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

╇けおけの しけ すけさちそなそせ - すひしねけ!

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

[╅『] ‒『¨╉『¨｠ ╈╅】』 
╉ぇおなゃ っ しぉけさなす くぇ つうし

かぇすぇ けす 1 ょけ 100? 〈けゃぇ 
こけこうすぇか せつうすっかはす, おけゅぇすけ 
╂ぇせし ぉうか  きぇかなお, う くぇおぇさぇか 
ょっちぇすぇ ょぇ しなぉっさぇす つうしかぇすぇ 
けす 1 ょけ 100, おぇすけ いぇこけつくぇか 
ょぇ こうてっ くぇ ょなしおぇすぇ ゃしうつ-
おう つうしかぇ けす 1 ょけ 100. ‶さっい 
すけゃぇ ゃさっきっ ╉ぇさか おぇいぇか けすゅけ-
ゃけさぇ, おけえすけ しぇきうはす せつうすっか 
ゃしっ けとっ くっ ぉうか こさっしきっす-
くぇか. ′ぇおさぇは しっ けおぇいぇかけ, つっ 
っょうくしすゃっくうはす ゃっさっく けすゅけゃけさ 
っ くぇ ╂ぇせし. 〈けえ こさっしきっすくぇか 
しせきぇすぇ こけ しかっょくうは くぇつうく:                                                                                                                          
S = 1+2+3+…+98+99+100. 
╋ぇかおうはす ╂ぇせし いぇぉっかはいぇか, 
つっ ゃしっおう ょゃっ つうしかぇ, おけう-
すけ しぇ くぇ さぇゃくう さぇいしすけはくうは 
けす ょゃぇすぇ おさぇは, うきぇす さぇゃ-
くう しせきう: 1+100 = 2+99 = 
3+98…う す. く. ょけ 50+51. ╂させ-
こうさぇか しすけすっ しなぉうさぇっきう ゃ 
50 ゅさせこう こけ ょゃっ う こけかせつうか                                                                            
100 x (100+1) = 50x101 = 5050.

2
〈ぇおぇ ゃないくうおゃぇ „╋っすけょなす くぇ 

╂ぇせし“.
]うくなす くぇ ぉっょくうは ゃけょけ

こさけゃけょつうお. ╉ぇさか 《さうょさうた 
╂ぇせし っ っょうくしすゃっくけ ょっすっ ゃ しっ-
きっえしすゃけすけ. [けょっく っ ゃ ╀さぇせくて-
ゃぇえゅ, ╂っさきぇくうは. ′ぇ すさう ゅけょうくう 
きけあっか ょぇ ぉさけう う ょぇ ういゃなさてゃぇ 
こさけしすう ういつうしかっくうは. 〉つうすっかう-
すっ きせ ぉうかう しうかくけ いぇうくすっさっ-
しけゃぇくう けす くっゅけゃうすっ いぇかけあぉう. 
╉けゅぇすけ っ くぇ 14, すぇかぇくすかうゃうはす 
せつっくうお っ こさっょしすぇゃっく くぇ たっさ-
ちけゅぇ くぇ ╀さぇせくてゃぇえゅ - ╉ぇさか 
╁うかたっかき 《っさょうくぇくょ, おけえすけ, 
ゃないたうすっく けす いくぇくうはすぇ きせ, こけ-
っきぇ さぇいくけしおうすっ いぇ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ きせ ゃ ╉ぇさけかうくしおうは 
おけかっあ, ぇ しかっょ すけゃぇ う ゃ ╂ぬけすうく-
ゅっくしおうは せくうゃっさしうすっす.
¨すおさうすうっすけ 17-けなゅなかくうお. 

╁っょくなあ ゃ ╂ぬけすうくゅっく ぉうかけ 
さぇいこさけしすさぇくっくけ しなけぉとっくうっ, 
ゃ おけっすけ しっ おぇいゃぇかけ, つっ きけゅぇす 
ょぇ ぉなょぇす こけしすさけっくう けとっ きくけ-
あっしすゃけ きくけゅけなゅなかくうちう, ゃおか. 
う くっこさぇゃうかくう - くぇこさうきっさ 
17-けなゅなかくうお, う つっ すけゃぇ けすおさう-
すうっ しおけさけ とっ ぉなょっ こさっょしすぇゃっ-
くけ. ]なけぉとっくうっすけ ぉうかけ こけょこう-
しぇくけ けす しすせょっくすぇ-きぇすっきぇすうお 
╉ぇさか 《さうょさうた ╂ぇせし. 〈けえ くは-
きぇか けとっ 19 ゅけょうくう, くけ しきはすぇか, 
つっ きけあっ ょぇ おぇあっ しゃけはすぇ くけゃぇ 
ょせきぇ ゃ きぇすっきぇすうおぇすぇ しかっょ ‶う-
すぇゅけさ, ╄ゃおかうょ, ┿さたうきっょ, ′の-
すけく, ╊ぇえぉくうち う ¨えかっさ! ╉けゅぇすけ 
こさけそ. ╉っしすくっさ こけこうすぇか ╉ぇさか 
いぇとけ ゃしっ けとっ くっ っ こせぉかうおせ-
ゃぇか しゃけっすけ けすおさうすうっ, ╂ぇせし 
けすゅけゃけさうか: „╆ぇとけすけ ¨えかっさ っ 
しないょぇか こさっょう きっく すっけさうはすぇ くぇ 
ぇくぇかういぇ. ′け ぇい くっ ゅせぉは くぇょっあ-
ょぇ, きぇすっきぇすうおぇすぇ っ くっけぉはすくぇ!”
“〈けえ きけあっ ょぇ けすおさうっ う おけく-

すうくっくす, ゅ-く こさけそっしけさ! - ういゃう-
おぇかう しなしすせょっくすうすっ きせ - ╃ぇえすっ 
きせ 5-6-ちうそさっくう つうしかぇ う すけえ 
くぇ せき とっ ゃう ういゃかっつっ おゃぇょさぇ-
すっく おけさっく”. ′ぇうしすうくぇ ╉ぇさか 
ぉうか ういゃっしすっく し くっけぉうおくけゃっくぇ-
すぇ しう しこけしけぉくけしす いぇ きうくせすぇ ょぇ 
ういゃかうつぇ おけさっく けす 20-すぇ しすっ-
こっく くぇ つうしかけ けす 24 ちうそさう.
╂ぬけすうくゅっく - いぇゃうくぇゅう.

‶なさゃうはす しう いくぇつうき せしこった ╂ぇせし 
こけしすうゅぇ こさっい 1796 ゅ., おけゅぇすけ 
こせぉかうおせゃぇ こなさゃぇすぇ しう くぇせつくぇ 
さぇぉけすぇ. 〈は しなょなさあぇ こさけつせすけすけ 
ょけおぇいぇすっかしすゃけ, つっ こさぇゃうかっく 
n-なゅなかくうお きけあっ ょぇ しっ こけしすさけう 
し かうくうえおぇ う こっさゅっか, おけゅぇすけ n っ 
こさけしすけ つうしかけ くぇ 《っさきぇ. 〈けゃぇ 
ゃぇあくけ けすおさうすうっ ういうゅさぇゃぇ さっ-
てぇゃぇとぇ さけかは いぇ くぇしけつゃぇくっ-
すけ きせ おなき きぇすっきぇすうおぇすぇ. 〈さう 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ すけえ しすぇゃぇ 

【っしすうきぇ おぇいぇくかなておう ぇぉうすせ-
さうっくすう, こっす けす おけうすけ - ゃない-

こうすぇくうちう くぇ ‶╂ こけ すさぇくしこけさす う 
すさぇくしこけさすっく きっくうょあきなくす, おぇおすけ 
う ぇぉうすせさうっくす けす ょさせゅけ しさっょくけ 
せつうかうとっ, ゃっつっ しぇ こけょぇかう きけか-
ぉう こけ けぉはゃっくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” いぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ  
そうさきぇすぇ  ゃ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさ-
しうすっす ゃ ‶かけゃょうゃ ゃ しこっちうぇかくけしす 
„]すさっかおけゃけ けさなあうっ う ぉけっこさうこぇ-
しう”.
╆さっかけしすくうちうすっ しぇ こなさゃうすっ, 

おけうすけ しっ けすいけゃぇゃぇす くぇ うくうちう-
ぇすうゃぇすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ しすう-
こっくょうぇくすう いぇ こけこなかゃぇくっ  くぇ さな-
おけゃけょくうは う っおしこっさすっく しなしすぇゃ くぇ 
そうさきぇすぇ.
‶さっょう ぉかういけ きっしっち „┿さしっくぇか” 

けぉはゃう しこっちうぇかくぇすぇ しう しすうこっくょうぇくすしおぇ こさけゅさぇきぇ, おけはすけ うきぇ いぇ ちっか ょぇ こさうゃかっつっ きかぇょう たけさぇ 
けす さぇえけくぇ いぇ けぉせつっくうっ いぇ くせあくうすっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ しこっちうぇかうしすう ゃ しそっさぇすぇ くぇ しこっちうぇか-
くぇすぇ こさけょせおちうは. ′ぇ けすいけゃぇかうすっ しっ う けょけぉさっくう おぇくょうょぇすう いぇ しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ 
„┿さしっくぇか” こけっきぇ しっきっしすさうぇかくうすっ すぇおしう こさっい ちはかけすけ ゃさっきっ くぇ けぉせつっくうっすけ, けしうゅせさはゃぇ う 
きっしっつくう しすうこっくょうう こさっい ちっかうは こっさうけょ くぇ けぉせつっくうっすけ, おぇおすけ ゃ ぉぇおぇかぇゃなさしおぇ, すぇおぇ う ゃ きぇ-
ゅうしすなさしおぇ しすっこっく. [ぇいきっさなす くぇ しすうこっくょうはすぇ, おけはすけ とっ しっ けすこせしおぇ, っ ゃ いぇゃうしうきけしす けす せしこったぇ 
くぇ しすせょっくすぇ-しすうこっくょうぇくす, おぇすけ とっ ゃぇさうさぇ きっあょせ 150 う 250 かっゃぇ.
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╋ぇえ. ╋っしっちなす し くぇえ-きくけゅけ 

っきけちうう. ╄きけちうう, おけうすけ 
ういょぇゃぇす きくけゅけ. ╆ぇ くぇし, いぇ すっいう 
しかっょ くぇし, いぇ けくけゃぇ けすゃなょ くぇし 
う ゃなすさっ ゃ くぇし. ′っ しぇきけ いぇさぇょう 
こなかつうとぇすぇ けす こさぇいくうちう う こけ-
ゃけょう いぇ くぇいょさぇゃうちう こさっい きぇえ, 
ぇ いぇさぇょう すはたくぇすぇ こなしすさけすぇ う 
こさけすうゃけさっつうゃけしす. ╉ぇすけ しっ こけ-
つくっ けす 1-ゃう きぇえ, きうくっ しっ こさっい 
6-すう, すぇ 7-きう,  9-すう, 11-すう,  21-
ゃう, 24-すう, 25-すう, すぇ 31-ゃう う 
すぇおぇ こさっゃぇかうき ゃ のくう. ╆ぇ すっいう, 
いぇ おけうすけ つぇしす けす ょぇすうすっ くっ ゅけ-
ゃけさはす くうとけ, けぉうおくけゃっくけ くはきぇ 
しこぇしっくうっ. ‶さう すはた ゅさぇょせておぇすぇ 
けす きぇえ っ しきぇつおぇかぇ ゃしうつおけ. 
╋けあっ ぉう いぇすけゃぇ う こけかうすう-

ちうすっ くう きくけゅけ けぉうつぇす きぇえ: う 
いぇ ういぉけさう, う いぇ しさぇゃくっくうは, いぇ 
たうすさう きっすぇそけさう - こかぇてっとう, 
きくけゅけけぉっとぇゃぇとう う さぇいょっかう-
すっかくう. „]っこすっきゃさう とっ ぉなょっ 
きぇえ” , „きぇえ ぇきぇ こさっい きぇえ” う おせこ  
ょさせゅう さけょっくう ゃ こけかうすうつっしおぇすぇ 
こさっういこけょくは そけさきせかう. 
╇ すけいう きぇえ くはきぇ ょぇ こさぇゃう うい-

おかのつっくうっ. ̈ とっ けす ぇこさうか いぇこけつ-
くぇたぇ ゃさはしなちうすっ こけ くっゅけ. ┿ くは-
おけう しっ しすはゅぇたぇ いぇ くっゅけ けす かぇくう. 
╄ゃさけゃさはしなちう, ゃ おけうすけ ゅかぇしなす 
くぇ ╋ぇかおうは つけゃっお くはおぇお けくっきは. 
′はきぇ ゅけ. 〉あ ゅけゃけさはす いぇ くっゅけ, 
せあ くぇ くっゅけゃうは っいうお, ぇ きぇかおうはす 
つけゃっお ゅけ くはきぇ. ╇ あうゃけすなす きせ ゅけ 
くはきぇ. ╇かう こけくっ すけえ くっ ゅけ さぇい-
こけいくぇゃぇ ゃ ゅけゃけさっくっすけ. ‶けすなくぇか 
ゃ しゃけうすっ しう ゅかぇしけゃっ う ゅさうあう - 
こさうはすくう, すうたう, くっ しなゃしっき. ╉ぇすけ 
すけゃぇ, ょぇ ういこさぇすう こけさぇしくぇかうすっ 
しう ょっちぇ くぇ ぉぇか. ╇ ょぇ こけおぇあっ  
しせっすぇ いぇ こさっょ たけさぇすぇ, ゃ おけはすけ 
こけしかっ とっ しっ ゅなさつう ゅけょうくぇ ゃ うい-
こかぇとぇくっすけ くぇ うくょせかゅっくちううすっ 
こけ くっは. ╇かう こさけしすけ くはきぇ ゃさっきっ 
いぇ ゅせぉっくっ ゃ しかせてぇくっ くぇ こさぇいくけ 
ょなさょけさっくっ, ょけおぇすけ しっ けこうすゃぇ 
ょぇ しこぇしう きぇかおけすけ しう けしすぇくぇかぇ 
ょせてぇ. 〈けえ, ╋ぇかおうはす けぉうおくけゃっく 
つけゃっお.
╃せてぇ う ょせたけゃくけしす, おけうすけ 

しかっょゃぇ ょぇ けこぇいはす おけさっくうすっ きせ 
あうかぇゃう, すぇおぇ つっ, くっいぇゃうしうきけ 
けす ゅさぇょせておうすっ う こけさけうすっ, おけうすけ 
くっ くう とぇょはす くうおぇお こさっい きぇえ, /う 
すけいう くっ くぇこさぇゃう ういおかのつっくうっ/ 
ょぇ こけくうおくっ けすくけゃけ う ょぇ ういこさぇゃう 
ゅかぇゃぇ. ╀なかゅぇさしおけすけ. ′っ いぇとけすけ 
しすさぇょぇきっ けす ういかうてっく こぇすさうけ-
すういなき う こぇすさうけすぇさしすゃけすけ っ くぇ 
きけょぇ, ぇ いぇとけすけ くはきぇ おぇお ょぇ せし-

╁っょくぇゅぇ しかっょ ういぉけさうすっ いぇ 
╄ゃさけこっえしおう こぇさかぇきっくす  

ゃ しすけかうちぇすぇ とっ しっ こさけゃっ-
ょっ こけさっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ 
╉けくしせかすぇすうゃくうは しなゃっす  こけ 
こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ.  ¨し-
くけゃくぇすぇ すっきぇ くぇ ょうしおせしうはすぇ  
とっ っ こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ 

う こさっょしすけはとけすけ けす ょけゅけょうくぇ 
こけさっょくけ せゃっかうつっくうっ くぇ ゃない-
さぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ けす 4 
ょけ 6 きっしっちぇ. 
╆ぇさぇょう っゃさけゃけすぇ くっけそう-

ちうぇかくけ こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ 
こさぇおすうおぇ くぇかけあう いぇぉさぇ-
くぇ いぇ すけいう ょっぉぇす, おぇおすけ う いぇ 
こさけゃっあょぇくっすけ くぇ ╉けくしせかすぇ-
すうゃくうは しなゃっす. ╄おしこっさすう こけ 
こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ - こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ しうくょうおぇすうすっ ゃ 
くぇちうけくぇかっく きぇとぇぉ, しぇ おぇ-
すっゅけさうつくう, つっ せゃっかうつっくうっすけ 
くぇ  ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうは っ くっ-
ういぉっあくけ: いぇさぇょう しっさうけいくうすっ 
ょっそうちうすう ゃ ぉのょあっすぇ くぇ ′¨╇, 
おけえすけ けしうゅせさはゃぇ こっくしううすっ くぇ 
しっゅぇてくうすっ こっくしうけくっさう, いぇ-
さぇょう せゃっかうつぇゃぇとうは しっ ぉさけえ 
くぇ くけゃうすっ こっくしうけくっさう, せゃっ-

ょけちっくす, ぇ こさっい 1807 ゅ., おけゅぇ-
すけ っ 30-ゅけょうてっく - こさけそっしけさ, 
う こけっきぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
おぇすっょさぇすぇ こけ きぇすっきぇすうおぇ う 
ぇしすさけくけきうは ゃ ╂ぬけすうくゅっくしおうは 
せくうゃっさしうすっす. ╇いぉさぇく っ う いぇ 
ょうさっおすけさ くぇ ╂ぬけすうくゅっくしおぇすぇ 
ぇしすさけくけきうつっしおぇ けぉしっさゃぇすけ-
さうは う くぇ すけいう こけしす けしすぇゃぇ ょけ 
おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう, けすおかけくは-
ゃぇえおう ゃしうつおう こさっょかけあっくうは いぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ╀っさかうくしおぇすぇ ぇおぇょっ-

きうは くぇ くぇせおうすっ.
╃さぇきうすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ.

‶さっい 1805 ゅ. ╂ぇせし しっ あっくう いぇ 
╈けたぇくぇ ¨しすゅさけそ, おけはすけ しかっょ 
ょゃっ ゅけょうくう せきうさぇ けす せしかけあくっ-
くうは しかっょ さぇあょぇくっすけ. ]かっょ きっ-
しっち せきうさぇ う くけゃけさけょっくうはす うき 
しうく. ]おけさけ っ けぉはゃっくぇ しゃぇすぉぇすぇ 
くぇ ╂ぇせし し 《さっょっさうおぇ ╁ぇかょっお, 
ょなとっさは くぇ せくうゃっさしうすっすしおう 
こさけそっしけさ. ′け う ゃすけさうはす きせ 
ぉさぇお っ こけきさぇつっく - けす ょなかゅけすけ 
ぉけかっょせゃぇくっ くぇ しなこさせゅぇすぇ きせ う 
いぇさぇょう おけくそかうおすう し ょっちぇすぇ. 
╂けょうくぇ こさっょう 《さっょっさうおぇ ょぇ 
しう けすうょっ けす しゃっすぇ, こさっい 1830-
すぇ, しうくなす くぇ ╂ぇせし, ぃょあうえく, 
けすこかぇゃぇ いぇ 《うかぇょっかそうは, ぇ 
こさっい 1832 ゅ. ょさせゅうはす きせ しうく, 
〉うかはき, しなとけ っきうゅさうさぇ ゃ ┿きっ-
さうおぇ.
╃くっゃくうおなす. ╋くけゅけ けす さぇ-

ぉけすうすっ くぇ ╂ぇせし けしすぇくぇかう くっ-
こせぉかうおせゃぇくう, ょさせゅう - くっいぇ-
ゃなさてっくう. ╆ぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす 
さっいせかすぇすうすっ くぇ ╂ぇせし きぇすっきぇ-
すうちうすっ くぇせつぇゃぇす けす ういおかのつう-
すっかくけ うくすっさっしくうは きせ ょくっゃ-
くうお, おけえすけ しなょなさあぇ 146 きくけゅけ 
おさぇすおう いぇこうしおう, くぇこうしぇくう くぇ 
かぇすうくしおう. 〈っ けぉたゃぇとぇす こっさう-
けょぇ 1796 ゅ. - 1814 ゅ. う ょぇゃぇす 
はしくぇ おぇさすうくぇ いぇ こなさゃぇすぇ こけかけ-
ゃうくぇ くぇ くぇせつくぇすぇ きせ ょっえくけしす. 
╂ぇせし いぇこけつゃぇ ょぇ ゃけょう ょくっゃくう-
おぇ しう ゃっょくぇゅぇ, しかっょ おぇすけ こけ-
しすさけはゃぇ こさぇゃうかくうは 17-けゅなか-
くうお - けすおさうすうっ, おけっすけ すけえ 
しきはすぇ いぇ すけかおけゃぇ ゃぇあくけ, つっ 
こけあっかぇか ょぇ ゅけ ういけぉさぇいはす ゃなさ-
たせ くぇょゅさけぉくうは きせ こぇきっすくうお.                                                                                                               
╆ぇぉっかっあうすっかくけ っ, つっ けとっ こさっい 

1816 ゅ. すけえ ゃかぇょっっ けしくけゃう-
すっ くぇ くっっゃおかうょけゃぇすぇ ゅっけきっ-
すさうは, くけ くっ こせぉかうおせゃぇ くうとけ 
くぇ すぇいう すっきぇ, すなえ おぇすけ しきはすぇ, 
つっ くはきぇ ょぇ ぉなょっ さぇいぉさぇく. ╊け-
ぉぇつっゃしおう, けぉぇつっ, こけしきはゃぇ ょぇ 
こせぉかうおせゃぇ しゃけはすぇ くっっゃおかうょけ-
ゃぇ ゅっけきっすさうは. ╉なき くっゅけゃぇすぇ 
こせぉかうおぇちうは ╂ぇせし しっ けすくぇしは し 
ゅけかはきけ ゃくうきぇくうっ う こけ くっゅけ-
ゃぇ うくうちうぇすうゃぇ ╊けぉぇつっゃしおう っ 
ういぉさぇく いぇ つかっく-おけさっしこけくょっくす 

くぇ ╂ぬけすうくゅっくしおけすけ くぇせつくけ 
けぉとっしすゃけ. ′け しゃけは けちっくおぇ いぇ 
けすおさうすうっすけ くぇ ╊けぉぇつっゃしおう こけ 
しなとっしすゃけ すけえ くっ ょぇゃぇ.
′っ きくけゅけ, くけ いさはかけ. 〉くう-

ゃっさしぇかくうすっ しこけしけぉくけしすう くぇ 
╂ぇせし きせ こけいゃけかはゃぇす ょぇ けしすぇ-
ゃう しかっょう ゃ こけつすう ゃしうつおう けし-
くけゃくう ょはかけゃっ くぇ つうしすぇすぇ う 
こさうかけあくぇすぇ きぇすっきぇすうおぇ, ゃ 
ぇしすさけくけきうはすぇ, そういうおぇすぇ, ゅっ-
けょっいうはすぇ. ′ぇせつくけすけ きせ すゃけさ-
つっしすゃけ っ くっけぉはすくけ. ¨すかうつう-
すっかくぇ くっゅけゃぇ つっさすぇ っ, つっ すけえ 
けしけぉっくけ きくけゅけ ょなさあぇか くぇ 
こさうかけあっくうっすけ くぇ くぇせおぇすぇ ゃ 
こさぇおすうおぇすぇ. ╂ぬけすうくゅっくしおぇすぇ 
ぇおぇょっきうは くぇ くぇせおうすっ ういょぇゃぇ 
12 すけきぇ し くっゅけゃう しなつうくっくうは. 
╁しうつおけ, くぇこうしぇくけ けす ╂ぇせし, っ 
こけょつうくっくけ くぇ ょっゃういぇ きせ: „′っ 
きくけゅけ, くけ いさはかけ“.                                                                                     
╂っくうはす ゃ きぇすっきぇすうおぇすぇ.

¨しくけゃくうすっ  こさうくけしう くぇ ╂ぇせし 
しぇ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ ゃうしてぇすぇ きぇ-
すっきぇすうおぇ, すっけさうはすぇ くぇ つうしかぇ-
すぇ, すっけさうはすぇ くぇ さっょけゃっすっ, ょう-
そっさっくちうぇかくぇすぇ ゅっけきっすさうは う 
くっっゃおかうょけゃぇすぇ ゅっけきっすさうは. ] 
くぇえ-ゅけかはき こさうくけし っ ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ すっけさうはすぇ くぇ ゅさっておうすっ. 〈けえ 
けすおさうゃぇ ぉなさい う かっしっく くぇつうく 
いぇ こさっしきはすぇくっ くぇ くはおけう しせきう. 
╁なゃっあょぇ いくぇおぇ いぇ しさぇゃくっくうっ.                                                                                                                 
′ぇせつくぇすぇ しう ょっえくけしす こさっい 
1791 ゅ. いぇこけつゃぇ  し ういしかっょゃぇ-
くうは ゃなさたせ しさっょくけすけ ぇさうすきっ-
すうつくけ, しさっょくけすけ ゅっけきっすさうつくけ 
う ゃなさたせ さぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ 
こさけしすうすっ つうしかぇ. ‶さっい 1794 ゅ. 
けすおさうゃぇ きっすけょぇ くぇ くぇえ-きぇか-
おうすっ おゃぇょさぇすう. ‶さっい 1799 ゅ. 

╂ぇせし  ょぇゃぇ こなさゃけすけ しすさけゅけ ょけ-
おぇいぇすっかしすゃけ くぇ けしくけゃくぇすぇ すっ-
けさっきぇ くぇ ぇかゅっぉさぇすぇ. ‶なさゃけすけ 
ゅけかはきけ くっゅけゃけ しなつうくっくうっ しぇ 
こさけつせすうすっ“┿さうすきっすうつくう うい-
しかっょゃぇくうは“  - し 6000 しすさぇくうちう, 
おけっすけ しなょなさあぇ ょけおぇいぇすっかしすゃけ 
くぇ おゃぇょさぇすうつくうは いぇおけく いぇ さっ-
ちうこさけつくけしす, おぇおすけ う すっけさうはすぇ 
いぇ ょっかっくっすけ くぇ けおさなあくけしすすぇ. 
‶さっい 1812 ゅ. ╂ぇせし  こせぉかうおせゃぇ 
こなさゃけすけ しうしすっきくけ ういしかっょゃぇくっ 
ゃなさたせ したけょうきけしすすぇ くぇ たうこっさ-
ゅっけきっすさうつくうは さっょ. ‶さっい 1825 
ゅ.  ういかういぇす けす こっつぇす さぇぉけすうすっ 
きせ ゃなさたせ ぉうおゃぇょさぇすうつくうすっ 
けしすぇすなちう. ‶さっい 1832 ゅ. すけえ 
こせぉかうおせゃぇ ゅっけきっすさうつくけすけ 
こさっょしすぇゃはくっ くぇ おけきこかっおしくう-
すっ つうしかぇ う くけゃぇすぇ すっけさうは くぇ 
こさけしすうすっ つうしかぇ. ′ぇえ-いぇぉっ-
かっあうすっかくうすっ きせ くぇせつくう こけ-
しすうあっくうは しぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
すっけさうはすぇ くぇ こけゃなさたくうくうすっ 
- ╂ぇせしけゃぇ おさうゃぇ, う „こさっゃない-
たけょくぇすぇ すっけさっきぇ“. ╁ さっつすぇ しう 
こけ こけゃけょ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ 
╂ぬけすうくゅっくしおうは せくうゃっさしうすっす 
》せきぉけかょ おぇいぇか: “¨す ゃしうつおう 
きぇすっきぇすうちう くぇ くぇてっすけ ゃさっきっ 
╂ぇせし こさなゃ ゃないおさっしう ういゅせぉっくぇ-
すぇ すけつくけしす くぇ ゅさなちおうすっ ゅっけ-
きっすさう う は ゃなゃっょっ ゃなゃ ゃうしてうすっ 
しそっさう くぇ きぇすっきぇすうおぇすぇ”.
′っいっきっく ょせた ゃ つけゃっておう 

けぉかうお. ‶さうはすっかはす くぇ ╂ぇせし, 
ぇしすさけくけきなす ‶うぇちう, けす ょなかゅけ 
ゃさっきっ しっ きなつっか ょぇ ういょうさう ゃ 
くっぉっすけ っょくぇ きぇかおぇ こかぇくっすぇ - 
『っさっさぇ. ′ぇ ょゃぇ こなすう こけこぇょぇか 
くぇ くっは, くけ こけしかっ は ういゅせぉゃぇか 
.“〈けゃぇ っ おぇすけ ょぇ すなさしうて うゅかぇ ゃ 
おせこぇ しっくけ” - こけきうしかうか しう ╂ぇせし 
う さってうか ょぇ こけきけゅくっ くぇ ‶うぇ-
ちう, くけ ぉっい すっかっしおけこ. ╁ さぇいさっい 
し けぉとけこさうっすけすけ したゃぇとぇくっ, 
すけえ ょけこせしくぇか, つっ 『っさっさぇ うきぇ 
っかうこすうつくぇ けさぉうすぇ. 『はかぇ くけと 
ういつうしかはゃぇか う しせすさうくすぇ ゃなさ-
たせ いゃっいょくぇすぇ おぇさすぇ こけしけつうか 
きはしすけすけ. ╂ぇせし けすおさうか う ょさせゅぇ 
きぇかおぇ こかぇくっすぇ - ‶ぇかぇょぇ. ╇い-
つうしかうか けさぉうすぇすぇ う ういさぇぉけ-
すうか すぇぉかうちぇ. ‶け しなとうは きっすけょ 
ぉうかう けすおさうすう けとっ こかぇくっすうすっ 
ぃくけくぇ う ╁っしすぇ.
]かぇゃぇすぇ くぇ ╂ぇせし しっ こけくっしかぇ 

うい ちはかぇ ╄ゃさけこぇ. ‶っすっさぉせさゅ-
しおぇすぇ ぇおぇょっきうは ゅけ くぇこさぇゃう-

かぇ しゃけえ つかっく-おけさっしこけくょっくす, 
ぇ きくけゅけ しおけさけ う くぇせつっく しっ-
おさっすぇさ, ぇ 》せきぉけかょ ゅけ こけおぇ-
くうか ゃ ╀っさかうく, すゃなさょっえおう いぇ 
╂ぇせし: ”〈けえ しっ しょけぉう し くっいっ-
きっく ょせた ゃ つけゃっておう けぉかうお”.                                                                            
╁ ぇしすさけくけきうはすぇ ╂ぇせし こさっょうき-
くけ しっ うくすっさっしせゃぇか けす くっぉっし-
くぇすぇ きったぇくうおぇ, ういせつぇゃぇか  けさ-
ぉうすうすっ う すはたくけすけ しきせとっくうっ . 
‶さっい 1809 ゅ. こせぉかうおせゃぇ しな-
つうくっくうっすけ „〈っけさうは くぇ ょゃうあっ-
くうっすけ くぇ くっぉっしくうすっ すっかぇ”. 

╃け ╂ぇせし う しかっょ ╂ぇせし. 『っかう 
10 ゅけょうくう ゃっかうおうはす きぇすっきぇすうお 
しっ いぇくうきぇゃぇか しなし いっきっきっさし-
すゃけ, こさっさぇぉけすゃぇえおう きうかうけくう 
ょぇくくう. ╆さっくうっすけ きせ くっこさっおなし-
くぇすけ けすしかぇぉゃぇかけ, くけ すけえ こう-
てっか しゃけうすっ しなつうくっくうは, しないょぇ-
かう っこけたぇ, ゃおか. う ゃ ゅっけょっいうはすぇ. 
‶さっい 1820 ゅ. きせ こけさなつぇかう ょぇ 
くぇこさぇゃう ゅっけょっいうつくぇ しくうきおぇ 
くぇ 》ぇくけゃっさ. 〈けえ さぇいさぇぉけすゃぇ 
くっけぉたけょうきうすっ ういつうしかうすっかくう 
きっすけょう (ゃおか. う きっすけょぇ くぇ くぇえ-
きぇかおうすっ おゃぇょさぇすう). ¨さゅぇくういう-
さぇ ういきっさゃぇくっ くぇ ょなゅぇすぇ くぇ きっ-
さうょうぇくぇ ╂ぬけすうくゅっく - ┿かすけく. ╁ 
さっいせかすぇす くぇ すっけさっすうつくう さぇいさぇ-
ぉけすおう ╂ぇせし しないょぇゃぇ けしくけゃうすっ 
くぇ っょくぇ くけゃぇ くぇせおぇ - ゃうしてぇすぇ 
ゅっけょっいうは. ′っゅけゃう しなつうくっくうは 
ゃ すぇいう しそっさぇ しぇ „╇いしかっょゃぇくっ 
くぇ こさっょきっすぇ くぇ ゃうしてぇすぇ ゅっけ-
ょっいうは” う „¨ぉとう ういうしおゃぇくうは くぇ 
おさうゃうすっ う こけゃなさたくうくうすっ” .
‶さっい 1822 ゅ. くぇ おけくおせさしぇ くぇ 

╃ぇすしおぇすぇ ぇおぇょっきうは ╂ぇせし さっ-
てうか しかけあくぇすぇ いぇょぇつぇ: ょぇ しっ 
ういけぉさぇいう ょぇょっくぇ こけゃなさたくけしす 
ゃなさたせ ょさせゅぇ すぇおぇ, つっ ういけぉさぇ-
あっくうっすけ ょぇ っ こけょけぉくけ くぇ けさう-
ゅうくぇかぇ う ゃ くぇえ-きぇかおうすっ しう 
つぇしすう. ¨すすけゅぇゃぇ ゃ ゅっけょっいうは-
すぇ しっ おぇいゃぇ “ょけ ╂ぇせし” う “しかっょ 
╂ぇせし”. 
《ういうおぇすぇ. ╁ おさぇは くぇ あうゃけすぇ 

しう ╂ぇせし こさけはゃはゃぇ しうかっく うくすっ-
さっし う おなき すぇいう くぇせおぇ. ╆ぇっょくけ 
し ╁. ╁っぉっさ ╂ぇせし しないょぇゃぇ ぇぉしけ-
かのすくぇ ういきっさゃぇすっかくぇ しうしすっきぇ 
いぇ っかっおすさけきぇゅくうすくう っょうくう-
ちう う こさっい 1833 ゅ. おけくしすさせうさぇ 
こなさゃうは ゃ ╂っさきぇくうは っかっおすさけ-
きぇゅくうすっく すっかっゅさぇそ. ╁ 1835 ゅ. 
けしくけゃぇゃぇ きぇゅくうすくぇ けぉしっさゃぇ-
すけさうは こさう ╂ぬけすうくゅっくしおぇすぇ ぇし-
すさけくけきうつくぇ けぉしっさゃぇすけさうは. ╁ 
1838 ゅ. ういょぇゃぇ すさせょぇ しう „¨ぉとぇ 
すっけさうは くぇ いっきくうは きぇゅくっすう-
いなき”. ╁ しなつうくっくうっすけ きせ „╆ぇ 
しうかうすっ, ょっえしすゃぇとう けぉさぇすくけ 
こさけこけさちうけくぇかくけ くぇ おゃぇょさぇすぇ 
くぇ さぇいしすけはくうっすけ” しっ しなょなさあぇす 
けしくけゃうすっ くぇ すっけさうはすぇ くぇ こけ-
すっくちうぇかぇ. ╁ すっけさっすうつくぇすぇ そう-
いうおぇ ╂ぇせし ゃなゃっあょぇ こさうくちうこぇ 
いぇ くぇえ-きぇかおけすけ こさうくせあょっくうっ. 
╁ 1830 ゅ. ういょぇゃぇ しなつうくっくうっ 
こけ すっけさうは くぇ おぇこうかはさくけしすすぇ, 
ぇ こさっい 1840 ゅ.  - „╃うけこすさうつくう 
ういしかっょゃぇくうは”.
╋ぇすっきぇすうおぇすぇ っ ゃっかうおぇ 

くぇせおぇ - しきはすぇか ╂ぇせし う ょけこなか-
ゃぇか, - すは とっ くぇこさぇゃう つせょっしぇ 
ゃなゃ ゃしはおぇ けぉかぇしす, おなょっすけ は 
こさうかけあうき. 
╅うゃけすなす こさけすうつぇか きうさくけ う 

しこけおけえくけ いぇ しすぇさうは ゃっつっ せつっく. 
〈けえ こさけょなかあぇゃぇか ょぇ さぇぉけすう. 
〈ぇおぇ, ゃ さぇぉけすぇ, ぉうかう きうくぇかう 
77 ゅけょうくう. ]こけきくはか しう おぇお, 
おけゅぇすけ ぉうか きかぇょ, くっ こけしきはか ょぇ 
こせぉかうおせゃぇ うょっうすっ しう いぇ ょさせゅぇ, 
くっっゃおかうょけゃぇ ゅっけきっすさうは, いぇ ょぇ 
くっ ゅけ けぉはゃはす いぇ かせょ. ┿ ╊けぉぇ-
つっゃしおう こけしきはか... ╂ぇせし ゃはさゃぇか 
ゃ つっすうさうういきっさくうすっ しゃっすけゃっ う 
いぇこけつくぇか ょぇ ういきうしかは ゅっけきっす-
さうつっしおう いぇょぇつう いぇ すはた . ′け あう-
ゃけすなす くっ きせ ょけしすうゅくぇか いぇ すけゃぇ.
╉ぇさか 《さうょさうた ╂ぇせし せきうさぇ 

こさっい 1855 ゅ. ゃ  ╂ぬけすうくゅっく. ′ぇ 
こぇきっすくぇすぇ きせ こかけつぇ っ ういけぉさぇ-
いっく こさぇゃうかっく 17-けなゅなかくうお. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╉ぇさか 《さうょさうた ╂ぇせし /1777 – 1855/ っ ゅっさきぇくしおう 
きぇすっきぇすうお, ぇし
すさけくけき, そういうお 
う ゅっけょっいうしす, し 
けぉとけこさういくぇ
すけ こなさゃけ きはしすけ 
ゃ しゃっすけゃくぇすぇ 
き ぇ す っ き ぇ す う お ぇ , 
くぇさうつぇく „くぇえ-
ゃっかうおうはす きぇ
すっきぇすうお しかっょ 
┿くすうつくけしすすぇ” う 
„╉さぇかはす くぇ きぇ
すっきぇすうおぇすぇ”.                                                                                                            
[なおけゃけょう おぇ
すっょさぇすぇ こけ 
きぇすっきぇすうおぇ う 
ぇしすさけくけきうは ゃ 
╂ぬけすうくゅっくしおうは 
せくうゃっさしうすっす. 
╃うさっおすけさ っ くぇ 
╂ぬけすうくゅっくしおぇすぇ 
ぇしすさけくけきうつっ
しおぇ けぉしっさゃぇすけ
さうは. ╂ぇせし うきぇ 
いぇぉっかっあうすっかっく 
こさうくけし ゃ さぇい

かうつくう しそっさう, けしくけゃくけ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ ゃうしてぇすぇ きぇすっきぇすう
おぇ. ┿ゃすけさ っ くぇ けこさっょっかっくうっすけ いぇ きぇすっきぇすうおぇすぇ „『ぇさうちぇ 
くぇ くぇせおうすっ”. ┿ゃすけさ e くぇ きっすけょ いぇ ういつうしかはゃぇくっ くぇ こかぇくっす
くうすっ けさぉうすう. ╇いけぉさっすぇすっか っ くぇ こさうぉけさぇ, くぇさっつっく たっかうけす
さけこ. ]ないょぇすっか っ くぇ くぇせおぇすぇ ゃうしてぇ ゅっけょっいうは, くぇ すっけさうはすぇ 
くぇ くぇえ-きぇかおうすっ おゃぇょさぇすう, くぇ ぇぉしけかのすくぇすぇ しうしすっきぇ くぇ 
っょうくうちうすっ う いぇっょくけ し ╁っぉっさ しないょぇゃぇ こなさゃうは ゃ ╂っさきぇくうは 
っかっおすさけきぇゅくうすっく すっかっゅさぇそ.
〈させょけゃっすっ きせ しぇ ういょぇょっくう ゃ 12 すけきぇ.

かうつっくぇすぇ こさけょなかあうすっかくけしす 
くぇ あうゃけすぇ せ くぇし う かけてうすっ 
ょっきけゅさぇそしおう こけおぇいぇすっかう う 
こさけゅくけいう いぇ ゃ ぉなょっとっ ゃ すぇいう 
こけしけおぇ. ¨つぇおゃぇ しっ ちはかけしすくぇすぇ 
ゃういうは いぇ こっくしうけくくぇすぇ さっそけさ-
きぇ う っすぇこうすっ いぇ ゃないさぇしすけゃけすけ 
せゃっかうつっくうっ くぇ しすぇあぇ  ょぇ しぇ 

ゅけすけゃう ょけ しっこすっきゃさう. ‶さう こけ-
かけあっくうっ, つっ くっ しっ しすうゅくっ ょけ 
おけくしっくしせし, けす 1 はくせぇさう ょけゅけ-
ょうくぇ とっ しっ こさうしすなこう けすくけゃけ 
おなき ゃっつっ いぇかけあっくぇすぇ ゃ ╉けょっ-
おしぇ いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ 
しすなこおぇ – ゃょうゅぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ 
いぇ こっくしうは し 4 きっしっちぇ.
]こけさっょ っおしこっさすう こけ こっくしう-

けくくぇすぇ さっそけさきぇ, おけかおけすけ う 
ょぇ っ くっこさうはすくけ いぇ こけゃっつっすけ 
ぉなかゅぇさう, くぇえ-ゃっさけはすくけ けとっ 
けす はくせぇさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 
とっ しっ せゃっかうつう し こけかけゃうく ゅけ-
ょうくぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくう-
さぇくっ. ╁ きけきっくすぇ あっくうすっ しっ 
こっくしうけくうさぇす くぇ 60 ゅけょうくう う 
けしっき きっしっちぇ し 34 ゅけょうくう う 8 
きっしっちぇ しすぇあ, きなあっすっ - くぇ 63 
ゅけょうくう う けしっき きっしっちぇ う しすぇあ 
けす 37 ゅけょうくう う けしっき きっしっちぇ.

74 ゅけょうくう う こけかけゃうくぇ っ おなき 
きけきっくすぇ しさっょくぇすぇ こさけょなか-
あうすっかくけしす くぇ あうゃけすぇ せ くぇし, 
おけはすけ っ っょくぇ けす くぇえ-くうしおうすっ 
ゃ しすさぇくうすっ けす ╄], くけ ゃなこさっおう 
すけゃぇ っ せゃっかうつっくぇ し 9 きっしっ-
ちぇ, ゃ しさぇゃくっくうっ し ょぇくくうすっ いぇ 
しすさぇくぇすぇ けすこさっょう 5 ゅけょうくう.
〉ゃっかうつっくうっすけ くぇ ゃないさぇしすすぇ 

いぇ こっくしうけくうさぇくっ せ くぇし っ くっ-
ういぉっあくけ う おぇすけ つぇしす けす ちは-
かけしすくぇすぇ すっくょっくちうは いぇ おさっ-
とはとぇ こっくしうけくくぇ さっそけさきぇ ゃ 
っゃさけこっえしおうすっ しすさぇくう, いぇさぇょう 
す. くぇさ.  „ゃないさぇしすけゃぇ ぉけきぉぇ”, 
おけはすけ いぇこかぇてゃぇ っゃさけこっえしおう-
すっ うおけくけきうおう. 
¨とっ こさっょう ゅけょうくぇ さっえすうくゅけ-

ゃぇすぇ ぇゅっくちうは Fitch こさっょせこさっ-
ょう こさぇゃうすっかしすゃぇすぇ くぇ しすさぇくう-
すっ けす ╄ゃさけこぇ, つっ くぇしっかっくうっすけ 
ゃ さぇいゃうすうすっ ょなさあぇゃう こさけょなか-
あぇゃぇ ょぇ いぇしすぇさはゃぇ う すけゃぇ とっ 
ういけしすさう そうしおぇかくうすっ こさけぉかっ-
きう う とっ いぇょなかぉけつう いぇょかなあくは-
かけしすすぇ うき, けしゃっく, ぇおけ しすさぇくう-
すっ くっ こかぇくうさぇす う くっ くぇきっさはす 
おせさぇあ  ょぇ こさけゃっょぇす きぇとぇぉくう 
こっくしうけくくう さっそけさきう.
‶さけゅくけいうすっ くぇ っおしこっさすう けす 

さっえすうくゅけゃぇ ぇゅっくちうは しけつぇす, 
つっ しぇきけ しかっょ けおけかけ 30 ゅけょう-
くう ゃしっおう 4-すう っゃさけこっっち とっ 
っ こっくしうけくっさ. 《ぇおす, おけえすけ ぉう 
ょけゃっか ょけ おぇすぇしすさけそぇ しすさぇ-
くうすっ, おけうすけ くっ こさっょこさうっきぇす 
ぇょっおゃぇすくう きっさおう しさっとせ すけゃぇ. 
╁ きけきっくすぇ しさっょくけすけ しなけすくけ-
てっくうっ くぇ こっくしうけくっさうすっ しこさは-
きけ くぇしっかっくうっすけ きっあょせ 15 う 
64 ゅけょうくう ゃ っゃさけこっえしおうすっ 
ょなさあぇゃう っ  14%.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

こっはす う くぇえ-せしこってくうすっ つせあょう 
そけさきせかう いぇ こさっぉなょゃぇくっ せ くぇし, 
ぇおけ しぇ くう こさっしなたくぇかう おけさっ-
くうすっ. ┿おけ くはきぇきっ うくすせうちうは う 
ゃいけさ いぇ すはた. ′せあょぇ. 
′はきぇ くぇさけょ ぉっい おけさっくう. ╃させ-

ゅけすけ っ きぇしぇ, すなかこぇ, しゅぇく, くは-
おぇおゃけ きくけあっしすゃけ, ゅさせこぇ けいかけ-
ぉっくう うくょうゃうょう, かっしくぇ きさなゃおぇ 
いぇ しょなゃおゃぇくっ けす ゃしっゃないきけあくう 
くっいょさぇゃう うくすっさっしう. ‶かはつおぇ. 
╁うくぇゅう しなき ゃはさゃぇかぇ, つっ けすゃなょ 

ゅなかつぇゃうくぇすぇ う てせきぇ, ぉなかゅぇさう-
すっ うきぇきっ っょくぇ ょけぉさぇ つっさすぇ: 
くっゃっさけはすくうはす くう うくしすうくおす いぇ 
しぇきけしなたさぇくっくうっ. ¨すゃなょ かうつ-
くけすけ っゅけ, ぇきぉうちうう う こけおゃぇさぇ. 
╇くしすうくおす, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
おけえすけ ぇさきうはすぇ くう くはきぇ こかっくっ-
くけ いくぇきっ う いぇゅせぉっくぇ ぉうすおぇ. ╇く-
しすうくおす, いぇさぇょう おけえすけ ゃ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ ゃしっ けしすぇゃぇす くはおけう くぇょ 
すうくはすぇ う こさけょなかあぇゃぇす くぇうゃくう 
う せゃっさっくけ ょぇ ゃなさゃはす くぇこさっょ. 
〈けかおけゃぇ, つっ う しっゅぇ, こさっい 2014-
すぇ ょぇ くう うきぇ. [ぇいこうかっくう おぇすけ 
こさなしくぇすう くぇ しすぇょうけく きなくうしすぇ 
けす しおなこぇ こっさかっくぇ けゅなさかうちぇ, 
おけうすけ すさせょくけ とっ しっ くぇきっさはす 
っょくけ ょさせゅけ ぉっい つせあょぇ こけきけと: 
けす かのぉうすっか くぇ こっさかうすっ う うし-
おさっくけ あっかぇっと ょぇ しう くぇさっょう 
くぇくういぇ けす ぉぇぉぇ けすくけゃけ. 〉ぉっょっく, 
つっ しぇきけ し つぇしすうちぇ けす おけさっくぇ ゃ 
しっぉっ しう, きぇおぇさ う っきけちうけくぇかくけ, 
ぉう きけゅなか ょぇ こさけょなかあう ょぇ ぉさけ-
ょう うい しすぇょうけくうすっ くぇ あうゃけすぇ.  
╆ぇすけゃぇ ゃはさゃぇき, つっ う すけいう 

╋ぇえ ゃ ゅけかはきぇすぇ ょぇくょぇくうは, ゃ 
こさぇいくうつくけすけ けはあょぇくっ う きっ-
すぇそけさうつくうすっ こけしかっょうちう けす 
くっゅけ, とっ しっ くぇきっさはす う てっこぇ 
しぇくすうきっくすぇかくう うょうけすう, おけうすけ 
とっ こさっょこけつっすぇす ょぇ しっ こけこうかっ-
はす ゃ ょうさっくっ くぇ きなくうしすぇすぇ けす 
ぉぇぉうくぇすぇ けゅなさかうちぇ ゃ こさけさぇし-
くぇかうは し すさけしおけす しすぇょうけく. 
╇ いくぇき, つっ っょうく ょっく とっ は しな-

ぉっさっき けすくけゃけ. ┿おけ くっ くうっ, すけ 
ゃくせちうすっ くう うかう すっいう しかっょ すはた. 
╆ぇとけすけ ゃっつっ けすこさぇすうたきっ  さぇい-
くけかうおけ ょっちぇすぇ しう ょぇ しなぉうさぇす 
しすなおかっくう すけこつっすぇ こけ ゅけかっきうは 
しゃはす. ] うかのいうはすぇ, つっ ょうさはす ぉぇ-
ぉうくうすっ きなくうしすぇ. 
┿ ぉなかゅぇさうくなす っ ういゃっしすっく し 

すけゃぇ, つっ さぇいぉうさぇ う けすぉうさぇ けす 
たせぉぇゃけすけ. ╆ぇすけゃぇ しなき けこすう-
きうしす. ╇ ゃ すけいう ╋ぇえ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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╂けしこけょうく ╉ぇすっゃ,  しかっょ 

40 ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ さぇ
ょうけ  おけっ っ くぇ-ゅけかはきけすけ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ くぇ 
さぇょうけあせさくぇかうしすうおぇすぇ, 
くぇ しこけさくぇすぇ さぇょうけあせさ
くぇかうしすうおぇ?
- 〈けゃぇ, つっ ちっかう 90 きうくせ

すう くっ しこうさぇて ょぇ ゅけゃけさうて 
おぇおゃけ しすぇゃぇ くぇ すっさっくぇ, こさう 
すけゃぇ  ゅけゃけさうて ぉっい ゅさっておぇ. 
╁うくぇゅう きう っ ぉうかけ つせょくけ おぇお 
きけあっ ょぇ こうてって いぇ くっとけ, 
おけっすけ っ しすぇくぇかけ こさっょう ょっく 
うかう しっょきうちぇ, ぇきぇ すう こう
てって しっゅぇ. ╇いおせてっくうっすけ くぇ 
あうゃけすけ こさっょぇゃぇくっ っ くっとけ 
くっゃっさけはすくけ, くっけこうしせっきけ, し 

きくけゅけ あうゃけす う ぇょさっくぇかうく. 
〈けゃぇ くっ しっ さぇいおぇいゃぇ, しな
こさっあうゃはゃぇ しっ. 

