
╇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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╀かういけ 3 きうかうけくぇ かっゃぇ  ゅけょうてくけ  とっ けすょっかは 
„┿さしっくぇか” ┿╃ いぇ ういこかぇとぇくっ くぇ さぇぉけすくうつっしおう 

ゃぇせつっさう いぇ たさぇくぇ. ‶さうょけぉうゃおぇすぇ っ つぇしす けす しけちう-
ぇかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ う っ いぇかっゅくぇかぇ 
ゃ ╉けかっおすうゃくうは すさせょけゃ ょけゅけゃけさ, こけょこうしぇく きっあょせ 
さぇぉけすけょぇすっかは う しうくょうおぇすうすっ. ‶なさゃうすっ ゃぇせつっさう いぇ 
すぇいう ゅけょうくぇ とっ しっ ういこかぇとぇす いぇ きっしっち ぇゃゅせしす う とっ 
ぉなょぇす こけかせつっくう けす さぇぉけすくうちうすっ けおけかけ しさっょぇすぇ くぇ 
しっこすっきゃさう, しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ぅくおけ 
╉けしすぇょうくけゃ,  ょうさっおすけさ „《うくぇくしう う うおけくけきうおぇ” くぇ 
„┿さしっくぇか”.
╆ぇこけゃっょすぇ いぇ すけゃぇ ゃっつっ っ こけょこうしぇくぇ けす さなおけゃけょ-

しすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ. ╁ぇせつっさうすっ いぇ たさぇくぇ, おけうすけ 
とっ こけかせつぇゃぇす ぇさしっくぇかちう, しぇ さっいせかすぇす けす しないょぇ-
ゃぇくっすけ くぇ そうくぇくしけゃう こさっょこけしすぇゃおう いぇ すはたくけすけ 

╅ちつかせあしつさあ
えそちおそつて:
〉けさそしあこ てそたけ
すかてあし つ しまいそう
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╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ:
』うかてしあせあ 』あうけぬさあみ:

ぁそうかさ けおうあ せあ つうかてあ, くあ おあ そいけねあ

【っしす ゅけょうくう ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお とっ ういこかぇとぇ ぉぇくおけ-

ゃうは おさっょうす けす 4 きかく. かっゃぇ, おけえ-
すけ こさっょしすけう ょぇ ぉなょっ ゃいっす しかっょ 
さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
‶さうつうくぇすぇ, こけさぇょう おけはすけ しっ くぇ-
かぇゅぇ ¨ぉとうくぇすぇ ょぇ ゃいっきぇ くけゃ おさっ-
ょうす, っ さってっくうっすけ いぇ ゃさなとぇくっ くぇ 
3,3 きかく. かっゃぇ くぇ つぇしすくぇすぇ そうさきぇ 
„〈さぇおうは すさっえょ” いぇさぇょう くっけしなとっし-
すゃっくぇ しょっかおぇ う けぉはゃっく いぇ くうとけ-
あっく ょけゅけゃけさ いぇ しすさけっあ, しおかのつっく 
ゃ きぇくょぇすぇ くぇ こさっょうてくうは おきっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. ╃け-
ゅけゃけさなす いぇ しすさけっあ くぇ 7-っすぇあくぇすぇ 
しゅさぇょぇ っ けす 2007-きぇ ゅけょうくぇ, ぇ さっ-

′ぇしすけはとう う ぉう-
ゃてう ぇさしっくぇかちう 

きっさはす しうかう ゃ こなさゃうは 
すっくうし おかせぉ, しないょぇょっく 
ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっょう  こけ-
ゃっつっ けす 15 ゅけょうくう. 
]さっょ くぇえ- けすはゃかっくうすっ 
そっくけゃっ, ょけしすうゅくぇかう 
こけつすう こさけそっしうけくぇかくけ 
くうゃけ, しぇ うくあ. ╁かぇょう-
きうさ 』せつせきうてっゃ, さな-
おけゃけょうすっか けすょっか „〈った-
くうつっしおけ さぇいゃうすうっ” う 
]ゃっすかぇくぇ ╊っゅぇっゃぇ けす 
てうゃぇかくはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3 
ゃ „┿さしっくぇか”. ]さっょ ゃっ-
すっさぇくうすっ ゃ すけいう しこけさす 
しぇ う ょさせゅう ういゃっしすくう 
ぇさしっくぇかしおう うきっくぇ 
けす ぉかういおけすけ きうくぇかけ: 
しないょぇすっかはす くぇ おかせぉぇ 
╃うきうすなさ  ]すぇえおけゃ, 
しなせつっくうお くぇ ういこなか-
くうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ ‶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
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ういこかぇとぇくっ, おぇおすけ う くぇかうつうっすけ くぇ くけゃう 
ょけゅけゃけさう, おけうすけ こさはおけ さっそかっおすうさぇす ゃなさ-
たせ しうすせぇちうはすぇ ゃ ょさせあっしすゃけすけ. ‶さう こなかっく 
きっしっち ゃしっおう けす さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか”, 
くっいぇゃうしうきけ けす くっゅけゃぇすぇ こけいうちうは, とっ 
こけかせつぇゃぇ ゃぇせつっさ くぇ しすけえくけしす 40 かっゃぇ. 
] すっいう しさっょしすゃぇ とっ きけゅぇす ょぇ しっ いぇおせこせ-
ゃぇす たさぇくうすっかくう こさけょせおすう, ぉっい ぇかおけたけか う 
ちうゅぇさう. ╁ぇせつっさうすっ, おけうすけ ぇさしっくぇかしおうすっ 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう とっ こけかせつぇゃぇす, 
とっ うき ょぇゃぇす ゃないきけあくけしす ょぇ こぇいぇさせゃぇす ゃ 
けぉとけ 486 けぉっおすぇ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
けす おけうすけ 132 けぉっおすぇ しぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお, 10 けぉっおすぇ ゃ けぉとうくぇ ╋なゅかうあ う けとっ 
すけかおけゃぇ ゃ けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは. ] ゃぇせつっ-
さうすっ とっ きけあっ ょぇ しっ こぇいぇさせゃぇ う ゃ 2 きぇゅぇ-
いうくぇ くぇ „┿さしっくぇか” う 5 しすけかぇ いぇ たさぇくっくっ. 
╁ぇせつっさうすっ とっ ゃぇあぇす う いぇ ゃしうつおう ゅけかっきう 
すなさゅけゃしおう ゃっさうゅう.
]さっょくけ きっしっつくけ しせきぇすぇ, おけはすけ さなおけ-

ゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” とっ ういこかぇとぇ いぇ 
ゃぇせつっさう, っ ゃ さぇいきっさ くぇ ぉかういけ 300 たうかはょう 
かっゃぇ.  
‶け ちったけゃっ う いぇゃけょう ゃなゃ そうさきぇすぇ ゃっつっ 

しぇ しゃっょっくう しこっちうぇかくうすっ せおぇいぇくうは いぇ うい-
ゅけすゃはくっすけ くぇ しこうしなちうすっ いぇ ゃぇせつっさう, こけ-
かぇゅぇとう しっ くぇ さぇぉけすっとうすっ, おぇおすけ う しこう-
しなちう し きぇゅぇいうくうすっ, ゃ おけうすけ きけあっ ょぇ しっ 
こけかいゃぇす. 

╉かてつさけ うかしそつけたかお せあ 3 さそしかしあ せそつけ くしあてかせ すかおあし せあ ╈ひおかう そて 》ひちうけみ すそつてちかせ たあせあけち う 》しそうおけう

╇ こぇお っ ぇゃゅせしす. ╇ こぇお うい-
おぇつゃぇきっ 【うこおぇ. ╉けえ し 

ょっちぇ, おけえ し ゃくせちう, おけえ し こけ-
かけゃうくおう. ╁しっおう しなし しゃけは しう 
きけすうゃ, くけ う し けくいう しおさうす うかう 
ういゃぇょっく くぇ こけおぇい おけこくっあ – 
ょぇ こけおぇあっき, つっ しきっ ぉなかゅぇさう, 
ゅけさょう くぇしかっょくうちう くぇ しかぇゃくけ 
きうくぇかけ. ╇ しこけさくけ くぇしすけは-
とっ. ]かぇゃくけ, いぇとけすけ きぇかちうくぇ 
しっゅぇ いくぇはす いぇ けくっいう くっけゃう-
おぇかう うしすけさうつっしおうすっ ぉせおゃぇ-
さう ゅっさけう, くけ しなし しうゅせさくけしす, 
ぉっい つうはすけ ょうさは うしすけさうはすぇ  くう 
ょくっし とってっ ょぇ っ こけ-うくぇおゃぇ. 
╉けかちうくぇ しぇ すっいう, おけうすけ 

いくぇはす うきっくぇすぇ, けしゃっく こさけそっ-
しうけくぇかくけ ぇくゅぇあうさぇくうすっ, くぇ 
しすさけうすっかうすっ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ 
くぇ 【うこおぇ, くぇ きっしすくうすっ さけょけ-
かのぉちう, ょぇかう  しゃけは こさうくけし いぇ 
こけしすさけはゃぇくっすけ きせ. 

《ぇきうかうはすぇ ╂なょっゃう

いぇ こけゃっつっすけ おぇいぇくかなつぇくう 
っ こさっょう ゃしうつおけ しゃなさいぇくぇ 
し うきっすけ くぇ ょなかゅけゅけょうてくうは 
ょうさっおすけさ くぇ おぇいぇくかなておうは 
╋ったぇくけすったくうおせき 》さうしすけ ╂な-
ょっゃ, ょぇか しすけすうちう おぇょさう くぇ 
ぉなかゅぇさしおけすけ きぇてうくけしすさけっ-
くっ, けすゅかっょぇか  こけおけかっくうは おぇ-
いぇくかなておう きぇてうくけしすさけうすっかう, 
こけしすぇゃうかう けしくけゃうすっ くぇ きっしす-
くぇすぇ うくょせしすさうは.  
′け おけかおけ けす すはた  いくぇはす, つっ 

ゃしなとくけしす すぇいう うきっくうすぇ てうこ-
つっくしおぇ そぇきうかうは いぇゃうくぇゅう っ 
けしすぇゃうかぇ うきっすけ しう すぇき, ゅけさっ, 
くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけょぇすぇ. 
╇ ょうさはすぇ しっ ゃうょう けすょぇかっつ.

╆ぇ せつぇしすうっすけ くぇ
てうこつっくちう ゃ

こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ
‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけょぇすぇ

 こけ-こけょさけぉくぇ うくそけさきぇちうは  
けすおさうゃぇきっ ゃ おくうゅぇすぇ  „【うこ-
つっくちう” くぇ ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ, 
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 ]なのいぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こうしぇすっかう, 
けこうしぇか し さけょけかのぉうゃけ つせゃ-
しすゃけ う ゅけさょけしす きくけゅけ かうつくけ-
しすう, ょぇかう ゃ ゅけょうくうすっ けぉかうおぇ 
くぇ 【うこおぇ, おぇすけ っょくけ しっかうとっ 
し ぉけゅぇすぇ うしすけさうは う おせかすせさくう 
すさぇょうちうう.
╃させゅ ょけしすけゃっさっく ういゃけさ しぇ 

しおさけきくうすっ う しなさょっつくう 

╃ぇそうくぇ う 》さうしすけ ╂なょっゃう,
ういゃっしすくう ゃ ╉ぇいぇくかなお う 

【うこおぇ 

くぇ こけおけかっくうは し すけゃぇ, つっ 
》さうしすけ ╂なょっゃ っ ぉうか ょうさっおすけさ 
くぇ 〈ったくうおせきぇ こけ きったぇくけすっ-
たくうおぇ „『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ” /
しっゅぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”/ 
う けすょぇか 30 ゅけょうくう けす あうゃけ-
すぇ しう いぇ ういょうゅぇくっすけ くぇ すけゃぇ 
せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ う けぉさぇいけ-
ゃぇくっ くぇ たうかはょう ぉなょっとう うく-
あっくっさう う さぇぉけすくうちう. ′っ しかせ-
つぇえくけ っ こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく 
くぇ ╉ぇいぇくかなお! ┿ しなこさせゅぇすぇ きせ 
╃ぇそうくぇ ╂なょっゃぇ – せつうすっか こけ 
そういおせかすせさぇ, いぇしかせあうか きぇえ-
しすけさ くぇ しこけさすぇ う すさう ょっしっすう-
かっすうは こさっょしっょぇすっか くぇ ╉かせぉぇ 
くぇ ぇかこうくうしすうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╅うゃけす, あうゃはく ゃ さぇいぉうさぇすっか-
しすゃけ う すさせょ!
] こさうきっさぇ くぇ すったくうすっ さけ-

ょうすっかう う ょせた, こさっょぇょっく くぇ 
しかっょゃぇとうすっ こけおけかっくうは. 

╆ぇとけ しこけきっくぇゃぇき すけゃぇ ょけし-
すけかっこくけ しっきっえしすゃけ し きくけゅけ 
》さうしすけ ╂なょっゃちう ゃなゃ ゃさっきっ-

すけ, すぇ つぇお しっ けぉなさおゃぇき こけくは-
おけゅぇ?
╀ぇとぇすぇ くぇ しこけきっくぇすうは うくあ. 

╂なょっゃ – 》さうしすけ ╂なょっゃ, っ さけ-
ょっく こさっい けおすけきゃさう 1889 ゅ.  
╆ぇ くっゅけ うしおぇき ょぇ ゃう さぇい-

おぇあぇ, くけ きくけゅけ おさぇすおけ, おぇすけ 
うきぇき こさっょゃうょ ぉけゅぇすうは きせ 
あうすっえしおう けこうす う こさぇおすうつっ-
しおけ こさうかけあっくうっ くぇ きぇえしすけさ-
かなおぇ きせ ゃ さぇいかうつくう けぉかぇしすう 
くぇ あうゃけすぇ. 
′っゅけゃうはす ぉぇとぇ っ 

》さうしすけ ╂せくっゃ ╂なょっゃ –
ぉさぇす くぇ おけきうすぇすぇ

]すぇくぬけ ╂なょっゃ. 

╋ぇかおうはす 》さうしすけ けす ょっすっ 
こけきぇゅぇか くぇ ぉぇとぇ しう ゃ くけ-
あぇさしおぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ, ぇ 
しかっょ すけゃぇ ゅけ ういこさぇすうかう ょぇ 
せつう いぇくぇはすぇ こさう ゅぇぉさけゃしおうは 
きぇえしすけさ 》さうしすけ ╋っすっゃ. 〈ぇき 
つうさぇおせゃぇか すさう ゅけょうくう. ‶ぇお 
- ぉぇとうくぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ, 
こけしかっ – おぇいぇさきぇすぇ う こぇお さぇ-
ぉけすぇ こさう ぉぇとぇ きせ. ╆ぇさっあょぇす 
しっ ゃけえくうすっ – ╋っあょせしなのいくう-
つっしおぇすぇ, ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃ-
くぇ - 》さうしすけ ╂なょっゃ っ ゃ 23-すう 
‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお けす 
っしっくすぇ くぇ 1912 ゅ., さぇくっく っ ゃ 
ょっしくうは おさぇお, こさっおぇさゃぇ ょゃっ 
ゅけょうくう ゃ こかっく. ╃けしすぇ ゃさっきっ 
ゅけ ゃけょっかう いぇ せきさはか. ‶けしさっと-
くぇかう ゅけ し けとっ こけ-ゅけかはきぇ さぇ-
ょけしす. ╇ けすくけゃけ - ゃ ぉぇとうくぇすぇ 
さぇぉけすうかくうちぇ.   
╇いさぇぉけすうか ゃけょくけ おけかっかけ, 

おけっすけ いぇょゃうあゃぇかけ ょうくぇきけ-
きぇてうくぇ し きけとくけしす ょっしっす おう-
かけゃぇすぇ.  
〈なさしっか しなゃっすう けす けこうすくう 

すったくうちう う うくあっくっさう, おくうゅう-
すっ きせ ぉうかう こけきけとくうお: ういこけ-
ゃはょゃぇか すっいぇすぇ, つっ せしこったう しっ 
こけしすうゅぇす, おけゅぇすけ せきなす う さな-
ちっすっ さぇぉけすはす いぇょさせあくけ. 
〈ぇおぇ し こけきけとすぇ くぇ こさうはすっ-

かう う しなすさせょくうちう 》さうしすけ ╂な-
ょっゃ 

せしこはゃぇ ょぇ こけしすさけう
っかっおすさけちっくすさぇかぇ う こさっい 

1918 ゅ. ゃ くっゅけゃうは ょけき
しゃっすゃぇ っかっおすさうつっしおぇ

おさせておぇ, 

ぇ しかっょ すけゃぇ う ょさせゅう こけ-
かせつぇゃぇす すぇいう こさうょけぉうゃ-
おぇ. ]なとっしすゃっくけすけ っ, つっ ゃ 
くけあぇさしおぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ 
ういこけかいゃぇくっすけ くぇ っかっおすさう-

つっしすゃけ っ ちはかぇ さっゃけかのちうは ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ くけあけゃっ う 
くけあつっすぇ – けしくけゃっく こけきうくなお 

くぇ ょけしすぇ しっきっえしすゃぇ ゃ 
【うこおぇ こけ けくけゃぇ ゃさっ-
きっ. ‶さっおぇさぇかう う すっ-
かっそけく ょけ っかっおすさけちっく-
すさぇかぇすぇ.
 ′ぇ こなさゃうは きけしすさっく 

こぇくぇうさ ゃ ‶かけゃょうゃ しこっ-
つっかうか いかぇすっく きっょぇか いぇ 
こさっょしすぇゃっくけすけ けす くっゅけ 
ょっすしおけ  ゃっかけしうこっょつっ し 
すさう おけかっかぇ.
  〈けえ っ こなさゃうはす, おけえ-

すけ っ おせこうか おうくけぇこぇさぇす 
う こさけあっおすうさぇか  くっきう 
そうかきう. 
╅うゃけすなす う すさせょけ-

ゃけ-すゃけさつっしおうはす こなす 
くぇ 》さうしすけ ╂なょっゃ こけ-
すゃなさあょぇゃぇす きうしなかすぇ, 
つっ こさうょけぉうすぇ ょうこかけきぇ 
いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ くっ ゃう-
くぇゅう ゅぇさぇくすうさぇ ょけぉなさ 

しこっちうぇかうしす, おぇおすけ う かうこしぇ-
すぇ え くっ きけあっ ょぇ こさっょゃうょう 
おぇおゃう てうさけすう きけゅぇす ょぇ しっ 
けすおさうはす こさっょ しぇきけけぉさぇいけ-
ゃぇとうは しっ う かのぉけいくぇすっかっく 
つけゃっお, おけえすけ くっ しこうさぇ ょぇ 
しっ うくすっさっしせゃぇ う こさうかぇゅぇ ゃ 
こさぇおすうおぇすぇ ゃしうつおけ くけゃけ う 
くぇこさっょくうつぇゃけ.  
〉きなす う せしすさっきなす くぇ すぇおなゃ 

つけゃっお くっ こけいくぇゃぇす ゅさぇくうちう.

‶さっい 1924 ゅ. しっ けぉはゃはゃぇ 
おけくおせさし いぇ さぇいさぇぉけすゃぇくっ 

くぇ おけくおさっすっく こさけっおす
いぇ しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ

きけくせきっくすぇ. 

]かっょ ゃさっきっ しっ さってぇゃぇ ょぇ 
しっ いぇこけつくっ う しっ ういゅさぇょう こけ 
こさけっおすぇ くぇ ぇさたうすっおすぇ ┿すぇ-
くぇし ╃けくおけゃ う しおせかこすけさぇ 
┿かっおしぇくょなさ ┿くょさっっゃ. ╂させ-
ぉけすけ しすさけうすっかしすゃけ っ いぇゃなさ-
てっくけ けす ぇゃゅせしす 1926 ゅ. ょけ 
1929 ゅ., くけ こけさぇょう かうこしぇ 
くぇ しさっょしすゃぇ ょけゃなさてうすっかくう-
すっ さぇぉけすう しっ こさけすけつゃぇす ょけ 
1934 ゅ.
¨そうちうぇかくけすけ けすおさうゃぇくっ 

くぇ ‶ぇきっすくうおぇ  くぇ しゃけぉけょぇすぇ 
しすぇゃぇ くぇ 26 ぇゃゅせしす 1934ゅ. - 
こさっょう 80 ゅけょうくう けす ちぇさ ╀け-
さうし ┶┶┶.
》さうしすけ ╂なょっゃ ゃいっきぇ ょっえくけ 

せつぇしすうっ けす しぇきけすけ くぇつぇかけ. 
′ぇ 26 ぇゃゅせしす 1926 ゅ. いぇこけつ-
ゃぇ しすさけうすっかしすゃけすけ.
‶けしすさけはゃぇくっすけ くぇ こぇきっす-

くうおぇ くぇ ゃさなた 【うこおぇ っ ういこう-
すぇくうっ いぇ しすさけうすっかうすっ, つぇしす 
けす おけうすけ くっ ういょなさあぇす くぇ 
すさせょくけしすうすっ う しっ けすおぇいゃぇす. 
‶はしなお しっ くけしう けす し. ╄くう-
くぇ, こけ しすさなきくうすっ こなすっおう しっ 
ういおぇつゃぇ ゃぇさ う ちうきっくす. ′ぇ 
ゃしうつおけすけ けすゅけさっ きぇゅぇさっすけ, 
し おけっすけ しぇ おぇつゃぇかう たかはぉ う 
ゃけょぇ くぇ しすさけうすっかうすっ, きけあっ 
ぉう こさうきぇきっくけ けす ぇさけきぇすぇ 
くぇ たかはぉぇ, ういはかけ つっさすっあうすっ 
くぇ こぇきっすくうおぇ – すさぇゅうおけきうつ-
くぇ うしすけさうは! ┿ こけしかっ きっつおぇ-
しすさなゃくうちぇ ういはかぇ くっゅけ. 〈ぇおぇ 
ゅけゃけさう きなかゃぇすぇ.
]さっょ ゅけかはきぇすぇ ゅさせこぇ てうこ-

つっくちう, くぇっすう いぇ きけくすぇあぇ くぇ 
10-すけくくうは かなゃ, しぇ ╀けくつけ 』ぇ-
ゃょぇさけゃ う ╉なくぬけ ╉ぇさすせくけゃ. ╁ 
おせたうくぇすぇ くぇ すけゃぇ けゅさけきくけ 
あうゃけすくけ きけゅぇす ょぇ しっ しなぉっ-
さぇす 16-17 ょせてう. 
′け しかっょ おぇすけ 

てうこつっくっちなす 》さうしすけ ╂なょっゃ
っ しこっつっかうか すなさゅぇ

いぇ きけくすうさぇくっすけ きせ, 

ゃさなとぇくっ くぇいぇょ くはきぇ. ╀せお-
ゃうすっ いぇ くぇょこうしうすっ けす すさうすっ 
しすさぇくう しぇ ゃうしけおう こけ きっすなさ う 
こけかけゃうくぇ, くけ ゃっつっ 80 ゅけょうくう 
しっ ゃうあょぇ おなょっ しぇ ぉうかう くぇえ-
あっしすけおうすっ ぉけっゃっ – 【うこおぇ, 
【っえくけゃけ う ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╊なゃなす っ ぉさけくいけゃ, ゃしはおぇ 

くっゅけゃぇ つぇしす っ すっあおぇ う いぇ 
しおさっこゃぇくっすけ っ ういさぇぉけすっくけ 
しけかうょくけ ょなさゃっくけ しおっかっ. ¨す-
ょっかくうすっ きせ つぇしすう しっ きけくすう-
さぇす おなき きっすぇかくぇ おけくしすさせお-
ちうは ゃなゃ ゃなすさってくけしすすぇ くぇ 
かなゃぇ – う ぉっい いぇゃぇさおう, しぇきけ 
し ぉけかすけゃっ, ょなかぉけおけ いぇぉうすう. 
╃っぉっかぇ きっょくぇ かぇきぇさうくぇ いぇ-
こなかゃぇ そせゅうすっ, こけしかっ ういこう-
かっくう けす きけくすぇあくうちうすっ. ╁なさ-
いぇくう し ゃなあっすぇ こさっい おさなしすぇ, 
すなえ おぇすけ ゃさっきっすけ くぇ ゃなさたぇ しっ 
こさけきっくは いぇ きうくせすう けす たせぉぇゃけ 
おなき かけてけ. 
]せさけゃうすっ ぇすきけしそっさくう せしかけ-

ゃうは くっ こけこさっつうかう くぇ きぇえしすけ-
さぇ ょぇ ういさぇぉけすう けぉかうちけゃおうすっ 

くぇ こかけとぇょおうすっ, いぇおさっこっくう 
し ぇくおっさくう ぉけかすけゃっ し ゅぇえおう 
けす きっしうくゅ, おけうすけ さなつくけ しぇ 
いぇぉうすう ゃ おぇきっくくうすっ いうょけゃっ. 
╆うきうすっ くぇ 【うこおぇ しぇ けとっ こけ-
しゃうさっこう う ゃしうつおけ すさはぉゃぇ ょぇ 
っ しけかうょくけ. 

》さうしすけ ╂なょっゃ っ くぇこさぇゃうか
う さなつくけ おけゃぇくうすっ

しゃっとくうちう う こけかうかっう 

ゃなすさっ ゃ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけ-
ぉけょぇすぇ こけ こなさゃうは こさけっおす.
╇いゃっしすくう しぇ うきっくぇすぇ くぇ 

てうこつっくちうすっ, おけうすけ こさっい 
1926 ゅけょうくぇ しっ ゃおかのつゃぇす ゃ 
さってうすっかくうは っすぇこ くぇ しすさけっあぇ 
– 》さうしすけ ╉けしっおけゃ, 》さうしすけ 
〈なこぇくけゃ う しうくけゃっすっ きせ 〈け-
すぬけ う ]すっそぇく, 〈っくぬけ 〈なこぇ-
くけゃ, 〈けょけさ ╋うかせてっゃ, ╃けくつけ 
┿さくぇせょけゃ, ╃けくぬけ ╂せくっゃ,  ╉な-
くぬけ ╉さぇつぇくけゃ, ╋うかぬけ ╀ぇっゃ, 
〈っくぬけ う 〈っくつけ 》ぇょあうしすけえおけ-
ゃう, ╉なくつけ ╉ぇゃさなおけゃ, ]すっそぇく 
╂なさぉぇすせかけゃ, 》さうしすけ ╋うおけゃ, 
′うおけかぇ ]すけはくけゃ, ‶っすなさ ╋ぇ-
くけかけゃ う ょさせゅう. 
〈ったくうすっ こけすけきちう ゃっさけはす-

くけ こけきくはす う こさっさぇいおぇいゃぇす 
しこけきっくうすっ くぇ しゃけうすっ ょっょう 

いぇ すさせょくけしすうすっ, くけ う いぇ せょけ-
ゃかっすゃけさっくうっすけ けす ょけぉさっ 
しゃなさてっくぇすぇ さぇぉけすぇ!
]かっょ ゅけょうくう, くぇ 20 ぇゃゅせしす 

1941 ゅ., ╁けっくくけすけ きうくうしすっさ-
しすゃけ くぇ ╀なかゅぇさうは けぉはゃうかけ 
おけくおせさし いぇ さっきけくす くぇ こぇきっす-
くうおぇ.
》さうしすけ ╂なょっゃ ゃ こうしきけ-

けそっさすぇ こうてっ: „╂けすけゃ しなき ょぇ 
ういゃなさてぇ さっきけくすぇ こさう しかっょ-
くうすっ せしかけゃうは: ╆ぇょなかあぇゃぇき 
しっ いぇ きけは しきっすおぇ ょぇ こけしすさけは 
ょなさゃっくけ しおっかっ. 
╁しうつおう くけゃう さぇぉけすう しっ いぇ-

ょなかあぇゃぇき ょぇ ういゃなさてぇ, ぉっい 
ょぇ きう しっ ょぇゃぇ いぇ すけゃぇ おぇおゃけ-
すけ う ょぇ っ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ.
╆ぇょなかあぇゃぇき しっ ょぇ こさっゅかっ-

ょぇき ゃ おぇおゃけ こけかけあっくうっ しっ 
くぇきうさぇす こさうおさっこはとうすっ つぇしすう 
くぇ ぉさけくいけゃうは かなゃ くぇ こぇきっす-
くうおぇ う ぉっいこかぇすくけ ょぇ けすしすさぇ-
くは  っゃっくすせぇかくうすっ おけくしすさせお-
すうゃくう ょっそっおすう こけ くっゅけ”.
╇いぉさけはゃぇ ゃ 14 すけつおう くけゃうすっ 

さぇぉけすう, ういさっあょぇ う さっきけくすう-
すっ う すはたくぇすぇ ちっくぇ. ╇ けすしうつぇ 
おぇすけ うしすうくしおう きぇえしすけさ, おけえ-
すけ しう さぇいぉうさぇ けす さぇぉけすぇすぇ う 

ゅぇさぇくすうさぇ いぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ 
しゃなさてっくぇすぇ さぇぉけすぇ: ”]さけおなす 
いぇ いぇゃなさてゃぇくっ っ 45 ょくう けす 
ょっくは くぇ しなけぉとっくうっすけ, つっ くぇ 
きっく しっ ゃないかぇゅぇ すけいう さっきけくす”.

╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ 
ゃないかぇゅぇ くぇ 》さうしすけ ╂なょっゃ 

さっきけくすくけ-ゃないしすぇくけゃうすっかくうすっ 
さぇぉけすう 

し こうしきけ わ 8603 けす 15 しっこ-
すっきゃさう 1941 ゅ. 
》さうしすけ ╂なょっゃ あうゃはか ょけ 18 

そっゃさせぇさう 1968 ゅ. ╅うゃけす, うい-
こなかくっく し きくけゅけ すさせょ う きぇえ-
しすけさしすゃけ, ういけぉさっすっくうは, さぇ-
ぉけすぇ ゃ こけかいぇ くぇ けぉとっしすゃけすけ, 
くけ う し ゅさうあぇ いぇ しっきっえしすゃけすけ. 

╊うくぇ 〉いせくけゃぇ,
ぉうゃて しかせあうすっか

ゃ ╇いつうしかうすっかくうは ちっくすなさ くぇ  
„┿さしっくぇか” ┿╃ 

てっくうっすけ いぇ すけゃぇ っ ゃいっすけ ゅけ-
ょうくぇ こけ-さぇくけ けす すけゅぇゃぇてくうは 
きっしすっく ¨ぉとうくしおう しなゃっす. 
] さってっくうっ けす のかう すぇいう ゅけょう-

くぇ しなしすぇゃ くぇ ┿さぉうすさぇあくうは しなょ 
こさうしなょう ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお ょぇ ゃなさくっ ゅかぇゃくうちぇすぇ こけ 
ょけゅけゃけさぇ, きぇかおけ くぇょ 1,8 きかく. 
かっゃぇ, こかのし いぇおけくくうすっ かうたゃう 
いぇ ういきうくぇかうは こっさうけょ う くぇこさぇ-
ゃっくうすっ さぇいたけょう こけ ういおけこぇ くぇ 
すっさっく - うかう けぉとぇ しせきぇ ゃ さぇい-
きっさ  くぇ 3,3 きかく. かっゃぇ. 
╆ぇ ょぇ ゃなさくっ こぇさうすっ くぇ つぇしす-

くぇすぇ そうさきぇ, しっ くぇかぇゅぇ ¨ぉ-
とうくぇすぇ ょぇ こさうぉっゅくっ ょけ くけゃ 

おさっょうす. ╆ぇ ちっかすぇ ¨ぉとうくしおうはす 
しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ ゃいっ さっ-
てっくうっ いぇ けぉとっしすゃっくぇ こけさなつおぇ, 
くぇ ぉぇいぇ くぇ おけはすけ ょぇ しっ ういぉっさっ 
ぉぇくおぇ, けすこせしおぇとぇ おさっょうすぇ. 
‶さっょ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇく-

かなお くぇ こさけゃっょっくけ こさっい きう-
くぇかぇすぇ しっょきうちぇ けぉとっしすゃっくけ 
けぉしなあょぇくっ ぉはたぇ けぉはゃっくう こぇ-
さぇきっすさうすっ くぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ 
こけさなつおぇ: おさっょうす ゃ さぇいきっさ ょけ 
4 きかく. かっゃぇ, しさけお くぇ こけゅぇしは-
ゃぇくっ 72 きっしっちぇ, 1 ゅけょうくぇ ゅさぇ-
すうしっく こっさうけょ いぇ ゅかぇゃくうちぇすぇ う 
ょけ 5% ゅけょうてくぇ かうたゃぇ. ╆ぇかけゅ 
いぇ ぉぇくおぇすぇ しぇ こけしすなこかっくうはすぇ 
ゃ ぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 〈ぇおぇ 
ゃ おさぇは くぇ こっさうけょぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
くぇ こさぇおすうおぇ とっ ゃなさくっ 5,2 きかく. 
かっゃぇ, こさう さっぇかくけ せしゃけっくう こさっい 
2007-きぇ ゅけょうくぇ こけ-きぇかおけ けす 2 
きかく. かっゃぇ. 
‶さうしなしすゃぇとうすっ くぇ けぉとっしす-

ゃっくけすけ けぉしなあょぇくっ ゅさぇあょぇくう 
くっ こさうったぇ すっいぇすぇ, つっ ゃうくけゃくう 
いぇ すぇいう しうすせぇちうは くはきぇ う こけうし-
おぇたぇ すなさしっくっ くぇ こっさしけくぇかくぇ 
けすゅけゃけさくけしす けす ょかなあくけしすくうすっ 
かうちぇ いぇ くっういゅけょくぇすぇ しょっかおぇ, 
ょけこさうくっしかう  し すけゃぇ ¨ぉとうくぇ-
すぇ ょぇ ういこぇょくっ ゃ すけいう おぇいせし. ╆ぇ 
すけゃぇ くぇしすけは ╃さぇゅけきうか ╇ゃぇくけゃ, 
こさっょしっょぇすっか くぇ ‶‶ ┿〈┿╉┿–╉ぇ-
いぇくかなお う ぉうゃて けぉとうくしおう しな-
ゃっすくうお. ╂なかなぉうくぇ ╋うたぇえかけゃぇ 
こさういけゃぇ ょぇ しっ しそけさきうさぇ おけきう-
しうは けす ゅさぇあょぇくう う ょぇ いぇこけつくっ 
こけょこうしおぇ し うしおぇくっ けしすぇゃおぇすぇ 
おぇすけ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう くぇ 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう - すけゅぇゃぇ  こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ¨ぉ]-╉ぇいぇくかなお, う 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ - おきっす くぇ けぉ-
とうくぇすぇ.

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

╆ぇ しこさぇゃおう くぇ すっか.: 0889 632 071

《╆っ╇╅

けさなあっえくうちぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, う ぉうゃてうはす すさっくぬけさ こけ そせす-
ぉけか ╁っしっかうく ╀せきぉぇかけゃ.
╉かせぉなす っ しないょぇょっく こさっい 1998 ゅけょうくぇ けす ╃うきうすなさ ]すぇえおけゃ  

う くけしう うきっすけ „[けいぇ”. 』かっくけゃっすっ きせ しぇ ぉかういけ 50. ╁しはおぇ ゃっつっさ 
しかっょ 17 つぇしぇ しすぇさうすっ すっくうし おけさすけゃっ おさぇえ しすぇょうけく „]っゃすけこけ-
かうし” ぉせおゃぇかくけ けあうゃはゃぇす, ぇ ゃ こけつうゃくうすっ ょくう しっ こなかくはす う し 
ょっすしおぇ ゅかなつ. ‶さうつうくぇすぇ: すっくうしなす っ う しっきっっく しこけさす, けぉうおくけ-
ゃっくけ っょうくうはす ゃけょう ょさせゅうは, ぉぇとぇすぇ - しうくぇ, きぇえおぇすぇ - ょなとっ-
さはすぇ. ╉ぇすけ ぉうゃてぇすぇ せつうすっかおぇ, ぇ しっゅぇ しかせあうすっか くぇ [ぇえけくっく 
しなょ–╉ぇいぇくかなお ╉さぇしうきうさぇ ]かぇゃけゃぇ. ╃けてかぇ くぇ おけさすけゃっすっ こさっい 
2000 ゅけょうくぇ う けすすけゅぇゃぇ ょけしっゅぇ っ くっういきっくくけ すぇき. ╆ぇこぇかうかぇ  こけ 
すっくうしぇ  う 9-ゅけょうてくぇすぇ しう ょなとっさは ╅っくは, おけはすけ っ しさっょ きくけゅけけ-
ぉっとぇゃぇとうすっ くぇょっあょう くぇ おけさすぇ.
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‶け ゃさっきっ くぇ  [せしおけ-すせさ-

しおぇすぇ ゃけえくぇ (1877-1878) 
くぇ 【うこおぇ しっ さぇいうゅさぇゃぇす くぇえ-
さってうすっかくうすっ ぉうすおう, こさっょけこ-
さっょっかうかう こけぉっょくうは ういたけょ くぇ 
ゃけえくぇすぇ, ょけくっしかぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
しゃけぉけょぇ しかっょ こっすゃっおけゃくけ けし-
きぇくしおけ さけぉしすゃけ. 

╆ぇっょくけ し させしおうすっ ゃけえしおう ゃ 
しさぇあっくうはすぇ しぇ ゃいっかう せつぇしすうっ う 
けおけかけ 6 000 ぉなかゅぇさう.

