „‶さけ-
っおすうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う 
しすさけうすっかしすゃけ”, ぉはたぇ つぇしす けす 
こさっょしすぇゃうすっかくぇ  ゅさせこぇ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, しさっとくぇかぇ 
しっ し 5-きぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
させしおうすっ けぉとうくう, けすかうつっくう ゃ 
おけくおせさしぇ „¨すゃけさっくぇ けぉとう-
くぇ”. ]さっとぇすぇ うきぇてっ いぇ ちっか 
ょぇ いぇこけいくぇっ させしおうすっ こさっょ-
しすぇゃうすっかう し ゃないきけあくけしすうすっ 
いぇ ぉういくっし ゃ ╉ぇいぇくかなておけ う し 
きっしすくうすっ いぇぉっかっあうすっかくけしすう. 
‶け こさっょゃぇさうすっかくぇ うくそけさ-

きぇちうは, させしおうすっ ゅけしすう すさはぉゃぇ-
てっ ょぇ せつぇしすゃぇす う ゃ しなゃきっしすっく 
ぉなかゅぇさけ-させしおう ぉういくっし そけさせき 
ゃ ]けそうは, おけえすけ ぉっ けすかけあっく ゃ 

╃ぇ, ぇい とっ しなき くぇえ-ゃっかう-
おうはす ぇさたうすっおす くぇ ゃしうつ-

おう ゃさっきっくぇ. 《さぇくお ╊うくおなかく 
[ぇえす っ さけょっく ゃ [うつかぇくょ しっくすなさ 
ゃ せつうすっかしおけ しっきっえしすゃけ. ╉ぇすけ 
ょっすっ きくけゅけ しう うゅさぇっか し おせぉつっ-
すぇ - おけくしすさせおすけさ くぇ 《さぬけぉっか. 
╋ぇえおぇ きせ きっつすぇっかぇ すけえ ょぇ しすぇ-
くっ こさけつせす ぇさたうすっおす, くけ っょゃぇ かう 
っ こけょけいうさぇかぇ, つっ しうくなす え とっ しっ 
こさっゃなさくっ ゃ しゃっすけゃっく っすぇかけく. ┿ 
しぇきうはす 《さぇくお いぇはゃはゃぇ: “╁ない-
くぇきっさはゃぇき ょぇ ぉなょぇ くっ しぇきけ 
くぇえ-ゃっかうおうはす ぇさたうすっおす, おけえすけ 
くはおけゅぇ しっ っ さぇあょぇか, ぇ くぇえ-ゃっ-
かうおうはす ぇさたうすっおす, おけえすけ くはおけゅぇ 

とっ しなとっしすゃせゃぇ. ╃ぇ, ぇい とっ しなき 
くぇえ-ゃっかうおうはす ぇさたうすっおす くぇ ゃしうつ-
おう ゃさっきっくぇ.”
‶なさゃう しすなこおう ゃ しすさけうすっか-

しすゃけすけ.  《さぇくお ゅう こさぇゃう こけ 
こさうくせょぇ - ぉぇとぇ きせ くぇこせしおぇ 
しっきっえしすゃけすけ う 17-ゅけょうてくうはす 
きかぇょっあ こけっきぇ けすゅけゃけさくけしすすぇ いぇ 
ういょさなあおぇすぇ くぇ きぇえおぇ しう う ょゃっすっ 
しう しっしすさう. ‶さうっきぇ きぇえつうくぇすぇ しう 
そぇきうかうは ╊けえょ. ╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ 
こさう きっしすっく こさっょこさうっきぇつ, おぇすけ 
こけしっとぇゃぇ う つぇしけゃっ こけ つっさすぇくっ 
う さうしせゃぇくっ ゃ せくうゃっさしうすっすぇ. ╁ 
ぇすっかうっすけ くぇ ╃あけせいっそ ]うかしぉっっ 
さぇぉけすう おぇすけ つっさすけあくうお しさっとせ 
しおさけきくうすっ 8 ょけかぇさぇ くぇ つぇし, ぇ 
しかっょ けおけかけ ゅけょうくぇ しっ こさっきっしす-
ゃぇ くぇ こけ-こかぇすっくぇ こけいうちうは ゃ 
』うおぇゅけ. ╆ぇこけいくぇゃぇ しっ し ╊せうし 
]なかうゃぇく, おけゅけすけ こけ-おなしくけ とっ 
こさういくぇっ いぇ „っょうくしすゃっくうは ぇさたう-
すっおす, おけえすけ っ けおぇいぇか ゃかうはくうっ いぇ 
さぇいゃうすうっすけ きせ”. ╇ すなえ おぇすけ ぉさけ-
はす くぇ うくょうゃうょせぇかくうすっ こけさなつおう 
くぇ 《さぇくお ぉなさいけ さぇしすっ, ]なかうゃぇく 
さってぇゃぇ ょぇ しっ さぇいょっかう し ぇきぉう-
ちうけいくうは しう せつっくうお.
‶さっさうえくうはす しすうか, ╉ぇすさうく 

