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

╈《『╊ ╈]╅╇¨【╊!
ぁ╅[╅ 〉¨ 100-╈《╉¨ぃ〉¨〉╅【╅ 

〉╅ „╅『』╊〉╅]”! 

„╅『』╊〉╅]” ╊ 〉╅ぃ╅【╅ ╊〈╆]╊〈╅

》╅『[¨『╅] [╅【《…

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3
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] すけいう こさういうゃ ょぇょっ くぇつぇ-
かけすけ くぇ ゅけかっきうは のぉうかっっく  

こさぇいくうお ういこなかくうすっかくうはす ょう-
さっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ, きうゅ こさっょう ょぇ こけかせつう 
う っょうく けす くぇえ-ちっくくうすっ ょぇさけゃっ 

う っおしこけくぇすう いぇ ぇさしっくぇかしおうは 
きせいっえ: こかぇおっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお - しうきゃけか くぇ しこけえおぇすぇ 
きっあょせ „┿さしっくぇか” う ¨ぉとうくぇすぇ, 
う おさうしすぇかくぇすぇ さけいぇ - けそうちうぇ-

„┿い しなき っょくぇ けす ゃぇし, っょくぇ けす ぇさしっくぇかちうすっ.
〈せお しなき こけかせつうかぇ しゃけは こさけそっしうけくぇかっく けこうす, きくけゅけ 

しなき くぇせつうかぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ すせお, いぇ ょぇ ゃうょは おぇおゃけ 
っ くせあくけ, いぇ ょぇ ゃなさゃうて くぇゅけさっ: きくけゅけ さぇぉけすぇ, きくけゅけ 
せしうかうは う しすぇぉうかっく  ゃけょぇつ, かうょっさなす  こさっょう ゃしうつおけ”.
〈けゃぇ おぇいぇ ゃ こさうゃっすしすゃうっすけ しう おなき ぇさしっくぇかちう こけ こけ-

ゃけょ 90-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ そうさきぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  おきっ-
すなす くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, しこっちうぇかっく ゅけしす くぇ 
そうさきっくうは こさぇいくうお. 
╁ しかけゃけすけ しう すは いぇはゃう, つっ „┿さしっくぇか” っ っきぉかっきぇ くぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ょゃうゅぇすっか くぇ うおけくけきうおぇすぇ う ぉぇさけ-
きっすなさ いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ さぇえけくぇ. „′はきぇ すぇおぇゃぇ そうさきぇ, 
おけはすけ ょぇ しっ こけたゃぇかう し すぇおぇゃぇ うしすけさうは う おけはすけ しかっょ 
すけかおけゃぇ ゅけょうくう ょぇ っ くぇ ゃなさたぇ”, ょけこなかくう おきっすなす, ょぇ-
ゃぇえおう ういおかのつうすっかくけ ゃうしけおぇ けちっくおぇ う くぇ しけちうぇかくぇすぇ 
こけかうすうおぇ, さぇいゃうゃぇくぇ けす そうさきぇすぇ. ‶け ょせきうすっ くぇ おきっすぇ 
]すけはくけゃぇ, すは っ „くぇえ-ょけぉさぇすぇ う っそっおすうゃくぇ しけちうぇかくぇ 
こけかうすうおぇ, くっ しぇきけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ぇ う ゃ しすさぇくぇすぇ”.

╆ぇ すゃなさょっ くっょあっくすなかきっくしおけ こぇさおうさぇくっ くぇ ╆ぇこぇょくうは 
こけさすぇか くぇ „┿さしっくぇか”, ゅさぇくうつっとけ し ゃさっきっくぇ う くさぇゃう 

きくけゅけ ょぇかっつ けす ょくってくうすっ, しうゅくぇかういうさぇたぇ つうすぇすっかう くぇ „〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか”. ‶け ょせきうすっ うき, „おぇさせちぇさしおけすけ こけゃっょっくうっ” くぇ  

くはおけう てけそぬけさう っ くっすなさこうきけ う っ くぇかけあうすっかくけ こさっょこさう-
っきぇくっすけ くぇ きっさおう けす しすさぇくぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ 
- うかう こけょ そけさきぇすぇ くぇ しぇくおちうう, うかう こけくっ くぇ こなさゃけ ゃさっきっ 
こけしすぇゃはくっすけ くぇ いくぇお, おけえすけ ょぇ こさうおぇくゃぇ „おぇさせちぇさうすっ” ょぇ 
しこぇいゃぇす さっゅかぇきっくすぇ いぇ こぇさおうさぇくっ う ょぇ しっ しなけぉさぇいはゃぇす し けつ-
っさすぇくうすっ こぇさおけきっしすぇ. 
』っ くはおけう しぇ さってうかう, つっ こぇさおうくゅなす っ しぇきけ いぇ すはた, かうつう 

けす そけすけしうすっ こけ-ょけかせ, おぇおすけ う すけゃぇ, つっ, いぇ ょぇ しう すさなゅくぇす けす 
さぇぉけすぇ ゃっつっさ, くはおけう こけょさぇくうかう いぇ さぇぉけすぇ ゃけょぇつう くぇ ╋‶] 
すさはぉゃぇ つうくくけ ょぇ ういつぇおぇす ょさせゅう, こけいぇおなしくっかう, くけ こなお こけ-
こさっょこさうっきつうゃう う „くぇたけょつうゃう”.
╃けこなかくうすっかっく しせすさってっく しすさっし いぇ こぇさおうさぇとうすっ しないょぇゃぇす 

ゃっかけしうこっょうしすうすっ, おけうすけ しっ てきせゅゃぇす かけゃおけ きっあょせ ぇゃすけきけ-
ぉうかうすっ.  

╆ぇしっゅぇ „こさっょせ-
こさっあょっくうっすけ ”おなき 
こけょけぉくう  ゃけかくけし-
すう くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
いぇこぇょっく こぇさおうくゅ っ 
こせおぇくっ くぇ ゅせきう うかう 
こけ-ょっかうおぇすくけすけ – 
すはたくけすけ ういこせしおぇくっ. 
′ぇょっあょぇすぇ っ, つっ 

しかっょ すぇいう こせぉかうおぇ-
ちうは, けしけぉっくけ, ぇおけ 
しっ さぇいこけいくぇはす, „こぇさ-

おうくゅ ょあうたぇょうしすうすっ” とっ しっ しっすはす, つっ けしゃっく すはた くぇ こぇさおうくゅぇ 
うきぇ う ょさせゅう, おぇおすけ う つっ すぇき しっ しこうさぇ こけ こさぇゃうかぇすぇ, ぇ くっ 
おぇおすけ っ せょけぉくけ  くぇ ゃしっおう けす くぇし. 
╃させゅぇ ょうしおせすうさぇくぇ いぇ ゃ ぉなょっとっ きはさおぇ っ こけしすぇゃはくっすけ くぇ 

くけゃ こなすっく いくぇお し こけしかぇくうっすけ „‶ぇさおうさぇえ おぇすけ つけゃっお, くっ おぇすけ 
ゅけゃっょけ”! 
                                         

                                                       ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

] くぇしすさけっくうっ う きくけゅけ っきけ-
ちうは ぉっ こさっさはいぇくぇ かっくすぇすぇ 

くぇ ういちはかけ さっくけゃうさぇくうは ぇさ-
しっくぇかしおう ちっくすさぇかっく しすけか ょっく 
こさっょう こさぇいくうおぇ くぇ そうさきぇすぇ. 
╊うつくけ ういこなかくうすっかくうはす ょうさっお-
すけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, いぇっょくけ し 
かうょっさうすっ くぇ ょゃぇすぇ しうくょうおぇすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか“- ┿すぇくぇし ╀けいけゃ う ╊の-
ぉけきうさ ╊ぇかっゃ, ょぇょけたぇ „いっかっくぇ“ 
しゃっすかうくぇ くぇ くけゃぇすぇ こさうょけぉうゃ-
おぇ. ′っゃっさけはすくぇ しけそさぇ, こかけょ くぇ  
おけかっおすうゃぇ, さなおけゃけょっく けす ╈けく-
おぇ ╁っかつっゃぇ けす „]すけかけゃけ たさぇ-
くっくっ“, しこっちうぇかっく おなす くぇ „さけゅぇ 
くぇ ういけぉうかうっすけ“ う おせこうとぇ ゃおせ-
しけすうう けつぇおゃぇたぇ すぇいゅけょうてくうすっ  
けすかうつくうちう くぇ そうさきぇすぇ. 

′ぇ たぇうさ

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
【あせへそ 』てそみせそう, うかねせそてそ
すそすねか そて ちかさしあすあてあ せあ „╅ちつかせあし“
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╉ぇいぇたすっ きっしすくうすっ ういぉけ
さう: ゃっつっ うきぇ ゅさせこぇ ゃ しけ
ちうぇかくぇすぇ きさっあぇ 《っえしぉせお 
„╃ぇ こけょおさっこうき ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ いぇ おきっす ゃすけさう 
きぇくょぇす”. ╁ぇてっすけ かうつくけ 
きくっくうっ こけ ゃなこさけしぇ? 
- 〈は すさはぉゃぇ ょぇ けこうすぇ. 〈さはぉ-

ゃぇ ょぇ けこうすぇ, いぇとけすけ, おぇいゃぇか 
しなき ゅけ すけゃぇ う ゃ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす, つっ すけゃぇ, おけっすけ 
しっ ゃなさてう, くはきぇ おけえ ょさせゅ 
ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう すぇおぇ せきっかけ, 
そうくけ, きぇえしすけさしおう, おぇおすけ 
すは. ′っおぇ しっ ゃうょう しぇきけ おぇお-
ゃけ しっ くぇこさぇゃう ょけすせお. ‶さう 
すけゃぇ し きぇかおけ こぇさう, し きくけゅけ 
いぇゃぇさっくう しすぇさう ゅけかっきう いぇ-
ょなかあっくうは, こさぇおすうつっしおう ぉっい 
しゃっあう こぇさう. 

╉ぇおゃけ くぇせつうたすっ いぇ たけ
さぇすぇ う こけかうすうおぇすぇ いぇ 
ゃしうつおけすけ すけゃぇ ゃさっきっ? 

》うすなす くぇ すぇいゅけょうてくうは こさぇいくうお くぇ „┿さしっくぇか“ - す.く. „ぃぉうかっえ
おう“, ういさぇぉけすっくう けす っおうこぇ くぇ „]すけかけゃけ たさぇくっくっ“ ゃなゃ そうさきぇすぇ.  
‶なさゃうはす っおいっきこかはさ けす すはた こけかせつう ういこ. ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ╇ つうくくけ しう ゅけ こさうぉさぇ  いぇ ... うしすけさうはすぇ ...

『ゃはす う ゃっょさけしす ゃくっしけたぇ し ういこなかくっくうはすぇ しう ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ そうさきっ
くぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ“ こけ ゃさっきっ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ „┿さしっくぇか“. 

╇ いぇとけすけ ╂けしこけょ っ ぇさ
しっくぇかっち う ょぇょっ たせぉぇゃけ 
ゃさっきっ いぇ こさぇいくうおぇ, いぇ
すけゃぇ う かのぉうきっちなす, くっ 
しぇきけ くぇ ╋うきっすぇすぇ う くぇ 
„】け すぇおぇ“ [せしかぇく ╋なえ
くけゃ, ょっきけくしすさうさぇ こけ
ゃっつっ けす ゃっょさけ くぇしすさけ
っくうっ, さぇいおなさてゃぇえおう 
しきっかけ しうかくけ ゃすぇかっくぇ 
しくぇゅぇ. ╆ぇ さぇょけしす あっく
しおぇ う いぇゃうしす きなあおぇ. 

....う  くはきぇ ょぇ っ こさぇいくうお ぇさしっくぇかしおう, ぇおけ そうくぇかなす くっ っ 
たけさけ. ╂けかはきけ, おさなてくけ, ゃっしっかけ. 〈ぇい ゅけょうくぇ すけかおけい, ょけゅけょう
くぇ けとっ こけゃっつっ!

‶さぇいくうおなす ゃ かうちぇ,
せしきうゃおう,
しゃっすかうくう
いぇこっつぇすぇ

╋うさけ ╋ぇょっくあょうはく
/いぇ さっおかぇきぇちうう – こぇお すぇき/

...ぇ くけゃぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ ゅっくっさぇちうは くぇぉかのょぇゃぇてっ しうかくけ 
おけくちっくすさうさぇくぇ けす すさうぉせくぇすぇ うしおさはとけすけ すなさあっしすゃけ. ‶さう 
すけゃぇ ょけゃけかくぇ う おさけすおぇ, しかっょ おぇすけ けぉはょゃぇ し ょせいうくぇ ぇさしっ
くぇかしおう おっぉぇこつっすぇ.

╋くけゅけ っきけちうう しなぉさぇたぇ くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく すさぇょうちうけくくうすっ すせさ
くうさう けす そうさきっくけすけ こなさゃっくしすゃけ. ╇きぇてっ こぇょくぇかう, うきぇてっ  かっゅくぇかう, 
おぇおすけ う しっょくぇかう... ╇ こけぉっょうすっかう.

- ‶けかうすうおぇすぇ いぇ きっく っ っょうく-
しすゃっくけすけ しさっょしすゃけ, し おけっすけ 
きけあっ ょぇ しっ こけょけぉさう  あうゃけすなす 
くぇ たけさぇすぇ. ′け きけあっ う ょぇ しっ 
ゃかけてう けす しなとうすっ すっいう しさっょ-
しすゃぇ. ╆ぇゃうしう おぇお しっ ういこけかいゃぇ 
しなとうはす すけいう うくしすさせきっくすぇ-
さうせき. ¨とっ くぇ ゃさっきっすけ ┿さう-
しすけすっか, おけゅぇすけ っ けぉせつぇゃぇか 
┿かっおしぇくょなさ ╋ぇおっょけくしおう, 
きせ おぇいぇか: „┿かっおしぇくょさっ, せつう 
こけかうすうおぇ, いぇとけすけ とっ ょけえょっ 
ゃさっきっ, おけゅぇすけ たけさぇすぇ とっ うい-
きうしかはす っょくけ すぇおけゃぇ けさなょうっ, 
おけっすけ とっ きっすくっ っょうく ゅけかはき 
おぇきなお う とっ ゅけ たゃなさかう う ちはか 
っょうく ゅさぇょ とっ いぇきうくっ. ╄ょうく 
おぇきなお とっ こぇょくっ う ちっかうはす 
ゅさぇょ とっ せくうとけあう. 】っ ょけえょっ 
すぇおけゃぇ ゃさっきっ う すけゃぇ とっ しすぇ-
くっ, くけ う すけゅぇゃぇ こけかうすうおぇすぇ 
う たけさぇすぇ とっ しぇ こけ-ゃぇあくう けす 
おぇきなおぇ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

かっく しうきゃけか くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ 
こさうはすっかしおう あっしす.  
〈っ きせ ぉはたぇ ゃさなつっくう けす 

おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ ゃ つっしす くぇ ゅけかっきうは 
ぇさしっくぇかしおう のぉうかっえ, おぇすけ 

しうきゃけか くぇ こさういくぇくうっ いぇ 
いくぇつうきけしすすぇ う こけょおさっこぇすぇ, 
おけはすけ そうさきぇすぇ けおぇいゃぇ くぇ 
けぉとうくぇすぇ いぇ   くっえくけすけ さぇい-
ゃうすうっ. 

╃ぇさっくぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
おさうしすぇかくぇ さけいぇ ょけ しっゅぇ っ こけ-
ょぇさはゃぇくぇ しぇきけ くぇ おきっすけゃっ う 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ こけぉさぇすうきっ-
くうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお ゅさぇょけゃっ. 
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 

くぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃなゃ 
╁‶╉ こさうっ し ゃなかくっくうっ しおなこうすっ 
ょぇさけゃっ, おけうすけ とっ こけこなかくはす 
おけかっおちうはすぇ けす ちっくくう っおしこけ-
くぇすう ゃ ぇさしっくぇかしおうは きせいっえ う 
くっ しおさう さぇょけしすすぇ しう けす しうき-
ぉうけいぇすぇ, しないょぇょっくぇ きっあょせ 
けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ う 
せこさぇゃぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”,   いぇ-
っょくけ し ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお” -  ゃしうつおけ ゃ うきっすけ 
う いぇ こけょおさっこぇすぇ くぇ ょけぉさう-
すっ  くぇつうくぇくうは いぇ けぉとうくぇすぇ う 
ゅさぇあょぇくうすっ. 
╁ しかけゃけすけ しう ′うおけかぇえ  ╇ぉせ-

てっゃ けすょぇょっ ょなかあうきけすけ くぇ 
ゃしうつおう, おけうすけ ゃ きけきっくすぇ 
さぇぉけすはす ゃなゃ そうさきぇすぇ う くぇ 
けくっいう, おけうすけ しぇ ういゅさぇあょぇかう 
„┿さしっくぇか” ゃ くっゅけゃぇすぇ 136-ゅけ-
ょうてくぇ うしすけさうは.

Обичайна гледка на арсеналските паркинги
Кметските дарове за 
“Арсенал”
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╂けしこけょうく ╁かぇえおけゃ, すけゃぇ 
かう っ いゃっいょくうはす ╁う つぇし? 
- ′っ けぉうつぇき すぇおうゃぇ ういさぇ

いう. ┿い しなき くぇ っょくう ゅけょうくう, 
ゃ おけうすけ しなき ゃうょはか きくけゅけ 
いゃっいょう, ゃないたけょう, こぇょっくうは 
しなき うきぇか, ゃしはおぇおゃう くっとぇ ゃ 
あうゃけすぇ, いぇ ょぇ ういこけかいゃぇき すぇ
おうゃぇ ういさぇいう. ╃ぇ しなき ょっこせすぇす 
くっ っ ぉうかけ ちっか ゃ あうゃけすぇ きう, 
くうすけ きっつすぇ, くっ しなき ゅけ こさっ
しかっょゃぇか. ‶さけしすけ - しかせつう しっ. 

╄ょくぇ けす ゅけかっきうすっ すっきう 
くぇ けぉとっしすゃけすけ くう すっいう 
ょくう っ けつぇおゃぇくけすけ せゃっ
かうつっくうっ くぇ こっくしうけくくぇすぇ  
ゃないさぇしす う ぉなょっとう こさけ
きっくう ゃ くぇつうくぇ くぇ こっくしう
けくうさぇくっ くぇ ゃけっくくう, こけ
かうちぇう う ょさせゅう しかせあうすっかう 
けす しうしすっきぇすぇ くぇ しうゅせさ
くけしすすぇ. 〈っ しぇ くっょけゃけかくう, 
こさけすっしすうさぇす う くぇえ-ゃっ
さけはすくけ とっ こさけょなかあぇす ゃ 
すけいう ょせた. ╁うっ しすっ ぉうゃて 
ゃけっくっく, とせさきぇく, ょなかゅけ
ゅけょうてっく こっくしうけくっさ おぇすけ 
すぇおなゃ, ぇ しっゅぇ ゃっつっ う ょっ
こせすぇす, きぇおぇさ う くっ こけかけ
あうか ゃしっ けとっ おかっすゃぇ. ╉ぇお
ゃけ っ ╁ぇてっすけ きくっくうっ こけ 
すけいう ゃなこさけし: すさはぉゃぇ かう 
ょぇ しっ せゃっかうつう こっくしうけく
くぇすぇ  ゃないさぇしす, おけくおさっすくけ 
いぇ ゃけっくくう う こけかうちぇう? 
- ┿おけ しっ せゃっかうつう こさっおぇかっ

くけ こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす いぇ 
ゃけっくくう う こけかうちぇう, すけ しぇ
きうすっ こさけそっしうう とっ しすぇくぇす 
くっぇすさぇおすうゃくう. ′はきぇ ょぇ うきぇ 
おけえ ょぇ しかせあう, いぇとけすけ すけゃぇ 
しぇ すっあおう, こけたぇぉはゃぇとう ぉなさ
いけ こさけそっしうう. ′ぇ きっく しぇきうは 
しぇ きう おぇいゃぇかう: „┿, ぉっ すう 
けすおけゅぇ しう こっくしうけくっさ?” ╃ぇ, 
すぇおぇ っ, くけ しなき ょなさあぇか ぉうおぇ 
いぇ さけゅぇすぇ, くぇかう? 〈けゃぇ すさはぉ
ゃぇ ょぇ しっ うきぇ こさっょゃうょ. ╁ すっいう 
こさけそっしうう つけゃっお しっ ういくけしゃぇ 
ぉなさいけ, けしけぉっくけ  こしうたうつっ
しおう, きぇおぇさ つっ こさう こうかけすう
すっ しこっちうぇかくけ うきぇ う そういう
つっしおけ くぇすけゃぇさゃぇくっ う つけゃっお 
しっ ういたぇぉはゃぇ けとっ こけ-ぉなさいけ. 
╆ぇすけゃぇ う  すさはぉゃぇ ぉなさいけ ょぇ 
ういかっいっ けす しうしすっきぇすぇ, いぇ ょぇ 
しっ ゃないしすぇくけゃう. ╇くぇつっ くはきぇ 
ょなかぉけおぇ しすぇさけしす. 〈っいう きけう 
しなけぉさぇあっくうは きっ おぇさぇす ょぇ 
きうしかは, つっ こけ ゃなこさけしぇ すさはぉ
ゃぇ きくけゅけ ゃくうきぇすっかくけ ょぇ しっ 
こうこぇ, うくぇつっ うきぇ さうしお ょぇ 
けしすぇくっき ぉっい しこっちうぇかうしすう ゃ 
すっいう しそっさう. 

55 ゅけょうくう きくけゅけ かう っ 
しこけさっょ ╁ぇし いぇ ゃけっくくう, 
こけかうちぇう う かっすちう おぇすけ 
ゃないさぇしす いぇ こっくしうけくうさぇ
くっ? 
- ╆ぇ ゃけっくくう う こけかうちぇう きう

しかは, つっ くっ っ きくけゅけ, くけ いぇ かっ
すちうすっ っ きくけゅけ すぇいう ゃないさぇしす. 
〈っ すさはぉゃぇ ょぇ ういかはいぇす ゃ こっく
しうは ょけしすぇ こけ-さぇくけ. 

┿ おけかおけ しこけさっょ ╁ぇし っ 
けこすうきぇかくぇすぇ ゃないさぇしす, くぇ 
おけはすけ ぉなかゅぇさうくなす, こさっょ
ゃうょ くぇ すけゃぇ おぇお あうゃっっ う 
さぇぉけすう, しかっょゃぇ ょぇ しっ こっく
しうけくうさぇ? 
╋けっすけ ょなかぉけおけ, かうつくけ 

せぉっあょっくうっ っ, つっ たけさぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ しっ こっくしう
けくうさぇす くぇ おぇおゃぇすけ しう うしおぇす 
ゃないさぇしす. ╆ぇとけすけ くぇ くはおけえ 
きけあっ う ょぇ きせ っ うくすっさっしくけ くぇ 
40 ゅけょうくう ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ. 
╇かう こなお きけあっ う ょぇ くっ きけあっ 
ょぇ しっ すさせょう, ょぇ くっ うしおぇ ょぇ 

‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” っ っょくけ 

けす こなさゃうすっ う くぇえ-ぇゃすけさうすっすくう 
せつっぉくう いぇゃっょっくうは ゃ しすさぇくぇすぇ 
いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ しこっちうぇかうしすう 
しなし しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ けぉ-
かぇしすすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, 
っかっおすさけすったくうおぇすぇ う っかっおすさけ-
くうおぇすぇ.
¨とっ ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1917 ゅけょうくぇ 

╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ /1843-1923/ 
っ くぇこうしぇか ゃ しゃけっすけ いぇゃっとぇくうっ: 
„╃ぇさはゃぇき しせきぇすぇ けすな いかぇすくう 1 
000 000 /っょうく きうかうけくな いかぇすくう/ 
かっゃぇ, おけうすけ ょぇ しっ せこけすさっぉぇすな 
いぇ こけしすさけえおぇすぇ う ういょさなあおぇすぇ 
くぇ っょくけ きけょっさくけ いぇくぇはすつうえしおけ 
せつうかうとっ ゃな ゅさぇょな ╉ぇいぇくかなおな.”
ぅゃくけ ょぇさうすっかはす っ こさけいさはか 

うしすうくぇすぇ, ういさっつっくぇ けす こなさゃうは 
ょうさっおすけさ くぇ っょくけ しっかしおけ せつう-
かうとっ くっょぇかっつ けす ╉ぇいぇくかなお:  
„╆ぇ ょぇ うきぇ っょうく くぇさけょ ょけぉさけ 

ぉなょっとっ, すけえ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ ょけ-
ぉさう せつうすっかう う ょけぉさう せつうかうとぇ.”
┿ いぇ すけゃぇ しぇ くせあくう しさっょしすゃぇ. 

╇ ╇ゃぇく たぇょあう ╄くけゃ ゅう けしうゅせ-
さうか.
╇ すぇおぇ: こけ ゃけかはすぇ くぇ ょぇさう-

すっかは くぇ 15 しっこすっきゃさう 1925 
ゅけょうくぇ っ けすおさうすけ ╃なさあぇゃくけすけ 
きったぇくけ-すったくうつっしおけ せつうかうとっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 
]ぇきけ しかっょ くはおけかおけ きっしっちぇ 

すけゃぇ せつうかうとっ とっ つっしすゃぇ しゃけは-
すぇ 90-ゅけょうてくうくぇ – ょけしすけえくぇ 
ゃないさぇしす う たうかはょう けぉせつっくう しこっ-
ちうぇかうしすう!

╁なゃ ゃさないおぇ し  けすぉっかはいぇ-
くうは こさっょう ょくう 90-ゅけょうてっく 
のぉうかっえ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ 
╉ぇいぇくかなお う いぇさぇょう こけしかけ-
ゃうつくけ ぉかういおうすっ ゃさないおう くぇ 
すったくうつっしおけすけ せつうかうとっ し 
ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ う くっえくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ ゃ ゅけょうくうすっ こけ-
すなさしうたきっ ょなかゅけゅけょうてくうは  
ょうさっおすけさ くぇ おぇいぇくかなて-
おうは きったぇくけすったくうおせき うくあ. 
》さうしすけ ╂なょっゃ, いぇ ょぇ しこけょっ-
かう しゃけう きうしかう う しこけきっくう 
いぇ けぉとけすけ こぇさすくぬけさしすゃけ, 
ぉっかはいぇかけ きうくぇかうすっ しかぇゃくう 
ゅけょうくう. 

- ╂けしこけょうく ╂なょっゃ, おぇおゃう 
つせゃしすゃぇ ╁う ゃなかくせゃぇす, しゃなさ-
いぇくう し 90-ゅけょうてくうは のぉう-
かっえ くぇ „ ┿さしっくぇか” ┿╃?
- 90-ゅけょうてくうは のぉうかっえ くぇ 

そうさきぇ „┿さしっくぇか” こさっょういゃうおゃぇ 

90 ╈《╉¨〉¨ „╅『』╊〉╅]” – 89 ╈《╉¨〉¨
【╊｠〉¨ぁ╊』[《 】ぁ¨]¨ぅ╊. 『ぇ[╅ ′╅ 『ぇ[╅!

ゃ きっく  ゃなかくっくうっ う ゅけさょけしす, 
すなえ おぇすけ  しぇきけ しかっょ っょくぇ 
ゅけょうくぇ う ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょ-
あうっくけゃ” とっ つっしすゃぇ しゃけは 
90-ゅけょうてっく のぉうかっえ.    
‶さっい 1925 ゅ. しっ さっぇかう-

いうさぇ いぇゃっとぇくうっすけ くぇ おぇ-
いぇくかなておうは ょぇさうすっか ╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ し ょぇさはゃぇくっ-
すけ くぇ 1 000 000 いかぇすくう 
かっゃぇ いぇ こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ 

すったくうつっしおけ せつうかうとっ いぇ 
こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ ぉなょっとう 
しこっちうぇかうしすう くぇ けすおさうすぇ-
すぇ こさっい 1924 ゅ. ╃なさあぇゃくぇ 
ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ. ‶け こかぇ-
くけゃっすっ くぇ 》ぇょあうっくけゃ ゃ 
せつうかうとっすけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ こけょゅけすゃはす しこっちうぇかうしすう 
こけ きぇてうくけしすさけっくっ, っかっお-
すさけすったくうおぇ う こけさちっかぇく. 
‶さっょゃうあょぇか っ ょぇ うきぇ けす-
おかけくっくうっ くぇ あ. こ. かうくうは 
ょけ せつうかうとっすけ.
╂けさょっは しっ し くぇてうは ょぇさう-

すっか, おけえすけ っ ぉうか う おきっす くぇ 
ゅさ. ]けそうは.  ′っゅけゃぇ いぇしかせゅぇ 

っ こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ ‶ぇさおぇ 
くぇ しゃけぉけょぇすぇ.
〉つうかうとっすけ っ こけしすさけっ-

くけ くぇ っょうく っすぇあ う いぇっょ-
くけ し すけゃぇ しっ こけしすさけはゃぇす う 
せつっぉくうすっ さぇぉけすうかくうちう: こけ 
おけゃぇつっしすゃけ, てかけしっさしすゃけ, 

しすさせゅぇさしすゃけ う かっはさしすゃけ. ‶け 
くっゅけ ゃさっきっ せつっくうちうすっ こけ 
しすさせゅぇさしすゃけ けす ┶ おせさし しぇ いぇょ-
ゃうあゃぇかう しすさせゅけゃっすっ し おさぇおぇ, 
おぇすけ てっゃくうすっ きぇてうくう, いぇ ょぇ 
さぇぉけすはす せつっくうちうすっ けす こけ-
ゅけさくうは おせさし, し せきうかっくうっ しう 
しこけきくは うくあ. ╂なょっゃ.
╁ かっはさくぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ っ 

ぉうかぇ こけしすさけっくぇ こっと いぇ すけ-
こっくっ くぇ つせゅせく う すせお しぇ うょ-
ゃぇかう さぇぉけすくうちう けす ゃけっくくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ ょぇ けすかうゃぇす きぇてうく-
くう つぇしすう. 
¨とっ けす こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ 

せつうかうとっすけ いぇこけつゃぇ しなゃ-
きっしすくぇすぇ さぇぉけすぇ う ゃいぇうきけ-
こけきけと. 
〈けゃぇ つせゃしすゃけ, おけっすけ ういこうす-

ゃぇき ぇい, ゅけ ういこうすゃぇす う ゃしうつおう 
きけう おけかっゅう-せつうすっかう, し おけうすけ 
しなき さぇぉけすうか. 

- ] おぇおゃう しこけきっくう あう-
ゃっっすっ いぇ しなゃきっしすくぇすぇ さぇ-
ぉけすぇ し さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ 
いぇゃけょうすっ けす „┿さしっくぇか”?  
- ┿い とっ しこけきっくぇ いぇ きけうすっ 

しこけきっくう, いぇ こけきけとすぇ, おけはすけ 
しなき こけかせつぇゃぇか けす さなおけゃけょう-
すっかうすっ くぇ  „┿さしっくぇか” こさっい 
こっさうけょぇ 1964-1993 ゅ., こさっい 
おけっすけ ゃさっきっ ぉはた ょうさっおすけさ 
くぇ せつうかうとっすけ.
‶さう くぇいくぇつぇゃぇくっすけ きう 

いぇ ょうさっおすけさ くぇ すったくうおせきぇ 
いぇゃぇさうた っょくけ しなゃさっきっく-
くけ せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ, おけっ-
すけ こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
ょうさっおすけさぇ ╇ゃぇく 『ぇくっゃ う 
いぇき.-ょうさっおすけさぇ こけ せつっぉくぇすぇ 
こさぇおすうおぇ ┿くょさっえ ╉せさせきうかっゃ 
ぉってっ けぉはゃっくけ いぇ くぇちうけくぇ-
かっく こなさゃっくっち こけ おぇぉうくっす-
くぇすぇ しうしすっきぇ くぇ けぉせつっくうっ. 
╁ さぇぉけすうかくうちうすっ  くぇ すったくう-
おせきぇ しっ こさけういゃっあょぇたぇ さぇ-
ょうぇかぉけさきぇてうくう う こさけぉうゃくう 
きぇてうくう ╀-12, こけ すったくうつっしおぇ 
ょけおせきっくすぇちうは う こけきけと けす 
しこっちうぇかうしすう くぇ „┿さしっくぇか”. 
┿い こさけょなかあうた すっいう ゃさないおう. 
′っいぇぉさぇゃうきう しぇ しこけきっくうすっ 

きう こさう しさっとうすっ きう こけ さぇい-
かうつくう ゃなこさけしう し ょうさっおすけさう-

すっ ╉ぇかぇえょあうっゃ, うくあ. 〈けくつけ 
』せおぇかけゃ う ょさせゅう.
〈ったくうおせきなす しっ さぇいゃうゃぇてっ, 

くけ ぉぇいぇすぇ きせ しすぇくぇ くっょけしすぇ-
すなつくぇ. [ぇいてうさっくうっすけ くぇ すった-
くうおせきぇ しすぇくぇ けぉとけゅさぇょしおう 
こさけぉかっき. ╆ぇ さぇいてうさっくうっすけ 

こけきけゅくぇたぇ ょぇ しっ けしなとっしす-
ゃう すけゅぇゃぇてくうはす おきっす ╀けくつけ 
╋うかっゃ う くぇえ-ぇおすうゃくけ ]すぇくつけ 
╉けっゃ – おきっすなす くぇ ]すけかっすうっ-
すけ, ╇ゃぇく ┿ぉぇょあうっゃ, 》さうしすけ 
╉っかつっゃ – いぇき.-きうくうしすなさ くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ すけゅぇゃぇ.
‶さっい 1975 ゅ. ゃ すったくうおせきぇ 

ぉってっ こけしすさけっく う けすおさうす くけゃ 
せつっぉっく 5-っすぇあっく おけさこせし, 
さぇいてうさっくうっ くぇ せつっぉくうすっ 
さぇぉけすうかくうちう う くけゃ せつっぉくけ-
こさけういゃけょしすゃっく おけさこせし.  

‶っさうけょなす 1975-1985 ゅ. っ 
しゃなさいぇく しなし しなゃさっきっくくけすけ 
けぉいぇゃっあょぇくっ くぇ せつっぉくうすっ 
さぇぉけすうかくうちう う かぇぉけさぇすけさう-
うすっ. ′はきぇ ょぇ いぇぉさぇゃは せしうかう-
はすぇ, おけうすけ こけかけあう すけゅぇゃぇて-
くうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” 
うくあ. ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, おけえすけ うい-
こさぇすう いぇゃけょしおう しこっちうぇかうしすう 
し っょくう けす くぇえ-しなゃさっきっくくうすっ 
きぇてうくう – „‶っおけきぇおし”, こさう 
おけうすけ さぇぉけすったぇ う くぇてうすっ 
せつっくうちう ゃ くぇてうすっ さぇぉけすうか-
くうちう. ‶けょ くっゅけゃけ さなおけゃけょ-
しすゃけ ぉってっ こけしすさけっくぇ ゅなゃおぇゃぇ 
ぇゃすけきぇすういうさぇくぇ こさけういゃけょ-
しすゃっくぇ しうしすっきぇ /╂┿‶]/ し ょゃぇ 
けぉさぇぉけすゃぇとう ちっくすさう.  
‶けしすけはくくぇ こけきけと こけかせつぇ-

ゃぇたきっ けす しこっちうぇかうしすうすっ くぇ 
いぇゃけょ 5 – ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 
╂ぇくつけ ╊ぇいぇさけゃ う ょさせゅう, くぇ 
いぇゃけょ 6 – うくあ. ┿つおぇおぇくけゃ. 
╆ぇおぇかけつくぇすぇ くう ぇこぇさぇすせさぇ, 
おけはすけ さぇぉけすってっ し すけお し ゃうしけ-
おぇ つっしすけすぇ, しっ こけょょなさあぇてっ 
けす いぇゃけょ 5 しなし しこっちうぇかうしす 
╇ゃぇく ╂ぇさせてっゃ. 
╇くあ. ╊のぉけきうさ ╃はくおけゃ, ょう-

さっおすけさ くぇ いぇゃけょ „》うょさぇゃかう-
おぇ”, けぉいぇゃっょっ ちった こけ たうょさぇ-
ゃかうおぇ. 〈ぇいう ゃいぇうきくぇ ゃさないおぇ し 
ぉぇいけゃうすっ こさっょこさうはすうは ぉってっ 
いぇ こさうきっさ けす くぇちうけくぇかっく 
きぇとぇぉ. ╃ゃぇ こなすう すったくうおせきなす 
ぉってっ こけしっとぇゃぇく けす きうくうし-
すなさぇ くぇ くぇさけょくぇすぇ こさけしゃっすぇ 
╇かつけ ╃うきうすさけゃ – し はこけくしおぇ 
ょっかっゅぇちうは, しなし しなゃっすしおうは 
こけしかぇくうお ╁うおすけさ 【ぇさぇこけゃ 
う ょさせゅう. ] こけきけとすぇ くぇ うくあ. 
╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ ぉはたぇ けすおさうすう 
しこっちうぇかくけしすうすっ „〈ったくけかけゅうは 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ し 『‶〉”, 
„╂┿‶]”, „‶さけきうてかっくぇ っかっお-
すさけくうおぇ” う いぇゃうくぇゅう しなき きせ 
ぉかぇゅけょぇさっく いぇ ちっくくうすっ しなゃっ-
すう う おけくしせかすぇちうう, おけうすけ しなき 
こけかせつぇゃぇか けす くっゅけ.  
╁しうつおう ょうさっおすけさう う しこっ-

ちうぇかうしすう こけきぇゅぇたぇ いぇ しない-
ょぇゃぇくっすけ くぇ しなゃさっきっくくう 
せしかけゃうは いぇ けぉせつっくうっすけ くぇ 
せつっくうちうすっ. ′ぇせつくう さなおけゃけ-

ょうすっかう くぇ くぇてうすっ ぇぉうすせさう-
っくすう こさう さぇいさぇぉけすゃぇくっ くぇ 
ょうこかけきくうすっ さぇぉけすう ぉはたぇ うい-
はゃっくう うくあっくっさう う しこっちうぇ-
かうしすう けす „┿さしっくぇか”, ′╇〈╇ う 
„》うょさぇゃかうおぇ”. ′ぇてうすっ せつっ-
くうちう こけかせつぇゃぇたぇ うくあっくっさくぇ 
こけょゅけすけゃおぇ う し ゃさなつゃぇくっすけ 
くぇ ょうこかけきぇすぇ しっ ういょぇゃぇてっ う 
いぇこけゃっょ いぇ くぇいくぇつぇゃぇくっ くぇ 
さぇぉけすぇ くぇ しなけすゃっすくけ さぇぉけすくけ 
きはしすけ ゃ „┿さしっくぇか”, „》うょさぇ-
ゃかうおぇ” う ょさせゅうすっ こさっょこさう-
はすうは. 〈けゃぇ けすくけてっくうっ とっ 
けしすぇくっ いぇゃうくぇゅう ゃ うしすけさうは-
すぇ くぇ すったくうおせきぇ う し ゅけかはきぇ 
ぉかぇゅけょぇさくけしす けす きっく う きけうすっ 
おけかっゅう おなき ゃしうつおう!

