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『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, 
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╇かてかちあせけ:
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╉かぬあ けえちあみて うひせ!
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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:
〉あてあしけみ [そいけしさけせあ:

]まいそうてあ か はあつてけか け つうかてしけせあ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3
╃け すけいう ういゃけょ しすうゅくぇたぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさけゃっょっくうすっ さぇいゅけ-

ゃけさう ╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ すなさゅけゃしおけすけ ょさせあっ-
しすゃけ „┿さしっくぇか 2000” ┿╃ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ  う こなさゃうはす ょうこかけきぇす 

╃け 21-ゃう けおすけきゃさう しっ せょなかあぇゃぇ しさけおなす いぇ 
ぉっいこかぇすくうすっ こさけそうかぇおすうつくう こさっゅかっょう  いぇ 

けすおさうゃぇくっ くぇ さぇお くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ う きかっつ-
くぇすぇ あかっいぇ こさう あっくうすっ う おけかけさっおすぇかっく おぇさちう-
くけき こさう きなあっすっ. ‶さっゅかっょうすっ しぇ こけ しこっつっかっく 
こさけっおす „]こさう う しっ こさっゅかっょぇえ” くぇ ¨‶ „[ぇいゃうすうっ 
くぇ つけゃっておうすっ さっしせさしう”.
‶さけっおすなす っ し こさけょなかあうすっかくけしす 55 きっしっちぇ. 

『っかすぇ きせ っ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ すさせょけしこけしけぉくけしすすぇ 
う けこすうきういうさぇくっ くぇ いょさぇゃくうすっ う しけちうぇかくう さぇい-
たけょう つさっい さぇくくぇ こさっゃっくちうは くぇ さぇおけゃうすっ いぇぉけ-
かはゃぇくうは う しおなこけしすさせゃぇとけすけ うき かっつっくうっ. ╇きっく-
くけ すっいう 3 ゃうょぇ いかけおぇつっしすゃっく さぇお ゃ こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう しぇ し すさっゃけあっく さなしす う しさっょ ぉなかゅぇさうすっ う 
すけ ゃ すさせょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす. 
╅っかぇっとうすっ ゅさぇあょぇくう ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす 

╁ ¨ょっしぇ くぇ ぉせか. „‶さけかっすぇさしおう” 
しっ ういょうゅぇ おさぇしうゃぇ う しゃっすかぇ 

しゅさぇょぇ, けしすぇくぇかぇ いぇゃうくぇゅう ゃ こぇ-
きっすすぇ くぇ ゃしっおう, おけえすけ しっ っ かっ-
おせゃぇか すぇき. 〈けゃぇ っ ╇くしすうすせすなす こけ 
けつくう ぉけかっしすう, くけしっと うきっすけ くぇ 
ぇおぇょ. ╁かぇょうきうさ 《うかぇすけゃ. 
′ぇ 25 しっこすっきゃさう 1903 ゅ. ゃ ¨ょっ-

しぇ おなき ′けゃけさせしうえしおうは せくうゃっさしう-
すっす し かっおちうはすぇ くぇ こさけそ. ╂けかけゃうく 
„╆ぇ しかっこけすぇすぇ ゃ [せしうは” っ けすおさうすぇ 
くけゃぇ おぇすっょさぇ - こけ けそすぇかきけかけゅうは 
- っょくぇ けす きぇかおけすけ しぇきけしすけはすっかくう 
おぇすっょさう ゃ しゃっすぇ う っょくぇ けす こなさゃう-
すっ ゃ [せしうは.   
15 ゅけょうくう こけ-おなしくけ, こさっい 1928 

ゅ., ‶ぇさうあおぇすぇ おけくそっさっくちうは くぇ 
けそすぇかきけかけいうすっ とっ けすつっすっ, つっ ゃ 
しゃっすぇ し ょゃっすっ けつう くっ ゃうあょぇす けおけ-
かけ 6 きうかうけくぇ ょせてう, ぇ けおけかけ 15 
きうかうけくぇ しぇ し すっあおう せゃさっあょぇくうは 
くぇ けつうすっ. ′はおけかおけ きうかうけくぇ けす 
すはた きけあっかけ ょぇ こさけゅかっょくぇす, ぇおけ 
うき ぉなょっ こさうしぇょっくぇ さけゅけゃうちぇ. 
′け すけゃぇ きけあっか ょぇ くぇこさぇゃう っょうく 
っょうくしすゃっく つけゃっお - いぇぉっかっあうすっか-
くうはす させしおう たうさせさゅ-けそすぇかきけかけゅ 
╁かぇょうきうさ ‶っすさけゃうつ 《うかぇすけゃ.
╊っおぇさ こけ くぇしかっょしすゃけ. ╉けゅぇすけ 

╁かぇょうきうさ っ くぇ 7 ゅけょうくう, しっきっえ-
しすゃけすけ しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ]うきぉうさしお. 
〈ぇき ぉなょっとうはす たうさせさゅ いぇゃなさてゃぇ 
╉かぇしうつっしおぇすぇ きなあおぇ ゅうきくぇいうは, 
ういせつぇゃぇえおう かぇすうくしおう, ゅさなちおう, 
うしすけさうは, かうすっさぇすせさぇ う っしすっしすゃっ-
くう くぇせおう. ¨とっ ゃ すっいう ゅけょうくう すけえ 
さぇいしなあょぇゃぇか すぇおぇ: ぇおけ くぇうしすうくぇ 
うしおぇて ょぇ しすぇくって けぉさぇいけゃぇく つけ-
ゃっお, せつう しっ しぇき. ╁かぇょうきうさ すぇおぇ う 
こけしすなこうか. ╁なこさっおう, つっ せつっくっすけ きせ 
けすくっきぇかけ きくけゅけ ゃさっきっ, すけえ こけきぇ-
ゅぇか ゃ けゅさけきくぇすぇ しっきっえくぇ ゅさぇょうくぇ.                                                                                                        
╆ぇこけつゃぇ ょぇ しかっょゃぇ ゃ ╋っょうちうく-
しおうは そぇおせかすっす くぇ ╋けしおけゃしおうは 
せくうゃっさしうすっす. ‶さっい ゃぇおぇくちううすっ 
ゃ ]うきぉうさしおぇすぇ いっきしおぇ ぉけかくうちぇ 
こけきぇゅぇか くぇ ぉぇとぇ しう - ‶ぬけすさ 《う-
かぇすけゃ – ゃうしけおけけぉさぇいけゃぇく つけゃっお, 
かっおぇさ う たうさせさゅ, ういゃっしすっく し こさっ-
ょぇくけしすすぇ しう おなき こぇちうっくすうすっ. 』う-
つけすけ くぇ ╁かぇょうきうさ - ′うか 《うかぇすけゃ, 
っ ぉっかっあうす  せつっく, ういゃっしすっく くぇ かっ-
おぇさしおぇすぇ けぉとくけしす こけ ちっかうは しゃはす, 
こさっこけょぇゃぇすっか ゃ せくうゃっさしうすっすぇ ゃ 
╋けしおゃぇ, けしくけゃけこけかけあくうお くぇ させ-
しおぇすぇ こっょうぇすさうは. 』っすうさうきぇ けす 
てっしすうきぇすぇ ぉさぇすは 《うかぇすけゃう しなとけ 
しっ こけしゃっすうかう くぇ きっょうちうくぇすぇ. 
╇いぉけさなす - けそすぇかきけかけゅうは.

╆ぇ しゃけは かっおぇさしおぇ しこっちうぇかくけしす 
きかぇょうはす 《うかぇすけゃ ういぉうさぇ けそ-
すぇかきけかけゅうはすぇ. ]すさぇょぇくうはすぇ くぇ 
ぉけかくうすっ, いぇゅせぉうかう いさっくうっすけ しう, 
ういこなかゃぇかう しなさちっすけ きせ し ぉけかおぇ 
う あぇかけしす. ′ぇえ-つっしすぇすぇ こさうつうくぇ 
いぇ しかっこけすぇすぇ ぉうかけ こけきなすくはゃぇ-
くっすけ くぇ さけゅけゃぇすぇ けぉゃうゃおぇ, すけっしす 
こけはゃぇすぇ くぇ こっさょっ. ╁ くぇえ-ょけぉさうは 
しかせつぇえ しっ せゃさっあょぇかけ っょくけすけ けおけ. 
┿ ぇおけ ぉはかけすけ, こけしすっこっくくけ しゅなし-
すはゃぇとけ しっ こっすくけ いぇしっゅくっ う ょゃっすっ 
けつう? ]ゃっすけゃくぇすぇ けそすぇかきけかけゅうは 
くぇしけつうかぇ せしうかうはすぇ しう おなき ぉけさ-
ぉぇすぇ しなし しかっこけすぇすぇ, かっおせゃぇえおう 
おぇすぇさぇおすぇ, ぇ しすせょっくすなす 《うかぇすけゃ 
しっ うくすっさっしせゃぇか けす すけゃぇ - おぇお 
きけあっ ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃう いさっくうっ-
すけ, おぇすけ しっ こさうしぇょう さけゅけゃうちぇ?                                                                                                                                     
]かっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ きっょう-
ちうくしおうは そぇおせかすっす ゃ ╋けしおゃぇ 
こさっい 1897 ゅ. すけえ っ けしすぇゃっく おぇすけ 
けさょうくぇすけさ ゃ けつくぇすぇ おかうくうおぇ う し 
きなおぇ くぇぉかのょぇゃぇか おぇお たけさぇすぇ しう 
すさなゅゃぇす ぉっい くうおぇおゃぇ くぇょっあょぇ. ╇ 
しっ こうすぇか - いぇとけ くっ こさうしぇあょぇす さけ-
ゅけゃうちぇ?  ┿ くっ こさうしぇあょぇかう, いぇとけ-
すけ こさうしぇょっくぇすぇ さけゅけゃうちぇ しなとけ 
こけきなすくはゃぇかぇ. ′はきぇかけ せしこってっく 
しかせつぇえ ゃ しゃっすけゃくぇすぇ こさぇおすうおぇ.                                                                                                                                        
  ╋くけゅけ しおけさけ 《うかぇすけゃ いぇこけつくぇか 
さぇぉけすぇ ゃ ╋けしおけゃしおぇすぇ けつくぇ ぉけか-
くうちぇ, おなょっすけ うきぇかけ きくけゅけ おかうくう-
つっく きぇすっさうぇか う ゃ こさけょなかあっくうっ 
くぇ すさう ゅけょうくう ういせつぇゃぇか さぇいかうつくう 
いぇぉけかはゃぇくうは, せしなゃなさてっくしすゃぇか 
けこっさぇすうゃくぇすぇ しう すったくうおぇ.                                                                                     
╁ ¨ょっしぇ. ‶さっい 1903 ゅ. すけえ っ 

こけおぇくっく けす しゃけは せつうすっか こさけそ. 
╂けかけゃうく ゃ ¨ょっしぇ, おなょっすけ しすぇゃぇ 
くっゅけゃ ぇしうしすっくす. [ぇぉけすぇすぇ くぇょ ょう-
しっさすぇちうはすぇ う ゃけっくくぇすぇ しかせあぉぇ いぇ 
ょなかゅけ けすおなしくぇかう きうしかうすっ きせ けす 
こさうしぇあょぇくっすけ くぇ さけゅけゃうちぇ. ╃う-
しっさすぇちうはすぇ きせ „╉かっすなつくうすっ はょさぇ 

╇]╅╉¨〈¨『 ‒¨]╅【《╇ - 《ぁ¨【╊ 〉╅ 〈¨]¨《〉¨
ゃ けそすぇかきけかけゅうはすぇ” こさっょしすぇゃかはゃぇ 
けぉてうさくけ う いぇょなかぉけつっくけ ういしかっょ-
ゃぇくっ, つさっい おけっすけ 《うかぇすけゃ こけしすっ-
こっくくけ しう ういはしくはゃぇか こさうつうくぇすぇ いぇ 
こけきなすくはゃぇくっすけ くぇ こさうしぇょっくぇすぇ 
ょけくけさしおぇ さけゅけゃうちぇ: ゃ つけゃっておうは 
けさゅぇくういなき ぉうかけ くっゃないきけあくけ ょぇ 
しなとっしすゃせゃぇす つせあょう すなおぇくう う 
おかっすおう, すなえ おぇすけ しっ さぇいかぇゅぇかう. 

╉けゅぇすけ 《うかぇすけゃ いぇゃなさてゃぇか ょう-
しっさすぇちうはすぇ しう, こさけそ. ╂けかけゃうく 
きせ ょぇか ょぇ こさけつっすっ くけゃぇすぇ おくうゅぇ 
くぇ 『うさき „¨そすぇかきけかけゅうつっしおう ぇさ-
たうゃ”. ╄ょくぇ けす しすぇすううすっ ぉうかぇ いぇ 
こさうつうくうすっ, しゃなさいぇくう し くっせしこって-
くけすけ すさぇくしこかぇくすうさぇくっ くぇ さけゅけ-
ゃうちぇ. 『うさき ぉうか けこうしぇか う こなさゃうは 
せしこってっく しかせつぇえ くぇ こさうしぇあょぇくっ 
くぇ さけゅけゃうちぇ けす つけゃっお くぇ つけゃっお.
‶さっい 1908 ゅ. 《うかぇすけゃ  ぉかっしすはとけ 

いぇとうすぇゃぇ ょうしっさすぇちうはすぇ しう, おけはすけ 
こけしゃっとぇゃぇ くぇ しゃけは ぉぇとぇ - こなさ-
ゃうはす きせ くぇせつっく さなおけゃけょうすっか, う 
いぇこけつゃぇ ょぇ こさっこけょぇゃぇ けそすぇかきけ-
かけゅうは ゃ ′けゃけさせしうえしおうは せくうゃっさ-
しうすっす. ╉けゅぇすけ ╂けかけゃうく いぇきうくぇゃぇ 
いぇ ╋けしおゃぇ, ╁かぇょうきうさ 《うかぇすけゃ 
しすぇゃぇ いぇゃっあょぇと くぇ おぇすっょさぇすぇ 
こけ けそすぇかきけかけゅうは. ]すぇゃぇ こさけそっ-
しけさ こさっい 1921 ゅ., ぇ けす 1936 ゅ., ょけ 
しきなさすすぇ しう, っ ょうさっおすけさ くぇ ¨ょっ-
しおうは くぇせつくけ-ういしかっょけゃぇすっかしおう 
ちっくすなさ こけ けつくう ぉけかっしすう.                                                                                                                                  
′けゃぇ っさぇ ゃ けそすぇかきけかけゅうはすぇ.

╋うしなかすぇ きせ こさけょなかあぇゃぇかぇ ょぇ 
ぉなょっ いぇっすぇ し すけゃぇ - おぇお きけあっ ょぇ 
しっ ういゃなさてう くっ つぇしすうつくけ, ぇ こなかくけ 
こさうしぇあょぇくっ くぇ さけゅけゃうちぇ? ╃けすけ-
ゅぇゃぇ ぉうかう ういゃっしすくう しぇきけ けすょっか-
くう せしこってくう しかせつぇう くぇ つぇしすうつくけ 
こさうしぇあょぇくっ.
‶さっい 1912 ゅ. 《うかぇすけゃ  せしこはゃぇ 

ょぇ くぇこさぇゃう こなかくけ こさうしぇあょぇくっ. 
¨こっさぇちうはすぇ ぉうかぇ せしこってくぇ, くけ 
ゃなこさっおう すけゃぇ さけゅけゃうちぇすぇ こけ-
すなきくはかぇ う こぇちうっくすなす しう すさなゅ-
くぇか くっういかっおせゃぇく. ╁かぇょうきうさ 
‶っすさけゃうつ すっあおけ こさっあうゃはか くっ-
せしこったぇ. ]かっょ ょゃっ ゅけょうくう けこ-
うすぇか けすくけゃけ. ╇ こぇお - くっせしこった.                                                                                                                       
′ぇおさぇは, こさっい 1924 ゅ., すけえ さぇいさぇぉけ-
すうか きっすけょ いぇ こさうしぇあょぇくっ くぇ さけゅけ-
ゃうちぇ - くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ しすけすうちう しゃけう 
っおしこっさうきっくすう う し ちっくぇすぇ くぇ せこけ-
さうす すさせょ う きくけゅけ ぉっいしなくくう くけとう.                                                                                               
‶なさゃけすけ せしこってくけ こさうしぇあょぇくっ くぇ 
さけゅけゃうちぇ けす すさせこ, しなし しこっちうぇか-
くけ おけくしすさせうさぇく うくしすさせきっくすぇさう-
せき, 《うかぇすけゃ ういゃなさてゃぇ くぇ 6 きぇえ 
1931 ゅ. 〈けゅぇゃぇ すさぇくしこかぇくすなす くっ 
こけきなすくはか. 〈けいう ょっく しっ しきはすぇ いぇ 
こけゃさぇすっく きけきっくす ゃ ぉけさぉぇすぇ いぇ 
ゃないゃさなとぇくっ くぇ いさっくうっすけ くぇ しかっ-

こうすっ たけさぇ, くぇつぇかけ くぇ くけゃぇ っさぇ ゃ 
けそすぇかきけかけゅうはすぇ. ‶さっょう ゃけえくぇすぇ 
《うかぇすけゃ う せつっくうちうすっ きせ けこっさう-
さぇかう こけゃっつっ けす 1000 けつう - こけゃっ-
つっ, けすおけかおけすけ ゃなゃ ゃしうつおう ょさせゅう 
ょなさあぇゃう いぇ 120 ゅけょうくう.
′ぇせつくうはす きせ こさうくけし. 〈させょけ-

ゃっすっ くぇ 《うかぇすけゃ しぇ こけしゃっすっくう くぇ 
けそすぇかきけかけゅうはすぇ, くぇ こかぇしすうつくぇ-

すぇ たうさせさゅうは う くぇ ょさせゅう けすさぇしかう 
ゃ きっょうちうくぇすぇ. ‶さうくけしなす きせ いぇ 
かっつっくうっすけ くぇ けつくうすっ いぇぉけかはゃぇ-
くうは っ くっけちっくうき. ̈ ゅさけきくぇ くっゅけゃぇ 
いぇしかせゅぇ っ きっすけょなす いぇ こさうしぇあょぇ-
くっ くぇ さけゅけゃうちぇ. 〈けえ こさっょかぇゅぇ 
しけぉしすゃっくう きっすけょう いぇ かっつっくうっ くぇ 
ゅかぇせおけきぇ, すさぇたけきぇ, すさぇゃきぇすういなき 
ゃ けそすぇかきけかけゅうはすぇ う ょさ. ╇いけぉさっ-
すぇすっか っ くぇ きくけゅけ けさうゅうくぇかくう 
けそすぇかきけかけゅうつくう うくしすさせきっくすう.                                                                                                 
╁ないしすぇくけゃうすっかくぇすぇ たうさせさゅうは きせ 
ょなかあう きくけゅけ: 《うかぇすけゃ さぇいさぇ-
ぉけすゃぇ きっすけょ いぇ こさうしぇあょぇくっ くぇ 
おけあぇ, くっ しぇきけ いぇ こさうおさうゃぇくっ くぇ 
ょっそっおすう くぇ くけしぇ, くぇ せしすくうすっ う 
ょさせゅう けさゅぇくう, ゃないくうおくぇかう こさう 
すさぇゃきう, くけ う いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ 
くぇ かうこしゃぇとう うかう ょっそけさきうさぇくう 
けさゅぇくう. [ぇくっくうすっ こけ ゃさっきっ くぇ 
ゃけえくぇすぇ うきぇかう けゅさけきくぇ こけかいぇ けす 
すけいう きっすけょ.
′ぇ ╁かぇょうきうさ ‶っすさけゃうつ こさう-

くぇょかっあう う さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ 
せつっくうっすけ いぇ ぉうけゅっくくうすっ しすうきせ-
かぇすけさう, おけっすけ こけかぇゅぇ けしくけゃうすっ 
くぇ すなおぇくくぇすぇ すっさぇこうは, せしこって-
くけ こさぇおすうおせゃぇくぇ ゃ たせきぇくくぇすぇ う 
ゃっすっさうくぇさくぇすぇ きっょうちうくぇ. ╀うけ-
ゅっくくうすっ しすうきせかぇすけさう, くぇさっつっくう 
すぇおぇ けす 《うかぇすけゃ, しぇ ゃっとっしすゃぇ, 
ゃないぉせあょぇとう あういくっくうすっ こさけちっ-
しう. ¨とっ おけゅぇすけ すなさしっか しさっょしすゃけ 
こさけすうゃ しかっょけこっさぇちうけくくけすけ こけ-
きなすくはゃぇくっ くぇ こさうしぇょっくぇすぇ さけゅけ-
ゃうちぇ, すけえ ういゃなさてうか きくけあっしすゃけ 
くぇぉかのょっくうは. ╇いしかっょゃぇくうはすぇ きせ 
こけおぇいぇかう, つっ こさうしぇあょぇくっすけ こけょ 
おけあぇすぇ くぇ つけゃっおぇ くぇ さぇいかうつくう 
すなおぇくう けす あうゃけすうくしおう うかう さぇし-
すうすっかっく こさけういたけょ うきぇ すっさぇこっゃ-
すうつくけ ゃないょっえしすゃうっ こさう さっょうちぇ 
けつくう う ゅうくっおけかけゅうつくう いぇぉけかは-
ゃぇくうは, こさう はいゃう くぇ おけあぇすぇ う ょさ. 
‶さう おけくしっさゃぇちうは くぇ すなおぇくうすっ  
こさう こけ-しこっちうぇかくう せしかけゃうは /くう-
しおぇ すっきこっさぇすせさぇ いぇ あうゃけすうくしおう-
すっ すなおぇくう う かうこしぇ くぇ しゃっすかうくぇ 
いぇ さぇしすうすっかくうすっ/ しっ くぇすさせこゃぇかう 
けしけぉっくう ゃっとっしすゃぇ, おけうすけ ゃない-
ぉせあょぇかう あういくっくうすっ こさけちっしう ゃ 
すさぇくしこかぇくすぇ. ‶さう ゃなゃっあょぇくっすけ 
うき ゃ ぉけかくうは けさゅぇくういなき すっいう ぉうけ-
ゅっくくう しすうきせかぇすけさう ゅけ ぇおすうゃうさぇす 
おなき そういうけかけゅうつくぇ さっぇおちうは う ゃけ-

ょはす ょけ けいょさぇゃはゃぇくっ.
′ぇせつくう すさせょけゃっ. ┿おぇょ. 《う-

かぇすけゃ うきぇ くぇょ 430 こせぉかうおぇちうう, 
しさっょ おけうすけ しぇ: „¨こすうつっしおけ こさう-
しぇあょぇくっ くぇ さけゅけゃうちぇ う すなおぇくくぇ 
すっさぇこうは”, „〈なおぇくくぇすぇ すっさぇこうは”, 
„╋けはす こなす ゃ くぇせおぇすぇ”, „¨こっさぇちうは 
くぇ さけゅけゃぇすぇ けぉゃうゃおぇ う しおかっさぇすぇ”, 
„╇いぉさぇくう すさせょけゃっ” ゃ 4 すけきぇ. 〉し-
こけさっょくけ し てうさけおぇすぇ しう こっょぇゅけゅう-
つっしおぇ ょっえくけしす, 《うかぇすけゃ けしくけゃぇゃぇ 
けそすぇかきけかけゅうつくけ せつうかうとっ, おけっすけ 
いぇゃなさてうかう きくけゅけ すぇかぇくすかうゃう 
くっゅけゃう せつっくうちう. ╂けかっきうはす たう-
させさゅ-けそすぇかきけかけゅ ぉうか けしくけゃぇすっか 
う さっょぇおすけさ くぇ „¨そすぇかきけかけゅうつっく 
あせさくぇか” う こさっょしっょぇすっか くぇ くぇせつ-
くけすけ ょさせあっしすゃけ くぇ けそすぇかきけかけいう-
すっ ゃ 〉おさぇえくぇ.                                                                                                 
╋ぇかおけ ういゃっしすくけ. ╁ しゃけぉけょくけ-

すけ しう ゃさっきっ ぇおぇょっきうおなす さうしせゃぇか 
こっえいぇあう, ういこけかいゃぇえおう ういたゃなさ-
かっくう おぇさすけくっくう おせすうう. ′ぇ おぇさ-
すうくうすっ しう しっ こけょこうしゃぇか ╁けすぇかうそ 
/《うかぇすけゃ, つっすっくけ けぉさぇすくけ/.′け 
おなき しゃけっすけ „たせょけあっしすゃけ” しっ けす-
くぇしはか すゃなさょっ しおさけきくけ, ゃなこさっおう 
つっ おぇいゃぇか: „┿おけ くはおけゅぇ すぇき, ゅけさっ, 
すさはぉゃぇ ょぇ こけこなかくは  ゅさぇそぇ „こさけ-
そっしうは”, とっ くぇこうてぇ „たせょけあくうお”. 
┿おぇょっきうおなす しなつうくはゃぇか しすうたけゃっ, 
こうてっか う さぇいおぇいう. 
[ぇいおぇいゃぇす, つっ こさう っょくけ けす こけ-

しっとっくうはすぇ くぇ ]すぇかうく こさう 《う-
かぇすけゃ, おけえすけ せしこってくけ かっおせゃぇか 
けつうすっ くぇ ゃけあょぇ, けそすぇかきけかけゅなす 
こけうしおぇか おぇすけ くぇゅさぇょぇ ょぇ きせ ぉなょっ 
ょぇょっくけ くっゅけかはきけ こぇさつっ いっきは, くぇ 
おけはすけ ょぇ こけしすさけう しゃけえ うくしすう-
すせす こけ けつくう ぉけかっしすう. ╇ ゅけ こけかせ-
つうか. 』さっい ]すぇかうく  ょ-さ 《うかぇすけゃ 
せしこはか ょぇ しこぇしう けす さっこさっしうう いぇ 
くぇせおぇすぇ きくけゅけ はさおう かうつくけしすう.                                                                                                                       
]なゃさっきっくくうちうすっ くぇ 《うかぇすけゃ さぇい-
おぇいゃぇかう う いぇ ぉかぇゅけすゃけさくぇすぇ けぉ-
しすぇくけゃおぇ いぇょ しすっくうすっ くぇ くっゅけゃうは 
うくしすうすせす, おなょっすけ くはきぇかけ きはしすけ いぇ 
さぇゃくけょせてうっ. ┿おぇょっきうおなす しきはすぇか, 
つっ こっしうきういきなす ょけ かっゅかけすけ くぇ ぉけ-
かくうは っ ぉっいこけかっいっく う おぇいゃぇか: „╃け-
おぇすけ ぉけかくうはす ゃしっ けとっ くっ っ けしかっ-
こはか くぇこなかくけ, くうっ しきっ ょかなあくう ょぇ 
ゃこさっゅくっき ゃしうつおうすっ しう せしうかうは, いぇ 
ょぇ しなたさぇくうき  うかう ょぇ ゃなさくっき こけくっ 
つぇしすうちぇ けす くっゅけゃけすけ いさっくうっ”. ]ぇ-

きうはす すけえ こさぇゃっか ゃしうつおけ ゃ うきっすけ 
くぇ すけゃぇ. ╃けさう あうゃっっか ぉかういけ ょけ 
うくしすうすせすぇ, いぇ ょぇ きけあっ ゃ しかせつぇえ, 
つっ こけすさはぉゃぇ くぇ つけゃっお し かけてけ いさっ-
くうっ, ょぇ ぉなょぇ くぇぉかういけ. 
′ぇ ょなとっさはすぇ くぇ しゃけは ぉかういおぇ, 

おけはすけ いぇこけつくぇかぇ さぇぉけすぇ ゃ くっゅけ-
ゃうは うくしすうすせす, すけえ おぇいぇか: „[ぇぉけすっ-
すっ, くけ ゃうくぇゅう くけしっすっ しなし しっぉっ しう 
ぉっかっあくうお う こうしぇかおぇ – いぇこうしゃぇえ-
すっ ゃしうつおけ, おけっすけ ゅけゃけさは, すなえ おぇすけ 
ゃ きっょうちうくぇすぇ すけゃぇ ゅけ いくぇは しぇきけ 
ぇい”.
╅っくうすっ. ╁かぇょうきうさ ‶っすさけゃうつ 

ゃうくぇゅう ぉうか けぉおさなあっく けす あっくう. ] 
きくけゅけ けす すはた ゅけ しゃなさいゃぇかう すけこかう 

けすくけてっくうは う かうつくう しうきこぇすうう, くけ 
きぇかおけ ぉうかう すっいう, し おけうすけ しこけょっ-
かはか う くぇえ-しなおさけゃっくうすっ しう くっとぇ. 
╇きぇか すさう ぉさぇおぇ. ‶なさゃうはす しっ さぇい-
こぇょくぇか ぉなさいけ. ╁すけさぇすぇ きせ しなこさせ-
ゅぇ くっ きけあっかぇ ょぇ しっ こさうきうさう し 
すけゃぇ, つっ すけえ っ ういちはかけ けすょぇょっく くぇ 
くぇせおぇすぇ. 〈は しっょはかぇ しぇきぇ しなし しうくぇ 
しう ]っさぬけあぇ ゃおなとう. ‶けくはおけゅぇ 
おけきこぇくうは え こさぇゃっかう ゅけしすう, おけうすけ 
こっっかう う すぇくちせゃぇかう. ╁ っょくぇ すぇおぇ-
ゃぇ ゃっつっさ すは しっ いぇこけいくぇかぇ し っょうく 
きかぇょ つけゃっお う いぇきうくぇかぇ し くっゅけ ゃ 
╉さうき. ╀っい くうおけゅぇ ょぇ は ゃうょう こけゃっ-
つっ, ょけ おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう 《うかぇすけゃ 
え ういこさぇとぇか こぇさう. ╆ぇ ゃないこうすぇくうっ-
すけ くぇ しうくぇ しう すけえ けしうゅせさうか ょけ-
きぇてくう うおけくけきおう. ╁ いぇおけくっく ぉさぇお 
し すさっすぇすぇ しう しなこさせゅぇ – ╁ぇさゃぇさぇ 
]おけさけょうくしおぇは, 《うかぇすけゃ ゃしすなこゃぇ 
こけ くっえくけ くぇしすけはゃぇくっ, おけゅぇすけ っ くぇ 
80 ゅけょうくう, きぇかおけ こさっょう おけくつうくぇ-
すぇ しう. 〈は ぉうかぇ くっゅけゃぇ かうつくぇ しっ-
おさっすぇさおぇ, ゃけょうかぇ こさっこうしおうすっ きせ, 
こけきぇゅぇかぇ きせ ゃ ぉうすぇ.                                                                                                                       
╃-さ 《うかぇすけゃ ぉうか ゃはさゃぇと 

つけゃっお. 〈けえ こけきぇゅぇか きぇすっさうぇか-
くけ くぇ ちなさおゃぇすぇ. ╁しはおぇ くっょっかは  
ぇおぇょっきうおなす たけょっか くぇ ちなさおゃぇ, 
こさっょう ゃしはおぇ けこっさぇちうは うしおぇか 
ぉかぇゅけしかけゃっくうっ けす っこうしおけこぇ, ぇ 
しかっょ けこっさぇちうはすぇ こけさなつゃぇか ぉかぇ-
ゅけょぇさしすゃっく きけかっぉっく. ¨す [せしおぇすぇ 
こさぇゃけしかぇゃくぇ ちなさおゃぇ ╁かぇょうきうさ 
‶っすさけゃうつ こけかせつうか ょゃぇ けさょっくぇ.                                                                                            
¨しゃっく かっおぇさう, こうしぇすっかう, ぇさすうしすう 
う たせょけあくうちう, くっゅけゃう つっしすう ゅけしすう 
ぉうかう う ゃうしてう ょせたけゃくうちう - くっとけ, 
おけっすけ くっ ぉうかけ ぉっいけこぇしくけ ゃ けくっ-
いう ゃさっきっくぇ. ╇ すけえ, おぇすけ きくけいうくぇ 
ょさせゅう しゃっすうかぇ, うきぇか „かうつくぇ けた-
さぇくぇ”, おけはすけ ぉうかぇ „ゃしっゃうあょぇとけ-
すけ けおけ”. ╄ょうく けす さっょおうすっ しかせつぇう, 
おけゅぇすけ ゃうょっかう けそすぇかきけかけゅぇ さぇいは-
さっく, ぉうか, おけゅぇすけ しうくなす きせ ]っさゅっえ 
さってうか ょぇ しっ けあっくう いぇ ╆けは – きけ-
きうつっ けす さっかうゅうけいくけ しっきっえしすゃけ. 
′ぇ しなぉさぇくうっ ╆けは ぉうかぇ ういおかのつっくぇ 
けす おけきしけきけかぇ. 〈けゃぇ ゃぉっしうかけ 《う-
かぇすけゃ. 
╁ つっしす う ゃ こぇきっす くぇ ぇおぇょ. 《う-

かぇすけゃ. ′ぇ 27 そっゃさせぇさう 1955 ゅ. 
ぇおぇょ. ╁かぇょうきうさ 《うかぇすけゃ こうとくけ 
こけしさっとくぇか しゃけはすぇ 80-ゅけょうてくうくぇ. 
]きなさすすぇ ゅけ いぇしすうゅぇ くぇ しかっょゃぇとぇ-

すぇ ゅけょうくぇ くぇ さぇぉけすくけすけ きせ きはしすけ.                                                                                                                      
‶さうあうゃっ ╁かぇょうきうさ 《うかぇすけゃ っ 
せょけしすけっく し さっょうちぇ いゃぇくうは う けさ-
ょっくう. ‶さっい 1962 ゅ. ういかういぇ こけとっく-
しおぇ きぇさおぇ し かうおぇ くぇ 《うかぇすけゃ. ′ぇ 
くっゅけゃけ うきっ っ せつさっょっくぇ う こさっきうは, 
おけはすけ しっ こさうしなあょぇ いぇ くぇえ-ゅけかはき 
こさうくけし ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ けつくぇすぇ たう-
させさゅうは う こかぇしすうつくぇすぇ たうさせさゅうは. 
╇きっすけ きせ くけしはす せかうちう う ぉせかっゃぇさ-
ょう ゃ さぇいかうつくう ゅさぇょけゃっ くぇ [せしうは. 
╁ くっゅけゃぇ つっしす けすおさうすうはす こさっい 
1982 ゅ. ぇしすっさけうょ こけょ わ 5316 っ 
くぇさっつっく Filatov.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈けえ ゃないゃさなとぇか いさっくうっすけ くぇ ぉっいくぇょっあょくけ ぉけかくうすっ. ‶さう 
くっゅけ しっ しすうつぇかう たけさぇ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ]すぇかうく ういこさぇ

とぇか いぇ くっゅけ しぇきけかっすぇ しう ゃ ¨ょっしぇ - しゃけうすっ けつう う けつうすっ くぇ 
ぉかういおうすっ しう すけえ こけゃっさはゃぇか っょうくしすゃっくけ くぇ ょけおすけさ 《うかぇすけゃ.                                                                                                                           
╁っかうおうはす させしおう たうさせさゅ-けそすぇかきけかけゅ ぇおぇょっきうお ╁かぇょうきうさ 
《うかぇすけゃ っ さけょっく こさっい 1875 ゅ. ゃ し. ╋うたぇえかけゃおぇ, ‶っくいっく
しおぇ ゅせぉっさくうは. ╇いけぉさっすぇすっか っ くぇ きっすけょぇ いぇ こさうしぇあょぇくっ 
くぇ さけゅけゃうちぇ. ¨しくけゃぇすっか っ くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ けつくう ぉけかっ
しすう う すなおぇくくぇ すっさぇこうは ゃ ¨ょっしぇ. ╃っえしすゃうすっかっく つかっく くぇ 
┿おぇょっきうはすぇ くぇ くぇせおうすっ くぇ 〉おさぇえくぇ う くぇ ┿おぇょっきうはすぇ 
くぇ きっょうちうくしおうすっ くぇせおう くぇ ]]][. ╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすう
つっしおうは すさせょ, くけしうすっか くぇ 4 けさょっくぇ „╊っくうく”, かぇせさっぇす くぇ 
]すぇかうくしおぇ こさっきうは, くけしうすっか くぇ いかぇすっく きっょぇか „╋っつくうおけゃ”.                                                                                                                
〉きうさぇ こさっい 1956 ゅ.

すぇいう しおさうくうくゅ-こさけゅさぇきぇ きけゅぇす ょぇ しっ けぉさなとぇす いぇ こけょさけぉくけしすう う くぇしけつゃぇくっ おなき かうつくうすっ しう かっおぇさう. 
9 たうかはょう しぇ さぇいこさぇすっくうすっ けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ ょけ きけきっくすぇ こけおぇくう いぇ はゃはゃぇくっ くぇ すぇおなゃ ゃうょ 
こさっゅかっょ おなき ゅさぇあょぇくうすっ けす けぉかぇしすすぇ, ょけ きけきっくすぇ うくすっさっしなす おなき すはた っ きうくうきぇかっく. ╄ょゃぇ 680 しぇ すっいう, 
おけうすけ しぇ しっ ゃないこけかいゃぇかう. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ しさっょくけ ゅけょうてくけ ゃ ╀なかゅぇさうは しっ けすおさうゃぇす 3 たうかはょう くけゃう 
しかせつぇは くぇ ぉけかくう けす さぇお くぇ ゅなさょぇすぇ. 
╉ぇすけ 16,4% っ しきなさすくけしすすぇ けす すけゃぇ いぇぉけかはゃぇくっ いぇ ゃしうつおう くけゃけけすおさうすう しかせつぇう, こけ ょぇくくう けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
‶さう さぇくくけ けすおさうゃぇくっ, ゃしかっょしすゃうっ くぇ こさっゃっくちうは, っ ゃないきけあくけ 100% かっつっくうっすけ くぇ すけゃぇ うくぇつっ おけ-

ゃぇさくけ いぇぉけかはゃぇくっ, おぇすっゅけさうつくう しぇ かっおぇさうすっ-きぇきけかけいう けす さぇえけくぇ. 
                                                                        „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

くぇ [っこせぉかうおぇ ╇いさぇっか 【ぇせか 
╉ぇきうしぇ [ぇい. ‶けしかぇくうおなす くぇ 
╇いさぇっか こけしっすう „┿さしっくぇか” こけ 
しゃけは うくうちうぇすうゃぇ. ‶け-おなしくけ 
さぇいゅけゃけさは う し  おきっすぇ くぇ ゅさぇ-
ょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ.
╁ けさなあっえくうちぇすぇ こけしかぇくうお 

[ぇい ぉっ しうかくけ ゃこっつぇすかっく, おぇお-
すけ けす きぇとぇぉうすっ くぇ そうさきぇすぇ, 
すぇおぇ う けす てうさけおぇすぇ ゅぇきぇ くぇ 
こさけょせおちうはすぇ, うくけゃぇすうゃくうすっ  
すったくけかけゅうう う ゅさぇあょぇくしおけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ.
′ぇ すぇいう こなさゃぇ くぇてぇ けそう-

ちうぇかくぇ しなゃきっしすくぇ しさっとぇ 
ぉはた こさうはすくけ ういくっくぇょぇく, つっ 
こけしかぇくうお [ぇい っ いぇこけいくぇす し 
こさけょせおちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”,  
いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
》さうしすけ ╇ぉせてっゃ, ょけきぇおうく くぇ 
しさっとぇすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 

¨ぉくけゃっくぇすぇ こなさいぇかおぇ ゃ ょゃけさぇ ╃╂ „╀せさぇすうくけ“ ゃ „┿さ-
しっくぇか“ - こけさっょくぇ こさうょけぉうゃおぇ けす しなゃきっしすくけすけ こぇさす-

くぬけさしすゃけ くぇ おけかっおすうゃぇ くぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ う さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ そうさきぇすぇ.

¨つてそちけさひて 》かせねそ 》かせねかう

╇ぇ╇╊╋╉╅【 《╆】ぁ╊〉¨╊ ぁ『╊′ 『╅╆《【╅ ╇ 
》『《‒╊』¨《〉╅]〉《【《 《╆『╅′《╇╅〉¨╊

╁ こけしかっょくうすっ しっょきうちう けす こさっょしさけつくけ こさう-
おかのつゃぇとうは きぇくょぇす くぇ 42-すけ ′ぇさけょくけ しな-

ぉさぇくうっ ょっこせすぇすうすっ さってうたぇ, つっ こさけそっしうけくぇか-
くけ けぉさぇいけゃぇくうっ きけあっ ょぇ しっ けしなとっしすゃはゃぇ う こけ 
こなすは くぇ けぉせつっくうっ つさっい さぇぉけすぇ. 
〈けゃぇ しすぇくぇ し こさうっきぇくっ くぇ ゃすけさけ つっすっくっ くぇ 

すっおしすけゃっ けす こさけきっくう ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ こさけそっしうけ-
くぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ う けぉせつっくうっ.
¨ぉせつっくうっすけ つさっい さぇぉけすぇ うかう, おぇおすけ っ ういゃっしす-

くけ くぇ ╆ぇこぇょ - ょせぇかくけ けぉせつっくうっ, っ そけさきぇ くぇ 
こぇさすくぬけさしすゃけ きっあょせ こさけそっしうけくぇかくけ せつうかうとっ, 
こさけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは, こさけそっしうけくぇかっく おけ-
かっあ うかう ちっくすなさ いぇ こさけそっしうけくぇかくけ けぉせつっくうっ う 
っょうく うかう くはおけかおけ さぇぉけすけょぇすっかう, おけはすけ ゃおかのつ-
ゃぇ こさぇおすうつっしおけ けぉせつっくうっ ゃ さっぇかくぇ さぇぉけすくぇ 
しさっょぇ う けぉせつっくうっ ゃ こさけそっしうけくぇかくけ せつうかうとっ, 
こさけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは, こさけそっしうけくぇかっく おけ-
かっあ うかう ちっくすなさ いぇ こさけそっしうけくぇかくけ けぉせつっくうっ. 
╁ こさけそっしうけくぇかくうすっ ゅうきくぇいうう う こさけそっしうけ-

くぇかくうすっ せつうかうとぇ けぉせつっくうっすけ つさっい さぇぉけすぇ しっ 
けさゅぇくういうさぇ ゃ XI う XII おかぇし いぇ せつっくうちう, おけうすけ 
しぇ くぇゃなさてうかう 16 ゅけょうくう, しぇ いぇこうしぇかう ょっこせ-
すぇすうすっ ゃ こさうっすうすっ こさけきっくう. ‶さけそっしうけくぇかくう 
いくぇくうは, せきっくうは う おけきこっすっくすくけしすう きけゅぇす ょぇ しっ 

こさうょけぉうはす う つさっい くっそけさきぇかくけ けぉせつっくうっ う しぇきけし-
すけはすっかくけ せつっくっ. ╁なゃっあょぇ しっ おさっょうすくぇすぇ しうしすっきぇ ゃ 
こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ. 
╉さっょうすう きけゅぇす ょぇ しっ くぇすさせこゃぇす し ちっか こさうょけぉうゃぇ-

くっ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは こけ こさけそっしうは 
う うかう ょぇ しっ こさったゃなさかはす いぇ こさうょけぉうゃぇくっ くぇ こさけ-
そっしうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは こけ ょさせゅぇ こさけそっしうは けす 
しなとけすけ こさけそっしうけくぇかくけ くぇこさぇゃかっくうっ, こうてっ けとっ ゃ 
こさうっすうすっ すっおしすけゃっ.
╉ぇお すけつくけ とっ しすぇゃぇ こさうしなあょぇくっすけ くぇ すっいう おさっ-

ょうすう う すったくうは すさぇくしそっさ, とっ さってぇゃぇ  きうくうしすなさなす 
くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, おぇすけ いぇ ちっかすぇ とっ しっ こけょゅけすゃう う 
しこっちうぇかくぇ くぇさっょぉぇ.  
]さっょ いぇこうしぇくうすっ こさけきっくう くぇ ゃすけさけ つっすっくっ ゃ ╆ぇ-

おけくぇ いぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ う けぉせつっ-
くうっ ょっこせすぇすうすっ こさうったぇ う すっおしす いぇ いぇとうすっくうすっ  けす 
ょなさあぇゃぇすぇ こさけそっしうう くぇ けぉかぇしすくけ くうゃけ - くっとけ, いぇ 
おけっすけ ぉういくっしなす こけ きっしすぇ くぇしすけはゃぇ けす ゅけょうくう. ]こう-
しなおなす しなし いぇとうすっくうすっ けす ょなさあぇゃぇすぇ こさけそっしうう, 
おぇおすけ う おさうすっさううすっ いぇ けこさっょっかはくっすけ うき, とっ しっ 
こさうっきぇす し ぇおす くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす. ]こうしなおなす  
とっ しっ ぇおすせぇかういうさぇ っあっゅけょくけ ょけ おさぇは くぇ きっしっち けお-
すけきゃさう くぇ しなけすゃっすくぇすぇ ゅけょうくぇ.

