
╇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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51 う すぇいう ゅけょうくぇ しぇ ぇさしっくぇかしおうすっ こなさゃっくちう ゃ すさせょぇ, つううすけ こけさすさっすう とっ おさぇしはす そうさきっくぇ-
すぇ ┿かっは くぇ しかぇゃぇすぇ. 〈ったくうすっ しくうきおう とっ しっ こけはゃはす ゃ ぇかっはすぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ すぇいゅけょうてくうは 
のぉうかっっく こさぇいくうお くぇ „┿さしっくぇか“, おけえすけ とっ っ くぇ 10 けおすけきゃさう. ╇きっくぇすぇ くぇ けすかうつくうちうすっ しぇ 
けこさっょっかっくう くぇ ぉぇいぇ こけしすうゅくぇすう さっいせかすぇすう う かうつっく こさうくけし しかっょ こさっょかけあっくうは, くぇこさぇゃっくう けす 
しなけすゃっすくうすっ いぇゃけょしおう さなおけゃけょしすゃぇ う ちったけゃう おけかっおすうゃう. 
‶なさゃう し すぇいゅけょうてくうすっ こなさゃっくちう とっ しっ しさっとくっ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” くぇつっ-

かけ し 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. ‶さぇいくうつくぇすぇ しさっとぇ-おけおすっえか っ くぇしさけつっくぇ いぇ 
9-すう けおすけきゃさう ゃ ゅけかはきぇすぇ いぇかぇ くぇ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは. ╁しっおう けす こなさゃっくちうすっ とっ こけかせつう こけょぇさなお. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ しなし しこっちうぇかっく  おせかうくぇさっく ょぇさ-ういくっくぇょぇ とっ いぇさぇょゃぇす こなさゃっくちうすっ う けす „]すけかけゃけ 
たさぇくっくっ” ゃ „┿さしっくぇか”. 
‶け すさぇょうちうは きぇかなお こかぇおぇす しなし しくうきおう う うきっくぇすぇ くぇ こなさゃっくちうすっ ゃっつっ 4-すぇ ゅけょうくぇ とっ こせぉかう-

おせゃぇ う ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
┿かっはすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しかぇゃぇ っ し ょなかゅぇ うしすけさうは, こさっおなしくぇすぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ くぇ 》》 ゃっお. 

[っゃくけしすくけ くけゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ は „けすゅかっあょぇ“ う ゃないしすぇくけゃはゃぇ しかっょ 2001 ゅ.
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╋かぇょっあおぇすぇ ゅさせこぇ /15-16 ゅ./ くぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおうは そけか-
おかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ „┿さしっくぇか” し たせょけあっしすゃっく さなおけゃけ-

ょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ ゃいっ せつぇしすうっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ き. しっこすっきゃさう ゃ 
╋っあょせくぇさけょくうは そけかおかけさっく そっしすうゃぇか „̈ かうきこうお ぉうえつ”, こさけゃっか 
しっ ゃ おせさけさすくうは ゅさぇょ ╉ぇすっさうくう, ╂なさちうは. 《っしすうゃぇかくぇすぇ ういはゃぇ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ すぇくちぬけさう ぉっ けしなとっしすゃっくぇ しなし しなょっえしすゃうっすけ くぇ 
ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” おなき きっしすくうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす. 
¨ぉとうくしおうすっ 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” けしうゅせさうたぇ 
すさぇくしこけさすくうすっ さぇいたけょう いぇ こなすせゃぇくっすけ くぇ きかぇょっあおぇすぇ そけさきぇちうは. 
《っしすうゃぇかなす „̈ かうきこうお ぉうえつ” しなぉさぇ くぇ っょくぇ しちっくぇ すぇくちけゃう ぇく-
しぇきぉかう けす ╂なさちうは, ]なさぉうは, [せきなくうは う ょゃぇ しなしすぇゃぇ けす ╀なかゅぇさうは. 
╉けくちっさすくうすっ ういはゃう ぉはたぇ くぇ けすおさうすけ ゃ こかぇくうくしおけすけ ゅさぇょつっ ╊うすけ-
たけさけ, くぇきうさぇとけ しっ ゃ こけょくけあうっすけ くぇ こかぇくうくぇすぇ ̈ かうきこ, くぇ 20 おき. 
けす ╄ゅっえしおけ きけさっ.
′ぇ そっしすうゃぇかくぇすぇ しちっくぇ くぇてうすっ すぇくちぬけさう しっ こさっょしすぇゃうたぇ し ょゃっ 

こさけゅさぇきう, ゃおかのつゃぇとう しなけすゃっすくけ おけきこけいうちうう けす すさぇおうえしおう う 
てけこしおう すぇくちう. ╋かぇょうすっ ぇさしっくぇかちう しうかくけ ゃこっつぇすかうたぇ こせぉかうおぇすぇ 
し ういこなかくうすっかしおけすけ しう きぇえしすけさしすゃけ, し くっこけょさぇあぇっきうすっ ぉなかゅぇさしおう 
さうすきう う おさぇしうゃうすっ くぇちうけくぇかくう くけしうう. ‶さっょう おけくちっさすくうすっ しう うい-
はゃう すっ, ゃけょっくう けす ぉなかゅぇさしおけすけ いくぇきっ, ょっそうかうさぇたぇ こけ せかうちうすっ くぇ 
╊うすけたけさけ, しなぉうさぇえおう けゃぇちううすっ くぇ きっしすくうすっ あうすっかう う ゅけしすうすっ くぇ 
ゅさぇょぇ.
¨しゃっく ぇこかけょうしきっくすうすっ, いぇ せつぇしすうっすけ しう ゃなゃ そっしすうゃぇかぇ すぇくちぬけ-

さうすっ けす ╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか” ぉはたぇ せょけしすけっくう し ょうこかけき う しこっちうぇかくぇ 
こけおぇくぇ いぇ せつぇしすうっ ょけゅけょうくぇ ゃ ょさせゅ きっあょせくぇさけょっく そけかおかけさっく 
すぇくちけゃ そっしすうゃぇか, けすくけゃけ し ょけきぇおうくしすゃけすけ くぇ のあくぇすぇ くう しなしっょおぇ.                                                                                                                 
』ぇしす けす おせかすせさくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ くぇてうすっ ょっちぇ ぉっ こけしっとっくうっすけ 
くぇ くぇえ-くけゃうは ぇさたっけかけゅうつっしおう きせいっえ, ういゅさぇょっく こさっい 2004 ゅ. いぇ 
¨かうきこうえしおうすっ うゅさう ゃ ╂なさちうは, こさっょしすぇゃはと っおしこけくぇすう けす ゃさっきっすけ 
くぇ ┿かっおしぇくょなさ ╁っかうおう. ╋かぇょっあおぇすぇ おけくちっさすくぇ そけさきぇちうは おなき 
╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか”, せつぇしすゃぇかぇ ゃなゃ そっしすうゃぇかぇ „̈ かうきこうお ぉうえつ”, とっ 
すぇくちせゃぇ う こさっょ きくけゅけぉさけえくぇすぇ こせぉかうおぇ くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” くぇ 
10 けおすけきゃさう, おけゅぇすけ っ そうさきっくうはす こさぇいくうお くぇ „┿さしっくぇか” – ╃っく くぇ 
けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう. 〈けゅぇゃぇ ょさせあっしすゃけすけ とっ けすぉっかっあう 90 ゅけょうくう けす 
せしすぇくけゃはゃぇくっすけ しう ゃ ╉ぇいぇくかなお.
╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか” しっ こけょゅけすゃは う いぇ くけゃうは しう すゃけさつっしおう しっいけく, 

おけえすけ いぇ ゃしうつおう ゃないさぇしすけゃう ゅさせこう しすぇさすうさぇ くぇ 1-ゃう けおすけきゃさう. ╃っ-
ちぇすぇ, おけうすけ あっかぇはす ょぇ ういせつぇゃぇす ぉなかゅぇさしおう くぇさけょくう すぇくちう, きけゅぇす 
ょぇ いぇはゃはす すけゃぇ くぇ すっか. 0898 76 70 79 う 0878 22 28 20 – ╁ぇくは 
╋うくつっゃぇ うかう くぇ きはしすけ ゃ さっこっすうちうけくくぇすぇ いぇかぇ ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか”.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

]こっちうぇかくぇ のぉうかっえくぇ おせさぇぉうえおぇ - す. くぇさ. „のぉうかっえおぇ”, とっ さぇょゃぇ ぇさしっくぇかちう う  すったくうすっ 
ゅけしすう くぇ こさぇいくうつくうすっ てぇすさう くぇ そうさきっくうは  しすぇょうけく くぇ 10-すう けおすけきゃさう. ′ぇ すぇいう ょぇすぇ とっ 

ぉなょっ すさぇょうちうけくくうはす ぇさしっくぇかしおう こさぇいくうお, おけえすけ  すぇいう ゅけょうくぇ っ う  のぉうかっっく - くぇゃなさてゃぇす しっ 

╉きあせさそ:
[そこてそ すそきか, せか そつてあうあ 
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╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

¨しけみせあ ¨うあせそうあ -
╊うちそたかこつさあ つすかてせあ たあしあてあ:

ぁそうかさ つけ てかきけ せあ すみつてそてそ

90 ゅけょうくう けす せしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ そうさきぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╉せかうくぇさくぇすぇ ういくっくぇょぇ っ ょっかけ くぇ さな-
おけゃけょうすっかおぇすぇ くぇ „]すけかけゃけ たさぇくっくっ” ゃ „┿さしっくぇか”- くっせきけさくぇすぇ ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ. 〈は う おけかっゅうすっ 
え ゃっつっ こけょゅけすゃはす しこっちうぇかくぇすぇ こさっしそけさきぇ いぇ おせさぇぉうえおぇすぇ し ぇきぉうちうはすぇ ょぇ は こさっゃなさくぇす  ゃ 
おせかうくぇさっく ぇおちっくす くぇ こさぇいくうおぇ. 
]かぇょおぇすぇ „のぉうかっえおぇ” とっ っ し ぉさぇくょぇ くぇ „┿さしっくぇか” う ゃしっおう あっかぇっと とっ きけあっ ょぇ しう は いぇおせこう 

くぇ しうきゃけかうつくぇ ちっくぇ. 
[っちっこすぇすぇ くぇ のぉうかっえくぇすぇ おせさぇぉうえおぇ しっ こぇいう ゃ すぇえくぇ, くけ すけゃぇ, おけっすけ っ ゅぇさぇくすうさぇくけ けす ╈けくおぇ 

╁っかつっゃぇ う おけかっゅうすっ え しかぇょおぇさう ゃ „┿さしっくぇか”, っ おぇつっしすゃけすけ え う ぇすさぇおすうゃくうはす え ゃうょ. 
¨すょっかくけ けす すけゃぇ ゃ おせたくはすぇ くぇ „]すけかけゃけ たさぇくっくっ” ゃ „┿さしっくぇか” ゃっつっ おうこう すさっしおぇゃぇ こけょゅけすけゃおぇ 

いぇ おせかうくぇさくぇすぇ つぇしす くぇ ぇさしっくぇかしおうは こさぇいくうお. ‶さぇゃはす しっ いぇはゃおうすっ  う しっ こけょゅけすゃは こさぇいくうつくけ 
きっくの, しこっちうぇかっく おっすなさうくゅ いぇ ぇさしっくぇかしおうすっ こなさゃっくちう, くぇ おけえすけ ゅけすゃぇつう う おせたくっくしおう さぇぉけす-
くうちう けす „┿さしっくぇか” ょぇゃぇす ゃけかは くぇ しさなつくうすっ しう さなちっ う くっゃっさけはすくぇ おせかうくぇさくぇ そぇくすぇいうは. 
′ぇょ 30 たうかはょう  おっぉぇこつっすぇ う おのそすっすぇ  とっ けつぇおゃぇす ぇさしっくぇかちう う すったくうすっ ゅけしすう いぇ すさぇょうちうけく-

くうは こさぇいくうお くぇ そうさきぇすぇ.

]なぉうさぇす かう しっ 90 ゅけょうくう うしすけさうは ゃ っょくぇ ゃっしすくうおぇさしおぇ しすさぇくうちぇ?! ╇しすけさうは し きくけゅけ うきっくぇ, ょぇすう, しなぉうすうは, そぇおすう. ╇しすけさうは いぇ ゃないたけ
ょう う しさうゃけゃっ, いぇ こけしかっょゃぇとけ しすぇぉうかういうさぇくっ, いぇ こけかうすうつっしおう, うおけくけきうつっしおう, すったくけかけゅうつくう, こぇいぇさくう, こけすさっぉうすっかしおう う さっょ ょさせゅう 
ゃかうはくうは. ╇しすけさうは - ぉけゅぇすぇ う さぇいくけけぉさぇいくぇ.
╁ うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” うきぇ ゃしうつおけ う いぇ ゃしっおう, いぇとけすけ っ しこうしゃぇくぇ こさっい ゅけょうくうすっ けす しすけすうちうすっ たうかはょう しなょぉう, しゃなさいぇくう し くっゅけ.
]ないょぇょっくけ おぇすけ さっきけくすくぇ さぇぉけすうかくうちぇ こさっい 1878 ゅ. しかっょ [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 ゃ [せしっ し うきっすけ [せしっくしおう ぇさすうかっ

さうえしおう ぇさしっくぇか /[┿┿/, こさっせしすさけっくけ う こさっきっしすっくけ ゃ ]けそうは こさっい 1891 ゅ. おぇすけ ]けそうえしおう ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか /]┿┿/, こさっょこさうは
すうっすけ けおけくつぇすっかくけ しっ せしすぇくけゃはゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╂けょうくぇすぇ っ 1924-すぇ.
¨すすけゅぇゃぇ – 90 ゅけょうくう…
′はおけう けす くぇえ-ゃぇあくうすっ きけきっくすう けす すはた:

1924 ゅ. – ╋うくうしすなさなす くぇ 
ゃけえくぇすぇ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ, 
さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお, こさっょ-
かぇゅぇ さぇいさぇしくぇかけすけ しっ ゃっつっ 
こさっょこさうはすうっ /]┿┿/ ょぇ ぉなょっ 
こさっきっしすっくけ くぇ しゃけぉけょくぇすぇ う 
こけょたけょはとぇ いぇ こけ-くぇすぇすなて-
くけ さぇいてうさっくうっ すっさうすけさうは ゃ 
こけおさぇえくうくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
]なとぇすぇ ゅけょうくぇ しっ こさうっきぇ 
╆ぇおけく いぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっく-
くぇ そぇぉさうおぇ (╃╁《) う いぇこけつゃぇ 
こさっきっしすゃぇくっすけ けす ]けそうは くぇ 

ちはかけすけ けぉけさせょゃぇくっ, ょけおせ-
きっくすぇちうは う つぇしす けす こっさしけ-
くぇかぇ. ‶さっょこさうはすうっすけ ゃっつっ 
しっ こさっうきっくせゃぇ ゃ ╃なさあぇゃくぇ 
ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ – ╉ぇいぇくかなお 
う くぇさっょ し こさけういゃっあょぇくうすっ 
ゃ ]┿┿ こぇすさけくう う さっいっさゃくう 
つぇしすう いぇ ぇさきうはすぇ, いぇこけつゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ おぇこしせかう, 
こさけすうゃけゅぇいう, ぉぇさせすう, おぇしおう 
う ょさ. ゃけっくくう きぇすっさうぇかう. 
╄ょゃぇ かう くはおけえ っ こさっょこけかぇ-

ゅぇか おぇおなゃ きぇとぇぉっく うおけくけ-

きうつっしおう う しけちうぇかっく っそっおす 
とっ うきぇ いぇ さっゅうけくぇ こさっ-
きっしすゃぇくっすけ くぇ そぇぉさうおぇすぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ¨しゃっく, つっ ょぇゃぇ 
こさっこうすぇくうっ くぇ あうすっかうすっ けす 
きぇかおけすけ こけょぉぇかおぇくしおけ ゅさぇょ-
つっ, くけゃぇすぇ そぇぉさうおぇ こさうゃかう-
つぇ さぇぉけすくぇ さなおぇ けす ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ – おぇおすけ しこっちうぇかうしすう 
う きぇえしすけさう けす ]┿┿, すぇおぇ う 
たけさぇ けす こけ-ょぇかっつくう おさぇうとぇ 
くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 〈けゃぇ けこさっ-
ょっかは う うくすっくいうゃくけすけ しすさけう-
すっかしすゃけ くぇ あうかうとぇ ゃ さぇえけ-
くぇ, くっいぇこけきくっくけ ょけすけゅぇゃぇ. 
╆くぇつうすっかくうは しすけこぇくしおう こけ-
ょっき – ぉせさくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ 
いぇくぇはすうすっ う すなさゅけゃうはすぇ けす 
しゃけは しすさぇくぇ ゃけょう う ょけ こけゃう-
てぇゃぇくっ あういくっくけすけ さぇゃくうとっ 
くぇ くぇしっかっくうっすけ. ╆ぇ 2-3 ゅけ-
ょうくう すけ しっ せゃっかうつぇゃぇ し ぉかう-
いけ 1/3. ╁ しこけきっくうすっ しう いぇ 
すけゃぇ ゃさっきっ ょなかゅけゅけょうてくうはす 
こうさけすったくうお ╉うさうか ╂かせておけゃ 
こうてっ: „╆ぇこけつくぇ こさけちなそすは-

ゃぇくっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ しっ 
けそけさきう こけ-しっすくっ けす きぇかなお 
こさけゃうくちうぇかっく ゅさぇょ ゃ ぉけゅぇす 
こさけきうてかっくけ-うくょせしすさうぇかっく 
ちっくすなさ.”

1928 ゅ. – ╁なゃ ゃけっくくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ しっ しないょぇゃぇ こなさゃけ-
すけ そういおせかすせさくけ ょさせあっしすゃけ, 
ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ おけっすけ しすけう 
そせすぉけかくうはす けすぉけさ. ‶け-おなし-
くけ おなき くっゅけ しっ こさうしなっょうくは-
ゃぇす けとっ くはおけかおけ ゅさせこう – こけ 
ゅうきくぇしすうおぇ, かっおぇ ぇすかっすうおぇ, 
すせさういなき う ょさ.

1934 ゅ. – [ぇしすはとうすっ くせあ-
ょう くぇ ぇさきうはすぇ くぇかぇゅぇす ょぇ 
ぉなょぇす こけかけあっくう けしくけゃうすっ くぇ 
ゃすけさけすけ ゃ しすさぇくぇすぇ こさっょこさう-
はすうっ けす けさなあっえくうは ぉさぇくて. 
]なし しさっょしすゃぇすぇ う ぇおすうゃくぇすぇ 
こけきけと くぇ さぇぉけすくうちう う きぇえ-
しすけさう けす ╃╁《 いぇこけつゃぇ しすさけ-
うすっかしすゃけすけ くぇ ╁ぇいけゃしおうすっ 
きぇてうくけしすさけうすっかくう いぇゃけょう ゃ 
]けこけす.

¨すおさうゃぇ しっ こなさゃぇすぇ ゃ しすさぇ-
くぇすぇ ゃっょけきしすゃっくぇ いぇぉぇゃぇ-
つくうちぇ いぇ ょっちぇすぇ くぇ さぇぉけすっ-
とうすっ ゃ こさっょこさうはすうっすけ.

1936 ゅ. -  ¨すおさうゃぇ しっ 
しっおすけさ いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
くうすさけゅかうちっさうくけゃう う こうさけお-
しうかうくけゃう けさなあっえくう ぇさすうかっ-
さうえしおう ぉぇさせすう, すっつくけしすう いぇ 
ぉけえくう しこうさぇつう ゃさなとぇつう くぇ 
けさなょうはすぇ.

1944 ゅ. – ‶さぇゃはす しっ こなさ-
ゃうすっ しすなこおう ゃ しけちうぇかくうすっ 

ょっえくけしすう – けさゅぇくういうさぇくけ 
っ しすけかけゃけ たさぇくっくっ くぇ さぇ-
ぉけすっとうすっ ゃ こさっょこさうはすうっすけ 
う きっょうちうくしおけ けぉしかせあゃぇくっ 
– けすくぇつぇかけ しぇきけ ゃ っょくぇ かっ-
つっぉくうちぇ う こさっゃなさいけつくぇ.  ¨す 
ゅけゃけさうすっかうすっ ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ 
すさなゅゃぇす う こなさゃうすっ ゃなすさってくけ-
いぇゃけょしおう さぇょうけしなけぉとっくうは.

1947 ゅ. – ] ‶けしすぇくけゃかっ-
くうっ くぇ ╋うくうしすっさしおう しなゃっす 
╃╁《 こさっきうくぇゃぇ くぇ しすけこぇく-
しおぇ しぇきけういょさなあおぇ おぇすけ しぇ-
きけしすけはすっかくぇ のさうょうつっしおぇ 
っょうくうちぇ. 
]ないょぇゃぇ しっ こなさゃうはす ゃ しすさぇ-

くぇすぇ しすさせゅ „′うかっし”.
╁ さぇえけくぇ くぇ そぇぉさうおぇすぇ っ 

けすおさうすけ しさっょくけけぉさぇいけゃぇすっか-

くけ せつうかうとっ いぇ こけょゅけすけゃおぇ 
くぇ しけぉしすゃっくう おぇょさう (こけ-

おなしくけ すけ しっ こさっけぉさぇいせゃぇ ゃ 
]‶〈〉╋). ]なとぇすぇ ゅけょうくぇ しっ 
しそけさきうさぇす くぇさけょっく けさおっし-
すなさ けす こっすうきぇ きせいうおぇくすう う 
すぇくちけゃぇ ゅさせこぇ, こさっさぇしくぇかぇ 
こけ-おなしくけ ゃ 〈ぇくちけゃ ぇくしぇき-
ぉなか “┿さしっくぇか”.

1948 ゅ. - ╃╁《 こさっきうくぇ-
ゃぇ おなき ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
うくょせしすさうはすぇ う いぇくぇはすうすっ, 
ゃかういぇ ゃ しなしすぇゃぇ くぇ くけゃけ-
しないょぇょっくけすけ ╃なさあぇゃくけ しすけ-
こぇくしおけ けぉっょうくっくうっ (╃]¨) 
“╋っすぇかたうき” う こさうっきぇ くけゃけ 
くぇうきっくけゃぇくうっ – “╆ぇゃけょ 10”.

1949 ゅ. – ╇いかういぇ こなさゃう-
はす ぉさけえ くぇ ゃっしすくうお “╆ぇゃけょ-
しおぇ すさうぉせくぇ”.

1951 ゅ. – ╆ぇゃけょ 10 
せつぇしすゃぇ くぇ ╋けしすさっくうは こぇ-
くぇうさ ゃ ‶かけゃょうゃ し こなさゃうは しう 
しすさせゅ “╋けょっか 100” う こなさゃうは 
ゃ しすさぇくぇすぇ ょういっかきけすけさ – 5 
お.し. 

‶さけゃっあょぇ しっ せつさっょうすっかくけ-
すけ しなぉさぇくうっ くぇ ╁いぇうきけ-しこけ-
きぇゅぇすっかくぇすぇ おぇしぇ.

1955 ゅ. – ]ないょぇょっく っ 
しきっしっく たけさけゃ おけかっおすうゃ, くけ-

しうすっか くぇ きくけゅけ ょなさあぇゃくう 
けすかうつうは.

1956 ゅ. – ╁なゃ ゃさないおぇ し 
こけしすぇゃっくう こっさしこっおすうゃう いぇ 

さぇいゃうすうっ, しゃなさいぇくう し ゃなけ-
さなあぇゃぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
ぇさきうは し くけゃう しすさっかおけゃう う 

ぇさすうかっさうえしおう しうしすっきう う ぉけ-
っこさうこぇしう, いぇこけつゃぇ せしゃけはゃぇ-
くっすけ くぇ 7,62 きき ぇゃすけきぇす う 
ぉっいけすおぇすくけ けさなょうっ ╀-10. ] 
すけゃぇ こさっょこさうはすうっすけ ぉっかっあう 
くけゃ っすぇこ けす しゃけっすけ さぇいゃうすうっ.

1958 ゅ. – ′ぇ 30 しっこすっき-
ゃさう っ こさけういゃっょっく こなさゃうはす 

7,62 きき ぇゃすけきぇす.

1960 ゅ. – ╁ くぇつぇかけすけ くぇ 
きっしっち ょっおっきゃさう しっ けすおさうゃぇ 
せつぇしすなお う いぇこけつゃぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ すゃなさょけしこかぇゃくう 
こかぇしすうくう こけ かうちっくい くぇ ]ぇく-
ょゃうお ╉けさけきぇくす, 【ゃっちうは – 
こさけういゃけょしすゃけ, くっこけいくぇすけ いぇ 
しすさぇくぇすぇ ょけすけゅぇゃぇ, くけ し けしけ-
ぉっく っそっおす う ういおかのつうすっかくけ 
こさうかけあっくうっ.

1961-63 ゅ. - ╉なき いぇゃけょぇ 
しっ しないょぇゃぇ こさけすけすうこっく ちった, 
ゃ おけえすけ しっ せしゃけはゃぇす こけつすう 
ゃしうつおう くけゃう ういょっかうは. 〈ぇき いぇ 
こなさゃう こなす しっ こさけういゃっあょぇ くぇ-
しすけかくぇすぇ こさけぉうゃくぇ きぇてうくぇ 
‶-12 う おけかけくくうすっ こさけぉうゃくう 

きぇてうくう ‶╉-20 う ‶╉-32, こなさ-
ゃうすっ そさっいう 《〉-250 う 《〉-320. 
╁ さっおけさょくけ おさぇすおう しさけおけゃっ, 
しぇきけ いぇ 10 きっしっちぇ – けす きぇさす 
1963 ゅ. ょけ おさぇは くぇ しなとぇすぇ 
ゅけょうくぇ – しっ せしゃけはゃぇ う こせしおぇ 
ゃ さっょけゃくけ こさけういゃけょしすゃけ う 
ょさせゅけ くけゃけ いぇ こさっょこさうはすう-
っすけ ういょっかうっ – さなつくうはす こさけ-
すうゃけすぇくおけゃ ゅさぇくぇすけきっす. ‶け 
しなとけすけ ゃさっきっ しっ さぇぉけすう う こけ 
すったくうつっしおぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは 
くぇ ょさせゅぇ くけゃぇ ぉっいけすおぇすくぇ 
しうしすっきぇ – しすぇすうつくうはす こさけすう-
ゃけすぇくおけゃ ゅさぇくぇすけきっす.

1964 ゅ. – ] ‶けしすぇくけ-
ゃかっくうっ くぇ ╋] わ 256 けす 10 
ぇゃゅせしす ╆ぇゃけょ 10 しっ こさっうきっ-
くせゃぇ ゃ ¨ぉっょうくっくけ こさけきうて-
かっくけ こさっょこさうはすうっ (¨‶‶) 
“《さうょさうた ╄くゅっかし”. ‶さうっきぇ 
しっ くけゃぇ しすさせおすせさぇ, けぉっょう-
くはゃぇとぇ 7 いぇゃけょぇ: いぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ けさなあうっ; いぇ こさけ-

ういゃけょしすゃけ くぇ ぉけっこさうこぇしう; 
ぉぇさせすくけ; こうさけすったくうつっしおけ 
こさけういゃけょしすゃけ, いぇゃけょ いぇ きっ-
すぇかけさっあっとう きぇてうくう; うく-
しすさせきっくすぇかくけ こさけういゃけょしすゃけ; 
おけゃぇくっ, きっすぇかけかっっくっ う ょさ. 
しこけきぇゅぇすっかくう こさけういゃけょしすゃぇ, 
ぇ こけ-おなしくけ う けとっ っょうく いぇ-
ゃけょ – いぇ さっきけくす くぇ きぇてうくう, 
くっしすぇくょぇさすくけ けぉけさせょゃぇくっ う 
っくっさゅっすうおぇ.

1965 ゅ. – ╉なき おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ しぇ けすおさうすう いぇ っおし-
こかけぇすぇちうは くけゃう おけさこせしう おなき 
いぇゃけょぇ いぇ きっすぇかけさっあっとう きぇ-

てうくう, けぉけさせょゃぇくう し くぇえ-しな-
ゃさっきっくくぇ う ゃうしけおけこさけういゃけ-
ょうすっかくぇ すったくうおぇ.

1966 ゅ. – ╆ぇっょくけ し さぇいてう-
さはゃぇくっすけ くぇ うくしすさせきっくすぇか-
くけすけ こさけういゃけょしすゃけ しっ けすおさう-
ゃぇ ちった いぇ すけつくけ かっっくっ. ╃]¨ 
“╋っすぇかたうき” しおかのつゃぇ ょけゅけゃけさ 
し そさっくしおぇすぇ そうさきぇ “[っくけ” いぇ 
きけくすぇあ くぇ ぇゃすけきけぉうかう う ゃない-

かぇゅぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ ¨‶‶ 
“《さ. ╄くゅっかし”. ╆ぇ こけ-きぇかおけ けす 
きっしっち しぇ こさけういゃっょっくう こなさ-
ゃうすっ 20 ぉさ. “╀せかゅぇさ [っくけ-
8”,  おけうすけ しぇ こさっょしすぇゃっくう 
くぇ ‶かけゃょうゃしおうは こぇくぇうさ. ‶け 
さってっくうっ くぇ ╃]¨ けぉぇつっ しかっょ 
すけゃぇ すぇいう いぇょぇつぇ しっ ゃないかぇゅぇ 
くぇ ょさせゅけ こさっょこさうはすうっ. 

1967 ゅ. – [ぇいてうさはゃぇくっすけ 
う きけょっさくういうさぇくっすけ くぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ こさっょけこさっょっ-
かはす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╀ぇいぇ いぇ 
すったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ, おけはすけ 
くぇ こさぇおすうおぇ しうくすっいうさぇ おけく-
しすさせうさぇくっすけ う さぇいさぇぉけすゃぇ-
くっすけ くぇ くけゃう しうしすっきう きぇてう-
くう, せくうそうちうさぇ ょっすぇえかうすっ う 
ゃないかうすっ いぇ すはた. 
╁ しなとぇすぇ ゅけょうくぇ しっ けすおさうゃぇ 

う くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ こけかうおかう-
くうおぇすぇ しなし しこっちうぇかういうさぇくう 
おぇぉうくっすう, けぉけさせょゃぇくう し きっ-
ょうちうくしおぇ ぇこぇさぇすせさぇ.

‶さけょなかあぇゃぇ ゃ ぉさけえ 90.
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

きせいっえ “┿さしっくぇか”
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〈は っ っょうく けす 28-すっ すけこ-けょうすけさう くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい. ╆ぇっきぇ こけしすぇ こさっい 
2013 ゅけょうくぇ, しかっょ くけきうくぇちうは けす ぉなかゅぇさしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ う っょくけつぇしけゃけ 

こさっこうすゃぇくっ ゃ ╄ゃさけこっえしおうは こぇさかぇきっくす, くぇ おけっすけ くっ っょうく う ょゃぇきぇ しなくぇさけょくうちう 
けつぇおゃぇす ょぇ しっ こさけゃぇかう. ′け すは せしこはゃぇ. ╇ こっつっかう きはしすけすけ いぇ 6 ゅけょうくう くぇこさっょ, ょけ 
1-ゃう はくせぇさう 2019 ゅけょうくぇ. 
[けょっくぇ っ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, こさっょう 38 ゅけょうくう, うきぇ 6-ゅけょうてっく しうく こなさゃけおかぇしくうお, 

おけえすけ ゃっつっ しさうつぇ くぇ ょゃぇ っいうおぇ ゃ くっきしおけ せつうかうとっ ゃ ╂っさきぇくうは. ╁さっきっすけ え きう-
くぇゃぇ きっあょせ ╊のおしっきぉせさゅ,╂っさきぇくうは う... ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╆ぇゃなさてうかぇ っ きっしすくぇすぇ 
っいうおけゃぇ ゅうきくぇいうは „[けきっく [けかぇく”, ぇ こけしかっ „╋っあょせくぇさけょくう うおけくけきうつっしおう けす-
くけてっくうは” ゃなゃ ╁╇′] - ╁ぇさくぇ. ╇きぇ きぇゅうしすさぇすせさぇ こけ きっあょせくぇさけょくう そうくぇくしう けす 
┿さういけくぇ – ]┿】. 
╀うかぇ っ そうくぇくしけゃ おけくすさけかぬけさ ゃ すさう ぇきっさうおぇくしおう おけきこぇくうう, けぉとうくしおう しなゃっす-

くうお けす ╂╄[╀ う しかせあうすっか ゃ ぇゅさぇさくけすけ きうくうしすっさしすゃけ ゃ ]けそうは.
‶さっょう ょぇ しすぇくっ つかっく くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ ]きっすくぇ こぇかぇすぇ, っ っゃさけょっこせすぇす けす ╂╄[╀. 
]っゅぇ っ つかっく くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ ぉのょあっす う そうくぇくしう ゃ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ ]きっすくぇ こぇ-

かぇすぇ. ╇くしすうすせちうはすぇ, いぇ おけはすけ さぇぉけすう, けょうすうさぇ ちっかうは っゃさけこっえしおう ぉのょあっす, ゃ 
さぇいきっさ くぇ けおけかけ 120 きかさょ. っゃさけ ゅけょうてくけ, っょくぇ しすけすくぇ けす くっゅけ っ いぇ せしゃけはゃぇくっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 
‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ え かうつくぇ けすゅけゃけさくけしす っ けょうす くぇ ぉのょあっすうすっ くぇ っゃさけこっえしおうすっ 

しすさぇくう, しすさせおすせさくうすっ う おけたっいうけくくう そけくょけゃっ くぇ ╄]. ╊うつくけ けすゅけゃぇさは いぇ そうくぇく-
しけゃうは けょうす くぇ ちっかうは そうくぇくしけゃ そけくょ う けょうすぇ くぇ おぇつっしすゃけすけ – す. っ., ょぇかう こぇさうすっ, 
ょぇょっくう いぇ くはおけう こけかうすうおう, しぇ こさけきっくうかう し くっとけ あうゃけすぇ くぇ たけさぇすぇ. 
′っ こぇさぇょうさぇ し すけゃぇ, くけ しかっょゃぇ ょぇ っ ゅけさょぇ: すは っ っょくぇ けす 25-すっ ぉなかゅぇさう ゃ ちはかぇすぇ 

]きっすくぇ こぇかぇすぇ くぇ ╄ゃさけこぇ, けす けぉと しなしすぇゃ 900 ょせてう. ╆ぇこうしぇかぇ っ うきっすけ しう う しさっょ 
28-すっ つかっくけゃっ くぇ ]きっすくぇすぇ こぇかぇすぇ, おけうすけ こさっょしすぇゃかはゃぇす ょぇょっくぇ しすさぇくぇ, つかっく 
くぇ ╄]. ′ぇ おぇさすけくつっすけ こさっょ くっは ゃうくぇゅう こうてっ BULGARIA. 
╆ぇさぇょう こさけそっしうけくぇかくう ぇくゅぇあうきっくすう けす ょゃっ ゅけょうくう あうゃっっ ゃ ╀っかゅうは.
╇かうぇくぇ ╇ゃぇくけゃぇ. 
]なぉっしっょくうおなす すぇいう しっょきうちぇ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. ]さっとぇきっ しっ くぇ くぇてぇ すっ-

さうすけさうは, こけ たせぉぇゃ こけゃけょ, いぇさうくぇすう けす しすさっしうさぇとうすっ くけゃうくう くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ くう 
っあっょくっゃうっ.
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╂けしこけあけ ╇ゃぇくけゃぇ, おぇお 
ういゅかっあょぇ くぇつうくなす けす こけ-
いうちうはすぇ くぇ おけはすけ しすっ, こけ 
おけえすけ たぇさつうき けぉとうすっ っゃ-
さけこっえしおう こぇさう せ くぇし?  

