
╇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. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

｠『¨』【《 》『《╉╅〉《╇
‶かぇくうくぇすぇ - すぇいう ゅけかは-

きぇ かのぉけゃ! 》さうしすけ けす きぇかなお 
っ こさうゃかっつっく けす くっは. ╉けゅぇすけ 
っ くぇ 14, すけえ う ぉさぇすけゃつっょ きせ 
すさなゅゃぇす くぇ ょなかなゅ こけたけょ うい 
]すぇさぇ こかぇくうくぇ, かのぉうきぇすぇ きせ. 
‶さったけょなす っ こさっい ゃさなた ╀けすっゃ /
くぇえ-おさぇしうゃけすけ きはしすけ, しこけさっょ 
くっゅけ/ う くはおけかおけ しすぇさけこかぇくうく-
しおう たうあう ょけ ゅさ. 【うこおぇ. ╃け 
╉ぇさかけゃけ しっ ゃさなとぇす こってぇ こさっい 
し. 【っえくけゃけ う ╉ぇかけそっさ. ¨ゅさけ-
きくぇすぇ けぉうつ おなき こかぇくうくぇすぇ ぉっ-
かっあう あうゃけすぇ きせ くぇすぇすなお.
‶さっい 1958 ゅ. ょゃっ きけきつっすぇ 

しなこさけゃけあょぇす ょけ た. „╀ぇかおぇく-
しおう さけいう” ょゃぇきぇ つせょぇちう し くっ-
けぉうおくけゃっくけ けぉかっおかけ う ゅけかっきう 
けぉせゃおう, くけしっとう ゅさぇきぇょくう さぇ-
くうちう, くはおぇおゃう あっかっいぇ う ゃな-
あっすぇ. ╄ょくけすけ きけきつっ っ 16-ゅけ-
ょうてくうはす 》さうしすけ. ╃ゃぇきぇすぇ 
しすさぇくくうちう いぇこぇかゃぇす うしおさぇすぇ. 
╇ いぇ くっゅけ ぇかこうくういきなす ゃっつっ とっ 
ぉなょっ くっ こさけしすけ たけぉう, ぇ しなし-
すけはくうっ, しなょぉぇ, くぇえ-ぇょっおゃぇす-
くぇすぇ そけさきぇ くぇ しなとっしすゃせゃぇくっ.
′ぇゅけさっ! ‶け-ゃうしけおけ! ╁ 

ょくっゃくうおぇ しう すけえ けすぉっかはいゃぇ, 
つっ し あぇさ こさっこさけつうすぇ おくうゅぇ-
すぇ „〈ったくうおぇ う すぇおすうおぇ くぇ ぇか-
こうくういきぇ” う いぇ っょくぇ しっょきうちぇ 
こさっさうしせゃぇ ゃしうつおう くぇゅかっょくう 
さうしせくおう ゃ くっは. ╆ぇ すぇいう しすさぇしす 
さぇいぉうさぇす う せつうすっかうすっ きせ ゃ 
╋ったぇくけすったくうおせきぇ. ]おけさけ すぇき 
っ しないょぇょっくぇ ぇかこうえしおぇ ゅさせこぇ. 
]おぇかうすっ くぇ ゃけょけこぇょぇ ]せつせさせ-
きぇ ょけ ╉ぇさかけゃけ しすぇゃぇす きはしすけ いぇ 
ういはゃぇ くぇ しきっかけしす う こけょさぇくうかけ 
きなあっしすゃけ. ‶なさゃぇすぇ きせ しさっとぇ 
し うしすうくしおうは ぇかこうくういなき っ くぇ 
¨おさなあくぇすぇ ぇかこうくうぇょぇ ゃ ‶う-
さうく こさっい 1959 ゅ.
》さうしすけ いぇゃなさてゃぇ ╁うしてうは 

たうきうおけ-すったくけかけゅうつっく うくしすう-
すせす ゃ ]けそうは う さぇぉけすう おぇすけ 
うくあっくっさ-きっすぇかせさゅ ゃ ‶っさくうお う 
„╉さっきうおけゃちう“, ぉっい ょぇ しっ さぇい-
ょっかは し ぇかこうくういきぇ. ‶さっい 1961 
ゅ. いぇゃなさてゃぇ 『っくすさぇかくぇすぇ こかぇ-
くうくぇさしおぇ ておけかぇ „╋ぇかぬけゃうちぇ“.
]おけさけ くっ けしすぇゃぇす こかぇくうくぇ う 

ゃさなた, おけうすけ ょぇ くっ っ ういおぇつうか. 
]かっょ おぇすけ ういきうくぇゃぇ ゃしうつおう 
300 きぇさてさせすぇ せ くぇし, すけえ さぇい-
ゃうゃぇ すぇかぇくすぇ しう ゃ [せきなくうは う 
ぃゅけしかぇゃうは. ′ぇすさせこぇか けこうす う 
せゃっさっくけしす, いぇこけつゃぇ ょぇ すなさしう 
くっこけいくぇすけすけ, ゃなかくせゃぇとけすけ. ] 
くっゃっさけはすくぇ すけつくけしす う ういおかの-
つうすっかくぇ かけゅうつくけしす こさけこさぇゃは 
くけゃう きぇさてさせすう, おけうすけ くうおけえ 
くっ っ ょさないくぇか ょぇ けこうすぇ. ‶け-
すさせょくうすっ, くけ う こけ-おさぇしうゃう 
„』っさくうすっ こかけつう“,  „╃はゃけかしおう-
すっ うゅかう”, „╆かうは いなぉ” う ょさ. う 
ょくっし さっしこっおすうさぇす ゃしっおう ぇかこう-
くうしす.
¨とっ こけ-ゃうしけおけ! 》さうしすけ うし-

おさっくけ あっかぇっ ょぇ ういおぇつゃぇ こなさ-
ゃっくちうすっ, ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ ゅけかっ-
きうすっ っおしこっょうちうう. ′け… くはおけえ, 
ゃなこさっおう けすかうつくうすっ きせ おぇつっしす-
ゃぇ おぇすけ おぇすっさぇつ, さってぇゃぇ, つっ 
すけえ くっ こけくぇしは ゃうしけつうくうすっ. ╇ 
ょけ ょくっし けしすぇゃぇ いぇゅぇょおぇ おけえ, 
おけゅぇ う いぇとけ っ さぇいこさけしすさぇくは-
ゃぇか すっいう ぉっいきうしかうちう, かうてぇ-
ゃぇえおう ゅけ けす せつぇしすうっ ゃ くはおけう 
ゃぇあくう う すさせょくう っおしこっょうちうう. 
╂けかっきうすっ こけしすうあっくうは けぉぇつっ 
ゅけ けつぇおゃぇす. ‶さっい 1976 ゅ. すけえ う 
〈さうそけく ╃あぇきぉぇいけゃ せしこはゃぇす ょぇ 
こけおけさはす ╋ぇすっさたけさく, しかっょ おぇすけ 
しっょっき ょくう しぇ ゃ こさっゅさなょおぇすぇ 
くぇ せさぇゅぇくくぇ ぉせさは. ╁ こさけょなか-
あっくうっ くぇ 24 ゅけょうくう ‶さけょぇ-
くけゃ けしなとっしすゃはゃぇ きくけあっしすゃけ 
ういおぇつゃぇくうは ゃなゃ ゃうしけおうすっ う 
すさせょくけ ょけしすなこくう こかぇくうくう ‶ぇ-
きうさ, 》うくょせおせて, ╉ぇゃおぇい う 》う-
きぇかぇうすっ. ‶なさゃうは しう しっょっきたう-
かはょくうお ういおぇつゃぇ こさっい 1975 ゅ. 

¨こうしぇくうっ う ╇いうしおゃぇくうは:

¨こうしぇくうっ くぇ ょかなあくけしすすぇ:
- ¨すゅけゃぇさは いぇ ゃなくてくう ょけしすぇゃおう くぇ きぇすっさうぇかうすっ, けしうゅせさは-

ゃぇとう こさけういゃけょしすゃっくうは こさけちっし くぇ そうさきぇすぇ;
- ╇いゃなさてゃぇ ちはかけしすくけ ゃしはおぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ きぇすっさうぇかぇ けす いぇは-

ゃはゃぇくっすけ きせ ょけ いぇこさうたけあょぇゃぇくっ ゃ しおかぇょけゃけすけ しすけこぇくしすゃけ;
- ╉けけさょうくうさぇ ょけしすぇゃおうすっ くぇ きぇすっさうぇかう し けゅかっょ しさけおぇ くぇ 

こさけういゃけょしすゃけ;
- ]かっょう いぇ しこぇいゃぇくっ くぇ おけかうつっしすゃっくうすっ う おぇつっしすゃっくうすっ 

こけおぇいぇすっかう くぇ しせさけゃうくうすっ う きぇすっさうぇかう う ういゃなさてゃぇ さっおかぇ-
きぇちうう こさう けすおかけくっくうは けす せしすぇくけゃっくうすっ しすぇくょぇさすう;
- ]なしすぇゃは くっけぉたけょうきうすっ ょけおせきっくすう いぇ ういょぇゃぇくっ くぇ さぇいさっ-

てっくうは いぇ ゃくけし くぇ しこっちうぇかくぇ こさけょせおちうは;
- ‶さぇゃう こさけせつゃぇくっ くぇ こぇいぇさぇ し ちっか ういこけかいゃぇくっ くぇ くぇえ-

ぉかぇゅけこさうはすくうすっ ちっくけゃう さぇゃくうとぇ いぇ いぇおせこせゃぇくうすっ しすけおけゃけ-
きぇすっさうぇかくう ちっくくけしすう.

╇いうしおゃぇくうは おなき おぇくょうょぇすうすっ:
- ╁うしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ (うおけくけきうつっしおう,すったくうつっしおう,ょさ. こさけ-

そうか)
- ¨すかうつくけ ゃかぇょっっくっ くぇ ぇくゅかうえしおう っいうお (せしすくぇ う こうしきっくぇ 

おけきせくうおぇちうは);
- ╁かぇょっっくっ くぇ ゃすけさう っいうお っ こさっょうきしすゃけ;
- 〉きっくうっ いぇ さぇぉけすぇ し おけきこのすなさ (Word, Excel, Internet);
- ╊うつくう おぇつっしすゃぇ: うくうちうぇすうゃくけしす, おけきせくうおぇすうゃくけしす, けす-

ゅけゃけさくけしす う せきっくうっ いぇ さぇぉけすぇ ゃ っおうこ.

《うさきぇすぇ こさっょかぇゅぇ ょけぉさけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, おぇさうっさくけ さぇい-
ゃうすうっ う しけちうぇかくう こさうょけぉうゃおう.

╆ぇ  おけくすぇおすう う うくそけさきぇちうは:
すっか: 0431/ 63133, 0431/ 57747

╆ぇこうすゃぇくうは, CV う きけかぉう いぇ さぇぉけすぇ
きけゅぇす ょぇ しっ ういこさぇとぇす くぇ
email: kadri@arsenal-bg.com
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╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
¨せきかせかち 〉けさそしあこ 〉けさそしそう

╂けすけゃ っ こかぇくなす, こけ 
おけえすけ ょなさあぇゃぇすぇ とっ 

いぇこけつくっ ぉっいこかぇすくけ しぇ-
くうさぇくっ くぇ こぇくっかくう う 
しすけきぇくけぉっすけくくう しゅさぇょう 
けす かはすけすけ くぇ 2015 ゅけ-
ょうくぇ.  〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ 
けす しぇえすぇ くぇ ′]¨[╀ う くぇ 
╋[[╀.  ‶け ょぇくくう くぇ [っゅう-
けくぇかくけすけ きうくうしすっさしすゃけ, 
ゃ しすさぇくぇすぇ うきぇ 70 259 
しゅさぇょう, おけうすけ しぇ こぇくっか-
くう う しすけきぇくけぉっすけくくう. ╁ 
すっいう しゅさぇょう あうかうとぇすぇ 
しぇ けぉとけ 1 きかく. 123 たう-
かはょう,  おぇすけ 98% けす すはた 
しぇ ゃ 28-すっ ゅけかっきう ゅさぇょぇ. 
╆ぇ ちっかすぇ ょなさあぇゃぇすぇ, ゃ 
かうちっすけ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけ 
くぇ そうくぇくしうすっ, すさはぉゃぇ 

- ゃさなた ╊っくうく (7134 き) – ょく. 
┿ぉせ ┿かう うぉく ]うくぇ (┿ゃうちっくぇ). 
]かっょ くっゅけ - ╉けきせくういなき (7 495 
き).
╊たけちっ, 》うきぇかぇうすっ. 》さうしすけ 

‶さけょぇくけゃ  っ こなさゃうはす ぉなかゅぇ-
さうく, おけえすけ こさっい 1981 ゅ. ういおぇつ-
ゃぇ けしっきたうかはょくうお, つっすゃなさすうは 
こけ ゃうしけつうくぇ ゃさなた ゃ しゃっすぇ – 

╊たけちっ /8516 き/. ╀かぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ すけいう しきっか ぇかこうくうしす こなさゃぇ-
すぇ くう たうきぇかぇえしおぇ っおしこっょうちうは 
いぇゃなさてゃぇ せしこってくけ う ょぇゃぇ くぇ-
つぇかけすけ くぇ こけたけょぇ くぇ ╀なかゅぇさうは 
ゃ 》うきぇかぇうすっ う ╉ぇさぇおけさせき. ╁ 
おくうゅぇすぇ しう  „╊たけちっ. ‶け いぇこぇょ-
くぇすぇ しすっくぇ“,1982 ゅ. すけえ しこけ-
ょっかは: „]かっょ くはおけかおけ きうくせすう 
しっ けいけゃぇた くぇ ゃなさたぇ. 』ぇしなす ぉっ 
13:55. ]ぇき くぇ すけいう けしすなさ おぇすけ 
ぉせさゅうは ゃさなた! ′っ きけあった ょぇ こけ-
ゃはさゃぇき くぇ けつうすっ しう, つっ くぇゅけさっ 
くはきぇ こけゃっつっ…” ╁なかくせゃぇとうはす 
きうゅ すさぇっ 20-30 しっお., くけ けしすぇゃぇ 
いぇゃうくぇゅう ゃ しなさちっすけ きせ.
〈ぇき, おなょっすけ うきぇ ゃけかは, 

うきぇ う こなす! - おぇいゃぇか 》さうしすけ. 
╇きっすけ きせ しっ こさっゃさなとぇ ゃ しうくけ-
くうき くぇ しすさっきっあぇ おなき ういおかの-
つうすっかくけすけ. ′はおけう ゅけ くぇさうつぇ-
かう っゅけきぇくうぇお う つっしすけかのぉうゃ 
うくょうゃうょせぇかうしす…
╃ぇ, ぉうか っ ぇきぉうちうけいっく. ′け くっ 

いぇ くっいぇしかせあっくぇ しかぇゃぇ. ╀うか う 
つっしすけかのぉうゃ – こけ くぇえ-おさぇしう-

ゃうは きなあおう くぇつうく. ╇しおぇか っ う 
くっ ゅけ っ おさうっか – ょぇ きけあっ こけゃっ-
つっ けす ゃしうつおう. ╇ ゅけ っ こけしすうゅぇか 
– し きくけゅけ すさせょ う かうつくう あっさす-
ゃう. ¨とっ けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
ゅかぇょせゃぇ, いぇ ょぇ しう おせこう さぇくうちぇ 
う ぇくけさぇお う しぇき しう きぇえしすけさう 
おかうくけゃっ う おけすおう;  おけゅぇすけ ぉせ-
ょせゃぇ くぇょ うくあっくっさくうすっ つっさすっ-
あう; おけゅぇすけ しなぉうさぇ ょけき うかう しっ 
ぉけさう いぇ こさうはすっか. ╇きぇか つっこぇす 
う ぉっいおけきこさけきうしっく たぇさぇおすっさ. 
╀うかけ すさせょくけ ょぇ しっ ういょなさあぇ 
くぇ くっこけしうかくけ ゅけかっきうすっ きせ 

ういうしおゃぇくうは. ‶けかせすけくけゃっすっ 
ゃ けすくけてっくうはすぇ くっ きせ ぉうかう 
ういゃっしすくう, ういぉせたゃぇくうはすぇ きせ 
ぉうかう ょうくぇきうすくう. “‶けくはおけゅぇ 
ゅけ ょさぇいくった くぇさけつくけ – しこけ-
ょっかは くっゅけゃ おけかっゅぇ, - いぇ ょぇ しっ 
くぇしかぇょは くぇ ゃっかうおけかっこくうは きせ 
ゅくはゃ”. 〈けいう ゅくはゃ しっ しくうてぇゃぇか 
しぇきけ こさっょ っょうく つけゃっお – きぇえ-

おぇ きせ, おなき おけはすけ 》さうしすけ うい-
こうすゃぇか けしけぉっくけ つせゃしすゃけ くぇ 
こさっょぇくけしす う かのぉけゃ.
╄ゃっさっしす, こけょゅけすけゃおぇすぇ.

]こうしなおなす し こけしすうあっくうはすぇ きせ 
ぉうか ゃこっつぇすかはゃぇと. ′け すけえ うし-
おぇか ょぇ ょけしすうゅくっ ぇぉしけかのすくうは 
ゃさなた, ょぇ しっ おぇつう ょけ くぇえ-ゃうしけ-
おけすけ きはしすけ ゃ しゃっすぇ! 22 きっしっ-
ちぇ こさけょなかあぇゃぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ 
いぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ っおしこっょうちうは 
„╄ゃっさっしす ’84“ し さなおけゃけょうすっか 
┿ゃさぇき ┿ゃさぇきけゃ う いぇきっしすくうお-
さなおけゃけょうすっか こけ すったくうつっしおぇ-
すぇ つぇしす 》さうしすけ ‶さけょぇくけゃ, 
おけえすけ, おぇすけ つぇしす けす くっは, うい-
おぇつゃぇ いぇ 24 ょくう 4 しっょっきたう-
かはょくうおぇ. ╃けすけゅぇゃぇ ょさせゅ ぇか-
こうくうしす くっ っ こけしすうゅぇか すけゃぇ.                                                                                                   
‶かぇくうくぇすぇ けすくっきぇかぇ くぇえ-ょけ-
ぉさうすっ きせ こさうはすっかう. ╃ゃぇ きっ-
しっちぇ こさっょう ╄ゃっさっしす いぇゅうゃぇ 
くぇえ-しおなこうはす きせ こさうはすっか ╇ゃぇく 
╆ぇてっゃ, し おけゅけすけ っ しきはすぇか ょぇ 
ぇすぇおせゃぇ ゃ しゃさないおぇ ゃなさたぇ.                                                                                                                                      
╂けょうくぇすぇ っ 1984-すぇ. ╄ょうく 

けしっきたうかはょくうお, 12 しっょっきたう-
かはょくうおぇ, ういおぇつゃぇくうは くぇ 4 
けす こっすすっ くぇえ-ゅけかっきう しすっくう ゃ 
┿かこうすっ, すさぇゃっさし くぇ 【たっかょぇ 
う ╉さなしすぇ くぇ 〉てぉぇ っ おなき けくいう 
きけきっくす さぇゃくけしきっすおぇすぇ くぇ ゅけ-
かっきうは ぇかこうくうしす.
╅っしすけおうはす こなす. ¨ぉとぇ-

すぇ ょなかあうくぇ くぇ きぇさてさせすぇ けす 
ぉぇいけゃうは かぇゅっさ ょけ ╄ゃっさっしす っ 
9445 き. 〈けいう きぇさてさせす っ くぇ-
さっつっく ╅っしすけおうはす こなす, いぇとけすけ 
っ こけ-ょなかなゅ う くっつけゃっておう すさせ-
ょっく. ╁かぇしすうすっ くぇ ′っこぇか ょっ-

おかぇさうさぇす, つっ いぇ 1984 ゅ. っょうく-
しすゃっくうはす しゃけぉけょっく きぇさてさせす 
おなき ゃなさたぇ っ しぇきけ こけ ╆ぇこぇょくうは 
ゅさっぉっく. ╃させゅぇ ゃないきけあくけしす 
くはきぇ ょけ 1990 ゅ.
]すなこおぇ こけ しすなこおぇ. ′ぇゅけ-

さっ! ╉なき ぉなかゅぇさしおうは っおうこ しっ 
ゃおかのつゃぇす 10 てっさこう う 4 ょせてう 
おせたくっくしおう こっさしけくぇか. ╀ぇゅぇあなす 

っ くっうきけゃっさくけ ゅけかはき – 470 
おぇてけくぇ こけ 30 おゅ ゃしっおう. ′ぇっ-
すう しぇ 152 くけしぇつう, おけうすけ こけ-
きぇゅぇす こさう ぉぇゃくけすけ ういおぇつゃぇくっ 
ょけ ′ぇきつっ ╀ぇいぇさ – しすけかうちぇすぇ 
くぇ てっさこうすっ. ╀ぇいけゃうはす かぇゅっさ っ 
くぇ ゃうしけつうくぇ 5350 き. ‶け こなすは 
おなき ゃなさたぇ し けゅさけきくう すさせょくけし-
すう しぇ ういゅさぇょっくう けぉとけ こっす かぇ-
ゅっさぇ. ┿ゃさぇきけゃ しこけょっかは: „╇い-
ゅさぇあょぇたきっ かぇゅっさ しかっょ かぇゅっさ. 
〉さぇゅぇくなす ゅう こけきうすぇてっ. ‶ぇお 
ういゅさぇあょぇたきっ. ¨すくけゃけ ぉうゃぇ-
たぇ せくうとけあっくう. ‶ぇかぇすおうすっ いぇ 
かぇゅっさうすっ くぇきぇかはゃぇす. ╋ぇえ とっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ おけこぇはす こっとっさう. 
╉けこぇったきっ. 〈させょくけ っ, くっゃっさけ-
はすくけ すさせょくけ っ ょぇ しっ ぉけさうて し 
すゃなさょうは かっょ こけ ╆ぇこぇょくうは ゅさっ-
ぉっく.“
】せさきなす. 》さうしすけ ‶さけょぇくけゃ う 

てっさこなす ╃あけせぇくゅ [うくょあう (╃あけく) 
しぇ ういぉさぇくう こなさゃう ょぇ すさなゅくぇす 
おなき ゃなさたぇ. ╃ぇすぇすぇ っ 20 ぇこさうか.
02,30 つ. - さぇょうしすなす ]すっそぇく 

╉ぇかけはくけゃ しなぉせあょぇ こけ さぇょう-
けしすぇくちうはすぇ 》さうしすけ う ╃あけく. 
‶けょゅけすけゃおぇすぇ うき すさぇっ 3 つ. 15 
きうく. 〈ゃなさょっ きくけゅけ, くけ すっ しぇ 
ぉっい おうしかけさけょ う ゃしはおけ ょゃうあっ-
くうっ くぇ すぇおぇゃぇ ゃうしけつうくぇ ういうし-
おゃぇ くっうきけゃっさくう せしうかうは.
09,00 つ. - 》さうしすけ こけ さぇょう-

けしすぇくちうはすぇ: „′ぇょ こなさゃぇすぇ おぇ-
きうくぇ しなき. ╃あけく くっ きけあっ ょぇ 
きうくっ う さってう ょぇ しっ ゃなさくっ. ┿い 
さってうた しぇき ょぇ こさけょなかあぇ うい-
おぇつゃぇくっすけ“.
11,10 つ. –  „′ぇきうさぇき しっ くぇ 

けおけかけ 8500 き.“ ╇… いぇ たけさぇすぇ ゃ 
ぉぇいけゃうは かぇゅっさ ゃさっきっすけ しこうさぇ. 
]っょっき つぇしぇ 》さうしすけ きなかつう, ゃな-
こさっおう くぇしすけえつうゃうすっ けこうすう ょぇ 
しっ しゃなさあぇす し くっゅけ.
18,15 つ. - ┿い しなき くぇ ゃなさ-

たぇ, くぇ ゃなさたぇ しなき! ╉けゅぇすけ 
くぇえ-しっすくっ つせゃぇす ゅかぇしぇ きせ, すけえ 
ういさうつぇ すっいう こぇきっすくう ょせきう. 
′っつせゃぇくぇ たさぇぉさけしす! 》さうしすけ 
‶さけょぇくけゃ っ こなさゃうはす ぉなかゅぇさうく, 
ういおぇつうか ╄ゃっさっしす う つっすゃなさすうはす 
ゃ しゃっすぇ, おけえすけ せしこはゃぇ ょぇ ゅけ 
くぇこさぇゃう しぇき, ぉっい おうしかけさけょ, 
こけ くぇえ-あっしすけおうは きぇさてさせす!                                                                                                          
╋ぇかおけ しかっょ すけゃぇ しゃっすけゃくうすっ 

“╄ょうく ぉなかゅぇさしおう うくあっくっさ ょくっし ょけしすうゅくぇ ╄ゃっさっしす 
こけ くぇえ-すさせょくうは いぇこぇょっく しおかけく, くぇさっつっく ╅っしすけおうはす 
こなす. 〈けえ っ こなさゃうはす つけゃっお, おけえすけ こけしすうゅくぇ すけゃぇ ぉっい 
おうしかけさけょくぇ きぇしおぇ.” – しなけぉとっくうっすけ, さぇいこさけしすさぇくっ-
くけ けす しゃっすけゃくうすっ ぇゅっくちうう, っ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
すせさういきぇ ゃ ′っこぇか. ╃っくはす っ 20 ぇこさうか 1984 ゅ.
〈けいう うくあっくっさ っ 》さうしすけ ‶さけょぇくけゃ /1943 – 1984/. 

┿かこうくうしす, こけかはさっく ういしかっょけゃぇすっか う こかぇくうくぇさ. 〈けえ 
ぉっ さってうか ょぇ くぇこさぇゃう くっとけ くっこけゃすけさうきけ う ういおかの-
つうすっかくけ. ╇ ゅけ くぇこさぇゃう. ]ぇき. 
╀なかゅぇさうは しすぇゃぇ 19-すぇすぇ しすさぇくぇ, つううすけ こさっょしすぇゃう-

すっか こけおけさはゃぇ ╄ゃっさっしす, ぇ 41-ゅけょうてくうはす ぉなかゅぇさうく っ 
155-はす ぇかこうくうしす, こさっけょけかはか ゃなさたぇ くぇ こかぇくっすぇすぇ.
╇いおぇつゃぇくっすけ っ ういぉさぇくけ いぇ しこけさすくけすけ しなぉうすうっ くぇ 

20-すう ゃっお. 
]さっょ きくけゅけぉさけえくうすっ けすかうつうは くぇ ‶さけょぇくけゃ っ いゃぇ-

くうっすけ „╂っさけえ くぇ ′ぇさけょくぇ さっこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは”, 
せょけしすけっく っ こけしきなさすくけ.
╁ さけょくうは きせ ゅさぇょ ╉ぇさかけゃけ っ ういょうゅくぇす くっゅけゃ ぉのしす-

こぇきっすくうお, っょくけ せつうかうとっ  こさうっきぇ うきっすけ きせ.

ぇゅっくちうう こさっょぇゃぇす くけゃうくぇすぇ. 
╁ ぉぇいけゃうは かぇゅっさ う ゃ ╀なかゅぇさうは 
しかっょゃぇす きうくせすう くぇ くっけこうしせ-
っきぇ さぇょけしす. ‶さけょぇくけゃ けしすぇゃぇ 
くぇ ゃなさたぇ こさっおぇかっくけ ょなかゅけ - 33 
きうくせすう.
18,48 つ. – 》さうしすけ: „〈せお くぇ 

ゃなさたぇ くはきぇ くうとけ. ╇きぇ ういゅさぇ-
ょっくぇ しぇきけ っょくぇ きぇかおぇ こうさぇ-
きうょぇ けす つっすうさう しなゃっすしおう おうし-
かけさけょくう ぉせすうかおう う しなゃっすしおけすけ 
いくぇきっ. ¨こうすゃぇき しっ ょぇ しくうきぇき, 
くけ おぇきっさぇすぇ くっ さぇぉけすう, いぇこけつ-
ゃぇき しかういぇくっすけ.“
¨ぉさぇすくうはす こなす. ‶さっょしすけう 

すさせょくけ しこせしおぇくっ こさっい くけとすぇ, 
こけ しなとうは けこぇしっく きぇさてさせす.
21.10 つ. 》さうしすけ: „]すなきくう 

しっ, しすぇゃぇ きくけゅけ けこぇしくけ, くっ 
うしおぇき ょぇ さうしおせゃぇき う とっ すなさ-
しは きはしすけ ょぇ くけとせゃぇき“. ′けとせ-
ゃぇ くぇ けすおさうすけ ゃ „╆けくぇすぇ くぇ 
しきなさすすぇ“ – ぉっい おうしかけさけょ, ぉっい 
しこぇかっく つせゃぇか う こぇかぇすおぇ, こさう 
すっきこっさぇすせさぇ きうくせし 42 ゅさぇょせ-
しぇ くぇ ゃうしけつうくぇ 8600-8700 き. 
]うゅくぇかくうすっ さぇおっすう ゃ こうしすけ-
かっすぇ きせ しっ けおぇいゃぇす くっゅけょくう.                                                                                                                             
′ぇ 21 ぇこさうか しせすさうくすぇ しっ 
けぉぇあょぇ, くけ っ きくけゅけ いかっ, ょせ-
きうすっ きせ すさせょくけ しっ さぇいぉう-
さぇす. ‶けしかっょくけすけ きせ けぉぇあょぇ-
くっ ゃ ぉかういけしす ょけ す. くぇさ. ]うゃぇ 
おせかぇ っ ゃ 19.45 つ.: „┿い... すせお... 
ゅけかっきうは... しうゃ... おせこっく…”                                                                                                                                          
„′っ ゅけゃけさう. ′っ いぇしこうゃぇえ! ╇ちっ, 
すう しう ゅけかはき きなあ! 〈う しう ぉなかゅぇ-
さうく! ╉なき すっぉっ すうつぇす たけさぇ! ′っ 
いぇしこうゃぇえ!”  - ゃうおけゃっすっ くぇ さぇ-
ょうしすぇ すさはぉゃぇ ょぇ けぉけょさはす 》さうし-
すけ, くけ すけえ くっ けすゅけゃぇさは…                                                                        
╁ しこぇしうすっかくぇすぇ けこっさぇちうは しぇ 

╊のょきうか ぅくおけゃ, ╇ゃぇく ╁なかつっゃ, 
〈さうそけく ╃あぇきぉぇいけゃ う てっさこなす 
╃あけく. 『っかう ょゃっ ょっくけくけとうは しっ 
ょゃうあぇす くぇゅけさっ. ′ぇえ-ぉかういけ ょけ 
》さうしすけ っ ╊のょきうか, ゃ けこうす ょぇ ゅけ 
くぇきっさう すけえ あっさすゃぇ しけぉしすゃっ-
くけすけ しう ういおぇつゃぇくっ. ′け くけとすぇ 
こぇょぇ う けお. 21,50 つ. きせ っ くぇ-
さっょっくけ ょぇ しこさっ ういょうさゃぇくっすけ. 
╀けさぉぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ – ゃっつっ いぇ 
けちっかはゃぇくっすけ くぇ ╊のょきうか.
╀なかゅぇさしおうはす すさぇゃっさし くぇ 

╄ゃっさっしす. ╁なこさっおう いぇゅせぉぇすぇ, 
っおしこっょうちうはすぇ こさけょなかあぇゃぇ.                                                    
′ぇ 3 きぇえ いぇこけつゃぇ ゃすけさぇすぇ 
ぇすぇおぇ くぇ ╄ゃっさっしす. ‶けおけさはゃぇす 
ゅけ ╇ゃぇく ╁なかつっゃ, ╋っすけょう ]ぇ-
ゃけゃ, ′うおけかぇえ ‶っすおけゃ う ╉うさうか 
╃けしおけゃ. 〈っ けしなとっしすゃはゃぇす う 
こなかくうは すさぇゃっさし くぇ ゃなさたぇ – うい-
おぇつゃぇくっ こけ ╆ぇこぇょくうは ゅさっぉっく 
う しかういぇくっ こけ ぃあくうは しおかけく. 
〈けいう きぇさてさせす ゃかういぇ ゃ うしすけさう-
はすぇ くぇ しゃっすけゃくうは ぇかこうくういなき 
おぇすけ „╀なかゅぇさしおうはす すさぇゃっさし“ 
くぇ ╄ゃっさっしす. ‶さっい すけゃぇ ゃさっきっ 
しなこさせゅぇすぇ くぇ 》さうしすけ こさっい しなか-
いう けぉはしくはゃぇ くぇ 5-ゅけょうてくぇすぇ 
うき ょなとっさは ]うかゃうは, つっ „すぇすう 
っ けしすぇくぇか こさう しくっあくうは つけゃっお 
╈っすう”… ╃くっし ]. ‶さけょぇくけゃぇ さぇ-
ぉけすう ゃ ╇すぇかうは ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ 
きっあょせくぇさけょくけすけ おけしきうつっしおけ 
こさぇゃけ, ぇゃすけさ っ くぇ すさう おくうゅう, 
っょくぇ けす おけうすけ いぇ ぉぇとぇ え - „╋けえ 
こけおさうゃ くぇ しゃっすぇ”.                                                                         
〈けえ けしすぇくぇ いぇゃうくぇゅう こさう 

しゃけは ゃさなた, しかはす し きっつすぇすぇ 
しう! – おぇいゃぇ ╊のょきうか ぅくおけゃ 
いぇ 》さうしすけ ‶さけょぇくけゃ. ‶けおさうか 
しけぉしすゃっくうすっ しう こけおぇいぇすっかう いぇ 
ょけしすけえくしすゃけ, けす ゃしうつおう ぉっい-
しきなさすくう ぉなかゅぇさう すけえ っ くぇえ-
ぉかういけ ょけ いゃっいょうすっ…

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╉ひちきあうせあてあ たちそえちあすあ てちひえうあ そて てそうあ しみてそ つ えあちあせぬけみ そて 1 すしちお. しかうあ.  ぅか つたかねかしみて そいあねか せあこ-ねかうちひつてけてか.

ょぇ けしうゅせさう ゃ くけゃうは さっこせぉかうおぇくしおう ぉのょあっす 1 きかさょ. かゃ. ょなさあぇゃくぇ ゅぇさぇくちうは いぇ しないょぇゃぇくっ 
くぇ 《けくょ いぇ しぇくうさぇくっ くぇ あうかうとくうすっ しゅさぇょう. 
]ぇきうはす こさけちっし うきぇ 4-きぇ せつぇしすくうちう, ゃしっおう しなし しなけすゃっすくう ぇくゅぇあうきっくすう う しさけおけゃっ. 
‶なさゃけ, ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ そうくぇくしうすっ とっ こさっょけしすぇゃう ょなさあぇゃくぇ ゅぇさぇくちうは けす 1 きかさょ かゃ. 

484 すけさすう とっ 
こさうゅけすゃはす ょけ おさぇは 
くぇ きっしっち はくせぇさう 
さぇぉけすっとうすっ ゃ  ]すけ-
かけゃけすけ たさぇくっくっ くぇ 
„┿さしっくぇか” おぇすけ しこっ-
ちうぇかっく ょぇさ いぇ ゃしっ-
おう はくせぇさしおう ぇさしっ-
くぇかしおう さけあょっくうお. 
]かぇょおうはす あっしす おなき 
さけあょっくうちうすっ くぇ 
そうさきぇすぇ っ しこっちうぇ-
かっく ょぇさ けす さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ, いぇ おけえ-
すけ ういこなかくうすっかくうはす  
ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ けぉはゃう けとっ 
こけ ゃさっきっ くぇ こさぇい-
くうおぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
こさっい けおすけきゃさう. ╇ょっ-
はすぇ しっ さけょう, しかっょ 
おぇすけ しすぇくぇ はしくけ, つっ 
しないょぇょっくうすっ し きぇえ-

くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぉぇくおぇ いぇ さぇいゃうすうっ. 

しすけさしすゃけ, あっかぇくうっ う かのぉけゃ しかぇょおう ぇさしっくぇかしおう „のぉうかっえおう” しっ こさっゃなさくぇたぇ ゃ しゃけっけぉさぇいっく 
たうす, おぇおすけ いぇ さぇぉけすっとうすっ  ゃ „┿さしっくぇか”, すぇおぇ う いぇ ゅけしすうすっ くぇ そうさきぇすぇ. 
 〈けさすうすっ, こさうゅけすゃっくう けす きぇえしすけさうすっ - しかぇょおぇさう くぇ „┿さしっくぇか” こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╈けくおぇ 

╁っかつっゃぇ, しぇ し かけゅけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ う しぇ ょゃぇ ゃうょぇ: ゃ つっさゃっくけ う ゃ しうゃけ-しうくぬけ, しなけすゃっすくけ 
いぇ ょぇきしおぇすぇ う きなあおぇすぇ つぇしす さけあょっくうちう.

Величка Петрова - контрольор по 
качеството в Завод 0, цех 169
Пенчо Дайков - контрольор по 
качеството в завод 0, цех 650
Станчо Комитов - фрезист в завод 
1, цех 242
Тончо Белов - началник смяна в 
завод 2, цех 190

За личен празник,  днес на 9-ти 
януари, с торта и не само, за 
берекет и успехи да почерпят 
видните 8 арсеналски рожденици: 

Зоя Тодорова - МОПЕ- завод 4, цех 120
Стефан Митралев - МОПЕ- завод 4, цех 150
Иван Панчев - технолог в завод 5, цех 180
Пеньо Ачков - настройчик в завод 5, цех 510

Ръководството на „Арсенал” АД им 
благодари за усилията, старанието, 
всеотдайността в  съвестната работа, 
с която допринасят  за доброто име на 
фирмата, като им пожелава здраве, радост 
в семействата, успехи и още много споделени 
съвместни години.

Честит рожден ден! 
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′╅ ╋¨╇《【╅  -  』 ]ょ╆《╇
╉ぇすけ たうかはょう ょさせゅう, ╃うきうすなさ, 

さけょけき けす ′うおけかぇっゃしおけすけ ╄か-
たけゃけ, うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか“ いぇさぇょう 
さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ いぇゃけょなす こさっょ-

かぇゅぇ ゃ ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ すぇおぇゃぇ 
すさせょくけ しっ くぇきうさぇ. ╇きぇかけ すぇおなゃ 
こさけぉかっき, ょぇあっ ゃ ゅけょうくうすっ くぇ 
„くぇさけょくぇすぇ ゃかぇしす“. ╉ぇいぇくかなて-
おうはす ╋ったぇくけすったくうおせき, おぇいぇさきぇ-
すぇ, ╆ぇおけくなす いぇ しすぇぉうかういぇちうはすぇ 
くぇ さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ..., ′うおけかぇっ-
ゃしおうはす いぇゃけょ いぇ っかっおすさけこけさちっ-
かぇく... 〈ぇおぇ ょけ 1958-きぇ, おけゅぇすけ 
きかぇょうはす きぇてうくけしすさけうすっか うょゃぇ ゃ 
„┿さしっくぇか“. ╆ぇ ょぇ けすおさうっ, つっ すせお 
うきっくくけ っ くっゅけゃけすけ きはしすけ. „′う-
おなょっ くはきぇ かっしくけ, くぇゃしはおなょっ っ 
くぇこさっあっくうっ“. 〈けゃぇ っ せさけおなす, くぇ-
せつっく さぇくけ けす ╉なさょあうかけゃ. 〉さけお, 
ぇぉしけかのすくけ こけかっいっく おぇすけ いくぇくうっ 
う いぇ ょくってくうすっ ゃさっきっくぇ. ╃くって-
くうすっ ゃさっきっくぇ いぇ くっゅけ しぇ こっくしうけ-
くっさしおう う すけゃぇ すけえ こさういくぇゃぇ, つっ っ 
くっとけ おぇすけ こさっょうきしすゃけ, いぇとけすけ ゃ 
こっくしうけくっさしおうは あうゃけす, いぇ さぇいかう-
おぇ けす きくけゅけ たけさぇ ゃ „すさっすぇすぇ ゃない-
さぇしす“, しっきっえしすゃけすけ くぇ ╃うきうすなさ 
う ╋ぇさうは くぇきうさぇ しこけおけえしすゃうっ. 
╃ゃぇきぇすぇ しぇ とぇしすかうゃう, いぇとけすけ 
しぇ ょゃぇきぇすぇ う いぇとけすけ うきぇす おなし-
きっすぇ う ょっちぇすぇ ょぇ こけきぇゅぇす. „╆ぇ 
しぇき こっくしうけくっさ っ すさせょくけ“, おぇいゃぇ 
╉なさょあうかけゃ. 〉 すはた けぉぇつっ くはきぇ 
しぇきけすぇ. 』ぇしけゃっすっ しっ いぇこなかゃぇす くっ 
こさけしすけ けす となおぇくっすけ こけ ょけきぇて-
くうすっ いぇょぇつう, ぇ う し ょさせゅう くっとうちぇ, 
おけうすけ くけしはす さぇょけしす. ╃うきうすなさ, 
あうゃはか くぇ „こっょぇかう“ し けすゅけゃけさくけ-
しすうすっ くぇ ちったぇ ちっかう 32 ゅけょうくう, しう 
くぇきうさぇ う ょくっし さぇぉけすぇ ゃしっおう ょっく. 
╂さぇょうくおぇすぇ こさっょ ぉかけおぇ くっょぇかっつ 
けす ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ っ くっゅけゃぇ 
ゅさうあぇ. „1001 しすけおう“ うきぇ すぇき, 
てっゅせゃぇ しっ つけゃっおなす, おけえすけ けとっ 
し こせおゃぇくっすけ くぇ こさけかっすすぇ ゃぇょう 
きけすうつおうすっ う さぇいしぇょぇ – う すぇおぇ ょけ 
っしっくすぇ. ¨す きぇさせかうすっ, ょけ ょけきぇすう-
すっ... ╆ぇくうきぇくうっすけ, せょけゃけかしすゃう-
っすけ けす さぇぉけすぇすぇ う けしきうしかはくっすけ 
くぇ つぇしけゃっすっ, ぇ くっ こさけしすけ くせあょぇ-
すぇ けす こさったさぇくぇ, ゃけょはす ╃うきうすなさ 
ゃしっおう ょっく ゃ しこさっすくぇすぇすぇ いっかっく-
つせおけゃぇ ゅさぇょうくおぇ, ういくっくぇょゃぇとぇ 
こさっきうくぇゃぇとうは  し くっけぉうつぇえくけ-
すけ しう きはしすけ ゃ きっあょせぉかけおけゃけすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ. ╂さぇょしおうはす ╉かせぉ 
くぇ こっくしうけくっさぇ っ ょさせゅけすけ, おけっすけ 
すけえ けぉうつぇ. 〈ぇき くぇきうさぇ こさうはすっかう 
う すっきう, し おけうすけ ゃさっきっすけ ゃ おかせぉぇ 
ゅけ けすょぇかっつぇゃぇ けす しおせおぇすぇ. ╁しなと-
くけしす, しおせおぇ ゃ こっくしうけくっさしおうは あう-
ゃけす くぇ ╉なさょあうかけゃ ういけぉとけ くはきぇ. 
╁しはおぇ ゃっつっさ すけえ  いぇょなかあうすっかくけ 
„ゃかういぇ ゃ つぇし“ しなし しなぉうすうはすぇ せ 
くぇし う こけ しゃっすぇ し ゃっしすくうお ゃ さなおぇ. 
】っさおぇすぇ くっ こさけこせしおぇ ょっく, いぇ ょぇ 
きせ ょけくっしっ つぇおぇくうは ゃっしすくうお. ′ぇ-
ゃうおなす ょぇ つっすっ こさっしぇすぇ, „ゃっつくうはす“ 
てっそ くぇ 110/╆ぇゃけょ 6 こけょょなさあぇ う 
し „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“. 』っすっくっすけ 
くぇ ぇさしっくぇかしおうは ゃっしすくうお ゃ しっきっえ-
しすゃけすけ っ ゃっつっ つぇしす けす ょくっゃくうは 
さっょ くぇ ょけきぇ. 
╋ぇさうは っ けしすぇゃうかぇ ゃしうつおけ けす 

しっぉっ しう おぇすけ つぇしす けす こさけそっしうけ-
くぇかくうは っおうこ くぇ ¨すょっかぇ いぇ きっあ-
ょせくぇさけょくけ しなすさせょくうつっしすゃけ, うく-

すっさっしくぇ さぇぉけすぇ, しゃなさいぇくぇ し 
こぇすっくすくけすけ ょっかけ う こさけょぇあ-
ぉうすっ くぇ そうさきぇすぇ. ′はきぇ おぇお 
╃うきうすなさ う ╋ぇさうは ょぇ くっ きう-

かっはす いぇ けくけゃぇ, おけっすけ しすぇゃぇ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, おなょっすけ う ょゃぇ-
きぇすぇ  ょっしっすうかっすうは さぇぉけすはす. 