う 6 ょっちぇ. ‶さっい 1889 ゅ. [ぇえす しっ 
あっくう いぇ こなさゃぇすぇ けす すさうすっ しう しな-
こさせゅう - ╉ぇすさうく ╉かぇさお, ょなとっさは 
くぇ ぉけゅぇす ぉういくっしきっく. 〈けえ こけこぇ-
ょぇ ゃ けぉおさなあっくうっ, おぇおゃけすけ ょけ 
きけきっくすぇ きせ っ かうこしゃぇかけ. ╇きぇか 
しかぇぉけしす おなき かせおしけいくうすっ ょさったう 
う おけかう う いぇさぇょう すけゃぇ, ゃなこさっおう 
しすぇぉうかくうすっ しう ょけたけょう, こぇさうすっ 
くっ きせ ょけしすうゅぇかう. ] ゃいっすう くぇ-
いぇっき 5000 ょけかぇさぇ しっきっえしすゃけすけ 
こけしすさけはゃぇ しけぉしすゃっく ょけき ゃ ¨せお 
こぇさお, ╇かうくけえし. 〈ぇき しっ さぇあょぇす 
う てっしすすっ うき ょっちぇ. ╁ ょけきぇ しう 
《さぇくお しないょぇゃぇ かぇぉけさぇすけさうは, 

おなょっすけ, こけゃかうはく けす おなとうすっ くぇ 
こなさゃうすっ ぇきっさうおぇくしおう いぇしっかくう-
ちう, こけかぇゅぇ けしくけゃうすっ くぇ けさゅぇ-
くうつくぇすぇ ぇさたうすっおすせさぇ. [ぇあょぇ しっ 
こさけつせすうはす “こさっさうっく しすうか”, くっ-
ゅけゃぇ いぇこぇいっくぇ きぇさおぇ - おなとう けす 
っしすっしすゃっくう きぇすっさうぇかう, し ゅけかっきう 
こさけいけさちう, し おぇきうくぇ ゃ しさっょぇすぇ くぇ 
ょけきぇ, し くうしおう こけおさうゃう う せょなか-
あっくう かうくうう, っしすっしすゃっくけ しかうゃぇ-
とう しっ し こっえいぇあぇ. ╅せさくぇかうしすう-
すっ  ゃなゃ ゃないすけさゅ こうてぇす: “〈けゃぇ っ 
しゃっすうかうとっ, おなょっすけ しっ しさっとぇす 
ょせたなす くぇ こさうさけょぇすぇ う ょせてぇすぇ 
くぇ つけゃっおぇ”. ╃け 1900 ゅ. ゃ うょうかうつ-
くけすけ ぇきっさうおぇくしおけ こさっょゅさぇょうっ し 

けぉてうさくう こけかはくう ういさぇしすゃぇす くぇょ 
60 すぇおうゃぇ おなとう.  
╋っえきぇ う ゅけかはきぇすぇ すさぇゅっ-

ょうは. ¨しゃっく ぇさたうすっおすせさぇすぇ, 
《さぇくお うきぇか う ょさせゅぇ しすさぇしす - あっ-
くうすっ. ╃けおぇすけ こさけっおすうさぇか おなとぇ 
いぇ しゃけは しなしっょ, すけえ しっ ゃかのぉうか 
ゃ しなこさせゅぇすぇ きせ ╋っえきぇ 』っえくう 
-  きけょっさくぇ そっきうくうしすおぇ し ぉけゅぇす 
うくすっかっおす. [ぇえす とっ すゃなさょう, つっ 
すは っ ゅけかはきぇすぇ きせ かのぉけゃ. ¨ぉ-
とっしすゃけすけ ぉうかけ しおぇくょぇかういうさぇくけ 
けす くけゃぇすぇ ゃさないおぇ. ]きはすぇえおう, 
つっ こさぇゃけすけ くぇ かうつくけ とぇしすうっ 
っ くっこさうおけしくけゃっくけ, 《さぇくお う 
╋っえきぇ いぇきうくぇゃぇす いぇ ╄ゃさけこぇ. 
┿きぉうちううすっ きせ しぇ くっゃっさけはすくう, 
しかぇゃぇすぇ きせ ゅかぇゃけかけきくけ さぇしすっ, 
けしけぉっくけ しかっょ おぇすけ こさっい 1910 
ゅ. ゃ ╀っさかうく  ういょぇゃぇす  ょゃせすけきっく 
ぇかぉせき しなし 100 くっゅけゃう こさけっおすぇ.                                                                                                            
]ぉなょくぇすぇすぇ かのぉけゃ しっ こさっゃさな-
とぇ ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ すさぇゅっょうは いぇ 
ゅっくうぇかくうは ぇさたうすっおす. ]ゅさぇょうすっ, 
おけうすけ こさぇゃっか, ぉうかう ゃうくぇゅう し 
っょくぇ ゃさぇすぇ. ′ぇ 15 ぇゃゅせしす 1914 
ゅ. うおけくけきなす くぇ うきっくうっすけ うき 〈ぇ-
かうっしうく こさっょういゃうおゃぇ こけあぇさ う ゃ 
こさうしすなこ くぇ かせょけしす いぇしすさっかゃぇ くぇ 
っょうくしすゃっくうは ういたけょ 8 ょせてう けす 
こっさしけくぇかぇ. ]さっょ あっさすゃうすっ しぇ 
╋っえきぇ う ょゃっすっ え ょっちぇ. [ぇえす っ 
くぇ ゃなさたぇ くぇ けすつぇはくうっすけ. ′せあくう 
しぇ きせ こけゃっつっ けす ょっしっす ゅけょうくう, 
いぇ ょぇ しっ ゃなさくっ おなき くけさきぇかくうは 
あうゃけす. ╇ いぇ ょぇ っ ゃっつっく しこけきっくなす 
いぇ ╋っえきぇ, さぇてぇゃぇ ょぇ こけしすさけう いぇ 
ゃすけさう こなす しゅさぇょぇすぇ, ゃ おけはすけ しぇ 
ぉうかう とぇしすかうゃう. ′け う すぇいう しゅさぇ-
ょぇ ういゅぇさは ょけ けしくけゃう…
╃ぇかっつくうはす ╇いすけお. ╆ぇ こなさゃう 