- ╆ぇ ういくっくぇょぇ, きけあっ ぉう, くけ 
ょなさあぇゃぇすぇ くう くっ ういゅかっあょぇ 
すけかおけゃぇ いかっ, おけかおけすけ くうっ 
すせお しう きうしかうき. ╆ぇとけすけ ゅさって
おう うきぇ くぇゃしはおなょっ. 〈けゃぇ しっ 
ゃうあょぇ, おぇすけ しっ いぇょなかぉぇって 
ゃ さぇぉけすぇすぇ う しっ いぇこけいくぇって 
し おけくおさっすくうすっ こさけぉかっきう ゃ 
しすさぇくうすっ, おぇすけ しっ くぇこさぇゃう 
ぇくぇかうい くぇ ゅさっておうすっ. ╇くすっ
さっしくけすけ ゃ すっいう ぇくぇかういう っ, つっ 
- ょぇ, ゃ ╀なかゅぇさうは うきぇ ゅさっておう 
ゃ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ こぇさうすっ けす 
╄], くけ すっ くっ しぇ くうすけ こけゃっつっ, 
くうすけ こけ-きぇかおけ けす ゅさっておうすっ ゃ 
けしすぇくぇかうすっ っゃさけこっえしおう しすさぇ
くう. ╃けさう きけゅぇ ょぇ おぇあぇ, つっ くぇ 
そけくぇ くぇ けしすぇくぇかうすっ すっ ょけさう, 
こけ きけう かうつくう くぇぉかのょっくうは, 
ゃうあょぇえおう おぇおゃけ しすぇゃぇ ゃ さっ
しけさうすっ ゃ „╆っきっょっかうっ” う ゃ ]け
ちうぇかくうは そけくょ, すぇいう ゅけょうくぇ 
╀なかゅぇさうは くはきぇてっ ょけこせしくぇすう 
くっさっょくけしすう, いぇ さぇいかうおぇ けす 
ょさせゅう しすさぇくう. 〈ぇおぇ, つっ くっ
とぇすぇ くっ しぇ すけかおけゃぇ つっさくう, 
おけかおけすけ くうっ しぇきう しう ゅう こさっょ
しすぇゃはきっ. ′っ しきっ くぇえ-かけてうはす 
せつっくうお.

〈けゅぇゃぇ いぇとけ ぉなかゅぇさうくなす 
っ くっゃっさけはすっく くうたうかうしす? 
′っしなこさうつぇしすっく, ゃうくぇゅう くっ-
ょけゃけかっく. ╇いかういぇえおう くぇゃなく 
けぉぇつっ ゃうあょぇ くっとぇすぇ うくぇつっ 
う ょぇゃぇ きくけゅけ こけゃっつっ あっさす-
ゃう けす しっぉっ しう. ╆ぇとけ? 

- ┿い くっ きうしかは, つっ すけゃぇ っ 
しぇきけ ぉなかゅぇさしおぇ つっさすぇ. ╆ぇ
ぉっかはいゃぇき ゅけ こけしかっょくうすっ くは
おけかおけ ゅけょうくう, ゃ おけうすけ あう
ゃっは ういゃなく ╀なかゅぇさうは. ╋うしかは, 
つっ すけゃぇ っ つけゃっておぇ つっさすぇ, くっ 
しぇきけ くぇてぇ. ╅うゃはかぇ しなき う ゃ 
╂っさきぇくうは, う ゃ ╀っかゅうは, ゃしうつ
おう きなさきけさはす いぇ さぇいくう くっとぇ. 
╁なこさけしなす っ - おけゅぇすけ しっ ういかっ
いっ くぇゃなく, くぇ っょくぇ すさうぉせくぇ, 
おぇおゃぇすけ っ ╄ゃさけこっえしおうはす こぇさ
かぇきっくす, ょぇ くっ しっ こかのっき っょくう 
ょさせゅう う ょぇ くっ くう いくぇはす けしすぇ
くぇかうすっ. ╄すけ ゃう っょうく ぉぇくぇかっく 
こさうきっさ, ょぇ おぇあっき, し ゅなさちうすっ. 
〈っ くうおけゅぇ くっ しっ こかのはす っょうく 
ょさせゅ ゃ ╄ゃさけこぇさかぇきっくすぇ. ′う
おけゅぇ くっ ゅけゃけさはす かけてう くっとぇ 
ゃ ╄‶ いぇ ょなさあぇゃぇすぇ しう, ょなさ
あぇす しっ おぇすけ っょうく, くっいぇゃう
しうきけ けす さぇいかうつうはすぇ しう, けす 
くっこけくけしうきけしすすぇ しう こけくはおけゅぇ 
っょくう しこさはきけ ょさせゅう.  ╃けおぇすけ 
くうっ, ぉなかゅぇさうすっ, しっ こかのっき, 
ゃしっ くはおけえ くぇて つけゃっお とっ しっ 
くぇきっさう ょぇ おぇあっ かけてう ょせきう 
いぇ しすさぇくぇすぇ くう. ╄, すけゃぇ ゃっつっ 
っ ぉなかゅぇさしおぇ つっさすぇ, いぇ おけはすけ 
しぇきう しきっ しう ゃうくけゃくう. ‶ぇお ゃう 
おぇいゃぇき, ょぇかっつ くっ しきっ すけかおけ
ゃぇ いかっ, おけかおけすけ ういゅかっあょぇきっ. 
‶さけしすけ しぇきう しう しないょぇゃぇきっ 
かけてうは うきうょあ くぇゃなく. 

╉ぇおゃけ すけゅぇゃぇ くう すさはぉゃぇ, 
いぇ ょぇ しすぇくっき こさうきっさくけ 
っょくぇ 【ゃっえちぇさうは すせお, ょぇ 
あうゃっっき おぇすけ すはた? 
 
- ╆ぇ っょくぇ 【ゃっえちぇさうは きくけゅけ 

くう すさはぉゃぇ. ′っ しぇきけ すけかおけゃぇ 
こぇさう, ぇ けしくけゃくけ こさけきはくぇ ゃ 
きうしかっくっすけ くう. ╁ ゅかぇゃうすっ くう 
っ ゃしうつおけ. 

〈ぇき かう くう っ こさけぉかっきなす 
けしくけゃくけ? 

- ╃ぇ. ‶けかうすうちうすっ, おけうすけ 
しぇきう しう ういぉうさぇきっ, けすくけてっ

くうっすけ くう おなき っおうこくぇすぇ さぇ
ぉけすぇ, おなき くぇてうすっ しけぉしすゃっくう 
いぇょなかあっくうは, ちはかけしすくうはす くう 
くぇつうく くぇ きうしかっくっ, ぇおけ っ すぇ
おなゃ, つっさくけゅかっょ う ゃうくぇゅう ょぇ 
ゅかっょぇきっ ょぇ しっ こかのっき くはおな
ょっ, おなょっすけ きうしかうき, つっ すけゃぇ 
ぉう こけきけゅくぇかけ, くはきぇ おぇお ょぇ 
ゃなさゃうき くぇこさっょ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ 
けこうすゃぇきっ ょぇ さぇぉけすうき いぇっょ
くけ こけ ゃぇあくうすっ こさけぉかっきう くぇ 
╀なかゅぇさうは. ‶けきくは, おけゅぇすけ ぉはた 
っゃさけょっこせすぇす, おぇおゃう くっとぇ 
しすぇゃぇたぇ: くっ きけあっ ょぇ さぇいょっ
かはて たけさぇすぇ う しすさぇくぇすぇ しう こけ 
すっきう, おぇおゃうすけ ぉはたぇ すっいう いぇ 
こさぇゃぇすぇ くぇ さぇぉけすくうちうすっ, こけ 
ちゃはす. ′っ きけあっ. ′ぇきうさぇてっ しっ 
おけくしっくしせし, くけ きくけゅけ すさせょくけ. 
¨ぉとけ ゃいっすけ, ゃしはおぇ すっきぇ けす 
くぇてうすっ たけさぇ すぇき, しっ っおしこかけ
ぇすうさぇ こけかうすうつっしおう, おけえ ょけ
おなょっすけ きけあっ. ┿ くっ ぉうゃぇ. ′っ っ 
こけかっいくけ いぇ くぇし. 

╉けかおけ しさっょしすゃぇ うきぇきっ ょぇ 
せしゃけはゃぇきっ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ けす っゃさけこっえしおうすっ 
そけくょけゃっ おぇすけ しすさぇくぇ? 

- ╆ぇこけつゃぇ しかっょゃぇとぇすぇ 7-ゅけ
ょうてくぇ さぇきおぇ. ‶ぇさうすっ しぇ いぇ
こうしぇくう ゃ くけゃけすけ ]こけさぇいせきっ
くうっ いぇ こぇさすくぬけさしすゃけ, すっ しぇ 

こけゃっつっ, けすおけかおけすけ ぉはたぇ ょけ
しっゅぇ. ′っ っ ゃはさくぇ すっいぇすぇ, つっ 
こぇさうすっ こさっい くけゃうは こさけゅさぇ
きっく こっさうけょ とっ しぇ こけ-きぇかおけ, 
おぇおすけ しっ しこっおせかうさぇ こけ すっきぇ
すぇ. ′け けす くぇし いぇゃうしう ょぇかう とっ 
ゅう せしゃけうき ゃしうつおうすっ. ╇ しっゅぇ, 
ゃ おさぇは くぇ ういすうつぇとうは しっゅぇ 
7-ゅけょうてっく こっさうけょ しっ けおぇいゃぇ, 
つっ うきぇ う くっせしゃけっくう しさっょしすゃぇ 
けす っゃさけこっえしおうすっ そけくょけゃっ う 
すっ とっ しっ ういゅせぉはす. 〈ぇおぇ う いぇ 
くけゃうは こさけゅさぇきっく こっさうけょ. ¨す 
くぇし いぇゃうしう おぇお とっ しう くぇこさぇ
ゃうき しきっすおぇすぇ, おけかおけ ょけぉさっ 
とっ さぇぉけすはす ぇょきうくうしすさぇちうは
すぇ けす っょくぇ しすさぇくぇ う ぉっくっそう
ちうっくすうすっ けす ょさせゅぇ, いぇ ょぇ しっ 
せしゃけはす っゃさけこっえしおうすっ こぇさう. 
╆ぇとけすけ, ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ, 
すっいう こぇさう しぇ っょうくしすゃっくぇすぇ 
しゃっあぇ しすさせは ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
うおけくけきうおぇ, おけはすけ ゃかういぇ.

╉ぇお くぇ すけいう そけく ういゅかっあ-
ょぇす そうくぇくしけゃうすっ こさけぉかっきう 
しっゅぇ くぇ ╀なかゅぇさうは? ╃っそうちう-
すなす くぇ こぇさう ゃ ぉのょあっすぇ, ゅけ-
かっきうはす こさけぉかっき ╉〈╀ う ゃかぇ-
つっとうすっ しっ しかっょ くっゅけ ょさせゅう 
こさけぉかっきう, こさっょしすけはとけすけ 
せゃっかうつっくうっ くぇ っかっおすさうつっ-
しおぇすぇ っくっさゅうは...

- ╆かっ. ╋くけゅけ いかっ. ╉ぇすけ ゃ 
っょくけ しっきっえしすゃけ ゃ おさぇは くぇ 
きっしっちぇ, おけゅぇすけ しきっすおぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こかぇすう. ╉ぇお? ╄, 
すゃけっ さってっくうっ: ょぇかう いぇっき けす 
しなしっょぇ うかう けす ぉぇくおぇすぇ, うかう 
とっ さぇぉけすうて こけゃっつっ, うかう 
とっ しう しなおさぇすうて さぇいたけょうすっ. 
〈ぇおぇ っ う し ょなさあぇゃぇすぇ. ╇, いぇ 
しなあぇかっくうっ, ぇおけ ょなさあぇゃぇすぇ ゃ 
こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ っ ぉうかぇ ゃ 
しなしすけはくうっ, ゃ おけっすけ しうすせぇちう
はすぇ しぇきけ しっ っ ゃかけてぇゃぇかぇ, すけ 
しっ しすうゅぇ ょけ きけきっくすぇ, ゃ おけえ
すけ せこさぇゃかはゃぇとうすっ すさはぉゃぇ ょぇ 
くぇこさぇゃはす すっあなお ういぉけさ. ┿い 
くっ きうしかは, つっ うきぇ ょなさあぇゃ
くうお, おけえすけ ゃいっきぇ し あっかぇくうっ 
ょなかゅ. 〈けゃぇ しっ こさぇゃう, おけゅぇすけ 
しう こさうすうしくぇす. 

╋かぇょ つけゃっお しすっ, あうゃは-
かぇ しすっ う あうゃっっすっ ういゃなく 
しすさぇくぇすぇ. ]っゅぇ ょなさあぇゃぇ-
すぇ くう しないょぇゃぇ くけゃぇ, ゃすけ-
さぇ ゃなかくぇ けす きかぇょう っきう-
ゅさぇくすう くぇゃなく. ╁しなとくけしす, 
すは ゃなかくぇすぇ くっ っ しこうさぇかぇ, 
くけ ゃ こけしかっょくうすっ 15 きっしっ-
ちぇ けしっいぇすっかくけ っ くぇさぇしくぇか 
ぉさけはす くぇ っきうゅさぇくすうすっ けす 
しすさぇくぇすぇ くう, う すけ けしくけゃ-
くけ きかぇょう たけさぇ. ╉ぇおゃけ ょぇ 
いくぇはす  すさなゅくぇかうすっ くぇゃなく 

しっゅぇ う すさはぉゃぇ かう? 

- ╆ぇゃうしう けす うくょうゃうょせぇかくぇ
すぇ ゅかっょくぇ すけつおぇ, おけえ おぇおゃけ 
すなさしう う うしおぇ. ′け すさはぉゃぇ ょぇ 
いくぇはす きかぇょうすっ たけさぇ, つっ すけゃぇ 
くっ っ  くうおぇお かっしくけ. ╆ぇとけ
すけ つけゃっお しう すっあう くぇ きはしすけ
すけ. ╉けさっくなす っ っょうく. ′うっ しきっ 
ぉなかゅぇさう, くはきぇ おぇお - ょけさう  ょぇ 
しすぇくっき ょさせゅう ゅさぇあょぇくう, すけ 
おけさっくなす くう しう っ ぉなかゅぇさしおう. 
╃ゃけえくけ こけ-すさせょくけ っ ょぇ ょけ
おぇいゃぇて くぇ つせあょ っいうお しっぉっ 
しう う こさけそっしうけくぇかういきぇ しう. 
′け つけゃっお しぇき さってぇゃぇ おけっ っ 
くぇえ-ょけぉさけ いぇ くっゅけ. ]なゃっす 
せくうゃっさしぇかっく くはきぇ. ′け, おけゅぇ
すけ すけえ しっ すさせょう う うきぇ ぇきぉう
ちうはすぇ う あっかぇくうっすけ, きけあっ ょぇ 
せしこっっ くぇゃしはおなょっ. ╋けあっ ぉう ゃ 
╀なかゅぇさうは こけ-すさせょくけ しすぇゃぇす 
くっとぇすぇ, くけ う すせお うきぇ くぇつうく 
つけゃっお ょぇ しっ ょけおぇあっ. ╇きぇ 
きくけゅけ せしこっかう きかぇょう たけさぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは.

‶ぇお くう こさっょしすけう ゃぇあっく 
こけかうすうつっしおう  ういぉけさ, くぇ 
5-う けおすけきゃさう. ╆ぇしうこゃぇす 
くう し すっいう, けぉっとぇくうは, し 
ぇこっかう ょぇ きうしかうき.  

- …╇ すさはぉゃぇ ょぇ きうしかうき. 
‶さう すけゃぇ きくけゅけ ゃくうきぇすっかくけ. 
‶さう ゅさってっく ういぉけさ こぇお とっ 
しっ ゃなさくっき くぇいぇょ. ╇ すけゅぇゃぇ 
けとっ こけ-すさせょくけ とっ いぇょなさあうき 
きかぇょう たけさぇ すせお. ╆ぇ しなあぇかっ
くうっ, くぇえ-せきくうすっ う くぇえ-うく
すっかうゅっくすくうすっ すさなゅゃぇす こなさゃう, 
いぇとけすけ くっ きけゅぇす ょぇ しっ こさう
きうさはす う いくぇはす, つっ うきぇ ょけぉさう 
ゃないきけあくけしすう. ╆ぇすけゃぇ う くっ 
ぉうゃぇ ょぇ うき しっ しなさょうき, ょけ
おぇすけ ゃ ╀なかゅぇさうは くはきぇ すぇおう
ゃぇ ゃないきけあくけしすう. ′け さぇぉけすぇ 
っ くぇてぇ - ょぇ くぇこさぇゃうき すぇおぇ, 
つっ すせお ょぇ くう っ たせぉぇゃけ う ょぇ 
しっ ゃなさくぇす きかぇょうすっ, おけうすけ しぇ 
くぇゃなく. ╇ ぇい けとっ ゃはさゃぇき, つっ 
すけゃぇ っ ゃないきけあくけ. 

╇きぇ かう いぇ ╁ぇし けぉさぇすっく 
こなす くぇしぇき? 

- 〈けえ, きけはす こなす, っ すせお. ╁な
こさっおう, つっ しっゅぇ しなき くぇゃなく. 
┿い しなき くけきうくうさぇくぇ けす ぉなか
ゅぇさしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ う ゅけ 
こさっょしすぇゃかはゃぇき しっゅぇ ゃ ╊のお
しっきぉせさゅ, くけ しなき し きぇくょぇす. 
〈けえ しゃなさてゃぇ ゃ っょうく きけきっくす, 
すぇおぇ つっ ぇい とっ しっ ゃなさくぇ. ′ぇ
ょはゃぇき しっ くぇてぇすぇ さぇぉけすぇ ょぇ  っ 
こけかっいくぇ こけ くはおぇおなゃ くぇつうく いぇ 
しすさぇくぇすぇ.

╁うっ しすっ っょうく けす さっゃくけしす-
くうすっ こさうはすっかう くぇ ╉ぇいぇく-
かなお, けとっ ゃ おぇつっしすゃけすけ ╁う 
くぇ っゃさけょっこせすぇす. ╁うあょぇかう 
しきっ ╁う ゃ さぇいかうつくう きっしす-
くう おぇせいう う うくうちうぇすうゃう,  
うきぇすっ かうつっく う しっさうけいっく 
こさうくけし いぇ こけこせかはさういうさぇ-
くっすけ くぇ ゅさぇょぇ う くっゅけゃけすけ 
おせかすせさくけ くぇしかっょしすゃけ ゃ 
╄‶. ╆ぇとけ ゅけ こさぇゃうすっ ? 

- ╉ぇいぇくかなお うきぇ しこっちうぇかくぇ 
きぇゅうは, せくうおぇかくぇ. ┿い しなき けす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, くけ いぇ きけは ゅけさ
ょけしす, きぇゅうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
くぇ さけいうすっ, くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ちぇさっ ぉっ ゃうょはくぇ けす ちっかうは ╄ゃ
さけこっえしおう こぇさかぇきっくす.〈せお うきぇ 
せくうおぇかくう くっとぇ, すさはぉゃぇ ょぇ 
しすっ ゅけさょう し すはた. ╇ すけゃぇ, おけっすけ 
っ ういおかのつうすっかくけ ゃぇあくけ, つっ しっ 
いくぇっ おぇお ょぇ しっ こけおぇあっ う おけっ 
すけつくけ ょぇ しすぇくっ ょけしすけはくうっ くぇ 
しゃっすぇ. ╋けあっ ょぇ しっ ゅけさょっっすっ  
し すけゃぇ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ すせお. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╇ „[『╊〈《〉╅” ╇╉¨╈〉╅｠╅ 》╅〈╊【〉¨[ 〉╅ 』ぇ′╉╅【╊]っ 〉╅ ‒╅╆『¨[╅【╅
╂さぇくうすっく ょゃせきっすさけゃ こけしすぇきっくす し 

こぇきっすくうお くぇ しないょぇすっかは くぇ そぇ-
ぉさうおぇすぇ いぇ しすさせくくう うくしすさせきっくすう 
„╉さっきけくぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお - ╃うきうすなさ 
╂っけさゅうっゃ, しっ けすおさう くぇ 26-すう しっこ-
すっきゃさう. ]なぉうすうっすけ ぉっ つぇしす けす おせか-
きうくぇちうけくくうすっ ょゃせょくっゃくう こさけはゃう,  
こけしゃっすっくう くぇ 90-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ 
けす けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ そぇぉさうおぇすぇ, 

ゃさなしすくうお くぇ „┿さしっくぇか”. 〈けゃぇ しなけぉ-
とう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ういこなか-
くうすっかくうはす  ょうさっおすけさ くぇ „╉さっきけくぇ 
– ╀なかゅぇさうは” ╄¨¨╃  ╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ, 
おけはすけ っ つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお”. ╇ょっはすぇ いぇ ゅさぇょっあぇ 
くぇ こぇきっすくうおぇ っ くっえくぇ う くぇ きっくう-
ょあなさしおうは っおうこ くぇ そうさきぇすぇ. ]なぉう-
すうっすけ ぉっ せゃぇあっくけ けす こさっょしすぇゃうすっ-
かうすっ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ 
- ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ う ╉さぇしうきうさぇ 》ぇ-
さういぇくけゃぇ. ]さっょ ゅけしすうすっ ぉっ う ぇさしっ-
くぇかっちなす う ぉうゃて おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
うくあ. ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ, おけえすけ っ こかっ-
きっくくうお くぇ しないょぇすっかは くぇ そぇぉさうおぇ-
すぇ ╃うきうすなさ ╂っけさゅうっゃ う こけ ょせきうすっ 
くぇ ]ぇさぇそけゃ, けす くっゅけ っ „こさうたゃぇくぇか“ 
すったくうつぇさしおうすっ こさうえけきう う かのぉけゃすぇ 
おなき すったくうおぇすぇ.
]こっちうぇかっく ゅけしす くぇ すなさあっしすゃけすけ 

ぉっ おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おけはすけ  
ゃ こさけつせゃしすゃっくけすけ しう しかけゃけ ぉかぇゅけ-
しかけゃう こぇきっすくうは あっしす くぇ くぇしすけはと-
うは きっくうょあなさしおう っおうこ.

‶ぇきっすくうおなす, おけえすけ っ こけしすぇゃっく 
ゃ ぉかういけしす ょけ ゃたけょぇ くぇ そぇぉさう-

]っゅぇ: 

╁ „╉さっきけくぇ“ さぇぉけすはす 130 ょせてう. ‶けゃっつっすけ けこっさぇちうう しぇ さなつくう, すなえ おぇすけ 
ゃけょっとう しぇ おかぇしうつっしおうすっ すったくけかけゅうう くぇ くっきしおぇすぇ う うすぇかうぇくしおぇ かのすうっさ-
しおう ておけかう, ょけさぇいゃうすう けす ゃっつっ 90-ゅけょうてくうは けこうす くぇ おさっきけくしおうすっ きぇえ-
しすけさう. 〈けゃぇ こさぇゃう  うくしすさせきっくすうすっ すゃなさょっ うくょうゃうょせぇかくう う ょけぉさっ こさうっすう 
くぇ きっあょせくぇさけょくうは こぇいぇさ. ‶けょょなさあぇ しっ ゅけかはきけ さぇいくけけぉさぇいうっ けす きけょっ-
かう う さぇいきっさう, ういこなかくはゃぇす しっ きぇかおう ぇゃすけさしおう こさけっおすう くぇ きっあょせくぇさけょくう 
そうさきう. [ぇぉけすう しっ ゃ すはしくけ しなすさせょくうつっしすゃけ し ぉなかゅぇさしおう う つせあょっしすさぇくくう 
きせいうおぇくすう, かのすうっさう, おけくしせかすぇくすう, いぇ ょぇ ぉなょぇす うくしすさせきっくすうすっ ゃうくぇゅう ゃ 
おさぇお し くぇえ-くけゃうすっ ういうしおゃぇくうは くぇ こぇいぇさぇ.  „╉さっきけくぇ-╀なかゅぇさうは” っあっゅけょくけ 
せつぇしすゃぇ う ゃ くぇえ-ゅけかっきうすっ しゃっすけゃくう ういかけあっくうは くぇ きせいうおぇかくう うくしすさせきっく-
すう – ╋のいうおきっしっ – 《さぇくおそせさす, ╂っさきぇくうは, 〉うくすなさ ′┿╋╋ – ┿くぇたぇえき, ]┿】.

′けゃうすっ ゃさっきっくぇ: 

‶さっい 1997 ゅ. すけゅぇゃぇてくぇすぇ „╀なかゅぇさしおぇ ╉さっきけくぇ“ ╄¨¨╃ こさうょけぉうゃぇ しぇきけし-
すけはすっかくけしす おぇすけ すなさゅけゃしおけ こさっょこさうはすうっ.
 ¨す おさぇは くぇ 1999 ゅ.  “╉さっきけくぇ-╀なかゅぇさうは” ╄¨¨╃ っ つぇしすくぇ そうさきぇ う いぇこけつ-

ゃぇ くけゃ っすぇこ けす うしすけさうはすぇ え. 
〈なさしはす しっ くけゃう こぇいぇさう う しっ こさうしすなこゃぇ おなき けしなゃさっきっくはゃぇくっ くぇ すったくけ-

かけゅうはすぇ う きけょっさくういうさぇくっ くぇ きぇてうくくうは こぇさお, しこけさっょ くけゃうすっ ういうしおゃぇくうは 
くぇ こぇいぇさぇ.
《うさきぇすぇ しっ しこっちうぇかういうさぇ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇえ-ゃっつっ くぇ おかぇしうつっしおう 

おうすぇさう う とさぇえたけゃう うくしすさせきっくすう – ちうゅせかおう, ゃうけかう, つっかぇ, おけくすさぇぉぇしう けす 
しさっょっく う きぇえしすけさしおう おかぇし. ‶さけきはくぇすぇ ゃ おぇつっしすゃけすけ ゃけょう ょけ さぇいてうさはゃぇくっ 
くぇ こぇいぇさうすっ. ╂けょうてくけ けす  そぇぉさうおぇすぇ ういかういぇす きっあょせ 12000-15000 おうすぇさう 
う けおけかけ 500 とさぇえたけゃう うくしすさせきっくすぇ. ╁しうつおう すっ ょけしすうゅぇす ょけ せつっくうちう, かの-
ぉうすっかう う こさけそっしうけくぇかうしすう, きせいうおぇくすう けす しすさぇくう くぇ ゃしうつおう おけくすうくっくすう 
– ╂っさきぇくうは, 《さぇくちうは, 》けかぇくょうは, [せしうは, ╁っかうおけぉさうすぇうは, ]┿】, ぅこけくうは, 
]うくゅぇこせさ, ┿ゃしすさぇかうは. ╇いこけかいゃぇす しっ, おぇおすけ っおいけすうつくう ょなさゃっしうくう, すぇおぇ う 
はゃけさ う しきなさつ けす ╀ぇかおぇくうすっ, ういゃっしすくう し さっいけくぇすけさくうすっ しう おぇつっしすゃぇ.

おぇすぇ, っ ょっかけ くぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ 
′╂‶╇╃ „┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ” う くぇ 
しおせかこすけさぇ う こさっこけょぇゃぇすっか ゃ ゅうきくぇ-
いうはすぇ ╁ぇくぬけ ╉けかっゃ. ╋けくせきっくすぇかくぇ-
すぇ こぇきっす いぇ しないょぇすっかは くぇ そぇぉさうおぇすぇ 
- おぇいぇくかなておうはす きぇえしすけさ-かのすうっさ う 
ぉうゃて けさなあっえくうお ╃うきうすなさ ╂っけさゅうっゃ,  
こさっょしすぇゃかはゃぇ ゅさぇくうすっく こけしすぇきっくす し 
ゃうしけつうくぇ 2 きっすさぇ う きっしうくゅけゃ ぉぇさっ-

かっそ し かうおぇ くぇ しないょぇすっかは. 
╁ てけせさせき-いぇかぇすぇ くぇ „╉さっきけくぇ-

╀なかゅぇさうは” っ こけょさっょっくぇ う のぉうかっえ-
くぇ っおしこけいうちうは けす うくすっさっしくう かうつ-
くう ゃっとう くぇ しないょぇすっかは くぇ そぇぉさうおぇ 
„╉さっきけくぇ”, ういょうさゃぇくう しさっょ くっゅけゃう 
さけょしすゃっくうちう けす ╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ. 
¨しゃっく かうつくう ゃっとう う さぇぉけすくう うく-

しすさせきっくすう くぇ ╃うきうすなさ ╂っけさゅうっゃ, ゃ 
っおしこけいうちうけくくぇすぇ いぇかぇ くぇ そぇぉさうおぇ-
すぇ しぇ こけおぇいぇくう う うくしすさせきっくすう,  こさけ-
ういゃっあょぇくう ゃ „╉さっきけくぇ-╀なかゅぇさうは”. 
╄おしこけいうちうはすぇ とっ っ くぇ しゃけぉけょっく 
ょけしすなこ いぇ ゅさぇあょぇくうすっ, あっかぇっとう ょぇ 
は  さぇいゅかっょぇす.  
 ╉ぇすけ つぇしす けす こさぇいくうつくぇすぇ のぉうかっえ-

くぇ こさけゅさぇきぇ いぇ けすぉっかはいゃぇくっ くぇ 90 
ゅけょうくう  けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ そぇぉさうおぇ 
„╉さっきけくぇ” ぉっ う ょぇさっくうはす こさっょう ょっく 
しこっちうぇかっく しうきそけくうつっく おけくちっさす くぇ 
ょあぇい, こけこ う かぇすうくけ- すゃけさぉう, ういこなか-
くっくう くぇ うくしすさせきっくすう, こさけういゃっょっくう 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ そぇぉさうおぇ けす きぇえ-
しすけさうすっ ゃうさすせけいう ╃ぇくうっか  ╄かうしっっゃ 
う ╁かぇょうきうさ ╃けくおけゃ, ゃ しなこさけゃけょ くぇ 
¨ぉとうくしおう おぇきっさっく けさおっしすなさ. 

╃うさは いぇくぇこさっょ: 

‶さっい 1988 ゅ. ゃ ′╂‶╇╃ „┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ“ しっ けすおさうゃぇ 
くけゃぇ しこっちうぇかくけしす - かのすうっさしすゃけ. ¨しくけゃっく こさっこけょぇゃぇすっか 

っ かのすうっさなす 》さうしすけ ′うおけかけゃ, さなおけゃけょうすっか くぇ とさぇえたけゃけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ „╉さっきけくぇ-╀なかゅぇさうは“. ‶さっい こけしかっょくうすっ 
10 ゅけょうくう つぇしす けす けぉせつっくうっすけ くぇ ぉなょっとうすっ かのすうっさう しっ 
こさけゃっあょぇ ゃ ぇすっかうっすぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ. 
╁ぇあくぇ つぇしす けす こけょょなさあぇくっすけ うきうょあぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ 

ゅさぇょ くぇ かのすうっさしすゃけすけ, っ う ]ょさせあっくうっすけ くぇ かのすうっさうすっ, 
しないょぇょっくけ こさっい 1998 ゅ., つううすけ つかっくけゃっ しっ せゃっかうつぇゃぇす し 
ゃしはおぇ ういきうくぇかぇ ゅけょうくぇ.
‶ぇさすくぬけさ くぇ „╉さっきけくぇ“ っ う ╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ“, 

おなょっすけ ぉっ けすおさうすぇ う こけしすけはくくぇ っおしこけいうちうは, こさっょしすぇゃはとぇ 
こけはゃぇすぇ う さぇいゃうすうっすけ くぇ すけいう いぇくぇはす こさっい ゅけょうくうすっ.

╇しすけさうはすぇ くぇ „╉さっきけくぇ” いぇこけつゃぇ ょぇ しっ こうてっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 20 
ゃっお けす ╃うきうすなさ ╂っけさゅうっゃ.
〈けえ いぇこけつゃぇ しゃけは こなす くぇえ-くぇこさっょ おぇすけ つうさぇお ゃ けさなあっえくぇすぇ 

さぇぉけすうかくうちぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]おけさけ しすぇゃぇ きぇえしすけさ, おぇすけ さぇいさぇぉけす-
ゃぇ う こさぇゃう しゃけう おぇさすっつくうちう う ゅう ゃないこさうっきぇ おぇすけ きったぇくうつくう 

こさけういゃっょっくうは くぇ ういおせしすゃけすけ. ‶け ゃさっきっ くぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ 
ゃけえくぇ ╃うきうすなさ っ こさうくせょっく ょぇ しっ こさうしなっょうくう おなき ぇさきうはすぇ う 
すっしすゃぇ こけしすうあっくうはすぇ くぇ しゃけうすっ さぇいさぇぉけすおう ゃ こさけういゃけょしすゃけ. 
╁うょはくけすけ くぇ そさけくすぇ けぉぇつっ こさけきっくは うい けしくけゃう そうかけしけそうはすぇ 
きせ う ゅけ けすおぇいゃぇ けす ょけしっゅぇてくぇすぇ きせ さぇぉけすぇ. ̈ とっ  こけ そさけくすけゃっすっ 

]ないょぇすっかはす くぇ ′ぇつぇかけすけ: くぇ ╄ゃさけこぇ ╃うきうすなさ ╂っけさゅうっゃ くぇ-
きうさぇ こけおけえ ゃ きせいうおぇすぇ う しゃうさっ-
くっすけ くぇ きぇくょけかうくぇ. ╁さぇあょっぉくぇすぇ 
しさっょぇ しっ けおぇいゃぇ くっぉかぇゅけこさうはすくぇ 
いぇ かのぉうきうは きせ うくしすさせきっくす う すけえ 
っ こさうくせょっく きくけゅけおさぇすくけ ょぇ ゅけ 
こけこさぇゃは しぇき.
]かっょ おぇすけ しっ ゃさなとぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, 

しっ いぇっきぇ し さなつくぇすぇ ういさぇぉけすおぇ  
くぇ  けぉさぇいちう くぇ しゃけは くけゃ すぇかぇくす. 
╆ぇこけつゃぇ し きぇくょけかうくう, ちうゅせかおう う 
こけ-おなしくけ し おうすぇさう. 〈っいう うくしすさせ-
きっくすう ょけおぇいゃぇす くっゅけゃうすっ せきっくうは 
う きせ しこっつっかゃぇす ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
せしゃけう いぇくぇはすぇ ゃ こさけつせすうは ちっくすなさ 
くぇ かのすうっさしすゃけすけ ╋ぇさおくけえおうさたっく 
ゃ ╂っさきぇくうは. ╁さなとぇ しっ ゃ ╀なかゅぇさうは 
こさっい 1924 ゅ., いぇ ょぇ けすおさうっ しゃけは 
しけぉしすゃっくぇ さぇぉけすうかくうちぇ. „╉さっきけ-
くぇ” っ しないょぇょっくぇ し こけきけとすぇ くぇ 
ょゃぇきぇすぇ きせ ぉさぇすは ╇ゃぇく う ╀けくぬけ う 
こけ-おなしくけ う くぇ ょゃぇきぇ くっきしおう かの-
すうっさう.
╆ぇしかせゅぇ いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ そぇ-

ぉさうおぇすぇ こさっい 1924 ゅけょうくぇ うきぇ  う 
‶かけゃょうゃしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ-うくょせし-
すさうぇかくぇ おぇきぇさぇ, つうえすけ しすうこっくょう-
ぇくす しすぇゃぇ. ¨とっ ゃ こなさゃうすっ ゅけょうくう 
きぇえしすけさうすっ いぇこけつゃぇす ょぇ こっつっかはす 
けすかうつうは いぇ うくしすさせきっくすうすっ しう けす 
くぇちうけくぇかくうすっ すなさゅけゃしおう ういかけあっ-
くうは こけ すけゃぇ ゃさっきっ. ‶けょゅけすゃう: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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 ╋けうそてひて たちあうけ たひて せあ てかくけ,
さそけてそ くせあみて さひおか そてけうあて.