╆ぇ こなさゃう こなす ょっこせすぇすうすっ
けす 〉つさっょうすっかくけすけ しなぉさぇくうっ 

ゃ 〈なさくけゃけ こさっい 1879 ゅ.
ういょうゅくぇかう うょっはすぇ いぇ

ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こぇきっすくうお, 

おけえすけ ょぇ ゃなこかなすう ゃ しっぉっ しう 
ゃしっくぇさけょくぇすぇ こさういくぇすっかくけしす 
おなき こけょゃうゅぇ くぇ けこなかつっくちう う 
させしう, いぇゅうくぇかう こけ ゃさっきっ くぇ ¨し-
ゃけぉけょうすっかくぇすぇ ゃけえくぇ.
‶さっい しかっょゃぇとうすっ ょっしっすうかっすうは 

すぇいう うょっは っ こけょっすぇ う こけこせかはさう-
いうさぇくぇ けす くぇてう ゃうょくう けぉとっしす-
ゃっくうちう. ′け っょゃぇ こさっい 1920 ゅ. 
しっ こさうしすなこゃぇ おなき けしなとっしすゃは-
ゃぇくっすけ え, おけゅぇすけ くぇ おけくゅさっしぇ 
くぇ ‶けぉけさくうおけ-けこなかつっくしおけすけ 

ょさせあっしすゃけ しっ ゃいっきぇ さってっくうっ 
ょぇ しっ ういょうゅくっ こぇきっすくうお ゃ つっしす 
くぇ 50-ゅけょうてくうくぇすぇ けす 【うこつっく-
しおうすっ ぉけっゃっ.
]そけさきうさぇく っ てっしすつかっくっく 

おけきうすっす, ゃ しなしすぇゃぇ くぇ おけえすけ 
ゃかういぇす ゃっすっさぇくうすっ-けこなかつっくちう 

╂けしこけあけ ]ぇゃうちおぇは, おぇお
ゃう ぉはたぇ こなさゃうすっ ╁う ゃこっ
つぇすかっくうは けす こぇきっすくうすっ いぇ 
¨しゃけぉけょうすっかくぇすぇ ゃけえくぇ 
きっしすぇ, おけうすけ こけしっすうたすっ ゃ 
╀なかゅぇさうは? 
- ╁ ╀なかゅぇさうは うきぇ 440 こぇ-

きっすくうちう けす [せしおけ-すせさしおぇすぇ 
ゃけえくぇ 1877-1878 ゅけょうくぇ. ╁ 
╋けしおゃぇ – っょうく. ╇きぇかぇ しなき 
しなかいう, こさっあうゃはゃぇくうは, くけ 
くうおけゅぇ くっ しなき いぇしすぇゃぇかぇ くぇ 
おけかっくっ こさっょ うおけくう. ┿ すせお, 
ぇい いぇしすぇくぇた くぇ おけかっくっ こさっょ 
╉けしすくうちぇすぇ! ╁  ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ しぇ ぉうかう せくうあっくう たうかはょう 
くっえくう あうすっかう... 〈けゃぇ すけか-
おけゃぇ しうかくけ こけすさっしっ ょせてぇすぇ 
きう, つっ ぇい さぇいぉさぇた, つっ くはきぇ 
おぇお ょぇ しう すさなゅくぇ けす すぇき, ぉっい 
ょぇ くぇこさぇゃは すけゃぇ. ╉けゅぇすけ ぉはた 
すせお, ゃ ╀なかゅぇさうは, けぉうおぇかはえおう 
うしすけさうつっしおうすっ きっしすぇ, しう きう-
しかった いぇ さっこけさすぇあう, いぇ こけゃっしす 
ゃ さぇいおぇいう, くけ おけゅぇすけ しっ こさう-
ぉさぇた せ ょけきぇ, しう こけきうしかうた, 
つっ すけゃぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ しぇきけ 
さけきぇく, こさう すけゃぇ – さけきぇく, 
しっさうけいっく. [けきぇく, おけえすけ, おぇお-
すけ こけしかっ おぇいぇ ╀うしっさ ╉うさけゃ, 
しかっょ ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ くっ っ こうしぇく. 
[ぇいぉさぇた, つっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇ-
こうてっ きくけゅけこかぇしすけゃ さけきぇく し 
けしくけゃっく ゅっさけえ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
おぇおすけ くうっ ういぉさぇたきっ, くけ う さけ-
きぇく くぇ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは. ┿ おぇすけ 
しうきゃけか くぇ ╀なかゅぇさうは っ ういぉさぇ-
くぇ きかぇょぇ ょっゃけえおぇ. ╁ さけきぇくぇ 
すは, おぇおすけ う ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, 
しっ さぇいぉけかはゃぇ う っ かっおせゃぇくぇ 
けす させしおう かっおぇさ... ╆ぇこけいくぇた 
しっ けぉしすけえくけ し うしすけさうはすぇ くぇ 
ぃかうは ╁さっゃしおぇは. 〈は こさけょぇゃぇ 
うきっくうっすけ しう う うょゃぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは ょぇ こけきぇゅぇ... ╄しすっしすゃっくけ, 
ちはかぇ [せしうは すけゅぇゃぇ しっ っ ゃょうゅ-
くぇかぇ, いぇとけすけ ╀なかゅぇさうは っ 
たさうしすうはくしおぇ しすさぇくぇ. ╁ さけきぇ-
くぇ いゃせつう きけかうすゃぇ, おけはすけ つせた 
ゃ 【うこつっくしおうは たさぇき, こしぇかき 
くぇ 『ぇさ ╃ぇゃうょ: “...╀けあっ, くっ 
こけいゃけかはゃぇえ ょぇ ぉなょぇ ういかな-
ゅぇく...!“ ╇ すけゃぇ っ けしくけゃくぇすぇ 
きう きうしなか ゃ さけきぇくぇ: “╀けあっ, 
くっ こけいゃけかはゃぇえ ょぇ ぉなょっ うい-
かなゅぇく つうすぇすっかはす!“ ]すぇさぇかぇ 
しなき しっ ょぇ ぉなょぇ こさぇゃょうゃぇ. ¨す 
っょくぇ しすさぇくぇ っ あぇかおけ いぇ すせさ-
ちうすっ, おけうすけ ゅうくぇす, けす ょさせゅぇ 
しすさぇくぇ – あぇかおけ っ いぇ ぉなかゅぇ-
さうすっ, おけうすけ いぇゅうゃぇす, けす すさっすぇ 
しすさぇくぇ – あぇかおけ いぇ させしくぇちう-
すっ, ぇさきっくちうすっ, ゅなさちうすっ, しなさ-
ぉうすっ... ╅ぇかおけ いぇ ゃしうつおう! ╇ 
ゃ おさぇは くぇ さけきぇくぇ うょゃぇ すぇいう 
きうしなか – ちうすぇす くぇ くぇて こけっす, 
おけえすけ おぇいゃぇ: “╇しすうくぇすぇ ゃう-
くぇゅう すなさあっしすゃせゃぇ, くけ いぇとけ 
こけしかっ?“. ╆ぇとけ こけしかっ ゃうくぇゅう 
すなさあっしすゃせゃぇ うしすうくぇすぇ?... 
╁ さけきぇくぇ きぇおしうきぇかくけ っ うい-

ゃぇょっくぇ うくそけさきぇちうは, おけはすけ っ 
くっういゃっしすくぇ すぇき, ゃ [せしうは... ╆ぇ 
ょくってくぇ [せしうは ゃしうつおう させしおけ-
すせさしおう ゃけえくう しぇ っょくけ う しなとけ, 
ぇ ぇい うしおぇた ょぇ こけおぇあぇ さぇい-
かうつくぇすぇ [せしおけ-すせさしおぇ ゃけえ-
くぇ けす 1877-1878-きぇ ゅけょうくぇ. 
¨こうすぇた ょぇ くぇこさぇゃは すけゃぇ つさっい 
たせょけあっしすゃっくうすっ ゅっさけう, おけうすけ 
くうっ ゃなゃっょけたきっ. 〈っ あうゃっはす ゃ 
っょくけ うしすけさうつっしおう すさぇゅうつくけ 
ゃさっきっ, ゅっさけうつくけ ゃさっきっ くぇ 
こけぉっょう う くっゃっさけはすくけ, そぇく-
すぇしすうつくけ ゃさっきっ  くぇ ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇくっ くぇ っょうく ゅさぇょ, おけえすけ 
っ ぉうか しなゃしっき せくうとけあっく けす 
ゃけえくぇすぇ. ┿おけ こさうっきっすっ すけゃぇ 
つせしすゃけ ゃ さけきぇくぇ, ぉうた ぉうかぇ 
とぇしすかうゃぇ おぇすけ ぇゃすけさ.

╉ぇお っ おけくしすさせうさぇく しの
あっすなす? ╉ぇおゃけ くけゃけ とっ 
くぇきっさう ゃ くっゅけ つうすぇすっかはす, 
いぇ おけゅけすけ うしすけさうつっしおうすっ 

しなぉうすうは すせお しぇ ょけぉさっ こけ
いくぇすう? 
- ]のあっすなす しっ さぇいゃうゃぇ うきっく-

くけ すせお. ╁ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ╉ぇ-
いぇくかなお, ゃさなた 【うこおぇ. ╉けゅぇすけ 
さぇいゅかっょぇた 【うこおぇ う さぇいきうし-
かうた, しう しこけきくうた  〈うぉっすしおぇ-
すぇ おくうゅぇ くぇ きなさすゃうすっ. 〈ぇき 
うきぇ きくけゅけ うくすっさっしくぇ きうしなか: 
„╉けゅぇすけ せきさって, とっ ゃうょうて 
つせょけゃうとっ, おけっすけ けたさぇくはゃぇ 
すゃけは こなす. 『っかせくう ゅけ ゃ くっゅけ-
ゃぇすぇ  けすゃさぇすうすっかくぇ こぇしす う 
おぇあう: „〈う, すけゃぇ しなき ぇい“. 〈け-
ゅぇゃぇ ゃしうつおけ とっ させたくっ う すう 
くはきぇ ょぇ こけかっすうて ゃ けとっ っょくけ 
こっいこぇきっすくけ しなとっしすゃせゃぇくっ, 
ぇ とっ こさっきうくって くぇ しなゃしっき 
ょさせゅけ くうゃけ“. ╁しうつおう おくうゅう, 
う 〈うぉっすしおぇすぇ おくうゅぇ くぇ きなさす-
ゃうすっ, う ╄ゅうこっすしおぇすぇ おくうゅぇ 
くぇ きなさすゃうすっ, う しかぇゃはくしおうすっ 

ょせたけゃくう こさぇおすうおう, こさうすつう, 
きくけゅけ ょさせゅう う ゃ すけゃぇ つうしかけ 
– う ╁ぇくゅぇ, ゃしうつおう おぇいゃぇす, つっ 
つけゃっおなす っ ょけてなか くぇ いっきはすぇ, 
いぇ ょぇ けぉうつぇ う ょぇ しなぉうさぇ いくぇ-
くうは. 〈ぇおぇ しっ さけょう う うょっはすぇ: 
くぇえ-ゃぇあくけすけ っ かのぉけゃすぇ! ╊の-
ぉけゃすぇ おなき しゃけはすぇ いっきは, さけ-
ょうくぇ, しゃけはすぇ あっくぇ. ╃っしっすすっ 
╀けあう いぇこけゃっょう  おぇいゃぇす: „′っ 
せぉうゃぇえ, くっ おさぇょう, くっ こさっかの-
ぉけょっえしすゃぇえ!...“ ╆くぇつう: „′っ 
こさっしすなこゃぇえ かのぉけゃすぇ!“. ‶さっし-

すなこかっくうっすけ しさっとせ かのぉけゃすぇ 
っ こさっしすなこかっくうっ こさっょ ちっかうは 
しゃはす. 〈けゃぇ っ けしくけゃくぇすぇ きう-
しなか ゃ さけきぇくぇ う しのあっすなす しっ 
さけょう うきっくくけ すせお. ╆ぇとけすけ う 
ゃ ╉けさぇくぇ っ おぇいぇくけ ょぇ くっ しっ 
せぉうゃぇ, くけ おけゅぇすけ ゃ さけきぇくぇ しっ 
いぇょぇゃぇ ゃなこさけしなす: “╆ぇとけ しっ 
せぉうゃぇ, ゃなこさっおう すっいう いぇぉさぇ-
くう?“, けすゅけゃけさなす っ: “]ゃっすなす 
っ こけかせょはか“. ]ゃっすなす っ こけかせ-
ょはか う しっゅぇ. 〈けえ う こさっょう 50, 
う こさっょう 60 ゅけょうくう っ ぉうか ゃ 
しなとけすけ しなしすけはくうっ. ]ゃっすなす 
こけしすけはくくけ こけかせょはゃぇ. ╇ いぇ ょぇ 
くっ こけゃすぇさは しゃっすなす こけしすけはくくけ 
ゅさっておぇすぇ しう う ょぇ ういこぇょぇ けす-
くけゃけ ゃ しなしすけはくうっ くぇ ぉっいこぇ-
きっすくけしす, すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゅけゃけさう 
いぇ ゃけえくぇすぇ. ╇きぇ たけさぇ, おけうすけ 
こけぉっあょぇゃぇす ゃしうつおう すっいう こさっ-
こはすしすゃうは くぇ ゃけえくぇすぇ. 〈ぇおうゃぇ 

しぇ たけさぇすぇ けす きけは さけきぇく. 〈っ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇす ゅさぇょぇ しう. ¨す 
すぇき しっ さけょう う しのあっすなす くぇ 
さけきぇくぇ. ╉けゅぇすけ ぇい ゃうょはた ゃ 
╀なかゅぇさうは ゃしうつおう すっいう おけしすう, 
おせさてせきう, こせておう /ぇ ぇい くうおけ-
ゅぇ くっ ゅかっょぇき そうかきう, おけゅぇすけ 
ゃ すはた うきぇ けさなあうっ..., いぇとけすけ 
すけ させてう...! /, ぇい ゃうくぇゅう, おぇすけ 
きぇえおぇ, しう おぇいゃぇき: „′っ ぉうた 
うしおぇかぇ ゃけえくぇすぇ ょぇ しっ しかせつ-
ゃぇ!“. ╉ぇおすけ う しっゅぇ くっ うしおぇき 
ぉけきぉう ょぇ かっすはす くぇょ ╃けくっちお. 

′うおけえ くっ うしおぇ すけゃぇ. ╇しおぇす 
しぇきけ けくっいう, おけうすけ うきぇす こぇさう, 
いぇ ょぇ うきぇす けとっ こけゃっつっ こぇさう. 
╆ぇすけゃぇ くうっ, きぇかおうすっ たけさぇ, 
おけうすけ しきっ ょけかせ, ゃ けしくけゃぇすぇ 
くぇ しけちうぇかくぇすぇ しすなかぉうちぇ, こう-
しぇすっかう けす [せしうは, おぇすけ ]ぇゃうち-
おぇは, こっくしうけくっさうすっ けす ╀なかゅぇ-
さうは..., くぇてうすっ こさうはすっかう けす 
さぇいかうつくうすっ しすさぇくう, こぇすさう-
けすう, ゃしうつおう くうっ うしおぇきっ っょくけ 
う しなとけ: ╊のぉけゃ, とぇしすうっ, きうさ.

┿ うきぇてっ かう くっとけ, おけっすけ 
けすこぇょくぇ けす こなさゃけくぇつぇか
くぇすぇ うょっは いぇ さけきぇくぇ?
- 】っ さぇいおぇあぇ くっとけ うくすっ-

さっしくけ. ╉けゅぇすけ ぉはたきっ きくけゅけ 
きぇかおう, おぇすけ こうけくっさう, うきぇたきっ 
っょくう こさうはすっかう けす さぇいかうつくう 
しけちうぇかうしすうつっしおう しすさぇくう – 
こうてったきっ しう こうしきぇ. ╁っょくなあ 

きけはすぇ しっしすさぇ こけかせつう こうしきけ 
けす ╀なかゅぇさうは. ╁ くっゅけ うきぇてっ 
そけすけゅさぇそうは くぇ 【うこおぇ. ╆ぇ-
こけきくうた ゅけ いぇゃうくぇゅう, ぇ おけゅぇすけ 
ぉはた いぇ こさなゃ こなす ゃ ╀なかゅぇさうは, 
さぇいぉさぇた いぇ しさっょしすゃぇすぇ, ょぇょっ-
くう けす ╂さぇそ ╇ゅくぇすうっゃ う ¨かゅぇ 
]おけぉっかっゃぇ. ]っしすさぇ きう しなとけ 
しっ おぇいゃぇ ̈ かゅぇ. ┿い ゃいった いぇ くっは 
すけつくけ すぇおぇゃぇ そけすけゅさぇそうは 
けす ╀なかゅぇさうは – 【うこおぇ. ╇ すは 
しすさぇたけすくけ しっ いぇさぇょゃぇ. ╀なか-
ゅぇさけ-させしおぇすぇ ょさせあぉぇ っ きくけゅけ 

╃けおせきっくすぇかくけ-たせょけあっしすゃっくうはす 
さけきぇく くぇ ]ゃっすかぇくぇ ]ぇゃうちおぇは, こけし-
ゃっすっく くぇ [せしおけ-すせさしおぇすぇ けしゃけぉけ-
ょうすっかくぇ ゃけえくぇ - „╀ぇかおぇくなす“, ぉってっ 
こさっょしすぇゃっく ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ くぇゃっつっさう-
っすけ くぇ つっしすゃぇくっすけ くぇ ゅけょうてくうくぇすぇ 
けす 【うこつっくしおぇすぇ っこけこっは. 
╉くうゅぇすぇ ういかっいっ こなさゃけ くぇ させしおう 

っいうお ゃ 》ぇさおけゃ こさっい 2013-すぇ, ぇ こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ っ ゃっつっ こさっゃっょっくぇ う くぇ 
ぉなかゅぇさしおう. [けきぇくなす っ くぇこうしぇく くぇ けし-
くけゃぇすぇ くぇ こさけせつゃぇくうは くぇ きぇかおけ こけ-
いくぇすう ょけおせきっくすう う さぇいおぇいう くぇ しなゃ-
さっきっくくうちう.
]ゃっすかぇくぇ ]ぇゃうちおぇは っ ぇゃすけさおぇ くぇ 33 

おくうゅう. [けょっくぇ っ ゃ ゅさぇょ ̈ さょあけくうおうょ-
いっ. 』かっく-おけさっしこけくょっくす っ くぇ ╋っあょせ-
くぇさけょくぇすぇ ぇおぇょっきうは こけ ぉっいけこぇしくけしす 
くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ. ‶なさゃうすっ くっえくう 
さぇいおぇいう う しすうたけゃっ しっ こけはゃはゃぇす くぇ 
ぉはか しゃはす こさっい 1978 ゅけょうくぇ. ¨しくけ-
ゃぇすっか っ う こさっょしっょぇすっか  くぇ させしおぇすぇ 
かうすっさぇすせさくぇ けぉとくけしす Golden Pen. 
¨す 6 ゅけょうくう こけょょなさあぇ しけぉしすゃっくぇ 
うくすっさくっす しすさぇくうちぇ www.skazswet.
ru, こさけおかぇきうさぇとぇ ゃさないおうすっ きっあょせ 
かうすっさぇすせさくうすっ けぉとくけしすう ゃ ]なさぉうは, 
╂っさきぇくうは, ╇いさぇっか, 《さぇくちうは, 〉おさぇえ-
くぇ, ╂なさちうは, ]┿】, ╀なかゅぇさうは う [せしうは.
¨しゃっく ゃ ぇきこかけぇすけ しう くぇ こうしぇすっか, 

ぇゃすけさおぇすぇ ]ゃっすかぇくぇ ]ぇゃうちおぇは っ こけ-
いくぇすぇ う おぇすけ あせさくぇかうしす, ぉぇさょ, こさっ-
ゃけょぇつ けす ぉなかゅぇさしおう う しさなぉしおう う すっ-
かっゃういうけくっく ゃけょっと. ╆ぇ すゃけさつっしすゃけすけ 
しう すは こけかせつぇゃぇ „╆かぇすくけすけ こっさけ くぇ 
[せしうは“. ┿ゃすけさ っ くぇ きくけゅけ ょっすしおう しすう-
たけゃっ う こっしくう.
]ぇゃうちおぇは ぉっ せょけしすけっくぇ し こけつっすっく 

いくぇお くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす - ]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, こけ ゃさっきっ くぇ 
こけしっとっくうっ くぇ させしおぇ ょっかっゅぇちうは せ くぇし 

ゅっくっさぇか-きぇえけさ ′うおけかぇ ╂っ-
くっゃ, ゅっくっさぇか-きぇえけさ ]すぇくつけ 
[ぇょけえくけゃ, ╇ゃぇく ╀けぉっゃしおう, 
》ぇさぇかぇきこう ╉ぇさぇしすけはくけゃ, 
〈けょけさ ╉うさけゃ う ′うおけかぇ ╀っ-
かけゃっあょけゃ. ╁こけしかっょしすゃうっ 
しぇ ゃおかのつっくう う こさっょしすぇゃう-
すっかう くぇ きうくうしすっさしすゃぇ, ゃっ-

ょけきしすゃぇ う けぉとっしすゃっくう けさ-
ゅぇくういぇちうう. 

‶さっい 1924 ゅ. っ けぉはゃっく 
おけくおせさし いぇ こさけっおす くぇ 

きけくせきっくすぇ.

 ╉けきうすっすなす しっ けぉさなとぇ し 
こさういうゃ おなき ぉなかゅぇさしおうは くぇ-
さけょ いぇ しなぉうさぇくっ くぇ しさっょ-
しすゃぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ こぇ-
きっすくうおぇ.
[ってっくけ っ こぇきっすくうおなす ょぇ 

しっ ういゅさぇょう こけ こさけっおすぇ くぇ 
ぇさたうすっおすぇ ┿すぇくぇし ╃けくおけゃ う 
しおせかこすけさぇ ┿かっおしぇくょなさ ┿く-
ょさっっゃ.
¨しくけゃくうはす おぇきなお しっ こけ-

かぇゅぇ すなさあっしすゃっくけ こけ ゃさっ-
きっ くぇ つっしすゃぇくっすけ くぇ 45-ゅけ-
ょうてくうくぇすぇ けす ゅっさけうつくぇすぇ 
いぇとうすぇ くぇ 【うこおぇ.
]すさけうすっかくうすっ さぇぉけすう いぇ-

こけつゃぇす こさっい ぇゃゅせしす 1926 ゅ. 

う ょけ おさぇは くぇ 1929 ゅ. ゅさせ-
ぉけすけ しすさけうすっかしすゃけ っ いぇゃなさ-
てっくけ, ぇ ょけゃなさてうすっかくうすっ 
さぇぉけすう こさけょなかあぇゃぇす ょけ 
1934 ゅ.

けすょぇゃくぇ う しうかくけ いぇおけょうさぇくぇ. 
╉けゅぇすけ さけきぇくなす ぉってっ ゅけすけゃ, 
しなゃしっき しかせつぇえくけ きう しっ けぉぇょう 
こなさゃうはす しっおさっすぇさ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおけすけ こけしけかしすゃけ ゃ ╋けしおゃぇ う 
きっ こけおぇくう ゃ ╂っさぉけゃぇすぇ いぇかぇ 
くぇ こけしけかしすゃけすけ. 〈っ つっしすけ きっ 
おぇくはす. ┿い けすうょけた う ゃ すけいう ょっく 
すぇき ぉはたぇ くぇゅさぇょっくう 10 ょせてう 
し ¨さょっく „]ぇきぇさしおう おさなしす“. 
〈けゃぇ っ しこっちうぇかっく けさょっく, せつ-
さっょっく いぇ うくすっかうゅっくちうはすぇ くぇ 
[せしうは, おけはすけ しっ いぇくうきぇゃぇ し 
ういせつぇゃぇくっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは. 
‶さういくぇすっかくぇ しなき, つっ こけかせつうた 
すぇいう つっしす, くけ くうっ くっ しきっ しっ 
いぇくうきぇゃぇかう し さけきぇくぇ いぇさぇょう 
くぇゅさぇょうすっ, ぇ いぇさぇょう さっいせかすぇ-
すぇ.  

╇きぇたすっ かう さぇいゅけゃけさう し 
こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ きの
しのかきぇくしおぇすぇ けぉとくけしす ゃ 
╀なかゅぇさうは, ょけおぇすけ こけょ
ゅけすゃはたすっ さけきぇくぇ? ╇, おぇお 
きうしかうすっ, ょぇかう たけさぇすぇ けす 
さぇいかうつくうすっ っすくけしう う ゃっさけ
ういこけゃっょぇくうは ぉうたぇ こさうっかう 
っょくぇおゃけ ╁ぇてうは さけきぇく? 
- ╃ぇ, さぇいぉうさぇ しっ. ′うっ きくけ-

ゅけ うしおぇきっ すけいう さけきぇく ょぇ しっ 
ゃないこさうっきっ けす きのしのかきぇくしおぇすぇ 
けぉとくけしす. ╁ こなさゃぇすぇ ゅかぇゃぇ くぇ 
さけきぇくぇ ゃ ょなかぉけつうくぇ しっ さぇい-
ゅかっあょぇ ╉けさぇくなす. ┿ すけえ, くぇ-
こうしぇく 7 ゃっおぇ しかっょ ╀うぉかうはすぇ, 
こけゃすぇさは きくけゅけ けす きけさぇかくうすっ 
ちっくくけしすう ゃ くっは. ┿い ぉうた うしおぇ-
かぇ ょぇ こけょぇさは くぇ きのしのかきぇくう-
すっ すったくうは ╉けさぇく, おけえすけ すっ くっ 
こけいくぇゃぇす. ′うっ, おぇすけ ぇゃすけさう, 
いぇっょくけ し ╊のぉけきうさ, しきっ けすおさう-
すう, ょけさう うしおぇきっ けす すけいう こさけ-
っおす ょぇ くぇこさぇゃうき たせょけあっしすゃっく 
そうかき しなゃきっしすくけ: 〈せさちうは – 
[せしうは – ╀なかゅぇさうは.  ¨とっ くっとけ 
うくすっさっしくけ – くぇ 【うこおぇ しぇ いぇ-
ゅうくぇかう しすさぇてくけ きくけゅけ っゃさっう. 
╃ぇ, うきぇ っゃさっう, おけうすけ しぇ しかせ-
あうかう ゃ [せしおぇすぇ ぇさきうは. ┿い ゃう-
ょはた きくけゅけ っゃさっえしおう そぇきうかうう 
くぇ いぇゅうくぇかう くぇ 【うこおぇ. ╉ぇおゃけ 
しう ういはしくうた? ¨おぇいゃぇ しっ, つっ こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ ゃ [せしうは っ うきぇかけ 
しかっょくぇすぇ こさぇおすうおぇ, ういゃっしすくぇ 
けす ]せゃけさけゃしおけすけ せつうかうとっ: 
ょっちぇすぇ けす しっきっえしすゃぇ くぇ いぇゅう-
くぇかう さけょうすっかう – っゃさっう, ぉっ-
ょくう っゃさっう, いぇとけすけ ぉけゅぇすうすっ 
しぇ しっ けすおせこゃぇかう, おぇおすけ う ょっちぇ 
くぇ ちうゅぇくう, ょっちぇ けす ぉっょくうすっ 
しなしかけゃうは, しぇ ぉうかう けぉせつぇゃぇくう 
4-5 ゅけょうくう いぇ ぇさきうはすぇ, すけつくけ 
おぇおすけ ぉなかゅぇさしおうすっ ょっちぇ しぇ 
ぉうかう ゃいうきぇくう っくうつぇさう ゃ すせさ-
しおぇすぇ ぇさきうは. ╁ こさけょなかあっくうっ 
くぇ けぉせつっくうっすけ しう すっいう っゃさっう 
しぇ こけしっとぇゃぇかう こさぇゃけしかぇゃくう 
つっさおゃう, いぇぉさぇゃはかう しぇ さけょくぇ-
すぇ しう ゃはさぇ う しぇ こけかせつぇゃぇかう 
そぇきうかうう し けおけくつぇくうっ „うく“. 
┿おけ ゅけゃけさうき いぇ うしすうくぇすぇ, 
くっおぇ ょぇ は おぇあっき ょけ おさぇえ: ╃ぇ! 
╁なゃ ゃけえくぇすぇ っ うきぇかけ う っゃさっう. 
╁ さけきぇくぇ うきぇ しこっちうぇかくぇ ゅかぇ-
ゃぇ いぇ っゃさっうすっ ゃ させしおぇすぇ ぇさ-
きうは. ╇きぇ うしすけさうつっしおう そぇおすう 
いぇ すけゃぇ, つっ っゃさっう ゅっさけえしおう 
しぇ いぇとうすぇゃぇかう 【うこおぇ. ╀うかけ 
っ. ╁なゃ ゃけえくぇすぇ っ うきぇかけ しなとけ 
せおさぇうくちう, ぇさきっくちう... ╁っさっく っ 
う そぇおすなす, つっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
っ せくうとけあっくけ しなとけ う すせさしおけ 
くぇしっかっくうっ – こけかけゃうくぇすぇ けす 
せくうとけあっくけすけ くぇしっかっくうっ っ 
すせさしおけ. 〈け しなとけ っ こけしすさぇょぇ-
かけ. ′うっ おぇいゃぇきっ „すせさしおけ うゅけ“, 
くけ すせさちうすっ しなとけ しぇ ぉうかう しさっょ 
こけしすさぇょぇかうすっ. 〈っ しぇ ゅせぉうかう 
ょっちぇ, こぇさう う こさけつうっ. ╄しすっしす-
ゃっくけ, ぉなかゅぇさうすっ しぇ こけしすさぇょぇ-
かう こけゃっつっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ¨とっ こけ すっきぇすぇ くぇ しすさ . 8

ぢí½ñö

んçöÜëéö でçñö¿íÖí でíçóî¡í　 ç とí£íÖ¿é¡:

とí£íÖ¿éü¡ó　ö ½Ü£ñú ïñ 
ïÑÜßó ï 

îíëï¡íöí ëñô Öí ぷóä¡í

┿ゃすっくすうつくぇすぇ う っょうくしすゃっくぇ ぇこけおさうそくぇ さっつ くぇ ′. ╁. ぉなか-
ゅぇさしおうは ちぇさ ╀けさうし 〈さっすう, おけはすけ すけえ  ょなさあう こけ ゃさっきっ くぇ 

けすおさうゃぇくっすけ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけょぇすぇ くぇ ゃさなた 【うこおぇ くぇ 

26 ぇゃゅせしす 1934, ゅけょうくぇ ゃっつっ っ しけぉしすゃっくけしす くぇ ╇╋ „╇しおさぇ”. 
╉けこうっすけ くぇ すぇいう さっつ, けすおさうすぇ ゃ しすぇさう うしすけさうつっしおう ういすけつくう-
ちう,  こけょぇさう こけつっすくうはす ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお  おぇさょうけたう-
させさゅなす こさけそ. ╂っくつけ ′ぇつっゃ. 〈けえ ゃさなつう ょぇさぇ しう くぇ ょうさっおすけさぇ 
くぇ きせいっは ╋けきつうか ╋ぇさうくけゃ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ すなさあっしすゃぇすぇ 
いぇ  つっしすゃぇくっすけ くぇ 80-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ  けす けすおさうゃぇくっすけ くぇ 
‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけょぇすぇ. 
„【うこおぇ っ ゅっさけうつくうはす けぉさぇい くぇ ╀なかゅぇさしおけすけ ゃないさぇあょぇくっ, 

いぇとけすけ しなぉうさぇ ゃ っょうく っこうつっしおう せしすさっき きなあっしすゃけすけ う ょせ-
たけゃくぇすぇ しうかぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ. ╉ぇすけ こなすはす ょけ 【うこおぇ くっ 
っ けす くうとけすけ ょけてなか. ‶け くっゅけ っ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ちなさおゃぇ くぇ 《っ-
くっさ, かけぉくけすけ きはしすけ くぇ ╊っゃしおう, くぇ ╀けすっゃ, 』っさってけゃけ すけこつっ“, 
おぇいゃぇ ゃ さっつすぇ しう すけゅぇゃぇ こさっょ しすけすうちうすっ ぉなかゅぇさう, しなぉさぇかう 
しっ くぇ ゃさなた ]ゃっすう ′うおけかぇ いぇ しなぉうすうっすけ, ぉなかゅぇさしおうはす ちぇさ 
╀けさうし 〈さっすう.
‶さけそ. ╂っくつけ ′ぇつっゃ っ ゃくせお くぇ ぇょのすぇくすぇ くぇ 4-すぇ ょさせあうくぇ ゃ 

しかぇゃくうは 23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお ╂っくつけ 》ぇょあうゅっく-
つっゃ. ╆ぇっょくけ し ╉さぇしうきうさ 〉いせくけゃ っ しなぇゃすけさ くぇ おくうゅぇすぇ „╇し-
すけさうはすぇ くぇ 23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお“. ‶け ゃさっきっ くぇ 
すぇいゅけょうてくうすっ つっしすゃぇくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお こさけそ. ′ぇつっゃ こけょぇさう 
くぇ しなゅさぇあょぇくうすっ しう, ゃ しなけさゅぇくういぇちうは し ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おけくちっさす くぇ たけさ „╂せしかぇ”. ‶さっょしすぇゃっくぇ ぉっ う  おくうゅぇすぇ „╀けえくう-
すっ きぇさてけゃっ くぇ ╀なかゅぇさうは”. 〈は っ ういょぇくうっ くぇ ╇くそけさきぇちうけくくぇ 
ぇゅっくちうは „《けおせし” う さぇょうけ „《けおせし”.

╃っかはくぇ 〈さうそけくけゃぇ 

¨そうちうぇかくけすけ けすおさうゃぇくっ 
くぇ ‶ぇきっすくうおぇ

くぇ しゃけぉけょぇすぇ しすぇゃぇ くぇ
26 ぇゃゅせしす 1934 ゅ.

]すけすうちう たうかはょう たけさぇ けす 
ゃしうつおう おさぇうとぇ くぇ しすさぇくぇすぇ 
しっ しすうつぇす くぇ すなさあっしすゃけすけ.

‶ぇきっすくうおなす くぇこけょけぉはゃぇ 
しさっょくけゃっおけゃくぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
おさっこけしす. ╇いゅさぇょっく っ ゃなゃ 
そけさきぇ くぇ こさっしっつっくぇ つっすう-
さうなゅなかくぇ こうさぇきうょぇ, おぇすけ 
っしすっしすゃっくけ こさけょなかあっくうっ 
くぇ こかぇくうくしおうは ゃさなた, ゃなさたせ 
おけえすけ っ ういょうゅくぇす.
╁うしけお っ 31,5 きっすさぇ. ╃け くっゅけ 

ゃけょはす ぇゃすけきけぉうかっく こなす う おぇ-
きっくくけ しすなかぉうとっ し 894 しすな-
こぇかぇ.
′ぇ ちっくすさぇかくうは ゃたけょ ゅけさょけ 

しすけう 

ぉさけくいけゃ かなゃ, ょなかなゅ 8 
きっすさぇ う ゃうしけお 4 きっすさぇ, 
しうきゃけか くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 

ょなさあぇゃくけしす. 

╊なゃなす さぇいおなしゃぇ ゃっさうゅぇ し 
こさっょくうすっ しう かぇこう う っ けぉなさ-
くぇす くぇ ういすけお – こけしけおぇすぇ, けす 
おけはすけ しぇ ょけてかう けしゃけぉけょうすっ-

かうすっ.
╅っくしおぇ そうゅせさぇ けかうちっすゃけ-

さはゃぇ こけぉっょぇすぇ くぇょ すせさしおうすっ 
ゃけえしおう.
′ぇ すさう けす しすさぇくうすっ  し ぉさけく-

いけゃう ぉせおゃう しぇ ういこうしぇくう うきっ-
くぇすぇ くぇ 【うこおぇ, 【っえくけゃけ う 

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ – すぇき, おなょっすけ 
しぇ ゃけょっくう けあっしすけつっくう ぉうすおう 
きっあょせ けこなかつっくちう う こけさけぉう-
すっかう.
‶さっい 1957 ゅ. っ ういゃなさてっくぇ 

つぇしすうつくぇ さっおけくしすさせおちうは くぇ 
こぇきっすくうおぇ.
¨すすけゅぇゃぇ こさういっきくうはす う こなさ-

ゃうはす っすぇあ しぇ しなっょうくっくう し 
おさなゅなか けすゃけさ. 
╁ しさっょぇすぇ くぇ ょけかくうは っすぇあ 

ゃなさたせ つっすうさう かっあぇとう かなゃぇ 
っ こけかけあっく しぇさおけそぇゅ, おけえすけ 
しうきゃけかういうさぇ ゅさけぉぇ くぇ いぇ-
ゅうくぇかうすっ くぇ 【うこおぇ ゅっさけう.  
]おせかこすせさくぇ ゅさせこぇ けす させしおう 
ゃけうく う ぉなかゅぇさしおう けこなかつっくっち 
しすけう くぇ しうきゃけかうつくぇ ゃっつくぇ 
しすさぇあぇ こさっょ こぇきっすすぇ くぇ いぇゅう-
くぇかうすっ しう ょさせゅぇさう.
′ぇ ゅけさくうは っすぇあ しすけう しおせかこ-

すせさくぇすぇ そうゅせさぇ „‶けぉっょぇ”.
′けゃけすけ ゃなすさってくけ けそけさきかっ-

くうっ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけ-
ょぇすぇ っ けしなとっしすゃっくけ こけ こさけ-
っおすう くぇ ぇさた. ╇ゃぇく ╁ぇしうかぬけゃ う 
しおせかこすけさうすっ ╋ぇさぇ ╂っけさゅうっゃぇ, 
╊のぉっく ╃うきうすさけゃ, ╃けさぇ ╃けく-
つっゃぇ う ╇ゃぇく ╋ぇくょけゃ.

╁ つっすうさう っすぇあぇ ゃなゃ ゃな-
すさってくけしすすぇ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ 
しゃけぉけょぇすぇ っ ういかけあっくぇ っおし-
こけいうちうは, おけはすけ さぇいおぇいゃぇ いぇ 
ゅっさけういきぇ くぇ させしおうすっ ゃけúくう 
う ぉなかゅぇさしおうすっ けこなかつっくちう こけ 
ゃさっきっ くぇ こっすきっしっつくぇすぇ けす-
ぉさぇくぇ くぇ 【うこおぇ.
〈は ゃおかのつゃぇ ぉけゅぇすぇ おけかっおちうは 

けす けさょっくう う きっょぇかう, しくうきおけゃ 
う ょけおせきっくすぇかっく きぇすっさうぇか, 
けさなあうっ.

〈ぇき しっ くぇきうさぇ う おけこうっ
くぇ ]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ.

¨す こけしかっょくぇすぇ こかけとぇょおぇ しっ 
けすおさうゃぇ こぇくけさぇきっく ういゅかっょ 
おなき ゃないしすぇくけゃっくうすっ ょっすぇえかう 
くぇ ぉけえくけすけ こけかっ, こぇきっすくう-
ちうすっ う ぉさぇすしおうすっ きけゅうかう, いぇ-
こぇいうかう しこけきっくぇ いぇ こけょゃうゅぇ う 
しぇきけあっさすゃぇすぇ くぇ ゅっさけうすっ.                                                                            

                                                
╊うくぇ 〉いせくけゃぇ, ぉうゃて しかせあう-

すっか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ ゃ ╇いつうし-
かうすっかくうは ちっくすなさ 

Момент от строежа на паметника Шипка

Проф. Начев (вдясно) връчва 

дарението на М. Маринов
こけ こけゃけょ けすぉっかはいゃぇくっすけ くぇ 136-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす ぉけっゃっすっ いぇ いぇとうすぇすぇ くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
[っぇかういぇちうはすぇ くぇ うょっはすぇ いぇ さけきぇくぇ, おぇおすけ う ちはかけすけ こさけせつゃぇくっ くぇ しなぉうすうはすぇ う かうつくけしすうすっ けす 
けくけゃぇ ゃさっきっ, しすぇゃぇ し こけきけとすぇ くぇ しすぇさけいぇゅけさっちぇ ╊のぉけきうさ ╁なかおけゃ. 〈けえ しっ しゃなさいぇか しなし ]ぇゃうち-
おぇは  し こけおぇくぇ おなき くっは いぇ くぇこうしゃぇくっすけ くぇ さけきぇくぇ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ させしおぇすぇ こうしぇすっかおぇ,  ぇゃすけさ 
こさっょうきくけ くぇ ょっすしおぇ かうすっさぇすせさぇ, くっ ぉうかぇ ゃなけょせてっゃっくぇ けす うょっはすぇ, おぇおすけ しぇきぇ こさういくぇゃぇ. ′け 
っくすせしうぇいきなす くぇ ╊のぉけきうさ ぉうか くっせしすけうきけ いぇさぇいうすっかっく う ょゃぇきぇすぇ しっ ゃこせしくぇかう ゃ けしなとっしすゃはゃぇ-
くっすけ くぇ くぇつうくぇくうっすけ. ‶さっょゅけゃけさなす くぇ さけきぇくぇ っ くぇこうしぇく けす こっゃっちぇ- させしけそうか ╀うしっさ ╉うさけゃ, 
おけえすけ っ ぇゃすけさ う くぇ こっしっく こけ すけいう こけゃけょ. 〈っおしなす っ くぇ ]ぇゃうちおぇは.
‶け ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ おくうゅぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しさっとぇすぇ し ぇゃすけさぇ こさっきうくぇ ゃ こさうはすっかしおう 

さぇいゅけゃけさ う うしおさっく ょうぇかけゅ, ゃ おけえすけ ]ぇゃうちおぇは けすゅけゃけさう くぇ ゃなこさけしうすっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“, 
おぇおすけ う くぇ ゃなこさけしう けす こせぉかうおぇすぇ, つぇしす けす おけうすけ こさっょしすぇゃはきっ くぇ つうすぇすっかうすっ くぇ ゃっしすくうおぇ.
╁ さけきぇくぇ っ けすょっかっくけ きはしすけ う くぇ くはおけかおけ おぇいぇくかなておう しちっくう, しゃなさいぇくう し きっしすくけすけ さけいけこさけ-

ういゃけょしすゃけ う ぉうすぇ くぇ くぇしっかっくうっすけ ゃ さっゅうけくぇ. 
¨しくけゃくぇ かうくうは ゃ さけきぇくぇ っ かのぉけゃすぇ きっあょせ きかぇょ う いぇきけあっく, うくすっかうゅっくすっく すせさしおう きかぇょっあ 

う っょくぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょっゃけえおぇ.
[ぇいゅけゃけさなす こさけすっつっ ぉっい こさっゃけょぇつ.
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╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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[╅[ ╉╅ 》『╊〈╅｠〉╊【╊ 〉╊╈╅【¨╇〉╅【╅

╊〉╊『╈¨っ 《【 ╉《〈╅ 』¨
]うゅせさくけ しすっ こけこぇょぇかう ゃ ょけき, 

おなょっすけ しっ つせゃしすゃぇすっ しせこっさ こさう
はすくけ う せのすくけ, おぇおすけ う ゃ すぇおなゃ, 
おなょっすけ しはおぇて くっとけ ゃう こさっつう 
ょぇ しっ けすこせしくっすっ う ゃう くぇすけゃぇさ
ゃぇ. ′ぇえ-かけてけすけ くぇ ゃすけさうは ゃぇ

さうぇくす っ, ぇおけ ゃなこさけしくうはす ょけき っ 
ゃぇてうはす! 
‶さうつうくぇすぇ いぇ すけゃぇ つっしすけ しっ 

おさうっ ゃ けすさうちぇすっかくぇすぇ っくっさゅうは 
(うかう くっ ょぇえ しう, ╀けあっ, きぇゅうは), 
おけはすけ けす しゃけは しすさぇくぇ きけあっ ょぇ 
ょけゃっょっ ょけ ぉけかっしすう, きなおう, くっ
しこけかせおう, ぉっょくけしす, くっとぇしすくぇ 
かのぉけゃ う さぇいょはかぇ. ╆ぇすけゃぇ ゃうあすっ 
おぇお ょぇ しっ いぇとうすうすっ けす くっは. 
′ぇ こなさゃけ きはしすけ すさはぉゃぇ ょぇ 

こさけゃっさうすっ ょぇかう ゃ ょけきぇ ゃう 
ょっえしすゃうすっかくけ うきぇ くっゅぇすうゃくう 
ゃかうはくうは. ′ぇえ-かっしくうはす くぇつうく っ 
ょぇ いぇこぇかうすっ ちなさおけゃくぇ しゃっと う 
ぉぇゃくけ ょぇ けぉうおけかうすっ あうかうとっすけ 
しう. ┿おけ こかぇきなおなす いぇこけつくっ ょぇ 
すさっこすう, ょぇ こせてう うかう つせゃぇすっ こせ
おぇくっ, いくぇつう くっとけ ゃ ぇせさぇすぇ くぇ 
ょけきぇ ゃう くっ っ くぇさっょ! 
╃させゅうはす ゃぇさうぇくす っ ょぇ くぇぉかの

ょぇゃぇすっ ょけきぇてくうすっ しう かのぉうき

びëÜÖó¡í

╊おせあ えそおけせあ う たそしくあ せあ にそちあてあ:

 ぁかつてけて しけねかせ たちあくせけさ せあ ╉そいちけせ ╉ちあえせかう
 えしあうかせ つねかてそうそおけてかし せあ „╅ちつかせあし“ ╅╉

 ╉あ つか すせそきあて いしあえけせけてか う おそすあ,
おあ ちあつてか しまいそうてあ,

おあ たひしせかか はあつてけかてそ,
おあ ちあおうあて おかぬあてあ!

