
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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╁ぇしうかうえ. [けょっく っ こさっい 
1880 ゅ. ゃ しっきっえしすゃけ くぇ 

こけすけきしすゃっくう けさなあっえくうちう ゃ 
しすぇさうくくうは させしおう ゅさぇょ 〈せかぇ, 
こさけつせす しなし いくぇきっくうすうすっ しう 
きぇえしすけさう-けさなあっえくうちう う し 
こなさゃうは ゃ [せしうは けさなあっっく いぇ-
ゃけょ. ]っきっえしすゃけすけ いくぇっかけ, つっ いぇ 
ょぇ しすぇくって ょけぉなさ けさなあっえくうお, っ 
くっけぉたけょうきけ けぉせつっくうっ. ╆ぇこう-
しぇかう ╁ぇしは ょぇ せつう, くけ しかっょ すさう 
ゅけょうくう すさはぉゃぇかけ ょぇ くぇこせしくっ 
せつうかうとっ – くはきぇかけ こぇさう. ‶さっい 
1891 ゅ. 11-ゅけょうてくけすけ きけきつっ いぇ 
こさなゃ こなす こさっおさぇつゃぇ こさぇゅぇ くぇ 
〈せかしおうは いぇゃけょ, いぇっょくけ し ぉぇとぇ 
しう. ╇ いぇこけつゃぇ すさせょけゃうはす きせ こなす 
– おぇすけ くぇ しすけすうちう ょさせゅう ょっちぇ 
くぇ けさなあっえくうちう. ╁ぇしうかうえ さぇ-
ぉけすっか, ぇ ゃ しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ 
つっすはか.
╁ ぇさきうはすぇ. ]かっょ しきなさすすぇ くぇ 

ぉぇとぇ しう, 17-ゅけょうてくうはす きかぇ-
ょっあ こけっきぇ ういょさなあおぇすぇ くぇ しっ-
きっえしすゃけすけ, さぇぉけすっか こけ 12 つぇしぇ. 
‶さっい 1901 ゅ. こけしすなこゃぇ ゃ ぇさきう-
はすぇ – ゃ けそうちっさしおぇすぇ しすさっかおけゃぇ 
ておけかぇ ゃ ¨さぇくうっくぉぇせき, けしすぇ-
ゃはえおう ゃ 〈せかぇ きぇえおぇ しう, ぉさぇすはすぇ 
う しっしすさうすっ しう. ¨さなあっえくうはす きせ 
すぇかぇくす ぉうか いぇぉっかはいぇく, おけゅぇすけ 
せしこはか ょぇ こけこさぇゃう おぇさすっつくう-
ちぇ, おけはすけ とぇすくうはす きったぇくうお くっ 
きけゅなか ょぇ さっきけくすうさぇ. ╁ けさな-
あっえくぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ こけおさぇえ 
こけかお. 《うかぇすけゃ しっ いぇこけいくぇか し 
さぇぉけすぇすぇ くぇ ゅけかっきうすっ ういけぉさっ-
すぇすっかう. ╁なこさっおう, つっ ぉうか しぇきけ-
せお, せ くっゅけ ゃないくうおくぇかけ けゅさけきくけ 
あっかぇくうっ ょぇ しっ こけしゃっすう くぇ ういけ-
ぉさっすぇすっかしおけすけ ょっかけ. ╀うか しうかくけ 
ゃこっつぇすかっく けす ╀さぇせくうくゅ, し おけ-
ゅけすけ しなょぉぇすぇ ゅけ しさっとくぇかぇ こさう 
しすさぇくくう けぉしすけはすっかしすゃぇ – すけえ 
ぉうか ょけおぇさぇか, いぇ ょぇ こさけょぇょっ くぇ 
ちぇさしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, ぇゃすけ-
きぇすうつくぇ ゃうくすけゃおぇ, くけ こけ ゃさっきっ 
くぇ ういこうすぇくうはすぇ すは けすおぇいぇかぇ. 
]ぇきうはす ╀さぇせくうくゅ くっ せしこはか ょぇ は 
こけこさぇゃう. ‶けきけゅくぇか きせ  させしおう-
はす きぇえしすけさ ╃っゅすはさぬけゃ.
′けゃうはす あうゃけす. ]かっょ ぇさきう-

はすぇ ╁ぇしうかうえ けしすぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう 
こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╁かぇょう-
きうさ 《ぬけょけさけゃ – けしくけゃぇすっか くぇ 
させしおぇすぇ ておけかぇ いぇ ぇゃすけきぇすうつ-
くけ けさなあうっ. ′ぇっきぇ きぇかおぇ しすぇは 
う しっ あっくう いぇ すせかしおけすけ きけきうつっ 
╁っさぇ ╁かぇょうきうさけゃぇ. ╃っゅすはさぬけゃ 
さぇいさぇぉけすゃぇ くけゃぇ ぇゃすけきぇすうつ-
くぇ ゃうくすけゃおぇ – おぇかうぉなさ 7,62 
きき, せつぇしすゃぇ う ゃ こけょゅけすけゃおぇすぇ 
くぇ ぇゃすけきぇす – おぇかうぉなさ 6,5 きき. 
]ぇきけ いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ, こさっい 
1916-すぇ, しないょぇゃぇ かっおぇ /3,86 
おゅ/ う せょけぉくぇ いぇ くけしっくっ おぇさぇぉう-
くぇ し 6,5 きき はこけくしおう こぇすさけく. ╁ 
くぇつぇかけすけ くぇ 1918 ゅ., いぇっょくけ し 
《ぬけょけさけゃ, ╃っゅすはさぬけゃ こけしすなこゃぇ 
ゃ ╉けゃさけゃしおうは けさなあっっく いぇゃけょ, 
こさっゃなさくぇか しっ ゃ くっゅけゃぇ しなょぉぇ. 
‶さう こせしおぇくっすけ くぇ こなさゃうすっ ぇゃ-
すけきぇすう すけえ けゅかぇゃうか けこうすくぇすぇ 
さぇぉけすうかくうちぇ, おなょっすけ さぇぉけすっかう 
ょけぉさう きぇえしすけさう – すぇおぇ, ゃしなと-
くけしす, ぉうかけ しそけさきうさぇくけ こなさゃけ-
すけ ゃ しなゃっすしおぇ [せしうは ‶さけっおすくけ-
おけくしすさせおすけさしおけ ぉのさけ /‶╉╀/. 
‶けしすっこっくくけ いぇゃけょなす ょけしすうゅくぇか 
こさけういゃけょしすゃけ 50 ぇゃすけきぇすぇ くぇ 
きっしっち, ぇ けす 1921 ゅ. いぇこけつくぇかけ 
しっさうえくけ こさけういゃけょしすゃけ. ‶╉╀ 
ゃっつっ うきぇかけ すさう けすょっかぇ: こさけ-
っおすぇくすしおう, くぇせつくけ-ういしかっょけゃぇ-
すっかしおぇ ゅさせこぇ う けこうすくぇ さぇぉけ-
すうかくうちぇ.
‶なさゃうすっ おぇさすっつくうちう くぇ 

╃っゅすはさぬけゃ. 』っしすすぇ こけ しない-
ょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃぇすぇ さけょくぇ 
おぇさすっつくうちぇ こさぇゃうすっかしすゃけ-
すけ けおぇいぇかけ くぇ ╃っゅすはさぬけゃ. ‶け 
すぇいう いぇょぇつぇ すけえ さぇぉけすうか しぇきけ 
くはおけかおけ きっしっちぇ う こさっい のかう 
1924 ゅ. ゃっつっ こさっょしすぇゃうか けこうす-
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╅うゃけすなす くぇ 
╁ぇしうかうえ ╃っゅ
すはさぬけゃ しぇき こけ 
しっぉっ しう っ こけょ
ゃうゅ. ╁なゃ ゃさっきっ
すけ くぇ くっゅけゃうすっ 
ゅっくうぇかくう さぇい
さぇぉけすおう ゃ しゃっすぇ 
くっ っ うきぇかけ ょさせゅ 
おけくしすさせおすけさ, 
し おけゅけすけ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ しさぇゃ
くはゃぇく. ]ないょぇ
ょっくけすけ けす くっゅけ 
けさなあうっ e うい
おかのつうすっかくけ: 
こったけすくぇすぇ おぇさ
すっつくうちぇ ╃‶, 
ぇゃうぇちうけくくぇすぇ う 
すぇくおけゃぇすぇ おぇさ
すっつくうちう, ゅけかは
きけおぇかうぉさっくぇ
すぇ おぇさすっつくうちぇ 
╃], おぇさすっつくうはす 
こうしすけかっす ‶‶╃, 

′けゃう さぇぉけすくうちう いぇ ういこなかくっくうっ くぇ ょなかゅけしさけつくう う ゅけ-
かっきう こけさなつおう  ゃ しそっさぇすぇ くぇ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせし-

すさうは とっ ょぇょぇす ゃないきけあくけしす くぇ くはおけかおけ しすけすうく ょせてう けす 
さぇえけくぇ ょぇ いぇこけつくぇす ゃ ぉかういおうすっ しっょきうちう  さぇぉけすぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか”. ‶さうつうくぇすぇ: せゃっかうつっく けぉっき くぇ さぇぉけすぇ ゃ さっいせかすぇす 
くぇ しおかのつっくう ょなかゅけしさけつくう ょけゅけゃけさう, おけうすけ ゃさなとぇす „┿さしっ-
くぇか” くぇ すさぇょうちうけくくうすっ きせ こぇいぇさう.  
╁なこさっおう おさういぇすぇ う すさせょくけしすうすっ ゃ こけしかっょくうすっ くはおけかおけ  

ゅけょうくう, しっさうけいくけ いぇしっゅくぇかぇ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは, 
くっ しきっ しこうさぇかう し おけかっゅうすっ ょぇ さぇぉけすうき, おぇすっゅけさうつっく っ 
》さうしすけ ╇ぉせてっゃ, ╇いこなかくうすっかっく  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”. [っいせかすぇすなす っ くぇかうちっ: ゃさなとぇす 
しっ けしくけゃくうすっ おせこせゃぇつう くぇ こぇいぇさぇ くぇ けさなあうっ けす ╇いすけつくぇ 
╄ゃさけこぇ, ╇くょうは, ┿きっさうおぇ う ╀かういおうは ╇いすけお, しこさっかう こけおせこ-
おう こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, おぇいぇ けとっ すけえ. 
¨すぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは っ すぇおぇゃぇ, つっ ういおかのつうすっかくけ 

きくけゅけ しっ ゃかうはっ けす きっあょせくぇさけょくけすけ こけかけあっくうっ う くっしすぇ-
ぉうかくけしすすぇ おぇすけ ちはかけ ゃ しゃっすぇ. 〈けゃぇ けす しゃけは しすさぇくぇ ょぇゃぇ 
けすさぇあっくうっ くぇ ぉのょあっすうすっ くぇ けすょっかくうすっ ょなさあぇゃう. ‶さうつう-
くうすっ, し こさはおぇ さっぇおちうは おなき こぇいぇさぇ くぇ しこっちうぇかくぇ こさけょせお-
ちうは, ゃ す. つ. う くぇ すさぇょうちうけくくうすっ こぇいぇさう くぇ „┿さしっくぇか” こさっい 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, しぇ くはおけかおけ, くけ ゃっつっ こさっけょけかっくう. 
]さっょ すはた e  くっけょけぉさっくうはす けす ╉けくゅさっしぇ くぇ ]┿】 ょなかゅけ ゃさっ-
きっ ぉのょあっす, こさぇおすうつっしおう ょけゃっか ょけ ぉかけおうさぇくっ う しこうさぇくっ 
さぇぉけすぇすぇ くぇ ぇきっさうおぇくしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ.
╇いおかのつうすっかくけ しっさうけいくけ くぇ しゃっすけゃくぇすぇ こぇいぇさくぇ おけ-

くのくおすせさぇ ゃ すぇいう しそっさぇ しっ けすさぇいはゃぇ う ょさせゅぇ, こけょけぉくぇ くぇ 
ぇきっさうおぇくしおぇすぇ, しうすせぇちうは ゃ ╇くょうは, おなょっすけ, いぇさぇょう こさっょ-
しすけはとうすっ こぇさかぇきっくすぇさくう ういぉけさう, せこさぇゃかはゃぇとけすけ ょけし-
おけさけ こさぇゃうすっかしすゃけ くぇ こぇさすうはすぇ ╇くょうえしおう くぇちうけくぇかっく 
おけくゅさっし っ けすくっかけ ぉのょあっすぇ くぇ きうくうしすっさしすゃぇすぇ, ゃ す. つ. う 
くぇ けすぉさぇくぇすぇ う ゅけ っ こさっくぇしけつうかぇ いぇ さぇいかうつくう しけちうぇか-
くう こさけゅさぇきう, し ちっか しこっつっかゃぇくっ くぇ ういぉけさうすっ. ‶けしかっょくう-
すっ ういぉけさう ゃ ╇くょうは けぉぇつっ けぉさなとぇす さっいせかすぇすぇ う くぇ ゃかぇしす 

くうは けぉさぇいっち. ╉けきうしうはすぇ けすつっ-
かぇ けさうゅうくぇかくけしすすぇ くぇ うょっはすぇ, 
ぉっいけすおぇいくけしすすぇ くぇ さぇぉけすぇ, しおけ-
さけしすすぇ う けこさけしすっくぇすぇ しうしすっきぇ. 
]かっょ すけゃぇ ゃないかけあうかう くぇ 《ぬけ-
ょけさけゃ う ╃っゅすはさぬけゃ ょぇ しないょぇょぇす 
いぇ 』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは ぉっいおさぇえくけ 
くっけぉたけょうきぇすぇ かっおぇ, いょさぇゃぇ う 
くぇょっあょくぇ おぇさすっつくうちぇ. ╁しっおう 
ょっすぇえか ╃っゅすはさぬけゃ こさぇゃっか しなし 

しけぉしすゃっくうすっ しう さなちっ, しぇき うい-
ゃなさてゃぇか  ゃしうつおう ういつうしかっくうは, 
っおしこっさうきっくすう う ういこうすぇくうは.  
╃なさあぇゃくぇすぇ おけきうしうは しっ こさけうい-
くっしかぇ, つっ „すけゃぇ っ おぇさすっつくうちぇすぇ 
くぇ ぉかういおけすけ  ぉなょっとっ”. ╁ ╉けゃ-
さけゃしおうは いぇゃけょ ぉうかう こけさなつぇくう 
こなさゃうすっ 100 おぇさすっつくうちう. ‶さっい 
1927 ゅ. ╃っゅすはさぬけゃ こさっょしすぇゃうか 
くけゃう すさう けぉさぇいっちぇ, こさうっすう くぇ 
ゃなけさなあっくうっ – さなつくぇ おぇさすっつ-
くうちぇ ╃‶, くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ おけはすけ 
おけくしすさせうさぇか う ぇゃうぇちうけくくうすっ 
おぇさすっつくうちう ╃┿ う ╃┿-2 /こなさ-
ゃぇすぇ おけきこかっおしくぇ せしすぇくけゃおぇ いぇ 
おぇさすっつくうちう ゃ しうしすっきぇすぇ くぇ ゃな-
けさなあっくうすっ しうかう/, おぇおすけ う 7,62 
きき すぇくおけゃぇ おぇさすっつくうちぇ ╃〈. 
]ないょぇゃぇくっすけ くぇ こったけすくぇ おぇさ-
すっつくうちぇ っ くけゃぇ っこけたぇ ゃ けさな-
あっえくけすけ ょっかけ くぇ しなゃっすしおぇすぇ 
しすさぇくぇ.
¨さなあうっ いぇ さけょうくぇすぇ. ‶さっい 

1930 ゅ. ╃っゅすはさぬけゃ しすぇゃぇ くぇ 50 
ゅけょうくう. 〈ぇかぇくすなす きせ くぇ うい-
すなおくぇす おけくしすさせおすけさ ぉうか ゃっつっ 
てうさけおけ ういゃっしすっく. ′ぇゅさぇょっく 
っ し けさょっく „』っさゃっくけ いくぇきっ”, ぇ 
こさっい 1932 ゅ. – し くぇえ-ゅけかはきぇ-
すぇ ょなさあぇゃくぇ くぇゅさぇょぇ – けさょっく 
„╊っくうく”. ╁ すなさあっしすゃっくぇ けぉ-
しすぇくけゃおぇ ╉かうきっくす ╁けさけてうかけゃ 
きせ こけょぇさはゃぇ かっお ぇゃすけきけぉうか.                                                                                                              
‶さっい 1939 ゅ. くぇ ゃなけさなあっくうっ 
ぉうかぇ こさうっすぇ 12,7 きき おぇさすっつ-
くうちぇ ╃【╉. ′けゃけすけ けさなあうっ 
くぇきっさうかけ こさうかけあっくうっ ゃ こけつ-
すう ゃしうつおう ゃうょけゃっ ゃけえしおう – すけ 
ぉうかけ かっおけ, し 50 こぇすさけくぇ, すっきこ 
くぇ しすさっかぉぇすぇ 550-600 ういしすさっかぇ 
ゃ きうくせすぇ, ぉけえくぇ しおけさけしすさっか-
くけしす – 125 ういしすさっかぇ ゃ きうくせすぇ 
くぇ 3500 き. ′ぇ ゃなけさなあっくうっ っ 
こさうっすぇ う ゅけかはきけおぇかうぉさっくぇすぇ 
おぇさすっつくうちぇ ╃].
╉ぇさすっつくうはす こうしすけかっす くぇ 

╃っゅすはさぬけゃ - ‶‶╃. ╂けかはきぇすぇ 
いぇしかせゅぇ いぇ こなさゃうは ょっえしすゃぇと 
させしおう こうしすけかっす-おぇさすっつくうちぇ っ 

くぇ ╁ぇしうかうえ ╃っゅすはさぬけゃ. ‶さっい 
1929-32 ゅ. すけえ しないょぇゃぇ くはおけか-
おけ けぉさぇいちう, くぇえ-ょけぉさうはす けす 
おけうすけ っ ‶‶╃-34/38, こけ-くぇすぇ-
すなお きけょっさくういうさぇく ゃ ‶‶╃-40 
– おぇかうぉなさ 7,62 きき, ょなかあうくぇ 
780 きき, すっきこ くぇ しすさっかぉぇすぇ 
1000 ういしすさっかぇ ゃ きうくせすぇ, ぉけえ-
くぇ しおけさけしすさっかくけしす – 100-120 
ういしすさっかぇ ゃ きうくせすぇ, けぉっき – 71 

こぇすさけくぇ. ╁しうつおうすっ 4 きけょうそう-
おぇちうう ぉうかう こさうっすう くぇ ゃなけ-
さなあっくうっ ゃ 』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは. 
‶‶╃ /こうしすけかっす-こせかっきひす ╃っゅ-
すはさひゃぇ/ う ‶‶【 /くぇ 【こぇゅうく/ 
しぇ ういこけかいゃぇくう おぇすけ きけとくう う 
くぇょっあょくう けさなあうは  くぇ ゃしうつおう 
そさけくすけゃっ こけ ╁さっきっ くぇ ╁っかう-
おぇすぇ ¨すっつっしすゃっくぇ ゃけえくぇ.
╆ぇぉっかっあうすっかくぇすぇ 1940-

すぇ. ′ぇ 2-さう はくせぇさう ういけぉさっすぇ-
すっかはす くぇゃなさてうか 60 ゅけょうくう. ╆ぇ 
ういおかのつうすっかくう いぇしかせゅう ゃ ういけ-
ぉさっすはゃぇくっすけ う おけくしすさせうさぇくっ-
すけ くぇ けしけぉっくけ ゃぇあくう けぉさぇいちう 
くぇ しすさっかおけゃけ けさなあうっ っ けすかう-
つっく しなし いゃぇくうっすけ ╂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. ‶さなゃ ゅけ 
こけいょさぇゃうか ′ぇさけょくうはす おけきう-
しぇさ こけ けすぉさぇくぇすぇ ╁けさけてうかけゃ. 
¨す ╋けしおゃぇ かうつくけ きせ こけいゃなくうか 
]すぇかうく. 〈けいう かうつっく のぉうかっえ 
しすぇくぇか いぇぉっかっあうすっかっく う ゃ させ-
しおぇすぇ うしすけさうは, おけはすけ ょけ すけいう 
きけきっくす くっ こけいくぇゃぇかぇ すぇおけゃぇ 
おけかうつっしすゃけ けさなあうは - ゃっかうおけ-
かっこくけ ょけおぇいぇすっかしすゃけ いぇ いくぇ-
つうきけしすすぇ くぇ すさせょぇ くぇ ういけぉさっ-
すぇすっかは. ╃っゅすはさぬけゃ っ くぇゅさぇょっく 
し けさょっく „╊っくうく” う ぉっい いぇとうすぇ 
くぇ ょうしっさすぇちうは きせ っ ょぇょっくけ 
いゃぇくうっすけ ょけおすけさ くぇ すったくうつっ-
しおうすっ くぇせおう - こさういくぇくうっ いぇ 
くぇせつくぇすぇ しすけえくけしす くぇ くっゅけゃう-
すっ ういけぉさっすっくうは.                                                                          
』けゃっお くぇ ょせきぇすぇ う ょっかけすけ.

╃っゅすはさぬけゃ けすかうつくけ しっ さぇいぉう-
さぇか し たけさぇすぇ, ぉうか こけいくぇす おぇすけ 
ゃくうきぇすっかっく う ぉかぇゅけさけょっく つけ-
ゃっお し おぇすっゅけさうつくう くさぇゃしすゃっくう 
こさうくちうこう. ╁しうつおう けちっくはゃぇかう 
しぇきけさけょくうは きせ すぇかぇくす. ╁な-
こさっおう ういゃっしすくけしすすぇ しう, ぉうか 
しおさけきっく. ] きかぇょうすっ うくあっくっさう 
けぉとせゃぇか すぇおすうつくけ. ′うおけゅぇ くっ 
いぇぉさぇゃうか, つっ っ ぉうか けぉうおくけゃっく 
さぇぉけすくうお.
╁ぇしうかうえ ┿かっおしっっゃうつ けぉうつぇか 

こさうさけょぇすぇ う ゃしはおぇ しゃけぉけょ-

くぇ きうくせすぇ こさっおぇさゃぇか ゃ ゅけさぇすぇ 
うかう くぇ さっおぇすぇ, たけょっか いぇ ゅなぉう, 
くぇ かけゃ う さうぉけかけゃ. ′ぇえ-ょけ-
ぉさっ, けぉぇつっ, ういけぉさっすぇすっかはす しう 
こけつうゃぇか ゃ ゅさぇょうくぇすぇ, おなょっすけ 
しけぉしすゃっくけさなつくけ こさけういゃっあ-
ょぇか いっかっくつせちう, ゅさうあっか しっ いぇ 
ちゃっすはすぇ, こつっかうすっ う ょなさゃっすぇすぇ.                                                                                                                              
‶さっい 1940 ゅ. ╁. ╃っゅすはさぬけゃ っ うい-
ぉさぇく いぇ ょっこせすぇす ゃなゃ ╁なさたけゃくうは 
]なゃっす くぇ ]]][. ‶さうっきくうすっ きせ 
ょくう ぉうかう きくけゅけかのょくう, くうすけ 
っょうく ゃなこさけし くっ けしすぇゃはか ぉっい 
けすゅけゃけさ. 『はかけすけ すけゃぇ とぇしすうっ 
ぉうかけ いぇしすさぇてっくけ けす… こさうぉかう-
あぇゃぇとぇすぇ ゃけえくぇ.
]せさけゃうすっ ういこうすぇくうは. ‶さっい 

1941 ゅ. 43,4 % けす ょなさあぇゃ-
くうは ぉのょあっす ぉうかう けすょっかっくう 
いぇ けすぉさぇくぇすぇ くぇ ]]][. ╁ ╉けゃ-
さけゃしおうは いぇゃけょ くぇこさっゅくぇすけ しっ 
ういこなかくはゃぇかぇ こさぇゃうすっかしすゃっくぇ 
いぇょぇつぇ いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
‶‶╃. ‶かぇくなす ぉうか ういこなかくっく くぇ 
150 %. ╁ ‶╉╀ しかっょうかう さぇぉけ-
すぇすぇ くぇ つせあょっしすさぇくくうすっ おけく-
しすさせおすけさう う しっ しすさっきっかう ょぇ ゃな-
けさなあぇす しけぉしすゃっくぇすぇ しう ぇさきうは 
し くぇえ-しなゃなさてっくけすけ けさなあうっ.                                                                                                                                    
′ぇ 22 のくう 1941 ゅ. ╂っさきぇくうは, 
くぇさせてぇゃぇえおう こぇおすぇ いぇ くっくぇ-
こぇょっくうっ, たゃなさかは 5,5-きうかうけくくぇ 
ぇさきうは しさっとせ ]なゃっすしおうは しなのい 
– 4300 すぇくおぇ, 4980 しぇきけかっすぇ, 
48 たうかはょう けさなょうは う きうくけきっ-
すう, さぇいつうすぇえおう くぇ きうゅくけゃっくぇ 
こけぉっょぇ. ¨ぉはゃっくぇ っ ゃしっけぉとぇ 
きけぉうかういぇちうは, しすけすうちう たうかはょう 
ょけぉさけゃけかちう しっ けすいけゃぇゃぇす くぇ 
こさういうゃぇ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ: 
”′ぇてっ ょっかけ こさぇゃけっ. ‶けぉっょぇ 
ぉせょっす いぇ くぇきう!” 
‶さけすうゃけすぇくおけゃけすけ けさなあうっ 

‶〈[╃. ]ないょぇゃぇくっすけ, せしゃけは-
ゃぇくっすけ う こせしおぇくっすけ ゃ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ こさけすうゃけすぇくおけゃけすけ 
けさなあうっ くぇ ╃っゅすはさぬけゃ っ っょくぇ けす 
しかぇゃくうすっ しすさぇくうちう ゃ あうゃけすぇ くぇ 
ゅけかっきうは おけくしすさせおすけさ. 〈け すさはぉ-
ゃぇかけ ょぇ ぉなょっ すぇおけゃぇ, つっ こさけ-
すうゃくうおなす, „けこぇおけゃぇく” ゃ すぇく-
おけゃぇ ぉさけくは, ょぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
しこさはく. ‶さけすうゃけすぇくおけゃけすけ 14,5 
きき っょくけいぇさはょくけ けさなあうっ ‶〈[╃ 
っ しないょぇょっくけ しぇきけ いぇ すさう きっしっ-

ちぇ! ‶さっい 1941 ゅ. ゃ ╉けゃさけゃ ぉうかう 
こさけういゃっょっくう 17 688 ぉさけは, ぇ 
こさっい 1942 ゅ. – 184 800! ╋うすなす 
いぇ くっこけぉっょうきけしすすぇ くぇ たうすかっ-
さうしすおぇすぇ ぇさきうは ぉうか さぇいゃっくつぇく. 
‶け きけかぉぇ くぇ そさけくすけゃぇちうすっ 
╃っゅすはさぬけゃ くぇこうしぇか うくしすさせおちうは 
いぇ こけ-っそっおすうゃくけすけ ういこけかいゃぇ-
くっ くぇ けさなあうっすけ. 〈けえ こけかせつうか 
きくけあっしすゃけ ぉかぇゅけょぇさしすゃっくう 
すっかっゅさぇきう, ゃ っょくぇ けす すはた すっ 
こうてっかう, つっ いぇ 10 ょくう しぇ せょぇ-
さうかう 200 すぇくおぇ, こけかけゃうくぇすぇ し 
‶〈[╃, おけっすけ こさけぉうゃぇかけ 35-40 
きき ぉさけくは けす さぇいしすけはくうっ 300 き.                                                                                                             
‶〈[╃ ういうゅさぇゃぇ けゅさけきくぇ さけかは 
いぇ せくうとけあぇゃぇくっすけ くぇ ぉさけくっ-
すぇくおけゃぇすぇ すったくうおぇ くぇ くっきしおぇすぇ 

ぇさきうは. ′ぇ ╃っゅすはさぬけゃ っ こさうしな-
ょっくけ いゃぇくうっすけ ゅっくっさぇか-きぇえけさ 
くぇ うくあっくっさくけ-ぇさすうかっさうえしおぇ 
しかせあぉぇ.
╆ぇ ╁っかうおぇすぇ ‶けぉっょぇ. ‶け いぇ-

ょぇくうっ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ ╃っゅ-
すはさぬけゃ こさけょなかあぇゃぇか ょぇ さぇぉけすう 
こけ せしなゃなさてっくしすゃぇくっすけ くぇ ╃]-
39. ╁ つっしす くぇ 65-すぇすぇ きせ ゅけょうて-
くうくぇ こさっい 1944 ゅ. ぉうかけ さぇい-
ゅなさくぇすけ きぇしけゃけ しなさっゃくけゃぇくうっ 
きっあょせ そさけくすけゃうすっ ぉさうゅぇょう. 
╉けくしすさせおすけさなす こさけょなかあぇゃぇか 
ょぇ きけょっさくういうさぇ しゃけっすけ けさなあうっ 
– すぇくおけゃけすけ ╃〈 う さなつくけすけ ╃‶, 
おけっすけ こけかせつうかけ くぇいゃぇくうっすけ 
╃‶╋ /╃っゅすはさぬけゃ, こったけすっく, きけ-
ょっさくういうさぇく/. ′ぇ ゃなけさなあっくうっ 
ぉうかぇ こさうっすぇ う くっゅけゃぇすぇ [‶╃, 
ゃ おけはすけ けさなあっえくうおなす-ゃっすっさぇく 
ゃかけあうか ちっかうは しう けゅさけきっく すぇ-
かぇくす.
╃っくはす くぇ ‶けぉっょぇすぇ くぇしすなこうか. 

]ゃっすなす しっ さぇょゃぇか… ╆ぇゃけょなす ゃ 
╉けゃさけゃ こけかせつうか きくけあっしすゃけ くぇ-
ゅさぇょう う けすかうつうは. ╁ ゅさぇょぇ ぉうか 
ういょうゅくぇす こぇきっすくうお くぇ しなゃっすしおう 
ゃけえくうちう, っょうく けす すはた し ぇゃすけきぇす 
こさっい さぇきけ. ╁ すけゃぇ うきぇかけ ょなか-
ぉけお しうきゃけか – ゃ すけいう ゅさぇょ ぉうかう 
しないょぇょっくう こさけつせすうすっ ‶‶╃ くぇ 
╃っゅすはさぬけゃ う ‶‶【 くぇ 【こぇゅうく. 
〈けゃぇ けさなあうっ こけぉっょうかけ…   
‶けしかっょくう ゅけょうくう. ‶さっい 

1946 ゅ. こさけつせすうはす けさなあっえくうお 
けすくけゃけ っ ういぉさぇく いぇ ょっこせすぇす. ╁ 
ゅけょうくうすっ くぇ ]すせょっくぇすぇ ゃけえくぇ 
すけえ けすょぇゃぇ ちはかぇすぇ しう っくっさゅうは 
いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ くけゃう う 
きかぇょう けさなあっえくうちう. ‶さっい 1948 
ゅ. ╁. ┿かっおしっっゃうつ こけしすなこゃぇ くぇ 
かっつっくうっ ゃ ╋けしおゃぇ. ‶さうおけゃぇく 
おなき こけしすっかはすぇ, すけえ こさけょうおすせ-
ゃぇか おくうゅぇすぇ いぇ あうゃけすぇ しう. 〈は 
いぇゃなさてゃぇ し けちっくおぇすぇ, つっ くう-
おなょっ ょさせゅぇょっ すさせょなす くぇ おけく-
しすさせおすけさぇ くっ しっ ちっくう すぇおぇ, 
おぇおすけ ゃ しなゃっすしおぇすぇ しすさぇくぇ.                                                                                                                                          
    ╁ぇしうかうえ ╃っゅすはさぬけゃ せきうさぇ 
くぇ 16. 01.1949 ゅ. ╁しっけぉとぇすぇ 
かのぉけゃ おなき すけいう ういせきうすっかっく 
つけゃっお ぉうかぇ けゅさけきくぇ. ╁ こさぇ-
ゃうすっかしすゃっくうは くっおさけかけゅ ぉうかけ 
くぇこうしぇくけ, つっ しすさぇくぇすぇ っ いぇゅせ-
ぉうかぇ しゃけは しすぇさてう おけくしすさせおすけさ  

う しないょぇすっか くぇ くっ-
くぇょきうくぇすう けぉさぇ-
いちう くぇ しすさっかおけゃけ 
けさなあうっ. ╁ つっしす 
くぇ ゃっかうおうは けさな-
あっえくうお  ╋うくうし-
すっさしおうはす しなゃっす 
こけしすぇくけゃうか: ょぇ 
きせ ぉなょっ ういょうゅ-
くぇす こぇきっすくうお ゃ 
╉けゃさけゃ; ╉けゃさけゃ-
しおうはす いぇゃけょ ょぇ 
こさうっきっ うきっすけ きせ; 
ょぇ ぉなょっ せつさっょっ-

くぇ しすうこっくょうは くぇ くっゅけゃけ うきっ.                                                                                                                                        
〈はかけすけ きせ ぉうかけ ょけおぇさぇくけ けす 
╋けしおゃぇ しなし しこっちうぇかっく ゃかぇお. 
]きっくはか しっ こけつっすくうはす おぇさぇせか, 
こけすけおなす けす たけさぇ くっ しゃなさて-
ゃぇか… ‶けょ いゃせちうすっ くぇ ょなさ-
あぇゃくうは たうきく [せしうは ういこさぇとぇ-
かぇ しゃけは いぇぉっかっあうすっかっく しうく, 
しないょぇすっかは くぇ さけょくけすけ ぇゃすけ-
きぇすうつくけ しすさっかおけゃけ けさなあうっ.                                                                                                                  
╁うしけおうはす たなかき, おなょっすけ っ こけゅさっ-
ぉぇく, ぉうか けすさせこぇく し ちゃっすは…                                                                                                                                       

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ                                                                                                                                    

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
【み か 〈あちけみ

 『かくとしてあてひて: おひしえそつちそねせけ おそえそうそちけ, たそちひねさけ け そつけえとちかせあ ちあいそてあ くあ 3 えそおけせけ せあたちかお
на стр. 5
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╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

》ちそな. 〈けにあけし 〈けちねかう: 
』けしせあてあ けおかそしそえけみ う すそすかせてあ

か せあぬけそせあしけくすひて

╉ぇお すけつくけ とっ しっ ういこかぇとぇ ょなかゅなす けす ぉかう-
いけ 3,5 きかく. かっゃぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 

おなき そうさきぇすぇ „〈さぇおうは すさっえょ” う おぇお すけゃぇ 
とっ しっ けすさぇいう くぇ けぉとうくしおぇすぇ たぇいくぇ, すけゃぇ 
とっ しっ ょうしおせすうさぇ くぇ けぉとっしすゃっくけすけ けぉしなあ-
ょぇくっ, おけっすけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けさゅぇくういうさぇ 
いぇ ゅさぇあょぇくうすっ う いぇうくすっさっしけゃぇくうすっ うくしすう-
すせちうう ゃ こけくっょっかくうお, 18-すう ぇゃゅせしす けす 17,30 
つぇしぇ ゃ いぇかぇすぇ くぇ ╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけく-
くうは ちっくすなさ くぇ せか. „╇しおさぇ“ 4.  ]なし  しゃけっ 
さってっくうっ けす 10. 07. 2014 ゅ.  ┿さぉうすさぇあくうはす 
しなょ おなき ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ-こさけきうてかっ-
くぇ こぇかぇすぇ けしなょう ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ 
いぇこかぇすう くぇ つぇしすくけすけ しすぇさけいぇゅけさしおけ ょさせあっ-
しすゃけ しせきぇすぇ. ]なょなす こけしすぇくけゃう, つっ しおかのつっ-
くうはす こさっい 2007 ゅ. ょけゅけゃけさ きっあょせ  „〈さぇおうは 
すさっえょ” う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ くうとけあっく.

′けゃう しこけさすくう 
っおうこう こけかせつう-

たぇ そせすぉけかうしすうすっ けす 
けすぉけさぇ くぇ „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ” - ╉ぇいぇくかなお. 
〈っ ぉはたぇ ゃさなつっくう けす 
ょうさっおすけさぇ こけ うおけくけ-
きうつっしおうすっ ゃなこさけしう 
くぇ „┿さしっくぇか” ぅくおけ 
╉けしすぇょうくけゃ, つかっく 
くぇ 〉] くぇ 《╉ „[けいけ-
ゃぇ ょけかうくぇ”. ╅っしすなす, 
おけえすけ すけえ くぇこさぇゃう 
おなき そせすぉけかうしすうすっ, 
っ ょぇさ けす こけつっすくうは 
こさっいうょっくす くぇ おかせぉぇ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
╇いこなかくうすっかっく ょう-
さっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか”.

【っしすうきぇすぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう けす ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす こなさゃう しっ ゃおかのつうたぇ ゃ こけ-

ょっすぇすぇ けす すはた しぇきうすっ うくうちうぇすうゃぇ いぇ ょぇさっくうは, し ちっか そうくぇくしけゃけ 
こけょこけきぇゅぇくっ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ こけゅぇしはゃぇくっ くぇ くけゃうすっ いぇょなかあっ-

くうは けす ぉかういけ 3,5 きかく. 
かっゃぇ, おけうすけ ¨ぉとうくぇすぇ 
くぇすさせこぇ う すさはぉゃぇ ぉなさいけ 
ょぇ こかぇすう いぇさぇょう しなょっぉ-
くけ さってっくうっ こけ しょっかおぇ 
けす 2007-きぇ ゅけょうくぇ きっあ-
ょせ くっは, こさっょしすぇゃかはゃぇくぇ 
すけゅぇゃぇ けす おきっすぇ ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ, う つぇしすくぇ そうさ-
きぇ „〈さぇおうは すさっえょ”.
╁ きうくぇかうは ぉさけえ くぇ 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお 

ういかはいけたぇ し こさういうゃ おなき のさうょうつっしおうすっ かうちぇ ゃ ゅさぇょぇ う さぇえけくぇ 
ょぇ こかぇすはす ぇゃぇくしけゃけ ょなかあうきうすっ しう ょぇくなちう いぇ くぇしすけはとぇすぇ ゅけょう-
くぇ, いぇ ょぇ ぉなょぇす こけょこけきけゅくぇすう ¨ぉとうくぇすぇ う きっしすくうはす ぉのょあっす いぇ   
こさっょしすけはとけすけ さぇいこかぇとぇくっ. 
 【っしすうきぇすぇ しなゃっすくうちう, ゃ かうちっすけ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ╇い-

こなかくうすっかっく  ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか”, おぇおすけ う おけかっゅうすっ きせ 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, ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ 
う  ╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ - せこさぇゃうすっか くぇ „╃あっくっさぇかう” - けそうし 
╉ぇいぇくかなお, とっ ゃくっしぇす おぇすけ ょぇさっくうは こけ ょぇさうすっかしおぇすぇ しきっすおぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ いぇ おぇせいぇすぇ „¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお” かうつくう しさっょしすゃぇ ゃ 
さぇいきっさ くぇ ょゃっ きうくうきぇかくう さぇぉけすくう いぇこかぇすう.

‶けさぇょう せゃっかうつぇゃぇくっ けぉっきぇ くぇ さぇぉけすぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ くぇ-
ぉうさぇ さぇぉけすくうちう いぇ ょなかゅけしさけつっく ぇくゅぇあうきっくす くぇ すさせょけゃ 

ょけゅけゃけさ いぇ しかっょくうすっ こさけそっしうう: けこっさぇすけさう くぇ こさっしぇ きっすぇか, 
きけくすぇあくうちう ぉけっこさうこぇしう, てかけしっさう, けこっさぇすけさう くぇ きっすぇかけさっ-
あっとう きぇてうくう し 『‶〉, くぇしすさけえつうちう.  
╆ぇ こけいうちううすっ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす う こっくしうけくっさう し けこうす 

う しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか”. [ぇぉけすう しっ くぇ 8-つぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく, さっ-
ょけゃくぇ しきはくぇ う くぇ しきっくう.  
╆ぇ こけいうちううすっ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす たけさぇ しなし しさっょくけ う こけ-

くうしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ.  
¨しうゅせさっく っ ぉっいこかぇすっく すさぇくしこけさす いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 4 

– こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ けす くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ さぇえけくぇ: ╉ぇいぇく-
かなお, ¨ゃけとくうお, 』っさゅぇくけゃけ, ╉さなく, ╄くうくぇ, ╃せくぇゃちう, ╉けこさうくおぇ 
う ╋なゅかうあ. 
╉ぇくょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇす くっけぉたけょうきうは おけきこかっおす ょけ-

おせきっくすう けす ゅうてっ „‶さけこせしおう”, ちっくすさぇかっく こけさすぇか, ゃしっおう さぇぉけ-
すっく ょっく けす 08.00 ょけ 16.30 つぇしぇ. ‶さっょぇゃぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすうすっ 
けぉさぇすくけ しすぇゃぇ くぇ しなとけすけ きはしすけ. ]こさぇゃおう う うくそけさきぇちうは: けす-
ょっか „╉ぇょさう”, すっか: 0431/63133

こさけすうゃけすぇくおけゃぇすぇ こせておぇ ‶〈[╃, ゅけかはきけおぇかうぉさっくぇすぇ 
おぇさすっつくうちぇ ╃【╉. 〈けえ っ こなさゃうはす させしおう おけくしすさせおすけさ, くぇ 
おけゅけすけ っ こさうしなょっくけ いゃぇくうっすけ ╂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 – こさっい 1940 ゅ., おけゅぇすけ しすぇゃぇ う ょけおすけさ くぇ すった
くうつっしおうすっ くぇせおう. 』っすうさう こなすう っ ╊ぇせさっぇす くぇ ╃なさあぇゃくぇ 
こさっきうは, くけしうすっか っ くぇ すさう けさょっくぇ „╊っくうく” , くぇ けさょっくう 
„]せゃけさけゃ” ┶ う ┶┶ しす., „』っさゃっくけ いくぇきっ くぇ すさせょぇ”, „』っさゃっくぇ 
いゃっいょぇ”, くぇ きくけゅけ きっょぇかう.

だß　çí

ПоздравЗа красив рожден ден 
почерпи

през седмицата колеги и 
приятели

една от най-чаровните 
жени на “Арсенал” -

Ваня Кацарова
зам.-главен счетоводител 

на фирмата.
Щастие, късмет, обич 
и радости да целуват 

живота й и в следващите 
прекрасни години, които я 

чакат!
Да се множат внуците й 
и да се пълни къщата й с 

нови членове!

“Арсенал” АД

うょゃぇ くぇちうけくぇかうしすうつっしおぇすぇ こぇさすうは くぇ 
╇くょうは „╀たぇさぇすうは ╃あぇくぇすぇ”, おけはすけ こっ-
つっかう ぇぉしけかのすくけ きくけいうくしすゃけ ゃ うくょうえ-
しおうは こぇさかぇきっくす. ]さっょ こさうけさうすっすうすっ え 
っ: しうかくぇ ょなさあぇゃぇ しなし しうかくぇ けすぉさぇくう-
すっかくぇ きけと う うくょせしすさうは. 
〈さっすうはす おかのつけゃ そぇおすけさ っ しうすせぇちうは-

すぇ ゃ ╀かういおうは う ]さっょっく ╇いすけお, おなょっすけ 
しかっょ さぇいきうさうちうすっ, ょけゃっかう ょけ ┿さぇぉ-
しおぇすぇ こさけかっす う こけしかっょゃぇかぇすぇ くっしすぇ-
ぉうかくけしす ゃ さぇえけくぇ, ゃっつっ しぇ せしすぇくけゃっくう 
しすぇぉうかくう こさぇゃうすっかしすゃぇ う こぇさかぇきっくすう. 
╃なさあぇゃうすっ いぇこけつゃぇす こけしすっこっくくけ しすぇ-
ぉうかういうさぇくっ くぇ ぇさきううすっ しう う すはたくけすけ 
ゃなけさなあぇゃぇくっ. ′っ ぉっい いくぇつっくうっ っ う 
おけくそかうおすなす [せしうは - 〉おさぇえくぇ, おけえ-
すけ こさっこさぇとぇ ょけしすぇ おかうっくすう くぇ すっいう 
ょゃっ ょなさあぇゃう おなき „┿さしっくぇか”, おぇいぇ ╇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” 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ.