╁ぇてうはす くぇえ-ゅけかはき さぇ
ょうけ ゅぇそ こさっょ きうおさけそけく 
いぇ 40 ゅけょうくう しかせあぉぇ ? 
- ╀ってっ くはおなょっ こさっい 1984-

85 ゅけょうくぇ. 〈けゅぇゃぇてくうはす 
くう さなおけゃけょうすっか くぇ ]こけさす
くぇすぇ さっょぇおちうは う ゃけょっと くぇ 
„]こけさす う きせいうおぇ”, こけおけえくう
はす ゃっつっ  ╄きうか ╉けあせたぇさけゃ, 
きっ こさぇとぇ ょぇ こさっょぇゃぇき きぇつ 
けす ‶かっゃっく. ]かっょ こなさゃけすけ 
こけかせゃさっきっ, おけゅぇすけ いゃせおけ
さっあうしぬけさうすっ こさうぉうさぇす きう
おさけそけくうすっ う くうっ しう ゃけょうき 
さぇいゅけゃけさ けすゃなょ っそうさ, す. 
くぇさ. „ちうゃうかっく さぇいゅけゃけさ” 
う すけえ /╄きけ/ さぇいゅけゃぇさは  し 
きっく. ‶うすぇ きっ: „╉ぇお しう, ぉっ, 
おぇおゃけ こさぇゃうて?”. ┿い きせ けす
ゅけゃぇさはき しなけすゃっすくけ: „┿, ぉっ, 
くはきぇ しきうしなか おぇおゃけ ょぇ すう 
さぇいおぇいゃぇき, おなょっ ぉはた しくけ
とう, おけゅけ ゃうょはた し っょうく くぇて 
こけいくぇす, けぉと こさうはすっか すぇき し 
っょくぇ あっくぇ” う す. く. - さぇいおぇい
ゃぇき きせ. [ぇいゅけゃけさ こけ きなあ
おう う しゃけえしおう. ]かっょ おけっすけ 
いぇこけつゃぇ ゃすけさけすけ こけかせゃさっ
きっ くぇ きぇつぇ. ┿い こさけょなかあぇ
ゃぇき し おけきっくすぇさうすっ, きぇつなす 
しゃなさてゃぇ. 〈さなゅゃぇき ょぇ しっ 
こさうぉうさぇき けす しすぇょうけくぇ う くぇ 
ういたけょぇ っょくけ きなくうつおけ ゃけえ
くうつっ, しうく くぇ くぇてぇ おけかっあ
おぇ, きっ きけかう ょぇ ゅけ こさうぉっさぇ. 
╉ぇいゃぇき, きけゅぇ, ぉっ, おぇつゃぇえ 
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╁しうつおけ いぇこけつゃぇ
ゃ... “┿さしっくぇか“!

╃っかはくぇ しう きうしかう, つっ ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ え ぉうけゅさぇそうは っ おさぇすおぇ う - 
„くうとけ けしけぉっくけ“. ′け くっ っ すぇおぇ. 
]ゃっおなさゃぇ, しゃっおなさ う しなこさせゅ ゃ ╆ぇ-
ゃけょ 5, ぉさぇす ゃ ╆ぇゃけょ 1 う きぇえおぇ 
ゃ けさぇくあっさうはすぇ - いぇ くっは しぇ しぇきけ 
„っょくけ くぇ さなおぇ“ ゃ さけょしすゃけすけ え 
し けさなあっえくうちぇすぇ. ╃けおぇすけ さけゃう 
うい きうしかうすっ しう いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ, 
╃っかはくぇ けすおさうゃぇ しこけきっくう けす ぇさ-
しっくぇかしおうすっ ょっすしおう かぇゅっさう ゃ ‶け-
きけさうっ う くぇ ]すけかっすけゃ, こなさゃけすけ 
うょゃぇくっ こさう きぇきぇ ゃ いぇゃけょしおぇすぇ 
けさぇくあっさうは. ╇ けとっ - こさっょしっ-
ょぇすっかしすゃけすけ  くぇ 〉つおけき-ぇ ゃ ぇさ-
しっくぇかしおけすけ せつうかうとっ, こなさゃう 
しすなこおう ゃ こうしぇくっすけ う せつぇしすうっ ゃ 
こけしかっょくうは ╉けきしけきけかしおう おけく-
ゅさっし , いぇさぇょう おけえすけ しう すさなゅくぇかぇ 
けす ぇぉうすせさうっくすしおうは ぉぇか おぇすけ うし-
すうくしおぇ ‶っこっかはておぇ - ゃ 12 ぉっい 5. 
╁きっしすけ し おぇさっすぇ, けぉぇつっ, ╃っかはくぇ 
けすうてかぇ くぇ ぉぇかぇ しう し ぇゃすけぉせし わ7 
けす ╇いすけつくけすけ... ╀ぇかくぇすぇ さけおかは 
ゃ こけかせくけと  しきっくうかぇ ぉなさいけ しなし 
しうくは さういぇ くぇ ╃╉╋], つっさゃっくぇ 
ゃさないおぇ, ぉっあけゃ つけさぇこけゅぇとくうお 
う... ょうこかけきぇすうつっしおけ おせそぇさつっ... 
〈けいう ゅぇさょっさけぉ う さっおゃういうす ょっかっ-
ゅぇすおぇすぇ こけかせつうかぇ こけしさっょ くけと,  
こさっょう こさうはすっか ょぇ は けすおぇさぇ ょけ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, けすおなょっすけ こなすはす 
くぇ おけきしけきけかちうすっ ょけ ]けそうは こさけ-
ょなかあうか し おけかう.′ぇ こけしさっとぇくっ 
こぇお うき さぇいょぇかう: ぉっあけゃ つけさぇこけ-
ゅぇとくうお, しうくは さういぇ, おせそぇさつっ...
‶っすすっ おけくゅさっしくう ょくう しぇ こなさゃぇ-

すぇ しすなこおぇ くぇ ╃っかはくぇ しさっょ ゅけかっ-
きうすっ くっとぇ - ゅけかっきうはす ′けゃけすっか 
„╄ゃさけこぇ“, ゅけかはきけすけ ′╃╉, ゅけかっ-
きうはす ゃけあょ ╅うゃおけゃ, ゅけかっきうはす 
しけちうけかけゅ ‶っすなさ-╄きうか ╋うすっゃ, 
ゅけかっきうすっ こけかうすうちう, しさっょ おけうすけ 
- ╉さぇしうきうさ ‶さっきはくけゃ, ゅけかっきうはす 
おせこけく..., ゅけかはきぇすぇ いぇかぇ くぇ ′ぇ-
さけょくうは すっぇすなさ う ゅさうきぬけさくぇすぇ くぇ 
ゅけかっきうは ╉ぇぉぇおつうっゃ, おなょっすけ けすう-
てかぇ しぇきぇ ょぇ くぇょくうおくっ - すぇえくけ. 
╂けかはきぇすぇ ╀╉‶!  ╃っかはくぇ いぇ おさぇす-
おけ ぉうかぇ し こぇさすうっく ぉうかっす, こけかせ-
つっく くぇ 18-すうは え さけあょっく ょっく, くけ 
こさういくぇゃぇ, つっ さぇいけつぇさけゃぇくうっすけ 
っ ゅけかはきけ う ゃ こぇさすうは こけゃっつっ くっ 
しすなこゃぇ. ′っ っ いぇぉさぇゃうかぇ せくうあっ-
くうっすけ - こさっょ おけかっゅう ょぇ きっさう 
こせぉかうつくけ し てせぉかっさ し せこさっおぇ, 
つっ っ おさぇえくけ ゃさっきっ ょぇ しっ くぇせつう 
おぇお しすぇゃぇ すけゃぇ. ‶ぇさすううすっ ╃っかは-
くぇ いぇゅなさぉゃぇ けとっ ゃ ぇさしっくぇかしおうは 
しう こっさうけょ, くけ すけゃぇ くっ いくぇつう, つっ 
こけかうすうおぇすぇ くっ は ゃかっつっ. ╇きっくくけ 
こけかうすうつっしおけすけ, しけちうぇかくけすけ しぇ 
けくぇは すさなこおぇ, いぇさぇょう おけはすけ ╃っ-
かはくぇ いぇゃなさてゃぇ „‶けかうすけかけゅうは“ 
ゃ ‶かけゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす. ] 
きく. ょけぉなさ 5.28. ‶けしすなこうかぇ くぇ 
26 ゅけょうくう う きけすうゃうさぇくぇ けす しすけ-
すうちうすっ ったうょくう こさうおぇいおう いぇょ 
ゅなさぉぇ しう: “』うしすぇつおぇすぇ けす „┿さしっ-
くぇか“ しすぇくぇかぇ あせさくぇかうしすおぇ...“. ┿ 
こさっょう すけゃぇ: “¨すかうつくうつおぇすぇ しすぇ-
くぇ きっすぇつおぇ...“. ╃っかはくぇ くぇうしすうくぇ 
っ ぉうかぇ つうしすぇつおぇ う くっ しっ しさぇきせゃぇ 
けす すけゃぇ. ╉ぇおすけ くっ しっ しさぇきせゃぇ, つっ 
ゃ おさういぇすぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ, 
おけゅぇすけ ぉぇゃはす いぇこかぇすうすっ ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ, けす ゅかぇょ は しこぇしはゃぇ 
こさけょぇあぉぇすぇ くぇ ぉぇくうつおう う ぉけいぇ 
くぇ こぇいぇさぇ. ╁しはおぇ おさういぇ いぇ ╃っ-
かはくぇ っ てぇくし. ¨こさっょっかは しっぉっ しう 
おぇすけ „ょっしっく つけゃっお“, くけ う おぇすけ 
„しけちうぇかっく“: „╁しうつおう しきっ さぇい-
かうつくう, くっ しきっ さぇゃくう, いぇすけゃぇ 
ゃしっおう すさはぉゃぇ ょぇ こけかせつぇゃぇ しこけ-
さっょ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう う おけっすけ 
きけあっ. ′ぇ たけさぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
こけきぇゅぇ, くけ しぇきけ, ょけおぇすけ しすなこはす 
くぇ おさぇおぇすぇ しう“. [けょっくぇ し ちう-
そさぇすぇ 22, ╀けぉっゃぇ くぇきうさぇ ゃ すけゃぇ 
こけいうすうゃっく いくぇお ゃ けぉきはくぇすぇ くぇ 
っくっさゅうう - ょゃけえくしすゃっくけしす: „╉け-
ゅぇすけ っょくぇすぇ ╃っかはくぇ せ きっく こけ-
すなゃぇ, ょさせゅぇすぇ  ゃっょくぇゅぇ は ゃぇょう 
くぇゅけさっ“.

╅さそ ╈そつたそお せか いかのか おあし みいひしさあてあ せあ ╅おあす け ╊うあ, あ くすけみてあ, ╅おあす はかのか おあ けくみおか くすけみてあ
しっ ゃ おけかぇすぇ. ╇ ゃけえくうつっすけ 
きう おぇいゃぇ: „┿, ぉっ, ぉぇすっ ╉ぇ
かぬけ, すう おぇおゃけ おぇいぇ くぇ ╄きうか  
╉けあせたぇさけゃ, つっ しすっ ぉうかう 
さけょくうくう. ‶うすぇき ゅけ: „┿, ぉっ,  
おけえ すう おぇいぇ すっいう さぇぉけすう”. ┿ 
すけえ けすゅけゃぇさは: „╄, おぇお おけえ? 
〈う ゅう おぇいぇ こけ さぇょうけすけ.” „┿, 
ぉっ, すう つせゃぇて かう しっ おぇおゃけ 
ゅけゃけさうて?”. ¨おぇいゃぇ しっ, つっ 
いゃせおけさっあうしぬけさなす くっ こさう
ぉさぇか こけすっくちうけきっすなさぇ くぇ 
きうおさけそけくぇ  しかっょ おさぇは くぇ 
こけかせゃさっきっすけ う  くうっ しきっ ゅけ
ゃけさうかう ゃ っそうさ. [ぇいゅけゃけさなす 
ぉってっ っょゃぇ 26 しっおせくょう,  くけ 
しっ けおぇいぇ, つっ ぇい こけくっしけた くっ
ゃっさけはすくう こけしかっょうちう. ¨とっ 

ゃ こけくっょっかくうお きう しっ おぇいゃぇ: 
„┿たぇ, すぇおぇ かう? [けょくうくう? 
′ぇえ-こけしかっ さぇいぉさぇたきっ!”. ′け 
こけ-しすさぇてくけすけ ぉってっ し ょさせ
ゅうは くぇて  おけかっゅぇ, おけえすけ うい
さうつくけ きっ ぉってっ こけきけかうか う 
こさっょせこさっょうか ょっく こけ-さぇくけ, 
つっ ょけさう ょぇ ゅけ ゃうょは, ょぇ くっ 
おぇいゃぇき, つっ しなき ゅけ ゃうあょぇか. 
┿ ぇい… ゅけ さぇいおぇいぇた くぇ ちはかぇ 
╀なかゅぇさうは, つっ っ ぉうか すぇき う 
すぇき, し すけいう う けくいう. ‶さうおぇい
くけ こさけしすけ! 〉くうおぇかくう せさけ
ちう. 

╁ぇてうはす  せさけお けす すけいう 
おけきうつっく しかせつぇえ? 
- ╁うょうて かう きうおさけそけく, 

きなかつう! ╋なかつう しう う こぇお しう 
きなかつう. ╁うあすっ, きうおさけそけ
くなす っ けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ, 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ しなけぉさぇいはゃぇて 
し すけゃぇ. ╆ぇとけすけ ゅけゃけさうて いぇ 
きぇかおう う ゅけかっきう, いぇ いくぇっとう 
う くっ ょけすぇき いくぇっとう. ╋けっ
すけ くぇえ-ゅけかはきけ こけしかぇくうっ 
う きけは そうかけしけそうは ゃうくぇゅう 
っ ぉうかけ すけゃぇ: おけゅぇすけ しう けす 
すぇいう しすさぇくぇ くぇ きうおさけそけくぇ, 
くうおけゅぇ くっ いぇぉさぇゃはえ, つっ けす 
ょさせゅぇすぇ しすさぇくぇ うきぇ こけ-ょけ
ぉさう, こけ-きけあっとう う こけ-いくぇっ
とう けす すっぉっ. ]なけぉさぇいはゃぇえ しっ 
し すけゃぇ くっとけ. 

╀はたすっ ゃ あせさうすけ くぇ  すぇい
ゅけょうてくうは おけくおせさし いぇ 
ういぉけさ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ. 
╁うょはたすっ おさぇしけすぇすぇ くぇ 
くぇてうすっ きけきうつっすぇ. 〈けゃぇ, 

おけっすけ けぉぇつっ ゅう ゃこっつぇすかう 
すはた, ぇ う くぇし, ぉっ ╁ぇてっすけ 
こけしかぇくうっ, おけっすけ うき けす
こさぇゃうたすっ.  ╆ぇとけ すけつくけ 
ょぇ いぇこぇいはす おかぇしぇすぇ しう うき 
こけあっかぇたすっ? ¨ぉうおくけゃっくけ 
あっくぇすぇ しっ さぇょゃぇ くぇ こけ
あっかぇくうっ ょぇ けこぇいう おさぇ
しけすぇすぇ しう, つぇさぇ しう. 
- 〈っいう きけきうつっすぇ すさはぉゃぇ 

ょぇ けしきうしかはす こなさゃけ そぇおすぇ, 
つっ ゃっつっ こけっきぇす ゅけかはきぇ けす
ゅけゃけさくけしす つさっい しゃけはすぇ おさぇ
しけすぇ. 〈っ すさはぉゃぇ う ょぇ けこさけ
ゃっさゅぇはす そうかけしけそぇ ╁けかすっさ, 
おけえすけ くはおけゅぇ ぉうか おぇいぇか, つっ 
„あっくぇすぇ っ つけゃっておけ しなとっ
しすゃけ, おけっすけ しっ けぉかうつぇ, ょなさ

ょけさう う しっ しなぉかうつぇ”. ]かっょ 
すけゃぇ うき おぇいぇた ,つっ おさぇしけすぇ 
うき しっゅぇ っ けす こさうさけょぇすぇ う 
すは っ っょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ 
うきぇす おなき すけいう きけきっくす けす  
きくけゅけすけ  くっとぇ, おけうすけ きけゅぇす 
ょぇ くぇこさぇゃはす, いぇ ょぇ ぉなょぇす 
こさうゃかっおぇすっかくう. ′け, いぇ ょぇ 
ぉなょぇす こさうゃかっおぇすっかくう, すっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しかっょゃぇす しなゃっすぇ 
くぇ ╉けおけ 【ぇくっか, おけはすけ おぇい
ゃぇ: „╋けきうつっすぇ, ぉなょっすっ おかぇ
しぇ, ぉなょっすっ おかぇしぇ う こぇお おかぇ
しぇ! ╇ せしうかゃぇえすっ せきっくうっすけ ゃ 
しっぉっ しう ょぇ ぉなょっすっ くっけすさぇ
いうきう う こぇお くっけすさぇいうきう.” 

╇きぇすっ かう うょけか いぇ あっくぇ? 
- ╁うくぇゅう しなき ゃはさゃぇか, つっ 

あっくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ ゃ 
さけおかは. ╁うくぇゅう しなき けぉう
つぇか っこけたぇすぇ くぇ [っくっしぇくしぇ 
う きぇかおけ こけ-おなしくけ - いぇさぇ
ょう さけおかうすっ. ╁けぇかっすおうすっ, 
てぇこおうすっ, てぇかけゃっすっ. 〈けゃぇ っ 
つぇさなす くぇ っょくぇ あっくぇ, ぇ すは, 
あっくぇすぇ, すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ つぇ
さけゃくぇ ゃなゃ ゃしはおけ っょくけ けすくけ
てっくうっ. ┿ぉっ, つぇさ しう っ あっ
くぇすぇ! ╇ おぇすけ しっ しっとぇき, つっ 
╂けしこけょ, ぇおけ くっ うき ぉってっ ょぇか 
はぉなかおぇすぇ くぇ ┿ょぇき う ╄ゃぇ, ぇ 
いきうはすぇ, ┿ょぇき とってっ ょぇ うい
はょっ いきうはすぇ. 

╇ おぇお とってっ ょぇ ういゅかっあ
ょぇ しゃっすなす すけゅぇゃぇ? 
- ¨とっ こけ-つぇさけゃっく う こさう

ゃかっおぇすっかっく. ╇ とはたきっ きくけ
ゅけ ょぇ しっ さぇょゃぇきっ っょうく くぇ 

ょさせゅ. 

╁うっ くっ ゃっょくなあ しすっ ぉうかう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ  ゅけょうくうすっ 
くぇいぇょ う ゃ しかせあっぉくけ おぇ
つっしすゃけ, おぇすけ おけきっくすぇすけさ 
くぇ おけかけっいょぇつくぇすぇ けぉう
おけかおぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, おけは
すけ こさっきうくぇゃぇてっ こさっい 
╉ぇいぇくかなお おぇすけ っすぇこっく 
ゅさぇょ. ¨おぇいゃぇ しっ, つっ ょけさう 
しすっ かけゃうかう さぇちう くぇ はいけ
ゃうさ ╉けこさうくおぇ. ╂けかっきう 
さぇちう. ╆くぇっすっ かう , つっ しっゅぇ 
すぇき さぇちう くはきぇ?  
- ¨, くはおけゅぇ, こさっょう 20-くぇ 

ゅけょうくう すぇき かけゃはたきっ っえ-すぇ
おうゃぇ けゅさけきくう さぇちう. ]っゅぇ 

さぇいぉうさぇき, つっ ゃっつっ くはきぇかけ 
さぇちう ゃ はいけゃうさぇ. ╇ すけ, けし
くけゃくけ いぇさぇょう くぇてぇすぇ ょっえ
くけしす, いぇさぇょう  つけゃっておけすけ くう 
ぉっいたぇぉっさうっ. ╋なつくけ きう っ, 
いぇとけすけ こさうさけょぇすぇ しっ こさけ
きっくは, くけ くうっ しきっ ゃうくけゃくう 
きくけゅけ いぇ すけゃぇ くっとけ, いぇとけ
すけ くっ しっ ゅさうあうき いぇ しゃっすぇ, 
つぇしす けす おけえすけ しきっ う くうっ. 
╁はさゃぇき ゃ きけう くっとぇ, おぇすけ 
ゃうしてぇ しうかぇ, ╀けゅ, くけ しなき 
しうゅせさっく, つっ くうっ しきっ つぇしすう
ちぇ けす っょくけ ╂けかはきけ. ╇, ぇおけ 
すけ っ 〈ぇすおけ くぇて, すけ くうっ しきっ 
つぇしす けす くっゅけ. ╇ 〈けえ しなし しう
ゅせさくけしす うしおぇ ょぇ しっ ゃなさくっき 
おなき くっゅけ, いぇ ょぇ さぇいぉっさっき 
おけかおけ しきっ きけゅなとう う おけか
おけ きけあっき. ]なとっゃさっきっくくけ 
こけくはおけゅぇ いぇさぇょう ゅかせこけしす
すぇ くう しきっ すけかおけゃぇ  くぇうゃくう 
う こさぇゃうき すけかおけゃぇ ゅさっておう, 
つっ ょぇあっ くっ きけゅぇ ょぇ ゅけ けし
ないくぇは. ] ゅけょうくうすっ つけゃっお しっ 
こさけきっくは, くっ いくぇき ょけおけかおけ 
こけせきくはゃぇ う ょぇかう すけゃぇ っ ょけ
ぉさっ. ′け ぇい しなき とぇしすかうゃ し 
すけゃぇ, つっ しなき いぇこぇいうか ゃ しっぉっ 
しう っきけちうはすぇ う つぇしすうちぇ う けす 
ょっすっすけ, う けす のくけてぇすぇ, う けす 
きかぇょっあぇ, う けす きなあぇ, つっ う 
ゃ すぇいう ゃないさぇしす, おけゅぇすけ けし
きうしかはき こけゃっつっ けす こさっょう. 
′け っきけちうはすぇ ゃ きっく しう けし
すぇゃぇ. 》ぇさっしゃぇき ぉっいおさぇえくけ 
こさうさけょぇすぇ, ょゃうあっくうっすけ う 
っくっさゅうはすぇ, おけはすけ きう ょぇゃぇ 
すぇいう こさうさけょぇ う しっ さぇょゃぇき, 
つっ しなき くぇ すけいう しゃはす, し すっいう  

たけさぇ けおけかけ きっく. ╇きぇ すけかおけ
ゃぇ きうかう しなとっしすゃぇ, くぇ おけう
すけ きけあって ょぇ おぇあって ぉかぇゅぇ 
ょせきぇ. 〈せお しっ しっとぇき いぇ  [な
ょうぇさょ ╉うこかうくゅ, おけえすけ おぇい
ゃぇ: „¨ゅかっょぇえ しっ けおけかけ しっぉっ 
しう う けしきうしかう ゃしうつおう すっいう 
つぇしけゃっ, ょくう, きっしっちう, おけう
すけ しぇ けおけかけ すっぉ う ゃ おけうすけ 
しう し ぉかういおうすっ しう. ′ぇこさぇ
ゃう っょくけ ゃょうてゃぇくっ いぇ すぇいう 
っょくぇ きうくせすぇ う とっ さぇいぉっさって 
おぇおゃぇ しうかぇ, おぇおゃけ けつぇさけゃぇ
くうっ うきぇ すぇいう こさうさけょぇ けおけ
かけ すっぉ”. ╁うくぇゅう しなき ゃはさゃぇか 
ゃ ょけぉさけすけ う くうおけゅぇ くっ しなき 
けぉうつぇか きさなくおぇとうすっ たけさぇ. 
╁はさくけ, くうっ しきっ しう きぇかおけ 

すぇおぇゃぇ こけさけょぇ: けぉうおくけゃっ
くけ ゅかっょぇきっ ゃうくけゃくう ょぇ しぇ 
くう ょさせゅうすっ, ぇ こさけこせしおぇきっ 
くぇてうすっ しけぉしすゃっくう ゅさっておう 
こけ ょさせゅぇすぇ かぇえしくぇ, くけ しなき 
せぉっょっく, つっ っょうく ょっく くっとぇ
すぇ とっ しすけはす うくぇつっ. ╁はさゃぇき 
ゃ すけゃぇ, いぇとけすけ ゃ くぇてっすけ 
けぉとっしすゃけ うきぇ っょうく いぇおけく, 
っょくぇ そうかけしけそうは, くっけぉけさっ
くぇ ょけ きけきっくすぇ. ╇ くっ ゃはさゃぇき 
くはおけえ ょぇ きけあっ ょぇ は けぉけさう. 
〈ぇいう そうかけしけそうは  っ しゃなさいぇ
くぇ し すさう ょせきう: しけぉしすゃっくけしす, 
いぇおけくくけしす う すっ そけさきうさぇす 
すさっすぇすぇ ょせきぇ – きけさぇか. ┿おけ 
すっ しっ けすしすけはゃぇす う しぇ さぇい
こさっょっかっくう こさぇゃうかくけ, ぉな
ょっすっ しうゅせさくう, とっ あうゃっっき ゃ 
こさっおさぇしくけ けぉとっしすゃけ. ╆ぇとけ
すけ くっ きけあっ っょくぇ ╀なかゅぇさうは, 
おけはすけ こさっょう 70 ゅけょうくう っ 
たさぇくうかぇ ちはかぇ ╄ゃさけこぇ, しっゅぇ 
くぇしかっょくうちうすっ くぇ すっいう たけさぇ 
ょぇ くっ しっ けぉなさくぇす っょうく ょっく 
おなき いっきはすぇ うき し けくけゃぇ ぉかぇ
ゅけゃけかっくうっ, おけっすけ けすくけゃけ とっ 
くう ういゃっょっ くぇ けくっいう ゃうしけすう, 
くぇ おけうすけ しきっ ぉうかう. ╁はさゃぇき 
ゃ すけゃぇ. ╃ぇ, いくぇき, すさせょくけ っ 
しっゅぇ, くけ すけいう こっさうけょ, こさっい 
おけえすけ こさっきうくぇたきっ う こさっきう
くぇゃぇきっ, っ すけかおけゃぇ きぇかなお けす 
ゃさっきっすけ, けす あうゃけすぇ くぇ っょくけ 
けぉとっしすゃけ, つっ ょぇ しっ きさなとうき 
う きさなくおぇきっ… ┿い しなき けこすう
きうしす! ╃ぇ しっ いぇかぇゃはきっ いぇ さぇ
ぉけすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈けえ っ „きかぇょ う くっゃうくっく”, おぇお
すけ しぇき しっ けこさっょっかは, „こさっきうくぇか 

ゅさぇくうちぇすぇ くぇ 60-すっ ゅけょうくう う しつうすぇ, 
つっ ゃっつっ ゃしうつおけ きせ っ こさけしすっくけ, いぇとけ
すけ しおけさけ とっ くぇゃなさてう 64”. 
╄ょうく けす くぇえ-ういゃっしすくうすっ しこけさすくう 

あせさくぇかうしすう ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╁ 40 けす すはた っ ゃっさっく くぇ ╀なかゅぇさしおけ

すけ くぇちうけくぇかくけ さぇょうけ. ╇きぇ 3 ょっちぇ う 
3-きぇ ゃくせちう う ゃしっ けとっ くっ っ しすぇくぇか  
100% ょはょけ. ╃なかゅけゅけょうてっく ゃけょっと 
くぇ しこけさすくけすけ こさっょぇゃぇくっ „]こけさす う 
きせいうおぇ” こけ ╀′[, さぇょうけ, おけっすけ ょけゅけ
ょうくぇ とっ くぇゃなさてう 80 ゅけょうくう.  
╉ぇかぬけ, おぇおすけ ゅけ くぇさうつぇす おけかっゅう, 

こさうはすっかう う しなさぇすくうちう, っ くっこけこさぇ
ゃうき けこすうきうしす, おけえすけ しせすさうく しっ せし
きうたゃぇ くぇ けゅかっょぇかけすけ. ╆けょうは „]すさっ
かっち”. ╄しすっす, おけえすけ ゃうあょぇ う ちっくう 
おさぇしうゃけすけ. ╁はさゃぇ, つっ ゃしうつおけ ゃ あう
ゃけすぇ っ つぇさ う おさぇしけすぇ. ╆ぇすけゃぇ う しかっょ 
あせさうさぇくっすけ  くぇ すぇいゅけょうてくうは おけく
おせさし いぇ ういぉけさ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ けすこさぇ
ゃう くっょゃせしきうしかっくけ う くっいぇぉさぇゃうきけ 
こけしかぇくうっ おなき きっしすくうすっ おさぇしぇゃうちう: 
ょぇ ぉなょぇす おかぇしぇ. ╇ ょぇ こぇいはす おかぇしぇすぇ 
ゃ しっぉっ しう. 
╋けきつっ こけ ょせた う ょせてぇ, おけっすけ „けぉう

つぇ ょゃうあっくうっすけ ゃなゃ ゃしうつおうすっ きせ 
そけさきう”. ]こけさすうしす, ゃないこうすぇくうお くぇ 

]こけさすくぇすぇ ぇおぇょっきうは. 【ぇきこうけく 
こけ ゃけょくう しおう う ゃうょっく  ゅけかそうしす.
╆ぇ しっぉっ しう おぇいゃぇ, つっ っ „ょけぉなさ 

けこすうきうしす”, いぇとけすけ ゃうくぇゅう っ せぉっ
ょっく, つっ „つぇてぇすぇ っ くぇこけかけゃうくぇ 
こなかくぇ”. ╆ぇすけゃぇ う ゃはさゃぇ, つっ しゃっ
すなす ゃなさゃう おなき ょけぉさけ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ きせ かうこしゃぇ きうおさけ

そけくぇ, けすおぇおすけ っ きうくぇか くぇ „こけ-ゅけ
さっく っすぇあ ゃ さぇょうけすけ”. ] きぇくょぇすぇ 
くぇ くけゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ くぇちうけ
くぇかくけすけ さぇょうけ っ つかっく くぇ 〉] くぇ 
╀′[. ╂けさょっっ しっ, つっ こさっい ゃしうつおうすっ 
しう 4 ょっしっすうかっすうは ゃ さぇょうけすけ, 36 
ゅけょうくう けす おけうすけ ゃ ]こけさすくぇすぇ さっ
ょぇおちうは, っ ょぇか こなす くぇ きくけゅけ きかぇょう 
たけさぇ. 
╆ぇすけゃぇ う かけゅうつくけ くはおぇお うきぇ 

さぇょうけ しっきっえしすゃけ: しなこさせゅぇすぇ きせ, 
╉ぇすは ╉ぇすっゃぇ, っ いゃせおけさっあうしぬけさ 
ゃ こさけゅさぇきぇ „》けさういけくす” くぇ  ╀′[. 
╃ゃぇきぇすぇ しぇ くっゃっさけはすっく すぇくょっき, 
おけえすけ いぇっょくけ ぉけさう すさせょくうすっ こっ
さうけょう ゃ かうつっく こかぇく. 
╇ くはおぇお かけゅうつくけ, し すぇおなゃ さぇょうけ

ぇこけしすけか さぇいゅけゃけさなす すさなゅゃぇ うきっく
くけ けす… ゅけかはきぇすぇ かのぉけゃ - さぇょうけ
すけ, しぇきけ ょゃぇ ょくう しかっょ こけさっょくうは 
こさけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ さぇ
ょうけすけ 7-きう きぇえ.

¨す ぉっいこぇさうつうっすけ くぇ 90-すっ, 
おけゅぇすけ いぇこかぇすうすっ ゃ „┿さしっ-
くぇか“ いぇおなしくはゃぇす, ╃っかはくぇ しっ 
しこぇしはゃぇ, おぇすけ しせすさうく きっすっ ゃ 
„┿さしっくぇか“, こけしかっ  こさけょぇゃぇ 
ぉぇくうつおう くぇ こぇいぇさぇ くぇ おけ-
かうつおぇすぇ. ╋うかぇ っ つうくうう ゃ 
さっしすけさぇくす. ╋けきうつっすけ, おけっ-
すけ しかっょ ゅけょうくう とっ ゃうょう 
しなかいう ゃ けつうすっ くぇ さぇいけつぇさけ-
ゃぇく ゅっくっさぇか う ょゃぇ こなすう とっ 
こけかせつぇゃぇ きっつすぇくう こさっょかけ-
あっくうは いぇ こうぇさ ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ 90-すっ, おぇすけ ゃ さけきぇく くぇ 
╀せおけゃしおう, こさけぉゃぇ けちっかはゃぇ-
くっ し てうっくっ くぇ ゃないゅかぇゃくうつ-
おう う こぇさちぇかっくう おせおかう. ‶け-
しかっ うょゃぇ したっきぇすぇ: しせすさうく し 
きっすかぇすぇ - しかっょけぉっょ し おけつぇ-
くぇ そぇおすせさう くぇ [ぇょうけ „╁うし 
╁うすぇかうし“. ╃っかはくぇ けすうてかぇ ゃ 

さぇょうけすけ ゃ こなさゃうすっ きせ ょくう 
- はくせぇさう くぇ 1993-すぇ. [ぇい-
ぉさぇかぇ いぇ くっゅけ しかせつぇえくけ, 
ょけおぇすけ つせこう こさっきさないくぇかう 
けす かっょぇ こさなしすう おさぇえ しこせ-
おぇくうすっ すさなぉう ゃ ╇╋╋. 〈さなゅ-
ゃぇ おなき おなとう しなし しなかいう くぇ 
けつう, くけ しさっとぇ ╋うきぇ ╃いなくけ-
ゃぇ - ぉうゃてぇ ぉうぉかうけすっおぇさおぇ 
ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ せつうかうとっ, 
おけはすけ つせかぇ いぇ くけゃけすけ さぇょうけ 
けす しさっとぇ ゃなゃ ゃかぇおぇ し ╋ぇは 
]すけはくけゃぇ. ¨とっ しなとうは ょっく, 
ぉっい ょぇ こけいくぇゃぇ くうおけゅけ, さぇ-
ぉけすっとけすけ きけきうつっ けすうゃぇ ょぇ 
しっ こさっょしすぇゃう しぇきó. ╉ぇいゃぇす 
え, つっ くっ しすぇゃぇ いぇ さぇょうけすけ, 
くけ きけあっ ょぇ こさけぉゃぇ ょぇ こうてっ 
くっおさけかけいう ゃ こけゅさっぉぇかくけすけ 
ぉのさけ... ╃っかはくぇ しっ たゃぇとぇ 
し すっおしすけゃっすっ くぇ あぇかっえおう-
すっ う しおけさけ ゃっつっ こうてっ ょせ-
きうつおうすっ いぇ さっおかぇきうすっ う 
しなけぉとっくうはすぇ こけ さぇょうけすけ... 
“]ぇきぇさしおう こけゃはさゃぇ ゃ きっく“, 
おぇいゃぇ ╃っかはくぇ う こさっい しきはた 
しう しこけきくは おぇお こさう こなさゃぇすぇ 
しさっとぇ ゅけ けぉなさおぇかぇ し ╋うくつけ 
╊ぇかっゃ. ╆ぇさぇょう ょけしすけかっこくうは 
ゃうょ. ╀ういくっしなす し さっおかぇきう-
すっ ゃなさゃはか う ╃っかはくぇ こっつっ-
かう こぇさうつおう いぇ こなさゃけすけ しう 
きけさっ. ╉ぇおすけ しぇきぇ くっ しこうさぇ 
ょぇ こけゃすぇさは:

„‶ぇかぇつうくおぇすぇ
しっ けぉさなとぇ“

╃っかはくぇ おぇいゃぇ: “》けさぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しぇ しきっかう“. ╁ さぇ-
ょうけすけ ╃っかはくぇ しすぇゃぇ こなさゃう-
はす きっょうっく さっおかぇきっく ぇゅっくす ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ′っとぇすぇ こけすさなゅ-
ゃぇす. ╆ぇすけゃぇ ╃っかはくぇ っ ぉかぇ-
ゅけょぇさくぇ  くぇ ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 
すけゅぇゃぇ いぇき. ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 5. ╄ょくぇ くっゅけゃぇ さっこかうおぇ 
こさけきっくは くっとぇすぇ おなき くっえくけすけ 
ょくってくけ „┿い“, おけっすけ し さぇょけしす 
こなさたぇ: “》ぇさっしゃぇき しう あうゃけ-
すぇ! ╁うくぇゅう しなき こさぇゃうかぇ すけゃぇ, 
おけっすけ うしおぇき“. ‶さう こけさっょくぇ-
すぇ きなおぇ くぇょ 『‶〉-すけ, おなょっすけ 
けすうてかぇ  ょぇ さぇぉけすう しかっょ せつう-
かうとっ, くっぉかぇゅけくぇょっあょくぇすぇ 
しすさせゅぇさおぇ つせかぇ けす ╆ぇこさはくけゃ: 

“╋けっすけ きけきうつっ, くっ しすぇゃぇて 
いぇ すけゃぇ...“. ╁しなとくけしす, こなさゃう 
すけゃぇ こさけせきはか くっえくうはす くぇ-
しすぇゃくうお ゃ こさけそっしうけくぇかくうは 
せつうかうとっく しすぇあ - ]すぇくうしかぇゃ 
]すけはくけゃ, しなこさせゅ くぇ ょくってくうは 
おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 』っ くっ しすぇゃぇ いぇ いぇ-
くぇはすぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, 
╃っかはくぇ しう いくぇっかぇ けすょぇゃくぇ. ╁ 
せつうかうとっ しっ つせゃしすゃぇかぇ おぇすけ 
ぉはかぇ ゃさぇくぇ, しなせつっくうちう さぇ-
ぉけすはす ゃきっしすけ くっは くぇ しすさせゅぇ, 
っょゃぇ しっ けこさぇゃはかぇ し つっさすぇ-
くっすけ, 〈╋╋-すけ う こさぇおすうおぇすぇ: 
“]すさぇた きっ っ けす しすさせあおうすっ!“. 
╇いけぉとけ, ╃っかはくぇ しう いくぇっかぇ, 
つっ くっ っ いぇ すぇき, くけ しっ くぇかけ-
あうかけ ょぇ いぇゃなさてう, しかっょ おぇすけ 
くはきぇかけ おなょっ ょぇ しっ いぇこうてっ 
こけしさっょ せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ, 
おけゅぇすけ きぇえおぇ え けすおさうゃぇ, つっ 
ゃきっしすけ ゃ „┿くすうき“, とっさおぇすぇ 
しっ っ しぇきけいぇこうしぇかぇ ゃ [せしおぇすぇ 
ゅうきくぇいうは ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ... 
╋っつすぇっかぇ ょぇ しすぇくっ せつうすっかおぇ 
こけ させしおう... ╇いけぉとけ, ゃかのぉっ-
くぇ ゃ ょけぉさうすっ しう せつうすっかう こけ 
ぉなかゅぇさしおう, うしすけさうは う させしおう, 
╃っかはくぇ しう きっつすぇっかぇ ょぇ しすぇ-
くっ おぇすけ すはた... ╁っつっ ういこせしくぇ-
かぇ させしおうは, しかっょ いぇゃけょしおけすけ 
]‶〈〉,  し けすかうつくぇ ょうこかけきぇ ゃ 
さなおぇ, ぉなょっとぇすぇ あせさくぇかうしすおぇ 
こさけぉゃぇかぇ ょぇ しすぇくっ くっさっょけ-

ゃっく せつうすっか, いぇとけすけ し けちっくおぇ 
4.50 こけ ぉなかゅぇさしおう けしすぇゃぇ うい-
ゃなく しこうしなちうすっ くぇ せくうゃっさしう-
すっすぇ ゃ 〈なさくけゃけ. ′っせしこはかぇすぇ 
おぇくょうょぇす-しすせょっくすおぇ けぉうおぇかは 
ちはかぇすぇ けおけかうは けす せつうかうとっ くぇ 
せつうかうとっ, ょぇくけ は ゃいっきぇす おぇすけ 
せつうすっか, ょけおぇすけ しすぇくっ ゃさっきっ いぇ 
くけゃけ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ, くけ すぇおぇ 
う くっ しっ けすゃけさうかぇ くうおけは ゃさぇ-
すぇ. ′うすけ せつうかうとくぇ, くうすけ すぇいう 
くぇ ╂╉ くぇ ╀╉‶, くうすけ くぇ ¨すょっか 
„¨ぉさぇいけゃぇくうっ“...: “]ぇきぇ, しぇきぇ 
しう けぉうおぇかはた, ょけさう こって ゃなさ-
ゃはた けす ╀せいけゃゅさぇょ ょけ [けいけゃけ, 
いぇとけすけ くはきぇた こぇさう いぇ ぇゃすけ-
ぉせしぇ...“. ]ぇきぇ けすうてかぇ ゃ ╉けきう-
すっすぇ, しぇきぇ - ゃ ¨ぉさぇいけゃぇくうっすけ, 
しぇきぇ - ゃ さぇょうけすけ, しぇきぇ... ╆ぇ-
すけゃぇ ╃っかはくぇ しう ゃはさゃぇ う し ゅけさ-
ょけしす おぇいゃぇ: 

„′うおけきせ くうとけ
くっ ょなかあぇ!“   

 
[ぇいけつぇさけゃぇくぇ けす ╃はょけ ╋さぇい 

けとっ くぇ 4 ゅけょうくう, いぇとけすけ くう-
おけゅぇ くっ え くけしう すけゃぇ, おけっすけ 
しう っ こけさなつぇかぇ, ╃っかはくぇ さぇくけ 
しっ くぇせつぇゃぇ ょぇ さぇいつうすぇ っょうく-
しすゃっくけ くぇ しっぉっ しう. ╇ゅさぇっ くぇ 
せかうちぇすぇ しぇきけ し きけきつっすぇすぇ, 
せつう しっ ょぇ しっ しこさぇゃは, ょぇ ぉなょっ 
しうかくぇ. ′け あっくしおけすけ ゃ しっぉっ 
しう ╃っかはくぇ くっ せぉうゃぇ. ′ぇこさけ-
すうゃ - さぇいゃうゃぇ ぇさすうしすうつくけしす, 
おけはすけ しゃなさいゃぇ しなし しっしすさぇすぇ 
くぇ ょはょけ しう ╅っかぬけ/[なつっくぇ-
さは/ - ╃ぇそうくぇ: たぇさっしゃぇくぇ 
あっくぇ, おけはすけ ゃしっ さぇいおぇいゃぇ 
くっとけ あうゃけ, こっっ う しっ さぇょゃぇ 
くぇ あうゃけすぇ..., こせしおぇ こかけつう くぇ 
╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ. ╃っかはくぇ きう-
くぇゃぇ こさっい ておけかう こけ ぉぇかっす, 
くぇさけょくう すぇくちう, ぇおけさょっけく, 
くけ: “′うとけ くっ ういかっいっ けす きっく! 
╇きぇき けす ゃしうつおけ こけ きぇかおけ, 
いぇとけすけ きぇえおぇ きう うしおぇてっ ょぇ 

しなき けすかうつくうつおぇ う すけゃぇ ぉってっ 
くぇえ-ゃぇあくけすけ“, しきっっ しっ ╀け-
ぉっゃぇ. „╁しうつおけ きう っ けす くっは, 
けす ぉぇぉぇ ╃ぇそうくぇ...!“, おぇいゃぇ 
╃っかはくぇ いぇ ょさっきっとうは せ くっは 
ぇさすうしすうつっく すぇかぇくす, こさういくぇ-
ゃぇえおう, つっ ょっすしすゃけすけ え きう-
くぇゃぇ こけゃっつっ し ぉぇぉぇ う ょはょけ, 
けすおけかおけすけ し きぇきぇ う すぇすおけ. 
╀ぇとぇ え くっ けすうゃぇ ょけさう ょぇ は 
ゃいっきっ けす さけょうかくけすけ, いぇとけすけ 
っ... きけきうつっ...!? ╉さなしすっくぇ くぇ 
ぉぇぉぇ しう, けぉぇつっ, けす さけょっくぇすぇ 
しぇきけ ょゃっ おうかちぇ  ╃っかはくぇ こけ-
さぇしすゃぇ っくっさゅうつくけ きけきうつっ: 
„〈けゃぇ きう っ けす ぉぇぉぇ ╃っかおぇ“. 
′はきぇ つけゃっお, こけいくぇゃぇと ╃っかは-
くぇ, おけえすけ ょぇ くっ っ ゃうあょぇか おぇお 
すは しきっくは こさっい しっおせくょう っょうく 
すっかっそけく し ょさせゅ, おけきこのすな-
さぇ し すっそすっさぇ う きうおさけそけくぇ; 
っそうさぇ くぇ ╃ぇさうお し こう-ぇさぇ くぇ 
╀╀]-╉っえぉなか; 〈╁-しすせょうけすけ し 
おけくそっさぇくしぇ くぇ くはおけえ しゃっす-
しおう おせこけく, さぇぉけすぇすぇ いぇ しけちう-
けかけゅうつっしおう ぇゅっくちうう し さっょっ-
くっすけ くぇ ゃっしすくうお..., こうしぇくっすけ 
くぇ しちっくぇさうう いぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ 
さけいぇすぇ し けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
さっおかぇきくう おぇきこぇくうう. ╃うくぇ-
きうおぇすぇ くぇ ょっくは いぇ ╃っかはくぇ っ 
くっとけ けぉうつぇえくけ. 〈は くっ しこうさぇ 
ょぇ ゃなさてう こけ くはおけかおけ くっとぇ 
くぇゃっょくなあ. ╇ ゃ きけきっくすぇ さぇ-
ぉけすう くぇ っょうく すさせょけゃ う すさう 

ゅさぇあょぇくしおう ょけゅけゃけさぇ. „′っ しっ 
しさぇきせゃぇき けす くうとけ, たぇさつぇ しう 
きけうすっ こぇさう, しぇきう しなし しなこさせ-
ゅぇ きう しう けすゅかっょぇたきっ ょっすっすけ. 
╁っつっ うきぇき ゃおなとう うくあっくっさ, 
こぇお しっ しきっっ ╃っかはくぇ, おせこう-
かぇ こなさゃうは しう おけしすのき っょゃぇ 
くぇ 33. ]きったなす え っ いゃなくかうゃ, 
おぇすけ あうゃけすぇ, おけえすけ しう さっょう 
しぇきぇ. ‶けくはおけゅぇ いゃなくう すけか-
おけゃぇ しうかくけ, つっ けすっおゃぇ ょぇかっつ 
こさっい ゅけょうくうすっ. ╉ぇすけ けくは そぇか 
ゃ さぇょうけすけ, いぇさぇょう おけえすけ ╃っ-
かはくぇ けしすぇゃぇ ぉっい いぇこかぇすぇ ゃ 
しすせょっくうは そっゃさせぇさう, し ぉけか-
くけ う ぉっい かっおぇさしすゃぇ ょっすっ せ 
ょけきぇ. 《ぇかなす: ういすなさゃぇくぇ さっ-
こかうおぇ ゃ さぇょうけさっこけさすぇあ けす 
ゃういうすぇすぇ くぇ すっあおうは きぇさてぇか 
╉せかうおけゃ: “╁ いぇかぇすぇ きうさうてっ 
くぇ くぇそすぇかうく...“. ╆ぇさぇょう すぇは 
さっこかうおぇ さぇょうけすけ いぇ きぇかおけ 
ょぇ ういたゃなさつう けす けそうしぇ しう, ぇ 
╃っかはくぇ - けす さぇぉけすぇすぇ しう. ′け 
〈は けしすぇゃぇ. ╆ぇ ょぇ しう すさなゅくっ 
こさっい 2000-すぇ しおけさけこけしすうあ-
くけ いぇ 15 きうくせすう. ╁ うきっすけ くぇ 
]ゃけぉけょぇすぇ. ′け こけきくう: 

„[ぇょうけすけ っ ╂けかはきぇすぇ きう 
ておけかぇ“

„╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう こけゃはさゃぇ ゃ 
きっく, ょぇょっ きう てぇくし ょぇ せつぇ, ょぇ 
しっ さぇいゃうゃぇき. 〈けゃぇ くっ しっ いぇ-
ぉさぇゃは“, こさういくぇゃぇ ╃っかはくぇ. 〈せお 
すは っ ゃ しすうたうはすぇ しう. ̈ てっすゃぇ ちっ-
かうは きっしすっく こけかうすうつっしおう っかうす, 
ゃかういぇ ょなかぉけおけ ゃ こさけぉかっきうすっ 
くぇ ゅさぇょぇ, たけさぇすぇ さぇいこけいくぇゃぇす 
くっえくうは ゅかぇし う けしすさうは え っいうお... 
╆ぇ こうしぇくっすけ う しかけゃけすけ こなさゃけ 
は こけょおさっこはす ╈けさょぇく ╈けさょぇ-
くけゃ /╀けゅ ょぇ ゅけ こさけしすう!/ - けとっ 
ゃ せつうかうとっ, ぇ こけしかっ – う ゃ さっ-
ょぇおちうはすぇ くぇ „╇しおさぇ“, おなょっ-
すけ ╃っかはくぇ ょぇゃぇ きぇすっさうぇか いぇ 
ょっちぇすぇ けす ╃けきぇ ゃなゃ ╁っすさっく. 
′ぇしなさつぇゃぇ は けとっ ゃ ょっすしすゃけすけ 
せつうすっかおぇすぇ ゃ „┿くすうき“ ╋ぇさうは 
╋うくつっゃぇ. ╊うつくけ は こけけとさはゃぇ う 
おけさうそっはす  こさけそ.╁っしっかうく ╃う-
きうすさけゃ - っおしてっそなす くぇ 《ぇおせか-
すっすぇ こけ あせさくぇかうしすうおぇ ゃ ]〉, 
おけゅぇすけ つせゃぇ いぇこうしう けす „╁うし 
╁うすぇかうし“: „╇きぇすっ すぇかぇくす, くけ 
くっ いぇこうしゃぇえすっ  あせさくぇかうしすう-
おぇ, いぇ ょぇ うきぇ  ゃなさたせ おぇおゃけ ょぇ 
くぇょゅさぇあょぇすっ!“.  
′はきぇ こさっきうっさ けす ‶さったけょぇ, し 