╁ ╉ぇいぇくかなお いぇさぇぉけすう ちっくすなさ 
いぇ おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ . 〈けえ っ 

つぇしす けす こさけっおすぇ „‶けゃうてぇゃぇくっ くぇ 
けぉとっしすゃっくぇすぇ くっすなさこうきけしす おなき 
くっそけさきぇかくぇすぇ うおけくけきうおぇ こさう すさせ-
ょけゃけこさぇゃくうすっ う けしうゅせさうすっかくうすっ 
けすくけてっくうは う こさっゃぇくすうゃくう ょっえしす-
ゃうは いぇ けゅさぇくうつぇゃぇくっすけ え”, ういこなか-

くはゃぇく こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ 
さっしせさしう”. 『っかすぇ くぇ こさけっおすぇ っ こさっゃっくちうは う けゅさぇくうつぇゃぇくっ くぇ 
こさけはゃうすっ くぇ しうゃぇすぇ うおけくけきうおぇ ゃ すぇいう けぉかぇしす つさっい さぇいかうつくう 
そけさきう くぇ ゃないょっえしすゃうっ ゃなさたせ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ.
『っくすなさなす ゃ ╉ぇいぇくかなお っ こけいうちうけくうさぇく くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 

おぇいぇくかなておうは けそうし くぇ ╀〈‶‶ – ╀なかゅぇさしおぇ すなさゅけゃしおけ-こさけ-
きうてかっくぇ こぇかぇすぇ, う しっ くぇきうさぇ ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか”, しっゃっさっく ゃたけょ, 
こぇさすっさっく っすぇあ. 〈けえ とっ こさっょかぇゅぇ ゃないきけあくけしす いぇ おぇさうっさくけ 
けさうっくすうさぇくっ う ういさぇしすゃぇくっ, おぇおすけ う いぇ こさけそっしうけくぇかくぇ さっぇ-
かういぇちうは くぇ いぇっすうすっ かうちぇ. ╉なき くっゅけ ゃっつっ さぇぉけすう う しこっちうぇかっく 
おぇさうっさっく おけくしせかすぇくす ゃ かうちっすけ くぇ ‶ぇゃかうくぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ.
]さっょ ぇくゅぇあうきっくすうすっ くぇ おぇさうっさくうは おけくしせかすぇくす っ っあっょくっゃくけ 

ょぇ こさけせつゃぇ くぇかうつくうすっ しゃけぉけょくう こけいうちうう, けぉはゃっくう けす そうさ-
きうすっ, おぇすけ しかっょう くっ しぇきけ けぉはゃうすっ う こせぉかうおぇちううすっ ゃなゃ そうさ-
きっくうすっ しぇえすけゃっ, くけ う ょうさっおすくけ しっ しゃなさいゃぇ しなし しぇきうすっ さぇ-
ぉけすけょぇすっかう う こさけせつゃぇ おぇさうっさくう ゃないきけあくけしすう, こさっょかぇゅぇくう 
けす しなけすゃっすくうは さぇぉけすけょぇすっか. ╅っかぇっとうすっ ょぇ しきっくはす さぇぉけすぇすぇ 
しう きけゅぇす ょぇ すなさしはす いぇ こけきけと う しなょっえしすゃうっ おぇさうっさくうは おけく-
しせかすぇくす, おけえすけ こなお けす しゃけは しすさぇくぇ おけくしせかすうさぇ いぇっすうすっ かうちぇ, 
おけうすけ すなさしはす 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, おぇすけ ゅう 
けさうっくすうさぇ いぇ くぇかうつくうすっ しゃけぉけょくう こけいうちうう, しなょっえしすゃぇ うき 
こさう こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ ]V, きけすうゃぇちうけくくけ こうしきけ, こけゃっょっくうっ 
こさう うくすっさゃの, ょさっしおけょ う ょさ.

¨とっ こけ すっきぇすぇ くぇ しすさ. 4
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┿, ぇおけ ょさせゅうはす くっ うしおぇ ょぇ 

つせっ おぇおゃけ っ ゃぇあくけ いぇ すっぉ?  
╋なあっすっ くっ けぉうつぇす ょぇ しかせ
てぇす ぉなぉさうゃう あっくう う くっ 
たぇさっしゃぇす ょなかゅうすっ „せきくう” 
さぇいゅけゃけさう.
- ╆ぇすけゃぇ, ゃきっしすけ ょぇ けぉはし

くはゃぇて くぇょなかゅけ う くぇてうさけおけ, 
いぇゃけぇかうさぇくけ おぇおゃけ うしおぇて, 
こさけしすけ おぇあう ょうさっおすくけ: „╋けかは 
すっ, ゃいっきう ょっすっすけ けす ょっすしおぇすぇ 
ゅさぇょうくぇ”. ╁きっしすけ: „╁うあ, くぇ 
╋ぇさうは  え こけきぇゅぇす, ぇ すう くっ きう 
こけきぇゅぇて”. 〈けゃぇ っ ういかうてくけ. 
╋くけゅけ つっしすけ すぇおなゃ すうこ あっくう 
くはきぇす かうつくぇ しうかぇ うかう こけくっ 
くっ しぇ は さぇいゃうかう. ′っ は せしっ
とぇす. 〈ぇおうゃぇ くっ しぇ くせあくう くぇ 
きなあっすっ う きなあっすっ くっ ゅう こけつう
すぇす. ′はきぇ おぇお ょぇ ぉなょって つせすぇ 
ぉっい すぇおぇゃぇ かうつくぇ しうかぇ, ぇおけ すう 
うきぇて いぇゃうしうきけしすう: ぉうかけ けす  
ちうゅぇさう, けす ぇかおけたけか, けす おけき
こかっおしう, けす おせこ ょさせゅう くっとぇ. ╁ 
くぇてうすっ しっきうくぇさう くうっ きくけゅけ 
さぇぉけすうき し かうつくうすっ いぇゃうしうきけ
しすう おぇすけ こさっつおぇ いぇ かうつくぇすぇ 
しうかぇ. ╁しはおぇ すぇおぇゃぇ いぇゃうしう
きけしす こけくうあぇゃぇ っくっさゅうはすぇ くう, 
いぇゃうしうきけしすうすっ しぇ ゃうょ „ょせこ
おぇ”, こさっい おけはすけ っくっさゅうはすぇ 
くう ういすうつぇ. ┿おけ すう ゃうくぇゅう しっ 
こさっくっぉさっゅゃぇて, うきぇて さぇいかうつ
くう いぇゃうしうきけしすう, こけいゃけかはゃぇて 
こさっい すぇおうゃぇ „ょせこおう” ょぇ うい
すうつぇ っくっさゅうはすぇ すう, さぇいぉうさぇ 
しっ, つっ くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ ぉなょって 
つせすぇ. 

╉なょっ っ すなくおぇすぇ ゅさぇくうちぇ 
きっあょせ しっぉっせゃぇあっくうっすけ, 
しっぉっかのぉけゃすぇ う っゅけういきぇ いぇ 
あっくぇすぇ? 
- ╄ゅけういなき っ, おけゅぇすけ うしおぇて 

ょぇ くぇさぇくうて ょさせゅうは う くっ すう 
こせおぇ. ┿おけ すう うしすうくしおう けぉう
つぇて しっぉっ しう, すう せきっって ょぇ 
けぉうつぇて う ょさせゅうは: しこぇいゃぇて 
くはおぇおゃう ゅさぇくうちう, しなけぉさぇいは
ゃぇて しっ し くっゅけ, ょっかうおぇすっく しう, 
おけゅぇすけ すけゃぇ っ くせあくけ. ┿おけ すう 
くっ けぉうつぇて しっぉっ しう, くはきぇ おぇお 
ょぇ けぉうつぇて う ょさせゅうは, すけゅぇゃぇ 
くっ すう こせおぇ. 

╃けしおけさけ ぉうすせゃぇてっ きくっ
くうっすけ, つっ ぉなかゅぇさおぇすぇ っ 
しゃっくかうゃぇ あっくぇ, つっ あうゃっ
っき ゃ おけくしっさゃぇすうゃくけ けぉ
とっしすゃけ. ‶さっけょけかは かう ゃっつっ 
すけいう しさぇき う すっいう おけきこかっ
おしう ぉなかゅぇさおぇすぇ こけ けすくけ
てっくうっ くぇ かのぉけゃすぇ う けぉう
つぇくっすけ? 
- ┿い くっ ぉうた くぇさっおかぇ すけゃぇ 

しゃはく うかう しさぇき, ぇ こけ-しおけさけ 
くっいくぇくうっ. ┿おけ きぇえおぇすぇ くっ 
こさっょぇゃぇ すっいう いくぇくうは くぇ ょな
とっさはすぇ しう, すは くはきぇ おぇお ょぇ しっ 
くぇせつう. ╋ぇえおぇすぇ っ すぇいう, おけはすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ くぇせつう ょなとっさはすぇ くぇ 
くぇえ-ゃぇあくうすっ あっくしおう くっとぇ. 
¨す ぉぇとぇすぇ きけきうつっすけ ゃいっきぇ 
きけょっか おぇお けぉうつぇす う おぇお ょぇ しっ 
けぉうつぇす きなあっすっ. 

╉ぇおゃう しぇ きぇえおうすっ, おけうすけ 
きけゅぇす ょぇ ゃないこうすぇす とぇしすかう
ゃう あっくう? 
- 〈けゃぇ しぇ あっくうすっ, おけうすけ しぇ 

とぇしすかうゃう おぇすけ しなこさせゅう: „くけ
しっくう” けす きなあっすっ しう, けぉさぇい
くけ おぇいぇくけ, くぇ さなちっ, けぉうつぇ
くう, せゃぇあぇゃぇくう, こけつうすぇくう けす 
くっゅけ,  とぇしすかうゃう.  

〈けっしす, っょくけ きけきうつっ すさはぉ
ゃぇ ょぇ ゃうあょぇ すぇおなゃ きけょっか 
くぇ けすくけてっくうは きなあ-あっくぇ, 
いぇ ょぇ ういさぇしくっ とぇしすかうゃぇ 
あっくぇ, ょぇ きけあっ ょぇ けぉうつぇ 
うしすうくしおう? 
- ╋くけゅけ っ こけかっいくけ すけゃぇ. ╆ぇ

とけすけ, ぇおけ すう ゃうあょぇて すぇおなゃ 
とぇしすかうゃ きけょっか, すう いぇこけつゃぇて 
ょぇ ゅけ すなさしうて う すけゃぇ っ ょけぉさっ 
いぇ すっぉ. 〈う しう とぇしすかうゃぇ. ╃け
おぇすけ こさう くっとぇしすくう さけょうすっかう, 

╅『』╊〉╅]』[¨ ぁ╅』《╇〉¨[╅『
〈╊『¨ ╇『╊〈╊【《 ╇ ╉《╆『《

]うゅせさくけ, いぇとけすけ かはゅぇ う 
しすぇゃぇ しなし しぇきけつせゃしすゃうっすけ 

くぇ つけゃっお, おけえすけ きけあっ ょぇ しこうさぇ 
う こせしおぇ しすさっかおうすっ くぇ つぇしけゃくう-
ちうすっ, ゃっつっ 27 ゅけょうくう こっくしうけ-
くっさ, ╉けしすぇ ╉うさっゃ くっ しっ こさっょぇ-
ゃぇ くぇ ゃさっきっすけ – せしきうゃおぇすぇ きせ 
っ こけ きかぇょっあおう ゃっょさぇ, しきったなす 
– いゃせつっく う こけつすう くっこさっおなし-
くぇす, こけゅかっょなす – うゅさうゃ. ╄ょうく けす 
おぇょさうすっ くぇ おぇいぇくかなておうは きっ-
たぇくけすったくうおせき けす ゃさっきっすけ, おけ-
ゅぇすけ すけえ っ ゃしっこさういくぇすぇ ておけかぇ 
いぇ しさっょくう すったくうちう, ぉうゃてうはす 
おけくしすさせおすけさ こけしすなこうか し おけく-
おせさし ゃ ╉けくしすさせおすうゃくけ-すったくけ-
かけゅうつくうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2, 
こさっきうくぇか こさっい せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ ょっしっすおう ういょっかうは – ぉかういけ 
40 けす おけうすけ しぇきけ ゃ ╆ぇゃけょ 3, 
おなょっすけ しっ こっくしうけくうさぇ こさっょう 
27 ゅけょうくう, ╉けしすぇ ╉うさっゃ おぇすけ 
つっ かう くっ しう しこけきくは いぇ くうすけ 
っょくぇ おけえ いくぇっ おぇおゃぇ すさせょくけしす 
ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しう さぇぉけすぇ. ╆ぇ-
とけすけ ゃしはおぇ すさせょくけしす すけえ こさう-
っきぇか おぇすけ くっとけ くけさきぇかくけ. 
¨とっ ゃ 130-う ちった くぇ ╆ぇゃけょ 2, 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 60-すっ ゅけょうくう 
くぇ きうくぇかうは ゃっお, おけくしすさせおすけ-
さなす しっ くぇせつうか ょぇ ゃなさてう ゃしうつ-
おけ. 〈ぇおぇ しすぇくぇか っょうく けす けくうは 
けさなあっえくうちう, こさっい つううすけ さなちっ 
きうくぇゃぇ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 23-きう-
かうきっすさけゃうは こぇすさけく ゃ ╆ぇゃけょ 2 
う  [‶╂-すけ ゃ ╆ぇゃけょ 3. ′ぇ „すう“ 
っ う し おけくしすさせおちうはすぇ くぇ さぇおっ-
すうすっ こさけすうゃ ゅさぇょせておう, ょっかけ 
くぇ „┿さしっくぇか“ - くうとけ, つっ ょくっし 
ぉけさぉぇ し ゅさぇょせておうすっ くぇ こさぇお-
すうおぇ くはきぇ. 
』けゃっておうすっ さぇょけしすう う ぉけかおう, 

けぉぇつっ, ぇ くっ – おけくしすさせおすけさしおう-
すっ う すったくけかけゅうつくう こさけぉかっきう, 
しぇ けくけゃぇ, おけっすけ ╉けしすぇょうく っ 
いぇこけきくうか くぇえ-はしくけ ういきっあょせ 
おさうゃけかうちうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ 
しう あうすうっ-ぉうすうっ. ]こぇしはゃぇくっすけ 
くぇ おけかっあおぇ けす あっかっいくうすっ かぇこう 
くぇ きっすぇかくぇ こさっしぇ, こさっょけすゃさぇ-
すはゃぇくっすけ くぇ うくちうょっくす しなし 
いょさぇゃっすけ くぇ ょっしっすおう おけかっあおう, 
きくけゅけ けす おけうすけ – ぉさっきっくくう, しぇ 
けくけゃぇ, くぇ おけっすけ ╉けしすぇょうく ╉う-
さっゃ しっ さぇょゃぇ, つっ しっ っ しかせつうかけ. 
‶けきけとすぇ けす つけゃっお いぇ つけゃっ-
おぇ, いぇっょくけすけ こさっあうゃはゃぇくっ くぇ 
くせあょうすっ けす こけきけと う こけょおさっこぇ 
いぇ おけかっゅぇ, さぇょけしすうすっ けす ょっ-
しっすおうすっ こさぇいくっくしすゃぇ こけ ′けゃぇ 
ゅけょうくぇ, 8-う きぇさす, っおしおせさいう-
うすっ ゃ ╂っさきぇくうは, ‶けかてぇ, 〉く-
ゅぇさうは, すさうすっ こなすう こけしっとっくうは 
ゃ ]]][... しぇ くっとけすけ, おけっすけ う 
しっゅぇ すけこかう しこけきっくうすっ. „]っゅぇ っ 
つせょけ!“, ういせきはゃぇ しっ ╀ぇえ ╉けしすぇ 
けすくけしくけ たぇけしぇ, いかけぉぇすぇ, いぇ-
ゃうしすすぇ う ぇかつくけしすすぇ くぇ ょくって-
くうは ょっく. 

„〈けゅぇゃぇ たけさぇすぇ ぉはたぇ
ょさせゅう!“

〈けゃぇ っ ぉっいおけきこさけきうしくぇすぇ 
けちっくおぇ くぇ ゃさっきっすけ ゃ ょせきうすっ 
くぇ っょうく つけゃっお, おけえすけ くぇえ-ょけ-
ぉさっ いくぇっ おぇお しっ きっさう ょゃうあっ-
くうっすけ くぇ しすさっかおうすっ. ╁しなとくけしす, 
しすさっかおう ゃしっ こけ-きぇかおけ うきぇ ゃ 
くけゃうすっ つぇしけゃくうちう.... “‶けゃっ-
つっすけ たけさぇ うょゃぇす いぇ しきはくぇ くぇ 
っかっおすさけくくうすっ ぉぇすっさうう“, しきっっ 
しっ ╉けしすぇ ╉うさっゃ う こけおぇいゃぇ おせこ-
つうくぇ ぉぇすっさうえおう, おけうすけ ょくっし 
ういきっさゃぇす きうくせすうすっ いぇ けくっいう, 
おけうすけ ゃしっ けとっ くけしはす つぇしけゃくう-
ちう くぇ かはゃぇすぇ さなおぇ う しっ ぉせょはす 
しせすさうく し ぉせょうかくうお, ぇ くっ し きっ-
かけょううすっ くぇ ょあう-っし-っきぇ. ]さっょ 
くぇすさせこぇくうすっ くぇけおけかけ きうくう 
いなぉくう おけかっかちぇ, ういゃぇょっくう けす 
しすぇさう つぇしけゃくうちう しすなおなかちぇ, 
きっすぇかくう けぉおけゃう, こけょぇさっくうすっ 

おけうすけ しっ おぇさぇす, おけうすけ あうゃっはす 
いぇっょくけ しぇきけ いぇさぇょう ょっちぇすぇ, 
ゃなこさっおう つっ しぇ くっょけゃけかくう っょうく 
けす ょさせゅ, くぇさぇくはゃぇす しっ っょうく 
ょさせゅ, すけ ょっすっすけ ういくぇつぇかくけ しう 
いぇこうしゃぇ きけょっかぇ, つっ ぉさぇおなす っ 
しすさぇょぇくうっ, ゅけかはきぇ きなおぇ. 〈け  
こけょしないくぇすっかくけ, おぇすけ こけさぇしくっ, 
すなさしう う くぇきうさぇ こぇさすくぬけさう, 

おけうすけ ゅけ きなつぇす.  ‶さうゃかうつぇて 
こさけしすけ すぇおうゃぇ こぇさすくぬけさう. 〈け
ゅぇゃぇ いぇ すっぉ うしすうくしおぇすぇ かのぉけゃ 

っ, おけゅぇすけ しすさぇょぇて. ┿おけ しすさぇ
ょぇて, いくぇつう きくけゅけ きう っ こけ
いくぇすけ, すけっしす すけゃぇ っ きけょっかなす, 
おけえすけ しう ゃうあょぇか けす すゃけうすっ さけ
ょうすっかう. ╇, こさうこけいくぇゃぇえおう ゅけ, 
すけ くうっ いぇこけつゃぇきっ ょぇ しすさぇょぇきっ 
けとっ こけゃっつっ.  

╉ぇおゃけ っ かのぉけゃすぇ すけゅぇゃぇ? 
- 〈は っ とぇしすうっ う しゃっすかうくぇ. 

╊のぉけゃ っ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ すう 
しう ちはか ゃ しゃけっすけ こさっょくぇいくぇ
つっくうっ. ‶さぇゃうて すけゃぇ, おけっすけ 
けぉうつぇて ょぇ こさぇゃうて, し ょさせゅうは 
しっ つせゃしすゃぇて こけ しなとうは くぇつうく, 
しゃけぉけょくう しすっ,  たせぉぇゃけすけ  すう 
っ し つけゃっおぇ ょけ すっぉ, うきぇすっ しう 
ょけゃっさうっ, くはきぇ さっゃくけしす. ╊の
ぉけゃすぇ っ, おけゅぇすけ ゃしっおう  きけあっ 

ょぇ ぉなょっ しっぉっ しう, ぉっい ょぇ しっ 
しきぇかはゃぇ, ぉっい ょぇ しっ こさっしすさせ
ゃぇ. 〈けゅぇゃぇ しう きくけゅけ しゃけぉけょっく 

ゃなゃ ゃさないおぇすぇ しう. ]ゃけぉけょぇすぇ 
っ, おけゅぇすけ きけあって ょぇ こさぇゃうて 
すけゃぇ, おけっすけ うしおぇて, ょぇ ぉなょって 
しっぉっ しう くぇ 100% , ぉっい ょぇ しっ 
けこうすゃぇて ょぇ ぉなょって くっとけ ょさせ
ゅけ, おけっすけ くっ しう すう. ╇しすうくしおぇすぇ 
かのぉけゃ ょぇゃぇ すぇいう しゃけぉけょぇ.  

╆ぇとけ すけゅぇゃぇ ぉなかゅぇさおぇすぇ 
くはおぇお くっ せきっっ ょぇ しっ つせゃ

しすゃぇ けぉうつぇくぇ? 〉あ ょぇゃぇきっ 
ゃしうつおけ けす しっぉっ しう...
- ┿い くっ けぉうつぇき すけゃぇ ょっかっくっ 

くぇ ぉなかゅぇさおぇ う ょさせゅう: さぇぉけすは し 
あっくう けす さぇいかうつくう くぇちうけくぇか
くけしすう う ゃうあょぇき, つっ くぇゃしは
おなょっ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ 
しぇ っょくう う しなとう. ╁ しかせつぇは いぇ 
ぉなかゅぇさおぇすぇ こけ-しおけさけ ゃぇあう 

しかっょくけすけ: つっ ょけこさっょう くはおけか
おけ ゅけょうくう くはきぇたきっ いくぇくうっすけ, 
うくそけさきぇちうはすぇ いぇ すけゃぇ おぇお ょぇ 
けぉうつぇきっ, くっ しっ ゅけゃけさってっ こけ 
すっいう ゃなこさけしう, すっきぇすぇ ぉってっ 
すぇぉせ. 『っかすぇ ぉってっ ょさせゅぇ - ょぇ 
しっ けちっかっっ. 》けさぇすぇ あうゃっったぇ 
こけ-すさせょくけ. ¨ぉとっしすゃけすけ ぉってっ 
さぇいかうつくけ, あっくうすっ くはきぇたぇ 
すぇおぇゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ けぉ
さぇいけゃぇくうっ, くはきぇてっ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ おけくすさぇちっこすうゃう, おけうすけ 
こなお ょぇゃぇす しなけすゃっすくぇすぇ しゃけぉけ
ょぇ. 〈けゃぇ こけすうしおぇてっ ゃ ゅけかはきぇ  
しすっこっく. ]っゅぇ っ さぇいかうつくけ. ]っゅぇ 
あっくうすっ くっ うしおぇす こさけしすけ きなあ, 
いぇ ょぇ けちっかはゃぇす ょけ くっゅけ, くっ ゅけ 
すなさしはす いぇさぇょう すけゃぇ, ぇ うしおぇす 
ょぇ しぇ とぇしすかうゃう. ] くっゅけ. 〈けゃぇ 
っ おぇさょうくぇかくぇ さぇいかうおぇ きっあょせ 
くぇてうすっ ぉぇぉう, きぇえおう う しっゅぇて
くうすっ あっくう. ╆ぇすけゃぇ う しすぇさうすっ 
きけょっかう くっ さぇぉけすはす. ]っゅぇ あっ
くぇすぇ きけあっ ょぇ けちっかはゃぇ う ょぇ 
あうゃっっ こさっおさぇしくけ う しぇきぇ. ╇ 
しっゅぇ あっくぇすぇ うしおぇ うしすうくしおう ょぇ 
っ し きなあ しぇきけ, ぇおけ すけえ は こさぇ
ゃう とぇしすかうゃぇ. ╇ すけゃぇ こさけきっくは 
ゃしうつおけ. 

〈けゃぇ かう こさぇゃう こけすうしくぇす う 
おけきこかっおしうさぇく しなゃさっきっく

╁ういうすおぇ: 
〈は っ けす けくっいう あっくう, おけうすけ しないょぇゃぇす  けしけぉっくぇ しゃっすかうくぇ し こさうしなしすゃうっすけ しう う くっ 

けしすぇゃぇす くっいぇぉっかはいぇくう. ′けしはす しこっちうそうつくぇ ぇせさぇ う せしっとぇくっ いぇ あっくぇ, おけっすけ ゃしっ
おう ゃないこさうっきぇ こけ しけぉしすゃっく くぇつうく. 〈ゃなさょっ おけきっくすうさぇくぇ かうつくけしす, うくすさうゅせゃぇとぇ う 
きなあっ, う あっくう. ╄ょくう は けこさっょっかはす おぇすけ すゃなさょっ さぇいおさっこけしすっくぇ しなゃさっきっくくぇ  けぉさぇ
いけゃぇくぇ あっくぇ, ょさせゅう  え かっこゃぇす  くっかうちっこさうはすくう っこうすっすう, すさっすう  しぇ くっいょさぇゃけ かのぉけ
こうすくう いぇ あうゃけすぇ え. ╇きぇ けぉぇつっ う ょさせゅぇ, いぇ とぇしすうっ きくけゅけぉさけえくぇ, おぇすっゅけさうは たけさぇ, 
おけうすけ  は しかっょゃぇす. ╇  し せしこった こけょけぉさはゃぇす う しっ さぇょゃぇす くぇ あうゃけすぇ しう, せつっえおう しっ ょぇ 
ぉなょぇす とぇしすかうゃう, おぇすけ けこけいくぇゃぇす しっぉっ しう, こさっゃさなとぇえおう すさぇゃきうすっ う ょっそうちうすうすっ 
しう ゃ こけいうすうゃう. 
′ぇすぇかうは ╉けぉうかおうくぇ.
[せしおうくはすぇ けす [けしすけゃ くぇ ╃けく, おけはすけ けす 8 ゅけょうくう っ こさっゃなさくぇかぇ ゃ しゃけは くけゃぇ さけょうくぇ 

╀なかゅぇさうは. ╃っすっ くぇ こけすけきしすゃっくう かっおぇさう,  し くっかっおけ ょっすしすゃけ. ╆けょうは ]すさっかっち. ╇いさぇし
くぇかぇ っ し そさっくしおぇすぇ おかぇしうおぇ. ]うかくけ こけゃかうはくぇ けす おくうゅうすっ くぇ ¨くけさっ ょぬけ ╀ぇかいぇお う 
┿くょさっ ╋けさけぇ, おぇおすけ う けす ‶ぇせかけ ╉けっかの. ╁っゅっすぇさうぇくおぇ, けきなあっくぇ いぇ しせさけゃけはょっち. 
′っ けぉうつぇ しゃっすしおうは てせき  う しせっすぇ う こさけすうゃくけ くぇ こさっょしすぇゃぇすぇ いぇ くっは, たぇさっしゃぇ しこけく
すぇくくうすっ, うしすうくしおう くっあくう う くっ しすさぇたせゃぇとう  しっ ょぇ こけおぇいゃぇす つせゃしすゃぇすぇ しう  たけさぇ. 
╅うゃっっ ういおかのつうすっかくけ こさけしすけ う くぇきうさぇ  しこけおけえしすゃうっ う おけきそけさす  ゃ こかぇくうくぇすぇ. 
′ぇすぇかうは ╉けぉうかおうくぇ っ こしうたけかけゅ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ しっおしけかけゅうはすぇ う しっきっっく すっさぇこっゃす. 

〈は ういくぇしは かっおちうう こけ しっおしけかけゅうは, ょぇゃぇ うくょうゃうょせぇかくう おけくしせかすぇちうう, こさけゃっあょぇ 
すさっくうくゅう いぇ かうつくけしすくけ さぇいゃうすうっ ゃ ╀なかゅぇさうは, ╁っかうおけぉさうすぇくうは う ょさせゅう しすさぇくう こけ 
しゃっすぇ.
╋うくぇかうは きっしっち けす こっつぇす ういかっいっ う こけしかっょくぇすぇ え おくうゅぇ  „‶なすはす くぇ とぇしすかうゃぇすぇ 

あっくぇ”.
] ′ぇすぇかうは しっ しさっとぇきっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ くぇ っょうく けす こけさっょくうすっ え しっきうくぇさう しなし しこっ

ちうぇかっく ょさっしおけょ: „‶なすはす くぇ とぇしすかうゃぇすぇ あっくぇ”. 

きせ けす おかうっくすう しすっくくう おせ-
すうう し きぇたぇかぇ う かせおしけいくう 
しなゃっすしおう おさうしすぇかくう こけ-
しすぇゃおう, こかぇしすきぇしけゃう ょっす-
しおう おなとうつおう し ういゃぇょっくう 
きったぇくういきう, こけしすぇゃおう し 
こすうつっくちぇ,  きぇかおう けすゃっさす-

おう, おかのつけゃっ いぇ さぇいゃう-
ゃぇくっ, しぇきけょっかくう きうくう 
こさっしうつおう う せしすさけえしすゃぇ いぇ 
さぇいきぇゅくっすういうさぇくっ, ういさぇ-
ぉけすっくう けす こさうはすっかう, ぇさ-
しっくぇかしおうはす こっくしうけくっさ しっ 
つせゃしすゃぇ しうゅせさっく ゃ しゃけは 
しゃはす くぇ ゃさっきっすけ. 〈けつくけ 
すけかおけゃぇ しうゅせさっく, おぇおすけ 
こさっょう ゃ „┿さしっくぇか“, おけゅぇすけ 
しなとけ けぉうつぇか ょぇ しう しゃなさて-
ゃぇ さぇぉけすぇすぇ こさっょうきくけ 
しぇき, くけ おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ-
かう おけくしせかすぇちうう し おけかっゅう 
う さぇぉけすぇ ゃ っおうこ, くうおけゅぇ 
くっ っ うきぇか こさけぉかっき くうすけ 
し けさなあっえくうちうすっ けす ゃしうつ-
おう くうゃぇ くぇ えっさぇさたうはすぇ ゃ 
おけきぉうくぇすぇ, くうすけ し おかうっく-
すうすっ けす ょさせゅう こさっょこさうは-
すうは, けす おけうすけ ょけしすぇゃはかう 
きぇすっさうぇかう う けぉけさせょゃぇくっ. 
╇ し くぇしすさけえつうちうすっ, う し 
くぇつぇかくうちうすっ くぇ ちったけゃっ 
こさけぉかっきう くはきぇかけ, すけつくけ 
けぉさぇすくけすけ. ╉けくすぇおすうすっ 
しなし ╆ぇゃけょ 6 ぉうかう ぉっいこけ-

ゅさってくう. ╋ぇおぇさ つっ ╉うさっゃ 
いくぇっ: おけえすけ くっ さぇぉけすう, しぇきけ 
すけえ くっ ゅさってう. ┿ ゅさっておうすっ 
しぇ こけ-きぇかおけ, おけゅぇすけ すっおぇす 
けぉしなあょぇくうは し おけかっゅう う さっ-
てっくうはすぇ しぇ けぉとう. ¨しけぉっくけ, 
おけゅぇすけ くっとぇすぇ しぇ しこってくう, 

おぇおすけ つっしすけ しすぇゃぇかけ ゃ „┿さ-
しっくぇか“. ‶けくはおけゅぇ ╀ぇえ ╉けしすぇ 
こさうかぇゅぇか う きぇかおう たうすさけしすう 
ゃ うくすっさっし くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
ょっかぇ, いぇとけすけ ょせきぇすぇ „┿さ-
しっくぇか“ う „けさなあっえくけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ“ ょっえしすゃぇかう おぇすけ 
“]っいぇき, けすゃけさう しっ!“. ╇きっく-
くけ し  きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか“ くぇ-
こさっょ ゃ ゅけょうくうすっ くぇ こけゃしっ-
きっしすくうは ょっそうちうす ╀ぇえ ╉けしすぇ 
しっ しょけぉうか う し ぉっいちっくくうすっ 
おせすうえおう いぇ ぉぇさせす けす ╉ぇさくけ-
ぉぇす, う し こかぇしすきぇしけゃうすっ ぉう-
ょけくう けす 〈さけはく...

╁ つぇしけゃくうおぇさしすゃけすけ
ゅけ こけしゃっすうか

おけかっゅぇ-ぇさしっくぇかっち

‶さうはすっか けす ╆ぇゃけょ 5 っ つけ-
ゃっおなす, おけえすけ けすおさったくぇか 
╉けしすぇょうく ╉うさっゃ いぇ つぇしけ-
ゃくうおぇさしすゃけすけ. ‶なさゃけ ゅけ 
ゃうおぇか せ すはた しかっょ さぇぉけすぇ, 
ょぇ ゃうょう おぇお しすぇゃぇ ゃしうつおけ, 
いぇっょくけ さっきけくすうさぇかう きぇか-

おうすっ きったぇくういきう. ‶けしかっ ╉けし-
すぇょうく こけつくぇか ょぇ しっ しこさぇゃは 
う しぇき, ゃおなとう. ╉けゅぇすけ こさっい 
1998-きぇ しかせつぇえくけ きうくぇか 
こけおさぇえ いぇすゃけさっくぇすぇ ぉせょおぇ, 
けす おけはすけ くぇゃさっきっすけ しこせし-
おぇかう ぉぇさうっさぇ こけ せかうちぇすぇ 
こさっょ ‶っくしうけくっさしおうは おかせぉ, 
╉うさっゃ しこけくすぇくくけ さってうか, つっ 
すけゃぇ っ くっゅけゃけすけ きはしすけ こけょ 
しかなくちっすけ. ╁っょくぇゅぇ けすうてなか 
ゃ けぉとうくしおうすっ しかせあぉう, おけうすけ 
けすゅけゃぇさはかう いぇ すけゃぇ うきけすつっ, 
せさっょうか くっとぇすぇ, ぉうか せつせょ-
ゃぇとけ さっょけゃっく し ゃくけしおうすっ いぇ 
くぇっきぇ, おけうすけ こかぇとぇか ゃうくぇゅう 
こさっあょっゃさっきっくくけ, しこっつっかうか 
ょけゃっさうっすけ. ╇ すぇおぇ – ゃっつっ 16 
ゅけょうくう. ╋はしすけすけ こさっょ おかせぉぇ 
しっ けおぇいぇかけ くっ こさけしすけ せょけぉくけ 
いぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ おかうっくすっ-
かぇ う さぇぉけすっく すっさっく. 〈はしくぇ-
すぇ ぉせょおぇ, ゃ おけはすけ いうきっ うきぇ 
きはしすけ ょけさう いぇ こっつうちぇ, くっ 
こさっしすぇゃぇ ょぇ しこうさぇ ゃしはおぇおゃう 
たけさぇ – いぇ しかぇょおぇ こさうおぇいおぇ, 
いぇ „╃けぉなさ ょっく!“, いぇ せしきうゃおう. 
〈せお くっ こさっしすぇゃぇす ょぇ きうくぇゃぇす 
しすぇさう こさうはすっかう, ぉうゃてう ぇさ-
しっくぇかしおう おけかっゅう, ょけしすけかっこ-
くう ょぇきう くぇ ゃないさぇしす  し けとっ 
ゃっしっかう けつう, てぇこおう し こっさう-
そっさうう う つっさゃうかけ くぇ せしすくう-
すっ. ╉けしすぇょうく ╉うさっゃ こけしさっとぇ 
ゃしうつおう しなし しこけおけえくぇ せしきうゃ-
おぇ. [ぇょけしすすぇ けす あうゃけすぇ かうつう 
う けす いぇょっかっくけすけ ゃ こぇゃうかう-
けくつっすけ きっしすっくちっ いぇ ちゃっすっ ゃ 
しぇおしうは. „¨ぉうつぇき ちゃっすはすぇ!“, 
おぇいゃぇ きぇえしすけさなす. ¨ぉうつすぇ きせ 
こさっかうゃぇ う おなき しっきっえしすゃけすけ 
– しうくぇ くぇ ぉさぇすぇ – こかっきっく-
くうおぇ, ゃくせちうすっ. ╁さっきっすけ し 
すはた けすきっさゃぇ しなとうくしおぇすぇ きせ  
さぇょけしす.
╃けてなか けす „しっかけすけ くぇ ]すぇ-

くうかけゃ“ – 【ぇくけゃけ, いぇゃなさてうか 
おぇいぇくかなておぇすぇ ゅうきくぇいうは, 
こけしかっ ╉けしすぇょうく ういおぇさぇか う 
す. くぇさ. „]きっくっく すったくうおせき“ 
– けぉせつっくうっ くぇ しさっょくう すった-
くうちう くぇ きはしすけ, くぇこさぇゃけ ゃ 
„┿さしっくぇか“. ╇きぇかけ う すぇおけゃぇ 

くっとけ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ: せつうすっかうすっ うょゃぇかう 
ょぇ こさっこけょぇゃぇす くぇ  さぇぉけすくう-
ちうすっ しかっょ しきっくうすっ. ]せすさうく 
しっ さぇぉけすう, しかっょ けぉはょ しっ せつう. 
╇かう – けぉさぇすくけすけ. 
╁ ぇさしっくぇかしおぇすぇ こぇきっす くぇ 

きぇえしすけさぇ くぇ つぇしけゃくうちう し 
せしきうゃおぇ しすけはす かうつくうすっ きせ 
ょけおけしゃぇくうは ょけ くっゅけゃうすっ しう 
つせょっしぇ: ゅけさょけしすすぇ けす くはおけ-
ゅぇてくうすっ きぇとぇぉう くぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ, けす ういくけしぇ くぇ こさけ-
ょせおちうは こけ ちっかうは しゃはす, ょぇあっ 
ゃ ょぇかっつくう しすさぇくう おぇすけ ╇く-
ょうは う ╈っきっく. ╁ こぇきっすすぇ しっ 

╁っつっ 15 ゅけょうくう こけさっょ, し すけつくけしすすぇ くぇ つぇしけゃくうお, ぇさ-
しっくぇかしおうはす こっくしうけくっさ ╉けしすぇょうく ╉うさっゃ ゃしはおぇ さぇぉけす-
くぇ しせすさうく けすゃぇさは きぇかおぇすぇ ぉせょおぇ こさっょ おぇいぇくかなておうは 
こっくしうけくっさしおう おかせぉ, こさうのすうかぇ くぇ ょゃぇ おゃぇょさぇすくう 
きっすさぇ くっけぉたゃぇすくうは しゃはす くぇ ╁さっきっすけ. ╁さっきっすけ, おなょっ 
- しきなょさっくけ ゃ しすぇさう ょなさゃっくう おせすうう いぇ かぇきぇさうくっくう 
ぉせょうかくうちう, おなょっ – しこさはかけ ゃ いぇゅかなたくぇかぇ おせおせゃうつぇ 
こっしっく ういいぇょ かぇおうさぇくうすっ ょなしおう くぇ しすっくくう つぇしけゃくう-
ちう, おなょっ – こっっとけ いぇょ てぇさっくうすっ こかぇしすきぇしけゃう しすっ-
くうつおう くぇ ょっすしおう おなとうつおう しなし しすさっかおう, っ すぇえくしすゃけすけ 
くぇ すけいう しゃけえ いぇ ╀ぇえ ╉けしすぇ - しゃはす, ゃ おけえすけ しっ こさけ-
ゃうあょぇ しぇきけ し せゃっかうつうすっかくけすけ しすなおかけ くぇ かせこぇすぇ う 
おけえすけ しっ せこさぇゃかはゃぇ っょうくしすゃっくけ し そうくうすっ けしすさうっすぇ 
くぇ すなくおうすっ うくしすさせきっくすう ゃ きぇえしすけさしおうすっ こさなしすう くぇ 
っょうく ぇさしっくぇかしおう おけくしすさせおすけさ. 

くうは きなあ?  
- ′っ, こけすうしくぇすけしすすぇ うょゃぇ けす 

ょさせゅけ: けす すけゃぇ, つっ あっくうすっ うい
うしおゃぇす, ぇ くっ うしおぇす. 』っ あっくぇすぇ 
ういうしおゃぇ けす きなあぇ ゃっつっ しゃけっすけ 
とぇしすうっ, ぇ くっ ゅけ きけかう いぇ くっゅけ. 
〈けゃぇ, つっ しっゅぇ あっくぇすぇ うきぇ 
こなかくぇ しゃけぉけょぇ, くっ けいくぇつぇゃぇ, 
つっ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ おせつおぇ. ┿ 
つっ すさはぉゃぇ ょぇ っ きうかぇ, くっあくぇ し 
くっゅけ.  

┿ おけきこかっおし かう っ すけゃぇ, つっ 
しなゃさっきっくくうはす きなあ ゃない
こさうっきぇ っょくぇ すぇおぇゃぇ あっくぇ 
こけ-しおけさけ おぇすけ おせつおぇ, ぇ くっ 
おぇすけ けしゃけぉけょっくぇ, くっいぇゃう
しうきぇ  あっくぇ? 
- ‶さけぉかっきなす っ, つっ あっくぇすぇ しっ 

こけおぇいゃぇ すぇおぇゃぇ. ′うおけえ くっ すっ 
おぇさぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇて おぇすけ おせつ
おぇ ゃなゃ ゃさないおぇすぇ しう. 〈う きけあっ 
ょぇ しう きくけゅけ せゃっさっくぇ, おさぇかう
ちぇ, しうゅせさくぇ ゃ  さぇぉけすぇすぇ しう, くけ 
ゃなゃ ゃさないおぇすぇ しう すさはぉゃぇ ょぇ しう 
きっおぇ う くっあくぇ. 

〈けゃぇ しっ せつう うかう しっ „くけしう”?
- 〈けゃぇ 10% しっ „くけしう” う ゃ 

90%  あっくうすっ すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ くぇ
せつぇす. 

╋なあっすっ すゃなさょはす, つっ こさけ
ぉかっきなす くぇ ょくってくぇすぇ あっくぇ 
っ, つっ くっ っ あっくしすゃっくぇ. ╉けう 
しぇ ぉっかっいうすっ くぇ あっくしすゃっ
くけしすすぇ? 
- ╁なこさけしなす くっ っ おぇおゃぇ っ すは, 

ぇ おぇお ゅけ おぇさぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇ. 
╅っくしすゃっくぇすぇ あっくぇ おぇさぇ きなあぇ  
ょぇ しっ つせゃしすゃぇ きなあ, ょぇ うしおぇ しっ 
ゅさうあう いぇ くっは, ょぇ ゃはさゃぇ ゃ しっぉっ 
しう, ょぇ しう こけしすぇゃは こさっょういゃう
おぇすっかしすゃぇ ゃ あうゃけすぇ. 〈けゃぇ いぇ 
きなあぇ っ こけ-ゃぇあくけ, けすおけかおけすけ 
ょぇ ぉなょっ ゅさうきうさぇくぇ, あっくしすゃっ
くぇ.
 
╉ぇおゃけ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇっ しな

ゃさっきっくくぇすぇ あっくぇ, いぇ ょぇ しっ 
つせゃしすゃぇ ょけぉさっ ゃ おけあぇすぇ 
しう? 
- ╃ぇ きっつすぇっ しきっかけ, ょぇ ぉなょっ 

しっぉっ しう, ょぇ ぉなょっ きうかぇ し きな
あっすっ, ょぇ ゃはさゃぇ ゃ しっぉっ しう, ょぇ 
けすしすけはゃぇ しっぉっ しう, ょぇ けすしすけは
ゃぇ しゃけうすっ ゅさぇくうちう, ょぇ ぉなょっ 
あっくぇ, ょぇ しっ くぇしかぇあょぇゃぇ くぇ 
あうゃけすぇ.

╇いゅかっあょぇ かっしくけ.
- ╇ すけ っ かっしくけ.  

╉ぇあう きう すけゅぇゃぇ 3-すっ けす
かうつうすっかくう ぉっかっゅぇ くぇ うし
すうくしおうは きなあ? ╉ぇお ょぇ ゅう 
さぇいこけいくぇゃぇきっ.
- ′はきぇ さっちっこすぇ, くはきぇ う ぉっ

かっいう. ╆ぇ ゃしはおぇ あっくぇ すけゃぇ っ 
さぇいかうつくけ. ╁ぇあくけ っ きなあなす ょぇ 
すっ おぇさぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇて とぇしす
かうゃぇ, おさぇしうゃぇ, ょぇ しっ しきっって. 
╋なあ, おけえすけ ょぇ ういおぇさぇ けす すっぉ 
くぇえ-ょけぉさけすけ, おけっすけ うきぇて. 
〈けゃぇ っ こけ-ゃぇあくけ. ′っ っ ゃぇあくけ 
おけえ っ うしすうくしおう, おけえ くっ. ╁しうつ
おう しきっ うしすうくしおう. 

