
╇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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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

〈╅『╅ ‶《』¨‒《╇╅
╁ さけょくうは ╉ぇいぇくかなお. ╋ぇ-

さうは ╉けしすぇょうくけゃぇ ╈け-
しうそけゃぇ, こけ-ういゃっしすくぇ おぇすけ 
╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ, っ さけょっくぇ 
くぇ 15 そっゃさせぇさう 1905 ゅ. ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╆ぇゃなさてゃぇ ‶っ-
ょぇゅけゅうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ 
さけょくうは しう ゅさぇょ こさっい 1924 ゅ.                                                                                                                                         
╋ぇえおぇ え ┿くぇしすぇしうは っ てうゃぇつ-
おぇ くぇ きけょくう いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ 
けぉかっおかぇ. 『ゃっすけゃっすっ, ょっしっくう-
すっ, おさけえおうすっ… しぇ うしすうくしおけ 
けこうはくっくうっ いぇ きけきうつっすけ し ぉけ-

ゅぇすけ ゃなけぉさぇあっくうっ う すぇかぇくす, 
ゃしっ けとっ くっ こけょけいうさぇとけ, つっ 
しなょぉぇすぇ きせ いぇゃうくぇゅう とっ ぉなょっ 
しゃなさいぇくぇ し ぉぇゅさうすっ, し ゃない-
たうすぇすぇ けす くぇさけょくうすっ すさぇょう-
ちうう, おけうすけ すけ とっ こさっゃなさくっ 
ゃ うょっう いぇ しうかくぇ う ゃないょっえしす-
ゃぇとぇ こさうかけあくぇ っしすっすうおぇ.                                                                                                                               
〉つうすっかはす こけ さうしせゃぇくっ ]すぇくの 
]すぇきぇすけゃ けすおさうゃぇ さはょおぇすぇ 
ょぇさぉぇ くぇ ╋ぇさぇ う は せぉっあょぇゃぇ 
ょぇ いぇきうくっ ょぇ せつう ゃ ┿おぇょっ-
きうはすぇ. 〈ゃけさつっしおぇすぇ しう しなょぉぇ 
けぉぇつっ すは ょなかあう くぇ うきっくうすうは 
たせょけあくうお けす ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく 
╋うかっゃ. ╇きっくくけ すけえ けこさっょっかは 
こなすは え おぇすけ すゃけさっち. ‶けかけゃうく 
ゃっお こけ-おなしくけ すは とっ しこけょっ-
かう: „╋くけゅけ きう こけきけゅくぇ ╇ゃぇく 
╋うかっゃ, し おけゅけすけ ぉはたきっ ょけぉさう 
こさうはすっかう. ‶さっょう ょぇ しっ はゃは ゃ 
┿おぇょっきうはすぇ, すけえ きう おぇいゃぇてっ 
– くうおぇおゃぇ あうゃけこうし, とっ いぇ-
こうてって こさうかけあくけ ういおせしすゃけ. 
〈けゅぇゃぇ いぇ こなさゃう こなす ゃうょはた 
ういかけあぉぇ う すけ ぉっ くっゅけゃぇすぇ, 
せさっょっくぇ ゃ おうくけ „╋けょっさっく すっ-
ぇすなさ”.
╃させゅうすっ せつうすっかう. ╋ぇさぇ 

╈けしうそけゃぇ しっ ゃしかせてゃぇ ゃ しな-
ゃっすうすっ くぇ しゃけうすっ せつうすっかう う 
いぇきうくぇゃぇ いぇ しすけかうちぇすぇ. ╆ぇ ょぇ 
しう けしうゅせさう こぇさう いぇ しかっょゃぇくっ-
すけ, すは さぇぉけすう ゃ おけこさうくっくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ くぇ ┿すぇくぇし ┿ちっゃ ゃ 
╉くはあっゃけ, おなょっすけ ぉなょっとぇ-
すぇ こさうかけあくうつおぇ こさうょけぉうゃぇ 
ぉっいちっくっく けこうす いぇ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ くぇ ょっしっくうさぇくう すなおぇくう. 
〈ぇいう ょっえくけしす ゅさぇぉゃぇ しなさちっすけ 
え, すは しっ こけしゃっとぇゃぇ くぇ すけゃぇ 
ういおせしすゃけ う いぇゃうくぇゅう けしすぇゃぇ 
ゃかのぉっくぇ ゃ くっゅけ.
‶さっい 1931 ゅ. いぇゃなさてゃぇ 》せ-

ょけあっしすゃっくぇすぇ ぇおぇょっきうは, おな-
ょっすけ せつう ゃ こさうかけあくうは けすょっか 
くぇ こさけそ. ]すっそぇく ╀ぇょあけゃ. 
]こっつっかゃぇ 》せきぉけかすけゃぇ しすう-
こっくょうは いぇ ういおせしすゃけ う いぇきうくぇ-
ゃぇ いぇ ┿ゃしすさうは. ╁ ┿おぇょっきうはすぇ 
いぇ こさうかけあくう ういおせしすゃぇ ゃなゃ 
╁うっくぇ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ すさう 

╆ぇきさぇいっくうすっ しすぇあ う ゃないさぇしす いぇ こっくしうけくうさぇくっ う くっしうゅせさ-
くけしすすぇ おぇお とっ しっ こさけきっくはす せしかけゃうはすぇ けす 1 はくせぇさう けつぇお-

ゃぇくけ おぇさぇす たけさぇすぇ ょぇ くっ けすかぇゅぇす ういかういぇくっすけ ゃ こっくしうは くうすけ 
ょっく. ′ぇこかうゃなす けぉぇつっ くぇょたゃなさかは こさけゅくけいうすっ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは 
けしうゅせさうすっかっく うくしすうすせす う しなけすゃっすくけ とっ くぇょゃうてう けつぇおゃぇくうすっ 
さぇいたけょう いぇ こっくしううすっ いぇ すぇいう ゅけょうくぇ, しすぇゃぇ はしくけ  けす こせぉかうおせ-
ゃぇくうすっ ょぇくくう くぇ しぇえすぇ くぇ ′¨╇ こさっい しっょきうちぇすぇ. 
¨す はくせぇさう ょけ しっこすっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ くけゃうすっ こっくしうう いぇ しすぇあ 

う ゃないさぇしす しぇ しっ せゃっかうつうかう し くぇょ 50% しこさはきけ しなとうは こっさうけょ 
くぇ 2013 ゅ. ╇しすうくしおう ぉせき うきぇ う こさう こっくしうけくうさぇくうすっ こけかうちぇう 
う ゃけっくくう - すっ しぇ しっ せゃっかうつうかう し くぇょ 71%. ╃ぇくくうすっ しぇ しぇきけ いぇ 
くけゃけけすこせしくぇすうすっ こっくしうう いぇ 9-すっ きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ.
39 677 ぉなかゅぇさう しぇ しっ こっくしうけくうさぇかう し ういこなかくっくう せしかけゃうは いぇ 

しすぇあ う ゃないさぇしす おなき おさぇは くぇ しっこすっきゃさう.

╆ぇ ゃすけさぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ けさなあっえくうちうすっ-ゃっすっさぇくう けす ╆ぇゃけょ 1 くぇ „┿さしっくぇか“ しっ しなぉさぇたぇ 
くぇ すさぇょうちうけくくぇすぇ しう しさっとぇ: いぇ ょぇ しっ ゃうょはす, ょぇ けぉきっくはす しこけきっくう, ょぇ しっ いぇこけいくぇはす し くぇ-

しすけはとうすっ こぇいうすっかう くぇ ょうさはすぇ, けしすぇゃっくぇ しかっょ すはた. ╇くうちうぇすけさ くぇ しさっとぇすぇ, しなぉさぇかぇ う きくけゅけ 
ぉうゃてう ょうさっおすけさう くぇ ╆ぇゃけょ 1, ぉっ こさっょしっょぇすっかはす くぇ いぇゃけょしおうは おけきうすっす くぇ ╉′]╀ ゃ いぇゃけょぇ 
┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ.

しく. 》さうしすけ ]すさっておけゃ

╀けかくうつくうすっ かう-
しすけゃっ, おけうすけ 

′¨╇ っ こかぇすうか こさっい 
こなさゃうすっ ょっゃっす きっしっ-
ちぇ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ, しぇ 
しっ せゃっかうつうかう し くぇょ 
400 たうかはょう - うかう し 
3,4% ゃ しさぇゃくっくうっ 
しなし しなとうは こっさうけょ くぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ う 
ぉさけはす うき っ くぇょ 11,8 
きかく. 〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ 

けす けそうちうぇかくうすっ ょぇくくう くぇ ′¨╇, けこけゃっしすっくう こさっい しっょきうちぇ-
すぇ. ╁なこさっおう つっ いぇ きけきっくすぇ こぇさう いぇ すぇいう ちっか ゃ ′¨╇ ゃしっ けとっ 
うきぇ, ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ けしすぇゃぇす ぉかういけ 3 きっしっちぇ う くっ っ 
はしくけ おぇおゃけ とっ しすぇくっ. 〈さっゃけあくぇすぇ すっくょっくちうは っ けす 2011 ゅけ-
ょうくぇ くぇしぇき う ぉっかっあう さなしす こけしすけはくくけ.
 ]ぇきけ ゃ „┿さしっくぇか”, おけっすけ こけ ぉさけえ くぇ いぇっすうすっ っ しさっょ くぇえ-

ゅけかっきうすっ こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇくぇすぇ う くぇえ-ゅけかはきけすけ ゃなゃ ╁‶╉ , 
ぉけかくうつくうすっ ょくう いぇ こっさうけょぇ けす 1-ゃう はくせぇさう ょけ おさぇは くぇ しっこ-
すっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ, こけかいゃぇくう  けす さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
しぇ 53 476 ょくう, おぇすけ ゃ すけゃぇ つうしかけ しっ ゃおかのつゃぇす う ぉけかくうつくうすっ 
いぇ ぉうすけゃう う すさせょけゃう いかけこけかせおう, おぇおすけ う ぉけかくうつくうすっ いぇ ぉさっ-
きっくくけしす う さぇあょぇくっ. ¨ぉとぇすぇ しせきぇ, こかぇすっくぇ けす さぇぉけすけょぇすっかは 
- „┿さしっくぇか”, くぇ さぇぉけすくうちうすっ いぇ こなさゃうすっ 3 ょくう けす けぉとうは うき 
ぉさけえ ょくう ゃ ぉけかくうつくう, おけはすけ しなゅかぇしくけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ せ 
くぇし しっ こけっきぇ けす  さぇぉけすけょぇすっかは,  っ 566 587.65 かっゃぇ. 

╊さつたかちてせそ:
》かせつけそせせあてあ ちかなそちすあ -
つてちあにそうか け せあおかきおけ

на стр. 3

на стр. 7

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ
》ちそなかつそち 》あせてかう:

╉せかのせけてか いとおけてかしけ つたみて

]なし 150 かっゃぇ しっ せゃっかうつぇゃぇす 
いぇこかぇすうすっ くぇ さぇぉけすっとうすっ 

ゃ いぇゃけょうすっ 3 う 4 ゃ „┿さしっくぇか“ 
┿╃, しつうすぇくけ  けす 1-ゃう くけっきゃさう 
すぇいう ゅけょうくぇ.  〉ゃっかうつっくうっすけ  っ 
おけきこっくしぇちうは いぇ けすょぇかっつっくけしす 
くぇ さぇぉけすくけすけ  きはしすけ, おけっすけ とっ 
こけかせつぇゃぇす いぇっすうすっ ゃ すっいう ょゃぇ 
いぇゃけょぇ. [ってっくうっすけ いぇ ぉけくせしぇ っ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“ 
しなゃきっしすくけ し さなおけゃけょしすゃぇすぇ くぇ 
ょゃぇすぇ そうさきっくう しうくょうおぇすぇ - ╉〈 
„‶けょおさっこぇ“ う ╉′]╀. ╃けこなかくう-
すっかくうすっ  きっしっつくう しすうきせかう けす  
150 かっゃぇ いぇ けすょぇかっつっくけしす  とっ 
しっ こけかせつぇゃぇす けす さぇぉけすっとうすっ ゃ 
ょゃぇすぇ いぇゃけょぇ いぇ こなかっく さぇぉけすっく 
ょっく くぇ ぉぇいぇ っかっおすさけくっく すぇぉっか. 
╆ぇ こなかっく さぇぉけすっく しっ いぇつうすぇす 
しぇきけ そぇおすうつっしおう こさうしなしすゃっ-
くけすけ ゃさっきっ, おけきぇくょうさけゃおうすっ 
う つぇしけゃうはす しかせあっぉっく けすこせしお. 

ゅけょうくう /1940 – 1943/ しこっちうぇ-
かういうさぇ たせょけあっしすゃっく すっおしすうか 
こさう こさけそ. ╄ょせぇさょ ╈けいっそ ╁う-
きっさ-╁ういゅさうか う  しすっくっく おうかうき 
う そさっしおけ こさう こさけそ. 《っさょう-
くぇくょ ┿くょさう.
╆ぇゃなさてっく あうゃけこうしっち. ╁ 

おさぇは くぇ 30-すっ う こさっい 40-すっ 
ゅけょうくう ╈けしうそけゃぇ しっ ういはゃはゃぇ 
う おぇすけ あうゃけこうしっち, し けそけさきっく 
うくすっさっし おなき そさっくしおうは そけゃう-
いなき – すっつっくうっ ゃ きけょっさくぇすぇ 
あうゃけこうし, ゃ おけっすけ くぇしうすっくう-

すっ う うくすっくいうゃくう ちゃっすけゃっ しぇ 
けしくけゃくう ういさぇいくう しさっょしすゃぇ, 
ぇ さっぇかうしすうつくぇすぇ おぇさすうくぇ 
しっ こさっゃさなとぇ ゃ ょっおけさぇすうゃくけ 
こぇくけ. ‶なさゃうすっ しう せつぇしすうは ゃ 
ういかけあぉう ゃ ╀なかゅぇさうは う つせあ-
ぉうくぇ ╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ こさぇゃう 
こさっい 1935 ゅ. し あうゃけこうしくう 
こかぇすくぇ. ¨す しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょう-

くぇ せつぇしすゃぇ ゃなゃ ゃしうつおう ¨ぉとう 
たせょけあっしすゃっくう ういかけあぉう くぇ 
こさうかけあくうすっ ういおせしすゃぇ, しすぇゃぇ 
つかっく くぇ ╃させあっしすゃけすけ くぇ くけゃう-
すっ たせょけあくうちう. ]ないょぇょっくうすっ 
ゃ すけいう こっさうけょ おぇさすうくう しぇ けす 
けぉかぇしすすぇ くぇ こっえいぇあぇ, くぇすのさ-
きけさすぇ う こけさすさっすぇ: ”‶っえいぇあ 
ゃ ]けそうは”, „‶けさすさっす くぇ こさけそ. 
『けくっゃしおう”, „╃ぇきしおう こけさすさっす”, 
„‶けさすさっす くぇ ╋. ‶.”, くぇすのさきけさ-
すう けす 1943 – 1947 ゅ. う ょさ. 〈っ は 
こさっょしすぇゃはす おぇすけ たせょけあくうお  くぇ 
あうゃけこうし  - ょっかうおぇすくぇ う ぉけゅぇ-
すぇ くぇ くのぇくしう.
╇いおせしすゃけすけ すっおしすうか. ]な-

とうくしおうすっ ぇきぉうちうう くぇ ╋ぇさぇ 
╈けしうそけゃぇ しぇ こさっょう ゃしうつおけ ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ すっおしすうかぇ. ‶さっい 
1954 ゅ. すは こけしっとぇゃぇ ╉うすぇえ 
う しっ いぇこけいくぇゃぇ し おうすぇえしおぇすぇ 
すさぇょうちうは ゃ たせょけあっしすゃっくうは 
すっおしすうか. 〈ゃけさつっしおぇすぇ え っくっさ-

ゅうは しっ くぇしけつゃぇ おなき くっけぉはすくうは 
しゃはす くぇ ょっしっくうすっ いぇ こかぇすけゃっ. 
„╇くすっさっしうすっ え おなき しすぇさう-
すっ すさぇょうちうう くぇ こさうかけあくうすっ 
ういおせしすゃぇ /おうかうきぇさしすゃけ, てっ-
ゃうちう, おっさぇきうおぇ, うおけくけこうし, 
ょなさゃけさっいぉぇ う す.く./ う くっえくぇすぇ 
かうつくぇ けそけさきっくぇ しなゃさっきっくくぇ 
しすうかうしすうおぇ しかぇゅぇす くぇつぇかけすけ 
くぇ っょくけ くけゃけ くぇこさぇゃかっくうっ ゃ 
ぉなかゅぇさしおうは すっおしすうか. ]すけすう-
ちうすっ え こさけっおすう う さなつくけ ょっしっ-
くうさぇくう ょっおけさぇすうゃくう こかぇすけゃっ 
けそけさきはす っょうく くけゃ しゃはす, ゃ 
おけえすけ すは ょぇゃぇ ゃけかは くぇ しゃけっ-
すけ ゃなけぉさぇあっくうっ, あうゃけこうしくぇ 
ょぇさぉぇ, つせゃしすゃけ いぇ っしすっすうおぇ, 
せしっす いぇ さうすきうおぇ う ゃないゅかっょ 
いぇ きけょっさくぇ そけさきぇ”, こうてっ いぇ 
くっは ょけち. ょ-さ ╋ぇさうく ╃けぉさっゃ, 
ょうさっおすけさ くぇ 》せょけあっしすゃっくぇ-
すぇ ゅぇかっさうは ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╃っしっすおう けす くっえくうすっ こさけっおすう 
しぇ ゃっょくぇゅぇ さっぇかういうさぇくう ゃ 
すっおしすうかくうすっ こさっょこさうはすうは ゃ 
しすさぇくぇすぇ. ‶さっい 1955 ゅ. すは こけ-
かせつぇゃぇ いかぇすくぇ いくぇつおぇ くぇ ]╀》.                                                                                                              
╆ぇ すっいう え せきっくうは ┿すぇくぇし ′っえ-
おけゃ とっ くぇこうてっ こさっい 1965 ゅ.: 
”┿おけ けしすぇくって しぇき ゃ こさうおぇい-
くぇすぇ ゅけさぇ けす くぇおぇつっくう こかぇ-
すけゃっ, さうしせゃぇくう けす くっは, とっ 
けすおさうって しゃっすぇ くぇ こけっす. ╃っしっ-
くなす くぇ くっえくうは こかぇす ゅけ こさぇゃう 
くっ しぇきけ „たせぉぇゃ こかぇす”, ぇ こさけ-
ういゃっょっくうっ くぇ ういおせしすゃけすけ…”.                                                     
]すっくくうはす おうかうき. ‶なさゃう-

すっ おさぇつおう くぇ しなゃさっきっくくうは 
ぉなかゅぇさしおう しすっくっく おうかうき しぇ 
くぇこさぇゃっくう こさっい ゃすけさぇすぇ こけ-
かけゃうくぇ くぇ 50-すっ ゅけょうくう くぇ 
きうくぇかうは ゃっお, おけゅぇすけ ╉けきうすっ-
すなす いぇ こさうはすっかしすゃけ う おせかすせさ-
くう ゃさないおう し つせあぉうくぇ こさっょ-
しすぇゃは ゃ ]けそうは ういかけあぉう くぇ 
そさっくしおうは ゅけぉかéく. ╂けぉかéくなす 
っ ょっおけさぇすうゃくぇ おぇさすうくぇ, うい-
すなおぇくぇ うかう ぉさけょうさぇくぇ. ′うて-
おうすっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす けす ぉけは-
ょうしぇく こぇきせお, おけこさうくぇ, ゃなかくぇ 
う ょぇあっ けす しさっぉさけ う いかぇすけ. 

╃さっゃくうはす ╄ゅうこっす 
しっ しつうすぇ いぇ さけょうくぇ 
くぇ しすっくくうすっ こぇくぇ. 
╁ ╄ゃさけこぇ, けしゃっく 
いぇ せおさぇしぇ, すっ ぉうかう 
けすかうつくけ しさっょしすゃけ 
いぇ ういけかうさぇくっ けす 
しすせょ. ╉なしくけすけ くぇい-
ゃぇくうっ „ゅけぉかéく“ 
うょゃぇ けす そぇきうかう-
はすぇ くぇ ぉさぇすはすぇ 
╂けぉかっく, しけぉしすゃっ-
くうちう くぇ おうかうきぇさ-
しおぇ さぇぉけすうかくうちぇ, 
けしくけゃぇくぇ ゃ ‶ぇ-
さうあ こさっい 1601 ゅ.                                                                                                                                      
〉 くぇし すけゃぇ ういおせ-
しすゃけ しっ しゃなさいゃぇ し 
うきっすけ くぇ くっきしおうは 
ゅけぉかっくぇさ ぅおけぉ ╁う-

かっさ, けしくけゃぇか ゃ ╀っさかうく さぇぉけ-
すうかくうちぇ こさっい 1893 ゅ. [ぇぉけすぇ-
すぇ きせ ゃなさゃはかぇ きくけゅけ ょけぉさっ, 
くけ こけあぇさ せくうとけあぇゃぇ ゃしうつ-
おうすっ きせ きけょっかう. ‶さうくせょっく ょぇ 
いぇこけつくっ けす くせかぇすぇ, すけえ けぉう-
おぇかは おかうっくすうすっ しう, いぇしくっきぇ 
ゅけぉかっくうすっ う こさけょなかあぇゃぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ しう. ′ぇえ-ゅけかっきうはす きせ 
こぇいぇさ しっ けおぇいゃぇ ╀なかゅぇさうは, 
すぇおぇ すけえ しこぇしはゃぇ ぉういくっしぇ しう.
╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ っ しさっょ 

こなさゃうすっ, おけうすけ こさぇゃはす くぇ-
つぇかくうすっ しうゅせさくう おさぇつおう いぇ 
こさっゃさなとぇくっすけ くぇ すけいう いぇくぇ-
はす ゃ ういおせしすゃけ. ]のあっすうすっ しぇ 
けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ きうすけかけゅうは う 
こさうおぇいくぇすぇ すさぇょうちうは.
]ゃはす しなし しぇきけしすけはすっかっく 

あうゃけす. ¨す さぇくくうすっ こさけちっしう 
ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ しなゃさっきっくくうは 
ぉなかゅぇさしおう ゅけぉかっく ╈けしうそけゃぇ 
こさっきうくぇゃぇ う こさっい ょうくぇきうつ-

くけすけ せすゃなさあょぇゃぇくっ ゃ さぇいかうつ-
くう くぇこさぇゃかっくうは  くぇ すけゃぇ こさう-
かけあくけ ういおせしすゃけ. ╆ぇしかせゅぇすぇ え 
いぇ くっゅけゃうすっ せしこったう, おぇおすけ せ 
くぇし, すぇおぇ う いぇ きっあょせくぇさけょくけ-
すけ きせ こさういくぇくうっ, っ けゅさけきくぇ. 
〈は せしこはゃぇ ょぇ くぇきっさう けくぇいう 
きけょっさくぇ そけさきぇ くぇ ういさぇいう-
すっかくけしす, おけはすけ ょぇ こさうょぇょっ 
せくうゃっさしぇかくけしす くぇ ゃないこさうっきぇ-

くっすけ きせ うい さぇいかうつくう おさぇうとぇ 
くぇ ╄ゃさけこぇ う しゃっすぇ. 〈ゃけさぉうすっ 
え しぇ しゃなさいぇくう し くぇさけょくけしす-
くうすっ すさぇょうちうう つさっい したけょくうは 
おけきこけいうちうけくっく う ちゃっすけゃう かぇ-
おけくういなき, つさっい けすくけてっくうっすけ 
おなき きぇすっさうぇかぇ う すったくうおぇすぇ.                                                                                                                     
]かっょゃぇとうすっ ょっしっすうかっすうは けす 
あうゃけすぇ くぇ こさうかけあくうつおぇすぇ しぇ 
こけしゃっすっくう くぇ すけゃぇ. ╁ しすっくくうは 
おうかうき すは くぇきうさぇ うしすうくしおけ 
せょけゃかっすゃけさっくうっ けす うゅさぇすぇ くぇ 
そけさきう う ぉぇゅさう, くぇ こけいくぇすう 
う ういきうしかっくう けす くっは しうきゃけ-
かう, けす しなゃさっきっくくぇすぇ ゃさないおぇ 
きっあょせ つけゃっおぇ う こさうさけょぇすぇ, 
きっあょせ すさぇょうちううすっ う きけょっさ-
くけすけ. 〈ぇおぇ しっ こけはゃはゃぇす っき-
ぉかっきぇすうつくうすっ いぇ すけいう こっさうけょ 
/1964 – 1975/ „╃ゃうあっくうっ”,  
„╀っかうはす おけくくうお”, „]けくぇすぇ 
113”, „╋せいうおぇ”, „‶さけかっすくぇ 
こっしっく”, „‶さうおぇいおぇ”, „╅っくぇ う 
こすうちぇ”, „╀なかゅぇさしおけ くけおすのさ-
くけ”, „╆っかっくぇすぇ こすうちぇ” う ょさ.                                                                                 
╇いおせしすゃけすけ くぇ ╋. ╈けしうそけゃぇ 
っ こさっょう ゃしうつおけ ういおせしすゃけ くぇ 
こさけしすさぇくしすゃっくう しすけえくけしすう, すけ 
しっ こさっゃさなとぇ ゃ しゃはす しなし しぇきけし-
すけはすっかっく あうゃけす, っょくぇ いぇゃなさ-
てっくぇ ょっえしすゃうすっかくけしす しなし しゃけう 
っしすっすうつっしおう いぇおけくう, しなし しゃけは 
くさぇゃしすゃっくぇ う つけゃっておぇ すっさう-
すけさうは. 〈ゃけさつっしおぇすぇ え っくっさゅうは 
っ ゃこっつぇすかはゃぇとぇ, せしこったうすっ え 
– しなとけ. 〈は しすぇゃぇ つかっく くぇ 〉] 
う くぇ 》せょけあっしすゃっくうは しなゃっす くぇ 
]なのいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ たせょけあ-
くうちう, ぇ けす 1975 ょけ 1980 ゅ. 
こさっこけょぇゃぇ たせょけあっしすゃっく すっお-
しすうか ゃなゃ そぇおせかすっすぇ いぇ こさう-
かけあくう ういおせしすゃぇ くぇ ′ぇちうけくぇか-
くぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ ぇおぇょっきうは.                                                                 
╁しっけぉとけすけ こさういくぇくうっ. 

‶さっい 1961 ゅ. ╋ぇさぇ ╈けしうそけ-
ゃぇ っ せょけしすけっくぇ しなし いかぇすっく 
きっょぇか くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
こさけしゃっすぇすぇ う おせかすせさぇすぇ. ‶さっい 
1968 ゅ. こけかせつぇゃぇ こなさゃぇ くぇ-
ゅさぇょぇ くぇ ]╀》 いぇ ちはかけしすくけすけ 
しう こさっょしすぇゃはくっ ゃ ¨ぉとぇ たせょけ-
あっしすゃっくぇ ういかけあぉぇ. ‶さっい 1972 
ゅ. っ せょけしすけっくぇ しなし いゃぇくうっすけ 

╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ
/1905 – 1996/ っ っょくけ けす 

くぇえ-こけこせかはさくうすっ うきっくぇ 
くぇ ゅけかっきう  きぇえしすけさう ゃ くぇ-
ちうけくぇかくけすけ くう こさうかけあくけ 
ういおせしすゃけ. ╀けゅぇすけすけ え う 
けさうゅうくぇかくけ すゃけさつっしすゃけ 
うきぇ けこさっょっかはとぇ さけかは いぇ 
ぉなさいけすけ さぇいゃうすうっ くぇ たせ-
ょけあっしすゃっくうは すっおしすうか せ 
くぇし う いぇ しゃっすけゃくけすけ こさう-
いくぇくうっ くぇ しなゃさっきっくくうは 
ぉなかゅぇさしおう ゅけぉかっく. ╈けしう-
そけゃぇ しないょぇゃぇ さなつくけ さう-
しせゃぇく う こっつぇすぇく すっおしすうか 
う こさけっおすうさぇ ょっしっくう いぇ 
すっおしすうかくぇすぇ こさけきうてかっ-
くけしす. ]かっょ 1968 ゅ. さぇぉけ-
すう こさっょうきくけ ゃ けぉかぇしすすぇ 

„╆ぇしかせあうか たせょけあくうお”, ぇ すさう 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ – し „′ぇさけょっく 
たせょけあくうお”. ╆ぇ ゅけぉかっくぇ „╆っかっ-
くぇすぇ こすうちぇ” こさっい 1976 ゅ. こけ-
かせつぇゃぇ くぇゅさぇょぇすぇ くぇ さけょくうは 
しう ゅさぇょ „╇ゃぇく ╋うかっゃ”. ‶さっい 
1995 ゅ. こけかせつぇゃぇ くぇゅさぇょぇ いぇ 
ちはかけしすくけ すゃけさつっしすゃけ くぇ 《けくょ 
„‶けょょなさあぇくっ くぇ ういおせしすゃけすけ ゃ 
╀なかゅぇさうは“.

╁ おさぇは くぇ 70-すっ う こさっい 80-
すっ ゅけょうくう おけきこけいうちううすっ え けす 
ゃなかくぇ くけしはす ゃしっ こけゃっつっ うょっ-
はすぇ いぇ つうしすぇ たぇさきけくうは, きせ-
いうおぇかくぇ さうすきうおぇ う こけっすうつくう 
ぇしけちうぇちうう: „〉すさけ”, „┿かぇそ-
さぇくゅぇ”, „′けおすのさくけ”, „‶さうおぇい-
おぇ”, „‶さぇいくうお”, „〈さぇおうえしおけ 
しかなくちっ” – すけいう ゅけぉかっく っ けす-
かうつっく こさっい 1979 ゅ. し くぇゅさぇ-
ょぇすぇ いぇ こさうかけあくう ういおせしすゃぇ ゃ 
¨》╇ くぇ こさうかけあくうすっ ういおせしすゃぇ 
ゃ ぅきぉけか. ╈けしうそけゃぇ  せつぇしすゃぇ 
ゃ きくけゅけ ういかけあぉう ゃ ╀なかゅぇさうは, 
╇くょうは, ぅこけくうは, [せしうは, ╉う-
すぇえ, 【ゃっちうは, 《さぇくちうは, ┿ゃ-
しすさうは, 』ったうは, ]なさぉうは, ‶けかてぇ, 
╂なさちうは, ╉せゃっえす う ょさ. ‶さっい 
1981 ゅ. けさゅぇくういうさぇ しぇきけし-
すけはすっかくぇ ういかけあぉぇ ゃ ]けそうは.                                                                                                                          
╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ せきうさぇ くぇ 91 
ゅけょうくう くぇ 6 ぇゃゅせしす 1996 ゅ. ゃ 
]けそうは.
╃くっし. ′っえくう こさけういゃっょっ-

くうは こさうすっあぇゃぇす: ′》╂ ゃ ]け-
そうは, たせょけあっしすゃっくうすっ ゅぇ-
かっさうう ゃ ぅきぉけか う ╉ぇいぇくかなお, 
╀′〈, ′╃╉, けぉとっしすゃっくう けさ-
ゅぇくういぇちうう ゃ しすさぇくぇすぇ, おぇおすけ 
う ぉなかゅぇさしおうすっ こけしけかしすゃぇ ゃ 
╂っさきぇくうは, ┿ゃしすさうは, ‶けかてぇ, 
きくけゅけ つぇしすくう おけかっおちうう う ょさ.                                                                                                                                       
‶さっい 2009 ゅ. ′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは ゃ ]け-
そうは けすおさう ういかけあぉぇ くぇ こさう-
かけあくけすけ ういおせしすゃけ „〈けゅぇゃぇ う 
しっゅぇ” – ゃ くっは はさおけ ぉはたぇ けすおさけ-
っくう すゃけさぉうすっ くぇ ╋ぇさぇ ╈けしう-
そけゃぇ. ‶さっい ぇこさうか 2014 ゅ. 》せ-
ょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ こけおぇいぇ こさけういゃっょっくうは 
くぇ くぇえ-ゅけかっきうすっ きぇえしすけさう くぇ 
しなゃさっきっくくうは ぉなかゅぇさしおう ゅけ-
ぉかっく, おかぇしうちう ゃ ういさぇぉけすゃぇ-
くっすけ くぇ しすっくくう おうかうきう せ くぇし, 
しこっつっかうかう う きっあょせくぇさけょっく 
ぇゃすけさうすっす. ′ぇ こなさゃけ きはしすけ 
しさっょ うきっくうすうすっ くう きぇえしすけさう 
ぉっ けすおさけっくけ うきっすけ くぇ おぇいぇく-
かなつぇくおぇすぇ ╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

くぇ しすっくくうは おうかうき – さなつくぇ ういさぇぉけすおぇ, ゃ ゅかぇょおぇ おかぇしうつっしおぇ 
すったくうおぇ くぇ ゃっさすうおぇかっく しすぇく. ╂けかはきぇ つぇしす けす くっえくけすけ うい-
おせしすゃけ っ ゃょなたくけゃっくけ けす ぉなかゅぇさしおけすけ くぇさけょくけ たせょけあっしすゃっ-
くけ くぇしかっょしすゃけ う しかっょゃぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ おせかすせさくぇ すさぇょうちうは.                                                                                                                                 
╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ っ しっしすさぇ くぇ たせょけあくうおぇ ╈けしうそ ╈けしうそけゃ, 
しくぇたぇ え っ たせょけあくうつおぇすぇ 〈けょけさおぇ ╈けしうそけゃぇ,
くっえくぇ こかっきっくくうちぇ っ たせょけあくうつおぇすぇ ╋ぇさうは ╈けしうそけゃぇ.                                                        

『かさそちおへそちけ つあ う たそしけぬけみてあ け あちすけみてあ – 71% ちひつて

『ひさそうそおつてうそてそ せあ なけちすあてあ えそてうけ け せそうけ いそせとつけ くあ  さそしかさてけうあ 

』あすそ う „╅ちつかせあし” くあ 9-てか すかつかぬあ せあ えそおけせあてあ たしあてかせあてあ そて
ちあいそてそおあてかしみ つとすあ くあ たひちうけてか 3 おせけ そて いそしせけねせけてか か たそねてけ 600 にけしみおけ しかうあ

Янко Костадинов
Директор “Финанси и 
икономика” на “Арсенал”
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╉ぇいゃぇすっ, つっ しっ きさぇいうき 

たけさういけくすぇかくけ. ╆ぇすけゃぇ 
かう しっゅぇ あうゃけすなす くう っ 
すぇおなゃ うかう うしすけさうつっしおう 
こさけしすけ すぇおぇ しっ しすっおけたぇ 
けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ? 