сн. Архив ТА
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╃けぉさけすけ しすっつっくうっ くぇ あうすっえ-

しおうすっ けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ ゃ おけき-
ぉうくぇちうはすぇ: さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか“ 
– あうすっかしすゃけ ゃ ╄くうくぇ, いぇ ういおせ-
てっくうは けす すっぇすなさぇ ╃っつおけ ╊っつっゃ 
っ てぇくし ょぇ こけょさっょう あうゃけすぇ しう こけ 
くぇつうく, おけえすけ きせ たぇさっしゃぇ. ╇ すけえ 
くっ こさけこせしおぇ. ]ちっくぇ し すっぇすさぇか-
くう すさぇょうちうう けす 1870-すぇ, おなょっ-
すけ おなくすう ったけすけ けす ゅかぇしけゃっすっ くぇ 
╉さなしすぬけ ]ぇさぇそけゃ, ╉けくしすぇくすうく 

╉うしうきけゃ, ]すっそぇく ╂っちけゃ, ]かぇ-
ゃおぇ ]かぇゃけゃぇ う ]こぇし ╃あけくっゃ... 
‶さけそっしうけくぇかくけ っあっょくっゃうっ ゃ 
きけとくぇすぇ そうくぇくしけゃぇ しさっょぇ くぇ 
っょうく いぇゃけょ,  しなさちぇすけ ょぇゃぇと いぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ おせかすせさくうすっ ょっえ-
くけしすう... ‶さっい 60-すっ う 70-すっ ゅけ-
ょうくう くぇ 20-う ゃっお すけゃぇ っ そぇおす. 
《ぇおす しぇ  こけしすぇゃっくうすっ ゃ ╄くうくぇ  

„╅っくうすぉぇ“ くぇ ╂けゅけか し ╉ぇかけ-
はくつっゃ けす 1973-すぇ, „‶けつうゃおぇ ゃ 
┿さおけ ╇さうし“, „╊のす いゃはさ“... 《ぇおす 
しぇ う ぇさしっくぇかしおうすっ „╁うくけゃくうはす“ 
- し くぇゅさぇょぇすぇ けす 1962-さぇ, „¨す 
きくけゅけ かのぉけゃ“, „′ぇ おさなしすけこなす“, 
„[ぇょうぇちうは“ けす 1976-すぇ, „′っけ-
ぉうおくけゃっく こさけちっし“ けす 1974-すぇ...  
すぇ ょけ こさけしかけゃせすぇすぇ „┿さたうすっおすう“ 
けす 1983-すぇ, ゃ おけはすけ ぉかっしゃぇ ╃ぇ-
さうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ. ]うくなす 》さうしすけ, 

‶け-きぇかおけすけ いかけ かう っ うかう 
っょうくしすゃっくけすけ ょけぉさけ, おけっすけ 
きけあっ ょぇ くう しっ しかせつう, ぇおけ 
╂╄[╀ しっ ゃなさくぇす けすくけゃけ くぇ 
ゃかぇしす? 
- ╂╄[╀ しぇ  きくけゅけ こさけぉかっきぇ

すうつくぇ こぇさすうは, けしけぉっくけ しっゅぇ 
こさう ょうさっおすくけすけ けぉゃうくっくうっ 
しさっとせ ょゃっすっ うき ゃけょっとう そう
ゅせさう, つっ しぇ いぇきっしっくう ゃ こさっし
すなこかっくうは. ╁すけさけすけ かうちっ くぇ 
╂╄[╀ - 『ゃっすぇく 『ゃっすぇくけゃ, ゃっつっ  
っ けしなょっく こけかうすうお くぇ こなさ
ゃぇ うくしすぇくちうは う, いぇぉっかっあっすっ, 
こさっしすなこかっくうっすけ っ いかけせこけすさっ
ぉぇ し ゃかぇしすすぇ しう くぇ きうくうしすなさ 
う しかせあっぉくけすけ しう こけかけあっ
くうっ. ╁ きけきっくすぇ ゃ こせぉかうつくけすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ ういかういぇす, うきぇ う 
きくけゅけ ょけおぇいぇすっかしすゃぇ, つっ こなさ
ゃけすけ かうちっ くぇ こぇさすうはすぇ しなとけ 
っ いぇきっしっくけ ゃ こさっしすなこかっくうは. 
]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ せあぇしくう くっとぇ - 
おけくおさっすくう ょぇくくう いぇ せつぇしすうっ ゃ 
しっさうは  せぉうえしすゃぇ,  いぇきっしゃぇくっ ゃ 
くぇさおけおぇくぇかう. ╆ぇ おぇおゃぇ ╂╄[╀ 
ゅけゃけさうき? ╇ いぇとけ くっこさっおなしくぇ
すけ  ゃうっ, きっょううすっ, さっおかぇきうさぇすっ 
╂╄[╀ おぇすけ ゅけかはきぇすぇ しかっょゃぇとぇ 
せしこはかぇ こぇさすうは. ╃けさう ょぇ くっ しっ  
けおぇあぇす ゃっさくう ゅけさくうすっ けぉゃう
くっくうは, しかっょ おぇすけ うきぇ しなきくっ
くうっ, しかっょ おぇすけ こけかけゃうくぇすぇ けす 
ういすけつくうちうすっ くぇ ╋╁[ おぇいゃぇす 
„すけゃぇ  くっ っ ゃはさくけ, すけゃぇ くっ っ 
ょけおせきっくす”, ぇ ょさせゅぇすぇ こけかけ
ゃうくぇ けす ういすけつくうちうすっ くぇ ╋╁[ 
おぇいゃぇす „すけゃぇ っ ぇゃすっくすうつっく ょけ
おせきっくす”, すっいう ょゃぇきぇ かうょっさう 
くぇ ╂╄[╀ すさはぉゃぇ ょぇ けすしすなこはす 
くぇいぇょ うかう ゃしすさぇくう.  ╆ぇとけ すけゃぇ 
くっこさっおなしくぇすけ ゅけ いぇぉさぇゃはすっ う 
ゅけゃけさうすっ いぇ いぇゃさなとぇくっすけ くぇ 
╂╄[╀, しはおぇて すけゃぇ くはきぇ おぇお ょぇ 
ぉなょっ こさっょけすゃさぇすっくけ?

╆ぇとけすけ こけ ゃしうつおけ かうつう, 
つっ う すっいう ういぉけさう とっ しっ しこっ-
つっかはす けす いぇょおせかうしうっすけ… 
- 】っ しこっつっかはす, くけ, ぇおけ しっ 

おさうっ すぇいう つぇしす けす うしすうくぇすぇ. 
‶さぇゃうき ょっきけおさぇすうつくう うい
ぉけさう. ╉ぇお とっ せつぇしすゃぇ っょくぇ 
こぇさすうは おぇすけ ょゃっすっ え ゃけょっとう 
かうちぇ しぇ ょうさっおすくけ けぉゃうくっくう 
いぇ おさうきうくぇかくう こさっしすなこかっ
くうは? ¨ぉはしくっすっ きう!  ╉けゅぇすけ 
うきぇ しなきくっくうっ いぇ すぇおなゃ かうょっさ, 
すけえ こさけしすけ しっ けすすっゅかは. ╃させゅう 
たけさぇ ょぇ ういかはいぇす くぇ こけいうちうは, 
ょさせゅう たけさぇ ょぇ しっ はゃはす し ╂╄[╀ 
くぇ ういぉけさう, くけ いぇ すっいう ょゃぇきぇすぇ 
くっおぇ ]なょなす う ‶さけおせさぇすせさぇすぇ 
しう しゃなさてぇす さぇぉけすぇすぇ. 

╆ぇとけすけ かうょっさう し  こしうたう-
つっしおう ょうぇゅくけいう しすけはす くぇつっ-
かけ くぇ こけかうすうつっしおう こぇさすうう 
かう うきぇきっ すぇおぇゃぇ ょなさあぇゃぇ? 
- ╁うあすっ, ょくっし こけかうすうおぇすぇ  

っ けしけぉっくぇ ょっえくけしす, しそっさぇ し 
きくけゅけ ょっこさっしうゃくけしす, しすさっし う 
かうつくけしすくう ういおさうゃはゃぇくうは. ╁ 
すぇおけゃぇ ょっおぇょっくすしおけ う あっしすけおけ 
ゃさっきっ あうゃっっき, おけっすけ くっ とぇょう 
けぉうおくけゃっくうすっ たけさぇ, くけ けとっ 
こけゃっつっ くっ とぇょう こけかうすうちうすっ, 
おけうすけ しすけはす ゃうしけおけ くぇ すけゃぇ 
こさけゃっすさうゃけ きはしすけ. ╆ぇすけゃぇ うきぇ 
きくけゅけ たけさぇ, ゃおかのつうすっかくけ おけ
かっゅう, おけうすけ しっさうけいくけ すゃなさょはす, 
つっ つけゃっお, いぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し 
こけかうすうおぇ ゃ ょくってくけ ゃさっきっ, くっ 
きけあっ ょぇ っ しなゃしっき くけさきぇかっく.  

╆ぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇて ょくっし 
ゃ しすさぇくぇ おぇすけ ╀なかゅぇさうは し 
こけかうすうおぇ, すさはぉゃぇ ょぇ こさぇ-
ゃうて せあぇしくう おけきこさけきうしう. 

- ]なゃしっき くけさきぇかくうすっ たけさぇ 
くっ きけゅぇす ょぇ ういょなさあぇす くぇ すぇいう 
こしうたけかけゅうつっしおぇ こさっしぇ う くぇ 
すぇいう さっこさっしうは ゃなさたせ しけぉしす
ゃっくぇすぇ うき こさうくちうこくけしす う きけ
さぇかくけしす. 

〈けゃぇ っ きくけゅけ けぉっいしなさつう-
すっかくけ…
- ′け, ういゃうくっすっ, こしうたけかけいうすっ, 

おけうすけ うしすけさうつっしおう しぇ ゅかっょぇ
かう くぇいぇょ う しぇ しっ いぇくうきぇゃぇ
かう し こけかうすうつっしおう かうょっさう, しぇ 
こさぇゃうかう ょっすぇえかくう ぇくぇかういう. 
′はきぇ ゃっかうお かうょっさ くぇ 20-すう 
ゃっお, おけえすけ ょぇ っ ぉうか くけさきぇかっく. 

》うすかっさ ぉうか かう っ くけさきぇかっく? 
]すぇかうく ぉうか かう っ くけさきぇかっく? 
╊っくうく ぉうか かう っ くけさきぇかっく? 
╋けあっ ぉう ょけくはおなょっ  ゅっくっさぇか 
╃っ ╂けか っ ぉうか くけさきぇかっく. ╁う
くぇゅう うきぇすっ くはおぇおゃぇ しすさぇく
くけしす くぇ たぇさぇおすっさぇ, すけゃぇ くっ しぇ 
けぉうおくけゃっくう たけさぇ. 》ぇえょっ, ょぇ 
くっ ゅう けぉはゃはゃぇきっ  いぇ くっくけさ
きぇかくう ゃ くっゅぇすうゃくうは しきうしなか 
くぇ ょせきぇすぇ, くけ ゃうくぇゅう すけゃぇ しぇ 
たけさぇ ういゃなく くけさきぇすぇ. 

╉ぇお とっ ういゅかっあょぇ, しこけさっょ 
╁ぇし, ╀なかゅぇさうは しかっょ  5–すう 
けおすけきゃさう? 
- ╀うょっえおう しけちうけかけゅ, くっ しなき 

ゃさぇつおぇ. ]つうすぇき, つっ おぇお とっ 
ういゅかっあょぇ ╀なかゅぇさうは,  いぇゃうしう 
っょうくしすゃっくけ う しぇきけ けす ╀]‶.  
╆ぇとけすけ っょうくしすゃっくうはす おけき

こけくっくす, おけえすけ とっ さぇいきっしすゃぇ 
けしすぇくぇかうすっ こかぇしすけゃっ, っ ╀]‶. 
╇ ゃ ╀]‶ - っょうくしすゃっくけ う しぇきけ 
けす かうつくけしすすぇ ╋うたぇうか ╋うおけゃ. 
╁しうつおう ょさせゅう そぇおすけさう しぇ おけく
しすぇくすくう. ╆くぇっき おぇお ょっえしすゃぇす. 
╆くぇっき おぇおゃう しぇ うき うくすっさっ
しうすっ, きけすうゃぇちうはすぇ, ゃさっょうすっ 
けす すはた . ╄ょうくしすゃっくぇすぇ いぇゅぇょ
おぇ っ ╋うたぇうか ╋うおけゃ う けすすぇき - 
╀]‶ おぇすけ そぇおすけさ. 】っ ゃうょうき 
ゃ しかっょゃぇとうすっ しっょきうちう ╀]‶ 
ょぇかう とっ しっ しすぇぉうかういうさぇ, ょぇかう 
とっ くぇきっさう そけさきせかぇ くぇ ういかう
いぇくっ けす しっゅぇてくぇすぇ しう おさういぇ, 
いぇ ょぇ こけょぇょっ さなおぇ くぇ 300-400 

たうかはょう ぉっしっこぇさう, おけうすけ しっゅぇ 
しぇ しすなこうしぇくう うかう くぇこさぇゃけ 
はょけしぇくう. ╇かう けぉさぇすくけ - ゃ ╀]‶ 
とっ くぇょょっかっはす さぇいょけさうすっ, さぇい
ちっこかっくうはすぇ, ぉさせすぇかくうすっ おけき
こさけきぇすう っょうく しさっとせ ょさせゅ. ╇  
すけゅぇゃぇ ╀]‶, ゃきっしすけ ょぇ しこっつっ
かう, ょけこなかくうすっかくけ とっ こけすなくっ 
くぇ こさっょしすけはとうすっ ういぉけさう.  

′けゃう  „こぇさすうう-しゃっすおぇゃう-
ちう” くはきぇ ょぇ しっ こけはゃはす, くけ 
とっ ういすさっとう かう おぇすけ いぇ こけ-
しかっょくけ „こぇさすうはすぇ-しゃっすおぇ-
ゃうちぇ” くぇ  ╀ぇさっおけゃ? 
- 〈けゃぇ っ っょくぇ きくけゅけ くっあ

くぇ, きぇかおぇ しゃっすおぇゃうつおぇ, けす 
すさう ぉなさょぇ ゃ ょっゃっすけすけ,  こさっい 
ぉぇうさぇ. „‶ぇさすうは-しゃっすおぇゃうちぇ” 
っ こぇさすうは , おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
しこっつっかう いぇ くはおけかおけ きっしっちぇ 

くぇょ 1,5 ょけ 2 きかく. ゅかぇしぇ. 〈け
ゅぇゃぇ ゅけゃけさうき いぇ しゃっすおぇゃうちぇ. 
╂けしこけょうく ╀ぇさっおけゃ ちはかぇ っょくぇ 
ぉぇくおぇ そぇかうさぇ, いぇ ょぇ きせ こかぇすう 
おぇきこぇくうはすぇ  う ゃなこさっおう すけゃぇ 
うきぇ しぇきけ 230 たうかはょう ゅかぇしぇ. 
〈けゃぇ っ っょくぇ きういっさくぇ こけぉっょぇ. 
╁すけさけすけ, おけっすけ くっょけせきはゃぇき, 
っ いぇとけ ゃうっ, きっょううすっ, くっこさっ
おなしくぇすけ けぉはゃはゃぇすっ ╀ぇさっおけゃ 
いぇ くはおぇおゃけ つせょけ. 〈けえ し くっ
ゅけゃうすっ 230 たうかはょう ゅかぇしぇ ぉう 
しかっょゃぇかけ ょぇ しう こけしうこっ ゅかぇゃぇ
すぇ し こっこっか う ょぇ おぇあっ, つっ くっ っ 
せしこはか. 

┿ つうすぇゃ ぉけしすぇく ぉっい ╃‶] 
ぉう かう しっ こけかせつうか ゃ しかっょ-
ゃぇとうは こぇさかぇきっくす? 
- ]おけさけ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こけかうすう

おぇ くはきぇ ょぇ きうくぇゃぇ ぉっい ╃‶].  
╃‶] けぉっおすうゃくけ しぇ きくけゅけ ゅけ
かはきぇ しうかぇ, くっいぇゃうしうきけ くぇ 
おけゅけ すけゃぇ きせ たぇさっしゃぇ うかう くっ. 
¨すすせお くぇすぇすなお ゃしうつおう おけぇかう
ちうう しぇ けぉさっつっくう ょぇ さぇぉけすはす 
けそうちうぇかくけ うかう くっけそうちうぇかくけ 
し ╃‶]. ╁なこさけしなす っ 

╃‶] ょぇ しすぇくぇす こけ-きぇかおけ 
ぇさけゅぇくすくう う こけ-きぇかおけ ぇゅ-
さっしうゃくう. 
- ╃‶] しう うきぇす しゃけはすぇ こけいう

ちうは う すさはぉゃぇ ょぇ しすけはす ゃ くう
てぇすぇ, おけはすけ うき っ けすさっょっくぇ. 
‶さけぉかっきなす っ, つっ すっ こけしっゅくぇ
たぇ おなき くうてうすっ くぇ ょさせゅうすっ う 
おなき こけいうちうけくうさぇくっ, おけっすけ 
こけ こさうくちうこ くっ うき しっ こけかぇゅぇ 
ゃ ょなさあぇゃぇ おぇすけ ぉなかゅぇさしおぇすぇ. 

‶ぇさすううすっ かう „ういはょけたぇ” 
くぇちうけくぇかういきぇ ゃ ╀なかゅぇさうは 
うかう ゃしなとくけしす すぇおなゃ くはきぇ? 
- ╁ ╀なかゅぇさうは うきぇ くぇちうけくぇ

かういなき う くぇちうけくぇかうしすうつっく 
ゃけす, こけくっ 12-15% けす ういぉうさぇ
すっかうすっ, おけうすけ すなさしはす こぇすさう
けすうつくけ-くぇちうけくぇかうしすうつっしおぇ 
こぇさすうは, いぇ おけはすけ ょぇ ゅかぇしせゃぇす.  
╇ すけゃぇ っ しうかくぇすぇ うょっけかけゅうは 
ゃ きけきっくすぇ. ]っゅぇ くはきぇ ょはしくぇ 
うかう かはゃぇ しうかくぇ うょっけかけゅうは, 
すぇき しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ こさぇゅきぇすう
いなき: ょっしっく う かはゃ.
 ┿おけ うきぇ うょっけかけゅうは くぇ うょっえ

くけ う くぇ ちっくくけしすくけ さぇゃくうとっ, 
すなさしっくぇ けす きぇしけゃうは ゅさぇあょぇ
くうく, すけ すけゃぇ っ すなさしっくっすけ くぇ 
くぇちうけくぇかくけ-こぇすさうけすうつくけすけ. 
′け しう くはきぇきっ ぇゃすけさうすっすくう う 

しうかくう こぇさすうう. „┿すぇおぇ” せしこは ょぇ 
おぇすぇしすさけそうさぇ しかっょ けゅさけきくう
すっ  せしうかうは いぇ すけゃぇ  けす 2005-すぇ 
ゅけょうくぇ くぇしぇき. ′ぇちうけくぇかくうはす 
そさけくす いぇ しこぇしっくうっ くぇ ╀なかゅぇ
さは ょけぉさっ しっ こさっょしすぇゃう くぇ こぇさ
かぇきっくすぇさくうすっ ういぉけさう こさっい 
2013 ゅけょうくぇ, くけ しっゅぇ, こさっい 
きぇえ, ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ, しなとけ 
おぇすぇしすさけそうさぇたぇ. ╁╋[¨ っ こけ 
くぇしかっょしすゃけ こぇすさうけすうつくぇ くぇ
ちうけくぇかうしすうつくぇ こぇさすうは, くけ すっ 
きくけゅけ いぇうゅさぇたぇ し くっはしくう おけぇ
かうちうう. ╇ し こぇさう, くぇえ-ゃっさけはす
くけ. ╇ けす っょくぇ たせぉぇゃぇ こぇさすうは, 
いぇおけくくけ そうくぇくしけゃけ けぉっいこっ
つっくぇ, しっゅぇ うきぇす こけょ こけかけゃうく 
こさけちっくす っかっおすけさぇかくぇ きぇしぇ, 
きぇおぇさ せあ ょぇ うきぇす ゃっつっ っゃさけ
ょっこせすぇす. ╇きぇ ゅけ こぇすさうけすうつくけ-
くぇちうけくぇかうしすうつくうはす ういぉうさぇ
すっか, ぇ ゅけ くはきぇ こけかうすうつっしおうはす 
こさっょしすぇゃうすっか. ]っゅぇ けつぇおゃぇき 
こけゃっつっすけ けす こけかうすうつっしおうすっ 
こぇさすうう きくけゅけ こぇすさうけすぇさしおう 
ょぇ ゅけゃけさはす, くけ すけ とっ っ こけゃっつっ 
そさぇいっけかけゅうは, けすおけかおけすけ うし
すうくしおぇ こけかうすうおぇ う おけくおさっすくう 

╉かすそさちあぬけみてあ か せかかなかさてけうせけみて すかにあせけくひす くあ たちそねけつてうあせか せあ たしみうあてあ そて くひちせそてそ

╁ういうすおぇ: 

[なおけゃけょうすっか くぇ ┿ゅっくちうは ┿]]┿-╋ う こさっょしっょぇすっか くぇ 
╀なかゅぇさしおぇすぇ しけちうけかけゅうつっしおぇ ぇしけちうぇちうは, つかっく くぇ ]な-
のいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ あせさくぇかうしすう う こさっょしっょぇすっか くぇ 
╂╇]╃╇ - ╂さぇあょぇくしおぇ うくうちうぇすうゃぇ いぇ しゃけぉけょくう う ょっきけ-
おさぇすうつくう ういぉけさう. ] こさっょういぉけさくう ういしかっょゃぇくうは う こさけゅ-
くけいう しっ いぇくうきぇゃぇ けす 1993 ゅけょうくぇ.
 [けょっく っ こさっい 1954 ゅけょうくぇ ゃ ]けそうは. ]うく っ くぇ こさけそ. 

]すけはく ╋うたぇえかけゃ, っょうく けす „ぉぇとうすっ” くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ しけ-
ちうけかけゅうは う しなけしくけゃぇすっか くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ しけちうけかけゅうは 
おなき ╀┿′.
„╅うゃっっき ゃ すせさぉせかっくすくけ ゃさっきっ, し くけゃけ うしすけさうつっしおけ 

こさっくぇさっあょぇくっ. ¨す くぇし しっ けつぇおゃぇす けぉけぉとぇゃぇとう ぇくぇかう-
いう う しうしすっきくけ けぉけしくけゃぇくう こさけゅくけいう”, っ すっいぇすぇ きせ いぇ しな-
ゃさっきっくくぇすぇ さけかは くぇ しけちうけかけいうすっ ゃ しゃっすぇ う ゃ つぇしすくけしす 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 
‶さけそ. ╋うさつっゃ ゃかぇょっっ すさう っいうおぇ: させしおう, うすぇかうぇくしおう う 

ぇくゅかうえしおう. ╇きぇ しうく う ょなとっさは, ょはょけ っ くぇ っょくけゅけょうてくぇ 
ゃくせつおぇ. 
╉ぇいぇくかなお っ しさっょ かのぉうきうすっ しこうさおう くぇ こさけそ. ╋うさつっゃ - 

いぇさぇょう „けしけぉっくけすけ ういかなつゃぇくっ くぇ すけいう ゅさぇょ”, おぇおすけ すけえ 
しぇき すゃなさょう. 

おけゅけすけ ぇさしっくぇかちう いくぇはす けす 
さっょぇおちうはすぇ くぇ „╆ぇゃけょしおぇ 
すさうぉせくぇ“ こさっい 80-すっ, くっ っ 
けしすぇゃうか ゃ こさぇた ぇかぉせきうすっ 
しなし しくうきおう, いぇこっつぇすぇかう 
すっいう そぇおすう. ‶けおぇくう, こさけ-
ゅさぇきおう, ぇそうてう, くぇこうしぇくう 
くぇ きぇてうくぇ, ういおぇいゃぇくうは... 
┿さたうゃうすっ こけおぇいゃぇす っょうく 
うくすっさっしっく いぇ しっきっえしすゃけ-
すけ くぇ ‶っくおぇ う ╃っつおけ ╊っ-

つっゃう あうゃけす, くけ いぇ きぇかおうは 
くぇ ゃさっきっすけ 》さうしすけ ょせきぇすぇ 
„さっこっすうちうは“ っ くぇえ-かけてぇすぇ 
ょせきぇ: きぇきぇ う すぇすっ こぇお ゅう 
くはきぇ ゃおなとう. ╇ せあ ゅう くはきぇ, 
こなお ちっかうはす うき ょせた っ こけこうす 
けす しうくぇ, つっ こけしかっ う けす しな-
こさせゅぇすぇ 〈うくおぇ ╊っつっゃぇ, ょう-
さっおすけさ – しけぉしすゃっくぇ きぇさおぇ 

ゃ こさっょせつうかうとくけすけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ  くぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶けょ 
くっえくけ さなおけゃけょしすゃけ 『╃╂ 
„‶つっかうちぇ“ すさせこぇ ぇゃすけさうすっす 
こけつすう 30 ゅけょうくう. ╃せたぇ くぇ 
そぇきうかうはすぇ  っ こけこうか う こさぇ-
ゃくせおなす ‶かぇきっく – しけかうしす 
けす „╇しおさうちうすっ“ くぇ ]すっそおぇ 
╃っくっゃぇ, おけえすけ しっゅぇ - 20-ゅけ-
ょうてっく, くぇっしっく いぇきうくぇゃぇ 
ょぇ せつう すけくさっあうしせさぇ ゃ ╊けく-
ょけく. ‶かぇきっく とっ いぇゅなさぉう 

ゃうしてっすけ こけ うおけくけきうおぇ, すけつ-
くけ おぇおすけ こさぇょはょけ きせ ╃っつおけ 
– こさけそっしうけくぇかっく しゃうとけゃしおう 
しつっすけゃけょうすっか, けすょぇゃぇ しなさ-
ちっすけ しう くぇ しちっくぇすぇ. ‶さぇくぇし-
かっょくうおなす ゃっつっ うきぇ いぇょ ゅなさ-
ぉぇ しう たうかはょう ぇこかけょうしきっくすう 
けす こせぉかうおぇすぇ: おけくちっさすうすっ  
し „╇しおさうちぇ“, おぇいぇくかなておけすけ 
ょせけ し ′ぇょは ╃うきうすさけゃぇ, けこう-
すなす けす ¨こっさぇすぇ ゃなゃ ╁ぇさくぇ... 
‶かぇきっく うきぇ ょけさう しくうきおう ゃ 
うしすうくしおう そうかき くぇ ╋ぇさうぇくぇ 
╄ゃしすぇすうっゃぇ. 
╇きぇ ゅう  う しっきっえくうすっ さっかうお-

ゃう: ょはょけゃうはす けさょっく „╉うさうか う 
╋っすけょうえ“  - ┶-ゃぇ  しすっこっく; ぇか-
ぉせきなす, こけょぇさなお けす おけかっゅうすっ 
ゃ „┿さしっくぇか“ し つっさくけ-ぉっかうすっ 
おぇょさう けす きうくぇかうは ゃっお... ┿か-
ぉせきなす, おなょっすけ し ぇさすうしすうつくぇ 
こさっちういくけしす こけょ  そけすけゅさぇ-
そううすっ しぇ ういこうしぇくう ょぇすう くぇ 
こさっきうっさう, うきっくぇ くぇ こうっしう, 
さっあうしぬけさう, さけかう. [っょはす しっ 
けぉさぇいう けす „〈ぇすせか“ - 1964-
すぇ, „‶さうおかのつっくうは ゃ ╀けさけ-
ゃけ“, „╃けおすけさ“ くぇ ′せてうつ, „╆ぇ 
つっしすすぇ くぇ こぇゅけくぇ“, „╉うかうは 
わ26“.... 
╀ぇえ ╃っつおけ おぇすけ ╉けつおぇさぬけゃ, 

╃けく ]っぉぇしすうはく う こさけそ. ╊せ-
おぇくけゃ... ╊っかは ‶っくおぇ – こなさゃけ 
ょけしすけかっこくぇ ぇさうしすけおさぇすおぇ し 
ゃうしけお おけお う てぇこおぇ..., こけしかっ 
ゃ こぇかぇゃぇ しちっくぇ し ╉ぇかけはくつっゃ. 
] けすゅけゃけさくけしす おなき こけおけかっ-
くうはすぇ, ゃ ぇかぉせきぇ っ いぇこっつぇすぇ-
くぇ  ょぇあっ させしおぇすぇ しぇかぇすぇ くぇ 
しくぇたぇすぇ, し くぇょこうし けす こっつっくう 
つせておう いぇ しおなこう ゅけしすう: “┿さ-
たうすっおすう“. ╋っあょせ しすさぇくうちうすっ 
ういしおぇつぇす さけかう けす しちっくぇすぇ くぇ 
╃′┿; さっこっすうちうう, こさっきうっ-
さぇ, こけいょさぇゃう, こさっゅさなょおう う 
ちゃっすは いぇ のぉうかっは: „50 ゅけょう-
くう くぇ しちっくぇすぇ“ – つうすぇかうとっ 
„╇しおさぇ“,  1988-きぇ.  ╃っつおけ 
╊っつっゃ, ╋うくつけ ╊ぇかっゃ,  ╊せくぇ 
╃ぇゃうょけゃぇ, ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ - 
╂っち...: „╁っつっさ“ くぇ ╃せょぇさっゃ...

╃っつおけ こけきうさうしゃぇ
しちっくぇすぇ 14-ゅけょうてっく  

] ょはょけ おぇすけ ]すっそぇく ╋ぇく-
ょけゃ, しけぉしすゃっくうお くぇ ぉぇおぇかうは 
ゃ ╄くうくぇ, くぇこせお くぇ ぉぇとうくうすっ 
しう きっさぇちう いぇ  こけしゃっとっくうっ ゃ 
ぇかなて-ゃっさうてぇ こけ くぇしかっょしすゃけ, 
しかっょ 〈なさゅけゃしおぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 《うくぇくしけゃぇすぇ 
ぇおぇょっきうは ゃ ]ゃうとけゃ, ╃っつおけ 
╊っつっゃ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しすさぇょぇ 
こけ すっぇすなさぇ. ╃けさう ゃ こうしきぇすぇ, 
おけうすけ しう さぇいきっくはす こけ ゃさっきっ 
くぇ しかっょゃぇくっすけ ゃ ]ゃうとけゃ し 
ぉなょっとぇすぇ しなこさせゅぇ – ‶っくおぇ, 
こけかけゃうくぇすぇ きはしすけ っ けすょっかっ-
くけ いぇ すけゃぇ, とけ しすぇゃぇ ゃ つうすぇ-
かうとっすけ う くぇ しちっくぇすぇ. 〈ぇおぇ 
しかっょ せつうすっかしすゃぇくっすけ ゃ さけょ-
くぇすぇ ╄くうくぇ, おなょっすけ こさっこけょぇ-
ゃぇ そさっくしおう う うしすけさうは こさっい 
60-すっ, ╊っつっゃ けすうゃぇ ゃ おぇいぇく-
かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. 〈ぇき 
くぇきうさぇ うょっぇかくうは いぇ しっぉっ 
しう ゃぇさうぇくす: こさけそっしうはすぇ くぇ 
うおけくけきうしすぇ う こさういゃぇくうっすけ -  
〈っぇすなさなす! 〈ぇおぇ こさっょしっょぇすっ-
かはす くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ╁]╉ぇしぇ 
う くっうく ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか 
いぇこうしゃぇ う すゃけさつっしおぇ ぉうけ-
ゅさぇそうは おぇすけ ぇおすぬけさ, こけしすぇ-
くけゃつうお う さなおけゃけょうすっか くぇ 
いぇゃけょしおぇすぇ ぇおすぬけさしおぇ すさせこぇ. 
《けすけしこけきっくう し 〈ぇくつけ ]すっそぇ-
くけゃ, ‶っすおけ 』ぇゃょぇさけゃ, ╁かぇょけ 
╇ゃぇくけゃ, 『ぇくおけ ╉なくっゃ, ╁ぇくは 
‶けこけゃぇ, ╃ぇさうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ... 
しっ さっょせゃぇす ゃ しっきっえくうは ぇさ-
たうゃ くぇ ぉぇとぇすぇ ゃ っょくけ し ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ ぉうけゅさぇそうは くぇ しうくぇ 
》さうしすけ ╊っつっゃ.     

》さうしすけ うょゃぇ ゃ
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ“ こさっい 

1973-すぇ 

╇ょゃぇ しかっょ おけくおせさし し くっうしすけ-
ゃけすけ あっかぇくうっ ょぇ しすぇくっ あせさ-
くぇかうしす. „‶さけぉぇすぇ“ くぇ ぉぇとぇ きせ 
う ╋うくつけ ╊ぇかっゃ ょぇ ゅけ おぇつぇす くぇ 
しちっくぇすぇ しっ けおぇいゃぇ くっせしこって-
くぇ: “╁うょはたぇ, つっ くっ しすぇゃぇき“. ╁ 
けしきう おかぇし 》さうしすけ うしおぇ おうすぇ-

さぇ! – くっ しっ こけかせつぇゃぇ ょけおさぇえ. 
/]なょぉぇすぇ さってぇゃぇ すけゃぇ ょぇ しっ 
しかせつう くぇ ゃくせおぇ/. 
╁ ぇさしっくぇかしおうは ゃっしすくうお, 

せゃかっつっく けす くっこけょさぇあぇっきうは 
てっそ ┿くゅっか ┿さぇぉぇょあうっゃ, しなとけ 
っくうくっち, きかぇょけおなす しっ ゃこせしおぇ ゃ 
さっこけさすぇあう いぇ さぇちうけくぇかういぇ-
すけさう. ¨こうすなす くぇ ┿さぇぉぇょあうっゃ, 
ぇすきけしそっさぇすぇ ゃ さっょぇおちうはすぇ, 
おけはすけ ょうてぇす いぇっょくけ し ‶っくおぇ 
‶なょぇさしおぇ う ╁っしっかうくぇ ╃っさゃう-
てっゃぇ, ょぇゃぇす おさうかっ. 〈せお くぇ-
つうくぇっとうはす さっこけさすっさ ゃうあょぇ 
いぇ こさなゃ こなす さなつくうは くぇぉけさ くぇ 
ぉせおゃうすっ いぇ こっつぇす, くぇせつぇゃぇ 
くぇ ょっかけ くっ しぇきけ とけ っ すけ “きっ-
すさぇきこぇあ“, くけ う ゃしうつおう すぇえくう 
ゃ いぇくぇはすぇ. 》さうしすけ くっ せしこはゃぇ 
ょぇ ゃかっいっ „あせさくぇかうしすうおぇ“ – 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ っ きくけゅけ すさせょ-
くけ. 〉ゃかっつっくうっすけ きせ こけ っいうおぇ 
ゅけ こさぇとぇ しすせょっくす ゃなゃ ╁っかう-
おけ 〈なさくけゃけ おぇすけ ぇさしっくぇかしおう 
しすうこっくょうぇくす. [けょけかのぉうゃうはす 
ょせた ゃ しっきっえしすゃけすけ きせ こけょ-

ちっかう, おけうすけ すっ ょっえしすゃうすっかくけ 
しう こけしすぇゃはす. ╁ きけきっくすぇ くはきぇ 
しうかくぇ こぇすさうけすうつくぇ- くぇちうけくぇ
かうしすうつっしおぇ  こぇさすうは せ くぇし. 

]っゅぇてくうはす こけかうすうつっしおう 
っかうす うきぇ かう こけすっくちうぇか いぇ 
っょうく  つうすぇゃ う しうかっく  しかっょ-
ゃぇと  きうくうしすなさ -こさっょしっょぇ-
すっか? 
- ╇きぇ, さぇいぉうさぇ しっ. ╁ ╀なかゅぇ

さうは うきぇ きくけゅけ おぇょなさくう たけさぇ, 
ゅけすけゃう ょぇ ぉなょぇす ょけぉさう きうくうし
すなさ-こさっょしっょぇすっかう. ╁なこさけしなす 
っ ょぇかう とっ ゅう ういかなつぇす こっさしけ
くぇかくけ う おけゅぇすけ ゅう くぇこさぇゃはす 
きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっかう, おぇお 
とっ しすけはす いぇょ ゅなさぉぇ うき. 〈けっしす, 
ょぇかう とっ ゅう こけょこけきぇゅぇす ょぇ しう 
ゃなさてぇす っあっょくっゃくけ さぇぉけすぇ
すぇ おぇすけ せこさぇゃかっくちう うかう とっ 
ゅう しぇぉけすうさぇす っあっょくっゃくけ. ╄すけ 
こさっしくうはす こさうきっさ し  ¨さってぇさ
しおう: けぉとけ ゃいっすけ つうすぇゃ う けぉさぇ
いけゃぇく つけゃっお, ゅけょっく  いぇ きうくうし
すなさ-こさっょしっょぇすっか. ╇きぇ くはおけう 
しけちうぇかくう しそっさう, ゃ おけうすけ こけ
おぇいぇ くっおけきこっすっくすくけしす う ょけさう  
つぇしすうつくぇ くっぇょっおゃぇすくけしす, くけ 
けぉとけ ゃいっすけ すけえ っ ょなさあぇゃくうお 
し ゃないきけあくけしすう う こさけそっしうけ
くぇかうしす し ょけおぇいぇくう おぇつっしすゃぇ. 
′け ょゃっすっ こぇさすうう - ╀]‶ う ╃‶], 
こけゃっつっ きせ こさっつったぇ, しこけさっょ 
きっく, けすおけかおけすけ ょぇ きせ こけきぇゅぇす. 
╁おかのつうすっかくけ ゅさっておうすっ, おけうすけ 
しっゅぇ しっ こさうこうしゃぇす こっさしけくぇかくけ 
くぇ くっゅけ, くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ きせ 
きうくうしすさう う くぇ ╋] おぇすけ ちはかけ, 
しっ ょなかあぇす ょけくはおなょっ くぇ すはた, 
おぇすけ こっさしけくう, くけ こけゃっつっ しっ 
ょなかあぇす くぇ ょゃっすっ こぇさすうう, おけう
すけ うき こさっつったぇ: し かけてう おぇょさけ
ゃう くぇいくぇつっくうは, し こさうくせあょぇ
ゃぇくっすけ ょぇ  こさぇゃはす  ぉっいせきくう 
おけきこさけきうしう. ╇ すせお うきぇ こさうきっさ 
-  そぇかしすぇさすなす くぇ ╃っかはく ‶っっゃ
しおう. ╂けかっきうはす しおぇくょぇか, おけえすけ 
すさなゅくぇ, くっ っ ぉうか ゃしなとくけしす うい
ぉけさ くぇ ‶かぇきっく ¨さってぇさしおう, ぇ 
くぇ こぇさすううすっ, しっょっかう いぇょ ゅなさぉぇ 
きせ. ]かぇゅぇす ゅけ くぇ っょくぇ ょうくっくぇ 
おけさぇ, しかっょ おけっすけ しっ ゃぇえおぇす 
いぇとけ くっ しっ しこさぇゃう おぇぉうくっすなす 
う ‶かぇきっく ¨さってぇさしおう. ╊うつくけ
しすう うきぇきっ, ゃなこさけしなす っ こぇさすう
うすっ ょぇかう しぇ つうすぇゃう, いぇ ょぇ ゅう 
ういゃっょぇす すっいう かうつくけしすう う しかっょ 
すけゃぇ ょぇ うき こけきぇゅぇす, おけゅぇすけ しっ 
さってぇゃぇす さっぇかくうすっ こさけぉかっきう 
くぇ しすさぇくぇすぇ. ′っ ょぇ うき こさっつぇす. 

╃ぇ けぉけぉとうき すぇおぇ: ╇いぉけさう 
2014 - すなさしう しっ しかっょゃぇとけすけ 
こけかうすうつっしおけ おぇきうおぇょいっ. 
- ┿おけ こぇさすううすっ こさけょなかあぇゃぇす 

ょぇ ぉなょぇす くっつうすぇゃう, しかっょゃぇ
とうすっ  せこさぇゃかはゃぇとう とっ ぉなょぇす 
おぇきうおぇょいっすぇ, ういたぇぉっくう たけさぇ し 
こけすっくちうぇか うかう けぉさぇすくけ - っょ
くけょくっゃおう, おけうすけ しぇ ょけてかう いぇ 
きぇかおけ, いぇ ょぇ けすおさぇょくぇす きくけ
ゅけ. 〈けゃぇ っ いかけおけぉくぇすぇ おけきぉう
くぇちうは, おけはすけ きなつう ╀なかゅぇさうは 
こけくっ けす 15-うくぇ ゅけょうくう. ╁しっ 
こぇお しっ くぇょはゃぇきっ, つっ いぇ ょゃぇ きっ
しっちぇ ょけ ういぉけさうすっ とっ ぉなょぇす けす
おさけっくう っょくぇ うかう ょゃっ ょっえしすゃう
すっかくけ いょさぇゃけしかけゃくう こぇさすうう, 
いぇ おけうすけ たけさぇすぇ しう しすさせゃぇ ょぇ 
ゅかぇしせゃぇす. ‶ぇさすうう, ゃ おけうすけ しっ 
きうしかう くっとけ しっさうけいくけ いぇ くぇ
さけょぇ う ょなさあぇゃぇすぇ, ぇ くっ しぇきけ 
いぇ おさぇあぉぇすぇ つさっい ょなさあぇゃぇすぇ. 
〈けゃぇ っ くぇょっあょぇすぇ くぇ ゃしうつおう 
くう, ゃしなとくけしす. 
                                      

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
 ┿ゃゅせしす, 2014 ゅけょうくぇ

╉けかおけ ぇおすぬけさう ょくっし きけゅぇす ょぇ ういゃぇょはす けす ぉうけゅさぇ-
そううすっ しう せしこってくう こぇさすくぬけさしすゃぇ しなし いゃっいょうすっ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは すっぇすなさ けす さぇくゅぇ くぇ ‶ぇさちぇかっゃ, ╉ぇかけ-
はくつっゃ う ╋せすぇそけゃぇ? ╇ おけかおけ けす すはた しぇ かのぉうすっかう, 
しぇきけょっえちう くぇ しちっくぇすぇ, こさういくぇすう けす ゅけかっきうすっ うきっ-
くぇ ょけすけかおけゃぇ, つっ ょぇ ういかういぇす いぇっょくけ こさっょ こせぉかうおぇ-
すぇ? ╃っつおけ ╊っつっゃ - っょうく すけつくけ すぇおなゃ はさなお きっしすっく 
すぇかぇくす けす しぇきけょっえくうは すっぇすなさ くぇ „┿さしっくぇか“ う つう-
すぇかうとっ „╇しおさぇ“, っ いぇこっつぇすぇか ゃ こけぉっかはゃぇとぇ ゃっつっ 
そけすけゅさぇそうは けす 1973-すぇ こぇさすくぬけさしすゃけすけ しう し ╂っけさゅう 
╉ぇかけはくつっゃ. ╉ぇかぇすぇ っ ゃ ╉ぇいぇくかなお う ╄くうくぇ おぇすけ こさう-
はすっか くぇ ╋うくつけ ╊ぇかっゃ - きうすうつくうはす すっぇすさぇか けす „╇し-
おさぇ“, こさけたけょうか くぇ しちっくぇすぇ くぇ つうすぇかうとっすけ こけょ ╉ぇ-
すせくうすっ. ]っきっえしすゃけすけ くぇ 》さうしすけ ╊っつっゃ, つうえすけ ぉぇとぇ 
– ╃っつおけ ╊っつっゃ, こけしさっとぇか せ ょけきぇ しう くぇさけょくうは かの-
ぉうきっち けす しちっくぇすぇ, こぇいう しこけきっくぇ いぇ すけゃぇ. ‶ぇいうすっか-
しすゃけすけ ゃ しくうきおう, こうしきぇ, ぇそうてう, こけおぇくう, のぉうかっえくう 
こけしかぇくうは ゃ さぇきおう... さぇいおさうゃぇ おけさっくうすっ くぇ ょせたぇ ゃ 
っょくぇ そぇきうかうは, おなょっすけ つうきてうさうすっ こさっょ しこさっすくぇすぇ-
すぇ おなとぇ こけょ 』うかっつうすけ ゃ ╄くうくぇ しぇ すけつくけ すぇおぇ こけょ-
しすさうゅぇくう おぇすけ こさっょう ょっしっすうかっすうは, ぇ こさうおぇいおぇすぇ 
こけょ ぇしきぇすぇ こぇお っ いぇ すっぇすなさ, しかけゃけ う きせいうおぇ.
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„…Спомням си репетициите на „Криворазбраната 
цивилизация“, на „Виновният“, „От много любов“, „На 
кръстопът“...Това бяха напрегнати часове след работния 
ден, когато се чудехме къде да репетираме. А това ставаше 
или в ателието на художника Никола Кисьов, или в 
Профкомитета, а по някой път и в счетоводната зала или в 
някое заводско клубче. Успоредно с това тичахме с Цанко по 
изработката на декора в дърводелския цех и рисуването им 
от художника, по закупуване на реквизит, за да „се облече“ 
пиесата, търсене на транспорт...

А след това започваха представленията за работническия 
колектив из селата на Казанлъшкия район, участия във 
фестивали, завоюване на окръжни първенства...

Няма да забравя представлението на комедията 
„Виновният“ на Димитър Димов в санаториума в Радунци, 
където играхме два спектакъла, как медицинският 
персонал тичаше заедно с нас и ни предлагаше реквизит за 
представлението..., как снехме бюрото и тапицираните 
столове от кабинета на главния лекар от горния етаж с 
асансьора, за да ги пренесем на сцената на много уютното 
клубче в приземния етаж на санаториума и как на дневното 
представление виждах грейналите лица на лекуващите се, в 
които се четеше неизказана благодарност от удоволствието, 
с което ги бяхме дарили. А вечерното представление пред 
медицинските работници на лечебното заведение, когато 
изпратиха с бурни аплодисменти възторжената игра на 
артистите и изказаха публична благодарност, това беше 
най-голямата благодарност за нас. 

Върнахме се късно през нощта и нямаше къде да нощувам и 
трябваше да дойда в предприятието. Влязох в счетоводната 
зала, където работех, постлах си една манта върху бюрото 
и легнах. Но все още бях развълнуван от приятните 
преживявания и не можах да заспя. Станах рано в студения 
декемврийски ден на 1962-ра година и с изненада забелязах, 
че мантата, върху която бях лежал, приличаше на релефна 
карта, толкова грозно беше измачкана. Не можах, обаче, 
да установя чие притежание е. Когато дойдоха всички 
служители, тогава стана ясно всичко... Недялка се ядосваше 
и се чудеше, кой е „плисирал“ толкова мантата й. Тя и до днес 
не знае кой е истинският виновник.

Сега сме в нова творческа треска. Подготвяме за юбилея 
много интересна и високопатриотична пиеса на Мария 
Симова – „Необикновен процес“ под ръководството на 
режисьора Николай Ганцаров...“.

6-и февруари 1974 г.

しおぇいゃぇ ょぇ ういぉっさっ ょうこかけきくぇ 
さぇぉけすぇ いぇ こなさゃうは くぇさけょっく 
ぉせょうすっか けす ╉ぇいぇくかなておけ – 
¨くせそさうえ 》うかっくょぇさしおう, しなとけ 
さけょっく こけょ ╉ぇすせくうすっ. ‶さっい 
1981-ゃぇ ゃうしてうしすなす しっ ゃさなとぇ 
ゃ さっょぇおちうはすぇ. ]かっょ 10-ゅけ-
ょうてくけ ぇさしっくぇかしおけ ぉうすうっ う 
けさゅぇくういぇちうけくくぇ おぇさうっさぇ, 
おぇおすけ こけょけぉぇゃぇ くぇ ゃさっきっすけ, 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ 》さうしすけ 

しっ こけしゃっとぇゃぇ くぇ せつうすっかしすゃぇ-
くっすけ. ╆ぇ こけおけかっくうは ょっちぇ けす 
„╋ぇすう ╀けかゅぇさうは“ すけえ っ さぇい-
かうつくうはす せつうすっか, かのぉうきう-
はす せつうすっか. ‶さっこけょぇゃぇすっかはす, 
おけえすけ, ゃっさっく くぇ さけょけゃぇすぇ 
すさぇょうちうは, けしすぇゃは しゃけはすぇ かうつ-
くぇ ょうさは こさっい すぇかぇくすかうゃうすっ 
ょうさう くぇ ょっちぇすぇ こけ しすさぇくう-
ちうすっ くぇ せつうかうとくうは ゃっしすくうお 
„╊っおしうおけく“. ╊っつっゃ っ „ぉぇとぇすぇ“ 
くぇ „╊っおしうおけく“, っくすせしうぇしすなす, 
おけえすけ しなぉうさぇ くぇょぇさっくうすっ いぇ 
しかけゃけすけ ょっちぇ し ょせたぇ くぇ うし-
すうくしおぇすぇ さっょぇおちうは. ╇きっくくけ 
ゃ „╊っおしうおけく“, ゃけょっくう けす ╊っ-
つっゃ, ぉなょっとう あせさくぇかうしすう, たせ-
ょけあくうちう, ぇょゃけおぇすう, かっおぇさう... 
こさけたけあょぇす ゃ しきっかけしすすぇ しう ょぇ 
こけおぇいゃぇす くぇえ-ょけぉさけすけ けす しっぉっ 
しう, くぇせつぇゃぇす しっ, つっ ょぇ しっ あう-
ゃっっ, っ うくすっさっしくけ いぇくうきぇくうっ し 
きくけゅけ ゃないきけあけしすう.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 6

Лечев старши с Георги Калоянчев
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╊おせあ えそおけせあ う たそしくあ せあ にそちあてあ:

》そくおちあう
╆しあえそたそきかしあせけみ くあ しけねせけてか つけ おせけ たそしとねけにあ 
たちかく つかおすけぬあてあ おうか そて かすいしかすあてけねせけてか しけぬあ 
せあ „╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ“ -
[ちあつけすけちあ ｠あちけくあせそうあ - そいはけせつさけ つひうかてせけさ け 
╈けせさあ ぅかちかうあ - そいはかつてうかせ たそつちかおせけさ.

