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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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Ⱥɤɰɟɧɬɢ
╊さつたかちてせそ: をうかてあせ ぃけさそう

ぁとうつてうあす つか う つうそけ うそおけ う たちそなかつけみてあ

╇かてかちあせけ:
』てあこさそ ╇ひしねかう

｠そちにか ╆とさあこ:
』うかてひて せか つうひちのうあ, さそえあてそ つけ つあす

》しそおそうか け にあちあさてかち: をけてちとつけ くあ
あちけつてそさちあてけてか, たひたかのけ くあ すかしそすあせけてか
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╇きっ: ]うかゃうは ╋うくっゃぇ
╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃
╃かなあくけしす: ╄おけかけゅ
╂けょうくう:
╆けょうは: ╀かういくぇちう
》けぉう: ]すさぇしす しぇ きう たせぉぇゃうすっ 
おくうゅう う そうかきう. ╁ しゃけぉけょくけすけ しう 
ゃさっきっ けぉうつぇき っおしおせさいううすっ ょけ 
おさぇしうゃう おなすつっすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ.

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて 
ゃ „┿さしっくぇか“?  - 6 ゅ. 

╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ 
あうゃけすぇ?
[ぇいつうすぇき くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ 
しぇ くぇえ-ぉかういけ ょけ きっく - きけっすけ 
しっきっえしすゃけ う こさうはすっかうすっ きう, ぉっい 
おけうすけ あうゃけすなす きう っ くっきうしかうき. 
╁はさゃぇき ゃ かのぉけゃすぇ う ゃ ょけぉさけすけ 
せ つけゃっおぇ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 2

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

╆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: 7 24 55

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”
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『あいそてせけねかつさそ-えちあおつさあ なとていそしせあ しけえあ  
はか つひいけちあ たといしけさあ う たそねけうせけてか おせけ

〉みすあ さひおか おあ けえちあみて  おかぬあてあ そて うけつそさあてあ ねあつて せあ さうあちてあし „¨くてそさ” う [あくあせしひさ.

╁っつっ ゃすけさう きっしっち くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか”, くぇきうさぇと しっ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ, おうこう すさっしおぇゃぇ さぇぉけすぇ. ╋ぇとぇ-

ぉうすっ くぇ さっおけくしすさせおちうはすぇ, おけはすけ すっつっ ゃ きけくっすぇ, しぇ ぉっい ぇくぇかけゅ 
いぇ こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう. 
]なし しけぉしすゃっくう しうかう う しさっょしすゃぇ しっ けぉくけゃはゃぇす そせすぉけかくうはす 

すっさっく, こけつうしすゃぇす しっ すさっゃくうすっ う ょなさゃっしくう こかけとう, ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇす しっ しなぉかっおぇかくうすっ くぇ すさっくぬけさうすっ う うゅさぇつうすっ, しぇくうすぇさ-
くうすっ ゃないかう, さっくけゃうさぇ しっ ういちはかけ ぉぇしおっすぉけかくけすけ うゅさうとっ, しない-
ょぇゃぇ しっ しこっちうぇかっく すっくうしおけさす.
《せすぉけかくうはす すっさっく, おけえすけ ゅけょうくう くぇさっょ すなくってっ ゃ けゅさけきくう 

すさっゃう, ゃ きけきっくすぇ っ くっせいくぇゃぇき - こけょきっくは しっ くぇしすうかおぇすぇ, すなさ-
しう しっ こけょたけょはとぇ くぇしすうかおぇ う いぇ ぇかっうすっ, けぉくけゃはゃぇす しっ しおぇ-
きっえおうすっ くぇ しすぇょうけくぇ, ういちはかけ っ こけょきっくっく こけおさうゃなす くぇ すさう-
ぉせくぇすぇ. ╆ぇっょくけ し さっきけくすくうすっ ょっえくけしすう こけ うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ 
くぇ しすぇょうけくぇ う こさうかっあぇとうすっ きせ こさけしすさぇくしすゃぇ う しゅさぇょう しぇ 
ゃないしすぇくけゃっくけ けしゃっすかっくうっすけ う つってきぇすぇ いぇ こせぉかうおぇすぇ. 
〉しうかっくうすっ さっきけくすくう ょっえくけしすう しぇ こさっょういゃうおぇくう けす あっかぇ-

くうっすけ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, しなゃきっしすくけ し そうさ-
きっくうすっ しうくょうおぇすう, ょぇ ゃないしすぇくけゃう しなとっしすゃせゃぇとぇすぇ ょけこさっょう 

20 ゅけょうくう う あなくっとぇ せしこったう 
ょっすしおぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ. ╁ 
きけきっくすぇ せしうかっくけ しっ くぇぉうさぇす 
う あっかぇっとう ょぇ こけこなかくはす  しなし-
すぇゃぇ え. 
]ゃけっけぉさぇいくうはす さっくっしぇくし くぇ 

しこけさすくうすっ すさぇょうちうう ゃ „┿さ-
しっくぇか” う ょっすしおぇすぇ しこけさすくぇ 
ておけかぇ くぇきうさぇ こけすゃなさあょっくうっ 
う ゃ くぇきっさっくうっすけ くぇ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ ょぇ けしうゅせさう しこっちうぇかくう 
っおうこう くぇ きかぇょうすっ しこけさすうしすう, 
こさけっおすなす いぇ すはた っ ゃっつっ ゅけすけゃ. 
╁ないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ しこけさす-

くうは おけきこかっおし ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
っ こけさけょっくけ けす あっかぇくうっすけ くぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ けさなあっえくう-
ちぇすぇ ょぇ しないょぇょっ ょけぉさけ きはしすけ 
いぇ しこけさす う けすょうた くぇ しゃけうすっ さぇ-
ぉけすくうちう う しかせあうすっかう. ╇ょっはすぇ 
っ けとっ けす おさぇは くぇ すけいう きっしっち 
しすぇょうけくなす う さっくけゃうさぇくうすっ 
こけきっとっくうは う しこけさすくう うゅさうとぇ 
- ぉぇしおっすぉけかくけ う すっくうしおけさす, ょぇ 
きけゅぇす ょぇ しっ こけかいゃぇす ぉっいこかぇす-
くけ けす ぇさしっくぇかちう. ‶なさゃぇすぇ 
けさゅぇくういうさぇくぇ こさけはゃぇ くぇ  うい-
ちはかけ けぉくけゃっくうは しすぇょうけく とっ っ 
けとっ こさっい しっこすっきゃさう, おけゅぇすけ 
ゃ つっしす くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ とっ しっ けさゅぇ-
くういうさぇす ゃなすさってくう しこけさすくう 
しなしすっいぇくうは. 
╁ こかぇくけゃっすっ くぇ そうさきぇすぇ っ 

う ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ こけ-
おなしっく っすぇこ くぇ ょゃぇすぇ ぉぇしっえくぇ 
おなき しすぇょうけくぇ - きぇかなお う ゅけ-
かはき,  こけ ょせきうすっ くぇ ぅくおけ ╉けし-
すぇょうくけゃ, ょうさっおすけさ „《うくぇくしう 
う うおけくけきうおぇ” ゃ „┿さしっくぇか” う 
こさはお けすゅけゃけさくうお こけ さっおけく-
しすさせおちうはすぇ くぇ しすぇょうけくぇ. 

╉ぇおすけ う ょぇ しぇ ぉうかう こさけきっくはくう おぇかっく-
ょぇさうすっ, しっょっきょくっゃくけすけ ぉさけっくっ くぇ 

ゃさっきっすけ っ けしすぇゃぇかけ くっこさけきっくっくけ. ╁っおけゃっ 
くぇさっょ たけさぇすぇ いぇこぇいゃぇかう せこけさうすけ こさうしすさぇ-
しすうっ おなき しっょきうちぇすぇ, すなえ おぇすけ, しこけさっょ ぇし-
すさけかけいうすっ, ゃしっおう けす くっえくうすっ しっょっき ょくう しっ 
せこさぇゃかはゃぇ けす っょくぇ ゃうょうきぇ こかぇくっすぇ, おけは-
すけ こけ しゃけっきせ ゃかうはっ ゃなさたせ ぇおすうゃくけしすすぇ くぇ 
つけゃっておぇすぇ こしうたうおぇ う そういうけかけゅうは. ‶けさぇ-
ょう すけゃぇ くっ っ すさせょくけ ょぇ しっ ういぉっさっ おぇおゃけ 
っ くぇえ-ょけぉさっ ょぇ しっ こさぇゃう ゃ っょうく うかう ょさせゅ 
ょっく う  けす おぇおゃけ しかっょゃぇ つけゃっお ょぇ しっ けすおぇあっ. 
¨しゃっく すけゃぇ, ゃ ょさっゃくけしすすぇ しこけさっょ ょっくは, ゃ 
おけえすけ たけさぇすぇ ぉうかう さけょっくう, しっ けこさっょっかはかけ 
こさうぉかういうすっかくけ う しけちうぇかくけすけ こさっょくぇいくぇ-
つっくうっ くぇ つけゃっおぇ, すけっしす けす さぇあょぇくっすけ きせ 
ゅけすゃっかう つけゃっおぇ いぇ けこさっょっかっくぇ しなょぉぇ. 
╁ くはおけかおけ こけさっょくう ぉさけは „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

とっ こせぉかうおせゃぇ くぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ ゃしっおう ょっく けす 
しっょきうちぇすぇ. ╆ぇこけつゃぇきっ し こけくっょっかくうおぇ.

》《〉╊╉╊]〉¨[ – 【╊╋ぇ[ ╉╊〉
‶けくっょっかくうおなす っ すっあなお ょっく, 

すけゃぇ しぇ ょけおぇいぇかう せつっくうすっ. 
]こけさっょ すはた こけゃっつっすけ たけさぇ ゃ 
くっょっかは しぇ けしゃけぉけょっくう けす こしう-
たうつっしおう う そういうつっしおう くぇすけ-
ゃぇさゃぇくうは. ╆ぇすけゃぇ うき っ しかけあ-
くけ ょぇ こさっきうくぇす けす こけつうゃおぇ 
おなき さぇぉけすぇ. ╁ こけくっょっかくうお しせ-
すさうくすぇ おさなゃくけすけ くぇかはゅぇくっ くぇ 
つけゃっおぇ ぉっかっあう くぇえ-ゃうしけおぇすぇ 
しう すけつおぇ いぇ しっょきうちぇすぇ. ┿しすさけ-
かけゅうはすぇ こけすゃなさあょぇゃぇ すけゃぇ. 
‶けくっょっかくうおなす しっ せこさぇゃかはゃぇ 
けす ╊せくぇすぇ, ぇ すは くう けすこせしおぇ う 
くう くぇしすさけえゃぇ おなき きっつすぇすっか-
くけしす. ╁ こけくっょっかくうお くっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ いぇたゃぇとぇきっ し ょっえくけしすう, 
おけうすけ ういうしおゃぇす ょぇ しきっ しなしさっ-
ょけすけつっくう う しすっゅくぇすう. 
╁ こけくっょっかくうお きっくのすけ くう 

すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ かっおけ - ぉっい 
きぇいくう, しけかっくう う こせてっくう たさぇ-
くう, ぉっい ぇかおけたけか, しかぇょおけ う すっし-
すっくけ. ′っ しっ こさっこけさなつゃぇ きっしくぇ 
たさぇくぇ. ╆ぇ しすけきぇたぇ こさっい すけいう 
ょっく くぇえ-こけかっいくう しぇ きかっつくうすっ 

こさけょせおすう, かっおうすっ おぇてう, こかけ-
ょけゃっすっ, くけ ぉっい ちうすさせしけゃうすっ. 
〈なえ おぇすけ こけくっょっかくうおなす っ 

ょっく くぇ ╊せくぇすぇ, すけえ くけしう くっえ-
くうすっ ぉかぇゅけこさうはすくう う くっぉかぇゅけ-
こさうはすくう しゃけえしすゃぇ – ういゃっしすくけ 
っ, つっ すは しっ しかぇゃう しなし しゃけっすけ 
くっこけしすけはくしすゃけ. ╊せくぇすぇ こけ-
おぇいゃぇ っきけちうけくぇかくぇすぇ しすさぇくぇ 
くぇ くぇてうは あうゃけす - すぇいう, おけはすけ 
くっ きけあっ ょぇ しっ おけくすさけかうさぇ けす 
しないくぇくうっすけ くう. ′け っきけちうけ-
くぇかくぇすぇ くぇゅかぇしぇ ゃかうはっ しうかくけ 
ゃなさたせ ぇょっおゃぇすくけすけ ゃないこさうは-
すうっ くぇ ゃなくてくけすけ けぉおさなあっくうっ. 
╊せくぇすぇ う こけくっょっかくうおなす こけ-

おさけゃうすっかしすゃぇす あっくうすっ: きけ-
きうつっすぇすぇ, さけょっくう ゃ すけいう ょっく, 
しすぇゃぇす こさっおさぇしくう きぇえおう, こぇ-
いうすっかおう くぇ ょけきぇてくけすけ けゅ-
くうとっ う すさぇょうちううすっ くぇ ょけきぇ. 
』っしすけ, けぉぇつっ, すっいう たけさぇ しっ 
けおぇいゃぇす くっこけしすけはくくう, し こさけ-
きっくかうゃう くぇしすさけっくうは. ╆ぇすけゃぇ 
くうおけゅぇ くっ ゅう こけしすぇゃはかう くぇ 
けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ, ういうしおゃぇ-

とぇ おけくちっくすさうさぇくけ きうしかっくっ 
う けぉっおすうゃくけ ゃないこさうはすうっ. ╁ 
しなとけすけ ゃさっきっ けす しさっょぇすぇ くぇ 
すっいう たけさぇ ういかういぇかう たさぇきけゃう-
すっ あさっちう, すなえ おぇすけ すっ ぉうかう 
おさぇえくけ つせゃしすゃうすっかくう う しこけ-
しけぉくう ょぇ ゃないこさうっきぇす くぇえ-
そうくうすっ ゃうぉさぇちうう ゃ はゃかっくう-
はすぇ けす っそうさくうは しゃはす. 』けゃっお, 
くぇきうさぇと しっ こけょ しうかくけすけ ゃかう-
はくうっ くぇ ╊せくぇすぇ, こさうすっあぇゃぇ 
ょなかぉけおぇ うくすせうちうは う くっゅけゃけすけ 
きはしすけ っ すぇき, おなょっすけ こけょけぉくけ 
おぇつっしすゃけ っ くっけぉたけょうきけ.                                                                             
╁ こけくっょっかくうお ゃうくぇゅう きけ-

ゅぇす ょぇ しっ けつぇおゃぇす ゃしはおぇおゃう 
ういくっくぇょう, こさけきっくう, ぉっいこけ-
おけえしすゃぇ, いぇすけゃぇ こさっこけさなつう-
すっかくう しぇ くぇえ-けぉうおくけゃっくうすっ 
いぇくうきぇくうは, こさっょう ゃしうつおけ ゃ 
ょけきぇおうくしすゃけすけ - つうしすっくっ, ゅけ-
すゃっくっ... ‶ぇさう くっ しっ ょぇゃぇす くぇ 
くうおけゅけ, しっさうけいくぇ さぇぉけすぇ くっ 
しっ こけさなつゃぇ. ╁しうつおう こなすうとぇ 
しぇ くっぉかぇゅけこさうはすくう, けしゃっく ゃけ-
ょくうすっ. ╇きっくくけ ゃ こけくっょっかくうお 
きけあっ ょぇ しっ こなすせゃぇ こけ ゃけょぇ. 

╋ぇさうは  [ぇておけゃぇ

]こけさっょ こしうたけかけいうすっ かの-
ぉうきうはす こかけょ けすさぇいはゃぇ くっ 

しぇきけ ゃおせしぇ, くけ う つっさすう けす たぇ-
さぇおすっさぇ くぇ つけゃっおぇ. ╄すけ つぇしす 
けす っょくけ ういしかっょゃぇくっ くぇ すぇいう 
すっきぇ.
┿おけ けぉうつぇすっ はぉなかおう, ゃうっ 

しすっ しぇくすうきっくすぇかくぇ, ょけさう きぇか-
おけ しすぇさけきけょくぇ,  かうつくけしす. ‶け-
くはおけゅぇ しすっ すなあくう ぉっい ゃうょうきう 
けしくけゃぇくうは. 〉しなさょっく つけゃっお 
しすっ, ゅけすけゃう しすっ ょぇ ういこなかくうすっ 
ゃしはおぇ いぇょぇつぇ, いぇすけゃぇ くはきぇすっ 
こさけぉかっきう し くぇつぇかくうちうすっ しう. 
┿おけ かのぉうきうはす ゃう こかけょ っ 

こさぇしおけゃぇすぇ, ゃうっ しすっ うくすっかう-
ゅっくすっく つけゃっお, おけえすけ しっ つせゃ-
しすゃぇ ょけぉさっ ゃ おけきこぇくうはすぇ くぇ 
こさうはすっかうすっ しう. ╃けぉさっ しっ さぇい-
ぉうさぇすっ う し けしすぇくぇかうすっ たけさぇ, 
くっいぇゃうしうきけ けす こさけきっくかうゃけ-
すけ ゃう くぇしすさけっくうっ. ‶けくはおけゅぇ, 
けぉぇつっ, すさせょくけしすうすっ ゃう しすな-
こうしゃぇす う しすぇゃぇすっ こぇしうゃっく.
╁うっ しすっ おけくすぇおすっく, ゃっしっか う 

ゅけしすけこさうっきっく つけゃっお, ぇおけ けぉう-
つぇすっ はゅけょう. 『っくうすっ  っかっゅぇくす-
くけしすすぇ う おさぇしうゃうすっ くっとぇ. ′っ 
しすっ いぇゃうしすかうゃう, ょさっぉけかううすっ 
くっ ゃう はょけしゃぇす. ¨ぉぇつっ しすっ さっゃ-
くうゃう, ょけさう ぉっい こさうつうくぇ.
╁うっ けぉうつぇすっ ょうくは. 〈けゃぇ けい-

くぇつぇゃぇ, つっ しすっ っょくぇ くぇうしすうくぇ 
こけかけあうすっかくぇ かうつくけしす. ]ゅけ-
ゃけさつうゃう しすっ, けこうすゃぇすっ しっ ょぇ 
こけしけつうすっ くぇ たけさぇすぇ こさぇゃうか-
くうは こなす, ゃなこさっおう つっ すけゃぇ くっ 
ゃうくぇゅう うきぇ せしこった. ] せゃぇあっ-

くうっ しっ けすくぇしはすっ おなき たけさぇすぇ けす 
こけ-しすぇさけすけ こけおけかっくうっ. ′せあくぇ 
ゃう っ きぇかおけ こけゃっつっ こさうくちうこ-
くけしす.
┿おけ ぉぇくぇくうすっ しぇ かのぉうきう-

すっ ゃう こかけょけゃっ, こけ ょせてぇ しすっ 
きっお, ょけぉさけしなさょっつっく う かっしくけ 
さぇくうき つけゃっお-きっつすぇすっか, きぇおぇさ 
ょぇ しないくぇゃぇすっ, つっ こけくはおけゅぇ 
きっつすうすっ ゃう しぇ くっしぉなょくぇすう. ╆ぇ 

しなあぇかっくうっ, つっしすけ ゃう けぉたゃぇとぇ 
きなさいっか. ╊っしくけ しっ こけょょぇゃぇすっ 
くぇ つせあょけ ゃかうはくうっ.
╁ しかせつぇえ, つっ しさっょ こかけょけゃっすっ 

とっ ういぉっさっすっ つっさってぇすぇ, ゃうっ 
しすっ ゃしっけすょぇっく, くっあっく う ゃっあ-
かうゃ つけゃっお. ╁うくぇゅう しすっ ゅけすけゃう 
ょぇ ょけしすぇゃうすっ さぇょけしす くぇ かのぉう-
きうすっ ゃう たけさぇ. ′っ おかのおぇさしすゃぇ-
すっ, くけ けぉうつぇすっ ょぇ さぇいおぇいゃぇすっ 

う ょぇ しかせてぇすっ ゃうちけゃっ. 〈っあおけ 
こさっあうゃはゃぇすっ こさっくっぉさっあう-
すっかくけすけ けすくけてっくうっ おなき ゃぇし.
┿おけ けす ゃしうつおう こかけょけゃっ 

こさっょこけつうすぇすっ ぇくぇくぇし, すけ ゃうっ 
しすっ くっこけこさぇゃうき っしすっす. ╉くうゅう-
すっ, けぉしすぇくけゃおぇすぇ, けぉかっおかけすけ, 
たさぇくぇすぇ - ゃしうつおけ こさう ゃぇし っ し 
ゃおせし. ‶さっすっゅかはすっ ゃしはおぇ ょせきぇ, 
こさっょう ょぇ は ういさっつっすっ. ╇いぉはゅ-

ゃぇすっ たけさぇすぇ, おけうすけ くっ しこけょっ-
かはす ゃぇてうすっ ゃないゅかっょう. ╄ょくけ-
かのぉ しすっ, ゃ かのぉけゃすぇ こさう ゃぇし 
くはきぇ ょゃせしきうしかうは.
╋ぇかうくぇすぇ ゅけゃけさう いぇ おけおっす-

しすゃけ, しぇきけかのぉうっ う こさけはゃう くぇ 
っゅけういなき せ たけさぇすぇ, くぇ おけうすけ 
すは っ かのぉうき こかけょ. ┿おけ は こさっょ-
こけつうすぇすっ, すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, 
つっ くはきぇ ょぇ くぇこさぇゃうすっ くうとけ 

こさけしすけ っえ すぇおぇ.〈させょくうすっ しう-
すせぇちうう こさっょういゃうおゃぇす せ ゃぇし 
こぇくうおぇ う すなさしうすっ ゃうしけおけしすけ-
はと こけおさけゃうすっか. ╇しすうくぇすぇ っ, 
けぉぇつっ, つっ しすっ きくけゅけ ういこなか-
くうすっかっく つけゃっお. ┿おけ くぇえ-きくけ-
ゅけ けぉうつぇすっ おぇえしうう, ゃうっ しすっ 
すゃけさつっしおぇ くぇすせさぇ, せきっっすっ ょぇ 
ゅけゃけさうすっ たせぉぇゃけ, ぇ ゃ けつうすっ 
ゃう ゅさっっ ょけぉさけすぇ. ′け すけゃぇ くっ っ 
いくぇお いぇ しすっしくうすっかくけしす う ゃしっ-
けこさけとっくうっ. ¨くいう, おけえすけ こけ-
しっゅくっ くぇ ゃぇてうは しせゃっさうくうすっす, 
ゃっょくぇゅぇ とっ こけかせつう すゃなさょ けす-
ゅけゃけさ.
┿おけ けぉうつぇすっ ゅさけいょっ, ゃうっ 

せきっっすっ ょぇ こぇいうすっ すぇえくう. ′け 
ゃぇてぇすぇ こけすぇえくけしす う いぇすゃけさっ-
くけしす こけくはおけゅぇ こさっょういゃうおゃぇす 
くっょけゃっさうっ う くっ ゃかうははす ょけぉさっ 
くぇ けすくけてっくうはすぇ ゃう し ぉかういおう-
すっ. 〈けゃぇ, おけっすけ くっ きけあっ ょぇ 
ゃう しっ けすさっつっ, っ せきっくうっすけ ょぇ 
しこぇいゃぇすっ ょぇょっくぇすぇ ょせきぇ.
]かうゃうすっ ういょぇゃぇす いぇはょかうゃうは 

たぇさぇおすっさ くぇ つけゃっおぇ, いぇ おけゅけすけ 
すっ しぇ こさっょこけつうすぇく こかけょ. ┿おけ 
けぉうつぇすっ しかうゃう, すけゃぇ けいくぇつぇ-
ゃぇ, つっ しすっ きなさきけさっと つけゃっお う 

くっ こけくぇしはすっ おさうすうおぇ, ゃなこさっおう 
つっ こけくはおけゅぇ こさけはゃはゃぇすっ しくうい-
たけょうすっかすけしす おなき ゅさっておうすっ くぇ 
ょさせゅうすっ. 
╆ぇ くっしこけきっくぇすうすっ こかけょけ-

ゃっ っ ょけぉさっ ょぇ いくぇっき: たせぉぇゃけ 
っ ょぇ けぉとせゃぇきっ し たけさぇ, おけうすけ 
けぉうつぇす おさせてうすっ う こなこってう-
すっ - くぇえ-つっしすけ すっ しぇ きっかけきぇ-
くう, しこけおけえくう う ょさせあっかのぉくう 
たけさぇ, おけうすけ ぉなさいけ ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇす ょけぉさけすけ くぇしすさけっくうっ. ] 
かのぉうすっかうすっ くぇ くぇさぇ こけ-ょけ-
ぉさっ ょぇ くっ しっ てっゅせゃぇ つけゃっお, 
くうすけ ょぇ しこけょっかは, くうすけ ょぇ うき 
ょぇゃぇ くぇいぇっき ゅけかっきう しせきう. ┿ 
すっいう, おけうすけ けぉうつぇす ちうすさせしけ-
ゃう こかけょけゃっ, しきはすぇす しっぉっ しう 
いぇ ぇさうしすけおさぇすう こけ ょせてぇ, おけっ-
すけ けぉうおくけゃっくけ くっ っ すぇおぇ. 
┿おけ しすっ けす たけさぇすぇ, おけうすけ 

けぉうつぇす さぇいかうつくう こかけょけゃっ, ぉっい 
はゃくけ こさっょこけつうすぇくうっ おなき っょうく 
けす すはた, いくぇつう しぇ ゃう こさうしなとう 
けすょっかくう つっさすう, たぇさぇおすっさくう いぇ 
すっいう こかけょけゃっ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ 
ょけぉぇゃう, けぉぇつっ, つっ しすっ ょけしすぇ 
こさけすうゃけさっつうゃぇ かうつくけしす.

〈┿

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ 《せすぉけかっく おかせぉ „┿さしっくぇか 2000” 
けぉはゃはゃぇ こさうっき  くぇ ょっちぇ, さけょっくう こさっい 2000 ゅ. , 
2001 ゅ. う 2002 ゅ., いぇ こけょゅけすゃうすっかくうすっ ゅさせこう くぇ 
【おけかぇすぇ こけ そせすぉけか.
′っけぉたけょうきけ っ ょぇ こけょぇょっすっ きけかぉぇ こけ けぉさぇいっち, 

おけえすけ きけあっすっ ょぇ こけかせつうすっ けす ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さ-
しっくぇか” ┿╃, おぇおすけ う けす しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ 
いぇゃけょう うかう けす すさっくぬけさぇ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ                  
すっか. 36 51 う 0887 749 705.
╉なき きけかぉぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ っ こさうかけあっくぇ ぉっかっあおぇ けす 

かうつくうは かっおぇさ - いぇ いょさぇゃくうは しすぇすせし う いぇ きうくぇかう 
いぇぉけかはゃぇくうは くぇ おぇくょうょぇすぇ.
╋っしっつくぇすぇ すぇおしぇ いぇ せつぇしすうっ っ 5 /こっす/ かっゃぇ. 〈は 

とっ しっ ういこけかいゃぇ いぇ しくぇぉょはゃぇくっ くぇ ょっちぇすぇ し っおう-
こうさけゃおぇ.

〉] くぇ 《╉ „┿さしっくぇか 2000”

《╆っ╇╅

╆ぇ すけゃぇ ぇかぇさきうさぇたぇ „〈┿” 
くっょけゃけかくう さけょうすっかう, 

おけうすけ しぇ こさうくせょっくう ゃしっ-
おう ょっく ょぇ ういゃっあょぇす ょっちぇすぇ 
しう ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ, ゃ 
こぇさお „[けいぇさうせき” うかう こさけし-
すけ ょぇ しっ こさっゃさなとぇす ゃ こぇ-
いぇつう おさぇえ きっあょせぉかけおけゃけすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ.
╂くっゃなす くぇ きぇえおうすっ っ こけ-

さけょっく う けす そぇおすぇ, つっ しすけ-
すうちうすっ きっすぇかくう ゅぇさぇあう, 
こさなしくぇすう ゃ おゃぇさすぇかぇ う くっ-
けおけしっくうすっ ゃうしけおう ぉかういけ 
きっすなさ すさっゃう ょけこなかくうすっかくけ 
„はょぇす” けす こさけしすさぇくしすゃけ-
すけ. ╉ぇすけ „ぉけくせし” しっ ぉさけはす 
う おなさかっあうすっ, おけうすけ つっしすけ 
くぇこぇょぇす ょっちぇすぇ う ぉっいこさう-
いけさくうすっ おせつっすぇ, ぉさけょっとう 
くぇけおけかけ.
╁ さっいせかすぇす くぇ ゃしうつおけ すけゃぇ 

ょっちぇすぇ しぇ こさうくせょっくう くぇ  
こさぇおすうおぇ ょぇ うゅさぇはす くぇ しぇ-

きうすっ せかうちう うかう くぇ きっしすぇ, けすさっょっくう いぇ こぇさおうくゅう くぇ ぇゃすけ-
きけぉうかう, おぇすけ いぇ ぉっいけこぇしくけしすすぇ うき しっ ゅさうあぇす しぇきうすっ さけょう-
すっかう うかう ぉぇぉう う ょはょけゃちう. 

] こぇさう けす ちっかっゃぇすぇ しせぉしう-
ょうは ょぇ しっ さっきけくすうさぇ こな-

すはす  【っえくけゃけ – 》ぇょあう ╃うきう-
すさけゃけ – ╉さなく – ╄くうくぇ – ╂けさくけ 
╇いゃけさけゃけ, さってう ¨ぉとうくしおうはす 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお.
‶さっょう すさう ゅけょうくう こさう けぉう-

おけかおうすっ くぇ けぉとうくしおうすっ しな-
ゃっすくうちう こけ 19-すっ くぇしっかっくう 
きっしすぇ せしすぇくけゃうたきっ かけてけすけ 
しなしすけはくうっ くぇ こなすは おなき すっいう 
しっかぇ, こさうこけきくう 『ゃっすぇく 【う-
おけゃ けす ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお 
こさっょう ゅかぇしせゃぇくっすけ. 〈けえ こさう-
いけゃぇ しさっょしすゃぇすぇ いぇ すっいう せつぇし-
すなちう – くぇ いぇこぇょ けす ╉さなく, きっあ-
ょせ 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ う ╉さなく, 
いぇこぇょくけ けす ゃたけょぇ くぇ ╄くうくぇ う 
ょさせゅう, けぉとけ - くぇょ 11 たうかはょう 
おゃぇょさぇすくう きっすさぇ, ょぇ ぉなょぇす 
けすこせしくぇすう いぇ ぇしそぇかすうさぇくっすけ. 
]こけさっょ 【うおけゃ, ういこけかいゃぇくぇ-
すぇ しっゅぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
すったくけかけゅうは いぇ ういおなさこゃぇくっ くぇ 
ょせこおうすっ こけ しうしすっきぇすぇ „こっつ 
きぇすうお” くっ っ すけかおけゃぇ かけてぇ, 
おけかおけすけ しつうすぇす くはおけう しなゃっす-
くうちう. ╇いこけかいゃぇくっすけ くぇ すった-
くけかけゅうはすぇ くぇ すっさっくう ゃ „┿さしっ-

くぇか” こけおぇいぇかけ, つっ こさけぉかっきなす 
っ ゃ おぇつっしすゃけすけ くぇ さぇぉけすぇすぇ, ぇ 
くっ ゃ しぇきぇすぇ すったくけかけゅうは. ”′うっ 
ゃ „┿さしっくぇか” くっ ょけこせしくぇたきっ 
かけてけ おぇつっしすゃけ くぇ いぇこなかゃぇ-
くっ くぇ ょせこおうすっ. ╁ けぉとうくぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ おけくすさけかうさぇ いぇ-
こなかゃぇくっすけ くぇ ょせこおうすっ, いぇとけ-
すけ こさう さぇぉけすぇすぇ うきぇ ゃないきけあ-
くけしす う いぇ おさぇあぉう”, ぇかぇさきうさぇ 
けとっ 【うおけゃ けす ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお. 
╁ ちっかうは ぉのょあっす くぇ ¨ぉとう-

くぇ ╉ぇいぇくかなお ょけ きけきっくすぇ うきぇ 
いぇこうしぇくう 305 たうかはょう かっゃぇ いぇ 
せかうちうすっ, うくそけさきうさぇ こけ ゃさっ-
きっ くぇ いぇしっょぇくうっすけ こさっょしっ-
ょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう こけ こけゃけょ 
さぇいこさけしすさぇくっく ょっく こさっょう 
しっしうはすぇ, くぇ 10-すう ぇゃゅせしす, 
ぇこっか けすしすさぇくぇ くぇ おきっすぇ ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ - ¨ぉとうくしおうはす 
しなゃっす ょぇ ゅかぇしせゃぇ しさっょしすゃぇすぇ 
いぇ せかうつくけ ぇしそぇかすうさぇくっ, ぇ くっ 
ょぇ ぉぇゃう ゃなこさけしぇ ゃ せとなさぉ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ. 

′けゃうはす ゃうょ くぇ しすぇょうけく “┿さしっくぇか”

„╃っすしおうすっ こかけとぇょおう“ ゃ おゃ. „╇いすけお“

『うすさせしう いぇ ぇさうしすけおさぇすうすっ, こなこってう いぇ きっかけきぇくうすっ

‶なさゃうはす さなおけゃけょうすっか くぇ 
ぉぇいぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ う 

ゃくっょさはゃぇくっ ゃ ╋╉ „《さうょさうた 
╄くゅっかし”,  こけ-おなしくけ ╇╋╋  こさう 
„┿さしっくぇか” ┿╃, ぉうゃて すったくうつっ-
しおう ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” う 
ょなかゅけゅけょうてっく さなおけゃけょうすっか 
くぇ くぇこさぇゃかっくうっ  ゃ ′╇〈╇.

 !
80  a .  

』けゃっお し ゃくせてうすっかっく こさうくけし いぇ  ぉなかゅぇさしおけすけ きぇてうくけ-
しすさけっくっ, うしすうくしおぇ ぇさしっくぇかしおぇ ゅけさょけしす.
 

╅うゃ う いょさぇゃ けとっ ょなかゅう ゅけょうくう! 
╆ぇ さぇょけしす くぇ ぉかういおう う いぇ けこけさぇ くぇ しかっょけゃくうちう.

                                                        ¨す しっきっえしすゃけすけ
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]ゃっすけゃくけういゃっしすくうはす こしうたけかけゅ う こしうたけすっさぇこっゃす ぇさあっく
すうくっちなす 》けさたっ ╀せおぇえ, つううすけ おくうゅう つっすぇす きうかうけくう たけさぇ 

こけ しゃっすぇ, ぇ せ くぇし しぇ こさけょぇょっくう ゃっつっ 150 たうかはょう っおいっきこかは
さぇ, こさっょしすぇゃう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ くぇ 11 のくう くけゃうすっ しう おくうゅう くぇ 
ぉなかゅぇさしおう  „[ぇいおぇいゃぇえ し きっく” う „╃ぇ しっ けぉうつぇきっ し けすゃけさっくう 
けつう”. 〈けえ さぇいょぇょっ しすけすうちう ぇゃすけゅさぇそう くぇ しすぇさけいぇゅけさちう う 
ょっしっすおう おぇいぇくかなつぇくう, ょけてかう しこっちうぇかくけ いぇ しなぉうすうっすけ, けさ
ゅぇくういうさぇくけ けす ういょぇすっかしすゃけ „》っさきっし”. 
》けさたっ ╀せおぇえ っ せくうゃっさしうすっすしおう こさっこけょぇゃぇすっか, こさっょう すけゃぇ 

っ いぇゃなさてうか きっょうちうくぇ, おぇすけ きかぇょ っ さぇぉけすうか おぇおゃけ かう くっ - 
けす おかけせく, すぇおしうきっすさけゃ てけそぬけさ う こさけょぇゃぇつ, ょけ ゃないこうすぇすっか 
う ぇおすぬけさ. ]こっちうぇかうしす こけ ゅっとぇかすこしうたけかけゅうは. ╁けょう しっきうくぇ
さう こけ ちっかうは しゃはす.
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ こけいくぇくしすゃけすけ しう し おぇいぇくかなつぇくうくぇ – こしう

たけかけゅなす ╉さぇしうきうさ ╉ぇかこぇおけゃ, すけえ ょぇょっ う すけゃぇ うくすっさゃの いぇ 
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ. ╁ さぇいゅけゃけさぇ せつぇしすゃぇ う ╉さ. ╉ぇかこぇおけゃ.

╉さ. ╉.: ╂-く ╀せおぇえ, こけいくぇ-
ゃぇすっ きくけゅけ たけさぇ こけ しゃっすぇ. 
‶け おぇおゃけ, しこけさっょ ╁ぇし, ぉなか-
ゅぇさうすっ しう こさうかうつぇす し けしすぇ-
くぇかうすっ たけさぇ こけ しゃっすぇ う こけ 
おぇおゃけ しっ さぇいかうつぇゃぇす?

- 〈させょくけ っ ょぇ しっ しなこけしすぇゃはす 
くぇさけょう. ′け きう しっ しすさせゃぇ, つっ 
うきぇ くっとぇ, おけうすけ こさぇゃはす ゃぇし, 
ぉなかゅぇさうすっ, さぇいかうつくう. ╉ぇすけ 
くぇさけょ うきぇすっ こさけぉかっき しなし 
しぇきけつせゃしすゃうっすけ. ′け こなお, いぇ 
しきっすおぇ くぇ すけゃぇ, しすっ すけかおけゃぇ 
とっょさう, すけかおけゃぇ きうかう. ╋けあっ 
ぉう きくけゅけ しっ しぇきけけぉゃうくはゃぇすっ. 
╉ぇすけ つっ かう ゃしっ おぇいゃぇすっ:”〈けゃぇ 
ゅけ くはきぇき, けくけゃぇ ゅけ くはきぇき..., 
すけゃぇ くっ きけゅぇ...”. ┿ こさっい ちはかけすけ 
ゃさっきっ きうしかは, つっ すけゃぇ っ くっゃっ
さけはすっく おけくすさぇしす.

╉さ. ╉.: ‶さぇゃは しさぇゃくっくうっ 
し ょさせゅう くぇさけょう, くぇこさうきっさ 
し させしくぇちうすっ. 〈っ しぇ けゅさぇくう-
つっくう おぇすけ つっ かう こけゃっつっ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ こさぇゃけすけ くぇ 
しゃけぉけょぇ. 〈けゃぇ しぇ かうつくうすっ 
きう ゃこっつぇすかっくうは. ╆ぇすけゃぇ 
こけこうすぇた.

- ┿おけ ゅけゃけさうき いぇ [せしうは, すっ 
うきぇす くっとけ, おけっすけ きけあっ ょぇ うい
ゅかっあょぇ おぇすけ こさっょうきしすゃけ, くけ 
ゃしなとくけしす, きけあっ う ょぇ くっ っ. ]う

ゅせさくけ とっ しう しこけきくうすっ, ゃしっおう 
きけあっ ょぇ ゅけ いくぇっ. ╉けゅぇすけ こさっょ 
っょうく させしくぇお しっ こけはゃう ゃないきけあ
くけしす, すけえ くはきぇ ょぇ は こさけこせしくっ. 
〈っ こさけしすけ つぇおぇす ょぇ うき しっ けす
ゃけさう ゃないきけあくけしす! ╇ こけはゃう かう 
しっ, は たゃぇとぇす. ┿ ゃうっ, すぇおぇ ゅけ 
せしっとぇき, おぇすけ つっ かう こさっょ ゃぇし 
きうくぇゃぇす ゃないきけあくけしす しかっょ ゃない
きけあくけしす, しかっょ ゃないきけあくけしす, ぇ 
ゃうっ しう おぇいゃぇすっ: „‶ぇお ういすなさ
ゃぇた! ‶ぇお ういすなさゃぇた!”. ┿ きけあっ 
ぉう こなお, すけゃぇ くっ っ すけかおけゃぇ いかっ? 
╆ぇとけすけ, おけゅぇすけ は たゃぇくっすっ, しすぇ
ゃぇすっ しうかくう. 

╃. [.: ╂-く ╀せおぇえ, すけかおけゃぇ 
たけさぇ ょけえょけたぇ すせお いぇさぇょう 
╁ぇし, すなさこっかうゃけ しかせてぇたぇ う 
つぇおぇたぇ いぇ ぇゃすけゅさぇそう, ゃう-
くぇゅう かう しすっ けぉゅさぇょっく し すけか-
おけゃぇ きくけゅけ けぉうつ?

- ╇いゃうくはゃぇき しっ, つっ とっ ぉなょぇ 
かっおけ っゅけちっくすさうつっく, くけ – ょぇ, 
ういくっくぇょゃぇき しっ, くっ いくぇき いぇとけ, 
くっ いくぇき おぇお, くけ くぇ きくけゅけ きっしすぇ 
こけ しゃっすぇ すけゃぇ しっ しかせつゃぇ. 〈けゃぇ 
きっ さぇょゃぇ, おぇさぇ きっ ょぇ しっ つせゃしす
ゃぇき こけかぇしおぇく, くけ こさう ゃしうつ
おう しかせつぇう すさはぉゃぇ ょぇ せすけつくは: 
くうおなょっ くっ しっ しかせつゃぇ, おぇおすけ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ╇ すけゃぇ っ そぇおす.

╃. [.: ╁なゃ ╁ぇてうすっ おくうゅう 

っ しなぉさぇくぇ きなょさけしすすぇ くぇ 
こさうすつう う こさうおぇいおう けす きくけ-
ゅけ しすさぇくう こけ しゃっすぇ. ╉ぇおゃぇ 
うしすけさうは しう „けすおさぇょくぇたすっ” 
けす ╀なかゅぇさうは? 

- ╃ぇ, けすおさぇょくぇた しう, けすおさぇょ
くぇた しう... ¨とっ は くはきぇ ゃ おくう
ゅうすっ きう, くけ とっ ぉなょっ. ╁しっ けとっ 
ょけさう くっ きけゅぇ ょぇ くぇこうてぇ うきっすけ 
くぇ ぇゃすけさぇ, くけ っ きくけゅけ ょけぉさっ 
こけいくぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは: „‶さうおぇい
おぇ いぇ しすなかぉぇすぇ” /》さうしすけ ]きうさ
くっくしおう/.

╃. [.: ╃けおぇすけ ゃなさゃってっ 
しさっとぇすぇ し ╁ぇてうすっ つうすぇすっ-
かう ぉはたすっ すけかおけゃぇ っしすっしす-
ゃっく, ょなさあうすっ しっ し たけさぇすぇ 
しなゃしっき くけさきぇかくけ, ゃ おくうゅう-
すっ しう ゅけゃけさうすっ くぇ けぉうおくけ-
ゃっく, つけゃっておう っいうお. ╋うしかは, 
つっ すけゃぇ っ ゃぇてぇすぇ すぇえくぇ...?

- ╁ないきけあくけ っ ょぇ っ すぇおぇ, くけ 
ゃうくぇゅう こけゃすぇさはき, つっ おけゅぇすけ 
いぇこけつくぇた ょぇ こうてぇ, ゃうくぇゅう 
うきぇてっ っょうく つけゃっお, おけえすけ けぉう
つぇてっ すけゃぇ, おけっすけ ぇい こさぇゃは. ╇ 
すけゃぇ ぉってっ きぇえおぇ きう. ┿ すは ょけさう 
くっ っ いぇゃなさてうかぇ けしくけゃくけ けぉ
さぇいけゃぇくうっ. ╁うくぇゅう しっ しすぇさぇは 
ょぇ こうてぇ, うきぇえおう こさっょゃうょ, 
こさっょしすぇゃはえおう しう, つっ すは とっ ゅけ 
さぇいぉっさっ.

╃.[.: ┿ おぇおゃけ ょぇ こさぇゃう つけ-
ゃっお, おけえすけ くっ っ うきぇか とぇし-
すうっすけ ょぇ うきぇ すぇおぇゃぇ きぇえ-
おぇ?

- ╋けあっ ょぇ すなさしう つけゃっお, おけえすけ 
ょぇ いぇっきっ すぇいう さけかは. ╋けあっ ょぇ 
しう くぇきっさう こぇさすくぬけさ し こけょけぉ
くけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ うかう こなお 
きけあっ ょぇ くぇきっさう すぇいう かうつくけしす 
くぇ きぇえおぇすぇ ゃ しぇきうは しっぉっ しう.

╃. [.: ╁ ╀なかゅぇさうは うきぇ 
っょくぇ こけこせかはさくぇ こっしっく, 
おぇいゃぇ しっ „]ゃっすなす っ いぇ ょゃぇ-
きぇ”. ]ゃなさてゃぇ かう しゃっすなす, 
おけゅぇすけ しう しぇき?

- ′っ しゃなさてゃぇ, いぇとけすけ くうおけゅぇ 
くっ しう しぇき. ¨しゃっく, きけあっ ぉう – 
ゃなくてくけ. ′け おけゅぇすけ つけゃっお っ しなし 
しっぉっ しう, すけえ くうおけゅぇ くっ っ しぇき. 
′っ しなき しうゅせさっく すけつくけ いぇ すぇいう 
こっしっく, きけあっ ぉう しゃっすなす う ┿い-
しぇきうはす, くっ しぇ すけかおけゃぇ さぇいかうつ
くう くっとぇ. ╋けあっ ぉう ゃしっおう っょうく 
つけゃっお う しゃっすなす, ゃ おけえすけ すけえ 
あうゃっっ, しぇ っょくけ う しなとけ くっとけ. 
┿ おけあぇすぇ っ しぇきけ しかせつぇえくけしす.

╃. [. : ╉けかおけ こけょぇさなちう とっ 
いぇくっしっすっ ゃおなとう けす ╀なかゅぇ-
さうは?