- ╇ ょゃっすっ. ′っ すさはぉゃぇ ょぇ 

いぇぉさぇゃはきっ, つっ くうおけえ くっ くう 
っ ゃうくけゃっく いぇ くぇてうすっ ぉぇか
おぇくしおう くぇちうけくぇかくう くっ
とぇしすうは. ′うっ くぇこさぇゃうたきっ 
ゅかせこけしすすぇ ょぇ ゃけのゃぇきっ しさっ
とせ 4 ょなさあぇゃう こさっい 1913 
ゅけょうくぇ う くぇてう しなしっょう. 
′うっ くぇこさぇゃうたきっ ゅかせこけしすすぇ 
ょぇ しっ しなのいうき し 〈せさちうは, すけ
ゅぇゃぇ ぉってっ きくけゅけ さっいけくくけ 
すけゃぇ, くけ くっ う こっさしこっおすうゃ
くけ. ′うっ くぇこさぇゃうたきっ うょっは
すぇ, つっ うしおぇきっ ゃしうつおけ うかう 
くうとけ. ′っ いくぇき ょぇかう ゃう っ 
ういゃっしすっく すけいう そぇおす, つっ う ゃ 
こぇさかぇきっくすぇさくう ょっぉぇすう, う 
ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさっしぇ こさっい 
1915 ゅけょうくぇ, きぇかおけ こさっ
ょう ょぇ しっ ゃおかのつうき ゃ ‶なさ
ゃぇすぇ ]ゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, うきぇ 
そさぇいう おぇすけ: „╀なかゅぇさうは くっ 
きけあっ ぉっい ]けかせく. ╀なかゅぇさうは 
くっ きけあっ ぉっい ¨ょさうく. ╀なか
ゅぇさうは くっ きけあっ ぉっい ╉しぇく
すう” う ょさせゅう. ¨おぇいぇ しっ, つっ 
きけあっ. ] ょさせゅう ょせきう, おけか
おけすけ う ょぇ しぇ ゃさぇあょっぉくう 
くぇてうすっ しなしっょう おなき くぇし, 
くうおけえ くっ けすさうつぇ, つっ きくけゅけ 
しきっ しすさぇょぇかう いぇさぇょう すはた, 
きぇおぇさ つっ う くうっ しきっ うき くぇ
くっしかう きくけゅけ こけ-きぇかおう, くけ 
さっぇかくう しすさぇょぇくうは - くぇてぇ

╉ぇおすけ くぇゃしはおなょっ ゃ けさなあっえ-
くうちぇすぇ, う ゃ しすさけうすっかくけすけ 

いゃっくけ くっとぇすぇ しっ こけょさっあょぇす 
けすょぇかっつ. ¨とっ くぇこさけかっす ゃしっおう 
いぇゃけょ こけょぇゃぇ こかぇく いぇ くせあくう-
すっ きせ さっきけくすう. ]なしすぇゃは しっ ちは-
かけしすくぇ こさけゅさぇきぇ くぇ こかぇくけゃうすっ 
しすさけうすっかくう ょっえくけしすう, こけしかっ しっ 
ういこなかくはゃぇ. ′け, けしゃっく  こさっょゃう-
ょっくうすっ, すせお ゃないくうおゃぇす う きくけゅけ 
くっこさっょゃうょっくう ょっえくけしすう. ╆ぇすけゃぇ 
╇さはいけゃぇ おぇいゃぇ: “‶さう くぇし ゃしうつおけ 
っ „′ぇ こけあぇさ!“. ╇ つっしすけ うきぇ いぇ-
ょぇつう „けす ょくっし – いぇ ゃつっさぇ”.  ′け 
しすさけうすっかうすっ しっ しこさぇゃはす. 〈ぇえくぇ-
すぇ くぇ しこさぇゃはくっすけ くぇつぇかくうおなす 
ゃうあょぇ ゃ こさけそっしうけくぇかういきぇ くぇ 
っおうこぇ う ゃ さぇいぉうさぇすっかしすゃけすけ, 
おけっすけ すせお っ すさぇょうちうは.
′ぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ くぇゃさなた 

さけあょっくうは しう ょっく こさっい 1977-きぇ 
〈ぇすはくぇ こけしすなこゃぇ すせお, ゃ ぇさしっ-
くぇかしおけすけ しすさけうすっかしすゃけ しぇ いぇっすう 
こけゃっつっ けす 160 ょせてう.  〈っ ゃょう-
ゅぇす たぇかっすぇ, ぇょきうくうしすさぇすうゃくう 
しゅさぇょう う „ぉうすけゃおう“ くっ しぇきけ くぇ 
けしくけゃくぇすぇ こかけとぇょおぇ, くけ う ゃ 
こけょっかっくうはすぇ ういゃなく ╉ぇいぇくかなお – 
〉しすさっき, 》かはぉけゃけ, 』っさくけけつっくっ, 
╁けえくうおぇ, ]すさぇかょあぇ... “》けさぇすぇ 
しっ さぇょゃぇたぇ きくけゅけ, とけき こけつくっき 
くっとけ ょぇ しすさけうき, いぇとけすけ うき ょぇ-
ゃぇたきっ さぇぉけすぇ“, こけきくう ╇さはいけゃぇ. 
〈は おぇすっゅけさうつくけ けすおぇいぇかぇ しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ]すさけうすっか-
くうは すったくうおせき ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
ょぇ さぇぉけすう おぇおゃけすけ う ょぇ ぉうかけ 
ょさせゅけ. „╆ぇゃなさてうた  いぇ しすさけうすっ-
かっく すったくうお う すけゃぇ うしおぇき!“ – っ 
こさうくちうこなす くぇ 〈ぇすはくぇ. ╁ „┿さしっ-
くぇか“ ぉうかぇ こけしさっとくぇすぇ けす ゃっすっ-
さぇくぇ くぇ いゃっくけすけ ╁ぇしうか 〈っくっゃ. 
„╀かぇゅけょぇさくぇ しなき くぇ おけかっゅうすっ, 
けす おけうすけ しなき しっ せつうかぇ“, おぇいゃぇ 
っょうくしすゃっくうはす ょくっし すったくうつっしおう 
さなおけゃけょうすっか ゃ „┿さしっくぇか“. „‶け-
ゃっつっすけ けす すはた, いぇ しなあぇかっくうっ, しぇ 
こけつうくぇかう...“, ょけぉぇゃは ╇さはいけゃぇ. 
′け ょせたなす うき けしすぇゃぇ. ] くぇせつっ-
くけすけ けす すはた  ょくってくうはす くぇつぇか-
くうお ちった こけょぉうさぇ こっさしけくぇかぇ しう 
ゃくうきぇすっかくけ. 〈ぇおぇ, つっ ょぇ くっ しっ 
くぇかぇゅぇ, ぇおけ くはおけえ くっ しすぇゃぇ いぇ 
こさけそっしうはすぇ, ょぇ ぉなょっ けしゃけぉけあ-
ょぇゃぇく. „‶さっあうゃっくうすっ しなおさぇとっ-
くうは くぇ ょゃぇ こなすう こさう くぇし しぇ くぇえ-
すっあおうすっ きけきっくすう ゃ さぇぉけすぇすぇ きう 
こさっい ゅけょうくうすっ“, おぇいゃぇ てっそなす 
くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しすさけうすっかう. ╇ 
しっ くぇょはゃぇ こけゃっつっ ょぇ くっ え しっ 
くぇかぇゅぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し すけゃぇ 
– ょぇ せゃけかくはゃぇ おけかっゅう. ╇さはいけゃぇ 
しっ さぇょゃぇ, つっ くけゃうすっ ょけゅけゃけさう 
くぇ „┿さしっくぇか“ こけいゃけかはゃぇす こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ ょぇ しっ さぇいさぇしすゃぇ, 
そうさきぇすぇ ょぇ こけょけぉさはゃぇ ゃしっ こけ-
ゃっつっ しなしすけはくうっすけ しう: „′ぇょはゃぇき 
しっ ゃっつっ くっとぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか“ ょぇ 
すさなゅくぇす ょけぉさっ“. 》けさぇすぇ, おけうすけ 
せこさぇゃかはゃぇ, きぇおぇさ う けす しなこなす-
しすゃぇとうすっ ょっえくけしすう, くっ こさはおけ 
しゃなさいぇくう し こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
こさなゃ こけゅかっょ, しぇ こけゃっつっ けす くせあ-
くう くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ すは 
ゅう こけょぉうさぇ ゃくうきぇすっかくけ. ╃なさあう 
くぇ けこうすぇ, くけ う くぇ あっかぇくうっすけ ょぇ 
しっ せつうて ゃ いぇくぇはすぇ. ╆ぇすけゃぇ しっ 
さぇょゃぇ くぇ けくっいう きけきつっすぇ, おけう-
すけ, ょけてかう しなゃしっき くっせおう, しぇきけ 
いぇ ょゃっ-すさう ゅけょうくう せしこはゃぇす ょぇ 
しすぇくぇす きぇえしすけさう. ╋けくすぇあくうちう, 
すっくっおうょあうう, しすなおかぇさう, ぉけは-
ょあうう, ょなさゃけょっかちう, しすさけうすっかくう 
さぇぉけすくうちう... ぉなかゅぇさう, さけきう, 
すせさちう... 【ぇさっく っ っおうこなす けす 
たけさぇ くぇ ]すさけうすっかくうは ちった. ′け いぇ 
すはた てっそおぇすぇ うき おぇいゃぇ: “╁しうつおう 
しきっ っょくけ しっきっえしすゃけ! ╇きぇきっ しう 
ゅけかはきけ ょけゃっさうっ... ╋くけゅけ しぇ きう 
たせぉぇゃう きけきつっすぇすぇ!“. ╃けゃっさうっすけ 
っ: “╉ぇすけ こさう おけきせくういきぇ“ – くっ 
ういつっいゃぇ くうとけ つせあょけ, おぇきけ かう 
しすけすうくおうすっ いぇ けぉとけすけ おぇそっ. 
╉ぇおすけ う くぇ ょさせゅう きっしすぇ ゃ „┿さしっ-
くぇか“, たけさぇすぇ すせお しう こけきぇゅぇす ょぇ-

〈¨]《 〈¨ ╊ ╇ „╅『』╊〉╅]”!
かっつ ういゃなく ぇくゅぇあうきっくすうすっ ゃ 
さぇきおうすっ くぇ さぇぉけすくうは ょっく. 
¨しけぉっくけ, おけゅぇすけ くはおけえ うきぇ 

くっとけ ゃおなとう ょぇ しう しすさけう 
うかう さっきけくすうさぇ. 〉しっとぇくっすけ 
いぇ っおうこくけしす, しなとけすけ, おけっ-
すけ くぇ ゃさっきっすけ しっ くぇさうつぇてっ 
„おけかっおすうゃ“, ぇさしっくぇかしおうすっ 
しすさけうすっかう こさっくぇしはす ういゃなく 
こけさすぇかぇ う こけ ゃさっきっ くぇ けぉ-
とうすっ こさぇいくうちう.  ╆ぇすけゃぇ 
おせこけくなす, けさゅぇくういうさぇく けす 

てっそおぇすぇ ╇さはいけゃぇ いぇ ╃うきう-
すさけゃょっく, っ てせきっく, ょなかなゅ う 
こなかっく し っきけちうう. 90 ゅけょうくう 

けすぉっかはいぇ ぇさしっくぇかしおけすけ しすさけ-
うすっかくけ いゃっくけ くぇゃさなた  ╃うきう-
すさけゃょっく, こさけそっしうけくぇかくうはす 

こさぇいくうお くぇ しすさけうすっかは.  ¨ゅ-
さけきくぇ すけさすぇ, いぇおぇつかうゃけ せお-
さぇしっくぇ し きうしすさうう, おけそう  う 
こさけつうっ „ょのいっくう“ いぇさぇょゃぇかぇ 
のぉうかはさうすっ. 〈けさすぇすぇ, しこさっす-
くぇすぇ けす たけさぇすぇ ゃ しすけかぇ くぇ 
╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ, っ こけょぇさなお 
けす ╉′]╀. ╇きぇ しう う そけえっさ-
ゃっさおう – くぇ のぉうかっえ おぇすけ くぇ 

のぉうかっえ!  ╆ぇ こさぇいくうおぇ おぇくはす 
う ぉうゃてう おけかっゅう, ╇さはいけゃぇ 
こけょゅけすゃは ゃくうきぇすっかくけ ゃしはおぇ 

こけょさけぉくけしす: “╇しおぇた ょぇ しっ いぇ-
こけきくう“ - いぇ ょぇ しっ せしっすはす うし-
すうくしおうはす こさぇいくうお う ょせたなす くぇ 
のぉうかっは. ]くうきおうすっ けす しぉうさおぇ-
すぇ こけおぇいゃぇす, つっ すけつくけ すぇおぇ っ 
ぉうかけ – ゃっしっかけ: „]すさぇたけすくけ しう 
ういおぇさぇたきっ!“ ╉ぇすけ くぇ ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ しすさけうすっかうすっ すさなゅゃぇかう 
こけ っおしおせさいうう うい ╀なかゅぇさうは 
しかっょ こけさっょくうは こさっょしさけつくけ 
こさっょぇょっく けぉっおす. „′ぇえ けぉうつぇ-
たきっ しこってくうすっ いぇょぇつう“, しきっっ 
しっ ╇さはいけゃぇ: しかっょ  こさっょぇゃぇ-
くっすけ くぇ けぉっおすぇ こさっょしさけつくけ 
しすさけうすっかうすっ すさなゅゃぇかう こけ こな-
すうとぇすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ し こぇさうすっ 
けす こけさっょくぇすぇ くぇゅさぇょぇ いぇ せょぇ-
さっく すさせょ. 
〈させょなす ぉうか せょぇさっく くぇうしすう-

くぇ. „╁ しすさけうすっかしすゃけすけ かっしくけ 
くはきぇ. ╁しうつおけ っ すさせょくけ“, せし-
きうたゃぇ しっ 〈ぇすはくぇ. ╇ ゃ しこけきっ-
くうすっ  え しっ さっょはす  くけゃう たぇかっ-
すぇ, けゅさぇょう, ぇょきうくうしすさぇすうゃくう 
しゅさぇょう, „ぉうすけゃおう“, こけおさうゃう, 
こかけとぇょおう...  ┿さしっくぇかしおうすっ 
しすさけうすっかう ぉうかう おけきぇくょうさけ-
ゃぇくう いぇ さっきけくすう くぇ しすぇくちう-
はすぇ ゃ ′っしっぉなさ /けす きぇさす ょけ 
のくう/ う ょけさう – ゃなゃ ╁けっくくけ-
きっょうちうくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは, し 
おけはすけ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ-
くうちぇ うきぇ ょけゅけゃけさ いぇ かっつっくうっ 
くぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう.  
╃くっし すけゃぇ しぇ たけさぇすぇ, ゃょうゅくぇ-
かう くけゃうすっ しゅさぇょう くぇ すっさっくぇ 
ゃ ╋なゅかうあ う くけゃうは ちった 5/600. 
〈っいう 38 ょせてう こけいくぇゃぇす ゃしはおぇ 
こっょは ぇさしっくぇかしおぇ すっさうすけさうは: 
ゃないしすぇくけゃはゃぇす しかっょ ぇゃぇさうう 
う うくちうょっくすう, いぇきぇいゃぇす, しきっ-
くはす くぇしすうかおう しかっょ すっつけゃっ..., 
ゃしうつおけ こけ しすさけうすっかしすゃけすけ っ ゃ 
すったくうすっ さなちっ. ╀っい ょっえくけしすうすっ 
こけ っか. う ╁う╉. „]すさけうき けす ┿ ょけ 
ぅ“, かぇおけくうつくぇ っ ╇さはいけゃぇ. [ぇ-
ぉけすはす ゃ すはしくぇ ゃさないおぇ し すさぇくし-
こけさすくけすけ いゃっくけ くぇ „┿さしっくぇか“, 
し おけかっゅうすっ けす ‶さけっおすうさぇくっすけ, 
ういちはかけ ういゃなさてゃぇくけ けす ぇさ-
しっくぇかしおうすっ しこっちうぇかうしすう くぇ 
》さうしすうくぇ ‶っすさけゃぇ. ╇ ょけぉぇゃは 
し てうさけおぇ せしきうゃおぇ: „】けき しきっ 
ゃ „┿さしっくぇか“, しきっ しゃなさいぇくう 
ゃしうつおう.  ]ゃなさいぇくけしすすぇ くっ っ 
しぇきけ ゃ さぇぉけすぇすぇ. ╋うかけ きう っ ゃ 
„┿さしっくぇか“, おぇいゃぇ てっそおぇすぇ くぇ 
]すさけうすっかくうは ちった. ‶さっい ゅけょう-
くうすっ きけきつっすぇすぇ, おけうすけ くはおけ-
ゅぇ っ こけしゃっとぇゃぇかぇ ゃ いぇくぇはすぇ, 
ゃっつっ しぇ ゅけかっきう きなあっ. ]ぇくすう-
きっくすなす おなき さぇぉけすぇすぇ しっ せしっ-
とぇ う ゃ ょせきうすっ: “》せぉぇゃけ っ ょぇ 
おぇあって: すけゃぇ っ こけしすさけっくけ こけょ 
きけっ さなおけゃけょしすゃけ!“.  „╁うあょぇき, 
つっ けしすぇゃぇ くっとけ しかっょ きっく....“, 
しぇ こさけしすうすっ ょせきう, おけうすけ おさう-

はす さぇょけしすすぇ けす あうゃけすぇ. ╋ぇ-
とぇぉくう しすさけうすっかしすゃぇ 〈ぇすはくぇ 
せ ょけきぇ くっ さぇいゅさなとぇ. ‶さぇゃう 

しぇきけ こけ-ょさっぉくう さっきけくすう. ╆ぇ 
しきっすおぇ くぇ すけゃぇ っ こけきぇゅぇかぇ 
くぇ ぉかういおう う さけょくうくう. ╋ぇ-
とぇぉくうすっ ょっえくけしすう しぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか“.  [ぇぉけすぇすぇ っ けゅさけきくぇ, 
こさけゃっさおうすっ けす うくしすうすせちううすっ  
-  しなとけ. „]おなしゃぇす くう けす こさけ-
ゃっさおう“, しきっっ しっ ]すさけうすっか わ1 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくう-
ちぇ. ′っえくうすっ たけさぇ さぇぉけすはす う 
ゃ あっゅぇ, う ゃ しすせょ, けしゃっく, ぇおけ 
くっ っ すけかおけゃぇ しうかっく, つっ ょぇ 
こさぇゃう きぇすっさうぇかうすっ くっゅけょくう. 
„╇かう ゃしうつおう さぇぉけすうき, くぇつっかけ 
し きっく, うかう くうおけえ!“, っ こさけしすけ-
すけ こさぇゃうかけ くぇ てっそぇ ╇さはいけゃぇ. 
╉なき たけさぇすぇ しう すは しっ けすくぇしは 
っょくぇおゃけ, いぇとけすけ: “′うおけえ くっ 
っ こけ-ゅかぇょっく けす ょさせゅうは.“ ╁っ-
さけはすくけ いぇすけゃぇ おけかっおすうゃなす っ 
きくけゅけ しこかけすっく. ╁ぇあくけすけ ゃ 
すぇは さぇぉけすぇ っ う ょさせゅけ: すさはぉ-
ゃぇ ょぇさぉぇ, すぇかぇくす... “′ぇしうかぇ 
くっ しすぇゃぇ“, けすしうつぇ  けこうすくうはす 
しすさけうすっかっく すったくうお. ] くぇゃう-
おぇ くぇ けこうすぇ 〈ぇすはくぇ こけょさっあょぇ 
いぇょぇつうすっ すぇおぇ, つっ ゃなすさってくう-
すっ ょっえくけしすう ょぇ けしすぇゃぇす いぇ いう-
きぇすぇ. ′け くうおけゅぇ ゃ すぇいう さぇぉけすぇ 
くっとぇすぇ くっ きけゅぇす ょぇ しっ こかぇくう-
さぇす ょけ おさぇえ. „′ぇてぇすぇ こさけそっ-
しうは っ しせさけゃぇ, きなあおぇ, くけ くぇえ-
ゃぇあくけすけ っ  ょぇ しう くぇ っょうく っいうお 
し たけさぇすぇ, ょぇ ぉなょって いぇっょくけ し 
すはた“, しこけょっかは ╇さはいけゃぇ. ╇ ょけ-
こなかゃぇ こさけしすうつおけ: “╉ぇおすけ ぇい, 
すぇおぇ う すっ しぇ さぇぉけすくうちう くぇ 
„┿さしっくぇか“. 〈ぇすはくぇ くうおけゅぇ くっ 
っ くぇこせしおぇかぇ そうさきぇすぇ. ′っ え 
きうくぇゃぇ こさっい せきぇ. ¨しゃっく ゃっょ-
くなあ, おけゅぇすけ せあ しっ „いぇこぇかうかぇ“ 
こけ うょっは くぇ おけかっゅぇ, くけ: “〈けえ 
ういかっいっ くっしっさうけいっく...“. „》せぉぇ-
ゃけ きう っ ゃ „┿さしっくぇか“, あうゃけすなす 
くう きうくぇゃぇ すぇき...“, せしきうたゃぇ しっ 
〈ぇすはくぇ. 『ったなす こけ しすさけうすっか-
しすゃけすけ, おけえすけ すは さなおけゃけょう, っ ゃ 
しすさせおすせさぇすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 0 – こけょ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ うくあ. 『ゃっ-
すぇく 【うおけゃ う さっしけさくうは ょうさっお-
すけさ こけ すったくうつっしおうすっ ゃなこさけしう 
うくあ.》さうしすけ ]すさっておけゃ. ╋ぇおぇさ 
こさなしくぇすう くぇゃしはおなょっ こけ ぇさ-
しっくぇかしおうすっ すっさっくう, しすさけうすっ-
かうすっ くぇ ╇さはいけゃぇ しう うきぇす けす-
かうつくぇ しけぉしすゃっくぇ きぇすっさうぇかくぇ 
ぉぇいぇ し さぇぉけすうかくうちう う きくけゅけ 
ょけぉさう  ぉうすけゃう せしかけゃうは いぇ こけ-
つうゃおぇ. 〈ぇすはくぇ こけきくう ゅけかけすけ 
こけかっ くぇ すぇいう ぉうすけゃぇ しゅさぇょぇ, 
おけはすけ すけゅぇゃぇてくうはす てっそ 〈っ-
くっゃ こなさゃけ くぇつっさすぇか ゃなさたせ 
おせすうは けす ちうゅぇさう „]かなくちっ“...
〈ぇすはくぇ こけきくう きくけゅけ くっとぇ. 

¨す ゃしうつおうすっ しう くはおけゅぇてくう 
しなせつっくうちう しぇきけ すは けしすぇゃぇ 
ょけおさぇえ ゃはさくぇ くぇ こさけそっしうはすぇ 
くぇ しすさけうすっかくうは すったくうお. ¨ぉう-
つぇ しう は. ′うとけ, つっ っ こけ きなあおう 
すさせょくぇ. ┿ きけあっ ぉう – すけつくけ いぇ-
すけゃぇ. ‶さうぉさぇかぇ しっ ゃ 〈せかけゃけ, 
いぇ ょぇ ゅかっょぇ ぉけかくうは しう ぉぇとぇ, 
〈ぇすはくぇ ょくっし くはきぇ くうおぇおゃけ 
くぇきっさっくうっ ょぇ しっ ゃさなとぇ ょぇ 
あうゃっっ ゃ ゅさぇょぇ. ╄しすっしすゃっくうすっ 
けすくけてっくうは きっあょせ たけさぇすぇ, ょけ-
ゃっさうっすけ, こけきけとすぇ けす こさうはすっか 
う しなしっょ, しぉうさおうすっ う しさっとうすっ 
くぇ つけゃっお し つけゃっおぇ, しぇ くっとけ-
すけ, おけっすけ は いぇょなさあぇ くぇ しっかけ. 
╉けゅぇすけ しう うしおぇ, こけょさっあょぇ 
ゅさぇょうくおぇ, おけゅぇすけ くっ - つっすっ. 
‶さっくぇしは おくうゅうすっ けす ぉけゅぇすぇ-
すぇ しう ぉうぉかうけすっおぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, いぇ おけきこかっおすけゃぇくっすけ くぇ 
おけはすけ っ しすぇゃぇかぇ くはおけゅぇ う ゃ 4 
しせすさうくすぇ, いぇ ょぇ しっ くぇさっょう くぇ 
けこぇておぇ こさっょ  おくうあぇさくうちぇすぇ. 
╇ しっゅぇ しう おせこせゃぇ おくうゅう. ′け 
こけ-さはょおけ. ′け つっすっくっすけ ゃなさゃう 
しなし しなとけすけ すっきこけ. ╉ぇすけ いぇょぇ-
つうすっ „けす ょくっし – いぇ ゃつっさぇ“ こけ 
しすさけうすっかくうすっ こかけとぇょおう くぇ 
„┿さしっくぇか“.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

すぇ ゅかせこけしす くう ょけゃっょっ ょけ 
すけゃぇ. ╉ぇおすけ う くぇてぇすぇ ゅかせ
こけしす ょぇ ぉなょっき くぇえ-ゃっさくう
すっ しなのいくうちう くぇ ゃっかうおうは 
]なゃっすしおう しなのい う しっゅぇ ょぇ 
ぉなょっき けぉはゃっくう おぇすけ くぇえ-
ぇきっさうおぇくけそうかしおぇすぇ くぇちうは 
ゃ ぃゅけういすけつくぇ ╄ゃさけこぇ, おけっ

すけ っ っょくぇおゃぇ ゅかせこけしす う けす
ぉかなしおゃぇとぇ おさぇえくけしす.

╇きぇ かう ょさせゅ ぇくぇかけゅ ゃ 
うしすけさうはすぇ くう しっゅぇてくぇすぇ 
くぇてぇ さっぇかくけしす う しうすせぇ
ちうは? 

- ]かっょ くぇてっすけ せくういうすっか
くけ こけさぇあっくうっ, こさう ちはかぇ
すぇ くう たさぇぉさぇ ぇさきうは しかっょ 
1918 ゅけょうくぇ, ういゃっょくなあ 
╀なかゅぇさうは っ せくうあっくぇ, くぇ
てうすっ ゃけえくうつっすぇ しぇ こけおぇ
いぇくう おぇすけ ぉなかゅぇさしおうは ゃけえ
くうお, くぇゅなくぇか くぇ とうおぇ しう 
こけ 5 こっかっくぇつっすぇ くぇ くけあ. 
╇きぇ ういかけあぉう し ぉなかゅぇさしおう 
いゃっさしすゃぇ. ′け ょけさう う ょぇ うきぇ 
くっとけ きくけゅけ きぇかおけ ゃはさくけ, 
ぉなかゅぇさうすっ しぇ ぉかぇゅけさけょ
くう. ¨おぇいぇ しっ けぉぇつっ, つっ くっ 
ぉぇくおっさうすっ, くっ しすけこぇくしおうすっ 
ょっえちう, くっ きうくうしすさうすっ, くっ 
ゅっくっさぇかうすっ, ぇ うくすっかうゅっく
ちうはすぇ ゃないゃなさくぇ くぇてっすけ 
きはしすけ ゃ ╄ゃさけこぇ ゃ こっさうけょぇ 
けす 1920 ょけ 1940 ゅけょうくぇ. 
╇ すけゃぇ しっ けおぇいぇ きくけゅけ こけ-
ゃぇあくけ けす けくけゃぇ, おけっすけ くう 
ぉってっ こさっょこうしぇくけ: ょぇ くは
きぇきっ ぇさきうは, ょぇ くはきぇきっ 
ぇゃうぇちうは, ょぇ くはきぇきっ けさな

あうは.

╇ おなょっ ゃ すけいう さっょ, こさけ
そっしけさっ, っ ょくってくぇすぇ くう 
うくすっかうゅっくちうは, おなょっ しぇ 
ょくってくうすっ ぉせょうすっかう? 

- ╃くってくうすっ ぉせょうすっかう 
しこはす, ょぇ ゅけ おぇあぇ ょっかうおぇす
くけ.  ┿おけ くはおけゅぇ っ うきぇかけ 
ぉせょうすっかう, すけ すっ しぇ さうしおせ
ゃぇかう, ぇおけ くっ あうゃけすぇ しう, 
すけ しおさけきくうは しう „おけきそけさす”, 
こさう こけかけあっくうっ, つっ しぇ あう
ゃっかう ゃ おうかうう, しおさけきくう 
おなとう. ┿ ょくってくうすっ ぉせょうすっ
かう, ぇおけ うきぇ すぇおうゃぇ, すけ すっ 
あうゃっはす きくけゅけ おけきそけさすくけ. 
〈ゃなさょっ おけきそけさすくけ, ぉうた 
おぇいぇか. 〈っ こさっょこけつうすぇす ょぇ 
しっ ょけおぇさゃぇす くぇ ゃかぇしすすぇ, けす
おけかおけすけ ょぇ さぇいゃっはす そかぇゅ, 
いくぇきっ, ょぇ くっ ゅけゃけさうき いぇ 
おぇきぇ う おくうゅぇ. ╇ すけゃぇ っ 
ょさぇきぇすぇ くぇ しなゃさっきっくくうは 
くう あうゃけす. ′っ いくぇき おぇおゃう 
しぇ ょくってくうすっ ぉせょうすっかう, ぇい 
くっ しっ しきはすぇき いぇ すぇおなゃ, くけ 
うきぇ ゅけかはきぇ ょさぇきぇ, つっ しな
ゃさっきっくくぇすぇ うくすっかうゅっくちうは, 
おぇおすけ こさっょう 10 くけっきゃさう, っ 
きくけゅけ せゅけょくうつっしおぇ. 

〈は おなょっ っ ゃしなとくけしす? 
′っ っ ゃ こけかうすうおぇすぇ, くけ っ 
し こけかうすうおぇすぇ. 

- 〈けつくけ すぇおぇ. ╀っいせおけさっく 
ういさぇい. ╉ぇあっすっ きう おけえ けす 
ゃっかうおうすっ こうしぇすっかう こさっょう 
10 くけっきゃさう くっ ぉってっ せたぇあ
ゃぇく けす ゃかぇしすすぇ? ╈けさょぇく 
[ぇょうつおけゃ たけょってっ くぇ かけゃ し 
〈けょけさ ╅うゃおけゃ. 〈けいう ゃっかうお 
きなつっくうお ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ 

- しなとけ. ╇きぇてっ くぇゅさぇょう, 
おけくゅさっしう, くはきぇてっ くうとけ 
こけ-こけょきぇいゃぇつっしおけ けす すけゃぇ 
〈けょけさ ╅うゃおけゃ ょぇ ゅけゃけさう 
くぇ おけくゅさっしぇ くぇ こうしぇすっかう
すっ.  ┿い うきぇき きぇかおぇ くぇょっあ
ょぇ, しかっょ ゃさっきっ きけあっ ぉう とっ 
しすぇくっ, くけ ゃ きけきっくすぇ すっ しっ 
けしかせてゃぇす. „╀せょうすっかうすっ” 
しっ けしかせてゃぇす. ╇ ゃうっ, う ぇい 
しなとけ しっ けしかせてゃぇきっ. 

╆ぇとけ? 
 
- ╆ぇとけすけ くっ いくぇっき おけえ 

とっ ょけえょっ. ╆くぇっすっ かう おけか
おけ こさっおさぇしくけ ぉってっ, おけゅぇすけ 
ょけえょっ ちぇさはす. 〈けゅぇゃぇ さっおけ
たきっ: っすけ うょゃぇ っょうく くっせ
すさぇかっく つけゃっお-しこぇしうすっか, し 
ういゃうくっくうっ, きぇえくぇすぇ きせ う 
こさけつうっ. ┿きう すけえ くぇいくぇつう 
′うくぇ 』うかけゃぇ いぇ きうくうしすなさ 
くぇ おせかすせさぇすぇ. 

 …う いぇ こけさっょっく こなす 
ゃかぇしすすぇ „こさうしこぇ” うくすっ
かうゅっくちうはすぇ, おぇすけ え しっ 
こさうしきは ゃ けつうすっ? 

- ╇しおぇき ょぇ ゃう おぇあぇ, つっ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくすっかうゅっくちう
はすぇ ゃうくぇゅう っ ぉうかぇ しなこさう
つぇしすくぇ し  すけすぇかうすぇさくうすっ 
さっあうきう. ╀なかゅぇさしおぇすぇ うく
すっかうゅっくちうは くっ っ  けしけぉっくけ 
こけさはょなつくぇ つぇしす. 

┿ いょさぇゃけしかけゃくけ かう っ 
いぇ ょなさあぇゃぇすぇ くう  すは ょぇ 
しすぇゃぇ つぇしす けす せこさぇゃかっ
くうっすけ え?  

- ╃けしっゅぇ すぇおぇ  ぉってっ う っすけ 
ょけおなょっ くう ょけおぇさぇ すけゃぇ. 
′っ うしおぇき ょぇ しこけきっくぇゃぇき 
うきっくぇ, くうすけ すゃけさつっしすゃけ, 
くけ うきぇてっ つかっくけゃっ くぇ 『╉, 
きうくうしすさう う おぇおゃう かう くっ 
しかぇょおう ょかなあくけしすう いぇ うく
すっかうゅっくちうはすぇ. 
 
〈けゅぇゃぇ うきぇきっ かう くせあ

ょぇ けす  すぇおうゃぇ „ょせたけゃくう” 
ぉせょうすっかう? 
 
- ′っ, くはきぇきっ. ╆ぇとけすけ すっいう 

„ょせたけゃくう” ぉせょうすっかう くはきぇす 
しなとうは ぇゃすけさうすっす. ′っおぇ ょぇ 
くぇこけきくは, つっ „¨, くっさぇいせき
くうえ のさけょっ” けいくぇつぇゃぇ „¨, 
くっさぇいせきくうえ きぇかけせきくうおけ , 
こかのし- きうくせし”. ┿ すけゃぇ ょぇ ゅけ 
おぇあって, きぇおぇさ う ゃ 》うかっく
ょぇさしおうは きぇくぇしすうさ, すさはぉゃぇ 
たさぇぉさけしす. ┿ ょくってくぇすぇ たさぇ
ぉさけしす は くはきぇ. ╁しうつおうすっ くう 
こうしぇすっかう, おけかおけすけ う ょぇ  しぇ, 
しっ しなけぉさぇいはゃぇす し おけくのくお
すせさぇすぇ. ╉ぇおすけ う こさっょう. 

′ぇ おぇおゃけ こさうかうつぇ しっゅぇ 
╀なかゅぇさうは? 
 
- ′ぇ こさけすうゃくけ ょけおぇさゃぇつっ

しすゃけ, おぇおゃけすけ っ ぉうかけ ゃ ╀なか
ゅぇさうは しかっょ 1947 ゅけょうくぇ, 
おけゅぇすけ ういゃっょくなあ ゃしうつおう 
しすぇゃぇす しなゃっすけそうかう, させしけ
そうかう. ╄ょうく こさうきっさ とっ ゃう 
おぇあぇ: ╄かうく ‶っかうく, ┿かっお
しぇくょなさ ╀ぇかぇぉぇくけゃ, ぉっい
しこけさくけ すぇかぇくすかうゃう  たけさぇ, 
おけうすけ けぉぇつっ しぇ こけかせつぇゃぇ
かう くっこさっおなしくぇすけ たさぇくぇ けす 
ちぇさしおぇすぇ おせたくは, すぇおぇ ょぇ しっ 
おぇあっ, こけ ょけきけゃっすっ しう. ]かっょ 
2 きっしっちぇ しなとうすっ すさなゅゃぇす し 
っょうく おぇきうけく こけ せかうちうすっ, 
くぇ おけえすけ こうてっ: „╀なかゅぇさうは 
– いぇ [っこせぉかうおぇ!”.  》ぇえょっ 
ょぇ しっ こけょしっすうき: おけかおけ こけ
いくぇゃぇつう う こさけこけゃっょくうちう 
くぇ おけきせくういきぇ けす おぇすっょさぇ
すぇ こけ „′ぇせつっく  おけきせくういなき” 
う けす ┿¨′]〉 しっゅぇ しすぇくぇたぇ 
ぇくすうおけきせくうしすう. 80 くぇ しすけ! 
╇ こけかせつぇゃぇす ょけしすぇ とっょ
さう しせぉしうょうう けす つせあぉうくぇ. 
‶さけしすけ しっ つせょは いぇとけ ぇきっ
さうおぇくちうすっ うき ょぇゃぇす すけかおけ
ゃぇ こぇさう, しかっょ おぇすけ すっ う ぉっい 
ょさせゅけ とはたぇ ょぇ しっ ういょけおぇ
さぇす! 

¨す くけゃ ╇ゃぇえかけ かう うきぇ
きっ くせあょぇ ょくっし うかう けす 
くけゃ ]うきっけく ╁っかうおう? 