′おちあうか, ちあおそつて, はあつてけか, さひつすかて け せそうけ にそちけ-
くそせてけ う しけねせけてか け そいはかつてうかせけ たちそかさぬけけ.

„╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ“, さそしかえけ,
たちけみてかしけ, „【ちけいとせあ ╅ちつかせあし“

ぁかつてけて ちそきおかせ おかせ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

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

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ っ っょうく-
しすゃっくけすけ ぉっいこかぇすくけ ういょぇ-
くうっ, おけっすけ しすうゅぇ ょけ きぇおしう-
きぇかっく ぉさけえ たけさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
う さっゅうけくぇ. 〈け しっ こさっゃなさくぇ ゃ 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ すさうぉせくぇ いぇ こけ-
こせかはさういうさぇくっ くぇ ょっえくけしすすぇ 
くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお 
う すぇおぇ くっしなきくっくけ こけきぇゅぇ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ ゃ すなさしっくっ くぇ さっ-
てっくうっ くぇ すったくうすっ こさけぉかっきう, 
おぇおすけ う ゃ こけゃうてぇゃぇくっすけ くぇ 
こさぇゃくぇすぇ うき おせかすせさぇ つさっい 
させぉさうおぇすぇ, おけはすけ ゃけょうき“, 
おぇいゃぇ ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. 〈は 
けすぉっかはいゃぇ すけいう そぇおす けとっ ゃ 
こなさゃうは しう けすつっす いぇ ょっえくけしす-
すぇ こさっょ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
こさっょしすぇゃっく こさっょう こけかけゃうく 
ゅけょうくぇ. 
╉けゅぇすけ こさっい っしっくすぇ くぇ 

2011-すぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 
こけおぇいぇ 】っさっゃぇ おぇすけ つぇしす 
けす かうしすぇすぇ いぇ しなゃっすくうちう くぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, 
っょゃぇ かう くはおけえ っ きうしかっか, つっ 
すは とっ っ くけゃうはす けぉとっしすゃっく 
こけしさっょくうお. ′け けとっ すけゅぇゃぇ 
】っさっゃぇ しこけょっかう, おぇおすけ いぇ-
うくすっさっしけゃぇくけしすすぇ しう けす ゃな-
こさけしうすっ, おけうすけ きなつぇす ゅさぇあ-
ょぇくうすっ, すぇおぇ う ゃなすさってくぇすぇ 
しう こけすさっぉくけしす ょぇ こけきぇゅぇ こさう 
くぇきうさぇくっすけ くぇ さってっくうは. 
╁しなとくけしす, う おぇすけ せつうすっか, う 
おぇすけ さなおけゃけょうすっか ゃ きっしすくけ-
すけ う ゃ くぇちうけくぇかくけすけ  しょさせ-
あっくうっ くぇ おぇさぇおぇつぇくうすっ, う ゃ 
さぇぉけすぇすぇ しう おぇすけ こさっゃけょぇつ, 
おけきせくうおぇすうゃくけしすすぇ う ぉなさいぇ-
すぇ さっぇおちうは ゃうくぇゅう しぇ こけきぇ-
ゅぇかう くぇ ╂うくおぇ. ]かっょ こっさうこっ-
すううすっ こけ 10-きっしっつくうは ういぉけさ, 
おけえすけ は けこさっょっかう いぇ ょかなあ-
くけしすすぇ しかっょ ╉ぇすは ╉うかうおつうっ-
ゃぇ, 】っさっゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ 
しぇきけ おけきせくうおぇすうゃくけしす, ぇお-
すうゃくけしす う いぇうくすっさっしけゃぇくけしす 
くっ しぇ ょけしすぇすなつくう, いぇ ょぇ ぉな-
ょって こけかっいっく くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
おぇすけ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. 
〈は っ くぇはしくけ し すけゃぇ けす しぇ-
きけすけ くぇつぇかけ. „‶さっょぇゃぇくっすけ 
くぇ こけしすぇ しっ けすさぇいう, くけ くっ 
ゃないこさっこはすしすゃぇ こさけちっしぇ くぇ 
くけさきぇかくけすけ こさけすうつぇくっ くぇ 
ょっえくけしすすぇ. ╁しうつおけ しっ しかせつう 
ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ ょけぉさぇ こさう-
っきしすゃっくけしす. 《せくょぇきっくすなす っ 
こけしすぇゃっく, けしすぇゃぇ ょぇ しっ くぇょ-
ゅさぇあょぇ“, おぇいゃぇ 】っさっゃぇ こさっょ 
きっしすくうは こぇさかぇきっくす こけかけゃうく 
ゅけょうくぇ しかっょ ゃしすなこゃぇくっすけ しう 
ゃ ょかなあくけしす. „╉うかうおつうっゃぇ 
っ うきぇかぇ ぉけゅぇす ぇょきうくうしすさぇ-
すうゃっく けこうす, おけえすけ こけきぇゅぇ ゃ 
さぇぉけすぇすぇ“, けすつうすぇ しっゅぇてくう-

╄ょくぇ ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ: きぇかおけ しかっょ けぉはょ. ‶さうっきくぇすぇ: けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ きぇたぇ こけょおぇくはとけ し さなおぇ こさっい こさけちっこぇ くぇ けすゃけさっくぇすぇ ゃさぇすぇ う しっ せしきうたゃぇ し けつう: ょせきうすっ しぇ くっゃない-

きけあくう - ゅけゃけさう こけ すっかっそけくぇ. „〈╄╊╉“, „...]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ...“, „ゅさぇそうおぇ くぇ こさうっきくけすけ きう ゃさっきっ…“ 
- くぇおなしかっちうすっ けす さぇいゅけゃけさぇ, おけえすけ くっ しこうさぇ ょなかゅけ, ゃっょくぇゅぇ けつっさすぇゃぇす おさうゃうすっ くぇ こさけぉかっきくうすっ こなすっおう くぇ 
たけさぇすぇ, こけすなさしうかう きっしすくうは けきぉせょしきぇく おぇすけ こけしかっょくぇ うくしすぇくちうは ゃ けすつぇはくうすっ しう けこうすう こさっょ ゃさぇすうすっ くぇ さぇいくう 
うくしすうすせちうう. „′はおけう うょゃぇす けとっ ゃ くぇつぇかけすけ, こさっょう ょぇ すさなゅくぇす けす ゃさぇすぇ くぇ ゃさぇすぇ, いぇ ょぇ しっ けさうっくすうさぇす  くぇゃさっきっ 
ゃ こさけちっょせさうすっ“, けぉはしくはゃぇ 】っさっゃぇ こけ-おなしくけ. ╃けおぇすけ しかせてぇき さぇいゅけゃけさぇ こけ すっかっそけくぇ, ぉっい ょぇ うしおぇき, こけゅかっ-
ょなす いぇおぇつぇ ょうこかはくうすっ こけ きぇしぇすぇ – ぉさけてせさう くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお, うくそけさきぇちうけくくう きぇすっさうぇかう いぇ ╄], 
さっおかぇきくう おくうゅけさぇいょっかうすっかう けす おぇきこぇくうはすぇ いぇ ゃょうゅぇくっすけ くぇ ╃けおけゃぇすぇ „ぅこけくおぇ“ くぇ „╇しおさぇ“... ╇, さぇいぉうさぇ しっ: 
ぉさけっゃっ けす „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“. 

はす けきぉせょしきぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おぇすけ こさういくぇゃぇ, つっ こけしすけはく-
くけ つっすっ くけさきぇすうゃくぇすぇ せさっょ-
ぉぇ – う いぇおけくうすっ, う きっしすくうすっ 
くぇさっょぉう. ‶さっょうきしすゃけすけ くぇ 
しうすせぇちうはすぇ ゃ けすくけてっくうはすぇ 
ょくっし 】っさっゃぇ ゃうあょぇ ゃ ょけ-
ぉさぇすぇ しう おけきせくうおぇちうは し けさ-
ゅぇくうすっ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, 
ょけおぇすけ っ ゃしっういゃっしすくけ, つっ ゃ 
こさっょくうは きぇくょぇす ゃさないおぇすぇ し 
¨ぉとうくぇすぇ ぉってっ けこさっょっかっ-
くけ いぇすさせょくっくぇ. ╆ぇすけゃぇ くっ しっ 
っ くぇかぇゅぇかけ 】っさっゃぇ ょぇ こさぇ-
ゃう けそうちうぇかくう こさっょかけあっ-
くうは いぇ こさけきっくう ゃ くぇさっょぉう う 
こさぇゃうかくうちう. ╁ たけょぇ くぇ さぇい-
ゅけゃけさうすっ し けぉとうくしおうすっ しこっ-
ちうぇかうしすう こけ こけゃけょ  ょぇょっく 
おぇいせし 】っさっゃぇ ょぇゃぇ しゃけうすっ 
こさっこけさなおう う うょっう いぇ けぉかっお-
つぇゃぇくっ くぇ „すっしくうすっ“ きっしすぇ 
ゃ おけきせくうおぇちうはすぇ し ゅさぇあょぇ-
くうすっ.

′ぇえ-きくけゅけ しぇ
しけちうぇかくうすっ こさけぉかっきう

╆ぇ っょくぇ ゅけょうくぇ さぇぉけすぇ 】っ-
さっゃぇ っ おぇすっゅけさうつくぇ ゃ おけく-
しすぇすぇちうはすぇ しう. 
[ぇいかうつくぇすぇ „てぇこおぇ“ くぇ 

ょゃっすっ しけちうぇかくう しかせあぉう – 
けぉとうくしおぇすぇ う ょなさあぇゃくぇすぇ, 
ゃ しなゃきっしすくぇすぇ うき さぇぉけすぇ 
こけ ょぇゃぇくっすけ くぇ しけちうぇかくぇ 
こけょおさっこぇ けぉなさおゃぇ たけさぇすぇ, 
ゃっょくぇゅぇ いぇぉっかはいゃぇ 】っさっゃぇ. 
‶けしすけはくくけ しっ くぇかぇゅぇす さぇい-
はしくっくうは くぇ こさけちっょせさうすっ.
╋ぇしけゃけすけ しゃぇかはくっ くぇ こさけ-

ちっくすぇ くっさぇぉけすけしこけしけぉくけしす 
けす おけきうしううすっ こけ 〈╄╊╉ いぇ-
すさせょくはゃぇ ゅさぇあょぇくうすっ ゃ 
くぇきうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ う 
けしうゅせさはゃぇくっ くぇ きうくうきぇか-
くぇすぇ ういょさなあおぇ いぇ あうゃけす. 
]こうさぇくっすけ くぇ ょっえくけしすすぇ くぇ 
おけきうしううすっ ゃ こけしかっょくうは きっ-
しっち くぇこさぇゃけ こけしすぇゃは たけさぇすぇ 
ゃ こさっょうくそぇさおすくけ こけかけあっ-
くうっ, おけきっくすうさぇ けぉとっしすゃっ-
くうはす こけしさっょくうお, けす おけゅけすけ 
しけちうぇかくけ けとっすっくうすっ すなさしはす 
こけょおさっこぇ. ╆ぇしっゅくぇすうすっ ゅせ-
ぉはす こさぇゃぇすぇ しう くぇ こけょこけ-
きぇゅぇくっ, くっ こけいくぇゃぇす こさけ-
ちっょせさうすっ こけ さっゅうしすさぇちうは ゃ 
╀のさけすけ こけ すさせょぇ, けしすぇゃぇす 
ぉっい ょけたけょう... ╁ っあっょゃっくぇすぇ 
しう さぇぉけすぇ 】っさっゃぇ くぇしけつゃぇ 
しっきっえしすゃぇ し ぉけかくう ょっちぇ, しな-
ょっえしすゃぇ いぇ いぇこうしゃぇくっ ゃ しけ-
ちうぇかくぇすぇ すさぇこっいぇさうは, こけょ-
こけきぇゅぇ ょっちぇ, さけょっくう いぇょ 
ゅさぇくうちぇ ゃ ういょぇゃぇくっすけ くぇ 
╄╂′ う かうつくう ょけおせきっくすう, くぇ-
しけつゃぇ こさうしすうゅくぇかう けす つせあ-
ぉうくぇ ぉなかゅぇさう いぇ こけきけと けす 
きっしすくぇすぇ  しけちうぇかくぇ しうしすっ-
きぇ, こけかせつぇゃぇ あぇかぉう けす きけ-
ぉうかくう けこっさぇすけさう, けぉはしくはゃぇ 

いぇとけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけょぇゃぇす 
ょっおかぇさぇちうう いぇ けしゃけぉけあょぇ-
ゃぇくっ けす すぇおしぇ しきっす いぇ くっうい-
こけかいゃぇく うきけす... ╇ けとっ: ぉけさう 
しっ いぇ こなかくけきけとくけ くぇ きはしすけ 
ゃ ╃うさっおちうは ╂[┿¨, ぉっい ょぇ しっ 
こかぇとぇす くけすぇさうぇかくう いぇゃっさおう, 
こさっこさぇとぇ くっょけゃけかくう けす さぇい-
すぇおぇゃぇくっすけ ょけ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ゃ 
きっしすくけすけ ′¨╇, すなさしう しかせあぉう, 
しさっとぇ しっ し ょうさっおすけさうすっ くぇ 
╀のさけすけ こけ すさせょぇ, „]けちうぇかくけ 
こけょこけきぇゅぇくっ“, ╂[┿¨, しすうゅぇ 
ょけ けさゅぇくういぇちうは くぇ しさっとぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお し ゅかぇゃっく ょうさっおすけさ 
いぇ ゃさないおぇ し おかうっくすう くぇ EVN, 
おけくすぇおすせゃぇ ょけさう し  こけしけか-
しすゃぇ. ╆ぇ っょくぇ ゅけょうくぇ 】っさっゃぇ 
ゃっつっ うきぇ しゃけうすっ きぇかおう-ゅけ-
かっきう こけぉっょう: こさっきっしすゃぇくっすけ 
くぇ こぇゃうかうけく, おけえすけ こさっつう くぇ 
あうゃっっとう ゃ おけけこっさぇちうは; しすけさ-
くうさぇくっすけ くぇ しきっすおぇ  いぇ ゃけょぇ, 
くぇょこうしぇくぇ けす ╁う╉-しかせあうすっか; 
けすこせしおぇくっすけ くぇ しけちうぇかくう こけ-
きけとう う ゃぇせつっさう いぇ けすけこかっくうっ 
くぇ ゅさぇあょぇくう ゃ おさぇえくぇ くせあょぇ; 
けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ っあっょくっゃくぇ 
すけこかぇ たさぇくぇ いぇ しっきっえしすゃけ し 
ょっちぇ しなし いょさぇゃけしかけゃくう  こさけ-
ぉかっきう. 
′っさってっくう けしすぇゃぇす: うしおぇ-

くぇすぇ こさけきはくぇ ゃ きぇさてさせす くぇ 
ゅさぇょしおうは ぇゃすけぉせし わ12, こさけ-
ぉかっきうすっ し きくけゅけすけ きっすぇかくう 
ゅぇさぇあう ゃ きっあょせぉかけおけゃうすっ 
こさけしすさぇくしすゃぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
さっょうちぇ くっさぇいぉけさうう ゃ けすくけ-
てっくうはすぇ きっあょせ あうすっかうすっ くぇ 
けぉとう ぉかけおけゃっ う おけけこっさぇちうう. 

¨ゅさけきっく ぉさけえ
しぇ あぇかぉうすっ こけ っすぇあくぇすぇ 

しけぉしすゃっくけしす

】っさっゃぇ けすつうすぇ, つっ ゅさぇあょぇ-
くうすっ けつぇおゃぇす けす ¨ぉとうくぇすぇ 
ょぇ くぇかぇゅぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう 
くぇおぇいぇくうは う ゅかけぉう ゃ しかせつぇう, 
おけゅぇすけ たけさぇすぇ しぇきう くっ きけゅぇす 
ょぇ さってぇす こさけぉかっきうすっ こけきっあ-
ょせ しう. ‶さうつうくうすっ いぇ すけゃぇ しぇ 
けしくけゃくけ ゃ  くっこけいくぇゃぇくっ くぇ 
╆ぇおけくぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ っす-
ぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, しきはすぇ 
】っさっゃぇ. 〈は こけょこけきぇゅぇ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ すぇおぇ, つっ こさう せしすぇくけ-
ゃはゃぇくっ くぇ くぇさせてっくうは, ょぇ しっ 
いぇょっえしすゃぇ こさけちっょせさぇすぇ こけ 
くぇかぇゅぇくっ くぇ しぇくおちうう. ¨ぉ-
とっしすゃっくうはす こけしさっょくうお っ しな-
ょっえしすゃぇか いぇ ういさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ こさうきっさくう けぉさぇいちう いぇ ‶さけ-
すけおけか けす ¨ぉとけすけ しなぉさぇくうっ くぇ 
あうすっかうすっ くぇ っすぇあくぇ しけぉしすゃっ-
くけしす, ╉けくしすぇすうゃっく こさけすけおけか 
いぇ くぇさせてっくうは こけ ╆〉╄], ╆ぇはゃ-
かっくうっ いぇ ゃくぇしはくっ くぇ こさけすけ-
おけかぇ ゃ ¨ぉとうくぇすぇ. ]うゅくぇかう う 
あぇかぉう いぇ くっさっゅかぇきっくすうさぇくけ 
ゃおかのつゃぇくっ くぇ てうさきけゃっ ゃ おけ-
きうくう; いぇ くっしなゅかぇしせゃぇくう こさけ-

きっくう ゃ しゅさぇょうすっ;  いぇ くせあょぇ 
けす つうしすっくっ くぇ きっあょせぉかけおけ-
ゃう こさけしすさぇくしすゃぇ; いぇ ぉかぇゅけ-
せしすさけはゃぇくっ; いぇ くっこさぇゃうかくけ 
しなたさぇくっくうっ くぇ かっしくけいぇこぇ-
かうきう きぇすっさうぇかう; ぇゃぇさうう ゃ 
くっけぉうすぇっきう ぇこぇさすぇきっくすう; 
かけてけ けこぇいゃぇくっ くぇ くけゃうすっ 
ょっすしおう こかけとぇょおう;  ぉっいさっょうは 
ゃ „╇いすけつくけすけ“...  いぇかうゃぇす 
けとっ こさうっきくぇすぇ くぇ おぇいぇく-
かなておうは けぉとっしすゃっく こけしさっょ-
くうお. ]うゅくぇかうすっ う あぇかぉうすっ 
しっ ゃたけょうさぇす, おぇおすけ こうしきっくけ, 
すぇおぇ う かうつくけ, ゃ しさっとうすっ けす 
こさうっきくけすけ ゃさっきっ. ╄ょくぇ けす 
こなさゃうすっ こさけきっくう ゃ さぇぉけすぇ-
すぇ くぇ うくしすうすせちうはすぇ 】っさっゃぇ 
こさっょこさうっきぇ うきっくくけ けすくけし-
くけ こさうっきくけすけ ゃさっきっ. ]なし-
すぇゃは しすなこぇかけゃうょっく ゅさぇそうお, 
すぇおぇ つっ こさっい しっょきうちぇすぇ ょぇ 
うきぇ せょけぉっく いぇ ゃしうつおう つぇしけ-
ゃう こけはし いぇ こけしっとっくうっ こさう 
きっしすくうは けきぉせょしきぇく.

[ぇぉけすぇすぇ し きかぇょうすっ
 っ しすうたうはすぇ くぇ 】っさっゃぇ

]ぇきけ  きっしっちう しかっょ こけっきぇ-
くっすけ くぇ そせくおちううすっ しう くけゃう-
はす こけしさっょくうお きっあょせ きっしす-
くぇすぇ ゃかぇしす う おぇいぇくかなておぇすぇ 
ゅさぇあょぇくしおぇ けぉとくけしす  しすぇさ-
すうさぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ „‶さぇゃくぇ 
おかうくうおぇ“. 〈せお こけきぇゅぇ きっし-
すっく ぇょゃけおぇす. ╃ぇきぇ, ういおせてっ-
くぇ ょぇ くぇこさぇゃう こけ-ょけしすなこ-
くぇ  ゃさないおぇすぇ きっあょせ  ょゃぇすぇ 
こけかのしぇ: ゃかぇしす – ゅさぇあょぇくう, 
こさっょかぇゅぇ くっ しぇきけ うきっすけ くぇ 
うくうちうぇすうゃぇすぇ, くけ う こけょおさっ-
こは おけくおさっすくうすっ ょっえくけしすう. 
〈ぇおぇ いぇ おぇせいぇすぇ しぇ こさうゃかっ-
つっくう 10 しすせょっくすう けす さぇいかうつ-
くう のさうょうつっしおう そぇおせかすっすう ゃ 
しすさぇくぇすぇ, おけうすけ ゃ すはしくけ しな-
すさせょくうつっしすゃけ し けぉとうくしおうすっ 
のさうしすう こさっょかぇゅぇす おけくしせか-
すぇちうう いぇ しけちうぇかくけ しかぇぉう う 
いぇ たけさぇ う さうしおけゃう ゅさせこう くぇ 
けぉとっしすゃけすけ. 
╆ぇ っょくぇ ゅけょうくぇ ゃさっきっ 】っ-

さっゃぇ っ ゃっつっ しすなこうかぇ ゃなゃ 
ゃしうつおう せつうかうとぇ. ] うくうちうぇ-
すうゃぇすぇ „╋けはすぇ こなさゃぇ かうつくぇ 
おぇさすぇ“ すは いぇこけいくぇゃぇ 14-ゅけ-
ょうてくうすっ し すったくうすっ こさぇゃぇ 
う いぇょなかあっくうは, おぇすけ くけゃう 
くけしうすっかう くぇ ょけおせきっくすう いぇ  
しぇきけかうつくけしす. ]さっとうすっ いぇ-
ゃなさてゃぇす し けあうゃっく ょっぉぇす, 
ょっちぇすぇ うょゃぇす し うくすっさっし. 
′はおけう けす せつうすっかうすっ ゃけょはす 
ょっちぇすぇ くぇこさぇゃけ くぇ きはしすけ – 
おぇすけ すっいう けす 》せきぇくうすぇさくぇすぇ 
ゅうきくぇいうは. ‶さっょう ういぉけさうすっ 
いぇ ╄ゃさけこぇさかぇきっくす 】っさっゃぇ 
うくそけさきうさぇ くぇ きはしすけ せつっ-
くうちうすっ し こさぇゃけ くぇ ゅかぇし けす 
すさう きっしすくう こさけそっしうけくぇかくう 
ゅうきくぇいうう. ╁こっつぇすかっくうはすぇ, 

つっ ょっちぇすぇ うしおぇす, くけ くっ いくぇはす 
おぇお ょぇ しっ ゃおかのつぇす ゃ けぉとっしす-
ゃっくうは あうゃけす, しっ さっょせゃぇす し 
ゃこっつぇすかっくうは けす すけすぇかくぇ くっ-
いぇうくすっさっしけゃぇくけしす しさっょ くは-
おけう きかぇょっあう. ′け せしっとぇくっすけ 
いぇ くっういこなかくっく ょなかゅ おなき くけ-
ゃけすけ こけおけかっくうっ っ っょくぇおゃけ う 
ゃ ょゃぇすぇ しかせつぇは. 
] すけは ゃないさけあょっくしおう こぇすけし 

╂うくおぇ 】っさっゃぇ こさけょなかあぇゃぇ 
けぉうおけかおうすっ しう - けす せつうかう-
とぇすぇ - ゃ おきっすしすゃぇすぇ くぇ 19-すっ 
けぉとうくしおう くぇしっかっくう きっしすぇ. 
〉ぉっょっくぇ っ, つっ こさけぉかっきうすっ 
しっ けすおさうゃぇす くぇ きはしすけ う けぉう-
おけかおうすっ ゅけ ょけおぇいゃぇす. ╁っつっ 
こけいくぇゃぇ しうすせぇちううすっ ゃ ちっ-
かうは こっさうきっすなさ くぇ けぉとうく-
しおうすっ すっさうすけさうう. ╁うょはかぇ っ, 
つっ くはおけう けす ゃなこさけしうすっ きけ-
ゅぇす かっしくけ, ぉなさいけ う ぉっい こぇさう 
ょぇ ぉなょぇす さってっくう ゃ こけかいぇ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ╇しおぇ, くけ くっ 
せしこはゃぇ ょぇ しおさうっ さぇいけつぇさけ-
ゃぇくうっすけ しう けす くはおけう しっかしおう 
おきっすけゃっ. 〈はたくぇすぇ くっぇおすうゃ-
くけしす う ょけさう – つうしすぇ こぇしうゃ-
くけしす, くっ こさけしすけ は けいぇょぇつぇ-
ゃぇ, ぇ は ゅくっゃう. ′ぇえ-ゅけかっきうはす 
こさけぉかっき くぇ たけさぇすぇ こけ しっかぇ-
すぇ っ すさぇくしこけさすなす, けすおさうゃぇ 
】っさっゃぇ. ╃させゅうはす こさけぉかっき っ 
くっうくそけさきうさぇくけしすすぇ くぇ たけ-
さぇすぇ ういゃなく ╉ぇいぇくかなお, ょぇあっ 
いぇ ょっくは, ゃ おけえすけ しっかけすけ うき 
しっ こけしっとぇゃぇ けす しけちうぇかくうは 
さぇぉけすくうお. ′はおなょっ ょけさう くはきぇ 
うくそけさきぇちうけくくう すぇぉかぇ...
╁ こけしかっょくけ ゃさっきっ 】っさっゃぇ 

しっ けこうすゃぇ ょぇ けしうゅせさう いょさぇゃ-
くぇ こけきけと ゃ くはおけう けす くぇしっ-
かっくうすっ きっしすぇ. ′っ っ かっしくけ, 
いぇとけすけ いぇ きぇかおけ くぇ ぉさけえ こぇ-
ちうっくすう くうおけっ ょあう-こう くはきぇ 
ょぇ うょっ くぇ しっかけ. ] こけょおさっこぇ-
すぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ-
くうお しっ こさけおぇさゃぇ こさけちっょせさぇ, 
おけはすけ ょぇ ょぇょっ こさっょうきしすゃけ 
こさう くぇっきぇくっ くぇ かっおぇさしおう 
こけきっとっくうは こけ しっかぇすぇ いぇ 
けくっいう しこっちうぇかうしすう, おけうすけ 
うきぇす こさぇおすうおぇ くぇ きはしすけ. 】っ-
さっゃぇ しっ けこうすゃぇ ょぇ こけょこけきぇゅぇ 
さってっくうっすけ くぇ こさけぉかっきぇ しなし 
しさっとう ゃ [ぇえけくくぇすぇ いょさぇゃくぇ 
おぇしぇ, ゃ ¨ぉとうくぇすぇ, くぇ きはし-
すけ ゃ おきっすしすゃぇすぇ. 〈させょくけしすう 
しないょぇゃぇ う そぇおすなす, つっ きくけゅけ 
けす たけさぇすぇ ゃっつっ しぇ ういぉさぇかう 
かうつっく かっおぇさ ういゃなく くぇしっかっ-
くけすけ しう きはしすけ, くぇ おけっすけ うきぇす 
こさぇゃけ こけ いぇおけく.

‶さけそ. ╋うさつっゃ, くぇ すぇいゅけ-
ょうてくぇすぇ ╀せいかせょあぇ くけゃう-
はす かうょっさ くぇ しけちうぇかうしすうすっ 
╋うたぇうか  ╋うおけゃ  おぇいぇ, つっ 
„けおすけきゃさう くっ っ ぉけえ こけしかっ-
ょっく, ぇ ぉうすおぇ こけ こなすは”. ╁ 
すけいう しきうしなか, おけえ とっ しこっ-
つっかう ぉうすおぇすぇ  いぇ くぇさけょくけ-
すけ ょけゃっさうっ こさっい けおすけきゃさう?  
- 〈けいう, おけえすけ くぇうしすうくぇ しっ 

けぉなさくっ おなき うくすっさっしうすっ くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ う ぉなか
ゅぇさしおぇすぇ くぇちうは. ╁しうつおう こけ
かうすうつっしおう うゅさぇつう ょけしっゅぇ  ょけ
おぇいぇたぇ, つっ けぉしかせあゃぇす くっつうう 
ょさせゅう  うくすっさっしう: うかう おけさ
こけさぇすうゃくう, うかう けかうゅぇさたうつっ
しおう, うかう うくすっさっしう  くぇ つせあょう 
ょなさあぇゃう. ′っいくぇえくけ おぇおゃう う 
つうう, くけ くっ う くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ  
くぇちうは う ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇ
ゃぇ. ╇ けす すぇいう ゅかっょくぇ すけつおぇ, 
ょけゃっさうっすけ う ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
ぉなょぇす こけょかなゅゃぇくう ういぉうさぇすっ
かうすっ っ ょけしすうゅくぇすけ ょけ すけつおぇすぇ 
くぇ ういつっさこゃぇくっ. ¨すすせお くぇすぇすなお 
うきぇす てぇくしけゃっ しぇきけ こけかうすうちう 
う こぇさすうう, おけうすけ とっ きけゅぇす ょぇ 
ゃないぉせょはす けすくけゃけ ょけゃっさうっ  おなき 
しっぉっ しう, おなき たけさぇ, おけうすけ さぇい
ぉうさぇす う きうかっはす う しっ けこうすゃぇす, 
ょけおけかおけすけ きっあょせくぇさけょくぇすぇ 
けぉしすぇくけゃおぇ  ゅけ さぇいさってぇゃぇ, 
おぇおすけ しっ おぇいゃぇ, ょぇ いぇつうすぇす う 
ょぇ さぇぉけすはす ゃ こけかいぇ くぇ くぇちうけ
くぇかくうは うくすっさっし. ╉ぇすけ こけょ „くぇ
ちうけくぇかっく うくすっさっし” さぇいぉうさぇきっ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ くぇちうは う ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ ょなさあぇゃぇ. 〈っいう くっとぇ しっ 
こさっこけおさうゃぇす, くけ つぇしすうつくけ, くっ 
しぇ っょくけ う しなとけ. 

′ぇさけょなす っ せきけさっく, けいゃっ-
さっく…
- ′っ, ぉなかゅぇさしおうはす くぇさけょ くっ 

っ せきけさっく. ′ぇさけょなす っ ういすけとっく. 

¨す おさういう, けす ぉっいけぉさぇいうは, けす 
ちうくういなき,  ゃおかのつうすっかくけ こけ
かうすうつっしおう, けす おさういうすっ, おけうすけ 
しっ さぇあょぇす ゃなすさっ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
すぇおうゃぇ, おけうすけ しっ しすさせこゃぇす くぇ 
しすさぇくぇすぇ くう けす ゃなくてくう そぇお
すけさう. 

╁ すけいう しきうしなか すぇおなゃ くぇ-
さけょ うきぇ かう ゃっさくう さっそかっ-
おしう いぇ けちっかはゃぇくっ うかう けす-
くけゃけ さうしおせゃぇ  ょぇ すなさしう 
╂けしこけょ, しこぇしうすっか, ぉぇとうちぇ? 
′はきぇ かう おぇこぇく, いぇ ょぇ せしっすう 
おけえ すけつくけ きせ すさはぉゃぇ? 
- ╁うくぇゅう しなき すゃなさょはか, つっ 

ぉなかゅぇさしおうはす くぇさけょ うきぇ すなく
おけ こけかうすうつっしおけ せしっとぇくっ ょぇ 
さぇいこけいくぇゃぇ きっくすっすぇすぇ けす うし
すうくしおうすっ くっとぇ ゃ こけかうすうおぇすぇ. 
╁なこさけしなす っ, つっ おけゅぇすけ ゅけゃけ
さうき いぇ っょくぇ けゅさけきくぇ きぇしぇ けす 
たけさぇ, おぇおゃぇすけ っ くぇさけょなす, さぇい
こけいくぇゃぇくっすけ しすぇゃぇ ゃっょくぇゅぇ う 
くっ しすぇゃぇ し きぇゅうつっしおぇ こさなつおぇ. 
¨ぉなさくっすっ ゃくうきぇくうっ, つっ ぉなか
ゅぇさしおうはす くぇさけょ つさっい ょっきけおさぇ
すうつくうすっ きったぇくういきう こさけういくっしっ 
きくけゅけ こさうしなょう くぇ こぇさすうう う 
こけかうすうちう いぇ 25 ゅけょうくう. ╁うあ
ょぇすっ おぇお ょっしくうすっ, けかうちっすゃけ
さはゃぇくう こさっょう ゃしうつおけ けす ╇ゃぇく 
╉けしすけゃ, くぇ こさぇおすうおぇ いぇゅうくぇたぇ. 
]きぇかうたぇ しっ ょけ くはおけかおけ こぇさ
すうえおう う しっゅぇ ょせてぇ ぉっさぇす ょぇ 
せょなさあぇす しゃけは [っそけさきぇすけさしおう 
ぉかけお. ╀]‶ しなとけ こけかせつう っょくぇ 
しっさうは けす っかっおすけさぇかくう くぇおぇ
いぇくうは, すさなゅくぇ しっ けす ┿くょさっえ 
╊せおぇくけゃ う そうくうてうさぇ しなし 
]っさゅっえ ]すぇくうてっゃ. ]っゅぇ  ╀]‶ 
っ くぇ さなぉぇ ょぇ いぇゅうくっ おぇすけ ゅけ
かはきぇ こぇさすうは, ょぇ しっ さぇいこぇょくっ 
おぇすけ ょっしくうすっ, ぇおけ くっ くぇきっさはす 
けぉさぇすっく  たけょ おなき しゃけっすけ ゃない
さぇあょぇくっ. ╁うあょぇすっ っょくけ ╃‶], 

おけっすけ ゃ っょうく きけきっくす こけつすう ぉっ 
せしこはかけ ょぇ いぇぉかせょう, つっ くっ しぇ 
っすくうつっしおぇ しっこぇさぇすうしすおぇ こぇさ
すうは, ぇ つっ しぇ っょゃぇ かう くっ くぇえ-
こぇすさうけすうつくぇすぇ, くぇちうけくぇかくけ 
けすゅけゃけさくぇ ぉなかゅぇさしおぇ こぇさすうは, 
ぇ しっゅぇ ゃっつっ いぇ ゃしうつおう っ はしくけ, 
つっ しぇ くっ こさけしすけ っすくけ-すせさしおぇ 
こぇさすうは, くけ しぇ う けすおさけゃっくけ しっ
こぇさぇすうしすおう くぇしすさけっくう う こけょ
つうくっくう くぇ ぇかつくう おけさこけさぇすうゃ
くう しすさせおすせさう. ╁ すぇいう しゃっすかうくぇ 
う すはたくけすけ ぉなょっとっ ゃっつっ しすぇゃぇ 
こさけぉかっきぇすうつくけ.  ]こけきくっすっ しう  
′╃]╁, おけゅぇすけ ょけえょっ し  ゅさなき 
う すさはしなお う しこっつっかう くぇょ  2 
きかく. う 200 たうか. ういぉうさぇすっかう 
こさっい 2001-ゃぇ ゅけょうくぇ. ]かっょ 
すけゃぇ いぇ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ 
2/3 けす ういぉうさぇすっかうすっ ういすさっい
くはたぇ, けすおぇいぇたぇ しっ けす すはた, ぇ ゃ 
きけきっくすぇ ′╃]╁  こさぇおすうつっしおう 
くっ しなとっしすゃせゃぇ. 〈けゃぇ しこけさっょ 
くぇせおぇすぇ こけかうすけかけゅうは っ すう
こうつくぇ こぇさすうは-しゃっすおぇゃうちぇ. 
╇いぉせたゃぇ, しかっょ おけっすけ ういつっいゃぇ. 
〈けゃぇ しぇ ゃしっ ょけおぇいぇすっかしすゃぇ, つっ 
ぉなかゅぇさしおうはす くぇさけょ うきぇ すなくおけ 
こけかうすうつっしおけ つせゃしすゃけ ょぇ さぇい
こけいくぇゃぇ きっくすっすぇすぇ う かなあちうすっ 
けす うしすうくしおうすっ う いぇゅさうあっくうすっ 
こけかうすうちう. ]ぇきけ つっ すけゃぇ くっ 
しすぇゃぇ けす ょくっし いぇ せすさっ. 〈さはぉゃぇ 
ょぇ きうくぇす  っょうく-ょゃぇ  きぇくょぇすぇ. 
╃ぇ うきぇ ょけおぇいぇすっかしすゃぇ, つっ 

こけさっょくぇすぇ かなあぇ  しっ
はゃはゃぇ  こけくはおけゅぇ  ゃ くけゃけ 
かうちっ う っ くせあくけ ゃさっきっ,

いぇ ょぇ さぇいこけいくぇっき
すけゃぇ かうちっ. 

〈ぇおぇ つっ - くぇさけょなす くう しう っ 
つうすぇゃ う しう しっょう くぇ きはしすけすけ. 
┿おけ うきぇ くはおぇおなゃ こさけぉかっき, すけ 
すけえ くっ っ ゃ „かけてうは きぇすさはか”, 

おぇおすけ  ぉってっ おぇいぇか っょうく, ぇ ゃ 
すけゃぇ, つっ こけかうすうちうすっ „くっ  しぇ せ 
さっょ” ゃ ╀なかゅぇさうは. ╇ すけいう くぇさけょ 
けつぇおゃぇ くぇえ-こけしかっ ょぇ しっ こさな
おくぇす う ょぇ いぇっきぇす ゃかぇしすけゃけすけ 
しう こけいうちうけくうさぇくっ うしすうくしおう 
かうょっさう – こけかうすうちう, ぇ くっ くは
おぇおゃう しう かうょっさう, しぇきけけぉはゃう
かう しっ いぇ すぇおうゃぇ こさっょ ゅさせこうつおう 
けす おかぇおぬけさう. ╀なかゅぇさしおうはす くぇ
さけょ うきぇ くせあょぇ う けつぇおゃぇ うし
すうくしおう かうょっさう くぇ くぇちうはすぇ. 

╁ すけいう しきうしなか, おぇお とっ 
こけしすなこう  しっゅぇ ぉなかゅぇさしおう-
はす くぇさけょ, しこけさっょ ╁ぇし, いぇ 
ょぇ ういすさっいくっっ うかう けすくけゃけ 
とっ しっ いぇかぇゅぇ くぇ こさうくちうこぇ 
„こさけぉぇ-ゅさっておぇ”? 
- ╁ こけかうすうおぇすぇ ゃうくぇゅう うきぇ 

こさけぉぇ-ゅさっておぇ. ′はきぇ ╀けゅ, おけえ
すけ ょぇ くう おぇあっ: „〈けいう っ こさぇ
ゃっょくうはす, ういぉっさっすっ くっゅけ!”. ╃っ
きけおさぇちうはすぇ っ くっっそっおすうゃっく 
きったぇくういなき くぇ こさけつうしすゃぇくっ 
くぇ こかはゃぇすぇ けす いなさくけすけ つさっい 
きっすけょぇ くぇ けこうすぇ う ゅさっておぇすぇ. 
′っとけ とっ くう ぉなょっ こさっょかけあっくけ 
けす こぇさすうう う こけかうすうちう. 》けさぇすぇ 
とっ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ ういぉう
さぇす う しかっょ すけゃぇ こさぇおすうおぇすぇ とっ 
こけおぇあっ ょぇかう けすくけゃけ しぇ ぉうかう 
こけょかなゅぇくう うかう しぇ しっ ういかなゅぇ
かう, うかう しぇ ういぉさぇかう くっとけ くぇ 
こさうくちうこぇ „こけ-きぇかおけすけ いかけ” 
うかう  しぇ  せしこっかう ょぇ ういぉっさぇす 
たけさぇ し こけいうすうゃっく こけすっくちうぇか, 
おけえすけ とっ ぉなょっ さぇいゅなさくぇす ゃ ぉな
ょっとっ. 

╃けおけかおけ そぇおすなす,  つっ くはきぇ 
おけくしっくしせし  いぇ  くぇちうけくぇか-
くうすっ こさうけさうすっすう, くうおけえ くっ  
こけっきぇ さぇいゅけゃけさ いぇ すけゃぇ, っ 
ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ういぉけさぇ くう 
„こさけぉぇ- ゅさっておぇ”?  ╇ くっ 

しきっ かう こぇお くぇ こさぇゅぇ くぇ くけゃ, 
しかっょゃぇと  25-ゅけょうてっく こっ-
さうけょ くぇ こけさっょくぇ こさけきはくぇ 
ゃ こけかうすうつっしおうは くう あうゃけす? 
- ╉けくしっくしせしなす くっ っ さぇぉけすぇ 

くぇ くぇさけょぇ, ぇ くぇ こけかうすうちうすっ, 
くぇ くぇさけょくうすっ ゃけょぇつう, くぇ かう
ょっさうすっ. 〈っ ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ しぇ 
こけ-せきくう けす くぇさけょぇ, ょぇ きけゅぇす 
ょぇ ゃかぇょっはす ょけしすけゃっさくう うく
そけさきぇちうけくくう ういすけつくうちう, いぇ 
ょぇ ゃうあょぇす さぇいゃうすうっすけ きくけゅけ 
くぇょなかぉけおけ, ゃ しおさうすうすっ こかぇ
しすけゃっ. ╃ぇ ゃうあょぇす さうしおけゃっすっ, 
おぇすぇしすさけそうすっ, てぇくしけゃっすっ  いぇ 
ゅけょうくう くぇこさっょ. ╁ すけいう しきうしなか 

こけかうすうちうすっ すさはぉゃぇ
ょぇ しすうゅぇす ょけ おけくしっくしせし 

いぇ けぉとけくぇちうけくぇかくう ちっかう, 
うくすっさっしう う こさうけさうすっすう, 

ぇ くっ ょぇ しっ こさったゃなさかは すぇいう 
いぇょぇつぇ ゃなさたせ くぇさけょぇ. ╊っかは 
‶っくぇ, おけはすけ しう ゅかっょぇ っあっょくっ
ゃうっすけ う  しっ いぇくうきぇゃぇ し くは
おぇおゃぇ ょさっぉくぇ こさけそっしうえおぇ, う 
いぇ くっは 200 かっゃぇ いぇ しすさぇてくけ 
きくけゅけ こぇさう う こけかぇゅぇ くっゃっさけ
はすくう せしうかうは ょぇ ういおぇさぇ けとっ 
200 かっゃぇ, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ ょうてぇ 
しこけおけえくけ, すは くはきぇ いぇょぇつぇ ょぇ 
ういさぇぉけすゃぇ くぇちうけくぇかっく こけ
かうすうつっしおう おけくしっくしせし. ╁ すけいう 
しきうしなか こけかうすうちうすっ う ゃ すけゃぇ 
たうすさせゃぇす ゃ ╀なかゅぇさうは. ′っこさっ
おなしくぇすけ こさったゃなさかはす しゃけうすっ 
せこさぇゃかっくしおう う かうょっさしおう いぇょぇ
つう ゃなさたせ けぉうおくけゃっくうすっ たけさぇ. 
¨ぉうおくけゃっくうはす つけゃっお すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ ょけゃっさう くぇ こけかうすうおぇ, ぇ 
くっ ょぇ きせ ゃなさてう さぇぉけすぇすぇ. 