┿ おぇおゃけ しなゃっすゃぇて たけさぇすぇ, 
おけうすけ けとっ くっ しぇ しさっとくぇかう 
かのぉけゃすぇ しう うかう ぉはゅぇす くっ
うしすけゃけ けす くっは? 
- ′っ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす しすさぇた 

けす ぉかういけしすすぇ. ╃ぇ いくぇはす, ょぇ 
ゃはさゃぇす, つっ くはきぇ けゅさぇくうつっくうは 
う ゃなゃ ゃしはおぇ ゃないさぇしす きけあって 
ょぇ しさっとくって かのぉけゃすぇ. 〈っいう 
たけさぇ すさはぉゃぇ ょぇ しう こけゃすぇさはす: 
„┿い いぇしかせあぇゃぇき かのぉけゃすぇ, いぇ
しかせあぇゃぇき つせょっしぇ”. ╁しうつおけ っ 
ゃないきけあくけ, ぇおけ ゅけ こけいゃけかうて う 
こけゃはさゃぇて. ╁しうつおけ しっ かっおせゃぇ. 
¨しゃっく しきなさすすぇ, くうとけ くっ っ そぇ
すぇかくけ. ╆ぇすけゃぇ ぉなょっすっ ょさないおう, 
ょっえくう う っおしこっさうきっくすうさぇえすっ! 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╇いゃけょう けす ′ぇすぇかうは:

╁はさゃぇき, つっ ゃしっおう つけゃっお っ さけょっく ょぇ ぉなょっ とぇしすかうゃ. ′はきぇ 
っょうくしすゃっくぇ う こさぇゃうかくぇ そけさきせかぇ いぇ とぇしすうっ. ╁なこさけ

しなす っ ょぇ しう こけいゃけかうて ょぇ ぉなょって しっぉっ しう ういゃなく しゃけうすっ いぇ
とうすくう きぇしおう. 

》けさぇすぇ きけゅぇす ょぇ こさけきっくはす あうゃけすぇ しう, しすうゅぇ ょぇ ゅけ うしおぇす 
う ょぇ こけゃはさゃぇす ゃ すけゃぇ. ‶さけきっくはえおう しゃけはすぇ っくっさゅうは, 

しゃけっすけ きうしかっくっ, すう しきっくはて さぇぉけすぇすぇ くぇ っくょけおさうくくぇすぇ 
しうしすっきぇ, おけはすけ ゃかうはっ くぇ たけさきけくうすっ, ぇ すっ くぇ ちはかぇすぇ そういう
けかけゅうつくぇ しうしすっきぇ う つけゃっお けいょさぇゃはゃぇ. 

]きっは ょぇ すゃなさょは, つっ ╀うぉかうはすぇ くっ っ ういきうしかうちぇ. 

╇きぇ すさう けしくけゃくう おぇきなくう くぇ とぇしすうっすけ: かのぉけゃすぇ おなき 
さけょうすっかうすっ う おなき さけょうくぇすぇ. ╁すけさうはす っ ょぇ けぉうつぇて 

しっぉっ しう. 〈さっすうはす - ょぇ ぉなょっき つっしすくう う うしおさっくう, ぉっい きぇくう
こせかぇちうは. 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 6

さっょはす こなさゃうすっ ゃこっつぇすかっくうは 
けす  つせょけすけ „てゃっょしおぇ きぇしぇ“, 
ゃうょはくけ いぇ こさなゃ こなす ゃ ╂っさきぇ-
くうは こさっい 70-すっ くぇ 20-う ゃっお; 
ょけくっしっくぇすぇ つぇお けす ╋けしおゃぇ 
ぉっくいうくけゃぇ こけきこぇ いぇ くぇこけは-
ゃぇくっ くぇ ょけきぇてくぇすぇ ゅさぇょうく-
おぇ /“いぇとけすけ すせお くはきぇてっ...“/; 
14-つぇしけゃうはす きぇさぇすけく ゃ せく-
ゅぇさしおうは ╊せくぇ こぇさお/!/ - „〈ぇ-
おうゃぇ ょけぉさう くっとぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ こさぇゃはす, いぇ ょぇ さぇょゃぇす ょっ-
ちぇすぇ!“...
╁ すうおすぇおぇくっすけ くぇ ょくって-

くうは ょっく ╉けしすぇょうく ╉うさっゃ, 
けぉぇつっ, しっ つせょう くっ すけかおけゃぇ 
くぇ ょけぉさけすけ, おけっすけ けつうすっ きせ 
ゃうあょぇす, ぇ くぇ こけゃしっきっしすくけすけ 
いかけ. ╆ぇすけゃぇ すけえ こさぇゃう ゃしっおう 
ょっく きぇかおうすっ しう しゃけう ょけぉさう-
くう: くけゃぇすぇ ぉぇすっさうえおぇ いぇ おう-
すぇえしおうは つぇしけゃくうお, さっきけくすぇ 
くぇ ゅさうゃくぇすぇ こさけすうゃ ゃうしけおけ 
おさなゃくけ くぇ けぉうつかうゃぇ こっくしう-
けくっさおぇ, せしきうゃおぇすぇ, しきったぇ 
いぇ こさうはすっか, くぇょくうおくぇか こさっい 
こさけいけさつっすけ くぇ ぉせょおぇすぇ. ′ぇ 
すさなゅゃぇくっ きう こけょぇさはゃぇ おしっ-
さけおけこうは くぇ こけさすさっすうすっ くぇ 
╀けすっゃ う ╊っゃしおう. ╇きぇ しう ゃ 
こけゃっつっ. ‶けさすさっすうすっ くぇ ゃない-
さけあょっくしおうすっ さっゃけかのちうけくっ-
さう けす ╉ぇかけそっさ う ╉ぇさかけゃけ 
ゃうしはす きっあょせ ゃしっゃないきけあくうすっ 
つぇしけゃくうちう こけ けすさせこぇくぇすぇ ゃ 
こぇさつっすぇ けす ゃさっきっすけ しすっくぇ くぇ 
きぇかおけすけ こぇゃうかうけくつっ. ╁うしはす 
くっ しかせつぇえくけ. ╋ぇえしすけさなす くぇ 
しすさっかおうすっ しう うきぇ きっつすぇ: ょぇ 
いぇこっつぇすぇ ゃさっきっすけ くぇいぇょ し 
おけかっおちうは こけさすさっすう くぇ ぉなか-
ゅぇさしおうすっ こぇすさうけすう - おぇすけ 
しぉうさおぇすぇ くぇ けくは ぇさしっくぇかっち 
けす ╃なさゃけょっかくぇすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 
3, おけえすけ くはおけゅぇ こけょさっょうか くぇ 
さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ けぉさぇいう-
すっ くぇ くぇえ-ゃうょくうすっ ぉなかゅぇさう 
けす ゃしうつおう ゃさっきっくぇ.  
‶けいくぇゃぇつ くぇ しなぉうさぇつっ-

しすゃけすけ くぇ きっょ, しすけこぇくうく くぇ 
けすかうつくう  ょけきぇてくう おけてっ-
さう, ╉けしすぇょうく ╉うさっゃ しなぉうさぇ 
う さぇいょぇゃぇ きぇかおうすっ ょくっゃくう 

つけゃっておう ょけぉさうくう おぇすけ こつっ-
かぇ ゃ おけてっさ. ╆くぇっ, つっ きっょなす 
しっ しなぉうさぇ ぉぇゃくけ, くけ しなとけ 
いくぇっ, つっ こつっかぇ けす しすせょ くっ 
せきうさぇ, あうゃっっ けす すけこかうくぇすぇ 
くぇ ょさせゅうすっ, おけうすけ は けぉゅさぇあ-
ょぇす けすゃしはおなょっ し すけこかうくぇすぇ 
くぇ おさうかちっすけ ょけ すっぉ. ┿ ゃおせ-
しなす くぇ きっょぇ,  くぇすさせこぇく し 
せこけさしすゃけすけ くぇ っあっょくっゃうっすけ, 
ゃうくぇゅう せしすけはゃぇ くぇ ゅけょうくう-
すっ. ′っいぇゃうしうきけ ょぇかう  きっさうき 
ゃさっきっすけ ゃ しすさっかおう うかう っかっお-
すさけくくう ぉぇすっさうう. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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╆ぇ ゃすけさぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ おぇぉっかっく けこっさぇ
すけさ „ ╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” けさゅぇくういうさぇ すさぇょう

ちうけくくけすけ しう のかしおけ いぇぉぇゃかっくうっ - ¨ぉとけゅさぇょ
しおう すせさくうさ こけ すぇぉかぇ う いぇ こなさゃう こなす こけ ぉさうょあ 
ぉっかけす.
〈ぇぉかぇ すせさくうさなす とっ ゃおかのつゃぇ うゅさうすっ すぇぉかぇ, 

ゅのかぉぇさぇ う すぇこぇ. ╀さうょあ すせさくうさなす とっ しっ うゅさぇっ 
2 けす 3 うゅさう.
]なしすっいぇくうっすけ とっ しっ こさけゃっょっ くぇ 27-きう のかう, 

くっょっかは, けす 9.00 つぇしぇ こさっょ おぇそっ ぉぇさ „》けかうゃせょ” 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお.
′ぇゅさぇょくうはす そけくょ いぇ こけぉっょうすっかうすっ ゃ ょゃぇすぇ 

すせさくうさぇ しっ けしうゅせさはゃぇ けす „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか”.

14 のかう - 03 ぇゃゅせしす 2014 – 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっ
さうは - ╉ぇいぇくかなお 
╇いかけあぉぇ „╋ぇえしすけさう くぇ ぇおゃぇさっかぇ“. ╉けかっおちうはすぇ 

ゃおかのつゃぇ ういぉさぇくう すゃけさぉう けす そけくょけゃっすっ くぇ たせょけあっしす
ゃっくうすっ ゅぇかっさうう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ╉ぇいぇくかなお.
╁たけょ しゃけぉけょっく

19-すう のかう, 10.30 つぇしぇ ゃさ. ╀せいかせょあぇ - 》ぇょあうょう
きうすさけゃう つっしすゃぇくうは - 146 ゅけょうくう けす こけょゃうゅぇ くぇ ゃけえゃけ
ょぇすぇ う くっゅけゃぇすぇ つっすぇ 

19 - 20-すう のかう - けすぉっかはいゃぇくっ くぇ 100 ゅけょうくう けす 
こせしおぇくっすけ ゃ っおしこかけぇすぇちうは くぇ ╁╄『 „╄くうくぇ” う っかっおすさう
そうおぇちうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお

19-すう のかう, 18 つぇしぇ きせいっえ „╇しおさぇ” – けそうちうぇかくけ 
つっしすゃぇくっ くぇ のぉうかっは
 

20-すう のかう, 10 つぇしぇ こさっょ ╁╄『 „╄くうくぇ” - ゃけょけしゃっす 
う ゃないきけあくけしす いぇ こけしっとっくうっ くぇ こなさゃぇすぇ ╁╄『 ゃ ╀なかゅぇ
さうは 

21-ゃう のかう, 18,00 つぇしぇ - ╇くそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ 
せか. „╇しおさぇ” 4
 ╇いかけあぉぇ くぇ ておけかぇすぇ こけ さうしせゃぇくっ „[っくうくぇ” こさう ′』 

„╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ”

22-さう のかう - 24-ぇゃゅせしす – ╇くそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ 
せか. „╇しおさぇ” 4
╇いかけあぉぇ „『ゃっすけゃっすっ くぇ ╃けかうくぇすぇ” -  すゃけさぉう くぇ おぇ

いぇくかなておう たせょけあくうちう 

23-すう ぇゃゅせしす 12.00 つぇしぇ - ゃさ. 【うこおぇ - 137 ゅけょう
くう 【うこつっくしおぇ っこけこっは

29 - 31-ゃう ぇゃゅせしす – ‶さぇいくうちう ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇ
おうえしおうすっ ちぇさっ 

╃け おさぇは くぇ ぇゃゅせしす - ゃ ╇╋ „╇しおさぇ” – ういかけあぉぇ „╇し
すけさうつっしおうはす こなす くぇ けさなあうっすけ” 

╃け 31-ゃう ぇゃゅせしす - ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” 
- „╊はすけ ゃ ぉうぉかうけすっおぇすぇ” - さぇいかうつくう こさけはゃう いぇ ょっちぇ. 

[《╆¨][¨〉╅:  ]ょ╆《╇【╅ ╊
′ぇすぇかうは, おぇおなゃ っ こなすはす くぇ 

とぇしすかうゃぇすぇ あっくぇ? 〈さなく
かうゃ, かっしっく, ょなかなゅ, おぇおなゃすけ 
すは しぇきぇ しう ゅけ くぇこさぇゃう…?
- ‶け こさうくちうこ, こなすはす くぇ とぇしす

かうゃぇすぇ あっくぇ っ きくけゅけ かっしっく. 
╁なこさけしなす っ ょぇ いくぇって おぇおゃけ 
すけつくけ すさはぉゃぇ ょぇ こさけきっくうて. 
╉けゅぇすけ こけゅかっょくっき くぇいぇょ ゃ あう
ゃけすぇ しう, しっ けおぇいゃぇ, つっ うしすうく
しおうすっ くっとぇ, し おけうすけ っ すさはぉ
ゃぇかけ ょぇ しっ しこさぇゃうき, しぇ ぉうかう 
きくけゅけ かっしくう. ╉けゅぇすけ  いくぇって 
さってっくうはすぇ, ゃうくぇゅう っ かっしくけ. 
‶なすはす くぇ とぇしすかうゃぇすぇ あっくぇ 
こさっきうくぇゃぇ こなさゃけ こさっい かのぉけ
ゃすぇ おなき きぇえおぇすぇ う ぉぇとぇすぇ, ょぇ 
ゅう けぉうつぇて う こけつうすぇて. ╃けさう すっ 
ょぇ くっ すう ょぇゃぇす  すけゃぇ, おけっすけ うし
おぇて, ょけさう すっ ょぇ くっ すっ けぉうつぇす 
すけかおけゃぇ, ょけさう, ぇおけ すっ くっ うしおぇす 
ょぇ けぉとせゃぇす し すっぉ う ょけさう, ぇおけ 
すっ くっ しぇ ぉうかう うょっぇかくうすっ きぇえ
おぇ う ぉぇとぇ. ′っけぉうつぇえおう ゅう, くっ
こけつうすぇえおう ゅう う くはきぇえおう おなき 
すはた うしすうくしおぇ かのぉけゃ う ゃはさぇ, 
くはきぇ おぇお っょくぇ あっくぇ ょぇ ぉなょっ 
とぇしすかうゃぇ. ╆ぇとけすけ くうっ こなさゃけ 
しっ せつうき ょぇ けぉうつぇきっ くぇてうすっ 

さけょうすっかう, こけしかっ しっ せつうき ょぇ 
けぉうつぇきっ しっぉっ しう, おけっすけ っ けとっ 
こけ-すさせょくけ. ╇ っょゃぇ しかっょ すけゃぇ 
しっ せつうき ょぇ けぉうつぇきっ きなあぇ. 
〈ぇおぇ, こさぇゃっえおう すっいう おさぇつ
おう, けぉうつぇえおう さけょうすっかうすっ しう, 
しっ せつうて ょぇ けぉうつぇて しっぉっ しう う 
しかっょ すけゃぇ きなあっすっ. 〈ぇおぇ っょくぇ 
あっくぇ っ とぇしすかうゃぇ. 

〈せお っょくぇ しさっょくけしすぇすうしすう
つっしおぇ ぉなかゅぇさおぇ ぉう おぇいぇかぇ: 
おぇお しっ けぉうつぇ きなあ ぉっい こぇさう 
う しぇきけつせゃしすゃうっ? 
- 〈けゃぇ くはきぇ くうおぇおゃけ いくぇつっ

くうっ. 〈う きけあって ょぇ しっ けきなあうて 
いぇ きなあ ぉっい こぇさう, くけ さぇいゃう
ゃぇえおう ゅけ, こぇさうすっ こさう くっゅけ とっ 
ょけえょぇす. ‶ぇさうすっ うょゃぇす すぇき, 
おなょっすけ うきぇ かのぉけゃ. ┿おけ あっくぇ

すぇ けぉうつぇ きなあぇ, せきっっ ょぇ きせ しっ 
ゃないたうとぇゃぇ う ょぇ きせ しっ さぇょゃぇ,  
かのぉけゃすぇ とっ ょけえょっ, ぇ こけしかっ 
う こぇさうすっ. ┿ ぉっい かのぉけゃ, ょけさう 
ょぇ うきぇ こぇさう ゃ くぇつぇかけすけ, しかっょ 
すけゃぇ とっ いぇゅせぉう ゃしうつおけ. 

╇きぇ かう けぉぇつっ そせくょぇきっく
すぇかくう くっとぇ, おけうすけ ぉうたぇ くう 
くぇこさぇゃうかう とぇしすかうゃう おぇすけ 

たけさぇ? 〈う しう しっきっっく すっさぇ
こっゃす, しさっとぇて, こさっょこけかぇ
ゅぇき, う きくけゅけ たけさぇ, おけうすけ しっ 
けぉうつぇす, くけ くっ しぇ とぇしすかうゃう 
いぇっょくけ. 
- ╃ぇ ,すぇおぇ っ, くけ すけゃぇ うょゃぇ 

けす そぇおすぇ, つっ きくけゅけ たけさぇ せあ 
しっ けぉうつぇす, くけ ゃしなとくけしす すけゃぇ 
くっ っ すぇおぇ. ‶さうつうくぇすぇ っ ゃ 
こさぇゃっくっすけ くぇ きくけゅけ あっさすゃう 
ゃなゃ ゃさないおうすっ. ╋くけゅけ しっきっえ
しすゃぇ しぇ すぇおぇ: けいかけぉはゃぇす しっ くぇ 
ぉぇいぇ あっさすゃうすっ. 〈せお すなくおうはす 
きけきっくす ゃ かのぉけゃすぇ っ くっ ょぇ しっ 
こさっゃさなとぇて ゃ あっさすゃぇ, ぇ ょぇ 
せきっって ょぇ けすしすけはゃぇて しっぉっ しう, 
ょぇ くぇきっさうて すなくおうすっ ゅさぇくうちう 
きっあょせ かうつくけすけ けすしすけはゃぇくっ う 
かのぉけゃすぇ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ くぇせつうき 
はしくけ ょぇ いぇはゃはゃぇきっ すけゃぇ, おけっすけ 
うしおぇきっ, くっ いぇゃけぇかうさぇくけ おぇすけ 
あっくう, いぇとけすけ きなあっすっ くっ さぇい
ぉうさぇす すけいう いぇゃけぇかうさぇく っいうお. 
‶け-ょけぉさっ おぇあう: „╆ぇ きっく すけゃぇ 
っ ゃぇあくけ”. 』っしすくけ, うしおさっくけ 
しこけょっかう おぇおゃけ うしおぇて, ゃきっしすけ 
おせこ こさぇいくう ょせきう うかう くけきっさぇ. 

《さぇゅきっくすう けす ′ぇすぇかうは: 
 ′うっ, あっくうすっ, しきっ こさうゃかっおぇすっかくう いぇ ょさせゅうは こけか う いぇさぇょう せきっくうっすけ しう ょぇ こけおぇいゃぇきっ, つっ 

   しきっ しかぇぉう.
╁しっおう けす くぇし こさうすっあぇゃぇ しゃけえ ゃなすさってっく きなあ う しゃけは ゃなすさってくぇ あっくぇ. ╋なあおぇすぇ しうかぇ しっ

   ういさぇいはゃぇ ゃ せこさぇあくはゃぇくっすけ くぇ ゃかぇしす, ぇ あっくしおぇすぇ – ゃ きっおけすぇすぇ う ゅなゃおぇゃけしすすぇ.
╃けおぇすけ くっ こけゃはさゃぇきっ ゃ かのぉけゃすぇ, すは くはきぇ ょぇ くう しっ しかせつう. 《っうすっ くっ しなとっしすゃせゃぇす けすゃなょ 

   あっかぇくうっすけ くう ょぇ ゅう ゃうょうき.
╉けゅぇすけ ういぉうさぇきっ こなさゃけ しっぉっ しう おぇすけ かうつくけしす, すけゅぇゃぇ う あうゃけすなす くう ういぉうさぇ. ′ぇてぇすぇ つうしすけ 

   あっくしおぇ いぇょぇつぇ っ ょぇ しっ こけおぇいゃぇきっ, ょぇ しないょぇゃぇきっ う ょぇ くぇしなさつぇゃぇきっ おさぇしけすぇすぇ う ょぇ ぉなょっき 
   とぇしすかうゃう.

╁しはおぇ ゅけかはきぇ こさけきはくぇ いぇこけつゃぇ くぇ さぇゃくうとっすけ くぇ すゃけうすっ ちっくくけしすう.
′ぇえ-きくけゅけ っくっさゅうは しっ しなょなさあぇ ゃ すさぇゃきうすっ, おけうすけ しきっ こさうょけぉうかう ゃ ょっすしすゃけすけ. ╇いかっおせゃぇきっ 

   かう ゅう, すっ しっ こさっゃさなとぇす ゃ ういすけつくうお くぇ くっこけょけいうさぇくぇ しうかぇ. 
‶さけきはくぇすぇ ゃ あうゃけすぇ くう くぇしすなこゃぇ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ しすぇくっ こけ-すさせょくけ ょぇ しすさぇょぇきっ, けすおけかおけすけ 

   ょぇ しっ こさけきっくうき.
╃っすっすけ うきぇ くせあょぇ ょぇ ゃうあょぇ こさっょ しっぉっ しう かのぉはとう っょうく おなき ょさせゅ さけょうすっかう.
′ぇ あっくぇすぇ しぇ え ょけしすぇすなつくう すさう しっおせくょう, いぇ ょぇ さってう ょぇかう うしおぇ ょぇ ぉなょっ し っょうく きなあ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

¨しくけゃくぇすぇ ちっか くぇ しさっとぇすぇ, 
うくうちううさぇくぇ けす こなさゃうは ょうこかけ-
きぇす くぇ ょなさあぇゃぇすぇ ╇いさぇっか せ くぇし, 
っ ぉうかぇ すなさしっくっ くぇ ゃないきけあくけしすう 
いぇ けぉとけ しなすさせょくうつっしすゃけ う おけく-
すぇおすう し „┿さしっくぇか” くぇ そうさきう けす 
ういさぇっかしおぇすぇ けすぉさぇくうすっかくぇ うく-
ょせしすさうは. 
╆ぇ くぇし ぉってっ つっしす う こけしかぇくうお 

╉ぇきうしぇ [ぇい ぉっ こさうはすくけ ういくっ-
くぇょぇく けす すけゃぇ, つっ くぇ こさぇおすうおぇ  
„┿さしっくぇか” けすょぇゃくぇ さぇぉけすう う しう 
こぇさすくうさぇ し ゃけょっとう ういさぇっかしおう 
そうさきう けす けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うく-
ょせしすさうは. ]さっとぇきっ しっ し おけかっ-
ゅうすっ こけ さぇいかうつくう ういかけあっくうは, 
けぉきっくはきっ うくそけさきぇちうは. ╇いさぇっか 
っ きくけゅけ うくけゃぇすうゃくぇ ょなさあぇゃぇ う 
ゃ すけいう しきうしなか ゃないきけあくけしすうすっ 
いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ きっあょせ くぇし 
う すはた しぇ くぇうしすうくぇ うくすっさっしくう, 
おぇいぇ けとっ ╇いこなかくうすっかくうはす  ょう-
さっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか 2000”. 
╄ょくぇ けす ちっかうすっ くぇ さぇいゅけゃけさぇ 

くぇ こけしかぇくうお 【ぇせか ╉ぇきうしぇ [ぇい 
ゃ „┿さしっくぇか” っ ぉうかぇ すなさしっくっ くぇ 
ゃないきけあくけしすう いぇ ゃなゃっあょぇくっすけ 
くぇ うくけゃぇすうゃくうすっ こさけょせおすう くぇ 
ういさぇっかしおぇすぇ けすぉさぇくうすっかくぇ うく-
ょせしすさうは ゃ こさけょせおすけゃぇすぇ ゅぇきぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” こけ けすくけてっくうっ う くぇ 
ゅさぇあょぇくしおうすっ こさけういゃけょしすゃぇ. 
╃うこかけきぇすなす ぉっ しうかくけ ゃこっつぇす-

かっく けす  ゅさぇあょぇくしおけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ  くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ, おけっすけ くぇきうさぇ ょけぉなさ 
こさうっき ゃ さぇいかうつくう しそっさう. 〈けえ 
うしおさっくけ ぉっ せょうゃっく けす ゃうょはくけすけ 
ゃ „┿さしっくぇか” う おぇすけ さぇいきっさう, う  
おぇすけ すったくけかけゅうつくう ゃないきけあくけし-

 ‶さうっすうすっ すっおしすけゃっ くぇ ゃすけさけ 
つっすっくっ くぇ こさぇおすうおぇ ゃさなとぇす  ゅけ-
かはきぇ つぇしす けす ょけぉさうすっ すさぇょうちうう 
ゃ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ けす こさっょう 25-30 ゅけょうくう, 
おけうすけ くけゃうすっ ゃさっきっくぇ いぇすさうたぇ 
う こっつぇかくうすっ さっいせかすぇすう けす すけゃぇ 
ぉういくっしなす う うくょせしすさうはすぇ くう けす-
ょぇゃくぇ せしっとぇす くぇ ゅなさぉぇ しう. ╆ぇ 
こさうっすうすっ こさけきっくう さぇぉけすけょぇ-
すっかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう くぇしすけは-
ゃぇす けす ゅけょうくう.  [っきけくすうさぇくうはす 
╆ぇおけく いぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ  う けぉせつっくうっ, こさっょ-
ゃうょ しゃけはすぇ そせくょぇきっくすぇかくけしす, 
ぉっ けぉっおす う くぇ しこっちうぇかくぇ ょうし-
おせしうは う ゃ  ′ぇちうけくぇかくうは しなゃっす 
いぇ すさうしすさぇくくけ こぇさすくぬけさしすゃけ, くぇ 
くうゃけ  しうくょうおぇすう, さぇぉけすけょぇすっか-
しおう けさゅぇくういぇちうう う いぇおけくけすゃけさ-
ちう. 
 ] こさうっすうすっ すっおしすけゃっ こさっょ-

しすけう しっさうけいくけ こさっょういゃうおぇすっか-
しすゃけ こさっょ こさけそっしうけくぇかくうすっ 
せつうかうとぇ う すったくうすっ さなおけゃけょ-

とíëóñëó
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╆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”.
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„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

╃けゅけゃけさなす いぇ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ さぇい
てうさっく うょっっく こさけっおす いぇ  すせくっかぇ こけょ 

【うこおぇ ゃっつっ っ そぇおす. 〈せくっかなす とっ っ し ょなか
あうくぇ  3 おき 220 きっすさぇ. ‶さけっおすなす しっ しな
そうくぇくしうさぇ けす ╉けたっいうけくくうは そけくょ くぇ ╄ゃ
さけこっえしおうは しなのい う くぇちうけくぇかくうは ぉのょあっす 
つさっい ¨‶ „〈さぇくしこけさす“ 2007-2013 ゅ. ]すけえ
くけしすすぇ きせ っ 104 232.40 かゃ. ぉっい ╃╃], ぇ 
しさけおなす いぇ ういこなかくっくうっ – 120 おぇかっくょぇさくう 
ょくう, しかっょ こけょこうしゃぇくっすけ. ╇ょっえくうはす こさけ
っおす っ ゃないかけあっく くぇ おけくしけさちうせき „╋けしすう”, 
ゃ おけえすけ せつぇしすゃぇす „╋けしすう ╀なかゅぇさうは” ¨¨╃ 
う „╋けしすう ╉ぇすけゃうちっ”.

╁  さぇえけくぇ くぇ けすおさうすけすけ こさけしすさぇくしすゃけ けおけかけ  
╇╋ „╇しおさぇ” いぇこけつゃぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ  ╊ぇこう

ょぇさうせき, おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ っ そぇおす しかっょ 9 きっしっちぇ. 
╁ ╊ぇこうょぇさうせきぇ  ょっちぇすぇ とっ  くぇせつぇゃぇす こけゃっつっ いぇ 
すさぇおうえしおぇすぇ ちうゃうかういぇちうは, ゃ しこっちうぇかくけ けぉけしけ
ぉっく おなす.
‶さけっおすなす „╊ぇこうょぇさうせき う ょっすしおう おなす” っ くぇ ╇╋ 

”╇しおさぇ”. 〈けえ こけかせつう そうくぇくしけゃぇ こけょおさっこぇ けす 
そけくょぇちうは „┿きっさうおぇ いぇ ╀なかゅぇさうは”. ¨ぉとぇすぇ きせ 
しすけえくけしす ゃないかういぇ くぇ 50 000 ょけかぇさぇ, けす おけうすけ 41 
500 ょけかぇさぇ - つさっい ┿きっさうおぇくしおうは くぇせつっく ちっくすなさ 
– ]けそうは, ぇ けしすぇくぇかうすっ 8500 ょけかぇさぇ しぇ しなそうくぇく
しうさぇくっ けす きせいっは.

] 35% しぇ こけ-きぇかおけ おぇくょうょぇす-
しすせょっくすうすっ けす ╉ぇいぇくかなお すぇいう 

ゅけょうくぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し こけょぇかうすっ 
ょけおせきっくすう いぇ ╁〉╆ こさっい きうくぇかぇ
すぇ, しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
╄かっくぇ ]けかけきっさけゃぇ, けすゅけゃけさくうお ゃ 
『っくすなさぇ いぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおぇ 
こけょゅけすけゃおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ¨す 592-すぇ 
いさっかけしすくうちう, こけょぇかう ょけおせきっくすう ゃ 

〈さうきっすさけゃぇ しおせかこすせさぇ くぇ けこなかつっくっち とっ ういょうゅくぇす ゃ ╋なゅかうあ. 
〈は とっ しうきゃけかういぇさぇ こぇきっすすぇ くぇ 9-きぇすぇ けこなかつっくちう けす けぉとう

くぇすぇ う とっ しっ ゃこうてっ ゃ ょけしっゅぇてくうは こぇきっすくうお くぇ いぇゅうくぇかうすっ, うい
ょうゅくぇす こさっょう 12 ゅけょうくう ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ. 》けさぇすぇ けす けぉとうくぇ
すぇ さってうたぇ すけゃぇ ょぇ っ こさっょかけあっくうっすけ くぇ しおせかこすけさぇ けす ╉ぇいぇくかなお 
╇ゃぇく ╉けかっゃ う ぇさた. ╁うけかっすすぇ ╀ぇおせくうくぇ /ょなとっさは くぇ ぇさしっくぇかっ
ちぇ - ゃっすっさぇく うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ/, おけはすけ っ ぇゃすけさ くぇ ちはかけしすくうは 
こさけっおす こけ ゃこうしゃぇくっすけ くぇ しおせかこすせさぇすぇ ゃ けおけかくけすけ こさけしすさぇくしすゃけ. 
¨こなかつっくっちなす う ちはかけしすくけすけ けそけさきかっくうっ くぇ こかけとぇょくけすけ こさけし
すさぇくしすゃけ とっ しっ そうくぇくしうさぇ しなし しさっょしすゃぇ けす けぉとうくぇ ╋なゅかうあ.
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╅っかぇっとうすっ ょぇ せつぇしすゃぇす きけゅぇす ょぇ しっ いぇこうてぇす ゃ 
╉かうっくすしおうは ちっくすなさ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くぇ ぉせか. „23 ‶ったけ
すっく 【うこつっくしおう こけかお” わ11, ゅうてっ „╇くそけさきぇちうは” , 
おぇおすけ う ゃ おぇしうすっ ゃ ╉さなく う ╄くうくぇ.
╅っかぇくうっ いぇ せつぇしすうっ きけあっ ょぇ しっ いぇはゃう う くぇ
GSM: 0892 230 181,
おぇおすけ う くぇ e-mail: didab@abv.bg
╉さぇっく しさけお いぇ いぇこうしゃぇくっ –  ょけ 18 つぇしぇ くぇ 23 のかう.
〉つぇしすうっすけ ゃ すせさくうさうすっ こけ すぇぉかぇ う ぉさうょあ ぉっかけす っ 

ぉっいこかぇすくけ.
‶けょぇさなちう しぇ けしうゅせさっくう う いぇ ゃしうつおう せつぇしすくうちう. 
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すう, う おぇすけ  こさけょせおすけゃぇ ゅぇきぇ う  
こけいうちうけくうさぇくっ くぇ さぇいかうつくう 

こぇいぇさう. „╃うこかけきぇすなす ゃうょは, つっ 
しきっ すさう おさぇつおう くぇこさっょ”, いぇはゃう 
けとっ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ. 
‶け ゃさっきっ くぇ さぇいゅけゃけさぇ し  ╇い-

こなかくうすっかくうは  ょうさっおすけさ くぇ すなさ-
ゅけゃしおけすけ ょさせあっしすゃけ こけしかぇくうお 
╉ぇきうしぇ [ぇい  っ ういさぇいうか ゅけすけゃ-
くけしす ょぇ しなょっえしすゃぇ いぇ けぉきっく 
くぇ すったくうつっしおぇ うくそけさきぇちうは いぇ 
さぇいかうつくう うくけゃぇすうゃくう こさけょせ-
おすう ゃ しそっさぇすぇ くぇ ゅさぇあょぇくしおけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ う くっ しぇきけ, さぇいさぇ-
ぉけすゃぇくう ゃ ╇いさぇっか, し ちっか ょぇ しきっ 
しう ゃいぇうきくけ こけかっいくう. 

〈けゃぇ ぉっいしこけさくけ っ こさういくぇくうっ いぇ 
„┿さしっくぇか” いぇ  すけゃぇ, おけっすけ こさぇ-

ゃうき, いぇとけすけ ╇いさぇっか っ ゃうしけおけ 
うくけゃぇすうゃくぇ しすさぇくぇ, し ゃうしけおけ-
うくけゃぇすうゃくぇ けすぉさぇくうすっかくぇ  うく-
ょせしすさうは, し きくけゅけ ょけぉさっ さぇいゃうすう 
こさけょぇあぉう ゃ ちはか しゃはす, いぇはゃう けとっ 
╇ぉせてっゃ. ]こけさっょ くっゅけ: „╋けあっき 
いぇっょくけ ょぇ せつぇしすゃぇきっ ゃ さぇいかうつ-
くう こさっょしすぇゃはくうは, ゃ しなゃきっしすくう 
さぇいさぇぉけすおう. ′うっ ゃっつっ さぇぉけすうき 
ょけしすぇ せしこってくけ し ういさぇっかしおう そうさ-
きう ゃ すぇいう こけしけおぇ” - ょけこなかくう すけえ. 
╉ぇすけ っょくぇ ゃないきけあくぇ くうてぇ ゃ すぇいう 
こけしけおぇ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ こけしけつう 
う さぇいきはくぇ くぇ さぇいかうつくう おけきこけ-

くっくすう, さぇいゃけえくぇ ょっえくけしす う しなゃ-
きっしすくう さぇいさぇぉけすおう くぇ こぇいぇさう.  
《ぇおすなす, つっ くうっ うきぇきっ う させしおう, う 
くぇすけゃしおう しすぇくょぇさすう くぇ ういょっかう-
はすぇ, ぇ すっ くはきぇす させしおう, っ さっしこっお-
すうさぇと そぇおす う ょぇゃぇ けしくけゃぇくうっ 
いぇ すゃなさょっ ょけぉさぇ こっさしこっおすうゃぇ 
いぇ こぇさすくぬけさしすゃけ し くぇし, ょけこなかくう  
》さうしすけ ╇ぉせてっゃ. 
 ‶け ゃさっきっ くぇ さぇいゅけゃけさぇ しぇ ょうし-

おせすうさぇくう う くぇつうくうすっ, こけ おけうすけ 
ょなさあぇゃぇすぇ こけょこけきぇゅぇ けすぉさぇ-
くうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは, おぇおすけ う 
くぇつうくうすっ, こけ おけうすけ すけゃぇ こさぇゃう 
ういさぇっかしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ.  
‶けしすうゅくぇたきっ けぉとけ しなゅかぇしうっ 

ゃ すっいぇすぇ, つっ っょくぇ しうかくぇ けすぉさぇ-
くうすっかくぇ うくょせしすさうは っ ゅぇさぇくちうは 
いぇ しうかくぇ ょなさあぇゃぇ. 〈けゃぇ, おけっ-
すけ こさぇゃう ういさぇっかしおぇすぇ しすさぇくぇ う 
ぇおすうゃくけしすすぇ ゃ すぇいう こけしけおぇ くぇ 
くっえくうすっ ょうこかけきぇすう こけ しゃっすぇ, 
っ   ゃこっつぇすかはゃぇとけ こけたゃぇかくけ. ╆ぇ 
くぇてっ しなあぇかっくうっ, すぇいう ょけぉさぇ 
こさぇおすうおぇ ょけこさっょう ゅけょうくう しっゅぇ 
っ こさっおなしくぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う っ 
ょけしすぇ すさせょくけ. ╃なさあぇゃぇすぇ くう くっ 
くう っ けすおぇいゃぇかぇ こけきけと, くけ, くは-
きぇえおう すっいう しなとっしすゃせゃぇかう ょけこ-
さっょう ゅけょうくう しすさせおすせさう, おけうすけ 
ぉはたぇ ょけぉさけくぇきっさっくう おなき けす-
ぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは, くはきぇ 
おぇお しっゅぇ せしうかうはすぇ ょぇ しぇ すけかおけゃぇ  
っそっおすうゃくう, おぇいぇ いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ. 〈けえ 
ういさぇいう しなあぇかっくうっ, つっ „ゃなこさっおう 
100% っおしこけさすくけしす くぇ こさけょせお-
ちうはすぇ けす けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせし-
すさうは, おけっすけ くぇ こさぇおすうおぇ けいくぇ-

つぇゃぇ さっぇかくう こぇさう ゃ ょなさあぇゃくぇすぇ 
たぇいくぇ, ゃしっ けとっ うきぇ つうくけゃくうちう 
う こけかうすうちう くぇ きくけゅけ けすゅけゃけさくう 
こけしすけゃっ, おけうすけ うきぇす くっゅぇすうゃくけ 
きくっくうっ いぇ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うく-
ょせしすさうは, ぇ くっ ぉうゃぇ”. 
╄ょくぇ しうかくけ さぇいゃうすぇ けすぉさぇくう-

すっかくぇ うくょせしすさうは, っょくぇ きけゅなとぇ 
ぇさきうは, ょけぉさっ ゃなけさなあっくぇ, ょけ-
ぉさっ けぉせつっくぇ, しぇ さぇゃくけしすけえくう 
くぇ しうかくぇ ょなさあぇゃぇ, おけっすけ こなお っ 
ゅぇさぇくちうは いぇ きうさ”, っ すっいぇすぇ くぇ 
╇いこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか 2000”. 
 ′. ‶さ. こけしかぇくうお 【ぇせか ╉ぇきう-

しぇ [ぇい しうかくけ しっ っ ゃこっつぇすかうか けす 
こけゅけゃけさおぇすぇ, „┿おけ うしおぇて きうさ, 
ゅけすゃう しっ いぇ ゃけえくぇ”.  
 〉ぉっょっく しなき, つっ しかっょ ゃういうすぇすぇ 

くぇ こなさゃうは ょうこかけきぇす くぇ ╇いさぇっか ゃ 
„┿さしっくぇか” おけきせくうおぇちうはすぇ きっあ-
ょせ くぇし う ういさぇっかしおうすっ くう こぇさす-
くぬけさう, う ゃ  くっゅけゃけ かうちっ, きけあっ 
ょぇ しすぇくっ けとっ こけ-こけかいけすゃけさくぇ, ぇ 
くぇきっさっくうはすぇ くう きけゅぇす ょぇ こさう-
ょけぉうはす おけくおさっすくう ういきっさっくうは, 
けぉけぉとう  さぇいゅけゃけさぇ 》さうしすけ ╇ぉせ-
てっゃ. 
¨す „┿さしっくぇか”  ういさぇっかしおうはす 

ょうこかけきぇす しう すさなゅくぇ し そうさきっくけ 
ゃうくけ う  そうさきっくう しせゃっくうさう.  
╉くうゅぇ し かぇおけくうつくけすけ いぇゅかぇゃうっ: 

„′ぇちうはすぇ くけゃぇすけさ”- うかう うしすけさうは 
くぇ ういさぇっかしおけすけ うおけくけきうつっしおけ 
つせょけ, っ  こけょぇさなおなす くぇ こけしかぇくうお 
╉ぇきうしぇ [ぇい いぇ ╇いこなかくうすっかくうは 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか 2000”. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╇ぇ╇╊╋╉╅【 《╆】ぁ╊〉¨╊ ぁ『╊′ 『╅╆《【╅...

おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおうは ちっくすなさ, くぇえ-きくけゅけ しぇ あっかぇっとうすっ ょぇ 
せつぇす ゃ 〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ゃ ‶かけ
ゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす. ╋ぇしけゃうすっ こさっょこけつうすぇくうは くぇ おぇく
ょうょぇすうすっ しぇ いぇ こっょぇゅけゅうつっしおう しこっちうぇかくけしすう, おぇすけ こけつすう 
けすしなしすゃぇす おぇくょうょぇす-そうかけかけいうすっ.
╋ぇかおけ しぇ おぇくょうょぇすうすっ けしくけゃくけ いぇ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしう

すっす ゃ ]けそうは う くっゅけゃうは そうかうぇか ゃ ‶かけゃょうゃ.

¨ぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけっ さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ きっしすくぇすぇ しすさせお
すせさぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ.

しすゃぇ, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ ゅなゃおぇゃう う こさっょ-
こさうっきつうゃう ゃ すなさしっくっすけ くぇ ょけぉさぇ こさぇお-
すうつっしおぇ ぉぇいぇ いぇ けぉせつっくうっ う さっぇかういぇちうは 
くぇ すったくうすっ せつっくうちう, おけっすけ こなお けす しゃけは 
しすさぇくぇ ゅう ういゃぇあょぇ ょうさっおすくけ ゃ おけくおせ-
さっくすくぇ しさっょぇ. 
╃せぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ こさけそっしうけくぇか-

くうすっ せつうかうとぇ, おぇおゃけすけ くぇ こさぇおすうおぇ しっ 
ゃなゃっあょぇ う せ くぇし し こさうっすうすっ すっおしすけゃっ ゃ 
いぇおけくぇ, っ けすょぇゃくぇ こさけゃっさっくぇ う せしこってくけ 
さぇぉけすっとぇ  そけさきせかぇ ゃ さっょうちぇ っゃさけこっえ-
しおう ょなさあぇゃう. ╃けぉさけすけ ょせぇかくけ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ くぇ こさぇおすうおぇ いぇきっしすゃぇ ゃ ゅけかはきぇ 
しすっこっく けぉせつっくうっすけ ゃ おけかっあう  う こけょゅけす-
ゃは おぇつっしすゃっくう しこっちうぇかうしすう, ゅけすけゃう ょぇ 
いぇこけつくぇす っそっおすうゃくけ さぇぉけすぇ こけ いぇゃけょう, 
ゃっょくぇゅぇ しかっょ おさぇは くぇ けぉせつっくうっすけ しう.
╃けぉさう いぇおけくけゃう こさけきっくう, おけうすけ ぉなか-

ゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ う ぉなかゅぇさしおうはす 
ぉういくっし すさはぉゃぇ ょぇ こさっゃなさくぇす ゃ ょっえしすゃう-
すっかくけ さぇぉけすっとぇ う こけかいけすゃけさくぇ さっぇか-
くけしす. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ とっ うきぇきっ けとっ 
っょうく ょけぉなさ, くけ くっさぇぉけすっと いぇおけく.  
                                                                                 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ  
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„┿さしっくぇか“ ┿╃ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお すなさしう ょぇ くぇいくぇつう 
くぇ さぇぉけすぇ うくあっくっさう う すったくうちう, おけうすけ ょぇ さぇぉけすはす 
おぇすけ おけくしすさせおすけさう くぇ くっしすぇくょぇさすくけ けぉけさせょゃぇくっ, 
とぇきこう, とぇくちう う きぇてうくう - しさっとせ きくけゅけ ょけぉさけ いぇ-
こかぇとぇくっ こけ ょけゅけゃけさおぇ.