- ¨す くけゃ ぉなかゅぇさうく! ′っ 
いくぇき ょぇかう ]うきっけく ╁っかうおう 
うかう ╇ゃぇえかけ, うかう ]すぇきぉけ
かけゃ, ╀っくおけゃしおう. ╇きぇき せしっ
とぇくっすけ, つっ とっ せきさっき おぇすけ 
さけぉう うかう とっ あうゃっっき こけ-

ぉっょくけ, おぇすけ ょけしすけえくう たけさぇ. 
╉ぇお ょぇ ゃう ゅけ おぇあぇ こけ-ょっ
かうおぇすくけ. ┿い しなき こっしうきうしす. 
〈けゅぇゃぇ, おけゅぇすけ こさけしすぇちう 
さぇあょぇす こさけしすぇちう う ゃないこう
すぇゃぇす こさけしすぇちう, おけうすけ しっ 
ょけおぇさゃぇす くぇ すせさちう, ちうゅぇ
くう, ぇきっさうおぇくちう , させしくぇちう 
う こさけつうっ, すけゅぇゃぇ くっ いくぇき 
おぇおゃけ とっ しすぇくっ し くぇし. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶さけそっしけさ こけ うしすけさうは, ょなかゅけゅけょうてっく こさっこけ
ょぇゃぇすっか こけ ╀ぇかおぇくしおぇ うしすけさうは ゃ ]けそうえしおうは 

せくうゃっさしうすっす. ′ぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか けす  ゅさぇあょぇく
しおぇすぇ おゃけすぇ くぇ ╉けぇかうちうは „╆ぇ ╀なかゅぇさうは” ゃ 3 こけ
しかっょけゃぇすっかくう きぇくょぇすぇ くぇ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ. 
′けしうすっか くぇ くぇゅさぇょぇすぇ „╂けかはき ‶かぇすけくけゃ ′けぉっか 
くぇ ゃっおぇ” いぇ 2002 ゅけょうくぇ  くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ ぇおぇょっ
きうは „‶かぇすけく”. ┿ゃすけさ くぇ けおけかけ 40 おくうゅう う くぇょ 300 
こせぉかうおぇちうう くぇ ぉなかゅぇさしおう, ぇくゅかうえしおう,  させしおう, 
うしこぇくしおう, くっきしおう っいうお. ‶さけそ. ‶ぇくすっゃ  ぉっ ゅけしす 
くぇ 13-すぇすぇ ちっさっきけくうは いぇ ゃさなつゃぇくっ くぇ ゅけょうて
くうすっ くぇゅさぇょう  „』けゃっお くぇ 21 ゃっお” くぇ しょさせあっくうっ 
„‶さけういゃっょっくけ ゃ ╀なかゅぇさうは”, おなょっすけ こさけういくっしっ 
いぇおかのつうすっかくぇすぇ さっつ.  『っさっきけくうはすぇ しっ こさけゃっょっ 
ゃ さっいうょっくちうは „╀けはくぇ” ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╃っくは くぇ 
くぇさけょくうすっ ぉせょうすっかう. 

╄ょくぇ あっくぇ さなおけゃけょう くぇえ-きなあおうは ぇさしっくぇかしおう 
ちった, おなょっすけ ぉかういけ 40 きけきつっすぇ くぇ しさっょくぇ ゃないさぇしす 
けす  40 ゅけょうくう っあっょくっゃくけ おぇすっさはす しおっかっすけ こけ ぇさしっ-
くぇかしおうすっ しすさけうすっかくう こかけとぇょおう. ╄ょくぇ あっくぇ – 〈ぇ-
すはくぇ ╇さはいけゃぇ, うくぇつっ – こけ うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ, つうし-
すぇ いけょうは ╃っゃぇ, こけ きなあおう おぇいゃぇ: “╉けかっおすうゃなす くう っ 
けすかうつっく. ┿い うきぇき っょうく こさうくちうこ. ‶さう きっく ょっかぉぇ 
くはきぇ: おぇおゃけすけ いぇ ╇ゃぇく – すぇおけゃぇ う いぇ 》ぇしぇく!“. 』っ-
すうさうょっしっすうきぇすぇ けす ]すさけうすっかくうは ちった くぇ „┿さしっくぇか“ 
しぇ しゃうおくぇかう ょぇ しう おぇいゃぇす ゃしうつおけ ょうさっおすくけ, ぉっい せゃ-
なさすぇくうは. ╇ ぉっい „こかのくおう“ いぇょ ゅなさぉぇ. 〈ぇは さぇぉけすぇ, 
しすさけうすっかくぇすぇ, せしせおゃぇくうは くっ すなさこう. ′ぇつぇかくうおなす 
くぇ ちったぇ ╇さはいけゃぇ っ せぉっょっくぇ ゃ すけゃぇ: 34 ゅけょうくう さぇ-
ぉけすぇ すせお しぇ ょけしすぇすなつくう, いぇ ょぇ ゅけ いくぇっ. ╉ぇおすけ いくぇっ 
う ゃしっおう しぇくすうきっすなさ, „ゃしはおぇ おっさっきうょおぇ“ けす ゃしっおう 
こけおさうゃ すせお. ╉ぇすっさうかぇ っ ぇさしっくぇかしおうすっ こけおさうゃう – 
ょけ っょうく! 〈けゃぇ しはおぇて こけきぇゅぇ くぇ ╇さはいけゃぇ  ょぇ ゅかっ-
ょぇ くぇ くっとぇすぇ けす あうゃけすぇ „けす ゃうしけおけ“. ′ぇきっさうかぇ っ 
しゃけはすぇ しう しゃけぉけょぇ. ╇いぉはゅぇかぇ っ けす ゅさぇょぇ う しう あうゃっっ 
ゃ おなとぇすぇ くぇ しっかけ. „╉けゅぇすけ しう うしおぇき, こさぇゃは くっとけ, 
おけゅぇすけ さってぇ – たゃぇとぇき おくうあおぇすぇ“ , せしきうたゃぇ しっ 〈ぇ-
すはくぇ こさっい きなょさけしすすぇ くぇ けこうすぇ. ╋なょさけしす, おけはすけ っ 
しなぉさぇかぇ くっ しぇきけ けす かうつくぇ あうすっえしおぇ こさぇおすうおぇ, くけ 
う けす けこうすぇ くぇ ょさせゅうすっ, けこうしぇく ゃ おくうゅうすっ.  ╊のぉうきけ-
すけ え いぇくうきぇくうっ いぇ しゃけぉけょくけすけ  ゃさっきっ っ  つっすっくっすけ 
くぇ しすけすうちうすっ すけきけゃっ けす ょけきぇてくぇすぇ  ぉうぉかうけすっおぇ, 
おけはすけ っ くっえくぇすぇ ょけきぇてくぇ しすさぇしす.

Началничката Ирязова

Колективът на цех Строителен в “Арсенал”
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╂さぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす あぇかぉう う しうゅくぇかう ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇく
かなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ こけ っかっおすさけくっく こなす. 〈けゃぇ しすぇゃぇ ゃないきけあくけ, しかっょ おぇすけ ぉっ ぇおすうゃうさぇく ぉぇくっさなす „けきぉせょしきぇく” くぇ 

しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 

┿ょさっしなす いぇ あぇかぉけこけょぇすっかうすっ っ:

╁ けぉけしけぉっくぇ そけさきぇ ゅさぇあょぇくうすっ きけゅぇす ょぇ けこうてぇす こさけぉかっき, ょぇ こけしけつぇす けさゅぇくぇ, ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ う かうちっすけ-ぇょさっ
しぇす くぇ あぇかぉぇすぇ う おさぇすおけすけ しう うしおぇくっ う ょぇ ゅけ ういこさぇすはす けくかぇえく ょけ 】っさっゃぇ. 

》╊〉』¨《〉〉╅【╅ 『╊‒《『〈╅ 〉╊ 
【ぇ『》¨ 《【]╅╈╅〉╊

‶っくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ っ 
くっとけ, いぇ おけっすけ けす ゅけょうくう 

こけゃっつっ しっ ゅけゃけさう, けすおけかおけすけ 
ょぇ しっ こさけゃっあょぇす さってうすっかくう 
ょっえしすゃうは いぇ こさけきはくぇ. ‶さっおぇ-
かっくけすけ こけかうすういうさぇくっ う かうこ-
しぇすぇ くっさってうすっかくけしす  こけさぇょう 
そぇおすぇ, つっ すけいう こさけちっし とっ っ 
ぉけかっいくっく いぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす 

くぇてっすけ けぉとっしすゃけ, けすかぇゅぇす 
さぇいさってぇゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっ-
きうすっ, すさせこぇかう しっ こさっい ゅけょう-
くうすっ. ╉ぇすけ さっいせかすぇす けす ぉぇゃっ-
くっすけ くぇ うしすうくしおうすっ さっそけさきう 
うきぇきっ こっくしうけくくぇ しうしすっきぇ, ゃ 

╁っしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ しかっょう けすぉかういけ っょくぇ けす くぇえ-とっおけすかうゃうすっ ゃ けぉとっしすゃけすけ すっきう – こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ, おけはすけ いぇしはゅぇ けゅさけきくけすけ 
きくけいうくしすゃけ けす ぉなかゅぇさうすっ, くぇ こさぇおすうおぇ – ゃしうつおう ゃ すさせょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす, けしけぉっくけ けくっいう けす すはた, いぇ おけうすけ くぇょっあょぇすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ こけ-
しすけはくくけ う しはおぇて いぇゃうくぇゅう, しっ けすかぇゅぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ.
╁ おさぇは くぇ きっしっち けおすけきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ せ くぇし – ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ, しなぉさぇ しうくょうおぇかうしすう けす けぉかぇしすすぇ くぇ しさっとぇ ゃ ]すぇ-

さぇ ╆ぇゅけさぇ. ′ぇ しさっとぇすぇ こさうしなしすゃぇたぇ う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉′]╀. ‶け ゃさっきっ くぇ さぇいゅけゃけさうすっ くぇ しうくょうおぇかうしすうすっ 
けす ╉′]╀  くぇょょっかはゃぇ きくっくうっすけ, つっ さっそけさきぇすぇ しかっょゃぇ ょぇ しっ けぉしなあょぇ う おけきっくすうさぇ, しかっょ おぇすけ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ う こさぇゃうすっかしすゃけすけ ういぉっさぇす 
っょうく けす すさうすっ おけきっくすうさぇくう  すうは ょくう ゃぇさうぇくすう いぇ こさけきっくう ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ こっくしうけくうさぇくっ う そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ こっくしうけくくうすっ そけくょけゃっ.
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ こさっょかぇゅぇ くぇ つうすぇすっかうすっ おけきっくすぇさ くぇ しうすせぇちうはすぇ けおけかけ  こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ, くぇこさぇゃっく けす こさっょしっょぇすっかは くぇ ╉〈 „‶けょ-

おさっこぇ“ ゃなゃ そうさきぇすぇ - ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ. 〈けえ しこけょっかは こさけぉかっきうすっ けす こなさゃけ かうちっ.

《て たひちうそ しけぬか - ]まいそすけち ]あしかう:

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

おけはすけ ゃしっ こけゃっつっ たけさぇ ゅせぉはす 
ょけゃっさうっ, くうおけえ くっ いくぇっ おけゅぇ 
とっ しっ こっくしうけくうさぇ, おぇおゃぇ とっ 
ぉなょっ くっゅけゃぇすぇ こっくしうは う ょぇかう 
とっ は ょけつぇおぇ.
‶さうすっしくっくうはすぇ くう しぇ けしくけ-

ゃぇすっかくう う こさうきっさうすっ いぇ すけゃぇ 
しぇ きくけゅけ. ‶け ょぇくくう くぇ ╃なさ-
あぇゃくけ けぉとっしすゃっくけ けしうゅせさは-

ゃぇくっ こさっい 2013 ゅ. さぇいたけょうすっ 
いぇ こっくしうう ょけしすうゅぇす こけつすう 
10% けす ╀╁‶ う すっくょっくちうは-
すぇ っ おなき せゃっかうつぇゃぇくっ. 〈けいう 
こさけちっくす っ くぇえ-ゅけかはき いぇ こっ-
さうけょぇ 2003 ゅ.-2013 ゅ. ‶さうたけ-

ょうすっ けす けしうゅせさけゃおう こけおさうゃぇす 
っょゃぇ 47% けす けぉとうすっ さぇいたけょう, 
ぇ さぇいかうおぇすぇ しっ ょけこなかゃぇ けす さっ-
こせぉかうおぇくしおうは ぉのょあっす (す. っ. くっ 
けす しなとうくしおうすっ ういすけつくうちう くぇ 
こさうたけょう). ╆ぇ 2013 ゅ. ょけこなかゃぇ-
くっすけ っ ゃ さぇいきっさ くぇ 4.7 きうかうぇさ-
ょぇ かっゃぇ. ]すぇゃぇ すぇおぇ, つっ こけさぇょう 
くぇさぇしすゃぇくっすけ ぉさけは くぇ たけさぇすぇ, 
おけうすけ しぇ さけょっくう しかっょ 1959 ゅ., 
ゃしっ こけゃっつっ しさっょしすゃぇ けす こけしすな-
こうかうすっ ゃ ′¨╇ しっ こさっさぇいこさっょっ-
かはす おなき つぇしすくうすっ こっくしうけくくう 
ょさせあっしすゃぇ – せくうゃっさしぇかくけすけ う 
こさけそっしうけくぇかくけすけ けしうゅせさはゃぇ-
くっ. ╃け 2000 ゅ. すっいう しさっょしすゃぇ 
しぇ けしすぇゃぇかう ゃ ′¨╇. ╃せこおぇすぇ しっ 
こけおさうゃぇ けす ょぇくなつくう こさうたけょう う 
けす ぉのょあっすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ う こけ 
すけいう くぇつうく, し つぇしす けす ょぇくなちう-
すっ, くうっ くぇかうゃぇきっ こぇさう ゃ つぇしす-
くうすっ こっくしうけくくけ-けしうゅせさうすっかくう 
ょさせあっしすゃぇ, ぇ すぇき おぇさすうくおぇすぇ っ 
すなきくぇ. ╆ぇしっゅぇ くうおけえ くっ すっゅかう, 
ゃしうつおう ゃくぇしはす う つぇお おけゅぇすけ いぇ-
こけつくっ きぇしけゃけすけ こかぇとぇくっ くぇ 
こっくしうう けす せくうゃっさしぇかくうは そけくょ 
(しかっょ 2020 ゅ.), とっ しすぇくっ はしくけ 
おぇお しぇ せこさぇゃかはゃぇくう すっいう こぇさう. 
』ぇしすうつくけ すけゃぇ とっ こさけかうつう 
けとっ けす くぇつぇかけすけ くぇ 2015 ゅ., 
おけゅぇすけ しこけさっょ ╉]¨ こさけそっしうけ-
くぇかくうすっ こっくしうけくくう そけくょけゃっ 
とっ いぇこけつくぇす ょぇ こかぇとぇす こっくしう-
うすっ くぇ いぇっすうすっ こさう 1-ゃぇ う 2-さぇ 
おぇすっゅけさうは すさせょ.
┿おけ おなき ゃしうつおけ すけゃぇ しっ こさう-

ぉぇゃう こけかうすうつっしおぇすぇ くっしすぇ-
ぉうかくけしす, ょっきけゅさぇそしおぇすぇ おさう-
いぇ, こさけぉかっきうすっ くぇ すさせょけゃうは 
こぇいぇさ, こけはゃぇすぇ くぇ ゃしっ こけゃっつっ 
かうちぇ し こさけそっしうは „ぉっいさぇぉけすっく”, 
おけうすけ くっ あっかぇはす ょぇ さぇぉけすはす, くけ 

し せょけゃけかしすゃうっ とっ しっ しょけぉうはす 
し こっくしうは (いぇとけすけ しうしすっきぇすぇ 
うき こけいゃけかはゃぇ), いぇゃうてっくうはす 
ぉさけえ うくゃぇかうょくう こっくしうう う ょさ. 
しっ けつっさすぇゃぇ おぇさすうくぇ, おけはすけ っ 
こけゃっつっ けす すさっゃけあくぇ. ]なとっしす-
ゃせゃぇす けとっ きくけゅけ そぇおすう, おけう-
すけ きけゅぇす ょぇ さぇいこぇかはす くぇてうすっ 
しすさぇたけゃっ, くけ すけゃぇ くっ っ くせあくけ.
‶さっい こけしかっょくうすっ きっしっちう 

しっ つせたぇ さぇいかうつくう こさっょかけあっ-
くうは, ちっかはとう さぇいょゃうあゃぇくっ 
くぇ さっそけさきぇすぇ ゃ こっくしうけくくぇすぇ 
しうしすっきぇ.′はおけう けす すはた - おぇすけ 
こかぇゃくけすけ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ 
ゃないさぇしすすぇ う けしうゅせさうすっかくうはす 
しすぇあ, しぇ こけいくぇすう けす いぇこけつくぇ-
すけすけ こさう こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ 
╂╄[╀ せゃっかうつっくうっ くぇ しすぇあぇ う 
ゃないさぇしすすぇ し こけ 4 きっしっちぇ ゃしは-
おぇ ゅけょうくぇ. ]っゅぇ しっ ゅけゃけさう いぇ 
けとっ こけ-こかぇゃくぇ さっそけさきぇ, おぇすけ 
こさけきっくうすっ いぇ しすぇあ う ゃないさぇしす 
とっ しぇ ゃっさけはすくけ くぇ 3 ゅけょうくう. 
‶さっょゃうあょぇ しっ せゃっかうつぇゃぇくっ 
くぇ けしうゅせさけゃおうすっ いぇ こっくしうは う 
すっいう いぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ し 1 うかう 2 
こさけちっくすくう こせくおすぇ, けぉゃなさいゃぇ-
くっ くぇ けしうゅせさうすっかくうは ょけたけょ し 
きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇ-
すぇ, かうつくう こっくしうけくくう ゃくけしおう 
けす ょなさあぇゃくうすっ しかせあうすっかう う 
ょさせゅう.
‶けゃっつっすけ きっさおう しぇ ゃ こけしけおぇ 

しすぇぉうかういうさぇくっ う せおさっこゃぇくっ 
くぇ こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ うかう 
こけくっ いぇぉぇゃはくっ くぇさぇしすゃぇくっすけ 
くぇ ょっそうちうすぇ ゃ ╃なさあぇゃくけ-
すけ けぉとっしすゃっくけ けしうゅせさはゃぇ-
くっ. ‶けつすう くっいぇぉっかっあうきう しぇ 
きっさおうすっ, おけうすけ しないょぇゃぇす くっ-
けぉたけょうきうすっ しすうきせかう いぇ こかぇ-
とぇくっすけ くぇ けしうゅせさけゃおう ゃなさたせ 

...〈〉《╈《 』╅ 〉《╇¨【╊ 》╊〉』¨《〉╊『¨
〈けゃぇ っ し 51% こけゃっつっ しこさは-

きけ ょっゃっすきっしっつうっすけ くぇ 2013 
ゅ., おけゅぇすけ くけゃうすっ こっくしうけくっさう 
しぇ ぉうかう ぉかういけ 26 300. ]なし 

╀かういけ 90 しぇ ゃっつっ きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう ゃ ╃ぃ【 《╉ „┿さ
しっくぇか 2000“. ╋くけゅけ けす すはた しぇ きくけゅけけぉっとぇゃぇとう ゃっつっ ぉなょっとう 
そせすぉけかくう すぇかぇくすう う うきっくぇ. ¨す すけいう ぉさけえ いぇこけつゃぇきっ ょぇ ゅう こさっょ
しすぇゃはきっ ゃ しこっちうぇかくぇすぇ くう くけゃぇ させぉさうおぇ. ] はしくぇすぇ くぇょっあょぇ, つっ 
ぇおけ しっゅぇ しぇ こさけしすけ ょっちぇ, おけうすけ けぉうつぇす そせすぉけかぇ, っょうく ょっく きくけゅけ 
けす すはた とっ しぇ ゅけかはきぇ くけゃうくぇ.

〈さうすっ うきっくぇ:

╉っくぇえ ]っくぇえ 
┿かうき

╂けょうくう:

〉つうかうとっ:

]¨〉 “╄おいぇさた 
┿くすうき I”

¨す おけかおけ ゃさっきっ 
うゅさぇって ゃ „┿さしっ
くぇか“?:

3 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?:

′ぇこぇょぇすっか

╊のぉうき うゅさぇつ, 
かのぉうき けすぉけさ?

╁ぇく ‶っさしう,
„╋ぇくつっしすなさ 

ぃくぇえすっょ“

╉ぇおなゃ うしおぇて ょぇ 
しすぇくって?

《せすぉけかうしす

╉きっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ  こけ
かせつう  こさういぇ „』けゃっお くぇ XXI ゃっお“ , ゃさなつ

ゃぇく っあっゅけょくけ けす ]ょさせあっくうっ „‶さけういゃっょっくけ 
ゃ ╀なかゅぇさうは”. ]すけはくけゃぇ こけかせつう くぇゅさぇょぇすぇ 
ゃ さぇいょっか „╃なさあぇゃくけ せこさぇゃかっくうっ”, いぇっょくけ 
し おきっすぇ くぇ ]かうゃっく ゅっく. ╉けかぬけ ╋うかっゃ. ‶さう
いけゃっすっ しっ ゃさなつゃぇす いぇ 13-すう こなす う しぇ けちっく
おぇ う こさういくぇくうっ いぇ たけさぇすぇ, おけうすけ あうゃっはす, 
さぇぉけすはす う しないょぇゃぇす ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ しなゃさっ
きっくくぇ ╀なかゅぇさうは. ╊うつくけ ゃうちっこさっいうょっくすなす 
くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ╋ぇさゅぇさうすぇ ‶けこけゃぇ 
ゃさなつう くぇゅさぇょうすっ くぇ けすかうつっくうすっ - ゅさぇきけすう う 
しすぇすせっすおう. ¨しゃっく ょゃぇきぇすぇ ゅさぇょけくぇつぇかくうちう, 
こさういけゃっ こけかせつうたぇ くはおけかおけ ぉなかゅぇさしおう こさっょ
こさうっきぇつう ゃ さぇいかうつくう しそっさう, かっおぇさう う きかぇょ 

ょういぇえくっさ けす ╀せさゅぇし. 『っさっきけくうはすぇ しっ こさけゃっょっ ゃ さっいうょっくちうは „╀けはくぇ” ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ 
きくけゅけ ゃうょくう けぉとっしすゃっくうちう, しさっょ おけうすけ 〈うゃっさけこけかしおうはす っこうしおけこ 〈うたけく, ぇさたうっこうしおけこ ╂っ
さぇしうき, おぇおすけ う こさけそ. ┿くょさっえ ‶ぇくすっゃ, おけえすけ こけいょさぇゃう こさうしなしすゃぇとうすっ いぇ „いぇさぇいうすっかくうは うき 
っくすせしうぇいなき う しきっかけしす, くっいぇゃうしうきけ けす せしかけゃうはすぇ いぇ こさぇゃっくっ くぇ ぉういくっし せ くぇし, ょぇ さぇぉけすはす 
う ょぇ けしうゅせさはゃぇす ぉなょっとっすけ くぇ しすさぇくぇすぇ, いぇとけすけ うきっくくけ すけゃぇ ゅう こさっゃさなとぇ ゃ せしこってくう ぉなか
ゅぇさう”. ‶さう こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ こさういぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ いぇはゃう, つっ こさうっきぇ 
くぇゅさぇょぇすぇ けす うきっすけ くぇ しなゅさぇあょぇくうすっ しう, おけうすけ え しっ ょけゃっさはゃぇす ょぇ ゃなさゃはす いぇっょくけ くぇこさっょ う 
„╉ぇいぇくかなお ょぇ しすけう ゃしっ こけ-せゃっさっくけ くぇ おぇさすぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは“. ‶さっょう けそうちうぇかくぇすぇ ちっさっきけ
くうは けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しっ こさっょしすぇゃう しなし しゃけえ とぇくょ, さっおかぇきうさぇと おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけすけ 
くぇしかっょしすゃけ くぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ, さけいけゃう こさけょせおすう う  しこっちうぇかくぇ ういかけあぉぇ. ╁うちっこさっいうょっく
すなす ╋ぇさゅぇさうすぇ ‶けこけゃぇ ぉっ ゃないたうすっくぇ けす ゃうょはくけすけ. 

さっぇかくうすっ ょけたけょう, いぇ けしすぇゃぇくっ 
くぇ さぇぉけすぇ ょけ こけ-ゅけかはきぇ ゃない-
さぇしす, おぇおすけ う くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
いかけせこけすさっぉうすっ し ゃないきけあくけしす-
うすっ いぇ さぇくくけ こっくしうけくうさぇくっ 
(こっくしうう いぇ うくゃぇかうょくけしす). ╁ 
さぇいかうつくうすっ こさっょかけあっくうは くっ 
けすおさうゃぇきっ くぇえ-ゅかぇゃくけすけ – とっ 
さぇしすぇす かう こっくしううすっ ? ′うおなょっ 
くっ しっ ゅけゃけさう いぇ さぇいきっさ, くぇつうく 
くぇ せゃっかうつぇゃぇくっ う す. く. ╉ぇすけ 
ちはかけ しっ こさけきっくはす こぇさぇきっすさう-
すっ う くっ しっ しこけきっくぇゃぇ ょぇかう きけ-
ょっかなす くぇ しうしすっきぇすぇ っ ゃっさっく. 
╃ぇかう っ ゃはさくぇ こけしけおぇすぇ, ゃ おけは-
すけ ゃなさゃうき こさっい こけしかっょくうすっ 
15 ゅけょうくう?
┿おけ しすさうおすくけ しっ しこぇいゃぇす すっいう 

きっさおう, ゃ くぇえ-ょけぉさうは しかせつぇえ 
とっ いぇおさっこはす しっゅぇ ょっえしすゃぇ-
とぇすぇ さぇいたけょけこけおさうゃくぇ こっく-
しうけくくぇ しうしすっきぇ. ╁ぇあくけ っ ょぇ 
しっ こさういくぇっ, つっ  しうしすっきぇすぇ 
うきぇ くせあょぇ けす ゅっくっさぇかくぇ さっ-
おけくしすさせおちうは. ′ぇかけあうすっかくけ っ 
ょぇ くっ しっ ゅせぉう こけゃっつっ ゃさっきっ, 
ぇ ょぇ しっ こけしすうゅくっ てうさけお おけく-
しっくしせし けすくけしくけ すけゃぇ, おぇお ょぇ 
ぉなょっ しないょぇょっくぇ しすぇぉうかくぇ う 
ぇょっおゃぇすくぇ くぇ ょっきけゅさぇそしおうすっ 
こさけきっくう こっくしうけくくぇ しうしすっきぇ,  
しかっょ おけっすけ ょぇ しっ さぇぉけすう こけ-
しかっょけゃぇすっかくけ う くっけけすおかけくくけ 
すぇおぇ, つっ すけゃぇ すけゃぇ ょぇ しっ こけ-
しすうゅくっ.
                                                       

 ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ,
‶さっょしっょぇすっか くぇ
╉〈 „‶けょおさっこぇ“

ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃

 ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ,
‶さっょしっょぇすっか くぇ
╉〈 „‶けょおさっこぇ“

ゃ „┿さしっくぇか“

しきっしっく しすぇあ しぇ 21 546 ょせてう, 
うかう し 44% こけゃっつっ しこさはきけ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 》けさぇすぇ けす 
くぇえ-きぇしけゃぇすぇ, 3-すぇ おぇすっゅけ-

さうは, ういかっいかう ゃ こっくしうは こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ, こなお しぇ しっ せゃっ-
かうつうかう しなし いぇぉっかっあうすっかくうすっ 
ぉかういけ 61% - ょけ きぇかおけ くぇょ 18 

たうか. ょせてう. ╆ぇ しさぇゃくっくうっ, おなき 
おさぇは くぇ きうくぇかうは しっこすっきゃさう, 
こさっょう ╀]‶ ょぇ しすけこうさぇ せゃっ-
かうつっくうっすけ し こけ 4 きっしっちぇ くぇ 
しすぇあぇ う ゃないさぇしすすぇ, すっ ぉはたぇ 
くぇょ 11 200. ╄ょゃぇ 95 ぉなかゅぇさう, 
さぇぉけすうかう すっあなお すさせょ (こなさ-

ゃぇ う ゃすけさぇ おぇすっゅけさうは), しぇ しっ 
こっくしうけくうさぇかう けす くぇつぇかけすけ くぇ 
ゅけょうくぇすぇ. 〈せお しっ けすぉっかはいゃぇ 
くぇきぇかっくうっ し くぇょ 10%.
╀かういけ 900 こけゃっつっ しぇ う こけ-

かうちぇうすっ う ゃけっくくうすっ, ういかっいかう 
ゃ こっくしうは すぇいう ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ 
っ さなしす し くぇょ 71%. ╋うくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ くけゃうすっ こっくしうう いぇ しかせ-
あうすっかう くぇ しこっちうぇかくうすっ ゃっ-

ょけきしすゃぇ しぇ ぉうかう 1246, ぇ すぇいう 
- 2136.
¨ぉとけ 75 400 しぇ ぉなかゅぇさうすっ, 

おけうすけ しぇ ういかっいかう ゃ こっくしうは けす 
くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ ょけ おさぇは 
くぇ しっこすっきゃさう. 〈せお しっ ゃおかのつ-
ゃぇす う たけさぇすぇ, こけかせつうかう こっく-

しうう, くっしゃなさいぇくう し すさせょけゃぇ 
ょっえくけしす. ╆ぇさぇょう くぇきぇかっくうっすけ 
ゃ ぉさけは くぇ くはおけう けす すはた しこさはきけ 
2013 ゅ. けぉとうはす さなしす ゃ ぉさけは くぇ 
くけゃうすっ こっくしうう っ 25%.

╁ぇさうぇくすう くぇ こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ: 

1. 〉ょなかあぇゃぇくっすけ くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ し こけ 4 きっしっちぇ ゅけょうてくけ, ょけおぇすけ いぇ きなあっすっ 
すは くっ ょけしすうゅくっ 65 ゅけょうくう (こさっい 2018 ゅ.), ぇ いぇ あっくうすっ - 63 ゅけょうくう (こさっい 2021 ゅ.).
] せゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ ゃないさぇしすすぇ とっ くぇさぇしすゃぇ しなけすゃっすくけ う ういうしおゃぇくうはす けしうゅせさうすっかっく しすぇあ - 

しなけすゃっすくけ ょけ 40 ゅけょうくう いぇ きなあっすっ う 37 ゅけょうくう いぇ あっくうすっ. 

2. ╇いさぇゃくはゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ くぇ きなあっすっ う くぇ あっくうすっ, おけっすけ っ ういうしおゃぇくっ 
くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい. ╄ょくけ けす こさっょかけあっくうはすぇ っ すけゃぇ ょぇ しすぇくっ こけしすっこっくくけ ょけ 2036-すぇ ゅけょう-
くぇ, ぇ しこけさっょ ょさせゅけ - ょけ 2028 ゅ. ]こけさっょ ゃすけさぇすぇ したっきぇ  こさっい こなさゃうすっ ょゃっ ゅけょうくう けす さっそけさ-
きぇすぇ (2015 う 2016 ゅ.) ゃないさぇしすすぇ くぇさぇしすゃぇ し こけ ょゃぇ きっしっちぇ う いぇ あっくうすっ, う きなあっすっ, ぇ こけしかっ 
いぇ あっくうすっ いぇこけつゃぇ ょぇ さぇしすっ こけ-ぉなさいけ (し こけ つっすうさう きっしっちぇ ゅけょうてくけ), いぇ ょぇ しっ ういさぇゃくう こさっい 
2028 ゅ. し  ゃないさぇしすすぇ いぇ きなあっすっ (すは とっ さぇしすっ し こけ 1 きっしっち ゅけょうてくけ). 

3. ╁ないさぇしすすぇ ょぇ しっ せゃっかうつぇゃぇ ぇゃすけきぇすうつくけ, しこけさっょ ゅけょうくぇすぇ くぇ さぇあょぇくっ おぇすけ ういさぇゃくはゃぇ-
くっすけ いぇ ょゃぇすぇ こけかぇ くぇしすなこゃぇ こさっい 2032 ゅ. 
┿くぇかけゅうつくけ しなし しなとうすっ しすなこおう しっ こさっょかぇゅぇ ょぇ しっ せゃっかうつぇゃぇ う ういうしおゃぇくうはす けしうゅせさうすっかっく 

しすぇあ, いぇ ょぇ ょけしすうゅくっ 40 ゅ. いぇ きなあっすっ う 37 ゅ. いぇ あっくうすっ. 
╆ぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ すっあおうすっ こさけそっしうう しっ こさっょかぇゅぇ  ういうしおゃぇくうはすぇ いぇ しすぇあ ょぇ しっ いぇこぇいはす, ぇ 

ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ ょぇ くぇさぇしすゃぇ しなし しなとぇすぇ しすなこおぇ, おぇおすけ ゃ きぇしけゃぇすぇ すさっすぇ おぇすっゅけ-
さうは すさせょ. ╆ぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ しこっちうぇかくうすっ ゃっょけきしすゃぇ こさっょかけあっくうはすぇ しぇ けすくけゃけ ういうしおゃぇくっすけ いぇ 
しすぇあ ょぇ しっ いぇこぇいう, ぇ ょぇ しっ ゃなゃっょっ ういうしおゃぇくっ いぇ ゃないさぇしす しかっょ 3-5 ゅけょうくう. 

4. ]きっしっくぇ しうしすっきぇ いぇ ういこかぇとぇくっ くぇ こっくしううすっ くぇ さぇぉけすうかうすっ ゃ こなさゃぇ う ゃすけさぇ おぇすっゅけさうは 
すさせょ こさっょう 2001 ゅ. ╆ぇ しすぇあぇ しう こさっょう すぇいう ょぇすぇ すっ とっ こけかせつぇゃぇす こっくしうはすぇ しう けす ′¨╇, ぇ いぇ 
けしすぇくぇかけすけ ゃさっきっ - けす こさけそっしうけくぇかくうすっ そけくょけゃっ. ‶さけぉかっきなす っ, つっ ゃなこさっおう くっおけかおけおさぇす-
くうすっ けすかぇゅぇくうは, ゃ こさけそっしうけくぇかくうすっ そけくょけゃっ くっ しぇ しっ くぇすさせこぇかう ょけしすぇすなつくけ しさっょしすゃぇ いぇ 
ぇょっおゃぇすくう こっくしうう くぇ さぇぉけすうかうすっ ゃ こなさゃぇ う ゃすけさぇ おぇすっゅけさうは すさせょ. ]さけおなす くぇ こけしかっょくぇすぇ けす-
しさけつおぇ ういすうつぇ くぇ 1 はくせぇさう 2015 ゅ., おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ ういぉさぇくうはす くぇ 5 けおすけきゃさう こぇさかぇきっくす 
すさはぉゃぇ ぉなさいけ ょぇ くぇこさぇゃう いぇおけくけゃぇ こさけきはくぇ いぇ すはた - ょぇ せょなかあう いぇ こけさっょっく こなす しさけおぇ うかう ょぇ 
ゅかぇしせゃぇ いぇ しきっしっくぇすぇ しうしすっきぇ. [ってっくうっ こけ すけいう ゃなこさけし おなき きけきっくすぇ  くはきぇ. 》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

╃ゃせしすさぇくっく ぉういくっし-そけさせき きっあょせ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぉういくっしぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお う 〉おさぇえくぇ, おけえすけ ょぇ しっ こさけゃっょっ ゃ さぇきおうすっ くぇ ‶さぇい

くうおぇ くぇ さけいぇすぇ –╉ぇいぇくかなお ’2015 - いぇ すけゃぇ しっ ょけゅけゃけさうたぇ こけ ゃさっきっ 
くぇ こけしっとっくうっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ ういゃなくさっょくうは う こなかくけきけとっく こけしかぇ
くうお くぇ 〉おさぇえくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは ′. ‶さ. ゅ-く ╋うおけかぇ ╀ぇかすぇあう う 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.  ‶け くっえくけ こさっょかけあっくうっ こさっい 2015 ゅ. ゃ 
╉ぇいぇくかなお とっ ぉなょっ こさけゃっょっくぇ ょゃせしすさぇくくぇ ぉういくっし-しさっとぇ し せつぇしすうっすけ 
くぇ せおさぇうくしおう おけきこぇくうう  う そうさきう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ たけょぇ くぇ 
さぇいゅけゃけさうすっ  こけしかぇくうお う おきっす しっ ょけゅけゃけさうたぇ う ょぇ いぇこけつくっ こさけちっょせ

さぇ いぇ けしなとっしすゃはゃぇくっすけ くぇ おけくすぇおすう し こけょたけょはと せおさぇうくしおう ゅさぇょ, し おけえすけ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ こけぉさぇすうきう.  