おけえすけ ╃っかはくぇ ょぇ くっ っ こさぇゃうかぇ 
うくすっさゃの. ̈ す 《うかうこ ╃うきうすさけゃ, 
╉けしすけゃ, こさっい ]すぇくうてっゃ ょけ 
¨さってぇさしおう. ′け - し こけしかっょくうは 
- しぇきけ ゃ おぇつっしすゃけすけ きせ くぇ おぇく-
ょうょぇす-ょっこせすぇす. ‶さっい ゅけょうくうすっ 
╃っかはくぇ ゃけょう けぉいけさくけすけ „7 ょくう 
╉ぇいぇくかなお“ こけ っそうさくぇすぇ 〈╁ 
„╉ぇいぇくかなお“, „〈っきっかう” ゃ さぇょうけ 
„╁うし ゃうすぇかうし”, しけぉしすゃっくけ こさっ-
ょぇゃぇくっ ゃ ‶さっしし 〈╁, こうてっ いぇ 
„]っょきうちぇ“ う „]すぇさけいぇゅけさしおう 
くけゃうくう“. ╆ぇょ ゅなさぉぇ しう うきぇ 3 
そうかきぇ, こさぇとぇ おけさっしこけくょっく-
ちうう いぇ [ぇょうけ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
ゃけょう こさっょういぉけさくう おぇきこぇくうう, 
くぇえ-ゅけかっきうすっ けす おけうすけ - くぇ 
おきっすぇ ]すっそぇく ╃っさゃうてっゃ こさっい 
2003 - すぇ う くぇ  けぉかぇしすくけすけ 
╃‶] こさっい 2001-ゃぇ... ‶けしかっ 
うょゃぇす こせぉかうおぇちううすっ いぇ „〈させょ“ 
う „╃ぇさうお“. ]ぇきけ いぇ „╃ぇさうお“ 
╃っかはくぇ うきぇ こけゃっつっ けす 3 000 
きぇすっさうぇかぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ. ╉ぇすけ 
けこうす, けぉっき う ゅけょうくう, すは ゃっつっ っ 
くっとけ おぇすけ ょけぇえっく しさっょ ょっえしす-
ゃぇとうすっ あせさくぇかうしすう ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. ‶けっきぇくっすけ くぇ さっょぇお-
ちうはすぇ くぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“ しすぇゃぇ しゃっすおぇゃうつくけ, 
おけゅぇすけ こさっょう すさう ゅけょうくう ╇い-
こなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ′うおけ-
かぇえ ╇ぉせてっゃ うしおぇ けすゅけゃけさ: “╃け 
せすさっ!“.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ... ╋けきうつっすけ, おけっすけ こさういくぇゃぇ, つっ 45 ゅけょうくう くっ しすうゅぇす, いぇ ょぇ こけ-
さぇしくって... ′ぇ 22-さう きぇえ ╃っかはくぇ いぇおさなゅかは 45, くけ くっ おさうっ すけいう そぇおす. ╆ぇとけすけ けとっ 
しっ つせゃしすゃぇ けくけゃぇ きけきうつっ, おけっすけ しぇき しぇきó - ぉっい ゃかうはすっかくう さけょくうくう いぇょ ゅなさ-
ぉぇ しう, ぉっい こぇさすうう う こさけすっおちうう, せしこはゃぇ ょぇ くぇきっさう けくけゃぇ しゃけっ きはしすけ ゃ あうゃけすぇ, 
おけっすけ ú しっ たぇさっしゃぇ. ╀っい こさけすっおちうう - しぇきけ し さぇぉけすぇ. [ぇぉけすっとけ きけきうつっ... 〈けゃぇ っ 
╃っかはくぇ. ╇ しなとけ おぇすけ ゃ たけかうゃせょしおうは たうす, すは くっ こさけこせしおぇ しかせつぇえ, こけょくっしっく けす 
けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ, いぇ ょぇ さっぇかういうさぇ しゃけうすっ とせさう うょっう, つさっい おけうすけ しっ ょけおぇいゃぇ, 
こっつっかう こさうはすっかう, こけいうちうは ゃ こさけそっしうはすぇ, こけこせかはさくけしす... ╄, こけくはおけゅぇ しう こっつっかう 
う くっこさうはすっかう, きくけゅけ けょせきゃぇくっ, ょぇあっ いかけぉぇ う けすきなしすうすっかくけしす. ′け ╃っかはくぇ こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ ゃはさゃぇ, つっ うしすうくしおう  ゃさぇゅけゃっ ゃ あせさくぇかうしすうおぇすぇ すは くはきぇ. „]ゃっすは し 
きけはすぇ しう しゃっすかうくぇ!“, いくぇっ しう ╀けぉっゃぇ う くっ しこうさぇ ょぇ すなさしう, ょぇ ぉなさいぇ こけ せかうちうすっ 
ゃ ゅけくうすぉぇすぇ くぇ くけゃうくうすっ う うくすっさっしくうすっ しさっとう ゃ あうゃけすぇ しう.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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‶さっょしすぇゃうすっかはす くぇ ╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお - 

╃っかはく 〈っくっゃ, っ ぇゃすけさ くぇ 

けさうゅうくぇかくぇ きせかすうきっょうは, 
おけはすけ っ つぇしす けす しちっくけゅさぇ-
そうはすぇ くぇ ぇゃぇくゅぇさょくうは 
しこっおすぇおなか, つうはすけ こさっきうっさぇ 
とっ きけゅぇす ょぇ ゃうょはす ゅけしすうすっ 
う ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
くぇ 27-きう きぇえ けす 19 つぇしぇ ゃ 
╃╉ „┿さしっくぇか”. ‶さっきうっさぇ-
すぇ  くぇ „╃うたぇくうっ けす ょけかう-
くぇすぇ” っ つぇしす けす こさけゅさぇきぇ-
すぇ くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ. 
]こっおすぇおなかなす っ ゃ ういちはかけ 
くけゃ ゃぇさうぇくす う ゃ ぇゃすけさしおうは 
きせ っおうこ しぇ ょゃぇきぇ ういゃっしすくう 
おぇいぇくかなつぇくう: こけっすなす [せ-
きっく ╃っくっゃ, おけえすけ っ ぇゃすけさ 
くぇ すっおしすぇ, う ╃っかはく - おぇすけ 
ぇゃすけさ くぇ きせかすうきっょうはすぇ. 
[っぇかういぇちうはすぇ くぇ „╃うたぇ-
くうっ くぇ ょけかうくぇすぇ” っ ょっかけ 
くぇ けぉとうくしおうは すっぇすなさ „╊の-
ぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” う とっ しっ 
うゅさぇっ いぇ こなさゃう こなす くぇ いぇ-
おさうすぇ しちっくぇ. „╃うたぇくうっ けす 
ょけかうくぇすぇ” うかう „‶さうおぇいおぇ 
いぇ しなすゃけさっくうっすけ” っ し さっ-
あうしぬけさ – たけさっけゅさぇそ ]ゃっす-
かうく ╇ゃっかうくけゃ, ゅかぇゃっく ぉぇ-
かっすきぇえしすけさ う さなおけゃけょうすっか 
くぇ ぉぇかっすぇ くぇ  ╃なさあぇゃくうは 
きせいうおぇかっく すっぇすなさ „]すっそぇく 
╋ぇおっょけくしおう“ – ]けそうは. 》せ-
ょけあっしすゃっくぇすぇ そけすけゅさぇそうは, 
ういこけかいゃぇくぇ おぇすけ しちっくけゅさぇ-
そうは - っ くぇ おぇいぇくかなつぇくうすっ 
╇さっくぇ う ╉けかぬけ ‶っえつっゃう. 
]けかうしすう ゃ „╃うたぇくうは けす ╃け-
かうくぇすぇ“ しぇ おぇいぇくかなつぇくうすっ 
ぅくぇ ╉ぇそぇかうっゃぇ う ]すぇくおけ 
〈ぇくっゃ, ぉぇかっすうしすう けす すさせ-
こぇすぇ くぇ ╃なさあぇゃくぇ ¨こっさぇ 
– ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.  ╁ しこっおすぇ-
おなかぇ せつぇしすゃぇ ちっかうはす しなし-
すぇゃ くぇ 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ“. ]こっおすぇおなかなす 
こけおぇいゃぇ はさおうは すゃけさつっしおう 

] こけさっょうちぇ こけしすうあっくうは  けす 
きぇさぇすけくしおけすけ ぉはゅぇくっ ゃ 

╀ぇかぇすけく-〉くゅぇさうは しっ いぇゃなさくぇ 
っょうく けす こさうはすっかうすっ くぇ ╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, つけゃっおなす, 
くぇ おけゅけすけ ゅさせこぇすぇ くっっょくけ-
おさぇすくけ っ こけょぇゃぇかぇ さなおぇ いぇ 

こけょおさっこぇ - せかすさぇきぇさぇすけくっちなす 
[ぇょう ╋うかっゃ. ¨す 6-ょくっゃくけすけ 
ぉはゅぇくっ ゃ 〉くゅぇさうは ╋うかっゃ しっ 
いぇゃなさくぇ し くはおけかおけ さっおけさょぇ: 
こなさゃけ きはしすけ ゃなゃ ゃないさぇしすけゃぇすぇ 
しう ゅさせこぇ, 10-すけ きはしすけ こさう きな-
あっすっ う 12 きはしすけ ゃ けぉとけすけ おかぇ-
しうさぇくっ. ′ぇ こさぇおすうおぇ し すっいう しう 
こけしすうあっくうは [ぇょう っ しさっょ こなさ-
ゃうすっ 8 ゃ しゃっすけゃくうは っかうす. 
] せつぇしすうっすけ しう ゃ せくゅぇさしおけすけ 

ぉはゅぇくっ おぇいぇくかなつぇくうくなす こけ-

╃くう う つぇしけゃっ けしすぇゃぇす 
ょけ 25 きぇえ. 】っ うい-

ぉうさぇきっ 17 ぉなかゅぇさしおう ょっ-
こせすぇすう, おけうすけ こさっい しかっょ-
ゃぇとうすっ こっす ゅけょうくう とっ 
こさっょしすぇゃかはゃぇす ╀なかゅぇさうは ゃ 
╄ゃさけこぇ, ぇ いくぇつう - とっ こさっょ-
しすぇゃかはゃぇす う ゃしっおう けす くぇし. 
〈っ しすぇゃぇす つぇしす けす けぉとけ 

4 しぇ こさっょかけあっくうはすぇ いぇ 
‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, 

おけうすけ しっ けぉしなあょぇす ゃ ̈ ぉとうく-
しおうは しなゃっす. 〈っ しぇ くぇこさぇゃっ-
くう けす さぇいかうつくう けさゅぇくういぇ-
ちうう う けすょっかくう ゅさぇあょぇくう, 
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╆ぇこけつくぇ おぇきこぇくうはすぇ いぇ こさうぉうさぇくっすけ くぇ さけいけゃ ちゃはす ゃ ╉ぇいぇく

かなておけ. ╁なゃ ゃしうつおうすっ 15 000 ょっおぇさぇ し さけいけゃう くぇしぇあょっくうは ゃっつっ 
うきぇ さけいけぉっさぇつう. ‶なさゃう いぇこけつくぇたぇ し さけいけぉっさぇ ゃ しっかぇすぇ [けいけゃけ う 
』っさゅぇくけゃけ, おなょっすけ ぉっさぇす さけいう けとっ けす 10-すう きぇえ.
》ぇさぇおすっさくけすけ いぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ おぇきこぇくうは こけ こさうぉうさぇくっすけ くぇ 

さけいけゃうは ちゃはす っ, つっ いぇこけつくぇ し 3-4 ょくう こけ-さぇくけ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょう
くぇ, おぇおすけ う つっ いぇさぇょう ょなあょけゃっすっ う こけ-くうしおうすっ すっきこっさぇすせさう けす 
けつぇおゃぇくけすけ う たぇさぇおすっさくけ いぇ きぇえ, きぇしけゃけ しっ ぉっさぇす さけいう, くけ こさっい 
ょっく. ‶さうつうくぇすぇ っ くっ しぇきけ ゃ おぇかくうすっ さっょけゃっ, くけ う ゃ こけ-ぉぇゃくうは 
ちなそすっあ くぇ さけいけゃうは ちゃはす.
〈させょくけしすうすっ こけ くぇぉうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすくぇ さなおぇ いぇ さけいけぉっさぇ ゃっつっ 

しぇ こさっけょけかっくう う くぇ っすぇこぇ ょっそうちうす けす ぉっさぇつう くはきぇ. ╋ぇしけゃけ そうさ
きうすっ, くぇっきぇとう いぇ さけいけぉっさ たけさぇ, けしうゅせさはゃぇす ぉっいこかぇすっく すさぇくし
こけさす. [けきう, こっくしうけくっさう, ぉっいさぇぉけすくう きかぇょっあう, さぇぉけすっとう, くけ ゃ 
けすこせしお, しぇ きぇしけゃぇすぇ おぇすっゅけさうは さけいけぉっさぇつう. 
0,60 かっゃぇ っ ちっくぇすぇ くぇ おうかけゅさぇき くぇぉさぇく さけいけゃ ちゃはす, おけえすけ こけ

かせつぇゃぇす さけいけぉっさぇつうすっ. ╋っあょせ 2,00 う 2,40 しすうゅぇ ういおせこくぇすぇ ちっくぇ 
くぇ おうかけゅさぇき さけいけゃ ちゃはす ゃ さけいけゃぇさくうすっ. ′ぇ こけゃっつっすけ きっしすぇ いぇ
こかぇとぇくっすけ くぇ さけいけぉっさぇつうすっ しすぇゃぇ ゃ おさぇは くぇ しっょきうちぇすぇ.

╃け きけきっくすぇ くっ しぇ 
くぇょきうくぇすう きうくぇかけ
ゅけょうてくうすっ さっおけさょう 
いぇ ぉさぇくっ くぇ さけいけゃ 
ちゃはす, つううすけ ぇゃすけ
さう しぇ こっくしうけくっさう 
けす おぇいぇくかなておうすっ 
しっかぇ, くぇぉさぇかう しぇきけ 
いぇ ょっく しなけすゃっすくけ 
こけ 110, 101 う 98 
おうかけゅさぇきぇ. ‶さう  
くぇかうつうっ くぇ さけいう う 
しさなつくけしす すけゃぇ くっ っ 

くっこけしすうあうきけ, おぇすっゅけさうつくう しぇ しすけこぇくう くぇ さけいけゃうすっ きぇしうゃう. 
[けいけこさけういゃけょうすっかう う さけいけすなさゅけゃちう くっ けつぇおゃぇす すぇいゅけょうてくぇすぇ 

おさぇえくぇ ちっくぇ いぇ おうかけゅさぇき さけいけゃけ きぇしかけ ょぇ くぇょきうくっ さっおけさょくぇすぇ 
けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おけはすけ しすうゅくぇ ょけ 6600-6800 っゃさけ いぇ おうかけ
ゅさぇき さけいけゃけ きぇしかけ くぇ しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう. [っゅうしすさうさぇくう ぉはたぇ う 
っょうくうつくう こさけょぇあぉう くぇ くうゃぇ くぇょ 7000 っゃさけ. 
╁うしけおぇすぇ ちっくぇ くぇ さけいけゃけすけ きぇしかけ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しすぇくぇ こさう

つうくぇ つぇしす けす くっゅけ う おなき きけきっくすぇ ょぇ すなさしう しゃけうすっ おせこせゃぇつう. 
《ぇおす, おけえすけ くっ こさうすっしくはゃぇ さけいけこさけういゃけょうすっかうすっ, すなえ おぇすけ ぉなか
ゅぇさしおけすけ さけいけゃけ きぇしかけ っ し せくうおぇかくう おぇつっしすゃぇ う っ ょけおぇいぇかけ しゃけは
すぇ ゃうしけおぇ ちっくぇ.
╃けぉさぇ さっおけかすぇ う しさっょっく ょけぉうゃ きっあょせ 300 う 500 おゅ さけいけゃ ちゃはす 

けす ょっおぇさ けつぇおゃぇす すぇいう ゅけょうくぇ さけいけこさけういゃけょうすっかうすっ.
′うおけえ けす すはた, けぉぇつっ, くっ しっ くぇっきぇ ょぇ こさけゅくけいうさぇ ょぇかう おぇきこぇくう

はすぇ こけ こさうぉうさぇくっすけ くぇ さけいけゃうは ちゃはす とっ こさけょなかあう ょけ おせかきうくぇ
ちうはすぇ くぇ すぇいゅけょうてくうは ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ - 8 のくう. 
╆ぇさぇょう きぇかおけ こけ-さぇくくけすけ しすぇさすうさぇくっ くぇ おぇきこぇくうはすぇ いぇ ぉさぇ

くっ くぇ さけいけゃうは ちゃはす しなとっしすゃせゃぇす けこぇしっくうは, つっ いぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ 
さけいぇすぇ ゃ きぇしうゃうすっ ゃっつっ きけあっ う ょぇ くはきぇ さけいう. ╁しうつおけ いぇゃうしう 
けす ゃさっきっすけ, おぇすっゅけさうつくう しぇ さけいけこさけういゃけょうすっかうすっ う ょけぉぇゃはす, つっ 
おなき きけきっくすぇ すけ さぇぉけすう ゃ こけかいぇ くぇ ょなかゅぇ おぇきこぇくうは し きくけゅけ ちゃはす. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨ てそくけ たひて „╊さつたかちてせあ“ たそおさちかたあ くあ としてちあすあちあてそせかぬあ

751 ょっこせすぇすう う し ゅかぇしぇ しう 
とっ けこさっょっかはす こけしけおぇすぇ くぇ 
さぇいゃうすうっ くぇ ╄ゃさけこぇ, しかっ-
ょけゃぇすっかくけ う くぇ ╀なかゅぇさうは, 
いぇ ゅけょうくう くぇこさっょ.
╆ぇょぇゃぇき しう ゃなこさけしう: 

„╁しうつおけ すけゃぇ うくすっさっしせゃぇ 
かう きっ ? ╃ぇ けすうょぇ かう ょぇ ゅかぇ-
しせゃぇき ?”
╃┿ - いぇとけすけ とっ せこさぇあくは 

おけくしすうすせちうけくくけすけ しう こさぇ-
ゃけ くぇ ゅかぇし;
╃┿ - いぇとけすけ うしおぇき せし-

こってくけ ょぇ ぉなょぇす いぇゃなさてっくう 
ゃしうつおう こさけっおすう, そうくぇくしう-
さぇくう し っゃさけこっえしおう こぇさう, 
こけ おけうすけ ぇおすうゃくけ さぇぉけすう 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╇ ょぇ 
ぉなょぇす けすゃけさっくう くけゃう いぇ 
こっさうけょぇ ょけ 2020 ゅけょうくぇ. 
╇しおぇき ょぇ ゃうょは きけは, くぇてうは 
ゅさぇょ けとっ こけ-こさうゃっすかうゃ.
╃┿ - いぇとけすけ きくけゅけ うしおぇき 

きかぇょっあうすっ ょぇ うきぇす ゃない-
きけあくけしす ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇす 
し けくけゃぇ, おけっすけ しぇ せつうかう, 

おけっすけ きけゅぇす う けぉうつぇす, すせお, 
ゃ ╀なかゅぇさうは, ぇ くっ こけ つせあょう 
ょなさあぇゃう.
╉ぇお ょぇ ういぉっさぇ いぇ おけゅけ ょぇ 

ゅかぇしせゃぇき? ╉けう う おぇおゃう しぇ 
きけうすっ おぇくょうょぇすう, おけうすけ 
ょぇあっ きけゅぇ ょぇ こさっこけょさっょは し 
けすきっすおぇ ゃ ぉのかっすうくぇすぇ ?
¨すゅけゃけさなす っ ゃ っょくぇ ょせきぇ - 

╃¨╉┿╆┿′╇  ╄╉]‶╄[〈╇ .
』っすぇ きくけゅけぉさけえくうすっ うきっくぇ 

ゃ かうしすうすっ くぇ こぇさすうう, おけぇかう-
ちうう, くっいぇゃうしうきう おぇくょうょぇすう. 
╂かっょぇき おかうこけゃっ こけ すっかっゃう-
いうはすぇ. [ぇいょぇゃぇす きう かうしすけゃおう 
くぇ せかうちぇすぇ... ╇ すなさしは ╊╇』-
′¨]〈╇:
- ] こさけそっしうけくぇかくう ういはゃう う 

けこうす ゃ きっあょせくぇさけょくうすっ そう-
くぇくしう う うおけくけきうつっしおう けすくけ-
てっくうは;
- ]  こけかうすうつっしおう けこうす う 

せきっさっくう ういはゃう;
- ]  っいうおけゃぇ こけょゅけすけゃおぇ;
- ]  はしくう う けすおさうすう こけしかぇ-

くうは, さぇいせきっく う こさっきっさっく うい-

おぇい;
- ] うょっう - し おぇおゃけ おけくおさっす-

くけ とっ ょけこさうくっしぇす せすさっ ょぇ っ 
こけ-ょけぉさっ けす ょくっし;
- ‶ぇすさうけすう, くぇ おけうすけ ょぇ 

こけゃはさゃぇき.
╉ぇおゃけ けつぇおゃぇき けす ぉなかゅぇさ-

しおうすっ ょっこせすぇすう: ‶ぇさすうえ-
くけ-こけかうすうつっしおけすけ こさけすう-
ゃけこけしすぇゃはくっ „ょぇ ゅけ けしすぇゃはす 
ゃおなとう”. ╄ゃさけこっえしおうはす こぇさ-
かぇきっくす くっ っ ぉなかゅぇさしおけすけ 
′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ. ′ぇえ-こけ-
しかっ ょぇ ぉなょぇす っょうくくう, おけゅぇ-
すけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ いぇとうすぇゃぇす 
うくすっさっしうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは. 
╂っけこけかうすうつっしおけすけ きはしすけ 
くぇ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ  ういうしおゃぇ 
せきっくうっ ょぇ ゅかっょぇす う くぇ うい-
すけお, う くぇ いぇこぇょ.  ╃ぇ しっ ぉけ-
さはす ょぇ こけかせつぇゃぇきっ くっ こけきけ-
とう, ぇ うくゃっしすうちうう けす ゃしうつおう 
ゃないきけあくう ういすけつくうちう - いぇ 
さぇいゃうすうっ う さなしす くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ うおけくけきうおぇ; いぇ こけゃっ-
つっ う くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ; いぇ 

おけくおせさっくすくけしこけしけぉくけしす; 
いぇ つうしすぇ けおけかくぇ しさっょぇ. ╆ぇ-
とけすけ しぇきけ こさう しうかくぇ うおけ-
くけきうおぇ とっ うきぇ さっぇかくぇ しけ-
ちうぇかくぇ こけかうすうおぇ - こけゃっつっ 
しさっょしすゃぇ いぇ いょさぇゃっ, おせかすせ-
さぇ, けぉさぇいけゃぇくうっ, しこけさす.
】╄ ╂╊┿]〉╁┿╋. ╂かぇしせ-

ゃぇえすっ う ゃうっ! ╃ぇ くっ けしすぇゃは-
きっ ょさせゅ ょぇ ういぉうさぇ ゃきっしすけ 
くぇし.
╃ぇ ういぉっさっき し ゅかぇしけゃっすっ 

しう すぇおうゃぇ たけさぇ, おけうすけ し 
うくうちうぇすうゃぇすぇ しう ゃ ╄ゃさけ-
こぇ とっ しこけきけゅくぇす ╀なかゅぇさうは 
せしおけさっくけ う せしこってくけ ょぇ しっ 
こさうょゃうあう  こけ-くぇこさっょ ゃ 
しこうしなおぇ くぇ っゃさけこっえしおけすけ 
しっきっえしすゃけ, いぇとけすけ さけょう-
くぇすぇ くう ゅけ いぇしかせあぇゃぇ. ╇ いぇ 
ょぇ あうゃっっき くうっ, けぉうおくけゃっ-
くうすっ たけさぇ, こけ-ょけぉさっ . 
╃┿ ╂╊┿]〉╁┿╋╄ くぇ 25 

╋┿╈!

╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ

こけすっくちうぇか くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おぇすけ ゅさぇょ しなし しうかくう こさけ-
そっしうけくぇかくう しちっくうつくう こけ-
しすうあっくうは. 
╆ぇ さぇぉけすぇ しう ゃなさたせ けさう-

ゅうくぇかくぇすぇ きせかすうきっょうは ╃っ-
かはく おぇいゃぇ, つっ っ  うくすっさっしくけ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ いぇ しぇ-
きうは くっゅけ, すなえ おぇすけ しないょぇ-
ゃぇ くぇしすさけっくうっ, おけっすけ うき-
こけくうさぇ くぇ しかせつゃぇとけすけ しっ 
くぇ しちっくぇすぇ. ╆ぇ けしくけゃぇ くぇ 
きせかすうきっょうはすぇ しぇ ういこけかい-
ゃぇくう 7 しくうきおう くぇ そけすけ-
ゅさぇそうすっ ╉けかぬけ う ╇さっくぇ 
‶っえつっゃう くぇ ちぇさうちぇすぇ くぇ 
ちゃっすはすぇ – さけいぇすぇ, ゃ さぇい-
かうつくうすっ え そけさきう う っすぇこう, 
おぇすけ おせかきうくぇちうはすぇ っ さけいぇ 
ょぇきぇしちっくぇ. ]なし しさっょしすゃぇ-
すぇ くぇ おけきこのすなさくうすっ すった-
くけかけゅうう しっ こけかせつぇゃぇ くっゃっ-
さけはすっく っそっおす う ゃくせてっくうっ 
けす こさけっおすうさぇくっすけ  くぇ さぇい-
かうつくう っかぇしすうつくう ぉうくすけゃっ, 
さぇいおぇいぇ いぇ こさけっおすぇ こさっょ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ╃っかはく 
〈っくっゃ. 
41-ゅけょうてくうはす ╃っかはく っ 

つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさ-
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお” けす しぇきけすけ 
え しないょぇゃぇくっ. ╀ぇとぇ っ くぇ 
ょゃっ ょっちぇ, ぇ しなこさせゅぇすぇ きせ 
]ゃっすかぇ っ つぇしす けす おけかっお-
すうゃぇ くぇ „┿さしっくぇか”. ╇きぇ 
ょゃぇきぇ しうくぇ. ╃っかはく 〈っくっゃ 
っ すったくうつっしおう ょうさっおすけさ くぇ 
〈っかっゃういうは ‶[╄]] 〈╁ う くぇ 
さぇょうけ „ ╁うし ゃうすぇかうし” けす 
しぇきけすけ うき しないょぇゃぇくっ. 
╆ぇ すっぇすさぇかくうは おけかっお-

すうゃ くぇ けぉとうくしおうは すっぇすなさ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお こけょおさっこぇすぇ う 
いぇおせこせゃぇくっすけ くぇ ぉうかっすう いぇ 
すけいう しこっおすぇおなか っ けす けしけ-
ぉっくけ いくぇつっくうっ, こさっょゃうょ う 
しかけあくぇすぇ そうくぇくしけゃぇ けぉ-
しすぇくけゃおぇ, ゃ おけはすけ しなとっしす-
ゃせゃぇ う さぇぉけすう すっぇすなさなす ゃ 
こけしかっょくうすっ 2 きっしっちぇ. ¨す 
25-すう きぇさす すけえ  っ ぉっい そう-
くぇくしうさぇくっ けす しすさぇくぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ いぇさぇょう くぇかけあっく 
いぇこけさ けす しすさぇくぇ くぇ ′ぇさけょ-
くけ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ 1860” 
くぇ こかぇとぇくうはすぇ おなき すっぇすな-
さぇ こけさぇょう そうくぇくしけゃう こさっ-
すっくちうう しなし しすぇさぇ ょぇすぇ. ‶け 
おぇいせしぇ しっ ゃけょはす こけさっょうちぇ 
ょっかぇ. 
╀うかっすなす いぇ こさっきうっさぇすぇ 

くぇ 27-きう きぇえ っ 8 かっゃぇ. 
 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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おぇすけ しさけおなす いぇ すけゃぇ ぉっ ょけ 
しさっょぇすぇ くぇ ぇこさうか.
]さっょ  けぉしなあょぇくうすっ こさっょ-

かけあっくうは しぇ うきっくぇすぇ くぇ 
ぉぇかっすくうは こっょぇゅけゅ ┿かかぇ 
┿くゅっかけゃぇ, くぇ 』せょけきうさけゃぇ-
すぇ こかっきっくくうちぇ う けぉとっしす-
ゃっくうつおぇ, ぇおすうゃっく ょっっち くぇ 
おせかすせさぇすぇ しなし いくぇつうき こさう-
くけし いぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ょせ-
たけゃくぇ こぇきっす ╊うかうは ╃うきう-
すさけゃぇ, ぇおすさうしぇすぇ ╂なかなぉうくぇ 
╋うたぇえかけゃぇ う そけすけゅさぇそ-たせ-
ょけあくうおぇ ┿かっおしぇくょなさ ╇ゃぇ-
くけゃ, いぇしくっか ╀なかゅぇさうは けす 
„こすうつう こけゅかっょ”. ]さっょ こさっょ-
かけあっくうはす くはきぇ こさっょしすぇゃう-
すっか くぇ ぉういくっしぇ うかう ょさせゅぇ, 
さぇいかうつくぇ けす おせかすせさぇすぇ, 
しそっさぇ. ]こけさっょ いぇこけいくぇすう, 

けぉしなあょぇくっすけ くぇ うきっくぇすぇ くっ 
っ きうくぇゃぇかけ ゅかぇょおけ ゃ さぇいかうつ-
くうすっ おけきうしうう くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす. 
‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇ-

いぇくかなお う ゃこうしゃぇくっ ゃ ‶けつっす-
くぇすぇ おくうゅぇ しぇ ょゃっすっ ゃうしけおう 
きけさぇかくう けすかうつうは, し おけうすけ  
しっ せょけしすけはゃぇす ゅさぇあょぇくう くぇ 
けぉとうくぇすぇ し こさうくけし う いぇしかせ-
ゅう いぇ くっえくけすけ さぇいゃうすうっ ゃ 
さぇいかうつくう しそっさう. 
╉けえ とっ っ すぇいゅけょうてくうはす ‶け-

つっすっく ゅさぇあょぇくうく, とっ しすぇくっ 
はしくけ くぇ すなさあっしすゃっくぇすぇ しっ-
しうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おけはすけ とっ しっ こさけ-
ゃっょっ くぇ 6-すう のくう. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

しすぇゃう 6 さっおけさょぇ, けす おけうすけ - 
しゃっすけゃっく くぇ 6-ょくっゃくけ ぉはゅぇくっ 
ゃなゃ ゃないさぇしすけゃぇすぇ ゅさせこぇ, し こけ-
しすうあっくうっ けす 674,138 おき. う 5 
くぇちうけくぇかくう くぇ 12, 24 –つぇしぇ 
う くぇ 6 –ょくっゃくけ ぉはゅぇくっ. 
〈ぇいゅけょうてくけすけ きぇさぇすけくしおけ 

ぉはゅぇくっ っ くぇ ういおかのつうすっかくけ 
ゃうしけおけ くうゃけ, すなえ おぇすけ ゃ くっゅけ 
しぇ せつぇしすゃぇかう くぇえ-っかうすくうすっ 
せかすさぇきぇさぇすけくちう くぇ 6-ょくっゃくけ 
ぉはゅぇくっ ゃ しゃっすぇ, しさっょ おけうすけ 
ゃしうつおう くぇしすけはとう しゃっすけゃくう 
さっおけさょぬけさう ゃなゃ ゃないさぇしすけゃう-
すっ ゅさせこう. ]さっょ せつぇしすゃぇとうすっ 
ゃ きぇさぇすけくぇ しぇ ぉっゅぇつう けす 4 
おけくすうくっくすぇ, おぇすけ 8 けす せつぇし-
すくうちうすっ しぇ  いぇこうしぇかう う かうつくう 
こけしすうあっくうは くぇょ 800 おき. いぇ 6 

ょくう.
╀っいしこけさっく そぇゃけさうす っ ╁けか-

そゅぇくゅ 【ゃっさお けす ╂っさきぇくうは し 
こさけぉはゅぇくう 1010 おき.いぇ 6 ょくう. 
[っおけさょぬけさ う こけぉっょうすっか くぇ さっ-
ょうちぇ 6-ょくっゃくう ぉはゅぇくうは ゃおかの-
つうすっかくけ ゃ ╀ぇかぇすけくそのさっょ こさっい 
こけしかっょくうすっ 2 ゅけょうくう. 〈けえ っ さっ-
おけさょぬけさ う くぇ くぇえ-ょなかゅけすけ ぉは-
ゅぇくっ ゃ しゃっすぇ 3100 きうかう ( 4989 
おき.), こけょけぉさはゃぇえおう しすぇさうは さっ-
おけさょ し こけゃっつっ けす 6 ょくう ! ]さっょ 
すけいう しゃっすけゃっく っかうす うきぇ う っょうく 
ぉなかゅぇさうく – さけょっくうはす ゃ 』うさこぇく 
おぇいぇくかなつぇくうく [ぇょう ╋うかっゃ.
╆ぇ こけさっょっく こなす ょぇく ゃ くっゅけゃけすけ  

いぇぉっかっあうすっかくけ せつぇしすうっ うきぇす う 
けす „╃あっくっさぇかう” – ╀なかゅぇさうは, 
おけきこぇくうは, おけはすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ 
さなおけゃけょう けす ╉さぇしうきうさぇ 》ぇさう-
いぇくけゃぇ, つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお, いぇき. こさっょしっょぇすっか くぇ  
‶╉ こけ おせかすせさぇ う うくそけさきぇちうけく-
くう しさっょしすゃぇ ゃ ¨ぉとくしおうは しなゃっす. 
╆ぇしすさぇたけゃおぇ „ ╆かけこけかせおぇ” っ 
ぉっいゃないきっいょくうはす こさうくけし, おけえすけ 
けす „╃あっくっさぇかう” けしうゅせさはゃぇす くぇ 
[ぇょう ╋うかっゃ いぇ くっゅけゃうすっ ぉはゅぇ-
くうは. ′っ ゃっょくなあ けす „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお” しぇ  こけょおさっこはかう う 
そうくぇくしけゃけ  せつぇしすうは くぇ せかすさぇ-
きぇさぇすけくっちぇ ゃ さぇいかうつくう しなしすっ-
いぇくうは. ]かっょゃぇとけすけ こさっょしすけ-
はとけ ぉはゅぇくっ  くぇ [ぇょう しなとけ とっ 
ぉなょっ し すぇおぇゃぇ こけょおさっこぇ. 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

『╅╆《【╊ぅ《【《 〈《〈¨ぁ╊
[ぇあょぇくっすけ くぇ ゃっしすくうおぇ っ しぇきけ いぇ 9 ょくう 

- けす うょっはすぇ ょけ  こなさゃうは ぉさけえ. ╆ぇ ゃっしすくうおぇ 
╃っかはくぇ おぇいゃぇ “╃ぇ!“, くけ しぇきぇ くっ しう ゃはさゃぇ. 
]なし しゅかけぉはゃぇくっすけ くぇ っおうこぇ, けぉぇつっ, くっとぇ
すぇ しっ こけかせつぇゃぇす. ‶なさゃうはす ぉさけえ しっ しなぉうさぇ せ 
すはた - っょくぇ ゃっつっさ ゃ ぇこぇさすぇきっくすぇ ゃ ╇いすけつくけ
すけ. ╃くっし ゅかぇゃくうはす さっょぇおすけさ ╃っかはくぇ, おぇおすけ う 
ゃしうつおう けす っおうこぇ, っ とぇしすかうゃぇ, つっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
すけゃぇ ゃっつっ っ ゃっしすくうおなす し くぇえ-ゃうしけお すうさぇあ, 
くぇえ-つっすっくうはす ゃっしすくうお. ′け こさっょう ょぇ しっ しかせつう 
すけゃぇ, ╃っかはくぇ さうしおせゃぇ. ╇ ゃ すけゃぇ っ っょくぇ けす 
すぇえくうすっ くぇ くっえくうは くぇこさっょなお. ′はきぇ くぇゅさぇ
ょう ゃ あせさくぇかうしすうおぇすぇ - しぇきけ っょくぇ てっゅけゃうすぇ 
„╊のすぇ つせておぇ“ う っょくぇ けす „╃ぇさうお“. ′け くっえくけ 
さぇいしかっょゃぇくっ いぇ しのかっえきぇくょあううすっ っ こさっゃっ
ょっくけ くぇ 6 っいうおぇ; くっえくうすっ くけゃうくう ょっしっすおう 
こなすう しぇ ぉうかう こなさゃう ゃ っそうさぇ; くっえくうすっ こけかう
すうつっしおう うくすっさゃのすぇ しぇ いくぇおけゃう, ぇ ちゃっすくうすっ 
う しかけゃっしくう こけさすさっすう くぇ たけさぇすぇ けす ╃けかうくぇすぇ 
- いぇこけきくはとう しっ. ╅せさくぇかうしす, おけえすけ くっ しこうさぇ 
ょぇ こうすぇ くぇ こさっしおけくそっさっくちうう, おけえすけ いぇょぇ
ゃぇ くっせょけぉくう ゃなこさけしう, ╃っかはくぇ こけきくう こけつすう 

し せあぇし こなさゃけすけ しう けすさぇいはゃぇくっ くぇ しっしうは くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ╉ぇすけ こけこぇょくぇかぇ ゃ くっ
ぉさぇくけ かけいっ, すは すさっしおぇゃけ こうすぇかぇ しっょはとうは ょけ 
くっは し ゃうてくっゃけすけ しぇおけ: “〈けいう おけえ っ? ¨くいう 
おけえ っ?..“. 』けゃっおなす, おけえすけ つうくくけ けすゅけゃぇさはか, 
ぉうか... しぇきうはす おきっす - ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ!

‶なさゃけすけ こさっょぇゃぇくっ くぇ ╃っかはくぇ ぉうかけ 
いぇ つうしすけすぇすぇ

〈っきぇすぇ しなゃしっき こさうかはゅぇかぇ くぇ つうしすぇつおぇすぇ けす 
„┿さしっくぇか“... ╀うかけ くぇ いぇこうし - きぇかおけ こさっょう 
きけきうつっすけ し さけいけゃうすっ けぉせゃおう, ぉはかぇすぇ こさっし
すうかおぇ う きっすかぇすぇ, ょぇ くぇこせしくっ こさっい ]っゃっさくうは 
こけさすぇか. ╋うしかっかぇ, つっ っ いぇゃうくぇゅう, くけ しっ ゃさな
とぇ こけつすう 20 ゅけょうくう こけ-おなしくけ ゃ さっょぇおちうは
すぇ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ - ゃっつっ こさっい 『っく
すさぇかくうは ゃたけょ. ╁ „┿さしっくぇか“ ╃っかはくぇ けすすけゅぇゃぇ 
は こけきくはす, くっ しぇきけ おぇすけ きけきうつっすけ し ぉはかぇすぇ 
きぇくすぇ, おけっすけ ゃしっ つっすっ, おけゅぇすけ くっ きっすっ. ‶けき
くう しっ くっえくぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ しゃぇすぉぇ, くぇ おけはすけ 
しっ ういしうこぇかう くぇえ-ゃっつっ おけかっゅう - けさなあっえくうちう, 
とけすけ う ょゃぇきぇすぇ し [せきっく - しなこさせゅなす, さぇぉけすう
かう ゃ ╆ぇゃけょ 5. ╁しなとくけしす, しなぉうさぇ ゅう いぇ ぉさぇおぇ 
はこけくしおうはす しこっちうぇかうしす ぅきぇょぇ. ╀うかけ ゃさっきっすけ 
くぇ はこけくちうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 5. ╉けうすけ すぇおぇ う くっ しっ 
くぇせつうかう おぇお ょぇ こうはす さぇおうは, ぉっい ょぇ しっ くぇこう
ゃぇす... ╃けさう う くぇ しゃぇすぉう. ]ゃぇすぉぇすぇ っ くぇ 13-すけ 
つうしかけ. ╉ぇすけ ゃしうつおう ゃぇあくう くっとぇ ゃ あうゃけすぇ くぇ 
╀けぉっゃぇ. „ぅきぇょぇすぇ きっ けあっくう...“ - ゃうょはか, つっ っ 
すなあくぇ, こさけこせしおなす え ぉうか こさうぉさぇく すけつくけ こさっ
ょう ょぇ ういかっいっ いぇ しさっとぇ し [せきっく... ぅきぇょぇ ゃっょ
くぇゅぇ くぇきうさぇ くぇつうく う ╃っかはくぇ ういかういぇ こさっい 
こけさすぇかぇ, くけ こけかせつぇゃぇ たっさこっし けす すさっゃけあくけすけ 
つぇおぇくっ: [せきっく くっとけ いぇおなしくはゃぇ...?  ┿ きけきつっ
すけ ぉうかけ くぇ しさっとぇ し ぉなょっとぇすぇ しう すなとぇ: けすう
てなか ょぇ こけうしおぇ さなおぇすぇ くぇ ゅけょっくうちぇすぇ, おぇおすけ 
きせ っ さっょなす. „¨あっくうた しっ こけ かのぉけゃ いぇ ぇさしっくぇ

かっち...“, ゃないょうてぇ ╃っかはくぇ. ╆ぇ すっあおうすっ きけ
きっくすう おぇいゃぇ: “╀かぇゅけょぇさくぇ しなき くぇ きなあぇ しう, 
つっ しすけう すうたけ う つぇおぇ ょぇ きう きうくっ“.   

9 ゅけょうくう ╃っかはくぇ さぇぉけすう ぉっい ょっく 
こけつうゃおぇ

〈は っ こなさゃうはす さっこけさすっさ ゃ ╉ぇいぇくかなお, けしきっ
かうか しっ ょぇ さぇぉけすう ぉっい こけしすけはくっく すさせょけゃ ょけ
ゅけゃけさ - „くぇ こぇさつっ“. [ぇぉけすぇすぇ „くぇ こぇさつっ“ くっ 
いくぇっ ょっく う くけと, ょっかくうお う こさぇいくうお, ╃っかはくぇ 
くはきぇ ょけさう けそうし... 〈なさつう ょけ ゃおなとう ょぇ こうてっ, 
しこうさぇ こさう こさうはすっかう... ╀はゅぇ こけ しなぉうすうは. 
[っかぇおしなす? – きうっ こさけいけさちう う こさぇゃう おせおかう. 
╇ すぇおぇ: けす 2000-すぇ ょけ 2009-すぇ. ]うゅせさくけ 
いぇすけゃぇ ╃っかはくぇ おぇいゃぇ: “》けさぇすぇ すっ ゃないこさうっ
きぇす おぇすけ たけょっとぇ うくそけさきぇちうけくくぇ ぇゅっくちうは, 
くけ くっ いくぇはす おぇおゃけ すう っ..., こけくはおけゅぇ くっ すう 
しっ ゅけゃけさう.“ ′ぇ ╃っかはくぇ くっ え しっ ゅけゃけさう いぇ 
すけゃぇ, つっ ょさないゃぇす ょぇ は けちっくはゃぇす たけさぇ, くっこ
さけつっかう う こっす おくうゅう ゃ あうゃけすぇ しう; つっ ╉ぇいぇく
かなお „うきぇ くっゃっさけはすくぇすぇ しこけしけぉくけしす ょぇ しっ 

しぇきけせぉうゃぇ, 
おぇすけ すさけゃう 
しけぉしすゃっくう
すっ しう たけさぇ 
う っ けぉさっつっく 
くぇ きういっさうは, 
いぇとけすけ ゅけ 
くはきぇ おけしきけ
こけかうすくうはす 
ょせた“. ╉ぇいぇく
かなつぇくう ゃしっ 
すなさしはす おけゅけ 
ょぇ けつっさくはす, 
っ すなあくぇすぇ 
さぇゃくけしきっす
おぇ: „╀けぉっゃぇ 
くぇ 45“. ¨す 
すぇいう さぇゃ
くけしきっすおぇ は 
ぉけかう. ╆ぇすけ
ゃぇ ╃っかはくぇ 
ゃしっ こけ-つっし
すけ しっ しおさう
ゃぇ: “′ぇ
こ け し か っ ょ な お 
ゃっつっ いくぇき 
ゃさぇゅけゃっすっ 
しう, くけ くっ 
いくぇき こさうは
すっかうすっ しう“. 
╃っかはくぇ うきぇ 
こ さ っ ょ う き
しすゃけすけ ょぇ 
いくぇっ おぇおゃけ 

きうしかはす ょさせゅうすっ いぇ くっは: “╋うしかはす, つっ しなき ゃは
すなさくうつぇゃぇ, くけ すけゃぇ きっ ぇきぉうちうさぇ“. ╀けぉっ
ゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ っ しせっゃっさくぇ. ‶さっょう ゃさっきっ 
ゅぇょぇすっかおぇ え おぇいゃぇ, つっ とっ こけさぇしくっ っょゃぇ 
くぇ 59. ╃けすけゅぇゃぇ ╃っかはくぇ とっ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ こさっこさけつうすぇ „╋っつけ ‶せた“, たぇさっしゃぇえおう 
あうゃけすぇ しう う けすおぇいゃぇえおう ょぇ こけさぇしくっ. 】っ 
しなぉうさぇ おなしきっすつっすぇ けす おぇそっ /うきぇ ゃっつっ 
くぇょ 4 000!/, とっ おけかっおちうけくうさぇ てぇかつっすぇ /
しなぉさぇかぇ っ ゃっつっ 149!/, とっ くう ういくっくぇょゃぇ 
こけ せかうちうすっ し くはおけは ちゃっすくぇ ぉさけておぇ うかう 
てぇこおぇ, とっ ゅさっっ こけ しゃっすしおうすっ しぉうさおう ゃ 
しゃけえ くっこけょさぇあぇっき しすうか..., とっ は ゃうあょぇ
きっ し さなつくけ くぇくういぇく ぇさけきぇすっく  ゅっさょぇく  くぇ 
ゃしっおう ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ. ′ぇえ-ちっくくけすけ, 
おけっすけ こさうすっあぇゃぇ, とっ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ 
ぉなょぇす おけきこのすなさなす う すっそすっさなす /“〈けかおけゃぇ 
きくけゅけ しなき さぇぉけすうかぇ, ぇ くはきぇき くうとけ きけっ, 
しぇきけ こけかいゃぇすっか しなき くぇ しうくおけゃぇすぇ おなとぇ ゃ 
╄くうくぇ...“/. 】っ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ きっつすぇっ こけょ 
きぇしおぇすぇ くぇ くっさっぇかういうさぇく っきうゅさぇくす  っょうく 
ょっく ょぇ ゃうょう けす ゃうしけおけ ]すぇすせはすぇ くぇ ]ゃけぉけ
ょぇすぇ, ょぇ しっ くぇせつう ょぇ こかっすっ くぇ っょくぇ おせおぇ, 
ょぇ けすょっかう ちはか きっしっち いぇ きけさっ! 】っ こさけょなか
あぇゃぇ ょぇ ぉなょっ きっしすくぇすぇ ╀さうょあうす ╀ぇさょけ, 
ういゃっしすくぇ ゃ ぉかけおぇ し っょくぇ おけすおぇ ゃおなとう う 
けとっ すさう „くぇ こけさちうけく“ こさっょ ゃさぇすぇすぇ くぇ 
ぇこぇさすぇきっくすぇ. 】っ ゃはさゃぇ ゃなゃ ╁ないきっいょうっすけ: 
ゃしうつおけ しっ こかぇとぇ. [ぇぉけすっとけすけ きけきうつっ ╀け
ぉっゃぇ うしおぇ ょぇ さぇぉけすう, ょけおぇすけ っ あうゃぇ. ╆ぇ 
ょぇ こさけょなかあう ょぇ しぉなょゃぇ くぇこうしぇくけすけ かうつくけ 
こけしゃっとっくうっ ゃなさたせ こなさゃうは かうしす けす おくうゅぇ 
くぇ ╊ぇょぇ ╂ぇかうくぇ こさう くっえくぇ しさっとぇ  こさっょう 
ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか“: „′ぇ ╃っかはくぇ! ] くぇょっあ
ょぇ, つっ っょうく ょっく とっ こさっゃなさくっ あうゃけすぇ しう ゃ 
こうしぇくっ.“

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ごÑó ó çó¢

¨さゅぇくういうさぇくう さけいけぉっさう いぇ 
すせさうしすう し ぇすさぇおすうゃくぇ そけか
おかけさくぇ こさけゅさぇきぇ: 

24 きぇえ  - [けいけぉっさ, し. ╉なくつっゃけ 
25 きぇえ – [けいけぉっさ, し. ╂けさくけ 

╇いゃけさけゃけ
31 きぇえ – [けいけぉっさ, し. [けいけゃけ 
1 のくう - [けいけぉっさ, し. ╂けさくけ 

』っさおけゃうとっ
7 のくう – [けいけぉっさ, し. [なあっくぇ 
8 のくう - [けいけぉっさ, さけいけゃう ゅさぇ

ょうくう おさぇえ ╉ぇいぇくかなお, こけしけおぇ 
╄くうくぇ, さうすせぇか „[けいけぉっさ う さけいけ
ゃぇさっくっ”

‶さぇいくうつくけ おぇさくぇゃぇかくけ 
てっしすゃうっ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, 
8-きう のくう, くぇつぇかけ 12 つぇしぇ. 
こか. „]っゃすけこけかうし” 

24-すう きぇえ, 20 つぇしぇ, こか. „]っゃ
すけこけかうし” - ¨すおさうすぇ しちっくぇ-おけく
ちっさす くぇ ]うかゃうは ╉ぇちぇさけゃぇ 
28-きう きぇえ, 19 つぇしぇ, ╃╉ „┿さ

しっくぇか” - おけくちっさす くぇ ぇくしぇきぉなか 
„╆ぇゅけさっ”
30-すう きぇえ, 10 つぇしぇ, こか. „]っ

ゃすけこけかうし” - ¨すおさうすぇ しちっくぇ - 
』っすゃなさすう くぇちうけくぇかっく こさっゅかっょ 
くぇ そけかおかけさくうすっ ぇくしぇきぉかう くぇ 
′ぇちうけくぇかくぇすぇ しっおちうは くぇ 『╇¨《 
- ╀なかゅぇさうは
30-すう きぇえ, 11 つぇしぇ, こけ こなすは 

╅さぬかせてけ そて たちそえちあすあてあ せあ 》ちあくせけさあ せあ ちそくあてあ 2014 えそおけせあ 

*  *  *  *  *  *  * 

いぇ ╉さなくしおけすけ たぇくつっ - ′ぇちうけ
くぇかっく すせさくうさ こけ こかぇあっく ゃけ
かっえぉけか - けすおさうゃぇくっ
30-すう きぇえ, 20.30 つぇしぇ, こか. 

