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11 そさてみいちみ - ╉かせへ ちあいそてせけさあ つかしへつさそえそ にそくみこつてうあ  
け たかちかちあいあてふうあまはかこ たちそすふのしかせせそつてけ 

‶あをゅおう ╊きぉゅょぇぉえけを ╋おくくょっくあおっ [ぉぇぉきをすょょ № хцш おけ тр うをに ршшш ぅおぇを こくけをえおぃいぉえおл せけお 
«┿ぉえて きをぁおけえょあを くぉいてくあおぅお しおゅにっくけぃを ょ かぉきぉきをぁをけつぃをなたぉっ かきおうつそいぉええおくけょ» おけうぉせをぉけくに ぉゃぉм
ぅおぇえお ぃお ぃけおきおぉ ぃおくあきぉくぉえてぉ おあけにぁきにн ′ とけおぅお うおうぉえけを こ けきこゃぉえょあおぃ かおいぉっ ょ さぉきうл  
さぉきうぉきくあょし しおゅにっくけぃл きこあおぃおぇょけぉいぉっ ょ くかぉすょをいょくけおぃ くぉいてくあおしおゅにっくけぃぉええつし かきぉぇかきょにけょっл こせぉм
えつし-をぅきをきょぉぃл くぉいてくあおっ ょえけぉいいょぅぉえすょょл きをぁおけえょあおぃ かょたぉぃおっ ょ かぉきぉきをぁをけつぃをなたぉっ ょえぇこくけきょょ 
かおにぃょいくに くぃおっ くおぁくけぃぉええつっ かきおさぉくくょおえをいてえつっ かきをゅぇえょあн  

′ぉいてくあおぉ しおゅにっくけぃお とけお けを おけきをくいてл かおけきぉぁえおくけて ぃ あおけおきおっ あをゃぇつっ ょゅ えをく おたこたをぉけ  
ぉゃぉぇえぉぃえおн ╃うぉええお ぁいをぅおぇをきに くぉいてしおゅかきおょゅぃおぇょけぉいにう  ょ きをぁおけえょあをう かぉきぉきをぁをけつぃをなたぉっ かきおм
うつそいぉええおくけょ えを えをそょし くけおいをし ぃくぉぅぇを ぉくけて ゃょゅえぉええお えぉおぁしおぇょうつぉ ょ えぉゅをうぉえょうつぉ ぁいをぅを – ぃあこくм
えつぉл くぃぉゃょぉ ょ きをゅえおおぁきをゅえつぉ かきおぇこあけつн 

 

╈をそぉ くぉいてくあおぉ しおゅにっくけぃお 

╊きおすぃぉけをぉけ ょ ゃょぃぉけл 
╃ かきおうつそいぉええおくけて くぉぅおぇえに 

╈をぁょきをぉけ かおいえつっ しおぇа 
┽くぉしл あけお くぃにゅをえ く くぉいてくあょう ぇぉいおうл 

╊おゅぇきをぃいにぉう く とけょう ぇえぉうл 
′せをくけてにл きをぇおくけょл こくかぉしおぃ 

╃ こぇをせょ ぃをう ぃお ぃくぉうа  

2-ぅお おあけにぁきに спрфぅн えを ぁをゅぉ えをそぉぅお けぉしえょあこうを  
くおくけおにいおくて おけあきつけょぉ IV [おきこうを くぉいてくあおっ うおいおぇぉゃょ  
╊きょあをうてにн ╉きぅをえょゅをけおきをうょ くけこぇぉえせぉくあおぅお さおきこうを ぃつくけこм
かょいょ ╇ょえょくけぉきくけぃお くぉいてくあおぅお しおゅにっくけぃを ょ かきおぇおぃおいてくけм
ぃょに ╊ぉきうくあおぅお あきをに ょ きぉぅょおえをいてえおぉ おけぇぉいぉえょぉ 
«╋おくくょっくあおぅお くおなゅを くぉいてくあおっ うおいおぇぉゃょ». ┽ さおきこうぉ  
かきょえにいょ こせをくけょぉ ぁおいぉぉ спп くけこぇぉえけおぃ ょゅ ぇぉくにけょ こせぉぁえつし 
ゅをぃぉぇぉえょっ くぉいてくあおしおゅにっくけぃぉええおぅお かきおさょいにл を けをあゃぉ ょし 
あこきをけおきつн 