- ╂けしこけょうく ╂なょっゃ, し おぇお-
ゃけ しっ ゅけさょっっすっ けす けぉせつっ-
くうっすけ くぇ おぇょさうすっ?
- ┿い しっ ゅけさょっは し きけうすっ おけかっ-

ゅう けす けぉとけけぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ, 
けぉとけすったくうつっしおぇすぇ, しこっちうぇか-
くぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ う せつっぉくぇすぇ 
こさぇおすうおぇ, おけうすけ さぇぉけすうたぇ し 
ゅけかはき こさけそっしうけくぇかういなき いぇ 
こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ しゃけうすっ せつっ-
くうちう. ╂けさょっは しっ う しなき ぉかぇ-
ゅけょぇさっく いぇ ゃしっけすょぇえくうは すさせょ 
くぇ きけうすっ おけかっゅう けす さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ すったくうおせきぇ: いぇき.-
ょうさっおすけさうすっ ╋ぇさうは [ぇょっゃぇ, 
╂っけさゅう ]すけえつっゃ, うくあ. ╃うきけ 
╃うきけゃ, ╇ゃぇく [ぇつっゃ, うくあ. 
┿すぇくぇし ╋けきおけゃ, くぇ こさっょ-
しっょぇすっかうすっ くぇ せつうすっかしおぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは ╃うきけ ]すけっゃ う 
》さうしすけ ╊っしけゃ.
╁しうつおう くぇてう せつっくうちう しっ 

さっぇかういうさぇたぇ せしこってくけ ゃ いぇ-
ゃけょうすっ おぇすけ ょうさっおすけさう, おけく-
しすさせおすけさう う しなゃさっきっくくう ぉうい-
くっしきっくう. ╆ぇ きっくっ っ ゅけかはきぇ 
さぇょけしす, おけゅぇすけ ゅう しさっとくぇ ゃ 
ゅさぇょぇ う しなき ぉかぇゅけょぇさっく, つっ 
ゃしっ けとっ ゅう こけいくぇゃぇき, ぇ う すっ 
きっ こけきくはす.
     
- ╉ぇお こさうったすっ さっそけさきぇすぇ 

ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ?
- 】っ ぉなょぇ けすおさけゃっく. ] さっ-

そけさきぇすぇ しっ せくうとけあう っょくぇ 
きくけゅけ ょけぉさぇ しうしすっきぇ いぇ こさけ-
そっしうけくぇかくぇ こけょゅけすけゃおぇ, くぇ 
おけはすけ しっ ゃないたうとぇゃぇたぇ はこけく-
しおう, ゅっさきぇくしおう, ういさぇっかしおう 
しこっちうぇかうしすう, こけしっすうかう すった-
くうおせきぇ. [っそけさきぇすぇ しっ こさけ-
ゃっょっ, ぉっい ょぇ しっ しなゅかぇしせゃぇ 
しなし いぇゃけょしおうすっ しこっちうぇかうしすう 
う ょうさっおすけさうすっ, いぇ おけうすけ すっいう 
せつうかうとぇ こけょゅけすゃはたぇ おぇょさう. 
〈ぇいう しうしすっきぇ ぉってっ ぉなかゅぇさ-
しおう きけょっか う いぇ くけゃけすけ ゃさっきっ 
きけあってっ ょぇ しっ けしなゃさっきっくう, ぇ 
きうくうしすっさしおうすっ しかせあうすっかう くっ 
きけあぇたぇ ょぇ は いぇとうすはす こさっょ 
っゃさけこっえしおうすっ こぇさすくぬけさう. 
′ぇこさぇゃうたぇ ゃしうつおう すったくうおせ-
きう こさけそっしうけくぇかくう ゅうきくぇいうう 
う しおなこぇすぇ きぇすっさうぇかくぇ ぉぇいぇ 
– かぇぉけさぇすけさうう う さぇぉけすうかくう-
ちう, けしすぇくぇたぇ ぉっい せつっぉくぇ ょっえ-
くけしす.
╇ こけさぇょう けぉっおすうゃくう う しせ-

ぉっおすうゃくう こさうつうくう ぉぇいぇすぇ いぇ-
こけつくぇ ょぇ しっ させてう. 〈ぇいう せつぇしす 
こけしすうゅくぇ ゃしうつおう すったくうおせきう ゃ 
╀なかゅぇさうは, おぇすけ くはおけう けす すはた 
ぉはたぇ いぇおさうすう. ╇ けす すけゃぇ きっ 
ぉけかう. 

- ╉ぇおゃけ っ こけかけあっくうっすけ 
しっゅぇ? ╆くぇっき, つっ きうかっっすっ 
いぇ せつうかうとっすけ, ぇ う けすすぇき 
くっ ╁う いぇぉさぇゃはす こけ こさぇいくう-
ちうすっ, ちっくはす しなゃっすうすっ ╁う.

さぇぉけすう, ょぇ うきぇ ょさせゅう こさけ
ぉかっきう, いぇ ょぇ こさけょなかあう ょぇ 
さぇぉけすう, いぇすけゃぇ しつうすぇき, つっ 
つけゃっお しかっょゃぇ ょぇ うきぇ ゃない
きけあくけしすすぇ う こさぇゃけすけ ょぇ しっ 
こっくしうけくうさぇ, ぇおけ うしおぇ う おけ

ゅぇすけ うしおぇ.

…いゃせつう ょっきけおさぇすうつくけ う 
すゃなさょっ しきっかけ...
- ╃ぇ, くけ っ つっしすくけ しこさはきけ 

つけゃっおぇ. ╉ぇすけ うしおぇ ゅさぇあょぇ
くうくなす 》 ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ, 
すけゅぇゃぇ くっおぇ ゅけ うきぇ ゃぇさう
ぇくすなす ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう う しう 
ゃいっきっ こっくしうはすぇ, おけはすけ きせ 
しっ こけかぇゅぇ おなき くっゅけ きけきっくす. 
′け, おけえすけ ゃいっきっ すぇおけゃぇ さっ
てっくうっ - ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ  
さぇくけ, ょぇ くっ きけあっ こけしかっ ょぇ 
しう こさっういつうしかはゃぇ こっくしうはすぇ 
う ょぇ しう ょけこなかゃぇ しすぇあぇ. ╆ぇ
とけすけ ょさせゅけすけ こなお っ くっさっょくけ 
しこさはきけ  けしすぇくぇかうすっ: こっくしう
けくうさぇて しっ さぇくけ, ゃいうきぇて しう 
こっくしうはすぇ, こけかせつぇゃぇて しう は 
こさうきっさくけ 30 ゅけょうくう, こさっい 
すけゃぇ ゃさっきっ „くぇゃなさすぇて” けとっ 
30 ゅけょうくう しすぇあ う うしおぇて ょぇ 
すう しっ こさっういつうしかう こっくしうはすぇ. 
╄, すけゃぇ くっ ぉうゃぇ ょぇ しすぇゃぇ. ╆ぇ
すけゃぇ ゃっょくなあ おぇすけ しう ゃいっきって 
さってっくうっすけ いぇ こっくしうは, すけゃぇ 
ょぇ っ. 

╁ すけいう しきうしなか, おけう しぇ 
╁ぇてうすっ かうつくう こさうけさうすっ
すう, おけうすけ とっ けすしすけはゃぇすっ ゃ 
43-すけすけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇ
くうっ, おぇしぇっとう さっゅうけくぇ, 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ╁ぇてう
すっ ういぉうさぇすっかう? ‶けっきぇすっ 
かう きぇくょぇすぇ し おけくおさっすくぇ 
ちっか? 
- ′っ けすうゃぇき し こさっょゃぇさう

すっかくけ くぇぉっかはいぇくう ちっかう, くけ 
すさなゅゃぇき し こなかくぇ おけてくうちぇ し 
せおぇいぇくうは けす たけさぇすぇ, けす きけう
すっ しさっとう し すはた. 〈っ きう おぇいぇ
たぇ きくけゅけ くっとぇ, いぇこうしぇか しなき 
しう ゅう, しっゅぇ ゅう けぉけぉとぇゃぇき, 
いぇ ょぇ きけゅぇ ょぇ ゅう ういこけかいゃぇき 
こさう さぇいゅけゃけさうすっ う ょっぉぇすうすっ 
う しきはすぇき すぇき ょぇ ういかぇゅぇき つけ
ゃっておけすけ. 〈けゃぇ, おけっすけ たけさぇすぇ 
しぇ きう おぇいぇかう う こけうしおぇかう けす 

きっく, おぇすけ けつぇおゃぇくうは, こさっ
こけさなおう. 

┿ おきっすなす おぇおゃけ こけうしおぇ 
けす ╁ぇし? 
- ╆ぇしっゅぇ くうとけ. ′はきぇき しこっ

ちうぇかくう こさっこけさなおう, うしおぇくうは, 
くけ いくぇき, つっ とっ うきぇ. ╁ くぇえ-
けぉとう かうくうう とっ うきぇ きくけゅけ 
うしおぇくうは ょぇ しっ さってぇゃぇす こさけ
ぉかっきう, おけうすけ しっゅぇ しなとっしす
ゃせゃぇす きっあょせ けぉとうくうすっ う 
ょなさあぇゃぇすぇ. 〈っいう こさけぉかっきう 
ゅう いくぇき, はしくう しぇ きう. ╋うしかは, 
つっ とっ きけゅぇ ょぇ ぉなょぇ こけかっいっく 
すぇき.

╉ぇおなゃ ょっこせすぇす とっ しっ 
しすさっきうすっ ょぇ ぉなょっすっ ? 
- ‶さっょう ゃしうつおけ しこけおけっく. 

〉きっさっく, ぉぇかぇくしうさぇく. ‶け 
こさうくちうこ しなき つけゃっお, おけえすけ 
しう こさっきなかつぇゃぇ, おけゅぇすけ うきぇ 
きくけゅけ すっあおう しうすせぇちうう う くっ 
ゃかういぇき ゃ すっあおう う かのすう しこけ
さけゃっ, くけ くっ しう う けしすぇゃはき 
おぇさせちぇすぇ ゃ おぇかすぇ. ′っ しなき 
すさせょっく つけゃっお う たぇさぇおすっさ. 
┿い しなき おけくしっくしせしっく つけゃっお, 
けこうすゃぇき しっ ょぇ さぇいぉうさぇき たけ
さぇすぇ, ょぇ ゃくうおゃぇき ゃ すけゃぇ, 
おけっすけ きう おぇいゃぇす. 〉ゃぇあぇゃぇき 
ぇさゅせきっくすうすっ くぇ たけさぇすぇ, つせ
ゃぇき さぇいせきくうすっ すぇおうゃぇ. 〈ぇおぇ 
っ ぉうかけ ょけしっゅぇ ゃ あうゃけすぇ きう. 

】っ くぇこさぇゃう かう くぇえ しっすくっ 
]なっょうくっくうっすけ ]うかぇすぇ? 
- ╇しおさっくけ しっ くぇょはゃぇき. ¨しけ

ぉっくけ ゃ すけいう すさせょっく きけきっくす 
しっゅぇ すけゃぇ しなっょうくっくうっ くう っ 
きくけゅけ くせあくけ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ 
さぇいぉっさっ くぇえ-くぇおさぇは, つっ こけ
かうすうおぇすぇ くっ っ うゅさぇ, ぇ きくけゅけ 
しっさうけいくけ くっとけ. ┿い こけくっ すぇおぇ 
ゃうくぇゅう しなき は ゃないこさうっきぇか. 
′はきぇ くうとけ ういゃなく こけかうすう
おぇすぇ. ╁しうつおけ ゃ あうゃけすぇ くう っ 
こけかうすうおぇ. ╄あっょくっゃうっすけ くう っ 
ういすなおぇくけ けす こけかうすうおぇ. 

╉ぇおゃけ くっ けぉっとぇゃぇすっ くぇ 
╁ぇてうすっ ういぉうさぇすっかう? 
- ′っゃないきけあくう くっとぇ. 〈せお, 

ゃ さぇえけくぇ, くぇてうはす うくすっさっし 
っ ょぇ  „あうゃくっ” すけいう おさぇえ. ╁ 

すけいう しきうしなか う ゃ すけいう きぇくょぇす 
くぇてうはす こさうけさうすっす, くぇ ╂╄[╀, 
とっ っ ょぇ しすぇくっ すせくっかなす こけょ 
【うこおぇ. ]すぇくっ かう すけゃぇ, きくけ
ゅけ くっとぇ とっ しっ こさけきっくはす すせお. 
╁うあょぇくっすけ う くぇ ちっくすさぇかくけ

すけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ こぇさすう
はすぇ っ すぇおけゃぇ う しっ くぇょはゃぇき, 
つっ くはきぇ ょぇ うきぇ う しなこさけすうゃぇ 
けす けしすぇくぇかうすっ こけかうすうつっしおう 
しうかう. 〈さなゅくっ かう すけゃぇ うい
ゅさぇあょぇくっ, とっ うきぇ 3 ゅけかっ
きう ゅさぇょぇ くぇぉかういけ: ╂ぇぉさけゃけ,  
╉ぇいぇくかなお う ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
]すぇくっ かう すせくっかなす こけょ 【うこ
おぇ, すっ くぇ こさぇおすうおぇ とっ しっ 
こさっゃなさくぇす ゃ っょうく ゅけかはき 
ゅさぇょ.  〈けゃぇ とっ ょぇょっ きくけゅけ 
ゃないきけあくけしすう くぇ たけさぇすぇ けす 
さっゅうけくぇ, いぇとけすけ すけいう こなす とっ 
しっ こさっゃなさくっ  ゃ っょうく けす ゅかぇゃ
くうすっ っゃさけこっえしおう こなすうとぇ, 
しゃなさいゃぇと ╄ゃさけこぇ し ┿いうは. ┿ 
とけ しっ けすくぇしは ょけ すけゃぇ - おぇおゃけ 
くはきぇ ょぇ けぉっとぇは: くうとけ くはきぇ 
ょぇ うき けぉっとぇは. ╄ょうくしすゃっくけすけ 
けぉっとぇくうっ けす きけは しすさぇくぇ っ, 
つっ とっ さぇぉけすは こけ ゃなこさけしうすっ, 
おけうすけ きけうすっ ういぉうさぇすっかう, たけ
さぇすぇ, しぇ こけしけつうかう いぇ ゃぇあくう. 
′はきぇ ょぇ しなき そうゅせさぇくす. 

] おぇおゃう しすさぇたけゃっ けすうゃぇ
すっ ゃ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ? 
- ╇きぇき くはおぇおゃう しゃけう けこぇしっ

くうは, つっ すけいう こぇさかぇきっくす きけあっ 
ょぇ っ いぇ おさぇすおけ. 』っ  きけあっ ょぇ 
くっ しっ しすうゅくっ ょけ こけかっいくうすっ, 
ういうしおゃぇとう おけくしっくしせし さってっ
くうは, おけうすけ ょぇ けつっさすぇはす っょくぇ 
はしくぇ こけかうすうおぇ ゃ ぉなょっとっ, こけ 
おけはすけ ょぇ しっ ょゃうあうき ゃしうつおう 
いぇっょくけ. ¨つっさすぇゃぇす しっ ょけし
すぇ ょっぉぇすう こけ ゃなこさけしうすっ, くけ 
ょぇえ, ╀けあっ, さぇいせきなす ょぇ くぇょ
ょっかっっ せ ゃしうつおう くう. ¨とっ こけ
ゃっつっ, つっ くぇ すけいう っすぇこ ゃしうつ
おう ょっおかぇさうさぇす あっかぇくうっ ょぇ 
しっ しそけさきうさぇ こさぇゃうすっかしすゃけ. 
╁しうつおう こけかうすうつっしおう しうかう 
ょっおかぇさうさぇす あっかぇくうっ ょぇ しっ 
さぇぉけすう ゃ うくすっさっし くぇ くぇさけょぇ. 
′ぇょはゃぇき しっ, つっ とっ せしこっっき 
ょぇ しっ けぉっょうくうき けおけかけ くはおけう 
けしくけゃくう こさうけさうすっすう. 

‶け-きぇかおけ ゅっさぉぇょあうは かう 
とっ しすっ, ぇおけ ╂╄[╀ くぇこさぇゃう 
こさぇゃうすっかしすゃけ し ╀]‶, ┿╀╁ 
うかう ょさせゅう こけ-かっゃう そけさ
きぇちうう? 
- ╆ぇとけ ょぇ しなき こけ-きぇかおけ 

ゅっさぉぇょあうは? ╃ぇ しっ くぇこさぇゃう 
こさぇゃうすっかしすゃけ きっあょせ ╃っしくう
ちぇすぇ う ╊っゃうちぇすぇ っ しっさうけいくけ 
くっとけ. ╁うして こうかけすぇあ. ╋けあっ 
ょぇ ょけくっしっ すぇおぇ あっかぇくうは 
こさけしこっさうすっす いぇ たけさぇすぇ. ┿おけ 
しっ ゃゅかっょぇすっ ゃ こさけゅさぇきうすっ 
くぇ きくけゅけ こぇさすうう, とっ ゃうょうすっ 
おけかおけ けぉとう こさっしっつくう すけつおう 
うきぇす. ╁ ゅけかはきぇ つぇしす ょけさう すっ 
しぇ うょっくすうつくう. 

╆ぇとけ すけゅぇゃぇ くっ くぇきうさぇ
きっ しなゅかぇしうっ ゃ こけかうすうおぇ
すぇ? 
- ╁ こけゃっつっすけ しかせつぇう こさう

つうくうすっ しぇ つうしすけ かうつくけしすくう. 
′うっ しきっ たけさぇ う ゃしっおう っ しぇき 
いぇ しっぉっ しう つけゃっお, かうつくけしす, 
うきぇ しゃけっ ゃうあょぇくっ う さぇいぉう
さぇくっ いぇ きはしすけすけ しう う けすすぇき 
きけあっ ぉう うょゃぇす こけゃっつっすけ こさけ
ぉかっきう. 〈さはぉゃぇ ょぇ しこさっき ょぇ 
しっ ゃいうさぇきっ ゃ ょさせゅうすっ, ぇ ょぇ 
ゃうょうき しけぉしすゃっくけすけ しう きはしすけ 
う こけいうちうは. 

┿ し おぇおゃう くぇょっあょう すさなゅ
ゃぇすっ おなき こぇさかぇきっくすぇ? 
╉ぇいぇたすっ いぇ しすさぇたけゃっすっ 
しう...
- 〈けいう こぇさかぇきっくす すさはぉゃぇ 

こなさゃけ ょぇ さってう おぇお いぇ ゃ ぉな
ょっとっ とっ しっ こさけゃっあょぇす ういぉけ
さうすっ せ くぇし. ╆ぇょなかあうすっかくけ, し 
っょくけきぇくょぇすくう うかう  きくけゅけ
きぇくょぇすくう さぇえけくう, っかっおすさけく
くけ ゅかぇしせゃぇくっ う けとっ きくけゅけ 
くっとぇ, おけうすけ っ さっょくけ ょぇ しっ 
ょうしおせすうさぇす. 〈けゃぇ っ きくけゅけ 
ゃぇあくけ くっとけ. 〈けいう こぇさかぇ
きっくす すさはぉゃぇ ょぇ しないょぇょっ う 
ぉぇいぇ, けしくけゃぇ いぇ さっそけさきうさぇ
くっすけ くぇ しなょっぉくぇすぇ くう う こさぇ
ゃけけたさぇくうすっかくぇ, こさぇゃけさぇ
いょぇゃぇとぇ しうしすっきぇ. ╃ぇ おぇあっ 
おなょっ っ きはしすけすけ くぇ ‶さけおせさぇ
すせさぇすぇ, おなょっ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ, 
ょぇかう くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ こさうかけあう 
おぇすけ ちはかけ ういぉけさくけすけ くぇつぇ
かけ ゃ しなょっぉくぇすぇ しうしすっきぇ, くぇ 
こさうくちうこぇ, こけ おけえすけ しっ ういぉう
さぇす こけかうすうちうすっ. 〈けゃぇ っ けしけ
ぉっくけ ゃぇあくけ う, しこけさっょ きっく, 
ぉう ゃなさくぇかけ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく 
せしっとぇくっすけ いぇ しこさぇゃっょかうゃぇ
すぇ ょなさあぇゃぇ. ]こけさっょ きっく, こけ 
きくけゅけ けす ゃぇあくうすっ ゃなこさけしう 
いぇ けぉとっしすゃけすけ くう すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ さっそっさっくょせきう. ╋けっ かうつ
くけ せぉっあょっくうっ っ, つっ  さっそっ
さっくょせきなす いぇ ういぉけさうすっ, おけえ
すけ くっ しっ しなしすけは, すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ こさけゃっょっ. ╇ っょゃぇ すけゅぇゃぇ, 
しかっょ おぇすけ つせっ たけさぇすぇ, こぇさ
かぇきっくすなす ょぇ しう ういさぇぉけすう こけ
いうちうは こけ ゃなこさけしぇ. 

]こけおけっく かう しすっ いぇ けぉ
とうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお? 
- ′はきぇき くうおぇおゃう こさうすっし

くっくうは いぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ こけ 
くぇつうくぇ, こけ おけえすけ しっ さぇいゃうゃぇ 
ゃ きけきっくすぇ. ‶さっょう うきぇた, しっゅぇ 
くっ. ╋うしかは, つっ しかっょゃぇとうすっ 
ういぉけさう, おけうすけ こさっょしすけはす, 
きっしすくうすっ, とっ しっ こけかせつう けとっ 
こけ-ょけぉさぇ しこけえおぇ きっあょせ たけ
さぇすぇ. ╃けぉさう しぇ くう たけさぇすぇ. 
╇きぇきっ ょけしすぇすなつくけ つかっくけゃっ, 
こけつすう 800 ょせてう.

〈けえ とっ っ っょうくしすゃっくうはす おぇいぇくかなておう こさっょしすぇゃうすっか ゃ 
くけゃうは 43-すう ぉなかゅぇさしおう こぇさかぇきっくす. [けょっく こけょ けゅ

くっく いくぇお, くけ つけゃっお くぇ くっぉっすけ. ╊っすっち -とせさきぇく, し 24-ゅけ
ょうてっく しすぇあ ゃ ぇさきうはすぇ. ′ぇこせしおぇ は こさっい 1990 ゅけょうくぇ,  
いぇっょくけ し こけ-きぇかおうは しう ぉさぇす, おけえすけ っ かっすっち, いぇ ょぇ しっ 
こけしゃっすはす くぇ おせこ しゃけう くぇせつくう こさけっおすう. ╁ないこうすぇくうお っ 
くぇ ╁′╁╁〉 „╂っけさゅう ╀っくおけゃしおう” ゃ ╃けかくぇ ╋うすさけこけかうは, 
おなょっすけ っ しなゃうこせしおくうお し ゅっく. ╋うたけ ╋うたけゃ. 
‶け-おなしくけ いぇゃなさてゃぇ ╁けっくくぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ ]けそうは, おな

ょっすけ ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ しう っ う こさっこけょぇゃぇすっか こけ ぉけえ
くぇ っそっおすうゃくけしす ゃ ぇゃうぇちうはすぇ.   

┿ゃすけさ っ くぇ せつっぉくうお こけ 
っかっおすさけくうおぇ, きさっあけゃけ 
こかぇくうさぇくっ う うくすっゅさぇかくう 
したっきう, おぇおすけ う くぇ せつっぉ
くうお こけ ぉけえくぇ っそっおすうゃ
くけしす くぇ せょぇさくぇすぇ ぇゃうぇ
ちうは. ]なし しなぇゃすけさしすゃけすけ 
きせ しぇ ういょぇょっくう けとっ くは
おけかおけ せつっぉくうおぇ いぇ ぉけっ
こさうこぇしう う せつっぉくう すぇおすう
おう ゃなゃ ╁╁].
╁ こけかうすうおぇすぇ っ けす さぇあ

ょぇくっすけ くぇ うょっはすぇ いぇ 
]ょさせあっくうっ ╂╄[╀, おなょっすけ  
しすぇゃぇ  っょうく けす くっゅけゃうすっ 
しなせつさっょうすっかう. ‶け-おなしくけ 
こけゃすぇさは すけゃぇ う し こけはゃぇすぇ 
くぇ しぇきぇすぇ こぇさすうは. ¨さゅぇ
くういぇちうけくっく しっおさっすぇさ くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇき.-
こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
65-ゅけょうてっく, あっくっく, し 2 

ょなとっさう  う 3 ゃくせつおう.
╋ぇかおけすけ しう しゃけぉけょくけ 

ゃさっきっ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
こけしゃっとぇゃぇ くぇ っかっおすさけ
くうおぇすぇ, ういけぉさっすっくうはすぇ, 
くけゃけしすうすっ ゃ すったくうおぇすぇ. 
╊のぉうすっか くぇ せきくうすっ さぇい
ゅけゃけさう う ちっくうすっか くぇ しすけえ
くけしすくうすっ たけさぇ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 8》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

〉つうかうとくぇすぇ うしすけさうは ゃ 
ゅけょうくうすっ: 
    
1941-1942 - 〉つうかうとっすけ 

しすぇゃぇ しさっょくけ う しっ くぇさうつぇ 
╃なさあぇゃくけ しさっょくけ せつうかう-
とっ.
1943-1945 - ¨すおさうゃぇす 

しっ きぇてうくっく う っかっおすさけけす-
ょっか.
1962 -  〈ったくうおせきなす っ 

けぉはゃっく いぇ けぉさぇいちけゃ.
1974-1976 - ‶けしすさけはゃぇす 

しっ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ しゅさぇょぇ, 
そういおせかすせさっく しぇかけく, けぉとっ-
あうすうっ う しすけかけゃぇ.
1994-1995 - 〉つうかうとっすけ 

しっ ゃおかのつゃぇ ゃ っゃさけこっえしおぇ-
すぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ 
こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉせつっ-
くうっ” こけ 《┿[.
1997 - ¨しなとっしすゃはゃぇ 

きっあょせくぇさけょくけ しなすさせょくう-
つっしすゃけ こけ こさけそっしうけくぇかくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ し  せつうかうとぇ 
けす ╁うっくぇ – ┿ゃしすさうは. 

Христо Гъдев със съпругата си и кметът на 

Шипка Стоян Иванов - бивш арсеналец
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╅〉』╅〈╆ぇ] „╅『』╊〉╅]” 』╊ ′╅╇ぇ『〉╅ 《【 ｠┼V-っ
』╇╊【《╇╊〉 ‒╊』【¨╇╅] 〉╅ ╆ぇ]╈╅『¨っ ╇ っ》《〉¨っ

′あ さちあつけうけみ まいけしかこ せあ さすかてあ せあ
そいはけせあ [あくあせしひさ 

╈あしけせあ 』てそみせそうあ!

 

′おちあうか, つけしあ, とたそちつてうそ, せかきせそつて, つすかしそつて,
さしあつあ, つてちあつて ! 

 ′あ おあ たちかえちひはあてか  きけうそてあ け う つしかおうあはけてか 
つけ おそいちけ えそおけせけ! 

╅ちつかせあしぬけ け „【ちけいとせあ ╅ちつかせあし” 

』 すせそえそ はあつてけか くあたそねせあ かつかせてあ
くあ けせき. をうかてあせ ぃけさそう け せかえそうそてそ つかすかこつてうそ. 

[あてそ うけおかせ たちかおつてあうけてかし
せあ „╊さつたかちてけてか“, せか かおけせ, あ おうあ はひちさかしあ

さあぬせあにあ かつかせせそ う おそすあ すと.
′あつしとえあ くあ ちあおそつててあ すと けすあて はかちさあてあ け

くかてみて, すあさあち う 〈そつさうあ, そてさひおかてそ えそ
おあちけにあ つ おうあすあ うせとぬけ - [あちけ け 〈あちけそ.

╉あ つあ すと きけうけ け くおちあうけ け おあ けすあ えちひい おあ えけ 
ちあおうあ, つ うつけねさけ たそしあえあはけ つか いしあえけせけ せあ しま-

いみは おみおそ!

》そくおちあう

ぅひちさかしけ

╈《『╊ ╈]╅╇¨【╊!...
〈けえ いぇはゃう, つっ しっゅぇ そうさきぇすぇ あなくっ 

こかけょけゃっすっ くぇ ゃしうつおう せしうかうは, おけう-
すけ しっゅぇてくけすけ そうさきっくけ さなおけゃけょしすゃけ 
さぇいせきくけ う こさっょゃうょかうゃけ っ こけかけあうかけ 
けとっ こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう, こけょゅけす-
ゃはえおう しっ いぇ すけいう きけきっくす.
„] ょけしすけえくしすゃけ う ゅけさょけしす きけあっき ょぇ 

おぇあっき, つっ „┿さしっくぇか” ゃ きけきっくすぇ っ くぇ 
ゃなさたぇ. ╁さなた, おけえすけ くっ っ ぉうか こけしすう-
ゅぇく こさっい ゃしうつおうすっ 136 ゅけょうくう けす うし-
すけさうはすぇ きせ: こけ けすくけてっくうっ くぇ こさけょせ-
おすう, こさけょぇあぉう, しおかのつっくう ょけゅけゃけさう. 
《うさきぇすぇ っ しゃっすけゃくけ ういゃっしすくけ うきっ, 
ぉさぇくょ う ゃしうつおけ すけゃぇ - ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ すさせょけゃうは おけかっおすうゃ くぇ „┿さしっくぇか”, 
おぇいぇ ゃ こさうゃっすしすゃうっすけ しう ういこなかくう-
すっかくうはす  ょうさっおすけさ. 〈っいう こけしすうあっくうは 
くぇ そうさきぇすぇ うきぇす う しゃけっすけ けすさぇあっ-
くうっ う けつぇおゃぇくうは う ゃ しけちうぇかっく こかぇく 
–  „こけ-ょけぉさけ ぉかぇゅけしなしすけはくうっ, ょけぉさう 
う けこすうきうしすうつくう こっさしこっおすうゃう”. 
╃ゃっ けすかうつうすっかくう つっさすう くぇ すぇいゅけ-

ょうてくうは そうさきっく こさぇいくうお けつっさすぇ 

ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ: けしうゅせさっくぇ さぇぉけすぇ いぇ おけかっおすうゃぇ 
いぇ しかっょゃぇとうすっ 2 ゅけょうくう う こけかけゃうくぇ, し 
こっさしこっおすうゃぇ すは ょぇ しっ せきくけあう, う しっさう-
けいくうはす こさうくけし う すっあっしす, おけうすけ  ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, つうえすけ けしくけゃくけ 
はょさけ しぇ ぇさしっくぇかしおう さなおけゃけょうすっかう う しこっ-
ちうぇかうしすう, うきぇ  いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ ゅさぇょぇ 
う けぉとうくぇすぇ. „╂けさょ しなき し そぇおすぇ, つっ „┿さ-
しっくぇか” っ ゃ こけかけあっくうっ, ゃ おけっすけ くっ きけあっ 
ぉっい ╉ぇいぇくかなお, くけ う ╉ぇいぇくかなお くっ きけあっ 
ぉっい „┿さしっくぇか”. ╂けさっ ゅかぇゃうすっ, „┿さしっくぇか” 
ゃっつっ ゃなさゃう くぇゅけさっ! ] ゃぇてぇすぇ こけきけと, し 
ゃぇてうは すさせょ, こさけょなかあぇゃぇえすっ  くぇこさっょ う 
ぉなょっすっ ゃしっ こけ-こさっちういくう ゃ すさせょけゃぇすぇ う 
すったくけかけゅうつくぇ ょうしちうこかうくぇ, しこぇいゃぇえ-
すっ うくしすさせおちううすっ いぇ ぉっいけこぇしくけしす. ╅うゃう 
う いょさぇゃう う しおけさけてくけ こけしさっとぇくっ くぇ 
100-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”!  ] すけいう 
けこすうきうしすうつっく そうくぇかっく こさういうゃ ぉっ ょぇょっく 
しすぇさすなす くぇ ゅけかっきうは, こさけょなかあうか ぉかういけ 3 
つぇしぇ こさぇいくうつっく おけくちっさす いぇ ぇさしっくぇかちう 
う すったくうすっ ゅけしすう. ╉さうしすうくぇ ╃うきうすさけゃぇ う 

¨さかうく ╂けさぇくけゃ, [せしかぇく ╋なえくけゃ, きぇか-
つせゅぇくうすっ けす ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすう-
くけ”,  そけかおかけさくうすっ すぇくちけゃう そけさきぇちうう 
くぇ  ┿さしっくぇか” う すぇくちぬけさうすっ けす „╉うぇさぇ-
′”  さぇょゃぇたぇ こさうしなしすゃぇとうすっ くぇ そうさ-
きっくうは しすぇょうけく. ╇ おぇすけ くぇ ゃしっおう ぇさしっ-
くぇかしおう こさぇいくうお, くっ きうくぇ ぉっい ょなかゅけすけ 
ゃうすけ こさぇいくうつくけ たけさけ, くうすけ ぉっい たうかは-
ょうすっ おっぉぇこつっすぇ. 
╁ ぉせすうおけゃぇ さはょおけしす う たうす くぇ こさぇい-

くうおぇ しっ こさっゃなさくぇ う おせかうくぇさくけすけ うい-
おせてっくうっ – のぉうかっえくぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ 
おせさぇぉうは, ょっかけ くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ 
そうさきっくけすけ „]すけかけゃけ たさぇくっくっ”. 
¨つぇさけゃぇく けす きぇえしすけさかなおぇ くぇ さぇぉけすっ-

とうすっ すぇき, ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか” うき ゃきっくう う ょさせゅけ こさう-
はすくけ いぇょなかあっくうっ: ょぇ こさうゅけすゃはす こさぇい-
くうつくう すけさすう いぇ ゃしうつおう さけあょっくうちう, 
さぇぉけすっとう ゃなゃ そうさきぇすぇ. 〈けさすうすっ とっ 
しぇ しこっちうぇかっく ょぇさ けす さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” いぇ かうつくうすっ うき こさぇいくうちう.                              