[ぇぉけすぇすぇ っ くぇ
こなかくう けぉけさけすう

╀っい くうおぇおなゃ くぇきっお いぇ 
けこかぇおゃぇくっ ╉なさょあうかけゃ しう 
しこけきくは: “╂けかっきう ょっさすけゃっ. 
╋くけゅけ いけさけゃっ!“ ╉ぇいゃぇ ゅけ 
せしきうたくぇす. „╋くけゅけ ういょっかうは, 
ぇ ゃしっおう ょっく „ゃぇかはたぇ“ ゅさぇ-
そうちう... 〉しゃけはゃぇくっすけ くぇ くけ-
ゃうすっ さっあっとう うくしすさせきっくすう, 
けす さぇいつうすぇくっすけ くぇ ょけおせきっく-
すぇちうはすぇ ょけ ゃおぇさゃぇくっすけ くぇ 
しおかぇょ くぇ そさっいけゃうすっ ゅかぇゃう, 
しすさせゅぇさしおうすっ くけあけゃっ, さぇえ-

ぉっさう, こさけすはあおう う こさけつうっ... 
ゃなさゃう せしこけさっょくけ: くぇゃかういぇ-
くっすけ くぇ くけゃけすけ くっ ぉうゃぇ ょぇ 
こさっつう くぇ さっゅせかはさくうすっ ょけし-
すぇゃおう くぇ うくしすさせきっくすう こけ いぇ-
ゃけょうすっ くぇ „┿さしっくぇか“. ¨ぉっき-
くうすっ こけおぇいぇすっかう しぇ すけかおけゃぇ 
ゃぇあくう, おけかおけすけ う せしゃけはゃぇ-
くっすけ. ╉なさょあうかけゃ こさういくぇゃぇ, 
つっ くっ っ ぉうかけ かっしくけ. ¨ゅさけ-
きくぇすぇ つぇしす けす ょけおせきっくすぇちう-
はすぇ うょゃぇかぇ けす ]]][. ╁ ちったぇ 
しう うきぇかけ しけぉしすゃっくう すったくけ-
かけいう, おけうすけ は こさぇゃはす こさう-
ゅけょくぇ いぇ さぇいこさっょっかっくうっすけ 
くぇ けこっさぇちううすっ こけ さぇぉけすくう 
きっしすぇ う たけさぇ. ╁ ちったぇ, おなょっ-
すけ しっ こさぇゃはす ゃしうつおう, ゃしうつ-
おう さっあっとう うくしすさせきっくすう いぇ 
くせあょうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ 
ゅさぇあょぇくしおけ きぇてうくけしすけさっくっ 

う しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ, 
すけゅぇゃぇ さぇぉけすはす けおけかけ 170 
ょせてう. 『ったなす しう うきぇ う しゃけう 
おけくしすさせおすけさう. „╁しうつおう ゃう-

ょけゃっ たうかはょう うくしすさせきっくすう しぇ 
きうくぇかう こさっい きっく“, おぇいゃぇ ╃う-
きうすなさ ╉なさょあうかけゃ, くけ けしけぉっくけ 
うき しっ „けこなくぇか“ おけきこかっおすなす いぇ 
╀〈[-ぇ くぇ 』っさゃっく ぉさはゅ. 〉しゃけ-
はゃぇくっすけ こさけょなかあうかけ ぉかういけ 
2 ゅけょうくう: “╋くけゅけ ょっさすけゃっ くう 
しないょぇゃぇてっ...“. ]っさうけいくう こさけ-
ぉかっきう うきぇかけ う し ょけさくうちうすっ 
くぇ くけゃぇすぇ すけゅぇゃぇ  きぇてうくぇ いぇ 
おけゃぇくっ くぇ ちっゃうすっ. ╉なさょあうかけゃ 
けぉぇつっ こさうこけきくは ゃしっけぉとぇすぇ 
ゃないたうすぇ けす すけゃぇ くけゃけ いぇ ゃさっ-
きっすけ しう けぉけさせょゃぇくっ, ぉかぇゅけ-
ょぇさっくうっ くぇ おけっすけ こさけういゃけょう-
すっかくけしすすぇ くぇ すさせょぇ しっ ゃょうゅぇ 
さはいおけ: すけゃぇ, おけっすけ こさっょう しっ 
こさぇゃう いぇ きっしっち, しっゅぇ しすぇゃぇ いぇ 
ょっく... ╇いけぉとけ, けとっ すけゅぇゃぇ ゃ 
„┿さしっくぇか“ しすさけゅけ しっ こさうょなさ-
あぇす おなき こさぇゃうかぇすぇ くぇ こさけ-

ういゃけょうすっかくけしすすぇ くぇ すさせょぇ. 
‶さけしすうすっ こさぇゃうかぇ, おけうすけ ょくっし 
しはおぇて しっ こさっくっぉさっゅゃぇす けす 
おけきっくすぇすけさうすっ ゃ こせぉかうつくけすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ, しぇ ゃ けしくけゃぇすぇ 
くぇ ゃっかうつうくうすっ くぇ すさせょけゃうすっ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうは. [ぇぉけすうか ゃなゃ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ さぇぉけすくうおなす 
ゃいうきぇ こけゃっつっ けす くぇつぇかくうおぇ 
しう, ょくっし ╉なさょあうかけゃ くっ きけあっ 
ょぇ しっ こけたゃぇかう し ゃうしけおぇ こっく-
しうは, くけ ょぇかっつ けす おぇおなゃすけ う 
ょぇ っ こけこせかういなき, すけえ さぇいせきくけ 
こけょつっさすぇゃぇ: “′はきぇ おぇお さぇぉけす-
くぇすぇ いぇこかぇすぇ ょぇ ういこさっゃぇさゃぇ 
さぇしすっあぇ くぇ こさけういゃけょうすっかくけし-
すすぇ くぇ すさせょぇ“.  
] おけっすけ きう くぇこけきくは いぇ しっ-

すっく こなす, つっ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ 
おぇょさうすっ けす けくけゃぇ ゃさっきっ, ょけさう 
くぇ しさっょくうすっ くうゃぇ くぇ せこさぇゃかっ-

くうっ, っ いぇゃうょくぇ いぇ ょくってくうすっ 
しすぇくょぇさすう くぇ さけょくけすけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ. ]さっょくうすっ こさけそっしうけ-
くぇかくう おぇょさう こさっょう すさう-つっすうさう 
ょっしっすうかっすうは うょゃぇす すぇおぇ ょけぉさっ 
こけょゅけすゃっくう けす きぇてうくけしすさけう-
すっかくうすっ せつうかうとぇ, おぇおゃうすけ すけ-
ゅぇゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ けぉとけ すさう, 
つっ いぇ 4-5 きっしっちぇ くぇゃかういぇす うい-
ちはかけ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ う くぇ 
すはた きけあっ ぇぉしけかのすくけ ょぇ しっ さぇい-
つうすぇ, こけすゃなさあょぇゃぇ う ╉なさょあう-
かけゃ, こさけしかっょうか さぇいゃうすうっすけ くぇ 
しすけすうちう さぇぉけすくうちう. ]こさぇゃはくっ-
すけ きせ し くぇゃかういぇくっすけ ゃ あうゃけすぇ 
う こさけそっしうはすぇ, けつっゃうょくけ,  っ こけ 
ゃしうつおう くぇこさぇゃかっくうは. ]こさぇゃうか 
しっ っ くっ しぇきけ ゃ ちったぇ, くけ う ゃ せし-
すさけえゃぇくっ ぉなょっとっすけ くぇ ょっちぇすぇ 
しう, けつっゃうょくけ - こけょゅけすゃっくう ゃ 
しっきっえしすゃけすけ いぇ こさっょういゃうおぇ-
すっかしすゃぇすぇ, おけうすけ ょぇ きうくぇゃぇす 
し せこけさうすけしす う さぇいせき, おけっすけ っ 
しうゅせさくうはす こなす おなき せしこったぇ.         

╉なさょあうかけゃ しっ さぇょゃぇ
くぇ せしこったうすっ くぇ
とっさおぇすぇ う しうくぇ 

╇きぇ いぇとけ. 《ぇきうかうはすぇ ╉なさ-
ょあうかけゃ っ ゃっつっ いくぇお ゃ こさけそっ-
しうけくぇかくうすっ くぇせつくう しさっょう ゃ 
しそっさぇすぇ, おなょっすけ さぇぉけすう しう-
くなす きせ ′うおけかぇえ. „〈なさしはす ゅけ 
きくけゅけ“, おぇいゃぇ ぉぇとぇすぇ いぇ しうくぇ 
しう, おけえすけ しかっょ ぇしこうさぇくすせさぇ ゃ 
╋のくたっく さぇぉけすう ゃ こさっしすうあっく 
くぇせつっく うくしすうすせす ゃ ╂っさきぇくうは. 
′っゅけゃう かうつくう けすおさうすうは いぇ 

すさうういきっさくけしすすぇ くぇ きぇゅくうすくけすけ 
こけかっ う くっゅけゃけすけ こさうかけあっくうっ 
ゃ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ, くぇせつ-
くう さぇいさぇぉけすおう し こさぇおすうつっしおけ 
こさうかけあっくうっ しぇ けぉっおす くぇ そうさ-
きっく うくすっさっし けす しすさぇくぇ くぇ ぉうい-
くっしぇ ゃ きくけゅけ ょなさあぇゃう. „〈なさしはす 
ゅけ う こなすせゃぇ こけ ちっかうは しゃはす“, 
さぇょゃぇ しっ ぉぇとぇすぇ くぇ  さぇいゃうすうっ-
すけ くぇ くはおけゅぇてくうは せつっくうお くぇ 
そういうおぇ 〈っけょけしう 〈っけょけしうっゃ けす 
おぇいぇくかなておぇすぇ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇ 
ゅうきくぇいうは. [ぇょけしすすぇ っ ゅけかはきぇ, 
くっ しぇきけ いぇさぇょう  こけしすうゅくぇすぇすぇ 
けす しうくぇ こさけそっしうけくぇかくぇ さっぇ-
かういぇちうは う けすかうつくけ あうすっえしおけ 
せしすさけえゃぇくっ. [ぇょけしすすぇ しっ せゃっ-
かうつぇゃぇ けす こけょょなさあぇくっすけ くぇ 
いょさぇゃぇすぇ ゃさないおぇ し ょけきぇ, くぇ 
おけはすけ ′うおけかぇえ けつっゃうょくけ ょなさ-
あう, とけき しっ けぉぇあょぇ こけつすう ゃしっ-

おう ょっく くぇ きぇえおぇ う すぇすおけ. 〈ぇおぇ, 
こけ しゃけえ くぇつうく, きけきつっすけ, おけっすけ 
てっそなす くぇ 110/╆ぇゃけょ 6 くぇゃさっ-
きっすけ ゃけょう  ゃ „┿さしっくぇか“  すぇ ょぇ 
ゃうょう おなょっ さぇぉけすう すぇすおけ, くぇうし-
すうくぇ っ せしこはかけ ょぇ くぇきっさう しっぉっ 
しう ゃ ょっぉさうすっ くぇ こさうさけょけ-すった-
くうつっしおうすっ くぇせおう. ╃ぇ しっ くぇきっ-
さう せしこってくけ. 
╇ ぇおけ ′うおけかぇえ ╉なさょあうかけゃ, 

いぇとけすけ さはょおけ しっ ゃさなとぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, すせお こさけょなかあぇゃぇす ょぇ 
ぉなさおぇす し ぉさぇすけゃつっょぇ – っょくけ-
うきっくくうお, おけえすけ けぉぇつっ っ こなすせ-
ゃぇと こけ おけさぇぉうすっ きせいうおぇくす, すけ 
ょなとっさはすぇ ┿くすけくうは っ こけゃっつっ けす 
ょけぉさっ こけいくぇすぇ ゃ さけょくうは ゅさぇょ. 
〈けくう しなとけ すさなゅゃぇ こけ こなすは しう 
けす „┿さしっくぇか“.  ‶さっょう ょぇ こけこう-
すぇき いぇ くっは, くはきぇき う こさっょしすぇ-
ゃぇ, つっ とっ しすぇくっ ょせきぇ いぇ っょくけ 
けす くぇえ-はさおうすっ こさうしなしすゃうは ゃ 
かうしすぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお“, おなょっすけ ┿くすけくうは ]かぇ-
ゃけゃぇ っ っょうく けす おぇくょうょぇす-しな-
ゃっすくうちうすっ こさっい 2011-すぇ. ╉ぇすけ 
しっ ゃゅかっあょぇき ゃ ╃うきうすなさ けぉぇつっ, 
けすおさうゃぇき おぇすっゅけさうつくぇ こさうかう-
おぇ. ╇ ゃなゃ ゃういうはすぇ - しすさけえくぇ う 
ぉけえおぇ, う ゃ せゃっさっくけしすすぇ, おけはすけ 
こけゅかっょなす ういかなつゃぇ. ′はおけゅぇて-
くぇすぇ こさっゃけょぇつおぇ けす くっきしおう う 
こけしかっ – すったくけかけゅ ゃ „┿さしっくぇか“, 
ょくっし しなし しなこさせゅぇ しう, し おけゅけすけ 
くはおけゅぇ いぇっょくけ いぇゃなさてゃぇす ゃう-
してっ ゃ [せしっ,  しっ さぇいゃうゃぇ ゃ  ぉうい-
くっしぇ  くぇ すさぇくしこけさすくうすっ せしかせ-
ゅう. ╇ ゃ こさっゃけょぇ, さぇいぉうさぇ しっ. 
《ぇきうかうはすぇ ╉なさょあうかけゃう ゃっつっ 

っ こさなしくぇすぇ くぇゃしはおなょっ, せしきうた-
ゃぇ しっ ╃うきうすなさ. ╇ せ くぇし, う こけ 

しゃっすぇ. ╇きぇす ょぇあっ くは-
おぇおゃぇ ょぇかっつくぇ ゃさないおぇ 
し そうかきけゃぇすぇ う すっぇ-
すさぇかくぇ いゃっいょぇ [ぇょうくぇ 
╉なさょあうかけゃぇ... ] ょっちぇ 
う ゃくせちう あうゃけすなす っ うし-
すうくしおう, こけすゃなさあょぇゃぇ 
う けとっ っょうく あうすっえしおう 
こなす し ぇさしっくぇかしおけ くぇ-
つぇかけ. ╇しすうくしおう. ╇ っ 
けとっ こけ-とぇしすかうゃ, おけ-
ゅぇすけ ょっちぇすぇ しぇ いょさぇゃう 
う せしこってくう. ′ぇきうさぇき 
すけゃぇ とぇしすうっ せ ゃしうつ-
おけ, おけっすけ ╃うきうすなさ 
╉なさょあうかけゃ  くけしう せ 
しっぉっ しう. 〈け ゃなさゃう 
さなおぇ いぇ さなおぇ し きぇかおう-
すっ さぇょけしすう けす ╉けかっょ-
くけすけ こさぇいくっくしすゃけ ゃ 
‶っくしうけくっさしおうは おかせぉ  
- „ょけぉさっ けさゅぇくういう-
さぇくけ う こけょゅけすゃっくけ“, 
し さぇょけしすすぇ けす たうかは-
ょうすっ こさけういゃっょっくう いぇ 
„┿さしっくぇか“ う ょさせゅう 
こさっょこさうはすうは さっあっとう 
うくしすさせきっくすう, し こけ-
しすうあっくうはすぇ ゃ  くぇこさぇ-
ゃっくけすけ し おけかっゅうすっ – 
きぇてうくけしすさけうすっかう いぇ 

ょゃっ う こけかけゃうくぇ ゅけょうくう ゃ ╊う-
ぉうは, おなょっすけ こけかぇゅぇす くぇつぇかけすけ 
くぇ しこっちうそうつくけ こさけういゃけょしすゃけ, 
し さぇょけしすすぇ けす こけくうおゃぇとうすっ 
きぇさせかおう  こさっょ ぉかけおぇ, し こさけつう-
すぇくっすけ くぇ ょくっゃくうは ゃっしすくうお, し 
ゃさなたかうすぇとうすっ けす しすさぇくうちうすっ 
くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ しこけきっ-
くう... ¨すおさうゃぇき すけゃぇ とぇしすうっ 
う ゃ こけあっかぇくうはすぇ, おけうすけ ╉なさ-
ょあうかけゃ, おぇすけ うしすうくしおう ょけし-
すけかっこっく おぇゃぇかっさ, きう おぇいゃぇ ゃ 
おさぇは くぇ しさっとぇすぇ くう きっあょせ 
[けあょっしすゃっくしおうすっ う ′けゃけゅけ-
ょうてくうすっ こさぇいくうちう. ¨すおさうゃぇき 
うしすうくしおけすけ とぇしすうっ こさっい くっゅけ-
ゃうすっ けつう, おなょっすけ しゃっすう ╊のぉけ-
ゃすぇ, しすさぇしすすぇ いぇ あうゃけす.    

╃うぇくぇ  [ぇきくぇかうっゃぇ

′ぇえ-ょなかゅけかっすくうはす しさっょ ょなかゅけかっすくうすっ ちったけゃう くぇつぇかくうちう. ╃うきうすなさ ╉なさょあうかけゃ. 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“  ゅけ けすおさう くぇ しぉうさおぇすぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ けす ╆ぇゃけょ 6 きぇかおけ こさっょう 
╉けかっょぇ. 〈けえ っ くぇ こけゃっつっ けす 80. ′け すけゃぇ くぇうしすうくぇ ういゅかっあょぇ くはおぇおゃぇ てっゅぇ. ¨こすう-
きういきなす, せゃっさっくけしすすぇ う すゃなさょぇすぇ しすなこおぇ こさっい っあっょくっゃうっすけ くぇ あうゃけすぇ いぇ くぇつぇか-
くうおぇ くぇ 110/╆ぇゃけょ 6 ゃなゃ ゃさっきっすけ けす 1960-すぇ ょけ 1992-さぇ しぇ そぇおす う しっゅぇ. ‶さっい 
さなちっすっ, せきぇ う しなさちっすけ くぇ すけいう つけゃっお きうくぇゃぇす いぇ すうは 32 ゅけょうくう きなおうすっ う さぇょけ-
しすうすっ けす せしゃけはゃぇくっすけ う ゃかういぇくっすけ ゃ こさけういゃけょしすゃけ くぇ ゃしうつおうすっ たうかはょう さっあっとう 
うくしすさせきっくすう, ぉっい おけうすけ ぇさしっくぇかしおうはす しすさせゅぇさ う そさっいうしす こさけしすけ くはきぇ おぇお ょぇ しう 
ゃなさてう さぇぉけすぇすぇ. 
„′っ せしっすうた おぇお きうくぇたぇ ゅけょうくうすっ...“. ╉なさょあうかけゃ おぇいゃぇ すけゃぇ くっ しなし しなあぇかっくうっ, 

くっ ゃ せくっしぇ くぇ くはおぇおゃぇ くけしすぇかゅうは, ぇ ゃっょさけ う し せしきうゃおぇ. ╉ぇすけ つけゃっお, せょけゃかっすゃけさっく 
けす さぇゃくけしきっすおぇすぇ くぇ あうゃけすぇ しう. ′っ しぇきけ いぇさぇょう しゃなさてっくけすけ ゃ „┿さしっくぇか“, くけ う 
いぇさぇょう せしこってくうは こなす う くぇ ょっちぇすぇ しう, し おけうすけ くぇうしすうくぇ しっ ゅけさょっっ. ′っ けす しせっすぇ, ぇ 
いぇとけすけ うきぇ いぇとけ.
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╁はさゃぇすっ かう くぇ たけさぇすぇ けおけ-
かけ ╁ぇし?
- ¨すおさけゃっくけ おぇいぇくけ, こけくはおけ

ゅぇ くっ ゃはさゃぇき ょけさう くぇ しっぉっ しう. 
′け... きくけゅけ きう しっ うしおぇ ょぇ ゃはさ
ゃぇき くぇ たけさぇすぇ こけゃっつっ. ╄ょくぇ けす 
しかぇぉうすっ きう つっさすう っ くっょけゃっさ
つうゃけしすすぇ. ′っょけゃっさつうゃけしす, ゃ 
しきうしなか, つっ ゃ くはおぇおなゃ きけきっくす 
ゃ けぉとぇすぇ さぇぉけすぇ, ゃ けぉとうすっ 
ちっかう, おけうすけ しきっ しう こけしすぇゃうかう, 
くはおけえ きけあっ ょぇ くっ っ しなゃなさてっく 
う ょぇ くっ しっ しかせつぇす こけ くはおぇおなゃ 
くぇつうく くっとぇすぇ. 〈けゃぇ こけ-しおけ
さけ っ しすさぇたなす ょぇ くっ ういこなかくうき 
けくけゃぇ, おけっすけ うしおぇきっ ょぇ くぇこさぇ
ゃうき, けくけゃぇ, おけっすけ しきっ けぉっとぇ
かう, いぇすけゃぇ しなき くっょけゃっさつうゃぇ. ╇ 
おけゅぇすけ さぇいゅけゃぇさはき し きけは っおうこ, 
し きけうすっ おけかっゅう, しなし いぇきっしすくう
ちうすっ, さぇいゅけゃぇさはき ゃしっ ゃ すぇいう 
こけしけおぇ くぇ くっょけゃっさつうゃけしす. ╇ ゃ 
きくけゅけ しかせつぇう ゃうあょぇき, つっ すけゃぇ 
こけ くはおぇおなゃ くぇつうく ゅう けぉうあ
ょぇ. ′け しなき こけ-しこけおけえくぇ, ぇおけ 
しなき おぇいぇかぇ しゃけうすっ けこぇしっくうは 
う しすさぇたけゃっ けすおさうすけ, けすおけか
おけすけ ょぇ しぇ しっ しかせつうかう う しかっょ 
すけゃぇ ょぇ ゅう せこさっおゃぇき. ╋うしかは, 
つっ う すっ しゃうおくぇたぇ し すけゃぇ う ゅけ 
こさうっきぇす いぇ くけさきぇかくけ. ╃ぇあっ ゃ 
こけゃっつっすけ しかせつぇう こさっょせしっとぇす 
おぇおゃけ とっ うき おぇあぇ う ゃ おぇおゃけ 
とっ ゅう せこさっおくぇ. ′け ゃなゃ ゃしうつ
おうすっ すっいう ゃいぇうきけけすくけてっくうは 
くっ いくぇき ょぇかう すっ せしっとぇす おけかおけ 
きくけゅけ ゅう けぉうつぇき. ╇ つっ ゃしうつおけ 
すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃは,  くぇうしすうくぇ 
ゅけ こさぇゃは し きくけゅけ かのぉけゃ おなき 
すはた. ╇ きけあっ ぉう すけつくけ, いぇとけすけ 
ゅけ せしっとぇす, しきっ ょけぉなさ っおうこ. ′っ 
ゃはさゃぇき ょさせゅ, おけえすけ っ けすゃなく, ょぇ 
ぉう きけゅなか ょぇ きっ ういょなさあう おぇすけ 
さなおけゃけょうすっか. ╋くけゅけ しすさけゅぇ 
しなき おぇすけ さなおけゃけょうすっか. ‶けくは
おけゅぇ しなき きくけゅけ あっしすけおぇ おなき 
すはた ゃ ういうしおゃぇくうはすぇ. ╇ きう っ 
きくけゅけ きなつくけ, おけゅぇすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけしすうゅくっき くっとけ. ╉けゅぇすけ しなき ゅけ 
くぇこさぇゃうかぇ し きくけゅけ くぇしすけはゃぇ
くうは, し きくけゅけ せこさっちう う うしおぇき 
ょぇ しっ いぇさぇょゃぇす くぇ こけしすうゅくぇすけ, 
くっ いくぇき ょぇかう きけゅぇす. 

╆ぇすけゃぇ かう ぉうすせゃぇ う きくっ-
くうっ, つっ ゃしなとくけしす しすっ きくう-
すっかくぇ? ╋くけゅけ っ すなくおぇ 
ゅさぇくうちぇすぇ きっあょせ くっょけゃっさ-
つうゃけしすすぇ, ゃいうしおぇすっかくけしすすぇ  
う きくうすっかくけしすすぇ こけ こさうく-
ちうこ... 
- ╃ぇ, きけあっ ぉう いぇさぇょう すけゃぇ 

けしすぇゃぇす し すけゃぇ せぉっあょっくうっ. ′け 
こけ-しおけさけ きけっすけ せしっとぇくっ いぇ 
こなかくけちっくくけしす くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ 
きっ おぇさぇ ょぇ ぉなょぇ すけかおけゃぇ ゃいうし
おぇすっかくぇ, くけ ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ 
きくうすっかくぇ. ‶け-しおけさけ ういすけとう
すっかくけ ゃいうしおぇすっかくぇ. ′け し きくけゅけ 
けぉうつ. 

╋ぇおしうきぇかうしすおぇ かう しすっ, 
ゅけしこけあけ ]すけはくけゃぇ? 
- ╃ぇ, きぇおしうきぇかうしすおぇ しなき う 

すけゃぇ っ っょくぇ けす しかぇぉうすっ きう つっさ
すう.

╉ぇお ゅかっょぇすっ くぇ つっすゃなさすぇすぇ 
ゅけょうくぇ けす きぇくょぇすぇ しう: おぇすけ 
くぇ „きくけゅけ きうくぇ - きぇかおけ けし-
すぇくぇ” うかう „すさせょくけすけ しっゅぇ 
いぇこけつゃぇ”? 〈けゃぇ っ すけかおけゃぇ 
たかないゅぇゃ ゃなこさけし…
- ‶け こさうくちうこ, すさうすっ ゅけょうくう 

けす きぇくょぇすぇ きうくぇたぇ きくけゅけ ぉなさ
いけ. ‶け-しおけさけ つっすゃなさすぇすぇ とっ 
ぉなょっ せょけゃかっすゃけさうすっかくぇ, いぇ
すけゃぇ, つっ こさっょしすけう けとっ きくけゅけ 
きぇかおけ せしうかうっ ょけ おさぇは. 
 
…╋くけゅけ きうくぇ - きぇかおけ けし-

すぇくぇ, ぇ くっ すさせょくけすけ すっこなさ-
ゃぇ いぇこけつゃぇ? 
- ′っ, ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ. ′うとけ 

すさせょくけ くっ いぇこけつゃぇ. 

 
┿ おぇおゃぇ ゅけょうくぇ くう こさっょ-

しすけう? ╉ぇおゃけ ょぇ けつぇおゃぇす 
ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ けす 
╁ぇし, けす せこさぇゃかっくうっすけ? 
- ′ぇょはゃぇき しっ おぇさきうつくぇすぇ ゅけ

ょうくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ゅけょうくぇすぇ くぇ 
さぇいこかぇすぇ ょぇ っ こさっきうくぇかぇ. ╃ぇくけ 
いゃっいょうすっ しぇ ぉかぇゅけしおかけくくう おなき 
くぇし う 2015 ゅけょうくぇ ょぇ っ ぉかぇゅけ
ょぇすくぇすぇ . ╁ おさぇは くぇ 2014 ゅけょう
くぇ, しかっょ きくけゅけ くぇこさっあっくうっ, 
うきぇたきっ とぇしすうっすけ ょぇ こけかせつうき 
ょけしすぇ ゅけかはき そうくぇくしけゃ さっしせさし, 
おけえすけ けつぇおゃぇたきっ, くはおけう くっ けつ
ぇおゃぇたきっ, くけ ょけえょっ. ′ぇょはゃぇき しっ 
う こさっい 2015 ゅけょうくぇ ょぇ こさけょなか
あう すけゃぇ う ょぇ きけあっき ょぇ しすうゅくっき 
きくけゅけ ぉかういけ ょけ せしっとぇくっすけ くぇ 
たけさぇすぇ いぇ けぉとうくぇ. 〈けっしす, こさっい 
2015 ゅけょうくぇ ょぇ こけおぇあっき, つっ 
ょっえしすゃうすっかくけ しきっ ぉかういけ ょけ 

ゃしっおう っょうく つけゃっお, こけ ゃしはおぇおなゃ 
ゃないきけあっく くぇつうく. ╁ しきうしなか, ょぇ 
ゅけ ょけおけしくっき し きぇかおうすっ くっとぇ, 
おけうすけ しぇ きせ くっけぉたけょうきう: ょぇ 
うきぇ しうゅせさくけしす, つっ すせお, ゃ ╉ぇ
いぇくかなお, うきぇ さぇぉけすぇ. ╃ぇ うきぇ 
しうゅせさくけしす, つっ すせお きけあっ ょぇ きせ 
しっ しかせつぇす くけゃう こさうょけぉうゃおう 
おぇすけ くけゃ すさけすけぇさ, くけゃぇ せかうちぇ, 
くけゃけ きっあょせぉかけおけゃけ こさけしすさぇく
しすゃけ, くけゃ こぇさお. ┿おけ とっすっ ょぇ 
しっ しすうゅくっ ょけすぇき, つっ たけさぇすぇ ょぇ 
さぇいぉっさぇす, つっ かっゃつっすぇすぇ, おけうすけ 
けすょっかはす けす しゃけうすっ ょぇくなちう, こけ 
くはおぇおなゃ  くぇつうく いぇしかせあっくけ しっ 
ゃさなとぇす こさう すはた. ╆ぇとけすけ ょけ きけ
きっくすぇ う ぇい しぇきぇすぇ おぇすけ ゅさぇあょぇ
くうく くぇ すぇいう ょなさあぇゃぇ, くっ せしっ
とぇき きけはすぇ かっこすぇ けす すけゃぇ, おけっすけ 
ょぇゃぇき くぇ ょなさあぇゃぇすぇ しう, ょぇ しっ 
ゃさなとぇ こさう きっく. ╁ こけゃっつっすけ 
しかせつぇう. ╁ すけいう しきうしなか きう しっ 
とっ ょぇ しすうゅくっき こけ-ぉかういけ ょけ たけ
さぇすぇ う ょぇ うき こけおぇあっき, つっ くぇえ-
ゃぇあくけすけ う けしくけゃくけすけ, いぇ おけっすけ 
っ しないょぇょっくぇ すぇいう うくしすうすせちうは, っ 
ょぇ ぉなょっ ょけ すはた う ょぇ うき ゃさなとぇ 
ょけぉさけすけ. 

╃ぇ おけくおさっすういうさぇきっ すけゅぇ-
ゃぇ けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ たけさぇすぇ 
こさっい 2015 ゅけょうくぇ?
- ‶なさゃけすけ ゃぇあくけ くっとけ いぇ くけ

ゃぇすぇ ゅけょうくぇ - けすゃぇさはきっ ちっく
すなさぇ. 〈. くぇさ. „ょせこおぇ” う かぇきぇ
さうくうすっ けおけかけ ゅさぇょうくおぇすぇ くぇ 
„╇しおさぇ” こぇょぇす いぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ 
さけいぇすぇ う くぇ すはたくけ きはしすけ とっ 
うきぇ くっとけ たせぉぇゃけ. ‶さっい けおすけき
ゃさう すさはぉゃぇ ょぇ っ そぇおす う しおせかこ
すせさぇすぇ „ぅこけくおぇすぇ” , こさっい 2015 
ゅけょうくぇ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇきっ う LIDL 
ょけ っしっくすぇ. 】っ うきぇきっ 3 くけゃう 
ゃたけょぇ くぇ ゅさぇょぇ いぇ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ う あっかぇくうっすけ くう っ ょぇ 

こけしさっとくっき くぇてうすっ ゅけしすう しなゃ
しっき おぇすけ ゅさぇょ くぇ さけいうすっ. 〈さはぉ
ゃぇ ょぇ うきぇきっ くけゃぇ しゅさぇょぇ くぇ 
╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは う 
╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ, いぇとけ くっ. ╃ぇ 
いぇこけつくっき ょぇ ゅけ しすさけうき.  ¨しゃっく 
すけゃぇ, しかっょ おぇすけ ぇしそぇかすうさぇたきっ 
けしくけゃくうすっ  せかうちう くぇ ゅさぇょぇ, とっ 
ゃかっいっき こさっい すぇいう ゅけょうくぇ う ゃ 
きっあょせぉかけおけゃうすっ こさけしすさぇくしすゃぇ 
ゃ おゃ. „╇いすけお” う ゃ おゃ. „╁ぇしうか 
╊っゃしおう” し ぇしそぇかすうさぇくっ, し くけゃう 
すさけすけぇさう う けしゃっすかっくうっ.  ╆ぇょっ
かうかう しきっ くぇょ 1 きかく. かっゃぇ いぇ 
せかうちう ゃ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ くぇ 
けぉとうくぇすぇ, こけ こさっょかけあっくうっ くぇ 
おきっすけゃっすっ すぇき. ‶さっょしすけう しなとけ 
う さっおけくしすさせおちうは くぇ しゅさぇょぇ
すぇ くぇ しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし” ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ‶かぇくうさぇきっ しなとけ ょぇ 
ういゅさぇょうき う けとっ 2 こぇさおぇ う っょくぇ 

しこけさすくぇ こかけとぇょおぇ ゃ おゃぇさすぇかぇ, 
のあくけ けす せか. „╉ぇこさけくう”. 】っ しぇ
くうさぇきっ こさっい 2015 ゅけょうくぇ けとっ 
っょくぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ う ╃っすしおぇ
すぇ きかっつくぇ おせたくは. ╋くけゅけ くっとぇ 
しきっ いぇきうしかうかう, いぇかけあうかう. 
』ぇおぇ くう しっさうけいくぇ さぇぉけすぇ う とっ 
しきっ きくけゅけ せょけゃかっすゃけさっくう, ぇおけ 
こけしすうゅくっき ゃしうつおけ すけゃぇ ょけ っし
っくすぇ. 〈ぇおぇゃぇ っ こさけゅくけいぇすぇ. 

┿ ╁うっ おぇおゃけ けつぇおゃぇすっ すぇいう 
ゅけょうくぇ けす たけさぇすぇ? 
- ¨す たけさぇすぇ けつぇおゃぇき ょぇ けしない

くぇはす, つっ ╉ぇいぇくかなお くっ っ ╃さっきう
ゅさぇょ う すっ くっ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす 
すぇおうゃぇ. 』っ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす 
とぇしすかうゃう, せゃっさっくう ゃ しっぉっ しう, 
しなし しぇきけつせゃしすゃうっ. 〈さはぉゃぇ ょぇ 
いくぇはす, つっ おけゅぇすけ しぇ こけいうすうゃくう, 
う すせお くっとぇすぇ とっ しぇ こけいうすうゃくう. 
┿きぇ すっ しぇ すぇおうゃぇ. ]こけさっょ きっく, 
こさっい すっいう 3 ゅけょうくう ゃしうつおけ, おけっ
すけ しっ しかせつゃぇ ゃ う し ょなさあぇゃぇすぇ, ゃ 
こさうさけょぇすぇ, おけっすけ くう いぇけぉうおぇ
かは, ゃしうつおけ すけゃぇ しっ ょなかあう くぇ 
こけいうすうゃういきぇ, くぇ おけえすけ しっ くぇせ
つぇゃぇす きぇかおけ こけ-きぇかおけ おぇいぇくかな
つぇくう. ]すぇゃぇす ゃしっ こけ-けすゃけさっくう, 
こけ – こけいうすうゃくう, ゃしっ こけ-ゃはさゃぇ
とう, ゃしっ こけ-さぇょゃぇとう しっ. 
 
┿ おぇおゃけ くはきぇ ょぇ くう しっ しかせ-

つう う こさっい 2015 ゅけょうくぇ, おぇお-
ゃけ ょぇ くっ けつぇおゃぇきっ?
- ]なし しうゅせさくけしす くはきぇ ょぇ しう 

ういこかぇすうき しすぇさうすっ いぇょなかあっくうは. 
〈っいう 4 きうかうけくぇ かっゃぇ, おけうすけ 
ういこかぇすうたきっ くぇ „〈さぇおうは 〈さっえょ”, 
とっ ゅう こかぇとぇきっ  けとっ ょなかゅけ 
ゃさっきっ. ╀はたきっ いぇょなかあっくう ょぇ 
こかぇすうき すっいう こぇさう, いぇとけすけ しな
ょっぉくけすけ さってっくうっ くう けぉさうつぇ
てっ ょぇ しっ いぇこけさうさぇす しきっすおう.  ╆ぇ 
ょぇ ういぉっゅくっき すっいう おさぇえくけしすう 

う いぇ ょぇ くっ ゅけ くぇせつぇゃぇす たけさぇ
すぇ こけ くぇえ- ぉさせすぇかくうは くぇつうく, 
さってうたきっ, つっ っ こけ-ょけぉさっ ょぇ しっ 
しこさぇゃうき し すけゃぇ.  ′っ つっ くはきぇ 
ょぇ すなさしうき しこさぇゃっょかうゃけしす. ′っ 
つっ くはきぇ ょぇ こけょくけゃはゃぇきっ うし
おぇくっすけ しう いぇ しこさぇゃっょかうゃけしす けす 
うくしすうすせちううすっ. ′っ つっ くはきぇ う くっ 
さぇぉけすうき こけ すけいう ゃなこさけし. 

〈けっしす, ょうさっくっすけ くぇ けすゅけ-
ゃけさくけしす こけ おぇいせしぇ こさけょなか-
あぇゃぇ? 
- ┿ぉしけかのすくけ. ′け いぇょなかあっ

くうっすけ ゅけ ういこかぇすうたきっ うきっくくけ, 
いぇ ょぇ くはきぇ くぇこさっあっくうっ. ╆ぇ ょぇ 
くっ すっおぇす かうたゃう, ょぇ くはきぇ っお
しちっしうう, おけうすけ しぇ くっこさうはすくう う 
しぇ そぇすぇかくう ういけぉとけ いぇ ゃしうつおう, 
ぇおけ ゅう うきぇ. ╁うあょぇきっ ゃ ょさせゅう 
けぉとうくう おぇおゃけ しっ しかせつゃぇ.

 
╉けは とっ っ ゃ すぇおなゃ しかせつぇえ 

ゅけかはきぇすぇ ╁う ぉうすおぇ こさっい くけ-
ゃぇすぇ  ゅけょうくぇ? 
- ╂けかはきぇすぇ ぉうすおぇ, ゅけかはきぇすぇ 

ちっか, おけはすけ すさはぉゃぇ こさっい くけゃぇ
すぇ ゅけょうくぇ ょぇ ういこなかくうき, っ ょぇ 
こさうゃかっつっき こけゃっつっ しさっょしすゃぇ, 
こけ ゃしはおぇおなゃ ゃないきけあっく くぇつうく: 
つせあょう, っゃさけこっえしおう, ょなさあぇゃ
くう. 〈さはぉゃぇ ょぇ くぇきっさうき くぇてうすっ 
しなきうてかっくうちう, くぇてうすっ ゃ ょけ
ぉさうは しきうしなか くぇ ょせきぇすぇ かけぉうすぇ 
ゃ ょなさあぇゃぇすぇ, いぇ ょぇ こさうゃかっつっき 
おけかおけすけ しっ きけあっ こけ-ゅけかはき さっ
しせさし う けくけゃぇ, おけっすけ ょなかあうき, 
ょぇ くっ しっ せしっとぇ けす ゅさぇあょぇくうすっ 
う ょぇ くっ すっあう. 〈けっしす, すっ ょぇ くっ 
いぇゅせぉはす ゃないきけあくけしすすぇ  ょぇ こけ
かせつぇす くっけぉたけょうきけすけ おぇすけ さぇい
ゃうすうっ, おぇすけ ういゅさぇあょぇくっ, おぇすけ 
せしすさっき くぇ すけいう ゅさぇょ ょぇ こさけ
ょなかあう う すけゃぇ ょぇ くっ っ いぇゃうしうきけ 
けす いぇょなかあっくうはすぇ, おけうすけ うきぇきっ 
ょぇ こかぇとぇきっ.

... ぇ きぇかおぇすぇ ╁う こけぉっょぇ 
おけは とっ っ ?
- ╃ぇ こけおぇあぇ, くっ しぇきけ ょぇ しう 

きうしかは, ぇ ょぇ こけおぇあぇ くぇ おけ
かっゅうすっ しう, つっ きけはすぇ しすさけゅけしす 
う ゃいうしおぇすっかくけしす けいくぇつぇゃぇ う 
きくけゅけ かのぉけゃ おなき すはた. ╋くけゅけ 
けぉうつ う きくけゅけ こさういくぇすっかくけしす いぇ 
すけゃぇ, つっ しぇ ょけ きっく こさっい ゃしうつ
おけすけ すけゃぇ ゃさっきっ. 

¨す おぇおゃけ しっ しすさぇたせゃぇすっ 
こさっい くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ う し おぇお-
ゃぇ しきっすおぇ „ゃかういぇきっ” ゃ くっは? 
- ╁ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ ゃかういぇきっ し 

こかぇすっくぇ しきっすおぇ. ‶かぇすうかう しきっ 
いぇ ゃしうつおう こさっゅさってっくうは こさっょう 
すけゃぇ. ′ぇょはゃぇき しっ すけゃぇ ょぇ しぇ 
こけしかっょくうすっ こさっゅさってっくうは. ╃ぇ 

くはきぇ ょさせゅう  つせあょう しきっすおう いぇ 
こかぇとぇくっ. ╇ しっ しすさぇたせゃぇき すけつ
くけ けす すけゃぇ - ょぇ くっ くう いぇしすうゅ
くぇす つせあょう しきっすおう. ′けゃう つせあょう 
しきっすおう.

╁はさゃぇすっ かう ゃなゃ ゃないきっいょう-
っすけ? 
- ╁はさゃぇき ゃ ょけぉさけすけ. ╁はさゃぇき 

ゃ ╀けゅぇ. ╁はさゃぇき, つっ すけえ くっ うい
こさぇとぇ ゃないきっいょうっ, ぇ すけえ さぇいょぇ
ゃぇ けつう いぇ うしすうくぇすぇ. ╇ つっ ゃしっおう 
っょうく, さぇくけ うかう おなしくけ, ゃうあ
ょぇ うしすうくぇすぇ. ╃ぇかう は しこけょっかは, 
ょぇかう きせ たぇさっしゃぇ うかう くっ, すけゃぇ 
っ せさけお, おけえすけ しぇき すけえ けちっくはゃぇ. 
′け しきはすぇき, つっ うしすうくぇすぇ うょゃぇ う 
すは うょゃぇ ゃなこさっおう くぇし, ゃなこさっおう 
うくしすうすせちううすっ, ゃなこさっおう いかけぉぇ
すぇ, ゃなこさっおう いぇゃうしすすぇ. ╇ すぇいう 
うしすうくぇ っ くぇえ-せょけゃかっすゃけさうすっか
くけすけ くっとけ, いぇさぇょう おけっすけ しう 
しすさせゃぇす せしうかうはすぇ. 
 
╋っしすくうはす けこうす っ こけおぇいぇか, 

つっ さっいせかすぇすくうすっ  おきっすけゃっ 
くっ こけゃすぇさはす きぇくょぇすうすっ しう. 
╁うっ とっ しっ こさっゃなさくっすっ かう ゃ 
ういおかのつっくうっ ? 
- 〈っいう ゃなこさけしう しっ さってぇゃぇす けす 

おぇいぇくかなつぇくう. 

〈ぇおぇ きう おぇいぇたすっ う きうくぇかぇ-
すぇ ゅけょうくぇ.
- ╃ぇ. ′っおぇ おぇいぇくかなつぇくう さっ

てぇす おけう しぇ さっいせかすぇすくう おきっすけゃっ 
う おぇおゃけ ょぇ うき けすさっょはす.

〈けゃぇ とっ ゅけ さってぇす ゅさぇあょぇ-
くうすっ くぇ ういぉけさうすっ, くけ こさっょう 
ういぉけさうすっ くうおけえ くはきぇ ょぇ ゅう 
こうすぇ, ゅ-あけ ]すけはくけゃぇ. 〈ぇき っ 
ちはかぇすぇ さぇぉけすぇ. 〈けゅぇゃぇ うくぇ-
つっ とっ こうすぇき: うきぇすっ かう しうかぇ 
いぇ くけゃう ぉうすおう けとっ 4 ゅけょう-
くう. ╇かう すけゃぇ ゃっつっ くはきぇ ょぇ 
しぇ ぉうすおう? 
- ╀っい すっいう 3 ゅけょうくう う こさっい 

すぇいう, くけゃぇすぇ, ぇい ゃけょは しぇきけ 
っょくぇ-っょうくしすゃっくぇ  ぉうすおぇ, ぇおけ 
すは  きけあっ ょぇ しっ くぇさっつっ ぉうすおぇ. 
╇ すけゃぇ っ ぉうすおぇすぇ ょぇ くぇこさぇゃうき 
╉ぇいぇくかなお  っょうく ゅさぇょ, ゃ おけえすけ 
ょぇ くっ しっ しさぇきせゃぇきっ ょぇ あうゃっっき. 
┿い きけゅぇ ょぇ ゃけょは すぇおうゃぇ ぉうすおう. 
┿おけ すさはぉゃぇ ょぇ ゃけょは すぇおぇゃぇ ぉうす
おぇ, ぉうた は ゃけょうかぇ, くっいぇゃうしうきけ 
ょぇかう しなき おきっす うかう くっ. ╆ぇ きっく 
すけゃぇ っ うしすうくしおぇすぇ ぉうすおぇ. 
 
′ぇえ-ちっくくうはす ╁う せさけお けす 

ゅけょうくぇすぇ, おけはすけ しう けすうょっ?
- 』っ くはきぇ くうとけ ゅさってくけ ょぇ 

こけかせつうて こさういくぇくうっ. ‶さっい すぇいう 
ういきうくぇかぇ ゅけょうくぇ こけかせつうた くは
おけかおけ こさういくぇくうは, おけうすけ しぇ 
ういおかのつうすっかくけ しうかくう こさういくぇ
くうは. ‶さういくぇくうは, いぇ おけうすけ くっ 
ゅけゃけさは, いぇ おけうすけ くはおぇお しう しっ 
しすさぇたせゃぇき ょぇ ゅけゃけさはす, いぇ ょぇ くっ 
こけきうしかはす くはおけう, つっ しっ ゅけさょっは 
し すはた くっいぇしかせあっくけ. ′け しっゅぇ, ゃ 
おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ, さぇいぉうさぇき, 
つっ くっ っ しこさぇゃっょかうゃけ ょぇ ぉなょっ 
すぇおぇ. ′はきぇ くうとけ ゅさってくけ ゃ すけゃぇ 
ょぇ こけかせつぇゃぇて こさういくぇくうっすけ くぇ 
たけさぇすぇ. 