╈を けおきゃぉくけぃぉええおう おけあきつけょょ さおきこうを かきおゅぃこせをいお 
かきょぃぉけくけぃぉええおぉ くいおぃお ぅこぁぉきえをけおきを ╊ぉきうくあおぅお あきをに  
┽н[н ┼をくをきぅょえをл あおけおきおぉ ぃ くぃおぉう ぃつくけこかいぉえょょ おゅぃこせょい  
うょえょくけき くぉいてくあおぅお しおゅにっくけぃを ょ かきおぇおぃおいてくけぃょに  
╃н╊н ╉ぅおきおぇおぃн «╊きょぃぉけくけぃこな こせをくけえょあおぃ IV [おきこうを くぉいてм
くあおっ うおいおぇぉゃょ ╊きょあをうてにн ┽ こくいおぃょにし ぃゅにけおぅお えをそぉっ くけきをм
えおっ あこきくを えを ょうかおきけおゅをうぉたぉえょぉ かぉきぉぇ をぅきおかきおうつそいぉえм
えつう あおうかいぉあくおう ╊ぉきうくあおぅお あきをに くけおにけ ゅをぇをせょ かお  
をあけょぃえおうこ ぉぅお きをゅぃょけょなн 】けを きをぁおけを えぉ えを ぅおぇ ょ ぇをゃぉ えぉ えを 
えぉくあおいてあお いぉけн ╃ きぉそをけて とけょ ゅをぇをせょ こゃぉ ゅをぃけきを かきぉぇくけおょけ 
ぃをうл うおいおぇおうこ かおあおいぉえょなн ╉けくなぇを ょ ぇぉぃょゅ さおきこうを 
«╋をゅぃょけょぉ くぉいを – ぇぉいお うおいおぇつしа», — ぅおぃおきょけくに ぃ  
かきょぃぉけくけぃぉええおっ きぉせょ ぅいをぃつ きぉぅょおえをн ′をう ゃぉ うょえょくけき 
くぉいてくあおぅお しおゅにっくけぃを おけうぉけょいщ «╊お きぉそぉえょな ぅこぁぉきえをけおきを 
えをうょ ぁついょ かきぉぇかきょえにけつ ぃをゃえつぉ そをぅょ かお こあきぉかいぉえょな 
あをぇきおぃおぅお かおけぉえすょをいを おけきをくいょн ‶ぃぉいょせょいょくて かおぇちぉうえつぉ 
ぃつかこくあえょあをうл あおけおきつぉ こぉしをいょ かおくいぉ こせぉぁつ きをぁおけをけて  
えを くぉいてくあおしおゅにっくけぃぉええつぉ かきおょゅぃおぇくけぃをн ′かぉすょをいょくけつ  
く ぃつくそょう おぁきをゅおぃをえょぉう かおいこせをなけ тпп けつくにせ きこぁいぉっ 
かおぇちぉうえつしл ぃつかこくあえょあょ くきぉぇえょし くかぉすょをいてえつし こせぉぁえつし 
こせきぉゃぇぉえょっ – спп けつくにせ きこぁいぉっн Чぉきぉゅ うこえょすょかをいょけぉけつ 
うつ さょえをえくょきこぉう くけきおょけぉいてくけぃお ゃょいてに えを くぉいぉн ╈を とけお  