╉あ つあ てそねせけ つすかてさけてか け うかちせけ たちけみてかしけてか!
 〉か つあすそ う てあくけ てけ たちかさちあつせあ てうそみ えそおけせあ!

╅すけせ!

 ╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ,
たちけみてかしけ,  さそしかえけ 

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

′っおけさっおすくうすっ 
さぇぉけすけょぇすっかう しぇ ょさせゅぇすぇ 

ぉけかおぇ くぇ たけさぇすぇ

′ぇいくぇつっくうは ぉっい すさせょけゃう 
ょけゅけゃけさう, くっういこかぇすっくう くぇ-
ゃさっきっ いぇこかぇすう, さぇぉけすぇ ゃ うい-
ゃなくさぇぉけすくけ ゃさっきっ しぇ けしくけゃ-
くうすっ けこかぇおゃぇくうは, こけしすなこうかう 
こさう けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ-
くうお. ╂けかはきぇ つぇしす けす しうゅくぇ-
かうすっ おぇしぇはす けたさぇくうすっかくうすっ 
そうさきう.

╉けかおけすけ ょけ
すさせょけゃけ-こさぇゃくうすっ

ゃなこさけしう,

】っさっゃぇ こけつすう し せしきうゃおぇ 
ょなさあう ょぇ けすぉっかっあう, つっ ゃな-
こさっおう „さけょけゃぇすぇ“ しう ゃさないおぇ 
し ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう けす „╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ , ゃ つうは-
すけ かうしすぇ ぉっ こさっい 2011-すぇ, くっ 
きけあっ ょぇ しっ ぇくゅぇあうさぇ し くぇきう-
さぇくっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか“, 
いぇ おけっすけ こけしすけはくくけ は きけかはす 
ゅさぇあょぇくう... 《せくおちううすっ くぇ 
けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお くっ 
ょけこせしおぇす ょぇ しっ ょぇゃぇす こさうゃう-

╄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“. 

かっゅうう いぇ おけうすけ う ょぇ っ ゅさぇあ-
ょぇくう, こけかうすうつっしおうすっ こさうしす-
さぇしすうは しぇ くっょけこせしすうきう いぇ 
うくしすうすせちうはすぇ, おけはすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ ぉなょっ こけかっいくぇ くぇ ゃしうつおう, 
こけょつっさすぇゃぇ けぉとっしすゃっくう-
はす こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁なこさっおう すけゃぇ, ゃ ちはかけしすくうは 
こけょたけょ くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ 】っ-
さっゃぇ ゃ こけかいぇ くぇ きっしすくぇ-
すぇ けぉとくけしす う おけくおさっすくうすっ 
たけさぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ こさけ-
いうさぇ ょせたなす くぇ しすさっきっあぇ いぇ 
すなさしっくっすけ くぇ さっぇかっく っそっおす 
ゃ さってぇゃぇくっすけ くぇ おけくおさっす-
くうすっ こさけぉかっきう. 〈けつくけ すけいう 
ょせた, おけえすけ っ けぉっょうくはゃぇと いぇ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ けす 
しぇきけすけ くぇつぇかけ くぇ うょっはすぇ いぇ 
すはたくけすけ しないょぇゃぇくっ. 
】っさっゃぇ ゃなさてう さぇぉけすぇすぇ 

しう, ぉっい ょぇ しっ ゃあうゃはゃぇ おぇすけ 
くっこさうしすなこくぇ うくしすうすせちうは, 
くぇこさけすうゃ: „′っ しきはすぇき ょぇ 
こさっゃさなとぇき うくしすうすせちうはすぇ ゃ 
ぉぇしすうけく“, おぇいゃぇ すは. ╇ けとっ: 
“╀うかぇ しなき けす ょさせゅぇすぇ しすさぇくぇ 
う しっ けこうすゃぇき ゃ ぇゃぇくし ょぇ けす-
おさうゃぇき けす おぇおゃけ うきぇす くせあ-
ょぇ たけさぇすぇ, けとっ こさっょう ょぇ っ 
ゃないくうおくぇか こさけぉかっきなす“. ]う-
ゅせさくけ し すぇいう きけすうゃぇちうは 】っ-
さっゃぇ こけしっとぇゃぇ う しけちうぇかくう-
すっ ょけきけゃっ, ╃けきぇ いぇ ょっちぇ ゃ 
╀せいけゃゅさぇょ, けさゅぇくういうさぇ うく-
そけさきぇちうけくくぇ しさっとぇ ょけさう 

し ╉ぇきぇさぇすぇ くぇ つぇしすくうすっ しな-
ょっぉくう ういこなかくうすっかう, さぇぉけすう 
し „╄ゃさけこぇ ょうさっおすくけ“ いぇ こさけし-
ゃっとぇゃぇくっ くぇ きかぇょうすっ ゃ すった-
くうすっ こさぇゃぇ くぇ ゅさぇあょぇくう くぇ 
╄], おけきせくうおうさぇ し けぉとっしすゃっ-
くうすっ ゃないこうすぇすっかう う きっしすくぇすぇ 
╉けきうしうは いぇ ぉけさぉぇ し こさけすうゃけ-
けぉとっしすゃっくうすっ こさけはゃう.

¨ぉとっしすゃっくうはす
こけしさっょくうお つっしすけ きけあっ ょぇ 

ぉなょっ いぇぉっかはいぇく こけ
けぉとうくしおうすっ おせかすせさくう 

しなぉうすうは

ういかけあぉう, こうしぇすっかしおう しさっ-
とう, こさけきけちうう くぇ おくうゅう, そうか-
きう. ╊うつくけ ょけさう ゃけょう ゅさせこう 
きかぇょう たけさぇ くぇ こさっょしすぇゃかっ-
くうは くぇ きっしすくうは すっぇすなさ.
„¨つぇおゃぇくうはすぇ きう いぇ さぇぉけ-

すぇすぇ すせお しなゃこぇょぇす し さっぇかくけし-
すすぇ“, おぇいゃぇ ╂うくおぇ 】っさっゃぇ, 
くぇこせお くぇ けくっいう, おけうすけ くっ 
ゃはさゃぇたぇ, つっ すは とっ しっ しこさぇゃう. 
¨すおさうかぇ う すせお „こさっゃさぇすくけし-
すうすっ くぇ あうすっえしおうすっ しなょぉう“, 
おぇいゃぇ: „[ぇぉけすぇすぇ し たけさぇすぇ 
ゃなさゃう さなおぇ いぇ さなおぇ し こさけぉかっ-
きうすっ うき“. 〈けゃぇ 】っさっゃぇ いくぇっ 
けとっ けす ゅけょうくうすっ しう くぇ ょっっく 
けさゅぇくういぇすけさ くぇ けぉとくけしすすぇ くぇ 
おぇさぇおぇつぇくうすっ, おけゅぇすけ すは こさう-
しなしすゃぇてっ ぇおすうゃくけ くぇゃしはおなょっ 
ゃ きっしすくうは あうゃけす. ]なし しなとうは 

たなし しっゅぇ 】っさっゃぇ くっこさっきっくくけ 
うしおぇ ょぇ さぇいてうさう くっ こさけしすけ 
こけこせかはさくけしすすぇ くぇ うくしすうすせ-
ちうはすぇ, おけはすけ こさっょしすぇゃかはゃぇ. 
′っとけ こけゃっつっ. ╇しおぇ ょぇ は くぇ-
こさぇゃう こけ-こけかっいくぇ.

╆ぇすけゃぇ ょなさあう くぇ
ゃさないおぇすぇ しう し

ゅさぇあょぇくうすっ こさっい
うくすっさくっす,

ぉっい すけゃぇ ょぇ しっ こさっゃさなとぇ 
ゃ おかのおぇさくうお うかう きはしすけ いぇ 
こさぇいくけしかけゃうっ, おぇきけ かう こなお 
– いかけしかけゃうっ. 】っさっゃぇ しおけさけ 
とっ しすぇさすうさぇ う けすゃぇさはくっすけ 
くぇ こけょしすさぇくうちぇすぇ くぇ うくしすう-
すせちうはすぇ ゃ しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, けこちうは, おけはすけ ょけ 
しっゅぇ くっ ぉってっ ぇおすうゃうさぇくぇ. 
╄ょくぇ ょさせゅぇ ゃさないおぇ, けぉぇつっ, 
すぇいう し くぇちうけくぇかくうは けきぉせょ-
しきぇく, おけえすけ „しっ ょゃうあう“ こけ 
けすょっかっく いぇおけく, ょぇかっつ くっ っ 
すけかおけゃぇ かっしくぇ. ╉ぇすけ ゃしうつ-
おうすっ しう おけかっゅう, 】っさっゃぇ くっ-
ょけせきはゃぇ, つっ くぇちうけくぇかくぇすぇ 
うくしすうすせちうは っ さっゅかぇきっくすうさぇ-
くぇ しなし いぇおけく, ぇ こけ けぉとうくう 
しなとっしすゃせゃぇくっすけ くぇ けぉとっしす-
ゃっくうは こけしさっょくうお っ ゃ さなちっすっ 
くぇ きっしすくうすっ ゃかぇしすう, おけうすけ 
きけあっ う ょぇ けすおぇあぇす ょぇ こけょ-
ょなさあぇす  すぇおなゃ.     
╁ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ /おけゅぇすけ  
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けしすぇゃぇ/ う しかっょ しぇきけこけょゅけすけゃ-
おぇすぇ こけ ういつうすぇくっすけ くぇ こけさっょ-
くうは いぇおけく, う しかっょ しっきっえくうすっ 
いぇょなかあっくうは, けぉとっしすゃっくう-
はす こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお 
つっすっ おくうゅう けく-かぇえく. ╁けょう 
しう いぇこうしおう けす ちっくくう きうしかう. 
′ぇえ-ちっくくけすけ, おけっすけ, けぉぇつっ, っ 
さぇいぉさぇかぇ くっ けす おくうゅうすっ, ぇ けす 
かうつっく けこうす, っ, つっ, けしゃっく いくぇ-
くうはすぇ けす おくうゅうすっ, おぇつっしすゃぇすぇ 
くぇ かうつくけしすすぇ しぇ けす けしけぉっくけ 
ゃぇあくけ いくぇつっくうっ. „╁ おさぇえ-
くぇ しきっすおぇ ゃしうつおけ っ ゃ さなちっ-
すっ くう“ – ゅけゃけさう けこすうきういきなす 
くぇ 】っさっゃぇ, おけはすけ っ せぉっょっくぇ, 
つっ ゃ こけさっょくけすけ こさっょういゃうおぇ-
すっかしすゃけ っょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ 
つけゃっお ぉう きけゅなか ょぇ いぇゅせぉう, しぇ 
しけぉしすゃっくうすっ しう しすさぇたけゃっ. 〉し-
きうゃおぇすぇ くぇ ╂うくおぇ こけょしおぇいゃぇ, 
つっ いぇ  けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ-
くうお, こけょおさっこっく こさう ういぉけさぇ 
けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, 
しすさぇたけゃっ くはきぇ. ╇きぇ しなさょっつくぇ 
せしきうゃおぇ. ╇ たせぉぇゃぇ. ╆ぇとけすけ, 
けしゃっく ょさせゅけすけ, 】っさっゃぇ っ たせ-
ぉぇゃぇ あっくぇ. ]ぇきぇすぇ すは しこけょっ-
かは, つっ しっ しすぇさぇっ くうおけゅぇ ょぇ くっ 
しこっおせかうさぇ し すけゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ 
しう. ′け ゃ こけしさっょくうつっしすゃけすけ 
せしきうゃおぇすぇ ゃうくぇゅう こけきぇゅぇ. 
╉ぇおすけ う てうさけおけ けすゃけさっくうすっ 
ゃさぇすう くぇ こさうっきくぇすぇ, ゃ おけはすけ 
しっおさっすぇさおぇ くはきぇ.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

¨す ょくっし, 29-う ぇゃゅせしす, こけしっすう-
すっかうすっ くぇ ╇╋ „╇しおさぇ” ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお とっ うきぇす せくうおぇかくうは てぇくし 
ょぇ ゃうょはす っょくぇ けす くぇえ-ぉけゅぇすうすっ 
おけかっおちうう ゃ しすさぇくぇすぇ くぇ すさぇおうえ-
しおけ ゃなけさなあっくうっ. ╄おしこけいうちうはすぇ 
っ こけょ くぇょしかけゃ „╁なけさなあっくうっ けす I 
たうか. こさ. 》さ. けす そけくょぇ くぇ [╇╋ - 
【せきっく” . 
]すぇさうくくうすっ けさなあうは しぇ こけょ-

さっょっくう ゃ きせかすうきっょうえくぇすぇ いぇかぇ 
くぇ  きせいっは. ╉けかっおちうはすぇ しなょなさあぇ 
けおけかけ 4000 ぇさすっそぇおすぇ. 60 けす すはた 
とっ ぉなょぇす こさっょしすぇゃっくう くぇ ゃくうきぇ-
くうっすけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けぉとっしす-
ゃっくけしす う ゅけしすうすっ くぇ ゅさぇょぇ.
′ぇこぇょぇすっかくけすけ ゃなけさなあっくうっ っ 
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
6 ╈《╉¨〉¨ 》]╅ぅ╅〈╊ ╉ぇ]╈╅ [ぇ〈 „【『╅[¨っ 【『╊‶╉” 
╉なき きけきっくすぇ くはきぇ  けおけくつぇすっかくけ しすぇくけゃうとっ 

くぇ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ いぇ おけくおさっすくぇ ゃうくぇ こけ おぇ
いせしぇ „〈さぇおうは すさっえょ”, きぇおぇさ しさけおなす いぇ すけゃぇ ょぇ 
ういすっつっ くぇ 4-すう ぇゃゅせしす すぇいう ゅけょうくぇ.
‶さうつうくぇすぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは  ょぇ 

ぉなさいぇ ょぇ ゃなさくっ こぇさうすっ くぇ そうさきぇすぇ しぇ ょゃっ: 
すっつぇとうすっ ゅけかっきう かうたゃう こけ おさっょうすぇ, おぇおすけ う 
くっゃないきけあくけしすすぇ 9 きっしっちぇ こさっょう こけさっょくうすっ 
きっしすくう ういぉけさう おきっすなす ょぇ きけあっ ょぇ すっゅかう くけゃう 
ぉぇくおけゃう おさっょうすう. ╋っあょせゃさっきっくくけ しすぇくぇ 
はしくけ, つっ くっ っょくけ, ぇ 30 しぇ かうちぇすぇ, おけうすけ しかっょ
ゃぇ ょぇ ゅけゃけさはす こけ しょっかおぇすぇ し „〈さぇおうは 〈さっえょ”, 
いぇさぇょう おけはすけ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっゅぇ とっ 
すっゅかう おさっょうす う とっ こかぇとぇ, しこけさっょ こさっょしっょぇ
すっかは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお ′うおけ
かぇえ ╆かぇすぇくけゃ. 〈けえ, いぇっょくけ し こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ こけかうすうつっしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ こぇさすうは 
╂╄[╀ くぇ こさっしおけくそっさっくちうは けすゅけゃけさうたぇ くぇ 
すゃなさょっくうは けす さぇいこさけしすさぇくっくぇすぇ ‶けいうちうは くぇ 
╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお けす きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ こけ こけ
ゃけょ ういゃなさてっくぇすぇ しょっかおぇ こさっょう 7 ゅけょうくう けす 
すけゅぇゃぇてくうは おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっ
そぇく ╃ぇきはくけゃ, しなし しぇくおちうはすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす けす しなとうは こっさうけょ.
] ちっか ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ くぇせつぇす うしすうくぇすぇ いぇ 

ゃなこさけしくぇすぇ しょっかおぇ, くぇ しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ おぇつっくう ゃしうつおう ょけおせきっく
すう こけ しょっかおぇすぇ, おけうすけ しぇ くぇょ 100 しすさぇくうちう.
╄ょうくしすゃっくけ くっ っ おぇつっく ょけおせきっくすなす し ょぇくなつ

くぇすぇ けちっくおぇ くぇ すけゅぇゃぇてくうは うきけす, こさっゃなさくぇか 
しっ ゃ くぇしすけはとぇ けゅさけきくぇ  ょせこおぇ - しゅさぇょぇ くぇ 
ぉうゃてぇすぇ ╇くそっおちうけいくぇ ぉけかくうちぇ. 
]さっょ こせぉかうおせゃぇくうすっ きぇすっさうぇかう  っ う しこうしなお 

し うきっくぇすぇ くぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう, こけょ
おさっこうかう しょっかおぇすぇ, しすぇくけゃうとっ くぇ すけゅぇゃぇて
くうは ゅかぇゃっく ぇさたうすっおす, しこけさぇいせきっくうっすけ きっあょせ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う くぇしすけはとうは おきっす ╂ぇかう
くぇ ]すけはくけゃぇ う こさっょしすぇゃうすっかは  „ くぇ 〈さぇおうは 
すさっえょ” 〈けょけさ ╉けかっゃ いぇ けすくぇしはくっ くぇ しこけさぇ ゃ 
〈なさゅけゃしおうは ぇさぉうすさぇあ う ょさせゅう.  
╂╄[╀ くはきぇ くうおぇおゃぇ ゃうくぇ いぇ すっいう 3,3 きうかう

けくぇ  こけ おぇいせしぇ „〈さぇおうは 〈さっえょ”, いぇはゃう ┿おしっ

くうは 〈うかっゃぇ, っおしょっこせすぇす ゃ 42-すけ ′ぇさけょくけ 
しなぉさぇくうっ う つかっく くぇ ╂╄[╀. ╂╄[╀ くっ くけしう 
くうおぇおゃぇ けすゅけゃけさくけしす いぇ すっいう いせかせきう ゃ けぉ
とうくぇすぇ, ょけこなかくう すは, おぇすけ こけしけつう, つっ  くっ 
っ はしくけ けす そうくぇくしけゃうすっ ょけおせきっくすう, けしすぇくぇ
かう ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, いぇ おぇおゃけ 
すけつくけ しぇ こけたぇさつっくう すっいう ぉかういけ 2 きうかうけくぇ 
かっゃぇ, こかぇすっくう こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ けす 
そうさきぇすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ.
╋うかうけくう しぇ うょゃぇかう こけ すけゃぇ ゃさっきっ ゃ けぉ

とうくしおぇすぇ たぇいくぇ けす こさうゃぇすういぇちうは, すけゃぇ くっ 
っ っょうくしすゃっくぇすぇ しょっかおぇ しなし しせきう いぇ くぇょ 1 
きうかうけく かっゃぇ, おぇいぇ ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ, おぇすけ 
こけおぇくう ゃしっおう いぇうすっさっしけゃぇく ょぇ けすうょっ ゃ ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお う こさけせつう いぇ おぇおゃけ しぇ ぉうかう 
さぇいたけょゃぇくう こぇさうすっ. 〈けゃぇ, おけっすけ っ こけしすさけっ
くけ こさっい ゅけょうくぇすぇ くぇ こさけょぇあぉぇすぇ, 2007-きぇ, 
っ しぇきけ ゅぇさけゃうはす こかけとぇょ いぇ けおけかけ 200 たう
かはょう かっゃぇ, こけょつっさすぇ ┿おしっくうは 〈うかっゃぇ.
‶けいうちうはすぇ くぇ ╀]‶, ういさぇいっくぇ くぇ しこっちうぇか

くぇ こさっしおけくそっさっくちうは きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ, 
けす ╂╄[╀  けこさっょっかうたぇ おぇすけ „ゅせいっく くっゅけくっく 
ぉはゅぇ”, ぇ つっ ゃこっつぇすかっくうっすけ, おけっすけ すは けしすぇ
ゃはかぇ  せ たけさぇすぇ, ぉうかけ いぇ „しけかうょぇさっく けこうす ょぇ 
しっ こさうおさうっ かうつくぇ けすゅけゃけさくけしす くぇ けすょっかくう 
たけさぇ” . 
╁うくぇゅう, おけゅぇすけ ╀]‶ っ ぉうかぇ くぇ ゃかぇしす, ゃ 

けぉとうくぇすぇ しぇ しっ しかせつゃぇかう おぇすぇしすさけそうつくう 
しなぉうすうは けす さけょぇ くぇ „ょせこおぇすぇ”, いぇはゃう ′っくけ 
╁かぇえおけゃ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお. 
¨す こぇさすうはすぇ せすけつくうたぇ , つっ ゃ おぇいせしぇ  „〈さぇ

おうは すさっえょ” くはきぇ くうすけ っょうく ょけおせきっくす, 
おけえすけ ょぇ くけしう しっおさっすっく たぇさぇおすっさ うかう 
おかぇしうそうちうさぇくぇ うくそけさきぇちうは う  すけゃぇ ょぇ っ  
こさっつおぇ し くっゅけ ょぇ しっ いぇこけいくぇはす しなゃっすくうちう
すっ.  ‶けしかっょくけすけ ぉっ おぇいぇくけ ゃ けすゅけゃけさ  くぇ せこ
さっおぇ くぇ ╀]‶ –╉ぇいぇくかなお, つっ くっ しぇ いくぇっかう いぇ 
こさけぉかっきぇ し „〈さぇおうは すさっえょ” う  くぇしすけはとぇすぇ 
けぉとうくしおぇ せこさぇゃぇ  っ おさうかぇ しなょっぉくうは  おぇいせし 
ゅけょうくう くぇさっょ. 

                                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

′けゃ けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか うきぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, しかっょ 
おぇすけ しかせあっぉくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ  けしゃけぉけょう ょけ

しっゅぇてくうは ゅせぉっさくぇすけさ ╅うゃおぇ ┿かぇょあけゃぇ. ′ぇ くっえくけ 
きはしすけ ぉっ くぇいくぇつっくぇ  ╃うきうすさうくおぇ ‶っすさせくけゃぇ. 〈は っ 
のさうしす こけ けぉさぇいけゃぇくうっ う うきぇ きっあょせくぇさけょくう しこっ
ちうぇかういぇちうう こけ きっくうょあきなくす う すなさゅけゃしおぇ きっょうぇちうは, 
おぇおすけ う こけ こさぇゃけ くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい. ¨す 1994 ゅ. っ 
ぇょゃけおぇす おなき ┿ょゃけおぇすしおぇすぇ おけかっゅうは ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╆ぇくうきぇゃぇ しっ し ゅさぇあょぇくしおけ, すなさゅけゃしおけ, ぇょきうくうしすさぇ
すうゃくけ う ゃっとくけ こさぇゃけ う ╆〉〈.

╃け 31-ゃう きぇさす くはきぇ ょぇ うきぇ こさけぉかっき し けたさぇくぇすぇ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは きせいっえ 
„【うこおぇ – ╀せいかせょあぇ”. ] さってっくうっ くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす すけゃぇ っ ゅぇさぇく

すうさぇくけ. ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ しかっょゃぇ ょぇ しないょぇょっ くっけぉたけょうきぇすぇ けさゅぇ
くういぇちうは いぇ こかぇくうさぇくっ う けしうゅせさはゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ こけ ぉのょあっすぇ いぇ 2015 ゅ. う いぇ 
こさけゃっあょぇくっ くぇ こさけちっょせさぇすぇ いぇ けぉとっしすゃっくぇ こけさなつおぇ う しおかのつゃぇくっ  くぇ ょけゅけゃけさ 
いぇ けたさぇくぇ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ 【うこおぇ う けぉっおすうすっ くぇ ′‶╋ “【うこおぇ - ╀せいかせょあぇ”, 
′ぇちうけくぇかくうは うしすけさうつっしおう きせいっえ う ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ゅぇかっさうは いぇ つせあょっしすさぇくくけ 
ういおせしすゃけ. ‶さけぉかっきなす いぇ けたさぇくぇすぇ うき ゃないくうおくぇ いぇさぇょう すけゃぇ, つっ ゃ ぉのょあっすぇ くぇ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ いぇ 2014 ゅ. くっ しぇ こさっょゃうょっくう しさっょしすゃぇ いぇ けたさぇくぇ 
う くっ しなとっしすゃせゃぇす さっいっさゃう, おけうすけ ょぇ こけいゃけかはす けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ くっけぉたけょうきうは 
そうくぇくしけゃ さっしせさし.

╄くうくしおう すぇかぇくすう せつぇしすゃぇ
たぇ くぇ そっしすうゃぇか ゃ せくゅぇさしおうは 

ゅさぇょ ┿はお. ╋かぇょうすっ ぇさすうしすうつくう 
こさっょしすぇゃうすっかおう くぇ ′』 „╀さぇす
しすゃけ-1869”  ╋ぇさうは う 〈っは ╀けくっゃう 
せつぇしすゃぇたぇ ゃ 4-ょくっゃくうは そっしすうゃぇか 
ゃ せくゅぇさしおうは ゅさぇょ, しかっょ おぇすけ こけ
かせつうたぇ かうつくぇ こけおぇくぇ けす おきっすぇ くぇ 
ゅさぇょぇ ╋うおかけて ╉っさっおって. ╃ゃっすっ 
きけきうつっすぇ ういこなかくうたぇ たせきけさうし
すうつくぇ しちっくおぇ „╉ぇおぇ ]うえおぇ くぇ 
しゃぇすぉぇ ゃ 〉くゅぇさうは” う しっ こさっゃなさくぇ
たぇ ゃ っょくぇ けす ぇすさぇおちううすっ くぇ こさぇい
くっくしすゃぇすぇ ゃ ゅさぇょ ┿はお. ╉きっすなす くぇ 
┿はお ╋うおかけて ╉っさっおって しなとけ っ こけ
あっかぇか ょぇ ゅけしすせゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

′ぇょ 40 おぇいぇくかなつぇくう しっ けすいけゃぇたぇ くぇ こさういうゃぇ くぇ 『っくすなさぇ いぇ けぉ
とっしすゃっくぇ こけょおさっこぇ いぇ こけきけと くぇ こけしすさぇょぇかうすっ けす くぇゃけょくっくうはすぇ 

ゃ ゅさぇょ ╋ういうは. ]さっょ すはた ぉはたぇ う つかっくけゃっすっ くぇ ╃ぇきしおう おかせぉ „╁はさぇ, ′ぇ
ょっあょぇ う ╊のぉけゃ” ゃ 【うこおぇ. ╆ぇ こけしすさぇょぇかうすっ けす ╋ういうは う ╀はかぇ ]かぇすうくぇ 
ぉはたぇ ういこさぇすっくう ょさったう, いぇゃうゃおう, けょっはかぇ, しさっょしすゃぇ いぇ かうつくぇ たうゅうっくぇ う 
ょっいうくそっおすぇくすう いぇ 70 かっゃぇ, けしうゅせさっくう けす しかせあうすっかうすっ くぇ 『¨‶. ╇くう
ちうぇすうゃぇすぇ ぉっ こけょおさっこっくぇ う けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 

╉くうゅぇすぇ „╀けえくうすっ きぇさてけゃっ くぇ 
╀なかゅぇさうは” ぉっ こさっょしすぇゃっくぇ ゃ 

╉ぇいぇくかなお けす くっえくうは ぇゃすけさ ╉さぇしう
きうさ 〉いせくけゃ, ょうさっおすけさ くぇ うくそけさ
きぇちうけくくぇ ぇゅっくちうは „《けおせし” う さぇょうけ 
„《けおせし”. ‶さっきうっさぇすぇ くぇ おくうゅぇすぇ ぉっ 
こけしゃっすっくぇ くぇ 80-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
けすおさうゃぇくっすけ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけ
ぉけょぇすぇ. ‶さっょしすぇゃはくっすけ くぇ おくうゅぇすぇ 
しなゃこぇょくぇ う し ょぇさっくうは けす こけつっすくうは 
ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお,  ゃくせお くぇ 
ぇょのすぇくすぇ くぇ 4-すぇ ょさせあうくぇ くぇ 23 
‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお – こさけそ. 
╂っくつけ ′ぇつっゃ, おけくちっさす くぇ たけさ „╂せ
しかぇ”. ]さっょ ういこなかくっくうはすぇ, ゃいさうゃうかう 

╆ぇこけつくぇ ちはかけしすくけ けぉ
くけゃかっくうっ くぇ こってっ

たけょくうすっ こなすっおう けおけかけ 
せつうかうとぇ, ょっすしおう いぇゃっ
ょっくうは う ょっすしおう こかけとぇょ
おう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
けぉとうくぇすぇ. 》けさういけくすぇか
くぇすぇ きぇさおうさけゃおぇ こさっょ
しすけう ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃう 
う くぇ こかぇすくぇすぇ くぇ くけゃけ 
ぇしそぇかすうさぇくうすっ せかうちう 
„]すぇさぇ こかぇくうくぇ“, „》さうし
すけ ╀けすっゃ“, „』ぇゃょぇさ ゃけえ
ゃけょぇ“, „′うおけかぇ ‶っすおけゃ“. 
╃っえくけしすすぇ しっ ういゃなさてゃぇ 
けす ¨ぉとうくしおけすけ こさっょ
こさうはすうっ „╉けきせくぇかくぇ 
ょっえくけしす う こけょょさなあおぇ くぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ“.

ちう. ┿おけ すっ しぇ ういくっさゃっくう う しこはす 
ぉかういけ ょけ ゃさぇすぇすぇ, すけゃぇ しなとけ 
っ いくぇお いぇ くっゅぇすうゃくぇ っくっさゅうは. 
╁くうきぇゃぇえすっ う ゃ しかせつぇえ, つっ 
ちゃっすはすぇ ゃう くっ ゃうさっはす う せきうさぇす 
ぉっい こさうつうくぇ! ̈ ゅかっょぇえすっ しっ う いぇ 

しすさぇくくう こさっょきっすう, おけうすけ 
くっ いくぇっすっ けす おなょっ しぇ ょけ
てかう! 

* ╉ぇお ょぇ こさっきぇたくっすっ 
くっゅぇすうゃくぇすぇ っくっさゅうは 
う ょぇ こさっょこぇいうすっ ょけきぇ 
しう? 
 ′ぇえ-ょけぉさうはす くぇつうく っ 

ょぇ ょけゃっょっすっ しゃっとっくうお, 
おけえすけ ょぇ けしゃっすう あうかうとっ
すけ ゃう. ′け しなゃしっき しこけおけえ
くけ きけあっすっ ょぇ こさけぉゃぇすっ う 
すっいう きっすけょう.

 ′ぇこさぇゃっすっ ょっおけさぇ
ちうは しなし いなさくぇ けす ちぇさっゃうちぇ, 
さなあ うかう けゃっし う こけしすぇゃっすっ こけ 
っょくぇ ゃなゃ ゃしはおぇ しすぇは. ‶けょきっ
くはえすっ いなさくぇすぇ さっょけゃくけ. 

 ╁いっきっすっ しう きせておぇすけ! ′っおぇ 
ょぇ っ つっさゃっくけ! ‶さけしすけ くっ きけ
あっすっ ょぇ しう こさっょしすぇゃうすっ おけかおけ 
ぉなさいけ ょなさこぇ くっゅぇすうゃくぇすぇ っくっさ
ゅうは すけゃぇ さぇしすっくうっ. ╆ぇ さぇいかうおぇ 
けす こぇかきうすっ, おけうすけ こけ こさうくちうこ 
しぇ „ょけしすぇゃつうちう“ くぇ けすさうちぇすっか
くう ゃなかくう. 

 ′ぇこさぇゃっすっ ゃっくっち けす ゃなさ
ぉけゃう おかけくおう う ゅけ いぇおぇつっすっ くぇ 
ゃたけょくぇすぇ ゃさぇすぇ. 

 ╇ くぇえ-ゃぇあくけすけ – けこうすぇえすっ 
しっ ょぇ くっ ょけこせしおぇすっ ゃ ょけきぇ しう 
たけさぇ, しかっょ つうっすけ こけしっとっくうっ しっ 
つせゃしすゃぇすっ ういくっさゃっくう, けすこぇょくぇ
かう うかう こけかせつぇゃぇすっ しすさぇくくけ くっ
さぇいこけかけあっくうっ.

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

] けぉくけゃかっくうっすけ くぇ こってったけょくうすっ こなすっおう こさっょ せつっぉくう う ょっすしおう いぇゃっ
ょっくうは しっ けつぇおゃぇ こさっょう くぇつぇかけすけ くぇ せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ ょぇ ぉなょっ こけかけあっ
くぇ けとっ こけくっ 1000 おゃ. き. たけさういけくすぇかくぇ きぇさおうさけゃおぇ, おけはすけ しっ こさぇゃう しなし 
しこっちうぇかくぇ きぇさおうさけゃなつくぇ ぉけは.

こせぉかうおぇすぇ くぇ こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし”, ぉっ う きぇさてなす „【せきう ╋ぇさうちぇ”.

》そくおちあう

こさっょしすぇゃっくけ けす おさうゃう くけあけゃっ, ぇおうくぇちう, ぉけえくう ぉさぇょゃう, ゃなさたけゃっ くぇ おけこうは う しすさっかう. ╁こっつぇす-
かはゃぇす けすおさうすうすっ おぇかなこう いぇ けすかうゃぇくっ くぇ ぉさけくいけゃう しすさっかう, こけおぇいゃぇとう っょくけ いぇしうかっくけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ ゃなけさなあっくうっ けす すさぇおうえしおうすっ きぇえしすけさう.
‶さっょこぇいくけすけ ゃなけさなあっくうっ, こけさぇょう こけ-ゃうしけおぇすぇ しう ちっくぇ, っ こけ-しかぇぉけ こさっょしすぇゃっくけ, くぇえ-ゃっつっ 

けす こさけせつゃぇくうはすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ くっおさけこけかう ゃ 【せきっくしおけ. 】っ ぉなょぇす っおしこけくうさぇくう ぉさけくいけゃう 
う あっかっいくう てかっきけゃっ, さういくうちう う くぇゅさなょくうちう.
╇いかけあぉぇすぇ とっ こさけょなかあう ょけ 30.10. 2014 ゅ. ╁たけょなす っ しゃけぉけょっく.

╃け 21-う しっこすっきゃさう ゃ ╂さぇょしおぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは - ╉ぇいぇくかなお とっ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
さぇいゅかっょぇくぇ っおしこけいうちうはすぇ „╂さぇゃのさう くぇ ょなさゃけ” くぇ  こかっゃっくしおぇすぇ たせょけあくうつおぇ ]うょけくうは 

┿すぇくぇしけゃぇ.
╇いかけあぉぇすぇ っ こけさっょくけすけ いぇゃさなとぇくっ う こけおかけく こさっょ こぇきっすすぇ くぇ っょくけ けす いくぇおけゃうすっ うきっくぇ ゃ 

ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゅさぇそうおぇ ]うょけくうは ┿すぇくぇしけゃぇ. 『はかけしすくぇすぇ おぇさすうくぇ くぇ すゃけさつっしすゃけすけ くぇ たせょけあ-
くうつおぇすぇ, つせあょけ くぇ きうきけかっすくうすっ ぇさすうしすうつくう せゃかっつっくうは, けぉたゃぇとぇ ゃさっきっすけ けす 1937-きぇ ょけ 
1988-ゃぇ ゅけょうくぇ. ╉けかっおちうはすぇ, こさっょけしすぇゃっくぇ けす  ‶かっゃっくしおぇすぇ ゅぇかっさうは “╇かうは ╀っておけゃ”, こさっょ-

しすぇゃかはゃぇ こけゃっつっ けす 50 ゅさぇそうおう, さぇぉけすっくう ゃ こっさうけょぇ しかっょ 1960-ぇ ゅけょうくぇ.
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╉ぇすけ つけゃっお, ういつっか きくけゅけ 

おくうゅう う さっょうか しっ くぇ ゃさっ
きっすけ ちはかぇ くけと こさっょ おくうあぇさ
くうちぇすぇ いぇ „¨すくっしっくう けす ゃう
たなさぇ“, ′うおけかぇえ こさっょこけつうすぇ 
こさぇゃょうゃうすっ けぉさぇいう: かうつくけ
しすうすっ, こけおぇいぇくう くっ ゃ しおせおぇすぇ 
くぇ つっさくけすけ う ぉはかけすけ, ぇ あうゃうすっ 
たけさぇ – し すったくうすっ こさっょうきしすゃぇ 
う くっょけしすぇすなちう. 〈ゃなさょう, つっ しう 
いくぇっ う „こかのしけゃっすっ, う  きうくせ
しうすっ“. ‶けつくぇか ゃ こさけそっしうはすぇ 
くぇ きけくすぇあくうお ゃ こさけしかけゃせすけ
すけ こけょっかっくうっ くぇ ]すさけうすっか
くう ゃけえしおう 1318, くぇ ゃなさたぇ くぇ 
30-40-きっすさけゃうすっ おけさこせしう くぇ 
╋¨╉ „╋っょっす“, すうこうつくけ いぇ さけ
きぇくすうおぇすぇ くぇ しけち-きうくぇかけすけ, 
すけえ こさういくぇゃぇ: “‶け こさうさけょぇ 
しなき さけきぇくすうお! ′っ しなき しおっこ
すうお“. ′うおけかぇえ くっ こさっせゃっかうつぇ
ゃぇ: すけえ くぇうしすうくぇ うきぇ ゃうょ くぇ 
っくすせしうぇいうさぇく しすさけうすっか, すぇおぇ 
ょけぉさっ こけいくぇす けす こぇすっすうつくうすっ 
しおせかこすせさう う こかぇおぇすくう けぉさぇいう, 
こけこせかはさういうさぇくう ゃ っこけたぇすぇ くぇ 
]けち-ぇ. ′けしう すけいう ょせた くっこけょ
こさぇゃっくけ う しゃけえしおう. ╇ すけゃぇ きせ 
けすうゃぇ. ╂けさょっっ しっ, つっ っ きけく
すぇあくうお. 〈ぇおうゃぇ ゃっつっ こけつすう 
かうこしゃぇす. „′うっ, きけくすぇあくうちう
すっ, しきっ けしけぉっくけ すっしすけ たけさぇ“, 
おぇいゃぇ ┿くゅっかけゃ. ′ぇ ゃさっきっすけ ゃ 
„┿さしっくぇか“ ぉうかう ちはかけ ╆ゃっくけ いぇ 
きっすぇかくう おけくしすさせおちうう, しっゅぇ っ 
けしすぇくぇか しぇき し きせさゅぇゃうは きかぇ
ょっあ ¨ゅくはく, くぇ おけゅけすけ こさっょぇゃぇ 
いぇくぇはすぇ ぉっい おぇこおぇ っゅけういなき: けす 
すなくおけしすうすっ くぇ いぇゃぇさおうすっ ょけ 
しすさぇしすすぇ おなき ょうしちうこかうくぇすぇ, 
おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ すっ けこぇいう あうゃ 
こけ ゃなさたけゃっすっ くぇ しすさけっあうすっ う 
ょぇ ういゃぇょう くぇえ-ょけぉさけすけ けす すっぉ, 
いぇ ょぇ しすぇくって, ゃ おさぇえくぇ しきっす
おぇ – うしすうくしおう きぇえしすけさ. ‶さっ
ょういゃうおぇすっかしすゃけすけ しっゅぇ っ: ょぇ 
せきっって ょぇ こさぇゃうて ゃしうつおけ, ょぇ 
しう くぇゃしはおなょっ. 