こなす [ぇえす こなすせゃぇ ょけ ぅこけくうは こさっい 
1905 ゅ., おぇすけ いぇこけつゃぇ ょぇ おけかっお-
ちうけくうさぇ う すなさゅせゃぇ し すさぇょうちうけく-

くぇ はこけくしおぇ ゅさぇそうおぇ. ¨すくけゃけ 
こなすせゃぇ ょけ ぅこけくうは こさっい 1915 
ゅ. う 6 ゅけょうくう あうゃっっ ゃ 〈けおうけ. 
‶さけっおすうさぇ せつうかうとっ う くはおけか-
おけ そぇきうかくう おなとう, しかっょ おけっ-
すけ こけかせつぇゃぇ こけさなつおぇ いぇ たけすっか 
„╇きこっさうぇか“. ╉さぇしうゃぇすぇ しゅさぇょぇ 
っ いぇぉっかっあうすっかくぇ う し ういおかのつう-
すっかくぇすぇ しう しすぇぉうかくけしす - きくけゅけ 
たけさぇ しぇ しこぇしっくう こさう けこせしすけてう-
すっかくけ いっきっすさっしっくうっ こさっい 1923 
ゅ. ╋っあょせゃさっきっくくけ [ぇえす こなすせゃぇ 
ょけ ╉うすぇえ う ╉けさっは.          
′っゃっさけはすくぇすぇ ¨かゅうゃぇくくぇ. 

〈ぇおぇ くぇさうつぇかう ぇさうしすけおさぇす-
おぇすぇ けす させしおう こさけういたけょ ¨かゅぇ 
╇ゃぇくけゃくぇ 》うくちっくぉせさゅ, し おけはすけ 
[ぇえす しっ いぇこけいくぇゃぇ こさっい 1924 ゅ. 
こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃかっくうっ くぇ 
‶っすさけゅさぇょしおうは ぉぇかっす ゃ 』うおぇゅけ. 
╂けょうくぇ こさっょう すけゃぇ ぇさたうすっおすなす 
あうゃっっ しなし しおせかこすけさおぇすぇ ╋っさう-
ぇき ′けっか, し おけはすけ しおけさけ しっ さぇい-
ょっかはす いぇさぇょう こさうしすさぇすっくけしすすぇ 
え おなき きけさそうくぇ.
¨かゅぇ う 《さぇくお いぇあうゃはゃぇす いぇ-

っょくけ ゃなゃ 《うくうおし, ┿さういけくぇ, ゃ 
こけしすさけっくうは くぇくけゃけ 〈ぇかうっしうく, 
おなょっすけ しっ さぇあょぇ ょなとっさは うき ╈け-
ゃぇくぇ. ╆ぇさぇょう おなしけ しなっょうくっくうっ 
うきっくうっすけ けすくけゃけ ういゅぇさは. ′はきぇ 
あっさすゃう, くけ けゅなくはす こけゅかなとぇ 
はこけくしおう ゅさぇゃのさう いぇ きうかうけくう 
ょけかぇさう. [ぇえす っ ういすけとっく けす さぇ-
ぉけすぇ, しすさぇょぇ けす ぉけかおう ゃ しすぇゃう-
すっ. ‶けょおさっこはく けす ょっかうおぇすくけすけ 
さぇきけ くぇ ¨かゅぇ, すけえ せしこはゃぇ ょぇ 
しっ きけぉうかういうさぇ. ‶うてっ おくうゅう, 
こなすせゃぇ う ういくぇしは かっおちうう, おけっ-
すけ ゅけ こさぇゃう けとっ こけ-ういゃっしすっく ゃ 
きっあょせくぇさけょっく こかぇく. ╃ゃぇきぇすぇ 
けしくけゃぇゃぇす ぇさたうすっおすせさくぇ ておけ-
かぇ, ゃ おけはすけ しすせょっくすうすっ くっ しぇきけ 
せしゃけはゃぇかう ぇさたうすっおすせさくぇすぇ くぇせ-
おぇ, くけ こけかせつぇゃぇかう いくぇくうは う こけ 
そっさきっさしすゃけ, ゅさぇょうくぇさしすゃけ う 
ゅけすゃぇさしすゃけ, ういせつぇゃぇかう きせいうおぇ, 
ういおせしすゃけ う すぇくちう.                                      
ぃしけくけゃしおうすっ おなとう. ╋ぇかおけ 

こさっょう ょぇ くぇゃなさてう 70, しかっょ ょゃっ 
ょっしっすうかっすうは いぇすうてうっ, いぇこけつゃぇ 
„ゅけかはきけすけ いぇゃさなとぇくっ” くぇ [ぇえす  
おぇすけ ぇさたうすっおす-くけゃぇすけさ. ╆ぇ おかう-
っくすうすっ しう けす しさっょくぇすぇ おかぇしぇ すけえ 
さぇいさぇぉけすうか くっしおなこう こさけっおすう, 
おけうすけ くぇさっおなか „のしけくけゃしおう” - けす 
しなおさぇとっくうっすけ USONA - Unites 
States of Nothern America. 〈っ 
さっぇかういうさぇかう おけくちっこちうはすぇ きせ  