 ╋かしあかす くおちあうか, くあ おあ たちかえちひはあてか つうかてあ
け うつけねさそ つさひたそ くあ ╇あつ う せかえそ!!!

ぁかつてけて ちそきおかせ おかせ せあ
〉けさそしあこ ¨いとのかう

けくた. おけちかさてそち せあ „╅ちつかせあし“

╅ちつかせあしぬけ, たちけみてかしけ, さそしかえけ 

〉けさそしあこ ¨いとのかう: 

》そくおちあう

„┿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

]かっょゃぇとうはす ぉさけえ 90 くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“
けつぇおゃぇえすっ くぇ 9 けおすけきゃさう. 

》╅『[ „『《′╅『¨】〈” ╇ 〉《╇╅ 》『╊〈っ〉╅ 

ぅ╅』【]¨╇ 』ぇ〈, ぁ╊ 【】[ 』╊ 』]】ぁ╇╅【 ╉《╆『¨ 〉╊ぅ╅] 6:1 いぇゃなさてう こなさゃうはす きぇつ きっあょせ けすぉけさうすっ くぇ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” 
う „┿さしっくぇか” けす ╋っあょせそうさきっくうは すせさくうさ こけ そせすぉけか, けさゅぇくういうさぇく 

う ょけきぇおうくしすゃぇく けす „┿さしっくぇか” ┿╃, ゃ つっしす くぇ 90-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす しないょぇ-
ゃぇくっすけ くぇ そぇぉさうおぇすぇ. 
╁ けしこけさゃぇくぇすぇ ぉうすおぇ 4 けす ゅけかけゃっすっ いぇ おぇぉっかくうは けこっさぇすけさ ぉっかはいぇ ╃ぇ-

くぇうか ‶さぇくゅけゃ. ‶けつっすくうはす ゅけか いぇ ぇさしっくぇかちう ぉっかはいぇ ╋うさぇく ╋ぇょっくょあう-
はく けす „┿さしっくぇか 2000“.

]さっとぇすぇ しっ 
うゅさぇ くぇ きぇか-
おう ゃさぇすうつおう, し 
けすぉけさう ゃ しなし-
すぇゃ けす 6+1 う 
こさけょなかあうすっか-
くけしす くぇ こけかせ-
ゃさっきっくぇすぇ けす 
20 きうくせすう. 
╃させゅうすっ さっ-

いせかすぇすう ょけ きけ-
きっくすぇ:
„╉ぇこさけくう“ - 

„╀う ╀う ]う ╉っえ-
ぉなか (1)“ - 3:0
„╀う ╀う ]う 

╉っえぉなか (2)“ - 
╁けっくくう - 0:0 
ゃ さっょけゃくけすけ 
ゃさっきっ う 3:4 けす 
ょせいこう.

╁しうつおう さっいせかすぇすう けす しさっとうすっ ゃ すせさくうさぇ, けつぇおゃぇえすっ ゃ こさぇいくうつくうは 
ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 

[っいせかすぇすう けす ╃ぃ【 《╉ „┿さしっくぇか 2000“:

╃っちぇ くぇぉけさ 2000 - 2001 けす 《╉ „┿さしっくぇか 2000“ こけぉっょうたぇ し 12:0 „╀け-
すっゃ“ - ╂なかなぉけゃけ, しなし しなとうは さっいせかすぇす こけぉっょうたぇ う こけ-きぇかおうすっ くぇぉけさ 
2002-2003. ╋かぇょてぇ ゃないさぇしす 《╉ „┿さしっくぇか 2000“ いぇゅせぉう けす ゃさなしすくうちう-
すっ しう けす 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ“ し 2:1.

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

┿さしっくぇかしおうはす うくあっくっさ ╁かぇょうきうさ 
』せつせきうてっゃ, さなおけゃけょうすっか くぇ けすょっか 

„〈ったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ”, しこっつっかう こさけゃっ-
ょっくうは ゅさぇょしおう すせさくうさ こけ すっくうし いぇ おせこぇ-
すぇ くぇ ╇ゃぇく ]かぇゃおけゃ. 』せつせきうてっゃ, おけえすけ 
っ けす ゃっすっさぇくうすっ ゃ すけいう しこけさす ゃ すっくうし 
おかせぉ „[けいぇ”, しっ しなしすっいぇゃぇ くぇ しきっしっくう 
ょゃけえおう, し こぇさすくぬけさおぇ ┿くすけくうは ╋ぇさおけ-
ゃぇ, こさっこけょぇゃぇすっかおぇ こけ ぇくゅかうえしおう っいうお 
ゃ おぇいぇくかなておけ せつうかうとっ. 〈せさくうさなす, おけえ-
すけ しっ こさけゃっあょぇ いぇ こなさゃう こなす, ぉっ そうくぇく-
しけゃけ こけょこけきけゅくぇす けす おかせぉ „¨かうきこうっち”. 
╁ しなしすっいぇくうっすけ せつぇしすゃぇたぇ 15 しきっしっくう 
ょゃけえおう, そけさきうさぇくう くぇ しかせつぇっく こさうく-
ちうこ. 
╁すけさう ゃ くぇょこさっゃぇさぇすぇ けしすぇくぇたぇ ╇ゃけ 

》さうしすけゃ う ╂っさゅぇくぇ ╃のかゅっさけゃぇ, ぇ すさっすう 
– ╃っくうちぇ ╃けつっゃぇ う [ぇょけしかぇゃ ╂けしこけょう-
くけゃ. ╇ すさうすっ こさういけゃう ょゃけえおう しぇ けす すっ-
くうし おかせぉ „[けいう“ し うくしすさせおすけさ  ╃うきうすなさ 
]すぇえおけゃ. 
〈けいう せうおっくょ – くぇ 27 う 28-きう しっこすっき-

ゃさう, すっくうしうしすうすっ けす おかせぉぇ とっ せつぇしすゃぇす 
う ゃ こさっゃなさくぇかうは しっ ゃっつっ ゃ すさぇょうちうは 
けすおさうす すせさくうさ こけ すっくうし, けさゅぇくういうさぇく 
けす きっしすくぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ こぇさすうは ╂╄[╀. 
〈せさくうさなす, おけえすけ しなぉうさぇ くぇえ-ょけぉさうすっ ゃ 
すっくうしぇ ゃ さっゅうけくぇ, とっ しっ こさけゃっょっ ゃ すさう 

╇いちはかけ けぉくけゃっくうはす う さっ-
くけゃうさぇく っきぉかっきぇすうつっく 

おぇいぇくかなておう こぇさお „[けいぇさうせき” 
ぉっ けすおさうす ゃ こけしかっょくうは ょっく 
くぇ かはすけ 2014. ¨ぉくけゃかっくうっ-
すけ っ つぇしす けす きぇとぇぉっく こさけ-
っおす, さぇいさぇぉけすっく けす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお こさっょう ょゃっ ゅけょうくう 
いぇ けぉくけゃかっくうっ くぇ こぇさおけゃっ-
すっ „[けいぇさうせき” う „〈のかぉっすけ” 
う しゃなさいゃぇとぇ ゅう ゃっかけぇかっは くぇ 
けぉとぇ しすけえくけしす 4 きかく. 870 
040 かっゃぇ.
 ¨ぉくけゃっくうはす こぇさお っ しなし いぇ-

しぇょっくう ょっしっすおう くけゃう ゃうょけゃっ 
ょなさゃっすぇ, ょっおけさぇすうゃくう さけいう, 
くけゃう おなすけゃっ いぇ けすょうた う うゅさぇ 
くぇ ょっちぇ, しこけさすくぇ こかけとぇょおぇ, 
そうすくっし くぇ けすおさうすけ, ちゃっすくう 
ぉっしっょおう, そけくすぇく う FREE WI-
FI  いけくぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
ちっかうは こぇさお, けしうゅせさっくぇ けす 
„╀う ╀う ]う ╉っえぉなか”. 
′ぇ けすおさうゃぇくっすけ おきっすなす くぇ 

けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ-
ゃぇ くっ しおさう さぇょけしすすぇ しう けす 
せしこってくぇすぇ さっぇかういぇちうは くぇ 
こさけっおすぇ, おぇすけ いぇはゃう ,つっ けぉ-
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
う くけゃけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ しぇ 
ょかなあくうお くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけ けすくけ-
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おぇすっゅけさうう: しうくゅなか -きなあっ う あっくう う しきっしっくう ょゃけえおう. 
′ぇつぇかけすけ くぇ しさっとうすっ っ けす 9 つぇしぇ くぇ おけさすけゃっすっ くぇ すっくうし おかせぉ „[けいぇ“ ょけ 

しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし”.
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか 

《╆っ╇╅

てっくうっ くぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ こぇさおぇ う くぇ 
′ぇちうけくぇかっく きせいっえ くぇ さけ-
いぇすぇ. 〈は ういさぇいう くぇょっあょぇ, 

つっ ぉなょっとけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, 
いぇ さぇいかうおぇ けす こさっょたけょくけすけ, 
けすこせしくぇかけ くせかぇ かっゃぇ くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, とっ  ゃいっきっ 
こさっょゃうょ すぇいう こけかぇゅぇとぇ しっ 

こさうょけぉうゃおぇ いぇ おぇいぇくかなつぇ-
くう. 
╉きっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお こけうし-

おぇ „しかっょゃぇとうはす おぇぉうくっす ょぇ 

くっ ょっかう おきっすけゃっすっ くぇ しうくう, 
つっさゃっくう, いっかっくう”, ぇ ょぇ つせゃぇ 
あっかぇくうはすぇ くぇ たけさぇすぇ. 94-ゅけ-
ょうてくうはす っきぉかっきぇすうつっく いぇ 
おぇいぇくかなつぇくう こぇさお っ しないょぇ-

ょっく ゃ こっさうけょぇ 1922-1923ゅけ-
ょうくぇ, ゃ きぇくょぇすぇ くぇ おきっすぇ 
]すっそぇく ‶ぇこぇいけゃ, くぇ きはしすけすけ 
くぇ しすぇさう すせさしおう ゅさけぉうとぇ. 

╇ょっはすぇ しっ さぇあょぇ こさっい 
1920 ゅけょうくぇ, ゃ きぇく-
ょぇすぇ くぇ ゅさぇょけくぇつぇか-
くうおぇ ╄くぬけ ╀けさてせおけゃ. 
‶さっい 1934 ゅけょうくぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ こぇさ-
おぇ しっ ういゅさぇあょぇ う きっ-
きけさうぇかっく こぇきっすくうお, 
ゃ つっしす くぇ いぇゅうくぇかうすっ 
ゃ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ 
う ゃ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃ-
くぇ ゃけえくぇ. ╁ ゅけょうくうすっ 
くぇいぇょ „[けいぇさうせきなす” 
しっ こさっゃさなとぇ ゃなゃ ゃぇ-
あくけすけ きはしすけ ゃ あうゃけ-
すぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう, 
おなょっすけ いぇょなかあうすっか-
くけ しっ けすぉうゃぇす きかぇょけ-
あっくちう, ぇぉうすせさうっくすう, 
ゃっすっさぇくう, ゅさぇあょぇくう 
し さぇょけしすくう こけゃけょう. 
‶ぇさおなす しすぇゃぇ う くっょっ-
かうきけ きはしすけ けす ゅさぇょ-

しおぇすぇ おせかすせさくぇ しさっょぇ, きっしす-
くぇ いぇぉっかっあうすっかくけしす.  
 ╁ ゅけょうくうすっ くぇ ょっきけおさぇすうつ-

くうすっ こさけきっくう  こぇさおなす くっ っ 
こけとぇょっく う けす こけょけぉぇゃぇとぇすぇ 

いぇ ゃさっきっすけ しう さぇいさせたぇ. 
]かっょ ぉかういけ 10-きっしっつくう 

せしうかうは くぇ しすさけうすっかう, こさけっお-
すぇくすう, けいっかっくうすっかう, こぇさおなす 
けすくけゃけ っ かのぉうきけ きはしすけ いぇ けす-
ょうた くぇ おぇいぇくかなつぇくう.  
]こっちうぇかくぇ さっすさけしこっおすうゃくぇ 

ういかけあぉぇ, しなたさぇくうかぇ こぇきっすすぇ 
いぇ こぇさおぇ, くっゅけゃうは ゃうょ う けし-
すぇゃっくう っきけちうう ゃ ゅけょうくうすっ, 
おぇおすけ う ぇすさぇおちうけくくけ ゃかぇお-
つっ いぇ ょっちぇすぇ し ゅっさけう けす かの-
ぉうきう こさうおぇいおう ぉはたぇ つぇしす けす 
こさぇいくうおぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう, ゃ 
おぇおなゃすけ しっ こさっゃなさくぇ 20-すう 
しっこすっきゃさう.  
╆ぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ けぉくけゃっ-

くうは こぇさお „[けいぇさうせき” ゃ ╉ぇいぇく-
かなお こさうしすうゅくぇたぇ こさっょしすぇゃう-
すっかう くぇ おぇぉうくっすぇ „╀けさうしけゃ”, 
うきぇとう しっさうけいっく こさうくけし ゃ 
けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ 
いぇ くっゅけゃけすけ けぉくけゃかっくうっ. 〈せお 
ぉっ う かうょっさなす くぇ ╂╄[╀ ╀けえおけ 
╀けさうしけゃ う ゃけょぇつなす くぇ かうしすぇ-
すぇ くぇ ╂╄[╀ ゃ さっゅうけくぇ ╊うかはくぇ 
‶ぇゃかけゃぇ. 
 ╃け そっゃさせぇさう 2015 ゅけょうくぇ 

すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ いぇゃなさてっくけ う 
けぉくけゃかっくうっすけ くぇ こぇさお  „〈のか-
ぉっすけ”. 

     ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉ぇおゃう しすうきせかう こさっょゃうあ-
ょぇ せこさぇゃかっくしおぇすぇ こさけ-

ゅさぇきぇ くぇ ╂╄[╀ いぇ ぉういくっしぇ う 
こけ-おけくおさっすくけ ゃ さっゅうけく ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ? ╇ けとっ こけ-おけくおさっすくけ 
- いぇ くせあょうすっ う きぇとぇぉうすっ くぇ 
そうさきぇ おぇすけ „┿さしっくぇか”?  ╉ぇお-
ゃけ しっ こさっょゃうあょぇ おぇすけ こけきけと 
いぇ そうさきうすっ こさう くぇっきぇくっすけ 
くぇ きかぇょう たけさぇ? ╉ぇおゃう ゃない-
きけあくけしすう ぉうたぇ きけゅかう ょぇ けしう-
ゅせさはす くぇ そうさきうすっ, こさっょこさう-
っきぇつうすっ う うくゃっしすうすけさうすっ いぇ 
さぇいてうさはゃぇくっ くぇ こさっょこさうは-
すうはすぇ う こけょくけゃはゃぇくっ くぇ けぉけ-
させょゃぇくっすけ? 】っ いぇさぇぉけすう かう 
っかっおすさけくくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, 
すぇおぇ くせあくけ くぇ ぉういくっしぇ? 
〈っいう ゃなこさけしう けすこさぇゃう くぇ 

しさっとぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し かう-
ょっさぇ くぇ こぇさすうは ╂╄[╀  ╀けえおけ 
╀けさうしけゃ, し ゃけょぇつぇ くぇ かうし-
すぇすぇ くぇ こぇさすうはすぇ いぇ さっゅう-
けくぇ - ぉうゃてうはす きうくうしすなさ くぇ 
さっゅうけくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ ╊う-
かはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ う  おきっすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
╃っかけゃうはす そけさせき, しなぉさぇか 
くぇえ-ゅけかっきうすっ こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ぉういくっしぇ ゃ さっゅうけくぇ, ぉっ こけ 
こけおぇくぇ くぇ ゃけょぇつぇ くぇ かうしすぇすぇ 
くぇ こぇさすうは ╂╄[╀ ゃ さっゅうけくぇ.  
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おけえすけ っ 

う さなおけゃけょうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” ゃ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ゅさぇょぇ, 
いぇはゃう, つっ ゃ すけいう こさっょういぉけ-
さっく  きけきっくす しっ っ ぇくゅぇあうさぇか し  
こけおぇくぇすぇ いぇ ょうしおせしうはすぇ, けす-
こさぇゃっくぇ けす ‶‶ ╂╄[╀ う くっえくうは 
ゃけょぇつ ゃ さっゅうけくぇ ╊うかはくぇ ‶ぇゃ-
かけゃぇ, いぇ ょぇ こけしすぇゃう くぇかっあぇ-
とうすっ  いぇ さってぇゃぇくっ ゃなこさけしう う 

くせあょう くぇ ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし 
ゃ うきっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおうは ゅさぇあ-
ょぇくうく. 
′ぇ しさっとぇすぇ ういこなかくうすっか-

くうはす ょうさっおすけさ くぇ おぇいぇく-
かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ ょぇょっ 
さぇいかうつくう くぇしけおう う くぇこさぇゃう 
こさっょかけあっくうは おなき ぉなょっとうすっ 
いぇおけくけすゃけさちう う せこさぇゃかっく-
ちう, おけうすけ ょぇ しぇ ゃ こけきけと くぇ 
ぉういくっしぇ う そうさきう し こけすっく-
ちうぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか”.
„╆ぇ きっく っ けす ういおかのつうすっか-

くぇ ゃぇあくけしす ょぇ いくぇき おぇおゃけ 
きけあっ ょぇ けつぇおゃぇ けす ょなさあぇゃぇ-
すぇ さぇぉけすけょぇすっか, おけえすけ くぇっきぇ 
1200-1300 くけゃう さぇぉけすくうちう”, 
いぇはゃう しかっょ おさぇは くぇ しさっとぇすぇ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
„╉ぇすけ ういこなかくうすっかっく ょうさっお-

すけさ くぇ っょくぇ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ 
そうさきう ゃ しすさぇくぇすぇ, ぇくゅぇあう-
さぇく し こさけぉかっきうすっ くぇ ょなさあぇ-
ゃぇすぇ - けす っょくぇ しすさぇくぇ, う おぇすけ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうお ゃ おぇいぇく-
かなておうは きっしすっく こぇさかぇきっくす, 
こけっか けぉとっしすゃっくう ぇくゅぇあう-
きっくすう – けす ょさせゅぇ, う おぇすけ 
ゅさぇあょぇくうく, あうゃっっと ゃ けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお, しなき とぇしすかうゃ 
う ょけゃけかっく けす こけしすうゅくぇすけすけ 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ こけ-
しかっょくうすっ 3 ゅけょうくう ゃ かうちっすけ 
くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
〈けゃぇ っ そぇおす, ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ ういおかのつうすっかくけ ょけぉさぇすぇ くう 
おけきせくうおぇちうは う ょうぇかけゅ, こけ-
しすうゅくぇすう ゃ ╉ぇいぇくかなお  きっあょせ 
ゅさせこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすうすっ” ゃ 
¨ぉとうくしおうは  しなゃっす う ゅさせこぇすぇ 
くぇ ╂╄[╀, けぉっょうくっくう ゃ けぉとぇ 
おぇせいぇ: さぇいゃうすうっ くぇ さぇえけくぇ, 
こけかっいくう う おさぇしうゃう けつぇおゃぇくう 
くっとぇ いぇ たけさぇすぇ. 〈けゃぇ, おけっ-
すけ しっ しかせつゃぇ  ╉ぇいぇくかなお, きっ 
こさぇゃう とぇしすかうゃ”. 〈けゃぇ おぇいぇ 
こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ し さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ ╂╄[╀ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ. 〈けえ こけしけつう しぇきけ 

つぇしす けす しかせつうかぇすぇ しっ こさけきは-
くぇ ゃ こけしかっょくけ ゃさっきっ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお: ういちはかけ くけゃ けぉかうお 
くぇ こぇさお „[けいぇさうせき”, こぇさお 
„〈のかぉっすけ”, くけゃう きっしすぇ いぇ けす-

ょうた, けぉかぇゅけさけょっくう きっあょせぉかけ-
おけゃう こさけしすさぇくしすゃぇ, ゃっかけぇかっは, 
しぇくうさぇくう せつうかうとぇ う ぉけかくうちぇ, 
„くけゃ あうゃけす” いぇ きくけゅけ いぇぉさぇゃっ-
くう きっしすぇ, ぇしそぇかすうさぇくう せかうちう 
う ょさせゅう. 
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ 

„┿さしっくぇか” こさうこけきくう, つっ ゃしうつ-
おけ すけゃぇ しっ っ しかせつうかけ, ゃなこさっおう 
すっあおけすけ くぇしかっょしすゃけ, けしすぇゃっくけ 
けす こさっょたけょくうすっ せこさぇゃう くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお くぇ くぇしすけはとけすけ きっしすくけ 
さなおけゃけょしすゃけ. „╁ けしくけゃぇすぇ くぇ 
ゃしうつおけ すけゃぇ っ ょうぇかけゅなす, おけえすけ 
うきぇ きっあょせ くぇし う ゅさせこぇすぇ くぇ 
╂╄[╀”, おぇいぇ くぇ しさっとぇすぇ ′うおけ-
かぇえ ╇ぉせてっゃ. 
‶け ょせきうすっ きせ, ╉ぇいぇくかなお  くっ っ 

うきぇか こけ-ょけぉなさ おきっす ゃ こけしかっょ-
くうすっ ゅけょうくう けす くぇしすけはとうは, ゃ 
かうちっすけ くぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
ういょうゅくぇすぇ けす こぇさすうは ╂╄[╀ う 
いぇはゃう, つっ しっ つせゃしすゃぇ とぇしすかうゃ 
けす すけゃぇ, つっ っ ぉうか っょうく けす すっいう, 
おけうすけ こなさゃう しぇ は こけょおさっこうかう 
ゃ  こけっきぇくっすけ くぇ すっあおぇすぇ けすゅけ-
ゃけさくけしす いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′ぇ ゃしうつおう こけしすぇゃっくう ゃなこさけ-

しう ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ こけかせつう 
けすゅけゃけさ  かうつくけ けす かうょっさぇ くぇ 
こぇさすうは ╂╄[╀  ╀けえおけ ╀けさうしけゃ う 
こけっすう ぇくゅぇあうきっくすう けす ゃけょぇつぇ 
くぇ かうしすぇすぇ ゃ さっゅうけくぇ くぇ こぇさ-
すうは ╂╄[╀ ╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ. 

╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ: 

 ゃ けすゅけゃけさ くぇ ゃなこさけしう くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - いぇ しすうきせかうすっ 
いぇ ぉういくっしぇ,  おけうすけ こさっょゃうあょぇ せこさぇゃかっくしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
╂╄[╀. 
 

╂╄[╀ くはきぇ ょぇ ゃょうゅぇ ょぇくなちうすっ
 
„‶ぇさすうは ╂╄[╀ くはきぇ ょぇ ゃょうゅぇ ょぇくなちうすっ. 〈っ とっ けしすぇくぇす くぇ 

くぇえ- くうしおうすっ くうゃぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ しすさぇくうすっ けす ╄]. ╆ぇ くぇし っ 
ゃぇあくけ うくゃっしすうすけさうすっ う さぇぉけすけょぇすっかうすっ ょぇ うきぇす たけさういけくす ゃ 
ょぇくなつくぇすぇ こけかうすうおぇ, いぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ こかぇくうさぇす ぉういくっしぇ しう, 
ぉっい いぇこかぇたぇすぇ けす せゃっかうつぇゃぇくっ うかう こさけきはくぇ くぇ しさっょぇすぇ いぇ 
けぉかぇゅぇくっ. ]さっょ ょさせゅうすっ しすうきせかう いぇ ぉういくっしぇ しぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ っかっおすさけくくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, おけっすけ とっ けぉかっおつう ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくうすっ こさけちっょせさう う  とっ くぇきぇかう いくぇつうすっかくけ ぇょきうくう-

しすさぇすうゃくぇすぇ すっあっしす. 
 
╆ぇ ょぇ しっ くぇっきぇす きかぇょう たけさぇ ゃ こさっょこさうはすうはすぇ, ょなさあぇゃぇすぇ, 

し こけきけとすぇ くぇ っゃさけこっえしおうすっ そけくょけゃっ, とっ こけょこけきぇゅぇ こさっょ-
こさうっきぇつうすっ ょぇ ゅう くぇっきぇす, おぇすけ ゃ くぇつぇかけすけ とっ こけっきぇ つぇしす けす 
さぇいたけょうすっ こけ けしうゅせさはゃぇくっすけ うき. 
 
╃けゅけゃけさうたきっ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇすぇ こけ ¨‶ „╉けくおせ-

さっくすくけしこけしけぉくけしす” こさっい こさけゅさぇきくうは こっさうけょ 2014-2020 
ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ っ こさけゅさぇきぇすぇ, おけはすけ とっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ 
こさっょこさうっきぇつうすっ う うくゃっしすうすけさうすっ しなし しさっょしすゃぇすぇ けす っゃさけ-
こっえしおぇすぇ しけかうょぇさくけしす ょぇ  こけょくけゃはす うかう さぇいてうさはす けぉけさせょ-
ゃぇくっすけ いぇ こさっょこさうはすうはすぇ しう.”
  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

Изп. директор на “Арсенал” Н. Ибушев по време на среща с бизнеса на 

Област Стара Загора и ръководството на ГЕРБ

Среща с кмета на 

Казанлък Галина 

Стоянова в “Арсенал”
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〈うは ょくう ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ 
そさっいうしすぇ けす 1/160 しぇ ょくう いぇ 
こさぇいくうちう. 20-う しっこすっきゃさう 
っ さけあょっくうはす きせ ょっく, 21-う っ 
さけあょっくうはす ょっく くぇ しうくぇ ′っ-
ょおけ. ]っょきうちぇ こけ-さぇくけ ゃくせおなす 
╃うきうすなさ /“′ぇ ょはょけ ぉせおゃうつ-
おぇすぇ...!“/, すさなゅゃぇ こなさゃけかぇお.  
╀ぇぉぇ ╁ぇしうかおぇ, おけはすけ こけきぇゅぇ 
う いぇ きぇかおうは ╁ぇかぬけ /“′ぇ ぉぇぉぇ 
ぉせおゃうつおぇすぇ...!/ , とっ こけしさっとぇ 
う ういこさぇとぇ こなさゃけかぇおぇ, とっ 
しこさはすぇ ょけきぇ いぇ ょっちぇ う ゃくせちう. 
╅うゃけすなす くぇ そぇきうかうはすぇ さっょう 
こさぇいくうちう う ょっかくうちう, くけ こけ-
ゃっつっ けす 40 ゅけょうくう, くっとけすけ, 
おけっすけ くっ しっ こさけきっくは, っ っょくけ - 
“┿さしっくぇか“. ]なこさせゅぇすぇ ╁ぇしうか-
おぇ っ こっくしうけくっさ けす ╆ぇゃけょ 3 くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. 
〈せお っ さぇぉけすうか う しうくなす, おけえすけ 
こぇお きうしかう いぇ ゃさなとぇくっすけ しう ゃ 
„┿さしっくぇか“. ]かっょぇ っ けしすぇゃうかぇ 
う とっさおぇすぇ, おけはすけ ゃっつっ っ ゃなゃ 
《うくかぇくょうは しなし しっきっえしすゃけすけ 
しう. „『はかぇすぇ さけょぇ きうくぇ けす-
すぇき“, おぇいゃぇ ╃あぇくおけ. [けょけき 
し つうさこぇくかうえしおう おけさっくう けす 
]さっょくけ ゅさぇょうとっ, すけえ うょゃぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇさぇょう ゃないきけあ-
くけしすうすっ, おけうすけ ょぇゃぇ ゅけかはきぇ-
すぇ うくょせしすさうは すせお. ¨こうすなす けす 
„╀なょぇとくけしす“, おなょっすけ こさぇゃう-
かう さっょけしっはかおう,  こけきけゅくぇか, くけ 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ ╃あぇくおけ くぇ-
せつうか きくけゅけ こけゃっつっ. „╆ぇくぇはす-
なす しなき せしゃけはゃぇか けす おけかっゅうすっ 
すせお“, こさういくぇゃぇ すけえ. „╃ぇかう しっ 
せしゃけはゃぇ いぇくぇはすなす, いぇゃうしう けす 
しぇきうは つけゃっお“, さぇいぉさぇか こさっい 
ゅけょうくうすっ きぇえしすけさなす. 〈けえ っ 

╃あぇくおけ ╃あぇくおけゃ.  [ぇぉけすくうお, おけえすけ すっあう くぇ きはしすけすけ 
しう: 42 ゅけょうくう しぇきけ ゃ ╆ぇゃけょ 1. ╉ぇすけ つけゃっお, ょけおぇいぇか, 
つっ ゃ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう, くぇ くっゅけ きけあっ ょぇ しっ さぇいつうすぇ 
くぇ 100%, すけえ おぇいゃぇ: “┿い しなき しう さぇぉけすくうお. ╉なょっすけ きっ 
しかけあぇす, すぇき さぇぉけすは“. ‶さっい せき くっ きせ きうくぇゃぇ, つっ ゃさっ
きっすけ くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ きけあっ ょぇ すっつっ こさけしすけ すぇおぇ: 
ょっく いぇ ょっく. ╁ くっとけすけ, おけっすけ こさぇゃう, すけえ ゃうくぇゅう うきぇ 
しぇきけ っょくぇ きうしなか - ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう こけ くぇえ-ょけぉさうは くぇ
つうく. ]うゅせさくけ いぇすけゃぇ くっゅけゃけすけ きはしすけ ゃ ┿かっはすぇ くぇ しかぇ
ゃぇすぇ くっ っ ういくっくぇょぇ いぇ すっいう, おけうすけ ゅけ こけいくぇゃぇす. ╀っい うい
かうてくぇ こさっすっくちうは, すけえ しう けぉはしくはゃぇ こさうしなしすゃうっすけ しう 
しさっょ ぇさしっくぇかしおうすっ けすかうつくうちう し ょけぉさうすっ しう せきっくうは ゃ 
いぇくぇはすぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっか.

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

[ちあつそてけ

╅しかみ せあ つしあうあてあ:

』╇ぇ『ぃ¨ ╆╊′》]╅【〉《【《 〈《『╊

╉¨〈¨【『¨〉[╅ ¨ ╅‶╉ぇ〉 ぃ╊【╅【
╇ ′╊]╊〉《【《 》『╊╉ ′╅╇《╉ 5 

‶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[】]¨〉╅『〉╅ „ょ╆¨]╊‶[╅” 
¨すょっかくけ けす おっぉぇこつっすぇすぇ う おのそすっすぇすぇ, ╈けくおぇ う 20-すうくぇすぇ え おけかっゅう こかぇくうさぇす ょぇ こけょくっしぇす 

う ぇこっすうすくう くぇょっくうつおう, つううすけ ちっくう くはきぇ ょぇ しぇ こけ-さぇいかうつくう けす きうくぇかけゅけょうてくうすっ. ╆ぇさぇょう 
ょけぉさけすけ さっくけきっ う ゅぇさぇくすうさぇくけ おぇつっしすゃけ くぇ こさっょかぇゅぇくけすけ こけ こさぇいくうつくうすっ こぇかぇすおう けす ぇさ-
しっくぇかしおうすっ ゅけすゃぇつう う しかぇょおぇさう, ぇさすうおせかうすっ しゃなさてゃぇす ぉなさいけ. ╆ぇすけゃぇ すぇいう ゅけょうくぇ ╈けくおぇ う 
おけかっゅうすっ え こかぇくうさぇす  ょぇ いぇゃうてぇす ぉさけえおぇすぇ くぇ こっつっくぇすぇ しおぇさぇ.  
¨すょっかくけ けす すけゃぇ, こさぇいくうつくうすっ おせかうくぇさくう てぇすさう とっ こさっょかぇゅぇす う ぉけゅぇすけ さぇいくけけぉさぇいうっ けす 

ぉっいぇかおけたけかくう くぇこうすおう, ぉうさぇ, おぇそっ う ょさせゅう  ういくっくぇょう. 
╋くけゅけすけ さぇぉけすぇ けおけかけ こさぇいくうおぇ くぇ そうさきぇすぇ くっ こかぇてう おけかっおすうゃぇ  くぇ ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ, いぇとけ-

すけ こけ すさぇょうちうは しぇ しゃうおくぇかう し きくけゅけすけ, くけ けこさっょっかっくけ こさうはすくぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇとけすけ, いぇ ょぇ たさぇ-
くうて 5 たうかはょう ょせてう ゃしっおう ょっく, しっ ういうしおゃぇ くっとけ きくけゅけ こけゃっつっ けす けすくけてっくうっ おなき さぇぉけすぇすぇ, 
おぇすっゅけさうつくぇ っ ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ. 
》せぉぇゃけ ゃさっきっ う すっきこっさぇすせさう けす 22 ゅさぇょせしぇ けぉっとぇゃぇす くぇ しゃけえ さっょ しうくけこすうちうすっ いぇ こさぇいくうつ-

くうは いぇ ぇさしっくぇかちう 10-すう けおすけきゃさう. 