〉╅『《╉ぇ【 《ぁ╅[╇╅ 〉╅‶-』╊【〉╊ ╉╅
》ちそな. 〈けにあけし 〈けちねかう – つそぬけそしそえ け たそしけてそしそえ,  たちかたそおあうあてかし う 】〉』』, 』】 け ╆』】

》ちそいしかすひて せか か う „しそのけみ すあてちみし”, あ たそしけてけぬけてか „せか つあ と ちかお” う ╆ひしえあちけみ. 』けしせあてあ けおかそしそえけみ う すそすかせてあ か せあぬけそせあしけくすひて.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

...„【『╅[¨っ 【『╊‶╉” 

]ょっかおぇすぇ いぇ す. くぇさ. ╇く
そっおちうけいくぇ ぉけかくうちぇ っ 

ういゃなさてっくぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさっ
ょたけょくぇすぇ きっしすくぇ ゃかぇしす, こさっい 
2006 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ っ  ゃいっすけ 
さってっくうっすけ いぇ さぇいこけさっあょぇ
くっ し うきけすぇ. ╂けょうくぇ こけ-おなし
くけ, こさっい 2007 ゅ., っ しおかのつっく 
う ょけゅけゃけさなす いぇ こさけょぇあぉぇ. 
‶けょこうしう こけょ しょっかおぇすぇ しかぇ
ゅぇす: いぇ こさけょぇゃぇつ -  すけゅぇゃぇて
くうはす おきっす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, 
いぇ おせこせゃぇつ - 〈けょけさ ╉けかっゃ, 
けす うきっすけ くぇ しすぇさけいぇゅけさしおぇすぇ 
そうさきぇ. ]なゅかぇしせゃぇすっかくう こけょ
こうしう こけょ しょっかおぇすぇ, くけ ぉっい 
うきっくぇ, しぇ こけかけあうかう のさうしす 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゅか. 
しつっすけゃけょうすっか, ょうさっおすけさ ╃う
さっおちうは „]すけこぇくしおぇ こけかうすうおぇ 
う けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす”, 
いぇきっしすくうお-おきっす.
 ╆ぇ ょぇ しっ さぇいこかぇすう し „〈さぇおうは 

すさっえょ”, ゃ ょゃっ こけさっょくう  しっしうう 
ゃっつっ けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ, いぇ
っょくけ し ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお, すなさしはす ゃぇさうぇくす いぇ 
すけゃぇ. ╆ぇ こさけょぇく, つさっい すなさゅけ
ゃっ, ぉはたぇ こさっょかけあっくう ゅけかはきぇ 
つぇしす けす けしすぇくぇかうすっ ゃしっ けとっ 
しゃけぉけょくう けぉとうくしおう うきけ
すう. ]さっょ すはた しぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
ぉうゃてっすけ せつうかうとっ „》さうしすけ 
╀けすっゃ” こけょ あ. こ. ゅぇさぇすぇ, くぇ 
ぉうゃてっすけ ‶けきけとくけ せつうかうとっ 
„╃うきうすなさ ┿くょさっっゃ”, すっさっくなす 
ょけ けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ, いぇ
っょくけ し こけかせさぇいさせてっくぇすぇ う 
くっょけしすさけっくぇ すせたかっくぇ しゅさぇ

ょぇ, すっさっくなす /ょせこおぇすぇ/ くぇ ╇くそっおちうけいくぇすぇ 
ぉけかくうちぇ, けぉとうくしおう ぇこぇさすぇきっくす ゃ しぇきうは 
ちっくすなさ くぇ ゅさぇょぇ, かうおゃうょうさぇくっ くぇ しなしけぉ
しすゃっくけしす う ょさせゅう.  
 ‶さっょしすぇゃうすっかはす くぇ „〈さぇおうは すさっえょ” 〈けょけさ 

╉けかっゃ こさっょかけあう くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う 
ちっしうは, ゃ かうちっすけ くぇ すせさしおぇ ぉぇくおぇ し けそうしう ゃ 

しすさぇくぇすぇ, おけはすけ ょぇ ういおせこう ょなかゅぇ くぇ ¨ぉとう
くぇすぇ, おぇすけ くぇ しゃけえ さっょ ¨ぉとうくぇすぇ しおかのつう 

ょけゅけゃけさ し ぉぇくおぇすぇ う こけ
かせつう おさっょうす いぇ こっさうけょ けす 
7 うかう 10 ゅけょうくう. ╊うたゃぇすぇ 
いぇ ちっかうは こっさうけょ くぇ おさっ
ょうすぇ っ けおけかけ こけかけゃうく きう
かうけく かっゃぇ. 
 ′ぇ こけしかっょくぇすぇ しう しっしうは 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ぇゃゅせしす 
‶さっょしっょぇすっかしおうはす  しな
ゃっす くぇ きっしすくうは こぇさかぇ
きっくす ゃいっ さってっくうっ ょぇ 
しっ けぉはゃう けぉとっしすゃっくぇ 
こけさなつおぇ いぇ ぉぇくおうすっ し 
こさっょかけあっくうは いぇ こけっ
きぇくっすけ くぇ けぉとうくしおうは 
ょなかゅ けす ぉかういけ 3,5 きかく. 
かっゃぇ こけ すぇいう しょっかおぇ う 
けすこせしおぇくっすけ くぇ おさっょうす. 
╇いゃなくさっょくけすけ  いぇしっょぇ
くうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しな
ゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけっすけ 
とっ くうとう すけいう ゃなこさけし, 
っ くぇしさけつっくけ いぇ 28-きう 
ぇゃゅせしす. 
′ぇ 4-すう ぇゃゅせしす  すぇいう 

ゅけょうくぇ ういすっつっ こけしかっょ
くうはす いぇおけくけゃ しさけお, ゃ 
おけえすけ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ 
くぇ ╀なかゅぇさうは すさはぉゃぇ
てっ ょぇ しっ こさけういくっしっ 
ょぇかう うきぇ ゃうくけゃくう いぇ 
しおかのつっくうは う けぉはゃっく 
いぇ くうとけあっく 7 ゅけょうくう 
こけ-おなしくけ ょけゅけゃけさ. ╉なき 
きけきっくすぇ くはきぇ うくそけさ
きぇちうは いぇ けおけくつぇすっかくけ

すけ しすぇくけゃうとっ くぇ ‶さけおせ
さぇすせさぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

]かっょ おさぇすおけ ぉけかっょせゃぇくっ しう けすうょっ けす あうゃけすぇ くぇ 
71 ゅけょうくう, こさっょう ょぇ  しっ  くぇさぇょゃぇ くぇ せしこったうすっ くぇ 

しゃけうすっ ょなとっさう う ゃくせちう. 』っさくっゃぇ ぉっ ういゃっしすくぇ おぇすけ さぇ
ぉけすけたけかうお う つけゃっお し はさおぇ しけぉしすゃっくぇ こけいうちうは こけ ゃぇ
あくうすっ ゃなこさけしう くぇ っあっょくっゃうっすけ くう う くっ しっ しすさぇたせゃぇてっ 
ょぇ は ういさぇいはゃぇ こせぉかうつくけ. 〈なさしっく っおしこっさす ゃ しすさけうすっか
くうは ぉさぇくて, けしすぇゃうかぇ きくけゅけ けす こさけそっしうけくぇかくうは しう こなす 
ゃ „┿さしっくぇか”, おなょっすけ さぇぉけすう ょなかゅう ゅけょうくう ゃ ょうさっおちうは 
„╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ”. 
]なし いぇょなかぉけつっくうすっ しう こけいくぇくうは くぇ しすさけうすっかっく うく

あっくっさ ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ  うきぇ う しっさうけいっく こさうくけし いぇ さっ
てぇゃぇくっすけ くぇ さっょうちぇ ゃぇあくう うくそさぇしすさせおすせさくう ゃなこさけしう 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ ょなかゅう ゅけょうくう さぇぉけすう ゃ けす
ょっか „┿さたうすっおすせさぇ う ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけ”. 
╃なかゅけゅけょうてっく つかっく くぇ ╀]‶ う くっうく ぇおすうゃうしす, おぇすけ ゃ 

すけゃぇ しう おぇつっしすゃけ ぉっ すさう こけさっょくう きぇくょぇすぇ う けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお. 
‶けしかっょくうすっ ゅけょうくう けす あうゃけすぇ しう すは こけしゃっすう くぇ ぇお

すうゃくぇ さぇぉけすぇ ゃ ょゃうあっくうっ „[せしけそうかう“. ╄ゃゅっくうは 』っさくっ
ゃぇ ぉっ しさっょ うくうちうぇすけさうすっ う し けゅさけきっく こさうくけし つかっくけゃっ 
くぇ „[せしけそうかう“ いぇ こけしすぇゃはくっすけ くぇ こぇきっすくうお くぇ ゅっくっさぇか 
]おけぉっかっゃ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
 ╁なこさっおう くぇすけゃぇさっくけすけ しう っあっょくっゃうっ ゃ こさけそっしうけくぇ

かっく こかぇく, ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ ゃうくぇゅう くぇきうさぇてっ ゃさっきっ 
いぇ たけさぇすぇ, おけうすけ けぉうつぇてっ う くっ しこうさぇてっ ょぇ しなこさっあう
ゃはゃぇ し すはた う すさっゃけゅうすっ, う さぇょけしすうすっ うき. 
╁はさゃぇてっ, こけつすう ょけ しすっこっく くぇ くぇうゃくけしす, つっ, ぇおけ けす 

しなさちっ ょぇゃぇて くぇ たけさぇすぇ, すっ しなし しなさちっ すっ しかっょゃぇす ゃ ゅけ
かっきうすっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ くぇ あうゃけすぇ. 
 ╁ こけしかっょくうは え こなす は ういこさぇすうたぇ ぉかういおう, こさうはすっ

かう, しなこぇさすうえちう, おけかっゅう けす ¨ぉとうくぇすぇ う けす „┿さしっくぇか”, 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

‶けおかけく!
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
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╇ ぉっい くっは ゃしっおう ぉさけえ けす すけいう 
ゃっしすくうお くはきぇ おぇお ょぇ しっ さけょう. 
╋ぇおぇさ うきっすけ え ょぇ っ くぇさっょっくけ 
ゃ おけかけくおぇすぇ けす うきっくぇ すぇき くは

おなょっ ゃ しさっょぇすぇ, しうすくけ う つうく
くけ, ぉっい すさせょぇ え, うくぇつっ おぇいぇくけ 
- ぉっい かのぉけゃすぇ え, すっいう 8 しすさぇ
くうちう くはきぇ おぇお ょぇ しすうゅくぇす ょけ 
ゃぇし. ╆ぇとけすけ けすゃなょ すっおしすぇ うきぇ 
けとっ すけかおけゃぇ きくけゅけ さぇぉけすぇ, いぇ 
ょぇ こさうょけぉうっ すけえ こけいくぇすうは ゃう 
ゃぇさうぇくす: いぇゃうしすくうちうすっ ょぇ ちな
おぇす し っいうお いぇさぇょう ゃういうはすぇ きせ, 
おさうすうちうすっ ょぇ ょうさはす し かせこぇ おせ
しせさ, ぇ すっいう, おけうすけ  さぇいぉうさぇす - 
けょけぉさうすっかくけ ょぇ おかぇすはす ゅかぇゃぇ. 
╆ぇとけすけ ぉっい ょういぇえくっさしおうは 

こさっょこっつぇす う こけつっさお くぇ ╋ぇさうは 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” くはきぇ ょぇ しっ 
さけょう. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ: くっえくけすけ 
„ぉぇぉせゃぇくっ” こけ ゃっしすくうおぇ っ  けす 
しなとっしすゃっくけ いくぇつっくうっ. 
 
〈は っ ╋ぇさうは. 

〈うこうつくけ ゅさぇょしおけ きけきうつっ, 

おさなしすっくけ くぇ ぉぇぉぇ しう, し おけはすけ 
すぇいう ゅけょうくぇ うきぇす かうつくう のぉう
かっう. ╇ ゃうくぇゅう こさぇいくせゃぇす くぇ 
╀けゅけさけょうちぇ.  
 [はょおけ いぇっょくけ, くけ こなお きくけ

ゅけ しっ けぉうつぇす. ′うとけ, つっ っょくぇ
すぇ ゃしっ いぇょうさは ょさせゅぇすぇ いぇさぇょう 
„しけちうぇかくけ くっしゃなさてっくう ぇくゅぇ
あうきっくすう”, ぇ きかぇょぇすぇ ╋ぇさうは, 
くっくぇとせさうかぇ しっ くぇ あうゃけすぇ, ょぇ 
こさっかうすぇ くぇょ ぉぇぉうくうすっ こさう
おぇいおう おぇすけ ┿かうしぇ ゃ しすさぇくぇすぇ 
くぇ つせょっしぇすぇ, いぇ おけはすけ うきぇ すけか
おけゃぇ けとっ くっけこけいくぇすう つせょっしぇ. 

╆ぇ こさけすけおけかぇ: 
  〈は しっ おぇいゃぇ ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, 

いぇゃなさてうかぇ っ ゅさぇそうおぇ ゃなゃ ╁っ
かうおけすなさくけゃしおうは せくうゃっさしうすっす, 
さぇぉけすう おぇすけ ょういぇえくっさ ゃ けす
ょっか „╋ぇさおっすうくゅ” くぇ „┿さしっくぇか 
2000”. ╆けょうは ¨ゃっく. ╁うくぇゅう  し 
ゅかぇゃぇすぇ くぇこさっょ, ぇ おけゅぇすけ くっ 
しすぇゃぇ し ゅかぇゃぇすぇ, こせしおぇ さけゅぇ

すぇ. ‶けいくぇゃぇ こけさぇあっくうっすけ, くけ 
くはきぇ いぇょっく たけょ, いぇ しきっすおぇ 
くぇ すけゃぇ こなお うきぇ くっゃっさけはすくけ 
かなつっいぇさくぇ せしきうゃおぇ, おさぇしうゃぇ 
ょせてぇ, こさっょういゃうおぇすっかくぇ さぇぉけ
すぇ, しさなつくう さなちっ, きくけゅけ こさう
はすっかう う しうきこぇすうつくう おけかっゅう. 

╋けあっ ょぇ きうくっ う いぇ 
とぇしすかうゃおぇ.  
 ]おけさけ うきぇてっ しっき

こなか のぉうかっえ, おけえすけ 
けすぉっかはいぇ ゃこっつぇすかは
ゃぇとけ. [けょっくぇ っ くぇ 
こさぇいくうお, くけ くっ っ 
しすぇくぇかぇ かっおぇさ. ╃っす
しおぇすぇ え きっつすぇ ぉうかぇ 
ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し 
きけょぇ, ょぇ ういきうしかは う 
てうっ ょさったう. ╅うゃけすなす 
え, こけくっあっ っ ¨ゃっく, っ 
さってうか けぉぇつっ ょさせゅけ: 
ょぇ は こせしくっ ゃ ょなか
ぉけおけすけ う すぇき くはおな
ょっ, こけ こなすは きっあょせ 
きっつすぇすぇ けす ょっすしすゃけ
すけ う こせぉっさすっすしおけすけ 
けしきうしかはくっ, たゃなさ
かうか こけかけゃうくぇすぇ え 
ゃ あうゃけこうしすぇ. 〈ぇおぇ 
いぇゃなさてうかぇ ′ぇちうけ
くぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
こけ こかぇしすうつくう うい
おせしすゃぇ う ょういぇえく ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╇ こけくっ
あっ っ ¨ゃっく, いぇ おけっすけ 
ぉかはしなおなす くぇ しけぉしす
ゃっくぇすぇ しゃっすかうくぇ っ 
けす しなとっしすゃっくけ  いくぇ
つっくうっ, くぇ しなさちっすけ 
けすっしくはかけ ゃ ちゃっすくけ
すけ くぇ あうゃけこうしすぇ う 
こけしっゅくぇかけ くぇ ょさせゅ 
おけくすせさ: つっさくけ-ぉは
かけすけ ゃ ゅさぇそうおぇすぇ. 
╁いぇうきくけ しう ょぇゃぇ
かう ゃ っょくけうきっくくぇ
すぇ しこっちうぇかくけしす くぇ 
╁っかうおけすなさくけゃしおうは 

せくうゃっさしうすっす. 
′はおなょっ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ う 

こさっい せき くっ え きうくぇゃぇかけ, つっ 
っょうく ょっく おけさぇぉなす くぇ  きっつ
すうすっ え とっ ぇおけしすうさぇ ゃ „┿さしっ
くぇか”. ¨とっ こけゃっつっ, つっ くうとけ 
ぇさしっくぇかしおけ ょけ すけいう きけきっくす ゃ 
あうゃけすぇ え くはきぇかけ. ¨す しすぇさぇすぇ 
しすけかうちぇ, くぇ ゅさっぉっくぇ くぇ っょくぇ  
かのぉけゃ, ╋ぇさうは  けすこかぇゃぇかぇ いぇ… 
╀ぇかつうお. ′っ いぇとけすけ っ ゃなさか そっく 
くぇ „きけさっすけ う くっゅけゃうすっ すさせょけ
ゃう たけさぇ”, ぇ いぇとけすけ すぇき ぉうかう 
こけさっょくうすっ こさけそっしうけくぇかくう 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ.

╉ぇすけ すうこうつっく ̈ ゃっく, ょういぇえ
くっさなす くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
ゃうくぇゅう しかっょゃぇ くけゃうすっ たけさう
いけくすう う ゅけかっきうすっ こさっょういゃう
おぇすっかしすゃぇ, いぇとけすけ きぇおしうきぇすぇ 
„]ゃっすなす っ ゅけかはき う しこぇしっくうっ 
ょっぉくっ けすゃしはおなょっ” っ ょっかけ くっ くぇ 
おぇおなゃ ょぇ っ  いけょうぇおぇかっく そっく, ぇ 
くぇ すうこうつっく ¨ゃっく.
╆ぇさぇょう こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ

すぇ - あうすっえしおう, っきけちうけくぇかくう 
う  こさけそっしうけくぇかくう, ╋ぇさうは けし
すぇゃぇ  こけつすう 2 ゅけょうくう おさぇえ きけ
さっすけ. ╉けゅぇすけ え けすっしくはゃぇす たけ
さういけくすうすっ すぇき, こけっきぇ けぉさぇすくけ 
くぇしぇき, いぇ ょぇ こけすなさしう こけさっょ
くけすけ しう あうすっえしおけ う こさけそっしうけ
くぇかくけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ. 
′っ つぇおぇ ょなかゅけ.  
‶け ¨ゃくっておう しすさっかは ゃ ちっかすぇ: 

っえ-すぇおぇ, ぉっい おけくおさっすくぇ けぉはゃぇ, 
こせしおぇ CV くぇ しぇえすぇ くぇ „┿さしっ
くぇか”. ╁はさゃぇ, いくぇっ, つっ ゅけかは
きぇすぇ そうさきぇ とっ うきぇ っょうく ょっく 
くせあょぇ けす きかぇょう う きけすうゃうさぇくう 
ぇきぉうちうけいくう たけさぇ, おけうすけ うしおぇす 
ょぇ しないょぇゃぇす おさっぇすうゃくう くっとぇ. 
╃けおぇすけ つぇおぇ ょぇ ぉなょっ いぇぉっ
かはいぇくぇ, いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ おぇすけ 
ょういぇえくっさ ゃ つぇしすくぇ そうさきぇ. ╇ 
いぇとけすけ おなしきっすなす こけ さけあょっくうっ 

っ ちっかせくぇか ¨ゃくうすっ, ゃ こなさゃうは え 
さぇぉけすっく ょっく くぇ „つぇしすくぇすぇ” さぇ
ぉけすぇ  さぇいぉうさぇ, つっ ゃ „┿さしっくぇか” 
こさけしすけ は… つぇおぇす.

》ゃなさかは しっ し ゅかぇゃぇすぇ
くぇこさっょ ゃ ゅけかはきぇすぇ ゃけょぇ 

う… こかせゃぇ.

╁っつっ 4 ゅけょうくう. ‶さう すけゃぇ 
せしこってくけ. ╆くぇっ ゅけ くはおぇお しう. 
[ぇいぉうさぇ ゅけ こけ けつうすっ う ょっかけ
ゃけすけ う しょなさあぇくけ けょけぉさっくうっ 
くぇ しゃけうすっ こさっおう さなおけゃけょう
すっかう, し おけうすけ しぇ こけゃっつっ こさう
はすっかう, けすおけかおけすけ くぇつぇかくうお う 
こけょつうくっくう. ╁きっしすけ おさけえおう いぇ 
っおしすさぇゃぇゅぇくすくう う し くぇきうゅぇくっ 
ょさったう, ょくっし ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ 
„おさけう” う ゃぇっ ょけ しなゃなさてっくしすゃけ 
ゃしうつおけ, しゃなさいぇくけ し さっおかぇきぇすぇ 
くぇ きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”. ╂けかはきぇ 
けすゅけゃけさくけしす っ, いぇとけすけ しない
くぇゃぇて, つっ くぇ こさぇおすうおぇ すゃけはす 
すさせょ っ こけしかっょくぇすぇ こさぇゃぇ, こさっ
ょう ょぇ ゃこっつぇすかうて けすしさっとくぇすぇ 
しすさぇくぇ. ╇ けす すゃけは すさせょ いぇゃうしう 
っょくけ こっさそっおすくけ くぇこさぇゃっくけ 
ういょっかうっ し すさせょぇ くぇ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ たけさぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ, ょぇ 
ぉなょっ こけおぇいぇくけ こけ くぇえ-ょけぉさうは 
くぇつうく ゃ ぉさけてせさぇ, ゃ さっおかぇきっく 
こけしすっさ うかう ゃ ょさせゅ きぇさおっすうく
ゅけゃ こけたゃぇす. 〈せお すさはぉゃぇ ょぇ 
けすぉっかっあうき, つっ ゃっつっ くはおけかおけ 
ゅけょうくう うきっくくけ ╋ぇさうは, し こけ
きけとすぇ くぇ おけかっゅぇすぇ え ╋うさぇく, 
しぇ ぇゃすけさうすっ くぇ ゅけかっきうは そうさ
きっく おぇかっくょぇさ, おけえすけ こなすせゃぇ 
ょけ ゃしうつおう しゃっすけゃくう ういかけあっ
くうは, きっあょせくぇさけょくう こぇくぇうさう 
う っ くっういきっくっく ょぇさ いぇ ゃしうつおう 
ゅけしすう くぇ „┿さしっくぇか” こさっい ゅけょう
くぇすぇ.    
╃ぇかう  さっおかぇきぇすぇ くぇ けさなあうっ 

う ぉけっこさうこぇしう こさっょかぇゅぇ すけかおけ
ゃぇ  こさけそっしうけくぇかくう こさっょういゃう
おぇすっかしすゃぇ, おけかおけすけ ょういぇえくなす 
くぇ ょさったう? 
 ╁なこさけし くぇ ゅかっょくぇ  すけつおぇ, 

ょうこかけきぇすうつくけ すゃなさょう しうきこぇ

すうつくうはす う  おなょさけおけし ¨ゃっく. ╆ぇ 
おけゅけすけ さぇぉけすぇすぇ ゃ おけかっおすうゃ, 
ゃ しうすせぇちうは おぇすけ すぇいう, っ ぉっい
おさぇえくけ ゃぇあくぇ.

′っ たぇさっしゃぇき うくすさうゅうすっ, 
おかうくつっくっすけ, たかっくつっくっすけ, 
そけさきぇかくけすけ けすくけてっくうっ 

おなき さぇぉけすぇすぇ,

こさういくぇゃぇ ╋ぇさうは, おけはすけ ょっかう 
っょうく きっゅょぇく さぇぉけすっく こかけす し 
ょさせゅ つかっく くぇ ゃっしすくうおぇ う ゃない
かけゃ つけゃっお くぇ „╋ぇさおっすうくゅ”-ぇ - 
╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく. 
╇きぇき とぇしすうっすけ ょぇ さぇぉけすは し 

おさっぇすうゃくう きかぇょう たけさぇ う てう

さけおけ しおさけっく さなおけゃけょうすっか, 
しこけょっかは ゃ おさぇすおうすっ てけおけかぇょけ
ゃう こぇせいう こさっょう „さぇあょぇくっすけ”   
くぇ こけさっょくぇすぇ „〈さうぉせくぇ” ╋ぇ
さうは. ′っ おさうっ, つっ しっ ゃないたうとぇゃぇ 
けす くぇつうくぇ, こけ おけえすけ こさっおうはす え 
さなおけゃけょうすっか ╋ぇさうくぇ ╈けさょぇ
くけゃぇ おけきせくうおうさぇ し おけかっゅうすっ 
しう. ╉かのおぇさとうくぇすぇ う うくすさう
ゅぇくすしすゃけすけ すせお こさけしすけ しぇ くっこけ
いくぇすう, くっょけこせしすうきう, きけあっ ぉう 
いぇすけゃぇ くう っ ゃっょさけ う ゃっしっかけ こけ 
こさぇいくうちう う ぉぇくおっすう, しこけょっかは 
╋ぇさうは, おけはすけ ゃうくぇゅう くぇ ╀けゅけ
さけょうちぇ つっさこう. 
‶さういくぇゃぇ, つっ くっ っ けす すうこぇ 

けさすけょけおしぇかくけ ゃはさゃぇとう ゃ うょけ
かう う けぉさぇいう, ぇ っ けす ゅさせこぇすぇ 
くぇ けくっいう, いぇ おけうすけ ╁しっかっくぇすぇ 
ゃうくぇゅう しう いくぇっ さぇぉけすぇすぇ, いぇ
とけすけ っ くぇょ ゃしうつおけ う ゃうくぇゅう 
くう ういこさぇとぇ すけつくうすっ  たけさぇ う 
せさけちう. ╆ぇすけゃぇ う こさうっきぇ あう
すっえしおうすっ しう ういこうすぇくうは おぇすけ 
せさけちう. ]すぇさぇっ しっ ょぇ ゃうょう けす
ゃなょ すはた,  ょぇ けすょっかう こかはゃぇすぇ けす 
いなさくけすけ, せぉっょっくぇ, つっ しぇきけ しなし 
しっぉっかのぉけゃ, うしおさっくぇ う  ゅけかはきぇ, 
きけあって ょぇ けぉうつぇて ょさせゅうすっ. ╇ 
ょぇ ゅう くぇおぇさぇて すっ ょぇ すっ けぉうつぇす.

╁はさゃぇ ゃ しうかぇすぇ くぇ
きうしなかすぇ, ゃ ょけぉさけすけ
ういくぇつぇかうっ くぇ ゃしっおう
つけゃっお う ゃ おさぇえくうは

さっいせかすぇす

 - おぇすけ しぉけさっく こせくおす くぇ ゃしうつ
おう つけゃっておう きうしかう, つせゃしすゃぇ う 
ょっかぇ. 
╃さぇいくはす は ぉぇゃくうすっ, すっあおう, し 

すさけきぇゃう ゃないこさうはすうは いぇ しゃっ

すぇ たけさぇ,  くっしこけさすくうすっ くぇすせさう 
う かうてっくうすっ けす ょなゅう ゃ けつうすっ 
かうつくけしすう, くけ けすょぇゃくぇ しっ っ けす
おぇいぇかぇ ょぇ しなょう, こさういくぇゃぇえおう  
こさぇゃけすけ くぇ ゃしっおう っょうく ょぇ あう
ゃっっ あうゃけすぇ しう こけ くぇつうく, おけえすけ 
すけえ しぇきうはす しつうすぇ いぇ さぇいせきっく う 
とぇしすかうゃ. 

』っすっ. ╋くけゅけ う くぇゃしはおなょっ, 
おなょっすけ きけあっ.

【けそうさぇ. ‶さう すけゃぇ ょけぉさっ. ╇ 
しかせてぇ ょあぇい. ╇ ゃうくぇゅう うきぇ こけ
ゃっつっ けす っょうく  たけさういけくす こさっょ 
しっぉっ しう. ╇ こけゃっつっ けす っょくけ 
たけぉう ゃ ょっくは. ╃っかう しゃけぉけょくけすけ 
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しう ゃさっきっ きっあょせ いせきぉぇ, すぇっ-ぉけ, 
さっきけくすう ゃ こさはしくけ くぇさっょっくぇすぇ 
しう おゃぇさすうさぇ, ゅぇさくうさぇ こけつうゃ
くうすっ ょくう し こなすってっしすゃうは ゃ こかぇ
くうくぇすぇ うかう ぉはゅぇくっ こけ 10-すうくぇ  
おうかけきっすさぇ. ╉さぇょっ しう ゃさっきっ いぇ 
こけ ぉうさぇ し こさうはすっかう, こさうおぇいおぇ 
いぇ ょせてぇすぇ う くっこさっきっくくけ いぇ… 
しゃけうすっ おぇさすうくう. ╄ょくぇ けす すぇい
ゅけょうてくうすっ ╀けゅけさけょうつくう さぇ
ょけしすう いぇ ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ っ… 
ゅけすけゃけすけ え ぇすっかうっ. ]ぉなょくぇすぇ 
くっえくぇ きっつすぇ - ょぇ うきぇ おなすつっ いぇ 
さうしせゃぇくっ.
‶けおさぇえ さうしせゃぇくっすけ けすゅかっあょぇ 

う ょさせゅぇ しゃけは しすさぇしす - ょぇ しくう
きぇ. ‶けつすう くぇ てっゅぇ, くけ ゃうくぇゅう 
え しっ こけかせつぇゃぇす くっとぇすぇ. ‶け
しかっょくけすけ っ こさういくぇくうっ くぇ  けぉ
とけゅさぇょしおけ あせさう, おけっすけ こさっょう  
すさう ゅけょうくう くぇゅさぇょう そけすけし, し 
くっえくけ せつぇしすうっ ゃ ゅさぇょしおう おけく
おせさし.  
„〈さうういきっさっく こけゅかっょ”. 〈ぇおぇ 

おさなしすう しくうきおぇすぇ すけゅぇゃぇ ╋ぇ
さうは, ょけしせと おぇすけ けつうすっ, し おけうすけ 
すは ゅかっょぇ くぇ しゃっすぇ. ╇ きはさおぇすぇ, 
し おけはすけ ゅけ きっさう. 〈は っ ╋ぇさうは.

╇ くはきぇ おぇお ょぇ は しぉなさおぇすっ. 

¨すおさけはゃぇ しっ けす きくけいうくしすゃけ
すけ し けくけゃぇ てぇさっくけ くぇきうゅぇくっ 
ゃ ょさったうすっ, いぇぉかっとせおぇかけ くぇ 
ょっくは ゃ ぇさすうしすうつくけ いぇきけすぇくうは 
てぇか くぇ そうゅせさおう うかう ゃ うい
つぇくつっくうすっ ぇさす けぉっちう. ╇かう ゃ 
しきっかけすけ しなつっすぇくうっ くぇ しうくぬけ し 
すさっゃぇ  う っえ-すぇおぇ くぇゃなさすっくうすっ 
ょさなくおせかおう. ╋けあっ ょぇ は さぇい
こけいくぇっすっ う こけ おけしうすっ: ゃ すはた 
ゃうくぇゅう うきぇ ゃはすなさ う しかなくちっ. 

‶けしかっょくけすけ しすうゅぇ ょけ くぇえ-ょなか
ぉけおけすけ くぇ けつうすっ え.
〈ぇき, おなょっすけ, ゃしなとくけしす, くう

おけゅぇ くっ いぇしこうゃぇす ょゃっ ゅけかっきう 
こかぇきなつっすぇ... し せしきうゃおう. 【う
さけおけ さぇいょぇゃぇくう くぇ しゃっすぇ. 

〈は っ ╋ぇさうは. ╇ ゃ しさっょぇすぇ
くぇ ぇゃゅせしす うきぇ ょっく いぇ

かのぉうきぇ つっさゃっくぇ さけおかは. 

╃はゃけかしおう きくけゅけ え けすうゃぇ. ╇ 
くぇ ╀けゅけさけょうちぇ ゃうくぇゅう こさぇい
くせゃぇ. ╉ぇすけ ゃしうつおう ゃっつくう あっくう 
くぇ しゃっすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶け  すさう こけゃけょぇ くぇおせこ しなぉさぇ くぇ こけつっさこおぇ けす しなさちっ ょなかゅけゅけょうてくうはす かぇぉけさぇくす-きったぇくうお „うい-
こうすゃぇくうは” けす 『っくすさぇかくぇすぇ そういうつくぇ かぇぉけさぇすけさうは くぇ „┿さしっくぇか” – ╂っけさゅう ‶っすおけゃ ]ぇさぇつっゃ.

╇ いぇとけすけ たせぉぇゃうくうすっ くうおけゅぇ くっ うょゃぇす こけ しぇきう, こさっおぇさぇかうはす ちっかうは しう すさせょけゃ こなす ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ ╂っけさゅう こけつっさこう し ゅけかはきぇ すけさすぇ う ぉかぇゅう ょせきう おけかっゅうすっ しう いぇ しゃけは ゅけかはき こけゃけょ: 
こっくしうけくうさぇくっすけ しう. ]かっょ 43 ゅけょうくう, こさっきうくぇかう くぇ っょくけ う しなとけ さぇぉけすくけ きはしすけ - ゃ 『っくすさぇか-
くぇすぇ そういうつくぇ かぇぉけさぇすけさうは くぇ „┿さしっくぇか”, いぇ ╂っけさゅう ]ぇさぇつっゃ おけかっおすうゃなす すぇき っ おぇすけ ょさせゅけすけ 
しっきっえしすゃけ. ] おけっすけ  ょっかう う こさぇいくうちう, う ょっかくうちう.
╇ いぇとけすけ っ ゃしっけすょぇっく ゃ さぇぉけすぇすぇ しう, おけかっゅうすっ きせ ちっくはす くっゅけゃぇすぇ すけつくけしす, しなけぉさぇいうすっかくけしす 

う こさっちういくけしす, くっ けしすぇくぇかぇ くっいぇぉっかはいぇくぇ う けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ, さってうかけ ょぇ きせ こけ-
ょぇさう すさっすう こけゃけょ いぇ こけつっさこおぇ:  こさっょかけあっくうっ ょぇ こさけょなかあう けとっ ゅけょうくぇ ょぇ ょぇゃぇ けす しゃけは ぉっい-
ちっくっく けこうす う いくぇくうは いぇ ょけぉさぇすぇ さぇぉけすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
╃けぉなさ こさけそっしうけくぇかうしす, すぇおぇ ゅけ けこさっょっかう  さなおけゃけょうすっかおぇすぇ くぇ 『っくすさぇかくぇすぇ そういうつくぇ かぇぉけ-

さぇすけさうは ]きうかっくぇ ╇ゃぇくけゃぇ, こさはお くぇつぇかくうお くぇ ╂っけさゅう. 
╃ぇ しすはゅぇ ょっぉっか こけさすそっえか いぇ ゅけかはきぇ こっくしうは う ょぇ けすゃぇさは おなとぇ いぇ ぉかぇゅうくう う さぇょけしすう ゅけ いぇさっ-

おけたぇ おけかっゅうすっ, こけょっかうかう し  ╂っけさゅう こさっおさぇしくうすっ きせ あうすっえしおう こけゃけょう.
╃ぇ しっ きくけあぇす! 

]なし しなさちっ う ぉかぇゅうくぇ!
                                

╉けかっおすうゃなす くぇ 『っくすさぇかくぇ そういうつくぇ かぇぉけさぇすけさうは ゃ „┿さしっくぇか”  ┿╃ 
 ╁ しなこさうつぇしすうっ し っおうこぇ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

ぱí½ó¿ó　 ずñôñçó:

„〉╊ 』╊ ╈╅』¨...“
„╊っおしうおけく“, こけゃっつっ けす 15 ゅけょうくう ういょぇゃぇく つっしすけ し こけきけとすぇ 

くぇ ょぇさうすっかう, けすおさうすう けす ╊っつっゃ,  こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ ういょぇゃぇ 
う しっゅぇ, ゃっつっ - ぉっい くぇきっしぇすぇ くぇ けしくけゃぇすっかは しう. ╉ぇすけ せつうすっか 
ゃ 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは, しうくなす くぇ いぇこぇかっくうすっ しすさぇくくうちう 

こけ ょせた ╃っつおけ う ‶っくおぇ うきぇ くけゃけ せゃかっつっくうっ:  ゅうきくぇいうぇかくけ-
すけ ういょぇくうっ „]ないゃっいょうっ“ し くっゅけゃけすけ  っかっおすさけくくけ かうすっさぇすせさ-
くけ こさうかけあっくうっ: っ-しこうしぇくうっすけ „╇いゅさはゃぇとう いゃっいょう“. [けょっくけ 
こけ うょっはすぇ くぇ ゃうさすせぇかくうは „╊うすっさぇすせさっく ゃっしすくうお“, ういょぇくうっすけ 
しなぉうさぇ こけっいうは, っしっうしすうおぇ, っゃさうしすうおぇ, こさけいぇ. ] こけょぇょっくぇすぇ 
けす 》さうしすけ ╊っつっゃ さなおぇ, くぇこうしぇくけすけ けす せつっくうちう う しすせょっくすう, 
ゃないこうすぇくうちう くぇ ゅうきくぇいうはすぇ, しなたさぇくはゃぇ  ょせたぇ くぇ 130-ゅけょうて-
くけすけ せつうかうとっ, こなさゃけこさうつうくぇ いぇ ぉけゅぇすうは おせかすせさっく あうゃけす くぇ 
╉ぇいぇくかなお. ╁しうつおけ すけゃぇ せつうすっかはす こさぇゃう しはおぇて しなゃしっき くっいぇぉっ-
かっあうきけ. ╉ぇすけ くっとけ っしすっしすゃっくけ. [はょおけ しっ いぇきうしかは, つっ すぇおうゃぇ 
おぇすけ くっゅけ しすぇゃぇす ゃしっ こけ-きぇかおけ. ╀っい ょぇ ゅけ こうすぇき, いくぇき いぇとけ 
っ すぇおぇ. 
] ╁ぇいけゃけすけ “′っ しっ ゅぇしう すせえ, とけ くっ ゅぇしくっ!“, ういこうしぇくけ くぇょ 

しちっくぇすぇ くぇ こけさせすっくぇすぇ けすょぇゃくぇ しゅさぇょぇ くぇ っくうくしおけすけ つうすぇ-
かうとっ う し ぇさしっくぇかしおぇすぇ ゅさうあぇ, ょぇかぇ てぇくし くぇ しすけすうちう きっしすくう 
すぇかぇくすう ょぇ ゃないすけさゅゃぇす おぇいぇくかなつぇくう う ょぇ ゅう „こぇかはす“ いぇ しきうし-
かっくけすけ しなとっしすゃせゃぇくっ ゃ さぇょけしすすぇ くぇ すゃけさつっしすゃけすけ, そぇきうかうはすぇ 
╊っつっゃう っ しかせつうかぇ けくけゃぇ, おけっ っ. ]うくなす くぇ 》さうしすけ - ‶ぇゃっか, し 
こさけそっしうはすぇ くぇ おけきこのすなさっく しこっちうぇかうしす, けすょぇゃくぇ っ おけしきけこけ-
かうす. ╁くせおなす, くぇしかっょくうお くぇ とっさおぇすぇ ╃ぇくうっかぇ, こさっゃさなとぇ きせ-
いうおぇすぇ ゃ しゃけは こさけそっしうは.  
╊っおぇすぇ しはくおぇ くぇ さぇいけつぇさけゃぇくうっ ゃ くっういおぇいぇくけすけ けす 》さうしすけ 

こけ こけゃけょ ぉっいょせたけゃくけすけ くう ╃くっし ぉなさいけ しっ さぇいしっえゃぇ けす せしきうゃ-
おぇすぇ くぇ ゅ-あぇ ╊っつっゃぇ: “[ぇょゃぇきっ しっ きくけゅけ, つっ ‶かぇきっく っ すぇおぇ 
すぇかぇくすかうゃ! ╄え すせおぇ, けす すけいう ょゃけさ う すぇいう きぇしぇ, おなょっすけ し ぉぇとぇ 
しう しゃうさったぇ くぇ ょゃっ おうすぇさう う こっったぇ, ぉぇぉぇ きせ ゅけ こけゃっょっ おなき 
きせいうおぇすぇ“.  
╃ゃけさなす し つうきてうさうすっ, おなょっすけ ゃしうつおけ っ „こけょ おけくっち!“ - ゃ おな-

とぇすぇ くぇ ぉぇとぇすぇ くぇ ぉぇぉぇ ‶っくおぇ, こけきぇゅぇか くぇ きっしすくうすっ こぇさすう-
いぇくう. „╉なとぇ し うしすけさうは“ – おぇいゃぇ 》さうしすけ. ╃けきなす, おけえすけ こけきくう 
しきったぇ くぇ ╋うくつけ ╊ぇかっゃ, ╉けしすぇ 『けくっゃ  う ╉ぇかけはくつっゃ, うきぇ しぇきけ 
っょうく ゃなこさけし おなき ぉなょっとっすけ: ╉けえ とっ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ うょゃぇ すせお 
せすさっ, いぇ ょぇ しう ゃいっきぇ けす けくけゃぇ けゅなくつっ, おけっすけ くうおけゅぇ くっ きけあ 
せゅぇしう, こさけしすけ – とけすけ  すけ くっ ゅぇしくっ...

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

„╅『』╊〉╅]” ╉╅『¨...

╉ょぃ ‒[ „╅『』╊〉╅] 2000” 』【╅『【¨『╅ 〉《╇¨っ 』╊′《〉 』 《ぅ╊ ╊╉¨〉 《【╆《『

′けゃぇすぇ っおうこうさけゃおぇ いぇ きなあおうは すうき くぇ „[けいうすっ”, さってっくぇ ゃ すさぇょうちうけくくけすけ つっさゃっくけ, っ  ょっかけ 
くぇ うすぇかうぇくしおぇすぇ LEGEA, おけはすけ けぉかうつぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす っかうすくうすっ ぉなかゅぇさしおう けすぉけさう, しさっょ おけうすけ 
っ う 『]╉┿. 
„′っ しっ しなきくはゃぇき ゃ せしこったうすっ ゃう, ゃうあょぇき, つっ ゃなさゃうすっ くぇこさっょ う くぇゅけさっ. 》せぉぇゃけ っ ょぇ うきぇすっ 

こけょおさっこぇすぇ くぇ たけさぇすぇ, くけ すけゃぇ いぇゃうしう けす ゃぇし”, し すっいう ょせきう しっ けぉなさくぇ おなき そせすぉけかうしすうすっ ╉けし-
すぇょうくけゃ, おけえすけ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ しなとけ っ ぉうか そせすぉけかうしす. ╉けしすぇょうくけゃ こけあっかぇ せしこった くぇ すうきぇ 
ゃ くけゃけすけ こなさゃっくしすゃけ う こさうこけきくう こさけゃっさっくぇすぇ くっ しぇきけ ゃ しこけさすくうすっ ぉうすおう あうすっえしおぇ きぇおしうきぇ: 
„‶けしすうゅぇすっ かう さっいせかすぇすう, とっ うきぇすっ う こけょおさっこぇ”.  ╇おけくけきうつっしおうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” うい-
さぇいう くぇょっあょぇ くけゃうすっ っおうこう, ょぇさっくう くぇ けすぉけさぇ くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”, ょぇ くけしはす  おなしきっす う せしこったう 
くぇ けすぉけさぇ. 
╋っあょせゃさっきっくくけ, „[けいうすっ” ゃっつっ いぇこけつくぇたぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ しう いぇ くけゃうは そせすぉけかっく しっいけく し くけゃ 

すさっくぬけさ - そせすぉけかくぇすぇ かっゅっくょぇ くぇ „╊っゃしおう-]こぇさすぇお” ┿くゅっか ]すぇくおけゃ. ╇ こさっい くけゃうは しっいけく けし-
くけゃくうすっ しこけくしけさう くぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” けしすぇゃぇす ょゃっすっ ゃけょっとう おぇいぇくかなておう そうさきう  - „┿さしっ-
くぇか” う „╋+] 》うょさぇゃかうお”.

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

′けゃ, すさっすう, けすぉけさ ゃ きかぇょてぇすぇ 
ゃないさぇしす そせすぉけかうしすう けす ╃ぃ【 

《╉ „┿さしっくぇか  2000” いぇこけつゃぇ せしう-
かっくう すさっくうさけゃおう けす くけゃうは そせす-
ぉけかっく しっいけく. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ くぇ 
こさけゃっょっくけすけ しなぉさぇくうっ くぇ 〉] くぇ 
《╉ „┿さしっくぇか 2000”  こさっい ういきうくぇ-
かぇすぇ しっょきうちぇ. 
[ってっくうっすけ いぇ  すけゃぇ うょゃぇ くぇ 

そけくぇ くぇ こけさっょうちぇすぇ ぉかっしすはとう 
ういはゃう くぇ きぇかおうすっ そせすぉけかくう くぇ-
ょっあょう こさっい ういきうくぇかうは そせすぉけかっく 
しっいけく. ╇くすっさっしなす おなき ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ ておけかぇ っ ゅけかはき, きかぇょうすっ 
すぇかぇくすう うきぇす くせあょぇ けす さぇくくけ 
けすおさうゃぇくっ う さぇいゃうすうっ, ぇ ╉ぇいぇく-
かなお すなさしう しゃけうすっ くけゃう くぇょっあょう う 
そせすぉけかくう すぇかぇくすう, いぇとけすけ っ そせす-
ぉけかっく ゅさぇょ う おぇすけ すぇおなゃ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ, しぇ つぇしす けす きけすう-
ゃうすっ くぇ つかっくけゃっすっ くぇ 〉], ゃいっかう 
すけゃぇ さってっくうっ. 
′けゃうはす, すさっすう, けすぉけさ とっ っ こけょ-

ゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ けす ょっちぇ, さけょっ-
くう ゃ こっさうけょぇ 2002-2003 ゅけょうくぇ. 
〈ぇおぇ ょっすしおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ 

くぇ „┿さしっくぇか” いぇこけつゃぇ ょぇ うゅさぇっ ゃ 
すさう ゃないさぇしすう: こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせ-
こぇ /2002-2003/,  ょっちぇ /2000-2001/ 
う きかぇょてぇ ゃないさぇしす /1998-1999/.
′けゃうはす しっいけく いぇ きかぇょうすっ そせす-

ぉけかうしすう くぇ こさぇおすうおぇ ゃっつっ いぇこけつ-
くぇ, すなえ おぇすけ けす 4-すう ぇゃゅせしす すっおぇす  
せしうかっくぇ そういうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ う 
すさっくうさけゃおう くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか”. 
′ぇ 15-すう しっこすっきゃさう ゃ ]すぇさぇ 

╆ぇゅけさぇ とっ ぉなょぇす せすけつくっくう こさけ-
ゅさぇきぇすぇ くぇ っしっくくけすけ こなさゃっくしすゃけ, 
ょぇすうすっ いぇ おけくおさっすくうすっ しさっとう う 
ょぇすぇすぇ いぇ けそうちうぇかくうは しすぇさす くぇ 
こなさゃっくしすゃけすけ.   
′けゃうはす しっいけく いぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 

そせすぉけかうしすう いぇこけつゃぇ う し  くけゃけ 
こけこなかくっくうっ ゃ すさっくぬけさしおうは すうき: 
ゃ こけきけと くぇ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかう-
ゃぇくけゃ う ょけぇえっくぇ ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ 
ゃかういぇ きかぇょうはす う ぇきぉうちうけいっく 
┿すぇくぇし ┿こけしすけかけゃ, そせすぉけかうしす 
くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”. ┿すぇくぇし うょゃぇ 
しなし しこっちうぇかっく しぇくすうきっくす くぇ しすぇ-
ょうけく „┿さしっくぇか” , すなえ おぇすけ しぇきうはす 
すけえ っ ゃないこうすぇくうお くぇ ┿さしっくぇかしおぇ-
すぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ. 
╅っかぇっとうすっ ょぇ しっ いぇこうてぇす ゃ 

╃ぃ【 《╉ „┿さしっくぇか 2000” ゃしっ 
けとっ きけゅぇす ょぇ ゅけ くぇこさぇゃはす.
╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは - すっ-

かっそけく:
0887749705 うかう    
0896080922.

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく 

╊[』》╊『【¨【╊ 』 》ぇ『╇¨ ╉╅『╊〉¨っ...
¨すょっかくけ けす すけゃぇ, ┿さしっくぇか”┿╃ とっ ゃくっしっ ぇゃぇくしけゃけ ょなかあう-

きうすっ しう ょぇくなちう おなき きっしすくぇすぇ たぇいくぇ, おぇすけ こさうくけし いぇ おぇせいぇすぇ. 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ こさういけゃぇゃぇす ゃしうつおう  のさうょうつっしおう 

う そういうつっしおう かうちぇ, おけうすけ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ こけょおさっこはす 
¨ぉとうくぇすぇ つさっい かうつくう ょぇさっくうは, ょぇ ゅけ しすけさはす. ]さっょしすゃぇすぇ 
しっ  こさっゃっあょぇす こけ ╃ぇさうすっかしおぇすぇ ぉぇくおけゃぇ しきっすおぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお:
]きっすおぇ し „おけょ いぇ ゃうょ こかぇとぇくっ” くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こけ 

おけはすけ しかっょゃぇ ょぇ こけしすなこゃぇす しせきう けす のさうょうつっしおう う そういうつっ-
しおう かうちぇ:
¨╀】╇′]╉┿ ╀┿′╉┿ ┿╃
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344
╉けょ いぇ ゃうょ こかぇとぇくっ: ゃ かっゃぇ –  44 51 00
╃ぇさっくうはすぇ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす くぇこさぇゃっくう う し ょぇさうすっかしおう ょけ-

ゅけゃけさ, けぉさぇいちう けす おけうすけ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす くぇきっさっくう ゃ ╇くそけさ-
きぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお うかう くぇ しぇえすぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ 
http://www.kazanlak.bg

    „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

Георги Сарачев Колективът на ЦФЛ

Атанас Апостолов

сн. М. Маденджиян

„╅『』╊〉╅]” 』╊ ╇『ぇぅ╅...
[っいせかすぇすなす けす ゃしうつおけ すけゃぇ っ: くけゃう, しっさうけいくう ょなかゅけゅけょうて-

くう ょけゅけゃけさう  いぇ こけさなつおう おなき „┿さしっくぇか” いぇ ういくけし くぇ こさけょせお-
ちうは. 〈けゃぇ くぇかぇゅぇ くぇっきぇくっすけ くぇ  ょけこなかくうすっかくけ さぇぉけすくうちう 
いぇ すはたくけすけ ういこなかくっくうっ. ‶けしすなこうかうすっ ょけゅけゃけさう おなき きけきっく-
すぇ とっ しっ ういこなかくはゃぇす いぇ けおけかけ 3 ゅけょうくう くぇこさっょ. ╁さなとぇきっ しっ 
ゃ こさっょうてくぇすぇ しう きけと, おぇいぇ けとっ ╇ぉせてっゃ.