いぇ ょっせさぉぇくういうさぇくっ くぇ こさっくぇしっ-
かっくうは ゅさぇょ つさっい いぇしすさけはゃぇくっ くぇ 
こさっょゅさぇょうはすぇ し くうしおう そぇきうか-
くう おなとう し てうさけお こけおさうゃ, ぉっい 
こさうしかせゅぇ, し けしくけゃくけ こさっゃけいくけ 
しさっょしすゃけ - ぇゃすけきけぉうかなす. 〈っいう 
おなとう しぇ こさぇおすうつくう, おけきこぇおすくう, 
うおけくけきうつくう う すったくけかけゅうつくう. 
╉せたくうすっ ぉうかう きぇかおう, ょけかっこっくう 
ょけ すさぇこっいぇさううすっ, おけうすけ こかぇゃくけ 
こさっきうくぇゃぇかう ゃ ょくっゃくぇすぇ - ちっく-
すさぇかくけすけ こけきっとっくうっ いぇ けぉとせ-
ゃぇくっ, し そけおせし ゃなさたせ おぇきうくぇすぇ 
ゃ しさっょぇすぇ. 〈ぇおぇ けす おせたくはすぇ ょけ-
きぇおうくはすぇ きけあっかぇ ょぇ くぇぉかのょぇ-

ゃぇ ょっちぇすぇ う ょぇ けぉとせゃぇ し ゅけしすうすっ 
ゃ ょくっゃくぇすぇ. ]こぇかくうすっ ぉうかう うい-
けかうさぇくう う くっゅけかっきう, くぇしなさつぇ-
ゃぇえおう しっきっえしすゃけすけ ょぇ しっ しなぉうさぇ 
ゃ ょくっゃくぇすぇ. ╉けくちっこちうはすぇ ぉうかぇ: 
こさけしすさぇくしすゃぇ ゃきっしすけ しすぇう. [ぇえす 
ぉうか すけかおけゃぇ こさっちういっく, つっ けぉさな-
とぇか ゃくうきぇくうっ くぇ ゃしっおう ょっすぇえか 
う しぇき こさけっおすうさぇか ゃしうつおけ けすゃなく 
う ゃなすさっ ゃ しゅさぇょぇすぇ. 
╂さぇょけせしすさけえしすゃっくう こさけっお-

すう. [ぇえす こけかせつうか けぉとけ 41 ゅさぇ-
ょけせしすさけえしすゃっくう こけさなつおう. ¨とっ 
こさっい 1900 ゅ. けぉきうしかは くっすさぇょう-
ちうけくっく こさけっおす /おけえすけ くっ しっ さっ-
ぇかういうさぇ/ し きぇおしうきぇかくけ ういこけかい-
ゃぇくっ くぇ こさけしすさぇくしすゃけすけ: ゃきっしすけ 
ょなかゅうすっ さっょうちう けす おなとう くぇ せし-
こけさっょくう せかうちう, すけえ さぇいこけかぇゅぇ 
おなとうすっ くぇ ゅさせこう けす こけ つっすうさう 
おゃぇょさぇすくう こぇさちっかぇ, けぉさぇいせゃぇとう 
ゅけかはき おゃぇょさぇす, こけ つううすけ しすさぇくう 
きうくぇゃぇす こなすうとぇすぇ. ‶さっい 1913 
ゅ. ゃ 』うおぇゅけ すけえ せつぇしすゃぇ ゃ おけく-
おせさし いぇ こさけっおすうさぇくっ くぇ ゅさぇょしおう 
おゃぇさすぇか. ‶さけっおすなす きせ ぉうか しなけ-
ぉさぇいっく し さぇいかうつくうすっ しけちうぇかくう 
しかけっゃっ. ‶け-かせおしけいくうすっ おなとう しぇ 
さぇいこけかけあっくう ゃ こけ-しおなこうすっ いけくう, 
ぇ こぇさおけゃっ う けぉとう こさけしすさぇくしすゃぇ 
ゅう ょっかはす けす こけ-しおさけきくうすっ おなとう 
う ぉかけおけゃっ し ぇこぇさすぇきっくすう. 〈けゃぇ っ 
そうかけしけそうはすぇ きせ いぇ ょっちっくすさぇかう-
いぇちうは くぇ ゅけかっきうは ゅさぇょ. ]こけさっょ 
くっゅけ, ぉなょっとっすけ くぇ あうかうとぇすぇ ゃ 
┿きっさうおぇ っ ういゃなく ゅけかっきうすっ ゅさぇ-
ょけゃっ. 
╉なとぇすぇ くぇょ ゃけょけこぇょぇ. ‶さっい 

1935-39 ゅ. ゃ いっかっくうすっ ゅけさう おさぇえ 
╋うか [なく, ‶っくしうかゃぇくうは, [ぇえす 
こけしすさけはゃぇ いぇ ╄. ╉ぇせそきぇく うい-
ゃっしすくぇすぇ „╉なとぇ くぇょ ゃけょけこぇょぇ” し 
ゃうしはとう くぇょ おぇしおぇょぇすぇ ぉぇかおけくう 
う すっさぇしう - ぉさうかはくすっく こさうきっさ いぇ 
っょうくっくうっ し こさうさけょぇすぇ. 』ぇしす けす 
しおぇかぇすぇ っ ゃなすさっ ゃ いょぇくうっすけ う っ 
ういこけかいゃぇくぇ ゃ けそけさきかっくうっすけ くぇ 
うくすっさうけさぇ. ╉なとぇすぇ くぇょ ゃけょけこぇ-
ょぇ っ しさっょ ╃っしっすすっ ぇさたうすっおすせさくう 
てっょぬけゃなさぇ くぇ 20 ゃっお, けこけゃっしすっ-
くう けす ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ ぇおぇょっ-
きうは くぇ ぇさたうすっおすうすっ. 
〉くうおぇかくけ ゃうしけおけっすぇあくけ 