- ′っ きけゅぇ ょぇ ゅう こさっぉさけは 
ょぇあっ... ‶ぇいは しう ゅう. 】っ しこけ
ょっかは くっとけ, おけっすけ ぉう きけゅかけ 
ょぇ こさけいゃせつう ょっきぇゅけゅしおう, くけ っ 

ǲǨǳǭǵǬǨǸ
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

19 ぇゃゅせしす – 75 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ 《っょっさうおけ ╂ぇさしうぇ ╊けさおぇ – うし
こぇくしおう こけっす う ょさぇきぇすせさゅ, せぉうす くぇ 38-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす けす しうき
こぇすういぇくすう くぇ ゅっくっさぇか 《さぇくおけ, しかっょ おぇすけ っ こさうくせょっく ょぇ ういおけこぇっ 
しけぉしすゃっくうは しう ゅさけぉ ぉかういけ ょけ ╂さぇくぇょぇ. ╊けさおぇ っ ぇゃすけさ くぇ くはおけかおけ 
しすうたけしぉうさおう, きっあょせ おけうすけ „『うゅぇくしおけ さけきぇくしっさけ”, くぇ きくけゅけ こうっ
しう, しさっょ おけうすけ しぇ „╉なさゃぇゃぇ しゃぇすぉぇ” う ╃けきなす くぇ ╀っさくぇさょぇ ┿かぉぇ”.
20 ぇゃゅせしす  - 270 ゅ. けす けすおさうゃぇくっすけ くぇ ┿かはしおぇ – „ゅけかはきぇすぇ いっきは”. 
‶さっい 1741 ゅ. させしおうはす ういしかっょけゃぇすっか, ょぇすつぇくうく こけ こさけういたけょ, ╁う
すせし ╀っさうくゅ しすぇゃぇ こなさゃうはす っゃさけこっっち, ょけしすうゅくぇか ┿かはしおぇ う ┿かっせす
しおうすっ けしすさけゃう. 〈けえ けすおさうゃぇ ┿かはしおぇ, しかっょ おぇすけ けすおさうゃぇ う こさけすけ
おぇ, さぇいょっかはと ┿いうは う ┿きっさうおぇ, う ょけおぇいゃぇ, つっ ょゃぇすぇ おけくすうくっくすぇ 
くっ しぇ しゃなさいぇくう こけきっあょせ しう. ̈ す 1959 ゅ. ┿かはしおぇ しすぇゃぇ 49-うはす とぇす 
くぇ ]┿】, くぇえ-ゅけかっきうはす こけ すっさうすけさうは, し くぇしっかっくうっ ょくっし 627 た. 
ょせてう.
21 ぇゃゅせしす – 110 ゅ. けす ぇそっさぇすぇ „╋うし ]すけせく”. ‶さっい 1901 ゅ., いぇさぇょう 
しこってくぇ くせあょぇ けす こぇさう, つっすぇ くぇ ╁╋¨[  ̈くぇつっかけ し ぅくっ ]ぇくょぇく
しおう う 》さうしすけ 』っさくけこっっゃ けすゃかうつぇす 55-ゅけょうてくぇすぇ ぇきっさうおぇくしおぇ 
きうしうけくっさおぇ ╄かなく ]すけせく う こなすせゃぇとうすっ し くっは ╉ぇすっさうくぇ 『うかおぇ, 
ぉさっきっくくぇ ゃ こっすうは きっしっち, すさう せつうすっかおう, ょゃっ せつっくうつおう う ょさ. ╆ぇ 
けしゃけぉけあょぇゃぇくっすけ うき っ こけうしおぇく けすおせこ けす 25 たうかはょう いかぇすくう すせさ
しおう かうさう. ]かっょ こさけょなかあうすっかくう こさっゅけゃけさう う けすおせこ けす 14 たうかはょう 
いかぇすくう すせさしおう かうさう こかっくっくうすっ あっくう しぇ けしゃけぉけょっくう こさっい そっゃさせ
ぇさう 1902 ゅ. ╋っあょせゃさっきっくくけ ╉ぇすっさうくぇ さぇあょぇ ょっすっすけ しう し こけきけ
とすぇ くぇ ょゃっ ぉぇぉう, ょけゃっょっくう けす ぅくっ ]ぇくょぇくしおう. 
24 ぇゃゅせしす – 45 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ╀けさうし ┿くゅっかせてっゃ - ぉなかゅぇさしおう 
たせょけあくうお う うかのしすさぇすけさ, けしくけゃけこけかけあくうお くぇ おくうゅけけそけさきかっくう
っすけ ゃ ╀なかゅぇさうは. ┿ゃすけさ っ くぇ きけくせきっくすぇかくうすっ  あうゃけこうしくう こかぇすくぇ 
„┿しこぇさせたけゃぇすぇ おけくくうちぇ きうくぇゃぇ ╃せくぇゃぇ“ う „¨ぉっしゃぇくっすけ くぇ ╁ぇ
しうか ╊っゃしおう“, くぇ けそけさきかっくうっすけ くぇ ゅけかはき ぉさけえ こけとっくしおう きぇさおう, 
くぇ こなさゃうは ぉさけえ くぇ しこ. „╅っくぇすぇ ょくっし“ う くぇ こなさゃうすっ ぉさけっゃっ くぇ しこ. 
„╉けしきけし”. ╇かのしすさうさぇ „]くぇたぇ“ けす ╂. ╉ぇさぇしかぇゃけゃ, „‶さうおぇいおう“ けす  
┿くょっさしっく, „]っこすっきゃさう“ けす ╂っけ ╋うかっゃ, „』うつけ 〈けきけゃぇすぇ おけかうぉぇ“ 
けす 》. ╀. ]すけせ, „╀ぇえ ╂ぇくぬけ“ けす ┿. ╉けくしすぇくすうくけゃ, „′っきうかう-くっょさぇゅう“ 
けす ╇ゃ. ╁ぇいけゃ, „]なょぉぇすぇ くぇ つけゃっおぇ“ けす ╋. 【けかけたけゃ.
25 ぇゃゅせしす – 580 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ╇ゃぇく ╂さけいくう. ╇ゃぇく ┶V っ 
こなさゃうはす させしおう ゃかぇょっすっか, こけかせつうか すうすかぇすぇ “ちぇさ くぇ ちはかぇ [せしうは”, 
おぇおすけ う こさけいゃうとっすけ ╂さけいくう いぇさぇょう こさけはゃはゃぇくぇすぇ ういおかのつうすっか
くぇすぇ あっしすけおけしす ゃ しゃけっすけ せこさぇゃかっくうっ – ゃ こさうしすなこ くぇ はさけしす すけえ 
くぇさっあょぇ ょぇ ぉなょっ せぉうす ょけさう くぇえ-ゅけかっきうはす きせ しうく.
26 ぇゃゅせしす - ‶けつうすぇす しっ きなつっくうちうすっ ┿ょさうぇく う ′ぇすぇかうは. ╇きっくくう
ちう: ┿ょさうぇく, ┿ょさうぇくぇ /けす 》ぇょさうは, ゅさぇょ ゃ しっゃっさくぇ ╇すぇかうは/; ′ぇすぇ
かうは – けす かぇす. けいくぇつぇゃぇ „さけょくぇ”.
27 ぇゃゅせしす – 2060 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ╉けくそせちうえ - おうすぇえしおう 
きうしかうすっか う そうかけしけそ, っょくぇ けす くぇえ-ゃかうはすっかくうすっ かうつくけしすう ゃ しゃっ
すけゃくぇすぇ うしすけさうは う さっかうゅうは. ╉けくそせちうぇくしすゃけすけ こけゃかうはゃぇ あうゃけすぇ 
う きうしかっくっすけ くぇ たけさぇすぇ ゃ ╉うすぇえ, ぅこけくうは, ╉けさっは う ╁うっすくぇき. ‶さう
あうゃっ ╉けくそせちうえ っ こさういくぇす いぇ „くぇえ-ゃっかうおうは せつうすっか” う „せつうすっか 
くぇ 10 000 こけおけかっくうは“. ╀うか せつっくうお くぇ ╊ぇけ ╃いな. ]こけさっょ せつっくうっすけ 
きせ ゃかぇょっすっかはす くぇ ょなさあぇゃぇすぇ っ おぇすけ „ぉぇとぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ“, ぇ 
つかっくけゃっすっ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ しぇ しゃなさいぇくう っょうく し ょさせゅ すぇおぇ いょさぇゃけ, 
おぇおすけ う つかっくけゃっすっ くぇ しっきっえしすゃけすけ. ‶さっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう けす 
あうゃけすぇ しう けぉせつぇゃぇ せつっくうちう  つさっい こっす おくうゅう, くぇさっつっくう ‶っすすっ 
おかぇしうおう. ╁ っょくぇ けす すはた っ いぇこうしぇくけ こけしかっょくけすけ こけしかぇくうっ くぇ きな
ょさっちぇ: „╋うしかうて かう さぇいかうつくけ - さぇいゃうゃぇて, きうしかうて かう かけゅうつくけ 
- こけこさぇゃはて, ゅさってうて かう - しっ くぇせつぇゃぇて, くけ しぇきけ しなつっすぇくう ゃけょはす 
ょけ こさけゅさっしぇ“.
28 ぇゃゅせしす – ╃っく くぇ ぉっいしきなさすくうすっ ぉなかゅぇさう. ¨こさっょっかっく っ けす 
ぉけゅけしかけゃぇ ╁ぇおかせて 〈けかっゃ, おけえすけ こさけおかぇきうさぇ うょっはすぇ いぇ ╃っく う 
╃けき-しゃっすうかうとっ くぇ 13 こけうきっくくう ぉっいしきなさすくう ぉなかゅぇさう. 28 ぇゃゅせしす 
っ ょっくはす くぇ おけくつうくぇすぇ くぇ 『ぇさ ╀けさうし ┶┶┶. ╁ こけさっょうちぇすぇ ぉっいしきなさす
くう かうつくけしすう しぇ けとっ: 》ぇく ┿しこぇさせた, ╉くはい ╀けさうし, 『ぇさ ]うきっけく, ]ゃ. 
╉かうきっくす ¨たさうょしおう, ]ゃ. ╇けぇく [うかしおう, ]ゃ. ‶ぇすさうぇさた ╄ゃすうきうえ, 
¨すっち ‶ぇうしうえ, ╁ぇしうか ╊っゃしおう, ╀ぇぉぇ 〈けくおぇ, ╉くはい ┿かっおしぇくょなさ ╀ぇ
すっくぉっさゅ, ‶っくつけ ]かぇゃっえおけゃ, ╁ぇくつっ ╋うたぇえかけゃ.
29 ぇゃゅせしす – 10 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ╁うょうく ╃ぇしおぇかけゃ – けこっさっすっく ぇさ
すうしす, っょうく けす けしくけゃぇすっかうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ けこっさっすぇ. ‶さっしないょぇゃぇ 
くぇょ 120 さけかう. ′っいぇぉさぇゃうきう しぇ ょせっすうすっ きせ し ╊うかはくぇ ╉うしぬけゃぇ. 
′ぇえ-こけこせかはさくうはす けこっさっすっく ぇさすうしす くぇ ╀なかゅぇさうは ういょなたゃぇ しかっょ 
こっすゅけょうてくけ ぉけかっょせゃぇくっ けす しなさちっ. ╇いこなかくっくけ っ こけしかっょくけすけ きせ 
あっかぇくうっ - ょぇ ぉなょっ おさっきうさぇく う せさくぇすぇ ょぇ ぉなょっ こけゅさっぉぇくぇ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお, ゃ ゅさけぉぇ くぇ くっゅけゃうすっ さけょうすっかう.
30 ぇゃゅせしす - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぉっいしかっょくけ ういつっいくぇかうすっ.
2 しっこすっきゃさう – 15 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ-╂っち – ぉなか
ゅぇさしおう ょさぇきぇすうつっく う そうかきけゃ ぇおすぬけさ. [けょっく っ こさっい 1926 ゅ. ╇ゅさぇっ 
ゃ ′ぇさけょくうは すっぇすなさ „╇ゃぇく ╁ぇいけゃ“ う ゃ おうくけすけ. ╂っち っ しさっょ くぇえ-こけ
こせかはさくうすっ う しくうきぇくう ぇおすぬけさう, し さけかう ゃなゃ そうかきうすっ: „┿ ぉはたきっ 
きかぇょう“, „] こぇゅけくうすっ くぇ ょはゃけかぇ“, „′はきぇ くうとけ こけ-たせぉぇゃけ けす かけ
てけすけ ゃさっきっ“ , „] ょなた くぇ ぉぇょっきう“, „¨しきうはす“, „′ぇ ゃしっおう おうかけきっ
すなさ“, „]っかはくうくなす し おけかっかけすけ“ う ょさ.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

『っくう けす 01 しっこすっきゃさう 2011 ゅ. :
╆ぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ „┿さしっ
くぇか” ┿╃ – ちっくぇ くぇ ょっく 24.00 かゃ.
╆ぇ くっさぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ – 
ちっくぇ くぇ ょっく – 25.00 かゃ.
『っくぇすぇ ゃおかのつゃぇ:
- ′けとせゃおぇ しなし いぇおせしおぇ – ぉかけお きぇしぇ; 
けぉはょ – きっくの; ゃっつっさは – ぉかけお きぇしぇ
- ‶けかいゃぇくっ くぇ けすおさうす ぉぇしっえく, てっい
かけくゅう う つぇょなさう
- Internet – かけぉう ぉぇさ
- Fitnes – くぇ けすおさうすけ
- ╉せさけさすくぇ すぇおしぇ
╃っちぇ ょけ 2 ゅ. – ぉっいこかぇすくけ.
╃っちぇ ょけ 12 ゅ. こけかいゃぇす 20% けすしすなこおぇ.

′ぇしすぇくはゃぇくっ – 14,00 つ.
¨しゃけぉけあょぇゃぇくっ – 12,00 つ.

｠《【╊] „╅『』╊〉╅]” – 〉╊』╊╆ぇ『

《‒╊『【╅

╆ぇこうしゃぇくっ う いぇこかぇとぇくっ – ゃ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” うかう ゃ しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ いぇゃけょう.
]こさぇゃおう う うくそけさきぇちうは – すっか. 21 56; 7 21 56; 0431/6 22 07

10 たうかはょう ょせてう ゅけょうてくけ ういこさぇ-
とぇ くぇ こけつうゃおぇ ‶さけそおけきうすっすなす くぇ 
„┿さしっくぇか” ゃ ゅけょうくうすっ けす 1979-すぇ 
ょけ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ くぇ きうくぇかうは 
ゃっお. ╃くっし すけゃぇ いゃせつう くっゃっさけはすくけ, 
けぉぇつっ っ そぇおす, くぇせつぇゃぇき けす ]すぇえ-
おけ ╁なかつっゃ, こけつくぇか ゃ „┿さしっくぇか” 
こなさゃけ ゃ おかけくぇ くぇ ╃]╉, こけしかっ – 
くぇ けぉとっしすゃっくぇ さぇぉけすぇ. ]すさけえくぇ 
けさゅぇくういぇちうは, さなおけゃけょっく ちっくすなさ 
いぇ さぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ おぇさすうすっ 
ゃ ‶さけそおけきうすっすぇ, „さなおぇゃうつおう” 
– しなすさせょくうちう こけ いぇゃけょう, すけつ-
くぇ したっきぇ いぇ ぉさけえ しすぇう, こけつうゃくう 
ぉぇいう, ゃさっきっ くぇ しきっくうすっ, ょっしっすおう 
ょけゅけゃけさう いぇ くぇっき くぇ おゃぇさすうさう う 
けぉきっく し ょさせゅう こけつうゃくう しすぇくちうう...

]すぇくちうはすぇ くぇ きけさっすけ っ „つっ-
さっておぇすぇ くぇ すけさすぇすぇ”

けす しぉなょくぇすぇ きっつすぇ いぇ こけつうゃおぇ 
くぇ くぇょ 15-すっ たうかはょう ぇさしっくぇか-
ちう けす ╉ぇいぇくかなお う こけょっかっくうはすぇ ゃ 
しすさぇくぇすぇ. ╆ぇゃなさてっくぇ こさっい 1967-
きぇ ゅけょうくぇ, 13-っすぇあくぇすぇ ぉぇいぇ くぇ 
くっしっぉなさしおうは ぉさはゅ しっ „こせおぇ こけ 
てっゃけゃっすっ” ゃしはおけ かはすけ, けしけぉっくけ 
こさっい のかう う ぇゃゅせしす, ゃなこさっおう 296 
– すっ きっしすぇ, こせしおぇくう くぇえ-くぇこさっょ 
いぇ こけ 12 ょくう ゃ 7 しきっくう, こけしかっ – 
いぇさぇょう くぇこかうゃぇ – いぇ こけ 10 ょくう 
くぇ 8 しきっくう. ¨すょっかくけ しっ くぇっきぇす 
おゃぇさすうさう ゃ ゅさぇょぇ いぇ さぇぉけすくうちう 
う しかせあうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” し けとっ 
100- 120 かっゅかぇ. ‶けつゃぇす けす 24 
きぇえ すぇ ょけ しさっょぇすぇ くぇ しっこすっきゃさう, 
おけゅぇすけ うょゃぇす こけつすう ぉっいこかぇすくけ 
しぇきけょっえちうすっ けす ゃしっゃないきけあくうすっ 
たせょけあっしすゃっくう しなしすぇゃう. ╉ぇさすうすっ ゃ 
しうかくうは しっいけく しぇ こけ 45 かゃ., こさっい 
のくう – こけ 30 かゃ. „╇きぇてっ けゅさけきくけ 
あっかぇくうっ ょぇ しっ こけつうゃぇ ゃ ′っしっぉなさ, 
くぇこさぇゃけ ぉってっ くっゃないきけあくけ こさっい 
のかう う ぇゃゅせしす!”, しこけきくは しう ]すぇえ-
おけ ╁なかつっゃ, おけえすけ こさぇゃっか つせょっしぇ, 
いぇ ょぇ くぇきっさう う ょさせゅう ゃぇさうぇくすう 
いぇ こけつうゃおぇ くぇ たけさぇすぇ – ょけゅけゃけ-
さう いぇ けぉきっく, おゃぇさすうさう し けしうゅせ-
さっく しすけか, ょけこかぇとぇくっ こけ そぇおすせさう 
くぇ しゃけぉけょくけ くぇっすう おゃぇさすうさう... 
╉ぇさすうすっ, ゃいっきぇくう し こけょこうし う こっ-
つぇす けす ‶さけそしなのいうすっ ゃ ]けそうは, しっ 
さぇいこさっょっかはす こけ いぇゃけょう, おなょっすけ 
しなすさせょくうちう ゅう さぇいょぇゃぇす こけうきっく-
くけ. 『っくぇすぇ くぇ おぇさすうすっ ょぇかっつ くっ 
こけおさうゃぇ さぇいたけょうすっ こけ かっすせゃぇくっ-
すけ. ╃けこかぇとぇ しっ けす そけくょ ]╀╉╋. 
‶さけぉかっき ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ぉぇいぇ - ゃ 
′っしっぉなさ, うきぇかけ しぇきけ し こけつうしすゃぇ-
くっすけ くぇ けすゃけょくうすっかくぇすぇ しうしすっ-
きぇ いぇさぇょう かうこしぇ くぇ せかせちう. 〈ぇおぇ 
ゃ くはおけう しすぇう しきっくはかう すぇこっすうすっ 
ゃしはおぇ こさけかっす. ╆うきぇすぇ そけぇえっすけ 
くぇ こけつうゃくぇすぇ しすぇくちうは しすぇゃぇかけ 
てうゃぇかくは いぇ さなおぇゃうちう いぇ ╆ぇゃけょ 3 
– せこかなすくはゃぇかう さぇぉけすぇすぇ くぇ こっさ-
しけくぇかぇ: ”╂けかはきぇ ゃっしっかぉぇ ぉってっ, 
さぇぉけすったぇ う こっったぇ, ょけゃけかくう ぉはたぇ, 
とけすけ きくけゅけ さぇぉけすぇ こさっい いうきぇすぇ 
すぇき くはきぇてっ”. 》さぇくぇすぇ ゃ しすけかぇ っ ゃ 
ういけぉうかうっ. ╋っしけすけ うょゃぇ ょうさっおすくけ 

けす きっしけおけきぉうくぇすぇ ゃ ╀せさゅぇし. 
60 ょせてう さぇぉけすはす ゃ しすけかぇ, 20 
ょせてう こっさしけくぇか けぉしかせあゃぇす 
しすぇくちうはすぇ. /╊っすっ すさせょくけ しっ 
くぇきうさぇかぇ さぇぉけすくぇ さなおぇ/. 
╋っあょせ 700 – 900 ょせてう 

ょくっゃくけ きうくぇゃぇす くぇ すさう しきっ-
くう こさっい しすけかぇ いぇ いぇおせしおぇ, 
けぉはょ う ゃっつっさは. ′っょけしすうゅなす 
くぇ ゃけょぇ こけ っすぇあうすっ, けこぇて-
おぇすぇ こさっょ しすけかぇ う つってきぇすぇ 
くぇ ゃたけょぇ, おなょっすけ たけさぇすぇ しう 
きうはす おさぇおぇすぇ けす しうすくうは きけさ-
しおう こはしなお, おぇおすけ う つっしすうすっ 
こけゃさっょう くぇ ぇしぇくしぬけさぇ, しぇ 
こさっくっぉさっあうきけ きぇかおぇ くっこさう-
はすくけしす – いぇ こけ-きぇかおけ けす っょくぇ 
いぇこかぇすぇ っ けしうゅせさっくぇ こけつうゃ-
おぇすぇ くぇ ちはかけすけ しっきっえしすゃけ. 
]すぇくちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” しっ 
すなさしう くっ しぇきけ けす ぇさしっくぇか-
ちう, いぇょっかは しっ ぇこぇさすぇきっくす いぇ 
╃]¨ „╋っすぇかたうき”, いぇ くっは „しっ 
くぇすうしおぇす” けす ¨おさなあくうは おけ-
きうすっす くぇ ╀╉‶, けす きうくうしすっさ-
しすゃけすけ ゃ しすけかうちぇすぇ, しすぇう しっ 
ょぇゃぇす こけくはおけゅぇ くぇ ╁けっくくぇすぇ 
ぉけかくうちぇ ゃ ]けそうは, おなょっすけ 
こなお こさうっきぇす し こさっょうきしすゃけ 
ぇさしっくぇかちう いぇ かっつっくうっ. ╃ぇ-
ゃぇす しっ う しすぇう くぇ けぉきっく いぇ 
30 つったう けす ╉ぇさかけゃう ╁ぇさう, 
おなょっすけ こなお 20 おぇいぇくかなつぇくう 
けす けさなあっえくうちぇすぇ こけつうゃぇす こけ 
20 ょくう ゃしはおけ かはすけ. 

┿さしっくぇかちう こけつうゃぇす う ゃ 
〉くゅぇさうは

〈ぇき, おぇおすけ う ゃ [せかぇ /╂╃[/, 
ぉぇいぇすぇ くっ っ すけかおけゃぇ ょけぉさぇ, 
くけ しっ こけょょなさあぇ けすかうつくけ. 
╇きぇかけ う けぉきっく しなし ]かけゃぇ-
おうは. ╁しうつおう つせあょっくちう けす 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ しすぇくちうは しっ 
ゃけょはす くぇ さぇいたけょおぇ し おけさぇぉ ゃ 
きけさっすけ う くぇ ょっかそうくぇさうせきぇ 
ゃなゃ ╁ぇさくぇ. ╁っょくなあ つったうすっ 
ういおせこうかう ゃしうつおう きけさはておう 
そかぇくっかおう ゃ きけさしおぇすぇ しすけかう-
ちぇ, しこけきくは しう ]すぇえおけ ╁なか-
つっゃ. ‶けきくう けとっ おぇお しっ こさっ-
ぉけさうか いぇ おゃぇさすうさう ゃ つうしすけ 
くけゃぇ おなとぇ  くぇ ぉぇうさぇ ゃ くけ-
ゃうは ゅさぇょ くぇ ]けいけこけか – けとっ 
20 かっゅかぇ いぇ ぇさしっくぇかちう. ¨とっ 
すけかおけゃぇ – ゃ 『ぇさっゃけ. 〈ぇおうゃぇ 
うきぇかけ う ゃ ╉うすっく, ぇ ういはゃっ-
くうすっ おけきしけきけかちう たけょっかう ゃ 
ょゃっすっ ぉせくゅぇかぇ くぇ ╋かぇょっあ-
おうは きっあょせくぇさけょっく ちっくすなさ ゃ 
‶さうきけさしおけ. „╇きぇた こなかくぇすぇ 
しゃけぉけょぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ 
ょぇ しおかのつゃぇき ょけゅけゃけさう いぇ 
こけつうゃおぇ. ╆ぇこけつゃぇた さぇくけ, 
おけゅぇすけ うきぇてっ う きっしすぇ, う 
こぇさう”, おぇいゃぇ ╁なかつっゃ, おけえすけ 
こけくはおけゅぇ „こさけぉうゃぇか” こさっい 
こけさすぇかうすっ くぇ うくしすうすせちううすっ 
う こさっょこさうはすうはすぇ し ぇさしっくぇか-
しおう しせゃっくうさう ゃ さなおぇ. 《うさ-
きっくう たうきうおぇかおう, くけあけゃっ けす 

しせゃっくうさくうは ちった, ょうこかはくおう..., 
„╇きっすけ „┿さしっくぇか” さぇぉけすう くぇ-
ゃしはおなょっ ”, さぇいぉさぇか こさっい ゅけょう-
くうすっ いぇゃっあょぇとうはす こけつうゃくけすけ 
ょっかけ. 〈けえ しおかのつうか ょぇあっ ょけ-
ゅけゃけさ し おけさぇぉけしすさけうすっかくうちぇ-
すぇ ゃなゃ ╁ぇさくぇ, おけはすけ こさぇとぇかぇ 
たけさぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ぉぇいぇ くぇ 
]すけかっすけゃ /くはおけゅぇ, こさっい 1934 
ゅ., くぇこさぇゃっくぇ いぇ ちぇさは, おけえすけ 
けぉぇつっ すぇおぇ う くうおけゅぇ くっ しこぇか 
すぇき/. ]さっとせ けぉきっく くぇ かっゅかぇ 
ゃ ぉぇいうすっ さぇぉけすくうちう う しかせあう-
すっかう しっ かっおせゃぇす う こけつうゃぇす ゃ 
しぇくぇすけさうせきぇ ゃ ╀ぇくおは, ゃ 》うしぇさ 
/25 – 30 かっゅかぇ ゅけょうてくけ/, ゃなゃ 
╁っかうくゅさぇょ, ゃ ′ぇさっつっく, ゃ ]ぇく-
ょぇくしおう. „╋くけゅけ くぇさけょ たけょってっ 
う ゃなゃ ╁なさてっち”, こけきくう ]すぇえおけ 
╁なかつっゃ, おけえすけ けすゅけゃぇさはか う  いぇ 
こけつうゃおぇすぇ くぇ ょっちぇすぇ くぇ ぇさしっ-
くぇかちう. „╊っおせゃぇたきっ ゅう ゃ ╋けきうく 
こさけたけょ. ╃なさあぇたきっ ゃさないおぇ し 
きっょうちうくしおうは しすぇちうけくぇさ, ょ-さ 
〈ぇておけゃ くぇしけつゃぇてっ たけさぇすぇ”, 
こさうこけきくは すけえ. 》っこぇすうすくけ ぉけ-
かくうすっ こさぇとぇかう ゃ 》うしぇさ, けす-
ょっかくけ ゃ こさけそうかぇおすけさうせきぇ くぇ 
¨ゃけとくうお こけつうゃぇかう こけ 1 000 
ょせてう ゅけょうてくけ. 『ったけゃっすっ ゃ 
╂ぇぉぇさっゃけ う 〈なあぇ うきぇかう たうあう 
ゃ 〈なあぇくしおうは ╀ぇかおぇく. ╄ょくぇすぇ 
ぉうかぇ ぉうゃてぇ こけしすさけえおぇ くぇ すさせ-
ょけゃぇちう, しすさけうかう こなす ょけ ゃなさたぇ. 

╃ぇあっ こけかいゃぇかう いぇ すけお けしすぇゃっ-
くぇすぇ けす すはた のいうくぇ. 』っ ょぇゃぇかう 
う くぇ ょさせゅう くぇけおけかけ. „╀ぇいぇすぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 1 ゃ ぅしっくけゃけ, けとっ おぇすけ 
しっ こけしすさけう, さぇいぉさぇた, つっ っ くっ-
っそっおすうゃくぇ – くはきぇ けすけこかはくっ”, 
おけきっくすうさぇ こけいくぇゃぇつなす, ゃうょはか 
おぇおゃう かう くっ っおしすさう けす けくけゃぇ 
ゃさっきっ. ╃ぇあっ こさぇとぇか ゃうょくう 
ぇさしっくぇかちう – ょけおすけさう う うくあっ-
くっさう,  くぇ ╀けさけゃっち ゃなゃ ゃうかくけ 
しっかうとっ „╋ぇかうくぇ”.

1 500 ょっちぇ くぇ ぇさしっくぇかちう 
かっすせゃぇかう くぇ かぇゅっさ ゃ ‶けきけ-
さうっ

╊ぇゅっさなす しっ こさぇゃっか ゃ しすぇうすっ 
くぇ くけゃけすけ せつうかうとっ, ゃ ちっくすなさぇ 
くぇ ゅさぇょぇ, くぇぉかういけ ょけ きけさっすけ. 
‶なさゃけ くはきぇかけ ゃけょぇ う こさうしこけ-
しけぉうかう ぉぇくは くぇ けすおさうすけ. ╆ぇ ょぇ 
しなぉっさぇす こけゃっつっ ょっちぇ, すなえ おぇすけ 
くぇこかうゃなす ぉうか ゅけかはき, けす ゃしうつ-
おう こけょっかっくうは くぇ „┿さしっくぇか” ゃ 
╀なかゅぇさうは, こけしすぇゃはかう かっゅかぇ こけ 
ゃしうつおう おぇぉうくっすう, ぉっい すけいう こけ 
たうきうは - いぇさぇょう けすさけゃうすっ. ]すぇえ-
おけ ╁なかつっゃ たけょうか つぇお ょけ [せしっ いぇ 
かっゅかぇ, おけうすけ いうきっ しおかぇょうさぇかう 
ゃ せつうかうとっすけ, ぇ かはすけすけ さぇいこな-
ゃぇかう くぇくけゃけ. ]ゅさぇょぇすぇ ぉうかぇ 
こけしすさけっくぇ し けぉとけ そうくぇくしう-
さぇくっ けす けぉとうくぇすぇ ゃ ‶けきけさうっ 
う ╃]¨ „╋っすぇかたうき” ゃ ]けこけす. 

‶けかけゃうくぇすぇ けす 300-すっ ょっちぇ くぇ 
しきはくぇ うょゃぇかう けす ]けこけす. 〉つう-
すっかうすっ しなぉうさぇかう けす ‶さけしゃっすぇ, 
ょっちぇすぇ – けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, すっ 
くっ しっ こけいくぇゃぇかう, くけ くうおけゅぇ くっ 
っ うきぇかけ うくちうょっくす, ゅけさょっっ しっ 
う ょくっし し こっさそっおすくぇすぇ けさゅぇくう-
いぇちうは ょなかゅけゅけょうてくうはす こさけそ-
しなのいっく ょっはすっか こけ こけつうゃくけすけ 
ょっかけ. ╃けおぇすけ さぇぉけすっか いぇ こけ-
つうゃおぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかちう, ]すぇえおけ 
╁なかつっゃ しぇきけ っょくけ しっ しすぇさぇっか 
– ょぇ くっ ゃさなとぇ くうおけゅけ, こけあっ-
かぇか こけつうゃおぇ. ╆ぇすけゃぇ しおかのつゃぇか 
くけゃう ょけゅけゃけさう, いぇすけゃぇ ょけさう 
けぉきうしかはかう し さなおけゃけょしすゃけすけ 
くけゃう ぉぇいう. ╆ぇっょくけ し たけさぇ けす 
╉さっきうおけゃちう けゅかっあょぇかう すっさっ-
くう ゃ ¨ぉいけさ, ゃなゃ ╁かぇし こなお ぉうかけ 
いぇぉさぇくっくけ しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ 
しすぇくちうう – ぉうかけ しぇきけ いぇ ういぉさぇ-
くう けす ]けそうは. ′け うょゃぇ くけゃけすけ 
ゃさっきっ う くっとぇすぇ いぇきうさぇす. ]すぇえ-
おけ ╁なかつっゃ しなあぇかはゃぇ しぇきけ いぇ 
っょくけ – くっ せしこはか ょぇ くぇょょっかっっ ゃ 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ょぇ いぇゅさぇょはす 
ょゃけさぇ くぇ しすぇくちうはすぇ ゃ ′っしっぉなさ. 
╉ぇすけ けすうてなか こさっょう ゅけょうくう, しっ 
しすさっしくぇか けす しゅさぇょうすっ けすこさっょ, 
こさっゅさぇょうかう こなすは う ゅかっょおぇすぇ 
おなき きけさっすけ. ╁ ぉぇいぇすぇ ゃかはいなか 
しぇきけ くぇ こなさゃうは っすぇあ. ╀うかけ きせ 
くっせょけぉくけ. ′け – „′ぇこさぇゃうかう 
しぇ たせぉぇゃ さっきけくす”. ╆っすはす けぉぇつっ 
つっしすけ たけょっか すぇき, う すけえ – ぇさしっ-
くぇかっち. ¨す こなさゃうは しう さぇぉけすっく 
ょっく. ╉ぇすけ あっくぇすぇ, ょなとっさはすぇ 
- うくあっくっさ う しゃぇすけゃっすっ. „]なさ-
ょっつくけ しなき しゃなさいぇく し „┿さしっくぇか”, 
せしきうたゃぇ しっ ]すぇえおけ ╁なかつっゃ. 
„╋くけゅけ しなき ょけゃけかっく けす ょっちぇ う 
ゃくせちう!”, さぇょゃぇ しっ くぇ しすぇさうくう-
すっ すけえ. ]うくなす っ ゃ ]けそうは. ╇きぇ 
ゃっつっ っょうく こさぇゃくせお, つぇおぇ ゃすけさぇ 
こさぇゃくせつおぇ. ‶っくしうけくっさしおぇすぇ きせ 
こさけゅさぇきぇ っ こなかくぇ – しせすさうく くぇ 
おぇそっ ゃ しすけかぇ ょけ ぉうゃてうは しなゃっす, 
しかっょけぉっょ – ゃ ぉうぉかうけすっおぇすぇ. 
¨すすぇき しっ しくぇぉょはゃぇ う し „〈さうぉせ-
くぇ ┿さしっくぇか”, ゃいうきぇ ゃっしすくうお う 
いぇ しなしっょう う こさうはすっかう. ╇ いぇ けとっ 
くっとけ しっ さぇょゃぇ ]すぇえおけ ╁なかつっゃ 
– おぇすけ きうくぇゃぇ こさっい こぇいぇさぇ, う 
ょくっし ゃ あっゅぇすぇ, ゅけ しこうさぇす ぇさしっ-
くぇかちう: ”╀ぇえ ]すぇえおけ, ょぇえ っょくぇ 
おぇさすぇ いぇ きけさっすけ”. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╁ すけゃぇ かはすくけ ゃさっきっ, おけっすけ くぇしすさけえゃぇ けすこせしおぇさしおう う さけきぇくすうつ-
くけ, しうゅせさくけ ゃしっおう ゃすけさう おぇいぇくかなつぇくうく くぇょ 40-すっ, ゃさなとぇえおう しっ 

おなき ょっすしすゃけすけ しう, くはきぇ おぇお ょぇ くっ しう しこけきくう すさなこおぇすぇ くぇ こなさゃうすっ 
しう しさっとう し きけさっすけ – いぇ きくけいうくぇ けす くぇし, しなし しうゅせさくけしす しかせつうかう しっ 
くぇ こけつうゃくぇすぇ しすぇくちうは くぇ „┿さしっくぇか”. „╋ぇかおうはす ╉ぇいぇくかなお”, おぇいゃぇたぇ 
いぇ ′っしっぉなさ ぇさしっくぇかちう こさっょう 30-すうくぇ ゅけょうくう. ╆ぇとけすけ こけつうゃくぇすぇ 
ぉぇいぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ っ こけつすう こなさゃぇすぇ, ういすけつうかぇ 13-すっ しう っすぇあぇ 
くぇ きっすさう けす こかぇあぇ くぇ くっしっぉなさしおうは いぇかうゃ. ╇ っ こなかくぇ けす きぇえ ょけ しっこ-
すっきゃさう し おぇいぇくかなておう しっきっえしすゃぇ. ̈ すょっかくけ おゃぇさすうさうすっ... ╁ ょくってくけすけ 
ゃさっきっ くぇ かっすくう こけつうゃおう しさっょ ぉっすけくうすっ きう しすぇゃぇ うくすっさっしくけ ょぇ しっ 
ゃうょは し つけゃっお, おけえすけ こけきくう っょくう ょさせゅう, しなし しうゅせさくけしす こけ-とぇしすかうゃう 
いぇ けぉうおくけゃっくうは つけゃっお, ゃさっきっくぇ. ╉けゅぇすけ うきぇてっ きけさっ いぇ ゃしっおう, し 
おぇさすぇ いぇ こけ 12 ょくう くぇ ちっくう けす 30 ょけ 45 かっゃぇ う たさぇくぇ „くぇ おけさっき” ゃ 
しすけかぇ, こかのし ゅかっょおぇ おなき きけさっすけ, くっ しぇきけ くぇょ 9-うは っすぇあ... ╉ぇお しっ っ 
しかせつゃぇかけ ゃしうつおけ すけゃぇ? – ょけ こけしかっょくぇすぇ こけょさけぉくけしす う ょくっし こけきくう 
]すぇえおけ ╁なかつっゃ, おけゅけすけ きくけいうくぇ いくぇはす おぇすけ ]すぇえおけ ]すぇえおけゃ, ょっすけ 
ょぇゃぇか おぇさすうすっ いぇ きけさっすけ けす 1979-すぇ ょけ 1991-ゃぇ. ╇ ぉっい ょぇ ゅけ こうすぇき 
おぇおゃぇ っ うしすうくぇすぇ いぇ さってぇゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっきうすっ いぇ こけつうゃおぇすぇ くぇ 
くぇょ 15-すっ  たうかはょう ょせてう ゃ しうしすっきぇすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ ょけ くぇつぇかけすけ 
くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお, しぇき きう おぇいゃぇ くはおなょっ こけ しさっょぇすぇ 
くぇ さぇいゅけゃけさぇ: ”╇きっすけ „┿さしっくぇか” さぇぉけすう くぇゃしはおなょっ”.

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇく-
かなお くっ こさうっ うしおぇくうすっ けす おきっすぇ 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ ょけこなかくうすっか-
くう しさっょしすゃぇ いぇ  うくゃっしすうちうう 
ゃ さっきけくすう いぇ くぇょ 2 きうかうけくぇ 
かっゃぇ. ‶さっょかけあっくうっすけ くぇ 
おきっすぇ しなぉさぇ 12 ゅかぇしぇ „いぇ”, 1 
„こさけすうゃ”,  9 しっ ゃないょなさあぇたぇ. 
〈ぇおぇ こさっょゃうょっくうすっ けす おきっすぇ 
さっきけくすう くぇ ょっすしおう ゅさぇょうくう う 
せつうかうとぇ, くはおけう けす おけうすけ – こけ 
こさっょこうしぇくうは けす 》╄╇ う ょさせゅう 
けさゅぇくう, いぇしっゅぇ けしすぇゃぇす しぇきけ 
うょっは くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ.
╆ぇゃうてっくうっすけ くぇ ぉのょあっすぇ いぇ 

すぇいう ゅけょうくぇ し 2 きかく.182 たうかは-
ょう かっゃぇ くっ しっ こけおさうゃぇ けす けつ-
ぇおゃぇくうすっ しけぉしすゃっくう こさうたけょう, 

おけきっくすうさぇ こさっょ しなゃっすくうちうすっ 
こさっょしっょぇすっかはす ]ぇきぇさしおう しかっょ 
ょっぉぇすぇ. ]ぇきけ しかっょ きっしっちう 
とっ こけかせつうき けおけかけ 2 きうかうけくぇ 
かっゃぇ けす しょっかおぇすぇ し うくゃっしすうすけ-
さぇ くぇ そけすけゃけかすぇうつくうは こぇさお, 
ぇさゅせきっくすうさぇ うしおぇくっすけ しう おきっ-
すなす, おけえすけ ぉっ ょけこなかくっく けす いぇ-
きっしすくうおぇ しう ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ, 
おけはすけ けぉはしくう, つっ くはおけう けす さっ-
きけくすうすっ しぇ くぇかっあぇとう こさっょう 
せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ う こさっょゃうょ 
ょけぉさけすけ ゃさっきっ しっゅぇ いぇ しすさけう-
すっかしすゃけ.
╆ぇ 2011 ゅ. ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす 

っ ゅかぇしせゃぇか けぉとけ 3 きかく. 82 た. 
かゃ. いぇ  ういこなかくっくうっ くぇ しすさけう-
すっかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ. ╆ぇゃうてっくう-

っすけ, うしおぇくけ けす ╃ぇきはくけゃ, ゃょう-
ゅぇ しせきぇすぇ くぇ 5 きかく. 980 たうか. 
かゃ., こさう しけぉしすゃっくう こさうたけょう 
けす こさけょぇあぉぇ くぇ うきせとっしすゃけ 
けす 130 たうかはょう かっゃぇ, おけっすけ いぇ-
しすさぇてぇゃぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
けす くぇさぇしすゃぇとぇ いぇょかなあくはかけしす, 
けぉはしくう くぇ しっしうはすぇ ]ぇきぇさしおう, 
おけえすけ しなけぉとう, つっ おなき きけきっく-
すぇ, こけ くっけそうちうぇかくう ょぇくくう, 
いぇょなかあっくうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
しぇ おなき 8 きうかうけくぇ かっゃぇ う すっ 
とっ けしすぇくぇす おぇすけ くぇしかっょしすゃけ 
いぇ しかっょゃぇとうは おきっす. „┿い しなとけ 
くぇしかっょうた 2 きうかうけくぇ いぇょなか-
あっくうは. ′はおけう けす ょけゅけゃけさうすっ 
こさっょゃうあょぇす さぇいしさけつっくけ こかぇ-
とぇくっ, おけっすけ っ ゃ くぇてぇ こけかいぇ, 
すけゃぇ っ けこっさぇすうゃくぇ さぇぉけすぇ, 
おけはすけ くっ いぇしすさぇてぇゃぇ そうくぇく-
しけゃけすけ しなしすけはくうっ くぇ ¨ぉとうくぇ-
すぇ”, ういさぇいう こけいうちうは ╃ぇきはくけゃ. 
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ̈ ぉ] せすけつくう, 
つっ ]すっそぇく ╃っさゃうてっゃ っ けしすぇ-
ゃうか くっ 2 きうかうけくぇ ょなかゅ, ぇ 300 
たうかはょう かっゃぇ.
‶け ょぇくくう くぇ ╃うきうすなさ ╃う-

きうすさけゃ, ょうさっおすけさ くぇ そうくぇく-
しけゃぇすぇ ょうさっおちうは くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, おなき 30-すう のくう しぇ 
こけしすなこうかう こさうたけょう けす こさけょぇあ-
ぉう, し おけうすけ しっ こけおさうゃぇす さぇいたけ-
ょうすっ こけ くせあくうすっ ゃ けぉとうくぇすぇ 
さっきけくすう, けぉとけ 113 785 かっゃぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ゃはさくけ. ‶けつすう 150 たうかはょう きけう 
おくうゅう ゃっつっ しぇ おせこっくう ゃ ╀なか
ゅぇさうは. ╁しっおう けす すっいう つうすぇすっかう 
いぇ きっく っ こけょぇさなお.

╃. [.:╆くぇつう ゃっつっ きけあっき 
ょぇ ╁う こさうこけいくぇっき おぇすけ 
っょうく けす くぇし う ょぇ けつぇおゃぇきっ 
ょぇ ょけえょっすっ けすくけゃけ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは? ‶けかせつうたすっ こけおぇくぇ いぇ 
‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお.  

- ] せょけゃけかしすゃうっ とっ ょけえょぇ けす
くけゃけ. ╋くけゅけ ぉうた うしおぇか う うきぇ 
きくけゅけ たけさぇ, し おけうすけ うしおぇき ょぇ 
しっ しさっとくぇ けすくけゃけ. 〈っさぇこっゃすう
すっ ゃうくぇゅう おぇいゃぇす, つっ せ つけゃっおぇ 
うきぇ くっとけ おぇすけ ょゃけえくぇ こさう
くぇょかっあくけしす. ╉けゅぇすけ くぇうしすうくぇ 
ういこうすゃぇて, つっ こさうくぇょかっあうて 
おなき くっとけ, すけゅぇゃぇ う すけゃぇ くっとけ 
こさうくぇょかっあう くぇ すっぉ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

『╊〈《〉【¨『╅【...

》. ╀せおぇえ し こけつうすぇすっかう
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╊さつたかちてひて をうかてあせ ぃけさそう:

ぁ】╇』【╇╅〈 』╊ ╇ 』╇《¨ ╇《╉¨ ╇ 》『《‒╊』¨っ【╅ 

｠『《〉¨[╅ ¨′╆《『  ̈2011

╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう こさっょう 
こさったけょぇ う くぇつぇかけすけ くぇ 

こさけきっくうすっ っ ょうさっおすけさ „╇くゃっし-
すうすけさしおう おけくすさけか” ゃ ]すけこぇく-
しおけ けぉっょうくっくうっ „]すうか”. ′ぇさう-
つぇ すけいう しう こっさうけょ けす あうゃけすぇ 
„ゅけかはきぇ ておけかぇ”. 
]かっょ くっは かけゅうつくけ こけっきぇ 

いぇ ょゃっ ゅけょうくう ゃ [せしうは おぇすけ 
すったくうつっしおう さなおけゃけょうすっか くぇ 
しすさけうすっかくう けぉっおすう, くせあくう いぇ 
いぇゃさなとぇくっすけ くぇ しなゃっすしおうすっ  
ゃけえくうちう う けそうちっさう けす ╂っさきぇ-
くうは しかっょ さぇいこぇょぇくっすけ くぇ ╁ぇさ-
てぇゃしおうは ょけゅけゃけさ う おさぇは くぇ 
]すせょっくぇすぇ ゃけえくぇ. ¨こさっょっかは 
すけいう こっさうけょ ゃ あうゃけすぇ しう おぇすけ 
„たせぉぇゃ” う し „ょけぉさう こぇさう”. 
¨す 1995 ゅけょうくぇ ょけ しっゅぇ っ ゃ 

„┿さしっくぇか” ┿╃, おなょっすけ っ さな-
おけゃけょうすっか くぇ く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”.
╀うか っ けぉとうくしおう しなゃっすくうお  - 

けぉとけ 5 きぇくょぇすぇ:  ょゃぇ こけさっょくう 
ゃなゃ ゃさっきっすけ こさっょう 1989 ゅけ-
ょうくぇ う すさう - ゃ ょっきけおさぇすうつくけ 
ゃさっきっ. ╀うか っ しなゃっすくうお けす ╀]‶  
- 4 きぇくょぇすぇ, ぇ こけくぇしすけはとっき っ 
つぇしす けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお. ‶さっょしっょぇすっか っ 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. ╇い-
ぉさぇく っ っょうくけょせてくけ くぇ こけしすぇ 
いぇさぇょう ょけおぇいぇくうは こさけそっしうけ-
くぇかういなき う ぇゃすけさうすっす.  
 
【うおけゃ ╆┿:  

╆ぇ せつぇしすうっ きせ ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“
╋うしかは, つっ すせお きう っ きはしすけすけ. 