╆ぇ しこさぇゃおう くぇ すっか.: 0889 632 071

《╆っ╇╅

〈っさけさういきなす くっ きけあっ ょぇ くう こけぉっょう. ¨すくけてっくうはすぇ きっあょせ ょゃっすっ しすさぇくう しっ こけょけぉさは-
ゃぇす, くぇせつうかう しきっ しう せさけおぇ けす しなぉうすうはすぇ こさっょう ょゃっ ゅけょうくう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╇きぇ ゃうしけおぇ 

つせゃしすゃうすっかくけしす こけ けすくけてっくうっ くぇ しうゅせさくけしすすぇ くぇ すせさうしすうすっ, ょけゃけかくう しきっ けす くうゃけすけ くぇ 
しうゅせさくけしす くぇ ういさぇっかしおうすっ すせさうしすう すせお. 
〈けゃぇ いぇはゃう ゃ ╉ぇいぇくかなお ょゃっ ゅけょうくう しかっょ ぇすっくすぇすぇ くぇ かっすうとっ ]ぇさぇそけゃけ しさっとせ ういさぇっか-

しおう すせさうしすう こけしかぇくうおなす くぇ ╇いさぇっか せ くぇし ′. ‶さ. 【ぇせか ╉ぇきうしぇ [ぇい. ╁ ゅさぇょぇ ょうこかけきぇすなす 
こさけゃっょっ しさっとぇ う し おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. ‶けしかぇくうお [ぇい くっ ういおかのつう ゃないきけあくけしすすぇ すっ-
けさっすうつくけ こけしかっょくうすっ しなぉうすうは ゃ ╇いさぇっか, しゃなさいぇくう し くぇこさっあっくうっすけ けおけかけ けすゃかうつぇくっすけ 
う せぉうえしすゃけすけ くぇ すさうきぇすぇ きかぇょっあう, ょぇ うきぇす ゃかうはくうっ ゃなさたせ ょっえしすゃうすっかくけしすすぇ う „くはおけう 

うしかはきうしすおう そせくょぇきっくすぇ-
かうしすおう そぇおすけさう ょぇ けこうすぇす 
ょぇ こけかせつぇす ょせたけゃくぇ うかう 
そうくぇくしけゃぇ こけょおさっこぇ, いぇ 
ょぇ くぇこぇょくぇす ゅさせこう ういさぇ-
っかしおう すせさうしすう うかう っゃさっえ-
しおう ちっかう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁う-
くぇゅう うきぇ そぇくぇすうちう“, おぇいぇ 
こなさゃうはす ょうこかけきぇす くぇ ╇い-
さぇっか せ くぇし, おぇすけ こけょつっさ-
すぇ, つっ „おぇすけ ちはかけ ういさぇっか-
しおうすっ すせさうしすう しっ つせゃしすゃぇす 
しうゅせさくう ゃ ╀なかゅぇさうは“.
′. ‶さ. ╉ぇきうしぇ [ぇい ゃうしけおけ 

けちっくう ゃうょはくけすけ ゃ けさなあっえ-
くうは いぇゃけょ „┿さしっくぇか“, おぇすけ いぇはゃう, つっ っ ゃないたうすっく けす さぇぉけすぇすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ う こさけういゃけょ-
しすゃぇすぇ ゃ ゅさぇあょぇくしおうは しっおすけさ. 〈けえ けちっくう こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ „┿さしっくぇか“ おぇすけ „ういおかのつう-
すっかくけ ゃぇあくけ いぇ ゅさぇょぇ“. „╇きぇすっ きくけゅけ ょけぉさう うくょせしすさうぇかくう こさけういゃけょしすゃぇ ゃ ゅさぇょぇ う, 
おぇすけ ぉうゃて おきっす ゃ ╇いさぇっか, いくぇき さけかはすぇ くぇ すっいう こさけういゃけょしすゃぇ.〈っ しぇ ういすけつくうお くぇ ょけたけょう, 
すっ きけゅぇす ょぇ いぇょなさあぇす きかぇょうすっ たけさぇ すせお“, おぇいぇ けとっ [ぇい.
╉せかすせさくうはす すせさういなき う ぇすさぇおちううすっ しぇ くっとけ, おけっすけ きけあっ ょぇ こさうゃかっつっ すせさうしすうすっ ゃなゃ 

ゃぇてうは ゅさぇょ, いぇはゃう すけえ こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ しう し おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
‶けしかぇくうおなす う おきっすなす ゃっつっ しぇ ゃけょうかう さぇいゅけゃけさう いぇ ゃおかのつゃぇくっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ すせさうし-
すうつっしおう きぇさてさせす いぇ ういさぇっかしおう すせさうしすう こけ けしすぇ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ – ╉ぇいぇくかなお - ‶かけゃょうゃ, 
╀ぇくしおけ う ]ぇきけおけゃ.
‶け ょせきうすっ くぇ こけしかぇくうお [ぇい, っょゃぇ 20% けす ういさぇっかしおうすっ すせさうしすう しっ うくすっさっしせゃぇす けす 

ゃなすさってっく すせさういなき. ‶け-ゅけかはきぇすぇ つぇしす こけしっとぇゃぇす 』っさくけきけさうっすけ, ょさせゅぇすぇ - しおう ちっくすさけ-
ゃっすっ.
‶さう しかっょゃぇとけすけ しう こけしっとっくうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお し おきっすぇ くぇ ゅさぇょぇ とっ ぉなょっ けぉしなょっくぇ う すっ-

きぇすぇ いぇ っゃっくすせぇかくぇ さっおけくしすさせおちうは くぇ っゃさっえしおうすっ ゅさけぉうとぇ ゃ ゅさぇょぇ. 
‶なさゃうはす ょうこかけきぇす くぇ ╇いさぇっか せ くぇし くっ しおさう こさうはすくうすっ しう ゃこっつぇすかっくうは けす けぉとぇすぇ ゃう-

いうは くぇ ゅさぇょぇ, いぇ おけはすけ こさうくけし うきぇ う おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
„〈は うきぇ ょっえくぇ ゃういうは いぇ ぉなょっとっすけ. 〈けゃぇ けすかうつぇゃぇ ょけぉさうは けす こけしさっょしすゃっくうは おきっす. ╃け-

ぉさうはす おきっす ゅさぇょう あうゃけすぇ ゃ くぇしすけはとっすけ し きうしなか いぇ ぉなょっとっすけ“, おけきっくすうさぇ ういさぇっかしおうはす 
こけしかぇくうお.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

′けゃう おぇすっさせておう さぇょゃぇす きぇかつせゅぇくうすっ けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
『╃╂ „╀せさぇすうくけ“ けす くはおけかおけ ょくう くぇしぇき. ╋けょっさくうすっ う 

ぇぉしけかのすくけ ぉっいけこぇしくう しなけさなあっくうは ぉはたぇ ょけしすぇゃっくう う きけく-
すうさぇくう ゃ ょゃけさぇ くぇ ょっすしおけすけ いぇゃっょっくうっ しなし しなょっえしすゃうっすけ くぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ, さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃, 
しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ょうさっおすけさなす くぇ „╀せさぇすうくけ“  
]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ. ]かっょ さっきけくすぇ こさっい こさけかっすすぇ くぇ そういおせか-
すせさくうは しぇかけく いぇ ょっちぇすぇ, おけうすけ ゃっつっ うゅさぇはす ゅうきくぇしすうおぇ う 
しこけさすせゃぇす ゃ けしゃっあっくぇ しさっょぇ, しすぇくぇかぇ そぇおす し すさせょぇ くぇ ぇさしっ-
くぇかしおうすっ さぇぉけすくうちう, しっゅぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ こけきぇゅぇ 
う いぇ けぉけさせょゃぇくっすけ くぇ ょゃけさぇ くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ し きけょっさくう 
う しうゅせさくう いぇ いょさぇゃっすけ くぇ ょっちぇすぇ しなけさなあっくうは. [ぇぉけすくうちう 

けす „┿さしっくぇか“ ゃっつっ しぇ ょっきけくすうさぇかう しすぇさうすっ う けこぇしくう せさっ-
ょう けす ょゃけさぇ くぇ ゅさぇょうくぇすぇ う しぇ こけしすぇゃうかう くけゃうすっ こなさいぇかおう 
う おぇすっさせておう, ういさぇぉけすっくう けす ょなさゃけ う こかぇしすきぇしぇ. ╃っすしおぇすぇ 
こかけとぇょおぇ いぇ うゅさぇ っ こけかせつうかぇ くぇょかっあくけ さぇいさってっくうっ けす ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇおゃけすけ しっ ういうしおゃぇ けす くけさきぇすうゃくぇすぇ せさっょ-
ぉぇ, うくそけさきうさぇ けとっ ょうさっおすけさなす ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ. 
]なけさなあっくうはすぇ うきぇす しこっちうぇかっく しっさすうそうおぇす, けぉはしくう けとっ 

すは. ╂ぇくつっゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ ぉっい こけょおさっこぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおけ-
すけ さなおけゃけょしすゃけ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさ-
きぇすぇ くっ ぉう きけゅかぇ ょぇ しっ しこさぇゃは すぇおぇ ょけぉさっ し こけしすけはくくけすけ 
こさっけぉけさせょゃぇくっ う こけょょさなあおぇすぇ くぇ ちはかぇすぇ きぇすっさうぇかくぇ つぇしす. 
‶けょおさっこぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか“ くぇ こさぇおすうおぇ こけょこけきぇゅぇ ぉのょあっすぇ 
くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ う こさぇゃう ゃないきけあくぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ 
さっょうちぇ ょっえくけしすう, おけうすけ こけしすけはくくけ こけょけぉさはゃぇす せしかけゃうはすぇ 
くぇ けぉせつっくうっ, ゃないこうすぇくうっ う こさっぉうゃぇゃぇくっ ゃ ちっかけょくっゃくけすけ 
ょっすしおけ いぇゃっょっくうっ, しこけょっかは ょうさっおすけさなす くぇ „╀せさぇすうくけ“. „′っ 
きけあっき ょぇ ょうてぇきっ ぉっい „┿さしっくぇか“!“ – せしきうたゃぇ しっ ╂ぇくつっゃぇ 
しかっょ けすおさうゃぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ くぇ 11-う のかう. 
╁なゃ ゃさっきっすけ くぇこさっょ ゃ  ょゃけさぇ とっ ぉなょぇす ょけぉぇゃはくう う けとっ 
くけゃう しなけさなあっくうは.
╊はすけすけ ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ すっつっ くけさきぇかくけ, 

っあっょくっゃくけ すせお うょゃぇす ょけ 70 ょっちぇ ゃ しそけさきうさぇくうすっ こさっい ゃぇ-
おぇくちうはすぇ しぉけさくう ゅさせこう. ‶さっい ぇゃゅせしす „╀せさぇすうくけ“ とっ こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ こさうっきぇ ょっちぇすぇ くぇ さけょうすっかう, おけうすけ くはきぇ ょぇ しう 
こけつうゃぇす ゃ けすこせしお. ╂さぇょうくぇすぇ とっ さぇぉけすう っょうく きっしっち し くぇきぇ-
かっく おぇこぇちうすっす, くけ くはきぇ ょぇ いぇすゃぇさは ゃさぇすう, うくそけさきうさぇ けとっ 
╂ぇくつっゃぇ. ╊はすくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ ょっちぇすぇ けしうゅせさはゃぇ ゃないょせてくう 
う しかなくつっゃう ぉぇくう う いぇおぇかうすっかくう こさけちっょせさう, さぇいくけけぉさぇいくう 
うゅさう う いぇくうきぇくうは くぇ けすおさうすけ.
╆ぇ ょぇ うきぇ けとっ こけ-ゅけかっきう ゅぇさぇくちうう いぇ いょさぇゃっすけ くぇ ょっちぇ-

すぇ すせお, くぇしおけさけ しぇ こけしすぇゃっくう う くけゃう そうかすさう くぇ おさぇくけゃっすっ 
くぇ こうすっえくぇすぇ ゃけょぇ. ╃っえくけしすうすっ こけ きけくすうさぇくっすけ けすくけゃけ しぇ 
ょっかけ くぇ ぇさしっくぇかちう. 〈ぇおぇ, し すはたくぇ こけきけと, ょっちぇすぇ けす ゅさぇ-
ょうくぇすぇ こうはす こけ-つうしすぇ ゃけょぇ, しこけさっょ くけゃうすっ ういうしおゃぇくうは くぇ 
いょさぇゃくうすっ けさゅぇくう.   
„┿さしっくぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ ぇぉしけかのすくけ ゃうくぇゅう っ けすおかうお-

ゃぇかけ くぇ くぇてぇすぇ くせあょぇ けす こけょおさっこぇ. ′うおけゅぇ くっ くう っ けす-
おぇいぇくけ おぇおゃけすけ う ょぇ ぉうかけ, ゃ こけかいぇ くぇ ょっちぇすぇ“, けぉはしくはゃぇ 
ょうさっおすけさなす くぇ „╀せさぇすうくけ“, おけはすけ くぇっしっく とっ こけしさっとくっ けとっ 
30 くけゃう すさうゅけょうてくう きぇかつせゅぇくう, つううすけ さけょうすっかう さぇぉけすはす ゃ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 
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╁しなとくけしす, ‶っくつけ ‶っくつっゃ 
っ っょうく けす ょくってくうすっ うきっ

くうすう おぇいぇくかなつぇくう, くけ おぇおすけ 
しすぇゃぇ ょくっし, いぇ すはた くっ しっ いくぇっ 
きくけゅけ. ]すぇすうう くぇ ょ-さ ‶っくつっゃ 
しぇ こせぉかうおせゃぇくう ゃ さっそっさう
さぇくう しこうしぇくうは ゃ つせあぉうくぇ, 
おぇすけ ]┿】 う 《さぇくちうは. 〈させょけ
ゃっすっ きせ „Eかっおすさうそうおぇちうはすぇ 
ゃ しすけこぇくしおぇすぇ こけかうすうおぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ 1879-
1944”, „╃せくぇゃ きけしす – 100 
ゅけょうくう ょうこかけきぇちうは う こけかう
すうおぇ” う „╉ぇお しっ くぇかうゃぇたぇ けし
くけゃうすっ. ╉なき さぇくくぇすぇ うしすけさうは 
くぇ おけさせこちうはすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは” 
しぇ ゃっつっ, くっ しぇきけ てうさけおけ うい
ゃっしすくう くぇ くぇせつくうすっ しさっょう, くけ 
う くぇ いぇうくすっさっしけゃぇくうは くっこさけ
そっしうけくぇかっく つうすぇすっか, ういおせ
てっく けす ぉっいこさうしすさぇしすくけ こけょ
くっしっくうすっ うしすけさうつっしおう そぇおすう 
けす くけゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ しすけこぇく
しおぇ うしすけさうは. ′け こなすっつおぇすぇ 
ゃ ゅけかはきぇすぇ くぇせおぇ いぇ ‶っくつっゃ 
すさなゅゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお, くっ しぇきけ 
いぇとけすけ こさっい 1971-ゃぇ っ さけょっく 
すせお. ╃けおすけさしおうはす きせ すさせょ っ 
ういちはかけ こけしゃっすっく くぇ さけょくうは 
おさぇえ. „╉ぇいぇくかなておうはす おさぇえ 
こさっい ╁ないさぇあょぇくっすけ“ っ さっいせか
すぇす けす ょなかゅけゅけょうてくう くっゅけゃう 
ういしかっょゃぇくうは くぇ たうかはょう しすさぇ
くうちう こさっさけゃっくう こなさゃけういゃけ
さう けとっ けす ゃさっきっすけ くぇ せつう
すっかしすゃぇくっすけ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
ゅうきくぇいうは „╉うさうか う ╋っすけょうえ“. 
╁ ゅうきくぇいうはすぇ, いぇっょくけ し こさっ
こけょぇゃぇくっすけ う こけょゅけすけゃおぇすぇ 
くぇ ょけおすけさぇすぇ, ‶っくつっゃ くぇきうさぇ 
ゃさっきっ う いぇ ょっしっすおうすっ おぇくょう
ょぇす-しすせょっくすう, おけうすけ けすおさうゃぇす 
こなすは しう おなき こさぇゃけすけ, うしすけ
さうはすぇ う せしこってくぇすぇ おぇさうっさぇ, 
こさっい おせさしけゃっすっ う けぉせつっくうっすけ, 
おけっすけ すけえ うき ょぇゃぇ し こっつぇすぇ 
“╂ぇさぇくすうさぇくけ ゃかういぇくっ ゃ ]け
そうえしおう せくうゃっさしうすっす“.  ╇きっく
くけ おぇすけ こけいくぇゃぇつ くぇ きっしすくぇすぇ 
うしすけさうは, いぇこうすぇく いぇ そぇおすう 
けす きうくぇかけすけ, こけょしおぇいゃぇとう 
しなゃさっきっくくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお, ょ-さ ‶っくつっゃ おぇいゃぇ: 
“╋うくぇかけすけ くっ こさっょけこさっょっ
かは ぉなょっとっすけ. ╁なこさっおう すけゃぇ, 
ゃなゃ ゃないさけあょっくしおぇすぇ うしすけさうは 
くぇ ╉ぇいぇくかなておけ きけゅぇす ょぇ しっ 
けすおさうはす っかっきっくすう けす しすけこぇく
しおうは う おせかすせさくうは あうゃけす くぇ 
ゅさぇょぇ, おけうすけ う しっゅぇ しぇ ゃぇあくう. 
′ぇこさうきっさ, こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ さけいけゃけ きぇしかけ, おけっすけ いぇ
こけつゃぇ こさっい ╁ないさぇあょぇくっすけ, 
こさっきうくぇゃぇ こさっい きくけゅけ こっさう
こっすうう う ょけ ょくっし っ けこさっょっかは
とけ いぇ こけきうくなおぇ くぇ さっゅうけくぇ. 
╆ぇ しなあぇかっくうっ, こさっょこさうっきぇ
つっしおうはす ょせた くぇ ゅけかっきうすっ さけ
いけすなさゅけゃちう しはおぇて かうこしゃぇ ゃ 
しなゃさっきうっすけ. ╋うしかは, つっ こさっ
ょこさうっきぇつっしおうはす  ょせた くぇ おぇ
いぇくかなつぇくう, ぇ う おぇすけ ちはかけ, 
しっ せくうとけあぇゃぇ し かのぉっいくけすけ 
しなょっえしすゃうっ くぇ ゃしっけぉたぇすくうすっ 
ょなさあぇゃくう さっゅせかぇちうう, ゃ すけゃぇ 
つうしかけ う くぇ ╄ゃさけこけっえしおうは 
しなのい“. ╉ぇすけ せつっく, ょけち. ‶っく
つっゃ おけきっくすうさぇ ぉっい ういかうてくう 
こさうしすさぇしすうは う ゃなこさけしうすっ, 
しゃなさいぇくう し さぇくくぇすぇ うしすけさうは 
くぇ  おけさせこちうはすぇ せ くぇし, しすぇくぇかう 
こさっょきっす くぇ すさっすぇすぇ きせ おくう
ゅぇ. „╉けさっくうすっ くぇ おけさせこちうはすぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは しっ おさうはす けとっ ゃ 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ ぉなか
ゅぇさしおぇ ょなさあぇゃぇ, しかっょ ¨しゃけ
ぉけあょっくうっすけ“, すゃなさょう ういしかっ
ょけゃぇすっかはす. ‶けこうすぇく いぇ せさけおぇ, 
おけえすけ しきっ こさけこせしくぇかう ょぇ くぇ
せつうき, いぇ ょぇ けゅさぇくうつうき てうさけ
おけきぇとぇぉくうすっ おけさせこちうけくくう 
こさぇおすうおう せ くぇし, うしすけさうおなす っ 
おぇすっゅけさうつっく: „〉さけおなす, おけえすけ 
しきっ こさけこせしくぇかう ょぇ くぇせつうき, っ, 

つっ おけかおけすけ こけゃっつっ ょなさあぇゃぇ 
うきぇ ゃ さぇいかうつくうすっ しそっさう くぇ 
けぉとっしすゃっくうは あうゃけす, すけかおけゃぇ 
こけ-ゃうしけおけ っ くうゃけすけ くぇ おけさせこ
ちうは. ]こけさっょ きっく, ゃしはおぇ ゃかぇしす 
くぇゃしはおなょっ っ こさけょぇあくぇ, ぇ ぇおけ 
くっ っ こさけょぇあくぇ, っ ょうおすぇすけさ
しおぇ. ╁ すけいう しきうしなか, おけかおけすけ 

こけ-きぇかおぇ っ ょなさあぇゃくぇすぇ くぇきっ
しぇ ゃ しすけこぇくしおうは, おせかすせさくうは, 
けぉさぇいけゃぇすっかくうは う す. く. あうゃけす, 
すけかおけゃぇ こけ-くうしおけ とっ っ くうゃけ
すけ くぇ おけさせこちうは. ‶さっょう 1944 
ゅ. くぇえ-ゅけかっきうすっ ょなさあぇゃくう 
こさっょこさうはすうは しぇ „╋うくう ‶っさ
くうお“  う ╀╃╅. ╇ ょゃっすっ しぇ けぉ
さぇいっち くぇ おけさせこちうは. ′っ すさはぉゃぇ 
ょぇ いぇぉさぇゃはきっ, つっ おけさせこちうはすぇ 
っ ういゅけょくぇ う きくけゅけ たけさぇ ういけぉ
とけ くっ うしおぇす ょぇ しっ ぉけさはす し くっは 
-  おぇすけ しっ いぇこけつくっ けす くぇえ-くう
しおけすけ う しっ しすうゅくっ ょけ くぇえ-ゃう
しけおけすけ くうゃけ.“ 
¨ぉさぇすくけ くぇ こけこせかはさくけすけ 

きくっくうっ, ょ-さ ‶っくつっゃ けすおさう
ゃぇ くぇえ-きぇとぇぉくぇ おけさせこちうけく
くぇ こさぇおすうおぇ う ゃ しけちうぇかうし
すうつっしおうは さっあうき けす 1944 ょけ 
1989-すぇ. “╁かぇしすすぇ ちっかっくぇしけ
つっくけ おけさせきこうさぇ ちっかうは くぇ
さけょ - せこさぇゃかはゃぇとぇすぇ こぇさすうは 
こけょおせこゃぇ くぇさけょぇ し こさうゃうょくけ 
ぉかぇゅけょっくしすゃうっ しさっとせ いぇゅせぉぇ 
くぇ しゃけぉけょぇ, かうつくけ ょけしすけえく
しすゃけ, しけぉしすゃっくけしす“, っ ぇくぇ

かういなす くぇ うしすけさうおぇ, こさけせつうか 
けしくけゃうすっ くぇ おけさせこちうけくくうすっ 
こさぇおすうおう せ くぇし. “〈けゃぇ ぉかぇゅけ
ょっくしすゃうっ っ ゃいっすけ くぇ いぇっき けす 
しかっょゃぇとうすっ こけおけかっくうは. 〈けゃぇ 
ぉかぇゅけょっくしすゃうっ くうっ こかぇとぇきっ 
しっゅぇ う とっ こさけょなかあうき ょぇ ゅけ 
こかぇとぇきっ“, っ けちっくおぇすぇ くぇ ょけ

ちっくすぇ こけ しすけこぇくしおぇ うしすけさうは. 
╉けさっくうすっ くぇ おけさせこちうけくくうすっ 
こさぇおすうおう ゃ ぉかういおけすけ きうくぇかけ 
ょ-さ ‶っくつっゃ ゃうあょぇ ゃ さっぇかくぇ
すぇ ゃないきけあくけしす う こさぇおすうおぇ, 
ゃしっおう, しこけさっょ きはしすけすけ しう ゃ 
しけちうぇかくぇすぇ えっさぇさたうは, ょぇ しう 
ゃいうきぇ おけかおけすけ きけあっ いぇ しっぉっ 
しう けす す. くぇさ. „けぉとけくぇさけょくけ 
ぉけゅぇすしすゃけ“. ]けちうぇかうしすうつっ
しおけすけ きうくぇかけ くぇ ょくってくけすけ くう 
しすけこぇくしすゃけ, けぉぇつっ, けこさっょっかっ
くけ うきぇ こさうくけし いぇ しっゅぇてくうは  
くぇせつっく うくすっさっし くぇ ぇおぇょっきうつ
くぇすぇ けぉとくけしす ゃ ╄ゃさけこぇ おなき 
うおけくけきうつっしおうすっ こさけちっしう ゃ 
╀なかゅぇさうは. ╃-さ ‶っくつっゃ くぇきう
さぇ っょくぇ けす こさうつうくうすっ いぇ すけいう 
うくすっさっし ゃ こさけょなかあうすっかくぇすぇ, 
ょっしっすうかっすくぇ かうこしぇ ゃ つせあぉうくぇ 
くぇ ょけしすぇすなつくけ うくそけさきぇちうは 
いぇ けくけゃぇ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは. „╁ うくすっさっし くぇ うし
すうくぇすぇ, しこけさっょ きっく, こけゅかっ
ょくぇすぇ けすゃなく, ╀なかゅぇさうは ういけぉ
とけ くっ っ つぇお すけかおけゃぇ いかっ, くぇ 
そけくぇ くぇ おさういぇすぇ ゃ ╂なさちうは, 

しなぉうすうはすぇ ゃ 〉おさぇえくぇ う ょさせゅう 
しすさぇくう“, せぉっょっく っ うしすけさうつっ
しおうはす ぇくぇかういぇすけさ. ] けぉっお
すうゃくけしすすぇ くぇ ういしかっょけゃぇすっか, 
いぇ おけゅけすけ しゃっすなす くうおけゅぇ くっ っ 
くうすけ しぇきけ つっさっく, くうすけ しぇきけ 
ぉはか, ょけち. ‶っくつっゃ けすつうすぇ う 
こけかいうすっ, う しなきくっくうはすぇ, おけうすけ 

くけしう かうつくけしすすぇ くぇ しないょぇすっかは 
くぇ „┿さしっくぇか“ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なか
おけゃ. „╆ぇ しなあぇかっくうっ, しなきくっくう
はすぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ おけさせこちうけくくう 
しょっかおう こさう ゃけっくくう ょけしすぇゃおう 
くっ こけょきうくぇゃぇす う しぇきうは ゅっく. 
╁なかおけゃ“, おぇいゃぇ ょけち. ‶っくつっゃ. 
] くぇせつくぇすぇ ぉっかっあおぇ, つっ ぉなか
ゅぇさしおぇすぇ ゃけっくくぇ こさけきうてかっ
くけしす うきぇ しゃけうすっ くぇつぇかぇ けすゃなょ 
╉ぇいぇくかなお – ゃ させしおぇすぇ ゃけっくくけ-
さっきけくすくぇ さぇぉけすうかくうちぇ, けしすぇ
くぇかぇ せ くぇし しかっょ ¨しゃけぉけょうすっか
くぇすぇ ゃけえくぇ う ょぇかぇ くぇつぇかけすけ 
くぇ こなさゃぇすぇ くう ゃけっくくぇ そぇぉさう
おぇ, ょ-さ ‶っくつっゃ けすぉっかはいゃぇ, つっ ゃ 
うしすけさうはすぇ, おぇすけ „おさなゃけかけお“ う 
„ゃょなたくけゃうすっか くぇ ╀っかうは すっさけさ 
ゃ ╀なかゅぇさうは“, っ ういゃっしすっく くっ 
しぇきうはす ゅっく. ╁なかおけゃ, ぇ こさけそ. 
┿かっおしぇくょなさ 『ぇくおけゃ, ゃ つうっすけ 
こさぇゃうすっかしすゃけ ゅっく. ╁なかおけゃ っ 
ぉうか ゃけっくっく きうくうしすなさ. „]ゃぇかは
くっすけ くぇ っょくけ いぇおけくくけ こさぇゃう
すっかしすゃけ つさっい こさっゃさぇす しなし しう
ゅせさくけしす くっ きけあっ ょぇ しっ けちっくう 
こけかけあうすっかくけ, くけ こなお – しゃぇかっ

くけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ っ おけさせきこう
さぇくけ う こけこせかうしすおけ“, ぇくぇかういう
さぇ ょけち. ‶っくつっゃ うしすけさうつっしおぇすぇ 
しうすせぇちうは こけ ゃさっきっすけ くぇ ゅっく. 
╁なかおけゃ, いぇ おけゅけすけ こさういくぇゃぇ, 
つっ くっ きせ っ かのぉうき うしすけさうつっしおう 
こっさしけくぇあ, くけ いぇしかせゅうすっ きせ くぇ 
ゅっさけえ ゃなゃ ゃけえくうすっ う すゃなさょけすけ 
けすしすけはゃぇくっ くぇ うくすっさっしうすっ くぇ 
しすさぇくぇすぇ, しこけさっょ しけぉしすゃっくうすっ 
さぇいぉうさぇくうは, くっ きけあっ ょぇ きせ しっ 
けすさっつっ.
╁なこさっおう, つっ くぇせつくうすっ うく

すっさっしう くぇ ょ-さ ‶っくつっゃ ゃ こけ
しかっょくけ ゃさっきっ ゃしっ こけゃっつっ 
こさったゃなさかはす おなき すっけさうはすぇ くぇ 
うおけくけきうおぇすぇ, すけえ こさけょなかあぇ
ゃぇ ょぇ ぉなょっ けすいうゃつうゃ おなき うし
すけさうつっしおうすっ すっきう, しゃなさいぇくう し 
さけょくうは ゅさぇょ う ╉ぇいぇくかなておうは 
おさぇえ. ╁ こけさっょうちぇすぇ けす くぇせつ
くう そけさせきう せ くぇし, ゃ ╄ゃさけこぇ う 
[せしうは, すけえ とっ くぇきっさう ゃさっきっ 
すぇいう っしっく う いぇ うしすけさうつっしおぇすぇ 
おけくそっさっくちうは, けさゅぇくういうさぇくぇ 
ゃ ╄くうくぇ いぇ ╃っくは くぇ ぉせょうすっかう
すっ こけ こけゃけょ 200-ゅけょうてくうくぇすぇ 
けす  けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ せつうかう
とっすけ. ╃-さ ‶っくつっゃ こけょょなさあぇ 
ゃさないおう し ╊》╋ „』せょけきうさ“ う 
╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ“, 
くっゅけゃぇすぇ こなさゃぇ おくうゅぇ „╉ぇいぇく
かなておうはす おさぇえ こさっい ╁ないさぇあょぇ
くっすけ“, ういょぇょっくぇ けす 《けくょぇちうは 
„』せょけきうさ“ こさっょう すさう ゅけょうくう, 
ぉっ こけょぇさっくぇ けす ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ けすかうつくうちうすっ けす ゃう
こせしおぇ くぇ ゃしうつおう おぇいぇくかなて
おう ぇぉうすせさうっくすう. ╁ ╉ぇいぇくかなお 
ょけち. ‶っくつっゃ しっ ゃさなとぇ いぇさぇ
ょう さけょくうは ょけき う ぉかういおうすっ 
こさうはすっかう. ╁うくぇゅう こさっょしすぇゃは 
すせお しゃけうすっ おくうゅう. ]なこさせゅぇ
すぇ – ╁っかうくぇ, せつうすっか し ゃしうつおう 
こさけそっしうけくぇかくう こっょぇゅけゅうつっ
しおう おゃぇかうそうおぇちうう, おぇいぇくかな
つぇくう いくぇはす けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
ぉってっ つぇしす けす さっょぇおちうけくくうは 
っおうこ くぇ ゃっしすくうお „]っょきうちぇ“. 
]っきっえしすゃけすけ, こけ しうかぇすぇ くぇ 
いょさぇゃうは おけくしっさゃぇすうゃっく ぉなか
ゅぇさしおう ょせた, けぉうつぇ ょぇ しっ ゃさな
とぇ おなき おけさっくうすっ. ‶さっい かはすけすけ 
う ゃなゃ ゃしっおう ゃないきけあっく ょっく いぇ 
こけつうゃおぇ ぉぇとうくぇすぇ おなとぇ くぇ 
╁っかうくぇ ゃ ゅぇぉさけゃしおぇすぇ ╀せさは 
ょぇゃぇ しこけおけえしすゃうっすけ, くせあくけ う 
いぇ ういしかっょけゃぇすっかしおぇすぇ さぇぉけすぇ, 
う いぇ ぉはゅしすゃけすけ, けす おけっすけ ゃしっ
おう ょうくぇきうつっく つけゃっお ょくっし うきぇ 
くせあょぇ. 
╊っすくうすっ けすこせしおう しぇ ゃさっきっ いぇ 

くけゃう ゃこっつぇすかっくうは けす ょっしすう
くぇちうう ゃ つせあぉうくぇ. ╉けゅぇすけ うきぇ 
ゃさっきっ, ‶っくつけ ‶っくつっゃ はたゃぇ 
ゃっかけしうこっょぇ. 』っしすけ – し ちはかけすけ 
しっきっえしすゃけ. 】っさおぇすぇ ╃っくうちぇ, 
さけょっくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, っ とっさおぇ 
くぇ ぉぇとぇ しう. 17-ゅけょうてくぇ, すは 
ゃっつっ っ くぇ „すう“ し ぇくゅかうえしおうは う 
うしこぇくしおうは, こけしかっょくけすけ え せゃ
かっつっくうっ っ そさっくしおうはす, いぇとけすけ 
っ さってうかぇ ょぇ ういぉっさっ そさっくしおう 
せくうゃっさしうすっす. [ぇいぉうさぇ しっ, せゃ
かっつっくぇ っ けす けぉとっしすゃっくうすっ 
くぇせおう... ‶けさぇしくぇかぇすぇ こけぉっ
ょうすっかおぇ ゃ „╉けえ っ こけ-こけ-くぇえ“ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ こっつっかう くぇ
ゅさぇょう けす ゃしっゃないきけあくう せつっくう
つっしおう おけくおせさしう. ′ぇしおけさけ ゃいっ 
こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ いぇ さぇいおぇい 
けす くぇちうけくぇかくうは かうすっさぇすせさっく 
おけくおせさし „‶っすは ╃せぉぇさけゃぇ“. ╁ 
しっきっえしすゃけすけ しっ てっゅせゃぇす, つっ 
っ ゅっくっすうつくけ こさうたゃぇくぇかぇ ゅさぇ
そけきぇくしすゃけすけ, けす おけっすけ しすさぇ
ょぇす ょっしっすおう おぇいぇくかなつぇくう, けぉ
しぇあょぇとう きっしすくうすっ さっょぇおちうう 
ゅけょうくう くぇさっょ. ′け, ゃしなとくけしす, 
ゃおなとう いくぇはす, つっ しすさぇしすすぇ おなき 
すぇえくうすっ くぇ おくうゅぇすぇ とっ は けす
ゃっょっ きくけゅけ こけ-ょぇかっつ. ╇きぇ くぇ 
おけゅけ ょぇ こさうかうつぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

]かけゃっしくぇすぇ とぇきこぇ “┿さしっ
くぇか“ っ しゃなさいぇくぇ し ゃしっおう おぇ
いぇくかなつぇくうく“  - けすょぇゃくぇ ぉぇ
くぇかくぇ いぇ せたけすけ くぇ たけさぇすぇ けす 
╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ, ゃしなとくけしす, 
っ っょくぇ こけしすけはくくけ くぇきうさぇ
とぇ こけすゃなさあょっくうっ ゃ かうつくけ
すけ ぉうすうっ くぇ たうかはょう くぇてっくちう 
うしすうくぇ. 〈ぇいう うしすうくぇ ういしおぇつぇ 
ういくっくぇょゃぇとけ ょけさう ゃ かうつくう
すっ ぉうけゅさぇそうつくう しこさぇゃおう くぇ 
ょけおぇいぇくう ゃっつっ ゃ ぇおぇょっきうつ
くうすっ しさっょう ぇゃすけさうすっすう, くはきぇ
とう くうとけ けぉとけ し けさなあっえくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ. ╆ぇすけゃぇ きぇかおぇ
すぇ ういくっくぇょぇ ゃ かうつくぇすぇ うしすけ
さうは くぇ ょけち. ょ-さ ‶っくつけ ‶っくつっゃ, 
こさけそっしうけくぇかっく こけいくぇゃぇつ くぇ 
ゅけかっきうすっ うしすけさうつっしおう こさけ
ちっしう, ゃしなとくけしす, っ ういくっくぇょぇ 
しぇきけ くぇ こさなゃ こけゅかっょ.
╃-さ ‶っくつっゃ, おけえすけ つっすっ かっお

ちうう こけ ]すけこぇくしおぇ うしすけさうは, 
╇しすけさうは くぇ うおけくけきうつっしおうすっ 
すっけさうう う ]さぇゃくうすっかくぇ こけかう
すうつっしおぇ うおけくけきうは ゃ 〉′]] う 
っ いぇきっしすくうお-ょっおぇく こけ ╋っあ
ょせくぇさけょくけ しなすさせょくうつっしすゃけ 
くぇ ¨ぉとけうおけくけきうつっしおうは そぇ
おせかすっす, し せしきうゃおぇ さぇいおさうゃぇ 
いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ そぇおすぇ, 
つっ うきぇ すさっすう さぇいさはょ „]すさせ
ゅぇさ“, いぇしかせあっく くぇょかっあくけ 
こさっょ おけきうしうは くぇ ぇさしっくぇかしおけ
すけ ]‶〈〉... ‶けしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ 
けす しさっょくけすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ 
おぇいぇくかなておけすけ せつうかうとっ „〈け
ょけさ ぃかうっゃ“ – ょくっし ]¨〉 „╄お
いぇさた ┿くすうき ‶なさゃう“, いかぇすくう
はす きっょぇかうしす けす ぇくゅかうえしおぇすぇ 
こぇさぇかっかおぇ こさっおぇさゃぇ ゃ 〉‶╉ 
くぇ ]‶〈〉 „《さうょさうた ╄くゅっかし“. 
╋けあっ ぉう, いぇとけすけ ぉぇとぇ きせ っ ぇさしっくぇかっち, きけあっ ぉう, いぇとけすけ くぇ ぉなょっとうは いぇき.-ょっおぇく 
けす ¨╇《  きせ ういゅかっあょぇかけ, つっ すけゃぇ 〉‶╉ とっ きせ っ かっしくけ う とっ うきぇ ゃさっきっ いぇ こけょゅけすけゃ
おぇ こさう おぇくょうょぇすしすゃぇくっすけ ゃなゃ ╁〉╆, きけあっ ぉう,  いぇとけすけ いぇ すけゃぇ ゅけ こさけぇゅうすうさぇ ╉させき 
》さうしすけゃ–きかぇょてう, ゃしっ っょくけ. 《ぇおすなす しう っ そぇおす. ╃けおすけさなす こけ うしすけさうは ‶っくつっゃ おぇいゃぇ, 
つっ, ぇおけ きせ こさうこけきくはす きぇかおけ う しっゅぇ とっ きけあっ ょぇ さぇぉけすう くぇ しすさせゅ. ┿さしっくぇかしおうすっ きせ 
〉‶╉-しこけきっくう けつっさすぇゃぇす ょけぉさけすぇすぇ う ゃっかうおけょせてうっすけ くぇ けくっいう くっゅけゃう けぉせつうすっかう 
ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ, おけうすけ くはきぇかう くうとけ こさけすうゃ „ょぇ しう いぇすゃぇさはす けつうすっ“, おけゅぇすけ こけ 
ゃさっきっ くぇ こさぇおすうおぇ ぇぉうすせさうっくすなす ゃきっしすけ しすさせゅぇ, ういぉうさぇか ぉせきぇゅうすっ こけ うしすけさうは. 〈うは 
しこけきっくう いぇ ょけち. ‶っくつっゃ うょゃぇす こさっい すぇかぇいうすっ けす ょうき, ぉなかゃぇく けす ゃっつくぇすぇ ちうゅぇさぇ くぇ 
っょうく さぇぉけすくうお, おけえすけ くうおけゅぇ くっ しこうさぇか ょぇ こせてう. ╀っい すけゃぇ ょぇ こさっつう くぇ ぉなさいうすっ ょゃう
あっくうは くぇ さなちっすっ きせ きっあょせ しせこけさすぇ う くけあぇ.      
╉ぇすけ せつっく, ょけち. ‶っくつけ ‶っくつっゃ うきぇ  ぇおぇょっきうつくう いぇょぇつう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ うおけくけきうつっ

しおうすっ すっけさうう, おぇすけ いぇき.-ょっおぇく けさゅぇくういうさぇ ぇおぇょっきうつくう そけさせきう. 〉つぇしすゃぇ ゃ きっあょせ
くぇさけょくう おけくそっさっくちうう. ′ぇきうさぇ ゃさっきっ う いぇ さけょくうは ╉ぇいぇくかなお. 

]さっょ ぇくゅぇあうきっくすうすっ くぇ おけくしせかすぇくすぇ っ う こけょょさなあおぇすぇ くぇ かけおぇかくう ぉぇいう ょぇくくう いぇ さぇぉけすけ-
ょぇすっかう, こさっょかぇゅぇとう しゃけぉけょくう こけいうちうう う いぇ しこっちうぇかうしすう, うくすっさっしせゃぇとう しっ けす ゃないきけあくけしすう 
ょぇ いぇっきぇす こけょけぉくう こけいうちうう.
╇くそけさきぇちうは いぇ こさっょかぇゅぇくう こけいうちうう けす さぇぉけすけょぇすっかう う いぇ おぇくょうょぇすう, すなさしっとう おぇさうっさくけ 

ういさぇしすゃぇくっ きけあっ ょぇ しっ くぇきっさう ゃ しないょぇょっくぇすぇ こけ こさけっおすぇ っかっおすさけくくぇ こかぇすそけさきぇ ╁うさすせぇか-
くぇすぇ ]けちうぇかくぇ ┿おぇょっきうは www.vsa.bcci.bg., ゃ きけょせか  „╉ぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ”.   
‶さう うくすっさっし おなき すぇいう せしかせゅぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ う おぇくょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ しっ けぉさなとぇす おなき しない-

ょぇょっくうは ゃっつっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 『っくすなさ いぇ おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ.

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

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1...[╅『¨╊『〉《 『╅′╇¨【¨╊

╊っすっく おせさし しこっちうぇかくけ いぇ せつっくうちうすっ くぇ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” っ こけょゅけすゃうかぇ IT-そうさきぇ-

すぇ „╃ぇゃうょ 》けかょうくゅ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ っ つぇしす けす 
けぉとうすっ うくうちうぇすうゃう きっあょせ せつうかうとっすけ う きっしすくうは 
ぉういくっし, し ちっか  きけすうゃぇちうは くぇ きかぇょうすっ たけさぇ ょぇ 
さぇいゃうゃぇす しっぉっ しう う しゃけうすっ いぇかけあぉう. ‶ぇさぇかっかくけ 
し すけゃぇ こさけょなかあぇゃぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ きかぇょっあうすっ 
けす ‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 
いぇ かはすくぇ こさぇおすうおぇ ゃ ゅっさきぇくしおうは ゅさぇょ ╃さっいょっく.
′けゃぇすぇ ゃないきけあくけしす いぇ せつっくうちうすっ しすぇゃぇ さっ-

ぇかくけしす ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ っゃさけこっえしおうは こさけっおす 
„╉けきこのすなさくけ こさけっおすうさぇくっ くぇ すったくけかけゅうう ゃ きぇ-
てうくけしすさけっくっすけ”, そうくぇくしうさぇく し 43 000€ けす こさけ-
ゅさぇきぇ „╊っけくぇさょけ“-╋けぉうかくけしす. 
╁ ╃さっいょっく, いぇ おなょっすけ こさっょしすけう ょぇ いぇきうくぇす しなゃ-

しっき しおけさけ, ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 20 ょくう おぇいぇくかなて-
おうすっ きかぇょっあう とっ くぇぉかのょぇゃぇす う せしゃけはゃぇす っゃさけ-

こっえしおうすっ こけしすうあっくうは う しすぇくょぇさすう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ おけきこのすなさくけすけ こさけっおすうさぇくっ う さぇぉけすぇすぇ し 
つっさすけあくう こさけゅさぇきう AutoCAD う Inventor. ╂っさきぇくしおうはす けぉせつうすっかっく こぇさすくぬけさ けす ゅさぇょ ╃さっい-
ょっく, こけかいゃぇえおう おけくすぇおすうすっ しう し くっきしおう せつうかうとぇ, せくうゃっさしうすっすう う そうさきう, とっ いぇこけいくぇっ 
せつっくうちうすっ くう し くぇえ-くけゃうすっ こけしすうあっくうは ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ こさけっおすうさぇくっすけ ゃ 2D う 3D そけさきぇす う 
とっ こさっょかけあう ぇすさぇおすうゃくぇ おせかすせさくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ きかぇょっあうすっ.
╁ おさぇは くぇ けぉせつっくうっすけ ゃ ╂っさきぇくうは せつぇしすくうちうすっ ゃ かはすくぇすぇ こさぇおすうおぇ  とっ こけかせつぇす ‶さけそっしう-

けくぇかっく う ╄いうおけゃ しっさすうそうおぇす, おぇおすけ う Europass ╋けぉうかくけしす, おけうすけ  けしうゅせさはゃぇす しなとっしすゃっくけ  
こさっょうきしすゃけ こさう ういぉけさぇ くぇ さぇぉけすぇ. 

╉さぇしうきうさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ
‶さっこけょぇゃぇすっか ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 

Посланик Раз (в средата) на среща с 

кмета на Казанлък
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„┿さしっくぇか“ ┿╃ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお すなさしう ょぇ くぇいくぇつう 
くぇ さぇぉけすぇ うくあっくっさう う すったくうちう, おけうすけ ょぇ さぇぉけすはす 
おぇすけ おけくしすさせおすけさう くぇ くっしすぇくょぇさすくけ けぉけさせょゃぇくっ, 
とぇきこう, とぇくちう う きぇてうくう - しさっとせ きくけゅけ ょけぉさけ いぇ-
こかぇとぇくっ こけ ょけゅけゃけさおぇ.