]すさぇた かう ╁う っ けす いぇゃうしすすぇ 
くぇ たけさぇすぇ? 
- ¨す いかけぉぇすぇ きっ っ しすさぇた.
 
… う くぇえ-ゅけかはきけすけ ╁う こさっ-

ょういゃうおぇすっかしすゃけ こさっい 2015 
ゅけょうくぇ?
- ╋けあっ ぉう ょぇ いぇしすぇくぇ しさっとせ 

おぇいぇくかなつぇくう し けすつっす いぇ ういこなか
くっくけすけ う ょぇ きけゅぇ ょぇ けすゅけゃけさは 
くぇ ゃしうつおう ゃなこさけしう, おけうすけ おぇ
しぇはす くっういこなかくっくけすけ. 

╇しおぇ しっ おせさぇあ いぇ すぇおけゃぇ 
くっとけ.
- ╋うしかは しう. 〈さはぉゃぇ  ょぇ ゅけ くぇ

こさぇゃは.            
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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╀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. ╁っつっ こけさっょっく ぉさけえ 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:

『ゃっすけきうさ
‶っくつっゃ
『ぇくっゃ

╂けょうくう:

〉つうかうとっ:

¨〉 “╉せかぇすぇ”

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅ
さぇって ゃ „┿さしっくぇか“?

¨す 2 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?

『っくすさぇかっく
くぇこぇょぇすっか

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

╋っしう, ╀ぇさしっかけくぇ

╉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

]かけあうたすっ かう こっこっか くぇ 
すけゃぇ, つっ しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ  
ゃ ╀なかゅぇさうは っ きなつくけ くっとけ 
うかう ょけえょっ ゃさっきっすけ いぇ きけ-
さぇかくぇ さぇいこかぇすぇ う すは ╁う しすう-
ゅぇ? 
- ′っ しなき ゃないゃなさくぇかぇ ゃはさぇすぇ 

しう ゃ しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ. ╇ すけ くっ 
いぇすけゃぇ, つっ くっ ゃはさゃぇき ゃ ╀けあう-
はすぇ しこさぇゃっょかうゃけしす.  ‶け-しおけさけ 
くっ ゃはさゃぇき ゃ しこさぇゃっょかうゃけしす-
すぇ, おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ ゃないょぇょぇす 
うくしすうすせちううすっ. 〈ぇいう しこさぇゃっょ-
かうゃけしす いぇ きっく っ ぉっいゃないゃさぇすくけ 
いぇゅせぉっくぇ. ╇かう, ぇおけ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけかせつうて くはおぇおゃぇ しこさぇゃっょかう-
ゃけしす けすすぇき, すう すさはぉゃぇ ょぇ は こかぇ-
すうて きくけゅけ しおなこけ. ╆ぇすけゃぇ たけさぇ-
すぇ しっ けぉっいしなさつぇゃぇす ょぇ すなさしはす 
しこさぇゃっょかうゃけしす うかう ういけぉとけ くっ 
あっかぇはす ょぇ は こけかせつぇす, ぇおけ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ こかぇすはす しおなこけ. 

〈けゅぇゃぇ けすおなょっ つっさこうすっ 
しうかう いぇ せこけさしすゃけすけ ょぇ こさけ-
ょなかあぇゃぇすっ ょぇ すなさしうすっ うしすう-
くぇすぇ, ょぇ せぉっあょぇゃぇすっ たけさぇすぇ 
ゃ くっは, ょぇ すなさしうすっ そぇおすうすっ,  
おけうすけ ょぇ ょぇょぇす はしくけすぇ おぇお-
ゃけ ゃしなとくけしす しっ っ しかせつうかけ, 
しかっょ おぇすけ うくしすうすせちううすっ くっ 
きけゅぇす うかう けすおぇいゃぇす ょぇ は ょぇ-
ょぇす?
- ╇きっくくけ いぇとけすけ しなき ょかなあくぇ 

ょぇ は すなさしは, しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ っ 
う くっけぉたけょうきけしすすぇ  ょぇ は すなさしは 
う ょぇ は うしおぇき. ′け きうしかは, つっ ゃ 
すなさしっくっすけ くぇ しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ 
ゃしっおう っょうく  つけゃっお こけかせつぇゃぇ 
うしすうくぇすぇ う けすゅけゃけさうすっ しう いぇ 
くっは. ╃けさう  おけゅぇすけ うくしすうすせちう-
うすっ こかっょうさぇす いぇ  くっゃうくくけしす, 
たけさぇすぇ きけゅぇす ょぇ しう ょぇょぇす けすゅけ-
ゃけさ つうは っ  ゃうくけゃくけしすすぇ, つっ くっ っ 
こなかくぇ うかう  つっ っ  しこけさくぇ. ┿ おけ-
ゅぇすけ うくしすうすせちううすっ けぉゃうくはゃぇす, 
つっ うきぇ くっとけ, おけっすけ っ こけょけ-
いさうすっかくけ, くっうしすうくくけ ゃ ょぇょっくけ 
すゃなさょっくうっ, きうしかは, つっ たけさぇすぇ 
つっすぇす う さぇいつうすぇす こけしかぇくうはすぇ 
きくけゅけ こけ-ゃはさくけ, けすおけかおけすけ うく-
しすうすせちううすっ ゅう ゃないょぇゃぇす おぇすけ 
しこさぇゃっょかうゃけしす. ╆ぇすけゃぇ ゃ すなさしっ-
くっすけ くぇ しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ ゃしっおう 
きけあっ ょぇ さぇいつっすっ うしすうくぇすぇ. 

╁ すけいう しきうしなか うきぇすっ かう 
せしっとぇくっすけ, つっ たけさぇすぇ ╁う 
ゃはさゃぇす? 
- 〈けつくけ ゃ すけいう しきうしなか うきぇき 

せしっとぇくっすけ, つっ たけさぇすぇ きう ゃはさ-
ゃぇす. ╆ぇとけすけ う すっ しぇきうすっ いくぇはす, 
つっ ぇい しなき っょくぇ けす すはた う つっ すけゃぇ, 
つっ しなき おきっす くっ きっ こさぇゃう こけゃっ-
つっ けす すはた しうゅせさくぇ, つっ とっ こけかせ-
つぇ しこさぇゃっょかうゃけしす. ′ぇこさけすうゃ: 
いぇっょくけ し すはた, すっ ゃうあょぇす, つっ しっ 
ぉけさは こけ っょうく う しなとう くぇつうく. ╇ 
すけかおけゃぇ, おけかおけすけ しこさぇゃっょかう-
ゃけしす ゅう いぇしすうゅぇ すはた, すけかおけゃぇ 
う きっく. ′うすけ こけゃっつっ, くうすけ こけ-
きぇかおけ. 

〈けゃぇ っ 4-すけすけ きう うくすっさゃの し くっは. ′はおぇお, ぉっい ょぇ しきっ しっ ょけゅけゃぇさはかう こさっょゃぇさうすっかくけ,  ゃ おさぇは くぇ ゃしっおう ょっおっきゃさう すっ しっ こさっゃなさくぇたぇ ゃ すさぇょうちうは. 
╁っさくう くぇ あっくしおうは くう うくしすうくおす ゃ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ ょぇ しかぇゅぇきっ つっさすぇすぇ: ぉっい こさっゃいっきおう, ぉっい おかうてっすぇ, ょうさっおすくけ う けすおさけゃっくけ,  しきっかけ, こけくはおけゅぇ 
ょけさう ぉっいさぇいしなょくけ. 
╆ぇ ゃさぇゅけゃっすっ う いぇ けくっいう, おけうすけ つっすぇす こけ けぉさぇすっく さっょ けすゃなょ さっょけゃっすっ. ‶さけぉはゅゃぇえおう ゃ ぇさたうゃぇ くぇ すっいう  „ゅけょうてくう” さぇいゅけゃけさう, しっ けおぇいぇ, つっ  しぇ 

くっとけ こけゃっつっ けす さぇゃくけしきっすおう, けぉっとぇくうは, こかぇくけゃっ, ういゃけょう. ]かっょ こけさっょくけすけ しう ょぇょけた しきっすおぇ, つっ すっ ゃしなとくけしす しぇ ゃうょ こけさすさっすう: くぇ っょくけ ゃさっきっ, 
くぇ っょくう ちっくくけしすう, っょうく ゅさぇょ, くぇ くっゅけゃうすっ たけさぇ, くぇ っょうく おきっす. ] ゃしうつおうすっ うき きぇかおう うかう ゅけかっきう おさぇつおう う こさっこなくおう ゃなゃ ゃなさゃっあぇ うき くぇこさっょ. 
‶さう すけゃぇ いぇっょくけ. ′っ ゃうくぇゅう せぉっょうすっかくけ, くっ ゃうくぇゅう しこけさくけ う しうくたさけくくけ, くけ ゃうくぇゅう うしおさっくけ. 《ぇおす, しぇき こけ しっぉっ しう せゃぇあうすっかっく う ょけしすけっく. 
¨す „うしおぇき ょぇ きう ゃはさゃぇす” こさっい „ういゅせぉうた ゃはさぇすぇ しう ゃ しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ” ょけ „うしすうくぇすぇ っ くぇえ-せょけゃかっすゃけさうすっかくけすけ くっとけ, いぇさぇょう  おけっすけ しう しすさせゃぇす 

せしうかうはすぇ” う つっ „くはきぇ くうとけ ゅさってくけ ゃ こさういくぇくうっすけ”, しっ ういすなさおけかうたぇ 2/3 けす きぇくょぇすぇ くぇ あっくぇすぇ, おけはすけ けしすぇゃぇ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ   ╉ぇいぇくかなお おぇすけ 
こなさゃぇすぇ あっくぇ-おきっす くぇ ゅさぇょぇ う くぇ けぉとうくぇすぇ. 
╇きぇてっ くはおぇおゃけ くぇきうゅぇくっ う くぇ しなょぉぇすぇ, つっ うきっくくけ ゃ ゅけょうくぇすぇ, ゃ おけはすけ  くぇゃなさてう けくいう すけかおけゃぇ  いくぇきっくぇすっかっく いぇ ゃしっおう っょうく つけゃっておう あうゃけす 

のぉうかっえ, すは う っおうこなす え うきぇたぇ くぇえ-すさせょくぇすぇ う すっあおぇ ゅけょうくぇ けす きぇくょぇすぇ. ╁ おけはすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ ょけおぇいゃぇす, ゃ すけゃぇ つうしかけ う くぇ しぇきうすっ しっぉっ しう, つっ  
つせょっしぇすぇ しすぇゃぇす, くけ しぇきけ ゃはさぇ う くぇょっあょぇ くっ しぇ ょけしすぇすなつくう. 』っ つせょっしぇすぇ しっ しかせつゃぇす けす たけさぇすぇ, こさう すけゃぇ し きくけゅけ せしうかうは う すさせょ. 
 ╁ おさぇは くぇ っょくぇ ういおかのつうすっかくけ すさせょくぇ う すっあおぇ ゅけょうくぇ, ゃきっしすけ せきけさっく けす ぉうすおう う けきっさいっく けす  ういしうこぇかぇすぇ しっ こけきうは う いかけぉぇ つけゃっお, さぇいゅけゃけさなす 

ぉっ し ういおかのつうすっかくけ こけいうすうゃっく  う けこすうきうしすうつっく, ぇきぉうちうさぇく  つけゃっお. ] あっくぇ, おけはすけ いくぇっ おぇおゃけ うしおぇ, けぉうつぇ すけゃぇ, おけっすけ うしおぇ う すっいう, いぇ おけうすけ ゅけ 
こさぇゃう う いくぇっ おぇお ょぇ くぇきっさう しなきうてかっくうちう, いぇ ょぇ ゅけ こけしすうゅくっ. 
╆ぇすけゃぇ う いぇこけつくぇたきっ けすすぇき, おなょっすけ しゃなさてうたきっ  こさっょう ゅけょうくぇ. 

】つてちかすひて せあ てそくけ えちあお てちみいうあ おあ たちそおひしきけ

〉きけさうすっかくぇ, こけせつうすっかくぇ, 
せょけゃかっすゃけさうすっかくぇ うかう ぇき-
ぉうちうさぇとぇ ぉっ いぇ ╁ぇし 2014 
ゅけょうくぇ? 
- ╁ くうおぇおなゃ しかせつぇえ せきけさう-

すっかくぇ. ‶け-しおけさけ ぇきぉうちうさぇとぇ, 
くけ う きくけゅけ いぇしうかゃぇとぇ しっ ゅけ-
ょうくぇ. ╁ っょくぇ うくっさちうは, おけはすけ 
ゃ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ ぉっ きけきっく-
すなす, ゃ おけえすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ しっ 
けすしおけつう, ぇ くっ きけあぇたきっ. ╇ しっ 
こさったゃなさかうたきっ ゃ しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ. ╋けあっ ぉう ゃしうつおけ けくけ-

ゃぇ, おけっすけ しっ けつぇおゃぇ ょぇ っ せきけ-
さうすっかくけ, いぇ きっく っ いぇさっあょぇとけ 
う こけょゅけすゃはとけ いぇ くっとけ きくけゅけ 
こけ-ゅけかはきけ う こけ-ゃぇあくけ, おけっすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ しすぇくっ. ‶けせつうすっかくぇ 
– ょぇ, ゃ  きくけゅけ けすくけてっくうは: う 
こけ かうくうは くぇ しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ 
こけかせつうた きくけゅけ こけせおう - あう-
すっえしおう う こさけそっしうけくぇかくう. 
〉ょけゃかっすゃけさうすっかくぇ - ょぇ. ╆ぇ-
とけすけ しすさぇたけゃっすっ くぇ  くっつうう 
こさけすうゃくうちう くっ しっ しぉなょくぇたぇ. 
╇ いぇすけゃぇ, つっ ょけぉさうすっ しうかう う 
こけいうすうゃういきなす しぇ こけゃっっ けす くっ-
ゅぇすうゃういきぇ . ┿きぉうちうさぇとぇ  いぇ 
しかっょゃぇとぇ ゅけょうくぇ し きくけゅけ ゅけ-
かはきぇ しうかぇ, いぇとけすけ おけかおけすけ う 
すさせょくけしすう ょぇ さってうたきっ こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ, たけさういけくすうすっ いぇ 
2015 ゅけょうくぇ  しぇ きくけゅけ ょけぉさう 
う きくけゅけ けぉっとぇゃぇとう.

╉けは っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ╁う 
こけせおぇ いぇ すぇいう ゅけょうくぇ? 
- ╋くけゅけ ゅけかはきぇ  こけせおぇ いぇ 

きっく こさっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
ゃ あうすっえしおう こかぇく っ すけゃぇ, つっ 
すさはぉゃぇ ょぇ こけかけあぇ きくけゅけ こけ-
ゃっつっ せしうかうは, いぇ ょぇ ょけおぇあぇ 
くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ けぉうつぇき, つっ 

しぇ くけきっさ 1 いぇ きっく. ┿ ゃ おきっすしおう 
こかぇく, くぇえ- ゅけかはきぇすぇ きう こけせおぇ 
っ, つっ くっ すさはぉゃぇ つけゃっお, こなお ぉうかけ 
う けぉかっつっく ゃ くはおぇおゃぇ ゃかぇしす, ょぇ 
いぇかぇゅぇ しぇきけ くぇ ゃはさぇすぇ う くぇょっあ-
ょぇすぇ. 〈さはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすう きくけゅけ, 
いぇ ょぇ こけしすうゅくっ ちっかうすっ, おけうすけ 
しう っ けこさっょっかうか いぇ こけしすうあうきう. 
╁ しきうしなか すぇおなゃ, つっ くぇょっあょぇすぇ, 
つっ くっとぇすぇ とっ しっ しかせつぇす, すさはぉゃぇ 
ゃうくぇゅう ょぇ ぉなょっ こけょこかなすっくぇ  し 
きくけゅけ ゅけかっきう せしうかうは. ╁ くぇてぇ-
すぇ ょなさあぇゃぇ けしけぉっくけ くうとけ くっ 

しっ こけかせつぇゃぇ ょぇさけき. 〈ぇおぇ っ う ゃ 
おきっすしおぇすぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇすけゃぇ くっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ つぇおぇ, つっ くはおけえ, 
おけえすけ さぇぉけすう ょけぉさっ うかう っ せしこっ-
てっく, とっ ぉなょっ いぇぉっかはいぇく. 〈さはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ すなさしう, ゃしうつおけ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ すなさしう. ′ぇ ゃしはおぇ ちっくぇ. 

〈けっしす, つせょっしぇ しすぇゃぇす, くけ 
すさはぉゃぇ しぇきう ょぇ しう ゅう しかせ-
つうき? 
- ╃ぇ. 

╂けょうくぇすぇ, おけはすけ しう けすうょっ, 
ぉってっ きくけゅけ すさせょくぇ いぇ けぉ-
とうくぇすぇ, いぇ ╁ぇし う っおうこぇ ╁う: 
ういくうおゃぇたぇ ゃしっゃないきけあくう 
こさけぉかっきう, „てぇきぇさけしゃぇくっ-
すけ” ぉっ けす さぇいかうつくう しすさぇくう, 
くけ こけゅかっょくぇすけ けすしすさぇくう, 
すけゃぇ くはおぇお くっ しっ いぇぉっかはい-
ゃぇてっ, くっ しっ せしっとぇてっ けす たけ-
さぇすぇ くぇこさっあっくうっすけ, ゃ おけっすけ 
さぇぉけすうすっ. ′はおぇお せしっとぇくっすけ 
ぉっ こけ-しおけさけ, つっ ゃしうつおけ しっ 
さってぇゃぇ し くはおぇおゃぇ かっおけすぇ, 
ぉっい けしけぉっくう しなすさっしっくうは, ゃう-
ょうきう いぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ╉ぇおゃぇ 
っ ちっくぇすぇ くぇ すぇいう こさうゃうょくぇ 
かっおけすぇ, し おけはすけ しっ „けすうゅさぇ-

ゃぇたぇ” こさけぉかっきうすっ? 
- ┿おけ っ すぇおぇ, とっ しなき きくけゅけ 

とぇしすかうゃぇ. ╆ぇとけすけ くうおけえ くっ 
くう っ ょかなあっく ょぇ いくぇっ おけかおけ くう 
っ すさせょくけ うかう くうっ くっこさっおなし-
くぇすけ ょぇ けぉはしくはゃぇきっ おけかおけ っ 
すさせょくけ. ╆ぇとけすけ, ぇおけ ぇい すさはぉゃぇ 
ょぇ いくぇき くぇ ゃしっおう っょうく つけゃっお 
ゃ すけいう ゅさぇょ う けぉとうくぇ おけかおけ 
きせ っ すさせょくけ ょぇ あうゃっっ う おぇお-
ゃけ きせ っ しすさせゃぇかぇ すぇいう ゅけょう-
くぇ, ぇい くっ ぉうた きけゅかぇ ょぇ こけぉっ-
さぇ ゃしうつおけ すけゃぇ, くっ ぉうた きけゅかぇ 

ょぇ ゅけ こさっあうゃっは. ╆ぇすけゃぇ う くっ 
っ くせあくけ たけさぇすぇ ょぇ いくぇはす おけか-
おけ くぇ くぇし くう っ すさせょくけ, くぇ きっく 
おけかおけ きう っ すさせょくけ おぇすけ おきっす. 
╁しっおう すさはぉゃぇ ょぇ しっ しこさぇゃは し 
すさせょくけしすうすっ. ┿おけ しなき うしおぇかぇ 
すっ ょぇ ぉなょぇす こけ-きぇかおう, こけ-さっ-
てうきう, こけ – かっおう, くっ すさはぉゃぇてっ 
ょぇ しすぇゃぇき おきっす. 〈ぇおぇ つっ すけゃぇ 
しぇ すさせょくけしすうすっ, おけうすけ しなき しう 
ういぉさぇかぇ うかう おけうすけ しぇ きっ いぇし-
すうゅくぇかう, いぇとけすけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ しこさぇゃはき し すはた. ′け ゃ くうおぇおなゃ 
しかせつぇえ くっ きう すっあぇす. ]ぇきけ こけ-
くはおけゅぇ しっ はょけしゃぇき, つっ きけあってっ 
ゃしうつおう くぇしかっょっくう すさせょくけしすう 
ょぇ ゅう こさっゃなさくっき ゃ きくけゅけ ゅけかっ-
きう こけいうすうゃう いぇ すけいう ゅさぇょ, くけ 
ゃっさけはすくけ とっ きせ すさはぉゃぇ けとっ 
きぇかおけ ゃさっきっ, いぇ ょぇ くぇゃぇおしぇ 
きうくぇかけすけ. 

]こっつっかうたすっ かう ぉうすおうすっ, 
おけうすけ しっ くぇかぇゅぇてっ ょぇ ゃけ-
ょうすっ こさっい ういきうくぇかぇすぇ  ゅけ-
ょうくぇ うかう ちっかすぇ っ ゃけえくぇすぇ? 
┿おけ ういけぉとけ うきぇ ゃけえくぇ.
- 〉つせょゃぇとけ っ, ぇおけ くはおけえ しう 

きうしかう, つっ ぇい ゃけょは ぉうすおぇ うかう 

せつぇしすゃぇき ゃなゃ ゃけえくぇ. ╆ぇ きっく 
こさっょうてくうすっ ゅけょうくう, すぇいう おけは-
すけ ういきうくぇ, くぇょはゃぇき しっ う くけ-
ゃぇすぇ, しぇ ゅけょうくう, ゃ おけうすけ うきぇき 
こけしすぇゃっくう ちっかう う, ぇおけ こけし-
すうゅぇくっすけ うき っ ゃうょ ぉうすおぇ うかう 
ゃけえくぇ, きけあっ ぉう - ょぇ. ′け きうしかは, 
つっ ゃさっきっすけ う きぇくょぇすなす こけおぇい-
ゃぇす, つっ くっ ゃけょは し くうおけゅけ ぉうすおぇ, 
くうすけ しなき ゃなゃ ゃけえくぇ. ′ぇこさけすうゃ 
- しきはすぇき, つっ ゃしっおう, おけえすけ っ いぇ-
こけつくぇか ぉうすおぇ うかう ゃけえくぇ し きっく, 
しっ っ せぉっょうか, つっ くはきぇ くぇおなょっ 
ょぇ ゅけ いぇゃっょっ, いぇとけすけ  くはきぇ し 
おけゅけ ょぇ しっ しさぇあぇゃぇ. ┿い くっ しなき 
こさけすうゃくうお くうおけきせ う くうおけゅけ くっ 
けこさっょっかはき おぇすけ きけえ こさけすうゃ-
くうお. 

╇きぇすっ かう すけゅぇゃぇ けぉはしくっ-
くうっ いぇとけ ょさせゅうすっ ゃけのゃぇす 
し ╁ぇし? ╇きぇ すぇおうゃぇ おさなゅけゃっ, 
しさっょう, けすょっかくう たけさぇ…
- ╃ぇ, うきぇき けぉはしくっくうっ. ╁うあ-

ょぇき すぇおうゃぇ あっかぇくうは う すぇおうゃぇ 
しすさっきっあう う けぉはしくっくうっすけ きう っ 
しぇきけ っょくけ: おけゅぇすけ しっ いぇきうしかうた 
おけう しぇ すっいう たけさぇ さぇいぉさぇた,  つっ 
すっ しぇ かうつくけ くっせょけゃかっすゃけさっくう 
うかう こけ-しおけさけ くっ しぇ すけかおけゃぇ 
とぇしすかうゃう, おけかおけすけ けしすぇくぇかう-
すっ. [ぇいぉさぇた, つっ すっ ゃけょはす しゃけは-
すぇ ぉうすおぇ う ゃけえくぇ しなし しっぉっ しう. 
〈ぇいう ゃけえくぇ うき くけしう せょけゃかっす-
ゃけさっくうっ う ゅう こさぇゃう とぇしすかう-
ゃう, けしきうしかは あうゃけすぇ うき. ┿い くっ 
きうしかは, つっ きけゅぇ ょぇ ゃけょは すぇおうゃぇ 
ゃけえくう. ]ぇきけ くっとぇしすくう たけさぇ 
きけゅぇす ょぇ ゃけょはす すぇおうゃぇ ゃけえくう. 
〈けゃぇ しぇ ゃけえくうすっ しなし しっぉっ しう. 
 
╁ すけいう しきうしなか こけゃっつっ うかう 

こけ-きぇかおけ しすぇくぇたぇ ゃさぇゅけゃっ-
すっ ╁う すぇいう ゅけょうくぇ? ╇ せしこは-
ゃぇすっ かう ょぇ ゅう ょなさあうすっ ぉかう-
いけ ょけ ╁ぇし?
- ╋くけゅけ しっ こかぇてぇ けす すけいう ゃな-

こさけし, いぇとけすけ しなゃしっき うしおさっくけ 
う しなゃしっき けすおさけゃっくけ きうしかは, つっ 
くはきぇき ゃさぇゅけゃっ, ぇ こさうはすっかう-
すっ きう しすぇゃぇす ゃしっ こけゃっつっ. ╇ すけ 
たけさぇ, おけうすけ しぇ きくけゅけ ゃぇあくう いぇ 
ゅさぇょぇ. 》けさぇ, おけうすけ うきぇす きくけゅけ 
ゅけかはき こけすっくちうぇか ょぇ ぉなょぇす くぇ 
きけっすけ きはしすけ, ょぇ ぉなょぇす くっとけ 
こけゃっつっ けす きっく, ょぇ ぉなょぇす くっとけ 
こけゃっつっ ういけぉとけ ういゃなく ゅさぇょぇ 
くう. 》けさぇ, おけうすけ しぇ しっさうけいくう, 
きうしかっとう, し きくけゅけ ゃうしけおう ちっかう 
う し ゅけかはきけ あっかぇくうっ, ぇきぉうちうは 
う しきうさっくけしす けぉぇつっ ゅう こけしすう-
ゅぇす, しぇ きけう しなきうてかっくうちう う 
こさうはすっかう. ╇ すけゃぇ っ, おけっすけ こけ 
くはおぇおなゃ くぇつうく たっき っ さぇょけしす-
くけ, たっき っ きぇかおけ こかぇてっとけ. 

… ╆ぇとけすけ ?…
- ╆ぇとけすけ ゃなゃ ゃしっおう っょうく きけ-

きっくす しっ しなういきっさゃぇて し きくけゅけ 
ゃうしけおぇ かっすゃぇ う ゃうしけおけ くうゃけ. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

¨』【¨〉╅【╅ ¨╉╇╅ ╇ぇ》『╊[¨ 〉╅』
╈あしけせあ 』てそみせそうあ - [すかて せあ そいはけせあ [あくあせしひさ:

ぅ╊ 《【[】》】╇╅〈╊ 』【╅╋...』╅〉¨『╅【 ╆╊′》]╅【〉《...
]かっょ すけゃぇ ぉぇくおぇすぇ, つさっい しなけすゃっすくぇすぇ こさけきはくぇ ゃ いぇおけくぇ, とっ しないょぇょっ ゃなこさけしくうは 

そけくょ, つさっい おけえすけ し ょなさあぇゃくぇすぇ ゅぇさぇくちうはすぇ ょぇ こさうゃかっつっ そうくぇくしけゃ さっしせさし けす きっあ
ょせくぇさけょくう そうくぇくしけゃう う ょさせゅう うくしすうすせちうう, し おけうすけ ょぇ しっ そうくぇくしうさぇ こさけゅさぇきぇすぇ いぇ 
しぇくうさぇくっ. ]かっょ すけゃぇ ぉぇくおぇすぇ とっ こさっょけしすぇゃう すけいう さっしせさし こさっい けぉとうくうすっ くぇ しょさせ
あっくうっすけ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ う くぇ っすぇあくうすっ しけぉしすゃっくうちう くぇ ゃしはおぇ っょくぇ しゅさぇょぇ, おけはすけ 
うしおぇ ょぇ しっ ゃおかのつう ゃ すけいう こさけちっし.

╁ぇあくけ っ ょぇ しっ いくぇっ, つっ しぇきうすっ しけぉしすゃっくうちう くぇ すっいう しゅさぇょう
う ぇこぇさすぇきっくすう ゃ すはた くはきぇ ょぇ うきぇす そうくぇくしけゃう ぇくゅぇあうきっくすう. 

╄ょうくしすゃっくうはす うき ぇくゅぇあうきっくす とっ ぉなょっ ょぇ ょぇょぇす しなゅかぇしうっすけ しう くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ 
ゃしうつおう しなこなすしすゃぇとう ょっえくけしすう こけ しぇくうさぇくっすけ. 〈けゃぇ っ っょうくしすゃっくうはす ぇくゅぇあうきっくす くぇ 
しけぉしすゃっくうちうすっ, おぇおすけ う ょぇ こさっょけしすぇゃはす ゃないきけあくけしす くぇ しすさけうすっかうすっ ょぇ ういゃなさてぇす 
すっいう ょっえくけしすう ゃ ぇこぇさすぇきっくすうすっ うき. ¨ぉとうくぇすぇ  とっ うきぇ ぇくゅぇあうきっくす ょぇ ういぉっさっ っくっさ
ゅうえくう けょうすけさう う ういこなかくうすっかう.
‶さけゅさぇきぇすぇ ゃおかのつゃぇ こなかくぇ っくっさゅうえくぇ っそっおすうゃくけしす, ういけかぇちうは くぇ しゅさぇょぇすぇ, しきはくぇ 

くぇ たけさういけくすぇかくう う ゃっさすうおぇかくう とさぇくゅけゃっ, こさう あっかぇくうっ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ, こけおさうゃう, 
けぉとう つぇしすう. ╁しはおぇ っょくぇ しゅさぇょぇ, おけはすけ しっ ゃおかのつう ゃ こさけゅさぇきぇすぇ, とっ こけかせつう う あうかう
とっく こぇしこけさす.

‶さけゅさぇきぇすぇ とっ いぇこけつゃぇ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ しゅさぇょう ゃ しすさぇくぇすぇ,
おけうすけ しぇ こぇくっかくう うかう しすけきぇくけぉっすけくくう う うきぇす くっ こけ-きぇかおけ けす

36 けぉっおすぇ し あうかうとくけ こさっょくぇいくぇつっくうっ.

 ‶け くけゃぇすぇ こさけゅさぇきぇ „[っゅうけくう ゃ さぇしすっあ“ いぇ しぇくうさぇくっ とっ ぉなょぇす そうくぇくしうさぇくう ゃしうつ
おう けしすぇくぇかう あうかうとくう しゅさぇょう, おけうすけ しぇ こけょ かうきうすぇ けす 36 けぉっおすぇ し あうかうとくけ こさっょ
くぇいくぇつっくうっ. ╁ こさけゅさぇきぇすぇ くっ きけゅぇす ょぇ せつぇしすゃぇす けぉぇつっ しぇきけ けすょっかくう ゃたけょけゃっ けす 
ょぇょっくぇ しゅさぇょぇ, ぇ ちはかぇすぇ. ′はきぇ ょぇ っ こさけぉかっき けぉぇつっ, ぇおけ ゃ しゅさぇょうすっ ゃっつっ うきぇ しぇくう
さぇくう ぇこぇさすぇきっくすう, おぇすけ くはきぇ ょぇ ぉなょっ くっけぉたけょうきけ しけぉしすゃっくうちうすっ うき ょぇ ゅう しぇくうさぇす 
けすくけゃけ. ╄ょうくしすゃっくけすけ ういうしおゃぇくっ っ ちゃっすけゃっすっ ょぇ ぉなょぇす っょくぇおゃう.
 〈けゃぇ けぉぇつっ くっ っ すけかおけゃぇ かっしくけ, こさっょゃうょ くぇ おぇこぇくうすっ いぇ しなしっょしおけ しなゅかぇしうっ うかう くっ. 
 ‶さっょう すぇいう きぇとぇぉくぇ くぇちうけくぇかくぇ こさけゅさぇきぇ, おけはすけ けすくけゃけ くはきぇ ょぇ しすうゅくっ ょけ ゃしうつ

おう, あうゃっっとうすっ ゃ こぇくっかおう うきぇたぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす ゃぇさうぇくすう, こさっょけし
すぇゃはくう こけ ょさせゅぇ こさけゅさぇきぇ し っゃさけこっえしおう こぇさう - „[ぇしすっあ う せしすけえつうゃけ さぇいゃうすうっ くぇ 
さっゅうけくうすっ”. ‶け くっは いぇ せしゃけはゃぇくっ うきぇてっ 500 きかく. かっゃぇ. ╆ぇさぇょう さぇいかうつくう こさけちっょせさう 
う いぇさぇょう くっあっかぇくうっすけ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇす し  すけゃぇ, っょゃぇ 2 おけけこっさぇちうう けす けぉとけ 70-すっ 
しゅさぇょう こぇくっかくけ しすさけうすっかしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけょゅけすゃうたぇ しゃけう ょけおせきっくすう  う おぇくょうょぇす
しすゃぇたぇ いぇ しさっょしすゃぇ. 
 ╁なこさっおう, つっ 

こけゃっつっすけ  おぇいぇくかなておう  こぇくっかおう しぇ けす 70-すっ う 80-すっ ゅけょうくう,
おぇすけ うきぇ う くはおけかおけ しゅさぇょう けす 60-すっ ゅけょうくう, 

きぇしけゃけ あうゃっっとうすっ ゃ すはた こさっょこけつうすぇす ょぇ さってぇゃぇす こさけぉかっきうすっ しなし しぇくうさぇくっすけ しぇ
きけしすけはすっかくけ う くぇ こぇさつっ, くっいぇゃうしうきけ けす しっさうけいくうすっ  しすさけうすっかくう う せおさっこうすっかくう 
くせあょう, おけうすけ つぇしす けす すっいう しゅさぇょう おなき きけきっくすぇ うきぇす. ╄ょうく けす くぇえ-ゅけかっきうすっ こさけぉかっ
きう いぇ すけゃぇ っ くっ すけかおけゃぇ かうこしぇすぇ くぇ しさっょしすゃぇ, ぇ おせこ こさけぉかっきう う  „こさっこなくう おぇきなくう”, 
いぇかけあっくう ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす. 
 』けゃっておうはす そぇおすけさ う くっあっかぇくうっすけ くはおけう けす あうゃっっとうすっ ゃ すっいう こぇくっかくう しゅさぇょう 

ょぇ しっ ぇくゅぇあうさぇす し こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ ゃしうつおう すっいう ょけおせきっくすう, しなとけ ぉっ しさっょ „こさっこなくう 
おぇきなくうすっ” いぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ すぇいう うくぇつっ ょけぉさぇ うょっは. 

                                                                       ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╃ゃぇきぇ しうくぇ う すさうきぇ ゃくせちう いぇ ′うおけかぇえ しぇ 
こけゃっつっ けす ぉけゅぇすしすゃけ. ]っきっえくぇすぇ ╉けかっょぇ っ 
しこけさっょ すさぇょうちううすっ う おぇおすけ こけょけぉぇゃぇ – せ 
ょけきぇ, ゃ ╉ぇさかけゃけ. ╁さないおぇすぇ し ょっちぇすぇ くっ こさっ
おなしゃぇ くうすけ ょっく. ]なこさせゅぇすぇ – ぇおせてっさおぇ, しなとけ 
ょぇゃぇ きうかけ う ょさぇゅけ いぇ こけょおかぇあょぇくっ くぇ すけこかうは 
さけょっく けゅなく. 
¨す あうゃけすぇ ′うおけかぇえ こけ きくけゅけ くっ うしおぇ: 

„╋けあっ ぉう くっ しなき うきぇか ぇきぉうちううすっ ょぇ さぇしすぇ 
こけゃっつっ けす すけゃぇ ゃ こさけそっしうはすぇ“, おぇいゃぇ ょくっし 
けさなあっえくうはす しこっち, ゃっつっ  けす こけいうちうはすぇ くぇ くぇょ  
45 ゅけょうくう ゃ ぉさぇくてぇ. ╉ぇいゃぇ けとっ, つっ くっ っ けす 
たけさぇすぇ, おけうすけ しっ けこかぇおゃぇす, つっ ゃしっ くっとけ くは
おけえ うき っ こさっつうか ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす. ╁ すけゃぇ, おけっ
すけ こさぇゃう, すけえ っ せょけゃかっすゃけさっく. ╁ ╉ぇいぇくかなお 
くっ っ うきぇか くうおぇおなゃ こさけぉかっき し こさうっきぇくっすけ けす 
しすさぇくぇ くぇ おけかっゅうすっ, いぇとけすけ: “╁ しうしすっきぇすぇ 
しっ いくぇっき っょうく ょさせゅ“. ╇きぇ しう いぇ しゃけぉけょくけすけ 
ゃさっきっ う けとっ くっとけ, くぇ おけっすけ ょぇ しっ さぇょゃぇ: 
そうかぇすっかうはすぇ う くせきういきぇすうおぇすぇ.  ╃なかゅう ゅけょう
くう こさっょしっょぇすっかしすゃぇ おぇさかけゃしおけすけ そうかぇすっかくけ 
ょさせあっしすゃけ. ]こけょっかは, つっ けす きぇかなお っ そうかぇすっ
かうしす. ╇くすっさっしうすっ きせ ゃ くせきういきぇすうおぇすぇ  しぇ  こけ-しおけさけ  すっけさっすうつくう, ういつっか っ きくけゅけ おくう
ゅう  こけ すっきぇすぇ, くけ くはきぇ しけぉしすゃっくぇ おけかっおちうは. 〉しきうたゃぇ しっ: “〈させょくけ う しおなこけ しっ こさぇゃう 
しっさうけいくぇ おけかっおちうは, ぇ  う – し うきぇくはさしすゃけ くっ しっ いぇくうきぇゃぇき...“. 
′うおけかけゃ, おけえすけ こさういくぇゃぇ, つっ しすさぇてくけ けぉうつぇ ょぇ こさっこけさなつゃぇ おくうゅう, うきぇ しゃけっ こさぇ

ゃうかけ いぇ すさせこぇくっすけ くぇ ぉけゅぇすしすゃけ. ╇ すけ こぇお っ しゃなさいぇくけ しなし いくぇくうっすけ. „》けさぇすぇ しすぇゃぇす 
ぉけゅぇすう くっ し ょゃっ さなちっ, ぇ くぇ ぉぇいぇ くぇ いくぇくうっすけ う けこうすぇ くぇ ょさせゅうすっ“... 
╇きぇくはさしすゃけすけ, ぉけゅぇしすゃけすけ  う おけかっおちうはすぇ ゃ かうつっく こかぇく うくあ. ′うおけかぇえ ′うおけかけゃ 

はゃくけ ゅう さぇいぉうさぇ きぇかおけ こけ-ょさせゅけはつっ.  〈させこぇ こさけそっしうけくぇかくう さぇいさぇぉけすおう う いぇさっあょぇ
とう  っきけちうう けす せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ こさぇゃう すけゃぇ, おけっすけ けぉうつぇ. ╁ たけぉうすけ しう. ╇ ゃ さぇぉけすぇすぇ 
- いぇっょくけ し ょけぉなさ っおうこ けす おけかっゅう.  ╁ „┿さしっくぇか“. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

′け, ぇおけ すっ しぇ いぇゃなさてうかう ゃうしてっ う 
こけかせゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, くはきぇ いぇおけ
くけゃぇ こさっつおぇ ょぇ ゃくっしぇす けしうゅせさうすっかくう 
ゃくけしおう いぇ あっかぇくうは けす すはた こっさうけょ ゃ 
さぇきおうすっ くぇ しさけおぇ くぇ けぉせつっくうっ. ╁くぇ
しはくっすけ くぇ けしうゅせさうすっかくうすっ ゃくけしおう いぇ 
くっょけしすうゅぇと しすぇあ おなき きけきっくすぇ くぇ 
こっくしうけくうさぇくっすけ きけあっ ょぇ しっ ういゃなさ
てう こけ ょゃぇ くぇつうくぇ: こけ ぉぇくおけゃ こなす 
うかう つさっい っあっきっしっつくう せょさなあおう けす 
けすこせしくぇすぇすぇ こっくしうは. ‶さう くっょけしすう
ゅぇと けしうゅせさうすっかっく しすぇあ ょけ 3 ゅけょうくう 
こっさうけょうすっ いぇ さぇいしさけつっくけ こかぇとぇくっ 
きけゅぇす ょぇ しっ けこさっょっかはす ょけ 5 ゅけょうくう. 
┿ ぇおけ くっょけしすうゅぇとうはす けしうゅせさうすっかっく 
しすぇあ っ けす 3 ょけ 5 ゅけょうくう, こっさうけょうすっ 
いぇ さぇいしさけつっくけ こかぇとぇくっ きけゅぇす ょぇ しっ 
けこさっょっかはす ょけ 8 ゅけょうくう. ‶さぇゃけすけ くぇ 
こっくしうは ゃないくうおゃぇ けす ょぇすぇすぇ くぇ ゃくぇしは
くっすけ くぇ けしうゅせさうすっかくうすっ ゃくけしおう うかう 
けす ょぇすぇすぇ くぇ せすゃなさあょぇゃぇくっ くぇ こかぇくぇ 
いぇ さぇいしさけつっくけすけ うき こかぇとぇくっ. ╉なき 

すけいう きけきっくす かうちっすけ くっ すさはぉゃぇ ょぇ っ けしうゅせさっくけ こけ すさせょけゃけ うかう しかせ
あっぉくけ こさぇゃけけすくけてっくうっ うかう こけ ょさせゅ こけゃけょ いぇ けしうゅせさはゃぇくっ, ょけさう う こけ 
ゅさぇあょぇくしおう ょけゅけゃけさ. ]かっょ けすこせしおぇくっすけ くぇ こっくしうはすぇ くはきぇ いぇおけくけゃぇ 
こさっつおぇ けすくけゃけ ょぇ いぇこけつくっ ょぇ しっ けしうゅせさはゃぇ こけ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ うかう こけ 
ょさせゅけ こさぇゃけけすくけてっくうっ.

》ぇさつけゃっ
¨す  7 ょけ 12 かっゃぇ くぇ ょっく こかぇとぇ ′¨╇ くぇ

ぉっいさぇぉけすくう こさっょ こっくしうは

╋なあっすっ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす くぇゃなさてっくう 60 ゅ. う 6 きっしっちぇ,
ぇ あっくうすっ 57 ゅ. う 6 きっしっちぇ 

〉すゃなさょっく っ さっょ, こけ おけえすけ たけさぇ ゃ こさっょこっくしうけくくぇ ゃないさぇしす, けしすぇくぇかう 
すさぇえくけ ぉっい さぇぉけすぇ, きけゅぇす ょぇ こけかせつぇゃぇす, きぇおぇさ う きうくうきぇかくう, ょけたけょう 
けす ′¨╇ おぇすけ けぉっいとっすっくうっ いぇ ょなかゅけすさぇえくぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ. 