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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 しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ ょぇ
さっくうっ しぇ ういょぇょっくう けす ¨しくけゃ
くけ せつうかうとっ „》さうしすけ ╀けすっゃ“ ゃ 
╄くうくぇ くぇ しこけきけとっしすゃけゃぇすっかう, 
ょぇさうかう しさっょしすゃぇ いぇ ゃょうゅぇくっすけ 
くぇ こぇきっすくうお くぇ ̈ くせそさうえ ‶けこけ
ゃうつ 》うかっくょぇさしおう, けしくけゃぇすっか くぇ 
きっしすくけすけ ておけかけ, おけっすけ くぇゃなさて
ゃぇ 200 ゅけょうくう. ╉ぇきこぇくうはすぇ こけ 
くぇぉうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ, しすぇさ
すうさぇかぇ ゃ おさぇは くぇ きっしっち きぇさす, 
けぉっょうくう こけゃっつっ けす 200 っくうくちう 
– ゃないこうすぇくうちう くぇ くぇえ-しすぇさけすけ 
ゃ ╉ぇいぇくかなておうは さっゅうけく しゃっすしおけ 
せつうかうとっ, けしくけゃぇくけ こさっい ╁ない
さぇあょぇくっすけ.
‶さっい 1804 ゅけょうくぇ  ╀けゅょぇく 

‶けこうゃぇくけゃ ╋うくおけゃ, しすぇくぇか うい
ゃっしすっく こけ-おなしくけ し きけくぇてっしおけすけ 
しう うきっ ¨くせそさうえ 》うかっくょぇさしおう, 
けすおさうゃぇ せつうかうとっ ゃ ぉぇとうくぇすぇ 
しう おなとぇ ゃ ╄くうくぇ. 〉つうかうとっすけ 
ょぇゃぇ くぇつぇかけすけ くぇ しゃっすしおけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ ╄くうくぇ, おなょっすけ 
う こさっょう ておけかけすけ くぇ ¨くせそさうえ 
ゃっつっ しなとっしすゃせゃぇかけ おうかうえくけ 
せつうかうとっ.  „… せ ょけきぇ ゃ っょくぇ こけ-
ゅけかはきぇ けょぇは しっ いぇゃっょう せつうかう-
とっ, こけょぇょう しは こなす, すぇ しっ けすゃけさう 
う しけゅさぇょう こけしさっょしすゃけき すさせょけき 
くぇてっゅけ けすちぇ ╇ゃぇくぇ っょくけ けぉとけ 
せつうかうとっ, せ おけっすけ しは こさっょぇゃぇてっ 
しかぇゃはくしおぇ ゅさぇきぇすうおぇ う こかぇとぇ-
てっ しは くぇ せつうすっかうすっ けす けぉとぇ 
ておけかしおぇ おぇしぇ…“, こうてっ ゃ しこけきっ
くうすっ しう ¨くせそさうえ. ╁ くぇつぇかけすけ 
すせお せつぇす 40 ょっちぇ, 4 けす けす すはた しぇ 
けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 4 - けす ╉ぇいぇく
かなお, ょゃぇきぇ けす ╄すなさぇ. 
‶さっい ちはかぇすぇ のぉうかっえくぇ  2014-

すぇ こさっこけょぇゃぇすっかう, さけょうすっかう, 
くぇしすけはすっかう, ぉうゃてう せつうすっかう う 
せつっくうちう けさゅぇくういうさぇたぇ ちはかぇすぇ 
けぉとっしすゃっくけしす ゃ ╄くうくぇ  ゃ  しっ
さうけいくぇ おぇきこぇくうは いぇ くぇぉうさぇくっ 
くぇ しさっょしすゃぇすぇ, くせあくう いぇ こけょけ
ぉぇゃぇとけ けすぉっかはいゃぇくっ  くぇ ょゃせゃっ
おけゃくうは のぉうかっえ. ╉せかきうくぇちうはすぇ 
くぇ しなぉうすうはすぇ っ うょくぇすぇ しなぉけすぇ 
– 1-う くけっきゃさう, ╃っくはす くぇ くぇ
さけょくうすっ ぉせょうすっかう. ‶さけゅさぇきぇすぇ 
けす しなぉうすうは しっ けさゅぇくういうさぇ けす 
╇くうちうぇすうゃっく おけきうすっす し こさっょ
しっょぇすっか せつうすっかはす こけ うしすけさうは 

╁ おさぇは くぇ はこけくしおけすけ しう すせさくっ 
ゅさせこぇすぇ けす 26 ぇさしっくぇかしおう 

ういこなかくうすっかう – せつぇしすくうちう ゃなゃ 
そっしすうゃぇかぇ, ぉっ こさうっすぇ けす ′っゅけゃけ 
‶さっゃないたけょうすっかしすゃけ こけしかぇくうおなす 
くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ゃ 〈けおうけ 
– ╂っけさゅう ╁ぇしうかっゃ, けす おきっすぇ くぇ 
ゅさぇょ 《せおせはきぇ - ┿おうさぇ 》ぇょぇ う けす 
おきっすぇ くぇ ゅさぇょ ╋せくぇおぇすぇ - 》ぇきけさう 
〈ぇきう. 〈けゃぇ しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“ たせょけあっしすゃっくうはす さなおけ
ゃけょうすっか う ょうさっおすけさ くぇ ╃けきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ.  ‶け 
ゃさっきっ くぇ すっいう けそうちうぇかくう しさっとう, 
ゃさなつゃぇえおう こけょぇさなちう けす うきっすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃, ]すけはくけゃ っ こさっょぇか 
う かうつくうすっ こけおぇくう くぇ ういこなかくう
すっかくうは ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせ
てっゃ, こさっぉうゃぇゃぇえおう ゃ ╀なかゅぇさうは, 
ょぇ きせ ぉなょぇす しおなこう ゅけしすう ゃ せょけぉ
くけ いぇ すはた ゃさっきっ.
‶さうっきなす くぇ ぇさしっくぇかちう ゃ こけしけか

しすゃけすけ くう ゃ 〈けおうけ っ ぉうか いぇおかのつう
すっかくぇ つぇしす けす せしこってくうは ゅぇしすさけか 
くぇ くぇてうすっ すぇくちぬけさう う きせいうおぇく
すう ゃ ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ 
しかなくちっ. ′ぇ こさうっきぇ しぇ こさうしなしす
ゃぇかう う ゅけかはき ぉさけえ ょさせゅう ゅけしすう, 
しさっょ おけうすけ ぉなかゅぇさしおう しすせょっくすう 
ゃ ぅこけくうは, せつっとう はこけくうしすうおぇ. ╁ 
こさうこけゃょうゅくぇすけ くぇしすさけっくうっ こけ 
ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ ゃしうつおう しぇ うゅ
さぇかう  ぉなかゅぇさしおう くぇさけょくう すぇくちう 
う しぇ ういこなかくはゃぇかう ぉなかゅぇさしおう くぇ
さけょくう こっしくう. 
¨す 16 ゅけょうくう っ こさうはすっかしすゃけすけ 

くぇ ╉ぇいぇくかなお し ぅこけくうは. ‶なさゃう
すっ しすなこおう いぇ すぇいう ょなかゅけゅけょうてくぇ 
ょさせあぉぇ しぇ くぇこさぇゃっくう けす ぇくしぇき
ぉなか „┿さしっくぇか”. ‶さっい ゃしうつおうすっ 

すっいう ゅけょうくう ぉなかゅぇさしおけすけ こけしけか
しすゃけ ゃ 〈けおうけ しかっょう けすぉかういけ さぇい

ゃうすうっすけ くぇ そっしすうゃぇかぇ う ぇさしっくぇか
しおけすけ せつぇしすうっ ゃ こさぇいくうちうすっ くぇ 

ぅこけくうは. ╇ すぇいう ゅけょうくぇ ぉなかゅぇさ
しおうはす こけしかぇくうお っ こさうしなしすゃぇか くぇ 

けすおさうゃぇくっすけ くぇ そっし
すうゃぇかぇ ゃなゃ 《せおけけおぇ. 
╃っく しかっょ けすおさうゃぇ
くっすけ きせ けそうちうぇかくけ 
っ ぉうかぇ けすぉっかはいぇくぇ 
55-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ 
けす ゃないけぉくけゃはゃぇくっすけ 
くぇ ょうこかけきぇすうつっしおう
すっ けすくけてっくうは きっあょせ 
くぇてうすっ ょゃっ しすさぇくう. 
╆くぇお いぇ こさっしすうあぇ 

くぇ ぇさしっくぇかしおうは ぇく
しぇきぉなか ゃ こけぉさぇすう
きっくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
ゅさぇょけゃっ  っ ぉうかけ けおぇ
いぇくけすけ うき ゃくうきぇくうっ 
けすしすさぇくぇ くぇ おきっすけ
ゃっすっ くぇ 《せおせはきぇ う 
╋せくぇおぇすぇ う くぇ けす
ゅけゃけさくうすっ こさっょしすぇ
ゃうすっかう くぇ きっしすくうすっ 
ゃかぇしすう けす さぇいかうつくう 
さっしけさう.   
〈せさくっすけ, しすぇさすう

さぇかけ くぇ 7-う しっこ
すっきゃさう, いぇゃっょっ ゃ 
ぅこけくうは う こなさゃぇすぇ 
こけょゅかぇしくうつおぇ くぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ`2014 
-  [っくっすぇ ╉けかっゃぇ. ′ぇ 
くっは っ ぉうかぇ けおぇいぇ
くぇ つっしすすぇ ょぇ けすおさうっ 
》┶V-は ]ゃっすけゃっく そっし
すうゃぇか くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ 
ぅこけくうは, つうえすけ しなけさ
ゅぇくういぇすけさ しぇ おぇいぇく

かなつぇくう ゃ かうちっすけ くぇ „┿さしっくぇか“ 
┿╃ う こさっょしすぇゃうすっかくうは きせ そけか

おかけさっく ぇくしぇきぉなか. ╀かういけ 60 しなし
すぇゃぇ けす ちはかぇ ┿いうは しぇ すぇくちせゃぇかう 
くぇ そっしすうゃぇかくぇすぇ しちっくぇ. ╋くけゅけ けす 
すはた しぇ ういこなかくはゃぇかう う ぉなかゅぇさしおう 
すぇくちう.
《っしすうゃぇかなす, しなぉうさぇと しすけすうちう 

せつぇしすくうちう ゃ けゅさけきくうは こぇさお ╂かけ
せぉなか ┿さうくぇ, しっ こさけゃっあょぇ こけ こけ
ゃけょ こさぇいくうちうすっ いぇ さけあょっくうは ょっく 
くぇ はこけくしおうは うきこっさぇすけさ.  
′けゃぇ 90-きうくせすくぇ こさけゅさぇきぇ, こけ

しさっとくぇすぇ し ゃないすけさあっくう けゃぇちうう, 
こけょくっしっ すぇいう ゅけょうくぇ ‶さっょしすぇゃう
すっかくうはす しなしすぇゃ くぇ そけかおかけさくうは 
すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか. 〈ぇいう こさけゅさぇきぇ 
おぇいぇくかなつぇくう ゃうょはたぇ くぇ 17 けお
すけきゃさう, とっ きけゅぇす ょぇ は ゃうょはす けす
くけゃけ う くぇ 25 けおすけきゃさう, しなぉけすぇ, 
けす 19:00 つ. ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか”, ゃたけ
ょなす っ しゃけぉけょっく.
‶さけゅさぇきぇすぇ こさっょしすぇゃは きせいうおぇか

くけ-こっゃつっしおう すぇくちけゃう おぇさすうくう けす 
すさぇょうちうけくくうは あうゃけす くぇ ぉなかゅぇさう
すっ ゃ きうくぇかけすけ けす ゃしうつおう っすくけゅ
さぇそしおう けぉかぇしすう. ‶け すさぇょうちうは, 
おけくちっさすうすっ ゃ ょぇかっつくぇ ぅこけくうは いぇ
ゃなさてゃぇす し こさうはすくぇ ういくっくぇょぇ いぇ 
こせぉかうおぇすぇ – ぉなかゅぇさしおぇ こっしっく くぇ 
はこけくしおう っいうお. 〈ぇいう ゅけょうくぇ こせぉ
かうおぇすぇ っ ぇこかけょうさぇかぇ „〈╇“ – こけ 
すっおしす くぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ う きせいう
おぇ けす きぇおっょけくしおぇすぇ っすくけゅさぇそしおぇ 
けぉかぇしす. „‶けしかぇくうっすけ いぇ こさうはすっか
しすゃけ う ゃはさくけしす, ぉかぇゅけょぇさくけしす
すぇ くう おなき はこけくしおうすっ こぇさすくぬけさう, 
おけはすけ ゃかけあうたきっ ゃ こっしっくすぇ, ょけし
すうゅくぇ ょけ しなさちぇすぇ くぇ  ょけきぇおうくう
すっ“, しこけょっかうたぇ しかっょ いぇゃさなとぇくっ
すけ しう ぇさしっくぇかしおうすっ ういこなかくうすっかう. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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...〉╅ぃ╅【╅ ╊〈╆]╊〈╅
╆ぇ すけゃぇ, つっ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ 

しぇ し くぇえ-くうしおぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ ゃ さっゅう-
けくぇ, いぇしかせゅぇすぇ いぇ すけゃぇ っ けしくけゃくけ くぇ 
„┿さしっくぇか”, ょけこなかくう けとっ ゃ しかけゃけすけ 
しう おきっすなす う こけしけつう こさうつうくぇすぇ: „╁ 
きけきっくすぇ „┿さしっくぇか” しないょぇゃぇ さぇぉけすぇ 
くぇ 1200 ょせてう, くぇ おけうすけ うき しっ さぇぉけ-
すう.”
]すけはくけゃぇ ぉかぇゅけょぇさう くぇ ぇさしっくぇか-

しおけすけ さなおけゃけょしすゃけ いぇ こけょおさっこぇすぇ う 
せゃぇあっくうっすけ おなき くせあょうすっ くぇ ゅさぇょぇ う  
くっゅけゃうすっ ゅさぇあょぇくう. 
〈は こさういけゃぇ ぇさしっくぇかちう ょぇ しすなこゃぇす 

せゃっさっくけ, „いぇ ょぇ こさけょなかあうき くぇこさっょ”,  
すなえ おぇすけ すっ しぇ ぉなょっとっすけ くぇ うおけくけ-
きうおぇすぇ う ゅさぇょぇ. ‶けあっかぇ うき いょさぇゃっ, 
さぇょけしすう, こさけそっしうけくぇかういなき う ゃうしけおけ 
しぇきけつせゃしすゃうっ.  

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

と½ñöéö:

′っ っ いぇょなかあうすっかくけ ゅさぇあょぇ-
くうすっ ょぇ くけしはす くけすぇさうぇかくう-

すっ しう ぇおすけゃっ いぇ しけぉしすゃっくけしす くぇ 
うきけすう ゃ さぇいおさうすぇすぇ ゃ ¨ぉとうくぇ-
すぇ こさうっきくぇ くぇ そうさきぇすぇ, おけはすけ 
とっ ういさぇぉけすゃぇ ╉ぇょぇしすさぇかくぇすぇ 
おぇさすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ しすぇ-
くぇ はしくけ くぇ こさっしおけくそっさっくちうは, 
ょぇょっくぇ ゃ こけくっょっかくうお けす こさっょ-
しすぇゃうすっかは くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ おぇ-
ょぇしすなさ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ – ╃うぇくぇ 

╀ぇかっゃぇ, う しけぉしすゃっくうおぇ くぇ そうさ-
きぇすぇ-ういこなかくうすっか くぇ こけさなつおぇ-
すぇ – ╇かうはく 〈けょけさけゃ. 
╉ぇおすけ っ ういゃっしすくけ, けす しっょきう-

ちぇ くぇしぇき ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
さぇいこさけしすさぇくう つさっい こうしきぇ ょけ 
ぉかういけ 800 ょけきけせこさぇゃうすっかう ゃ 
ゅさぇょぇ  うくそけさきぇちうは, つっ しすぇさ-
すうさぇ ういゅけすゃはくっすけ くぇ ╉ぇょぇし-
すさぇかくぇすぇ おぇさすぇ. ╁ すぇいう ゃさないおぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ ぉはたぇ こさういけゃぇくう 
ょぇ こさっょしすぇゃはす  くけすぇさうぇかくうすっ 
しう ぇおすけゃっ いぇ しけぉしすゃっくけしす くぇ 
うきけすう ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ くぇさけつくぇ-
すぇ こさうっきくぇ, さぇいおさうすぇ けす そうさ-
きぇすぇ ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 
〈けゃぇ ょけゃっょっ ょけ ゅけかっきう けこぇておう 
こさっょ こさうっきくぇすぇ う くっょけゃけかしすゃけ 
しさっょ ゅさぇあょぇくうすっ, ゃおかのつうすっか-
くけ ゃ しけちうぇかくうすっ きさっあう. ′ぇ 
こさっしおけくそっさっくうちうはすぇ ゃ こけくっ-
ょっかくうお, くぇ おけはすけ ょけえょけたぇ けとっ 
いぇき.-おきっすなす こけ しすさけうすっかしすゃけ 
╃ぇくうっかぇ ╉けっゃぇ う ゅか. ぇさたうすっおす 
╇ゃけ ′っょはかおけゃ, しすぇくぇ はしくけ, つっ 
っ しすぇさすうさぇか しぇきけ こなさゃうはす っすぇこ 
けす こさけちっょせさぇすぇ こけ ういゅけすゃはくっすけ 
くぇ おぇさすぇすぇ. 〈. くぇさ. „ぇくおっすうさぇ-
くっ“ – しなぉうさぇくっ くぇ うくそけさきぇちうは 
けす しけぉしすゃっくうちうすっ, しっ こさぇゃう し 
ちっか けすしすさぇくはゃぇくっ くぇ ゅさっておう-
すっ こけ けこうしゃぇくっすけ くぇ うきけすうすっ 
けとっ ゃ こなさゃうは っすぇこ くぇ こさけちっしぇ. 
《うさきぇすぇ とっ しなぉうさぇ うくそけさきぇ-
ちうは う けす ょさせゅう ゃないきけあくう きっし-
すぇ, ゃおかのつうすっかくけ けす ╃ぇくなつくぇすぇ 
しかせあぉぇ, おなょっすけ しぇ さっゅうしすうさぇ-
くう うきけすうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. 
╇くそけさきぇちうは けす ┿ゅっくちうはすぇ こけ 
ゃこうしゃぇくうはすぇ けぉぇつっ っ けすおぇいぇ-
くぇ くぇ そうさきぇすぇ, ゃなこさっおう つっ すは 
っ こけうしおぇかぇ ょけしすなこ ょけ ぉぇいぇすぇ 
ょぇくくう. ╂さぇあょぇくうすっ うきぇす こさぇゃけ 
ょぇ こさっょけしすぇゃはす ょぇくくうすっ けす くけ-
すぇさうぇかくうすっ しう ぇおすけゃっ し ちっか うい-
つうしすゃぇくっ くぇ ゅさっておう, おけうすけ くっ 
しぇ ゃ すはたくぇ こけかいぇ, けぉはしくうたぇ けす 
┿ゅっくちうはすぇ こけ おぇょぇしすなさぇ こさっょ 
きっょううすっ. ′はきぇ しぇくおちうう, ぇおけ 

すぇいう うくそけさきぇちうは くっ ぉなょっ こさっ-
ょけしすぇゃっくぇ, くけ うきぇ さうしお けす こけ-
ゅさってくけ ゃこうしゃぇくっ くぇ ぉぇいぇ ょさせ-
ゅう ういすけつくうちう くぇ うくそけさきぇちうは. 
′っいぇゃうしうきけ ょぇかう ゅさぇあょぇくうすっ 
こさっょけしすぇゃはす くけすぇさうぇかくうすっ しう 
ぇおすけゃっ うかう くっ, うくそけさきぇちうはすぇ 
いぇ うきけすうすっ うき, くせあくぇ いぇ うい-
ゅけすゃはくっ くぇ おぇさすぇすぇ, とっ ぉなょっ 

ゃいっすぇ けす ょさせゅけ きはしすけ. ‶さう ゃしは-
おけ こけかけあっくうっ すったくうすっ ╄╂′-すぇ 
おぇすけ しけぉしすゃっくうちう とっ しっ うい-
こけかいゃぇす いぇ さっゅうしすなさぇ. ╇きっくくけ 
かうつくけすけ ╄╂′ とっ こさぇゃう ゃないきけ-
あっく ょけしすなこなす こけ っかっおすさけくっく 
こなす ょけ ぉなょっとぇすぇ ぉぇいぇ ょぇくくう, 
けぉはしくう くぇ しさっとぇすぇ ゃ こけくっょっか-
くうお ╇かうはく 〈けょけさけゃ. 〈けえ こけはし-
くう こさっょ あせさくぇかうしすうすっ, つっ けす 
しぇきけすけ くぇつぇかけ くぇ こさけちっしぇ うきぇ 
ゃぇかうょっく しっさすうそうおぇす いぇ けこっさう-
さぇくっ し かうつくう ょぇくくう. ╊うこしぇすぇ 
くぇ うくそけさきぇちうは いぇ すけゃぇ くっゅけ-
ゃけ こさぇゃけ ゃ さっゅうしすなさぇ くぇ けこっ-
さぇすけさうすっ し かうつくう ょぇくくう すけえ 
けぉはしくう し すったくうつっしおぇ ゅさっておぇ. 
‶なさゃうはす ゃぇさうぇくす くぇ おぇさすぇすぇ 
ゃっさけはすくけ とっ ぉなょっ ゅけすけゃ こさっい 
きぇさす, おけゅぇすけ しけぉしすゃっくうちうすっ 
とっ きけゅぇす ょぇ しゃっさはす ょぇくくうすっ 
しう う ょぇ くぇこさぇゃはす っゃっくすせぇかくう 
おけさっおちうう, ぇおけ うきぇ くせあょぇ けす 
すぇおうゃぇ. ]かっょ けおけくつぇすっかくけすけ 
ういゅけすゃはくっ くぇ おぇさすぇすぇ う ゃかう-
いぇくっすけ え ゃ しうかぇ おけさっおちうう とっ 

しっ こさぇゃはす しぇきけ しさっとせ いぇこかぇ-
とぇくっ. ╉ぇょぇしすさぇかくぇすぇ おぇさすぇ とっ 
ゃおかのつゃぇ けぉとう したっきう, ぇ くっ いぇ-
ょなかあうすっかくけ こけょさけぉくう しおうちう くぇ 
うきけすうすっ. ‶けゃっつっ けす 30 ょせてう っ 
くぇっかぇ そうさきぇすぇ-ういこなかくうすっか, いぇ 
ょぇ さぇぉけすはす こけ けぉとっしすゃっくぇすぇ こけ-
さなつおぇ, ゃないかけあっくぇ けす ょなさあぇゃぇすぇ 
しさっとせ ちっくぇ けす 26 かゃ. いぇ ょっおぇさ 

こかけと. ╉ぇさすぇすぇ とっ ゃおかのつゃぇ すっ-
さうすけさううすっ ゃ さっゅせかぇちうは くぇ ゅさぇょ 
╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ う すっいう けす ゅさぇょ-
しおけすけ いっきかうとっ. 
╉ぇいぇくかなお っ こけしかっょくうはす けぉとうく-

しおう ちっくすなさ ゃ さっゅうけくぇ, おけえすけ とっ 
こさぇゃう しゃけは おぇょぇしすさぇかくぇ おぇさすぇ. 
¨しすぇくぇかうすっ けぉとうくしおう ちっくすさけゃっ 
ゃっつっ うきぇす すぇおぇゃぇ. ′ぇかうつうっすけ 
くぇ くけゃぇ ぇおすせぇかくぇ おぇょぇしすさぇかくぇ 
おぇさすぇ とっ せかっしくう いくぇつうすっかくけ 
ょっえくけしすうすっ, しゃなさいぇくう しなし しすさけ-
うすっかしすゃけすけ, ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ 
う かうつくうすっ うきけすくう ょっかぇ くぇ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ.
‶さう くぇかうつうっ くぇ しこけさ きっあ-

ょせ しなしっょう いぇ けこさっょっかくぇ こかけと 
ゃなこさけしなす しかっょゃぇ ょぇ しっ けすくぇしは 
ゃ しなょぇ おぇすけ っょうくしすゃっく けすけさう-
いうさぇく けさゅぇく いぇ こさけういくぇしはくっ し 
おけきこっすっくすくけ しすぇくけゃうとっ, うい-
さうつくけ けぉはしくう ╃うぇくぇ ╀ぇかっゃぇ けす 
┿ゅっくちうはすぇ こけ おぇょぇしすなさぇ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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‶ さ う つ う く ぇ
すぇ いぇ すけゃぇ っ 
っょくぇ: “┿さ
しっくぇか“. „┿さ
しっくぇか“ こさっい 
1967-きぇ こさう
ゃかはおなか けしきけ
おかぇしくうおぇ ょぇ 
せつう ゃ いぇゃけょ
しおけすけ せつう
かうとっ いぇさぇょう 
こけ-ゅけかっきうすっ 
こさけそっしうけくぇか
くう ゃないきけあ
くけしすう. ╉けうすけ 
しすぇゃぇす ゃない
きけあくけしす いぇ 
しっきっえしすゃけすけ. 
]っきっえしすゃけすけ, 
おけっすけ くっ しこう
さぇ ょぇ しっ おぇつ
ゃぇ ゃうくぇゅう くぇ 
3-う きぇさす くぇ 
【うこおぇ し さぇい
ゃっすう すさうちゃっす
くう いくぇきっくぇ. 
╉けっすけ いぇゃさな
とぇ ╅けさけ う 
しなこさせゅぇすぇ きせ 
けす 【けすかぇく
ょうは, いぇ ょぇ しう 
ゃょうゅくぇす しゃけえ 
ょけき, つっ ょぇ しっ 
さけょう くけゃうはす 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 5 》あすかて

くぇしかっょくうお せ ょけきぇ. 〈ぇくぬけ いくぇっ: “′っ しなき ゃっつっく. 』けゃっお くっ 
いくぇっ ょけ おけゅぇ っ...“. ╆ぇすけゃぇ くぇこけしかっょなお ぉなさいぇ しぇきけ ゃ っょくけ: 
ょぇ くぇきっさう きかぇょ つけゃっお, くぇ おけゅけすけ  ょぇ こさっょぇょっ けこうすぇ しう ゃ 
„┿さしっくぇか“ う ょぇ ょけゃなさてう ょゃけさぇ おさぇえ おなとうつおぇすぇ, つっ ょぇ っ こけ-
たせぉぇゃけ くぇ ょけきぇてくうすっ ょぇ しっ しなぉうさぇす いぇっょくけ. ╆ぇ おなとうつおぇすぇ っ 
しうゅせさっく, つっ くっとぇすぇ しっ しかせつゃぇす. ╆ぇ くぇきうさぇくっすけ くぇ しゃけえ きかぇょ 
くぇしかっょくうお ゃ さぇぉけすぇすぇ 〈ぇくぬけ くっ っ すぇおぇ せぉっょっく, つっ とっ しすぇくっ 
かっしくけ: „╋かぇょうすっ ょくっし, けとっ こさっょう ょぇ しぇ くぇせつうかう, しう きうしかはす, 
つっ いくぇはす ゃしうつおけ...“. ]さっょ 16-すっ くけさきうさけゃつうちう くぇ „┿さしっくぇか“, 
しっゅぇ うかう けすくはおなょっ ょさせゅぇょっ うい けさなあっえくうちぇすぇ, ]すけはくけゃ ゃしっ 
しっ くぇょはゃぇ, つっ くはきぇ おぇお ょぇ くっ ういしおけつう こけくっ っょうく きかぇょっあ, 
いぇこさっすくぇか こさうかっあくけ さなおぇゃう こさっょ っおさぇくぇ くぇ おけきこのすなさぇ し 
そけさきせかうすっ くぇ くけさきっくうは かうしす. ╉ぇすけ けくいう けす つっさくけ-ぉはかぇすぇ 
しくうきおぇ こさっい 1969-すぇ.   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Декларирането на имота е желателно, но не е задължително

– ╂さうてぇ ╂けさっちけゃ.  ╁ 12 くぇ けぉはょ 
しっ けすおさうゃぇ ぉさけくいけゃうはす ぉのしす-
こぇきっすくうお, ょっかけ くぇ おぇいぇくかなて
おうは しおせかこすけさ ╁っかうく ╃っつおけゃ. 
╀のしすなす こさっしないょぇゃぇ こさっょしすぇ
ゃぇすぇ いぇ ¨くせそさうえ くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ 
しすぇさぇ かうすけゅさぇそうは, いぇこっつぇすぇかぇ 
いぇ こけおけかっくうはすぇ くっゅけゃうは けぉさぇい. 
‶ぇきっすくうおなす ゃっつっ しっ こけしすぇゃは 
おさぇえ しすなかぉうすっ おなき こけょたけょぇ いぇ 
せつうかうとっすけ, さぇいこけかけあっくけ くぇ 

ぉぇうさぇ, おけえすけ っくうくちう くぇさうつぇす 
„╀なさょけ“. ‶け-おなしくけ ゃ きせかすうきっ
ょうえくぇすぇ いぇかぇ くぇ せつうかうとっすけ 
いぇこけつゃぇ くぇせつくぇ おけくそっさっくちうは. 
╁ おけくそっさっくちうはすぇ とっ せつぇしすゃぇ う 
ょけおすけさなす くぇ うしすけさうつっしおうすっ くぇ
せおう ょけち. ‶っくつけ ‶っくつっゃ けす 〉′]], 
さけょけき けす ╉ぇいぇくかなお. ╃-さ ‶っくつっゃ 
っ ぇゃすけさ くぇ けぉしすけえくうは すさせょ „╉ぇ
いぇくかなておうはす おさぇえ こさっい ╁ないさぇあ
ょぇくっすけ“, おなょっすけ しっ けすょっかは しっさう
けいくけ きはしすけ くぇ けぉさぇいけゃぇすっかくけすけ 
う ょせたけゃくけ-こさけしゃっすうすっかしおけ ょっかけ 
う  くぇ せつうかうとっすけ ゃ ╄くうくぇ, おぇおすけ 
う くぇ くっゅけゃうは けしくけゃぇすっか ¨くせそ
さうえ – こさなゃ しさっょ くぇさけょくうすっ ぉせ
ょうすっかう けす さっゅうけくぇ. ¨くせそさうえ っ 
こなさゃうはす せつうすっか ゃ けしくけゃぇくけすけ 
けす くっゅけ ておけかけ, おけえすけ けぉせつうか う 
しゃけう こけしかっょけゃぇすっかう. ]かっょ いぇ
ゃさなとぇくっすけ しう けす 》うかっくょぇさしおうは 
きぇくぇしすうさ, おなょっすけ しっ こけきけくぇて
ゃぇ, すけえ こさっょこさうっきぇ けぉうおけかおう 
うい しすさぇくぇすぇ, いぇ ょぇ こさけこけゃはょゃぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおう っいうお ゃ こさぇゃけしかぇゃ
くうすっ たさぇきけゃっ ゃなゃ ゃさっきっ, おけゅぇすけ 
すけゃぇ くっ っ こけいゃけかっくけ. ]かせあぉう

すっ くぇ ¨くせそさうえ しっ こさけつせゃぇす ゃ 
╉ぇいぇくかなておけ, ]すぇさけいぇゅけさしおけ う 
〈なさくけゃしおけ. ╋うさはくうすっ ゅけ うしおぇす 
いぇ しゃけえ ゃかぇょうおぇ. ]うかくけすけ ゃかうは
くうっ こけ すけゃぇ ゃさっきっ くぇ ゅさなちおうすっ 
しゃっとっくうちう, おぇおすけ う ょさせゅう けぉ
しすけはすっかしすゃぇ, こさぇゃはす くっゃないきけあ
くけ ういょうゅぇくっすけ くぇ ¨くせそさうえ いぇ 
きうすさけこけかうす. ′け くっゅけゃけすけ ょっかけ 
こさけょなかあぇゃぇ し かうつくけすけ きせ せつぇし
すうっ ゃ ぉけさぉうすっ いぇ くっいぇゃうしうきぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ ちなさおゃぇ ゃ 『ぇさうゅさぇょ, 
おなょっすけ っ さぇきけ ょけ さぇきけ し ′っけ
そうす ╀けいゃっかう う ╇かぇさうけく ╋ぇおぇ
さうけこけかしおう. ‶けょょなさあぇ う ゃさないおう 
し ╂. ]. [ぇおけゃしおう. ¨くせそさうえ っ 
けとっ ういょぇすっか くぇ おくうゅう, おぇかう
ゅさぇそ, こさっゃけょぇつ けす 6 っいうおぇ. 
‶さっい 1862 ゅ. こさぇゃう のぉうかっっく 
こさっこうし くぇ „╇しすけさうは  ]かぇゃはくけ
ぉけかゅぇさしおぇは “. ¨くせそさうえ ょぇゃぇ う 
くぇつぇかくうすっ 40 たうかはょう  ゅさけてぇ  いぇ 
こなさゃぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ せつうかうとっすけ 
ゃ さけょくぇすぇ しう ╄くうくぇ. ‶ぇさうすっ しぇ 
つぇしす けす しさっょしすゃぇすぇ, しなぉさぇくう けす 
くっゅけ おぇすけ きけくぇた けす 》うかっくょぇさ 
こけ ゃさっきっ くぇ けぉうおけかおうすっ きせ うい 
ぉなかゅぇさしおけ. 〈ぇおぇ っくうくちう しっ しょけ
ぉうゃぇす し っょくけ けす くぇえ-こなさゃうすっ 
ゃいぇうきくう せつうかうとぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
しぇきけ 4 ゅけょうくう しかっょ ゅぇぉさけゃちう し 
すはたくけすけ ┿こさうかけゃしおけ せつうかうとっ.   
╉ぇすけ こけしかっょけゃぇすっかう くぇ ¨くせそ

さうは, しぇきけ いぇ 7 きっしっちぇ, っくうくちう 
せしこはたぇ ょぇ しなぉっさぇす ぉかういけ 11 
500 かっゃぇ いぇ ゃょうゅぇくっすけ くぇ くっ
ゅけゃうは こぇきっすくうお う ちはかけしすくぇすぇ 
さっぇかういぇちうは くぇ こさけゅさぇきぇすぇ いぇ 
つっしすゃぇくうはすぇ. 10 けす ょぇさっくうはすぇ 
しぇ いぇ くぇょ 500 かゃ., っょくけ けす 2000 
かゃ. う っょくけ けす 1 500 かゃ. ]さっょ 
ょぇさうすっかうすっ  っ う うくあ. 》さうしすけ 
]すさっておけゃ, いぇきっしすくうお-ょうさっおすけさ 
ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃, ゃないこうすぇくうお くぇ 
せつうかうとっすけ ゃ ╄くうくぇ. ‶さっい すぇいう 
ゅけょうくぇ しっ けすぉっかはいゃぇす う 100 ゅけ
ょうくう けす ゃょうゅぇくっすけ くぇ しっゅぇてくぇ
すぇ しゅさぇょぇ くぇ せつうかうとっすけ, さぇい
てうさっくぇ こさっい 1975-すぇ. 
′ぇ しなぉうすうっすけ しぇ こけおぇくっくう 

こさっいうょっくすなす [けしっく ‶かっゃくっかう
っゃ, きうくうしすさうすっ くぇ けぉさぇいけゃぇ
くうっすけ う おせかすせさぇすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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』っしすうすけ こっくしうけくうさぇくっ! 

╄すけ, すぇい ゅけょうくぇ こっす つけゃっおぇ - こけかけゃうく ょせいうくぇ, こっくしうけ-
くっさう きかぇょう ╆ぇゃけょ 2 ちった 190 ういゃぇょう...

╉ぇしっゃ, ╋ぇさすうく, 〈けょけさ, ╃ぇさぇ, ╋うくおぇ, ゃしうつおう すっ ょけしすけえ-
くけ しぇ ぉうかう くぇ ぇかっはすぇ くぇ しくうきおぇ...

╃ぇ うき こけあっかぇっき いょさぇゃっ, とぇしすうっ, おなしきっす う くっおぇ ╂けしこけょ 
ょぇ ゅう こぇいう...

′ぇ すけゃぇ すさせょくけ ゃさっきっ くせあくう しぇ きせ すけつくけ すっいう たけさぇ ゃっ-
さくう...

】っ しっ せつうき う くうっ けす すはた おぇお しっ しすぇゃぇ ゃっさっく しすさぇあ う おぇお 
しっ すさせこぇ しすぇあ...

] せゃぇあっくうっ: ¨す おけかっおすうゃぇ くぇ ╆ぇゃけょ 2/190 ちった 

╂けかはき う さっしこっおすうさぇと のぉうかっえ けすぉっかはいゃぇ すぇいう 
しっょきうちぇ おけかっおすうゃなす くぇ 

]すさけうすっかっく ちった – „┿さしっくぇか”:
90 ゅけょうくう けす しゃけっすけ しないょぇゃぇくっ.

 ╁さなしすくうお くぇ そうさきぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇ いっきは, おけえ-
すけ こぇいう うしすけさうはすぇ くぇ しなゅさぇあょぇくっすけ くぇ „┿さしっくぇか” 

╉ぇいぇくかなお.
 ╆ぇ たせぉぇゃうは こけゃけょ, いぇ ゅけかっきうは のぉうかっえ, おけかっおすう-

ゃなす くぇ ちったぇ, くぇつっかけ し くぇつぇかくうつおぇすぇ
〈ぇすはくぇ ╇さはいけゃぇ, こさぇいくせゃぇ. 

 ╃ゃけっく こさぇいくうお – ゅけかはき さけあょっく ょっく う ╃うきうすさけゃ-
ょっく, ╃っくはす くぇ しすさけうすっかは! 

 

 ╅うゃう う いょさぇゃう, いぇ ょぇ しなゅさぇあょぇすっ し かのぉけゃ! 

』っしすうす こさぇいくうお くぇ ゃしうつおう ぇさしっくぇかしおう しすさけうすっかう, 
いうょぇさう, おけそさぇあうしすう, たけさぇ, ぉっい つうえすけ すさせょ くうとけ 

くはきぇ ょぇ しっ さけょう! 

НАЗДРАВИЦИ

〈ぇくぬけ ]すけはくけゃ っ っょくけ けす 
くけゃうすっ こけこなかくっくうは ゃ ぇさ
しっくぇかしおぇすぇ ┿かっは くぇ しかぇ
ゃぇすぇ, こけょさっょっくぇ ゃ くぇゃっ
つっさうっすけ くぇ すぇいゅけょうてくうは 
そうさきっく こさぇいくうお. ′けゃけ, 
くけ しぇきけ けす そけさきぇかくぇ 
ゅかっょくぇ すけつおぇ. ¨す ゅかっょくぇ
すぇ すけつおぇ くぇ さっぇかくけすけ きせ 
ぇさしっくぇかしおけ ぉうすうっ そぇおすう
すっ こけおぇいゃぇす: くけさきうさけゃつう
おなす けす  しっおちうは „′けさきうさぇ
くっ“ おなき ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは 
くぇ „┿さしっくぇか“ くぇゃなさすぇ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ ちっかう 47 
ゅけょうくう. 〈っいう ょくう, こさう こけ
ょぇゃぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすう いぇ 
こっくしうけくうさぇくっ, すけえ さぇい
しなあょぇゃぇ くぇ ゅかぇし: “╇ すぇおぇ 
– ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 47 
ゅけょうくう, ゃしっ すせお – し ぉけか
おうすっ う さぇょけしすうすっ くぇ „┿さ
しっくぇか“... ╆ぇ すけゃぇ ゃさっきっ 
]すけはくけゃ すさせこぇ ぉっいちっくっく 
けこうす: “¨す ゃしうつおけ すさはぉゃぇ
てっ ょぇ さぇいぉうさぇき“. ╇ おぇおすけ 
しすぇゃぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ しけち-
ぇ  し けくうは, おけうすけ しっ しこさぇ
ゃはす けすかうつくけ, ゃっょくぇゅぇ いぇ
ぉっかはいぇくう けす ‶ぇさすうはすぇ, すっ 
しぇ すけゃぇさっくう う し おせこ ょさせゅう 
いぇょぇつう. „╉ぇおゃけ かう くっ しなき 
ぉうか ゃ けぉとっしすゃっくうは あうゃけす 
くぇ いぇゃけょぇ...? ]ぇきけ ょうさっお
すけさ くっ しなき ぉうか...“, つせょう 
しっ ょくっし くぇ しっぉっ しう さっおけさ
ょぬけさなす こけ すさせょけゃ ぇさしっ
くぇかしおう しすぇあ.    
′はおけえ こさけいけさかうゃ いぇ

ゃけょしおう さっおかぇきうしす くぇょせ
てうか けとっ ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ 
]‶〈〉 ぉなょっとうは しすけこさけ
ちっくすけゃ きぇてうくけしすさけうすっ
かっく おぇょなさ: こっさそっおすくぇ 
つっさくけ-ぉはかぇ そけすけゅさぇそうは 
けす おさぇは くぇ 60-すっ っ いぇこっ
つぇすぇかぇ おさぇしうゃ きかぇょ きなあ 
し きけょくぇ こさうつっしおぇ う ぇくゅぇ
あうさぇと ゃうょ. ╃かぇくうすっ こけょ 
ゅさうあかうゃけ いぇこさっすくぇすうすっ 
さなおぇゃう くぇ おせさすおぇすぇ しぇ しけ
かうょくけ こけょこさっくう くぇ こかけすぇ 
くぇ さぇぉけすくぇすぇ きぇしぇ, ょけおぇ
すけ いぇょ すなきくうすっ しすなおかぇ くぇ 
こさっょこぇいくうすっ けつうかぇ かうつう 
くっけすかなつくうはす こけゅかっょ おなき 
ゃなさすっくっすけ くぇ いなぉくけすけ おけ
かっかけ. 
〈ぇくぬけ ]すけはくけゃ しう こぇいう 

すぇは しくうきおぇ, し おけはすけ くぇ 
ゃさっきっすけ こさうゃかうつぇかう せつっ
くうちう ゃ ╆ぇゃけょしおけすけ. ╆ぇ 
しこけきっく くぇ ょっちぇ う ゃくせちう.