えをかきをぃいぉえょぉ えをう こぇをいおくて かきょぃいぉせて чп ういえн きこぁいぉっ ょゅ  
さぉぇぉきをいてえおぅお ぁなぇゃぉけをн  ┼いをぅおぇをきに ぃくぉう とけょう うぉきをう  
ぃ えつえぉそえぉう ぅおぇこ えを くぉいぉ こくかぉそえお けきこぇおこくけきおょいょくて こゃぉ  
фп ぃつかこくあえょあおぃ こせぉぁえつし ゅをぃぉぇぉえょっ». ¨をあゃぉ く えをかこけくけぃぉえм
えつうょ くいおぃをうょ ぃつくけこかょいょщ ぇょきぉあけおき えをそぉぅお  けぉしえょあこうを  
┾н┽н Чょぅょきぉぃをл きぉあけおき ╊ぉきうくあおっ くぉいてくあおしおゅにっくけぃぉええおっ  
をあをぇぉうょょ ‒н╈н ╂こぁをきぉぃл かきぉぇくぉぇをけぉいて ┻ぅきおかきおうつそいぉええおぅお 
くおなゅを ╊ぉきうくあおぅお あきをにл えをそ きをぁおけおぇをけぉいて ┽н‒н ‒そあおぃл  
きこあおぃおぇょけぉいて ╊ぉきうくあおぅお きぉぅょおえをいてえおぅお おけぇぉいぉえょに おぁたぉм
きおくくょっくあおっ うおいおぇぉゃえおっ おぁたぉくけぃぉええおっ おきぅをえょゅをすょょ 
«╋おくくょっくあょっ くおなゅ くぉいてくあおっ うおいおぇぉゃょ» ┻н┻н ┼いなうょえн 

╊おくいぉ けおきゃぉくけぃぉええおぅお おけあきつけょに さおきこうを ╇ょえょくけき 
くぉいてくあおぅお しおゅにっくけぃを ょ かきおぇおぃおいてくけぃょに ╊ぉきうくあおぅお  
あきをに ╃н╊н ╉ぅおきおぇおぃ かきおせょけをい くけこぇぉえけをう こくけをえおぃおせえこな  
いぉあすょな «╊きょおきょけぉけつ きをゅぃょけょに ┻╊╅ ╊ぉきうくあおぅお  
あきをにн ╉くえおぃえつぉ かきょえすょかつ ょ うおぇぉいょ おきぅをえょゅをすょょ  
をぅきおぁょゅえぉくを».  

В とけおう ぃつかこくあぉщ 

рр おあけにぁきに - ┿ぉえて  
きをぁおけえょあを くぉいてくあおぅお  
しおゅにっくけぃを ょ かぉきぉきをぁをけつм
ぃをなたぉっ かきおうつそいぉええおくけょ 

╋をゅぃょけょぉ くぉいを - ぇぉいお 
うおいおぇつし!!! 

╊おくぃにたぉえょぉ ぃ かぉきぃおм
あこきくえょあょ 

╊おぇぃぉぇぉえょぉ ょけおぅおぃ 
あおえあこきくを くけをけぉっ 

╊おきにぇおあ えをゅえをせぉえょに 
くおすょをいてえつし ぃつかいをけ 
くけこぇぉえけをう けぉしえょあこうを 

『あくうけてけか つかしあ - おかしそ すそしそおふに!!! 

╈╆》《】 «》╅》【» 

╉あけяぁきて 2015 

Вつかこくあ р 



けнぇн ╅をゃぇおっ あおうをえぇぉ えこゃえお ぁついお きをゅきをぁおけをけて ぁょゅえぉく-かいをえ をぅм
きおかきぉぇかきょにけょにл く こせぉけおう  ぃくぉし けおえあおくけぉっ ょ えなをえくおぃ 
зうぉくけおかおいおゃぉえょにл あおえあこきぉえけえおっ くきぉぇつл あをぇきおぃおぅお くおくけをぃをин 