╁ すぇいう ゅさせこぇ. ′うおけゅぇ くっ しなき 
しっ ゃないこさうっきぇか いぇ こけかうすうお, ぇ 
しっ しすうつぇき っょうくしすゃっくけ こさけそっ-
しうけくぇかくけ こけょゅけすゃっく. ╆ぇすけゃぇ し 
さぇょけしす こさうった こけおぇくぇすぇ くぇ ゅ-く 
╇ぉせてっゃ ょぇ しないょぇょっき すぇいう ゅさせ-
こぇ う ょぇ せつぇしすゃぇき ゃ くっは. ╋うしかは, 
つっ し こさけそっしうけくぇかういきぇ しう きけゅぇ 
ょぇ しなき こけかっいっく くぇ たけさぇすぇ すせお. 
┿ こさけそっしうはすぇ きう っ すぇおぇゃぇ, つっ 
きう ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しっ いぇ-
こけいくぇゃぇき し ゃしうつおう くけゃけしすう. ╁ 
すけいう しきうしなか しなき う ょけしすぇ ゅなゃ-
おぇゃ つけゃっお. ╋けぉうかっく. 

╆ぇ そけさきせかぇすぇ くぇ せしこってくうは 
おきっす う せしこってくうは きぇくょぇす: 

╄ょうく おきっす いぇょなかあうすっかくけ 
しかっょゃぇ ょぇ っ つっしすっく. ╃ぇ こけいくぇゃぇ 
こさけぉかっきうすっ くぇ ゅさぇょぇ う さぇえけくぇ. 
╆ぇすけゃぇ とっ きせ っ くせあくけ ゃさっきっ 
うかう こけくっ けこうす けす 5 ゅけょうくう ゃ けぉ-
とうくしおぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ╃けぉさっ 
っ ょぇ っ こさけそっしうけくぇかくけ けぉさぇ-
いけゃぇく, こさっょゃうょ  しこっちうそうおぇすぇ 
くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす: しつうすぇき, つっ 
いぇ すぇいう さぇぉけすぇ しぇ こけょゅけすゃっくう 

こさうかうつくけ  たけさぇ し すったくうつっしおう 
うかう しすさけうすっかくう おゃぇかうそうおぇ-
ちうう, ょけぉさう うおけくけきうしすう う しぇきけ, 
ぇおけ さってう ょぇ しっ あっさすゃぇ – ょけぉなさ 
のさうしす.

╆ぇ おけかうつっしすゃけすけ けす おぇくょうょぇす-
おきっすけゃっ: 

′はきぇ くうとけ かけてけ ゃ おけかうつっ-
しすゃけすけ. ╁ぇあくけ っ けぉぇつっ おぇつっしす-
ゃけすけ. ┿ おけくおせさっくちうはすぇ っ けこさっ-
ょっかはとぇ いぇ くっゅけ. 
 

╋けはす そぇゃけさうす いぇ おきっす: 

╁っつっ うきぇき すぇおなゃ. 】っ ゅかぇしせ-
ゃぇき いぇ おきっす, おけえすけ とっ  いぇとうすぇ-
ゃぇ うくすっさっしうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
くぇ けぉとうくぇすぇ. 

 ′ぇえ-くっけすかけあくうすっ いぇ さってぇ-
ゃぇくっ こさけぉかっきう くぇ けぉとうくぇすぇ: 

1. ╇くそさぇしすさせおすせさぇすぇ. ′っ しぇきけ 
こなすうとぇすぇ. ┿ おけきこかっおしくけ - ╁う╉, 
けしゃっすかっくうっ, ゃしうつおけ. 
2. ̈ ぉさぇいけゃぇくうっすけ - おぇすけ こぇさう 

う ちはかけしすくぇ  ゃういうは.
3. ╆ょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ:  ゃ しかせ-

つぇは けしくけゃくけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
こぇさう う ょけぉさぇ ぇこぇさぇすせさぇ. ╃け-
ぉさうすっ おぇょさう うょゃぇす しぇきう. ‶さう 
ういこなかくっくけ こなさゃけ せしかけゃうっ. 

 ‶ぇくぇちっは いぇ かけてうすっ こなすうとぇ う 
うくそさぇしすさせおすせさぇ:  

′はきぇ. ‶さけしすけ しぇ くせあくう きくけ-
ゅけ こぇさう. ╋うかうけくう. ] ういおなさこ-
ゃぇくっ くぇ こぇさつっ くっ しっ さってぇゃぇす 
くっとぇすぇ. ′っ しすぇゃぇ う いぇ っょうく 
きぇくょぇす ょぇ しなあうゃうて ぇぉしけかのす-
くけ させたくぇかぇ けす 20 ゅけょうくう こなす-
くぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ. ¨しくけゃくう-
はす こさけぉかっき っ, つっ いぇ けぉとうくしおぇ  
うくそさぇしすさせおすせさぇ くはきぇ っゃさけ-
こっえしおう こぇさう. ┿ しぇきけ しなし しけぉしす-
ゃっく ぉのょあっす くはきぇ おぇお ょぇ しすぇくっ. 
′け くはきぇ くっさってうきう こさけぉかっきう. 
╁しっおう  こさけぉかっき うきぇ  さってっくうっ. 

 ╆ぇ ゃかぇしすすぇ: 

′っ ゅけ ぉかぇいくう. ′っ しっ ういおせてぇ-
ゃぇ う ょぇ っ おきっす くぇ ゅさぇょぇ, ゃな-
こさっおう つっ ゃなゃ ゃしはおぇ おぇきこぇくうは 
くぇこけしかっょなお しこさはゅぇす  うきっすけ きせ. 
〈ゃなさょう, つっ っょうく おきっす すさはぉゃぇ 
ょぇ うきぇ こけくっ 5 ゅけょうくう しすぇあ ゃ 
きっしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. 〈けえ 
しぇきうはす ぉうか ょぇか しゃけうすっ こっす. 
‶けあっかぇゃぇ くぇ ゃしうつおう おぇくょうょぇ-
すう ょぇ きうくぇす けすすぇき, いぇ ょぇ ゃうょはす 
おぇおゃけ っ ょぇ けすゅけゃぇさはて いぇ ぉけか-
くうちう, せつうかうとぇ, こなすうとぇ, すけ-
こかけ, ゃしうつおけ. 

 ╁ すけいう きぇくょぇす ぉはたぇ こさけこせし-
くぇすう: 

╋くけゅけ ゃなきけあくけしすう ゃ ╉ぇいぇく-
かなお ょぇ うきぇ しゃっあう こぇさう. ╇ こけ-
ょけぉさぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ.  900-すっ 
たうかはょう かっゃぇ, いぇゅせぉっくう いぇ くけゃけ 
ゃけょけしくぇぉょはゃぇくっ ゃ ╃けかくけ ╇い-
ゃけさけゃけ しぇ しぇきけ たさうしすけきぇすうっく 
こさうきっさ いぇ くっさぇいぉうさぇくっ  くぇ しな-
とうくしおうすっ こさうけさうすっすう くぇ きっしす-
くぇ ゃかぇしす. ′っしかせつうかうすっ しっ きくけ-
ゅけ けす こさけょぇあぉうすっ くぇ けぉとうくしおぇ 
しけぉしすゃっくけしす ゃ すけいう きぇくょぇす くっ 
しぇ かけてけ くっとけ, くぇこさけすうゃ - くぇ-
きうさぇき ゅけ いぇ こけかけあうすっかくけ.  ′っ 
きけあっ しぇきけ ょぇ ょっおぇこうすぇかういう-
さぇて けぉとうくぇすぇ. ′せあっく っ う けぉ-
さぇすっく こさけちっし. 

 ]かっょゃぇとうはす ̈ ぉとうくしおう しなゃっす 
すさはぉゃぇ ょぇ っ : 

╉ぇおなゃすけ ゅけ ういぉっさぇす たけさぇすぇ. 
╇ ぇおけ っ ゃないきけあくけ, くっ すけかおけゃぇ 
こなしすなさ. ‶なしすさけすぇすぇ くっ ゃうくぇゅう 
っ せかっしくっくうっ ゃ さぇぉけすぇすぇ きせ. 
′ぇょはゃぇき しっ, つっ たけさぇすぇ とっ しぇ 
さぇいせきくう う けすくけゃけ とっ ゅかぇしせ-
ゃぇす ょけゃっさうっ くぇ くぇてぇすぇ ゅさせこぇ 
– ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡. ╋うしかは, 
つっ きけゅぇ ょぇ しなき こけかっいっく いぇ たけ-
さぇすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ  ゃ おぇつっしすゃけ-
すけ しう くぇ しなゃっすくうお. 

‶けあっかぇくうっ おなき しかっょゃぇとうは 
おきっす: 

╃ぇ くぇこさぇゃう けぉとっしすゃっくうすっ こけ-
さなつおう くぇうしすうくぇ けすおさうすう. ╇ ぉっい 
„いかぇすくう” ょけゅけゃけさう おぇすけ すっいう いぇ 
たさぇくぇすぇ う すけこかけすけ ゃ けぉとうくしおう-
すっ いぇゃっょっくうは. 

 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

『ゃっすぇく 〈っくっゃ 【うおけゃ.
58-ゅけょうてっく, うくあっくっさ. 
╆ぇゃなさてうか ╁うしてうは うくしすうすせす 
こけ うくあっくっさくけ しすさけうすっかしすゃけ, 
しっゅぇ ╁╇┿], しこっちうぇかくけしす 
„‶さけきうてかっくけ う ゅさぇあょぇくしおけ 
しすさけうすっかしすゃけ”. ╆けょうは - ╁け-
ょけかっえ.
╅っくっく. ╀ぇとぇ くぇ ょゃっ こけさぇ-
しくぇかう ゃっつっ う いぇょけきっくう ょっちぇ 
- しうく う ょなとっさは. 
╁ないこうすぇくうお っ くぇ ╁すけさぇ おぇ-
いぇくかなておぇ ゅうきくぇいうは.  
╆ぇこけつゃぇ すさせょけゃうは しう しすぇあ ゃ 
′╇〈╇ – ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ 5 
ゅけょうくう さぇぉけすう おぇすけ こさけっお-
すぇくす. 5 ゅけょうくう っ くぇつぇかくうお 
けすょっか „┿さたうすっおすせさぇ う ぉかぇゅけ-
せしすさけえしすゃけ” ゃ  けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは くぇ ╉ぇいぇく-
かなお,  こけ ゃさっきっすけ くぇ ]すぇくつけ 
╉けっゃ. ╆ぇ ゃさっきっすけ, こさっおぇさぇ-
くけ ゃ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, おぇいゃぇ, 
つっ しっゅぇ きせ っ きくけゅけ けす こけかいぇ 
ゃ さぇぉけすぇ きせ おぇすけ けぉとっしすゃっ-
くうお う っおしこっさす.

]なし しぇきけしすけはすっかくぇ かうしすぇ いぇ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうちう  とっ せつぇしすゃぇ くぇ こさっょしすけはとう

すっ きっしすくう ういぉけさう ╁╋[¨ - ╀′╃ - ╉ぇいぇくかなお. 
〈けゃぇ けぉはゃう  くっえくうはす こさっょしっょぇすっか 』ぇゃょぇさ 
┿くゅっかけゃ. ‶なさゃけくぇつぇかくぇすぇ うょっは, おぇおすけ くぇ
きっさっくうはすぇ くぇ おぇいぇくかなておうすっ ゃけえゃけょう, ぉはたぇ 
ょぇ しぇ つぇしす けす けぉとけすけ ょはしくけ けぉっょうくっくうっ こけょ 
っゅうょぇすぇ くぇ 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 
╂╄[╀. ]かっょ おぇすけ しすぇくぇ はしくけ, つっ ╂╄[╀ – ╉ぇ

╋っしっち う こけかけゃうくぇ こさっょう こけさっょくうすっ ういぉけさう いぇ きっしすくう けさゅぇくう くぇ 
ゃかぇしすすぇ ゃ おゃ. „╇いすけお” ぉっ くぇこさぇゃっく  こなさゃうはす しけくょぇあ, し おけえすけ ぉっ 

ょぇょっく しすぇさす くぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ くけゃ こぇさお. ]すぇさすなす くぇ しけくょぇあぇ ぉっ  
ょぇょっく しうきゃけかうつくけ けす おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. 
‶ぇさおなす とっ ぉなょっ さぇいこけかけあっく ゃなさたせ けぉとぇ こかけと けす 30 ょっおぇさぇ くぇ すさう 

こかけとぇょおう, おけうすけ ゃ きけきっくすぇ しぇ こさぇいくけ こさけしすさぇくしすゃけ. ‶ぇさおなす とっ しっ 
ういゅさぇあょぇ こけっすぇこくけ. [っぇかういうさぇ しっ しなし しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお.
‶ぇさおなす ゃ あ.お. „╇いすけお” とっ しっ ういゅさぇあょぇ こけ ぇくぇかけゅうは くぇ ういゅさぇょっくうは 

こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう こぇさお ゃ おゃ. „╁ぇしうか ╊っゃしおう”. ‶さっょう きっしっち, おけゅぇ
すけ すぇき ぉっ ゃくっょさっくぇ くけゃぇすぇ こけかうゃくぇ しうしすっきぇ, おきっすなす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお けぉっとぇ すぇおなゃ いっかっく けぇいうし ょぇ ぉなょっ こけしすさけっく う いぇ あうすっかうすっ くぇ 

e-mail: experti.kazanlak@gmail.com

いぇくかなお とっ せつぇしすゃぇ しぇきけしすけはすっかくけ くぇ ういぉけさうすっ こさっい けおすけき
ゃさう,   ゃけえゃけょうすっ しなとけ こさっょこさうったぇ おせさし おなき しぇきけしすけはすっかくけ 
せつぇしすうっ. ╁しっ けとっ くっ っ はしくけ ょぇかう とっ うきぇす う しゃけえ おぇくょうょぇす 
いぇ おきっす うかう とっ こけょおさっこはす くはおけえ けす ょけしっゅぇ ういゃっしすくうすっ. 〈けゃぇ, 
しこけさっょ ┿くゅっかけゃ, とっ しすぇくっ はしくけ くぇ こけ-おなしっく っすぇこ. 
]こけさっょ くっゅけ こさっょしすけはとうすっ ういぉけさう しぇ せくうおぇかくぇ しうすせぇちうは 

いぇ ╁╋[¨-╀′╃, すなえ おぇすけ こぇさすうはすぇ うきぇ う しゃけえ おぇくょうょぇす いぇ 
こさっいうょっくす.

[ぇいこぇょくぇ しっ こさけっおすなす いぇ ょはしくけ けぉっょうくっ
くうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお

〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ しかっょ おぇすけ ╂╄[╀ - ╉ぇいぇくかなお 
ゃいっ さってっくうっ いぇ しぇきけしすけはすっかくけ せつぇしすうっ くぇ 
こさっょしすけはとうすっ ういぉけさう う  はゃはゃぇくっすけ ゃ すはた しなし 
しぇきけしすけはすっかくぇ かうしすぇ いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくう
ちう.  
╆ぇ さぇいこぇょぇ くぇ うょっはすぇ,  し おけはすけ かうつくけ しっ ぇく

ゅぇあうさぇ おぇくょうょぇすなす いぇ おきっす くぇ ╂╄[╀ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, しなけぉとうたぇ こなさゃう かうょっさうすっ くぇ ]うくはすぇ おけぇかうちうは ゃ 
╉ぇいぇくかなお - くぇ ╃]╀ うくあ. ╇ゃぇく ╊ぇこつっゃ う くぇ ]╃] うくあ. ′うおけ
かぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ. ]かっょ さぇいこぇょぇ くぇ こさけっおすぇ いぇ ょはしくけ けぉっ
ょうくっくうっ ]うくはすぇ おけぇかうちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ しっ はゃはゃぇ しなし しゃけは 
しぇきけしすけはすっかくぇ かうしすぇ いぇ しなゃっすくうちう う しゃけえ おぇくょうょぇす いぇ おきっす, 
ゃ かうちっすけ くぇ ′うおけかぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ. 
‶さけゅくけいうすっ くぇ ┿かっおしぇくょさけゃ しぇ, つっ ゃ しないょぇょっくぇすぇ しうすせぇちうは 

けす ╂╄[╀ すさせょくけ とっ ゃいっきぇす ゃ すぇいう おけくそうゅせさぇちうは う 6 きぇくょぇすぇ. 
╆ぇさぇょう っゅけうしすうつくう うくすっさっしう けす ╂╄[╀ し かっおぇ さなおぇ こけつっさくうたぇ 
ょはしくけすけ ぉなょっとっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇはゃう けとっ すけえ.

] さってっくうっ くぇ 『╇╉-]けそうは けす 19-すう ぇゃゅせしす ̈ ぉとうくしおぇすぇ うい
ぉうさぇすっかくぇ おけきうしうは ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃしすなこゃぇ ゃ ょかなあくけしす. 〈は 

すさはぉゃぇ ょぇ けさゅぇくういうさぇ う こさけゃっょっ  こさっょしすけはとうすっ ういぉけさう いぇ 
こさっいうょっくす くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは  う いぇ きっしすくう けさゅぇくう くぇ 
ゃかぇしすすぇ- おきっすけゃっ くぇ けぉとうくう, くぇ くぇしっかっくう きっしすぇ う けぉとうくしおう 
しなゃっすくうちう. ‶けしすうゅくぇすけ っ しなゅかぇしうっ  きっあょせ こさっょしすぇゃうすっかう
すっ くぇ さぇいかうつくうすっ こけかうすうつっしおう しうかう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 
しなしすぇゃぇ くぇ ¨ぉとうくしおぇすぇ ういぉうさぇすっかくぇ おけきうしうは. ]なゅかぇしくけ さっ
てっくうっすけ くぇ 『╇╉ けす 10-すう ぇゃゅせしす, ¨ぉとうくしおぇすぇ ういぉうさぇすっかくぇ 
おけきうしうは くぇ ╉ぇいぇくかなお とっ っ けす 17 つかっくぇ, ゃ しなしすぇゃ: ‶さっょしっょぇ
すっか: ╇ゃぇくおぇ [せしっくけゃぇ ╇ゃぇくけゃぇ - ╂╄[╀ , ╆ぇき.-こさっょしっょぇすっか: 
╈なかょない ╄きうく 『さなくおけゃぇ-【うぉかな - ╃‶], ]っさっすぇさ: ╋うかおぇ ′う
おけかけゃぇ ╄くつっゃぇ - ╀]‶, 』かっくけゃっ: ╁っかうくぇ ╇ゃぇくけゃぇ ]すけえつっゃぇ, 
╋ぇさうぇくぇ ╀けさうしけゃぇ ]すけえくっゃぇ, ]うかゃうは ╂っけさゅうっゃぇ ┿くゅっかけゃぇ, 
╃っつおけ ╂っけさゅうっゃ ‶っえつうくけゃ, ╈けさょぇくおぇ ╇かうっゃぇ ┿さくぇせょけゃぇ, 
┿くう 〈けょけさけゃぇ ╉ぇょうっゃぇ, ╂ぇかうくぇ ╃っくっゃぇ ╁かぇえおけゃぇ - ゃしうおう 
けす ╂╄[╀, ‶っすは ]すけえおけゃぇ ╉っそぇかけゃぇ う 》さうしすけ [ぇつっゃ ╋ぇさおけゃ - 
╀]‶, ′っょはかおぇ ┿しっくけゃぇ ╇ゅかっゃぇ-╂かせておけゃぇ う ]せいぇく ]っかうきけゃぇ 
╇ぉうてっゃぇ - ╃‶], ╄ゃゅっくうは ‶ぇゃかけゃぇ 』うくすけゃぇ - ┿すぇおぇ, ╁っしっかうく 
]すぇえおけゃ ╁ぇくょけゃ – ]うくは おけぇかうちうは, 〈ぇくは ╈けさょぇくけゃぇ ╃うきう
すさけゃぇ - ′╃]╁.

ういすけつくけ さぇいてうさっくうっ. ╃け 20 しっこすっきゃさう こぇさおなす とっ ぉなょっ ゅけすけゃ.
‶さっょゃうょっくけ っ くぇ こけ-おなしっく っすぇこ けそけさきはくっすけ くぇ くぇこなかくけ けぉくけゃっくぇ ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ, ぇ くぇ 

きはしすけすけ くぇ しけくょぇあぇ ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっくけ しなけさなあっくうっ し ゃけょっく っそっおす. ¨そけさきはくっすけ くぇ けしすぇくぇかう
すっ ょゃっ きっあょせぉかけおけゃう こさけしすさぇくしすゃぇ とっ ょけこなかくはす けぉとうは ういゅかっょ くぇ こぇさおぇ ゃ おゃ. „╇いすけお”.

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇょなかあう おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇ
きはくけゃ ょぇ ゃないさぇいう しさっとせ うくゃっしすうちうけくっく こさけっおす くぇ けぉとうくぇ 

╂ぇぉさけゃけ いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ ゃけょけしくぇぉょはゃぇくっ う おぇくぇかういぇちうは ゃ おせ
さけさすくうは おけきこかっおし ゃ きっしすくけしすすぇ „〉いぇくぇ”. ╉きっすしおけすけ ゃないさぇあっくうっ 
しかっょゃぇ ょぇ っ けすこさぇゃっくけ ょけ ゃしうつおう いぇうくすっさっしけゃぇくう うくしすうすせちうう, けす 
おけうすけ いぇゃうしう こけ-くぇすぇすなてくぇすぇ さっぇかういぇちうは くぇ こさけっおすぇ. ╁ないさぇあっ
くうはすぇ  くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けすくけしくけ ぉなょっとうは おせさけさすっく おけきこかっおし, 
おけえすけ とっ ういゅさぇあょぇ けぉとうくぇ ╂ぇぉさけゃけ, しぇ しゃなさいぇくう し ういこけかいゃぇくっ
すけ くぇ おぇぉっかくぇ きさっあぇ う ゃけょけしくぇぉょうすっかくう しなけさなあっくうは う おぇこすぇあう, 

おぇおすけ う くぇ つぇしす けす ゃけょうすっ くぇ さっおぇ ╄かってくうちぇ, おけはすけ いぇたさぇくゃぇ しっかぇすぇ ぅしっくけゃけ う ╂けかはきけ ╃さはくけ
ゃけ. ╁ しこっちうぇかくぇ こさけすっしすくぇ ょっおかぇさぇちうは  おきっすけゃっすっ くぇ ょゃっすっ しっかぇ ′うおけかぇ ╉ぇきぉせさけゃ う 》さうしすけ 
》さうしすけゃ くぇ こけしかっょくぇすぇ しっしうは くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお けしすさけ ゃないさぇいうたぇ しさっとせ うくゃっし
すうちうけくくうは こさけっおす, おけえすけ しっさうけいくけ いぇしすさぇてぇゃぇ くぇかうつうっすけ くぇ こけょこけつゃっくう ゃけょう ゃ いっきかうとぇすぇ 
くぇ ょゃっすっ しっかぇ う ゃないきけあくけしすうすっ いぇ ういこけかいゃぇくっすけ くぇ おかぇょっくちう う しけくょう けす きっしすくけすけ くぇしっかっくうっ. 
╇くゃっしすうちうけくくうはす こさけっおす くぇ けぉとうくぇ ╂ぇぉさけゃけ  う しすさぇたけゃっすっ  くぇ あうすっかうすっ くぇ ぅしっくけゃけ う ╂けかはきけ 

╃さはくけゃけ, しゃなさいぇくう し くっゅけ, ぉはたぇ こけしすぇゃっくう くぇ しさっとぇ し けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
こさけゃっょっくぇ こさっょう くはおけかおけ しっょきうちう し あうすっかうすっ くぇ ぅしっくけゃけ. 

] こうしきけ, つさっい けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか ╈けさょぇく ′うおけかけゃ, ょけ きうくうしすなさぇ くぇ さっゅうけくぇかくけすけ さぇいゃう
すうっ う ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ [けしっく ‶かっゃくっかうっゃ う おけこうっ ょけ こさっきうっさぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ, さなおけゃけょ

しすゃけすけ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇ こぇさすうは うしおぇ ょぇ え ぉなょっ こさっょけしすぇゃっく ╃けきなす-こぇきっすくうお 
くぇ こぇさすうはすぇ くぇ ゃさなた ╀せいかせょあぇ. ] こうしきけすけ しっ けすこさぇゃは うしおぇくっ くぇ けしくけゃぇくうっ つか. 54 けす ╆ぇおけくぇ いぇ 
ょなさあぇゃくぇ しけぉしすゃっくけしす ぉっいゃないきっいょくけ ょぇ ぉなょっ こさったゃなさかっくぇ しけぉしすゃっくけしすすぇ くぇ ╃けきぇ-こぇきっすくうお  
くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇ こぇさすうは. 〈け っ けぉけしくけゃぇくけ し „くっゃないきけあくけしすすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ ょぇ 
けしうゅせさう けたさぇくぇすぇ う こけょょさなあおぇすぇ くぇ ╃けき-こぇきっすくうおぇ. ]けちうぇかうしすうすっ しっ こけいけゃぇゃぇす う くぇ ゅけすけゃ
くけしすすぇ けすしすさぇくぇ くぇ きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっかは ╀けえおけ ╀けさうしけゃ „ょぇ うき ゅけ ょぇょっ”. ‶うしきけすけ けす ]っさゅっえ 
]すぇくうてっゃ, ゃ おぇつっしすゃけすけ きせ くぇ こさっょしっょぇすっか くぇ ′ぇちうけくぇかくうは しなゃっす くぇ ╀]‶, っ こけょこうしぇくけ しなし 
いぇこっすぇは. ╈けさょぇく ′うおけかけゃ いぇこけいくぇ し すっおしすぇ くぇ こうしきけすけ きうくうしすなさぇ くぇ ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ [けしっく 
‶かっゃくっかうっゃ こけ ゃさっきっ くぇ うくしこっおちうはすぇ くぇ ┿╋ „〈さぇおうは”. 

╀っいこかぇすくう おせさしけゃっ いぇ くぇつぇかくぇ おけきこのすなさくぇ ゅさぇきけすくけしす けさ
ゅぇくういうさぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ しっょきうちぇすぇ ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ 

„╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶さぇゃけ ょぇ しっ いぇこうてぇす う けぉせつぇゃぇす ゃ 5-ょくっゃ
くうは おせさし うきぇす ゃしうつおう ゅさぇあょぇくう くぇ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ, くぇ
こさぇゃうかう さっょけゃくぇ さっゅうしすさぇちうは おぇすけ つうすぇすっかう くぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ. 
¨ぉせつっくうっすけ っ ょゃせつぇしけゃけ, おぇすけ ゃ さけかはすぇ くぇ けぉせつうすっかう しぇ しぇきうすっ 
ぉうぉかうけすっおぇさう, こさっきうくぇかう しこっちうぇかくけ けぉせつっくうっ こけ こさけゅさぇきぇすぇ 
„╂かけぉぇかくう ぉうぉかうけすっおう”.
‶け ゃさっきっ くぇ けぉせつっくうっすけ おせさしうしすうすっ とっ せしゃけはゃぇす ういこけかいゃぇくっ

すけ くぇ こけかっいくう しぇえすけゃっ, こさけゃっさはゃぇくっすけ こけ っかっおすさけくっく こなす くぇ しきっすおうすっ いぇ ゃけょぇ, すけお う ょさせゅう 
こさぇおすうつくう せきっくうは いぇ っあっょくっゃうっすけ. ╄すぇこ けす おせさしぇ っ う こさうょけぉうゃぇくっすけ  くぇ いくぇくうは いぇ しないょぇゃぇくっ 
う こけかいゃぇくっ くぇ っかっおすさけくくぇ こけとぇ う しおぇえこ, いぇこけいくぇゃぇくっ しなし しけちうぇかくうすっ きさっあう う しないょぇゃぇくっ くぇ 
うくょうゃうょせぇかくう こさけそうかう おぇすけ しさっょしすゃけ いぇ しなゃさっきっくくぇ おけきせくうおぇちうは.

‶さっょう つっすうさう ゅけょうくう けぉ
とうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  
けぉかぇゅけさけょう こさけしすさぇくしすゃけすけ 
きっあょせ ぉかけおけゃっすっ 20 う 45 ゃ 
おゃぇさすぇか „╇いすけお”, おぇすけ しっ けこ
うすぇ ょぇ ゅけ こさっゃなさくっ ゃ ょっすしおぇ 
こかけとぇょおぇ. ╆ぇ ちっかすぇ ぉはたぇ うい
ゅさぇょっくう かのかおう, こけしすぇゃっくう 
こなしすさう おけてつっすぇ いぇ しきっす う いぇ
しぇょっくう すさっゃう う たさぇしすう. 
╁ きけきっくすぇ きはしすけすけ っ こさっ

ゃなさくぇすけ ゃ あぇかおぇ おぇさすうくぇ 
くぇ くはおけゅぇてくぇすぇ ょっすしおぇ こかけ
とぇょおぇ こけ くはおけかおけ こさうつう
くう: つっゃさなしすう おさぇょちう けゃさっきっ 
ういきなおくぇたぇ つぇしす けす かのかおう
すっ, こけすさけてうたぇ おけてつっすぇすぇ 
いぇ しきっす. ′っこけしさっょしすゃっくぇすぇ 
ぉかういけしす くぇ こかけとぇょおぇすぇ  ょけ 
せかうちぇ し くぇすけゃぇさっくけ ょゃうあっ
くうっ う さうしおぇ けす こさっしうつぇくっ いぇ 
ょっちぇすぇ ょけこなかくうすっかくけ ぉなさいけ 
けたかぇょう さけょうすっかしおうは う ょっすしおう 
っくすせしうぇいなき こけ けすくけてっくうっ くぇ 
こさうょけぉうゃおぇすぇ. 〈ぇおぇ くぇ こさぇお
すうおぇ ょっちぇすぇ けす ゃうしけおぇすぇ つぇしす 
くぇ おゃぇさすぇかぇ しう けしすぇくぇたぇ ぉっい 

╁ けゅかっょぇかけすけ:

〈けえ くっ っ こけかうすうお. ╇ くうおけゅぇ くっ っ ぉうか. ╋ぇおぇさ 
くぇ ゃしうつおう ういぉけさう ょぇ きせ こさっょさうつぇす こけかう-

すうつっしおぇ おぇさうっさぇ. ‶さう すけゃぇ せしこってくぇ. ′はきぇ う 
こぇさすうえくぇ さぇぉけすぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう, ゃなこさっおう ぉけゅぇ-
すうは う いぇ いぇゃうあょぇくっ こけかうすうつっしおう しすぇあ, おけえすけ 
すさせこぇ ゃ こっす きぇくょぇすぇ おぇすけ けぉとうくしおう しなゃっすくうお. 
]つうすぇ しっ いぇ っおしこっさす. ╇ しっ つせゃしすゃぇ ゃ しゃけう ゃけょう 
ゃ こさけそっしうはすぇ しう. ╇ ゅけさう ゃ くっは. ╆ぇとけすけ けぉうつぇ 
すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう. ╇ ゃうくぇゅう ゅかっょぇ くぇ くっとぇすぇ 
こさけそっしうけくぇかくけ. 〈けゃぇ ゃぇあう う いぇ けすくけてっくうっすけ 
きせ おなき さぇぉけすぇすぇ う たけさぇすぇ, しゃなさいぇくう し くっは. ╁ 
あうゃけすぇ っ しっぉっけすょぇっく. 
〈けえ けこさっょっかっくけ っ けす たけさぇすぇ, けしすぇゃうかう う けしすぇゃは-

とう ょうさは. ′うとけ, つっ しぇきけ っ こさっこけかけゃうか っょうく ゃっお. 
〈けえ し ゅけさょけしす きけあっ ょぇ しっ くぇさっつっ っょうく けす しすさけ-

うすっかうすっ くぇ しなゃさっきっくっく ╉ぇいぇくかなお. ‶け くっゅけゃけ 
ゃさっきっ しっ しすさけはす くぇょ 1000 ぇこぇさすぇきっくすぇ しぇきけ いぇ 
ょゃっ ゅけょうくう, ょけおぇすけ さぇぉけすう ゃ けぉとうくぇすぇ. 〈けえ っ 
しさっょ けくっいう, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ つううすけ ぉっいしなくくう 
くけとう, けすしなしすゃうっ けす ょけきぇ う つけゃっておうすっ さぇょけ-
しすう, すさせょ, くっさゃう う しすけすうちう こなすせゃぇくうは し ゃかぇお 
ょけ ]けそうは, ╉ぇいぇくかなお しっ しょけぉうゃぇ し すさけかっえぉせしっく  
すさぇくしこけさす.  ]っゅぇ っ ゅけさょ, つっ っ せつぇしすゃぇか „ゃ すぇいう 
かせょけさうは”. 
╇きぇ しっさうけいっく こさうくけし ゃ せつぇしすうっすけ う こさう しすさけ-

っあぇ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか”. 『っかうはす うくゃっしすうすけさしおう 
こさけちっし っ きうくぇか こさっい さなちっすっ きせ. ]なとけすけ ゃぇあう 
いぇ きうすくうちぇすぇ ょけ „┿さしっくぇか”.  
′っ おさうっ, つっ うしすうくしおけ こさけそっしうけくぇかくけ こさっょうい-

ゃうおぇすっかしすゃけ いぇ くっゅけ っ ぉうかけ こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ 
こぇきっすくうおぇ くぇ 23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお 
けす いぇこせしすっかうは こぇさお ょけ ┿ぉぇはすぇ ゃ ょゃけさぇ くぇ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ  ゃけっくくぇ ぉさうゅぇょぇ. ‶さういくぇゃぇ, つっ っ 
ぉうかけ けしけぉっくけ ゃなかくっくうっ ょぇ こさっきっしすうて くぇ つぇしすう 
こぇきっすくうお, こけしすさけっく こさっい 1902 ゅけょうくぇ, う ょぇ ゅけ 
ゃないしすぇくけゃうて ゃなゃ ゃうょ しはおぇて っ すけおせ-とけ くぇこさぇ-
ゃっく. 
] くっゅけゃけすけ うょゃぇくっ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ いぇこけつゃぇす 

しっさうけいくう さっきけくすくう ょっえくけしすう: しすけすうちう. ]さっょ 
すはた しぇ: おけさこせしなす いぇ きぇかおぇすぇ ゅさせこぇ ゃなゃ ゃっょけき-
しすゃっくぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, おなょっすけ う ゃ きけきっくすぇ 
おうこう すさっしおぇゃぇ さぇぉけすぇ.  ¨ぉっとぇゃぇ, つっ ゃ おさぇは くぇ 
ぇゃゅせしす, おけゅぇすけ ょっちぇすぇ しっ ゃなさくぇす けす ゃぇおぇくちうは, 
とっ うきぇす くっゃっさけはすくぇ けぉしすぇくけゃおぇ う くけゃう しすぇう いぇ 
うゅさう.  
╃っかけゃうはす きせ ょっく っ ぇくゅぇあうさぇく しなし しすけすうちう 

くっとぇ: けす こさっょしすけはとうは さっきけくす くぇ こけおさうゃぇ くぇ 
ちった 240 ゃ いぇゃけょ 1,  こさっい さっきけくすぇ くぇ しおかぇょぇ いぇ 
╂]╋ ょけ くけゃうは おけさこせし くぇ いぇゃけょ ╋なゅかうあ. 

 ¨す ょさせゅぇすぇ しすさぇくぇ くぇ けゅかっょぇかけすけ: 

╇きぇ ぉさぇす-ぉかういくぇお: ╊なつっいぇさ 【うおけゃ. ]ゃなさい-
ゃぇす ゅう きくけゅけ けぉとう くっとぇ う ぇぉしけかのすくけ さぇい-

かうつくぇ ゃういうは. 
 ]うきこぇすうつっく う ゃっょなさ つけゃっお, し かっおけ つせゃしすゃけ 

いぇ たせきけさ. ]けちうぇかっく すうこ.  
】ぇしすかうゃ: ]ぉなょくぇか っ ょっすしおぇすぇ しう きっつすぇ - ょぇ 

しすぇくっ しすさけうすっかっく うくあっくっさ. ‶なさゃけこさけたけょっち っ 
ゃ すぇいう  こさけそっしうは ゃ さけょぇ しう. ′け ぉう ぉうか とぇしす-
かうゃ, ぇおけ ぉなょっとうすっ きせ ゃくせちう は くぇしかっょはす. ]つう-
すぇ, つっ たせぉぇゃけすけ くぇ こさけそっしうはすぇ きせ っ, つっ けしすぇゃは  
ょうさは  う しっ ゃうあょぇ くぇこさぇゃっくけすけ.
[ぇぉけすけたけかうお. ╇いこけゃはょゃぇ すっいぇすぇ, つっ こぇさう しっ 

ういおぇさゃぇす し さぇぉけすぇ. ╇ し くうとけ ょさせゅけ.  
[っぇかうしす: しすなこうか いょさぇゃけ くぇ いっきはすぇ. ′っ しぇきけ 

いぇさぇょう しこっちうそうおぇすぇ くぇ こさけそっしうはすぇ しう, ぇ いぇ-
とけすけ っ こっさそっおちうけくうしす ゃ くっとぇすぇ, おけうすけ ゃなさ-
てう. ′け こさういくぇゃぇ, つっ くうおけえ くっ っ いぇしすさぇたけゃぇく 
けす ゅさっておう. 
╁はさゃぇ: ゃ かっゃうすっ うょっう くぇ つけゃっつっしすゃけすけ. 
╋っかけきぇく: ╆ぇおかっす かのぉうすっか くぇ ょけぉさぇすぇ きせいう-

おぇ, けしけぉっくけ くぇ しうきそけくうつくぇすぇ. ╁ ょっすしすゃけすけ しう  
しゃうさう くぇ ちうゅせかおぇ 7 ゅけょうくう う せつう しけかそっあ 8 ゅけ-
ょうくう. 〈ゃなさょう,  つっ  くはきぇ こけ-しすけえくけしすくぇ きせいうおぇ 
けす しうきそけくうつくぇすぇ. 
[せしけそうか. ¨すはゃかっく こさうゃなさあっくうお くぇ させしおうすっ 

こっしくう. ̈ くっいう, おけうすけ おぇさぇす しなさちっすけ すう ょぇ しっ けす-
ゃけさう おぇすけ させしおぇ てうさ. 
‶けつうすぇすっか くぇ ゃしうつおけ おさぇしうゃけ. 
¨こさっょっかっくけ くっ っ おけくしっさゃぇすうゃっく. ]きっくうか っ 

5 さぇいかうつくう かっおう おけかう. ¨しすぇゃぇ ゃっさっく くぇ っょくぇ 
っょうくしすゃっくぇ あっくぇ - しなこさせゅぇすぇ きせ.  
¨ぉうつぇ ゃうしけおうすっ しおけさけしすう う ゃうしけおうすっ けぉけ-

さけすう ゃ あうゃけすぇ. ′っ こさけこせしおぇ しなしすっいぇくうっ けす 
„《けさきせかぇ”-すぇ. 
╇きぇ しけぉしすゃっく しすうか ゃ あうゃけすぇ: ╇ ゃ くぇえ-おけくしっさ-

ゃぇすうゃくぇすぇ しうすせぇちうは うかう けぉしすぇくけゃおぇ ょぇ っ さぇい-
かうつっく う きけぉうかっく. ╇ ょぇ っ ゃっさっく くぇ うょっうすっ しう う 
おぇせいうすっ,  おけうすけ たぇさっしゃぇ.
╄しすっす. ╁ たさぇくぇすぇ, し たけさぇすぇ, ゃ けすくけてっくうはすぇ. 
]すうか ゃ あうゃけすぇ: おかぇしうつっしおう すうこ ょあっくすなかきっく. 

╁うくぇゅう いくぇっ すけつくうすっ ょせきう いぇ すけつくうは つけゃっお.  
╀けゅぇす: しなし しっきっえしすゃけすけ しう. ╇ し  きくけゅけ こけいくぇ-

すう う すさうきぇ ういおかのつうすっかくけ  ゃっさくう こさうはすっかう.  
‶けつうゃぇ し おくうゅう.  ╊のぉうきぇすぇ: すっすさぇかけゅうはすぇ 

„╇かうくょっく” くぇ ╃うきうすなさ 〈ぇかっゃ.  
╋っつすぇ: くはきぇ くっしぉなょくぇすぇ. ╆ぇとけすけ くっ きっつすぇっ 

くっしぉなょゃぇとけ. 
]かっょ 5 ゅけょうくう とっ っ: くぇ しなとぇすぇ さぇぉけすぇ, しな-

とうはす つけゃっお う こけ-ぉけゅぇす - けすおなき ゃくせちう. 

きはしすけ いぇ うゅさう. 
╋っしっち う こけかけゃうくぇ こさっょう こけ

さっょくうすっ ういぉけさう  けぉとうくしおぇすぇ 
せこさぇゃぇ ゃ ゅさぇょぇ „しないさは” けす
つぇしすう こさけぉかっきぇ う さってう, つっ っ 

ゃさっきっ ょぇ ういこなかくう けぉっとぇくけ
すけ こさっょう 4 ゅけょうくう: ぇ うきっくくけ 
こさうけさうすっす ょぇ しぇ おゃぇさすぇかうすっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇ くっ しぇきけ ちっく
すさぇかくぇすぇ つぇしす. 〈ぇおぇ う „いなさ
くぇ” っょくぇ けす けゅさけきくうすっ かうこしう 

くぇ おゃ. „╇いすけお”- くぇかうつうっすけ 
くぇ こけょたけょはとう う ぉっいけこぇしくう 
きっしすぇ いぇ うゅさぇ くぇ ょっちぇすぇ う 
けすょうた. ]ぇきけ こさっょう ぉさけっくう 
ょくう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ けぉとう

くぇすぇ, くぇつっかけ し おきっすぇ ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ, ぉけょさけ こけかけあうたぇ 
けしくけゃうすっ くぇ ぉなょっとうは こぇさお, 
し こなさゃぇ おさぇつおぇ: しけくょうさぇくっ. 
¨ぉっとぇくうっすけ くぇ おきっすぇ っ, つっ 
ょけ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう ゃ おゃ. 

╉╊を╅ ¨╈『╅っ【 ╇ぇ〉...

╃っかけすけ くぇ ゃぇくょぇかうすっ

„╇いすけお” さけょうすっかう ょっちぇ とっ 
うきぇす こさっおさぇしくけ きはしすけ いぇ けす
ょうた う うゅさぇ. 
╃けすけゅぇゃぇ, けすょぇゃくぇ こさっしうすっ

くう くぇ ぉけょさう けぉっとぇくうは, さけ
ょうすっかう けす おゃ. „╇いすけお” うきぇす 
こさけしすぇ くぇょっあょぇ: けす けぉとうくぇ
すぇ こけくっ ょぇ けおけしはす う ょぇ さぇい
つうしすはす きぇかおけ おさぇえ ぉかけおけゃっ
すっ, ょぇ ういゃけいはす おけそうすっ いぇ しきっす 
う すぇおぇ とっ  しっ けすゃけさう きはしすけ いぇ 
うゅさう, っ さけょうすっかしおぇすぇ くぇょっあ
ょぇ.  
╇ ょけおぇすけ ゃ „╇いすけお” しっ くぇ

ょはゃぇす, ぇ ゃ けぉとうくぇすぇ おさけはす 
こかぇくけゃっ う こなさゃう おけこおう, すけ くぇ 
ょさせゅけ きはしすけ ゃ ゅさぇょぇ - こけつすう 
ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす, ゃ さぇえけ
くぇ くぇ せかうちぇ „╂さぇそ ╇ゅくぇすうっゃ”  
ょさせゅう, ゃっつっ ゅけかっきう ゃぇくょぇかう  
さぇいさせてうたぇ うきこさけゃういうさぇく 
せかうつっく そうすくっし, しないょぇょっく けす 
すうえくっえょあなさう ゃ おゃぇさすぇかぇ. 
╋けすうゃなす いぇ ゃぇくょぇかういきぇ すぇおぇ 
う くっ しすぇくぇ はしっく しなゃしっき, くけ 
しこけさっょ こけすなさこっゃてうすっ こさう
つうくぇすぇ ぉうかぇ, つっ しっ しなぉうさぇかう 
ゃっつっさ さぇいかうつくう きかぇょっあう う 
ゃょうゅぇかう てせき”. ′っょけゃけかくうすっ 
けす ういゅさぇょっくうは しなし しなぉさぇくう けす 
しぇきうすっ きかぇょっあう こぇさう しこけさ
すっく おなす ういおけさきうたぇ う ういさはいぇ
たぇ こけつすう ょけ ょなくけ きっすぇかくうすっ 

しこけさすくう しなけさなあっくうは. 
‶け しなとけすけ ゃさっきっ, くぇ ょさせゅけ 

きはしすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 7-8 ゅけょうて
くう きぇかつせゅぇくう, あうゃっっとう ゃ さぇ
えけくぇ くぇ せかうちぇ „]なっょうくっくうっ” 
う けおけかくうすっ え, こさけょぇゃぇす かうつ
くけ ういさぇぉけすっくう しせゃっくうさう う 
きぇかおう くぇおうすう, し ちっか ょぇ しう しな
ぉっさぇす くせあくうすっ うき, こけ すったくう 
しきっすおう 400 かっゃぇ いぇ ういゅさぇあ
ょぇくっすけ くぇ ょっすしおうは おなす. 
╇ ょけおぇすけ きぇかつせゅぇくうすっ すなくぇす 

ゃ くぇょっあょう, けこぇいっくう けす あっし
すけおぇすぇ くう ょっえしすゃうすっかくけしす, 
さけょうすっかうすっ うき うきぇす ょぇかっつ 
こけ-こさけしすうつおう う こさけいぇうつくう, 
かっしくう いぇ しぉなょゃぇくっ ちっかう: つっ 
そうさきう-くけゃぇすけさう, けぉとうくしおぇ
すぇ ゃかぇしす うかう ぉういくっしきっくう し 
けすくけてっくうっ おなき ゅさぇょぇ う ょっ
ちぇすぇ とっ けすょっかはす しさっょしすゃぇ, こけ 
こさうきっさぇ 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” う とっ しないょぇ
ょぇす うかう さっくけゃうさぇす くはおけは うい
けしすぇゃっくぇ ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ. ┿ 
すぇおうゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお うきぇ ょけさう 
ゃ ういかうてなお. 
¨しすぇゃぇ しぇきけ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ 

╉ぇいぇくかなお うかう ょさせゅ こさっょこさう
っきつうゃ ょせた ょぇ つせっ すけゃぇ. 
′うとけ, つっ かはすけすけ こさっこけかけゃう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
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〈けゃぇ しぇ こなさゃうすっ けしくけゃくう 
いぇょぇつう, ゃないかけあっくう くぇ 

しそけさきうさぇくぇすぇ けたさぇくうすっか-
くぇ おけきぇくょぇ ゃ ╃なさあぇゃくぇすぇ 

ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ – ╉ぇいぇくかなお. 
[ってっくうっすけ しっ ゃいっきぇ けす 】ぇぉぇ 
くぇ ぇさきうはすぇ しなし いぇゃっさっくけ ]かせ-
あっぉくけ こうしきけ わ 2507 けす 3 

のかう 1931 ゅ. ╁ない けしくけゃぇ くぇ 
すけゃぇ こうしきけ けす さぇいかうつくう ぇさ-
すうかっさうえしおう つぇしすう しっ ういこさぇ-
とぇす 18 さっょくうちう, おけうすけ しかぇ-

80 ╈《╉¨〉¨ 《『╈╅〉¨′¨『╅〉╅ 《｠『╅〉¨【╊]〉╅ 
╉╊‶〉《』【 ╇ „╅『』╊〉╅]”

『╊〈《〉【¨ ╇ 1/240 „╅『』╊〉╅]” 《【[『¨╇╅ 〉《╇ 
を╊｠ ╇ ′╅╇《╉ 4 – 〈ぇ╈]¨╋

‒¨]〈 ′╅ ぃ¨》ぁ╊〉』[¨【╊ 
》╅〈╊【〉¨を¨

„╅『』╊〉╅]“ 』 《╆〉《╇╊〉 』【╅╉¨《〉

ゅぇす くぇつぇかけすけ くぇ ゃなすさってくぇすぇ 
けたさぇくうすっかくぇ しかせあぉぇ. ┿ けす 10 
ょっおっきゃさう しなとぇすぇ ゅけょうくぇ, しなし 
いぇこけゃっょ わ 67 くぇ ╉ぇいぇくかなて-
おうは ゅぇさくういけく, けたさぇくうすっかくぇ-
すぇ しかせあぉぇ しっ いぇつうしかはゃぇ おなき 
╃╁《. ╉なき くっは ょけこなかくうすっかくけ 
しっ ういこさぇとぇす ゃけえくうちう けす ̈ しきう 
こったけすっく 〈せくょあぇくしおう こけかお う 
すぇおぇ そけさきうさぇす すさう ゃいゃけょぇ. 
╋かぇょてうはす けそうちっさ, くぇいくぇつっく 
いぇ おけきぇくょうさ, しっ こけかいゃぇか し 
こさぇゃぇすぇ くぇ さけすっく.
╉ぇさぇせかくぇすぇ しかせあぉぇ しっ うい-

こなかくはゃぇかぇ しなゅかぇしくけ 〉しすぇ-
ゃぇ いぇ ゃなすさってくぇすぇ しかせあぉぇ, 
こさうしこけしけぉっく おなき くせあょうすっ う 
せしかけゃうはすぇ ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ. 
‶さけすうゃけこけあぇさくぇすぇ こなお  しっ 
いぇくうきぇゃぇかぇ し けすしすさぇくはゃぇくっ 
くぇ こさうつうくうすっ いぇ ゃないくうおゃぇくっ 
くぇ こけあぇさ う ぉうかぇ ゃ ゅけすけゃくけしす 
いぇ ゅぇしっくっ こさう しかせつぇえくけ ゃない-
くうおくぇか けゅなく.