                                                      „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

》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. 5

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

¨せきかせかち 〉けさそしそう:

...『╅╆《【╅ ╇ ╊[¨》
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¨せきかせかち 〉けさそしそう:

′うおけかぇえ ′うおけかけゃ っ けす けくっいう しこっちうぇかうしすう ゃなゃ ゃけっくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ, おけうすけ – すさせこぇかう いくぇくうは う けこうす ゃ ゅけょうくうすっ, しぇ ぉけゅぇすしすゃけ いぇ ゃしはおぇ 
そうさきぇ, こけかいゃぇとぇ すはたくぇすぇ ゃうしけおぇ おゃぇかうそうおぇちうは. ╆ぇ しっぉっ しう けぉぇつっ すけえ ゅけゃけさう し きはさおぇ. ╇ くうおぇお くっ きせ しっ うしおぇ う すせお, ゃなゃ ゃっしすくうおぇ, ょぇ  

ゅけゃけさうき いぇ くっゅけ ゃうしけおけこぇさくけ.  ╉けっすけ っ けとっ っょうく いくぇお, つっ さなおけゃけょうすっかはす くぇ すったくけかけゅうつくうは けすょっか  „╀けっこさうこぇしう“ – ╆ぇゃけょ 0, 〈ったくうつっしおぇ 
ょうさっおちうは, っ „おぇきなお, おけえすけ すっあう くぇ きはしすけすけ しう“. ‶さうしなしすゃうっすけ きせ ゃ すぇいゅけょうてくぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ ┿かっは くぇ しかぇゃぇすぇ いぇ ゃしっおう, さぇぉけすうか し くっゅけ, っ 
ぇぉしけかのすくけ いぇおけくけきっさくけ. ╆ぇ くっゅけ しぇきうは すけゃぇ っ こさけそっしうけくぇかくぇ さぇょけしす けす こさういくぇくうっすけ くぇ さぇぉけすぇすぇ きせ ゃなゃ そうさきぇ, おけはすけ すけえ, くっ おさうっ, つっ 
くっ こさけしすけ たぇさっしゃぇ, ぇ おなょっすけ さぇぉけすう し けゅさけきくけ せょけゃけかしすゃうっ, いぇとけすけ: “┿さしっくぇか“ うきぇ はしくう ちっかう, はしくう いぇょぇつう – くっ しぇきけ おぇすけ こけあっかぇくうっ, ぇ う 
おぇすけ さっしせさし, すぇおぇ つっ すけゃぇ, おけっすけ っ いぇきうしかっくけ, ょぇ しすぇくっ, ょぇ しっ しかせつう”. ╁こっつぇすかはゃぇとけすけ こさうしなしすゃうっ くぇ „┿さしっくぇか“ くぇ しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう ゃっつっ 
すけかおけゃぇ ゅけょうくう うくあ. ′うおけかけゃ  けぉはしくはゃぇ うきっくくけ し けゅさけきくうは おぇこぇちうすっす けす きぇすっさうぇかくぇ ぉぇいぇ う おゃぇかうそうちうさぇくう おぇょさう, おけうすけ こさぇゃはす せしこったうすっ 
さっぇかくけ ゃないきけあくう. ╃せきうすっ きせ しぇ こけょこかなすっくう くっ しぇきけ し  こけいくぇくうっすけ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ょっえくけしすすぇ けすゃなすさっ, おけっすけ ょぇゃぇ っあっょくっゃくぇすぇ きせ さぇ
ぉけすぇ すせお, くけ う し かうつくうすっ くぇぉかのょっくうは けす こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくぇ そうさきぇ こけ きっあょせくぇさけょくうすっ ういかけあっくうは. „╁こっつぇすかはゃぇとけ 
っ こさうしなしすゃうっすけ くぇ „┿さしっくぇか“ くぇ きっあょせくぇさけょくうすっ こぇくぇうさう“, おぇいゃぇ うくあ. ′うおけかぇえ ′うおけかけゃ. ╇ きけあっ ょぇ きせ しっ ゃはさゃぇ, いぇとけすけ しこっちうぇかうしすなす こけ 
ぉけっこさうこぇしうすっ うきぇ けこうす う ゃ ょさせゅう こさっょこさうはすうは けす おさなゅぇ くぇ くはおけゅぇてくうは しゃさなたきけとっく ぉなかゅぇさしおう ゃけっくくけ-こさけきうてかっく おけきこかっおし. ╇くあっくっさなす 
すさせこぇ きくけゅけ  ゅけょうくう ゃなゃ ╁╋╆ – ]けこけす, おなょっすけ ういおぇつゃぇ しすなかぉうちぇすぇ くぇ おぇさうっさくけすけ さぇいゃうすうっ ょけ いぇき.
-ょうさっおすけさ こけ しうゅせさくけしすすぇ. ╊うつくけ っ さぇぉけすうか し かっゅっくょぇすぇ くぇ さけょくけすけ ゃけっくくけ こさけういゃけょしすゃけ – ゅっくっさぇか ╂っけさゅう ぅきぇおけゃ. [っしこっおすうさぇく っ ょなかぉけ

おけ けす くっゅけゃぇすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ こけょゅけすけゃおぇ, けす きけとすぇ う さぇいきぇたぇ くぇ くっゅけゃぇすぇ さぇぉけすぇ, けす てうさけすぇすぇ くぇ ゃないゅかっょうすっ う けゅさけきくぇすぇ けぉとぇ おせかすせさぇ. 
╉ぇつっしすゃぇ, おけうすけ こさぇゃはす ぅきぇおけゃ かうつくけしす し はさおけ こさうしなしすゃうっ ゃ ぉさぇくてぇ. ╉けっすけ しっ こけきくう う ょくっし.  
′はきぇき おなしきっすぇ ょぇ こけいくぇゃぇき すけいう ゅっくっさぇか ぅきぇおけゃ, いぇ おけゅけすけ し せゃぇあっくうっ しぇ きう ゅけゃけさうかう う ょさせゅう ぇさしっくぇかちう, くけ ゃ さぇいゅけゃけさぇ きう し うくあ. ′う

おけかぇえ ′うおけかけゃ, ぉっい しなきくっくうっ けすおさうゃぇき はさおけすけ こさうしなしすゃうっ くぇ こけょけぉっく くぇ ゅっくっさぇかぇ つけゃっお,  おけえすけ, ぉっい ょぇ しっ くぇすさぇこゃぇ, さっしこっおすうさぇ し きけあっくっ. 
╆くぇっ ゃしうつおう すぇえくう くぇ ゃいさうゃけゃっすっ, くけ ぉなさいけ さぇいぉうさぇき, つっ すっ しぇ しぇきけ いぇ こけしゃっすっくう. ┿ ゃしはおけ くっくせあくけ しこけょっかはくっ こけ すっきぇすぇ – ゃいさうゃけけこぇしくけ.

„┿さしっくぇか“ っ そうさきぇ! ╇ すけゃぇ 
しう かうつう けとっ けす こけさすぇかぇ.“, 
おぇいゃぇ ′うおけかけゃ, いぇ おけゅけすけ 
╉ぇいぇくかなお くっ っ さけょっく ゅさぇょ, う 
すせお すけえ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ あう
ゃっっ くぇ おゃぇさすうさぇ. ] すけゃぇ すけえ 
ういくっくぇょゃぇ ゃしっおう こさっょせぉっ

ょっく, いぇ おけゅけすけ ぇさしっくぇかっちなす 
っ とぇきこぇ けす すうこぇ: “『はか あう
ゃけす ゃ „┿さしっくぇか“, さけょうすっかう
すっ う ょっちぇすぇ -  ゃ „┿さしっくぇか“ 
– ぇさしっくぇかしおけ あうかうとっ...“. 
]かせつぇはす くぇ ′うおけかけゃ っ ょさせゅ, 
くけ せしっとぇくっすけ いぇ ょけき, おけっ
すけ すけえ うきぇ ゃ おぇいぇくかなておぇ
すぇ けさなあっえくうちぇ, っ しなとけすけ, 
おぇおすけ いぇ こけゃっつっすけ さぇぉけすっとう 
けす たうかはょくぇすぇ そぇきうかうは „┿さ
しっくぇか“. ′うおけかけゃ こけはしくはゃぇ: 
„┿さしっくぇか“ っ そうさきぇ! – いぇ
すけゃぇ しぇ いぇこぇいっくう こぇいぇさうすっ. 
╇きぇ さっょ う けさゅぇくういぇちうは う 
すけゃぇ しっ せしっとぇ けとっ し ゃかう
いぇくっすけ くぇ すっさうすけさうはすぇ  くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ – せしっとぇ しっ けとっ 
けす しこさっすくぇすうすっ ぇかっう う こけょ
ょさなあおぇすぇ くぇ すさっゃぇすぇ う すけゃぇ 
こさぇゃう けゅさけきくけ ゃこっつぇすかっくうっ 
くぇ すなさゅけゃしおうすっ こぇさすくぬけさう, 
こけゃはさゃぇえすっ!“. 〉ゃぇあっくうっすけ 
おなき ょけぉさうすっ しこっちうぇかうしすう くぇ 
ゃしうつおう くうゃぇ かうつう う けす すはた
くけすけ こさうしなしすゃうっ ゃ ┿かっはすぇ くぇ 
しかぇゃぇすぇ, せぉっょっく っ てっそなす くぇ 
〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか „╀けっ
こさうこぇしう“. ╆ぇ くっゅけ ┿かっはすぇ くっ 
っ おけきせくういなき, おぇおすけ くはおけう 
しきはすぇす. ┿かっはすぇ, すけゃぇ っ いくぇお 
いぇ けすかうつくぇすぇ さぇぉけすぇ ゃ っおうこ 
くぇ たうかはょうすっ ぇさしっくぇかちう. ╉け
かっゃ っ ゃうあょぇか こけょけぉくけ くっとけ 
う くぇ ╆ぇこぇょ. ]こけきっくうすっ きせ 
けす きけとくぇ そうさきぇ ゃ ╀ぇゃぇさうは 
ゅけ ゃさなとぇす おなき すけゃぇ ょくっし し 
きうしなかすぇ いぇ いょさぇゃう すさぇょうちうう 
ゃ ちっくくけしすうすっ, きぇくすぇかうすっす, 
けすくけてっくうっ おなき さぇぉけすぇすぇ – 
すぇおけゃぇ, おぇおゃけすけ すけえ くぇきうさぇ 
う ゃ „┿さしっくぇか“ う くっ おさうっ, つっ 
すけいう そぇおす ゅけ こさぇゃう とぇしすかうゃ. 
』けゃっおなす,  ょけてなか けす ╉ぇさかけゃ
しおぇすぇ [けいけゃぇ ょけかうくぇ こさっょう 
8 う こけかけゃうくぇ ゅけょうくう, ゅけゃけさう 
いぇ „┿さしっくぇか“ おぇすけ いぇ っょうくくぇ 
けぉとくけしす - ゃ こなさゃけ かうちっ きくけ
あっしすゃっくけ つうしかけ - し „くうっ“. 

„′うっ しきっ くぇ きくけゅけ
ゃうしけおけ くうゃけ ゃ しゃっすぇ“

╁うしけおけすけ くうゃけ っ う ゃ おぇつっしす
ゃけすけ, う ゃ おせかすせさぇすぇ  くぇ こさけ
ういゃけょしすゃけすけ,  おぇすっゅけさうつっく っ 
ゃ けちっくおぇすぇ しう いぇ „┿さしっくぇか“ 
こさけそっしうけくぇかうしすなす, ゃうょはか 
きくけゅけ う くぇ きくけゅけ きっしすぇ こけ 
しゃっすぇ. ╉ぇいゃぇ ゅけ ぉっい こさう
こけゃょうゅくぇすけしす,  けぉぇつっ - しなし 
しこけおけえくぇ せゃっさっくけしす. ]なし 
しぇきけつせゃしすゃうっすけ くぇ おぇょなさ, 
こさけくうおゃぇと ゃ すぇえくぇすぇ くぇ 
ぉけっこさうこぇしうすっ けす ょぇかっつくぇすぇ 
1968-きぇ, おけゅぇすけ こけしすなこゃぇ 
ゃ しうしすっきぇすぇ くぇ ╁‶╉. ‶けおぇ
くっく ゃ ╉ぇいぇくかなお けす ょうさっおすけ
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‶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:

•	 きけくすぇあくうお ういょっかうは けす きっすぇか /ぉけっこさうこぇしう/;
•	 けこっさぇすけさ くぇ こさっしぇ きっすぇか;
•	 てかけしっさ;
•	 しすさせゅぇさ;
•	 そさっいうしす;
•	 てかぇえそうしす;
•	 けこっさぇすけさ 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お;
•	 けおぇつっしすゃうすっか;
•	 うくしすさせきっくすぇかつうお;
•	 かっはさ;
•	 ょさせゅう.

¨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. 
[ぇぉけすぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ う くぇ しきっくっく さっあうき.

╆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”. 
╁しうつおう おぇくょうょぇすう いぇ けぉはゃっくうすっ こけいうちうう すさはぉゃぇ ょぇ 

うきぇす けぉさぇいけゃぇすっかっく ちっくい: いぇゃなさてっくけ しさっょくけ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ うかう ょけこなかくうすっかくけ こさうょけぉうすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは う すさせょけゃ しすぇあ.

╆ぇ こけかせつぇゃぇくっ う こけょぇゃぇくっ くぇ ょけおせきっくすう いぇ さぇぉけすぇ う 
いぇ ゃたけょはとけ うくすっさゃの – ゃ „‶さうっきくぇ”, けそうし わ4, くぇ 50 き. 
のあくけ けす ちっくすさぇかくうは こけさすぇか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ (ゃしっおう 
さぇぉけすっく ょっく けす 14.00 ょけ 15:00 つぇしぇ) うかう こけ っかっおすさけ-
くっく こなす
Email: kadri@arsenal-bg.com
www.arsenal.bg

‶ぇおっす ょけおせきっくすう きけあっ ょぇ しっ こけかせつう 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).

╆ぇ おけくすぇおすう う うくそけさきぇちうは: 
すっか: 0431/63133, 0431/57747 

だß　çí
さぇ くぇ ╀ぇいぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ う 
ゃくっょさはゃぇくっ – ]うきけ 『けくおけゃ, 
しけこけすしおうはす うくあっくっさ こなさゃけ 
さぇぉけすう ゃ ぇさしっくぇかしおうは ╉けき
こかっおし 2. ╆ぇ たけさぇ おぇすけ ′うおけ
かけゃ, けすぉうさぇとう けす しかけあくうすっ 
ゃいさうゃけけこぇしくう すったくけかけゅうう, 

くぇ きはしすけ おぇすけ „┿さしっくぇか“ 
さぇぉけすぇすぇ くっ しゃなさてゃぇ. „′うっ 
ゃうくぇゅう しう うきぇきっ さぇぉけすぇ, 
さぇぉけすうき いぇ ぉなょっとっすけ, うきぇ
きっ せつぇしすうっ ゃ くけゃう さぇいさぇ
ぉけすおう, くけゃう ういょっかうは, おけうすけ 
くう ゃないかぇゅぇ さなおけゃけょしすゃけすけ“, 

けぉはしくはゃぇ っあっょくっゃうっすけ くぇ 
てっしすうきぇすぇ すったくけかけいう, おけう
すけ さなおけゃけょう, すったくうはす てっそ. 
╁しうつおうすっ 5 しぇ ぉうゃてう おぇょさう 
くぇ ╁╋╆, こさうゃかっつっくう すせお けす 
こっさしこっおすうゃぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ う 
すゃけさつっしおう ういはゃう, おけはすけ うき 
ょぇゃぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな
あっえくうちぇ. ╁ないきけあくけしすうすっ いぇ 
こさけそっしうけくぇかくけ ういさぇしすゃぇくっ 
しすぇゃぇす ゃしっ こけ-ょけぉさう ゃ せしかけ
ゃうはすぇ くぇ  しすぇぉうかういぇちうはすぇ くぇ 

„┿さしっくぇか“ う くけゃうすっ こけさなつおう, 
しすぇくぇかう そぇおす こさっい 2014-すぇ, 
おけきっくすうさぇ さなおけゃけょうすっかはす 
くぇ すったくけかけいうすっ-ぉけっこさうこぇ
しつうちう, くけ こけはしくはゃぇ: きっさぇ
おかうう いぇ すぇいう さぇぉけすぇ – きくけゅけ, 
くけ いぇ ょぇ せしこっって, しぇ くせあくう 

ょうしちうこかうくぇ う  あっかぇくうっ ょぇ 
しっ せつうて, っょうく きっさぇお くっ しすう
ゅぇ! 
╁ すけゃぇ ぇさしっくぇかしおけ うくあっ

くっさくけ いゃっくけ しなとけ  しぇ ういこう
すぇかう くぇ ゅなさぉぇ しう こさけぉかっきぇ 
し おぇょさうすっ ゃ ょくってくけ ゃさっきっ. 

[ぇいこぇょなす くぇ けすさぇぉけすっくぇすぇ 
う さっいせかすぇすくぇ しうしすっきぇ ‶〉『 
– ]‶〈〉 – 〈ったくうおせき, おぇおすけ 
う こさけきっくうすっ ゃ くぇゅかぇしうすっ くぇ 
きかぇょけすけ こけおけかっくうっ - ょぇ うしおぇ 
ゃしうつおけ くぇゃっょくなあ う くぇぉなさいけ, 
しぇ こけいくぇすう う くぇ うくあ. ′うおけ
かけゃ. ′け すけえ っ せぉっょっく, つっ ゃ 
くっゅけゃぇすぇ こさけそっしうは きかぇょうすっ 
たけさぇ うきぇす ぉなょっとっ ゃ „┿さしっ
くぇか“. ╁うあょぇか っ し けつうすっ しう  
おぇお ういさぇしすゃぇす くけゃう しこっちうぇ

′ぇえ-ょけぉさう ぉかぇゅけこけあっかぇくうは 
いぇ いょさぇゃっ, せしこったう う ゃしっ しな-

とぇすぇ  ゃしっけすょぇえくけしす おなき きぇさおぇすぇ 
„┿さしっくぇか” こけあっかぇゃぇ ょなかゅけゅけょうて-
くうはす ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ, ぉうゃて 
きうくうしすなさ くぇ こさけきうてかっくけしすすぇ ゃ 
′ぇさけょくぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは う 
くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか ょけ 1990 
ゅけょうくぇ  うくあ. 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ.
‶けあっかぇくうはすぇ  しう すけえ けすこさぇゃう ゃ 

くぇゃっつっさうっすけ くぇ おけかっょくけ-くけゃけゅけ-
ょうてくうすっ こさぇいくうちう つさっい しすさぇくう-
ちうすっ くぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか” ょけ ╀けさょぇ くぇ ょうさっおすけさうすっ くぇ 
そうさきぇすぇ う かうつくけ ょけ ういこなかくうすっか-
くうは  ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
ょけ ゃしうつおう しかせあうすっかう う さぇぉけすくうちう  
ゃなゃ そうさきぇすぇ, おなき おけはすけ うくあ. 』ぇ-
おなさけゃ こぇいう ういおかのつうすっかくけ ょけぉさう 
つせゃしすゃぇ う しうきこぇすうう. 
〈けえ っ う っょうく けす くぇえ-さっゃくけしすくうすっ 

う さっょけゃくう つうすぇすっかう くぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, おけえすけ すけえ 
こけかせつぇゃぇ  さっょけゃくけ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ. 
╇くあ. 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ っ うきっ-っきぉかっきぇ いぇ けさなあっえくうちぇすぇ, けしすぇゃうか 

しっさうけいくぇ ょうさは う こさうくけし ゃ くっえくけすけ さぇいゃうすうっ, し ょけしすけえくけ う しこっ-
ちうぇかくけ きはしすけ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは  けす 50-すっ 
ゅけょうくう ょけ おさぇは くぇ きうくぇかうは ゃっお. 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ けすょっかう  くぇ しゃけうすっ しすさぇくうちう こさっい すぇいう 

ゅけょうくぇ しこっちうぇかくけ きはしすけ いぇ しさっとぇ し すけいう ういおかのつうすっかっく ぉなかゅぇ-
さうく, おけえすけ っ う っょうく けす こけつっすくうすっ ゅさぇあょぇくう くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい 
80-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお. 

‶ぇょくぇ けゅさぇくうつっくうっすけ いぇ 
おさぇっく しさけお いぇ いぇおせこせゃぇくっ 

くぇ くっょけしすうゅぇと けしうゅせさうすっかっく 
しすぇあ いぇ こっくしうは, しすぇゃぇ はしくけ けす 
しなけぉとっくうっ 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. ‶なさ-
ゃけくぇつぇかくけ さっゅかぇきっくすうさぇくうはす 
しさけお いぇ すけゃぇ ういすうつぇてっ こさっい 
2015 ゅ., くけ けゅさぇくうつっくうっすけ ぉっ 
けすきっくっくけ.  
′っょけしすうゅぇとうすっ きっしっちう うかう 

くはおけかおけ ゅけょうくう いぇ こさうょけぉう-
ゃぇくっ くぇ こさぇゃけ くぇ こっくしうは おぇく-
ょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ いぇおせこはす, 
ょけさう う ょぇ あうゃっはす ゃ つせあぉうくぇ. 
╁ ╉けょっおしぇ いぇ しけちうぇかくけ けしう-
ゅせさはゃぇくっ しぇ さっゅかぇきっくすうさぇくう 
ゃないきけあくけしすうすっ いぇ いぇおせこせゃぇくっ 
くぇ けしうゅせさうすっかっく しすぇあ, おけうすけ 
しぇ ょゃっ. ╄ょくぇすぇ ょぇゃぇ こさぇゃけ くぇ 
かうちぇすぇ ょぇ いぇおせこはす ゃさっきっすけ くぇ 
けぉせつっくうっすけ しう いぇ いぇゃなさてっくけ 
ゃうしてっ う こけかせゃうしてっ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ, くけ いぇ しさけお, くっ こけ-ょなかなゅ けす 
しさけおぇ くぇ けぉせつっくうっすけ, こさっょゃう-
ょっく ゃ せつっぉくうは こかぇく くぇ いぇゃなさ-
てっくぇすぇ しこっちうぇかくけしす. ╊うちぇすぇ 
きけゅぇす ょぇ くぇこさぇゃはす すけゃぇ こけ 
ゃしはおけ ゃさっきっ. ╃させゅぇすぇ ゃないきけあ-
くけしす っ, おけゅぇすけ かうちっすけ くぇゃなさてう 
せしかけゃうはすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ う 
くっ きせ ょけしすうゅぇ しすぇあ. 
〈けゅぇゃぇ すけ きけあっ ょぇ しう いぇおせこう 

ょけ 5 ゅ. けしうゅせさうすっかっく しすぇあ いぇ 
こさうょけぉうゃぇくっ こさぇゃけ くぇ こっくしうは 
いぇ けしうゅせさうすっかっく しすぇあ う ゃない-
さぇしす こけ けぉとうは さっょ. 
〈けゃぇ くっ きけあっ ょぇ しすぇくっ, こさっょう 

おぇくょうょぇすなす ょぇ ういこなかくう せしかけ-
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かうしすう. „╇きぇ きかぇょう たけさぇ. 
╇ょゃぇす, ゃなゃっあょぇきっ ゅう ゃ さぇ
ぉけすぇすぇ, うきぇす かう あっかぇくうっ ょぇ 
しっ せつぇす, うきぇす う ぉなょっとっ. ‶け
いくぇゃぇきっ すぇおうゃぇ, うょゃぇす こさう 
くぇし くぇ しすぇあ, とっ しすぇくぇす けす 
すはた しこっちうぇかうしすう...“, けこすう

きうしす っ てっそなす くぇ 〈ったくけかけ
ゅうつくうは けすょっか „╀けっこさうこぇしう“ 
おなき ╆ぇゃけょ 0. ╁なこさっおう ゃしうつ
おう くっょけしすぇすなちう くぇ ょくってくけすけ 
ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, ゃ さな
ちっすっ くぇ けこうすくうすっ しう おけかっゅう 
きかぇょうすっ, ょけてかう すせお, しっ せつぇす 
ょけぉさっ „ゃ ょゃうあっくうっ“, けすつう
すぇ ′うおけかけゃ. „╇きぇ いぇこぇかっくう 
きけきつっすぇ, おけうすけ ゃなさゃはす くぇ
こさっょ. ╇きぇ う あっくう, おけうすけ しっ 
しこさぇゃはす こけゃっつっ けす けすかうつくけ“, 
さぇょゃぇ しっ すけえ. ′け くっ おさうっ, つっ 
しっ くぇかぇゅぇ くぇ きはしすけ ゃ さぇぉけすぇ
すぇ ょぇ しっ いぇこなかゃぇす しっさうけいくう 
こさぇいくけすう けす うくあっくっさくけすけ くう 
けぉさぇいけゃぇくうっ ょくっし. ╆ぇゃなさ
てうか こけ ゃさっきっすけ くぇ ゃうしけおうすっ 
しすぇくょぇさすう くぇ ╋╄╇ – ]けそうは, 
ょけくぇせつぇゃぇか すなくおけしすうすっ くぇ 
こさけそっしうはすぇ う くぇ ょさせゅう きっし
すぇ, うくあ.′うおけかけゃ うきぇ おぇおゃけ 
ょぇ ょぇょっ くぇ きかぇょうすっ う ゅけ こさぇ
ゃう し せょけゃけかしすゃうっ. ‶さぇゃはす ゅけ 
う けしすぇくぇかうすっ くっゅけゃう けこうすくう 
おけかっゅう ゃ けすょっかぇ. ′けゃけこけしすな
こうかうすっ すせお こけかせつぇゃぇす ゃしうつ
おう くぇしけおう, こさっこけさなつゃぇす うき 
かうすっさぇすせさぇ, こけおぇいゃぇす うき しっ 
くっとぇすぇ くぇ こさぇおすうおぇ う, おぇお
すけ おぇいゃぇ ′うおけかけゃ: “╉けえすけ 
うしおぇ ょぇ しっ せつう, いぇ 1-2 ゅけょう
くう しすぇゃぇ そぇおすけさ ゃ こさけそっしう
はすぇ, ょせきぇすぇ きせ こけつゃぇ ょぇ しっ 
つせゃぇ, いぇこけつゃぇ ょぇ ゅさぇょう しゃけえ 
ぇゃすけさうすっす.” „╉ぇいゃぇき ゅけ しなゃ
しっき しっさうけいくけ う すけゃぇ ゃぇあう 
っょくぇおゃけ う いぇ あっくうすっ“, こけはし
くはゃぇ うくあっくっさなす, ういゃなさゃはか 
けとっ ゃなゃ ╁╋╆ ょなかゅぇすぇ こなすっおぇ 
くぇ ういさぇしすゃぇくっすけ:  おけくしすさせお
すけさ – さなおけゃけょうすっか ゅさせこぇ 
– くぇつぇかくうお ╀のさけ – ╂かぇゃっく 
すったくけかけゅ くぇ ╇くしすさせきっくすぇかっく 
いぇゃけょ ... ′け ょせきうすっ いぇ „┿さ
しっくぇか“ しぇ:     

„〈せお っ さぇいかうつくけ!“

╉ぇいゃぇ ゅけ つけゃっおなす, せつうか しっ し 
すさっこっす けす きけあっくっすけ くぇ ゅっく. 
ぅきぇおけゃ, いぇ おけゅけすけ おぇいゃぇ: 
“′っゅけ こさけしすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ ゅけ 
しかせてぇて う ょぇ しう ゃけょうて いぇ
こうしおう, くはきぇ おぇお ょぇ こさけゅけゃけ
さうて...“. ]すさぇしすすぇ おなき くぇせつぇ
ゃぇくっすけ こけょょなさあぇ せ ′うおけかぇえ 
′うおけかけゃ う しっゅぇ  ゃなすさってくけすけ 
きせ  せしっとぇくっ おぇすけ いぇ  さぇいゃう
ゃぇと しっ つけゃっお. 〈けえ っ しすさぇしすっく 
ぉうぉかうけそうか. ]  たうかはょう すけきけ
ゃっ かうつくぇ ぉうぉかうけすっおぇ. „╇きぇき 
しこっちうぇかくけ けすくけてっくうっ おなき 
おくうゅぇすぇ“, ういょぇゃぇ けさなあっえ
くうはす しこっち. ]なけすくけてっくうっすけ 
ゃ かうつくうは きせ おくうあっく そけくょ:  
すったくうつっしおぇ おなき たせょけあっしす
ゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ っ 50 くぇ 50 

– しなとけすけ, おぇすけ うくすっさっしうすっ ゃ 
あうゃけすぇ きせ. 〉 ょけきぇ しう ょけさう 
こぇいう おくうあくうくぇ  し ょぇすうさけゃおぇ 
けす 1860-すぇ ゅけょうくぇ. ¨しけぉっくけ 
ちっくう おけかっおちうけくっさしおけすけ しう  
ういょぇくうっ くぇ ╃うきうすなさ ]すさぇ
てうきうさけゃ けす けおけかけ 1900-すぇ, 

おけっすけ しなょなさあぇ ぉっいちっくくぇ 
うくそけさきぇちうは いぇ ┿こさうかしおけ
すけ ゃなしすぇくうっ. ╇くあっくっさ ′う
おけかけゃ こさういくぇゃぇ, つっ ぉけゅぇすぇ 
おけかっおちうは しっ しなぉうさぇ しぇきけ こけ 
ょゃぇ くぇつうくぇ: うかう けす っょくけ こけ
おけかっくうっ し きくけゅけ しさっょしすゃぇ, 
うかう けす くはおけかおけ こけおけかっくうは 
し こけ-しおさけきくう ゃないきけあくけしすう. 
′っゅけゃうはす くぇつうく いぇ  すさせこぇ
くっ くぇ ちっくくけ おくうあくけ ぉけゅぇす
しすゃけ っ ゃすけさうはす. ¨とっ ぉぇとぇ 
きせ, すったくうお こけ いぇくうきぇくうっ, っ 
しなぉうさぇか おくうゅう. ╉ぇすけ つけゃっお, 
おけえすけ くっ しう ゅせぉう ゃさっきっすけ し 
ぉっいしきうしかっくう くっとぇ う たけさぇ, 
′うおけかぇえ うきぇ きくけゅけ こさうはすっ
かう, せゃかっつっくう けす おくうあくぇすぇ 
しすさぇしす. „‶けしすけはくくけ しう けぉ
きっくはきっ うくそけさきぇちうは, こけきぇ
ゅぇきっ しう ゃ くっこさっおなしくぇすけすけ 
けぉけゅぇすはゃぇくっ くぇ おけかっおちううすっ, 
せしきうたゃぇ しっ しけぉしすゃっくうおなす くぇ 
けぉっき おくうゅう, おけうすけ くっ っ ぉさけ
うか, くけ いぇ おけうすけ つうしすけしなさょっつ
くけ おぇいゃぇ “てっしす きっすさぇ さぇそすけ
ゃっ し こけ ょゃぇ さっょぇ おくうゅう, ぉっい 
ょぇ ぉさけうき すっいう ゃ おぇぉうくっすぇ くぇ 
すぇゃぇくぇ, おなょっすけ うきぇ こさっょうき
くけ すったくうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ“.  
╆ぇ おけかっおちうけくっさぇ くぇ おくうゅう 
うくそけさきぇちうはすぇ けす うくすっさくっす 
きけあっ ょぇ しかせあう しぇきけ いぇ くは
おけう しこさぇゃおう, くけ うしすうくしおけすけ 
いくぇくうっ っ ゃ おくうゅぇすぇ. ¨ぉうつぇ 
ょぇ しう さぇいゅさなとぇ う  ょぇ しう つっすっ 
たぇさすうっくぇすぇ おくうゅぇ. ╃ぇあっ こけょ
ゃなさいゃぇ おくうゅうすっ しう しぇき. ‶ぇお, 
いぇさぇょう  しこっちうぇかくけすけ けすくけ
てっくうっ. 〈ぇいう しすさぇしす おなき くぇ
せつぇゃぇくっすけ うくあ. ′うおけかぇえ ′う
おけかけゃ くっ っ きぇすっさうぇかういうさぇか 
し くぇせつくう しすっこっくう う いゃぇくうは, 
いぇとけすけ: “╆ぇすゃけさっくぇすぇ しうし
すっきぇ, ゃ おけはすけ しなき さぇぉけすうか 
ういうしおゃぇてっ こなかくけ けすょぇゃぇくっ 
う けゅさぇくうつっくけしす くぇ ゃさっきっすけ“. 
′はおけう けす おくうゅうすっ しう しっゅぇ 
つうすぇゃうはす つうすぇすっか くぇぉうさぇ こけ 
しすさぇくくう くぇ こさなゃ こけゅかっょ くぇ
つうくう – けす とぇくょけゃっ „ゃすけさぇ 
さなおぇ“. ╆ぇとけすけ ゃ くぇてっ ゃさっきっ 
きくけゅけ けす ちっくくうすっ しっきっえくう 
おけかっおちうう しっ さぇいこさけょぇゃぇす けす 
くぇしかっょくうちうすっ くぇ しうきゃけかうつ
くう ちっくう. ′っゅけゃぇすぇ けぉぇつっ ゃっ
さけはすくけ くはきぇ ょぇ うきぇ すぇおぇゃぇ 
くっとぇしすくぇ しなょぉぇ – しうくけゃっすっ 
しぇ けぉさぇいけゃぇくう たけさぇ. ╄ょうくうはす 
せしこってくけ しっ さぇいゃうゃぇ ゃ つせあ
ぉうくぇ. ╅うゃっっ ゃ ╉ぇく. ╃させゅうはす 
しなとけ っ せしこってっく – あうゃっっ ゃ 
]けそうは. ]こさぇゃは しっ こけゃっつっ けす 
けすかうつくけ し あうゃけすぇ.
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]かぇょおうすっ かぇおけきしすゃぇ しぇ しきっすぇくけゃう, おぇすけ しぇ ょけしすぇすなつくう いぇ こけつっさこおぇ くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ 
たけさぇ. ¨しゃっく いぇ こけかせつぇゃぇとうすっ, さぇょけしすすぇ けす せょけゃけかしすゃうっすけ こけ こさうゅけすゃはくっすけ っ ょゃけえくけ こけ-
ゅけかはきぇ , おぇおすけ う ゃなかくっくうっすけ いぇ しぇきうすっ きぇえしすけさう, おけうすけ こけ すけいう くぇつうく しっ つせゃしすゃぇす けとっ 
こけ-こなかくけちっくくう う せゃぇあぇゃぇくう ゃ さぇぉけすぇすぇ しう, おぇすっゅけさうつくぇ っ すはたくぇすぇ くぇつぇかくうつおぇ. 
╁しっおう けす こさぇいくせゃぇとうすっ さけあょっく ょっく ぇさしっくぇかっち とっ しう こけかせつぇゃぇ すけさすぇすぇ – こけょぇさなお  ゃ 

ょっくは くぇ さけあょっくうっすけ しう, ゃっょくぇゅぇ しかっょ おぇすけ こさうおかのつう さぇぉけすぇ. ╆ぇ ちっかすぇ っ しないょぇょっくぇ う しこっ-
ちうぇかくぇ けさゅぇくういぇちうは. 〈けさすうすっ しっ こけかせつぇゃぇす ゃ ちっくすさぇかくうは しすけか.  
¨とっ ゃ こなさゃうは さぇぉけすっく ょっく いぇ すぇいう ゅけょうくぇ – 5-すう はくせぇさう さぇぉけすっとうすっ ゃ ]すけかけゃけ  たさぇくっ-

くっ うきぇたぇ しゃけっけぉさぇいっく さっおけさょ - ういこうす, すなえ おぇすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ こさうゅけすゃはす けぉとけ 96 すけさすう, 
おけかおけすけ しぇ ぇさしっくぇかしおうすっ さけあょっくうちう いぇ こなさゃうすっ  6 ょくう くぇ はくせぇさう. ╃け おさぇは くぇ きっしっちぇ すっ 
しぇ けぉとけ 484 ょせてう. 
]こけさっょ ‶っくおけ 〈けすっゃ, くぇつぇかくうお „ ╊うつっく しなしすぇゃ” くぇ そうさきぇすぇ, しさっょくけ こけ けおけかけ 500 ょせてう 

ゃしっおう きっしっち うきぇす さけあょっく ょっく, おけっすけ とっ さっつっ, つっ しさっょくけ ょくっゃくけ きぇえしすけさ- しかぇょおぇさうすっ くぇ 
„┿さしっくぇか” とっ こさうゅけすゃはす こけ 23 すけさすう. 
〈けゃぇ けす  しゃけは しすさぇくぇ こなお けいくぇつぇゃぇ, つっ ゃしっおう っょうく ょっく くぇ こさぇおすうおぇ とっ っ きぇかなお そうさきっく 

こさぇいくうお.
′っとけ すぇおけゃぇ しっ いぇそけさきう ゃ „┿さしっくぇか” しぇきけ こさっょう ぉさけっくう ょくう, おけゅぇすけ ╇ゃぇくけゃょっく ぉっ けす-

ぉっかはいぇく けす 308 ぇさしっくぇかしおう うきっくくうちう, ぇ ╈けさょぇくけゃょっく けす 43-きぇ.  ′っとけ こけょけぉくけ こさっょしすけう 
こさっい しかっょゃぇとぇすぇ しっょきうちぇ, おけゅぇすけ ┿くすけくけゃょっく う ┿すぇくぇしけゃょっく ゃ „┿さしっくぇか” とっ こさぇいくせゃぇす  
けぉとけ  121 ょせてう. ╃けくおうすっ う  ┿くすけくけゃちうすっ しぇ 76, ぇ ┿すぇくぇしけゃちうすっ う ′ぇしおうすっ けぉとけ 45. 
]ぇきけ ょくっし, 9-すう はくせぇさう, しゃけえ かうつっく こさぇいくうお けすぉっかはいゃぇす 8 ょせてう, 6-きぇ きなあっ う 2 あっくう. 

〈ったくうすっ そうさきっくう すけさすう ゃっつっ ゅう つぇおぇす. 
                                                                   ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈けゃぇ こさぇゃけ っ さぇいこうしぇくけ ゃ いぇおけく, ゃなこさっおう つっ しこけさっょ ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ けすこせしおなす すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ ゃいっきぇ ゃ ゅけょうくぇすぇ, いぇ おけはすけ しっ こけかぇゅぇ. ╁なこさっおう すけゃぇ いぇおけくなす ょぇゃぇ こさぇゃけ くぇ 

さぇぉけすっとうすっ ょぇ こけかいゃぇす しすぇさう ょくう けす こかぇすっくうは こけかぇゅぇと うき しっ けすこせしお, くけ くっ こけ-おなしくけ けす 
ょゃっ ゅけょうくう しかっょ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ, いぇ おけはすけ しぇ しっ こけかぇゅぇかう. ′ぇこさうきっさ, きけあっすっ ょぇ ゃいっきっすっ 
くっういこけかいゃぇくうすっ しう こけつうゃくう ょくう けす 2014 ゅ. ょけ 31 ょっおっきゃさう 2016 ゅ. 〈けゃぇ こさぇゃうかけ くっ ゃぇあう 
いぇ くっゃいっすうすっ ょくう, おけうすけ しぇ けすこさっょう 2009 ゅ. 
『っかうはす しすぇさ けすこせしお きけあっ ょぇ しっ ういこけかいゃぇ ょけ ういすうつぇくっ くぇ ょぇゃくけしすすぇ, ょけさう う ょくうすっ ょぇ くっ 

しぇ こさったゃなさかっくう こけ いぇおけくけゃうは さっょ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. ╁ぇあくけ っ ょぇ いくぇっすっ しなとけ, つっ 
こさうつうくぇすぇ, こけさぇょう おけはすけ しぇ けしすぇくぇかう くっういこけかいゃぇくう, くはきぇ いくぇつっくうっ. ╆ぇすけゃぇ さぇぉけすけょぇすっ-
かはす っ ょかなあっく ょぇ うきぇ しこうしなお いぇ ゃしうつおう くっこけゅぇしっくう こけ ょぇゃくけしす ょくう けすこせしお, ぇ くっ しぇきけ いぇ 
けすかけあっくうすっ こけ いぇおけくけゃうは さっょ, しぇ おぇすっゅけさうつくう けす ╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ.  
‶さう こさっおさぇすはゃぇくっ くぇ すさせょけゃうは ょけゅけゃけさ さぇぉけすけょぇすっかはす すさはぉゃぇ ょぇ こかぇすう けぉっいとっすっくうっ いぇ 

ちっかうは くっういこけかいゃぇく こかぇすっく ゅけょうてっく けすこせしお, くっこけゅぇしっく こけ ょぇゃくけしす. 〈けゃぇ ゃぇあう う いぇ ょくうすっ, 
おけうすけ くっ しぇ こさったゃなさかっくう こけ こさっょゃうょっくうは けす いぇおけくぇ さっょ. 
′ぇ 31-ゃう ょっおっきゃさう ういすっつっ しさけおなす, ゃ おけえすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ しっ ういゅけすゃう ゅさぇそうお けす そうさきうすっ 

いぇ こけかいゃぇくっすけ くぇ こかぇすっくうは ゅけょうてっく けすこせしお こさっい  くぇしすけはとぇすぇ 2015 ゅ. ╁ しこうしなおぇ いぇょなか-
あうすっかくけ しっ ゃおかのつゃぇす けしくけゃくうすっ う ょけこなかくうすっ こけつうゃくう ょくう. 〈けいう ゅさぇそうお しっ ょけこなかゃぇ こさっい 
ゅけょうくぇすぇ いぇ しかせあうすっかう, おけうすけ しぇ けすしなしすゃぇかう けす さぇぉけすぇ こさう しなしすぇゃはくっすけ きせ うかう しぇ こけしすな-
こうかう ゃなゃ そうさきぇすぇ しかっょ すけゃぇ.  

                                                      „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

〉すけつくっくうっ:
╁ こさっょくうは ぉさけえ 95 くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ っ ょけこせしくぇすぇ 

ゅさっておぇ ゃ ういこうしゃぇくっすけ くぇ e-mail くぇ けすょっか „╉ぇょさう“ ゃ „┿さしっ-
くぇか. ‶さぇゃうかくうはす e-mail っ kadri@arsenal-bg.com. [っょぇお-
ちうはすぇ しっ ういゃうくはゃぇ いぇ ょけこせしくぇすぇすぇ ゅさっておぇ.

	 	 	5	 ,	 	 	 	74,74	 ,	 	 	
	 	 	 	1570	 . ゃうはすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ. 

╆ぇおせこっくうはす しすぇあ きけあっ 
ょぇ しっ こけかいゃぇ しぇきけ こさう 
こっくしうけくうさぇくっ, くっ う こさう 
ょさせゅう けしうゅせさうすっかくう しかせ-
つぇう 

′っょけしすうゅぇと けしうゅせさうすっかっく 
しすぇあ いぇ こさうょけぉうゃぇくっ こさぇゃけ 
くぇ こっくしうは きけあっ ょぇ しっ いぇおせ-
こう ょけさう, ぇおけ おぇくょうょぇす-こっく-
しうけくっさなす あうゃっっ ゃ つせあぉうくぇ. 
╆ぇ すけゃぇ けぉぇつっ っ くっけぉたけょうきけ 
ょなさあぇゃぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ くぇきう-
さぇ, ょぇ うきぇ しおかのつっく きっあょせ-
くぇさけょっく ょけゅけゃけさ ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ しけちうぇかくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ し 
╀なかゅぇさうは. [ぇいきっさなす くぇ ゃくけし-
おぇすぇ っ けこさっょっかっく ゃ ╉けょっおしぇ 
いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ う 
っ 74,74 かゃ. きっしっつくけ. ]せきぇ-
すぇ いぇ うしおぇくうは こかぇすっく しすぇあ 
しっ こかぇとぇ くぇおせこ. 〉ょけしすけゃっ-
さっくうっすけ いぇ “いぇおせこっく くっょけし-
すうゅぇと しすぇあ” しっ ういょぇゃぇ けす 
〈っさうすけさうぇかくけすけ こけょっかっくうっ 
くぇ ′¨╇ ゃない けしくけゃぇ くぇ ょけおせ-
きっくすぇ いぇ ゃくっしっくうすっ けしうゅせさう-
すっかくう ゃくけしおう. ]すぇすうしすうおぇすぇ 
くぇ ′¨╇ こけおぇいゃぇ, つっ たけさぇすぇ 
いぇおせこせゃぇす しさっょくけ こけ 21-22 
きっしっちぇ /ゅけょうくぇ-ょゃっ/  くっょけし-
すうゅぇと しすぇあ, おけっすけ うき ういかういぇ 
けおけかけ 1570 かゃ.

‶ぇさうすっ いぇ けすおせこせゃぇくっ くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっ しっ こかぇとぇす 
くぇおせこ

╁ っょうくうは しかせつぇえ ゃうしてうしすう-

すっ う こけかせゃうしてうしすうすっ きけゅぇす ょぇ 
けすおせこはす ゃさっきっすけ, こさっい おけっすけ 
しぇ しっ けぉせつぇゃぇかう うかう つぇしす けす 
くっゅけ, おけゅぇすけ こけうしおぇす. ′け くはきぇ 
けこちうは いぇ さぇいしさけつっくけ こかぇとぇ-
くっ - こぇさうすっ しっ ょぇゃぇす くぇおせこ 
う ゃっょくぇゅぇ. ╇ ぇおけ しぇ こさっいぇ-
こうしゃぇかう, くっ きけゅぇす ょぇ こかぇすはす 
いぇ こけゃっつっ ゅけょうくう けす しさけおぇ 
くぇ けぉせつっくうっ, こさっょゃうょっく こけ 
せつっぉくうは こかぇく いぇ いぇゃなさてっくぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす. 

╉せこっくうはす しすぇあ しっ こけかいゃぇ 
しぇきけ こさう こっくしうけくうさぇくっ う 
くっ しっ いぇつうすぇ こさう ういつうしかは-
ゃぇくっ くぇ けぉっいとっすっくうっすけ

‶さっょうきしすゃけすけ くぇ ゃうしてうしすう-
すっ う こけかせゃうしてうしすうすっ っ, つっ 
おぇすけ „くぇこぇいぇさせゃぇす“ しすぇあ こけ-
さぇくけ, きけゅぇす ょぇ しこっつっかはす けす 
こけしかっょゃぇとけ こけしおなこゃぇくっ くぇ 
すぇいう せしかせゅぇ. 
╇いせつっくけすけ ゃ せくうゃっさしうすっすうすっ 

ゃさっきっ しっ せしすぇくけゃはゃぇ し せょけし-
すけゃっさっくうっ, おけっすけ きけあっ ょぇ しっ 
ゃいっきっ けす ′¨╇. ‶さぇゃう しっ ゃない 
けしくけゃぇ くぇ ょうこかけきぇ いぇ いぇ-
ゃなさてっくけ ゃうしてっ うかう こけかせゃう-
してっ けぉさぇいけゃぇくうっ, ょけおせきっくす 
いぇ ゃくっしっくうすっ けしうゅせさうすっかくう 
ゃくけしおう う ょけおせきっくす, せょけしすけゃっ-
さはゃぇと しさけおぇ くぇ けぉせつっくうっすけ. 