„]っゃすけこけかうし”  - ╋っあょせくぇさけ
ょっく そっしすうゃぇか くぇ ぇくうきぇちうけく
くうは そうかき ,,╆かぇすっく おせおっさ”
1-ゃう のくう, 18.00 つぇしぇ, こか. 

„]っゃすけこけかうし” - 【けせ-おけくおせさし 
いぇ ういぉけさ くぇ „╋うくう  『ぇさうちぇ 
[けいぇ” 
5-すう のくう, 11.00 う 16.00 

つぇしぇ, こか. „]っゃすけこけかうし”  - 
《っしすうゃぇか くぇ ゃけっくくうすっ ょせたけ
ゃう けさおっしすさう 
5-すう のくう, 18,30 つぇしぇ, こか. 

„]っゃすけこけかうし” -  ╆〉╋╀┿-きぇさぇ
すけく - ′ぇちうけくぇかくぇ しさっとぇ くぇ 
うくしすさせおすけさうすっ こけ いせきぉぇ
6-すう のくう, 10 つぇしぇ, こか. „]っ

ゃすけこけかうし” -  ‶さぇいくうお くぇ ╉ぇ
いぇくかなお , ゃけょけしゃっす う ちっさっきけ
くうは こけ ういょうゅぇくっ くぇ いくぇきっすけ 
6-すう のくう, 11 つぇしぇ, しすぇょうけく 

„]っゃすけこけかうし” - ┿ゃすけういかけあっ
くうっ  - くけゃう おけかう
6-すう のくう, 21 つぇしぇ, こか. „]っ

ゃすけこけかうし” - おけくちっさす くぇ ╋うさけ
7-きう のくう, 9 つぇしぇ, ′』 ”╇し

おさぇ” - 《っしすうゃぇか くぇ ゃうくけすけ 
[けいっ 
7-きう  のくう, 10 つぇしぇ, こか. 

„]っゃすけこけかうし” -  ╋ぇあけさっすくけ 
てけせ 
7-きう のくう, 19 つぇしぇ, こか. 

„]っゃすけこけかうし” - おけくちっさす くぇ 
′うおけかうくぇ 』ぇおなさょなおけゃぇ 
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[『╅』《【╅【╅ ╊ 〉¨ぅ《 ╆╊′ 《╉】｠《【╇《『╊〉《』【
╋ぇえおぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 

2014 くっ ゃうあょぇ くうとけ 

おけえ いくぇっ おぇおゃけ さぇいかうつくけ, 
おけっすけ ょぇ けすかうつぇゃぇ しっきっえ
しすゃけすけ くぇ ╂っさゅぇくぇ けす ゃしはおけ 
ょさせゅけ けぉうおくけゃっくけ ぉなかゅぇさ
しおけ しっきっえしすゃけ. ╉ぇすけ ゃしうつ
おう さけょうすっかう し ぇぉうすせさうっくすう, 
ょゃぇきぇすぇ し ぉぇとぇすぇ ╁っくっかうく 
しぇ こけしさっとくぇかう ゅけしすう, いぇ ょぇ 
しっ こけさぇょゃぇす くぇえ-ぉかういおうすっ 
くぇ こけさぇしくぇかけすけ きけきうつっ. ‶け
きぇゅぇす, おぇおすけ こさっい ちっかうは しう 
あうゃけす, こけ さけょくぇ すさぇょうちうは, 
けしゃっく きぇきぇ う すぇすっ, しなとけ - 
ぉぇぉぇ う ょはょけ. [けょうすっかうすっ くぇ 
╉かぇさぇ しぇ ぇさしっくぇかちう – こっく
しうけくっさう. ╁ けすゅかっあょぇくっすけ う 
ゃないこうすぇくうっすけ くぇ しっゅぇてくぇすぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ こけきぇゅぇ う しゃっ
おなさゃぇすぇ くぇ ╉かぇさぇ. ‶さぇいくう
ちうすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ きうくぇゃぇす 
すうたけ, くけ こさうはすくけ, しこけょっかは 
╉かぇさぇ. ′け すけいう こなす しかせつぇ
はす っ ょさせゅ - しぇきけ ょっく しかっょ 
ういぉけさぇ くぇ ╂っさゅぇくぇ いぇ 『ぇ
さうちぇ [けいぇ しなゃしっき しかせつぇえくけ 
しっきっえくうはす こさぇいくうお しすぇゃぇ 
“ょゃっ ゃ っょくけ“. ╉けゅぇすけ ういぉさぇ
かう ょっくは いぇ こぇさすうすけ, くうおけえ 
う くっ こさっょこけかぇゅぇか, つっ こさっょ
くぇすぇ ゃっつっさ すはたくけすけ きけきうつっ 
とっ しこっつっかう ぉっいぇこっかぇちうけく
くけ こけょおさっこぇすぇ くぇ あせさう
すけ いぇ こさっしすうあくぇすぇ おけさけくぇ 
くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╉ぇすけ ゃしはおけ ぉなかゅぇさしおけ きけきう
つっ - ぇぉうすせさうっくすおぇ, ╂っさゅぇくぇ 
しなとけ こけかせつうかぇ きくけゅけ ちゃっすは 
う こけょぇさなちう. ╇ おぇすけ こけゃっつっ
すけ ょくってくう せきくう きけきうつっすぇ, 
すは しなとけ けすこさぇゃは くぇょっあょぇすぇ 
いぇ ぉなょっとっすけ しう おなき つせあょっし
すさぇくっく せくうゃっさしうすっす. ╇いぉうさぇ 
【けすかぇくょうは - いぇさぇょう ゃない
きけあくけしすすぇ ょぇ せつう こさけょせおすけゃ 
ょういぇえく ゃ ╂かぇいゅけせ う いぇさぇょう 
そぇおすぇ, つっ すぇき ゃっつっ うきぇ こさう
はすっかう う くっ くぇ こけしかっょくけ きはし
すけ - いぇさぇょう けつぇおゃぇくうはすぇ, つっ 
うきぇ ゃないきけあくけしす いぇ しすうこっく
ょうは こさう しかっょゃぇくっすけ. ]さなつ

╅『』╊〉╅] 《╆っ╇¨
』【¨》╊〉╉¨╅〉【』[╅ 》『《╈『╅〈╅
╆ぇこけつくぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ おぇくょうょぇすう いぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか”, 

おけうすけ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ とっ うきぇす けしう-
ゅせさっくけ さぇぉけすくけ きはしすけ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う 5-ゅけょうてっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ いぇ 
さぇぉけすぇ こけ しこっちうぇかくけしすすぇ. 
]すうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ っ つぇしす けす こけかうすうおぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ いぇ しけちう-

ぇかくぇ ぇくゅぇあうさぇくけしす う こけょおさっこぇ う てぇくし いぇ きかぇょうすっ おぇょさう くぇ そうさきぇすぇ. 
╆ぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか” きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす ゃしうつおう, いぇ-

ゃなさてゃぇとう しさっょくけすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ せつっくうちう けす おぇいぇくかなておうすっ せつう-
かうとぇ, ぉっい いくぇつっくうっ くぇ こさけそうかぇ うき. ╄ょうくしすゃっくけすけ せしかけゃうっ おなき ぉなょっ-
とうすっ しすうこっくょうぇくすう っ すっ ょぇ こさけょなかあぇす けぉせつっくうっすけ しう ゃ ‶かけゃょうゃしおうは 
すったくうつっしおう せくうゃっさしうすっす, おけえすけ っ つぇしす けす 〈〉 – ]けそうは, ゃなゃ そぇおせかすっすぇ 
„╋ぇてうくけしすさけっくっ う せさっょけしすさけっくっ”, しこっちうぇかくけしす „]すさっかおけゃけ けさなあうっ う 
ぉけっこさうこぇしう”. 
╆ぇ こっさうけょぇ くぇ けぉせつっくうっすけ しう ゃなゃ ゃうしてっすけ せつうかうとっ „┿さしっくぇか” とっ 

ういこかぇとぇ きっしっつくう しすうこっくょうう くぇ しすせょっくすうすっ う とっ こけっきぇ すったくうすっ しっきっ-
しすさうぇかくう すぇおしう. ╅っしすなす くぇ そうさきぇすぇ っ いくぇつうすっかくけ こっさけ いぇ ぉのょあっすぇ くぇ 
ゃしはおけ しっきっえしすゃけ しなし しすせょっくす.
╋けかぉう くぇ あっかぇっとうすっ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす ゃ しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ 

くぇ „┿さしっくぇか” しっ こさうっきぇす ゃしっおう ょっかくうつっく ょっく. 
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは  いぇ こさけゅさぇきぇすぇ う こけ ょさせゅう ゃなこさけしう, けすくぇしはとう 

しっ いぇ けぉせつっくうっすけ ゃ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす, きけあっすっ ょぇ こけかせつうすっ くぇ 
しかっょくうすっ すっかっそけくう: 0889 632 071, 0889 310 500 う 0431/631 33.
╉けけさょうくぇすけさ くぇ  しすぇあぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ っ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ – いぇき.-

ょうさっおすけさ こけ しこっちうぇかくう ゃなこさけしう くぇ „┿さしっくぇか”.
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

と¿íëí ぢñöëÜçí - ½íú¡íöí Öí ぴíëóîí づÜ£í 2014:

╇いぉけさなす くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2014, おけえすけ ゃなかくせゃぇ ╉ぇ
いぇくかなお こけ すさぇょうちうは, すぇいう ゅけょうくぇ しなし しうゅせさくけしす いぇ 
ぇさしっくぇかちう いくぇつう う くっとけ こけゃっつっ. 『ぇさうちぇ [けいぇ っ ぇさ
しっくぇかしおけ ょっすっ. 〈けゃぇ くっ しっ しかせつゃぇ いぇ こさなゃ こなす. ′け いぇ 
こさなゃ こなす  ゃ うしすけさうはすぇ くぇ おけくおせさしぇ うきぇきっ 『ぇさうちぇ し 
うしすうくしおぇ おさなゃくぇ ゃさないおぇ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ し ょさせゅけ 
きけきうつっ けす ちぇさしおぇすぇ しゃうすぇ, おけはすけ ゃけょう おぇいぇくかなつぇ
くう ゃ さぇょけしすくけすけ うき てっしすゃうっ いぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ: 
╂っさゅぇくぇ ‶っすさけゃぇ, おけはすけ しすぇくぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2014 くぇ 
9-すう きぇえ, っ ょなとっさは くぇ ╉かぇさぇ ‶っすさけゃぇ, こけょゅかぇしくうつ
おぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 1986.  ╉かぇさぇ ‶っすさけゃぇ っ こけいくぇすぇ 
くぇ ぇさしっくぇかちう おぇすけ ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか くぇ ╆ぇゃけょ 
5. 〈ぇいう ゅけょうくぇ うきぇきっ う けとっ っょくぇ ぇさしっくぇかしおぇ くけゃう
くぇ ゃ たさけくうおぇすぇ くぇ おけくおせさしぇ - 『ぇさうちぇ [けいぇ 2014 っ 
すさっすけすけ きけきうつっ くぇ さけょうすっかう けす ╆ぇゃけょ 5, おけっすけ こっ
つっかう ╉けさけくぇすぇ くぇ おさぇしけすぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ すぇいう 
さぇょけしす ゃ しっきっえしすゃけすけ ╉かぇさぇ しおさけきくけ おぇいゃぇ: “╉さぇ
しけすぇすぇ ょぇかっつ くっ っ ゃしうつおけ.〈は ょけさう っ くうとけ, ぇおけ くはきぇ 
けょせたけすゃけさっくけしす.“ ╁ けすくけてっくうはすぇ きっあょせ たけさぇすぇ いぇ 
╉かぇさぇ しぇ ゃぇあくう ょさせゅう くっとぇ. 〈は ゃはさゃぇ ゃ „たうきうはすぇ“, 
おけはすけ しなぉうさぇ ょゃぇきぇ ょせてう, いぇ ょぇ ういあうゃっはす あうゃけ
すぇ しう いぇっょくけ う ゃなゃ ゃいぇうきくぇすぇ こけょおさっこぇ. ╉かぇさぇ しっ 
くぇょはゃぇ しっきっえしすゃけすけ ょぇ っ こさっょぇかけ すけゃぇ さぇいぉうさぇくっ 
う くぇ ょゃっすっ しう とっさおう. ╆ぇとけすけ, けしゃっく ╂っさゅぇくぇ, ゃおな
とう うきぇ けとっ っょくぇ おさぇしぇゃうちぇ - こけ-ゅけかはきぇすぇ - ╋うさぇ. 
╉ぇいぇくかなつぇくう は こけいくぇゃぇす おぇすけ きけきうつっすけ, おけっすけ すうつぇ 
いぇっょくけ し きぇさぇすけくっちぇ [ぇょう ╋うかっゃ. ′け ╋うさぇ ゃっつっ くっ 
しっ いぇくうきぇゃぇ し すけゃぇ, いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ うさぇくうしすうおぇ ゃ 
]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす  は こけゅかなとぇ ういちはかけ. ]っゅぇ う 
╂っさゅぇくぇ ゃっつっ すさなゅゃぇ こけ しゃけはすぇ こなすっつおぇ ゃ あうゃけすぇ. 
′け こさっょう すけゃぇ  とっ こけっきっ こけ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ せかうちぇ くぇ 
ゅさぇょぇ - くぇつっかけ くぇ てっしすゃうっすけ くぇ おぇいぇくかなつぇくう こさっょ 
すったくうすっ こさうはすっかう う ゅけしすう けす ちはか しゃはす ゃ くぇえ-つぇおぇくうは 
すせお くっょっかっく ょっく けす ゅけょうくぇすぇ. ╃っくはす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 

くけしすすぇ, うくすっさっしぇ う せきっくうは
すぇ ょぇ しないょぇゃぇ くっとけ し さなちっすっ 

う しなさちっすけ しう ╂っさゅぇくぇ ゃっさけ
はすくけ っ くぇしかっょうかぇ けす ぉぇとぇ 
しう, おぇいゃぇ ╉かぇさぇ. ′うとけ, つっ 
う ょゃぇきぇすぇ さけょうすっかう しぇ うおけ
くけきうしすう けす ]ゃうとけゃしおぇすぇ 
ぇおぇょっきうは. ╁っくっかうく くうおけゅぇ 

くっ しっ っ いぇくうきぇゃぇか しなし いぇ
しすさぇたけゃぇくっ, いぇ おけっすけ うきぇ 
ょうこかけきぇ. ╃なさゃけこかぇしすうおぇすぇ 
う きっすぇかけこかぇしすうおぇすぇ しぇ くっ
ゅけゃけすけ たけぉう う さぇぉけすぇ こさっい 
ゅけょうくうすっ. ╁っくっかうく う ╉かぇさぇ 
しっ くぇきっさうかう けとっ ゃ こなさゃぇすぇ 

ゅけょうくぇ くぇ しかっょゃぇくっすけ. 〈けえ っ 
けす ]ゃうとけゃ, くけ うょゃぇ ゃ ╉ぇいぇく
かなお: おぇお しっ せしすけはゃぇ くぇ たせ
ぉけしすすぇ, つぇさぇ う せきぇ くぇ っょくぇ 
おぇいぇくかなておぇ こけょゅかぇしくうつおぇ 
くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ? ¨す すけゃぇ しな
ぉうすうっ こさっい あうゃけすぇ しう - うい
ぉけさなす いぇ 『ぇさうちぇ こさっい 1986-
すぇ, ╉かぇさぇ くっ こけきくう きくけゅけ. 
‶けきくう ゃけょっとうは けす „╋うくせすぇ 
っ きくけゅけ“ - ‶っすなさ ╁せつおけゃ. ′っ 
っ いぇぉさぇゃうかぇ う けくいう しゅなし
すっく けす くぇこさっあっくうっ ゃないょせた 
ゃ さっしすけさぇくす „╉ぇいぇくかなお“  こけ 
ゃさっきっ くぇ ╁╇‶-ゃっつっさはすぇ, おけ
ゅぇすけ きけきうつっすぇすぇ - おぇくょう
ょぇすおう ぉうゃぇす しかっょっくう こさっい 
ちはかけすけ ゃさっきっ いぇ ちはかけしすくけすけ 
うき こけゃっょっくうっ, ょけおぇすけ くぇ
おさぇは, こけつすう すぇえくけすけ あせさう 
くっ けぉはゃうかけ さっいせかすぇすぇ. 

╉けくおせさしなす ぉうか しなゃしっき
さぇいかうつっく けす しっゅぇ 

┿ぉうすせさうっくすおうすっ けすうゃぇかう ゃ 
さっしすけさぇくすぇ し おぇゃぇかっさ, ゃさぇ
すうすっ ぉうかう いぇすゃけさっくう いぇ こせぉ
かうおぇ, くぇぉかのょぇゃぇかう ゅう おぇお 
すぇくちせゃぇす, おぇお しっ たさぇくはす, 
おぇおゃう きぇくうっさう うきぇす, おぇおゃう 
すぇかぇくすう こさうすっあぇゃぇす, おぇおゃけ 
きけゅぇす, おけかおけ しぇ けぉさぇいけゃぇくう,  
しこぇいゃぇす かう っすうおっすぇ... ╉かぇ
さぇ ょぇあっ しっ さぇょゃぇ, つっ しっゅぇ 
ゃっつっ っ さぇいかうつくけ - おけくおせさ
しなす っ しゃけぉけょっく ょぇ しっ しかせつ
ゃぇ こさっょ たけさぇすぇ けす ╉ぇいぇくかなお 
しなゃしっき けすおさうすけ. ′ぇ ゃさっきっすけ 
ういぉけさなす しっ こさぇゃっか しかっょ ぉぇ
かけゃっすっ, くはおけかおけ ょくう こさっょう 
‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ. ]っゅぇ 
╂っさゅぇくぇ しぇきぇ さってうかぇ ょぇ しっ 
はゃう いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, けぉしな
ょうかう ゃ しっきっえしすゃけすけ う けょけ
ぉさうかう. ′け くぇ ゃさっきっすけ きけきう
つっすぇすぇ ぉうかう けこさっょっかはくう けす 
おけきうしうは こけ せつうかうとぇすぇ, くっ 
しっ おぇくょうょぇすうさぇかう こけ しゃけっ 
あっかぇくうっ. ′ぇ ╉かぇさぇ くっ っ さぇ
ぉけすぇ すけゅぇゃぇ ょぇ いくぇっ, つっ こさっい 
1986-すぇ こなさゃぇすぇ すさけえおぇ たせ
ぉぇゃうちう - さけいう, ういかういぇす こさっょ 

たうかはょくけすけ ゅさぇあょぇくしすゃけ くぇ 
╉ぇいぇくかなお ゃ しこっちうぇかくけ せてう
すう おけしすのきう, ぇ 『ぇさうちぇすぇ 
くけしう こなさゃぇすぇ ゃ うしすけさうはすぇ 
くぇ おけくおせさしぇ しこっちうぇかくけ うい
さぇぉけすっくぇ おけさけくぇ - ゃっくつっ. ] 
せぉっあょっくうっすけ, つっ ゃ あうゃけすぇ 

しぇ ゃぇあくう こけゃっつっ せきっくうはすぇ, 
つけゃっつくけしすすぇ, こさけそっしうけくぇ
かういきなす う ょけぉさうすっ けすくけてっ
くうは, ╉かぇさぇ ゅかっょぇ くぇ たせぉけしす
すぇ くぇ ょゃっすっ しう とっさおう おぇすけ 
くっとけ っしすっしすゃっくけ, いぇさぇょう 
おけっすけ くはきぇ いぇとけ ょぇ しっ こさっ
ゃないくぇしは. ぅゃくけ ゅかっょぇ すぇおぇ う 
くぇ しっぉっ しう - たせぉぇゃぇ あっくぇ し 
すけこなか こけゅかっょ う こさっおさぇしくぇ 
せしきうゃおぇ, ╉かぇさぇ っ ょぇかっつ けす 
ゃしはおぇ しせっすぇ ゃ こけゃっょっくうっすけ 
しう. ╁っさけはすくけ けす くっは ╂っさゅぇくぇ 
っ くぇしかっょうかぇ すぇいう くっこけしさっょ
しすゃっくけしす う そうくっし, し おけうすけ 
しこっつっかう あせさうすけ くぇ おけくおせさ
しぇ すぇいう ゅけょうくぇ.
〈けつくけしすすぇ, はしくぇすぇ きうしなか う 

こけょさっょっくけしす, いぇょなかあうすっかくう 

いぇ ょけぉさうは しつっすけゃけょうすっか, せ 
╉かぇさぇ しっ ょけこなかゃぇす し けくけゃぇ 
あっくしおけ ういかなつゃぇくっ, おけっすけ っ 
くっせしすけうきけ, くけ すは くっ うしおぇ ょぇ 
しっ ゅけゃけさう いぇ すけゃぇ. ╇ょゃぇ ゃ 
„┿さしっくぇか“ こさっい 1991. ]かっょ 
きぇえつうくしすゃぇ う こさっおなしゃぇくっ 
しっ ゃさなとぇ おぇすけ ゅかぇゃっく しつっ
すけゃけょうすっか くぇ ╆ぇゃけょ 5 こさっい 
2007-きぇ. ]きはすぇ, つっ さぇぉけすぇすぇ 
こさけしすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃなさてう 
ょけぉさっ, ぉっい ょぇ しっ おけきっくすうさぇ 
ういかうてくけ, ぇ しゃけぉけょくけすけ ゃさっ
きっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けしきうしかは し 
つうしす ゃないょせた う ういかっすう ゃ こさう
さけょぇすぇ, おぇおゃうすけ しっきっえしすゃけ
すけ けこさっょっかっくけ けぉうつぇ. ╉かぇさぇ 
けぉうつぇ う すぇくちうすっ, しうゅせさくけ う 
いぇすけゃぇ きぇかおぇすぇ ╂っさゅぇくぇ ゃ 
ょっすしすゃけすけ しう うゅさぇかぇ ぉぇかっす... 
╋ぇえおぇ くぇ くけゃぇすぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ う しっゅぇ くぇきうさぇ ゃさっきっ 
いぇ すぇくちう し きぇかおぇ ゅさせこぇ こさう
はすっかおう, くけ くっ しぇきけ いぇさぇょう 
ょけぉさぇすぇ そういうつっしおぇ そけさきぇ, 
ぇ う いぇさぇょう  せょけゃけかしすゃうっすけ 
けす きせいうおぇすぇ... ╉かぇさぇ くぇきう
さぇ う きうくせすおう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“. ¨しけぉっくけ え ょけこぇょぇ 
こけしかっょくぇすぇ しすさぇくうちぇ, おけはすけ 
つっしすけ さぇいおぇいゃぇ あうすっえしおうすっ 
うしすけさうう くぇ せしこっかうすっ. 
╉ぇすけ きぇえおぇ, ╉かぇさぇ しっ くぇ

ょはゃぇ, つっ せしうかうはすぇ くぇ しっきっえ
しすゃけすけ - ょぇ けすゅかっょぇ ょっちぇすぇ 
しう し ょけゃっさうっ, しぇ ゃ こさぇゃうか
くぇすぇ こけしけおぇ. ╃けしっゅぇ う ╂っさ
ゅぇくぇ, う ╋うさぇ くっ しぇ は さぇいけ
つぇさけゃぇかう. 』せゃしすゃぇ ゅう おぇすけ 

ぉかういおう こさうはすっかう. ╁はさゃぇ, 
つっ ╂っさゅぇくぇ とっ しっ しこさぇゃう し 
すさせょくけしすうすっ ゃ 【けすかぇくょうは, 
いぇとけすけ ゃ せつうかうとっ しっ っ くぇ
せつうかぇ ょぇ しっ ぉけさう う ょぇ こさっ
しかっょゃぇ ちっかうすっ しう. ╂っさゅぇくぇ 
いぇゃなさてゃぇ こさけそうか ぉうけかけゅうは 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ‶さうさけょけ-
きぇすっきぇすうつっしおぇ ゅうきくぇいうは. 
]なとぇすぇ ゅうきくぇいうは, ゃ おけはすけ 
せつう くぇ ゃさっきっすけ う きぇきぇ. ¨ぉ
とけすけ きっあょせ きぇえおぇ う ょなとっさは 
っ けつっゃうょくけ: たせぉけしす, せしきうゃ
おぇ, っかっゅぇくすくけしす, せきっさっくけしす 
う そうくっし. ╇ せき, さぇいぉうさぇ しっ... 
〈ぇいう かうこしぇ くぇ くぇすさぇこつうゃぇ 
しせっすくけしす ゃっさけはすくけ っ う こさう
つうくぇすぇ ╂っさゅぇくぇ ょぇ ういぉっさっ 
さけおかはすぇ しう いぇ ぉぇかぇ しゃっすおぇ

ゃうつくけ. ╁っょくぇゅぇ は たぇさっしぇかぇ, 
とけき は ゃうょはかぇ くぇ ゃうすさうくぇすぇ 
くぇ きぇゅぇいうくぇ. 〈ぇおぇ すけぇかっすなす 
ぉうか ゅけすけゃ ぉっい くうおぇおゃけ すう
つぇくっ こけ ぇすっかうっすぇ う ぉせすうちう. 
╋けあっ ぉう しぇ こけきけゅくぇかう う きぇ
くっおっくしおうすっ きっさおう, う すけつくけ
すけ けおけ くぇ ょういぇえくっさ, おぇおゃけすけ 
╂っさゅぇくぇ ゃっつっ うきぇ, いぇとけすけ 
くぇこけしかっょなお さうしせゃぇ ゃしっ こけ
ゃっつっ. ╃ぇあっ っ ぇゃすけさ くぇ おけ
さうちぇすぇ くぇ っょくぇ くけゃぇ おくうゅぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお - すぇいう くぇ ╇ゃぇえかけ 
╃うきぇくけゃ. 
』っさくけ-つっさゃっくぇすぇ さけおかは 

ゃ ょぇくすっかぇ, し おけはすけ ╂っさゅぇ
くぇ ゅさぇぉくぇ あせさうすけ, っ しなとぇ
すぇ, し おけはすけ とっ うょっ くぇ ぉぇかぇ 
しう くぇ 24-すう きぇえ. ╁っさけはすくけ 
し きけきつっすけ, おけっすけ しっゅぇ っ ょけ 
くっは. „〈けゃぇ とっ ぉなょっ ういちはかけ 
くっえくうはす ょっく“, おぇいゃぇ きぇきぇ, 
おけはすけ うしおぇ ょぇ けしすぇゃう とっさおぇ
すぇ ょぇ こさっおぇさぇ こさぇいくうおぇ くぇ 
ぉぇかぇ すぇおぇ, おぇおすけ すは しう さってう. 
╁うくぇゅう っ ぉうかけ すぇおぇ: „¨し
すぇゃはき ょっちぇすぇ しう ょぇ こさぇゃはす 
しゃけえ しけぉしすゃっく ういぉけさ, しぇきけ 
すぇおぇ きけゅぇす ょぇ しっ くぇせつぇす ょぇ 
しっ しこさぇゃはす ゃ あうゃけすぇ, ょぇ 
しかっょゃぇす しっぉっ しう う ょぇ ぉなょぇす 
とぇしすかうゃう“, しこけょっかは ╉かぇさぇ 
‶っすさけゃぇ - こけょゅかぇしくうつおぇ くぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ 1986 う きぇえおぇ 
くぇ くけゃぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお - 2014.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ  
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╂ぇさぇくすうさぇくけ さぇぉけすくけ きはしすけ 
う ゃないきけあくけしすう いぇ おぇさうっさくけ 
ういさぇしすゃぇくっ しぇ ょさせゅうすっ ゅぇ-
さぇくちうう くぇ „┿さしっくぇか” しさっとせ 
こけっす ぇくゅぇあうきっくす けす しすさぇくぇ くぇ 
しすせょっくすうすっ, いぇこうしぇかう しこっちう-
ぇかくけしすすぇ „]すさっかおけゃけ けさなあうっ 
う ぉけっこさうこぇしう”,  つぇしす けす こさけ-
ゅさぇきぇすぇ くぇ そぇおせかすっす „╋ぇてう-
くけしすさけっくっ う  せさっょけしすさけっくっ”  
くぇ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす 
- そうかうぇか ‶かけゃょうゃ.  
〈ぇいう うくそけさきぇちうは こさっょけし-

すぇゃう いぇ  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ - いぇき.-ょう-
さっおすけさ こけ しこっちうぇかくうすっ ゃな-
こさけしう くぇ „┿さしっくぇか” う おけけさ-
ょうくぇすけさ くぇ しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ, おぇすけ けぉけぉとっくうっ くぇ 
こさけゃっょっくうすっ こさっい  ういきうくぇかぇ-
すぇ しっょきうちぇ しさっとう し ょうさっお-
すけさう くぇ しさっょくうすっ せつうかうとぇ ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇっょくけ し 
くっゅけ ゃ すっいう しさっとう せつぇしすゃぇ う 
ょさせゅ こさっょしすぇゃうすっか くぇ そうさ-
きぇすぇ, しなとけ し けすくけてっくうっ おなき 
しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ 
- うくあ. ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ, 
さなおけゃけょうすっか くぇ けすょっか „〈ったくう-
つっしおけ さぇいゃうすうっ” ゃ „┿さしっくぇか” 
う つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁ こけさっょうちぇ しさっとう し ょうさっお-

┿さしっくぇかしおぇすぇ さぇょけしす こけおさぇえ 『ぇ-
さうちぇ [けいぇ すぇいう ゅけょうくぇ っ ょゃけえくぇ. 

′ぇえ-ゅけかはきけすけ そうさきっくけ しっきっえしすゃけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお しう うきぇ くっ しぇきけ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ - ╂っさゅぇくぇ ‶っすさけゃぇ, つうはすけ きぇえ-
おぇ - ╉かぇさぇ, っ ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか 
くぇ ╆ぇゃけょ 5. ╇きぇ しう う ょけしすけえくぇ こけょ-
ゅかぇしくうつおぇ - ╀っすうくぇ  ╋うすおけゃぇ. ╀さの-

くっすおぇすぇ, おけはすけ ょけ こけしかっょくけ ぉっ かの-
ぉうきおぇ くぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす こせぉかうおぇすぇ, 
ぇ おけきっくすぇさうすっ いぇ くっは ゃなゃ そっえしぉせお 
ぉはたぇ っょくう  けす くぇえ-ぇおすうゃくうすっ, さぇょゃぇ 
しっきっえしすゃけすけ くぇ [せきっく ╋うすおけゃ, くは-
おけゅぇてっく ぇさゅけくつうお けす ′╇〈╇, しっゅぇ – ゃ 
しなしすぇゃぇ くぇ たけさぇすぇ けす ╀けはょあうえくぇすぇ 
くぇ ╆ぇゃけょ 5 - さぇぉけすくうお „》うょさけすった-
くうつっしおう しなけさなあっくうは“.  [せきっく こさう-
いくぇゃぇ, つっ し せつぇしすうっすけ くぇ ╀っすう っ しすぇ-
くぇか けとっ こけ-とぇしすかうゃ ぉぇとぇ, いぇとけすけ 
きはしすけすけ くぇ こけょゅかぇしくうつおぇ くぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ くぇこさぇゃうかけ こさぇいくうおぇ くぇ ぇぉう-
すせさうっくすおぇすぇ せ ょけきぇ けとっ こけ-たせぉぇゃ. 
╀せおっすう し ちゃっすは う すけさぉうつおう し おぇおゃう 
かう くっ こけょぇさなちう しぇ こさなしくぇすう くぇゃしは-
おなょっ ゃ ぇこぇさすぇきっくすぇ, しきっっ しっ ぉぇとぇすぇ 
くぇ ╀っすう, つうっすけ くぇえ-しうかくけ あっかぇくうっ っ 
っょうくしすゃっくぇすぇ とっさおぇ ょぇ っ とぇしすかうゃぇ 
ゃ あうゃけすぇ しう. 】ぇしすかうゃけすけ くぇつぇかけ くぇ 

すけさうすっ くぇ おぇいぇくかなておうすっ 
こさけそうかうさぇくう ゅうきくぇいうう う 
しこっちうぇかくう せつうかうとぇ すっ さぇい-
はしくうたぇ ちっかうすっ くぇ しすうこっくょう-
ぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ „┿さしっ-
くぇか”, おぇおすけ う ぉけくせしうすっ, おけうすけ 
すは けしうゅせさはゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ いぇ 
すっいう, おけうすけ ぉなょぇす けょけぉさっくう 
いぇ くっは, し ゅけかはきぇすぇ ちっか - きかぇ-
ょうすっ たけさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ょけ-
ぉさうすっ しこっちうぇかうしすう ょぇ うきぇす 
ゃないきけあくけしすう いぇ さぇいゃうすうっ う 
おぇさうっさくけ せしなゃなさてっくしすゃぇくっ 
うきっくくけ ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ, いぇ 
ょぇ ぉなょぇす こけかっいくう, おぇおすけ くぇ 
きっしすくぇすぇ うくょせしすさうは, すぇおぇ う 
くぇ しぇきうすっ しっぉっ しう. 
╇きぇ けこさっょっかっく うくすっさっし おなき 

すけゃぇ, おけっすけ こさっょかぇゅぇ  „┿さしっ-
くぇか”, きぇおぇさ ゅけかはきぇ つぇしす けす 
ぉなょっとうすっ しすせょっくすう すぇいう ゅけ-
ょうくぇ ゃっつっ ょぇ しぇ けさうっくすうさぇくう 
ゃ こさけそっしうけくぇかっく こかぇく, くけ 
すけゃぇ っ しぇきけ こなさゃう くぇて けこうす, 
こさけょなかあぇゃぇきっ けとっ こけ-くぇ-
しすけはすっかくけ う ちっかっくぇしけつっくけ う 
こさっい っしっくすぇ, いぇとけすけ こけしけおぇ-
すぇ っ ゃはさくぇ, いぇはゃう しかっょ しさっ-
とぇすぇ ゃ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさって-
おけゃ” ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ, 
おけえすけ っ ぉうゃて ゃないこうすぇくうお くぇ 
╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは. 
]さっとう し ぉなょっとうすっ いさっかけしす-

くうちう, こけしっとっくうは くぇ おけくおさっす-
くう さぇぉけすくう きっしすぇ, くぇ おけうすけ 
ぉうたぇ さぇぉけすうかう しかっょ いぇゃなさて-
ゃぇくっすけ しう ぉなょっとうすっ しすうこっく-
ょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか”, しぇ しぇきけ 
つぇしす けす うくうちうぇすうゃうすっ, こさっょ-
こさうっすう けす ぇさしっくぇかしおけすけ さな-
おけゃけょしすゃけ こけ けすくけてっくうっ くぇ 
けぉはゃっくぇすぇ しすうこっくょうぇくすしおぇ 
こさけゅさぇきぇ. 
]かっょ おぇすけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 

90-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお 
くぇ こさぇおすうおぇ させしおぇすぇ しすさぇくぇ 
こさっしすぇゃぇ ょぇ こさっょかぇゅぇ けぉせ-
つっくうっ いぇ ぉなかゅぇさしおう きかぇょっ-
あう - しすせょっくすう ゃ すったくうつっしおうすっ 
ゃせいけゃっ くぇ [せしうは, う すけ ゃ けさな-
あっえくう しこっちうぇかくけしすう, ょなかゅけ 
ゃさっきっ ぉなかゅぇさしおけすけ ゃうしてっ 
けぉさぇいけゃぇくうっ っ ゃ しっさうけいっく 
ょっそうちうす う ょなかゅ おなき こさっょ-
こさうはすうはすぇ けす けすぉさぇくうすっかくぇすぇ 
こさけきうてかっくけしす こけ けすくけてっくうっ 
くぇ しこっちうぇかうしすう-けさなあっえくう-
ちう. ╄ょゃぇ こさっょう くはおけかおけ ゅけ-
ょうくう し ょっえくけすけ せつぇしすうっ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうは しこっちうぇかうしす, 
こさっこけょぇゃぇすっか ゃ 〈ったくうつっ-
しおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ‶かけゃょうゃ 
- うくあ. ′うおけかぇえ ╉せちぇさけゃ,  いぇ-
こけつゃぇ  けぉせつっくうっ ゃ しこっちうぇか-
くけしすすぇ  „]すさっかおけゃけ けさなあうっ 
う ぉけっこさうこぇしう”. ╁ „┿さしっくぇか” 

ゃっつっ うきぇ う しこっちうぇかうしすう, いぇ-
ゃなさてうかう すぇいう しこっちうぇかくけしす, 
おけうすけ いぇ さぇょけしす くぇ ゃしうつおう しぇ 
う しっきっえしすゃけ -  ╂ぇかは う ╊のぉけき-
うさ ╆ょさぇゃつっゃう. ╂ぇかは, いぇ おけはすけ 
こさっょう ゃさっきっ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか” さぇいおぇいぇ, っ う ょけおすけさぇくす, 
こけしかっょくぇ ゅけょうくぇ ゃ 〈ったくうつっ-
しおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ‶かけゃょうゃ. 
╇ょっはすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ っ きかぇょうすっ しこっ-
ちうぇかうしすう ょぇ しぇ しさっょ さなおけゃけょ-
くけすけ はょさけ, おけっすけ ょぇ きけすうゃうさぇ 
う ぉなょっとうすっ しすうこっくょうぇくすう う 
すはたくぇすぇ さけかは こけ ゃさっきっ くぇ けぉせ-
つっくうっすけ う しこっちうぇかういうさぇくうすっ 
こさぇおすうおう, おぇおすけ う しかっょ すけゃぇ.
′っ いぇ こなさゃう こなす „┿さしっくぇか” 

けぉはゃはゃぇ しすうこっくょうぇくすしおぇ こさけ-
ゅさぇきぇ, くけ いぇ こなさゃう こなす ぇきぉう-
ちううすっ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ しぇ こさけゅさぇきぇすぇ ょぇ けす-
しっっ  くぇえ-ょけぉさうすっ う  くぇえ-きけすう-
ゃうさぇくう いぇ さぇぉけすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ 
う すっ ょぇ うきぇす いぇゃうょくぇ さっぇかういぇ-
ちうは ゃ „┿さしっくぇか”. ╇ ゃ きけきっくすぇ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
さぇぉけすはす くはおけかおけ けす しすうこっくょう-
ぇくすうすっ くぇ そうさきぇすぇ けす こさっょうて-
くう   ゅけょうくう. ]さっょ すはた, けしゃっく 
しっきっえしすゃけ ╆ょさぇゃつっゃう, しぇ うくあ. 
》さうしすけ 【うこおけゃ, おけえすけ っ ょけお-
すけさぇくす ゃ ╀ぇいぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ う 

ゃくっょさはゃぇくっ /╀[╁/ - „╀けっこさう-
こぇしう” ゃ „┿さしっくぇか”, う ╋うかっく 
╉けしすぇょうくけゃ. 
¨しゃっく しすうこっくょうぇくすう, おけう-

すけ ょぇ いぇこけつくぇす すっこなさゃぇ けぉせ-
つっくうっすけ しう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ 
けさなあっえくうすっ すったくけかけゅうう う 
うくょせしすさうは, ゃ „┿さしっくぇか” さぇ-
ぉけすはす う こけ こさけゅさぇきぇ, ょぇゃぇとぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ こさけそうかうさぇくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは ゃ けさなあっえくう 
しこっちうぇかくけしすう ゃ きぇゅうしすなさしおう 
こさけゅさぇきう うかう しかっょょうこかけきくう 
おゃぇかうそうおぇちうう. 
‶さうくちうこくけ ういこうすゃぇきっ くっ-

けぉたけょうきけしす う ょっそうちうす けす 
ゃうしてう けさなあっえくう しこっちうぇかう-
しすう, おぇおすけ う けす しこっちうぇかうしすう し 
うくあっくっさくう こさけそうかう, おぇいぇ いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ]すぇくうしかぇゃ 
′っくけゃ. 
〈けえ ういさぇいう くぇょっあょぇ, つっ けぉは-

ゃっくぇすぇ しすうこっくょうぇくすしおぇ こさけ-
ゅさぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか” とっ こさっ-
ょういゃうおぇ うくすっさっし くっ しぇきけ しさっょ 
いさっかけしすくうちうすっ  し ぇきぉうちうう いぇ 
さぇいゃうすうっ けす さぇえけくぇ, くけ しなとけ 
う しさっょ ぇさしっくぇかしおう そぇきうかうう 
くぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう, 
おけうすけ ょなさあぇす くぇ こさうっきしすゃっ-
くけしすすぇ う しぇ しないょぇかう ょけぉさう 
すさぇょうちうう ゃ すぇいう こけしけおぇ. 

    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

かうつくうは こなす ゃ あうゃけすぇ – おけくおせさしなす 
いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, いぇ しっきっえしすゃけすけ 
っ いくぇお, つっ ╀っすう とっ ゃなさゃう せしこって-
くけ おなき こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くぇ 
しなょぉぇすぇ. ¨しゃっく たせぉぇゃけ, ╀っすう っ う 
しなしすさぇょぇすっかくけ きけきうつっ - し こさうしす-
さぇしすうは おなき さぇぉけすぇすぇ ゃ こけかいぇ くぇ 
しけちうぇかくけ けとっすっくうすっ たけさぇ. 〈は さぇ-
ぉけすう いぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ╀なかゅぇさ-
しおうは つっさゃっく おさなしす, つかっく っ くぇ ょゃう-
あっくうっすけ くぇ しおぇせすうすっ. 〉つぇしすうっすけ ゃ 
しおぇせすしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは いぇ きけきうつっ 
っ さはょおけ はゃかっくうっ. ¨ぉぇつっ すぇすおけすけ 
[せきっく くっ ゃうあょぇ くうとけ しすさぇくくけ ゃ 
すけゃぇ. ╋ぇかおぇすぇ ╀っすう ゃ こなさゃうすっ ゅけ-
ょうくう くぇ ょっすしすゃけすけ  っ けすゅかっょぇくぇ くぇ 
しっかけ - ゃ ┿かっおしぇくょさけゃけ. ‶さうさけょぇすぇ, 
ょっすしすゃけすけ しさっょ うしすうくしおうすっ くっとぇ 
けつっゃうょくけ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ ぉなょぇす 
くっけぉたけょうきけしす いぇ くっは. ╆ぇ さぇいかうおぇ 
けす ぉぇとぇ しう, ゃなこさっおう すさぇょうちうはすぇ, 
きけきうつっすぇすぇ ょぇ こさうかうつぇす こけゃっつっ 
くぇ すぇすおけすけ, ╀っすう くっ しっ せゃかうつぇ こけ 
こっっくっすけ. [せきっく けすょぇゃくぇ うきぇ ういは-
ゃう ゃ さぇいかうつくう くぇさけょくう こっゃつっしおう 
ゅさせこう, けす こけかけゃうく ゅけょうくぇ っ つぇしす 
けす たけさけゃうは しなしすぇゃ くぇ ]きっしっく たけさ 
„‶っすおけ ]すぇえくけゃ“ おなき ′ぇさけょくけ つう-
すぇかうとっ „╇しおさぇ-1860“. ╆ぇこうしぇか しっ 
すぇき, いぇとけすけ, いぇゃさなとぇえおう しっ しかっょ 
くはおけかおけ ゅけょうくう けすしなしすゃうっ けす ╉ぇ-
いぇくかなお, くっ きけゅなか ょぇ くぇきっさう ょけぉなさ 
くぇさけょっく けさおっしすなさ し たけさ. ]かけあくうすっ 
おかぇしうつっしおう こさけういゃっょっくうは ゃ „‶っすおけ 
]すぇえくけゃ“ しぇ きせ すさせょくう こけくはおけゅぇ, 
くけ けこうすゃぇ - こけつくぇか けとっ おぇすけ きぇ-
かなお, くぇすさせこぇか おせこ くぇゅさぇょう けす しぇ-
きけょっえくけしすすぇ, [せきっく うきぇ くせあょぇ ょぇ 
くっ しこうさぇ ょぇ こっっ. „╀っすう, いぇ さぇいかうおぇ 
けす きっく, こっっ しぇきけ ゃおなとう“, しきっっ しっ 
[せきっく. 〈けえ っ くぇはしくけ, つっ すうは くっとぇ 
くぇしうかぇ くっ しすぇゃぇす, くけ くっ すなあう けす 
そぇおすぇ, つっ とっさおぇすぇ くっ しかっょゃぇ くっ-
ゅけゃうすっ ょぇさぉう. ╆ぇとけすけ すは しう うきぇ 
しゃけう. ¨しゃっく ゃしうつおけ ょさせゅけ, おけゅぇすけ 
うきぇ ゃさっきっ, ╀っすう こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
せつぇしすゃぇ ゃ おせおっさしおうすっ こさぇいくうちう, 
いぇ おけうすけ は いぇおなさきうかう くぇ ゃさっきっすけ ゃ 
┿かっおしぇくょさけゃけ. 
]っきっえしすゃけすけ くぇ [せきっく ╋うすおけゃ, 

おけえすけ うょゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお けす ╊けき, 
ゃっつっ っ こけしさっとくぇかけ さけょくうくうすっ う 
こさうはすっかうすっ, し おけうすけ こけさぇしくぇかぇすぇ 
╀っすう しこけょっかうかぇ さぇょけしすすぇ けす ぇぉう-
すせさうっくすしすゃけすけ. ╃けてかう こけゃっつっ さけょ-
くうくうすっ くぇ きぇえおぇすぇ くぇ きけきうつっすけ, 
おけはすけ っ けす ╉ぇいぇくかなお, くけ くぇえ-ぉかうい-
おうすっ くぇ [せきっく しなとけ こさうしすうゅくぇかう 
けす ぉさっゅぇ くぇ ╃せくぇゃぇ. ]なぉさぇかう しっ 

ゃ きっしすくうは ┿さす おかせぉ - おせこけくなす しう 
しすさせゃぇてっ, さぇいおぇいゃぇ [せきっく. 〈けえ くっ 
しこうさぇ ょぇ しっ つせょう くぇ こけさぇしくぇかけすけ 
しう きけきうつっ - ぉうあせすぇ, すさう さけおかう, 
おせこ ちゃっすは... けすさせこぇかう たせぉぇゃぇすぇ 
╀っすう. 〈ぇすおけすけ くぇこさぇゃけ しう こさういくぇ-
ゃぇ: “′っとけ しすさぇてくけ!“. 
〉つっくうつおぇ ゃ 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうき-

くぇいうは „]ゃ. ]ゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ“, 
╀っすうくぇ ういぉうさぇ きぇすせさうすっ こけ ぇく-
ゅかうえしおう う ぉなかゅぇさしおう っいうお. ╇きぇ しう 
うょっは おなょっ うしおぇ ょぇ せつう, くけ - くっおぇ 
こなさゃけ ょぇ しすぇくっ そぇおす! 
╆ぇ ょぇ こなすせゃぇ こけ-ぉなさいけ う こけ-せし-

こってくけ こけ しゃけうすっ あうすっえしおう きぇゅうし-
すさぇかう, ╀っすう けとっ けすしっゅぇ ぉなさいぇ ょぇ 
しゃなさてう ゃないきけあくけ こけゃっつっ くっとぇ. 
¨しゃっく こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ きぇすせさうすっ, 
おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおうすっ ういこうすう, 
ぇくゅぇあうきっくすうすっ こけおさぇえ ╀』╉ う しおぇ-
せすうすっ, こけょゅかぇしくうつおぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ 2014, おけはすけ こさういくぇゃぇ, つっ こけ-

しすうゅぇ ちっかうすっ しう し ゅけかはきぇ せこけさうすけしす, 
すうは ょくう とっ しっ はゃはゃぇ う くぇ ういこうす いぇ てけ-
そぬけさしおぇ おくうあおぇ. 
╋けきうつっすけ, おけっすけ ゃはさゃぇ, つっ うょっぇかっく 

きなあ くっ しなとっしすゃせゃぇ, ぇ かのぉけゃすぇ っ うきっく-
くけ おけこくっあなす こけ ゅけかはきけすけ とぇしすうっ, うきぇ 
いぇゃうくぇゅう こけょおさっこぇすぇ くぇ っょうく ょさせゅ きなあ 
- すぇすおけすけ [せきっく. ╉けえすけ すうは ょくう くっ しこう-
さぇ  ょぇ しっ さぇょゃぇ けす たせぉぇゃけすけ ゃ あうゃけ-
すぇ くぇ ╀っすう. ] くぇょっあょぇすぇ すけ ゃうくぇゅう ょぇ 
っ きくけゅけ うかう こけくっ - ょけしすぇすなつくけ, いぇ ょぇ 
しっ つせゃしすゃぇ とっさおぇすぇ つけゃっお, とぇしすかうゃけ 
しぉなょくぇか しっぉっ しう. ╆ぇとけすけ おさぇしけすぇすぇ くっ 
っ ょけしすぇすなつくぇ. ╀っすう いくぇっ すけゃぇ, とけき こけ 
ゃさっきっ くぇ おけくおせさしぇ おぇいぇ: “╉さぇしけすぇすぇ っ 
けすくけしうすっかくぇ う ゃしっおう くけしう つぇしす けす くっは 
ゃ しっぉっ しう“ う こけあっかぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう ょぇ 
こぇいはす う しかぇゃはす うしすけさうはすぇ う すさぇょうちううすっ 
くぇ ╃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 せ くぇし う いぇょ ゅさぇくうちぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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[『╅』《【╅【╅ ╊ 〉¨ぅ《 ╆╊′ 《╉】｠《【╇《『╊〉《』【
╋ぇえおぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 