‶さっい 1935 ゅ. おなき ╃╁《 しっ 
しないょぇゃぇ くけゃぇ ょかなあくけしす – ╉け-
きっくょぇくす, おけはすけ しっ いぇっきぇかぇ けす 
しすさけっゃう けそうちっさ. ′ぇ くっゅけゃけ 
こけょつうくっくうっ ぉうかう こけあぇさくぇ-
すぇ おけきぇくょぇ, すっかっそけくうしすう-
すっ, こけさすうっさうすっ う こぇいぇつうすっ. 
╆ぇょなかあっくうっ くぇ おけきっくょぇくすぇ 
ぉうかけ ょぇ しかっょう いぇ ゃかういぇくっ-
すけ う ういかういぇくっすけ くぇ ゃなくてくう-
すっ かうちぇ ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ, ょぇ 
しなしすぇゃは こかぇく いぇ けすぉさぇくぇ こさう 
ゃないくうおくぇかう ぉっいさっょうちう う ょぇ 
せさっあょぇ こさけすうゃけゃないょせてくぇすぇ 
けすぉさぇくぇ.
‶け-おなしくけ けたさぇくうすっかくぇすぇ 

おけきぇくょぇ ぉうかぇ こさっうきっくせゃぇくぇ 
くぇ „けたさぇくうすっかくぇ ぉぇすぇさっは” う 
こさっい 1943 ゅ. こさっきうくぇゃぇ くぇ 
こけょつうくっくうっ ゃなゃ ゃしはおけ けすくけ-
てっくうっ おなき おけきっくょぇくすぇ くぇ 
そぇぉさうおぇすぇ.

‶. ‶っすおけゃぇ
きせいっえ „┿さしっくぇか”

1. ╃ぇ けたさぇくはゃぇ そぇぉさうおぇすぇ, 
おぇすけ くけしう おぇさぇせかくぇすぇ う こぇすさせかくぇ 
しかせあぉう ゃ くっは.
2. ╃ぇ こさっょこぇいゃぇ そぇぉさうおぇすぇ けす 

こけあぇさ.
3. ╃ぇ いぇこぇいゃぇ さっょなす う しこけおけえ-

しすゃうっすけ ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ.
4. ╃ぇ ょぇゃぇ たけさぇ いぇ けすちっこかっ-

くうっ くぇ さぇえけくぇ こさう ういこうすぇすっかくう 
しすさっかぉう.
5. ╃ぇ こけきぇゅぇ こさう すけゃぇさけ-さぇいすけ-

ゃぇさくうすっ さぇぉけすう う こさっくぇしはくっ くぇ 
きぇすっさうぇかうすっ ょけ しおかぇょけゃっすっ.

‶なかくぇ こけょきはくぇ う さっきけくす 
くぇ たうょさけういけかぇちうはすぇ くぇ 

こけおさうゃくぇすぇ おけくしすさせおちうは くぇ 
ちった 240 くぇ いぇゃけょ 1 こかぇくうさぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ こさっい きっしっち しっこすっきゃさう. 
′けゃうくぇすぇ ぉっ こけすゃなさょっくぇ う けす 
こさっおうは けすゅけゃけさくうお いぇ すけゃぇ 
-さなおけゃけょうすっかはす くぇ くぇこさぇゃ-
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, しすさけうすっかしすゃけ” うくあ. 
『ゃっすぇく 【うおけゃ. ‶け ょせきうすっ きせ,  
しゅさぇょぇすぇ, おけはすけ けす ゅけょうくう 
ょぇゃぇ ょっそっおす ゃ こけおさうゃぇ う しない-
ょぇゃぇ ういおかのつうすっかくけ くっぉかぇゅけ-
こさうはすくう せしかけゃうは いぇ さぇぉけすぇ ゃ 
くっは, けしけぉっくけ ゃ ょくう し ょなあょけ-
ゃっ うかう ゃ しすせょっくけ ゃさっきっ, っ 
こけしかっょくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ すっさう-
すけさうはすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ けす 
す.く. すうこ しぉけさくけ-こさけきうてかっくけ 
しすさけうすっかしすゃけ /す.っ. しゅさぇょぇすぇ 
くっ っ  きけくけかうすくぇ, ぇ っ けす しゅかけ-
ぉはっき すうこ, こさぇゃっくぇ ゃ こっさうけょぇ 
1990-91 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ちはかけ-
すけ こさけういゃけょしすゃけ けす いぇゃけょぇ ゃ 
【っえくけゃけ しっ こさっきっしすゃぇ くぇ すっ-

さうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”/.
‶けきっとっくうっすけ,  おけっすけ しっ うい-

ゅさぇあょぇ こさっょう 20-すうくぇ ゅけょうくう  
いぇ こさっきっしすゃぇくっすけ  くぇ ぉうゃてうは 
こさっしけゃなつっく ちった けす 【っえくけゃ-
しおうは いぇゃけょ う ゃ おけっすけ  しっゅぇ しっ 
くぇきうさぇ ちった 240 くぇ いぇゃけょ 1, っ 
つぇしす けす しおかぇょけゃぇ ぉぇいぇ, こさうゅけ-
ょっくぇ いぇ さぇぉけすくけ こけきっとっくうっ, 
ぉっい くせあくうすっ  いぇ ちっかすぇ ういけかぇ-
ちうう くぇ こけおさうゃぇ. 
╁ けくっいう ゃさっきっくぇ はゃくけ しっ っ 

ぉなさいぇかけ う ゃしうつおけ っ こさぇゃっくけ, 
ぉっい ょぇ しっ しこぇいゃぇす くせあくうすっ 
ういうしおゃぇくうは, おぇすっゅけさうつっく っ  
うくあ. 【うおけゃ. 
╆ぇ しっさうけいくうは こさけぉかっき ゃ ちったぇ  

さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” っ 
せゃっょけきっくけ  かうつくけ けす ょうさっおすけ-
さぇ くぇ おけきこかっおし 1 - ╃うくおけ ╉の-
きのさっゃ, おけえすけ っ うくそけさきうさぇか 
いぇ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす さっきけく-
すう う こけょけぉさっくうは. [ぇぉけすくうちう 
う しうくょうおぇかうしすう けす ちったぇ しなとけ 
しぇ こけしすぇゃはかう せしすくけ ゃなこさけしぇ 
こさっょ しゃけうすっ くぇつぇかくうちう. 
 ╁っょくぇゅぇ, しかっょ おぇすけ こさうおかの-

つう さぇぉけすぇすぇ くぇ ぉさうゅぇょぇすぇ こけ 
たうょさけういけかぇちううすっ ゃ „┿さしっ-
くぇか”, おけはすけ しっゅぇ っ ぇくゅぇあう-
さぇくぇ し こけおさうゃぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ 
いぇ ╂]╋, すは とっ しっ こさっきっしすう 
くぇ おけさこせしぇ くぇ ちった 240 くぇ 
いぇゃけょ 1, いぇはゃう うくあっくっさ 【う-
おけゃ. ‶け ょせきうすっ  きせ, すけゃぇ  とっ 
しすぇくっ けとっ しかっょゃぇとうは きっしっち, 
おけゅぇすけ っ こさっょゃうょっくけ う くぇ-
つぇかけすけ くぇ たうょさけういけかぇちうはすぇ 
くぇ こけおさうゃぇ くぇ ちったぇ. 〈は とっ 
しっ  ういゃなさてゃぇ しなし しこっちうぇかくけ 
たうょさけういけかぇちうけくくけ こかぇすくけ,  
ゃくけし けす [せしうは, おけっすけ とっ こけ-
っきっ う しないょぇょっくうすっ かせそすけゃっ   
こけ こけおさうゃぇ う こけしかっょうちうすっ 
けす かけてけすけ ゃけょけういゃっあょぇくっ 
くぇ しゅさぇょぇすぇ. ‶さっょしすけはとうはす 
さっきけくす っ ゃおかのつっく ゃ こかぇくけゃう-
すっ さっきけくすう ゃ „┿さしっくぇか” こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ.
′ぇょはゃぇきっ しっ し こさっょしすけはとうは 

さっきけくす ょぇ さってうき こさけぉかっきぇ ゃ 
ちったぇ, いぇはゃう けとっ 【うおけゃ. 

                            
〈┿

′けゃ ちった とっ ぉなょっ けすおさうす ゃ くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ いぇゃけょ 4 -╋なゅかうあ. ╁ くけゃうは こさっしけゃなつっく う 
きけくすぇあっく せつぇしすなお とっ しっ こさけういゃっあょぇす つぇしす けす くけゃうすっ うい-
ょっかうは くぇ けさなあっえくうちぇすぇ.  ‶けょけぉっく こさけういゃけょしすゃっく せつぇしすなお 
くっ っ ういゅさぇあょぇく くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ ゃ こけしかっょくうすっ 
15 ゅけょうくう. 
¨ぉっおすなす とっ っ けす こなさゃぇ おぇすっゅけさうは けぉっおすう, こけ おかぇしうそうおぇ-

ちうはすぇ いぇ しすさけうすっかくう けぉっおすう, おぇすけ ゃしうつおけ ゃ くけゃうは  おけさこせし 
とっ っ ゃいさうゃけけぉっいけこぇしっくけ こけ こけしかっょくう すったくけかけゅうう. 
′けゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ いぇ ぇさしっくぇかちう ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす う いぇ 

さぇいおさうゃぇくっ くぇ くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ.  
〈┿

′ぇょ 500 せくうおぇかくう きけくっすう けす ゃういぇくすうえしおけ う さうき-
しおけ ゃさっきっ しぇ こけょさっょっくう ゃ くっこけおぇいゃぇくぇ ょけしっゅぇ 

ういかけあぉぇ ゃ ╇╋ „╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╄おしこけいうちうはすぇ っ  こけしゃっすっくぇ くぇ 110-すぇすぇ ゅけょうてくう-

くぇ けす くっゅけゃけすけ しないょぇゃぇくっ. 
]さっょ こけおぇいぇくうすっ っおしこけくぇすう しぇ いかぇすくう きけくっすう  くぇ 

うきこっさぇすけさう けす ╁ういぇくすうえしおけすけ きけくっすけしっつっくっ, きけくっ-
すう けす [うきしおけすけ こさけゃうくちうぇかくけ きけくっすけしっつっくっ, おぇおすけ 
う さうきしおう さっこせぉかうおぇくしおう  きけくっすう.
]さっょ ういかけあっくうすっ っおしこけくぇすう っ う ういおかのつうすっかくけ 

ちっくくぇすぇ う せくうおぇかくぇ いぇ ╀なかゅぇさうは きけくっすぇ  くぇ すさぇ-
おうえしおうは ゃかぇょっすっか  ╉ういうお. ╋けくっすぇすぇ こさっょしすぇゃかはゃぇ しこかぇゃ けす いかぇすけ う しさっぉさけ し きぇしうゃくけ きけくっすくけ 
はょさけ. 〈は っ っょうく けす こなさゃうすっ っおしこけくぇすう ゃ おぇいぇくかなておうは きせいっえ, しなぉさぇくう けとっ こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
こなさゃけけしくけゃぇすっかうすっ きせ 』せょけきうさ う ‶っすなさ 〈けこせいけゃ こさういけゃぇゃぇす きっしすくけすけ くぇしっかっくうっ こさっい 1901 ゅ. 
ゃしっおう ょぇ ょぇさう ちっくくけすけ, おけっすけ うきぇ. ‶さう っょくぇ けす けぉうおけかおうすっ しう うい しっかぇすぇ 』せょけきうさ う ‶っすなさ 〈けこせいけゃ 
こけこぇょぇす くぇ きぇかおけ しっかしおけ きけきつっ, おけっすけ ゃぇょう せくうおぇかくぇすぇ くぇたけょおぇ けす ょあけぉけゃっすっ くぇ こけすせさうすっ しう. 
‶け ょせきうすっ くぇ きけきつっすけ, いぇこぇいっくう おぇすけ ょけおせきっくす ゃ おぇいぇくかなておうは きせいっえ, きけくっすぇすぇ ぉうかぇ けすおさうすぇ けす 

くっゅけゃうは ぉぇとぇ ゃ くうゃぇすぇ. 〉くうおぇかくぇすぇ きけくっすぇ っ ょぇすうさぇくぇ  いぇ こっさうけょぇ 500 ゅけょうくぇ こさ.く.っ. う しっ しつうすぇ 
いぇ っょくぇ けす くぇえ-さぇくくうすっ きけくっすう ゃ つけゃっておぇすぇ うしすけさうは.  
╁ ういかけあぉぇすぇ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ゃうょはくう う すさぇおうえしおう きけくっすう けす ゃさっきっすけ くぇ ┿きぇすけゅ う ]っゃす 〈さっすう. 
╄おしこけいうちうはすぇ けしすぇゃぇ けすゃけさっくぇ いぇ こけしっとっくうは ょけ おさぇは くぇ ぇゃゅせしす. ╇ょっはすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 

おぇいぇくかなておうは きせいっえ っ  つぇしす けす くっは ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ っょくぇ けす こけしすけはくくうすっ きせいっえくう っおしこけいうちうう. 
                                           ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

 
╀けさうしけゃ うょゃぇ くぇ 【うこおぇ 

′ぇ 21-ゃう ぇゃゅせしす / くっょっかは/ こさっきうっさなす くぇ ╀なかゅぇさうは ╀けえおけ ╀けさうしけゃ とっ ぉなょっ ゅけしす くぇ すなさあっ-
しすゃぇすぇ くぇ ゃさなた 【うこおぇ, こけしゃっすっくう くぇ 134-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす ぉけっゃっすっ くぇ ゃなさたぇ. 』っしすゃぇくうはすぇ  

いぇこけつゃぇす し こぇくうたうょぇ, おけはすけ とっ けすしかせあう  ╁っかうおけすなさくけゃしおうはす きうすさけこけかうす ╂さうゅけさうえ. ‶さっょゃうょっく 
っ う こけたけょ こけょ っゅうょぇすぇ くぇ ¨ぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか くぇ ╂ぇぉさけゃけ けす ]けおけかしおうは きぇくぇしすうさ ょけ ゃさなた 
【うこおぇ, ゃ おけえすけ しっ けつぇおゃぇ ょぇ しっ ゃおかのつう う こさっきうっさなす. ╁ いぇおかのつうすっかくぇすぇ つぇしす くぇ つっしすゃぇくうはすぇ くぇ 
ゃさなた 【うこおぇ とっ うきぇ すなさあっしすゃけ, こけしゃっすっくけ くぇ 134-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす 【うこつっくしおぇすぇ っこけこっは, おけっすけ 
とっ いぇゃなさてう し すさぇょうちうけくくぇすぇ ゃないしすぇくけゃおぇ くぇ 【うこつっくしおうすっ ぉけっゃっ. 

【そこ か  つてちあせせあ たてけぬあ. ¨くねかくうあは うけお.

╇ はさおけ ょけおぇいぇすっかしすゃけ, つっ 
ゃ あうゃけすぇ くう くはきぇ しかせ

つぇえくう しさっとう. ╇ たけさぇ. ╇ つっ 
ゃしはおぇ こさうゃうょくぇ しかせつぇえくけしす 
っ しおさうす たけょ くぇ ]なょぉぇすぇ. ╇ 
つっ くうおけゅぇ くっ っ おなしくけ ょぇ  しっ 
くぇきっさうて. 
′はきぇ ょぇ ゅけ しぉなさおぇすっ ゃ すなか

こぇすぇ. ′っ いぇさぇょう こなしすさけすけ きせ 
けぉかっおかけ, ぇ いぇさぇょう ちゃっすくけすけ 
きせ, こけつすう ょっすしおけ, ういかなつゃぇ
くっ. 〈させょくけ っ ょぇ こけゃはさゃぇて, 
つっ ゃ ゅけかはきぇすぇ きぇしぇ きけあっ ょぇ 
うきぇ すけかおけゃぇ てぇさっく つけゃっお. 
╇ すぇおなゃ けこすうきうしす. ′け すけえ 
こさけしすけ っ さぇいかうつっく, ょさせゅ, 
〈けえ. ╄ょうく けす けくっいう っおいっき
こかはさう, おけうすけ こさぇゃはす あうゃけすぇ 
くう ゃ おけかっおすうゃ  くはおぇお こなしすなさ, 
いぇおぇつかうゃ, くっいかけぉかうゃ う ょけさう 
こけ ょっすしおう くぇうゃっく. ╇ ゃ しなとけ
すけ ゃさっきっ すっ おぇさぇす ょぇ しっ いぇ
きうしかうて: ゃなさたせ しなとうくしおうすっ  
ゃぇあくう ゃなこさけしう くぇ ぉうすうっすけ 
くう. ¨すゃなょ しおせおぇすぇ う こさけいぇすぇ 
くぇ ょっくは, けすゃなょ しこぇさすぇくしおけすけ 
すうつぇくっ ゃ ょっかくうおぇ. 
‶けっすなす ‶かぇきっく. 〈ぇかぇくす 

いぇょ てかけしっさしおぇすぇ きぇしぇ ゃ 
ちった 510 くぇ ╆ぇゃけょ 5. 
╋けきつっすけ けす ぅしっくけゃけ.]うく くぇ 

ぉうゃてぇ ぇさしっくぇかしおぇ ゅけすゃぇつおぇ 
う すさぇおすけさうしす. ¨くいう, しすさぇく
くうはす, し ょせいうくぇすぇ こさうはすっかう 
- あっくう. ╇しすうくしおう とぇしすかうゃ 
う かっおけ けすくっしっく. ╋かぇょっあなす 
し うおっぉぇくうすっ うかう いぇゃけょしおうはす 
こうしぇつ くぇ ゃしっゃないきけあくう こけい
ょさぇゃう, つっしすうすおう う しすうたけゃっ  
いぇ さぇょけしす う ょさぇゅけしす くぇ ょせ
てぇすぇ. 

╁しはおけ けす  すっいう けこさっょっかっくうは 
38-ゅけょうてくうはす てかけしっさ っ つせ
ゃぇか いぇ しっぉっ しう. ╇ ゃしはおけ っょくけ  
こけけすょっかくけ っ ゃはさくけ. ′け くうおけ
ゅぇ  こなかくけ. ╆ぇとけすけ ‶かぇきっく っ 
ちはかぇ ╁しっかっくぇ. ╄ょうく こけ-さぇい
かうつっく いぇ ちったけゃうは つけゃっお っお
いっきこかはさ. 
¨す けくっいう, おけうすけ すっ おぇさぇす, 

おけゅぇすけ  すう っ くぇえ-すさせょくけ, ょぇ 
しこさって こさう すはた, いぇ ょぇ すう しっ 
せしきうたくっ ょせてぇすぇ.  ╃ぇ いなさくって 
こけさっょくぇすぇ きせ おさぇしけすぇ, いぇ ょぇ 
さぇいぉっさって, つっ しう あうゃ. ╇かう 
こさけしすけ ょぇ すっ いぇさっょう し けくぇいう 
ういゅせぉっくぇ くはおなょっ ゃ いかけぉぇすぇ 
くぇ ょっくは くう つけゃっつくけしす う ょっす
しおけ つうしすけしなさょっつうっ. 
╆ぇ ‶かぇきっく ‶っくっゃ ‶っすおけゃ 

あうゃけすなす しっ けぉさなとぇ こさっょう 
3 ゅけょうくう. 
╇ いぇ すけいう いぇゃけえ ちはか あうゃけす 

とっ っ ぉかぇゅけょぇさっく くぇ うくあ. ╂っ
けさゅう ╋ぇさおけゃ, おけえすけ ゅけ ゃけょう 
くぇ けおぇいぇかぇ しっ しなょぉけゃくぇ いぇ 
くっゅけ しさっとぇ しなし ]すっそおぇ ╆かぇ
すっゃぇ けす ちった 510 くぇ ╆ぇゃけょ 
5. ╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ こさう くっは, 
おぇすけ おけかっゅぇ こけ きぇしぇ. ╇ うきっく
くけ ]すっそおぇ っ つけゃっおなす, おけえすけ 
こさけきっくは  ‶かぇきっく う きせ ゃょなたゃぇ 
しうかう う おせさぇあ ょぇ くぇきっさう しっぉっ 
しう, ょぇ こけゃはさゃぇ, つっ っ ちっかせくぇす 
けす ╀けゅぇ, いぇとけすけ うきぇ こけっすう
つっく すぇかぇくす: ょぇ さっょう し くっゃっ
さけはすくぇ かっおけすぇ さうきう, こなかくう し 
かのぉけゃ う くっこさうくせょっくけしす. 
‶さっょう ょぇ しすうゅくっ ょけ ]すっ

そおぇ, いぇ おけはすけ すゃなさょう, つっ っ 
„つけゃっおなす, けすおさうか ょせてぇすぇ きせ 
う しなあうゃうか は いぇ あうゃけす”, しすさぇ
たけすくけ きけきうつっ, くっゃっさけはすっく 
つけゃっお, いかぇすくぇ こさうはすっかおぇ,  
しなょぉぇすぇ ょなかゅけ ゅけ かのておぇ すせお 
う すぇき: いぇゃなさてゃぇ くはおけゅぇて
くけすけ ]‶〈〉 こけ すっおしすうか „╃けく
つけ ╀けはょあうっゃ”, し こさけそっしうは 
きぇてうくっく きけくすぬけさ, しかせあう ゃ 
こけょっかっくうっすけ ゃ ]おけぉっかっゃけ,  
ういゃっしすくけ ゃさっきっ さぇぉけすう ゃ 
„╉ぇすっおし”, „′うおょうき”, う „╉さっ
きけくぇ”, こけしかっ ょゃっ ゅけょうくう こさっ
おぇさゃぇ ゃなゃ „╁うょうきぇ ╇ょっぇか” ゃ 
]っゃかうっゃけ. ′うおなょっ けぉぇつっ くっ 
しっ つせゃしすゃぇ おけきそけさすくけ, くっ しっ 
つせゃしすゃぇ さぇいぉさぇく う しっぉっ しう. 
╆ぇすけゃぇ ういぉうさぇ けぉさぇすくうは こなす 
おなき ょけきぇ. 
〈ぇおぇ いぇこけつゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” 

こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ. ╁ ちったぇ 
いぇ そさっいう くぇ ╆ぇゃけょ 5. ‶けしかっ 
うょゃぇ う しなょぉけゃくぇすぇ しさっとぇ: 
しなし ]すっそおぇ ╆かぇすっゃぇ, し ′ぇく
おぇ 〈けこぇかけゃぇ, おけはすけ くぇさうつぇ 
„きなょさけしすすぇ ゃ すゃけさつっしおうは くう 
っおうこ”, し ╋ぇさうはくぇ ╀ぇくゅっっ
ゃぇ けす ╉けこさうくおぇ う し ╉ぇきっかうは 
╉なくつっゃぇ. ╆ぇっょくけ しぇ „すゃけさつっ
しおぇ ゅさせこぇ”, „くっゃっさけはすっく すぇく
ょっき”, おけえすけ しっ おさっこう ゃ すさせょ

くう きけきっくすう. 
╆ぇ ‶かぇきっく しっゅぇ あうゃけすなす 

ゃ ちったぇ っ さぇぉけすぇ う しすうた.
╅うゃっっ し こけっいうはすぇ, おけはすけ 

しないょぇゃぇ. ‶さういくぇゃぇ, つっ ぉっい 
せしうかうっ さっょう しすさけそうすっ, くけ 
きせ っ くせあくぇ きせいぇ. 〈ぇかぇくすなす 
きせ けすょぇゃくぇ っ いぇぉっかはいぇく う 
けちっくっく けす おけかっゅう う くぇつぇか
くうちう, いぇとけすけ ゅけ すなさしはす いぇ 
つっしすうすおう こけ さぇいかうつくう こけ
ゃけょう. 【かけしっさしおぇすぇ きせ きぇしぇ 
っ つっしすぇ しこうさおぇ いぇ ょうさっおすけ
さうすっ くぇ ╆ぇゃけょ 5 うくあ. ‶っすなさ 
】うかはくけゃ う ]すけはく ╁っかつっゃ, いぇ 
しうくょうおぇかうしすう, いぇ ぉさうゅぇょくうは 
きせ さなおけゃけょうすっか ╋うすぬけ ╃う
きうすさけゃ. ] ぉっいちっくくぇすぇ こけきけと 
くぇ つっすうさうすっ しう こさうはすっかおう, 
おけうすけ しっ はゃはゃぇす  う ゃ さけかはすぇ 
くぇ こなさゃう さっょぇおすけさおう, おぇおすけ 
う し こけょおさっこぇすぇ くぇ ょせいうくぇ 
こけつうすぇすっかう, ‶かぇきっく ういょぇゃぇ 
う こなさゃぇすぇ しう しすうたけしぉうさおぇ, 
くぇさっつっくぇ „╆ぇ ょっちぇすぇ くぇ ╀なか
ゅぇさうは”. 〈うさぇあなす っ こけゃっつっ けす 
しうきゃけかうつっく - 100 ぉさけは, くけ 
ぉなさいけ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ くぇこさぇゃはす 
ょゃっ くけゃう ょけこっつぇすおう. ╉くうあ
おぇすぇ, こなかくぇ しなし しすうたけゃっ いぇ 
ょっちぇ, しっ さぇいゅさぇぉゃぇ おぇすけ すけ
こなか たかはぉ. ╀っいちっくくぇ っ こけきけ
とすぇ, おけはすけ けおぇいゃぇす いぇ こなさゃぇ
すぇ きせ おくうゅぇ う けす ういょぇすっかしすゃけ 
„》っかうおけく” ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ 
う おけくすさけかぬけさおぇすぇ けす ちった 510 
ゃ ╆ぇゃけょ 5 – 〈けくう ╁ぇしうかっゃぇ. 

〈は っ う たせょけあくうつおぇすぇ くぇ おけ
さうちぇすぇ くぇ おくうあおぇすぇ. [うしせゃぇ 
し こぇしすっかう う ぉかけおつっ. 
′ぇ すっいう あっくう ょなかあぇ おせこ 

こなさゃう くっとぇ ゃ こけっすうつくうは しう 
こさけとなこせかくうお, おぇいゃぇ し くっし
おさうすぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす う ゃない
たうとっくうっ ‶かぇきっく. 』っすうさうすっ 
きせ こさうはすっかおう う おけかっゅう けす 
ちったぇ しぇ すっいう, おけうすけ こけしすぇゃはす 
おせすうえおぇ いぇ しさっょしすゃぇ, いぇ ょぇ 
ゃうょう ぉはか しゃはす おくうゅぇすぇ きせ. ┿ 
╉ぇきっかうは ╉なくつっゃぇ っ つけゃっおなす, 

おぇつうか いぇ こなさゃう こなす くぇ しちっ
くぇすぇ しすっしくうすっかくうは う こかぇた 
‶かぇきっく. ‶けきくう ょぇすぇすぇ: 11-
すう しっこすっきゃさう 2010 ゅけょうくぇ 
くぇ しなぉけさぇ くぇ させしけそうかうすっ 
おさぇえ ╉けこさうくおぇ. 〈ぇき ‶かぇきっく 
さっちうすうさぇ „╁っかうおうすっ ぉさぇすは”. 
‶さっょう すけゃぇ うきぇ こかぇたう けこ
うすう いぇ しちっくうつくう ういはゃう くぇ 
おけくおせさしぇ „╋ぇゅうはすぇ かのぉけゃ” う 
„╁うてくっゃ ちゃはす”.
‶けっすうつくうすっ きせ ょぇさぉう しぇ 

けちっくっくう, けしゃっく けす きっしす
くぇすぇ こせぉかうおぇ, う けす くぇちうけ
くぇかくぇすぇ. 
′っとけ こけゃっつっ: し すぇかぇくすぇ しう 

ょぇ さっょう し かっおけすぇ こけっすうつくう 
しすさけそう, ‶かぇきっく ゃっつっ っ しこっ
つっかうか う さっおかぇきくう くぇゅさぇょう 
くぇ ゅけかっきう そうさきう: ぉかぇゅけょぇ
さっくうっ くぇ うょっはすぇ いぇ せつぇしすうっ, 
ょぇょっくぇ けす ]すっそおぇ, すゃけさつっ
しおうはす すぇくょっき しっ しょけぉうゃぇ し 5 
てけおけかぇょぇ くぇ „╋うかおぇ” う ちはか 
しすっお し かのすっくうちぇ けす „[けくう”. 
┿ こけっすうつくけすけ きせ ゃょなたくけゃっ

くうっ ゃっつっ しっ こっっ う おぇすけ こっ
しくうつおぇ: 

„〈ぇき ょぇかっつっ ゃなゃ 【ゃっえちぇさうは 
すゃけさはす くぇしかぇょぇ いぇ ╀なかゅぇさうは. 
╋かはおけ うしすうくしおけ う ゃおせしくけ,  
けす くっゅけ こさぇゃはす すっ ういおせしすゃけ. 
‶なさゃけおかぇしっく てけおけかぇょ –
くぇしかぇょぇ, いぇ ょっちぇすぇ し ういくっくぇょぇ. 
╃ぇさ けす ┿かこうすっ いぇゃつぇし
„╋うかおぇ” てけおけかぇょ いぇ ゃぇし”. 

¨すゃなょ ゃさっきっすけ, おけっすけ 
こけしゃっとぇゃぇ くぇ しすうたけゃっすっ, 
‶かぇきっく こさういくぇゃぇ, つっ し 
さぇょけしす しないょぇゃぇ う ょさせゅ ゃうょ 
おさぇしけすぇ:  うおっぉぇくう. 
╆ぇ くぇこさぇゃぇすぇ うき ういぉうさぇ きぇ

すっさうぇか けす こさうさけょぇすぇ.  ╇しおぇ 
しないょぇょっくけすけ けす くっゅけ ょぇ さぇょ
ゃぇ たけさぇすぇ う ょぇ ゅう いぇさっあょぇ し 
つうしすぇ, こけいうすうゃくぇ っくっさゅうは.
 ╋けきうつっすぇすぇ, くぇ おけうすけ ょなか

あう くぇきうさぇくっすけ くぇ ょせてぇすぇ 
しう, ゃっつっ うきぇす すぇおなゃ ょぇさ けす 
‶かぇきっく, ぇ ╃なさゃけいぇゃぇさなす 
– けゅさけきくぇ うおっぉぇくぇ, こさっょ
くぇいくぇつっくぇ いぇ こさうはすっかおぇすぇ 
]すっそおぇ, ゃしっ けとっ しっ さぇぉけすう. 
╂けかはきぇ っ, ちはかけ つせょけゃうとっ けす 
おけさっく けす たゃけえくぇ, とっ いぇっきっ 
ちはかぇすぇ しすぇは, おぇいゃぇ てかけしっさなす  
‶かぇきっく. 
 ╉けゅぇすけ くっ しないょぇゃぇ くっとけ 

けす ょなさゃけ うかう くっ さっょう しすう
たけゃっ, しっ つせゃしすゃぇ くはおぇお  こさぇ
いっく, さぇいこうかはく.  ╆ぇすけゃぇ しっ っ 
くぇせつうか ょぇ けしきうしかは ょくうすっ しう 
こなかくけ.  ╇ くっ  おさうっ, つっ いぇ さぇい
かうおぇ けす きくけいうくぇ, たけょう し さぇ
ょけしす くぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇとけすけ すせお  
しなき あうゃ, おぇいゃぇ きけきつっすけ  けす 
ぅしっくけゃけ. 
 ╉けっすけ ゃっつっ くけしう ゃ つぇくすぇすぇ 

しう しゃうすなちうすっ いぇ ゃすけさぇすぇ  しう 
おくうゅぇ. 〈けいう こなす こけしゃっすっくぇ くぇ 
かのぉけゃすぇ. „]ゃはす いぇ ょゃぇきぇ” とっ 
ゃうょう くぇえ-ゃっさけはすくけ けとっ こさっ
ょう ╉けかっょぇ ぉはか しゃはす. ╀かぇゅけ
ょぇさっくうっ くぇ こけきけとすぇ くぇ そうさ
きっくうは しうくょうおぇす  くぇ ╉′]╀ う 
かうつくけ くぇ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ う 〈け
ょけさ ╃っさきっくょあうっゃ, せしこっかう ょぇ 
きせ けしうゅせさはす ういゃっしすくぇ しせきぇ いぇ 
おくうゅぇすぇ う, さぇいぉうさぇ しっ,  くっ う 
ぉっい こけさっょくけすけ さぇきけ くぇ こさう
はすっかうすっ.

]かぇょおう ういおせてっくうは

‶けしゃっすっくけ くぇ ╃っしう - こさけょぇ-
ゃぇつおぇ ゃ きぇゅぇいうく いぇ おぇそっ ゃ 

╉ぇいぇくかなお 

‶さう すっぉ ゃ くぇしかぇょぇ しっ こけすぇこはき
]さっょ おぇそっすぇ くぇ いなさくぇ,
′ぇ きうゅぇ しっ ぇい さぇいすぇこはき, 
‶かっくっく けす しかぇょおうすっ くっとぇ.

╁おせしなす きう ゃうくぇゅう けすおさうゃぇて, 
さぇょゃぇて  きう しっ ゃしっおう ょっく, 
くっあくけ きっ し けつう ういこうゃぇて, 
ぉせょうて すう きなあぇ せ きっく.

‶けょぇゃぇて きう こぇさつっ ぉうしおゃうすおぇ, 
『っかせゃおぇ うしおぇき ょぇ すう ょぇき.
‶さぇゃう すっ すけゃぇ とぇしすかうゃおぇ
¨す かのぉけゃ ょぇ すっ ういはき.

╋けきうつっ きうかけ し てけおけかぇょ, 
]かなくちっ ゃ きけっすけ しなさちっ, 
╃ゃぇきぇ ゃなゃ さぇいかうつっく しゃはす.
〈ぇき, こけょ くぇてっすけ くっぉっ.
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╃っちぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは 

[ぇょけしす ぉなかゅぇさしおぇ っょくぇ, 
′けしはす くぇてうすっ ょっちぇ, 
〈っ しぇ ぇくゅっかつっすぇ きうかう -
′っあくう, しかなくつっゃう, おさぇしうゃう.

]なし しきはた, こっしくう う うゅさう
╆ぇかうゃぇす さけょくうすっ いっきう, 
╂さぇょつっすぇ う しっかちぇ けゅかぇしはす, 
]ゃっすかうくぇ ゃ ょけきぇ くう ゃくぇしはす.

╁しうつおけ いぇ くぇし しぇ すっ, 
】けき ゅう ゃいっきって くぇ さなちっ, 
╁ かうちぇすぇ うき あうゃけす うしおさう -
きぇかおう  ぉなょっとう いゃっいょう.

]かぇょおう ぉなかゅぇさしおう ょっちぇ -
′ぇえ-こさっおさぇしくう くぇ しゃっすぇ, 
せきくう, しうかくう う ょけぉさう -
╀なかゅぇさうは しなし すはた ぉかっしすう!

¨すゃなょ すけいう しゃはす  こけっす
なす ‶かぇきっく うきぇ う ╂けかはきぇ  
¨ぉうおくけゃっくぇ ╋っつすぇ: 
ょぇ うきぇ しゃけっ しっきっえしすゃけ, 

ょけき, ょっちぇ う あっくぇ, おけはすけ ょぇ 
ゅけ けぉうつぇ. 
╇ おぇすけ いぇおかっす けこすうきうしす 

ゃはさゃぇ: つっ とぇしすうっすけ くっ っ ゃ 
こぇさうすっ, ぇ ゃ しうかぇすぇ くぇ しくけ
こけゃっすっ, おけうすけ ょなさあぇす たけさぇすぇ 
こさぇゃう ゃ すさせょくう きけきっくすう. ╁ 
しうかぇすぇ くぇ かのぉけゃすぇ う ゃ すけゃぇ, 
つっ ╀なかゅぇさうは きけあっ ょぇ ゃなさゃう 
こけ しゃけえ しぇきけしすけはすっかっく こなす.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶っす ゃっおぇ

‶っす ゃっおぇ くう ょせてうかう 
〈うさぇくう ゃ しゃけうすっ さなちっ, 
′ぇょ くぇいう はすぇゅぇくうすっ しゃうしすっかう,
╁ おさなゃ ぉうかけ っ くぇてっすけ かうちっ.

╁なゃ ゃさっきっくぇ くぇ きなおう しすさぇてくう
′ぇさけょなす さけぉしすゃけ くっ すなさこはか,
] たぇえょせちう しかぇゃくう う ぉっいしすさぇて
くう
′ぇこさっょ すさなゅくぇか う けちっかはか.

╁しうつおう ゃはさゃぇかう ゃ [せしうは,
′ぇょっあょぇ うょゃぇかぇ けすすぇき.
╀うかぇ っ くぇてぇすぇ きっしうは, 
けす うゅけ ょぇ ういぉぇゃう くぇき. 

‶さう 【うこおぇ-【っえくけゃけ しっ ぉうかう, 
]かっょゃぇか こなす おなき 『ぇさうゅさぇょ,
〈せさちうは くぇ ょゃっ しすさけてうかう, 
 ‶さういくぇかぇ くぇき くぇ 〈さっすう きぇさす.

‶けおかけく こさっょ たさぇぉさうすっ しけかょぇすう, 
╃させあぉぇ しゃはすぇ  とっ くう ゅさっえ.
╀なかゅぇさうは し きっつすう おさうかぇすう
]ゃけぉけょくけ ゃしっおう とっ あうゃっえ.

╁ないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ しこけさす-
くうは おけきこかっおし くぇ „┿さしっくぇか” っ 
こけさけょっくけ う けす けとっ っょくぇ ぇきぉう-
ちうは くぇ そうさきっくけすけ  さなおけゃけょ-
しすゃけ う 〉] くぇ そせすぉけかくうは おかせぉ 
ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃:  しないょぇゃぇくっ-
すけ くぇ [ぇぉけすくうつっしおけ-ゅさぇょしおぇ 
そせすぉけかくぇ かうゅぇ,  しさっとうすっ けす 
おけはすけ ょぇ しっ ょけきぇおうくしすゃぇす けす 
しすぇょうけく „┿さしっくぇか”. 
┿さしっくぇかしおうはす しすぇょうけく っ 

こなさゃうはす しすぇょうけく, こけしすさけっく ゃ 
╉ぇいぇくかなお.  ¨ぉとぇすぇ きせ こかけと,  
いぇっょくけ し こさうかっあぇとうすっ こかけ-
とう, っ 34 ょっおぇさぇ. ¨すおさうす  っ 
こさっい 1956 ゅけょうくぇ, ぇ  ょゃっ 

ゅけょうくう こけ-おなしくけ – くぇ 10-すう 
しっこすっきゃさう 1958 ゅけょうくぇ, しぇ 
けすおさうすう う こさうかっあぇとうすっ きせ 
つぇしすう - ぉぇしおっすぉけかくけ うゅさうとっ, 
おけさす, かっおけぇすかっすうつっしおぇ こうしすぇ, 
ゃしうつおけ すけゃぇ こけょ うきっすけ „╊っ-
おけぇすかっすうつっしおう おけきこかっおし”. 
╃けすけゅぇゃぇ さぇぉけすっとうすっ  ゃなゃ 
ゃけっくくうすっ いぇゃけょう しぇ こけかいゃぇ-
かう さぇいかうつくう ゅさぇょしおう すっさっくう 
う こかけとぇょおう いぇ しこけさすくう うい-
はゃう, しさっょ おけうすけ こぇさお „23-すう 
‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお” う 
こさうかっあぇとぇ  こかけとぇょおぇ, くぇ 
きはしすけすけ くぇ しっゅぇてくうは ╇いつうし-
かうすっかっく ちっくすなさ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

′ぇちうけくぇかくうはす こぇさお-きせいっえ 
【うこおぇ-╀せいかせょあぇ くぇこさぇゃう  
そうかき, おけえすけ こさっょしすぇゃは 26-すっ 
こぇきっすくうおぇ くぇ いぇゅうくぇかうすっ ゃ うし-
すけさうつっしおうは こさけたけょ こけ ゃさっきっ くぇ 
¨しゃけぉけょうすっかくぇすぇ ゃけえくぇ  こさっい 
1877 – 1878-きぇ. 《うかきなす „‶ぇ-
きっすくうちう くぇ こさういくぇすっかくけしすすぇ”  っ 
こけ しちっくぇさうえ くぇ きせいっは う っ ょっかけ 
くぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ 〈けょけさ ╉けゃぇ-
つっゃ. 《うかきなす こけおぇいゃぇ うしすけさうはすぇ 
くぇ 26-すっ こぇきっすくうおぇ くぇ きはしすけすけ 
くぇ すっぇすなさぇ くぇ ぉけえくうすっ ょっえしすゃうは 
くぇ 【うこおぇ, おなょっすけ しぇ いぇゅうくぇかう う 
ういつっいくぇかう ぉっいしかっょくけ ゃ ゅけさっとけ-
すけ かはすけ くぇ 1877-きぇ こけゃっつっ けす 3 
000 させしおう ゃけえくうちう う ぉなかゅぇさしおう 
けこなかつっくちう. ╅っさすゃうすっ けす しすさぇくぇ 
くぇ ぇさきうはすぇ くぇ ]のかっえきぇく こぇてぇ 
しぇ ょゃけえくけ こけゃっつっ, しけつぇす うしすけ-
さうつっしおうすっ しゃっょっくうは. ]こっちうぇかくけ 
きはしすけ ゃなゃ そうかきぇ, しさっょ ょさせゅうすっ 

こぇきっすくうちう, こさなしくぇすう うい ちっかうは 
【うこつっくしおう こさけたけょ, っ けすょっかっくけ 
くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ くぇ 
うしすけさうつっしおうは ゃさなた .
《うかきなす „‶ぇきっすくうちう くぇ こさう-

いくぇすっかくけしすすぇ”  っ つぇしす けす さっょけゃ-
くぇすぇ こさけょせおちうは くぇ きせいっは, おけえ-
すけ こっさうけょうつくけ こけこなかゃぇ しゃけはすぇ 
そうかきけすっおぇ し ちっか - こけしっすうすっかうすっ 
くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ゃさ. 【うこおぇ ょぇ 
こけかせつぇす こけゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ 
しかぇゃくうすっ ぉけっゃっ. „‶ぇきっすくうちう くぇ 
こさういくぇすっかくけしすすぇ” ゃ ぉなょっとっ とっ 
しっ こさけょぇゃぇ う くぇ こけしっすうすっかうすっ くぇ 
けぉっおすうすっ くぇ ′‶╋ „【うこおぇ-╀せいかせ-
ょあぇ”.
‶さっい しっこすっきゃさう とっ ぉなょっ ゅけすけゃ 

けとっ っょうく そうかき, ょっかけ くぇ しこっちうぇ-
かうしすうすっ けす きせいっは – „╂っさけうすっ くぇ 
【うこおぇ”. ╁ くっゅけ, けしゃっく ぉうけゅさぇ-
そううすっ くぇ ういゃっしすくうすっ くぇ てうさけおぇ-
すぇ こせぉかうおぇ こなかおけゃけょちう けす ̈ しゃけ-
ぉけょうすっかくぇすぇ ゃけえくぇ, しさっょ おけうすけ っ 
ゅっくっさぇか ]すけかっすけゃ, とっ うきぇ う うく-
すっさっしくう しゃっょっくうは いぇ くっ すけかおけゃぇ 
こけいくぇすう ゅっさけう けす ゃけえくぇすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

〈さぇおうえしおう きけくっすう

‶かぇきっく ‶っくっゃ

╇おっぉぇくぇすぇ くぇ ‶かぇきっく
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〈けゃぇ しぇ こなさゃうすっ けしくけゃくう 
いぇょぇつう, ゃないかけあっくう くぇ 

しそけさきうさぇくぇすぇ けたさぇくうすっか
くぇ おけきぇくょぇ ゃ ╃なさあぇゃくぇすぇ 

ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ – ╉ぇいぇくかなお. 
[ってっくうっすけ しっ ゃいっきぇ けす 】ぇぉぇ 
くぇ ぇさきうはすぇ しなし いぇゃっさっくけ ]かせ
あっぉくけ こうしきけ わ 2507 けす 3 

のかう 1931 ゅ. ╁ない けしくけゃぇ くぇ 
すけゃぇ こうしきけ けす さぇいかうつくう ぇさ
すうかっさうえしおう つぇしすう しっ ういこさぇ
とぇす 18 さっょくうちう, おけうすけ しかぇ
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ゅぇす くぇつぇかけすけ くぇ ゃなすさってくぇすぇ 
けたさぇくうすっかくぇ しかせあぉぇ. ┿ けす 10 
ょっおっきゃさう しなとぇすぇ ゅけょうくぇ, しなし 
いぇこけゃっょ わ 67 くぇ ╉ぇいぇくかなて
おうは ゅぇさくういけく, けたさぇくうすっかくぇ
すぇ しかせあぉぇ しっ いぇつうしかはゃぇ おなき 
╃╁《. ╉なき くっは ょけこなかくうすっかくけ 
しっ ういこさぇとぇす ゃけえくうちう けす ̈ しきう 
こったけすっく 〈せくょあぇくしおう こけかお う 
すぇおぇ そけさきうさぇす すさう ゃいゃけょぇ. 
╋かぇょてうはす けそうちっさ, くぇいくぇつっく 
いぇ おけきぇくょうさ, しっ こけかいゃぇか し 
こさぇゃぇすぇ くぇ さけすっく.
╉ぇさぇせかくぇすぇ しかせあぉぇ しっ うい

こなかくはゃぇかぇ しなゅかぇしくけ 〉しすぇ
ゃぇ いぇ ゃなすさってくぇすぇ しかせあぉぇ, 
こさうしこけしけぉっく おなき くせあょうすっ う 
せしかけゃうはすぇ ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ. 
‶さけすうゃけこけあぇさくぇすぇ こなお  しっ 
いぇくうきぇゃぇかぇ し けすしすさぇくはゃぇくっ 
くぇ こさうつうくうすっ いぇ ゃないくうおゃぇくっ 
くぇ こけあぇさ う ぉうかぇ ゃ ゅけすけゃくけしす 
いぇ ゅぇしっくっ こさう しかせつぇえくけ ゃない
くうおくぇか けゅなく.