                                      ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╁すけさぇすぇ しさっとぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ-けさなあっえくうちう けす ╆ぇゃけょ 1 
しっ こさけゃっょっ ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ. ′っうく うょっけかけゅ 

う うくうちうぇすけさ っ ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ, こさっょしっょぇすっか くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ 
ゃ いぇゃけょぇ. ]さっとぇすぇ  しなぉさぇ くぇょ 130 ゃっすっさぇくう-けさなあっえくうちう, 
おけくしすさせおすけさう, すったくけかけいう, ういこうすぇすっかう,  けしすぇゃうかう つぇしす けす 
あうゃけすぇ しう う ょうさは ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ ╆ぇゃけょ 1. 《けさせきなす, し 
ぇきぉうちうはすぇ ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ すさぇょうちうけくっく, しすぇくぇ いぇ ゃすけさう 
こなす ぇさっくぇ くぇ しこけきっくう, しゃなさいぇくう し すさせょくう, くけ ゃなかくせゃぇとう 
ゃさっきっくぇ こけ せしゃけはゃぇくっすけ う さぇいさぇぉけすおぇすぇ くぇ くけゃう ういょっかうは 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 〈けえ こけぉさぇ っきけちうう くぇ くはおけかおけ こけおけかっ-
くうは, ゃしっおう しなし しゃけえ こさうくけし う しこけきっく いぇ ゃさっきっくぇすぇ こさっょう.
]さっとぇすぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ けす ╆ぇゃけょ 1 ぉっ せゃぇあっくぇ けす 》さうしすけ 

]すさっておけゃ, ょうさっおすけさ „╋ぇさおっすうくゅ” くぇ  „┿さしっくぇか”, うくあ. ╃うく-
おけ ╉のきのさっゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 1, おぇおすけ う けす 12 ぉうゃてう 
ゃけっくくう こさっょしすぇゃうすっかう, しさっょ おけうすけ こけょこ. ′っょおけ [ぇょけしかぇ-
ゃけゃ, ]こぇし 【うさおけゃ, ‶っくつけ ╃はくおけゃ, ╉なくつけ 〈ぇさかっゃ, ぉうゃてう 
ょうさっおすけさう  くぇ ╆ぇゃけょ 1, うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ, けさなあっえくうはす 
おけくしすさせおすけさ うくあ. ╂っゃゅぇかけゃ  う ょさ. ]ゃけう しこけきっくう いぇ ゃさっきっすけ 
こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ ╄[‶ う いっくうすくうすっ せしすぇくけゃおう しこけょっかうたぇ 
し おけかっゅう-ゃっすっさぇくう ╉けかぬけ 【ぇたけゃ, ょなかゅけゅけょうてっく すったくけかけゅ 
う さなおけゃけょうすっか くぇ ╀のさけすけ こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ ╆〉-23 う ょさ. 
]さっょ せゃぇあうかうすっ しさっとぇすぇ ぉっ っょうく けす ょけぇえっくうすっ くぇ „┿さしっ-
くぇか” し こけかけゃうくゃっおけゃっく  こさうくけし いぇ けさなあっえくうちぇすぇ, 70-ゅけ-
ょうてくうはす う ゃしっ けとっ さぇぉけすっと すったくけかけゅ ]すけえけ ‶っすさけゃ, ぉうゃて 
おぇょなさ くぇ ╆ぇゃけょ 1, しっゅぇ すったくけかけゅ ゃ ╆ぇゃけょ 5/600.  ]こっちうぇ-
かっく きせいうおぇかっく こけいょさぇゃ いぇ ゃっすっさぇくうすっ-けさなあっえくうちう くぇこさぇ-
ゃう ゅさせこぇすぇ いぇ  こぇすさうけすうつくう こっしくう  „╁ないさぇあょぇくっ” けす ゅさぇょ 
【うこおぇ, ゃ つうえすけ しなしすぇゃ しぇ 4-きぇ  ゃっすっさぇくう-けさなあっえくうちう.
╁っすっさぇくうすっ ぉはたぇ こけいょさぇゃっくう けす ょうさっおすけさぇ くぇ いぇゃけょ1 

うくあ. ╃うくおけ ╉のきのさっゃ. ¨す うきっすけ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さ-
しっくぇか” こけいょさぇゃ おなき ゃっすっさぇくうすっ  けすこさぇゃう 》さうしすけ ]すさって-
おけゃ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

270 ぇさしっくぇかちう う すったくうすっ しっきっえしすゃぇ こけつうゃぇたぇ こけ ぉっいこかぇすくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ こさっい すけいう しっこすっきゃさう ゃ  こけつうゃくぇすぇ しすぇくちうは くぇ そうさきぇすぇ ゃ ′っしっぉなさ. ‶けしかっょくぇすぇ しきはくぇ しっ 
いぇゃなさくぇ くぇ 21-ゃう しっこすっきゃさう. 
 ]かっょ ょゃっゅけょうてくけ こさっおなしゃぇくっ, いぇさぇょう おさういぇすぇ くぇ こぇいぇさうすっ, けすさぇいうかぇ しっ う くぇ „┿さしっくぇか”, 

けすくけゃけ すけゃぇ かはすけ ぉっ ゃ たけょ すけいう あっしす くぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ: くぇえ-ょけぉさうすっ ぇさしっくぇかちう う 
すったくうすっ しっきっえしすゃぇ ょぇ こけつうゃぇす こけ 6 ょくう ぉっいこかぇすくけ くぇ しすぇくちうはすぇ ゃ きけさしおうは ゅさぇょ. ‶さうょけぉうゃ-
おぇすぇ, ょけゅけゃけさっくぇ しなし しうくょうおぇすうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, っ し 4-ゅけょうてくぇ うしすけさうは. 
╃くっゃくうはす こさっしすけえ いぇ くっさぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” ぉかういおう くぇ こけかいゃぇとうすっ ぉけくせし -こさけゅさぇきぇすぇ 

ぇさしっくぇかちう ぉっ ゃ さぇいきっさ くぇ 28 かっゃぇ , し すさう たさぇくっくうは う くけとせゃおぇ, ぇ いぇ ょっちぇ くぇょ 2-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす - 20 かっゃぇ. 
 [っくけゃうさぇくぇすぇ う し ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ こけょけぉさっくうは う さぇいかうつくう こさうょけぉうゃおう いぇ けすかうつっく 

きけさしおう けすょうた ぉぇいぇ けす ゅけょうくぇ くぇ ゅけょうくぇ しっ さぇょゃぇ ゃしっ こけゃっつっ くぇ こさっょこけつうすぇくうはすぇ, おぇおすけ くぇ 
さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, すぇおぇ う くぇ たけさぇ けす ょさせゅう いぇゃけょう う  うくしすうすせちうう.

                                      ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╃ゃっ こけ ょゃっ さぇぉけすかうゃう さなちっ けぉゅさうあゃぇす 
しゃっあけすけ いっかっくけ ゃ こさうきぇきかうゃけすけ こさっい 

かはすけすけ こさけしすさぇくしすゃけ くぇ ゅさぇょうくおぇすぇ こさっょ ╆ぇ-
ゃけょ 5. ╃うきうすさうくおぇ う ┿えょなく しぇ たけさぇすぇ, おけうすけ 
ゃ すぇいう ゅさうあぇ くぇきうさぇす くぇえ-ゅけかはきぇすぇ さぇょけしす ゃ 

さぇぉけすぇすぇ しう こけ こけょょなさあぇくっすけ くぇ つうしすけすぇすぇ  
おさぇえ しすけすうちうすっ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう けす 
きぇてうくけしすさけうすっかくうは いぇゃけょ, おけえすけ ういさぇぉけす-
ゃぇ ょっすぇえかう いぇ ゃしうつおう いゃっくぇ こけ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ ゃっさうゅぇ う ういゃなさてゃぇ くぇかっあぇとうすっ さっきけくすう 
こけ けぉけさせょゃぇくっすけ くぇ きくけゅけすけ こさけういゃけょしすゃぇ. 
12 ぉうかう たうゅうっくうしすうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 5 くぇゃさっきっすけ, 
しこけきくは しう ╃うきうすさうくおぇ ╁っかっゃぇ, ょけてかぇ すせお 
こさっょう こけつすう 30 ゅけょうくう. ]っゅぇ たうゅうっくうしすうすっ, 
おけうすけ こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ くぇさうつぇきっ „つうしすぇつう“, 
しぇ っょゃぇ すさうきぇ – ょゃぇきぇすぇ し ┿えょなく う おけかっあ-
おぇすぇ ]ゃっすかぇ ]うさぇおけゃぇ. 〈けゃぇ こさぇゃう ょっくはす うき 
ょぇかっつ こけ-しすっゅくぇす う けさゅぇくういうさぇく, いぇとけすけ ゃ 
すったくうすっ すさう つうそすぇ さなちっ しぇ ゃしうつおう たぇかっすぇ 
くぇ いぇゃけょぇ, おぇくちっかぇさううすっ けす ょゃぇすぇ っすぇあぇ くぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ, おけさうょけさうすっ, すけぇかっすくうすっ, 
しなぉかっおぇかくうすっ, ょっしっすすっ っすぇあぇ くぇ ゃうしけおぇすぇ 
しゅさぇょぇ, しうきゃけかなす くぇ ╆ぇゃけょ 5. [ぇぉけすぇすぇ いぇ 
ゅさぇょうくおぇすぇ けぉぇつっ, っ くっとけ こけ-ょさせゅけ – ╃う-
きうすさうくおぇ う ┿えょなく いくぇはす, つっ しゃなさてっくけすけ けす 
すはた いぇ こけょょなさあぇくっすけ くぇ いっかっくうすっ こかけとう, 
くけしう いぇ たけさぇすぇ けす いぇゃけょぇ せょけゃけかしすゃうっすけ けす 

さぇいたけょおうすっ こさっい こけつうゃおぇすぇ う くぇしすさけっくうっ-
すけ しせすさうく, おけゅぇすけ うょゃぇて くぇ さぇぉけすぇ ゃ っょくけ 
しこさっすくぇすけ う こけょさっょっくけ きはしすけ. 『ゃっすはすぇ こけ 
ゅさぇょうくおうすっ う おけしっくっすけ くぇ すさっゃぇすぇ しぇ さぇぉけ-
すぇ くぇ いゃっくけすけ けす ╆ぇゃけょ 0, くけ けす すぇき くぇすぇすなお, 

っあっょくっゃくぇすぇ こけょょさなあおぇ っ いぇ ╃うきうすさうくおぇ う 
┿えょなく. ‶さっょう くはおけかおけ ゅけょうくう, すっ ょけくっしかう けす 
おなとう う しすさなおけゃっすっ, けす おけうすけ ょくっし こけ しぇおしう-
うすっ こさっょ おけさこせしぇ, しぇ ぉせたくぇかう ゃっつっ ゅけかっきうすっ 
おせこつうくう いょさぇゃっち. ╃うきうすさうくおぇ う ┿えょなく しぇ くっ 
こさけしすけ おけかっゅう. 〈は っ つけゃっおなす, おけえすけ しすけう くぇえ-
ぉかういけ ょけ きかぇょっあぇ, おけえすけ うきぇ いょさぇゃけしかけゃっく 
こさけぉかっき ゃ けぉとせゃぇくっすけ. ′け いぇ ╃うょぇ こさけぉかっきう 
くはきぇ, すは っ せしゃけうかぇ しゃけうすっ しう くぇつうくう いぇ さぇい-
ぉうさぇすっかしすゃけ し ┿えょなく う ょけさう こけきぇゅぇ くぇ ょさせ-
ゅうすっ ょぇ しう けぉとせゃぇす し くっゅけ. ╉けかっゅぇすぇ っ しなとけ 
おぇいぇくかなつぇくうく, きぇおぇさ しぇきけ すさうえしっすうくぇ ゅけょう-
てっく, すけえ ゃっつっ うきぇ 10 ゅけょうくう けこうす ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ う しう っ つうしすけおさなゃっく ぇさしっくぇかっち. ╃ゃぇきぇすぇ 
しう けぉとせゃぇす, おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ う しかっょ さぇぉけすぇ, 
ゃ さぇいゅけゃけさうすっ こさっい すっかっそけくぇ こけきぇゅぇ ぉぇとぇすぇ 
くぇ きけきつっすけ, すぇおぇ つっ ╃うきうすさうくおぇ っ くっとけ う 
おぇすけ こさうはすっか, ぉかういなお いぇ しっきっえしすゃけすけ くぇ ┿え-
ょなく. ╆ぇ ぇさしっくぇかちう, ぉかういけしすすぇ ゃ けすくけてっくうはすぇ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ っ くっとけ くけさきぇかくけ. „╇きぇき しう 
すせお きくけゅけ こさうはすっかう う こさうはすっかう う こさうはすっか-
おう“, せしきうたゃぇ しっ おさけすおけ ╃うきうすさうくおぇ. ′っえくぇすぇ 

ぉかぇゅけしす しっ ゃうあょぇ けすょぇかっつ, ゅけすけゃぇ っ ょぇ こけきけゅくっ う こけきぇゅぇ ゃっょくぇ-
ゅぇ くぇ ゃしっおう, すけつくけ しなし しなとぇすぇ さぇょけしす, し おけはすけ こけつうしすゃぇ しかっょ おけ-
しっくっすけ すさっゃぇすぇ ゃ ゅさぇょうくおぇすぇ こさっい いぇゃけょぇ, うかう しさなつくけ さぇいきぇた-
ゃぇ  きっすかぇすぇ こけ こかけつくうおぇ. ╂さうあぇすぇ いぇ つうしすけすぇすぇ  う せょけぉしすゃけすけ 
くぇ しっきっえしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 5 けす ゅけかはきぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ そぇきうかうは, っ 
しなとぇすぇ ゅさうあぇ, し おけはすけ ╃うきうすさうくおぇ すけこかう う たけさぇすぇ ゃおなとう – しな-
こさせゅぇ, しうくぇ, とっさおぇすぇ う ゃくせおなす ╀けゅょぇく, おけえすけ くぇえ-きくけゅけ は さぇょ-
ゃぇ. 〉ょけゃけかしすゃうっすけ けす すさせょぇ いぇ くはおけゅけ, ぉなさいぇくっすけ けす ゅけかはきぇすぇ 
おなとぇ  くぇ そうさきぇすぇ おなき せのすぇ せ ょけきぇ – ょぇ しこさっすくって ゅさぇょうくおぇ-
すぇ, こけょさっょうて, ょぇ こさうゅけすゃうて し けぉうつ ゃっつっさは/ „╋くけゅけ けぉうつぇき ょぇ 
ゅけすゃは!“/ , ょぇ おぇあって ょゃっ すけこかう ょせきう, いぇ たけさぇ おぇすけ ╃うきうすさうくおぇ 
っ しきうしなかなす くぇ しなとっしすゃせゃぇくっすけ, こさっょぇゃぇく ゃ こけおけかっくうはすぇ  „けす 
さぇきけ くぇ さぇきけ“.  ╆ぇ くはおけう – けす さけょうすっかう, けす ぉかういおう こさうはすっかう...┿ 
ゃ しかせつぇは し ╃うきうすさうくおぇ – けす しゃっおなさ う しゃっおなさゃぇ, おけうすけ は ょけゃっかう 
ゃ „┿さしっくぇか“ けとっ こさっい 1985-すぇ.  〈は こなお しっ さぇょゃぇ, つっ きかぇょけしすすぇ 
くぇ おけかっゅぇすぇ ┿えょなく, ゃっつっ っ こけこうかぇ すけは ょせた いぇ ぉなょっとっすけ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ゃうあょぇか ゃしはおぇおゃう たけさぇ - っょくう 
しっ しこさぇゃはす, ょさせゅう くっ. ╉けえすけ 
しっ しこさぇゃは, けしすぇゃぇ, おけえすけ くっ - 
くぇこせしおぇ さぇくけ うかう こけ-おなしくけ. 
〈けえ っ けす すうは, おけうすけ はゃくけ しっ 
しこさぇゃはす, とけき っ けしすぇくぇか すけか-
おけゃぇ ゅけょうくう. [ぇょゃぇ しっ, つっ, 
きぇおぇさ う ょくっし こけ-きぇかおけ, くけ  
うょゃぇす う きかぇょう ゃ いぇゃけょぇ, さぇょ-
ゃぇ ゅけ う そぇおすなす, つっ しっゅぇ こぇお 
しっ こさうっきぇす くけゃう さぇぉけすくうちう. 
╃なさゃけょっかっち, ぉけはょあうは...., 
しっゅぇ – そさっいうしす, さぇぉけすぇさはす けす 
╆ぇゃけょ 1 しっ てっゅせゃぇ: “╉ぇおゃけ 
かう くっ しなき ぉうか? – ゃしうつおけ しなき 
ぉうか, しぇきけ つうしすぇつ う くぇつぇかくうお 
くっ しなき ぉうか...“. [ぇぉけすうか っ くぇ 
ゃしはおぇおゃう そさっいう – けす けぉうおくけ-
ゃっくぇすぇ ょけ せくうゃっさしぇかくぇすぇ. ╇ 
ゃしっ ういこなかくはゃぇ, つっ う こさっうい-
こなかくはゃぇ くけさきぇすぇ. ╆ぇ つっすうさう-
すっ ょっしっすうかっすうは ゃ „┿さしっくぇか“ 
╃あぇくおけ っ ゃうょはか う こけきくう おぇお-
ゃけ かう くっ. [ぇぉけすう っょくぇおゃけ ょけ-
ぉさっ う し ょなさゃけすけ, う し あっかはいけ-
すけ. ╇いさぇぉけすおぇすぇ くぇ ょっすぇえかう 
いぇ [‶╂-すけ, おぇさすっつくうちぇすぇ..., 
こけつすう ゃしうつおう っかっきっくすう くぇ 
しこっちうぇかくぇすぇ こさけょせおちうは しぇ 
きうくぇかう こさっい さなちっすっ きせ. ‶けき-
くう せゃかっつっくうっすけ こけ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ ょなさゃっくうすっ こさうおかぇょう けす 
こぇさっく ぉせお う けさった いぇ かけゃくうすっ 
おぇさぇぉうくう, こけきくう う しこってくう-
すっ っゃぇおせぇちうう けす こかけとぇょおぇすぇ 
くぇ ╆ぇゃけょ 1 ゃ 【っえくけゃけ こさっい 
80-すっ ゅけょうくう, おけゅぇすけ しっ くぇ-
かぇゅぇかけ „ ゃ ぉはしすゃけ けす ╀はかぇすぇ 
しきなさす“, ょぇ こさっしこうゃぇす せ おけかっ-
ゅう ゃ しっかけすけ いぇさぇょう ょなかぉけおう-
すっ しくっあくう こさっしこう う せあぇしくうすっ 

ゃうっかうちう. ′け くうおけゅぇ くっ きせ っ 
きうくぇゃぇかけ こさっい せき ょぇ しう すなさ-
しう さぇぉけすぇ ょさせゅぇょっ. ¨す 27-う 
くけっきゃさう 1972-さぇ ょけ しっゅぇ こけ-

さぇしくぇかけすけ きけきつっ けす ]さっょくけ 
ゅさぇょうとっ っ ゃしっ し ぇさしっくぇかしおうは 
こさけこせしお ゃ ょあけぉぇ しう: “]ゃうお-
くぇか しなき しう し すけは „┿さしっくぇか“.  
╃けゃっさうっすけ おなき さぇぉけすぇすぇ きせ 
う おなき しぇきうは くっゅけ っ くっとけすけ, 
おけっすけ くっ こけしすぇゃは こけょ しなきくっ-
くうっ ぇさしっくぇかしおけすけ きせ ぉうすうっ: 
“′ぇつぇかくうおなす すっ けちっくはゃぇ, 
ぇおけ すう うきぇ ょけゃっさうっ. ┿ ゃっつっ 
すさはぉゃぇ ゃしうつおけ ょぇ きけあっき. 
‶さう くぇし, おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ, 
しっ さぇぉけすう くぇゃしはおなょっ“, けぉはし-
くはゃぇ ょくってくぇすぇ しうすせぇちうは くぇ 
ゃいぇうきけいぇきっくはきけしす きっあょせ 

たけさぇすぇ ゃ いぇゃけょぇ けこうすくうはす 
こさけういゃけょしすゃっくうお. ′ぇかぇゅぇ きせ 
しっ こけくはおけゅぇ ょぇ いぇきっくは そさっ-
いぇすぇ し ぉけさきぇてうくぇ, ょぇ こけっきぇ 

„かせそすけゃっ“ こけ きっしすぇ ゃ ちったぇ, 
くけ すけゃぇ くっ きせ っ こさけぉかっき: “╆ぇ 
すうは, おけうすけ さぇぉけすはす, おけうすけ しっ 
しこさぇゃはす, おけうすけ きけゅぇす, ゃうくぇゅう 
うきぇ さぇぉけすぇ“, こけおぇいゃぇ けこうすなす 
くぇ ╃あぇくおけ ╃あぇくおけゃ. ╆ぇすけゃぇ 
すけえ っ しこけおけっく いぇ さぇぉけすぇすぇ 
しう. 〈さっゃけあう ゅけ しぇきけ ぉけかっあ-
おぇすぇ ゃ おさぇおぇ, おけはすけ きせ こさっ-
つう ょぇ すなさつう ぉっいこさけぉかっきくけ 
すぇおぇ, おぇおすけ っ しゃうおくぇか. ╁しっ 
くっ しっ くぇっきぇ ょぇ ゃいっきっ さってっ-
くうっ いぇ けこっさぇちうは, ぇ う ぉかうい-
おぇすぇ くぇょっあょぇ いぇ ぇさしっくぇかしおけ 

こっくしうけくうさぇくっ こさぇとぇ きうしかう-
すっ きせ くっ おなき ぉけかくうちう, ぇ おなき 
ゃないきけあくけしすすぇ, しかっょ すけかおけゃぇ 
ゅけょうくう さぇぉけすぇ, ょぇ くぇきっさう 
こけつうゃおぇすぇ う しこけおけえしすゃうっすけ 
ゃ くはおけは おなとぇ くぇ しっかけ おさぇえ 
╉ぇいぇくかなお. ╃あぇくおけ, いぇおなさきっく 
し けぉうつすぇ おなき いっきはすぇ, し おけは-
すけ っ しゃなさいぇく ゃしっおう ゃ さけょくうは 
きせ おさぇえ, くっ こさっしすぇゃぇ ょぇ しっ 
せしっとぇ こさうゃかっつっく けす しっかけすけ 
う いっきっょっかうっすけ. ]ゃなさいぇく ゃっつっ 
すさぇえくけ し ╉ぇいぇくかなお, きぇおぇさ う 
し ぉけかおぇ, こさけょぇゃぇ さけょくぇすぇ 
しう おなとぇ ゃ ]さっょくけ ゅさぇょうとっ 
う すなさしう おっさっきうょっく こけおさうゃ ゃ 
いっきはすぇ おさぇえ ╉ぇいぇくかなお. ‶さう-
さけょぇすぇ きせ っ こó くぇ しなさちっ けす 
あうゃけすぇ し すせさしおうすっ しっさうぇかう, 
いぇさぇょう おけうすけ くぇこさぇゃけ くっ きせ 
しっ こせしおぇ すっかっゃういけさぇ. 〈っかっゃう-
いけさなす けぉぇつっ くっ しっ しこうさぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ くけゃうくうすっ. ] くぇゃうおぇ 
くぇ きうくぇかけすけ こけおけかっくうっ, うい-
さぇしくぇかけ ゃ ょさせゅけ ゃさっきっ, おけゅぇ-
すけ ゃしっおう しっ うくすっさっしせゃぇてっ けす 
けぉとっしすゃっくけすけ, ╃あぇくおけ しかっょう 
おぇおゃけ しすぇゃぇ ゃ しすさぇくぇすぇ. ′っ 
こさけこせしおぇ こけかうすうおぇすぇ う しこけさ-
すぇ. ′っ おさうっ, つっ きくけゅけ くっとぇ 
くっ きせ たぇさっしゃぇす, つっ ょくっし しっ 
あうゃっっ ゃしっ こけ-すさせょくけ, つっ くけし-
すぇかゅうはすぇ こけ きうくぇかけすけ くっ しっお-
ゃぇ, くけ: “〈さはぉゃぇ ょぇ しっ しこさぇ-
ゃはきっ“.  ′っゅけゃうはす くぇつうく ょぇ しっ 
しこさぇゃは っ さぇぉけすぇすぇ う きうしなかすぇ, 
つっ しかっょ ょけぉさっ しゃなさてっくぇすぇ 
さぇぉけすぇ こけゃっつっ けす 40 ゅけょう-
くう ゃ „┿さしっくぇか“, とっ しっ ゃなさ-
くっ しこけおけえくけ おなき おけさっくうすっ 
くぇ いっきはすぇ. ] ゃはさぇすぇ, つっ ゃっつっ 
うょっ ゃさっきっ, おけゅぇすけ とっ ょけつぇおぇ 
„すぇは こせしすぇ こっくしうは!“, すさせょけ-
かのぉっちなす けす ╆ぇゃけょ 1 ゃ ┿かっはすぇ 
くぇ しかぇゃぇすぇ きっつすぇっ ょぇ こけしさっ-
とぇ ょっちぇ う ゃくせちう, くっ しぇきけ ゃ 
ぇこぇさすぇきっくすぇ ゃ ぇさしっくぇかしおうは 
ぉかけお 32 くぇ ╇いすけつくけすけ, くけ う ゃ 
くけゃ ょけき くぇ しっかけ. ¨しけぉっくけ こけ 
こさぇいくうちう. ╉けうすけ ゃ くっゅけゃけすけ 
しっきっえしすゃけ しぇ くぇえ-きくけゅけ こさっい 
しっこすっきゃさう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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‶さっょしすけう ういゅけすゃはくっすけ 
くぇ ╉ぇょぇしすさぇかくぇ おぇさすぇ 

う ╉ぇょぇしすさぇかくう さっゅうしすさう くぇ 
いっきかうとっすけ くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇく-
かなお, しなけぉとう ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ゃ こさっししなけぉとっくうっ 
こさっい しっょきうちぇすぇ. ‶さけちっょせ-
さぇすぇ しすぇさすうさぇ しなし いぇこけゃっょ 
くぇ ╇いこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ 
くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ ゅっけょっいうは, 
おぇさすけゅさぇそうは う おぇょぇしすなさ 
わ [╃-16-7/11.08.2014ゅ. 
/けぉくぇさけょゃぇく ゃ ╃╁ ぉさけえ 
73/02.09.2014 ゅ./ くぇ けしくけ-
ゃぇくうっ つか. 35, ぇか. 1 う 2 けす 

╆ぇおけくぇ いぇ おぇょぇしすなさぇ う うき-
けすくうは さっゅうしすなさ /╆╉╇[/.
╆ぇょ しすさけゅけ ぇょきうくうしすさぇ-

すうゃくうは っいうお しなけぉとっくうっすけ 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ おさうっ ういおかの-
つうすっかくけ ゃぇあくぇ いぇ ゅさぇあょぇ-
くうすっ うくそけさきぇちうは, しすぇくぇ 
はしくけ けす っおしこっさすくうは おけきっく-
すぇさ くぇ うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ 
こさっょ  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“. 
╇くあ. 【うおけゃ っ こさっょしっょぇすっか 
くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ 
せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ, 
うくそさぇしすさせおすせさぇ, しすさけうすっか-
しすゃけ う すさぇくしこけさす ゃ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす う さなおけゃけょうすっか 
くぇ  ′ぇこさぇゃかっくうっ „‶さけっお-
すうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う しすさけ-
うすっかしすゃけ” ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃. 
„╂さぇあょぇくうすっ しぇ かうつくけ いぇ-
うくすっさっしけゃぇくう ょぇ けおぇいゃぇす 
しなょっえしすゃうっ くぇ しこっちうぇかう-
しすうすっ こさう ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ 
╉ぇょぇしすさぇかくぇすぇ おぇさすぇ“, こけょ-
つっさすぇ 【うおけゃ.  
‶さぇゃけしこけしけぉくけすけ かうちっ, くぇ 

おけっすけ しっ ゃないかぇゅぇ ういさぇぉけす-
ゃぇくっすけ くぇ おぇょぇしすさぇかくぇすぇ 
おぇさすぇ う おぇょぇしすさぇかくうすっ さっ-
ゅうしすさう, っ ╄〈 “]╉╂ - ╇かうはく 

〈けょけさけゃ” – ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, うく-
そけさきうさぇす けす  おきっすしおぇすぇ ぇょきう-
くうしすさぇちうは, おぇすけ けぉはしくはゃぇす, 
つっ ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
とっ ぉなょっ けすおさうすぇ ‶さうっきくぇ くぇ 
ういこなかくうすっかは. ‶さうっきくぇすぇ とっ 
こけしさっとぇ ゅさぇあょぇくう けす 8  けお-
すけきゃさう 2014 ゅ. ょけ 8 くけっきゃさう 
2014 ゅ., ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 
ちはか きっしっち.  „]けぉしすゃっくうちうすっ 
くぇ うきけすう すさはぉゃぇ ょぇ こけしっすはす 
こさうっきくぇすぇ, おぇすけ こさっょけしすぇゃはす 
おけこうは けす ょけおせきっくすうすっ しう いぇ 
しけぉしすゃっくけしす くぇ すったくうつっしおう-
すっ かうちぇ ゃ こさうっきくぇすぇ, おぇおすけ 
ょぇ くぇこさぇゃはす すけゃぇ う こけ ゃさっきっ 
くぇ ういきっさゃぇくっすけ くぇ きはしすけ けす 
そうさきぇすぇ-ういこなかくうすっか しなゅかぇし-
くけ こけしけつっくうは ゅさぇそうお“, しなけぉ-
とぇゃぇす けとっ けす ¨ぉとうくぇすぇ.  
′ぇえ-ょけぉさっ いぇ たけさぇすぇ っ ょぇ 

こさうしなしすゃぇす, おけゅぇすけ しこっちうぇ-
かうしすうすっ くぇ そうさきぇすぇ とっ  きう-
くぇゃぇす くぇ きはしすけ, こけ ぇょさっしうすっ, 
しなゃっすゃぇ うくあ. 【うおけゃ. „〈けゃぇ 
っ けす ういおかのつうすっかっく うくすっさっし 
いぇ すはた“, ょけこなかゃぇ けとっ すけえ. 
╆ぇょなかあっくうっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, 
おけっすけ うき ゃきっくはゃぇ いぇおけくなす, 
っ ょぇ けしうゅせさはす しゃけぉけょっく ょけし-

すなこ ゃ うきけすぇ いぇ ういゃなさてゃぇくっ 
くぇ さぇぉけすうすっ こけ おぇょぇしすなさぇ; 
ょぇ けいくぇつぇす し すさぇえくう いくぇちう 
ゅさぇくうちうすっ くぇ うきけすぇ ゃ しなけす-
ゃっすしすゃうっ し ぇおすぇ, せしすぇくけゃは-
ゃぇと こさぇゃけすけ くぇ しけぉしすゃっくけしす 
うかう ょさせゅけ ゃっとくけ こさぇゃけ う 
ょぇ けこぇいゃぇす いくぇちうすっ けす せくう-
とけあぇゃぇくっ. ╆ぇょなかあっくうっ くぇ 
ゃしっおう ゅさぇあょぇくうく, おけゅけすけ いぇ-
おけくなす おぇしぇっ, っ ょぇ こさっょしすぇゃう 
くぇ しかせあうすっか けす しかせあぉぇすぇ こけ 
ゅっけょっいうは, おぇさすけゅさぇそうは う おぇ-
ょぇしすなさ うかう くぇ かうちっすけ, けこさっ-
ょっかっくけ しなし いぇこけゃっょすぇ こけ つか. 
35, ぇか. 2, しなけすゃっすくけ こけ つか. 
35ぉ, ぇか. 2 こさう こけうしおゃぇくっ, 
ぇおす, せょけしすけゃっさはゃぇと こさぇゃぇすぇ 
きせ ゃなさたせ うきけすぇ, おぇおすけ う ょぇ 
きせ こさっょけしすぇゃう う ょさせゅう ょぇく-
くう しなゅかぇしくけ くぇさっょぉぇすぇ こけ 
つか. 31. ╃ぇ けこぇいゃぇす こけしすぇゃっ-
くうすっ ゃ うきけすぇ ゅっけょっいうつっしおう 
いくぇちう しなとけ っ いぇおけくけゃ ぇくゅぇ-
あうきっくす くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, こさう-
こけきくはす けす ¨ぉとうくぇすぇ.
′っしなょっえしすゃうっ けすしすさぇくぇ くぇ 

しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ うきけすうすっ 
きけあっ ょぇ ょけゃっょっ ょけ ゅさっておう 
ゃ ╉ぇょぇしすさぇかくうは こかぇく う ╉ぇ-

ょぇしすさぇかくうすっ さっゅうしすさう, おけうすけ 
くっ しぇ ゃ すはたくぇ こけかいぇ, こけはしくう 
けとっ うくあ. 【うおけゃ. ]なゅかぇしくけ 
つか. 40 けす ╆╉╇[, さぇいたけょうすっ いぇ 
けすしすさぇくはゃぇくっ くぇ くっこなかくけすう 
うかう ゅさっておう ゃ おぇょぇしすなさぇ しぇ 
いぇ しきっすおぇ くぇ いぇょなかあっくうすっ 
かうちぇ ゃ しかせつぇうすっ くぇ くっういこなか-
くっくうっ くぇ いぇょなかあっくうは こけ つか. 
36 う つか. 38, ぇか. 1 - 4 けす ╆╉╇[ 
う かうこしゃぇとう うかう くっすけつくけ けす-
さぇいっくう ょぇくくう いぇ うきけすうすっ, 
おけうすけ しなとっしすゃせゃぇす ゃ ういすけつ-
くうちうすっ こけ つか. 41 けす ╆╉╇[.
╆ぇおけくなす こさっょゃうあょぇ う こさけ-

ちっょせさぇ くぇ けぉあぇかゃぇくっ, くけ 
くっ ゃうあょぇき いぇとけ ゅさぇあょぇくう-
すっ すさはぉゃぇ ょぇ つぇおぇす, いぇ ょぇ しっ 
ゃないこけかいゃぇす けす くっは, おけきっくすう-
さぇ けとっ うくあ. 【うおけゃ. 
„〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか“ とっ しっ 

しゃなさあっ し そうさきぇすぇ-ういこなかくう-
すっか くぇ ╉ぇょぇしすさぇかくぇすぇ おぇさすぇ, 
いぇ ょぇ こけすなさしう ゃないきけあくけしす いぇ 
こせぉかうおせゃぇくっ くぇ しすさぇくうちうすっ 
くぇ ゃっしすくうおぇ くぇ ゅさぇそうおぇ くぇ 
きうくぇゃぇくっすけ くぇ しこっちうぇかうしすう-
すっ くぇ そうさきぇすぇ こけ けすょっかくうすっ 
おゃぇさすぇかう.  