]ぇきけ 2 ぉぇくおう しぇ こけょぇかう けそっさすう ょぇ おさっょうすうさぇす ¨ぉとうくぇすぇ し 4 きかく. かっゃぇ ゃ けぉはゃっくうは 
おけくおせさし. ¨ぉとうくぇすぇ すなさしう すっいう こぇさう ゃ いぇっき, いぇ ょぇ しっ さぇいこかぇすう し こさっょこさうっきぇつぇ 〈けょけさ 

╉けかっゃ う そうさきぇすぇ „〈さぇおうは すさっえょ”, おけはすけ けしなょう ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ┿さぉうすさぇあくうは しなょ くぇ [╀ いぇ 
こさけこせしくぇすう こけかいう いぇさぇょう くっさっぇかういうさぇくけ しすさけうすっかしすゃけ. ╀ぇくおうすっ, おけうすけ しぇ こけょぇかう ょけおせ
きっくすう いぇ せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしぇ, けぉはゃっく こけ ╆¨‶, しぇ  Societe Generale ╄おしこさっしぉぇくお う ¨ぉとうく
しおぇ ぉぇくおぇ. ¨す おけは ぉぇくおぇ けぉとうくぇすぇ とっ ういすっゅかう おさっょうすぇ, おけえすけ とっ しっ ゃさなとぇ 5 ゅけょうくう, とっ 
さってう すけいう きっしっち しこっちうぇかくぇ おけくおせさしくぇ おけきうしうは. ╆ぇ しさけおぇ, ゃ おけえすけ ̈ ぉとうくぇすぇ とっ ういこかぇとぇ 
おさっょうすぇ, とっ くぇすさせこぇ う ぉかういけ きうかうけく かっゃぇ いぇ かうたゃう. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ さぇしすっ う くっこかぇすっくけ
すけ え おなき きけきっくすぇ いぇょなかあっくうっ おなき „〈さぇおうは すさっえょ” いぇさぇょう っあっょくっゃくうすっ かうたゃう, おけうすけ しっ 
くぇつうしかはゃぇす おなき ゅかぇゃくうちぇすぇ けす 3,2 きかく. かっゃぇ, おぇすけ おなき きけきっくすぇ けぉとうはす さぇいきっさ くぇ いぇょなか
あっくうっすけ っ くぇょたゃなさかうかけ 4 きかく. かっゃぇ.  

                                                                           ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

びëÜÖó¡í
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【っきっすっく しこっおすぇおなか, いぇさっょっく し きくけゅけ くぇ
しすさけっくうっ う しきはた, ぉっかはいぇ ぉっくっそうしぇ くぇ 

すぇかぇくすかうゃぇすぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ - ぇおすさうしぇすぇ ╂な
かなぉうくぇ ╋うたぇえかけゃぇ. ╁ こさっょこけしかっょくうは ょっく くぇ 
けおすけきゃさう すは しなぉさぇ こさうはすっかう う こけつうすぇすっかう くぇ 
しゃけは しこっおすぇおなか „╂なかなぉうくぇ う こさうはすっかう”. ′ぇ  
しちっくうつくうは   しう さけあょっく ょっく ╂なかなぉうくぇ しなぉさぇ 
ゅさせこぇ „╂さぇきけそけく“, すぇくちぬけさうすっ けす ぉぇかっすくけ-
すぇくちけゃ ちっくすなさ „╂さぇちうは“ う けす ]╉ „[けいぇ“, くっけし
すぇさはゃぇとうは 》さうしすけ ╉うょうおけゃ, いぇ ょぇ „こけつっさこう” 
しゃけはすぇ ゃはさくぇ こせぉかうおぇ.   

13-はす ╄しっくっく しぇかけく くぇ おぇいぇくかなておうすっ  すゃけさちう ぉっ けす
おさうす こさっい しっょきうちぇすぇ. 〈ったくうすっ こさけういゃっょっくうは きけゅぇす ょぇ 
ぉなょぇす ゃうょはくう ょけ おさぇは くぇ きっしっちぇ ゃ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇ
かっさうは くぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈ぇいう ゅけょうくぇ ぇさす そけさせきなす  しなぉうさぇ 
85 すゃけさぉう くぇ 38 おぇいぇくかなておう ぇゃすけさう, おぇすけ  あせさう っ しっ
かっおすうさぇかけ 55 こかぇすくぇ, 9 しおせかこすせさう う っょうく さっかっそ. ′ぇゅさぇ
ょぇすぇ けす すぇいゅけょうてくうは  ╄しっくっく しぇかけく けすうょっ こさう きかぇょぇすぇ 
たせょけあくうつおぇ ぅくぇ 》さうしすけゃぇ いぇ くっえくぇすぇ すゃけさぉぇ „╉なとぇすぇ 
くぇ こっしくうすっ”. 

╃ゃぇ ゃっおぇ くぇゃなさてう せつうかうとっすけ ゃ しっかけ ╄くうくぇ. ╃けしすけこけつすっ
くうはす のぉうかっえ ぉっ つっしすゃぇく し こけょけぉぇゃぇとぇ こさけゅさぇきぇ, つうはすけ 

おせかきうくぇちうは ぉっ けすおさうゃぇくっすけ くぇ こぇきっすくうお くぇ しないょぇすっかは くぇ せつう
かうとっすけ ¨くせそさうえ 》うかっくょぇさしおう, おけえすけ こさっい 1814 ゅけょうくぇ  けす
おさうゃぇ ゃ ぉぇとうくぇすぇ しう おなとぇ くけゃけ いぇ ゃさっきっすけ せつうかうとっ, ゃ おけっすけ 
しっ こさっこけょぇゃぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう っいうお. ぃぉうかっはす しなぉさぇ さけょけかのぉちう 
けす ぉかういけ う ょぇかっつ, ゃうょくう っくうくちう, こさけしゃっすうすっかう, たけさぇ くぇ ょせたぇ.
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

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

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

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

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

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

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

Ɉɛɹɜɚ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 3 ...〈〉《╈《 』╅ 〉《╇¨【╊ 》╊〉』¨《〉╊『¨

〉《╇¨ ′╅]¨ ′╅ 〈╊｠╅【『《〉¨[╅【╅ ╇ 》╈ „¨╇╅〉 ｠╅╉╋¨╊〉《╇”

╆╊′》]╅【〉¨ 》『╊╈]╊╉¨ ′╅ 『╅[ 〉╅ ╈ぇ『╉╅【╅ 

 ╊うつくう こっくしうう しぇ こけかせつうかう 68 909 ょせてう (し くぇょ 30% こけゃっつっ), ょけおぇすけ くぇしかっょしすゃっくうすっ こっくしうう くぇきぇかはゃぇす し くぇょ 14% - ょけ 6491. ╇くゃぇかうょくうすっ こっくしうう いぇぉぇゃはす 
すっきこぇ しう くぇ さぇしすっあ, くけ ょっかなす うき けす ゃしうつおう かうつくう こっくしうう っ ゃしっ けとっ  いくぇつうすっかっく - 35%. ╃け おさぇは くぇ しっこすっきゃさう きぇかおけ くぇょ 24 たうかはょう しぇ くけゃうすっ こっくしうけくっさう し 
うくゃぇかうょくけしす こけさぇょう けぉとけ いぇぉけかはゃぇくっ. 〈けゃぇ っ し ぉかういけ 1900 こけゃっつっ しこさはきけ 9-すっ  きっしっちぇ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ しぇ けすこせしくぇすう ぉかういけ 22 200 うくゃぇかうょくう 
こっくしうう. ]けちうぇかくうすっ こっくしうう いぇ うくゃぇかうょくけしす しぇ 2549 う すっ しぇ し 4% こけ-きぇかおけ しこさはきけ き. ゅ. 〈ぇおぇ おなき おさぇは くぇ しっこすっきゃさう 466 819 ょせてう こけかせつぇゃぇす ゃすけさぇ こっくしうは いぇ 
うくゃぇかうょくけしす. ╁ ╉けくしせかすぇすうゃくうは しなゃっす おなき しけちうぇかくうは きうくうしすなさ っょうく けす けぉしなあょぇくうすっ ゃぇさうぇくすう っ ょぇ けすこぇょくっ すけいう ゃうょ ゃすけさぇ こっくしうは, いぇとけすけ すは くっ っ しゃなさいぇくぇ 
し けしうゅせさうすっかっく こさうくけし.
╃ぇくくうすっ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは しすぇすうしすうつっしおう うくしすうすせす こけおぇいゃぇす けとっ, つっ おなき のくう こさっさぇいたけょなす しこさはきけ こけかせゅけょうっすけ くぇ 2013 ゅ. っ 6% いぇ ゃしうつおう こっくしうう. ╆ぇ すぇいう 

ゅけょうくぇ ゃ ぉのょあっすぇ くぇ ╃なさあぇゃくけすけ けぉとっしすゃっくけ けしうゅせさはゃぇくっ しぇ いぇかけあっくう 45.5 きかく. かゃ. こけゃっつっ いぇ こっくしうう しぇきけ, いぇ ょぇ しっ くっせすさぇかういうさぇ くぇこかうゃなす くぇ くけゃう こっく
しうけくっさう いぇさぇょう いぇきさぇいっくぇすぇ こっくしうけくくぇ さっそけさきぇ. 〈っ けぉぇつっ しぇ こさぇゃっくう こさう さぇいつっすう, つっ 15 300 ぉなかゅぇさう とっ しこさぇす ょぇ さぇぉけすはす ゃ 3-すぇ  おぇすっゅけさうは すさせょ いぇさぇょう 
いぇきさぇいっくぇすぇ こっくしうけくくぇ さっそけさきぇ. ‶け ゃしうつおけ かうつう, つっ すっいう こぇさう ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ くはきぇ ょぇ しすうゅくぇす. ┿ くけゃうすっ こっくしうけくっさう くはきぇ ょぇ しこさぇす ょけ すせお.
╆ぇすけゃぇ すさっしおぇゃけ しうくょうおぇすう, さぇぉけすけょぇすっかう う こさぇゃうすっかしすゃけ すなさしはす ゃぇさうぇくすう いぇ しすけこうさぇくっ くぇ こさけちっしぇ う しなおさぇとぇゃぇくっ くぇ こっさうけょぇ, ゃ おけえすけ しっ ういこかぇとぇす こっくしうう. 

‶さっょかぇゅぇす しっ さぇいかうつくう ゃぇさうぇくすう, おぇすけ すけこおぇすぇ しっ こさったゃなさかは おなき くっさけょっくうは けとっ おぇぉうくっす. 『っかすぇ っ はしくぇ: こけ-きぇかおけ こっくしうけくっさう ゃ ぉなょっとっ, こけゃっつっ さぇぉけすっとう, 
し こけ-ゅけかっきう ゃくけしおう おなき ′¨╇. ╋うしうは くっゃないきけあくぇ, こけくっ し けゅかっょ くぇ しうすせぇちうはすぇ ょくっし.  

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, こけ うくそけさきぇちうは けす ′¨╇

′けゃ せつっぉっく おけさこせし いぇ しこっ
ちうぇかくけしすすぇ „きったぇすさけ

くうおぇ”  ぉっ けすおさうす ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 

》ぇょあうっくけゃ”.  ]なぉうすうっすけ ぉっ 
せゃぇあっくけ けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
きっしすくうは ぉういくっし, ゃないこうすぇくうちう 
くぇ ぉうゃてうは ╋ったぇくけすったくうおせき, 

》うかはょぇ あっくう けす ]すぇさけいぇゅけさしおけ くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 30 う 49 ゅけょうくう きけゅぇす ょぇ しっ こさっゅかっょぇす ぉっいこかぇすくけ いぇ さぇお くぇ 
ゅなさょぇすぇ ゃ ¨くおけかけゅうつくうは ちっくすなさ. ╉ぇきこぇくうはすぇ とっ こさけょなかあう ょけ おさぇは くぇ そっゃさせぇさう ょけゅけょうくぇ う っ くぇしけつっくぇ おなき 

つっすうさう せはいゃうきう ゅさせこう: ぉっいさぇぉけすくう, あっくう し そういうつっしおう せゃさっあょぇくうは, きくけゅけょっすくう きぇえおう う あっくう けす きぇかちうくしすゃっくうすっ 
ゅさせこう.
224 あっくう けす けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ]かうゃっく こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ しっ さぇいぉけかっかう けす さぇお くぇ ゅなさょぇすぇ, こけ ょぇくくう くぇ 

¨ぉかぇしすくうは けくおけかけゅうつっく ちっくすなさ. ╄あっゅけょくけ ゃ ╀なかゅぇさうは けおけかけ 3 800 あっくう  こけかせつぇゃぇす すぇいう ょうぇゅくけいぇ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
しこっちうぇかうしすうすっ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ さぇくくぇすぇ ょうぇゅくけしすうおぇ ゃけょう ょけ おぇつっしすゃっくけ かっつっくうっ う ういかっおせゃぇくっ.  
╀っいこかぇすくうすっ こさけそうかぇおすうつくう こさっゅかっょう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しぇ ょぇさっくう けす AVON う しぇ つぇしす けす おぇきこぇくうはすぇ „¨す かのぉけゃ おなき 

あうゃけすぇ“. ¨す くっは しぇ しなぉさぇくう くぇょ 1,4 きかく. かっゃぇ, し おけうすけ しぇ いぇおせこっくう きぇきけゅさぇそしおぇ ぇこぇさぇすせさぇ う しっょっき ったけゅさぇそぇ. 
╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ すっ ぉはたぇ ょぇさっくう くぇ ぉけかくうちう ゃ ゅさぇょけゃっすっ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ‶かけゃょうゃ, ╁ぇさくぇ, ╀せさゅぇし, [せしっ, 【せきっく う 
‶かっゃっく. 〈ぇいう ゅけょうくぇ し すはた とっ ぉなょぇす くぇこさぇゃっくう くぇょ 6 900 こさっゅかっょぇ いぇ さぇお くぇ ゅなさょぇすぇ.
╆ぇこうしゃぇくっすけ いぇ ぉっいこかぇすくうすっ こさっゅかっょう いぇ さぇお くぇ ゅなさょぇすぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しすぇゃぇ くぇ  すっかっそけくう:
0884 765 147, 0899 176 112 う 0878 426 933. 

‶さっゅかっょうすっ とっ しっ ういゃなさてゃぇす ゃしっおう ょっく けす 12 ょけ 14.30 つぇしぇ ゃ ╉けきこかっおしくうは ¨くおけかけゅうつっく ちっくすなさ う  とっ こさけょなかあぇす ょけ おさぇは くぇ そっゃさせぇさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ.
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ぉうゃてう ょう
さっおすけさう くぇ せつうかうとっすけ くぇつっ

かけ し ょけぇえっくぇ 》さうしすけ ╂なょっゃ. 
„┿さしっくぇか” ぉっ こさっょしすぇゃっく けす 
うくあ. ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ, 
おけけさょうくぇすけさ くぇ しすうこっくょうぇくす

しおぇすぇ こさけゅさぇきぇ  くぇ „┿さしっくぇか”  
いぇ すなさしっくっ くぇ きかぇょう う こっさし
こっおすうゃくう おぇょさう. 

╆ぇ こさうょけぉうゃおぇすぇ しこっちうぇかっく 
こさうくけし うきぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ う 
かうつくけ くっゅけゃうはす ういこなかくうすっ
かっく ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせ

てっゃ. ¨すおさうゃぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす ぉっ こけょおさっこっくけ 
しなとけ う けす そうさきうすっ „》うょさけ

おぇさ“ , „╉さっし ╃“, „》うょさけこ
くっゃきけすったくうおぇ“, „╋ぇさすった“, 
„╁っくょう 101“, „╃-さ ╉けきこ“, 
„〈ったしけそす“ う きくけゅけ ょさせゅう, 

おけうすけ こけょおさっこはす せしうかうはすぇ 
くぇ せつうかうとっすけ ょぇ しっ ゃないさけょう 
おぇすけ こさけそっしうけくぇかくけ せつっぉくけ 
いぇゃっょっくうっ, こけょゅけすゃはとけ おぇ
つっしすゃっくう おぇょさう いぇ きぇてうくけ
しすさけっくっすけ.
 ╁ しかけゃけすけ しう おきっすなす ╂ぇかうくぇ 

]すけはくけゃぇ こけょつっさすぇ, つっ „こさけ
そっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ っ 
くせあくけ くぇ ╀なかゅぇさうは, すなえ おぇすけ 
うおけくけきうおぇすぇ しっ くせあょぇっ けす 
こさけそっしうけくぇかくう おぇょさう ゃ さぇい
かうつくう しそっさう, いぇ ょぇ しっ さぇいゃう
ゃぇ. ╋ぇおぇさ ょけしおけさけ くぇ すけゃぇ ょぇ 
くっ しっ けぉさなとぇてっ ゃくうきぇくうっ, 
そうさきうすっ う おけきこぇくううすっ うきぇす 
くせあょぇ けす ょけぉさっ こけょゅけすゃっくう 
しこっちうぇかうしすう ゃ きぇてうくけしすさけっ
くっすけ. ╇きっくくけ  せつうかうとっ おぇすけ 
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ こけょ
ゅけすゃは すっいう しこっちうぇかうしすう, ぇ 
ぉういくっしなす うき こさっょけしすぇゃは ゃない
きけあくけしす う ょけぉさう せしかけゃうは ょぇ 
さぇぉけすはす“ , おぇいぇ けとっ すは. 
╆ぇ ょけぉさぇすぇ しうきぉうけいぇ きっあょせ 

‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ う ぉうい
くっしぇ ゅけゃけさう う そぇおすなす, つっ きくけ
ゅけ けす こさぇおすうおうすっ しぇ ういくっしっくう 
こけ そうさきう, ぇ しぇきうすっ そうさきう 
こけょこけきぇゅぇす せつっぉくうは こさけちっし.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

Ɏɭɬɛɨɥ

‶さう こけしかっょくう
すっ ょゃっ うゅさぇくう 

しさっとう くぇ きかぇょう
すっ そせすぉけかくう くぇ
ょっあょう くぇ ╃ぃ《【 
„┿さしっくぇか 2000”  
ゃないさぇしすけゃぇすぇ ゅさせ
こぇ  - ょっちぇ, さけょっくう 
2001-2002 ゅけょう
くぇ, いぇゅせぉうたぇ けす 
ゃさなしすくうちうすっ しう けす 
¨《╉ - „]かうゃっく” し 
3:1.
╁ ょさせゅぇすぇ しさっとぇ, 

うゅさぇくぇ ゃ くっょっかは – 
2-さう  くけっきゃさう, くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか”, のくけてう - きかぇょてぇ ゃないさぇしす, さけょっくう 1999-2000 ゅ., 
さぇいゅさけきうたぇ けすぉけさぇ くぇ „╀けすっゃ” - ╂なかなぉけゃけ し せぉっょうすっかくうは さっいせかすぇす 13:0.
‶さっょしすけはとうすっ しさっとう ゃ おさぇは くぇ すぇいう しっょきうちぇ: 
╁ しなぉけすぇ - 8-きう くけっきゃさう:  ¨すぉけさなす くぇ  „┿さしっくぇか” ょけきぇおうくしすゃぇ くぇ 《╉ ”]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ” いぇ 

ゃないさぇしすうすっ  - ょっちぇ う こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ ょっちぇ.
╁ くっょっかは – 9-すう くけっきゃさう, のくけてう - きかぇょてぇ ゃないさぇしす うゅさぇはす しゃけは こけしかっょっく きぇつ いぇ しっいけくぇ. 

〈っ しっ しさっとぇす し けすぉけさぇ くぇ „╀っさけっ”  くぇ っょくけうきっくくうは しすぇょうけく ゃ けぉかぇしすくうは ゅさぇょ.
                         ╋うさぇく  ╋ぇょっくあょうはく

. . .╇╉¨╈╅【 ′╅》]╅【¨【╊...
〈けゃぇ っ   こけさっょくうはす あっしす 

くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 

ょさせあっしすゃけすけ おなき いぇっすうすっ ゃ 
ょゃぇすぇ いぇゃけょぇ しかっょ  けしうゅせさは-
ゃぇくっすけ くぇ ぉっいこかぇすっく すさぇくし-

こけさす ょけ  さぇぉけすくけすけ きはしすけ. 
]こっちうぇかくう そうさきっくう ぇゃすけ-

ぉせしう ういゃけいゃぇす さぇぉけすっとうすっ ゃ 
いぇゃけょうすっ 3 う 4 けす ゅさぇょけゃっすっ 
╉さなく う ╋なゅかうあ う しっかぇすぇ 》ぇ-

ょあう ╃うきうすさけゃけ, ╄くうくぇ, [け-
いけゃけ, ¨ゃけとくうお, 』っさゅぇくけゃけ.

‶さぇおすうつっしおけすけ せゃっかうつっくうっ  
くぇ いぇこかぇすうすっ とっ しっ けすさぇいう ゃ 
こかぇとぇくっすけ いぇ きっしっち くけっき-

ゃさう, おけっすけ さぇぉけすっとうすっ とっ こけ-
かせつぇす ょけ 25-すう ょっおっきゃさう すぇいう 

ゅけょうくぇ.
¨すょっかくけ けす すけゃぇ ゃ ょさせ-

あっしすゃけすけ こさっょしすけはす こさっ-
ゅけゃけさう くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
し ょゃぇすぇ そうさきっくう しうくょう-
おぇすぇ いぇ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ 
さぇぉけすくうすっ いぇこかぇすう くぇ 
ゃしうつおう いぇっすう ゃ ょさせあっ-
しすゃけすけ, しつうすぇくけ けす 1-ゃう 
はくせぇさう 2015 ゅけょうくぇ. ¨つ-
ぇおゃぇくけすけ せゃっかうつっくうっ っ ゃ 
さぇきおうすっ くぇ 10%.
] すけいう たけょ こさぇおすうつっし-

おう きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ 
いぇこかぇすぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ 
しかっょ 1-ゃう はくせぇさう 2015 
ゅけょうくぇ  とっ  っ こけ-ゅけかはきぇ 
けす きうくうきぇかくぇすぇ いぇ しすさぇ-
くぇすぇ う とっ くぇょたゃなさかう 
380 かっゃぇ. ╉ぇすけ しっ ょけぉぇ-
ゃはす う ょっえしすゃぇとうすっ しっゅぇ 
しすうきせかう こけ ╉〈╃, さっぇかくけ 
きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ 
いぇこかぇすぇ ゃ ょさせあっしすゃけすけ 
とっ ょけしすうゅくっ 440 かっゃぇ, 

しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 
ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, ょうさっおすけさ 
„《うくぇくしう う うおけくけきうおぇ” ゃ „┿さ-

しっくぇか“. 
] こさっょゃうょっくうすっ せゃっかう-

つっくうは くぇ こさぇおすうおぇ けす 1-ゃう 
はくせぇさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 
う しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ 
ゃ „┿さしっくぇか“ とっ しすぇくっ こけ-ゃう-
しけおぇ けす しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇ-
こかぇすぇ いぇ しすさぇくぇすぇ.
〈さっすう, しこっちうぇかっく, あっしす 

おなき さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ こさぇゃう さなおゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか“ いぇ こけしかっょくうすっ 3 
きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ. ╁きっしすけ 
ょけしっゅぇてくうすっ ゃぇせつっさう いぇ たさぇ-
くぇ, ゃ さぇいきっさ くぇ 40 かっゃぇ きっ-
しっつくけ, おけうすけ さぇぉけすっとうすっ こけ-
かせつぇゃぇす けす きっしっち ぇゃゅせしす, いぇ 
こっさうけょぇ けおすけきゃさう, くけっきゃさう 
う ょっおっきゃさう ゃぇせつっさうすっ とっ 
しぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 60 かっゃぇ きっ-
しっつくけ. ╅っしすなす っ しゃけっぉさぇいっく 
こさっょおけかっょっく ぉけくせし いぇ さぇぉけ-
すっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, おぇすけ 
ぇきぉうちうはすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか“ っ こけょけぉっく あっしす 
ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっく  う ゃ くぇゃっ-
つっさうっすけ くぇ ╁っかうおょっくしおうすっ 
こさぇいくうちう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

』╊『¨《′〉《 】╇╊]¨ぁ╊〉¨╊ 〉╅ 》╅『¨【╊ ′╅ ╆《]〉¨ぁ〉¨ 

》『《╇╊『¨｠╅ ‒¨『〈¨【╊, 『╅╆《【╊ぅ¨ 』 ╇′『¨╇〉¨ ╇╊ぅ╊』【╇╅

 ╂させぉぇすぇ う こさけしすぇ しきっすおぇ こけ-
おぇいゃぇ, つっ 

しさっょくけ ゃしっおう っょうく けす
5 257-すっ さぇぉけすっとう ゃ „┿さ-

しっくぇか” いぇ 9-すっ きっしっちぇ くぇ 
ゅけょうくぇすぇ っ こけかいゃぇか 10 ょくう 
けすこせしお, 

うかう こけ ょゃぇ しすぇくょぇさすくう ぉけか-
くうつくう かうしすぇ, すなえ おぇすけ けぉうお-
くけゃっくけ かっおぇさうすっ ういょぇゃぇす 
しすぇくょぇさすくうは ぉけかくうつっく かうしす 
いぇ 5 ょくう, こさう こけかけあっくうっ, つっ 
くっ しっ おぇしぇっ いぇ くっとけ しっさうけい-
くけ うかう くっ しっ くぇかぇゅぇ かっつっくうっ 
ゃ ぉけかくうちぇ. ]なゅかぇしくけ ょさせゅぇ 
くぇさっょぉぇ けす ぉなかゅぇさしおけすけ いぇおけ-
くけょぇすっかしすゃけ いぇ ゅけょうくぇ  きぇお-
しうきぇかくうはす  ぉさけえ ょくう, ゃ おけうすけ 
さぇぉけすくうおなす うかう しかせあうすっかはす 
きけあっ ょぇ ぉなょっ ゃ ぉけかくうつくう, しぇ 
40  さぇぉけすくう ょくう. 
′ぇえ-きくけゅけ こぇさう いぇ ぉけかくうつくう 

くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” いぇ 
こなさゃうすっ 3 ょくう けす すはた そうさきぇすぇ 
っ ういこかぇすうかぇ こさっい のかう –
59 851. 17 かっゃぇ う こさっい しっこ-

すっきゃさう, おけゅぇすけ しせきぇすぇ っ けとっ 
こけゃっつっ - 63 459.78 かっゃぇ. 
╀けかくうつくうすっ いぇ すさせょけゃう いかけ-

こけかせおう しぇ くぇえ-きくけゅけ おぇすけ ょくう 
こさっい ぇこさうか -70 う  こさっい そっゃ-
させぇさう, おけゅぇすけ しぇ  しぇきけ し ょゃぇ 
こけ-きぇかおけ. ╆ぇ ぉうすけゃう いかけこけ-
かせおう, おぇおゃうすけ しぇ さぇいかうつくうすっ 
しつせこゃぇくうは う ょさせゅう すさぇゃきう, 
くぇえ- きくけゅけ – 507, しぇ ぉけかくうつ-
くうすっ ょくう, こかぇすっくう こさっい ぇこ-
さうか. ╃くうすっ, ういこかぇすっくう いぇ ぉけか-

』っすうさう こさっょこさうはすうは, けす けぉとけ 6, さぇ-
ぉけすっとう し ゃいさうゃくう ゃっとっしすゃぇ, こけょ-

かっあぇとう くぇ おけくすさけか, こさけゃっさう  こさっい けお-
すけきゃさう ╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ‶さけゃっさおうすっ ぉはたぇ ういゃなくさっょくう 
う けぉたゃぇくぇたぇ, おぇおすけ そうさきう, さぇぉけすっとう し 
すぇおうゃぇ ゃっとっしすゃぇ, すぇおぇ う こさっょこさうはすうは 
ゃ しそっさぇすぇ くぇ しすさけうすっかしすゃけすけ. ‶けゃけょ いぇ 
こさけゃっさおうすっ しすぇくぇ すっあおうはす  うくちうょっくす ゃ 
いぇゃけょ „╋うょあせさ” ゃ ╂けさくう ╊けき ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ きっしっち けおすけきゃさう, こさう おけえすけ いぇゅうくぇたぇ 
15 ょせてう う ぉはたぇ せくうとけあっくう ゅけかはきぇ つぇしす 
けす ちったけゃっすっ う しおかぇょけゃっすっ くぇ いぇゃけょぇ. 
‶さけゃっさっくう しぇ 4 こさっょこさうはすうは, おけうすけ さぇ-

ぉけすはす し ゃいさうゃくう ゃっとっしすゃぇ. ‶さけゃっさはゃぇ-
とうすっ しぇ せしすぇくけゃうかう, つっ うきぇ こけょけぉさっくうっ 
ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすぇ. ╉けくしすぇすうさぇ-
くう しぇ 60 くぇさせてっくうは. 14 ょせてう しぇ けすしすさぇ-
くっくう けす さぇぉけすぇ, すなえ おぇすけ くっ しぇ うきぇかう くっ-
けぉたけょうきぇすぇ おゃぇかうそうおぇちうは. ]なしすぇゃっくう 

くうつくう こけさぇょう ぉさっきっくくけしす 
う さぇあょぇくっ しぇ くぇえ-きくけゅけ  いぇ 
こなさゃうすっ 2 きっしっちぇ くぇ ゅけょう-
くぇすぇ, おけゅぇすけ すっ しぇ しなけすゃっすくけ 
1051 う 938. 
]こけさっょ さぇぉけすっとう けす きくけゅけ 

ゅけょうくう し こけょけぉっく ゃうょ うく-
そけさきぇちうは, さなしすなす くぇ ぉけか-
くうつくうすっ うきぇ きくけゅけ けぉはしくっ-
くうは, おぇすけ しぇきけ つぇしす けす すはた しぇ 
しゃなさいぇくう しなし いょさぇゃけしかけゃくけ-
すけ  しなしすけはくうっ くぇ たけさぇすぇ. ′っ 
っ すぇえくぇ いぇ くうおけゅけ, つっ 

しっ しこっおせかうさぇ し ぉけかくうつくう-
すっ かうしすけゃっ  こさう かうこしぇ くぇ 
さぇぉけすぇ うかう こかぇすっく けすこせしお. 

′っ っ すぇえくぇ う ゃないきけあくけしすすぇ 
ょぇ しっ „おせこう” ぉけかくうつっく かうしす. 

╁しうつおけ すけゃぇ ゃけょう ょけ しすさはし-
おぇとぇすぇ しすぇすうしすうおぇ う しっさうけい-
くけすけ せゃっかうつっくうっ くぇ こぇさうすっ 
いぇ ういこかぇとぇくっ くぇ ぉけかくうつくう.  
„╃せこおぇすぇ”, おけはすけ こけ すけいう くぇ-
つうく しっ けすゃぇさは ゃ ′¨╇, っ っょう-
くうはす こさけぉかっき, おけえすけ いぇしすさぇ-
てぇゃぇ ういこかぇとぇくっすけ くぇ ょさせゅう 

ゃうょけゃっ しけちうぇかくう こけきけとう. 〈は 
けぉぇつっ っ しっさうけいくけ ういこうすぇくうっ 
いぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ, けしけぉっくけ 
くぇ ゅけかっきう そうさきう, おなょっすけ うきぇ 
きくけゅけ いぇっすう う しなけすゃっすくけ すっいう 
しせきう しぇ ゅけかっきう. ╆ぇすけゃぇ 

けす ぉういくっしぇ くぇしすけはゃぇす ょぇ しっ 
ゃなさくっ さぇいこけさっょぉぇすぇ, おけはすけ 
ぉっ ゃ しうかぇ ょけ 2010 ゅ. う こさっょ-
ゃうあょぇてっ そうさきうすっ ょぇ こけ-
おさうゃぇす しぇきけ こなさゃうは ょっく けす 
ぉけかくうつくうは.  

『っかすぇ っ ょぇ しこさぇす いかけせこけすさっ-
ぉうすっ. 〈けゃぇ っ う こさうつうくぇすぇ さぇ-
ぉけすけょぇすっかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう 
ょぇ くぇしすけはゃぇす いぇ しこってくう こさけ-
きっくう ゃ いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ, さっ-
ゅかぇきっくすうさぇとけ ういこかぇとぇくっすけ 
くぇ ぉけかくうつくう, すなえ おぇすけ こさはおけ 
せしっとぇす すっあっしすすぇ くぇ こさけぉかっきぇ 
ゃなさたせ しきっすおうすっ しう. ╆ぇすけゃぇ う 
けつぇおゃぇくうはすぇ おなき くけゃうは おぇぉう-
くっす しぇ ゅけかっきう ゃ すぇいう こけしけおぇ. 
〈っ けぉぇつっ くぇょぇかう とっ しっ けこさぇ-
ゃょぇはす, こさっょゃうょ くぇ すけゃぇ, つっ こけ-
ょけぉくう こさっょかけあっくうは いぇ こさけきっ-
くう くはきぇ ゃ しけちうぇかくうは こぇおっす けす 
すぇおうゃぇ, おけうすけ しかせあっぉくうはす おぇ-
ぉうくっす „╀かういくぇておう” う しけちうぇか-
くけすけ きうくうしすっさしすゃけ こけょゅけすゃはす 
いぇ しかっょゃぇとけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, 
きぇおぇさ つっ いぇ  すうすせかはさ ゃ くけゃうは 
おぇぉうくっす くぇ すけいう こけしす けすくけゃけ 
しっ しけつう しっゅぇてくうはす しけちうぇかっく 
きうくうしすなさ ╈けさょぇく 》さうしすけしおけゃ. 
 ¨す ╂╄[╀ けぉぇつっ しぇ おぇすっゅけ-

さうつくう, つっ ゃきっしすけ ゃさなとぇくっ 
おなき しすぇさ きけょっか, しかっょゃぇ ょぇ しっ 
ういきうしかう くけゃ. [ぇぉけすけょぇすっかう-
すっ くぇ しゃけえ さっょ うしおぇす しすぇさけすけ 
こけかけあっくうっ - ょぇ こかぇとぇす しぇきけ 
こなさゃうは ょっく けす ぉけかくうつくうすっ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ しう.
╉さぇえくけすけ さってっくうっ しっ けつ-

ぇおゃぇ しなゃしっき しおけさけ, いぇとけすけ 
こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ ぉのょあっすぇ いぇ 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ ゃっつっ つせおぇ 
くぇ ゃさぇすぇすぇ う すけいう こさけぉかっき くっ-
きうくせっきけ とっ ぉなょっ しかけあっく くぇ 
きぇしぇすぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

しぇ 2 ぇおすぇ いぇ せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくけ くぇさせてっくうっ.
′ぇ-つっしすうすっ くぇさせてっくうは しぇ くっこけつうし-

すっくぇ すっさうすけさうは けおけかけ しおかぇょけゃっすっ いぇ 
しなたさぇくっくうっ くぇ ゃいさうゃくう ゃっとっしすゃぇ, くっ 
ょけぉさっ きぇすうさぇくう こさけいけさちう, くっ ょけぉさっ 
ゃけょっくぇ けすつっすくけしす くぇ ゃいさうゃくうすっ きぇすっ-
さうぇかう.
╁ こけつすう ゃしうつおう こさっょこさうはすうは しぇ さぇいさぇ-

ぉけすっくう きっさおう いぇ ぉっいけこぇしくけしす くぇ さぇぉけすぇ 
う っ ゃなゃっょっく おけくすさけか こけ しこぇいゃぇくっすけ うき.
╁ しそっさぇすぇ くぇ しすさけうすっかしすゃけすけ しぇ こさけ-

ゃっさっくう 55 そうさきう, ぇ くぇこさぇゃっくうすっ こさけ-
ゃっさおう しぇ 70. 〉しすぇくけゃっくうすっ くぇさせてっくうは 
しぇ 291. ╇いょぇょっくう しぇ 287 いぇょなかあうすっかくう 
こさっょこうしぇくうは. ╁ すっいう こさっょこさうはすうは っ せし-
すぇくけゃっく しぇきけ っょうく しかせつぇえ くぇ さぇぉけすくうお 
ぉっい すさせょけゃ ょけゅけゃけさ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

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

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

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

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

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

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

Ɉɛɹɜɚ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 3 ...〈〉《╈《 』╅ 〉《╇¨【╊ 》╊〉』¨《〉╊『¨
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 ╊うつくう こっくしうう しぇ こけかせつうかう 68 909 ょせてう (し くぇょ 30% こけゃっつっ), ょけおぇすけ くぇしかっょしすゃっくうすっ こっくしうう くぇきぇかはゃぇす し くぇょ 14% - ょけ 6491. ╇くゃぇかうょくうすっ こっくしうう いぇぉぇゃはす 
すっきこぇ しう くぇ さぇしすっあ, くけ ょっかなす うき けす ゃしうつおう かうつくう こっくしうう っ ゃしっ けとっ  いくぇつうすっかっく - 35%. ╃け おさぇは くぇ しっこすっきゃさう きぇかおけ くぇょ 24 たうかはょう しぇ くけゃうすっ こっくしうけくっさう し 
うくゃぇかうょくけしす こけさぇょう けぉとけ いぇぉけかはゃぇくっ. 〈けゃぇ っ し ぉかういけ 1900 こけゃっつっ しこさはきけ 9-すっ  きっしっちぇ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ しぇ けすこせしくぇすう ぉかういけ 22 200 うくゃぇかうょくう 
こっくしうう. ]けちうぇかくうすっ こっくしうう いぇ うくゃぇかうょくけしす しぇ 2549 う すっ しぇ し 4% こけ-きぇかおけ しこさはきけ き. ゅ. 〈ぇおぇ おなき おさぇは くぇ しっこすっきゃさう 466 819 ょせてう こけかせつぇゃぇす ゃすけさぇ こっくしうは いぇ 
うくゃぇかうょくけしす. ╁ ╉けくしせかすぇすうゃくうは しなゃっす おなき しけちうぇかくうは きうくうしすなさ っょうく けす けぉしなあょぇくうすっ ゃぇさうぇくすう っ ょぇ けすこぇょくっ すけいう ゃうょ ゃすけさぇ こっくしうは, いぇとけすけ すは くっ っ しゃなさいぇくぇ 
し けしうゅせさうすっかっく こさうくけし.
╃ぇくくうすっ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは しすぇすうしすうつっしおう うくしすうすせす こけおぇいゃぇす けとっ, つっ おなき のくう こさっさぇいたけょなす しこさはきけ こけかせゅけょうっすけ くぇ 2013 ゅ. っ 6% いぇ ゃしうつおう こっくしうう. ╆ぇ すぇいう 

ゅけょうくぇ ゃ ぉのょあっすぇ くぇ ╃なさあぇゃくけすけ けぉとっしすゃっくけ けしうゅせさはゃぇくっ しぇ いぇかけあっくう 45.5 きかく. かゃ. こけゃっつっ いぇ こっくしうう しぇきけ, いぇ ょぇ しっ くっせすさぇかういうさぇ くぇこかうゃなす くぇ くけゃう こっく-
しうけくっさう いぇさぇょう いぇきさぇいっくぇすぇ こっくしうけくくぇ さっそけさきぇ. 〈っ けぉぇつっ しぇ こさぇゃっくう こさう さぇいつっすう, つっ 15 300 ぉなかゅぇさう とっ しこさぇす ょぇ さぇぉけすはす ゃ 3-すぇ  おぇすっゅけさうは すさせょ いぇさぇょう 
いぇきさぇいっくぇすぇ こっくしうけくくぇ さっそけさきぇ. ‶け ゃしうつおけ かうつう, つっ すっいう こぇさう ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ くはきぇ ょぇ しすうゅくぇす. ┿ くけゃうすっ こっくしうけくっさう くはきぇ ょぇ しこさぇす ょけ すせお.
╆ぇすけゃぇ すさっしおぇゃけ しうくょうおぇすう, さぇぉけすけょぇすっかう う こさぇゃうすっかしすゃけ すなさしはす ゃぇさうぇくすう いぇ しすけこうさぇくっ くぇ こさけちっしぇ う しなおさぇとぇゃぇくっ くぇ こっさうけょぇ, ゃ おけえすけ しっ ういこかぇとぇす こっくしうう. 