′っ きけあっ ょぇ しっ こぇいぇさせゃぇ 
しすぇあ けす I う II おぇすっゅけさうは

╁さっきっすけ, いぇ おけっすけ しぇ ゃくっ-
しっくう けしうゅせさうすっかくう ゃくけしおう 
いぇ くっょけしすうゅぇと けしうゅせさうすっかっく 

しすぇあ, しっ いぇつうすぇ しぇきけ ゃなゃ ゃさないおぇ し こさうょけぉうゃぇくっ こさぇゃけ くぇ かうつくぇ 
こっくしうは こけ けぉとうは さっょ. ¨す すけゃぇ しかっょゃぇ, つっ くっ きけゅぇす ょぇ しう おせこせゃぇす 
くっょけしすうゅぇと しすぇあ たけさぇ, おけうすけ うしおぇす ょぇ こけかいゃぇす さぇくくけ こっくしうけくう-
さぇくっ こさう すさせょ けす I う II おぇすっゅけさうは.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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′うおけかぇえ ′うおけかけゃ っ けす けくっいう しこっちうぇかうしすう ゃなゃ ゃけっくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ, おけうすけ – すさせこぇかう いくぇくうは う けこうす ゃ ゅけょうくうすっ, しぇ ぉけゅぇすしすゃけ いぇ ゃしはおぇ 
そうさきぇ, こけかいゃぇとぇ すはたくぇすぇ ゃうしけおぇ おゃぇかうそうおぇちうは. ╆ぇ しっぉっ しう けぉぇつっ すけえ ゅけゃけさう し きはさおぇ. ╇ くうおぇお くっ きせ しっ うしおぇ う すせお, ゃなゃ ゃっしすくうおぇ, ょぇ  

ゅけゃけさうき いぇ くっゅけ ゃうしけおけこぇさくけ.  ╉けっすけ っ けとっ っょうく いくぇお, つっ さなおけゃけょうすっかはす くぇ すったくけかけゅうつくうは けすょっか  „╀けっこさうこぇしう“ – ╆ぇゃけょ 0, 〈ったくうつっしおぇ 
ょうさっおちうは, っ „おぇきなお, おけえすけ すっあう くぇ きはしすけすけ しう“. ‶さうしなしすゃうっすけ きせ ゃ すぇいゅけょうてくぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ ┿かっは くぇ しかぇゃぇすぇ いぇ ゃしっおう, さぇぉけすうか し くっゅけ, っ 
ぇぉしけかのすくけ いぇおけくけきっさくけ. ╆ぇ くっゅけ しぇきうは すけゃぇ っ こさけそっしうけくぇかくぇ さぇょけしす けす こさういくぇくうっすけ くぇ さぇぉけすぇすぇ きせ ゃなゃ そうさきぇ, おけはすけ すけえ, くっ おさうっ, つっ 
くっ こさけしすけ たぇさっしゃぇ, ぇ おなょっすけ さぇぉけすう し けゅさけきくけ せょけゃけかしすゃうっ, いぇとけすけ: “┿さしっくぇか“ うきぇ はしくう ちっかう, はしくう いぇょぇつう – くっ しぇきけ おぇすけ こけあっかぇくうっ, ぇ う 
おぇすけ さっしせさし, すぇおぇ つっ すけゃぇ, おけっすけ っ いぇきうしかっくけ, ょぇ しすぇくっ, ょぇ しっ しかせつう”. ╁こっつぇすかはゃぇとけすけ こさうしなしすゃうっ くぇ „┿さしっくぇか“ くぇ しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう ゃっつっ 
すけかおけゃぇ ゅけょうくう うくあ. ′うおけかけゃ  けぉはしくはゃぇ うきっくくけ し けゅさけきくうは おぇこぇちうすっす けす きぇすっさうぇかくぇ ぉぇいぇ う おゃぇかうそうちうさぇくう おぇょさう, おけうすけ こさぇゃはす せしこったうすっ 
さっぇかくけ ゃないきけあくう. ╃せきうすっ きせ しぇ こけょこかなすっくう くっ しぇきけ し  こけいくぇくうっすけ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ょっえくけしすすぇ けすゃなすさっ, おけっすけ ょぇゃぇ っあっょくっゃくぇすぇ きせ さぇ-
ぉけすぇ すせお, くけ う し かうつくうすっ くぇぉかのょっくうは けす こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくぇ そうさきぇ こけ きっあょせくぇさけょくうすっ ういかけあっくうは. „╁こっつぇすかはゃぇとけ 
っ こさうしなしすゃうっすけ くぇ „┿さしっくぇか“ くぇ きっあょせくぇさけょくうすっ こぇくぇうさう“, おぇいゃぇ うくあ. ′うおけかぇえ ′うおけかけゃ. ╇ きけあっ ょぇ きせ しっ ゃはさゃぇ, いぇとけすけ しこっちうぇかうしすなす こけ 
ぉけっこさうこぇしうすっ うきぇ けこうす う ゃ ょさせゅう こさっょこさうはすうは けす おさなゅぇ くぇ くはおけゅぇてくうは しゃさなたきけとっく ぉなかゅぇさしおう ゃけっくくけ-こさけきうてかっく おけきこかっおし. ╇くあっくっさなす 
すさせこぇ きくけゅけ  ゅけょうくう ゃなゃ ╁╋╆ – ]けこけす, おなょっすけ ういおぇつゃぇ しすなかぉうちぇすぇ くぇ おぇさうっさくけすけ さぇいゃうすうっ ょけ いぇき.
-ょうさっおすけさ こけ しうゅせさくけしすすぇ. ╊うつくけ っ さぇぉけすうか し かっゅっくょぇすぇ くぇ さけょくけすけ ゃけっくくけ こさけういゃけょしすゃけ – ゅっくっさぇか ╂っけさゅう ぅきぇおけゃ. [っしこっおすうさぇく っ ょなかぉけ-

おけ けす くっゅけゃぇすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ こけょゅけすけゃおぇ, けす きけとすぇ う さぇいきぇたぇ くぇ くっゅけゃぇすぇ さぇぉけすぇ, けす てうさけすぇすぇ くぇ ゃないゅかっょうすっ う けゅさけきくぇすぇ けぉとぇ おせかすせさぇ. 
╉ぇつっしすゃぇ, おけうすけ こさぇゃはす ぅきぇおけゃ かうつくけしす し はさおけ こさうしなしすゃうっ ゃ ぉさぇくてぇ. ╉けっすけ しっ こけきくう う ょくっし.  
′はきぇき おなしきっすぇ ょぇ こけいくぇゃぇき すけいう ゅっくっさぇか ぅきぇおけゃ, いぇ おけゅけすけ し せゃぇあっくうっ しぇ きう ゅけゃけさうかう う ょさせゅう ぇさしっくぇかちう, くけ ゃ さぇいゅけゃけさぇ きう し うくあ. ′う-

おけかぇえ ′うおけかけゃ, ぉっい しなきくっくうっ けすおさうゃぇき はさおけすけ こさうしなしすゃうっ くぇ こけょけぉっく くぇ ゅっくっさぇかぇ つけゃっお,  おけえすけ, ぉっい ょぇ しっ くぇすさぇこゃぇ, さっしこっおすうさぇ し きけあっくっ. 
╆くぇっ ゃしうつおう すぇえくう くぇ ゃいさうゃけゃっすっ, くけ ぉなさいけ さぇいぉうさぇき, つっ すっ しぇ しぇきけ いぇ こけしゃっすっくう. ┿ ゃしはおけ くっくせあくけ しこけょっかはくっ こけ すっきぇすぇ – ゃいさうゃけけこぇしくけ.

„┿さしっくぇか“ っ そうさきぇ! ╇ すけゃぇ 
しう かうつう けとっ けす こけさすぇかぇ.“, 
おぇいゃぇ ′うおけかけゃ, いぇ おけゅけすけ 
╉ぇいぇくかなお くっ っ さけょっく ゅさぇょ, う 
すせお すけえ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ あう-
ゃっっ くぇ おゃぇさすうさぇ. ] すけゃぇ すけえ 
ういくっくぇょゃぇ ゃしっおう こさっょせぉっ-

ょっく, いぇ おけゅけすけ ぇさしっくぇかっちなす 
っ とぇきこぇ けす すうこぇ: “『はか あう-
ゃけす ゃ „┿さしっくぇか“, さけょうすっかう-
すっ う ょっちぇすぇ -  ゃ „┿さしっくぇか“ 
– ぇさしっくぇかしおけ あうかうとっ...“. 
]かせつぇはす くぇ ′うおけかけゃ っ ょさせゅ, 
くけ せしっとぇくっすけ いぇ ょけき, おけっ-
すけ すけえ うきぇ ゃ おぇいぇくかなておぇ-
すぇ けさなあっえくうちぇ, っ しなとけすけ, 
おぇおすけ いぇ こけゃっつっすけ さぇぉけすっとう 
けす たうかはょくぇすぇ そぇきうかうは „┿さ-
しっくぇか“. ′うおけかけゃ こけはしくはゃぇ: 
„┿さしっくぇか“ っ そうさきぇ! – いぇ-
すけゃぇ しぇ いぇこぇいっくう こぇいぇさうすっ. 
╇きぇ さっょ う けさゅぇくういぇちうは う 
すけゃぇ しっ せしっとぇ けとっ し ゃかう-
いぇくっすけ くぇ すっさうすけさうはすぇ  くぇ 
ょさせあっしすゃけすけ – せしっとぇ しっ けとっ 
けす しこさっすくぇすうすっ ぇかっう う こけょ-
ょさなあおぇすぇ くぇ すさっゃぇすぇ う すけゃぇ 
こさぇゃう けゅさけきくけ ゃこっつぇすかっくうっ 
くぇ すなさゅけゃしおうすっ こぇさすくぬけさう, 
こけゃはさゃぇえすっ!“. 〉ゃぇあっくうっすけ 
おなき ょけぉさうすっ しこっちうぇかうしすう くぇ 
ゃしうつおう くうゃぇ かうつう う けす すはた-
くけすけ こさうしなしすゃうっ ゃ ┿かっはすぇ くぇ 
しかぇゃぇすぇ, せぉっょっく っ てっそなす くぇ 
〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか „╀けっ-
こさうこぇしう“. ╆ぇ くっゅけ ┿かっはすぇ くっ 
っ おけきせくういなき, おぇおすけ くはおけう 
しきはすぇす. ┿かっはすぇ, すけゃぇ っ いくぇお 
いぇ けすかうつくぇすぇ さぇぉけすぇ ゃ っおうこ 
くぇ たうかはょうすっ ぇさしっくぇかちう. ╉け-
かっゃ っ ゃうあょぇか こけょけぉくけ くっとけ 
う くぇ ╆ぇこぇょ. ]こけきっくうすっ きせ 
けす きけとくぇ そうさきぇ ゃ ╀ぇゃぇさうは 
ゅけ ゃさなとぇす おなき すけゃぇ ょくっし し 
きうしなかすぇ いぇ いょさぇゃう すさぇょうちうう 
ゃ ちっくくけしすうすっ, きぇくすぇかうすっす, 
けすくけてっくうっ おなき さぇぉけすぇすぇ – 
すぇおけゃぇ, おぇおゃけすけ すけえ くぇきうさぇ 
う ゃ „┿さしっくぇか“ う くっ おさうっ, つっ 
すけいう そぇおす ゅけ こさぇゃう とぇしすかうゃ. 
』けゃっおなす,  ょけてなか けす ╉ぇさかけゃ-
しおぇすぇ [けいけゃぇ ょけかうくぇ こさっょう 
8 う こけかけゃうくぇ ゅけょうくう, ゅけゃけさう 
いぇ „┿さしっくぇか“ おぇすけ いぇ っょうくくぇ 
けぉとくけしす - ゃ こなさゃけ かうちっ きくけ-
あっしすゃっくけ つうしかけ - し „くうっ“. 

„′うっ しきっ くぇ きくけゅけ
ゃうしけおけ くうゃけ ゃ しゃっすぇ“

╁うしけおけすけ くうゃけ っ う ゃ おぇつっしす-
ゃけすけ, う ゃ おせかすせさぇすぇ  くぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ,  おぇすっゅけさうつっく っ 
ゃ けちっくおぇすぇ しう いぇ „┿さしっくぇか“ 
こさけそっしうけくぇかうしすなす, ゃうょはか 
きくけゅけ う くぇ きくけゅけ きっしすぇ こけ 
しゃっすぇ. ╉ぇいゃぇ ゅけ ぉっい こさう-
こけゃょうゅくぇすけしす,  けぉぇつっ - しなし 
しこけおけえくぇ せゃっさっくけしす. ]なし 
しぇきけつせゃしすゃうっすけ くぇ おぇょなさ, 
こさけくうおゃぇと ゃ すぇえくぇすぇ くぇ 
ぉけっこさうこぇしうすっ けす ょぇかっつくぇすぇ 
1968-きぇ, おけゅぇすけ こけしすなこゃぇ 
ゃ しうしすっきぇすぇ くぇ ╁‶╉. ‶けおぇ-
くっく ゃ ╉ぇいぇくかなお けす ょうさっおすけ-

╅]╊っ【╅ ╊ ′〉╅[ ′╅ 『╅╆《【╅ ╇ ╊[¨》》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:

•	 きけくすぇあくうお ういょっかうは けす きっすぇか /ぉけっこさうこぇしう/;
•	 けこっさぇすけさ くぇ こさっしぇ きっすぇか;
•	 てかけしっさ;
•	 しすさせゅぇさ;
•	 そさっいうしす;
•	 てかぇえそうしす;
•	 けこっさぇすけさ 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お;
•	 けおぇつっしすゃうすっか;
•	 うくしすさせきっくすぇかつうお;
•	 かっはさ;
•	 ょさせゅう.

¨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. 
[ぇぉけすぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ う くぇ しきっくっく さっあうき.

╆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”. 
╁しうつおう おぇくょうょぇすう いぇ けぉはゃっくうすっ こけいうちうう すさはぉゃぇ ょぇ 

うきぇす けぉさぇいけゃぇすっかっく ちっくい: いぇゃなさてっくけ しさっょくけ けぉさぇいけ
ゃぇくうっ うかう ょけこなかくうすっかくけ こさうょけぉうすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは う すさせょけゃ しすぇあ.

╆ぇ こけかせつぇゃぇくっ う こけょぇゃぇくっ くぇ ょけおせきっくすう いぇ さぇぉけすぇ う 
いぇ ゃたけょはとけ うくすっさゃの – ゃ „‶さうっきくぇ”, けそうし わ4, くぇ 50 き. 
のあくけ けす ちっくすさぇかくうは こけさすぇか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ (ゃしっおう 
さぇぉけすっく ょっく けす 14.00 ょけ 15:00 つぇしぇ) うかう こけ っかっおすさけ
くっく こなす
Email: kadri@arsenal-bg.com
www.arsenal.bg

‶ぇおっす ょけおせきっくすう きけあっ ょぇ しっ こけかせつう 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).

╆ぇ おけくすぇおすう う うくそけさきぇちうは: 
すっか: 0431/63133, 0431/57747 

だß　çí
さぇ くぇ ╀ぇいぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ う 
ゃくっょさはゃぇくっ – ]うきけ 『けくおけゃ, 
しけこけすしおうはす うくあっくっさ こなさゃけ 
さぇぉけすう ゃ ぇさしっくぇかしおうは ╉けき-
こかっおし 2. ╆ぇ たけさぇ おぇすけ ′うおけ-
かけゃ, けすぉうさぇとう けす しかけあくうすっ 
ゃいさうゃけけこぇしくう すったくけかけゅうう, 

くぇ きはしすけ おぇすけ „┿さしっくぇか“ 
さぇぉけすぇすぇ くっ しゃなさてゃぇ. „′うっ 
ゃうくぇゅう しう うきぇきっ さぇぉけすぇ, 
さぇぉけすうき いぇ ぉなょっとっすけ, うきぇ-
きっ せつぇしすうっ ゃ くけゃう さぇいさぇ-
ぉけすおう, くけゃう ういょっかうは, おけうすけ 
くう ゃないかぇゅぇ さなおけゃけょしすゃけすけ“, 

けぉはしくはゃぇ っあっょくっゃうっすけ くぇ 
てっしすうきぇすぇ すったくけかけいう, おけう-
すけ さなおけゃけょう, すったくうはす てっそ. 
╁しうつおうすっ 5 しぇ ぉうゃてう おぇょさう 
くぇ ╁╋╆, こさうゃかっつっくう すせお けす 
こっさしこっおすうゃぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ う 
すゃけさつっしおう ういはゃう, おけはすけ うき 
ょぇゃぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ. ╁ないきけあくけしすうすっ いぇ 
こさけそっしうけくぇかくけ ういさぇしすゃぇくっ 
しすぇゃぇす ゃしっ こけ-ょけぉさう ゃ せしかけ-
ゃうはすぇ くぇ  しすぇぉうかういぇちうはすぇ くぇ 

„┿さしっくぇか“ う くけゃうすっ こけさなつおう, 
しすぇくぇかう そぇおす こさっい 2014-すぇ, 
おけきっくすうさぇ さなおけゃけょうすっかはす 
くぇ すったくけかけいうすっ-ぉけっこさうこぇ-
しつうちう, くけ こけはしくはゃぇ: きっさぇ-
おかうう いぇ すぇいう さぇぉけすぇ – きくけゅけ, 
くけ いぇ ょぇ せしこっって, しぇ くせあくう 

ょうしちうこかうくぇ う  あっかぇくうっ ょぇ 
しっ せつうて, っょうく きっさぇお くっ しすう-
ゅぇ! 
╁ すけゃぇ ぇさしっくぇかしおけ うくあっ-

くっさくけ いゃっくけ しなとけ  しぇ ういこう-
すぇかう くぇ ゅなさぉぇ しう こさけぉかっきぇ 
し おぇょさうすっ ゃ ょくってくけ ゃさっきっ. 

[ぇいこぇょなす くぇ けすさぇぉけすっくぇすぇ 
う さっいせかすぇすくぇ しうしすっきぇ ‶〉『 
– ]‶〈〉 – 〈ったくうおせき, おぇおすけ 
う こさけきっくうすっ ゃ くぇゅかぇしうすっ くぇ 
きかぇょけすけ こけおけかっくうっ - ょぇ うしおぇ 
ゃしうつおけ くぇゃっょくなあ う くぇぉなさいけ, 
しぇ こけいくぇすう う くぇ うくあ. ′うおけ-
かけゃ. ′け すけえ っ せぉっょっく, つっ ゃ 
くっゅけゃぇすぇ こさけそっしうは きかぇょうすっ 
たけさぇ うきぇす ぉなょっとっ ゃ „┿さしっ-
くぇか“. ╁うあょぇか っ し けつうすっ しう  
おぇお ういさぇしすゃぇす くけゃう しこっちうぇ-

′ぇえ-ょけぉさう ぉかぇゅけこけあっかぇくうは 
いぇ いょさぇゃっ, せしこったう う ゃしっ しな

とぇすぇ  ゃしっけすょぇえくけしす おなき きぇさおぇすぇ 
„┿さしっくぇか” こけあっかぇゃぇ ょなかゅけゅけょうて
くうはす ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ, ぉうゃて 
きうくうしすなさ くぇ こさけきうてかっくけしすすぇ ゃ 
′ぇさけょくぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは う 
くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか ょけ 1990 
ゅけょうくぇ  うくあ. 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ.
‶けあっかぇくうはすぇ  しう すけえ けすこさぇゃう ゃ 

くぇゃっつっさうっすけ くぇ おけかっょくけ-くけゃけゅけ
ょうてくうすっ こさぇいくうちう つさっい しすさぇくう
ちうすっ くぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか” ょけ ╀けさょぇ くぇ ょうさっおすけさうすっ くぇ 
そうさきぇすぇ う かうつくけ ょけ ういこなかくうすっか
くうは  ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
ょけ ゃしうつおう しかせあうすっかう う さぇぉけすくうちう  
ゃなゃ そうさきぇすぇ, おなき おけはすけ うくあ. 』ぇ
おなさけゃ こぇいう ういおかのつうすっかくけ ょけぉさう 
つせゃしすゃぇ う しうきこぇすうう. 
〈けえ っ う っょうく けす くぇえ-さっゃくけしすくうすっ 

う さっょけゃくう つうすぇすっかう くぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, おけえすけ すけえ 
こけかせつぇゃぇ  さっょけゃくけ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ. 
╇くあ. 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ っ うきっ-っきぉかっきぇ いぇ けさなあっえくうちぇすぇ, けしすぇゃうか 

しっさうけいくぇ ょうさは う こさうくけし ゃ くっえくけすけ さぇいゃうすうっ, し ょけしすけえくけ う しこっ
ちうぇかくけ きはしすけ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは  けす 50-すっ 
ゅけょうくう ょけ おさぇは くぇ きうくぇかうは ゃっお. 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ けすょっかう  くぇ しゃけうすっ しすさぇくうちう こさっい すぇいう 

ゅけょうくぇ しこっちうぇかくけ きはしすけ いぇ しさっとぇ し すけいう ういおかのつうすっかっく ぉなかゅぇ
さうく, おけえすけ っ う っょうく けす こけつっすくうすっ ゅさぇあょぇくう くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい 
80-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお. 

‶ぇょくぇ けゅさぇくうつっくうっすけ いぇ 
おさぇっく しさけお いぇ いぇおせこせゃぇくっ 

くぇ くっょけしすうゅぇと けしうゅせさうすっかっく 
しすぇあ いぇ こっくしうは, しすぇゃぇ はしくけ けす 
しなけぉとっくうっ 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. ‶なさ
ゃけくぇつぇかくけ さっゅかぇきっくすうさぇくうはす 
しさけお いぇ すけゃぇ ういすうつぇてっ こさっい 
2015 ゅ., くけ けゅさぇくうつっくうっすけ ぉっ 
けすきっくっくけ.  
′っょけしすうゅぇとうすっ きっしっちう うかう 

くはおけかおけ ゅけょうくう いぇ こさうょけぉう
ゃぇくっ くぇ こさぇゃけ くぇ こっくしうは おぇく
ょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ いぇおせこはす, 
ょけさう う ょぇ あうゃっはす ゃ つせあぉうくぇ. 
╁ ╉けょっおしぇ いぇ しけちうぇかくけ けしう
ゅせさはゃぇくっ しぇ さっゅかぇきっくすうさぇくう 
ゃないきけあくけしすうすっ いぇ いぇおせこせゃぇくっ 
くぇ けしうゅせさうすっかっく しすぇあ, おけうすけ 
しぇ ょゃっ. ╄ょくぇすぇ ょぇゃぇ こさぇゃけ くぇ 
かうちぇすぇ ょぇ いぇおせこはす ゃさっきっすけ くぇ 
けぉせつっくうっすけ しう いぇ いぇゃなさてっくけ 
ゃうしてっ う こけかせゃうしてっ けぉさぇいけゃぇ
くうっ, くけ いぇ しさけお, くっ こけ-ょなかなゅ けす 
しさけおぇ くぇ けぉせつっくうっすけ, こさっょゃう
ょっく ゃ せつっぉくうは こかぇく くぇ いぇゃなさ
てっくぇすぇ しこっちうぇかくけしす. ╊うちぇすぇ 
きけゅぇす ょぇ くぇこさぇゃはす すけゃぇ こけ 
ゃしはおけ ゃさっきっ. ╃させゅぇすぇ ゃないきけあ
くけしす っ, おけゅぇすけ かうちっすけ くぇゃなさてう 
せしかけゃうはすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ う 
くっ きせ ょけしすうゅぇ しすぇあ. 
〈けゅぇゃぇ すけ きけあっ ょぇ しう いぇおせこう 

ょけ 5 ゅ. けしうゅせさうすっかっく しすぇあ いぇ 
こさうょけぉうゃぇくっ こさぇゃけ くぇ こっくしうは 
いぇ けしうゅせさうすっかっく しすぇあ う ゃない
さぇしす こけ けぉとうは さっょ. 
〈けゃぇ くっ きけあっ ょぇ しすぇくっ, こさっょう 

おぇくょうょぇすなす ょぇ ういこなかくう せしかけ
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かうしすう. „╇きぇ きかぇょう たけさぇ. 
╇ょゃぇす, ゃなゃっあょぇきっ ゅう ゃ さぇ-
ぉけすぇすぇ, うきぇす かう あっかぇくうっ ょぇ 
しっ せつぇす, うきぇす う ぉなょっとっ. ‶け-
いくぇゃぇきっ すぇおうゃぇ, うょゃぇす こさう 
くぇし くぇ しすぇあ, とっ しすぇくぇす けす 
すはた しこっちうぇかうしすう...“, けこすう-

きうしす っ てっそなす くぇ 〈ったくけかけ-
ゅうつくうは けすょっか „╀けっこさうこぇしう“ 
おなき ╆ぇゃけょ 0. ╁なこさっおう ゃしうつ-
おう くっょけしすぇすなちう くぇ ょくってくけすけ 
ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, ゃ さな-
ちっすっ くぇ けこうすくうすっ しう おけかっゅう 
きかぇょうすっ, ょけてかう すせお, しっ せつぇす 
ょけぉさっ „ゃ ょゃうあっくうっ“, けすつう-
すぇ ′うおけかけゃ. „╇きぇ いぇこぇかっくう 
きけきつっすぇ, おけうすけ ゃなさゃはす くぇ-
こさっょ. ╇きぇ う あっくう, おけうすけ しっ 
しこさぇゃはす こけゃっつっ けす けすかうつくけ“, 
さぇょゃぇ しっ すけえ. ′け くっ おさうっ, つっ 
しっ くぇかぇゅぇ くぇ きはしすけ ゃ さぇぉけすぇ-
すぇ ょぇ しっ いぇこなかゃぇす しっさうけいくう 
こさぇいくけすう けす うくあっくっさくけすけ くう 
けぉさぇいけゃぇくうっ ょくっし. ╆ぇゃなさ-
てうか こけ ゃさっきっすけ くぇ ゃうしけおうすっ 
しすぇくょぇさすう くぇ ╋╄╇ – ]けそうは, 
ょけくぇせつぇゃぇか すなくおけしすうすっ くぇ 
こさけそっしうはすぇ う くぇ ょさせゅう きっし-
すぇ, うくあ.′うおけかけゃ うきぇ おぇおゃけ 
ょぇ ょぇょっ くぇ きかぇょうすっ う ゅけ こさぇ-
ゃう し せょけゃけかしすゃうっ. ‶さぇゃはす ゅけ 
う けしすぇくぇかうすっ くっゅけゃう けこうすくう 
おけかっゅう ゃ けすょっかぇ. ′けゃけこけしすな-
こうかうすっ すせお こけかせつぇゃぇす ゃしうつ-
おう くぇしけおう, こさっこけさなつゃぇす うき 
かうすっさぇすせさぇ, こけおぇいゃぇす うき しっ 
くっとぇすぇ くぇ こさぇおすうおぇ う, おぇお-
すけ おぇいゃぇ ′うおけかけゃ: “╉けえすけ 
うしおぇ ょぇ しっ せつう, いぇ 1-2 ゅけょう-
くう しすぇゃぇ そぇおすけさ ゃ こさけそっしう-
はすぇ, ょせきぇすぇ きせ こけつゃぇ ょぇ しっ 
つせゃぇ, いぇこけつゃぇ ょぇ ゅさぇょう しゃけえ 
ぇゃすけさうすっす.” „╉ぇいゃぇき ゅけ しなゃ-
しっき しっさうけいくけ う すけゃぇ ゃぇあう 
っょくぇおゃけ う いぇ あっくうすっ“, こけはし-
くはゃぇ うくあっくっさなす, ういゃなさゃはか 
けとっ ゃなゃ ╁╋╆ ょなかゅぇすぇ こなすっおぇ 
くぇ ういさぇしすゃぇくっすけ:  おけくしすさせお-
すけさ – さなおけゃけょうすっか ゅさせこぇ 
– くぇつぇかくうお ╀のさけ – ╂かぇゃっく 
すったくけかけゅ くぇ ╇くしすさせきっくすぇかっく 
いぇゃけょ ... ′け ょせきうすっ いぇ „┿さ-
しっくぇか“ しぇ:     

„〈せお っ さぇいかうつくけ!“

╉ぇいゃぇ ゅけ つけゃっおなす, せつうか しっ し 
すさっこっす けす きけあっくっすけ くぇ ゅっく. 
ぅきぇおけゃ, いぇ おけゅけすけ おぇいゃぇ: 
“′っゅけ こさけしすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ ゅけ 
しかせてぇて う ょぇ しう ゃけょうて いぇ-
こうしおう, くはきぇ おぇお ょぇ こさけゅけゃけ-
さうて...“. ]すさぇしすすぇ おなき くぇせつぇ-
ゃぇくっすけ こけょょなさあぇ せ ′うおけかぇえ 
′うおけかけゃ う しっゅぇ  ゃなすさってくけすけ 
きせ  せしっとぇくっ おぇすけ いぇ  さぇいゃう-
ゃぇと しっ つけゃっお. 〈けえ っ しすさぇしすっく 
ぉうぉかうけそうか. ]  たうかはょう すけきけ-
ゃっ かうつくぇ ぉうぉかうけすっおぇ. „╇きぇき 
しこっちうぇかくけ けすくけてっくうっ おなき 
おくうゅぇすぇ“, ういょぇゃぇ けさなあっえ-
くうはす しこっち. ]なけすくけてっくうっすけ 
ゃ かうつくうは きせ おくうあっく そけくょ:  
すったくうつっしおぇ おなき たせょけあっしす-
ゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ っ 50 くぇ 50 

– しなとけすけ, おぇすけ うくすっさっしうすっ ゃ 
あうゃけすぇ きせ. 〉 ょけきぇ しう ょけさう 
こぇいう おくうあくうくぇ  し ょぇすうさけゃおぇ 
けす 1860-すぇ ゅけょうくぇ. ¨しけぉっくけ 
ちっくう おけかっおちうけくっさしおけすけ しう  
ういょぇくうっ くぇ ╃うきうすなさ ]すさぇ-
てうきうさけゃ けす けおけかけ 1900-すぇ, 

おけっすけ しなょなさあぇ ぉっいちっくくぇ 
うくそけさきぇちうは いぇ ┿こさうかしおけ-
すけ ゃなしすぇくうっ. ╇くあっくっさ ′う-
おけかけゃ こさういくぇゃぇ, つっ ぉけゅぇすぇ 
おけかっおちうは しっ しなぉうさぇ しぇきけ こけ 
ょゃぇ くぇつうくぇ: うかう けす っょくけ こけ-
おけかっくうっ し きくけゅけ しさっょしすゃぇ, 
うかう けす くはおけかおけ こけおけかっくうは 
し こけ-しおさけきくう ゃないきけあくけしすう. 
′っゅけゃうはす くぇつうく いぇ  すさせこぇ-
くっ くぇ ちっくくけ おくうあくけ ぉけゅぇす-
しすゃけ っ ゃすけさうはす. ¨とっ ぉぇとぇ 
きせ, すったくうお こけ いぇくうきぇくうっ, っ 
しなぉうさぇか おくうゅう. ╉ぇすけ つけゃっお, 
おけえすけ くっ しう ゅせぉう ゃさっきっすけ し 
ぉっいしきうしかっくう くっとぇ う たけさぇ, 
′うおけかぇえ うきぇ きくけゅけ こさうはすっ-
かう, せゃかっつっくう けす おくうあくぇすぇ 
しすさぇしす. „‶けしすけはくくけ しう けぉ-
きっくはきっ うくそけさきぇちうは, こけきぇ-
ゅぇきっ しう ゃ くっこさっおなしくぇすけすけ 
けぉけゅぇすはゃぇくっ くぇ おけかっおちううすっ, 
せしきうたゃぇ しっ しけぉしすゃっくうおなす くぇ 
けぉっき おくうゅう, おけうすけ くっ っ ぉさけ-
うか, くけ いぇ おけうすけ つうしすけしなさょっつ-
くけ おぇいゃぇ “てっしす きっすさぇ さぇそすけ-
ゃっ し こけ ょゃぇ さっょぇ おくうゅう, ぉっい 
ょぇ ぉさけうき すっいう ゃ おぇぉうくっすぇ くぇ 
すぇゃぇくぇ, おなょっすけ うきぇ こさっょうき-
くけ すったくうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ“.  
╆ぇ おけかっおちうけくっさぇ くぇ おくうゅう 
うくそけさきぇちうはすぇ けす うくすっさくっす 
きけあっ ょぇ しかせあう しぇきけ いぇ くは-
おけう しこさぇゃおう, くけ うしすうくしおけすけ 
いくぇくうっ っ ゃ おくうゅぇすぇ. ¨ぉうつぇ 
ょぇ しう さぇいゅさなとぇ う  ょぇ しう つっすっ 
たぇさすうっくぇすぇ おくうゅぇ. ╃ぇあっ こけょ-
ゃなさいゃぇ おくうゅうすっ しう しぇき. ‶ぇお, 
いぇさぇょう  しこっちうぇかくけすけ けすくけ-
てっくうっ. 〈ぇいう しすさぇしす おなき くぇ-
せつぇゃぇくっすけ うくあ. ′うおけかぇえ ′う-
おけかけゃ くっ っ きぇすっさうぇかういうさぇか 
し くぇせつくう しすっこっくう う いゃぇくうは, 
いぇとけすけ: “╆ぇすゃけさっくぇすぇ しうし-
すっきぇ, ゃ おけはすけ しなき さぇぉけすうか 
ういうしおゃぇてっ こなかくけ けすょぇゃぇくっ 
う けゅさぇくうつっくけしす くぇ ゃさっきっすけ“. 
′はおけう けす おくうゅうすっ しう しっゅぇ 
つうすぇゃうはす つうすぇすっか くぇぉうさぇ こけ 
しすさぇくくう くぇ こさなゃ こけゅかっょ くぇ-
つうくう – けす とぇくょけゃっ „ゃすけさぇ 
さなおぇ“. ╆ぇとけすけ ゃ くぇてっ ゃさっきっ 
きくけゅけ けす ちっくくうすっ しっきっえくう 
おけかっおちうう しっ さぇいこさけょぇゃぇす けす 
くぇしかっょくうちうすっ くぇ しうきゃけかうつ-
くう ちっくう. ′っゅけゃぇすぇ けぉぇつっ ゃっ-
さけはすくけ くはきぇ ょぇ うきぇ すぇおぇゃぇ 
くっとぇしすくぇ しなょぉぇ – しうくけゃっすっ 
しぇ けぉさぇいけゃぇくう たけさぇ. ╄ょうくうはす 
せしこってくけ しっ さぇいゃうゃぇ ゃ つせあ-
ぉうくぇ. ╅うゃっっ ゃ ╉ぇく. ╃させゅうはす 
しなとけ っ せしこってっく – あうゃっっ ゃ 
]けそうは. ]こさぇゃは しっ こけゃっつっ けす 
けすかうつくけ し あうゃけすぇ.
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]かぇょおうすっ かぇおけきしすゃぇ しぇ しきっすぇくけゃう, おぇすけ しぇ ょけしすぇすなつくう いぇ こけつっさこおぇ くぇ くぇえ-ぉかういおうすっ 
たけさぇ. ¨しゃっく いぇ こけかせつぇゃぇとうすっ, さぇょけしすすぇ けす せょけゃけかしすゃうっすけ こけ こさうゅけすゃはくっすけ っ ょゃけえくけ こけ-
ゅけかはきぇ , おぇおすけ う ゃなかくっくうっすけ いぇ しぇきうすっ きぇえしすけさう, おけうすけ こけ すけいう くぇつうく しっ つせゃしすゃぇす けとっ 
こけ-こなかくけちっくくう う せゃぇあぇゃぇくう ゃ さぇぉけすぇすぇ しう, おぇすっゅけさうつくぇ っ すはたくぇすぇ くぇつぇかくうつおぇ. 
╁しっおう けす こさぇいくせゃぇとうすっ さけあょっく ょっく ぇさしっくぇかっち とっ しう こけかせつぇゃぇ すけさすぇすぇ – こけょぇさなお  ゃ 

ょっくは くぇ さけあょっくうっすけ しう, ゃっょくぇゅぇ しかっょ おぇすけ こさうおかのつう さぇぉけすぇ. ╆ぇ ちっかすぇ っ しないょぇょっくぇ う しこっ
ちうぇかくぇ けさゅぇくういぇちうは. 〈けさすうすっ しっ こけかせつぇゃぇす ゃ ちっくすさぇかくうは しすけか.  
¨とっ ゃ こなさゃうは さぇぉけすっく ょっく いぇ すぇいう ゅけょうくぇ – 5-すう はくせぇさう さぇぉけすっとうすっ ゃ ]すけかけゃけ  たさぇくっ

くっ うきぇたぇ しゃけっけぉさぇいっく さっおけさょ - ういこうす, すなえ おぇすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ こさうゅけすゃはす けぉとけ 96 すけさすう, 
おけかおけすけ しぇ ぇさしっくぇかしおうすっ さけあょっくうちう いぇ こなさゃうすっ  6 ょくう くぇ はくせぇさう. ╃け おさぇは くぇ きっしっちぇ すっ 
しぇ けぉとけ 484 ょせてう. 
]こけさっょ ‶っくおけ 〈けすっゃ, くぇつぇかくうお „ ╊うつっく しなしすぇゃ” くぇ そうさきぇすぇ, しさっょくけ こけ けおけかけ 500 ょせてう 

ゃしっおう きっしっち うきぇす さけあょっく ょっく, おけっすけ とっ さっつっ, つっ しさっょくけ ょくっゃくけ きぇえしすけさ- しかぇょおぇさうすっ くぇ 
„┿さしっくぇか” とっ こさうゅけすゃはす こけ 23 すけさすう. 
〈けゃぇ けす  しゃけは しすさぇくぇ こなお けいくぇつぇゃぇ, つっ ゃしっおう っょうく ょっく くぇ こさぇおすうおぇ とっ っ きぇかなお そうさきっく 

こさぇいくうお.
′っとけ すぇおけゃぇ しっ いぇそけさきう ゃ „┿さしっくぇか” しぇきけ こさっょう ぉさけっくう ょくう, おけゅぇすけ ╇ゃぇくけゃょっく ぉっ けす

ぉっかはいぇく けす 308 ぇさしっくぇかしおう うきっくくうちう, ぇ ╈けさょぇくけゃょっく けす 43-きぇ.  ′っとけ こけょけぉくけ こさっょしすけう 
こさっい しかっょゃぇとぇすぇ しっょきうちぇ, おけゅぇすけ ┿くすけくけゃょっく う ┿すぇくぇしけゃょっく ゃ „┿さしっくぇか” とっ こさぇいくせゃぇす  
けぉとけ  121 ょせてう. ╃けくおうすっ う  ┿くすけくけゃちうすっ しぇ 76, ぇ ┿すぇくぇしけゃちうすっ う ′ぇしおうすっ けぉとけ 45. 
]ぇきけ ょくっし, 9-すう はくせぇさう, しゃけえ かうつっく こさぇいくうお けすぉっかはいゃぇす 8 ょせてう, 6-きぇ きなあっ う 2 あっくう. 

〈ったくうすっ そうさきっくう すけさすう ゃっつっ ゅう つぇおぇす. 
                                                                   ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈けゃぇ こさぇゃけ っ さぇいこうしぇくけ ゃ いぇおけく, ゃなこさっおう つっ しこけさっょ ╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ けすこせしおなす すさはぉ
ゃぇ ょぇ しっ ゃいっきぇ ゃ ゅけょうくぇすぇ, いぇ おけはすけ しっ こけかぇゅぇ. ╁なこさっおう すけゃぇ いぇおけくなす ょぇゃぇ こさぇゃけ くぇ 

さぇぉけすっとうすっ ょぇ こけかいゃぇす しすぇさう ょくう けす こかぇすっくうは こけかぇゅぇと うき しっ けすこせしお, くけ くっ こけ-おなしくけ けす 
ょゃっ ゅけょうくう しかっょ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ, いぇ おけはすけ しぇ しっ こけかぇゅぇかう. ′ぇこさうきっさ, きけあっすっ ょぇ ゃいっきっすっ 
くっういこけかいゃぇくうすっ しう こけつうゃくう ょくう けす 2014 ゅ. ょけ 31 ょっおっきゃさう 2016 ゅ. 〈けゃぇ こさぇゃうかけ くっ ゃぇあう 
いぇ くっゃいっすうすっ ょくう, おけうすけ しぇ けすこさっょう 2009 ゅ. 
『っかうはす しすぇさ けすこせしお きけあっ ょぇ しっ ういこけかいゃぇ ょけ ういすうつぇくっ くぇ ょぇゃくけしすすぇ, ょけさう う ょくうすっ ょぇ くっ 

しぇ こさったゃなさかっくう こけ いぇおけくけゃうは さっょ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. ╁ぇあくけ っ ょぇ いくぇっすっ しなとけ, つっ 
こさうつうくぇすぇ, こけさぇょう おけはすけ しぇ けしすぇくぇかう くっういこけかいゃぇくう, くはきぇ いくぇつっくうっ. ╆ぇすけゃぇ さぇぉけすけょぇすっ
かはす っ ょかなあっく ょぇ うきぇ しこうしなお いぇ ゃしうつおう くっこけゅぇしっくう こけ ょぇゃくけしす ょくう けすこせしお, ぇ くっ しぇきけ いぇ 
けすかけあっくうすっ こけ いぇおけくけゃうは さっょ, しぇ おぇすっゅけさうつくう けす ╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ.  
‶さう こさっおさぇすはゃぇくっ くぇ すさせょけゃうは ょけゅけゃけさ さぇぉけすけょぇすっかはす すさはぉゃぇ ょぇ こかぇすう けぉっいとっすっくうっ いぇ 

ちっかうは くっういこけかいゃぇく こかぇすっく ゅけょうてっく けすこせしお, くっこけゅぇしっく こけ ょぇゃくけしす. 〈けゃぇ ゃぇあう う いぇ ょくうすっ, 
おけうすけ くっ しぇ こさったゃなさかっくう こけ こさっょゃうょっくうは けす いぇおけくぇ さっょ. 
′ぇ 31-ゃう ょっおっきゃさう ういすっつっ しさけおなす, ゃ おけえすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ しっ ういゅけすゃう ゅさぇそうお けす そうさきうすっ 

いぇ こけかいゃぇくっすけ くぇ こかぇすっくうは ゅけょうてっく けすこせしお こさっい  くぇしすけはとぇすぇ 2015 ゅ. ╁ しこうしなおぇ いぇょなか
あうすっかくけ しっ ゃおかのつゃぇす けしくけゃくうすっ う ょけこなかくうすっ こけつうゃくう ょくう. 〈けいう ゅさぇそうお しっ ょけこなかゃぇ こさっい 
ゅけょうくぇすぇ いぇ しかせあうすっかう, おけうすけ しぇ けすしなしすゃぇかう けす さぇぉけすぇ こさう しなしすぇゃはくっすけ きせ うかう しぇ こけしすな
こうかう ゃなゃ そうさきぇすぇ しかっょ すけゃぇ.

                                                      „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

〉すけつくっくうっ:
╁ こさっょくうは ぉさけえ 95 くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ っ ょけこせしくぇすぇ 

ゅさっておぇ ゃ ういこうしゃぇくっすけ くぇ e-mail くぇ けすょっか „╉ぇょさう“ ゃ „┿さしっ
くぇか. ‶さぇゃうかくうはす e-mail っ kadri@arsenal-bg.com. [っょぇお
ちうはすぇ しっ ういゃうくはゃぇ いぇ ょけこせしくぇすぇすぇ ゅさっておぇ.

	 	 	5	 ,	 	 	 	74,74	 ,	 	 	
	 	 	 	1570	 . ゃうはすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ. 

╆ぇおせこっくうはす しすぇあ きけあっ 
ょぇ しっ こけかいゃぇ しぇきけ こさう 
こっくしうけくうさぇくっ, くっ う こさう 
ょさせゅう けしうゅせさうすっかくう しかせ
つぇう 

′っょけしすうゅぇと けしうゅせさうすっかっく 
しすぇあ いぇ こさうょけぉうゃぇくっ こさぇゃけ 
くぇ こっくしうは きけあっ ょぇ しっ いぇおせ
こう ょけさう, ぇおけ おぇくょうょぇす-こっく
しうけくっさなす あうゃっっ ゃ つせあぉうくぇ. 
╆ぇ すけゃぇ けぉぇつっ っ くっけぉたけょうきけ 
ょなさあぇゃぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ くぇきう
さぇ, ょぇ うきぇ しおかのつっく きっあょせ
くぇさけょっく ょけゅけゃけさ ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ しけちうぇかくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ し 
╀なかゅぇさうは. [ぇいきっさなす くぇ ゃくけし
おぇすぇ っ けこさっょっかっく ゃ ╉けょっおしぇ 
いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ う 
っ 74,74 かゃ. きっしっつくけ. ]せきぇ
すぇ いぇ うしおぇくうは こかぇすっく しすぇあ 
しっ こかぇとぇ くぇおせこ. 〉ょけしすけゃっ
さっくうっすけ いぇ “いぇおせこっく くっょけし
すうゅぇと しすぇあ” しっ ういょぇゃぇ けす 
〈っさうすけさうぇかくけすけ こけょっかっくうっ 
くぇ ′¨╇ ゃない けしくけゃぇ くぇ ょけおせ
きっくすぇ いぇ ゃくっしっくうすっ けしうゅせさう
すっかくう ゃくけしおう. ]すぇすうしすうおぇすぇ 
くぇ ′¨╇ こけおぇいゃぇ, つっ たけさぇすぇ 
いぇおせこせゃぇす しさっょくけ こけ 21-22 
きっしっちぇ /ゅけょうくぇ-ょゃっ/  くっょけし
すうゅぇと しすぇあ, おけっすけ うき ういかういぇ 
けおけかけ 1570 かゃ.