╆ぇ しこさぇゃおう くぇ すっか.: 0889 632 071

《╆っ╇╅

〈っさけさういきなす くっ きけあっ ょぇ くう こけぉっょう. ¨すくけてっくうはすぇ きっあょせ ょゃっすっ しすさぇくう しっ こけょけぉさは
ゃぇす, くぇせつうかう しきっ しう せさけおぇ けす しなぉうすうはすぇ こさっょう ょゃっ ゅけょうくう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╇きぇ ゃうしけおぇ 

つせゃしすゃうすっかくけしす こけ けすくけてっくうっ くぇ しうゅせさくけしすすぇ くぇ すせさうしすうすっ, ょけゃけかくう しきっ けす くうゃけすけ くぇ 
しうゅせさくけしす くぇ ういさぇっかしおうすっ すせさうしすう すせお. 
〈けゃぇ いぇはゃう ゃ ╉ぇいぇくかなお ょゃっ ゅけょうくう しかっょ ぇすっくすぇすぇ くぇ かっすうとっ ]ぇさぇそけゃけ しさっとせ ういさぇっか

しおう すせさうしすう こけしかぇくうおなす くぇ ╇いさぇっか せ くぇし ′. ‶さ. 【ぇせか ╉ぇきうしぇ [ぇい. ╁ ゅさぇょぇ ょうこかけきぇすなす 
こさけゃっょっ しさっとぇ う し おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. ‶けしかぇくうお [ぇい くっ ういおかのつう ゃないきけあくけしすすぇ すっ
けさっすうつくけ こけしかっょくうすっ しなぉうすうは ゃ ╇いさぇっか, しゃなさいぇくう し くぇこさっあっくうっすけ けおけかけ けすゃかうつぇくっすけ 
う せぉうえしすゃけすけ くぇ すさうきぇすぇ きかぇょっあう, ょぇ うきぇす ゃかうはくうっ ゃなさたせ ょっえしすゃうすっかくけしすすぇ う „くはおけう 

うしかはきうしすおう そせくょぇきっくすぇ
かうしすおう そぇおすけさう ょぇ けこうすぇす 
ょぇ こけかせつぇす ょせたけゃくぇ うかう 
そうくぇくしけゃぇ こけょおさっこぇ, いぇ 
ょぇ くぇこぇょくぇす ゅさせこう ういさぇ
っかしおう すせさうしすう うかう っゃさっえ
しおう ちっかう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁う
くぇゅう うきぇ そぇくぇすうちう“, おぇいぇ 
こなさゃうはす ょうこかけきぇす くぇ ╇い
さぇっか せ くぇし, おぇすけ こけょつっさ
すぇ, つっ „おぇすけ ちはかけ ういさぇっか
しおうすっ すせさうしすう しっ つせゃしすゃぇす 
しうゅせさくう ゃ ╀なかゅぇさうは“.
′. ‶さ. ╉ぇきうしぇ [ぇい ゃうしけおけ 

けちっくう ゃうょはくけすけ ゃ けさなあっえ
くうは いぇゃけょ „┿さしっくぇか“, おぇすけ いぇはゃう, つっ っ ゃないたうすっく けす さぇぉけすぇすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ う こさけういゃけょ
しすゃぇすぇ ゃ ゅさぇあょぇくしおうは しっおすけさ. 〈けえ けちっくう こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ „┿さしっくぇか“ おぇすけ „ういおかのつう
すっかくけ ゃぇあくけ いぇ ゅさぇょぇ“. „╇きぇすっ きくけゅけ ょけぉさう うくょせしすさうぇかくう こさけういゃけょしすゃぇ ゃ ゅさぇょぇ う, 
おぇすけ ぉうゃて おきっす ゃ ╇いさぇっか, いくぇき さけかはすぇ くぇ すっいう こさけういゃけょしすゃぇ.〈っ しぇ ういすけつくうお くぇ ょけたけょう, 
すっ きけゅぇす ょぇ いぇょなさあぇす きかぇょうすっ たけさぇ すせお“, おぇいぇ けとっ [ぇい.
╉せかすせさくうはす すせさういなき う ぇすさぇおちううすっ しぇ くっとけ, おけっすけ きけあっ ょぇ こさうゃかっつっ すせさうしすうすっ ゃなゃ 

ゃぇてうは ゅさぇょ, いぇはゃう すけえ こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ しう し おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
‶けしかぇくうおなす う おきっすなす ゃっつっ しぇ ゃけょうかう さぇいゅけゃけさう いぇ ゃおかのつゃぇくっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ すせさうし
すうつっしおう きぇさてさせす いぇ ういさぇっかしおう すせさうしすう こけ けしすぇ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ – ╉ぇいぇくかなお - ‶かけゃょうゃ, 
╀ぇくしおけ う ]ぇきけおけゃ.
‶け ょせきうすっ くぇ こけしかぇくうお [ぇい, っょゃぇ 20% けす ういさぇっかしおうすっ すせさうしすう しっ うくすっさっしせゃぇす けす 

ゃなすさってっく すせさういなき. ‶け-ゅけかはきぇすぇ つぇしす こけしっとぇゃぇす 』っさくけきけさうっすけ, ょさせゅぇすぇ - しおう ちっくすさけ
ゃっすっ.
‶さう しかっょゃぇとけすけ しう こけしっとっくうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお し おきっすぇ くぇ ゅさぇょぇ とっ ぉなょっ けぉしなょっくぇ う すっ

きぇすぇ いぇ っゃっくすせぇかくぇ さっおけくしすさせおちうは くぇ っゃさっえしおうすっ ゅさけぉうとぇ ゃ ゅさぇょぇ. 
‶なさゃうはす ょうこかけきぇす くぇ ╇いさぇっか せ くぇし くっ しおさう こさうはすくうすっ しう ゃこっつぇすかっくうは けす けぉとぇすぇ ゃう

いうは くぇ ゅさぇょぇ, いぇ おけはすけ こさうくけし うきぇ う おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
„〈は うきぇ ょっえくぇ ゃういうは いぇ ぉなょっとっすけ. 〈けゃぇ けすかうつぇゃぇ ょけぉさうは けす こけしさっょしすゃっくうは おきっす. ╃け

ぉさうはす おきっす ゅさぇょう あうゃけすぇ ゃ くぇしすけはとっすけ し きうしなか いぇ ぉなょっとっすけ“, おけきっくすうさぇ ういさぇっかしおうはす 
こけしかぇくうお.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

′けゃう おぇすっさせておう さぇょゃぇす きぇかつせゅぇくうすっ けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
『╃╂ „╀せさぇすうくけ“ けす くはおけかおけ ょくう くぇしぇき. ╋けょっさくうすっ う 

ぇぉしけかのすくけ ぉっいけこぇしくう しなけさなあっくうは ぉはたぇ ょけしすぇゃっくう う きけく
すうさぇくう ゃ ょゃけさぇ くぇ ょっすしおけすけ いぇゃっょっくうっ しなし しなょっえしすゃうっすけ くぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ, さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃, 
しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ょうさっおすけさなす くぇ „╀せさぇすうくけ“  
]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ. ]かっょ さっきけくすぇ こさっい こさけかっすすぇ くぇ そういおせか
すせさくうは しぇかけく いぇ ょっちぇすぇ, おけうすけ ゃっつっ うゅさぇはす ゅうきくぇしすうおぇ う 
しこけさすせゃぇす ゃ けしゃっあっくぇ しさっょぇ, しすぇくぇかぇ そぇおす し すさせょぇ くぇ ぇさしっ
くぇかしおうすっ さぇぉけすくうちう, しっゅぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ こけきぇゅぇ 
う いぇ けぉけさせょゃぇくっすけ くぇ ょゃけさぇ くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ し きけょっさくう 
う しうゅせさくう いぇ いょさぇゃっすけ くぇ ょっちぇすぇ しなけさなあっくうは. [ぇぉけすくうちう 

けす „┿さしっくぇか“ ゃっつっ しぇ ょっきけくすうさぇかう しすぇさうすっ う けこぇしくう せさっ
ょう けす ょゃけさぇ くぇ ゅさぇょうくぇすぇ う しぇ こけしすぇゃうかう くけゃうすっ こなさいぇかおう 
う おぇすっさせておう, ういさぇぉけすっくう けす ょなさゃけ う こかぇしすきぇしぇ. ╃っすしおぇすぇ 
こかけとぇょおぇ いぇ うゅさぇ っ こけかせつうかぇ くぇょかっあくけ さぇいさってっくうっ けす ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇおゃけすけ しっ ういうしおゃぇ けす くけさきぇすうゃくぇすぇ せさっょ
ぉぇ, うくそけさきうさぇ けとっ ょうさっおすけさなす ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ. 
]なけさなあっくうはすぇ うきぇす しこっちうぇかっく しっさすうそうおぇす, けぉはしくう けとっ 

すは. ╂ぇくつっゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ ぉっい こけょおさっこぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおけ
すけ さなおけゃけょしすゃけ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさ
きぇすぇ くっ ぉう きけゅかぇ ょぇ しっ しこさぇゃは すぇおぇ ょけぉさっ し こけしすけはくくけすけ 
こさっけぉけさせょゃぇくっ う こけょょさなあおぇすぇ くぇ ちはかぇすぇ きぇすっさうぇかくぇ つぇしす. 
‶けょおさっこぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか“ くぇ こさぇおすうおぇ こけょこけきぇゅぇ ぉのょあっすぇ 
くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ う こさぇゃう ゃないきけあくぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ 
さっょうちぇ ょっえくけしすう, おけうすけ こけしすけはくくけ こけょけぉさはゃぇす せしかけゃうはすぇ 
くぇ けぉせつっくうっ, ゃないこうすぇくうっ う こさっぉうゃぇゃぇくっ ゃ ちっかけょくっゃくけすけ 
ょっすしおけ いぇゃっょっくうっ, しこけょっかは ょうさっおすけさなす くぇ „╀せさぇすうくけ“. „′っ 
きけあっき ょぇ ょうてぇきっ ぉっい „┿さしっくぇか“!“ – せしきうたゃぇ しっ ╂ぇくつっゃぇ 
しかっょ けすおさうゃぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ くぇ 11-う のかう. 
╁なゃ ゃさっきっすけ くぇこさっょ ゃ  ょゃけさぇ とっ ぉなょぇす ょけぉぇゃはくう う けとっ 
くけゃう しなけさなあっくうは.
╊はすけすけ ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ すっつっ くけさきぇかくけ, 

っあっょくっゃくけ すせお うょゃぇす ょけ 70 ょっちぇ ゃ しそけさきうさぇくうすっ こさっい ゃぇ
おぇくちうはすぇ しぉけさくう ゅさせこう. ‶さっい ぇゃゅせしす „╀せさぇすうくけ“ とっ こさけ
ょなかあぇゃぇ ょぇ こさうっきぇ ょっちぇすぇ くぇ さけょうすっかう, おけうすけ くはきぇ ょぇ しう 
こけつうゃぇす ゃ けすこせしお. ╂さぇょうくぇすぇ とっ さぇぉけすう っょうく きっしっち し くぇきぇ
かっく おぇこぇちうすっす, くけ くはきぇ ょぇ いぇすゃぇさは ゃさぇすう, うくそけさきうさぇ けとっ 
╂ぇくつっゃぇ. ╊はすくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ ょっちぇすぇ けしうゅせさはゃぇ ゃないょせてくう 
う しかなくつっゃう ぉぇくう う いぇおぇかうすっかくう こさけちっょせさう, さぇいくけけぉさぇいくう 
うゅさう う いぇくうきぇくうは くぇ けすおさうすけ.
╆ぇ ょぇ うきぇ けとっ こけ-ゅけかっきう ゅぇさぇくちうう いぇ いょさぇゃっすけ くぇ ょっちぇ

すぇ すせお, くぇしおけさけ しぇ こけしすぇゃっくう う くけゃう そうかすさう くぇ おさぇくけゃっすっ 
くぇ こうすっえくぇすぇ ゃけょぇ. ╃っえくけしすうすっ こけ きけくすうさぇくっすけ けすくけゃけ しぇ 
ょっかけ くぇ ぇさしっくぇかちう. 〈ぇおぇ, し すはたくぇ こけきけと, ょっちぇすぇ けす ゅさぇ
ょうくぇすぇ こうはす こけ-つうしすぇ ゃけょぇ, しこけさっょ くけゃうすっ ういうしおゃぇくうは くぇ 
いょさぇゃくうすっ けさゅぇくう.   
„┿さしっくぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ ぇぉしけかのすくけ ゃうくぇゅう っ けすおかうお

ゃぇかけ くぇ くぇてぇすぇ くせあょぇ けす こけょおさっこぇ. ′うおけゅぇ くっ くう っ けす
おぇいぇくけ おぇおゃけすけ う ょぇ ぉうかけ, ゃ こけかいぇ くぇ ょっちぇすぇ“, けぉはしくはゃぇ 
ょうさっおすけさなす くぇ „╀せさぇすうくけ“, おけはすけ くぇっしっく とっ こけしさっとくっ けとっ 
30 くけゃう すさうゅけょうてくう きぇかつせゅぇくう, つううすけ さけょうすっかう さぇぉけすはす ゃ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 
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╁しなとくけしす, ‶っくつけ ‶っくつっゃ 
っ っょうく けす ょくってくうすっ うきっ-

くうすう おぇいぇくかなつぇくう, くけ おぇおすけ 
しすぇゃぇ ょくっし, いぇ すはた くっ しっ いくぇっ 
きくけゅけ. ]すぇすうう くぇ ょ-さ ‶っくつっゃ 
しぇ こせぉかうおせゃぇくう ゃ さっそっさう-
さぇくう しこうしぇくうは ゃ つせあぉうくぇ, 
おぇすけ ]┿】 う 《さぇくちうは. 〈させょけ-
ゃっすっ きせ „Eかっおすさうそうおぇちうはすぇ 
ゃ しすけこぇくしおぇすぇ こけかうすうおぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ 1879-
1944”, „╃せくぇゃ きけしす – 100 
ゅけょうくう ょうこかけきぇちうは う こけかう-
すうおぇ” う „╉ぇお しっ くぇかうゃぇたぇ けし-
くけゃうすっ. ╉なき さぇくくぇすぇ うしすけさうは 
くぇ おけさせこちうはすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは” 
しぇ ゃっつっ, くっ しぇきけ てうさけおけ うい-
ゃっしすくう くぇ くぇせつくうすっ しさっょう, くけ 
う くぇ いぇうくすっさっしけゃぇくうは くっこさけ-
そっしうけくぇかっく つうすぇすっか, ういおせ-
てっく けす ぉっいこさうしすさぇしすくけ こけょ-
くっしっくうすっ うしすけさうつっしおう そぇおすう 
けす くけゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ しすけこぇく-
しおぇ うしすけさうは. ′け こなすっつおぇすぇ 
ゃ ゅけかはきぇすぇ くぇせおぇ いぇ ‶っくつっゃ 
すさなゅゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお, くっ しぇきけ 
いぇとけすけ こさっい 1971-ゃぇ っ さけょっく 
すせお. ╃けおすけさしおうはす きせ すさせょ っ 
ういちはかけ こけしゃっすっく くぇ さけょくうは 
おさぇえ. „╉ぇいぇくかなておうはす おさぇえ 
こさっい ╁ないさぇあょぇくっすけ“ っ さっいせか-
すぇす けす ょなかゅけゅけょうてくう くっゅけゃう 
ういしかっょゃぇくうは くぇ たうかはょう しすさぇ-
くうちう こさっさけゃっくう こなさゃけういゃけ-
さう けとっ けす ゃさっきっすけ くぇ せつう-
すっかしすゃぇくっすけ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
ゅうきくぇいうは „╉うさうか う ╋っすけょうえ“. 
╁ ゅうきくぇいうはすぇ, いぇっょくけ し こさっ-
こけょぇゃぇくっすけ う こけょゅけすけゃおぇすぇ 
くぇ ょけおすけさぇすぇ, ‶っくつっゃ くぇきうさぇ 
ゃさっきっ う いぇ ょっしっすおうすっ おぇくょう-
ょぇす-しすせょっくすう, おけうすけ けすおさうゃぇす 
こなすは しう おなき こさぇゃけすけ, うしすけ-
さうはすぇ う せしこってくぇすぇ おぇさうっさぇ, 
こさっい おせさしけゃっすっ う けぉせつっくうっすけ, 
おけっすけ すけえ うき ょぇゃぇ し こっつぇすぇ 
“╂ぇさぇくすうさぇくけ ゃかういぇくっ ゃ ]け-
そうえしおう せくうゃっさしうすっす“.  ╇きっく-
くけ おぇすけ こけいくぇゃぇつ くぇ きっしすくぇすぇ 
うしすけさうは, いぇこうすぇく いぇ そぇおすう 
けす きうくぇかけすけ, こけょしおぇいゃぇとう 
しなゃさっきっくくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお, ょ-さ ‶っくつっゃ おぇいゃぇ: 
“╋うくぇかけすけ くっ こさっょけこさっょっ-
かは ぉなょっとっすけ. ╁なこさっおう すけゃぇ, 
ゃなゃ ゃないさけあょっくしおぇすぇ うしすけさうは 
くぇ ╉ぇいぇくかなておけ きけゅぇす ょぇ しっ 
けすおさうはす っかっきっくすう けす しすけこぇく-
しおうは う おせかすせさくうは あうゃけす くぇ 
ゅさぇょぇ, おけうすけ う しっゅぇ しぇ ゃぇあくう. 
′ぇこさうきっさ, こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ さけいけゃけ きぇしかけ, おけっすけ いぇ-
こけつゃぇ こさっい ╁ないさぇあょぇくっすけ, 
こさっきうくぇゃぇ こさっい きくけゅけ こっさう-
こっすうう う ょけ ょくっし っ けこさっょっかは-
とけ いぇ こけきうくなおぇ くぇ さっゅうけくぇ. 
╆ぇ しなあぇかっくうっ, こさっょこさうっきぇ-
つっしおうはす ょせた くぇ ゅけかっきうすっ さけ-
いけすなさゅけゃちう しはおぇて かうこしゃぇ ゃ 
しなゃさっきうっすけ. ╋うしかは, つっ こさっ-
ょこさうっきぇつっしおうはす  ょせた くぇ おぇ-
いぇくかなつぇくう, ぇ う おぇすけ ちはかけ, 
しっ せくうとけあぇゃぇ し かのぉっいくけすけ 
しなょっえしすゃうっ くぇ ゃしっけぉたぇすくうすっ 
ょなさあぇゃくう さっゅせかぇちうう, ゃ すけゃぇ 
つうしかけ う くぇ ╄ゃさけこけっえしおうは 
しなのい“. ╉ぇすけ せつっく, ょけち. ‶っく-
つっゃ おけきっくすうさぇ ぉっい ういかうてくう 
こさうしすさぇしすうは う ゃなこさけしうすっ, 
しゃなさいぇくう し さぇくくぇすぇ うしすけさうは 
くぇ  おけさせこちうはすぇ せ くぇし, しすぇくぇかう 
こさっょきっす くぇ すさっすぇすぇ きせ おくう-
ゅぇ. „╉けさっくうすっ くぇ おけさせこちうはすぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは しっ おさうはす けとっ ゃ 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇ ょなさあぇゃぇ, しかっょ ¨しゃけ-
ぉけあょっくうっすけ“, すゃなさょう ういしかっ-
ょけゃぇすっかはす. ‶けこうすぇく いぇ せさけおぇ, 
おけえすけ しきっ こさけこせしくぇかう ょぇ くぇ-
せつうき, いぇ ょぇ けゅさぇくうつうき てうさけ-
おけきぇとぇぉくうすっ おけさせこちうけくくう 
こさぇおすうおう せ くぇし, うしすけさうおなす っ 
おぇすっゅけさうつっく: „〉さけおなす, おけえすけ 
しきっ こさけこせしくぇかう ょぇ くぇせつうき, っ, 

つっ おけかおけすけ こけゃっつっ ょなさあぇゃぇ 
うきぇ ゃ さぇいかうつくうすっ しそっさう くぇ 
けぉとっしすゃっくうは あうゃけす, すけかおけゃぇ 
こけ-ゃうしけおけ っ くうゃけすけ くぇ おけさせこ-
ちうは. ]こけさっょ きっく, ゃしはおぇ ゃかぇしす 
くぇゃしはおなょっ っ こさけょぇあくぇ, ぇ ぇおけ 
くっ っ こさけょぇあくぇ, っ ょうおすぇすけさ-
しおぇ. ╁ すけいう しきうしなか, おけかおけすけ 

こけ-きぇかおぇ っ ょなさあぇゃくぇすぇ くぇきっ-
しぇ ゃ しすけこぇくしおうは, おせかすせさくうは, 
けぉさぇいけゃぇすっかくうは う す. く. あうゃけす, 
すけかおけゃぇ こけ-くうしおけ とっ っ くうゃけ-
すけ くぇ おけさせこちうは. ‶さっょう 1944 
ゅ. くぇえ-ゅけかっきうすっ ょなさあぇゃくう 
こさっょこさうはすうは しぇ „╋うくう ‶っさ-
くうお“  う ╀╃╅. ╇ ょゃっすっ しぇ けぉ-
さぇいっち くぇ おけさせこちうは. ′っ すさはぉゃぇ 
ょぇ いぇぉさぇゃはきっ, つっ おけさせこちうはすぇ 
っ ういゅけょくぇ う きくけゅけ たけさぇ ういけぉ-
とけ くっ うしおぇす ょぇ しっ ぉけさはす し くっは 
-  おぇすけ しっ いぇこけつくっ けす くぇえ-くう-
しおけすけ う しっ しすうゅくっ ょけ くぇえ-ゃう-
しけおけすけ くうゃけ.“ 
¨ぉさぇすくけ くぇ こけこせかはさくけすけ 

きくっくうっ, ょ-さ ‶っくつっゃ けすおさう-
ゃぇ くぇえ-きぇとぇぉくぇ おけさせこちうけく-
くぇ こさぇおすうおぇ う ゃ しけちうぇかうし-
すうつっしおうは さっあうき けす 1944 ょけ 
1989-すぇ. “╁かぇしすすぇ ちっかっくぇしけ-
つっくけ おけさせきこうさぇ ちっかうは くぇ-
さけょ - せこさぇゃかはゃぇとぇすぇ こぇさすうは 
こけょおせこゃぇ くぇさけょぇ し こさうゃうょくけ 
ぉかぇゅけょっくしすゃうっ しさっとせ いぇゅせぉぇ 
くぇ しゃけぉけょぇ, かうつくけ ょけしすけえく-
しすゃけ, しけぉしすゃっくけしす“, っ ぇくぇ-

かういなす くぇ うしすけさうおぇ, こさけせつうか 
けしくけゃうすっ くぇ おけさせこちうけくくうすっ 
こさぇおすうおう せ くぇし. “〈けゃぇ ぉかぇゅけ-
ょっくしすゃうっ っ ゃいっすけ くぇ いぇっき けす 
しかっょゃぇとうすっ こけおけかっくうは. 〈けゃぇ 
ぉかぇゅけょっくしすゃうっ くうっ こかぇとぇきっ 
しっゅぇ う とっ こさけょなかあうき ょぇ ゅけ 
こかぇとぇきっ“, っ けちっくおぇすぇ くぇ ょけ-

ちっくすぇ こけ しすけこぇくしおぇ うしすけさうは. 
╉けさっくうすっ くぇ おけさせこちうけくくうすっ 
こさぇおすうおう ゃ ぉかういおけすけ きうくぇかけ 
ょ-さ ‶っくつっゃ ゃうあょぇ ゃ さっぇかくぇ-
すぇ ゃないきけあくけしす う こさぇおすうおぇ, 
ゃしっおう, しこけさっょ きはしすけすけ しう ゃ 
しけちうぇかくぇすぇ えっさぇさたうは, ょぇ しう 
ゃいうきぇ おけかおけすけ きけあっ いぇ しっぉっ 
しう けす す. くぇさ. „けぉとけくぇさけょくけ 
ぉけゅぇすしすゃけ“. ]けちうぇかうしすうつっ-
しおけすけ きうくぇかけ くぇ ょくってくけすけ くう 
しすけこぇくしすゃけ, けぉぇつっ, けこさっょっかっ-
くけ うきぇ こさうくけし いぇ しっゅぇてくうは  
くぇせつっく うくすっさっし くぇ ぇおぇょっきうつ-
くぇすぇ けぉとくけしす ゃ ╄ゃさけこぇ おなき 
うおけくけきうつっしおうすっ こさけちっしう ゃ 
╀なかゅぇさうは. ╃-さ ‶っくつっゃ くぇきう-
さぇ っょくぇ けす こさうつうくうすっ いぇ すけいう 
うくすっさっし ゃ こさけょなかあうすっかくぇすぇ, 
ょっしっすうかっすくぇ かうこしぇ ゃ つせあぉうくぇ 
くぇ ょけしすぇすなつくけ うくそけさきぇちうは 
いぇ けくけゃぇ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは. „╁ うくすっさっし くぇ うし-
すうくぇすぇ, しこけさっょ きっく, こけゅかっ-
ょくぇすぇ けすゃなく, ╀なかゅぇさうは ういけぉ-
とけ くっ っ つぇお すけかおけゃぇ いかっ, くぇ 
そけくぇ くぇ おさういぇすぇ ゃ ╂なさちうは, 

しなぉうすうはすぇ ゃ 〉おさぇえくぇ う ょさせゅう 
しすさぇくう“, せぉっょっく っ うしすけさうつっ-
しおうはす ぇくぇかういぇすけさ. ] けぉっお-
すうゃくけしすすぇ くぇ ういしかっょけゃぇすっか, 
いぇ おけゅけすけ しゃっすなす くうおけゅぇ くっ っ 
くうすけ しぇきけ つっさっく, くうすけ しぇきけ 
ぉはか, ょけち. ‶っくつっゃ けすつうすぇ う 
こけかいうすっ, う しなきくっくうはすぇ, おけうすけ 

くけしう かうつくけしすすぇ くぇ しないょぇすっかは 
くぇ „┿さしっくぇか“ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なか-
おけゃ. „╆ぇ しなあぇかっくうっ, しなきくっくう-
はすぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ おけさせこちうけくくう 
しょっかおう こさう ゃけっくくう ょけしすぇゃおう 
くっ こけょきうくぇゃぇす う しぇきうは ゅっく. 
╁なかおけゃ“, おぇいゃぇ ょけち. ‶っくつっゃ. 
] くぇせつくぇすぇ ぉっかっあおぇ, つっ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ ゃけっくくぇ こさけきうてかっ-
くけしす うきぇ しゃけうすっ くぇつぇかぇ けすゃなょ 
╉ぇいぇくかなお – ゃ させしおぇすぇ ゃけっくくけ-
さっきけくすくぇ さぇぉけすうかくうちぇ, けしすぇ-
くぇかぇ せ くぇし しかっょ ¨しゃけぉけょうすっか-
くぇすぇ ゃけえくぇ う ょぇかぇ くぇつぇかけすけ 
くぇ こなさゃぇすぇ くう ゃけっくくぇ そぇぉさう-
おぇ, ょ-さ ‶っくつっゃ けすぉっかはいゃぇ, つっ ゃ 
うしすけさうはすぇ, おぇすけ „おさなゃけかけお“ う 
„ゃょなたくけゃうすっか くぇ ╀っかうは すっさけさ 
ゃ ╀なかゅぇさうは“, っ ういゃっしすっく くっ 
しぇきうはす ゅっく. ╁なかおけゃ, ぇ こさけそ. 
┿かっおしぇくょなさ 『ぇくおけゃ, ゃ つうっすけ 
こさぇゃうすっかしすゃけ ゅっく. ╁なかおけゃ っ 
ぉうか ゃけっくっく きうくうしすなさ. „]ゃぇかは-
くっすけ くぇ っょくけ いぇおけくくけ こさぇゃう-
すっかしすゃけ つさっい こさっゃさぇす しなし しう-
ゅせさくけしす くっ きけあっ ょぇ しっ けちっくう 
こけかけあうすっかくけ, くけ こなお – しゃぇかっ-

くけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ っ おけさせきこう-
さぇくけ う こけこせかうしすおけ“, ぇくぇかういう-
さぇ ょけち. ‶っくつっゃ うしすけさうつっしおぇすぇ 
しうすせぇちうは こけ ゃさっきっすけ くぇ ゅっく. 
╁なかおけゃ, いぇ おけゅけすけ こさういくぇゃぇ, 
つっ くっ きせ っ かのぉうき うしすけさうつっしおう 
こっさしけくぇあ, くけ いぇしかせゅうすっ きせ くぇ 
ゅっさけえ ゃなゃ ゃけえくうすっ う すゃなさょけすけ 
けすしすけはゃぇくっ くぇ うくすっさっしうすっ くぇ 
しすさぇくぇすぇ, しこけさっょ しけぉしすゃっくうすっ 
さぇいぉうさぇくうは, くっ きけあっ ょぇ きせ しっ 
けすさっつっ.
╁なこさっおう, つっ くぇせつくうすっ うく-

すっさっしう くぇ ょ-さ ‶っくつっゃ ゃ こけ-
しかっょくけ ゃさっきっ ゃしっ こけゃっつっ 
こさったゃなさかはす おなき すっけさうはすぇ くぇ 
うおけくけきうおぇすぇ, すけえ こさけょなかあぇ-
ゃぇ ょぇ ぉなょっ けすいうゃつうゃ おなき うし-
すけさうつっしおうすっ すっきう, しゃなさいぇくう し 
さけょくうは ゅさぇょ う ╉ぇいぇくかなておうは 
おさぇえ. ╁ こけさっょうちぇすぇ けす くぇせつ-
くう そけさせきう せ くぇし, ゃ ╄ゃさけこぇ う 
[せしうは, すけえ とっ くぇきっさう ゃさっきっ 
すぇいう っしっく う いぇ うしすけさうつっしおぇすぇ 
おけくそっさっくちうは, けさゅぇくういうさぇくぇ 
ゃ ╄くうくぇ いぇ ╃っくは くぇ ぉせょうすっかう-
すっ こけ こけゃけょ 200-ゅけょうてくうくぇすぇ 
けす  けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ せつうかう-
とっすけ. ╃-さ ‶っくつっゃ こけょょなさあぇ 
ゃさないおう し ╊》╋ „』せょけきうさ“ う 
╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ“, 
くっゅけゃぇすぇ こなさゃぇ おくうゅぇ „╉ぇいぇく-
かなておうはす おさぇえ こさっい ╁ないさぇあょぇ-
くっすけ“, ういょぇょっくぇ けす 《けくょぇちうは 
„』せょけきうさ“ こさっょう すさう ゅけょうくう, 
ぉっ こけょぇさっくぇ けす ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ けすかうつくうちうすっ けす ゃう-
こせしおぇ くぇ ゃしうつおう おぇいぇくかなて-
おう ぇぉうすせさうっくすう. ╁ ╉ぇいぇくかなお 
ょけち. ‶っくつっゃ しっ ゃさなとぇ いぇさぇ-
ょう さけょくうは ょけき う ぉかういおうすっ 
こさうはすっかう. ╁うくぇゅう こさっょしすぇゃは 
すせお しゃけうすっ おくうゅう. ]なこさせゅぇ-
すぇ – ╁っかうくぇ, せつうすっか し ゃしうつおう 
こさけそっしうけくぇかくう こっょぇゅけゅうつっ-
しおう おゃぇかうそうおぇちうう, おぇいぇくかな-
つぇくう いくぇはす けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
ぉってっ つぇしす けす さっょぇおちうけくくうは 
っおうこ くぇ ゃっしすくうお „]っょきうちぇ“. 
]っきっえしすゃけすけ, こけ しうかぇすぇ くぇ 
いょさぇゃうは おけくしっさゃぇすうゃっく ぉなか-
ゅぇさしおう ょせた, けぉうつぇ ょぇ しっ ゃさな-
とぇ おなき おけさっくうすっ. ‶さっい かはすけすけ 
う ゃなゃ ゃしっおう ゃないきけあっく ょっく いぇ 
こけつうゃおぇ ぉぇとうくぇすぇ おなとぇ くぇ 
╁っかうくぇ ゃ ゅぇぉさけゃしおぇすぇ ╀せさは 
ょぇゃぇ しこけおけえしすゃうっすけ, くせあくけ う 
いぇ ういしかっょけゃぇすっかしおぇすぇ さぇぉけすぇ, 
う いぇ ぉはゅしすゃけすけ, けす おけっすけ ゃしっ-
おう ょうくぇきうつっく つけゃっお ょくっし うきぇ 
くせあょぇ. 
╊っすくうすっ けすこせしおう しぇ ゃさっきっ いぇ 

くけゃう ゃこっつぇすかっくうは けす ょっしすう-
くぇちうう ゃ つせあぉうくぇ. ╉けゅぇすけ うきぇ 
ゃさっきっ, ‶っくつけ ‶っくつっゃ はたゃぇ 
ゃっかけしうこっょぇ. 』っしすけ – し ちはかけすけ 
しっきっえしすゃけ. 】っさおぇすぇ ╃っくうちぇ, 
さけょっくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, っ とっさおぇ 
くぇ ぉぇとぇ しう. 17-ゅけょうてくぇ, すは 
ゃっつっ っ くぇ „すう“ し ぇくゅかうえしおうは う 
うしこぇくしおうは, こけしかっょくけすけ え せゃ-
かっつっくうっ っ そさっくしおうはす, いぇとけすけ 
っ さってうかぇ ょぇ ういぉっさっ そさっくしおう 
せくうゃっさしうすっす. [ぇいぉうさぇ しっ, せゃ-
かっつっくぇ っ けす けぉとっしすゃっくうすっ 
くぇせおう... ‶けさぇしくぇかぇすぇ こけぉっ-
ょうすっかおぇ ゃ „╉けえ っ こけ-こけ-くぇえ“ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ こっつっかう くぇ-
ゅさぇょう けす ゃしっゃないきけあくう せつっくう-
つっしおう おけくおせさしう. ′ぇしおけさけ ゃいっ 
こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ いぇ さぇいおぇい 
けす くぇちうけくぇかくうは かうすっさぇすせさっく 
おけくおせさし „‶っすは ╃せぉぇさけゃぇ“. ╁ 
しっきっえしすゃけすけ しっ てっゅせゃぇす, つっ 
っ ゅっくっすうつくけ こさうたゃぇくぇかぇ ゅさぇ-
そけきぇくしすゃけすけ, けす おけっすけ しすさぇ-
ょぇす ょっしっすおう おぇいぇくかなつぇくう, けぉ-
しぇあょぇとう きっしすくうすっ さっょぇおちうう 
ゅけょうくう くぇさっょ. ′け, ゃしなとくけしす, 
ゃおなとう いくぇはす, つっ しすさぇしすすぇ おなき 
すぇえくうすっ くぇ おくうゅぇすぇ とっ は けす-
ゃっょっ きくけゅけ こけ-ょぇかっつ. ╇きぇ くぇ 
おけゅけ ょぇ こさうかうつぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

]かけゃっしくぇすぇ とぇきこぇ “┿さしっ-
くぇか“ っ しゃなさいぇくぇ し ゃしっおう おぇ-
いぇくかなつぇくうく“  - けすょぇゃくぇ ぉぇ-
くぇかくぇ いぇ せたけすけ くぇ たけさぇすぇ けす 
╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ, ゃしなとくけしす, 
っ っょくぇ こけしすけはくくけ くぇきうさぇ-
とぇ こけすゃなさあょっくうっ ゃ かうつくけ-
すけ ぉうすうっ くぇ たうかはょう くぇてっくちう 
うしすうくぇ. 〈ぇいう うしすうくぇ ういしおぇつぇ 
ういくっくぇょゃぇとけ ょけさう ゃ かうつくう-
すっ ぉうけゅさぇそうつくう しこさぇゃおう くぇ 
ょけおぇいぇくう ゃっつっ ゃ ぇおぇょっきうつ-
くうすっ しさっょう ぇゃすけさうすっすう, くはきぇ-
とう くうとけ けぉとけ し けさなあっえくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ. ╆ぇすけゃぇ きぇかおぇ-
すぇ ういくっくぇょぇ ゃ かうつくぇすぇ うしすけ-
さうは くぇ ょけち. ょ-さ ‶っくつけ ‶っくつっゃ, 
こさけそっしうけくぇかっく こけいくぇゃぇつ くぇ 
ゅけかっきうすっ うしすけさうつっしおう こさけ-
ちっしう, ゃしなとくけしす, っ ういくっくぇょぇ 
しぇきけ くぇ こさなゃ こけゅかっょ.
╃-さ ‶っくつっゃ, おけえすけ つっすっ かっお-

ちうう こけ ]すけこぇくしおぇ うしすけさうは, 
╇しすけさうは くぇ うおけくけきうつっしおうすっ 
すっけさうう う ]さぇゃくうすっかくぇ こけかう-
すうつっしおぇ うおけくけきうは ゃ 〉′]] う 
っ いぇきっしすくうお-ょっおぇく こけ ╋っあ-
ょせくぇさけょくけ しなすさせょくうつっしすゃけ 
くぇ ¨ぉとけうおけくけきうつっしおうは そぇ-
おせかすっす, し せしきうゃおぇ さぇいおさうゃぇ 
いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ そぇおすぇ, 
つっ うきぇ すさっすう さぇいさはょ „]すさせ-
ゅぇさ“, いぇしかせあっく くぇょかっあくけ 
こさっょ おけきうしうは くぇ ぇさしっくぇかしおけ-
すけ ]‶〈〉... ‶けしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ 
けす しさっょくけすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ 
おぇいぇくかなておけすけ せつうかうとっ „〈け-
ょけさ ぃかうっゃ“ – ょくっし ]¨〉 „╄お-
いぇさた ┿くすうき ‶なさゃう“, いかぇすくう-
はす きっょぇかうしす けす ぇくゅかうえしおぇすぇ 
こぇさぇかっかおぇ こさっおぇさゃぇ ゃ 〉‶╉ 
くぇ ]‶〈〉 „《さうょさうた ╄くゅっかし“. 
╋けあっ ぉう, いぇとけすけ ぉぇとぇ きせ っ ぇさしっくぇかっち, きけあっ ぉう, いぇとけすけ くぇ ぉなょっとうは いぇき.-ょっおぇく 
けす ¨╇《  きせ ういゅかっあょぇかけ, つっ すけゃぇ 〉‶╉ とっ きせ っ かっしくけ う とっ うきぇ ゃさっきっ いぇ こけょゅけすけゃ-
おぇ こさう おぇくょうょぇすしすゃぇくっすけ ゃなゃ ╁〉╆, きけあっ ぉう,  いぇとけすけ いぇ すけゃぇ ゅけ こさけぇゅうすうさぇ ╉させき 
》さうしすけゃ–きかぇょてう, ゃしっ っょくけ. 《ぇおすなす しう っ そぇおす. ╃けおすけさなす こけ うしすけさうは ‶っくつっゃ おぇいゃぇ, 
つっ, ぇおけ きせ こさうこけきくはす きぇかおけ う しっゅぇ とっ きけあっ ょぇ さぇぉけすう くぇ しすさせゅ. ┿さしっくぇかしおうすっ きせ 
〉‶╉-しこけきっくう けつっさすぇゃぇす ょけぉさけすぇすぇ う ゃっかうおけょせてうっすけ くぇ けくっいう くっゅけゃう けぉせつうすっかう 
ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ, おけうすけ くはきぇかう くうとけ こさけすうゃ „ょぇ しう いぇすゃぇさはす けつうすっ“, おけゅぇすけ こけ 
ゃさっきっ くぇ こさぇおすうおぇ ぇぉうすせさうっくすなす ゃきっしすけ しすさせゅぇ, ういぉうさぇか ぉせきぇゅうすっ こけ うしすけさうは. 〈うは 
しこけきっくう いぇ ょけち. ‶っくつっゃ うょゃぇす こさっい すぇかぇいうすっ けす ょうき, ぉなかゃぇく けす ゃっつくぇすぇ ちうゅぇさぇ くぇ 
っょうく さぇぉけすくうお, おけえすけ くうおけゅぇ くっ しこうさぇか ょぇ こせてう. ╀っい すけゃぇ ょぇ こさっつう くぇ ぉなさいうすっ ょゃう-
あっくうは くぇ さなちっすっ きせ きっあょせ しせこけさすぇ う くけあぇ.      
╉ぇすけ せつっく, ょけち. ‶っくつけ ‶っくつっゃ うきぇ  ぇおぇょっきうつくう いぇょぇつう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ うおけくけきうつっ-

しおうすっ すっけさうう, おぇすけ いぇき.-ょっおぇく けさゅぇくういうさぇ ぇおぇょっきうつくう そけさせきう. 〉つぇしすゃぇ ゃ きっあょせ-
くぇさけょくう おけくそっさっくちうう. ′ぇきうさぇ ゃさっきっ う いぇ さけょくうは ╉ぇいぇくかなお. 

]さっょ ぇくゅぇあうきっくすうすっ くぇ おけくしせかすぇくすぇ っ う こけょょさなあおぇすぇ くぇ かけおぇかくう ぉぇいう ょぇくくう いぇ さぇぉけすけ
ょぇすっかう, こさっょかぇゅぇとう しゃけぉけょくう こけいうちうう う いぇ しこっちうぇかうしすう, うくすっさっしせゃぇとう しっ けす ゃないきけあくけしすう 
ょぇ いぇっきぇす こけょけぉくう こけいうちうう.
╇くそけさきぇちうは いぇ こさっょかぇゅぇくう こけいうちうう けす さぇぉけすけょぇすっかう う いぇ おぇくょうょぇすう, すなさしっとう おぇさうっさくけ 

ういさぇしすゃぇくっ きけあっ ょぇ しっ くぇきっさう ゃ しないょぇょっくぇすぇ こけ こさけっおすぇ っかっおすさけくくぇ こかぇすそけさきぇ ╁うさすせぇか
くぇすぇ ]けちうぇかくぇ ┿おぇょっきうは www.vsa.bcci.bg., ゃ きけょせか  „╉ぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ”.   
‶さう うくすっさっし おなき すぇいう せしかせゅぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ う おぇくょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ しっ けぉさなとぇす おなき しない

ょぇょっくうは ゃっつっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 『っくすなさ いぇ おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ.

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

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1...[╅『¨╊『〉《 『╅′╇¨【¨╊

╊っすっく おせさし しこっちうぇかくけ いぇ せつっくうちうすっ くぇ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” っ こけょゅけすゃうかぇ IT-そうさきぇ

すぇ „╃ぇゃうょ 》けかょうくゅ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ っ つぇしす けす 
けぉとうすっ うくうちうぇすうゃう きっあょせ せつうかうとっすけ う きっしすくうは 
ぉういくっし, し ちっか  きけすうゃぇちうは くぇ きかぇょうすっ たけさぇ ょぇ 
さぇいゃうゃぇす しっぉっ しう う しゃけうすっ いぇかけあぉう. ‶ぇさぇかっかくけ 
し すけゃぇ こさけょなかあぇゃぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ きかぇょっあうすっ 
けす ‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 
いぇ かはすくぇ こさぇおすうおぇ ゃ ゅっさきぇくしおうは ゅさぇょ ╃さっいょっく.
′けゃぇすぇ ゃないきけあくけしす いぇ せつっくうちうすっ しすぇゃぇ さっ

ぇかくけしす ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ っゃさけこっえしおうは こさけっおす 
„╉けきこのすなさくけ こさけっおすうさぇくっ くぇ すったくけかけゅうう ゃ きぇ
てうくけしすさけっくっすけ”, そうくぇくしうさぇく し 43 000€ けす こさけ
ゅさぇきぇ „╊っけくぇさょけ“-╋けぉうかくけしす. 
╁ ╃さっいょっく, いぇ おなょっすけ こさっょしすけう ょぇ いぇきうくぇす しなゃ

しっき しおけさけ, ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 20 ょくう おぇいぇくかなて
おうすっ きかぇょっあう とっ くぇぉかのょぇゃぇす う せしゃけはゃぇす っゃさけ

こっえしおうすっ こけしすうあっくうは う しすぇくょぇさすう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ おけきこのすなさくけすけ こさけっおすうさぇくっ う さぇぉけすぇすぇ し 
つっさすけあくう こさけゅさぇきう AutoCAD う Inventor. ╂っさきぇくしおうはす けぉせつうすっかっく こぇさすくぬけさ けす ゅさぇょ ╃さっい
ょっく, こけかいゃぇえおう おけくすぇおすうすっ しう し くっきしおう せつうかうとぇ, せくうゃっさしうすっすう う そうさきう, とっ いぇこけいくぇっ 
せつっくうちうすっ くう し くぇえ-くけゃうすっ こけしすうあっくうは ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ こさけっおすうさぇくっすけ ゃ 2D う 3D そけさきぇす う 
とっ こさっょかけあう ぇすさぇおすうゃくぇ おせかすせさくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ きかぇょっあうすっ.
╁ おさぇは くぇ けぉせつっくうっすけ ゃ ╂っさきぇくうは せつぇしすくうちうすっ ゃ かはすくぇすぇ こさぇおすうおぇ  とっ こけかせつぇす ‶さけそっしう

けくぇかっく う ╄いうおけゃ しっさすうそうおぇす, おぇおすけ う Europass ╋けぉうかくけしす, おけうすけ  けしうゅせさはゃぇす しなとっしすゃっくけ  
こさっょうきしすゃけ こさう ういぉけさぇ くぇ さぇぉけすぇ. 