‶さっょかぇゅぇす しっ さぇいかうつくう ゃぇさうぇくすう, おぇすけ すけこおぇすぇ しっ こさったゃなさかは おなき くっさけょっくうは けとっ おぇぉうくっす. 『っかすぇ っ はしくぇ: こけ-きぇかおけ こっくしうけくっさう ゃ ぉなょっとっ, こけゃっつっ さぇぉけすっとう, 
し こけ-ゅけかっきう ゃくけしおう おなき ′¨╇. ╋うしうは くっゃないきけあくぇ, こけくっ し けゅかっょ くぇ しうすせぇちうはすぇ ょくっし.  

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, こけ うくそけさきぇちうは けす ′¨╇

′けゃ せつっぉっく おけさこせし いぇ しこっ-
ちうぇかくけしすすぇ „きったぇすさけ-

くうおぇ”  ぉっ けすおさうす ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 

》ぇょあうっくけゃ”.  ]なぉうすうっすけ ぉっ 
せゃぇあっくけ けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
きっしすくうは ぉういくっし, ゃないこうすぇくうちう 
くぇ ぉうゃてうは ╋ったぇくけすったくうおせき, 

》うかはょぇ あっくう けす ]すぇさけいぇゅけさしおけ くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 30 う 49 ゅけょうくう きけゅぇす ょぇ しっ こさっゅかっょぇす ぉっいこかぇすくけ いぇ さぇお くぇ 
ゅなさょぇすぇ ゃ ¨くおけかけゅうつくうは ちっくすなさ. ╉ぇきこぇくうはすぇ とっ こさけょなかあう ょけ おさぇは くぇ そっゃさせぇさう ょけゅけょうくぇ う っ くぇしけつっくぇ おなき 

つっすうさう せはいゃうきう ゅさせこう: ぉっいさぇぉけすくう, あっくう し そういうつっしおう せゃさっあょぇくうは, きくけゅけょっすくう きぇえおう う あっくう けす きぇかちうくしすゃっくうすっ 
ゅさせこう.
224 あっくう けす けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ]かうゃっく こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ しっ さぇいぉけかっかう けす さぇお くぇ ゅなさょぇすぇ, こけ ょぇくくう くぇ 

¨ぉかぇしすくうは けくおけかけゅうつっく ちっくすなさ. ╄あっゅけょくけ ゃ ╀なかゅぇさうは けおけかけ 3 800 あっくう  こけかせつぇゃぇす すぇいう ょうぇゅくけいぇ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
しこっちうぇかうしすうすっ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ さぇくくぇすぇ ょうぇゅくけしすうおぇ ゃけょう ょけ おぇつっしすゃっくけ かっつっくうっ う ういかっおせゃぇくっ.  
╀っいこかぇすくうすっ こさけそうかぇおすうつくう こさっゅかっょう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しぇ ょぇさっくう けす AVON う しぇ つぇしす けす おぇきこぇくうはすぇ „¨す かのぉけゃ おなき 

あうゃけすぇ“. ¨す くっは しぇ しなぉさぇくう くぇょ 1,4 きかく. かっゃぇ, し おけうすけ しぇ いぇおせこっくう きぇきけゅさぇそしおぇ ぇこぇさぇすせさぇ う しっょっき ったけゅさぇそぇ. 
╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ すっ ぉはたぇ ょぇさっくう くぇ ぉけかくうちう ゃ ゅさぇょけゃっすっ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ‶かけゃょうゃ, ╁ぇさくぇ, ╀せさゅぇし, [せしっ, 【せきっく う 
‶かっゃっく. 〈ぇいう ゅけょうくぇ し すはた とっ ぉなょぇす くぇこさぇゃっくう くぇょ 6 900 こさっゅかっょぇ いぇ さぇお くぇ ゅなさょぇすぇ.
╆ぇこうしゃぇくっすけ いぇ ぉっいこかぇすくうすっ こさっゅかっょう いぇ さぇお くぇ ゅなさょぇすぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しすぇゃぇ くぇ  すっかっそけくう:
0884 765 147, 0899 176 112 う 0878 426 933. 

‶さっゅかっょうすっ とっ しっ ういゃなさてゃぇす ゃしっおう ょっく けす 12 ょけ 14.30 つぇしぇ ゃ ╉けきこかっおしくうは ¨くおけかけゅうつっく ちっくすなさ う  とっ こさけょなかあぇす ょけ おさぇは くぇ そっゃさせぇさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ.
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ぉうゃてう ょう-
さっおすけさう くぇ せつうかうとっすけ くぇつっ-

かけ し ょけぇえっくぇ 》さうしすけ ╂なょっゃ. 
„┿さしっくぇか” ぉっ こさっょしすぇゃっく けす 
うくあ. ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ, 
おけけさょうくぇすけさ くぇ しすうこっくょうぇくす-

しおぇすぇ こさけゅさぇきぇ  くぇ „┿さしっくぇか”  
いぇ すなさしっくっ くぇ きかぇょう う こっさし-
こっおすうゃくう おぇょさう. 

╆ぇ こさうょけぉうゃおぇすぇ しこっちうぇかっく 
こさうくけし うきぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ う 
かうつくけ くっゅけゃうはす ういこなかくうすっ-
かっく ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせ-

てっゃ. ¨すおさうゃぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす ぉっ こけょおさっこっくけ 
しなとけ う けす そうさきうすっ „》うょさけ-

おぇさ“ , „╉さっし ╃“, „》うょさけこ-
くっゃきけすったくうおぇ“, „╋ぇさすった“, 
„╁っくょう 101“, „╃-さ ╉けきこ“, 
„〈ったしけそす“ う きくけゅけ ょさせゅう, 

おけうすけ こけょおさっこはす せしうかうはすぇ 
くぇ せつうかうとっすけ ょぇ しっ ゃないさけょう 
おぇすけ こさけそっしうけくぇかくけ せつっぉくけ 
いぇゃっょっくうっ, こけょゅけすゃはとけ おぇ-
つっしすゃっくう おぇょさう いぇ きぇてうくけ-
しすさけっくっすけ.
 ╁ しかけゃけすけ しう おきっすなす ╂ぇかうくぇ 

]すけはくけゃぇ こけょつっさすぇ, つっ „こさけ-
そっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ っ 
くせあくけ くぇ ╀なかゅぇさうは, すなえ おぇすけ 
うおけくけきうおぇすぇ しっ くせあょぇっ けす 
こさけそっしうけくぇかくう おぇょさう ゃ さぇい-
かうつくう しそっさう, いぇ ょぇ しっ さぇいゃう-
ゃぇ. ╋ぇおぇさ ょけしおけさけ くぇ すけゃぇ ょぇ 
くっ しっ けぉさなとぇてっ ゃくうきぇくうっ, 
そうさきうすっ う おけきこぇくううすっ うきぇす 
くせあょぇ けす ょけぉさっ こけょゅけすゃっくう 
しこっちうぇかうしすう ゃ きぇてうくけしすさけっ-
くっすけ. ╇きっくくけ  せつうかうとっ おぇすけ 
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ こけょ-
ゅけすゃは すっいう しこっちうぇかうしすう, ぇ 
ぉういくっしなす うき こさっょけしすぇゃは ゃない-
きけあくけしす う ょけぉさう せしかけゃうは ょぇ 
さぇぉけすはす“ , おぇいぇ けとっ すは. 
╆ぇ ょけぉさぇすぇ しうきぉうけいぇ きっあょせ 

‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ う ぉうい-
くっしぇ ゅけゃけさう う そぇおすなす, つっ きくけ-
ゅけ けす こさぇおすうおうすっ しぇ ういくっしっくう 
こけ そうさきう, ぇ しぇきうすっ そうさきう 
こけょこけきぇゅぇす せつっぉくうは こさけちっし.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

Ɏɭɬɛɨɥ

‶さう こけしかっょくう-
すっ ょゃっ うゅさぇくう 

しさっとう くぇ きかぇょう-
すっ そせすぉけかくう くぇ-
ょっあょう くぇ ╃ぃ《【 
„┿さしっくぇか 2000”  
ゃないさぇしすけゃぇすぇ ゅさせ-
こぇ  - ょっちぇ, さけょっくう 
2001-2002 ゅけょう-
くぇ, いぇゅせぉうたぇ けす 
ゃさなしすくうちうすっ しう けす 
¨《╉ - „]かうゃっく” し 
3:1.
╁ ょさせゅぇすぇ しさっとぇ, 

うゅさぇくぇ ゃ くっょっかは – 
2-さう  くけっきゃさう, くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか”, のくけてう - きかぇょてぇ ゃないさぇしす, さけょっくう 1999-2000 ゅ., 
さぇいゅさけきうたぇ けすぉけさぇ くぇ „╀けすっゃ” - ╂なかなぉけゃけ し せぉっょうすっかくうは さっいせかすぇす 13:0.
‶さっょしすけはとうすっ しさっとう ゃ おさぇは くぇ すぇいう しっょきうちぇ: 
╁ しなぉけすぇ - 8-きう くけっきゃさう:  ¨すぉけさなす くぇ  „┿さしっくぇか” ょけきぇおうくしすゃぇ くぇ 《╉ ”]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ” いぇ 

ゃないさぇしすうすっ  - ょっちぇ う こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ ょっちぇ.
╁ くっょっかは – 9-すう くけっきゃさう, のくけてう - きかぇょてぇ ゃないさぇしす うゅさぇはす しゃけは こけしかっょっく きぇつ いぇ しっいけくぇ. 

〈っ しっ しさっとぇす し けすぉけさぇ くぇ „╀っさけっ”  くぇ っょくけうきっくくうは しすぇょうけく ゃ けぉかぇしすくうは ゅさぇょ.
                         ╋うさぇく  ╋ぇょっくあょうはく

. . .╇╉¨╈╅【 ′╅》]╅【¨【╊...
〈けゃぇ っ   こけさっょくうはす あっしす 

くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 

ょさせあっしすゃけすけ おなき いぇっすうすっ ゃ 
ょゃぇすぇ いぇゃけょぇ しかっょ  けしうゅせさは
ゃぇくっすけ くぇ ぉっいこかぇすっく すさぇくし

こけさす ょけ  さぇぉけすくけすけ きはしすけ. 
]こっちうぇかくう そうさきっくう ぇゃすけ

ぉせしう ういゃけいゃぇす さぇぉけすっとうすっ ゃ 
いぇゃけょうすっ 3 う 4 けす ゅさぇょけゃっすっ 
╉さなく う ╋なゅかうあ う しっかぇすぇ 》ぇ

ょあう ╃うきうすさけゃけ, ╄くうくぇ, [け
いけゃけ, ¨ゃけとくうお, 』っさゅぇくけゃけ.

‶さぇおすうつっしおけすけ せゃっかうつっくうっ  
くぇ いぇこかぇすうすっ とっ しっ けすさぇいう ゃ 
こかぇとぇくっすけ いぇ きっしっち くけっき

ゃさう, おけっすけ さぇぉけすっとうすっ とっ こけ
かせつぇす ょけ 25-すう ょっおっきゃさう すぇいう 

ゅけょうくぇ.
¨すょっかくけ けす すけゃぇ ゃ ょさせ

あっしすゃけすけ こさっょしすけはす こさっ
ゅけゃけさう くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
し ょゃぇすぇ そうさきっくう しうくょう
おぇすぇ いぇ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ 
さぇぉけすくうすっ いぇこかぇすう くぇ 
ゃしうつおう いぇっすう ゃ ょさせあっ
しすゃけすけ, しつうすぇくけ けす 1-ゃう 
はくせぇさう 2015 ゅけょうくぇ. ¨つ
ぇおゃぇくけすけ せゃっかうつっくうっ っ ゃ 
さぇきおうすっ くぇ 10%.
] すけいう たけょ こさぇおすうつっし

おう きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ 
いぇこかぇすぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ 
しかっょ 1-ゃう はくせぇさう 2015 
ゅけょうくぇ  とっ  っ こけ-ゅけかはきぇ 
けす きうくうきぇかくぇすぇ いぇ しすさぇ
くぇすぇ う とっ くぇょたゃなさかう 
380 かっゃぇ. ╉ぇすけ しっ ょけぉぇ
ゃはす う ょっえしすゃぇとうすっ しっゅぇ 
しすうきせかう こけ ╉〈╃, さっぇかくけ 
きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ 
いぇこかぇすぇ ゃ ょさせあっしすゃけすけ 
とっ ょけしすうゅくっ 440 かっゃぇ, 

しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 
ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, ょうさっおすけさ 
„《うくぇくしう う うおけくけきうおぇ” ゃ „┿さ

しっくぇか“. 
] こさっょゃうょっくうすっ せゃっかう

つっくうは くぇ こさぇおすうおぇ けす 1-ゃう 
はくせぇさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 
う しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ 
ゃ „┿さしっくぇか“ とっ しすぇくっ こけ-ゃう
しけおぇ けす しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇ
こかぇすぇ いぇ しすさぇくぇすぇ.
〈さっすう, しこっちうぇかっく, あっしす 

おなき さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさ
きぇすぇ こさぇゃう さなおゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか“ いぇ こけしかっょくうすっ 3 
きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ. ╁きっしすけ 
ょけしっゅぇてくうすっ ゃぇせつっさう いぇ たさぇ
くぇ, ゃ さぇいきっさ くぇ 40 かっゃぇ きっ
しっつくけ, おけうすけ さぇぉけすっとうすっ こけ
かせつぇゃぇす けす きっしっち ぇゃゅせしす, いぇ 
こっさうけょぇ けおすけきゃさう, くけっきゃさう 
う ょっおっきゃさう ゃぇせつっさうすっ とっ 
しぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 60 かっゃぇ きっ
しっつくけ. ╅っしすなす っ しゃけっぉさぇいっく 
こさっょおけかっょっく ぉけくせし いぇ さぇぉけ
すっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, おぇすけ 
ぇきぉうちうはすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか“ っ こけょけぉっく あっしす 
ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっく  う ゃ くぇゃっ
つっさうっすけ くぇ ╁っかうおょっくしおうすっ 
こさぇいくうちう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

』╊『¨《′〉《 】╇╊]¨ぁ╊〉¨╊ 〉╅ 》╅『¨【╊ ′╅ ╆《]〉¨ぁ〉¨ 
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 ╂させぉぇすぇ う こさけしすぇ しきっすおぇ こけ
おぇいゃぇ, つっ 

しさっょくけ ゃしっおう っょうく けす
5 257-すっ さぇぉけすっとう ゃ „┿さ-

しっくぇか” いぇ 9-すっ きっしっちぇ くぇ 
ゅけょうくぇすぇ っ こけかいゃぇか 10 ょくう 
けすこせしお, 

うかう こけ ょゃぇ しすぇくょぇさすくう ぉけか
くうつくう かうしすぇ, すなえ おぇすけ けぉうお
くけゃっくけ かっおぇさうすっ ういょぇゃぇす 
しすぇくょぇさすくうは ぉけかくうつっく かうしす 
いぇ 5 ょくう, こさう こけかけあっくうっ, つっ 
くっ しっ おぇしぇっ いぇ くっとけ しっさうけい
くけ うかう くっ しっ くぇかぇゅぇ かっつっくうっ 
ゃ ぉけかくうちぇ. ]なゅかぇしくけ ょさせゅぇ 
くぇさっょぉぇ けす ぉなかゅぇさしおけすけ いぇおけ
くけょぇすっかしすゃけ いぇ ゅけょうくぇ  きぇお
しうきぇかくうはす  ぉさけえ ょくう, ゃ おけうすけ 
さぇぉけすくうおなす うかう しかせあうすっかはす 
きけあっ ょぇ ぉなょっ ゃ ぉけかくうつくう, しぇ 
40  さぇぉけすくう ょくう. 
′ぇえ-きくけゅけ こぇさう いぇ ぉけかくうつくう 

くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” いぇ 
こなさゃうすっ 3 ょくう けす すはた そうさきぇすぇ 
っ ういこかぇすうかぇ こさっい のかう –
59 851. 17 かっゃぇ う こさっい しっこ

すっきゃさう, おけゅぇすけ しせきぇすぇ っ けとっ 
こけゃっつっ - 63 459.78 かっゃぇ. 
╀けかくうつくうすっ いぇ すさせょけゃう いかけ

こけかせおう しぇ くぇえ-きくけゅけ おぇすけ ょくう 
こさっい ぇこさうか -70 う  こさっい そっゃ
させぇさう, おけゅぇすけ しぇ  しぇきけ し ょゃぇ 
こけ-きぇかおけ. ╆ぇ ぉうすけゃう いかけこけ
かせおう, おぇおゃうすけ しぇ さぇいかうつくうすっ 
しつせこゃぇくうは う ょさせゅう すさぇゃきう, 
くぇえ- きくけゅけ – 507, しぇ ぉけかくうつ
くうすっ ょくう, こかぇすっくう こさっい ぇこ
さうか. ╃くうすっ, ういこかぇすっくう いぇ ぉけか

』っすうさう こさっょこさうはすうは, けす けぉとけ 6, さぇ
ぉけすっとう し ゃいさうゃくう ゃっとっしすゃぇ, こけょ

かっあぇとう くぇ おけくすさけか, こさけゃっさう  こさっい けお
すけきゃさう ╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ‶さけゃっさおうすっ ぉはたぇ ういゃなくさっょくう 
う けぉたゃぇくぇたぇ, おぇおすけ そうさきう, さぇぉけすっとう し 
すぇおうゃぇ ゃっとっしすゃぇ, すぇおぇ う こさっょこさうはすうは 
ゃ しそっさぇすぇ くぇ しすさけうすっかしすゃけすけ. ‶けゃけょ いぇ 
こさけゃっさおうすっ しすぇくぇ すっあおうはす  うくちうょっくす ゃ 
いぇゃけょ „╋うょあせさ” ゃ ╂けさくう ╊けき ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ きっしっち けおすけきゃさう, こさう おけえすけ いぇゅうくぇたぇ 
15 ょせてう う ぉはたぇ せくうとけあっくう ゅけかはきぇ つぇしす 
けす ちったけゃっすっ う しおかぇょけゃっすっ くぇ いぇゃけょぇ. 
‶さけゃっさっくう しぇ 4 こさっょこさうはすうは, おけうすけ さぇ

ぉけすはす し ゃいさうゃくう ゃっとっしすゃぇ. ‶さけゃっさはゃぇ
とうすっ しぇ せしすぇくけゃうかう, つっ うきぇ こけょけぉさっくうっ 
ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすぇ. ╉けくしすぇすうさぇ
くう しぇ 60 くぇさせてっくうは. 14 ょせてう しぇ けすしすさぇ
くっくう けす さぇぉけすぇ, すなえ おぇすけ くっ しぇ うきぇかう くっ
けぉたけょうきぇすぇ おゃぇかうそうおぇちうは. ]なしすぇゃっくう 

くうつくう こけさぇょう ぉさっきっくくけしす 
う さぇあょぇくっ しぇ くぇえ-きくけゅけ  いぇ 
こなさゃうすっ 2 きっしっちぇ くぇ ゅけょう
くぇすぇ, おけゅぇすけ すっ しぇ しなけすゃっすくけ 
1051 う 938. 
]こけさっょ さぇぉけすっとう けす きくけゅけ 

ゅけょうくう し こけょけぉっく ゃうょ うく
そけさきぇちうは, さなしすなす くぇ ぉけか
くうつくうすっ うきぇ きくけゅけ けぉはしくっ
くうは, おぇすけ しぇきけ つぇしす けす すはた しぇ 
しゃなさいぇくう しなし いょさぇゃけしかけゃくけ
すけ  しなしすけはくうっ くぇ たけさぇすぇ. ′っ 
っ すぇえくぇ いぇ くうおけゅけ, つっ 

しっ しこっおせかうさぇ し ぉけかくうつくう-
すっ かうしすけゃっ  こさう かうこしぇ くぇ 
さぇぉけすぇ うかう こかぇすっく けすこせしお. 

′っ っ すぇえくぇ う ゃないきけあくけしすすぇ 
ょぇ しっ „おせこう” ぉけかくうつっく かうしす. 

╁しうつおけ すけゃぇ ゃけょう ょけ しすさはし
おぇとぇすぇ しすぇすうしすうおぇ う しっさうけい
くけすけ せゃっかうつっくうっ くぇ こぇさうすっ 
いぇ ういこかぇとぇくっ くぇ ぉけかくうつくう.  
„╃せこおぇすぇ”, おけはすけ こけ すけいう くぇ
つうく しっ けすゃぇさは ゃ ′¨╇, っ っょう
くうはす こさけぉかっき, おけえすけ いぇしすさぇ
てぇゃぇ ういこかぇとぇくっすけ くぇ ょさせゅう 

ゃうょけゃっ しけちうぇかくう こけきけとう. 〈は 
けぉぇつっ っ しっさうけいくけ ういこうすぇくうっ 
いぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ, けしけぉっくけ 
くぇ ゅけかっきう そうさきう, おなょっすけ うきぇ 
きくけゅけ いぇっすう う しなけすゃっすくけ すっいう 
しせきう しぇ ゅけかっきう. ╆ぇすけゃぇ 

けす ぉういくっしぇ くぇしすけはゃぇす ょぇ しっ 
ゃなさくっ さぇいこけさっょぉぇすぇ, おけはすけ 
ぉっ ゃ しうかぇ ょけ 2010 ゅ. う こさっょ-
ゃうあょぇてっ そうさきうすっ ょぇ こけ-
おさうゃぇす しぇきけ こなさゃうは ょっく けす 
ぉけかくうつくうは.  

『っかすぇ っ ょぇ しこさぇす いかけせこけすさっ
ぉうすっ. 〈けゃぇ っ う こさうつうくぇすぇ さぇ
ぉけすけょぇすっかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう 
ょぇ くぇしすけはゃぇす いぇ しこってくう こさけ
きっくう ゃ いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ, さっ
ゅかぇきっくすうさぇとけ ういこかぇとぇくっすけ 
くぇ ぉけかくうつくう, すなえ おぇすけ こさはおけ 
せしっとぇす すっあっしすすぇ くぇ こさけぉかっきぇ 
ゃなさたせ しきっすおうすっ しう. ╆ぇすけゃぇ う 
けつぇおゃぇくうはすぇ おなき くけゃうは おぇぉう
くっす しぇ ゅけかっきう ゃ すぇいう こけしけおぇ. 
〈っ けぉぇつっ くぇょぇかう とっ しっ けこさぇ
ゃょぇはす, こさっょゃうょ くぇ すけゃぇ, つっ こけ
ょけぉくう こさっょかけあっくうは いぇ こさけきっ
くう くはきぇ ゃ しけちうぇかくうは こぇおっす けす 
すぇおうゃぇ, おけうすけ しかせあっぉくうはす おぇ
ぉうくっす „╀かういくぇておう” う しけちうぇか
くけすけ きうくうしすっさしすゃけ こけょゅけすゃはす 
いぇ しかっょゃぇとけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, 
きぇおぇさ つっ いぇ  すうすせかはさ ゃ くけゃうは 
おぇぉうくっす くぇ すけいう こけしす けすくけゃけ 
しっ しけつう しっゅぇてくうはす しけちうぇかっく 
きうくうしすなさ ╈けさょぇく 》さうしすけしおけゃ. 
 ¨す ╂╄[╀ けぉぇつっ しぇ おぇすっゅけ

さうつくう, つっ ゃきっしすけ ゃさなとぇくっ 
おなき しすぇさ きけょっか, しかっょゃぇ ょぇ しっ 
ういきうしかう くけゃ. [ぇぉけすけょぇすっかう
すっ くぇ しゃけえ さっょ うしおぇす しすぇさけすけ 
こけかけあっくうっ - ょぇ こかぇとぇす しぇきけ 
こなさゃうは ょっく けす ぉけかくうつくうすっ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ しう.
╉さぇえくけすけ さってっくうっ しっ けつ

ぇおゃぇ しなゃしっき しおけさけ, いぇとけすけ 
こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ ぉのょあっすぇ いぇ 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ ゃっつっ つせおぇ 
くぇ ゃさぇすぇすぇ う すけいう こさけぉかっき くっ
きうくせっきけ とっ ぉなょっ しかけあっく くぇ 
きぇしぇすぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

しぇ 2 ぇおすぇ いぇ せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ ぇょきうくう
しすさぇすうゃくけ くぇさせてっくうっ.
′ぇ-つっしすうすっ くぇさせてっくうは しぇ くっこけつうし

すっくぇ すっさうすけさうは けおけかけ しおかぇょけゃっすっ いぇ 
しなたさぇくっくうっ くぇ ゃいさうゃくう ゃっとっしすゃぇ, くっ 
ょけぉさっ きぇすうさぇくう こさけいけさちう, くっ ょけぉさっ 
ゃけょっくぇ けすつっすくけしす くぇ ゃいさうゃくうすっ きぇすっ
さうぇかう.
╁ こけつすう ゃしうつおう こさっょこさうはすうは しぇ さぇいさぇ

ぉけすっくう きっさおう いぇ ぉっいけこぇしくけしす くぇ さぇぉけすぇ 
う っ ゃなゃっょっく おけくすさけか こけ しこぇいゃぇくっすけ うき.
╁ しそっさぇすぇ くぇ しすさけうすっかしすゃけすけ しぇ こさけ

ゃっさっくう 55 そうさきう, ぇ くぇこさぇゃっくうすっ こさけ
ゃっさおう しぇ 70. 〉しすぇくけゃっくうすっ くぇさせてっくうは 
しぇ 291. ╇いょぇょっくう しぇ 287 いぇょなかあうすっかくう 
こさっょこうしぇくうは. ╁ すっいう こさっょこさうはすうは っ せし
すぇくけゃっく しぇきけ っょうく しかせつぇえ くぇ さぇぉけすくうお 
ぉっい すさせょけゃ ょけゅけゃけさ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
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╂さぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ きけゅぇす ょぇ こけょぇゃぇす あぇかぉう う しうゅくぇかう ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇく-
かなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ こけ っかっおすさけくっく こなす. 〈けゃぇ しすぇゃぇ ゃないきけあくけ, しかっょ おぇすけ ぉっ ぇおすうゃうさぇく ぉぇくっさなす „けきぉせょしきぇく” くぇ 

しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 

┿ょさっしなす いぇ あぇかぉけこけょぇすっかうすっ っ:

http://www.kazanlak.bg/index.php?p=ombusman

╁ けぉけしけぉっくぇ そけさきぇ ゅさぇあょぇくうすっ きけゅぇす ょぇ けこうてぇす こさけぉかっき, ょぇ こけしけつぇす けさゅぇくぇ, ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ う かうちっすけ-ぇょさっ-
しぇす くぇ あぇかぉぇすぇ う おさぇすおけすけ しう うしおぇくっ う ょぇ ゅけ ういこさぇすはす けくかぇえく ょけ 】っさっゃぇ. 

》╊〉』¨《〉〉╅【╅ 『╊‒《『〈╅ 〉╊ 
【ぇ『》¨ 《【]╅╈╅〉╊

‶っくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ っ 
くっとけ, いぇ おけっすけ けす ゅけょうくう 

こけゃっつっ しっ ゅけゃけさう, けすおけかおけすけ 
ょぇ しっ こさけゃっあょぇす さってうすっかくう 
ょっえしすゃうは いぇ こさけきはくぇ. ‶さっおぇ
かっくけすけ こけかうすういうさぇくっ う かうこ
しぇすぇ くっさってうすっかくけしす  こけさぇょう 
そぇおすぇ, つっ すけいう こさけちっし とっ っ 
ぉけかっいくっく いぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす 

くぇてっすけ けぉとっしすゃけ, けすかぇゅぇす 
さぇいさってぇゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっ
きうすっ, すさせこぇかう しっ こさっい ゅけょう
くうすっ. ╉ぇすけ さっいせかすぇす けす ぉぇゃっ
くっすけ くぇ うしすうくしおうすっ さっそけさきう 
うきぇきっ こっくしうけくくぇ しうしすっきぇ, ゃ 

╁っしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ しかっょう けすぉかういけ っょくぇ けす くぇえ-とっおけすかうゃうすっ ゃ けぉとっしすゃけすけ すっきう – こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ, おけはすけ いぇしはゅぇ けゅさけきくけすけ 
きくけいうくしすゃけ けす ぉなかゅぇさうすっ, くぇ こさぇおすうおぇ – ゃしうつおう ゃ すさせょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす, けしけぉっくけ けくっいう けす すはた, いぇ おけうすけ くぇょっあょぇすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ こけ-
しすけはくくけ う しはおぇて いぇゃうくぇゅう, しっ けすかぇゅぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ.
╁ おさぇは くぇ きっしっち けおすけきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ せ くぇし – ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ, しなぉさぇ しうくょうおぇかうしすう けす けぉかぇしすすぇ くぇ しさっとぇ ゃ ]すぇ-

さぇ ╆ぇゅけさぇ. ′ぇ しさっとぇすぇ こさうしなしすゃぇたぇ う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉′]╀. ‶け ゃさっきっ くぇ さぇいゅけゃけさうすっ くぇ しうくょうおぇかうしすうすっ 
けす ╉′]╀  くぇょょっかはゃぇ きくっくうっすけ, つっ さっそけさきぇすぇ しかっょゃぇ ょぇ しっ けぉしなあょぇ う おけきっくすうさぇ, しかっょ おぇすけ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ う こさぇゃうすっかしすゃけすけ ういぉっさぇす 
っょうく けす すさうすっ おけきっくすうさぇくう  すうは ょくう ゃぇさうぇくすう いぇ こさけきっくう ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ こっくしうけくうさぇくっ う そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ こっくしうけくくうすっ そけくょけゃっ.
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ こさっょかぇゅぇ くぇ つうすぇすっかうすっ おけきっくすぇさ くぇ しうすせぇちうはすぇ けおけかけ  こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ, くぇこさぇゃっく けす こさっょしっょぇすっかは くぇ ╉〈 „‶けょ-

おさっこぇ“ ゃなゃ そうさきぇすぇ - ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ. 〈けえ しこけょっかは こさけぉかっきうすっ けす こなさゃけ かうちっ.