‶ぇさうすっ いぇ けすおせこせゃぇくっ くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっ しっ こかぇとぇす 
くぇおせこ

╁ っょうくうは しかせつぇえ ゃうしてうしすう

すっ う こけかせゃうしてうしすうすっ きけゅぇす ょぇ 
けすおせこはす ゃさっきっすけ, こさっい おけっすけ 
しぇ しっ けぉせつぇゃぇかう うかう つぇしす けす 
くっゅけ, おけゅぇすけ こけうしおぇす. ′け くはきぇ 
けこちうは いぇ さぇいしさけつっくけ こかぇとぇ
くっ - こぇさうすっ しっ ょぇゃぇす くぇおせこ 
う ゃっょくぇゅぇ. ╇ ぇおけ しぇ こさっいぇ
こうしゃぇかう, くっ きけゅぇす ょぇ こかぇすはす 
いぇ こけゃっつっ ゅけょうくう けす しさけおぇ 
くぇ けぉせつっくうっ, こさっょゃうょっく こけ 
せつっぉくうは こかぇく いぇ いぇゃなさてっくぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす. 

╉せこっくうはす しすぇあ しっ こけかいゃぇ 
しぇきけ こさう こっくしうけくうさぇくっ う 
くっ しっ いぇつうすぇ こさう ういつうしかは
ゃぇくっ くぇ けぉっいとっすっくうっすけ

‶さっょうきしすゃけすけ くぇ ゃうしてうしすう
すっ う こけかせゃうしてうしすうすっ っ, つっ 
おぇすけ „くぇこぇいぇさせゃぇす“ しすぇあ こけ-
さぇくけ, きけゅぇす ょぇ しこっつっかはす けす 
こけしかっょゃぇとけ こけしおなこゃぇくっ くぇ 
すぇいう せしかせゅぇ. 
╇いせつっくけすけ ゃ せくうゃっさしうすっすうすっ 

ゃさっきっ しっ せしすぇくけゃはゃぇ し せょけし
すけゃっさっくうっ, おけっすけ きけあっ ょぇ しっ 
ゃいっきっ けす ′¨╇. ‶さぇゃう しっ ゃない 
けしくけゃぇ くぇ ょうこかけきぇ いぇ いぇ
ゃなさてっくけ ゃうしてっ うかう こけかせゃう
してっ けぉさぇいけゃぇくうっ, ょけおせきっくす 
いぇ ゃくっしっくうすっ けしうゅせさうすっかくう 
ゃくけしおう う ょけおせきっくす, せょけしすけゃっ
さはゃぇと しさけおぇ くぇ けぉせつっくうっすけ. 

′っ きけあっ ょぇ しっ こぇいぇさせゃぇ 
しすぇあ けす I う II おぇすっゅけさうは

╁さっきっすけ, いぇ おけっすけ しぇ ゃくっ
しっくう けしうゅせさうすっかくう ゃくけしおう 
いぇ くっょけしすうゅぇと けしうゅせさうすっかっく 

しすぇあ, しっ いぇつうすぇ しぇきけ ゃなゃ ゃさないおぇ し こさうょけぉうゃぇくっ こさぇゃけ くぇ かうつくぇ 
こっくしうは こけ けぉとうは さっょ. ¨す すけゃぇ しかっょゃぇ, つっ くっ きけゅぇす ょぇ しう おせこせゃぇす 
くっょけしすうゅぇと しすぇあ たけさぇ, おけうすけ うしおぇす ょぇ こけかいゃぇす さぇくくけ こっくしうけくう
さぇくっ こさう すさせょ けす I う II おぇすっゅけさうは.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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╀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. ╁っつっ こけさっょっく ぉさけえ 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:

『ゃっすけきうさ
‶っくつっゃ
『ぇくっゃ

╂けょうくう:

11

〉つうかうとっ:

¨〉 “╉せかぇすぇ”

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅ-
さぇって ゃ „┿さしっくぇか“?

¨す 2 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?

『っくすさぇかっく
くぇこぇょぇすっか

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

╋っしう, ╀ぇさしっかけくぇ

╉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

]かけあうたすっ かう こっこっか くぇ 
すけゃぇ, つっ しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ  
ゃ ╀なかゅぇさうは っ きなつくけ くっとけ 
うかう ょけえょっ ゃさっきっすけ いぇ きけ
さぇかくぇ さぇいこかぇすぇ う すは ╁う しすう
ゅぇ? 
- ′っ しなき ゃないゃなさくぇかぇ ゃはさぇすぇ 

しう ゃ しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ. ╇ すけ くっ 
いぇすけゃぇ, つっ くっ ゃはさゃぇき ゃ ╀けあう
はすぇ しこさぇゃっょかうゃけしす.  ‶け-しおけさけ 
くっ ゃはさゃぇき ゃ しこさぇゃっょかうゃけしす
すぇ, おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ ゃないょぇょぇす 
うくしすうすせちううすっ. 〈ぇいう しこさぇゃっょ
かうゃけしす いぇ きっく っ ぉっいゃないゃさぇすくけ 
いぇゅせぉっくぇ. ╇かう, ぇおけ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけかせつうて くはおぇおゃぇ しこさぇゃっょかう
ゃけしす けすすぇき, すう すさはぉゃぇ ょぇ は こかぇ
すうて きくけゅけ しおなこけ. ╆ぇすけゃぇ たけさぇ
すぇ しっ けぉっいしなさつぇゃぇす ょぇ すなさしはす 
しこさぇゃっょかうゃけしす うかう ういけぉとけ くっ 
あっかぇはす ょぇ は こけかせつぇす, ぇおけ すさはぉ
ゃぇ ょぇ こかぇすはす しおなこけ. 

〈けゅぇゃぇ けすおなょっ つっさこうすっ 
しうかう いぇ せこけさしすゃけすけ ょぇ こさけ
ょなかあぇゃぇすっ ょぇ すなさしうすっ うしすう
くぇすぇ, ょぇ せぉっあょぇゃぇすっ たけさぇすぇ 
ゃ くっは, ょぇ すなさしうすっ そぇおすうすっ,  
おけうすけ ょぇ ょぇょぇす はしくけすぇ おぇお
ゃけ ゃしなとくけしす しっ っ しかせつうかけ, 
しかっょ おぇすけ うくしすうすせちううすっ くっ 
きけゅぇす うかう けすおぇいゃぇす ょぇ は ょぇ
ょぇす?
- ╇きっくくけ いぇとけすけ しなき ょかなあくぇ 

ょぇ は すなさしは, しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ っ 
う くっけぉたけょうきけしすすぇ  ょぇ は すなさしは 
う ょぇ は うしおぇき. ′け きうしかは, つっ ゃ 
すなさしっくっすけ くぇ しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ 
ゃしっおう っょうく  つけゃっお こけかせつぇゃぇ 
うしすうくぇすぇ う けすゅけゃけさうすっ しう いぇ 
くっは. ╃けさう  おけゅぇすけ うくしすうすせちう
うすっ こかっょうさぇす いぇ  くっゃうくくけしす, 
たけさぇすぇ きけゅぇす ょぇ しう ょぇょぇす けすゅけ
ゃけさ つうは っ  ゃうくけゃくけしすすぇ, つっ くっ っ 
こなかくぇ うかう  つっ っ  しこけさくぇ. ┿ おけ
ゅぇすけ うくしすうすせちううすっ けぉゃうくはゃぇす, 
つっ うきぇ くっとけ, おけっすけ っ こけょけ
いさうすっかくけ, くっうしすうくくけ ゃ ょぇょっくけ 
すゃなさょっくうっ, きうしかは, つっ たけさぇすぇ 
つっすぇす う さぇいつうすぇす こけしかぇくうはすぇ 
きくけゅけ こけ-ゃはさくけ, けすおけかおけすけ うく
しすうすせちううすっ ゅう ゃないょぇゃぇす おぇすけ 
しこさぇゃっょかうゃけしす. ╆ぇすけゃぇ ゃ すなさしっ
くっすけ くぇ しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ ゃしっおう 
きけあっ ょぇ さぇいつっすっ うしすうくぇすぇ. 

╁ すけいう しきうしなか うきぇすっ かう 
せしっとぇくっすけ, つっ たけさぇすぇ ╁う 
ゃはさゃぇす? 
- 〈けつくけ ゃ すけいう しきうしなか うきぇき 

せしっとぇくっすけ, つっ たけさぇすぇ きう ゃはさ
ゃぇす. ╆ぇとけすけ う すっ しぇきうすっ いくぇはす, 
つっ ぇい しなき っょくぇ けす すはた う つっ すけゃぇ, 
つっ しなき おきっす くっ きっ こさぇゃう こけゃっ
つっ けす すはた しうゅせさくぇ, つっ とっ こけかせ
つぇ しこさぇゃっょかうゃけしす. ′ぇこさけすうゃ: 
いぇっょくけ し すはた, すっ ゃうあょぇす, つっ しっ 
ぉけさは こけ っょうく う しなとう くぇつうく. ╇ 
すけかおけゃぇ, おけかおけすけ しこさぇゃっょかう
ゃけしす ゅう いぇしすうゅぇ すはた, すけかおけゃぇ 
う きっく. ′うすけ こけゃっつっ, くうすけ こけ-
きぇかおけ. 

〈けゃぇ っ 4-すけすけ きう うくすっさゃの し くっは. ′はおぇお, ぉっい ょぇ しきっ しっ ょけゅけゃぇさはかう こさっょゃぇさうすっかくけ,  ゃ おさぇは くぇ ゃしっおう ょっおっきゃさう すっ しっ こさっゃなさくぇたぇ ゃ すさぇょうちうは. 
╁っさくう くぇ あっくしおうは くう うくしすうくおす ゃ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ ょぇ しかぇゅぇきっ つっさすぇすぇ: ぉっい こさっゃいっきおう, ぉっい おかうてっすぇ, ょうさっおすくけ う けすおさけゃっくけ,  しきっかけ, こけくはおけゅぇ 
ょけさう ぉっいさぇいしなょくけ. 
╆ぇ ゃさぇゅけゃっすっ う いぇ けくっいう, おけうすけ つっすぇす こけ けぉさぇすっく さっょ けすゃなょ さっょけゃっすっ. ‶さけぉはゅゃぇえおう ゃ ぇさたうゃぇ くぇ すっいう  „ゅけょうてくう” さぇいゅけゃけさう, しっ けおぇいぇ, つっ  しぇ 

くっとけ こけゃっつっ けす さぇゃくけしきっすおう, けぉっとぇくうは, こかぇくけゃっ, ういゃけょう. ]かっょ こけさっょくけすけ しう ょぇょけた しきっすおぇ, つっ すっ ゃしなとくけしす しぇ ゃうょ こけさすさっすう: くぇ っょくけ ゃさっきっ, 
くぇ っょくう ちっくくけしすう, っょうく ゅさぇょ, くぇ くっゅけゃうすっ たけさぇ, くぇ っょうく おきっす. ] ゃしうつおうすっ うき きぇかおう うかう ゅけかっきう おさぇつおう う こさっこなくおう ゃなゃ ゃなさゃっあぇ うき くぇこさっょ. 
‶さう すけゃぇ いぇっょくけ. ′っ ゃうくぇゅう せぉっょうすっかくけ, くっ ゃうくぇゅう しこけさくけ う しうくたさけくくけ, くけ ゃうくぇゅう うしおさっくけ. 《ぇおす, しぇき こけ しっぉっ しう せゃぇあうすっかっく う ょけしすけっく. 
¨す „うしおぇき ょぇ きう ゃはさゃぇす” こさっい „ういゅせぉうた ゃはさぇすぇ しう ゃ しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ” ょけ „うしすうくぇすぇ っ くぇえ-せょけゃかっすゃけさうすっかくけすけ くっとけ, いぇさぇょう  おけっすけ しう しすさせゃぇす 

せしうかうはすぇ” う つっ „くはきぇ くうとけ ゅさってくけ ゃ こさういくぇくうっすけ”, しっ ういすなさおけかうたぇ 2/3 けす きぇくょぇすぇ くぇ あっくぇすぇ, おけはすけ けしすぇゃぇ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ   ╉ぇいぇくかなお おぇすけ 
こなさゃぇすぇ あっくぇ-おきっす くぇ ゅさぇょぇ う くぇ けぉとうくぇすぇ. 
╇きぇてっ くはおぇおゃけ くぇきうゅぇくっ う くぇ しなょぉぇすぇ, つっ うきっくくけ ゃ ゅけょうくぇすぇ, ゃ おけはすけ  くぇゃなさてう けくいう すけかおけゃぇ  いくぇきっくぇすっかっく いぇ ゃしっおう っょうく つけゃっておう あうゃけす 

のぉうかっえ, すは う っおうこなす え うきぇたぇ くぇえ-すさせょくぇすぇ う すっあおぇ ゅけょうくぇ けす きぇくょぇすぇ. ╁ おけはすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ ょけおぇいゃぇす, ゃ すけゃぇ つうしかけ う くぇ しぇきうすっ しっぉっ しう, つっ  
つせょっしぇすぇ しすぇゃぇす, くけ しぇきけ ゃはさぇ う くぇょっあょぇ くっ しぇ ょけしすぇすなつくう. 』っ つせょっしぇすぇ しっ しかせつゃぇす けす たけさぇすぇ, こさう すけゃぇ し きくけゅけ せしうかうは う すさせょ. 
 ╁ おさぇは くぇ っょくぇ ういおかのつうすっかくけ すさせょくぇ う すっあおぇ ゅけょうくぇ, ゃきっしすけ せきけさっく けす ぉうすおう う けきっさいっく けす  ういしうこぇかぇすぇ しっ こけきうは う いかけぉぇ つけゃっお, さぇいゅけゃけさなす 

ぉっ し ういおかのつうすっかくけ こけいうすうゃっく  う けこすうきうしすうつっく, ぇきぉうちうさぇく  つけゃっお. ] あっくぇ, おけはすけ いくぇっ おぇおゃけ うしおぇ, けぉうつぇ すけゃぇ, おけっすけ うしおぇ う すっいう, いぇ おけうすけ ゅけ 
こさぇゃう う いくぇっ おぇお ょぇ くぇきっさう しなきうてかっくうちう, いぇ ょぇ ゅけ こけしすうゅくっ. 
╆ぇすけゃぇ う いぇこけつくぇたきっ けすすぇき, おなょっすけ しゃなさてうたきっ  こさっょう ゅけょうくぇ. 

】つてちかすひて せあ てそくけ えちあお てちみいうあ おあ たちそおひしきけ

〉きけさうすっかくぇ, こけせつうすっかくぇ, 
せょけゃかっすゃけさうすっかくぇ うかう ぇき
ぉうちうさぇとぇ ぉっ いぇ ╁ぇし 2014 
ゅけょうくぇ? 
- ╁ くうおぇおなゃ しかせつぇえ せきけさう

すっかくぇ. ‶け-しおけさけ ぇきぉうちうさぇとぇ, 
くけ う きくけゅけ いぇしうかゃぇとぇ しっ ゅけ
ょうくぇ. ╁ っょくぇ うくっさちうは, おけはすけ 
ゃ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ ぉっ きけきっく
すなす, ゃ おけえすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ しっ 
けすしおけつう, ぇ くっ きけあぇたきっ. ╇ しっ 
こさったゃなさかうたきっ ゃ しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ. ╋けあっ ぉう ゃしうつおけ けくけ

ゃぇ, おけっすけ しっ けつぇおゃぇ ょぇ っ せきけ
さうすっかくけ, いぇ きっく っ いぇさっあょぇとけ 
う こけょゅけすゃはとけ いぇ くっとけ きくけゅけ 
こけ-ゅけかはきけ う こけ-ゃぇあくけ, おけっすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ しすぇくっ. ‶けせつうすっかくぇ 
– ょぇ, ゃ  きくけゅけ けすくけてっくうは: う 
こけ かうくうは くぇ しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ 
こけかせつうた きくけゅけ こけせおう - あう
すっえしおう う こさけそっしうけくぇかくう. 
〉ょけゃかっすゃけさうすっかくぇ - ょぇ. ╆ぇ
とけすけ しすさぇたけゃっすっ くぇ  くっつうう 
こさけすうゃくうちう くっ しっ しぉなょくぇたぇ. 
╇ いぇすけゃぇ, つっ ょけぉさうすっ しうかう う 
こけいうすうゃういきなす しぇ こけゃっっ けす くっ
ゅぇすうゃういきぇ . ┿きぉうちうさぇとぇ  いぇ 
しかっょゃぇとぇ ゅけょうくぇ し きくけゅけ ゅけ
かはきぇ しうかぇ, いぇとけすけ おけかおけすけ う 
すさせょくけしすう ょぇ さってうたきっ こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ, たけさういけくすうすっ いぇ 
2015 ゅけょうくぇ  しぇ きくけゅけ ょけぉさう 
う きくけゅけ けぉっとぇゃぇとう.

╉けは っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ╁う 
こけせおぇ いぇ すぇいう ゅけょうくぇ? 
- ╋くけゅけ ゅけかはきぇ  こけせおぇ いぇ 

きっく こさっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
ゃ あうすっえしおう こかぇく っ すけゃぇ, つっ 
すさはぉゃぇ ょぇ こけかけあぇ きくけゅけ こけ
ゃっつっ せしうかうは, いぇ ょぇ ょけおぇあぇ 
くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ けぉうつぇき, つっ 

しぇ くけきっさ 1 いぇ きっく. ┿ ゃ おきっすしおう 
こかぇく, くぇえ- ゅけかはきぇすぇ きう こけせおぇ 
っ, つっ くっ すさはぉゃぇ つけゃっお, こなお ぉうかけ 
う けぉかっつっく ゃ くはおぇおゃぇ ゃかぇしす, ょぇ 
いぇかぇゅぇ しぇきけ くぇ ゃはさぇすぇ う くぇょっあ
ょぇすぇ. 〈さはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすう きくけゅけ, 
いぇ ょぇ こけしすうゅくっ ちっかうすっ, おけうすけ 
しう っ けこさっょっかうか いぇ こけしすうあうきう. 
╁ しきうしなか すぇおなゃ, つっ くぇょっあょぇすぇ, 
つっ くっとぇすぇ とっ しっ しかせつぇす, すさはぉゃぇ 
ゃうくぇゅう ょぇ ぉなょっ こけょこかなすっくぇ  し 
きくけゅけ ゅけかっきう せしうかうは. ╁ くぇてぇ
すぇ ょなさあぇゃぇ けしけぉっくけ くうとけ くっ 

しっ こけかせつぇゃぇ ょぇさけき. 〈ぇおぇ っ う ゃ 
おきっすしおぇすぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇすけゃぇ くっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ つぇおぇ, つっ くはおけえ, 
おけえすけ さぇぉけすう ょけぉさっ うかう っ せしこっ
てっく, とっ ぉなょっ いぇぉっかはいぇく. 〈さはぉ
ゃぇ ょぇ しっ すなさしう, ゃしうつおけ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ すなさしう. ′ぇ ゃしはおぇ ちっくぇ. 

〈けっしす, つせょっしぇ しすぇゃぇす, くけ 
すさはぉゃぇ しぇきう ょぇ しう ゅう しかせ
つうき? 
- ╃ぇ. 

╂けょうくぇすぇ, おけはすけ しう けすうょっ, 
ぉってっ きくけゅけ すさせょくぇ いぇ けぉ
とうくぇすぇ, いぇ ╁ぇし う っおうこぇ ╁う: 
ういくうおゃぇたぇ ゃしっゃないきけあくう 
こさけぉかっきう, „てぇきぇさけしゃぇくっ
すけ” ぉっ けす さぇいかうつくう しすさぇくう, 
くけ こけゅかっょくぇすけ けすしすさぇくう, 
すけゃぇ くはおぇお くっ しっ いぇぉっかはい
ゃぇてっ, くっ しっ せしっとぇてっ けす たけ
さぇすぇ くぇこさっあっくうっすけ, ゃ おけっすけ 
さぇぉけすうすっ. ′はおぇお せしっとぇくっすけ 
ぉっ こけ-しおけさけ, つっ ゃしうつおけ しっ 
さってぇゃぇ し くはおぇおゃぇ かっおけすぇ, 
ぉっい けしけぉっくう しなすさっしっくうは, ゃう
ょうきう いぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ╉ぇおゃぇ 
っ ちっくぇすぇ くぇ すぇいう こさうゃうょくぇ 
かっおけすぇ, し おけはすけ しっ „けすうゅさぇ

ゃぇたぇ” こさけぉかっきうすっ? 
- ┿おけ っ すぇおぇ, とっ しなき きくけゅけ 

とぇしすかうゃぇ. ╆ぇとけすけ くうおけえ くっ 
くう っ ょかなあっく ょぇ いくぇっ おけかおけ くう 
っ すさせょくけ うかう くうっ くっこさっおなし
くぇすけ ょぇ けぉはしくはゃぇきっ おけかおけ っ 
すさせょくけ. ╆ぇとけすけ, ぇおけ ぇい すさはぉゃぇ 
ょぇ いくぇき くぇ ゃしっおう っょうく つけゃっお 
ゃ すけいう ゅさぇょ う けぉとうくぇ おけかおけ 
きせ っ すさせょくけ ょぇ あうゃっっ う おぇお
ゃけ きせ っ しすさせゃぇかぇ すぇいう ゅけょう
くぇ, ぇい くっ ぉうた きけゅかぇ ょぇ こけぉっ
さぇ ゃしうつおけ すけゃぇ, くっ ぉうた きけゅかぇ 

ょぇ ゅけ こさっあうゃっは. ╆ぇすけゃぇ う くっ 
っ くせあくけ たけさぇすぇ ょぇ いくぇはす おけか
おけ くぇ くぇし くう っ すさせょくけ, くぇ きっく 
おけかおけ きう っ すさせょくけ おぇすけ おきっす. 
╁しっおう すさはぉゃぇ ょぇ しっ しこさぇゃは し 
すさせょくけしすうすっ. ┿おけ しなき うしおぇかぇ 
すっ ょぇ ぉなょぇす こけ-きぇかおう, こけ-さっ
てうきう, こけ – かっおう, くっ すさはぉゃぇてっ 
ょぇ しすぇゃぇき おきっす. 〈ぇおぇ つっ すけゃぇ 
しぇ すさせょくけしすうすっ, おけうすけ しなき しう 
ういぉさぇかぇ うかう おけうすけ しぇ きっ いぇし
すうゅくぇかう, いぇとけすけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ しこさぇゃはき し すはた. ′け ゃ くうおぇおなゃ 
しかせつぇえ くっ きう すっあぇす. ]ぇきけ こけ
くはおけゅぇ しっ はょけしゃぇき, つっ きけあってっ 
ゃしうつおう くぇしかっょっくう すさせょくけしすう 
ょぇ ゅう こさっゃなさくっき ゃ きくけゅけ ゅけかっ
きう こけいうすうゃう いぇ すけいう ゅさぇょ, くけ 
ゃっさけはすくけ とっ きせ すさはぉゃぇ けとっ 
きぇかおけ ゃさっきっ, いぇ ょぇ くぇゃぇおしぇ 
きうくぇかけすけ. 

]こっつっかうたすっ かう ぉうすおうすっ, 
おけうすけ しっ くぇかぇゅぇてっ ょぇ ゃけ
ょうすっ こさっい ういきうくぇかぇすぇ  ゅけ
ょうくぇ うかう ちっかすぇ っ ゃけえくぇすぇ? 
┿おけ ういけぉとけ うきぇ ゃけえくぇ.
- 〉つせょゃぇとけ っ, ぇおけ くはおけえ しう 

きうしかう, つっ ぇい ゃけょは ぉうすおぇ うかう 

せつぇしすゃぇき ゃなゃ ゃけえくぇ. ╆ぇ きっく 
こさっょうてくうすっ ゅけょうくう, すぇいう おけは
すけ ういきうくぇ, くぇょはゃぇき しっ う くけ
ゃぇすぇ, しぇ ゅけょうくう, ゃ おけうすけ うきぇき 
こけしすぇゃっくう ちっかう う, ぇおけ こけし
すうゅぇくっすけ うき っ ゃうょ ぉうすおぇ うかう 
ゃけえくぇ, きけあっ ぉう - ょぇ. ′け きうしかは, 
つっ ゃさっきっすけ う きぇくょぇすなす こけおぇい
ゃぇす, つっ くっ ゃけょは し くうおけゅけ ぉうすおぇ, 
くうすけ しなき ゃなゃ ゃけえくぇ. ′ぇこさけすうゃ 
- しきはすぇき, つっ ゃしっおう, おけえすけ っ いぇ
こけつくぇか ぉうすおぇ うかう ゃけえくぇ し きっく, 
しっ っ せぉっょうか, つっ くはきぇ くぇおなょっ 
ょぇ ゅけ いぇゃっょっ, いぇとけすけ  くはきぇ し 
おけゅけ ょぇ しっ しさぇあぇゃぇ. ┿い くっ しなき 
こさけすうゃくうお くうおけきせ う くうおけゅけ くっ 
けこさっょっかはき おぇすけ きけえ こさけすうゃ
くうお. 

╇きぇすっ かう すけゅぇゃぇ けぉはしくっ
くうっ いぇとけ ょさせゅうすっ ゃけのゃぇす 
し ╁ぇし? ╇きぇ すぇおうゃぇ おさなゅけゃっ, 
しさっょう, けすょっかくう たけさぇ…
- ╃ぇ, うきぇき けぉはしくっくうっ. ╁うあ

ょぇき すぇおうゃぇ あっかぇくうは う すぇおうゃぇ 
しすさっきっあう う けぉはしくっくうっすけ きう っ 
しぇきけ っょくけ: おけゅぇすけ しっ いぇきうしかうた 
おけう しぇ すっいう たけさぇ さぇいぉさぇた,  つっ 
すっ しぇ かうつくけ くっせょけゃかっすゃけさっくう 
うかう こけ-しおけさけ くっ しぇ すけかおけゃぇ 
とぇしすかうゃう, おけかおけすけ けしすぇくぇかう
すっ. [ぇいぉさぇた, つっ すっ ゃけょはす しゃけは
すぇ ぉうすおぇ う ゃけえくぇ しなし しっぉっ しう. 
〈ぇいう ゃけえくぇ うき くけしう せょけゃかっす
ゃけさっくうっ う ゅう こさぇゃう とぇしすかう
ゃう, けしきうしかは あうゃけすぇ うき. ┿い くっ 
きうしかは, つっ きけゅぇ ょぇ ゃけょは すぇおうゃぇ 
ゃけえくう. ]ぇきけ くっとぇしすくう たけさぇ 
きけゅぇす ょぇ ゃけょはす すぇおうゃぇ ゃけえくう. 
〈けゃぇ しぇ ゃけえくうすっ しなし しっぉっ しう. 
 
╁ すけいう しきうしなか こけゃっつっ うかう 

こけ-きぇかおけ しすぇくぇたぇ ゃさぇゅけゃっ
すっ ╁う すぇいう ゅけょうくぇ? ╇ せしこは
ゃぇすっ かう ょぇ ゅう ょなさあうすっ ぉかう
いけ ょけ ╁ぇし?
- ╋くけゅけ しっ こかぇてぇ けす すけいう ゃな

こさけし, いぇとけすけ しなゃしっき うしおさっくけ 
う しなゃしっき けすおさけゃっくけ きうしかは, つっ 
くはきぇき ゃさぇゅけゃっ, ぇ こさうはすっかう
すっ きう しすぇゃぇす ゃしっ こけゃっつっ. ╇ すけ 
たけさぇ, おけうすけ しぇ きくけゅけ ゃぇあくう いぇ 
ゅさぇょぇ. 》けさぇ, おけうすけ うきぇす きくけゅけ 
ゅけかはき こけすっくちうぇか ょぇ ぉなょぇす くぇ 
きけっすけ きはしすけ, ょぇ ぉなょぇす くっとけ 
こけゃっつっ けす きっく, ょぇ ぉなょぇす くっとけ 
こけゃっつっ ういけぉとけ ういゃなく ゅさぇょぇ 
くう. 》けさぇ, おけうすけ しぇ しっさうけいくう, 
きうしかっとう, し きくけゅけ ゃうしけおう ちっかう 
う し ゅけかはきけ あっかぇくうっ, ぇきぉうちうは 
う しきうさっくけしす けぉぇつっ ゅう こけしすう
ゅぇす, しぇ きけう しなきうてかっくうちう う 
こさうはすっかう. ╇ すけゃぇ っ, おけっすけ こけ 
くはおぇおなゃ くぇつうく たっき っ さぇょけしす
くけ, たっき っ きぇかおけ こかぇてっとけ. 

… ╆ぇとけすけ ?…
- ╆ぇとけすけ ゃなゃ ゃしっおう っょうく きけ

きっくす しっ しなういきっさゃぇて し きくけゅけ 
ゃうしけおぇ かっすゃぇ う ゃうしけおけ くうゃけ. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7
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]かっょ すけゃぇ ぉぇくおぇすぇ, つさっい しなけすゃっすくぇすぇ こさけきはくぇ ゃ いぇおけくぇ, とっ しないょぇょっ ゃなこさけしくうは 

そけくょ, つさっい おけえすけ し ょなさあぇゃくぇすぇ ゅぇさぇくちうはすぇ ょぇ こさうゃかっつっ そうくぇくしけゃ さっしせさし けす きっあ-
ょせくぇさけょくう そうくぇくしけゃう う ょさせゅう うくしすうすせちうう, し おけうすけ ょぇ しっ そうくぇくしうさぇ こさけゅさぇきぇすぇ いぇ 
しぇくうさぇくっ. ]かっょ すけゃぇ ぉぇくおぇすぇ とっ こさっょけしすぇゃう すけいう さっしせさし こさっい けぉとうくうすっ くぇ しょさせ-
あっくうっすけ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ う くぇ っすぇあくうすっ しけぉしすゃっくうちう くぇ ゃしはおぇ っょくぇ しゅさぇょぇ, おけはすけ 
うしおぇ ょぇ しっ ゃおかのつう ゃ すけいう こさけちっし.

╁ぇあくけ っ ょぇ しっ いくぇっ, つっ しぇきうすっ しけぉしすゃっくうちう くぇ すっいう しゅさぇょう
う ぇこぇさすぇきっくすう ゃ すはた くはきぇ ょぇ うきぇす そうくぇくしけゃう ぇくゅぇあうきっくすう. 

╄ょうくしすゃっくうはす うき ぇくゅぇあうきっくす とっ ぉなょっ ょぇ ょぇょぇす しなゅかぇしうっすけ しう くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ 
ゃしうつおう しなこなすしすゃぇとう ょっえくけしすう こけ しぇくうさぇくっすけ. 〈けゃぇ っ っょうくしすゃっくうはす ぇくゅぇあうきっくす くぇ 
しけぉしすゃっくうちうすっ, おぇおすけ う ょぇ こさっょけしすぇゃはす ゃないきけあくけしす くぇ しすさけうすっかうすっ ょぇ ういゃなさてぇす 
すっいう ょっえくけしすう ゃ ぇこぇさすぇきっくすうすっ うき. ¨ぉとうくぇすぇ  とっ うきぇ ぇくゅぇあうきっくす ょぇ ういぉっさっ っくっさ-
ゅうえくう けょうすけさう う ういこなかくうすっかう.
‶さけゅさぇきぇすぇ ゃおかのつゃぇ こなかくぇ っくっさゅうえくぇ っそっおすうゃくけしす, ういけかぇちうは くぇ しゅさぇょぇすぇ, しきはくぇ 

くぇ たけさういけくすぇかくう う ゃっさすうおぇかくう とさぇくゅけゃっ, こさう あっかぇくうっ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ, こけおさうゃう, 
けぉとう つぇしすう. ╁しはおぇ っょくぇ しゅさぇょぇ, おけはすけ しっ ゃおかのつう ゃ こさけゅさぇきぇすぇ, とっ こけかせつう う あうかう-
とっく こぇしこけさす.

‶さけゅさぇきぇすぇ とっ いぇこけつゃぇ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ しゅさぇょう ゃ しすさぇくぇすぇ,
おけうすけ しぇ こぇくっかくう うかう しすけきぇくけぉっすけくくう う うきぇす くっ こけ-きぇかおけ けす

36 けぉっおすぇ し あうかうとくけ こさっょくぇいくぇつっくうっ.

 ‶け くけゃぇすぇ こさけゅさぇきぇ „[っゅうけくう ゃ さぇしすっあ“ いぇ しぇくうさぇくっ とっ ぉなょぇす そうくぇくしうさぇくう ゃしうつ-
おう けしすぇくぇかう あうかうとくう しゅさぇょう, おけうすけ しぇ こけょ かうきうすぇ けす 36 けぉっおすぇ し あうかうとくけ こさっょ-
くぇいくぇつっくうっ. ╁ こさけゅさぇきぇすぇ くっ きけゅぇす ょぇ せつぇしすゃぇす けぉぇつっ しぇきけ けすょっかくう ゃたけょけゃっ けす 
ょぇょっくぇ しゅさぇょぇ, ぇ ちはかぇすぇ. ′はきぇ ょぇ っ こさけぉかっき けぉぇつっ, ぇおけ ゃ しゅさぇょうすっ ゃっつっ うきぇ しぇくう-
さぇくう ぇこぇさすぇきっくすう, おぇすけ くはきぇ ょぇ ぉなょっ くっけぉたけょうきけ しけぉしすゃっくうちうすっ うき ょぇ ゅう しぇくうさぇす 
けすくけゃけ. ╄ょうくしすゃっくけすけ ういうしおゃぇくっ っ ちゃっすけゃっすっ ょぇ ぉなょぇす っょくぇおゃう.
 〈けゃぇ けぉぇつっ くっ っ すけかおけゃぇ かっしくけ, こさっょゃうょ くぇ おぇこぇくうすっ いぇ しなしっょしおけ しなゅかぇしうっ うかう くっ. 
 ‶さっょう すぇいう きぇとぇぉくぇ くぇちうけくぇかくぇ こさけゅさぇきぇ, おけはすけ けすくけゃけ くはきぇ ょぇ しすうゅくっ ょけ ゃしうつ-

おう, あうゃっっとうすっ ゃ こぇくっかおう うきぇたぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす ゃぇさうぇくすう, こさっょけし-
すぇゃはくう こけ ょさせゅぇ こさけゅさぇきぇ し っゃさけこっえしおう こぇさう - „[ぇしすっあ う せしすけえつうゃけ さぇいゃうすうっ くぇ 
さっゅうけくうすっ”. ‶け くっは いぇ せしゃけはゃぇくっ うきぇてっ 500 きかく. かっゃぇ. ╆ぇさぇょう さぇいかうつくう こさけちっょせさう 
う いぇさぇょう くっあっかぇくうっすけ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇす し  すけゃぇ, っょゃぇ 2 おけけこっさぇちうう けす けぉとけ 70-すっ 
しゅさぇょう こぇくっかくけ しすさけうすっかしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけょゅけすゃうたぇ しゃけう ょけおせきっくすう  う おぇくょうょぇす-
しすゃぇたぇ いぇ しさっょしすゃぇ. 
 ╁なこさっおう, つっ 

こけゃっつっすけ  おぇいぇくかなておう  こぇくっかおう しぇ けす 70-すっ う 80-すっ ゅけょうくう,
おぇすけ うきぇ う くはおけかおけ しゅさぇょう けす 60-すっ ゅけょうくう, 

きぇしけゃけ あうゃっっとうすっ ゃ すはた こさっょこけつうすぇす ょぇ さってぇゃぇす こさけぉかっきうすっ しなし しぇくうさぇくっすけ しぇ-
きけしすけはすっかくけ う くぇ こぇさつっ, くっいぇゃうしうきけ けす しっさうけいくうすっ  しすさけうすっかくう う せおさっこうすっかくう 
くせあょう, おけうすけ つぇしす けす すっいう しゅさぇょう おなき きけきっくすぇ うきぇす. ╄ょうく けす くぇえ-ゅけかっきうすっ こさけぉかっ-
きう いぇ すけゃぇ っ くっ すけかおけゃぇ かうこしぇすぇ くぇ しさっょしすゃぇ, ぇ おせこ こさけぉかっきう う  „こさっこなくう おぇきなくう”, 
いぇかけあっくう ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす. 
 』けゃっておうはす そぇおすけさ う くっあっかぇくうっすけ くはおけう けす あうゃっっとうすっ ゃ すっいう こぇくっかくう しゅさぇょう 

ょぇ しっ ぇくゅぇあうさぇす し こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ ゃしうつおう すっいう ょけおせきっくすう, しなとけ ぉっ しさっょ „こさっこなくう 
おぇきなくうすっ” いぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ すぇいう うくぇつっ ょけぉさぇ うょっは. 

                                                                       ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╃ゃぇきぇ しうくぇ う すさうきぇ ゃくせちう いぇ ′うおけかぇえ しぇ 
こけゃっつっ けす ぉけゅぇすしすゃけ. ]っきっえくぇすぇ ╉けかっょぇ っ 
しこけさっょ すさぇょうちううすっ う おぇおすけ こけょけぉぇゃぇ – せ 
ょけきぇ, ゃ ╉ぇさかけゃけ. ╁さないおぇすぇ し ょっちぇすぇ くっ こさっ-
おなしゃぇ くうすけ ょっく. ]なこさせゅぇすぇ – ぇおせてっさおぇ, しなとけ 
ょぇゃぇ きうかけ う ょさぇゅけ いぇ こけょおかぇあょぇくっ くぇ すけこかうは 
さけょっく けゅなく. 
¨す あうゃけすぇ ′うおけかぇえ こけ きくけゅけ くっ うしおぇ: 

„╋けあっ ぉう くっ しなき うきぇか ぇきぉうちううすっ ょぇ さぇしすぇ 
こけゃっつっ けす すけゃぇ ゃ こさけそっしうはすぇ“, おぇいゃぇ ょくっし 
けさなあっえくうはす しこっち, ゃっつっ  けす こけいうちうはすぇ くぇ くぇょ  
45 ゅけょうくう ゃ ぉさぇくてぇ. ╉ぇいゃぇ けとっ, つっ くっ っ けす 
たけさぇすぇ, おけうすけ しっ けこかぇおゃぇす, つっ ゃしっ くっとけ くは-
おけえ うき っ こさっつうか ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす. ╁ すけゃぇ, おけっ-
すけ こさぇゃう, すけえ っ せょけゃかっすゃけさっく. ╁ ╉ぇいぇくかなお 
くっ っ うきぇか くうおぇおなゃ こさけぉかっき し こさうっきぇくっすけ けす 
しすさぇくぇ くぇ おけかっゅうすっ, いぇとけすけ: “╁ しうしすっきぇすぇ 
しっ いくぇっき っょうく ょさせゅ“. ╇きぇ しう いぇ しゃけぉけょくけすけ 
ゃさっきっ う けとっ くっとけ, くぇ おけっすけ ょぇ しっ さぇょゃぇ: 
そうかぇすっかうはすぇ う くせきういきぇすうおぇすぇ.  ╃なかゅう ゅけょう-
くう こさっょしっょぇすっかしすゃぇ おぇさかけゃしおけすけ そうかぇすっかくけ 
ょさせあっしすゃけ. ]こけょっかは, つっ けす きぇかなお っ そうかぇすっ-
かうしす. ╇くすっさっしうすっ きせ ゃ くせきういきぇすうおぇすぇ  しぇ  こけ-しおけさけ  すっけさっすうつくう, ういつっか っ きくけゅけ おくう-
ゅう  こけ すっきぇすぇ, くけ くはきぇ しけぉしすゃっくぇ おけかっおちうは. 〉しきうたゃぇ しっ: “〈させょくけ う しおなこけ しっ こさぇゃう 
しっさうけいくぇ おけかっおちうは, ぇ  う – し うきぇくはさしすゃけ くっ しっ いぇくうきぇゃぇき...“. 
′うおけかけゃ, おけえすけ こさういくぇゃぇ, つっ しすさぇてくけ けぉうつぇ ょぇ こさっこけさなつゃぇ おくうゅう, うきぇ しゃけっ こさぇ-

ゃうかけ いぇ すさせこぇくっすけ くぇ ぉけゅぇすしすゃけ. ╇ すけ こぇお っ しゃなさいぇくけ しなし いくぇくうっすけ. „》けさぇすぇ しすぇゃぇす 
ぉけゅぇすう くっ し ょゃっ さなちっ, ぇ くぇ ぉぇいぇ くぇ いくぇくうっすけ う けこうすぇ くぇ ょさせゅうすっ“... 
╇きぇくはさしすゃけすけ, ぉけゅぇしすゃけすけ  う おけかっおちうはすぇ ゃ かうつっく こかぇく うくあ. ′うおけかぇえ ′うおけかけゃ 

はゃくけ ゅう さぇいぉうさぇ きぇかおけ こけ-ょさせゅけはつっ.  〈させこぇ こさけそっしうけくぇかくう さぇいさぇぉけすおう う いぇさっあょぇ-
とう  っきけちうう けす せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ こさぇゃう すけゃぇ, おけっすけ けぉうつぇ. ╁ たけぉうすけ しう. ╇ ゃ さぇぉけすぇすぇ 
- いぇっょくけ し ょけぉなさ っおうこ けす おけかっゅう.  ╁ „┿さしっくぇか“. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

′け, ぇおけ すっ しぇ いぇゃなさてうかう ゃうしてっ う 
こけかせゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, くはきぇ いぇおけ-
くけゃぇ こさっつおぇ ょぇ ゃくっしぇす けしうゅせさうすっかくう 
ゃくけしおう いぇ あっかぇくうは けす すはた こっさうけょ ゃ 
さぇきおうすっ くぇ しさけおぇ くぇ けぉせつっくうっ. ╁くぇ-
しはくっすけ くぇ けしうゅせさうすっかくうすっ ゃくけしおう いぇ 
くっょけしすうゅぇと しすぇあ おなき きけきっくすぇ くぇ 
こっくしうけくうさぇくっすけ きけあっ ょぇ しっ ういゃなさ-
てう こけ ょゃぇ くぇつうくぇ: こけ ぉぇくおけゃ こなす 
うかう つさっい っあっきっしっつくう せょさなあおう けす 
けすこせしくぇすぇすぇ こっくしうは. ‶さう くっょけしすう-
ゅぇと けしうゅせさうすっかっく しすぇあ ょけ 3 ゅけょうくう 
こっさうけょうすっ いぇ さぇいしさけつっくけ こかぇとぇくっ 
きけゅぇす ょぇ しっ けこさっょっかはす ょけ 5 ゅけょうくう. 
┿ ぇおけ くっょけしすうゅぇとうはす けしうゅせさうすっかっく 
しすぇあ っ けす 3 ょけ 5 ゅけょうくう, こっさうけょうすっ 
いぇ さぇいしさけつっくけ こかぇとぇくっ きけゅぇす ょぇ しっ 
けこさっょっかはす ょけ 8 ゅけょうくう. ‶さぇゃけすけ くぇ 
こっくしうは ゃないくうおゃぇ けす ょぇすぇすぇ くぇ ゃくぇしは-
くっすけ くぇ けしうゅせさうすっかくうすっ ゃくけしおう うかう 
けす ょぇすぇすぇ くぇ せすゃなさあょぇゃぇくっ くぇ こかぇくぇ 
いぇ さぇいしさけつっくけすけ うき こかぇとぇくっ. ╉なき 

すけいう きけきっくす かうちっすけ くっ すさはぉゃぇ ょぇ っ けしうゅせさっくけ こけ すさせょけゃけ うかう しかせ-
あっぉくけ こさぇゃけけすくけてっくうっ うかう こけ ょさせゅ こけゃけょ いぇ けしうゅせさはゃぇくっ, ょけさう う こけ 
ゅさぇあょぇくしおう ょけゅけゃけさ. ]かっょ けすこせしおぇくっすけ くぇ こっくしうはすぇ くはきぇ いぇおけくけゃぇ 
こさっつおぇ けすくけゃけ ょぇ いぇこけつくっ ょぇ しっ けしうゅせさはゃぇ こけ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ うかう こけ 
ょさせゅけ こさぇゃけけすくけてっくうっ.

》ぇさつけゃっ
¨す  7 ょけ 12 かっゃぇ くぇ ょっく こかぇとぇ ′¨╇ くぇ

ぉっいさぇぉけすくう こさっょ こっくしうは

╋なあっすっ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす くぇゃなさてっくう 60 ゅ. う 6 きっしっちぇ,
ぇ あっくうすっ 57 ゅ. う 6 きっしっちぇ 

〉すゃなさょっく っ さっょ, こけ おけえすけ たけさぇ ゃ こさっょこっくしうけくくぇ ゃないさぇしす, けしすぇくぇかう 
すさぇえくけ ぉっい さぇぉけすぇ, きけゅぇす ょぇ こけかせつぇゃぇす, きぇおぇさ う きうくうきぇかくう, ょけたけょう 
けす ′¨╇ おぇすけ けぉっいとっすっくうっ いぇ ょなかゅけすさぇえくぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ. 