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2 【あせへそ 』てそみせそう: 

45-おうかけゅさぇ-
きけゃぇ, くぇきうゅぇとぇ 
いぇおぇつかうゃけ, すうお-
ゃぇ おさぇしう ╀けいせ-
おけゃけすけ おぇそっくっ ゃ  
╉ぇいぇくかなお. 
〈うおゃぇすぇ, こけょ-

さぇくうかぇ おぇすけ 
ょっおけさ いぇ ╃っくは 
くぇ ╁しう しゃっすうう, 
っ いぇおせこっくぇ けす 

くぇっきぇすっかは くぇ おかせぉぇ う ゃうょっく おぇいぇくかなておう さけ-
すぇさうぇくっち う けさったけこさけういゃけょうすっか [ぇょう ╃けくつっゃ. 
‶け ょせきうすっ きせ, すうおゃぇすぇ っ さぇしかぇ ゃ ょゃけさぇ くぇ 
ょさせゅ おぇいぇくかなつぇくうく, うきぇと うきけす ゃ こかけゃょうゃしおけ 
しっかけ. ╆ぇおせこっくぇ っ いぇ こさうかうつくぇ しせきぇ, ぇ せおさぇしぇ-
すぇ こけ くっは っ かうつくけ ょっかけ くぇ ぉういくっしきっくぇ, うきぇと 
しかぇゃぇすぇ くぇ こさうすっあぇすっか くぇ そうくけ つせゃしすゃけ いぇ 
たせきけさ. ]かっょ おぇすけ ういこなかくう ょっおけさぇすうゃくぇすぇ しう 
ぇさす  いぇょぇつぇ, すうおゃぇすぇ とっ しっ せこけすさっぉう こけ こさっょ-
くぇいくぇつっくうっ, おぇすっゅけさうつっく っ ╃けくつっゃ. 45-おうかけ-
ゅさぇきけゃぇすぇ こせたおぇゃっかぇ っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ すうおゃぇ, 
けすゅかっあょぇくぇ けす おぇいぇくかなつぇくうく  ゃ こけしかっょくけすけ 
ょっしっすうかっすうっ.

╄ょくぇ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ ゃっさうゅう いぇ たさぇくうすっか-
くう しすけおう ゃ ╄ゃさけこぇ – LIDL, っ いぇおせこうかぇ つさっい 

すなさゅ  うきけすぇ くぇ ぉうゃてぇすぇ ╇くそっおちうけいくぇ ぉけかくう-
ちぇ, しすぇ-
くぇ はしくけ 
こさっい しっょ-
きうちぇすぇ. 
‶さっょしすぇ-
ゃうすっかうすっ 
くぇ LIDL 
しぇ ぉうかう 
っ ょ う く -
しすゃっくう -
すっ せつぇし-
すくうちう ゃ 
すなさゅぇ. ╆ぇ 

こさうょけぉうすうは  すっさっく すっ しぇ こかぇすうかう  ぉかういけ 920 
000 かっゃぇ. ╇きけすなす くぇ ぉうゃてぇすぇ ╇くそっおちうけいくぇ 
ぉけかくうちぇ っ し こかけと 5 420 おゃぇょさぇすくう きっすさぇ.
〈けゃぇ っ う こけさっょくうはす きぇゅぇいうく けす ゅけかはきぇ ゃっさう-
ゅぇ, おけえすけ とっ いぇさぇぉけすう ゃ ╉ぇいぇくかなお しかっょ  „╉ぇ-
せそかぇくょ, „‶っくう きぇさおっす” う „╀うかかぇ”.
‶け-さぇくけ すぇいう ゅけょうくぇ „〈さぇおうは すさっえょ” けしなょう 

¨ぉとうくぇすぇ いぇ けおけかけ 3,5 きうかうけくぇ かっゃぇ いぇ こさけ-
こせしくぇすう こけかいう  こけ けすくけてっくうっ くぇ すけいう うきけす, 
おせこっく けす しすぇさけいぇゅけさしおぇすぇ そうさきぇ いぇ ぉかういけ 2 
きうかうけくぇ かっゃぇ こさっょう 7 ゅけょうくう. ′ぇ しゃけえ さっょ 
¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃいっ さってっくうっ つさっい ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす ょぇ ゃいっきっ いぇっき けす ぉかういけ 5 きかく. 
かゃ., いぇ ょぇ しっ さぇいこかぇすう し うとっちぇ, う けぉはゃう いぇ 
こさけょぇく ょさせゅう  しゃけう うきけすう.

¨こうすなす くぇ 〈ぇくぬけ ]すけはくけゃ 
うょゃぇ けす さぇぉけすぇすぇ ゃ ╆ぇ

ゃけょ 5 ゃ ╀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 くぇつぇかけすけ 
くぇ 70-すっ: そさっいうすっ, いなぉけくぇ
さっいくうすっ ういょっかうは, ぉけさきぇてう
くうすっ, ぇゅさっゅぇすくうすっ きぇてうくう 
いぇ ゃけっくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ, 
しうかけゃうすっ たうょさぇゃかうつくう ゅかぇ
ゃう  - ]╂》 – 10 う ]╂》 – 16, 
ゃなさすはとうすっ しっ ょっかうすっかくう 
きぇしう... ‶けしかっ - せしゃけはゃぇくっ
すけ くぇ いっくうすくぇすぇ せしすぇくけゃおぇ 
– 223 きき. ╇いさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ 
こさけすけすうこぇ くぇ かけゃくぇすぇ おぇさぇ
ぉうくぇ – こさうおかぇょ う かけあぇ, きう
くぇゃぇす ぉせおゃぇかくけ こさっい ょゃっすっ 
きせ さなちっ, いぇっょくけ し くぇ うくあ. 
╇ゃけ ┿くょさけゃ. ]かっょゃぇす さなおけた
ゃぇすおぇすぇ くぇ こうしすけかっすぇ „【うこ
おぇ“ けす ょなさゃけ う けとっ おぇおゃう かう 
くっ こせておう う かけあう こけ ぇゃすけきぇ
すうすっ けす おぇつっしすゃっくけ ょなさゃけ – 
ぉせお う けさった. ‶けしかっ - けぉせつっ
くうっすけ ゃ ╂っさきぇくうは こけ くけゃぇすぇ 
きぇてうくぇ いぇ こけゃうてぇゃぇくっ すけつ
くけしすすぇ くぇ いなぉくうすっ おけかっかぇ くぇ 
〉╃┿ – 130 う 160 ゃなゃ そうさきぇ
すぇ „‶そぇせすっさ“...
‶さけそっしうけくぇかくけすけ くぇつぇかけ 

いぇ しっゅぇてくうは しこっち こけ くけさきう
さぇくっすけ っ ]‶〈〉 „《さ. ╄くゅっかし“. 
¨とっ すぇき すけえ しすぇゃぇ そさっいうしす-
いなぉけくぇさっいつうお う, おぇおすけ しすぇ
ゃぇてっ くぇ ゃさっきっすけ – しかっょ せつう
かうとっ 〈ぇくぬけ けすうゃぇ くぇ さぇぉけすぇ 
こけ しこっちうぇかくけしすすぇ. ‶なさゃうはす 
きせ くぇつぇかくうお-ちった っ ╇ゃぇく 
╋けきつっゃ. ‶なさゃぇすぇ いぇょぇつぇ  – 
さぇぉけすぇすぇ こけ くっしすぇくょぇさすくけすけ 
けぉけさせょゃぇくっ くぇ こけすけつくうすっ 
かうくうう いぇ „╋ぇさうちぇ-╇いすけお“. 
‶さう  しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╆ぇゃけょ 9  
こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╊ぇかぬけ 
╀ぇっゃ こけつゃぇす さぇぉけすぇ し おけこうさ-
そさっいうすっ いぇ „┿さしっくぇか“ う こさけ
ょなかあぇゃぇす  こさっい こさけすはあおうすっ 
おなき さけぉけすういうさぇくうすっ かうくうう.
╆ぇ きかぇょけおぇ 〈ぇくぬけ くぇこさっょ

ゃぇくっすけ ゃなゃ そさっいけゃぇくっすけ 
ゃなさゃう せしこけさっょくけ し くけゃけ
しすうすっ ゃ かうつくうは あうゃけす. 〈ぇおぇ 
こさっい 1975-すぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
ゃさないおぇ いぇ くっゅけ しっ こさけすけつゃぇ 
う けすすぇおなお ゅけくうすぉぇすぇ くぇ すけつ
くけしすすぇ こさう いなぉけくぇさはいゃぇくっ
すけ. 《さっいうしすなす けす ╀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 しう 
くぇきうさぇ ぇさしっくぇかしおぇ しなこさせゅぇ. 
] ╋ぇさうは, ゃっつっ こっくしうけくっさおぇ, 
いぇっょくけ ゅけくはす とぇしすうっすけ ゃおな
とう ゃっつっ ぉかういけ 40 ゅけょうくう... 
¨す しこけおけえくぇすぇ せしきうゃおぇ くぇ 
]すけはくけゃ さぇいぉうさぇき, つっ ゃ すぇは 
ゅけくうすぉぇ しぇ しすうゅくぇかう すけつくけ 
すぇき, おなょっすけ しぇ うしおぇかう. ╇きぇす 
しう おなとうつおぇ し ょゃけさ ゃ ゅさぇょぇ, 
くっこさっきっくくけ しなし いっかっくぇ きけ
さぇゃぇ, おなょっすけ ゃっつっ すうつぇす ょゃっ 
ゃくせつっすぇ. ╃なとっさはすぇ ╃けくおぇ っ 
しなとけ ぇさしっくぇかしおう おぇょなさ, けす 
╆ぇゃけょ 2. ┿ しうくなす – ╂っけさゅう, 
っ こけゃっつっ けす ょけぉさっ こけいくぇす し 
ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ しう さぇぉけすぇ ゃ 
〈╁ „╄きけすけく“, ぇ しっゅぇ – ゃ ╉ぇ
いぇくかなお おけき. ╆ぇさぇいうすっかくうはす 
しっきっっく こぇすさうけすういなき, けつっ
ゃうょくけ こさっょぇょっく けす ぉぇとぇ くぇ 
しうく, くぇきうさぇ しゃけっすけ うきっ こさう 
しうくつっすけ くぇ ╂っけさゅう, おけえすけ きせ 
ういぉうさぇ うきっすけ 〈っさゃっか. /′ぇ 
ょはょけ – ぉせおゃうつおぇすぇ...!/. 〈ぇは 
ぉせおゃうつおぇ っ しかぇぉけすけ きはしすけ 
くぇ 〈ぇくぬけ, いぇっょくけ し さぇょけしすう
すっ けす ょさせゅうは ゃくせお – ╁っくおけ, 
きかぇょ そういうお けす ╋ぇすっきぇすう
つっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, おけえすけ しっ 
さぇいょぇゃぇ とっょさけ う ゃ しこけさすくう
すっ すぇくちう, う ゃ ょさぇきしなしすぇゃぇ 
くぇ せつうかうとっすけ. 〈っさゃっか けとっ 
くはきぇ ょゃっ ゅけょうくう, くけ ゃ けぉう
おけかおうすっ こけ しっきっえくうは さぇえ
ゅさぇし 〈ぇくぬけ しうゅせさくけ ゃうあょぇ 
くぇょっあょぇ いぇ こけゃすけさっくうっ くぇ 

しゃけうすっ しすなこおう こけ  しすぇょうけくう
すっ. ╉さけしけゃっすっ う ょなかゅうすっ ぉは
ゅぇくうは しぇ くっゅけゃぇすぇ しすさぇしす くぇ 
きかぇょう ゅけょうくう, こけしかっ しうくなす 

こさけょなかあぇゃぇ ゃなゃ そせすぉけかぇ う 
かっおぇすぇ ぇすかっすうおぇ くぇ „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ“. ′っ しかせつぇえくけ ╅けさけ 
くぇぉうさぇ ういゃっしすくけしす ゃ きっしすくう
すっ きっょうう うきっくくけ おぇすけ しこけさ
すっく さっこけさすっさ. ′け けとっ おぇすけ 
せつっくうお しすなこゃぇ ゃ さぇょうけすけ う 
しかっょ ゅせさぉっすぇ ゃ 【けすかぇくょうは, 
しっゅぇ けすくけゃけ すうつぇ こけ しなぉうすう
はすぇ ゃ さっゅうけくぇ し すさなこおぇすぇ ょぇ 
ぉなょっ こさなゃ し くけゃうくぇすぇ ゃ うく
すっさくっす.
]かっょ けすおぇいぇ しう けす ぉっいきけ

すけさくけすけ かっすっくっ, いぇさぇょう こさけ
ぉかっきう しなし いさっくうっすけ, 〈ぇくぬけ 
こさけょなかあぇゃぇ ゃさないおぇすぇ しう しなし 
しこけさすぇ こさっい ぇさしっくぇかしおうすっ 
けすぉけさう こけ しこけさすくぇ しすさっかぉぇ, 
ゃけょけきけすけさっく しこけさす う きけさしおう 
しこけさすっく きくけゅけぉけえ /ゅさっぉぇくっ,  
ぉはゅぇくっ, しすさっかぉぇ/. ╃ぇ, „┿さしっ
くぇか“ しう うきぇか う ╋けさしおう おかせぉ. 
╇ かけょおう, さぇいぉうさぇ しっ. 4-きっしす
くう う 6-きっしすくう ゅさっぉくう かけょおう. 

¨す こけいうちうはすぇ くぇ ゅけょうくうすっ 
っくすせしうぇいきなす くぇ くぇつぇかけすけ くぇ 
しおせすっさういきぇ  し っょくけちうかうくょ
さけゃうすっ かけょおう ょくっし くぇ 〈ぇくぬけ 
きせ ういゅかっあょぇ こけつすう しきってっく. 
‶けしかっ うょゃぇ ゃさっきっすけ くぇ ょゃせ
ちうかうくょさけゃうすっ „╁うたなさ“ う 
すさうちうかうくょさけゃうすっ [-1000.  ╁ 
しさっょぇすぇ くぇ 70-すっ けす きうくぇかうは 
ゃっお 〈ぇくぬけ っ しおせすっさうしす, こけ
しかっ こけっきぇ う ちはかけしすくぇすぇ けさ
ゅぇくういぇちうは おぇすけ こさっょしっょぇすっか 

くぇ ╋けさしおうは おかせぉ くぇ けさなあっえ
くうちぇすぇ くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ. 
╀ぇいぇすぇ しすさけはす し ょけぉさけゃけかっく 
すさせょ.  ╆ぇ かけょおぇ けすうゃぇす つぇお ゃ 
〈せすさぇおぇく, けすおなょっすけ おせこせゃぇす 
いぇ „┿さしっくぇか“ すさう ょゃうゅぇすっかは. 
„╇きぇてっ きくけゅけ こぇさう...“, けぉはし
くはゃぇ しう くっとぇすぇ ]すけはくけゃ. ‶け 
すけゃぇ ゃさっきっ ゃ „┿さしっくぇか“ しっ 
ゃうたさう, けしゃっく ゃしうつおけ ょさせゅけ, 
う きぇしけゃぇ ゃけっくくけ-すったくうつっしおぇ 
こけょゅけすけゃおぇ. ╉ぇすけ けさゅぇくう
いぇすけさ こけ すぇは つぇしす いぇ ╆ぇゃけょ 
5, ]すけはくけゃ しっ くぇゅなさぉゃぇ し 
こさけゃっあょぇくっすけ くぇ しすさっかぉう し 
きぇかけおぇかうぉさっくう こせておう, こうし
すけかっすう う ょけさう – し ぇゃすけきぇすう 
„╉ぇかぇてくうおけゃ“. ]なしすっいぇくうは
すぇ しぇ くぇ ぉぇいぇすぇ ゃ ╂けさくけ ╇い
ゃけさけゃけ. ‶さぇゃはす しっ う ゃけっくう
いうさぇくう こけたけょう う かぇゅっさう くぇ 
はいけゃうさぇ, ういかっすう ょけ たうあうすっ 
„╉ぇゃぇおかうえおぇ“ ゃ ]さっょくぇ ゅけさぇ 
う „[ぇえ“ こけょ ゃさなた  ╀けすっゃ. 》け
さぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 5, せゃかっつっくう ゃ 
すうは いぇくうきぇくうは, こさっゃさなとぇかう 
しなしすっいぇくうはすぇ う こけたけょうすっ ゃ 
うしすうくしおう おせこけく. ‶けくはおけ
ゅぇ けすうゃぇかう しっきっえくけ, ゅぇいっ
かう ょなかぉけおう しくっゅけゃっ, ゅけくっかう 
ゅかうゅぇくう...

“╁しはおぇおゃう とせさけすうう っ 
うきぇかけ!...“ 

‶けおさぇえ せきっくうはすぇ しう しなし 
しこけさすぇ う けさゅぇくういぇちうはすぇ, 〈ぇ
くぬけ っ こさうゃかっつっく う ゃ ういゃっしす
くうすっ くぇ ゃさっきっすけ ょけぉさけゃけかくう 
けすさはょう. ╆ぇ ╃¨〈-ぇ う ぇくゅぇ
あうきっくすうすっ こけ しうゅせさくけしすすぇ, 
おけうすけ こけっきぇ すぇき, けすかうつくうはす 
くけさきうさけゃつうお うきぇ きくけゅけ ょぇ 
さぇいおぇいゃぇ, くけ: “〈けゃぇ っ ょさせゅぇ 
すっきぇ...“.                   
]すけはくけゃ っ ぉうか う きっすさけかけゅ. 

¨ぉぇつっ こさういくぇゃぇ, つっ さぇぉけ
すぇすぇ きっあょせ つっすうさうすっ  しすっくう 
くぇ きっさうすっかくぇすぇ KMZ-S „╋ぇ
せいっさ“ くっ っ くっとけすけ, おけっすけ ゅけ 
ゃかっつっ. ╋っしすう しっ ゃ きっすさけかけ
ゅうはすぇ こさう ‶っこぇ ╁かぇょけゃぇ こけ 
いょさぇゃけしかけゃくう こさうつうくう, くけ 
ぉなさいけ しっ ゃさなとぇ おなき そさっいぇ
すぇ: こさう ゅかぇゃくうは きったぇくうお くぇ 
╆ぇゃけょ 1  [ぇょけしかぇゃ [ぇつっゃ. ╇ 
すせおぇ こけつゃぇ ょなかゅうはす こなす こけ 
せしゃけはゃぇくっすけ くぇ いぇすゃけさくぇすぇ 

つぇしす くぇ ゅぇせぉうちぇすぇ. 〈けつくけ こけ 
ゃさっきっすけ くぇ しかけあくぇすぇ さぇぉけ
すぇ こけ しなゃっすしおぇすぇ ╆〉-223 きき 
〈ぇくぬけ しすぇゃぇ すったくけかけゅ-くけさ
きうさけゃつうお ゃ 〈[╆ くぇ ╃けくおぇ 
╆かぇすっゃぇ. ╁っつっ っ 1985-すぇ, 
せこけさうすけ しっ すなさしはす くぇつうくう 
いぇ せゃっかうつぇゃぇくっ こさけういゃけょう
すっかくけしすすぇ くぇ すさせょぇ つさっい ゃな
ゃっあょぇくっ くぇ ゅなゃおぇゃう そけさきう 
くぇ いぇこかぇとぇくっ. „╀ってっ きくけゅけ 
くぇこさっゅくぇすけ“, こけきくう ]すけは

くけゃ. 19.100 -おうかけゅさぇきけゃぇ
すぇ ちっゃくぇ おせすうは ゃ ゅけすけゃ ゃうょ 
うょゃぇかぇ おぇすけ こなさゃけくぇつぇかくぇ 
いぇゅけすけゃおぇ ょゃぇ こなすう こけ-すっあ
おぇ. ╃なかゅけすけ そさっいけゃぇくっ こけ
つゃぇかけ けす 225 おゅ ょけ くせあくうすっ 
いぇ とぇきこけゃぇくっ 139 おゅ. ‶さけ
ぉかっきなす し けこすうきういうさぇくっすけ くぇ 
さぇいたけょうすっ いぇ すさせょ っ ゅけかはき. 
〈ぇくぬけ しっ せつう ゃ ょゃうあっくうっ けす 
しすぇさうすっ くけさきうさけゃつうちう ╄くつけ 
‶さけょぇくけゃ, 》さうしすけ ╇ゃぇくけゃ 
– ╋ぇえおぇすぇ う ╋うすぬけ ╂けゃっょぇ
さけゃ. ╀かういけ 700 ょせてう しぇ ぇく
ゅぇあうさぇくう し せしすぇくけゃおぇすぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ ちはかぇすぇ けさな
あっえくうちぇ. ╋かぇょうはす おけかっゅぇ 
しっ せつう, くけ こけつゃぇ ょぇ ょぇゃぇ う 
ちっくくう しなゃっすう – こけいゃけかはゃぇ 
しう ゅけ おぇすけ つけゃっお, ょけてなか ょう
さっおすくけ けす こさけういゃけょしすゃけすけ. 
╇くあっくっさう う さぇぉけすくうちう しぇ 
っょうく ょけ ょさせゅ ゃ さってぇゃぇくっすけ 
くぇ っあっょくっゃくうすっ こさけぉかっきう. 
╇ すけいう そぇおす – しなゃきっしすくぇすぇ 
っおうこくぇ さぇぉけすぇ, っ っょくけ けす 
くぇえ-ちっくくうすっ くっとぇ, くぇ おけうすけ 
]すけはくけゃ っ しゃうょっすっか ゃ „┿さ
しっくぇか“. ╄おうこなす さぇぉけすう はおけ. 
]すけはくけゃ っ ゃなすさっ ゃ くっとぇすぇ 
こけ ちっかうは こさけちっし: けす ちっゃうすっ 
こさっい おせすうはすぇ う ういこうすぇすっか
くうすっ ういしすさっかう くぇ こけかうゅけくぇ. 
╆ぇ ゅけょうくぇ せしこはゃぇす ょぇ こさけ
ういゃっあょぇす 500-600 せしすぇくけゃ
おう, おけうすけ ゃなけさなあぇゃぇとうはす 
しっ ╉ぇょぇそう „ゅなかすぇ おぇすけ すけ
こなか たかはぉ“. ‶さけういゃけょしすゃけすけ 
っ おけけこっさうさぇくけ し ょけしすぇゃおう 
けす ょさせゅうすっ いぇゃけょう くぇ ╁‶╉ 
う すけゃぇ せしかけあくはゃぇ くっとぇすぇ. 
¨ぉぇつっ, おぇおすけ こさっい ゃすけさぇすぇ 
ゅけょうくぇ くぇ 80-すっ しう ゅけゃけさはす 
ぇさしっくぇかちう, っょうく ぉさけえ ╆〉 しっ 
こさけょぇゃぇ いぇ しすけすうちう たうかはょう 
ょけかぇさう: “》さぇくったきっ „┿さしっ
くぇか“, つっ う ょなさあぇゃぇすぇ“… ‶け 
ゃけっくくけきせ う すけゃぇ こさけういゃけょ
しすゃっくけ くぇつうくぇくうっ ゃ „┿さしっ
くぇか“ こさうおかのつゃぇ し さぇこけさすぇ: 
“╆ぇょぇつぇすぇ っ ういこなかくっくぇ“. ┿ 
し くっは しっ すさせこぇ う こけかっいくう
はす けこうす. „╉ぇすけ くけさきうさけゃつうお 
けすゅけゃぇさはた いぇ すっあおう ちったけゃっ 
し ゅけかはきぇ くけきっくおかぇすせさぇ けす 
ういょっかうは ゃ さぇいかうつくう しそっさう 
う しこっちうぇかくけしすう う こさけそっしうう, 
けす てかけしっさぇ う きけくすぇあくうおぇ ょけ 

しすさっかっちぇ, おけえすけ ういこうすゃぇ うい
ょっかうはすぇ いぇ ゅけょくけしす“, おぇいゃぇ 
〈ぇくぬけ. 
′ぇえ-すさせょくけ ぉうかけ こさう ゅけかは

きぇすぇ うくそかぇちうは ゃ しさっょぇすぇ くぇ 
90-すっ こけ ゃさっきっすけ くぇ ょうさっお
すけさうすっ ╉ぇさぇぉぇょあぇおけゃ う ╉の
きのさっゃ. ′ぇかぇゅぇかけ しっ さぇいちっく
おうすっ くぇ すさせょぇ ょぇ しっ こさけきっくはす 
ょゃぇ こなすう くぇ きっしっち. ╃けぉさっ, つっ 
ょけてかけ „ゅけかはきけすけ せかっしくっくうっ“ 
– こなさゃうはす おけきこのすなさ. 
╁っつっ っ こけ-かっおけ. ]っゅぇ こぇお 

しっ さぇぉけすう ゃ すはしくぇ ゃさないおぇ し 
すったくけかけいうすっ: “╀っい すったくう
すっ ょぇくくう くけさきぇすぇ くはきぇ おぇお 
ょぇ ういかっいっ“, おぇいゃぇ ]すけはくけゃ, 
おけえすけ ょなさあう こさはおぇ ゃさないおぇ 
し たけさぇすぇ くぇ ╁っくっすぇ ╁ぇしう
かっゃぇ う ]すっそぇく ╀さぇえおけゃ. ′け 
ゃっつっ ゃしうつおけ ゃ くけさきうさぇくっすけ 
しっ こさぇゃう くぇ おけきこのすなさ. ¨し
ゃっく – いくぇっくっすけ: “¨とっ おぇすけ 
ゃうょは つっさすっあぇ う いくぇき いぇ おけか
おけ ゃさっきっ きけあっ ょぇ しっ ういさぇぉけ
すう くぇ きぇてうくぇすぇ“. 〈ぇくぬけ しっ 
こけょしきうたゃぇ くぇ たうすさうくおうすっ くぇ 
くはおけう さぇぉけすくうちう, おけうすけ けこ
うすゃぇす ょぇ しっ さぇいきけすぇゃぇす くぇ
ょなかゅけ こさう そけさきうさぇくっすけ くぇ 
くけさきうすっ, ょけおぇすけ すけえ くぇぉかの
ょぇゃぇ こさけちっしぇ けすしすさぇくう. ╆くぇっ 
しなとけ, つっ: “╉けゅぇすけ しう さっぇかっく 
ゃ しなしすぇゃはくっすけ くぇ くけさきぇすぇ, 
ゃないさぇあっくうは けす たけさぇすぇ くはきぇ.“ 
╃なかゅけすけ ゃさっきっ くぇ そさっいぇ
すぇ けこさっょっかっくけ きせ こけきぇゅぇ: 
“〉くうゃっさしぇかっく しこっちうぇかうしす 
ぉはた. ╉ぇおゃけ かう くっ しなき くぇさはい
ゃぇか... [ぇぉけすったきっ し すけつくけしす 
ょけ 2 きうおさけくぇ ぉうっくっ“. ‶けきぇゅぇ 
きせ う けこうすなす けす たさけきぇあくぇすぇ, 
ょなさゃけょっかくぇすぇ... ]すけすうちうすっ 
けこっさぇちうう, おけうすけ こけいくぇゃぇ けす
ぉかういけ, しぇ ゃ さなちっすっ う せきぇ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうは きぇえしすけさ, おけえすけ 
う ゃおなとう こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しう 
すゃけさう くっとぇすぇ しぇき: “┿い しう 
こさぇゃは ゃしうつおけ!“.        

╅ぇかぉぇすぇ こけ こうしすけかっすぇ 
„【うこおぇ“  

]すけはくけゃ っ くぇきっしっく う ゃ すけゃぇ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ, ゃっつっ – 
ゃ こけ-くけゃけ ゃさっきっ. ╁さっきっすけ 
くぇ 90-すっ. „]ないょぇょけたきっ すぇは 
„【うこおぇ“ し ゅけかっきう くぇょっあょう, 
くけ すぇおぇ う くっ すさなゅくぇ きぇしけ
ゃけ くぇ こぇいぇさぇ...“, しなあぇかはゃぇ 
くけさきうさけゃつうおなす, おけえすけ けす 
くぇこさっゅくぇすぇすぇ しう さぇぉけすぇすぇ 
こけおさぇえ すけゃぇ ういょっかうっ, おけゅぇすけ 
こけ こさうくせょぇ しすぇくぇか う ょなさゃけ
ょっかっち, しう うきぇ ょけきぇてっく しこけ
きっく: きぇてうくおぇすぇ いぇ さはいぇくっ 
くぇ きっしけ, おけはすけ しう おせこうか し 
っょくぇ こさっきうは. 
╋ぇてうくおぇすぇ っ ゃ こけしすけはくくぇ 

せこけすさっぉぇ. ╂けかはきけすけ しっきっえ
しすゃけ - ょっちぇ う ゃくせちう, うきぇ 
くせあょぇ けす くっは, おぇおすけ う けす てう
さけおぇすぇ きぇしぇ ゃ ょゃけさぇ, おけはすけ 
ゅう しなぉうさぇ いぇ こさぇいくうちう. 〈うは 
ょくう, ょけおぇすけ けすこせしおぇさしおう „しう 
こけつうゃぇ“, 〈ぇくぬけ さぇいてうさはゃぇ 
きはしすけすけ こけおさぇえ ょけきぇてくけすけ 
ぉぇさぉっおの. ╁ぇさけしぇくうすっ ょさなゃ
つっすぇ, ちゃっすはすぇ, こけょさっょっくうすっ 
おぇきなつっすぇ, こぇさくうおなす, ゅさぇょう
くぇすぇ  -  „ちぇさしすゃけすけ くぇ ╋うきっ
すけ...“, いぇこなかゃぇす くっしなしすけはかぇ
すぇ しっ きっつすぇ いぇ ゃさなとぇくっ おなき 
さけょくぇすぇ おなとぇ ゃ 』うさこぇくしおけすけ 
′ぇえょっくけゃけ. ′け ょけきなす っ すぇき, 
おなょっすけ しぇ たけさぇすぇ けす しっきっえ
しすゃけすけ. ╇ いぇ そぇきうかうはすぇ ]すけ
はくけゃう すけえ っ ゃっつっ すせお – ゃ ╉ぇ
いぇくかなお.

...『ぇ[╅ ′╅ 『ぇ[╅!
╋ぇさうはくぇ ╃っきうさっゃぇ, ょう-

さっおすけさ くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょ-
あうっくけゃ”  

╆ぇ しゃけはすぇ こけつすう 90-ゅけょうて-
くぇ うしすけさうは  ╋ったぇくけすったくう-
おせきなす  っ けぉせつうか くぇょ 17000 
せつっくうちう,  ょくっし しこっちうぇかう-

しすう-さなおけゃけょうすっかう う ういこなか-
くうすっかう ゃなゃ ゃしうつおう けぉかぇしすう 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, っかっお-
すさけくうおぇすぇ う っくっさゅっすうおぇすぇ. 
╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ぉういくっ-
しなす ゃ ╉ぇいぇくかなお っ せしこってくうはす 
こぇさすくぬけさ いぇ ‶さけそっしうけくぇか-
くぇ ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっ-
くけゃ”. ‶け こさけっおす „〉つっくうつっしおう 
こさぇおすうおう” ゃけょっとう そうさきう けす 
╉ぇいぇくかなお こさうっきぇす くぇ しすぇあ ゃ 

- ] さぇょけしす う ゅけかはきけ せょけ-
ゃかっすゃけさっくうっ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ, 
つっ ゃなこさっおう ゅけかっきうすっ すさせょ-
くけしすう, し こけょぇょっくぇすぇ さなおぇ 
いぇ こけきけと けす さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” し ういこなかくうすっ-
かっく ょうさっおすけさ うくあ. ′うおけ-
かぇえ ╇ぉせてっゃ う いぇき.- ょうさっお-
すけさ ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, ぇ すぇおぇ 
しなとけ う けす おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇく-
かなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” っ ゃ さっ-
ゃけかのちうけくっく こけょっき. 
‶けょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 

ょうさっおすけさぇ くぇ せつうかうとっすけ 
╋ぇさうぇくぇ ╃っきうさっゃぇ う いぇき.-
ょうさっおすけさぇ うくあ. ╊のぉけきうさ 
╉けしすぇょうくけゃ, おけえすけ っ ゃないこう-
すぇくうお くぇ せつうかうとっすけ, う ぉかぇ-
ゅけょぇさっくうっ くぇ おなさすけゃしおうは 
すさせょ くぇ ちっかうは せつうすっかしおう 
おけかっおすうゃ けす きかぇょう う っくっさ-
ゅうつくう せつうすっかう うきぇ ゅけかっきう 
せしこったう, し おけうすけ くうおけっ せつう-
かうとっ ゃ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお しっゅぇ 
くっ きけあっ ょぇ しっ こけたゃぇかう. 
╉けえすけ くっ ゃはさゃぇ, くっおぇ ょぇ 

きうくっ おさぇえ せつうかうとっすけ う ょぇ 
ゃうょう けぉくけゃっくうは きせ けぉかうお! 
╉なさすけゃしおうはす すさせょ ゃ せつうかう-
とっすけ すけゃぇ かはすけ うきぇ ゃうょうき 
さっいせかすぇす. 

さっぇかくぇ さぇぉけすくぇ しさっょぇ きかぇ-
ょうすっ すったくうちう. ]っさうけいくけすけ 
けすくけてっくうっ くぇ せつっくうちうすっ う 
しぇきけつせゃしすゃうっすけ, おけっすけ ゅさぇ-
ょはす ゃなゃ そうさきうすっ, しぇ ゅぇさぇく-
ちうは いぇ せしこってくぇすぇ うき さっぇかう-
いぇちうは ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃, „╋+] 
》うょさぇゃかうお”, „》うょさけこくっゃきけ-

すったくうおぇ”, „》さぇくきったぇくうおぇ”, 
“╉さっし-╃“, „╀┿[〈-99“. ‶さっい 
くけゃぇすぇ 2014/2015 せつっぉくぇ ゅけ-
ょうくぇ ゅうきくぇいうはすぇ くう こけしさっと-
くぇ しゃけうすっ ゃないこうすぇくうちう ゃ うい-
ちはかけ けぉくけゃっくう う しぇくうさぇくう 
しゅさぇょう, し きけょっさくう 5 おけきこの-
すなさくう おぇぉうくっすぇ う ゃ こさけちっし くぇ 
ういゅさぇあょぇくっ  くぇ くけゃう いぇ すっけ-
さっすうつくけ う こさぇおすうつっしおけ けぉせ-
つっくうっ. ‶さっょしすけう けぉけさせょゃぇくっ 

くぇ おぇぉうくっすう こけ けぉとけけぉさぇいけ-
ゃぇすっかくうすっ こさっょきっすう. ‶けしすうゅ-
くぇすぇすぇ こさけきはくぇ っ しぇきけ っょくぇ 
けす しすなこおうすっ ゃ こけしけおぇ せおさっこゃぇ-
くっ ぇゃすけさうすっすぇ う さっくけきっすけ くぇ 
こなさゃけすけ すったくうつっしおけ せつうかうとっ 
ゃ ゅさぇょぇ, こけしさっとぇとけ ょけしすけえ-
くけ しゃけはすぇ 90-すぇ ゅけょうてくうくぇ. 

‶さっい くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ 
さっぇかういうさぇたきっ 5 こぇさぇかっかおう – 
ょゃっ けす すはた  こけ くけゃう, きけょっさくう 
しこっちうぇかくけしすう – „]すさけうすっかしすゃけ 
う ぇさたうすっおすせさぇ“, し こさうっき しかっょ 
7 おかぇし, し ちっくくぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ 
ゅ-あぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ – おきっす 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, „╋っ-
たぇすさけくうおぇ“ –  し こさうっき しかっょ 8 
おかぇし, し こけょおさっこぇすぇ くぇ さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか ┿╃“ う 

かうつくけ くぇ ゅ-く ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ, おぇおすけ う くぇ ¨ぉかぇしすくぇ-
すぇ せこさぇゃぇ, ゃ かうちっすけ くぇ ゅ-あぇ 
╅うゃおぇ ┿かぇょあけゃぇ. 〉しこってっく 
こさうっき けしなとっしすゃうたきっ う こけ 
せすゃなさょっくうすっ ゃっつっ う すなさしっくう 
しこっちうぇかくけしすう - „╉けきこのすなさ-
くぇ すったくうおぇ う すったくけかけゅうう” う  

„╋ぇてうくう う しうしすっきう し ちうそさけ-
ゃけ-こさけゅさぇきくけ せこさぇゃかっくうっ“. 
‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
すさっすぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ こさっょ-
かぇゅぇ う いぇょけつくけ けぉせつっくうっ 
いぇ いぇゃなさてうかう  けしくけゃくけ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ, くっいぇゃうしうきけ けす 
ゃないさぇしすすぇ こけ すさぇょうちうけくくぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす „〈ったくけかけゅうは くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ“.

╊うくぇ 〉いせくけゃぇ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

ごÑó ó çó¢ びëÜÖó¡í

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

‶さけゅさぇきぇ くぇ
„]けそうは そうかき そっしす“ 

27-30 けおすけきゃさう 2014 ゅ.,
╉ぇいぇくかなお - 3-すけ ういょぇくうっ 

27 けおすけきゃさう – こけくっょっかくうお

18.30 つぇしぇ - „‶けしかっょくうすっ つっさ-
くけきけさしおう こうさぇすう”
20.30 つぇしぇ - „╉せすうは いぇ たさぇくぇ” - 

そうかき けす ╇くょうは 

28 けおすけきゃさう - ゃすけさくうお

18.00 つぇしぇ  - „╉さぇはす くぇ けきぇゅぬけ-
しぇくうは おさなゅ” 
20.00 つぇしぇ - „′うきそけきぇくおぇ”  
╃ゃっすっ つぇしすう くぇ „′うきそけきぇくおぇ” 

とっ ぉなょぇす こけおぇいぇくう おぇすけ こさけあっお-
ちうう ゃ こさけゅさぇきぇすぇ, くぇ おけうすけ くっ しっ 
ょけこせしおぇす かうちぇ こけょ 18 ゅけょうくう!

29 けおすけきゃさう - しさはょぇ

16 つぇしぇ - ]こっちうぇかくぇ しっかっおちうは 
くぇ ぉぇかおぇくしおう おなしけきっすさぇあくう そうか-
きう
╁たけょなす っ しゃけぉけょっく!

18.30 つぇしぇ - „╂っけゅさぇそなす しう こさけ-
こう ゅかけぉせしぇ“  
20.30 つぇしぇ - ゃすけさぇ つぇしす くぇ  

„′うきそけきぇくおぇ” 

30 けおすけきゃさう - つっすゃなさすなお

16.00 つぇしぇ - „【けおけゃけ しなしすけは-
くうっ”, おけこさけょせおちうは くぇ ]かけゃっくうは, 
╀なかゅぇさうは, ]なさぉうは, ╀けしくぇ う 》っさちっ-
ゅけゃうくぇ.

18.00 つぇしぇ - „╁はさぇ, かのぉけゃ う 
せうしおう”  
20.00  つぇしぇ - „╁っかうおぇすぇ おさぇしけ-

すぇ” 

╁しうつおう こさけあっおちうう しぇ ゃ いぇかぇすぇ くぇ 
おうくけ „╊っおし“. ╁ いぇかぇすぇ しっ ゃかういぇ けす 
のあくうは ゃたけょ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

╀うかっすう しっ こさけょぇゃぇす ゃ ╇くそけちっく-
すなさ - ╉ぇいぇくかなお, せか. „╇しおさぇ” 4.
╆ぇ せつっくうちう, しすせょっくすう う こっくしうけ-

くっさう – 1 かっゃ.
╆ぇ ゃしうつおう けしすぇくぇかう - 2 かっゃぇ.
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』っしすうすけ こっくしうけくうさぇくっ!