                                                 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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【っ ╊ 〈╅『¨っ
 〈は っ ╋ぇさうは. 

╇ ぉっい くっは ゃしっおう ぉさけえ けす すけいう 
ゃっしすくうお くはきぇ おぇお ょぇ しっ さけょう. 
╋ぇおぇさ うきっすけ え ょぇ っ くぇさっょっくけ 
ゃ おけかけくおぇすぇ けす うきっくぇ すぇき くは-

おなょっ ゃ しさっょぇすぇ, しうすくけ う つうく-
くけ, ぉっい すさせょぇ え, うくぇつっ おぇいぇくけ 
- ぉっい かのぉけゃすぇ え, すっいう 8 しすさぇ-
くうちう くはきぇ おぇお ょぇ しすうゅくぇす ょけ 
ゃぇし. ╆ぇとけすけ けすゃなょ すっおしすぇ うきぇ 
けとっ すけかおけゃぇ きくけゅけ さぇぉけすぇ, いぇ 
ょぇ こさうょけぉうっ すけえ こけいくぇすうは ゃう 
ゃぇさうぇくす: いぇゃうしすくうちうすっ ょぇ ちな-
おぇす し っいうお いぇさぇょう ゃういうはすぇ きせ, 
おさうすうちうすっ ょぇ ょうさはす し かせこぇ おせ-
しせさ, ぇ すっいう, おけうすけ  さぇいぉうさぇす - 
けょけぉさうすっかくけ ょぇ おかぇすはす ゅかぇゃぇ. 
╆ぇとけすけ ぉっい ょういぇえくっさしおうは 

こさっょこっつぇす う こけつっさお くぇ ╋ぇさうは 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” くはきぇ ょぇ しっ 
さけょう. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ: くっえくけすけ 
„ぉぇぉせゃぇくっ” こけ ゃっしすくうおぇ っ  けす 
しなとっしすゃっくけ いくぇつっくうっ. 
 
〈は っ ╋ぇさうは. 

〈うこうつくけ ゅさぇょしおけ きけきうつっ, 

おさなしすっくけ くぇ ぉぇぉぇ しう, し おけはすけ 
すぇいう ゅけょうくぇ うきぇす かうつくう のぉう-
かっう. ╇ ゃうくぇゅう こさぇいくせゃぇす くぇ 
╀けゅけさけょうちぇ.  
 [はょおけ いぇっょくけ, くけ こなお きくけ-

ゅけ しっ けぉうつぇす. ′うとけ, つっ っょくぇ-
すぇ ゃしっ いぇょうさは ょさせゅぇすぇ いぇさぇょう 
„しけちうぇかくけ くっしゃなさてっくう ぇくゅぇ-
あうきっくすう”, ぇ きかぇょぇすぇ ╋ぇさうは, 
くっくぇとせさうかぇ しっ くぇ あうゃけすぇ, ょぇ 
こさっかうすぇ くぇょ ぉぇぉうくうすっ こさう-
おぇいおう おぇすけ ┿かうしぇ ゃ しすさぇくぇすぇ 
くぇ つせょっしぇすぇ, いぇ おけはすけ うきぇ すけか-
おけゃぇ けとっ くっけこけいくぇすう つせょっしぇ. 

╆ぇ こさけすけおけかぇ: 
  〈は しっ おぇいゃぇ ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, 

いぇゃなさてうかぇ っ ゅさぇそうおぇ ゃなゃ ╁っ-
かうおけすなさくけゃしおうは せくうゃっさしうすっす, 
さぇぉけすう おぇすけ ょういぇえくっさ ゃ けす-
ょっか „╋ぇさおっすうくゅ” くぇ „┿さしっくぇか 
2000”. ╆けょうは ¨ゃっく. ╁うくぇゅう  し 
ゅかぇゃぇすぇ くぇこさっょ, ぇ おけゅぇすけ くっ 
しすぇゃぇ し ゅかぇゃぇすぇ, こせしおぇ さけゅぇ-

すぇ. ‶けいくぇゃぇ こけさぇあっくうっすけ, くけ 
くはきぇ いぇょっく たけょ, いぇ しきっすおぇ 
くぇ すけゃぇ こなお うきぇ くっゃっさけはすくけ 
かなつっいぇさくぇ せしきうゃおぇ, おさぇしうゃぇ 
ょせてぇ, こさっょういゃうおぇすっかくぇ さぇぉけ-
すぇ, しさなつくう さなちっ, きくけゅけ こさう-
はすっかう う しうきこぇすうつくう おけかっゅう. 

╋けあっ ょぇ きうくっ う いぇ 
とぇしすかうゃおぇ.  
 ]おけさけ うきぇてっ しっき-

こなか のぉうかっえ, おけえすけ 
けすぉっかはいぇ ゃこっつぇすかは-
ゃぇとけ. [けょっくぇ っ くぇ 
こさぇいくうお, くけ くっ っ 
しすぇくぇかぇ かっおぇさ. ╃っす-
しおぇすぇ え きっつすぇ ぉうかぇ 
ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し 
きけょぇ, ょぇ ういきうしかは う 
てうっ ょさったう. ╅うゃけすなす 
え, こけくっあっ っ ¨ゃっく, っ 
さってうか けぉぇつっ ょさせゅけ: 
ょぇ は こせしくっ ゃ ょなか-
ぉけおけすけ う すぇき くはおな-
ょっ, こけ こなすは きっあょせ 
きっつすぇすぇ けす ょっすしすゃけ-
すけ う こせぉっさすっすしおけすけ 
けしきうしかはくっ, たゃなさ-
かうか こけかけゃうくぇすぇ え 
ゃ あうゃけこうしすぇ. 〈ぇおぇ 
いぇゃなさてうかぇ ′ぇちうけ-
くぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
こけ こかぇしすうつくう うい-
おせしすゃぇ う ょういぇえく ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╇ こけくっ-
あっ っ ¨ゃっく, いぇ おけっすけ 
ぉかはしなおなす くぇ しけぉしす-
ゃっくぇすぇ しゃっすかうくぇ っ 
けす しなとっしすゃっくけ  いくぇ-
つっくうっ, くぇ しなさちっすけ 
けすっしくはかけ ゃ ちゃっすくけ-
すけ くぇ あうゃけこうしすぇ う 
こけしっゅくぇかけ くぇ ょさせゅ 
おけくすせさ: つっさくけ-ぉは-
かけすけ ゃ ゅさぇそうおぇすぇ. 
╁いぇうきくけ しう ょぇゃぇ-
かう ゃ っょくけうきっくくぇ-
すぇ しこっちうぇかくけしす くぇ 
╁っかうおけすなさくけゃしおうは 

せくうゃっさしうすっす. 
′はおなょっ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ う 

こさっい せき くっ え きうくぇゃぇかけ, つっ 
っょうく ょっく おけさぇぉなす くぇ  きっつ-
すうすっ え とっ ぇおけしすうさぇ ゃ „┿さしっ-
くぇか”. ¨とっ こけゃっつっ, つっ くうとけ 
ぇさしっくぇかしおけ ょけ すけいう きけきっくす ゃ 
あうゃけすぇ え くはきぇかけ. ¨す しすぇさぇすぇ 
しすけかうちぇ, くぇ ゅさっぉっくぇ くぇ っょくぇ  
かのぉけゃ, ╋ぇさうは  けすこかぇゃぇかぇ いぇ… 
╀ぇかつうお. ′っ いぇとけすけ っ ゃなさか そっく 
くぇ „きけさっすけ う くっゅけゃうすっ すさせょけ-
ゃう たけさぇ”, ぇ いぇとけすけ すぇき ぉうかう 
こけさっょくうすっ こさけそっしうけくぇかくう 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ.

╉ぇすけ すうこうつっく ̈ ゃっく, ょういぇえ-
くっさなす くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
ゃうくぇゅう しかっょゃぇ くけゃうすっ たけさう-
いけくすう う ゅけかっきうすっ こさっょういゃう-
おぇすっかしすゃぇ, いぇとけすけ きぇおしうきぇすぇ 
„]ゃっすなす っ ゅけかはき う しこぇしっくうっ 
ょっぉくっ けすゃしはおなょっ” っ ょっかけ くっ くぇ 
おぇおなゃ ょぇ っ  いけょうぇおぇかっく そっく, ぇ 
くぇ すうこうつっく ¨ゃっく.
╆ぇさぇょう こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ-

すぇ - あうすっえしおう, っきけちうけくぇかくう 
う  こさけそっしうけくぇかくう, ╋ぇさうは けし-
すぇゃぇ  こけつすう 2 ゅけょうくう おさぇえ きけ-
さっすけ. ╉けゅぇすけ え けすっしくはゃぇす たけ-
さういけくすうすっ すぇき, こけっきぇ けぉさぇすくけ 
くぇしぇき, いぇ ょぇ こけすなさしう こけさっょ-
くけすけ しう あうすっえしおけ う こさけそっしうけ-
くぇかくけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ. 
′っ つぇおぇ ょなかゅけ.  
‶け ¨ゃくっておう しすさっかは ゃ ちっかすぇ: 

っえ-すぇおぇ, ぉっい おけくおさっすくぇ けぉはゃぇ, 
こせしおぇ CV くぇ しぇえすぇ くぇ „┿さしっ-
くぇか”. ╁はさゃぇ, いくぇっ, つっ ゅけかは-
きぇすぇ そうさきぇ とっ うきぇ っょうく ょっく 
くせあょぇ けす きかぇょう う きけすうゃうさぇくう 
ぇきぉうちうけいくう たけさぇ, おけうすけ うしおぇす 
ょぇ しないょぇゃぇす おさっぇすうゃくう くっとぇ. 
╃けおぇすけ つぇおぇ ょぇ ぉなょっ いぇぉっ-
かはいぇくぇ, いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ おぇすけ 
ょういぇえくっさ ゃ つぇしすくぇ そうさきぇ. ╇ 
いぇとけすけ おなしきっすなす こけ さけあょっくうっ 

っ ちっかせくぇか ¨ゃくうすっ, ゃ こなさゃうは え 
さぇぉけすっく ょっく くぇ „つぇしすくぇすぇ” さぇ-
ぉけすぇ  さぇいぉうさぇ, つっ ゃ „┿さしっくぇか” 
こさけしすけ は… つぇおぇす.

》ゃなさかは しっ し ゅかぇゃぇすぇ
くぇこさっょ ゃ ゅけかはきぇすぇ ゃけょぇ 

う… こかせゃぇ.

╁っつっ 4 ゅけょうくう. ‶さう すけゃぇ 
せしこってくけ. ╆くぇっ ゅけ くはおぇお しう. 
[ぇいぉうさぇ ゅけ こけ けつうすっ う ょっかけ-
ゃけすけ う しょなさあぇくけ けょけぉさっくうっ 
くぇ しゃけうすっ こさっおう さなおけゃけょう-
すっかう, し おけうすけ しぇ こけゃっつっ こさう-
はすっかう, けすおけかおけすけ くぇつぇかくうお う 
こけょつうくっくう. ╁きっしすけ おさけえおう いぇ 
っおしすさぇゃぇゅぇくすくう う し くぇきうゅぇくっ 
ょさったう, ょくっし ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ 
„おさけう” う ゃぇっ ょけ しなゃなさてっくしすゃけ 
ゃしうつおけ, しゃなさいぇくけ し さっおかぇきぇすぇ 
くぇ きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”. ╂けかはきぇ 
けすゅけゃけさくけしす っ, いぇとけすけ しない-
くぇゃぇて, つっ くぇ こさぇおすうおぇ すゃけはす 
すさせょ っ こけしかっょくぇすぇ こさぇゃぇ, こさっ-
ょう ょぇ ゃこっつぇすかうて けすしさっとくぇすぇ 
しすさぇくぇ. ╇ けす すゃけは すさせょ いぇゃうしう 
っょくけ こっさそっおすくけ くぇこさぇゃっくけ 
ういょっかうっ し すさせょぇ くぇ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ たけさぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ, ょぇ 
ぉなょっ こけおぇいぇくけ こけ くぇえ-ょけぉさうは 
くぇつうく ゃ ぉさけてせさぇ, ゃ さっおかぇきっく 
こけしすっさ うかう ゃ ょさせゅ きぇさおっすうく-
ゅけゃ こけたゃぇす. 〈せお すさはぉゃぇ ょぇ 
けすぉっかっあうき, つっ ゃっつっ くはおけかおけ 
ゅけょうくう うきっくくけ ╋ぇさうは, し こけ-
きけとすぇ くぇ おけかっゅぇすぇ え ╋うさぇく, 
しぇ ぇゃすけさうすっ くぇ ゅけかっきうは そうさ-
きっく おぇかっくょぇさ, おけえすけ こなすせゃぇ 
ょけ ゃしうつおう しゃっすけゃくう ういかけあっ-
くうは, きっあょせくぇさけょくう こぇくぇうさう 
う っ くっういきっくっく ょぇさ いぇ ゃしうつおう 
ゅけしすう くぇ „┿さしっくぇか” こさっい ゅけょう-
くぇすぇ.    
╃ぇかう  さっおかぇきぇすぇ くぇ けさなあうっ 

う ぉけっこさうこぇしう こさっょかぇゅぇ すけかおけ-
ゃぇ  こさけそっしうけくぇかくう こさっょういゃう-
おぇすっかしすゃぇ, おけかおけすけ ょういぇえくなす 
くぇ ょさったう? 
 ╁なこさけし くぇ ゅかっょくぇ  すけつおぇ, 

ょうこかけきぇすうつくけ すゃなさょう しうきこぇ-

すうつくうはす う  おなょさけおけし ¨ゃっく. ╆ぇ 
おけゅけすけ さぇぉけすぇすぇ ゃ おけかっおすうゃ, 
ゃ しうすせぇちうは おぇすけ すぇいう, っ ぉっい-
おさぇえくけ ゃぇあくぇ.

′っ たぇさっしゃぇき うくすさうゅうすっ, 
おかうくつっくっすけ, たかっくつっくっすけ, 
そけさきぇかくけすけ けすくけてっくうっ 

おなき さぇぉけすぇすぇ,

こさういくぇゃぇ ╋ぇさうは, おけはすけ ょっかう 
っょうく きっゅょぇく さぇぉけすっく こかけす し 
ょさせゅ つかっく くぇ ゃっしすくうおぇ う ゃない-
かけゃ つけゃっお くぇ „╋ぇさおっすうくゅ”-ぇ - 
╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく. 
╇きぇき とぇしすうっすけ ょぇ さぇぉけすは し 

おさっぇすうゃくう きかぇょう たけさぇ う てう-

さけおけ しおさけっく さなおけゃけょうすっか, 
しこけょっかは ゃ おさぇすおうすっ てけおけかぇょけ-
ゃう こぇせいう こさっょう „さぇあょぇくっすけ”   
くぇ こけさっょくぇすぇ „〈さうぉせくぇ” ╋ぇ-
さうは. ′っ おさうっ, つっ しっ ゃないたうとぇゃぇ 
けす くぇつうくぇ, こけ おけえすけ こさっおうはす え 
さなおけゃけょうすっか ╋ぇさうくぇ ╈けさょぇ-
くけゃぇ おけきせくうおうさぇ し おけかっゅうすっ 
しう. ╉かのおぇさとうくぇすぇ う うくすさう-
ゅぇくすしすゃけすけ すせお こさけしすけ しぇ くっこけ-
いくぇすう, くっょけこせしすうきう, きけあっ ぉう 
いぇすけゃぇ くう っ ゃっょさけ う ゃっしっかけ こけ 
こさぇいくうちう う ぉぇくおっすう, しこけょっかは 
╋ぇさうは, おけはすけ ゃうくぇゅう くぇ ╀けゅけ-
さけょうちぇ つっさこう. 
‶さういくぇゃぇ, つっ くっ っ けす すうこぇ 

けさすけょけおしぇかくけ ゃはさゃぇとう ゃ うょけ-
かう う けぉさぇいう, ぇ っ けす ゅさせこぇすぇ 
くぇ けくっいう, いぇ おけうすけ ╁しっかっくぇすぇ 
ゃうくぇゅう しう いくぇっ さぇぉけすぇすぇ, いぇ-
とけすけ っ くぇょ ゃしうつおけ う ゃうくぇゅう 
くう ういこさぇとぇ すけつくうすっ  たけさぇ う 
せさけちう. ╆ぇすけゃぇ う こさうっきぇ あう-
すっえしおうすっ しう ういこうすぇくうは おぇすけ 
せさけちう. ]すぇさぇっ しっ ょぇ ゃうょう けす-
ゃなょ すはた,  ょぇ けすょっかう こかはゃぇすぇ けす 
いなさくけすけ, せぉっょっくぇ, つっ しぇきけ しなし 
しっぉっかのぉけゃ, うしおさっくぇ う  ゅけかはきぇ, 
きけあって ょぇ けぉうつぇて ょさせゅうすっ. ╇ 
ょぇ ゅう くぇおぇさぇて すっ ょぇ すっ けぉうつぇす.

╁はさゃぇ ゃ しうかぇすぇ くぇ
きうしなかすぇ, ゃ ょけぉさけすけ
ういくぇつぇかうっ くぇ ゃしっおう
つけゃっお う ゃ おさぇえくうは

さっいせかすぇす

 - おぇすけ しぉけさっく こせくおす くぇ ゃしうつ-
おう つけゃっておう きうしかう, つせゃしすゃぇ う 
ょっかぇ. 
╃さぇいくはす は ぉぇゃくうすっ, すっあおう, し 

すさけきぇゃう ゃないこさうはすうは いぇ しゃっ-

すぇ たけさぇ,  くっしこけさすくうすっ くぇすせさう 
う かうてっくうすっ けす ょなゅう ゃ けつうすっ 
かうつくけしすう, くけ けすょぇゃくぇ しっ っ けす-
おぇいぇかぇ ょぇ しなょう, こさういくぇゃぇえおう  
こさぇゃけすけ くぇ ゃしっおう っょうく ょぇ あう-
ゃっっ あうゃけすぇ しう こけ くぇつうく, おけえすけ 
すけえ しぇきうはす しつうすぇ いぇ さぇいせきっく う 
とぇしすかうゃ. 

』っすっ. ╋くけゅけ う くぇゃしはおなょっ, 
おなょっすけ きけあっ.

【けそうさぇ. ‶さう すけゃぇ ょけぉさっ. ╇ 
しかせてぇ ょあぇい. ╇ ゃうくぇゅう うきぇ こけ-
ゃっつっ けす っょうく  たけさういけくす こさっょ 
しっぉっ しう. ╇ こけゃっつっ けす っょくけ 
たけぉう ゃ ょっくは. ╃っかう しゃけぉけょくけすけ 
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2╉けちけ

しう ゃさっきっ きっあょせ いせきぉぇ, すぇっ-ぉけ, 
さっきけくすう ゃ こさはしくけ くぇさっょっくぇすぇ 
しう おゃぇさすうさぇ, ゅぇさくうさぇ こけつうゃ-
くうすっ ょくう し こなすってっしすゃうは ゃ こかぇ-
くうくぇすぇ うかう ぉはゅぇくっ こけ 10-すうくぇ  
おうかけきっすさぇ. ╉さぇょっ しう ゃさっきっ いぇ 
こけ ぉうさぇ し こさうはすっかう, こさうおぇいおぇ 
いぇ ょせてぇすぇ う くっこさっきっくくけ いぇ… 
しゃけうすっ おぇさすうくう. ╄ょくぇ けす すぇい-
ゅけょうてくうすっ ╀けゅけさけょうつくう さぇ-
ょけしすう いぇ ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ っ… 
ゅけすけゃけすけ え ぇすっかうっ. ]ぉなょくぇすぇ 
くっえくぇ きっつすぇ - ょぇ うきぇ おなすつっ いぇ 
さうしせゃぇくっ.
‶けおさぇえ さうしせゃぇくっすけ けすゅかっあょぇ 

う ょさせゅぇ しゃけは しすさぇしす - ょぇ しくう-
きぇ. ‶けつすう くぇ てっゅぇ, くけ ゃうくぇゅう 
え しっ こけかせつぇゃぇす くっとぇすぇ. ‶け-
しかっょくけすけ っ こさういくぇくうっ くぇ  けぉ-
とけゅさぇょしおけ あせさう, おけっすけ こさっょう  
すさう ゅけょうくう くぇゅさぇょう そけすけし, し 
くっえくけ せつぇしすうっ ゃ ゅさぇょしおう おけく-
おせさし.  
„〈さうういきっさっく こけゅかっょ”. 〈ぇおぇ 

おさなしすう しくうきおぇすぇ すけゅぇゃぇ ╋ぇ-
さうは, ょけしせと おぇすけ けつうすっ, し おけうすけ 
すは ゅかっょぇ くぇ しゃっすぇ. ╇ きはさおぇすぇ, 
し おけはすけ ゅけ きっさう. 〈は っ ╋ぇさうは.

╇ くはきぇ おぇお ょぇ は しぉなさおぇすっ. 

¨すおさけはゃぇ しっ けす きくけいうくしすゃけ-
すけ し けくけゃぇ てぇさっくけ くぇきうゅぇくっ 
ゃ ょさったうすっ, いぇぉかっとせおぇかけ くぇ 
ょっくは ゃ ぇさすうしすうつくけ いぇきけすぇくうは 
てぇか くぇ そうゅせさおう うかう ゃ うい-
つぇくつっくうすっ ぇさす けぉっちう. ╇かう ゃ 
しきっかけすけ しなつっすぇくうっ くぇ しうくぬけ し 
すさっゃぇ  う っえ-すぇおぇ くぇゃなさすっくうすっ 
ょさなくおせかおう. ╋けあっ ょぇ は さぇい-
こけいくぇっすっ う こけ おけしうすっ: ゃ すはた 
ゃうくぇゅう うきぇ ゃはすなさ う しかなくちっ. 

‶けしかっょくけすけ しすうゅぇ ょけ くぇえ-ょなか-
ぉけおけすけ くぇ けつうすっ え.
〈ぇき, おなょっすけ, ゃしなとくけしす, くう-

おけゅぇ くっ いぇしこうゃぇす ょゃっ ゅけかっきう 
こかぇきなつっすぇ... し せしきうゃおう. 【う-
さけおけ さぇいょぇゃぇくう くぇ しゃっすぇ. 

〈は っ ╋ぇさうは. ╇ ゃ しさっょぇすぇ
くぇ ぇゃゅせしす うきぇ ょっく いぇ

かのぉうきぇ つっさゃっくぇ さけおかは. 

╃はゃけかしおう きくけゅけ え けすうゃぇ. ╇ 
くぇ ╀けゅけさけょうちぇ ゃうくぇゅう こさぇい-
くせゃぇ. ╉ぇすけ ゃしうつおう ゃっつくう あっくう 
くぇ しゃっすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶け  すさう こけゃけょぇ くぇおせこ しなぉさぇ くぇ こけつっさこおぇ けす しなさちっ ょなかゅけゅけょうてくうはす かぇぉけさぇくす-きったぇくうお „うい
こうすゃぇくうは” けす 『っくすさぇかくぇすぇ そういうつくぇ かぇぉけさぇすけさうは くぇ „┿さしっくぇか” – ╂っけさゅう ‶っすおけゃ ]ぇさぇつっゃ.

╇ いぇとけすけ たせぉぇゃうくうすっ くうおけゅぇ くっ うょゃぇす こけ しぇきう, こさっおぇさぇかうはす ちっかうは しう すさせょけゃ こなす ゃ けさな
あっえくうちぇすぇ ╂っけさゅう こけつっさこう し ゅけかはきぇ すけさすぇ う ぉかぇゅう ょせきう おけかっゅうすっ しう いぇ しゃけは ゅけかはき こけゃけょ: 
こっくしうけくうさぇくっすけ しう. ]かっょ 43 ゅけょうくう, こさっきうくぇかう くぇ っょくけ う しなとけ さぇぉけすくけ きはしすけ - ゃ 『っくすさぇか
くぇすぇ そういうつくぇ かぇぉけさぇすけさうは くぇ „┿さしっくぇか”, いぇ ╂っけさゅう ]ぇさぇつっゃ おけかっおすうゃなす すぇき っ おぇすけ ょさせゅけすけ 
しっきっえしすゃけ. ] おけっすけ  ょっかう う こさぇいくうちう, う ょっかくうちう.
╇ いぇとけすけ っ ゃしっけすょぇっく ゃ さぇぉけすぇすぇ しう, おけかっゅうすっ きせ ちっくはす くっゅけゃぇすぇ すけつくけしす, しなけぉさぇいうすっかくけしす 

う こさっちういくけしす, くっ けしすぇくぇかぇ くっいぇぉっかはいぇくぇ う けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ, さってうかけ ょぇ きせ こけ
ょぇさう すさっすう こけゃけょ いぇ こけつっさこおぇ:  こさっょかけあっくうっ ょぇ こさけょなかあう けとっ ゅけょうくぇ ょぇ ょぇゃぇ けす しゃけは ぉっい
ちっくっく けこうす う いくぇくうは いぇ ょけぉさぇすぇ さぇぉけすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
╃けぉなさ こさけそっしうけくぇかうしす, すぇおぇ ゅけ けこさっょっかう  さなおけゃけょうすっかおぇすぇ くぇ 『っくすさぇかくぇすぇ そういうつくぇ かぇぉけ

さぇすけさうは ]きうかっくぇ ╇ゃぇくけゃぇ, こさはお くぇつぇかくうお くぇ ╂っけさゅう. 
╃ぇ しすはゅぇ ょっぉっか こけさすそっえか いぇ ゅけかはきぇ こっくしうは う ょぇ けすゃぇさは おなとぇ いぇ ぉかぇゅうくう う さぇょけしすう ゅけ いぇさっ

おけたぇ おけかっゅうすっ, こけょっかうかう し  ╂っけさゅう こさっおさぇしくうすっ きせ あうすっえしおう こけゃけょう.
╃ぇ しっ きくけあぇす! 

]なし しなさちっ う ぉかぇゅうくぇ!
                                

╉けかっおすうゃなす くぇ 『っくすさぇかくぇ そういうつくぇ かぇぉけさぇすけさうは ゃ „┿さしっくぇか”  ┿╃ 
 ╁ しなこさうつぇしすうっ し っおうこぇ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

ぱí½ó¿ó　 ずñôñçó:

„〉╊ 』╊ ╈╅』¨...“
„╊っおしうおけく“, こけゃっつっ けす 15 ゅけょうくう ういょぇゃぇく つっしすけ し こけきけとすぇ 

くぇ ょぇさうすっかう, けすおさうすう けす ╊っつっゃ,  こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ ういょぇゃぇ 
う しっゅぇ, ゃっつっ - ぉっい くぇきっしぇすぇ くぇ けしくけゃぇすっかは しう. ╉ぇすけ せつうすっか 
ゃ 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは, しうくなす くぇ いぇこぇかっくうすっ しすさぇくくうちう 

こけ ょせた ╃っつおけ う ‶っくおぇ うきぇ くけゃけ せゃかっつっくうっ:  ゅうきくぇいうぇかくけ
すけ ういょぇくうっ „]ないゃっいょうっ“ し くっゅけゃけすけ  っかっおすさけくくけ かうすっさぇすせさ
くけ こさうかけあっくうっ: っ-しこうしぇくうっすけ „╇いゅさはゃぇとう いゃっいょう“. [けょっくけ 
こけ うょっはすぇ くぇ ゃうさすせぇかくうは „╊うすっさぇすせさっく ゃっしすくうお“, ういょぇくうっすけ 
しなぉうさぇ こけっいうは, っしっうしすうおぇ, っゃさうしすうおぇ, こさけいぇ. ] こけょぇょっくぇすぇ 
けす 》さうしすけ ╊っつっゃ さなおぇ, くぇこうしぇくけすけ けす せつっくうちう う しすせょっくすう, 
ゃないこうすぇくうちう くぇ ゅうきくぇいうはすぇ, しなたさぇくはゃぇ  ょせたぇ くぇ 130-ゅけょうて
くけすけ せつうかうとっ, こなさゃけこさうつうくぇ いぇ ぉけゅぇすうは おせかすせさっく あうゃけす くぇ 
╉ぇいぇくかなお. ╁しうつおけ すけゃぇ せつうすっかはす こさぇゃう しはおぇて しなゃしっき くっいぇぉっ
かっあうきけ. ╉ぇすけ くっとけ っしすっしすゃっくけ. [はょおけ しっ いぇきうしかは, つっ すぇおうゃぇ 
おぇすけ くっゅけ しすぇゃぇす ゃしっ こけ-きぇかおけ. ╀っい ょぇ ゅけ こうすぇき, いくぇき いぇとけ 
っ すぇおぇ. 
] ╁ぇいけゃけすけ “′っ しっ ゅぇしう すせえ, とけ くっ ゅぇしくっ!“, ういこうしぇくけ くぇょ 

しちっくぇすぇ くぇ こけさせすっくぇすぇ けすょぇゃくぇ しゅさぇょぇ くぇ っくうくしおけすけ つうすぇ
かうとっ う し ぇさしっくぇかしおぇすぇ ゅさうあぇ, ょぇかぇ てぇくし くぇ しすけすうちう きっしすくう 
すぇかぇくすう ょぇ ゃないすけさゅゃぇす おぇいぇくかなつぇくう う ょぇ ゅう „こぇかはす“ いぇ しきうし
かっくけすけ しなとっしすゃせゃぇくっ ゃ さぇょけしすすぇ くぇ すゃけさつっしすゃけすけ, そぇきうかうはすぇ 
╊っつっゃう っ しかせつうかぇ けくけゃぇ, おけっ っ. ]うくなす くぇ 》さうしすけ - ‶ぇゃっか, し 
こさけそっしうはすぇ くぇ おけきこのすなさっく しこっちうぇかうしす, けすょぇゃくぇ っ おけしきけこけ
かうす. ╁くせおなす, くぇしかっょくうお くぇ とっさおぇすぇ ╃ぇくうっかぇ, こさっゃさなとぇ きせ
いうおぇすぇ ゃ しゃけは こさけそっしうは.  
╊っおぇすぇ しはくおぇ くぇ さぇいけつぇさけゃぇくうっ ゃ くっういおぇいぇくけすけ けす 》さうしすけ 

こけ こけゃけょ ぉっいょせたけゃくけすけ くう ╃くっし ぉなさいけ しっ さぇいしっえゃぇ けす せしきうゃ
おぇすぇ くぇ ゅ-あぇ ╊っつっゃぇ: “[ぇょゃぇきっ しっ きくけゅけ, つっ ‶かぇきっく っ すぇおぇ 
すぇかぇくすかうゃ! ╄え すせおぇ, けす すけいう ょゃけさ う すぇいう きぇしぇ, おなょっすけ し ぉぇとぇ 
しう しゃうさったぇ くぇ ょゃっ おうすぇさう う こっったぇ, ぉぇぉぇ きせ ゅけ こけゃっょっ おなき 
きせいうおぇすぇ“.  
╃ゃけさなす し つうきてうさうすっ, おなょっすけ ゃしうつおけ っ „こけょ おけくっち!“ - ゃ おな

とぇすぇ くぇ ぉぇとぇすぇ くぇ ぉぇぉぇ ‶っくおぇ, こけきぇゅぇか くぇ きっしすくうすっ こぇさすう
いぇくう. „╉なとぇ し うしすけさうは“ – おぇいゃぇ 》さうしすけ. ╃けきなす, おけえすけ こけきくう 
しきったぇ くぇ ╋うくつけ ╊ぇかっゃ, ╉けしすぇ 『けくっゃ  う ╉ぇかけはくつっゃ, うきぇ しぇきけ 
っょうく ゃなこさけし おなき ぉなょっとっすけ: ╉けえ とっ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ うょゃぇ すせお 
せすさっ, いぇ ょぇ しう ゃいっきぇ けす けくけゃぇ けゅなくつっ, おけっすけ くうおけゅぇ くっ きけあ 
せゅぇしう, こさけしすけ – とけすけ  すけ くっ ゅぇしくっ...

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

„╅『』╊〉╅]” ╉╅『¨...

╉ょぃ ‒[ „╅『』╊〉╅] 2000” 』【╅『【¨『╅ 〉《╇¨っ 』╊′《〉 』 《ぅ╊ ╊╉¨〉 《【╆《『

′けゃぇすぇ っおうこうさけゃおぇ いぇ きなあおうは すうき くぇ „[けいうすっ”, さってっくぇ ゃ すさぇょうちうけくくけすけ つっさゃっくけ, っ  ょっかけ 
くぇ うすぇかうぇくしおぇすぇ LEGEA, おけはすけ けぉかうつぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす っかうすくうすっ ぉなかゅぇさしおう けすぉけさう, しさっょ おけうすけ 
っ う 『]╉┿. 
„′っ しっ しなきくはゃぇき ゃ せしこったうすっ ゃう, ゃうあょぇき, つっ ゃなさゃうすっ くぇこさっょ う くぇゅけさっ. 》せぉぇゃけ っ ょぇ うきぇすっ 

こけょおさっこぇすぇ くぇ たけさぇすぇ, くけ すけゃぇ いぇゃうしう けす ゃぇし”, し すっいう ょせきう しっ けぉなさくぇ おなき そせすぉけかうしすうすっ ╉けし
すぇょうくけゃ, おけえすけ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ しなとけ っ ぉうか そせすぉけかうしす. ╉けしすぇょうくけゃ こけあっかぇ せしこった くぇ すうきぇ 
ゃ くけゃけすけ こなさゃっくしすゃけ う こさうこけきくう こさけゃっさっくぇすぇ くっ しぇきけ ゃ しこけさすくうすっ ぉうすおう あうすっえしおぇ きぇおしうきぇ: 
„‶けしすうゅぇすっ かう さっいせかすぇすう, とっ うきぇすっ う こけょおさっこぇ”.  ╇おけくけきうつっしおうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” うい
さぇいう くぇょっあょぇ くけゃうすっ っおうこう, ょぇさっくう くぇ けすぉけさぇ くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”, ょぇ くけしはす  おなしきっす う せしこったう 
くぇ けすぉけさぇ. 
╋っあょせゃさっきっくくけ, „[けいうすっ” ゃっつっ いぇこけつくぇたぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ しう いぇ くけゃうは そせすぉけかっく しっいけく し くけゃ 

すさっくぬけさ - そせすぉけかくぇすぇ かっゅっくょぇ くぇ „╊っゃしおう-]こぇさすぇお” ┿くゅっか ]すぇくおけゃ. ╇ こさっい くけゃうは しっいけく けし
くけゃくうすっ しこけくしけさう くぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” けしすぇゃぇす ょゃっすっ ゃけょっとう おぇいぇくかなておう そうさきう  - „┿さしっ
くぇか” う „╋+] 》うょさぇゃかうお”.

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

′けゃ, すさっすう, けすぉけさ ゃ きかぇょてぇすぇ 
ゃないさぇしす そせすぉけかうしすう けす ╃ぃ【 

《╉ „┿さしっくぇか  2000” いぇこけつゃぇ せしう
かっくう すさっくうさけゃおう けす くけゃうは そせす
ぉけかっく しっいけく. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ くぇ 
こさけゃっょっくけすけ しなぉさぇくうっ くぇ 〉] くぇ 
《╉ „┿さしっくぇか 2000”  こさっい ういきうくぇ
かぇすぇ しっょきうちぇ. 
[ってっくうっすけ いぇ  すけゃぇ うょゃぇ くぇ 

そけくぇ くぇ こけさっょうちぇすぇ ぉかっしすはとう 
ういはゃう くぇ きぇかおうすっ そせすぉけかくう くぇ
ょっあょう こさっい ういきうくぇかうは そせすぉけかっく 
しっいけく. ╇くすっさっしなす おなき ぇさしっくぇか
しおぇすぇ ておけかぇ っ ゅけかはき, きかぇょうすっ 
すぇかぇくすう うきぇす くせあょぇ けす さぇくくけ 
けすおさうゃぇくっ う さぇいゃうすうっ, ぇ ╉ぇいぇく
かなお すなさしう しゃけうすっ くけゃう くぇょっあょう う 
そせすぉけかくう すぇかぇくすう, いぇとけすけ っ そせす
ぉけかっく ゅさぇょ う おぇすけ すぇおなゃ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ, しぇ つぇしす けす きけすう
ゃうすっ くぇ つかっくけゃっすっ くぇ 〉], ゃいっかう 
すけゃぇ さってっくうっ. 
′けゃうはす, すさっすう, けすぉけさ とっ っ こけょ

ゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ けす ょっちぇ, さけょっ
くう ゃ こっさうけょぇ 2002-2003 ゅけょうくぇ. 
〈ぇおぇ ょっすしおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ 

くぇ „┿さしっくぇか” いぇこけつゃぇ ょぇ うゅさぇっ ゃ 
すさう ゃないさぇしすう: こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせ
こぇ /2002-2003/,  ょっちぇ /2000-2001/ 
う きかぇょてぇ ゃないさぇしす /1998-1999/.
′けゃうはす しっいけく いぇ きかぇょうすっ そせす

ぉけかうしすう くぇ こさぇおすうおぇ ゃっつっ いぇこけつ
くぇ, すなえ おぇすけ けす 4-すう ぇゃゅせしす すっおぇす  
せしうかっくぇ そういうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ う 
すさっくうさけゃおう くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか”. 
′ぇ 15-すう しっこすっきゃさう ゃ ]すぇさぇ 

╆ぇゅけさぇ とっ ぉなょぇす せすけつくっくう こさけ
ゅさぇきぇすぇ くぇ っしっくくけすけ こなさゃっくしすゃけ, 
ょぇすうすっ いぇ おけくおさっすくうすっ しさっとう う 
ょぇすぇすぇ いぇ けそうちうぇかくうは しすぇさす くぇ 
こなさゃっくしすゃけすけ.   
′けゃうはす しっいけく いぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 

そせすぉけかうしすう いぇこけつゃぇ う し  くけゃけ 
こけこなかくっくうっ ゃ すさっくぬけさしおうは すうき: 
ゃ こけきけと くぇ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかう
ゃぇくけゃ う ょけぇえっくぇ ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ 
ゃかういぇ きかぇょうはす う ぇきぉうちうけいっく 
┿すぇくぇし ┿こけしすけかけゃ, そせすぉけかうしす 
くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”. ┿すぇくぇし うょゃぇ 
しなし しこっちうぇかっく しぇくすうきっくす くぇ しすぇ
ょうけく „┿さしっくぇか” , すなえ おぇすけ しぇきうはす 
すけえ っ ゃないこうすぇくうお くぇ ┿さしっくぇかしおぇ
すぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ. 
╅っかぇっとうすっ ょぇ しっ いぇこうてぇす ゃ 

╃ぃ【 《╉ „┿さしっくぇか 2000” ゃしっ 
けとっ きけゅぇす ょぇ ゅけ くぇこさぇゃはす.
╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは - すっ-

かっそけく:
0887749705 うかう    

.

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく 

╊[』》╊『【¨【╊ 』 》ぇ『╇¨ ╉╅『╊〉¨っ...
¨すょっかくけ けす すけゃぇ, ┿さしっくぇか”┿╃ とっ ゃくっしっ ぇゃぇくしけゃけ ょなかあう

きうすっ しう ょぇくなちう おなき きっしすくぇすぇ たぇいくぇ, おぇすけ こさうくけし いぇ おぇせいぇすぇ. 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ こさういけゃぇゃぇす ゃしうつおう  のさうょうつっしおう 

う そういうつっしおう かうちぇ, おけうすけ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ こけょおさっこはす 
¨ぉとうくぇすぇ つさっい かうつくう ょぇさっくうは, ょぇ ゅけ しすけさはす. ]さっょしすゃぇすぇ 
しっ  こさっゃっあょぇす こけ ╃ぇさうすっかしおぇすぇ ぉぇくおけゃぇ しきっすおぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお:
]きっすおぇ し „おけょ いぇ ゃうょ こかぇとぇくっ” くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こけ 

おけはすけ しかっょゃぇ ょぇ こけしすなこゃぇす しせきう けす のさうょうつっしおう う そういうつっ
しおう かうちぇ:
¨╀】╇′]╉┿ ╀┿′╉┿ ┿╃
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344
╉けょ いぇ ゃうょ こかぇとぇくっ: ゃ かっゃぇ –  44 51 00
╃ぇさっくうはすぇ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす くぇこさぇゃっくう う し ょぇさうすっかしおう ょけ

ゅけゃけさ, けぉさぇいちう けす おけうすけ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす くぇきっさっくう ゃ ╇くそけさ
きぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお うかう くぇ しぇえすぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ 
http://www.kazanlak.bg

    „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

С петте черни котета, реколта 2013

×åñòèò ïðàçíèê!
Áîãîðîäè÷íà çàêðèëà
çà âñè÷êè èìåííè÷êè!

Áëàãîäåíñòâèå è ñâåòëèíà!

„╅『』╊〉╅]” 』╊ ╇『ぇぅ╅...
[っいせかすぇすなす けす ゃしうつおけ すけゃぇ っ: くけゃう, しっさうけいくう ょなかゅけゅけょうて

くう ょけゅけゃけさう  いぇ こけさなつおう おなき „┿さしっくぇか” いぇ ういくけし くぇ こさけょせお
ちうは. 〈けゃぇ くぇかぇゅぇ くぇっきぇくっすけ くぇ  ょけこなかくうすっかくけ さぇぉけすくうちう 
いぇ すはたくけすけ ういこなかくっくうっ. ‶けしすなこうかうすっ ょけゅけゃけさう おなき きけきっく
すぇ とっ しっ ういこなかくはゃぇす いぇ けおけかけ 3 ゅけょうくう くぇこさっょ. ╁さなとぇきっ しっ 
ゃ こさっょうてくぇすぇ しう きけと, おぇいぇ けとっ ╇ぉせてっゃ.

                                                 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

‶さけょなかあっくうっ ゃ ぉさけえ 87

ɂɧɬɟɪɜɸ

╊おせあ えそおけせあ う たそしくあ せあ にそちあてあ:

》そくおちあう
╆しあえそたそきかしあせけみ くあ しけねせけてか つけ おせけ たそしとねけにあ 
たちかく つかおすけぬあてあ おうか そて かすいしかすあてけねせけてか しけぬあ 
せあ „╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ“ -
[ちあつけすけちあ ｠あちけくあせそうあ - そいはけせつさけ つひうかてせけさ け 
╈けせさあ ぅかちかうあ - そいはかつてうかせ たそつちかおせけさ.

′おちあうか, ちあおそつて, はあつてけか, さひつすかて け せそうけ にそちけ-
くそせてけ う しけねせけてか け そいはかつてうかせけ たちそかさぬけけ.

„╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ“, さそしかえけ,
たちけみてかしけ, „【ちけいとせあ ╅ちつかせあし“

ぁかつてけて ちそきおかせ おかせ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

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

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ っ っょうく
しすゃっくけすけ ぉっいこかぇすくけ ういょぇ
くうっ, おけっすけ しすうゅぇ ょけ きぇおしう
きぇかっく ぉさけえ たけさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
う さっゅうけくぇ. 〈け しっ こさっゃなさくぇ ゃ 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ すさうぉせくぇ いぇ こけ
こせかはさういうさぇくっ くぇ ょっえくけしすすぇ 
くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお 
う すぇおぇ くっしなきくっくけ こけきぇゅぇ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ ゃ すなさしっくっ くぇ さっ
てっくうっ くぇ すったくうすっ こさけぉかっきう, 
おぇおすけ う ゃ こけゃうてぇゃぇくっすけ くぇ 
こさぇゃくぇすぇ うき おせかすせさぇ つさっい 
させぉさうおぇすぇ, おけはすけ ゃけょうき“, 
おぇいゃぇ ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. 〈は 
けすぉっかはいゃぇ すけいう そぇおす けとっ ゃ 
こなさゃうは しう けすつっす いぇ ょっえくけしす
すぇ こさっょ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
こさっょしすぇゃっく こさっょう こけかけゃうく 
ゅけょうくぇ. 
╉けゅぇすけ こさっい っしっくすぇ くぇ 

2011-すぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 
こけおぇいぇ 】っさっゃぇ おぇすけ つぇしす 
けす かうしすぇすぇ いぇ しなゃっすくうちう くぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, 
っょゃぇ かう くはおけえ っ きうしかっか, つっ 
すは とっ っ くけゃうはす けぉとっしすゃっく 
こけしさっょくうお. ′け けとっ すけゅぇゃぇ 
】っさっゃぇ しこけょっかう, おぇおすけ いぇ
うくすっさっしけゃぇくけしすすぇ しう けす ゃな
こさけしうすっ, おけうすけ きなつぇす ゅさぇあ
ょぇくうすっ, すぇおぇ う ゃなすさってくぇすぇ 
しう こけすさっぉくけしす ょぇ こけきぇゅぇ こさう 
くぇきうさぇくっすけ くぇ さってっくうは. 
╁しなとくけしす, う おぇすけ せつうすっか, う 
おぇすけ さなおけゃけょうすっか ゃ きっしすくけ
すけ う ゃ くぇちうけくぇかくけすけ  しょさせ
あっくうっ くぇ おぇさぇおぇつぇくうすっ, う ゃ 
さぇぉけすぇすぇ しう おぇすけ こさっゃけょぇつ, 
おけきせくうおぇすうゃくけしすすぇ う ぉなさいぇ
すぇ さっぇおちうは ゃうくぇゅう しぇ こけきぇ
ゅぇかう くぇ ╂うくおぇ. ]かっょ こっさうこっ
すううすっ こけ 10-きっしっつくうは ういぉけさ, 
おけえすけ は けこさっょっかう いぇ ょかなあ
くけしすすぇ しかっょ ╉ぇすは ╉うかうおつうっ
ゃぇ, 】っさっゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ 
しぇきけ おけきせくうおぇすうゃくけしす, ぇお
すうゃくけしす う いぇうくすっさっしけゃぇくけしす 
くっ しぇ ょけしすぇすなつくう, いぇ ょぇ ぉな
ょって こけかっいっく くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
おぇすけ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. 
〈は っ くぇはしくけ し すけゃぇ けす しぇ
きけすけ くぇつぇかけ. „‶さっょぇゃぇくっすけ 
くぇ こけしすぇ しっ けすさぇいう, くけ くっ 
ゃないこさっこはすしすゃぇ こさけちっしぇ くぇ 
くけさきぇかくけすけ こさけすうつぇくっ くぇ 
ょっえくけしすすぇ. ╁しうつおけ しっ しかせつう 
ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ ょけぉさぇ こさう
っきしすゃっくけしす. 《せくょぇきっくすなす っ 
こけしすぇゃっく, けしすぇゃぇ ょぇ しっ くぇょ
ゅさぇあょぇ“, おぇいゃぇ 】っさっゃぇ こさっょ 
きっしすくうは こぇさかぇきっくす こけかけゃうく 
ゅけょうくぇ しかっょ ゃしすなこゃぇくっすけ しう 
ゃ ょかなあくけしす. „╉うかうおつうっゃぇ 
っ うきぇかぇ ぉけゅぇす ぇょきうくうしすさぇ
すうゃっく けこうす, おけえすけ こけきぇゅぇ ゃ 
さぇぉけすぇすぇ“, けすつうすぇ しっゅぇてくう

╄ょくぇ ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ: きぇかおけ しかっょ けぉはょ. ‶さうっきくぇすぇ: けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ きぇたぇ こけょおぇくはとけ し さなおぇ こさっい こさけちっこぇ くぇ けすゃけさっくぇすぇ ゃさぇすぇ う しっ せしきうたゃぇ し けつう: ょせきうすっ しぇ くっゃない-

きけあくう - ゅけゃけさう こけ すっかっそけくぇ. „〈╄╊╉“, „...]けちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ...“, „ゅさぇそうおぇ くぇ こさうっきくけすけ きう ゃさっきっ…“ 
- くぇおなしかっちうすっ けす さぇいゅけゃけさぇ, おけえすけ くっ しこうさぇ ょなかゅけ, ゃっょくぇゅぇ けつっさすぇゃぇす おさうゃうすっ くぇ こさけぉかっきくうすっ こなすっおう くぇ 
たけさぇすぇ, こけすなさしうかう きっしすくうは けきぉせょしきぇく おぇすけ こけしかっょくぇ うくしすぇくちうは ゃ けすつぇはくうすっ しう けこうすう こさっょ ゃさぇすうすっ くぇ さぇいくう 
うくしすうすせちうう. „′はおけう うょゃぇす けとっ ゃ くぇつぇかけすけ, こさっょう ょぇ すさなゅくぇす けす ゃさぇすぇ くぇ ゃさぇすぇ, いぇ ょぇ しっ けさうっくすうさぇす  くぇゃさっきっ 
ゃ こさけちっょせさうすっ“, けぉはしくはゃぇ 】っさっゃぇ こけ-おなしくけ. ╃けおぇすけ しかせてぇき さぇいゅけゃけさぇ こけ すっかっそけくぇ, ぉっい ょぇ うしおぇき, こけゅかっ-
ょなす いぇおぇつぇ ょうこかはくうすっ こけ きぇしぇすぇ – ぉさけてせさう くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお, うくそけさきぇちうけくくう きぇすっさうぇかう いぇ ╄], 
さっおかぇきくう おくうゅけさぇいょっかうすっかう けす おぇきこぇくうはすぇ いぇ ゃょうゅぇくっすけ くぇ ╃けおけゃぇすぇ „ぅこけくおぇ“ くぇ „╇しおさぇ“... ╇, さぇいぉうさぇ しっ: 
ぉさけっゃっ けす „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“. 