しすさけうすっかしすゃけ. [ぇえす しすさけう う 
くっあうかうとくう いょぇくうは, しさっょ おけう-
すけ くぇえ-ういゃっしすくぇ っ ぇょきうくうしすさぇ-
すうゃくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ 14 っすぇあぇ くぇ 
おけきこぇくうはすぇ „╃あけくしなく 〉ぇおし” ゃ 
[ぇしうく, 〉うしおけくしうく. ╁ ちっくすなさぇ 

くぇ おけくしすさせおちうはすぇ っ ゅけかはきぇ さぇ-
ぉけすくぇ いぇかぇ し ょなさゃけゃうょくぇ おけかけ-
くぇょぇ. ¨おけかけ „しすゃけかぇ” しぇ ゅさせこう-
さぇくう ぇしぇくしぬけさうすっ, ぇ っすぇあうすっ 
しっ さぇいすゃぇさはす おぇすけ おかけくうすっ くぇ 
ょなさゃけ. ¨すゃなく ちはかぇすぇ しゅさぇょぇ っ 
ういけかうさぇくぇ しなし しすなおかっく おけあせた. 

╄ょうくしすゃっくうはす こけしすさけっく こけ こさけ-
っおす くぇ [ぇえす くっぉけしすなさゅぇつ っ ‶さぇえし 
〈ぇせなさ,19-っすぇあくぇ おせかぇ ゃ ╀ぇさ-
すなかしゃうか, ¨おかぇたけきぇ, こけしすさけっくぇ 
いぇ くっそすけたうきうつっしおぇすぇ おけきこぇくうは 
くぇ 》. ‶さぇえし. ‶さっい 2007 ゅ. ‶さぇえし 
〈ぇせなさ っ けぉはゃっくぇ いぇ くぇちうけくぇかくぇ 
うしすけさうつっしおぇ いぇぉっかっあうすっかくけしす. 
]すなおかけすけ. [ぇえす っ っょうく けす こなさ-

ゃうすっ ぇさたうすっおすう, こさけっおすうさぇかう 
う ういさぇぉけすゃぇかう っかっおすさうつっしおう 
かぇきこう, ゃおか. っょくう けす こなさゃうすっ 
しゃけぉけょくけ しすけはとう かぇきこうけくう う 
こなさゃうすっ しすなおかっくう ぇぉぇあせさう ゃなゃ 
そけさきぇ くぇ しそっさぇ. ]すなおかけすけ いぇっ-
きぇ しこっちうぇかくけ きはしすけ ゃ こさけっおすうすっ 
きせ – すけ こけいゃけかはゃぇ くぇぉかのょっくうっ 
くぇ ゃなくてくうは しゃはす う けしうゅせさはゃぇ 
いぇしかけく けす ょなあょ う ゃはすなさ. [ぇえす ゅけ 
しさぇゃくはゃぇ し けゅかっょぇかぇすぇ くぇ こさう-
さけょぇすぇ: っいっさぇすぇ う さっおうすっ. 
【っょぬけゃなさなす „╀っかうはす けた-

かのゃ”. 》うす ゃ おなしくけすけ すゃけさつっしすゃけ 
くぇ [ぇえす っ きせいっはす ]けかけきけく ╂せゅっく-
たぇえき ゃ ′の ╈けさお - っょうく けす しうき-
ゃけかうすっ くぇ ╋ぇくたぇすなく, くぇょ おけえすけ 
ぇさたうすっおすなす さぇぉけすう 16 ゅけょうくう. 
]ゅさぇょぇすぇ, くぇさうつぇくぇ „╀っかうはす 
けたかのゃ”, しっ ういょうゅぇ こかぇゃくけ おぇすけ 
ぉっあけゃぇ しこうさぇかぇ, ぇ ゃなすさってくけしす-
すぇ え こさうかうつぇ くぇ けたかのゃ. ′っえくぇすぇ 
せくうおぇかくぇ ちっくすさぇかくぇ ゅっけきっすさうは 
っ いぇきうしかっくぇ し ちっか こけしっすうすっかうすっ 
ょぇ ゃいっきぇす ぇしぇくしぬけさぇ う ょぇ いぇこけ-
つくぇす けぉうおけかおぇすぇ けすゅけさっ くぇょけかせ, 
しこせしおぇえおう しっ こかぇゃくけ こけ ちっく-
すさぇかくぇすぇ しこうさぇかけゃうょくぇ さぇきこぇ, 
し ゃゅさぇょっくう ゃ こけょぇ すさうなゅなかくう 
けしゃっすうすっかくう すっかぇ. ′け うょっうすっ くぇ 
[ぇえす くっ しぇ ういちはかけ さっぇかういうさぇくう, 
ゃ きけきっくすぇ っおしこけいうちうはすぇ しっ さぇい-
ゅかっあょぇ けすょけかせ くぇゅけさっ. 
‶うしぇすっかはす [ぇえす. ╁っかうおうはす 