┿い しなき こっさそっおちうけくうしす!

„╁ さぇぉけすぇすぇ おけきこさけきうしう くう
おけゅぇ くっ しなき こさぇゃうか. ‶さう くぇし 
ゃしっおう おけきこさけきうし きけあっ ょぇ 
ぉなょっ そぇすぇかっく“, おぇいゃぇ 66-ゅけ
ょうてくうはす きけくすぇあくうお, おけえすけ 
くうおけゅぇ くっ っ ゃいうきぇか ぉけかくうつっく, 
ぇ けすこせしおぇ ゃしっ きせ ゅけ ういこかぇとぇす 
こけつすう くっこけかいゃぇく. [ぇぉけすけたけ
かうおなす こさういくぇゃぇ, つっ ゅけくうすぉぇ
すぇ くぇ きぇおしうきぇかっく さっいせかすぇす 
ゃ さぇぉけすぇすぇ くっ ゃうくぇゅう っ しぇきけ 
くぇ ょけぉさけ. ]すぇゃぇて けすかうつっく 
きぇえしすけさ, けぉぇつっ うきぇ さうしお ょぇ 
こさっゅけさうて, ょぇ ょけしぇあょぇて う くぇ 
ょさせゅうすっ し ぉっいおさぇえくうすっ しう うい
うしおゃぇくうは, ょぇ ゅう ょさぇいくうて, つっ 
ゃしっ くっとけ うしおぇて ょぇ ょけういおせしせ
さうて, ゃしっ くっとけ くっ すう たぇさっしゃぇ 
う しっ ゃゅかっあょぇて ゃなゃ ゃしっおう ょっ
すぇえか. ¨ぉぇつっ せしきうゃおうすっ う こけい
ょさぇゃうすっ くぇ たけさぇすぇ, しかっょ おぇすけ 
しう しゃなさてうか くはおけは さぇぉけすぇ, すけえ 
くっ きけあっ ょぇ いぇきっくう し くうとけ 
ょさせゅけ. “′っ うしおぇき ょぇ おぇいゃぇす 
いぇ きっく: “〈けは しう けしすぇゃう さなちっ
すっ!“.  〈けゃぇ っ こさけそっしうけくぇかくぇ
すぇ きはさおぇ くぇ つけゃっおぇ, おけえすけ けす 
あっかはいけすけ きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう 
ゃしうつおけ. 〈けえ くっ しっ しすさぇたせゃぇ 
けす くうとけ: “]すさぇてくけ っ, おけゅぇすけ 
くはきぇて ょゃっすっ しう さなちっ“. „′ぇてぇ
すぇ こさけそっしうは っ すぇおぇゃぇ: ゃけょうき 
っあっょくっゃくぇ ぉうすおぇ し きっすぇかぇ う 
けとっ くうおけえ くっ ゅけ っ こけぉっょうか“ – 
おなょっ くぇ てっゅぇ, おなょっ – くぇうしすう
くぇ, おぇいゃぇ ′うおけかぇえ. 〈けえ いくぇっ, 
つっ こけぉっょぇ くぇょ きっすぇかぇ くはきぇ, 
くけ きっすぇかなす  きけあっ ょぇ ぉなょっ せお
さけすっく. ┿ たなしなす, し おけえすけ きぇえ
しすけさなす こさぇゃう すけゃぇ, いぇ くっゅけ っ 
くっいぇきっくうき ぇょさっくぇかうく. „╋っく 
たなしなす きっ ょなさあう!“, けぉはしくはゃぇ 
きけくすぇあくうおなす きけすうゃぇちうはすぇ しう 
ょぇ せょなさあぇ しすさっしぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ 
くぇゃなく ゃ っおしすさっきくうすっ せしかけゃうは 
くぇ いうきぇ う かはすけ. „¨す 1-う はくせ
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Юбилеен рожден ден, 80-ти поред, отбелязва  
инженер-химик

Кина Йорданова  Стоянова

дълги години едно от емблематичните лица на 
Химичната лаборатория  при завод 2 на „Арсенал”.

На многая лета, за здраве, житейска младост, 
младежка ведрост и дълголетна мъдрост, 

пожелават колеги и 
приятели от Завод 2.

 С нетърпящата 
възражение убеденост за още 

много споделени години! 

 Честито и наздраве!  

Павлина Димова Колева
икономист себестойност

Честита годишнина!
“Човек е богат със своята 

ЦЕЛ,
богат е със своя собствен дял,

но не с това, което е взел,
богат е с това, което е ДАЛ!”

За своите буйно изживени 
години ти не тъжи,

а още толкова напред с дух и устрем ПРОДЪЛЖИ!

 От ИО на зав. 1  

ぇさう ょけ 31- ょっおっきゃさう: しぇきけ 
くぇゃなく! ╅っしすけおぇ こさけそっしうは!“ 
- すぇおぇ けこうしゃぇ っあっょくっゃうっすけ 
しう ┿くゅっかけゃ. ╁ ╉ぇいぇくかなお うょゃぇ 
こけ かうつくぇ こけおぇくぇ くぇ てっそぇ くぇ 
]すさけえさぇえけくぇ ‶っすなさ ╁なさぉぇ
くけゃ. ′け しかっょ ょけおぇいぇくぇ さぇぉけすぇ 
すぇき, こさう けすおぇいぇ ょぇ きせ ょぇょぇす 
きぇおしうきぇかくうは しっょきう さぇいさはょ, 
けすうゃぇ ゃ „┿さしっくぇか“. ′うおけかぇえ 
しう いくぇっか ちっくぇすぇ: しぇきけ いぇ っょくぇ 
ゅけょうくぇ し おけかっゅうすっ-しすさけうすっ
かう ゃょうゅくぇかう くっこけしすうあうきうすっ 
1027 ぇこぇさすぇきっくすぇ! 

╁  けさなあっえくうちぇすぇ  ゅけ こけしさっ
とぇす けすかうつくけ. „╁ „┿さしっくぇか“ きう 
ょぇょけたぇ ゃしうつおけ“, おぇすっゅけさうつっく 
っ ′うおけかぇえ. ′はおけゅぇ すけえ うしおぇか 
ょぇ せつう ゃうしてっ, いぇさぇょう しすさぇしす
すぇ しう おなき おくうゅうすっ. ′け けしすさう
はす っいうお きせ けすさはいゃぇ こなすは こさっい 
[ぇぉそぇお おなき ╁〉╆. ′っ こけいゃけかは
ゃぇか ちっくいせさぇ くぇ ういおぇいゃぇくうはすぇ 
しう, ょけさう くぇ ゅけかっきう そけさせきう. 

╃ぇあっ うきっすけ ]すぇくおぇ 【けこけゃぇ 
くっ ゅけ しすさっしくぇかけ. ╉ぇすけ おけき
しけきけかしおう かうょっさ ゃ さけょくけすけ 
‶ぇくぇゅのさうとっ くっ しこっしすうか くぇ 
きっしすくうは こぇさすうっく しっおさっすぇさ 
おさうすうおうすっ こけ っあっょくっゃくうすっ 
ょっかぇ. “′うおけゅぇ くっ しなき こけうしおぇか 
くっとけ いぇ しっぉっ しう. ′け ゃうくぇゅう 
しなき うしおぇか いぇ さぇぉけすぇすぇ ょぇ しっ 
ょぇゃぇ ゃしうつおけ, おぇおゃけすけ きけあっ. 
╀ってっ せょけゃけかしすゃうっ ょぇ こさぇゃうて 
くっとけ いぇ きかぇょうすっ たけさぇ.“ ] すけは 
っくすせしうぇいなき ┿くゅっかけゃ けさゅぇ
くういうさぇか ょうしおけすっおう, けすゃけさうか 

╋かぇょっあおう おかせぉ..., ういょうさうか 
ょけさう かうつくけ たうすけゃうは すけゅぇゃぇ 
さぇょうけゃけょっと 〈けきぇ ]こさけしすさぇ
くけゃ, おけえすけ きせ くぇこさぇゃうか いぇこう
しう くぇ こっしくう いぇ きかぇょっあうすっ けす 
てうゃぇておけすけ こさっょこさうはすうっ „〈け
ょけさ ╉ぇぉかっておけゃ“, おなょっすけ ぉうか 
おけきしけきけかしおう しっおさっすぇさ. ′うおけ
かぇえ さぇいおぇいゃぇ すけゃぇ, くけ っ ぇぉ
しけかのすくけ くぇはしくけ, つっ すうは くっとぇ 

しぇ つぇしす けす くっゅけゃうは あうゃけす, くけ 
しっゅぇ しぇ ぉっい ぇぉしけかのすくけ くうおぇお
ゃけ いくぇつっくうっ. ′っ しぇきけ いぇとけすけ 
ょくっし ゃ こけかうすうおぇすぇ さぇぉけすくうちう 
くはきぇ. ′ぇしかっょしすゃっく おけきせくうしす, 
すけえ くっ こさうっきぇ けくけゃぇ, おけっすけ 
しすぇゃぇ ゃ ‶ぇさすうはすぇ ょくっし, いぇとけ
すけ ゃ くぇしかっょくうつおぇすぇ くぇ ╀╉‶ 
すけえ くっ けすおさうゃぇ けくぇいう, しゃけはすぇ 
‶ぇさすうは. ╉ぇいゃぇ しう ゅけ くぇこさぇゃけ, 
おぇおすけ おぇいゃぇ う くぇ ゅけかっきうすっ くぇ
つぇかくうちう: “┿おけ くっ きけあって ょぇ 
きう こけきけゅくって, くっ きう こさっつう!“. 
]なし しぇきけつせゃしすゃうっすけ くぇ けこうすぇ, 

くけ う し „っょくけ くぇ せき“, つっ „させすう
くぇすぇ っ ういはかぇ ゅかぇゃぇすぇ くぇ きくけゅけ 
たけさぇ“, こけしかっょくうはす うしすうくしおう 
きけくすぇあくうお くぇ „┿さしっくぇか“ ちっくう 
いくぇくうはすぇ くぇ うくあっくっさうすっ, くけ う 
いくぇっ, つっ きぇかおうすっ, くけ しなとっしす
ゃっくう すなくおけしすう くぇ いぇくぇはすぇ しぇ ゃ 
さなちっすっ, おけうすけ ゃしっおう ょっく ょなさ
あぇす っかっおすさけあっくぇ. „〉ゃぇあぇゃぇき 
たけさぇすぇ, くけ いくぇき, つっ こけくはおけゅぇ 

ゅう けぉうあょぇき, いぇとけすけ しなき こさはき. 
¨こうすゃぇき しっ ょぇ しっ ゃかぇょっは, ょぇ 
くっ こさっきうくぇゃぇき けくぇは すなくおぇ 
ゅさぇくうちぇ, しかっょ おけはすけ しっ こさっ
ゃさなとぇて ゃ こさけしすぇお“. 
′うおけかぇえ こけしすけはくくけ しう こさぇゃう 

しぇきけぇくぇかういう, すなさしう しっぉっ しう, 
こさうつうくうすっ ょぇ ぉなょっ すけゃぇ, おけっすけ 
っ. 〈なさしう ゃ きぇおっょけくしおうすっ おけさっ
くう くぇ ぉぇとぇ しう, ゃ きなかつぇくうっすけ う 
ゅけさょけしすすぇ きせ ょぇ くっ きけかう, ゃな
こさっおう いぇしかせゅうすっ しう おなき ╀╉‶, 
ゃ ぇさすうしすうつくけしすすぇ くぇ きぇえおぇ しう 
– こさけそっしうけくぇかくぇ すぇくちぬけさおぇ... 
„′うっ し ぉさぇす きう こさうかうつぇきっ こけ
ゃっつっ くぇ きぇえおぇ きう...“, おぇいゃぇ 
′うおけかぇえ, おさなしすっく くぇ きぇおっょけく
しおうは しう ょはょけ ′うおけかぇ. ¨す きぇえ
おぇ きせ うょゃぇ けくぇは あうゃけしす う こさう
おぇいかうゃけしすすぇ, し おけはすけ ゅけ いくぇはす 
ぇさしっくぇかちう, おけはすけ しぇき くっ しう 
たぇさっしゃぇ, くけ くっ きけあっ ぉっい くっは: 
„╃ぇさ しかけゃけすけ すう っ ょぇょっくけ, くう
おけえ くっ きけあっ ょぇ すう ゅけ けすくっきっ“. 
‶けいくぇゃぇと しうかぇすぇ くぇ ょせきうすっ, 
┿くゅっかけゃ おぇいゃぇ: “╋っすぇかなす っ こけ-
しうかっく けす きっく“. ╃ぇ ぉなょっ おぇいぇくけ 
すけゃぇ けす つけゃっお, おけえすけ ちはか あう
ゃけす たけょう こけ こけおさうゃうすっ, おぇつゃぇ 
ょっしっすおうすっ きっすさう くぇ きっすぇかくう
すっ おけくしすさせおちうう, くっとけ こけゃっ
つっ – ゅさぇょう ゅう けす くせかぇすぇ, すけゃぇ 
っ しうかぇ. ╋なあおぇ しうかぇ, おけはすけ くぇ 
きかぇょう ゅけょうくう ゅけ こさぇとぇ つぇお ゃ 
╉けきう おぇすけ ょなさゃけしっおぇつ. „′うおけ
ゅぇ くっ しなき しすけはか ゅかぇょっく. ‶ぇさう
すっ くう しぇ おなさゃぇゃう こぇさう, くけ しぇ 
ょけてかう けす ょゃっすっ くう さなちっ“, こさけ
ょなかあぇゃぇ ょぇ けこうしゃぇ けさうしうはすぇ 
くぇ きけくすぇあくうちうすっ ′うおけかぇえ 
┿くゅっかけゃ: „′っ しなき しぇきけゃかの
ぉっく くぇさちうし. ╁しっおう ょっく さぇぉけすは 
すぇおぇ, しはおぇて きう っ ょっく こなさゃう. 
╆くぇき, つっ きけあっ う ょぇ しゅさってぇ. 
‶さう くぇし ゃしっおう ょっく っ さぇいかうつっく, 
くっ っ おぇすけ くぇ きぇてうくぇすぇ, おな
ょっすけ ゃなさゃはす ゃしっ っょくう う しなとう 
けこっさぇちうう, ゃしっ っょくう う しなとう 
ょっすぇえかう. ╇ ゃうくぇゅう っ しなし しさけお: 
╁つっさぇ!“. ┿くゅっかけゃ くっ おさうっ, つっ 
ういゃなく さぇぉけすぇすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか“ 
っ こさぇゃうか けとっ おぇおゃけ かう くっ. [ぇ
ぉけすうか っ こけさなつおう いぇ こけゃっつっすけ 
けす ゅけかっきうすっ きっしすくう ぉういくっし
きっくう. 『っくう すさせょぇ しう う おぇいゃぇ, 
つっ っゃすうくけ くっ ゅけ こさけょぇゃぇ. ╆くぇっ 
ちっくぇすぇ くぇ けくけゃぇ, いぇ おけっすけ 
あっくぇ きせ, こけしさっとぇえおう ゅけ しかっょ 
さぇぉけすぇ, おぇいゃぇ: “╉けあぇすぇ すう きう
さうてっ くぇ あっかはいけ...“. ′うおけゅぇ 
くっ っ こせてうか, ぇかおけたけかなす くっ ゅけ 
ゃかっつっ. ╁かっつっ ゅけ きっすぇかなす. ¨とっ 
けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃ いぇくぇはすぇ 
うょゃぇかう しすけすうちう, くけ けしすぇゃぇかう 
ょっしっすおう. „╇ょゃぇたぇ いぇさぇょう かっ
ゅっくょぇすぇ いぇ ゃうしけおう いぇこかぇすう. 
′け けす ょっしっす けしすぇゃぇてっ っょうく“, 
しこけきくは しう ′うおけかぇえ. 〈ぇは けぉうつ 
おなき さぇぉけすぇすぇ しう う たなしなす ょぇ しっ 
さぇぉけすう すけえ ゃはさゃぇ, つっ っ こさっょぇか 
くぇ とっさおうすっ. ¨す おさぇえ ゃさっきっ ゃ 
しっきっえしすゃけすけ ゃしうつおけ しっ こけしすう
ゅぇかけ しぇきけ し すさせょ. ╋くけゅけ すさせょ: 
“′うおけゅぇ くっ しなき こけかせつうか くっとけ 
ょぇさけき“. „╃ぇょけた きうかけ う ょさぇゅけ 
いぇ すはた“, おぇいゃぇ し けぉうつ ┿くゅっかけゃ 
いぇ ‶けかは う ╂ぇかっくぇ. ╄ょくぇすぇ っ 
ぉうけすったくけかけゅ, ょさせゅぇすぇ – うおけ
くけきうしす. ╇きぇす しう けぉさぇいけゃぇくうっ, 
こさけそっしうは, うきぇす う しっきっえくぇすぇ 
こけょおさっこぇ. ╇ こさうくちうこうすっ, こさっ
ょぇょっくう けす ぉぇとぇ うき: ょぇ せゃぇあぇ
ゃぇす ょさせゅうすっ, くけ ょぇ ちっくはす しっぉっ 
しう; ょぇ くっ しっ こかぇてぇす けす こさっょうい
ゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くぇ あうゃけすぇ; ょぇ 
こさぇゃはす くっとぇすぇ し かのぉけゃ. ] すぇは 
けぉうつ おなき くっとぇすぇ, きけくすぇあくう
おなす せしゃけうか ょけさう いっきっょっかうっすけ. 
′ぇせつうか しっ. ]っゅぇ しっ てっゅせゃぇ, つっ 
ょぇあっ ゃ すぇは すっあおぇ ゅけょうくぇ くっ
ゅけゃけすけ ゅさけいょっ おせしせさう くはきぇ... 
╆っきはすぇ けぉかぇゅけさけょはゃぇ, おぇいゃぇ 
′うおけかぇえ, おけえすけ くっ しこうさぇ ょぇ 
すなさしう ゃさないおぇすぇ し こさうさけょぇすぇ. 
¨すおさうゃぇ は けすくけゃけ ゃ けぉうつすぇ. 
╉けはすけ さぇいすけこはゃぇ ょけさう きっすぇかぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

′うおけかぇえ ┿くゅっかけゃ. [ぇいこけいくぇゃぇっき けすょぇかっつ. ╇ けす ゃしうつおう ゃ „┿さしっくぇか“. ¨す さぇぉけす
くうおぇ ょけ ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ′っ いぇさぇょう しすさけえくぇすぇ ゃうしけ
おぇ そうゅせさぇ, くぇこけさうしすぇすぇ こけたけょおぇ う けくぇいう こさうこさはくけしす ゃ ょゃうあっくうはすぇ, すうこうつくぇ いぇ 
さぇぉけすけたけかうおぇ. ┿  いぇさぇょう そぇおすぇ, つっ こさっい こけしかっょくうすっ 28 ゅけょうくう う 3 きっしっちぇ すけえ  っ 
ぉうか くぇゃしはおなょっ: しすさけうか っ くけゃうすっ たぇかっすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5, ╉けゃぇつくぇすぇ, ‶┿]-ぇ, ╉けさこせしぇ くぇ 
„〈ゃなさょう こかぇしすうくう“, さっきけくすうさぇ こけおさうゃう, ゃたけょくう ゃさぇすう... おぇおゃけすけ ょけえょっ.
„╄ょうくしすゃっくうはす けしすぇくぇか あうゃ いぇゃぇさつうお. ╇しすうくしおう - し ょけおせきっくす けす ╇くしすうすせすぇ こけ 

いぇゃぇさはゃぇくっ ゃ ]けそうは. ‶けしかっょくうはす きけたうおぇく...“, すぇおぇ ′うおけかぇえ ゅけゃけさう いぇ しっぉっ しう し 
くせあくぇすぇ ょけいぇ しぇきけうさけくうは. ╆くぇっ, つっ こさうくちうこうすっ う ゃっさせのすけ, おけっすけ くけしう けとっ けす 
きかぇょけしすすぇ しう, ょくっし しぇ ゃ ういゃっしすくぇ しすっこっく ょっきけょっ: “′ぇ きかぇょうすっ すけゃぇ くっ うき ゅけゃけさう 
くうとけ.“  ╉ぇすけ つけゃっお けぉぇつっ, おけえすけ せきうさぇ いぇ さぇぉけすぇすぇ しう う しう は ゃなさてう し かのぉけゃ, 
′うおけかぇえ いくぇっ う ょさせゅけ: “′うおけえ くっ きけあっ ょぇ すう けすくっきっ けくけゃぇ, おけっすけ きけゅぇす ょゃっすっ すう 
さなちっ“. ]ゃなさてっくけすけ けす さなちっすっ きせ ゅけゃけさう きくけゅけ. ╇きっくくけ こけ すけゃぇ ゅけ さぇいこけいくぇゃぇす. 
╆くぇはす ゅけ う し けとっ くっとけ: ゅけゃけさう きくけゅけ, くっ しこうさぇ ょぇ ゅけゃけさう. ‶ぇくぇゅのさっちなす, くぇすせさぇ
かういうさぇく ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう: “┿い しなき こさっおけさっお! 〈ぇおなゃ しなき – おぇいゃぇき しう 
くっとぇすぇ くぇこさぇゃけ. 〉ゃぇあぇゃぇき つせあょけすけ きくっくうっ う すぇおぇ しなき せつうか ょっちぇすぇ しう. ′け すけゃぇ 
くっ いくぇつう ょぇ しう こさうおぇつゃぇて つせあょけすけ きくっくうっ. ′ぇこさけすうゃ – すさはぉゃぇ ょぇ うきぇて しけぉしすゃっ
くけ! 〈ぇおなゃ しなき, こさうっきぇす かう きっ, うかう くっ...“. ╇ し すぇは こさはおけしす くぇ さっつすぇ ょうさっおすくけ きう 
おぇいゃぇ: “╆くぇき しう ちっくぇすぇ, いくぇき おぇおゃけ きけゅぇ. ╃っかは たけさぇすぇ くぇ きけあっとう う くっきけあっとう. 
〉ゃぇあぇゃぇき きけあっとうすっ. ′け „いぇたぇさけしぇくう“ こさうおぇいおう いぇ しっぉっ しう くっ うしおぇき.“ [けょっくうはす 
くぇ 24-う きぇえ ╀かういくぇお ′うおけかぇえ ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ くっ ゃうあょぇ しっぉっ しう おぇすけ ╃ゃせかうおうは 
ぅくけし. ′け くっ うしおぇ ょぇ しっ ゃうょう けすしすさぇくう う し けさっけかぇ  くぇ „ぉけゅけこけきぇいぇく“. ¨とっ こけ-きぇか
おけ うしおぇ くぇこうしぇくけすけ いぇ くっゅけ ょぇ いゃせつう... „おぇすけ ゃないこけきうくぇくうっ...“. ′っ つっ しっ きうしかう 
いぇ ぉっいしきなさすっく. ╆くぇっ, つっ っ っょうく けす ゃしうつおう, けこうすゃぇ しっ „ょぇ くっ しう こさっしおぇつぇ しはくおぇすぇ“ 
くうおけゅぇ. ¨しゃっく すけゃぇ, くはきぇ くうおぇおゃけ くぇきっさっくうっ ょぇ しこうさぇ ょぇ さぇぉけすう: “╋っく さぇぉけすぇすぇ 
きっ おさっこう!“

3 〈]〉. ]╊╇╅ ′╅ 』《を¨╅]〉╅ 》《]¨【¨[╅ ╇ „╅『』╊〉╅]” 

【╊〉¨』 []】╆ „『《′╅”...

]うしすっきぇすぇ くぇ ゃぇせつっさうすっ おぇすけ しけちうぇかくぇ こさうょけぉうゃおぇ ゃ しなゃさっきっくくうは しう ゃうょ っ ゃなゃっょっくぇ 
いぇ こなさゃう こなす ゃなゃ 《さぇくちうは こさっい 1962 ゅけょうくぇ, くけ くぇ こさぇおすうおぇ こなさゃうすっ おせこけくう いぇ たさぇくぇ, 
さぇいょぇゃぇくう くぇ さぇぉけすくうちうすっ, しっ こけはゃはゃぇす 8 ゅけょうくう こけ-さぇくけ, こさっい 1954 ゅけょうくぇ. ]うしすっきぇすぇ 
くぇ ゃぇせつっさうすっ っ ういきうしかっくぇ けす ぇくゅかうつぇくうくぇ ょ-さ ╃あけく 》けせお. ╁ ╀なかゅぇさうは ゃぇせつっさうすっ いぇ たさぇくぇ 
おぇすけ しけちうぇかくぇ こさうょけぉうゃおぇ しなし しこっちうそうつっく ょぇくなつっく しすぇすせす しっ こけはゃうたぇ こさっい 2003 ゅ., おけゅぇすけ 
ぉはたぇ ゃおかのつっくう ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ おけさこけさぇすうゃくけすけ こけょけたけょくけ けぉかぇゅぇくっ (╆╉‶¨). ¨こさっょっかっく っ う 
きっしっつくうはす かうきうす くぇ おせこけくうすっ - 40 かっゃぇ, おけえすけ くっ っ こさけきっくはく う ょけ ょくっし. ╉ぇおすけ くぇゃしはおなょっ 
こけ しゃっすぇ, すぇおぇ う ゃ ╀なかゅぇさうは, ょっえくけしすすぇ こけ けすこっつぇすゃぇくっすけ, けさゅぇくういうさぇくっすけ, おけくすさけかぇ う さぇい-
こかぇとぇくっすけ いぇ ゃぇせつっさうすっ いぇ たさぇくぇ しっ ういゃなさてゃぇ けす そうさきう-けこっさぇすけさう, こけかせつうかう さぇいさってっくうっ 
/かうちっくい/ けす きうくうしすなさぇ くぇ そうくぇくしうすっ. ]ぇきうすっ ゃぇせつっさう しぇ っょうく ゃうょ おくうあぇ いぇ いぇきはくぇ, おけうすけ 
しっ ういこけかいゃぇす けす さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ おぇすけ さぇいこかぇとぇすっかくけ しさっょしすゃけ ゃ さっしすけさぇくすう, 
いぇゃっょっくうは いぇ ぉなさいけ たさぇくっくっ う けぉっおすう いぇ すなさゅけゃうは し たさぇくう しなゅかぇしくけ しおかのつっく ょけゅけゃけさ いぇ 
けぉしかせあゃぇくっ し けこっさぇすけさ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╅っくは っ しぇきけ っょくけ けす きけきうつっすぇすぇ ゃ ょゃっすっ きけ-
きうつっておう ゅさせこう, しそけさきうさぇくう おなき おかせぉ „[けいぇ”, 
おけうすけ すさっくうさぇす せしうかっくけ. ]すはゅぇ しっ いぇ こなさゃうすっ しう 
しこけさすくう すせさくうさう う しなゃしっき くっ くぇ てっゅぇ しっ おぇくう う 
ょぇ いぇょきうくっ きぇえおぇ しう こけ せしこったう. ]なゃしっき くぇしおけ-
さけ ╉さぇしうきうさぇ ]かぇゃけゃぇ しっ いぇゃなさくぇ おぇすけ こけぉっょう-
すっかおぇ けす かのぉうすっかしおう すっくうし  すせさくうさ ゃ [ぇょくっゃけ, 
おなょっすけ うゅさぇっ し こぇさすくぬけさおぇ けす ]かうゃっく - ]うかゃうは 
′うおけゃぇ. 
 ╁ くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう いぇ すっくうし おかせぉ „[けいぇ” 

う くっゅけゃうすっ つかっくけゃっ こさっょしすけはす う ょさせゅう しっさうけい-
くう ういこうすぇくうは, くぇえ-しおけさけてくけすけ っ  くぇちうけくぇかくうはす 
すせさくうさ いぇ かのぉうすっかう くぇ すっくうしぇ „╀けかはさおぇ”, こさけ-
ゃっあょぇく っあっゅけょくけ ゃ ]かうゃっく. 〈けえ っ いぇ しきっしっくう 
ょゃけえおう う とっ せつぇしすゃぇきっ きぇしけゃけ,   おぇいぇ いぇ „〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか” ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ, っょうく けす  
ょけぇえっくうすっ ゃ おかせぉ „[けいぇ” う ぇさしっくぇかしおぇすぇ ゅけさょけしす 

すぇき. ]ぇきうはす すけえ くはきぇ ょぇ せつぇしすゃぇ いぇさぇょう おけくすせ-
いうは, くけ けすょぇゃくぇ ゃ すっくうしぇ ゃっつっ っ せゃかはおなか う しな-
こさせゅぇすぇ しう ]ゃっすかぇくぇ. 
 ╇ょゃぇきっ すせお, いぇとけすけ しなつっすぇゃぇきっ きくけゅけ ゃ っょくけ: 

すっくうしなす, けしゃっく すけくせし, こけょょなさあぇくっ くぇ ょけぉさぇ 
そけさきぇ, っ う しけちうぇかくけ きはしすけ - けぉとせゃぇて し さぇいかうつ-
くう  たけさぇ, こさぇゃうき しう うくすっさっしくう しさっとう, こさぇいくせ-
ゃぇきっ いぇっょくけ, ぇ すせさくうさうすっ しぇ くぇつうく ょぇ こさけゃっさうき 
おなょっ しきっ, おぇすっゅけさうつくぇ っ ╉さぇしうきうさぇ ]かぇゃけゃぇ, 
おけはすけ せしうかっくけ しっ ゅけすゃう いぇ せつぇしすうっ ゃ すせさくうさぇ 
„╀けかはさおぇ”. ′ぇ 6-7 しっこすっきゃさう ゃ ]かうゃっく しさっとぇ 
しう ょぇゃぇす くぇえ-ょけぉさうすっ ぇきぇすぬけさう  ゃ ぉなかゅぇさしおうは 
すっくうし. ′ぇょ 50 しぇ ょゃけえおうすっ, おけうすけ こけ こさうくちうこ 

′けゃぇ しゅさぇょぇ くぇ ‶さけすうゃけこけあぇさくぇすぇ しかせあぉぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ぉっ けすおさうすぇ くぇ 28 ぇゃゅせしす. ‶さけっおすなす くぇ しゅさぇょぇすぇ っ くぇ 

ぇさた. ╁うけかっすぇ ╀ぇおせくうくぇ, ょなとっさは くぇ うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ. 
′ぇょ 2 きかく. かゃ. しぇ ゃかけあっくう ゃ しゅさぇょぇすぇ.

せつぇしすゃぇす ゃ くっゅけ. ]さっょ „ぉけくせしうすっ” くぇ „╀け-
かはさおぇ” っ う かうこしゃぇとぇすぇ すぇおしぇ いぇ せつぇしすうっ, 
おぇおすけ う うくすっさっしくうすっ ゃっつっさう う ょさせゅう いぇぉぇ-
ゃかっくうは, おけうすけ しっ けさゅぇくういうさぇす. ]すぇゃぇ  こさう-
はすっく すっくうし こさぇいくうお, すゃなさょはす  』せつせきうてっゃ う 
おけきこぇくうは. 
3 かっゃぇ っ すっくうし つぇし くぇ おけさすぇ, し うくしすさせお-

すけさ きぇかおけ こけゃっつっ. ╁しっういゃっしすっく そぇおす っ, つっ 
う 3-すっ すっくうし おけさすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ しさっょ くぇえ-
っゃすうくうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ. 〈けゃぇ ゅう こさぇゃう ょけしすなこ-
くう いぇ たけさぇ し くっゅけかっきう ゃないきけあくけしすう. 
╆ぇ ょけぉさけ けぉけさせょゃぇくっ, こさう こけかけあっくうっ, つっ 

う さぇおっすぇすぇ, う すけこおうすっ しぇ くけゃう, ぇ くっ ゃすけさぇ 
せこけすさっぉぇ, こかのし っおうこ けすうゃぇす ぉかういけ 5 しすけ-
すぇつおう. 
 ╆ぇ たけさぇすぇ し こけ-しおさけきくう ゃないきけあくけしすう ぇか-

すっさくぇすうゃうすっ しぇ ゃすけさぇ せこけすさっぉぇ. 〈ぇき ちっくぇすぇ 

しっ しゃうゃぇ くぇこけかけゃうくぇ. 
 ╂さってくけ っ ょぇ しっ しつうすぇ, つっ すっくうしなす っ しっいけ-

くっく しこけさす, おぇすっゅけさうつっく っ ぇさしっくぇかしおうはす  すっ-
くうし ゅせさせ ╁かぇょけ 』せつせきうてっゃ. 〈けえ う おけかっゅうすっ  
きせ  うきぇす せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ しっ くぇしかぇあょぇゃぇす 
くぇ すけいう しこけさす ちっかけゅけょうてくけ, いぇさぇょう こけかけ-
あっくうは し きくけゅけ すさせょ う しすぇさぇくうっ ぇしそぇかす  くぇ 
っょうく けす おけさすけゃっすっ くぇ すっくうし おかせぉ „[けいぇ”. 
 ┿ つっ おかせぉぇさうすっ しぇ けすいうゃつうゃう う ゅけすけゃう ょぇ  

こさうっきぇす ゃしっおう し っくすせしうぇいなき おなき うゅさぇすぇ, 
くはきぇ くせあょぇ けす ょせきう: こさけしすけ けすうゃぇて こけ さぇ-
ぉけすぇ う けしすぇゃぇて いぇ… ちはか しっす.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Достолепен юбилей отбеляза един от арсеналските ветерани - Коста Ангелов, 
който на 10-ти август навърши уважителните и респектиращи 90 години.

 За големия си юбилей той събра приятели, авери, бивши колеги, рода и съседи. 
Специално внимание на юбиляра отдели и репортаж на ПРЕСС ТВ.

 За още толкова и все така ведро и с тънко чувство за хумор и фин усет за живота 
му пожелава и екипът на „Трибуна Арсенал”! 

 Специално за читателите на арсеналския вестник, за 
сегашните поколения арсеналци, посветилият на фирмата 
30 години стругар остави следното писмо-завет: 

╋うかう たけさぇ, ゃっすっさぇくう けす ゃけえくうすっ, しなきうてかっくうちう, こさうはすっかう! 

 ′ぇ  10-すう ぇゃゅせしす ぉってっ きけはす さけあょっく ょっく. ╀かぇゅけょぇさは, つっ ゅけ せゃぇ-
あうたすっ. 
 ╂けょうくうすっ こさっきうくぇたぇ おぇすけ ょうき こさっい おけきうく, おぇおすけ っ おぇいぇか こけっすなす 

ゃ こっしっくすぇ. 
 ┿おけ きっ こうすぇすっ おぇお きうくぇたぇ きけうすっ ょけ ょくっし, すけ う ぇい くっ さぇいぉさぇた. 
╃け ょゃぇえしっすはた - ぉっいゅさうあくけ: しきっったきっ しっ, うゅさぇったきっ つうかうお, ゅけくっくう-

ちぇ, おさうっくうちう. ╀ってっ かっしくけ: すぇすっ くけしう, きぇきぇ きっしう. ┿きぇ すけ くっ ぉうかけ しぇきけ すぇおぇ…
‶さっい 1944 ゅけょうくぇ こけしすなこうた ゃけえくうお-ょけぉさけゃけかっち いぇ せつぇしすうっ ゃなゃ ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ. ╆ぇ 

とぇしすうっ すは いぇゃなさてう. ┿い けしすぇくぇた あうゃ. ╅うゃけすなす こさけょなかあう. 【っしす ゅけょうくう さぇぉけすうた くぇ さぇいかうつくう 
きっしすぇ - ゃ ょなさあぇゃくう う けぉとっしすゃっくう こさっょこさうはすうは. ‶さっい 1955 ゅけょうくぇ いぇこけつくぇた さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
おぇすけ しすさせゅぇさ. ‶けしかっ しきっくうた けとっ 10 こさけそっしうう いぇ しゃけうすっ 30 ゅけょうくう しかせあぉぇ, おけうすけ けしすぇゃうた  ゃなゃ 
そうさきぇすぇ. 〈せお しっ こっくしうけくうさぇた う, しかぇゃぇ ╀けゅせ, しっ さぇょゃぇき  くぇ こっくしうは う あうゃけすぇ けとっ. 
╆ぇ きけうすっ ゅけょうくう すせお, ゃ あうゃけすぇ, くぇせつうた きくけゅけ くっとぇ. ╋うしかは, つっ ょけくはおなょっ さぇいぉさぇた う おぇおなゃ すさはぉ-

ゃぇ ょぇ ぉなょっ つけゃっお, いぇ ょぇ っ とぇしすかうゃ う ょぇ っ ょけぉさっ しなし しっぉっ しう. 
 ′ぇ こなさゃけ きはしすけ: つっしすっく, しこさぇゃっょかうゃ, さぇぉけすかうゃ. ╀なょう ょけぉなさ つけゃっお! ′っ けしすぇゃはえ ょくってくぇすぇ 

さぇぉけすぇ いぇ せすさっ! [ぇぉけすう いぇ ょくっし, くけ きうしかう いぇ せすさっ, いぇ こけしかっ, いぇとけすけ あうゃけすなす う しかっょ すっぉ とっ こさけ-
ょなかあう. 
╅うゃっえ う ょっえしすゃぇえ すぇおぇ, おぇすけ つっ かう あうゃけすなす くはきぇ おさぇえ. 〉ゃぇあぇゃぇえ たけさぇすぇ! 
 ]こぇいゃぇえ ょっしっすはた ぉけあう いぇこけゃっょう! 
 ╀かぇゅけょぇさは ゃう ! 

╉けしすぇ ┿くゅっかけゃ, ぇさしっくぇかっち-ゃっすっさぇく, くぇ 90 ゅけょうくう

Happy Birthday To You,  》さうしすうくぇ! 

╆ぇ こさっおさぇしくうすっ ゅけょうくう くぇ おけかっあおぇすぇ くう かぇぉけさぇくすおぇ
けす ╆ぇゃけょ 3

》さうしすうくぇ ╁なかおけゃぇ! 

╆ぇ しきっかうすっ え しすさっきっあう う おさぇしうゃう きっつすう,
いぇ ゃしっけすょぇえくけしすすぇ え ゃ さぇぉけすぇすぇ う せぉっょっくけしすすぇ,

つっ うきっくくけ „┿さしっくぇか” っ きはしすけすけ, ゃ おけっすけ きけあっ ょぇ しかせつう 
あうゃけすぇ しう, え あっかぇっき: 

っょくぇ こさっおさぇしくぇ くっえくぇ ゅけょうくぇ し こさけっおちうは いぇ けとっ 100 
こけくっ う けとっ こけ-おさぇしうゃう, せしこってくけ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ 》〈╇ – 

╀せさゅぇし, かのぉけゃ, いょさぇゃっ, くけゃう たけさういけくすう! 
╁はさゃぇきっ ゃ すっぉ う きくけゅけ すっ ちっくうき! 
′ぇえ-うしおさっくう こけいょさぇゃう いぇ  すゃけは 

29-う さけあょっく ょっく! 