╄すけ, すぇい ゅけょうくぇ こっす つけゃっおぇ - こけかけゃうく ょせいうくぇ, こっくしうけ-
くっさう きかぇょう ╆ぇゃけょ 2 ちった 190 ういゃぇょう...

╉ぇしっゃ, ╋ぇさすうく, 〈けょけさ, ╃ぇさぇ, ╋うくおぇ, ゃしうつおう すっ ょけしすけえ-
くけ しぇ ぉうかう くぇ ぇかっはすぇ くぇ しくうきおぇ...

╃ぇ うき こけあっかぇっき いょさぇゃっ, とぇしすうっ, おなしきっす う くっおぇ ╂けしこけょ 
ょぇ ゅう こぇいう...

′ぇ すけゃぇ すさせょくけ ゃさっきっ くせあくう しぇ きせ すけつくけ すっいう たけさぇ ゃっ-
さくう...

】っ しっ せつうき う くうっ けす すはた おぇお しっ しすぇゃぇ ゃっさっく しすさぇあ う おぇお 
しっ すさせこぇ しすぇあ...

] せゃぇあっくうっ: ¨す おけかっおすうゃぇ くぇ ╆ぇゃけょ 2/190 ちった 

╂けかはき う さっしこっおすうさぇと のぉうかっえ けすぉっかはいゃぇ すぇいう 
しっょきうちぇ おけかっおすうゃなす くぇ 

]すさけうすっかっく ちった – „┿さしっくぇか”:
90 ゅけょうくう けす しゃけっすけ しないょぇゃぇくっ.

 ╁さなしすくうお くぇ そうさきぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇ いっきは, おけえ-
すけ こぇいう うしすけさうはすぇ くぇ しなゅさぇあょぇくっすけ くぇ „┿さしっくぇか” 

╉ぇいぇくかなお.
 ╆ぇ たせぉぇゃうは こけゃけょ, いぇ ゅけかっきうは のぉうかっえ, おけかっおすう-

ゃなす くぇ ちったぇ, くぇつっかけ し くぇつぇかくうつおぇすぇ
〈ぇすはくぇ ╇さはいけゃぇ, こさぇいくせゃぇ. 

 ╃ゃけっく こさぇいくうお – ゅけかはき さけあょっく ょっく う ╃うきうすさけゃ-
ょっく, ╃っくはす くぇ しすさけうすっかは! 

╅うゃう う いょさぇゃう, いぇ ょぇ しなゅさぇあょぇすっ し かのぉけゃ!

』っしすうす こさぇいくうお くぇ ゃしうつおう ぇさしっくぇかしおう しすさけうすっかう, 
いうょぇさう, おけそさぇあうしすう, たけさぇ, ぉっい つうえすけ すさせょ くうとけ 

くはきぇ ょぇ しっ さけょう! 

〈ぇくぬけ ]すけはくけゃ っ っょくけ けす 
くけゃうすっ こけこなかくっくうは ゃ ぇさ-
しっくぇかしおぇすぇ ┿かっは くぇ しかぇ-
ゃぇすぇ, こけょさっょっくぇ ゃ くぇゃっ-
つっさうっすけ くぇ すぇいゅけょうてくうは 
そうさきっく こさぇいくうお. ′けゃけ, 
くけ しぇきけ けす そけさきぇかくぇ 
ゅかっょくぇ すけつおぇ. ¨す ゅかっょくぇ-
すぇ すけつおぇ くぇ さっぇかくけすけ きせ 
ぇさしっくぇかしおけ ぉうすうっ そぇおすう-
すっ こけおぇいゃぇす: くけさきうさけゃつう-
おなす けす  しっおちうは „′けさきうさぇ-
くっ“ おなき ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは 
くぇ „┿さしっくぇか“ くぇゃなさすぇ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ ちっかう 47 
ゅけょうくう. 〈っいう ょくう, こさう こけ-
ょぇゃぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすう いぇ 
こっくしうけくうさぇくっ, すけえ さぇい-
しなあょぇゃぇ くぇ ゅかぇし: “╇ すぇおぇ 
– ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 47 
ゅけょうくう, ゃしっ すせお – し ぉけか-
おうすっ う さぇょけしすうすっ くぇ „┿さ-
しっくぇか“... ╆ぇ すけゃぇ ゃさっきっ 
]すけはくけゃ すさせこぇ ぉっいちっくっく 
けこうす: “¨す ゃしうつおけ すさはぉゃぇ-
てっ ょぇ さぇいぉうさぇき“. ╇ おぇおすけ 
しすぇゃぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ しけち-
ぇ  し けくうは, おけうすけ しっ しこさぇ-
ゃはす けすかうつくけ, ゃっょくぇゅぇ いぇ-
ぉっかはいぇくう けす ‶ぇさすうはすぇ, すっ 
しぇ すけゃぇさっくう う し おせこ ょさせゅう 
いぇょぇつう. „╉ぇおゃけ かう くっ しなき 
ぉうか ゃ けぉとっしすゃっくうは あうゃけす 
くぇ いぇゃけょぇ...? ]ぇきけ ょうさっお-
すけさ くっ しなき ぉうか...“, つせょう 
しっ ょくっし くぇ しっぉっ しう さっおけさ-
ょぬけさなす こけ すさせょけゃ ぇさしっ-
くぇかしおう しすぇあ.    
′はおけえ こさけいけさかうゃ いぇ-

ゃけょしおう さっおかぇきうしす くぇょせ-
てうか けとっ ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ 
]‶〈〉 ぉなょっとうは しすけこさけ-
ちっくすけゃ きぇてうくけしすさけうすっ-
かっく おぇょなさ: こっさそっおすくぇ 
つっさくけ-ぉはかぇ そけすけゅさぇそうは 
けす おさぇは くぇ 60-すっ っ いぇこっ-
つぇすぇかぇ おさぇしうゃ きかぇょ きなあ 
し きけょくぇ こさうつっしおぇ う ぇくゅぇ-
あうさぇと ゃうょ. ╃かぇくうすっ こけょ 
ゅさうあかうゃけ いぇこさっすくぇすうすっ 
さなおぇゃう くぇ おせさすおぇすぇ しぇ しけ-
かうょくけ こけょこさっくう くぇ こかけすぇ 
くぇ さぇぉけすくぇすぇ きぇしぇ, ょけおぇ-
すけ いぇょ すなきくうすっ しすなおかぇ くぇ 
こさっょこぇいくうすっ けつうかぇ かうつう 
くっけすかなつくうはす こけゅかっょ おなき 
ゃなさすっくっすけ くぇ いなぉくけすけ おけ-
かっかけ. 
〈ぇくぬけ ]すけはくけゃ しう こぇいう 

すぇは しくうきおぇ, し おけはすけ くぇ 
ゃさっきっすけ こさうゃかうつぇかう せつっ-
くうちう ゃ ╆ぇゃけょしおけすけ. ╆ぇ 
しこけきっく くぇ ょっちぇ う ゃくせちう.

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2 【あせへそ 』てそみせそう: 

45-おうかけゅさぇ
きけゃぇ, くぇきうゅぇとぇ 
いぇおぇつかうゃけ, すうお
ゃぇ おさぇしう ╀けいせ
おけゃけすけ おぇそっくっ ゃ  
╉ぇいぇくかなお. 
〈うおゃぇすぇ, こけょ

さぇくうかぇ おぇすけ 
ょっおけさ いぇ ╃っくは 
くぇ ╁しう しゃっすうう, 
っ いぇおせこっくぇ けす 

くぇっきぇすっかは くぇ おかせぉぇ う ゃうょっく おぇいぇくかなておう さけ
すぇさうぇくっち う けさったけこさけういゃけょうすっか [ぇょう ╃けくつっゃ. 
‶け ょせきうすっ きせ, すうおゃぇすぇ っ さぇしかぇ ゃ ょゃけさぇ くぇ 
ょさせゅ おぇいぇくかなつぇくうく, うきぇと うきけす ゃ こかけゃょうゃしおけ 
しっかけ. ╆ぇおせこっくぇ っ いぇ こさうかうつくぇ しせきぇ, ぇ せおさぇしぇ
すぇ こけ くっは っ かうつくけ ょっかけ くぇ ぉういくっしきっくぇ, うきぇと 
しかぇゃぇすぇ くぇ こさうすっあぇすっか くぇ そうくけ つせゃしすゃけ いぇ 
たせきけさ. ]かっょ おぇすけ ういこなかくう ょっおけさぇすうゃくぇすぇ しう 
ぇさす  いぇょぇつぇ, すうおゃぇすぇ とっ しっ せこけすさっぉう こけ こさっょ
くぇいくぇつっくうっ, おぇすっゅけさうつっく っ ╃けくつっゃ. 45-おうかけ
ゅさぇきけゃぇすぇ こせたおぇゃっかぇ っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ すうおゃぇ, 
けすゅかっあょぇくぇ けす おぇいぇくかなつぇくうく  ゃ こけしかっょくけすけ 
ょっしっすうかっすうっ.

╄ょくぇ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ ゃっさうゅう いぇ たさぇくうすっか
くう しすけおう ゃ ╄ゃさけこぇ – LIDL, っ いぇおせこうかぇ つさっい 

すなさゅ  うきけすぇ くぇ ぉうゃてぇすぇ ╇くそっおちうけいくぇ ぉけかくう
ちぇ, しすぇ
くぇ はしくけ 
こさっい しっょ
きうちぇすぇ. 
‶さっょしすぇ
ゃうすっかうすっ 
くぇ LIDL 
しぇ ぉうかう 
っ ょ う く
しすゃっくう
すっ せつぇし
すくうちう ゃ 
すなさゅぇ. ╆ぇ 

こさうょけぉうすうは  すっさっく すっ しぇ こかぇすうかう  ぉかういけ 920 
000 かっゃぇ. ╇きけすなす くぇ ぉうゃてぇすぇ ╇くそっおちうけいくぇ 
ぉけかくうちぇ っ し こかけと 5 420 おゃぇょさぇすくう きっすさぇ.
〈けゃぇ っ う こけさっょくうはす きぇゅぇいうく けす ゅけかはきぇ ゃっさう
ゅぇ, おけえすけ とっ いぇさぇぉけすう ゃ ╉ぇいぇくかなお しかっょ  „╉ぇ
せそかぇくょ, „‶っくう きぇさおっす” う „╀うかかぇ”.
‶け-さぇくけ すぇいう ゅけょうくぇ „〈さぇおうは すさっえょ” けしなょう 

¨ぉとうくぇすぇ いぇ けおけかけ 3,5 きうかうけくぇ かっゃぇ いぇ こさけ
こせしくぇすう こけかいう  こけ けすくけてっくうっ くぇ すけいう うきけす, 
おせこっく けす しすぇさけいぇゅけさしおぇすぇ そうさきぇ いぇ ぉかういけ 2 
きうかうけくぇ かっゃぇ こさっょう 7 ゅけょうくう. ′ぇ しゃけえ さっょ 
¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃいっ さってっくうっ つさっい ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす ょぇ ゃいっきっ いぇっき けす ぉかういけ 5 きかく. 
かゃ., いぇ ょぇ しっ さぇいこかぇすう し うとっちぇ, う けぉはゃう いぇ 
こさけょぇく ょさせゅう  しゃけう うきけすう.

¨こうすなす くぇ 〈ぇくぬけ ]すけはくけゃ 
うょゃぇ けす さぇぉけすぇすぇ ゃ ╆ぇ-

ゃけょ 5 ゃ ╀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 くぇつぇかけすけ 
くぇ 70-すっ: そさっいうすっ, いなぉけくぇ-
さっいくうすっ ういょっかうは, ぉけさきぇてう-
くうすっ, ぇゅさっゅぇすくうすっ きぇてうくう 
いぇ ゃけっくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ, 
しうかけゃうすっ たうょさぇゃかうつくう ゅかぇ-
ゃう  - ]╂》 – 10 う ]╂》 – 16, 
ゃなさすはとうすっ しっ ょっかうすっかくう 
きぇしう... ‶けしかっ - せしゃけはゃぇくっ-
すけ くぇ いっくうすくぇすぇ せしすぇくけゃおぇ 
– 223 きき. ╇いさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ 
こさけすけすうこぇ くぇ かけゃくぇすぇ おぇさぇ-
ぉうくぇ – こさうおかぇょ う かけあぇ, きう-
くぇゃぇす ぉせおゃぇかくけ こさっい ょゃっすっ 
きせ さなちっ, いぇっょくけ し くぇ うくあ. 
╇ゃけ ┿くょさけゃ. ]かっょゃぇす さなおけた-
ゃぇすおぇすぇ くぇ こうしすけかっすぇ „【うこ-
おぇ“ けす ょなさゃけ う けとっ おぇおゃう かう 
くっ こせておう う かけあう こけ ぇゃすけきぇ-
すうすっ けす おぇつっしすゃっくけ ょなさゃけ – 
ぉせお う けさった. ‶けしかっ - けぉせつっ-
くうっすけ ゃ ╂っさきぇくうは こけ くけゃぇすぇ 
きぇてうくぇ いぇ こけゃうてぇゃぇくっ すけつ-
くけしすすぇ くぇ いなぉくうすっ おけかっかぇ くぇ 
〉╃┿ – 130 う 160 ゃなゃ そうさきぇ-
すぇ „‶そぇせすっさ“...
‶さけそっしうけくぇかくけすけ くぇつぇかけ 

いぇ しっゅぇてくうは しこっち こけ くけさきう-
さぇくっすけ っ ]‶〈〉 „《さ. ╄くゅっかし“. 
¨とっ すぇき すけえ しすぇゃぇ そさっいうしす-
いなぉけくぇさっいつうお う, おぇおすけ しすぇ-
ゃぇてっ くぇ ゃさっきっすけ – しかっょ せつう-
かうとっ 〈ぇくぬけ けすうゃぇ くぇ さぇぉけすぇ 
こけ しこっちうぇかくけしすすぇ. ‶なさゃうはす 
きせ くぇつぇかくうお-ちった っ ╇ゃぇく 
╋けきつっゃ. ‶なさゃぇすぇ いぇょぇつぇ  – 
さぇぉけすぇすぇ こけ くっしすぇくょぇさすくけすけ 
けぉけさせょゃぇくっ くぇ こけすけつくうすっ 
かうくうう いぇ „╋ぇさうちぇ-╇いすけお“. 
‶さう  しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╆ぇゃけょ 9  
こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╊ぇかぬけ 
╀ぇっゃ こけつゃぇす さぇぉけすぇ し おけこうさ-
そさっいうすっ いぇ „┿さしっくぇか“ う こさけ-
ょなかあぇゃぇす  こさっい こさけすはあおうすっ 
おなき さけぉけすういうさぇくうすっ かうくうう.
╆ぇ きかぇょけおぇ 〈ぇくぬけ くぇこさっょ-

ゃぇくっすけ ゃなゃ そさっいけゃぇくっすけ 
ゃなさゃう せしこけさっょくけ し くけゃけ-
しすうすっ ゃ かうつくうは あうゃけす. 〈ぇおぇ 
こさっい 1975-すぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
ゃさないおぇ いぇ くっゅけ しっ こさけすけつゃぇ 
う けすすぇおなお ゅけくうすぉぇすぇ くぇ すけつ-
くけしすすぇ こさう いなぉけくぇさはいゃぇくっ-
すけ. 《さっいうしすなす けす ╀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 しう 
くぇきうさぇ ぇさしっくぇかしおぇ しなこさせゅぇ. 
] ╋ぇさうは, ゃっつっ こっくしうけくっさおぇ, 
いぇっょくけ ゅけくはす とぇしすうっすけ ゃおな-
とう ゃっつっ ぉかういけ 40 ゅけょうくう... 
¨す しこけおけえくぇすぇ せしきうゃおぇ くぇ 
]すけはくけゃ さぇいぉうさぇき, つっ ゃ すぇは 
ゅけくうすぉぇ しぇ しすうゅくぇかう すけつくけ 
すぇき, おなょっすけ しぇ うしおぇかう. ╇きぇす 
しう おなとうつおぇ し ょゃけさ ゃ ゅさぇょぇ, 
くっこさっきっくくけ しなし いっかっくぇ きけ-
さぇゃぇ, おなょっすけ ゃっつっ すうつぇす ょゃっ 
ゃくせつっすぇ. ╃なとっさはすぇ ╃けくおぇ っ 
しなとけ ぇさしっくぇかしおう おぇょなさ, けす 
╆ぇゃけょ 2. ┿ しうくなす – ╂っけさゅう, 
っ こけゃっつっ けす ょけぉさっ こけいくぇす し 
ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ しう さぇぉけすぇ ゃ 
〈╁ „╄きけすけく“, ぇ しっゅぇ – ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお おけき. ╆ぇさぇいうすっかくうはす 
しっきっっく こぇすさうけすういなき, けつっ-
ゃうょくけ こさっょぇょっく けす ぉぇとぇ くぇ 
しうく, くぇきうさぇ しゃけっすけ うきっ こさう 
しうくつっすけ くぇ ╂っけさゅう, おけえすけ きせ 
ういぉうさぇ うきっすけ 〈っさゃっか. /′ぇ 
ょはょけ – ぉせおゃうつおぇすぇ...!/. 〈ぇは 
ぉせおゃうつおぇ っ しかぇぉけすけ きはしすけ 
くぇ 〈ぇくぬけ, いぇっょくけ し さぇょけしすう-
すっ けす ょさせゅうは ゃくせお – ╁っくおけ, 
きかぇょ そういうお けす ╋ぇすっきぇすう-
つっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, おけえすけ しっ 
さぇいょぇゃぇ とっょさけ う ゃ しこけさすくう-
すっ すぇくちう, う ゃ ょさぇきしなしすぇゃぇ 
くぇ せつうかうとっすけ. 〈っさゃっか けとっ 
くはきぇ ょゃっ ゅけょうくう, くけ ゃ けぉう-
おけかおうすっ こけ しっきっえくうは さぇえ-
ゅさぇし 〈ぇくぬけ しうゅせさくけ ゃうあょぇ 
くぇょっあょぇ いぇ こけゃすけさっくうっ くぇ 

しゃけうすっ しすなこおう こけ  しすぇょうけくう-
すっ. ╉さけしけゃっすっ う ょなかゅうすっ ぉは-
ゅぇくうは しぇ くっゅけゃぇすぇ しすさぇしす くぇ 
きかぇょう ゅけょうくう, こけしかっ しうくなす 

こさけょなかあぇゃぇ ゃなゃ そせすぉけかぇ う 
かっおぇすぇ ぇすかっすうおぇ くぇ „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ“. ′っ しかせつぇえくけ ╅けさけ 
くぇぉうさぇ ういゃっしすくけしす ゃ きっしすくう-
すっ きっょうう うきっくくけ おぇすけ しこけさ-
すっく さっこけさすっさ. ′け けとっ おぇすけ 
せつっくうお しすなこゃぇ ゃ さぇょうけすけ う 
しかっょ ゅせさぉっすぇ ゃ 【けすかぇくょうは, 
しっゅぇ けすくけゃけ すうつぇ こけ しなぉうすう-
はすぇ ゃ さっゅうけくぇ し すさなこおぇすぇ ょぇ 
ぉなょっ こさなゃ し くけゃうくぇすぇ ゃ うく-
すっさくっす.
]かっょ けすおぇいぇ しう けす ぉっいきけ-

すけさくけすけ かっすっくっ, いぇさぇょう こさけ-
ぉかっきう しなし いさっくうっすけ, 〈ぇくぬけ 
こさけょなかあぇゃぇ ゃさないおぇすぇ しう しなし 
しこけさすぇ こさっい ぇさしっくぇかしおうすっ 
けすぉけさう こけ しこけさすくぇ しすさっかぉぇ, 
ゃけょけきけすけさっく しこけさす う きけさしおう 
しこけさすっく きくけゅけぉけえ /ゅさっぉぇくっ,  
ぉはゅぇくっ, しすさっかぉぇ/. ╃ぇ, „┿さしっ-
くぇか“ しう うきぇか う ╋けさしおう おかせぉ. 
╇ かけょおう, さぇいぉうさぇ しっ. 4-きっしす-
くう う 6-きっしすくう ゅさっぉくう かけょおう. 

¨す こけいうちうはすぇ くぇ ゅけょうくうすっ 
っくすせしうぇいきなす くぇ くぇつぇかけすけ くぇ 
しおせすっさういきぇ  し っょくけちうかうくょ-
さけゃうすっ かけょおう ょくっし くぇ 〈ぇくぬけ 
きせ ういゅかっあょぇ こけつすう しきってっく. 
‶けしかっ うょゃぇ ゃさっきっすけ くぇ ょゃせ-
ちうかうくょさけゃうすっ „╁うたなさ“ う 
すさうちうかうくょさけゃうすっ [-1000.  ╁ 
しさっょぇすぇ くぇ 70-すっ けす きうくぇかうは 
ゃっお 〈ぇくぬけ っ しおせすっさうしす, こけ-
しかっ こけっきぇ う ちはかけしすくぇすぇ けさ-
ゅぇくういぇちうは おぇすけ こさっょしっょぇすっか 

くぇ ╋けさしおうは おかせぉ くぇ けさなあっえ-
くうちぇすぇ くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ. 
╀ぇいぇすぇ しすさけはす し ょけぉさけゃけかっく 
すさせょ.  ╆ぇ かけょおぇ けすうゃぇす つぇお ゃ 
〈せすさぇおぇく, けすおなょっすけ おせこせゃぇす 
いぇ „┿さしっくぇか“ すさう ょゃうゅぇすっかは. 
„╇きぇてっ きくけゅけ こぇさう...“, けぉはし-
くはゃぇ しう くっとぇすぇ ]すけはくけゃ. ‶け 
すけゃぇ ゃさっきっ ゃ „┿さしっくぇか“ しっ 
ゃうたさう, けしゃっく ゃしうつおけ ょさせゅけ, 
う きぇしけゃぇ ゃけっくくけ-すったくうつっしおぇ 
こけょゅけすけゃおぇ. ╉ぇすけ けさゅぇくう-
いぇすけさ こけ すぇは つぇしす いぇ ╆ぇゃけょ 
5, ]すけはくけゃ しっ くぇゅなさぉゃぇ し 
こさけゃっあょぇくっすけ くぇ しすさっかぉう し 
きぇかけおぇかうぉさっくう こせておう, こうし-
すけかっすう う ょけさう – し ぇゃすけきぇすう 
„╉ぇかぇてくうおけゃ“. ]なしすっいぇくうは-
すぇ しぇ くぇ ぉぇいぇすぇ ゃ ╂けさくけ ╇い-
ゃけさけゃけ. ‶さぇゃはす しっ う ゃけっくう-
いうさぇくう こけたけょう う かぇゅっさう くぇ 
はいけゃうさぇ, ういかっすう ょけ たうあうすっ 
„╉ぇゃぇおかうえおぇ“ ゃ ]さっょくぇ ゅけさぇ 
う „[ぇえ“ こけょ ゃさなた  ╀けすっゃ. 》け-
さぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 5, せゃかっつっくう ゃ 
すうは いぇくうきぇくうは, こさっゃさなとぇかう 
しなしすっいぇくうはすぇ う こけたけょうすっ ゃ 
うしすうくしおう おせこけく. ‶けくはおけ-
ゅぇ けすうゃぇかう しっきっえくけ, ゅぇいっ-
かう ょなかぉけおう しくっゅけゃっ, ゅけくっかう 
ゅかうゅぇくう...

“╁しはおぇおゃう とせさけすうう っ 
うきぇかけ!...“ 

‶けおさぇえ せきっくうはすぇ しう しなし 
しこけさすぇ う けさゅぇくういぇちうはすぇ, 〈ぇ-
くぬけ っ こさうゃかっつっく う ゃ ういゃっしす-
くうすっ くぇ ゃさっきっすけ ょけぉさけゃけかくう 
けすさはょう. ╆ぇ ╃¨〈-ぇ う ぇくゅぇ-
あうきっくすうすっ こけ しうゅせさくけしすすぇ, 
おけうすけ こけっきぇ すぇき, けすかうつくうはす 
くけさきうさけゃつうお うきぇ きくけゅけ ょぇ 
さぇいおぇいゃぇ, くけ: “〈けゃぇ っ ょさせゅぇ 
すっきぇ...“.                   
]すけはくけゃ っ ぉうか う きっすさけかけゅ. 

¨ぉぇつっ こさういくぇゃぇ, つっ さぇぉけ-
すぇすぇ きっあょせ つっすうさうすっ  しすっくう 
くぇ きっさうすっかくぇすぇ KMZ-S „╋ぇ-
せいっさ“ くっ っ くっとけすけ, おけっすけ ゅけ 
ゃかっつっ. ╋っしすう しっ ゃ きっすさけかけ-
ゅうはすぇ こさう ‶っこぇ ╁かぇょけゃぇ こけ 
いょさぇゃけしかけゃくう こさうつうくう, くけ 
ぉなさいけ しっ ゃさなとぇ おなき そさっいぇ-
すぇ: こさう ゅかぇゃくうは きったぇくうお くぇ 
╆ぇゃけょ 1  [ぇょけしかぇゃ [ぇつっゃ. ╇ 
すせおぇ こけつゃぇ ょなかゅうはす こなす こけ 
せしゃけはゃぇくっすけ くぇ いぇすゃけさくぇすぇ 

つぇしす くぇ ゅぇせぉうちぇすぇ. 〈けつくけ こけ 
ゃさっきっすけ くぇ しかけあくぇすぇ さぇぉけ-
すぇ こけ しなゃっすしおぇすぇ ╆〉-223 きき 
〈ぇくぬけ しすぇゃぇ すったくけかけゅ-くけさ-
きうさけゃつうお ゃ 〈[╆ くぇ ╃けくおぇ 
╆かぇすっゃぇ. ╁っつっ っ 1985-すぇ, 
せこけさうすけ しっ すなさしはす くぇつうくう 
いぇ せゃっかうつぇゃぇくっ こさけういゃけょう-
すっかくけしすすぇ くぇ すさせょぇ つさっい ゃな-
ゃっあょぇくっ くぇ ゅなゃおぇゃう そけさきう 
くぇ いぇこかぇとぇくっ. „╀ってっ きくけゅけ 
くぇこさっゅくぇすけ“, こけきくう ]すけは-

くけゃ. 19.100 -おうかけゅさぇきけゃぇ-
すぇ ちっゃくぇ おせすうは ゃ ゅけすけゃ ゃうょ 
うょゃぇかぇ おぇすけ こなさゃけくぇつぇかくぇ 
いぇゅけすけゃおぇ ょゃぇ こなすう こけ-すっあ-
おぇ. ╃なかゅけすけ そさっいけゃぇくっ こけ-
つゃぇかけ けす 225 おゅ ょけ くせあくうすっ 
いぇ とぇきこけゃぇくっ 139 おゅ. ‶さけ-
ぉかっきなす し けこすうきういうさぇくっすけ くぇ 
さぇいたけょうすっ いぇ すさせょ っ ゅけかはき. 
〈ぇくぬけ しっ せつう ゃ ょゃうあっくうっ けす 
しすぇさうすっ くけさきうさけゃつうちう ╄くつけ 
‶さけょぇくけゃ, 》さうしすけ ╇ゃぇくけゃ 
– ╋ぇえおぇすぇ う ╋うすぬけ ╂けゃっょぇ-
さけゃ. ╀かういけ 700 ょせてう しぇ ぇく-
ゅぇあうさぇくう し せしすぇくけゃおぇすぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ ちはかぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ. ╋かぇょうはす おけかっゅぇ 
しっ せつう, くけ こけつゃぇ ょぇ ょぇゃぇ う 
ちっくくう しなゃっすう – こけいゃけかはゃぇ 
しう ゅけ おぇすけ つけゃっお, ょけてなか ょう-
さっおすくけ けす こさけういゃけょしすゃけすけ. 
╇くあっくっさう う さぇぉけすくうちう しぇ 
っょうく ょけ ょさせゅ ゃ さってぇゃぇくっすけ 
くぇ っあっょくっゃくうすっ こさけぉかっきう. 
╇ すけいう そぇおす – しなゃきっしすくぇすぇ 
っおうこくぇ さぇぉけすぇ, っ っょくけ けす 
くぇえ-ちっくくうすっ くっとぇ, くぇ おけうすけ 
]すけはくけゃ っ しゃうょっすっか ゃ „┿さ-
しっくぇか“. ╄おうこなす さぇぉけすう はおけ. 
]すけはくけゃ っ ゃなすさっ ゃ くっとぇすぇ 
こけ ちっかうは こさけちっし: けす ちっゃうすっ 
こさっい おせすうはすぇ う ういこうすぇすっか-
くうすっ ういしすさっかう くぇ こけかうゅけくぇ. 
╆ぇ ゅけょうくぇ せしこはゃぇす ょぇ こさけ-
ういゃっあょぇす 500-600 せしすぇくけゃ-
おう, おけうすけ ゃなけさなあぇゃぇとうはす 
しっ ╉ぇょぇそう „ゅなかすぇ おぇすけ すけ-
こなか たかはぉ“. ‶さけういゃけょしすゃけすけ 
っ おけけこっさうさぇくけ し ょけしすぇゃおう 
けす ょさせゅうすっ いぇゃけょう くぇ ╁‶╉ 
う すけゃぇ せしかけあくはゃぇ くっとぇすぇ. 
¨ぉぇつっ, おぇおすけ こさっい ゃすけさぇすぇ 
ゅけょうくぇ くぇ 80-すっ しう ゅけゃけさはす 
ぇさしっくぇかちう, っょうく ぉさけえ ╆〉 しっ 
こさけょぇゃぇ いぇ しすけすうちう たうかはょう 
ょけかぇさう: “》さぇくったきっ „┿さしっ-
くぇか“, つっ う ょなさあぇゃぇすぇ“… ‶け 
ゃけっくくけきせ う すけゃぇ こさけういゃけょ-
しすゃっくけ くぇつうくぇくうっ ゃ „┿さしっ-
くぇか“ こさうおかのつゃぇ し さぇこけさすぇ: 
“╆ぇょぇつぇすぇ っ ういこなかくっくぇ“. ┿ 
し くっは しっ すさせこぇ う こけかっいくう-
はす けこうす. „╉ぇすけ くけさきうさけゃつうお 
けすゅけゃぇさはた いぇ すっあおう ちったけゃっ 
し ゅけかはきぇ くけきっくおかぇすせさぇ けす 
ういょっかうは ゃ さぇいかうつくう しそっさう 
う しこっちうぇかくけしすう う こさけそっしうう, 
けす てかけしっさぇ う きけくすぇあくうおぇ ょけ 

しすさっかっちぇ, おけえすけ ういこうすゃぇ うい-
ょっかうはすぇ いぇ ゅけょくけしす“, おぇいゃぇ 
〈ぇくぬけ. 
′ぇえ-すさせょくけ ぉうかけ こさう ゅけかは-

きぇすぇ うくそかぇちうは ゃ しさっょぇすぇ くぇ 
90-すっ こけ ゃさっきっすけ くぇ ょうさっお-
すけさうすっ ╉ぇさぇぉぇょあぇおけゃ う ╉の-
きのさっゃ. ′ぇかぇゅぇかけ しっ さぇいちっく-
おうすっ くぇ すさせょぇ ょぇ しっ こさけきっくはす 
ょゃぇ こなすう くぇ きっしっち. ╃けぉさっ, つっ 
ょけてかけ „ゅけかはきけすけ せかっしくっくうっ“ 
– こなさゃうはす おけきこのすなさ. 
╁っつっ っ こけ-かっおけ. ]っゅぇ こぇお 

しっ さぇぉけすう ゃ すはしくぇ ゃさないおぇ し 
すったくけかけいうすっ: “╀っい すったくう-
すっ ょぇくくう くけさきぇすぇ くはきぇ おぇお 
ょぇ ういかっいっ“, おぇいゃぇ ]すけはくけゃ, 
おけえすけ ょなさあう こさはおぇ ゃさないおぇ 
し たけさぇすぇ くぇ ╁っくっすぇ ╁ぇしう-
かっゃぇ う ]すっそぇく ╀さぇえおけゃ. ′け 
ゃっつっ ゃしうつおけ ゃ くけさきうさぇくっすけ 
しっ こさぇゃう くぇ おけきこのすなさ. ¨し-
ゃっく – いくぇっくっすけ: “¨とっ おぇすけ 
ゃうょは つっさすっあぇ う いくぇき いぇ おけか-
おけ ゃさっきっ きけあっ ょぇ しっ ういさぇぉけ-
すう くぇ きぇてうくぇすぇ“. 〈ぇくぬけ しっ 
こけょしきうたゃぇ くぇ たうすさうくおうすっ くぇ 
くはおけう さぇぉけすくうちう, おけうすけ けこ-
うすゃぇす ょぇ しっ さぇいきけすぇゃぇす くぇ-
ょなかゅけ こさう そけさきうさぇくっすけ くぇ 
くけさきうすっ, ょけおぇすけ すけえ くぇぉかの-
ょぇゃぇ こさけちっしぇ けすしすさぇくう. ╆くぇっ 
しなとけ, つっ: “╉けゅぇすけ しう さっぇかっく 
ゃ しなしすぇゃはくっすけ くぇ くけさきぇすぇ, 
ゃないさぇあっくうは けす たけさぇすぇ くはきぇ.“ 
╃なかゅけすけ ゃさっきっ くぇ そさっいぇ-
すぇ けこさっょっかっくけ きせ こけきぇゅぇ: 
“〉くうゃっさしぇかっく しこっちうぇかうしす 
ぉはた. ╉ぇおゃけ かう くっ しなき くぇさはい-
ゃぇか... [ぇぉけすったきっ し すけつくけしす 
ょけ 2 きうおさけくぇ ぉうっくっ“. ‶けきぇゅぇ 
きせ う けこうすなす けす たさけきぇあくぇすぇ, 
ょなさゃけょっかくぇすぇ... ]すけすうちうすっ 
けこっさぇちうう, おけうすけ こけいくぇゃぇ けす-
ぉかういけ, しぇ ゃ さなちっすっ う せきぇ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうは きぇえしすけさ, おけえすけ 
う ゃおなとう こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しう 
すゃけさう くっとぇすぇ しぇき: “┿い しう 
こさぇゃは ゃしうつおけ!“.        

╅ぇかぉぇすぇ こけ こうしすけかっすぇ 
„【うこおぇ“  

]すけはくけゃ っ くぇきっしっく う ゃ すけゃぇ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ, ゃっつっ – 
ゃ こけ-くけゃけ ゃさっきっ. ╁さっきっすけ 
くぇ 90-すっ. „]ないょぇょけたきっ すぇは 
„【うこおぇ“ し ゅけかっきう くぇょっあょう, 
くけ すぇおぇ う くっ すさなゅくぇ きぇしけ-
ゃけ くぇ こぇいぇさぇ...“, しなあぇかはゃぇ 
くけさきうさけゃつうおなす, おけえすけ けす 
くぇこさっゅくぇすぇすぇ しう さぇぉけすぇすぇ 
こけおさぇえ すけゃぇ ういょっかうっ, おけゅぇすけ 
こけ こさうくせょぇ しすぇくぇか う ょなさゃけ-
ょっかっち, しう うきぇ ょけきぇてっく しこけ-
きっく: きぇてうくおぇすぇ いぇ さはいぇくっ 
くぇ きっしけ, おけはすけ しう おせこうか し 
っょくぇ こさっきうは. 
╋ぇてうくおぇすぇ っ ゃ こけしすけはくくぇ 

せこけすさっぉぇ. ╂けかはきけすけ しっきっえ-
しすゃけ - ょっちぇ う ゃくせちう, うきぇ 
くせあょぇ けす くっは, おぇおすけ う けす てう-
さけおぇすぇ きぇしぇ ゃ ょゃけさぇ, おけはすけ 
ゅう しなぉうさぇ いぇ こさぇいくうちう. 〈うは 
ょくう, ょけおぇすけ けすこせしおぇさしおう „しう 
こけつうゃぇ“, 〈ぇくぬけ さぇいてうさはゃぇ 
きはしすけすけ こけおさぇえ ょけきぇてくけすけ 
ぉぇさぉっおの. ╁ぇさけしぇくうすっ ょさなゃ-
つっすぇ, ちゃっすはすぇ, こけょさっょっくうすっ 
おぇきなつっすぇ, こぇさくうおなす, ゅさぇょう-
くぇすぇ  -  „ちぇさしすゃけすけ くぇ ╋うきっ-
すけ...“, いぇこなかゃぇす くっしなしすけはかぇ-
すぇ しっ きっつすぇ いぇ ゃさなとぇくっ おなき 
さけょくぇすぇ おなとぇ ゃ 』うさこぇくしおけすけ 
′ぇえょっくけゃけ. ′け ょけきなす っ すぇき, 
おなょっすけ しぇ たけさぇすぇ けす しっきっえ-
しすゃけすけ. ╇ いぇ そぇきうかうはすぇ ]すけ-
はくけゃう すけえ っ ゃっつっ すせお – ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお.

...『ぇ[╅ ′╅ 『ぇ[╅!
╋ぇさうはくぇ ╃っきうさっゃぇ, ょう

さっおすけさ くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょ
あうっくけゃ”  

╆ぇ しゃけはすぇ こけつすう 90-ゅけょうて
くぇ うしすけさうは  ╋ったぇくけすったくう
おせきなす  っ けぉせつうか くぇょ 17000 
せつっくうちう,  ょくっし しこっちうぇかう

しすう-さなおけゃけょうすっかう う ういこなか
くうすっかう ゃなゃ ゃしうつおう けぉかぇしすう 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, っかっお
すさけくうおぇすぇ う っくっさゅっすうおぇすぇ. 
╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ぉういくっ
しなす ゃ ╉ぇいぇくかなお っ せしこってくうはす 
こぇさすくぬけさ いぇ ‶さけそっしうけくぇか
くぇ ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっ
くけゃ”. ‶け こさけっおす „〉つっくうつっしおう 
こさぇおすうおう” ゃけょっとう そうさきう けす 
╉ぇいぇくかなお こさうっきぇす くぇ しすぇあ ゃ 

- ] さぇょけしす う ゅけかはきけ せょけ
ゃかっすゃけさっくうっ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ, 
つっ ゃなこさっおう ゅけかっきうすっ すさせょ
くけしすう, し こけょぇょっくぇすぇ さなおぇ 
いぇ こけきけと けす さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” し ういこなかくうすっ
かっく ょうさっおすけさ うくあ. ′うおけ
かぇえ ╇ぉせてっゃ う いぇき.- ょうさっお
すけさ ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, ぇ すぇおぇ 
しなとけ う けす おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇく
かなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” っ ゃ さっ
ゃけかのちうけくっく こけょっき. 
‶けょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 

ょうさっおすけさぇ くぇ せつうかうとっすけ 
╋ぇさうぇくぇ ╃っきうさっゃぇ う いぇき.-
ょうさっおすけさぇ うくあ. ╊のぉけきうさ 
╉けしすぇょうくけゃ, おけえすけ っ ゃないこう
すぇくうお くぇ せつうかうとっすけ, う ぉかぇ
ゅけょぇさっくうっ くぇ おなさすけゃしおうは 
すさせょ くぇ ちっかうは せつうすっかしおう 
おけかっおすうゃ けす きかぇょう う っくっさ
ゅうつくう せつうすっかう うきぇ ゅけかっきう 
せしこったう, し おけうすけ くうおけっ せつう
かうとっ ゃ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお しっゅぇ 
くっ きけあっ ょぇ しっ こけたゃぇかう. 
╉けえすけ くっ ゃはさゃぇ, くっおぇ ょぇ 

きうくっ おさぇえ せつうかうとっすけ う ょぇ 
ゃうょう けぉくけゃっくうは きせ けぉかうお! 
╉なさすけゃしおうはす すさせょ ゃ せつうかう
とっすけ すけゃぇ かはすけ うきぇ ゃうょうき 
さっいせかすぇす. 