                                                      „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

》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. 5

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

¨せきかせかち 〉けさそしそう:

...『╅╆《【╅ ╇ ╊[¨》
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′╅ ╋¨╇《【╅  -  』 ]ょ╆《╇
╉ぇすけ たうかはょう ょさせゅう, ╃うきうすなさ, 

さけょけき けす ′うおけかぇっゃしおけすけ ╄か
たけゃけ, うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか“ いぇさぇょう 
さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ いぇゃけょなす こさっょ

かぇゅぇ ゃ ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ すぇおぇゃぇ 
すさせょくけ しっ くぇきうさぇ. ╇きぇかけ すぇおなゃ 
こさけぉかっき, ょぇあっ ゃ ゅけょうくうすっ くぇ 
„くぇさけょくぇすぇ ゃかぇしす“. ╉ぇいぇくかなて
おうはす ╋ったぇくけすったくうおせき, おぇいぇさきぇ
すぇ, ╆ぇおけくなす いぇ しすぇぉうかういぇちうはすぇ 
くぇ さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ..., ′うおけかぇっ
ゃしおうはす いぇゃけょ いぇ っかっおすさけこけさちっ
かぇく... 〈ぇおぇ ょけ 1958-きぇ, おけゅぇすけ 
きかぇょうはす きぇてうくけしすさけうすっか うょゃぇ ゃ 
„┿さしっくぇか“. ╆ぇ ょぇ けすおさうっ, つっ すせお 
うきっくくけ っ くっゅけゃけすけ きはしすけ. „′う
おなょっ くはきぇ かっしくけ, くぇゃしはおなょっ っ 
くぇこさっあっくうっ“. 〈けゃぇ っ せさけおなす, くぇ
せつっく さぇくけ けす ╉なさょあうかけゃ. 〉さけお, 
ぇぉしけかのすくけ こけかっいっく おぇすけ いくぇくうっ 
う いぇ ょくってくうすっ ゃさっきっくぇ. ╃くって
くうすっ ゃさっきっくぇ いぇ くっゅけ しぇ こっくしうけ
くっさしおう う すけゃぇ すけえ こさういくぇゃぇ, つっ っ 
くっとけ おぇすけ こさっょうきしすゃけ, いぇとけすけ ゃ 
こっくしうけくっさしおうは あうゃけす, いぇ さぇいかう
おぇ けす きくけゅけ たけさぇ ゃ „すさっすぇすぇ ゃない
さぇしす“, しっきっえしすゃけすけ くぇ ╃うきうすなさ 
う ╋ぇさうは くぇきうさぇ しこけおけえしすゃうっ. 
╃ゃぇきぇすぇ しぇ とぇしすかうゃう, いぇとけすけ 
しぇ ょゃぇきぇすぇ う いぇとけすけ うきぇす おなし
きっすぇ う ょっちぇすぇ ょぇ こけきぇゅぇす. „╆ぇ 
しぇき こっくしうけくっさ っ すさせょくけ“, おぇいゃぇ 
╉なさょあうかけゃ. 〉 すはた けぉぇつっ くはきぇ 
しぇきけすぇ. 』ぇしけゃっすっ しっ いぇこなかゃぇす くっ 
こさけしすけ けす となおぇくっすけ こけ ょけきぇて
くうすっ いぇょぇつう, ぇ う し ょさせゅう くっとうちぇ, 
おけうすけ くけしはす さぇょけしす. ╃うきうすなさ, 
あうゃはか くぇ „こっょぇかう“ し けすゅけゃけさくけ
しすうすっ くぇ ちったぇ ちっかう 32 ゅけょうくう, しう 
くぇきうさぇ う ょくっし さぇぉけすぇ ゃしっおう ょっく. 
╂さぇょうくおぇすぇ こさっょ ぉかけおぇ くっょぇかっつ 
けす ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ っ くっゅけゃぇ 
ゅさうあぇ. „1001 しすけおう“ うきぇ すぇき, 
てっゅせゃぇ しっ つけゃっおなす, おけえすけ けとっ 
し こせおゃぇくっすけ くぇ こさけかっすすぇ ゃぇょう 
きけすうつおうすっ う さぇいしぇょぇ – う すぇおぇ ょけ 
っしっくすぇ. ¨す きぇさせかうすっ, ょけ ょけきぇすう
すっ... ╆ぇくうきぇくうっすけ, せょけゃけかしすゃう
っすけ けす さぇぉけすぇすぇ う けしきうしかはくっすけ 
くぇ つぇしけゃっすっ, ぇ くっ こさけしすけ くせあょぇ
すぇ けす こさったさぇくぇ, ゃけょはす ╃うきうすなさ 
ゃしっおう ょっく ゃ しこさっすくぇすぇすぇ いっかっく
つせおけゃぇ ゅさぇょうくおぇ, ういくっくぇょゃぇとぇ 
こさっきうくぇゃぇとうは  し くっけぉうつぇえくけ
すけ しう きはしすけ ゃ きっあょせぉかけおけゃけすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ. ╂さぇょしおうはす ╉かせぉ 
くぇ こっくしうけくっさぇ っ ょさせゅけすけ, おけっすけ 
すけえ けぉうつぇ. 〈ぇき くぇきうさぇ こさうはすっかう 
う すっきう, し おけうすけ ゃさっきっすけ ゃ おかせぉぇ 
ゅけ けすょぇかっつぇゃぇ けす しおせおぇすぇ. ╁しなと
くけしす, しおせおぇ ゃ こっくしうけくっさしおうは あう
ゃけす くぇ ╉なさょあうかけゃ ういけぉとけ くはきぇ. 
╁しはおぇ ゃっつっさ すけえ  いぇょなかあうすっかくけ 
„ゃかういぇ ゃ つぇし“ しなし しなぉうすうはすぇ せ 
くぇし う こけ しゃっすぇ し ゃっしすくうお ゃ さなおぇ. 
】っさおぇすぇ くっ こさけこせしおぇ ょっく, いぇ ょぇ 
きせ ょけくっしっ つぇおぇくうは ゃっしすくうお. ′ぇ
ゃうおなす ょぇ つっすっ こさっしぇすぇ, „ゃっつくうはす“ 
てっそ くぇ 110/╆ぇゃけょ 6 こけょょなさあぇ う 
し „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“. 』っすっくっすけ 
くぇ ぇさしっくぇかしおうは ゃっしすくうお ゃ しっきっえ
しすゃけすけ っ ゃっつっ つぇしす けす ょくっゃくうは 
さっょ くぇ ょけきぇ. 
╋ぇさうは っ けしすぇゃうかぇ ゃしうつおけ けす 

しっぉっ しう おぇすけ つぇしす けす こさけそっしうけ
くぇかくうは っおうこ くぇ ¨すょっかぇ いぇ きっあ
ょせくぇさけょくけ しなすさせょくうつっしすゃけ, うく

すっさっしくぇ さぇぉけすぇ, しゃなさいぇくぇ し 
こぇすっくすくけすけ ょっかけ う こさけょぇあ
ぉうすっ くぇ そうさきぇすぇ. ′はきぇ おぇお 
╃うきうすなさ う ╋ぇさうは ょぇ くっ きう

かっはす いぇ けくけゃぇ, おけっすけ しすぇゃぇ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, おなょっすけ う ょゃぇ
きぇすぇ  ょっしっすうかっすうは さぇぉけすはす. 

[ぇぉけすぇすぇ っ くぇ
こなかくう けぉけさけすう

╀っい くうおぇおなゃ くぇきっお いぇ 
けこかぇおゃぇくっ ╉なさょあうかけゃ しう 
しこけきくは: “╂けかっきう ょっさすけゃっ. 
╋くけゅけ いけさけゃっ!“ ╉ぇいゃぇ ゅけ 
せしきうたくぇす. „╋くけゅけ ういょっかうは, 
ぇ ゃしっおう ょっく „ゃぇかはたぇ“ ゅさぇ
そうちう... 〉しゃけはゃぇくっすけ くぇ くけ
ゃうすっ さっあっとう うくしすさせきっくすう, 
けす さぇいつうすぇくっすけ くぇ ょけおせきっく
すぇちうはすぇ ょけ ゃおぇさゃぇくっすけ くぇ 
しおかぇょ くぇ そさっいけゃうすっ ゅかぇゃう, 
しすさせゅぇさしおうすっ くけあけゃっ, さぇえ

ぉっさう, こさけすはあおう う こさけつうっ... 
ゃなさゃう せしこけさっょくけ: くぇゃかういぇ
くっすけ くぇ くけゃけすけ くっ ぉうゃぇ ょぇ 
こさっつう くぇ さっゅせかはさくうすっ ょけし
すぇゃおう くぇ うくしすさせきっくすう こけ いぇ
ゃけょうすっ くぇ „┿さしっくぇか“. ¨ぉっき
くうすっ こけおぇいぇすっかう しぇ すけかおけゃぇ 
ゃぇあくう, おけかおけすけ う せしゃけはゃぇ
くっすけ. ╉なさょあうかけゃ こさういくぇゃぇ, 
つっ くっ っ ぉうかけ かっしくけ. ¨ゅさけ
きくぇすぇ つぇしす けす ょけおせきっくすぇちう
はすぇ うょゃぇかぇ けす ]]][. ╁ ちったぇ 
しう うきぇかけ しけぉしすゃっくう すったくけ
かけいう, おけうすけ は こさぇゃはす こさう
ゅけょくぇ いぇ さぇいこさっょっかっくうっすけ 
くぇ けこっさぇちううすっ こけ さぇぉけすくう 
きっしすぇ う たけさぇ. ╁ ちったぇ, おなょっ
すけ しっ こさぇゃはす ゃしうつおう, ゃしうつ
おう さっあっとう うくしすさせきっくすう いぇ 
くせあょうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ 
ゅさぇあょぇくしおけ きぇてうくけしすけさっくっ 

う しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ, 
すけゅぇゃぇ さぇぉけすはす けおけかけ 170 
ょせてう. 『ったなす しう うきぇ う しゃけう 
おけくしすさせおすけさう. „╁しうつおう ゃう

ょけゃっ たうかはょう うくしすさせきっくすう しぇ 
きうくぇかう こさっい きっく“, おぇいゃぇ ╃う
きうすなさ ╉なさょあうかけゃ, くけ けしけぉっくけ 
うき しっ „けこなくぇか“ おけきこかっおすなす いぇ 
╀〈[-ぇ くぇ 』っさゃっく ぉさはゅ. 〉しゃけ
はゃぇくっすけ こさけょなかあうかけ ぉかういけ 
2 ゅけょうくう: “╋くけゅけ ょっさすけゃっ くう 
しないょぇゃぇてっ...“. ]っさうけいくう こさけ
ぉかっきう うきぇかけ う し ょけさくうちうすっ 
くぇ くけゃぇすぇ すけゅぇゃぇ  きぇてうくぇ いぇ 
おけゃぇくっ くぇ ちっゃうすっ. ╉なさょあうかけゃ 
けぉぇつっ こさうこけきくは ゃしっけぉとぇすぇ 
ゃないたうすぇ けす すけゃぇ くけゃけ いぇ ゃさっ
きっすけ しう けぉけさせょゃぇくっ, ぉかぇゅけ
ょぇさっくうっ くぇ おけっすけ こさけういゃけょう
すっかくけしすすぇ くぇ すさせょぇ しっ ゃょうゅぇ 
さはいおけ: すけゃぇ, おけっすけ こさっょう しっ 
こさぇゃう いぇ きっしっち, しっゅぇ しすぇゃぇ いぇ 
ょっく... ╇いけぉとけ, けとっ すけゅぇゃぇ ゃ 
„┿さしっくぇか“ しすさけゅけ しっ こさうょなさ
あぇす おなき こさぇゃうかぇすぇ くぇ こさけ

ういゃけょうすっかくけしすすぇ くぇ すさせょぇ. 
‶さけしすうすっ こさぇゃうかぇ, おけうすけ ょくっし 
しはおぇて しっ こさっくっぉさっゅゃぇす けす 
おけきっくすぇすけさうすっ ゃ こせぉかうつくけすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ, しぇ ゃ けしくけゃぇすぇ 
くぇ ゃっかうつうくうすっ くぇ すさせょけゃうすっ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうは. [ぇぉけすうか ゃなゃ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ さぇぉけすくうおなす 
ゃいうきぇ こけゃっつっ けす くぇつぇかくうおぇ 
しう, ょくっし ╉なさょあうかけゃ くっ きけあっ 
ょぇ しっ こけたゃぇかう し ゃうしけおぇ こっく
しうは, くけ ょぇかっつ けす おぇおなゃすけ う 
ょぇ っ こけこせかういなき, すけえ さぇいせきくけ 
こけょつっさすぇゃぇ: “′はきぇ おぇお さぇぉけす
くぇすぇ いぇこかぇすぇ ょぇ ういこさっゃぇさゃぇ 
さぇしすっあぇ くぇ こさけういゃけょうすっかくけし
すすぇ くぇ すさせょぇ“.  
] おけっすけ きう くぇこけきくは いぇ しっ

すっく こなす, つっ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ 
おぇょさうすっ けす けくけゃぇ ゃさっきっ, ょけさう 
くぇ しさっょくうすっ くうゃぇ くぇ せこさぇゃかっ

くうっ, っ いぇゃうょくぇ いぇ ょくってくうすっ 
しすぇくょぇさすう くぇ さけょくけすけ けぉさぇ
いけゃぇくうっ. ]さっょくうすっ こさけそっしうけ
くぇかくう おぇょさう こさっょう すさう-つっすうさう 
ょっしっすうかっすうは うょゃぇす すぇおぇ ょけぉさっ 
こけょゅけすゃっくう けす きぇてうくけしすさけう
すっかくうすっ せつうかうとぇ, おぇおゃうすけ すけ
ゅぇゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ けぉとけ すさう, 
つっ いぇ 4-5 きっしっちぇ くぇゃかういぇす うい
ちはかけ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ う くぇ 
すはた きけあっ ぇぉしけかのすくけ ょぇ しっ さぇい
つうすぇ, こけすゃなさあょぇゃぇ う ╉なさょあう
かけゃ, こさけしかっょうか さぇいゃうすうっすけ くぇ 
しすけすうちう さぇぉけすくうちう. ]こさぇゃはくっ
すけ きせ し くぇゃかういぇくっすけ ゃ あうゃけすぇ 
う こさけそっしうはすぇ, けつっゃうょくけ,  っ こけ 
ゃしうつおう くぇこさぇゃかっくうは. ]こさぇゃうか 
しっ っ くっ しぇきけ ゃ ちったぇ, くけ う ゃ せし
すさけえゃぇくっ ぉなょっとっすけ くぇ ょっちぇすぇ 
しう, けつっゃうょくけ - こけょゅけすゃっくう ゃ 
しっきっえしすゃけすけ いぇ こさっょういゃうおぇ
すっかしすゃぇすぇ, おけうすけ ょぇ きうくぇゃぇす 
し せこけさうすけしす う さぇいせき, おけっすけ っ 
しうゅせさくうはす こなす おなき せしこったぇ.         

╉なさょあうかけゃ しっ さぇょゃぇ
くぇ せしこったうすっ くぇ
とっさおぇすぇ う しうくぇ 

╇きぇ いぇとけ. 《ぇきうかうはすぇ ╉なさ
ょあうかけゃ っ ゃっつっ いくぇお ゃ こさけそっ
しうけくぇかくうすっ くぇせつくう しさっょう ゃ 
しそっさぇすぇ, おなょっすけ さぇぉけすう しう
くなす きせ ′うおけかぇえ. „〈なさしはす ゅけ 
きくけゅけ“, おぇいゃぇ ぉぇとぇすぇ いぇ しうくぇ 
しう, おけえすけ しかっょ ぇしこうさぇくすせさぇ ゃ 
╋のくたっく さぇぉけすう ゃ こさっしすうあっく 
くぇせつっく うくしすうすせす ゃ ╂っさきぇくうは. 
′っゅけゃう かうつくう けすおさうすうは いぇ 

すさうういきっさくけしすすぇ くぇ きぇゅくうすくけすけ 
こけかっ う くっゅけゃけすけ こさうかけあっくうっ 
ゃ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ, くぇせつ
くう さぇいさぇぉけすおう し こさぇおすうつっしおけ 
こさうかけあっくうっ しぇ けぉっおす くぇ そうさ
きっく うくすっさっし けす しすさぇくぇ くぇ ぉうい
くっしぇ ゃ きくけゅけ ょなさあぇゃう. „〈なさしはす 
ゅけ う こなすせゃぇ こけ ちっかうは しゃはす“, 
さぇょゃぇ しっ ぉぇとぇすぇ くぇ  さぇいゃうすうっ
すけ くぇ くはおけゅぇてくうは せつっくうお くぇ 
そういうおぇ 〈っけょけしう 〈っけょけしうっゃ けす 
おぇいぇくかなておぇすぇ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇ 
ゅうきくぇいうは. [ぇょけしすすぇ っ ゅけかはきぇ, 
くっ しぇきけ いぇさぇょう  こけしすうゅくぇすぇすぇ 
けす しうくぇ こさけそっしうけくぇかくぇ さっぇ
かういぇちうは う けすかうつくけ あうすっえしおけ 
せしすさけえゃぇくっ. [ぇょけしすすぇ しっ せゃっ
かうつぇゃぇ けす こけょょなさあぇくっすけ くぇ 
いょさぇゃぇすぇ ゃさないおぇ し ょけきぇ, くぇ 
おけはすけ ′うおけかぇえ けつっゃうょくけ ょなさ
あう, とけき しっ けぉぇあょぇ こけつすう ゃしっ

おう ょっく くぇ きぇえおぇ う すぇすおけ. 〈ぇおぇ, 
こけ しゃけえ くぇつうく, きけきつっすけ, おけっすけ 
てっそなす くぇ 110/╆ぇゃけょ 6 くぇゃさっ
きっすけ ゃけょう  ゃ „┿さしっくぇか“  すぇ ょぇ 
ゃうょう おなょっ さぇぉけすう すぇすおけ, くぇうし
すうくぇ っ せしこはかけ ょぇ くぇきっさう しっぉっ 
しう ゃ ょっぉさうすっ くぇ こさうさけょけ-すった
くうつっしおうすっ くぇせおう. ╃ぇ しっ くぇきっ
さう せしこってくけ. 
╇ ぇおけ ′うおけかぇえ ╉なさょあうかけゃ, 

いぇとけすけ さはょおけ しっ ゃさなとぇ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお, すせお こさけょなかあぇゃぇす ょぇ 
ぉなさおぇす し ぉさぇすけゃつっょぇ – っょくけ
うきっくくうお, おけえすけ けぉぇつっ っ こなすせ
ゃぇと こけ おけさぇぉうすっ きせいうおぇくす, すけ 
ょなとっさはすぇ ┿くすけくうは っ こけゃっつっ けす 
ょけぉさっ こけいくぇすぇ ゃ さけょくうは ゅさぇょ. 
〈けくう しなとけ すさなゅゃぇ こけ こなすは しう 
けす „┿さしっくぇか“.  ‶さっょう ょぇ こけこう
すぇき いぇ くっは, くはきぇき う こさっょしすぇ
ゃぇ, つっ とっ しすぇくっ ょせきぇ いぇ っょくけ 
けす くぇえ-はさおうすっ こさうしなしすゃうは ゃ 
かうしすぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ
いぇくかなお“, おなょっすけ ┿くすけくうは ]かぇ
ゃけゃぇ っ っょうく けす おぇくょうょぇす-しな
ゃっすくうちうすっ こさっい 2011-すぇ. ╉ぇすけ 
しっ ゃゅかっあょぇき ゃ ╃うきうすなさ けぉぇつっ, 
けすおさうゃぇき おぇすっゅけさうつくぇ こさうかう
おぇ. ╇ ゃなゃ ゃういうはすぇ - しすさけえくぇ う 
ぉけえおぇ, う ゃ せゃっさっくけしすすぇ, おけはすけ 
こけゅかっょなす ういかなつゃぇ. ′はおけゅぇて
くぇすぇ こさっゃけょぇつおぇ けす くっきしおう う 
こけしかっ – すったくけかけゅ ゃ „┿さしっくぇか“, 
ょくっし しなし しなこさせゅぇ しう, し おけゅけすけ 
くはおけゅぇ いぇっょくけ いぇゃなさてゃぇす ゃう
してっ ゃ [せしっ,  しっ さぇいゃうゃぇ ゃ  ぉうい
くっしぇ  くぇ すさぇくしこけさすくうすっ せしかせ
ゅう. ╇ ゃ こさっゃけょぇ, さぇいぉうさぇ しっ. 
《ぇきうかうはすぇ ╉なさょあうかけゃう ゃっつっ 

っ こさなしくぇすぇ くぇゃしはおなょっ, せしきうた
ゃぇ しっ ╃うきうすなさ. ╇ せ くぇし, う こけ 

しゃっすぇ. ╇きぇす ょぇあっ くは
おぇおゃぇ ょぇかっつくぇ ゃさないおぇ 
し そうかきけゃぇすぇ う すっぇ
すさぇかくぇ いゃっいょぇ [ぇょうくぇ 
╉なさょあうかけゃぇ... ] ょっちぇ 
う ゃくせちう あうゃけすなす っ うし
すうくしおう, こけすゃなさあょぇゃぇ 
う けとっ っょうく あうすっえしおう 
こなす し ぇさしっくぇかしおけ くぇ
つぇかけ. ╇しすうくしおう. ╇ っ 
けとっ こけ-とぇしすかうゃ, おけ
ゅぇすけ ょっちぇすぇ しぇ いょさぇゃう 
う せしこってくう. ′ぇきうさぇき 
すけゃぇ とぇしすうっ せ ゃしうつ
おけ, おけっすけ ╃うきうすなさ 
╉なさょあうかけゃ  くけしう せ 
しっぉっ しう. 〈け ゃなさゃう 
さなおぇ いぇ さなおぇ し きぇかおう
すっ さぇょけしすう けす ╉けかっょ
くけすけ こさぇいくっくしすゃけ ゃ 
‶っくしうけくっさしおうは おかせぉ  
- „ょけぉさっ けさゅぇくういう
さぇくけ う こけょゅけすゃっくけ“, 
し さぇょけしすすぇ けす たうかは
ょうすっ こさけういゃっょっくう いぇ 
„┿さしっくぇか“ う ょさせゅう 
こさっょこさうはすうは さっあっとう 
うくしすさせきっくすう, し こけ
しすうあっくうはすぇ ゃ  くぇこさぇ
ゃっくけすけ し おけかっゅうすっ – 
きぇてうくけしすさけうすっかう いぇ 

ょゃっ う こけかけゃうくぇ ゅけょうくう ゃ ╊う
ぉうは, おなょっすけ こけかぇゅぇす くぇつぇかけすけ 
くぇ しこっちうそうつくけ こさけういゃけょしすゃけ, 
し さぇょけしすすぇ けす こけくうおゃぇとうすっ 
きぇさせかおう  こさっょ ぉかけおぇ, し こさけつう
すぇくっすけ くぇ ょくっゃくうは ゃっしすくうお, し 
ゃさなたかうすぇとうすっ けす しすさぇくうちうすっ 
くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ しこけきっ
くう... ¨すおさうゃぇき すけゃぇ とぇしすうっ 
う ゃ こけあっかぇくうはすぇ, おけうすけ ╉なさ
ょあうかけゃ, おぇすけ うしすうくしおう ょけし
すけかっこっく おぇゃぇかっさ, きう おぇいゃぇ ゃ 
おさぇは くぇ しさっとぇすぇ くう きっあょせ 
[けあょっしすゃっくしおうすっ う ′けゃけゅけ
ょうてくうすっ こさぇいくうちう. ¨すおさうゃぇき 
うしすうくしおけすけ とぇしすうっ こさっい くっゅけ
ゃうすっ けつう, おなょっすけ しゃっすう ╊のぉけ
ゃすぇ, しすさぇしすすぇ いぇ あうゃけす.    

╃うぇくぇ  [ぇきくぇかうっゃぇ

′ぇえ-ょなかゅけかっすくうはす しさっょ ょなかゅけかっすくうすっ ちったけゃう くぇつぇかくうちう. ╃うきうすなさ ╉なさょあうかけゃ. 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“  ゅけ けすおさう くぇ しぉうさおぇすぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ けす ╆ぇゃけょ 6 きぇかおけ こさっょう 
╉けかっょぇ. 〈けえ っ くぇ こけゃっつっ けす 80. ′け すけゃぇ くぇうしすうくぇ ういゅかっあょぇ くはおぇおゃぇ てっゅぇ. ¨こすう-
きういきなす, せゃっさっくけしすすぇ う すゃなさょぇすぇ しすなこおぇ こさっい っあっょくっゃうっすけ くぇ あうゃけすぇ いぇ くぇつぇか-
くうおぇ くぇ 110/╆ぇゃけょ 6 ゃなゃ ゃさっきっすけ けす 1960-すぇ ょけ 1992-さぇ しぇ そぇおす う しっゅぇ. ‶さっい 
さなちっすっ, せきぇ う しなさちっすけ くぇ すけいう つけゃっお きうくぇゃぇす いぇ すうは 32 ゅけょうくう きなおうすっ う さぇょけ-
しすうすっ けす せしゃけはゃぇくっすけ う ゃかういぇくっすけ ゃ こさけういゃけょしすゃけ くぇ ゃしうつおうすっ たうかはょう さっあっとう 
うくしすさせきっくすう, ぉっい おけうすけ ぇさしっくぇかしおうはす しすさせゅぇさ う そさっいうしす こさけしすけ くはきぇ おぇお ょぇ しう 
ゃなさてう さぇぉけすぇすぇ. 
„′っ せしっすうた おぇお きうくぇたぇ ゅけょうくうすっ...“. ╉なさょあうかけゃ おぇいゃぇ すけゃぇ くっ しなし しなあぇかっくうっ, 

くっ ゃ せくっしぇ くぇ くはおぇおゃぇ くけしすぇかゅうは, ぇ ゃっょさけ う し せしきうゃおぇ. ╉ぇすけ つけゃっお, せょけゃかっすゃけさっく 
けす さぇゃくけしきっすおぇすぇ くぇ あうゃけすぇ しう. ′っ しぇきけ いぇさぇょう しゃなさてっくけすけ ゃ „┿さしっくぇか“, くけ う 
いぇさぇょう せしこってくうは こなす う くぇ ょっちぇすぇ しう, し おけうすけ くぇうしすうくぇ しっ ゅけさょっっ. ′っ けす しせっすぇ, ぇ 
いぇとけすけ うきぇ いぇとけ.
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╁はさゃぇすっ かう くぇ たけさぇすぇ けおけ-
かけ ╁ぇし?
- ¨すおさけゃっくけ おぇいぇくけ, こけくはおけ-

ゅぇ くっ ゃはさゃぇき ょけさう くぇ しっぉっ しう. 
′け... きくけゅけ きう しっ うしおぇ ょぇ ゃはさ-
ゃぇき くぇ たけさぇすぇ こけゃっつっ. ╄ょくぇ けす 
しかぇぉうすっ きう つっさすう っ くっょけゃっさ-
つうゃけしすすぇ. ′っょけゃっさつうゃけしす, ゃ 
しきうしなか, つっ ゃ くはおぇおなゃ きけきっくす 
ゃ けぉとぇすぇ さぇぉけすぇ, ゃ けぉとうすっ 
ちっかう, おけうすけ しきっ しう こけしすぇゃうかう, 
くはおけえ きけあっ ょぇ くっ っ しなゃなさてっく 
う ょぇ くっ しっ しかせつぇす こけ くはおぇおなゃ 
くぇつうく くっとぇすぇ. 〈けゃぇ こけ-しおけ-
さけ っ しすさぇたなす ょぇ くっ ういこなかくうき 
けくけゃぇ, おけっすけ うしおぇきっ ょぇ くぇこさぇ-
ゃうき, けくけゃぇ, おけっすけ しきっ けぉっとぇ-
かう, いぇすけゃぇ しなき くっょけゃっさつうゃぇ. ╇ 
おけゅぇすけ さぇいゅけゃぇさはき し きけは っおうこ, 
し きけうすっ おけかっゅう, しなし いぇきっしすくう-
ちうすっ, さぇいゅけゃぇさはき ゃしっ ゃ すぇいう 
こけしけおぇ くぇ くっょけゃっさつうゃけしす. ╇ ゃ 
きくけゅけ しかせつぇう ゃうあょぇき, つっ すけゃぇ 
こけ くはおぇおなゃ くぇつうく ゅう けぉうあ-
ょぇ. ′け しなき こけ-しこけおけえくぇ, ぇおけ 
しなき おぇいぇかぇ しゃけうすっ けこぇしっくうは 
う しすさぇたけゃっ けすおさうすけ, けすおけか-
おけすけ ょぇ しぇ しっ しかせつうかう う しかっょ 
すけゃぇ ょぇ ゅう せこさっおゃぇき. ╋うしかは, 
つっ う すっ しゃうおくぇたぇ し すけゃぇ う ゅけ 
こさうっきぇす いぇ くけさきぇかくけ. ╃ぇあっ ゃ 
こけゃっつっすけ しかせつぇう こさっょせしっとぇす 
おぇおゃけ とっ うき おぇあぇ う ゃ おぇおゃけ 
とっ ゅう せこさっおくぇ. ′け ゃなゃ ゃしうつ-
おうすっ すっいう ゃいぇうきけけすくけてっくうは 
くっ いくぇき ょぇかう すっ せしっとぇす おけかおけ 
きくけゅけ ゅう けぉうつぇき. ╇ つっ ゃしうつおけ 
すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃは,  くぇうしすうくぇ 
ゅけ こさぇゃは し きくけゅけ かのぉけゃ おなき 
すはた. ╇ きけあっ ぉう すけつくけ, いぇとけすけ 
ゅけ せしっとぇす, しきっ ょけぉなさ っおうこ. ′っ 
ゃはさゃぇき ょさせゅ, おけえすけ っ けすゃなく, ょぇ 
ぉう きけゅなか ょぇ きっ ういょなさあう おぇすけ 
さなおけゃけょうすっか. ╋くけゅけ しすさけゅぇ 
しなき おぇすけ さなおけゃけょうすっか. ‶けくは-
おけゅぇ しなき きくけゅけ あっしすけおぇ おなき 
すはた ゃ ういうしおゃぇくうはすぇ. ╇ きう っ 
きくけゅけ きなつくけ, おけゅぇすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけしすうゅくっき くっとけ. ╉けゅぇすけ しなき ゅけ 
くぇこさぇゃうかぇ し きくけゅけ くぇしすけはゃぇ-
くうは, し きくけゅけ せこさっちう う うしおぇき 
ょぇ しっ いぇさぇょゃぇす くぇ こけしすうゅくぇすけ, 
くっ いくぇき ょぇかう きけゅぇす. 

╆ぇすけゃぇ かう ぉうすせゃぇ う きくっ-
くうっ, つっ ゃしなとくけしす しすっ きくう-
すっかくぇ? ╋くけゅけ っ すなくおぇ 
ゅさぇくうちぇすぇ きっあょせ くっょけゃっさ-
つうゃけしすすぇ, ゃいうしおぇすっかくけしすすぇ  
う きくうすっかくけしすすぇ こけ こさうく-
ちうこ... 
- ╃ぇ, きけあっ ぉう いぇさぇょう すけゃぇ 

けしすぇゃぇす し すけゃぇ せぉっあょっくうっ. ′け 
こけ-しおけさけ きけっすけ せしっとぇくっ いぇ 
こなかくけちっくくけしす くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ 
きっ おぇさぇ ょぇ ぉなょぇ すけかおけゃぇ ゃいうし-
おぇすっかくぇ, くけ ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ 
きくうすっかくぇ. ‶け-しおけさけ ういすけとう-
すっかくけ ゃいうしおぇすっかくぇ. ′け し きくけゅけ 
けぉうつ. 

╋ぇおしうきぇかうしすおぇ かう しすっ, 
ゅけしこけあけ ]すけはくけゃぇ? 
- ╃ぇ, きぇおしうきぇかうしすおぇ しなき う 

すけゃぇ っ っょくぇ けす しかぇぉうすっ きう つっさ-
すう.

╉ぇお ゅかっょぇすっ くぇ つっすゃなさすぇすぇ 
ゅけょうくぇ けす きぇくょぇすぇ しう: おぇすけ 
くぇ „きくけゅけ きうくぇ - きぇかおけ けし-
すぇくぇ” うかう „すさせょくけすけ しっゅぇ 
いぇこけつゃぇ”? 〈けゃぇ っ すけかおけゃぇ 
たかないゅぇゃ ゃなこさけし…
- ‶け こさうくちうこ, すさうすっ ゅけょうくう 

けす きぇくょぇすぇ きうくぇたぇ きくけゅけ ぉなさ-
いけ. ‶け-しおけさけ つっすゃなさすぇすぇ とっ 
ぉなょっ せょけゃかっすゃけさうすっかくぇ, いぇ-
すけゃぇ, つっ こさっょしすけう けとっ きくけゅけ 
きぇかおけ せしうかうっ ょけ おさぇは. 
 
…╋くけゅけ きうくぇ - きぇかおけ けし-

すぇくぇ, ぇ くっ すさせょくけすけ すっこなさ-
ゃぇ いぇこけつゃぇ? 
- ′っ, ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ. ′うとけ 

すさせょくけ くっ いぇこけつゃぇ. 

 
┿ おぇおゃぇ ゅけょうくぇ くう こさっょ-

しすけう? ╉ぇおゃけ ょぇ けつぇおゃぇす 
ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ けす 
╁ぇし, けす せこさぇゃかっくうっすけ? 
- ′ぇょはゃぇき しっ おぇさきうつくぇすぇ ゅけ-

ょうくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ゅけょうくぇすぇ くぇ 
さぇいこかぇすぇ ょぇ っ こさっきうくぇかぇ. ╃ぇくけ 
いゃっいょうすっ しぇ ぉかぇゅけしおかけくくう おなき 
くぇし う 2015 ゅけょうくぇ ょぇ っ ぉかぇゅけ-
ょぇすくぇすぇ . ╁ おさぇは くぇ 2014 ゅけょう-
くぇ, しかっょ きくけゅけ くぇこさっあっくうっ, 
うきぇたきっ とぇしすうっすけ ょぇ こけかせつうき 
ょけしすぇ ゅけかはき そうくぇくしけゃ さっしせさし, 
おけえすけ けつぇおゃぇたきっ, くはおけう くっ けつ-
ぇおゃぇたきっ, くけ ょけえょっ. ′ぇょはゃぇき しっ 
う こさっい 2015 ゅけょうくぇ ょぇ こさけょなか-
あう すけゃぇ う ょぇ きけあっき ょぇ しすうゅくっき 
きくけゅけ ぉかういけ ょけ せしっとぇくっすけ くぇ 
たけさぇすぇ いぇ けぉとうくぇ. 〈けっしす, こさっい 
2015 ゅけょうくぇ ょぇ こけおぇあっき, つっ 
ょっえしすゃうすっかくけ しきっ ぉかういけ ょけ 

ゃしっおう っょうく つけゃっお, こけ ゃしはおぇおなゃ 
ゃないきけあっく くぇつうく. ╁ しきうしなか, ょぇ 
ゅけ ょけおけしくっき し きぇかおうすっ くっとぇ, 
おけうすけ しぇ きせ くっけぉたけょうきう: ょぇ 
うきぇ しうゅせさくけしす, つっ すせお, ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, うきぇ さぇぉけすぇ. ╃ぇ うきぇ 
しうゅせさくけしす, つっ すせお きけあっ ょぇ きせ 
しっ しかせつぇす くけゃう こさうょけぉうゃおう 
おぇすけ くけゃ すさけすけぇさ, くけゃぇ せかうちぇ, 
くけゃけ きっあょせぉかけおけゃけ こさけしすさぇく-
しすゃけ, くけゃ こぇさお. ┿おけ とっすっ ょぇ 
しっ しすうゅくっ ょけすぇき, つっ たけさぇすぇ ょぇ 
さぇいぉっさぇす, つっ かっゃつっすぇすぇ, おけうすけ 
けすょっかはす けす しゃけうすっ ょぇくなちう, こけ 
くはおぇおなゃ  くぇつうく いぇしかせあっくけ しっ 
ゃさなとぇす こさう すはた. ╆ぇとけすけ ょけ きけ-
きっくすぇ う ぇい しぇきぇすぇ おぇすけ ゅさぇあょぇ-
くうく くぇ すぇいう ょなさあぇゃぇ, くっ せしっ-
とぇき きけはすぇ かっこすぇ けす すけゃぇ, おけっすけ 
ょぇゃぇき くぇ ょなさあぇゃぇすぇ しう, ょぇ しっ 
ゃさなとぇ こさう きっく. ╁ こけゃっつっすけ 
しかせつぇう. ╁ すけいう しきうしなか きう しっ 
とっ ょぇ しすうゅくっき こけ-ぉかういけ ょけ たけ-
さぇすぇ う ょぇ うき こけおぇあっき, つっ くぇえ-
ゃぇあくけすけ う けしくけゃくけすけ, いぇ おけっすけ 
っ しないょぇょっくぇ すぇいう うくしすうすせちうは, っ 
ょぇ ぉなょっ ょけ すはた う ょぇ うき ゃさなとぇ 
ょけぉさけすけ. 

╃ぇ おけくおさっすういうさぇきっ すけゅぇ-
ゃぇ けつぇおゃぇくうはすぇ くぇ たけさぇすぇ 
こさっい 2015 ゅけょうくぇ?
- ‶なさゃけすけ ゃぇあくけ くっとけ いぇ くけ-

ゃぇすぇ ゅけょうくぇ - けすゃぇさはきっ ちっく-
すなさぇ. 〈. くぇさ. „ょせこおぇ” う かぇきぇ-
さうくうすっ けおけかけ ゅさぇょうくおぇすぇ くぇ 
„╇しおさぇ” こぇょぇす いぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ 
さけいぇすぇ う くぇ すはたくけ きはしすけ とっ 
うきぇ くっとけ たせぉぇゃけ. ‶さっい けおすけき-
ゃさう すさはぉゃぇ ょぇ っ そぇおす う しおせかこ-
すせさぇすぇ „ぅこけくおぇすぇ” , こさっい 2015 
ゅけょうくぇ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇきっ う LIDL 
ょけ っしっくすぇ. 】っ うきぇきっ 3 くけゃう 
ゃたけょぇ くぇ ゅさぇょぇ いぇ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ う あっかぇくうっすけ くう っ ょぇ 

こけしさっとくっき くぇてうすっ ゅけしすう しなゃ-
しっき おぇすけ ゅさぇょ くぇ さけいうすっ. 〈さはぉ-
ゃぇ ょぇ うきぇきっ くけゃぇ しゅさぇょぇ くぇ 
╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは う 
╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ, いぇとけ くっ. ╃ぇ 
いぇこけつくっき ょぇ ゅけ しすさけうき.  ¨しゃっく 
すけゃぇ, しかっょ おぇすけ ぇしそぇかすうさぇたきっ 
けしくけゃくうすっ  せかうちう くぇ ゅさぇょぇ, とっ 
ゃかっいっき こさっい すぇいう ゅけょうくぇ う ゃ 
きっあょせぉかけおけゃうすっ こさけしすさぇくしすゃぇ 
ゃ おゃ. „╇いすけお” う ゃ おゃ. „╁ぇしうか 
╊っゃしおう” し ぇしそぇかすうさぇくっ, し くけゃう 
すさけすけぇさう う けしゃっすかっくうっ.  ╆ぇょっ-
かうかう しきっ くぇょ 1 きかく. かっゃぇ いぇ 
せかうちう ゃ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ くぇ 
けぉとうくぇすぇ, こけ こさっょかけあっくうっ くぇ 
おきっすけゃっすっ すぇき. ‶さっょしすけう しなとけ 
う さっおけくしすさせおちうは くぇ しゅさぇょぇ-
すぇ くぇ しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし” ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ‶かぇくうさぇきっ しなとけ ょぇ 
ういゅさぇょうき う けとっ 2 こぇさおぇ う っょくぇ 

しこけさすくぇ こかけとぇょおぇ ゃ おゃぇさすぇかぇ, 
のあくけ けす せか. „╉ぇこさけくう”. 】っ しぇ-
くうさぇきっ こさっい 2015 ゅけょうくぇ けとっ 
っょくぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ う ╃っすしおぇ-
すぇ きかっつくぇ おせたくは. ╋くけゅけ くっとぇ 
しきっ いぇきうしかうかう, いぇかけあうかう. 
』ぇおぇ くう しっさうけいくぇ さぇぉけすぇ う とっ 
しきっ きくけゅけ せょけゃかっすゃけさっくう, ぇおけ 
こけしすうゅくっき ゃしうつおけ すけゃぇ ょけ っし-
っくすぇ. 〈ぇおぇゃぇ っ こさけゅくけいぇすぇ. 

┿ ╁うっ おぇおゃけ けつぇおゃぇすっ すぇいう 
ゅけょうくぇ けす たけさぇすぇ? 
- ¨す たけさぇすぇ けつぇおゃぇき ょぇ けしない-

くぇはす, つっ ╉ぇいぇくかなお くっ っ ╃さっきう-
ゅさぇょ う すっ くっ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす 
すぇおうゃぇ. 』っ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす 
とぇしすかうゃう, せゃっさっくう ゃ しっぉっ しう, 
しなし しぇきけつせゃしすゃうっ. 〈さはぉゃぇ ょぇ 
いくぇはす, つっ おけゅぇすけ しぇ こけいうすうゃくう, 
う すせお くっとぇすぇ とっ しぇ こけいうすうゃくう. 
┿きぇ すっ しぇ すぇおうゃぇ. ]こけさっょ きっく, 
こさっい すっいう 3 ゅけょうくう ゃしうつおけ, おけっ-
すけ しっ しかせつゃぇ ゃ う し ょなさあぇゃぇすぇ, ゃ 
こさうさけょぇすぇ, おけっすけ くう いぇけぉうおぇ-
かは, ゃしうつおけ すけゃぇ しっ ょなかあう くぇ 
こけいうすうゃういきぇ, くぇ おけえすけ しっ くぇせ-
つぇゃぇす きぇかおけ こけ-きぇかおけ おぇいぇくかな-
つぇくう. ]すぇゃぇす ゃしっ こけ-けすゃけさっくう, 
こけ – こけいうすうゃくう, ゃしっ こけ-ゃはさゃぇ-
とう, ゃしっ こけ-さぇょゃぇとう しっ. 
 
┿ おぇおゃけ くはきぇ ょぇ くう しっ しかせ-

つう う こさっい 2015 ゅけょうくぇ, おぇお-
ゃけ ょぇ くっ けつぇおゃぇきっ?
- ]なし しうゅせさくけしす くはきぇ ょぇ しう 

ういこかぇすうき しすぇさうすっ いぇょなかあっくうは. 
〈っいう 4 きうかうけくぇ かっゃぇ, おけうすけ 
ういこかぇすうたきっ くぇ „〈さぇおうは 〈さっえょ”, 
とっ ゅう こかぇとぇきっ  けとっ ょなかゅけ 
ゃさっきっ. ╀はたきっ いぇょなかあっくう ょぇ 
こかぇすうき すっいう こぇさう, いぇとけすけ しな-
ょっぉくけすけ さってっくうっ くう けぉさうつぇ-
てっ ょぇ しっ いぇこけさうさぇす しきっすおう.  ╆ぇ 
ょぇ ういぉっゅくっき すっいう おさぇえくけしすう 

う いぇ ょぇ くっ ゅけ くぇせつぇゃぇす たけさぇ-
すぇ こけ くぇえ- ぉさせすぇかくうは くぇつうく, 
さってうたきっ, つっ っ こけ-ょけぉさっ ょぇ しっ 
しこさぇゃうき し すけゃぇ.  ′っ つっ くはきぇ 
ょぇ すなさしうき しこさぇゃっょかうゃけしす. ′っ 
つっ くはきぇ ょぇ こけょくけゃはゃぇきっ うし-
おぇくっすけ しう いぇ しこさぇゃっょかうゃけしす けす 
うくしすうすせちううすっ. ′っ つっ くはきぇ う くっ 
さぇぉけすうき こけ すけいう ゃなこさけし. 

〈けっしす, ょうさっくっすけ くぇ けすゅけ-
ゃけさくけしす こけ おぇいせしぇ こさけょなか-
あぇゃぇ? 
- ┿ぉしけかのすくけ. ′け いぇょなかあっ-

くうっすけ ゅけ ういこかぇすうたきっ うきっくくけ, 
いぇ ょぇ くはきぇ くぇこさっあっくうっ. ╆ぇ ょぇ 
くっ すっおぇす かうたゃう, ょぇ くはきぇ っお-
しちっしうう, おけうすけ しぇ くっこさうはすくう う 
しぇ そぇすぇかくう ういけぉとけ いぇ ゃしうつおう, 
ぇおけ ゅう うきぇ. ╁うあょぇきっ ゃ ょさせゅう 
けぉとうくう おぇおゃけ しっ しかせつゃぇ.

 
╉けは とっ っ ゃ すぇおなゃ しかせつぇえ 

ゅけかはきぇすぇ ╁う ぉうすおぇ こさっい くけ-
ゃぇすぇ  ゅけょうくぇ? 
- ╂けかはきぇすぇ ぉうすおぇ, ゅけかはきぇすぇ 

ちっか, おけはすけ すさはぉゃぇ こさっい くけゃぇ-
すぇ ゅけょうくぇ ょぇ ういこなかくうき, っ ょぇ 
こさうゃかっつっき こけゃっつっ しさっょしすゃぇ, 
こけ ゃしはおぇおなゃ ゃないきけあっく くぇつうく: 
つせあょう, っゃさけこっえしおう, ょなさあぇゃ-
くう. 〈さはぉゃぇ ょぇ くぇきっさうき くぇてうすっ 
しなきうてかっくうちう, くぇてうすっ ゃ ょけ-
ぉさうは しきうしなか くぇ ょせきぇすぇ かけぉうすぇ 
ゃ ょなさあぇゃぇすぇ, いぇ ょぇ こさうゃかっつっき 
おけかおけすけ しっ きけあっ こけ-ゅけかはき さっ-
しせさし う けくけゃぇ, おけっすけ ょなかあうき, 
ょぇ くっ しっ せしっとぇ けす ゅさぇあょぇくうすっ 
う ょぇ くっ すっあう. 〈けっしす, すっ ょぇ くっ 
いぇゅせぉはす ゃないきけあくけしすすぇ  ょぇ こけ-
かせつぇす くっけぉたけょうきけすけ おぇすけ さぇい-
ゃうすうっ, おぇすけ ういゅさぇあょぇくっ, おぇすけ 
せしすさっき くぇ すけいう ゅさぇょ ょぇ こさけ-
ょなかあう う すけゃぇ ょぇ くっ っ いぇゃうしうきけ 
けす いぇょなかあっくうはすぇ, おけうすけ うきぇきっ 
ょぇ こかぇとぇきっ.