╉さぇしうきうさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ
‶さっこけょぇゃぇすっか ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 
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╆ぇ ゃすけさぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ おぇぉっかっく けこっさぇ-
すけさ „ ╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” けさゅぇくういうさぇ すさぇょう-

ちうけくくけすけ しう のかしおけ いぇぉぇゃかっくうっ - ¨ぉとけゅさぇょ-
しおう すせさくうさ こけ すぇぉかぇ う いぇ こなさゃう こなす こけ ぉさうょあ 
ぉっかけす.
〈ぇぉかぇ すせさくうさなす とっ ゃおかのつゃぇ うゅさうすっ すぇぉかぇ, 

ゅのかぉぇさぇ う すぇこぇ. ╀さうょあ すせさくうさなす とっ しっ うゅさぇっ 
2 けす 3 うゅさう.
]なしすっいぇくうっすけ とっ しっ こさけゃっょっ くぇ 27-きう のかう, 

くっょっかは, けす 9.00 つぇしぇ こさっょ おぇそっ ぉぇさ „》けかうゃせょ” 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお.
′ぇゅさぇょくうはす そけくょ いぇ こけぉっょうすっかうすっ ゃ ょゃぇすぇ 

すせさくうさぇ しっ けしうゅせさはゃぇ けす „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか”.

* 14 のかう - 03 ぇゃゅせしす 2014 – 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっ-
さうは - ╉ぇいぇくかなお 
╇いかけあぉぇ „╋ぇえしすけさう くぇ ぇおゃぇさっかぇ“. ╉けかっおちうはすぇ 

ゃおかのつゃぇ ういぉさぇくう すゃけさぉう けす そけくょけゃっすっ くぇ たせょけあっしす-
ゃっくうすっ ゅぇかっさうう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ╉ぇいぇくかなお.
╁たけょ しゃけぉけょっく

* 19-すう のかう, 10.30 つぇしぇ ゃさ. ╀せいかせょあぇ - 》ぇょあうょう-
きうすさけゃう つっしすゃぇくうは - 146 ゅけょうくう けす こけょゃうゅぇ くぇ ゃけえゃけ-
ょぇすぇ う くっゅけゃぇすぇ つっすぇ 

* 19 - 20-すう のかう - けすぉっかはいゃぇくっ くぇ 100 ゅけょうくう けす 
こせしおぇくっすけ ゃ っおしこかけぇすぇちうは くぇ ╁╄『 „╄くうくぇ” う っかっおすさう-
そうおぇちうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお

* 19-すう のかう, 18 つぇしぇ きせいっえ „╇しおさぇ” – けそうちうぇかくけ 
つっしすゃぇくっ くぇ のぉうかっは
 
* 20-すう のかう, 10 つぇしぇ こさっょ ╁╄『 „╄くうくぇ” - ゃけょけしゃっす 

う ゃないきけあくけしす いぇ こけしっとっくうっ くぇ こなさゃぇすぇ ╁╄『 ゃ ╀なかゅぇ-
さうは 

* 21-ゃう のかう, 18,00 つぇしぇ - ╇くそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ 
せか. „╇しおさぇ” 4
 ╇いかけあぉぇ くぇ ておけかぇすぇ こけ さうしせゃぇくっ „[っくうくぇ” こさう ′』 

„╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ”

* 22-さう のかう - 24-ぇゃゅせしす – ╇くそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ 
せか. „╇しおさぇ” 4
╇いかけあぉぇ „『ゃっすけゃっすっ くぇ ╃けかうくぇすぇ” -  すゃけさぉう くぇ おぇ-

いぇくかなておう たせょけあくうちう 

* 23-すう ぇゃゅせしす 12.00 つぇしぇ - ゃさ. 【うこおぇ - 137 ゅけょう-
くう 【うこつっくしおぇ っこけこっは

* 29 - 31-ゃう ぇゃゅせしす – ‶さぇいくうちう ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇ-
おうえしおうすっ ちぇさっ 

* ╃け おさぇは くぇ ぇゃゅせしす - ゃ ╇╋ „╇しおさぇ” – ういかけあぉぇ „╇し-
すけさうつっしおうはす こなす くぇ けさなあうっすけ” 

* ╃け 31-ゃう ぇゃゅせしす - ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” 
- „╊はすけ ゃ ぉうぉかうけすっおぇすぇ” - さぇいかうつくう こさけはゃう いぇ ょっちぇ. 

[《╆¨][¨〉╅:  ]ょ╆《╇【╅ ╊
Това твърди една от най-одумваните жени в държавата -  Наталия Кобилкина
′ぇすぇかうは, おぇおなゃ っ こなすはす くぇ 

とぇしすかうゃぇすぇ あっくぇ? 〈さなく-

かうゃ, かっしっく, ょなかなゅ, おぇおなゃすけ 
すは しぇきぇ しう ゅけ くぇこさぇゃう…?
- ‶け こさうくちうこ, こなすはす くぇ とぇしす-

かうゃぇすぇ あっくぇ っ きくけゅけ かっしっく. 
╁なこさけしなす っ ょぇ いくぇって おぇおゃけ 
すけつくけ すさはぉゃぇ ょぇ こさけきっくうて. 
╉けゅぇすけ こけゅかっょくっき くぇいぇょ ゃ あう-
ゃけすぇ しう, しっ けおぇいゃぇ, つっ うしすうく-
しおうすっ くっとぇ, し おけうすけ っ すさはぉ-
ゃぇかけ ょぇ しっ しこさぇゃうき, しぇ ぉうかう 
きくけゅけ かっしくう. ╉けゅぇすけ  いくぇって 
さってっくうはすぇ, ゃうくぇゅう っ かっしくけ. 
‶なすはす くぇ とぇしすかうゃぇすぇ あっくぇ 
こさっきうくぇゃぇ こなさゃけ こさっい かのぉけ-
ゃすぇ おなき きぇえおぇすぇ う ぉぇとぇすぇ, ょぇ 
ゅう けぉうつぇて う こけつうすぇて. ╃けさう すっ 
ょぇ くっ すう ょぇゃぇす  すけゃぇ, おけっすけ うし-
おぇて, ょけさう すっ ょぇ くっ すっ けぉうつぇす 
すけかおけゃぇ, ょけさう, ぇおけ すっ くっ うしおぇす 
ょぇ けぉとせゃぇす し すっぉ う ょけさう, ぇおけ 
すっ くっ しぇ ぉうかう うょっぇかくうすっ きぇえ-
おぇ う ぉぇとぇ. ′っけぉうつぇえおう ゅう, くっ-
こけつうすぇえおう ゅう う くはきぇえおう おなき 
すはた うしすうくしおぇ かのぉけゃ う ゃはさぇ, 
くはきぇ おぇお っょくぇ あっくぇ ょぇ ぉなょっ 
とぇしすかうゃぇ. ╆ぇとけすけ くうっ こなさゃけ 
しっ せつうき ょぇ けぉうつぇきっ くぇてうすっ 

さけょうすっかう, こけしかっ しっ せつうき ょぇ 
けぉうつぇきっ しっぉっ しう, おけっすけ っ けとっ 
こけ-すさせょくけ. ╇ っょゃぇ しかっょ すけゃぇ 
しっ せつうき ょぇ けぉうつぇきっ きなあぇ. 
〈ぇおぇ, こさぇゃっえおう すっいう おさぇつ-
おう, けぉうつぇえおう さけょうすっかうすっ しう, 
しっ せつうて ょぇ けぉうつぇて しっぉっ しう う 
しかっょ すけゃぇ きなあっすっ. 〈ぇおぇ っょくぇ 
あっくぇ っ とぇしすかうゃぇ. 

〈せお っょくぇ しさっょくけしすぇすうしすう-

つっしおぇ ぉなかゅぇさおぇ ぉう おぇいぇかぇ: 
おぇお しっ けぉうつぇ きなあ ぉっい こぇさう 
う しぇきけつせゃしすゃうっ? 
- 〈けゃぇ くはきぇ くうおぇおゃけ いくぇつっ-

くうっ. 〈う きけあって ょぇ しっ けきなあうて 
いぇ きなあ ぉっい こぇさう, くけ さぇいゃう-
ゃぇえおう ゅけ, こぇさうすっ こさう くっゅけ とっ 
ょけえょぇす. ‶ぇさうすっ うょゃぇす すぇき, 
おなょっすけ うきぇ かのぉけゃ. ┿おけ あっくぇ-

すぇ けぉうつぇ きなあぇ, せきっっ ょぇ きせ しっ 
ゃないたうとぇゃぇ う ょぇ きせ しっ さぇょゃぇ,  
かのぉけゃすぇ とっ ょけえょっ, ぇ こけしかっ 
う こぇさうすっ. ┿ ぉっい かのぉけゃ, ょけさう 
ょぇ うきぇ こぇさう ゃ くぇつぇかけすけ, しかっょ 
すけゃぇ とっ いぇゅせぉう ゃしうつおけ. 

╇きぇ かう けぉぇつっ そせくょぇきっく-

すぇかくう くっとぇ, おけうすけ ぉうたぇ くう 
くぇこさぇゃうかう とぇしすかうゃう おぇすけ 

たけさぇ? 〈う しう しっきっっく すっさぇ-

こっゃす, しさっとぇて, こさっょこけかぇ-

ゅぇき, う きくけゅけ たけさぇ, おけうすけ しっ 
けぉうつぇす, くけ くっ しぇ とぇしすかうゃう 
いぇっょくけ. 
- ╃ぇ ,すぇおぇ っ, くけ すけゃぇ うょゃぇ 

けす そぇおすぇ, つっ きくけゅけ たけさぇ せあ 
しっ けぉうつぇす, くけ ゃしなとくけしす すけゃぇ 
くっ っ すぇおぇ. ‶さうつうくぇすぇ っ ゃ 
こさぇゃっくっすけ くぇ きくけゅけ あっさすゃう 
ゃなゃ ゃさないおうすっ. ╋くけゅけ しっきっえ-
しすゃぇ しぇ すぇおぇ: けいかけぉはゃぇす しっ くぇ 
ぉぇいぇ あっさすゃうすっ. 〈せお すなくおうはす 
きけきっくす ゃ かのぉけゃすぇ っ くっ ょぇ しっ 
こさっゃさなとぇて ゃ あっさすゃぇ, ぇ ょぇ 
せきっって ょぇ けすしすけはゃぇて しっぉっ しう, 
ょぇ くぇきっさうて すなくおうすっ ゅさぇくうちう 
きっあょせ かうつくけすけ けすしすけはゃぇくっ う 
かのぉけゃすぇ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ くぇせつうき 
はしくけ ょぇ いぇはゃはゃぇきっ すけゃぇ, おけっすけ 
うしおぇきっ, くっ いぇゃけぇかうさぇくけ おぇすけ 
あっくう, いぇとけすけ きなあっすっ くっ さぇい-
ぉうさぇす すけいう いぇゃけぇかうさぇく っいうお. 
‶け-ょけぉさっ おぇあう: „╆ぇ きっく すけゃぇ 
っ ゃぇあくけ”. 』っしすくけ, うしおさっくけ 
しこけょっかう おぇおゃけ うしおぇて, ゃきっしすけ 
おせこ こさぇいくう ょせきう うかう くけきっさぇ. 

《さぇゅきっくすう けす ′ぇすぇかうは: 
* ′うっ, あっくうすっ, しきっ こさうゃかっおぇすっかくう いぇ ょさせゅうは こけか う いぇさぇょう せきっくうっすけ しう ょぇ こけおぇいゃぇきっ, つっ 
   しきっ しかぇぉう.
* ╁しっおう けす くぇし こさうすっあぇゃぇ しゃけえ ゃなすさってっく きなあ う しゃけは ゃなすさってくぇ あっくぇ. ╋なあおぇすぇ しうかぇ しっ
   ういさぇいはゃぇ ゃ せこさぇあくはゃぇくっすけ くぇ ゃかぇしす, ぇ あっくしおぇすぇ – ゃ きっおけすぇすぇ う ゅなゃおぇゃけしすすぇ.
* ╃けおぇすけ くっ こけゃはさゃぇきっ ゃ かのぉけゃすぇ, すは くはきぇ ょぇ くう しっ しかせつう. 《っうすっ くっ しなとっしすゃせゃぇす けすゃなょ 
   あっかぇくうっすけ くう ょぇ ゅう ゃうょうき.
* ╉けゅぇすけ ういぉうさぇきっ こなさゃけ しっぉっ しう おぇすけ かうつくけしす, すけゅぇゃぇ う あうゃけすなす くう ういぉうさぇ. ′ぇてぇすぇ つうしすけ 
   あっくしおぇ いぇょぇつぇ っ ょぇ しっ こけおぇいゃぇきっ, ょぇ しないょぇゃぇきっ う ょぇ くぇしなさつぇゃぇきっ おさぇしけすぇすぇ う ょぇ ぉなょっき 
   とぇしすかうゃう.
* ╁しはおぇ ゅけかはきぇ こさけきはくぇ いぇこけつゃぇ くぇ さぇゃくうとっすけ くぇ すゃけうすっ ちっくくけしすう.
* ′ぇえ-きくけゅけ っくっさゅうは しっ しなょなさあぇ ゃ すさぇゃきうすっ, おけうすけ しきっ こさうょけぉうかう ゃ ょっすしすゃけすけ. ╇いかっおせゃぇきっ 
   かう ゅう, すっ しっ こさっゃさなとぇす ゃ ういすけつくうお くぇ くっこけょけいうさぇくぇ しうかぇ. 
* ‶さけきはくぇすぇ ゃ あうゃけすぇ くう くぇしすなこゃぇ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ しすぇくっ こけ-すさせょくけ ょぇ しすさぇょぇきっ, けすおけかおけすけ 
   ょぇ しっ こさけきっくうき.
* ╃っすっすけ うきぇ くせあょぇ ょぇ ゃうあょぇ こさっょ しっぉっ しう かのぉはとう っょうく おなき ょさせゅ さけょうすっかう.
* ′ぇ あっくぇすぇ しぇ え ょけしすぇすなつくう すさう しっおせくょう, いぇ ょぇ さってう ょぇかう うしおぇ ょぇ ぉなょっ し っょうく きなあ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

¨しくけゃくぇすぇ ちっか くぇ しさっとぇすぇ, 
うくうちううさぇくぇ けす こなさゃうは ょうこかけ
きぇす くぇ ょなさあぇゃぇすぇ ╇いさぇっか せ くぇし, 
っ ぉうかぇ すなさしっくっ くぇ ゃないきけあくけしすう 
いぇ けぉとけ しなすさせょくうつっしすゃけ う おけく
すぇおすう し „┿さしっくぇか” くぇ そうさきう けす 
ういさぇっかしおぇすぇ けすぉさぇくうすっかくぇ うく
ょせしすさうは. 
╆ぇ くぇし ぉってっ つっしす う こけしかぇくうお 

╉ぇきうしぇ [ぇい ぉっ こさうはすくけ ういくっ
くぇょぇく けす すけゃぇ, つっ くぇ こさぇおすうおぇ  
„┿さしっくぇか” けすょぇゃくぇ さぇぉけすう う しう 
こぇさすくうさぇ し ゃけょっとう ういさぇっかしおう 
そうさきう けす けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うく
ょせしすさうは. ]さっとぇきっ しっ し おけかっ
ゅうすっ こけ さぇいかうつくう ういかけあっくうは, 
けぉきっくはきっ うくそけさきぇちうは. ╇いさぇっか 
っ きくけゅけ うくけゃぇすうゃくぇ ょなさあぇゃぇ う 
ゃ すけいう しきうしなか ゃないきけあくけしすうすっ 
いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ きっあょせ くぇし 
う すはた しぇ くぇうしすうくぇ うくすっさっしくう, 
おぇいぇ けとっ ╇いこなかくうすっかくうはす  ょう
さっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか 2000”. 
╄ょくぇ けす ちっかうすっ くぇ さぇいゅけゃけさぇ 

くぇ こけしかぇくうお 【ぇせか ╉ぇきうしぇ [ぇい 
ゃ „┿さしっくぇか” っ ぉうかぇ すなさしっくっ くぇ 
ゃないきけあくけしすう いぇ ゃなゃっあょぇくっすけ 
くぇ うくけゃぇすうゃくうすっ こさけょせおすう くぇ 
ういさぇっかしおぇすぇ けすぉさぇくうすっかくぇ うく
ょせしすさうは ゃ こさけょせおすけゃぇすぇ ゅぇきぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” こけ けすくけてっくうっ う くぇ 
ゅさぇあょぇくしおうすっ こさけういゃけょしすゃぇ. 
╃うこかけきぇすなす ぉっ しうかくけ ゃこっつぇす

かっく けす  ゅさぇあょぇくしおけすけ こさけうい
ゃけょしすゃけ  くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな
あっえくうちぇ, おけっすけ くぇきうさぇ ょけぉなさ 
こさうっき ゃ さぇいかうつくう しそっさう. 〈けえ 
うしおさっくけ ぉっ せょうゃっく けす ゃうょはくけすけ 
ゃ „┿さしっくぇか” う おぇすけ さぇいきっさう, う  
おぇすけ すったくけかけゅうつくう ゃないきけあくけし

 ‶さうっすうすっ すっおしすけゃっ くぇ ゃすけさけ 
つっすっくっ くぇ こさぇおすうおぇ ゃさなとぇす  ゅけ
かはきぇ つぇしす けす ょけぉさうすっ すさぇょうちうう 
ゃ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけ
ゃぇくうっ けす こさっょう 25-30 ゅけょうくう, 
おけうすけ くけゃうすっ ゃさっきっくぇ いぇすさうたぇ 
う こっつぇかくうすっ さっいせかすぇすう けす すけゃぇ 
ぉういくっしなす う うくょせしすさうはすぇ くう けす
ょぇゃくぇ せしっとぇす くぇ ゅなさぉぇ しう. ╆ぇ 
こさうっすうすっ こさけきっくう さぇぉけすけょぇ
すっかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう くぇしすけは
ゃぇす けす ゅけょうくう.  [っきけくすうさぇくうはす 
╆ぇおけく いぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉ
さぇいけゃぇくうっ  う けぉせつっくうっ, こさっょ
ゃうょ しゃけはすぇ そせくょぇきっくすぇかくけしす, 
ぉっ けぉっおす う くぇ しこっちうぇかくぇ ょうし
おせしうは う ゃ  ′ぇちうけくぇかくうは しなゃっす 
いぇ すさうしすさぇくくけ こぇさすくぬけさしすゃけ, くぇ 
くうゃけ  しうくょうおぇすう, さぇぉけすけょぇすっか
しおう けさゅぇくういぇちうう う いぇおけくけすゃけさ
ちう. 
 ] こさうっすうすっ すっおしすけゃっ こさっょ

しすけう しっさうけいくけ こさっょういゃうおぇすっか
しすゃけ こさっょ こさけそっしうけくぇかくうすっ 
せつうかうとぇ う すったくうすっ さなおけゃけょ

とíëóñëó
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╆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”.
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„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

╃けゅけゃけさなす いぇ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ さぇい-
てうさっく うょっっく こさけっおす いぇ  すせくっかぇ こけょ 

【うこおぇ ゃっつっ っ そぇおす. 〈せくっかなす とっ っ し ょなか-
あうくぇ  3 おき 220 きっすさぇ. ‶さけっおすなす しっ しな-
そうくぇくしうさぇ けす ╉けたっいうけくくうは そけくょ くぇ ╄ゃ-
さけこっえしおうは しなのい う くぇちうけくぇかくうは ぉのょあっす 
つさっい ¨‶ „〈さぇくしこけさす“ 2007-2013 ゅ. ]すけえ-
くけしすすぇ きせ っ 104 232.40 かゃ. ぉっい ╃╃], ぇ 
しさけおなす いぇ ういこなかくっくうっ – 120 おぇかっくょぇさくう 
ょくう, しかっょ こけょこうしゃぇくっすけ. ╇ょっえくうはす こさけ-
っおす っ ゃないかけあっく くぇ おけくしけさちうせき „╋けしすう”, 
ゃ おけえすけ せつぇしすゃぇす „╋けしすう ╀なかゅぇさうは” ¨¨╃ 
う „╋けしすう ╉ぇすけゃうちっ”.

╁  さぇえけくぇ くぇ けすおさうすけすけ こさけしすさぇくしすゃけ けおけかけ  
╇╋ „╇しおさぇ” いぇこけつゃぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ  ╊ぇこう-

ょぇさうせき, おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ っ そぇおす しかっょ 9 きっしっちぇ. 
╁ ╊ぇこうょぇさうせきぇ  ょっちぇすぇ とっ  くぇせつぇゃぇす こけゃっつっ いぇ 
すさぇおうえしおぇすぇ ちうゃうかういぇちうは, ゃ しこっちうぇかくけ けぉけしけ-
ぉっく おなす.
‶さけっおすなす „╊ぇこうょぇさうせき う ょっすしおう おなす” っ くぇ ╇╋ 

”╇しおさぇ”. 〈けえ こけかせつう そうくぇくしけゃぇ こけょおさっこぇ けす 
そけくょぇちうは „┿きっさうおぇ いぇ ╀なかゅぇさうは”. ¨ぉとぇすぇ きせ 
しすけえくけしす ゃないかういぇ くぇ 50 000 ょけかぇさぇ, けす おけうすけ 41 
500 ょけかぇさぇ - つさっい ┿きっさうおぇくしおうは くぇせつっく ちっくすなさ 
– ]けそうは, ぇ けしすぇくぇかうすっ 8500 ょけかぇさぇ しぇ しなそうくぇく-
しうさぇくっ けす きせいっは.

] 35% しぇ こけ-きぇかおけ おぇくょうょぇす-
しすせょっくすうすっ けす ╉ぇいぇくかなお すぇいう 

ゅけょうくぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し こけょぇかうすっ 
ょけおせきっくすう いぇ ╁〉╆ こさっい きうくぇかぇ-
すぇ, しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
╄かっくぇ ]けかけきっさけゃぇ, けすゅけゃけさくうお ゃ 
『っくすなさぇ いぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおぇ 
こけょゅけすけゃおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ¨す 592-すぇ 
いさっかけしすくうちう, こけょぇかう ょけおせきっくすう ゃ 

〈さうきっすさけゃぇ しおせかこすせさぇ くぇ けこなかつっくっち とっ ういょうゅくぇす ゃ ╋なゅかうあ. 
〈は とっ しうきゃけかういぇさぇ こぇきっすすぇ くぇ 9-きぇすぇ けこなかつっくちう けす けぉとう-

くぇすぇ う とっ しっ ゃこうてっ ゃ ょけしっゅぇてくうは こぇきっすくうお くぇ いぇゅうくぇかうすっ, うい-
ょうゅくぇす こさっょう 12 ゅけょうくう ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ. 》けさぇすぇ けす けぉとうくぇ-
すぇ さってうたぇ すけゃぇ ょぇ っ こさっょかけあっくうっすけ くぇ しおせかこすけさぇ けす ╉ぇいぇくかなお 
╇ゃぇく ╉けかっゃ う ぇさた. ╁うけかっすすぇ ╀ぇおせくうくぇ /ょなとっさは くぇ ぇさしっくぇかっ-
ちぇ - ゃっすっさぇく うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ/, おけはすけ っ ぇゃすけさ くぇ ちはかけしすくうは 
こさけっおす こけ ゃこうしゃぇくっすけ くぇ しおせかこすせさぇすぇ ゃ けおけかくけすけ こさけしすさぇくしすゃけ. 
¨こなかつっくっちなす う ちはかけしすくけすけ けそけさきかっくうっ くぇ こかけとぇょくけすけ こさけし-
すさぇくしすゃけ とっ しっ そうくぇくしうさぇ しなし しさっょしすゃぇ けす けぉとうくぇ ╋なゅかうあ.

38 - ゅけ -
ょ う て く う は す 
おきっす くぇ 
しっかけ 【っえ-
くけゃけ, すさっ-
すう きぇくょぇす, 
′ う お け か ぇ え 
〈 っ さ い う っ ゃ 
う いぇき.- 
こ さ っ ょ し っ -
ょぇすっか くぇ 

╅っかぇっとうすっ ょぇ せつぇしすゃぇす きけゅぇす ょぇ しっ いぇこうてぇす ゃ 
╉かうっくすしおうは ちっくすなさ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くぇ ぉせか. „23 ‶ったけ-
すっく 【うこつっくしおう こけかお” わ11, ゅうてっ „╇くそけさきぇちうは” , 
おぇおすけ う ゃ おぇしうすっ ゃ ╉さなく う ╄くうくぇ.
╅っかぇくうっ いぇ せつぇしすうっ きけあっ ょぇ しっ いぇはゃう う くぇ
GSM: 0892 230 181,
おぇおすけ う くぇ e-mail: didab@abv.bg
╉さぇっく しさけお いぇ いぇこうしゃぇくっ –  ょけ 18 つぇしぇ くぇ 23 のかう.
〉つぇしすうっすけ ゃ すせさくうさうすっ こけ すぇぉかぇ う ぉさうょあ ぉっかけす っ 

ぉっいこかぇすくけ.
‶けょぇさなちう しぇ けしうゅせさっくう う いぇ ゃしうつおう せつぇしすくうちう. 
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すう, う おぇすけ  こさけょせおすけゃぇ ゅぇきぇ う  
こけいうちうけくうさぇくっ くぇ さぇいかうつくう 

こぇいぇさう. „╃うこかけきぇすなす ゃうょは, つっ 
しきっ すさう おさぇつおう くぇこさっょ”, いぇはゃう 
けとっ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ. 
‶け ゃさっきっ くぇ さぇいゅけゃけさぇ し  ╇い

こなかくうすっかくうは  ょうさっおすけさ くぇ すなさ
ゅけゃしおけすけ ょさせあっしすゃけ こけしかぇくうお 
╉ぇきうしぇ [ぇい  っ ういさぇいうか ゅけすけゃ
くけしす ょぇ しなょっえしすゃぇ いぇ けぉきっく 
くぇ すったくうつっしおぇ うくそけさきぇちうは いぇ 
さぇいかうつくう うくけゃぇすうゃくう こさけょせ
おすう ゃ しそっさぇすぇ くぇ ゅさぇあょぇくしおけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ う くっ しぇきけ, さぇいさぇ
ぉけすゃぇくう ゃ ╇いさぇっか, し ちっか ょぇ しきっ 
しう ゃいぇうきくけ こけかっいくう. 

〈けゃぇ ぉっいしこけさくけ っ こさういくぇくうっ いぇ 
„┿さしっくぇか” いぇ  すけゃぇ, おけっすけ こさぇ

ゃうき, いぇとけすけ ╇いさぇっか っ ゃうしけおけ 
うくけゃぇすうゃくぇ しすさぇくぇ, し ゃうしけおけ
うくけゃぇすうゃくぇ けすぉさぇくうすっかくぇ  うく
ょせしすさうは, し きくけゅけ ょけぉさっ さぇいゃうすう 
こさけょぇあぉう ゃ ちはか しゃはす, いぇはゃう けとっ 
╇ぉせてっゃ. ]こけさっょ くっゅけ: „╋けあっき 
いぇっょくけ ょぇ せつぇしすゃぇきっ ゃ さぇいかうつ
くう こさっょしすぇゃはくうは, ゃ しなゃきっしすくう 
さぇいさぇぉけすおう. ′うっ ゃっつっ さぇぉけすうき 
ょけしすぇ せしこってくけ し ういさぇっかしおう そうさ
きう ゃ すぇいう こけしけおぇ” - ょけこなかくう すけえ. 
╉ぇすけ っょくぇ ゃないきけあくぇ くうてぇ ゃ すぇいう 
こけしけおぇ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ こけしけつう 
う さぇいきはくぇ くぇ さぇいかうつくう おけきこけ

くっくすう, さぇいゃけえくぇ ょっえくけしす う しなゃ
きっしすくう さぇいさぇぉけすおう くぇ こぇいぇさう.  
《ぇおすなす, つっ くうっ うきぇきっ う させしおう, う 
くぇすけゃしおう しすぇくょぇさすう くぇ ういょっかう
はすぇ, ぇ すっ くはきぇす させしおう, っ さっしこっお
すうさぇと そぇおす う ょぇゃぇ けしくけゃぇくうっ 
いぇ すゃなさょっ ょけぉさぇ こっさしこっおすうゃぇ 
いぇ こぇさすくぬけさしすゃけ し くぇし, ょけこなかくう  
》さうしすけ ╇ぉせてっゃ. 
 ‶け ゃさっきっ くぇ さぇいゅけゃけさぇ しぇ ょうし

おせすうさぇくう う くぇつうくうすっ, こけ おけうすけ 
ょなさあぇゃぇすぇ こけょこけきぇゅぇ けすぉさぇ
くうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは, おぇおすけ う 
くぇつうくうすっ, こけ おけうすけ すけゃぇ こさぇゃう 
ういさぇっかしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ.  
‶けしすうゅくぇたきっ けぉとけ しなゅかぇしうっ 

ゃ すっいぇすぇ, つっ っょくぇ しうかくぇ けすぉさぇ
くうすっかくぇ うくょせしすさうは っ ゅぇさぇくちうは 
いぇ しうかくぇ ょなさあぇゃぇ. 〈けゃぇ, おけっ
すけ こさぇゃう ういさぇっかしおぇすぇ しすさぇくぇ う 
ぇおすうゃくけしすすぇ ゃ すぇいう こけしけおぇ くぇ 
くっえくうすっ ょうこかけきぇすう こけ しゃっすぇ, 
っ   ゃこっつぇすかはゃぇとけ こけたゃぇかくけ. ╆ぇ 
くぇてっ しなあぇかっくうっ, すぇいう ょけぉさぇ 
こさぇおすうおぇ ょけこさっょう ゅけょうくう しっゅぇ 
っ こさっおなしくぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う っ 
ょけしすぇ すさせょくけ. ╃なさあぇゃぇすぇ くう くっ 
くう っ けすおぇいゃぇかぇ こけきけと, くけ, くは
きぇえおう すっいう しなとっしすゃせゃぇかう ょけこ
さっょう ゅけょうくう しすさせおすせさう, おけうすけ 
ぉはたぇ ょけぉさけくぇきっさっくう おなき けす
ぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは, くはきぇ 
おぇお しっゅぇ せしうかうはすぇ ょぇ しぇ すけかおけゃぇ  
っそっおすうゃくう, おぇいぇ いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ. 〈けえ 
ういさぇいう しなあぇかっくうっ, つっ „ゃなこさっおう 
100% っおしこけさすくけしす くぇ こさけょせお
ちうはすぇ けす けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせし
すさうは, おけっすけ くぇ こさぇおすうおぇ けいくぇ

つぇゃぇ さっぇかくう こぇさう ゃ ょなさあぇゃくぇすぇ 
たぇいくぇ, ゃしっ けとっ うきぇ つうくけゃくうちう 
う こけかうすうちう くぇ きくけゅけ けすゅけゃけさくう 
こけしすけゃっ, おけうすけ うきぇす くっゅぇすうゃくけ 
きくっくうっ いぇ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うく
ょせしすさうは, ぇ くっ ぉうゃぇ”. 
╄ょくぇ しうかくけ さぇいゃうすぇ けすぉさぇくう

すっかくぇ うくょせしすさうは, っょくぇ きけゅなとぇ 
ぇさきうは, ょけぉさっ ゃなけさなあっくぇ, ょけ
ぉさっ けぉせつっくぇ, しぇ さぇゃくけしすけえくう 
くぇ しうかくぇ ょなさあぇゃぇ, おけっすけ こなお っ 
ゅぇさぇくちうは いぇ きうさ”, っ すっいぇすぇ くぇ 
╇いこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか 2000”. 
 ′. ‶さ. こけしかぇくうお 【ぇせか ╉ぇきう

しぇ [ぇい しうかくけ しっ っ ゃこっつぇすかうか けす 
こけゅけゃけさおぇすぇ, „┿おけ うしおぇて きうさ, 
ゅけすゃう しっ いぇ ゃけえくぇ”.  
 〉ぉっょっく しなき, つっ しかっょ ゃういうすぇすぇ 

くぇ こなさゃうは ょうこかけきぇす くぇ ╇いさぇっか ゃ 
„┿さしっくぇか” おけきせくうおぇちうはすぇ きっあ
ょせ くぇし う ういさぇっかしおうすっ くう こぇさす
くぬけさう, う ゃ  くっゅけゃけ かうちっ, きけあっ 
ょぇ しすぇくっ けとっ こけ-こけかいけすゃけさくぇ, ぇ 
くぇきっさっくうはすぇ くう きけゅぇす ょぇ こさう
ょけぉうはす おけくおさっすくう ういきっさっくうは, 
けぉけぉとう  さぇいゅけゃけさぇ 》さうしすけ ╇ぉせ
てっゃ. 
¨す „┿さしっくぇか”  ういさぇっかしおうはす 

ょうこかけきぇす しう すさなゅくぇ し そうさきっくけ 
ゃうくけ う  そうさきっくう しせゃっくうさう.  
╉くうゅぇ し かぇおけくうつくけすけ いぇゅかぇゃうっ: 

„′ぇちうはすぇ くけゃぇすけさ”- うかう うしすけさうは 
くぇ ういさぇっかしおけすけ うおけくけきうつっしおけ 
つせょけ, っ  こけょぇさなおなす くぇ こけしかぇくうお 
╉ぇきうしぇ [ぇい いぇ ╇いこなかくうすっかくうは 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか 2000”. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╇ぇ╇╊╋╉╅【 《╆】ぁ╊〉¨╊ ぁ『╊′ 『╅╆《【╅...

おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおうは ちっくすなさ, くぇえ-きくけゅけ しぇ あっかぇっとうすっ ょぇ 
せつぇす ゃ 〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ゃ ‶かけ-
ゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす. ╋ぇしけゃうすっ こさっょこけつうすぇくうは くぇ おぇく-
ょうょぇすうすっ しぇ いぇ こっょぇゅけゅうつっしおう しこっちうぇかくけしすう, おぇすけ こけつすう 
けすしなしすゃぇす おぇくょうょぇす-そうかけかけいうすっ.
╋ぇかおけ しぇ おぇくょうょぇすうすっ けしくけゃくけ いぇ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしう-

すっす ゃ ]けそうは う くっゅけゃうは そうかうぇか ゃ ‶かけゃょうゃ.

Иван Колев

¨ぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけっ さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ きっしすくぇすぇ しすさせお-
すせさぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ.

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

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

しすゃぇ, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ ゅなゃおぇゃう う こさっょ
こさうっきつうゃう ゃ すなさしっくっすけ くぇ ょけぉさぇ こさぇお
すうつっしおぇ ぉぇいぇ いぇ けぉせつっくうっ う さっぇかういぇちうは 
くぇ すったくうすっ せつっくうちう, おけっすけ こなお けす しゃけは 
しすさぇくぇ ゅう ういゃぇあょぇ ょうさっおすくけ ゃ おけくおせ
さっくすくぇ しさっょぇ. 
╃せぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ こさけそっしうけくぇか

くうすっ せつうかうとぇ, おぇおゃけすけ くぇ こさぇおすうおぇ しっ 
ゃなゃっあょぇ う せ くぇし し こさうっすうすっ すっおしすけゃっ ゃ 
いぇおけくぇ, っ けすょぇゃくぇ こさけゃっさっくぇ う せしこってくけ 
さぇぉけすっとぇ  そけさきせかぇ ゃ さっょうちぇ っゃさけこっえ
しおう ょなさあぇゃう. ╃けぉさけすけ ょせぇかくけ けぉさぇいけ
ゃぇくうっ くぇ こさぇおすうおぇ いぇきっしすゃぇ ゃ ゅけかはきぇ 
しすっこっく けぉせつっくうっすけ ゃ おけかっあう  う こけょゅけす
ゃは おぇつっしすゃっくう しこっちうぇかうしすう, ゅけすけゃう ょぇ 
いぇこけつくぇす っそっおすうゃくけ さぇぉけすぇ こけ いぇゃけょう, 
ゃっょくぇゅぇ しかっょ おさぇは くぇ けぉせつっくうっすけ しう.
╃けぉさう いぇおけくけゃう こさけきっくう, おけうすけ ぉなか

ゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ う ぉなかゅぇさしおうはす 
ぉういくっし すさはぉゃぇ ょぇ こさっゃなさくぇす ゃ ょっえしすゃう
すっかくけ さぇぉけすっとぇ う こけかいけすゃけさくぇ さっぇか
くけしす. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ とっ うきぇきっ けとっ 
っょうく ょけぉなさ, くけ くっさぇぉけすっと いぇおけく.  
                                                                                 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ  
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┿, ぇおけ ょさせゅうはす くっ うしおぇ ょぇ 

つせっ おぇおゃけ っ ゃぇあくけ いぇ すっぉ?  
╋なあっすっ くっ けぉうつぇす ょぇ しかせ-
てぇす ぉなぉさうゃう あっくう う くっ 
たぇさっしゃぇす ょなかゅうすっ „せきくう” 
さぇいゅけゃけさう.
- ╆ぇすけゃぇ, ゃきっしすけ ょぇ けぉはし-

くはゃぇて くぇょなかゅけ う くぇてうさけおけ, 
いぇゃけぇかうさぇくけ おぇおゃけ うしおぇて, 
こさけしすけ おぇあう ょうさっおすくけ: „╋けかは 
すっ, ゃいっきう ょっすっすけ けす ょっすしおぇすぇ 
ゅさぇょうくぇ”. ╁きっしすけ: „╁うあ, くぇ 
╋ぇさうは  え こけきぇゅぇす, ぇ すう くっ きう 
こけきぇゅぇて”. 〈けゃぇ っ ういかうてくけ. 
╋くけゅけ つっしすけ すぇおなゃ すうこ あっくう 
くはきぇす かうつくぇ しうかぇ うかう こけくっ 
くっ しぇ は さぇいゃうかう. ′っ は せしっ-
とぇす. 〈ぇおうゃぇ くっ しぇ くせあくう くぇ 
きなあっすっ う きなあっすっ くっ ゅう こけつう-
すぇす. ′はきぇ おぇお ょぇ ぉなょって つせすぇ 
ぉっい すぇおぇゃぇ かうつくぇ しうかぇ, ぇおけ すう 
うきぇて いぇゃうしうきけしすう: ぉうかけ けす  
ちうゅぇさう, けす ぇかおけたけか, けす おけき-
こかっおしう, けす おせこ ょさせゅう くっとぇ. ╁ 
くぇてうすっ しっきうくぇさう くうっ きくけゅけ 
さぇぉけすうき し かうつくうすっ いぇゃうしうきけ-
しすう おぇすけ こさっつおぇ いぇ かうつくぇすぇ 
しうかぇ. ╁しはおぇ すぇおぇゃぇ いぇゃうしう-
きけしす こけくうあぇゃぇ っくっさゅうはすぇ くう, 
いぇゃうしうきけしすうすっ しぇ ゃうょ „ょせこ-
おぇ”, こさっい おけはすけ っくっさゅうはすぇ 
くう ういすうつぇ. ┿おけ すう ゃうくぇゅう しっ 
こさっくっぉさっゅゃぇて, うきぇて さぇいかうつ-
くう いぇゃうしうきけしすう, こけいゃけかはゃぇて 
こさっい すぇおうゃぇ „ょせこおう” ょぇ うい-
すうつぇ っくっさゅうはすぇ すう, さぇいぉうさぇ 
しっ, つっ くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ ぉなょって 
つせすぇ. 

╉なょっ っ すなくおぇすぇ ゅさぇくうちぇ 
きっあょせ しっぉっせゃぇあっくうっすけ, 
しっぉっかのぉけゃすぇ う っゅけういきぇ いぇ 
あっくぇすぇ? 
- ╄ゅけういなき っ, おけゅぇすけ うしおぇて 

ょぇ くぇさぇくうて ょさせゅうは う くっ すう 
こせおぇ. ┿おけ すう うしすうくしおう けぉう-
つぇて しっぉっ しう, すう せきっって ょぇ 
けぉうつぇて う ょさせゅうは: しこぇいゃぇて 
くはおぇおゃう ゅさぇくうちう, しなけぉさぇいは-
ゃぇて しっ し くっゅけ, ょっかうおぇすっく しう, 
おけゅぇすけ すけゃぇ っ くせあくけ. ┿おけ すう 
くっ けぉうつぇて しっぉっ しう, くはきぇ おぇお 
ょぇ けぉうつぇて う ょさせゅうは, すけゅぇゃぇ 
くっ すう こせおぇ. 

╃けしおけさけ ぉうすせゃぇてっ きくっ-
くうっすけ, つっ ぉなかゅぇさおぇすぇ っ 
しゃっくかうゃぇ あっくぇ, つっ あうゃっ-
っき ゃ おけくしっさゃぇすうゃくけ けぉ-
とっしすゃけ. ‶さっけょけかは かう ゃっつっ 
すけいう しさぇき う すっいう おけきこかっ-
おしう ぉなかゅぇさおぇすぇ こけ けすくけ-
てっくうっ くぇ かのぉけゃすぇ う けぉう-
つぇくっすけ? 
- ┿い くっ ぉうた くぇさっおかぇ すけゃぇ 

しゃはく うかう しさぇき, ぇ こけ-しおけさけ 
くっいくぇくうっ. ┿おけ きぇえおぇすぇ くっ 
こさっょぇゃぇ すっいう いくぇくうは くぇ ょな-
とっさはすぇ しう, すは くはきぇ おぇお ょぇ しっ 
くぇせつう. ╋ぇえおぇすぇ っ すぇいう, おけはすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ くぇせつう ょなとっさはすぇ くぇ 
くぇえ-ゃぇあくうすっ あっくしおう くっとぇ. 
¨す ぉぇとぇすぇ きけきうつっすけ ゃいっきぇ 
きけょっか おぇお けぉうつぇす う おぇお ょぇ しっ 
けぉうつぇす きなあっすっ. 

╉ぇおゃう しぇ きぇえおうすっ, おけうすけ 
きけゅぇす ょぇ ゃないこうすぇす とぇしすかう-
ゃう あっくう? 
- 〈けゃぇ しぇ あっくうすっ, おけうすけ しぇ 

とぇしすかうゃう おぇすけ しなこさせゅう: „くけ-
しっくう” けす きなあっすっ しう, けぉさぇい-
くけ おぇいぇくけ, くぇ さなちっ, けぉうつぇ-
くう, せゃぇあぇゃぇくう, こけつうすぇくう けす 
くっゅけ,  とぇしすかうゃう.  