у おあけにぁきにл ぁついょ かおぇぃぉぇぉえつ ょけおぅょ けきぉしぇえぉぃえおっ  
きをぁおけつ ょ おぁちにぃいぉえつ きぉゅこいてけをけつ あおえあこきくを かきおぉあけおぃн  
╊おぁぉぇょけぉいにうょ くけをいょщ あおうをえぇを «‶いてけきをうをきょえ» く かきおぉあけおう 
«′ぉうぉっえつぉ さぉきうつ з╅[]и かお ぃつきをたょぃをえょな ょえぇぉっあょл きぉをいょゅをм
すょに かきおぇこあすょょ» ょ あおうをえぇを «Чぉきえをに うおいえょに» く きをぁおけおっ 
«╉あをゅをえょぉ こくいこぅ くぉいてしおゅけおぃをきおかきおょゅぃおぇょけぉいにう». ╊おぁぉぇょけぉм
いにう ぁついょ ぃきこせぉえつ ぇょかいおうつ ょ くいをぇあょぉ かきょゅつн ¨をあゃぉ とあくかぉきм
けをうょ ぁついょ えをゅぃをえつ ょうぉえを сх こせをくけえょあおぃ さおきこうをл あおけおきつぉ ぁいをм
ぅおぇをきに くぃおぉっ きをぁおけぉ えを うぉきおかきょにけょょ ぁついょ ぃあいなせぉえつ ぃ あをぇきおм
ぃつっ きぉゅぉきぃ ╇ょえょくけぉきくけぃを くぉいてくあおぅお しおゅにっくけぃを ょ かきおぇおぃおいてくけм
ぃょに ╊ぉきうくあおぅお あきをにн ╉けきをぇえお おけうぉけょけてл せけお おぇえおっ ょゅ えょし くけをいを  
えをそを くけこぇぉえけあを ぅきこかかつ ¨╇╇╊-9-рс ╊おいょえを ┽おきおそえょえをл  
あいをくくえつっ きこあおぃおぇょけぉいて ╉н┻н ╋こくくあょしа ╊おゅぇきをぃいにぉうа 

╂をけぉう ぃくぉ ぇぉいぉぅをけつ おけかきをぃょいょくて ぃ ┾┻╉‶ «╊ぉきうくあょっ 
あをぇぉけくあょっ あおきかこく ╊きょぃおいゃくあおぅお さぉぇぉきをいてえおぅお おあきこぅを ょうぉえょ 
┾ぉきおに ╋おくくょょ [н ╅こゅてうょえを», ぅぇぉ くおくけおにいおくて さおきうょきおぃをえょぉ  
ч あおうをえぇ ょゅ せょくいを こせをくけえょあおぃл かきおそいょ けきぉえょえぅょл いぉあすょょ ょ 

╇えおぅょし をぁょけこきょぉえけおぃ こゃぉ かきょ かおくけこかいぉえょょ ぃ かきおさぉくくょおえをいてえおぉ おぁきをゅおぃをけぉいてえおぉ こせきぉゃぇぉえょぉ  ぃおいえこぉけ ぃおかきおくщ  
«┼こぇこけ いょ ぃつかいをせょぃをけて くおすょをいてえこな くけょかぉえぇょな くけこぇぉえけをう ょゅ うをいおおぁぉくかぉせぉええつし ょ うえおぅおぇぉけえつし くぉうぉっю» 

[おきうつ うをけぉきょをいてえおっ かおぇぇぉきゃあょ おぁこせをなたょしくに ぃ ┾┼╊╉‶ «╊ぉきうくあょっ をぅきおかきおうつそいぉええつっ けぉしえょあこう» えをゅえをせをなけくに えを  
おくえおぃをえょょ えおきうをけょぃえつし ぇおあこうぉえけおぃ さぉぇぉきをいてえおぅお きぉぅょおえをいてえおぅお こきおぃえぉっн  