... ぇ きぇかおぇすぇ ╁う こけぉっょぇ 
おけは とっ っ ?
- ╃ぇ こけおぇあぇ, くっ しぇきけ ょぇ しう 

きうしかは, ぇ ょぇ こけおぇあぇ くぇ おけ-
かっゅうすっ しう, つっ きけはすぇ しすさけゅけしす 
う ゃいうしおぇすっかくけしす けいくぇつぇゃぇ う 
きくけゅけ かのぉけゃ おなき すはた. ╋くけゅけ 
けぉうつ う きくけゅけ こさういくぇすっかくけしす いぇ 
すけゃぇ, つっ しぇ ょけ きっく こさっい ゃしうつ-
おけすけ すけゃぇ ゃさっきっ. 

¨す おぇおゃけ しっ しすさぇたせゃぇすっ 
こさっい くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ う し おぇお-
ゃぇ しきっすおぇ „ゃかういぇきっ” ゃ くっは? 
- ╁ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ ゃかういぇきっ し 

こかぇすっくぇ しきっすおぇ. ‶かぇすうかう しきっ 
いぇ ゃしうつおう こさっゅさってっくうは こさっょう 
すけゃぇ. ′ぇょはゃぇき しっ すけゃぇ ょぇ しぇ 
こけしかっょくうすっ こさっゅさってっくうは. ╃ぇ 

くはきぇ ょさせゅう  つせあょう しきっすおう いぇ 
こかぇとぇくっ. ╇ しっ しすさぇたせゃぇき すけつ-
くけ けす すけゃぇ - ょぇ くっ くう いぇしすうゅ-
くぇす つせあょう しきっすおう. ′けゃう つせあょう 
しきっすおう.

╁はさゃぇすっ かう ゃなゃ ゃないきっいょう-
っすけ? 
- ╁はさゃぇき ゃ ょけぉさけすけ. ╁はさゃぇき 

ゃ ╀けゅぇ. ╁はさゃぇき, つっ すけえ くっ うい-
こさぇとぇ ゃないきっいょうっ, ぇ すけえ さぇいょぇ-
ゃぇ けつう いぇ うしすうくぇすぇ. ╇ つっ ゃしっおう 
っょうく, さぇくけ うかう おなしくけ, ゃうあ-
ょぇ うしすうくぇすぇ. ╃ぇかう は しこけょっかは, 
ょぇかう きせ たぇさっしゃぇ うかう くっ, すけゃぇ 
っ せさけお, おけえすけ しぇき すけえ けちっくはゃぇ. 
′け しきはすぇき, つっ うしすうくぇすぇ うょゃぇ う 
すは うょゃぇ ゃなこさっおう くぇし, ゃなこさっおう 
うくしすうすせちううすっ, ゃなこさっおう いかけぉぇ-
すぇ, ゃなこさっおう いぇゃうしすすぇ. ╇ すぇいう 
うしすうくぇ っ くぇえ-せょけゃかっすゃけさうすっか-
くけすけ くっとけ, いぇさぇょう おけっすけ しう 
しすさせゃぇす せしうかうはすぇ. 
 
╋っしすくうはす けこうす っ こけおぇいぇか, 

つっ さっいせかすぇすくうすっ  おきっすけゃっ 
くっ こけゃすぇさはす きぇくょぇすうすっ しう. 
╁うっ とっ しっ こさっゃなさくっすっ かう ゃ 
ういおかのつっくうっ ? 
- 〈っいう ゃなこさけしう しっ さってぇゃぇす けす 

おぇいぇくかなつぇくう. 

〈ぇおぇ きう おぇいぇたすっ う きうくぇかぇ-
すぇ ゅけょうくぇ.
- ╃ぇ. ′っおぇ おぇいぇくかなつぇくう さっ-

てぇす おけう しぇ さっいせかすぇすくう おきっすけゃっ 
う おぇおゃけ ょぇ うき けすさっょはす.

〈けゃぇ とっ ゅけ さってぇす ゅさぇあょぇ-
くうすっ くぇ ういぉけさうすっ, くけ こさっょう 
ういぉけさうすっ くうおけえ くはきぇ ょぇ ゅう 
こうすぇ, ゅ-あけ ]すけはくけゃぇ. 〈ぇき っ 
ちはかぇすぇ さぇぉけすぇ. 〈けゅぇゃぇ うくぇ-
つっ とっ こうすぇき: うきぇすっ かう しうかぇ 
いぇ くけゃう ぉうすおう けとっ 4 ゅけょう-
くう. ╇かう すけゃぇ ゃっつっ くはきぇ ょぇ 
しぇ ぉうすおう? 
- ╀っい すっいう 3 ゅけょうくう う こさっい 

すぇいう, くけゃぇすぇ, ぇい ゃけょは しぇきけ 
っょくぇ-っょうくしすゃっくぇ  ぉうすおぇ, ぇおけ 
すは  きけあっ ょぇ しっ くぇさっつっ ぉうすおぇ. 
╇ すけゃぇ っ ぉうすおぇすぇ ょぇ くぇこさぇゃうき 
╉ぇいぇくかなお  っょうく ゅさぇょ, ゃ おけえすけ 
ょぇ くっ しっ しさぇきせゃぇきっ ょぇ あうゃっっき. 
┿い きけゅぇ ょぇ ゃけょは すぇおうゃぇ ぉうすおう. 
┿おけ すさはぉゃぇ ょぇ ゃけょは すぇおぇゃぇ ぉうす-
おぇ, ぉうた は ゃけょうかぇ, くっいぇゃうしうきけ 
ょぇかう しなき おきっす うかう くっ. ╆ぇ きっく 
すけゃぇ っ うしすうくしおぇすぇ ぉうすおぇ. 
 
′ぇえ-ちっくくうはす ╁う せさけお けす 

ゅけょうくぇすぇ, おけはすけ しう けすうょっ?
- 』っ くはきぇ くうとけ ゅさってくけ ょぇ 

こけかせつうて こさういくぇくうっ. ‶さっい すぇいう 
ういきうくぇかぇ ゅけょうくぇ こけかせつうた くは-
おけかおけ こさういくぇくうは, おけうすけ しぇ 
ういおかのつうすっかくけ しうかくう こさういくぇ-
くうは. ‶さういくぇくうは, いぇ おけうすけ くっ 
ゅけゃけさは, いぇ おけうすけ くはおぇお しう しっ 
しすさぇたせゃぇき ょぇ ゅけゃけさはす, いぇ ょぇ くっ 
こけきうしかはす くはおけう, つっ しっ ゅけさょっは 
し すはた くっいぇしかせあっくけ. ′け しっゅぇ, ゃ 
おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ, さぇいぉうさぇき, 
つっ くっ っ しこさぇゃっょかうゃけ ょぇ ぉなょっ 
すぇおぇ. ′はきぇ くうとけ ゅさってくけ ゃ すけゃぇ 
ょぇ こけかせつぇゃぇて こさういくぇくうっすけ くぇ 
たけさぇすぇ. 

]すさぇた かう ╁う っ けす いぇゃうしすすぇ 
くぇ たけさぇすぇ? 
- ¨す いかけぉぇすぇ きっ っ しすさぇた.
 
… う くぇえ-ゅけかはきけすけ ╁う こさっ-

ょういゃうおぇすっかしすゃけ こさっい 2015 
ゅけょうくぇ?
- ╋けあっ ぉう ょぇ いぇしすぇくぇ しさっとせ 

おぇいぇくかなつぇくう し けすつっす いぇ ういこなか-
くっくけすけ う ょぇ きけゅぇ ょぇ けすゅけゃけさは 
くぇ ゃしうつおう ゃなこさけしう, おけうすけ おぇ-
しぇはす くっういこなかくっくけすけ. 

╇しおぇ しっ おせさぇあ いぇ すぇおけゃぇ 
くっとけ.
- ╋うしかは しう. 〈さはぉゃぇ  ょぇ ゅけ くぇ-

こさぇゃは.            
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

С президента Росен Плевнелиев и еврокомисаря Кристалина 

Георгиева по време на Празника на розата 2014
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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ПЪРВИЯТ БЪЛГАРИН, СТЪПИЛ  НА  ВЪРХА НА ПЛАНЕТАТА

‶かぇくうくぇすぇ - すぇいう ゅけかは-
きぇ かのぉけゃ! 》さうしすけ けす きぇかなお 
っ こさうゃかっつっく けす くっは. ╉けゅぇすけ 
っ くぇ 14, すけえ う ぉさぇすけゃつっょ きせ 
すさなゅゃぇす くぇ ょなかなゅ こけたけょ うい 
]すぇさぇ こかぇくうくぇ, かのぉうきぇすぇ きせ. 
‶さったけょなす っ こさっい ゃさなた ╀けすっゃ /
くぇえ-おさぇしうゃけすけ きはしすけ, しこけさっょ 
くっゅけ/ う くはおけかおけ しすぇさけこかぇくうく-
しおう たうあう ょけ ゅさ. 【うこおぇ. ╃け 
╉ぇさかけゃけ しっ ゃさなとぇす こってぇ こさっい 
し. 【っえくけゃけ う ╉ぇかけそっさ. ¨ゅさけ-
きくぇすぇ けぉうつ おなき こかぇくうくぇすぇ ぉっ-
かっあう あうゃけすぇ きせ くぇすぇすなお.
‶さっい 1958 ゅ. ょゃっ きけきつっすぇ 

しなこさけゃけあょぇす ょけ た. „╀ぇかおぇく-
しおう さけいう” ょゃぇきぇ つせょぇちう し くっ-
けぉうおくけゃっくけ けぉかっおかけ う ゅけかっきう 
けぉせゃおう, くけしっとう ゅさぇきぇょくう さぇ-
くうちう, くはおぇおゃう あっかっいぇ う ゃな-
あっすぇ. ╄ょくけすけ きけきつっ っ 16-ゅけ-
ょうてくうはす 》さうしすけ. ╃ゃぇきぇすぇ 
しすさぇくくうちう いぇこぇかゃぇす うしおさぇすぇ. 
╇ いぇ くっゅけ ぇかこうくういきなす ゃっつっ とっ 
ぉなょっ くっ こさけしすけ たけぉう, ぇ しなし-
すけはくうっ, しなょぉぇ, くぇえ-ぇょっおゃぇす-
くぇすぇ そけさきぇ くぇ しなとっしすゃせゃぇくっ.
′ぇゅけさっ! ‶け-ゃうしけおけ! ╁ 

ょくっゃくうおぇ しう すけえ けすぉっかはいゃぇ, 
つっ し あぇさ こさっこさけつうすぇ おくうゅぇ-
すぇ „〈ったくうおぇ う すぇおすうおぇ くぇ ぇか-
こうくういきぇ” う いぇ っょくぇ しっょきうちぇ 
こさっさうしせゃぇ ゃしうつおう くぇゅかっょくう 
さうしせくおう ゃ くっは. ╆ぇ すぇいう しすさぇしす 
さぇいぉうさぇす う せつうすっかうすっ きせ ゃ 
╋ったぇくけすったくうおせきぇ. ]おけさけ すぇき 
っ しないょぇょっくぇ ぇかこうえしおぇ ゅさせこぇ. 
]おぇかうすっ くぇ ゃけょけこぇょぇ ]せつせさせ-
きぇ ょけ ╉ぇさかけゃけ しすぇゃぇす きはしすけ いぇ 
ういはゃぇ くぇ しきっかけしす う こけょさぇくうかけ 
きなあっしすゃけ. ‶なさゃぇすぇ きせ しさっとぇ 
し うしすうくしおうは ぇかこうくういなき っ くぇ 
¨おさなあくぇすぇ ぇかこうくうぇょぇ ゃ ‶う-
さうく こさっい 1959 ゅ.
》さうしすけ いぇゃなさてゃぇ ╁うしてうは 

たうきうおけ-すったくけかけゅうつっく うくしすう-
すせす ゃ ]けそうは う さぇぉけすう おぇすけ 
うくあっくっさ-きっすぇかせさゅ ゃ ‶っさくうお う 
„╉さっきうおけゃちう“, ぉっい ょぇ しっ さぇい-
ょっかは し ぇかこうくういきぇ. ‶さっい 1961 
ゅ. いぇゃなさてゃぇ 『っくすさぇかくぇすぇ こかぇ-
くうくぇさしおぇ ておけかぇ „╋ぇかぬけゃうちぇ“.
]おけさけ くっ けしすぇゃぇす こかぇくうくぇ う 

ゃさなた, おけうすけ ょぇ くっ っ ういおぇつうか. 
]かっょ おぇすけ ういきうくぇゃぇ ゃしうつおう 
300 きぇさてさせすぇ せ くぇし, すけえ さぇい-
ゃうゃぇ すぇかぇくすぇ しう ゃ [せきなくうは う 
ぃゅけしかぇゃうは. ′ぇすさせこぇか けこうす う 
せゃっさっくけしす, いぇこけつゃぇ ょぇ すなさしう 
くっこけいくぇすけすけ, ゃなかくせゃぇとけすけ. ] 
くっゃっさけはすくぇ すけつくけしす う ういおかの-
つうすっかくぇ かけゅうつくけしす こさけこさぇゃは 
くけゃう きぇさてさせすう, おけうすけ くうおけえ 
くっ っ ょさないくぇか ょぇ けこうすぇ. ‶け-
すさせょくうすっ, くけ う こけ-おさぇしうゃう 
„』っさくうすっ こかけつう“,  „╃はゃけかしおう-
すっ うゅかう”, „╆かうは いなぉ” う ょさ. う 
ょくっし さっしこっおすうさぇす ゃしっおう ぇかこう-
くうしす.
¨とっ こけ-ゃうしけおけ! 》さうしすけ うし-

おさっくけ あっかぇっ ょぇ ういおぇつゃぇ こなさ-
ゃっくちうすっ, ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ ゅけかっ-
きうすっ っおしこっょうちうう. ′け… くはおけえ, 
ゃなこさっおう けすかうつくうすっ きせ おぇつっしす-
ゃぇ おぇすけ おぇすっさぇつ, さってぇゃぇ, つっ 
すけえ くっ こけくぇしは ゃうしけつうくうすっ. ╇ 
ょけ ょくっし けしすぇゃぇ いぇゅぇょおぇ おけえ, 
おけゅぇ う いぇとけ っ さぇいこさけしすさぇくは-
ゃぇか すっいう ぉっいきうしかうちう, かうてぇ-
ゃぇえおう ゅけ けす せつぇしすうっ ゃ くはおけう 
ゃぇあくう う すさせょくう っおしこっょうちうう. 
╂けかっきうすっ こけしすうあっくうは けぉぇつっ 
ゅけ けつぇおゃぇす. ‶さっい 1976 ゅ. すけえ う 
〈さうそけく ╃あぇきぉぇいけゃ せしこはゃぇす ょぇ 
こけおけさはす ╋ぇすっさたけさく, しかっょ おぇすけ 
しっょっき ょくう しぇ ゃ こさっゅさなょおぇすぇ 
くぇ せさぇゅぇくくぇ ぉせさは. ╁ こさけょなか-
あっくうっ くぇ 24 ゅけょうくう ‶さけょぇ-
くけゃ けしなとっしすゃはゃぇ きくけあっしすゃけ 
ういおぇつゃぇくうは ゃなゃ ゃうしけおうすっ う 
すさせょくけ ょけしすなこくう こかぇくうくう ‶ぇ-
きうさ, 》うくょせおせて, ╉ぇゃおぇい う 》う-
きぇかぇうすっ. ‶なさゃうは しう しっょっきたう-
かはょくうお ういおぇつゃぇ こさっい 1975 ゅ. 

¨こうしぇくうっ う ╇いうしおゃぇくうは:

¨こうしぇくうっ くぇ ょかなあくけしすすぇ:
- ¨すゅけゃぇさは いぇ ゃなくてくう ょけしすぇゃおう くぇ きぇすっさうぇかうすっ, けしうゅせさは-

ゃぇとう こさけういゃけょしすゃっくうは こさけちっし くぇ そうさきぇすぇ;
- ╇いゃなさてゃぇ ちはかけしすくけ ゃしはおぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ きぇすっさうぇかぇ けす いぇは-

ゃはゃぇくっすけ きせ ょけ いぇこさうたけあょぇゃぇくっ ゃ しおかぇょけゃけすけ しすけこぇくしすゃけ;
- ╉けけさょうくうさぇ ょけしすぇゃおうすっ くぇ きぇすっさうぇかう し けゅかっょ しさけおぇ くぇ 

こさけういゃけょしすゃけ;
- ]かっょう いぇ しこぇいゃぇくっ くぇ おけかうつっしすゃっくうすっ う おぇつっしすゃっくうすっ 

こけおぇいぇすっかう くぇ しせさけゃうくうすっ う きぇすっさうぇかう う ういゃなさてゃぇ さっおかぇ-
きぇちうう こさう けすおかけくっくうは けす せしすぇくけゃっくうすっ しすぇくょぇさすう;
- ]なしすぇゃは くっけぉたけょうきうすっ ょけおせきっくすう いぇ ういょぇゃぇくっ くぇ さぇいさっ-

てっくうは いぇ ゃくけし くぇ しこっちうぇかくぇ こさけょせおちうは;
- ‶さぇゃう こさけせつゃぇくっ くぇ こぇいぇさぇ し ちっか ういこけかいゃぇくっ くぇ くぇえ-

ぉかぇゅけこさうはすくうすっ ちっくけゃう さぇゃくうとぇ いぇ いぇおせこせゃぇくうすっ しすけおけゃけ-
きぇすっさうぇかくう ちっくくけしすう.

╇いうしおゃぇくうは おなき おぇくょうょぇすうすっ:
- ╁うしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ (うおけくけきうつっしおう,すったくうつっしおう,ょさ. こさけ-

そうか)
- ¨すかうつくけ ゃかぇょっっくっ くぇ ぇくゅかうえしおう っいうお (せしすくぇ う こうしきっくぇ 

おけきせくうおぇちうは);
- ╁かぇょっっくっ くぇ ゃすけさう っいうお っ こさっょうきしすゃけ;
- 〉きっくうっ いぇ さぇぉけすぇ し おけきこのすなさ (Word, Excel, Internet);
- ╊うつくう おぇつっしすゃぇ: うくうちうぇすうゃくけしす, おけきせくうおぇすうゃくけしす, けす-

ゅけゃけさくけしす う せきっくうっ いぇ さぇぉけすぇ ゃ っおうこ.

《うさきぇすぇ こさっょかぇゅぇ ょけぉさけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, おぇさうっさくけ さぇい-
ゃうすうっ う しけちうぇかくう こさうょけぉうゃおう.

╆ぇ  おけくすぇおすう う うくそけさきぇちうは:
すっか: 0431/ 63133, 0431/ 57747

╆ぇこうすゃぇくうは, CV う きけかぉう いぇ さぇぉけすぇ
きけゅぇす ょぇ しっ ういこさぇとぇす くぇ
email: kadri@arsenal-bg.com

[すかてひて
╈あしけせあ 』てそみせそうあ:

¨つてけせあてあ けおうあ
うひたちかさけ せあつ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
¨せきかせかち 〉けさそしあこ 〉けさそしそう

╂けすけゃ っ こかぇくなす, こけ 
おけえすけ ょなさあぇゃぇすぇ とっ 

いぇこけつくっ ぉっいこかぇすくけ しぇ-
くうさぇくっ くぇ こぇくっかくう う 
しすけきぇくけぉっすけくくう しゅさぇょう 
けす かはすけすけ くぇ 2015 ゅけ-
ょうくぇ.  〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ 
けす しぇえすぇ くぇ ′]¨[╀ う くぇ 
╋[[╀.  ‶け ょぇくくう くぇ [っゅう-
けくぇかくけすけ きうくうしすっさしすゃけ, 
ゃ しすさぇくぇすぇ うきぇ 70 259 
しゅさぇょう, おけうすけ しぇ こぇくっか-
くう う しすけきぇくけぉっすけくくう. ╁ 
すっいう しゅさぇょう あうかうとぇすぇ 
しぇ けぉとけ 1 きかく. 123 たう-
かはょう,  おぇすけ 98% けす すはた 
しぇ ゃ 28-すっ ゅけかっきう ゅさぇょぇ. 
╆ぇ ちっかすぇ ょなさあぇゃぇすぇ, ゃ 
かうちっすけ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけ 
くぇ そうくぇくしうすっ, すさはぉゃぇ 

- ゃさなた ╊っくうく (7134 き) – ょく. 
┿ぉせ ┿かう うぉく ]うくぇ (┿ゃうちっくぇ). 
]かっょ くっゅけ - ╉けきせくういなき (7 495 
き).
╊たけちっ, 》うきぇかぇうすっ. 》さうしすけ 

‶さけょぇくけゃ  っ こなさゃうはす ぉなかゅぇ-
さうく, おけえすけ こさっい 1981 ゅ. ういおぇつ-
ゃぇ けしっきたうかはょくうお, つっすゃなさすうは 
こけ ゃうしけつうくぇ ゃさなた ゃ しゃっすぇ – 

╊たけちっ /8516 き/. ╀かぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ すけいう しきっか ぇかこうくうしす こなさゃぇ-
すぇ くう たうきぇかぇえしおぇ っおしこっょうちうは 
いぇゃなさてゃぇ せしこってくけ う ょぇゃぇ くぇ-
つぇかけすけ くぇ こけたけょぇ くぇ ╀なかゅぇさうは 
ゃ 》うきぇかぇうすっ う ╉ぇさぇおけさせき. ╁ 
おくうゅぇすぇ しう  „╊たけちっ. ‶け いぇこぇょ-
くぇすぇ しすっくぇ“,1982 ゅ. すけえ しこけ-
ょっかは: „]かっょ くはおけかおけ きうくせすう 
しっ けいけゃぇた くぇ ゃなさたぇ. 』ぇしなす ぉっ 
13:55. ]ぇき くぇ すけいう けしすなさ おぇすけ 
ぉせさゅうは ゃさなた! ′っ きけあった ょぇ こけ-
ゃはさゃぇき くぇ けつうすっ しう, つっ くぇゅけさっ 
くはきぇ こけゃっつっ…” ╁なかくせゃぇとうはす 
きうゅ すさぇっ 20-30 しっお., くけ けしすぇゃぇ 
いぇゃうくぇゅう ゃ しなさちっすけ きせ.
〈ぇき, おなょっすけ うきぇ ゃけかは, 

うきぇ う こなす! - おぇいゃぇか 》さうしすけ. 
╇きっすけ きせ しっ こさっゃさなとぇ ゃ しうくけ-
くうき くぇ しすさっきっあぇ おなき ういおかの-
つうすっかくけすけ. ′はおけう ゅけ くぇさうつぇ-
かう っゅけきぇくうぇお う つっしすけかのぉうゃ 
うくょうゃうょせぇかうしす…
╃ぇ, ぉうか っ ぇきぉうちうけいっく. ′け くっ 

いぇ くっいぇしかせあっくぇ しかぇゃぇ. ╀うか う 
つっしすけかのぉうゃ – こけ くぇえ-おさぇしう-

ゃうは きなあおう くぇつうく. ╇しおぇか っ う 
くっ ゅけ っ おさうっか – ょぇ きけあっ こけゃっ-
つっ けす ゃしうつおう. ╇ ゅけ っ こけしすうゅぇか 
– し きくけゅけ すさせょ う かうつくう あっさす-
ゃう. ¨とっ けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
ゅかぇょせゃぇ, いぇ ょぇ しう おせこう さぇくうちぇ 
う ぇくけさぇお う しぇき しう きぇえしすけさう 
おかうくけゃっ う おけすおう;  おけゅぇすけ ぉせ-
ょせゃぇ くぇょ うくあっくっさくうすっ つっさすっ-
あう; おけゅぇすけ しなぉうさぇ ょけき うかう しっ 
ぉけさう いぇ こさうはすっか. ╇きぇか つっこぇす 
う ぉっいおけきこさけきうしっく たぇさぇおすっさ. 
╀うかけ すさせょくけ ょぇ しっ ういょなさあぇ 
くぇ くっこけしうかくけ ゅけかっきうすっ きせ 

ういうしおゃぇくうは. ‶けかせすけくけゃっすっ 
ゃ けすくけてっくうはすぇ くっ きせ ぉうかう 
ういゃっしすくう, ういぉせたゃぇくうはすぇ きせ 
ぉうかう ょうくぇきうすくう. “‶けくはおけゅぇ 
ゅけ ょさぇいくった くぇさけつくけ – しこけ-
ょっかは くっゅけゃ おけかっゅぇ, - いぇ ょぇ しっ 
くぇしかぇょは くぇ ゃっかうおけかっこくうは きせ 
ゅくはゃ”. 〈けいう ゅくはゃ しっ しくうてぇゃぇか 
しぇきけ こさっょ っょうく つけゃっお – きぇえ-

おぇ きせ, おなき おけはすけ 》さうしすけ うい-
こうすゃぇか けしけぉっくけ つせゃしすゃけ くぇ 
こさっょぇくけしす う かのぉけゃ.
╄ゃっさっしす, こけょゅけすけゃおぇすぇ. 

]こうしなおなす し こけしすうあっくうはすぇ きせ 
ぉうか ゃこっつぇすかはゃぇと. ′け すけえ うし-
おぇか ょぇ ょけしすうゅくっ ぇぉしけかのすくうは 
ゃさなた, ょぇ しっ おぇつう ょけ くぇえ-ゃうしけ-
おけすけ きはしすけ ゃ しゃっすぇ! 22 きっしっ-
ちぇ こさけょなかあぇゃぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ 
いぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ っおしこっょうちうは 
„╄ゃっさっしす ’84“ し さなおけゃけょうすっか 
┿ゃさぇき ┿ゃさぇきけゃ う いぇきっしすくうお-
さなおけゃけょうすっか こけ すったくうつっしおぇ-
すぇ つぇしす 》さうしすけ ‶さけょぇくけゃ, 
おけえすけ, おぇすけ つぇしす けす くっは, うい-
おぇつゃぇ いぇ 24 ょくう 4 しっょっきたう-
かはょくうおぇ. ╃けすけゅぇゃぇ ょさせゅ ぇか-
こうくうしす くっ っ こけしすうゅぇか すけゃぇ.                                                                                                   
‶かぇくうくぇすぇ けすくっきぇかぇ くぇえ-ょけ-
ぉさうすっ きせ こさうはすっかう. ╃ゃぇ きっ-
しっちぇ こさっょう ╄ゃっさっしす いぇゅうゃぇ 
くぇえ-しおなこうはす きせ こさうはすっか ╇ゃぇく 
╆ぇてっゃ, し おけゅけすけ っ しきはすぇか ょぇ 
ぇすぇおせゃぇ ゃ しゃさないおぇ ゃなさたぇ.                                                                                                                                      
╂けょうくぇすぇ っ 1984-すぇ. ╄ょうく 

けしっきたうかはょくうお, 12 しっょっきたう-
かはょくうおぇ, ういおぇつゃぇくうは くぇ 4 
けす こっすすっ くぇえ-ゅけかっきう しすっくう ゃ 
┿かこうすっ, すさぇゃっさし くぇ 【たっかょぇ 
う ╉さなしすぇ くぇ 〉てぉぇ っ おなき けくいう 
きけきっくす さぇゃくけしきっすおぇすぇ くぇ ゅけ-
かっきうは ぇかこうくうしす.
╅っしすけおうはす こなす. ¨ぉとぇ-

すぇ ょなかあうくぇ くぇ きぇさてさせすぇ けす 
ぉぇいけゃうは かぇゅっさ ょけ ╄ゃっさっしす っ 
9445 き. 〈けいう きぇさてさせす っ くぇ-
さっつっく ╅っしすけおうはす こなす, いぇとけすけ 
っ こけ-ょなかなゅ う くっつけゃっておう すさせ-
ょっく. ╁かぇしすうすっ くぇ ′っこぇか ょっ-

おかぇさうさぇす, つっ いぇ 1984 ゅ. っょうく-
しすゃっくうはす しゃけぉけょっく きぇさてさせす 
おなき ゃなさたぇ っ しぇきけ こけ ╆ぇこぇょくうは 
ゅさっぉっく. ╃させゅぇ ゃないきけあくけしす 
くはきぇ ょけ 1990 ゅ.
]すなこおぇ こけ しすなこおぇ. ′ぇゅけ-

さっ! ╉なき ぉなかゅぇさしおうは っおうこ しっ 
ゃおかのつゃぇす 10 てっさこう う 4 ょせてう 
おせたくっくしおう こっさしけくぇか. ╀ぇゅぇあなす 

っ くっうきけゃっさくけ ゅけかはき – 470 
おぇてけくぇ こけ 30 おゅ ゃしっおう. ′ぇっ-
すう しぇ 152 くけしぇつう, おけうすけ こけ-
きぇゅぇす こさう ぉぇゃくけすけ ういおぇつゃぇくっ 
ょけ ′ぇきつっ ╀ぇいぇさ – しすけかうちぇすぇ 
くぇ てっさこうすっ. ╀ぇいけゃうはす かぇゅっさ っ 
くぇ ゃうしけつうくぇ 5350 き. ‶け こなすは 
おなき ゃなさたぇ し けゅさけきくう すさせょくけし-
すう しぇ ういゅさぇょっくう けぉとけ こっす かぇ-
ゅっさぇ. ┿ゃさぇきけゃ しこけょっかは: „╇い-
ゅさぇあょぇたきっ かぇゅっさ しかっょ かぇゅっさ. 
〉さぇゅぇくなす ゅう こけきうすぇてっ. ‶ぇお 
ういゅさぇあょぇたきっ. ¨すくけゃけ ぉうゃぇ-
たぇ せくうとけあっくう. ‶ぇかぇすおうすっ いぇ 
かぇゅっさうすっ くぇきぇかはゃぇす. ╋ぇえ とっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ おけこぇはす こっとっさう. 
╉けこぇったきっ. 〈させょくけ っ, くっゃっさけ-
はすくけ すさせょくけ っ ょぇ しっ ぉけさうて し 
すゃなさょうは かっょ こけ ╆ぇこぇょくうは ゅさっ-
ぉっく.“
】せさきなす. 》さうしすけ ‶さけょぇくけゃ う 

てっさこなす ╃あけせぇくゅ [うくょあう (╃あけく) 
しぇ ういぉさぇくう こなさゃう ょぇ すさなゅくぇす 
おなき ゃなさたぇ. ╃ぇすぇすぇ っ 20 ぇこさうか.
02,30 つ. - さぇょうしすなす ]すっそぇく 

╉ぇかけはくけゃ しなぉせあょぇ こけ さぇょう-
けしすぇくちうはすぇ 》さうしすけ う ╃あけく. 
‶けょゅけすけゃおぇすぇ うき すさぇっ 3 つ. 15 
きうく. 〈ゃなさょっ きくけゅけ, くけ すっ しぇ 
ぉっい おうしかけさけょ う ゃしはおけ ょゃうあっ-
くうっ くぇ すぇおぇゃぇ ゃうしけつうくぇ ういうし-
おゃぇ くっうきけゃっさくう せしうかうは.
09,00 つ. - 》さうしすけ こけ さぇょう-

けしすぇくちうはすぇ: „′ぇょ こなさゃぇすぇ おぇ-
きうくぇ しなき. ╃あけく くっ きけあっ ょぇ 
きうくっ う さってう ょぇ しっ ゃなさくっ. ┿い 
さってうた しぇき ょぇ こさけょなかあぇ うい-
おぇつゃぇくっすけ“.
11,10 つ. –  „′ぇきうさぇき しっ くぇ 

けおけかけ 8500 き.“ ╇… いぇ たけさぇすぇ ゃ 
ぉぇいけゃうは かぇゅっさ ゃさっきっすけ しこうさぇ. 
]っょっき つぇしぇ 》さうしすけ きなかつう, ゃな-
こさっおう くぇしすけえつうゃうすっ けこうすう ょぇ 
しっ しゃなさあぇす し くっゅけ.
18,15 つ. - ┿い しなき くぇ ゃなさ-

たぇ, くぇ ゃなさたぇ しなき! ╉けゅぇすけ 
くぇえ-しっすくっ つせゃぇす ゅかぇしぇ きせ, すけえ 
ういさうつぇ すっいう こぇきっすくう ょせきう. 
′っつせゃぇくぇ たさぇぉさけしす! 》さうしすけ 
‶さけょぇくけゃ っ こなさゃうはす ぉなかゅぇさうく, 
ういおぇつうか ╄ゃっさっしす う つっすゃなさすうはす 
ゃ しゃっすぇ, おけえすけ せしこはゃぇ ょぇ ゅけ 
くぇこさぇゃう しぇき, ぉっい おうしかけさけょ, 
こけ くぇえ-あっしすけおうは きぇさてさせす!                                                                                                          
╋ぇかおけ しかっょ すけゃぇ しゃっすけゃくうすっ 

“╄ょうく ぉなかゅぇさしおう うくあっくっさ ょくっし ょけしすうゅくぇ ╄ゃっさっしす 
こけ くぇえ-すさせょくうは いぇこぇょっく しおかけく, くぇさっつっく ╅っしすけおうはす 
こなす. 〈けえ っ こなさゃうはす つけゃっお, おけえすけ こけしすうゅくぇ すけゃぇ ぉっい 
おうしかけさけょくぇ きぇしおぇ.” – しなけぉとっくうっすけ, さぇいこさけしすさぇくっ-
くけ けす しゃっすけゃくうすっ ぇゅっくちうう, っ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
すせさういきぇ ゃ ′っこぇか. ╃っくはす っ 20 ぇこさうか 1984 ゅ.
〈けいう うくあっくっさ っ 》さうしすけ ‶さけょぇくけゃ /1943 – 1984/. 

┿かこうくうしす, こけかはさっく ういしかっょけゃぇすっか う こかぇくうくぇさ. 〈けえ 
ぉっ さってうか ょぇ くぇこさぇゃう くっとけ くっこけゃすけさうきけ う ういおかの-
つうすっかくけ. ╇ ゅけ くぇこさぇゃう. ]ぇき. 
╀なかゅぇさうは しすぇゃぇ 19-すぇすぇ しすさぇくぇ, つううすけ こさっょしすぇゃう-

すっか こけおけさはゃぇ ╄ゃっさっしす, ぇ 41-ゅけょうてくうはす ぉなかゅぇさうく っ 
155-はす ぇかこうくうしす, こさっけょけかはか ゃなさたぇ くぇ こかぇくっすぇすぇ.
╇いおぇつゃぇくっすけ っ ういぉさぇくけ いぇ しこけさすくけすけ しなぉうすうっ くぇ 

20-すう ゃっお. 
]さっょ きくけゅけぉさけえくうすっ けすかうつうは くぇ ‶さけょぇくけゃ っ いゃぇ-

くうっすけ „╂っさけえ くぇ ′ぇさけょくぇ さっこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは”, 
せょけしすけっく っ こけしきなさすくけ.
╁ さけょくうは きせ ゅさぇょ ╉ぇさかけゃけ っ ういょうゅくぇす くっゅけゃ ぉのしす-

こぇきっすくうお, っょくけ せつうかうとっ  こさうっきぇ うきっすけ きせ.

ぇゅっくちうう こさっょぇゃぇす くけゃうくぇすぇ. 
╁ ぉぇいけゃうは かぇゅっさ う ゃ ╀なかゅぇさうは 
しかっょゃぇす きうくせすう くぇ くっけこうしせ-
っきぇ さぇょけしす. ‶さけょぇくけゃ けしすぇゃぇ 
くぇ ゃなさたぇ こさっおぇかっくけ ょなかゅけ - 33 
きうくせすう.
18,48 つ. – 》さうしすけ: „〈せお くぇ 

ゃなさたぇ くはきぇ くうとけ. ╇きぇ ういゅさぇ-
ょっくぇ しぇきけ っょくぇ きぇかおぇ こうさぇ-
きうょぇ けす つっすうさう しなゃっすしおう おうし-
かけさけょくう ぉせすうかおう う しなゃっすしおけすけ 
いくぇきっ. ¨こうすゃぇき しっ ょぇ しくうきぇき, 
くけ おぇきっさぇすぇ くっ さぇぉけすう, いぇこけつ-
ゃぇき しかういぇくっすけ.“
¨ぉさぇすくうはす こなす. ‶さっょしすけう 

すさせょくけ しこせしおぇくっ こさっい くけとすぇ, 
こけ しなとうは けこぇしっく きぇさてさせす.
21.10 つ. 》さうしすけ: „]すなきくう 

しっ, しすぇゃぇ きくけゅけ けこぇしくけ, くっ 
うしおぇき ょぇ さうしおせゃぇき う とっ すなさ-
しは きはしすけ ょぇ くけとせゃぇき“. ′けとせ-
ゃぇ くぇ けすおさうすけ ゃ „╆けくぇすぇ くぇ 
しきなさすすぇ“ – ぉっい おうしかけさけょ, ぉっい 
しこぇかっく つせゃぇか う こぇかぇすおぇ, こさう 
すっきこっさぇすせさぇ きうくせし 42 ゅさぇょせ-
しぇ くぇ ゃうしけつうくぇ 8600-8700 き. 
]うゅくぇかくうすっ さぇおっすう ゃ こうしすけ-
かっすぇ きせ しっ けおぇいゃぇす くっゅけょくう.                                                                                                                             
′ぇ 21 ぇこさうか しせすさうくすぇ しっ 
けぉぇあょぇ, くけ っ きくけゅけ いかっ, ょせ-
きうすっ きせ すさせょくけ しっ さぇいぉう-
さぇす. ‶けしかっょくけすけ きせ けぉぇあょぇ-
くっ ゃ ぉかういけしす ょけ す. くぇさ. ]うゃぇ 
おせかぇ っ ゃ 19.45 つ.: „┿い... すせお... 
ゅけかっきうは... しうゃ... おせこっく…”                                                                                                                                          
„′っ ゅけゃけさう. ′っ いぇしこうゃぇえ! ╇ちっ, 
すう しう ゅけかはき きなあ! 〈う しう ぉなかゅぇ-
さうく! ╉なき すっぉっ すうつぇす たけさぇ! ′っ 
いぇしこうゃぇえ!”  - ゃうおけゃっすっ くぇ さぇ-
ょうしすぇ すさはぉゃぇ ょぇ けぉけょさはす 》さうし-
すけ, くけ すけえ くっ けすゅけゃぇさは…                                                                        
╁ しこぇしうすっかくぇすぇ けこっさぇちうは しぇ 

╊のょきうか ぅくおけゃ, ╇ゃぇく ╁なかつっゃ, 
〈さうそけく ╃あぇきぉぇいけゃ う てっさこなす 
╃あけく. 『っかう ょゃっ ょっくけくけとうは しっ 
ょゃうあぇす くぇゅけさっ. ′ぇえ-ぉかういけ ょけ 
》さうしすけ っ ╊のょきうか, ゃ けこうす ょぇ ゅけ 
くぇきっさう すけえ あっさすゃぇ しけぉしすゃっ-
くけすけ しう ういおぇつゃぇくっ. ′け くけとすぇ 
こぇょぇ う けお. 21,50 つ. きせ っ くぇ-
さっょっくけ ょぇ しこさっ ういょうさゃぇくっすけ. 
╀けさぉぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ – ゃっつっ いぇ 
けちっかはゃぇくっすけ くぇ ╊のょきうか.
╀なかゅぇさしおうはす すさぇゃっさし くぇ 

╄ゃっさっしす. ╁なこさっおう いぇゅせぉぇすぇ, 
っおしこっょうちうはすぇ こさけょなかあぇゃぇ.                                                    
′ぇ 3 きぇえ いぇこけつゃぇ ゃすけさぇすぇ 
ぇすぇおぇ くぇ ╄ゃっさっしす. ‶けおけさはゃぇす 
ゅけ ╇ゃぇく ╁なかつっゃ, ╋っすけょう ]ぇ-
ゃけゃ, ′うおけかぇえ ‶っすおけゃ う ╉うさうか 
╃けしおけゃ. 〈っ けしなとっしすゃはゃぇす う 
こなかくうは すさぇゃっさし くぇ ゃなさたぇ – うい-
おぇつゃぇくっ こけ ╆ぇこぇょくうは ゅさっぉっく 
う しかういぇくっ こけ ぃあくうは しおかけく. 
〈けいう きぇさてさせす ゃかういぇ ゃ うしすけさう-
はすぇ くぇ しゃっすけゃくうは ぇかこうくういなき 
おぇすけ „╀なかゅぇさしおうはす すさぇゃっさし“ 
くぇ ╄ゃっさっしす. ‶さっい すけゃぇ ゃさっきっ 
しなこさせゅぇすぇ くぇ 》さうしすけ こさっい しなか-
いう けぉはしくはゃぇ くぇ 5-ゅけょうてくぇすぇ 
うき ょなとっさは ]うかゃうは, つっ „すぇすう 
っ けしすぇくぇか こさう しくっあくうは つけゃっお 
╈っすう”… ╃くっし ]. ‶さけょぇくけゃぇ さぇ-
ぉけすう ゃ ╇すぇかうは ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ 
きっあょせくぇさけょくけすけ おけしきうつっしおけ 
こさぇゃけ, ぇゃすけさ っ くぇ すさう おくうゅう, 
っょくぇ けす おけうすけ いぇ ぉぇとぇ え - „╋けえ 
こけおさうゃ くぇ しゃっすぇ”.                                                                         
〈けえ けしすぇくぇ いぇゃうくぇゅう こさう 

しゃけは ゃさなた, しかはす し きっつすぇすぇ 
しう! – おぇいゃぇ ╊のょきうか ぅくおけゃ 
いぇ 》さうしすけ ‶さけょぇくけゃ. ‶けおさうか 
しけぉしすゃっくうすっ しう こけおぇいぇすっかう いぇ 
ょけしすけえくしすゃけ, けす ゃしうつおう ぉっい-
しきなさすくう ぉなかゅぇさう すけえ っ くぇえ-
ぉかういけ ょけ いゃっいょうすっ…

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╉ひちきあうせあてあ たちそえちあすあ てちひえうあ そて てそうあ しみてそ つ えあちあせぬけみ そて 1 すしちお. しかうあ.  ぅか つたかねかしみて そいあねか せあこ-ねかうちひつてけてか.

ょぇ けしうゅせさう ゃ くけゃうは さっこせぉかうおぇくしおう ぉのょあっす 1 きかさょ. かゃ. ょなさあぇゃくぇ ゅぇさぇくちうは いぇ しないょぇゃぇくっ 
くぇ 《けくょ いぇ しぇくうさぇくっ くぇ あうかうとくうすっ しゅさぇょう. 
]ぇきうはす こさけちっし うきぇ 4-きぇ せつぇしすくうちう, ゃしっおう しなし しなけすゃっすくう ぇくゅぇあうきっくすう う しさけおけゃっ. 
‶なさゃけ, ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ そうくぇくしうすっ とっ こさっょけしすぇゃう ょなさあぇゃくぇ ゅぇさぇくちうは けす 1 きかさょ かゃ. 

484 すけさすう とっ 
こさうゅけすゃはす ょけ おさぇは 
くぇ きっしっち はくせぇさう 
さぇぉけすっとうすっ ゃ  ]すけ-
かけゃけすけ たさぇくっくっ くぇ 
„┿さしっくぇか” おぇすけ しこっ-
ちうぇかっく ょぇさ いぇ ゃしっ-
おう はくせぇさしおう ぇさしっ-
くぇかしおう さけあょっくうお. 
]かぇょおうはす あっしす おなき 
さけあょっくうちうすっ くぇ 
そうさきぇすぇ っ しこっちうぇ-
かっく ょぇさ けす さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ, いぇ おけえ-
すけ ういこなかくうすっかくうはす  
ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ けぉはゃう けとっ 
こけ ゃさっきっ くぇ こさぇい-
くうおぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
こさっい けおすけきゃさう. ╇ょっ-
はすぇ しっ さけょう, しかっょ 
おぇすけ しすぇくぇ はしくけ, つっ 
しないょぇょっくうすっ し きぇえ-

くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぉぇくおぇ いぇ さぇいゃうすうっ. 

しすけさしすゃけ, あっかぇくうっ う かのぉけゃ しかぇょおう ぇさしっくぇかしおう „のぉうかっえおう” しっ こさっゃなさくぇたぇ ゃ しゃけっけぉさぇいっく 
たうす, おぇおすけ いぇ さぇぉけすっとうすっ  ゃ „┿さしっくぇか”, すぇおぇ う いぇ ゅけしすうすっ くぇ そうさきぇすぇ. 
 〈けさすうすっ, こさうゅけすゃっくう けす きぇえしすけさうすっ - しかぇょおぇさう くぇ „┿さしっくぇか” こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╈けくおぇ 

╁っかつっゃぇ, しぇ し かけゅけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ う しぇ ょゃぇ ゃうょぇ: ゃ つっさゃっくけ う ゃ しうゃけ-しうくぬけ, しなけすゃっすくけ 
いぇ ょぇきしおぇすぇ う きなあおぇすぇ つぇしす さけあょっくうちう.

Еверест – 8848 м