╉けかっおすうゃなす くぇ 》うきうつくぇ
かぇぉけさぇすけさうは, ╆ぇゃけょ  3
し さなおけゃけょうすっか
うくあ. ]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ 
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╉ぇすけ つけゃっお, ういつっか きくけゅけ 

おくうゅう う さっょうか しっ くぇ ゃさっ-
きっすけ ちはかぇ くけと こさっょ おくうあぇさ-
くうちぇすぇ いぇ „¨すくっしっくう けす ゃう-
たなさぇ“, ′うおけかぇえ こさっょこけつうすぇ 
こさぇゃょうゃうすっ けぉさぇいう: かうつくけ-
しすうすっ, こけおぇいぇくう くっ ゃ しおせおぇすぇ 
くぇ つっさくけすけ う ぉはかけすけ, ぇ あうゃうすっ 
たけさぇ – し すったくうすっ こさっょうきしすゃぇ 
う くっょけしすぇすなちう. 〈ゃなさょう, つっ しう 
いくぇっ う „こかのしけゃっすっ, う  きうくせ-
しうすっ“. ‶けつくぇか ゃ こさけそっしうはすぇ 
くぇ きけくすぇあくうお ゃ こさけしかけゃせすけ-
すけ こけょっかっくうっ くぇ ]すさけうすっか-
くう ゃけえしおう 1318, くぇ ゃなさたぇ くぇ 
30-40-きっすさけゃうすっ おけさこせしう くぇ 
╋¨╉ „╋っょっす“, すうこうつくけ いぇ さけ-
きぇくすうおぇすぇ くぇ しけち-きうくぇかけすけ, 
すけえ こさういくぇゃぇ: “‶け こさうさけょぇ 
しなき さけきぇくすうお! ′っ しなき しおっこ-
すうお“. ′うおけかぇえ くっ こさっせゃっかうつぇ-
ゃぇ: すけえ くぇうしすうくぇ うきぇ ゃうょ くぇ 
っくすせしうぇいうさぇく しすさけうすっか, すぇおぇ 
ょけぉさっ こけいくぇす けす こぇすっすうつくうすっ 
しおせかこすせさう う こかぇおぇすくう けぉさぇいう, 
こけこせかはさういうさぇくう ゃ っこけたぇすぇ くぇ 
]けち-ぇ. ′けしう すけいう ょせた くっこけょ-
こさぇゃっくけ う しゃけえしおう. ╇ すけゃぇ きせ 
けすうゃぇ. ╂けさょっっ しっ, つっ っ きけく-
すぇあくうお. 〈ぇおうゃぇ ゃっつっ こけつすう 
かうこしゃぇす. „′うっ, きけくすぇあくうちう-
すっ, しきっ けしけぉっくけ すっしすけ たけさぇ“, 
おぇいゃぇ ┿くゅっかけゃ. ′ぇ ゃさっきっすけ ゃ 
„┿さしっくぇか“ ぉうかう ちはかけ ╆ゃっくけ いぇ 
きっすぇかくう おけくしすさせおちうう, しっゅぇ っ 
けしすぇくぇか しぇき し きせさゅぇゃうは きかぇ-
ょっあ ¨ゅくはく, くぇ おけゅけすけ こさっょぇゃぇ 
いぇくぇはすぇ ぉっい おぇこおぇ っゅけういなき: けす 
すなくおけしすうすっ くぇ いぇゃぇさおうすっ ょけ 
しすさぇしすすぇ おなき ょうしちうこかうくぇすぇ, 
おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ すっ けこぇいう あうゃ 
こけ ゃなさたけゃっすっ くぇ しすさけっあうすっ う 
ょぇ ういゃぇょう くぇえ-ょけぉさけすけ けす すっぉ, 
いぇ ょぇ しすぇくって, ゃ おさぇえくぇ しきっす-
おぇ – うしすうくしおう きぇえしすけさ. ‶さっ-
ょういゃうおぇすっかしすゃけすけ しっゅぇ っ: ょぇ 
せきっって ょぇ こさぇゃうて ゃしうつおけ, ょぇ 
しう くぇゃしはおなょっ. 

┿い しなき こっさそっおちうけくうしす!

„╁ さぇぉけすぇすぇ おけきこさけきうしう くう-
おけゅぇ くっ しなき こさぇゃうか. ‶さう くぇし 
ゃしっおう おけきこさけきうし きけあっ ょぇ 
ぉなょっ そぇすぇかっく“, おぇいゃぇ 66-ゅけ-
ょうてくうはす きけくすぇあくうお, おけえすけ 
くうおけゅぇ くっ っ ゃいうきぇか ぉけかくうつっく, 
ぇ けすこせしおぇ ゃしっ きせ ゅけ ういこかぇとぇす 
こけつすう くっこけかいゃぇく. [ぇぉけすけたけ-
かうおなす こさういくぇゃぇ, つっ ゅけくうすぉぇ-
すぇ くぇ きぇおしうきぇかっく さっいせかすぇす 
ゃ さぇぉけすぇすぇ くっ ゃうくぇゅう っ しぇきけ 
くぇ ょけぉさけ. ]すぇゃぇて けすかうつっく 
きぇえしすけさ, けぉぇつっ うきぇ さうしお ょぇ 
こさっゅけさうて, ょぇ ょけしぇあょぇて う くぇ 
ょさせゅうすっ し ぉっいおさぇえくうすっ しう うい-
うしおゃぇくうは, ょぇ ゅう ょさぇいくうて, つっ 
ゃしっ くっとけ うしおぇて ょぇ ょけういおせしせ-
さうて, ゃしっ くっとけ くっ すう たぇさっしゃぇ 
う しっ ゃゅかっあょぇて ゃなゃ ゃしっおう ょっ-
すぇえか. ¨ぉぇつっ せしきうゃおうすっ う こけい-
ょさぇゃうすっ くぇ たけさぇすぇ, しかっょ おぇすけ 
しう しゃなさてうか くはおけは さぇぉけすぇ, すけえ 
くっ きけあっ ょぇ いぇきっくう し くうとけ 
ょさせゅけ. “′っ うしおぇき ょぇ おぇいゃぇす 
いぇ きっく: “〈けは しう けしすぇゃう さなちっ-
すっ!“.  〈けゃぇ っ こさけそっしうけくぇかくぇ-
すぇ きはさおぇ くぇ つけゃっおぇ, おけえすけ けす 
あっかはいけすけ きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう 
ゃしうつおけ. 〈けえ くっ しっ しすさぇたせゃぇ 
けす くうとけ: “]すさぇてくけ っ, おけゅぇすけ 
くはきぇて ょゃっすっ しう さなちっ“. „′ぇてぇ-
すぇ こさけそっしうは っ すぇおぇゃぇ: ゃけょうき 
っあっょくっゃくぇ ぉうすおぇ し きっすぇかぇ う 
けとっ くうおけえ くっ ゅけ っ こけぉっょうか“ – 
おなょっ くぇ てっゅぇ, おなょっ – くぇうしすう-
くぇ, おぇいゃぇ ′うおけかぇえ. 〈けえ いくぇっ, 
つっ こけぉっょぇ くぇょ きっすぇかぇ くはきぇ, 
くけ きっすぇかなす  きけあっ ょぇ ぉなょっ せお-
さけすっく. ┿ たなしなす, し おけえすけ きぇえ-
しすけさなす こさぇゃう すけゃぇ, いぇ くっゅけ っ 
くっいぇきっくうき ぇょさっくぇかうく. „╋っく 
たなしなす きっ ょなさあう!“, けぉはしくはゃぇ 
きけくすぇあくうおなす きけすうゃぇちうはすぇ しう 
ょぇ せょなさあぇ しすさっしぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ 
くぇゃなく ゃ っおしすさっきくうすっ せしかけゃうは 
くぇ いうきぇ う かはすけ. „¨す 1-う はくせ-
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ぇさう ょけ 31- ょっおっきゃさう: しぇきけ 
くぇゃなく! ╅っしすけおぇ こさけそっしうは!“ 
- すぇおぇ けこうしゃぇ っあっょくっゃうっすけ 
しう ┿くゅっかけゃ. ╁ ╉ぇいぇくかなお うょゃぇ 
こけ かうつくぇ こけおぇくぇ くぇ てっそぇ くぇ 
]すさけえさぇえけくぇ ‶っすなさ ╁なさぉぇ-
くけゃ. ′け しかっょ ょけおぇいぇくぇ さぇぉけすぇ 
すぇき, こさう けすおぇいぇ ょぇ きせ ょぇょぇす 
きぇおしうきぇかくうは しっょきう さぇいさはょ, 
けすうゃぇ ゃ „┿さしっくぇか“. ′うおけかぇえ 
しう いくぇっか ちっくぇすぇ: しぇきけ いぇ っょくぇ 
ゅけょうくぇ し おけかっゅうすっ-しすさけうすっ-
かう ゃょうゅくぇかう くっこけしすうあうきうすっ 
1027 ぇこぇさすぇきっくすぇ! 

╁  けさなあっえくうちぇすぇ  ゅけ こけしさっ-
とぇす けすかうつくけ. „╁ „┿さしっくぇか“ きう 
ょぇょけたぇ ゃしうつおけ“, おぇすっゅけさうつっく 
っ ′うおけかぇえ. ′はおけゅぇ すけえ うしおぇか 
ょぇ せつう ゃうしてっ, いぇさぇょう しすさぇしす-
すぇ しう おなき おくうゅうすっ. ′け けしすさう-
はす っいうお きせ けすさはいゃぇ こなすは こさっい 
[ぇぉそぇお おなき ╁〉╆. ′っ こけいゃけかは-
ゃぇか ちっくいせさぇ くぇ ういおぇいゃぇくうはすぇ 
しう, ょけさう くぇ ゅけかっきう そけさせきう. 

╃ぇあっ うきっすけ ]すぇくおぇ 【けこけゃぇ 
くっ ゅけ しすさっしくぇかけ. ╉ぇすけ おけき-
しけきけかしおう かうょっさ ゃ さけょくけすけ 
‶ぇくぇゅのさうとっ くっ しこっしすうか くぇ 
きっしすくうは こぇさすうっく しっおさっすぇさ 
おさうすうおうすっ こけ っあっょくっゃくうすっ 
ょっかぇ. “′うおけゅぇ くっ しなき こけうしおぇか 
くっとけ いぇ しっぉっ しう. ′け ゃうくぇゅう 
しなき うしおぇか いぇ さぇぉけすぇすぇ ょぇ しっ 
ょぇゃぇ ゃしうつおけ, おぇおゃけすけ きけあっ. 
╀ってっ せょけゃけかしすゃうっ ょぇ こさぇゃうて 
くっとけ いぇ きかぇょうすっ たけさぇ.“ ] すけは 
っくすせしうぇいなき ┿くゅっかけゃ けさゅぇ-
くういうさぇか ょうしおけすっおう, けすゃけさうか 

╋かぇょっあおう おかせぉ..., ういょうさうか 
ょけさう かうつくけ たうすけゃうは すけゅぇゃぇ 
さぇょうけゃけょっと 〈けきぇ ]こさけしすさぇ-
くけゃ, おけえすけ きせ くぇこさぇゃうか いぇこう-
しう くぇ こっしくう いぇ きかぇょっあうすっ けす 
てうゃぇておけすけ こさっょこさうはすうっ „〈け-
ょけさ ╉ぇぉかっておけゃ“, おなょっすけ ぉうか 
おけきしけきけかしおう しっおさっすぇさ. ′うおけ-
かぇえ さぇいおぇいゃぇ すけゃぇ, くけ っ ぇぉ-
しけかのすくけ くぇはしくけ, つっ すうは くっとぇ 

しぇ つぇしす けす くっゅけゃうは あうゃけす, くけ 
しっゅぇ しぇ ぉっい ぇぉしけかのすくけ くうおぇお-
ゃけ いくぇつっくうっ. ′っ しぇきけ いぇとけすけ 
ょくっし ゃ こけかうすうおぇすぇ さぇぉけすくうちう 
くはきぇ. ′ぇしかっょしすゃっく おけきせくうしす, 
すけえ くっ こさうっきぇ けくけゃぇ, おけっすけ 
しすぇゃぇ ゃ ‶ぇさすうはすぇ ょくっし, いぇとけ-
すけ ゃ くぇしかっょくうつおぇすぇ くぇ ╀╉‶ 
すけえ くっ けすおさうゃぇ けくぇいう, しゃけはすぇ 
‶ぇさすうは. ╉ぇいゃぇ しう ゅけ くぇこさぇゃけ, 
おぇおすけ おぇいゃぇ う くぇ ゅけかっきうすっ くぇ-
つぇかくうちう: “┿おけ くっ きけあって ょぇ 
きう こけきけゅくって, くっ きう こさっつう!“. 
]なし しぇきけつせゃしすゃうっすけ くぇ けこうすぇ, 

くけ う し „っょくけ くぇ せき“, つっ „させすう-
くぇすぇ っ ういはかぇ ゅかぇゃぇすぇ くぇ きくけゅけ 
たけさぇ“, こけしかっょくうはす うしすうくしおう 
きけくすぇあくうお くぇ „┿さしっくぇか“ ちっくう 
いくぇくうはすぇ くぇ うくあっくっさうすっ, くけ う 
いくぇっ, つっ きぇかおうすっ, くけ しなとっしす-
ゃっくう すなくおけしすう くぇ いぇくぇはすぇ しぇ ゃ 
さなちっすっ, おけうすけ ゃしっおう ょっく ょなさ-
あぇす っかっおすさけあっくぇ. „〉ゃぇあぇゃぇき 
たけさぇすぇ, くけ いくぇき, つっ こけくはおけゅぇ 

ゅう けぉうあょぇき, いぇとけすけ しなき こさはき. 
¨こうすゃぇき しっ ょぇ しっ ゃかぇょっは, ょぇ 
くっ こさっきうくぇゃぇき けくぇは すなくおぇ 
ゅさぇくうちぇ, しかっょ おけはすけ しっ こさっ-
ゃさなとぇて ゃ こさけしすぇお“. 
′うおけかぇえ こけしすけはくくけ しう こさぇゃう 

しぇきけぇくぇかういう, すなさしう しっぉっ しう, 
こさうつうくうすっ ょぇ ぉなょっ すけゃぇ, おけっすけ 
っ. 〈なさしう ゃ きぇおっょけくしおうすっ おけさっ-
くう くぇ ぉぇとぇ しう, ゃ きなかつぇくうっすけ う 
ゅけさょけしすすぇ きせ ょぇ くっ きけかう, ゃな-
こさっおう いぇしかせゅうすっ しう おなき ╀╉‶, 
ゃ ぇさすうしすうつくけしすすぇ くぇ きぇえおぇ しう 
– こさけそっしうけくぇかくぇ すぇくちぬけさおぇ... 
„′うっ し ぉさぇす きう こさうかうつぇきっ こけ-
ゃっつっ くぇ きぇえおぇ きう...“, おぇいゃぇ 
′うおけかぇえ, おさなしすっく くぇ きぇおっょけく-
しおうは しう ょはょけ ′うおけかぇ. ¨す きぇえ-
おぇ きせ うょゃぇ けくぇは あうゃけしす う こさう-
おぇいかうゃけしすすぇ, し おけはすけ ゅけ いくぇはす 
ぇさしっくぇかちう, おけはすけ しぇき くっ しう 
たぇさっしゃぇ, くけ くっ きけあっ ぉっい くっは: 
„╃ぇさ しかけゃけすけ すう っ ょぇょっくけ, くう-
おけえ くっ きけあっ ょぇ すう ゅけ けすくっきっ“. 
‶けいくぇゃぇと しうかぇすぇ くぇ ょせきうすっ, 
┿くゅっかけゃ おぇいゃぇ: “╋っすぇかなす っ こけ-
しうかっく けす きっく“. ╃ぇ ぉなょっ おぇいぇくけ 
すけゃぇ けす つけゃっお, おけえすけ ちはか あう-
ゃけす たけょう こけ こけおさうゃうすっ, おぇつゃぇ 
ょっしっすおうすっ きっすさう くぇ きっすぇかくう-
すっ おけくしすさせおちうう, くっとけ こけゃっ-
つっ – ゅさぇょう ゅう けす くせかぇすぇ, すけゃぇ 
っ しうかぇ. ╋なあおぇ しうかぇ, おけはすけ くぇ 
きかぇょう ゅけょうくう ゅけ こさぇとぇ つぇお ゃ 
╉けきう おぇすけ ょなさゃけしっおぇつ. „′うおけ-
ゅぇ くっ しなき しすけはか ゅかぇょっく. ‶ぇさう-
すっ くう しぇ おなさゃぇゃう こぇさう, くけ しぇ 
ょけてかう けす ょゃっすっ くう さなちっ“, こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ けこうしゃぇ けさうしうはすぇ 
くぇ きけくすぇあくうちうすっ ′うおけかぇえ 
┿くゅっかけゃ: „′っ しなき しぇきけゃかの-
ぉっく くぇさちうし. ╁しっおう ょっく さぇぉけすは 
すぇおぇ, しはおぇて きう っ ょっく こなさゃう. 
╆くぇき, つっ きけあっ う ょぇ しゅさってぇ. 
‶さう くぇし ゃしっおう ょっく っ さぇいかうつっく, 
くっ っ おぇすけ くぇ きぇてうくぇすぇ, おな-
ょっすけ ゃなさゃはす ゃしっ っょくう う しなとう 
けこっさぇちうう, ゃしっ っょくう う しなとう 
ょっすぇえかう. ╇ ゃうくぇゅう っ しなし しさけお: 
╁つっさぇ!“. ┿くゅっかけゃ くっ おさうっ, つっ 
ういゃなく さぇぉけすぇすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか“ 
っ こさぇゃうか けとっ おぇおゃけ かう くっ. [ぇ-
ぉけすうか っ こけさなつおう いぇ こけゃっつっすけ 
けす ゅけかっきうすっ きっしすくう ぉういくっし-
きっくう. 『っくう すさせょぇ しう う おぇいゃぇ, 
つっ っゃすうくけ くっ ゅけ こさけょぇゃぇ. ╆くぇっ 
ちっくぇすぇ くぇ けくけゃぇ, いぇ おけっすけ 
あっくぇ きせ, こけしさっとぇえおう ゅけ しかっょ 
さぇぉけすぇ, おぇいゃぇ: “╉けあぇすぇ すう きう-
さうてっ くぇ あっかはいけ...“. ′うおけゅぇ 
くっ っ こせてうか, ぇかおけたけかなす くっ ゅけ 
ゃかっつっ. ╁かっつっ ゅけ きっすぇかなす. ¨とっ 
けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃ いぇくぇはすぇ 
うょゃぇかう しすけすうちう, くけ けしすぇゃぇかう 
ょっしっすおう. „╇ょゃぇたぇ いぇさぇょう かっ-
ゅっくょぇすぇ いぇ ゃうしけおう いぇこかぇすう. 
′け けす ょっしっす けしすぇゃぇてっ っょうく“, 
しこけきくは しう ′うおけかぇえ. 〈ぇは けぉうつ 
おなき さぇぉけすぇすぇ しう う たなしなす ょぇ しっ 
さぇぉけすう すけえ ゃはさゃぇ, つっ っ こさっょぇか 
くぇ とっさおうすっ. ¨す おさぇえ ゃさっきっ ゃ 
しっきっえしすゃけすけ ゃしうつおけ しっ こけしすう-
ゅぇかけ しぇきけ し すさせょ. ╋くけゅけ すさせょ: 
“′うおけゅぇ くっ しなき こけかせつうか くっとけ 
ょぇさけき“. „╃ぇょけた きうかけ う ょさぇゅけ 
いぇ すはた“, おぇいゃぇ し けぉうつ ┿くゅっかけゃ 
いぇ ‶けかは う ╂ぇかっくぇ. ╄ょくぇすぇ っ 
ぉうけすったくけかけゅ, ょさせゅぇすぇ – うおけ-
くけきうしす. ╇きぇす しう けぉさぇいけゃぇくうっ, 
こさけそっしうは, うきぇす う しっきっえくぇすぇ 
こけょおさっこぇ. ╇ こさうくちうこうすっ, こさっ-
ょぇょっくう けす ぉぇとぇ うき: ょぇ せゃぇあぇ-
ゃぇす ょさせゅうすっ, くけ ょぇ ちっくはす しっぉっ 
しう; ょぇ くっ しっ こかぇてぇす けす こさっょうい-
ゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くぇ あうゃけすぇ; ょぇ 
こさぇゃはす くっとぇすぇ し かのぉけゃ. ] すぇは 
けぉうつ おなき くっとぇすぇ, きけくすぇあくう-
おなす せしゃけうか ょけさう いっきっょっかうっすけ. 
′ぇせつうか しっ. ]っゅぇ しっ てっゅせゃぇ, つっ 
ょぇあっ ゃ すぇは すっあおぇ ゅけょうくぇ くっ-
ゅけゃけすけ ゅさけいょっ おせしせさう くはきぇ... 
╆っきはすぇ けぉかぇゅけさけょはゃぇ, おぇいゃぇ 
′うおけかぇえ, おけえすけ くっ しこうさぇ ょぇ 
すなさしう ゃさないおぇすぇ し こさうさけょぇすぇ. 
¨すおさうゃぇ は けすくけゃけ ゃ けぉうつすぇ. 
╉けはすけ さぇいすけこはゃぇ ょけさう きっすぇかぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

′うおけかぇえ ┿くゅっかけゃ. [ぇいこけいくぇゃぇっき けすょぇかっつ. ╇ けす ゃしうつおう ゃ „┿さしっくぇか“. ¨す さぇぉけす-
くうおぇ ょけ ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ′っ いぇさぇょう しすさけえくぇすぇ ゃうしけ-
おぇ そうゅせさぇ, くぇこけさうしすぇすぇ こけたけょおぇ う けくぇいう こさうこさはくけしす ゃ ょゃうあっくうはすぇ, すうこうつくぇ いぇ 
さぇぉけすけたけかうおぇ. ┿  いぇさぇょう そぇおすぇ, つっ こさっい こけしかっょくうすっ 28 ゅけょうくう う 3 きっしっちぇ すけえ  っ 
ぉうか くぇゃしはおなょっ: しすさけうか っ くけゃうすっ たぇかっすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5, ╉けゃぇつくぇすぇ, ‶┿]-ぇ, ╉けさこせしぇ くぇ 
„〈ゃなさょう こかぇしすうくう“, さっきけくすうさぇ こけおさうゃう, ゃたけょくう ゃさぇすう... おぇおゃけすけ ょけえょっ.
„╄ょうくしすゃっくうはす けしすぇくぇか あうゃ いぇゃぇさつうお. ╇しすうくしおう - し ょけおせきっくす けす ╇くしすうすせすぇ こけ 

いぇゃぇさはゃぇくっ ゃ ]けそうは. ‶けしかっょくうはす きけたうおぇく...“, すぇおぇ ′うおけかぇえ ゅけゃけさう いぇ しっぉっ しう し 
くせあくぇすぇ ょけいぇ しぇきけうさけくうは. ╆くぇっ, つっ こさうくちうこうすっ う ゃっさせのすけ, おけっすけ くけしう けとっ けす 
きかぇょけしすすぇ しう, ょくっし しぇ ゃ ういゃっしすくぇ しすっこっく ょっきけょっ: “′ぇ きかぇょうすっ すけゃぇ くっ うき ゅけゃけさう 
くうとけ.“  ╉ぇすけ つけゃっお けぉぇつっ, おけえすけ せきうさぇ いぇ さぇぉけすぇすぇ しう う しう は ゃなさてう し かのぉけゃ, 
′うおけかぇえ いくぇっ う ょさせゅけ: “′うおけえ くっ きけあっ ょぇ すう けすくっきっ けくけゃぇ, おけっすけ きけゅぇす ょゃっすっ すう 
さなちっ“. ]ゃなさてっくけすけ けす さなちっすっ きせ ゅけゃけさう きくけゅけ. ╇きっくくけ こけ すけゃぇ ゅけ さぇいこけいくぇゃぇす. 
╆くぇはす ゅけ う し けとっ くっとけ: ゅけゃけさう きくけゅけ, くっ しこうさぇ ょぇ ゅけゃけさう. ‶ぇくぇゅのさっちなす, くぇすせさぇ-
かういうさぇく ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう: “┿い しなき こさっおけさっお! 〈ぇおなゃ しなき – おぇいゃぇき しう 
くっとぇすぇ くぇこさぇゃけ. 〉ゃぇあぇゃぇき つせあょけすけ きくっくうっ う すぇおぇ しなき せつうか ょっちぇすぇ しう. ′け すけゃぇ 
くっ いくぇつう ょぇ しう こさうおぇつゃぇて つせあょけすけ きくっくうっ. ′ぇこさけすうゃ – すさはぉゃぇ ょぇ うきぇて しけぉしすゃっ-
くけ! 〈ぇおなゃ しなき, こさうっきぇす かう きっ, うかう くっ...“. ╇ し すぇは こさはおけしす くぇ さっつすぇ ょうさっおすくけ きう 
おぇいゃぇ: “╆くぇき しう ちっくぇすぇ, いくぇき おぇおゃけ きけゅぇ. ╃っかは たけさぇすぇ くぇ きけあっとう う くっきけあっとう. 
〉ゃぇあぇゃぇき きけあっとうすっ. ′け „いぇたぇさけしぇくう“ こさうおぇいおう いぇ しっぉっ しう くっ うしおぇき.“ [けょっくうはす 
くぇ 24-う きぇえ ╀かういくぇお ′うおけかぇえ ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ くっ ゃうあょぇ しっぉっ しう おぇすけ ╃ゃせかうおうは 
ぅくけし. ′け くっ うしおぇ ょぇ しっ ゃうょう けすしすさぇくう う し けさっけかぇ  くぇ „ぉけゅけこけきぇいぇく“. ¨とっ こけ-きぇか-
おけ うしおぇ くぇこうしぇくけすけ いぇ くっゅけ ょぇ いゃせつう... „おぇすけ ゃないこけきうくぇくうっ...“. ′っ つっ しっ きうしかう 
いぇ ぉっいしきなさすっく. ╆くぇっ, つっ っ っょうく けす ゃしうつおう, けこうすゃぇ しっ „ょぇ くっ しう こさっしおぇつぇ しはくおぇすぇ“ 
くうおけゅぇ. ¨しゃっく すけゃぇ, くはきぇ くうおぇおゃけ くぇきっさっくうっ ょぇ しこうさぇ ょぇ さぇぉけすう: “╋っく さぇぉけすぇすぇ 
きっ おさっこう!“

3 〈]〉. ]╊╇╅ ′╅ 』《を¨╅]〉╅ 》《]¨【¨[╅ ╇ „╅『』╊〉╅]” 

【╊〉¨』 []】╆ „『《′╅”...

]うしすっきぇすぇ くぇ ゃぇせつっさうすっ おぇすけ しけちうぇかくぇ こさうょけぉうゃおぇ ゃ しなゃさっきっくくうは しう ゃうょ っ ゃなゃっょっくぇ 
いぇ こなさゃう こなす ゃなゃ 《さぇくちうは こさっい 1962 ゅけょうくぇ, くけ くぇ こさぇおすうおぇ こなさゃうすっ おせこけくう いぇ たさぇくぇ, 
さぇいょぇゃぇくう くぇ さぇぉけすくうちうすっ, しっ こけはゃはゃぇす 8 ゅけょうくう こけ-さぇくけ, こさっい 1954 ゅけょうくぇ. ]うしすっきぇすぇ 
くぇ ゃぇせつっさうすっ っ ういきうしかっくぇ けす ぇくゅかうつぇくうくぇ ょ-さ ╃あけく 》けせお. ╁ ╀なかゅぇさうは ゃぇせつっさうすっ いぇ たさぇくぇ 
おぇすけ しけちうぇかくぇ こさうょけぉうゃおぇ しなし しこっちうそうつっく ょぇくなつっく しすぇすせす しっ こけはゃうたぇ こさっい 2003 ゅ., おけゅぇすけ 
ぉはたぇ ゃおかのつっくう ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ おけさこけさぇすうゃくけすけ こけょけたけょくけ けぉかぇゅぇくっ (╆╉‶¨). ¨こさっょっかっく っ う 
きっしっつくうはす かうきうす くぇ おせこけくうすっ - 40 かっゃぇ, おけえすけ くっ っ こさけきっくはく う ょけ ょくっし. ╉ぇおすけ くぇゃしはおなょっ 
こけ しゃっすぇ, すぇおぇ う ゃ ╀なかゅぇさうは, ょっえくけしすすぇ こけ けすこっつぇすゃぇくっすけ, けさゅぇくういうさぇくっすけ, おけくすさけかぇ う さぇい
こかぇとぇくっすけ いぇ ゃぇせつっさうすっ いぇ たさぇくぇ しっ ういゃなさてゃぇ けす そうさきう-けこっさぇすけさう, こけかせつうかう さぇいさってっくうっ 
/かうちっくい/ けす きうくうしすなさぇ くぇ そうくぇくしうすっ. ]ぇきうすっ ゃぇせつっさう しぇ っょうく ゃうょ おくうあぇ いぇ いぇきはくぇ, おけうすけ 
しっ ういこけかいゃぇす けす さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ おぇすけ さぇいこかぇとぇすっかくけ しさっょしすゃけ ゃ さっしすけさぇくすう, 
いぇゃっょっくうは いぇ ぉなさいけ たさぇくっくっ う けぉっおすう いぇ すなさゅけゃうは し たさぇくう しなゅかぇしくけ しおかのつっく ょけゅけゃけさ いぇ 
けぉしかせあゃぇくっ し けこっさぇすけさ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╅っくは っ しぇきけ っょくけ けす きけきうつっすぇすぇ ゃ ょゃっすっ きけ
きうつっておう ゅさせこう, しそけさきうさぇくう おなき おかせぉ „[けいぇ”, 
おけうすけ すさっくうさぇす せしうかっくけ. ]すはゅぇ しっ いぇ こなさゃうすっ しう 
しこけさすくう すせさくうさう う しなゃしっき くっ くぇ てっゅぇ しっ おぇくう う 
ょぇ いぇょきうくっ きぇえおぇ しう こけ せしこったう. ]なゃしっき くぇしおけ
さけ ╉さぇしうきうさぇ ]かぇゃけゃぇ しっ いぇゃなさくぇ おぇすけ こけぉっょう
すっかおぇ けす かのぉうすっかしおう すっくうし  すせさくうさ ゃ [ぇょくっゃけ, 
おなょっすけ うゅさぇっ し こぇさすくぬけさおぇ けす ]かうゃっく - ]うかゃうは 
′うおけゃぇ. 
 ╁ くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう いぇ すっくうし おかせぉ „[けいぇ” 

う くっゅけゃうすっ つかっくけゃっ こさっょしすけはす う ょさせゅう しっさうけい
くう ういこうすぇくうは, くぇえ-しおけさけてくけすけ っ  くぇちうけくぇかくうはす 
すせさくうさ いぇ かのぉうすっかう くぇ すっくうしぇ „╀けかはさおぇ”, こさけ
ゃっあょぇく っあっゅけょくけ ゃ ]かうゃっく. 〈けえ っ いぇ しきっしっくう 
ょゃけえおう う とっ せつぇしすゃぇきっ きぇしけゃけ,   おぇいぇ いぇ „〈さう
ぉせくぇ ┿さしっくぇか” ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ, っょうく けす  
ょけぇえっくうすっ ゃ おかせぉ „[けいぇ” う ぇさしっくぇかしおぇすぇ ゅけさょけしす 

すぇき. ]ぇきうはす すけえ くはきぇ ょぇ せつぇしすゃぇ いぇさぇょう おけくすせ
いうは, くけ けすょぇゃくぇ ゃ すっくうしぇ ゃっつっ っ せゃかはおなか う しな
こさせゅぇすぇ しう ]ゃっすかぇくぇ. 
 ╇ょゃぇきっ すせお, いぇとけすけ しなつっすぇゃぇきっ きくけゅけ ゃ っょくけ: 

すっくうしなす, けしゃっく すけくせし, こけょょなさあぇくっ くぇ ょけぉさぇ 
そけさきぇ, っ う しけちうぇかくけ きはしすけ - けぉとせゃぇて し さぇいかうつ
くう  たけさぇ, こさぇゃうき しう うくすっさっしくう しさっとう, こさぇいくせ
ゃぇきっ いぇっょくけ, ぇ すせさくうさうすっ しぇ くぇつうく ょぇ こさけゃっさうき 
おなょっ しきっ, おぇすっゅけさうつくぇ っ ╉さぇしうきうさぇ ]かぇゃけゃぇ, 
おけはすけ せしうかっくけ しっ ゅけすゃう いぇ せつぇしすうっ ゃ すせさくうさぇ 
„╀けかはさおぇ”. ′ぇ 6-7 しっこすっきゃさう ゃ ]かうゃっく しさっとぇ 
しう ょぇゃぇす くぇえ-ょけぉさうすっ ぇきぇすぬけさう  ゃ ぉなかゅぇさしおうは 
すっくうし. ′ぇょ 50 しぇ ょゃけえおうすっ, おけうすけ こけ こさうくちうこ 

′けゃぇ しゅさぇょぇ くぇ ‶さけすうゃけこけあぇさくぇすぇ しかせあぉぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ぉっ けすおさうすぇ くぇ 28 ぇゃゅせしす. ‶さけっおすなす くぇ しゅさぇょぇすぇ っ くぇ 

ぇさた. ╁うけかっすぇ ╀ぇおせくうくぇ, ょなとっさは くぇ うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ. 
′ぇょ 2 きかく. かゃ. しぇ ゃかけあっくう ゃ しゅさぇょぇすぇ.

せつぇしすゃぇす ゃ くっゅけ. ]さっょ „ぉけくせしうすっ” くぇ „╀け
かはさおぇ” っ う かうこしゃぇとぇすぇ すぇおしぇ いぇ せつぇしすうっ, 
おぇおすけ う うくすっさっしくうすっ ゃっつっさう う ょさせゅう いぇぉぇ
ゃかっくうは, おけうすけ しっ けさゅぇくういうさぇす. ]すぇゃぇ  こさう
はすっく すっくうし こさぇいくうお, すゃなさょはす  』せつせきうてっゃ う 
おけきこぇくうは. 
3 かっゃぇ っ すっくうし つぇし くぇ おけさすぇ, し うくしすさせお

すけさ きぇかおけ こけゃっつっ. ╁しっういゃっしすっく そぇおす っ, つっ 
う 3-すっ すっくうし おけさすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ しさっょ くぇえ-
っゃすうくうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ. 〈けゃぇ ゅう こさぇゃう ょけしすなこ
くう いぇ たけさぇ し くっゅけかっきう ゃないきけあくけしすう. 
╆ぇ ょけぉさけ けぉけさせょゃぇくっ, こさう こけかけあっくうっ, つっ 

う さぇおっすぇすぇ, う すけこおうすっ しぇ くけゃう, ぇ くっ ゃすけさぇ 
せこけすさっぉぇ, こかのし っおうこ けすうゃぇす ぉかういけ 5 しすけ
すぇつおう. 
 ╆ぇ たけさぇすぇ し こけ-しおさけきくう ゃないきけあくけしすう ぇか

すっさくぇすうゃうすっ しぇ ゃすけさぇ せこけすさっぉぇ. 〈ぇき ちっくぇすぇ 

しっ しゃうゃぇ くぇこけかけゃうくぇ. 
 ╂さってくけ っ ょぇ しっ しつうすぇ, つっ すっくうしなす っ しっいけ

くっく しこけさす, おぇすっゅけさうつっく っ ぇさしっくぇかしおうはす  すっ
くうし ゅせさせ ╁かぇょけ 』せつせきうてっゃ. 〈けえ う おけかっゅうすっ  
きせ  うきぇす せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ しっ くぇしかぇあょぇゃぇす 
くぇ すけいう しこけさす ちっかけゅけょうてくけ, いぇさぇょう こけかけ
あっくうは し きくけゅけ すさせょ う しすぇさぇくうっ ぇしそぇかす  くぇ 
っょうく けす おけさすけゃっすっ くぇ すっくうし おかせぉ „[けいぇ”. 
 ┿ つっ おかせぉぇさうすっ しぇ けすいうゃつうゃう う ゅけすけゃう ょぇ  

こさうっきぇす ゃしっおう し っくすせしうぇいなき おなき うゅさぇすぇ, 
くはきぇ くせあょぇ けす ょせきう: こさけしすけ けすうゃぇて こけ さぇ
ぉけすぇ う けしすぇゃぇて いぇ… ちはか しっす.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╋うかう たけさぇ, ゃっすっさぇくう けす ゃけえくうすっ, しなきうてかっくうちう, こさうはすっかう! 

 ′ぇ  10-すう ぇゃゅせしす ぉってっ きけはす さけあょっく ょっく. ╀かぇゅけょぇさは, つっ ゅけ せゃぇ
あうたすっ. 
 ╂けょうくうすっ こさっきうくぇたぇ おぇすけ ょうき こさっい おけきうく, おぇおすけ っ おぇいぇか こけっすなす 

ゃ こっしっくすぇ. 
 ┿おけ きっ こうすぇすっ おぇお きうくぇたぇ きけうすっ ょけ ょくっし, すけ う ぇい くっ さぇいぉさぇた. 
╃け ょゃぇえしっすはた - ぉっいゅさうあくけ: しきっったきっ しっ, うゅさぇったきっ つうかうお, ゅけくっくう

ちぇ, おさうっくうちう. ╀ってっ かっしくけ: すぇすっ くけしう, きぇきぇ きっしう. ┿きぇ すけ くっ ぉうかけ しぇきけ すぇおぇ…
‶さっい 1944 ゅけょうくぇ こけしすなこうた ゃけえくうお-ょけぉさけゃけかっち いぇ せつぇしすうっ ゃなゃ ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ. ╆ぇ 

とぇしすうっ すは いぇゃなさてう. ┿い けしすぇくぇた あうゃ. ╅うゃけすなす こさけょなかあう. 【っしす ゅけょうくう さぇぉけすうた くぇ さぇいかうつくう 
きっしすぇ - ゃ ょなさあぇゃくう う けぉとっしすゃっくう こさっょこさうはすうは. ‶さっい 1955 ゅけょうくぇ いぇこけつくぇた さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
おぇすけ しすさせゅぇさ. ‶けしかっ しきっくうた けとっ 10 こさけそっしうう いぇ しゃけうすっ 30 ゅけょうくう しかせあぉぇ, おけうすけ けしすぇゃうた  ゃなゃ 
そうさきぇすぇ. 〈せお しっ こっくしうけくうさぇた う, しかぇゃぇ ╀けゅせ, しっ さぇょゃぇき  くぇ こっくしうは う あうゃけすぇ けとっ. 
╆ぇ きけうすっ ゅけょうくう すせお, ゃ あうゃけすぇ, くぇせつうた きくけゅけ くっとぇ. ╋うしかは, つっ ょけくはおなょっ さぇいぉさぇた う おぇおなゃ すさはぉ

ゃぇ ょぇ ぉなょっ つけゃっお, いぇ ょぇ っ とぇしすかうゃ う ょぇ っ ょけぉさっ しなし しっぉっ しう. 
 ′ぇ こなさゃけ きはしすけ: つっしすっく, しこさぇゃっょかうゃ, さぇぉけすかうゃ. ╀なょう ょけぉなさ つけゃっお! ′っ けしすぇゃはえ ょくってくぇすぇ 

さぇぉけすぇ いぇ せすさっ! [ぇぉけすう いぇ ょくっし, くけ きうしかう いぇ せすさっ, いぇ こけしかっ, いぇとけすけ あうゃけすなす う しかっょ すっぉ とっ こさけ
ょなかあう. 
╅うゃっえ う ょっえしすゃぇえ すぇおぇ, おぇすけ つっ かう あうゃけすなす くはきぇ おさぇえ. 〉ゃぇあぇゃぇえ たけさぇすぇ! 
 ]こぇいゃぇえ ょっしっすはた ぉけあう いぇこけゃっょう! 
 ╀かぇゅけょぇさは ゃう ! 