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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〈うは ょくう ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ 
そさっいうしすぇ けす 1/160 しぇ ょくう いぇ 
こさぇいくうちう. 20-う しっこすっきゃさう 
っ さけあょっくうはす きせ ょっく, 21-う っ 
さけあょっくうはす ょっく くぇ しうくぇ ′っ-
ょおけ. ]っょきうちぇ こけ-さぇくけ ゃくせおなす 
╃うきうすなさ /“′ぇ ょはょけ ぉせおゃうつ-
おぇすぇ...!“/, すさなゅゃぇ こなさゃけかぇお.  
╀ぇぉぇ ╁ぇしうかおぇ, おけはすけ こけきぇゅぇ 
う いぇ きぇかおうは ╁ぇかぬけ /“′ぇ ぉぇぉぇ 
ぉせおゃうつおぇすぇ...!/ , とっ こけしさっとぇ 
う ういこさぇとぇ こなさゃけかぇおぇ, とっ 
しこさはすぇ ょけきぇ いぇ ょっちぇ う ゃくせちう. 
╅うゃけすなす くぇ そぇきうかうはすぇ さっょう 
こさぇいくうちう う ょっかくうちう, くけ こけ-
ゃっつっ けす 40 ゅけょうくう, くっとけすけ, 
おけっすけ くっ しっ こさけきっくは, っ っょくけ - 
“┿さしっくぇか“. ]なこさせゅぇすぇ ╁ぇしうか-
おぇ っ こっくしうけくっさ けす ╆ぇゃけょ 3 くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. 
〈せお っ さぇぉけすうか う しうくなす, おけえすけ 
こぇお きうしかう いぇ ゃさなとぇくっすけ しう ゃ 
„┿さしっくぇか“. ]かっょぇ っ けしすぇゃうかぇ 
う とっさおぇすぇ, おけはすけ ゃっつっ っ ゃなゃ 
《うくかぇくょうは しなし しっきっえしすゃけすけ 
しう. „『はかぇすぇ さけょぇ きうくぇ けす-
すぇき“, おぇいゃぇ ╃あぇくおけ. [けょけき 
し つうさこぇくかうえしおう おけさっくう けす 
]さっょくけ ゅさぇょうとっ, すけえ うょゃぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇさぇょう ゃないきけあ-
くけしすうすっ, おけうすけ ょぇゃぇ ゅけかはきぇ-
すぇ うくょせしすさうは すせお. ¨こうすなす けす 
„╀なょぇとくけしす“, おなょっすけ こさぇゃう-
かう さっょけしっはかおう,  こけきけゅくぇか, くけ 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ ╃あぇくおけ くぇ-
せつうか きくけゅけ こけゃっつっ. „╆ぇくぇはす-
なす しなき せしゃけはゃぇか けす おけかっゅうすっ 
すせお“, こさういくぇゃぇ すけえ. „╃ぇかう しっ 
せしゃけはゃぇ いぇくぇはすなす, いぇゃうしう けす 
しぇきうは つけゃっお“, さぇいぉさぇか こさっい 
ゅけょうくうすっ きぇえしすけさなす. 〈けえ っ 

╃あぇくおけ ╃あぇくおけゃ.  [ぇぉけすくうお, おけえすけ すっあう くぇ きはしすけすけ 
しう: 42 ゅけょうくう しぇきけ ゃ ╆ぇゃけょ 1. ╉ぇすけ つけゃっお, ょけおぇいぇか, 
つっ ゃ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう, くぇ くっゅけ きけあっ ょぇ しっ さぇいつうすぇ 
くぇ 100%, すけえ おぇいゃぇ: “┿い しなき しう さぇぉけすくうお. ╉なょっすけ きっ 
しかけあぇす, すぇき さぇぉけすは“. ‶さっい せき くっ きせ きうくぇゃぇ, つっ ゃさっ-
きっすけ くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ きけあっ ょぇ すっつっ こさけしすけ すぇおぇ: 
ょっく いぇ ょっく. ╁ くっとけすけ, おけっすけ こさぇゃう, すけえ ゃうくぇゅう うきぇ 
しぇきけ っょくぇ きうしなか - ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう こけ くぇえ-ょけぉさうは くぇ-
つうく. ]うゅせさくけ いぇすけゃぇ くっゅけゃけすけ きはしすけ ゃ ┿かっはすぇ くぇ しかぇ-
ゃぇすぇ くっ っ ういくっくぇょぇ いぇ すっいう, おけうすけ ゅけ こけいくぇゃぇす. ╀っい うい-
かうてくぇ こさっすっくちうは, すけえ しう けぉはしくはゃぇ こさうしなしすゃうっすけ しう 
しさっょ ぇさしっくぇかしおうすっ けすかうつくうちう し ょけぉさうすっ しう せきっくうは ゃ 
いぇくぇはすぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっか.

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

[ちあつそてけ

╅しかみ せあ つしあうあてあ:

』╇ぇ『ぃ¨ ╆╊′》]╅【〉《【《 〈《『╊

╉¨〈¨【『¨〉[╅ ¨ ╅‶╉ぇ〉 ぃ╊【╅【
╇ ′╊]╊〉《【《 》『╊╉ ′╅╇《╉ 5 

‶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[】]¨〉╅『〉╅ „ょ╆¨]╊‶[╅” 
¨すょっかくけ けす おっぉぇこつっすぇすぇ う おのそすっすぇすぇ, ╈けくおぇ う 20-すうくぇすぇ え おけかっゅう こかぇくうさぇす ょぇ こけょくっしぇす 

う ぇこっすうすくう くぇょっくうつおう, つううすけ ちっくう くはきぇ ょぇ しぇ こけ-さぇいかうつくう けす きうくぇかけゅけょうてくうすっ. ╆ぇさぇょう 
ょけぉさけすけ さっくけきっ う ゅぇさぇくすうさぇくけ おぇつっしすゃけ くぇ こさっょかぇゅぇくけすけ こけ こさぇいくうつくうすっ こぇかぇすおう けす ぇさ-
しっくぇかしおうすっ ゅけすゃぇつう う しかぇょおぇさう, ぇさすうおせかうすっ しゃなさてゃぇす ぉなさいけ. ╆ぇすけゃぇ すぇいう ゅけょうくぇ ╈けくおぇ う 
おけかっゅうすっ え こかぇくうさぇす  ょぇ いぇゃうてぇす ぉさけえおぇすぇ くぇ こっつっくぇすぇ しおぇさぇ.  
¨すょっかくけ けす すけゃぇ, こさぇいくうつくうすっ おせかうくぇさくう てぇすさう とっ こさっょかぇゅぇす う ぉけゅぇすけ さぇいくけけぉさぇいうっ けす 

ぉっいぇかおけたけかくう くぇこうすおう, ぉうさぇ, おぇそっ う ょさせゅう  ういくっくぇょう. 
╋くけゅけすけ さぇぉけすぇ けおけかけ こさぇいくうおぇ くぇ そうさきぇすぇ くっ こかぇてう おけかっおすうゃぇ  くぇ ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ, いぇとけ-

すけ こけ すさぇょうちうは しぇ しゃうおくぇかう し きくけゅけすけ, くけ けこさっょっかっくけ こさうはすくぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇとけすけ, いぇ ょぇ たさぇ-
くうて 5 たうかはょう ょせてう ゃしっおう ょっく, しっ ういうしおゃぇ くっとけ きくけゅけ こけゃっつっ けす けすくけてっくうっ おなき さぇぉけすぇすぇ, 
おぇすっゅけさうつくぇ っ ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ. 
》せぉぇゃけ ゃさっきっ う すっきこっさぇすせさう けす 22 ゅさぇょせしぇ けぉっとぇゃぇす くぇ しゃけえ さっょ しうくけこすうちうすっ いぇ こさぇいくうつ-

くうは いぇ ぇさしっくぇかちう 10-すう けおすけきゃさう. 

                                      ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╁すけさぇすぇ しさっとぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ-けさなあっえくうちう けす ╆ぇゃけょ 1 
しっ こさけゃっょっ ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ. ′っうく うょっけかけゅ 

う うくうちうぇすけさ っ ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ, こさっょしっょぇすっか くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ 
ゃ いぇゃけょぇ. ]さっとぇすぇ  しなぉさぇ くぇょ 130 ゃっすっさぇくう-けさなあっえくうちう, 
おけくしすさせおすけさう, すったくけかけいう, ういこうすぇすっかう,  けしすぇゃうかう つぇしす けす 
あうゃけすぇ しう う ょうさは ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ ╆ぇゃけょ 1. 《けさせきなす, し 
ぇきぉうちうはすぇ ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ すさぇょうちうけくっく, しすぇくぇ いぇ ゃすけさう 
こなす ぇさっくぇ くぇ しこけきっくう, しゃなさいぇくう し すさせょくう, くけ ゃなかくせゃぇとう 
ゃさっきっくぇ こけ せしゃけはゃぇくっすけ う さぇいさぇぉけすおぇすぇ くぇ くけゃう ういょっかうは 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 〈けえ こけぉさぇ っきけちうう くぇ くはおけかおけ こけおけかっ-
くうは, ゃしっおう しなし しゃけえ こさうくけし う しこけきっく いぇ ゃさっきっくぇすぇ こさっょう.
]さっとぇすぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ けす ╆ぇゃけょ 1 ぉっ せゃぇあっくぇ けす 》さうしすけ 

]すさっておけゃ, ょうさっおすけさ „╋ぇさおっすうくゅ” くぇ  „┿さしっくぇか”, うくあ. ╃うく-
おけ ╉のきのさっゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 1, おぇおすけ う けす 12 ぉうゃてう 
ゃけっくくう こさっょしすぇゃうすっかう, しさっょ おけうすけ こけょこ. ′っょおけ [ぇょけしかぇ-
ゃけゃ, ]こぇし 【うさおけゃ, ‶っくつけ ╃はくおけゃ, ╉なくつけ 〈ぇさかっゃ, ぉうゃてう 
ょうさっおすけさう  くぇ ╆ぇゃけょ 1, うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ, けさなあっえくうはす 
おけくしすさせおすけさ うくあ. ╂っゃゅぇかけゃ  う ょさ. ]ゃけう しこけきっくう いぇ ゃさっきっすけ 
こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ ╄[‶ う いっくうすくうすっ せしすぇくけゃおう しこけょっかうたぇ 
し おけかっゅう-ゃっすっさぇくう ╉けかぬけ 【ぇたけゃ, ょなかゅけゅけょうてっく すったくけかけゅ 
う さなおけゃけょうすっか くぇ ╀のさけすけ こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ ╆〉-23 う ょさ. 
]さっょ せゃぇあうかうすっ しさっとぇすぇ ぉっ っょうく けす ょけぇえっくうすっ くぇ „┿さしっ-
くぇか” し こけかけゃうくゃっおけゃっく  こさうくけし いぇ けさなあっえくうちぇすぇ, 70-ゅけ-
ょうてくうはす う ゃしっ けとっ さぇぉけすっと すったくけかけゅ ]すけえけ ‶っすさけゃ, ぉうゃて 
おぇょなさ くぇ ╆ぇゃけょ 1, しっゅぇ すったくけかけゅ ゃ ╆ぇゃけょ 5/600.  ]こっちうぇ-
かっく きせいうおぇかっく こけいょさぇゃ いぇ ゃっすっさぇくうすっ-けさなあっえくうちう くぇこさぇ-
ゃう ゅさせこぇすぇ いぇ  こぇすさうけすうつくう こっしくう  „╁ないさぇあょぇくっ” けす ゅさぇょ 
【うこおぇ, ゃ つうえすけ しなしすぇゃ しぇ 4-きぇ  ゃっすっさぇくう-けさなあっえくうちう.
╁っすっさぇくうすっ ぉはたぇ こけいょさぇゃっくう けす ょうさっおすけさぇ くぇ いぇゃけょ1 

うくあ. ╃うくおけ ╉のきのさっゃ. ¨す うきっすけ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さ-
しっくぇか” こけいょさぇゃ おなき ゃっすっさぇくうすっ  けすこさぇゃう 》さうしすけ ]すさって-
おけゃ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

270 ぇさしっくぇかちう う すったくうすっ しっきっえしすゃぇ こけつうゃぇたぇ こけ ぉっいこかぇすくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ こさっい すけいう しっこすっきゃさう ゃ  こけつうゃくぇすぇ しすぇくちうは くぇ そうさきぇすぇ ゃ ′っしっぉなさ. ‶けしかっょくぇすぇ しきはくぇ しっ 
いぇゃなさくぇ くぇ 21-ゃう しっこすっきゃさう. 
 ]かっょ ょゃっゅけょうてくけ こさっおなしゃぇくっ, いぇさぇょう おさういぇすぇ くぇ こぇいぇさうすっ, けすさぇいうかぇ しっ う くぇ „┿さしっくぇか”, 

けすくけゃけ すけゃぇ かはすけ ぉっ ゃ たけょ すけいう あっしす くぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ: くぇえ-ょけぉさうすっ ぇさしっくぇかちう う 
すったくうすっ しっきっえしすゃぇ ょぇ こけつうゃぇす こけ 6 ょくう ぉっいこかぇすくけ くぇ しすぇくちうはすぇ ゃ きけさしおうは ゅさぇょ. ‶さうょけぉうゃ-
おぇすぇ, ょけゅけゃけさっくぇ しなし しうくょうおぇすうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, っ し 4-ゅけょうてくぇ うしすけさうは. 
╃くっゃくうはす こさっしすけえ いぇ くっさぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” ぉかういおう くぇ こけかいゃぇとうすっ ぉけくせし -こさけゅさぇきぇすぇ 

ぇさしっくぇかちう ぉっ ゃ さぇいきっさ くぇ 28 かっゃぇ , し すさう たさぇくっくうは う くけとせゃおぇ, ぇ いぇ ょっちぇ くぇょ 2-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす - 20 かっゃぇ. 
 [っくけゃうさぇくぇすぇ う し ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ こけょけぉさっくうは う さぇいかうつくう こさうょけぉうゃおう いぇ けすかうつっく 

きけさしおう けすょうた ぉぇいぇ けす ゅけょうくぇ くぇ ゅけょうくぇ しっ さぇょゃぇ ゃしっ こけゃっつっ くぇ こさっょこけつうすぇくうはすぇ, おぇおすけ くぇ 
さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, すぇおぇ う くぇ たけさぇ けす ょさせゅう いぇゃけょう う  うくしすうすせちうう.

                                      ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╃ゃっ こけ ょゃっ さぇぉけすかうゃう さなちっ けぉゅさうあゃぇす 
しゃっあけすけ いっかっくけ ゃ こさうきぇきかうゃけすけ こさっい 

かはすけすけ こさけしすさぇくしすゃけ くぇ ゅさぇょうくおぇすぇ こさっょ ╆ぇ-
ゃけょ 5. ╃うきうすさうくおぇ う ┿えょなく しぇ たけさぇすぇ, おけうすけ 
ゃ すぇいう ゅさうあぇ くぇきうさぇす くぇえ-ゅけかはきぇすぇ さぇょけしす ゃ 

さぇぉけすぇすぇ しう こけ こけょょなさあぇくっすけ くぇ つうしすけすぇすぇ  
おさぇえ しすけすうちうすっ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう けす 
きぇてうくけしすさけうすっかくうは いぇゃけょ, おけえすけ ういさぇぉけす-
ゃぇ ょっすぇえかう いぇ ゃしうつおう いゃっくぇ こけ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ ゃっさうゅぇ う ういゃなさてゃぇ くぇかっあぇとうすっ さっきけくすう 
こけ けぉけさせょゃぇくっすけ くぇ きくけゅけすけ こさけういゃけょしすゃぇ. 
12 ぉうかう たうゅうっくうしすうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 5 くぇゃさっきっすけ, 
しこけきくは しう ╃うきうすさうくおぇ ╁っかっゃぇ, ょけてかぇ すせお 
こさっょう こけつすう 30 ゅけょうくう. ]っゅぇ たうゅうっくうしすうすっ, 
おけうすけ こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ くぇさうつぇきっ „つうしすぇつう“, 
しぇ っょゃぇ すさうきぇ – ょゃぇきぇすぇ し ┿えょなく う おけかっあ-
おぇすぇ ]ゃっすかぇ ]うさぇおけゃぇ. 〈けゃぇ こさぇゃう ょっくはす うき 
ょぇかっつ こけ-しすっゅくぇす う けさゅぇくういうさぇく, いぇとけすけ ゃ 
すったくうすっ すさう つうそすぇ さなちっ しぇ ゃしうつおう たぇかっすぇ 
くぇ いぇゃけょぇ, おぇくちっかぇさううすっ けす ょゃぇすぇ っすぇあぇ くぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ, おけさうょけさうすっ, すけぇかっすくうすっ, 
しなぉかっおぇかくうすっ, ょっしっすすっ っすぇあぇ くぇ ゃうしけおぇすぇ 
しゅさぇょぇ, しうきゃけかなす くぇ ╆ぇゃけょ 5. [ぇぉけすぇすぇ いぇ 
ゅさぇょうくおぇすぇ けぉぇつっ, っ くっとけ こけ-ょさせゅけ – ╃う-
きうすさうくおぇ う ┿えょなく いくぇはす, つっ しゃなさてっくけすけ けす 
すはた いぇ こけょょなさあぇくっすけ くぇ いっかっくうすっ こかけとう, 
くけしう いぇ たけさぇすぇ けす いぇゃけょぇ せょけゃけかしすゃうっすけ けす 

さぇいたけょおうすっ こさっい こけつうゃおぇすぇ う くぇしすさけっくうっ-
すけ しせすさうく, おけゅぇすけ うょゃぇて くぇ さぇぉけすぇ ゃ っょくけ 
しこさっすくぇすけ う こけょさっょっくけ きはしすけ. 『ゃっすはすぇ こけ 
ゅさぇょうくおうすっ う おけしっくっすけ くぇ すさっゃぇすぇ しぇ さぇぉけ-
すぇ くぇ いゃっくけすけ けす ╆ぇゃけょ 0, くけ けす すぇき くぇすぇすなお, 

っあっょくっゃくぇすぇ こけょょさなあおぇ っ いぇ ╃うきうすさうくおぇ う 
┿えょなく. ‶さっょう くはおけかおけ ゅけょうくう, すっ ょけくっしかう けす 
おなとう う しすさなおけゃっすっ, けす おけうすけ ょくっし こけ しぇおしう-
うすっ こさっょ おけさこせしぇ, しぇ ぉせたくぇかう ゃっつっ ゅけかっきうすっ 
おせこつうくう いょさぇゃっち. ╃うきうすさうくおぇ う ┿えょなく しぇ くっ 
こさけしすけ おけかっゅう. 〈は っ つけゃっおなす, おけえすけ しすけう くぇえ-
ぉかういけ ょけ きかぇょっあぇ, おけえすけ うきぇ いょさぇゃけしかけゃっく 
こさけぉかっき ゃ けぉとせゃぇくっすけ. ′け いぇ ╃うょぇ こさけぉかっきう 
くはきぇ, すは っ せしゃけうかぇ しゃけうすっ しう くぇつうくう いぇ さぇい-
ぉうさぇすっかしすゃけ し ┿えょなく う ょけさう こけきぇゅぇ くぇ ょさせ-
ゅうすっ ょぇ しう けぉとせゃぇす し くっゅけ. ╉けかっゅぇすぇ っ しなとけ 
おぇいぇくかなつぇくうく, きぇおぇさ しぇきけ すさうえしっすうくぇ ゅけょう-
てっく, すけえ ゃっつっ うきぇ 10 ゅけょうくう けこうす ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ う しう っ つうしすけおさなゃっく ぇさしっくぇかっち. ╃ゃぇきぇすぇ 
しう けぉとせゃぇす, おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ う しかっょ さぇぉけすぇ, 
ゃ さぇいゅけゃけさうすっ こさっい すっかっそけくぇ こけきぇゅぇ ぉぇとぇすぇ 
くぇ きけきつっすけ, すぇおぇ つっ ╃うきうすさうくおぇ っ くっとけ う 
おぇすけ こさうはすっか, ぉかういなお いぇ しっきっえしすゃけすけ くぇ ┿え-
ょなく. ╆ぇ ぇさしっくぇかちう, ぉかういけしすすぇ ゃ けすくけてっくうはすぇ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ っ くっとけ くけさきぇかくけ. „╇きぇき しう 
すせお きくけゅけ こさうはすっかう う こさうはすっかう う こさうはすっか-
おう“, せしきうたゃぇ しっ おさけすおけ ╃うきうすさうくおぇ. ′っえくぇすぇ 

ぉかぇゅけしす しっ ゃうあょぇ けすょぇかっつ, ゅけすけゃぇ っ ょぇ こけきけゅくっ う こけきぇゅぇ ゃっょくぇ-
ゅぇ くぇ ゃしっおう, すけつくけ しなし しなとぇすぇ さぇょけしす, し おけはすけ こけつうしすゃぇ しかっょ おけ-
しっくっすけ すさっゃぇすぇ ゃ ゅさぇょうくおぇすぇ こさっい いぇゃけょぇ, うかう しさなつくけ さぇいきぇた-
ゃぇ  きっすかぇすぇ こけ こかけつくうおぇ. ╂さうあぇすぇ いぇ つうしすけすぇすぇ  う せょけぉしすゃけすけ 
くぇ しっきっえしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 5 けす ゅけかはきぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ そぇきうかうは, っ 
しなとぇすぇ ゅさうあぇ, し おけはすけ ╃うきうすさうくおぇ すけこかう う たけさぇすぇ ゃおなとう – しな-
こさせゅぇ, しうくぇ, とっさおぇすぇ う ゃくせおなす ╀けゅょぇく, おけえすけ くぇえ-きくけゅけ は さぇょ-
ゃぇ. 〉ょけゃけかしすゃうっすけ けす すさせょぇ いぇ くはおけゅけ, ぉなさいぇくっすけ けす ゅけかはきぇすぇ 
おなとぇ  くぇ そうさきぇすぇ おなき せのすぇ せ ょけきぇ – ょぇ しこさっすくって ゅさぇょうくおぇ-
すぇ, こけょさっょうて, ょぇ こさうゅけすゃうて し けぉうつ ゃっつっさは/ „╋くけゅけ けぉうつぇき ょぇ 
ゅけすゃは!“/ , ょぇ おぇあって ょゃっ すけこかう ょせきう, いぇ たけさぇ おぇすけ ╃うきうすさうくおぇ 
っ しきうしなかなす くぇ しなとっしすゃせゃぇくっすけ, こさっょぇゃぇく ゃ こけおけかっくうはすぇ  „けす 
さぇきけ くぇ さぇきけ“.  ╆ぇ くはおけう – けす さけょうすっかう, けす ぉかういおう こさうはすっかう...┿ 
ゃ しかせつぇは し ╃うきうすさうくおぇ – けす しゃっおなさ う しゃっおなさゃぇ, おけうすけ は ょけゃっかう 
ゃ „┿さしっくぇか“ けとっ こさっい 1985-すぇ.  〈は こなお しっ さぇょゃぇ, つっ きかぇょけしすすぇ 
くぇ おけかっゅぇすぇ ┿えょなく, ゃっつっ っ こけこうかぇ すけは ょせた いぇ ぉなょっとっすけ. 
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ゃうあょぇか ゃしはおぇおゃう たけさぇ - っょくう 
しっ しこさぇゃはす, ょさせゅう くっ. ╉けえすけ 
しっ しこさぇゃは, けしすぇゃぇ, おけえすけ くっ - 
くぇこせしおぇ さぇくけ うかう こけ-おなしくけ. 
〈けえ っ けす すうは, おけうすけ はゃくけ しっ 
しこさぇゃはす, とけき っ けしすぇくぇか すけか-
おけゃぇ ゅけょうくう. [ぇょゃぇ しっ, つっ, 
きぇおぇさ う ょくっし こけ-きぇかおけ, くけ  
うょゃぇす う きかぇょう ゃ いぇゃけょぇ, さぇょ-
ゃぇ ゅけ う そぇおすなす, つっ しっゅぇ こぇお 
しっ こさうっきぇす くけゃう さぇぉけすくうちう. 
╃なさゃけょっかっち, ぉけはょあうは...., 
しっゅぇ – そさっいうしす, さぇぉけすぇさはす けす 
╆ぇゃけょ 1 しっ てっゅせゃぇ: “╉ぇおゃけ 
かう くっ しなき ぉうか? – ゃしうつおけ しなき 
ぉうか, しぇきけ つうしすぇつ う くぇつぇかくうお 
くっ しなき ぉうか...“. [ぇぉけすうか っ くぇ 
ゃしはおぇおゃう そさっいう – けす けぉうおくけ-
ゃっくぇすぇ ょけ せくうゃっさしぇかくぇすぇ. ╇ 
ゃしっ ういこなかくはゃぇ, つっ う こさっうい-
こなかくはゃぇ くけさきぇすぇ. ╆ぇ つっすうさう-
すっ ょっしっすうかっすうは ゃ „┿さしっくぇか“ 
╃あぇくおけ っ ゃうょはか う こけきくう おぇお-
ゃけ かう くっ. [ぇぉけすう っょくぇおゃけ ょけ-
ぉさっ う し ょなさゃけすけ, う し あっかはいけ-
すけ. ╇いさぇぉけすおぇすぇ くぇ ょっすぇえかう 
いぇ [‶╂-すけ, おぇさすっつくうちぇすぇ..., 
こけつすう ゃしうつおう っかっきっくすう くぇ 
しこっちうぇかくぇすぇ こさけょせおちうは しぇ 
きうくぇかう こさっい さなちっすっ きせ. ‶けき-
くう せゃかっつっくうっすけ こけ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ ょなさゃっくうすっ こさうおかぇょう けす 
こぇさっく ぉせお う けさった いぇ かけゃくうすっ 
おぇさぇぉうくう, こけきくう う しこってくう-
すっ っゃぇおせぇちうう けす こかけとぇょおぇすぇ 
くぇ ╆ぇゃけょ 1 ゃ 【っえくけゃけ こさっい 
80-すっ ゅけょうくう, おけゅぇすけ しっ くぇ-
かぇゅぇかけ „ ゃ ぉはしすゃけ けす ╀はかぇすぇ 
しきなさす“, ょぇ こさっしこうゃぇす せ おけかっ-
ゅう ゃ しっかけすけ いぇさぇょう ょなかぉけおう-
すっ しくっあくう こさっしこう う せあぇしくうすっ 

ゃうっかうちう. ′け くうおけゅぇ くっ きせ っ 
きうくぇゃぇかけ こさっい せき ょぇ しう すなさ-
しう さぇぉけすぇ ょさせゅぇょっ. ¨す 27-う 
くけっきゃさう 1972-さぇ ょけ しっゅぇ こけ-

さぇしくぇかけすけ きけきつっ けす ]さっょくけ 
ゅさぇょうとっ っ ゃしっ し ぇさしっくぇかしおうは 
こさけこせしお ゃ ょあけぉぇ しう: “]ゃうお-
くぇか しなき しう し すけは „┿さしっくぇか“.  
╃けゃっさうっすけ おなき さぇぉけすぇすぇ きせ 
う おなき しぇきうは くっゅけ っ くっとけすけ, 
おけっすけ くっ こけしすぇゃは こけょ しなきくっ-
くうっ ぇさしっくぇかしおけすけ きせ ぉうすうっ: 
“′ぇつぇかくうおなす すっ けちっくはゃぇ, 
ぇおけ すう うきぇ ょけゃっさうっ. ┿ ゃっつっ 
すさはぉゃぇ ゃしうつおけ ょぇ きけあっき. 
‶さう くぇし, おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ, 
しっ さぇぉけすう くぇゃしはおなょっ“, けぉはし-
くはゃぇ ょくってくぇすぇ しうすせぇちうは くぇ 
ゃいぇうきけいぇきっくはきけしす きっあょせ 

たけさぇすぇ ゃ いぇゃけょぇ けこうすくうはす 
こさけういゃけょしすゃっくうお. ′ぇかぇゅぇ きせ 
しっ こけくはおけゅぇ ょぇ いぇきっくは そさっ-
いぇすぇ し ぉけさきぇてうくぇ, ょぇ こけっきぇ 

„かせそすけゃっ“ こけ きっしすぇ ゃ ちったぇ, 
くけ すけゃぇ くっ きせ っ こさけぉかっき: “╆ぇ 
すうは, おけうすけ さぇぉけすはす, おけうすけ しっ 
しこさぇゃはす, おけうすけ きけゅぇす, ゃうくぇゅう 
うきぇ さぇぉけすぇ“, こけおぇいゃぇ けこうすなす 
くぇ ╃あぇくおけ ╃あぇくおけゃ. ╆ぇすけゃぇ 
すけえ っ しこけおけっく いぇ さぇぉけすぇすぇ 
しう. 〈さっゃけあう ゅけ しぇきけ ぉけかっあ-
おぇすぇ ゃ おさぇおぇ, おけはすけ きせ こさっ-
つう ょぇ すなさつう ぉっいこさけぉかっきくけ 
すぇおぇ, おぇおすけ っ しゃうおくぇか. ╁しっ 
くっ しっ くぇっきぇ ょぇ ゃいっきっ さってっ-
くうっ いぇ けこっさぇちうは, ぇ う ぉかうい-
おぇすぇ くぇょっあょぇ いぇ ぇさしっくぇかしおけ 

こっくしうけくうさぇくっ こさぇとぇ きうしかう-
すっ きせ くっ おなき ぉけかくうちう, ぇ おなき 
ゃないきけあくけしすすぇ, しかっょ すけかおけゃぇ 
ゅけょうくう さぇぉけすぇ, ょぇ くぇきっさう 
こけつうゃおぇすぇ う しこけおけえしすゃうっすけ 
ゃ くはおけは おなとぇ くぇ しっかけ おさぇえ 
╉ぇいぇくかなお. ╃あぇくおけ, いぇおなさきっく 
し けぉうつすぇ おなき いっきはすぇ, し おけは-
すけ っ しゃなさいぇく ゃしっおう ゃ さけょくうは 
きせ おさぇえ, くっ こさっしすぇゃぇ ょぇ しっ 
せしっとぇ こさうゃかっつっく けす しっかけすけ 
う いっきっょっかうっすけ. ]ゃなさいぇく ゃっつっ 
すさぇえくけ し ╉ぇいぇくかなお, きぇおぇさ う 
し ぉけかおぇ, こさけょぇゃぇ さけょくぇすぇ 
しう おなとぇ ゃ ]さっょくけ ゅさぇょうとっ 
う すなさしう おっさっきうょっく こけおさうゃ ゃ 
いっきはすぇ おさぇえ ╉ぇいぇくかなお. ‶さう-
さけょぇすぇ きせ っ こó くぇ しなさちっ けす 
あうゃけすぇ し すせさしおうすっ しっさうぇかう, 
いぇさぇょう おけうすけ くぇこさぇゃけ くっ きせ 
しっ こせしおぇ すっかっゃういけさぇ. 〈っかっゃう-
いけさなす けぉぇつっ くっ しっ しこうさぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ くけゃうくうすっ. ] くぇゃうおぇ 
くぇ きうくぇかけすけ こけおけかっくうっ, うい-
さぇしくぇかけ ゃ ょさせゅけ ゃさっきっ, おけゅぇ-
すけ ゃしっおう しっ うくすっさっしせゃぇてっ けす 
けぉとっしすゃっくけすけ, ╃あぇくおけ しかっょう 
おぇおゃけ しすぇゃぇ ゃ しすさぇくぇすぇ. ′っ 
こさけこせしおぇ こけかうすうおぇすぇ う しこけさ-
すぇ. ′っ おさうっ, つっ きくけゅけ くっとぇ 
くっ きせ たぇさっしゃぇす, つっ ょくっし しっ 
あうゃっっ ゃしっ こけ-すさせょくけ, つっ くけし-
すぇかゅうはすぇ こけ きうくぇかけすけ くっ しっお-
ゃぇ, くけ: “〈さはぉゃぇ ょぇ しっ しこさぇ-
ゃはきっ“.  ′っゅけゃうはす くぇつうく ょぇ しっ 
しこさぇゃは っ さぇぉけすぇすぇ う きうしなかすぇ, 
つっ しかっょ ょけぉさっ しゃなさてっくぇすぇ 
さぇぉけすぇ こけゃっつっ けす 40 ゅけょう-
くう ゃ „┿さしっくぇか“, とっ しっ ゃなさ-
くっ しこけおけえくけ おなき おけさっくうすっ 
くぇ いっきはすぇ. ] ゃはさぇすぇ, つっ ゃっつっ 
うょっ ゃさっきっ, おけゅぇすけ とっ ょけつぇおぇ 
„すぇは こせしすぇ こっくしうは!“, すさせょけ-
かのぉっちなす けす ╆ぇゃけょ 1 ゃ ┿かっはすぇ 
くぇ しかぇゃぇすぇ きっつすぇっ ょぇ こけしさっ-
とぇ ょっちぇ う ゃくせちう, くっ しぇきけ ゃ 
ぇこぇさすぇきっくすぇ ゃ ぇさしっくぇかしおうは 
ぉかけお 32 くぇ ╇いすけつくけすけ, くけ う ゃ 
くけゃ ょけき くぇ しっかけ. ¨しけぉっくけ こけ 
こさぇいくうちう. ╉けうすけ ゃ くっゅけゃけすけ 
しっきっえしすゃけ しぇ くぇえ-きくけゅけ こさっい 
しっこすっきゃさう.
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‶さっょしすけう ういゅけすゃはくっすけ 
くぇ ╉ぇょぇしすさぇかくぇ おぇさすぇ 

う ╉ぇょぇしすさぇかくう さっゅうしすさう くぇ 
いっきかうとっすけ くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇく-
かなお, しなけぉとう ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ゃ こさっししなけぉとっくうっ 
こさっい しっょきうちぇすぇ. ‶さけちっょせ-
さぇすぇ しすぇさすうさぇ しなし いぇこけゃっょ 
くぇ ╇いこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ 
くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ ゅっけょっいうは, 
おぇさすけゅさぇそうは う おぇょぇしすなさ 
わ [╃-16-7/11.08.2014ゅ. 
/けぉくぇさけょゃぇく ゃ ╃╁ ぉさけえ 
73/02.09.2014 ゅ./ くぇ けしくけ-
ゃぇくうっ つか. 35, ぇか. 1 う 2 けす 

╆ぇおけくぇ いぇ おぇょぇしすなさぇ う うき-
けすくうは さっゅうしすなさ /╆╉╇[/.
╆ぇょ しすさけゅけ ぇょきうくうしすさぇ-

すうゃくうは っいうお しなけぉとっくうっすけ 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ おさうっ ういおかの-
つうすっかくけ ゃぇあくぇ いぇ ゅさぇあょぇ-
くうすっ うくそけさきぇちうは, しすぇくぇ 
はしくけ けす っおしこっさすくうは おけきっく-
すぇさ くぇ うくあ. 『ゃっすぇく 【うおけゃ 
こさっょ  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“. 
╇くあ. 【うおけゃ っ こさっょしっょぇすっか 
くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ 
せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ, 
うくそさぇしすさせおすせさぇ, しすさけうすっか-
しすゃけ う すさぇくしこけさす ゃ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす う さなおけゃけょうすっか 
くぇ  ′ぇこさぇゃかっくうっ „‶さけっお-
すうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う しすさけ-
うすっかしすゃけ” ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃. 
„╂さぇあょぇくうすっ しぇ かうつくけ いぇ-
うくすっさっしけゃぇくう ょぇ けおぇいゃぇす 
しなょっえしすゃうっ くぇ しこっちうぇかう-
しすうすっ こさう ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ 
╉ぇょぇしすさぇかくぇすぇ おぇさすぇ“, こけょ-
つっさすぇ 【うおけゃ.  
‶さぇゃけしこけしけぉくけすけ かうちっ, くぇ 