ぇさたうすっおす ういょぇゃぇ う さっょうちぇ おくう-
ゅう: „┿さたうすっおすせさぇすぇ う きけょっさくうはす 
くぇつうく くぇ あうゃけす“, „¨さゅぇくうつくぇすぇ 
ぇさたうすっおすせさぇ“, „╀なょっとっすけ くぇ ぇさ-
たうすっおすせさぇすぇ“, „‶さうさけょけしなけぉさぇい-
くうはす ゅさぇょ“, „┿きっさうおぇくしおぇすぇ ぇさ-
たうすっおすせさぇ“, „╆ぇゃっとぇくうっ“ う ょさ. 
„┿ゃすけぉうけゅさぇそうは“ う „╇いつっいゃぇとう-
はす ゅさぇょ“ けおぇいゃぇす しうかくけ ゃかうはくうっ 
ゃなさたせ くはおけかおけ こけおけかっくうは きかぇょう 
ぇさたうすっおすう. 
┿たうすっおすなす-ょういぇえくっさ. [ぇえす 

っ ょういぇえくっさ う くぇ つぇしす けす しけぉしす-
ゃっくけすけ しう けぉかっおかけ. ╇きぇか ぇさ-
すうしすうつっく しすうか, けぉかうつぇか しっ ゃ 
しおなこう おけしすのきう, くけしっか てぇかつっすぇ 
う くぇきっすぇかぇ. ╉けかうすっ きせ ぉうかう こけ 
こけさなつおぇ - あなかす ╋なさしなさ さっえしぇ-
ぉぇせす, つっさゃっく おぇぉさうけかっす ╉けさょ, 
╊うくおなかく. ‶けかせつぇゃぇか きくけあっしすゃけ 
ゅかけぉう いぇ こさっゃうてっくぇ しおけさけしす. 
╀うか しせっすっく, けぉうつぇか ょぇ ゅけ こけおぇい-
ゃぇす こけ すっかっゃういうはすぇ, こけはゃはゃぇか しっ 
くぇ おけさうちぇすぇ くぇ しこ. 〈ぇえき. ]うか-
くぇすぇ きせ うくょうゃうょせぇかくけしす ゃこっ-
つぇすかはゃぇかぇ さっょうちぇ すゃけさちう. ╁ くっ-
ゅけゃぇ つっしす っ ういょぇょっくぇ こけとっくしおぇ 
きぇさおぇ, くぇこうしぇくう しぇ ょゃっ けこっさう う 
きくけあっしすゃけ おくうゅう, しないょぇゃぇくう しぇ 
そうかきけゃう ゅっさけう, ゃおか. う ゃ ぉなかゅぇさ-
しおうは „¨こぇしっく つぇさ”.
╄ょうく きくけゅけ ょなかなゅ あうゃけす. 

《さぇくお ╊けえょ [ぇえす ういょなたゃぇ くぇ 91 
ゅ. こさっい 1959 ゅ. ¨かゅぇ せきうさぇ こさっい 
1985 ゅ. ╀うかけ ういこなかくっくけ こけしかっょ-
くけすけ え あっかぇくうっ すは, ょなとっさは うど う 
《さぇくお ょぇ ぉなょぇす こけゅさっぉぇくう いぇっょ-
くけ ゃ ]おけすしょっえか. ╃けすけゅぇゃぇ, 25 ゅけ-
ょうくう, すはかけすけ くぇ [ぇえす っ こけつうゃぇかけ 
ゃ ゅさけぉうとっすけ ゃ 〈ぇかうっしうく.                                                                                                                     

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

《さぇくお ╊けえょ 
[ぇえす /1867 
– 1959/ - けし-
くけゃけこけかけあ-
くうお くぇ けさ-
ゅぇくうつくぇすぇ 
ぇさたうすっおすせさぇ, 
うくすっさうけさっく 
ょういぇえくっさ う 
すっけさっすうお, こう-
しぇすっか, かっおすけさ 
う そうかけしけそ, 
っ しつうすぇく いぇ 
くぇえ-ゅけかっきうは 
ぇ さ た う す っ お す -
うくけゃぇすけさ ゃ 
しゃっすぇ. ┿ゃすけさ e 
くぇ 1141 こさけ-
っおすぇ くぇ しゅさぇ-
ょう - けぉさぇいっち 
いぇ こけおけかっくうは 
ぇさたうすっおすう; 
532 けす すはた しぇ 
さっぇかういうさぇくう 
こさっい 70-ゅけ-

╀なかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
こさけういゃっあょぇ きかぇょう たけさぇ 

ぉっい こさけそっしうけくぇかくう せきっくうは. 
〈けゃぇ いぇはゃう ゃ ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇえ-
かけ ╉ぇかそうく, っゃさけょっこせすぇす う 
ゃけょぇつ くぇ かうしすぇすぇ くぇ ┿╀╁ /
┿かすっさくぇすうゃぇ いぇ ぉなかゅぇさしおけ 
ゃないさぇあょぇくっ/ くぇ こさっょしすけ-
はとうすっ  ういぉけさう いぇ っゃさけこっえ-
しおう こぇさかぇきっくす くぇ 25-すう きぇえ 
すぇいう ゅけょうくぇ.
〈っいぇすぇ しう すけえ けぉてうさくけ さぇい-

ゃう し こさうきっさう けす しうすせぇちうは-
すぇ し こさけそっしうけくぇかくぇすぇ さっぇ-
かういぇちうは くぇ きかぇょうすっ たけさぇ せ 
くぇし, しさぇゃくはゃぇえおう は し けこうすぇ 
くぇ けしすぇくぇかうすっ ゃけょっとう っゃ-
さけこっえしおう しすさぇくう. ╉ぇかそうく 
ゃっつっ ゃすけさぇ ゅけょうくぇ ゃけょう すぇいう 
おぇきこぇくうは う っ くぇえ-はさおうはす 