《て たひちうそ しけぬか - ]まいそすけち ]あしかう:

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

График за извършване на замерванията за изготвяне 
на кадастралната карта на Казанлък

おけはすけ ゃしっ こけゃっつっ たけさぇ ゅせぉはす 
ょけゃっさうっ, くうおけえ くっ いくぇっ おけゅぇ 
とっ しっ こっくしうけくうさぇ, おぇおゃぇ とっ 
ぉなょっ くっゅけゃぇすぇ こっくしうは う ょぇかう 
とっ は ょけつぇおぇ.
‶さうすっしくっくうはすぇ くう しぇ けしくけ

ゃぇすっかくう う こさうきっさうすっ いぇ すけゃぇ 
しぇ きくけゅけ. ‶け ょぇくくう くぇ ╃なさ
あぇゃくけ けぉとっしすゃっくけ けしうゅせさは

ゃぇくっ こさっい 2013 ゅ. さぇいたけょうすっ 
いぇ こっくしうう ょけしすうゅぇす こけつすう 
10% けす ╀╁‶ う すっくょっくちうは
すぇ っ おなき せゃっかうつぇゃぇくっ. 〈けいう 
こさけちっくす っ くぇえ-ゅけかはき いぇ こっ
さうけょぇ 2003 ゅ.-2013 ゅ. ‶さうたけ

ょうすっ けす けしうゅせさけゃおう こけおさうゃぇす 
っょゃぇ 47% けす けぉとうすっ さぇいたけょう, 
ぇ さぇいかうおぇすぇ しっ ょけこなかゃぇ けす さっ
こせぉかうおぇくしおうは ぉのょあっす (す. っ. くっ 
けす しなとうくしおうすっ ういすけつくうちう くぇ 
こさうたけょう). ╆ぇ 2013 ゅ. ょけこなかゃぇ
くっすけ っ ゃ さぇいきっさ くぇ 4.7 きうかうぇさ
ょぇ かっゃぇ. ]すぇゃぇ すぇおぇ, つっ こけさぇょう 
くぇさぇしすゃぇくっすけ ぉさけは くぇ たけさぇすぇ, 
おけうすけ しぇ さけょっくう しかっょ 1959 ゅ., 
ゃしっ こけゃっつっ しさっょしすゃぇ けす こけしすな
こうかうすっ ゃ ′¨╇ しっ こさっさぇいこさっょっ
かはす おなき つぇしすくうすっ こっくしうけくくう 
ょさせあっしすゃぇ – せくうゃっさしぇかくけすけ う 
こさけそっしうけくぇかくけすけ けしうゅせさはゃぇ
くっ. ╃け 2000 ゅ. すっいう しさっょしすゃぇ 
しぇ けしすぇゃぇかう ゃ ′¨╇. ╃せこおぇすぇ しっ 
こけおさうゃぇ けす ょぇくなつくう こさうたけょう う 
けす ぉのょあっすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ う こけ 
すけいう くぇつうく, し つぇしす けす ょぇくなちう
すっ, くうっ くぇかうゃぇきっ こぇさう ゃ つぇしす
くうすっ こっくしうけくくけ-けしうゅせさうすっかくう 
ょさせあっしすゃぇ, ぇ すぇき おぇさすうくおぇすぇ っ 
すなきくぇ. ╆ぇしっゅぇ くうおけえ くっ すっゅかう, 
ゃしうつおう ゃくぇしはす う つぇお おけゅぇすけ いぇ
こけつくっ きぇしけゃけすけ こかぇとぇくっ くぇ 
こっくしうう けす せくうゃっさしぇかくうは そけくょ 
(しかっょ 2020 ゅ.), とっ しすぇくっ はしくけ 
おぇお しぇ せこさぇゃかはゃぇくう すっいう こぇさう. 
』ぇしすうつくけ すけゃぇ とっ こさけかうつう 
けとっ けす くぇつぇかけすけ くぇ 2015 ゅ., 
おけゅぇすけ しこけさっょ ╉]¨ こさけそっしうけ
くぇかくうすっ こっくしうけくくう そけくょけゃっ 
とっ いぇこけつくぇす ょぇ こかぇとぇす こっくしう
うすっ くぇ いぇっすうすっ こさう 1-ゃぇ う 2-さぇ 
おぇすっゅけさうは すさせょ.
┿おけ おなき ゃしうつおけ すけゃぇ しっ こさう

ぉぇゃう こけかうすうつっしおぇすぇ くっしすぇ
ぉうかくけしす, ょっきけゅさぇそしおぇすぇ おさう
いぇ, こさけぉかっきうすっ くぇ すさせょけゃうは 
こぇいぇさ, こけはゃぇすぇ くぇ ゃしっ こけゃっつっ 
かうちぇ し こさけそっしうは „ぉっいさぇぉけすっく”, 
おけうすけ くっ あっかぇはす ょぇ さぇぉけすはす, くけ 

し せょけゃけかしすゃうっ とっ しっ しょけぉうはす 
し こっくしうは (いぇとけすけ しうしすっきぇすぇ 
うき こけいゃけかはゃぇ), いぇゃうてっくうはす 
ぉさけえ うくゃぇかうょくう こっくしうう う ょさ. 
しっ けつっさすぇゃぇ おぇさすうくぇ, おけはすけ っ 
こけゃっつっ けす すさっゃけあくぇ. ]なとっしす
ゃせゃぇす けとっ きくけゅけ そぇおすう, おけう
すけ きけゅぇす ょぇ さぇいこぇかはす くぇてうすっ 
しすさぇたけゃっ, くけ すけゃぇ くっ っ くせあくけ.
‶さっい こけしかっょくうすっ きっしっちう 

しっ つせたぇ さぇいかうつくう こさっょかけあっ
くうは, ちっかはとう さぇいょゃうあゃぇくっ 
くぇ さっそけさきぇすぇ ゃ こっくしうけくくぇすぇ 
しうしすっきぇ.′はおけう けす すはた - おぇすけ 
こかぇゃくけすけ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ 
ゃないさぇしすすぇ う けしうゅせさうすっかくうはす 
しすぇあ, しぇ こけいくぇすう けす いぇこけつくぇ
すけすけ こさう こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ 
╂╄[╀ せゃっかうつっくうっ くぇ しすぇあぇ う 
ゃないさぇしすすぇ し こけ 4 きっしっちぇ ゃしは
おぇ ゅけょうくぇ. ]っゅぇ しっ ゅけゃけさう いぇ 
けとっ こけ-こかぇゃくぇ さっそけさきぇ, おぇすけ 
こさけきっくうすっ いぇ しすぇあ う ゃないさぇしす 
とっ しぇ ゃっさけはすくけ くぇ 3 ゅけょうくう. 
‶さっょゃうあょぇ しっ せゃっかうつぇゃぇくっ 
くぇ けしうゅせさけゃおうすっ いぇ こっくしうは う 
すっいう いぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ し 1 うかう 2 
こさけちっくすくう こせくおすぇ, けぉゃなさいゃぇ
くっ くぇ けしうゅせさうすっかくうは ょけたけょ し 
きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇ
すぇ, かうつくう こっくしうけくくう ゃくけしおう 
けす ょなさあぇゃくうすっ しかせあうすっかう う 
ょさせゅう.
‶けゃっつっすけ きっさおう しぇ ゃ こけしけおぇ 

しすぇぉうかういうさぇくっ う せおさっこゃぇくっ 
くぇ こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ うかう 
こけくっ いぇぉぇゃはくっ くぇさぇしすゃぇくっすけ 
くぇ ょっそうちうすぇ ゃ ╃なさあぇゃくけ
すけ けぉとっしすゃっくけ けしうゅせさはゃぇ
くっ. ‶けつすう くっいぇぉっかっあうきう しぇ 
きっさおうすっ, おけうすけ しないょぇゃぇす くっ
けぉたけょうきうすっ しすうきせかう いぇ こかぇ
とぇくっすけ くぇ けしうゅせさけゃおう ゃなさたせ 

...〈〉《╈《 』╅ 〉《╇¨【╊ 》╊〉』¨《〉╊『¨
〈けゃぇ っ し 51% こけゃっつっ しこさは

きけ ょっゃっすきっしっつうっすけ くぇ 2013 
ゅ., おけゅぇすけ くけゃうすっ こっくしうけくっさう 
しぇ ぉうかう ぉかういけ 26 300. ]なし 

╀かういけ 90 しぇ ゃっつっ きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう ゃ ╃ぃ【 《╉ „┿さ-
しっくぇか 2000“. ╋くけゅけ けす すはた しぇ きくけゅけけぉっとぇゃぇとう ゃっつっ ぉなょっとう 
そせすぉけかくう すぇかぇくすう う うきっくぇ. ¨す すけいう ぉさけえ いぇこけつゃぇきっ ょぇ ゅう こさっょ-
しすぇゃはきっ ゃ しこっちうぇかくぇすぇ くう くけゃぇ させぉさうおぇ. ] はしくぇすぇ くぇょっあょぇ, つっ 
ぇおけ しっゅぇ しぇ こさけしすけ ょっちぇ, おけうすけ けぉうつぇす そせすぉけかぇ, っょうく ょっく きくけゅけ 
けす すはた とっ しぇ ゅけかはきぇ くけゃうくぇ.

〈さうすっ うきっくぇ:

╉っくぇえ ]っくぇえ 
┿かうき

╂けょうくう:

15

〉つうかうとっ:

]¨〉 “╄おいぇさた 
┿くすうき I”

¨す おけかおけ ゃさっきっ 
うゅさぇって ゃ „┿さしっ-
くぇか“?:

3 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?:

′ぇこぇょぇすっか

╊のぉうき うゅさぇつ, 
かのぉうき けすぉけさ?

╁ぇく ‶っさしう,
„╋ぇくつっしすなさ 

ぃくぇえすっょ“

╉ぇおなゃ うしおぇて ょぇ 
しすぇくって?

《せすぉけかうしす

╉きっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ  こけ-
かせつう  こさういぇ „』けゃっお くぇ XXI ゃっお“ , ゃさなつ-

ゃぇく っあっゅけょくけ けす ]ょさせあっくうっ „‶さけういゃっょっくけ 
ゃ ╀なかゅぇさうは”. ]すけはくけゃぇ こけかせつう くぇゅさぇょぇすぇ 
ゃ さぇいょっか „╃なさあぇゃくけ せこさぇゃかっくうっ”, いぇっょくけ 
し おきっすぇ くぇ ]かうゃっく ゅっく. ╉けかぬけ ╋うかっゃ. ‶さう-
いけゃっすっ しっ ゃさなつゃぇす いぇ 13-すう こなす う しぇ けちっく-
おぇ う こさういくぇくうっ いぇ たけさぇすぇ, おけうすけ あうゃっはす, 
さぇぉけすはす う しないょぇゃぇす ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ しなゃさっ-
きっくくぇ ╀なかゅぇさうは. ╊うつくけ ゃうちっこさっいうょっくすなす 
くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ╋ぇさゅぇさうすぇ ‶けこけゃぇ 
ゃさなつう くぇゅさぇょうすっ くぇ けすかうつっくうすっ - ゅさぇきけすう う 
しすぇすせっすおう. ¨しゃっく ょゃぇきぇすぇ ゅさぇょけくぇつぇかくうちう, 
こさういけゃっ こけかせつうたぇ くはおけかおけ ぉなかゅぇさしおう こさっょ-
こさうっきぇつう ゃ さぇいかうつくう しそっさう, かっおぇさう う きかぇょ 

ょういぇえくっさ けす ╀せさゅぇし. 『っさっきけくうはすぇ しっ こさけゃっょっ ゃ さっいうょっくちうは „╀けはくぇ” ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ 
きくけゅけ ゃうょくう けぉとっしすゃっくうちう, しさっょ おけうすけ 〈うゃっさけこけかしおうはす っこうしおけこ 〈うたけく, ぇさたうっこうしおけこ ╂っ-
さぇしうき, おぇおすけ う こさけそ. ┿くょさっえ ‶ぇくすっゃ, おけえすけ こけいょさぇゃう こさうしなしすゃぇとうすっ いぇ „いぇさぇいうすっかくうは うき 
っくすせしうぇいなき う しきっかけしす, くっいぇゃうしうきけ けす せしかけゃうはすぇ いぇ こさぇゃっくっ くぇ ぉういくっし せ くぇし, ょぇ さぇぉけすはす 
う ょぇ けしうゅせさはゃぇす ぉなょっとっすけ くぇ しすさぇくぇすぇ, いぇとけすけ うきっくくけ すけゃぇ ゅう こさっゃさなとぇ ゃ せしこってくう ぉなか-
ゅぇさう”. ‶さう こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ こさういぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ いぇはゃう, つっ こさうっきぇ 
くぇゅさぇょぇすぇ けす うきっすけ くぇ しなゅさぇあょぇくうすっ しう, おけうすけ え しっ ょけゃっさはゃぇす ょぇ ゃなさゃはす いぇっょくけ くぇこさっょ う 
„╉ぇいぇくかなお ょぇ しすけう ゃしっ こけ-せゃっさっくけ くぇ おぇさすぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは“. ‶さっょう けそうちうぇかくぇすぇ ちっさっきけ-
くうは けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しっ こさっょしすぇゃう しなし しゃけえ とぇくょ, さっおかぇきうさぇと おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけすけ 
くぇしかっょしすゃけ くぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ, さけいけゃう こさけょせおすう う  しこっちうぇかくぇ ういかけあぉぇ. ╁うちっこさっいうょっく-
すなす ╋ぇさゅぇさうすぇ ‶けこけゃぇ ぉっ ゃないたうすっくぇ けす ゃうょはくけすけ. 

さっぇかくうすっ ょけたけょう, いぇ けしすぇゃぇくっ 
くぇ さぇぉけすぇ ょけ こけ-ゅけかはきぇ ゃない
さぇしす, おぇおすけ う くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
いかけせこけすさっぉうすっ し ゃないきけあくけしす
うすっ いぇ さぇくくけ こっくしうけくうさぇくっ 
(こっくしうう いぇ うくゃぇかうょくけしす). ╁ 
さぇいかうつくうすっ こさっょかけあっくうは くっ 
けすおさうゃぇきっ くぇえ-ゅかぇゃくけすけ – とっ 
さぇしすぇす かう こっくしううすっ ? ′うおなょっ 
くっ しっ ゅけゃけさう いぇ さぇいきっさ, くぇつうく 
くぇ せゃっかうつぇゃぇくっ う す. く. ╉ぇすけ 
ちはかけ しっ こさけきっくはす こぇさぇきっすさう
すっ う くっ しっ しこけきっくぇゃぇ ょぇかう きけ
ょっかなす くぇ しうしすっきぇすぇ っ ゃっさっく. 
╃ぇかう っ ゃはさくぇ こけしけおぇすぇ, ゃ おけは
すけ ゃなさゃうき こさっい こけしかっょくうすっ 
15 ゅけょうくう?
┿おけ しすさうおすくけ しっ しこぇいゃぇす すっいう 

きっさおう, ゃ くぇえ-ょけぉさうは しかせつぇえ 
とっ いぇおさっこはす しっゅぇ ょっえしすゃぇ
とぇすぇ さぇいたけょけこけおさうゃくぇ こっく
しうけくくぇ しうしすっきぇ. ╁ぇあくけ っ ょぇ 
しっ こさういくぇっ, つっ  しうしすっきぇすぇ 
うきぇ くせあょぇ けす ゅっくっさぇかくぇ さっ
おけくしすさせおちうは. ′ぇかけあうすっかくけ っ 
ょぇ くっ しっ ゅせぉう こけゃっつっ ゃさっきっ, 
ぇ ょぇ しっ こけしすうゅくっ てうさけお おけく
しっくしせし けすくけしくけ すけゃぇ, おぇお ょぇ 
ぉなょっ しないょぇょっくぇ しすぇぉうかくぇ う 
ぇょっおゃぇすくぇ くぇ ょっきけゅさぇそしおうすっ 
こさけきっくう こっくしうけくくぇ しうしすっきぇ,  
しかっょ おけっすけ ょぇ しっ さぇぉけすう こけ
しかっょけゃぇすっかくけ う くっけけすおかけくくけ 
すぇおぇ, つっ すけゃぇ すけゃぇ ょぇ しっ こけ
しすうゅくっ.
                                                       

 ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ,
‶さっょしっょぇすっか くぇ
╉〈 „‶けょおさっこぇ“

ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃

 ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ,
‶さっょしっょぇすっか くぇ
╉〈 „‶けょおさっこぇ“

ゃ „┿さしっくぇか“

しきっしっく しすぇあ しぇ 21 546 ょせてう, 
うかう し 44% こけゃっつっ しこさはきけ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 》けさぇすぇ けす 
くぇえ-きぇしけゃぇすぇ, 3-すぇ おぇすっゅけ

さうは, ういかっいかう ゃ こっくしうは こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ, こなお しぇ しっ せゃっ
かうつうかう しなし いぇぉっかっあうすっかくうすっ 
ぉかういけ 61% - ょけ きぇかおけ くぇょ 18 

たうか. ょせてう. ╆ぇ しさぇゃくっくうっ, おなき 
おさぇは くぇ きうくぇかうは しっこすっきゃさう, 
こさっょう ╀]‶ ょぇ しすけこうさぇ せゃっ
かうつっくうっすけ し こけ 4 きっしっちぇ くぇ 
しすぇあぇ う ゃないさぇしすすぇ, すっ ぉはたぇ 
くぇょ 11 200. ╄ょゃぇ 95 ぉなかゅぇさう, 
さぇぉけすうかう すっあなお すさせょ (こなさ

ゃぇ う ゃすけさぇ おぇすっゅけさうは), しぇ しっ 
こっくしうけくうさぇかう けす くぇつぇかけすけ くぇ 
ゅけょうくぇすぇ. 〈せお しっ けすぉっかはいゃぇ 
くぇきぇかっくうっ し くぇょ 10%.
╀かういけ 900 こけゃっつっ しぇ う こけ

かうちぇうすっ う ゃけっくくうすっ, ういかっいかう 
ゃ こっくしうは すぇいう ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ 
っ さなしす し くぇょ 71%. ╋うくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ くけゃうすっ こっくしうう いぇ しかせ
あうすっかう くぇ しこっちうぇかくうすっ ゃっ

ょけきしすゃぇ しぇ ぉうかう 1246, ぇ すぇいう 
- 2136.
¨ぉとけ 75 400 しぇ ぉなかゅぇさうすっ, 

おけうすけ しぇ ういかっいかう ゃ こっくしうは けす 
くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ ょけ おさぇは 
くぇ しっこすっきゃさう. 〈せお しっ ゃおかのつ
ゃぇす う たけさぇすぇ, こけかせつうかう こっく

しうう, くっしゃなさいぇくう し すさせょけゃぇ 
ょっえくけしす. ╆ぇさぇょう くぇきぇかっくうっすけ 
ゃ ぉさけは くぇ くはおけう けす すはた しこさはきけ 
2013 ゅ. けぉとうはす さなしす ゃ ぉさけは くぇ 
くけゃうすっ こっくしうう っ 25%.

╁ぇさうぇくすう くぇ こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ: 

 〉ょなかあぇゃぇくっすけ くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ し こけ 4 きっしっちぇ ゅけょうてくけ, ょけおぇすけ いぇ きなあっすっ 
すは くっ ょけしすうゅくっ 65 ゅけょうくう (こさっい 2018 ゅ.), ぇ いぇ あっくうすっ - 63 ゅけょうくう (こさっい 2021 ゅ.).
] せゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ ゃないさぇしすすぇ とっ くぇさぇしすゃぇ しなけすゃっすくけ う ういうしおゃぇくうはす けしうゅせさうすっかっく しすぇあ - 

しなけすゃっすくけ ょけ 40 ゅけょうくう いぇ きなあっすっ う 37 ゅけょうくう いぇ あっくうすっ. 

 ╇いさぇゃくはゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ くぇ きなあっすっ う くぇ あっくうすっ, おけっすけ っ ういうしおゃぇくっ 
くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい. ╄ょくけ けす こさっょかけあっくうはすぇ っ すけゃぇ ょぇ しすぇくっ こけしすっこっくくけ ょけ 2036-すぇ ゅけょう
くぇ, ぇ しこけさっょ ょさせゅけ - ょけ 2028 ゅ. ]こけさっょ ゃすけさぇすぇ したっきぇ  こさっい こなさゃうすっ ょゃっ ゅけょうくう けす さっそけさ
きぇすぇ (2015 う 2016 ゅ.) ゃないさぇしすすぇ くぇさぇしすゃぇ し こけ ょゃぇ きっしっちぇ う いぇ あっくうすっ, う きなあっすっ, ぇ こけしかっ 
いぇ あっくうすっ いぇこけつゃぇ ょぇ さぇしすっ こけ-ぉなさいけ (し こけ つっすうさう きっしっちぇ ゅけょうてくけ), いぇ ょぇ しっ ういさぇゃくう こさっい 
2028 ゅ. し  ゃないさぇしすすぇ いぇ きなあっすっ (すは とっ さぇしすっ し こけ 1 きっしっち ゅけょうてくけ). 

 ╁ないさぇしすすぇ ょぇ しっ せゃっかうつぇゃぇ ぇゃすけきぇすうつくけ, しこけさっょ ゅけょうくぇすぇ くぇ さぇあょぇくっ おぇすけ ういさぇゃくはゃぇ
くっすけ いぇ ょゃぇすぇ こけかぇ くぇしすなこゃぇ こさっい 2032 ゅ. 
┿くぇかけゅうつくけ しなし しなとうすっ しすなこおう しっ こさっょかぇゅぇ ょぇ しっ せゃっかうつぇゃぇ う ういうしおゃぇくうはす けしうゅせさうすっかっく 

しすぇあ, いぇ ょぇ ょけしすうゅくっ 40 ゅ. いぇ きなあっすっ う 37 ゅ. いぇ あっくうすっ. 
╆ぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ すっあおうすっ こさけそっしうう しっ こさっょかぇゅぇ  ういうしおゃぇくうはすぇ いぇ しすぇあ ょぇ しっ いぇこぇいはす, ぇ 

ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ ょぇ くぇさぇしすゃぇ しなし しなとぇすぇ しすなこおぇ, おぇおすけ ゃ きぇしけゃぇすぇ すさっすぇ おぇすっゅけ
さうは すさせょ. ╆ぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ しこっちうぇかくうすっ ゃっょけきしすゃぇ こさっょかけあっくうはすぇ しぇ けすくけゃけ ういうしおゃぇくっすけ いぇ 
しすぇあ ょぇ しっ いぇこぇいう, ぇ ょぇ しっ ゃなゃっょっ ういうしおゃぇくっ いぇ ゃないさぇしす しかっょ 3-5 ゅけょうくう. 

 ]きっしっくぇ しうしすっきぇ いぇ ういこかぇとぇくっ くぇ こっくしううすっ くぇ さぇぉけすうかうすっ ゃ こなさゃぇ う ゃすけさぇ おぇすっゅけさうは 
すさせょ こさっょう 2001 ゅ. ╆ぇ しすぇあぇ しう こさっょう すぇいう ょぇすぇ すっ とっ こけかせつぇゃぇす こっくしうはすぇ しう けす ′¨╇, ぇ いぇ 
けしすぇくぇかけすけ ゃさっきっ - けす こさけそっしうけくぇかくうすっ そけくょけゃっ. ‶さけぉかっきなす っ, つっ ゃなこさっおう くっおけかおけおさぇす
くうすっ けすかぇゅぇくうは, ゃ こさけそっしうけくぇかくうすっ そけくょけゃっ くっ しぇ しっ くぇすさせこぇかう ょけしすぇすなつくけ しさっょしすゃぇ いぇ 
ぇょっおゃぇすくう こっくしうう くぇ さぇぉけすうかうすっ ゃ こなさゃぇ う ゃすけさぇ おぇすっゅけさうは すさせょ. ]さけおなす くぇ こけしかっょくぇすぇ けす
しさけつおぇ ういすうつぇ くぇ 1 はくせぇさう 2015 ゅ., おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ ういぉさぇくうはす くぇ 5 けおすけきゃさう こぇさかぇきっくす 
すさはぉゃぇ ぉなさいけ ょぇ くぇこさぇゃう いぇおけくけゃぇ こさけきはくぇ いぇ すはた - ょぇ せょなかあう いぇ こけさっょっく こなす しさけおぇ うかう ょぇ 
ゅかぇしせゃぇ いぇ しきっしっくぇすぇ しうしすっきぇ. [ってっくうっ こけ すけいう ゃなこさけし おなき きけきっくすぇ  くはきぇ. 》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

╃ゃせしすさぇくっく ぉういくっし-そけさせき きっあょせ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぉういくっしぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお う 〉おさぇえくぇ, おけえすけ ょぇ しっ こさけゃっょっ ゃ さぇきおうすっ くぇ ‶さぇい-

くうおぇ くぇ さけいぇすぇ –╉ぇいぇくかなお ’2015 - いぇ すけゃぇ しっ ょけゅけゃけさうたぇ こけ ゃさっきっ 
くぇ こけしっとっくうっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ ういゃなくさっょくうは う こなかくけきけとっく こけしかぇ-
くうお くぇ 〉おさぇえくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは ′. ‶さ. ゅ-く ╋うおけかぇ ╀ぇかすぇあう う 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.  ‶け くっえくけ こさっょかけあっくうっ こさっい 2015 ゅ. ゃ 
╉ぇいぇくかなお とっ ぉなょっ こさけゃっょっくぇ ょゃせしすさぇくくぇ ぉういくっし-しさっとぇ し せつぇしすうっすけ 
くぇ せおさぇうくしおう おけきこぇくうう  う そうさきう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ たけょぇ くぇ 
さぇいゅけゃけさうすっ  こけしかぇくうお う おきっす しっ ょけゅけゃけさうたぇ う ょぇ いぇこけつくっ こさけちっょせ-

さぇ いぇ けしなとっしすゃはゃぇくっすけ くぇ おけくすぇおすう し こけょたけょはと せおさぇうくしおう ゅさぇょ, し おけえすけ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ こけぉさぇすうきう.  

]ぇきけ 2 ぉぇくおう しぇ こけょぇかう けそっさすう ょぇ おさっょうすうさぇす ¨ぉとうくぇすぇ し 4 きかく. かっゃぇ ゃ けぉはゃっくうは 
おけくおせさし. ¨ぉとうくぇすぇ すなさしう すっいう こぇさう ゃ いぇっき, いぇ ょぇ しっ さぇいこかぇすう し こさっょこさうっきぇつぇ 〈けょけさ 

╉けかっゃ う そうさきぇすぇ „〈さぇおうは すさっえょ”, おけはすけ けしなょう ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ┿さぉうすさぇあくうは しなょ くぇ [╀ いぇ 
こさけこせしくぇすう こけかいう いぇさぇょう くっさっぇかういうさぇくけ しすさけうすっかしすゃけ. ╀ぇくおうすっ, おけうすけ しぇ こけょぇかう ょけおせ-
きっくすう いぇ せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしぇ, けぉはゃっく こけ ╆¨‶, しぇ  Societe Generale ╄おしこさっしぉぇくお う ¨ぉとうく-
しおぇ ぉぇくおぇ. ¨す おけは ぉぇくおぇ けぉとうくぇすぇ とっ ういすっゅかう おさっょうすぇ, おけえすけ とっ しっ ゃさなとぇ 5 ゅけょうくう, とっ 
さってう すけいう きっしっち しこっちうぇかくぇ おけくおせさしくぇ おけきうしうは. ╆ぇ しさけおぇ, ゃ おけえすけ ̈ ぉとうくぇすぇ とっ ういこかぇとぇ 
おさっょうすぇ, とっ くぇすさせこぇ う ぉかういけ きうかうけく かっゃぇ いぇ かうたゃう. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ さぇしすっ う くっこかぇすっくけ-
すけ え おなき きけきっくすぇ いぇょなかあっくうっ おなき „〈さぇおうは すさっえょ” いぇさぇょう っあっょくっゃくうすっ かうたゃう, おけうすけ しっ 
くぇつうしかはゃぇす おなき ゅかぇゃくうちぇすぇ けす 3,2 きかく. かっゃぇ, おぇすけ おなき きけきっくすぇ けぉとうはす さぇいきっさ くぇ いぇょなか-
あっくうっすけ っ くぇょたゃなさかうかけ 4 きかく. かっゃぇ.  

                                                                           ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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【っきっすっく しこっおすぇおなか, いぇさっょっく し きくけゅけ くぇ-
しすさけっくうっ う しきはた, ぉっかはいぇ ぉっくっそうしぇ くぇ 

すぇかぇくすかうゃぇすぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ - ぇおすさうしぇすぇ ╂な-
かなぉうくぇ ╋うたぇえかけゃぇ. ╁ こさっょこけしかっょくうは ょっく くぇ 
けおすけきゃさう すは しなぉさぇ こさうはすっかう う こけつうすぇすっかう くぇ 
しゃけは しこっおすぇおなか „╂なかなぉうくぇ う こさうはすっかう”. ′ぇ  
しちっくうつくうは   しう さけあょっく ょっく ╂なかなぉうくぇ しなぉさぇ 
ゅさせこぇ „╂さぇきけそけく“, すぇくちぬけさうすっ けす ぉぇかっすくけ-
すぇくちけゃ ちっくすなさ „╂さぇちうは“ う けす ]╉ „[けいぇ“, くっけし-
すぇさはゃぇとうは 》さうしすけ ╉うょうおけゃ, いぇ ょぇ „こけつっさこう” 
しゃけはすぇ ゃはさくぇ こせぉかうおぇ.   

13-はす ╄しっくっく しぇかけく くぇ おぇいぇくかなておうすっ  すゃけさちう ぉっ けす-
おさうす こさっい しっょきうちぇすぇ. 〈ったくうすっ こさけういゃっょっくうは きけゅぇす ょぇ 
ぉなょぇす ゃうょはくう ょけ おさぇは くぇ きっしっちぇ ゃ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇ-
かっさうは くぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈ぇいう ゅけょうくぇ ぇさす そけさせきなす  しなぉうさぇ 
85 すゃけさぉう くぇ 38 おぇいぇくかなておう ぇゃすけさう, おぇすけ  あせさう っ しっ-
かっおすうさぇかけ 55 こかぇすくぇ, 9 しおせかこすせさう う っょうく さっかっそ. ′ぇゅさぇ-
ょぇすぇ けす すぇいゅけょうてくうは  ╄しっくっく しぇかけく けすうょっ こさう きかぇょぇすぇ 
たせょけあくうつおぇ ぅくぇ 》さうしすけゃぇ いぇ くっえくぇすぇ すゃけさぉぇ „╉なとぇすぇ 
くぇ こっしくうすっ”. 

╃ゃぇ ゃっおぇ くぇゃなさてう せつうかうとっすけ ゃ しっかけ ╄くうくぇ. ╃けしすけこけつすっ-
くうはす のぉうかっえ ぉっ つっしすゃぇく し こけょけぉぇゃぇとぇ こさけゅさぇきぇ, つうはすけ 

おせかきうくぇちうは ぉっ けすおさうゃぇくっすけ くぇ こぇきっすくうお くぇ しないょぇすっかは くぇ せつう-
かうとっすけ ¨くせそさうえ 》うかっくょぇさしおう, おけえすけ こさっい 1814 ゅけょうくぇ  けす-
おさうゃぇ ゃ ぉぇとうくぇすぇ しう おなとぇ くけゃけ いぇ ゃさっきっすけ せつうかうとっ, ゃ おけっすけ 
しっ こさっこけょぇゃぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう っいうお. ぃぉうかっはす しなぉさぇ さけょけかのぉちう 
けす ぉかういけ う ょぇかっつ, ゃうょくう っくうくちう, こさけしゃっすうすっかう, たけさぇ くぇ ょせたぇ.
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╉ぇいゃぇすっ, つっ しっ きさぇいうき 

たけさういけくすぇかくけ. ╆ぇすけゃぇ 
かう しっゅぇ あうゃけすなす くう っ 
すぇおなゃ うかう うしすけさうつっしおう 
こさけしすけ すぇおぇ しっ しすっおけたぇ 
けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ? 

- ╇ ょゃっすっ. ′っ すさはぉゃぇ ょぇ 

いぇぉさぇゃはきっ, つっ くうおけえ くっ くう 
っ ゃうくけゃっく いぇ くぇてうすっ ぉぇか-
おぇくしおう くぇちうけくぇかくう くっ-
とぇしすうは. ′うっ くぇこさぇゃうたきっ 
ゅかせこけしすすぇ ょぇ ゃけのゃぇきっ しさっ-
とせ 4 ょなさあぇゃう こさっい 1913 
ゅけょうくぇ う くぇてう しなしっょう. 
′うっ くぇこさぇゃうたきっ ゅかせこけしすすぇ 
ょぇ しっ しなのいうき し 〈せさちうは, すけ-
ゅぇゃぇ ぉってっ きくけゅけ さっいけくくけ 
すけゃぇ, くけ くっ う こっさしこっおすうゃ-
くけ. ′うっ くぇこさぇゃうたきっ うょっは-
すぇ, つっ うしおぇきっ ゃしうつおけ うかう 
くうとけ. ′っ いくぇき ょぇかう ゃう っ 
ういゃっしすっく すけいう そぇおす, つっ う ゃ 
こぇさかぇきっくすぇさくう ょっぉぇすう, う 
ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさっしぇ こさっい 
1915 ゅけょうくぇ, きぇかおけ こさっ-
ょう ょぇ しっ ゃおかのつうき ゃ ‶なさ-
ゃぇすぇ ]ゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, うきぇ 
そさぇいう おぇすけ: „╀なかゅぇさうは くっ 
きけあっ ぉっい ]けかせく. ╀なかゅぇさうは 
くっ きけあっ ぉっい ¨ょさうく. ╀なか-
ゅぇさうは くっ きけあっ ぉっい ╉しぇく-
すう” う ょさせゅう. ¨おぇいぇ しっ, つっ 
きけあっ. ] ょさせゅう ょせきう, おけか-
おけすけ う ょぇ しぇ ゃさぇあょっぉくう 
くぇてうすっ しなしっょう おなき くぇし, 
くうおけえ くっ けすさうつぇ, つっ きくけゅけ 
しきっ しすさぇょぇかう いぇさぇょう すはた, 
きぇおぇさ つっ う くうっ しきっ うき くぇ-
くっしかう きくけゅけ こけ-きぇかおう, くけ 
さっぇかくう しすさぇょぇくうは - くぇてぇ-

╉ぇおすけ くぇゃしはおなょっ ゃ けさなあっえ
くうちぇすぇ, う ゃ しすさけうすっかくけすけ 

いゃっくけ くっとぇすぇ しっ こけょさっあょぇす 
けすょぇかっつ. ¨とっ くぇこさけかっす ゃしっおう 
いぇゃけょ こけょぇゃぇ こかぇく いぇ くせあくう
すっ きせ さっきけくすう. ]なしすぇゃは しっ ちは
かけしすくぇ こさけゅさぇきぇ くぇ こかぇくけゃうすっ 
しすさけうすっかくう ょっえくけしすう, こけしかっ しっ 
ういこなかくはゃぇ. ′け, けしゃっく  こさっょゃう
ょっくうすっ, すせお ゃないくうおゃぇす う きくけゅけ 
くっこさっょゃうょっくう ょっえくけしすう. ╆ぇすけゃぇ 
╇さはいけゃぇ おぇいゃぇ: “‶さう くぇし ゃしうつおけ 
っ „′ぇ こけあぇさ!“. ╇ つっしすけ うきぇ いぇ
ょぇつう „けす ょくっし – いぇ ゃつっさぇ”.  ′け 
しすさけうすっかうすっ しっ しこさぇゃはす. 〈ぇえくぇ
すぇ くぇ しこさぇゃはくっすけ くぇつぇかくうおなす 
ゃうあょぇ ゃ こさけそっしうけくぇかういきぇ くぇ 
っおうこぇ う ゃ さぇいぉうさぇすっかしすゃけすけ, 
おけっすけ すせお っ すさぇょうちうは.
′ぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ くぇゃさなた 