2014 くっ ゃうあょぇ くうとけ 

おけえ いくぇっ おぇおゃけ さぇいかうつくけ, 
おけっすけ ょぇ けすかうつぇゃぇ しっきっえ-
しすゃけすけ くぇ ╂っさゅぇくぇ けす ゃしはおけ 
ょさせゅけ けぉうおくけゃっくけ ぉなかゅぇさ-
しおけ しっきっえしすゃけ. ╉ぇすけ ゃしうつ-
おう さけょうすっかう し ぇぉうすせさうっくすう, 
ょゃぇきぇすぇ し ぉぇとぇすぇ ╁っくっかうく 
しぇ こけしさっとくぇかう ゅけしすう, いぇ ょぇ 
しっ こけさぇょゃぇす くぇえ-ぉかういおうすっ 
くぇ こけさぇしくぇかけすけ きけきうつっ. ‶け-
きぇゅぇす, おぇおすけ こさっい ちっかうは しう 
あうゃけす, こけ さけょくぇ すさぇょうちうは, 
けしゃっく きぇきぇ う すぇすっ, しなとけ - 
ぉぇぉぇ う ょはょけ. [けょうすっかうすっ くぇ 
╉かぇさぇ しぇ ぇさしっくぇかちう – こっく-
しうけくっさう. ╁ けすゅかっあょぇくっすけ う 
ゃないこうすぇくうっすけ くぇ しっゅぇてくぇすぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ こけきぇゅぇ う しゃっ-
おなさゃぇすぇ くぇ ╉かぇさぇ. ‶さぇいくう-
ちうすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ きうくぇゃぇす 
すうたけ, くけ こさうはすくけ, しこけょっかは 
╉かぇさぇ. ′け すけいう こなす しかせつぇ-
はす っ ょさせゅ - しぇきけ ょっく しかっょ 
ういぉけさぇ くぇ ╂っさゅぇくぇ いぇ 『ぇ-
さうちぇ [けいぇ しなゃしっき しかせつぇえくけ 
しっきっえくうはす こさぇいくうお しすぇゃぇ 
“ょゃっ ゃ っょくけ“. ╉けゅぇすけ ういぉさぇ-
かう ょっくは いぇ こぇさすうすけ, くうおけえ 
う くっ こさっょこけかぇゅぇか, つっ こさっょ-
くぇすぇ ゃっつっさ すはたくけすけ きけきうつっ 
とっ しこっつっかう ぉっいぇこっかぇちうけく-
くけ こけょおさっこぇすぇ くぇ あせさう-
すけ いぇ こさっしすうあくぇすぇ おけさけくぇ 
くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╉ぇすけ ゃしはおけ ぉなかゅぇさしおけ きけきう-
つっ - ぇぉうすせさうっくすおぇ, ╂っさゅぇくぇ 
しなとけ こけかせつうかぇ きくけゅけ ちゃっすは 
う こけょぇさなちう. ╇ おぇすけ こけゃっつっ-
すけ ょくってくう せきくう きけきうつっすぇ, 
すは しなとけ けすこさぇゃは くぇょっあょぇすぇ 
いぇ ぉなょっとっすけ しう おなき つせあょっし-
すさぇくっく せくうゃっさしうすっす. ╇いぉうさぇ 
【けすかぇくょうは - いぇさぇょう ゃない-
きけあくけしすすぇ ょぇ せつう こさけょせおすけゃ 
ょういぇえく ゃ ╂かぇいゅけせ う いぇさぇょう 
そぇおすぇ, つっ すぇき ゃっつっ うきぇ こさう-
はすっかう う くっ くぇ こけしかっょくけ きはし-
すけ - いぇさぇょう けつぇおゃぇくうはすぇ, つっ 
うきぇ ゃないきけあくけしす いぇ しすうこっく-
ょうは こさう しかっょゃぇくっすけ. ]さなつ-

╅『』╊〉╅] 《╆っ╇¨
』【¨》╊〉╉¨╅〉【』[╅ 》『《╈『╅〈╅
╆ぇこけつくぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ おぇくょうょぇすう いぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか”, 

おけうすけ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ とっ うきぇす けしう
ゅせさっくけ さぇぉけすくけ きはしすけ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う 5-ゅけょうてっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ いぇ 
さぇぉけすぇ こけ しこっちうぇかくけしすすぇ. 
]すうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ っ つぇしす けす こけかうすうおぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ いぇ しけちう

ぇかくぇ ぇくゅぇあうさぇくけしす う こけょおさっこぇ う てぇくし いぇ きかぇょうすっ おぇょさう くぇ そうさきぇすぇ. 
╆ぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか” きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす ゃしうつおう, いぇ

ゃなさてゃぇとう しさっょくけすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ せつっくうちう けす おぇいぇくかなておうすっ せつう
かうとぇ, ぉっい いくぇつっくうっ くぇ こさけそうかぇ うき. ╄ょうくしすゃっくけすけ せしかけゃうっ おなき ぉなょっ
とうすっ しすうこっくょうぇくすう っ すっ ょぇ こさけょなかあぇす けぉせつっくうっすけ しう ゃ ‶かけゃょうゃしおうは 
すったくうつっしおう せくうゃっさしうすっす, おけえすけ っ つぇしす けす 〈〉 – ]けそうは, ゃなゃ そぇおせかすっすぇ 
„╋ぇてうくけしすさけっくっ う せさっょけしすさけっくっ”, しこっちうぇかくけしす „]すさっかおけゃけ けさなあうっ う 
ぉけっこさうこぇしう”. 
╆ぇ こっさうけょぇ くぇ けぉせつっくうっすけ しう ゃなゃ ゃうしてっすけ せつうかうとっ „┿さしっくぇか” とっ 

ういこかぇとぇ きっしっつくう しすうこっくょうう くぇ しすせょっくすうすっ う とっ こけっきぇ すったくうすっ しっきっ
しすさうぇかくう すぇおしう. ╅っしすなす くぇ そうさきぇすぇ っ いくぇつうすっかくけ こっさけ いぇ ぉのょあっすぇ くぇ 
ゃしはおけ しっきっえしすゃけ しなし しすせょっくす.
╋けかぉう くぇ あっかぇっとうすっ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす ゃ しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ 

くぇ „┿さしっくぇか” しっ こさうっきぇす ゃしっおう ょっかくうつっく ょっく. 
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは  いぇ こさけゅさぇきぇすぇ う こけ ょさせゅう ゃなこさけしう, けすくぇしはとう 

しっ いぇ けぉせつっくうっすけ ゃ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす, きけあっすっ ょぇ こけかせつうすっ くぇ 
しかっょくうすっ すっかっそけくう: 0889 632 071, 0889 310 500 う 0431/631 33.
╉けけさょうくぇすけさ くぇ  しすぇあぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ っ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ – いぇき.-

ょうさっおすけさ こけ しこっちうぇかくう ゃなこさけしう くぇ „┿さしっくぇか”.
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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╇いぉけさなす くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2014, おけえすけ ゃなかくせゃぇ ╉ぇ-
いぇくかなお こけ すさぇょうちうは, すぇいう ゅけょうくぇ しなし しうゅせさくけしす いぇ 
ぇさしっくぇかちう いくぇつう う くっとけ こけゃっつっ. 『ぇさうちぇ [けいぇ っ ぇさ-
しっくぇかしおけ ょっすっ. 〈けゃぇ くっ しっ しかせつゃぇ いぇ こさなゃ こなす. ′け いぇ 
こさなゃ こなす  ゃ うしすけさうはすぇ くぇ おけくおせさしぇ うきぇきっ 『ぇさうちぇ し 
うしすうくしおぇ おさなゃくぇ ゃさないおぇ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ し ょさせゅけ 
きけきうつっ けす ちぇさしおぇすぇ しゃうすぇ, おけはすけ ゃけょう おぇいぇくかなつぇ-
くう ゃ さぇょけしすくけすけ うき てっしすゃうっ いぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ: 
╂っさゅぇくぇ ‶っすさけゃぇ, おけはすけ しすぇくぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2014 くぇ 
9-すう きぇえ, っ ょなとっさは くぇ ╉かぇさぇ ‶っすさけゃぇ, こけょゅかぇしくうつ-
おぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 1986.  ╉かぇさぇ ‶っすさけゃぇ っ こけいくぇすぇ 
くぇ ぇさしっくぇかちう おぇすけ ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか くぇ ╆ぇゃけょ 
5. 〈ぇいう ゅけょうくぇ うきぇきっ う けとっ っょくぇ ぇさしっくぇかしおぇ くけゃう-
くぇ ゃ たさけくうおぇすぇ くぇ おけくおせさしぇ - 『ぇさうちぇ [けいぇ 2014 っ 
すさっすけすけ きけきうつっ くぇ さけょうすっかう けす ╆ぇゃけょ 5, おけっすけ こっ-
つっかう ╉けさけくぇすぇ くぇ おさぇしけすぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ すぇいう 
さぇょけしす ゃ しっきっえしすゃけすけ ╉かぇさぇ しおさけきくけ おぇいゃぇ: “╉さぇ-
しけすぇすぇ ょぇかっつ くっ っ ゃしうつおけ.〈は ょけさう っ くうとけ, ぇおけ くはきぇ 
けょせたけすゃけさっくけしす.“ ╁ けすくけてっくうはすぇ きっあょせ たけさぇすぇ いぇ 
╉かぇさぇ しぇ ゃぇあくう ょさせゅう くっとぇ. 〈は ゃはさゃぇ ゃ „たうきうはすぇ“, 
おけはすけ しなぉうさぇ ょゃぇきぇ ょせてう, いぇ ょぇ ういあうゃっはす あうゃけ-
すぇ しう いぇっょくけ う ゃなゃ ゃいぇうきくぇすぇ こけょおさっこぇ. ╉かぇさぇ しっ 
くぇょはゃぇ しっきっえしすゃけすけ ょぇ っ こさっょぇかけ すけゃぇ さぇいぉうさぇくっ 
う くぇ ょゃっすっ しう とっさおう. ╆ぇとけすけ, けしゃっく ╂っさゅぇくぇ, ゃおな-
とう うきぇ けとっ っょくぇ おさぇしぇゃうちぇ - こけ-ゅけかはきぇすぇ - ╋うさぇ. 
╉ぇいぇくかなつぇくう は こけいくぇゃぇす おぇすけ きけきうつっすけ, おけっすけ すうつぇ 
いぇっょくけ し きぇさぇすけくっちぇ [ぇょう ╋うかっゃ. ′け ╋うさぇ ゃっつっ くっ 
しっ いぇくうきぇゃぇ し すけゃぇ, いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ うさぇくうしすうおぇ ゃ 
]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす  は こけゅかなとぇ ういちはかけ. ]っゅぇ う 
╂っさゅぇくぇ ゃっつっ すさなゅゃぇ こけ しゃけはすぇ こなすっつおぇ ゃ あうゃけすぇ. 
′け こさっょう すけゃぇ  とっ こけっきっ こけ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ せかうちぇ くぇ 
ゅさぇょぇ - くぇつっかけ くぇ てっしすゃうっすけ くぇ おぇいぇくかなつぇくう こさっょ 
すったくうすっ こさうはすっかう う ゅけしすう けす ちはか しゃはす ゃ くぇえ-つぇおぇくうは 
すせお くっょっかっく ょっく けす ゅけょうくぇすぇ. ╃っくはす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 

くけしすすぇ, うくすっさっしぇ う せきっくうは-
すぇ ょぇ しないょぇゃぇ くっとけ し さなちっすっ 

う しなさちっすけ しう ╂っさゅぇくぇ ゃっさけ-
はすくけ っ くぇしかっょうかぇ けす ぉぇとぇ 
しう, おぇいゃぇ ╉かぇさぇ. ′うとけ, つっ 
う ょゃぇきぇすぇ さけょうすっかう しぇ うおけ-
くけきうしすう けす ]ゃうとけゃしおぇすぇ 
ぇおぇょっきうは. ╁っくっかうく くうおけゅぇ 

くっ しっ っ いぇくうきぇゃぇか しなし いぇ-
しすさぇたけゃぇくっ, いぇ おけっすけ うきぇ 
ょうこかけきぇ. ╃なさゃけこかぇしすうおぇすぇ 
う きっすぇかけこかぇしすうおぇすぇ しぇ くっ-
ゅけゃけすけ たけぉう う さぇぉけすぇ こさっい 
ゅけょうくうすっ. ╁っくっかうく う ╉かぇさぇ 
しっ くぇきっさうかう けとっ ゃ こなさゃぇすぇ 

ゅけょうくぇ くぇ しかっょゃぇくっすけ. 〈けえ っ 
けす ]ゃうとけゃ, くけ うょゃぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお: おぇお しっ せしすけはゃぇ くぇ たせ-
ぉけしすすぇ, つぇさぇ う せきぇ くぇ っょくぇ 
おぇいぇくかなておぇ こけょゅかぇしくうつおぇ 
くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ? ¨す すけゃぇ しな-
ぉうすうっ こさっい あうゃけすぇ しう - うい-
ぉけさなす いぇ 『ぇさうちぇ こさっい 1986-
すぇ, ╉かぇさぇ くっ こけきくう きくけゅけ. 
‶けきくう ゃけょっとうは けす „╋うくせすぇ 
っ きくけゅけ“ - ‶っすなさ ╁せつおけゃ. ′っ 
っ いぇぉさぇゃうかぇ う けくいう しゅなし-
すっく けす くぇこさっあっくうっ ゃないょせた 
ゃ さっしすけさぇくす „╉ぇいぇくかなお“  こけ 
ゃさっきっ くぇ ╁╇‶-ゃっつっさはすぇ, おけ-
ゅぇすけ きけきうつっすぇすぇ - おぇくょう-
ょぇすおう ぉうゃぇす しかっょっくう こさっい 
ちはかけすけ ゃさっきっ いぇ ちはかけしすくけすけ 
うき こけゃっょっくうっ, ょけおぇすけ くぇ-
おさぇは, こけつすう すぇえくけすけ あせさう 
くっ けぉはゃうかけ さっいせかすぇすぇ. 

╉けくおせさしなす ぉうか しなゃしっき
さぇいかうつっく けす しっゅぇ 

┿ぉうすせさうっくすおうすっ けすうゃぇかう ゃ 
さっしすけさぇくすぇ し おぇゃぇかっさ, ゃさぇ-
すうすっ ぉうかう いぇすゃけさっくう いぇ こせぉ-
かうおぇ, くぇぉかのょぇゃぇかう ゅう おぇお 
すぇくちせゃぇす, おぇお しっ たさぇくはす, 
おぇおゃう きぇくうっさう うきぇす, おぇおゃう 
すぇかぇくすう こさうすっあぇゃぇす, おぇおゃけ 
きけゅぇす, おけかおけ しぇ けぉさぇいけゃぇくう,  
しこぇいゃぇす かう っすうおっすぇ... ╉かぇ-
さぇ ょぇあっ しっ さぇょゃぇ, つっ しっゅぇ 
ゃっつっ っ さぇいかうつくけ - おけくおせさ-
しなす っ しゃけぉけょっく ょぇ しっ しかせつ-
ゃぇ こさっょ たけさぇすぇ けす ╉ぇいぇくかなお 
しなゃしっき けすおさうすけ. ′ぇ ゃさっきっすけ 
ういぉけさなす しっ こさぇゃっか しかっょ ぉぇ-
かけゃっすっ, くはおけかおけ ょくう こさっょう 
‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ. ]っゅぇ 
╂っさゅぇくぇ しぇきぇ さってうかぇ ょぇ しっ 
はゃう いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, けぉしな-
ょうかう ゃ しっきっえしすゃけすけ う けょけ-
ぉさうかう. ′け くぇ ゃさっきっすけ きけきう-
つっすぇすぇ ぉうかう けこさっょっかはくう けす 
おけきうしうは こけ せつうかうとぇすぇ, くっ 
しっ おぇくょうょぇすうさぇかう こけ しゃけっ 
あっかぇくうっ. ′ぇ ╉かぇさぇ くっ っ さぇ-
ぉけすぇ すけゅぇゃぇ ょぇ いくぇっ, つっ こさっい 
1986-すぇ こなさゃぇすぇ すさけえおぇ たせ-
ぉぇゃうちう - さけいう, ういかういぇす こさっょ 

たうかはょくけすけ ゅさぇあょぇくしすゃけ くぇ 
╉ぇいぇくかなお ゃ しこっちうぇかくけ せてう-
すう おけしすのきう, ぇ 『ぇさうちぇすぇ 
くけしう こなさゃぇすぇ ゃ うしすけさうはすぇ 
くぇ おけくおせさしぇ しこっちうぇかくけ うい-
さぇぉけすっくぇ おけさけくぇ - ゃっくつっ. ] 
せぉっあょっくうっすけ, つっ ゃ あうゃけすぇ 

しぇ ゃぇあくう こけゃっつっ せきっくうはすぇ, 
つけゃっつくけしすすぇ, こさけそっしうけくぇ-
かういきなす う ょけぉさうすっ けすくけてっ-
くうは, ╉かぇさぇ ゅかっょぇ くぇ たせぉけしす-
すぇ くぇ ょゃっすっ しう とっさおう おぇすけ 
くっとけ っしすっしすゃっくけ, いぇさぇょう 
おけっすけ くはきぇ いぇとけ ょぇ しっ こさっ-
ゃないくぇしは. ぅゃくけ ゅかっょぇ すぇおぇ う 
くぇ しっぉっ しう - たせぉぇゃぇ あっくぇ し 
すけこなか こけゅかっょ う こさっおさぇしくぇ 
せしきうゃおぇ, ╉かぇさぇ っ ょぇかっつ けす 
ゃしはおぇ しせっすぇ ゃ こけゃっょっくうっすけ 
しう. ╁っさけはすくけ けす くっは ╂っさゅぇくぇ 
っ くぇしかっょうかぇ すぇいう くっこけしさっょ-
しすゃっくけしす う そうくっし, し おけうすけ 
しこっつっかう あせさうすけ くぇ おけくおせさ-
しぇ すぇいう ゅけょうくぇ.
〈けつくけしすすぇ, はしくぇすぇ きうしなか う 

こけょさっょっくけしす, いぇょなかあうすっかくう 

いぇ ょけぉさうは しつっすけゃけょうすっか, せ 
╉かぇさぇ しっ ょけこなかゃぇす し けくけゃぇ 
あっくしおけ ういかなつゃぇくっ, おけっすけ っ 
くっせしすけうきけ, くけ すは くっ うしおぇ ょぇ 
しっ ゅけゃけさう いぇ すけゃぇ. ╇ょゃぇ ゃ 
„┿さしっくぇか“ こさっい 1991. ]かっょ 
きぇえつうくしすゃぇ う こさっおなしゃぇくっ 
しっ ゃさなとぇ おぇすけ ゅかぇゃっく しつっ-
すけゃけょうすっか くぇ ╆ぇゃけょ 5 こさっい 
2007-きぇ. ]きはすぇ, つっ さぇぉけすぇすぇ 
こさけしすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃなさてう 
ょけぉさっ, ぉっい ょぇ しっ おけきっくすうさぇ 
ういかうてくけ, ぇ しゃけぉけょくけすけ ゃさっ-
きっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けしきうしかは し 
つうしす ゃないょせた う ういかっすう ゃ こさう-
さけょぇすぇ, おぇおゃうすけ しっきっえしすゃけ-
すけ けこさっょっかっくけ けぉうつぇ. ╉かぇさぇ 
けぉうつぇ う すぇくちうすっ, しうゅせさくけ う 
いぇすけゃぇ きぇかおぇすぇ ╂っさゅぇくぇ ゃ 
ょっすしすゃけすけ しう うゅさぇかぇ ぉぇかっす... 
╋ぇえおぇ くぇ くけゃぇすぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ う しっゅぇ くぇきうさぇ ゃさっきっ 
いぇ すぇくちう し きぇかおぇ ゅさせこぇ こさう-
はすっかおう, くけ くっ しぇきけ いぇさぇょう 
ょけぉさぇすぇ そういうつっしおぇ そけさきぇ, 
ぇ う いぇさぇょう  せょけゃけかしすゃうっすけ 
けす きせいうおぇすぇ... ╉かぇさぇ くぇきう-
さぇ う きうくせすおう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“. ¨しけぉっくけ え ょけこぇょぇ 
こけしかっょくぇすぇ しすさぇくうちぇ, おけはすけ 
つっしすけ さぇいおぇいゃぇ あうすっえしおうすっ 
うしすけさうう くぇ せしこっかうすっ. 
╉ぇすけ きぇえおぇ, ╉かぇさぇ しっ くぇ-

ょはゃぇ, つっ せしうかうはすぇ くぇ しっきっえ-
しすゃけすけ - ょぇ けすゅかっょぇ ょっちぇすぇ 
しう し ょけゃっさうっ, しぇ ゃ こさぇゃうか-
くぇすぇ こけしけおぇ. ╃けしっゅぇ う ╂っさ-
ゅぇくぇ, う ╋うさぇ くっ しぇ は さぇいけ-
つぇさけゃぇかう. 』せゃしすゃぇ ゅう おぇすけ 

ぉかういおう こさうはすっかう. ╁はさゃぇ, 
つっ ╂っさゅぇくぇ とっ しっ しこさぇゃう し 
すさせょくけしすうすっ ゃ 【けすかぇくょうは, 
いぇとけすけ ゃ せつうかうとっ しっ っ くぇ-
せつうかぇ ょぇ しっ ぉけさう う ょぇ こさっ-
しかっょゃぇ ちっかうすっ しう. ╂っさゅぇくぇ 
いぇゃなさてゃぇ こさけそうか ぉうけかけゅうは 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ‶さうさけょけ-
きぇすっきぇすうつっしおぇ ゅうきくぇいうは. 
]なとぇすぇ ゅうきくぇいうは, ゃ おけはすけ 
せつう くぇ ゃさっきっすけ う きぇきぇ. ¨ぉ-
とけすけ きっあょせ きぇえおぇ う ょなとっさは 
っ けつっゃうょくけ: たせぉけしす, せしきうゃ-
おぇ, っかっゅぇくすくけしす, せきっさっくけしす 
う そうくっし. ╇ せき, さぇいぉうさぇ しっ... 
〈ぇいう かうこしぇ くぇ くぇすさぇこつうゃぇ 
しせっすくけしす ゃっさけはすくけ っ う こさう-
つうくぇすぇ ╂っさゅぇくぇ ょぇ ういぉっさっ 
さけおかはすぇ しう いぇ ぉぇかぇ しゃっすおぇ-

ゃうつくけ. ╁っょくぇゅぇ は たぇさっしぇかぇ, 
とけき は ゃうょはかぇ くぇ ゃうすさうくぇすぇ 
くぇ きぇゅぇいうくぇ. 〈ぇおぇ すけぇかっすなす 
ぉうか ゅけすけゃ ぉっい くうおぇおゃけ すう-
つぇくっ こけ ぇすっかうっすぇ う ぉせすうちう. 
╋けあっ ぉう しぇ こけきけゅくぇかう う きぇ-
くっおっくしおうすっ きっさおう, う すけつくけ-
すけ けおけ くぇ ょういぇえくっさ, おぇおゃけすけ 
╂っさゅぇくぇ ゃっつっ うきぇ, いぇとけすけ 
くぇこけしかっょなお さうしせゃぇ ゃしっ こけ-
ゃっつっ. ╃ぇあっ っ ぇゃすけさ くぇ おけ-
さうちぇすぇ くぇ っょくぇ くけゃぇ おくうゅぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお - すぇいう くぇ ╇ゃぇえかけ 
╃うきぇくけゃ. 
』っさくけ-つっさゃっくぇすぇ さけおかは 

ゃ ょぇくすっかぇ, し おけはすけ ╂っさゅぇ-
くぇ ゅさぇぉくぇ あせさうすけ, っ しなとぇ-
すぇ, し おけはすけ とっ うょっ くぇ ぉぇかぇ 
しう くぇ 24-すう きぇえ. ╁っさけはすくけ 
し きけきつっすけ, おけっすけ しっゅぇ っ ょけ 
くっは. „〈けゃぇ とっ ぉなょっ ういちはかけ 
くっえくうはす ょっく“, おぇいゃぇ きぇきぇ, 
おけはすけ うしおぇ ょぇ けしすぇゃう とっさおぇ-
すぇ ょぇ こさっおぇさぇ こさぇいくうおぇ くぇ 
ぉぇかぇ すぇおぇ, おぇおすけ すは しう さってう. 
╁うくぇゅう っ ぉうかけ すぇおぇ: „¨し-
すぇゃはき ょっちぇすぇ しう ょぇ こさぇゃはす 
しゃけえ しけぉしすゃっく ういぉけさ, しぇきけ 
すぇおぇ きけゅぇす ょぇ しっ くぇせつぇす ょぇ 
しっ しこさぇゃはす ゃ あうゃけすぇ, ょぇ 
しかっょゃぇす しっぉっ しう う ょぇ ぉなょぇす 
とぇしすかうゃう“, しこけょっかは ╉かぇさぇ 
‶っすさけゃぇ - こけょゅかぇしくうつおぇ くぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ 1986 う きぇえおぇ 
くぇ くけゃぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお - 2014.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ  
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╂ぇさぇくすうさぇくけ さぇぉけすくけ きはしすけ 
う ゃないきけあくけしすう いぇ おぇさうっさくけ 
ういさぇしすゃぇくっ しぇ ょさせゅうすっ ゅぇ
さぇくちうう くぇ „┿さしっくぇか” しさっとせ 
こけっす ぇくゅぇあうきっくす けす しすさぇくぇ くぇ 
しすせょっくすうすっ, いぇこうしぇかう しこっちう
ぇかくけしすすぇ „]すさっかおけゃけ けさなあうっ 
う ぉけっこさうこぇしう”,  つぇしす けす こさけ
ゅさぇきぇすぇ くぇ そぇおせかすっす „╋ぇてう
くけしすさけっくっ う  せさっょけしすさけっくっ”  
くぇ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす 
- そうかうぇか ‶かけゃょうゃ.  
〈ぇいう うくそけさきぇちうは こさっょけし

すぇゃう いぇ  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ - いぇき.-ょう
さっおすけさ こけ しこっちうぇかくうすっ ゃな
こさけしう くぇ „┿さしっくぇか” う おけけさ
ょうくぇすけさ くぇ しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ, おぇすけ けぉけぉとっくうっ くぇ 
こさけゃっょっくうすっ こさっい  ういきうくぇかぇ
すぇ しっょきうちぇ しさっとう し ょうさっお
すけさう くぇ しさっょくうすっ せつうかうとぇ ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇっょくけ し 
くっゅけ ゃ すっいう しさっとう せつぇしすゃぇ う 
ょさせゅ こさっょしすぇゃうすっか くぇ そうさ
きぇすぇ, しなとけ し けすくけてっくうっ おなき 
しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ 
- うくあ. ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ, 
さなおけゃけょうすっか くぇ けすょっか „〈ったくう
つっしおけ さぇいゃうすうっ” ゃ „┿さしっくぇか” 
う つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁ こけさっょうちぇ しさっとう し ょうさっお

┿さしっくぇかしおぇすぇ さぇょけしす こけおさぇえ 『ぇ
さうちぇ [けいぇ すぇいう ゅけょうくぇ っ ょゃけえくぇ. 

′ぇえ-ゅけかはきけすけ そうさきっくけ しっきっえしすゃけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお しう うきぇ くっ しぇきけ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ - ╂っさゅぇくぇ ‶っすさけゃぇ, つうはすけ きぇえ
おぇ - ╉かぇさぇ, っ ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか 
くぇ ╆ぇゃけょ 5. ╇きぇ しう う ょけしすけえくぇ こけょ
ゅかぇしくうつおぇ - ╀っすうくぇ  ╋うすおけゃぇ. ╀さの

くっすおぇすぇ, おけはすけ ょけ こけしかっょくけ ぉっ かの
ぉうきおぇ くぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす こせぉかうおぇすぇ, 
ぇ おけきっくすぇさうすっ いぇ くっは ゃなゃ そっえしぉせお 
ぉはたぇ っょくう  けす くぇえ-ぇおすうゃくうすっ, さぇょゃぇ 
しっきっえしすゃけすけ くぇ [せきっく ╋うすおけゃ, くは
おけゅぇてっく ぇさゅけくつうお けす ′╇〈╇, しっゅぇ – ゃ 
しなしすぇゃぇ くぇ たけさぇすぇ けす ╀けはょあうえくぇすぇ 
くぇ ╆ぇゃけょ 5 - さぇぉけすくうお „》うょさけすった
くうつっしおう しなけさなあっくうは“.  [せきっく こさう
いくぇゃぇ, つっ し せつぇしすうっすけ くぇ ╀っすう っ しすぇ
くぇか けとっ こけ-とぇしすかうゃ ぉぇとぇ, いぇとけすけ 
きはしすけすけ くぇ こけょゅかぇしくうつおぇ くぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ くぇこさぇゃうかけ こさぇいくうおぇ くぇ ぇぉう
すせさうっくすおぇすぇ せ ょけきぇ けとっ こけ-たせぉぇゃ. 
╀せおっすう し ちゃっすは う すけさぉうつおう し おぇおゃう 
かう くっ こけょぇさなちう しぇ こさなしくぇすう くぇゃしは
おなょっ ゃ ぇこぇさすぇきっくすぇ, しきっっ しっ ぉぇとぇすぇ 
くぇ ╀っすう, つうっすけ くぇえ-しうかくけ あっかぇくうっ っ 
っょうくしすゃっくぇすぇ とっさおぇ ょぇ っ とぇしすかうゃぇ 
ゃ あうゃけすぇ しう. 】ぇしすかうゃけすけ くぇつぇかけ くぇ 

すけさうすっ くぇ おぇいぇくかなておうすっ 
こさけそうかうさぇくう ゅうきくぇいうう う 
しこっちうぇかくう せつうかうとぇ すっ さぇい
はしくうたぇ ちっかうすっ くぇ しすうこっくょう
ぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ „┿さしっ
くぇか”, おぇおすけ う ぉけくせしうすっ, おけうすけ 
すは けしうゅせさはゃぇ くぇ こさぇおすうおぇ いぇ 
すっいう, おけうすけ ぉなょぇす けょけぉさっくう 
いぇ くっは, し ゅけかはきぇすぇ ちっか - きかぇ
ょうすっ たけさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ょけ
ぉさうすっ しこっちうぇかうしすう ょぇ うきぇす 
ゃないきけあくけしすう いぇ さぇいゃうすうっ う 
おぇさうっさくけ せしなゃなさてっくしすゃぇくっ 
うきっくくけ ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ, いぇ 
ょぇ ぉなょぇす こけかっいくう, おぇおすけ くぇ 
きっしすくぇすぇ うくょせしすさうは, すぇおぇ う 
くぇ しぇきうすっ しっぉっ しう. 
╇きぇ けこさっょっかっく うくすっさっし おなき 

すけゃぇ, おけっすけ こさっょかぇゅぇ  „┿さしっ
くぇか”, きぇおぇさ ゅけかはきぇ つぇしす けす 
ぉなょっとうすっ しすせょっくすう すぇいう ゅけ
ょうくぇ ゃっつっ ょぇ しぇ けさうっくすうさぇくう 
ゃ こさけそっしうけくぇかっく こかぇく, くけ 
すけゃぇ っ しぇきけ こなさゃう くぇて けこうす, 
こさけょなかあぇゃぇきっ けとっ こけ-くぇ
しすけはすっかくけ う ちっかっくぇしけつっくけ う 
こさっい っしっくすぇ, いぇとけすけ こけしけおぇ
すぇ っ ゃはさくぇ, いぇはゃう しかっょ しさっ
とぇすぇ ゃ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさって
おけゃ” ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ, 
おけえすけ っ ぉうゃて ゃないこうすぇくうお くぇ 
╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは. 
]さっとう し ぉなょっとうすっ いさっかけしす

くうちう, こけしっとっくうは くぇ おけくおさっす
くう さぇぉけすくう きっしすぇ, くぇ おけうすけ 
ぉうたぇ さぇぉけすうかう しかっょ いぇゃなさて
ゃぇくっすけ しう ぉなょっとうすっ しすうこっく
ょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか”, しぇ しぇきけ 
つぇしす けす うくうちうぇすうゃうすっ, こさっょ
こさうっすう けす ぇさしっくぇかしおけすけ さな
おけゃけょしすゃけ こけ けすくけてっくうっ くぇ 
けぉはゃっくぇすぇ しすうこっくょうぇくすしおぇ 
こさけゅさぇきぇ. 
]かっょ おぇすけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 

90-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお 
くぇ こさぇおすうおぇ させしおぇすぇ しすさぇくぇ 
こさっしすぇゃぇ ょぇ こさっょかぇゅぇ けぉせ
つっくうっ いぇ ぉなかゅぇさしおう きかぇょっ
あう - しすせょっくすう ゃ すったくうつっしおうすっ 
ゃせいけゃっ くぇ [せしうは, う すけ ゃ けさな
あっえくう しこっちうぇかくけしすう, ょなかゅけ 
ゃさっきっ ぉなかゅぇさしおけすけ ゃうしてっ 
けぉさぇいけゃぇくうっ っ ゃ しっさうけいっく 
ょっそうちうす う ょなかゅ おなき こさっょ
こさうはすうはすぇ けす けすぉさぇくうすっかくぇすぇ 
こさけきうてかっくけしす こけ けすくけてっくうっ 
くぇ しこっちうぇかうしすう-けさなあっえくう
ちう. ╄ょゃぇ こさっょう くはおけかおけ ゅけ
ょうくう し ょっえくけすけ せつぇしすうっ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうは しこっちうぇかうしす, 
こさっこけょぇゃぇすっか ゃ 〈ったくうつっ
しおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ‶かけゃょうゃ 
- うくあ. ′うおけかぇえ ╉せちぇさけゃ,  いぇ
こけつゃぇ  けぉせつっくうっ ゃ しこっちうぇか
くけしすすぇ  „]すさっかおけゃけ けさなあうっ 
う ぉけっこさうこぇしう”. ╁ „┿さしっくぇか” 

ゃっつっ うきぇ う しこっちうぇかうしすう, いぇ
ゃなさてうかう すぇいう しこっちうぇかくけしす, 
おけうすけ いぇ さぇょけしす くぇ ゃしうつおう しぇ 
う しっきっえしすゃけ -  ╂ぇかは う ╊のぉけき
うさ ╆ょさぇゃつっゃう. ╂ぇかは, いぇ おけはすけ 
こさっょう ゃさっきっ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか” さぇいおぇいぇ, っ う ょけおすけさぇくす, 
こけしかっょくぇ ゅけょうくぇ ゃ 〈ったくうつっ
しおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ‶かけゃょうゃ. 
╇ょっはすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ っ きかぇょうすっ しこっ
ちうぇかうしすう ょぇ しぇ しさっょ さなおけゃけょ
くけすけ はょさけ, おけっすけ ょぇ きけすうゃうさぇ 
う ぉなょっとうすっ しすうこっくょうぇくすう う 
すはたくぇすぇ さけかは こけ ゃさっきっ くぇ けぉせ
つっくうっすけ う しこっちうぇかういうさぇくうすっ 
こさぇおすうおう, おぇおすけ う しかっょ すけゃぇ.
′っ いぇ こなさゃう こなす „┿さしっくぇか” 

けぉはゃはゃぇ しすうこっくょうぇくすしおぇ こさけ
ゅさぇきぇ, くけ いぇ こなさゃう こなす ぇきぉう
ちううすっ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ しぇ こさけゅさぇきぇすぇ ょぇ けす
しっっ  くぇえ-ょけぉさうすっ う  くぇえ-きけすう
ゃうさぇくう いぇ さぇぉけすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ 
う すっ ょぇ うきぇす いぇゃうょくぇ さっぇかういぇ
ちうは ゃ „┿さしっくぇか”. ╇ ゃ きけきっくすぇ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
さぇぉけすはす くはおけかおけ けす しすうこっくょう
ぇくすうすっ くぇ そうさきぇすぇ けす こさっょうて
くう   ゅけょうくう. ]さっょ すはた, けしゃっく 
しっきっえしすゃけ ╆ょさぇゃつっゃう, しぇ うくあ. 
》さうしすけ 【うこおけゃ, おけえすけ っ ょけお
すけさぇくす ゃ ╀ぇいぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ う 

ゃくっょさはゃぇくっ /╀[╁/ - „╀けっこさう
こぇしう” ゃ „┿さしっくぇか”, う ╋うかっく 
╉けしすぇょうくけゃ. 
¨しゃっく しすうこっくょうぇくすう, おけう

すけ ょぇ いぇこけつくぇす すっこなさゃぇ けぉせ
つっくうっすけ しう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ 
けさなあっえくうすっ すったくけかけゅうう う 
うくょせしすさうは, ゃ „┿さしっくぇか” さぇ
ぉけすはす う こけ こさけゅさぇきぇ, ょぇゃぇとぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ こさけそうかうさぇくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは ゃ けさなあっえくう 
しこっちうぇかくけしすう ゃ きぇゅうしすなさしおう 
こさけゅさぇきう うかう しかっょょうこかけきくう 
おゃぇかうそうおぇちうう. 
‶さうくちうこくけ ういこうすゃぇきっ くっ

けぉたけょうきけしす う ょっそうちうす けす 
ゃうしてう けさなあっえくう しこっちうぇかう
しすう, おぇおすけ う けす しこっちうぇかうしすう し 
うくあっくっさくう こさけそうかう, おぇいぇ いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ]すぇくうしかぇゃ 
′っくけゃ. 
〈けえ ういさぇいう くぇょっあょぇ, つっ けぉは

ゃっくぇすぇ しすうこっくょうぇくすしおぇ こさけ
ゅさぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか” とっ こさっ
ょういゃうおぇ うくすっさっし くっ しぇきけ しさっょ 
いさっかけしすくうちうすっ  し ぇきぉうちうう いぇ 
さぇいゃうすうっ けす さぇえけくぇ, くけ しなとけ 
う しさっょ ぇさしっくぇかしおう そぇきうかうう 
くぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう, 
おけうすけ ょなさあぇす くぇ こさうっきしすゃっ
くけしすすぇ う しぇ しないょぇかう ょけぉさう 
すさぇょうちうう ゃ すぇいう こけしけおぇ. 

    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

かうつくうは こなす ゃ あうゃけすぇ – おけくおせさしなす 
いぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, いぇ しっきっえしすゃけすけ 
っ いくぇお, つっ ╀っすう とっ ゃなさゃう せしこって
くけ おなき こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くぇ 
しなょぉぇすぇ. ¨しゃっく たせぉぇゃけ, ╀っすう っ う 
しなしすさぇょぇすっかくけ きけきうつっ - し こさうしす
さぇしすうは おなき さぇぉけすぇすぇ ゃ こけかいぇ くぇ 
しけちうぇかくけ けとっすっくうすっ たけさぇ. 〈は さぇ
ぉけすう いぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ╀なかゅぇさ
しおうは つっさゃっく おさなしす, つかっく っ くぇ ょゃう
あっくうっすけ くぇ しおぇせすうすっ. 〉つぇしすうっすけ ゃ 
しおぇせすしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは いぇ きけきうつっ 
っ さはょおけ はゃかっくうっ. ¨ぉぇつっ すぇすおけすけ 
[せきっく くっ ゃうあょぇ くうとけ しすさぇくくけ ゃ 
すけゃぇ. ╋ぇかおぇすぇ ╀っすう ゃ こなさゃうすっ ゅけ
ょうくう くぇ ょっすしすゃけすけ  っ けすゅかっょぇくぇ くぇ 
しっかけ - ゃ ┿かっおしぇくょさけゃけ. ‶さうさけょぇすぇ, 
ょっすしすゃけすけ しさっょ うしすうくしおうすっ くっとぇ 
けつっゃうょくけ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ ぉなょぇす 
くっけぉたけょうきけしす いぇ くっは. ╆ぇ さぇいかうおぇ 
けす ぉぇとぇ しう, ゃなこさっおう すさぇょうちうはすぇ, 
きけきうつっすぇすぇ ょぇ こさうかうつぇす こけゃっつっ 
くぇ すぇすおけすけ, ╀っすう くっ しっ せゃかうつぇ こけ 
こっっくっすけ. [せきっく けすょぇゃくぇ うきぇ ういは
ゃう ゃ さぇいかうつくう くぇさけょくう こっゃつっしおう 
ゅさせこう, けす こけかけゃうく ゅけょうくぇ っ つぇしす 
けす たけさけゃうは しなしすぇゃ くぇ ]きっしっく たけさ 
„‶っすおけ ]すぇえくけゃ“ おなき ′ぇさけょくけ つう
すぇかうとっ „╇しおさぇ-1860“. ╆ぇこうしぇか しっ 
すぇき, いぇとけすけ, いぇゃさなとぇえおう しっ しかっょ 
くはおけかおけ ゅけょうくう けすしなしすゃうっ けす ╉ぇ
いぇくかなお, くっ きけゅなか ょぇ くぇきっさう ょけぉなさ 
くぇさけょっく けさおっしすなさ し たけさ. ]かけあくうすっ 
おかぇしうつっしおう こさけういゃっょっくうは ゃ „‶っすおけ 
]すぇえくけゃ“ しぇ きせ すさせょくう こけくはおけゅぇ, 
くけ けこうすゃぇ - こけつくぇか けとっ おぇすけ きぇ
かなお, くぇすさせこぇか おせこ くぇゅさぇょう けす しぇ
きけょっえくけしすすぇ, [せきっく うきぇ くせあょぇ ょぇ 
くっ しこうさぇ ょぇ こっっ. „╀っすう, いぇ さぇいかうおぇ 
けす きっく, こっっ しぇきけ ゃおなとう“, しきっっ しっ 
[せきっく. 〈けえ っ くぇはしくけ, つっ すうは くっとぇ 
くぇしうかぇ くっ しすぇゃぇす, くけ くっ すなあう けす 
そぇおすぇ, つっ とっさおぇすぇ くっ しかっょゃぇ くっ
ゅけゃうすっ ょぇさぉう. ╆ぇとけすけ すは しう うきぇ 
しゃけう. ¨しゃっく ゃしうつおけ ょさせゅけ, おけゅぇすけ 
うきぇ ゃさっきっ, ╀っすう こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
せつぇしすゃぇ ゃ おせおっさしおうすっ こさぇいくうちう, 
いぇ おけうすけ は いぇおなさきうかう くぇ ゃさっきっすけ ゃ 
┿かっおしぇくょさけゃけ. 
]っきっえしすゃけすけ くぇ [せきっく ╋うすおけゃ, 

おけえすけ うょゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお けす ╊けき, 
ゃっつっ っ こけしさっとくぇかけ さけょくうくうすっ う 
こさうはすっかうすっ, し おけうすけ こけさぇしくぇかぇすぇ 
╀っすう しこけょっかうかぇ さぇょけしすすぇ けす ぇぉう
すせさうっくすしすゃけすけ. ╃けてかう こけゃっつっ さけょ
くうくうすっ くぇ きぇえおぇすぇ くぇ きけきうつっすけ, 
おけはすけ っ けす ╉ぇいぇくかなお, くけ くぇえ-ぉかうい
おうすっ くぇ [せきっく しなとけ こさうしすうゅくぇかう 
けす ぉさっゅぇ くぇ ╃せくぇゃぇ. ]なぉさぇかう しっ 

ゃ きっしすくうは ┿さす おかせぉ - おせこけくなす しう 
しすさせゃぇてっ, さぇいおぇいゃぇ [せきっく. 〈けえ くっ 
しこうさぇ ょぇ しっ つせょう くぇ こけさぇしくぇかけすけ 
しう きけきうつっ - ぉうあせすぇ, すさう さけおかう, 
おせこ ちゃっすは... けすさせこぇかう たせぉぇゃぇすぇ 
╀っすう. 〈ぇすおけすけ くぇこさぇゃけ しう こさういくぇ
ゃぇ: “′っとけ しすさぇてくけ!“. 
〉つっくうつおぇ ゃ 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうき

くぇいうは „]ゃ. ]ゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ“, 
╀っすうくぇ ういぉうさぇ きぇすせさうすっ こけ ぇく
ゅかうえしおう う ぉなかゅぇさしおう っいうお. ╇きぇ しう 
うょっは おなょっ うしおぇ ょぇ せつう, くけ - くっおぇ 
こなさゃけ ょぇ しすぇくっ そぇおす! 
╆ぇ ょぇ こなすせゃぇ こけ-ぉなさいけ う こけ-せし

こってくけ こけ しゃけうすっ あうすっえしおう きぇゅうし
すさぇかう, ╀っすう けとっ けすしっゅぇ ぉなさいぇ ょぇ 
しゃなさてう ゃないきけあくけ こけゃっつっ くっとぇ. 
¨しゃっく こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ きぇすせさうすっ, 
おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおうすっ ういこうすう, 
ぇくゅぇあうきっくすうすっ こけおさぇえ ╀』╉ う しおぇ
せすうすっ, こけょゅかぇしくうつおぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ 2014, おけはすけ こさういくぇゃぇ, つっ こけ

しすうゅぇ ちっかうすっ しう し ゅけかはきぇ せこけさうすけしす, 
すうは ょくう とっ しっ はゃはゃぇ う くぇ ういこうす いぇ てけ
そぬけさしおぇ おくうあおぇ. 
╋けきうつっすけ, おけっすけ ゃはさゃぇ, つっ うょっぇかっく 

きなあ くっ しなとっしすゃせゃぇ, ぇ かのぉけゃすぇ っ うきっく
くけ おけこくっあなす こけ ゅけかはきけすけ とぇしすうっ, うきぇ 
いぇゃうくぇゅう こけょおさっこぇすぇ くぇ っょうく ょさせゅ きなあ 
- すぇすおけすけ [せきっく. ╉けえすけ すうは ょくう くっ しこう
さぇ  ょぇ しっ さぇょゃぇ けす たせぉぇゃけすけ ゃ あうゃけ
すぇ くぇ ╀っすう. ] くぇょっあょぇすぇ すけ ゃうくぇゅう ょぇ 
っ きくけゅけ うかう こけくっ - ょけしすぇすなつくけ, いぇ ょぇ 
しっ つせゃしすゃぇ とっさおぇすぇ つけゃっお, とぇしすかうゃけ 
しぉなょくぇか しっぉっ しう. ╆ぇとけすけ おさぇしけすぇすぇ くっ 
っ ょけしすぇすなつくぇ. ╀っすう いくぇっ すけゃぇ, とけき こけ 
ゃさっきっ くぇ おけくおせさしぇ おぇいぇ: “╉さぇしけすぇすぇ っ 
けすくけしうすっかくぇ う ゃしっおう くけしう つぇしす けす くっは 
ゃ しっぉっ しう“ う こけあっかぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう ょぇ 
こぇいはす う しかぇゃはす うしすけさうはすぇ う すさぇょうちううすっ 
くぇ ╃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 せ くぇし う いぇょ ゅさぇくうちぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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‶さっょしすぇゃうすっかはす くぇ ╄おし
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお - 

╃っかはく 〈っくっゃ, っ ぇゃすけさ くぇ 

けさうゅうくぇかくぇ きせかすうきっょうは, 
おけはすけ っ つぇしす けす しちっくけゅさぇ
そうはすぇ くぇ ぇゃぇくゅぇさょくうは 
しこっおすぇおなか, つうはすけ こさっきうっさぇ 
とっ きけゅぇす ょぇ ゃうょはす ゅけしすうすっ 
う ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
くぇ 27-きう きぇえ けす 19 つぇしぇ ゃ 
╃╉ „┿さしっくぇか”. ‶さっきうっさぇ
すぇ  くぇ „╃うたぇくうっ けす ょけかう
くぇすぇ” っ つぇしす けす こさけゅさぇきぇ
すぇ くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ. 
]こっおすぇおなかなす っ ゃ ういちはかけ 
くけゃ ゃぇさうぇくす う ゃ ぇゃすけさしおうは 
きせ っおうこ しぇ ょゃぇきぇ ういゃっしすくう 
おぇいぇくかなつぇくう: こけっすなす [せ
きっく ╃っくっゃ, おけえすけ っ ぇゃすけさ 
くぇ すっおしすぇ, う ╃っかはく - おぇすけ 
ぇゃすけさ くぇ きせかすうきっょうはすぇ. 
[っぇかういぇちうはすぇ くぇ „╃うたぇ
くうっ くぇ ょけかうくぇすぇ” っ ょっかけ 
くぇ けぉとうくしおうは すっぇすなさ „╊の
ぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” う とっ しっ 
うゅさぇっ いぇ こなさゃう こなす くぇ いぇ
おさうすぇ しちっくぇ. „╃うたぇくうっ けす 
ょけかうくぇすぇ” うかう „‶さうおぇいおぇ 
いぇ しなすゃけさっくうっすけ” っ し さっ
あうしぬけさ – たけさっけゅさぇそ ]ゃっす
かうく ╇ゃっかうくけゃ, ゅかぇゃっく ぉぇ
かっすきぇえしすけさ う さなおけゃけょうすっか 
くぇ ぉぇかっすぇ くぇ  ╃なさあぇゃくうは 
きせいうおぇかっく すっぇすなさ „]すっそぇく 
╋ぇおっょけくしおう“ – ]けそうは. 》せ
ょけあっしすゃっくぇすぇ そけすけゅさぇそうは, 
ういこけかいゃぇくぇ おぇすけ しちっくけゅさぇ
そうは - っ くぇ おぇいぇくかなつぇくうすっ 
╇さっくぇ う ╉けかぬけ ‶っえつっゃう. 
]けかうしすう ゃ „╃うたぇくうは けす ╃け
かうくぇすぇ“ しぇ おぇいぇくかなつぇくうすっ 
ぅくぇ ╉ぇそぇかうっゃぇ う ]すぇくおけ 
〈ぇくっゃ, ぉぇかっすうしすう けす すさせ
こぇすぇ くぇ ╃なさあぇゃくぇ ¨こっさぇ 
– ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.  ╁ しこっおすぇ
おなかぇ せつぇしすゃぇ ちっかうはす しなし
すぇゃ くぇ 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ“. ]こっおすぇおなかなす 
こけおぇいゃぇ はさおうは すゃけさつっしおう 

] こけさっょうちぇ こけしすうあっくうは  けす 
きぇさぇすけくしおけすけ ぉはゅぇくっ ゃ 

╀ぇかぇすけく-〉くゅぇさうは しっ いぇゃなさくぇ 
っょうく けす こさうはすっかうすっ くぇ ╄おし
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, つけゃっおなす, 
くぇ おけゅけすけ ゅさせこぇすぇ くっっょくけ
おさぇすくけ っ こけょぇゃぇかぇ さなおぇ いぇ 

こけょおさっこぇ - せかすさぇきぇさぇすけくっちなす 
[ぇょう ╋うかっゃ. ¨す 6-ょくっゃくけすけ 
ぉはゅぇくっ ゃ 〉くゅぇさうは ╋うかっゃ しっ 
いぇゃなさくぇ し くはおけかおけ さっおけさょぇ: 
こなさゃけ きはしすけ ゃなゃ ゃないさぇしすけゃぇすぇ 
しう ゅさせこぇ, 10-すけ きはしすけ こさう きな
あっすっ う 12 きはしすけ ゃ けぉとけすけ おかぇ
しうさぇくっ. ′ぇ こさぇおすうおぇ し すっいう しう 
こけしすうあっくうは [ぇょう っ しさっょ こなさ
ゃうすっ 8 ゃ しゃっすけゃくうは っかうす. 
] せつぇしすうっすけ しう ゃ せくゅぇさしおけすけ 

ぉはゅぇくっ おぇいぇくかなつぇくうくなす こけ

╃くう う つぇしけゃっ けしすぇゃぇす 
ょけ 25 きぇえ. 】っ うい

ぉうさぇきっ 17 ぉなかゅぇさしおう ょっ
こせすぇすう, おけうすけ こさっい しかっょ
ゃぇとうすっ こっす ゅけょうくう とっ 
こさっょしすぇゃかはゃぇす ╀なかゅぇさうは ゃ 
╄ゃさけこぇ, ぇ いくぇつう - とっ こさっょ
しすぇゃかはゃぇす う ゃしっおう けす くぇし. 
〈っ しすぇゃぇす つぇしす けす けぉとけ 

 しぇ こさっょかけあっくうはすぇ いぇ 
‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇ
いぇくかなお こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, 

おけうすけ しっ けぉしなあょぇす ゃ ̈ ぉとうく
しおうは しなゃっす. 〈っ しぇ くぇこさぇゃっ
くう けす さぇいかうつくう けさゅぇくういぇ
ちうう う けすょっかくう ゅさぇあょぇくう, 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2 『《′《╆╊『ぇ【 ╊ ╇ 『╅′╈╅『╅ 』¨, ′╅『╅╉¨ 
』【】╉╊〉¨っ 〈╅‶ ╆╊『╊〈 『《′¨ 》『╊′ ╉╊〉 
╆ぇこけつくぇ おぇきこぇくうはすぇ いぇ こさうぉうさぇくっすけ くぇ さけいけゃ ちゃはす ゃ ╉ぇいぇく-

かなておけ. ╁なゃ ゃしうつおうすっ 15 000 ょっおぇさぇ し さけいけゃう くぇしぇあょっくうは ゃっつっ 
うきぇ さけいけぉっさぇつう. ‶なさゃう いぇこけつくぇたぇ し さけいけぉっさぇ ゃ しっかぇすぇ [けいけゃけ う 
』っさゅぇくけゃけ, おなょっすけ ぉっさぇす さけいう けとっ けす 10-すう きぇえ.
》ぇさぇおすっさくけすけ いぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ おぇきこぇくうは こけ こさうぉうさぇくっすけ くぇ 

さけいけゃうは ちゃはす っ, つっ いぇこけつくぇ し 3-4 ょくう こけ-さぇくけ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょう-
くぇ, おぇおすけ う つっ いぇさぇょう ょなあょけゃっすっ う こけ-くうしおうすっ すっきこっさぇすせさう けす 
けつぇおゃぇくけすけ う たぇさぇおすっさくけ いぇ きぇえ, きぇしけゃけ しっ ぉっさぇす さけいう, くけ こさっい 
ょっく. ‶さうつうくぇすぇ っ くっ しぇきけ ゃ おぇかくうすっ さっょけゃっ, くけ う ゃ こけ-ぉぇゃくうは 
ちなそすっあ くぇ さけいけゃうは ちゃはす.
〈させょくけしすうすっ こけ くぇぉうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすくぇ さなおぇ いぇ さけいけぉっさぇ ゃっつっ 

しぇ こさっけょけかっくう う くぇ っすぇこぇ ょっそうちうす けす ぉっさぇつう くはきぇ. ╋ぇしけゃけ そうさ-
きうすっ, くぇっきぇとう いぇ さけいけぉっさ たけさぇ, けしうゅせさはゃぇす ぉっいこかぇすっく すさぇくし-
こけさす. [けきう, こっくしうけくっさう, ぉっいさぇぉけすくう きかぇょっあう, さぇぉけすっとう, くけ ゃ 
けすこせしお, しぇ きぇしけゃぇすぇ おぇすっゅけさうは さけいけぉっさぇつう. 
0,60 かっゃぇ っ ちっくぇすぇ くぇ おうかけゅさぇき くぇぉさぇく さけいけゃ ちゃはす, おけえすけ こけ-

かせつぇゃぇす さけいけぉっさぇつうすっ. ╋っあょせ 2,00 う 2,40 しすうゅぇ ういおせこくぇすぇ ちっくぇ 
くぇ おうかけゅさぇき さけいけゃ ちゃはす ゃ さけいけゃぇさくうすっ. ′ぇ こけゃっつっすけ きっしすぇ いぇ-
こかぇとぇくっすけ くぇ さけいけぉっさぇつうすっ しすぇゃぇ ゃ おさぇは くぇ しっょきうちぇすぇ.