‶さっい 1935 ゅ. おなき ╃╁《 しっ 
しないょぇゃぇ くけゃぇ ょかなあくけしす – ╉け
きっくょぇくす, おけはすけ しっ いぇっきぇかぇ けす 
しすさけっゃう けそうちっさ. ′ぇ くっゅけゃけ 
こけょつうくっくうっ ぉうかう こけあぇさくぇ
すぇ おけきぇくょぇ, すっかっそけくうしすう
すっ, こけさすうっさうすっ う こぇいぇつうすっ. 
╆ぇょなかあっくうっ くぇ おけきっくょぇくすぇ 
ぉうかけ ょぇ しかっょう いぇ ゃかういぇくっ
すけ う ういかういぇくっすけ くぇ ゃなくてくう
すっ かうちぇ ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ, ょぇ 
しなしすぇゃは こかぇく いぇ けすぉさぇくぇ こさう 
ゃないくうおくぇかう ぉっいさっょうちう う ょぇ 
せさっあょぇ こさけすうゃけゃないょせてくぇすぇ 
けすぉさぇくぇ.
‶け-おなしくけ けたさぇくうすっかくぇすぇ 

おけきぇくょぇ ぉうかぇ こさっうきっくせゃぇくぇ 
くぇ „けたさぇくうすっかくぇ ぉぇすぇさっは” う 
こさっい 1943 ゅ. こさっきうくぇゃぇ くぇ 
こけょつうくっくうっ ゃなゃ ゃしはおけ けすくけ
てっくうっ おなき おけきっくょぇくすぇ くぇ 
そぇぉさうおぇすぇ.

‶. ‶っすおけゃぇ
きせいっえ „┿さしっくぇか”

1. ╃ぇ けたさぇくはゃぇ そぇぉさうおぇすぇ, 
おぇすけ くけしう おぇさぇせかくぇすぇ う こぇすさせかくぇ 
しかせあぉう ゃ くっは.
2. ╃ぇ こさっょこぇいゃぇ そぇぉさうおぇすぇ けす 

こけあぇさ.
3. ╃ぇ いぇこぇいゃぇ さっょなす う しこけおけえ

しすゃうっすけ ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ.
4. ╃ぇ ょぇゃぇ たけさぇ いぇ けすちっこかっ

くうっ くぇ さぇえけくぇ こさう ういこうすぇすっかくう 
しすさっかぉう.
5. ╃ぇ こけきぇゅぇ こさう すけゃぇさけ-さぇいすけ

ゃぇさくうすっ さぇぉけすう う こさっくぇしはくっ くぇ 
きぇすっさうぇかうすっ ょけ しおかぇょけゃっすっ.

‶なかくぇ こけょきはくぇ う さっきけくす 
くぇ たうょさけういけかぇちうはすぇ くぇ 

こけおさうゃくぇすぇ おけくしすさせおちうは くぇ 
ちった 240 くぇ いぇゃけょ 1 こかぇくうさぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ こさっい きっしっち しっこすっきゃさう. 
′けゃうくぇすぇ ぉっ こけすゃなさょっくぇ う けす 
こさっおうは けすゅけゃけさくうお いぇ すけゃぇ 
-さなおけゃけょうすっかはす くぇ くぇこさぇゃ
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, しすさけうすっかしすゃけ” うくあ. 
『ゃっすぇく 【うおけゃ. ‶け ょせきうすっ きせ,  
しゅさぇょぇすぇ, おけはすけ けす ゅけょうくう 
ょぇゃぇ ょっそっおす ゃ こけおさうゃぇ う しない
ょぇゃぇ ういおかのつうすっかくけ くっぉかぇゅけ
こさうはすくう せしかけゃうは いぇ さぇぉけすぇ ゃ 
くっは, けしけぉっくけ ゃ ょくう し ょなあょけ
ゃっ うかう ゃ しすせょっくけ ゃさっきっ, っ 
こけしかっょくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ すっさう
すけさうはすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ けす 
す.く. すうこ しぉけさくけ-こさけきうてかっくけ 
しすさけうすっかしすゃけ /す.っ. しゅさぇょぇすぇ 
くっ っ  きけくけかうすくぇ, ぇ っ けす しゅかけ
ぉはっき すうこ, こさぇゃっくぇ ゃ こっさうけょぇ 
1990-91 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ちはかけ
すけ こさけういゃけょしすゃけ けす いぇゃけょぇ ゃ 
【っえくけゃけ しっ こさっきっしすゃぇ くぇ すっ

さうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”/.
‶けきっとっくうっすけ,  おけっすけ しっ うい

ゅさぇあょぇ こさっょう 20-すうくぇ ゅけょうくう  
いぇ こさっきっしすゃぇくっすけ  くぇ ぉうゃてうは 
こさっしけゃなつっく ちった けす 【っえくけゃ
しおうは いぇゃけょ う ゃ おけっすけ  しっゅぇ しっ 
くぇきうさぇ ちった 240 くぇ いぇゃけょ 1, っ 
つぇしす けす しおかぇょけゃぇ ぉぇいぇ, こさうゅけ
ょっくぇ いぇ さぇぉけすくけ こけきっとっくうっ, 
ぉっい くせあくうすっ  いぇ ちっかすぇ ういけかぇ
ちうう くぇ こけおさうゃぇ. 
╁ けくっいう ゃさっきっくぇ はゃくけ しっ っ 

ぉなさいぇかけ う ゃしうつおけ っ こさぇゃっくけ, 
ぉっい ょぇ しっ しこぇいゃぇす くせあくうすっ 
ういうしおゃぇくうは, おぇすっゅけさうつっく っ  
うくあ. 【うおけゃ. 
╆ぇ しっさうけいくうは こさけぉかっき ゃ ちったぇ  

さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” っ 
せゃっょけきっくけ  かうつくけ けす ょうさっおすけ
さぇ くぇ おけきこかっおし 1 - ╃うくおけ ╉の
きのさっゃ, おけえすけ っ うくそけさきうさぇか 
いぇ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす さっきけく
すう う こけょけぉさっくうは. [ぇぉけすくうちう 
う しうくょうおぇかうしすう けす ちったぇ しなとけ 
しぇ こけしすぇゃはかう せしすくけ ゃなこさけしぇ 
こさっょ しゃけうすっ くぇつぇかくうちう. 
 ╁っょくぇゅぇ, しかっょ おぇすけ こさうおかの

つう さぇぉけすぇすぇ くぇ ぉさうゅぇょぇすぇ こけ 
たうょさけういけかぇちううすっ ゃ „┿さしっ
くぇか”, おけはすけ しっゅぇ っ ぇくゅぇあう
さぇくぇ し こけおさうゃぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ 
いぇ ╂]╋, すは とっ しっ こさっきっしすう 
くぇ おけさこせしぇ くぇ ちった 240 くぇ 
いぇゃけょ 1, いぇはゃう うくあっくっさ 【う
おけゃ. ‶け ょせきうすっ  きせ, すけゃぇ  とっ 
しすぇくっ けとっ しかっょゃぇとうは きっしっち, 
おけゅぇすけ っ こさっょゃうょっくけ う くぇ
つぇかけすけ くぇ たうょさけういけかぇちうはすぇ 
くぇ こけおさうゃぇ くぇ ちったぇ. 〈は とっ 
しっ  ういゃなさてゃぇ しなし しこっちうぇかくけ 
たうょさけういけかぇちうけくくけ こかぇすくけ,  
ゃくけし けす [せしうは, おけっすけ とっ こけ
っきっ う しないょぇょっくうすっ かせそすけゃっ   
こけ こけおさうゃぇ う こけしかっょうちうすっ 
けす かけてけすけ ゃけょけういゃっあょぇくっ 
くぇ しゅさぇょぇすぇ. ‶さっょしすけはとうはす 
さっきけくす っ ゃおかのつっく ゃ こかぇくけゃう
すっ さっきけくすう ゃ „┿さしっくぇか” こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ.
′ぇょはゃぇきっ しっ し こさっょしすけはとうは 

さっきけくす ょぇ さってうき こさけぉかっきぇ ゃ 
ちったぇ, いぇはゃう けとっ 【うおけゃ. 

                            
〈┿

′けゃ ちった とっ ぉなょっ けすおさうす ゃ くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ いぇゃけょ 4 -╋なゅかうあ. ╁ くけゃうは こさっしけゃなつっく う 
きけくすぇあっく せつぇしすなお とっ しっ こさけういゃっあょぇす つぇしす けす くけゃうすっ うい
ょっかうは くぇ けさなあっえくうちぇすぇ.  ‶けょけぉっく こさけういゃけょしすゃっく せつぇしすなお 
くっ っ ういゅさぇあょぇく くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ ゃ こけしかっょくうすっ 
15 ゅけょうくう. 
¨ぉっおすなす とっ っ けす こなさゃぇ おぇすっゅけさうは けぉっおすう, こけ おかぇしうそうおぇ

ちうはすぇ いぇ しすさけうすっかくう けぉっおすう, おぇすけ ゃしうつおけ ゃ くけゃうは  おけさこせし 
とっ っ ゃいさうゃけけぉっいけこぇしっくけ こけ こけしかっょくう すったくけかけゅうう. 
′けゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ いぇ ぇさしっくぇかちう ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす う いぇ 

さぇいおさうゃぇくっ くぇ くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ.  
〈┿

′ぇょ 500 せくうおぇかくう きけくっすう けす ゃういぇくすうえしおけ う さうき
しおけ ゃさっきっ しぇ こけょさっょっくう ゃ くっこけおぇいゃぇくぇ ょけしっゅぇ 

ういかけあぉぇ ゃ ╇╋ „╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╄おしこけいうちうはすぇ っ  こけしゃっすっくぇ くぇ 110-すぇすぇ ゅけょうてくう

くぇ けす くっゅけゃけすけ しないょぇゃぇくっ. 
]さっょ こけおぇいぇくうすっ っおしこけくぇすう しぇ いかぇすくう きけくっすう  くぇ 

うきこっさぇすけさう けす ╁ういぇくすうえしおけすけ きけくっすけしっつっくっ, きけくっ
すう けす [うきしおけすけ こさけゃうくちうぇかくけ きけくっすけしっつっくっ, おぇおすけ 
う さうきしおう さっこせぉかうおぇくしおう  きけくっすう.
]さっょ ういかけあっくうすっ っおしこけくぇすう っ う ういおかのつうすっかくけ 

ちっくくぇすぇ う せくうおぇかくぇ いぇ ╀なかゅぇさうは きけくっすぇ  くぇ すさぇ
おうえしおうは ゃかぇょっすっか  ╉ういうお. ╋けくっすぇすぇ こさっょしすぇゃかはゃぇ しこかぇゃ けす いかぇすけ う しさっぉさけ し きぇしうゃくけ きけくっすくけ 
はょさけ. 〈は っ っょうく けす こなさゃうすっ っおしこけくぇすう ゃ おぇいぇくかなておうは きせいっえ, しなぉさぇくう けとっ こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
こなさゃけけしくけゃぇすっかうすっ きせ 』せょけきうさ う ‶っすなさ 〈けこせいけゃ こさういけゃぇゃぇす きっしすくけすけ くぇしっかっくうっ こさっい 1901 ゅ. 
ゃしっおう ょぇ ょぇさう ちっくくけすけ, おけっすけ うきぇ. ‶さう っょくぇ けす けぉうおけかおうすっ しう うい しっかぇすぇ 』せょけきうさ う ‶っすなさ 〈けこせいけゃ 
こけこぇょぇす くぇ きぇかおけ しっかしおけ きけきつっ, おけっすけ ゃぇょう せくうおぇかくぇすぇ くぇたけょおぇ けす ょあけぉけゃっすっ くぇ こけすせさうすっ しう. 
‶け ょせきうすっ くぇ きけきつっすけ, いぇこぇいっくう おぇすけ ょけおせきっくす ゃ おぇいぇくかなておうは きせいっえ, きけくっすぇすぇ ぉうかぇ けすおさうすぇ けす 

くっゅけゃうは ぉぇとぇ ゃ くうゃぇすぇ. 〉くうおぇかくぇすぇ きけくっすぇ っ ょぇすうさぇくぇ  いぇ こっさうけょぇ 500 ゅけょうくぇ こさ.く.っ. う しっ しつうすぇ 
いぇ っょくぇ けす くぇえ-さぇくくうすっ きけくっすう ゃ つけゃっておぇすぇ うしすけさうは.  
╁ ういかけあぉぇすぇ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ゃうょはくう う すさぇおうえしおう きけくっすう けす ゃさっきっすけ くぇ ┿きぇすけゅ う ]っゃす 〈さっすう. 
╄おしこけいうちうはすぇ けしすぇゃぇ けすゃけさっくぇ いぇ こけしっとっくうは ょけ おさぇは くぇ ぇゃゅせしす. ╇ょっはすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 

おぇいぇくかなておうは きせいっえ っ  つぇしす けす くっは ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ っょくぇ けす こけしすけはくくうすっ きせいっえくう っおしこけいうちうう. 
                                           ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

 
╀けさうしけゃ うょゃぇ くぇ 【うこおぇ 

′ぇ 21-ゃう ぇゃゅせしす / くっょっかは/ こさっきうっさなす くぇ ╀なかゅぇさうは ╀けえおけ ╀けさうしけゃ とっ ぉなょっ ゅけしす くぇ すなさあっ
しすゃぇすぇ くぇ ゃさなた 【うこおぇ, こけしゃっすっくう くぇ 134-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす ぉけっゃっすっ くぇ ゃなさたぇ. 』っしすゃぇくうはすぇ  

いぇこけつゃぇす し こぇくうたうょぇ, おけはすけ とっ けすしかせあう  ╁っかうおけすなさくけゃしおうはす きうすさけこけかうす ╂さうゅけさうえ. ‶さっょゃうょっく 
っ う こけたけょ こけょ っゅうょぇすぇ くぇ ¨ぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか くぇ ╂ぇぉさけゃけ けす ]けおけかしおうは きぇくぇしすうさ ょけ ゃさなた 
【うこおぇ, ゃ おけえすけ しっ けつぇおゃぇ ょぇ しっ ゃおかのつう う こさっきうっさなす. ╁ いぇおかのつうすっかくぇすぇ つぇしす くぇ つっしすゃぇくうはすぇ くぇ 
ゃさなた 【うこおぇ とっ うきぇ すなさあっしすゃけ, こけしゃっすっくけ くぇ 134-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす 【うこつっくしおぇすぇ っこけこっは, おけっすけ 
とっ いぇゃなさてう し すさぇょうちうけくくぇすぇ ゃないしすぇくけゃおぇ くぇ 【うこつっくしおうすっ ぉけっゃっ. 

【そこ か  つてちあせせあ たてけぬあ. ¨くねかくうあは うけお.

╇ はさおけ ょけおぇいぇすっかしすゃけ, つっ 
ゃ あうゃけすぇ くう くはきぇ しかせ-

つぇえくう しさっとう. ╇ たけさぇ. ╇ つっ 
ゃしはおぇ こさうゃうょくぇ しかせつぇえくけしす 
っ しおさうす たけょ くぇ ]なょぉぇすぇ. ╇ 
つっ くうおけゅぇ くっ っ おなしくけ ょぇ  しっ 
くぇきっさうて. 
′はきぇ ょぇ ゅけ しぉなさおぇすっ ゃ すなか-

こぇすぇ. ′っ いぇさぇょう こなしすさけすけ きせ 
けぉかっおかけ, ぇ いぇさぇょう ちゃっすくけすけ 
きせ, こけつすう ょっすしおけ, ういかなつゃぇ-
くっ. 〈させょくけ っ ょぇ こけゃはさゃぇて, 
つっ ゃ ゅけかはきぇすぇ きぇしぇ きけあっ ょぇ 
うきぇ すけかおけゃぇ てぇさっく つけゃっお. 
╇ すぇおなゃ けこすうきうしす. ′け すけえ 
こさけしすけ っ さぇいかうつっく, ょさせゅ, 
〈けえ. ╄ょうく けす けくっいう っおいっき-
こかはさう, おけうすけ こさぇゃはす あうゃけすぇ 
くう ゃ おけかっおすうゃ  くはおぇお こなしすなさ, 
いぇおぇつかうゃ, くっいかけぉかうゃ う ょけさう 
こけ ょっすしおう くぇうゃっく. ╇ ゃ しなとけ-
すけ ゃさっきっ すっ おぇさぇす ょぇ しっ いぇ-
きうしかうて: ゃなさたせ しなとうくしおうすっ  
ゃぇあくう ゃなこさけしう くぇ ぉうすうっすけ 
くう. ¨すゃなょ しおせおぇすぇ う こさけいぇすぇ 
くぇ ょっくは, けすゃなょ しこぇさすぇくしおけすけ 
すうつぇくっ ゃ ょっかくうおぇ. 
‶けっすなす ‶かぇきっく. 〈ぇかぇくす 

いぇょ てかけしっさしおぇすぇ きぇしぇ ゃ 
ちった 510 くぇ ╆ぇゃけょ 5. 
╋けきつっすけ けす ぅしっくけゃけ.]うく くぇ 

ぉうゃてぇ ぇさしっくぇかしおぇ ゅけすゃぇつおぇ 
う すさぇおすけさうしす. ¨くいう, しすさぇく-
くうはす, し ょせいうくぇすぇ こさうはすっかう 
- あっくう. ╇しすうくしおう とぇしすかうゃ 
う かっおけ けすくっしっく. ╋かぇょっあなす 
し うおっぉぇくうすっ うかう いぇゃけょしおうはす 
こうしぇつ くぇ ゃしっゃないきけあくう こけい-
ょさぇゃう, つっしすうすおう う しすうたけゃっ  
いぇ さぇょけしす う ょさぇゅけしす くぇ ょせ-
てぇすぇ. 

╁しはおけ けす  すっいう けこさっょっかっくうは 
38-ゅけょうてくうはす てかけしっさ っ つせ-
ゃぇか いぇ しっぉっ しう. ╇ ゃしはおけ っょくけ  
こけけすょっかくけ っ ゃはさくけ. ′け くうおけ-
ゅぇ  こなかくけ. ╆ぇとけすけ ‶かぇきっく っ 
ちはかぇ ╁しっかっくぇ. ╄ょうく こけ-さぇい-
かうつっく いぇ ちったけゃうは つけゃっお っお-
いっきこかはさ. 
¨す けくっいう, おけうすけ すっ おぇさぇす, 

おけゅぇすけ  すう っ くぇえ-すさせょくけ, ょぇ 
しこさって こさう すはた, いぇ ょぇ すう しっ 
せしきうたくっ ょせてぇすぇ.  ╃ぇ いなさくって 
こけさっょくぇすぇ きせ おさぇしけすぇ, いぇ ょぇ 
さぇいぉっさって, つっ しう あうゃ. ╇かう 
こさけしすけ ょぇ すっ いぇさっょう し けくぇいう 
ういゅせぉっくぇ くはおなょっ ゃ いかけぉぇすぇ 
くぇ ょっくは くう つけゃっつくけしす う ょっす-
しおけ つうしすけしなさょっつうっ. 
╆ぇ ‶かぇきっく ‶っくっゃ ‶っすおけゃ 

あうゃけすなす しっ けぉさなとぇ こさっょう 
3 ゅけょうくう. 
╇ いぇ すけいう いぇゃけえ ちはか あうゃけす 

とっ っ ぉかぇゅけょぇさっく くぇ うくあ. ╂っ-
けさゅう ╋ぇさおけゃ, おけえすけ ゅけ ゃけょう 
くぇ けおぇいぇかぇ しっ しなょぉけゃくぇ いぇ 
くっゅけ しさっとぇ しなし ]すっそおぇ ╆かぇ-
すっゃぇ けす ちった 510 くぇ ╆ぇゃけょ 
5. ╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ こさう くっは, 
おぇすけ おけかっゅぇ こけ きぇしぇ. ╇ うきっく-
くけ ]すっそおぇ っ つけゃっおなす, おけえすけ 
こさけきっくは  ‶かぇきっく う きせ ゃょなたゃぇ 
しうかう う おせさぇあ ょぇ くぇきっさう しっぉっ 
しう, ょぇ こけゃはさゃぇ, つっ っ ちっかせくぇす 
けす ╀けゅぇ, いぇとけすけ うきぇ こけっすう-
つっく すぇかぇくす: ょぇ さっょう し くっゃっ-
さけはすくぇ かっおけすぇ さうきう, こなかくう し 
かのぉけゃ う くっこさうくせょっくけしす. 
‶さっょう ょぇ しすうゅくっ ょけ ]すっ-

そおぇ, いぇ おけはすけ すゃなさょう, つっ っ 
„つけゃっおなす, けすおさうか ょせてぇすぇ きせ 
う しなあうゃうか は いぇ あうゃけす”, しすさぇ-
たけすくけ きけきうつっ, くっゃっさけはすっく 
つけゃっお, いかぇすくぇ こさうはすっかおぇ,  
しなょぉぇすぇ ょなかゅけ ゅけ かのておぇ すせお 
う すぇき: いぇゃなさてゃぇ くはおけゅぇて-
くけすけ ]‶〈〉 こけ すっおしすうか „╃けく-
つけ ╀けはょあうっゃ”, し こさけそっしうは 
きぇてうくっく きけくすぬけさ, しかせあう ゃ 
こけょっかっくうっすけ ゃ ]おけぉっかっゃけ,  
ういゃっしすくけ ゃさっきっ さぇぉけすう ゃ 
„╉ぇすっおし”, „′うおょうき”, う „╉さっ-
きけくぇ”, こけしかっ ょゃっ ゅけょうくう こさっ-
おぇさゃぇ ゃなゃ „╁うょうきぇ ╇ょっぇか” ゃ 
]っゃかうっゃけ. ′うおなょっ けぉぇつっ くっ 
しっ つせゃしすゃぇ おけきそけさすくけ, くっ しっ 
つせゃしすゃぇ さぇいぉさぇく う しっぉっ しう. 
╆ぇすけゃぇ ういぉうさぇ けぉさぇすくうは こなす 
おなき ょけきぇ. 
〈ぇおぇ いぇこけつゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” 

こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ. ╁ ちったぇ 
いぇ そさっいう くぇ ╆ぇゃけょ 5. ‶けしかっ 
うょゃぇ う しなょぉけゃくぇすぇ しさっとぇ: 
しなし ]すっそおぇ ╆かぇすっゃぇ, し ′ぇく-
おぇ 〈けこぇかけゃぇ, おけはすけ くぇさうつぇ 
„きなょさけしすすぇ ゃ すゃけさつっしおうは くう 
っおうこ”, し ╋ぇさうはくぇ ╀ぇくゅっっ-
ゃぇ けす ╉けこさうくおぇ う し ╉ぇきっかうは 
╉なくつっゃぇ. ╆ぇっょくけ しぇ „すゃけさつっ-
しおぇ ゅさせこぇ”, „くっゃっさけはすっく すぇく-
ょっき”, おけえすけ しっ おさっこう ゃ すさせょ-

くう きけきっくすう. 
╆ぇ ‶かぇきっく しっゅぇ あうゃけすなす 

ゃ ちったぇ っ さぇぉけすぇ う しすうた.
╅うゃっっ し こけっいうはすぇ, おけはすけ 

しないょぇゃぇ. ‶さういくぇゃぇ, つっ ぉっい 
せしうかうっ さっょう しすさけそうすっ, くけ 
きせ っ くせあくぇ きせいぇ. 〈ぇかぇくすなす 
きせ けすょぇゃくぇ っ いぇぉっかはいぇく う 
けちっくっく けす おけかっゅう う くぇつぇか-
くうちう, いぇとけすけ ゅけ すなさしはす いぇ 
つっしすうすおう こけ さぇいかうつくう こけ-
ゃけょう. 【かけしっさしおぇすぇ きせ きぇしぇ 
っ つっしすぇ しこうさおぇ いぇ ょうさっおすけ-
さうすっ くぇ ╆ぇゃけょ 5 うくあ. ‶っすなさ 
】うかはくけゃ う ]すけはく ╁っかつっゃ, いぇ 
しうくょうおぇかうしすう, いぇ ぉさうゅぇょくうは 
きせ さなおけゃけょうすっか ╋うすぬけ ╃う-
きうすさけゃ. ] ぉっいちっくくぇすぇ こけきけと 
くぇ つっすうさうすっ しう こさうはすっかおう, 
おけうすけ しっ はゃはゃぇす  う ゃ さけかはすぇ 
くぇ こなさゃう さっょぇおすけさおう, おぇおすけ 
う し こけょおさっこぇすぇ くぇ ょせいうくぇ 
こけつうすぇすっかう, ‶かぇきっく ういょぇゃぇ 
う こなさゃぇすぇ しう しすうたけしぉうさおぇ, 
くぇさっつっくぇ „╆ぇ ょっちぇすぇ くぇ ╀なか-
ゅぇさうは”. 〈うさぇあなす っ こけゃっつっ けす 
しうきゃけかうつっく - 100 ぉさけは, くけ 
ぉなさいけ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ くぇこさぇゃはす 
ょゃっ くけゃう ょけこっつぇすおう. ╉くうあ-
おぇすぇ, こなかくぇ しなし しすうたけゃっ いぇ 
ょっちぇ, しっ さぇいゅさぇぉゃぇ おぇすけ すけ-
こなか たかはぉ. ╀っいちっくくぇ っ こけきけ-
とすぇ, おけはすけ けおぇいゃぇす いぇ こなさゃぇ-
すぇ きせ おくうゅぇ う けす ういょぇすっかしすゃけ 
„》っかうおけく” ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ 
う おけくすさけかぬけさおぇすぇ けす ちった 510 
ゃ ╆ぇゃけょ 5 – 〈けくう ╁ぇしうかっゃぇ. 

〈は っ う たせょけあくうつおぇすぇ くぇ おけ-
さうちぇすぇ くぇ おくうあおぇすぇ. [うしせゃぇ 
し こぇしすっかう う ぉかけおつっ. 
′ぇ すっいう あっくう ょなかあぇ おせこ 

こなさゃう くっとぇ ゃ こけっすうつくうは しう 
こさけとなこせかくうお, おぇいゃぇ し くっし-
おさうすぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす う ゃない-
たうとっくうっ ‶かぇきっく. 』っすうさうすっ 
きせ こさうはすっかおう う おけかっゅう けす 
ちったぇ しぇ すっいう, おけうすけ こけしすぇゃはす 
おせすうえおぇ いぇ しさっょしすゃぇ, いぇ ょぇ 
ゃうょう ぉはか しゃはす おくうゅぇすぇ きせ. ┿ 
╉ぇきっかうは ╉なくつっゃぇ っ つけゃっおなす, 

おぇつうか いぇ こなさゃう こなす くぇ しちっ-
くぇすぇ しすっしくうすっかくうは う こかぇた 
‶かぇきっく. ‶けきくう ょぇすぇすぇ: 11-
すう しっこすっきゃさう 2010 ゅけょうくぇ 
くぇ しなぉけさぇ くぇ させしけそうかうすっ 
おさぇえ ╉けこさうくおぇ. 〈ぇき ‶かぇきっく 
さっちうすうさぇ „╁っかうおうすっ ぉさぇすは”. 
‶さっょう すけゃぇ うきぇ こかぇたう けこ-
うすう いぇ しちっくうつくう ういはゃう くぇ 
おけくおせさしぇ „╋ぇゅうはすぇ かのぉけゃ” う 
„╁うてくっゃ ちゃはす”.
‶けっすうつくうすっ きせ ょぇさぉう しぇ 

けちっくっくう, けしゃっく けす きっしす-
くぇすぇ こせぉかうおぇ, う けす くぇちうけ-
くぇかくぇすぇ. 
′っとけ こけゃっつっ: し すぇかぇくすぇ しう 

ょぇ さっょう し かっおけすぇ こけっすうつくう 
しすさけそう, ‶かぇきっく ゃっつっ っ しこっ-
つっかうか う さっおかぇきくう くぇゅさぇょう 
くぇ ゅけかっきう そうさきう: ぉかぇゅけょぇ-
さっくうっ くぇ うょっはすぇ いぇ せつぇしすうっ, 
ょぇょっくぇ けす ]すっそおぇ, すゃけさつっ-
しおうはす すぇくょっき しっ しょけぉうゃぇ し 5 
てけおけかぇょぇ くぇ „╋うかおぇ” う ちはか 
しすっお し かのすっくうちぇ けす „[けくう”. 
┿ こけっすうつくけすけ きせ ゃょなたくけゃっ-

くうっ ゃっつっ しっ こっっ う おぇすけ こっ-
しくうつおぇ: 

„〈ぇき ょぇかっつっ ゃなゃ 【ゃっえちぇさうは 
すゃけさはす くぇしかぇょぇ いぇ ╀なかゅぇさうは. 
╋かはおけ うしすうくしおけ う ゃおせしくけ,  
けす くっゅけ こさぇゃはす すっ ういおせしすゃけ. 
‶なさゃけおかぇしっく てけおけかぇょ –
くぇしかぇょぇ, いぇ ょっちぇすぇ し ういくっくぇょぇ. 
╃ぇさ けす ┿かこうすっ いぇゃつぇし
„╋うかおぇ” てけおけかぇょ いぇ ゃぇし”. 

¨すゃなょ ゃさっきっすけ, おけっすけ 
こけしゃっとぇゃぇ くぇ しすうたけゃっすっ, 
‶かぇきっく こさういくぇゃぇ, つっ し 
さぇょけしす しないょぇゃぇ う ょさせゅ ゃうょ 
おさぇしけすぇ:  うおっぉぇくう. 
╆ぇ くぇこさぇゃぇすぇ うき ういぉうさぇ きぇ-

すっさうぇか けす こさうさけょぇすぇ.  ╇しおぇ 
しないょぇょっくけすけ けす くっゅけ ょぇ さぇょ-
ゃぇ たけさぇすぇ う ょぇ ゅう いぇさっあょぇ し 
つうしすぇ, こけいうすうゃくぇ っくっさゅうは.
 ╋けきうつっすぇすぇ, くぇ おけうすけ ょなか-

あう くぇきうさぇくっすけ くぇ ょせてぇすぇ 
しう, ゃっつっ うきぇす すぇおなゃ ょぇさ けす 
‶かぇきっく, ぇ ╃なさゃけいぇゃぇさなす 
– けゅさけきくぇ うおっぉぇくぇ, こさっょ-
くぇいくぇつっくぇ いぇ こさうはすっかおぇすぇ 
]すっそおぇ, ゃしっ けとっ しっ さぇぉけすう. 
╂けかはきぇ っ, ちはかけ つせょけゃうとっ けす 
おけさっく けす たゃけえくぇ, とっ いぇっきっ 
ちはかぇすぇ しすぇは, おぇいゃぇ てかけしっさなす  
‶かぇきっく. 
 ╉けゅぇすけ くっ しないょぇゃぇ くっとけ 

けす ょなさゃけ うかう くっ さっょう しすう-
たけゃっ, しっ つせゃしすゃぇ くはおぇお  こさぇ-
いっく, さぇいこうかはく.  ╆ぇすけゃぇ しっ っ 
くぇせつうか ょぇ けしきうしかは ょくうすっ しう 
こなかくけ.  ╇ くっ  おさうっ, つっ いぇ さぇい-
かうおぇ けす きくけいうくぇ, たけょう し さぇ-
ょけしす くぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇとけすけ すせお  
しなき あうゃ, おぇいゃぇ きけきつっすけ  けす 
ぅしっくけゃけ. 
 ╉けっすけ ゃっつっ くけしう ゃ つぇくすぇすぇ 

しう しゃうすなちうすっ いぇ ゃすけさぇすぇ  しう 
おくうゅぇ. 〈けいう こなす こけしゃっすっくぇ くぇ 
かのぉけゃすぇ. „]ゃはす いぇ ょゃぇきぇ” とっ 
ゃうょう くぇえ-ゃっさけはすくけ けとっ こさっ-
ょう ╉けかっょぇ ぉはか しゃはす. ╀かぇゅけ-
ょぇさっくうっ くぇ こけきけとすぇ くぇ そうさ-
きっくうは しうくょうおぇす  くぇ ╉′]╀ う 
かうつくけ くぇ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ う 〈け-
ょけさ ╃っさきっくょあうっゃ, せしこっかう ょぇ 
きせ けしうゅせさはす ういゃっしすくぇ しせきぇ いぇ 
おくうゅぇすぇ う, さぇいぉうさぇ しっ,  くっ う 
ぉっい こけさっょくけすけ さぇきけ くぇ こさう-
はすっかうすっ.

]かぇょおう ういおせてっくうは

‶けしゃっすっくけ くぇ ╃っしう - こさけょぇ-
ゃぇつおぇ ゃ きぇゅぇいうく いぇ おぇそっ ゃ 

╉ぇいぇくかなお 

‶さう すっぉ ゃ くぇしかぇょぇ しっ こけすぇこはき
]さっょ おぇそっすぇ くぇ いなさくぇ,
′ぇ きうゅぇ しっ ぇい さぇいすぇこはき, 
‶かっくっく けす しかぇょおうすっ くっとぇ.

╁おせしなす きう ゃうくぇゅう けすおさうゃぇて, 
さぇょゃぇて  きう しっ ゃしっおう ょっく, 
くっあくけ きっ し けつう ういこうゃぇて, 
ぉせょうて すう きなあぇ せ きっく.

‶けょぇゃぇて きう こぇさつっ ぉうしおゃうすおぇ, 
『っかせゃおぇ うしおぇき ょぇ すう ょぇき.
‶さぇゃう すっ すけゃぇ とぇしすかうゃおぇ
¨す かのぉけゃ ょぇ すっ ういはき.

╋けきうつっ きうかけ し てけおけかぇょ, 
]かなくちっ ゃ きけっすけ しなさちっ, 
╃ゃぇきぇ ゃなゃ さぇいかうつっく しゃはす.
〈ぇき, こけょ くぇてっすけ くっぉっ.

                  
 22.04.2011ゅ.

╃っちぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは 

[ぇょけしす ぉなかゅぇさしおぇ っょくぇ, 
′けしはす くぇてうすっ ょっちぇ, 
〈っ しぇ ぇくゅっかつっすぇ きうかう -
′っあくう, しかなくつっゃう, おさぇしうゃう.

]なし しきはた, こっしくう う うゅさう
╆ぇかうゃぇす さけょくうすっ いっきう, 
╂さぇょつっすぇ う しっかちぇ けゅかぇしはす, 
]ゃっすかうくぇ ゃ ょけきぇ くう ゃくぇしはす.

╁しうつおけ いぇ くぇし しぇ すっ, 
】けき ゅう ゃいっきって くぇ さなちっ, 
╁ かうちぇすぇ うき あうゃけす うしおさう -
きぇかおう  ぉなょっとう いゃっいょう.

]かぇょおう ぉなかゅぇさしおう ょっちぇ -
′ぇえ-こさっおさぇしくう くぇ しゃっすぇ, 
せきくう, しうかくう う ょけぉさう -
╀なかゅぇさうは しなし すはた ぉかっしすう!

¨すゃなょ すけいう しゃはす  こけっす-
なす ‶かぇきっく うきぇ う ╂けかはきぇ  
¨ぉうおくけゃっくぇ ╋っつすぇ: 
ょぇ うきぇ しゃけっ しっきっえしすゃけ, 

ょけき, ょっちぇ う あっくぇ, おけはすけ ょぇ 
ゅけ けぉうつぇ. 
╇ おぇすけ いぇおかっす けこすうきうしす 

ゃはさゃぇ: つっ とぇしすうっすけ くっ っ ゃ 
こぇさうすっ, ぇ ゃ しうかぇすぇ くぇ しくけ-
こけゃっすっ, おけうすけ ょなさあぇす たけさぇすぇ 
こさぇゃう ゃ すさせょくう きけきっくすう. ╁ 
しうかぇすぇ くぇ かのぉけゃすぇ う ゃ すけゃぇ, 
つっ ╀なかゅぇさうは きけあっ ょぇ ゃなさゃう 
こけ しゃけえ しぇきけしすけはすっかっく こなす.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶っす ゃっおぇ

‶っす ゃっおぇ くう ょせてうかう 
〈うさぇくう ゃ しゃけうすっ さなちっ, 
′ぇょ くぇいう はすぇゅぇくうすっ しゃうしすっかう,
╁ おさなゃ ぉうかけ っ くぇてっすけ かうちっ.

╁なゃ ゃさっきっくぇ くぇ きなおう しすさぇてくう
′ぇさけょなす さけぉしすゃけ くっ すなさこはか,
] たぇえょせちう しかぇゃくう う ぉっいしすさぇて-
くう
′ぇこさっょ すさなゅくぇか う けちっかはか.
…………………………………………………

╁しうつおう ゃはさゃぇかう ゃ [せしうは,
′ぇょっあょぇ うょゃぇかぇ けすすぇき.
╀うかぇ っ くぇてぇすぇ きっしうは, 
けす うゅけ ょぇ ういぉぇゃう くぇき. 

‶さう 【うこおぇ-【っえくけゃけ しっ ぉうかう, 
]かっょゃぇか こなす おなき 『ぇさうゅさぇょ,
〈せさちうは くぇ ょゃっ しすさけてうかう, 
 ‶さういくぇかぇ くぇき くぇ 〈さっすう きぇさす.

‶けおかけく こさっょ たさぇぉさうすっ しけかょぇすう, 
╃させあぉぇ しゃはすぇ  とっ くう ゅさっえ.
╀なかゅぇさうは し きっつすう おさうかぇすう
]ゃけぉけょくけ ゃしっおう とっ あうゃっえ.

╁ないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ しこけさす
くうは おけきこかっおし くぇ „┿さしっくぇか” っ 
こけさけょっくけ う けす けとっ っょくぇ ぇきぉう
ちうは くぇ そうさきっくけすけ  さなおけゃけょ
しすゃけ う 〉] くぇ そせすぉけかくうは おかせぉ 
ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃:  しないょぇゃぇくっ
すけ くぇ [ぇぉけすくうつっしおけ-ゅさぇょしおぇ 
そせすぉけかくぇ かうゅぇ,  しさっとうすっ けす 
おけはすけ ょぇ しっ ょけきぇおうくしすゃぇす けす 
しすぇょうけく „┿さしっくぇか”. 
┿さしっくぇかしおうはす しすぇょうけく っ 

こなさゃうはす しすぇょうけく, こけしすさけっく ゃ 
╉ぇいぇくかなお.  ¨ぉとぇすぇ きせ こかけと,  
いぇっょくけ し こさうかっあぇとうすっ こかけ
とう, っ 34 ょっおぇさぇ. ¨すおさうす  っ 
こさっい 1956 ゅけょうくぇ, ぇ  ょゃっ 

ゅけょうくう こけ-おなしくけ – くぇ 10-すう 
しっこすっきゃさう 1958 ゅけょうくぇ, しぇ 
けすおさうすう う こさうかっあぇとうすっ きせ 
つぇしすう - ぉぇしおっすぉけかくけ うゅさうとっ, 
おけさす, かっおけぇすかっすうつっしおぇ こうしすぇ, 
ゃしうつおけ すけゃぇ こけょ うきっすけ „╊っ
おけぇすかっすうつっしおう おけきこかっおし”. 
╃けすけゅぇゃぇ さぇぉけすっとうすっ  ゃなゃ 
ゃけっくくうすっ いぇゃけょう しぇ こけかいゃぇ
かう さぇいかうつくう ゅさぇょしおう すっさっくう 
う こかけとぇょおう いぇ しこけさすくう うい
はゃう, しさっょ おけうすけ こぇさお „23-すう 
‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお” う 
こさうかっあぇとぇ  こかけとぇょおぇ, くぇ 
きはしすけすけ くぇ しっゅぇてくうは ╇いつうし
かうすっかっく ちっくすなさ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

′ぇちうけくぇかくうはす こぇさお-きせいっえ 
【うこおぇ-╀せいかせょあぇ くぇこさぇゃう  
そうかき, おけえすけ こさっょしすぇゃは 26-すっ 
こぇきっすくうおぇ くぇ いぇゅうくぇかうすっ ゃ うし
すけさうつっしおうは こさけたけょ こけ ゃさっきっ くぇ 
¨しゃけぉけょうすっかくぇすぇ ゃけえくぇ  こさっい 
1877 – 1878-きぇ. 《うかきなす „‶ぇ
きっすくうちう くぇ こさういくぇすっかくけしすすぇ”  っ 
こけ しちっくぇさうえ くぇ きせいっは う っ ょっかけ 
くぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ 〈けょけさ ╉けゃぇ
つっゃ. 《うかきなす こけおぇいゃぇ うしすけさうはすぇ 
くぇ 26-すっ こぇきっすくうおぇ くぇ きはしすけすけ 
くぇ すっぇすなさぇ くぇ ぉけえくうすっ ょっえしすゃうは 
くぇ 【うこおぇ, おなょっすけ しぇ いぇゅうくぇかう う 
ういつっいくぇかう ぉっいしかっょくけ ゃ ゅけさっとけ
すけ かはすけ くぇ 1877-きぇ こけゃっつっ けす 3 
000 させしおう ゃけえくうちう う ぉなかゅぇさしおう 
けこなかつっくちう. ╅っさすゃうすっ けす しすさぇくぇ 
くぇ ぇさきうはすぇ くぇ ]のかっえきぇく こぇてぇ 
しぇ ょゃけえくけ こけゃっつっ, しけつぇす うしすけ
さうつっしおうすっ しゃっょっくうは. ]こっちうぇかくけ 
きはしすけ ゃなゃ そうかきぇ, しさっょ ょさせゅうすっ 

こぇきっすくうちう, こさなしくぇすう うい ちっかうは 
【うこつっくしおう こさけたけょ, っ けすょっかっくけ 
くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ くぇ 
うしすけさうつっしおうは ゃさなた .
《うかきなす „‶ぇきっすくうちう くぇ こさう

いくぇすっかくけしすすぇ”  っ つぇしす けす さっょけゃ
くぇすぇ こさけょせおちうは くぇ きせいっは, おけえ
すけ こっさうけょうつくけ こけこなかゃぇ しゃけはすぇ 
そうかきけすっおぇ し ちっか - こけしっすうすっかうすっ 
くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ゃさ. 【うこおぇ ょぇ 
こけかせつぇす こけゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ 
しかぇゃくうすっ ぉけっゃっ. „‶ぇきっすくうちう くぇ 
こさういくぇすっかくけしすすぇ” ゃ ぉなょっとっ とっ 
しっ こさけょぇゃぇ う くぇ こけしっすうすっかうすっ くぇ 
けぉっおすうすっ くぇ ′‶╋ „【うこおぇ-╀せいかせ
ょあぇ”.
‶さっい しっこすっきゃさう とっ ぉなょっ ゅけすけゃ 

けとっ っょうく そうかき, ょっかけ くぇ しこっちうぇ
かうしすうすっ けす きせいっは – „╂っさけうすっ くぇ 
【うこおぇ”. ╁ くっゅけ, けしゃっく ぉうけゅさぇ
そううすっ くぇ ういゃっしすくうすっ くぇ てうさけおぇ
すぇ こせぉかうおぇ こなかおけゃけょちう けす ̈ しゃけ
ぉけょうすっかくぇすぇ ゃけえくぇ, しさっょ おけうすけ っ 
ゅっくっさぇか ]すけかっすけゃ, とっ うきぇ う うく
すっさっしくう しゃっょっくうは いぇ くっ すけかおけゃぇ 
こけいくぇすう ゅっさけう けす ゃけえくぇすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

〈さぇおうえしおう きけくっすう

‶かぇきっく ‶っくっゃ

╇おっぉぇくぇすぇ くぇ ‶かぇきっく

На 17 август ръководителят на направление 
„Транспорт” в „Арсенал” стана на 40

Най-сърдечни пожелания за много здраве - на 
теб, на семейството и близките ти!
И тъй като 40 е число - символ на 

изпитанието, ние ти пожелаваме: когато 
и да се изпречи на пътя ти, успешно да го 

преминеш и да му се усмихнеш.
Желаем ти нови постижения в отговорната 

работа -  за безавариен транспорт за 
арсеналци!

Както до сега.

От колегите – от сърце!

Честит рожден ден на 

Пламен Духтев!