さけあょっくうは しう ょっく こさっい 1977-きぇ 
〈ぇすはくぇ こけしすなこゃぇ すせお, ゃ ぇさしっ
くぇかしおけすけ しすさけうすっかしすゃけ しぇ いぇっすう 
こけゃっつっ けす 160 ょせてう.  〈っ ゃょう
ゅぇす たぇかっすぇ, ぇょきうくうしすさぇすうゃくう 
しゅさぇょう う „ぉうすけゃおう“ くっ しぇきけ くぇ 
けしくけゃくぇすぇ こかけとぇょおぇ, くけ う ゃ 
こけょっかっくうはすぇ ういゃなく ╉ぇいぇくかなお – 
〉しすさっき, 》かはぉけゃけ, 』っさくけけつっくっ, 
╁けえくうおぇ, ]すさぇかょあぇ... “》けさぇすぇ 
しっ さぇょゃぇたぇ きくけゅけ, とけき こけつくっき 
くっとけ ょぇ しすさけうき, いぇとけすけ うき ょぇ
ゃぇたきっ さぇぉけすぇ“, こけきくう ╇さはいけゃぇ. 
〈は おぇすっゅけさうつくけ けすおぇいぇかぇ しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ]すさけうすっか
くうは すったくうおせき ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
ょぇ さぇぉけすう おぇおゃけすけ う ょぇ ぉうかけ 
ょさせゅけ. „╆ぇゃなさてうた  いぇ しすさけうすっ
かっく すったくうお う すけゃぇ うしおぇき!“ – っ 
こさうくちうこなす くぇ 〈ぇすはくぇ. ╁ „┿さしっ
くぇか“ ぉうかぇ こけしさっとくぇすぇ けす ゃっすっ
さぇくぇ くぇ いゃっくけすけ ╁ぇしうか 〈っくっゃ. 
„╀かぇゅけょぇさくぇ しなき くぇ おけかっゅうすっ, 
けす おけうすけ しなき しっ せつうかぇ“, おぇいゃぇ 
っょうくしすゃっくうはす ょくっし すったくうつっしおう 
さなおけゃけょうすっか ゃ „┿さしっくぇか“. „‶け
ゃっつっすけ けす すはた, いぇ しなあぇかっくうっ, しぇ 
こけつうくぇかう...“, ょけぉぇゃは ╇さはいけゃぇ. 
′け ょせたなす うき けしすぇゃぇ. ] くぇせつっ
くけすけ けす すはた  ょくってくうはす くぇつぇか
くうお ちった こけょぉうさぇ こっさしけくぇかぇ しう 
ゃくうきぇすっかくけ. 〈ぇおぇ, つっ ょぇ くっ しっ 
くぇかぇゅぇ, ぇおけ くはおけえ くっ しすぇゃぇ いぇ 
こさけそっしうはすぇ, ょぇ ぉなょっ けしゃけぉけあ
ょぇゃぇく. „‶さっあうゃっくうすっ しなおさぇとっ
くうは くぇ ょゃぇ こなすう こさう くぇし しぇ くぇえ-
すっあおうすっ きけきっくすう ゃ さぇぉけすぇすぇ きう 
こさっい ゅけょうくうすっ“, おぇいゃぇ てっそなす 
くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ しすさけうすっかう. ╇ 
しっ くぇょはゃぇ こけゃっつっ ょぇ くっ え しっ 
くぇかぇゅぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し すけゃぇ 
– ょぇ せゃけかくはゃぇ おけかっゅう. ╇さはいけゃぇ 
しっ さぇょゃぇ, つっ くけゃうすっ ょけゅけゃけさう 
くぇ „┿さしっくぇか“ こけいゃけかはゃぇす こさけ
ういゃけょしすゃけすけ ょぇ しっ さぇいさぇしすゃぇ, 
そうさきぇすぇ ょぇ こけょけぉさはゃぇ ゃしっ こけ
ゃっつっ しなしすけはくうっすけ しう: „′ぇょはゃぇき 
しっ ゃっつっ くっとぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか“ ょぇ 
すさなゅくぇす ょけぉさっ“. 》けさぇすぇ, おけうすけ 
せこさぇゃかはゃぇ, きぇおぇさ う けす しなこなす
しすゃぇとうすっ ょっえくけしすう, くっ こさはおけ 
しゃなさいぇくう し こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
こさなゃ こけゅかっょ, しぇ こけゃっつっ けす くせあ
くう くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ すは 
ゅう こけょぉうさぇ ゃくうきぇすっかくけ. ╃なさあう 
くぇ けこうすぇ, くけ う くぇ あっかぇくうっすけ ょぇ 
しっ せつうて ゃ いぇくぇはすぇ. ╆ぇすけゃぇ しっ 
さぇょゃぇ くぇ けくっいう きけきつっすぇ, おけう
すけ, ょけてかう しなゃしっき くっせおう, しぇきけ 
いぇ ょゃっ-すさう ゅけょうくう せしこはゃぇす ょぇ 
しすぇくぇす きぇえしすけさう. ╋けくすぇあくうちう, 
すっくっおうょあうう, しすなおかぇさう, ぉけは
ょあうう, ょなさゃけょっかちう, しすさけうすっかくう 
さぇぉけすくうちう... ぉなかゅぇさう, さけきう, 
すせさちう... 【ぇさっく っ っおうこなす けす 
たけさぇ くぇ ]すさけうすっかくうは ちった. ′け いぇ 
すはた てっそおぇすぇ うき おぇいゃぇ: “╁しうつおう 
しきっ っょくけ しっきっえしすゃけ! ╇きぇきっ しう 
ゅけかはきけ ょけゃっさうっ... ╋くけゅけ しぇ きう 
たせぉぇゃう きけきつっすぇすぇ!“. ╃けゃっさうっすけ 
っ: “╉ぇすけ こさう おけきせくういきぇ“ – くっ 
ういつっいゃぇ くうとけ つせあょけ, おぇきけ かう 
しすけすうくおうすっ いぇ けぉとけすけ おぇそっ. 
╉ぇおすけ う くぇ ょさせゅう きっしすぇ ゃ „┿さしっ
くぇか“, たけさぇすぇ すせお しう こけきぇゅぇす ょぇ

〈¨]《 〈¨ ╊ ╇ „╅『』╊〉╅]”!
かっつ ういゃなく ぇくゅぇあうきっくすうすっ ゃ 
さぇきおうすっ くぇ さぇぉけすくうは ょっく. 
¨しけぉっくけ, おけゅぇすけ くはおけえ うきぇ 

くっとけ ゃおなとう ょぇ しう しすさけう 
うかう さっきけくすうさぇ. 〉しっとぇくっすけ 
いぇ っおうこくけしす, しなとけすけ, おけっ
すけ くぇ ゃさっきっすけ しっ くぇさうつぇてっ 
„おけかっおすうゃ“, ぇさしっくぇかしおうすっ 
しすさけうすっかう こさっくぇしはす ういゃなく 
こけさすぇかぇ う こけ ゃさっきっ くぇ けぉ
とうすっ こさぇいくうちう.  ╆ぇすけゃぇ 
おせこけくなす, けさゅぇくういうさぇく けす 

てっそおぇすぇ ╇さはいけゃぇ いぇ ╃うきう
すさけゃょっく, っ てせきっく, ょなかなゅ う 
こなかっく し っきけちうう. 90 ゅけょうくう 

けすぉっかはいぇ ぇさしっくぇかしおけすけ しすさけ
うすっかくけ いゃっくけ くぇゃさなた  ╃うきう
すさけゃょっく, こさけそっしうけくぇかくうはす 

こさぇいくうお くぇ しすさけうすっかは.  ¨ゅ
さけきくぇ すけさすぇ, いぇおぇつかうゃけ せお
さぇしっくぇ し きうしすさうう, おけそう  う 
こさけつうっ „ょのいっくう“ いぇさぇょゃぇかぇ 
のぉうかはさうすっ. 〈けさすぇすぇ, しこさっす
くぇすぇ けす たけさぇすぇ ゃ しすけかぇ くぇ 
╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ, っ こけょぇさなお 
けす ╉′]╀. ╇きぇ しう う そけえっさ
ゃっさおう – くぇ のぉうかっえ おぇすけ くぇ 

のぉうかっえ!  ╆ぇ こさぇいくうおぇ おぇくはす 
う ぉうゃてう おけかっゅう, ╇さはいけゃぇ 
こけょゅけすゃは ゃくうきぇすっかくけ ゃしはおぇ 

こけょさけぉくけしす: “╇しおぇた ょぇ しっ いぇ
こけきくう“ - いぇ ょぇ しっ せしっすはす うし
すうくしおうはす こさぇいくうお う ょせたなす くぇ 
のぉうかっは. ]くうきおうすっ けす しぉうさおぇ
すぇ こけおぇいゃぇす, つっ すけつくけ すぇおぇ っ 
ぉうかけ – ゃっしっかけ: „]すさぇたけすくけ しう 
ういおぇさぇたきっ!“ ╉ぇすけ くぇ ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ しすさけうすっかうすっ すさなゅゃぇかう 
こけ っおしおせさいうう うい ╀なかゅぇさうは 
しかっょ こけさっょくうは こさっょしさけつくけ 
こさっょぇょっく けぉっおす. „′ぇえ けぉうつぇ
たきっ しこってくうすっ いぇょぇつう“, しきっっ 
しっ ╇さはいけゃぇ: しかっょ  こさっょぇゃぇ
くっすけ くぇ けぉっおすぇ こさっょしさけつくけ 
しすさけうすっかうすっ すさなゅゃぇかう こけ こな
すうとぇすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ し こぇさうすっ 
けす こけさっょくぇすぇ くぇゅさぇょぇ いぇ せょぇ
さっく すさせょ. 
〈させょなす ぉうか せょぇさっく くぇうしすう

くぇ. „╁ しすさけうすっかしすゃけすけ かっしくけ 
くはきぇ. ╁しうつおけ っ すさせょくけ“, せし
きうたゃぇ しっ 〈ぇすはくぇ. ╇ ゃ しこけきっ
くうすっ  え しっ さっょはす  くけゃう たぇかっ
すぇ, けゅさぇょう, ぇょきうくうしすさぇすうゃくう 
しゅさぇょう, „ぉうすけゃおう“, こけおさうゃう, 
こかけとぇょおう...  ┿さしっくぇかしおうすっ 
しすさけうすっかう ぉうかう おけきぇくょうさけ
ゃぇくう いぇ さっきけくすう くぇ しすぇくちう
はすぇ ゃ ′っしっぉなさ /けす きぇさす ょけ 
のくう/ う ょけさう – ゃなゃ ╁けっくくけ-
きっょうちうくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは, し 
おけはすけ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ
くうちぇ うきぇ ょけゅけゃけさ いぇ かっつっくうっ 
くぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう.  
╃くっし すけゃぇ しぇ たけさぇすぇ, ゃょうゅくぇ
かう くけゃうすっ しゅさぇょう くぇ すっさっくぇ 
ゃ ╋なゅかうあ う くけゃうは ちった 5/600. 
〈っいう 38 ょせてう こけいくぇゃぇす ゃしはおぇ 
こっょは ぇさしっくぇかしおぇ すっさうすけさうは: 
ゃないしすぇくけゃはゃぇす しかっょ ぇゃぇさうう 
う うくちうょっくすう, いぇきぇいゃぇす, しきっ
くはす くぇしすうかおう しかっょ すっつけゃっ..., 
ゃしうつおけ こけ しすさけうすっかしすゃけすけ っ ゃ 
すったくうすっ さなちっ. ╀っい ょっえくけしすうすっ 
こけ っか. う ╁う╉. „]すさけうき けす ┿ ょけ 
ぅ“, かぇおけくうつくぇ っ ╇さはいけゃぇ. [ぇ
ぉけすはす ゃ すはしくぇ ゃさないおぇ し すさぇくし
こけさすくけすけ いゃっくけ くぇ „┿さしっくぇか“, 
し おけかっゅうすっ けす ‶さけっおすうさぇくっすけ, 
ういちはかけ ういゃなさてゃぇくけ けす ぇさ
しっくぇかしおうすっ しこっちうぇかうしすう くぇ 
》さうしすうくぇ ‶っすさけゃぇ. ╇ ょけぉぇゃは 
し てうさけおぇ せしきうゃおぇ: „】けき しきっ 
ゃ „┿さしっくぇか“, しきっ しゃなさいぇくう 
ゃしうつおう.  ]ゃなさいぇくけしすすぇ くっ っ 
しぇきけ ゃ さぇぉけすぇすぇ. ╋うかけ きう っ ゃ 
„┿さしっくぇか“, おぇいゃぇ てっそおぇすぇ くぇ 
]すさけうすっかくうは ちった. ‶さっい ゅけょう
くうすっ きけきつっすぇすぇ, おけうすけ くはおけ
ゅぇ っ こけしゃっとぇゃぇかぇ ゃ いぇくぇはすぇ, 
ゃっつっ しぇ ゅけかっきう きなあっ. ]ぇくすう
きっくすなす おなき さぇぉけすぇすぇ しっ せしっ
とぇ う ゃ ょせきうすっ: “》せぉぇゃけ っ ょぇ 
おぇあって: すけゃぇ っ こけしすさけっくけ こけょ 
きけっ さなおけゃけょしすゃけ!“.  „╁うあょぇき, 
つっ けしすぇゃぇ くっとけ しかっょ きっく....“, 
しぇ こさけしすうすっ ょせきう, おけうすけ おさう

はす さぇょけしすすぇ けす あうゃけすぇ. ╋ぇ
とぇぉくう しすさけうすっかしすゃぇ 〈ぇすはくぇ 
せ ょけきぇ くっ さぇいゅさなとぇ. ‶さぇゃう 

しぇきけ こけ-ょさっぉくう さっきけくすう. ╆ぇ 
しきっすおぇ くぇ すけゃぇ っ こけきぇゅぇかぇ 
くぇ ぉかういおう う さけょくうくう. ╋ぇ
とぇぉくうすっ ょっえくけしすう しぇ ゃ „┿さ
しっくぇか“.  [ぇぉけすぇすぇ っ けゅさけきくぇ, 
こさけゃっさおうすっ けす うくしすうすせちううすっ  
-  しなとけ. „]おなしゃぇす くう けす こさけ
ゃっさおう“, しきっっ しっ ]すさけうすっか わ1 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくう
ちぇ. ′っえくうすっ たけさぇ さぇぉけすはす う 
ゃ あっゅぇ, う ゃ しすせょ, けしゃっく, ぇおけ 
くっ っ すけかおけゃぇ しうかっく, つっ ょぇ 
こさぇゃう きぇすっさうぇかうすっ くっゅけょくう. 
„╇かう ゃしうつおう さぇぉけすうき, くぇつっかけ 
し きっく, うかう くうおけえ!“, っ こさけしすけ
すけ こさぇゃうかけ くぇ てっそぇ ╇さはいけゃぇ. 
╉なき たけさぇすぇ しう すは しっ けすくぇしは 
っょくぇおゃけ, いぇとけすけ: “′うおけえ くっ 
っ こけ-ゅかぇょっく けす ょさせゅうは.“ ╁っ
さけはすくけ いぇすけゃぇ おけかっおすうゃなす っ 
きくけゅけ しこかけすっく. ╁ぇあくけすけ ゃ 
すぇは さぇぉけすぇ っ う ょさせゅけ: すさはぉ
ゃぇ ょぇさぉぇ, すぇかぇくす... “′ぇしうかぇ 
くっ しすぇゃぇ“, けすしうつぇ  けこうすくうはす 
しすさけうすっかっく すったくうお. ] くぇゃう
おぇ くぇ けこうすぇ 〈ぇすはくぇ こけょさっあょぇ 
いぇょぇつうすっ すぇおぇ, つっ ゃなすさってくう
すっ ょっえくけしすう ょぇ けしすぇゃぇす いぇ いう
きぇすぇ. ′け くうおけゅぇ ゃ すぇいう さぇぉけすぇ 
くっとぇすぇ くっ きけゅぇす ょぇ しっ こかぇくう
さぇす ょけ おさぇえ. „′ぇてぇすぇ こさけそっ
しうは っ しせさけゃぇ, きなあおぇ, くけ くぇえ-
ゃぇあくけすけ っ  ょぇ しう くぇ っょうく っいうお 
し たけさぇすぇ, ょぇ ぉなょって いぇっょくけ し 
すはた“, しこけょっかは ╇さはいけゃぇ. ╇ ょけ
こなかゃぇ こさけしすうつおけ: “╉ぇおすけ ぇい, 
すぇおぇ う すっ しぇ さぇぉけすくうちう くぇ 
„┿さしっくぇか“. 〈ぇすはくぇ くうおけゅぇ くっ 
っ くぇこせしおぇかぇ そうさきぇすぇ. ′っ え 
きうくぇゃぇ こさっい せきぇ. ¨しゃっく ゃっょ
くなあ, おけゅぇすけ せあ しっ „いぇこぇかうかぇ“ 
こけ うょっは くぇ おけかっゅぇ, くけ: “〈けえ 
ういかっいっ くっしっさうけいっく...“. „》せぉぇ
ゃけ きう っ ゃ „┿さしっくぇか“, あうゃけすなす 
くう きうくぇゃぇ すぇき...“, せしきうたゃぇ しっ 
〈ぇすはくぇ. 『ったなす こけ しすさけうすっか
しすゃけすけ, おけえすけ すは さなおけゃけょう, っ ゃ 
しすさせおすせさぇすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 0 – こけょ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ うくあ. 『ゃっ
すぇく 【うおけゃ う さっしけさくうは ょうさっお
すけさ こけ すったくうつっしおうすっ ゃなこさけしう 
うくあ.》さうしすけ ]すさっておけゃ. ╋ぇおぇさ 
こさなしくぇすう くぇゃしはおなょっ こけ ぇさ
しっくぇかしおうすっ すっさっくう, しすさけうすっ
かうすっ くぇ ╇さはいけゃぇ しう うきぇす けす
かうつくぇ しけぉしすゃっくぇ きぇすっさうぇかくぇ 
ぉぇいぇ し さぇぉけすうかくうちう う きくけゅけ 
ょけぉさう  ぉうすけゃう せしかけゃうは いぇ こけ
つうゃおぇ. 〈ぇすはくぇ こけきくう ゅけかけすけ 
こけかっ くぇ すぇいう ぉうすけゃぇ しゅさぇょぇ, 
おけはすけ すけゅぇゃぇてくうはす てっそ 〈っ
くっゃ こなさゃけ くぇつっさすぇか ゃなさたせ 
おせすうは けす ちうゅぇさう „]かなくちっ“...
〈ぇすはくぇ こけきくう きくけゅけ くっとぇ. 

¨す ゃしうつおうすっ しう くはおけゅぇてくう 
しなせつっくうちう しぇきけ すは けしすぇゃぇ 
ょけおさぇえ ゃはさくぇ くぇ こさけそっしうはすぇ 
くぇ しすさけうすっかくうは すったくうお. ¨ぉう
つぇ しう は. ′うとけ, つっ っ こけ きなあおう 
すさせょくぇ. ┿ きけあっ ぉう – すけつくけ いぇ
すけゃぇ. ‶さうぉさぇかぇ しっ ゃ 〈せかけゃけ, 
いぇ ょぇ ゅかっょぇ ぉけかくうは しう ぉぇとぇ, 
〈ぇすはくぇ ょくっし くはきぇ くうおぇおゃけ 
くぇきっさっくうっ ょぇ しっ ゃさなとぇ ょぇ 
あうゃっっ ゃ ゅさぇょぇ. ╄しすっしすゃっくうすっ 
けすくけてっくうは きっあょせ たけさぇすぇ, ょけ
ゃっさうっすけ, こけきけとすぇ けす こさうはすっか 
う しなしっょ, しぉうさおうすっ う しさっとうすっ 
くぇ つけゃっお し つけゃっおぇ, しぇ くっとけ
すけ, おけっすけ は いぇょなさあぇ くぇ しっかけ. 
╉けゅぇすけ しう うしおぇ, こけょさっあょぇ 
ゅさぇょうくおぇ, おけゅぇすけ くっ - つっすっ. 
‶さっくぇしは おくうゅうすっ けす ぉけゅぇすぇ
すぇ しう ぉうぉかうけすっおぇ ゃ ╉ぇいぇく
かなお, いぇ おけきこかっおすけゃぇくっすけ くぇ 
おけはすけ っ しすぇゃぇかぇ くはおけゅぇ う ゃ 4 
しせすさうくすぇ, いぇ ょぇ しっ くぇさっょう くぇ 
けこぇておぇ こさっょ  おくうあぇさくうちぇすぇ. 
╇ しっゅぇ しう おせこせゃぇ おくうゅう. ′け 
こけ-さはょおけ. ′け つっすっくっすけ ゃなさゃう 
しなし しなとけすけ すっきこけ. ╉ぇすけ いぇょぇ
つうすっ „けす ょくっし – いぇ ゃつっさぇ“ こけ 
しすさけうすっかくうすっ こかけとぇょおう くぇ 
„┿さしっくぇか“.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

すぇ ゅかせこけしす くう ょけゃっょっ ょけ 
すけゃぇ. ╉ぇおすけ う くぇてぇすぇ ゅかせ-
こけしす ょぇ ぉなょっき くぇえ-ゃっさくう-
すっ しなのいくうちう くぇ ゃっかうおうは 
]なゃっすしおう しなのい う しっゅぇ ょぇ 
ぉなょっき けぉはゃっくう おぇすけ くぇえ-
ぇきっさうおぇくけそうかしおぇすぇ くぇちうは 
ゃ ぃゅけういすけつくぇ ╄ゃさけこぇ, おけっ-

すけ っ っょくぇおゃぇ ゅかせこけしす う けす-
ぉかなしおゃぇとぇ おさぇえくけしす.

╇きぇ かう ょさせゅ ぇくぇかけゅ ゃ 
うしすけさうはすぇ くう しっゅぇてくぇすぇ 
くぇてぇ さっぇかくけしす う しうすせぇ-
ちうは? 

- ]かっょ くぇてっすけ せくういうすっか-
くけ こけさぇあっくうっ, こさう ちはかぇ-
すぇ くう たさぇぉさぇ ぇさきうは しかっょ 
1918 ゅけょうくぇ, ういゃっょくなあ 
╀なかゅぇさうは っ せくうあっくぇ, くぇ-
てうすっ ゃけえくうつっすぇ しぇ こけおぇ-
いぇくう おぇすけ ぉなかゅぇさしおうは ゃけえ-
くうお, くぇゅなくぇか くぇ とうおぇ しう 
こけ 5 こっかっくぇつっすぇ くぇ くけあ. 
╇きぇ ういかけあぉう し ぉなかゅぇさしおう 
いゃっさしすゃぇ. ′け ょけさう う ょぇ うきぇ 
くっとけ きくけゅけ きぇかおけ ゃはさくけ, 
ぉなかゅぇさうすっ しぇ ぉかぇゅけさけょ-
くう. ¨おぇいぇ しっ けぉぇつっ, つっ くっ 
ぉぇくおっさうすっ, くっ しすけこぇくしおうすっ 
ょっえちう, くっ きうくうしすさうすっ, くっ 
ゅっくっさぇかうすっ, ぇ うくすっかうゅっく-
ちうはすぇ ゃないゃなさくぇ くぇてっすけ 
きはしすけ ゃ ╄ゃさけこぇ ゃ こっさうけょぇ 
けす 1920 ょけ 1940 ゅけょうくぇ. 
╇ すけゃぇ しっ けおぇいぇ きくけゅけ こけ-
ゃぇあくけ けす けくけゃぇ, おけっすけ くう 
ぉってっ こさっょこうしぇくけ: ょぇ くは-
きぇきっ ぇさきうは, ょぇ くはきぇきっ 
ぇゃうぇちうは, ょぇ くはきぇきっ けさな-

あうは.

╇ おなょっ ゃ すけいう さっょ, こさけ-
そっしけさっ, っ ょくってくぇすぇ くう 
うくすっかうゅっくちうは, おなょっ しぇ 
ょくってくうすっ ぉせょうすっかう? 

- ╃くってくうすっ ぉせょうすっかう 
しこはす, ょぇ ゅけ おぇあぇ ょっかうおぇす-
くけ.  ┿おけ くはおけゅぇ っ うきぇかけ 
ぉせょうすっかう, すけ すっ しぇ さうしおせ-
ゃぇかう, ぇおけ くっ あうゃけすぇ しう, 
すけ しおさけきくうは しう „おけきそけさす”, 
こさう こけかけあっくうっ, つっ しぇ あう-
ゃっかう ゃ おうかうう, しおさけきくう 
おなとう. ┿ ょくってくうすっ ぉせょうすっ-
かう, ぇおけ うきぇ すぇおうゃぇ, すけ すっ 
あうゃっはす きくけゅけ おけきそけさすくけ. 
〈ゃなさょっ おけきそけさすくけ, ぉうた 
おぇいぇか. 〈っ こさっょこけつうすぇす ょぇ 
しっ ょけおぇさゃぇす くぇ ゃかぇしすすぇ, けす-
おけかおけすけ ょぇ さぇいゃっはす そかぇゅ, 
いくぇきっ, ょぇ くっ ゅけゃけさうき いぇ 
おぇきぇ う おくうゅぇ. ╇ すけゃぇ っ 
ょさぇきぇすぇ くぇ しなゃさっきっくくうは 
くう あうゃけす. ′っ いくぇき おぇおゃう 
しぇ ょくってくうすっ ぉせょうすっかう, ぇい 
くっ しっ しきはすぇき いぇ すぇおなゃ, くけ 
うきぇ ゅけかはきぇ ょさぇきぇ, つっ しな-
ゃさっきっくくぇすぇ うくすっかうゅっくちうは, 
おぇおすけ こさっょう 10 くけっきゃさう, っ 
きくけゅけ せゅけょくうつっしおぇ. 

〈は おなょっ っ ゃしなとくけしす? 
′っ っ ゃ こけかうすうおぇすぇ, くけ っ 
し こけかうすうおぇすぇ. 

- 〈けつくけ すぇおぇ. ╀っいせおけさっく 
ういさぇい. ╉ぇあっすっ きう おけえ けす 
ゃっかうおうすっ こうしぇすっかう こさっょう 
10 くけっきゃさう くっ ぉってっ せたぇあ-
ゃぇく けす ゃかぇしすすぇ? ╈けさょぇく 
[ぇょうつおけゃ たけょってっ くぇ かけゃ し 
〈けょけさ ╅うゃおけゃ. 〈けいう ゃっかうお 
きなつっくうお ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ 

- しなとけ. ╇きぇてっ くぇゅさぇょう, 
おけくゅさっしう, くはきぇてっ くうとけ 
こけ-こけょきぇいゃぇつっしおけ けす すけゃぇ 
〈けょけさ ╅うゃおけゃ ょぇ ゅけゃけさう 
くぇ おけくゅさっしぇ くぇ こうしぇすっかう-
すっ.  ┿い うきぇき きぇかおぇ くぇょっあ-
ょぇ, しかっょ ゃさっきっ きけあっ ぉう とっ 
しすぇくっ, くけ ゃ きけきっくすぇ すっ しっ 
けしかせてゃぇす. „╀せょうすっかうすっ” 
しっ けしかせてゃぇす. ╇ ゃうっ, う ぇい 
しなとけ しっ けしかせてゃぇきっ. 

╆ぇとけ? 
 
- ╆ぇとけすけ くっ いくぇっき おけえ 

とっ ょけえょっ. ╆くぇっすっ かう おけか-
おけ こさっおさぇしくけ ぉってっ, おけゅぇすけ 
ょけえょっ ちぇさはす. 〈けゅぇゃぇ さっおけ-
たきっ: っすけ うょゃぇ っょうく くっせ-
すさぇかっく つけゃっお-しこぇしうすっか, し 
ういゃうくっくうっ, きぇえくぇすぇ きせ う 
こさけつうっ. ┿きう すけえ くぇいくぇつう 
′うくぇ 』うかけゃぇ いぇ きうくうしすなさ 
くぇ おせかすせさぇすぇ. 

 …う いぇ こけさっょっく こなす 
ゃかぇしすすぇ „こさうしこぇ” うくすっ-
かうゅっくちうはすぇ, おぇすけ え しっ 
こさうしきは ゃ けつうすっ? 

- ╇しおぇき ょぇ ゃう おぇあぇ, つっ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくすっかうゅっくちう-
はすぇ ゃうくぇゅう っ ぉうかぇ しなこさう-
つぇしすくぇ し  すけすぇかうすぇさくうすっ 
さっあうきう. ╀なかゅぇさしおぇすぇ うく-
すっかうゅっくちうは くっ っ  けしけぉっくけ 
こけさはょなつくぇ つぇしす. 

┿ いょさぇゃけしかけゃくけ かう っ 
いぇ ょなさあぇゃぇすぇ くう  すは ょぇ 
しすぇゃぇ つぇしす けす せこさぇゃかっ-
くうっすけ え?  

- ╃けしっゅぇ すぇおぇ  ぉってっ う っすけ 
ょけおなょっ くう ょけおぇさぇ すけゃぇ. 
′っ うしおぇき ょぇ しこけきっくぇゃぇき 
うきっくぇ, くうすけ すゃけさつっしすゃけ, 
くけ うきぇてっ つかっくけゃっ くぇ 『╉, 
きうくうしすさう う おぇおゃう かう くっ 
しかぇょおう ょかなあくけしすう いぇ うく-
すっかうゅっくちうはすぇ. 
 
〈けゅぇゃぇ うきぇきっ かう くせあ-

ょぇ けす  すぇおうゃぇ „ょせたけゃくう” 
ぉせょうすっかう? 
 
- ′っ, くはきぇきっ. ╆ぇとけすけ すっいう 

„ょせたけゃくう” ぉせょうすっかう くはきぇす 
しなとうは ぇゃすけさうすっす. ′っおぇ ょぇ 
くぇこけきくは, つっ „¨, くっさぇいせき-
くうえ のさけょっ” けいくぇつぇゃぇ „¨, 
くっさぇいせきくうえ きぇかけせきくうおけ , 
こかのし- きうくせし”. ┿ すけゃぇ ょぇ ゅけ 
おぇあって, きぇおぇさ う ゃ 》うかっく-
ょぇさしおうは きぇくぇしすうさ, すさはぉゃぇ 
たさぇぉさけしす. ┿ ょくってくぇすぇ たさぇ-
ぉさけしす は くはきぇ. ╁しうつおうすっ くう 
こうしぇすっかう, おけかおけすけ う ょぇ  しぇ, 
しっ しなけぉさぇいはゃぇす し おけくのくお-
すせさぇすぇ. ╉ぇおすけ う こさっょう. 

′ぇ おぇおゃけ こさうかうつぇ しっゅぇ 
╀なかゅぇさうは? 
 
- ′ぇ こさけすうゃくけ ょけおぇさゃぇつっ-

しすゃけ, おぇおゃけすけ っ ぉうかけ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは しかっょ 1947 ゅけょうくぇ, 
おけゅぇすけ ういゃっょくなあ ゃしうつおう 
しすぇゃぇす しなゃっすけそうかう, させしけ-
そうかう. ╄ょうく こさうきっさ とっ ゃう 
おぇあぇ: ╄かうく ‶っかうく, ┿かっお-
しぇくょなさ ╀ぇかぇぉぇくけゃ, ぉっい-
しこけさくけ すぇかぇくすかうゃう  たけさぇ, 
おけうすけ けぉぇつっ しぇ こけかせつぇゃぇ-
かう くっこさっおなしくぇすけ たさぇくぇ けす 
ちぇさしおぇすぇ おせたくは, すぇおぇ ょぇ しっ 
おぇあっ, こけ ょけきけゃっすっ しう. ]かっょ 
2 きっしっちぇ しなとうすっ すさなゅゃぇす し 
っょうく おぇきうけく こけ せかうちうすっ, 
くぇ おけえすけ こうてっ: „╀なかゅぇさうは 
– いぇ [っこせぉかうおぇ!”.  》ぇえょっ 
ょぇ しっ こけょしっすうき: おけかおけ こけ-
いくぇゃぇつう う こさけこけゃっょくうちう 
くぇ おけきせくういきぇ けす おぇすっょさぇ-
すぇ こけ „′ぇせつっく  おけきせくういなき” 
う けす ┿¨′]〉 しっゅぇ しすぇくぇたぇ 
ぇくすうおけきせくうしすう. 80 くぇ しすけ! 
╇ こけかせつぇゃぇす ょけしすぇ とっょ-
さう しせぉしうょうう けす つせあぉうくぇ. 
‶さけしすけ しっ つせょは いぇとけ ぇきっ-
さうおぇくちうすっ うき ょぇゃぇす すけかおけ-
ゃぇ こぇさう, しかっょ おぇすけ すっ う ぉっい 
ょさせゅけ とはたぇ ょぇ しっ ういょけおぇ-
さぇす! 

¨す くけゃ ╇ゃぇえかけ かう うきぇ-
きっ くせあょぇ ょくっし うかう けす 
くけゃ ]うきっけく ╁っかうおう? 

- ¨す くけゃ ぉなかゅぇさうく! ′っ 
いくぇき ょぇかう ]うきっけく ╁っかうおう 
うかう ╇ゃぇえかけ, うかう ]すぇきぉけ-
かけゃ, ╀っくおけゃしおう. ╇きぇき せしっ-
とぇくっすけ, つっ とっ せきさっき おぇすけ 
さけぉう うかう とっ あうゃっっき こけ-

ぉっょくけ, おぇすけ ょけしすけえくう たけさぇ. 
╉ぇお ょぇ ゃう ゅけ おぇあぇ こけ-ょっ-
かうおぇすくけ. ┿い しなき こっしうきうしす. 
〈けゅぇゃぇ, おけゅぇすけ こさけしすぇちう 
さぇあょぇす こさけしすぇちう う ゃないこう-
すぇゃぇす こさけしすぇちう, おけうすけ しっ 
ょけおぇさゃぇす くぇ すせさちう, ちうゅぇ-
くう, ぇきっさうおぇくちう , させしくぇちう 
う こさけつうっ, すけゅぇゃぇ くっ いくぇき 
おぇおゃけ とっ しすぇくっ し くぇし. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶さけそっしけさ こけ うしすけさうは, ょなかゅけゅけょうてっく こさっこけ-
ょぇゃぇすっか こけ ╀ぇかおぇくしおぇ うしすけさうは ゃ ]けそうえしおうは 

せくうゃっさしうすっす. ′ぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか けす  ゅさぇあょぇく-
しおぇすぇ おゃけすぇ くぇ ╉けぇかうちうは „╆ぇ ╀なかゅぇさうは” ゃ 3 こけ-
しかっょけゃぇすっかくう きぇくょぇすぇ くぇ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ. 
′けしうすっか くぇ くぇゅさぇょぇすぇ „╂けかはき ‶かぇすけくけゃ ′けぉっか 
くぇ ゃっおぇ” いぇ 2002 ゅけょうくぇ  くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ ぇおぇょっ-
きうは „‶かぇすけく”. ┿ゃすけさ くぇ けおけかけ 40 おくうゅう う くぇょ 300 
こせぉかうおぇちうう くぇ ぉなかゅぇさしおう, ぇくゅかうえしおう,  させしおう, 
うしこぇくしおう, くっきしおう っいうお. ‶さけそ. ‶ぇくすっゃ  ぉっ ゅけしす 
くぇ 13-すぇすぇ ちっさっきけくうは いぇ ゃさなつゃぇくっ くぇ ゅけょうて-
くうすっ くぇゅさぇょう  „』けゃっお くぇ 21 ゃっお” くぇ しょさせあっくうっ 
„‶さけういゃっょっくけ ゃ ╀なかゅぇさうは”, おなょっすけ こさけういくっしっ 
いぇおかのつうすっかくぇすぇ さっつ.  『っさっきけくうはすぇ しっ こさけゃっょっ 
ゃ さっいうょっくちうは „╀けはくぇ” ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╃っくは くぇ 
くぇさけょくうすっ ぉせょうすっかう. 

╄ょくぇ あっくぇ さなおけゃけょう くぇえ-きなあおうは ぇさしっくぇかしおう 
ちった, おなょっすけ ぉかういけ 40 きけきつっすぇ くぇ しさっょくぇ ゃないさぇしす 
けす  40 ゅけょうくう っあっょくっゃくけ おぇすっさはす しおっかっすけ こけ ぇさしっ
くぇかしおうすっ しすさけうすっかくう こかけとぇょおう. ╄ょくぇ あっくぇ – 〈ぇ
すはくぇ ╇さはいけゃぇ, うくぇつっ – こけ うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ, つうし
すぇ いけょうは ╃っゃぇ, こけ きなあおう おぇいゃぇ: “╉けかっおすうゃなす くう っ 
けすかうつっく. ┿い うきぇき っょうく こさうくちうこ. ‶さう きっく ょっかぉぇ 
くはきぇ: おぇおゃけすけ いぇ ╇ゃぇく – すぇおけゃぇ う いぇ 》ぇしぇく!“. 』っ
すうさうょっしっすうきぇすぇ けす ]すさけうすっかくうは ちった くぇ „┿さしっくぇか“ 
しぇ しゃうおくぇかう ょぇ しう おぇいゃぇす ゃしうつおけ ょうさっおすくけ, ぉっい せゃ
なさすぇくうは. ╇ ぉっい „こかのくおう“ いぇょ ゅなさぉぇ. 〈ぇは さぇぉけすぇ, 
しすさけうすっかくぇすぇ, せしせおゃぇくうは くっ すなさこう. ′ぇつぇかくうおなす 
くぇ ちったぇ ╇さはいけゃぇ っ せぉっょっくぇ ゃ すけゃぇ: 34 ゅけょうくう さぇ
ぉけすぇ すせお しぇ ょけしすぇすなつくう, いぇ ょぇ ゅけ いくぇっ. ╉ぇおすけ いくぇっ 
う ゃしっおう しぇくすうきっすなさ, „ゃしはおぇ おっさっきうょおぇ“ けす ゃしっおう 
こけおさうゃ すせお. ╉ぇすっさうかぇ っ ぇさしっくぇかしおうすっ こけおさうゃう – 
ょけ っょうく! 〈けゃぇ しはおぇて こけきぇゅぇ くぇ ╇さはいけゃぇ  ょぇ ゅかっ
ょぇ くぇ くっとぇすぇ けす あうゃけすぇ „けす ゃうしけおけ“. ′ぇきっさうかぇ っ 
しゃけはすぇ しう しゃけぉけょぇ. ╇いぉはゅぇかぇ っ けす ゅさぇょぇ う しう あうゃっっ 
ゃ おなとぇすぇ くぇ しっかけ. „╉けゅぇすけ しう うしおぇき, こさぇゃは くっとけ, 
おけゅぇすけ さってぇ – たゃぇとぇき おくうあおぇすぇ“ , せしきうたゃぇ しっ 〈ぇ
すはくぇ こさっい きなょさけしすすぇ くぇ けこうすぇ. ╋なょさけしす, おけはすけ っ 
しなぉさぇかぇ くっ しぇきけ けす かうつくぇ あうすっえしおぇ こさぇおすうおぇ, くけ 
う けす けこうすぇ くぇ ょさせゅうすっ, けこうしぇく ゃ おくうゅうすっ.  ╊のぉうきけ
すけ え いぇくうきぇくうっ いぇ しゃけぉけょくけすけ  ゃさっきっ っ  つっすっくっすけ 
くぇ しすけすうちうすっ すけきけゃっ けす ょけきぇてくぇすぇ  ぉうぉかうけすっおぇ, 
おけはすけ っ くっえくぇすぇ ょけきぇてくぇ しすさぇしす.