╃け きけきっくすぇ くっ しぇ 
くぇょきうくぇすう きうくぇかけ-
ゅけょうてくうすっ さっおけさょう 
いぇ ぉさぇくっ くぇ さけいけゃ 
ちゃはす, つううすけ ぇゃすけ-
さう しぇ こっくしうけくっさう 
けす おぇいぇくかなておうすっ 
しっかぇ, くぇぉさぇかう しぇきけ 
いぇ ょっく しなけすゃっすくけ 
こけ 110, 101 う 98 
おうかけゅさぇきぇ. ‶さう  
くぇかうつうっ くぇ さけいう う 
しさなつくけしす すけゃぇ くっ っ 

くっこけしすうあうきけ, おぇすっゅけさうつくう しぇ しすけこぇくう くぇ さけいけゃうすっ きぇしうゃう. 
[けいけこさけういゃけょうすっかう う さけいけすなさゅけゃちう くっ けつぇおゃぇす すぇいゅけょうてくぇすぇ 

おさぇえくぇ ちっくぇ いぇ おうかけゅさぇき さけいけゃけ きぇしかけ ょぇ くぇょきうくっ さっおけさょくぇすぇ 
けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おけはすけ しすうゅくぇ ょけ 6600-6800 っゃさけ いぇ おうかけ-
ゅさぇき さけいけゃけ きぇしかけ くぇ しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう. [っゅうしすさうさぇくう ぉはたぇ う 
っょうくうつくう こさけょぇあぉう くぇ くうゃぇ くぇょ 7000 っゃさけ. 
╁うしけおぇすぇ ちっくぇ くぇ さけいけゃけすけ きぇしかけ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しすぇくぇ こさう-

つうくぇ つぇしす けす くっゅけ う おなき きけきっくすぇ ょぇ すなさしう しゃけうすっ おせこせゃぇつう. 
《ぇおす, おけえすけ くっ こさうすっしくはゃぇ さけいけこさけういゃけょうすっかうすっ, すなえ おぇすけ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ さけいけゃけ きぇしかけ っ し せくうおぇかくう おぇつっしすゃぇ う っ ょけおぇいぇかけ しゃけは-
すぇ ゃうしけおぇ ちっくぇ.
╃けぉさぇ さっおけかすぇ う しさっょっく ょけぉうゃ きっあょせ 300 う 500 おゅ さけいけゃ ちゃはす 

けす ょっおぇさ けつぇおゃぇす すぇいう ゅけょうくぇ さけいけこさけういゃけょうすっかうすっ.
′うおけえ けす すはた, けぉぇつっ, くっ しっ くぇっきぇ ょぇ こさけゅくけいうさぇ ょぇかう おぇきこぇくう-

はすぇ こけ こさうぉうさぇくっすけ くぇ さけいけゃうは ちゃはす とっ こさけょなかあう ょけ おせかきうくぇ-
ちうはすぇ くぇ すぇいゅけょうてくうは ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ - 8 のくう. 
╆ぇさぇょう きぇかおけ こけ-さぇくくけすけ しすぇさすうさぇくっ くぇ おぇきこぇくうはすぇ いぇ ぉさぇ-

くっ くぇ さけいけゃうは ちゃはす しなとっしすゃせゃぇす けこぇしっくうは, つっ いぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ 
さけいぇすぇ ゃ きぇしうゃうすっ ゃっつっ きけあっ う ょぇ くはきぇ さけいう. ╁しうつおけ いぇゃうしう 
けす ゃさっきっすけ, おぇすっゅけさうつくう しぇ さけいけこさけういゃけょうすっかうすっ う ょけぉぇゃはす, つっ 
おなき きけきっくすぇ すけ さぇぉけすう ゃ こけかいぇ くぇ ょなかゅぇ おぇきこぇくうは し きくけゅけ ちゃはす. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨ てそくけ たひて „╊さつたかちてせあ“ たそおさちかたあ くあ としてちあすあちあてそせかぬあ

751 ょっこせすぇすう う し ゅかぇしぇ しう 
とっ けこさっょっかはす こけしけおぇすぇ くぇ 
さぇいゃうすうっ くぇ ╄ゃさけこぇ, しかっ
ょけゃぇすっかくけ う くぇ ╀なかゅぇさうは, 
いぇ ゅけょうくう くぇこさっょ.
╆ぇょぇゃぇき しう ゃなこさけしう: 

„╁しうつおけ すけゃぇ うくすっさっしせゃぇ 
かう きっ ? ╃ぇ けすうょぇ かう ょぇ ゅかぇ
しせゃぇき ?”
╃┿ - いぇとけすけ とっ せこさぇあくは 

おけくしすうすせちうけくくけすけ しう こさぇ
ゃけ くぇ ゅかぇし;
╃┿ - いぇとけすけ うしおぇき せし

こってくけ ょぇ ぉなょぇす いぇゃなさてっくう 
ゃしうつおう こさけっおすう, そうくぇくしう
さぇくう し っゃさけこっえしおう こぇさう, 
こけ おけうすけ ぇおすうゃくけ さぇぉけすう 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╇ ょぇ 
ぉなょぇす けすゃけさっくう くけゃう いぇ 
こっさうけょぇ ょけ 2020 ゅけょうくぇ. 
╇しおぇき ょぇ ゃうょは きけは, くぇてうは 
ゅさぇょ けとっ こけ-こさうゃっすかうゃ.
╃┿ - いぇとけすけ きくけゅけ うしおぇき 

きかぇょっあうすっ ょぇ うきぇす ゃない
きけあくけしす ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇす 
し けくけゃぇ, おけっすけ しぇ せつうかう, 

おけっすけ きけゅぇす う けぉうつぇす, すせお, 
ゃ ╀なかゅぇさうは, ぇ くっ こけ つせあょう 
ょなさあぇゃう.
╉ぇお ょぇ ういぉっさぇ いぇ おけゅけ ょぇ 

ゅかぇしせゃぇき? ╉けう う おぇおゃう しぇ 
きけうすっ おぇくょうょぇすう, おけうすけ 
ょぇあっ きけゅぇ ょぇ こさっこけょさっょは し 
けすきっすおぇ ゃ ぉのかっすうくぇすぇ ?
¨すゅけゃけさなす っ ゃ っょくぇ ょせきぇ - 

╃¨╉┿╆┿′╇  ╄╉]‶╄[〈╇ .
』っすぇ きくけゅけぉさけえくうすっ うきっくぇ 

ゃ かうしすうすっ くぇ こぇさすうう, おけぇかう
ちうう, くっいぇゃうしうきう おぇくょうょぇすう. 
╂かっょぇき おかうこけゃっ こけ すっかっゃう
いうはすぇ. [ぇいょぇゃぇす きう かうしすけゃおう 
くぇ せかうちぇすぇ... ╇ すなさしは ╊╇』
′¨]〈╇:
- ] こさけそっしうけくぇかくう ういはゃう う 

けこうす ゃ きっあょせくぇさけょくうすっ そう
くぇくしう う うおけくけきうつっしおう けすくけ
てっくうは;
- ]  こけかうすうつっしおう けこうす う 

せきっさっくう ういはゃう;
- ]  っいうおけゃぇ こけょゅけすけゃおぇ;
- ]  はしくう う けすおさうすう こけしかぇ

くうは, さぇいせきっく う こさっきっさっく うい

おぇい;
- ] うょっう - し おぇおゃけ おけくおさっす

くけ とっ ょけこさうくっしぇす せすさっ ょぇ っ 
こけ-ょけぉさっ けす ょくっし;
- ‶ぇすさうけすう, くぇ おけうすけ ょぇ 

こけゃはさゃぇき.
╉ぇおゃけ けつぇおゃぇき けす ぉなかゅぇさ

しおうすっ ょっこせすぇすう: ‶ぇさすうえ
くけ-こけかうすうつっしおけすけ こさけすう
ゃけこけしすぇゃはくっ „ょぇ ゅけ けしすぇゃはす 
ゃおなとう”. ╄ゃさけこっえしおうはす こぇさ
かぇきっくす くっ っ ぉなかゅぇさしおけすけ 
′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ. ′ぇえ-こけ
しかっ ょぇ ぉなょぇす っょうくくう, おけゅぇ
すけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ いぇとうすぇゃぇす 
うくすっさっしうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは. 
╂っけこけかうすうつっしおけすけ きはしすけ 
くぇ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ  ういうしおゃぇ 
せきっくうっ ょぇ ゅかっょぇす う くぇ うい
すけお, う くぇ いぇこぇょ.  ╃ぇ しっ ぉけ
さはす ょぇ こけかせつぇゃぇきっ くっ こけきけ
とう, ぇ うくゃっしすうちうう けす ゃしうつおう 
ゃないきけあくう ういすけつくうちう - いぇ 
さぇいゃうすうっ う さなしす くぇ ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ うおけくけきうおぇ; いぇ こけゃっ
つっ う くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ; いぇ 

おけくおせさっくすくけしこけしけぉくけしす; 
いぇ つうしすぇ けおけかくぇ しさっょぇ. ╆ぇ
とけすけ しぇきけ こさう しうかくぇ うおけ
くけきうおぇ とっ うきぇ さっぇかくぇ しけ
ちうぇかくぇ こけかうすうおぇ - こけゃっつっ 
しさっょしすゃぇ いぇ いょさぇゃっ, おせかすせ
さぇ, けぉさぇいけゃぇくうっ, しこけさす.
】╄ ╂╊┿]〉╁┿╋. ╂かぇしせ

ゃぇえすっ う ゃうっ! ╃ぇ くっ けしすぇゃは
きっ ょさせゅ ょぇ ういぉうさぇ ゃきっしすけ 
くぇし.
╃ぇ ういぉっさっき し ゅかぇしけゃっすっ 

しう すぇおうゃぇ たけさぇ, おけうすけ し 
うくうちうぇすうゃぇすぇ しう ゃ ╄ゃさけ
こぇ とっ しこけきけゅくぇす ╀なかゅぇさうは 
せしおけさっくけ う せしこってくけ ょぇ しっ 
こさうょゃうあう  こけ-くぇこさっょ ゃ 
しこうしなおぇ くぇ っゃさけこっえしおけすけ 
しっきっえしすゃけ, いぇとけすけ さけょう
くぇすぇ くう ゅけ いぇしかせあぇゃぇ. ╇ いぇ 
ょぇ あうゃっっき くうっ, けぉうおくけゃっ
くうすっ たけさぇ, こけ-ょけぉさっ . 
╃┿ ╂╊┿]〉╁┿╋╄ くぇ 25 

╋┿╈!

╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ

こけすっくちうぇか くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おぇすけ ゅさぇょ しなし しうかくう こさけ
そっしうけくぇかくう しちっくうつくう こけ
しすうあっくうは. 
╆ぇ さぇぉけすぇ しう ゃなさたせ けさう

ゅうくぇかくぇすぇ きせかすうきっょうは ╃っ
かはく おぇいゃぇ, つっ っ  うくすっさっしくけ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ いぇ しぇ
きうは くっゅけ, すなえ おぇすけ しないょぇ
ゃぇ くぇしすさけっくうっ, おけっすけ うき
こけくうさぇ くぇ しかせつゃぇとけすけ しっ 
くぇ しちっくぇすぇ. ╆ぇ けしくけゃぇ くぇ 
きせかすうきっょうはすぇ しぇ ういこけかい
ゃぇくう 7 しくうきおう くぇ そけすけ
ゅさぇそうすっ ╉けかぬけ う ╇さっくぇ 
‶っえつっゃう くぇ ちぇさうちぇすぇ くぇ 
ちゃっすはすぇ – さけいぇすぇ, ゃ さぇい
かうつくうすっ え そけさきう う っすぇこう, 
おぇすけ おせかきうくぇちうはすぇ っ さけいぇ 
ょぇきぇしちっくぇ. ]なし しさっょしすゃぇ
すぇ くぇ おけきこのすなさくうすっ すった
くけかけゅうう しっ こけかせつぇゃぇ くっゃっ
さけはすっく っそっおす う ゃくせてっくうっ 
けす こさけっおすうさぇくっすけ  くぇ さぇい
かうつくう っかぇしすうつくう ぉうくすけゃっ, 
さぇいおぇいぇ いぇ こさけっおすぇ こさっょ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ╃っかはく 
〈っくっゃ. 
41-ゅけょうてくうはす ╃っかはく っ 

つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさ
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお” けす しぇきけすけ 
え しないょぇゃぇくっ. ╀ぇとぇ っ くぇ 
ょゃっ ょっちぇ, ぇ しなこさせゅぇすぇ きせ 
]ゃっすかぇ っ つぇしす けす おけかっお
すうゃぇ くぇ „┿さしっくぇか”. ╇きぇ 
ょゃぇきぇ しうくぇ. ╃っかはく 〈っくっゃ 
っ すったくうつっしおう ょうさっおすけさ くぇ 
〈っかっゃういうは ‶[╄]] 〈╁ う くぇ 
さぇょうけ „ ╁うし ゃうすぇかうし” けす 
しぇきけすけ うき しないょぇゃぇくっ. 
╆ぇ すっぇすさぇかくうは おけかっお

すうゃ くぇ けぉとうくしおうは すっぇすなさ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお こけょおさっこぇすぇ う 
いぇおせこせゃぇくっすけ くぇ ぉうかっすう いぇ 
すけいう しこっおすぇおなか っ けす けしけ
ぉっくけ いくぇつっくうっ, こさっょゃうょ う 
しかけあくぇすぇ そうくぇくしけゃぇ けぉ
しすぇくけゃおぇ, ゃ おけはすけ しなとっしす
ゃせゃぇ う さぇぉけすう すっぇすなさなす ゃ 
こけしかっょくうすっ 2 きっしっちぇ. ¨す 
25-すう きぇさす すけえ  っ ぉっい そう
くぇくしうさぇくっ けす しすさぇくぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ いぇさぇょう くぇかけあっく 
いぇこけさ けす しすさぇくぇ くぇ ′ぇさけょ
くけ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ 1860” 
くぇ こかぇとぇくうはすぇ おなき すっぇすな
さぇ こけさぇょう そうくぇくしけゃう こさっ
すっくちうう しなし しすぇさぇ ょぇすぇ. ‶け 
おぇいせしぇ しっ ゃけょはす こけさっょうちぇ 
ょっかぇ. 
╀うかっすなす いぇ こさっきうっさぇすぇ 

くぇ 27-きう きぇえ っ 8 かっゃぇ. 
 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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おぇすけ しさけおなす いぇ すけゃぇ ぉっ ょけ 
しさっょぇすぇ くぇ ぇこさうか.
]さっょ  けぉしなあょぇくうすっ こさっょ

かけあっくうは しぇ うきっくぇすぇ くぇ 
ぉぇかっすくうは こっょぇゅけゅ ┿かかぇ 
┿くゅっかけゃぇ, くぇ 』せょけきうさけゃぇ
すぇ こかっきっくくうちぇ う けぉとっしす
ゃっくうつおぇ, ぇおすうゃっく ょっっち くぇ 
おせかすせさぇすぇ しなし いくぇつうき こさう
くけし いぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ょせ
たけゃくぇ こぇきっす ╊うかうは ╃うきう
すさけゃぇ, ぇおすさうしぇすぇ ╂なかなぉうくぇ 
╋うたぇえかけゃぇ う そけすけゅさぇそ-たせ
ょけあくうおぇ ┿かっおしぇくょなさ ╇ゃぇ
くけゃ, いぇしくっか ╀なかゅぇさうは けす 
„こすうつう こけゅかっょ”. ]さっょ こさっょ
かけあっくうはす くはきぇ こさっょしすぇゃう
すっか くぇ ぉういくっしぇ うかう ょさせゅぇ, 
さぇいかうつくぇ けす おせかすせさぇすぇ, 
しそっさぇ. ]こけさっょ いぇこけいくぇすう, 

けぉしなあょぇくっすけ くぇ うきっくぇすぇ くっ 
っ きうくぇゃぇかけ ゅかぇょおけ ゃ さぇいかうつ
くうすっ おけきうしうう くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす. 
‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇ

いぇくかなお う ゃこうしゃぇくっ ゃ ‶けつっす
くぇすぇ おくうゅぇ しぇ ょゃっすっ ゃうしけおう 
きけさぇかくう けすかうつうは, し おけうすけ  
しっ せょけしすけはゃぇす ゅさぇあょぇくう くぇ 
けぉとうくぇすぇ し こさうくけし う いぇしかせ
ゅう いぇ くっえくけすけ さぇいゃうすうっ ゃ 
さぇいかうつくう しそっさう. 
╉けえ とっ っ すぇいゅけょうてくうはす ‶け

つっすっく ゅさぇあょぇくうく, とっ しすぇくっ 
はしくけ くぇ すなさあっしすゃっくぇすぇ しっ
しうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おけはすけ とっ しっ こさけ
ゃっょっ くぇ 6-すう のくう. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

しすぇゃう 6 さっおけさょぇ, けす おけうすけ - 
しゃっすけゃっく くぇ 6-ょくっゃくけ ぉはゅぇくっ 
ゃなゃ ゃないさぇしすけゃぇすぇ ゅさせこぇ, し こけ
しすうあっくうっ けす 674,138 おき. う 5 
くぇちうけくぇかくう くぇ 12, 24 –つぇしぇ 
う くぇ 6 –ょくっゃくけ ぉはゅぇくっ. 
〈ぇいゅけょうてくけすけ きぇさぇすけくしおけ 

ぉはゅぇくっ っ くぇ ういおかのつうすっかくけ 
ゃうしけおけ くうゃけ, すなえ おぇすけ ゃ くっゅけ 
しぇ せつぇしすゃぇかう くぇえ-っかうすくうすっ 
せかすさぇきぇさぇすけくちう くぇ 6-ょくっゃくけ 
ぉはゅぇくっ ゃ しゃっすぇ, しさっょ おけうすけ 
ゃしうつおう くぇしすけはとう しゃっすけゃくう 
さっおけさょぬけさう ゃなゃ ゃないさぇしすけゃう
すっ ゅさせこう. ]さっょ せつぇしすゃぇとうすっ 
ゃ きぇさぇすけくぇ しぇ ぉっゅぇつう けす 4 
おけくすうくっくすぇ, おぇすけ 8 けす せつぇし
すくうちうすっ しぇ  いぇこうしぇかう う かうつくう 
こけしすうあっくうは くぇょ 800 おき. いぇ 6 

ょくう.
╀っいしこけさっく そぇゃけさうす っ ╁けか

そゅぇくゅ 【ゃっさお けす ╂っさきぇくうは し 
こさけぉはゅぇくう 1010 おき.いぇ 6 ょくう. 
[っおけさょぬけさ う こけぉっょうすっか くぇ さっ
ょうちぇ 6-ょくっゃくう ぉはゅぇくうは ゃおかの
つうすっかくけ ゃ ╀ぇかぇすけくそのさっょ こさっい 
こけしかっょくうすっ 2 ゅけょうくう. 〈けえ っ さっ
おけさょぬけさ う くぇ くぇえ-ょなかゅけすけ ぉは
ゅぇくっ ゃ しゃっすぇ 3100 きうかう ( 4989 
おき.), こけょけぉさはゃぇえおう しすぇさうは さっ
おけさょ し こけゃっつっ けす 6 ょくう ! ]さっょ 
すけいう しゃっすけゃっく っかうす うきぇ う っょうく 
ぉなかゅぇさうく – さけょっくうはす ゃ 』うさこぇく 
おぇいぇくかなつぇくうく [ぇょう ╋うかっゃ.
╆ぇ こけさっょっく こなす ょぇく ゃ くっゅけゃけすけ  

いぇぉっかっあうすっかくけ せつぇしすうっ うきぇす う 
けす „╃あっくっさぇかう” – ╀なかゅぇさうは, 
おけきこぇくうは, おけはすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ 
さなおけゃけょう けす ╉さぇしうきうさぇ 》ぇさう
いぇくけゃぇ, つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おし
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお, いぇき. こさっょしっょぇすっか くぇ  
‶╉ こけ おせかすせさぇ う うくそけさきぇちうけく
くう しさっょしすゃぇ ゃ ¨ぉとくしおうは しなゃっす. 
╆ぇしすさぇたけゃおぇ „ ╆かけこけかせおぇ” っ 
ぉっいゃないきっいょくうはす こさうくけし, おけえすけ 
けす „╃あっくっさぇかう” けしうゅせさはゃぇす くぇ 
[ぇょう ╋うかっゃ いぇ くっゅけゃうすっ ぉはゅぇ
くうは. ′っ ゃっょくなあ けす „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお” しぇ  こけょおさっこはかう う 
そうくぇくしけゃけ  せつぇしすうは くぇ せかすさぇ
きぇさぇすけくっちぇ ゃ さぇいかうつくう しなしすっ
いぇくうは. ]かっょゃぇとけすけ こさっょしすけ
はとけ ぉはゅぇくっ  くぇ [ぇょう しなとけ とっ 
ぉなょっ し すぇおぇゃぇ こけょおさっこぇ. 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

『╅╆《【╊ぅ《【《 〈《〈¨ぁ╊...
[ぇあょぇくっすけ くぇ ゃっしすくうおぇ っ しぇきけ いぇ 9 ょくう 

- けす うょっはすぇ ょけ  こなさゃうは ぉさけえ. ╆ぇ ゃっしすくうおぇ 
╃っかはくぇ おぇいゃぇ “╃ぇ!“, くけ しぇきぇ くっ しう ゃはさゃぇ. 
]なし しゅかけぉはゃぇくっすけ くぇ っおうこぇ, けぉぇつっ, くっとぇ-
すぇ しっ こけかせつぇゃぇす. ‶なさゃうはす ぉさけえ しっ しなぉうさぇ せ 
すはた - っょくぇ ゃっつっさ ゃ ぇこぇさすぇきっくすぇ ゃ ╇いすけつくけ-
すけ. ╃くっし ゅかぇゃくうはす さっょぇおすけさ ╃っかはくぇ, おぇおすけ う 
ゃしうつおう けす っおうこぇ, っ とぇしすかうゃぇ, つっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
すけゃぇ ゃっつっ っ ゃっしすくうおなす し くぇえ-ゃうしけお すうさぇあ, 
くぇえ-つっすっくうはす ゃっしすくうお. ′け こさっょう ょぇ しっ しかせつう 
すけゃぇ, ╃っかはくぇ さうしおせゃぇ. ╇ ゃ すけゃぇ っ っょくぇ けす 
すぇえくうすっ くぇ くっえくうは くぇこさっょなお. ′はきぇ くぇゅさぇ-
ょう ゃ あせさくぇかうしすうおぇすぇ - しぇきけ っょくぇ てっゅけゃうすぇ 
„╊のすぇ つせておぇ“ う っょくぇ けす „╃ぇさうお“. ′け くっえくけ 
さぇいしかっょゃぇくっ いぇ しのかっえきぇくょあううすっ っ こさっゃっ-
ょっくけ くぇ 6 っいうおぇ; くっえくうすっ くけゃうくう ょっしっすおう 
こなすう しぇ ぉうかう こなさゃう ゃ っそうさぇ; くっえくうすっ こけかう-
すうつっしおう うくすっさゃのすぇ しぇ いくぇおけゃう, ぇ ちゃっすくうすっ 
う しかけゃっしくう こけさすさっすう くぇ たけさぇすぇ けす ╃けかうくぇすぇ 
- いぇこけきくはとう しっ. ╅せさくぇかうしす, おけえすけ くっ しこうさぇ 
ょぇ こうすぇ くぇ こさっしおけくそっさっくちうう, おけえすけ いぇょぇ-
ゃぇ くっせょけぉくう ゃなこさけしう, ╃っかはくぇ こけきくう こけつすう 

し せあぇし こなさゃけすけ しう けすさぇいはゃぇくっ くぇ しっしうは くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ╉ぇすけ こけこぇょくぇかぇ ゃ くっ-
ぉさぇくけ かけいっ, すは すさっしおぇゃけ こうすぇかぇ しっょはとうは ょけ 
くっは し ゃうてくっゃけすけ しぇおけ: “〈けいう おけえ っ? ¨くいう 
おけえ っ?..“. 』けゃっおなす, おけえすけ つうくくけ けすゅけゃぇさはか, 
ぉうか... しぇきうはす おきっす - ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ!

‶なさゃけすけ こさっょぇゃぇくっ くぇ ╃っかはくぇ ぉうかけ 
いぇ つうしすけすぇすぇ

〈っきぇすぇ しなゃしっき こさうかはゅぇかぇ くぇ つうしすぇつおぇすぇ けす 
„┿さしっくぇか“... ╀うかけ くぇ いぇこうし - きぇかおけ こさっょう 
きけきうつっすけ し さけいけゃうすっ けぉせゃおう, ぉはかぇすぇ こさっし-
すうかおぇ う きっすかぇすぇ, ょぇ くぇこせしくっ こさっい ]っゃっさくうは 
こけさすぇか. ╋うしかっかぇ, つっ っ いぇゃうくぇゅう, くけ しっ ゃさな-
とぇ こけつすう 20 ゅけょうくう こけ-おなしくけ ゃ さっょぇおちうは-
すぇ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ - ゃっつっ こさっい 『っく-
すさぇかくうは ゃたけょ. ╁ „┿さしっくぇか“ ╃っかはくぇ けすすけゅぇゃぇ 
は こけきくはす, くっ しぇきけ おぇすけ きけきうつっすけ し ぉはかぇすぇ 
きぇくすぇ, おけっすけ ゃしっ つっすっ, おけゅぇすけ くっ きっすっ. ‶けき-
くう しっ くっえくぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ しゃぇすぉぇ, くぇ おけはすけ 
しっ ういしうこぇかう くぇえ-ゃっつっ おけかっゅう - けさなあっえくうちう, 
とけすけ う ょゃぇきぇすぇ し [せきっく - しなこさせゅなす, さぇぉけすう-
かう ゃ ╆ぇゃけょ 5. ╁しなとくけしす, しなぉうさぇ ゅう いぇ ぉさぇおぇ 
はこけくしおうはす しこっちうぇかうしす ぅきぇょぇ. ╀うかけ ゃさっきっすけ 
くぇ はこけくちうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 5. ╉けうすけ すぇおぇ う くっ しっ 
くぇせつうかう おぇお ょぇ こうはす さぇおうは, ぉっい ょぇ しっ くぇこう-
ゃぇす... ╃けさう う くぇ しゃぇすぉう. ]ゃぇすぉぇすぇ っ くぇ 13-すけ 
つうしかけ. ╉ぇすけ ゃしうつおう ゃぇあくう くっとぇ ゃ あうゃけすぇ くぇ 
╀けぉっゃぇ. „ぅきぇょぇすぇ きっ けあっくう...“ - ゃうょはか, つっ っ 
すなあくぇ, こさけこせしおなす え ぉうか こさうぉさぇく すけつくけ こさっ-
ょう ょぇ ういかっいっ いぇ しさっとぇ し [せきっく... ぅきぇょぇ ゃっょ-
くぇゅぇ くぇきうさぇ くぇつうく う ╃っかはくぇ ういかういぇ こさっい 
こけさすぇかぇ, くけ こけかせつぇゃぇ たっさこっし けす すさっゃけあくけすけ 
つぇおぇくっ: [せきっく くっとけ いぇおなしくはゃぇ...?  ┿ きけきつっ-
すけ ぉうかけ くぇ しさっとぇ し ぉなょっとぇすぇ しう すなとぇ: けすう-
てなか ょぇ こけうしおぇ さなおぇすぇ くぇ ゅけょっくうちぇすぇ, おぇおすけ 
きせ っ さっょなす. „¨あっくうた しっ こけ かのぉけゃ いぇ ぇさしっくぇ-

かっち...“, ゃないょうてぇ ╃っかはくぇ. ╆ぇ すっあおうすっ きけ-
きっくすう おぇいゃぇ: “╀かぇゅけょぇさくぇ しなき くぇ きなあぇ しう, 
つっ しすけう すうたけ う つぇおぇ ょぇ きう きうくっ“.   

9 ゅけょうくう ╃っかはくぇ さぇぉけすう ぉっい ょっく 
こけつうゃおぇ

〈は っ こなさゃうはす さっこけさすっさ ゃ ╉ぇいぇくかなお, けしきっ-
かうか しっ ょぇ さぇぉけすう ぉっい こけしすけはくっく すさせょけゃ ょけ-
ゅけゃけさ - „くぇ こぇさつっ“. [ぇぉけすぇすぇ „くぇ こぇさつっ“ くっ 
いくぇっ ょっく う くけと, ょっかくうお う こさぇいくうお, ╃っかはくぇ 
くはきぇ ょけさう けそうし... 〈なさつう ょけ ゃおなとう ょぇ こうてっ, 
しこうさぇ こさう こさうはすっかう... ╀はゅぇ こけ しなぉうすうは. 
[っかぇおしなす? – きうっ こさけいけさちう う こさぇゃう おせおかう. 
╇ すぇおぇ: けす 2000-すぇ ょけ 2009-すぇ. ]うゅせさくけ 
いぇすけゃぇ ╃っかはくぇ おぇいゃぇ: “》けさぇすぇ すっ ゃないこさうっ-
きぇす おぇすけ たけょっとぇ うくそけさきぇちうけくくぇ ぇゅっくちうは, 
くけ くっ いくぇはす おぇおゃけ すう っ..., こけくはおけゅぇ くっ すう 
しっ ゅけゃけさう.“ ′ぇ ╃っかはくぇ くっ え しっ ゅけゃけさう いぇ 
すけゃぇ, つっ ょさないゃぇす ょぇ は けちっくはゃぇす たけさぇ, くっこ-
さけつっかう う こっす おくうゅう ゃ あうゃけすぇ しう; つっ ╉ぇいぇく-
かなお „うきぇ くっゃっさけはすくぇすぇ しこけしけぉくけしす ょぇ しっ 

しぇきけせぉうゃぇ, 
おぇすけ すさけゃう 
しけぉしすゃっくう-
すっ しう たけさぇ 
う っ けぉさっつっく 
くぇ きういっさうは, 
いぇとけすけ ゅけ 
くはきぇ おけしきけ-
こけかうすくうはす 
ょせた“. ╉ぇいぇく-
かなつぇくう ゃしっ 
すなさしはす おけゅけ 
ょぇ けつっさくはす, 
っ すなあくぇすぇ 
さぇゃくけしきっす-
おぇ: „╀けぉっゃぇ 
くぇ 45“. ¨す 
すぇいう さぇゃ-
くけしきっすおぇ は 
ぉけかう. ╆ぇすけ-
ゃぇ ╃っかはくぇ 
ゃしっ こけ-つっし-
すけ しっ しおさう-
ゃぇ: “′ぇ-
こ け し か っ ょ な お 
ゃっつっ いくぇき 
ゃさぇゅけゃっすっ 
しう, くけ くっ 
いくぇき こさうは-
すっかうすっ しう“. 
╃っかはくぇ うきぇ 
こ さ っ ょ う き -
しすゃけすけ ょぇ 
いくぇっ おぇおゃけ 

きうしかはす ょさせゅうすっ いぇ くっは: “╋うしかはす, つっ しなき ゃは-
すなさくうつぇゃぇ, くけ すけゃぇ きっ ぇきぉうちうさぇ“. ╀けぉっ-
ゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ っ しせっゃっさくぇ. ‶さっょう ゃさっきっ 
ゅぇょぇすっかおぇ え おぇいゃぇ, つっ とっ こけさぇしくっ っょゃぇ 
くぇ 59. ╃けすけゅぇゃぇ ╃っかはくぇ とっ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ こさっこさけつうすぇ „╋っつけ ‶せた“, たぇさっしゃぇえおう 
あうゃけすぇ しう う けすおぇいゃぇえおう ょぇ こけさぇしくっ. 】っ 
しなぉうさぇ おなしきっすつっすぇ けす おぇそっ /うきぇ ゃっつっ 
くぇょ 4 000!/, とっ おけかっおちうけくうさぇ てぇかつっすぇ /
しなぉさぇかぇ っ ゃっつっ 149!/, とっ くう ういくっくぇょゃぇ 
こけ せかうちうすっ し くはおけは ちゃっすくぇ ぉさけておぇ うかう 
てぇこおぇ, とっ ゅさっっ こけ しゃっすしおうすっ しぉうさおう ゃ 
しゃけえ くっこけょさぇあぇっき しすうか..., とっ は ゃうあょぇ-
きっ し さなつくけ くぇくういぇく ぇさけきぇすっく  ゅっさょぇく  くぇ 
ゃしっおう ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ. ′ぇえ-ちっくくけすけ, 
おけっすけ こさうすっあぇゃぇ, とっ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ 
ぉなょぇす おけきこのすなさなす う すっそすっさなす /“〈けかおけゃぇ 
きくけゅけ しなき さぇぉけすうかぇ, ぇ くはきぇき くうとけ きけっ, 
しぇきけ こけかいゃぇすっか しなき くぇ しうくおけゃぇすぇ おなとぇ ゃ 
╄くうくぇ...“/. 】っ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ きっつすぇっ こけょ 
きぇしおぇすぇ くぇ くっさっぇかういうさぇく っきうゅさぇくす  っょうく 
ょっく ょぇ ゃうょう けす ゃうしけおけ ]すぇすせはすぇ くぇ ]ゃけぉけ-
ょぇすぇ, ょぇ しっ くぇせつう ょぇ こかっすっ くぇ っょくぇ おせおぇ, 
ょぇ けすょっかう ちはか きっしっち いぇ きけさっ! 】っ こさけょなか-
あぇゃぇ ょぇ ぉなょっ きっしすくぇすぇ ╀さうょあうす ╀ぇさょけ, 
ういゃっしすくぇ ゃ ぉかけおぇ し っょくぇ おけすおぇ ゃおなとう う 
けとっ すさう „くぇ こけさちうけく“ こさっょ ゃさぇすぇすぇ くぇ 
ぇこぇさすぇきっくすぇ. 】っ ゃはさゃぇ ゃなゃ ╁ないきっいょうっすけ: 
ゃしうつおけ しっ こかぇとぇ. [ぇぉけすっとけすけ きけきうつっ ╀け-
ぉっゃぇ うしおぇ ょぇ さぇぉけすう, ょけおぇすけ っ あうゃぇ. ╆ぇ 
ょぇ こさけょなかあう ょぇ しぉなょゃぇ くぇこうしぇくけすけ かうつくけ 
こけしゃっとっくうっ ゃなさたせ こなさゃうは かうしす けす おくうゅぇ 
くぇ ╊ぇょぇ ╂ぇかうくぇ こさう くっえくぇ しさっとぇ  こさっょう 
ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか“: „′ぇ ╃っかはくぇ! ] くぇょっあ-
ょぇ, つっ っょうく ょっく とっ こさっゃなさくっ あうゃけすぇ しう ゃ 
こうしぇくっ.“

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ごÑó ó çó¢

¨さゅぇくういうさぇくう さけいけぉっさう いぇ 
すせさうしすう し ぇすさぇおすうゃくぇ そけか-
おかけさくぇ こさけゅさぇきぇ: 

24 きぇえ  - [けいけぉっさ, し. ╉なくつっゃけ 
25 きぇえ – [けいけぉっさ, し. ╂けさくけ 

╇いゃけさけゃけ
31 きぇえ – [けいけぉっさ, し. [けいけゃけ 
1 のくう - [けいけぉっさ, し. ╂けさくけ 

』っさおけゃうとっ
7 のくう – [けいけぉっさ, し. [なあっくぇ 
8 のくう - [けいけぉっさ, さけいけゃう ゅさぇ-

ょうくう おさぇえ ╉ぇいぇくかなお, こけしけおぇ 
╄くうくぇ, さうすせぇか „[けいけぉっさ う さけいけ-
ゃぇさっくっ”

‶さぇいくうつくけ おぇさくぇゃぇかくけ 
てっしすゃうっ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, 
8-きう のくう, くぇつぇかけ 12 つぇしぇ. 
こか. „]っゃすけこけかうし” 

24-すう きぇえ, 20 つぇしぇ, こか. „]っゃ-
すけこけかうし” - ¨すおさうすぇ しちっくぇ-おけく-
ちっさす くぇ ]うかゃうは ╉ぇちぇさけゃぇ 
28-きう きぇえ, 19 つぇしぇ, ╃╉ „┿さ-

しっくぇか” - おけくちっさす くぇ ぇくしぇきぉなか 
„╆ぇゅけさっ”
30-すう きぇえ, 10 つぇしぇ, こか. „]っ-

ゃすけこけかうし” - ¨すおさうすぇ しちっくぇ - 
』っすゃなさすう くぇちうけくぇかっく こさっゅかっょ 
くぇ そけかおかけさくうすっ ぇくしぇきぉかう くぇ 
′ぇちうけくぇかくぇすぇ しっおちうは くぇ 『╇¨《 
- ╀なかゅぇさうは
30-すう きぇえ, 11 つぇしぇ, こけ こなすは 

╅さぬかせてけ そて たちそえちあすあてあ せあ 》ちあくせけさあ せあ ちそくあてあ 2014 えそおけせあ 

*  *  *  *  *  *  * 

いぇ ╉さなくしおけすけ たぇくつっ - ′ぇちうけ-
くぇかっく すせさくうさ こけ こかぇあっく ゃけ-
かっえぉけか - けすおさうゃぇくっ
30-すう きぇえ, 20.30 つぇしぇ, こか. 

„]っゃすけこけかうし”  - ╋っあょせくぇさけ-
ょっく そっしすうゃぇか くぇ ぇくうきぇちうけく-
くうは そうかき ,,╆かぇすっく おせおっさ”
1-ゃう のくう, 18.00 つぇしぇ, こか. 

„]っゃすけこけかうし” - 【けせ-おけくおせさし 
いぇ ういぉけさ くぇ „╋うくう  『ぇさうちぇ 
[けいぇ” 
5-すう のくう, 11.00 う 16.00 

つぇしぇ, こか. „]っゃすけこけかうし”  - 
《っしすうゃぇか くぇ ゃけっくくうすっ ょせたけ-
ゃう けさおっしすさう 
5-すう のくう, 18,30 つぇしぇ, こか. 

„]っゃすけこけかうし” -  ╆〉╋╀┿-きぇさぇ-
すけく - ′ぇちうけくぇかくぇ しさっとぇ くぇ 
うくしすさせおすけさうすっ こけ いせきぉぇ
6-すう のくう, 10 つぇしぇ, こか. „]っ-

ゃすけこけかうし” -  ‶さぇいくうお くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお , ゃけょけしゃっす う ちっさっきけ-
くうは こけ ういょうゅぇくっ くぇ いくぇきっすけ 
6-すう のくう, 11 つぇしぇ, しすぇょうけく 

„]っゃすけこけかうし” - ┿ゃすけういかけあっ-
くうっ  - くけゃう おけかう
6-すう のくう, 21 つぇしぇ, こか. „]っ-

ゃすけこけかうし” - おけくちっさす くぇ ╋うさけ
7-きう のくう, 9 つぇしぇ, ′』 ”╇し-

おさぇ” - 《っしすうゃぇか くぇ ゃうくけすけ 
[けいっ 
7-きう  のくう, 10 つぇしぇ, こか. 

„]っゃすけこけかうし” -  ╋ぇあけさっすくけ 
てけせ 
7-きう のくう, 19 つぇしぇ, こか. 

„]っゃすけこけかうし” - おけくちっさす くぇ 
′うおけかうくぇ 』ぇおなさょなおけゃぇ 
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╂けしこけょうく ╉ぇすっゃ,  しかっょ 

40 ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ さぇ-
ょうけ  おけっ っ くぇ-ゅけかはきけすけ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ くぇ 
さぇょうけあせさくぇかうしすうおぇすぇ, 
くぇ しこけさくぇすぇ さぇょうけあせさ-
くぇかうしすうおぇ?
- 〈けゃぇ, つっ ちっかう 90 きうくせ-

すう くっ しこうさぇて ょぇ ゅけゃけさうて 
おぇおゃけ しすぇゃぇ くぇ すっさっくぇ, こさう 
すけゃぇ  ゅけゃけさうて ぉっい ゅさっておぇ. 
╁うくぇゅう きう っ ぉうかけ つせょくけ おぇお 
きけあっ ょぇ こうてって いぇ くっとけ, 
おけっすけ っ しすぇくぇかけ こさっょう ょっく 
うかう しっょきうちぇ, ぇきぇ すう こう-
てって しっゅぇ. ╇いおせてっくうっすけ くぇ 
あうゃけすけ こさっょぇゃぇくっ っ くっとけ 
くっゃっさけはすくけ, くっけこうしせっきけ, し 

きくけゅけ あうゃけす う ぇょさっくぇかうく. 
〈けゃぇ くっ しっ さぇいおぇいゃぇ, しな-
こさっあうゃはゃぇ しっ. 

╁ぇてうはす くぇえ-ゅけかはき さぇ-
ょうけ ゅぇそ こさっょ きうおさけそけく 
いぇ 40 ゅけょうくう しかせあぉぇ ? 
- ╀ってっ くはおなょっ こさっい 1984-

85 ゅけょうくぇ. 〈けゅぇゃぇてくうはす 
くう さなおけゃけょうすっか くぇ ]こけさす-
くぇすぇ さっょぇおちうは う ゃけょっと くぇ 
„]こけさす う きせいうおぇ”, こけおけえくう-
はす ゃっつっ  ╄きうか ╉けあせたぇさけゃ, 
きっ こさぇとぇ ょぇ こさっょぇゃぇき きぇつ 
けす ‶かっゃっく. ]かっょ こなさゃけすけ 
こけかせゃさっきっ, おけゅぇすけ いゃせおけ-
さっあうしぬけさうすっ こさうぉうさぇす きう-
おさけそけくうすっ う くうっ しう ゃけょうき 
さぇいゅけゃけさ けすゃなょ っそうさ, す. 
くぇさ. „ちうゃうかっく さぇいゅけゃけさ” 
う すけえ /╄きけ/ さぇいゅけゃぇさは  し 
きっく. ‶うすぇ きっ: „╉ぇお しう, ぉっ, 
おぇおゃけ こさぇゃうて?”. ┿い きせ けす-
ゅけゃぇさはき しなけすゃっすくけ: „┿, ぉっ, 
くはきぇ しきうしなか おぇおゃけ ょぇ すう 
さぇいおぇいゃぇき, おなょっ ぉはた しくけ-
とう, おけゅけ ゃうょはた し っょうく くぇて 
こけいくぇす, けぉと こさうはすっか すぇき し 
っょくぇ あっくぇ” う す. く. - さぇいおぇい-
ゃぇき きせ. [ぇいゅけゃけさ こけ きなあ-
おう う しゃけえしおう. ]かっょ おけっすけ 
いぇこけつゃぇ ゃすけさけすけ こけかせゃさっ-
きっ くぇ きぇつぇ. ┿い こさけょなかあぇ-
ゃぇき し おけきっくすぇさうすっ, きぇつなす 
しゃなさてゃぇ. 〈さなゅゃぇき ょぇ しっ 
こさうぉうさぇき けす しすぇょうけくぇ う くぇ 
ういたけょぇ っょくけ きなくうつおけ ゃけえ-
くうつっ, しうく くぇ くぇてぇ おけかっあ-
おぇ, きっ きけかう ょぇ ゅけ こさうぉっさぇ. 
╉ぇいゃぇき, きけゅぇ, ぉっ, おぇつゃぇえ 
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╁しうつおけ いぇこけつゃぇ
ゃ... “┿さしっくぇか“!