はす けきぉせょしきぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おぇすけ こさういくぇゃぇ, つっ こけしすけはく
くけ つっすっ くけさきぇすうゃくぇすぇ せさっょ
ぉぇ – う いぇおけくうすっ, う きっしすくうすっ 
くぇさっょぉう. ‶さっょうきしすゃけすけ くぇ 
しうすせぇちうはすぇ ゃ けすくけてっくうはすぇ 
ょくっし 】っさっゃぇ ゃうあょぇ ゃ ょけ
ぉさぇすぇ しう おけきせくうおぇちうは し けさ
ゅぇくうすっ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, 
ょけおぇすけ っ ゃしっういゃっしすくけ, つっ ゃ 
こさっょくうは きぇくょぇす ゃさないおぇすぇ し 
¨ぉとうくぇすぇ ぉってっ けこさっょっかっ
くけ いぇすさせょくっくぇ. ╆ぇすけゃぇ くっ しっ 
っ くぇかぇゅぇかけ 】っさっゃぇ ょぇ こさぇ
ゃう けそうちうぇかくう こさっょかけあっ
くうは いぇ こさけきっくう ゃ くぇさっょぉう う 
こさぇゃうかくうちう. ╁ たけょぇ くぇ さぇい
ゅけゃけさうすっ し けぉとうくしおうすっ しこっ
ちうぇかうしすう こけ こけゃけょ  ょぇょっく 
おぇいせし 】っさっゃぇ ょぇゃぇ しゃけうすっ 
こさっこけさなおう う うょっう いぇ けぉかっお
つぇゃぇくっ くぇ „すっしくうすっ“ きっしすぇ 
ゃ おけきせくうおぇちうはすぇ し ゅさぇあょぇ
くうすっ.

′ぇえ-きくけゅけ しぇ
しけちうぇかくうすっ こさけぉかっきう

╆ぇ っょくぇ ゅけょうくぇ さぇぉけすぇ 】っ
さっゃぇ っ おぇすっゅけさうつくぇ ゃ おけく
しすぇすぇちうはすぇ しう. 
[ぇいかうつくぇすぇ „てぇこおぇ“ くぇ 

ょゃっすっ しけちうぇかくう しかせあぉう – 
けぉとうくしおぇすぇ う ょなさあぇゃくぇすぇ, 
ゃ しなゃきっしすくぇすぇ うき さぇぉけすぇ 
こけ ょぇゃぇくっすけ くぇ しけちうぇかくぇ 
こけょおさっこぇ けぉなさおゃぇ たけさぇすぇ, 
ゃっょくぇゅぇ いぇぉっかはいゃぇ 】っさっゃぇ. 
‶けしすけはくくけ しっ くぇかぇゅぇす さぇい
はしくっくうは くぇ こさけちっょせさうすっ.
╋ぇしけゃけすけ しゃぇかはくっ くぇ こさけ

ちっくすぇ くっさぇぉけすけしこけしけぉくけしす 
けす おけきうしううすっ こけ 〈╄╊╉ いぇ
すさせょくはゃぇ ゅさぇあょぇくうすっ ゃ 
くぇきうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ う 
けしうゅせさはゃぇくっ くぇ きうくうきぇか
くぇすぇ ういょさなあおぇ いぇ あうゃけす. 
]こうさぇくっすけ くぇ ょっえくけしすすぇ くぇ 
おけきうしううすっ ゃ こけしかっょくうは きっ
しっち くぇこさぇゃけ こけしすぇゃは たけさぇすぇ 
ゃ こさっょうくそぇさおすくけ こけかけあっ
くうっ, おけきっくすうさぇ けぉとっしすゃっ
くうはす こけしさっょくうお, けす おけゅけすけ 
しけちうぇかくけ けとっすっくうすっ すなさしはす 
こけょおさっこぇ. ╆ぇしっゅくぇすうすっ ゅせ
ぉはす こさぇゃぇすぇ しう くぇ こけょこけ
きぇゅぇくっ, くっ こけいくぇゃぇす こさけ
ちっょせさうすっ こけ さっゅうしすさぇちうは ゃ 
╀のさけすけ こけ すさせょぇ, けしすぇゃぇす 
ぉっい ょけたけょう... ╁ っあっょゃっくぇすぇ 
しう さぇぉけすぇ 】っさっゃぇ くぇしけつゃぇ 
しっきっえしすゃぇ し ぉけかくう ょっちぇ, しな
ょっえしすゃぇ いぇ いぇこうしゃぇくっ ゃ しけ
ちうぇかくぇすぇ すさぇこっいぇさうは, こけょ
こけきぇゅぇ ょっちぇ, さけょっくう いぇょ 
ゅさぇくうちぇ ゃ ういょぇゃぇくっすけ くぇ 
╄╂′ う かうつくう ょけおせきっくすう, くぇ
しけつゃぇ こさうしすうゅくぇかう けす つせあ
ぉうくぇ ぉなかゅぇさう いぇ こけきけと けす 
きっしすくぇすぇ  しけちうぇかくぇ しうしすっ
きぇ, こけかせつぇゃぇ あぇかぉう けす きけ
ぉうかくう けこっさぇすけさう, けぉはしくはゃぇ 

いぇとけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけょぇゃぇす 
ょっおかぇさぇちうう いぇ けしゃけぉけあょぇ
ゃぇくっ けす すぇおしぇ しきっす いぇ くっうい
こけかいゃぇく うきけす... ╇ けとっ: ぉけさう 
しっ いぇ こなかくけきけとくけ くぇ きはしすけ 
ゃ ╃うさっおちうは ╂[┿¨, ぉっい ょぇ しっ 
こかぇとぇす くけすぇさうぇかくう いぇゃっさおう, 
こさっこさぇとぇ くっょけゃけかくう けす さぇい
すぇおぇゃぇくっすけ ょけ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ゃ 
きっしすくけすけ ′¨╇, すなさしう しかせあぉう, 
しさっとぇ しっ し ょうさっおすけさうすっ くぇ 
╀のさけすけ こけ すさせょぇ, „]けちうぇかくけ 
こけょこけきぇゅぇくっ“, ╂[┿¨, しすうゅぇ 
ょけ けさゅぇくういぇちうは くぇ しさっとぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお し ゅかぇゃっく ょうさっおすけさ 
いぇ ゃさないおぇ し おかうっくすう くぇ EVN, 
おけくすぇおすせゃぇ ょけさう し  こけしけか
しすゃぇ. ╆ぇ っょくぇ ゅけょうくぇ 】っさっゃぇ 
ゃっつっ うきぇ しゃけうすっ きぇかおう-ゅけ
かっきう こけぉっょう: こさっきっしすゃぇくっすけ 
くぇ こぇゃうかうけく, おけえすけ こさっつう くぇ 
あうゃっっとう ゃ おけけこっさぇちうは; しすけさ
くうさぇくっすけ くぇ しきっすおぇ  いぇ ゃけょぇ, 
くぇょこうしぇくぇ けす ╁う╉-しかせあうすっか; 
けすこせしおぇくっすけ くぇ しけちうぇかくう こけ
きけとう う ゃぇせつっさう いぇ けすけこかっくうっ 
くぇ ゅさぇあょぇくう ゃ おさぇえくぇ くせあょぇ; 
けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ っあっょくっゃくぇ 
すけこかぇ たさぇくぇ いぇ しっきっえしすゃけ し 
ょっちぇ しなし いょさぇゃけしかけゃくう  こさけ
ぉかっきう. 
′っさってっくう けしすぇゃぇす: うしおぇ

くぇすぇ こさけきはくぇ ゃ きぇさてさせす くぇ 
ゅさぇょしおうは ぇゃすけぉせし わ12, こさけ
ぉかっきうすっ し きくけゅけすけ きっすぇかくう 
ゅぇさぇあう ゃ きっあょせぉかけおけゃうすっ 
こさけしすさぇくしすゃぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
さっょうちぇ くっさぇいぉけさうう ゃ けすくけ
てっくうはすぇ きっあょせ あうすっかうすっ くぇ 
けぉとう ぉかけおけゃっ う おけけこっさぇちうう. 

¨ゅさけきっく ぉさけえ
しぇ あぇかぉうすっ こけ っすぇあくぇすぇ 

しけぉしすゃっくけしす

】っさっゃぇ けすつうすぇ, つっ ゅさぇあょぇ
くうすっ けつぇおゃぇす けす ¨ぉとうくぇすぇ 
ょぇ くぇかぇゅぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう 
くぇおぇいぇくうは う ゅかけぉう ゃ しかせつぇう, 
おけゅぇすけ たけさぇすぇ しぇきう くっ きけゅぇす 
ょぇ さってぇす こさけぉかっきうすっ こけきっあ
ょせ しう. ‶さうつうくうすっ いぇ すけゃぇ しぇ 
けしくけゃくけ ゃ  くっこけいくぇゃぇくっ くぇ 
╆ぇおけくぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ っす
ぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, しきはすぇ 
】っさっゃぇ. 〈は こけょこけきぇゅぇ ゅさぇあ
ょぇくうすっ すぇおぇ, つっ こさう せしすぇくけ
ゃはゃぇくっ くぇ くぇさせてっくうは, ょぇ しっ 
いぇょっえしすゃぇ こさけちっょせさぇすぇ こけ 
くぇかぇゅぇくっ くぇ しぇくおちうう. ¨ぉ
とっしすゃっくうはす こけしさっょくうお っ しな
ょっえしすゃぇか いぇ ういさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ こさうきっさくう けぉさぇいちう いぇ ‶さけ
すけおけか けす ¨ぉとけすけ しなぉさぇくうっ くぇ 
あうすっかうすっ くぇ っすぇあくぇ しけぉしすゃっ
くけしす, ╉けくしすぇすうゃっく こさけすけおけか 
いぇ くぇさせてっくうは こけ ╆〉╄], ╆ぇはゃ
かっくうっ いぇ ゃくぇしはくっ くぇ こさけすけ
おけかぇ ゃ ¨ぉとうくぇすぇ. ]うゅくぇかう う 
あぇかぉう いぇ くっさっゅかぇきっくすうさぇくけ 
ゃおかのつゃぇくっ くぇ てうさきけゃっ ゃ おけ
きうくう; いぇ くっしなゅかぇしせゃぇくう こさけ

きっくう ゃ しゅさぇょうすっ;  いぇ くせあょぇ 
けす つうしすっくっ くぇ きっあょせぉかけおけ
ゃう こさけしすさぇくしすゃぇ; いぇ ぉかぇゅけ
せしすさけはゃぇくっ; いぇ くっこさぇゃうかくけ 
しなたさぇくっくうっ くぇ かっしくけいぇこぇ
かうきう きぇすっさうぇかう; ぇゃぇさうう ゃ 
くっけぉうすぇっきう ぇこぇさすぇきっくすう; 
かけてけ けこぇいゃぇくっ くぇ くけゃうすっ 
ょっすしおう こかけとぇょおう;  ぉっいさっょうは 
ゃ „╇いすけつくけすけ“...  いぇかうゃぇす 
けとっ こさうっきくぇすぇ くぇ おぇいぇく
かなておうは けぉとっしすゃっく こけしさっょ
くうお. ]うゅくぇかうすっ う あぇかぉうすっ 
しっ ゃたけょうさぇす, おぇおすけ こうしきっくけ, 
すぇおぇ う かうつくけ, ゃ しさっとうすっ けす 
こさうっきくけすけ ゃさっきっ. ╄ょくぇ けす 
こなさゃうすっ こさけきっくう ゃ さぇぉけすぇ
すぇ くぇ うくしすうすせちうはすぇ 】っさっゃぇ 
こさっょこさうっきぇ うきっくくけ けすくけし
くけ こさうっきくけすけ ゃさっきっ. ]なし
すぇゃは しすなこぇかけゃうょっく ゅさぇそうお, 
すぇおぇ つっ こさっい しっょきうちぇすぇ ょぇ 
うきぇ せょけぉっく いぇ ゃしうつおう つぇしけ
ゃう こけはし いぇ こけしっとっくうっ こさう 
きっしすくうは けきぉせょしきぇく.

[ぇぉけすぇすぇ し きかぇょうすっ
 っ しすうたうはすぇ くぇ 】っさっゃぇ

]ぇきけ  きっしっちう しかっょ こけっきぇ
くっすけ くぇ そせくおちううすっ しう くけゃう
はす こけしさっょくうお きっあょせ きっしす
くぇすぇ ゃかぇしす う おぇいぇくかなておぇすぇ 
ゅさぇあょぇくしおぇ けぉとくけしす  しすぇさ
すうさぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ „‶さぇゃくぇ 
おかうくうおぇ“. 〈せお こけきぇゅぇ きっし
すっく ぇょゃけおぇす. ╃ぇきぇ, ういおせてっ
くぇ ょぇ くぇこさぇゃう こけ-ょけしすなこ
くぇ  ゃさないおぇすぇ きっあょせ  ょゃぇすぇ 
こけかのしぇ: ゃかぇしす – ゅさぇあょぇくう, 
こさっょかぇゅぇ くっ しぇきけ うきっすけ くぇ 
うくうちうぇすうゃぇすぇ, くけ う こけょおさっ
こは おけくおさっすくうすっ ょっえくけしすう. 
〈ぇおぇ いぇ おぇせいぇすぇ しぇ こさうゃかっ
つっくう 10 しすせょっくすう けす さぇいかうつ
くう のさうょうつっしおう そぇおせかすっすう ゃ 
しすさぇくぇすぇ, おけうすけ ゃ すはしくけ しな
すさせょくうつっしすゃけ し けぉとうくしおうすっ 
のさうしすう こさっょかぇゅぇす おけくしせか
すぇちうう いぇ しけちうぇかくけ しかぇぉう う 
いぇ たけさぇ う さうしおけゃう ゅさせこう くぇ 
けぉとっしすゃけすけ. 
╆ぇ っょくぇ ゅけょうくぇ ゃさっきっ 】っ

さっゃぇ っ ゃっつっ しすなこうかぇ ゃなゃ 
ゃしうつおう せつうかうとぇ. ] うくうちうぇ
すうゃぇすぇ „╋けはすぇ こなさゃぇ かうつくぇ 
おぇさすぇ“ すは いぇこけいくぇゃぇ 14-ゅけ
ょうてくうすっ し すったくうすっ こさぇゃぇ 
う いぇょなかあっくうは, おぇすけ くけゃう 
くけしうすっかう くぇ ょけおせきっくすう いぇ  
しぇきけかうつくけしす. ]さっとうすっ いぇ
ゃなさてゃぇす し けあうゃっく ょっぉぇす, 
ょっちぇすぇ うょゃぇす し うくすっさっし. 
′はおけう けす せつうすっかうすっ ゃけょはす 
ょっちぇすぇ くぇこさぇゃけ くぇ きはしすけ – 
おぇすけ すっいう けす 》せきぇくうすぇさくぇすぇ 
ゅうきくぇいうは. ‶さっょう ういぉけさうすっ 
いぇ ╄ゃさけこぇさかぇきっくす 】っさっゃぇ 
うくそけさきうさぇ くぇ きはしすけ せつっ
くうちうすっ し こさぇゃけ くぇ ゅかぇし けす 
すさう きっしすくう こさけそっしうけくぇかくう 
ゅうきくぇいうう. ╁こっつぇすかっくうはすぇ, 

つっ ょっちぇすぇ うしおぇす, くけ くっ いくぇはす 
おぇお ょぇ しっ ゃおかのつぇす ゃ けぉとっしす
ゃっくうは あうゃけす, しっ さっょせゃぇす し 
ゃこっつぇすかっくうは けす すけすぇかくぇ くっ
いぇうくすっさっしけゃぇくけしす しさっょ くは
おけう きかぇょっあう. ′け せしっとぇくっすけ 
いぇ くっういこなかくっく ょなかゅ おなき くけ
ゃけすけ こけおけかっくうっ っ っょくぇおゃけ う 
ゃ ょゃぇすぇ しかせつぇは. 
] すけは ゃないさけあょっくしおう こぇすけし 

╂うくおぇ 】っさっゃぇ こさけょなかあぇゃぇ 
けぉうおけかおうすっ しう - けす せつうかう
とぇすぇ - ゃ おきっすしすゃぇすぇ くぇ 19-すっ 
けぉとうくしおう くぇしっかっくう きっしすぇ. 
〉ぉっょっくぇ っ, つっ こさけぉかっきうすっ 
しっ けすおさうゃぇす くぇ きはしすけ う けぉう
おけかおうすっ ゅけ ょけおぇいゃぇす. ╁っつっ 
こけいくぇゃぇ しうすせぇちううすっ ゃ ちっ
かうは こっさうきっすなさ くぇ けぉとうく
しおうすっ すっさうすけさうう. ╁うょはかぇ っ, 
つっ くはおけう けす ゃなこさけしうすっ きけ
ゅぇす かっしくけ, ぉなさいけ う ぉっい こぇさう 
ょぇ ぉなょぇす さってっくう ゃ こけかいぇ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ╇しおぇ, くけ くっ 
せしこはゃぇ ょぇ しおさうっ さぇいけつぇさけ
ゃぇくうっすけ しう けす くはおけう しっかしおう 
おきっすけゃっ. 〈はたくぇすぇ くっぇおすうゃ
くけしす う ょけさう – つうしすぇ こぇしうゃ
くけしす, くっ こさけしすけ は けいぇょぇつぇ
ゃぇ, ぇ は ゅくっゃう. ′ぇえ-ゅけかっきうはす 
こさけぉかっき くぇ たけさぇすぇ こけ しっかぇ
すぇ っ すさぇくしこけさすなす, けすおさうゃぇ 
】っさっゃぇ. ╃させゅうはす こさけぉかっき っ 
くっうくそけさきうさぇくけしすすぇ くぇ たけ
さぇすぇ ういゃなく ╉ぇいぇくかなお, ょぇあっ 
いぇ ょっくは, ゃ おけえすけ しっかけすけ うき 
しっ こけしっとぇゃぇ けす しけちうぇかくうは 
さぇぉけすくうお. ′はおなょっ ょけさう くはきぇ 
うくそけさきぇちうけくくう すぇぉかぇ...
╁ こけしかっょくけ ゃさっきっ 】っさっゃぇ 

しっ けこうすゃぇ ょぇ けしうゅせさう いょさぇゃ
くぇ こけきけと ゃ くはおけう けす くぇしっ
かっくうすっ きっしすぇ. ′っ っ かっしくけ, 
いぇとけすけ いぇ きぇかおけ くぇ ぉさけえ こぇ
ちうっくすう くうおけっ ょあう-こう くはきぇ 
ょぇ うょっ くぇ しっかけ. ] こけょおさっこぇ
すぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ
くうお しっ こさけおぇさゃぇ こさけちっょせさぇ, 
おけはすけ ょぇ ょぇょっ こさっょうきしすゃけ 
こさう くぇっきぇくっ くぇ かっおぇさしおう 
こけきっとっくうは こけ しっかぇすぇ いぇ 
けくっいう しこっちうぇかうしすう, おけうすけ 
うきぇす こさぇおすうおぇ くぇ きはしすけ. 】っ
さっゃぇ しっ けこうすゃぇ ょぇ こけょこけきぇゅぇ 
さってっくうっすけ くぇ こさけぉかっきぇ しなし 
しさっとう ゃ [ぇえけくくぇすぇ いょさぇゃくぇ 
おぇしぇ, ゃ ¨ぉとうくぇすぇ, くぇ きはし
すけ ゃ おきっすしすゃぇすぇ. 〈させょくけしすう 
しないょぇゃぇ う そぇおすなす, つっ きくけゅけ 
けす たけさぇすぇ ゃっつっ しぇ ういぉさぇかう 
かうつっく かっおぇさ ういゃなく くぇしっかっ
くけすけ しう きはしすけ, くぇ おけっすけ うきぇす 
こさぇゃけ こけ いぇおけく.

‶さけそ. ╋うさつっゃ, くぇ すぇいゅけ-
ょうてくぇすぇ ╀せいかせょあぇ くけゃう-
はす かうょっさ くぇ しけちうぇかうしすうすっ 
╋うたぇうか  ╋うおけゃ  おぇいぇ, つっ 
„けおすけきゃさう くっ っ ぉけえ こけしかっ-
ょっく, ぇ ぉうすおぇ こけ こなすは”. ╁ 
すけいう しきうしなか, おけえ とっ しこっ-
つっかう ぉうすおぇすぇ  いぇ くぇさけょくけ-
すけ ょけゃっさうっ こさっい けおすけきゃさう?  
- 〈けいう, おけえすけ くぇうしすうくぇ しっ 

けぉなさくっ おなき うくすっさっしうすっ くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ う ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ くぇちうは. ╁しうつおう こけ-
かうすうつっしおう うゅさぇつう ょけしっゅぇ  ょけ-
おぇいぇたぇ, つっ けぉしかせあゃぇす くっつうう 
ょさせゅう  うくすっさっしう: うかう おけさ-
こけさぇすうゃくう, うかう けかうゅぇさたうつっ-
しおう, うかう うくすっさっしう  くぇ つせあょう 
ょなさあぇゃう. ′っいくぇえくけ おぇおゃう う 
つうう, くけ くっ う くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ  
くぇちうは う ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇ-
ゃぇ. ╇ けす すぇいう ゅかっょくぇ すけつおぇ, 
ょけゃっさうっすけ う ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
ぉなょぇす こけょかなゅゃぇくう ういぉうさぇすっ-
かうすっ っ ょけしすうゅくぇすけ ょけ すけつおぇすぇ 
くぇ ういつっさこゃぇくっ. ¨すすせお くぇすぇすなお 
うきぇす てぇくしけゃっ しぇきけ こけかうすうちう 
う こぇさすうう, おけうすけ とっ きけゅぇす ょぇ 
ゃないぉせょはす けすくけゃけ ょけゃっさうっ  おなき 
しっぉっ しう, おなき たけさぇ, おけうすけ さぇい-
ぉうさぇす う きうかっはす う しっ けこうすゃぇす, 
ょけおけかおけすけ きっあょせくぇさけょくぇすぇ 
けぉしすぇくけゃおぇ  ゅけ さぇいさってぇゃぇ, 
おぇおすけ しっ おぇいゃぇ, ょぇ いぇつうすぇす う 
ょぇ さぇぉけすはす ゃ こけかいぇ くぇ くぇちうけ-
くぇかくうは うくすっさっし. ╉ぇすけ こけょ „くぇ-
ちうけくぇかっく うくすっさっし” さぇいぉうさぇきっ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ くぇちうは う ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ ょなさあぇゃぇ. 〈っいう くっとぇ しっ 
こさっこけおさうゃぇす, くけ つぇしすうつくけ, くっ 
しぇ っょくけ う しなとけ. 

′ぇさけょなす っ せきけさっく, けいゃっ-
さっく…
- ′っ, ぉなかゅぇさしおうはす くぇさけょ くっ 

っ せきけさっく. ′ぇさけょなす っ ういすけとっく. 

¨す おさういう, けす ぉっいけぉさぇいうは, けす 
ちうくういなき,  ゃおかのつうすっかくけ こけ-
かうすうつっしおう, けす おさういうすっ, おけうすけ 
しっ さぇあょぇす ゃなすさっ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
すぇおうゃぇ, おけうすけ しっ しすさせこゃぇす くぇ 
しすさぇくぇすぇ くう けす ゃなくてくう そぇお-
すけさう. 

╁ すけいう しきうしなか すぇおなゃ くぇ-
さけょ うきぇ かう ゃっさくう さっそかっ-
おしう いぇ けちっかはゃぇくっ うかう けす-
くけゃけ さうしおせゃぇ  ょぇ すなさしう 
╂けしこけょ, しこぇしうすっか, ぉぇとうちぇ? 
′はきぇ かう おぇこぇく, いぇ ょぇ せしっすう 
おけえ すけつくけ きせ すさはぉゃぇ? 
- ╁うくぇゅう しなき すゃなさょはか, つっ 

ぉなかゅぇさしおうはす くぇさけょ うきぇ すなく-
おけ こけかうすうつっしおけ せしっとぇくっ ょぇ 
さぇいこけいくぇゃぇ きっくすっすぇすぇ けす うし-
すうくしおうすっ くっとぇ ゃ こけかうすうおぇすぇ. 
╁なこさけしなす っ, つっ おけゅぇすけ ゅけゃけ-
さうき いぇ っょくぇ けゅさけきくぇ きぇしぇ けす 
たけさぇ, おぇおゃぇすけ っ くぇさけょなす, さぇい-
こけいくぇゃぇくっすけ しすぇゃぇ ゃっょくぇゅぇ う 
くっ しすぇゃぇ し きぇゅうつっしおぇ こさなつおぇ. 
¨ぉなさくっすっ ゃくうきぇくうっ, つっ ぉなか-
ゅぇさしおうはす くぇさけょ つさっい ょっきけおさぇ-
すうつくうすっ きったぇくういきう こさけういくっしっ 
きくけゅけ こさうしなょう くぇ こぇさすうう う 
こけかうすうちう いぇ 25 ゅけょうくう. ╁うあ-
ょぇすっ おぇお ょっしくうすっ, けかうちっすゃけ-
さはゃぇくう こさっょう ゃしうつおけ けす ╇ゃぇく 
╉けしすけゃ, くぇ こさぇおすうおぇ いぇゅうくぇたぇ. 
]きぇかうたぇ しっ ょけ くはおけかおけ こぇさ-
すうえおう う しっゅぇ ょせてぇ ぉっさぇす ょぇ 
せょなさあぇす しゃけは [っそけさきぇすけさしおう 
ぉかけお. ╀]‶ しなとけ こけかせつう っょくぇ 
しっさうは けす っかっおすけさぇかくう くぇおぇ-
いぇくうは, すさなゅくぇ しっ けす ┿くょさっえ 
╊せおぇくけゃ う そうくうてうさぇ しなし 
]っさゅっえ ]すぇくうてっゃ. ]っゅぇ  ╀]‶ 
っ くぇ さなぉぇ ょぇ いぇゅうくっ おぇすけ ゅけ-
かはきぇ こぇさすうは, ょぇ しっ さぇいこぇょくっ 
おぇすけ ょっしくうすっ, ぇおけ くっ くぇきっさはす 
けぉさぇすっく  たけょ おなき しゃけっすけ ゃない-
さぇあょぇくっ. ╁うあょぇすっ っょくけ ╃‶], 

おけっすけ ゃ っょうく きけきっくす こけつすう ぉっ 
せしこはかけ ょぇ いぇぉかせょう, つっ くっ しぇ 
っすくうつっしおぇ しっこぇさぇすうしすおぇ こぇさ-
すうは, ぇ つっ しぇ っょゃぇ かう くっ くぇえ-
こぇすさうけすうつくぇすぇ, くぇちうけくぇかくけ 
けすゅけゃけさくぇ ぉなかゅぇさしおぇ こぇさすうは, 
ぇ しっゅぇ ゃっつっ いぇ ゃしうつおう っ はしくけ, 
つっ しぇ くっ こさけしすけ っすくけ-すせさしおぇ 
こぇさすうは, くけ しぇ う けすおさけゃっくけ しっ-
こぇさぇすうしすおう くぇしすさけっくう う こけょ-
つうくっくう くぇ ぇかつくう おけさこけさぇすうゃ-
くう しすさせおすせさう. ╁ すぇいう しゃっすかうくぇ 
う すはたくけすけ ぉなょっとっ ゃっつっ しすぇゃぇ 
こさけぉかっきぇすうつくけ.  ]こけきくっすっ しう  
′╃]╁, おけゅぇすけ ょけえょっ し  ゅさなき 
う すさはしなお う しこっつっかう くぇょ  2 
きかく. う 200 たうか. ういぉうさぇすっかう 
こさっい 2001-ゃぇ ゅけょうくぇ. ]かっょ 
すけゃぇ いぇ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ 
2/3 けす ういぉうさぇすっかうすっ ういすさっい-
くはたぇ, けすおぇいぇたぇ しっ けす すはた, ぇ ゃ 
きけきっくすぇ ′╃]╁  こさぇおすうつっしおう 
くっ しなとっしすゃせゃぇ. 〈けゃぇ しこけさっょ 
くぇせおぇすぇ こけかうすけかけゅうは っ すう-
こうつくぇ こぇさすうは-しゃっすおぇゃうちぇ. 
╇いぉせたゃぇ, しかっょ おけっすけ ういつっいゃぇ. 
〈けゃぇ しぇ ゃしっ ょけおぇいぇすっかしすゃぇ, つっ 
ぉなかゅぇさしおうはす くぇさけょ うきぇ すなくおけ 
こけかうすうつっしおけ つせゃしすゃけ ょぇ さぇい-
こけいくぇゃぇ きっくすっすぇすぇ う かなあちうすっ 
けす うしすうくしおうすっ う いぇゅさうあっくうすっ 
こけかうすうちう. ]ぇきけ つっ すけゃぇ くっ 
しすぇゃぇ けす ょくっし いぇ せすさっ. 〈さはぉゃぇ 
ょぇ きうくぇす  っょうく-ょゃぇ  きぇくょぇすぇ. 
╃ぇ うきぇ ょけおぇいぇすっかしすゃぇ, つっ 

こけさっょくぇすぇ かなあぇ  しっ
はゃはゃぇ  こけくはおけゅぇ  ゃ くけゃけ 
かうちっ う っ くせあくけ ゃさっきっ,

いぇ ょぇ さぇいこけいくぇっき
すけゃぇ かうちっ. 

〈ぇおぇ つっ - くぇさけょなす くう しう っ 
つうすぇゃ う しう しっょう くぇ きはしすけすけ. 
┿おけ うきぇ くはおぇおなゃ こさけぉかっき, すけ 
すけえ くっ っ ゃ „かけてうは きぇすさはか”, 

おぇおすけ  ぉってっ おぇいぇか っょうく, ぇ ゃ 
すけゃぇ, つっ こけかうすうちうすっ „くっ  しぇ せ 
さっょ” ゃ ╀なかゅぇさうは. ╇ すけいう くぇさけょ 
けつぇおゃぇ くぇえ-こけしかっ ょぇ しっ こさな-
おくぇす う ょぇ いぇっきぇす ゃかぇしすけゃけすけ 
しう こけいうちうけくうさぇくっ うしすうくしおう 
かうょっさう – こけかうすうちう, ぇ くっ くは-
おぇおゃう しう かうょっさう, しぇきけけぉはゃう-
かう しっ いぇ すぇおうゃぇ こさっょ ゅさせこうつおう 
けす おかぇおぬけさう. ╀なかゅぇさしおうはす くぇ-
さけょ うきぇ くせあょぇ う けつぇおゃぇ うし-
すうくしおう かうょっさう くぇ くぇちうはすぇ. 

╁ すけいう しきうしなか, おぇお とっ 
こけしすなこう  しっゅぇ ぉなかゅぇさしおう-
はす くぇさけょ, しこけさっょ ╁ぇし, いぇ 
ょぇ ういすさっいくっっ うかう けすくけゃけ 
とっ しっ いぇかぇゅぇ くぇ こさうくちうこぇ 
„こさけぉぇ-ゅさっておぇ”? 
- ╁ こけかうすうおぇすぇ ゃうくぇゅう うきぇ 

こさけぉぇ-ゅさっておぇ. ′はきぇ ╀けゅ, おけえ-
すけ ょぇ くう おぇあっ: „〈けいう っ こさぇ-
ゃっょくうはす, ういぉっさっすっ くっゅけ!”. ╃っ-
きけおさぇちうはすぇ っ くっっそっおすうゃっく 
きったぇくういなき くぇ こさけつうしすゃぇくっ 
くぇ こかはゃぇすぇ けす いなさくけすけ つさっい 
きっすけょぇ くぇ けこうすぇ う ゅさっておぇすぇ. 
′っとけ とっ くう ぉなょっ こさっょかけあっくけ 
けす こぇさすうう う こけかうすうちう. 》けさぇすぇ 
とっ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ ういぉう-
さぇす う しかっょ すけゃぇ こさぇおすうおぇすぇ とっ 
こけおぇあっ ょぇかう けすくけゃけ しぇ ぉうかう 
こけょかなゅぇくう うかう しぇ しっ ういかなゅぇ-
かう, うかう しぇ ういぉさぇかう くっとけ くぇ 
こさうくちうこぇ „こけ-きぇかおけすけ いかけ” 
うかう  しぇ  せしこっかう ょぇ ういぉっさぇす 
たけさぇ し こけいうすうゃっく こけすっくちうぇか, 
おけえすけ とっ ぉなょっ さぇいゅなさくぇす ゃ ぉな-
ょっとっ. 

╃けおけかおけ そぇおすなす,  つっ くはきぇ 
おけくしっくしせし  いぇ  くぇちうけくぇか-
くうすっ こさうけさうすっすう, くうおけえ くっ  
こけっきぇ さぇいゅけゃけさ いぇ すけゃぇ, っ 
ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ういぉけさぇ くう 
„こさけぉぇ- ゅさっておぇ”?  ╇ くっ 

しきっ かう こぇお くぇ こさぇゅぇ くぇ くけゃ, 
しかっょゃぇと  25-ゅけょうてっく こっ-
さうけょ くぇ こけさっょくぇ こさけきはくぇ 
ゃ こけかうすうつっしおうは くう あうゃけす? 
- ╉けくしっくしせしなす くっ っ さぇぉけすぇ 

くぇ くぇさけょぇ, ぇ くぇ こけかうすうちうすっ, 
くぇ くぇさけょくうすっ ゃけょぇつう, くぇ かう-
ょっさうすっ. 〈っ ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ しぇ 
こけ-せきくう けす くぇさけょぇ, ょぇ きけゅぇす 
ょぇ ゃかぇょっはす ょけしすけゃっさくう うく-
そけさきぇちうけくくう ういすけつくうちう, いぇ 
ょぇ ゃうあょぇす さぇいゃうすうっすけ きくけゅけ 
くぇょなかぉけおけ, ゃ しおさうすうすっ こかぇ-
しすけゃっ. ╃ぇ ゃうあょぇす さうしおけゃっすっ, 
おぇすぇしすさけそうすっ, てぇくしけゃっすっ  いぇ 
ゅけょうくう くぇこさっょ. ╁ すけいう しきうしなか 

こけかうすうちうすっ すさはぉゃぇ
ょぇ しすうゅぇす ょけ おけくしっくしせし 

いぇ けぉとけくぇちうけくぇかくう ちっかう, 
うくすっさっしう う こさうけさうすっすう, 

ぇ くっ ょぇ しっ こさったゃなさかは すぇいう 
いぇょぇつぇ ゃなさたせ くぇさけょぇ. ╊っかは 
‶っくぇ, おけはすけ しう ゅかっょぇ っあっょくっ-
ゃうっすけ う  しっ いぇくうきぇゃぇ し くは-
おぇおゃぇ ょさっぉくぇ こさけそっしうえおぇ, う 
いぇ くっは 200 かっゃぇ いぇ しすさぇてくけ 
きくけゅけ こぇさう う こけかぇゅぇ くっゃっさけ-
はすくう せしうかうは ょぇ ういおぇさぇ けとっ 
200 かっゃぇ, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ ょうてぇ 
しこけおけえくけ, すは くはきぇ いぇょぇつぇ ょぇ 
ういさぇぉけすゃぇ くぇちうけくぇかっく こけ-
かうすうつっしおう おけくしっくしせし. ╁ すけいう 
しきうしなか こけかうすうちうすっ う ゃ すけゃぇ 
たうすさせゃぇす ゃ ╀なかゅぇさうは. ′っこさっ-
おなしくぇすけ こさったゃなさかはす しゃけうすっ 
せこさぇゃかっくしおう う かうょっさしおう いぇょぇ-
つう ゃなさたせ けぉうおくけゃっくうすっ たけさぇ. 
¨ぉうおくけゃっくうはす つけゃっお すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ ょけゃっさう くぇ こけかうすうおぇ, ぇ 
くっ ょぇ きせ ゃなさてう さぇぉけすぇすぇ. 

〉╅『《╉ぇ【 《ぁ╅[╇╅ 〉╅‶-』╊【〉╊ ╉╅
》ちそな. 〈けにあけし 〈けちねかう – つそぬけそしそえ け たそしけてそしそえ,  たちかたそおあうあてかし う 】〉』』, 』】 け ╆』】

》ちそいしかすひて せか か う „しそのけみ すあてちみし”, あ たそしけてけぬけてか „せか つあ と ちかお” う ╆ひしえあちけみ. 』けしせあてあ けおかそしそえけみ う すそすかせてあ か せあぬけそせあしけくすひて.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

...„【『╅[¨っ 【『╊‶╉” 

]ょっかおぇすぇ いぇ す. くぇさ. ╇く-
そっおちうけいくぇ ぉけかくうちぇ っ 

ういゃなさてっくぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさっ-
ょたけょくぇすぇ きっしすくぇ ゃかぇしす, こさっい 
2006 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ っ  ゃいっすけ 
さってっくうっすけ いぇ さぇいこけさっあょぇ-
くっ し うきけすぇ. ╂けょうくぇ こけ-おなし-
くけ, こさっい 2007 ゅ., っ しおかのつっく 
う ょけゅけゃけさなす いぇ こさけょぇあぉぇ. 
‶けょこうしう こけょ しょっかおぇすぇ しかぇ-
ゅぇす: いぇ こさけょぇゃぇつ -  すけゅぇゃぇて-
くうはす おきっす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, 
いぇ おせこせゃぇつ - 〈けょけさ ╉けかっゃ, 
けす うきっすけ くぇ しすぇさけいぇゅけさしおぇすぇ 
そうさきぇ. ]なゅかぇしせゃぇすっかくう こけょ-
こうしう こけょ しょっかおぇすぇ, くけ ぉっい 
うきっくぇ, しぇ こけかけあうかう のさうしす 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゅか. 
しつっすけゃけょうすっか, ょうさっおすけさ ╃う-
さっおちうは „]すけこぇくしおぇ こけかうすうおぇ 
う けぉとうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす”, 
いぇきっしすくうお-おきっす.
 ╆ぇ ょぇ しっ さぇいこかぇすう し „〈さぇおうは 

すさっえょ”, ゃ ょゃっ こけさっょくう  しっしうう 
ゃっつっ けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ, いぇ-
っょくけ し ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお, すなさしはす ゃぇさうぇくす いぇ 
すけゃぇ. ╆ぇ こさけょぇく, つさっい すなさゅけ-
ゃっ, ぉはたぇ こさっょかけあっくう ゅけかはきぇ 
つぇしす けす けしすぇくぇかうすっ ゃしっ けとっ 
しゃけぉけょくう けぉとうくしおう うきけ-
すう. ]さっょ すはた しぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
ぉうゃてっすけ せつうかうとっ „》さうしすけ 
╀けすっゃ” こけょ あ. こ. ゅぇさぇすぇ, くぇ 
ぉうゃてっすけ ‶けきけとくけ せつうかうとっ 
„╃うきうすなさ ┿くょさっっゃ”, すっさっくなす 
ょけ けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ, いぇ-
っょくけ し こけかせさぇいさせてっくぇすぇ う 
くっょけしすさけっくぇ すせたかっくぇ しゅさぇ-

ょぇ, すっさっくなす /ょせこおぇすぇ/ くぇ ╇くそっおちうけいくぇすぇ 
ぉけかくうちぇ, けぉとうくしおう ぇこぇさすぇきっくす ゃ しぇきうは 
ちっくすなさ くぇ ゅさぇょぇ, かうおゃうょうさぇくっ くぇ しなしけぉ-
しすゃっくけしす う ょさせゅう.  
 ‶さっょしすぇゃうすっかはす くぇ „〈さぇおうは すさっえょ” 〈けょけさ 

╉けかっゃ こさっょかけあう くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う 
ちっしうは, ゃ かうちっすけ くぇ すせさしおぇ ぉぇくおぇ し けそうしう ゃ 

しすさぇくぇすぇ, おけはすけ ょぇ ういおせこう ょなかゅぇ くぇ ¨ぉとう-
くぇすぇ, おぇすけ くぇ しゃけえ さっょ ¨ぉとうくぇすぇ しおかのつう 

ょけゅけゃけさ し ぉぇくおぇすぇ う こけ-
かせつう おさっょうす いぇ こっさうけょ けす 
7 うかう 10 ゅけょうくう. ╊うたゃぇすぇ 
いぇ ちっかうは こっさうけょ くぇ おさっ-
ょうすぇ っ けおけかけ こけかけゃうく きう-
かうけく かっゃぇ. 
 ′ぇ こけしかっょくぇすぇ しう しっしうは 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ぇゃゅせしす 
‶さっょしっょぇすっかしおうはす  しな-
ゃっす くぇ きっしすくうは こぇさかぇ-
きっくす ゃいっ さってっくうっ ょぇ 
しっ けぉはゃう けぉとっしすゃっくぇ 
こけさなつおぇ いぇ ぉぇくおうすっ し 
こさっょかけあっくうは いぇ こけっ-
きぇくっすけ くぇ けぉとうくしおうは 
ょなかゅ けす ぉかういけ 3,5 きかく. 
かっゃぇ こけ すぇいう しょっかおぇ う 
けすこせしおぇくっすけ くぇ おさっょうす. 
╇いゃなくさっょくけすけ  いぇしっょぇ-
くうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しな-
ゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけっすけ 
とっ くうとう すけいう ゃなこさけし, 
っ くぇしさけつっくけ いぇ 28-きう 
ぇゃゅせしす. 
′ぇ 4-すう ぇゃゅせしす  すぇいう 

ゅけょうくぇ ういすっつっ こけしかっょ-
くうはす いぇおけくけゃ しさけお, ゃ 
おけえすけ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ 
くぇ ╀なかゅぇさうは すさはぉゃぇ-
てっ ょぇ しっ こさけういくっしっ 
ょぇかう うきぇ ゃうくけゃくう いぇ 
しおかのつっくうは う けぉはゃっく 
いぇ くうとけあっく 7 ゅけょうくう 
こけ-おなしくけ ょけゅけゃけさ. ╉なき 
きけきっくすぇ くはきぇ うくそけさ-
きぇちうは いぇ けおけくつぇすっかくけ-

すけ しすぇくけゃうとっ くぇ ‶さけおせ-
さぇすせさぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

]かっょ おさぇすおけ ぉけかっょせゃぇくっ しう けすうょっ けす あうゃけすぇ くぇ 
71 ゅけょうくう, こさっょう ょぇ  しっ  くぇさぇょゃぇ くぇ せしこったうすっ くぇ 

しゃけうすっ ょなとっさう う ゃくせちう. 』っさくっゃぇ ぉっ ういゃっしすくぇ おぇすけ さぇ-
ぉけすけたけかうお う つけゃっお し はさおぇ しけぉしすゃっくぇ こけいうちうは こけ ゃぇ-
あくうすっ ゃなこさけしう くぇ っあっょくっゃうっすけ くう う くっ しっ しすさぇたせゃぇてっ 
ょぇ は ういさぇいはゃぇ こせぉかうつくけ. 〈なさしっく っおしこっさす ゃ しすさけうすっか-
くうは ぉさぇくて, けしすぇゃうかぇ きくけゅけ けす こさけそっしうけくぇかくうは しう こなす 
ゃ „┿さしっくぇか”, おなょっすけ さぇぉけすう ょなかゅう ゅけょうくう ゃ ょうさっおちうは 
„╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ”. 
]なし いぇょなかぉけつっくうすっ しう こけいくぇくうは くぇ しすさけうすっかっく うく-

あっくっさ ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ  うきぇ う しっさうけいっく こさうくけし いぇ さっ-
てぇゃぇくっすけ くぇ さっょうちぇ ゃぇあくう うくそさぇしすさせおすせさくう ゃなこさけしう 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ ょなかゅう ゅけょうくう さぇぉけすう ゃ けす-
ょっか „┿さたうすっおすせさぇ う ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけ”. 
╃なかゅけゅけょうてっく つかっく くぇ ╀]‶ う くっうく ぇおすうゃうしす, おぇすけ ゃ 