Професорът е страстен почитател на Розовата долина и 

красивите неща в нея
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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

』ぇ』 150 ]╊╇╅ ╇╉¨╈╅【 ′╅》]╅【¨【╊ ╇ 
〉っ[《¨ ′╅╇《╉¨ 〉╅ „╅『』╊〉╅]“

〉《¨ 《【ぁ╊【╊: 〈〉《╈《 』╅
〉《╇¨【╊ 》╊〉』¨《〉╊『¨

』╊『¨《′〉《 】╇╊]¨ぁ╊〉¨╊ 
〉╅ 》╅『¨【╊ ′╅ ╆《]〉¨ぁ〉¨ 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

〈╅『╅ ‶《』¨‒《╇╅
ПРИЛОЖНИЧКАТА ОТ КАЗАНЛЪК С ДУША НА ПОЕТ

╁ さけょくうは ╉ぇいぇくかなお. ╋ぇ-
さうは ╉けしすぇょうくけゃぇ ╈け-

しうそけゃぇ, こけ-ういゃっしすくぇ おぇすけ 
╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ, っ さけょっくぇ 
くぇ 15 そっゃさせぇさう 1905 ゅ. ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╆ぇゃなさてゃぇ ‶っ-
ょぇゅけゅうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ 
さけょくうは しう ゅさぇょ こさっい 1924 ゅ.                                                                                                                                         
╋ぇえおぇ え ┿くぇしすぇしうは っ てうゃぇつ-
おぇ くぇ きけょくう いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ 
けぉかっおかぇ. 『ゃっすけゃっすっ, ょっしっくう-
すっ, おさけえおうすっ… しぇ うしすうくしおけ 
けこうはくっくうっ いぇ きけきうつっすけ し ぉけ-

ゅぇすけ ゃなけぉさぇあっくうっ う すぇかぇくす, 
ゃしっ けとっ くっ こけょけいうさぇとけ, つっ 
しなょぉぇすぇ きせ いぇゃうくぇゅう とっ ぉなょっ 
しゃなさいぇくぇ し ぉぇゅさうすっ, し ゃない-
たうすぇすぇ けす くぇさけょくうすっ すさぇょう-
ちうう, おけうすけ すけ とっ こさっゃなさくっ 
ゃ うょっう いぇ しうかくぇ う ゃないょっえしす-
ゃぇとぇ こさうかけあくぇ っしすっすうおぇ.                                                                                                                               
〉つうすっかはす こけ さうしせゃぇくっ ]すぇくの 
]すぇきぇすけゃ けすおさうゃぇ さはょおぇすぇ 
ょぇさぉぇ くぇ ╋ぇさぇ う は せぉっあょぇゃぇ 
ょぇ いぇきうくっ ょぇ せつう ゃ ┿おぇょっ-
きうはすぇ. 〈ゃけさつっしおぇすぇ しう しなょぉぇ 
けぉぇつっ すは ょなかあう くぇ うきっくうすうは 
たせょけあくうお けす ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく 
╋うかっゃ. ╇きっくくけ すけえ けこさっょっかは 
こなすは え おぇすけ すゃけさっち. ‶けかけゃうく 
ゃっお こけ-おなしくけ すは とっ しこけょっ-
かう: „╋くけゅけ きう こけきけゅくぇ ╇ゃぇく 
╋うかっゃ, し おけゅけすけ ぉはたきっ ょけぉさう 
こさうはすっかう. ‶さっょう ょぇ しっ はゃは ゃ 
┿おぇょっきうはすぇ, すけえ きう おぇいゃぇてっ 
– くうおぇおゃぇ あうゃけこうし, とっ いぇ-
こうてって こさうかけあくけ ういおせしすゃけ. 
〈けゅぇゃぇ いぇ こなさゃう こなす ゃうょはた 
ういかけあぉぇ う すけ ぉっ くっゅけゃぇすぇ, 
せさっょっくぇ ゃ おうくけ „╋けょっさっく すっ-
ぇすなさ”.
╃させゅうすっ せつうすっかう. ╋ぇさぇ 

╈けしうそけゃぇ しっ ゃしかせてゃぇ ゃ しな-
ゃっすうすっ くぇ しゃけうすっ せつうすっかう う 
いぇきうくぇゃぇ いぇ しすけかうちぇすぇ. ╆ぇ ょぇ 
しう けしうゅせさう こぇさう いぇ しかっょゃぇくっ-
すけ, すは さぇぉけすう ゃ おけこさうくっくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ くぇ ┿すぇくぇし ┿ちっゃ ゃ 
╉くはあっゃけ, おなょっすけ ぉなょっとぇ-
すぇ こさうかけあくうつおぇ こさうょけぉうゃぇ 
ぉっいちっくっく けこうす いぇ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ くぇ ょっしっくうさぇくう すなおぇくう. 
〈ぇいう ょっえくけしす ゅさぇぉゃぇ しなさちっすけ 
え, すは しっ こけしゃっとぇゃぇ くぇ すけゃぇ 
ういおせしすゃけ う いぇゃうくぇゅう けしすぇゃぇ 
ゃかのぉっくぇ ゃ くっゅけ.
‶さっい 1931 ゅ. いぇゃなさてゃぇ 》せ-

ょけあっしすゃっくぇすぇ ぇおぇょっきうは, おな-
ょっすけ せつう ゃ こさうかけあくうは けすょっか 
くぇ こさけそ. ]すっそぇく ╀ぇょあけゃ. 
]こっつっかゃぇ 》せきぉけかすけゃぇ しすう-
こっくょうは いぇ ういおせしすゃけ う いぇきうくぇ-
ゃぇ いぇ ┿ゃしすさうは. ╁ ┿おぇょっきうはすぇ 
いぇ こさうかけあくう ういおせしすゃぇ ゃなゃ 
╁うっくぇ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ すさう 

╆ぇきさぇいっくうすっ しすぇあ う ゃないさぇしす いぇ こっくしうけくうさぇくっ う くっしうゅせさ-
くけしすすぇ おぇお とっ しっ こさけきっくはす せしかけゃうはすぇ けす 1 はくせぇさう けつぇお-

ゃぇくけ おぇさぇす たけさぇすぇ ょぇ くっ けすかぇゅぇす ういかういぇくっすけ ゃ こっくしうは くうすけ 
ょっく. ′ぇこかうゃなす けぉぇつっ くぇょたゃなさかは こさけゅくけいうすっ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは 
けしうゅせさうすっかっく うくしすうすせす う しなけすゃっすくけ とっ くぇょゃうてう けつぇおゃぇくうすっ 
さぇいたけょう いぇ こっくしううすっ いぇ すぇいう ゅけょうくぇ, しすぇゃぇ はしくけ  けす こせぉかうおせ-
ゃぇくうすっ ょぇくくう くぇ しぇえすぇ くぇ ′¨╇ こさっい しっょきうちぇすぇ. 
¨す はくせぇさう ょけ しっこすっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ くけゃうすっ こっくしうう いぇ しすぇあ 

う ゃないさぇしす しぇ しっ せゃっかうつうかう し くぇょ 50% しこさはきけ しなとうは こっさうけょ 
くぇ 2013 ゅ. ╇しすうくしおう ぉせき うきぇ う こさう こっくしうけくうさぇくうすっ こけかうちぇう 
う ゃけっくくう - すっ しぇ しっ せゃっかうつうかう し くぇょ 71%. ╃ぇくくうすっ しぇ しぇきけ いぇ 
くけゃけけすこせしくぇすうすっ こっくしうう いぇ 9-すっ きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ.
39 677 ぉなかゅぇさう しぇ しっ こっくしうけくうさぇかう し ういこなかくっくう せしかけゃうは いぇ 

しすぇあ う ゃないさぇしす おなき おさぇは くぇ しっこすっきゃさう.

╆ぇ ゃすけさぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ けさなあっえくうちうすっ-ゃっすっさぇくう けす ╆ぇゃけょ 1 くぇ „┿さしっくぇか“ しっ しなぉさぇたぇ 
くぇ すさぇょうちうけくくぇすぇ しう しさっとぇ: いぇ ょぇ しっ ゃうょはす, ょぇ けぉきっくはす しこけきっくう, ょぇ しっ いぇこけいくぇはす し くぇ-

しすけはとうすっ こぇいうすっかう くぇ ょうさはすぇ, けしすぇゃっくぇ しかっょ すはた. ╇くうちうぇすけさ くぇ しさっとぇすぇ, しなぉさぇかぇ う きくけゅけ 
ぉうゃてう ょうさっおすけさう くぇ ╆ぇゃけょ 1, ぉっ こさっょしっょぇすっかはす くぇ いぇゃけょしおうは おけきうすっす くぇ ╉′]╀ ゃ いぇゃけょぇ 
┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ.

しく. 》さうしすけ ]すさっておけゃ

╀けかくうつくうすっ かう-
しすけゃっ, おけうすけ 

′¨╇ っ こかぇすうか こさっい 
こなさゃうすっ ょっゃっす きっしっ-
ちぇ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ, しぇ 
しっ せゃっかうつうかう し くぇょ 
400 たうかはょう - うかう し 
3,4% ゃ しさぇゃくっくうっ 
しなし しなとうは こっさうけょ くぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ う 
ぉさけはす うき っ くぇょ 11,8 
きかく. 〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ 

けす けそうちうぇかくうすっ ょぇくくう くぇ ′¨╇, けこけゃっしすっくう こさっい しっょきうちぇ-
すぇ. ╁なこさっおう つっ いぇ きけきっくすぇ こぇさう いぇ すぇいう ちっか ゃ ′¨╇ ゃしっ けとっ 
うきぇ, ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ けしすぇゃぇす ぉかういけ 3 きっしっちぇ う くっ っ 
はしくけ おぇおゃけ とっ しすぇくっ. 〈さっゃけあくぇすぇ すっくょっくちうは っ けす 2011 ゅけ-
ょうくぇ くぇしぇき う ぉっかっあう さなしす こけしすけはくくけ.
 ]ぇきけ ゃ „┿さしっくぇか”, おけっすけ こけ ぉさけえ くぇ いぇっすうすっ っ しさっょ くぇえ-

ゅけかっきうすっ こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇくぇすぇ う くぇえ-ゅけかはきけすけ ゃなゃ ╁‶╉ , 
ぉけかくうつくうすっ ょくう いぇ こっさうけょぇ けす 1-ゃう はくせぇさう ょけ おさぇは くぇ しっこ-
すっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ, こけかいゃぇくう  けす さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
しぇ 53 476 ょくう, おぇすけ ゃ すけゃぇ つうしかけ しっ ゃおかのつゃぇす う ぉけかくうつくうすっ 
いぇ ぉうすけゃう う すさせょけゃう いかけこけかせおう, おぇおすけ う ぉけかくうつくうすっ いぇ ぉさっ-
きっくくけしす う さぇあょぇくっ. ¨ぉとぇすぇ しせきぇ, こかぇすっくぇ けす さぇぉけすけょぇすっかは 
- „┿さしっくぇか”, くぇ さぇぉけすくうちうすっ いぇ こなさゃうすっ 3 ょくう けす けぉとうは うき 
ぉさけえ ょくう ゃ ぉけかくうつくう, おけはすけ しなゅかぇしくけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ せ 
くぇし しっ こけっきぇ けす  さぇぉけすけょぇすっかは,  っ 566 587.65 かっゃぇ. 

╊さつたかちてせそ:
》かせつけそせせあてあ ちかなそちすあ -
つてちあにそうか け せあおかきおけ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ
》ちそなかつそち 》あせてかう:

╉せかのせけてか いとおけてかしけ つたみて

]なし 150 かっゃぇ しっ せゃっかうつぇゃぇす 
いぇこかぇすうすっ くぇ さぇぉけすっとうすっ 

ゃ いぇゃけょうすっ 3 う 4 ゃ „┿さしっくぇか“ 
┿╃, しつうすぇくけ  けす 1-ゃう くけっきゃさう 
すぇいう ゅけょうくぇ.  〉ゃっかうつっくうっすけ  っ 
おけきこっくしぇちうは いぇ けすょぇかっつっくけしす 
くぇ さぇぉけすくけすけ  きはしすけ, おけっすけ とっ 
こけかせつぇゃぇす いぇっすうすっ ゃ すっいう ょゃぇ 
いぇゃけょぇ. [ってっくうっすけ いぇ ぉけくせしぇ っ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“ 
しなゃきっしすくけ し さなおけゃけょしすゃぇすぇ くぇ 
ょゃぇすぇ そうさきっくう しうくょうおぇすぇ - ╉〈 
„‶けょおさっこぇ“ う ╉′]╀. ╃けこなかくう-
すっかくうすっ  きっしっつくう しすうきせかう けす  
150 かっゃぇ いぇ けすょぇかっつっくけしす  とっ 
しっ こけかせつぇゃぇす けす さぇぉけすっとうすっ ゃ 
ょゃぇすぇ いぇゃけょぇ いぇ こなかっく さぇぉけすっく 
ょっく くぇ ぉぇいぇ っかっおすさけくっく すぇぉっか. 
╆ぇ こなかっく さぇぉけすっく しっ いぇつうすぇす 
しぇきけ そぇおすうつっしおう こさうしなしすゃっ-
くけすけ ゃさっきっ, おけきぇくょうさけゃおうすっ 
う つぇしけゃうはす しかせあっぉっく けすこせしお. 

ゅけょうくう /1940 – 1943/ しこっちうぇ-
かういうさぇ たせょけあっしすゃっく すっおしすうか 
こさう こさけそ. ╄ょせぇさょ ╈けいっそ ╁う-
きっさ-╁ういゅさうか う  しすっくっく おうかうき 
う そさっしおけ こさう こさけそ. 《っさょう-
くぇくょ ┿くょさう.
╆ぇゃなさてっく あうゃけこうしっち. ╁ 

おさぇは くぇ 30-すっ う こさっい 40-すっ 
ゅけょうくう ╈けしうそけゃぇ しっ ういはゃはゃぇ 
う おぇすけ あうゃけこうしっち, し けそけさきっく 
うくすっさっし おなき そさっくしおうは そけゃう-
いなき – すっつっくうっ ゃ きけょっさくぇすぇ 
あうゃけこうし, ゃ おけっすけ くぇしうすっくう-

すっ う うくすっくいうゃくう ちゃっすけゃっ しぇ 
けしくけゃくう ういさぇいくう しさっょしすゃぇ, 
ぇ さっぇかうしすうつくぇすぇ おぇさすうくぇ 
しっ こさっゃさなとぇ ゃ ょっおけさぇすうゃくけ 
こぇくけ. ‶なさゃうすっ しう せつぇしすうは ゃ 
ういかけあぉう ゃ ╀なかゅぇさうは う つせあ-
ぉうくぇ ╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ こさぇゃう 
こさっい 1935 ゅ. し あうゃけこうしくう 
こかぇすくぇ. ¨す しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょう-

くぇ せつぇしすゃぇ ゃなゃ ゃしうつおう ¨ぉとう 
たせょけあっしすゃっくう ういかけあぉう くぇ 
こさうかけあくうすっ ういおせしすゃぇ, しすぇゃぇ 
つかっく くぇ ╃させあっしすゃけすけ くぇ くけゃう-
すっ たせょけあくうちう. ]ないょぇょっくうすっ 
ゃ すけいう こっさうけょ おぇさすうくう しぇ けす 
けぉかぇしすすぇ くぇ こっえいぇあぇ, くぇすのさ-
きけさすぇ う こけさすさっすぇ: ”‶っえいぇあ 
ゃ ]けそうは”, „‶けさすさっす くぇ こさけそ. 
『けくっゃしおう”, „╃ぇきしおう こけさすさっす”, 
„‶けさすさっす くぇ ╋. ‶.”, くぇすのさきけさ-
すう けす 1943 – 1947 ゅ. う ょさ. 〈っ は 
こさっょしすぇゃはす おぇすけ たせょけあくうお  くぇ 
あうゃけこうし  - ょっかうおぇすくぇ う ぉけゅぇ-
すぇ くぇ くのぇくしう.
╇いおせしすゃけすけ すっおしすうか. ]な-

とうくしおうすっ ぇきぉうちうう くぇ ╋ぇさぇ 
╈けしうそけゃぇ しぇ こさっょう ゃしうつおけ ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ すっおしすうかぇ. ‶さっい 
1954 ゅ. すは こけしっとぇゃぇ ╉うすぇえ 
う しっ いぇこけいくぇゃぇ し おうすぇえしおぇすぇ 
すさぇょうちうは ゃ たせょけあっしすゃっくうは 
すっおしすうか. 〈ゃけさつっしおぇすぇ え っくっさ-

ゅうは しっ くぇしけつゃぇ おなき くっけぉはすくうは 
しゃはす くぇ ょっしっくうすっ いぇ こかぇすけゃっ. 
„╇くすっさっしうすっ え おなき しすぇさう-
すっ すさぇょうちうう くぇ こさうかけあくうすっ 
ういおせしすゃぇ /おうかうきぇさしすゃけ, てっ-
ゃうちう, おっさぇきうおぇ, うおけくけこうし, 
ょなさゃけさっいぉぇ う す.く./ う くっえくぇすぇ 
かうつくぇ けそけさきっくぇ しなゃさっきっくくぇ 
しすうかうしすうおぇ しかぇゅぇす くぇつぇかけすけ 
くぇ っょくけ くけゃけ くぇこさぇゃかっくうっ ゃ 
ぉなかゅぇさしおうは すっおしすうか. ]すけすう-
ちうすっ え こさけっおすう う さなつくけ ょっしっ-
くうさぇくう ょっおけさぇすうゃくう こかぇすけゃっ 
けそけさきはす っょうく くけゃ しゃはす, ゃ 
おけえすけ すは ょぇゃぇ ゃけかは くぇ しゃけっ-
すけ ゃなけぉさぇあっくうっ, あうゃけこうしくぇ 
ょぇさぉぇ, つせゃしすゃけ いぇ っしすっすうおぇ, 
せしっす いぇ さうすきうおぇ う ゃないゅかっょ 
いぇ きけょっさくぇ そけさきぇ”, こうてっ いぇ 
くっは ょけち. ょ-さ ╋ぇさうく ╃けぉさっゃ, 
ょうさっおすけさ くぇ 》せょけあっしすゃっくぇ-
すぇ ゅぇかっさうは ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╃っしっすおう けす くっえくうすっ こさけっおすう 
しぇ ゃっょくぇゅぇ さっぇかういうさぇくう ゃ 
すっおしすうかくうすっ こさっょこさうはすうは ゃ 
しすさぇくぇすぇ. ‶さっい 1955 ゅ. すは こけ-
かせつぇゃぇ いかぇすくぇ いくぇつおぇ くぇ ]╀》.                                                                                                              
╆ぇ すっいう え せきっくうは ┿すぇくぇし ′っえ-
おけゃ とっ くぇこうてっ こさっい 1965 ゅ.: 
”┿おけ けしすぇくって しぇき ゃ こさうおぇい-
くぇすぇ ゅけさぇ けす くぇおぇつっくう こかぇ-
すけゃっ, さうしせゃぇくう けす くっは, とっ 
けすおさうって しゃっすぇ くぇ こけっす. ╃っしっ-
くなす くぇ くっえくうは こかぇす ゅけ こさぇゃう 
くっ しぇきけ „たせぉぇゃ こかぇす”, ぇ こさけ-
ういゃっょっくうっ くぇ ういおせしすゃけすけ…”.                                                     
]すっくくうはす おうかうき. ‶なさゃう-

すっ おさぇつおう くぇ しなゃさっきっくくうは 
ぉなかゅぇさしおう しすっくっく おうかうき しぇ 
くぇこさぇゃっくう こさっい ゃすけさぇすぇ こけ-
かけゃうくぇ くぇ 50-すっ ゅけょうくう くぇ 
きうくぇかうは ゃっお, おけゅぇすけ ╉けきうすっ-
すなす いぇ こさうはすっかしすゃけ う おせかすせさ-
くう ゃさないおう し つせあぉうくぇ こさっょ-
しすぇゃは ゃ ]けそうは ういかけあぉう くぇ 
そさっくしおうは ゅけぉかéく. ╂けぉかéくなす 
っ ょっおけさぇすうゃくぇ おぇさすうくぇ, うい-
すなおぇくぇ うかう ぉさけょうさぇくぇ. ′うて-
おうすっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす けす ぉけは-
ょうしぇく こぇきせお, おけこさうくぇ, ゃなかくぇ 
う ょぇあっ けす しさっぉさけ う いかぇすけ. 

╃さっゃくうはす ╄ゅうこっす 
しっ しつうすぇ いぇ さけょうくぇ 
くぇ しすっくくうすっ こぇくぇ. 
╁ ╄ゃさけこぇ, けしゃっく 
いぇ せおさぇしぇ, すっ ぉうかう 
けすかうつくけ しさっょしすゃけ 
いぇ ういけかうさぇくっ けす 
しすせょ. ╉なしくけすけ くぇい-
ゃぇくうっ „ゅけぉかéく“ 
うょゃぇ けす そぇきうかう-
はすぇ くぇ ぉさぇすはすぇ 
╂けぉかっく, しけぉしすゃっ-
くうちう くぇ おうかうきぇさ-
しおぇ さぇぉけすうかくうちぇ, 
けしくけゃぇくぇ ゃ ‶ぇ-
さうあ こさっい 1601 ゅ.                                                                                                                                      
〉 くぇし すけゃぇ ういおせ-
しすゃけ しっ しゃなさいゃぇ し 
うきっすけ くぇ くっきしおうは 
ゅけぉかっくぇさ ぅおけぉ ╁う-

かっさ, けしくけゃぇか ゃ ╀っさかうく さぇぉけ-
すうかくうちぇ こさっい 1893 ゅ. [ぇぉけすぇ-
すぇ きせ ゃなさゃはかぇ きくけゅけ ょけぉさっ, 
くけ こけあぇさ せくうとけあぇゃぇ ゃしうつ-
おうすっ きせ きけょっかう. ‶さうくせょっく ょぇ 
いぇこけつくっ けす くせかぇすぇ, すけえ けぉう-
おぇかは おかうっくすうすっ しう, いぇしくっきぇ 
ゅけぉかっくうすっ う こさけょなかあぇゃぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ しう. ′ぇえ-ゅけかっきうはす きせ 
こぇいぇさ しっ けおぇいゃぇ ╀なかゅぇさうは, 
すぇおぇ すけえ しこぇしはゃぇ ぉういくっしぇ しう.
╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ っ しさっょ 

こなさゃうすっ, おけうすけ こさぇゃはす くぇ-
つぇかくうすっ しうゅせさくう おさぇつおう いぇ 
こさっゃさなとぇくっすけ くぇ すけいう いぇくぇ-
はす ゃ ういおせしすゃけ. ]のあっすうすっ しぇ 
けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ きうすけかけゅうは う 
こさうおぇいくぇすぇ すさぇょうちうは.
]ゃはす しなし しぇきけしすけはすっかっく 

あうゃけす. ¨す さぇくくうすっ こさけちっしう 
ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ しなゃさっきっくくうは 
ぉなかゅぇさしおう ゅけぉかっく ╈けしうそけゃぇ 
こさっきうくぇゃぇ う こさっい ょうくぇきうつ-

くけすけ せすゃなさあょぇゃぇくっ ゃ さぇいかうつ-
くう くぇこさぇゃかっくうは  くぇ すけゃぇ こさう-
かけあくけ ういおせしすゃけ. ╆ぇしかせゅぇすぇ え 
いぇ くっゅけゃうすっ せしこったう, おぇおすけ せ 
くぇし, すぇおぇ う いぇ きっあょせくぇさけょくけ-
すけ きせ こさういくぇくうっ, っ けゅさけきくぇ. 
〈は せしこはゃぇ ょぇ くぇきっさう けくぇいう 
きけょっさくぇ そけさきぇ くぇ ういさぇいう-
すっかくけしす, おけはすけ ょぇ こさうょぇょっ 
せくうゃっさしぇかくけしす くぇ ゃないこさうっきぇ-

くっすけ きせ うい さぇいかうつくう おさぇうとぇ 
くぇ ╄ゃさけこぇ う しゃっすぇ. 〈ゃけさぉうすっ 
え しぇ しゃなさいぇくう し くぇさけょくけしす-
くうすっ すさぇょうちうう つさっい したけょくうは 
おけきこけいうちうけくっく う ちゃっすけゃう かぇ-
おけくういなき, つさっい けすくけてっくうっすけ 
おなき きぇすっさうぇかぇ う すったくうおぇすぇ.                                                                                                                     
]かっょゃぇとうすっ ょっしっすうかっすうは けす 
あうゃけすぇ くぇ こさうかけあくうつおぇすぇ しぇ 
こけしゃっすっくう くぇ すけゃぇ. ╁ しすっくくうは 
おうかうき すは くぇきうさぇ うしすうくしおけ 
せょけゃかっすゃけさっくうっ けす うゅさぇすぇ くぇ 
そけさきう う ぉぇゅさう, くぇ こけいくぇすう 
う ういきうしかっくう けす くっは しうきゃけ-
かう, けす しなゃさっきっくくぇすぇ ゃさないおぇ 
きっあょせ つけゃっおぇ う こさうさけょぇすぇ, 
きっあょせ すさぇょうちううすっ う きけょっさ-
くけすけ. 〈ぇおぇ しっ こけはゃはゃぇす っき-
ぉかっきぇすうつくうすっ いぇ すけいう こっさうけょ 
/1964 – 1975/ „╃ゃうあっくうっ”,  
„╀っかうはす おけくくうお”, „]けくぇすぇ 
113”, „╋せいうおぇ”, „‶さけかっすくぇ 
こっしっく”, „‶さうおぇいおぇ”, „╅っくぇ う 
こすうちぇ”, „╀なかゅぇさしおけ くけおすのさ-
くけ”, „╆っかっくぇすぇ こすうちぇ” う ょさ.                                                                                 
╇いおせしすゃけすけ くぇ ╋. ╈けしうそけゃぇ 
っ こさっょう ゃしうつおけ ういおせしすゃけ くぇ 
こさけしすさぇくしすゃっくう しすけえくけしすう, すけ 
しっ こさっゃさなとぇ ゃ しゃはす しなし しぇきけし-
すけはすっかっく あうゃけす, っょくぇ いぇゃなさ-
てっくぇ ょっえしすゃうすっかくけしす しなし しゃけう 
っしすっすうつっしおう いぇおけくう, しなし しゃけは 
くさぇゃしすゃっくぇ う つけゃっておぇ すっさう-
すけさうは. 〈ゃけさつっしおぇすぇ え っくっさゅうは 
っ ゃこっつぇすかはゃぇとぇ, せしこったうすっ え 
– しなとけ. 〈は しすぇゃぇ つかっく くぇ 〉] 
う くぇ 》せょけあっしすゃっくうは しなゃっす くぇ 
]なのいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ たせょけあ-
くうちう, ぇ けす 1975 ょけ 1980 ゅ. 
こさっこけょぇゃぇ たせょけあっしすゃっく すっお-
しすうか ゃなゃ そぇおせかすっすぇ いぇ こさう-
かけあくう ういおせしすゃぇ くぇ ′ぇちうけくぇか-
くぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ ぇおぇょっきうは.                                                                 
╁しっけぉとけすけ こさういくぇくうっ. 

‶さっい 1961 ゅ. ╋ぇさぇ ╈けしうそけ-
ゃぇ っ せょけしすけっくぇ しなし いかぇすっく 
きっょぇか くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
こさけしゃっすぇすぇ う おせかすせさぇすぇ. ‶さっい 
1968 ゅ. こけかせつぇゃぇ こなさゃぇ くぇ-
ゅさぇょぇ くぇ ]╀》 いぇ ちはかけしすくけすけ 
しう こさっょしすぇゃはくっ ゃ ¨ぉとぇ たせょけ-
あっしすゃっくぇ ういかけあぉぇ. ‶さっい 1972 
ゅ. っ せょけしすけっくぇ しなし いゃぇくうっすけ 

╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ
/1905 – 1996/ っ っょくけ けす 

くぇえ-こけこせかはさくうすっ うきっくぇ 
くぇ ゅけかっきう  きぇえしすけさう ゃ くぇ-
ちうけくぇかくけすけ くう こさうかけあくけ 
ういおせしすゃけ. ╀けゅぇすけすけ え う 
けさうゅうくぇかくけ すゃけさつっしすゃけ 
うきぇ けこさっょっかはとぇ さけかは いぇ 
ぉなさいけすけ さぇいゃうすうっ くぇ たせ-
ょけあっしすゃっくうは すっおしすうか せ 
くぇし う いぇ しゃっすけゃくけすけ こさう-
いくぇくうっ くぇ しなゃさっきっくくうは 
ぉなかゅぇさしおう ゅけぉかっく. ╈けしう-
そけゃぇ しないょぇゃぇ さなつくけ さう-
しせゃぇく う こっつぇすぇく すっおしすうか 
う こさけっおすうさぇ ょっしっくう いぇ 
すっおしすうかくぇすぇ こさけきうてかっ-
くけしす. ]かっょ 1968 ゅ. さぇぉけ-
すう こさっょうきくけ ゃ けぉかぇしすすぇ 

„╆ぇしかせあうか たせょけあくうお”, ぇ すさう 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ – し „′ぇさけょっく 
たせょけあくうお”. ╆ぇ ゅけぉかっくぇ „╆っかっ-
くぇすぇ こすうちぇ” こさっい 1976 ゅ. こけ-
かせつぇゃぇ くぇゅさぇょぇすぇ くぇ さけょくうは 
しう ゅさぇょ „╇ゃぇく ╋うかっゃ”. ‶さっい 
1995 ゅ. こけかせつぇゃぇ くぇゅさぇょぇ いぇ 
ちはかけしすくけ すゃけさつっしすゃけ くぇ 《けくょ 
„‶けょょなさあぇくっ くぇ ういおせしすゃけすけ ゃ 
╀なかゅぇさうは“.

╁ おさぇは くぇ 70-すっ う こさっい 80-
すっ ゅけょうくう おけきこけいうちううすっ え けす 
ゃなかくぇ くけしはす ゃしっ こけゃっつっ うょっ-
はすぇ いぇ つうしすぇ たぇさきけくうは, きせ-
いうおぇかくぇ さうすきうおぇ う こけっすうつくう 
ぇしけちうぇちうう: „〉すさけ”, „┿かぇそ-
さぇくゅぇ”, „′けおすのさくけ”, „‶さうおぇい-
おぇ”, „‶さぇいくうお”, „〈さぇおうえしおけ 
しかなくちっ” – すけいう ゅけぉかっく っ けす-
かうつっく こさっい 1979 ゅ. し くぇゅさぇ-
ょぇすぇ いぇ こさうかけあくう ういおせしすゃぇ ゃ 
¨》╇ くぇ こさうかけあくうすっ ういおせしすゃぇ 
ゃ ぅきぉけか. ╈けしうそけゃぇ  せつぇしすゃぇ 
ゃ きくけゅけ ういかけあぉう ゃ ╀なかゅぇさうは, 
╇くょうは, ぅこけくうは, [せしうは, ╉う-
すぇえ, 【ゃっちうは, 《さぇくちうは, ┿ゃ-
しすさうは, 』ったうは, ]なさぉうは, ‶けかてぇ, 
╂なさちうは, ╉せゃっえす う ょさ. ‶さっい 
1981 ゅ. けさゅぇくういうさぇ しぇきけし-
すけはすっかくぇ ういかけあぉぇ ゃ ]けそうは.                                                                                                                          
╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ せきうさぇ くぇ 91 
ゅけょうくう くぇ 6 ぇゃゅせしす 1996 ゅ. ゃ 
]けそうは.
╃くっし. ′っえくう こさけういゃっょっ-

くうは こさうすっあぇゃぇす: ′》╂ ゃ ]け-
そうは, たせょけあっしすゃっくうすっ ゅぇ-
かっさうう ゃ ぅきぉけか う ╉ぇいぇくかなお, 
╀′〈, ′╃╉, けぉとっしすゃっくう けさ-
ゅぇくういぇちうう ゃ しすさぇくぇすぇ, おぇおすけ 
う ぉなかゅぇさしおうすっ こけしけかしすゃぇ ゃ 
╂っさきぇくうは, ┿ゃしすさうは, ‶けかてぇ, 
きくけゅけ つぇしすくう おけかっおちうう う ょさ.                                                                                                                                       
‶さっい 2009 ゅ. ′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは ゃ ]け-
そうは けすおさう ういかけあぉぇ くぇ こさう-
かけあくけすけ ういおせしすゃけ „〈けゅぇゃぇ う 
しっゅぇ” – ゃ くっは はさおけ ぉはたぇ けすおさけ-
っくう すゃけさぉうすっ くぇ ╋ぇさぇ ╈けしう-
そけゃぇ. ‶さっい ぇこさうか 2014 ゅ. 》せ-
ょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ こけおぇいぇ こさけういゃっょっくうは 
くぇ くぇえ-ゅけかっきうすっ きぇえしすけさう くぇ 
しなゃさっきっくくうは ぉなかゅぇさしおう ゅけ-
ぉかっく, おかぇしうちう ゃ ういさぇぉけすゃぇ-
くっすけ くぇ しすっくくう おうかうきう せ くぇし, 
しこっつっかうかう う きっあょせくぇさけょっく 
ぇゃすけさうすっす. ′ぇ こなさゃけ きはしすけ 
しさっょ うきっくうすうすっ くう きぇえしすけさう 
ぉっ けすおさけっくけ うきっすけ くぇ おぇいぇく-
かなつぇくおぇすぇ ╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

くぇ しすっくくうは おうかうき – さなつくぇ ういさぇぉけすおぇ, ゃ ゅかぇょおぇ おかぇしうつっしおぇ 
すったくうおぇ くぇ ゃっさすうおぇかっく しすぇく. ╂けかはきぇ つぇしす けす くっえくけすけ うい-
おせしすゃけ っ ゃょなたくけゃっくけ けす ぉなかゅぇさしおけすけ くぇさけょくけ たせょけあっしすゃっ-
くけ くぇしかっょしすゃけ う しかっょゃぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ おせかすせさくぇ すさぇょうちうは.                                                                                                                                 
╋ぇさぇ ╈けしうそけゃぇ っ しっしすさぇ くぇ たせょけあくうおぇ ╈けしうそ ╈けしうそけゃ, 
しくぇたぇ え っ たせょけあくうつおぇすぇ 〈けょけさおぇ ╈けしうそけゃぇ,
くっえくぇ こかっきっくくうちぇ っ たせょけあくうつおぇすぇ ╋ぇさうは ╈けしうそけゃぇ.                                                        

Празник, 1986

Птица и слънце, 1984

『かさそちおへそちけ つあ う たそしけぬけみてあ け あちすけみてあ – 71% ちひつて

『ひさそうそおつてうそてそ せあ なけちすあてあ えそてうけ け せそうけ いそせとつけ くあ  さそしかさてけうあ 

』あすそ う „╅ちつかせあし” くあ 9-てか すかつかぬあ せあ えそおけせあてあ たしあてかせあてあ そて
ちあいそてそおあてかしみ つとすあ くあ たひちうけてか 3 おせけ そて いそしせけねせけてか か たそねてけ 600 にけしみおけ しかうあ