さっぇかくぇ さぇぉけすくぇ しさっょぇ きかぇ
ょうすっ すったくうちう. ]っさうけいくけすけ 
けすくけてっくうっ くぇ せつっくうちうすっ う 
しぇきけつせゃしすゃうっすけ, おけっすけ ゅさぇ
ょはす ゃなゃ そうさきうすっ, しぇ ゅぇさぇく
ちうは いぇ せしこってくぇすぇ うき さっぇかう
いぇちうは ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃, „╋+] 
》うょさぇゃかうお”, „》うょさけこくっゃきけ

すったくうおぇ”, „》さぇくきったぇくうおぇ”, 
“╉さっし-╃“, „╀┿[〈-99“. ‶さっい 
くけゃぇすぇ 2014/2015 せつっぉくぇ ゅけ
ょうくぇ ゅうきくぇいうはすぇ くう こけしさっと
くぇ しゃけうすっ ゃないこうすぇくうちう ゃ うい
ちはかけ けぉくけゃっくう う しぇくうさぇくう 
しゅさぇょう, し きけょっさくう 5 おけきこの
すなさくう おぇぉうくっすぇ う ゃ こさけちっし くぇ 
ういゅさぇあょぇくっ  くぇ くけゃう いぇ すっけ
さっすうつくけ う こさぇおすうつっしおけ けぉせ
つっくうっ. ‶さっょしすけう けぉけさせょゃぇくっ 

くぇ おぇぉうくっすう こけ けぉとけけぉさぇいけ
ゃぇすっかくうすっ こさっょきっすう. ‶けしすうゅ
くぇすぇすぇ こさけきはくぇ っ しぇきけ っょくぇ 
けす しすなこおうすっ ゃ こけしけおぇ せおさっこゃぇ
くっ ぇゃすけさうすっすぇ う さっくけきっすけ くぇ 
こなさゃけすけ すったくうつっしおけ せつうかうとっ 
ゃ ゅさぇょぇ, こけしさっとぇとけ ょけしすけえ
くけ しゃけはすぇ 90-すぇ ゅけょうてくうくぇ. 

‶さっい くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ 
さっぇかういうさぇたきっ 5 こぇさぇかっかおう – 
ょゃっ けす すはた  こけ くけゃう, きけょっさくう 
しこっちうぇかくけしすう – „]すさけうすっかしすゃけ 
う ぇさたうすっおすせさぇ“, し こさうっき しかっょ 
7 おかぇし, し ちっくくぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ 
ゅ-あぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ – おきっす 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, „╋っ
たぇすさけくうおぇ“ –  し こさうっき しかっょ 8 
おかぇし, し こけょおさっこぇすぇ くぇ さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか ┿╃“ う 

かうつくけ くぇ ゅ-く ′うおけかぇえ ╇ぉせ
てっゃ, おぇおすけ う くぇ ¨ぉかぇしすくぇ
すぇ せこさぇゃぇ, ゃ かうちっすけ くぇ ゅ-あぇ 
╅うゃおぇ ┿かぇょあけゃぇ. 〉しこってっく 
こさうっき けしなとっしすゃうたきっ う こけ 
せすゃなさょっくうすっ ゃっつっ う すなさしっくう 
しこっちうぇかくけしすう - „╉けきこのすなさ
くぇ すったくうおぇ う すったくけかけゅうう” う  

„╋ぇてうくう う しうしすっきう し ちうそさけ
ゃけ-こさけゅさぇきくけ せこさぇゃかっくうっ“. 
‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
すさっすぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ こさっょ
かぇゅぇ う いぇょけつくけ けぉせつっくうっ 
いぇ いぇゃなさてうかう  けしくけゃくけ けぉ
さぇいけゃぇくうっ, くっいぇゃうしうきけ けす 
ゃないさぇしすすぇ こけ すさぇょうちうけくくぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす „〈ったくけかけゅうは くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ“.

╊うくぇ 〉いせくけゃぇ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

ごÑó ó çó¢ びëÜÖó¡í
‶さけゅさぇきぇ くぇ

„]けそうは そうかき そっしす“ 

27-30 けおすけきゃさう 2014 ゅ.,
╉ぇいぇくかなお - 3-すけ ういょぇくうっ 

27 けおすけきゃさう – こけくっょっかくうお

18.30 つぇしぇ - „‶けしかっょくうすっ つっさ
くけきけさしおう こうさぇすう”
20.30 つぇしぇ - „╉せすうは いぇ たさぇくぇ” - 

そうかき けす ╇くょうは 

28 けおすけきゃさう - ゃすけさくうお

18.00 つぇしぇ  - „╉さぇはす くぇ けきぇゅぬけ
しぇくうは おさなゅ” 
20.00 つぇしぇ - „′うきそけきぇくおぇ”  
╃ゃっすっ つぇしすう くぇ „′うきそけきぇくおぇ” 

とっ ぉなょぇす こけおぇいぇくう おぇすけ こさけあっお
ちうう ゃ こさけゅさぇきぇすぇ, くぇ おけうすけ くっ しっ 
ょけこせしおぇす かうちぇ こけょ 18 ゅけょうくう!

29 けおすけきゃさう - しさはょぇ

16 つぇしぇ - ]こっちうぇかくぇ しっかっおちうは 
くぇ ぉぇかおぇくしおう おなしけきっすさぇあくう そうか
きう
╁たけょなす っ しゃけぉけょっく!

18.30 つぇしぇ - „╂っけゅさぇそなす しう こさけ
こう ゅかけぉせしぇ“  
20.30 つぇしぇ - ゃすけさぇ つぇしす くぇ  

„′うきそけきぇくおぇ” 

30 けおすけきゃさう - つっすゃなさすなお

16.00 つぇしぇ - „【けおけゃけ しなしすけは
くうっ”, おけこさけょせおちうは くぇ ]かけゃっくうは, 
╀なかゅぇさうは, ]なさぉうは, ╀けしくぇ う 》っさちっ
ゅけゃうくぇ.

18.00 つぇしぇ - „╁はさぇ, かのぉけゃ う 
せうしおう”  
20.00  つぇしぇ - „╁っかうおぇすぇ おさぇしけ

すぇ” 

╁しうつおう こさけあっおちうう しぇ ゃ いぇかぇすぇ くぇ 
おうくけ „╊っおし“. ╁ いぇかぇすぇ しっ ゃかういぇ けす 
のあくうは ゃたけょ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

╀うかっすう しっ こさけょぇゃぇす ゃ ╇くそけちっく
すなさ - ╉ぇいぇくかなお, せか. „╇しおさぇ” 4.
╆ぇ せつっくうちう, しすせょっくすう う こっくしうけ

くっさう – 1 かっゃ.
╆ぇ ゃしうつおう けしすぇくぇかう - 2 かっゃぇ.
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╅〉』╅〈╆ぇ] „╅『』╊〉╅]” 』╊ ′╅╇ぇ『〉╅ 《【 ｠┼V-っ
』╇╊【《╇╊〉 ‒╊』【¨╇╅] 〉╅ ╆ぇ]╈╅『¨っ ╇ っ》《〉¨っ

′あ さちあつけうけみ まいけしかこ せあ さすかてあ せあ
そいはけせあ [あくあせしひさ 

╈あしけせあ 』てそみせそうあ

 

′おちあうか, つけしあ, とたそちつてうそ, せかきせそつて, つすかしそつて,
さしあつあ, つてちあつて ! 

 ′あ おあ たちかえちひはあてか  きけうそてあ け う つしかおうあはけてか 
つけ おそいちけ えそおけせけ! 

╅ちつかせあしぬけ け „【ちけいとせあ ╅ちつかせあし” 

』 すせそえそ はあつてけか くあたそねせあ かつかせてあ
くあ けせき. をうかてあせ ぃけさそう け せかえそうそてそ つかすかこつてうそ. 

[あてそ うけおかせ たちかおつてあうけてかし
せあ „╊さつたかちてけてか“, せか かおけせ, あ おうあ はひちさかしあ

さあぬせあにあ かつかせせそ う おそすあ すと.
′あつしとえあ くあ ちあおそつててあ すと けすあて はかちさあてあ け

くかてみて, すあさあち う 〈そつさうあ, そてさひおかてそ えそ
おあちけにあ つ おうあすあ うせとぬけ - [あちけ け 〈あちけそ.

╉あ つあ すと きけうけ け くおちあうけ け おあ けすあ えちひい おあ えけ 
ちあおうあ, つ うつけねさけ たそしあえあはけ つか いしあえけせけ せあ しま-

いみは おみおそ!

》そくおちあう

ぅひちさかしけ

╈《『╊ ╈]╅╇¨【╊!
〈けえ いぇはゃう, つっ しっゅぇ そうさきぇすぇ あなくっ 

こかけょけゃっすっ くぇ ゃしうつおう せしうかうは, おけう
すけ しっゅぇてくけすけ そうさきっくけ さなおけゃけょしすゃけ 
さぇいせきくけ う こさっょゃうょかうゃけ っ こけかけあうかけ 
けとっ こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう, こけょゅけす
ゃはえおう しっ いぇ すけいう きけきっくす.
„] ょけしすけえくしすゃけ う ゅけさょけしす きけあっき ょぇ 

おぇあっき, つっ „┿さしっくぇか” ゃ きけきっくすぇ っ くぇ 
ゃなさたぇ. ╁さなた, おけえすけ くっ っ ぉうか こけしすう
ゅぇく こさっい ゃしうつおうすっ 136 ゅけょうくう けす うし
すけさうはすぇ きせ: こけ けすくけてっくうっ くぇ こさけょせ
おすう, こさけょぇあぉう, しおかのつっくう ょけゅけゃけさう. 
《うさきぇすぇ っ しゃっすけゃくけ ういゃっしすくけ うきっ, 
ぉさぇくょ う ゃしうつおけ すけゃぇ - ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ すさせょけゃうは おけかっおすうゃ くぇ „┿さしっくぇか”, 
おぇいぇ ゃ こさうゃっすしすゃうっすけ しう ういこなかくう
すっかくうはす  ょうさっおすけさ. 〈っいう こけしすうあっくうは 
くぇ そうさきぇすぇ うきぇす う しゃけっすけ けすさぇあっ
くうっ う けつぇおゃぇくうは う ゃ しけちうぇかっく こかぇく 
–  „こけ-ょけぉさけ ぉかぇゅけしなしすけはくうっ, ょけぉさう 
う けこすうきうしすうつくう こっさしこっおすうゃう”. 
╃ゃっ けすかうつうすっかくう つっさすう くぇ すぇいゅけ

ょうてくうは そうさきっく こさぇいくうお けつっさすぇ 

ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせ
てっゃ: けしうゅせさっくぇ さぇぉけすぇ いぇ おけかっおすうゃぇ 
いぇ しかっょゃぇとうすっ 2 ゅけょうくう う こけかけゃうくぇ, し 
こっさしこっおすうゃぇ すは ょぇ しっ せきくけあう, う しっさう
けいくうはす こさうくけし う すっあっしす, おけうすけ  ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, つうえすけ けしくけゃくけ 
はょさけ しぇ ぇさしっくぇかしおう さなおけゃけょうすっかう う しこっ
ちうぇかうしすう, うきぇ  いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ ゅさぇょぇ 
う けぉとうくぇすぇ. „╂けさょ しなき し そぇおすぇ, つっ „┿さ
しっくぇか” っ ゃ こけかけあっくうっ, ゃ おけっすけ くっ きけあっ 
ぉっい ╉ぇいぇくかなお, くけ う ╉ぇいぇくかなお くっ きけあっ 
ぉっい „┿さしっくぇか”. ╂けさっ ゅかぇゃうすっ, „┿さしっくぇか” 
ゃっつっ ゃなさゃう くぇゅけさっ! ] ゃぇてぇすぇ こけきけと, し 
ゃぇてうは すさせょ, こさけょなかあぇゃぇえすっ  くぇこさっょ う 
ぉなょっすっ ゃしっ こけ-こさっちういくう ゃ すさせょけゃぇすぇ う 
すったくけかけゅうつくぇ ょうしちうこかうくぇ, しこぇいゃぇえ
すっ うくしすさせおちううすっ いぇ ぉっいけこぇしくけしす. ╅うゃう 
う いょさぇゃう う しおけさけてくけ こけしさっとぇくっ くぇ 
100-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”!  ] すけいう 
けこすうきうしすうつっく そうくぇかっく こさういうゃ ぉっ ょぇょっく 
しすぇさすなす くぇ ゅけかっきうは, こさけょなかあうか ぉかういけ 3 
つぇしぇ こさぇいくうつっく おけくちっさす いぇ ぇさしっくぇかちう 
う すったくうすっ ゅけしすう. ╉さうしすうくぇ ╃うきうすさけゃぇ う 

¨さかうく ╂けさぇくけゃ, [せしかぇく ╋なえくけゃ, きぇか
つせゅぇくうすっ けす ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすう
くけ”,  そけかおかけさくうすっ すぇくちけゃう そけさきぇちうう 
くぇ  ┿さしっくぇか” う すぇくちぬけさうすっ けす „╉うぇさぇ-
′”  さぇょゃぇたぇ こさうしなしすゃぇとうすっ くぇ そうさ
きっくうは しすぇょうけく. ╇ おぇすけ くぇ ゃしっおう ぇさしっ
くぇかしおう こさぇいくうお, くっ きうくぇ ぉっい ょなかゅけすけ 
ゃうすけ こさぇいくうつくけ たけさけ, くうすけ ぉっい たうかは
ょうすっ おっぉぇこつっすぇ. 
╁ ぉせすうおけゃぇ さはょおけしす う たうす くぇ こさぇい

くうおぇ しっ こさっゃなさくぇ う おせかうくぇさくけすけ うい
おせてっくうっ – のぉうかっえくぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ 
おせさぇぉうは, ょっかけ くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ 
そうさきっくけすけ „]すけかけゃけ たさぇくっくっ”. 
¨つぇさけゃぇく けす きぇえしすけさかなおぇ くぇ さぇぉけすっ

とうすっ すぇき, ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか” うき ゃきっくう う ょさせゅけ こさう
はすくけ いぇょなかあっくうっ: ょぇ こさうゅけすゃはす こさぇい
くうつくう すけさすう いぇ ゃしうつおう さけあょっくうちう, 
さぇぉけすっとう ゃなゃ そうさきぇすぇ. 〈けさすうすっ とっ 
しぇ しこっちうぇかっく ょぇさ けす さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” いぇ かうつくうすっ うき こさぇいくうちう.                              

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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138 しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ ょぇ-
さっくうっ しぇ ういょぇょっくう けす ¨しくけゃ-
くけ せつうかうとっ „》さうしすけ ╀けすっゃ“ ゃ 
╄くうくぇ くぇ しこけきけとっしすゃけゃぇすっかう, 
ょぇさうかう しさっょしすゃぇ いぇ ゃょうゅぇくっすけ 
くぇ こぇきっすくうお くぇ ̈ くせそさうえ ‶けこけ-
ゃうつ 》うかっくょぇさしおう, けしくけゃぇすっか くぇ 
きっしすくけすけ ておけかけ, おけっすけ くぇゃなさて-
ゃぇ 200 ゅけょうくう. ╉ぇきこぇくうはすぇ こけ 
くぇぉうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ, しすぇさ-
すうさぇかぇ ゃ おさぇは くぇ きっしっち きぇさす, 
けぉっょうくう こけゃっつっ けす 200 っくうくちう 
– ゃないこうすぇくうちう くぇ くぇえ-しすぇさけすけ 
ゃ ╉ぇいぇくかなておうは さっゅうけく しゃっすしおけ 
せつうかうとっ, けしくけゃぇくけ こさっい ╁ない-
さぇあょぇくっすけ.
‶さっい 1804 ゅけょうくぇ  ╀けゅょぇく 

‶けこうゃぇくけゃ ╋うくおけゃ, しすぇくぇか うい-
ゃっしすっく こけ-おなしくけ し きけくぇてっしおけすけ 
しう うきっ ¨くせそさうえ 》うかっくょぇさしおう, 
けすおさうゃぇ せつうかうとっ ゃ ぉぇとうくぇすぇ 
しう おなとぇ ゃ ╄くうくぇ. 〉つうかうとっすけ 
ょぇゃぇ くぇつぇかけすけ くぇ しゃっすしおけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ ╄くうくぇ, おなょっすけ 
う こさっょう ておけかけすけ くぇ ¨くせそさうえ 
ゃっつっ しなとっしすゃせゃぇかけ おうかうえくけ 
せつうかうとっ.  „… せ ょけきぇ ゃ っょくぇ こけ-
ゅけかはきぇ けょぇは しっ いぇゃっょう せつうかう-
とっ, こけょぇょう しは こなす, すぇ しっ けすゃけさう 
う しけゅさぇょう こけしさっょしすゃけき すさせょけき 
くぇてっゅけ けすちぇ ╇ゃぇくぇ っょくけ けぉとけ 
せつうかうとっ, せ おけっすけ しは こさっょぇゃぇてっ 
しかぇゃはくしおぇ ゅさぇきぇすうおぇ う こかぇとぇ-
てっ しは くぇ せつうすっかうすっ けす けぉとぇ 
ておけかしおぇ おぇしぇ…“, こうてっ ゃ しこけきっ-
くうすっ しう ¨くせそさうえ. ╁ くぇつぇかけすけ 
すせお せつぇす 40 ょっちぇ, 4 けす けす すはた しぇ 
けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 4 - けす ╉ぇいぇく-
かなお, ょゃぇきぇ けす ╄すなさぇ. 
‶さっい ちはかぇすぇ のぉうかっえくぇ  2014-

すぇ こさっこけょぇゃぇすっかう, さけょうすっかう, 
くぇしすけはすっかう, ぉうゃてう せつうすっかう う 
せつっくうちう けさゅぇくういうさぇたぇ ちはかぇすぇ 
けぉとっしすゃっくけしす ゃ ╄くうくぇ  ゃ  しっ-
さうけいくぇ おぇきこぇくうは いぇ くぇぉうさぇくっ 
くぇ しさっょしすゃぇすぇ, くせあくう いぇ こけょけ-
ぉぇゃぇとけ けすぉっかはいゃぇくっ  くぇ ょゃせゃっ-
おけゃくうは のぉうかっえ. ╉せかきうくぇちうはすぇ 
くぇ しなぉうすうはすぇ っ うょくぇすぇ しなぉけすぇ 
– 1-う くけっきゃさう, ╃っくはす くぇ くぇ-
さけょくうすっ ぉせょうすっかう. ‶さけゅさぇきぇすぇ 
けす しなぉうすうは しっ けさゅぇくういうさぇ けす 
╇くうちうぇすうゃっく おけきうすっす し こさっょ-
しっょぇすっか せつうすっかはす こけ うしすけさうは 

╁ おさぇは くぇ はこけくしおけすけ しう すせさくっ 
ゅさせこぇすぇ けす 26 ぇさしっくぇかしおう 

ういこなかくうすっかう – せつぇしすくうちう ゃなゃ 
そっしすうゃぇかぇ, ぉっ こさうっすぇ けす ′っゅけゃけ 
‶さっゃないたけょうすっかしすゃけ こけしかぇくうおなす 
くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ゃ 〈けおうけ 
– ╂っけさゅう ╁ぇしうかっゃ, けす おきっすぇ くぇ 
ゅさぇょ 《せおせはきぇ - ┿おうさぇ 》ぇょぇ う けす 
おきっすぇ くぇ ゅさぇょ ╋せくぇおぇすぇ - 》ぇきけさう 
〈ぇきう. 〈けゃぇ しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“ たせょけあっしすゃっくうはす さなおけ-
ゃけょうすっか う ょうさっおすけさ くぇ ╃けきぇ くぇ 
おせかすせさぇすぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ.  ‶け 
ゃさっきっ くぇ すっいう けそうちうぇかくう しさっとう, 
ゃさなつゃぇえおう こけょぇさなちう けす うきっすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃, ]すけはくけゃ っ こさっょぇか 
う かうつくうすっ こけおぇくう くぇ ういこなかくう-
すっかくうは ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ, こさっぉうゃぇゃぇえおう ゃ ╀なかゅぇさうは, 
ょぇ きせ ぉなょぇす しおなこう ゅけしすう ゃ せょけぉ-
くけ いぇ すはた ゃさっきっ.
‶さうっきなす くぇ ぇさしっくぇかちう ゃ こけしけか-

しすゃけすけ くう ゃ 〈けおうけ っ ぉうか いぇおかのつう-
すっかくぇ つぇしす けす せしこってくうは ゅぇしすさけか 
くぇ くぇてうすっ すぇくちぬけさう う きせいうおぇく-
すう ゃ ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ 
しかなくちっ. ′ぇ こさうっきぇ しぇ こさうしなしす-
ゃぇかう う ゅけかはき ぉさけえ ょさせゅう ゅけしすう, 
しさっょ おけうすけ ぉなかゅぇさしおう しすせょっくすう 
ゃ ぅこけくうは, せつっとう はこけくうしすうおぇ. ╁ 
こさうこけゃょうゅくぇすけ くぇしすさけっくうっ こけ 
ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ ゃしうつおう しぇ うゅ-
さぇかう  ぉなかゅぇさしおう くぇさけょくう すぇくちう 
う しぇ ういこなかくはゃぇかう ぉなかゅぇさしおう くぇ-
さけょくう こっしくう. 
¨す 16 ゅけょうくう っ こさうはすっかしすゃけすけ 

くぇ ╉ぇいぇくかなお し ぅこけくうは. ‶なさゃう-
すっ しすなこおう いぇ すぇいう ょなかゅけゅけょうてくぇ 
ょさせあぉぇ しぇ くぇこさぇゃっくう けす ぇくしぇき-
ぉなか „┿さしっくぇか”. ‶さっい ゃしうつおうすっ 

すっいう ゅけょうくう ぉなかゅぇさしおけすけ こけしけか-
しすゃけ ゃ 〈けおうけ しかっょう けすぉかういけ さぇい-

ゃうすうっすけ くぇ そっしすうゃぇかぇ う ぇさしっくぇか-
しおけすけ せつぇしすうっ ゃ こさぇいくうちうすっ くぇ 

ぅこけくうは. ╇ すぇいう ゅけょうくぇ ぉなかゅぇさ-
しおうはす こけしかぇくうお っ こさうしなしすゃぇか くぇ 

けすおさうゃぇくっすけ くぇ そっし-
すうゃぇかぇ ゃなゃ 《せおけけおぇ. 
╃っく しかっょ けすおさうゃぇ-
くっすけ きせ けそうちうぇかくけ 
っ ぉうかぇ けすぉっかはいぇくぇ 
55-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ 
けす ゃないけぉくけゃはゃぇくっすけ 
くぇ ょうこかけきぇすうつっしおう-
すっ けすくけてっくうは きっあょせ 
くぇてうすっ ょゃっ しすさぇくう. 
╆くぇお いぇ こさっしすうあぇ 

くぇ ぇさしっくぇかしおうは ぇく-
しぇきぉなか ゃ こけぉさぇすう-
きっくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
ゅさぇょけゃっ  っ ぉうかけ けおぇ-
いぇくけすけ うき ゃくうきぇくうっ 
けすしすさぇくぇ くぇ おきっすけ-
ゃっすっ くぇ 《せおせはきぇ う 
╋せくぇおぇすぇ う くぇ けす-
ゅけゃけさくうすっ こさっょしすぇ-
ゃうすっかう くぇ きっしすくうすっ 
ゃかぇしすう けす さぇいかうつくう 
さっしけさう.   
〈せさくっすけ, しすぇさすう-

さぇかけ くぇ 7-う しっこ-
すっきゃさう, いぇゃっょっ ゃ 
ぅこけくうは う こなさゃぇすぇ 
こけょゅかぇしくうつおぇ くぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ`2014 
-  [っくっすぇ ╉けかっゃぇ. ′ぇ 
くっは っ ぉうかぇ けおぇいぇ-
くぇ つっしすすぇ ょぇ けすおさうっ 
》┶V-は ]ゃっすけゃっく そっし-
すうゃぇか くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ 
ぅこけくうは, つうえすけ しなけさ-
ゅぇくういぇすけさ しぇ おぇいぇく-

かなつぇくう ゃ かうちっすけ くぇ „┿さしっくぇか“ 
┿╃ う こさっょしすぇゃうすっかくうは きせ そけか-

おかけさっく ぇくしぇきぉなか. ╀かういけ 60 しなし-
すぇゃぇ けす ちはかぇ ┿いうは しぇ すぇくちせゃぇかう 
くぇ そっしすうゃぇかくぇすぇ しちっくぇ. ╋くけゅけ けす 
すはた しぇ ういこなかくはゃぇかう う ぉなかゅぇさしおう 
すぇくちう.
《っしすうゃぇかなす, しなぉうさぇと しすけすうちう 

せつぇしすくうちう ゃ けゅさけきくうは こぇさお ╂かけ-
せぉなか ┿さうくぇ, しっ こさけゃっあょぇ こけ こけ-
ゃけょ こさぇいくうちうすっ いぇ さけあょっくうは ょっく 
くぇ はこけくしおうは うきこっさぇすけさ.  
′けゃぇ 90-きうくせすくぇ こさけゅさぇきぇ, こけ-

しさっとくぇすぇ し ゃないすけさあっくう けゃぇちうう, 
こけょくっしっ すぇいう ゅけょうくぇ ‶さっょしすぇゃう-
すっかくうはす しなしすぇゃ くぇ そけかおかけさくうは 
すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか. 〈ぇいう こさけゅさぇきぇ 
おぇいぇくかなつぇくう ゃうょはたぇ くぇ 17 けお-
すけきゃさう, とっ きけゅぇす ょぇ は ゃうょはす けす-
くけゃけ う くぇ 25 けおすけきゃさう, しなぉけすぇ, 
けす 19:00 つ. ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか”, ゃたけ-
ょなす っ しゃけぉけょっく.
‶さけゅさぇきぇすぇ こさっょしすぇゃは きせいうおぇか-

くけ-こっゃつっしおう すぇくちけゃう おぇさすうくう けす 
すさぇょうちうけくくうは あうゃけす くぇ ぉなかゅぇさう-
すっ ゃ きうくぇかけすけ けす ゃしうつおう っすくけゅ-
さぇそしおう けぉかぇしすう. ‶け すさぇょうちうは, 
おけくちっさすうすっ ゃ ょぇかっつくぇ ぅこけくうは いぇ-
ゃなさてゃぇす し こさうはすくぇ ういくっくぇょぇ いぇ 
こせぉかうおぇすぇ – ぉなかゅぇさしおぇ こっしっく くぇ 
はこけくしおう っいうお. 〈ぇいう ゅけょうくぇ こせぉ-
かうおぇすぇ っ ぇこかけょうさぇかぇ „〈╇“ – こけ 
すっおしす くぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ う きせいう-
おぇ けす きぇおっょけくしおぇすぇ っすくけゅさぇそしおぇ 
けぉかぇしす. „‶けしかぇくうっすけ いぇ こさうはすっか-
しすゃけ う ゃはさくけしす, ぉかぇゅけょぇさくけしす-
すぇ くう おなき はこけくしおうすっ こぇさすくぬけさう, 
おけはすけ ゃかけあうたきっ ゃ こっしっくすぇ, ょけし-
すうゅくぇ ょけ しなさちぇすぇ くぇ  ょけきぇおうくう-
すっ“, しこけょっかうたぇ しかっょ いぇゃさなとぇくっ-
すけ しう ぇさしっくぇかしおうすっ ういこなかくうすっかう. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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...〉╅ぃ╅【╅ ╊〈╆]╊〈╅
╆ぇ すけゃぇ, つっ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ 

しぇ し くぇえ-くうしおぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ ゃ さっゅう
けくぇ, いぇしかせゅぇすぇ いぇ すけゃぇ っ けしくけゃくけ くぇ 
„┿さしっくぇか”, ょけこなかくう けとっ ゃ しかけゃけすけ 
しう おきっすなす う こけしけつう こさうつうくぇすぇ: „╁ 
きけきっくすぇ „┿さしっくぇか” しないょぇゃぇ さぇぉけすぇ 
くぇ 1200 ょせてう, くぇ おけうすけ うき しっ さぇぉけ
すう.”
]すけはくけゃぇ ぉかぇゅけょぇさう くぇ ぇさしっくぇか

しおけすけ さなおけゃけょしすゃけ いぇ こけょおさっこぇすぇ う 
せゃぇあっくうっすけ おなき くせあょうすっ くぇ ゅさぇょぇ う  
くっゅけゃうすっ ゅさぇあょぇくう. 
〈は こさういけゃぇ ぇさしっくぇかちう ょぇ しすなこゃぇす 

せゃっさっくけ, „いぇ ょぇ こさけょなかあうき くぇこさっょ”,  
すなえ おぇすけ すっ しぇ ぉなょっとっすけ くぇ うおけくけ
きうおぇすぇ う ゅさぇょぇ. ‶けあっかぇ うき いょさぇゃっ, 
さぇょけしすう, こさけそっしうけくぇかういなき う ゃうしけおけ 
しぇきけつせゃしすゃうっ.  

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

と½ñöéö:

′っ っ いぇょなかあうすっかくけ ゅさぇあょぇ
くうすっ ょぇ くけしはす くけすぇさうぇかくう

すっ しう ぇおすけゃっ いぇ しけぉしすゃっくけしす くぇ 
うきけすう ゃ さぇいおさうすぇすぇ ゃ ¨ぉとうくぇ
すぇ こさうっきくぇ くぇ そうさきぇすぇ, おけはすけ 
とっ ういさぇぉけすゃぇ ╉ぇょぇしすさぇかくぇすぇ 
おぇさすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ しすぇ
くぇ はしくけ くぇ こさっしおけくそっさっくちうは, 
ょぇょっくぇ ゃ こけくっょっかくうお けす こさっょ
しすぇゃうすっかは くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ おぇ
ょぇしすなさ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ – ╃うぇくぇ 

╀ぇかっゃぇ, う しけぉしすゃっくうおぇ くぇ そうさ
きぇすぇ-ういこなかくうすっか くぇ こけさなつおぇ
すぇ – ╇かうはく 〈けょけさけゃ. 
╉ぇおすけ っ ういゃっしすくけ, けす しっょきう

ちぇ くぇしぇき ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
さぇいこさけしすさぇくう つさっい こうしきぇ ょけ 
ぉかういけ 800 ょけきけせこさぇゃうすっかう ゃ 
ゅさぇょぇ  うくそけさきぇちうは, つっ しすぇさ
すうさぇ ういゅけすゃはくっすけ くぇ ╉ぇょぇし
すさぇかくぇすぇ おぇさすぇ. ╁ すぇいう ゃさないおぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ ぉはたぇ こさういけゃぇくう 
ょぇ こさっょしすぇゃはす  くけすぇさうぇかくうすっ 
しう ぇおすけゃっ いぇ しけぉしすゃっくけしす くぇ 
うきけすう ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ くぇさけつくぇ
すぇ こさうっきくぇ, さぇいおさうすぇ けす そうさ
きぇすぇ ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 
〈けゃぇ ょけゃっょっ ょけ ゅけかっきう けこぇておう 
こさっょ こさうっきくぇすぇ う くっょけゃけかしすゃけ 
しさっょ ゅさぇあょぇくうすっ, ゃおかのつうすっか
くけ ゃ しけちうぇかくうすっ きさっあう. ′ぇ 
こさっしおけくそっさっくうちうはすぇ ゃ こけくっ
ょっかくうお, くぇ おけはすけ ょけえょけたぇ けとっ 
いぇき.-おきっすなす こけ しすさけうすっかしすゃけ 
╃ぇくうっかぇ ╉けっゃぇ う ゅか. ぇさたうすっおす 
╇ゃけ ′っょはかおけゃ, しすぇくぇ はしくけ, つっ 
っ しすぇさすうさぇか しぇきけ こなさゃうはす っすぇこ 
けす こさけちっょせさぇすぇ こけ ういゅけすゃはくっすけ 
くぇ おぇさすぇすぇ. 〈. くぇさ. „ぇくおっすうさぇ
くっ“ – しなぉうさぇくっ くぇ うくそけさきぇちうは 
けす しけぉしすゃっくうちうすっ, しっ こさぇゃう し 
ちっか けすしすさぇくはゃぇくっ くぇ ゅさっておう
すっ こけ けこうしゃぇくっすけ くぇ うきけすうすっ 
けとっ ゃ こなさゃうは っすぇこ くぇ こさけちっしぇ. 
《うさきぇすぇ とっ しなぉうさぇ うくそけさきぇ
ちうは う けす ょさせゅう ゃないきけあくう きっし
すぇ, ゃおかのつうすっかくけ けす ╃ぇくなつくぇすぇ 
しかせあぉぇ, おなょっすけ しぇ さっゅうしすうさぇ
くう うきけすうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. 
╇くそけさきぇちうは けす ┿ゅっくちうはすぇ こけ 
ゃこうしゃぇくうはすぇ けぉぇつっ っ けすおぇいぇ
くぇ くぇ そうさきぇすぇ, ゃなこさっおう つっ すは 
っ こけうしおぇかぇ ょけしすなこ ょけ ぉぇいぇすぇ 
ょぇくくう. ╂さぇあょぇくうすっ うきぇす こさぇゃけ 
ょぇ こさっょけしすぇゃはす ょぇくくうすっ けす くけ
すぇさうぇかくうすっ しう ぇおすけゃっ し ちっか うい
つうしすゃぇくっ くぇ ゅさっておう, おけうすけ くっ 
しぇ ゃ すはたくぇ こけかいぇ, けぉはしくうたぇ けす 
┿ゅっくちうはすぇ こけ おぇょぇしすなさぇ こさっょ 
きっょううすっ. ′はきぇ しぇくおちうう, ぇおけ 

すぇいう うくそけさきぇちうは くっ ぉなょっ こさっ
ょけしすぇゃっくぇ, くけ うきぇ さうしお けす こけ
ゅさってくけ ゃこうしゃぇくっ くぇ ぉぇいぇ ょさせ
ゅう ういすけつくうちう くぇ うくそけさきぇちうは. 
′っいぇゃうしうきけ ょぇかう ゅさぇあょぇくうすっ 
こさっょけしすぇゃはす くけすぇさうぇかくうすっ しう 
ぇおすけゃっ うかう くっ, うくそけさきぇちうはすぇ 
いぇ うきけすうすっ うき, くせあくぇ いぇ うい
ゅけすゃはくっ くぇ おぇさすぇすぇ, とっ ぉなょっ 

ゃいっすぇ けす ょさせゅけ きはしすけ. ‶さう ゃしは
おけ こけかけあっくうっ すったくうすっ ╄╂′-すぇ 
おぇすけ しけぉしすゃっくうちう とっ しっ うい
こけかいゃぇす いぇ さっゅうしすなさぇ. ╇きっくくけ 
かうつくけすけ ╄╂′ とっ こさぇゃう ゃないきけ
あっく ょけしすなこなす こけ っかっおすさけくっく 
こなす ょけ ぉなょっとぇすぇ ぉぇいぇ ょぇくくう, 
けぉはしくう くぇ しさっとぇすぇ ゃ こけくっょっか
くうお ╇かうはく 〈けょけさけゃ. 〈けえ こけはし
くう こさっょ あせさくぇかうしすうすっ, つっ けす 
しぇきけすけ くぇつぇかけ くぇ こさけちっしぇ うきぇ 
ゃぇかうょっく しっさすうそうおぇす いぇ けこっさう
さぇくっ し かうつくう ょぇくくう. ╊うこしぇすぇ 
くぇ うくそけさきぇちうは いぇ すけゃぇ くっゅけ
ゃけ こさぇゃけ ゃ さっゅうしすなさぇ くぇ けこっ
さぇすけさうすっ し かうつくう ょぇくくう すけえ 
けぉはしくう し すったくうつっしおぇ ゅさっておぇ. 
‶なさゃうはす ゃぇさうぇくす くぇ おぇさすぇすぇ 
ゃっさけはすくけ とっ ぉなょっ ゅけすけゃ こさっい 
きぇさす, おけゅぇすけ しけぉしすゃっくうちうすっ 
とっ きけゅぇす ょぇ しゃっさはす ょぇくくうすっ 
しう う ょぇ くぇこさぇゃはす っゃっくすせぇかくう 
おけさっおちうう, ぇおけ うきぇ くせあょぇ けす 
すぇおうゃぇ. ]かっょ けおけくつぇすっかくけすけ 
ういゅけすゃはくっ くぇ おぇさすぇすぇ う ゃかう
いぇくっすけ え ゃ しうかぇ おけさっおちうう とっ 

しっ こさぇゃはす しぇきけ しさっとせ いぇこかぇ
とぇくっ. ╉ぇょぇしすさぇかくぇすぇ おぇさすぇ とっ 
ゃおかのつゃぇ けぉとう したっきう, ぇ くっ いぇ
ょなかあうすっかくけ こけょさけぉくう しおうちう くぇ 
うきけすうすっ. ‶けゃっつっ けす 30 ょせてう っ 
くぇっかぇ そうさきぇすぇ-ういこなかくうすっか, いぇ 
ょぇ さぇぉけすはす こけ けぉとっしすゃっくぇすぇ こけ
さなつおぇ, ゃないかけあっくぇ けす ょなさあぇゃぇすぇ 
しさっとせ ちっくぇ けす 26 かゃ. いぇ ょっおぇさ 

こかけと. ╉ぇさすぇすぇ とっ ゃおかのつゃぇ すっ
さうすけさううすっ ゃ さっゅせかぇちうは くぇ ゅさぇょ 
╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ う すっいう けす ゅさぇょ
しおけすけ いっきかうとっ. 
╉ぇいぇくかなお っ こけしかっょくうはす けぉとうく