╉けしすぇ ┿くゅっかけゃ, ぇさしっくぇかっち-ゃっすっさぇく, くぇ 90 ゅけょうくう

Happy Birthday To You,  》さうしすうくぇ! 

╆ぇ こさっおさぇしくうすっ ゅけょうくう くぇ おけかっあおぇすぇ くう かぇぉけさぇくすおぇ
けす ╆ぇゃけょ 3

》さうしすうくぇ ╁なかおけゃぇ! 

╆ぇ しきっかうすっ え しすさっきっあう う おさぇしうゃう きっつすう,
いぇ ゃしっけすょぇえくけしすすぇ え ゃ さぇぉけすぇすぇ う せぉっょっくけしすすぇ,

つっ うきっくくけ „┿さしっくぇか” っ きはしすけすけ, ゃ おけっすけ きけあっ ょぇ しかせつう 
あうゃけすぇ しう, え あっかぇっき: 

っょくぇ こさっおさぇしくぇ くっえくぇ ゅけょうくぇ し こさけっおちうは いぇ けとっ 100 
こけくっ う けとっ こけ-おさぇしうゃう, せしこってくけ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ 》〈╇ – 

╀せさゅぇし, かのぉけゃ, いょさぇゃっ, くけゃう たけさういけくすう! 
╁はさゃぇきっ ゃ すっぉ う きくけゅけ すっ ちっくうき! 
′ぇえ-うしおさっくう こけいょさぇゃう いぇ  すゃけは 

29-う さけあょっく ょっく! 

╉けかっおすうゃなす くぇ 》うきうつくぇ
かぇぉけさぇすけさうは, ╆ぇゃけょ  3
し さなおけゃけょうすっか
うくあ. ]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ 
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╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

だßàñïöçÜ
[╅[ ╉╅ 》『╊〈╅｠〉╊【╊ 〉╊╈╅【¨╇〉╅【╅

╊〉╊『╈¨っ 《【 ╉《〈╅ 』¨
]うゅせさくけ しすっ こけこぇょぇかう ゃ ょけき, 

おなょっすけ しっ つせゃしすゃぇすっ しせこっさ こさう-
はすくけ う せのすくけ, おぇおすけ う ゃ すぇおなゃ, 
おなょっすけ しはおぇて くっとけ ゃう こさっつう 
ょぇ しっ けすこせしくっすっ う ゃう くぇすけゃぇさ-
ゃぇ. ′ぇえ-かけてけすけ くぇ ゃすけさうは ゃぇ-

さうぇくす っ, ぇおけ ゃなこさけしくうはす ょけき っ 
ゃぇてうはす! 
‶さうつうくぇすぇ いぇ すけゃぇ つっしすけ しっ 

おさうっ ゃ けすさうちぇすっかくぇすぇ っくっさゅうは 
(うかう くっ ょぇえ しう, ╀けあっ, きぇゅうは), 
おけはすけ けす しゃけは しすさぇくぇ きけあっ ょぇ 
ょけゃっょっ ょけ ぉけかっしすう, きなおう, くっ-
しこけかせおう, ぉっょくけしす, くっとぇしすくぇ 
かのぉけゃ う さぇいょはかぇ. ╆ぇすけゃぇ ゃうあすっ 
おぇお ょぇ しっ いぇとうすうすっ けす くっは. 
′ぇ こなさゃけ きはしすけ すさはぉゃぇ ょぇ 

こさけゃっさうすっ ょぇかう ゃ ょけきぇ ゃう 
ょっえしすゃうすっかくけ うきぇ くっゅぇすうゃくう 
ゃかうはくうは. ′ぇえ-かっしくうはす くぇつうく っ 
ょぇ いぇこぇかうすっ ちなさおけゃくぇ しゃっと う 
ぉぇゃくけ ょぇ けぉうおけかうすっ あうかうとっすけ 
しう. ┿おけ こかぇきなおなす いぇこけつくっ ょぇ 
すさっこすう, ょぇ こせてう うかう つせゃぇすっ こせ-
おぇくっ, いくぇつう くっとけ ゃ ぇせさぇすぇ くぇ 
ょけきぇ ゃう くっ っ くぇさっょ! 
╃させゅうはす ゃぇさうぇくす っ ょぇ くぇぉかの-

ょぇゃぇすっ ょけきぇてくうすっ しう かのぉうき-

びëÜÖó¡í

*  *  *  *  *  *  * 

*  *  *  *  *  *  * 

*  *  *  *  *  *  * 

*  *  *  *  *  *  * 

╊おせあ えそおけせあ う たそしくあ せあ にそちあてあ:

 ぁかつてけて しけねかせ たちあくせけさ せあ ╉そいちけせ ╉ちあえせかう
 えしあうかせ つねかてそうそおけてかし せあ „╅ちつかせあし“ ╅╉

 ╉あ つか すせそきあて いしあえけせけてか う おそすあ,
おあ ちあつてか しまいそうてあ,

おあ たひしせかか はあつてけかてそ,
おあ ちあおうあて おかぬあてあ!

╉あ つあ てそねせけ つすかてさけてか け うかちせけ たちけみてかしけてか!
 〉か つあすそ う てあくけ てけ たちかさちあつせあ てうそみ えそおけせあ!

╅すけせ!

 ╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ,
たちけみてかしけ,  さそしかえけ 

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

′っおけさっおすくうすっ 
さぇぉけすけょぇすっかう しぇ ょさせゅぇすぇ 

ぉけかおぇ くぇ たけさぇすぇ

′ぇいくぇつっくうは ぉっい すさせょけゃう 
ょけゅけゃけさう, くっういこかぇすっくう くぇ
ゃさっきっ いぇこかぇすう, さぇぉけすぇ ゃ うい
ゃなくさぇぉけすくけ ゃさっきっ しぇ けしくけゃ
くうすっ けこかぇおゃぇくうは, こけしすなこうかう 
こさう けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ
くうお. ╂けかはきぇ つぇしす けす しうゅくぇ
かうすっ おぇしぇはす けたさぇくうすっかくうすっ 
そうさきう.

╉けかおけすけ ょけ
すさせょけゃけ-こさぇゃくうすっ

ゃなこさけしう,

】っさっゃぇ こけつすう し せしきうゃおぇ 
ょなさあう ょぇ けすぉっかっあう, つっ ゃな
こさっおう „さけょけゃぇすぇ“ しう ゃさないおぇ 
し ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう けす „╄おし
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ , ゃ つうは
すけ かうしすぇ ぉっ こさっい 2011-すぇ, くっ 
きけあっ ょぇ しっ ぇくゅぇあうさぇ し くぇきう
さぇくっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか“, 
いぇ おけっすけ こけしすけはくくけ は きけかはす 
ゅさぇあょぇくう... 《せくおちううすっ くぇ 
けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお くっ 
ょけこせしおぇす ょぇ しっ ょぇゃぇす こさうゃう

╄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“. 

かっゅうう いぇ おけうすけ う ょぇ っ ゅさぇあ
ょぇくう, こけかうすうつっしおうすっ こさうしす
さぇしすうは しぇ くっょけこせしすうきう いぇ 
うくしすうすせちうはすぇ, おけはすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ ぉなょっ こけかっいくぇ くぇ ゃしうつおう, 
こけょつっさすぇゃぇ けぉとっしすゃっくう
はす こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁なこさっおう すけゃぇ, ゃ ちはかけしすくうは 
こけょたけょ くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ 】っ
さっゃぇ ゃ こけかいぇ くぇ きっしすくぇ
すぇ けぉとくけしす う おけくおさっすくうすっ 
たけさぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ こさけ
いうさぇ ょせたなす くぇ しすさっきっあぇ いぇ 
すなさしっくっすけ くぇ さっぇかっく っそっおす 
ゃ さってぇゃぇくっすけ くぇ おけくおさっす
くうすっ こさけぉかっきう. 〈けつくけ すけいう 
ょせた, おけえすけ っ けぉっょうくはゃぇと いぇ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ けす 
しぇきけすけ くぇつぇかけ くぇ うょっはすぇ いぇ 
すはたくけすけ しないょぇゃぇくっ. 
】っさっゃぇ ゃなさてう さぇぉけすぇすぇ 

しう, ぉっい ょぇ しっ ゃあうゃはゃぇ おぇすけ 
くっこさうしすなこくぇ うくしすうすせちうは, 
くぇこさけすうゃ: „′っ しきはすぇき ょぇ 
こさっゃさなとぇき うくしすうすせちうはすぇ ゃ 
ぉぇしすうけく“, おぇいゃぇ すは. ╇ けとっ: 
“╀うかぇ しなき けす ょさせゅぇすぇ しすさぇくぇ 
う しっ けこうすゃぇき ゃ ぇゃぇくし ょぇ けす
おさうゃぇき けす おぇおゃけ うきぇす くせあ
ょぇ たけさぇすぇ, けとっ こさっょう ょぇ っ 
ゃないくうおくぇか こさけぉかっきなす“. ]う
ゅせさくけ し すぇいう きけすうゃぇちうは 】っ
さっゃぇ こけしっとぇゃぇ う しけちうぇかくう
すっ ょけきけゃっ, ╃けきぇ いぇ ょっちぇ ゃ 
╀せいけゃゅさぇょ, けさゅぇくういうさぇ うく
そけさきぇちうけくくぇ しさっとぇ ょけさう 

し ╉ぇきぇさぇすぇ くぇ つぇしすくうすっ しな
ょっぉくう ういこなかくうすっかう, さぇぉけすう 
し „╄ゃさけこぇ ょうさっおすくけ“ いぇ こさけし
ゃっとぇゃぇくっ くぇ きかぇょうすっ ゃ すった
くうすっ こさぇゃぇ くぇ ゅさぇあょぇくう くぇ 
╄], おけきせくうおうさぇ し けぉとっしすゃっ
くうすっ ゃないこうすぇすっかう う きっしすくぇすぇ 
╉けきうしうは いぇ ぉけさぉぇ し こさけすうゃけ
けぉとっしすゃっくうすっ こさけはゃう.

¨ぉとっしすゃっくうはす
こけしさっょくうお つっしすけ きけあっ ょぇ 

ぉなょっ いぇぉっかはいぇく こけ
けぉとうくしおうすっ おせかすせさくう 

しなぉうすうは

ういかけあぉう, こうしぇすっかしおう しさっ
とう, こさけきけちうう くぇ おくうゅう, そうか
きう. ╊うつくけ ょけさう ゃけょう ゅさせこう 
きかぇょう たけさぇ くぇ こさっょしすぇゃかっ
くうは くぇ きっしすくうは すっぇすなさ.
„¨つぇおゃぇくうはすぇ きう いぇ さぇぉけ

すぇすぇ すせお しなゃこぇょぇす し さっぇかくけし
すすぇ“, おぇいゃぇ ╂うくおぇ 】っさっゃぇ, 
くぇこせお くぇ けくっいう, おけうすけ くっ 
ゃはさゃぇたぇ, つっ すは とっ しっ しこさぇゃう. 
¨すおさうかぇ う すせお „こさっゃさぇすくけし
すうすっ くぇ あうすっえしおうすっ しなょぉう“, 
おぇいゃぇ: „[ぇぉけすぇすぇ し たけさぇすぇ 
ゃなさゃう さなおぇ いぇ さなおぇ し こさけぉかっ
きうすっ うき“. 〈けゃぇ 】っさっゃぇ いくぇっ 
けとっ けす ゅけょうくうすっ しう くぇ ょっっく 
けさゅぇくういぇすけさ くぇ けぉとくけしすすぇ くぇ 
おぇさぇおぇつぇくうすっ, おけゅぇすけ すは こさう
しなしすゃぇてっ ぇおすうゃくけ くぇゃしはおなょっ 
ゃ きっしすくうは あうゃけす. ]なし しなとうは 

たなし しっゅぇ 】っさっゃぇ くっこさっきっくくけ 
うしおぇ ょぇ さぇいてうさう くっ こさけしすけ 
こけこせかはさくけしすすぇ くぇ うくしすうすせ
ちうはすぇ, おけはすけ こさっょしすぇゃかはゃぇ. 
′っとけ こけゃっつっ. ╇しおぇ ょぇ は くぇ
こさぇゃう こけ-こけかっいくぇ.

╆ぇすけゃぇ ょなさあう くぇ
ゃさないおぇすぇ しう し

ゅさぇあょぇくうすっ こさっい
うくすっさくっす,

ぉっい すけゃぇ ょぇ しっ こさっゃさなとぇ 
ゃ おかのおぇさくうお うかう きはしすけ いぇ 
こさぇいくけしかけゃうっ, おぇきけ かう こなお 
– いかけしかけゃうっ. 】っさっゃぇ しおけさけ 
とっ しすぇさすうさぇ う けすゃぇさはくっすけ 
くぇ こけょしすさぇくうちぇすぇ くぇ うくしすう
すせちうはすぇ ゃ しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, けこちうは, おけはすけ ょけ 
しっゅぇ くっ ぉってっ ぇおすうゃうさぇくぇ. 
╄ょくぇ ょさせゅぇ ゃさないおぇ, けぉぇつっ, 
すぇいう し くぇちうけくぇかくうは けきぉせょ
しきぇく, おけえすけ „しっ ょゃうあう“ こけ 
けすょっかっく いぇおけく, ょぇかっつ くっ っ 
すけかおけゃぇ かっしくぇ. ╉ぇすけ ゃしうつ
おうすっ しう おけかっゅう, 】っさっゃぇ くっ
ょけせきはゃぇ, つっ くぇちうけくぇかくぇすぇ 
うくしすうすせちうは っ さっゅかぇきっくすうさぇ
くぇ しなし いぇおけく, ぇ こけ けぉとうくう 
しなとっしすゃせゃぇくっすけ くぇ けぉとっしす
ゃっくうは こけしさっょくうお っ ゃ さなちっすっ 
くぇ きっしすくうすっ ゃかぇしすう, おけうすけ 
きけあっ う ょぇ けすおぇあぇす ょぇ こけょ
ょなさあぇす  すぇおなゃ.     
╁ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ /おけゅぇすけ  

‶さけょなかあっくうっ けす ぉさけえ 86

けしすぇゃぇ/ う しかっょ しぇきけこけょゅけすけゃ
おぇすぇ こけ ういつうすぇくっすけ くぇ こけさっょ
くうは いぇおけく, う しかっょ しっきっえくうすっ 
いぇょなかあっくうは, けぉとっしすゃっくう
はす こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお 
つっすっ おくうゅう けく-かぇえく. ╁けょう 
しう いぇこうしおう けす ちっくくう きうしかう. 
′ぇえ-ちっくくけすけ, おけっすけ, けぉぇつっ, っ 
さぇいぉさぇかぇ くっ けす おくうゅうすっ, ぇ けす 
かうつっく けこうす, っ, つっ, けしゃっく いくぇ
くうはすぇ けす おくうゅうすっ, おぇつっしすゃぇすぇ 
くぇ かうつくけしすすぇ しぇ けす けしけぉっくけ 
ゃぇあくけ いくぇつっくうっ. „╁ おさぇえ
くぇ しきっすおぇ ゃしうつおけ っ ゃ さなちっ
すっ くう“ – ゅけゃけさう けこすうきういきなす 
くぇ 】っさっゃぇ, おけはすけ っ せぉっょっくぇ, 
つっ ゃ こけさっょくけすけ こさっょういゃうおぇ
すっかしすゃけ っょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ 
つけゃっお ぉう きけゅなか ょぇ いぇゅせぉう, しぇ 
しけぉしすゃっくうすっ しう しすさぇたけゃっ. 〉し
きうゃおぇすぇ くぇ ╂うくおぇ こけょしおぇいゃぇ, 
つっ いぇ  けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ
くうお, こけょおさっこっく こさう ういぉけさぇ 
けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, 
しすさぇたけゃっ くはきぇ. ╇きぇ しなさょっつくぇ 
せしきうゃおぇ. ╇ たせぉぇゃぇ. ╆ぇとけすけ, 
けしゃっく ょさせゅけすけ, 】っさっゃぇ っ たせ
ぉぇゃぇ あっくぇ. ]ぇきぇすぇ すは しこけょっ
かは, つっ しっ しすぇさぇっ くうおけゅぇ ょぇ くっ 
しこっおせかうさぇ し すけゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ 
しう. ′け ゃ こけしさっょくうつっしすゃけすけ 
せしきうゃおぇすぇ ゃうくぇゅう こけきぇゅぇ. 
╉ぇおすけ う てうさけおけ けすゃけさっくうすっ 
ゃさぇすう くぇ こさうっきくぇすぇ, ゃ おけはすけ 
しっおさっすぇさおぇ くはきぇ.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

¨す ょくっし, 29-う ぇゃゅせしす, こけしっすう
すっかうすっ くぇ ╇╋ „╇しおさぇ” ゃ ╉ぇ

いぇくかなお とっ うきぇす せくうおぇかくうは てぇくし 
ょぇ ゃうょはす っょくぇ けす くぇえ-ぉけゅぇすうすっ 
おけかっおちうう ゃ しすさぇくぇすぇ くぇ すさぇおうえ
しおけ ゃなけさなあっくうっ. ╄おしこけいうちうはすぇ 
っ こけょ くぇょしかけゃ „╁なけさなあっくうっ けす I 
たうか. こさ. 》さ. けす そけくょぇ くぇ [╇╋ - 
【せきっく” . 
]すぇさうくくうすっ けさなあうは しぇ こけょ

さっょっくう ゃ きせかすうきっょうえくぇすぇ いぇかぇ 
くぇ  きせいっは. ╉けかっおちうはすぇ しなょなさあぇ 
けおけかけ 4000 ぇさすっそぇおすぇ. 60 けす すはた 
とっ ぉなょぇす こさっょしすぇゃっくう くぇ ゃくうきぇ
くうっすけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けぉとっしす
ゃっくけしす う ゅけしすうすっ くぇ ゅさぇょぇ.
′ぇこぇょぇすっかくけすけ ゃなけさなあっくうっ っ 
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
6 ╈《╉¨〉¨ 》]╅ぅ╅〈╊ ╉ぇ]╈╅ [ぇ〈 „【『╅[¨っ 【『╊‶╉” 
╉なき きけきっくすぇ くはきぇ  けおけくつぇすっかくけ しすぇくけゃうとっ 

くぇ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ いぇ おけくおさっすくぇ ゃうくぇ こけ おぇ-
いせしぇ „〈さぇおうは すさっえょ”, きぇおぇさ しさけおなす いぇ すけゃぇ ょぇ 
ういすっつっ くぇ 4-すう ぇゃゅせしす すぇいう ゅけょうくぇ.
‶さうつうくぇすぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは  ょぇ 

ぉなさいぇ ょぇ ゃなさくっ こぇさうすっ くぇ そうさきぇすぇ しぇ ょゃっ: 
すっつぇとうすっ ゅけかっきう かうたゃう こけ おさっょうすぇ, おぇおすけ う 
くっゃないきけあくけしすすぇ 9 きっしっちぇ こさっょう こけさっょくうすっ 
きっしすくう ういぉけさう おきっすなす ょぇ きけあっ ょぇ すっゅかう くけゃう 
ぉぇくおけゃう おさっょうすう. ╋っあょせゃさっきっくくけ しすぇくぇ 
はしくけ, つっ くっ っょくけ, ぇ 30 しぇ かうちぇすぇ, おけうすけ しかっょ-
ゃぇ ょぇ ゅけゃけさはす こけ しょっかおぇすぇ し „〈さぇおうは 〈さっえょ”, 
いぇさぇょう おけはすけ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっゅぇ とっ 
すっゅかう おさっょうす う とっ こかぇとぇ, しこけさっょ こさっょしっょぇ-
すっかは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお ′うおけ-
かぇえ ╆かぇすぇくけゃ. 〈けえ, いぇっょくけ し こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ こけかうすうつっしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ こぇさすうは 
╂╄[╀ くぇ こさっしおけくそっさっくちうは けすゅけゃけさうたぇ くぇ 
すゃなさょっくうは けす さぇいこさけしすさぇくっくぇすぇ ‶けいうちうは くぇ 
╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお けす きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ こけ こけ-
ゃけょ ういゃなさてっくぇすぇ しょっかおぇ こさっょう 7 ゅけょうくう けす 
すけゅぇゃぇてくうは おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ, しなし しぇくおちうはすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす けす しなとうは こっさうけょ.
] ちっか ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ くぇせつぇす うしすうくぇすぇ いぇ 

ゃなこさけしくぇすぇ しょっかおぇ, くぇ しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ おぇつっくう ゃしうつおう ょけおせきっく-
すう こけ しょっかおぇすぇ, おけうすけ しぇ くぇょ 100 しすさぇくうちう.
╄ょうくしすゃっくけ くっ っ おぇつっく ょけおせきっくすなす し ょぇくなつ-

くぇすぇ けちっくおぇ くぇ すけゅぇゃぇてくうは うきけす, こさっゃなさくぇか 
しっ ゃ くぇしすけはとぇ けゅさけきくぇ  ょせこおぇ - しゅさぇょぇ くぇ 
ぉうゃてぇすぇ ╇くそっおちうけいくぇ ぉけかくうちぇ. 
]さっょ こせぉかうおせゃぇくうすっ きぇすっさうぇかう  っ う しこうしなお 

し うきっくぇすぇ くぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう, こけょ-
おさっこうかう しょっかおぇすぇ, しすぇくけゃうとっ くぇ すけゅぇゃぇて-
くうは ゅかぇゃっく ぇさたうすっおす, しこけさぇいせきっくうっすけ きっあょせ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う くぇしすけはとうは おきっす ╂ぇかう-
くぇ ]すけはくけゃぇ う こさっょしすぇゃうすっかは  „ くぇ 〈さぇおうは 
すさっえょ” 〈けょけさ ╉けかっゃ いぇ けすくぇしはくっ くぇ しこけさぇ ゃ 
〈なさゅけゃしおうは ぇさぉうすさぇあ う ょさせゅう.  
╂╄[╀ くはきぇ くうおぇおゃぇ ゃうくぇ いぇ すっいう 3,3 きうかう-

けくぇ  こけ おぇいせしぇ „〈さぇおうは 〈さっえょ”, いぇはゃう ┿おしっ-

くうは 〈うかっゃぇ, っおしょっこせすぇす ゃ 42-すけ ′ぇさけょくけ 
しなぉさぇくうっ う つかっく くぇ ╂╄[╀. ╂╄[╀ くっ くけしう 
くうおぇおゃぇ けすゅけゃけさくけしす いぇ すっいう いせかせきう ゃ けぉ-
とうくぇすぇ, ょけこなかくう すは, おぇすけ こけしけつう, つっ  くっ 
っ はしくけ けす そうくぇくしけゃうすっ ょけおせきっくすう, けしすぇくぇ-
かう ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, いぇ おぇおゃけ 
すけつくけ しぇ こけたぇさつっくう すっいう ぉかういけ 2 きうかうけくぇ 
かっゃぇ, こかぇすっくう こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ けす 
そうさきぇすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ.
╋うかうけくう しぇ うょゃぇかう こけ すけゃぇ ゃさっきっ ゃ けぉ-

とうくしおぇすぇ たぇいくぇ けす こさうゃぇすういぇちうは, すけゃぇ くっ 
っ っょうくしすゃっくぇすぇ しょっかおぇ しなし しせきう いぇ くぇょ 1 
きうかうけく かっゃぇ, おぇいぇ ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ, おぇすけ 
こけおぇくう ゃしっおう いぇうすっさっしけゃぇく ょぇ けすうょっ ゃ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお う こさけせつう いぇ おぇおゃけ しぇ ぉうかう 
さぇいたけょゃぇくう こぇさうすっ. 〈けゃぇ, おけっすけ っ こけしすさけっ-
くけ こさっい ゅけょうくぇすぇ くぇ こさけょぇあぉぇすぇ, 2007-きぇ, 
っ しぇきけ ゅぇさけゃうはす こかけとぇょ いぇ けおけかけ 200 たう-
かはょう かっゃぇ, こけょつっさすぇ ┿おしっくうは 〈うかっゃぇ.
‶けいうちうはすぇ くぇ ╀]‶, ういさぇいっくぇ くぇ しこっちうぇか-

くぇ こさっしおけくそっさっくちうは きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ, 
けす ╂╄[╀  けこさっょっかうたぇ おぇすけ „ゅせいっく くっゅけくっく 
ぉはゅぇ”, ぇ つっ ゃこっつぇすかっくうっすけ, おけっすけ すは けしすぇ-
ゃはかぇ  せ たけさぇすぇ, ぉうかけ いぇ „しけかうょぇさっく けこうす ょぇ 
しっ こさうおさうっ かうつくぇ けすゅけゃけさくけしす くぇ けすょっかくう 
たけさぇ” . 
╁うくぇゅう, おけゅぇすけ ╀]‶ っ ぉうかぇ くぇ ゃかぇしす, ゃ 

けぉとうくぇすぇ しぇ しっ しかせつゃぇかう おぇすぇしすさけそうつくう 
しなぉうすうは けす さけょぇ くぇ „ょせこおぇすぇ”, いぇはゃう ′っくけ 
╁かぇえおけゃ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. 
¨す こぇさすうはすぇ せすけつくうたぇ , つっ ゃ おぇいせしぇ  „〈さぇ-

おうは すさっえょ” くはきぇ くうすけ っょうく ょけおせきっくす, 
おけえすけ ょぇ くけしう しっおさっすっく たぇさぇおすっさ うかう 
おかぇしうそうちうさぇくぇ うくそけさきぇちうは う  すけゃぇ ょぇ っ  
こさっつおぇ し くっゅけ ょぇ しっ いぇこけいくぇはす しなゃっすくうちう-
すっ.  ‶けしかっょくけすけ ぉっ おぇいぇくけ ゃ けすゅけゃけさ  くぇ せこ-
さっおぇ くぇ ╀]‶ –╉ぇいぇくかなお, つっ くっ しぇ いくぇっかう いぇ 
こさけぉかっきぇ し „〈さぇおうは すさっえょ” う  くぇしすけはとぇすぇ 
けぉとうくしおぇ せこさぇゃぇ  っ おさうかぇ しなょっぉくうは  おぇいせし 
ゅけょうくう くぇさっょ. 

                                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

′けゃ けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか うきぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, しかっょ 
おぇすけ しかせあっぉくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ  けしゃけぉけょう ょけ-

しっゅぇてくうは ゅせぉっさくぇすけさ ╅うゃおぇ ┿かぇょあけゃぇ. ′ぇ くっえくけ 
きはしすけ ぉっ くぇいくぇつっくぇ  ╃うきうすさうくおぇ ‶っすさせくけゃぇ. 〈は っ 
のさうしす こけ けぉさぇいけゃぇくうっ う うきぇ きっあょせくぇさけょくう しこっ-
ちうぇかういぇちうう こけ きっくうょあきなくす う すなさゅけゃしおぇ きっょうぇちうは, 
おぇおすけ う こけ こさぇゃけ くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい. ¨す 1994 ゅ. っ 
ぇょゃけおぇす おなき ┿ょゃけおぇすしおぇすぇ おけかっゅうは ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╆ぇくうきぇゃぇ しっ し ゅさぇあょぇくしおけ, すなさゅけゃしおけ, ぇょきうくうしすさぇ-
すうゃくけ う ゃっとくけ こさぇゃけ う ╆〉〈.

╃け 31-ゃう きぇさす くはきぇ ょぇ うきぇ こさけぉかっき し けたさぇくぇすぇ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは きせいっえ 
„【うこおぇ – ╀せいかせょあぇ”. ] さってっくうっ くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす すけゃぇ っ ゅぇさぇく-

すうさぇくけ. ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ しかっょゃぇ ょぇ しないょぇょっ くっけぉたけょうきぇすぇ けさゅぇ-
くういぇちうは いぇ こかぇくうさぇくっ う けしうゅせさはゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ こけ ぉのょあっすぇ いぇ 2015 ゅ. う いぇ 
こさけゃっあょぇくっ くぇ こさけちっょせさぇすぇ いぇ けぉとっしすゃっくぇ こけさなつおぇ う しおかのつゃぇくっ  くぇ ょけゅけゃけさ 
いぇ けたさぇくぇ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ 【うこおぇ う けぉっおすうすっ くぇ ′‶╋ “【うこおぇ - ╀せいかせょあぇ”, 
′ぇちうけくぇかくうは うしすけさうつっしおう きせいっえ う ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ゅぇかっさうは いぇ つせあょっしすさぇくくけ 
ういおせしすゃけ. ‶さけぉかっきなす いぇ けたさぇくぇすぇ うき ゃないくうおくぇ いぇさぇょう すけゃぇ, つっ ゃ ぉのょあっすぇ くぇ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ いぇ 2014 ゅ. くっ しぇ こさっょゃうょっくう しさっょしすゃぇ いぇ けたさぇくぇ 
う くっ しなとっしすゃせゃぇす さっいっさゃう, おけうすけ ょぇ こけいゃけかはす けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ くっけぉたけょうきうは 
そうくぇくしけゃ さっしせさし.

╄くうくしおう すぇかぇくすう せつぇしすゃぇ-
たぇ くぇ そっしすうゃぇか ゃ せくゅぇさしおうは 

ゅさぇょ ┿はお. ╋かぇょうすっ ぇさすうしすうつくう 
こさっょしすぇゃうすっかおう くぇ ′』 „╀さぇす-
しすゃけ-1869”  ╋ぇさうは う 〈っは ╀けくっゃう 
せつぇしすゃぇたぇ ゃ 4-ょくっゃくうは そっしすうゃぇか 
ゃ せくゅぇさしおうは ゅさぇょ, しかっょ おぇすけ こけ-
かせつうたぇ かうつくぇ こけおぇくぇ けす おきっすぇ くぇ 
ゅさぇょぇ ╋うおかけて ╉っさっおって. ╃ゃっすっ 
きけきうつっすぇ ういこなかくうたぇ たせきけさうし-
すうつくぇ しちっくおぇ „╉ぇおぇ ]うえおぇ くぇ 
しゃぇすぉぇ ゃ 〉くゅぇさうは” う しっ こさっゃなさくぇ-
たぇ ゃ っょくぇ けす ぇすさぇおちううすっ くぇ こさぇい-
くっくしすゃぇすぇ ゃ ゅさぇょ ┿はお. ╉きっすなす くぇ 
┿はお ╋うおかけて ╉っさっおって しなとけ っ こけ-
あっかぇか ょぇ ゅけしすせゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

′ぇょ 40 おぇいぇくかなつぇくう しっ けすいけゃぇたぇ くぇ こさういうゃぇ くぇ 『っくすなさぇ いぇ けぉ-
とっしすゃっくぇ こけょおさっこぇ いぇ こけきけと くぇ こけしすさぇょぇかうすっ けす くぇゃけょくっくうはすぇ 

ゃ ゅさぇょ ╋ういうは. ]さっょ すはた ぉはたぇ う つかっくけゃっすっ くぇ ╃ぇきしおう おかせぉ „╁はさぇ, ′ぇ-
ょっあょぇ う ╊のぉけゃ” ゃ 【うこおぇ. ╆ぇ こけしすさぇょぇかうすっ けす ╋ういうは う ╀はかぇ ]かぇすうくぇ 
ぉはたぇ ういこさぇすっくう ょさったう, いぇゃうゃおう, けょっはかぇ, しさっょしすゃぇ いぇ かうつくぇ たうゅうっくぇ う 
ょっいうくそっおすぇくすう いぇ 70 かっゃぇ, けしうゅせさっくう けす しかせあうすっかうすっ くぇ 『¨‶. ╇くう-
ちうぇすうゃぇすぇ ぉっ こけょおさっこっくぇ う けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 

╉くうゅぇすぇ „╀けえくうすっ きぇさてけゃっ くぇ 
╀なかゅぇさうは” ぉっ こさっょしすぇゃっくぇ ゃ 

╉ぇいぇくかなお けす くっえくうは ぇゃすけさ ╉さぇしう-
きうさ 〉いせくけゃ, ょうさっおすけさ くぇ うくそけさ-
きぇちうけくくぇ ぇゅっくちうは „《けおせし” う さぇょうけ 
„《けおせし”. ‶さっきうっさぇすぇ くぇ おくうゅぇすぇ ぉっ 
こけしゃっすっくぇ くぇ 80-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
けすおさうゃぇくっすけ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけ-
ぉけょぇすぇ. ‶さっょしすぇゃはくっすけ くぇ おくうゅぇすぇ 
しなゃこぇょくぇ う し ょぇさっくうは けす こけつっすくうは 
ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお,  ゃくせお くぇ 
ぇょのすぇくすぇ くぇ 4-すぇ ょさせあうくぇ くぇ 23 
‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお – こさけそ. 
╂っくつけ ′ぇつっゃ, おけくちっさす くぇ たけさ „╂せ-
しかぇ”. ]さっょ ういこなかくっくうはすぇ, ゃいさうゃうかう 

╆ぇこけつくぇ ちはかけしすくけ けぉ-
くけゃかっくうっ くぇ こってっ-

たけょくうすっ こなすっおう けおけかけ 
せつうかうとぇ, ょっすしおう いぇゃっ-
ょっくうは う ょっすしおう こかけとぇょ-
おう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
けぉとうくぇすぇ. 》けさういけくすぇか-
くぇすぇ きぇさおうさけゃおぇ こさっょ-
しすけう ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃう 
う くぇ こかぇすくぇすぇ くぇ くけゃけ 
ぇしそぇかすうさぇくうすっ せかうちう 
„]すぇさぇ こかぇくうくぇ“, „》さうし-
すけ ╀けすっゃ“, „』ぇゃょぇさ ゃけえ-
ゃけょぇ“, „′うおけかぇ ‶っすおけゃ“. 
╃っえくけしすすぇ しっ ういゃなさてゃぇ 
けす ¨ぉとうくしおけすけ こさっょ-
こさうはすうっ „╉けきせくぇかくぇ 
ょっえくけしす う こけょょさなあおぇ くぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ“.

ちう. ┿おけ すっ しぇ ういくっさゃっくう う しこはす 
ぉかういけ ょけ ゃさぇすぇすぇ, すけゃぇ しなとけ 
っ いくぇお いぇ くっゅぇすうゃくぇ っくっさゅうは. 
╁くうきぇゃぇえすっ う ゃ しかせつぇえ, つっ 
ちゃっすはすぇ ゃう くっ ゃうさっはす う せきうさぇす 
ぉっい こさうつうくぇ! ̈ ゅかっょぇえすっ しっ う いぇ 

しすさぇくくう こさっょきっすう, おけうすけ 
くっ いくぇっすっ けす おなょっ しぇ ょけ-
てかう! 

* ╉ぇお ょぇ こさっきぇたくっすっ 
くっゅぇすうゃくぇすぇ っくっさゅうは 
う ょぇ こさっょこぇいうすっ ょけきぇ 
しう? 
 ′ぇえ-ょけぉさうはす くぇつうく っ 

ょぇ ょけゃっょっすっ しゃっとっくうお, 
おけえすけ ょぇ けしゃっすう あうかうとっ-
すけ ゃう. ′け しなゃしっき しこけおけえ-
くけ きけあっすっ ょぇ こさけぉゃぇすっ う 
すっいう きっすけょう.
1. ′ぇこさぇゃっすっ ょっおけさぇ-

ちうは しなし いなさくぇ けす ちぇさっゃうちぇ, 
さなあ うかう けゃっし う こけしすぇゃっすっ こけ 
っょくぇ ゃなゃ ゃしはおぇ しすぇは. ‶けょきっ-
くはえすっ いなさくぇすぇ さっょけゃくけ. 
2. ╁いっきっすっ しう きせておぇすけ! ′っおぇ 

ょぇ っ つっさゃっくけ! ‶さけしすけ くっ きけ-
あっすっ ょぇ しう こさっょしすぇゃうすっ おけかおけ 
ぉなさいけ ょなさこぇ くっゅぇすうゃくぇすぇ っくっさ-
ゅうは すけゃぇ さぇしすっくうっ. ╆ぇ さぇいかうおぇ 
けす こぇかきうすっ, おけうすけ こけ こさうくちうこ 
しぇ „ょけしすぇゃつうちう“ くぇ けすさうちぇすっか-
くう ゃなかくう. 
3. ′ぇこさぇゃっすっ ゃっくっち けす ゃなさ-

ぉけゃう おかけくおう う ゅけ いぇおぇつっすっ くぇ 
ゃたけょくぇすぇ ゃさぇすぇ. 
4. ╇ くぇえ-ゃぇあくけすけ – けこうすぇえすっ 

しっ ょぇ くっ ょけこせしおぇすっ ゃ ょけきぇ しう 
たけさぇ, しかっょ つうっすけ こけしっとっくうっ しっ 
つせゃしすゃぇすっ ういくっさゃっくう, けすこぇょくぇ-
かう うかう こけかせつぇゃぇすっ しすさぇくくけ くっ-
さぇいこけかけあっくうっ.

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

] けぉくけゃかっくうっすけ くぇ こってったけょくうすっ こなすっおう こさっょ せつっぉくう う ょっすしおう いぇゃっ-
ょっくうは しっ けつぇおゃぇ こさっょう くぇつぇかけすけ くぇ せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ ょぇ ぉなょっ こけかけあっ-
くぇ けとっ こけくっ 1000 おゃ. き. たけさういけくすぇかくぇ きぇさおうさけゃおぇ, おけはすけ しっ こさぇゃう しなし 
しこっちうぇかくぇ きぇさおうさけゃなつくぇ ぉけは.

こせぉかうおぇすぇ くぇ こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし”, ぉっ う きぇさてなす „【せきう ╋ぇさうちぇ”.

》そくおちあう

こさっょしすぇゃっくけ けす おさうゃう くけあけゃっ, ぇおうくぇちう, ぉけえくう ぉさぇょゃう, ゃなさたけゃっ くぇ おけこうは う しすさっかう. ╁こっつぇす
かはゃぇす けすおさうすうすっ おぇかなこう いぇ けすかうゃぇくっ くぇ ぉさけくいけゃう しすさっかう, こけおぇいゃぇとう っょくけ いぇしうかっくけ こさけうい
ゃけょしすゃけ くぇ ゃなけさなあっくうっ けす すさぇおうえしおうすっ きぇえしすけさう.
‶さっょこぇいくけすけ ゃなけさなあっくうっ, こけさぇょう こけ-ゃうしけおぇすぇ しう ちっくぇ, っ こけ-しかぇぉけ こさっょしすぇゃっくけ, くぇえ-ゃっつっ 

けす こさけせつゃぇくうはすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ くっおさけこけかう ゃ 【せきっくしおけ. 】っ ぉなょぇす っおしこけくうさぇくう ぉさけくいけゃう 
う あっかっいくう てかっきけゃっ, さういくうちう う くぇゅさなょくうちう.
╇いかけあぉぇすぇ とっ こさけょなかあう ょけ 30.10. 2014 ゅ. ╁たけょなす っ しゃけぉけょっく.

╃け 21-う しっこすっきゃさう ゃ ╂さぇょしおぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは - ╉ぇいぇくかなお とっ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
さぇいゅかっょぇくぇ っおしこけいうちうはすぇ „╂さぇゃのさう くぇ ょなさゃけ” くぇ  こかっゃっくしおぇすぇ たせょけあくうつおぇ ]うょけくうは 

┿すぇくぇしけゃぇ.
╇いかけあぉぇすぇ っ こけさっょくけすけ いぇゃさなとぇくっ う こけおかけく こさっょ こぇきっすすぇ くぇ っょくけ けす いくぇおけゃうすっ うきっくぇ ゃ 

ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゅさぇそうおぇ ]うょけくうは ┿すぇくぇしけゃぇ. 『はかけしすくぇすぇ おぇさすうくぇ くぇ すゃけさつっしすゃけすけ くぇ たせょけあ
くうつおぇすぇ, つせあょけ くぇ きうきけかっすくうすっ ぇさすうしすうつくう せゃかっつっくうは, けぉたゃぇとぇ ゃさっきっすけ けす 1937-きぇ ょけ 
1988-ゃぇ ゅけょうくぇ. ╉けかっおちうはすぇ, こさっょけしすぇゃっくぇ けす  ‶かっゃっくしおぇすぇ ゅぇかっさうは “╇かうは ╀っておけゃ”, こさっょ

しすぇゃかはゃぇ こけゃっつっ けす 50 ゅさぇそうおう, さぇぉけすっくう ゃ こっさうけょぇ しかっょ 1960-ぇ ゅけょうくぇ.
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‶け ゃさっきっ くぇ  [せしおけ-すせさ-

しおぇすぇ ゃけえくぇ (1877-1878) 
くぇ 【うこおぇ しっ さぇいうゅさぇゃぇす くぇえ-
さってうすっかくうすっ ぉうすおう, こさっょけこ-
さっょっかうかう こけぉっょくうは ういたけょ くぇ 
ゃけえくぇすぇ, ょけくっしかぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
しゃけぉけょぇ しかっょ こっすゃっおけゃくけ けし-
きぇくしおけ さけぉしすゃけ. 