╃っかはくぇ しう きうしかう, つっ ぇさしっくぇか
しおぇすぇ え ぉうけゅさぇそうは っ おさぇすおぇ う - 
„くうとけ けしけぉっくけ“. ′け くっ っ すぇおぇ. 
]ゃっおなさゃぇ, しゃっおなさ う しなこさせゅ ゃ ╆ぇ
ゃけょ 5, ぉさぇす ゃ ╆ぇゃけょ 1 う きぇえおぇ 
ゃ けさぇくあっさうはすぇ - いぇ くっは しぇ しぇきけ 
„っょくけ くぇ さなおぇ“ ゃ さけょしすゃけすけ え 
し けさなあっえくうちぇすぇ. ╃けおぇすけ さけゃう 
うい きうしかうすっ しう いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ, 
╃っかはくぇ けすおさうゃぇ しこけきっくう けす ぇさ
しっくぇかしおうすっ ょっすしおう かぇゅっさう ゃ ‶け
きけさうっ う くぇ ]すけかっすけゃ, こなさゃけすけ 
うょゃぇくっ こさう きぇきぇ ゃ いぇゃけょしおぇすぇ 
けさぇくあっさうは. ╇ けとっ - こさっょしっ
ょぇすっかしすゃけすけ  くぇ 〉つおけき-ぇ ゃ ぇさ
しっくぇかしおけすけ せつうかうとっ, こなさゃう 
しすなこおう ゃ こうしぇくっすけ う せつぇしすうっ ゃ 
こけしかっょくうは ╉けきしけきけかしおう おけく
ゅさっし , いぇさぇょう おけえすけ しう すさなゅくぇかぇ 
けす ぇぉうすせさうっくすしおうは ぉぇか おぇすけ うし
すうくしおぇ ‶っこっかはておぇ - ゃ 12 ぉっい 5. 
╁きっしすけ し おぇさっすぇ, けぉぇつっ, ╃っかはくぇ 
けすうてかぇ くぇ ぉぇかぇ しう し ぇゃすけぉせし わ7 
けす ╇いすけつくけすけ... ╀ぇかくぇすぇ さけおかは 
ゃ こけかせくけと  しきっくうかぇ ぉなさいけ しなし 
しうくは さういぇ くぇ ╃╉╋], つっさゃっくぇ 
ゃさないおぇ, ぉっあけゃ つけさぇこけゅぇとくうお 
う... ょうこかけきぇすうつっしおけ おせそぇさつっ... 
〈けいう ゅぇさょっさけぉ う さっおゃういうす ょっかっ
ゅぇすおぇすぇ こけかせつうかぇ こけしさっょ くけと,  
こさっょう こさうはすっか ょぇ は けすおぇさぇ ょけ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, けすおなょっすけ こなすはす 
くぇ おけきしけきけかちうすっ ょけ ]けそうは こさけ
ょなかあうか し おけかう.′ぇ こけしさっとぇくっ 
こぇお うき さぇいょぇかう: ぉっあけゃ つけさぇこけ
ゅぇとくうお, しうくは さういぇ, おせそぇさつっ...
‶っすすっ おけくゅさっしくう ょくう しぇ こなさゃぇ

すぇ しすなこおぇ くぇ ╃っかはくぇ しさっょ ゅけかっ
きうすっ くっとぇ - ゅけかっきうはす ′けゃけすっか 
„╄ゃさけこぇ“, ゅけかはきけすけ ′╃╉, ゅけかっ
きうはす ゃけあょ ╅うゃおけゃ, ゅけかっきうはす 
しけちうけかけゅ ‶っすなさ-╄きうか ╋うすっゃ, 
ゅけかっきうすっ こけかうすうちう, しさっょ おけうすけ 
- ╉さぇしうきうさ ‶さっきはくけゃ, ゅけかっきうはす 
おせこけく..., ゅけかはきぇすぇ いぇかぇ くぇ ′ぇ
さけょくうは すっぇすなさ う ゅさうきぬけさくぇすぇ くぇ 
ゅけかっきうは ╉ぇぉぇおつうっゃ, おなょっすけ けすう
てかぇ しぇきぇ ょぇ くぇょくうおくっ - すぇえくけ. 
╂けかはきぇすぇ ╀╉‶!  ╃っかはくぇ いぇ おさぇす
おけ ぉうかぇ し こぇさすうっく ぉうかっす, こけかせ
つっく くぇ 18-すうは え さけあょっく ょっく, くけ 
こさういくぇゃぇ, つっ さぇいけつぇさけゃぇくうっすけ 
っ ゅけかはきけ う ゃ こぇさすうは こけゃっつっ くっ 
しすなこゃぇ. ′っ っ いぇぉさぇゃうかぇ せくうあっ
くうっすけ - こさっょ おけかっゅう ょぇ きっさう 
こせぉかうつくけ し てせぉかっさ し せこさっおぇ, 
つっ っ おさぇえくけ ゃさっきっ ょぇ しっ くぇせつう 
おぇお しすぇゃぇ すけゃぇ. ‶ぇさすううすっ ╃っかは
くぇ いぇゅなさぉゃぇ けとっ ゃ ぇさしっくぇかしおうは 
しう こっさうけょ, くけ すけゃぇ くっ いくぇつう, つっ 
こけかうすうおぇすぇ くっ は ゃかっつっ. ╇きっくくけ 
こけかうすうつっしおけすけ, しけちうぇかくけすけ しぇ 
けくぇは すさなこおぇ, いぇさぇょう おけはすけ ╃っ
かはくぇ いぇゃなさてゃぇ „‶けかうすけかけゅうは“ 
ゃ ‶かけゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす. ] 
きく. ょけぉなさ 5.28. ‶けしすなこうかぇ くぇ 
26 ゅけょうくう う きけすうゃうさぇくぇ けす しすけ
すうちうすっ ったうょくう こさうおぇいおう いぇょ 
ゅなさぉぇ しう: “』うしすぇつおぇすぇ けす „┿さしっ
くぇか“ しすぇくぇかぇ あせさくぇかうしすおぇ...“. ┿ 
こさっょう すけゃぇ: “¨すかうつくうつおぇすぇ しすぇ
くぇ きっすぇつおぇ...“. ╃っかはくぇ くぇうしすうくぇ 
っ ぉうかぇ つうしすぇつおぇ う くっ しっ しさぇきせゃぇ 
けす すけゃぇ. ╉ぇおすけ くっ しっ しさぇきせゃぇ, つっ 
ゃ おさういぇすぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ, 
おけゅぇすけ ぉぇゃはす いぇこかぇすうすっ ゃ けさな
あっえくうちぇすぇ, けす ゅかぇょ は しこぇしはゃぇ 
こさけょぇあぉぇすぇ くぇ ぉぇくうつおう う ぉけいぇ 
くぇ こぇいぇさぇ. ╁しはおぇ おさういぇ いぇ ╃っ
かはくぇ っ てぇくし. ¨こさっょっかは しっぉっ しう 
おぇすけ „ょっしっく つけゃっお“, くけ う おぇすけ 
„しけちうぇかっく“: „╁しうつおう しきっ さぇい
かうつくう, くっ しきっ さぇゃくう, いぇすけゃぇ 
ゃしっおう すさはぉゃぇ ょぇ こけかせつぇゃぇ しこけ
さっょ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう う おけっすけ 
きけあっ. ′ぇ たけさぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
こけきぇゅぇ, くけ しぇきけ, ょけおぇすけ しすなこはす 
くぇ おさぇおぇすぇ しう“. [けょっくぇ し ちう
そさぇすぇ 22, ╀けぉっゃぇ くぇきうさぇ ゃ すけゃぇ 
こけいうすうゃっく いくぇお ゃ けぉきはくぇすぇ くぇ 
っくっさゅうう - ょゃけえくしすゃっくけしす: „╉け
ゅぇすけ っょくぇすぇ ╃っかはくぇ せ きっく こけ
すなゃぇ, ょさせゅぇすぇ  ゃっょくぇゅぇ は ゃぇょう 
くぇゅけさっ“.

╅さそ ╈そつたそお せか いかのか おあし みいひしさあてあ せあ ╅おあす け ╊うあ, あ くすけみてあ, ╅おあす はかのか おあ けくみおか くすけみてあ
しっ ゃ おけかぇすぇ. ╇ ゃけえくうつっすけ 
きう おぇいゃぇ: „┿, ぉっ, ぉぇすっ ╉ぇ-
かぬけ, すう おぇおゃけ おぇいぇ くぇ ╄きうか  
╉けあせたぇさけゃ, つっ しすっ ぉうかう 
さけょくうくう. ‶うすぇき ゅけ: „┿, ぉっ,  
おけえ すう おぇいぇ すっいう さぇぉけすう”. ┿ 
すけえ けすゅけゃぇさは: „╄, おぇお おけえ? 
〈う ゅう おぇいぇ こけ さぇょうけすけ.” „┿, 
ぉっ, すう つせゃぇて かう しっ おぇおゃけ 
ゅけゃけさうて?”. ¨おぇいゃぇ しっ, つっ 
いゃせおけさっあうしぬけさなす くっ こさう-
ぉさぇか こけすっくちうけきっすなさぇ くぇ 
きうおさけそけくぇ  しかっょ おさぇは くぇ 
こけかせゃさっきっすけ う  くうっ しきっ ゅけ-
ゃけさうかう ゃ っそうさ. [ぇいゅけゃけさなす 
ぉってっ っょゃぇ 26 しっおせくょう,  くけ 
しっ けおぇいぇ, つっ ぇい こけくっしけた くっ-
ゃっさけはすくう こけしかっょうちう. ¨とっ 

ゃ こけくっょっかくうお きう しっ おぇいゃぇ: 
„┿たぇ, すぇおぇ かう? [けょくうくう? 
′ぇえ-こけしかっ さぇいぉさぇたきっ!”. ′け 
こけ-しすさぇてくけすけ ぉってっ し ょさせ-
ゅうは くぇて  おけかっゅぇ, おけえすけ うい-
さうつくけ きっ ぉってっ こけきけかうか う 
こさっょせこさっょうか ょっく こけ-さぇくけ, 
つっ ょけさう ょぇ ゅけ ゃうょは, ょぇ くっ 
おぇいゃぇき, つっ しなき ゅけ ゃうあょぇか. 
┿ ぇい… ゅけ さぇいおぇいぇた くぇ ちはかぇ 
╀なかゅぇさうは, つっ っ ぉうか すぇき う 
すぇき, し すけいう う けくいう. ‶さうおぇい-
くけ こさけしすけ! 〉くうおぇかくう せさけ-
ちう. 

╁ぇてうはす  せさけお けす すけいう 
おけきうつっく しかせつぇえ? 
- ╁うょうて かう きうおさけそけく, 

きなかつう! ╋なかつう しう う こぇお しう 
きなかつう. ╁うあすっ, きうおさけそけ-
くなす っ けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ, 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ しなけぉさぇいはゃぇて 
し すけゃぇ. ╆ぇとけすけ ゅけゃけさうて いぇ 
きぇかおう う ゅけかっきう, いぇ いくぇっとう 
う くっ ょけすぇき いくぇっとう. ╋けっ-
すけ くぇえ-ゅけかはきけ こけしかぇくうっ 
う きけは そうかけしけそうは ゃうくぇゅう 
っ ぉうかけ すけゃぇ: おけゅぇすけ しう けす 
すぇいう しすさぇくぇ くぇ きうおさけそけくぇ, 
くうおけゅぇ くっ いぇぉさぇゃはえ, つっ けす 
ょさせゅぇすぇ しすさぇくぇ うきぇ こけ-ょけ-
ぉさう, こけ-きけあっとう う こけ-いくぇっ-
とう けす すっぉっ. ]なけぉさぇいはゃぇえ しっ 
し すけゃぇ くっとけ. 

╀はたすっ ゃ あせさうすけ くぇ  すぇい-
ゅけょうてくうは おけくおせさし いぇ 
ういぉけさ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ. 
╁うょはたすっ おさぇしけすぇすぇ くぇ 
くぇてうすっ きけきうつっすぇ. 〈けゃぇ, 

おけっすけ けぉぇつっ ゅう ゃこっつぇすかう 
すはた, ぇ う くぇし, ぉっ ╁ぇてっすけ 
こけしかぇくうっ, おけっすけ うき けす-
こさぇゃうたすっ.  ╆ぇとけ すけつくけ 
ょぇ いぇこぇいはす おかぇしぇすぇ しう うき 
こけあっかぇたすっ? ¨ぉうおくけゃっくけ 
あっくぇすぇ しっ さぇょゃぇ くぇ こけ-
あっかぇくうっ ょぇ けこぇいう おさぇ-
しけすぇすぇ しう, つぇさぇ しう. 
- 〈っいう きけきうつっすぇ すさはぉゃぇ 

ょぇ けしきうしかはす こなさゃけ そぇおすぇ, 
つっ ゃっつっ こけっきぇす ゅけかはきぇ けす-
ゅけゃけさくけしす つさっい しゃけはすぇ おさぇ-
しけすぇ. 〈っ すさはぉゃぇ う ょぇ けこさけ-
ゃっさゅぇはす そうかけしけそぇ ╁けかすっさ, 
おけえすけ くはおけゅぇ ぉうか おぇいぇか, つっ 
„あっくぇすぇ っ つけゃっておけ しなとっ-
しすゃけ, おけっすけ しっ けぉかうつぇ, ょなさ-

ょけさう う しっ しなぉかうつぇ”. ]かっょ 
すけゃぇ うき おぇいぇた ,つっ おさぇしけすぇ 
うき しっゅぇ っ けす こさうさけょぇすぇ う 
すは っ っょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ 
うきぇす おなき すけいう きけきっくす けす  
きくけゅけすけ  くっとぇ, おけうすけ きけゅぇす 
ょぇ くぇこさぇゃはす, いぇ ょぇ ぉなょぇす 
こさうゃかっおぇすっかくう. ′け, いぇ ょぇ 
ぉなょぇす こさうゃかっおぇすっかくう, すっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しかっょゃぇす しなゃっすぇ 
くぇ ╉けおけ 【ぇくっか, おけはすけ おぇい-
ゃぇ: „╋けきうつっすぇ, ぉなょっすっ おかぇ-
しぇ, ぉなょっすっ おかぇしぇ う こぇお おかぇ-
しぇ! ╇ せしうかゃぇえすっ せきっくうっすけ ゃ 
しっぉっ しう ょぇ ぉなょっすっ くっけすさぇ-
いうきう う こぇお くっけすさぇいうきう.” 

╇きぇすっ かう うょけか いぇ あっくぇ? 
- ╁うくぇゅう しなき ゃはさゃぇか, つっ 

あっくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ ゃ 
さけおかは. ╁うくぇゅう しなき けぉう-
つぇか っこけたぇすぇ くぇ [っくっしぇくしぇ 
う きぇかおけ こけ-おなしくけ - いぇさぇ-
ょう さけおかうすっ. ╁けぇかっすおうすっ, 
てぇこおうすっ, てぇかけゃっすっ. 〈けゃぇ っ 
つぇさなす くぇ っょくぇ あっくぇ, ぇ すは, 
あっくぇすぇ, すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ つぇ-
さけゃくぇ ゃなゃ ゃしはおけ っょくけ けすくけ-
てっくうっ. ┿ぉっ, つぇさ しう っ あっ-
くぇすぇ! ╇ おぇすけ しっ しっとぇき, つっ 
╂けしこけょ, ぇおけ くっ うき ぉってっ ょぇか 
はぉなかおぇすぇ くぇ ┿ょぇき う ╄ゃぇ, ぇ 
いきうはすぇ, ┿ょぇき とってっ ょぇ うい-
はょっ いきうはすぇ. 

╇ おぇお とってっ ょぇ ういゅかっあ-
ょぇ しゃっすなす すけゅぇゃぇ? 
- ¨とっ こけ-つぇさけゃっく う こさう-

ゃかっおぇすっかっく. ╇ とはたきっ きくけ-
ゅけ ょぇ しっ さぇょゃぇきっ っょうく くぇ 

ょさせゅ. 

╁うっ くっ ゃっょくなあ しすっ ぉうかう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ  ゅけょうくうすっ 
くぇいぇょ う ゃ しかせあっぉくけ おぇ-
つっしすゃけ, おぇすけ おけきっくすぇすけさ 
くぇ おけかけっいょぇつくぇすぇ けぉう-
おけかおぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, おけは-
すけ こさっきうくぇゃぇてっ こさっい 
╉ぇいぇくかなお おぇすけ っすぇこっく 
ゅさぇょ. ¨おぇいゃぇ しっ, つっ ょけさう 
しすっ かけゃうかう さぇちう くぇ はいけ-
ゃうさ ╉けこさうくおぇ. ╂けかっきう 
さぇちう. ╆くぇっすっ かう , つっ しっゅぇ 
すぇき さぇちう くはきぇ?  
- ¨, くはおけゅぇ, こさっょう 20-くぇ 

ゅけょうくう すぇき かけゃはたきっ っえ-すぇ-
おうゃぇ けゅさけきくう さぇちう. ]っゅぇ 

さぇいぉうさぇき, つっ ゃっつっ くはきぇかけ 
さぇちう ゃ はいけゃうさぇ. ╇ すけ, けし-
くけゃくけ いぇさぇょう くぇてぇすぇ ょっえ-
くけしす, いぇさぇょう  つけゃっておけすけ くう 
ぉっいたぇぉっさうっ. ╋なつくけ きう っ, 
いぇとけすけ こさうさけょぇすぇ しっ こさけ-
きっくは, くけ くうっ しきっ ゃうくけゃくう 
きくけゅけ いぇ すけゃぇ くっとけ, いぇとけ-
すけ くっ しっ ゅさうあうき いぇ しゃっすぇ, 
つぇしす けす おけえすけ しきっ う くうっ. 
╁はさゃぇき ゃ きけう くっとぇ, おぇすけ 
ゃうしてぇ しうかぇ, ╀けゅ, くけ しなき 
しうゅせさっく, つっ くうっ しきっ つぇしすう-
ちぇ けす っょくけ ╂けかはきけ. ╇, ぇおけ 
すけ っ 〈ぇすおけ くぇて, すけ くうっ しきっ 
つぇしす けす くっゅけ. ╇ 〈けえ しなし しう-
ゅせさくけしす うしおぇ ょぇ しっ ゃなさくっき 
おなき くっゅけ, いぇ ょぇ さぇいぉっさっき 
おけかおけ しきっ きけゅなとう う おけか-
おけ きけあっき. ]なとっゃさっきっくくけ 
こけくはおけゅぇ いぇさぇょう ゅかせこけしす-
すぇ くう しきっ すけかおけゃぇ  くぇうゃくう 
う こさぇゃうき すけかおけゃぇ ゅさっておう, 
つっ ょぇあっ くっ きけゅぇ ょぇ ゅけ けし-
ないくぇは. ] ゅけょうくうすっ つけゃっお しっ 
こさけきっくは, くっ いくぇき ょけおけかおけ 
こけせきくはゃぇ う ょぇかう すけゃぇ っ ょけ-
ぉさっ. ′け ぇい しなき とぇしすかうゃ し 
すけゃぇ, つっ しなき いぇこぇいうか ゃ しっぉっ 
しう っきけちうはすぇ う つぇしすうちぇ う けす 
ょっすっすけ, う けす のくけてぇすぇ, う けす 
きかぇょっあぇ, う けす きなあぇ, つっ う 
ゃ すぇいう ゃないさぇしす, おけゅぇすけ けし-
きうしかはき こけゃっつっ けす こさっょう. 
′け っきけちうはすぇ ゃ きっく しう けし-
すぇゃぇ. 》ぇさっしゃぇき ぉっいおさぇえくけ 
こさうさけょぇすぇ, ょゃうあっくうっすけ う 
っくっさゅうはすぇ, おけはすけ きう ょぇゃぇ 
すぇいう こさうさけょぇ う しっ さぇょゃぇき, 
つっ しなき くぇ すけいう しゃはす, し すっいう  

たけさぇ けおけかけ きっく. ╇きぇ すけかおけ-
ゃぇ きうかう しなとっしすゃぇ, くぇ おけう-
すけ きけあって ょぇ おぇあって ぉかぇゅぇ 
ょせきぇ. 〈せお しっ しっとぇき いぇ  [な-
ょうぇさょ ╉うこかうくゅ, おけえすけ おぇい-
ゃぇ: „¨ゅかっょぇえ しっ けおけかけ しっぉっ 
しう う けしきうしかう ゃしうつおう すっいう 
つぇしけゃっ, ょくう, きっしっちう, おけう-
すけ しぇ けおけかけ すっぉ う ゃ おけうすけ 
しう し ぉかういおうすっ しう. ′ぇこさぇ-
ゃう っょくけ ゃょうてゃぇくっ いぇ すぇいう 
っょくぇ きうくせすぇ う とっ さぇいぉっさって 
おぇおゃぇ しうかぇ, おぇおゃけ けつぇさけゃぇ-
くうっ うきぇ すぇいう こさうさけょぇ けおけ-
かけ すっぉ”. ╁うくぇゅう しなき ゃはさゃぇか 
ゃ ょけぉさけすけ う くうおけゅぇ くっ しなき 
けぉうつぇか きさなくおぇとうすっ たけさぇ. 
╁はさくけ, くうっ しきっ しう きぇかおけ 

すぇおぇゃぇ こけさけょぇ: けぉうおくけゃっ-
くけ ゅかっょぇきっ ゃうくけゃくう ょぇ しぇ 
くう ょさせゅうすっ, ぇ こさけこせしおぇきっ 
くぇてうすっ しけぉしすゃっくう ゅさっておう 
こけ ょさせゅぇすぇ かぇえしくぇ, くけ しなき 
せぉっょっく, つっ っょうく ょっく くっとぇ-
すぇ とっ しすけはす うくぇつっ. ╁はさゃぇき 
ゃ すけゃぇ, いぇとけすけ ゃ くぇてっすけ 
けぉとっしすゃけ うきぇ っょうく いぇおけく, 
っょくぇ そうかけしけそうは, くっけぉけさっ-
くぇ ょけ きけきっくすぇ. ╇ くっ ゃはさゃぇき 
くはおけえ ょぇ きけあっ ょぇ は けぉけさう. 
〈ぇいう そうかけしけそうは  っ しゃなさいぇ-
くぇ し すさう ょせきう: しけぉしすゃっくけしす, 
いぇおけくくけしす う すっ そけさきうさぇす 
すさっすぇすぇ ょせきぇ – きけさぇか. ┿おけ 
すっ しっ けすしすけはゃぇす う しぇ さぇい-
こさっょっかっくう こさぇゃうかくけ, ぉな-
ょっすっ しうゅせさくう, とっ あうゃっっき ゃ 
こさっおさぇしくけ けぉとっしすゃけ. ╆ぇとけ-
すけ くっ きけあっ っょくぇ ╀なかゅぇさうは, 
おけはすけ こさっょう 70 ゅけょうくう っ 
たさぇくうかぇ ちはかぇ ╄ゃさけこぇ, しっゅぇ 
くぇしかっょくうちうすっ くぇ すっいう たけさぇ 
ょぇ くっ しっ けぉなさくぇす っょうく ょっく 
おなき いっきはすぇ うき し けくけゃぇ ぉかぇ-
ゅけゃけかっくうっ, おけっすけ けすくけゃけ とっ 
くう ういゃっょっ くぇ けくっいう ゃうしけすう, 
くぇ おけうすけ しきっ ぉうかう. ╁はさゃぇき 
ゃ すけゃぇ. ╃ぇ, いくぇき, すさせょくけ っ 
しっゅぇ, くけ すけいう こっさうけょ, こさっい 
おけえすけ こさっきうくぇたきっ う こさっきう-
くぇゃぇきっ, っ すけかおけゃぇ きぇかなお けす 
ゃさっきっすけ, けす あうゃけすぇ くぇ っょくけ 
けぉとっしすゃけ, つっ ょぇ しっ きさなとうき 
う きさなくおぇきっ… ┿い しなき けこすう-
きうしす! ╃ぇ しっ いぇかぇゃはきっ いぇ さぇ-
ぉけすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈けえ っ „きかぇょ う くっゃうくっく”, おぇお-
すけ しぇき しっ けこさっょっかは, „こさっきうくぇか 

ゅさぇくうちぇすぇ くぇ 60-すっ ゅけょうくう う しつうすぇ, 
つっ ゃっつっ ゃしうつおけ きせ っ こさけしすっくけ, いぇとけ-
すけ しおけさけ とっ くぇゃなさてう 64”. 
╄ょうく けす くぇえ-ういゃっしすくうすっ しこけさすくう 

あせさくぇかうしすう ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╁ 40 けす すはた っ ゃっさっく くぇ ╀なかゅぇさしおけ-

すけ くぇちうけくぇかくけ さぇょうけ. ╇きぇ 3 ょっちぇ う 
3-きぇ ゃくせちう う ゃしっ けとっ くっ っ しすぇくぇか  
100% ょはょけ. ╃なかゅけゅけょうてっく ゃけょっと 
くぇ しこけさすくけすけ こさっょぇゃぇくっ „]こけさす う 
きせいうおぇ” こけ ╀′[, さぇょうけ, おけっすけ ょけゅけ-
ょうくぇ とっ くぇゃなさてう 80 ゅけょうくう.  
╉ぇかぬけ, おぇおすけ ゅけ くぇさうつぇす おけかっゅう, 

こさうはすっかう う しなさぇすくうちう, っ くっこけこさぇ-
ゃうき けこすうきうしす, おけえすけ しせすさうく しっ せし-
きうたゃぇ くぇ けゅかっょぇかけすけ. ╆けょうは „]すさっ-
かっち”. ╄しすっす, おけえすけ ゃうあょぇ う ちっくう 
おさぇしうゃけすけ. ╁はさゃぇ, つっ ゃしうつおけ ゃ あう-
ゃけすぇ っ つぇさ う おさぇしけすぇ. ╆ぇすけゃぇ う しかっょ 
あせさうさぇくっすけ  くぇ すぇいゅけょうてくうは おけく-
おせさし いぇ ういぉけさ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ けすこさぇ-
ゃう くっょゃせしきうしかっくけ う くっいぇぉさぇゃうきけ 
こけしかぇくうっ おなき きっしすくうすっ おさぇしぇゃうちう: 
ょぇ ぉなょぇす おかぇしぇ. ╇ ょぇ こぇいはす おかぇしぇすぇ 
ゃ しっぉっ しう. 
╋けきつっ こけ ょせた う ょせてぇ, おけっすけ „けぉう-

つぇ ょゃうあっくうっすけ ゃなゃ ゃしうつおうすっ きせ 
そけさきう”. ]こけさすうしす, ゃないこうすぇくうお くぇ 

]こけさすくぇすぇ ぇおぇょっきうは. 【ぇきこうけく 
こけ ゃけょくう しおう う ゃうょっく  ゅけかそうしす.
╆ぇ しっぉっ しう おぇいゃぇ, つっ っ „ょけぉなさ 

けこすうきうしす”, いぇとけすけ ゃうくぇゅう っ せぉっ-
ょっく, つっ „つぇてぇすぇ っ くぇこけかけゃうくぇ 
こなかくぇ”. ╆ぇすけゃぇ う ゃはさゃぇ, つっ しゃっ-
すなす ゃなさゃう おなき ょけぉさけ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ きせ かうこしゃぇ きうおさけ-

そけくぇ, けすおぇおすけ っ きうくぇか くぇ „こけ-ゅけ-
さっく っすぇあ ゃ さぇょうけすけ”. ] きぇくょぇすぇ 
くぇ くけゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ くぇちうけ-
くぇかくけすけ さぇょうけ っ つかっく くぇ 〉] くぇ 
╀′[. ╂けさょっっ しっ, つっ こさっい ゃしうつおうすっ 
しう 4 ょっしっすうかっすうは ゃ さぇょうけすけ, 36 
ゅけょうくう けす おけうすけ ゃ ]こけさすくぇすぇ さっ-
ょぇおちうは, っ ょぇか こなす くぇ きくけゅけ きかぇょう 
たけさぇ. 
╆ぇすけゃぇ う かけゅうつくけ くはおぇお うきぇ 

さぇょうけ しっきっえしすゃけ: しなこさせゅぇすぇ きせ, 
╉ぇすは ╉ぇすっゃぇ, っ いゃせおけさっあうしぬけさ 
ゃ こさけゅさぇきぇ „》けさういけくす” くぇ  ╀′[. 
╃ゃぇきぇすぇ しぇ くっゃっさけはすっく すぇくょっき, 
おけえすけ いぇっょくけ ぉけさう すさせょくうすっ こっ-
さうけょう ゃ かうつっく こかぇく. 
╇ くはおぇお かけゅうつくけ, し すぇおなゃ さぇょうけ-

ぇこけしすけか さぇいゅけゃけさなす すさなゅゃぇ うきっく-
くけ けす… ゅけかはきぇすぇ かのぉけゃ - さぇょうけ-
すけ, しぇきけ ょゃぇ ょくう しかっょ こけさっょくうは 
こさけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ さぇ-
ょうけすけ 7-きう きぇえ.

¨す ぉっいこぇさうつうっすけ くぇ 90-すっ, 
おけゅぇすけ いぇこかぇすうすっ ゃ „┿さしっ
くぇか“ いぇおなしくはゃぇす, ╃っかはくぇ しっ 
しこぇしはゃぇ, おぇすけ しせすさうく きっすっ ゃ 
„┿さしっくぇか“, こけしかっ  こさけょぇゃぇ 
ぉぇくうつおう くぇ こぇいぇさぇ くぇ おけ
かうつおぇすぇ. ╋うかぇ っ つうくうう ゃ 
さっしすけさぇくす. ╋けきうつっすけ, おけっ
すけ しかっょ ゅけょうくう とっ ゃうょう 
しなかいう ゃ けつうすっ くぇ さぇいけつぇさけ
ゃぇく ゅっくっさぇか う ょゃぇ こなすう とっ 
こけかせつぇゃぇ きっつすぇくう こさっょかけ
あっくうは いぇ こうぇさ ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ 90-すっ, おぇすけ ゃ さけきぇく くぇ 
╀せおけゃしおう, こさけぉゃぇ けちっかはゃぇ
くっ し てうっくっ くぇ ゃないゅかぇゃくうつ
おう う こぇさちぇかっくう おせおかう. ‶け
しかっ うょゃぇ したっきぇすぇ: しせすさうく し 
きっすかぇすぇ - しかっょけぉっょ し おけつぇ
くぇ そぇおすせさう くぇ [ぇょうけ „╁うし 
╁うすぇかうし“. ╃っかはくぇ けすうてかぇ ゃ 

さぇょうけすけ ゃ こなさゃうすっ きせ ょくう 
- はくせぇさう くぇ 1993-すぇ. [ぇい
ぉさぇかぇ いぇ くっゅけ しかせつぇえくけ, 
ょけおぇすけ つせこう こさっきさないくぇかう 
けす かっょぇ こさなしすう おさぇえ しこせ
おぇくうすっ すさなぉう ゃ ╇╋╋. 〈さなゅ
ゃぇ おなき おなとう しなし しなかいう くぇ 
けつう, くけ しさっとぇ ╋うきぇ ╃いなくけ
ゃぇ - ぉうゃてぇ ぉうぉかうけすっおぇさおぇ 
ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ せつうかうとっ, 
おけはすけ つせかぇ いぇ くけゃけすけ さぇょうけ 
けす しさっとぇ ゃなゃ ゃかぇおぇ し ╋ぇは 
]すけはくけゃぇ. ¨とっ しなとうは ょっく, 
ぉっい ょぇ こけいくぇゃぇ くうおけゅけ, さぇ
ぉけすっとけすけ きけきうつっ けすうゃぇ ょぇ 
しっ こさっょしすぇゃう しぇきó. ╉ぇいゃぇす 
え, つっ くっ しすぇゃぇ いぇ さぇょうけすけ, 
くけ きけあっ ょぇ こさけぉゃぇ ょぇ こうてっ 
くっおさけかけいう ゃ こけゅさっぉぇかくけすけ 
ぉのさけ... ╃っかはくぇ しっ たゃぇとぇ 
し すっおしすけゃっすっ くぇ あぇかっえおう
すっ う しおけさけ ゃっつっ こうてっ ょせ
きうつおうすっ いぇ さっおかぇきうすっ う 
しなけぉとっくうはすぇ こけ さぇょうけすけ... 
“]ぇきぇさしおう こけゃはさゃぇ ゃ きっく“, 
おぇいゃぇ ╃っかはくぇ う こさっい しきはた 
しう しこけきくは おぇお こさう こなさゃぇすぇ 
しさっとぇ ゅけ けぉなさおぇかぇ し ╋うくつけ 
╊ぇかっゃ. ╆ぇさぇょう ょけしすけかっこくうは 
ゃうょ. ╀ういくっしなす し さっおかぇきう
すっ ゃなさゃはか う ╃っかはくぇ こっつっ
かう こぇさうつおう いぇ こなさゃけすけ しう 
きけさっ. ╉ぇおすけ しぇきぇ くっ しこうさぇ 
ょぇ こけゃすぇさは:

„‶ぇかぇつうくおぇすぇ
しっ けぉさなとぇ“

╃っかはくぇ おぇいゃぇ: “》けさぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しぇ しきっかう“. ╁ さぇ
ょうけすけ ╃っかはくぇ しすぇゃぇ こなさゃう
はす きっょうっく さっおかぇきっく ぇゅっくす ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ′っとぇすぇ こけすさなゅ
ゃぇす. ╆ぇすけゃぇ ╃っかはくぇ っ ぉかぇ
ゅけょぇさくぇ  くぇ ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 
すけゅぇゃぇ いぇき. ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇ
ゃけょ 5. ╄ょくぇ くっゅけゃぇ さっこかうおぇ 
こさけきっくは くっとぇすぇ おなき くっえくけすけ 
ょくってくけ „┿い“, おけっすけ し さぇょけしす 
こなさたぇ: “》ぇさっしゃぇき しう あうゃけ
すぇ! ╁うくぇゅう しなき こさぇゃうかぇ すけゃぇ, 
おけっすけ うしおぇき“. ‶さう こけさっょくぇ
すぇ きなおぇ くぇょ 『‶〉-すけ, おなょっすけ 
けすうてかぇ  ょぇ さぇぉけすう しかっょ せつう
かうとっ, くっぉかぇゅけくぇょっあょくぇすぇ 
しすさせゅぇさおぇ つせかぇ けす ╆ぇこさはくけゃ: 

“╋けっすけ きけきうつっ, くっ しすぇゃぇて 
いぇ すけゃぇ...“. ╁しなとくけしす, こなさゃう 
すけゃぇ こさけせきはか くっえくうはす くぇ
しすぇゃくうお ゃ こさけそっしうけくぇかくうは 
せつうかうとっく しすぇあ - ]すぇくうしかぇゃ 
]すけはくけゃ, しなこさせゅ くぇ ょくってくうは 
おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 』っ くっ しすぇゃぇ いぇ いぇ
くぇはすぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, 
╃っかはくぇ しう いくぇっかぇ けすょぇゃくぇ. ╁ 
せつうかうとっ しっ つせゃしすゃぇかぇ おぇすけ 
ぉはかぇ ゃさぇくぇ, しなせつっくうちう さぇ
ぉけすはす ゃきっしすけ くっは くぇ しすさせゅぇ, 
っょゃぇ しっ けこさぇゃはかぇ し つっさすぇ
くっすけ, 〈╋╋-すけ う こさぇおすうおぇすぇ: 
“]すさぇた きっ っ けす しすさせあおうすっ!“. 
╇いけぉとけ, ╃っかはくぇ しう いくぇっかぇ, 
つっ くっ っ いぇ すぇき, くけ しっ くぇかけ
あうかけ ょぇ いぇゃなさてう, しかっょ おぇすけ 
くはきぇかけ おなょっ ょぇ しっ いぇこうてっ 
こけしさっょ せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ, 
おけゅぇすけ きぇえおぇ え けすおさうゃぇ, つっ 
ゃきっしすけ ゃ „┿くすうき“, とっさおぇすぇ 
しっ っ しぇきけいぇこうしぇかぇ ゃ [せしおぇすぇ 
ゅうきくぇいうは ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ... 
╋っつすぇっかぇ ょぇ しすぇくっ せつうすっかおぇ 
こけ させしおう... ╇いけぉとけ, ゃかのぉっ
くぇ ゃ ょけぉさうすっ しう せつうすっかう こけ 
ぉなかゅぇさしおう, うしすけさうは う させしおう, 
╃っかはくぇ しう きっつすぇっかぇ ょぇ しすぇ
くっ おぇすけ すはた... ╁っつっ ういこせしくぇ
かぇ させしおうは, しかっょ いぇゃけょしおけすけ 
]‶〈〉,  し けすかうつくぇ ょうこかけきぇ ゃ 
さなおぇ, ぉなょっとぇすぇ あせさくぇかうしすおぇ 
こさけぉゃぇかぇ ょぇ しすぇくっ くっさっょけ

ゃっく せつうすっか, いぇとけすけ し けちっくおぇ 
4.50 こけ ぉなかゅぇさしおう けしすぇゃぇ うい
ゃなく しこうしなちうすっ くぇ せくうゃっさしう
すっすぇ ゃ 〈なさくけゃけ. ′っせしこはかぇすぇ 
おぇくょうょぇす-しすせょっくすおぇ けぉうおぇかは 
ちはかぇすぇ けおけかうは けす せつうかうとっ くぇ 
せつうかうとっ, ょぇくけ は ゃいっきぇす おぇすけ 
せつうすっか, ょけおぇすけ しすぇくっ ゃさっきっ いぇ 
くけゃけ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ, くけ すぇおぇ 
う くっ しっ けすゃけさうかぇ くうおけは ゃさぇ
すぇ. ′うすけ せつうかうとくぇ, くうすけ すぇいう 
くぇ ╂╉ くぇ ╀╉‶, くうすけ くぇ ¨すょっか 
„¨ぉさぇいけゃぇくうっ“...: “]ぇきぇ, しぇきぇ 
しう けぉうおぇかはた, ょけさう こって ゃなさ
ゃはた けす ╀せいけゃゅさぇょ ょけ [けいけゃけ, 
いぇとけすけ くはきぇた こぇさう いぇ ぇゃすけ
ぉせしぇ...“. ]ぇきぇ けすうてかぇ ゃ ╉けきう
すっすぇ, しぇきぇ - ゃ ¨ぉさぇいけゃぇくうっすけ, 
しぇきぇ - ゃ さぇょうけすけ, しぇきぇ... ╆ぇ
すけゃぇ ╃っかはくぇ しう ゃはさゃぇ う し ゅけさ
ょけしす おぇいゃぇ: 

„′うおけきせ くうとけ
くっ ょなかあぇ!“   

 
[ぇいけつぇさけゃぇくぇ けす ╃はょけ ╋さぇい 

けとっ くぇ 4 ゅけょうくう, いぇとけすけ くう
おけゅぇ くっ え くけしう すけゃぇ, おけっすけ 
しう っ こけさなつぇかぇ, ╃っかはくぇ さぇくけ 
しっ くぇせつぇゃぇ ょぇ さぇいつうすぇ っょうく
しすゃっくけ くぇ しっぉっ しう. ╇ゅさぇっ くぇ 
せかうちぇすぇ しぇきけ し きけきつっすぇすぇ, 
せつう しっ ょぇ しっ しこさぇゃは, ょぇ ぉなょっ 
しうかくぇ. ′け あっくしおけすけ ゃ しっぉっ 
しう ╃っかはくぇ くっ せぉうゃぇ. ′ぇこさけ
すうゃ - さぇいゃうゃぇ ぇさすうしすうつくけしす, 
おけはすけ しゃなさいゃぇ しなし しっしすさぇすぇ 
くぇ ょはょけ しう ╅っかぬけ/[なつっくぇ
さは/ - ╃ぇそうくぇ: たぇさっしゃぇくぇ 
あっくぇ, おけはすけ ゃしっ さぇいおぇいゃぇ 
くっとけ あうゃけ, こっっ う しっ さぇょゃぇ 
くぇ あうゃけすぇ..., こせしおぇ こかけつう くぇ 
╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ. ╃っかはくぇ きう
くぇゃぇ こさっい ておけかう こけ ぉぇかっす, 
くぇさけょくう すぇくちう, ぇおけさょっけく, 
くけ: “′うとけ くっ ういかっいっ けす きっく! 
╇きぇき けす ゃしうつおけ こけ きぇかおけ, 
いぇとけすけ きぇえおぇ きう うしおぇてっ ょぇ 

しなき けすかうつくうつおぇ う すけゃぇ ぉってっ 
くぇえ-ゃぇあくけすけ“, しきっっ しっ ╀け
ぉっゃぇ. „╁しうつおけ きう っ けす くっは, 
けす ぉぇぉぇ ╃ぇそうくぇ...!“, おぇいゃぇ 
╃っかはくぇ いぇ ょさっきっとうは せ くっは 
ぇさすうしすうつっく すぇかぇくす, こさういくぇ
ゃぇえおう, つっ ょっすしすゃけすけ え きう
くぇゃぇ こけゃっつっ し ぉぇぉぇ う ょはょけ, 
けすおけかおけすけ し きぇきぇ う すぇすおけ. 
╀ぇとぇ え くっ けすうゃぇ ょけさう ょぇ は 
ゃいっきっ けす さけょうかくけすけ, いぇとけすけ 
っ... きけきうつっ...!? ╉さなしすっくぇ くぇ 
ぉぇぉぇ しう, けぉぇつっ, けす さけょっくぇすぇ 
しぇきけ ょゃっ おうかちぇ  ╃っかはくぇ こけ
さぇしすゃぇ っくっさゅうつくけ きけきうつっ: 
„〈けゃぇ きう っ けす ぉぇぉぇ ╃っかおぇ“. 
′はきぇ つけゃっお, こけいくぇゃぇと ╃っかは
くぇ, おけえすけ ょぇ くっ っ ゃうあょぇか おぇお 
すは しきっくは こさっい しっおせくょう っょうく 
すっかっそけく し ょさせゅ, おけきこのすな
さぇ し すっそすっさぇ う きうおさけそけくぇ; 
っそうさぇ くぇ ╃ぇさうお し こう-ぇさぇ くぇ 
╀╀]-╉っえぉなか; 〈╁-しすせょうけすけ し 
おけくそっさぇくしぇ くぇ くはおけえ しゃっす
しおう おせこけく, さぇぉけすぇすぇ いぇ しけちう
けかけゅうつっしおう ぇゅっくちうう し さっょっ
くっすけ くぇ ゃっしすくうお..., こうしぇくっすけ 
くぇ しちっくぇさうう いぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ 
さけいぇすぇ し けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
さっおかぇきくう おぇきこぇくうう. ╃うくぇ
きうおぇすぇ くぇ ょっくは いぇ ╃っかはくぇ っ 
くっとけ けぉうつぇえくけ. 〈は くっ しこうさぇ 
ょぇ ゃなさてう こけ くはおけかおけ くっとぇ 
くぇゃっょくなあ. ╇ ゃ きけきっくすぇ さぇ
ぉけすう くぇ っょうく すさせょけゃ う すさう 

ゅさぇあょぇくしおう ょけゅけゃけさぇ. „′っ しっ 
しさぇきせゃぇき けす くうとけ, たぇさつぇ しう 
きけうすっ こぇさう, しぇきう しなし しなこさせ
ゅぇ きう しう けすゅかっょぇたきっ ょっすっすけ. 
╁っつっ うきぇき ゃおなとう うくあっくっさ, 
こぇお しっ しきっっ ╃っかはくぇ, おせこう
かぇ こなさゃうは しう おけしすのき っょゃぇ 
くぇ 33. ]きったなす え っ いゃなくかうゃ, 
おぇすけ あうゃけすぇ, おけえすけ しう さっょう 
しぇきぇ. ‶けくはおけゅぇ いゃなくう すけか
おけゃぇ しうかくけ, つっ けすっおゃぇ ょぇかっつ 
こさっい ゅけょうくうすっ. ╉ぇすけ けくは そぇか 
ゃ さぇょうけすけ, いぇさぇょう おけえすけ ╃っ
かはくぇ けしすぇゃぇ ぉっい いぇこかぇすぇ ゃ 
しすせょっくうは そっゃさせぇさう, し ぉけか
くけ う ぉっい かっおぇさしすゃぇ ょっすっ せ 
ょけきぇ. 《ぇかなす: ういすなさゃぇくぇ さっ
こかうおぇ ゃ さぇょうけさっこけさすぇあ けす 
ゃういうすぇすぇ くぇ すっあおうは きぇさてぇか 
╉せかうおけゃ: “╁ いぇかぇすぇ きうさうてっ 
くぇ くぇそすぇかうく...“. ╆ぇさぇょう すぇは 
さっこかうおぇ さぇょうけすけ いぇ きぇかおけ 
ょぇ ういたゃなさつう けす けそうしぇ しう, ぇ 
╃っかはくぇ - けす さぇぉけすぇすぇ しう. ′け 
〈は けしすぇゃぇ. ╆ぇ ょぇ しう すさなゅくっ 
こさっい 2000-すぇ しおけさけこけしすうあ
くけ いぇ 15 きうくせすう. ╁ うきっすけ くぇ 
]ゃけぉけょぇすぇ. ′け こけきくう: 

„[ぇょうけすけ っ ╂けかはきぇすぇ きう 
ておけかぇ“

„╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう こけゃはさゃぇ ゃ 
きっく, ょぇょっ きう てぇくし ょぇ せつぇ, ょぇ 
しっ さぇいゃうゃぇき. 〈けゃぇ くっ しっ いぇ
ぉさぇゃは“, こさういくぇゃぇ ╃っかはくぇ. 〈せお 
すは っ ゃ しすうたうはすぇ しう. ̈ てっすゃぇ ちっ
かうは きっしすっく こけかうすうつっしおう っかうす, 
ゃかういぇ ょなかぉけおけ ゃ こさけぉかっきうすっ 
くぇ ゅさぇょぇ, たけさぇすぇ さぇいこけいくぇゃぇす 
くっえくうは ゅかぇし う けしすさうは え っいうお... 
╆ぇ こうしぇくっすけ う しかけゃけすけ こなさゃけ 
は こけょおさっこはす ╈けさょぇく ╈けさょぇ
くけゃ /╀けゅ ょぇ ゅけ こさけしすう!/ - けとっ 
ゃ せつうかうとっ, ぇ こけしかっ – う ゃ さっ
ょぇおちうはすぇ くぇ „╇しおさぇ“, おなょっ
すけ ╃っかはくぇ ょぇゃぇ きぇすっさうぇか いぇ 
ょっちぇすぇ けす ╃けきぇ ゃなゃ ╁っすさっく. 
′ぇしなさつぇゃぇ は けとっ ゃ ょっすしすゃけすけ 
せつうすっかおぇすぇ ゃ „┿くすうき“ ╋ぇさうは 
╋うくつっゃぇ. ╊うつくけ は こけけとさはゃぇ う 
おけさうそっはす  こさけそ.╁っしっかうく ╃う
きうすさけゃ - っおしてっそなす くぇ 《ぇおせか
すっすぇ こけ あせさくぇかうしすうおぇ ゃ ]〉, 
おけゅぇすけ つせゃぇ いぇこうしう けす „╁うし 
╁うすぇかうし“: „╇きぇすっ すぇかぇくす, くけ 
くっ いぇこうしゃぇえすっ  あせさくぇかうしすう
おぇ, いぇ ょぇ うきぇ  ゃなさたせ おぇおゃけ ょぇ 
くぇょゅさぇあょぇすっ!“.  
′はきぇ こさっきうっさ けす ‶さったけょぇ, し 

おけえすけ ╃っかはくぇ ょぇ くっ っ こさぇゃうかぇ 
うくすっさゃの. ̈ す 《うかうこ ╃うきうすさけゃ, 
╉けしすけゃ, こさっい ]すぇくうてっゃ ょけ 
¨さってぇさしおう. ′け - し こけしかっょくうは 
- しぇきけ ゃ おぇつっしすゃけすけ きせ くぇ おぇく
ょうょぇす-ょっこせすぇす. ‶さっい ゅけょうくうすっ 
╃っかはくぇ ゃけょう けぉいけさくけすけ „7 ょくう 
╉ぇいぇくかなお“ こけ っそうさくぇすぇ 〈╁ 
„╉ぇいぇくかなお“, „〈っきっかう” ゃ さぇょうけ 
„╁うし ゃうすぇかうし”, しけぉしすゃっくけ こさっ
ょぇゃぇくっ ゃ ‶さっしし 〈╁, こうてっ いぇ 
„]っょきうちぇ“ う „]すぇさけいぇゅけさしおう 
くけゃうくう“. ╆ぇょ ゅなさぉぇ しう うきぇ 3 
そうかきぇ, こさぇとぇ おけさっしこけくょっく
ちうう いぇ [ぇょうけ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
ゃけょう こさっょういぉけさくう おぇきこぇくうう, 
くぇえ-ゅけかっきうすっ けす おけうすけ - くぇ 
おきっすぇ ]すっそぇく ╃っさゃうてっゃ こさっい 
2003 - すぇ う くぇ  けぉかぇしすくけすけ 
╃‶] こさっい 2001-ゃぇ... ‶けしかっ 
うょゃぇす こせぉかうおぇちううすっ いぇ „〈させょ“ 
う „╃ぇさうお“. ]ぇきけ いぇ „╃ぇさうお“ 
╃っかはくぇ うきぇ こけゃっつっ けす 3 000 
きぇすっさうぇかぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ. ╉ぇすけ 
けこうす, けぉっき う ゅけょうくう, すは ゃっつっ っ 
くっとけ おぇすけ ょけぇえっく しさっょ ょっえしす
ゃぇとうすっ あせさくぇかうしすう ゃ ╉ぇいぇく
かなお. ‶けっきぇくっすけ くぇ さっょぇお
ちうはすぇ くぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“ しすぇゃぇ しゃっすおぇゃうつくけ, 
おけゅぇすけ こさっょう すさう ゅけょうくう ╇い
こなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ′うおけ
かぇえ ╇ぉせてっゃ うしおぇ けすゅけゃけさ: “╃け 
せすさっ!“.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ... ╋けきうつっすけ, おけっすけ こさういくぇゃぇ, つっ 45 ゅけょうくう くっ しすうゅぇす, いぇ ょぇ こけ
さぇしくって... ′ぇ 22-さう きぇえ ╃っかはくぇ いぇおさなゅかは 45, くけ くっ おさうっ すけいう そぇおす. ╆ぇとけすけ けとっ 
しっ つせゃしすゃぇ けくけゃぇ きけきうつっ, おけっすけ しぇき しぇきó - ぉっい ゃかうはすっかくう さけょくうくう いぇょ ゅなさ
ぉぇ しう, ぉっい こぇさすうう う こさけすっおちうう, せしこはゃぇ ょぇ くぇきっさう けくけゃぇ しゃけっ きはしすけ ゃ あうゃけすぇ, 
おけっすけ ú しっ たぇさっしゃぇ. ╀っい こさけすっおちうう - しぇきけ し さぇぉけすぇ. [ぇぉけすっとけ きけきうつっ... 〈けゃぇ っ 
╃っかはくぇ. ╇ しなとけ おぇすけ ゃ たけかうゃせょしおうは たうす, すは くっ こさけこせしおぇ しかせつぇえ, こけょくっしっく けす 
けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ, いぇ ょぇ さっぇかういうさぇ しゃけうすっ とせさう うょっう, つさっい おけうすけ しっ ょけおぇいゃぇ, 
こっつっかう こさうはすっかう, こけいうちうは ゃ こさけそっしうはすぇ, こけこせかはさくけしす... ╄, こけくはおけゅぇ しう こっつっかう 
う くっこさうはすっかう, きくけゅけ けょせきゃぇくっ, ょぇあっ いかけぉぇ う けすきなしすうすっかくけしす. ′け ╃っかはくぇ こさけ
ょなかあぇゃぇ ょぇ ゃはさゃぇ, つっ うしすうくしおう  ゃさぇゅけゃっ ゃ あせさくぇかうしすうおぇすぇ すは くはきぇ. „]ゃっすは し 
きけはすぇ しう しゃっすかうくぇ!“, いくぇっ しう ╀けぉっゃぇ う くっ しこうさぇ ょぇ すなさしう, ょぇ ぉなさいぇ こけ せかうちうすっ 
ゃ ゅけくうすぉぇすぇ くぇ くけゃうくうすっ う うくすっさっしくうすっ しさっとう ゃ あうゃけすぇ しう.
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55

¨〉【╊『╊』 [ぇ〈 』【¨》╊〉╉¨╅〉【』[╅【╅
》『《╈『╅〈╅ 〉╅ „╅『』╊〉╅]” 

』ちかはけ: 
[あしけせ [あてかう:

╇けおけの しけ すけさちそなそせ - すひしねけ!
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[╅『] ‒『¨╉『¨｠ ╈╅】』 
КРА ЛЯТ НА МАТЕМАТИКАТА

╉ぇおなゃ っ しぉけさなす くぇ つうし-
かぇすぇ けす 1 ょけ 100? 〈けゃぇ 
こけこうすぇか せつうすっかはす, おけゅぇすけ 
╂ぇせし ぉうか  きぇかなお, う くぇおぇさぇか 
ょっちぇすぇ ょぇ しなぉっさぇす つうしかぇすぇ 
けす 1 ょけ 100, おぇすけ いぇこけつくぇか 
ょぇ こうてっ くぇ ょなしおぇすぇ ゃしうつ-
おう つうしかぇ けす 1 ょけ 100. ‶さっい 
すけゃぇ ゃさっきっ ╉ぇさか おぇいぇか けすゅけ-
ゃけさぇ, おけえすけ しぇきうはす せつうすっか 
ゃしっ けとっ くっ ぉうか こさっしきっす-
くぇか. ′ぇおさぇは しっ けおぇいぇかけ, つっ 
っょうくしすゃっくうはす ゃっさっく けすゅけゃけさ 
っ くぇ ╂ぇせし. 〈けえ こさっしきっすくぇか 
しせきぇすぇ こけ しかっょくうは くぇつうく:                                                                                                                          
S = 1+2+3+…+98+99+100. 
╋ぇかおうはす ╂ぇせし いぇぉっかはいぇか, 
つっ ゃしっおう ょゃっ つうしかぇ, おけう-
すけ しぇ くぇ さぇゃくう さぇいしすけはくうは 
けす ょゃぇすぇ おさぇは, うきぇす さぇゃ-
くう しせきう: 1+100 = 2+99 = 
3+98…う す. く. ょけ 50+51. ╂させ-
こうさぇか しすけすっ しなぉうさぇっきう ゃ 
50 ゅさせこう こけ ょゃっ う こけかせつうか                                                                            
100 x (100+1) = 50x101 = 5050.
       2
〈ぇおぇ ゃないくうおゃぇ „╋っすけょなす くぇ 

╂ぇせし“.
]うくなす くぇ ぉっょくうは ゃけょけ-

こさけゃけょつうお. ╉ぇさか 《さうょさうた 
╂ぇせし っ っょうくしすゃっくけ ょっすっ ゃ しっ-
きっえしすゃけすけ. [けょっく っ ゃ ╀さぇせくて-
ゃぇえゅ, ╂っさきぇくうは. ′ぇ すさう ゅけょうくう 
きけあっか ょぇ ぉさけう う ょぇ ういゃなさてゃぇ 
こさけしすう ういつうしかっくうは. 〉つうすっかう-
すっ きせ ぉうかう しうかくけ いぇうくすっさっ-
しけゃぇくう けす くっゅけゃうすっ いぇかけあぉう. 
╉けゅぇすけ っ くぇ 14, すぇかぇくすかうゃうはす 
せつっくうお っ こさっょしすぇゃっく くぇ たっさ-
ちけゅぇ くぇ ╀さぇせくてゃぇえゅ - ╉ぇさか 
╁うかたっかき 《っさょうくぇくょ, おけえすけ, 
ゃないたうすっく けす いくぇくうはすぇ きせ, こけ-
っきぇ さぇいくけしおうすっ いぇ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ きせ ゃ ╉ぇさけかうくしおうは 
おけかっあ, ぇ しかっょ すけゃぇ う ゃ ╂ぬけすうく-
ゅっくしおうは せくうゃっさしうすっす.
¨すおさうすうっすけ 17-けなゅなかくうお. 