しおう ちっくすなさ ゃ さっゅうけくぇ, おけえすけ とっ 
こさぇゃう しゃけは おぇょぇしすさぇかくぇ おぇさすぇ. 
¨しすぇくぇかうすっ けぉとうくしおう ちっくすさけゃっ 
ゃっつっ うきぇす すぇおぇゃぇ. ′ぇかうつうっすけ 
くぇ くけゃぇ ぇおすせぇかくぇ おぇょぇしすさぇかくぇ 
おぇさすぇ とっ せかっしくう いくぇつうすっかくけ 
ょっえくけしすうすっ, しゃなさいぇくう しなし しすさけ
うすっかしすゃけすけ, ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ 
う かうつくうすっ うきけすくう ょっかぇ くぇ ゅさぇあ
ょぇくうすっ.
‶さう くぇかうつうっ くぇ しこけさ きっあ

ょせ しなしっょう いぇ けこさっょっかくぇ こかけと 
ゃなこさけしなす しかっょゃぇ ょぇ しっ けすくぇしは 
ゃ しなょぇ おぇすけ っょうくしすゃっく けすけさう
いうさぇく けさゅぇく いぇ こさけういくぇしはくっ し 
おけきこっすっくすくけ しすぇくけゃうとっ, うい
さうつくけ けぉはしくう ╃うぇくぇ ╀ぇかっゃぇ けす 
┿ゅっくちうはすぇ こけ おぇょぇしすなさぇ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. 
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‶ さ う つ う く ぇ -
すぇ いぇ すけゃぇ っ 
っょくぇ: “┿さ-
しっくぇか“. „┿さ-
しっくぇか“ こさっい 
1967-きぇ こさう-
ゃかはおなか けしきけ-
おかぇしくうおぇ ょぇ 
せつう ゃ いぇゃけょ-
しおけすけ せつう-
かうとっ いぇさぇょう 
こけ-ゅけかっきうすっ 
こさけそっしうけくぇか-
くう ゃないきけあ-
くけしすう. ╉けうすけ 
しすぇゃぇす ゃない-
きけあくけしす いぇ 
しっきっえしすゃけすけ. 
]っきっえしすゃけすけ, 
おけっすけ くっ しこう-
さぇ ょぇ しっ おぇつ-
ゃぇ ゃうくぇゅう くぇ 
3-う きぇさす くぇ 
【うこおぇ し さぇい-
ゃっすう すさうちゃっす-
くう いくぇきっくぇ. 
╉けっすけ いぇゃさな-
とぇ ╅けさけ う 
しなこさせゅぇすぇ きせ 
けす 【けすかぇく-
ょうは, いぇ ょぇ しう 
ゃょうゅくぇす しゃけえ 
ょけき, つっ ょぇ しっ 
さけょう くけゃうはす 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 5 》あすかて

くぇしかっょくうお せ ょけきぇ. 〈ぇくぬけ いくぇっ: “′っ しなき ゃっつっく. 』けゃっお くっ 
いくぇっ ょけ おけゅぇ っ...“. ╆ぇすけゃぇ くぇこけしかっょなお ぉなさいぇ しぇきけ ゃ っょくけ: 
ょぇ くぇきっさう きかぇょ つけゃっお, くぇ おけゅけすけ  ょぇ こさっょぇょっ けこうすぇ しう ゃ 
„┿さしっくぇか“ う ょぇ ょけゃなさてう ょゃけさぇ おさぇえ おなとうつおぇすぇ, つっ ょぇ っ こけ-
たせぉぇゃけ くぇ ょけきぇてくうすっ ょぇ しっ しなぉうさぇす いぇっょくけ. ╆ぇ おなとうつおぇすぇ っ 
しうゅせさっく, つっ くっとぇすぇ しっ しかせつゃぇす. ╆ぇ くぇきうさぇくっすけ くぇ しゃけえ きかぇょ 
くぇしかっょくうお ゃ さぇぉけすぇすぇ 〈ぇくぬけ くっ っ すぇおぇ せぉっょっく, つっ とっ しすぇくっ 
かっしくけ: „╋かぇょうすっ ょくっし, けとっ こさっょう ょぇ しぇ くぇせつうかう, しう きうしかはす, 
つっ いくぇはす ゃしうつおけ...“. ]さっょ 16-すっ くけさきうさけゃつうちう くぇ „┿さしっくぇか“, 
しっゅぇ うかう けすくはおなょっ ょさせゅぇょっ うい けさなあっえくうちぇすぇ, ]すけはくけゃ ゃしっ 
しっ くぇょはゃぇ, つっ くはきぇ おぇお ょぇ くっ ういしおけつう こけくっ っょうく きかぇょっあ, 
いぇこさっすくぇか こさうかっあくけ さなおぇゃう こさっょ っおさぇくぇ くぇ おけきこのすなさぇ し 
そけさきせかうすっ くぇ くけさきっくうは かうしす. ╉ぇすけ けくいう けす つっさくけ-ぉはかぇすぇ 
しくうきおぇ こさっい 1969-すぇ.   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

– ╂さうてぇ ╂けさっちけゃ.  ╁ 12 くぇ けぉはょ 
しっ けすおさうゃぇ ぉさけくいけゃうはす ぉのしす-
こぇきっすくうお, ょっかけ くぇ おぇいぇくかなて-
おうは しおせかこすけさ ╁っかうく ╃っつおけゃ. 
╀のしすなす こさっしないょぇゃぇ こさっょしすぇ-
ゃぇすぇ いぇ ¨くせそさうえ くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ 
しすぇさぇ かうすけゅさぇそうは, いぇこっつぇすぇかぇ 
いぇ こけおけかっくうはすぇ くっゅけゃうは けぉさぇい. 
‶ぇきっすくうおなす ゃっつっ しっ こけしすぇゃは 
おさぇえ しすなかぉうすっ おなき こけょたけょぇ いぇ 
せつうかうとっすけ, さぇいこけかけあっくけ くぇ 

ぉぇうさぇ, おけえすけ っくうくちう くぇさうつぇす 
„╀なさょけ“. ‶け-おなしくけ ゃ きせかすうきっ-
ょうえくぇすぇ いぇかぇ くぇ せつうかうとっすけ 
いぇこけつゃぇ くぇせつくぇ おけくそっさっくちうは. 
╁ おけくそっさっくちうはすぇ とっ せつぇしすゃぇ う 
ょけおすけさなす くぇ うしすけさうつっしおうすっ くぇ-
せおう ょけち. ‶っくつけ ‶っくつっゃ けす 〉′]], 
さけょけき けす ╉ぇいぇくかなお. ╃-さ ‶っくつっゃ 
っ ぇゃすけさ くぇ けぉしすけえくうは すさせょ „╉ぇ-
いぇくかなておうはす おさぇえ こさっい ╁ないさぇあ-
ょぇくっすけ“, おなょっすけ しっ けすょっかは しっさう-
けいくけ きはしすけ くぇ けぉさぇいけゃぇすっかくけすけ 
う ょせたけゃくけ-こさけしゃっすうすっかしおけ ょっかけ 
う  くぇ せつうかうとっすけ ゃ ╄くうくぇ, おぇおすけ 
う くぇ くっゅけゃうは けしくけゃぇすっか ¨くせそ-
さうえ – こさなゃ しさっょ くぇさけょくうすっ ぉせ-
ょうすっかう けす さっゅうけくぇ. ¨くせそさうえ っ 
こなさゃうはす せつうすっか ゃ けしくけゃぇくけすけ 
けす くっゅけ ておけかけ, おけえすけ けぉせつうか う 
しゃけう こけしかっょけゃぇすっかう. ]かっょ いぇ-
ゃさなとぇくっすけ しう けす 》うかっくょぇさしおうは 
きぇくぇしすうさ, おなょっすけ しっ こけきけくぇて-
ゃぇ, すけえ こさっょこさうっきぇ けぉうおけかおう 
うい しすさぇくぇすぇ, いぇ ょぇ こさけこけゃはょゃぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおう っいうお ゃ こさぇゃけしかぇゃ-
くうすっ たさぇきけゃっ ゃなゃ ゃさっきっ, おけゅぇすけ 
すけゃぇ くっ っ こけいゃけかっくけ. ]かせあぉう-

すっ くぇ ¨くせそさうえ しっ こさけつせゃぇす ゃ 
╉ぇいぇくかなておけ, ]すぇさけいぇゅけさしおけ う 
〈なさくけゃしおけ. ╋うさはくうすっ ゅけ うしおぇす 
いぇ しゃけえ ゃかぇょうおぇ. ]うかくけすけ ゃかうは-
くうっ こけ すけゃぇ ゃさっきっ くぇ ゅさなちおうすっ 
しゃっとっくうちう, おぇおすけ う ょさせゅう けぉ-
しすけはすっかしすゃぇ, こさぇゃはす くっゃないきけあ-
くけ ういょうゅぇくっすけ くぇ ¨くせそさうえ いぇ 
きうすさけこけかうす. ′け くっゅけゃけすけ ょっかけ 
こさけょなかあぇゃぇ し かうつくけすけ きせ せつぇし-
すうっ ゃ ぉけさぉうすっ いぇ くっいぇゃうしうきぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ ちなさおゃぇ ゃ 『ぇさうゅさぇょ, 
おなょっすけ っ さぇきけ ょけ さぇきけ し ′っけ-
そうす ╀けいゃっかう う ╇かぇさうけく ╋ぇおぇ-
さうけこけかしおう. ‶けょょなさあぇ う ゃさないおう 
し ╂. ]. [ぇおけゃしおう. ¨くせそさうえ っ 
けとっ ういょぇすっか くぇ おくうゅう, おぇかう-
ゅさぇそ, こさっゃけょぇつ けす 6 っいうおぇ. 
‶さっい 1862 ゅ. こさぇゃう のぉうかっっく 
こさっこうし くぇ „╇しすけさうは  ]かぇゃはくけ-
ぉけかゅぇさしおぇは “. ¨くせそさうえ ょぇゃぇ う 
くぇつぇかくうすっ 40 たうかはょう  ゅさけてぇ  いぇ 
こなさゃぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ せつうかうとっすけ 
ゃ さけょくぇすぇ しう ╄くうくぇ. ‶ぇさうすっ しぇ 
つぇしす けす しさっょしすゃぇすぇ, しなぉさぇくう けす 
くっゅけ おぇすけ きけくぇた けす 》うかっくょぇさ 
こけ ゃさっきっ くぇ けぉうおけかおうすっ きせ うい 
ぉなかゅぇさしおけ. 〈ぇおぇ っくうくちう しっ しょけ-
ぉうゃぇす し っょくけ けす くぇえ-こなさゃうすっ 
ゃいぇうきくう せつうかうとぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
しぇきけ 4 ゅけょうくう しかっょ ゅぇぉさけゃちう し 
すはたくけすけ ┿こさうかけゃしおけ せつうかうとっ.   
╉ぇすけ こけしかっょけゃぇすっかう くぇ ¨くせそ-

さうは, しぇきけ いぇ 7 きっしっちぇ, っくうくちう 
せしこはたぇ ょぇ しなぉっさぇす ぉかういけ 11 
500 かっゃぇ いぇ ゃょうゅぇくっすけ くぇ くっ-
ゅけゃうは こぇきっすくうお う ちはかけしすくぇすぇ 
さっぇかういぇちうは くぇ こさけゅさぇきぇすぇ いぇ 
つっしすゃぇくうはすぇ. 10 けす ょぇさっくうはすぇ 
しぇ いぇ くぇょ 500 かゃ., っょくけ けす 2000 
かゃ. う っょくけ けす 1 500 かゃ. ]さっょ 
ょぇさうすっかうすっ  っ う うくあ. 》さうしすけ 
]すさっておけゃ, いぇきっしすくうお-ょうさっおすけさ 
ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃, ゃないこうすぇくうお くぇ 
せつうかうとっすけ ゃ ╄くうくぇ. ‶さっい すぇいう 
ゅけょうくぇ しっ けすぉっかはいゃぇす う 100 ゅけ-
ょうくう けす ゃょうゅぇくっすけ くぇ しっゅぇてくぇ-
すぇ しゅさぇょぇ くぇ せつうかうとっすけ, さぇい-
てうさっくぇ こさっい 1975-すぇ. 
′ぇ しなぉうすうっすけ しぇ こけおぇくっくう 

こさっいうょっくすなす [けしっく ‶かっゃくっかう-
っゃ, きうくうしすさうすっ くぇ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ う おせかすせさぇすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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╂けしこけょうく ╁かぇえおけゃ, すけゃぇ 
かう っ いゃっいょくうはす ╁う つぇし? 
- ′っ けぉうつぇき すぇおうゃぇ ういさぇ-

いう. ┿い しなき くぇ っょくう ゅけょうくう, 
ゃ おけうすけ しなき ゃうょはか きくけゅけ 
いゃっいょう, ゃないたけょう, こぇょっくうは 
しなき うきぇか, ゃしはおぇおゃう くっとぇ ゃ 
あうゃけすぇ, いぇ ょぇ ういこけかいゃぇき すぇ-
おうゃぇ ういさぇいう. ╃ぇ しなき ょっこせすぇす 
くっ っ ぉうかけ ちっか ゃ あうゃけすぇ きう, 
くうすけ きっつすぇ, くっ しなき ゅけ こさっ-
しかっょゃぇか. ‶さけしすけ - しかせつう しっ. 

╄ょくぇ けす ゅけかっきうすっ すっきう 
くぇ けぉとっしすゃけすけ くう すっいう 
ょくう っ けつぇおゃぇくけすけ せゃっ-
かうつっくうっ くぇ こっくしうけくくぇすぇ  
ゃないさぇしす う ぉなょっとう こさけ-
きっくう ゃ くぇつうくぇ くぇ こっくしう-
けくうさぇくっ くぇ ゃけっくくう, こけ-
かうちぇう う ょさせゅう しかせあうすっかう 
けす しうしすっきぇすぇ くぇ しうゅせさ-
くけしすすぇ. 〈っ しぇ くっょけゃけかくう, 
こさけすっしすうさぇす う くぇえ-ゃっ-
さけはすくけ とっ こさけょなかあぇす ゃ 
すけいう ょせた. ╁うっ しすっ ぉうゃて 
ゃけっくっく, とせさきぇく, ょなかゅけ-
ゅけょうてっく こっくしうけくっさ おぇすけ 
すぇおなゃ, ぇ しっゅぇ ゃっつっ う ょっ-
こせすぇす, きぇおぇさ う くっ こけかけ-
あうか ゃしっ けとっ おかっすゃぇ. ╉ぇお-
ゃけ っ ╁ぇてっすけ きくっくうっ こけ 
すけいう ゃなこさけし: すさはぉゃぇ かう 
ょぇ しっ せゃっかうつう こっくしうけく-
くぇすぇ  ゃないさぇしす, おけくおさっすくけ 
いぇ ゃけっくくう う こけかうちぇう? 
- ┿おけ しっ せゃっかうつう こさっおぇかっ-

くけ こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす いぇ 
ゃけっくくう う こけかうちぇう, すけ しぇ-
きうすっ こさけそっしうう とっ しすぇくぇす 
くっぇすさぇおすうゃくう. ′はきぇ ょぇ うきぇ 
おけえ ょぇ しかせあう, いぇとけすけ すけゃぇ 
しぇ すっあおう, こけたぇぉはゃぇとう ぉなさ-
いけ こさけそっしうう. ′ぇ きっく しぇきうは 
しぇ きう おぇいゃぇかう: „┿, ぉっ すう 
けすおけゅぇ しう こっくしうけくっさ?” ╃ぇ, 
すぇおぇ っ, くけ しなき ょなさあぇか ぉうおぇ 
いぇ さけゅぇすぇ, くぇかう? 〈けゃぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ うきぇ こさっょゃうょ. ╁ すっいう 
こさけそっしうう つけゃっお しっ ういくけしゃぇ 
ぉなさいけ, けしけぉっくけ  こしうたうつっ-
しおう, きぇおぇさ つっ こさう こうかけすう-
すっ しこっちうぇかくけ うきぇ う そういう-
つっしおけ くぇすけゃぇさゃぇくっ う つけゃっお 
しっ ういたぇぉはゃぇ けとっ こけ-ぉなさいけ. 
╆ぇすけゃぇ う  すさはぉゃぇ ぉなさいけ ょぇ 
ういかっいっ けす しうしすっきぇすぇ, いぇ ょぇ 
しっ ゃないしすぇくけゃう. ╇くぇつっ くはきぇ 
ょなかぉけおぇ しすぇさけしす. 〈っいう きけう 
しなけぉさぇあっくうは きっ おぇさぇす ょぇ 
きうしかは, つっ こけ ゃなこさけしぇ すさはぉ-
ゃぇ きくけゅけ ゃくうきぇすっかくけ ょぇ しっ 
こうこぇ, うくぇつっ うきぇ さうしお ょぇ 
けしすぇくっき ぉっい しこっちうぇかうしすう ゃ 
すっいう しそっさう. 

55 ゅけょうくう きくけゅけ かう っ 
しこけさっょ ╁ぇし いぇ ゃけっくくう, 
こけかうちぇう う かっすちう おぇすけ 
ゃないさぇしす いぇ こっくしうけくうさぇ-
くっ? 
- ╆ぇ ゃけっくくう う こけかうちぇう きう-

しかは, つっ くっ っ きくけゅけ, くけ いぇ かっ-
すちうすっ っ きくけゅけ すぇいう ゃないさぇしす. 
〈っ すさはぉゃぇ ょぇ ういかはいぇす ゃ こっく-
しうは ょけしすぇ こけ-さぇくけ. 

┿ おけかおけ しこけさっょ ╁ぇし っ 
けこすうきぇかくぇすぇ ゃないさぇしす, くぇ 
おけはすけ ぉなかゅぇさうくなす, こさっょ-
ゃうょ くぇ すけゃぇ おぇお あうゃっっ う 
さぇぉけすう, しかっょゃぇ ょぇ しっ こっく-
しうけくうさぇ? 
╋けっすけ ょなかぉけおけ, かうつくけ 

せぉっあょっくうっ っ, つっ たけさぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ しっ こっくしう-
けくうさぇす くぇ おぇおゃぇすけ しう うしおぇす 
ゃないさぇしす. ╆ぇとけすけ くぇ くはおけえ 
きけあっ う ょぇ きせ っ うくすっさっしくけ くぇ 
40 ゅけょうくう ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ. 
╇かう こなお きけあっ う ょぇ くっ きけあっ 
ょぇ しっ すさせょう, ょぇ くっ うしおぇ ょぇ 

‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” っ っょくけ 

けす こなさゃうすっ う くぇえ-ぇゃすけさうすっすくう 
せつっぉくう いぇゃっょっくうは ゃ しすさぇくぇすぇ 
いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ しこっちうぇかうしすう 
しなし しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ けぉ
かぇしすすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, 
っかっおすさけすったくうおぇすぇ う っかっおすさけ
くうおぇすぇ.
¨とっ ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1917 ゅけょうくぇ 

╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ /1843-1923/ 
っ くぇこうしぇか ゃ しゃけっすけ いぇゃっとぇくうっ: 
„╃ぇさはゃぇき しせきぇすぇ けすな いかぇすくう 1 
000 000 /っょうく きうかうけくな いかぇすくう/ 
かっゃぇ, おけうすけ ょぇ しっ せこけすさっぉぇすな 
いぇ こけしすさけえおぇすぇ う ういょさなあおぇすぇ 
くぇ っょくけ きけょっさくけ いぇくぇはすつうえしおけ 
せつうかうとっ ゃな ゅさぇょな ╉ぇいぇくかなおな.”
ぅゃくけ ょぇさうすっかはす っ こさけいさはか 

うしすうくぇすぇ, ういさっつっくぇ けす こなさゃうは 
ょうさっおすけさ くぇ っょくけ しっかしおけ せつう
かうとっ くっょぇかっつ けす ╉ぇいぇくかなお:  
„╆ぇ ょぇ うきぇ っょうく くぇさけょ ょけぉさけ 

ぉなょっとっ, すけえ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ ょけ
ぉさう せつうすっかう う ょけぉさう せつうかうとぇ.”
┿ いぇ すけゃぇ しぇ くせあくう しさっょしすゃぇ. 

╇ ╇ゃぇく たぇょあう ╄くけゃ ゅう けしうゅせ
さうか.
╇ すぇおぇ: こけ ゃけかはすぇ くぇ ょぇさう

すっかは くぇ 15 しっこすっきゃさう 1925 
ゅけょうくぇ っ けすおさうすけ ╃なさあぇゃくけすけ 
きったぇくけ-すったくうつっしおけ せつうかうとっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 
]ぇきけ しかっょ くはおけかおけ きっしっちぇ 

すけゃぇ せつうかうとっ とっ つっしすゃぇ しゃけは
すぇ 90-ゅけょうてくうくぇ – ょけしすけえくぇ 
ゃないさぇしす う たうかはょう けぉせつっくう しこっ
ちうぇかうしすう!

╁なゃ ゃさないおぇ し  けすぉっかはいぇ
くうは こさっょう ょくう 90-ゅけょうてっく 
のぉうかっえ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ 
╉ぇいぇくかなお う いぇさぇょう こけしかけ
ゃうつくけ ぉかういおうすっ ゃさないおう くぇ 
すったくうつっしおけすけ せつうかうとっ し 
ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ う くっえくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ ゃ ゅけょうくうすっ こけ
すなさしうたきっ ょなかゅけゅけょうてくうは  
ょうさっおすけさ くぇ おぇいぇくかなて
おうは きったぇくけすったくうおせき うくあ. 
》さうしすけ ╂なょっゃ, いぇ ょぇ しこけょっ
かう しゃけう きうしかう う しこけきっくう 
いぇ けぉとけすけ こぇさすくぬけさしすゃけ, 
ぉっかはいぇかけ きうくぇかうすっ しかぇゃくう 
ゅけょうくう. 

- ╂けしこけょうく ╂なょっゃ, おぇおゃう 
つせゃしすゃぇ ╁う ゃなかくせゃぇす, しゃなさ
いぇくう し 90-ゅけょうてくうは のぉう
かっえ くぇ „ ┿さしっくぇか” ┿╃?
- 90-ゅけょうてくうは のぉうかっえ くぇ 

そうさきぇ „┿さしっくぇか” こさっょういゃうおゃぇ 

90 ╈《╉¨〉¨ „╅『』╊〉╅]” – 89 ╈《╉¨〉¨
【╊｠〉¨ぁ╊』[《 】ぁ¨]¨ぅ╊. 『ぇ[╅ ′╅ 『ぇ[╅!

ゃ きっく  ゃなかくっくうっ う ゅけさょけしす, 
すなえ おぇすけ  しぇきけ しかっょ っょくぇ 
ゅけょうくぇ う ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょ
あうっくけゃ” とっ つっしすゃぇ しゃけは 
90-ゅけょうてっく のぉうかっえ.    
‶さっい 1925 ゅ. しっ さっぇかう

いうさぇ いぇゃっとぇくうっすけ くぇ おぇ
いぇくかなておうは ょぇさうすっか ╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ し ょぇさはゃぇくっ
すけ くぇ 1 000 000 いかぇすくう 
かっゃぇ いぇ こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ 

すったくうつっしおけ せつうかうとっ いぇ 
こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ ぉなょっとう 
しこっちうぇかうしすう くぇ けすおさうすぇ
すぇ こさっい 1924 ゅ. ╃なさあぇゃくぇ 
ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ. ‶け こかぇ
くけゃっすっ くぇ 》ぇょあうっくけゃ ゃ 
せつうかうとっすけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ こけょゅけすゃはす しこっちうぇかうしすう 
こけ きぇてうくけしすさけっくっ, っかっお
すさけすったくうおぇ う こけさちっかぇく. 
‶さっょゃうあょぇか っ ょぇ うきぇ けす
おかけくっくうっ くぇ あ. こ. かうくうは 
ょけ せつうかうとっすけ.
╂けさょっは しっ し くぇてうは ょぇさう

すっか, おけえすけ っ ぉうか う おきっす くぇ 
ゅさ. ]けそうは.  ′っゅけゃぇ いぇしかせゅぇ 

っ こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ ‶ぇさおぇ 
くぇ しゃけぉけょぇすぇ.
〉つうかうとっすけ っ こけしすさけっ

くけ くぇ っょうく っすぇあ う いぇっょ
くけ し すけゃぇ しっ こけしすさけはゃぇす う 
せつっぉくうすっ さぇぉけすうかくうちう: こけ 
おけゃぇつっしすゃけ, てかけしっさしすゃけ, 

しすさせゅぇさしすゃけ う かっはさしすゃけ. ‶け 
くっゅけ ゃさっきっ せつっくうちうすっ こけ 
しすさせゅぇさしすゃけ けす ┶ おせさし しぇ いぇょ
ゃうあゃぇかう しすさせゅけゃっすっ し おさぇおぇ, 
おぇすけ てっゃくうすっ きぇてうくう, いぇ ょぇ 
さぇぉけすはす せつっくうちうすっ けす こけ-
ゅけさくうは おせさし, し せきうかっくうっ しう 
しこけきくは うくあ. ╂なょっゃ.
╁ かっはさくぇすぇ さぇぉけすうかくうちぇ っ 

ぉうかぇ こけしすさけっくぇ こっと いぇ すけ
こっくっ くぇ つせゅせく う すせお しぇ うょ
ゃぇかう さぇぉけすくうちう けす ゃけっくくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ ょぇ けすかうゃぇす きぇてうく
くう つぇしすう. 
¨とっ けす こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ 

せつうかうとっすけ いぇこけつゃぇ しなゃ
きっしすくぇすぇ さぇぉけすぇ う ゃいぇうきけ
こけきけと. 
〈けゃぇ つせゃしすゃけ, おけっすけ ういこうす

ゃぇき ぇい, ゅけ ういこうすゃぇす う ゃしうつおう 
きけう おけかっゅう-せつうすっかう, し おけうすけ 
しなき さぇぉけすうか. 

- ] おぇおゃう しこけきっくう あう
ゃっっすっ いぇ しなゃきっしすくぇすぇ さぇ
ぉけすぇ し さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ 
いぇゃけょうすっ けす „┿さしっくぇか”?  
- ┿い とっ しこけきっくぇ いぇ きけうすっ 

しこけきっくう, いぇ こけきけとすぇ, おけはすけ 
しなき こけかせつぇゃぇか けす さなおけゃけょう
すっかうすっ くぇ  „┿さしっくぇか” こさっい 
こっさうけょぇ 1964-1993 ゅ., こさっい 
おけっすけ ゃさっきっ ぉはた ょうさっおすけさ 
くぇ せつうかうとっすけ.
‶さう くぇいくぇつぇゃぇくっすけ きう 

いぇ ょうさっおすけさ くぇ すったくうおせきぇ 
いぇゃぇさうた っょくけ しなゃさっきっく
くけ せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ, おけっ
すけ こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
ょうさっおすけさぇ ╇ゃぇく 『ぇくっゃ う 
いぇき.-ょうさっおすけさぇ こけ せつっぉくぇすぇ 
こさぇおすうおぇ ┿くょさっえ ╉せさせきうかっゃ 
ぉってっ けぉはゃっくけ いぇ くぇちうけくぇ
かっく こなさゃっくっち こけ おぇぉうくっす
くぇすぇ しうしすっきぇ くぇ けぉせつっくうっ. 
╁ さぇぉけすうかくうちうすっ  くぇ すったくう
おせきぇ しっ こさけういゃっあょぇたぇ さぇ
ょうぇかぉけさきぇてうくう う こさけぉうゃくう 
きぇてうくう ╀-12, こけ すったくうつっしおぇ 
ょけおせきっくすぇちうは う こけきけと けす 
しこっちうぇかうしすう くぇ „┿さしっくぇか”. 
┿い こさけょなかあうた すっいう ゃさないおう. 
′っいぇぉさぇゃうきう しぇ しこけきっくうすっ 

きう こさう しさっとうすっ きう こけ さぇい
かうつくう ゃなこさけしう し ょうさっおすけさう

すっ ╉ぇかぇえょあうっゃ, うくあ. 〈けくつけ 
』せおぇかけゃ う ょさせゅう.
〈ったくうおせきなす しっ さぇいゃうゃぇてっ, 

くけ ぉぇいぇすぇ きせ しすぇくぇ くっょけしすぇ
すなつくぇ. [ぇいてうさっくうっすけ くぇ すった
くうおせきぇ しすぇくぇ けぉとけゅさぇょしおう 
こさけぉかっき. ╆ぇ さぇいてうさっくうっすけ 

こけきけゅくぇたぇ ょぇ しっ けしなとっしす
ゃう すけゅぇゃぇてくうはす おきっす ╀けくつけ 
╋うかっゃ う くぇえ-ぇおすうゃくけ ]すぇくつけ 
╉けっゃ – おきっすなす くぇ ]すけかっすうっ
すけ, ╇ゃぇく ┿ぉぇょあうっゃ, 》さうしすけ 
╉っかつっゃ – いぇき.-きうくうしすなさ くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ すけゅぇゃぇ.
‶さっい 1975 ゅ. ゃ すったくうおせきぇ 

ぉってっ こけしすさけっく う けすおさうす くけゃ 
せつっぉっく 5-っすぇあっく おけさこせし, 
さぇいてうさっくうっ くぇ せつっぉくうすっ 
さぇぉけすうかくうちう う くけゃ せつっぉくけ-
こさけういゃけょしすゃっく おけさこせし.  

‶っさうけょなす 1975-1985 ゅ. っ 
しゃなさいぇく しなし しなゃさっきっくくけすけ 
けぉいぇゃっあょぇくっ くぇ せつっぉくうすっ 
さぇぉけすうかくうちう う かぇぉけさぇすけさう
うすっ. ′はきぇ ょぇ いぇぉさぇゃは せしうかう
はすぇ, おけうすけ こけかけあう すけゅぇゃぇて
くうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” 
うくあ. ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, おけえすけ うい
こさぇすう いぇゃけょしおう しこっちうぇかうしすう 
し っょくう けす くぇえ-しなゃさっきっくくうすっ 
きぇてうくう – „‶っおけきぇおし”, こさう 
おけうすけ さぇぉけすったぇ う くぇてうすっ 
せつっくうちう ゃ くぇてうすっ さぇぉけすうか
くうちう. ‶けょ くっゅけゃけ さなおけゃけょ
しすゃけ ぉってっ こけしすさけっくぇ ゅなゃおぇゃぇ 
ぇゃすけきぇすういうさぇくぇ こさけういゃけょ
しすゃっくぇ しうしすっきぇ /╂┿‶]/ し ょゃぇ 
けぉさぇぉけすゃぇとう ちっくすさう.  
‶けしすけはくくぇ こけきけと こけかせつぇ

ゃぇたきっ けす しこっちうぇかうしすうすっ くぇ 
いぇゃけょ 5 – ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 
╂ぇくつけ ╊ぇいぇさけゃ う ょさせゅう, くぇ 
いぇゃけょ 6 – うくあ. ┿つおぇおぇくけゃ. 
╆ぇおぇかけつくぇすぇ くう ぇこぇさぇすせさぇ, 
おけはすけ さぇぉけすってっ し すけお し ゃうしけ
おぇ つっしすけすぇ, しっ こけょょなさあぇてっ 
けす いぇゃけょ 5 しなし しこっちうぇかうしす 
╇ゃぇく ╂ぇさせてっゃ. 
╇くあ. ╊のぉけきうさ ╃はくおけゃ, ょう

さっおすけさ くぇ いぇゃけょ „》うょさぇゃかう
おぇ”, けぉいぇゃっょっ ちった こけ たうょさぇ
ゃかうおぇ. 〈ぇいう ゃいぇうきくぇ ゃさないおぇ し 
ぉぇいけゃうすっ こさっょこさうはすうは ぉってっ 
いぇ こさうきっさ けす くぇちうけくぇかっく 
きぇとぇぉ. ╃ゃぇ こなすう すったくうおせきなす 
ぉってっ こけしっとぇゃぇく けす きうくうし
すなさぇ くぇ くぇさけょくぇすぇ こさけしゃっすぇ 
╇かつけ ╃うきうすさけゃ – し はこけくしおぇ 
ょっかっゅぇちうは, しなし しなゃっすしおうは 
こけしかぇくうお ╁うおすけさ 【ぇさぇこけゃ 
う ょさせゅう. ] こけきけとすぇ くぇ うくあ. 
╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ ぉはたぇ けすおさうすう 
しこっちうぇかくけしすうすっ „〈ったくけかけゅうは 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ し 『‶〉”, 
„╂┿‶]”, „‶さけきうてかっくぇ っかっお
すさけくうおぇ” う いぇゃうくぇゅう しなき きせ 
ぉかぇゅけょぇさっく いぇ ちっくくうすっ しなゃっ
すう う おけくしせかすぇちうう, おけうすけ しなき 
こけかせつぇゃぇか けす くっゅけ.  
╁しうつおう ょうさっおすけさう う しこっ

ちうぇかうしすう こけきぇゅぇたぇ いぇ しない
ょぇゃぇくっすけ くぇ しなゃさっきっくくう 
せしかけゃうは いぇ けぉせつっくうっすけ くぇ 
せつっくうちうすっ. ′ぇせつくう さなおけゃけ

ょうすっかう くぇ くぇてうすっ ぇぉうすせさう
っくすう こさう さぇいさぇぉけすゃぇくっ くぇ 
ょうこかけきくうすっ さぇぉけすう ぉはたぇ うい
はゃっくう うくあっくっさう う しこっちうぇ
かうしすう けす „┿さしっくぇか”, ′╇〈╇ う 
„》うょさぇゃかうおぇ”. ′ぇてうすっ せつっ
くうちう こけかせつぇゃぇたぇ うくあっくっさくぇ 
こけょゅけすけゃおぇ う し ゃさなつゃぇくっすけ 
くぇ ょうこかけきぇすぇ しっ ういょぇゃぇてっ う 
いぇこけゃっょ いぇ くぇいくぇつぇゃぇくっ くぇ 
さぇぉけすぇ くぇ しなけすゃっすくけ さぇぉけすくけ 
きはしすけ ゃ „┿さしっくぇか”, „》うょさぇ
ゃかうおぇ” う ょさせゅうすっ こさっょこさう
はすうは. 〈けゃぇ けすくけてっくうっ とっ 
けしすぇくっ いぇゃうくぇゅう ゃ うしすけさうは
すぇ くぇ すったくうおせきぇ う し ゅけかはきぇ 
ぉかぇゅけょぇさくけしす けす きっく う きけうすっ 
おけかっゅう おなき ゃしうつおう!

- ╂けしこけょうく ╂なょっゃ, し おぇお
ゃけ しっ ゅけさょっっすっ けす けぉせつっ
くうっすけ くぇ おぇょさうすっ?
- ┿い しっ ゅけさょっは し きけうすっ おけかっ

ゅう けす けぉとけけぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ, 
けぉとけすったくうつっしおぇすぇ, しこっちうぇか
くぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ う せつっぉくぇすぇ 
こさぇおすうおぇ, おけうすけ さぇぉけすうたぇ し 
ゅけかはき こさけそっしうけくぇかういなき いぇ 
こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ しゃけうすっ せつっ
くうちう. ╂けさょっは しっ う しなき ぉかぇ
ゅけょぇさっく いぇ ゃしっけすょぇえくうは すさせょ 
くぇ きけうすっ おけかっゅう けす さなおけゃけょ
しすゃけすけ くぇ すったくうおせきぇ: いぇき.-
ょうさっおすけさうすっ ╋ぇさうは [ぇょっゃぇ, 
╂っけさゅう ]すけえつっゃ, うくあ. ╃うきけ 
╃うきけゃ, ╇ゃぇく [ぇつっゃ, うくあ. 
┿すぇくぇし ╋けきおけゃ, くぇ こさっょ
しっょぇすっかうすっ くぇ せつうすっかしおぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは ╃うきけ ]すけっゃ う 
》さうしすけ ╊っしけゃ.
╁しうつおう くぇてう せつっくうちう しっ 

さっぇかういうさぇたぇ せしこってくけ ゃ いぇ
ゃけょうすっ おぇすけ ょうさっおすけさう, おけく
しすさせおすけさう う しなゃさっきっくくう ぉうい
くっしきっくう. ╆ぇ きっくっ っ ゅけかはきぇ 
さぇょけしす, おけゅぇすけ ゅう しさっとくぇ ゃ 
ゅさぇょぇ う しなき ぉかぇゅけょぇさっく, つっ 
ゃしっ けとっ ゅう こけいくぇゃぇき, ぇ う すっ 
きっ こけきくはす.
     
- ╉ぇお こさうったすっ さっそけさきぇすぇ 

ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ?
- 】っ ぉなょぇ けすおさけゃっく. ] さっ

そけさきぇすぇ しっ せくうとけあう っょくぇ 
きくけゅけ ょけぉさぇ しうしすっきぇ いぇ こさけ
そっしうけくぇかくぇ こけょゅけすけゃおぇ, くぇ 
おけはすけ しっ ゃないたうとぇゃぇたぇ はこけく
しおう, ゅっさきぇくしおう, ういさぇっかしおう 
しこっちうぇかうしすう, こけしっすうかう すった
くうおせきぇ. [っそけさきぇすぇ しっ こさけ
ゃっょっ, ぉっい ょぇ しっ しなゅかぇしせゃぇ 
しなし いぇゃけょしおうすっ しこっちうぇかうしすう 
う ょうさっおすけさうすっ, いぇ おけうすけ すっいう 
せつうかうとぇ こけょゅけすゃはたぇ おぇょさう. 
〈ぇいう しうしすっきぇ ぉってっ ぉなかゅぇさ
しおう きけょっか う いぇ くけゃけすけ ゃさっきっ 
きけあってっ ょぇ しっ けしなゃさっきっくう, ぇ 
きうくうしすっさしおうすっ しかせあうすっかう くっ 
きけあぇたぇ ょぇ は いぇとうすはす こさっょ 
っゃさけこっえしおうすっ こぇさすくぬけさう. 
′ぇこさぇゃうたぇ ゃしうつおう すったくうおせ
きう こさけそっしうけくぇかくう ゅうきくぇいうう 
う しおなこぇすぇ きぇすっさうぇかくぇ ぉぇいぇ 
– かぇぉけさぇすけさうう う さぇぉけすうかくう
ちう, けしすぇくぇたぇ ぉっい せつっぉくぇ ょっえ
くけしす.
╇ こけさぇょう けぉっおすうゃくう う しせ

ぉっおすうゃくう こさうつうくう ぉぇいぇすぇ いぇ
こけつくぇ ょぇ しっ させてう. 〈ぇいう せつぇしす 
こけしすうゅくぇ ゃしうつおう すったくうおせきう ゃ 
╀なかゅぇさうは, おぇすけ くはおけう けす すはた 
ぉはたぇ いぇおさうすう. ╇ けす すけゃぇ きっ 
ぉけかう. 