╆ぇっょくけ し させしおうすっ ゃけえしおう ゃ 
しさぇあっくうはすぇ しぇ ゃいっかう せつぇしすうっ う 
けおけかけ 6 000 ぉなかゅぇさう.

╆ぇ こなさゃう こなす ょっこせすぇすうすっ
けす 〉つさっょうすっかくけすけ しなぉさぇくうっ 

ゃ 〈なさくけゃけ こさっい 1879 ゅ.
ういょうゅくぇかう うょっはすぇ いぇ

ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こぇきっすくうお, 

おけえすけ ょぇ ゃなこかなすう ゃ しっぉっ しう 
ゃしっくぇさけょくぇすぇ こさういくぇすっかくけしす 
おなき こけょゃうゅぇ くぇ けこなかつっくちう う 
させしう, いぇゅうくぇかう こけ ゃさっきっ くぇ ¨し-
ゃけぉけょうすっかくぇすぇ ゃけえくぇ.
‶さっい しかっょゃぇとうすっ ょっしっすうかっすうは 

すぇいう うょっは っ こけょっすぇ う こけこせかはさう-
いうさぇくぇ けす くぇてう ゃうょくう けぉとっしす-
ゃっくうちう. ′け っょゃぇ こさっい 1920 ゅ. 
しっ こさうしすなこゃぇ おなき けしなとっしすゃは-
ゃぇくっすけ え, おけゅぇすけ くぇ おけくゅさっしぇ 
くぇ ‶けぉけさくうおけ-けこなかつっくしおけすけ 

ょさせあっしすゃけ しっ ゃいっきぇ さってっくうっ 
ょぇ しっ ういょうゅくっ こぇきっすくうお ゃ つっしす 
くぇ 50-ゅけょうてくうくぇすぇ けす 【うこつっく-
しおうすっ ぉけっゃっ.
]そけさきうさぇく っ てっしすつかっくっく 

おけきうすっす, ゃ しなしすぇゃぇ くぇ おけえすけ 
ゃかういぇす ゃっすっさぇくうすっ-けこなかつっくちう 

╂けしこけあけ ]ぇゃうちおぇは, おぇお-
ゃう ぉはたぇ こなさゃうすっ ╁う ゃこっ-
つぇすかっくうは けす こぇきっすくうすっ いぇ 
¨しゃけぉけょうすっかくぇすぇ ゃけえくぇ 
きっしすぇ, おけうすけ こけしっすうたすっ ゃ 
╀なかゅぇさうは? 
- ╁ ╀なかゅぇさうは うきぇ 440 こぇ-

きっすくうちう けす [せしおけ-すせさしおぇすぇ 
ゃけえくぇ 1877-1878 ゅけょうくぇ. ╁ 
╋けしおゃぇ – っょうく. ╇きぇかぇ しなき 
しなかいう, こさっあうゃはゃぇくうは, くけ 
くうおけゅぇ くっ しなき いぇしすぇゃぇかぇ くぇ 
おけかっくっ こさっょ うおけくう. ┿ すせお, 
ぇい いぇしすぇくぇた くぇ おけかっくっ こさっょ 
╉けしすくうちぇすぇ! ╁  ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ しぇ ぉうかう せくうあっくう たうかはょう 
くっえくう あうすっかう... 〈けゃぇ すけか-
おけゃぇ しうかくけ こけすさっしっ ょせてぇすぇ 
きう, つっ ぇい さぇいぉさぇた, つっ くはきぇ 
おぇお ょぇ しう すさなゅくぇ けす すぇき, ぉっい 
ょぇ くぇこさぇゃは すけゃぇ. ╉けゅぇすけ ぉはた 
すせお, ゃ ╀なかゅぇさうは, けぉうおぇかはえおう 
うしすけさうつっしおうすっ きっしすぇ, しう きう-
しかった いぇ さっこけさすぇあう, いぇ こけゃっしす 
ゃ さぇいおぇいう, くけ おけゅぇすけ しっ こさう-
ぉさぇた せ ょけきぇ, しう こけきうしかうた, 
つっ すけゃぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ しぇきけ 
さけきぇく, こさう すけゃぇ – さけきぇく, 
しっさうけいっく. [けきぇく, おけえすけ, おぇお-
すけ こけしかっ おぇいぇ ╀うしっさ ╉うさけゃ, 
しかっょ ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ くっ っ こうしぇく. 
[ぇいぉさぇた, つっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇ-
こうてっ きくけゅけこかぇしすけゃ さけきぇく し 
けしくけゃっく ゅっさけえ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
おぇおすけ くうっ ういぉさぇたきっ, くけ う さけ-
きぇく くぇ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは. ┿ おぇすけ 
しうきゃけか くぇ ╀なかゅぇさうは っ ういぉさぇ-
くぇ きかぇょぇ ょっゃけえおぇ. ╁ さけきぇくぇ 
すは, おぇおすけ う ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, 
しっ さぇいぉけかはゃぇ う っ かっおせゃぇくぇ 
けす させしおう かっおぇさ... ╆ぇこけいくぇた 
しっ けぉしすけえくけ し うしすけさうはすぇ くぇ 
ぃかうは ╁さっゃしおぇは. 〈は こさけょぇゃぇ 
うきっくうっすけ しう う うょゃぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは ょぇ こけきぇゅぇ... ╄しすっしすゃっくけ, 
ちはかぇ [せしうは すけゅぇゃぇ しっ っ ゃょうゅ-
くぇかぇ, いぇとけすけ ╀なかゅぇさうは っ 
たさうしすうはくしおぇ しすさぇくぇ. ╁ さけきぇ-
くぇ いゃせつう きけかうすゃぇ, おけはすけ つせた 
ゃ 【うこつっくしおうは たさぇき, こしぇかき 
くぇ 『ぇさ ╃ぇゃうょ: “...╀けあっ, くっ 
こけいゃけかはゃぇえ ょぇ ぉなょぇ ういかな-
ゅぇく...!“ ╇ すけゃぇ っ けしくけゃくぇすぇ 
きう きうしなか ゃ さけきぇくぇ: “╀けあっ, 
くっ こけいゃけかはゃぇえ ょぇ ぉなょっ うい-
かなゅぇく つうすぇすっかはす!“ ]すぇさぇかぇ 
しなき しっ ょぇ ぉなょぇ こさぇゃょうゃぇ. ¨す 
っょくぇ しすさぇくぇ っ あぇかおけ いぇ すせさ-
ちうすっ, おけうすけ ゅうくぇす, けす ょさせゅぇ 
しすさぇくぇ – あぇかおけ っ いぇ ぉなかゅぇ-
さうすっ, おけうすけ いぇゅうゃぇす, けす すさっすぇ 
しすさぇくぇ – あぇかおけ いぇ させしくぇちう-
すっ, ぇさきっくちうすっ, ゅなさちうすっ, しなさ-
ぉうすっ... ╅ぇかおけ いぇ ゃしうつおう! ╇ 
ゃ おさぇは くぇ さけきぇくぇ うょゃぇ すぇいう 
きうしなか – ちうすぇす くぇ くぇて こけっす, 
おけえすけ おぇいゃぇ: “╇しすうくぇすぇ ゃう-
くぇゅう すなさあっしすゃせゃぇ, くけ いぇとけ 
こけしかっ?“. ╆ぇとけ こけしかっ ゃうくぇゅう 
すなさあっしすゃせゃぇ うしすうくぇすぇ?... 
╁ さけきぇくぇ きぇおしうきぇかくけ っ うい-

ゃぇょっくぇ うくそけさきぇちうは, おけはすけ っ 
くっういゃっしすくぇ すぇき, ゃ [せしうは... ╆ぇ 
ょくってくぇ [せしうは ゃしうつおう させしおけ-
すせさしおう ゃけえくう しぇ っょくけ う しなとけ, 
ぇ ぇい うしおぇた ょぇ こけおぇあぇ さぇい-
かうつくぇすぇ [せしおけ-すせさしおぇ ゃけえ-
くぇ けす 1877-1878-きぇ ゅけょうくぇ. 
¨こうすぇた ょぇ くぇこさぇゃは すけゃぇ つさっい 
たせょけあっしすゃっくうすっ ゅっさけう, おけうすけ 
くうっ ゃなゃっょけたきっ. 〈っ あうゃっはす ゃ 
っょくけ うしすけさうつっしおう すさぇゅうつくけ 
ゃさっきっ, ゅっさけうつくけ ゃさっきっ くぇ 
こけぉっょう う くっゃっさけはすくけ, そぇく-
すぇしすうつくけ ゃさっきっ  くぇ ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇくっ くぇ っょうく ゅさぇょ, おけえすけ 
っ ぉうか しなゃしっき せくうとけあっく けす 
ゃけえくぇすぇ. ┿おけ こさうっきっすっ すけゃぇ 
つせしすゃけ ゃ さけきぇくぇ, ぉうた ぉうかぇ 
とぇしすかうゃぇ おぇすけ ぇゃすけさ.

╉ぇお っ おけくしすさせうさぇく しの-
あっすなす? ╉ぇおゃけ くけゃけ とっ 
くぇきっさう ゃ くっゅけ つうすぇすっかはす, 
いぇ おけゅけすけ うしすけさうつっしおうすっ 

しなぉうすうは すせお しぇ ょけぉさっ こけ-
いくぇすう? 
- ]のあっすなす しっ さぇいゃうゃぇ うきっく-

くけ すせお. ╁ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ╉ぇ-
いぇくかなお, ゃさなた 【うこおぇ. ╉けゅぇすけ 
さぇいゅかっょぇた 【うこおぇ う さぇいきうし-
かうた, しう しこけきくうた  〈うぉっすしおぇ-
すぇ おくうゅぇ くぇ きなさすゃうすっ. 〈ぇき 
うきぇ きくけゅけ うくすっさっしくぇ きうしなか: 
„╉けゅぇすけ せきさって, とっ ゃうょうて 
つせょけゃうとっ, おけっすけ けたさぇくはゃぇ 
すゃけは こなす. 『っかせくう ゅけ ゃ くっゅけ-
ゃぇすぇ  けすゃさぇすうすっかくぇ こぇしす う 
おぇあう: „〈う, すけゃぇ しなき ぇい“. 〈け-
ゅぇゃぇ ゃしうつおけ とっ させたくっ う すう 
くはきぇ ょぇ こけかっすうて ゃ けとっ っょくけ 
こっいこぇきっすくけ しなとっしすゃせゃぇくっ, 
ぇ とっ こさっきうくって くぇ しなゃしっき 
ょさせゅけ くうゃけ“. ╁しうつおう おくうゅう, 
う 〈うぉっすしおぇすぇ おくうゅぇ くぇ きなさす-
ゃうすっ, う ╄ゅうこっすしおぇすぇ おくうゅぇ 
くぇ きなさすゃうすっ, う しかぇゃはくしおうすっ 

ょせたけゃくう こさぇおすうおう, こさうすつう, 
きくけゅけ ょさせゅう う ゃ すけゃぇ つうしかけ 
– う ╁ぇくゅぇ, ゃしうつおう おぇいゃぇす, つっ 
つけゃっおなす っ ょけてなか くぇ いっきはすぇ, 
いぇ ょぇ けぉうつぇ う ょぇ しなぉうさぇ いくぇ-
くうは. 〈ぇおぇ しっ さけょう う うょっはすぇ: 
くぇえ-ゃぇあくけすけ っ かのぉけゃすぇ! ╊の-
ぉけゃすぇ おなき しゃけはすぇ いっきは, さけ-
ょうくぇ, しゃけはすぇ あっくぇ. ╃っしっすすっ 
╀けあう いぇこけゃっょう  おぇいゃぇす: „′っ 
せぉうゃぇえ, くっ おさぇょう, くっ こさっかの-
ぉけょっえしすゃぇえ!...“ ╆くぇつう: „′っ 
こさっしすなこゃぇえ かのぉけゃすぇ!“. ‶さっし-

すなこかっくうっすけ しさっとせ かのぉけゃすぇ 
っ こさっしすなこかっくうっ こさっょ ちっかうは 
しゃはす. 〈けゃぇ っ けしくけゃくぇすぇ きう-
しなか ゃ さけきぇくぇ う しのあっすなす しっ 
さけょう うきっくくけ すせお. ╆ぇとけすけ う 
ゃ ╉けさぇくぇ っ おぇいぇくけ ょぇ くっ しっ 
せぉうゃぇ, くけ おけゅぇすけ ゃ さけきぇくぇ しっ 
いぇょぇゃぇ ゃなこさけしなす: “╆ぇとけ しっ 
せぉうゃぇ, ゃなこさっおう すっいう いぇぉさぇ-
くう?“, けすゅけゃけさなす っ: “]ゃっすなす 
っ こけかせょはか“. ]ゃっすなす っ こけかせ-
ょはか う しっゅぇ. 〈けえ う こさっょう 50, 
う こさっょう 60 ゅけょうくう っ ぉうか ゃ 
しなとけすけ しなしすけはくうっ. ]ゃっすなす 
こけしすけはくくけ こけかせょはゃぇ. ╇ いぇ ょぇ 
くっ こけゃすぇさは しゃっすなす こけしすけはくくけ 
ゅさっておぇすぇ しう う ょぇ ういこぇょぇ けす-
くけゃけ ゃ しなしすけはくうっ くぇ ぉっいこぇ-
きっすくけしす, すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゅけゃけさう 
いぇ ゃけえくぇすぇ. ╇きぇ たけさぇ, おけうすけ 
こけぉっあょぇゃぇす ゃしうつおう すっいう こさっ-
こはすしすゃうは くぇ ゃけえくぇすぇ. 〈ぇおうゃぇ 

しぇ たけさぇすぇ けす きけは さけきぇく. 〈っ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇす ゅさぇょぇ しう. ¨す 
すぇき しっ さけょう う しのあっすなす くぇ 
さけきぇくぇ. ╉けゅぇすけ ぇい ゃうょはた ゃ 
╀なかゅぇさうは ゃしうつおう すっいう おけしすう, 
おせさてせきう, こせておう /ぇ ぇい くうおけ-
ゅぇ くっ ゅかっょぇき そうかきう, おけゅぇすけ 
ゃ すはた うきぇ けさなあうっ..., いぇとけすけ 
すけ させてう...! /, ぇい ゃうくぇゅう, おぇすけ 
きぇえおぇ, しう おぇいゃぇき: „′っ ぉうた 
うしおぇかぇ ゃけえくぇすぇ ょぇ しっ しかせつ-
ゃぇ!“. ╉ぇおすけ う しっゅぇ くっ うしおぇき 
ぉけきぉう ょぇ かっすはす くぇょ ╃けくっちお. 

′うおけえ くっ うしおぇ すけゃぇ. ╇しおぇす 
しぇきけ けくっいう, おけうすけ うきぇす こぇさう, 
いぇ ょぇ うきぇす けとっ こけゃっつっ こぇさう. 
╆ぇすけゃぇ くうっ, きぇかおうすっ たけさぇ, 
おけうすけ しきっ ょけかせ, ゃ けしくけゃぇすぇ 
くぇ しけちうぇかくぇすぇ しすなかぉうちぇ, こう-
しぇすっかう けす [せしうは, おぇすけ ]ぇゃうち-
おぇは, こっくしうけくっさうすっ けす ╀なかゅぇ-
さうは..., くぇてうすっ こさうはすっかう けす 
さぇいかうつくうすっ しすさぇくう, こぇすさう-
けすう, ゃしうつおう くうっ うしおぇきっ っょくけ 
う しなとけ: ╊のぉけゃ, とぇしすうっ, きうさ.

┿ うきぇてっ かう くっとけ, おけっすけ 
けすこぇょくぇ けす こなさゃけくぇつぇか-
くぇすぇ うょっは いぇ さけきぇくぇ?
- 】っ さぇいおぇあぇ くっとけ うくすっ-

さっしくけ. ╉けゅぇすけ ぉはたきっ きくけゅけ 
きぇかおう, おぇすけ こうけくっさう, うきぇたきっ 
っょくう こさうはすっかう けす さぇいかうつくう 
しけちうぇかうしすうつっしおう しすさぇくう – 
こうてったきっ しう こうしきぇ. ╁っょくなあ 

きけはすぇ しっしすさぇ こけかせつう こうしきけ 
けす ╀なかゅぇさうは. ╁ くっゅけ うきぇてっ 
そけすけゅさぇそうは くぇ 【うこおぇ. ╆ぇ-
こけきくうた ゅけ いぇゃうくぇゅう, ぇ おけゅぇすけ 
ぉはた いぇ こさなゃ こなす ゃ ╀なかゅぇさうは, 
さぇいぉさぇた いぇ しさっょしすゃぇすぇ, ょぇょっ-
くう けす ╂さぇそ ╇ゅくぇすうっゃ う ¨かゅぇ 
]おけぉっかっゃぇ. ]っしすさぇ きう しなとけ 
しっ おぇいゃぇ ̈ かゅぇ. ┿い ゃいった いぇ くっは 
すけつくけ すぇおぇゃぇ そけすけゅさぇそうは 
けす ╀なかゅぇさうは – 【うこおぇ. ╇ すは 
しすさぇたけすくけ しっ いぇさぇょゃぇ. ╀なか-
ゅぇさけ-させしおぇすぇ ょさせあぉぇ っ きくけゅけ 

╃けおせきっくすぇかくけ-たせょけあっしすゃっくうはす 
さけきぇく くぇ ]ゃっすかぇくぇ ]ぇゃうちおぇは, こけし-
ゃっすっく くぇ [せしおけ-すせさしおぇすぇ けしゃけぉけ-
ょうすっかくぇ ゃけえくぇ - „╀ぇかおぇくなす“, ぉってっ 
こさっょしすぇゃっく ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ くぇゃっつっさう-
っすけ くぇ つっしすゃぇくっすけ くぇ ゅけょうてくうくぇすぇ 
けす 【うこつっくしおぇすぇ っこけこっは. 
╉くうゅぇすぇ ういかっいっ こなさゃけ くぇ させしおう 

っいうお ゃ 》ぇさおけゃ こさっい 2013-すぇ, ぇ こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ っ ゃっつっ こさっゃっょっくぇ う くぇ 
ぉなかゅぇさしおう. [けきぇくなす っ くぇこうしぇく くぇ けし-
くけゃぇすぇ くぇ こさけせつゃぇくうは くぇ きぇかおけ こけ-
いくぇすう ょけおせきっくすう う さぇいおぇいう くぇ しなゃ-
さっきっくくうちう.
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おくうゅう. [けょっくぇ っ ゃ ゅさぇょ ̈ さょあけくうおうょ-
いっ. 』かっく-おけさっしこけくょっくす っ くぇ ╋っあょせ-
くぇさけょくぇすぇ ぇおぇょっきうは こけ ぉっいけこぇしくけしす 
くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ. ‶なさゃうすっ くっえくう 
さぇいおぇいう う しすうたけゃっ しっ こけはゃはゃぇす くぇ 
ぉはか しゃはす こさっい 1978 ゅけょうくぇ. ¨しくけ-
ゃぇすっか っ う こさっょしっょぇすっか  くぇ させしおぇすぇ 
かうすっさぇすせさくぇ けぉとくけしす Golden Pen. 
¨す 6 ゅけょうくう こけょょなさあぇ しけぉしすゃっくぇ 
うくすっさくっす しすさぇくうちぇ www.skazswet.
ru, こさけおかぇきうさぇとぇ ゃさないおうすっ きっあょせ 
かうすっさぇすせさくうすっ けぉとくけしすう ゃ ]なさぉうは, 
╂っさきぇくうは, ╇いさぇっか, 《さぇくちうは, 〉おさぇえ-
くぇ, ╂なさちうは, ]┿】, ╀なかゅぇさうは う [せしうは.
¨しゃっく ゃ ぇきこかけぇすけ しう くぇ こうしぇすっか, 

ぇゃすけさおぇすぇ ]ゃっすかぇくぇ ]ぇゃうちおぇは っ こけ-
いくぇすぇ う おぇすけ あせさくぇかうしす, ぉぇさょ, こさっ-
ゃけょぇつ けす ぉなかゅぇさしおう う しさなぉしおう う すっ-
かっゃういうけくっく ゃけょっと. ╆ぇ すゃけさつっしすゃけすけ 
しう すは こけかせつぇゃぇ „╆かぇすくけすけ こっさけ くぇ 
[せしうは“. ┿ゃすけさ っ くぇ きくけゅけ ょっすしおう しすう-
たけゃっ う こっしくう.
]ぇゃうちおぇは ぉっ せょけしすけっくぇ し こけつっすっく 

いくぇお くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす - ]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, こけ ゃさっきっ くぇ 
こけしっとっくうっ くぇ させしおぇ ょっかっゅぇちうは せ くぇし 

ゅっくっさぇか-きぇえけさ ′うおけかぇ ╂っ-
くっゃ, ゅっくっさぇか-きぇえけさ ]すぇくつけ 
[ぇょけえくけゃ, ╇ゃぇく ╀けぉっゃしおう, 
》ぇさぇかぇきこう ╉ぇさぇしすけはくけゃ, 
〈けょけさ ╉うさけゃ う ′うおけかぇ ╀っ-
かけゃっあょけゃ. ╁こけしかっょしすゃうっ 
しぇ ゃおかのつっくう う こさっょしすぇゃう-
すっかう くぇ きうくうしすっさしすゃぇ, ゃっ-

ょけきしすゃぇ う けぉとっしすゃっくう けさ-
ゅぇくういぇちうう. 

‶さっい 1924 ゅ. っ けぉはゃっく 
おけくおせさし いぇ こさけっおす くぇ 

きけくせきっくすぇ.

 ╉けきうすっすなす しっ けぉさなとぇ し 
こさういうゃ おなき ぉなかゅぇさしおうは くぇ-
さけょ いぇ しなぉうさぇくっ くぇ しさっょ-
しすゃぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ こぇ-
きっすくうおぇ.
[ってっくけ っ こぇきっすくうおなす ょぇ 

しっ ういゅさぇょう こけ こさけっおすぇ くぇ 
ぇさたうすっおすぇ ┿すぇくぇし ╃けくおけゃ う 
しおせかこすけさぇ ┿かっおしぇくょなさ ┿く-
ょさっっゃ.
¨しくけゃくうはす おぇきなお しっ こけ-

かぇゅぇ すなさあっしすゃっくけ こけ ゃさっ-
きっ くぇ つっしすゃぇくっすけ くぇ 45-ゅけ-
ょうてくうくぇすぇ けす ゅっさけうつくぇすぇ 
いぇとうすぇ くぇ 【うこおぇ.
]すさけうすっかくうすっ さぇぉけすう いぇ-

こけつゃぇす こさっい ぇゃゅせしす 1926 ゅ. 

う ょけ おさぇは くぇ 1929 ゅ. ゅさせ-
ぉけすけ しすさけうすっかしすゃけ っ いぇゃなさ-
てっくけ, ぇ ょけゃなさてうすっかくうすっ 
さぇぉけすう こさけょなかあぇゃぇす ょけ 
1934 ゅ.

けすょぇゃくぇ う しうかくけ いぇおけょうさぇくぇ. 
╉けゅぇすけ さけきぇくなす ぉってっ ゅけすけゃ, 
しなゃしっき しかせつぇえくけ きう しっ けぉぇょう 
こなさゃうはす しっおさっすぇさ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおけすけ こけしけかしすゃけ ゃ ╋けしおゃぇ う 
きっ こけおぇくう ゃ ╂っさぉけゃぇすぇ いぇかぇ 
くぇ こけしけかしすゃけすけ. 〈っ つっしすけ きっ 
おぇくはす. ┿い けすうょけた う ゃ すけいう ょっく 
すぇき ぉはたぇ くぇゅさぇょっくう 10 ょせてう 
し ¨さょっく „]ぇきぇさしおう おさなしす“. 
〈けゃぇ っ しこっちうぇかっく けさょっく, せつ-
さっょっく いぇ うくすっかうゅっくちうはすぇ くぇ 
[せしうは, おけはすけ しっ いぇくうきぇゃぇ し 
ういせつぇゃぇくっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは. 
‶さういくぇすっかくぇ しなき, つっ こけかせつうた 
すぇいう つっしす, くけ くうっ くっ しきっ しっ 
いぇくうきぇゃぇかう し さけきぇくぇ いぇさぇょう 
くぇゅさぇょうすっ, ぇ いぇさぇょう さっいせかすぇ-
すぇ.  

╇きぇたすっ かう さぇいゅけゃけさう し 
こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ きの-
しのかきぇくしおぇすぇ けぉとくけしす ゃ 
╀なかゅぇさうは, ょけおぇすけ こけょ-
ゅけすゃはたすっ さけきぇくぇ? ╇, おぇお 
きうしかうすっ, ょぇかう たけさぇすぇ けす 
さぇいかうつくうすっ っすくけしう う ゃっさけ-
ういこけゃっょぇくうは ぉうたぇ こさうっかう 
っょくぇおゃけ ╁ぇてうは さけきぇく? 
- ╃ぇ, さぇいぉうさぇ しっ. ′うっ きくけ-

ゅけ うしおぇきっ すけいう さけきぇく ょぇ しっ 
ゃないこさうっきっ けす きのしのかきぇくしおぇすぇ 
けぉとくけしす. ╁ こなさゃぇすぇ ゅかぇゃぇ くぇ 
さけきぇくぇ ゃ ょなかぉけつうくぇ しっ さぇい-
ゅかっあょぇ ╉けさぇくなす. ┿ すけえ, くぇ-
こうしぇく 7 ゃっおぇ しかっょ ╀うぉかうはすぇ, 
こけゃすぇさは きくけゅけ けす きけさぇかくうすっ 
ちっくくけしすう ゃ くっは. ┿い ぉうた うしおぇ-
かぇ ょぇ こけょぇさは くぇ きのしのかきぇくう-
すっ すったくうは ╉けさぇく, おけえすけ すっ くっ 
こけいくぇゃぇす. ′うっ, おぇすけ ぇゃすけさう, 
いぇっょくけ し ╊のぉけきうさ, しきっ けすおさう-
すう, ょけさう うしおぇきっ けす すけいう こさけ-
っおす ょぇ くぇこさぇゃうき たせょけあっしすゃっく 
そうかき しなゃきっしすくけ: 〈せさちうは – 
[せしうは – ╀なかゅぇさうは.  ¨とっ くっとけ 
うくすっさっしくけ – くぇ 【うこおぇ しぇ いぇ-
ゅうくぇかう しすさぇてくけ きくけゅけ っゃさっう. 
╃ぇ, うきぇ っゃさっう, おけうすけ しぇ しかせ-
あうかう ゃ [せしおぇすぇ ぇさきうは. ┿い ゃう-
ょはた きくけゅけ っゃさっえしおう そぇきうかうう 
くぇ いぇゅうくぇかう くぇ 【うこおぇ. ╉ぇおゃけ 
しう ういはしくうた? ¨おぇいゃぇ しっ, つっ こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ ゃ [せしうは っ うきぇかけ 
しかっょくぇすぇ こさぇおすうおぇ, ういゃっしすくぇ 
けす ]せゃけさけゃしおけすけ せつうかうとっ: 
ょっちぇすぇ けす しっきっえしすゃぇ くぇ いぇゅう-
くぇかう さけょうすっかう – っゃさっう, ぉっ-
ょくう っゃさっう, いぇとけすけ ぉけゅぇすうすっ 
しぇ しっ けすおせこゃぇかう, おぇおすけ う ょっちぇ 
くぇ ちうゅぇくう, ょっちぇ けす ぉっょくうすっ 
しなしかけゃうは, しぇ ぉうかう けぉせつぇゃぇくう 
4-5 ゅけょうくう いぇ ぇさきうはすぇ, すけつくけ 
おぇおすけ ぉなかゅぇさしおうすっ ょっちぇ しぇ 
ぉうかう ゃいうきぇくう っくうつぇさう ゃ すせさ-
しおぇすぇ ぇさきうは. ╁ こさけょなかあっくうっ 
くぇ けぉせつっくうっすけ しう すっいう っゃさっう 
しぇ こけしっとぇゃぇかう こさぇゃけしかぇゃくう 
つっさおゃう, いぇぉさぇゃはかう しぇ さけょくぇ-
すぇ しう ゃはさぇ う しぇ こけかせつぇゃぇかう 
そぇきうかうう し けおけくつぇくうっ „うく“. 
┿おけ ゅけゃけさうき いぇ うしすうくぇすぇ, 
くっおぇ ょぇ は おぇあっき ょけ おさぇえ: ╃ぇ! 
╁なゃ ゃけえくぇすぇ っ うきぇかけ う っゃさっう. 
╁ さけきぇくぇ うきぇ しこっちうぇかくぇ ゅかぇ-
ゃぇ いぇ っゃさっうすっ ゃ させしおぇすぇ ぇさ-
きうは. ╇きぇ うしすけさうつっしおう そぇおすう 
いぇ すけゃぇ, つっ っゃさっう ゅっさけえしおう 
しぇ いぇとうすぇゃぇかう 【うこおぇ. ╀うかけ 
っ. ╁なゃ ゃけえくぇすぇ っ うきぇかけ しなとけ 
せおさぇうくちう, ぇさきっくちう... ╁っさっく っ 
う そぇおすなす, つっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
っ せくうとけあっくけ しなとけ う すせさしおけ 
くぇしっかっくうっ – こけかけゃうくぇすぇ けす 
せくうとけあっくけすけ くぇしっかっくうっ っ 
すせさしおけ. 〈け しなとけ っ こけしすさぇょぇ-
かけ. ′うっ おぇいゃぇきっ „すせさしおけ うゅけ“, 
くけ すせさちうすっ しなとけ しぇ ぉうかう しさっょ 
こけしすさぇょぇかうすっ. 〈っ しぇ ゅせぉうかう 
ょっちぇ, こぇさう う こさけつうっ. ╄しすっしす-
ゃっくけ, ぉなかゅぇさうすっ しぇ こけしすさぇょぇ-
かう こけゃっつっ.
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┿ゃすっくすうつくぇすぇ う っょうくしすゃっくぇ ぇこけおさうそくぇ さっつ くぇ ′. ╁. ぉなか-
ゅぇさしおうは ちぇさ ╀けさうし 〈さっすう, おけはすけ すけえ  ょなさあう こけ ゃさっきっ くぇ 

けすおさうゃぇくっすけ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけょぇすぇ くぇ ゃさなた 【うこおぇ くぇ 

26 ぇゃゅせしす 1934, ゅけょうくぇ ゃっつっ っ しけぉしすゃっくけしす くぇ ╇╋ „╇しおさぇ”. 
╉けこうっすけ くぇ すぇいう さっつ, けすおさうすぇ ゃ しすぇさう うしすけさうつっしおう ういすけつくう-
ちう,  こけょぇさう こけつっすくうはす ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお  おぇさょうけたう-
させさゅなす こさけそ. ╂っくつけ ′ぇつっゃ. 〈けえ ゃさなつう ょぇさぇ しう くぇ ょうさっおすけさぇ 
くぇ きせいっは ╋けきつうか ╋ぇさうくけゃ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ すなさあっしすゃぇすぇ 
いぇ  つっしすゃぇくっすけ くぇ 80-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ  けす けすおさうゃぇくっすけ くぇ 
‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけょぇすぇ. 
„【うこおぇ っ ゅっさけうつくうはす けぉさぇい くぇ ╀なかゅぇさしおけすけ ゃないさぇあょぇくっ, 

いぇとけすけ しなぉうさぇ ゃ っょうく っこうつっしおう せしすさっき きなあっしすゃけすけ う ょせ-
たけゃくぇすぇ しうかぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ. ╉ぇすけ こなすはす ょけ 【うこおぇ くっ 
っ けす くうとけすけ ょけてなか. ‶け くっゅけ っ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ちなさおゃぇ くぇ 《っ-
くっさ, かけぉくけすけ きはしすけ くぇ ╊っゃしおう, くぇ ╀けすっゃ, 』っさってけゃけ すけこつっ“, 
おぇいゃぇ ゃ さっつすぇ しう すけゅぇゃぇ こさっょ しすけすうちうすっ ぉなかゅぇさう, しなぉさぇかう 
しっ くぇ ゃさなた ]ゃっすう ′うおけかぇ いぇ しなぉうすうっすけ, ぉなかゅぇさしおうはす ちぇさ 
╀けさうし 〈さっすう.
‶さけそ. ╂っくつけ ′ぇつっゃ っ ゃくせお くぇ ぇょのすぇくすぇ くぇ 4-すぇ ょさせあうくぇ ゃ 

しかぇゃくうは 23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお ╂っくつけ 》ぇょあうゅっく-
つっゃ. ╆ぇっょくけ し ╉さぇしうきうさ 〉いせくけゃ っ しなぇゃすけさ くぇ おくうゅぇすぇ „╇し-
すけさうはすぇ くぇ 23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお“. ‶け ゃさっきっ くぇ 
すぇいゅけょうてくうすっ つっしすゃぇくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお こさけそ. ′ぇつっゃ こけょぇさう 
くぇ しなゅさぇあょぇくうすっ しう, ゃ しなけさゅぇくういぇちうは し ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おけくちっさす くぇ たけさ „╂せしかぇ”. ‶さっょしすぇゃっくぇ ぉっ う  おくうゅぇすぇ „╀けえくう-
すっ きぇさてけゃっ くぇ ╀なかゅぇさうは”. 〈は っ ういょぇくうっ くぇ ╇くそけさきぇちうけくくぇ 
ぇゅっくちうは „《けおせし” う さぇょうけ „《けおせし”.

╃っかはくぇ 〈さうそけくけゃぇ 

¨そうちうぇかくけすけ けすおさうゃぇくっ 
くぇ ‶ぇきっすくうおぇ

くぇ しゃけぉけょぇすぇ しすぇゃぇ くぇ
26 ぇゃゅせしす 1934 ゅ.

]すけすうちう たうかはょう たけさぇ けす 
ゃしうつおう おさぇうとぇ くぇ しすさぇくぇすぇ 
しっ しすうつぇす くぇ すなさあっしすゃけすけ.

‶ぇきっすくうおなす くぇこけょけぉはゃぇ 
しさっょくけゃっおけゃくぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
おさっこけしす. ╇いゅさぇょっく っ ゃなゃ 
そけさきぇ くぇ こさっしっつっくぇ つっすう-
さうなゅなかくぇ こうさぇきうょぇ, おぇすけ 
っしすっしすゃっくけ こさけょなかあっくうっ 
くぇ こかぇくうくしおうは ゃさなた, ゃなさたせ 
おけえすけ っ ういょうゅくぇす.
╁うしけお っ 31,5 きっすさぇ. ╃け くっゅけ 

ゃけょはす ぇゃすけきけぉうかっく こなす う おぇ-
きっくくけ しすなかぉうとっ し 894 しすな-
こぇかぇ.
′ぇ ちっくすさぇかくうは ゃたけょ ゅけさょけ 

しすけう 

ぉさけくいけゃ かなゃ, ょなかなゅ 8 
きっすさぇ う ゃうしけお 4 きっすさぇ, 
しうきゃけか くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 

ょなさあぇゃくけしす. 

╊なゃなす さぇいおなしゃぇ ゃっさうゅぇ し 
こさっょくうすっ しう かぇこう う っ けぉなさ-
くぇす くぇ ういすけお – こけしけおぇすぇ, けす 
おけはすけ しぇ ょけてかう けしゃけぉけょうすっ-

かうすっ.
╅っくしおぇ そうゅせさぇ けかうちっすゃけ-

さはゃぇ こけぉっょぇすぇ くぇょ すせさしおうすっ 
ゃけえしおう.
′ぇ すさう けす しすさぇくうすっ  し ぉさけく-

いけゃう ぉせおゃう しぇ ういこうしぇくう うきっ-
くぇすぇ くぇ 【うこおぇ, 【っえくけゃけ う 

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ – すぇき, おなょっすけ 
しぇ ゃけょっくう けあっしすけつっくう ぉうすおう 
きっあょせ けこなかつっくちう う こけさけぉう-
すっかう.
‶さっい 1957 ゅ. っ ういゃなさてっくぇ 

つぇしすうつくぇ さっおけくしすさせおちうは くぇ 
こぇきっすくうおぇ.
¨すすけゅぇゃぇ こさういっきくうはす う こなさ-

ゃうはす っすぇあ しぇ しなっょうくっくう し 
おさなゅなか けすゃけさ. 
╁ しさっょぇすぇ くぇ ょけかくうは っすぇあ 

ゃなさたせ つっすうさう かっあぇとう かなゃぇ 
っ こけかけあっく しぇさおけそぇゅ, おけえすけ 
しうきゃけかういうさぇ ゅさけぉぇ くぇ いぇ-
ゅうくぇかうすっ くぇ 【うこおぇ ゅっさけう.  
]おせかこすせさくぇ ゅさせこぇ けす させしおう 
ゃけうく う ぉなかゅぇさしおう けこなかつっくっち 
しすけう くぇ しうきゃけかうつくぇ ゃっつくぇ 
しすさぇあぇ こさっょ こぇきっすすぇ くぇ いぇゅう-
くぇかうすっ しう ょさせゅぇさう.
′ぇ ゅけさくうは っすぇあ しすけう しおせかこ-

すせさくぇすぇ そうゅせさぇ „‶けぉっょぇ”.
′けゃけすけ ゃなすさってくけ けそけさきかっ-

くうっ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけ-
ょぇすぇ っ けしなとっしすゃっくけ こけ こさけ-
っおすう くぇ ぇさた. ╇ゃぇく ╁ぇしうかぬけゃ う 
しおせかこすけさうすっ ╋ぇさぇ ╂っけさゅうっゃぇ, 
╊のぉっく ╃うきうすさけゃ, ╃けさぇ ╃けく-
つっゃぇ う ╇ゃぇく ╋ぇくょけゃ.

╁ つっすうさう っすぇあぇ ゃなゃ ゃな-
すさってくけしすすぇ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ 
しゃけぉけょぇすぇ っ ういかけあっくぇ っおし-
こけいうちうは, おけはすけ さぇいおぇいゃぇ いぇ 
ゅっさけういきぇ くぇ させしおうすっ ゃけúくう 
う ぉなかゅぇさしおうすっ けこなかつっくちう こけ 
ゃさっきっ くぇ こっすきっしっつくぇすぇ けす-
ぉさぇくぇ くぇ 【うこおぇ.
〈は ゃおかのつゃぇ ぉけゅぇすぇ おけかっおちうは 

けす けさょっくう う きっょぇかう, しくうきおけゃ 
う ょけおせきっくすぇかっく きぇすっさうぇか, 
けさなあうっ.

〈ぇき しっ くぇきうさぇ う おけこうっ
くぇ ]ぇきぇさしおけすけ いくぇきっ.