Честитка



6 19 август 2011 г. ぎ¡ïäñëöÖÜとí£íÖ¿é¡ ó ëñÇóÜÖí

おけ
か
ぇ 

2
 か

う
ち
っ

╊さつたかちてひて をうかてあせ ぃけさそう:

ぁ】╇』【╇╅〈 』╊ ╇ 』╇《¨ ╇《╉¨ ╇ 》『《‒╊』¨っ【╅ 

｠『《〉¨[╅ ¨′╆《『  ̈2011

╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう こさっょう 
こさったけょぇ う くぇつぇかけすけ くぇ 

こさけきっくうすっ っ ょうさっおすけさ „╇くゃっし
すうすけさしおう おけくすさけか” ゃ ]すけこぇく
しおけ けぉっょうくっくうっ „]すうか”. ′ぇさう
つぇ すけいう しう こっさうけょ けす あうゃけすぇ 
„ゅけかはきぇ ておけかぇ”. 
]かっょ くっは かけゅうつくけ こけっきぇ 

いぇ ょゃっ ゅけょうくう ゃ [せしうは おぇすけ 
すったくうつっしおう さなおけゃけょうすっか くぇ 
しすさけうすっかくう けぉっおすう, くせあくう いぇ 
いぇゃさなとぇくっすけ くぇ しなゃっすしおうすっ  
ゃけえくうちう う けそうちっさう けす ╂っさきぇ
くうは しかっょ さぇいこぇょぇくっすけ くぇ ╁ぇさ
てぇゃしおうは ょけゅけゃけさ う おさぇは くぇ 
]すせょっくぇすぇ ゃけえくぇ. ¨こさっょっかは 
すけいう こっさうけょ ゃ あうゃけすぇ しう おぇすけ 
„たせぉぇゃ” う し „ょけぉさう こぇさう”. 
¨す 1995 ゅけょうくぇ ょけ しっゅぇ っ ゃ 

„┿さしっくぇか” ┿╃, おなょっすけ っ さな
おけゃけょうすっか くぇ く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”.
╀うか っ けぉとうくしおう しなゃっすくうお  - 

けぉとけ 5 きぇくょぇすぇ:  ょゃぇ こけさっょくう 
ゃなゃ ゃさっきっすけ こさっょう 1989 ゅけ
ょうくぇ う すさう - ゃ ょっきけおさぇすうつくけ 
ゃさっきっ. ╀うか っ しなゃっすくうお けす ╀]‶  
- 4 きぇくょぇすぇ, ぇ こけくぇしすけはとっき っ 
つぇしす けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお. ‶さっょしっょぇすっか っ 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. ╇い
ぉさぇく っ っょうくけょせてくけ くぇ こけしすぇ 
いぇさぇょう ょけおぇいぇくうは こさけそっしうけ
くぇかういなき う ぇゃすけさうすっす.  
 
【うおけゃ ╆┿:  

╆ぇ せつぇしすうっ きせ ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“
╋うしかは, つっ すせお きう っ きはしすけすけ. 

╁ すぇいう ゅさせこぇ. ′うおけゅぇ くっ しなき 
しっ ゃないこさうっきぇか いぇ こけかうすうお, ぇ 
しっ しすうつぇき っょうくしすゃっくけ こさけそっ
しうけくぇかくけ こけょゅけすゃっく. ╆ぇすけゃぇ し 
さぇょけしす こさうった こけおぇくぇすぇ くぇ ゅ-く 
╇ぉせてっゃ ょぇ しないょぇょっき すぇいう ゅさせ
こぇ う ょぇ せつぇしすゃぇき ゃ くっは. ╋うしかは, 
つっ し こさけそっしうけくぇかういきぇ しう きけゅぇ 
ょぇ しなき こけかっいっく くぇ たけさぇすぇ すせお. 
┿ こさけそっしうはすぇ きう っ すぇおぇゃぇ, つっ 
きう ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しっ いぇ
こけいくぇゃぇき し ゃしうつおう くけゃけしすう. ╁ 
すけいう しきうしなか しなき う ょけしすぇ ゅなゃ
おぇゃ つけゃっお. ╋けぉうかっく. 

╆ぇ そけさきせかぇすぇ くぇ せしこってくうは 
おきっす う せしこってくうは きぇくょぇす: 

╄ょうく おきっす いぇょなかあうすっかくけ 
しかっょゃぇ ょぇ っ つっしすっく. ╃ぇ こけいくぇゃぇ 
こさけぉかっきうすっ くぇ ゅさぇょぇ う さぇえけくぇ. 
╆ぇすけゃぇ とっ きせ っ くせあくけ ゃさっきっ 
うかう こけくっ けこうす けす 5 ゅけょうくう ゃ けぉ
とうくしおぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ╃けぉさっ 
っ ょぇ っ こさけそっしうけくぇかくけ けぉさぇ
いけゃぇく, こさっょゃうょ  しこっちうそうおぇすぇ 
くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす: しつうすぇき, つっ 
いぇ すぇいう さぇぉけすぇ しぇ こけょゅけすゃっくう 

こさうかうつくけ  たけさぇ し すったくうつっしおう 
うかう しすさけうすっかくう おゃぇかうそうおぇ
ちうう, ょけぉさう うおけくけきうしすう う しぇきけ, 
ぇおけ さってう ょぇ しっ あっさすゃぇ – ょけぉなさ 
のさうしす.

╆ぇ おけかうつっしすゃけすけ けす おぇくょうょぇす-
おきっすけゃっ: 

′はきぇ くうとけ かけてけ ゃ おけかうつっ
しすゃけすけ. ╁ぇあくけ っ けぉぇつっ おぇつっしす
ゃけすけ. ┿ おけくおせさっくちうはすぇ っ けこさっ
ょっかはとぇ いぇ くっゅけ. 
 

╋けはす そぇゃけさうす いぇ おきっす: 

╁っつっ うきぇき すぇおなゃ. 】っ ゅかぇしせ
ゃぇき いぇ おきっす, おけえすけ とっ  いぇとうすぇ
ゃぇ うくすっさっしうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
くぇ けぉとうくぇすぇ. 

 ′ぇえ-くっけすかけあくうすっ いぇ さってぇ
ゃぇくっ こさけぉかっきう くぇ けぉとうくぇすぇ: 

1. ╇くそさぇしすさせおすせさぇすぇ. ′っ しぇきけ 
こなすうとぇすぇ. ┿ おけきこかっおしくけ - ╁う╉, 
けしゃっすかっくうっ, ゃしうつおけ. 
2. ̈ ぉさぇいけゃぇくうっすけ - おぇすけ こぇさう 

う ちはかけしすくぇ  ゃういうは.
3. ╆ょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ:  ゃ しかせ

つぇは けしくけゃくけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
こぇさう う ょけぉさぇ ぇこぇさぇすせさぇ. ╃け
ぉさうすっ おぇょさう うょゃぇす しぇきう. ‶さう 
ういこなかくっくけ こなさゃけ せしかけゃうっ. 

 ‶ぇくぇちっは いぇ かけてうすっ こなすうとぇ う 
うくそさぇしすさせおすせさぇ:  

′はきぇ. ‶さけしすけ しぇ くせあくう きくけ
ゅけ こぇさう. ╋うかうけくう. ] ういおなさこ
ゃぇくっ くぇ こぇさつっ くっ しっ さってぇゃぇす 
くっとぇすぇ. ′っ しすぇゃぇ う いぇ っょうく 
きぇくょぇす ょぇ しなあうゃうて ぇぉしけかのす
くけ させたくぇかぇ けす 20 ゅけょうくう こなす
くぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ. ¨しくけゃくう
はす こさけぉかっき っ, つっ いぇ けぉとうくしおぇ  
うくそさぇしすさせおすせさぇ くはきぇ っゃさけ
こっえしおう こぇさう. ┿ しぇきけ しなし しけぉしす
ゃっく ぉのょあっす くはきぇ おぇお ょぇ しすぇくっ. 
′け くはきぇ くっさってうきう こさけぉかっきう. 
╁しっおう  こさけぉかっき うきぇ  さってっくうっ. 

 ╆ぇ ゃかぇしすすぇ: 

′っ ゅけ ぉかぇいくう. ′っ しっ ういおせてぇ
ゃぇ う ょぇ っ おきっす くぇ ゅさぇょぇ, ゃな
こさっおう つっ ゃなゃ ゃしはおぇ おぇきこぇくうは 
くぇこけしかっょなお しこさはゅぇす  うきっすけ きせ. 
〈ゃなさょう, つっ っょうく おきっす すさはぉゃぇ 
ょぇ うきぇ こけくっ 5 ゅけょうくう しすぇあ ゃ 
きっしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. 〈けえ 
しぇきうはす ぉうか ょぇか しゃけうすっ こっす. 
‶けあっかぇゃぇ くぇ ゃしうつおう おぇくょうょぇ
すう ょぇ きうくぇす けすすぇき, いぇ ょぇ ゃうょはす 
おぇおゃけ っ ょぇ けすゅけゃぇさはて いぇ ぉけか
くうちう, せつうかうとぇ, こなすうとぇ, すけ
こかけ, ゃしうつおけ. 

 ╁ すけいう きぇくょぇす ぉはたぇ こさけこせし
くぇすう: 

╋くけゅけ ゃなきけあくけしすう ゃ ╉ぇいぇく
かなお ょぇ うきぇ しゃっあう こぇさう. ╇ こけ-
ょけぉさぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ.  900-すっ 
たうかはょう かっゃぇ, いぇゅせぉっくう いぇ くけゃけ 
ゃけょけしくぇぉょはゃぇくっ ゃ ╃けかくけ ╇い
ゃけさけゃけ しぇ しぇきけ たさうしすけきぇすうっく 
こさうきっさ いぇ くっさぇいぉうさぇくっ  くぇ しな
とうくしおうすっ こさうけさうすっすう くぇ きっしす
くぇ ゃかぇしす. ′っしかせつうかうすっ しっ きくけ
ゅけ けす こさけょぇあぉうすっ くぇ けぉとうくしおぇ 
しけぉしすゃっくけしす ゃ すけいう きぇくょぇす くっ 
しぇ かけてけ くっとけ, くぇこさけすうゃ - くぇ
きうさぇき ゅけ いぇ こけかけあうすっかくけ.  ′っ 
きけあっ しぇきけ ょぇ ょっおぇこうすぇかういう
さぇて けぉとうくぇすぇ. ′せあっく っ う けぉ
さぇすっく こさけちっし. 

 ]かっょゃぇとうはす ̈ ぉとうくしおう しなゃっす 
すさはぉゃぇ ょぇ っ : 

╉ぇおなゃすけ ゅけ ういぉっさぇす たけさぇすぇ. 
╇ ぇおけ っ ゃないきけあくけ, くっ すけかおけゃぇ 
こなしすなさ. ‶なしすさけすぇすぇ くっ ゃうくぇゅう 
っ せかっしくっくうっ ゃ さぇぉけすぇすぇ きせ. 
′ぇょはゃぇき しっ, つっ たけさぇすぇ とっ しぇ 
さぇいせきくう う けすくけゃけ とっ ゅかぇしせ
ゃぇす ょけゃっさうっ くぇ くぇてぇすぇ ゅさせこぇ 
– ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡. ╋うしかは, 
つっ きけゅぇ ょぇ しなき こけかっいっく いぇ たけ
さぇすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ  ゃ おぇつっしすゃけ
すけ しう くぇ しなゃっすくうお. 

‶けあっかぇくうっ おなき しかっょゃぇとうは 
おきっす: 

╃ぇ くぇこさぇゃう けぉとっしすゃっくうすっ こけ
さなつおう くぇうしすうくぇ けすおさうすう. ╇ ぉっい 
„いかぇすくう” ょけゅけゃけさう おぇすけ すっいう いぇ 
たさぇくぇすぇ う すけこかけすけ ゃ けぉとうくしおう
すっ いぇゃっょっくうは. 

 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

『ゃっすぇく 〈っくっゃ 【うおけゃ.
58-ゅけょうてっく, うくあっくっさ. 
╆ぇゃなさてうか ╁うしてうは うくしすうすせす 
こけ うくあっくっさくけ しすさけうすっかしすゃけ, 
しっゅぇ ╁╇┿], しこっちうぇかくけしす 
„‶さけきうてかっくけ う ゅさぇあょぇくしおけ 
しすさけうすっかしすゃけ”. ╆けょうは - ╁け
ょけかっえ.
╅っくっく. ╀ぇとぇ くぇ ょゃっ こけさぇ
しくぇかう ゃっつっ う いぇょけきっくう ょっちぇ 
- しうく う ょなとっさは. 
╁ないこうすぇくうお っ くぇ ╁すけさぇ おぇ
いぇくかなておぇ ゅうきくぇいうは.  
╆ぇこけつゃぇ すさせょけゃうは しう しすぇあ ゃ 
′╇〈╇ – ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ 5 
ゅけょうくう さぇぉけすう おぇすけ こさけっお
すぇくす. 5 ゅけょうくう っ くぇつぇかくうお 
けすょっか „┿さたうすっおすせさぇ う ぉかぇゅけ
せしすさけえしすゃけ” ゃ  けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは くぇ ╉ぇいぇく
かなお,  こけ ゃさっきっすけ くぇ ]すぇくつけ 
╉けっゃ. ╆ぇ ゃさっきっすけ, こさっおぇさぇ
くけ ゃ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, おぇいゃぇ, 
つっ しっゅぇ きせ っ きくけゅけ けす こけかいぇ 
ゃ さぇぉけすぇ きせ おぇすけ けぉとっしすゃっ
くうお う っおしこっさす.

]なし しぇきけしすけはすっかくぇ かうしすぇ いぇ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうちう  とっ せつぇしすゃぇ くぇ こさっょしすけはとう-

すっ きっしすくう ういぉけさう ╁╋[¨ - ╀′╃ - ╉ぇいぇくかなお. 
〈けゃぇ けぉはゃう  くっえくうはす こさっょしっょぇすっか 』ぇゃょぇさ 
┿くゅっかけゃ. ‶なさゃけくぇつぇかくぇすぇ うょっは, おぇおすけ くぇ-
きっさっくうはすぇ くぇ おぇいぇくかなておうすっ ゃけえゃけょう, ぉはたぇ 
ょぇ しぇ つぇしす けす けぉとけすけ ょはしくけ けぉっょうくっくうっ こけょ 
っゅうょぇすぇ くぇ 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 
╂╄[╀. ]かっょ おぇすけ しすぇくぇ はしくけ, つっ ╂╄[╀ – ╉ぇ-

╋っしっち う こけかけゃうくぇ こさっょう こけさっょくうすっ ういぉけさう いぇ きっしすくう けさゅぇくう くぇ 
ゃかぇしすすぇ ゃ おゃ. „╇いすけお” ぉっ くぇこさぇゃっく  こなさゃうはす しけくょぇあ, し おけえすけ ぉっ 

ょぇょっく しすぇさす くぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ くけゃ こぇさお. ]すぇさすなす くぇ しけくょぇあぇ ぉっ  
ょぇょっく しうきゃけかうつくけ けす おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. 
‶ぇさおなす とっ ぉなょっ さぇいこけかけあっく ゃなさたせ けぉとぇ こかけと けす 30 ょっおぇさぇ くぇ すさう 

こかけとぇょおう, おけうすけ ゃ きけきっくすぇ しぇ こさぇいくけ こさけしすさぇくしすゃけ. ‶ぇさおなす とっ しっ 
ういゅさぇあょぇ こけっすぇこくけ. [っぇかういうさぇ しっ しなし しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお.
‶ぇさおなす ゃ あ.お. „╇いすけお” とっ しっ ういゅさぇあょぇ こけ ぇくぇかけゅうは くぇ ういゅさぇょっくうは 

こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう こぇさお ゃ おゃ. „╁ぇしうか ╊っゃしおう”. ‶さっょう きっしっち, おけゅぇ-
すけ すぇき ぉっ ゃくっょさっくぇ くけゃぇすぇ こけかうゃくぇ しうしすっきぇ, おきっすなす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお けぉっとぇ すぇおなゃ いっかっく けぇいうし ょぇ ぉなょっ こけしすさけっく う いぇ あうすっかうすっ くぇ 

e-mail: experti.kazanlak@gmail.com

いぇくかなお とっ せつぇしすゃぇ しぇきけしすけはすっかくけ くぇ ういぉけさうすっ こさっい けおすけき-
ゃさう,   ゃけえゃけょうすっ しなとけ こさっょこさうったぇ おせさし おなき しぇきけしすけはすっかくけ 
せつぇしすうっ. ╁しっ けとっ くっ っ はしくけ ょぇかう とっ うきぇす う しゃけえ おぇくょうょぇす 
いぇ おきっす うかう とっ こけょおさっこはす くはおけえ けす ょけしっゅぇ ういゃっしすくうすっ. 〈けゃぇ, 
しこけさっょ ┿くゅっかけゃ, とっ しすぇくっ はしくけ くぇ こけ-おなしっく っすぇこ. 
]こけさっょ くっゅけ こさっょしすけはとうすっ ういぉけさう しぇ せくうおぇかくぇ しうすせぇちうは 

いぇ ╁╋[¨-╀′╃, すなえ おぇすけ こぇさすうはすぇ うきぇ う しゃけえ おぇくょうょぇす いぇ 
こさっいうょっくす.

[ぇいこぇょくぇ しっ こさけっおすなす いぇ ょはしくけ けぉっょうくっ-
くうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお

〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ しかっょ おぇすけ ╂╄[╀ - ╉ぇいぇくかなお 
ゃいっ さってっくうっ いぇ しぇきけしすけはすっかくけ せつぇしすうっ くぇ 
こさっょしすけはとうすっ ういぉけさう う  はゃはゃぇくっすけ ゃ すはた しなし 
しぇきけしすけはすっかくぇ かうしすぇ いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくう-
ちう.  
╆ぇ さぇいこぇょぇ くぇ うょっはすぇ,  し おけはすけ かうつくけ しっ ぇく-

ゅぇあうさぇ おぇくょうょぇすなす いぇ おきっす くぇ ╂╄[╀ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, しなけぉとうたぇ こなさゃう かうょっさうすっ くぇ ]うくはすぇ おけぇかうちうは ゃ 
╉ぇいぇくかなお - くぇ ╃]╀ うくあ. ╇ゃぇく ╊ぇこつっゃ う くぇ ]╃] うくあ. ′うおけ-
かぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ. ]かっょ さぇいこぇょぇ くぇ こさけっおすぇ いぇ ょはしくけ けぉっ-
ょうくっくうっ ]うくはすぇ おけぇかうちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ しっ はゃはゃぇ しなし しゃけは 
しぇきけしすけはすっかくぇ かうしすぇ いぇ しなゃっすくうちう う しゃけえ おぇくょうょぇす いぇ おきっす, 
ゃ かうちっすけ くぇ ′うおけかぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ. 
‶さけゅくけいうすっ くぇ ┿かっおしぇくょさけゃ しぇ, つっ ゃ しないょぇょっくぇすぇ しうすせぇちうは 

けす ╂╄[╀ すさせょくけ とっ ゃいっきぇす ゃ すぇいう おけくそうゅせさぇちうは う 6 きぇくょぇすぇ. 
╆ぇさぇょう っゅけうしすうつくう うくすっさっしう けす ╂╄[╀ し かっおぇ さなおぇ こけつっさくうたぇ 
ょはしくけすけ ぉなょっとっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇはゃう けとっ すけえ.

] さってっくうっ くぇ 『╇╉-]けそうは けす 19-すう ぇゃゅせしす ̈ ぉとうくしおぇすぇ うい-
ぉうさぇすっかくぇ おけきうしうは ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃしすなこゃぇ ゃ ょかなあくけしす. 〈は 

すさはぉゃぇ ょぇ けさゅぇくういうさぇ う こさけゃっょっ  こさっょしすけはとうすっ ういぉけさう いぇ 
こさっいうょっくす くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは  う いぇ きっしすくう けさゅぇくう くぇ 
ゃかぇしすすぇ- おきっすけゃっ くぇ けぉとうくう, くぇ くぇしっかっくう きっしすぇ う けぉとうくしおう 
しなゃっすくうちう. ‶けしすうゅくぇすけ っ しなゅかぇしうっ  きっあょせ こさっょしすぇゃうすっかう-
すっ くぇ さぇいかうつくうすっ こけかうすうつっしおう しうかう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 
しなしすぇゃぇ くぇ ¨ぉとうくしおぇすぇ ういぉうさぇすっかくぇ おけきうしうは. ]なゅかぇしくけ さっ-
てっくうっすけ くぇ 『╇╉ けす 10-すう ぇゃゅせしす, ¨ぉとうくしおぇすぇ ういぉうさぇすっかくぇ 
おけきうしうは くぇ ╉ぇいぇくかなお とっ っ けす 17 つかっくぇ, ゃ しなしすぇゃ: ‶さっょしっょぇ-
すっか: ╇ゃぇくおぇ [せしっくけゃぇ ╇ゃぇくけゃぇ - ╂╄[╀ , ╆ぇき.-こさっょしっょぇすっか: 
╈なかょない ╄きうく 『さなくおけゃぇ-【うぉかな - ╃‶], ]っさっすぇさ: ╋うかおぇ ′う-
おけかけゃぇ ╄くつっゃぇ - ╀]‶, 』かっくけゃっ: ╁っかうくぇ ╇ゃぇくけゃぇ ]すけえつっゃぇ, 
╋ぇさうぇくぇ ╀けさうしけゃぇ ]すけえくっゃぇ, ]うかゃうは ╂っけさゅうっゃぇ ┿くゅっかけゃぇ, 
╃っつおけ ╂っけさゅうっゃ ‶っえつうくけゃ, ╈けさょぇくおぇ ╇かうっゃぇ ┿さくぇせょけゃぇ, 
┿くう 〈けょけさけゃぇ ╉ぇょうっゃぇ, ╂ぇかうくぇ ╃っくっゃぇ ╁かぇえおけゃぇ - ゃしうおう 
けす ╂╄[╀, ‶っすは ]すけえおけゃぇ ╉っそぇかけゃぇ う 》さうしすけ [ぇつっゃ ╋ぇさおけゃ - 
╀]‶, ′っょはかおぇ ┿しっくけゃぇ ╇ゅかっゃぇ-╂かせておけゃぇ う ]せいぇく ]っかうきけゃぇ 
╇ぉうてっゃぇ - ╃‶], ╄ゃゅっくうは ‶ぇゃかけゃぇ 』うくすけゃぇ - ┿すぇおぇ, ╁っしっかうく 
]すぇえおけゃ ╁ぇくょけゃ – ]うくは おけぇかうちうは, 〈ぇくは ╈けさょぇくけゃぇ ╃うきう-
すさけゃぇ - ′╃]╁.

ういすけつくけ さぇいてうさっくうっ. ╃け 20 しっこすっきゃさう こぇさおなす とっ ぉなょっ ゅけすけゃ.
‶さっょゃうょっくけ っ くぇ こけ-おなしっく っすぇこ けそけさきはくっすけ くぇ くぇこなかくけ けぉくけゃっくぇ ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ, ぇ くぇ 

きはしすけすけ くぇ しけくょぇあぇ ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっくけ しなけさなあっくうっ し ゃけょっく っそっおす. ¨そけさきはくっすけ くぇ けしすぇくぇかう-
すっ ょゃっ きっあょせぉかけおけゃう こさけしすさぇくしすゃぇ とっ ょけこなかくはす けぉとうは ういゅかっょ くぇ こぇさおぇ ゃ おゃ. „╇いすけお”.

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇょなかあう おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇ-
きはくけゃ ょぇ ゃないさぇいう しさっとせ うくゃっしすうちうけくっく こさけっおす くぇ けぉとうくぇ 

╂ぇぉさけゃけ いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ ゃけょけしくぇぉょはゃぇくっ う おぇくぇかういぇちうは ゃ おせ-
さけさすくうは おけきこかっおし ゃ きっしすくけしすすぇ „〉いぇくぇ”. ╉きっすしおけすけ ゃないさぇあっくうっ 
しかっょゃぇ ょぇ っ けすこさぇゃっくけ ょけ ゃしうつおう いぇうくすっさっしけゃぇくう うくしすうすせちうう, けす 
おけうすけ いぇゃうしう こけ-くぇすぇすなてくぇすぇ さっぇかういぇちうは くぇ こさけっおすぇ. ╁ないさぇあっ-
くうはすぇ  くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けすくけしくけ ぉなょっとうは おせさけさすっく おけきこかっおし, 
おけえすけ とっ ういゅさぇあょぇ けぉとうくぇ ╂ぇぉさけゃけ, しぇ しゃなさいぇくう し ういこけかいゃぇくっ-
すけ くぇ おぇぉっかくぇ きさっあぇ う ゃけょけしくぇぉょうすっかくう しなけさなあっくうは う おぇこすぇあう, 

おぇおすけ う くぇ つぇしす けす ゃけょうすっ くぇ さっおぇ ╄かってくうちぇ, おけはすけ いぇたさぇくゃぇ しっかぇすぇ ぅしっくけゃけ う ╂けかはきけ ╃さはくけ-
ゃけ. ╁ しこっちうぇかくぇ こさけすっしすくぇ ょっおかぇさぇちうは  おきっすけゃっすっ くぇ ょゃっすっ しっかぇ ′うおけかぇ ╉ぇきぉせさけゃ う 》さうしすけ 
》さうしすけゃ くぇ こけしかっょくぇすぇ しっしうは くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお けしすさけ ゃないさぇいうたぇ しさっとせ うくゃっし-
すうちうけくくうは こさけっおす, おけえすけ しっさうけいくけ いぇしすさぇてぇゃぇ くぇかうつうっすけ くぇ こけょこけつゃっくう ゃけょう ゃ いっきかうとぇすぇ 
くぇ ょゃっすっ しっかぇ う ゃないきけあくけしすうすっ いぇ ういこけかいゃぇくっすけ くぇ おかぇょっくちう う しけくょう けす きっしすくけすけ くぇしっかっくうっ. 
╇くゃっしすうちうけくくうはす こさけっおす くぇ けぉとうくぇ ╂ぇぉさけゃけ  う しすさぇたけゃっすっ  くぇ あうすっかうすっ くぇ ぅしっくけゃけ う ╂けかはきけ 

╃さはくけゃけ, しゃなさいぇくう し くっゅけ, ぉはたぇ こけしすぇゃっくう くぇ しさっとぇ し けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
こさけゃっょっくぇ こさっょう くはおけかおけ しっょきうちう し あうすっかうすっ くぇ ぅしっくけゃけ. 

] こうしきけ, つさっい けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか ╈けさょぇく ′うおけかけゃ, ょけ きうくうしすなさぇ くぇ さっゅうけくぇかくけすけ さぇいゃう-
すうっ う ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ [けしっく ‶かっゃくっかうっゃ う おけこうっ ょけ こさっきうっさぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ, さなおけゃけょ-

しすゃけすけ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇ こぇさすうは うしおぇ ょぇ え ぉなょっ こさっょけしすぇゃっく ╃けきなす-こぇきっすくうお 
くぇ こぇさすうはすぇ くぇ ゃさなた ╀せいかせょあぇ. ] こうしきけすけ しっ けすこさぇゃは うしおぇくっ くぇ けしくけゃぇくうっ つか. 54 けす ╆ぇおけくぇ いぇ 
ょなさあぇゃくぇ しけぉしすゃっくけしす ぉっいゃないきっいょくけ ょぇ ぉなょっ こさったゃなさかっくぇ しけぉしすゃっくけしすすぇ くぇ ╃けきぇ-こぇきっすくうお  
くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇ こぇさすうは. 〈け っ けぉけしくけゃぇくけ し „くっゃないきけあくけしすすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ ょぇ 
けしうゅせさう けたさぇくぇすぇ う こけょょさなあおぇすぇ くぇ ╃けき-こぇきっすくうおぇ. ]けちうぇかうしすうすっ しっ こけいけゃぇゃぇす う くぇ ゅけすけゃ-
くけしすすぇ けすしすさぇくぇ くぇ きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっかは ╀けえおけ ╀けさうしけゃ „ょぇ うき ゅけ ょぇょっ”. ‶うしきけすけ けす ]っさゅっえ 
]すぇくうてっゃ, ゃ おぇつっしすゃけすけ きせ くぇ こさっょしっょぇすっか くぇ ′ぇちうけくぇかくうは しなゃっす くぇ ╀]‶, っ こけょこうしぇくけ しなし 
いぇこっすぇは. ╈けさょぇく ′うおけかけゃ いぇこけいくぇ し すっおしすぇ くぇ こうしきけすけ きうくうしすなさぇ くぇ ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ [けしっく 
‶かっゃくっかうっゃ こけ ゃさっきっ くぇ うくしこっおちうはすぇ くぇ ┿╋ „〈さぇおうは”. 

╀っいこかぇすくう おせさしけゃっ いぇ くぇつぇかくぇ おけきこのすなさくぇ ゅさぇきけすくけしす けさ-
ゅぇくういうさぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ しっょきうちぇすぇ ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ 

„╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶さぇゃけ ょぇ しっ いぇこうてぇす う けぉせつぇゃぇす ゃ 5-ょくっゃ-
くうは おせさし うきぇす ゃしうつおう ゅさぇあょぇくう くぇ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ, くぇ-
こさぇゃうかう さっょけゃくぇ さっゅうしすさぇちうは おぇすけ つうすぇすっかう くぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ. 
¨ぉせつっくうっすけ っ ょゃせつぇしけゃけ, おぇすけ ゃ さけかはすぇ くぇ けぉせつうすっかう しぇ しぇきうすっ 
ぉうぉかうけすっおぇさう, こさっきうくぇかう しこっちうぇかくけ けぉせつっくうっ こけ こさけゅさぇきぇすぇ 
„╂かけぉぇかくう ぉうぉかうけすっおう”.
‶け ゃさっきっ くぇ けぉせつっくうっすけ おせさしうしすうすっ とっ せしゃけはゃぇす ういこけかいゃぇくっ-

すけ くぇ こけかっいくう しぇえすけゃっ, こさけゃっさはゃぇくっすけ こけ っかっおすさけくっく こなす くぇ しきっすおうすっ いぇ ゃけょぇ, すけお う ょさせゅう 
こさぇおすうつくう せきっくうは いぇ っあっょくっゃうっすけ. ╄すぇこ けす おせさしぇ っ う こさうょけぉうゃぇくっすけ  くぇ いくぇくうは いぇ しないょぇゃぇくっ 
う こけかいゃぇくっ くぇ っかっおすさけくくぇ こけとぇ う しおぇえこ, いぇこけいくぇゃぇくっ しなし しけちうぇかくうすっ きさっあう う しないょぇゃぇくっ くぇ 
うくょうゃうょせぇかくう こさけそうかう おぇすけ しさっょしすゃけ いぇ しなゃさっきっくくぇ おけきせくうおぇちうは.

TA

‶さっょう つっすうさう ゅけょうくう けぉ-
とうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  
けぉかぇゅけさけょう こさけしすさぇくしすゃけすけ 
きっあょせ ぉかけおけゃっすっ 20 う 45 ゃ 
おゃぇさすぇか „╇いすけお”, おぇすけ しっ けこ-
うすぇ ょぇ ゅけ こさっゃなさくっ ゃ ょっすしおぇ 
こかけとぇょおぇ. ╆ぇ ちっかすぇ ぉはたぇ うい-
ゅさぇょっくう かのかおう, こけしすぇゃっくう 
こなしすさう おけてつっすぇ いぇ しきっす う いぇ-
しぇょっくう すさっゃう う たさぇしすう. 
╁ きけきっくすぇ きはしすけすけ っ こさっ-

ゃなさくぇすけ ゃ あぇかおぇ おぇさすうくぇ 
くぇ くはおけゅぇてくぇすぇ ょっすしおぇ こかけ-
とぇょおぇ こけ くはおけかおけ こさうつう-
くう: つっゃさなしすう おさぇょちう けゃさっきっ 
ういきなおくぇたぇ つぇしす けす かのかおう-
すっ, こけすさけてうたぇ おけてつっすぇすぇ 
いぇ しきっす. ′っこけしさっょしすゃっくぇすぇ 
ぉかういけしす くぇ こかけとぇょおぇすぇ  ょけ 
せかうちぇ し くぇすけゃぇさっくけ ょゃうあっ-
くうっ う さうしおぇ けす こさっしうつぇくっ いぇ 
ょっちぇすぇ ょけこなかくうすっかくけ ぉなさいけ 
けたかぇょう さけょうすっかしおうは う ょっすしおう 
っくすせしうぇいなき こけ けすくけてっくうっ くぇ 
こさうょけぉうゃおぇすぇ. 〈ぇおぇ くぇ こさぇお-
すうおぇ ょっちぇすぇ けす ゃうしけおぇすぇ つぇしす 
くぇ おゃぇさすぇかぇ しう けしすぇくぇたぇ ぉっい 

╁ けゅかっょぇかけすけ:

〈けえ くっ っ こけかうすうお. ╇ くうおけゅぇ くっ っ ぉうか. ╋ぇおぇさ 
くぇ ゃしうつおう ういぉけさう ょぇ きせ こさっょさうつぇす こけかう

すうつっしおぇ おぇさうっさぇ. ‶さう すけゃぇ せしこってくぇ. ′はきぇ う 
こぇさすうえくぇ さぇぉけすぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう, ゃなこさっおう ぉけゅぇ
すうは う いぇ いぇゃうあょぇくっ こけかうすうつっしおう しすぇあ, おけえすけ 
すさせこぇ ゃ こっす きぇくょぇすぇ おぇすけ けぉとうくしおう しなゃっすくうお. 
]つうすぇ しっ いぇ っおしこっさす. ╇ しっ つせゃしすゃぇ ゃ しゃけう ゃけょう 
ゃ こさけそっしうはすぇ しう. ╇ ゅけさう ゃ くっは. ╆ぇとけすけ けぉうつぇ 
すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう. ╇ ゃうくぇゅう ゅかっょぇ くぇ くっとぇすぇ 
こさけそっしうけくぇかくけ. 〈けゃぇ ゃぇあう う いぇ けすくけてっくうっすけ 
きせ おなき さぇぉけすぇすぇ う たけさぇすぇ, しゃなさいぇくう し くっは. ╁ 
あうゃけすぇ っ しっぉっけすょぇっく. 
〈けえ けこさっょっかっくけ っ けす たけさぇすぇ, けしすぇゃうかう う けしすぇゃは

とう ょうさは. ′うとけ, つっ しぇきけ っ こさっこけかけゃうか っょうく ゃっお. 
〈けえ し ゅけさょけしす きけあっ ょぇ しっ くぇさっつっ っょうく けす しすさけ

うすっかうすっ くぇ しなゃさっきっくっく ╉ぇいぇくかなお. ‶け くっゅけゃけ 
ゃさっきっ しっ しすさけはす くぇょ 1000 ぇこぇさすぇきっくすぇ しぇきけ いぇ 
ょゃっ ゅけょうくう, ょけおぇすけ さぇぉけすう ゃ けぉとうくぇすぇ. 〈けえ っ 
しさっょ けくっいう, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ つううすけ ぉっいしなくくう 
くけとう, けすしなしすゃうっ けす ょけきぇ う つけゃっておうすっ さぇょけ
しすう, すさせょ, くっさゃう う しすけすうちう こなすせゃぇくうは し ゃかぇお 
ょけ ]けそうは, ╉ぇいぇくかなお しっ しょけぉうゃぇ し すさけかっえぉせしっく  
すさぇくしこけさす.  ]っゅぇ っ ゅけさょ, つっ っ せつぇしすゃぇか „ゃ すぇいう 
かせょけさうは”. 
╇きぇ しっさうけいっく こさうくけし ゃ せつぇしすうっすけ う こさう しすさけ

っあぇ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか”. 『っかうはす うくゃっしすうすけさしおう 
こさけちっし っ きうくぇか こさっい さなちっすっ きせ. ]なとけすけ ゃぇあう 
いぇ きうすくうちぇすぇ ょけ „┿さしっくぇか”.  
′っ おさうっ, つっ うしすうくしおけ こさけそっしうけくぇかくけ こさっょうい

ゃうおぇすっかしすゃけ いぇ くっゅけ っ ぉうかけ こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ 
こぇきっすくうおぇ くぇ 23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお 
けす いぇこせしすっかうは こぇさお ょけ ┿ぉぇはすぇ ゃ ょゃけさぇ くぇ おぇ
いぇくかなておぇすぇ  ゃけっくくぇ ぉさうゅぇょぇ. ‶さういくぇゃぇ, つっ っ 
ぉうかけ けしけぉっくけ ゃなかくっくうっ ょぇ こさっきっしすうて くぇ つぇしすう 
こぇきっすくうお, こけしすさけっく こさっい 1902 ゅけょうくぇ, う ょぇ ゅけ 
ゃないしすぇくけゃうて ゃなゃ ゃうょ しはおぇて っ すけおせ-とけ くぇこさぇ
ゃっく. 
] くっゅけゃけすけ うょゃぇくっ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ いぇこけつゃぇす 

しっさうけいくう さっきけくすくう ょっえくけしすう: しすけすうちう. ]さっょ 
すはた しぇ: おけさこせしなす いぇ きぇかおぇすぇ ゅさせこぇ ゃなゃ ゃっょけき
しすゃっくぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, おなょっすけ う ゃ きけきっくすぇ 
おうこう すさっしおぇゃぇ さぇぉけすぇ.  ¨ぉっとぇゃぇ, つっ ゃ おさぇは くぇ 
ぇゃゅせしす, おけゅぇすけ ょっちぇすぇ しっ ゃなさくぇす けす ゃぇおぇくちうは, 
とっ うきぇす くっゃっさけはすくぇ けぉしすぇくけゃおぇ う くけゃう しすぇう いぇ 
うゅさう.  
╃っかけゃうはす きせ ょっく っ ぇくゅぇあうさぇく しなし しすけすうちう 

くっとぇ: けす こさっょしすけはとうは さっきけくす くぇ こけおさうゃぇ くぇ 
ちった 240 ゃ いぇゃけょ 1,  こさっい さっきけくすぇ くぇ しおかぇょぇ いぇ 
╂]╋ ょけ くけゃうは おけさこせし くぇ いぇゃけょ ╋なゅかうあ. 

 ¨す ょさせゅぇすぇ しすさぇくぇ くぇ けゅかっょぇかけすけ: 

╇きぇ ぉさぇす-ぉかういくぇお: ╊なつっいぇさ 【うおけゃ. ]ゃなさい
ゃぇす ゅう きくけゅけ けぉとう くっとぇ う ぇぉしけかのすくけ さぇい

かうつくぇ ゃういうは. 
 ]うきこぇすうつっく う ゃっょなさ つけゃっお, し かっおけ つせゃしすゃけ 

いぇ たせきけさ. ]けちうぇかっく すうこ.  
】ぇしすかうゃ: ]ぉなょくぇか っ ょっすしおぇすぇ しう きっつすぇ - ょぇ 

しすぇくっ しすさけうすっかっく うくあっくっさ. ‶なさゃけこさけたけょっち っ 
ゃ すぇいう  こさけそっしうは ゃ さけょぇ しう. ′け ぉう ぉうか とぇしす
かうゃ, ぇおけ ぉなょっとうすっ きせ ゃくせちう は くぇしかっょはす. ]つう
すぇ, つっ たせぉぇゃけすけ くぇ こさけそっしうはすぇ きせ っ, つっ けしすぇゃは  
ょうさは  う しっ ゃうあょぇ くぇこさぇゃっくけすけ.
[ぇぉけすけたけかうお. ╇いこけゃはょゃぇ すっいぇすぇ, つっ こぇさう しっ 

ういおぇさゃぇす し さぇぉけすぇ. ╇ し くうとけ ょさせゅけ.  
[っぇかうしす: しすなこうか いょさぇゃけ くぇ いっきはすぇ. ′っ しぇきけ 

いぇさぇょう しこっちうそうおぇすぇ くぇ こさけそっしうはすぇ しう, ぇ いぇ
とけすけ っ こっさそっおちうけくうしす ゃ くっとぇすぇ, おけうすけ ゃなさ
てう. ′け こさういくぇゃぇ, つっ くうおけえ くっ っ いぇしすさぇたけゃぇく 
けす ゅさっておう. 
╁はさゃぇ: ゃ かっゃうすっ うょっう くぇ つけゃっつっしすゃけすけ. 
╋っかけきぇく: ╆ぇおかっす かのぉうすっか くぇ ょけぉさぇすぇ きせいう

おぇ, けしけぉっくけ くぇ しうきそけくうつくぇすぇ. ╁ ょっすしすゃけすけ しう  
しゃうさう くぇ ちうゅせかおぇ 7 ゅけょうくう う せつう しけかそっあ 8 ゅけ
ょうくう. 〈ゃなさょう,  つっ  くはきぇ こけ-しすけえくけしすくぇ きせいうおぇ 
けす しうきそけくうつくぇすぇ. 
[せしけそうか. ¨すはゃかっく こさうゃなさあっくうお くぇ させしおうすっ 

こっしくう. ̈ くっいう, おけうすけ おぇさぇす しなさちっすけ すう ょぇ しっ けす
ゃけさう おぇすけ させしおぇ てうさ. 
‶けつうすぇすっか くぇ ゃしうつおけ おさぇしうゃけ. 
¨こさっょっかっくけ くっ っ おけくしっさゃぇすうゃっく. ]きっくうか っ 

5 さぇいかうつくう かっおう おけかう. ¨しすぇゃぇ ゃっさっく くぇ っょくぇ 
っょうくしすゃっくぇ あっくぇ - しなこさせゅぇすぇ きせ.  
¨ぉうつぇ ゃうしけおうすっ しおけさけしすう う ゃうしけおうすっ けぉけ

さけすう ゃ あうゃけすぇ. ′っ こさけこせしおぇ しなしすっいぇくうっ けす 
„《けさきせかぇ”-すぇ. 
╇きぇ しけぉしすゃっく しすうか ゃ あうゃけすぇ: ╇ ゃ くぇえ-おけくしっさ

ゃぇすうゃくぇすぇ しうすせぇちうは うかう けぉしすぇくけゃおぇ ょぇ っ さぇい
かうつっく う きけぉうかっく. ╇ ょぇ っ ゃっさっく くぇ うょっうすっ しう う 
おぇせいうすっ,  おけうすけ たぇさっしゃぇ.
╄しすっす. ╁ たさぇくぇすぇ, し たけさぇすぇ, ゃ けすくけてっくうはすぇ. 
]すうか ゃ あうゃけすぇ: おかぇしうつっしおう すうこ ょあっくすなかきっく. 

╁うくぇゅう いくぇっ すけつくうすっ ょせきう いぇ すけつくうは つけゃっお.  
╀けゅぇす: しなし しっきっえしすゃけすけ しう. ╇ し  きくけゅけ こけいくぇ

すう う すさうきぇ ういおかのつうすっかくけ  ゃっさくう こさうはすっかう.  
‶けつうゃぇ し おくうゅう.  ╊のぉうきぇすぇ: すっすさぇかけゅうはすぇ 

„╇かうくょっく” くぇ ╃うきうすなさ 〈ぇかっゃ.  
╋っつすぇ: くはきぇ くっしぉなょくぇすぇ. ╆ぇとけすけ くっ きっつすぇっ 

くっしぉなょゃぇとけ. 
]かっょ 5 ゅけょうくう とっ っ: くぇ しなとぇすぇ さぇぉけすぇ, しな

とうはす つけゃっお う こけ-ぉけゅぇす - けすおなき ゃくせちう. 

きはしすけ いぇ うゅさう. 
╋っしっち う こけかけゃうくぇ こさっょう こけ-

さっょくうすっ ういぉけさう  けぉとうくしおぇすぇ 
せこさぇゃぇ ゃ ゅさぇょぇ „しないさは” けす-
つぇしすう こさけぉかっきぇ う さってう, つっ っ 

ゃさっきっ ょぇ ういこなかくう けぉっとぇくけ-
すけ こさっょう 4 ゅけょうくう: ぇ うきっくくけ 
こさうけさうすっす ょぇ しぇ おゃぇさすぇかうすっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇ くっ しぇきけ ちっく-
すさぇかくぇすぇ つぇしす. 〈ぇおぇ う „いなさ-
くぇ” っょくぇ けす けゅさけきくうすっ かうこしう 

くぇ おゃ. „╇いすけお”- くぇかうつうっすけ 
くぇ こけょたけょはとう う ぉっいけこぇしくう 
きっしすぇ いぇ うゅさぇ くぇ ょっちぇすぇ う 
けすょうた. ]ぇきけ こさっょう ぉさけっくう 
ょくう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ けぉとう-

くぇすぇ, くぇつっかけ し おきっすぇ ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ, ぉけょさけ こけかけあうたぇ 
けしくけゃうすっ くぇ ぉなょっとうは こぇさお, 
し こなさゃぇ おさぇつおぇ: しけくょうさぇくっ. 
¨ぉっとぇくうっすけ くぇ おきっすぇ っ, つっ 
ょけ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう ゃ おゃ. 

╉╊を╅ ¨╈『╅っ【 ╇ぇ〉...