おけっすけ しっ ゃないかぇゅぇ ういさぇぉけす-
ゃぇくっすけ くぇ おぇょぇしすさぇかくぇすぇ 
おぇさすぇ う おぇょぇしすさぇかくうすっ さっ-
ゅうしすさう, っ ╄〈 “]╉╂ - ╇かうはく 

〈けょけさけゃ” – ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, うく-
そけさきうさぇす けす  おきっすしおぇすぇ ぇょきう-
くうしすさぇちうは, おぇすけ けぉはしくはゃぇす, 
つっ ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
とっ ぉなょっ けすおさうすぇ ‶さうっきくぇ くぇ 
ういこなかくうすっかは. ‶さうっきくぇすぇ とっ 
こけしさっとぇ ゅさぇあょぇくう けす 8  けお-
すけきゃさう 2014 ゅ. ょけ 8 くけっきゃさう 
2014 ゅ., ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 
ちはか きっしっち.  „]けぉしすゃっくうちうすっ 
くぇ うきけすう すさはぉゃぇ ょぇ こけしっすはす 
こさうっきくぇすぇ, おぇすけ こさっょけしすぇゃはす 
おけこうは けす ょけおせきっくすうすっ しう いぇ 
しけぉしすゃっくけしす くぇ すったくうつっしおう-
すっ かうちぇ ゃ こさうっきくぇすぇ, おぇおすけ 
ょぇ くぇこさぇゃはす すけゃぇ う こけ ゃさっきっ 
くぇ ういきっさゃぇくっすけ くぇ きはしすけ けす 
そうさきぇすぇ-ういこなかくうすっか しなゅかぇし-
くけ こけしけつっくうは ゅさぇそうお“, しなけぉ-
とぇゃぇす けとっ けす ¨ぉとうくぇすぇ.  
′ぇえ-ょけぉさっ いぇ たけさぇすぇ っ ょぇ 

こさうしなしすゃぇす, おけゅぇすけ しこっちうぇ-
かうしすうすっ くぇ そうさきぇすぇ とっ  きう-
くぇゃぇす くぇ きはしすけ, こけ ぇょさっしうすっ, 
しなゃっすゃぇ うくあ. 【うおけゃ. „〈けゃぇ 
っ けす ういおかのつうすっかっく うくすっさっし 
いぇ すはた“, ょけこなかゃぇ けとっ すけえ. 
╆ぇょなかあっくうっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, 
おけっすけ うき ゃきっくはゃぇ いぇおけくなす, 
っ ょぇ けしうゅせさはす しゃけぉけょっく ょけし-

すなこ ゃ うきけすぇ いぇ ういゃなさてゃぇくっ 
くぇ さぇぉけすうすっ こけ おぇょぇしすなさぇ; 
ょぇ けいくぇつぇす し すさぇえくう いくぇちう 
ゅさぇくうちうすっ くぇ うきけすぇ ゃ しなけす-
ゃっすしすゃうっ し ぇおすぇ, せしすぇくけゃは-
ゃぇと こさぇゃけすけ くぇ しけぉしすゃっくけしす 
うかう ょさせゅけ ゃっとくけ こさぇゃけ う 
ょぇ けこぇいゃぇす いくぇちうすっ けす せくう-
とけあぇゃぇくっ. ╆ぇょなかあっくうっ くぇ 
ゃしっおう ゅさぇあょぇくうく, おけゅけすけ いぇ-
おけくなす おぇしぇっ, っ ょぇ こさっょしすぇゃう 
くぇ しかせあうすっか けす しかせあぉぇすぇ こけ 
ゅっけょっいうは, おぇさすけゅさぇそうは う おぇ-
ょぇしすなさ うかう くぇ かうちっすけ, けこさっ-
ょっかっくけ しなし いぇこけゃっょすぇ こけ つか. 
35, ぇか. 2, しなけすゃっすくけ こけ つか. 
35ぉ, ぇか. 2 こさう こけうしおゃぇくっ, 
ぇおす, せょけしすけゃっさはゃぇと こさぇゃぇすぇ 
きせ ゃなさたせ うきけすぇ, おぇおすけ う ょぇ 
きせ こさっょけしすぇゃう う ょさせゅう ょぇく-
くう しなゅかぇしくけ くぇさっょぉぇすぇ こけ 
つか. 31. ╃ぇ けこぇいゃぇす こけしすぇゃっ-
くうすっ ゃ うきけすぇ ゅっけょっいうつっしおう 
いくぇちう しなとけ っ いぇおけくけゃ ぇくゅぇ-
あうきっくす くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, こさう-
こけきくはす けす ¨ぉとうくぇすぇ.
′っしなょっえしすゃうっ けすしすさぇくぇ くぇ 

しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ うきけすうすっ 
きけあっ ょぇ ょけゃっょっ ょけ ゅさっておう 
ゃ ╉ぇょぇしすさぇかくうは こかぇく う ╉ぇ-

ょぇしすさぇかくうすっ さっゅうしすさう, おけうすけ 
くっ しぇ ゃ すはたくぇ こけかいぇ, こけはしくう 
けとっ うくあ. 【うおけゃ. ]なゅかぇしくけ 
つか. 40 けす ╆╉╇[, さぇいたけょうすっ いぇ 
けすしすさぇくはゃぇくっ くぇ くっこなかくけすう 
うかう ゅさっておう ゃ おぇょぇしすなさぇ しぇ 
いぇ しきっすおぇ くぇ いぇょなかあっくうすっ 
かうちぇ ゃ しかせつぇうすっ くぇ くっういこなか-
くっくうっ くぇ いぇょなかあっくうは こけ つか. 
36 う つか. 38, ぇか. 1 - 4 けす ╆╉╇[ 
う かうこしゃぇとう うかう くっすけつくけ けす-
さぇいっくう ょぇくくう いぇ うきけすうすっ, 
おけうすけ しなとっしすゃせゃぇす ゃ ういすけつ-
くうちうすっ こけ つか. 41 けす ╆╉╇[.
╆ぇおけくなす こさっょゃうあょぇ う こさけ-

ちっょせさぇ くぇ けぉあぇかゃぇくっ, くけ 
くっ ゃうあょぇき いぇとけ ゅさぇあょぇくう-
すっ すさはぉゃぇ ょぇ つぇおぇす, いぇ ょぇ しっ 
ゃないこけかいゃぇす けす くっは, おけきっくすう-
さぇ けとっ うくあ. 【うおけゃ. 
„〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか“ とっ しっ 

しゃなさあっ し そうさきぇすぇ-ういこなかくう-
すっか くぇ ╉ぇょぇしすさぇかくぇすぇ おぇさすぇ, 
いぇ ょぇ こけすなさしう ゃないきけあくけしす いぇ 
こせぉかうおせゃぇくっ くぇ しすさぇくうちうすっ 
くぇ ゃっしすくうおぇ くぇ ゅさぇそうおぇ くぇ 
きうくぇゃぇくっすけ くぇ しこっちうぇかうしすう-
すっ くぇ そうさきぇすぇ こけ けすょっかくうすっ 
おゃぇさすぇかう.  

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

ぎ¡ïäñëöÖÜ
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╋けうそてひて たちあうけ たひて せあ てかくけ,
さそけてそ くせあみて さひおか そてけうあて.

 ╋かしあかす くおちあうか, くあ おあ たちかえちひはあてか つうかてあ
け うつけねさそ つさひたそ くあ ╇あつ う せかえそ!!!

ぁかつてけて ちそきおかせ おかせ せあ
〉けさそしあこ ¨いとのかう

けくた. おけちかさてそち せあ „╅ちつかせあし“

╅ちつかせあしぬけ, たちけみてかしけ, さそしかえけ 

〉けさそしあこ ¨いとのかう: 

》そくおちあう

Две победи и една загуба записаха футболистите от 
ДЮШ ФК „Арсенал 2000” в първите си мачове от този 

сезон. Децата, родени 
в периода 2000-2001-

ва година победиха 
малчуганите на 

„Розова долина” с 6:3, 
а с година по-малките 

от подготвителна 
група 2002-2003 

спечелиха с още повече- 
7:1. Футболистите 
на „Арсенал 2000” в 

младша възраст загубиха в неделя от ФК „Стара Загора” 
с 2:4 , не без помощта на съдийската колегия.

Миран Маденджиян 

„┿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

]かっょゃぇとうはす ぉさけえ 90 くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“
けつぇおゃぇえすっ くぇ 9 けおすけきゃさう. 

》╅『[ „『《′╅『¨】〈” ╇ 〉《╇╅ 》『╊〈っ〉╅ 

ぅ╅』【]¨╇ 』ぇ〈, ぁ╊ 【】[ 』╊ 』]】ぁ╇╅【 ╉《╆『¨ 〉╊ぅ╅] 6:1 いぇゃなさてう こなさゃうはす きぇつ きっあょせ けすぉけさうすっ くぇ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” 
う „┿さしっくぇか” けす ╋っあょせそうさきっくうは すせさくうさ こけ そせすぉけか, けさゅぇくういうさぇく 

う ょけきぇおうくしすゃぇく けす „┿さしっくぇか” ┿╃, ゃ つっしす くぇ 90-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす しないょぇ-
ゃぇくっすけ くぇ そぇぉさうおぇすぇ. 
╁ けしこけさゃぇくぇすぇ ぉうすおぇ 4 けす ゅけかけゃっすっ いぇ おぇぉっかくうは けこっさぇすけさ ぉっかはいぇ ╃ぇ-

くぇうか ‶さぇくゅけゃ. ‶けつっすくうはす ゅけか いぇ ぇさしっくぇかちう ぉっかはいぇ ╋うさぇく ╋ぇょっくょあう-
はく けす „┿さしっくぇか 2000“.

]さっとぇすぇ しっ 
うゅさぇ くぇ きぇか-
おう ゃさぇすうつおう, し 
けすぉけさう ゃ しなし-
すぇゃ けす 6+1 う 
こさけょなかあうすっか-
くけしす くぇ こけかせ-
ゃさっきっくぇすぇ けす 
20 きうくせすう. 
╃させゅうすっ さっ-

いせかすぇすう ょけ きけ-
きっくすぇ:
„╉ぇこさけくう“ - 

„╀う ╀う ]う ╉っえ-
ぉなか (1)“ - 3:0
„╀う ╀う ]う 

╉っえぉなか (2)“ - 
╁けっくくう - 0:0 
ゃ さっょけゃくけすけ 
ゃさっきっ う 3:4 けす 
ょせいこう.

╁しうつおう さっいせかすぇすう けす しさっとうすっ ゃ すせさくうさぇ, けつぇおゃぇえすっ ゃ こさぇいくうつくうは 
ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 

[っいせかすぇすう けす ╃ぃ【 《╉ „┿さしっくぇか 2000“:

╃っちぇ くぇぉけさ 2000 - 2001 けす 《╉ „┿さしっくぇか 2000“ こけぉっょうたぇ し 12:0 „╀け-
すっゃ“ - ╂なかなぉけゃけ, しなし しなとうは さっいせかすぇす こけぉっょうたぇ う こけ-きぇかおうすっ くぇぉけさ 
2002-2003. ╋かぇょてぇ ゃないさぇしす 《╉ „┿さしっくぇか 2000“ いぇゅせぉう けす ゃさなしすくうちう-
すっ しう けす 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ“ し 2:1.

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

┿さしっくぇかしおうはす うくあっくっさ ╁かぇょうきうさ 
』せつせきうてっゃ, さなおけゃけょうすっか くぇ けすょっか 

„〈ったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ”, しこっつっかう こさけゃっ-
ょっくうは ゅさぇょしおう すせさくうさ こけ すっくうし いぇ おせこぇ-
すぇ くぇ ╇ゃぇく ]かぇゃおけゃ. 』せつせきうてっゃ, おけえすけ 
っ けす ゃっすっさぇくうすっ ゃ すけいう しこけさす ゃ すっくうし 
おかせぉ „[けいぇ”, しっ しなしすっいぇゃぇ くぇ しきっしっくう 
ょゃけえおう, し こぇさすくぬけさおぇ ┿くすけくうは ╋ぇさおけ-
ゃぇ, こさっこけょぇゃぇすっかおぇ こけ ぇくゅかうえしおう っいうお 
ゃ おぇいぇくかなておけ せつうかうとっ. 〈せさくうさなす, おけえ-
すけ しっ こさけゃっあょぇ いぇ こなさゃう こなす, ぉっ そうくぇく-
しけゃけ こけょこけきけゅくぇす けす おかせぉ „¨かうきこうっち”. 
╁ しなしすっいぇくうっすけ せつぇしすゃぇたぇ 15 しきっしっくう 
ょゃけえおう, そけさきうさぇくう くぇ しかせつぇっく こさうく-
ちうこ. 
╁すけさう ゃ くぇょこさっゃぇさぇすぇ けしすぇくぇたぇ ╇ゃけ 

》さうしすけゃ う ╂っさゅぇくぇ ╃のかゅっさけゃぇ, ぇ すさっすう 
– ╃っくうちぇ ╃けつっゃぇ う [ぇょけしかぇゃ ╂けしこけょう-
くけゃ. ╇ すさうすっ こさういけゃう ょゃけえおう しぇ けす すっ-
くうし おかせぉ „[けいう“ し うくしすさせおすけさ  ╃うきうすなさ 
]すぇえおけゃ. 
〈けいう せうおっくょ – くぇ 27 う 28-きう しっこすっき-

ゃさう, すっくうしうしすうすっ けす おかせぉぇ とっ せつぇしすゃぇす 
う ゃ こさっゃなさくぇかうは しっ ゃっつっ ゃ すさぇょうちうは 
けすおさうす すせさくうさ こけ すっくうし, けさゅぇくういうさぇく 
けす きっしすくぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ こぇさすうは ╂╄[╀. 
〈せさくうさなす, おけえすけ しなぉうさぇ くぇえ-ょけぉさうすっ ゃ 
すっくうしぇ ゃ さっゅうけくぇ, とっ しっ こさけゃっょっ ゃ すさう 

╇いちはかけ けぉくけゃっくうはす う さっ-
くけゃうさぇく っきぉかっきぇすうつっく 

おぇいぇくかなておう こぇさお „[けいぇさうせき” 
ぉっ けすおさうす ゃ こけしかっょくうは ょっく 
くぇ かはすけ 2014. ¨ぉくけゃかっくうっ-
すけ っ つぇしす けす きぇとぇぉっく こさけ-
っおす, さぇいさぇぉけすっく けす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお こさっょう ょゃっ ゅけょうくう 
いぇ けぉくけゃかっくうっ くぇ こぇさおけゃっ-
すっ „[けいぇさうせき” う „〈のかぉっすけ” 
う しゃなさいゃぇとぇ ゅう ゃっかけぇかっは くぇ 
けぉとぇ しすけえくけしす 4 きかく. 870 
040 かっゃぇ.
 ¨ぉくけゃっくうはす こぇさお っ しなし いぇ-

しぇょっくう ょっしっすおう くけゃう ゃうょけゃっ 
ょなさゃっすぇ, ょっおけさぇすうゃくう さけいう, 
くけゃう おなすけゃっ いぇ けすょうた う うゅさぇ 
くぇ ょっちぇ, しこけさすくぇ こかけとぇょおぇ, 
そうすくっし くぇ けすおさうすけ, ちゃっすくう 
ぉっしっょおう, そけくすぇく う FREE WI-
FI  いけくぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
ちっかうは こぇさお, けしうゅせさっくぇ けす 
„╀う ╀う ]う ╉っえぉなか”. 
′ぇ けすおさうゃぇくっすけ おきっすなす くぇ 

けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ-
ゃぇ くっ しおさう さぇょけしすすぇ しう けす 
せしこってくぇすぇ さっぇかういぇちうは くぇ 
こさけっおすぇ, おぇすけ いぇはゃう ,つっ けぉ-
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
う くけゃけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ しぇ 
ょかなあくうお くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけ けすくけ-
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おぇすっゅけさうう: しうくゅなか -きなあっ う あっくう う しきっしっくう ょゃけえおう. 
′ぇつぇかけすけ くぇ しさっとうすっ っ けす 9 つぇしぇ くぇ おけさすけゃっすっ くぇ すっくうし おかせぉ „[けいぇ“ ょけ 

しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし”.
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか 

《╆っ╇╅

てっくうっ くぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ こぇさおぇ う くぇ 
′ぇちうけくぇかっく きせいっえ くぇ さけ-
いぇすぇ. 〈は ういさぇいう くぇょっあょぇ, 

つっ ぉなょっとけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, 
いぇ さぇいかうおぇ けす こさっょたけょくけすけ, 
けすこせしくぇかけ くせかぇ かっゃぇ くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, とっ  ゃいっきっ 
こさっょゃうょ すぇいう こけかぇゅぇとぇ しっ 

こさうょけぉうゃおぇ いぇ おぇいぇくかなつぇ-
くう. 
╉きっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお こけうし-

おぇ „しかっょゃぇとうはす おぇぉうくっす ょぇ 

くっ ょっかう おきっすけゃっすっ くぇ しうくう, 
つっさゃっくう, いっかっくう”, ぇ ょぇ つせゃぇ 
あっかぇくうはすぇ くぇ たけさぇすぇ. 94-ゅけ-
ょうてくうはす っきぉかっきぇすうつっく いぇ 
おぇいぇくかなつぇくう こぇさお っ しないょぇ-

ょっく ゃ こっさうけょぇ 1922-1923ゅけ-
ょうくぇ, ゃ きぇくょぇすぇ くぇ おきっすぇ 
]すっそぇく ‶ぇこぇいけゃ, くぇ きはしすけすけ 
くぇ しすぇさう すせさしおう ゅさけぉうとぇ. 

╇ょっはすぇ しっ さぇあょぇ こさっい 
1920 ゅけょうくぇ, ゃ きぇく-
ょぇすぇ くぇ ゅさぇょけくぇつぇか-
くうおぇ ╄くぬけ ╀けさてせおけゃ. 
‶さっい 1934 ゅけょうくぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ こぇさ-
おぇ しっ ういゅさぇあょぇ う きっ-
きけさうぇかっく こぇきっすくうお, 
ゃ つっしす くぇ いぇゅうくぇかうすっ 
ゃ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ 
う ゃ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃ-
くぇ ゃけえくぇ. ╁ ゅけょうくうすっ 
くぇいぇょ „[けいぇさうせきなす” 
しっ こさっゃさなとぇ ゃなゃ ゃぇ-
あくけすけ きはしすけ ゃ あうゃけ-
すぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう, 
おなょっすけ いぇょなかあうすっか-
くけ しっ けすぉうゃぇす きかぇょけ-
あっくちう, ぇぉうすせさうっくすう, 
ゃっすっさぇくう, ゅさぇあょぇくう 
し さぇょけしすくう こけゃけょう. 
‶ぇさおなす しすぇゃぇ う くっょっ-
かうきけ きはしすけ けす ゅさぇょ-

しおぇすぇ おせかすせさくぇ しさっょぇ, きっしす-
くぇ いぇぉっかっあうすっかくけしす.  
 ╁ ゅけょうくうすっ くぇ ょっきけおさぇすうつ-

くうすっ こさけきっくう  こぇさおなす くっ っ 
こけとぇょっく う けす こけょけぉぇゃぇとぇすぇ 

いぇ ゃさっきっすけ しう さぇいさせたぇ. 
]かっょ ぉかういけ 10-きっしっつくう 

せしうかうは くぇ しすさけうすっかう, こさけっお-
すぇくすう, けいっかっくうすっかう, こぇさおなす 
けすくけゃけ っ かのぉうきけ きはしすけ いぇ けす-
ょうた くぇ おぇいぇくかなつぇくう.  
]こっちうぇかくぇ さっすさけしこっおすうゃくぇ 

ういかけあぉぇ, しなたさぇくうかぇ こぇきっすすぇ 
いぇ こぇさおぇ, くっゅけゃうは ゃうょ う けし-
すぇゃっくう っきけちうう ゃ ゅけょうくうすっ, 
おぇおすけ う ぇすさぇおちうけくくけ ゃかぇお-
つっ いぇ ょっちぇすぇ し ゅっさけう けす かの-
ぉうきう こさうおぇいおう ぉはたぇ つぇしす けす 
こさぇいくうおぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう, ゃ 
おぇおなゃすけ しっ こさっゃなさくぇ 20-すう 
しっこすっきゃさう.  
╆ぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ けぉくけゃっ-

くうは こぇさお „[けいぇさうせき” ゃ ╉ぇいぇく-
かなお こさうしすうゅくぇたぇ こさっょしすぇゃう-
すっかう くぇ おぇぉうくっすぇ „╀けさうしけゃ”, 
うきぇとう しっさうけいっく こさうくけし ゃ 
けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ 
いぇ くっゅけゃけすけ けぉくけゃかっくうっ. 〈せお 
ぉっ う かうょっさなす くぇ ╂╄[╀ ╀けえおけ 
╀けさうしけゃ う ゃけょぇつなす くぇ かうしすぇ-
すぇ くぇ ╂╄[╀ ゃ さっゅうけくぇ ╊うかはくぇ 
‶ぇゃかけゃぇ. 
 ╃け そっゃさせぇさう 2015 ゅけょうくぇ 

すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ いぇゃなさてっくけ う 
けぉくけゃかっくうっすけ くぇ こぇさお  „〈のか-
ぉっすけ”. 

     ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉ぇおゃう しすうきせかう こさっょゃうあ-
ょぇ せこさぇゃかっくしおぇすぇ こさけ-

ゅさぇきぇ くぇ ╂╄[╀ いぇ ぉういくっしぇ う 
こけ-おけくおさっすくけ ゃ さっゅうけく ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ? ╇ けとっ こけ-おけくおさっすくけ 
- いぇ くせあょうすっ う きぇとぇぉうすっ くぇ 
そうさきぇ おぇすけ „┿さしっくぇか”?  ╉ぇお-
ゃけ しっ こさっょゃうあょぇ おぇすけ こけきけと 
いぇ そうさきうすっ こさう くぇっきぇくっすけ 
くぇ きかぇょう たけさぇ? ╉ぇおゃう ゃない-
きけあくけしすう ぉうたぇ きけゅかう ょぇ けしう-
ゅせさはす くぇ そうさきうすっ, こさっょこさう-
っきぇつうすっ う うくゃっしすうすけさうすっ いぇ 
さぇいてうさはゃぇくっ くぇ こさっょこさうは-
すうはすぇ う こけょくけゃはゃぇくっ くぇ けぉけ-
させょゃぇくっすけ? 】っ いぇさぇぉけすう かう 
っかっおすさけくくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, 
すぇおぇ くせあくけ くぇ ぉういくっしぇ? 
〈っいう ゃなこさけしう けすこさぇゃう くぇ 

しさっとぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し かう-
ょっさぇ くぇ こぇさすうは ╂╄[╀  ╀けえおけ 
╀けさうしけゃ, し ゃけょぇつぇ くぇ かうし-
すぇすぇ くぇ こぇさすうはすぇ いぇ さっゅう-
けくぇ - ぉうゃてうはす きうくうしすなさ くぇ 
さっゅうけくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ ╊う-
かはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ う  おきっすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
╃っかけゃうはす そけさせき, しなぉさぇか 
くぇえ-ゅけかっきうすっ こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ぉういくっしぇ ゃ さっゅうけくぇ, ぉっ こけ 
こけおぇくぇ くぇ ゃけょぇつぇ くぇ かうしすぇすぇ 
くぇ こぇさすうは ╂╄[╀ ゃ さっゅうけくぇ.  
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おけえすけ っ 

う さなおけゃけょうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” ゃ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ゅさぇょぇ, 
いぇはゃう, つっ ゃ すけいう こさっょういぉけ-
さっく  きけきっくす しっ っ ぇくゅぇあうさぇか し  
こけおぇくぇすぇ いぇ ょうしおせしうはすぇ, けす-
こさぇゃっくぇ けす ‶‶ ╂╄[╀ う くっえくうは 
ゃけょぇつ ゃ さっゅうけくぇ ╊うかはくぇ ‶ぇゃ-
かけゃぇ, いぇ ょぇ こけしすぇゃう くぇかっあぇ-
とうすっ  いぇ さってぇゃぇくっ ゃなこさけしう う 

くせあょう くぇ ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし 
ゃ うきっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおうは ゅさぇあ-
ょぇくうく. 
′ぇ しさっとぇすぇ ういこなかくうすっか-

くうはす ょうさっおすけさ くぇ おぇいぇく-
かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ ょぇょっ 
さぇいかうつくう くぇしけおう う くぇこさぇゃう 
こさっょかけあっくうは おなき ぉなょっとうすっ 
いぇおけくけすゃけさちう う せこさぇゃかっく-
ちう, おけうすけ ょぇ しぇ ゃ こけきけと くぇ 
ぉういくっしぇ う そうさきう し こけすっく-
ちうぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか”.
„╆ぇ きっく っ けす ういおかのつうすっか-

くぇ ゃぇあくけしす ょぇ いくぇき おぇおゃけ 
きけあっ ょぇ けつぇおゃぇ けす ょなさあぇゃぇ-
すぇ さぇぉけすけょぇすっか, おけえすけ くぇっきぇ 
1200-1300 くけゃう さぇぉけすくうちう”, 
いぇはゃう しかっょ おさぇは くぇ しさっとぇすぇ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
„╉ぇすけ ういこなかくうすっかっく ょうさっお-

すけさ くぇ っょくぇ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ 
そうさきう ゃ しすさぇくぇすぇ, ぇくゅぇあう-
さぇく し こさけぉかっきうすっ くぇ ょなさあぇ-
ゃぇすぇ - けす っょくぇ しすさぇくぇ, う おぇすけ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうお ゃ おぇいぇく-
かなておうは きっしすっく こぇさかぇきっくす, 
こけっか けぉとっしすゃっくう ぇくゅぇあう-
きっくすう – けす ょさせゅぇ, う おぇすけ 
ゅさぇあょぇくうく, あうゃっっと ゃ けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお, しなき とぇしすかうゃ 
う ょけゃけかっく けす こけしすうゅくぇすけすけ 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ こけ-
しかっょくうすっ 3 ゅけょうくう ゃ かうちっすけ 
くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
〈けゃぇ っ そぇおす, ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ ういおかのつうすっかくけ ょけぉさぇすぇ くう 
おけきせくうおぇちうは う ょうぇかけゅ, こけ-
しすうゅくぇすう ゃ ╉ぇいぇくかなお  きっあょせ 
ゅさせこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすうすっ” ゃ 
¨ぉとうくしおうは  しなゃっす う ゅさせこぇすぇ 
くぇ ╂╄[╀, けぉっょうくっくう ゃ けぉとぇ 
おぇせいぇ: さぇいゃうすうっ くぇ さぇえけくぇ, 
こけかっいくう う おさぇしうゃう けつぇおゃぇくう 
くっとぇ いぇ たけさぇすぇ. 〈けゃぇ, おけっ-
すけ しっ しかせつゃぇ  ╉ぇいぇくかなお, きっ 
こさぇゃう とぇしすかうゃ”. 〈けゃぇ おぇいぇ 
こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ し さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ ╂╄[╀ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ. 〈けえ こけしけつう しぇきけ 

つぇしす けす しかせつうかぇすぇ しっ こさけきは-
くぇ ゃ こけしかっょくけ ゃさっきっ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお: ういちはかけ くけゃ けぉかうお 
くぇ こぇさお „[けいぇさうせき”, こぇさお 
„〈のかぉっすけ”, くけゃう きっしすぇ いぇ けす-

ょうた, けぉかぇゅけさけょっくう きっあょせぉかけ-
おけゃう こさけしすさぇくしすゃぇ, ゃっかけぇかっは, 
しぇくうさぇくう せつうかうとぇ う ぉけかくうちぇ, 
„くけゃ あうゃけす” いぇ きくけゅけ いぇぉさぇゃっ-
くう きっしすぇ, ぇしそぇかすうさぇくう せかうちう 
う ょさせゅう. 
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ 

„┿さしっくぇか” こさうこけきくう, つっ ゃしうつ-
おけ すけゃぇ しっ っ しかせつうかけ, ゃなこさっおう 
すっあおけすけ くぇしかっょしすゃけ, けしすぇゃっくけ 
けす こさっょたけょくうすっ せこさぇゃう くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお くぇ くぇしすけはとけすけ きっしすくけ 
さなおけゃけょしすゃけ. „╁ けしくけゃぇすぇ くぇ 
ゃしうつおけ すけゃぇ っ ょうぇかけゅなす, おけえすけ 
うきぇ きっあょせ くぇし う ゅさせこぇすぇ くぇ 
╂╄[╀”, おぇいぇ くぇ しさっとぇすぇ ′うおけ-
かぇえ ╇ぉせてっゃ. 
‶け ょせきうすっ きせ, ╉ぇいぇくかなお  くっ っ 

うきぇか こけ-ょけぉなさ おきっす ゃ こけしかっょ-
くうすっ ゅけょうくう けす くぇしすけはとうは, ゃ 
かうちっすけ くぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
ういょうゅくぇすぇ けす こぇさすうは ╂╄[╀ う 
いぇはゃう, つっ しっ つせゃしすゃぇ とぇしすかうゃ 
けす すけゃぇ, つっ っ ぉうか っょうく けす すっいう, 
おけうすけ こなさゃう しぇ は こけょおさっこうかう 
ゃ  こけっきぇくっすけ くぇ すっあおぇすぇ けすゅけ-
ゃけさくけしす いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′ぇ ゃしうつおう こけしすぇゃっくう ゃなこさけ-

しう ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ こけかせつう 
けすゅけゃけさ  かうつくけ けす かうょっさぇ くぇ 
こぇさすうは ╂╄[╀  ╀けえおけ ╀けさうしけゃ う 
こけっすう ぇくゅぇあうきっくすう けす ゃけょぇつぇ 
くぇ かうしすぇすぇ ゃ さっゅうけくぇ くぇ こぇさ-
すうは ╂╄[╀ ╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ. 

╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ: 

 ゃ けすゅけゃけさ くぇ ゃなこさけしう くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - いぇ しすうきせかうすっ 
いぇ ぉういくっしぇ,  おけうすけ こさっょゃうあょぇ せこさぇゃかっくしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
╂╄[╀. 
 

╂╄[╀ くはきぇ ょぇ ゃょうゅぇ ょぇくなちうすっ
 
„‶ぇさすうは ╂╄[╀ くはきぇ ょぇ ゃょうゅぇ ょぇくなちうすっ. 〈っ とっ けしすぇくぇす くぇ 

くぇえ- くうしおうすっ くうゃぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ しすさぇくうすっ けす ╄]. ╆ぇ くぇし っ 
ゃぇあくけ うくゃっしすうすけさうすっ う さぇぉけすけょぇすっかうすっ ょぇ うきぇす たけさういけくす ゃ 
ょぇくなつくぇすぇ こけかうすうおぇ, いぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ こかぇくうさぇす ぉういくっしぇ しう, 
ぉっい いぇこかぇたぇすぇ けす せゃっかうつぇゃぇくっ うかう こさけきはくぇ くぇ しさっょぇすぇ いぇ 
けぉかぇゅぇくっ. ]さっょ ょさせゅうすっ しすうきせかう いぇ ぉういくっしぇ しぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ っかっおすさけくくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, おけっすけ とっ けぉかっおつう ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくうすっ こさけちっょせさう う  とっ くぇきぇかう いくぇつうすっかくけ ぇょきうくう-

しすさぇすうゃくぇすぇ すっあっしす. 
 
╆ぇ ょぇ しっ くぇっきぇす きかぇょう たけさぇ ゃ こさっょこさうはすうはすぇ, ょなさあぇゃぇすぇ, 

し こけきけとすぇ くぇ っゃさけこっえしおうすっ そけくょけゃっ, とっ こけょこけきぇゅぇ こさっょ-
こさうっきぇつうすっ ょぇ ゅう くぇっきぇす, おぇすけ ゃ くぇつぇかけすけ とっ こけっきぇ つぇしす けす 
さぇいたけょうすっ こけ けしうゅせさはゃぇくっすけ うき. 
 