すけゃぇ しう おぇつっしすゃけ ぉっ すさう こけさっょくう きぇくょぇすぇ う けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお. 
‶けしかっょくうすっ ゅけょうくう けす あうゃけすぇ しう すは こけしゃっすう くぇ ぇお-

すうゃくぇ さぇぉけすぇ ゃ ょゃうあっくうっ „[せしけそうかう“. ╄ゃゅっくうは 』っさくっ-
ゃぇ ぉっ しさっょ うくうちうぇすけさうすっ う し けゅさけきっく こさうくけし つかっくけゃっ 
くぇ „[せしけそうかう“ いぇ こけしすぇゃはくっすけ くぇ こぇきっすくうお くぇ ゅっくっさぇか 
]おけぉっかっゃ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
 ╁なこさっおう くぇすけゃぇさっくけすけ しう っあっょくっゃうっ ゃ こさけそっしうけくぇ-

かっく こかぇく, ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ ゃうくぇゅう くぇきうさぇてっ ゃさっきっ 
いぇ たけさぇすぇ, おけうすけ けぉうつぇてっ う くっ しこうさぇてっ ょぇ しなこさっあう-
ゃはゃぇ し すはた う すさっゃけゅうすっ, う さぇょけしすうすっ うき. 
╁はさゃぇてっ, こけつすう ょけ しすっこっく くぇ くぇうゃくけしす, つっ, ぇおけ けす 

しなさちっ ょぇゃぇて くぇ たけさぇすぇ, すっ しなし しなさちっ すっ しかっょゃぇす ゃ ゅけ-
かっきうすっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ くぇ あうゃけすぇ. 
 ╁ こけしかっょくうは え こなす は ういこさぇすうたぇ ぉかういおう, こさうはすっ-

かう, しなこぇさすうえちう, おけかっゅう けす ¨ぉとうくぇすぇ う けす „┿さしっくぇか”, 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

‶けおかけく!
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

Последна страница от договора между 

Община Казанлък и “Тракия трейд”

Тъга
Простихме се с Евгения Чернева

- заместник-кмет                                                
на Казанлък в два поредни мандата
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╃けぉさけすけ しすっつっくうっ くぇ あうすっえ

しおうすっ けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ ゃ おけき
ぉうくぇちうはすぇ: さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか“ 
– あうすっかしすゃけ ゃ ╄くうくぇ, いぇ ういおせ
てっくうは けす すっぇすなさぇ ╃っつおけ ╊っつっゃ 
っ てぇくし ょぇ こけょさっょう あうゃけすぇ しう こけ 
くぇつうく, おけえすけ きせ たぇさっしゃぇ. ╇ すけえ 
くっ こさけこせしおぇ. ]ちっくぇ し すっぇすさぇか
くう すさぇょうちうう けす 1870-すぇ, おなょっ
すけ おなくすう ったけすけ けす ゅかぇしけゃっすっ くぇ 
╉さなしすぬけ ]ぇさぇそけゃ, ╉けくしすぇくすうく 

╉うしうきけゃ, ]すっそぇく ╂っちけゃ, ]かぇ
ゃおぇ ]かぇゃけゃぇ う ]こぇし ╃あけくっゃ... 
‶さけそっしうけくぇかくけ っあっょくっゃうっ ゃ 
きけとくぇすぇ そうくぇくしけゃぇ しさっょぇ くぇ 
っょうく いぇゃけょ,  しなさちぇすけ ょぇゃぇと いぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ おせかすせさくうすっ ょっえ
くけしすう... ‶さっい 60-すっ う 70-すっ ゅけ
ょうくう くぇ 20-う ゃっお すけゃぇ っ そぇおす. 
《ぇおす しぇ  こけしすぇゃっくうすっ ゃ ╄くうくぇ  

„╅っくうすぉぇ“ くぇ ╂けゅけか し ╉ぇかけ
はくつっゃ けす 1973-すぇ, „‶けつうゃおぇ ゃ 
┿さおけ ╇さうし“, „╊のす いゃはさ“... 《ぇおす 
しぇ う ぇさしっくぇかしおうすっ „╁うくけゃくうはす“ 
- し くぇゅさぇょぇすぇ けす 1962-さぇ, „¨す 
きくけゅけ かのぉけゃ“, „′ぇ おさなしすけこなす“, 
„[ぇょうぇちうは“ けす 1976-すぇ, „′っけ
ぉうおくけゃっく こさけちっし“ けす 1974-すぇ...  
すぇ ょけ こさけしかけゃせすぇすぇ „┿さたうすっおすう“ 
けす 1983-すぇ, ゃ おけはすけ ぉかっしゃぇ ╃ぇ
さうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ. ]うくなす 》さうしすけ, 

‶け-きぇかおけすけ いかけ かう っ うかう 
っょうくしすゃっくけすけ ょけぉさけ, おけっすけ 
きけあっ ょぇ くう しっ しかせつう, ぇおけ 
╂╄[╀ しっ ゃなさくぇす けすくけゃけ くぇ 
ゃかぇしす? 
- ╂╄[╀ しぇ  きくけゅけ こさけぉかっきぇ-

すうつくぇ こぇさすうは, けしけぉっくけ しっゅぇ 
こさう ょうさっおすくけすけ けぉゃうくっくうっ 
しさっとせ ょゃっすっ うき ゃけょっとう そう-
ゅせさう, つっ しぇ いぇきっしっくう ゃ こさっし-
すなこかっくうは. ╁すけさけすけ かうちっ くぇ 
╂╄[╀ - 『ゃっすぇく 『ゃっすぇくけゃ, ゃっつっ  
っ けしなょっく こけかうすうお くぇ こなさ-
ゃぇ うくしすぇくちうは う, いぇぉっかっあっすっ, 
こさっしすなこかっくうっすけ っ いかけせこけすさっ-
ぉぇ し ゃかぇしすすぇ しう くぇ きうくうしすなさ 
う しかせあっぉくけすけ しう こけかけあっ-
くうっ. ╁ きけきっくすぇ ゃ こせぉかうつくけすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ ういかういぇす, うきぇ う 
きくけゅけ ょけおぇいぇすっかしすゃぇ, つっ こなさ-
ゃけすけ かうちっ くぇ こぇさすうはすぇ しなとけ 
っ いぇきっしっくけ ゃ こさっしすなこかっくうは. 
]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ せあぇしくう くっとぇ - 
おけくおさっすくう ょぇくくう いぇ せつぇしすうっ ゃ 
しっさうは  せぉうえしすゃぇ,  いぇきっしゃぇくっ ゃ 
くぇさおけおぇくぇかう. ╆ぇ おぇおゃぇ ╂╄[╀ 
ゅけゃけさうき? ╇ いぇとけ くっこさっおなしくぇ-
すけ  ゃうっ, きっょううすっ, さっおかぇきうさぇすっ 
╂╄[╀ おぇすけ ゅけかはきぇすぇ しかっょゃぇとぇ 
せしこはかぇ こぇさすうは. ╃けさう ょぇ くっ しっ  
けおぇあぇす ゃっさくう ゅけさくうすっ けぉゃう-
くっくうは, しかっょ おぇすけ うきぇ しなきくっ-
くうっ, しかっょ おぇすけ こけかけゃうくぇすぇ けす 
ういすけつくうちうすっ くぇ ╋╁[ おぇいゃぇす 
„すけゃぇ  くっ っ ゃはさくけ, すけゃぇ くっ っ 
ょけおせきっくす”, ぇ ょさせゅぇすぇ こけかけ-
ゃうくぇ けす ういすけつくうちうすっ くぇ ╋╁[ 
おぇいゃぇす „すけゃぇ っ ぇゃすっくすうつっく ょけ-
おせきっくす”, すっいう ょゃぇきぇ かうょっさう 
くぇ ╂╄[╀ すさはぉゃぇ ょぇ けすしすなこはす 
くぇいぇょ うかう ゃしすさぇくう.  ╆ぇとけ すけゃぇ 
くっこさっおなしくぇすけ ゅけ いぇぉさぇゃはすっ う 
ゅけゃけさうすっ いぇ いぇゃさなとぇくっすけ くぇ 
╂╄[╀, しはおぇて すけゃぇ くはきぇ おぇお ょぇ 
ぉなょっ こさっょけすゃさぇすっくけ?

╆ぇとけすけ こけ ゃしうつおけ かうつう, 
つっ う すっいう ういぉけさう とっ しっ しこっ-
つっかはす けす いぇょおせかうしうっすけ… 
- 】っ しこっつっかはす, くけ, ぇおけ しっ 

おさうっ すぇいう つぇしす けす うしすうくぇすぇ. 
‶さぇゃうき ょっきけおさぇすうつくう うい-
ぉけさう. ╉ぇお とっ せつぇしすゃぇ っょくぇ 
こぇさすうは おぇすけ ょゃっすっ え ゃけょっとう 
かうちぇ しぇ ょうさっおすくけ けぉゃうくっくう 
いぇ おさうきうくぇかくう こさっしすなこかっ-
くうは? ¨ぉはしくっすっ きう!  ╉けゅぇすけ 
うきぇ しなきくっくうっ いぇ すぇおなゃ かうょっさ, 
すけえ こさけしすけ しっ けすすっゅかは. ╃させゅう 
たけさぇ ょぇ ういかはいぇす くぇ こけいうちうは, 
ょさせゅう たけさぇ ょぇ しっ はゃはす し ╂╄[╀ 
くぇ ういぉけさう, くけ いぇ すっいう ょゃぇきぇすぇ 
くっおぇ ]なょなす う ‶さけおせさぇすせさぇすぇ 
しう しゃなさてぇす さぇぉけすぇすぇ. 

╆ぇとけすけ かうょっさう し  こしうたう-
つっしおう ょうぇゅくけいう しすけはす くぇつっ-
かけ くぇ こけかうすうつっしおう こぇさすうう 
かう うきぇきっ すぇおぇゃぇ ょなさあぇゃぇ? 
- ╁うあすっ, ょくっし こけかうすうおぇすぇ  

っ けしけぉっくぇ ょっえくけしす, しそっさぇ し 
きくけゅけ ょっこさっしうゃくけしす, しすさっし う 
かうつくけしすくう ういおさうゃはゃぇくうは. ╁ 
すぇおけゃぇ ょっおぇょっくすしおけ う あっしすけおけ 
ゃさっきっ あうゃっっき, おけっすけ くっ とぇょう 
けぉうおくけゃっくうすっ たけさぇ, くけ けとっ 
こけゃっつっ くっ とぇょう こけかうすうちうすっ, 
おけうすけ しすけはす ゃうしけおけ くぇ すけゃぇ 
こさけゃっすさうゃけ きはしすけ. ╆ぇすけゃぇ うきぇ 
きくけゅけ たけさぇ, ゃおかのつうすっかくけ おけ-
かっゅう, おけうすけ しっさうけいくけ すゃなさょはす, 
つっ つけゃっお, いぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し 
こけかうすうおぇ ゃ ょくってくけ ゃさっきっ, くっ 
きけあっ ょぇ っ しなゃしっき くけさきぇかっく.  

╆ぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇて ょくっし 
ゃ しすさぇくぇ おぇすけ ╀なかゅぇさうは し 
こけかうすうおぇ, すさはぉゃぇ ょぇ こさぇ-
ゃうて せあぇしくう おけきこさけきうしう. 

- ]なゃしっき くけさきぇかくうすっ たけさぇ 
くっ きけゅぇす ょぇ ういょなさあぇす くぇ すぇいう 
こしうたけかけゅうつっしおぇ こさっしぇ う くぇ 
すぇいう さっこさっしうは ゃなさたせ しけぉしす-
ゃっくぇすぇ うき こさうくちうこくけしす う きけ-
さぇかくけしす. 

〈けゃぇ っ きくけゅけ けぉっいしなさつう-
すっかくけ…
- ′け, ういゃうくっすっ, こしうたけかけいうすっ, 

おけうすけ うしすけさうつっしおう しぇ ゅかっょぇ-
かう くぇいぇょ う しぇ しっ いぇくうきぇゃぇ-
かう し こけかうすうつっしおう かうょっさう, しぇ 
こさぇゃうかう ょっすぇえかくう ぇくぇかういう. 
′はきぇ ゃっかうお かうょっさ くぇ 20-すう 
ゃっお, おけえすけ ょぇ っ ぉうか くけさきぇかっく. 

》うすかっさ ぉうか かう っ くけさきぇかっく? 
]すぇかうく ぉうか かう っ くけさきぇかっく? 
╊っくうく ぉうか かう っ くけさきぇかっく? 
╋けあっ ぉう ょけくはおなょっ  ゅっくっさぇか 
╃っ ╂けか っ ぉうか くけさきぇかっく. ╁う-
くぇゅう うきぇすっ くはおぇおゃぇ しすさぇく-
くけしす くぇ たぇさぇおすっさぇ, すけゃぇ くっ しぇ 
けぉうおくけゃっくう たけさぇ. 》ぇえょっ, ょぇ 
くっ ゅう けぉはゃはゃぇきっ  いぇ くっくけさ-
きぇかくう ゃ くっゅぇすうゃくうは しきうしなか 
くぇ ょせきぇすぇ, くけ ゃうくぇゅう すけゃぇ しぇ 
たけさぇ ういゃなく くけさきぇすぇ. 

╉ぇお とっ ういゅかっあょぇ, しこけさっょ 
╁ぇし, ╀なかゅぇさうは しかっょ  5–すう 
けおすけきゃさう? 
- ╀うょっえおう しけちうけかけゅ, くっ しなき 

ゃさぇつおぇ. ]つうすぇき, つっ おぇお とっ 
ういゅかっあょぇ ╀なかゅぇさうは,  いぇゃうしう 
っょうくしすゃっくけ う しぇきけ けす ╀]‶.  
╆ぇとけすけ っょうくしすゃっくうはす おけき-

こけくっくす, おけえすけ とっ さぇいきっしすゃぇ 
けしすぇくぇかうすっ こかぇしすけゃっ, っ ╀]‶. 
╇ ゃ ╀]‶ - っょうくしすゃっくけ う しぇきけ 
けす かうつくけしすすぇ ╋うたぇうか ╋うおけゃ. 
╁しうつおう ょさせゅう そぇおすけさう しぇ おけく-
しすぇくすくう. ╆くぇっき おぇお ょっえしすゃぇす. 
╆くぇっき おぇおゃう しぇ うき うくすっさっ-
しうすっ, きけすうゃぇちうはすぇ, ゃさっょうすっ 
けす すはた . ╄ょうくしすゃっくぇすぇ いぇゅぇょ-
おぇ っ ╋うたぇうか ╋うおけゃ う けすすぇき - 
╀]‶ おぇすけ そぇおすけさ. 】っ ゃうょうき 
ゃ しかっょゃぇとうすっ しっょきうちう ╀]‶ 
ょぇかう とっ しっ しすぇぉうかういうさぇ, ょぇかう 
とっ くぇきっさう そけさきせかぇ くぇ ういかう-
いぇくっ けす しっゅぇてくぇすぇ しう おさういぇ, 
いぇ ょぇ こけょぇょっ さなおぇ くぇ 300-400 

たうかはょう ぉっしっこぇさう, おけうすけ しっゅぇ 
しぇ しすなこうしぇくう うかう くぇこさぇゃけ 
はょけしぇくう. ╇かう けぉさぇすくけ - ゃ ╀]‶ 
とっ くぇょょっかっはす さぇいょけさうすっ, さぇい-
ちっこかっくうはすぇ, ぉさせすぇかくうすっ おけき-
こさけきぇすう っょうく しさっとせ ょさせゅ. ╇  
すけゅぇゃぇ ╀]‶, ゃきっしすけ ょぇ しこっつっ-
かう, ょけこなかくうすっかくけ とっ こけすなくっ 
くぇ こさっょしすけはとうすっ ういぉけさう.  

′けゃう  „こぇさすうう-しゃっすおぇゃう-
ちう” くはきぇ ょぇ しっ こけはゃはす, くけ 
とっ ういすさっとう かう おぇすけ いぇ こけ-
しかっょくけ „こぇさすうはすぇ-しゃっすおぇ-
ゃうちぇ” くぇ  ╀ぇさっおけゃ? 
- 〈けゃぇ っ っょくぇ きくけゅけ くっあ-

くぇ, きぇかおぇ しゃっすおぇゃうつおぇ, けす 
すさう ぉなさょぇ ゃ ょっゃっすけすけ,  こさっい 
ぉぇうさぇ. „‶ぇさすうは-しゃっすおぇゃうちぇ” 
っ こぇさすうは , おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
しこっつっかう いぇ くはおけかおけ きっしっちぇ 

くぇょ 1,5 ょけ 2 きかく. ゅかぇしぇ. 〈け-
ゅぇゃぇ ゅけゃけさうき いぇ しゃっすおぇゃうちぇ. 
╂けしこけょうく ╀ぇさっおけゃ ちはかぇ っょくぇ 
ぉぇくおぇ そぇかうさぇ, いぇ ょぇ きせ こかぇすう 
おぇきこぇくうはすぇ  う ゃなこさっおう すけゃぇ 
うきぇ しぇきけ 230 たうかはょう ゅかぇしぇ. 
〈けゃぇ っ っょくぇ きういっさくぇ こけぉっょぇ. 
╁すけさけすけ, おけっすけ くっょけせきはゃぇき, 
っ いぇとけ ゃうっ, きっょううすっ, くっこさっ-
おなしくぇすけ けぉはゃはゃぇすっ ╀ぇさっおけゃ 
いぇ くはおぇおゃけ つせょけ. 〈けえ し くっ-
ゅけゃうすっ 230 たうかはょう ゅかぇしぇ ぉう 
しかっょゃぇかけ ょぇ しう こけしうこっ ゅかぇゃぇ-
すぇ し こっこっか う ょぇ おぇあっ, つっ くっ っ 
せしこはか. 

┿ つうすぇゃ ぉけしすぇく ぉっい ╃‶] 
ぉう かう しっ こけかせつうか ゃ しかっょ-
ゃぇとうは こぇさかぇきっくす? 
- ]おけさけ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こけかうすう-

おぇ くはきぇ ょぇ きうくぇゃぇ ぉっい ╃‶].  
╃‶] けぉっおすうゃくけ しぇ きくけゅけ ゅけ-
かはきぇ しうかぇ, くっいぇゃうしうきけ くぇ 
おけゅけ すけゃぇ きせ たぇさっしゃぇ うかう くっ. 
¨すすせお くぇすぇすなお ゃしうつおう おけぇかう-
ちうう しぇ けぉさっつっくう ょぇ さぇぉけすはす 
けそうちうぇかくけ うかう くっけそうちうぇかくけ 
し ╃‶]. ╁なこさけしなす っ 

╃‶] ょぇ しすぇくぇす こけ-きぇかおけ 
ぇさけゅぇくすくう う こけ-きぇかおけ ぇゅ-
さっしうゃくう. 
- ╃‶] しう うきぇす しゃけはすぇ こけいう-

ちうは う すさはぉゃぇ ょぇ しすけはす ゃ くう-
てぇすぇ, おけはすけ うき っ けすさっょっくぇ. 
‶さけぉかっきなす っ, つっ すっ こけしっゅくぇ-
たぇ おなき くうてうすっ くぇ ょさせゅうすっ う 
おなき こけいうちうけくうさぇくっ, おけっすけ 
こけ こさうくちうこ くっ うき しっ こけかぇゅぇ 
ゃ ょなさあぇゃぇ おぇすけ ぉなかゅぇさしおぇすぇ. 

‶ぇさすううすっ かう „ういはょけたぇ” 
くぇちうけくぇかういきぇ ゃ ╀なかゅぇさうは 
うかう ゃしなとくけしす すぇおなゃ くはきぇ? 
- ╁ ╀なかゅぇさうは うきぇ くぇちうけくぇ-

かういなき う くぇちうけくぇかうしすうつっく 
ゃけす, こけくっ 12-15% けす ういぉうさぇ-
すっかうすっ, おけうすけ すなさしはす こぇすさう-
けすうつくけ-くぇちうけくぇかうしすうつっしおぇ 
こぇさすうは, いぇ おけはすけ ょぇ ゅかぇしせゃぇす.  
╇ すけゃぇ っ しうかくぇすぇ うょっけかけゅうは 
ゃ きけきっくすぇ. ]っゅぇ くはきぇ ょはしくぇ 
うかう かはゃぇ しうかくぇ うょっけかけゅうは, 
すぇき しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ こさぇゅきぇすう-
いなき: ょっしっく う かはゃ.
 ┿おけ うきぇ うょっけかけゅうは くぇ うょっえ-

くけ う くぇ ちっくくけしすくけ さぇゃくうとっ, 
すなさしっくぇ けす きぇしけゃうは ゅさぇあょぇ-
くうく, すけ すけゃぇ っ すなさしっくっすけ くぇ 
くぇちうけくぇかくけ-こぇすさうけすうつくけすけ. 
′け しう くはきぇきっ ぇゃすけさうすっすくう う 

しうかくう こぇさすうう. „┿すぇおぇ” せしこは ょぇ 
おぇすぇしすさけそうさぇ しかっょ けゅさけきくう-
すっ  せしうかうは いぇ すけゃぇ  けす 2005-すぇ 
ゅけょうくぇ くぇしぇき. ′ぇちうけくぇかくうはす 
そさけくす いぇ しこぇしっくうっ くぇ ╀なかゅぇ-
さは ょけぉさっ しっ こさっょしすぇゃう くぇ こぇさ-
かぇきっくすぇさくうすっ ういぉけさう こさっい 
2013 ゅけょうくぇ, くけ しっゅぇ, こさっい 
きぇえ, ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ, しなとけ 
おぇすぇしすさけそうさぇたぇ. ╁╋[¨ っ こけ 
くぇしかっょしすゃけ こぇすさうけすうつくぇ くぇ-
ちうけくぇかうしすうつくぇ こぇさすうは, くけ すっ 
きくけゅけ いぇうゅさぇたぇ し くっはしくう おけぇ-
かうちうう. ╇ し こぇさう, くぇえ-ゃっさけはす-
くけ. ╇ けす っょくぇ たせぉぇゃぇ こぇさすうは, 
いぇおけくくけ そうくぇくしけゃけ けぉっいこっ-
つっくぇ, しっゅぇ うきぇす こけょ こけかけゃうく 
こさけちっくす っかっおすけさぇかくぇ きぇしぇ, 
きぇおぇさ せあ ょぇ うきぇす ゃっつっ っゃさけ-
ょっこせすぇす. ╇きぇ ゅけ こぇすさうけすうつくけ-
くぇちうけくぇかうしすうつくうはす ういぉうさぇ-
すっか, ぇ ゅけ くはきぇ こけかうすうつっしおうはす 
こさっょしすぇゃうすっか. ]っゅぇ けつぇおゃぇき 
こけゃっつっすけ けす こけかうすうつっしおうすっ 
こぇさすうう きくけゅけ こぇすさうけすぇさしおう 
ょぇ ゅけゃけさはす, くけ すけ とっ っ こけゃっつっ 
そさぇいっけかけゅうは, けすおけかおけすけ うし-
すうくしおぇ こけかうすうおぇ う おけくおさっすくう 

╉かすそさちあぬけみてあ か せかかなかさてけうせけみて すかにあせけくひす くあ たちそねけつてうあせか せあ たしみうあてあ そて くひちせそてそ

╁ういうすおぇ: 

[なおけゃけょうすっか くぇ ┿ゅっくちうは ┿]]┿-╋ う こさっょしっょぇすっか くぇ 
╀なかゅぇさしおぇすぇ しけちうけかけゅうつっしおぇ ぇしけちうぇちうは, つかっく くぇ ]な-
のいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ あせさくぇかうしすう う こさっょしっょぇすっか くぇ 
╂╇]╃╇ - ╂さぇあょぇくしおぇ うくうちうぇすうゃぇ いぇ しゃけぉけょくう う ょっきけ-
おさぇすうつくう ういぉけさう. ] こさっょういぉけさくう ういしかっょゃぇくうは う こさけゅ-
くけいう しっ いぇくうきぇゃぇ けす 1993 ゅけょうくぇ.
 [けょっく っ こさっい 1954 ゅけょうくぇ ゃ ]けそうは. ]うく っ くぇ こさけそ. 

]すけはく ╋うたぇえかけゃ, っょうく けす „ぉぇとうすっ” くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ しけ-
ちうけかけゅうは う しなけしくけゃぇすっか くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ しけちうけかけゅうは 
おなき ╀┿′.
„╅うゃっっき ゃ すせさぉせかっくすくけ ゃさっきっ, し くけゃけ うしすけさうつっしおけ 

こさっくぇさっあょぇくっ. ¨す くぇし しっ けつぇおゃぇす けぉけぉとぇゃぇとう ぇくぇかう-
いう う しうしすっきくけ けぉけしくけゃぇくう こさけゅくけいう”, っ すっいぇすぇ きせ いぇ しな-
ゃさっきっくくぇすぇ さけかは くぇ しけちうけかけいうすっ ゃ しゃっすぇ う ゃ つぇしすくけしす 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 
‶さけそ. ╋うさつっゃ ゃかぇょっっ すさう っいうおぇ: させしおう, うすぇかうぇくしおう う 

ぇくゅかうえしおう. ╇きぇ しうく う ょなとっさは, ょはょけ っ くぇ っょくけゅけょうてくぇ 
ゃくせつおぇ. 
╉ぇいぇくかなお っ しさっょ かのぉうきうすっ しこうさおう くぇ こさけそ. ╋うさつっゃ - 

いぇさぇょう „けしけぉっくけすけ ういかなつゃぇくっ くぇ すけいう ゅさぇょ”, おぇおすけ すけえ 
しぇき すゃなさょう. 

おけゅけすけ ぇさしっくぇかちう いくぇはす けす 
さっょぇおちうはすぇ くぇ „╆ぇゃけょしおぇ 
すさうぉせくぇ“ こさっい 80-すっ, くっ っ 
けしすぇゃうか ゃ こさぇた ぇかぉせきうすっ 
しなし しくうきおう, いぇこっつぇすぇかう 
すっいう そぇおすう. ‶けおぇくう, こさけ
ゅさぇきおう, ぇそうてう, くぇこうしぇくう 
くぇ きぇてうくぇ, ういおぇいゃぇくうは... 
┿さたうゃうすっ こけおぇいゃぇす っょうく 
うくすっさっしっく いぇ しっきっえしすゃけ
すけ くぇ ‶っくおぇ う ╃っつおけ ╊っ

つっゃう あうゃけす, くけ いぇ きぇかおうは 
くぇ ゃさっきっすけ 》さうしすけ ょせきぇすぇ 
„さっこっすうちうは“ っ くぇえ-かけてぇすぇ 
ょせきぇ: きぇきぇ う すぇすっ こぇお ゅう 
くはきぇ ゃおなとう. ╇ せあ ゅう くはきぇ, 
こなお ちっかうはす うき ょせた っ こけこうす 
けす しうくぇ, つっ こけしかっ う けす しな
こさせゅぇすぇ 〈うくおぇ ╊っつっゃぇ, ょう
さっおすけさ – しけぉしすゃっくぇ きぇさおぇ 

ゃ こさっょせつうかうとくけすけ けぉさぇ
いけゃぇくうっ  くぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶けょ 
くっえくけ さなおけゃけょしすゃけ 『╃╂ 
„‶つっかうちぇ“ すさせこぇ ぇゃすけさうすっす 
こけつすう 30 ゅけょうくう. ╃せたぇ くぇ 
そぇきうかうはすぇ  っ こけこうか う こさぇ
ゃくせおなす ‶かぇきっく – しけかうしす 
けす „╇しおさうちうすっ“ くぇ ]すっそおぇ 
╃っくっゃぇ, おけえすけ しっゅぇ - 20-ゅけ
ょうてっく, くぇっしっく いぇきうくぇゃぇ 
ょぇ せつう すけくさっあうしせさぇ ゃ ╊けく
ょけく. ‶かぇきっく とっ いぇゅなさぉう 

ゃうしてっすけ こけ うおけくけきうおぇ, すけつ
くけ おぇおすけ こさぇょはょけ きせ ╃っつおけ 
– こさけそっしうけくぇかっく しゃうとけゃしおう 
しつっすけゃけょうすっか, けすょぇゃぇ しなさ
ちっすけ しう くぇ しちっくぇすぇ. ‶さぇくぇし
かっょくうおなす ゃっつっ うきぇ いぇょ ゅなさ
ぉぇ しう たうかはょう ぇこかけょうしきっくすう 
けす こせぉかうおぇすぇ: おけくちっさすうすっ  
し „╇しおさうちぇ“, おぇいぇくかなておけすけ 
ょせけ し ′ぇょは ╃うきうすさけゃぇ, けこう
すなす けす ¨こっさぇすぇ ゃなゃ ╁ぇさくぇ... 
‶かぇきっく うきぇ ょけさう しくうきおう ゃ 
うしすうくしおう そうかき くぇ ╋ぇさうぇくぇ 
╄ゃしすぇすうっゃぇ. 
╇きぇ ゅう  う しっきっえくうすっ さっかうお

ゃう: ょはょけゃうはす けさょっく „╉うさうか う 
╋っすけょうえ“  - ┶-ゃぇ  しすっこっく; ぇか
ぉせきなす, こけょぇさなお けす おけかっゅうすっ 
ゃ „┿さしっくぇか“ し つっさくけ-ぉっかうすっ 
おぇょさう けす きうくぇかうは ゃっお... ┿か
ぉせきなす, おなょっすけ し ぇさすうしすうつくぇ 
こさっちういくけしす こけょ  そけすけゅさぇ
そううすっ しぇ ういこうしぇくう ょぇすう くぇ 
こさっきうっさう, うきっくぇ くぇ こうっしう, 
さっあうしぬけさう, さけかう. [っょはす しっ 
けぉさぇいう けす „〈ぇすせか“ - 1964-
すぇ, „‶さうおかのつっくうは ゃ ╀けさけ
ゃけ“, „╃けおすけさ“ くぇ ′せてうつ, „╆ぇ 
つっしすすぇ くぇ こぇゅけくぇ“, „╉うかうは 
わ26“.... 
╀ぇえ ╃っつおけ おぇすけ ╉けつおぇさぬけゃ, 

╃けく ]っぉぇしすうはく う こさけそ. ╊せ
おぇくけゃ... ╊っかは ‶っくおぇ – こなさゃけ 
ょけしすけかっこくぇ ぇさうしすけおさぇすおぇ し 
ゃうしけお おけお う てぇこおぇ..., こけしかっ 
ゃ こぇかぇゃぇ しちっくぇ し ╉ぇかけはくつっゃ. 
] けすゅけゃけさくけしす おなき こけおけかっ
くうはすぇ, ゃ ぇかぉせきぇ っ いぇこっつぇすぇ
くぇ  ょぇあっ させしおぇすぇ しぇかぇすぇ くぇ 
しくぇたぇすぇ, し くぇょこうし けす こっつっくう 
つせておう いぇ しおなこう ゅけしすう: “┿さ
たうすっおすう“. ╋っあょせ しすさぇくうちうすっ 
ういしおぇつぇす さけかう けす しちっくぇすぇ くぇ 
╃′┿; さっこっすうちうう, こさっきうっ
さぇ, こけいょさぇゃう, こさっゅさなょおう う 
ちゃっすは いぇ のぉうかっは: „50 ゅけょう
くう くぇ しちっくぇすぇ“ – つうすぇかうとっ 
„╇しおさぇ“,  1988-きぇ.  ╃っつおけ 
╊っつっゃ, ╋うくつけ ╊ぇかっゃ,  ╊せくぇ 
╃ぇゃうょけゃぇ, ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ - 
╂っち...: „╁っつっさ“ くぇ ╃せょぇさっゃ...

╃っつおけ こけきうさうしゃぇ
しちっくぇすぇ 14-ゅけょうてっく  

] ょはょけ おぇすけ ]すっそぇく ╋ぇく
ょけゃ, しけぉしすゃっくうお くぇ ぉぇおぇかうは 
ゃ ╄くうくぇ, くぇこせお くぇ ぉぇとうくうすっ 
しう きっさぇちう いぇ  こけしゃっとっくうっ ゃ 
ぇかなて-ゃっさうてぇ こけ くぇしかっょしすゃけ, 
しかっょ 〈なさゅけゃしおぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 《うくぇくしけゃぇすぇ 
ぇおぇょっきうは ゃ ]ゃうとけゃ, ╃っつおけ 
╊っつっゃ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しすさぇょぇ 
こけ すっぇすなさぇ. ╃けさう ゃ こうしきぇすぇ, 
おけうすけ しう さぇいきっくはす こけ ゃさっきっ 
くぇ しかっょゃぇくっすけ ゃ ]ゃうとけゃ し 
ぉなょっとぇすぇ しなこさせゅぇ – ‶っくおぇ, 
こけかけゃうくぇすぇ きはしすけ っ けすょっかっ
くけ いぇ すけゃぇ, とけ しすぇゃぇ ゃ つうすぇ
かうとっすけ う くぇ しちっくぇすぇ. 〈ぇおぇ 
しかっょ せつうすっかしすゃぇくっすけ ゃ さけょ
くぇすぇ ╄くうくぇ, おなょっすけ こさっこけょぇ
ゃぇ そさっくしおう う うしすけさうは こさっい 
60-すっ, ╊っつっゃ けすうゃぇ ゃ おぇいぇく
かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. 〈ぇき 
くぇきうさぇ うょっぇかくうは いぇ しっぉっ 
しう ゃぇさうぇくす: こさけそっしうはすぇ くぇ 
うおけくけきうしすぇ う こさういゃぇくうっすけ -  
〈っぇすなさなす! 〈ぇおぇ こさっょしっょぇすっ
かはす くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ╁]╉ぇしぇ 
う くっうく ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか 
いぇこうしゃぇ う すゃけさつっしおぇ ぉうけ
ゅさぇそうは おぇすけ ぇおすぬけさ, こけしすぇ
くけゃつうお う さなおけゃけょうすっか くぇ 
いぇゃけょしおぇすぇ ぇおすぬけさしおぇ すさせこぇ. 
《けすけしこけきっくう し 〈ぇくつけ ]すっそぇ
くけゃ, ‶っすおけ 』ぇゃょぇさけゃ, ╁かぇょけ 
╇ゃぇくけゃ, 『ぇくおけ ╉なくっゃ, ╁ぇくは 
‶けこけゃぇ, ╃ぇさうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ... 
しっ さっょせゃぇす ゃ しっきっえくうは ぇさ
たうゃ くぇ ぉぇとぇすぇ ゃ っょくけ し ぇさしっ
くぇかしおぇすぇ ぉうけゅさぇそうは くぇ しうくぇ 
》さうしすけ ╊っつっゃ.     

》さうしすけ うょゃぇ ゃ
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ“ こさっい 

1973-すぇ 

╇ょゃぇ しかっょ おけくおせさし し くっうしすけ
ゃけすけ あっかぇくうっ ょぇ しすぇくっ あせさ
くぇかうしす. „‶さけぉぇすぇ“ くぇ ぉぇとぇ きせ 
う ╋うくつけ ╊ぇかっゃ ょぇ ゅけ おぇつぇす くぇ 
しちっくぇすぇ しっ けおぇいゃぇ くっせしこって
くぇ: “╁うょはたぇ, つっ くっ しすぇゃぇき“. ╁ 
けしきう おかぇし 》さうしすけ うしおぇ おうすぇ

さぇ! – くっ しっ こけかせつぇゃぇ ょけおさぇえ. 
/]なょぉぇすぇ さってぇゃぇ すけゃぇ ょぇ しっ 
しかせつう くぇ ゃくせおぇ/. 
╁ ぇさしっくぇかしおうは ゃっしすくうお, 

せゃかっつっく けす くっこけょさぇあぇっきうは 
てっそ ┿くゅっか ┿さぇぉぇょあうっゃ, しなとけ 
っくうくっち, きかぇょけおなす しっ ゃこせしおぇ ゃ 
さっこけさすぇあう いぇ さぇちうけくぇかういぇ
すけさう. ¨こうすなす くぇ ┿さぇぉぇょあうっゃ, 
ぇすきけしそっさぇすぇ ゃ さっょぇおちうはすぇ, 
おけはすけ ょうてぇす いぇっょくけ し ‶っくおぇ 
‶なょぇさしおぇ う ╁っしっかうくぇ ╃っさゃう
てっゃぇ, ょぇゃぇす おさうかっ. 〈せお くぇ
つうくぇっとうはす さっこけさすっさ ゃうあょぇ 
いぇ こさなゃ こなす さなつくうは くぇぉけさ くぇ 
ぉせおゃうすっ いぇ こっつぇす, くぇせつぇゃぇ 
くぇ ょっかけ くっ しぇきけ とけ っ すけ “きっ
すさぇきこぇあ“, くけ う ゃしうつおう すぇえくう 
ゃ いぇくぇはすぇ. 》さうしすけ くっ せしこはゃぇ 
ょぇ ゃかっいっ „あせさくぇかうしすうおぇ“ – 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ っ きくけゅけ すさせょ
くけ. 〉ゃかっつっくうっすけ きせ こけ っいうおぇ 
ゅけ こさぇとぇ しすせょっくす ゃなゃ ╁っかう
おけ 〈なさくけゃけ おぇすけ ぇさしっくぇかしおう 
しすうこっくょうぇくす. [けょけかのぉうゃうはす 
ょせた ゃ しっきっえしすゃけすけ きせ こけょ

ちっかう, おけうすけ すっ ょっえしすゃうすっかくけ 
しう こけしすぇゃはす. ╁ きけきっくすぇ くはきぇ 
しうかくぇ こぇすさうけすうつくぇ- くぇちうけくぇ-
かうしすうつっしおぇ  こぇさすうは せ くぇし. 

]っゅぇてくうはす こけかうすうつっしおう 
っかうす うきぇ かう こけすっくちうぇか いぇ 
っょうく  つうすぇゃ う しうかっく  しかっょ-
ゃぇと  きうくうしすなさ -こさっょしっょぇ-
すっか? 
- ╇きぇ, さぇいぉうさぇ しっ. ╁ ╀なかゅぇ-

さうは うきぇ きくけゅけ おぇょなさくう たけさぇ, 
ゅけすけゃう ょぇ ぉなょぇす ょけぉさう きうくうし-
すなさ-こさっょしっょぇすっかう. ╁なこさけしなす 
っ ょぇかう とっ ゅう ういかなつぇす こっさしけ-
くぇかくけ う おけゅぇすけ ゅう くぇこさぇゃはす 
きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっかう, おぇお 
とっ しすけはす いぇょ ゅなさぉぇ うき. 〈けっしす, 
ょぇかう とっ ゅう こけょこけきぇゅぇす ょぇ しう 
ゃなさてぇす っあっょくっゃくけ さぇぉけすぇ-
すぇ おぇすけ せこさぇゃかっくちう うかう とっ 
ゅう しぇぉけすうさぇす っあっょくっゃくけ. ╄すけ 
こさっしくうはす こさうきっさ し  ¨さってぇさ-
しおう: けぉとけ ゃいっすけ つうすぇゃ う けぉさぇ-
いけゃぇく つけゃっお, ゅけょっく  いぇ きうくうし-
すなさ-こさっょしっょぇすっか. ╇きぇ くはおけう 
しけちうぇかくう しそっさう, ゃ おけうすけ こけ-
おぇいぇ くっおけきこっすっくすくけしす う ょけさう  
つぇしすうつくぇ くっぇょっおゃぇすくけしす, くけ 
けぉとけ ゃいっすけ すけえ っ ょなさあぇゃくうお 
し ゃないきけあくけしすう う こさけそっしうけ-
くぇかうしす し ょけおぇいぇくう おぇつっしすゃぇ. 
′け ょゃっすっ こぇさすうう - ╀]‶ う ╃‶], 
こけゃっつっ きせ こさっつったぇ, しこけさっょ 
きっく, けすおけかおけすけ ょぇ きせ こけきぇゅぇす. 
╁おかのつうすっかくけ ゅさっておうすっ, おけうすけ 
しっゅぇ しっ こさうこうしゃぇす こっさしけくぇかくけ 
くぇ くっゅけ, くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ きせ 
きうくうしすさう う くぇ ╋] おぇすけ ちはかけ, 
しっ ょなかあぇす ょけくはおなょっ くぇ すはた, 
おぇすけ こっさしけくう, くけ こけゃっつっ しっ 
ょなかあぇす くぇ ょゃっすっ こぇさすうう, おけう-
すけ うき こさっつったぇ: し かけてう おぇょさけ-
ゃう くぇいくぇつっくうは, し こさうくせあょぇ-
ゃぇくっすけ ょぇ  こさぇゃはす  ぉっいせきくう 
おけきこさけきうしう. ╇ すせお うきぇ こさうきっさ 
-  そぇかしすぇさすなす くぇ ╃っかはく ‶っっゃ-
しおう. ╂けかっきうはす しおぇくょぇか, おけえすけ 
すさなゅくぇ, くっ っ ぉうか ゃしなとくけしす うい-
ぉけさ くぇ ‶かぇきっく ¨さってぇさしおう, ぇ 
くぇ こぇさすううすっ, しっょっかう いぇょ ゅなさぉぇ 
きせ. ]かぇゅぇす ゅけ くぇ っょくぇ ょうくっくぇ 
おけさぇ, しかっょ おけっすけ しっ ゃぇえおぇす 
いぇとけ くっ しっ しこさぇゃう おぇぉうくっすなす 
う ‶かぇきっく ¨さってぇさしおう. ╊うつくけ-
しすう うきぇきっ, ゃなこさけしなす っ こぇさすう-
うすっ ょぇかう しぇ つうすぇゃう, いぇ ょぇ ゅう 
ういゃっょぇす すっいう かうつくけしすう う しかっょ 
すけゃぇ ょぇ うき こけきぇゅぇす, おけゅぇすけ しっ 
さってぇゃぇす さっぇかくうすっ こさけぉかっきう 
くぇ しすさぇくぇすぇ. ′っ ょぇ うき こさっつぇす. 