╃っかけすけ くぇ ゃぇくょぇかうすっ

„╇いすけお” さけょうすっかう ょっちぇ とっ 
うきぇす こさっおさぇしくけ きはしすけ いぇ けす-
ょうた う うゅさぇ. 
╃けすけゅぇゃぇ, けすょぇゃくぇ こさっしうすっ-

くう くぇ ぉけょさう けぉっとぇくうは, さけ-
ょうすっかう けす おゃ. „╇いすけお” うきぇす 
こさけしすぇ くぇょっあょぇ: けす けぉとうくぇ-
すぇ こけくっ ょぇ けおけしはす う ょぇ さぇい-
つうしすはす きぇかおけ おさぇえ ぉかけおけゃっ-
すっ, ょぇ ういゃけいはす おけそうすっ いぇ しきっす 
う すぇおぇ とっ  しっ けすゃけさう きはしすけ いぇ 
うゅさう, っ さけょうすっかしおぇすぇ くぇょっあ-
ょぇ.  
╇ ょけおぇすけ ゃ „╇いすけお” しっ くぇ-

ょはゃぇす, ぇ ゃ けぉとうくぇすぇ おさけはす 
こかぇくけゃっ う こなさゃう おけこおう, すけ くぇ 
ょさせゅけ きはしすけ ゃ ゅさぇょぇ - こけつすう 
ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす, ゃ さぇえけ-
くぇ くぇ せかうちぇ „╂さぇそ ╇ゅくぇすうっゃ”  
ょさせゅう, ゃっつっ ゅけかっきう ゃぇくょぇかう  
さぇいさせてうたぇ うきこさけゃういうさぇく 
せかうつっく そうすくっし, しないょぇょっく けす 
すうえくっえょあなさう ゃ おゃぇさすぇかぇ. 
╋けすうゃなす いぇ ゃぇくょぇかういきぇ すぇおぇ 
う くっ しすぇくぇ はしっく しなゃしっき, くけ 
しこけさっょ こけすなさこっゃてうすっ こさう-
つうくぇすぇ ぉうかぇ, つっ しっ しなぉうさぇかう 
ゃっつっさ さぇいかうつくう きかぇょっあう う 
ゃょうゅぇかう てせき”. ′っょけゃけかくうすっ 
けす ういゅさぇょっくうは しなし しなぉさぇくう けす 
しぇきうすっ きかぇょっあう こぇさう しこけさ-
すっく おなす ういおけさきうたぇ う ういさはいぇ-
たぇ こけつすう ょけ ょなくけ きっすぇかくうすっ 

しこけさすくう しなけさなあっくうは. 
‶け しなとけすけ ゃさっきっ, くぇ ょさせゅけ 

きはしすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 7-8 ゅけょうて-
くう きぇかつせゅぇくう, あうゃっっとう ゃ さぇ-
えけくぇ くぇ せかうちぇ „]なっょうくっくうっ” 
う けおけかくうすっ え, こさけょぇゃぇす かうつ-
くけ ういさぇぉけすっくう しせゃっくうさう う 
きぇかおう くぇおうすう, し ちっか ょぇ しう しな-
ぉっさぇす くせあくうすっ うき, こけ すったくう 
しきっすおう 400 かっゃぇ いぇ ういゅさぇあ-
ょぇくっすけ くぇ ょっすしおうは おなす. 
╇ ょけおぇすけ きぇかつせゅぇくうすっ すなくぇす 

ゃ くぇょっあょう, けこぇいっくう けす あっし-
すけおぇすぇ くう ょっえしすゃうすっかくけしす, 
さけょうすっかうすっ うき うきぇす ょぇかっつ 
こけ-こさけしすうつおう う こさけいぇうつくう, 
かっしくう いぇ しぉなょゃぇくっ ちっかう: つっ 
そうさきう-くけゃぇすけさう, けぉとうくしおぇ-
すぇ ゃかぇしす うかう ぉういくっしきっくう し 
けすくけてっくうっ おなき ゅさぇょぇ う ょっ-
ちぇすぇ とっ けすょっかはす しさっょしすゃぇ, こけ 
こさうきっさぇ 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” う とっ しないょぇ-
ょぇす うかう さっくけゃうさぇす くはおけは うい-
けしすぇゃっくぇ ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ. ┿ 
すぇおうゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお うきぇ ょけさう 
ゃ ういかうてなお. 
¨しすぇゃぇ しぇきけ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ 

╉ぇいぇくかなお うかう ょさせゅ こさっょこさう-
っきつうゃ ょせた ょぇ つせっ すけゃぇ. 
′うとけ, つっ かはすけすけ こさっこけかけゃう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
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]ゃっすけゃくけういゃっしすくうはす こしうたけかけゅ う こしうたけすっさぇこっゃす ぇさあっく-
すうくっちなす 》けさたっ ╀せおぇえ, つううすけ おくうゅう つっすぇす きうかうけくう たけさぇ 

こけ しゃっすぇ, ぇ せ くぇし しぇ こさけょぇょっくう ゃっつっ 150 たうかはょう っおいっきこかは-
さぇ, こさっょしすぇゃう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ くぇ 11 のくう くけゃうすっ しう おくうゅう くぇ 
ぉなかゅぇさしおう  „[ぇいおぇいゃぇえ し きっく” う „╃ぇ しっ けぉうつぇきっ し けすゃけさっくう 
けつう”. 〈けえ さぇいょぇょっ しすけすうちう ぇゃすけゅさぇそう くぇ しすぇさけいぇゅけさちう う 
ょっしっすおう おぇいぇくかなつぇくう, ょけてかう しこっちうぇかくけ いぇ しなぉうすうっすけ, けさ-
ゅぇくういうさぇくけ けす ういょぇすっかしすゃけ „》っさきっし”. 
》けさたっ ╀せおぇえ っ せくうゃっさしうすっすしおう こさっこけょぇゃぇすっか, こさっょう すけゃぇ 

っ いぇゃなさてうか きっょうちうくぇ, おぇすけ きかぇょ っ さぇぉけすうか おぇおゃけ かう くっ - 
けす おかけせく, すぇおしうきっすさけゃ てけそぬけさ う こさけょぇゃぇつ, ょけ ゃないこうすぇすっか 
う ぇおすぬけさ. ]こっちうぇかうしす こけ ゅっとぇかすこしうたけかけゅうは. ╁けょう しっきうくぇ-
さう こけ ちっかうは しゃはす.
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ こけいくぇくしすゃけすけ しう し おぇいぇくかなつぇくうくぇ – こしう-

たけかけゅなす ╉さぇしうきうさ ╉ぇかこぇおけゃ, すけえ ょぇょっ う すけゃぇ うくすっさゃの いぇ 
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ. ╁ さぇいゅけゃけさぇ せつぇしすゃぇ う ╉さ. ╉ぇかこぇおけゃ.

╉さ. ╉.: ╂-く ╀せおぇえ, こけいくぇ-
ゃぇすっ きくけゅけ たけさぇ こけ しゃっすぇ. 
‶け おぇおゃけ, しこけさっょ ╁ぇし, ぉなか-
ゅぇさうすっ しう こさうかうつぇす し けしすぇ-
くぇかうすっ たけさぇ こけ しゃっすぇ う こけ 
おぇおゃけ しっ さぇいかうつぇゃぇす?

- 〈させょくけ っ ょぇ しっ しなこけしすぇゃはす 
くぇさけょう. ′け きう しっ しすさせゃぇ, つっ 
うきぇ くっとぇ, おけうすけ こさぇゃはす ゃぇし, 
ぉなかゅぇさうすっ, さぇいかうつくう. ╉ぇすけ 
くぇさけょ うきぇすっ こさけぉかっき しなし 
しぇきけつせゃしすゃうっすけ. ′け こなお, いぇ 
しきっすおぇ くぇ すけゃぇ, しすっ すけかおけゃぇ 
とっょさう, すけかおけゃぇ きうかう. ╋けあっ 
ぉう きくけゅけ しっ しぇきけけぉゃうくはゃぇすっ. 
╉ぇすけ つっ かう ゃしっ おぇいゃぇすっ:”〈けゃぇ 
ゅけ くはきぇき, けくけゃぇ ゅけ くはきぇき..., 
すけゃぇ くっ きけゅぇ...”. ┿ こさっい ちはかけすけ 
ゃさっきっ きうしかは, つっ すけゃぇ っ くっゃっ-
さけはすっく おけくすさぇしす.

╉さ. ╉.: ‶さぇゃは しさぇゃくっくうっ 
し ょさせゅう くぇさけょう, くぇこさうきっさ 
し させしくぇちうすっ. 〈っ しぇ けゅさぇくう-
つっくう おぇすけ つっ かう こけゃっつっ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ こさぇゃけすけ くぇ 
しゃけぉけょぇ. 〈けゃぇ しぇ かうつくうすっ 
きう ゃこっつぇすかっくうは. ╆ぇすけゃぇ 
こけこうすぇた.

- ┿おけ ゅけゃけさうき いぇ [せしうは, すっ 
うきぇす くっとけ, おけっすけ きけあっ ょぇ うい-
ゅかっあょぇ おぇすけ こさっょうきしすゃけ, くけ 
ゃしなとくけしす, きけあっ う ょぇ くっ っ. ]う-

ゅせさくけ とっ しう しこけきくうすっ, ゃしっおう 
きけあっ ょぇ ゅけ いくぇっ. ╉けゅぇすけ こさっょ 
っょうく させしくぇお しっ こけはゃう ゃないきけあ-
くけしす, すけえ くはきぇ ょぇ は こさけこせしくっ. 
〈っ こさけしすけ つぇおぇす ょぇ うき しっ けす-
ゃけさう ゃないきけあくけしす! ╇ こけはゃう かう 
しっ, は たゃぇとぇす. ┿ ゃうっ, すぇおぇ ゅけ 
せしっとぇき, おぇすけ つっ かう こさっょ ゃぇし 
きうくぇゃぇす ゃないきけあくけしす しかっょ ゃない-
きけあくけしす, しかっょ ゃないきけあくけしす, ぇ 
ゃうっ しう おぇいゃぇすっ: „‶ぇお ういすなさ-
ゃぇた! ‶ぇお ういすなさゃぇた!”. ┿ きけあっ 
ぉう こなお, すけゃぇ くっ っ すけかおけゃぇ いかっ? 
╆ぇとけすけ, おけゅぇすけ は たゃぇくっすっ, しすぇ-
ゃぇすっ しうかくう. 

╃. [.: ╂-く ╀せおぇえ, すけかおけゃぇ 
たけさぇ ょけえょけたぇ すせお いぇさぇょう 
╁ぇし, すなさこっかうゃけ しかせてぇたぇ う 
つぇおぇたぇ いぇ ぇゃすけゅさぇそう, ゃう-
くぇゅう かう しすっ けぉゅさぇょっく し すけか-
おけゃぇ きくけゅけ けぉうつ?

- ╇いゃうくはゃぇき しっ, つっ とっ ぉなょぇ 
かっおけ っゅけちっくすさうつっく, くけ – ょぇ, 
ういくっくぇょゃぇき しっ, くっ いくぇき いぇとけ, 
くっ いくぇき おぇお, くけ くぇ きくけゅけ きっしすぇ 
こけ しゃっすぇ すけゃぇ しっ しかせつゃぇ. 〈けゃぇ 
きっ さぇょゃぇ, おぇさぇ きっ ょぇ しっ つせゃしす-
ゃぇき こけかぇしおぇく, くけ こさう ゃしうつ-
おう しかせつぇう すさはぉゃぇ ょぇ せすけつくは: 
くうおなょっ くっ しっ しかせつゃぇ, おぇおすけ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ╇ すけゃぇ っ そぇおす.

╃. [.: ╁なゃ ╁ぇてうすっ おくうゅう 

っ しなぉさぇくぇ きなょさけしすすぇ くぇ 
こさうすつう う こさうおぇいおう けす きくけ-
ゅけ しすさぇくう こけ しゃっすぇ. ╉ぇおゃぇ 
うしすけさうは しう „けすおさぇょくぇたすっ” 
けす ╀なかゅぇさうは? 

- ╃ぇ, けすおさぇょくぇた しう, けすおさぇょ-
くぇた しう... ¨とっ は くはきぇ ゃ おくう-
ゅうすっ きう, くけ とっ ぉなょっ. ╁しっ けとっ 
ょけさう くっ きけゅぇ ょぇ くぇこうてぇ うきっすけ 
くぇ ぇゃすけさぇ, くけ っ きくけゅけ ょけぉさっ 
こけいくぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは: „‶さうおぇい-
おぇ いぇ しすなかぉぇすぇ” /》さうしすけ ]きうさ-
くっくしおう/.

╃. [.: ╃けおぇすけ ゃなさゃってっ 
しさっとぇすぇ し ╁ぇてうすっ つうすぇすっ-
かう ぉはたすっ すけかおけゃぇ っしすっしす-
ゃっく, ょなさあうすっ しっ し たけさぇすぇ 
しなゃしっき くけさきぇかくけ, ゃ おくうゅう-
すっ しう ゅけゃけさうすっ くぇ けぉうおくけ-
ゃっく, つけゃっておう っいうお. ╋うしかは, 
つっ すけゃぇ っ ゃぇてぇすぇ すぇえくぇ...?

- ╁ないきけあくけ っ ょぇ っ すぇおぇ, くけ 
ゃうくぇゅう こけゃすぇさはき, つっ おけゅぇすけ 
いぇこけつくぇた ょぇ こうてぇ, ゃうくぇゅう 
うきぇてっ っょうく つけゃっお, おけえすけ けぉう-
つぇてっ すけゃぇ, おけっすけ ぇい こさぇゃは. ╇ 
すけゃぇ ぉってっ きぇえおぇ きう. ┿ すは ょけさう 
くっ っ いぇゃなさてうかぇ けしくけゃくけ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ. ╁うくぇゅう しっ しすぇさぇは 
ょぇ こうてぇ, うきぇえおう こさっょゃうょ, 
こさっょしすぇゃはえおう しう, つっ すは とっ ゅけ 
さぇいぉっさっ.

╃.[.: ┿ おぇおゃけ ょぇ こさぇゃう つけ-
ゃっお, おけえすけ くっ っ うきぇか とぇし-
すうっすけ ょぇ うきぇ すぇおぇゃぇ きぇえ-
おぇ?

- ╋けあっ ょぇ すなさしう つけゃっお, おけえすけ 
ょぇ いぇっきっ すぇいう さけかは. ╋けあっ ょぇ 
しう くぇきっさう こぇさすくぬけさ し こけょけぉ-
くけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ うかう こなお 
きけあっ ょぇ くぇきっさう すぇいう かうつくけしす 
くぇ きぇえおぇすぇ ゃ しぇきうは しっぉっ しう.

╃. [.: ╁ ╀なかゅぇさうは うきぇ 
っょくぇ こけこせかはさくぇ こっしっく, 
おぇいゃぇ しっ „]ゃっすなす っ いぇ ょゃぇ-
きぇ”. ]ゃなさてゃぇ かう しゃっすなす, 
おけゅぇすけ しう しぇき?

- ′っ しゃなさてゃぇ, いぇとけすけ くうおけゅぇ 
くっ しう しぇき. ¨しゃっく, きけあっ ぉう – 
ゃなくてくけ. ′け おけゅぇすけ つけゃっお っ しなし 
しっぉっ しう, すけえ くうおけゅぇ くっ っ しぇき. 
′っ しなき しうゅせさっく すけつくけ いぇ すぇいう 
こっしっく, きけあっ ぉう しゃっすなす う ┿い-
しぇきうはす, くっ しぇ すけかおけゃぇ さぇいかうつ-
くう くっとぇ. ╋けあっ ぉう ゃしっおう っょうく 
つけゃっお う しゃっすなす, ゃ おけえすけ すけえ 
あうゃっっ, しぇ っょくけ う しなとけ くっとけ. 
┿ おけあぇすぇ っ しぇきけ しかせつぇえくけしす.

╃. [. : ╉けかおけ こけょぇさなちう とっ 
いぇくっしっすっ ゃおなとう けす ╀なかゅぇ-
さうは?

- ′っ きけゅぇ ょぇ ゅう こさっぉさけは 
ょぇあっ... ‶ぇいは しう ゅう. 】っ しこけ-
ょっかは くっとけ, おけっすけ ぉう きけゅかけ 
ょぇ こさけいゃせつう ょっきぇゅけゅしおう, くけ っ 

ǲǨǳǭǵǬǨǸ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

19 ぇゃゅせしす – 75 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ 《っょっさうおけ ╂ぇさしうぇ ╊けさおぇ – うし-
こぇくしおう こけっす う ょさぇきぇすせさゅ, せぉうす くぇ 38-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす けす しうき-
こぇすういぇくすう くぇ ゅっくっさぇか 《さぇくおけ, しかっょ おぇすけ っ こさうくせょっく ょぇ ういおけこぇっ 
しけぉしすゃっくうは しう ゅさけぉ ぉかういけ ょけ ╂さぇくぇょぇ. ╊けさおぇ っ ぇゃすけさ くぇ くはおけかおけ 
しすうたけしぉうさおう, きっあょせ おけうすけ „『うゅぇくしおけ さけきぇくしっさけ”, くぇ きくけゅけ こうっ-
しう, しさっょ おけうすけ しぇ „╉なさゃぇゃぇ しゃぇすぉぇ” う ╃けきなす くぇ ╀っさくぇさょぇ ┿かぉぇ”.
20 ぇゃゅせしす  - 270 ゅ. けす けすおさうゃぇくっすけ くぇ ┿かはしおぇ – „ゅけかはきぇすぇ いっきは”. 
‶さっい 1741 ゅ. させしおうはす ういしかっょけゃぇすっか, ょぇすつぇくうく こけ こさけういたけょ, ╁う-
すせし ╀っさうくゅ しすぇゃぇ こなさゃうはす っゃさけこっっち, ょけしすうゅくぇか ┿かはしおぇ う ┿かっせす-
しおうすっ けしすさけゃう. 〈けえ けすおさうゃぇ ┿かはしおぇ, しかっょ おぇすけ けすおさうゃぇ う こさけすけ-
おぇ, さぇいょっかはと ┿いうは う ┿きっさうおぇ, う ょけおぇいゃぇ, つっ ょゃぇすぇ おけくすうくっくすぇ 
くっ しぇ しゃなさいぇくう こけきっあょせ しう. ̈ す 1959 ゅ. ┿かはしおぇ しすぇゃぇ 49-うはす とぇす 
くぇ ]┿】, くぇえ-ゅけかっきうはす こけ すっさうすけさうは, し くぇしっかっくうっ ょくっし 627 た. 
ょせてう.
21 ぇゃゅせしす – 110 ゅ. けす ぇそっさぇすぇ „╋うし ]すけせく”. ‶さっい 1901 ゅ., いぇさぇょう 
しこってくぇ くせあょぇ けす こぇさう, つっすぇ くぇ ╁╋¨[  ̈くぇつっかけ し ぅくっ ]ぇくょぇく-
しおう う 》さうしすけ 』っさくけこっっゃ けすゃかうつぇす 55-ゅけょうてくぇすぇ ぇきっさうおぇくしおぇ 
きうしうけくっさおぇ ╄かなく ]すけせく う こなすせゃぇとうすっ し くっは ╉ぇすっさうくぇ 『うかおぇ, 
ぉさっきっくくぇ ゃ こっすうは きっしっち, すさう せつうすっかおう, ょゃっ せつっくうつおう う ょさ. ╆ぇ 
けしゃけぉけあょぇゃぇくっすけ うき っ こけうしおぇく けすおせこ けす 25 たうかはょう いかぇすくう すせさ-
しおう かうさう. ]かっょ こさけょなかあうすっかくう こさっゅけゃけさう う けすおせこ けす 14 たうかはょう 
いかぇすくう すせさしおう かうさう こかっくっくうすっ あっくう しぇ けしゃけぉけょっくう こさっい そっゃさせ-
ぇさう 1902 ゅ. ╋っあょせゃさっきっくくけ ╉ぇすっさうくぇ さぇあょぇ ょっすっすけ しう し こけきけ-
とすぇ くぇ ょゃっ ぉぇぉう, ょけゃっょっくう けす ぅくっ ]ぇくょぇくしおう. 
24 ぇゃゅせしす – 45 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ╀けさうし ┿くゅっかせてっゃ - ぉなかゅぇさしおう 
たせょけあくうお う うかのしすさぇすけさ, けしくけゃけこけかけあくうお くぇ おくうゅけけそけさきかっくう-
っすけ ゃ ╀なかゅぇさうは. ┿ゃすけさ っ くぇ きけくせきっくすぇかくうすっ  あうゃけこうしくう こかぇすくぇ 
„┿しこぇさせたけゃぇすぇ おけくくうちぇ きうくぇゃぇ ╃せくぇゃぇ“ う „¨ぉっしゃぇくっすけ くぇ ╁ぇ-
しうか ╊っゃしおう“, くぇ けそけさきかっくうっすけ くぇ ゅけかはき ぉさけえ こけとっくしおう きぇさおう, 
くぇ こなさゃうは ぉさけえ くぇ しこ. „╅っくぇすぇ ょくっし“ う くぇ こなさゃうすっ ぉさけっゃっ くぇ しこ. 
„╉けしきけし”. ╇かのしすさうさぇ „]くぇたぇ“ けす ╂. ╉ぇさぇしかぇゃけゃ, „‶さうおぇいおう“ けす  
┿くょっさしっく, „]っこすっきゃさう“ けす ╂っけ ╋うかっゃ, „』うつけ 〈けきけゃぇすぇ おけかうぉぇ“ 
けす 》. ╀. ]すけせ, „╀ぇえ ╂ぇくぬけ“ けす ┿. ╉けくしすぇくすうくけゃ, „′っきうかう-くっょさぇゅう“ 
けす ╇ゃ. ╁ぇいけゃ, „]なょぉぇすぇ くぇ つけゃっおぇ“ けす ╋. 【けかけたけゃ.
25 ぇゃゅせしす – 580 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ╇ゃぇく ╂さけいくう. ╇ゃぇく ┶V っ 
こなさゃうはす させしおう ゃかぇょっすっか, こけかせつうか すうすかぇすぇ “ちぇさ くぇ ちはかぇ [せしうは”, 
おぇおすけ う こさけいゃうとっすけ ╂さけいくう いぇさぇょう こさけはゃはゃぇくぇすぇ ういおかのつうすっか-
くぇすぇ あっしすけおけしす ゃ しゃけっすけ せこさぇゃかっくうっ – ゃ こさうしすなこ くぇ はさけしす すけえ 
くぇさっあょぇ ょぇ ぉなょっ せぉうす ょけさう くぇえ-ゅけかっきうはす きせ しうく.
26 ぇゃゅせしす - ‶けつうすぇす しっ きなつっくうちうすっ ┿ょさうぇく う ′ぇすぇかうは. ╇きっくくう-
ちう: ┿ょさうぇく, ┿ょさうぇくぇ /けす 》ぇょさうは, ゅさぇょ ゃ しっゃっさくぇ ╇すぇかうは/; ′ぇすぇ-
かうは – けす かぇす. けいくぇつぇゃぇ „さけょくぇ”.
27 ぇゃゅせしす – 2060 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ╉けくそせちうえ - おうすぇえしおう 
きうしかうすっか う そうかけしけそ, っょくぇ けす くぇえ-ゃかうはすっかくうすっ かうつくけしすう ゃ しゃっ-
すけゃくぇすぇ うしすけさうは う さっかうゅうは. ╉けくそせちうぇくしすゃけすけ こけゃかうはゃぇ あうゃけすぇ 
う きうしかっくっすけ くぇ たけさぇすぇ ゃ ╉うすぇえ, ぅこけくうは, ╉けさっは う ╁うっすくぇき. ‶さう-
あうゃっ ╉けくそせちうえ っ こさういくぇす いぇ „くぇえ-ゃっかうおうは せつうすっか” う „せつうすっか 
くぇ 10 000 こけおけかっくうは“. ╀うか せつっくうお くぇ ╊ぇけ ╃いな. ]こけさっょ せつっくうっすけ 
きせ ゃかぇょっすっかはす くぇ ょなさあぇゃぇすぇ っ おぇすけ „ぉぇとぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ“, ぇ 
つかっくけゃっすっ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ しぇ しゃなさいぇくう っょうく し ょさせゅ すぇおぇ いょさぇゃけ, 
おぇおすけ う つかっくけゃっすっ くぇ しっきっえしすゃけすけ. ‶さっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう けす 
あうゃけすぇ しう けぉせつぇゃぇ せつっくうちう  つさっい こっす おくうゅう, くぇさっつっくう ‶っすすっ 
おかぇしうおう. ╁ っょくぇ けす すはた っ いぇこうしぇくけ こけしかっょくけすけ こけしかぇくうっ くぇ きな-
ょさっちぇ: „╋うしかうて かう さぇいかうつくけ - さぇいゃうゃぇて, きうしかうて かう かけゅうつくけ 
- こけこさぇゃはて, ゅさってうて かう - しっ くぇせつぇゃぇて, くけ しぇきけ しなつっすぇくう ゃけょはす 
ょけ こさけゅさっしぇ“.
28 ぇゃゅせしす – ╃っく くぇ ぉっいしきなさすくうすっ ぉなかゅぇさう. ¨こさっょっかっく っ けす 
ぉけゅけしかけゃぇ ╁ぇおかせて 〈けかっゃ, おけえすけ こさけおかぇきうさぇ うょっはすぇ いぇ ╃っく う 
╃けき-しゃっすうかうとっ くぇ 13 こけうきっくくう ぉっいしきなさすくう ぉなかゅぇさう. 28 ぇゃゅせしす 
っ ょっくはす くぇ おけくつうくぇすぇ くぇ 『ぇさ ╀けさうし ┶┶┶. ╁ こけさっょうちぇすぇ ぉっいしきなさす-
くう かうつくけしすう しぇ けとっ: 》ぇく ┿しこぇさせた, ╉くはい ╀けさうし, 『ぇさ ]うきっけく, ]ゃ. 
╉かうきっくす ¨たさうょしおう, ]ゃ. ╇けぇく [うかしおう, ]ゃ. ‶ぇすさうぇさた ╄ゃすうきうえ, 
¨すっち ‶ぇうしうえ, ╁ぇしうか ╊っゃしおう, ╀ぇぉぇ 〈けくおぇ, ╉くはい ┿かっおしぇくょなさ ╀ぇ-
すっくぉっさゅ, ‶っくつけ ]かぇゃっえおけゃ, ╁ぇくつっ ╋うたぇえかけゃ.
29 ぇゃゅせしす – 10 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ╁うょうく ╃ぇしおぇかけゃ – けこっさっすっく ぇさ-
すうしす, っょうく けす けしくけゃぇすっかうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ けこっさっすぇ. ‶さっしないょぇゃぇ 
くぇょ 120 さけかう. ′っいぇぉさぇゃうきう しぇ ょせっすうすっ きせ し ╊うかはくぇ ╉うしぬけゃぇ. 
′ぇえ-こけこせかはさくうはす けこっさっすっく ぇさすうしす くぇ ╀なかゅぇさうは ういょなたゃぇ しかっょ 
こっすゅけょうてくけ ぉけかっょせゃぇくっ けす しなさちっ. ╇いこなかくっくけ っ こけしかっょくけすけ きせ 
あっかぇくうっ - ょぇ ぉなょっ おさっきうさぇく う せさくぇすぇ ょぇ ぉなょっ こけゅさっぉぇくぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, ゃ ゅさけぉぇ くぇ くっゅけゃうすっ さけょうすっかう.
30 ぇゃゅせしす - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぉっいしかっょくけ ういつっいくぇかうすっ.
2 しっこすっきゃさう – 15 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ-╂っち – ぉなか-
ゅぇさしおう ょさぇきぇすうつっく う そうかきけゃ ぇおすぬけさ. [けょっく っ こさっい 1926 ゅ. ╇ゅさぇっ 
ゃ ′ぇさけょくうは すっぇすなさ „╇ゃぇく ╁ぇいけゃ“ う ゃ おうくけすけ. ╂っち っ しさっょ くぇえ-こけ-
こせかはさくうすっ う しくうきぇくう ぇおすぬけさう, し さけかう ゃなゃ そうかきうすっ: „┿ ぉはたきっ 
きかぇょう“, „] こぇゅけくうすっ くぇ ょはゃけかぇ“, „′はきぇ くうとけ こけ-たせぉぇゃけ けす かけ-
てけすけ ゃさっきっ“ , „] ょなた くぇ ぉぇょっきう“, „¨しきうはす“, „′ぇ ゃしっおう おうかけきっ-
すなさ“, „]っかはくうくなす し おけかっかけすけ“ う ょさ.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

『っくう けす 01 しっこすっきゃさう 2011 ゅ. :
╆ぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ „┿さしっ-
くぇか” ┿╃ – ちっくぇ くぇ ょっく 24.00 かゃ.
╆ぇ くっさぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ – 
ちっくぇ くぇ ょっく – 25.00 かゃ.
『っくぇすぇ ゃおかのつゃぇ:
- ′けとせゃおぇ しなし いぇおせしおぇ – ぉかけお きぇしぇ; 
けぉはょ – きっくの; ゃっつっさは – ぉかけお きぇしぇ
- ‶けかいゃぇくっ くぇ けすおさうす ぉぇしっえく, てっい-
かけくゅう う つぇょなさう
- Internet – かけぉう ぉぇさ
- Fitnes – くぇ けすおさうすけ
- ╉せさけさすくぇ すぇおしぇ
╃っちぇ ょけ 2 ゅ. – ぉっいこかぇすくけ.
╃っちぇ ょけ 12 ゅ. こけかいゃぇす 20% けすしすなこおぇ.

′ぇしすぇくはゃぇくっ – 14,00 つ.
¨しゃけぉけあょぇゃぇくっ – 12,00 つ.

｠《【╊] „╅『』╊〉╅]” – 〉╊』╊╆ぇ『

《‒╊『【╅

╆ぇこうしゃぇくっ う いぇこかぇとぇくっ – ゃ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” うかう ゃ しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ いぇゃけょう.
]こさぇゃおう う うくそけさきぇちうは – すっか. 21 56; 7 21 56; 0431/6 22 07

10 たうかはょう ょせてう ゅけょうてくけ ういこさぇ
とぇ くぇ こけつうゃおぇ ‶さけそおけきうすっすなす くぇ 
„┿さしっくぇか” ゃ ゅけょうくうすっ けす 1979-すぇ 
ょけ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ くぇ きうくぇかうは 
ゃっお. ╃くっし すけゃぇ いゃせつう くっゃっさけはすくけ, 
けぉぇつっ っ そぇおす, くぇせつぇゃぇき けす ]すぇえ
おけ ╁なかつっゃ, こけつくぇか ゃ „┿さしっくぇか” 
こなさゃけ ゃ おかけくぇ くぇ ╃]╉, こけしかっ – 
くぇ けぉとっしすゃっくぇ さぇぉけすぇ. ]すさけえくぇ 
けさゅぇくういぇちうは, さなおけゃけょっく ちっくすなさ 
いぇ さぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ おぇさすうすっ 
ゃ ‶さけそおけきうすっすぇ, „さなおぇゃうつおう” 
– しなすさせょくうちう こけ いぇゃけょう, すけつ
くぇ したっきぇ いぇ ぉさけえ しすぇう, こけつうゃくう 
ぉぇいう, ゃさっきっ くぇ しきっくうすっ, ょっしっすおう 
ょけゅけゃけさう いぇ くぇっき くぇ おゃぇさすうさう う 
けぉきっく し ょさせゅう こけつうゃくう しすぇくちうう...

]すぇくちうはすぇ くぇ きけさっすけ っ „つっ-
さっておぇすぇ くぇ すけさすぇすぇ”

けす しぉなょくぇすぇ きっつすぇ いぇ こけつうゃおぇ 
くぇ くぇょ 15-すっ たうかはょう ぇさしっくぇか
ちう けす ╉ぇいぇくかなお う こけょっかっくうはすぇ ゃ 
しすさぇくぇすぇ. ╆ぇゃなさてっくぇ こさっい 1967-
きぇ ゅけょうくぇ, 13-っすぇあくぇすぇ ぉぇいぇ くぇ 
くっしっぉなさしおうは ぉさはゅ しっ „こせおぇ こけ 
てっゃけゃっすっ” ゃしはおけ かはすけ, けしけぉっくけ 
こさっい のかう う ぇゃゅせしす, ゃなこさっおう 296 
– すっ きっしすぇ, こせしおぇくう くぇえ-くぇこさっょ 
いぇ こけ 12 ょくう ゃ 7 しきっくう, こけしかっ – 
いぇさぇょう くぇこかうゃぇ – いぇ こけ 10 ょくう 
くぇ 8 しきっくう. ¨すょっかくけ しっ くぇっきぇす 
おゃぇさすうさう ゃ ゅさぇょぇ いぇ さぇぉけすくうちう 
う しかせあうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” し けとっ 
100- 120 かっゅかぇ. ‶けつゃぇす けす 24 
きぇえ すぇ ょけ しさっょぇすぇ くぇ しっこすっきゃさう, 
おけゅぇすけ うょゃぇす こけつすう ぉっいこかぇすくけ 
しぇきけょっえちうすっ けす ゃしっゃないきけあくうすっ 
たせょけあっしすゃっくう しなしすぇゃう. ╉ぇさすうすっ ゃ 
しうかくうは しっいけく しぇ こけ 45 かゃ., こさっい 
のくう – こけ 30 かゃ. „╇きぇてっ けゅさけきくけ 
あっかぇくうっ ょぇ しっ こけつうゃぇ ゃ ′っしっぉなさ, 
くぇこさぇゃけ ぉってっ くっゃないきけあくけ こさっい 
のかう う ぇゃゅせしす!”, しこけきくは しう ]すぇえ
おけ ╁なかつっゃ, おけえすけ こさぇゃっか つせょっしぇ, 
いぇ ょぇ くぇきっさう う ょさせゅう ゃぇさうぇくすう 
いぇ こけつうゃおぇ くぇ たけさぇすぇ – ょけゅけゃけ
さう いぇ けぉきっく, おゃぇさすうさう し けしうゅせ
さっく しすけか, ょけこかぇとぇくっ こけ そぇおすせさう 
くぇ しゃけぉけょくけ くぇっすう おゃぇさすうさう... 
╉ぇさすうすっ, ゃいっきぇくう し こけょこうし う こっ
つぇす けす ‶さけそしなのいうすっ ゃ ]けそうは, しっ 
さぇいこさっょっかはす こけ いぇゃけょう, おなょっすけ 
しなすさせょくうちう ゅう さぇいょぇゃぇす こけうきっく
くけ. 『っくぇすぇ くぇ おぇさすうすっ ょぇかっつ くっ 
こけおさうゃぇ さぇいたけょうすっ こけ かっすせゃぇくっ
すけ. ╃けこかぇとぇ しっ けす そけくょ ]╀╉╋. 
‶さけぉかっき ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ぉぇいぇ - ゃ 
′っしっぉなさ, うきぇかけ しぇきけ し こけつうしすゃぇ
くっすけ くぇ けすゃけょくうすっかくぇすぇ しうしすっ
きぇ いぇさぇょう かうこしぇ くぇ せかせちう. 〈ぇおぇ 
ゃ くはおけう しすぇう しきっくはかう すぇこっすうすっ 
ゃしはおぇ こさけかっす. ╆うきぇすぇ そけぇえっすけ 
くぇ こけつうゃくぇすぇ しすぇくちうは しすぇゃぇかけ 
てうゃぇかくは いぇ さなおぇゃうちう いぇ ╆ぇゃけょ 3 
– せこかなすくはゃぇかう さぇぉけすぇすぇ くぇ こっさ
しけくぇかぇ: ”╂けかはきぇ ゃっしっかぉぇ ぉってっ, 
さぇぉけすったぇ う こっったぇ, ょけゃけかくう ぉはたぇ, 
とけすけ きくけゅけ さぇぉけすぇ こさっい いうきぇすぇ 
すぇき くはきぇてっ”. 》さぇくぇすぇ ゃ しすけかぇ っ ゃ 
ういけぉうかうっ. ╋っしけすけ うょゃぇ ょうさっおすくけ 

けす きっしけおけきぉうくぇすぇ ゃ ╀せさゅぇし. 
60 ょせてう さぇぉけすはす ゃ しすけかぇ, 20 
ょせてう こっさしけくぇか けぉしかせあゃぇす 
しすぇくちうはすぇ. /╊っすっ すさせょくけ しっ 
くぇきうさぇかぇ さぇぉけすくぇ さなおぇ/. 
╋っあょせ 700 – 900 ょせてう 

ょくっゃくけ きうくぇゃぇす くぇ すさう しきっ
くう こさっい しすけかぇ いぇ いぇおせしおぇ, 
けぉはょ う ゃっつっさは. ′っょけしすうゅなす 
くぇ ゃけょぇ こけ っすぇあうすっ, けこぇて
おぇすぇ こさっょ しすけかぇ う つってきぇすぇ 
くぇ ゃたけょぇ, おなょっすけ たけさぇすぇ しう 
きうはす おさぇおぇすぇ けす しうすくうは きけさ
しおう こはしなお, おぇおすけ う つっしすうすっ 
こけゃさっょう くぇ ぇしぇくしぬけさぇ, しぇ 
こさっくっぉさっあうきけ きぇかおぇ くっこさう
はすくけしす – いぇ こけ-きぇかおけ けす っょくぇ 
いぇこかぇすぇ っ けしうゅせさっくぇ こけつうゃ
おぇすぇ くぇ ちはかけすけ しっきっえしすゃけ. 
]すぇくちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” しっ 
すなさしう くっ しぇきけ けす ぇさしっくぇか
ちう, いぇょっかは しっ ぇこぇさすぇきっくす いぇ 
╃]¨ „╋っすぇかたうき”, いぇ くっは „しっ 
くぇすうしおぇす” けす ¨おさなあくうは おけ
きうすっす くぇ ╀╉‶, けす きうくうしすっさ
しすゃけすけ ゃ しすけかうちぇすぇ, しすぇう しっ 
ょぇゃぇす こけくはおけゅぇ くぇ ╁けっくくぇすぇ 
ぉけかくうちぇ ゃ ]けそうは, おなょっすけ 
こなお こさうっきぇす し こさっょうきしすゃけ 
ぇさしっくぇかちう いぇ かっつっくうっ. ╃ぇ
ゃぇす しっ う しすぇう くぇ けぉきっく いぇ 
30 つったう けす ╉ぇさかけゃう ╁ぇさう, 
おなょっすけ こなお 20 おぇいぇくかなつぇくう 
けす けさなあっえくうちぇすぇ こけつうゃぇす こけ 
20 ょくう ゃしはおけ かはすけ. 

┿さしっくぇかちう こけつうゃぇす う ゃ 
〉くゅぇさうは

〈ぇき, おぇおすけ う ゃ [せかぇ /╂╃[/, 
ぉぇいぇすぇ くっ っ すけかおけゃぇ ょけぉさぇ, 
くけ しっ こけょょなさあぇ けすかうつくけ. 
╇きぇかけ う けぉきっく しなし ]かけゃぇ
おうは. ╁しうつおう つせあょっくちう けす 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ しすぇくちうは しっ 
ゃけょはす くぇ さぇいたけょおぇ し おけさぇぉ ゃ 
きけさっすけ う くぇ ょっかそうくぇさうせきぇ 
ゃなゃ ╁ぇさくぇ. ╁っょくなあ つったうすっ 
ういおせこうかう ゃしうつおう きけさはておう 
そかぇくっかおう ゃ きけさしおぇすぇ しすけかう
ちぇ, しこけきくは しう ]すぇえおけ ╁なか
つっゃ. ‶けきくう けとっ おぇお しっ こさっ
ぉけさうか いぇ おゃぇさすうさう ゃ つうしすけ 
くけゃぇ おなとぇ  くぇ ぉぇうさぇ ゃ くけ
ゃうは ゅさぇょ くぇ ]けいけこけか – けとっ 
20 かっゅかぇ いぇ ぇさしっくぇかちう. ¨とっ 
すけかおけゃぇ – ゃ 『ぇさっゃけ. 〈ぇおうゃぇ 
うきぇかけ う ゃ ╉うすっく, ぇ ういはゃっ
くうすっ おけきしけきけかちう たけょっかう ゃ 
ょゃっすっ ぉせくゅぇかぇ くぇ ╋かぇょっあ
おうは きっあょせくぇさけょっく ちっくすなさ ゃ 
‶さうきけさしおけ. „╇きぇた こなかくぇすぇ 
しゃけぉけょぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ 
ょぇ しおかのつゃぇき ょけゅけゃけさう いぇ 
こけつうゃおぇ. ╆ぇこけつゃぇた さぇくけ, 
おけゅぇすけ うきぇてっ う きっしすぇ, う 
こぇさう”, おぇいゃぇ ╁なかつっゃ, おけえすけ 
こけくはおけゅぇ „こさけぉうゃぇか” こさっい 
こけさすぇかうすっ くぇ うくしすうすせちううすっ 
う こさっょこさうはすうはすぇ し ぇさしっくぇか
しおう しせゃっくうさう ゃ さなおぇ. 《うさ
きっくう たうきうおぇかおう, くけあけゃっ けす 

しせゃっくうさくうは ちった, ょうこかはくおう..., 
„╇きっすけ „┿さしっくぇか” さぇぉけすう くぇ
ゃしはおなょっ ”, さぇいぉさぇか こさっい ゅけょう
くうすっ いぇゃっあょぇとうはす こけつうゃくけすけ 
ょっかけ. 〈けえ しおかのつうか ょぇあっ ょけ
ゅけゃけさ し おけさぇぉけしすさけうすっかくうちぇ
すぇ ゃなゃ ╁ぇさくぇ, おけはすけ こさぇとぇかぇ 
たけさぇ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ぉぇいぇ くぇ 
]すけかっすけゃ /くはおけゅぇ, こさっい 1934 
ゅ., くぇこさぇゃっくぇ いぇ ちぇさは, おけえすけ 
けぉぇつっ すぇおぇ う くうおけゅぇ くっ しこぇか 
すぇき/. ]さっとせ けぉきっく くぇ かっゅかぇ 
ゃ ぉぇいうすっ さぇぉけすくうちう う しかせあう
すっかう しっ かっおせゃぇす う こけつうゃぇす ゃ 
しぇくぇすけさうせきぇ ゃ ╀ぇくおは, ゃ 》うしぇさ 
/25 – 30 かっゅかぇ ゅけょうてくけ/, ゃなゃ 
╁っかうくゅさぇょ, ゃ ′ぇさっつっく, ゃ ]ぇく
ょぇくしおう. „╋くけゅけ くぇさけょ たけょってっ 
う ゃなゃ ╁なさてっち”, こけきくう ]すぇえおけ 
╁なかつっゃ, おけえすけ けすゅけゃぇさはか う  いぇ 
こけつうゃおぇすぇ くぇ ょっちぇすぇ くぇ ぇさしっ
くぇかちう. „╊っおせゃぇたきっ ゅう ゃ ╋けきうく 
こさけたけょ. ╃なさあぇたきっ ゃさないおぇ し 
きっょうちうくしおうは しすぇちうけくぇさ, ょ-さ 
〈ぇておけゃ くぇしけつゃぇてっ たけさぇすぇ”, 
こさうこけきくは すけえ. 》っこぇすうすくけ ぉけ
かくうすっ こさぇとぇかう ゃ 》うしぇさ, けす
ょっかくけ ゃ こさけそうかぇおすけさうせきぇ くぇ 
¨ゃけとくうお こけつうゃぇかう こけ 1 000 
ょせてう ゅけょうてくけ. 『ったけゃっすっ ゃ 
╂ぇぉぇさっゃけ う 〈なあぇ うきぇかう たうあう 
ゃ 〈なあぇくしおうは ╀ぇかおぇく. ╄ょくぇすぇ 
ぉうかぇ ぉうゃてぇ こけしすさけえおぇ くぇ すさせ
ょけゃぇちう, しすさけうかう こなす ょけ ゃなさたぇ. 

╃ぇあっ こけかいゃぇかう いぇ すけお けしすぇゃっ
くぇすぇ けす すはた のいうくぇ. 』っ ょぇゃぇかう 
う くぇ ょさせゅう くぇけおけかけ. „╀ぇいぇすぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 1 ゃ ぅしっくけゃけ, けとっ おぇすけ 
しっ こけしすさけう, さぇいぉさぇた, つっ っ くっ
っそっおすうゃくぇ – くはきぇ けすけこかはくっ”, 
おけきっくすうさぇ こけいくぇゃぇつなす, ゃうょはか 
おぇおゃう かう くっ っおしすさう けす けくけゃぇ 
ゃさっきっ. ╃ぇあっ こさぇとぇか ゃうょくう 
ぇさしっくぇかちう – ょけおすけさう う うくあっ
くっさう,  くぇ ╀けさけゃっち ゃなゃ ゃうかくけ 
しっかうとっ „╋ぇかうくぇ”.

1 500 ょっちぇ くぇ ぇさしっくぇかちう 
かっすせゃぇかう くぇ かぇゅっさ ゃ ‶けきけ-
さうっ

╊ぇゅっさなす しっ こさぇゃっか ゃ しすぇうすっ 
くぇ くけゃけすけ せつうかうとっ, ゃ ちっくすなさぇ 
くぇ ゅさぇょぇ, くぇぉかういけ ょけ きけさっすけ. 
‶なさゃけ くはきぇかけ ゃけょぇ う こさうしこけ
しけぉうかう ぉぇくは くぇ けすおさうすけ. ╆ぇ ょぇ 
しなぉっさぇす こけゃっつっ ょっちぇ, すなえ おぇすけ 
くぇこかうゃなす ぉうか ゅけかはき, けす ゃしうつ
おう こけょっかっくうは くぇ „┿さしっくぇか” ゃ 
╀なかゅぇさうは, こけしすぇゃはかう かっゅかぇ こけ 
ゃしうつおう おぇぉうくっすう, ぉっい すけいう こけ 
たうきうは - いぇさぇょう けすさけゃうすっ. ]すぇえ
おけ ╁なかつっゃ たけょうか つぇお ょけ [せしっ いぇ 
かっゅかぇ, おけうすけ いうきっ しおかぇょうさぇかう 
ゃ せつうかうとっすけ, ぇ かはすけすけ さぇいこな
ゃぇかう くぇくけゃけ. ]ゅさぇょぇすぇ ぉうかぇ 
こけしすさけっくぇ し けぉとけ そうくぇくしう
さぇくっ けす けぉとうくぇすぇ ゃ ‶けきけさうっ 
う ╃]¨ „╋っすぇかたうき” ゃ ]けこけす. 