╉くうゅぇすぇ, おけはすけ とっ しっ こけはゃう  ゃ おくうあぇさくうちうすっ せ くぇし ょけ 
しっょきうちぇ, うきぇ いぇ ちっか ょぇ そけさきうさぇ こけかうすうおう こけ くけゃぇ 

うくょせしすさうぇかういぇちうは くぇ しすさぇくぇすぇ くう ゃ こっさうけょぇ ょけ 2025 ゅ. 
╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ けすこっつぇすゃぇくっすけ え っ くぇ  ╂さぇあょぇくしおけ しょさせ-
あっくうっ いぇ くけゃぇ ゃうしけおけすったくけかけゅうつくぇ うくょせしすさうぇかういぇちうは くぇ 
╀なかゅぇさうは. ┿ゃすけさうすっ しぇ ゃけょっとう うおけくけきうしすう, そうくぇくしうしすう, 
うくあっくっさう, せつっくう う っおしこっさすう けす ╀なかゅぇさうは う つせあぉうくぇ. ╇い-
ょぇすっか っ „┿すかぇし 《うくぇくし“. ┿ゃすけさうすっ くぇ おくうゅぇすぇ こけしけつゃぇす, つっ 
ゃ っかっおすさけくうおぇすぇ, ゃおかのつうすっかくけ きうおさけ- う くぇくけっかっおすさけくうおぇ-
すぇ, おけきせくうおぇちうけくくぇすぇ う すっかっおけきせくうおぇちうけくくぇすぇ すったくうおぇ う 
うくそけさきぇちうけくくけ-すったくけかけゅうつくうすっ せしかせゅう, しっ しないょぇゃぇす けおけかけ 
10% けす しなゃおせこくうは ╀╁‶ ゃ ╄] し はさおけ ういさぇいっくぇ すっくょっくちうは くぇ 
さぇしすっあ.  ‶け-くぇすぇすなてくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ きうおさけっかっおすさけくうおぇすぇ 
くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ しうかうちうは っ けす さってぇゃぇとけ いくぇつっくうっ いぇ ぉなょっとけすけ 
さぇいゃうすうっ くぇ うくそけさきぇちうけくくぇすぇ すったくうおぇ う ゃしうつおう ぉういくっし-
しすさぇすっゅうう, しゃなさいぇくう しなし いぇょけゃけかはゃぇくっ くぇ こけすさっぉくけしすうすっ くぇ 
さぇいゃうゃぇとけすけ しっ うくそけさきぇちうけくくけ けぉとっしすゃけ.

╋かぇょっあう, つかっくけゃっ くぇ 
おかせぉ „╋かぇょ おけくしすさせお-

すけさ” ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”, 
しないょぇゃぇす きぇてうくう. ‶けしかっょ-
くけすけ すはたくけ ういけぉさっすっくうっ, 

おけっすけ しなゃしっき しおけさけ とっ ぉなょっ 
こせしくぇすけ くぇ ゃけょぇ, っ かけょおぇ し 
きったぇくうつくけ いぇょゃうあゃぇくっ.
‶さっょう くっゅけ つかっくけゃっすっ くぇ 

おかせぉぇ - せつっくうちう けす 8-きう ょけ 

こさうゃなさあっくうお う こさけこぇゅぇくょぇすけさ くぇ うょっはすぇ いぇ ょせぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ せ くぇし, こけ こさうきっさぇ くぇ 
╂っさきぇくうは, ┿ゃしすさうは う ょさせゅう っゃさけこっえしおう しすさぇくう, ぇおちっくすうさぇとけ けしくけゃくけ くぇ さぇいゃうすうっ くぇ こさけ-
そっしうけくぇかくうすっ  せきっくうは くぇ しさっょくけておけかちうすっ ょけ しすっこっく, くぇこせしおぇえおう せつうかうとっ, すっ ょぇ しぇ ゅけすけ-
ゃう ゃっょくぇゅぇ ょぇ しっ ゃかっはす こなかくけちっくくけ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ う ょぇ さぇぉけすはす こさけそっしうはすぇ, いぇ おけはすけ 
しぇ せつうかう. ╃せぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ こさっょこけかぇゅぇ いぇゃなさてゃぇとうはす しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ  18-ゅけょう-
てっく きかぇょっあ ょぇ こさうすっあぇゃぇ きぇえしすけさしおぇ おゃぇかうそうおぇちうは う ょぇ うきぇ さっぇかくけ  3 ゅけょうくう こさうょけぉうす 
ゃっつっ しすぇあ こけ ゃさっきっ くぇ けぉせつっくうっすけ しう. ‶さぇおすうつっしおう すぇいう しうしすっきぇ  ゃおぇさゃぇ きかぇょうすっ たけさぇ ゃ 
いぇゃけょうすっ けとっ くぇ 15 ゅけょうくう, おなょっすけ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ くはおけかおけ ょくう ゃ しっょきうちぇすぇ, くぇ こさぇお-
すうおぇ くぇ さっぇかくけすけ さぇぉけすくけ きはしすけ, しっ こさけゃっあょぇ すったくうはす けぉせつうすっかっく こさけちっし. ‶さっおぇさぇくけすけ 
こけ すけいう くぇつうく 3 ゅけょうくう ゃ いぇゃけょぇ ゃさっきっ ゃこけしかっょしすゃうっ しっ いぇつうすぇ 
いぇ すさせょけゃ しすぇあ.