╃けゅけゃけさうたきっ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇすぇ こけ ¨‶ „╉けくおせ-

さっくすくけしこけしけぉくけしす” こさっい こさけゅさぇきくうは こっさうけょ 2014-2020 
ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ っ こさけゅさぇきぇすぇ, おけはすけ とっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ 
こさっょこさうっきぇつうすっ う うくゃっしすうすけさうすっ しなし しさっょしすゃぇすぇ けす っゃさけ-
こっえしおぇすぇ しけかうょぇさくけしす ょぇ  こけょくけゃはす うかう さぇいてうさはす けぉけさせょ-
ゃぇくっすけ いぇ こさっょこさうはすうはすぇ しう.”
  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
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〈は っ っょうく けす 28-すっ すけこ-けょうすけさう くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい. ╆ぇっきぇ こけしすぇ こさっい 
2013 ゅけょうくぇ, しかっょ くけきうくぇちうは けす ぉなかゅぇさしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ う っょくけつぇしけゃけ 

こさっこうすゃぇくっ ゃ ╄ゃさけこっえしおうは こぇさかぇきっくす, くぇ おけっすけ くっ っょうく う ょゃぇきぇ しなくぇさけょくうちう 
けつぇおゃぇす ょぇ しっ こさけゃぇかう. ′け すは せしこはゃぇ. ╇ こっつっかう きはしすけすけ いぇ 6 ゅけょうくう くぇこさっょ, ょけ 
1-ゃう はくせぇさう 2019 ゅけょうくぇ. 
[けょっくぇ っ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, こさっょう 38 ゅけょうくう, うきぇ 6-ゅけょうてっく しうく こなさゃけおかぇしくうお, 

おけえすけ ゃっつっ しさうつぇ くぇ ょゃぇ っいうおぇ ゃ くっきしおけ せつうかうとっ ゃ ╂っさきぇくうは. ╁さっきっすけ え きう-
くぇゃぇ きっあょせ ╊のおしっきぉせさゅ,╂っさきぇくうは う... ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╆ぇゃなさてうかぇ っ きっしすくぇすぇ 
っいうおけゃぇ ゅうきくぇいうは „[けきっく [けかぇく”, ぇ こけしかっ „╋っあょせくぇさけょくう うおけくけきうつっしおう けす-
くけてっくうは” ゃなゃ ╁╇′] - ╁ぇさくぇ. ╇きぇ きぇゅうしすさぇすせさぇ こけ きっあょせくぇさけょくう そうくぇくしう けす 
┿さういけくぇ – ]┿】. 
╀うかぇ っ そうくぇくしけゃ おけくすさけかぬけさ ゃ すさう ぇきっさうおぇくしおう おけきこぇくうう, けぉとうくしおう しなゃっす-

くうお けす ╂╄[╀ う しかせあうすっか ゃ ぇゅさぇさくけすけ きうくうしすっさしすゃけ ゃ ]けそうは.
‶さっょう ょぇ しすぇくっ つかっく くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ ]きっすくぇ こぇかぇすぇ, っ っゃさけょっこせすぇす けす ╂╄[╀. 
]っゅぇ っ つかっく くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ ぉのょあっす う そうくぇくしう ゃ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ ]きっすくぇ こぇ-

かぇすぇ. ╇くしすうすせちうはすぇ, いぇ おけはすけ さぇぉけすう, けょうすうさぇ ちっかうは っゃさけこっえしおう ぉのょあっす, ゃ 
さぇいきっさ くぇ けおけかけ 120 きかさょ. っゃさけ ゅけょうてくけ, っょくぇ しすけすくぇ けす くっゅけ っ いぇ せしゃけはゃぇくっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 
‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ え かうつくぇ けすゅけゃけさくけしす っ けょうす くぇ ぉのょあっすうすっ くぇ っゃさけこっえしおうすっ 

しすさぇくう, しすさせおすせさくうすっ う おけたっいうけくくう そけくょけゃっ くぇ ╄]. ╊うつくけ けすゅけゃぇさは いぇ そうくぇく-
しけゃうは けょうす くぇ ちっかうは そうくぇくしけゃ そけくょ う けょうすぇ くぇ おぇつっしすゃけすけ – す. っ., ょぇかう こぇさうすっ, 
ょぇょっくう いぇ くはおけう こけかうすうおう, しぇ こさけきっくうかう し くっとけ あうゃけすぇ くぇ たけさぇすぇ. 
′っ こぇさぇょうさぇ し すけゃぇ, くけ しかっょゃぇ ょぇ っ ゅけさょぇ: すは っ っょくぇ けす 25-すっ ぉなかゅぇさう ゃ ちはかぇすぇ 

]きっすくぇ こぇかぇすぇ くぇ ╄ゃさけこぇ, けす けぉと しなしすぇゃ 900 ょせてう. ╆ぇこうしぇかぇ っ うきっすけ しう う しさっょ 
28-すっ つかっくけゃっ くぇ ]きっすくぇすぇ こぇかぇすぇ, おけうすけ こさっょしすぇゃかはゃぇす ょぇょっくぇ しすさぇくぇ, つかっく 
くぇ ╄]. ′ぇ おぇさすけくつっすけ こさっょ くっは ゃうくぇゅう こうてっ BULGARIA. 
╆ぇさぇょう こさけそっしうけくぇかくう ぇくゅぇあうきっくすう けす ょゃっ ゅけょうくう あうゃっっ ゃ ╀っかゅうは.
╇かうぇくぇ ╇ゃぇくけゃぇ. 
]なぉっしっょくうおなす すぇいう しっょきうちぇ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. ]さっとぇきっ しっ くぇ くぇてぇ すっ-

さうすけさうは, こけ たせぉぇゃ こけゃけょ, いぇさうくぇすう けす しすさっしうさぇとうすっ くけゃうくう くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ くう 
っあっょくっゃうっ.
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╂けしこけあけ ╇ゃぇくけゃぇ, おぇお 
ういゅかっあょぇ くぇつうくなす けす こけ-
いうちうはすぇ くぇ おけはすけ しすっ, こけ 
おけえすけ たぇさつうき けぉとうすっ っゃ-
さけこっえしおう こぇさう せ くぇし?  

- ╆ぇ ういくっくぇょぇ, きけあっ ぉう, くけ 
ょなさあぇゃぇすぇ くう くっ ういゅかっあょぇ 
すけかおけゃぇ いかっ, おけかおけすけ くうっ 
すせお しう きうしかうき. ╆ぇとけすけ ゅさって-
おう うきぇ くぇゃしはおなょっ. 〈けゃぇ しっ 
ゃうあょぇ, おぇすけ しっ いぇょなかぉぇって 
ゃ さぇぉけすぇすぇ う しっ いぇこけいくぇって 
し おけくおさっすくうすっ こさけぉかっきう ゃ 
しすさぇくうすっ, おぇすけ しっ くぇこさぇゃう 
ぇくぇかうい くぇ ゅさっておうすっ. ╇くすっ-
さっしくけすけ ゃ すっいう ぇくぇかういう っ, つっ 
- ょぇ, ゃ ╀なかゅぇさうは うきぇ ゅさっておう 
ゃ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ こぇさうすっ けす 
╄], くけ すっ くっ しぇ くうすけ こけゃっつっ, 
くうすけ こけ-きぇかおけ けす ゅさっておうすっ ゃ 
けしすぇくぇかうすっ っゃさけこっえしおう しすさぇ-
くう. ╃けさう きけゅぇ ょぇ おぇあぇ, つっ くぇ 
そけくぇ くぇ けしすぇくぇかうすっ すっ ょけさう, 
こけ きけう かうつくう くぇぉかのょっくうは, 
ゃうあょぇえおう おぇおゃけ しすぇゃぇ ゃ さっ-
しけさうすっ ゃ „╆っきっょっかうっ” う ゃ ]け-
ちうぇかくうは そけくょ, すぇいう ゅけょうくぇ 
╀なかゅぇさうは くはきぇてっ ょけこせしくぇすう 
くっさっょくけしすう, いぇ さぇいかうおぇ けす 
ょさせゅう しすさぇくう. 〈ぇおぇ, つっ くっ-
とぇすぇ くっ しぇ すけかおけゃぇ つっさくう, 
おけかおけすけ くうっ しぇきう しう ゅう こさっょ-
しすぇゃはきっ. ′っ しきっ くぇえ-かけてうはす 
せつっくうお.

〈けゅぇゃぇ いぇとけ ぉなかゅぇさうくなす 
っ くっゃっさけはすっく くうたうかうしす? 
′っしなこさうつぇしすっく, ゃうくぇゅう くっ-
ょけゃけかっく. ╇いかういぇえおう くぇゃなく 
けぉぇつっ ゃうあょぇ くっとぇすぇ うくぇつっ 
う ょぇゃぇ きくけゅけ こけゃっつっ あっさす-
ゃう けす しっぉっ しう. ╆ぇとけ? 

- ┿い くっ きうしかは, つっ すけゃぇ っ 
しぇきけ ぉなかゅぇさしおぇ つっさすぇ. ╆ぇ-
ぉっかはいゃぇき ゅけ こけしかっょくうすっ くは-
おけかおけ ゅけょうくう, ゃ おけうすけ あう-
ゃっは ういゃなく ╀なかゅぇさうは. ╋うしかは, 
つっ すけゃぇ っ つけゃっておぇ つっさすぇ, くっ 
しぇきけ くぇてぇ. ╅うゃはかぇ しなき う ゃ 
╂っさきぇくうは, う ゃ ╀っかゅうは, ゃしうつ-
おう きなさきけさはす いぇ さぇいくう くっとぇ. 
╁なこさけしなす っ - おけゅぇすけ しっ ういかっ-
いっ くぇゃなく, くぇ っょくぇ すさうぉせくぇ, 
おぇおゃぇすけ っ ╄ゃさけこっえしおうはす こぇさ-
かぇきっくす, ょぇ くっ しっ こかのっき っょくう 
ょさせゅう う ょぇ くっ くう いくぇはす けしすぇ-
くぇかうすっ. ╄すけ ゃう っょうく ぉぇくぇかっく 
こさうきっさ, ょぇ おぇあっき, し ゅなさちうすっ. 
〈っ くうおけゅぇ くっ しっ こかのはす っょうく 
ょさせゅ ゃ ╄ゃさけこぇさかぇきっくすぇ. ′う-
おけゅぇ くっ ゅけゃけさはす かけてう くっとぇ 
ゃ ╄‶ いぇ ょなさあぇゃぇすぇ しう, ょなさ-
あぇす しっ おぇすけ っょうく, くっいぇゃう-
しうきけ けす さぇいかうつうはすぇ しう, けす 
くっこけくけしうきけしすすぇ しう こけくはおけゅぇ 
っょくう しこさはきけ ょさせゅう.  ╃けおぇすけ 
くうっ, ぉなかゅぇさうすっ, しっ こかのっき, 
ゃしっ くはおけえ くぇて つけゃっお とっ しっ 
くぇきっさう ょぇ おぇあっ かけてう ょせきう 
いぇ しすさぇくぇすぇ くう. ╄, すけゃぇ ゃっつっ 
っ ぉなかゅぇさしおぇ つっさすぇ, いぇ おけはすけ 
しぇきう しきっ しう ゃうくけゃくう. ‶ぇお ゃう 
おぇいゃぇき, ょぇかっつ くっ しきっ すけかおけ-
ゃぇ いかっ, おけかおけすけ ういゅかっあょぇきっ. 
‶さけしすけ しぇきう しう しないょぇゃぇきっ 
かけてうは うきうょあ くぇゃなく. 

╉ぇおゃけ すけゅぇゃぇ くう すさはぉゃぇ, 
いぇ ょぇ しすぇくっき こさうきっさくけ 
っょくぇ 【ゃっえちぇさうは すせお, ょぇ 
あうゃっっき おぇすけ すはた? 
 
- ╆ぇ っょくぇ 【ゃっえちぇさうは きくけゅけ 

くう すさはぉゃぇ. ′っ しぇきけ すけかおけゃぇ 
こぇさう, ぇ けしくけゃくけ こさけきはくぇ ゃ 
きうしかっくっすけ くう. ╁ ゅかぇゃうすっ くう 
っ ゃしうつおけ. 

〈ぇき かう くう っ こさけぉかっきなす 
けしくけゃくけ? 

- ╃ぇ. ‶けかうすうちうすっ, おけうすけ 
しぇきう しう ういぉうさぇきっ, けすくけてっ-

くうっすけ くう おなき っおうこくぇすぇ さぇ-
ぉけすぇ, おなき くぇてうすっ しけぉしすゃっくう 
いぇょなかあっくうは, ちはかけしすくうはす くう 
くぇつうく くぇ きうしかっくっ, ぇおけ っ すぇ-
おなゃ, つっさくけゅかっょ う ゃうくぇゅう ょぇ 
ゅかっょぇきっ ょぇ しっ こかのっき くはおな-
ょっ, おなょっすけ きうしかうき, つっ すけゃぇ 
ぉう こけきけゅくぇかけ, くはきぇ おぇお ょぇ 
ゃなさゃうき くぇこさっょ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ 
けこうすゃぇきっ ょぇ さぇぉけすうき いぇっょ-
くけ こけ ゃぇあくうすっ こさけぉかっきう くぇ 
╀なかゅぇさうは. ‶けきくは, おけゅぇすけ ぉはた 
っゃさけょっこせすぇす, おぇおゃう くっとぇ 
しすぇゃぇたぇ: くっ きけあっ ょぇ さぇいょっ-
かはて たけさぇすぇ う しすさぇくぇすぇ しう こけ 
すっきう, おぇおゃうすけ ぉはたぇ すっいう いぇ 
こさぇゃぇすぇ くぇ さぇぉけすくうちうすっ, こけ 
ちゃはす. ′っ きけあっ. ′ぇきうさぇてっ しっ 
おけくしっくしせし, くけ きくけゅけ すさせょくけ. 
¨ぉとけ ゃいっすけ, ゃしはおぇ すっきぇ けす 
くぇてうすっ たけさぇ すぇき, しっ っおしこかけ-
ぇすうさぇ こけかうすうつっしおう, おけえ ょけ-
おなょっすけ きけあっ. ┿ くっ ぉうゃぇ. ′っ っ 
こけかっいくけ いぇ くぇし. 

╉けかおけ しさっょしすゃぇ うきぇきっ ょぇ 
せしゃけはゃぇきっ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ けす っゃさけこっえしおうすっ 
そけくょけゃっ おぇすけ しすさぇくぇ? 

- ╆ぇこけつゃぇ しかっょゃぇとぇすぇ 7-ゅけ-
ょうてくぇ さぇきおぇ. ‶ぇさうすっ しぇ いぇ-
こうしぇくう ゃ くけゃけすけ ]こけさぇいせきっ-
くうっ いぇ こぇさすくぬけさしすゃけ, すっ しぇ 

こけゃっつっ, けすおけかおけすけ ぉはたぇ ょけ-
しっゅぇ. ′っ っ ゃはさくぇ すっいぇすぇ, つっ 
こぇさうすっ こさっい くけゃうは こさけゅさぇ-
きっく こっさうけょ とっ しぇ こけ-きぇかおけ, 
おぇおすけ しっ しこっおせかうさぇ こけ すっきぇ-
すぇ. ′け けす くぇし いぇゃうしう ょぇかう とっ 
ゅう せしゃけうき ゃしうつおうすっ. ╇ しっゅぇ, 
ゃ おさぇは くぇ ういすうつぇとうは しっゅぇ 
7-ゅけょうてっく こっさうけょ しっ けおぇいゃぇ, 
つっ うきぇ う くっせしゃけっくう しさっょしすゃぇ 
けす っゃさけこっえしおうすっ そけくょけゃっ う 
すっ とっ しっ ういゅせぉはす. 〈ぇおぇ う いぇ 
くけゃうは こさけゅさぇきっく こっさうけょ. ¨す 
くぇし いぇゃうしう おぇお とっ しう くぇこさぇ-
ゃうき しきっすおぇすぇ, おけかおけ ょけぉさっ 
とっ さぇぉけすはす ぇょきうくうしすさぇちうは-
すぇ けす っょくぇ しすさぇくぇ う ぉっくっそう-
ちうっくすうすっ けす ょさせゅぇ, いぇ ょぇ しっ 
せしゃけはす っゃさけこっえしおうすっ こぇさう. 
╆ぇとけすけ, ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ, 
すっいう こぇさう しぇ っょうくしすゃっくぇすぇ 
しゃっあぇ しすさせは ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
うおけくけきうおぇ, おけはすけ ゃかういぇ.

╉ぇお くぇ すけいう そけく ういゅかっあ-
ょぇす そうくぇくしけゃうすっ こさけぉかっきう 
しっゅぇ くぇ ╀なかゅぇさうは? ╃っそうちう-
すなす くぇ こぇさう ゃ ぉのょあっすぇ, ゅけ-
かっきうはす こさけぉかっき ╉〈╀ う ゃかぇ-
つっとうすっ しっ しかっょ くっゅけ ょさせゅう 
こさけぉかっきう, こさっょしすけはとけすけ 
せゃっかうつっくうっ くぇ っかっおすさうつっ-
しおぇすぇ っくっさゅうは...

- ╆かっ. ╋くけゅけ いかっ. ╉ぇすけ ゃ 
っょくけ しっきっえしすゃけ ゃ おさぇは くぇ 
きっしっちぇ, おけゅぇすけ しきっすおぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こかぇすう. ╉ぇお? ╄, 
すゃけっ さってっくうっ: ょぇかう いぇっき けす 
しなしっょぇ うかう けす ぉぇくおぇすぇ, うかう 
とっ さぇぉけすうて こけゃっつっ, うかう 
とっ しう しなおさぇすうて さぇいたけょうすっ. 
〈ぇおぇ っ う し ょなさあぇゃぇすぇ. ╇, いぇ 
しなあぇかっくうっ, ぇおけ ょなさあぇゃぇすぇ ゃ 
こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ っ ぉうかぇ ゃ 
しなしすけはくうっ, ゃ おけっすけ しうすせぇちう-
はすぇ しぇきけ しっ っ ゃかけてぇゃぇかぇ, すけ 
しっ しすうゅぇ ょけ きけきっくすぇ, ゃ おけえ-
すけ せこさぇゃかはゃぇとうすっ すさはぉゃぇ ょぇ 
くぇこさぇゃはす すっあなお ういぉけさ. ┿い 
くっ きうしかは, つっ うきぇ ょなさあぇゃ-
くうお, おけえすけ ゃいっきぇ し あっかぇくうっ 
ょなかゅ. 〈けゃぇ しっ こさぇゃう, おけゅぇすけ 
しう こさうすうしくぇす. 

╋かぇょ つけゃっお しすっ, あうゃは-
かぇ しすっ う あうゃっっすっ ういゃなく 
しすさぇくぇすぇ. ]っゅぇ ょなさあぇゃぇ-
すぇ くう しないょぇゃぇ くけゃぇ, ゃすけ-
さぇ ゃなかくぇ けす きかぇょう っきう-
ゅさぇくすう くぇゃなく. ╁しなとくけしす, 
すは ゃなかくぇすぇ くっ っ しこうさぇかぇ, 
くけ ゃ こけしかっょくうすっ 15 きっしっ-
ちぇ けしっいぇすっかくけ っ くぇさぇしくぇか 
ぉさけはす くぇ っきうゅさぇくすうすっ けす 
しすさぇくぇすぇ くう, う すけ けしくけゃ-
くけ きかぇょう たけさぇ. ╉ぇおゃけ ょぇ 
いくぇはす  すさなゅくぇかうすっ くぇゃなく 

しっゅぇ う すさはぉゃぇ かう? 

- ╆ぇゃうしう けす うくょうゃうょせぇかくぇ-
すぇ ゅかっょくぇ すけつおぇ, おけえ おぇおゃけ 
すなさしう う うしおぇ. ′け すさはぉゃぇ ょぇ 
いくぇはす きかぇょうすっ たけさぇ, つっ すけゃぇ 
くっ っ  くうおぇお かっしくけ. ╆ぇとけ-
すけ つけゃっお しう すっあう くぇ きはしすけ-
すけ. ╉けさっくなす っ っょうく. ′うっ しきっ 
ぉなかゅぇさう, くはきぇ おぇお - ょけさう  ょぇ 
しすぇくっき ょさせゅう ゅさぇあょぇくう, すけ 
おけさっくなす くう しう っ ぉなかゅぇさしおう. 
╃ゃけえくけ こけ-すさせょくけ っ ょぇ ょけ-
おぇいゃぇて くぇ つせあょ っいうお しっぉっ 
しう う こさけそっしうけくぇかういきぇ しう. 
′け つけゃっお しぇき さってぇゃぇ おけっ っ 
くぇえ-ょけぉさけ いぇ くっゅけ. ]なゃっす 
せくうゃっさしぇかっく くはきぇ. ′け, おけゅぇ-
すけ すけえ しっ すさせょう う うきぇ ぇきぉう-
ちうはすぇ う あっかぇくうっすけ, きけあっ ょぇ 
せしこっっ くぇゃしはおなょっ. ╋けあっ ぉう ゃ 
╀なかゅぇさうは こけ-すさせょくけ しすぇゃぇす 
くっとぇすぇ, くけ う すせお うきぇ くぇつうく 
つけゃっお ょぇ しっ ょけおぇあっ. ╇きぇ 
きくけゅけ せしこっかう きかぇょう たけさぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは.

‶ぇお くう こさっょしすけう ゃぇあっく 
こけかうすうつっしおう  ういぉけさ, くぇ 
5-う けおすけきゃさう. ╆ぇしうこゃぇす 
くう し すっいう, けぉっとぇくうは, し 
ぇこっかう ょぇ きうしかうき.  

- …╇ すさはぉゃぇ ょぇ きうしかうき. 
‶さう すけゃぇ きくけゅけ ゃくうきぇすっかくけ. 
‶さう ゅさってっく ういぉけさ こぇお とっ 
しっ ゃなさくっき くぇいぇょ. ╇ すけゅぇゃぇ 
けとっ こけ-すさせょくけ とっ いぇょなさあうき 
きかぇょう たけさぇ すせお. ╆ぇ しなあぇかっ-
くうっ, くぇえ-せきくうすっ う くぇえ-うく-
すっかうゅっくすくうすっ すさなゅゃぇす こなさゃう, 
いぇとけすけ くっ きけゅぇす ょぇ しっ こさう-
きうさはす う いくぇはす, つっ うきぇ ょけぉさう 
ゃないきけあくけしすう. ╆ぇすけゃぇ う くっ 
ぉうゃぇ ょぇ うき しっ しなさょうき, ょけ-
おぇすけ ゃ ╀なかゅぇさうは くはきぇ すぇおう-
ゃぇ ゃないきけあくけしすう. ′け さぇぉけすぇ 
っ くぇてぇ - ょぇ くぇこさぇゃうき すぇおぇ, 
つっ すせお ょぇ くう っ たせぉぇゃけ う ょぇ 
しっ ゃなさくぇす きかぇょうすっ, おけうすけ しぇ 
くぇゃなく. ╇ ぇい けとっ ゃはさゃぇき, つっ 
すけゃぇ っ ゃないきけあくけ. 

╇きぇ かう いぇ ╁ぇし けぉさぇすっく 
こなす くぇしぇき? 

- 〈けえ, きけはす こなす, っ すせお. ╁な-
こさっおう, つっ しっゅぇ しなき くぇゃなく. 
┿い しなき くけきうくうさぇくぇ けす ぉなか-
ゅぇさしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ う ゅけ 
こさっょしすぇゃかはゃぇき しっゅぇ ゃ ╊のお-
しっきぉせさゅ, くけ しなき し きぇくょぇす. 
〈けえ しゃなさてゃぇ ゃ っょうく きけきっくす, 
すぇおぇ つっ ぇい とっ しっ ゃなさくぇ. ′ぇ-
ょはゃぇき しっ くぇてぇすぇ さぇぉけすぇ ょぇ  っ 
こけかっいくぇ こけ くはおぇおなゃ くぇつうく いぇ 
しすさぇくぇすぇ.

╁うっ しすっ っょうく けす さっゃくけしす-
くうすっ こさうはすっかう くぇ ╉ぇいぇく-
かなお, けとっ ゃ おぇつっしすゃけすけ ╁う 
くぇ っゃさけょっこせすぇす. ╁うあょぇかう 
しきっ ╁う ゃ さぇいかうつくう きっしす-
くう おぇせいう う うくうちうぇすうゃう,  
うきぇすっ かうつっく う しっさうけいっく 
こさうくけし いぇ こけこせかはさういうさぇ-
くっすけ くぇ ゅさぇょぇ う くっゅけゃけすけ 
おせかすせさくけ くぇしかっょしすゃけ ゃ 
╄‶. ╆ぇとけ ゅけ こさぇゃうすっ ? 

- ╉ぇいぇくかなお うきぇ しこっちうぇかくぇ 
きぇゅうは, せくうおぇかくぇ. ┿い しなき けす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, くけ いぇ きけは ゅけさ-
ょけしす, きぇゅうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
くぇ さけいうすっ, くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ちぇさっ ぉっ ゃうょはくぇ けす ちっかうは ╄ゃ-
さけこっえしおう こぇさかぇきっくす.〈せお うきぇ 
せくうおぇかくう くっとぇ, すさはぉゃぇ ょぇ 
しすっ ゅけさょう し すはた. ╇ すけゃぇ, おけっすけ 
っ ういおかのつうすっかくけ ゃぇあくけ, つっ しっ 
いくぇっ おぇお ょぇ しっ こけおぇあっ う おけっ 
すけつくけ ょぇ しすぇくっ ょけしすけはくうっ くぇ 
しゃっすぇ. ╋けあっ ょぇ しっ ゅけさょっっすっ  
し すけゃぇ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ すせお. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╇ „[『╊〈《〉╅” ╇╉¨╈〉╅｠╅ 》╅〈╊【〉¨[ 〉╅ 』ぇ′╉╅【╊]っ 〉╅ ‒╅╆『¨[╅【╅
╂さぇくうすっく ょゃせきっすさけゃ こけしすぇきっくす し 

こぇきっすくうお くぇ しないょぇすっかは くぇ そぇ
ぉさうおぇすぇ いぇ しすさせくくう うくしすさせきっくすう 
„╉さっきけくぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお - ╃うきうすなさ 
╂っけさゅうっゃ, しっ けすおさう くぇ 26-すう しっこ
すっきゃさう. ]なぉうすうっすけ ぉっ つぇしす けす おせか
きうくぇちうけくくうすっ ょゃせょくっゃくう こさけはゃう,  
こけしゃっすっくう くぇ 90-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ 
けす けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ そぇぉさうおぇすぇ, 

ゃさなしすくうお くぇ „┿さしっくぇか”. 〈けゃぇ しなけぉ
とう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ういこなか
くうすっかくうはす  ょうさっおすけさ くぇ „╉さっきけくぇ 
– ╀なかゅぇさうは” ╄¨¨╃  ╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ, 
おけはすけ っ つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお”. ╇ょっはすぇ いぇ ゅさぇょっあぇ 
くぇ こぇきっすくうおぇ っ くっえくぇ う くぇ きっくう
ょあなさしおうは っおうこ くぇ そうさきぇすぇ. ]なぉう
すうっすけ ぉっ せゃぇあっくけ けす こさっょしすぇゃうすっ
かうすっ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ 
- ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ う ╉さぇしうきうさぇ 》ぇ
さういぇくけゃぇ. ]さっょ ゅけしすうすっ ぉっ う ぇさしっ
くぇかっちなす う ぉうゃて おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
うくあ. ╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ, おけえすけ っ こかっ
きっくくうお くぇ しないょぇすっかは くぇ そぇぉさうおぇ
すぇ ╃うきうすなさ ╂っけさゅうっゃ う こけ ょせきうすっ 
くぇ ]ぇさぇそけゃ, けす くっゅけ っ „こさうたゃぇくぇか“ 
すったくうつぇさしおうすっ こさうえけきう う かのぉけゃすぇ 
おなき すったくうおぇすぇ.
]こっちうぇかっく ゅけしす くぇ すなさあっしすゃけすけ 

ぉっ おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おけはすけ  
ゃ こさけつせゃしすゃっくけすけ しう しかけゃけ ぉかぇゅけ
しかけゃう こぇきっすくうは あっしす くぇ くぇしすけはと
うは きっくうょあなさしおう っおうこ.

‶ぇきっすくうおなす, おけえすけ っ こけしすぇゃっく 
ゃ ぉかういけしす ょけ ゃたけょぇ くぇ そぇぉさう

]っゅぇ: 

╁ „╉さっきけくぇ“ さぇぉけすはす 130 ょせてう. ‶けゃっつっすけ けこっさぇちうう しぇ さなつくう, すなえ おぇすけ 
ゃけょっとう しぇ おかぇしうつっしおうすっ すったくけかけゅうう くぇ くっきしおぇすぇ う うすぇかうぇくしおぇ かのすうっさ
しおう ておけかう, ょけさぇいゃうすう けす ゃっつっ 90-ゅけょうてくうは けこうす くぇ おさっきけくしおうすっ きぇえ
しすけさう. 〈けゃぇ こさぇゃう  うくしすさせきっくすうすっ すゃなさょっ うくょうゃうょせぇかくう う ょけぉさっ こさうっすう 
くぇ きっあょせくぇさけょくうは こぇいぇさ. ‶けょょなさあぇ しっ ゅけかはきけ さぇいくけけぉさぇいうっ けす きけょっ
かう う さぇいきっさう, ういこなかくはゃぇす しっ きぇかおう ぇゃすけさしおう こさけっおすう くぇ きっあょせくぇさけょくう 
そうさきう. [ぇぉけすう しっ ゃ すはしくけ しなすさせょくうつっしすゃけ し ぉなかゅぇさしおう う つせあょっしすさぇくくう 
きせいうおぇくすう, かのすうっさう, おけくしせかすぇくすう, いぇ ょぇ ぉなょぇす うくしすさせきっくすうすっ ゃうくぇゅう ゃ 
おさぇお し くぇえ-くけゃうすっ ういうしおゃぇくうは くぇ こぇいぇさぇ.  „╉さっきけくぇ-╀なかゅぇさうは” っあっゅけょくけ 
せつぇしすゃぇ う ゃ くぇえ-ゅけかっきうすっ しゃっすけゃくう ういかけあっくうは くぇ きせいうおぇかくう うくしすさせきっく
すう – ╋のいうおきっしっ – 《さぇくおそせさす, ╂っさきぇくうは, 〉うくすなさ ′┿╋╋ – ┿くぇたぇえき, ]┿】.

′けゃうすっ ゃさっきっくぇ: 

‶さっい 1997 ゅ. すけゅぇゃぇてくぇすぇ „╀なかゅぇさしおぇ ╉さっきけくぇ“ ╄¨¨╃ こさうょけぉうゃぇ しぇきけし
すけはすっかくけしす おぇすけ すなさゅけゃしおけ こさっょこさうはすうっ.
 ¨す おさぇは くぇ 1999 ゅ.  “╉さっきけくぇ-╀なかゅぇさうは” ╄¨¨╃ っ つぇしすくぇ そうさきぇ う いぇこけつ

ゃぇ くけゃ っすぇこ けす うしすけさうはすぇ え. 
〈なさしはす しっ くけゃう こぇいぇさう う しっ こさうしすなこゃぇ おなき けしなゃさっきっくはゃぇくっ くぇ すったくけ

かけゅうはすぇ う きけょっさくういうさぇくっ くぇ きぇてうくくうは こぇさお, しこけさっょ くけゃうすっ ういうしおゃぇくうは 
くぇ こぇいぇさぇ.
《うさきぇすぇ しっ しこっちうぇかういうさぇ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇえ-ゃっつっ くぇ おかぇしうつっしおう 

おうすぇさう う とさぇえたけゃう うくしすさせきっくすう – ちうゅせかおう, ゃうけかう, つっかぇ, おけくすさぇぉぇしう けす 
しさっょっく う きぇえしすけさしおう おかぇし. ‶さけきはくぇすぇ ゃ おぇつっしすゃけすけ ゃけょう ょけ さぇいてうさはゃぇくっ 
くぇ こぇいぇさうすっ. ╂けょうてくけ けす  そぇぉさうおぇすぇ ういかういぇす きっあょせ 12000-15000 おうすぇさう 
う けおけかけ 500 とさぇえたけゃう うくしすさせきっくすぇ. ╁しうつおう すっ ょけしすうゅぇす ょけ せつっくうちう, かの
ぉうすっかう う こさけそっしうけくぇかうしすう, きせいうおぇくすう けす しすさぇくう くぇ ゃしうつおう おけくすうくっくすう 
– ╂っさきぇくうは, 《さぇくちうは, 》けかぇくょうは, [せしうは, ╁っかうおけぉさうすぇうは, ]┿】, ぅこけくうは, 
]うくゅぇこせさ, ┿ゃしすさぇかうは. ╇いこけかいゃぇす しっ, おぇおすけ っおいけすうつくう ょなさゃっしうくう, すぇおぇ う 
はゃけさ う しきなさつ けす ╀ぇかおぇくうすっ, ういゃっしすくう し さっいけくぇすけさくうすっ しう おぇつっしすゃぇ.

おぇすぇ, っ ょっかけ くぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ 
′╂‶╇╃ „┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ” う くぇ 
しおせかこすけさぇ う こさっこけょぇゃぇすっか ゃ ゅうきくぇ
いうはすぇ ╁ぇくぬけ ╉けかっゃ. ╋けくせきっくすぇかくぇ
すぇ こぇきっす いぇ しないょぇすっかは くぇ そぇぉさうおぇすぇ 
- おぇいぇくかなておうはす きぇえしすけさ-かのすうっさ う 
ぉうゃて けさなあっえくうお ╃うきうすなさ ╂っけさゅうっゃ,  
こさっょしすぇゃかはゃぇ ゅさぇくうすっく こけしすぇきっくす し 
ゃうしけつうくぇ 2 きっすさぇ う きっしうくゅけゃ ぉぇさっ

かっそ し かうおぇ くぇ しないょぇすっかは. 
╁ てけせさせき-いぇかぇすぇ くぇ „╉さっきけくぇ-

╀なかゅぇさうは” っ こけょさっょっくぇ う のぉうかっえ
くぇ っおしこけいうちうは けす うくすっさっしくう かうつ
くう ゃっとう くぇ しないょぇすっかは くぇ そぇぉさうおぇ 
„╉さっきけくぇ”, ういょうさゃぇくう しさっょ くっゅけゃう 
さけょしすゃっくうちう けす ╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ. 
¨しゃっく かうつくう ゃっとう う さぇぉけすくう うく

しすさせきっくすう くぇ ╃うきうすなさ ╂っけさゅうっゃ, ゃ 
っおしこけいうちうけくくぇすぇ いぇかぇ くぇ そぇぉさうおぇ
すぇ しぇ こけおぇいぇくう う うくしすさせきっくすう,  こさけ
ういゃっあょぇくう ゃ „╉さっきけくぇ-╀なかゅぇさうは”. 
╄おしこけいうちうはすぇ とっ っ くぇ しゃけぉけょっく 
ょけしすなこ いぇ ゅさぇあょぇくうすっ, あっかぇっとう ょぇ 
は  さぇいゅかっょぇす.  
 ╉ぇすけ つぇしす けす こさぇいくうつくぇすぇ のぉうかっえ

くぇ こさけゅさぇきぇ いぇ けすぉっかはいゃぇくっ くぇ 90 
ゅけょうくう  けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ そぇぉさうおぇ 
„╉さっきけくぇ” ぉっ う ょぇさっくうはす こさっょう ょっく 
しこっちうぇかっく しうきそけくうつっく おけくちっさす くぇ 
ょあぇい, こけこ う かぇすうくけ- すゃけさぉう, ういこなか
くっくう くぇ うくしすさせきっくすう, こさけういゃっょっくう 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ そぇぉさうおぇ けす きぇえ
しすけさうすっ ゃうさすせけいう ╃ぇくうっか  ╄かうしっっゃ 
う ╁かぇょうきうさ ╃けくおけゃ, ゃ しなこさけゃけょ くぇ 
¨ぉとうくしおう おぇきっさっく けさおっしすなさ. 

╃うさは いぇくぇこさっょ: 

‶さっい 1988 ゅ. ゃ ′╂‶╇╃ „┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ“ しっ けすおさうゃぇ 
くけゃぇ しこっちうぇかくけしす - かのすうっさしすゃけ. ¨しくけゃっく こさっこけょぇゃぇすっか 

っ かのすうっさなす 》さうしすけ ′うおけかけゃ, さなおけゃけょうすっか くぇ とさぇえたけゃけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ „╉さっきけくぇ-╀なかゅぇさうは“. ‶さっい こけしかっょくうすっ 
10 ゅけょうくう つぇしす けす けぉせつっくうっすけ くぇ ぉなょっとうすっ かのすうっさう しっ 
こさけゃっあょぇ ゃ ぇすっかうっすぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ. 
╁ぇあくぇ つぇしす けす こけょょなさあぇくっすけ うきうょあぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ 

ゅさぇょ くぇ かのすうっさしすゃけすけ, っ う ]ょさせあっくうっすけ くぇ かのすうっさうすっ, 
しないょぇょっくけ こさっい 1998 ゅ., つううすけ つかっくけゃっ しっ せゃっかうつぇゃぇす し 
ゃしはおぇ ういきうくぇかぇ ゅけょうくぇ.
‶ぇさすくぬけさ くぇ „╉さっきけくぇ“ っ う ╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ“, 

おなょっすけ ぉっ けすおさうすぇ う こけしすけはくくぇ っおしこけいうちうは, こさっょしすぇゃはとぇ 
こけはゃぇすぇ う さぇいゃうすうっすけ くぇ すけいう いぇくぇはす こさっい ゅけょうくうすっ.