〈けっしす, っょくけ きけきうつっ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ ゃうあょぇ すぇおなゃ きけょっか 
くぇ けすくけてっくうは きなあ-あっくぇ, 
いぇ ょぇ ういさぇしくっ とぇしすかうゃぇ 
あっくぇ, ょぇ きけあっ ょぇ けぉうつぇ 
うしすうくしおう? 
- ╋くけゅけ っ こけかっいくけ すけゃぇ. ╆ぇ-

とけすけ, ぇおけ すう ゃうあょぇて すぇおなゃ 
とぇしすかうゃ きけょっか, すう いぇこけつゃぇて 
ょぇ ゅけ すなさしうて う すけゃぇ っ ょけぉさっ 
いぇ すっぉ. 〈う しう とぇしすかうゃぇ. ╃け-
おぇすけ こさう くっとぇしすくう さけょうすっかう, 

╅『』╊〉╅]』[¨ ぁ╅』《╇〉¨[╅『
〈╊『¨ ╇『╊〈╊【《 ╇ ╉《╆『《

]うゅせさくけ, いぇとけすけ かはゅぇ う 
しすぇゃぇ しなし しぇきけつせゃしすゃうっすけ 

くぇ つけゃっお, おけえすけ きけあっ ょぇ しこうさぇ 
う こせしおぇ しすさっかおうすっ くぇ つぇしけゃくう
ちうすっ, ゃっつっ 27 ゅけょうくう こっくしうけ
くっさ, ╉けしすぇ ╉うさっゃ くっ しっ こさっょぇ
ゃぇ くぇ ゃさっきっすけ – せしきうゃおぇすぇ きせ 
っ こけ きかぇょっあおう ゃっょさぇ, しきったなす 
– いゃせつっく う こけつすう くっこさっおなし
くぇす, こけゅかっょなす – うゅさうゃ. ╄ょうく けす 
おぇょさうすっ くぇ おぇいぇくかなておうは きっ
たぇくけすったくうおせき けす ゃさっきっすけ, おけ
ゅぇすけ すけえ っ ゃしっこさういくぇすぇ ておけかぇ 
いぇ しさっょくう すったくうちう, ぉうゃてうはす 
おけくしすさせおすけさ こけしすなこうか し おけく
おせさし ゃ ╉けくしすさせおすうゃくけ-すったくけ
かけゅうつくうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2, 
こさっきうくぇか こさっい せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ ょっしっすおう ういょっかうは – ぉかういけ 
40 けす おけうすけ しぇきけ ゃ ╆ぇゃけょ 3, 
おなょっすけ しっ こっくしうけくうさぇ こさっょう 
27 ゅけょうくう, ╉けしすぇ ╉うさっゃ おぇすけ 
つっ かう くっ しう しこけきくは いぇ くうすけ 
っょくぇ おけえ いくぇっ おぇおゃぇ すさせょくけしす 
ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しう さぇぉけすぇ. ╆ぇ
とけすけ ゃしはおぇ すさせょくけしす すけえ こさう
っきぇか おぇすけ くっとけ くけさきぇかくけ. 
¨とっ ゃ 130-う ちった くぇ ╆ぇゃけょ 2, 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 60-すっ ゅけょうくう 
くぇ きうくぇかうは ゃっお, おけくしすさせおすけ
さなす しっ くぇせつうか ょぇ ゃなさてう ゃしうつ
おけ. 〈ぇおぇ しすぇくぇか っょうく けす けくうは 
けさなあっえくうちう, こさっい つううすけ さなちっ 
きうくぇゃぇ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 23-きう
かうきっすさけゃうは こぇすさけく ゃ ╆ぇゃけょ 2 
う  [‶╂-すけ ゃ ╆ぇゃけょ 3. ′ぇ „すう“ 
っ う し おけくしすさせおちうはすぇ くぇ さぇおっ
すうすっ こさけすうゃ ゅさぇょせておう, ょっかけ 
くぇ „┿さしっくぇか“ - くうとけ, つっ ょくっし 
ぉけさぉぇ し ゅさぇょせておうすっ くぇ こさぇお
すうおぇ くはきぇ. 
』けゃっておうすっ さぇょけしすう う ぉけかおう, 

けぉぇつっ, ぇ くっ – おけくしすさせおすけさしおう
すっ う すったくけかけゅうつくう こさけぉかっきう, 
しぇ けくけゃぇ, おけっすけ ╉けしすぇょうく っ 
いぇこけきくうか くぇえ-はしくけ ういきっあょせ 
おさうゃけかうちうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ 
しう あうすうっ-ぉうすうっ. ]こぇしはゃぇくっすけ 
くぇ おけかっあおぇ けす あっかっいくうすっ かぇこう 
くぇ きっすぇかくぇ こさっしぇ, こさっょけすゃさぇ
すはゃぇくっすけ くぇ うくちうょっくす しなし 
いょさぇゃっすけ くぇ ょっしっすおう おけかっあおう, 
きくけゅけ けす おけうすけ – ぉさっきっくくう, しぇ 
けくけゃぇ, くぇ おけっすけ ╉けしすぇょうく ╉う
さっゃ しっ さぇょゃぇ, つっ しっ っ しかせつうかけ. 
‶けきけとすぇ けす つけゃっお いぇ つけゃっ
おぇ, いぇっょくけすけ こさっあうゃはゃぇくっ くぇ 
くせあょうすっ けす こけきけと う こけょおさっこぇ 
いぇ おけかっゅぇ, さぇょけしすうすっ けす ょっ
しっすおうすっ こさぇいくっくしすゃぇ こけ ′けゃぇ 
ゅけょうくぇ, 8-う きぇさす, っおしおせさいう
うすっ ゃ ╂っさきぇくうは, ‶けかてぇ, 〉く
ゅぇさうは, すさうすっ こなすう こけしっとっくうは 
ゃ ]]][... しぇ くっとけすけ, おけっすけ う 
しっゅぇ すけこかう しこけきっくうすっ. „]っゅぇ っ 
つせょけ!“, ういせきはゃぇ しっ ╀ぇえ ╉けしすぇ 
けすくけしくけ たぇけしぇ, いかけぉぇすぇ, いぇ
ゃうしすすぇ う ぇかつくけしすすぇ くぇ ょくって
くうは ょっく. 

„〈けゅぇゃぇ たけさぇすぇ ぉはたぇ
ょさせゅう!“

〈けゃぇ っ ぉっいおけきこさけきうしくぇすぇ 
けちっくおぇ くぇ ゃさっきっすけ ゃ ょせきうすっ 
くぇ っょうく つけゃっお, おけえすけ くぇえ-ょけ
ぉさっ いくぇっ おぇお しっ きっさう ょゃうあっ
くうっすけ くぇ しすさっかおうすっ. ╁しなとくけしす, 
しすさっかおう ゃしっ こけ-きぇかおけ うきぇ ゃ 
くけゃうすっ つぇしけゃくうちう.... “‶けゃっ
つっすけ たけさぇ うょゃぇす いぇ しきはくぇ くぇ 
っかっおすさけくくうすっ ぉぇすっさうう“, しきっっ 
しっ ╉けしすぇ ╉うさっゃ う こけおぇいゃぇ おせこ
つうくぇ ぉぇすっさうえおう, おけうすけ ょくっし 
ういきっさゃぇす きうくせすうすっ いぇ けくっいう, 
おけうすけ ゃしっ けとっ くけしはす つぇしけゃくう
ちう くぇ かはゃぇすぇ さなおぇ う しっ ぉせょはす 
しせすさうく し ぉせょうかくうお, ぇ くっ し きっ
かけょううすっ くぇ ょあう-っし-っきぇ. ]さっょ 
くぇすさせこぇくうすっ くぇけおけかけ きうくう 
いなぉくう おけかっかちぇ, ういゃぇょっくう けす 
しすぇさう つぇしけゃくうちう しすなおなかちぇ, 
きっすぇかくう けぉおけゃう, こけょぇさっくうすっ 

おけうすけ しっ おぇさぇす, おけうすけ あうゃっはす 
いぇっょくけ しぇきけ いぇさぇょう ょっちぇすぇ, 
ゃなこさっおう つっ しぇ くっょけゃけかくう っょうく 
けす ょさせゅ, くぇさぇくはゃぇす しっ っょうく 
ょさせゅ, すけ ょっすっすけ ういくぇつぇかくけ しう 
いぇこうしゃぇ きけょっかぇ, つっ ぉさぇおなす っ 
しすさぇょぇくうっ, ゅけかはきぇ きなおぇ. 〈け  
こけょしないくぇすっかくけ, おぇすけ こけさぇしくっ, 
すなさしう う くぇきうさぇ こぇさすくぬけさう, 

おけうすけ ゅけ きなつぇす.  ‶さうゃかうつぇて 
こさけしすけ すぇおうゃぇ こぇさすくぬけさう. 〈け-
ゅぇゃぇ いぇ すっぉ うしすうくしおぇすぇ かのぉけゃ 

っ, おけゅぇすけ しすさぇょぇて. ┿おけ しすさぇ-
ょぇて, いくぇつう きくけゅけ きう っ こけ-
いくぇすけ, すけっしす すけゃぇ っ きけょっかなす, 
おけえすけ しう ゃうあょぇか けす すゃけうすっ さけ-
ょうすっかう. ╇, こさうこけいくぇゃぇえおう ゅけ, 
すけ くうっ いぇこけつゃぇきっ ょぇ しすさぇょぇきっ 
けとっ こけゃっつっ.  

╉ぇおゃけ っ かのぉけゃすぇ すけゅぇゃぇ? 
- 〈は っ とぇしすうっ う しゃっすかうくぇ. 

╊のぉけゃ っ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ すう 
しう ちはか ゃ しゃけっすけ こさっょくぇいくぇ-
つっくうっ. ‶さぇゃうて すけゃぇ, おけっすけ 
けぉうつぇて ょぇ こさぇゃうて, し ょさせゅうは 
しっ つせゃしすゃぇて こけ しなとうは くぇつうく, 
しゃけぉけょくう しすっ,  たせぉぇゃけすけ  すう 
っ し つけゃっおぇ ょけ すっぉ, うきぇすっ しう 
ょけゃっさうっ, くはきぇ さっゃくけしす. ╊の-
ぉけゃすぇ っ, おけゅぇすけ ゃしっおう  きけあっ 

ょぇ ぉなょっ しっぉっ しう, ぉっい ょぇ しっ 
しきぇかはゃぇ, ぉっい ょぇ しっ こさっしすさせ-
ゃぇ. 〈けゅぇゃぇ しう きくけゅけ しゃけぉけょっく 

ゃなゃ ゃさないおぇすぇ しう. ]ゃけぉけょぇすぇ 
っ, おけゅぇすけ きけあって ょぇ こさぇゃうて 
すけゃぇ, おけっすけ うしおぇて, ょぇ ぉなょって 
しっぉっ しう くぇ 100% , ぉっい ょぇ しっ 
けこうすゃぇて ょぇ ぉなょって くっとけ ょさせ-
ゅけ, おけっすけ くっ しう すう. ╇しすうくしおぇすぇ 
かのぉけゃ ょぇゃぇ すぇいう しゃけぉけょぇ.  

╆ぇとけ すけゅぇゃぇ ぉなかゅぇさおぇすぇ 
くはおぇお くっ せきっっ ょぇ しっ つせゃ-

しすゃぇ けぉうつぇくぇ? 〉あ ょぇゃぇきっ 
ゃしうつおけ けす しっぉっ しう...
- ┿い くっ けぉうつぇき すけゃぇ ょっかっくっ 

くぇ ぉなかゅぇさおぇ う ょさせゅう: さぇぉけすは し 
あっくう けす さぇいかうつくう くぇちうけくぇか-
くけしすう う ゃうあょぇき, つっ くぇゃしは-
おなょっ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ 
しぇ っょくう う しなとう. ╁ しかせつぇは いぇ 
ぉなかゅぇさおぇすぇ こけ-しおけさけ ゃぇあう 

しかっょくけすけ: つっ ょけこさっょう くはおけか-
おけ ゅけょうくう くはきぇたきっ いくぇくうっすけ, 
うくそけさきぇちうはすぇ いぇ すけゃぇ おぇお ょぇ 
けぉうつぇきっ, くっ しっ ゅけゃけさってっ こけ 
すっいう ゃなこさけしう, すっきぇすぇ ぉってっ 
すぇぉせ. 『っかすぇ ぉってっ ょさせゅぇ - ょぇ 
しっ けちっかっっ. 》けさぇすぇ あうゃっったぇ 
こけ-すさせょくけ. ¨ぉとっしすゃけすけ ぉってっ 
さぇいかうつくけ, あっくうすっ くはきぇたぇ 
すぇおぇゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ, くはきぇてっ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ おけくすさぇちっこすうゃう, おけうすけ 
こなお ょぇゃぇす しなけすゃっすくぇすぇ しゃけぉけ-
ょぇ. 〈けゃぇ こけすうしおぇてっ ゃ ゅけかはきぇ  
しすっこっく. ]っゅぇ っ さぇいかうつくけ. ]っゅぇ 
あっくうすっ くっ うしおぇす こさけしすけ きなあ, 
いぇ ょぇ けちっかはゃぇす ょけ くっゅけ, くっ ゅけ 
すなさしはす いぇさぇょう すけゃぇ, ぇ うしおぇす 
ょぇ しぇ とぇしすかうゃう. ] くっゅけ. 〈けゃぇ 
っ おぇさょうくぇかくぇ さぇいかうおぇ きっあょせ 
くぇてうすっ ぉぇぉう, きぇえおう う しっゅぇて-
くうすっ あっくう. ╆ぇすけゃぇ う しすぇさうすっ 
きけょっかう くっ さぇぉけすはす. ]っゅぇ あっ-
くぇすぇ きけあっ ょぇ けちっかはゃぇ う ょぇ 
あうゃっっ こさっおさぇしくけ う しぇきぇ. ╇ 
しっゅぇ あっくぇすぇ うしおぇ うしすうくしおう ょぇ 
っ し きなあ しぇきけ, ぇおけ すけえ は こさぇ-
ゃう とぇしすかうゃぇ. ╇ すけゃぇ こさけきっくは 
ゃしうつおけ. 

〈けゃぇ かう こさぇゃう こけすうしくぇす う 
おけきこかっおしうさぇく しなゃさっきっく-

╁ういうすおぇ: 
〈は っ けす けくっいう あっくう, おけうすけ しないょぇゃぇす  けしけぉっくぇ しゃっすかうくぇ し こさうしなしすゃうっすけ しう う くっ 

けしすぇゃぇす くっいぇぉっかはいぇくう. ′けしはす しこっちうそうつくぇ ぇせさぇ う せしっとぇくっ いぇ あっくぇ, おけっすけ ゃしっ-
おう ゃないこさうっきぇ こけ しけぉしすゃっく くぇつうく. 〈ゃなさょっ おけきっくすうさぇくぇ かうつくけしす, うくすさうゅせゃぇとぇ う 
きなあっ, う あっくう. ╄ょくう は けこさっょっかはす おぇすけ すゃなさょっ さぇいおさっこけしすっくぇ しなゃさっきっくくぇ  けぉさぇ-
いけゃぇくぇ あっくぇ, ょさせゅう  え かっこゃぇす  くっかうちっこさうはすくう っこうすっすう, すさっすう  しぇ くっいょさぇゃけ かのぉけ-
こうすくう いぇ あうゃけすぇ え. ╇きぇ けぉぇつっ う ょさせゅぇ, いぇ とぇしすうっ きくけゅけぉさけえくぇ, おぇすっゅけさうは たけさぇ, 
おけうすけ  は しかっょゃぇす. ╇  し せしこった こけょけぉさはゃぇす う しっ さぇょゃぇす くぇ あうゃけすぇ しう, せつっえおう しっ ょぇ 
ぉなょぇす とぇしすかうゃう, おぇすけ けこけいくぇゃぇす しっぉっ しう, こさっゃさなとぇえおう すさぇゃきうすっ う ょっそうちうすうすっ 
しう ゃ こけいうすうゃう. 
′ぇすぇかうは ╉けぉうかおうくぇ.
[せしおうくはすぇ けす [けしすけゃ くぇ ╃けく, おけはすけ けす 8 ゅけょうくう っ こさっゃなさくぇかぇ ゃ しゃけは くけゃぇ さけょうくぇ 

╀なかゅぇさうは. ╃っすっ くぇ こけすけきしすゃっくう かっおぇさう,  し くっかっおけ ょっすしすゃけ. ╆けょうは ]すさっかっち. ╇いさぇし-
くぇかぇ っ し そさっくしおぇすぇ おかぇしうおぇ. ]うかくけ こけゃかうはくぇ けす おくうゅうすっ くぇ ¨くけさっ ょぬけ ╀ぇかいぇお う 
┿くょさっ ╋けさけぇ, おぇおすけ う けす ‶ぇせかけ ╉けっかの. ╁っゅっすぇさうぇくおぇ, けきなあっくぇ いぇ しせさけゃけはょっち. 
′っ けぉうつぇ しゃっすしおうは てせき  う しせっすぇ う こさけすうゃくけ くぇ こさっょしすぇゃぇすぇ いぇ くっは, たぇさっしゃぇ しこけく-
すぇくくうすっ, うしすうくしおう くっあくう う くっ しすさぇたせゃぇとう  しっ ょぇ こけおぇいゃぇす つせゃしすゃぇすぇ しう  たけさぇ. 
╅うゃっっ ういおかのつうすっかくけ こさけしすけ う くぇきうさぇ  しこけおけえしすゃうっ う おけきそけさす  ゃ こかぇくうくぇすぇ. 
′ぇすぇかうは ╉けぉうかおうくぇ っ こしうたけかけゅ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ しっおしけかけゅうはすぇ う しっきっっく すっさぇこっゃす. 

〈は ういくぇしは かっおちうう こけ しっおしけかけゅうは, ょぇゃぇ うくょうゃうょせぇかくう おけくしせかすぇちうう, こさけゃっあょぇ 
すさっくうくゅう いぇ かうつくけしすくけ さぇいゃうすうっ ゃ ╀なかゅぇさうは, ╁っかうおけぉさうすぇくうは う ょさせゅう しすさぇくう こけ 
しゃっすぇ.
╋うくぇかうは きっしっち けす こっつぇす ういかっいっ う こけしかっょくぇすぇ え おくうゅぇ  „‶なすはす くぇ とぇしすかうゃぇすぇ 

あっくぇ”.
] ′ぇすぇかうは しっ しさっとぇきっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ くぇ っょうく けす こけさっょくうすっ え しっきうくぇさう しなし しこっ-

ちうぇかっく ょさっしおけょ: „‶なすはす くぇ とぇしすかうゃぇすぇ あっくぇ”. 

きせ けす おかうっくすう しすっくくう おせ
すうう し きぇたぇかぇ う かせおしけいくう 
しなゃっすしおう おさうしすぇかくう こけ
しすぇゃおう, こかぇしすきぇしけゃう ょっす
しおう おなとうつおう し ういゃぇょっくう 
きったぇくういきう, こけしすぇゃおう し 
こすうつっくちぇ,  きぇかおう けすゃっさす

おう, おかのつけゃっ いぇ さぇいゃう
ゃぇくっ, しぇきけょっかくう きうくう 
こさっしうつおう う せしすさけえしすゃぇ いぇ 
さぇいきぇゅくっすういうさぇくっ, ういさぇ
ぉけすっくう けす こさうはすっかう, ぇさ
しっくぇかしおうはす こっくしうけくっさ しっ 
つせゃしすゃぇ しうゅせさっく ゃ しゃけは 
しゃはす くぇ ゃさっきっすけ. 〈けつくけ 
すけかおけゃぇ しうゅせさっく, おぇおすけ 
こさっょう ゃ „┿さしっくぇか“, おけゅぇすけ 
しなとけ けぉうつぇか ょぇ しう しゃなさて
ゃぇ さぇぉけすぇすぇ こさっょうきくけ 
しぇき, くけ おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ
かう おけくしせかすぇちうう し おけかっゅう 
う さぇぉけすぇ ゃ っおうこ, くうおけゅぇ 
くっ っ うきぇか こさけぉかっき くうすけ 
し けさなあっえくうちうすっ けす ゃしうつ
おう くうゃぇ くぇ えっさぇさたうはすぇ ゃ 
おけきぉうくぇすぇ, くうすけ し おかうっく
すうすっ けす ょさせゅう こさっょこさうは
すうは, けす おけうすけ ょけしすぇゃはかう 
きぇすっさうぇかう う けぉけさせょゃぇくっ. 
╇ し くぇしすさけえつうちうすっ, う し 
くぇつぇかくうちうすっ くぇ ちったけゃっ 
こさけぉかっきう くはきぇかけ, すけつくけ 
けぉさぇすくけすけ. ╉けくすぇおすうすっ 
しなし ╆ぇゃけょ 6 ぉうかう ぉっいこけ

ゅさってくう. ╋ぇおぇさ つっ ╉うさっゃ 
いくぇっ: おけえすけ くっ さぇぉけすう, しぇきけ 
すけえ くっ ゅさってう. ┿ ゅさっておうすっ 
しぇ こけ-きぇかおけ, おけゅぇすけ すっおぇす 
けぉしなあょぇくうは し おけかっゅう う さっ
てっくうはすぇ しぇ けぉとう. ¨しけぉっくけ, 
おけゅぇすけ くっとぇすぇ しぇ しこってくう, 

おぇおすけ つっしすけ しすぇゃぇかけ ゃ „┿さ
しっくぇか“. ‶けくはおけゅぇ ╀ぇえ ╉けしすぇ 
こさうかぇゅぇか う きぇかおう たうすさけしすう 
ゃ うくすっさっし くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
ょっかぇ, いぇとけすけ ょせきぇすぇ „┿さ
しっくぇか“ う „けさなあっえくけ こさけ
ういゃけょしすゃけ“ ょっえしすゃぇかう おぇすけ 
“]っいぇき, けすゃけさう しっ!“. ╇きっく
くけ し  きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか“ くぇ
こさっょ ゃ ゅけょうくうすっ くぇ こけゃしっ
きっしすくうは ょっそうちうす ╀ぇえ ╉けしすぇ 
しっ しょけぉうか う し ぉっいちっくくうすっ 
おせすうえおう いぇ ぉぇさせす けす ╉ぇさくけ
ぉぇす, う し こかぇしすきぇしけゃうすっ ぉう
ょけくう けす 〈さけはく...

╁ つぇしけゃくうおぇさしすゃけすけ
ゅけ こけしゃっすうか

おけかっゅぇ-ぇさしっくぇかっち

‶さうはすっか けす ╆ぇゃけょ 5 っ つけ
ゃっおなす, おけえすけ けすおさったくぇか 
╉けしすぇょうく ╉うさっゃ いぇ つぇしけ
ゃくうおぇさしすゃけすけ. ‶なさゃけ ゅけ 
ゃうおぇか せ すはた しかっょ さぇぉけすぇ, 
ょぇ ゃうょう おぇお しすぇゃぇ ゃしうつおけ, 
いぇっょくけ さっきけくすうさぇかう きぇか

おうすっ きったぇくういきう. ‶けしかっ ╉けし
すぇょうく こけつくぇか ょぇ しっ しこさぇゃは 
う しぇき, ゃおなとう. ╉けゅぇすけ こさっい 
1998-きぇ しかせつぇえくけ きうくぇか 
こけおさぇえ いぇすゃけさっくぇすぇ ぉせょおぇ, 
けす おけはすけ くぇゃさっきっすけ しこせし
おぇかう ぉぇさうっさぇ こけ せかうちぇすぇ 
こさっょ ‶っくしうけくっさしおうは おかせぉ, 
╉うさっゃ しこけくすぇくくけ さってうか, つっ 
すけゃぇ っ くっゅけゃけすけ きはしすけ こけょ 
しかなくちっすけ. ╁っょくぇゅぇ けすうてなか 
ゃ けぉとうくしおうすっ しかせあぉう, おけうすけ 
けすゅけゃぇさはかう いぇ すけゃぇ うきけすつっ, 
せさっょうか くっとぇすぇ, ぉうか せつせょ
ゃぇとけ さっょけゃっく し ゃくけしおうすっ いぇ 
くぇっきぇ, おけうすけ こかぇとぇか ゃうくぇゅう 
こさっあょっゃさっきっくくけ, しこっつっかうか 
ょけゃっさうっすけ. ╇ すぇおぇ – ゃっつっ 16 
ゅけょうくう. ╋はしすけすけ こさっょ おかせぉぇ 
しっ けおぇいぇかけ くっ こさけしすけ せょけぉくけ 
いぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ おかうっくすっ
かぇ う さぇぉけすっく すっさっく. 〈はしくぇ
すぇ ぉせょおぇ, ゃ おけはすけ いうきっ うきぇ 
きはしすけ ょけさう いぇ こっつうちぇ, くっ 
こさっしすぇゃぇ ょぇ しこうさぇ ゃしはおぇおゃう 
たけさぇ – いぇ しかぇょおぇ こさうおぇいおぇ, 
いぇ „╃けぉなさ ょっく!“, いぇ せしきうゃおう. 
〈せお くっ こさっしすぇゃぇす ょぇ きうくぇゃぇす 
しすぇさう こさうはすっかう, ぉうゃてう ぇさ
しっくぇかしおう おけかっゅう, ょけしすけかっこ
くう ょぇきう くぇ ゃないさぇしす  し けとっ 
ゃっしっかう けつう, てぇこおう し こっさう
そっさうう う つっさゃうかけ くぇ せしすくう
すっ. ╉けしすぇょうく ╉うさっゃ こけしさっとぇ 
ゃしうつおう しなし しこけおけえくぇ せしきうゃ
おぇ. [ぇょけしすすぇ けす あうゃけすぇ かうつう 
う けす いぇょっかっくけすけ ゃ こぇゃうかう
けくつっすけ きっしすっくちっ いぇ ちゃっすっ ゃ 
しぇおしうは. „¨ぉうつぇき ちゃっすはすぇ!“, 
おぇいゃぇ きぇえしすけさなす. ¨ぉうつすぇ きせ 
こさっかうゃぇ う おなき しっきっえしすゃけすけ 
– しうくぇ くぇ ぉさぇすぇ – こかっきっく
くうおぇ, ゃくせちうすっ. ╁さっきっすけ し 
すはた けすきっさゃぇ しなとうくしおぇすぇ きせ  
さぇょけしす.
╃けてなか けす „しっかけすけ くぇ ]すぇ

くうかけゃ“ – 【ぇくけゃけ, いぇゃなさてうか 
おぇいぇくかなておぇすぇ ゅうきくぇいうは, 
こけしかっ ╉けしすぇょうく ういおぇさぇか う 
す. くぇさ. „]きっくっく すったくうおせき“ 
– けぉせつっくうっ くぇ しさっょくう すった
くうちう くぇ きはしすけ, くぇこさぇゃけ ゃ 
„┿さしっくぇか“. ╇きぇかけ う すぇおけゃぇ 

くっとけ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな
あっえくうちぇ: せつうすっかうすっ うょゃぇかう 
ょぇ こさっこけょぇゃぇす くぇ  さぇぉけすくう
ちうすっ しかっょ しきっくうすっ. ]せすさうく 
しっ さぇぉけすう, しかっょ けぉはょ しっ せつう. 
╇かう – けぉさぇすくけすけ. 
╁ ぇさしっくぇかしおぇすぇ こぇきっす くぇ 

きぇえしすけさぇ くぇ つぇしけゃくうちう し 
せしきうゃおぇ しすけはす かうつくうすっ きせ 
ょけおけしゃぇくうは ょけ くっゅけゃうすっ しう 
つせょっしぇ: ゅけさょけしすすぇ けす くはおけ
ゅぇてくうすっ きぇとぇぉう くぇ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ, けす ういくけしぇ くぇ こさけ
ょせおちうは こけ ちっかうは しゃはす, ょぇあっ 
ゃ ょぇかっつくう しすさぇくう おぇすけ ╇く
ょうは う ╈っきっく. ╁ こぇきっすすぇ しっ 

╁っつっ 15 ゅけょうくう こけさっょ, し すけつくけしすすぇ くぇ つぇしけゃくうお, ぇさ
しっくぇかしおうはす こっくしうけくっさ ╉けしすぇょうく ╉うさっゃ ゃしはおぇ さぇぉけす
くぇ しせすさうく けすゃぇさは きぇかおぇすぇ ぉせょおぇ こさっょ おぇいぇくかなておうは 
こっくしうけくっさしおう おかせぉ, こさうのすうかぇ くぇ ょゃぇ おゃぇょさぇすくう 
きっすさぇ くっけぉたゃぇすくうは しゃはす くぇ ╁さっきっすけ. ╁さっきっすけ, おなょっ 
- しきなょさっくけ ゃ しすぇさう ょなさゃっくう おせすうう いぇ かぇきぇさうくっくう 
ぉせょうかくうちう, おなょっ – しこさはかけ ゃ いぇゅかなたくぇかぇ おせおせゃうつぇ 
こっしっく ういいぇょ かぇおうさぇくうすっ ょなしおう くぇ しすっくくう つぇしけゃくう
ちう, おなょっ – こっっとけ いぇょ てぇさっくうすっ こかぇしすきぇしけゃう しすっ
くうつおう くぇ ょっすしおう おなとうつおう しなし しすさっかおう, っ すぇえくしすゃけすけ 
くぇ すけいう しゃけえ いぇ ╀ぇえ ╉けしすぇ - しゃはす, ゃ おけえすけ しっ こさけ
ゃうあょぇ しぇきけ し せゃっかうつうすっかくけすけ しすなおかけ くぇ かせこぇすぇ う 
おけえすけ しっ せこさぇゃかはゃぇ っょうくしすゃっくけ し そうくうすっ けしすさうっすぇ 
くぇ すなくおうすっ うくしすさせきっくすう ゃ きぇえしすけさしおうすっ こさなしすう くぇ 
っょうく ぇさしっくぇかしおう おけくしすさせおすけさ. 

くうは きなあ?  
- ′っ, こけすうしくぇすけしすすぇ うょゃぇ けす 

ょさせゅけ: けす すけゃぇ, つっ あっくうすっ うい-
うしおゃぇす, ぇ くっ うしおぇす. 』っ あっくぇすぇ 
ういうしおゃぇ けす きなあぇ ゃっつっ しゃけっすけ 
とぇしすうっ, ぇ くっ ゅけ きけかう いぇ くっゅけ. 
〈けゃぇ, つっ しっゅぇ あっくぇすぇ うきぇ 
こなかくぇ しゃけぉけょぇ, くっ けいくぇつぇゃぇ, 
つっ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ おせつおぇ. ┿ 
つっ すさはぉゃぇ ょぇ っ きうかぇ, くっあくぇ し 
くっゅけ.  

┿ おけきこかっおし かう っ すけゃぇ, つっ 
しなゃさっきっくくうはす きなあ ゃない-
こさうっきぇ っょくぇ すぇおぇゃぇ あっくぇ 
こけ-しおけさけ おぇすけ おせつおぇ, ぇ くっ 
おぇすけ けしゃけぉけょっくぇ, くっいぇゃう-
しうきぇ  あっくぇ? 
- ‶さけぉかっきなす っ, つっ あっくぇすぇ しっ 

こけおぇいゃぇ すぇおぇゃぇ. ′うおけえ くっ すっ 
おぇさぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇて おぇすけ おせつ-
おぇ ゃなゃ ゃさないおぇすぇ しう. 〈う きけあっ 
ょぇ しう きくけゅけ せゃっさっくぇ, おさぇかう-
ちぇ, しうゅせさくぇ ゃ  さぇぉけすぇすぇ しう, くけ 
ゃなゃ ゃさないおぇすぇ しう すさはぉゃぇ ょぇ しう 
きっおぇ う くっあくぇ. 

〈けゃぇ しっ せつう うかう しっ „くけしう”?
- 〈けゃぇ 10% しっ „くけしう” う ゃ 

90%  あっくうすっ すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ くぇ-
せつぇす. 

╋なあっすっ すゃなさょはす, つっ こさけ-
ぉかっきなす くぇ ょくってくぇすぇ あっくぇ 
っ, つっ くっ っ あっくしすゃっくぇ. ╉けう 
しぇ ぉっかっいうすっ くぇ あっくしすゃっ-
くけしすすぇ? 
- ╁なこさけしなす くっ っ おぇおゃぇ っ すは, 

ぇ おぇお ゅけ おぇさぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇ. 
╅っくしすゃっくぇすぇ あっくぇ おぇさぇ きなあぇ  
ょぇ しっ つせゃしすゃぇ きなあ, ょぇ うしおぇ しっ 
ゅさうあう いぇ くっは, ょぇ ゃはさゃぇ ゃ しっぉっ 
しう, ょぇ しう こけしすぇゃは こさっょういゃう-
おぇすっかしすゃぇ ゃ あうゃけすぇ. 〈けゃぇ いぇ 
きなあぇ っ こけ-ゃぇあくけ, けすおけかおけすけ 
ょぇ ぉなょっ ゅさうきうさぇくぇ, あっくしすゃっ-
くぇ.
 
╉ぇおゃけ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇっ しな-

ゃさっきっくくぇすぇ あっくぇ, いぇ ょぇ しっ 
つせゃしすゃぇ ょけぉさっ ゃ おけあぇすぇ 
しう? 
- ╃ぇ きっつすぇっ しきっかけ, ょぇ ぉなょっ 

しっぉっ しう, ょぇ ぉなょっ きうかぇ し きな-
あっすっ, ょぇ ゃはさゃぇ ゃ しっぉっ しう, ょぇ 
けすしすけはゃぇ しっぉっ しう, ょぇ けすしすけは-
ゃぇ しゃけうすっ ゅさぇくうちう, ょぇ ぉなょっ 
あっくぇ, ょぇ しっ くぇしかぇあょぇゃぇ くぇ 
あうゃけすぇ.

╇いゅかっあょぇ かっしくけ.
- ╇ すけ っ かっしくけ.  

╉ぇあう きう すけゅぇゃぇ 3-すっ けす-
かうつうすっかくう ぉっかっゅぇ くぇ うし-
すうくしおうは きなあ? ╉ぇお ょぇ ゅう 
さぇいこけいくぇゃぇきっ.
- ′はきぇ さっちっこすぇ, くはきぇ う ぉっ-

かっいう. ╆ぇ ゃしはおぇ あっくぇ すけゃぇ っ 
さぇいかうつくけ. ╁ぇあくけ っ きなあなす ょぇ 
すっ おぇさぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇて とぇしす-
かうゃぇ, おさぇしうゃぇ, ょぇ しっ しきっって. 
╋なあ, おけえすけ ょぇ ういおぇさぇ けす すっぉ 
くぇえ-ょけぉさけすけ, おけっすけ うきぇて. 
〈けゃぇ っ こけ-ゃぇあくけ. ′っ っ ゃぇあくけ 
おけえ っ うしすうくしおう, おけえ くっ. ╁しうつ-
おう しきっ うしすうくしおう. 

┿ おぇおゃけ しなゃっすゃぇて たけさぇすぇ, 
おけうすけ けとっ くっ しぇ しさっとくぇかう 
かのぉけゃすぇ しう うかう ぉはゅぇす くっ-
うしすけゃけ けす くっは? 
- ′っ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす しすさぇた 

けす ぉかういけしすすぇ. ╃ぇ いくぇはす, ょぇ 
ゃはさゃぇす, つっ くはきぇ けゅさぇくうつっくうは 
う ゃなゃ ゃしはおぇ ゃないさぇしす きけあって 
ょぇ しさっとくって かのぉけゃすぇ. 〈っいう 
たけさぇ すさはぉゃぇ ょぇ しう こけゃすぇさはす: 
„┿い いぇしかせあぇゃぇき かのぉけゃすぇ, いぇ-
しかせあぇゃぇき つせょっしぇ”. ╁しうつおけ っ 
ゃないきけあくけ, ぇおけ ゅけ こけいゃけかうて う 
こけゃはさゃぇて. ╁しうつおけ しっ かっおせゃぇ. 
¨しゃっく しきなさすすぇ, くうとけ くっ っ そぇ-
すぇかくけ. ╆ぇすけゃぇ ぉなょっすっ ょさないおう, 
ょっえくう う っおしこっさうきっくすうさぇえすっ! 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╇いゃけょう けす ′ぇすぇかうは:

╁はさゃぇき, つっ ゃしっおう つけゃっお っ さけょっく ょぇ ぉなょっ とぇしすかうゃ. ′はきぇ 
っょうくしすゃっくぇ う こさぇゃうかくぇ そけさきせかぇ いぇ とぇしすうっ. ╁なこさけ-

しなす っ ょぇ しう こけいゃけかうて ょぇ ぉなょって しっぉっ しう ういゃなく しゃけうすっ いぇ-
とうすくう きぇしおう. 

》けさぇすぇ きけゅぇす ょぇ こさけきっくはす あうゃけすぇ しう, しすうゅぇ ょぇ ゅけ うしおぇす 
う ょぇ こけゃはさゃぇす ゃ すけゃぇ. ‶さけきっくはえおう しゃけはすぇ っくっさゅうは, 

しゃけっすけ きうしかっくっ, すう しきっくはて さぇぉけすぇすぇ くぇ っくょけおさうくくぇすぇ 
しうしすっきぇ, おけはすけ ゃかうはっ くぇ たけさきけくうすっ, ぇ すっ くぇ ちはかぇすぇ そういう-
けかけゅうつくぇ しうしすっきぇ う つけゃっお けいょさぇゃはゃぇ. 

]きっは ょぇ すゃなさょは, つっ ╀うぉかうはすぇ くっ っ ういきうしかうちぇ. 

╇きぇ すさう けしくけゃくう おぇきなくう くぇ とぇしすうっすけ: かのぉけゃすぇ おなき 
さけょうすっかうすっ う おなき さけょうくぇすぇ. ╁すけさうはす っ ょぇ けぉうつぇて 

しっぉっ しう. 〈さっすうはす - ょぇ ぉなょっき つっしすくう う うしおさっくう, ぉっい きぇくう-
こせかぇちうは. 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 6

さっょはす こなさゃうすっ ゃこっつぇすかっくうは 
けす  つせょけすけ „てゃっょしおぇ きぇしぇ“, 
ゃうょはくけ いぇ こさなゃ こなす ゃ ╂っさきぇ
くうは こさっい 70-すっ くぇ 20-う ゃっお; 
ょけくっしっくぇすぇ つぇお けす ╋けしおゃぇ 
ぉっくいうくけゃぇ こけきこぇ いぇ くぇこけは
ゃぇくっ くぇ ょけきぇてくぇすぇ ゅさぇょうく
おぇ /“いぇとけすけ すせお くはきぇてっ...“/; 
14-つぇしけゃうはす きぇさぇすけく ゃ せく
ゅぇさしおうは ╊せくぇ こぇさお/!/ - „〈ぇ
おうゃぇ ょけぉさう くっとぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ こさぇゃはす, いぇ ょぇ さぇょゃぇす ょっ
ちぇすぇ!“...
╁ すうおすぇおぇくっすけ くぇ ょくって

くうは ょっく ╉けしすぇょうく ╉うさっゃ, 
けぉぇつっ, しっ つせょう くっ すけかおけゃぇ 
くぇ ょけぉさけすけ, おけっすけ けつうすっ きせ 
ゃうあょぇす, ぇ くぇ こけゃしっきっしすくけすけ 
いかけ. ╆ぇすけゃぇ すけえ こさぇゃう ゃしっおう 
ょっく きぇかおうすっ しう しゃけう ょけぉさう
くう: くけゃぇすぇ ぉぇすっさうえおぇ いぇ おう
すぇえしおうは つぇしけゃくうお, さっきけくすぇ 
くぇ ゅさうゃくぇすぇ こさけすうゃ ゃうしけおけ 
おさなゃくけ くぇ けぉうつかうゃぇ こっくしう
けくっさおぇ, せしきうゃおぇすぇ, しきったぇ 
いぇ こさうはすっか, くぇょくうおくぇか こさっい 
こさけいけさつっすけ くぇ ぉせょおぇすぇ. ′ぇ 
すさなゅゃぇくっ きう こけょぇさはゃぇ おしっ
さけおけこうは くぇ こけさすさっすうすっ くぇ 
╀けすっゃ う ╊っゃしおう. ╇きぇ しう ゃ 
こけゃっつっ. ‶けさすさっすうすっ くぇ ゃない
さけあょっくしおうすっ さっゃけかのちうけくっ
さう けす ╉ぇかけそっさ う ╉ぇさかけゃけ 
ゃうしはす きっあょせ ゃしっゃないきけあくうすっ 
つぇしけゃくうちう こけ けすさせこぇくぇすぇ ゃ 
こぇさつっすぇ けす ゃさっきっすけ しすっくぇ くぇ 
きぇかおけすけ こぇゃうかうけくつっ. ╁うしはす 
くっ しかせつぇえくけ. ╋ぇえしすけさなす くぇ 
しすさっかおうすっ しう うきぇ きっつすぇ: ょぇ 
いぇこっつぇすぇ ゃさっきっすけ くぇいぇょ し 
おけかっおちうは こけさすさっすう くぇ ぉなか
ゅぇさしおうすっ こぇすさうけすう - おぇすけ 
しぉうさおぇすぇ くぇ けくは ぇさしっくぇかっち 
けす ╃なさゃけょっかくぇすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 
3, おけえすけ くはおけゅぇ こけょさっょうか くぇ 
さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ けぉさぇいう
すっ くぇ くぇえ-ゃうょくうすっ ぉなかゅぇさう 
けす ゃしうつおう ゃさっきっくぇ.  
‶けいくぇゃぇつ くぇ しなぉうさぇつっ

しすゃけすけ くぇ きっょ, しすけこぇくうく くぇ 
けすかうつくう  ょけきぇてくう おけてっ
さう, ╉けしすぇょうく ╉うさっゃ しなぉうさぇ 
う さぇいょぇゃぇ きぇかおうすっ ょくっゃくう 

つけゃっておう ょけぉさうくう おぇすけ こつっ
かぇ ゃ おけてっさ. ╆くぇっ, つっ きっょなす 
しっ しなぉうさぇ ぉぇゃくけ, くけ しなとけ 
いくぇっ, つっ こつっかぇ けす しすせょ くっ 
せきうさぇ, あうゃっっ けす すけこかうくぇすぇ 
くぇ ょさせゅうすっ, おけうすけ は けぉゅさぇあ
ょぇす けすゃしはおなょっ し すけこかうくぇすぇ 
くぇ おさうかちっすけ ょけ すっぉ. ┿ ゃおせ
しなす くぇ きっょぇ,  くぇすさせこぇく し 
せこけさしすゃけすけ くぇ っあっょくっゃうっすけ, 
ゃうくぇゅう せしすけはゃぇ くぇ ゅけょうくう
すっ. ′っいぇゃうしうきけ ょぇかう  きっさうき 
ゃさっきっすけ ゃ しすさっかおう うかう っかっお
すさけくくう ぉぇすっさうう. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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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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╇かてかちあせけ:
ぁあつそうせけさあちみて [そつへそ

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:

╉かぬあ けえちあみて うひせ!
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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:
〉あてあしけみ [そいけしさけせあ:

]まいそうてあ か はあつてけか け つうかてしけせあ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

„Всички трябва да могат да виждат слънцето!”

╃け すけいう ういゃけょ しすうゅくぇたぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさけゃっょっくうすっ さぇいゅけ-
ゃけさう ╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ すなさゅけゃしおけすけ ょさせあっ-

しすゃけ „┿さしっくぇか 2000” ┿╃ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ  う こなさゃうはす ょうこかけきぇす 

╃け 21-ゃう けおすけきゃさう しっ せょなかあぇゃぇ しさけおなす いぇ 
ぉっいこかぇすくうすっ こさけそうかぇおすうつくう こさっゅかっょう  いぇ 

けすおさうゃぇくっ くぇ さぇお くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ う きかっつ-
くぇすぇ あかっいぇ こさう あっくうすっ う おけかけさっおすぇかっく おぇさちう-
くけき こさう きなあっすっ. ‶さっゅかっょうすっ しぇ こけ しこっつっかっく 
こさけっおす „]こさう う しっ こさっゅかっょぇえ” くぇ ¨‶ „[ぇいゃうすうっ 
くぇ つけゃっておうすっ さっしせさしう”.
‶さけっおすなす っ し こさけょなかあうすっかくけしす 55 きっしっちぇ. 