′おぃぉけ きこあおぃおぇくけぃを ¨ぉしえょあこうを おかきぉぇぉいにぉけ かおきにぇおあ えをゅえをせぉえょに くけょかぉえぇょっ きをゅいょせえつう あをけぉぅおきょにう おぁこせをなたょしくにл ぃあいなせをに 
おかきぉぇぉいぉえょぉ あおいょせぉくけぃを くけょかぉえぇょをけおぃ ょ きをゅうぉきを くけょかぉえぇょっ зえぉ えょゃぉ こくけをえおぃいぉええおぅお ゅをあおえおぇをけぉいてくけぃおう ╋おくくょっくあおっ  
[ぉぇぉきをすょょил ょ くおすょをいてえつし かおくおぁょっ ぃ かきぉぇぉいをし ょうぉなたょしくに ぁなぇゃぉけえつし ょ ぃえぉぁなぇゃぉけえつし くきぉぇくけぃл ぃ くおおけぃぉけくけぃょょ く ‶くけをぃおう 
¨ぉしえょあこうをн 

┿おあこうぉえけつл かおぇけぃぉきゃぇをなたょぉ かきをぃお えを かおいこせぉえょぉ  くおすょをいてえおっ くけょかぉえぇょょ かきぉぇおくけをぃいになけくに ぃ おぁきをゅおぃをけぉいてえおぉ こせきぉゃぇぉм
えょぉ ぇいに えをゅえをせぉえょに  くけょかぉえぇょっ ぉゃぉぅおぇえおл ゅを ょくあいなせぉえょぉう ぇおあこうぉえけおぃл かおぇけぃぉきゃぇをなたょし くけをけこく いょす ょゅ せょくいを- ぇぉけぉっ くょきおけ ょ 
ぇぉけぉっл おくけをぃそょしくに ぁぉゅ かおかぉせょけぉいてくけぃを きおぇょけぉいぉっл いょす かきょゅぃをええつし ぃ こくけをえおぃいぉええおう かおきにぇあぉ かおくけきをぇをぃそょうょ ぃ きぉゅこいてけをけぉ  
をぃをきょょ えを Чぉきえおぁついてくあおっ ┻】′ ょ ぇきこぅょし かきぉぇくけをぃいになけくに おぇょえ きをゅ かきょ ゅをせょくいぉえょょ ぃ おぁきをゅおぃをけぉいてえおぉ こせきぉゃぇぉえょぉн 

╈をゅえをせぉえょぉ  くおすょをいてえおっ くけょかぉえぇょょл こけぃぉきゃぇぉえょぉ くかょくおせえおぅお くおくけをぃを  かおいこせをけぉいぉっ くけょかぉえぇょょ かきおょゅぃおぇょけくに с きをゅを ぃ 
ぅおぇщ えぉ かおゅぇえぉぉ うぉくにすを く えをせをいを こせぉぁえおぅお ぅおぇを  ょ ぃ うぉくにすぉл くいぉぇこなたぉう ゅを うぉくにすぉう かきおぃぉぇぉえょに  かきおうぉゃこけおせえおっ 
зかおいこぅおぇおぃおっи をけけぉくけをすょょл とあゅをうぉえをすょおええおっ くぉくくょょн 

╅をあょぉ えぉおぁしおぇょうお かきぉぇかきょえにけて ぇぉっくけぃょに ぇいに かきぉぇおくけをぃいぉえょに えこゃえおっ くかきをぃあょ  うおゃえお こゅえをけて こ くおすょをいてえおぅお かぉぇをぅおぅを 
ょいょ ょゅこせょけて ょえさおきうをすょな えを くけぉえぇぉ ′おすょをいてえお-かくょしおいおぅょせぉくあをに くいこゃぁをн 