こけしかっょくうは きけきっくす. ╃っく こさっ-
ょう すけゃぇ しすぇくぇ はしくけ, つっ いぇ くっ-
けこさっょっかっくけ ゃさっきっ しっ けすかぇゅぇ 
う けぉはゃっくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ 
╋っあょせゃっょけきしすゃっくぇすぇ しきっしっ-
くぇ させしおけ-ぉなかゅぇさしおぇ おけきうしうは, 

おけはすけ さってぇゃぇ ゃぇあくう ゃなこさけしう 
けす うおけくけきうつっしおけ っしすっしすゃけ.
¨そうちうぇかくう こさうつうくう いぇ けす-

かぇゅぇくっすけ くっ ぉはたぇ しなけぉとっくう, 
くけ させしおうすっ ゅけしすう  いぇはゃうたぇ, 
つっ しぇきけ きけゅぇす ょぇ こさっょこけかぇ-
ゅぇす. ]こけさっょ [けしっく ┿くょけくけゃ, 
ゅかぇゃっく っおしこっさす ゃ ╋うくうし-
すっさしすゃけすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ う 
っくっさゅっすうおぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは う 
こさうょさせあぇゃぇと ょっかっゅぇちうはすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, っょくぇ けす こさうつうくうすっ 
くぇえ-ゃっさけはすくけ っ ゃ けつぇおゃぇくうすっ 
うおけくけきうつっしおう しぇくおちうう しこさは-
きけ [せしうは, こさっょゃうょ しうすせぇちうは-
すぇ ゃ ╉さうき う 〉おさぇえくぇ.
‶さっょ あせさくぇかうしすう ゅかぇゃくうはす 

っおしこっさす ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ うおけ-
くけきうつっしおけ きうくうしすっさしすゃけ しな-
けぉとう, つっ こさっい はくせぇさう すぇいう 
ゅけょうくぇ しこぇょなす くぇ ぉなかゅぇさしおうは 

ういくけし いぇ [せしうは っ し 10%, ぇ 
いぇ 〉おさぇえくぇ 85%. ]こぇょ うきぇ 
う こさう ゃくけしぇ くぇ ゅけさうゃぇ いぇ 
╀なかゅぇさうは - し 10%. ╄おしこっさ-
すなす くっ こけすゃなさょう けこぇしっくうは-
すぇ, つっ いぇゅせぉうすっ いぇ ╀なかゅぇさうは 

けす っゃっくすせぇかくう きっあょせくぇさけょ-
くう うおけくけきうつっしおう しぇくおちうう 
しこさはきけ [せしうは とっ しぇ 10 きかさょ. 
かっゃぇ.  ┿くょけくけゃ こけすゃなさょう, つっ 
う おなき きけきっくすぇ ぉかういけ 30% けす 
ぉなかゅぇさしおけすけ そぇさきぇちっゃすうつ-
くけ こさけういゃけょしすゃけ いぇきうくぇゃぇ 
いぇ [せしうは, きぇてうくけしすさけっくっすけ 
う おけくしっさゃくぇすぇ くう うくょせしすさうは 
しなとけ ぉうかう し ょけぉさう こぇさぇきっ-
すさう いぇ ういくけし すぇき.
╁ ╉ぇいぇくかなお ょっかっゅぇちうはすぇ くぇ 

„¨すゃけさっくぇ けぉとうくぇ“ こけしっすう 
きっしすくうすっ おせかすせさくけ- うしすけさう-
つっしおう う ]‶┿-いぇぉっかっあうすっか-
くけしすう う しっ いぇこけいくぇ し こさけっおすぇ 
„╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ う すさぇ-
おうえしおうすっ ちぇさっ“.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨[《〉《〈¨ぁ╊』[¨ ‒《『】〈
〈]╅╉¨ 【╊｠〉¨を¨ 〈╅‶』【《『っ【 ]《╉[╅

ょうてくぇすぇ きせ おぇさうっさぇ; 409 しぇ てっょぬけゃさう ゃ しゃっすけゃくぇすぇ ぇさ-
たうすっおすせさぇ. ┿ゃすけさ っ くぇ 20 おくうゅう う ぉっいぉさけえ しすぇすうう. ]ないょぇ-
ゃぇ いぇぉっかっあうすっかっく こかぇく いぇ ょっちっくすさぇかういぇちうは くぇ ゅけかっきうは 
ゅさぇょ ゃ ]┿】. ╃けこさうくぇしは いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ しなゃさっきっくくぇすぇ 
ぇさたうすっおすせさぇ こけゃっつっ けす ゃしっおう ょさせゅ すゃけさっち. ¨こさっょっかはす ゅけ 
おぇすけ „くぇえ-ゃっかうおうは ぇさたうすっおす くぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ”.

Музеят Гугенхайм в Ню Йорк

12-すう おかぇし くぇ こさけそっしうけくぇか-
くぇすぇ ゅうきくぇいうは, くぇしかっょくうお 
くぇ ╋ったぇくけすったくうおせきぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ ╃ぇくうっか ╇かうっゃ しぇ しないょぇ-

かう しこっちうぇかくぇ ゃっかけすさうおけかおぇ, 
おけはすけ ゃ きけきっくすぇ し けたけすぇ ょっ-
きけくしすさうさぇす. 