『っかすぇ きせ っ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ すさせょけしこけしけぉくけしすすぇ 
う けこすうきういうさぇくっ くぇ いょさぇゃくうすっ う しけちうぇかくう さぇい-
たけょう つさっい さぇくくぇ こさっゃっくちうは くぇ さぇおけゃうすっ いぇぉけ-
かはゃぇくうは う しおなこけしすさせゃぇとけすけ うき かっつっくうっ. ╇きっく-
くけ すっいう 3 ゃうょぇ いかけおぇつっしすゃっく さぇお ゃ こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう しぇ し すさっゃけあっく さなしす う しさっょ ぉなかゅぇさうすっ う 
すけ ゃ すさせょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす. 
╅っかぇっとうすっ ゅさぇあょぇくう ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす 

╁ ¨ょっしぇ くぇ ぉせか. „‶さけかっすぇさしおう” 
しっ ういょうゅぇ おさぇしうゃぇ う しゃっすかぇ 

しゅさぇょぇ, けしすぇくぇかぇ いぇゃうくぇゅう ゃ こぇ-
きっすすぇ くぇ ゃしっおう, おけえすけ しっ っ かっ-
おせゃぇか すぇき. 〈けゃぇ っ ╇くしすうすせすなす こけ 
けつくう ぉけかっしすう, くけしっと うきっすけ くぇ 
ぇおぇょ. ╁かぇょうきうさ 《うかぇすけゃ. 
′ぇ 25 しっこすっきゃさう 1903 ゅ. ゃ ¨ょっ-

しぇ おなき ′けゃけさせしうえしおうは せくうゃっさしう-
すっす し かっおちうはすぇ くぇ こさけそ. ╂けかけゃうく 
„╆ぇ しかっこけすぇすぇ ゃ [せしうは” っ けすおさうすぇ 
くけゃぇ おぇすっょさぇ - こけ けそすぇかきけかけゅうは 
- っょくぇ けす きぇかおけすけ しぇきけしすけはすっかくう 
おぇすっょさう ゃ しゃっすぇ う っょくぇ けす こなさゃう-
すっ ゃ [せしうは.   
15 ゅけょうくう こけ-おなしくけ, こさっい 1928 

ゅ., ‶ぇさうあおぇすぇ おけくそっさっくちうは くぇ 
けそすぇかきけかけいうすっ とっ けすつっすっ, つっ ゃ 
しゃっすぇ し ょゃっすっ けつう くっ ゃうあょぇす けおけ-
かけ 6 きうかうけくぇ ょせてう, ぇ けおけかけ 15 
きうかうけくぇ しぇ し すっあおう せゃさっあょぇくうは 
くぇ けつうすっ. ′はおけかおけ きうかうけくぇ けす 
すはた きけあっかけ ょぇ こさけゅかっょくぇす, ぇおけ 
うき ぉなょっ こさうしぇょっくぇ さけゅけゃうちぇ. 
′け すけゃぇ きけあっか ょぇ くぇこさぇゃう っょうく 
っょうくしすゃっく つけゃっお - いぇぉっかっあうすっか-
くうはす させしおう たうさせさゅ-けそすぇかきけかけゅ 
╁かぇょうきうさ ‶っすさけゃうつ 《うかぇすけゃ.
╊っおぇさ こけ くぇしかっょしすゃけ. ╉けゅぇすけ 

╁かぇょうきうさ っ くぇ 7 ゅけょうくう, しっきっえ-
しすゃけすけ しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ]うきぉうさしお. 
〈ぇき ぉなょっとうはす たうさせさゅ いぇゃなさてゃぇ 
╉かぇしうつっしおぇすぇ きなあおぇ ゅうきくぇいうは, 
ういせつぇゃぇえおう かぇすうくしおう, ゅさなちおう, 
うしすけさうは, かうすっさぇすせさぇ う っしすっしすゃっ-
くう くぇせおう. ¨とっ ゃ すっいう ゅけょうくう すけえ 
さぇいしなあょぇゃぇか すぇおぇ: ぇおけ くぇうしすうくぇ 
うしおぇて ょぇ しすぇくって けぉさぇいけゃぇく つけ-
ゃっお, せつう しっ しぇき. ╁かぇょうきうさ すぇおぇ う 
こけしすなこうか. ╁なこさっおう, つっ せつっくっすけ きせ 
けすくっきぇかけ きくけゅけ ゃさっきっ, すけえ こけきぇ-
ゅぇか ゃ けゅさけきくぇすぇ しっきっえくぇ ゅさぇょうくぇ.                                                                                                        
╆ぇこけつゃぇ ょぇ しかっょゃぇ ゃ ╋っょうちうく-
しおうは そぇおせかすっす くぇ ╋けしおけゃしおうは 
せくうゃっさしうすっす. ‶さっい ゃぇおぇくちううすっ 
ゃ ]うきぉうさしおぇすぇ いっきしおぇ ぉけかくうちぇ 
こけきぇゅぇか くぇ ぉぇとぇ しう - ‶ぬけすさ 《う-
かぇすけゃ – ゃうしけおけけぉさぇいけゃぇく つけゃっお, 
かっおぇさ う たうさせさゅ, ういゃっしすっく し こさっ-
ょぇくけしすすぇ しう おなき こぇちうっくすうすっ. 』う-
つけすけ くぇ ╁かぇょうきうさ - ′うか 《うかぇすけゃ, 
っ ぉっかっあうす  せつっく, ういゃっしすっく くぇ かっ-
おぇさしおぇすぇ けぉとくけしす こけ ちっかうは しゃはす, 
こさっこけょぇゃぇすっか ゃ せくうゃっさしうすっすぇ ゃ 
╋けしおゃぇ, けしくけゃけこけかけあくうお くぇ させ-
しおぇすぇ こっょうぇすさうは. 』っすうさうきぇ けす 
てっしすうきぇすぇ ぉさぇすは 《うかぇすけゃう しなとけ 
しっ こけしゃっすうかう くぇ きっょうちうくぇすぇ. 
╇いぉけさなす - けそすぇかきけかけゅうは. 

╆ぇ しゃけは かっおぇさしおぇ しこっちうぇかくけしす 
きかぇょうはす 《うかぇすけゃ ういぉうさぇ けそ-
すぇかきけかけゅうはすぇ. ]すさぇょぇくうはすぇ くぇ 
ぉけかくうすっ, いぇゅせぉうかう いさっくうっすけ しう, 
ういこなかゃぇかう しなさちっすけ きせ し ぉけかおぇ 
う あぇかけしす. ′ぇえ-つっしすぇすぇ こさうつうくぇ 
いぇ しかっこけすぇすぇ ぉうかけ こけきなすくはゃぇ-
くっすけ くぇ さけゅけゃぇすぇ けぉゃうゃおぇ, すけっしす 
こけはゃぇすぇ くぇ こっさょっ. ╁ くぇえ-ょけぉさうは 
しかせつぇえ しっ せゃさっあょぇかけ っょくけすけ けおけ. 
┿ ぇおけ ぉはかけすけ, こけしすっこっくくけ しゅなし-
すはゃぇとけ しっ こっすくけ いぇしっゅくっ う ょゃっすっ 
けつう? ]ゃっすけゃくぇすぇ けそすぇかきけかけゅうは 
くぇしけつうかぇ せしうかうはすぇ しう おなき ぉけさ-
ぉぇすぇ しなし しかっこけすぇすぇ, かっおせゃぇえおう 
おぇすぇさぇおすぇ, ぇ しすせょっくすなす 《うかぇすけゃ 
しっ うくすっさっしせゃぇか けす すけゃぇ - おぇお 
きけあっ ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃう いさっくうっ-
すけ, おぇすけ しっ こさうしぇょう さけゅけゃうちぇ?                                                                                                                                     
]かっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ きっょう-
ちうくしおうは そぇおせかすっす ゃ ╋けしおゃぇ 
こさっい 1897 ゅ. すけえ っ けしすぇゃっく おぇすけ 
けさょうくぇすけさ ゃ けつくぇすぇ おかうくうおぇ う し 
きなおぇ くぇぉかのょぇゃぇか おぇお たけさぇすぇ しう 
すさなゅゃぇす ぉっい くうおぇおゃぇ くぇょっあょぇ. ╇ 
しっ こうすぇか - いぇとけ くっ こさうしぇあょぇす さけ-
ゅけゃうちぇ?  ┿ くっ こさうしぇあょぇかう, いぇとけ-
すけ こさうしぇょっくぇすぇ さけゅけゃうちぇ しなとけ 
こけきなすくはゃぇかぇ. ′はきぇかけ せしこってっく 
しかせつぇえ ゃ しゃっすけゃくぇすぇ こさぇおすうおぇ.                                                                                                                                        
  ╋くけゅけ しおけさけ 《うかぇすけゃ いぇこけつくぇか 
さぇぉけすぇ ゃ ╋けしおけゃしおぇすぇ けつくぇ ぉけか-
くうちぇ, おなょっすけ うきぇかけ きくけゅけ おかうくう-
つっく きぇすっさうぇか う ゃ こさけょなかあっくうっ 
くぇ すさう ゅけょうくう ういせつぇゃぇか さぇいかうつくう 
いぇぉけかはゃぇくうは, せしなゃなさてっくしすゃぇか 
けこっさぇすうゃくぇすぇ しう すったくうおぇ.                                                                                     
╁ ¨ょっしぇ. ‶さっい 1903 ゅ. すけえ っ 

こけおぇくっく けす しゃけは せつうすっか こさけそ. 
╂けかけゃうく ゃ ¨ょっしぇ, おなょっすけ しすぇゃぇ 
くっゅけゃ ぇしうしすっくす. [ぇぉけすぇすぇ くぇょ ょう-
しっさすぇちうはすぇ う ゃけっくくぇすぇ しかせあぉぇ いぇ 
ょなかゅけ けすおなしくぇかう きうしかうすっ きせ けす 
こさうしぇあょぇくっすけ くぇ さけゅけゃうちぇ. ╃う-
しっさすぇちうはすぇ きせ „╉かっすなつくうすっ はょさぇ 

╇]╅╉¨〈¨『 ‒¨]╅【《╇ - 《ぁ¨【╊ 〉╅ 〈¨]¨《〉¨
ゃ けそすぇかきけかけゅうはすぇ” こさっょしすぇゃかはゃぇ 
けぉてうさくけ う いぇょなかぉけつっくけ ういしかっょ-
ゃぇくっ, つさっい おけっすけ 《うかぇすけゃ こけしすっ-
こっくくけ しう ういはしくはゃぇか こさうつうくぇすぇ いぇ 
こけきなすくはゃぇくっすけ くぇ こさうしぇょっくぇすぇ 
ょけくけさしおぇ さけゅけゃうちぇ: ゃ つけゃっておうは 
けさゅぇくういなき ぉうかけ くっゃないきけあくけ ょぇ 
しなとっしすゃせゃぇす つせあょう すなおぇくう う 
おかっすおう, すなえ おぇすけ しっ さぇいかぇゅぇかう. 

╉けゅぇすけ 《うかぇすけゃ いぇゃなさてゃぇか ょう-
しっさすぇちうはすぇ しう, こさけそ. ╂けかけゃうく 
きせ ょぇか ょぇ こさけつっすっ くけゃぇすぇ おくうゅぇ 
くぇ 『うさき „¨そすぇかきけかけゅうつっしおう ぇさ-
たうゃ”. ╄ょくぇ けす しすぇすううすっ ぉうかぇ いぇ 
こさうつうくうすっ, しゃなさいぇくう し くっせしこって-
くけすけ すさぇくしこかぇくすうさぇくっ くぇ さけゅけ-
ゃうちぇ. 『うさき ぉうか けこうしぇか う こなさゃうは 
せしこってっく しかせつぇえ くぇ こさうしぇあょぇくっ 
くぇ さけゅけゃうちぇ けす つけゃっお くぇ つけゃっお.
‶さっい 1908 ゅ. 《うかぇすけゃ  ぉかっしすはとけ 

いぇとうすぇゃぇ ょうしっさすぇちうはすぇ しう, おけはすけ 
こけしゃっとぇゃぇ くぇ しゃけは ぉぇとぇ - こなさ-
ゃうはす きせ くぇせつっく さなおけゃけょうすっか, う 
いぇこけつゃぇ ょぇ こさっこけょぇゃぇ けそすぇかきけ-
かけゅうは ゃ ′けゃけさせしうえしおうは せくうゃっさ-
しうすっす. ╉けゅぇすけ ╂けかけゃうく いぇきうくぇゃぇ 
いぇ ╋けしおゃぇ, ╁かぇょうきうさ 《うかぇすけゃ 
しすぇゃぇ いぇゃっあょぇと くぇ おぇすっょさぇすぇ 
こけ けそすぇかきけかけゅうは. ]すぇゃぇ こさけそっ-
しけさ こさっい 1921 ゅ., ぇ けす 1936 ゅ., ょけ 
しきなさすすぇ しう, っ ょうさっおすけさ くぇ ¨ょっ-
しおうは くぇせつくけ-ういしかっょけゃぇすっかしおう 
ちっくすなさ こけ けつくう ぉけかっしすう.                                                                                                                                  
′けゃぇ っさぇ ゃ けそすぇかきけかけゅうはすぇ. 

╋うしなかすぇ きせ こさけょなかあぇゃぇかぇ ょぇ 
ぉなょっ いぇっすぇ し すけゃぇ - おぇお きけあっ ょぇ 
しっ ういゃなさてう くっ つぇしすうつくけ, ぇ こなかくけ 
こさうしぇあょぇくっ くぇ さけゅけゃうちぇ? ╃けすけ-
ゅぇゃぇ ぉうかう ういゃっしすくう しぇきけ けすょっか-
くう せしこってくう しかせつぇう くぇ つぇしすうつくけ 
こさうしぇあょぇくっ.
‶さっい 1912 ゅ. 《うかぇすけゃ  せしこはゃぇ 

ょぇ くぇこさぇゃう こなかくけ こさうしぇあょぇくっ. 
¨こっさぇちうはすぇ ぉうかぇ せしこってくぇ, くけ 
ゃなこさっおう すけゃぇ さけゅけゃうちぇすぇ こけ-
すなきくはかぇ う こぇちうっくすなす しう すさなゅ-
くぇか くっういかっおせゃぇく. ╁かぇょうきうさ 
‶っすさけゃうつ すっあおけ こさっあうゃはか くっ-
せしこったぇ. ]かっょ ょゃっ ゅけょうくう けこ-
うすぇか けすくけゃけ. ╇ こぇお - くっせしこった.                                                                                                                       
′ぇおさぇは, こさっい 1924 ゅ., すけえ さぇいさぇぉけ-
すうか きっすけょ いぇ こさうしぇあょぇくっ くぇ さけゅけ-
ゃうちぇ - くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ しすけすうちう しゃけう 
っおしこっさうきっくすう う し ちっくぇすぇ くぇ せこけ-
さうす すさせょ う きくけゅけ ぉっいしなくくう くけとう.                                                                                               
‶なさゃけすけ せしこってくけ こさうしぇあょぇくっ くぇ 
さけゅけゃうちぇ けす すさせこ, しなし しこっちうぇか-
くけ おけくしすさせうさぇく うくしすさせきっくすぇさう-
せき, 《うかぇすけゃ ういゃなさてゃぇ くぇ 6 きぇえ 
1931 ゅ. 〈けゅぇゃぇ すさぇくしこかぇくすなす くっ 
こけきなすくはか. 〈けいう ょっく しっ しきはすぇ いぇ 
こけゃさぇすっく きけきっくす ゃ ぉけさぉぇすぇ いぇ 
ゃないゃさなとぇくっ くぇ いさっくうっすけ くぇ しかっ-

こうすっ たけさぇ, くぇつぇかけ くぇ くけゃぇ っさぇ ゃ 
けそすぇかきけかけゅうはすぇ. ‶さっょう ゃけえくぇすぇ 
《うかぇすけゃ う せつっくうちうすっ きせ けこっさう-
さぇかう こけゃっつっ けす 1000 けつう - こけゃっ-
つっ, けすおけかおけすけ ゃなゃ ゃしうつおう ょさせゅう 
ょなさあぇゃう いぇ 120 ゅけょうくう.
′ぇせつくうはす きせ こさうくけし. 〈させょけ-

ゃっすっ くぇ 《うかぇすけゃ しぇ こけしゃっすっくう くぇ 
けそすぇかきけかけゅうはすぇ, くぇ こかぇしすうつくぇ-

すぇ たうさせさゅうは う くぇ ょさせゅう けすさぇしかう 
ゃ きっょうちうくぇすぇ. ‶さうくけしなす きせ いぇ 
かっつっくうっすけ くぇ けつくうすっ いぇぉけかはゃぇ-
くうは っ くっけちっくうき. ̈ ゅさけきくぇ くっゅけゃぇ 
いぇしかせゅぇ っ きっすけょなす いぇ こさうしぇあょぇ-
くっ くぇ さけゅけゃうちぇ. 〈けえ こさっょかぇゅぇ 
しけぉしすゃっくう きっすけょう いぇ かっつっくうっ くぇ 
ゅかぇせおけきぇ, すさぇたけきぇ, すさぇゃきぇすういなき 
ゃ けそすぇかきけかけゅうはすぇ う ょさ. ╇いけぉさっ-
すぇすっか っ くぇ きくけゅけ けさうゅうくぇかくう 
けそすぇかきけかけゅうつくう うくしすさせきっくすう.                                                                                                 
╁ないしすぇくけゃうすっかくぇすぇ たうさせさゅうは きせ 
ょなかあう きくけゅけ: 《うかぇすけゃ さぇいさぇ-
ぉけすゃぇ きっすけょ いぇ こさうしぇあょぇくっ くぇ 
おけあぇ, くっ しぇきけ いぇ こさうおさうゃぇくっ くぇ 
ょっそっおすう くぇ くけしぇ, くぇ せしすくうすっ う 
ょさせゅう けさゅぇくう, ゃないくうおくぇかう こさう 
すさぇゃきう, くけ う いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ 
くぇ かうこしゃぇとう うかう ょっそけさきうさぇくう 
けさゅぇくう. [ぇくっくうすっ こけ ゃさっきっ くぇ 
ゃけえくぇすぇ うきぇかう けゅさけきくぇ こけかいぇ けす 
すけいう きっすけょ.
′ぇ ╁かぇょうきうさ ‶っすさけゃうつ こさう-

くぇょかっあう う さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ 
せつっくうっすけ いぇ ぉうけゅっくくうすっ しすうきせ-
かぇすけさう, おけっすけ こけかぇゅぇ けしくけゃうすっ 
くぇ すなおぇくくぇすぇ すっさぇこうは, せしこって-
くけ こさぇおすうおせゃぇくぇ ゃ たせきぇくくぇすぇ う 
ゃっすっさうくぇさくぇすぇ きっょうちうくぇ. ╀うけ-
ゅっくくうすっ しすうきせかぇすけさう, くぇさっつっくう 
すぇおぇ けす 《うかぇすけゃ, しぇ ゃっとっしすゃぇ, 
ゃないぉせあょぇとう あういくっくうすっ こさけちっ-
しう. ¨とっ おけゅぇすけ すなさしっか しさっょしすゃけ 
こさけすうゃ しかっょけこっさぇちうけくくけすけ こけ-
きなすくはゃぇくっ くぇ こさうしぇょっくぇすぇ さけゅけ-
ゃうちぇ, すけえ ういゃなさてうか きくけあっしすゃけ 
くぇぉかのょっくうは. ╇いしかっょゃぇくうはすぇ きせ 
こけおぇいぇかう, つっ こさうしぇあょぇくっすけ こけょ 
おけあぇすぇ くぇ つけゃっおぇ くぇ さぇいかうつくう 
すなおぇくう けす あうゃけすうくしおう うかう さぇし-
すうすっかっく こさけういたけょ うきぇ すっさぇこっゃ-
すうつくけ ゃないょっえしすゃうっ こさう さっょうちぇ 
けつくう う ゅうくっおけかけゅうつくう いぇぉけかは-
ゃぇくうは, こさう はいゃう くぇ おけあぇすぇ う ょさ. 
‶さう おけくしっさゃぇちうは くぇ すなおぇくうすっ  
こさう こけ-しこっちうぇかくう せしかけゃうは /くう-
しおぇ すっきこっさぇすせさぇ いぇ あうゃけすうくしおう-
すっ すなおぇくう う かうこしぇ くぇ しゃっすかうくぇ 
いぇ さぇしすうすっかくうすっ/ しっ くぇすさせこゃぇかう 
けしけぉっくう ゃっとっしすゃぇ, おけうすけ ゃない-
ぉせあょぇかう あういくっくうすっ こさけちっしう ゃ 
すさぇくしこかぇくすぇ. ‶さう ゃなゃっあょぇくっすけ 
うき ゃ ぉけかくうは けさゅぇくういなき すっいう ぉうけ-
ゅっくくう しすうきせかぇすけさう ゅけ ぇおすうゃうさぇす 
おなき そういうけかけゅうつくぇ さっぇおちうは う ゃけ-

ょはす ょけ けいょさぇゃはゃぇくっ.
′ぇせつくう すさせょけゃっ. ┿おぇょ. 《う-

かぇすけゃ うきぇ くぇょ 430 こせぉかうおぇちうう, 
しさっょ おけうすけ しぇ: „¨こすうつっしおけ こさう-
しぇあょぇくっ くぇ さけゅけゃうちぇ う すなおぇくくぇ 
すっさぇこうは”, „〈なおぇくくぇすぇ すっさぇこうは”, 
„╋けはす こなす ゃ くぇせおぇすぇ”, „¨こっさぇちうは 
くぇ さけゅけゃぇすぇ けぉゃうゃおぇ う しおかっさぇすぇ”, 
„╇いぉさぇくう すさせょけゃっ” ゃ 4 すけきぇ. 〉し-
こけさっょくけ し てうさけおぇすぇ しう こっょぇゅけゅう-
つっしおぇ ょっえくけしす, 《うかぇすけゃ けしくけゃぇゃぇ 
けそすぇかきけかけゅうつくけ せつうかうとっ, おけっすけ 
いぇゃなさてうかう きくけゅけ すぇかぇくすかうゃう 
くっゅけゃう せつっくうちう. ╂けかっきうはす たう-
させさゅ-けそすぇかきけかけゅ ぉうか けしくけゃぇすっか 
う さっょぇおすけさ くぇ „¨そすぇかきけかけゅうつっく 
あせさくぇか” う こさっょしっょぇすっか くぇ くぇせつ-
くけすけ ょさせあっしすゃけ くぇ けそすぇかきけかけいう-
すっ ゃ 〉おさぇえくぇ.                                                                                                 
╋ぇかおけ ういゃっしすくけ. ╁ しゃけぉけょくけ-

すけ しう ゃさっきっ ぇおぇょっきうおなす さうしせゃぇか 
こっえいぇあう, ういこけかいゃぇえおう ういたゃなさ-
かっくう おぇさすけくっくう おせすうう. ′ぇ おぇさ-
すうくうすっ しう しっ こけょこうしゃぇか ╁けすぇかうそ 
/《うかぇすけゃ, つっすっくけ けぉさぇすくけ/.′け 
おなき しゃけっすけ „たせょけあっしすゃけ” しっ けす-
くぇしはか すゃなさょっ しおさけきくけ, ゃなこさっおう 
つっ おぇいゃぇか: „┿おけ くはおけゅぇ すぇき, ゅけさっ, 
すさはぉゃぇ ょぇ こけこなかくは  ゅさぇそぇ „こさけ-
そっしうは”, とっ くぇこうてぇ „たせょけあくうお”. 
┿おぇょっきうおなす しなつうくはゃぇか しすうたけゃっ, 
こうてっか う さぇいおぇいう. 
[ぇいおぇいゃぇす, つっ こさう っょくけ けす こけ-

しっとっくうはすぇ くぇ ]すぇかうく こさう 《う-
かぇすけゃ, おけえすけ せしこってくけ かっおせゃぇか 
けつうすっ くぇ ゃけあょぇ, けそすぇかきけかけゅなす 
こけうしおぇか おぇすけ くぇゅさぇょぇ ょぇ きせ ぉなょっ 
ょぇょっくけ くっゅけかはきけ こぇさつっ いっきは, くぇ 
おけはすけ ょぇ こけしすさけう しゃけえ うくしすう-
すせす こけ けつくう ぉけかっしすう. ╇ ゅけ こけかせ-
つうか. 』さっい ]すぇかうく  ょ-さ 《うかぇすけゃ 
せしこはか ょぇ しこぇしう けす さっこさっしうう いぇ 
くぇせおぇすぇ きくけゅけ はさおう かうつくけしすう.                                                                                                                       
]なゃさっきっくくうちうすっ くぇ 《うかぇすけゃ さぇい-
おぇいゃぇかう う いぇ ぉかぇゅけすゃけさくぇすぇ けぉ-
しすぇくけゃおぇ いぇょ しすっくうすっ くぇ くっゅけゃうは 
うくしすうすせす, おなょっすけ くはきぇかけ きはしすけ いぇ 
さぇゃくけょせてうっ. ┿おぇょっきうおなす しきはすぇか, 
つっ こっしうきういきなす ょけ かっゅかけすけ くぇ ぉけ-
かくうは っ ぉっいこけかっいっく う おぇいゃぇか: „╃け-
おぇすけ ぉけかくうはす ゃしっ けとっ くっ っ けしかっ-
こはか くぇこなかくけ, くうっ しきっ ょかなあくう ょぇ 
ゃこさっゅくっき ゃしうつおうすっ しう せしうかうは, いぇ 
ょぇ しなたさぇくうき  うかう ょぇ ゃなさくっき こけくっ 
つぇしすうちぇ けす くっゅけゃけすけ いさっくうっ”. ]ぇ-

きうはす すけえ こさぇゃっか ゃしうつおけ ゃ うきっすけ 
くぇ すけゃぇ. ╃けさう あうゃっっか ぉかういけ ょけ 
うくしすうすせすぇ, いぇ ょぇ きけあっ ゃ しかせつぇえ, 
つっ こけすさはぉゃぇ くぇ つけゃっお し かけてけ いさっ-
くうっ, ょぇ ぉなょぇ くぇぉかういけ. 
′ぇ ょなとっさはすぇ くぇ しゃけは ぉかういおぇ, 

おけはすけ いぇこけつくぇかぇ さぇぉけすぇ ゃ くっゅけ-
ゃうは うくしすうすせす, すけえ おぇいぇか: „[ぇぉけすっ-
すっ, くけ ゃうくぇゅう くけしっすっ しなし しっぉっ しう 
ぉっかっあくうお う こうしぇかおぇ – いぇこうしゃぇえ-
すっ ゃしうつおけ, おけっすけ ゅけゃけさは, すなえ おぇすけ 
ゃ きっょうちうくぇすぇ すけゃぇ ゅけ いくぇは しぇきけ 
ぇい”.
╅っくうすっ. ╁かぇょうきうさ ‶っすさけゃうつ 

ゃうくぇゅう ぉうか けぉおさなあっく けす あっくう. ] 
きくけゅけ けす すはた ゅけ しゃなさいゃぇかう すけこかう 

けすくけてっくうは う かうつくう しうきこぇすうう, くけ 
きぇかおけ ぉうかう すっいう, し おけうすけ しこけょっ-
かはか う くぇえ-しなおさけゃっくうすっ しう くっとぇ. 
╇きぇか すさう ぉさぇおぇ. ‶なさゃうはす しっ さぇい-
こぇょくぇか ぉなさいけ. ╁すけさぇすぇ きせ しなこさせ-
ゅぇ くっ きけあっかぇ ょぇ しっ こさうきうさう し 
すけゃぇ, つっ すけえ っ ういちはかけ けすょぇょっく くぇ 
くぇせおぇすぇ. 〈は しっょはかぇ しぇきぇ しなし しうくぇ 
しう ]っさぬけあぇ ゃおなとう. ‶けくはおけゅぇ 
おけきこぇくうは え こさぇゃっかう ゅけしすう, おけうすけ 
こっっかう う すぇくちせゃぇかう. ╁ っょくぇ すぇおぇ-
ゃぇ ゃっつっさ すは しっ いぇこけいくぇかぇ し っょうく 
きかぇょ つけゃっお う いぇきうくぇかぇ し くっゅけ ゃ 
╉さうき. ╀っい くうおけゅぇ ょぇ は ゃうょう こけゃっ-
つっ, ょけ おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう 《うかぇすけゃ 
え ういこさぇとぇか こぇさう. ╆ぇ ゃないこうすぇくうっ-
すけ くぇ しうくぇ しう すけえ けしうゅせさうか ょけ-
きぇてくう うおけくけきおう. ╁ いぇおけくっく ぉさぇお 
し すさっすぇすぇ しう しなこさせゅぇ – ╁ぇさゃぇさぇ 
]おけさけょうくしおぇは, 《うかぇすけゃ ゃしすなこゃぇ 
こけ くっえくけ くぇしすけはゃぇくっ, おけゅぇすけ っ くぇ 
80 ゅけょうくう, きぇかおけ こさっょう おけくつうくぇ-
すぇ しう. 〈は ぉうかぇ くっゅけゃぇ かうつくぇ しっ-
おさっすぇさおぇ, ゃけょうかぇ こさっこうしおうすっ きせ, 
こけきぇゅぇかぇ きせ ゃ ぉうすぇ.                                                                                                                       
╃-さ 《うかぇすけゃ ぉうか ゃはさゃぇと 

つけゃっお. 〈けえ こけきぇゅぇか きぇすっさうぇか-
くけ くぇ ちなさおゃぇすぇ. ╁しはおぇ くっょっかは  
ぇおぇょっきうおなす たけょっか くぇ ちなさおゃぇ, 
こさっょう ゃしはおぇ けこっさぇちうは うしおぇか 
ぉかぇゅけしかけゃっくうっ けす っこうしおけこぇ, ぇ 
しかっょ けこっさぇちうはすぇ こけさなつゃぇか ぉかぇ-
ゅけょぇさしすゃっく きけかっぉっく. ¨す [せしおぇすぇ 
こさぇゃけしかぇゃくぇ ちなさおゃぇ ╁かぇょうきうさ 
‶っすさけゃうつ こけかせつうか ょゃぇ けさょっくぇ.                                                                                            
¨しゃっく かっおぇさう, こうしぇすっかう, ぇさすうしすう 
う たせょけあくうちう, くっゅけゃう つっしすう ゅけしすう 
ぉうかう う ゃうしてう ょせたけゃくうちう - くっとけ, 
おけっすけ くっ ぉうかけ ぉっいけこぇしくけ ゃ けくっ-
いう ゃさっきっくぇ. ╇ すけえ, おぇすけ きくけいうくぇ 
ょさせゅう しゃっすうかぇ, うきぇか „かうつくぇ けた-
さぇくぇ”, おけはすけ ぉうかぇ „ゃしっゃうあょぇとけ-
すけ けおけ”. ╄ょうく けす さっょおうすっ しかせつぇう, 
おけゅぇすけ ゃうょっかう けそすぇかきけかけゅぇ さぇいは-
さっく, ぉうか, おけゅぇすけ しうくなす きせ ]っさゅっえ 
さってうか ょぇ しっ けあっくう いぇ ╆けは – きけ-
きうつっ けす さっかうゅうけいくけ しっきっえしすゃけ. 
′ぇ しなぉさぇくうっ ╆けは ぉうかぇ ういおかのつっくぇ 
けす おけきしけきけかぇ. 〈けゃぇ ゃぉっしうかけ 《う-
かぇすけゃ. 
╁ つっしす う ゃ こぇきっす くぇ ぇおぇょ. 《う-

かぇすけゃ. ′ぇ 27 そっゃさせぇさう 1955 ゅ. 
ぇおぇょ. ╁かぇょうきうさ 《うかぇすけゃ こうとくけ 
こけしさっとくぇか しゃけはすぇ 80-ゅけょうてくうくぇ. 
]きなさすすぇ ゅけ いぇしすうゅぇ くぇ しかっょゃぇとぇ-

すぇ ゅけょうくぇ くぇ さぇぉけすくけすけ きせ きはしすけ.                                                                                                                      
‶さうあうゃっ ╁かぇょうきうさ 《うかぇすけゃ っ 
せょけしすけっく し さっょうちぇ いゃぇくうは う けさ-
ょっくう. ‶さっい 1962 ゅ. ういかういぇ こけとっく-
しおぇ きぇさおぇ し かうおぇ くぇ 《うかぇすけゃ. ′ぇ 
くっゅけゃけ うきっ っ せつさっょっくぇ う こさっきうは, 
おけはすけ しっ こさうしなあょぇ いぇ くぇえ-ゅけかはき 
こさうくけし ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ けつくぇすぇ たう-
させさゅうは う こかぇしすうつくぇすぇ たうさせさゅうは. 
╇きっすけ きせ くけしはす せかうちう う ぉせかっゃぇさ-
ょう ゃ さぇいかうつくう ゅさぇょけゃっ くぇ [せしうは. 
╁ くっゅけゃぇ つっしす けすおさうすうはす こさっい 
1982 ゅ. ぇしすっさけうょ こけょ わ 5316 っ 
くぇさっつっく Filatov.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈けえ ゃないゃさなとぇか いさっくうっすけ くぇ ぉっいくぇょっあょくけ ぉけかくうすっ. ‶さう 
くっゅけ しっ しすうつぇかう たけさぇ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ]すぇかうく ういこさぇ-

とぇか いぇ くっゅけ しぇきけかっすぇ しう ゃ ¨ょっしぇ - しゃけうすっ けつう う けつうすっ くぇ 
ぉかういおうすっ しう すけえ こけゃっさはゃぇか っょうくしすゃっくけ くぇ ょけおすけさ 《うかぇすけゃ.                                                                                                                           
╁っかうおうはす させしおう たうさせさゅ-けそすぇかきけかけゅ ぇおぇょっきうお ╁かぇょうきうさ 
《うかぇすけゃ っ さけょっく こさっい 1875 ゅ. ゃ し. ╋うたぇえかけゃおぇ, ‶っくいっく-
しおぇ ゅせぉっさくうは. ╇いけぉさっすぇすっか っ くぇ きっすけょぇ いぇ こさうしぇあょぇくっ 
くぇ さけゅけゃうちぇ. ¨しくけゃぇすっか っ くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ けつくう ぉけかっ-
しすう う すなおぇくくぇ すっさぇこうは ゃ ¨ょっしぇ. ╃っえしすゃうすっかっく つかっく くぇ 
┿おぇょっきうはすぇ くぇ くぇせおうすっ くぇ 〉おさぇえくぇ う くぇ ┿おぇょっきうはすぇ 
くぇ きっょうちうくしおうすっ くぇせおう くぇ ]]][. ╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすう-
つっしおうは すさせょ, くけしうすっか くぇ 4 けさょっくぇ „╊っくうく”, かぇせさっぇす くぇ 
]すぇかうくしおぇ こさっきうは, くけしうすっか くぇ いかぇすっく きっょぇか „╋っつくうおけゃ”.                                                                                                                
〉きうさぇ こさっい 1956 ゅ.

すぇいう しおさうくうくゅ-こさけゅさぇきぇ きけゅぇす ょぇ しっ けぉさなとぇす いぇ こけょさけぉくけしすう う くぇしけつゃぇくっ おなき かうつくうすっ しう かっおぇさう. 
9 たうかはょう しぇ さぇいこさぇすっくうすっ けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ ょけ きけきっくすぇ こけおぇくう いぇ はゃはゃぇくっ くぇ すぇおなゃ ゃうょ 
こさっゅかっょ おなき ゅさぇあょぇくうすっ けす けぉかぇしすすぇ, ょけ きけきっくすぇ うくすっさっしなす おなき すはた っ きうくうきぇかっく. ╄ょゃぇ 680 しぇ すっいう, 
おけうすけ しぇ しっ ゃないこけかいゃぇかう. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ しさっょくけ ゅけょうてくけ ゃ ╀なかゅぇさうは しっ けすおさうゃぇす 3 たうかはょう くけゃう 
しかせつぇは くぇ ぉけかくう けす さぇお くぇ ゅなさょぇすぇ. 
╉ぇすけ 16,4% っ しきなさすくけしすすぇ けす すけゃぇ いぇぉけかはゃぇくっ いぇ ゃしうつおう くけゃけけすおさうすう しかせつぇう, こけ ょぇくくう けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
‶さう さぇくくけ けすおさうゃぇくっ, ゃしかっょしすゃうっ くぇ こさっゃっくちうは, っ ゃないきけあくけ 100% かっつっくうっすけ くぇ すけゃぇ うくぇつっ おけ-

ゃぇさくけ いぇぉけかはゃぇくっ, おぇすっゅけさうつくう しぇ かっおぇさうすっ-きぇきけかけいう けす さぇえけくぇ. 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

くぇ [っこせぉかうおぇ ╇いさぇっか 【ぇせか 
╉ぇきうしぇ [ぇい. ‶けしかぇくうおなす くぇ 
╇いさぇっか こけしっすう „┿さしっくぇか” こけ 
しゃけは うくうちうぇすうゃぇ. ‶け-おなしくけ 
さぇいゅけゃけさは う し  おきっすぇ くぇ ゅさぇ-
ょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ.
╁ けさなあっえくうちぇすぇ こけしかぇくうお 

[ぇい ぉっ しうかくけ ゃこっつぇすかっく, おぇお-
すけ けす きぇとぇぉうすっ くぇ そうさきぇすぇ, 
すぇおぇ う けす てうさけおぇすぇ ゅぇきぇ くぇ 
こさけょせおちうはすぇ, うくけゃぇすうゃくうすっ  
すったくけかけゅうう う ゅさぇあょぇくしおけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ.
′ぇ すぇいう こなさゃぇ くぇてぇ けそう-

ちうぇかくぇ しなゃきっしすくぇ しさっとぇ 
ぉはた こさうはすくけ ういくっくぇょぇく, つっ 
こけしかぇくうお [ぇい っ いぇこけいくぇす し 
こさけょせおちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”,  
いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
》さうしすけ ╇ぉせてっゃ, ょけきぇおうく くぇ 
しさっとぇすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 

¨ぉくけゃっくぇすぇ こなさいぇかおぇ ゃ ょゃけさぇ ╃╂ „╀せさぇすうくけ“ ゃ „┿さ-
しっくぇか“ - こけさっょくぇ こさうょけぉうゃおぇ けす しなゃきっしすくけすけ こぇさす-

くぬけさしすゃけ くぇ おけかっおすうゃぇ くぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ う さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ そうさきぇすぇ.

¨つてそちけさひて 》かせねそ 》かせねかう
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╁ こけしかっょくうすっ しっょきうちう けす こさっょしさけつくけ こさう-
おかのつゃぇとうは きぇくょぇす くぇ 42-すけ ′ぇさけょくけ しな-

ぉさぇくうっ ょっこせすぇすうすっ さってうたぇ, つっ こさけそっしうけくぇか-
くけ けぉさぇいけゃぇくうっ きけあっ ょぇ しっ けしなとっしすゃはゃぇ う こけ 
こなすは くぇ けぉせつっくうっ つさっい さぇぉけすぇ. 
〈けゃぇ しすぇくぇ し こさうっきぇくっ くぇ ゃすけさけ つっすっくっ くぇ 

すっおしすけゃっ けす こさけきっくう ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ こさけそっしうけ-
くぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ う けぉせつっくうっ.
¨ぉせつっくうっすけ つさっい さぇぉけすぇ うかう, おぇおすけ っ ういゃっしす-

くけ くぇ ╆ぇこぇょ - ょせぇかくけ けぉせつっくうっ, っ そけさきぇ くぇ 
こぇさすくぬけさしすゃけ きっあょせ こさけそっしうけくぇかくけ せつうかうとっ, 
こさけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは, こさけそっしうけくぇかっく おけ-
かっあ うかう ちっくすなさ いぇ こさけそっしうけくぇかくけ けぉせつっくうっ う 
っょうく うかう くはおけかおけ さぇぉけすけょぇすっかう, おけはすけ ゃおかのつ-
ゃぇ こさぇおすうつっしおけ けぉせつっくうっ ゃ さっぇかくぇ さぇぉけすくぇ 
しさっょぇ う けぉせつっくうっ ゃ こさけそっしうけくぇかくけ せつうかうとっ, 
こさけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは, こさけそっしうけくぇかっく おけ-
かっあ うかう ちっくすなさ いぇ こさけそっしうけくぇかくけ けぉせつっくうっ. 
╁ こさけそっしうけくぇかくうすっ ゅうきくぇいうう う こさけそっしうけ-

くぇかくうすっ せつうかうとぇ けぉせつっくうっすけ つさっい さぇぉけすぇ しっ 
けさゅぇくういうさぇ ゃ XI う XII おかぇし いぇ せつっくうちう, おけうすけ 
しぇ くぇゃなさてうかう 16 ゅけょうくう, しぇ いぇこうしぇかう ょっこせ-
すぇすうすっ ゃ こさうっすうすっ こさけきっくう. ‶さけそっしうけくぇかくう 
いくぇくうは, せきっくうは う おけきこっすっくすくけしすう きけゅぇす ょぇ しっ 

こさうょけぉうはす う つさっい くっそけさきぇかくけ けぉせつっくうっ う しぇきけし-
すけはすっかくけ せつっくっ. ╁なゃっあょぇ しっ おさっょうすくぇすぇ しうしすっきぇ ゃ 
こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ. 
╉さっょうすう きけゅぇす ょぇ しっ くぇすさせこゃぇす し ちっか こさうょけぉうゃぇ-

くっ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは こけ こさけそっしうは 
う うかう ょぇ しっ こさったゃなさかはす いぇ こさうょけぉうゃぇくっ くぇ こさけ-
そっしうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは こけ ょさせゅぇ こさけそっしうは けす 
しなとけすけ こさけそっしうけくぇかくけ くぇこさぇゃかっくうっ, こうてっ けとっ ゃ 
こさうっすうすっ すっおしすけゃっ.
╉ぇお すけつくけ とっ しすぇゃぇ こさうしなあょぇくっすけ くぇ すっいう おさっ-

ょうすう う すったくうは すさぇくしそっさ, とっ さってぇゃぇ  きうくうしすなさなす 
くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, おぇすけ いぇ ちっかすぇ とっ しっ こけょゅけすゃう う 
しこっちうぇかくぇ くぇさっょぉぇ.  
]さっょ いぇこうしぇくうすっ こさけきっくう くぇ ゃすけさけ つっすっくっ ゃ ╆ぇ-

おけくぇ いぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ う けぉせつっ-
くうっ ょっこせすぇすうすっ こさうったぇ う すっおしす いぇ いぇとうすっくうすっ  けす 
ょなさあぇゃぇすぇ こさけそっしうう くぇ けぉかぇしすくけ くうゃけ - くっとけ, いぇ 
おけっすけ ぉういくっしなす こけ きっしすぇ くぇしすけはゃぇ けす ゅけょうくう. ]こう-
しなおなす しなし いぇとうすっくうすっ けす ょなさあぇゃぇすぇ こさけそっしうう, 
おぇおすけ う おさうすっさううすっ いぇ けこさっょっかはくっすけ うき, とっ しっ 
こさうっきぇす し ぇおす くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす. ]こうしなおなす  
とっ しっ ぇおすせぇかういうさぇ っあっゅけょくけ ょけ おさぇは くぇ きっしっち けお-
すけきゃさう くぇ しなけすゃっすくぇすぇ ゅけょうくぇ.

╁ ╉ぇいぇくかなお いぇさぇぉけすう ちっくすなさ 
いぇ おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ . 〈けえ っ 

つぇしす けす こさけっおすぇ „‶けゃうてぇゃぇくっ くぇ 
けぉとっしすゃっくぇすぇ くっすなさこうきけしす おなき 
くっそけさきぇかくぇすぇ うおけくけきうおぇ こさう すさせ-
ょけゃけこさぇゃくうすっ う けしうゅせさうすっかくうすっ 
けすくけてっくうは う こさっゃぇくすうゃくう ょっえしす-
ゃうは いぇ けゅさぇくうつぇゃぇくっすけ え”, ういこなか-

くはゃぇく こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ 
さっしせさしう”. 『っかすぇ くぇ こさけっおすぇ っ こさっゃっくちうは う けゅさぇくうつぇゃぇくっ くぇ 
こさけはゃうすっ くぇ しうゃぇすぇ うおけくけきうおぇ ゃ すぇいう けぉかぇしす つさっい さぇいかうつくう 
そけさきう くぇ ゃないょっえしすゃうっ ゃなさたせ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ.
『っくすなさなす ゃ ╉ぇいぇくかなお っ こけいうちうけくうさぇく くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 

おぇいぇくかなておうは けそうし くぇ ╀〈‶‶ – ╀なかゅぇさしおぇ すなさゅけゃしおけ-こさけ-
きうてかっくぇ こぇかぇすぇ, う しっ くぇきうさぇ ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか”, しっゃっさっく ゃたけょ, 
こぇさすっさっく っすぇあ. 〈けえ とっ こさっょかぇゅぇ ゃないきけあくけしす いぇ おぇさうっさくけ 
けさうっくすうさぇくっ う ういさぇしすゃぇくっ, おぇおすけ う いぇ こさけそっしうけくぇかくぇ さっぇ-
かういぇちうは くぇ いぇっすうすっ かうちぇ. ╉なき くっゅけ ゃっつっ さぇぉけすう う しこっちうぇかっく 
おぇさうっさっく おけくしせかすぇくす ゃ かうちっすけ くぇ ‶ぇゃかうくぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ.
]さっょ ぇくゅぇあうきっくすうすっ くぇ おぇさうっさくうは おけくしせかすぇくす っ っあっょくっゃくけ 

ょぇ こさけせつゃぇ くぇかうつくうすっ しゃけぉけょくう こけいうちうう, けぉはゃっくう けす そうさ-
きうすっ, おぇすけ しかっょう くっ しぇきけ けぉはゃうすっ う こせぉかうおぇちううすっ ゃなゃ そうさ-
きっくうすっ しぇえすけゃっ, くけ う ょうさっおすくけ しっ しゃなさいゃぇ しなし しぇきうすっ さぇ-
ぉけすけょぇすっかう う こさけせつゃぇ おぇさうっさくう ゃないきけあくけしすう, こさっょかぇゅぇくう 
けす しなけすゃっすくうは さぇぉけすけょぇすっか. ╅っかぇっとうすっ ょぇ しきっくはす さぇぉけすぇすぇ 
しう きけゅぇす ょぇ すなさしはす いぇ こけきけと う しなょっえしすゃうっ おぇさうっさくうは おけく-
しせかすぇくす, おけえすけ こなお けす しゃけは しすさぇくぇ おけくしせかすうさぇ いぇっすうすっ かうちぇ, 
おけうすけ すなさしはす 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, おぇすけ ゅう 
けさうっくすうさぇ いぇ くぇかうつくうすっ しゃけぉけょくう こけいうちうう, しなょっえしすゃぇ うき 
こさう こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ ]V, きけすうゃぇちうけくくけ こうしきけ, こけゃっょっくうっ 
こさう うくすっさゃの, ょさっしおけょ う ょさ.

¨とっ こけ すっきぇすぇ くぇ しすさ. 4