╁っょくなあ ゃ ╂ぬけすうくゅっく ぉうかけ 
さぇいこさけしすさぇくっくけ しなけぉとっくうっ, 
ゃ おけっすけ しっ おぇいゃぇかけ, つっ きけゅぇす 
ょぇ ぉなょぇす こけしすさけっくう けとっ きくけ-
あっしすゃけ きくけゅけなゅなかくうちう, ゃおか. 
う くっこさぇゃうかくう - くぇこさうきっさ 
17-けなゅなかくうお, う つっ すけゃぇ けすおさう-
すうっ しおけさけ とっ ぉなょっ こさっょしすぇゃっ-
くけ. ]なけぉとっくうっすけ ぉうかけ こけょこう-
しぇくけ けす しすせょっくすぇ-きぇすっきぇすうお 
╉ぇさか 《さうょさうた ╂ぇせし. 〈けえ くは-
きぇか けとっ 19 ゅけょうくう, くけ しきはすぇか, 
つっ きけあっ ょぇ おぇあっ しゃけはすぇ くけゃぇ 
ょせきぇ ゃ きぇすっきぇすうおぇすぇ しかっょ ‶う-
すぇゅけさ, ╄ゃおかうょ, ┿さたうきっょ, ′の-
すけく, ╊ぇえぉくうち う ¨えかっさ! ╉けゅぇすけ 
こさけそ. ╉っしすくっさ こけこうすぇか ╉ぇさか 
いぇとけ ゃしっ けとっ くっ っ こせぉかうおせ-
ゃぇか しゃけっすけ けすおさうすうっ, ╂ぇせし 
けすゅけゃけさうか: „╆ぇとけすけ ¨えかっさ っ 
しないょぇか こさっょう きっく すっけさうはすぇ くぇ 
ぇくぇかういぇ. ′け ぇい くっ ゅせぉは くぇょっあ-
ょぇ, きぇすっきぇすうおぇすぇ っ くっけぉはすくぇ!”
“〈けえ きけあっ ょぇ けすおさうっ う おけく-

すうくっくす, ゅ-く こさけそっしけさ! - ういゃう-
おぇかう しなしすせょっくすうすっ きせ - ╃ぇえすっ 
きせ 5-6-ちうそさっくう つうしかぇ う すけえ 
くぇ せき とっ ゃう ういゃかっつっ おゃぇょさぇ-
すっく おけさっく”. ′ぇうしすうくぇ ╉ぇさか 
ぉうか ういゃっしすっく し くっけぉうおくけゃっくぇ-
すぇ しう しこけしけぉくけしす いぇ きうくせすぇ ょぇ 
ういゃかうつぇ おけさっく けす 20-すぇ しすっ-
こっく くぇ つうしかけ けす 24 ちうそさう.
╂ぬけすうくゅっく - いぇゃうくぇゅう. 

‶なさゃうはす しう いくぇつうき せしこった ╂ぇせし 
こけしすうゅぇ こさっい 1796 ゅ., おけゅぇすけ 
こせぉかうおせゃぇ こなさゃぇすぇ しう くぇせつくぇ 
さぇぉけすぇ. 〈は しなょなさあぇ こさけつせすけすけ 
ょけおぇいぇすっかしすゃけ, つっ こさぇゃうかっく 
n-なゅなかくうお きけあっ ょぇ しっ こけしすさけう 
し かうくうえおぇ う こっさゅっか, おけゅぇすけ n っ 
こさけしすけ つうしかけ くぇ 《っさきぇ. 〈けゃぇ 
ゃぇあくけ けすおさうすうっ ういうゅさぇゃぇ さっ-
てぇゃぇとぇ さけかは いぇ くぇしけつゃぇくっ-
すけ きせ おなき きぇすっきぇすうおぇすぇ. 〈さう 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ すけえ しすぇゃぇ 

【っしすうきぇ おぇいぇくかなておう ぇぉうすせ-
さうっくすう, こっす けす おけうすけ - ゃない-

こうすぇくうちう くぇ ‶╂ こけ すさぇくしこけさす う 
すさぇくしこけさすっく きっくうょあきなくす, おぇおすけ 
う ぇぉうすせさうっくす けす ょさせゅけ しさっょくけ 
せつうかうとっ, ゃっつっ しぇ こけょぇかう きけか-
ぉう こけ けぉはゃっくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” いぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ  
そうさきぇすぇ  ゃ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさ-
しうすっす ゃ ‶かけゃょうゃ ゃ しこっちうぇかくけしす 
„]すさっかおけゃけ けさなあうっ う ぉけっこさうこぇ-
しう”.
╆さっかけしすくうちうすっ しぇ こなさゃうすっ, 

おけうすけ しっ けすいけゃぇゃぇす くぇ うくうちう-
ぇすうゃぇすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ しすう-
こっくょうぇくすう いぇ こけこなかゃぇくっ  くぇ さな-
おけゃけょくうは う っおしこっさすっく しなしすぇゃ くぇ 
そうさきぇすぇ.
‶さっょう ぉかういけ きっしっち „┿さしっくぇか” 

けぉはゃう しこっちうぇかくぇすぇ しう しすうこっくょうぇくすしおぇ こさけゅさぇきぇ, おけはすけ うきぇ いぇ ちっか ょぇ こさうゃかっつっ きかぇょう たけさぇ 
けす さぇえけくぇ いぇ けぉせつっくうっ いぇ くせあくうすっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ しこっちうぇかうしすう ゃ しそっさぇすぇ くぇ しこっちうぇか-
くぇすぇ こさけょせおちうは. ′ぇ けすいけゃぇかうすっ しっ う けょけぉさっくう おぇくょうょぇすう いぇ しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ 
„┿さしっくぇか” こけっきぇ しっきっしすさうぇかくうすっ すぇおしう こさっい ちはかけすけ ゃさっきっ くぇ けぉせつっくうっすけ, けしうゅせさはゃぇ う 
きっしっつくう しすうこっくょうう こさっい ちっかうは こっさうけょ くぇ けぉせつっくうっすけ, おぇおすけ ゃ ぉぇおぇかぇゃなさしおぇ, すぇおぇ う ゃ きぇ-
ゅうしすなさしおぇ しすっこっく. [ぇいきっさなす くぇ しすうこっくょうはすぇ, おけはすけ とっ しっ けすこせしおぇ, っ ゃ いぇゃうしうきけしす けす せしこったぇ 
くぇ しすせょっくすぇ-しすうこっくょうぇくす, おぇすけ とっ ゃぇさうさぇ きっあょせ 150 う 250 かっゃぇ.

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

《》【¨〈¨′ぇ〈 ╇ ╈『╅╉】ぃ[╅【╅
╋ぇえ. ╋っしっちなす し くぇえ-きくけゅけ 

っきけちうう. ╄きけちうう, おけうすけ 
ういょぇゃぇす きくけゅけ. ╆ぇ くぇし, いぇ すっいう 
しかっょ くぇし, いぇ けくけゃぇ けすゃなょ くぇし 
う ゃなすさっ ゃ くぇし. ′っ しぇきけ いぇさぇょう 
こなかつうとぇすぇ けす こさぇいくうちう う こけ-
ゃけょう いぇ くぇいょさぇゃうちう こさっい きぇえ, 
ぇ いぇさぇょう すはたくぇすぇ こなしすさけすぇ う 
こさけすうゃけさっつうゃけしす. ╉ぇすけ しっ こけ-
つくっ けす 1-ゃう きぇえ, きうくっ しっ こさっい 
6-すう, すぇ 7-きう,  9-すう, 11-すう,  21-
ゃう, 24-すう, 25-すう, すぇ 31-ゃう う 
すぇおぇ こさっゃぇかうき ゃ のくう. ╆ぇ すっいう, 
いぇ おけうすけ つぇしす けす ょぇすうすっ くっ ゅけ-
ゃけさはす くうとけ, けぉうおくけゃっくけ くはきぇ 
しこぇしっくうっ. ‶さう すはた ゅさぇょせておぇすぇ 
けす きぇえ っ しきぇつおぇかぇ ゃしうつおけ. 
╋けあっ ぉう いぇすけゃぇ う こけかうすう-

ちうすっ くう きくけゅけ けぉうつぇす きぇえ: う 
いぇ ういぉけさう, う いぇ しさぇゃくっくうは, いぇ 
たうすさう きっすぇそけさう - こかぇてっとう, 
きくけゅけけぉっとぇゃぇとう う さぇいょっかう-
すっかくう. „]っこすっきゃさう とっ ぉなょっ 
きぇえ” , „きぇえ ぇきぇ こさっい きぇえ” う おせこ  
ょさせゅう さけょっくう ゃ こけかうすうつっしおぇすぇ 
こさっういこけょくは そけさきせかう. 
╇ すけいう きぇえ くはきぇ ょぇ こさぇゃう うい-

おかのつっくうっ. ̈ とっ けす ぇこさうか いぇこけつ-
くぇたぇ ゃさはしなちうすっ こけ くっゅけ. ┿ くは-
おけう しっ しすはゅぇたぇ いぇ くっゅけ けす かぇくう. 
╄ゃさけゃさはしなちう, ゃ おけうすけ ゅかぇしなす 
くぇ ╋ぇかおうは つけゃっお くはおぇお けくっきは. 
′はきぇ ゅけ. 〉あ ゅけゃけさはす いぇ くっゅけ, 
せあ くぇ くっゅけゃうは っいうお, ぇ きぇかおうはす 
つけゃっお ゅけ くはきぇ. ╇ あうゃけすなす きせ ゅけ 
くはきぇ. ╇かう こけくっ すけえ くっ ゅけ さぇい-
こけいくぇゃぇ ゃ ゅけゃけさっくっすけ. ‶けすなくぇか 
ゃ しゃけうすっ しう ゅかぇしけゃっ う ゅさうあう - 
こさうはすくう, すうたう, くっ しなゃしっき. ╉ぇすけ 
すけゃぇ, ょぇ ういこさぇすう こけさぇしくぇかうすっ 
しう ょっちぇ くぇ ぉぇか. ╇ ょぇ こけおぇあっ  
しせっすぇ いぇ こさっょ たけさぇすぇ, ゃ おけはすけ 
こけしかっ とっ しっ ゅなさつう ゅけょうくぇ ゃ うい-
こかぇとぇくっすけ くぇ うくょせかゅっくちううすっ 
こけ くっは. ╇かう こさけしすけ くはきぇ ゃさっきっ 
いぇ ゅせぉっくっ ゃ しかせてぇくっ くぇ こさぇいくけ 
ょなさょけさっくっ, ょけおぇすけ しっ けこうすゃぇ 
ょぇ しこぇしう きぇかおけすけ しう けしすぇくぇかぇ 
ょせてぇ. 〈けえ, ╋ぇかおうはす けぉうおくけゃっく 
つけゃっお.
╃せてぇ う ょせたけゃくけしす, おけうすけ 

しかっょゃぇ ょぇ けこぇいはす おけさっくうすっ きせ 
あうかぇゃう, すぇおぇ つっ, くっいぇゃうしうきけ 
けす ゅさぇょせておうすっ う こけさけうすっ, おけうすけ 
くっ くう とぇょはす くうおぇお こさっい きぇえ, /う 
すけいう くっ くぇこさぇゃう ういおかのつっくうっ/ 
ょぇ こけくうおくっ けすくけゃけ う ょぇ ういこさぇゃう 
ゅかぇゃぇ. ╀なかゅぇさしおけすけ. ′っ いぇとけすけ 
しすさぇょぇきっ けす ういかうてっく こぇすさうけ-
すういなき う こぇすさうけすぇさしすゃけすけ っ くぇ 
きけょぇ, ぇ いぇとけすけ くはきぇ おぇお ょぇ せし-

╁っょくぇゅぇ しかっょ ういぉけさうすっ いぇ 
╄ゃさけこっえしおう こぇさかぇきっくす  

ゃ しすけかうちぇすぇ とっ しっ こさけゃっ-
ょっ こけさっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ 
╉けくしせかすぇすうゃくうは しなゃっす  こけ 
こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ.  ¨し-
くけゃくぇすぇ すっきぇ くぇ ょうしおせしうはすぇ  
とっ っ こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ 

う こさっょしすけはとけすけ けす ょけゅけょうくぇ 
こけさっょくけ せゃっかうつっくうっ くぇ ゃない-
さぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ けす 4 
ょけ 6 きっしっちぇ. 
╆ぇさぇょう っゃさけゃけすぇ くっけそう-

ちうぇかくけ こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ 
こさぇおすうおぇ くぇかけあう いぇぉさぇ-
くぇ いぇ すけいう ょっぉぇす, おぇおすけ う いぇ 
こさけゃっあょぇくっすけ くぇ ╉けくしせかすぇ-
すうゃくうは しなゃっす. ╄おしこっさすう こけ 
こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ - こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ しうくょうおぇすうすっ ゃ 
くぇちうけくぇかっく きぇとぇぉ, しぇ おぇ-
すっゅけさうつくう, つっ せゃっかうつっくうっすけ 
くぇ  ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうは っ くっ-
ういぉっあくけ: いぇさぇょう しっさうけいくうすっ 
ょっそうちうすう ゃ ぉのょあっすぇ くぇ ′¨╇, 
おけえすけ けしうゅせさはゃぇ こっくしううすっ くぇ 
しっゅぇてくうすっ こっくしうけくっさう, いぇ-
さぇょう せゃっかうつぇゃぇとうは しっ ぉさけえ 
くぇ くけゃうすっ こっくしうけくっさう, せゃっ-

ょけちっくす, ぇ こさっい 1807 ゅ., おけゅぇ-
すけ っ 30-ゅけょうてっく - こさけそっしけさ, 
う こけっきぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
おぇすっょさぇすぇ こけ きぇすっきぇすうおぇ う 
ぇしすさけくけきうは ゃ ╂ぬけすうくゅっくしおうは 
せくうゃっさしうすっす. ╇いぉさぇく っ う いぇ 
ょうさっおすけさ くぇ ╂ぬけすうくゅっくしおぇすぇ 
ぇしすさけくけきうつっしおぇ けぉしっさゃぇすけ-
さうは う くぇ すけいう こけしす けしすぇゃぇ ょけ 
おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう, けすおかけくは-
ゃぇえおう ゃしうつおう こさっょかけあっくうは いぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ╀っさかうくしおぇすぇ ぇおぇょっ-

きうは くぇ くぇせおうすっ.
╃さぇきうすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ. 

‶さっい 1805 ゅ. ╂ぇせし しっ あっくう いぇ 
╈けたぇくぇ ¨しすゅさけそ, おけはすけ しかっょ 
ょゃっ ゅけょうくう せきうさぇ けす せしかけあくっ-
くうは しかっょ さぇあょぇくっすけ. ]かっょ きっ-
しっち せきうさぇ う くけゃけさけょっくうはす うき 
しうく. ]おけさけ っ けぉはゃっくぇ しゃぇすぉぇすぇ 
くぇ ╂ぇせし し 《さっょっさうおぇ ╁ぇかょっお, 
ょなとっさは くぇ せくうゃっさしうすっすしおう 
こさけそっしけさ. ′け う ゃすけさうはす きせ 
ぉさぇお っ こけきさぇつっく - けす ょなかゅけすけ 
ぉけかっょせゃぇくっ くぇ しなこさせゅぇすぇ きせ う 
いぇさぇょう おけくそかうおすう し ょっちぇすぇ. 
╂けょうくぇ こさっょう 《さっょっさうおぇ ょぇ 
しう けすうょっ けす しゃっすぇ, こさっい 1830-
すぇ, しうくなす くぇ ╂ぇせし, ぃょあうえく, 
けすこかぇゃぇ いぇ 《うかぇょっかそうは, ぇ 
こさっい 1832 ゅ. ょさせゅうはす きせ しうく, 
〉うかはき, しなとけ っきうゅさうさぇ ゃ ┿きっ-
さうおぇ.
╃くっゃくうおなす. ╋くけゅけ けす さぇ-

ぉけすうすっ くぇ ╂ぇせし けしすぇくぇかう くっ-
こせぉかうおせゃぇくう, ょさせゅう - くっいぇ-
ゃなさてっくう. ╆ぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす 
さっいせかすぇすうすっ くぇ ╂ぇせし きぇすっきぇ-
すうちうすっ くぇせつぇゃぇす けす ういおかのつう-
すっかくけ うくすっさっしくうは きせ ょくっゃ-
くうお, おけえすけ しなょなさあぇ 146 きくけゅけ 
おさぇすおう いぇこうしおう, くぇこうしぇくう くぇ 
かぇすうくしおう. 〈っ けぉたゃぇとぇす こっさう-
けょぇ 1796 ゅ. - 1814 ゅ. う ょぇゃぇす 
はしくぇ おぇさすうくぇ いぇ こなさゃぇすぇ こけかけ-
ゃうくぇ くぇ くぇせつくぇすぇ きせ ょっえくけしす. 
╂ぇせし いぇこけつゃぇ ょぇ ゃけょう ょくっゃくう-
おぇ しう ゃっょくぇゅぇ, しかっょ おぇすけ こけ-
しすさけはゃぇ こさぇゃうかくうは 17-けゅなか-
くうお - けすおさうすうっ, おけっすけ すけえ 
しきはすぇ いぇ すけかおけゃぇ ゃぇあくけ, つっ 
こけあっかぇか ょぇ ゅけ ういけぉさぇいはす ゃなさ-
たせ くぇょゅさけぉくうは きせ こぇきっすくうお.                                                                                                               
╆ぇぉっかっあうすっかくけ っ, つっ けとっ こさっい 

1816 ゅ. すけえ ゃかぇょっっ けしくけゃう-
すっ くぇ くっっゃおかうょけゃぇすぇ ゅっけきっ-
すさうは, くけ くっ こせぉかうおせゃぇ くうとけ 
くぇ すぇいう すっきぇ, すなえ おぇすけ しきはすぇ, 
つっ くはきぇ ょぇ ぉなょっ さぇいぉさぇく. ╊け-
ぉぇつっゃしおう, けぉぇつっ, こけしきはゃぇ ょぇ 
こせぉかうおせゃぇ しゃけはすぇ くっっゃおかうょけ-
ゃぇ ゅっけきっすさうは. ╉なき くっゅけゃぇすぇ 
こせぉかうおぇちうは ╂ぇせし しっ けすくぇしは し 
ゅけかはきけ ゃくうきぇくうっ う こけ くっゅけ-
ゃぇ うくうちうぇすうゃぇ ╊けぉぇつっゃしおう っ 
ういぉさぇく いぇ つかっく-おけさっしこけくょっくす 

くぇ ╂ぬけすうくゅっくしおけすけ くぇせつくけ 
けぉとっしすゃけ. ′け しゃけは けちっくおぇ いぇ 
けすおさうすうっすけ くぇ ╊けぉぇつっゃしおう こけ 
しなとっしすゃけ すけえ くっ ょぇゃぇ.
′っ きくけゅけ, くけ いさはかけ. 〉くう-

ゃっさしぇかくうすっ しこけしけぉくけしすう くぇ 
╂ぇせし きせ こけいゃけかはゃぇす ょぇ けしすぇ-
ゃう しかっょう ゃ こけつすう ゃしうつおう けし-
くけゃくう ょはかけゃっ くぇ つうしすぇすぇ う 
こさうかけあくぇすぇ きぇすっきぇすうおぇ, ゃ 
ぇしすさけくけきうはすぇ, そういうおぇすぇ, ゅっ-
けょっいうはすぇ. ′ぇせつくけすけ きせ すゃけさ-
つっしすゃけ っ くっけぉはすくけ. ¨すかうつう-
すっかくぇ くっゅけゃぇ つっさすぇ っ, つっ すけえ 
けしけぉっくけ きくけゅけ ょなさあぇか くぇ 
こさうかけあっくうっすけ くぇ くぇせおぇすぇ ゃ 
こさぇおすうおぇすぇ. ╂ぬけすうくゅっくしおぇすぇ 
ぇおぇょっきうは くぇ くぇせおうすっ ういょぇゃぇ 
12 すけきぇ し くっゅけゃう しなつうくっくうは. 
╁しうつおけ, くぇこうしぇくけ けす ╂ぇせし, っ 
こけょつうくっくけ くぇ ょっゃういぇ きせ: „′っ 
きくけゅけ, くけ いさはかけ“.                                                                                     
╂っくうはす ゃ きぇすっきぇすうおぇすぇ. 

¨しくけゃくうすっ  こさうくけしう くぇ ╂ぇせし 
しぇ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ ゃうしてぇすぇ きぇ-
すっきぇすうおぇ, すっけさうはすぇ くぇ つうしかぇ-
すぇ, すっけさうはすぇ くぇ さっょけゃっすっ, ょう-
そっさっくちうぇかくぇすぇ ゅっけきっすさうは う 
くっっゃおかうょけゃぇすぇ ゅっけきっすさうは. ] 
くぇえ-ゅけかはき こさうくけし っ ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ すっけさうはすぇ くぇ ゅさっておうすっ. 〈けえ 
けすおさうゃぇ ぉなさい う かっしっく くぇつうく 
いぇ こさっしきはすぇくっ くぇ くはおけう しせきう. 
╁なゃっあょぇ いくぇおぇ いぇ しさぇゃくっくうっ.                                                                                                                 
′ぇせつくぇすぇ しう ょっえくけしす こさっい 
1791 ゅ. いぇこけつゃぇ  し ういしかっょゃぇ-
くうは ゃなさたせ しさっょくけすけ ぇさうすきっ-
すうつくけ, しさっょくけすけ ゅっけきっすさうつくけ 
う ゃなさたせ さぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ 
こさけしすうすっ つうしかぇ. ‶さっい 1794 ゅ. 
けすおさうゃぇ きっすけょぇ くぇ くぇえ-きぇか-
おうすっ おゃぇょさぇすう. ‶さっい 1799 ゅ. 

╂ぇせし  ょぇゃぇ こなさゃけすけ しすさけゅけ ょけ-
おぇいぇすっかしすゃけ くぇ けしくけゃくぇすぇ すっ-
けさっきぇ くぇ ぇかゅっぉさぇすぇ. ‶なさゃけすけ 
ゅけかはきけ くっゅけゃけ しなつうくっくうっ しぇ 
こさけつせすうすっ“┿さうすきっすうつくう うい-
しかっょゃぇくうは“  - し 6000 しすさぇくうちう, 
おけっすけ しなょなさあぇ ょけおぇいぇすっかしすゃけ 
くぇ おゃぇょさぇすうつくうは いぇおけく いぇ さっ-
ちうこさけつくけしす, おぇおすけ う すっけさうはすぇ 
いぇ ょっかっくっすけ くぇ けおさなあくけしすすぇ. 
‶さっい 1812 ゅ. ╂ぇせし  こせぉかうおせゃぇ 
こなさゃけすけ しうしすっきくけ ういしかっょゃぇくっ 
ゃなさたせ したけょうきけしすすぇ くぇ たうこっさ-
ゅっけきっすさうつくうは さっょ. ‶さっい 1825 
ゅ.  ういかういぇす けす こっつぇす さぇぉけすうすっ 
きせ ゃなさたせ ぉうおゃぇょさぇすうつくうすっ 
けしすぇすなちう. ‶さっい 1832 ゅ. すけえ 
こせぉかうおせゃぇ ゅっけきっすさうつくけすけ 
こさっょしすぇゃはくっ くぇ おけきこかっおしくう-
すっ つうしかぇ う くけゃぇすぇ すっけさうは くぇ 
こさけしすうすっ つうしかぇ. ′ぇえ-いぇぉっ-
かっあうすっかくうすっ きせ くぇせつくう こけ-
しすうあっくうは しぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
すっけさうはすぇ くぇ こけゃなさたくうくうすっ 
- ╂ぇせしけゃぇ おさうゃぇ, う „こさっゃない-
たけょくぇすぇ すっけさっきぇ“. ╁ さっつすぇ しう 
こけ こけゃけょ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ 
╂ぬけすうくゅっくしおうは せくうゃっさしうすっす 
》せきぉけかょ おぇいぇか: “¨す ゃしうつおう 
きぇすっきぇすうちう くぇ くぇてっすけ ゃさっきっ 
╂ぇせし こさなゃ ゃないおさっしう ういゅせぉっくぇ-
すぇ すけつくけしす くぇ ゅさなちおうすっ ゅっけ-
きっすさう う は ゃなゃっょっ ゃなゃ ゃうしてうすっ 
しそっさう くぇ きぇすっきぇすうおぇすぇ”.
′っいっきっく ょせた ゃ つけゃっておう 

けぉかうお. ‶さうはすっかはす くぇ ╂ぇせし, 
ぇしすさけくけきなす ‶うぇちう, けす ょなかゅけ 
ゃさっきっ しっ きなつっか ょぇ ういょうさう ゃ 
くっぉっすけ っょくぇ きぇかおぇ こかぇくっすぇ - 
『っさっさぇ. ′ぇ ょゃぇ こなすう こけこぇょぇか 
くぇ くっは, くけ こけしかっ は ういゅせぉゃぇか 
.“〈けゃぇ っ おぇすけ ょぇ すなさしうて うゅかぇ ゃ 
おせこぇ しっくけ” - こけきうしかうか しう ╂ぇせし 
う さってうか ょぇ こけきけゅくっ くぇ ‶うぇ-
ちう, くけ ぉっい すっかっしおけこ. ╁ さぇいさっい 
し けぉとけこさうっすけすけ したゃぇとぇくっ, 
すけえ ょけこせしくぇか, つっ 『っさっさぇ うきぇ 
っかうこすうつくぇ けさぉうすぇ. 『はかぇ くけと 
ういつうしかはゃぇか う しせすさうくすぇ ゃなさ-
たせ いゃっいょくぇすぇ おぇさすぇ こけしけつうか 
きはしすけすけ. ╂ぇせし けすおさうか う ょさせゅぇ 
きぇかおぇ こかぇくっすぇ - ‶ぇかぇょぇ. ╇い-
つうしかうか けさぉうすぇすぇ う ういさぇぉけ-
すうか すぇぉかうちぇ. ‶け しなとうは きっすけょ 
ぉうかう けすおさうすう けとっ こかぇくっすうすっ 
ぃくけくぇ う ╁っしすぇ.
]かぇゃぇすぇ くぇ ╂ぇせし しっ こけくっしかぇ 

うい ちはかぇ ╄ゃさけこぇ. ‶っすっさぉせさゅ-
しおぇすぇ ぇおぇょっきうは ゅけ くぇこさぇゃう-

かぇ しゃけえ つかっく-おけさっしこけくょっくす, 
ぇ きくけゅけ しおけさけ う くぇせつっく しっ-
おさっすぇさ, ぇ 》せきぉけかょ ゅけ こけおぇ-
くうか ゃ ╀っさかうく, すゃなさょっえおう いぇ 
╂ぇせし: ”〈けえ しっ しょけぉう し くっいっ-
きっく ょせた ゃ つけゃっておう けぉかうお”.                                                                            
╁ ぇしすさけくけきうはすぇ ╂ぇせし こさっょうき-
くけ しっ うくすっさっしせゃぇか けす くっぉっし-
くぇすぇ きったぇくうおぇ, ういせつぇゃぇか  けさ-
ぉうすうすっ う すはたくけすけ しきせとっくうっ . 
‶さっい 1809 ゅ. こせぉかうおせゃぇ しな-
つうくっくうっすけ „〈っけさうは くぇ ょゃうあっ-
くうっすけ くぇ くっぉっしくうすっ すっかぇ”. 

╃け ╂ぇせし う しかっょ ╂ぇせし. 『っかう 
10 ゅけょうくう ゃっかうおうはす きぇすっきぇすうお 
しっ いぇくうきぇゃぇか しなし いっきっきっさし-
すゃけ, こさっさぇぉけすゃぇえおう きうかうけくう 
ょぇくくう. ╆さっくうっすけ きせ くっこさっおなし-
くぇすけ けすしかぇぉゃぇかけ, くけ すけえ こう-
てっか しゃけうすっ しなつうくっくうは, しないょぇ-
かう っこけたぇ, ゃおか. う ゃ ゅっけょっいうはすぇ. 
‶さっい 1820 ゅ. きせ こけさなつぇかう ょぇ 
くぇこさぇゃう ゅっけょっいうつくぇ しくうきおぇ 
くぇ 》ぇくけゃっさ. 〈けえ さぇいさぇぉけすゃぇ 
くっけぉたけょうきうすっ ういつうしかうすっかくう 
きっすけょう (ゃおか. う きっすけょぇ くぇ くぇえ-
きぇかおうすっ おゃぇょさぇすう). ¨さゅぇくういう-
さぇ ういきっさゃぇくっ くぇ ょなゅぇすぇ くぇ きっ-
さうょうぇくぇ ╂ぬけすうくゅっく - ┿かすけく. ╁ 
さっいせかすぇす くぇ すっけさっすうつくう さぇいさぇ-
ぉけすおう ╂ぇせし しないょぇゃぇ けしくけゃうすっ 
くぇ っょくぇ くけゃぇ くぇせおぇ - ゃうしてぇすぇ 
ゅっけょっいうは. ′っゅけゃう しなつうくっくうは 
ゃ すぇいう しそっさぇ しぇ „╇いしかっょゃぇくっ 
くぇ こさっょきっすぇ くぇ ゃうしてぇすぇ ゅっけ-
ょっいうは” う „¨ぉとう ういうしおゃぇくうは くぇ 
おさうゃうすっ う こけゃなさたくうくうすっ” .
‶さっい 1822 ゅ. くぇ おけくおせさしぇ くぇ 

╃ぇすしおぇすぇ ぇおぇょっきうは ╂ぇせし さっ-
てうか しかけあくぇすぇ いぇょぇつぇ: ょぇ しっ 
ういけぉさぇいう ょぇょっくぇ こけゃなさたくけしす 
ゃなさたせ ょさせゅぇ すぇおぇ, つっ ういけぉさぇ-
あっくうっすけ ょぇ っ こけょけぉくけ くぇ けさう-
ゅうくぇかぇ う ゃ くぇえ-きぇかおうすっ しう 
つぇしすう. ¨すすけゅぇゃぇ ゃ ゅっけょっいうは-
すぇ しっ おぇいゃぇ “ょけ ╂ぇせし” う “しかっょ 
╂ぇせし”. 
《ういうおぇすぇ. ╁ おさぇは くぇ あうゃけすぇ 

しう ╂ぇせし こさけはゃはゃぇ しうかっく うくすっ-
さっし う おなき すぇいう くぇせおぇ. ╆ぇっょくけ 
し ╁. ╁っぉっさ ╂ぇせし しないょぇゃぇ ぇぉしけ-
かのすくぇ ういきっさゃぇすっかくぇ しうしすっきぇ 
いぇ っかっおすさけきぇゅくうすくう っょうくう-
ちう う こさっい 1833 ゅ. おけくしすさせうさぇ 
こなさゃうは ゃ ╂っさきぇくうは っかっおすさけ-
きぇゅくうすっく すっかっゅさぇそ. ╁ 1835 ゅ. 
けしくけゃぇゃぇ きぇゅくうすくぇ けぉしっさゃぇ-
すけさうは こさう ╂ぬけすうくゅっくしおぇすぇ ぇし-
すさけくけきうつくぇ けぉしっさゃぇすけさうは. ╁ 
1838 ゅ. ういょぇゃぇ すさせょぇ しう „¨ぉとぇ 
すっけさうは くぇ いっきくうは きぇゅくっすう-
いなき”. ╁ しなつうくっくうっすけ きせ „╆ぇ 
しうかうすっ, ょっえしすゃぇとう けぉさぇすくけ 
こさけこけさちうけくぇかくけ くぇ おゃぇょさぇすぇ 
くぇ さぇいしすけはくうっすけ” しっ しなょなさあぇす 
けしくけゃうすっ くぇ すっけさうはすぇ くぇ こけ-
すっくちうぇかぇ. ╁ すっけさっすうつくぇすぇ そう-
いうおぇ ╂ぇせし ゃなゃっあょぇ こさうくちうこぇ 
いぇ くぇえ-きぇかおけすけ こさうくせあょっくうっ. 
╁ 1830 ゅ. ういょぇゃぇ しなつうくっくうっ 
こけ すっけさうは くぇ おぇこうかはさくけしすすぇ, 
ぇ こさっい 1840 ゅ.  - „╃うけこすさうつくう 
ういしかっょゃぇくうは”.
╋ぇすっきぇすうおぇすぇ っ ゃっかうおぇ 

くぇせおぇ - しきはすぇか ╂ぇせし う ょけこなか-
ゃぇか, - すは とっ くぇこさぇゃう つせょっしぇ 
ゃなゃ ゃしはおぇ けぉかぇしす, おなょっすけ は 
こさうかけあうき. 
╅うゃけすなす こさけすうつぇか きうさくけ う 

しこけおけえくけ いぇ しすぇさうは ゃっつっ せつっく. 
〈けえ こさけょなかあぇゃぇか ょぇ さぇぉけすう. 
〈ぇおぇ, ゃ さぇぉけすぇ, ぉうかう きうくぇかう 
77 ゅけょうくう. ]こけきくはか しう おぇお, 
おけゅぇすけ ぉうか きかぇょ, くっ こけしきはか ょぇ 
こせぉかうおせゃぇ うょっうすっ しう いぇ ょさせゅぇ, 
くっっゃおかうょけゃぇ ゅっけきっすさうは, いぇ ょぇ 
くっ ゅけ けぉはゃはす いぇ かせょ. ┿ ╊けぉぇ-
つっゃしおう こけしきはか... ╂ぇせし ゃはさゃぇか 
ゃ つっすうさうういきっさくうすっ しゃっすけゃっ う 
いぇこけつくぇか ょぇ ういきうしかは ゅっけきっす-
さうつっしおう いぇょぇつう いぇ すはた . ′け あう-
ゃけすなす くっ きせ ょけしすうゅくぇか いぇ すけゃぇ.
╉ぇさか 《さうょさうた ╂ぇせし せきうさぇ 

こさっい 1855 ゅ. ゃ  ╂ぬけすうくゅっく. ′ぇ 
こぇきっすくぇすぇ きせ こかけつぇ っ ういけぉさぇ-
いっく こさぇゃうかっく 17-けなゅなかくうお. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╉ぇさか 《さうょさうた ╂ぇせし /1777 – 1855/ っ ゅっさきぇくしおう 
きぇすっきぇすうお, ぇし-
すさけくけき, そういうお 
う ゅっけょっいうしす, し 
けぉとけこさういくぇ -
すけ こなさゃけ きはしすけ 
ゃ しゃっすけゃくぇすぇ 
き ぇ す っ き ぇ す う お ぇ , 
くぇさうつぇく „くぇえ-
ゃっかうおうはす きぇ-
すっきぇすうお しかっょ 
┿くすうつくけしすすぇ” う 
„╉さぇかはす くぇ きぇ-
すっきぇすうおぇすぇ”.                                                                                                            
[なおけゃけょう おぇ-
すっょさぇすぇ こけ 
きぇすっきぇすうおぇ う 
ぇしすさけくけきうは ゃ 
╂ぬけすうくゅっくしおうは 
せくうゃっさしうすっす. 
╃うさっおすけさ っ くぇ 
╂ぬけすうくゅっくしおぇすぇ 
ぇしすさけくけきうつっ-
しおぇ けぉしっさゃぇすけ-
さうは. ╂ぇせし うきぇ 
いぇぉっかっあうすっかっく 
こさうくけし ゃ さぇい-

かうつくう しそっさう, けしくけゃくけ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ ゃうしてぇすぇ きぇすっきぇすう-
おぇ. ┿ゃすけさ っ くぇ けこさっょっかっくうっすけ いぇ きぇすっきぇすうおぇすぇ „『ぇさうちぇ 
くぇ くぇせおうすっ”. ┿ゃすけさ e くぇ きっすけょ いぇ ういつうしかはゃぇくっ くぇ こかぇくっす-
くうすっ けさぉうすう. ╇いけぉさっすぇすっか っ くぇ こさうぉけさぇ, くぇさっつっく たっかうけす-
さけこ. ]ないょぇすっか っ くぇ くぇせおぇすぇ ゃうしてぇ ゅっけょっいうは, くぇ すっけさうはすぇ 
くぇ くぇえ-きぇかおうすっ おゃぇょさぇすう, くぇ ぇぉしけかのすくぇすぇ しうしすっきぇ くぇ 
っょうくうちうすっ う いぇっょくけ し ╁っぉっさ しないょぇゃぇ こなさゃうは ゃ ╂っさきぇくうは 
っかっおすさけきぇゅくうすっく すっかっゅさぇそ.
〈させょけゃっすっ きせ しぇ ういょぇょっくう ゃ 12 すけきぇ.

Паметната плоча с 
правилен 17-оъгълник

かうつっくぇすぇ こさけょなかあうすっかくけしす 
くぇ あうゃけすぇ せ くぇし う かけてうすっ 
ょっきけゅさぇそしおう こけおぇいぇすっかう う 
こさけゅくけいう いぇ ゃ ぉなょっとっ ゃ すぇいう 
こけしけおぇ. ¨つぇおゃぇ しっ ちはかけしすくぇすぇ 
ゃういうは いぇ こっくしうけくくぇすぇ さっそけさ-
きぇ う っすぇこうすっ いぇ ゃないさぇしすけゃけすけ 
せゃっかうつっくうっ くぇ しすぇあぇ  ょぇ しぇ 

ゅけすけゃう ょけ しっこすっきゃさう. ‶さう こけ-
かけあっくうっ, つっ くっ しっ しすうゅくっ ょけ 
おけくしっくしせし, けす 1 はくせぇさう ょけゅけ-
ょうくぇ とっ しっ こさうしすなこう けすくけゃけ 
おなき ゃっつっ いぇかけあっくぇすぇ ゃ ╉けょっ-
おしぇ いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ 
しすなこおぇ – ゃょうゅぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ 
いぇ こっくしうは し 4 きっしっちぇ.
]こけさっょ っおしこっさすう こけ こっくしう-

けくくぇすぇ さっそけさきぇ, おけかおけすけ う 
ょぇ っ くっこさうはすくけ いぇ こけゃっつっすけ 
ぉなかゅぇさう, くぇえ-ゃっさけはすくけ けとっ 
けす はくせぇさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 
とっ しっ せゃっかうつう し こけかけゃうく ゅけ-
ょうくぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくう-
さぇくっ. ╁ きけきっくすぇ あっくうすっ しっ 
こっくしうけくうさぇす くぇ 60 ゅけょうくう う 
けしっき きっしっちぇ し 34 ゅけょうくう う 8 
きっしっちぇ しすぇあ, きなあっすっ - くぇ 63 
ゅけょうくう う けしっき きっしっちぇ う しすぇあ 
けす 37 ゅけょうくう う けしっき きっしっちぇ.

74 ゅけょうくう う こけかけゃうくぇ っ おなき 
きけきっくすぇ しさっょくぇすぇ こさけょなか-
あうすっかくけしす くぇ あうゃけすぇ せ くぇし, 
おけはすけ っ っょくぇ けす くぇえ-くうしおうすっ 
ゃ しすさぇくうすっ けす ╄], くけ ゃなこさっおう 
すけゃぇ っ せゃっかうつっくぇ し 9 きっしっ-
ちぇ, ゃ しさぇゃくっくうっ し ょぇくくうすっ いぇ 
しすさぇくぇすぇ けすこさっょう 5 ゅけょうくう.
〉ゃっかうつっくうっすけ くぇ ゃないさぇしすすぇ 

いぇ こっくしうけくうさぇくっ せ くぇし っ くっ-
ういぉっあくけ う おぇすけ つぇしす けす ちは-
かけしすくぇすぇ すっくょっくちうは いぇ おさっ-
とはとぇ こっくしうけくくぇ さっそけさきぇ ゃ 
っゃさけこっえしおうすっ しすさぇくう, いぇさぇょう 
す. くぇさ.  „ゃないさぇしすけゃぇ ぉけきぉぇ”, 
おけはすけ いぇこかぇてゃぇ っゃさけこっえしおう-
すっ うおけくけきうおう. 
¨とっ こさっょう ゅけょうくぇ さっえすうくゅけ-

ゃぇすぇ ぇゅっくちうは Fitch こさっょせこさっ-
ょう こさぇゃうすっかしすゃぇすぇ くぇ しすさぇくう-
すっ けす ╄ゃさけこぇ, つっ くぇしっかっくうっすけ 
ゃ さぇいゃうすうすっ ょなさあぇゃう こさけょなか-
あぇゃぇ ょぇ いぇしすぇさはゃぇ う すけゃぇ とっ 
ういけしすさう そうしおぇかくうすっ こさけぉかっ-
きう う とっ いぇょなかぉけつう いぇょかなあくは-
かけしすすぇ うき, けしゃっく, ぇおけ しすさぇくう-
すっ くっ こかぇくうさぇす う くっ くぇきっさはす 
おせさぇあ  ょぇ こさけゃっょぇす きぇとぇぉくう 
こっくしうけくくう さっそけさきう.
‶さけゅくけいうすっ くぇ っおしこっさすう けす 

さっえすうくゅけゃぇ ぇゅっくちうは しけつぇす, 
つっ しぇきけ しかっょ けおけかけ 30 ゅけょう-
くう ゃしっおう 4-すう っゃさけこっっち とっ 
っ こっくしうけくっさ. 《ぇおす, おけえすけ ぉう 
ょけゃっか ょけ おぇすぇしすさけそぇ しすさぇ-
くうすっ, おけうすけ くっ こさっょこさうっきぇす 
ぇょっおゃぇすくう きっさおう しさっとせ すけゃぇ. 
╁ きけきっくすぇ しさっょくけすけ しなけすくけ-
てっくうっ くぇ こっくしうけくっさうすっ しこさは-
きけ くぇしっかっくうっすけ きっあょせ 15 う 
64 ゅけょうくう ゃ っゃさけこっえしおうすっ 
ょなさあぇゃう っ  14%.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

こっはす う くぇえ-せしこってくうすっ つせあょう 
そけさきせかう いぇ こさっぉなょゃぇくっ せ くぇし, 
ぇおけ しぇ くう こさっしなたくぇかう おけさっ-
くうすっ. ┿おけ くはきぇきっ うくすせうちうは う 
ゃいけさ いぇ すはた. ′せあょぇ. 
′はきぇ くぇさけょ ぉっい おけさっくう. ╃させ-

ゅけすけ っ きぇしぇ, すなかこぇ, しゅぇく, くは-
おぇおゃけ きくけあっしすゃけ, ゅさせこぇ けいかけ-
ぉっくう うくょうゃうょう, かっしくぇ きさなゃおぇ 
いぇ しょなゃおゃぇくっ けす ゃしっゃないきけあくう 
くっいょさぇゃう うくすっさっしう. ‶かはつおぇ. 
╁うくぇゅう しなき ゃはさゃぇかぇ, つっ けすゃなょ 

ゅなかつぇゃうくぇすぇ う てせきぇ, ぉなかゅぇさう-
すっ うきぇきっ っょくぇ ょけぉさぇ つっさすぇ: 
くっゃっさけはすくうはす くう うくしすうくおす いぇ 
しぇきけしなたさぇくっくうっ. ¨すゃなょ かうつ-
くけすけ っゅけ, ぇきぉうちうう う こけおゃぇさぇ. 
╇くしすうくおす, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
おけえすけ ぇさきうはすぇ くう くはきぇ こかっくっ-
くけ いくぇきっ う いぇゅせぉっくぇ ぉうすおぇ. ╇く-
しすうくおす, いぇさぇょう おけえすけ ゃ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ ゃしっ けしすぇゃぇす くはおけう くぇょ 
すうくはすぇ う こさけょなかあぇゃぇす くぇうゃくう 
う せゃっさっくけ ょぇ ゃなさゃはす くぇこさっょ. 
〈けかおけゃぇ, つっ う しっゅぇ, こさっい 2014-
すぇ ょぇ くう うきぇ. [ぇいこうかっくう おぇすけ 
こさなしくぇすう くぇ しすぇょうけく きなくうしすぇ 
けす しおなこぇ こっさかっくぇ けゅなさかうちぇ, 
おけうすけ すさせょくけ とっ しっ くぇきっさはす 
っょくけ ょさせゅけ ぉっい つせあょぇ こけきけと: 
けす かのぉうすっか くぇ こっさかうすっ う うし-
おさっくけ あっかぇっと ょぇ しう くぇさっょう 
くぇくういぇ けす ぉぇぉぇ けすくけゃけ. 〉ぉっょっく, 
つっ しぇきけ し つぇしすうちぇ けす おけさっくぇ ゃ 
しっぉっ しう, きぇおぇさ う っきけちうけくぇかくけ, 
ぉう きけゅなか ょぇ こさけょなかあう ょぇ ぉさけ-
ょう うい しすぇょうけくうすっ くぇ あうゃけすぇ.  
╆ぇすけゃぇ ゃはさゃぇき, つっ う すけいう 

╋ぇえ ゃ ゅけかはきぇすぇ ょぇくょぇくうは, ゃ 
こさぇいくうつくけすけ けはあょぇくっ う きっ-
すぇそけさうつくうすっ こけしかっょうちう けす 
くっゅけ, とっ しっ くぇきっさはす う てっこぇ 
しぇくすうきっくすぇかくう うょうけすう, おけうすけ 
とっ こさっょこけつっすぇす ょぇ しっ こけこうかっ-
はす ゃ ょうさっくっ くぇ きなくうしすぇすぇ けす 
ぉぇぉうくぇすぇ けゅなさかうちぇ ゃ こさけさぇし-
くぇかうは し すさけしおけす しすぇょうけく. 
╇ いくぇき, つっ っょうく ょっく とっ は しな-

ぉっさっき けすくけゃけ. ┿おけ くっ くうっ, すけ 
ゃくせちうすっ くう うかう すっいう しかっょ すはた. 
╆ぇとけすけ ゃっつっ けすこさぇすうたきっ  さぇい-
くけかうおけ ょっちぇすぇ しう ょぇ しなぉうさぇす 
しすなおかっくう すけこつっすぇ こけ ゅけかっきうは 
しゃはす. ] うかのいうはすぇ, つっ ょうさはす ぉぇ-
ぉうくうすっ きなくうしすぇ. 
┿ ぉなかゅぇさうくなす っ ういゃっしすっく し 

すけゃぇ, つっ さぇいぉうさぇ う けすぉうさぇ けす 
たせぉぇゃけすけ. ╆ぇすけゃぇ しなき けこすう-
きうしす. ╇ ゃ すけいう ╋ぇえ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 