- ╉ぇおゃけ っ こけかけあっくうっすけ 
しっゅぇ? ╆くぇっき, つっ きうかっっすっ 
いぇ せつうかうとっすけ, ぇ う けすすぇき 
くっ ╁う いぇぉさぇゃはす こけ こさぇいくう
ちうすっ, ちっくはす しなゃっすうすっ ╁う.

さぇぉけすう, ょぇ うきぇ ょさせゅう こさけ-
ぉかっきう, いぇ ょぇ こさけょなかあう ょぇ 
さぇぉけすう, いぇすけゃぇ しつうすぇき, つっ 
つけゃっお しかっょゃぇ ょぇ うきぇ ゃない-
きけあくけしすすぇ う こさぇゃけすけ ょぇ しっ 
こっくしうけくうさぇ, ぇおけ うしおぇ う おけ-

ゅぇすけ うしおぇ.

…いゃせつう ょっきけおさぇすうつくけ う 
すゃなさょっ しきっかけ...
- ╃ぇ, くけ っ つっしすくけ しこさはきけ 

つけゃっおぇ. ╉ぇすけ うしおぇ ゅさぇあょぇ-
くうくなす 》 ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ, 
すけゅぇゃぇ くっおぇ ゅけ うきぇ ゃぇさう-
ぇくすなす ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう う しう 
ゃいっきっ こっくしうはすぇ, おけはすけ きせ 
しっ こけかぇゅぇ おなき くっゅけ きけきっくす. 
′け, おけえすけ ゃいっきっ すぇおけゃぇ さっ-
てっくうっ - ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ  
さぇくけ, ょぇ くっ きけあっ こけしかっ ょぇ 
しう こさっういつうしかはゃぇ こっくしうはすぇ 
う ょぇ しう ょけこなかゃぇ しすぇあぇ. ╆ぇ-
とけすけ ょさせゅけすけ こなお っ くっさっょくけ 
しこさはきけ  けしすぇくぇかうすっ: こっくしう-
けくうさぇて しっ さぇくけ, ゃいうきぇて しう 
こっくしうはすぇ, こけかせつぇゃぇて しう は 
こさうきっさくけ 30 ゅけょうくう, こさっい 
すけゃぇ ゃさっきっ „くぇゃなさすぇて” けとっ 
30 ゅけょうくう しすぇあ う うしおぇて ょぇ 
すう しっ こさっういつうしかう こっくしうはすぇ. 
╄, すけゃぇ くっ ぉうゃぇ ょぇ しすぇゃぇ. ╆ぇ-
すけゃぇ ゃっょくなあ おぇすけ しう ゃいっきって 
さってっくうっすけ いぇ こっくしうは, すけゃぇ 
ょぇ っ. 

╁ すけいう しきうしなか, おけう しぇ 
╁ぇてうすっ かうつくう こさうけさうすっ-
すう, おけうすけ とっ けすしすけはゃぇすっ ゃ 
43-すけすけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇ-
くうっ, おぇしぇっとう さっゅうけくぇ, 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ╁ぇてう-
すっ ういぉうさぇすっかう? ‶けっきぇすっ 
かう きぇくょぇすぇ し おけくおさっすくぇ 
ちっか? 
- ′っ けすうゃぇき し こさっょゃぇさう-

すっかくけ くぇぉっかはいぇくう ちっかう, くけ 
すさなゅゃぇき し こなかくぇ おけてくうちぇ し 
せおぇいぇくうは けす たけさぇすぇ, けす きけう-
すっ しさっとう し すはた. 〈っ きう おぇいぇ-
たぇ きくけゅけ くっとぇ, いぇこうしぇか しなき 
しう ゅう, しっゅぇ ゅう けぉけぉとぇゃぇき, 
いぇ ょぇ きけゅぇ ょぇ ゅう ういこけかいゃぇき 
こさう さぇいゅけゃけさうすっ う ょっぉぇすうすっ 
う しきはすぇき すぇき ょぇ ういかぇゅぇき つけ-
ゃっておけすけ. 〈けゃぇ, おけっすけ たけさぇすぇ 
しぇ きう おぇいぇかう う こけうしおぇかう けす 

きっく, おぇすけ けつぇおゃぇくうは, こさっ-
こけさなおう. 

┿ おきっすなす おぇおゃけ こけうしおぇ 
けす ╁ぇし? 
- ╆ぇしっゅぇ くうとけ. ′はきぇき しこっ-

ちうぇかくう こさっこけさなおう, うしおぇくうは, 
くけ いくぇき, つっ とっ うきぇ. ╁ くぇえ-
けぉとう かうくうう とっ うきぇ きくけゅけ 
うしおぇくうは ょぇ しっ さってぇゃぇす こさけ-
ぉかっきう, おけうすけ しっゅぇ しなとっしす-
ゃせゃぇす きっあょせ けぉとうくうすっ う 
ょなさあぇゃぇすぇ. 〈っいう こさけぉかっきう 
ゅう いくぇき, はしくう しぇ きう. ╋うしかは, 
つっ とっ きけゅぇ ょぇ ぉなょぇ こけかっいっく 
すぇき.

╉ぇおなゃ ょっこせすぇす とっ しっ 
しすさっきうすっ ょぇ ぉなょっすっ ? 
- ‶さっょう ゃしうつおけ しこけおけっく. 

〉きっさっく, ぉぇかぇくしうさぇく. ‶け 
こさうくちうこ しなき つけゃっお, おけえすけ 
しう こさっきなかつぇゃぇ, おけゅぇすけ うきぇ 
きくけゅけ すっあおう しうすせぇちうう う くっ 
ゃかういぇき ゃ すっあおう う かのすう しこけ-
さけゃっ, くけ くっ しう う けしすぇゃはき 
おぇさせちぇすぇ ゃ おぇかすぇ. ′っ しなき 
すさせょっく つけゃっお う たぇさぇおすっさ. 
┿い しなき おけくしっくしせしっく つけゃっお, 
けこうすゃぇき しっ ょぇ さぇいぉうさぇき たけ-
さぇすぇ, ょぇ ゃくうおゃぇき ゃ すけゃぇ, 
おけっすけ きう おぇいゃぇす. 〉ゃぇあぇゃぇき 
ぇさゅせきっくすうすっ くぇ たけさぇすぇ, つせ-
ゃぇき さぇいせきくうすっ すぇおうゃぇ. 〈ぇおぇ 
っ ぉうかけ ょけしっゅぇ ゃ あうゃけすぇ きう. 

】っ くぇこさぇゃう かう くぇえ しっすくっ 
]なっょうくっくうっすけ ]うかぇすぇ? 
- ╇しおさっくけ しっ くぇょはゃぇき. ¨しけ-

ぉっくけ ゃ すけいう すさせょっく きけきっくす 
しっゅぇ すけゃぇ しなっょうくっくうっ くう っ 
きくけゅけ くせあくけ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ 
さぇいぉっさっ くぇえ-くぇおさぇは, つっ こけ-
かうすうおぇすぇ くっ っ うゅさぇ, ぇ きくけゅけ 
しっさうけいくけ くっとけ. ┿い こけくっ すぇおぇ 
ゃうくぇゅう しなき は ゃないこさうっきぇか. 
′はきぇ くうとけ ういゃなく こけかうすう-
おぇすぇ. ╁しうつおけ ゃ あうゃけすぇ くう っ 
こけかうすうおぇ. ╄あっょくっゃうっすけ くう っ 
ういすなおぇくけ けす こけかうすうおぇ. 

╉ぇおゃけ くっ けぉっとぇゃぇすっ くぇ 
╁ぇてうすっ ういぉうさぇすっかう? 
- ′っゃないきけあくう くっとぇ. 〈せお, 

ゃ さぇえけくぇ, くぇてうはす うくすっさっし 
っ ょぇ  „あうゃくっ” すけいう おさぇえ. ╁ 

すけいう しきうしなか う ゃ すけいう きぇくょぇす 
くぇてうはす こさうけさうすっす, くぇ ╂╄[╀, 
とっ っ ょぇ しすぇくっ すせくっかなす こけょ 
【うこおぇ. ]すぇくっ かう すけゃぇ, きくけ-
ゅけ くっとぇ とっ しっ こさけきっくはす すせお. 
╁うあょぇくっすけ う くぇ ちっくすさぇかくけ-

すけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ こぇさすう-
はすぇ っ すぇおけゃぇ う しっ くぇょはゃぇき, 
つっ くはきぇ ょぇ うきぇ う しなこさけすうゃぇ 
けす けしすぇくぇかうすっ こけかうすうつっしおう 
しうかう. 〈さなゅくっ かう すけゃぇ うい-
ゅさぇあょぇくっ, とっ うきぇ 3 ゅけかっ-
きう ゅさぇょぇ くぇぉかういけ: ╂ぇぉさけゃけ,  
╉ぇいぇくかなお う ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
]すぇくっ かう すせくっかなす こけょ 【うこ-
おぇ, すっ くぇ こさぇおすうおぇ とっ しっ 
こさっゃなさくぇす ゃ っょうく ゅけかはき 
ゅさぇょ.  〈けゃぇ とっ ょぇょっ きくけゅけ 
ゃないきけあくけしすう くぇ たけさぇすぇ けす 
さっゅうけくぇ, いぇとけすけ すけいう こなす とっ 
しっ こさっゃなさくっ  ゃ っょうく けす ゅかぇゃ-
くうすっ っゃさけこっえしおう こなすうとぇ, 
しゃなさいゃぇと ╄ゃさけこぇ し ┿いうは. ┿ 
とけ しっ けすくぇしは ょけ すけゃぇ - おぇおゃけ 
くはきぇ ょぇ けぉっとぇは: くうとけ くはきぇ 
ょぇ うき けぉっとぇは. ╄ょうくしすゃっくけすけ 
けぉっとぇくうっ けす きけは しすさぇくぇ っ, 
つっ とっ さぇぉけすは こけ ゃなこさけしうすっ, 
おけうすけ きけうすっ ういぉうさぇすっかう, たけ-
さぇすぇ, しぇ こけしけつうかう いぇ ゃぇあくう. 
′はきぇ ょぇ しなき そうゅせさぇくす. 

] おぇおゃう しすさぇたけゃっ けすうゃぇ-
すっ ゃ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ? 
- ╇きぇき くはおぇおゃう しゃけう けこぇしっ-

くうは, つっ すけいう こぇさかぇきっくす きけあっ 
ょぇ っ いぇ おさぇすおけ. 』っ  きけあっ ょぇ 
くっ しっ しすうゅくっ ょけ こけかっいくうすっ, 
ういうしおゃぇとう おけくしっくしせし さってっ-
くうは, おけうすけ ょぇ けつっさすぇはす っょくぇ 
はしくぇ こけかうすうおぇ ゃ ぉなょっとっ, こけ 
おけはすけ ょぇ しっ ょゃうあうき ゃしうつおう 
いぇっょくけ. ¨つっさすぇゃぇす しっ ょけし-
すぇ ょっぉぇすう こけ ゃなこさけしうすっ, くけ 
ょぇえ, ╀けあっ, さぇいせきなす ょぇ くぇょ-
ょっかっっ せ ゃしうつおう くう. ¨とっ こけ-
ゃっつっ, つっ くぇ すけいう っすぇこ ゃしうつ-
おう ょっおかぇさうさぇす あっかぇくうっ ょぇ 
しっ しそけさきうさぇ こさぇゃうすっかしすゃけ. 
╁しうつおう こけかうすうつっしおう しうかう 
ょっおかぇさうさぇす あっかぇくうっ ょぇ しっ 
さぇぉけすう ゃ うくすっさっし くぇ くぇさけょぇ. 
′ぇょはゃぇき しっ, つっ とっ せしこっっき 
ょぇ しっ けぉっょうくうき けおけかけ くはおけう 
けしくけゃくう こさうけさうすっすう. 

‶け-きぇかおけ ゅっさぉぇょあうは かう 
とっ しすっ, ぇおけ ╂╄[╀ くぇこさぇゃう 
こさぇゃうすっかしすゃけ し ╀]‶, ┿╀╁ 
うかう ょさせゅう こけ-かっゃう そけさ-
きぇちうう? 
- ╆ぇとけ ょぇ しなき こけ-きぇかおけ 

ゅっさぉぇょあうは? ╃ぇ しっ くぇこさぇゃう 
こさぇゃうすっかしすゃけ きっあょせ ╃っしくう-
ちぇすぇ う ╊っゃうちぇすぇ っ しっさうけいくけ 
くっとけ. ╁うして こうかけすぇあ. ╋けあっ 
ょぇ ょけくっしっ すぇおぇ あっかぇくうは 
こさけしこっさうすっす いぇ たけさぇすぇ. ┿おけ 
しっ ゃゅかっょぇすっ ゃ こさけゅさぇきうすっ 
くぇ きくけゅけ こぇさすうう, とっ ゃうょうすっ 
おけかおけ けぉとう こさっしっつくう すけつおう 
うきぇす. ╁ ゅけかはきぇ つぇしす ょけさう すっ 
しぇ うょっくすうつくう. 

╆ぇとけ すけゅぇゃぇ くっ くぇきうさぇ-
きっ しなゅかぇしうっ ゃ こけかうすうおぇ-
すぇ? 
- ╁ こけゃっつっすけ しかせつぇう こさう-

つうくうすっ しぇ つうしすけ かうつくけしすくう. 
′うっ しきっ たけさぇ う ゃしっおう っ しぇき 
いぇ しっぉっ しう つけゃっお, かうつくけしす, 
うきぇ しゃけっ ゃうあょぇくっ う さぇいぉう-
さぇくっ いぇ きはしすけすけ しう う けすすぇき 
きけあっ ぉう うょゃぇす こけゃっつっすけ こさけ-
ぉかっきう. 〈さはぉゃぇ ょぇ しこさっき ょぇ 
しっ ゃいうさぇきっ ゃ ょさせゅうすっ, ぇ ょぇ 
ゃうょうき しけぉしすゃっくけすけ しう きはしすけ 
う こけいうちうは. 

┿ し おぇおゃう くぇょっあょう すさなゅ-
ゃぇすっ おなき こぇさかぇきっくすぇ? 
╉ぇいぇたすっ いぇ しすさぇたけゃっすっ 
しう...
- 〈けいう こぇさかぇきっくす すさはぉゃぇ 

こなさゃけ ょぇ さってう おぇお いぇ ゃ ぉな-
ょっとっ とっ しっ こさけゃっあょぇす ういぉけ-
さうすっ せ くぇし. ╆ぇょなかあうすっかくけ, し 
っょくけきぇくょぇすくう うかう  きくけゅけ-
きぇくょぇすくう さぇえけくう, っかっおすさけく-
くけ ゅかぇしせゃぇくっ う けとっ きくけゅけ 
くっとぇ, おけうすけ っ さっょくけ ょぇ しっ 
ょうしおせすうさぇす. 〈けゃぇ っ きくけゅけ 
ゃぇあくけ くっとけ. 〈けいう こぇさかぇ-
きっくす すさはぉゃぇ ょぇ しないょぇょっ う 
ぉぇいぇ, けしくけゃぇ いぇ さっそけさきうさぇ-
くっすけ くぇ しなょっぉくぇすぇ くう う こさぇ-
ゃけけたさぇくうすっかくぇ, こさぇゃけさぇ-
いょぇゃぇとぇ しうしすっきぇ. ╃ぇ おぇあっ 
おなょっ っ きはしすけすけ くぇ ‶さけおせさぇ-
すせさぇすぇ, おなょっ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ, 
ょぇかう くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ こさうかけあう 
おぇすけ ちはかけ ういぉけさくけすけ くぇつぇ-
かけ ゃ しなょっぉくぇすぇ しうしすっきぇ, くぇ 
こさうくちうこぇ, こけ おけえすけ しっ ういぉう-
さぇす こけかうすうちうすっ. 〈けゃぇ っ けしけ-
ぉっくけ ゃぇあくけ う, しこけさっょ きっく, 
ぉう ゃなさくぇかけ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく 
せしっとぇくっすけ いぇ しこさぇゃっょかうゃぇ-
すぇ ょなさあぇゃぇ. ]こけさっょ きっく, こけ 
きくけゅけ けす ゃぇあくうすっ ゃなこさけしう 
いぇ けぉとっしすゃけすけ くう すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ さっそっさっくょせきう. ╋けっ かうつ-
くけ せぉっあょっくうっ っ, つっ  さっそっ-
さっくょせきなす いぇ ういぉけさうすっ, おけえ-
すけ くっ しっ しなしすけは, すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ こさけゃっょっ. ╇ っょゃぇ すけゅぇゃぇ, 
しかっょ おぇすけ つせっ たけさぇすぇ, こぇさ-
かぇきっくすなす ょぇ しう ういさぇぉけすう こけ-
いうちうは こけ ゃなこさけしぇ. 

]こけおけっく かう しすっ いぇ けぉ-
とうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお? 
- ′はきぇき くうおぇおゃう こさうすっし-

くっくうは いぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ こけ 
くぇつうくぇ, こけ おけえすけ しっ さぇいゃうゃぇ 
ゃ きけきっくすぇ. ‶さっょう うきぇた, しっゅぇ 
くっ. ╋うしかは, つっ しかっょゃぇとうすっ 
ういぉけさう, おけうすけ こさっょしすけはす, 
きっしすくうすっ, とっ しっ こけかせつう けとっ 
こけ-ょけぉさぇ しこけえおぇ きっあょせ たけ-
さぇすぇ. ╃けぉさう しぇ くう たけさぇすぇ. 
╇きぇきっ ょけしすぇすなつくけ つかっくけゃっ, 
こけつすう 800 ょせてう.

〈けえ とっ っ っょうくしすゃっくうはす おぇいぇくかなておう こさっょしすぇゃうすっか ゃ 
くけゃうは 43-すう ぉなかゅぇさしおう こぇさかぇきっくす. [けょっく こけょ けゅ-

くっく いくぇお, くけ つけゃっお くぇ くっぉっすけ. ╊っすっち -とせさきぇく, し 24-ゅけ-
ょうてっく しすぇあ ゃ ぇさきうはすぇ. ′ぇこせしおぇ は こさっい 1990 ゅけょうくぇ,  
いぇっょくけ し こけ-きぇかおうは しう ぉさぇす, おけえすけ っ かっすっち, いぇ ょぇ しっ 
こけしゃっすはす くぇ おせこ しゃけう くぇせつくう こさけっおすう. ╁ないこうすぇくうお っ 
くぇ ╁′╁╁〉 „╂っけさゅう ╀っくおけゃしおう” ゃ ╃けかくぇ ╋うすさけこけかうは, 
おなょっすけ っ しなゃうこせしおくうお し ゅっく. ╋うたけ ╋うたけゃ. 
‶け-おなしくけ いぇゃなさてゃぇ ╁けっくくぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ ]けそうは, おな-

ょっすけ ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ しう っ う こさっこけょぇゃぇすっか こけ ぉけえ-
くぇ っそっおすうゃくけしす ゃ ぇゃうぇちうはすぇ.   

┿ゃすけさ っ くぇ せつっぉくうお こけ 
っかっおすさけくうおぇ, きさっあけゃけ 
こかぇくうさぇくっ う うくすっゅさぇかくう 
したっきう, おぇおすけ う くぇ せつっぉ-
くうお こけ ぉけえくぇ っそっおすうゃ-
くけしす くぇ せょぇさくぇすぇ ぇゃうぇ-
ちうは. ]なし しなぇゃすけさしすゃけすけ 
きせ しぇ ういょぇょっくう けとっ くは-
おけかおけ せつっぉくうおぇ いぇ ぉけっ-
こさうこぇしう う せつっぉくう すぇおすう-
おう ゃなゃ ╁╁].
╁ こけかうすうおぇすぇ っ けす さぇあ-

ょぇくっすけ くぇ うょっはすぇ いぇ 
]ょさせあっくうっ ╂╄[╀, おなょっすけ  
しすぇゃぇ  っょうく けす くっゅけゃうすっ 
しなせつさっょうすっかう. ‶け-おなしくけ 
こけゃすぇさは すけゃぇ う し こけはゃぇすぇ 
くぇ しぇきぇすぇ こぇさすうは. ¨さゅぇ-
くういぇちうけくっく しっおさっすぇさ くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇき.-
こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
65-ゅけょうてっく, あっくっく, し 2 

ょなとっさう  う 3 ゃくせつおう.
╋ぇかおけすけ しう しゃけぉけょくけ 

ゃさっきっ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
こけしゃっとぇゃぇ くぇ っかっおすさけ-
くうおぇすぇ, ういけぉさっすっくうはすぇ, 
くけゃけしすうすっ ゃ すったくうおぇすぇ. 
╊のぉうすっか くぇ せきくうすっ さぇい-
ゅけゃけさう う ちっくうすっか くぇ しすけえ-
くけしすくうすっ たけさぇ.
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〉つうかうとくぇすぇ うしすけさうは ゃ 
ゅけょうくうすっ: 
    
1941-1942 - 〉つうかうとっすけ 

しすぇゃぇ しさっょくけ う しっ くぇさうつぇ 
╃なさあぇゃくけ しさっょくけ せつうかう
とっ.
1943-1945 - ¨すおさうゃぇす 

しっ きぇてうくっく う っかっおすさけけす
ょっか.
1962 -  〈ったくうおせきなす っ 

けぉはゃっく いぇ けぉさぇいちけゃ.
1974-1976 - ‶けしすさけはゃぇす 

しっ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ しゅさぇょぇ, 
そういおせかすせさっく しぇかけく, けぉとっ
あうすうっ う しすけかけゃぇ.
1994-1995 - 〉つうかうとっすけ 

しっ ゃおかのつゃぇ ゃ っゃさけこっえしおぇ
すぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ 
こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉせつっ
くうっ” こけ 《┿[.
1997 - ¨しなとっしすゃはゃぇ 

きっあょせくぇさけょくけ しなすさせょくう
つっしすゃけ こけ こさけそっしうけくぇかくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ し  せつうかうとぇ 
けす ╁うっくぇ – ┿ゃしすさうは. 
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: 
didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: 
diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ 
‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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] すけいう こさういうゃ ょぇょっ くぇつぇ-
かけすけ くぇ ゅけかっきうは のぉうかっっく  

こさぇいくうお ういこなかくうすっかくうはす ょう-
さっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ, きうゅ こさっょう ょぇ こけかせつう 
う っょうく けす くぇえ-ちっくくうすっ ょぇさけゃっ 

う っおしこけくぇすう いぇ ぇさしっくぇかしおうは 
きせいっえ: こかぇおっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお - しうきゃけか くぇ しこけえおぇすぇ 
きっあょせ „┿さしっくぇか” う ¨ぉとうくぇすぇ, 
う おさうしすぇかくぇすぇ さけいぇ - けそうちうぇ-

„┿い しなき っょくぇ けす ゃぇし, っょくぇ けす ぇさしっくぇかちうすっ.
〈せお しなき こけかせつうかぇ しゃけは こさけそっしうけくぇかっく けこうす, きくけゅけ 

しなき くぇせつうかぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ すせお, いぇ ょぇ ゃうょは おぇおゃけ 
っ くせあくけ, いぇ ょぇ ゃなさゃうて くぇゅけさっ: きくけゅけ さぇぉけすぇ, きくけゅけ 
せしうかうは う しすぇぉうかっく  ゃけょぇつ, かうょっさなす  こさっょう ゃしうつおけ”.
〈けゃぇ おぇいぇ ゃ こさうゃっすしすゃうっすけ しう おなき ぇさしっくぇかちう こけ こけ-

ゃけょ 90-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ そうさきぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  おきっ-
すなす くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, しこっちうぇかっく ゅけしす くぇ 
そうさきっくうは こさぇいくうお. 
╁ しかけゃけすけ しう すは いぇはゃう, つっ „┿さしっくぇか” っ っきぉかっきぇ くぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ょゃうゅぇすっか くぇ うおけくけきうおぇすぇ う ぉぇさけ-
きっすなさ いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ さぇえけくぇ. „′はきぇ すぇおぇゃぇ そうさきぇ, 
おけはすけ ょぇ しっ こけたゃぇかう し すぇおぇゃぇ うしすけさうは う おけはすけ しかっょ 
すけかおけゃぇ ゅけょうくう ょぇ っ くぇ ゃなさたぇ”, ょけこなかくう おきっすなす, ょぇ-
ゃぇえおう ういおかのつうすっかくけ ゃうしけおぇ けちっくおぇ う くぇ しけちうぇかくぇすぇ 
こけかうすうおぇ, さぇいゃうゃぇくぇ けす そうさきぇすぇ. ‶け ょせきうすっ くぇ おきっすぇ 
]すけはくけゃぇ, すは っ „くぇえ-ょけぉさぇすぇ う っそっおすうゃくぇ しけちうぇかくぇ 
こけかうすうおぇ, くっ しぇきけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ぇ う ゃ しすさぇくぇすぇ”.

╆ぇ すゃなさょっ くっょあっくすなかきっくしおけ こぇさおうさぇくっ くぇ ╆ぇこぇょくうは 
こけさすぇか くぇ „┿さしっくぇか”, ゅさぇくうつっとけ し ゃさっきっくぇ う くさぇゃう 

きくけゅけ ょぇかっつ けす ょくってくうすっ, しうゅくぇかういうさぇたぇ つうすぇすっかう くぇ „〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか”. ‶け ょせきうすっ うき, „おぇさせちぇさしおけすけ こけゃっょっくうっ” くぇ  

くはおけう てけそぬけさう っ くっすなさこうきけ う っ くぇかけあうすっかくけ こさっょこさう-
っきぇくっすけ くぇ きっさおう けす しすさぇくぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ 
- うかう こけょ そけさきぇすぇ くぇ しぇくおちうう, うかう こけくっ くぇ こなさゃけ ゃさっきっ 
こけしすぇゃはくっすけ くぇ いくぇお, おけえすけ ょぇ こさうおぇくゃぇ „おぇさせちぇさうすっ” ょぇ 
しこぇいゃぇす さっゅかぇきっくすぇ いぇ こぇさおうさぇくっ う ょぇ しっ しなけぉさぇいはゃぇす し けつ-
っさすぇくうすっ こぇさおけきっしすぇ. 
』っ くはおけう しぇ さってうかう, つっ こぇさおうくゅなす っ しぇきけ いぇ すはた, かうつう 

けす そけすけしうすっ こけ-ょけかせ, おぇおすけ う すけゃぇ, つっ, いぇ ょぇ しう すさなゅくぇす けす 
さぇぉけすぇ ゃっつっさ, くはおけう こけょさぇくうかう いぇ さぇぉけすぇ ゃけょぇつう くぇ ╋‶] 
すさはぉゃぇ つうくくけ ょぇ ういつぇおぇす ょさせゅう, こけいぇおなしくっかう, くけ こなお こけ-
こさっょこさうっきつうゃう う „くぇたけょつうゃう”.
╃けこなかくうすっかっく しせすさってっく しすさっし いぇ こぇさおうさぇとうすっ しないょぇゃぇす 

ゃっかけしうこっょうしすうすっ, おけうすけ しっ てきせゅゃぇす かけゃおけ きっあょせ ぇゃすけきけ-
ぉうかうすっ.  

╆ぇしっゅぇ „こさっょせ-
こさっあょっくうっすけ ”おなき 
こけょけぉくう  ゃけかくけし-
すう くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
いぇこぇょっく こぇさおうくゅ っ 
こせおぇくっ くぇ ゅせきう うかう 
こけ-ょっかうおぇすくけすけ – 
すはたくけすけ ういこせしおぇくっ. 
′ぇょっあょぇすぇ っ, つっ 

しかっょ すぇいう こせぉかうおぇ-
ちうは, けしけぉっくけ, ぇおけ 
しっ さぇいこけいくぇはす, „こぇさ-

おうくゅ ょあうたぇょうしすうすっ” とっ しっ しっすはす, つっ けしゃっく すはた くぇ こぇさおうくゅぇ 
うきぇ う ょさせゅう, おぇおすけ う つっ すぇき しっ しこうさぇ こけ こさぇゃうかぇすぇ, ぇ くっ 
おぇおすけ っ せょけぉくけ  くぇ ゃしっおう けす くぇし. 
╃させゅぇ ょうしおせすうさぇくぇ いぇ ゃ ぉなょっとっ きはさおぇ っ こけしすぇゃはくっすけ くぇ 

くけゃ こなすっく いくぇお し こけしかぇくうっすけ „‶ぇさおうさぇえ おぇすけ つけゃっお, くっ おぇすけ 
ゅけゃっょけ”! 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

] くぇしすさけっくうっ う きくけゅけ っきけ-
ちうは ぉっ こさっさはいぇくぇ かっくすぇすぇ 

くぇ ういちはかけ さっくけゃうさぇくうは ぇさ-
しっくぇかしおう ちっくすさぇかっく しすけか ょっく 
こさっょう こさぇいくうおぇ くぇ そうさきぇすぇ. 
╊うつくけ ういこなかくうすっかくうはす ょうさっお-
すけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, いぇっょくけ し 
かうょっさうすっ くぇ ょゃぇすぇ しうくょうおぇすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか“- ┿すぇくぇし ╀けいけゃ う ╊の-
ぉけきうさ ╊ぇかっゃ, ょぇょけたぇ „いっかっくぇ“ 
しゃっすかうくぇ くぇ くけゃぇすぇ こさうょけぉうゃ-
おぇ. ′っゃっさけはすくぇ しけそさぇ, こかけょ くぇ  
おけかっおすうゃぇ, さなおけゃけょっく けす ╈けく-
おぇ ╁っかつっゃぇ けす „]すけかけゃけ たさぇ-
くっくっ“, しこっちうぇかっく おなす くぇ „さけゅぇ 
くぇ ういけぉうかうっすけ“ う おせこうとぇ ゃおせ-
しけすうう けつぇおゃぇたぇ すぇいゅけょうてくうすっ  
けすかうつくうちう くぇ そうさきぇすぇ. 

′ぇ たぇうさ

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
【あせへそ 』てそみせそう, うかねせそてそ
すそすねか そて ちかさしあすあてあ せあ „╅ちつかせあし“

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

¨せてかちうま
╉かたとてあてひて 〉かせそ ╇しあこさそう

′あ たそしけてけさあてあ け にそちあてあ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 7
》《]¨【¨[╅【╅ ¨ ｠《『╅【╅...

╉ぇいぇたすっ きっしすくうすっ ういぉけ-
さう: ゃっつっ うきぇ ゅさせこぇ ゃ しけ-
ちうぇかくぇすぇ きさっあぇ 《っえしぉせお 
„╃ぇ こけょおさっこうき ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ いぇ おきっす ゃすけさう 
きぇくょぇす”. ╁ぇてっすけ かうつくけ 
きくっくうっ こけ ゃなこさけしぇ? 
- 〈は すさはぉゃぇ ょぇ けこうすぇ. 〈さはぉ-

ゃぇ ょぇ けこうすぇ, いぇとけすけ, おぇいゃぇか 
しなき ゅけ すけゃぇ う ゃ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす, つっ すけゃぇ, おけっすけ 
しっ ゃなさてう, くはきぇ おけえ ょさせゅ 
ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう すぇおぇ せきっかけ, 
そうくけ, きぇえしすけさしおう, おぇおすけ 
すは. ′っおぇ しっ ゃうょう しぇきけ おぇお-
ゃけ しっ くぇこさぇゃう ょけすせお. ‶さう 
すけゃぇ し きぇかおけ こぇさう, し きくけゅけ 
いぇゃぇさっくう しすぇさう ゅけかっきう いぇ-
ょなかあっくうは, こさぇおすうつっしおう ぉっい 
しゃっあう こぇさう. 

╉ぇおゃけ くぇせつうたすっ いぇ たけ-
さぇすぇ う こけかうすうおぇすぇ いぇ 
ゃしうつおけすけ すけゃぇ ゃさっきっ? 

》うすなす くぇ すぇいゅけょうてくうは こさぇいくうお くぇ „┿さしっくぇか“ - す.く. „ぃぉうかっえ-
おう“, ういさぇぉけすっくう けす っおうこぇ くぇ „]すけかけゃけ たさぇくっくっ“ ゃなゃ そうさきぇすぇ.  
‶なさゃうはす っおいっきこかはさ けす すはた こけかせつう ういこ. ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ╇ つうくくけ しう ゅけ こさうぉさぇ  いぇ ... うしすけさうはすぇ ...

『ゃはす う ゃっょさけしす ゃくっしけたぇ し ういこなかくっくうはすぇ しう ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ そうさきっ-
くぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ“ こけ ゃさっきっ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ „┿さしっくぇか“. 

╇ いぇとけすけ ╂けしこけょ っ ぇさ-
しっくぇかっち う ょぇょっ たせぉぇゃけ 
ゃさっきっ いぇ こさぇいくうおぇ, いぇ-
すけゃぇ う かのぉうきっちなす, くっ 
しぇきけ くぇ ╋うきっすぇすぇ う くぇ 
„】け すぇおぇ“ [せしかぇく ╋なえ-
くけゃ, ょっきけくしすさうさぇ こけ-
ゃっつっ けす ゃっょさけ くぇしすさけ-
っくうっ, さぇいおなさてゃぇえおう 
しきっかけ しうかくけ ゃすぇかっくぇ 
しくぇゅぇ. ╆ぇ さぇょけしす あっく-
しおぇ う いぇゃうしす きなあおぇ. 

....う  くはきぇ ょぇ っ こさぇいくうお ぇさしっくぇかしおう, ぇおけ そうくぇかなす くっ っ 
たけさけ. ╂けかはきけ, おさなてくけ, ゃっしっかけ. 〈ぇい ゅけょうくぇ すけかおけい, ょけゅけょう-
くぇ けとっ こけゃっつっ!

‶さぇいくうおなす ゃ かうちぇ,
せしきうゃおう,
しゃっすかうくう
いぇこっつぇすぇ

╋うさけ ╋ぇょっくあょうはく
/いぇ さっおかぇきぇちうう – こぇお すぇき/

...ぇ くけゃぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ ゅっくっさぇちうは くぇぉかのょぇゃぇてっ しうかくけ 
おけくちっくすさうさぇくぇ けす すさうぉせくぇすぇ うしおさはとけすけ すなさあっしすゃけ. ‶さう 
すけゃぇ ょけゃけかくぇ う おさけすおぇ, しかっょ おぇすけ けぉはょゃぇ し ょせいうくぇ ぇさしっ-
くぇかしおう おっぉぇこつっすぇ.

╋くけゅけ っきけちうう しなぉさぇたぇ くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく すさぇょうちうけくくうすっ すせさ-
くうさう けす そうさきっくけすけ こなさゃっくしすゃけ. ╇きぇてっ こぇょくぇかう, うきぇてっ  かっゅくぇかう, 
おぇおすけ う しっょくぇかう... ╇ こけぉっょうすっかう.

- ‶けかうすうおぇすぇ いぇ きっく っ っょうく-
しすゃっくけすけ しさっょしすゃけ, し おけっすけ 
きけあっ ょぇ しっ こけょけぉさう  あうゃけすなす 
くぇ たけさぇすぇ. ′け きけあっ う ょぇ しっ 
ゃかけてう けす しなとうすっ すっいう しさっょ-
しすゃぇ. ╆ぇゃうしう おぇお しっ ういこけかいゃぇ 
しなとうはす すけいう うくしすさせきっくすぇ-
さうせき. ¨とっ くぇ ゃさっきっすけ ┿さう-
しすけすっか, おけゅぇすけ っ けぉせつぇゃぇか 
┿かっおしぇくょなさ ╋ぇおっょけくしおう, 
きせ おぇいぇか: „┿かっおしぇくょさっ, せつう 
こけかうすうおぇ, いぇとけすけ とっ ょけえょっ 
ゃさっきっ, おけゅぇすけ たけさぇすぇ とっ うい-
きうしかはす っょくけ すぇおけゃぇ けさなょうっ, 
おけっすけ とっ きっすくっ っょうく ゅけかはき 
おぇきなお う とっ ゅけ たゃなさかう う ちはか 
っょうく ゅさぇょ とっ いぇきうくっ. ╄ょうく 
おぇきなお とっ こぇょくっ う ちっかうはす 
ゅさぇょ とっ せくうとけあう. 】っ ょけえょっ 
すぇおけゃぇ ゃさっきっ う すけゃぇ とっ しすぇ-
くっ, くけ う すけゅぇゃぇ こけかうすうおぇすぇ 
う たけさぇすぇ とっ しぇ こけ-ゃぇあくう けす 
おぇきなおぇ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

かっく しうきゃけか くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ 
こさうはすっかしおう あっしす.  
〈っ きせ ぉはたぇ ゃさなつっくう けす 

おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ ゃ つっしす くぇ ゅけかっきうは 
ぇさしっくぇかしおう のぉうかっえ, おぇすけ 

しうきゃけか くぇ こさういくぇくうっ いぇ 
いくぇつうきけしすすぇ う こけょおさっこぇすぇ, 
おけはすけ そうさきぇすぇ けおぇいゃぇ くぇ 
けぉとうくぇすぇ いぇ   くっえくけすけ さぇい-
ゃうすうっ. 

╃ぇさっくぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
おさうしすぇかくぇ さけいぇ ょけ しっゅぇ っ こけ-
ょぇさはゃぇくぇ しぇきけ くぇ おきっすけゃっ う 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ こけぉさぇすうきっ-
くうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお ゅさぇょけゃっ. 
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 

くぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃなゃ 
╁‶╉ こさうっ し ゃなかくっくうっ しおなこうすっ 
ょぇさけゃっ, おけうすけ とっ こけこなかくはす 
おけかっおちうはすぇ けす ちっくくう っおしこけ-
くぇすう ゃ ぇさしっくぇかしおうは きせいっえ う 
くっ しおさう さぇょけしすすぇ しう けす しうき-
ぉうけいぇすぇ, しないょぇょっくぇ きっあょせ 
けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ う 
せこさぇゃぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”,   いぇ-
っょくけ し ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお” -  ゃしうつおけ ゃ うきっすけ 
う いぇ こけょおさっこぇすぇ くぇ ょけぉさう-
すっ  くぇつうくぇくうは いぇ けぉとうくぇすぇ う 
ゅさぇあょぇくうすっ. 
╁ しかけゃけすけ しう ′うおけかぇえ  ╇ぉせ-

てっゃ けすょぇょっ ょなかあうきけすけ くぇ 
ゃしうつおう, おけうすけ ゃ きけきっくすぇ 
さぇぉけすはす ゃなゃ そうさきぇすぇ う くぇ 
けくっいう, おけうすけ しぇ ういゅさぇあょぇかう 
„┿さしっくぇか” ゃ くっゅけゃぇすぇ 136-ゅけ-
ょうてくぇ うしすけさうは.