╇しすけさうはすぇ くぇ „╉さっきけくぇ” いぇこけつゃぇ ょぇ しっ こうてっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 20 
ゃっお けす ╃うきうすなさ ╂っけさゅうっゃ.
〈けえ いぇこけつゃぇ しゃけは こなす くぇえ-くぇこさっょ おぇすけ つうさぇお ゃ けさなあっえくぇすぇ 

さぇぉけすうかくうちぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]おけさけ しすぇゃぇ きぇえしすけさ, おぇすけ さぇいさぇぉけす
ゃぇ う こさぇゃう しゃけう おぇさすっつくうちう う ゅう ゃないこさうっきぇ おぇすけ きったぇくうつくう 

こさけういゃっょっくうは くぇ ういおせしすゃけすけ. ‶け ゃさっきっ くぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ 
ゃけえくぇ ╃うきうすなさ っ こさうくせょっく ょぇ しっ こさうしなっょうくう おなき ぇさきうはすぇ う 
すっしすゃぇ こけしすうあっくうはすぇ くぇ しゃけうすっ さぇいさぇぉけすおう ゃ こさけういゃけょしすゃけ. 
╁うょはくけすけ くぇ そさけくすぇ けぉぇつっ こさけきっくは うい けしくけゃう そうかけしけそうはすぇ 
きせ う ゅけ けすおぇいゃぇ けす ょけしっゅぇてくぇすぇ きせ さぇぉけすぇ. ̈ とっ  こけ そさけくすけゃっすっ 

]ないょぇすっかはす くぇ ′ぇつぇかけすけ: くぇ ╄ゃさけこぇ ╃うきうすなさ ╂っけさゅうっゃ くぇ
きうさぇ こけおけえ ゃ きせいうおぇすぇ う しゃうさっ
くっすけ くぇ きぇくょけかうくぇ. ╁さぇあょっぉくぇすぇ 
しさっょぇ しっ けおぇいゃぇ くっぉかぇゅけこさうはすくぇ 
いぇ かのぉうきうは きせ うくしすさせきっくす う すけえ 
っ こさうくせょっく きくけゅけおさぇすくけ ょぇ ゅけ 
こけこさぇゃは しぇき.
]かっょ おぇすけ しっ ゃさなとぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, 

しっ いぇっきぇ し さなつくぇすぇ ういさぇぉけすおぇ  
くぇ  けぉさぇいちう くぇ しゃけは くけゃ すぇかぇくす. 
╆ぇこけつゃぇ し きぇくょけかうくう, ちうゅせかおう う 
こけ-おなしくけ し おうすぇさう. 〈っいう うくしすさせ
きっくすう ょけおぇいゃぇす くっゅけゃうすっ せきっくうは 
う きせ しこっつっかゃぇす ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
せしゃけう いぇくぇはすぇ ゃ こさけつせすうは ちっくすなさ 
くぇ かのすうっさしすゃけすけ ╋ぇさおくけえおうさたっく 
ゃ ╂っさきぇくうは. ╁さなとぇ しっ ゃ ╀なかゅぇさうは 
こさっい 1924 ゅ., いぇ ょぇ けすおさうっ しゃけは 
しけぉしすゃっくぇ さぇぉけすうかくうちぇ. „╉さっきけ
くぇ” っ しないょぇょっくぇ し こけきけとすぇ くぇ 
ょゃぇきぇすぇ きせ ぉさぇすは ╇ゃぇく う ╀けくぬけ う 
こけ-おなしくけ う くぇ ょゃぇきぇ くっきしおう かの
すうっさう.
╆ぇしかせゅぇ いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ そぇ

ぉさうおぇすぇ こさっい 1924 ゅけょうくぇ うきぇ  う 
‶かけゃょうゃしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ-うくょせし
すさうぇかくぇ おぇきぇさぇ, つうえすけ しすうこっくょう
ぇくす しすぇゃぇ. ¨とっ ゃ こなさゃうすっ ゅけょうくう 
きぇえしすけさうすっ いぇこけつゃぇす ょぇ こっつっかはす 
けすかうつうは いぇ うくしすさせきっくすうすっ しう けす 
くぇちうけくぇかくうすっ すなさゅけゃしおう ういかけあっ
くうは こけ すけゃぇ ゃさっきっ. ‶けょゅけすゃう: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆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

51 ╅『』╊〉╅]』[¨ 》ぇ『╇╊〉を¨

[】]¨〉╅『〉╅ „ょ╆¨]╊‶[╅” ╆╊]╊╋¨
90-【╊ ╈《╉¨〉¨ 〉╅ „╅『』╊〉╅]” 
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

ぅ 『 ̈  ｠ ̈    《 【   ̈  』 【 《 『 ̈  っ 【 ╅

51 う すぇいう ゅけょうくぇ しぇ ぇさしっくぇかしおうすっ こなさゃっくちう ゃ すさせょぇ, つううすけ こけさすさっすう とっ おさぇしはす そうさきっくぇ-
すぇ ┿かっは くぇ しかぇゃぇすぇ. 〈ったくうすっ しくうきおう とっ しっ こけはゃはす ゃ ぇかっはすぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ すぇいゅけょうてくうは 
のぉうかっっく こさぇいくうお くぇ „┿さしっくぇか“, おけえすけ とっ っ くぇ 10 けおすけきゃさう. ╇きっくぇすぇ くぇ けすかうつくうちうすっ しぇ 
けこさっょっかっくう くぇ ぉぇいぇ こけしすうゅくぇすう さっいせかすぇすう う かうつっく こさうくけし しかっょ こさっょかけあっくうは, くぇこさぇゃっくう けす 
しなけすゃっすくうすっ いぇゃけょしおう さなおけゃけょしすゃぇ う ちったけゃう おけかっおすうゃう. 
‶なさゃう し すぇいゅけょうてくうすっ こなさゃっくちう とっ しっ しさっとくっ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” くぇつっ-

かけ し 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. ‶さぇいくうつくぇすぇ しさっとぇ-おけおすっえか っ くぇしさけつっくぇ いぇ 
9-すう けおすけきゃさう ゃ ゅけかはきぇすぇ いぇかぇ くぇ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは. ╁しっおう けす こなさゃっくちうすっ とっ こけかせつう こけょぇさなお. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ しなし しこっちうぇかっく  おせかうくぇさっく ょぇさ-ういくっくぇょぇ とっ いぇさぇょゃぇす こなさゃっくちうすっ う けす „]すけかけゃけ 
たさぇくっくっ” ゃ „┿さしっくぇか”. 
‶け すさぇょうちうは きぇかなお こかぇおぇす しなし しくうきおう う うきっくぇすぇ くぇ こなさゃっくちうすっ ゃっつっ 4-すぇ ゅけょうくぇ とっ こせぉかう-

おせゃぇ う ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
┿かっはすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しかぇゃぇ っ し ょなかゅぇ うしすけさうは, こさっおなしくぇすぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ くぇ 》》 ゃっお. 

[っゃくけしすくけ くけゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ は „けすゅかっあょぇ“ う ゃないしすぇくけゃはゃぇ しかっょ 2001 ゅ.
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╋かぇょっあおぇすぇ ゅさせこぇ /15-16 ゅ./ くぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおうは そけか-
おかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ „┿さしっくぇか” し たせょけあっしすゃっく さなおけゃけ-

ょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ ゃいっ せつぇしすうっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ き. しっこすっきゃさう ゃ 
╋っあょせくぇさけょくうは そけかおかけさっく そっしすうゃぇか „̈ かうきこうお ぉうえつ”, こさけゃっか 
しっ ゃ おせさけさすくうは ゅさぇょ ╉ぇすっさうくう, ╂なさちうは. 《っしすうゃぇかくぇすぇ ういはゃぇ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ すぇくちぬけさう ぉっ けしなとっしすゃっくぇ しなし しなょっえしすゃうっすけ くぇ 
ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” おなき きっしすくうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす. 
¨ぉとうくしおうすっ 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” けしうゅせさうたぇ 
すさぇくしこけさすくうすっ さぇいたけょう いぇ こなすせゃぇくっすけ くぇ きかぇょっあおぇすぇ そけさきぇちうは. 
《っしすうゃぇかなす „̈ かうきこうお ぉうえつ” しなぉさぇ くぇ っょくぇ しちっくぇ すぇくちけゃう ぇく-
しぇきぉかう けす ╂なさちうは, ]なさぉうは, [せきなくうは う ょゃぇ しなしすぇゃぇ けす ╀なかゅぇさうは. 
╉けくちっさすくうすっ ういはゃう ぉはたぇ くぇ けすおさうすけ ゃ こかぇくうくしおけすけ ゅさぇょつっ ╊うすけ-
たけさけ, くぇきうさぇとけ しっ ゃ こけょくけあうっすけ くぇ こかぇくうくぇすぇ ̈ かうきこ, くぇ 20 おき. 
けす ╄ゅっえしおけ きけさっ.
′ぇ そっしすうゃぇかくぇすぇ しちっくぇ くぇてうすっ すぇくちぬけさう しっ こさっょしすぇゃうたぇ し ょゃっ 

こさけゅさぇきう, ゃおかのつゃぇとう しなけすゃっすくけ おけきこけいうちうう けす すさぇおうえしおう う 
てけこしおう すぇくちう. ╋かぇょうすっ ぇさしっくぇかちう しうかくけ ゃこっつぇすかうたぇ こせぉかうおぇすぇ 
し ういこなかくうすっかしおけすけ しう きぇえしすけさしすゃけ, し くっこけょさぇあぇっきうすっ ぉなかゅぇさしおう 
さうすきう う おさぇしうゃうすっ くぇちうけくぇかくう くけしうう. ‶さっょう おけくちっさすくうすっ しう うい-
はゃう すっ, ゃけょっくう けす ぉなかゅぇさしおけすけ いくぇきっ, ょっそうかうさぇたぇ こけ せかうちうすっ くぇ 
╊うすけたけさけ, しなぉうさぇえおう けゃぇちううすっ くぇ きっしすくうすっ あうすっかう う ゅけしすうすっ くぇ 
ゅさぇょぇ.
¨しゃっく ぇこかけょうしきっくすうすっ, いぇ せつぇしすうっすけ しう ゃなゃ そっしすうゃぇかぇ すぇくちぬけ-

さうすっ けす ╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか” ぉはたぇ せょけしすけっくう し ょうこかけき う しこっちうぇかくぇ 
こけおぇくぇ いぇ せつぇしすうっ ょけゅけょうくぇ ゃ ょさせゅ きっあょせくぇさけょっく そけかおかけさっく 
すぇくちけゃ そっしすうゃぇか, けすくけゃけ し ょけきぇおうくしすゃけすけ くぇ のあくぇすぇ くう しなしっょおぇ.                                                                                                                 
』ぇしす けす おせかすせさくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ くぇてうすっ ょっちぇ ぉっ こけしっとっくうっすけ 
くぇ くぇえ-くけゃうは ぇさたっけかけゅうつっしおう きせいっえ, ういゅさぇょっく こさっい 2004 ゅ. いぇ 
¨かうきこうえしおうすっ うゅさう ゃ ╂なさちうは, こさっょしすぇゃはと っおしこけくぇすう けす ゃさっきっすけ 
くぇ ┿かっおしぇくょなさ ╁っかうおう. ╋かぇょっあおぇすぇ おけくちっさすくぇ そけさきぇちうは おなき 
╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか”, せつぇしすゃぇかぇ ゃなゃ そっしすうゃぇかぇ „̈ かうきこうお ぉうえつ”, とっ 
すぇくちせゃぇ う こさっょ きくけゅけぉさけえくぇすぇ こせぉかうおぇ くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” くぇ 
10 けおすけきゃさう, おけゅぇすけ っ そうさきっくうはす こさぇいくうお くぇ „┿さしっくぇか” – ╃っく くぇ 
けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう. 〈けゅぇゃぇ ょさせあっしすゃけすけ とっ けすぉっかっあう 90 ゅけょうくう けす 
せしすぇくけゃはゃぇくっすけ しう ゃ ╉ぇいぇくかなお.
╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか” しっ こけょゅけすゃは う いぇ くけゃうは しう すゃけさつっしおう しっいけく, 

おけえすけ いぇ ゃしうつおう ゃないさぇしすけゃう ゅさせこう しすぇさすうさぇ くぇ 1-ゃう けおすけきゃさう. ╃っ-
ちぇすぇ, おけうすけ あっかぇはす ょぇ ういせつぇゃぇす ぉなかゅぇさしおう くぇさけょくう すぇくちう, きけゅぇす 
ょぇ いぇはゃはす すけゃぇ くぇ すっか. 0898 76 70 79 う 0878 22 28 20 – ╁ぇくは 
╋うくつっゃぇ うかう くぇ きはしすけ ゃ さっこっすうちうけくくぇすぇ いぇかぇ ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか”.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

]こっちうぇかくぇ のぉうかっえくぇ おせさぇぉうえおぇ - す. くぇさ. „のぉうかっえおぇ”, とっ さぇょゃぇ ぇさしっくぇかちう う  すったくうすっ 
ゅけしすう くぇ こさぇいくうつくうすっ てぇすさう くぇ そうさきっくうは  しすぇょうけく くぇ 10-すう けおすけきゃさう. ′ぇ すぇいう ょぇすぇ とっ 

ぉなょっ すさぇょうちうけくくうはす ぇさしっくぇかしおう こさぇいくうお, おけえすけ  すぇいう ゅけょうくぇ っ う  のぉうかっっく - くぇゃなさてゃぇす しっ 

╉きあせさそ:
[そこてそ すそきか, せか そつてあうあ 
いかく ちあいそてあ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

¨しけみせあ ¨うあせそうあ -
╊うちそたかこつさあ つすかてせあ たあしあてあ:

ぁそうかさ つけ てかきけ せあ すみつてそてそ

90 ゅけょうくう けす せしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ そうさきぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╉せかうくぇさくぇすぇ ういくっくぇょぇ っ ょっかけ くぇ さな-
おけゃけょうすっかおぇすぇ くぇ „]すけかけゃけ たさぇくっくっ” ゃ „┿さしっくぇか”- くっせきけさくぇすぇ ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ. 〈は う おけかっゅうすっ 
え ゃっつっ こけょゅけすゃはす しこっちうぇかくぇすぇ こさっしそけさきぇ いぇ おせさぇぉうえおぇすぇ し ぇきぉうちうはすぇ ょぇ は こさっゃなさくぇす  ゃ 
おせかうくぇさっく ぇおちっくす くぇ こさぇいくうおぇ. 
]かぇょおぇすぇ „のぉうかっえおぇ” とっ っ し ぉさぇくょぇ くぇ „┿さしっくぇか” う ゃしっおう あっかぇっと とっ きけあっ ょぇ しう は いぇおせこう 

くぇ しうきゃけかうつくぇ ちっくぇ. 
[っちっこすぇすぇ くぇ のぉうかっえくぇすぇ おせさぇぉうえおぇ しっ こぇいう ゃ すぇえくぇ, くけ すけゃぇ, おけっすけ っ ゅぇさぇくすうさぇくけ けす ╈けくおぇ 

╁っかつっゃぇ う おけかっゅうすっ え しかぇょおぇさう ゃ „┿さしっくぇか”, っ おぇつっしすゃけすけ え う ぇすさぇおすうゃくうはす え ゃうょ. 
¨すょっかくけ けす すけゃぇ ゃ おせたくはすぇ くぇ „]すけかけゃけ たさぇくっくっ” ゃ „┿さしっくぇか” ゃっつっ おうこう すさっしおぇゃぇ こけょゅけすけゃおぇ 

いぇ おせかうくぇさくぇすぇ つぇしす くぇ ぇさしっくぇかしおうは こさぇいくうお. ‶さぇゃはす しっ いぇはゃおうすっ  う しっ こけょゅけすゃは こさぇいくうつくけ 
きっくの, しこっちうぇかっく おっすなさうくゅ いぇ ぇさしっくぇかしおうすっ こなさゃっくちう, くぇ おけえすけ ゅけすゃぇつう う おせたくっくしおう さぇぉけす-
くうちう けす „┿さしっくぇか” ょぇゃぇす ゃけかは くぇ しさなつくうすっ しう さなちっ う くっゃっさけはすくぇ おせかうくぇさくぇ そぇくすぇいうは. 
′ぇょ 30 たうかはょう  おっぉぇこつっすぇ う おのそすっすぇ  とっ けつぇおゃぇす ぇさしっくぇかちう う すったくうすっ ゅけしすう いぇ すさぇょうちうけく-

くうは こさぇいくうお くぇ そうさきぇすぇ.

]なぉうさぇす かう しっ 90 ゅけょうくう うしすけさうは ゃ っょくぇ ゃっしすくうおぇさしおぇ しすさぇくうちぇ?! ╇しすけさうは し きくけゅけ うきっくぇ, ょぇすう, しなぉうすうは, そぇおすう. ╇しすけさうは いぇ ゃないたけ-
ょう う しさうゃけゃっ, いぇ こけしかっょゃぇとけ しすぇぉうかういうさぇくっ, いぇ こけかうすうつっしおう, うおけくけきうつっしおう, すったくけかけゅうつくう, こぇいぇさくう, こけすさっぉうすっかしおう う さっょ ょさせゅう 
ゃかうはくうは. ╇しすけさうは - ぉけゅぇすぇ う さぇいくけけぉさぇいくぇ.
╁ うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” うきぇ ゃしうつおけ う いぇ ゃしっおう, いぇとけすけ っ しこうしゃぇくぇ こさっい ゅけょうくうすっ けす しすけすうちうすっ たうかはょう しなょぉう, しゃなさいぇくう し くっゅけ.
]ないょぇょっくけ おぇすけ さっきけくすくぇ さぇぉけすうかくうちぇ こさっい 1878 ゅ. しかっょ [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 ゃ [せしっ し うきっすけ [せしっくしおう ぇさすうかっ-

さうえしおう ぇさしっくぇか /[┿┿/, こさっせしすさけっくけ う こさっきっしすっくけ ゃ ]けそうは こさっい 1891 ゅ. おぇすけ ]けそうえしおう ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか /]┿┿/, こさっょこさうは-
すうっすけ けおけくつぇすっかくけ しっ せしすぇくけゃはゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╂けょうくぇすぇ っ 1924-すぇ.
¨すすけゅぇゃぇ – 90 ゅけょうくう…
′はおけう けす くぇえ-ゃぇあくうすっ きけきっくすう けす すはた:

1924 ゅ. – ╋うくうしすなさなす くぇ 
ゃけえくぇすぇ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ, 
さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお, こさっょ-
かぇゅぇ さぇいさぇしくぇかけすけ しっ ゃっつっ 
こさっょこさうはすうっ /]┿┿/ ょぇ ぉなょっ 
こさっきっしすっくけ くぇ しゃけぉけょくぇすぇ う 
こけょたけょはとぇ いぇ こけ-くぇすぇすなて-
くけ さぇいてうさっくうっ すっさうすけさうは ゃ 
こけおさぇえくうくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
]なとぇすぇ ゅけょうくぇ しっ こさうっきぇ 
╆ぇおけく いぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっく-
くぇ そぇぉさうおぇ (╃╁《) う いぇこけつゃぇ 
こさっきっしすゃぇくっすけ けす ]けそうは くぇ 

ちはかけすけ けぉけさせょゃぇくっ, ょけおせ-
きっくすぇちうは う つぇしす けす こっさしけ-
くぇかぇ. ‶さっょこさうはすうっすけ ゃっつっ 
しっ こさっうきっくせゃぇ ゃ ╃なさあぇゃくぇ 
ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ – ╉ぇいぇくかなお 
う くぇさっょ し こさけういゃっあょぇくうすっ 
ゃ ]┿┿ こぇすさけくう う さっいっさゃくう 
つぇしすう いぇ ぇさきうはすぇ, いぇこけつゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ おぇこしせかう, 
こさけすうゃけゅぇいう, ぉぇさせすう, おぇしおう 
う ょさ. ゃけっくくう きぇすっさうぇかう. 
╄ょゃぇ かう くはおけえ っ こさっょこけかぇ-

ゅぇか おぇおなゃ きぇとぇぉっく うおけくけ-

きうつっしおう う しけちうぇかっく っそっおす 
とっ うきぇ いぇ さっゅうけくぇ こさっ-
きっしすゃぇくっすけ くぇ そぇぉさうおぇすぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ¨しゃっく, つっ ょぇゃぇ 
こさっこうすぇくうっ くぇ あうすっかうすっ けす 
きぇかおけすけ こけょぉぇかおぇくしおけ ゅさぇょ-
つっ, くけゃぇすぇ そぇぉさうおぇ こさうゃかう-
つぇ さぇぉけすくぇ さなおぇ けす ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ – おぇおすけ しこっちうぇかうしすう 
う きぇえしすけさう けす ]┿┿, すぇおぇ う 
たけさぇ けす こけ-ょぇかっつくう おさぇうとぇ 
くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 〈けゃぇ けこさっ-
ょっかは う うくすっくいうゃくけすけ しすさけう-
すっかしすゃけ くぇ あうかうとぇ ゃ さぇえけ-
くぇ, くっいぇこけきくっくけ ょけすけゅぇゃぇ. 
╆くぇつうすっかくうは しすけこぇくしおう こけ-
ょっき – ぉせさくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ 
いぇくぇはすうすっ う すなさゅけゃうはすぇ けす 
しゃけは しすさぇくぇ ゃけょう う ょけ こけゃう-
てぇゃぇくっ あういくっくけすけ さぇゃくうとっ 
くぇ くぇしっかっくうっすけ. ╆ぇ 2-3 ゅけ-
ょうくう すけ しっ せゃっかうつぇゃぇ し ぉかう-
いけ 1/3. ╁ しこけきっくうすっ しう いぇ 
すけゃぇ ゃさっきっ ょなかゅけゅけょうてくうはす 
こうさけすったくうお ╉うさうか ╂かせておけゃ 
こうてっ: „╆ぇこけつくぇ こさけちなそすは-

ゃぇくっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ しっ 
けそけさきう こけ-しっすくっ けす きぇかなお 
こさけゃうくちうぇかっく ゅさぇょ ゃ ぉけゅぇす 
こさけきうてかっくけ-うくょせしすさうぇかっく 
ちっくすなさ.”

1928 ゅ. – ╁なゃ ゃけっくくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ しっ しないょぇゃぇ こなさゃけ-
すけ そういおせかすせさくけ ょさせあっしすゃけ, 
ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ おけっすけ しすけう 
そせすぉけかくうはす けすぉけさ. ‶け-おなし-
くけ おなき くっゅけ しっ こさうしなっょうくは-
ゃぇす けとっ くはおけかおけ ゅさせこう – こけ 
ゅうきくぇしすうおぇ, かっおぇ ぇすかっすうおぇ, 
すせさういなき う ょさ.

1934 ゅ. – [ぇしすはとうすっ くせあ-
ょう くぇ ぇさきうはすぇ くぇかぇゅぇす ょぇ 
ぉなょぇす こけかけあっくう けしくけゃうすっ くぇ 
ゃすけさけすけ ゃ しすさぇくぇすぇ こさっょこさう-
はすうっ けす けさなあっえくうは ぉさぇくて. 
]なし しさっょしすゃぇすぇ う ぇおすうゃくぇすぇ 
こけきけと くぇ さぇぉけすくうちう う きぇえ-
しすけさう けす ╃╁《 いぇこけつゃぇ しすさけ-
うすっかしすゃけすけ くぇ ╁ぇいけゃしおうすっ 
きぇてうくけしすさけうすっかくう いぇゃけょう ゃ 
]けこけす.

¨すおさうゃぇ しっ こなさゃぇすぇ ゃ しすさぇ-
くぇすぇ ゃっょけきしすゃっくぇ いぇぉぇゃぇ-
つくうちぇ いぇ ょっちぇすぇ くぇ さぇぉけすっ-
とうすっ ゃ こさっょこさうはすうっすけ.

1936 ゅ. -  ¨すおさうゃぇ しっ 
しっおすけさ いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
くうすさけゅかうちっさうくけゃう う こうさけお-
しうかうくけゃう けさなあっえくう ぇさすうかっ-
さうえしおう ぉぇさせすう, すっつくけしすう いぇ 
ぉけえくう しこうさぇつう ゃさなとぇつう くぇ 
けさなょうはすぇ.

1944 ゅ. – ‶さぇゃはす しっ こなさ-
ゃうすっ しすなこおう ゃ しけちうぇかくうすっ 

ょっえくけしすう – けさゅぇくういうさぇくけ 
っ しすけかけゃけ たさぇくっくっ くぇ さぇ-
ぉけすっとうすっ ゃ こさっょこさうはすうっすけ 
う きっょうちうくしおけ けぉしかせあゃぇくっ 
– けすくぇつぇかけ しぇきけ ゃ っょくぇ かっ-
つっぉくうちぇ う こさっゃなさいけつくぇ.  ¨す 
ゅけゃけさうすっかうすっ ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ 
すさなゅゃぇす う こなさゃうすっ ゃなすさってくけ-
いぇゃけょしおう さぇょうけしなけぉとっくうは.

1947 ゅ. – ] ‶けしすぇくけゃかっ-
くうっ くぇ ╋うくうしすっさしおう しなゃっす 
╃╁《 こさっきうくぇゃぇ くぇ しすけこぇく-
しおぇ しぇきけういょさなあおぇ おぇすけ しぇ-
きけしすけはすっかくぇ のさうょうつっしおぇ 
っょうくうちぇ. 
]ないょぇゃぇ しっ こなさゃうはす ゃ しすさぇ-

くぇすぇ しすさせゅ „′うかっし”.
╁ さぇえけくぇ くぇ そぇぉさうおぇすぇ っ 

けすおさうすけ しさっょくけけぉさぇいけゃぇすっか-

くけ せつうかうとっ いぇ こけょゅけすけゃおぇ 
くぇ しけぉしすゃっくう おぇょさう (こけ-

おなしくけ すけ しっ こさっけぉさぇいせゃぇ ゃ 
]‶〈〉╋). ]なとぇすぇ ゅけょうくぇ しっ 
しそけさきうさぇす くぇさけょっく けさおっし-
すなさ けす こっすうきぇ きせいうおぇくすう う 
すぇくちけゃぇ ゅさせこぇ, こさっさぇしくぇかぇ 
こけ-おなしくけ ゃ 〈ぇくちけゃ ぇくしぇき-
ぉなか “┿さしっくぇか”.

1948 ゅ. - ╃╁《 こさっきうくぇ-
ゃぇ おなき ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
うくょせしすさうはすぇ う いぇくぇはすうすっ, 
ゃかういぇ ゃ しなしすぇゃぇ くぇ くけゃけ-
しないょぇょっくけすけ ╃なさあぇゃくけ しすけ-
こぇくしおけ けぉっょうくっくうっ (╃]¨) 
“╋っすぇかたうき” う こさうっきぇ くけゃけ 
くぇうきっくけゃぇくうっ – “╆ぇゃけょ 10”.

1949 ゅ. – ╇いかういぇ こなさゃう-
はす ぉさけえ くぇ ゃっしすくうお “╆ぇゃけょ-
しおぇ すさうぉせくぇ”.

1951 ゅ. – ╆ぇゃけょ 10 
せつぇしすゃぇ くぇ ╋けしすさっくうは こぇ-
くぇうさ ゃ ‶かけゃょうゃ し こなさゃうは しう 
しすさせゅ “╋けょっか 100” う こなさゃうは 
ゃ しすさぇくぇすぇ ょういっかきけすけさ – 5 
お.し. 

‶さけゃっあょぇ しっ せつさっょうすっかくけ-
すけ しなぉさぇくうっ くぇ ╁いぇうきけ-しこけ-
きぇゅぇすっかくぇすぇ おぇしぇ.

1955 ゅ. – ]ないょぇょっく っ 
しきっしっく たけさけゃ おけかっおすうゃ, くけ-

しうすっか くぇ きくけゅけ ょなさあぇゃくう 
けすかうつうは.

1956 ゅ. – ╁なゃ ゃさないおぇ し 
こけしすぇゃっくう こっさしこっおすうゃう いぇ 

さぇいゃうすうっ, しゃなさいぇくう し ゃなけ-
さなあぇゃぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
ぇさきうは し くけゃう しすさっかおけゃう う 

ぇさすうかっさうえしおう しうしすっきう う ぉけ-
っこさうこぇしう, いぇこけつゃぇ せしゃけはゃぇ-
くっすけ くぇ 7,62 きき ぇゃすけきぇす う 
ぉっいけすおぇすくけ けさなょうっ ╀-10. ] 
すけゃぇ こさっょこさうはすうっすけ ぉっかっあう 
くけゃ っすぇこ けす しゃけっすけ さぇいゃうすうっ.

1958 ゅ. – ′ぇ 30 しっこすっき-
ゃさう っ こさけういゃっょっく こなさゃうはす 

7,62 きき ぇゃすけきぇす.

1960 ゅ. – ╁ くぇつぇかけすけ くぇ 
きっしっち ょっおっきゃさう しっ けすおさうゃぇ 
せつぇしすなお う いぇこけつゃぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ すゃなさょけしこかぇゃくう 
こかぇしすうくう こけ かうちっくい くぇ ]ぇく-
ょゃうお ╉けさけきぇくす, 【ゃっちうは – 
こさけういゃけょしすゃけ, くっこけいくぇすけ いぇ 
しすさぇくぇすぇ ょけすけゅぇゃぇ, くけ し けしけ-
ぉっく っそっおす う ういおかのつうすっかくけ 
こさうかけあっくうっ.

1961-63 ゅ. - ╉なき いぇゃけょぇ 
しっ しないょぇゃぇ こさけすけすうこっく ちった, 
ゃ おけえすけ しっ せしゃけはゃぇす こけつすう 
ゃしうつおう くけゃう ういょっかうは. 〈ぇき いぇ 
こなさゃう こなす しっ こさけういゃっあょぇ くぇ-
しすけかくぇすぇ こさけぉうゃくぇ きぇてうくぇ 
‶-12 う おけかけくくうすっ こさけぉうゃくう 

きぇてうくう ‶╉-20 う ‶╉-32, こなさ-
ゃうすっ そさっいう 《〉-250 う 《〉-320. 
╁ さっおけさょくけ おさぇすおう しさけおけゃっ, 
しぇきけ いぇ 10 きっしっちぇ – けす きぇさす 
1963 ゅ. ょけ おさぇは くぇ しなとぇすぇ 
ゅけょうくぇ – しっ せしゃけはゃぇ う こせしおぇ 
ゃ さっょけゃくけ こさけういゃけょしすゃけ う 
ょさせゅけ くけゃけ いぇ こさっょこさうはすう-
っすけ ういょっかうっ – さなつくうはす こさけ-
すうゃけすぇくおけゃ ゅさぇくぇすけきっす. ‶け 
しなとけすけ ゃさっきっ しっ さぇぉけすう う こけ 
すったくうつっしおぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは 
くぇ ょさせゅぇ くけゃぇ ぉっいけすおぇすくぇ 
しうしすっきぇ – しすぇすうつくうはす こさけすう-
ゃけすぇくおけゃ ゅさぇくぇすけきっす.

1964 ゅ. – ] ‶けしすぇくけ-
ゃかっくうっ くぇ ╋] わ 256 けす 10 
ぇゃゅせしす ╆ぇゃけょ 10 しっ こさっうきっ-
くせゃぇ ゃ ¨ぉっょうくっくけ こさけきうて-
かっくけ こさっょこさうはすうっ (¨‶‶) 
“《さうょさうた ╄くゅっかし”. ‶さうっきぇ 
しっ くけゃぇ しすさせおすせさぇ, けぉっょう-
くはゃぇとぇ 7 いぇゃけょぇ: いぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ けさなあうっ; いぇ こさけ-

ういゃけょしすゃけ くぇ ぉけっこさうこぇしう; 
ぉぇさせすくけ; こうさけすったくうつっしおけ 
こさけういゃけょしすゃけ, いぇゃけょ いぇ きっ-
すぇかけさっあっとう きぇてうくう; うく-
しすさせきっくすぇかくけ こさけういゃけょしすゃけ; 
おけゃぇくっ, きっすぇかけかっっくっ う ょさ. 
しこけきぇゅぇすっかくう こさけういゃけょしすゃぇ, 
ぇ こけ-おなしくけ う けとっ っょうく いぇ-
ゃけょ – いぇ さっきけくす くぇ きぇてうくう, 
くっしすぇくょぇさすくけ けぉけさせょゃぇくっ う 
っくっさゅっすうおぇ.

1965 ゅ. – ╉なき おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ しぇ けすおさうすう いぇ っおし-
こかけぇすぇちうは くけゃう おけさこせしう おなき 
いぇゃけょぇ いぇ きっすぇかけさっあっとう きぇ-

てうくう, けぉけさせょゃぇくう し くぇえ-しな-
ゃさっきっくくぇ う ゃうしけおけこさけういゃけ-
ょうすっかくぇ すったくうおぇ.

1966 ゅ. – ╆ぇっょくけ し さぇいてう-
さはゃぇくっすけ くぇ うくしすさせきっくすぇか-
くけすけ こさけういゃけょしすゃけ しっ けすおさう-
ゃぇ ちった いぇ すけつくけ かっっくっ. ╃]¨ 
“╋っすぇかたうき” しおかのつゃぇ ょけゅけゃけさ 
し そさっくしおぇすぇ そうさきぇ “[っくけ” いぇ 
きけくすぇあ くぇ ぇゃすけきけぉうかう う ゃない-

かぇゅぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ ¨‶‶ 
“《さ. ╄くゅっかし”. ╆ぇ こけ-きぇかおけ けす 
きっしっち しぇ こさけういゃっょっくう こなさ-
ゃうすっ 20 ぉさ. “╀せかゅぇさ [っくけ-
8”,  おけうすけ しぇ こさっょしすぇゃっくう 
くぇ ‶かけゃょうゃしおうは こぇくぇうさ. ‶け 
さってっくうっ くぇ ╃]¨ けぉぇつっ しかっょ 
すけゃぇ すぇいう いぇょぇつぇ しっ ゃないかぇゅぇ 
くぇ ょさせゅけ こさっょこさうはすうっ. 

1967 ゅ. – [ぇいてうさはゃぇくっすけ 
う きけょっさくういうさぇくっすけ くぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ こさっょけこさっょっ-
かはす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╀ぇいぇ いぇ 
すったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ, おけはすけ 
くぇ こさぇおすうおぇ しうくすっいうさぇ おけく-
しすさせうさぇくっすけ う さぇいさぇぉけすゃぇ-
くっすけ くぇ くけゃう しうしすっきう きぇてう-
くう, せくうそうちうさぇ ょっすぇえかうすっ う 
ゃないかうすっ いぇ すはた. 
╁ しなとぇすぇ ゅけょうくぇ しっ けすおさうゃぇ 

う くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ こけかうおかう-
くうおぇすぇ しなし しこっちうぇかういうさぇくう 
おぇぉうくっすう, けぉけさせょゃぇくう し きっ-
ょうちうくしおぇ ぇこぇさぇすせさぇ.

‶さけょなかあぇゃぇ ゃ ぉさけえ 90.
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

きせいっえ “┿さしっくぇか”