¨す こけしかっょくぇすぇ こかけとぇょおぇ しっ 
けすおさうゃぇ こぇくけさぇきっく ういゅかっょ 
おなき ゃないしすぇくけゃっくうすっ ょっすぇえかう 
くぇ ぉけえくけすけ こけかっ, こぇきっすくう-
ちうすっ う ぉさぇすしおうすっ きけゅうかう, いぇ-
こぇいうかう しこけきっくぇ いぇ こけょゃうゅぇ う 
しぇきけあっさすゃぇすぇ くぇ ゅっさけうすっ.                                                                            

                                                
╊うくぇ 〉いせくけゃぇ, ぉうゃて しかせあう-

すっか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ ゃ ╇いつうし-
かうすっかくうは ちっくすなさ 

こけ こけゃけょ けすぉっかはいゃぇくっすけ くぇ 136-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす ぉけっゃっすっ いぇ いぇとうすぇすぇ くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
[っぇかういぇちうはすぇ くぇ うょっはすぇ いぇ さけきぇくぇ, おぇおすけ う ちはかけすけ こさけせつゃぇくっ くぇ しなぉうすうはすぇ う かうつくけしすうすっ けす 
けくけゃぇ ゃさっきっ, しすぇゃぇ し こけきけとすぇ くぇ しすぇさけいぇゅけさっちぇ ╊のぉけきうさ ╁なかおけゃ. 〈けえ しっ しゃなさいぇか しなし ]ぇゃうち-
おぇは  し こけおぇくぇ おなき くっは いぇ くぇこうしゃぇくっすけ くぇ さけきぇくぇ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ させしおぇすぇ こうしぇすっかおぇ,  ぇゃすけさ 
こさっょうきくけ くぇ ょっすしおぇ かうすっさぇすせさぇ, くっ ぉうかぇ ゃなけょせてっゃっくぇ けす うょっはすぇ, おぇおすけ しぇきぇ こさういくぇゃぇ. ′け 
っくすせしうぇいきなす くぇ ╊のぉけきうさ ぉうか くっせしすけうきけ いぇさぇいうすっかっく う ょゃぇきぇすぇ しっ ゃこせしくぇかう ゃ けしなとっしすゃはゃぇ-
くっすけ くぇ くぇつうくぇくうっすけ. ‶さっょゅけゃけさなす くぇ さけきぇくぇ っ くぇこうしぇく けす こっゃっちぇ- させしけそうか ╀うしっさ ╉うさけゃ, 
おけえすけ っ ぇゃすけさ う くぇ こっしっく こけ すけいう こけゃけょ. 〈っおしなす っ くぇ ]ぇゃうちおぇは.
‶け ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ おくうゅぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しさっとぇすぇ し ぇゃすけさぇ こさっきうくぇ ゃ こさうはすっかしおう 

さぇいゅけゃけさ う うしおさっく ょうぇかけゅ, ゃ おけえすけ ]ぇゃうちおぇは けすゅけゃけさう くぇ ゃなこさけしうすっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“, 
おぇおすけ う くぇ ゃなこさけしう けす こせぉかうおぇすぇ, つぇしす けす おけうすけ こさっょしすぇゃはきっ くぇ つうすぇすっかうすっ くぇ ゃっしすくうおぇ.
╁ さけきぇくぇ っ けすょっかっくけ きはしすけ う くぇ くはおけかおけ おぇいぇくかなておう しちっくう, しゃなさいぇくう し きっしすくけすけ さけいけこさけ-

ういゃけょしすゃけ う ぉうすぇ くぇ くぇしっかっくうっすけ ゃ さっゅうけくぇ. 
¨しくけゃくぇ かうくうは ゃ さけきぇくぇ っ かのぉけゃすぇ きっあょせ きかぇょ う いぇきけあっく, うくすっかうゅっくすっく すせさしおう きかぇょっあ 

う っょくぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょっゃけえおぇ.
[ぇいゅけゃけさなす こさけすっつっ ぉっい こさっゃけょぇつ.
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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

〉《╇¨ 3 〈]〉. ]╊╇╅ ′╅
』《を¨╅]〉╅ 》《]¨【¨[╅ ╇ „╅『』╊〉╅]” 
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

Майсторът, който постави лъва и буквите на Шипка 

｠ 『 ¨ 』 【 《  ╈ ぇ ╉ ╊ ╇

╀かういけ 3 きうかうけくぇ かっゃぇ  ゅけょうてくけ  とっ けすょっかは 
„┿さしっくぇか” ┿╃ いぇ ういこかぇとぇくっ くぇ さぇぉけすくうつっしおう 

ゃぇせつっさう いぇ たさぇくぇ. ‶さうょけぉうゃおぇすぇ っ つぇしす けす しけちう-
ぇかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ う っ いぇかっゅくぇかぇ 
ゃ ╉けかっおすうゃくうは すさせょけゃ ょけゅけゃけさ, こけょこうしぇく きっあょせ 
さぇぉけすけょぇすっかは う しうくょうおぇすうすっ. ‶なさゃうすっ ゃぇせつっさう いぇ 
すぇいう ゅけょうくぇ とっ しっ ういこかぇとぇす いぇ きっしっち ぇゃゅせしす う とっ 
ぉなょぇす こけかせつっくう けす さぇぉけすくうちうすっ けおけかけ しさっょぇすぇ くぇ 
しっこすっきゃさう, しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ぅくおけ 
╉けしすぇょうくけゃ,  ょうさっおすけさ „《うくぇくしう う うおけくけきうおぇ” くぇ 
„┿さしっくぇか”.
╆ぇこけゃっょすぇ いぇ すけゃぇ ゃっつっ っ こけょこうしぇくぇ けす さなおけゃけょ-

しすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ. ╁ぇせつっさうすっ いぇ たさぇくぇ, おけうすけ 
とっ こけかせつぇゃぇす ぇさしっくぇかちう, しぇ さっいせかすぇす けす しないょぇ-
ゃぇくっすけ くぇ そうくぇくしけゃう こさっょこけしすぇゃおう いぇ すはたくけすけ 

╅ちつかせあしつさあ
えそちおそつて:
〉けさそしあこ てそたけ
すかてあし つ しまいそう

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ:
』うかてしあせあ 』あうけぬさあみ:

ぁそうかさ けおうあ せあ つうかてあ, くあ おあ そいけねあ

【っしす ゅけょうくう ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお とっ ういこかぇとぇ ぉぇくおけ-

ゃうは おさっょうす けす 4 きかく. かっゃぇ, おけえ-
すけ こさっょしすけう ょぇ ぉなょっ ゃいっす しかっょ 
さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
‶さうつうくぇすぇ, こけさぇょう おけはすけ しっ くぇ-
かぇゅぇ ¨ぉとうくぇすぇ ょぇ ゃいっきぇ くけゃ おさっ-
ょうす, っ さってっくうっすけ いぇ ゃさなとぇくっ くぇ 
3,3 きかく. かっゃぇ くぇ つぇしすくぇすぇ そうさきぇ 
„〈さぇおうは すさっえょ” いぇさぇょう くっけしなとっし-
すゃっくぇ しょっかおぇ う けぉはゃっく いぇ くうとけ-
あっく ょけゅけゃけさ いぇ しすさけっあ, しおかのつっく 
ゃ きぇくょぇすぇ くぇ こさっょうてくうは おきっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. ╃け-
ゅけゃけさなす いぇ しすさけっあ くぇ 7-っすぇあくぇすぇ 
しゅさぇょぇ っ けす 2007-きぇ ゅけょうくぇ, ぇ さっ-

′ぇしすけはとう う ぉう-
ゃてう ぇさしっくぇかちう 

きっさはす しうかう ゃ こなさゃうは 
すっくうし おかせぉ, しないょぇょっく 
ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっょう  こけ-
ゃっつっ けす 15 ゅけょうくう. 
]さっょ くぇえ- けすはゃかっくうすっ 
そっくけゃっ, ょけしすうゅくぇかう 
こけつすう こさけそっしうけくぇかくけ 
くうゃけ, しぇ うくあ. ╁かぇょう-
きうさ 』せつせきうてっゃ, さな-
おけゃけょうすっか けすょっか „〈った-
くうつっしおけ さぇいゃうすうっ” う 
]ゃっすかぇくぇ ╊っゅぇっゃぇ けす 
てうゃぇかくはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3 
ゃ „┿さしっくぇか”. ]さっょ ゃっ-
すっさぇくうすっ ゃ すけいう しこけさす 
しぇ う ょさせゅう ういゃっしすくう 
ぇさしっくぇかしおう うきっくぇ 
けす ぉかういおけすけ きうくぇかけ: 
しないょぇすっかはす くぇ おかせぉぇ 
╃うきうすなさ  ]すぇえおけゃ, 
しなせつっくうお くぇ ういこなか-
くうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ ‶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

だß　çí

ういこかぇとぇくっ, おぇおすけ う くぇかうつうっすけ くぇ くけゃう 
ょけゅけゃけさう, おけうすけ こさはおけ さっそかっおすうさぇす ゃなさ-
たせ しうすせぇちうはすぇ ゃ ょさせあっしすゃけすけ. ‶さう こなかっく 
きっしっち ゃしっおう けす さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか”, 
くっいぇゃうしうきけ けす くっゅけゃぇすぇ こけいうちうは, とっ 
こけかせつぇゃぇ ゃぇせつっさ くぇ しすけえくけしす 40 かっゃぇ. 
] すっいう しさっょしすゃぇ とっ きけゅぇす ょぇ しっ いぇおせこせ-
ゃぇす たさぇくうすっかくう こさけょせおすう, ぉっい ぇかおけたけか う 
ちうゅぇさう. ╁ぇせつっさうすっ, おけうすけ ぇさしっくぇかしおうすっ 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう とっ こけかせつぇゃぇす, 
とっ うき ょぇゃぇす ゃないきけあくけしす ょぇ こぇいぇさせゃぇす ゃ 
けぉとけ 486 けぉっおすぇ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
けす おけうすけ 132 けぉっおすぇ しぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお, 10 けぉっおすぇ ゃ けぉとうくぇ ╋なゅかうあ う けとっ 
すけかおけゃぇ ゃ けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは. ] ゃぇせつっ-
さうすっ とっ きけあっ ょぇ しっ こぇいぇさせゃぇ う ゃ 2 きぇゅぇ-
いうくぇ くぇ „┿さしっくぇか” う 5 しすけかぇ いぇ たさぇくっくっ. 
╁ぇせつっさうすっ とっ ゃぇあぇす う いぇ ゃしうつおう ゅけかっきう 
すなさゅけゃしおう ゃっさうゅう.
]さっょくけ きっしっつくけ しせきぇすぇ, おけはすけ さなおけ-

ゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” とっ ういこかぇとぇ いぇ 
ゃぇせつっさう, っ ゃ さぇいきっさ くぇ ぉかういけ 300 たうかはょう 
かっゃぇ.  
‶け ちったけゃっ う いぇゃけょう ゃなゃ そうさきぇすぇ ゃっつっ 

しぇ しゃっょっくう しこっちうぇかくうすっ せおぇいぇくうは いぇ うい-
ゅけすゃはくっすけ くぇ しこうしなちうすっ いぇ ゃぇせつっさう, こけ-
かぇゅぇとう しっ くぇ さぇぉけすっとうすっ, おぇおすけ う しこう-
しなちう し きぇゅぇいうくうすっ, ゃ おけうすけ きけあっ ょぇ しっ 
こけかいゃぇす. 

╉かてつさけ うかしそつけたかお せあ 3 さそしかしあ せそつけ くしあてかせ すかおあし せあ ╈ひおかう そて 》ひちうけみ すそつてちかせ たあせあけち う 》しそうおけう

╇ こぇお っ ぇゃゅせしす. ╇ こぇお うい-
おぇつゃぇきっ 【うこおぇ. ╉けえ し 

ょっちぇ, おけえ し ゃくせちう, おけえ し こけ-
かけゃうくおう. ╁しっおう しなし しゃけは しう 
きけすうゃ, くけ う し けくいう しおさうす うかう 
ういゃぇょっく くぇ こけおぇい おけこくっあ – 
ょぇ こけおぇあっき, つっ しきっ ぉなかゅぇさう, 
ゅけさょう くぇしかっょくうちう くぇ しかぇゃくけ 
きうくぇかけ. ╇ しこけさくけ くぇしすけは-
とっ. ]かぇゃくけ, いぇとけすけ きぇかちうくぇ 
しっゅぇ いくぇはす いぇ けくっいう くっけゃう-
おぇかう うしすけさうつっしおうすっ ぉせおゃぇ-
さう ゅっさけう, くけ しなし しうゅせさくけしす, 
ぉっい つうはすけ ょうさは うしすけさうはすぇ  くう 
ょくっし とってっ ょぇ っ こけ-うくぇおゃぇ. 
╉けかちうくぇ しぇ すっいう, おけうすけ 

いくぇはす うきっくぇすぇ, けしゃっく こさけそっ-
しうけくぇかくけ ぇくゅぇあうさぇくうすっ, くぇ 
しすさけうすっかうすっ くぇ ‶ぇきっすくうおぇ 
くぇ 【うこおぇ, くぇ きっしすくうすっ さけょけ-
かのぉちう, ょぇかう  しゃけは こさうくけし いぇ 
こけしすさけはゃぇくっすけ きせ. 

《ぇきうかうはすぇ ╂なょっゃう 

いぇ こけゃっつっすけ おぇいぇくかなつぇくう 
っ こさっょう ゃしうつおけ しゃなさいぇくぇ 
し うきっすけ くぇ ょなかゅけゅけょうてくうは 
ょうさっおすけさ くぇ おぇいぇくかなておうは 
╋ったぇくけすったくうおせき 》さうしすけ ╂な-
ょっゃ, ょぇか しすけすうちう おぇょさう くぇ 
ぉなかゅぇさしおけすけ きぇてうくけしすさけっ-
くっ, けすゅかっょぇか  こけおけかっくうは おぇ-
いぇくかなておう きぇてうくけしすさけうすっかう, 
こけしすぇゃうかう けしくけゃうすっ くぇ きっしす-
くぇすぇ うくょせしすさうは.  
′け おけかおけ けす すはた  いくぇはす, つっ 

ゃしなとくけしす すぇいう うきっくうすぇ てうこ-
つっくしおぇ そぇきうかうは いぇゃうくぇゅう っ 
けしすぇゃうかぇ うきっすけ しう すぇき, ゅけさっ, 
くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけょぇすぇ. 
╇ ょうさはすぇ しっ ゃうょう けすょぇかっつ.
 

╆ぇ せつぇしすうっすけ くぇ
てうこつっくちう ゃ

こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ
‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけぉけょぇすぇ

 こけ-こけょさけぉくぇ うくそけさきぇちうは  
けすおさうゃぇきっ ゃ おくうゅぇすぇ  „【うこ-
つっくちう” くぇ ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ, 
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 ]なのいぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こうしぇすっかう, 
けこうしぇか し さけょけかのぉうゃけ つせゃ-
しすゃけ う ゅけさょけしす きくけゅけ かうつくけ-
しすう, ょぇかう ゃ ゅけょうくうすっ けぉかうおぇ 
くぇ 【うこおぇ, おぇすけ っょくけ しっかうとっ 
し ぉけゅぇすぇ うしすけさうは う おせかすせさくう 
すさぇょうちうう.
╃させゅ ょけしすけゃっさっく ういゃけさ しぇ 

しおさけきくうすっ う しなさょっつくう 

╃ぇそうくぇ う 》さうしすけ ╂なょっゃう,
ういゃっしすくう ゃ ╉ぇいぇくかなお う 

【うこおぇ 

くぇ こけおけかっくうは し すけゃぇ, つっ 
》さうしすけ ╂なょっゃ っ ぉうか ょうさっおすけさ 
くぇ 〈ったくうおせきぇ こけ きったぇくけすっ-
たくうおぇ „『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ” /
しっゅぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”/ 
う けすょぇか 30 ゅけょうくう けす あうゃけ-
すぇ しう いぇ ういょうゅぇくっすけ くぇ すけゃぇ 
せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ う けぉさぇいけ-
ゃぇくっ くぇ たうかはょう ぉなょっとう うく-
あっくっさう う さぇぉけすくうちう. ′っ しかせ-
つぇえくけ っ こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく 
くぇ ╉ぇいぇくかなお! ┿ しなこさせゅぇすぇ きせ 
╃ぇそうくぇ ╂なょっゃぇ – せつうすっか こけ 
そういおせかすせさぇ, いぇしかせあうか きぇえ-
しすけさ くぇ しこけさすぇ う すさう ょっしっすう-
かっすうは こさっょしっょぇすっか くぇ ╉かせぉぇ 
くぇ ぇかこうくうしすうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╅うゃけす, あうゃはく ゃ さぇいぉうさぇすっか-
しすゃけ う すさせょ!
] こさうきっさぇ くぇ すったくうすっ さけ-

ょうすっかう う ょせた, こさっょぇょっく くぇ 
しかっょゃぇとうすっ こけおけかっくうは. 

╆ぇとけ しこけきっくぇゃぇき すけゃぇ ょけし-
すけかっこくけ しっきっえしすゃけ し きくけゅけ 
》さうしすけ ╂なょっゃちう ゃなゃ ゃさっきっ-

すけ, すぇ つぇお しっ けぉなさおゃぇき こけくは-
おけゅぇ?
╀ぇとぇすぇ くぇ しこけきっくぇすうは うくあ. 

╂なょっゃ – 》さうしすけ ╂なょっゃ, っ さけ-
ょっく こさっい けおすけきゃさう 1889 ゅ.  
╆ぇ くっゅけ うしおぇき ょぇ ゃう さぇい-

おぇあぇ, くけ きくけゅけ おさぇすおけ, おぇすけ 
うきぇき こさっょゃうょ ぉけゅぇすうは きせ 
あうすっえしおう けこうす う こさぇおすうつっ-
しおけ こさうかけあっくうっ くぇ きぇえしすけさ-
かなおぇ きせ ゃ さぇいかうつくう けぉかぇしすう 
くぇ あうゃけすぇ. 
′っゅけゃうはす ぉぇとぇ っ 

》さうしすけ ╂せくっゃ ╂なょっゃ –
ぉさぇす くぇ おけきうすぇすぇ

]すぇくぬけ ╂なょっゃ. 

╋ぇかおうはす 》さうしすけ けす ょっすっ 
こけきぇゅぇか くぇ ぉぇとぇ しう ゃ くけ-
あぇさしおぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ, ぇ 
しかっょ すけゃぇ ゅけ ういこさぇすうかう ょぇ 
せつう いぇくぇはすぇ こさう ゅぇぉさけゃしおうは 
きぇえしすけさ 》さうしすけ ╋っすっゃ. 〈ぇき 
つうさぇおせゃぇか すさう ゅけょうくう. ‶ぇお 
- ぉぇとうくぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ, 
こけしかっ – おぇいぇさきぇすぇ う こぇお さぇ-
ぉけすぇ こさう ぉぇとぇ きせ. ╆ぇさっあょぇす 
しっ ゃけえくうすっ – ╋っあょせしなのいくう-
つっしおぇすぇ, ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃ-
くぇ - 》さうしすけ ╂なょっゃ っ ゃ 23-すう 
‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお けす 
っしっくすぇ くぇ 1912 ゅ., さぇくっく っ ゃ 
ょっしくうは おさぇお, こさっおぇさゃぇ ょゃっ 
ゅけょうくう ゃ こかっく. ╃けしすぇ ゃさっきっ 
ゅけ ゃけょっかう いぇ せきさはか. ‶けしさっと-
くぇかう ゅけ し けとっ こけ-ゅけかはきぇ さぇ-
ょけしす. ╇ けすくけゃけ - ゃ ぉぇとうくぇすぇ 
さぇぉけすうかくうちぇ.   
╇いさぇぉけすうか ゃけょくけ おけかっかけ, 

おけっすけ いぇょゃうあゃぇかけ ょうくぇきけ-
きぇてうくぇ し きけとくけしす ょっしっす おう-
かけゃぇすぇ.  
〈なさしっか しなゃっすう けす けこうすくう 

すったくうちう う うくあっくっさう, おくうゅう-
すっ きせ ぉうかう こけきけとくうお: ういこけ-
ゃはょゃぇか すっいぇすぇ, つっ せしこったう しっ 
こけしすうゅぇす, おけゅぇすけ せきなす う さな-
ちっすっ さぇぉけすはす いぇょさせあくけ. 
〈ぇおぇ し こけきけとすぇ くぇ こさうはすっ-

かう う しなすさせょくうちう 》さうしすけ ╂な-
ょっゃ 

せしこはゃぇ ょぇ こけしすさけう
っかっおすさけちっくすさぇかぇ う こさっい 

1918 ゅ. ゃ くっゅけゃうは ょけき
しゃっすゃぇ っかっおすさうつっしおぇ

おさせておぇ, 

ぇ しかっょ すけゃぇ う ょさせゅう こけ-
かせつぇゃぇす すぇいう こさうょけぉうゃ-
おぇ. ]なとっしすゃっくけすけ っ, つっ ゃ 
くけあぇさしおぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ 
ういこけかいゃぇくっすけ くぇ っかっおすさう-

つっしすゃけ っ ちはかぇ さっゃけかのちうは ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ くけあけゃっ う 
くけあつっすぇ – けしくけゃっく こけきうくなお 

くぇ ょけしすぇ しっきっえしすゃぇ ゃ 
【うこおぇ こけ けくけゃぇ ゃさっ-
きっ. ‶さっおぇさぇかう う すっ-
かっそけく ょけ っかっおすさけちっく-
すさぇかぇすぇ.
 ′ぇ こなさゃうは きけしすさっく 

こぇくぇうさ ゃ ‶かけゃょうゃ しこっ-
つっかうか いかぇすっく きっょぇか いぇ 
こさっょしすぇゃっくけすけ けす くっゅけ 
ょっすしおけ  ゃっかけしうこっょつっ し 
すさう おけかっかぇ.
  〈けえ っ こなさゃうはす, おけえ-

すけ っ おせこうか おうくけぇこぇさぇす 
う こさけあっおすうさぇか  くっきう 
そうかきう. 
╅うゃけすなす う すさせょけ-

ゃけ-すゃけさつっしおうはす こなす 
くぇ 》さうしすけ ╂なょっゃ こけ-
すゃなさあょぇゃぇす きうしなかすぇ, 
つっ こさうょけぉうすぇ ょうこかけきぇ 
いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ くっ ゃう-
くぇゅう ゅぇさぇくすうさぇ ょけぉなさ 

しこっちうぇかうしす, おぇおすけ う かうこしぇ-
すぇ え くっ きけあっ ょぇ こさっょゃうょう 
おぇおゃう てうさけすう きけゅぇす ょぇ しっ 
けすおさうはす こさっょ しぇきけけぉさぇいけ-
ゃぇとうは しっ う かのぉけいくぇすっかっく 
つけゃっお, おけえすけ くっ しこうさぇ ょぇ 
しっ うくすっさっしせゃぇ う こさうかぇゅぇ ゃ 
こさぇおすうおぇすぇ ゃしうつおけ くけゃけ う 
くぇこさっょくうつぇゃけ.  
〉きなす う せしすさっきなす くぇ すぇおなゃ 

つけゃっお くっ こけいくぇゃぇす ゅさぇくうちう.

‶さっい 1924 ゅ. しっ けぉはゃはゃぇ 
おけくおせさし いぇ さぇいさぇぉけすゃぇくっ 

くぇ おけくおさっすっく こさけっおす
いぇ しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ

きけくせきっくすぇ. 

]かっょ ゃさっきっ しっ さってぇゃぇ ょぇ 
しっ いぇこけつくっ う しっ ういゅさぇょう こけ 
こさけっおすぇ くぇ ぇさたうすっおすぇ ┿すぇ-
くぇし ╃けくおけゃ う しおせかこすけさぇ 
┿かっおしぇくょなさ ┿くょさっっゃ. ╂させ-
ぉけすけ しすさけうすっかしすゃけ っ いぇゃなさ-
てっくけ けす ぇゃゅせしす 1926 ゅ. ょけ 
1929 ゅ., くけ こけさぇょう かうこしぇ 
くぇ しさっょしすゃぇ ょけゃなさてうすっかくう-
すっ さぇぉけすう しっ こさけすけつゃぇす ょけ 
1934 ゅ.
¨そうちうぇかくけすけ けすおさうゃぇくっ 

くぇ ‶ぇきっすくうおぇ  くぇ しゃけぉけょぇすぇ 
しすぇゃぇ くぇ 26 ぇゃゅせしす 1934ゅ. - 
こさっょう 80 ゅけょうくう けす ちぇさ ╀け-
さうし ┶┶┶.
》さうしすけ ╂なょっゃ ゃいっきぇ ょっえくけ 

せつぇしすうっ けす しぇきけすけ くぇつぇかけ. 
′ぇ 26 ぇゃゅせしす 1926 ゅ. いぇこけつ-
ゃぇ しすさけうすっかしすゃけすけ.
‶けしすさけはゃぇくっすけ くぇ こぇきっす-

くうおぇ くぇ ゃさなた 【うこおぇ っ ういこう-
すぇくうっ いぇ しすさけうすっかうすっ, つぇしす 
けす おけうすけ くっ ういょなさあぇす くぇ 
すさせょくけしすうすっ う しっ けすおぇいゃぇす. 
‶はしなお しっ くけしう けす し. ╄くう-
くぇ, こけ しすさなきくうすっ こなすっおう しっ 
ういおぇつゃぇ ゃぇさ う ちうきっくす. ′ぇ 
ゃしうつおけすけ けすゅけさっ きぇゅぇさっすけ, 
し おけっすけ しぇ おぇつゃぇかう たかはぉ う 
ゃけょぇ くぇ しすさけうすっかうすっ, きけあっ 
ぉう こさうきぇきっくけ けす ぇさけきぇすぇ 
くぇ たかはぉぇ, ういはかけ つっさすっあうすっ 
くぇ こぇきっすくうおぇ – すさぇゅうおけきうつ-
くぇ うしすけさうは! ┿ こけしかっ きっつおぇ-
しすさなゃくうちぇ ういはかぇ くっゅけ. 〈ぇおぇ 
ゅけゃけさう きなかゃぇすぇ.
]さっょ ゅけかはきぇすぇ ゅさせこぇ てうこ-

つっくちう, くぇっすう いぇ きけくすぇあぇ くぇ 
10-すけくくうは かなゃ, しぇ ╀けくつけ 』ぇ-
ゃょぇさけゃ う ╉なくぬけ ╉ぇさすせくけゃ. ╁ 
おせたうくぇすぇ くぇ すけゃぇ けゅさけきくけ 
あうゃけすくけ きけゅぇす ょぇ しっ しなぉっ-
さぇす 16-17 ょせてう. 
′け しかっょ おぇすけ 

てうこつっくっちなす 》さうしすけ ╂なょっゃ
っ しこっつっかうか すなさゅぇ

いぇ きけくすうさぇくっすけ きせ, 

ゃさなとぇくっ くぇいぇょ くはきぇ. ╀せお-
ゃうすっ いぇ くぇょこうしうすっ けす すさうすっ 
しすさぇくう しぇ ゃうしけおう こけ きっすなさ う 
こけかけゃうくぇ, くけ ゃっつっ 80 ゅけょうくう 
しっ ゃうあょぇ おなょっ しぇ ぉうかう くぇえ-
あっしすけおうすっ ぉけっゃっ – 【うこおぇ, 
【っえくけゃけ う ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╊なゃなす っ ぉさけくいけゃ, ゃしはおぇ 

くっゅけゃぇ つぇしす っ すっあおぇ う いぇ 
しおさっこゃぇくっすけ っ ういさぇぉけすっくけ 
しけかうょくけ ょなさゃっくけ しおっかっ. ¨す-
ょっかくうすっ きせ つぇしすう しっ きけくすう-
さぇす おなき きっすぇかくぇ おけくしすさせお-
ちうは ゃなゃ ゃなすさってくけしすすぇ くぇ 
かなゃぇ – う ぉっい いぇゃぇさおう, しぇきけ 
し ぉけかすけゃっ, ょなかぉけおけ いぇぉうすう. 
╃っぉっかぇ きっょくぇ かぇきぇさうくぇ いぇ-
こなかゃぇ そせゅうすっ, こけしかっ ういこう-
かっくう けす きけくすぇあくうちうすっ. ╁なさ-
いぇくう し ゃなあっすぇ こさっい おさなしすぇ, 
すなえ おぇすけ ゃさっきっすけ くぇ ゃなさたぇ しっ 
こさけきっくは いぇ きうくせすう けす たせぉぇゃけ 
おなき かけてけ. 
]せさけゃうすっ ぇすきけしそっさくう せしかけ-

ゃうは くっ こけこさっつうかう くぇ きぇえしすけ-
さぇ ょぇ ういさぇぉけすう けぉかうちけゃおうすっ 

くぇ こかけとぇょおうすっ, いぇおさっこっくう 
し ぇくおっさくう ぉけかすけゃっ し ゅぇえおう 
けす きっしうくゅ, おけうすけ さなつくけ しぇ 
いぇぉうすう ゃ おぇきっくくうすっ いうょけゃっ. 
╆うきうすっ くぇ 【うこおぇ しぇ けとっ こけ-
しゃうさっこう う ゃしうつおけ すさはぉゃぇ ょぇ 
っ しけかうょくけ. 

》さうしすけ ╂なょっゃ っ くぇこさぇゃうか
う さなつくけ おけゃぇくうすっ

しゃっとくうちう う こけかうかっう 

ゃなすさっ ゃ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ しゃけ-
ぉけょぇすぇ こけ こなさゃうは こさけっおす.
╇いゃっしすくう しぇ うきっくぇすぇ くぇ 

てうこつっくちうすっ, おけうすけ こさっい 
1926 ゅけょうくぇ しっ ゃおかのつゃぇす ゃ 
さってうすっかくうは っすぇこ くぇ しすさけっあぇ 
– 》さうしすけ ╉けしっおけゃ, 》さうしすけ 
〈なこぇくけゃ う しうくけゃっすっ きせ 〈け-
すぬけ う ]すっそぇく, 〈っくぬけ 〈なこぇ-
くけゃ, 〈けょけさ ╋うかせてっゃ, ╃けくつけ 
┿さくぇせょけゃ, ╃けくぬけ ╂せくっゃ,  ╉な-
くぬけ ╉さぇつぇくけゃ, ╋うかぬけ ╀ぇっゃ, 
〈っくぬけ う 〈っくつけ 》ぇょあうしすけえおけ-
ゃう, ╉なくつけ ╉ぇゃさなおけゃ, ]すっそぇく 
╂なさぉぇすせかけゃ, 》さうしすけ ╋うおけゃ, 
′うおけかぇ ]すけはくけゃ, ‶っすなさ ╋ぇ-
くけかけゃ う ょさせゅう. 
〈ったくうすっ こけすけきちう ゃっさけはす-

くけ こけきくはす う こさっさぇいおぇいゃぇす 
しこけきっくうすっ くぇ しゃけうすっ ょっょう 

いぇ すさせょくけしすうすっ, くけ う いぇ せょけ-
ゃかっすゃけさっくうっすけ けす ょけぉさっ 
しゃなさてっくぇすぇ さぇぉけすぇ!
]かっょ ゅけょうくう, くぇ 20 ぇゃゅせしす 

1941 ゅ., ╁けっくくけすけ きうくうしすっさ-
しすゃけ くぇ ╀なかゅぇさうは けぉはゃうかけ 
おけくおせさし いぇ さっきけくす くぇ こぇきっす-
くうおぇ.
》さうしすけ ╂なょっゃ ゃ こうしきけ-

けそっさすぇ こうてっ: „╂けすけゃ しなき ょぇ 
ういゃなさてぇ さっきけくすぇ こさう しかっょ-
くうすっ せしかけゃうは: ╆ぇょなかあぇゃぇき 
しっ いぇ きけは しきっすおぇ ょぇ こけしすさけは 
ょなさゃっくけ しおっかっ. 
╁しうつおう くけゃう さぇぉけすう しっ いぇ-

ょなかあぇゃぇき ょぇ ういゃなさてぇ, ぉっい 
ょぇ きう しっ ょぇゃぇ いぇ すけゃぇ おぇおゃけ-
すけ う ょぇ っ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ.
╆ぇょなかあぇゃぇき しっ ょぇ こさっゅかっ-

ょぇき ゃ おぇおゃけ こけかけあっくうっ しっ 
くぇきうさぇす こさうおさっこはとうすっ つぇしすう 
くぇ ぉさけくいけゃうは かなゃ くぇ こぇきっす-
くうおぇ う ぉっいこかぇすくけ ょぇ けすしすさぇ-
くは  っゃっくすせぇかくうすっ おけくしすさせお-
すうゃくう ょっそっおすう こけ くっゅけ”.
╇いぉさけはゃぇ ゃ 14 すけつおう くけゃうすっ 

さぇぉけすう, ういさっあょぇ う さっきけくすう-
すっ う すはたくぇすぇ ちっくぇ. ╇ けすしうつぇ 
おぇすけ うしすうくしおう きぇえしすけさ, おけえ-
すけ しう さぇいぉうさぇ けす さぇぉけすぇすぇ う 

ゅぇさぇくすうさぇ いぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ 
しゃなさてっくぇすぇ さぇぉけすぇ: ”]さけおなす 
いぇ いぇゃなさてゃぇくっ っ 45 ょくう けす 
ょっくは くぇ しなけぉとっくうっすけ, つっ くぇ 
きっく しっ ゃないかぇゅぇ すけいう さっきけくす”.
    

╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ 
ゃないかぇゅぇ くぇ 》さうしすけ ╂なょっゃ 

さっきけくすくけ-ゃないしすぇくけゃうすっかくうすっ 
さぇぉけすう 

し こうしきけ わ 8603 けす 15 しっこ-
すっきゃさう 1941 ゅ. 
》さうしすけ ╂なょっゃ あうゃはか ょけ 18 

そっゃさせぇさう 1968 ゅ. ╅うゃけす, うい-
こなかくっく し きくけゅけ すさせょ う きぇえ-
しすけさしすゃけ, ういけぉさっすっくうは, さぇ-
ぉけすぇ ゃ こけかいぇ くぇ けぉとっしすゃけすけ, 
くけ う し ゅさうあぇ いぇ しっきっえしすゃけすけ. 
   

╊うくぇ 〉いせくけゃぇ,
ぉうゃて しかせあうすっか

ゃ ╇いつうしかうすっかくうは ちっくすなさ くぇ  
„┿さしっくぇか” ┿╃ 
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てっくうっすけ いぇ すけゃぇ っ ゃいっすけ ゅけ-
ょうくぇ こけ-さぇくけ けす すけゅぇゃぇてくうは 
きっしすっく ¨ぉとうくしおう しなゃっす. 
] さってっくうっ けす のかう すぇいう ゅけょう-

くぇ しなしすぇゃ くぇ ┿さぉうすさぇあくうは しなょ 
こさうしなょう ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお ょぇ ゃなさくっ ゅかぇゃくうちぇすぇ こけ 
ょけゅけゃけさぇ, きぇかおけ くぇょ 1,8 きかく. 
かっゃぇ, こかのし いぇおけくくうすっ かうたゃう 
いぇ ういきうくぇかうは こっさうけょ う くぇこさぇ-
ゃっくうすっ さぇいたけょう こけ ういおけこぇ くぇ 
すっさっく - うかう けぉとぇ しせきぇ ゃ さぇい-
きっさ  くぇ 3,3 きかく. かっゃぇ. 
╆ぇ ょぇ ゃなさくっ こぇさうすっ くぇ つぇしす-

くぇすぇ そうさきぇ, しっ くぇかぇゅぇ ¨ぉ-
とうくぇすぇ ょぇ こさうぉっゅくっ ょけ くけゃ 

おさっょうす. ╆ぇ ちっかすぇ ¨ぉとうくしおうはす 
しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ ゃいっ さっ-
てっくうっ いぇ けぉとっしすゃっくぇ こけさなつおぇ, 
くぇ ぉぇいぇ くぇ おけはすけ ょぇ しっ ういぉっさっ 
ぉぇくおぇ, けすこせしおぇとぇ おさっょうすぇ. 
‶さっょ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇく-

かなお くぇ こさけゃっょっくけ こさっい きう-
くぇかぇすぇ しっょきうちぇ けぉとっしすゃっくけ 
けぉしなあょぇくっ ぉはたぇ けぉはゃっくう こぇ-
さぇきっすさうすっ くぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ 
こけさなつおぇ: おさっょうす ゃ さぇいきっさ ょけ 
4 きかく. かっゃぇ, しさけお くぇ こけゅぇしは-
ゃぇくっ 72 きっしっちぇ, 1 ゅけょうくぇ ゅさぇ-
すうしっく こっさうけょ いぇ ゅかぇゃくうちぇすぇ う 
ょけ 5% ゅけょうてくぇ かうたゃぇ. ╆ぇかけゅ 
いぇ ぉぇくおぇすぇ しぇ こけしすなこかっくうはすぇ 
ゃ ぉのょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 〈ぇおぇ 
ゃ おさぇは くぇ こっさうけょぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
くぇ こさぇおすうおぇ とっ ゃなさくっ 5,2 きかく. 
かっゃぇ, こさう さっぇかくけ せしゃけっくう こさっい 
2007-きぇ ゅけょうくぇ こけ-きぇかおけ けす 2 
きかく. かっゃぇ. 
‶さうしなしすゃぇとうすっ くぇ けぉとっしす-

ゃっくけすけ けぉしなあょぇくっ ゅさぇあょぇくう 
くっ こさうったぇ すっいぇすぇ, つっ ゃうくけゃくう 
いぇ すぇいう しうすせぇちうは くはきぇ う こけうし-
おぇたぇ すなさしっくっ くぇ こっさしけくぇかくぇ 
けすゅけゃけさくけしす けす ょかなあくけしすくうすっ 
かうちぇ いぇ くっういゅけょくぇすぇ しょっかおぇ, 
ょけこさうくっしかう  し すけゃぇ ¨ぉとうくぇ-
すぇ ょぇ ういこぇょくっ ゃ すけいう おぇいせし. ╆ぇ 
すけゃぇ くぇしすけは ╃さぇゅけきうか ╇ゃぇくけゃ, 
こさっょしっょぇすっか くぇ ‶‶ ┿〈┿╉┿–╉ぇ-
いぇくかなお う ぉうゃて けぉとうくしおう しな-
ゃっすくうお. ╂なかなぉうくぇ ╋うたぇえかけゃぇ 
こさういけゃぇ ょぇ しっ しそけさきうさぇ おけきう-
しうは けす ゅさぇあょぇくう う ょぇ いぇこけつくっ 
こけょこうしおぇ し うしおぇくっ けしすぇゃおぇすぇ 
おぇすけ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう くぇ 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう - すけゅぇゃぇ  こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ¨ぉ]-╉ぇいぇくかなお, う 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ - おきっす くぇ けぉ-
とうくぇすぇ.

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

╆ぇ しこさぇゃおう くぇ すっか.: 0889 632 071

《╆っ╇╅

けさなあっえくうちぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, う ぉうゃてうはす すさっくぬけさ こけ そせす-
ぉけか ╁っしっかうく ╀せきぉぇかけゃ.
╉かせぉなす っ しないょぇょっく こさっい 1998 ゅけょうくぇ けす ╃うきうすなさ ]すぇえおけゃ  

う くけしう うきっすけ „[けいぇ”. 』かっくけゃっすっ きせ しぇ ぉかういけ 50. ╁しはおぇ ゃっつっさ 
しかっょ 17 つぇしぇ しすぇさうすっ すっくうし おけさすけゃっ おさぇえ しすぇょうけく „]っゃすけこけ-
かうし” ぉせおゃぇかくけ けあうゃはゃぇす, ぇ ゃ こけつうゃくうすっ ょくう しっ こなかくはす う し 
ょっすしおぇ ゅかなつ. ‶さうつうくぇすぇ: すっくうしなす っ う しっきっっく しこけさす, けぉうおくけ-
ゃっくけ っょうくうはす ゃけょう ょさせゅうは, ぉぇとぇすぇ - しうくぇ, きぇえおぇすぇ - ょなとっ-
さはすぇ. ╉ぇすけ ぉうゃてぇすぇ せつうすっかおぇ, ぇ しっゅぇ しかせあうすっか くぇ [ぇえけくっく 
しなょ–╉ぇいぇくかなお ╉さぇしうきうさぇ ]かぇゃけゃぇ. ╃けてかぇ くぇ おけさすけゃっすっ こさっい 
2000 ゅけょうくぇ う けすすけゅぇゃぇ ょけしっゅぇ っ くっういきっくくけ すぇき. ╆ぇこぇかうかぇ  こけ 
すっくうしぇ  う 9-ゅけょうてくぇすぇ しう ょなとっさは ╅っくは, おけはすけ っ しさっょ きくけゅけけ-
ぉっとぇゃぇとうすっ くぇょっあょう くぇ おけさすぇ.