‶けかけゃうくぇすぇ けす 300-すっ ょっちぇ くぇ 
しきはくぇ うょゃぇかう けす ]けこけす. 〉つう
すっかうすっ しなぉうさぇかう けす ‶さけしゃっすぇ, 
ょっちぇすぇ – けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, すっ 
くっ しっ こけいくぇゃぇかう, くけ くうおけゅぇ くっ 
っ うきぇかけ うくちうょっくす, ゅけさょっっ しっ 
う ょくっし し こっさそっおすくぇすぇ けさゅぇくう
いぇちうは ょなかゅけゅけょうてくうはす こさけそ
しなのいっく ょっはすっか こけ こけつうゃくけすけ 
ょっかけ. ╃けおぇすけ さぇぉけすっか いぇ こけ
つうゃおぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかちう, ]すぇえおけ 
╁なかつっゃ しぇきけ っょくけ しっ しすぇさぇっか 
– ょぇ くっ ゃさなとぇ くうおけゅけ, こけあっ
かぇか こけつうゃおぇ. ╆ぇすけゃぇ しおかのつゃぇか 
くけゃう ょけゅけゃけさう, いぇすけゃぇ ょけさう 
けぉきうしかはかう し さなおけゃけょしすゃけすけ 
くけゃう ぉぇいう. ╆ぇっょくけ し たけさぇ けす 
╉さっきうおけゃちう けゅかっあょぇかう すっさっ
くう ゃ ¨ぉいけさ, ゃなゃ ╁かぇし こなお ぉうかけ 
いぇぉさぇくっくけ しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ 
しすぇくちうう – ぉうかけ しぇきけ いぇ ういぉさぇ
くう けす ]けそうは. ′け うょゃぇ くけゃけすけ 
ゃさっきっ う くっとぇすぇ いぇきうさぇす. ]すぇえ
おけ ╁なかつっゃ しなあぇかはゃぇ しぇきけ いぇ 
っょくけ – くっ せしこはか ょぇ くぇょょっかっっ ゃ 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ょぇ いぇゅさぇょはす 
ょゃけさぇ くぇ しすぇくちうはすぇ ゃ ′っしっぉなさ. 
╉ぇすけ けすうてなか こさっょう ゅけょうくう, しっ 
しすさっしくぇか けす しゅさぇょうすっ けすこさっょ, 
こさっゅさぇょうかう こなすは う ゅかっょおぇすぇ 
おなき きけさっすけ. ╁ ぉぇいぇすぇ ゃかはいなか 
しぇきけ くぇ こなさゃうは っすぇあ. ╀うかけ きせ 
くっせょけぉくけ. ′け – „′ぇこさぇゃうかう 
しぇ たせぉぇゃ さっきけくす”. ╆っすはす けぉぇつっ 
つっしすけ たけょっか すぇき, う すけえ – ぇさしっ
くぇかっち. ¨す こなさゃうは しう さぇぉけすっく 
ょっく. ╉ぇすけ あっくぇすぇ, ょなとっさはすぇ 
- うくあっくっさ う しゃぇすけゃっすっ. „]なさ
ょっつくけ しなき しゃなさいぇく し „┿さしっくぇか”, 
せしきうたゃぇ しっ ]すぇえおけ ╁なかつっゃ. 
„╋くけゅけ しなき ょけゃけかっく けす ょっちぇ う 
ゃくせちう!”, さぇょゃぇ しっ くぇ しすぇさうくう
すっ すけえ. ]うくなす っ ゃ ]けそうは. ╇きぇ 
ゃっつっ っょうく こさぇゃくせお, つぇおぇ ゃすけさぇ 
こさぇゃくせつおぇ. ‶っくしうけくっさしおぇすぇ きせ 
こさけゅさぇきぇ っ こなかくぇ – しせすさうく くぇ 
おぇそっ ゃ しすけかぇ ょけ ぉうゃてうは しなゃっす, 
しかっょけぉっょ – ゃ ぉうぉかうけすっおぇすぇ. 
¨すすぇき しっ しくぇぉょはゃぇ う し „〈さうぉせ
くぇ ┿さしっくぇか”, ゃいうきぇ ゃっしすくうお う 
いぇ しなしっょう う こさうはすっかう. ╇ いぇ けとっ 
くっとけ しっ さぇょゃぇ ]すぇえおけ ╁なかつっゃ 
– おぇすけ きうくぇゃぇ こさっい こぇいぇさぇ, う 
ょくっし ゃ あっゅぇすぇ, ゅけ しこうさぇす ぇさしっ
くぇかちう: ”╀ぇえ ]すぇえおけ, ょぇえ っょくぇ 
おぇさすぇ いぇ きけさっすけ”. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╁ すけゃぇ かはすくけ ゃさっきっ, おけっすけ くぇしすさけえゃぇ けすこせしおぇさしおう う さけきぇくすうつ
くけ, しうゅせさくけ ゃしっおう ゃすけさう おぇいぇくかなつぇくうく くぇょ 40-すっ, ゃさなとぇえおう しっ 

おなき ょっすしすゃけすけ しう, くはきぇ おぇお ょぇ くっ しう しこけきくう すさなこおぇすぇ くぇ こなさゃうすっ 
しう しさっとう し きけさっすけ – いぇ きくけいうくぇ けす くぇし, しなし しうゅせさくけしす しかせつうかう しっ 
くぇ こけつうゃくぇすぇ しすぇくちうは くぇ „┿さしっくぇか”. „╋ぇかおうはす ╉ぇいぇくかなお”, おぇいゃぇたぇ 
いぇ ′っしっぉなさ ぇさしっくぇかちう こさっょう 30-すうくぇ ゅけょうくう. ╆ぇとけすけ こけつうゃくぇすぇ 
ぉぇいぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ っ こけつすう こなさゃぇすぇ, ういすけつうかぇ 13-すっ しう っすぇあぇ 
くぇ きっすさう けす こかぇあぇ くぇ くっしっぉなさしおうは いぇかうゃ. ╇ っ こなかくぇ けす きぇえ ょけ しっこ
すっきゃさう し おぇいぇくかなておう しっきっえしすゃぇ. ̈ すょっかくけ おゃぇさすうさうすっ... ╁ ょくってくけすけ 
ゃさっきっ くぇ かっすくう こけつうゃおう しさっょ ぉっすけくうすっ きう しすぇゃぇ うくすっさっしくけ ょぇ しっ 
ゃうょは し つけゃっお, おけえすけ こけきくう っょくう ょさせゅう, しなし しうゅせさくけしす こけ-とぇしすかうゃう 
いぇ けぉうおくけゃっくうは つけゃっお, ゃさっきっくぇ. ╉けゅぇすけ うきぇてっ きけさっ いぇ ゃしっおう, し 
おぇさすぇ いぇ こけ 12 ょくう くぇ ちっくう けす 30 ょけ 45 かっゃぇ う たさぇくぇ „くぇ おけさっき” ゃ 
しすけかぇ, こかのし ゅかっょおぇ おなき きけさっすけ, くっ しぇきけ くぇょ 9-うは っすぇあ... ╉ぇお しっ っ 
しかせつゃぇかけ ゃしうつおけ すけゃぇ? – ょけ こけしかっょくぇすぇ こけょさけぉくけしす う ょくっし こけきくう 
]すぇえおけ ╁なかつっゃ, おけゅけすけ きくけいうくぇ いくぇはす おぇすけ ]すぇえおけ ]すぇえおけゃ, ょっすけ 
ょぇゃぇか おぇさすうすっ いぇ きけさっすけ けす 1979-すぇ ょけ 1991-ゃぇ. ╇ ぉっい ょぇ ゅけ こうすぇき 
おぇおゃぇ っ うしすうくぇすぇ いぇ さってぇゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっきうすっ いぇ こけつうゃおぇすぇ くぇ 
くぇょ 15-すっ  たうかはょう ょせてう ゃ しうしすっきぇすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ ょけ くぇつぇかけすけ 
くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお, しぇき きう おぇいゃぇ くはおなょっ こけ しさっょぇすぇ 
くぇ さぇいゅけゃけさぇ: ”╇きっすけ „┿さしっくぇか” さぇぉけすう くぇゃしはおなょっ”.

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇく
かなお くっ こさうっ うしおぇくうすっ けす おきっすぇ 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ ょけこなかくうすっか
くう しさっょしすゃぇ いぇ  うくゃっしすうちうう 
ゃ さっきけくすう いぇ くぇょ 2 きうかうけくぇ 
かっゃぇ. ‶さっょかけあっくうっすけ くぇ 
おきっすぇ しなぉさぇ 12 ゅかぇしぇ „いぇ”, 1 
„こさけすうゃ”,  9 しっ ゃないょなさあぇたぇ. 
〈ぇおぇ こさっょゃうょっくうすっ けす おきっすぇ 
さっきけくすう くぇ ょっすしおう ゅさぇょうくう う 
せつうかうとぇ, くはおけう けす おけうすけ – こけ 
こさっょこうしぇくうは けす 》╄╇ う ょさせゅう 
けさゅぇくう, いぇしっゅぇ けしすぇゃぇす しぇきけ 
うょっは くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ.
╆ぇゃうてっくうっすけ くぇ ぉのょあっすぇ いぇ 

すぇいう ゅけょうくぇ し 2 きかく.182 たうかは
ょう かっゃぇ くっ しっ こけおさうゃぇ けす けつ
ぇおゃぇくうすっ しけぉしすゃっくう こさうたけょう, 

おけきっくすうさぇ こさっょ しなゃっすくうちうすっ 
こさっょしっょぇすっかはす ]ぇきぇさしおう しかっょ 
ょっぉぇすぇ. ]ぇきけ しかっょ きっしっちう 
とっ こけかせつうき けおけかけ 2 きうかうけくぇ 
かっゃぇ けす しょっかおぇすぇ し うくゃっしすうすけ
さぇ くぇ そけすけゃけかすぇうつくうは こぇさお, 
ぇさゅせきっくすうさぇ うしおぇくっすけ しう おきっ
すなす, おけえすけ ぉっ ょけこなかくっく けす いぇ
きっしすくうおぇ しう ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ, 
おけはすけ けぉはしくう, つっ くはおけう けす さっ
きけくすうすっ しぇ くぇかっあぇとう こさっょう 
せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ う こさっょゃうょ 
ょけぉさけすけ ゃさっきっ しっゅぇ いぇ しすさけう
すっかしすゃけ.
╆ぇ 2011 ゅ. ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす 

っ ゅかぇしせゃぇか けぉとけ 3 きかく. 82 た. 
かゃ. いぇ  ういこなかくっくうっ くぇ しすさけう
すっかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ. ╆ぇゃうてっくう

っすけ, うしおぇくけ けす ╃ぇきはくけゃ, ゃょう
ゅぇ しせきぇすぇ くぇ 5 きかく. 980 たうか. 
かゃ., こさう しけぉしすゃっくう こさうたけょう 
けす こさけょぇあぉぇ くぇ うきせとっしすゃけ 
けす 130 たうかはょう かっゃぇ, おけっすけ いぇ
しすさぇてぇゃぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
けす くぇさぇしすゃぇとぇ いぇょかなあくはかけしす, 
けぉはしくう くぇ しっしうはすぇ ]ぇきぇさしおう, 
おけえすけ しなけぉとう, つっ おなき きけきっく
すぇ, こけ くっけそうちうぇかくう ょぇくくう, 
いぇょなかあっくうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
しぇ おなき 8 きうかうけくぇ かっゃぇ う すっ 
とっ けしすぇくぇす おぇすけ くぇしかっょしすゃけ 
いぇ しかっょゃぇとうは おきっす. „┿い しなとけ 
くぇしかっょうた 2 きうかうけくぇ いぇょなか
あっくうは. ′はおけう けす ょけゅけゃけさうすっ 
こさっょゃうあょぇす さぇいしさけつっくけ こかぇ
とぇくっ, おけっすけ っ ゃ くぇてぇ こけかいぇ, 
すけゃぇ っ けこっさぇすうゃくぇ さぇぉけすぇ, 
おけはすけ くっ いぇしすさぇてぇゃぇ そうくぇく
しけゃけすけ しなしすけはくうっ くぇ ¨ぉとうくぇ
すぇ”, ういさぇいう こけいうちうは ╃ぇきはくけゃ. 
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ̈ ぉ] せすけつくう, 
つっ ]すっそぇく ╃っさゃうてっゃ っ けしすぇ
ゃうか くっ 2 きうかうけくぇ ょなかゅ, ぇ 300 
たうかはょう かっゃぇ.
‶け ょぇくくう くぇ ╃うきうすなさ ╃う

きうすさけゃ, ょうさっおすけさ くぇ そうくぇく
しけゃぇすぇ ょうさっおちうは くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, おなき 30-すう のくう しぇ 
こけしすなこうかう こさうたけょう けす こさけょぇあ
ぉう, し おけうすけ しっ こけおさうゃぇす さぇいたけ
ょうすっ こけ くせあくうすっ ゃ けぉとうくぇすぇ 
さっきけくすう, けぉとけ 113 785 かっゃぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ゃはさくけ. ‶けつすう 150 たうかはょう きけう 
おくうゅう ゃっつっ しぇ おせこっくう ゃ ╀なか-
ゅぇさうは. ╁しっおう けす すっいう つうすぇすっかう 
いぇ きっく っ こけょぇさなお.

╃. [.:╆くぇつう ゃっつっ きけあっき 
ょぇ ╁う こさうこけいくぇっき おぇすけ 
っょうく けす くぇし う ょぇ けつぇおゃぇきっ 
ょぇ ょけえょっすっ けすくけゃけ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは? ‶けかせつうたすっ こけおぇくぇ いぇ 
‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお.  

- ] せょけゃけかしすゃうっ とっ ょけえょぇ けす-
くけゃけ. ╋くけゅけ ぉうた うしおぇか う うきぇ 
きくけゅけ たけさぇ, し おけうすけ うしおぇき ょぇ 
しっ しさっとくぇ けすくけゃけ. 〈っさぇこっゃすう-
すっ ゃうくぇゅう おぇいゃぇす, つっ せ つけゃっおぇ 
うきぇ くっとけ おぇすけ ょゃけえくぇ こさう-
くぇょかっあくけしす. ╉けゅぇすけ くぇうしすうくぇ 
ういこうすゃぇて, つっ こさうくぇょかっあうて 
おなき くっとけ, すけゅぇゃぇ う すけゃぇ くっとけ 
こさうくぇょかっあう くぇ すっぉ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

『╊〈《〉【¨『╅【...

》. ╀せおぇえ し こけつうすぇすっかう
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╉《 20-【¨ ╅╇╈】』【 』【╅╉¨《〉 
„╅『』╊〉╅]” 』 〉《╇ ╇¨╉

╉╊を╅ ¨╈『╅っ【 ╇ぇ〉. 〉《 [ぇ╉╊? 

『 ╊ 〈 《 〉 【 ¨ 『 ╅ 【
』╊]』[¨ 》ぇ【¨ぅ╅

Ⱥɤɰɟɧɬɢ
╊さつたかちてせそ: をうかてあせ ぃけさそう

ぁとうつてうあす つか う つうそけ うそおけ う たちそなかつけみてあ

╇かてかちあせけ:
』てあこさそ ╇ひしねかう

｠そちにか ╆とさあこ:
』うかてひて せか つうひちのうあ, さそえあてそ つけ つあす

》しそおそうか け にあちあさてかち: をけてちとつけ くあ
あちけつてそさちあてけてか, たひたかのけ くあ すかしそすあせけてか

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

 【あこせそ そちひきけか 

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

╇きっ: ]うかゃうは ╋うくっゃぇ
╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃
╃かなあくけしす: ╄おけかけゅ
╂けょうくう: 30

╆けょうは: ╀かういくぇちう
》けぉう: ]すさぇしす しぇ きう たせぉぇゃうすっ 
おくうゅう う そうかきう. ╁ しゃけぉけょくけすけ しう 
ゃさっきっ けぉうつぇき っおしおせさいううすっ ょけ 
おさぇしうゃう おなすつっすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ.

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて 
ゃ „┿さしっくぇか“?  - 6 ゅ. 

╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ 
あうゃけすぇ?
[ぇいつうすぇき くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ 
しぇ くぇえ-ぉかういけ ょけ きっく - きけっすけ 
しっきっえしすゃけ う こさうはすっかうすっ きう, ぉっい 
おけうすけ あうゃけすなす きう っ くっきうしかうき. 
╁はさゃぇき ゃ かのぉけゃすぇ う ゃ ょけぉさけすけ 
せ つけゃっおぇ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 2

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

╆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: 7 24 55

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”
 ̈╉〉¨【╊ ̈ 〈╅【 ｠╅『╅[【╊『

｠╅『╅[【╊『ぇ【 – 』》《『╊╉ ]ょ╆¨〈¨っ 》]《╉

『あいそてせけねかつさそ-えちあおつさあ なとていそしせあ しけえあ  
はか つひいけちあ たといしけさあ う たそねけうせけてか おせけ

〉みすあ さひおか おあ けえちあみて  おかぬあてあ そて うけつそさあてあ ねあつて せあ さうあちてあし „¨くてそさ” う [あくあせしひさ.

╁っつっ ゃすけさう きっしっち くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか”, くぇきうさぇと しっ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ, おうこう すさっしおぇゃぇ さぇぉけすぇ. ╋ぇとぇ-

ぉうすっ くぇ さっおけくしすさせおちうはすぇ, おけはすけ すっつっ ゃ きけくっすぇ, しぇ ぉっい ぇくぇかけゅ 
いぇ こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう. 
]なし しけぉしすゃっくう しうかう う しさっょしすゃぇ しっ けぉくけゃはゃぇす そせすぉけかくうはす 

すっさっく, こけつうしすゃぇす しっ すさっゃくうすっ う ょなさゃっしくう こかけとう, ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇす しっ しなぉかっおぇかくうすっ くぇ すさっくぬけさうすっ う うゅさぇつうすっ, しぇくうすぇさ-
くうすっ ゃないかう, さっくけゃうさぇ しっ ういちはかけ ぉぇしおっすぉけかくけすけ うゅさうとっ, しない-
ょぇゃぇ しっ しこっちうぇかっく すっくうしおけさす.
《せすぉけかくうはす すっさっく, おけえすけ ゅけょうくう くぇさっょ すなくってっ ゃ けゅさけきくう 

すさっゃう, ゃ きけきっくすぇ っ くっせいくぇゃぇき - こけょきっくは しっ くぇしすうかおぇすぇ, すなさ-
しう しっ こけょたけょはとぇ くぇしすうかおぇ う いぇ ぇかっうすっ, けぉくけゃはゃぇす しっ しおぇ-
きっえおうすっ くぇ しすぇょうけくぇ, ういちはかけ っ こけょきっくっく こけおさうゃなす くぇ すさう-
ぉせくぇすぇ. ╆ぇっょくけ し さっきけくすくうすっ ょっえくけしすう こけ うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ 
くぇ しすぇょうけくぇ う こさうかっあぇとうすっ きせ こさけしすさぇくしすゃぇ う しゅさぇょう しぇ 
ゃないしすぇくけゃっくけ けしゃっすかっくうっすけ う つってきぇすぇ いぇ こせぉかうおぇすぇ. 
〉しうかっくうすっ さっきけくすくう ょっえくけしすう しぇ こさっょういゃうおぇくう けす あっかぇ-

くうっすけ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, しなゃきっしすくけ し そうさ-
きっくうすっ しうくょうおぇすう, ょぇ ゃないしすぇくけゃう しなとっしすゃせゃぇとぇすぇ ょけこさっょう 

20 ゅけょうくう う あなくっとぇ せしこったう 
ょっすしおぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ. ╁ 
きけきっくすぇ せしうかっくけ しっ くぇぉうさぇす 
う あっかぇっとう ょぇ こけこなかくはす  しなし-
すぇゃぇ え. 
]ゃけっけぉさぇいくうはす さっくっしぇくし くぇ 

しこけさすくうすっ すさぇょうちうう ゃ „┿さ-
しっくぇか” う ょっすしおぇすぇ しこけさすくぇ 
ておけかぇ くぇきうさぇ こけすゃなさあょっくうっ 
う ゃ くぇきっさっくうっすけ くぇ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ ょぇ けしうゅせさう しこっちうぇかくう 
っおうこう くぇ きかぇょうすっ しこけさすうしすう, 
こさけっおすなす いぇ すはた っ ゃっつっ ゅけすけゃ. 
╁ないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ しこけさす-

くうは おけきこかっおし ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
っ こけさけょっくけ けす あっかぇくうっすけ くぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ けさなあっえくう-
ちぇすぇ ょぇ しないょぇょっ ょけぉさけ きはしすけ 
いぇ しこけさす う けすょうた くぇ しゃけうすっ さぇ-
ぉけすくうちう う しかせあうすっかう. ╇ょっはすぇ 
っ けとっ けす おさぇは くぇ すけいう きっしっち 
しすぇょうけくなす う さっくけゃうさぇくうすっ 
こけきっとっくうは う しこけさすくう うゅさうとぇ 
- ぉぇしおっすぉけかくけ う すっくうしおけさす, ょぇ 
きけゅぇす ょぇ しっ こけかいゃぇす ぉっいこかぇす-
くけ けす ぇさしっくぇかちう. ‶なさゃぇすぇ 
けさゅぇくういうさぇくぇ こさけはゃぇ くぇ  うい-
ちはかけ けぉくけゃっくうは しすぇょうけく とっ っ 
けとっ こさっい しっこすっきゃさう, おけゅぇすけ 
ゃ つっしす くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ とっ しっ けさゅぇ-
くういうさぇす ゃなすさってくう しこけさすくう 
しなしすっいぇくうは. 
╁ こかぇくけゃっすっ くぇ そうさきぇすぇ っ 

う ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ こけ-
おなしっく っすぇこ くぇ ょゃぇすぇ ぉぇしっえくぇ 
おなき しすぇょうけくぇ - きぇかなお う ゅけ-
かはき,  こけ ょせきうすっ くぇ ぅくおけ ╉けし-
すぇょうくけゃ, ょうさっおすけさ „《うくぇくしう 
う うおけくけきうおぇ” ゃ „┿さしっくぇか” う 
こさはお けすゅけゃけさくうお こけ さっおけく-
しすさせおちうはすぇ くぇ しすぇょうけくぇ. 

╉ぇおすけ う ょぇ しぇ ぉうかう こさけきっくはくう おぇかっく-
ょぇさうすっ, しっょっきょくっゃくけすけ ぉさけっくっ くぇ 

ゃさっきっすけ っ けしすぇゃぇかけ くっこさけきっくっくけ. ╁っおけゃっ 
くぇさっょ たけさぇすぇ いぇこぇいゃぇかう せこけさうすけ こさうしすさぇ-
しすうっ おなき しっょきうちぇすぇ, すなえ おぇすけ, しこけさっょ ぇし-
すさけかけいうすっ, ゃしっおう けす くっえくうすっ しっょっき ょくう しっ 
せこさぇゃかはゃぇ けす っょくぇ ゃうょうきぇ こかぇくっすぇ, おけは-
すけ こけ しゃけっきせ ゃかうはっ ゃなさたせ ぇおすうゃくけしすすぇ くぇ 
つけゃっておぇすぇ こしうたうおぇ う そういうけかけゅうは. ‶けさぇ-
ょう すけゃぇ くっ っ すさせょくけ ょぇ しっ ういぉっさっ おぇおゃけ 
っ くぇえ-ょけぉさっ ょぇ しっ こさぇゃう ゃ っょうく うかう ょさせゅ 
ょっく う  けす おぇおゃけ しかっょゃぇ つけゃっお ょぇ しっ けすおぇあっ. 
¨しゃっく すけゃぇ, ゃ ょさっゃくけしすすぇ しこけさっょ ょっくは, ゃ 
おけえすけ たけさぇすぇ ぉうかう さけょっくう, しっ けこさっょっかはかけ 
こさうぉかういうすっかくけ う しけちうぇかくけすけ こさっょくぇいくぇ-
つっくうっ くぇ つけゃっおぇ, すけっしす けす さぇあょぇくっすけ きせ 
ゅけすゃっかう つけゃっおぇ いぇ けこさっょっかっくぇ しなょぉぇ. 
╁ くはおけかおけ こけさっょくう ぉさけは „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

とっ こせぉかうおせゃぇ くぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ ゃしっおう ょっく けす 
しっょきうちぇすぇ. ╆ぇこけつゃぇきっ し こけくっょっかくうおぇ.

》《〉╊╉╊]〉¨[ – 【╊╋ぇ[ ╉╊〉
‶けくっょっかくうおなす っ すっあなお ょっく, 

すけゃぇ しぇ ょけおぇいぇかう せつっくうすっ. 
]こけさっょ すはた こけゃっつっすけ たけさぇ ゃ 
くっょっかは しぇ けしゃけぉけょっくう けす こしう-
たうつっしおう う そういうつっしおう くぇすけ-
ゃぇさゃぇくうは. ╆ぇすけゃぇ うき っ しかけあ-
くけ ょぇ こさっきうくぇす けす こけつうゃおぇ 
おなき さぇぉけすぇ. ╁ こけくっょっかくうお しせ-
すさうくすぇ おさなゃくけすけ くぇかはゅぇくっ くぇ 
つけゃっおぇ ぉっかっあう くぇえ-ゃうしけおぇすぇ 
しう すけつおぇ いぇ しっょきうちぇすぇ. ┿しすさけ-
かけゅうはすぇ こけすゃなさあょぇゃぇ すけゃぇ. 
‶けくっょっかくうおなす しっ せこさぇゃかはゃぇ 
けす ╊せくぇすぇ, ぇ すは くう けすこせしおぇ う 
くう くぇしすさけえゃぇ おなき きっつすぇすっか-
くけしす. ╁ こけくっょっかくうお くっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ いぇたゃぇとぇきっ し ょっえくけしすう, 
おけうすけ ういうしおゃぇす ょぇ しきっ しなしさっ-
ょけすけつっくう う しすっゅくぇすう. 
╁ こけくっょっかくうお きっくのすけ くう 

すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ かっおけ - ぉっい 
きぇいくう, しけかっくう う こせてっくう たさぇ-
くう, ぉっい ぇかおけたけか, しかぇょおけ う すっし-
すっくけ. ′っ しっ こさっこけさなつゃぇ きっしくぇ 
たさぇくぇ. ╆ぇ しすけきぇたぇ こさっい すけいう 
ょっく くぇえ-こけかっいくう しぇ きかっつくうすっ 

こさけょせおすう, かっおうすっ おぇてう, こかけ-
ょけゃっすっ, くけ ぉっい ちうすさせしけゃうすっ. 
〈なえ おぇすけ こけくっょっかくうおなす っ 

ょっく くぇ ╊せくぇすぇ, すけえ くけしう くっえ-
くうすっ ぉかぇゅけこさうはすくう う くっぉかぇゅけ-
こさうはすくう しゃけえしすゃぇ – ういゃっしすくけ 
っ, つっ すは しっ しかぇゃう しなし しゃけっすけ 
くっこけしすけはくしすゃけ. ╊せくぇすぇ こけ-
おぇいゃぇ っきけちうけくぇかくぇすぇ しすさぇくぇ 
くぇ くぇてうは あうゃけす - すぇいう, おけはすけ 
くっ きけあっ ょぇ しっ おけくすさけかうさぇ けす 
しないくぇくうっすけ くう. ′け っきけちうけ-
くぇかくぇすぇ くぇゅかぇしぇ ゃかうはっ しうかくけ 
ゃなさたせ ぇょっおゃぇすくけすけ ゃないこさうは-
すうっ くぇ ゃなくてくけすけ けぉおさなあっくうっ. 
╊せくぇすぇ う こけくっょっかくうおなす こけ-

おさけゃうすっかしすゃぇす あっくうすっ: きけ-
きうつっすぇすぇ, さけょっくう ゃ すけいう ょっく, 
しすぇゃぇす こさっおさぇしくう きぇえおう, こぇ-
いうすっかおう くぇ ょけきぇてくけすけ けゅ-
くうとっ う すさぇょうちううすっ くぇ ょけきぇ. 
』っしすけ, けぉぇつっ, すっいう たけさぇ しっ 
けおぇいゃぇす くっこけしすけはくくう, し こさけ-
きっくかうゃう くぇしすさけっくうは. ╆ぇすけゃぇ 
くうおけゅぇ くっ ゅう こけしすぇゃはかう くぇ 
けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ, ういうしおゃぇ-

とぇ おけくちっくすさうさぇくけ きうしかっくっ 
う けぉっおすうゃくけ ゃないこさうはすうっ. ╁ 
しなとけすけ ゃさっきっ けす しさっょぇすぇ くぇ 
すっいう たけさぇ ういかういぇかう たさぇきけゃう-
すっ あさっちう, すなえ おぇすけ すっ ぉうかう 
おさぇえくけ つせゃしすゃうすっかくう う しこけ-
しけぉくう ょぇ ゃないこさうっきぇす くぇえ-
そうくうすっ ゃうぉさぇちうう ゃ はゃかっくう-
はすぇ けす っそうさくうは しゃはす. 』けゃっお, 
くぇきうさぇと しっ こけょ しうかくけすけ ゃかう-
はくうっ くぇ ╊せくぇすぇ, こさうすっあぇゃぇ 
ょなかぉけおぇ うくすせうちうは う くっゅけゃけすけ 
きはしすけ っ すぇき, おなょっすけ こけょけぉくけ 
おぇつっしすゃけ っ くっけぉたけょうきけ.                                                                             
╁ こけくっょっかくうお ゃうくぇゅう きけ-

ゅぇす ょぇ しっ けつぇおゃぇす ゃしはおぇおゃう 
ういくっくぇょう, こさけきっくう, ぉっいこけ-
おけえしすゃぇ, いぇすけゃぇ こさっこけさなつう-
すっかくう しぇ くぇえ-けぉうおくけゃっくうすっ 
いぇくうきぇくうは, こさっょう ゃしうつおけ ゃ 
ょけきぇおうくしすゃけすけ - つうしすっくっ, ゅけ-
すゃっくっ... ‶ぇさう くっ しっ ょぇゃぇす くぇ 
くうおけゅけ, しっさうけいくぇ さぇぉけすぇ くっ 
しっ こけさなつゃぇ. ╁しうつおう こなすうとぇ 
しぇ くっぉかぇゅけこさうはすくう, けしゃっく ゃけ-
ょくうすっ. ╇きっくくけ ゃ こけくっょっかくうお 
きけあっ ょぇ しっ こなすせゃぇ こけ ゃけょぇ. 

╋ぇさうは  [ぇておけゃぇ

]こけさっょ こしうたけかけいうすっ かの-
ぉうきうはす こかけょ けすさぇいはゃぇ くっ 

しぇきけ ゃおせしぇ, くけ う つっさすう けす たぇ-
さぇおすっさぇ くぇ つけゃっおぇ. ╄すけ つぇしす 
けす っょくけ ういしかっょゃぇくっ くぇ すぇいう 
すっきぇ.
┿おけ けぉうつぇすっ はぉなかおう, ゃうっ 

しすっ しぇくすうきっくすぇかくぇ, ょけさう きぇか-
おけ しすぇさけきけょくぇ,  かうつくけしす. ‶け-
くはおけゅぇ しすっ すなあくう ぉっい ゃうょうきう 
けしくけゃぇくうは. 〉しなさょっく つけゃっお 
しすっ, ゅけすけゃう しすっ ょぇ ういこなかくうすっ 
ゃしはおぇ いぇょぇつぇ, いぇすけゃぇ くはきぇすっ 
こさけぉかっきう し くぇつぇかくうちうすっ しう. 
┿おけ かのぉうきうはす ゃう こかけょ っ 

こさぇしおけゃぇすぇ, ゃうっ しすっ うくすっかう-
ゅっくすっく つけゃっお, おけえすけ しっ つせゃ-
しすゃぇ ょけぉさっ ゃ おけきこぇくうはすぇ くぇ 
こさうはすっかうすっ しう. ╃けぉさっ しっ さぇい-
ぉうさぇすっ う し けしすぇくぇかうすっ たけさぇ, 
くっいぇゃうしうきけ けす こさけきっくかうゃけ-
すけ ゃう くぇしすさけっくうっ. ‶けくはおけゅぇ, 
けぉぇつっ, すさせょくけしすうすっ ゃう しすな-
こうしゃぇす う しすぇゃぇすっ こぇしうゃっく.
╁うっ しすっ おけくすぇおすっく, ゃっしっか う 

ゅけしすけこさうっきっく つけゃっお, ぇおけ けぉう-
つぇすっ はゅけょう. 『っくうすっ  っかっゅぇくす-
くけしすすぇ う おさぇしうゃうすっ くっとぇ. ′っ 
しすっ いぇゃうしすかうゃう, ょさっぉけかううすっ 
くっ ゃう はょけしゃぇす. ¨ぉぇつっ しすっ さっゃ-
くうゃう, ょけさう ぉっい こさうつうくぇ.
╁うっ けぉうつぇすっ ょうくは. 〈けゃぇ けい-

くぇつぇゃぇ, つっ しすっ っょくぇ くぇうしすうくぇ 
こけかけあうすっかくぇ かうつくけしす. ]ゅけ-
ゃけさつうゃう しすっ, けこうすゃぇすっ しっ ょぇ 
こけしけつうすっ くぇ たけさぇすぇ こさぇゃうか-
くうは こなす, ゃなこさっおう つっ すけゃぇ くっ 
ゃうくぇゅう うきぇ せしこった. ] せゃぇあっ-

くうっ しっ けすくぇしはすっ おなき たけさぇすぇ けす 
こけ-しすぇさけすけ こけおけかっくうっ. ′せあくぇ 
ゃう っ きぇかおけ こけゃっつっ こさうくちうこ-
くけしす.
┿おけ ぉぇくぇくうすっ しぇ かのぉうきう-

すっ ゃう こかけょけゃっ, こけ ょせてぇ しすっ 
きっお, ょけぉさけしなさょっつっく う かっしくけ 
さぇくうき つけゃっお-きっつすぇすっか, きぇおぇさ 
ょぇ しないくぇゃぇすっ, つっ こけくはおけゅぇ 
きっつすうすっ ゃう しぇ くっしぉなょくぇすう. ╆ぇ 

しなあぇかっくうっ, つっしすけ ゃう けぉたゃぇとぇ 
きなさいっか. ╊っしくけ しっ こけょょぇゃぇすっ 
くぇ つせあょけ ゃかうはくうっ.
╁ しかせつぇえ, つっ しさっょ こかけょけゃっすっ 

とっ ういぉっさっすっ つっさってぇすぇ, ゃうっ 
しすっ ゃしっけすょぇっく, くっあっく う ゃっあ-
かうゃ つけゃっお. ╁うくぇゅう しすっ ゅけすけゃう 
ょぇ ょけしすぇゃうすっ さぇょけしす くぇ かのぉう-
きうすっ ゃう たけさぇ. ′っ おかのおぇさしすゃぇ-
すっ, くけ けぉうつぇすっ ょぇ さぇいおぇいゃぇすっ 

う ょぇ しかせてぇすっ ゃうちけゃっ. 〈っあおけ 
こさっあうゃはゃぇすっ こさっくっぉさっあう-
すっかくけすけ けすくけてっくうっ おなき ゃぇし.
┿おけ けす ゃしうつおう こかけょけゃっ 

こさっょこけつうすぇすっ ぇくぇくぇし, すけ ゃうっ 
しすっ くっこけこさぇゃうき っしすっす. ╉くうゅう-
すっ, けぉしすぇくけゃおぇすぇ, けぉかっおかけすけ, 
たさぇくぇすぇ - ゃしうつおけ こさう ゃぇし っ し 
ゃおせし. ‶さっすっゅかはすっ ゃしはおぇ ょせきぇ, 
こさっょう ょぇ は ういさっつっすっ. ╇いぉはゅ-

ゃぇすっ たけさぇすぇ, おけうすけ くっ しこけょっ-
かはす ゃぇてうすっ ゃないゅかっょう. ╄ょくけ-
かのぉ しすっ, ゃ かのぉけゃすぇ こさう ゃぇし 
くはきぇ ょゃせしきうしかうは.
╋ぇかうくぇすぇ ゅけゃけさう いぇ おけおっす-

しすゃけ, しぇきけかのぉうっ う こさけはゃう くぇ 
っゅけういなき せ たけさぇすぇ, くぇ おけうすけ 
すは っ かのぉうき こかけょ. ┿おけ は こさっょ-
こけつうすぇすっ, すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, 
つっ くはきぇ ょぇ くぇこさぇゃうすっ くうとけ 

こさけしすけ っえ すぇおぇ.〈させょくうすっ しう-
すせぇちうう こさっょういゃうおゃぇす せ ゃぇし 
こぇくうおぇ う すなさしうすっ ゃうしけおけしすけ-
はと こけおさけゃうすっか. ╇しすうくぇすぇ っ, 
けぉぇつっ, つっ しすっ きくけゅけ ういこなか-
くうすっかっく つけゃっお. ┿おけ くぇえ-きくけ-
ゅけ けぉうつぇすっ おぇえしうう, ゃうっ しすっ 
すゃけさつっしおぇ くぇすせさぇ, せきっっすっ ょぇ 
ゅけゃけさうすっ たせぉぇゃけ, ぇ ゃ けつうすっ 
ゃう ゅさっっ ょけぉさけすぇ. ′け すけゃぇ くっ っ 
いくぇお いぇ しすっしくうすっかくけしす う ゃしっ-
けこさけとっくうっ. ¨くいう, おけえすけ こけ-
しっゅくっ くぇ ゃぇてうは しせゃっさうくうすっす, 
ゃっょくぇゅぇ とっ こけかせつう すゃなさょ けす-
ゅけゃけさ.
┿おけ けぉうつぇすっ ゅさけいょっ, ゃうっ 

せきっっすっ ょぇ こぇいうすっ すぇえくう. ′け 
ゃぇてぇすぇ こけすぇえくけしす う いぇすゃけさっ-
くけしす こけくはおけゅぇ こさっょういゃうおゃぇす 
くっょけゃっさうっ う くっ ゃかうははす ょけぉさっ 
くぇ けすくけてっくうはすぇ ゃう し ぉかういおう-
すっ. 〈けゃぇ, おけっすけ くっ きけあっ ょぇ 
ゃう しっ けすさっつっ, っ せきっくうっすけ ょぇ 
しこぇいゃぇすっ ょぇょっくぇすぇ ょせきぇ.
]かうゃうすっ ういょぇゃぇす いぇはょかうゃうは 

たぇさぇおすっさ くぇ つけゃっおぇ, いぇ おけゅけすけ 
すっ しぇ こさっょこけつうすぇく こかけょ. ┿おけ 
けぉうつぇすっ しかうゃう, すけゃぇ けいくぇつぇ-
ゃぇ, つっ しすっ きなさきけさっと つけゃっお う 

くっ こけくぇしはすっ おさうすうおぇ, ゃなこさっおう 
つっ こけくはおけゅぇ こさけはゃはゃぇすっ しくうい-
たけょうすっかすけしす おなき ゅさっておうすっ くぇ 
ょさせゅうすっ. 
╆ぇ くっしこけきっくぇすうすっ こかけょけ-

ゃっ っ ょけぉさっ ょぇ いくぇっき: たせぉぇゃけ 
っ ょぇ けぉとせゃぇきっ し たけさぇ, おけうすけ 
けぉうつぇす おさせてうすっ う こなこってう-
すっ - くぇえ-つっしすけ すっ しぇ きっかけきぇ-
くう, しこけおけえくう う ょさせあっかのぉくう 
たけさぇ, おけうすけ ぉなさいけ ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇす ょけぉさけすけ くぇしすさけっくうっ. ] 
かのぉうすっかうすっ くぇ くぇさぇ こけ-ょけ-
ぉさっ ょぇ くっ しっ てっゅせゃぇ つけゃっお, 
くうすけ ょぇ しこけょっかは, くうすけ ょぇ うき 
ょぇゃぇ くぇいぇっき ゅけかっきう しせきう. ┿ 
すっいう, おけうすけ けぉうつぇす ちうすさせしけ-
ゃう こかけょけゃっ, しきはすぇす しっぉっ しう 
いぇ ぇさうしすけおさぇすう こけ ょせてぇ, おけっ-
すけ けぉうおくけゃっくけ くっ っ すぇおぇ. 
┿おけ しすっ けす たけさぇすぇ, おけうすけ 

けぉうつぇす さぇいかうつくう こかけょけゃっ, ぉっい 
はゃくけ こさっょこけつうすぇくうっ おなき っょうく 
けす すはた, いくぇつう しぇ ゃう こさうしなとう 
けすょっかくう つっさすう, たぇさぇおすっさくう いぇ 
すっいう こかけょけゃっ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ 
ょけぉぇゃう, けぉぇつっ, つっ しすっ ょけしすぇ 
こさけすうゃけさっつうゃぇ かうつくけしす.

〈┿

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ 《せすぉけかっく おかせぉ „┿さしっくぇか 2000” 
けぉはゃはゃぇ こさうっき  くぇ ょっちぇ, さけょっくう こさっい 2000 ゅ. , 
2001 ゅ. う 2002 ゅ., いぇ こけょゅけすゃうすっかくうすっ ゅさせこう くぇ 
【おけかぇすぇ こけ そせすぉけか.
′っけぉたけょうきけ っ ょぇ こけょぇょっすっ きけかぉぇ こけ けぉさぇいっち, 

おけえすけ きけあっすっ ょぇ こけかせつうすっ けす ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さ-
しっくぇか” ┿╃, おぇおすけ う けす しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ 
いぇゃけょう うかう けす すさっくぬけさぇ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ                  
すっか. 36 51 う 0887 749 705.
╉なき きけかぉぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ っ こさうかけあっくぇ ぉっかっあおぇ けす 

かうつくうは かっおぇさ - いぇ いょさぇゃくうは しすぇすせし う いぇ きうくぇかう 
いぇぉけかはゃぇくうは くぇ おぇくょうょぇすぇ.
╋っしっつくぇすぇ すぇおしぇ いぇ せつぇしすうっ っ 5 /こっす/ かっゃぇ. 〈は 

とっ しっ ういこけかいゃぇ いぇ しくぇぉょはゃぇくっ くぇ ょっちぇすぇ し っおう-
こうさけゃおぇ.

〉] くぇ 《╉ „┿さしっくぇか 2000”

《╆っ╇╅

╆ぇ すけゃぇ ぇかぇさきうさぇたぇ „〈┿” 
くっょけゃけかくう さけょうすっかう, 

おけうすけ しぇ こさうくせょっくう ゃしっ-
おう ょっく ょぇ ういゃっあょぇす ょっちぇすぇ 
しう ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ, ゃ 
こぇさお „[けいぇさうせき” うかう こさけし-
すけ ょぇ しっ こさっゃさなとぇす ゃ こぇ-
いぇつう おさぇえ きっあょせぉかけおけゃけすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ.
╂くっゃなす くぇ きぇえおうすっ っ こけ-

さけょっく う けす そぇおすぇ, つっ しすけ-
すうちうすっ きっすぇかくう ゅぇさぇあう, 
こさなしくぇすう ゃ おゃぇさすぇかぇ う くっ-
けおけしっくうすっ ゃうしけおう ぉかういけ 
きっすなさ すさっゃう ょけこなかくうすっかくけ 
„はょぇす” けす こさけしすさぇくしすゃけ-
すけ. ╉ぇすけ „ぉけくせし” しっ ぉさけはす 
う おなさかっあうすっ, おけうすけ つっしすけ 
くぇこぇょぇす ょっちぇすぇ う ぉっいこさう-
いけさくうすっ おせつっすぇ, ぉさけょっとう 
くぇけおけかけ.
╁ さっいせかすぇす くぇ ゃしうつおけ すけゃぇ 

ょっちぇすぇ しぇ こさうくせょっくう くぇ  
こさぇおすうおぇ ょぇ うゅさぇはす くぇ しぇ-

きうすっ せかうちう うかう くぇ きっしすぇ, けすさっょっくう いぇ こぇさおうくゅう くぇ ぇゃすけ-
きけぉうかう, おぇすけ いぇ ぉっいけこぇしくけしすすぇ うき しっ ゅさうあぇす しぇきうすっ さけょう-
すっかう うかう ぉぇぉう う ょはょけゃちう. 

] こぇさう けす ちっかっゃぇすぇ しせぉしう-
ょうは ょぇ しっ さっきけくすうさぇ こな-

すはす  【っえくけゃけ – 》ぇょあう ╃うきう-
すさけゃけ – ╉さなく – ╄くうくぇ – ╂けさくけ 
╇いゃけさけゃけ, さってう ¨ぉとうくしおうはす 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお.
‶さっょう すさう ゅけょうくう こさう けぉう-

おけかおうすっ くぇ けぉとうくしおうすっ しな-
ゃっすくうちう こけ 19-すっ くぇしっかっくう 
きっしすぇ せしすぇくけゃうたきっ かけてけすけ 
しなしすけはくうっ くぇ こなすは おなき すっいう 
しっかぇ, こさうこけきくう 『ゃっすぇく 【う-
おけゃ けす ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお 
こさっょう ゅかぇしせゃぇくっすけ. 〈けえ こさう-
いけゃぇ しさっょしすゃぇすぇ いぇ すっいう せつぇし-
すなちう – くぇ いぇこぇょ けす ╉さなく, きっあ-
ょせ 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ う ╉さなく, 
いぇこぇょくけ けす ゃたけょぇ くぇ ╄くうくぇ う 
ょさせゅう, けぉとけ - くぇょ 11 たうかはょう 
おゃぇょさぇすくう きっすさぇ, ょぇ ぉなょぇす 
けすこせしくぇすう いぇ ぇしそぇかすうさぇくっすけ. 
]こけさっょ 【うおけゃ, ういこけかいゃぇくぇ-
すぇ しっゅぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
すったくけかけゅうは いぇ ういおなさこゃぇくっ くぇ 
ょせこおうすっ こけ しうしすっきぇすぇ „こっつ 
きぇすうお” くっ っ すけかおけゃぇ かけてぇ, 
おけかおけすけ しつうすぇす くはおけう しなゃっす-
くうちう. ╇いこけかいゃぇくっすけ くぇ すった-
くけかけゅうはすぇ くぇ すっさっくう ゃ „┿さしっ-

くぇか” こけおぇいぇかけ, つっ こさけぉかっきなす 
っ ゃ おぇつっしすゃけすけ くぇ さぇぉけすぇすぇ, ぇ 
くっ ゃ しぇきぇすぇ すったくけかけゅうは. ”′うっ 
ゃ „┿さしっくぇか” くっ ょけこせしくぇたきっ 
かけてけ おぇつっしすゃけ くぇ いぇこなかゃぇ-
くっ くぇ ょせこおうすっ. ╁ けぉとうくぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ おけくすさけかうさぇ いぇ-
こなかゃぇくっすけ くぇ ょせこおうすっ, いぇとけ-
すけ こさう さぇぉけすぇすぇ うきぇ ゃないきけあ-
くけしす う いぇ おさぇあぉう”, ぇかぇさきうさぇ 
けとっ 【うおけゃ けす ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお. 
╁ ちっかうは ぉのょあっす くぇ ¨ぉとう-

くぇ ╉ぇいぇくかなお ょけ きけきっくすぇ うきぇ 
いぇこうしぇくう 305 たうかはょう かっゃぇ いぇ 
せかうちうすっ, うくそけさきうさぇ こけ ゃさっ-
きっ くぇ いぇしっょぇくうっすけ こさっょしっ-
ょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう こけ こけゃけょ 
さぇいこさけしすさぇくっく ょっく こさっょう 
しっしうはすぇ, くぇ 10-すう ぇゃゅせしす, 
ぇこっか けすしすさぇくぇ くぇ おきっすぇ ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ - ¨ぉとうくしおうはす 
しなゃっす ょぇ ゅかぇしせゃぇ しさっょしすゃぇすぇ 
いぇ せかうつくけ ぇしそぇかすうさぇくっ, ぇ くっ 
ょぇ ぉぇゃう ゃなこさけしぇ ゃ せとなさぉ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ. 

′けゃうはす ゃうょ くぇ しすぇょうけく “┿さしっくぇか”

„╃っすしおうすっ こかけとぇょおう“ ゃ おゃ. „╇いすけお“

『うすさせしう いぇ ぇさうしすけおさぇすうすっ, こなこってう いぇ きっかけきぇくうすっ

‶なさゃうはす さなおけゃけょうすっか くぇ 
ぉぇいぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ う 

ゃくっょさはゃぇくっ ゃ ╋╉ „《さうょさうた 
╄くゅっかし”,  こけ-おなしくけ ╇╋╋  こさう 
„┿さしっくぇか” ┿╃, ぉうゃて すったくうつっ-
しおう ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” う 
ょなかゅけゅけょうてっく さなおけゃけょうすっか 
くぇ くぇこさぇゃかっくうっ  ゃ ′╇〈╇.

 !
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』けゃっお し ゃくせてうすっかっく こさうくけし いぇ  ぉなかゅぇさしおけすけ きぇてうくけ-
しすさけっくっ, うしすうくしおぇ ぇさしっくぇかしおぇ ゅけさょけしす.

╅うゃ う いょさぇゃ けとっ ょなかゅう ゅけょうくう! 
╆ぇ さぇょけしす くぇ ぉかういおう う いぇ けこけさぇ くぇ しかっょけゃくうちう.

¨す しっきっえしすゃけすけ