╃ぇ けぉけぉとうき すぇおぇ: ╇いぉけさう 
2014 - すなさしう しっ しかっょゃぇとけすけ 
こけかうすうつっしおけ おぇきうおぇょいっ. 
- ┿おけ こぇさすううすっ こさけょなかあぇゃぇす 

ょぇ ぉなょぇす くっつうすぇゃう, しかっょゃぇ-
とうすっ  せこさぇゃかはゃぇとう とっ ぉなょぇす 
おぇきうおぇょいっすぇ, ういたぇぉっくう たけさぇ し 
こけすっくちうぇか うかう けぉさぇすくけ - っょ-
くけょくっゃおう, おけうすけ しぇ ょけてかう いぇ 
きぇかおけ, いぇ ょぇ けすおさぇょくぇす きくけ-
ゅけ. 〈けゃぇ っ いかけおけぉくぇすぇ おけきぉう-
くぇちうは, おけはすけ きなつう ╀なかゅぇさうは 
こけくっ けす 15-うくぇ ゅけょうくう. ╁しっ 
こぇお しっ くぇょはゃぇきっ, つっ いぇ ょゃぇ きっ-
しっちぇ ょけ ういぉけさうすっ とっ ぉなょぇす けす-
おさけっくう っょくぇ うかう ょゃっ ょっえしすゃう-
すっかくけ いょさぇゃけしかけゃくう こぇさすうう, 
いぇ おけうすけ たけさぇすぇ しう しすさせゃぇ ょぇ 
ゅかぇしせゃぇす. ‶ぇさすうう, ゃ おけうすけ しっ 
きうしかう くっとけ しっさうけいくけ いぇ くぇ-
さけょぇ う ょなさあぇゃぇすぇ, ぇ くっ しぇきけ 
いぇ おさぇあぉぇすぇ つさっい ょなさあぇゃぇすぇ. 
〈けゃぇ っ くぇょっあょぇすぇ くぇ ゃしうつおう 
くう, ゃしなとくけしす. 
                                      

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
 ┿ゃゅせしす, 2014 ゅけょうくぇ

╉けかおけ ぇおすぬけさう ょくっし きけゅぇす ょぇ ういゃぇょはす けす ぉうけゅさぇ-
そううすっ しう せしこってくう こぇさすくぬけさしすゃぇ しなし いゃっいょうすっ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは すっぇすなさ けす さぇくゅぇ くぇ ‶ぇさちぇかっゃ, ╉ぇかけ-
はくつっゃ う ╋せすぇそけゃぇ? ╇ おけかおけ けす すはた しぇ かのぉうすっかう, 
しぇきけょっえちう くぇ しちっくぇすぇ, こさういくぇすう けす ゅけかっきうすっ うきっ-
くぇ ょけすけかおけゃぇ, つっ ょぇ ういかういぇす いぇっょくけ こさっょ こせぉかうおぇ-
すぇ? ╃っつおけ ╊っつっゃ - っょうく すけつくけ すぇおなゃ はさなお きっしすっく 
すぇかぇくす けす しぇきけょっえくうは すっぇすなさ くぇ „┿さしっくぇか“ う つう-
すぇかうとっ „╇しおさぇ“, っ いぇこっつぇすぇか ゃ こけぉっかはゃぇとぇ ゃっつっ 
そけすけゅさぇそうは けす 1973-すぇ こぇさすくぬけさしすゃけすけ しう し ╂っけさゅう 
╉ぇかけはくつっゃ. ╉ぇかぇすぇ っ ゃ ╉ぇいぇくかなお う ╄くうくぇ おぇすけ こさう-
はすっか くぇ ╋うくつけ ╊ぇかっゃ - きうすうつくうはす すっぇすさぇか けす „╇し-
おさぇ“, こさけたけょうか くぇ しちっくぇすぇ くぇ つうすぇかうとっすけ こけょ ╉ぇ-
すせくうすっ. ]っきっえしすゃけすけ くぇ 》さうしすけ ╊っつっゃ, つうえすけ ぉぇとぇ 
– ╃っつおけ ╊っつっゃ, こけしさっとぇか せ ょけきぇ しう くぇさけょくうは かの-
ぉうきっち けす しちっくぇすぇ, こぇいう しこけきっくぇ いぇ すけゃぇ. ‶ぇいうすっか-
しすゃけすけ ゃ しくうきおう, こうしきぇ, ぇそうてう, こけおぇくう, のぉうかっえくう 
こけしかぇくうは ゃ さぇきおう... さぇいおさうゃぇ おけさっくうすっ くぇ ょせたぇ ゃ 
っょくぇ そぇきうかうは, おなょっすけ つうきてうさうすっ こさっょ しこさっすくぇすぇ-
すぇ おなとぇ こけょ 』うかっつうすけ ゃ ╄くうくぇ しぇ すけつくけ すぇおぇ こけょ-
しすさうゅぇくう おぇすけ こさっょう ょっしっすうかっすうは, ぇ こさうおぇいおぇすぇ 
こけょ ぇしきぇすぇ こぇお っ いぇ すっぇすなさ, しかけゃけ う きせいうおぇ.
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しおぇいゃぇ ょぇ ういぉっさっ ょうこかけきくぇ 
さぇぉけすぇ いぇ こなさゃうは くぇさけょっく 
ぉせょうすっか けす ╉ぇいぇくかなておけ – 
¨くせそさうえ 》うかっくょぇさしおう, しなとけ 
さけょっく こけょ ╉ぇすせくうすっ. ‶さっい 
1981-ゃぇ ゃうしてうしすなす しっ ゃさなとぇ 
ゃ さっょぇおちうはすぇ. ]かっょ 10-ゅけ
ょうてくけ ぇさしっくぇかしおけ ぉうすうっ う 
けさゅぇくういぇちうけくくぇ おぇさうっさぇ, 
おぇおすけ こけょけぉぇゃぇ くぇ ゃさっきっすけ, 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ 》さうしすけ 

しっ こけしゃっとぇゃぇ くぇ せつうすっかしすゃぇ
くっすけ. ╆ぇ こけおけかっくうは ょっちぇ けす 
„╋ぇすう ╀けかゅぇさうは“ すけえ っ さぇい
かうつくうはす せつうすっか, かのぉうきう
はす せつうすっか. ‶さっこけょぇゃぇすっかはす, 
おけえすけ, ゃっさっく くぇ さけょけゃぇすぇ 
すさぇょうちうは, けしすぇゃは しゃけはすぇ かうつ
くぇ ょうさは こさっい すぇかぇくすかうゃうすっ 
ょうさう くぇ ょっちぇすぇ こけ しすさぇくう
ちうすっ くぇ せつうかうとくうは ゃっしすくうお 
„╊っおしうおけく“. ╊っつっゃ っ „ぉぇとぇすぇ“ 
くぇ „╊っおしうおけく“, っくすせしうぇしすなす, 
おけえすけ しなぉうさぇ くぇょぇさっくうすっ いぇ 
しかけゃけすけ ょっちぇ し ょせたぇ くぇ うし
すうくしおぇすぇ さっょぇおちうは. ╇きっくくけ 
ゃ „╊っおしうおけく“, ゃけょっくう けす ╊っ
つっゃ, ぉなょっとう あせさくぇかうしすう, たせ
ょけあくうちう, ぇょゃけおぇすう, かっおぇさう... 
こさけたけあょぇす ゃ しきっかけしすすぇ しう ょぇ 
こけおぇいゃぇす くぇえ-ょけぉさけすけ けす しっぉっ 
しう, くぇせつぇゃぇす しっ, つっ ょぇ しっ あう
ゃっっ, っ うくすっさっしくけ いぇくうきぇくうっ し 
きくけゅけ ゃないきけあけしすう.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 6

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

╁ぇしうかうえ. [けょっく っ こさっい 
1880 ゅ. ゃ しっきっえしすゃけ くぇ 

こけすけきしすゃっくう けさなあっえくうちう ゃ 
しすぇさうくくうは させしおう ゅさぇょ 〈せかぇ, 
こさけつせす しなし いくぇきっくうすうすっ しう 
きぇえしすけさう-けさなあっえくうちう う し 
こなさゃうは ゃ [せしうは けさなあっっく いぇ-
ゃけょ. ]っきっえしすゃけすけ いくぇっかけ, つっ いぇ 
ょぇ しすぇくって ょけぉなさ けさなあっえくうお, っ 
くっけぉたけょうきけ けぉせつっくうっ. ╆ぇこう-
しぇかう ╁ぇしは ょぇ せつう, くけ しかっょ すさう 
ゅけょうくう すさはぉゃぇかけ ょぇ くぇこせしくっ 
せつうかうとっ – くはきぇかけ こぇさう. ‶さっい 
1891 ゅ. 11-ゅけょうてくけすけ きけきつっ いぇ 
こさなゃ こなす こさっおさぇつゃぇ こさぇゅぇ くぇ 
〈せかしおうは いぇゃけょ, いぇっょくけ し ぉぇとぇ 
しう. ╇ いぇこけつゃぇ すさせょけゃうはす きせ こなす 
– おぇすけ くぇ しすけすうちう ょさせゅう ょっちぇ 
くぇ けさなあっえくうちう. ╁ぇしうかうえ さぇ-
ぉけすっか, ぇ ゃ しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ 
つっすはか.
╁ ぇさきうはすぇ. ]かっょ しきなさすすぇ くぇ 

ぉぇとぇ しう, 17-ゅけょうてくうはす きかぇ-
ょっあ こけっきぇ ういょさなあおぇすぇ くぇ しっ-
きっえしすゃけすけ, さぇぉけすっか こけ 12 つぇしぇ. 
‶さっい 1901 ゅ. こけしすなこゃぇ ゃ ぇさきう-
はすぇ – ゃ けそうちっさしおぇすぇ しすさっかおけゃぇ 
ておけかぇ ゃ ¨さぇくうっくぉぇせき, けしすぇ-
ゃはえおう ゃ 〈せかぇ きぇえおぇ しう, ぉさぇすはすぇ 
う しっしすさうすっ しう. ¨さなあっえくうはす きせ 
すぇかぇくす ぉうか いぇぉっかはいぇく, おけゅぇすけ 
せしこはか ょぇ こけこさぇゃう おぇさすっつくう-
ちぇ, おけはすけ とぇすくうはす きったぇくうお くっ 
きけゅなか ょぇ さっきけくすうさぇ. ╁ けさな-
あっえくぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ こけおさぇえ 
こけかお. 《うかぇすけゃ しっ いぇこけいくぇか し 
さぇぉけすぇすぇ くぇ ゅけかっきうすっ ういけぉさっ-
すぇすっかう. ╁なこさっおう, つっ ぉうか しぇきけ-
せお, せ くっゅけ ゃないくうおくぇかけ けゅさけきくけ 
あっかぇくうっ ょぇ しっ こけしゃっすう くぇ ういけ-
ぉさっすぇすっかしおけすけ ょっかけ. ╀うか しうかくけ 
ゃこっつぇすかっく けす ╀さぇせくうくゅ, し おけ-
ゅけすけ しなょぉぇすぇ ゅけ しさっとくぇかぇ こさう 
しすさぇくくう けぉしすけはすっかしすゃぇ – すけえ 
ぉうか ょけおぇさぇか, いぇ ょぇ こさけょぇょっ くぇ 
ちぇさしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, ぇゃすけ-
きぇすうつくぇ ゃうくすけゃおぇ, くけ こけ ゃさっきっ 
くぇ ういこうすぇくうはすぇ すは けすおぇいぇかぇ. 
]ぇきうはす ╀さぇせくうくゅ くっ せしこはか ょぇ は 
こけこさぇゃう. ‶けきけゅくぇか きせ  させしおう-
はす きぇえしすけさ ╃っゅすはさぬけゃ.
′けゃうはす あうゃけす. ]かっょ ぇさきう-

はすぇ ╁ぇしうかうえ けしすぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう 
こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╁かぇょう-
きうさ 《ぬけょけさけゃ – けしくけゃぇすっか くぇ 
させしおぇすぇ ておけかぇ いぇ ぇゃすけきぇすうつ-
くけ けさなあうっ. ′ぇっきぇ きぇかおぇ しすぇは 
う しっ あっくう いぇ すせかしおけすけ きけきうつっ 
╁っさぇ ╁かぇょうきうさけゃぇ. ╃っゅすはさぬけゃ 
さぇいさぇぉけすゃぇ くけゃぇ ぇゃすけきぇすうつ-
くぇ ゃうくすけゃおぇ – おぇかうぉなさ 7,62 
きき, せつぇしすゃぇ う ゃ こけょゅけすけゃおぇすぇ 
くぇ ぇゃすけきぇす – おぇかうぉなさ 6,5 きき. 
]ぇきけ いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ, こさっい 
1916-すぇ, しないょぇゃぇ かっおぇ /3,86 
おゅ/ う せょけぉくぇ いぇ くけしっくっ おぇさぇぉう-
くぇ し 6,5 きき はこけくしおう こぇすさけく. ╁ 
くぇつぇかけすけ くぇ 1918 ゅ., いぇっょくけ し 
《ぬけょけさけゃ, ╃っゅすはさぬけゃ こけしすなこゃぇ 
ゃ ╉けゃさけゃしおうは けさなあっっく いぇゃけょ, 
こさっゃなさくぇか しっ ゃ くっゅけゃぇ しなょぉぇ. 
‶さう こせしおぇくっすけ くぇ こなさゃうすっ ぇゃ-
すけきぇすう すけえ けゅかぇゃうか けこうすくぇすぇ 
さぇぉけすうかくうちぇ, おなょっすけ さぇぉけすっかう 
ょけぉさう きぇえしすけさう – すぇおぇ, ゃしなと-
くけしす, ぉうかけ しそけさきうさぇくけ こなさゃけ-
すけ ゃ しなゃっすしおぇ [せしうは ‶さけっおすくけ-
おけくしすさせおすけさしおけ ぉのさけ /‶╉╀/. 
‶けしすっこっくくけ いぇゃけょなす ょけしすうゅくぇか 
こさけういゃけょしすゃけ 50 ぇゃすけきぇすぇ くぇ 
きっしっち, ぇ けす 1921 ゅ. いぇこけつくぇかけ 
しっさうえくけ こさけういゃけょしすゃけ. ‶╉╀ 
ゃっつっ うきぇかけ すさう けすょっかぇ: こさけ-
っおすぇくすしおう, くぇせつくけ-ういしかっょけゃぇ-
すっかしおぇ ゅさせこぇ う けこうすくぇ さぇぉけ-
すうかくうちぇ.
‶なさゃうすっ おぇさすっつくうちう くぇ 

╃っゅすはさぬけゃ. 』っしすすぇ こけ しない-
ょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃぇすぇ さけょくぇ 
おぇさすっつくうちぇ こさぇゃうすっかしすゃけ-
すけ けおぇいぇかけ くぇ ╃っゅすはさぬけゃ. ‶け 
すぇいう いぇょぇつぇ すけえ さぇぉけすうか しぇきけ 
くはおけかおけ きっしっちぇ う こさっい のかう 
1924 ゅ. ゃっつっ こさっょしすぇゃうか けこうす-

╇ ╅ 』 ¨ ] ¨ ‶  ╉ ╊ ╈ 【 っ 『 ゃ 《 ╇

╅うゃけすなす くぇ 
╁ぇしうかうえ ╃っゅ-
すはさぬけゃ しぇき こけ 
しっぉっ しう っ こけょ-
ゃうゅ. ╁なゃ ゃさっきっ-
すけ くぇ くっゅけゃうすっ 
ゅっくうぇかくう さぇい-
さぇぉけすおう ゃ しゃっすぇ 
くっ っ うきぇかけ ょさせゅ 
おけくしすさせおすけさ, 
し おけゅけすけ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ しさぇゃ-
くはゃぇく. ]ないょぇ-
ょっくけすけ けす くっゅけ 
けさなあうっ e うい-
おかのつうすっかくけ: 
こったけすくぇすぇ おぇさ-
すっつくうちぇ ╃‶, 
ぇゃうぇちうけくくぇすぇ う 
すぇくおけゃぇすぇ おぇさ-
すっつくうちう, ゅけかは-
きけおぇかうぉさっくぇ-
すぇ おぇさすっつくうちぇ 
╃], おぇさすっつくうはす 
こうしすけかっす ‶‶╃, 

′けゃう さぇぉけすくうちう いぇ ういこなかくっくうっ くぇ ょなかゅけしさけつくう う ゅけ-
かっきう こけさなつおう  ゃ しそっさぇすぇ くぇ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせし-

すさうは とっ ょぇょぇす ゃないきけあくけしす くぇ くはおけかおけ しすけすうく ょせてう けす 
さぇえけくぇ ょぇ いぇこけつくぇす ゃ ぉかういおうすっ しっょきうちう  さぇぉけすぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか”. ‶さうつうくぇすぇ: せゃっかうつっく けぉっき くぇ さぇぉけすぇ ゃ さっいせかすぇす 
くぇ しおかのつっくう ょなかゅけしさけつくう ょけゅけゃけさう, おけうすけ ゃさなとぇす „┿さしっ-
くぇか” くぇ すさぇょうちうけくくうすっ きせ こぇいぇさう.  
╁なこさっおう おさういぇすぇ う すさせょくけしすうすっ ゃ こけしかっょくうすっ くはおけかおけ  

ゅけょうくう, しっさうけいくけ いぇしっゅくぇかぇ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは, 
くっ しきっ しこうさぇかう し おけかっゅうすっ ょぇ さぇぉけすうき, おぇすっゅけさうつっく っ 
》さうしすけ ╇ぉせてっゃ, ╇いこなかくうすっかっく  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”. [っいせかすぇすなす っ くぇかうちっ: ゃさなとぇす 
しっ けしくけゃくうすっ おせこせゃぇつう くぇ こぇいぇさぇ くぇ けさなあうっ けす ╇いすけつくぇ 
╄ゃさけこぇ, ╇くょうは, ┿きっさうおぇ う ╀かういおうは ╇いすけお, しこさっかう こけおせこ-
おう こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, おぇいぇ けとっ すけえ. 
¨すぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは っ すぇおぇゃぇ, つっ ういおかのつうすっかくけ 

きくけゅけ しっ ゃかうはっ けす きっあょせくぇさけょくけすけ こけかけあっくうっ う くっしすぇ-
ぉうかくけしすすぇ おぇすけ ちはかけ ゃ しゃっすぇ. 〈けゃぇ けす しゃけは しすさぇくぇ ょぇゃぇ 
けすさぇあっくうっ くぇ ぉのょあっすうすっ くぇ けすょっかくうすっ ょなさあぇゃう. ‶さうつう-
くうすっ, し こさはおぇ さっぇおちうは おなき こぇいぇさぇ くぇ しこっちうぇかくぇ こさけょせお-
ちうは, ゃ す. つ. う くぇ すさぇょうちうけくくうすっ こぇいぇさう くぇ „┿さしっくぇか” こさっい 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, しぇ くはおけかおけ, くけ ゃっつっ こさっけょけかっくう. 
]さっょ すはた e  くっけょけぉさっくうはす けす ╉けくゅさっしぇ くぇ ]┿】 ょなかゅけ ゃさっ-
きっ ぉのょあっす, こさぇおすうつっしおう ょけゃっか ょけ ぉかけおうさぇくっ う しこうさぇくっ 
さぇぉけすぇすぇ くぇ ぇきっさうおぇくしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ.
╇いおかのつうすっかくけ しっさうけいくけ くぇ しゃっすけゃくぇすぇ こぇいぇさくぇ おけ-

くのくおすせさぇ ゃ すぇいう しそっさぇ しっ けすさぇいはゃぇ う ょさせゅぇ, こけょけぉくぇ くぇ 
ぇきっさうおぇくしおぇすぇ, しうすせぇちうは ゃ ╇くょうは, おなょっすけ, いぇさぇょう こさっょ-
しすけはとうすっ こぇさかぇきっくすぇさくう ういぉけさう, せこさぇゃかはゃぇとけすけ ょけし-
おけさけ こさぇゃうすっかしすゃけ くぇ こぇさすうはすぇ ╇くょうえしおう くぇちうけくぇかっく 
おけくゅさっし っ けすくっかけ ぉのょあっすぇ くぇ きうくうしすっさしすゃぇすぇ, ゃ す. つ. う 
くぇ けすぉさぇくぇすぇ う ゅけ っ こさっくぇしけつうかぇ いぇ さぇいかうつくう しけちうぇか-
くう こさけゅさぇきう, し ちっか しこっつっかゃぇくっ くぇ ういぉけさうすっ. ‶けしかっょくう-
すっ ういぉけさう ゃ ╇くょうは けぉぇつっ けぉさなとぇす さっいせかすぇすぇ う くぇ ゃかぇしす 

くうは けぉさぇいっち. ╉けきうしうはすぇ けすつっ-
かぇ けさうゅうくぇかくけしすすぇ くぇ うょっはすぇ, 
ぉっいけすおぇいくけしすすぇ くぇ さぇぉけすぇ, しおけ-
さけしすすぇ う けこさけしすっくぇすぇ しうしすっきぇ. 
]かっょ すけゃぇ ゃないかけあうかう くぇ 《ぬけ-
ょけさけゃ う ╃っゅすはさぬけゃ ょぇ しないょぇょぇす 
いぇ 』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは ぉっいおさぇえくけ 
くっけぉたけょうきぇすぇ かっおぇ, いょさぇゃぇ う 
くぇょっあょくぇ おぇさすっつくうちぇ. ╁しっおう 
ょっすぇえか ╃っゅすはさぬけゃ こさぇゃっか しなし 

しけぉしすゃっくうすっ しう さなちっ, しぇき うい-
ゃなさてゃぇか  ゃしうつおう ういつうしかっくうは, 
っおしこっさうきっくすう う ういこうすぇくうは.  
╃なさあぇゃくぇすぇ おけきうしうは しっ こさけうい-
くっしかぇ, つっ „すけゃぇ っ おぇさすっつくうちぇすぇ 
くぇ ぉかういおけすけ  ぉなょっとっ”. ╁ ╉けゃ-
さけゃしおうは いぇゃけょ ぉうかう こけさなつぇくう 
こなさゃうすっ 100 おぇさすっつくうちう. ‶さっい 
1927 ゅ. ╃っゅすはさぬけゃ こさっょしすぇゃうか 
くけゃう すさう けぉさぇいっちぇ, こさうっすう くぇ 
ゃなけさなあっくうっ – さなつくぇ おぇさすっつ-
くうちぇ ╃‶, くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ おけはすけ 
おけくしすさせうさぇか う ぇゃうぇちうけくくうすっ 
おぇさすっつくうちう ╃┿ う ╃┿-2 /こなさ-
ゃぇすぇ おけきこかっおしくぇ せしすぇくけゃおぇ いぇ 
おぇさすっつくうちう ゃ しうしすっきぇすぇ くぇ ゃな-
けさなあっくうすっ しうかう/, おぇおすけ う 7,62 
きき すぇくおけゃぇ おぇさすっつくうちぇ ╃〈. 
]ないょぇゃぇくっすけ くぇ こったけすくぇ おぇさ-
すっつくうちぇ っ くけゃぇ っこけたぇ ゃ けさな-
あっえくけすけ ょっかけ くぇ しなゃっすしおぇすぇ 
しすさぇくぇ.
¨さなあうっ いぇ さけょうくぇすぇ. ‶さっい 

1930 ゅ. ╃っゅすはさぬけゃ しすぇゃぇ くぇ 50 
ゅけょうくう. 〈ぇかぇくすなす きせ くぇ うい-
すなおくぇす おけくしすさせおすけさ ぉうか ゃっつっ 
てうさけおけ ういゃっしすっく. ′ぇゅさぇょっく 
っ し けさょっく „』っさゃっくけ いくぇきっ”, ぇ 
こさっい 1932 ゅ. – し くぇえ-ゅけかはきぇ-
すぇ ょなさあぇゃくぇ くぇゅさぇょぇ – けさょっく 
„╊っくうく”. ╁ すなさあっしすゃっくぇ けぉ-
しすぇくけゃおぇ ╉かうきっくす ╁けさけてうかけゃ 
きせ こけょぇさはゃぇ かっお ぇゃすけきけぉうか.                                                                                                              
‶さっい 1939 ゅ. くぇ ゃなけさなあっくうっ 
ぉうかぇ こさうっすぇ 12,7 きき おぇさすっつ-
くうちぇ ╃【╉. ′けゃけすけ けさなあうっ 
くぇきっさうかけ こさうかけあっくうっ ゃ こけつ-
すう ゃしうつおう ゃうょけゃっ ゃけえしおう – すけ 
ぉうかけ かっおけ, し 50 こぇすさけくぇ, すっきこ 
くぇ しすさっかぉぇすぇ 550-600 ういしすさっかぇ 
ゃ きうくせすぇ, ぉけえくぇ しおけさけしすさっか-
くけしす – 125 ういしすさっかぇ ゃ きうくせすぇ 
くぇ 3500 き. ′ぇ ゃなけさなあっくうっ っ 
こさうっすぇ う ゅけかはきけおぇかうぉさっくぇすぇ 
おぇさすっつくうちぇ ╃].
╉ぇさすっつくうはす こうしすけかっす くぇ 

╃っゅすはさぬけゃ - ‶‶╃. ╂けかはきぇすぇ 
いぇしかせゅぇ いぇ こなさゃうは ょっえしすゃぇと 
させしおう こうしすけかっす-おぇさすっつくうちぇ っ 

くぇ ╁ぇしうかうえ ╃っゅすはさぬけゃ. ‶さっい 
1929-32 ゅ. すけえ しないょぇゃぇ くはおけか-
おけ けぉさぇいちう, くぇえ-ょけぉさうはす けす 
おけうすけ っ ‶‶╃-34/38, こけ-くぇすぇ-
すなお きけょっさくういうさぇく ゃ ‶‶╃-40 
– おぇかうぉなさ 7,62 きき, ょなかあうくぇ 
780 きき, すっきこ くぇ しすさっかぉぇすぇ 
1000 ういしすさっかぇ ゃ きうくせすぇ, ぉけえ-
くぇ しおけさけしすさっかくけしす – 100-120 
ういしすさっかぇ ゃ きうくせすぇ, けぉっき – 71 

こぇすさけくぇ. ╁しうつおうすっ 4 きけょうそう-
おぇちうう ぉうかう こさうっすう くぇ ゃなけ-
さなあっくうっ ゃ 』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは. 
‶‶╃ /こうしすけかっす-こせかっきひす ╃っゅ-
すはさひゃぇ/ う ‶‶【 /くぇ 【こぇゅうく/ 
しぇ ういこけかいゃぇくう おぇすけ きけとくう う 
くぇょっあょくう けさなあうは  くぇ ゃしうつおう 
そさけくすけゃっ こけ ╁さっきっ くぇ ╁っかう-
おぇすぇ ¨すっつっしすゃっくぇ ゃけえくぇ.
╆ぇぉっかっあうすっかくぇすぇ 1940-

すぇ. ′ぇ 2-さう はくせぇさう ういけぉさっすぇ-
すっかはす くぇゃなさてうか 60 ゅけょうくう. ╆ぇ 
ういおかのつうすっかくう いぇしかせゅう ゃ ういけ-
ぉさっすはゃぇくっすけ う おけくしすさせうさぇくっ-
すけ くぇ けしけぉっくけ ゃぇあくう けぉさぇいちう 
くぇ しすさっかおけゃけ けさなあうっ っ けすかう-
つっく しなし いゃぇくうっすけ ╂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. ‶さなゃ ゅけ 
こけいょさぇゃうか ′ぇさけょくうはす おけきう-
しぇさ こけ けすぉさぇくぇすぇ ╁けさけてうかけゃ. 
¨す ╋けしおゃぇ かうつくけ きせ こけいゃなくうか 
]すぇかうく. 〈けいう かうつっく のぉうかっえ 
しすぇくぇか いぇぉっかっあうすっかっく う ゃ させ-
しおぇすぇ うしすけさうは, おけはすけ ょけ すけいう 
きけきっくす くっ こけいくぇゃぇかぇ すぇおけゃぇ 
おけかうつっしすゃけ けさなあうは - ゃっかうおけ-
かっこくけ ょけおぇいぇすっかしすゃけ いぇ いくぇ-
つうきけしすすぇ くぇ すさせょぇ くぇ ういけぉさっ-
すぇすっかは. ╃っゅすはさぬけゃ っ くぇゅさぇょっく 
し けさょっく „╊っくうく” う ぉっい いぇとうすぇ 
くぇ ょうしっさすぇちうは きせ っ ょぇょっくけ 
いゃぇくうっすけ ょけおすけさ くぇ すったくうつっ-
しおうすっ くぇせおう - こさういくぇくうっ いぇ 
くぇせつくぇすぇ しすけえくけしす くぇ くっゅけゃう-
すっ ういけぉさっすっくうは.                                                                          
』けゃっお くぇ ょせきぇすぇ う ょっかけすけ. 

╃っゅすはさぬけゃ けすかうつくけ しっ さぇいぉう-
さぇか し たけさぇすぇ, ぉうか こけいくぇす おぇすけ 
ゃくうきぇすっかっく う ぉかぇゅけさけょっく つけ-
ゃっお し おぇすっゅけさうつくう くさぇゃしすゃっくう 
こさうくちうこう. ╁しうつおう けちっくはゃぇかう 
しぇきけさけょくうは きせ すぇかぇくす. ╁な-
こさっおう ういゃっしすくけしすすぇ しう, ぉうか 
しおさけきっく. ] きかぇょうすっ うくあっくっさう 
けぉとせゃぇか すぇおすうつくけ. ′うおけゅぇ くっ 
いぇぉさぇゃうか, つっ っ ぉうか けぉうおくけゃっく 
さぇぉけすくうお.
╁ぇしうかうえ ┿かっおしっっゃうつ けぉうつぇか 

こさうさけょぇすぇ う ゃしはおぇ しゃけぉけょ-

くぇ きうくせすぇ こさっおぇさゃぇか ゃ ゅけさぇすぇ 
うかう くぇ さっおぇすぇ, たけょっか いぇ ゅなぉう, 
くぇ かけゃ う さうぉけかけゃ. ′ぇえ-ょけ-
ぉさっ, けぉぇつっ, ういけぉさっすぇすっかはす しう 
こけつうゃぇか ゃ ゅさぇょうくぇすぇ, おなょっすけ 
しけぉしすゃっくけさなつくけ こさけういゃっあ-
ょぇか いっかっくつせちう, ゅさうあっか しっ いぇ 
ちゃっすはすぇ, こつっかうすっ う ょなさゃっすぇすぇ.                                                                                                                              
‶さっい 1940 ゅ. ╁. ╃っゅすはさぬけゃ っ うい-
ぉさぇく いぇ ょっこせすぇす ゃなゃ ╁なさたけゃくうは 
]なゃっす くぇ ]]][. ‶さうっきくうすっ きせ 
ょくう ぉうかう きくけゅけかのょくう, くうすけ 
っょうく ゃなこさけし くっ けしすぇゃはか ぉっい 
けすゅけゃけさ. 『はかけすけ すけゃぇ とぇしすうっ 
ぉうかけ いぇしすさぇてっくけ けす… こさうぉかう-
あぇゃぇとぇすぇ ゃけえくぇ.
]せさけゃうすっ ういこうすぇくうは. ‶さっい 

1941 ゅ. 43,4 % けす ょなさあぇゃ-
くうは ぉのょあっす ぉうかう けすょっかっくう 
いぇ けすぉさぇくぇすぇ くぇ ]]][. ╁ ╉けゃ-
さけゃしおうは いぇゃけょ くぇこさっゅくぇすけ しっ 
ういこなかくはゃぇかぇ こさぇゃうすっかしすゃっくぇ 
いぇょぇつぇ いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
‶‶╃. ‶かぇくなす ぉうか ういこなかくっく くぇ 
150 %. ╁ ‶╉╀ しかっょうかう さぇぉけ-
すぇすぇ くぇ つせあょっしすさぇくくうすっ おけく-
しすさせおすけさう う しっ しすさっきっかう ょぇ ゃな-
けさなあぇす しけぉしすゃっくぇすぇ しう ぇさきうは 
し くぇえ-しなゃなさてっくけすけ けさなあうっ.                                                                                                                                    
′ぇ 22 のくう 1941 ゅ. ╂っさきぇくうは, 
くぇさせてぇゃぇえおう こぇおすぇ いぇ くっくぇ-
こぇょっくうっ, たゃなさかは 5,5-きうかうけくくぇ 
ぇさきうは しさっとせ ]なゃっすしおうは しなのい 
– 4300 すぇくおぇ, 4980 しぇきけかっすぇ, 
48 たうかはょう けさなょうは う きうくけきっ-
すう, さぇいつうすぇえおう くぇ きうゅくけゃっくぇ 
こけぉっょぇ. ¨ぉはゃっくぇ っ ゃしっけぉとぇ 
きけぉうかういぇちうは, しすけすうちう たうかはょう 
ょけぉさけゃけかちう しっ けすいけゃぇゃぇす くぇ 
こさういうゃぇ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ: 
”′ぇてっ ょっかけ こさぇゃけっ. ‶けぉっょぇ 
ぉせょっす いぇ くぇきう!” 
‶さけすうゃけすぇくおけゃけすけ けさなあうっ 

‶〈[╃. ]ないょぇゃぇくっすけ, せしゃけは-
ゃぇくっすけ う こせしおぇくっすけ ゃ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ こさけすうゃけすぇくおけゃけすけ 
けさなあうっ くぇ ╃っゅすはさぬけゃ っ っょくぇ けす 
しかぇゃくうすっ しすさぇくうちう ゃ あうゃけすぇ くぇ 
ゅけかっきうは おけくしすさせおすけさ. 〈け すさはぉ-
ゃぇかけ ょぇ ぉなょっ すぇおけゃぇ, つっ こさけ-
すうゃくうおなす, „けこぇおけゃぇく” ゃ すぇく-
おけゃぇ ぉさけくは, ょぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
しこさはく. ‶さけすうゃけすぇくおけゃけすけ 14,5 
きき っょくけいぇさはょくけ けさなあうっ ‶〈[╃ 
っ しないょぇょっくけ しぇきけ いぇ すさう きっしっ-

ちぇ! ‶さっい 1941 ゅ. ゃ ╉けゃさけゃ ぉうかう 
こさけういゃっょっくう 17 688 ぉさけは, ぇ 
こさっい 1942 ゅ. – 184 800! ╋うすなす 
いぇ くっこけぉっょうきけしすすぇ くぇ たうすかっ-
さうしすおぇすぇ ぇさきうは ぉうか さぇいゃっくつぇく. 
‶け きけかぉぇ くぇ そさけくすけゃぇちうすっ 
╃っゅすはさぬけゃ くぇこうしぇか うくしすさせおちうは 
いぇ こけ-っそっおすうゃくけすけ ういこけかいゃぇ-
くっ くぇ けさなあうっすけ. 〈けえ こけかせつうか 
きくけあっしすゃけ ぉかぇゅけょぇさしすゃっくう 
すっかっゅさぇきう, ゃ っょくぇ けす すはた すっ 
こうてっかう, つっ いぇ 10 ょくう しぇ せょぇ-
さうかう 200 すぇくおぇ, こけかけゃうくぇすぇ し 
‶〈[╃, おけっすけ こさけぉうゃぇかけ 35-40 
きき ぉさけくは けす さぇいしすけはくうっ 300 き.                                                                                                             
‶〈[╃ ういうゅさぇゃぇ けゅさけきくぇ さけかは 
いぇ せくうとけあぇゃぇくっすけ くぇ ぉさけくっ-
すぇくおけゃぇすぇ すったくうおぇ くぇ くっきしおぇすぇ 

ぇさきうは. ′ぇ ╃っゅすはさぬけゃ っ こさうしな-
ょっくけ いゃぇくうっすけ ゅっくっさぇか-きぇえけさ 
くぇ うくあっくっさくけ-ぇさすうかっさうえしおぇ 
しかせあぉぇ.
╆ぇ ╁っかうおぇすぇ ‶けぉっょぇ. ‶け いぇ-

ょぇくうっ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ ╃っゅ-
すはさぬけゃ こさけょなかあぇゃぇか ょぇ さぇぉけすう 
こけ せしなゃなさてっくしすゃぇくっすけ くぇ ╃]-
39. ╁ つっしす くぇ 65-すぇすぇ きせ ゅけょうて-
くうくぇ こさっい 1944 ゅ. ぉうかけ さぇい-
ゅなさくぇすけ きぇしけゃけ しなさっゃくけゃぇくうっ 
きっあょせ そさけくすけゃうすっ ぉさうゅぇょう. 
╉けくしすさせおすけさなす こさけょなかあぇゃぇか 
ょぇ きけょっさくういうさぇ しゃけっすけ けさなあうっ 
– すぇくおけゃけすけ ╃〈 う さなつくけすけ ╃‶, 
おけっすけ こけかせつうかけ くぇいゃぇくうっすけ 
╃‶╋ /╃っゅすはさぬけゃ, こったけすっく, きけ-
ょっさくういうさぇく/. ′ぇ ゃなけさなあっくうっ 
ぉうかぇ こさうっすぇ う くっゅけゃぇすぇ [‶╃, 
ゃ おけはすけ けさなあっえくうおなす-ゃっすっさぇく 
ゃかけあうか ちっかうは しう けゅさけきっく すぇ-
かぇくす.
╃っくはす くぇ ‶けぉっょぇすぇ くぇしすなこうか. 

]ゃっすなす しっ さぇょゃぇか… ╆ぇゃけょなす ゃ 
╉けゃさけゃ こけかせつうか きくけあっしすゃけ くぇ-
ゅさぇょう う けすかうつうは. ╁ ゅさぇょぇ ぉうか 
ういょうゅくぇす こぇきっすくうお くぇ しなゃっすしおう 
ゃけえくうちう, っょうく けす すはた し ぇゃすけきぇす 
こさっい さぇきけ. ╁ すけゃぇ うきぇかけ ょなか-
ぉけお しうきゃけか – ゃ すけいう ゅさぇょ ぉうかう 
しないょぇょっくう こさけつせすうすっ ‶‶╃ くぇ 
╃っゅすはさぬけゃ う ‶‶【 くぇ 【こぇゅうく. 
〈けゃぇ けさなあうっ こけぉっょうかけ…   
‶けしかっょくう ゅけょうくう. ‶さっい 

1946 ゅ. こさけつせすうはす けさなあっえくうお 
けすくけゃけ っ ういぉさぇく いぇ ょっこせすぇす. ╁ 
ゅけょうくうすっ くぇ ]すせょっくぇすぇ ゃけえくぇ 
すけえ けすょぇゃぇ ちはかぇすぇ しう っくっさゅうは 
いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ くけゃう う 
きかぇょう けさなあっえくうちう. ‶さっい 1948 
ゅ. ╁. ┿かっおしっっゃうつ こけしすなこゃぇ くぇ 
かっつっくうっ ゃ ╋けしおゃぇ. ‶さうおけゃぇく 
おなき こけしすっかはすぇ, すけえ こさけょうおすせ-
ゃぇか おくうゅぇすぇ いぇ あうゃけすぇ しう. 〈は 
いぇゃなさてゃぇ し けちっくおぇすぇ, つっ くう-
おなょっ ょさせゅぇょっ すさせょなす くぇ おけく-
しすさせおすけさぇ くっ しっ ちっくう すぇおぇ, 
おぇおすけ ゃ しなゃっすしおぇすぇ しすさぇくぇ.                                                                                                                                          
    ╁ぇしうかうえ ╃っゅすはさぬけゃ せきうさぇ 
くぇ 16. 01.1949 ゅ. ╁しっけぉとぇすぇ 
かのぉけゃ おなき すけいう ういせきうすっかっく 
つけゃっお ぉうかぇ けゅさけきくぇ. ╁ こさぇ-
ゃうすっかしすゃっくうは くっおさけかけゅ ぉうかけ 
くぇこうしぇくけ, つっ しすさぇくぇすぇ っ いぇゅせ-
ぉうかぇ しゃけは しすぇさてう おけくしすさせおすけさ  

う しないょぇすっか くぇ くっ-
くぇょきうくぇすう けぉさぇ-
いちう くぇ しすさっかおけゃけ 
けさなあうっ. ╁ つっしす 
くぇ ゃっかうおうは けさな-
あっえくうお  ╋うくうし-
すっさしおうはす しなゃっす 
こけしすぇくけゃうか: ょぇ 
きせ ぉなょっ ういょうゅ-
くぇす こぇきっすくうお ゃ 
╉けゃさけゃ; ╉けゃさけゃ-
しおうはす いぇゃけょ ょぇ 
こさうっきっ うきっすけ きせ; 
ょぇ ぉなょっ せつさっょっ-

くぇ しすうこっくょうは くぇ くっゅけゃけ うきっ.                                                                                                                                        
〈はかけすけ きせ ぉうかけ ょけおぇさぇくけ けす 
╋けしおゃぇ しなし しこっちうぇかっく ゃかぇお. 
]きっくはか しっ こけつっすくうはす おぇさぇせか, 
こけすけおなす けす たけさぇ くっ しゃなさて-
ゃぇか… ‶けょ いゃせちうすっ くぇ ょなさ-
あぇゃくうは たうきく [せしうは ういこさぇとぇ-
かぇ しゃけは いぇぉっかっあうすっかっく しうく, 
しないょぇすっかは くぇ さけょくけすけ ぇゃすけ-
きぇすうつくけ しすさっかおけゃけ けさなあうっ.                                                                                                                  
╁うしけおうはす たなかき, おなょっすけ っ こけゅさっ-
ぉぇく, ぉうか けすさせこぇく し ちゃっすは…                                                                                                                                       

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ                                                                                                                                    
По книгата на

В. Бахирев и И. Кирилов
„Конструктор В. А. Дегтярёв”, 

1979

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
【み か 〈あちけみ

 『かくとしてあてひて: おひしえそつちそねせけ おそえそうそちけ, たそちひねさけ け そつけえとちかせあ ちあいそてあ くあ 3 えそおけせけ せあたちかお

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

》ちそな. 〈けにあけし 〈けちねかう: 
』けしせあてあ けおかそしそえけみ う すそすかせてあ

か せあぬけそせあしけくすひて

╉ぇお すけつくけ とっ しっ ういこかぇとぇ ょなかゅなす けす ぉかう-
いけ 3,5 きかく. かっゃぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 

おなき そうさきぇすぇ „〈さぇおうは すさっえょ” う おぇお すけゃぇ 
とっ しっ けすさぇいう くぇ けぉとうくしおぇすぇ たぇいくぇ, すけゃぇ 
とっ しっ ょうしおせすうさぇ くぇ けぉとっしすゃっくけすけ けぉしなあ-
ょぇくっ, おけっすけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けさゅぇくういうさぇ 
いぇ ゅさぇあょぇくうすっ う いぇうくすっさっしけゃぇくうすっ うくしすう-
すせちうう ゃ こけくっょっかくうお, 18-すう ぇゃゅせしす けす 17,30 
つぇしぇ ゃ いぇかぇすぇ くぇ ╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけく-
くうは ちっくすなさ くぇ せか. „╇しおさぇ“ 4.  ]なし  しゃけっ 
さってっくうっ けす 10. 07. 2014 ゅ.  ┿さぉうすさぇあくうはす 
しなょ おなき ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ-こさけきうてかっ-
くぇ こぇかぇすぇ けしなょう ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ 
いぇこかぇすう くぇ つぇしすくけすけ しすぇさけいぇゅけさしおけ ょさせあっ-
しすゃけ しせきぇすぇ. ]なょなす こけしすぇくけゃう, つっ しおかのつっ-
くうはす こさっい 2007 ゅ. ょけゅけゃけさ きっあょせ  „〈さぇおうは 
すさっえょ” う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ くうとけあっく.

′けゃう しこけさすくう 
っおうこう こけかせつう-

たぇ そせすぉけかうしすうすっ けす 
けすぉけさぇ くぇ „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ” - ╉ぇいぇくかなお. 
〈っ ぉはたぇ ゃさなつっくう けす 
ょうさっおすけさぇ こけ うおけくけ-
きうつっしおうすっ ゃなこさけしう 
くぇ „┿さしっくぇか” ぅくおけ 
╉けしすぇょうくけゃ, つかっく 
くぇ 〉] くぇ 《╉ „[けいけ-
ゃぇ ょけかうくぇ”. ╅っしすなす, 
おけえすけ すけえ くぇこさぇゃう 
おなき そせすぉけかうしすうすっ, 
っ ょぇさ けす こけつっすくうは 
こさっいうょっくす くぇ おかせぉぇ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
╇いこなかくうすっかっく ょう-
さっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか”.

【っしすうきぇすぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう けす ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす こなさゃう しっ ゃおかのつうたぇ ゃ こけ-

ょっすぇすぇ けす すはた しぇきうすっ うくうちうぇすうゃぇ いぇ ょぇさっくうは, し ちっか そうくぇくしけゃけ 
こけょこけきぇゅぇくっ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ こけゅぇしはゃぇくっ くぇ くけゃうすっ いぇょなかあっ-

くうは けす ぉかういけ 3,5 きかく. 
かっゃぇ, おけうすけ ¨ぉとうくぇすぇ 
くぇすさせこぇ う すさはぉゃぇ ぉなさいけ 
ょぇ こかぇすう いぇさぇょう しなょっぉ-
くけ さってっくうっ こけ しょっかおぇ 
けす 2007-きぇ ゅけょうくぇ きっあ-
ょせ くっは, こさっょしすぇゃかはゃぇくぇ 
すけゅぇゃぇ けす おきっすぇ ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ, う つぇしすくぇ そうさ-
きぇ „〈さぇおうは すさっえょ”.
╁ きうくぇかうは ぉさけえ くぇ 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお 

ういかはいけたぇ し こさういうゃ おなき のさうょうつっしおうすっ かうちぇ ゃ ゅさぇょぇ う さぇえけくぇ 
ょぇ こかぇすはす ぇゃぇくしけゃけ ょなかあうきうすっ しう ょぇくなちう いぇ くぇしすけはとぇすぇ ゅけょう-
くぇ, いぇ ょぇ ぉなょぇす こけょこけきけゅくぇすう ¨ぉとうくぇすぇ う きっしすくうはす ぉのょあっす いぇ   
こさっょしすけはとけすけ さぇいこかぇとぇくっ. 
 【っしすうきぇすぇ しなゃっすくうちう, ゃ かうちっすけ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ╇い-

こなかくうすっかっく  ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか”, おぇおすけ う おけかっゅうすっ きせ 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, ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ 
う  ╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ - せこさぇゃうすっか くぇ „╃あっくっさぇかう” - けそうし 
╉ぇいぇくかなお, とっ ゃくっしぇす おぇすけ ょぇさっくうは こけ ょぇさうすっかしおぇすぇ しきっすおぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ いぇ おぇせいぇすぇ „¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお” かうつくう しさっょしすゃぇ ゃ 
さぇいきっさ くぇ ょゃっ きうくうきぇかくう さぇぉけすくう いぇこかぇすう.

‶けさぇょう せゃっかうつぇゃぇくっ けぉっきぇ くぇ さぇぉけすぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ くぇ-
ぉうさぇ さぇぉけすくうちう いぇ ょなかゅけしさけつっく ぇくゅぇあうきっくす くぇ すさせょけゃ 

ょけゅけゃけさ いぇ しかっょくうすっ こさけそっしうう: けこっさぇすけさう くぇ こさっしぇ きっすぇか, 
きけくすぇあくうちう ぉけっこさうこぇしう, てかけしっさう, けこっさぇすけさう くぇ きっすぇかけさっ-
あっとう きぇてうくう し 『‶〉, くぇしすさけえつうちう.  
╆ぇ こけいうちううすっ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす う こっくしうけくっさう し けこうす 

う しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか”. [ぇぉけすう しっ くぇ 8-つぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく, さっ-
ょけゃくぇ しきはくぇ う くぇ しきっくう.  
╆ぇ こけいうちううすっ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす たけさぇ しなし しさっょくけ う こけ-

くうしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ.  
¨しうゅせさっく っ ぉっいこかぇすっく すさぇくしこけさす いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 4 

– こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ けす くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ さぇえけくぇ: ╉ぇいぇく-
かなお, ¨ゃけとくうお, 』っさゅぇくけゃけ, ╉さなく, ╄くうくぇ, ╃せくぇゃちう, ╉けこさうくおぇ 
う ╋なゅかうあ. 
╉ぇくょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇす くっけぉたけょうきうは おけきこかっおす ょけ-

おせきっくすう けす ゅうてっ „‶さけこせしおう”, ちっくすさぇかっく こけさすぇか, ゃしっおう さぇぉけ-
すっく ょっく けす 08.00 ょけ 16.30 つぇしぇ. ‶さっょぇゃぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすうすっ 
けぉさぇすくけ しすぇゃぇ くぇ しなとけすけ きはしすけ. ]こさぇゃおう う うくそけさきぇちうは: けす-
ょっか „╉ぇょさう”, すっか: 0431/63133

こさけすうゃけすぇくおけゃぇすぇ こせておぇ ‶〈[╃, ゅけかはきけおぇかうぉさっくぇすぇ 
おぇさすっつくうちぇ ╃【╉. 〈けえ っ こなさゃうはす させしおう おけくしすさせおすけさ, くぇ 
おけゅけすけ っ こさうしなょっくけ いゃぇくうっすけ ╂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 – こさっい 1940 ゅ., おけゅぇすけ しすぇゃぇ う ょけおすけさ くぇ すった-
くうつっしおうすっ くぇせおう. 』っすうさう こなすう っ ╊ぇせさっぇす くぇ ╃なさあぇゃくぇ 
こさっきうは, くけしうすっか っ くぇ すさう けさょっくぇ „╊っくうく” , くぇ けさょっくう 
„]せゃけさけゃ” ┶ う ┶┶ しす., „』っさゃっくけ いくぇきっ くぇ すさせょぇ”, „』っさゃっくぇ 
いゃっいょぇ”, くぇ きくけゅけ きっょぇかう.

Легендарното противотанково 
оръжие на Дегтярьов

だß　çí
うょゃぇ くぇちうけくぇかうしすうつっしおぇすぇ こぇさすうは くぇ 
╇くょうは „╀たぇさぇすうは ╃あぇくぇすぇ”, おけはすけ こっ-
つっかう ぇぉしけかのすくけ きくけいうくしすゃけ ゃ うくょうえ-
しおうは こぇさかぇきっくす. ]さっょ こさうけさうすっすうすっ え 
っ: しうかくぇ ょなさあぇゃぇ しなし しうかくぇ けすぉさぇくう-
すっかくぇ きけと う うくょせしすさうは. 
〈さっすうはす おかのつけゃ そぇおすけさ っ しうすせぇちうは-

すぇ ゃ ╀かういおうは う ]さっょっく ╇いすけお, おなょっすけ 
しかっょ さぇいきうさうちうすっ, ょけゃっかう ょけ ┿さぇぉ-
しおぇすぇ こさけかっす う こけしかっょゃぇかぇすぇ くっしすぇ-
ぉうかくけしす ゃ さぇえけくぇ, ゃっつっ しぇ せしすぇくけゃっくう 
しすぇぉうかくう こさぇゃうすっかしすゃぇ う こぇさかぇきっくすう. 
╃なさあぇゃうすっ いぇこけつゃぇす こけしすっこっくくけ しすぇ-
ぉうかういうさぇくっ くぇ ぇさきううすっ しう う すはたくけすけ 
ゃなけさなあぇゃぇくっ. ′っ ぉっい いくぇつっくうっ っ う 
おけくそかうおすなす [せしうは - 〉おさぇえくぇ, おけえ-
すけ こさっこさぇとぇ ょけしすぇ おかうっくすう くぇ すっいう 
ょゃっ ょなさあぇゃう おなき „┿さしっくぇか”, おぇいぇ ╇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” 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ.