′おすн かぉぇをぅおぅ ╅きをぃせこあ ╀н╃н 

》そちみおそさ せあくせあねかせけみ つそぬけあしへせふに うふたしあて つてとおかせてあす てかにせけさとすあ 

сш くぉえけにぁきに ぃ けぉしえょあこうぉ くおくけおにいおくて ぇおいぅおゃぇをええおぉ ぇいに 
かぉきぃおあこきくえょあおぃ くおぁつけょぉ – «╊おくぃにたぉえょぉ ぃ くけこぇぉえけつ».  ┽ とけおう 
ぅおぇこ おえお くおくけおにいお ょゅ ぇぃこし とけをかおぃщ  

р とけをか - かきおしおゃぇぉえょぉ おぇょええをぇすをけょ  ょくかつけをえょっл あおけおм
きつぉ  ぁついょ えをかきをぃいぉえつ えを くかいおせぉえょぉ ぅきこかか かぉきぃおあこきくえょあおぃл 
ぃつにぃいぉえょぉ  いょぇぉきくあょし あをせぉくけぃл を けをあゃぉ えを  きをゅぃょけょぉ せこぃくけぃを 
かぉきぉゃょぃをえょに ょ おけぃぉけくけぃぉええおくけょ ゅを ぅきこかかこъ  

с とけをか – けぃおきせぉくあょぉ ぃつくけこかいぉえょに ぅきこかか ぃ をあけおぃおう ゅをいぉн 
╂ぃをえょぉ  «′こかぉきぅきこかかつ» かきょくぃおぉえお  くけこぇぉえけをう  くかぉすょをいてм

えおくけょ «¨こきょゅう», あいをくくえつっ きこあおぃおぇょけぉいて ¨きおかょえを ╀н╆н  
┽ くぃおぉう ぃつくけこかいぉえょょ おえょ おけいょせえお おけきをゅょいょ くうつくい くぃおぉっ  
ぁこぇこたぉっ かきおさぉくくょょл かおゅをぁおけょいょくて  おぁ おぁたぉう くけょいぉ あおうをえぇつ 
ょ こぇょぃょいょ ょくかおいえぉえょぉう かぉくえょ かおぇ ぅょけをきこн ╊おゅぇきをぃいにぉうа 

′ ср くぉえけにぁきに かお ф おあけにぁきに спрф ぅн ぃ えをそぉう けぉしえょあこうぉ かきしおм
ぇょいあおえあこきく くけをけぉっнл かきょこきおせぉええつっ あ かきおさぉくくょおえをいてえおうこ 
かきをゅぇえょあこ きをぁおけえょあおぃ くぉいてくあおぅお しおゅにっくけぃをн ╁なきょ あおえあこきくを 
зかきぉかおぇをぃをけぉいょ きこくくあおぅお にゅつあを ょ いょけぉきをけこきつ ┼こそこぉぃを ╆н‒нл 
¨きおかょえを ╀н╆нл かぉぇをぅおぅ-おきぅをえょゅをけおき ┼をいつそぉぃを ╅н╃ни かおぇぃぉいょ 
ょけおぅょ  ょ おかきぉぇぉいょいょ かおぁぉぇょけぉいぉっ あおえあこきくを かお あをゃぇおっ えおうょм
えをすょょн ′かょくおあ かおぁぉぇょけぉいぉっщ 
╈おうょえをすょя «╆こせそをя くけをけてя お かきおさぉくくょょ» (くかぉすょをいてえおくけょищ 

р うぉくけお – ╃くけおうょえを ╀あをけぉきょえを ¨ ш-15 

с うぉくけお –‶ゃぉぅおぃを ╀いょゅをぃぉけを ′╊╆′ ш-12 

т うぉくけお – ╅きなあおぃくあをに ╅くぉえょに ¨]╇╃ ш-13 

т うぉくけお – ′ょいょえを ′н‒н ╃╋ ш-13 

╈おうょえをすょя «Иええおぃをすょょ ぃ くぉいてくあおう しおゅяっくけぃぉ»: 
╅こゅをいぁをぉぃを ┻いくこ ╅ рр-15 

╈おうょえをすょя «╇おя かきおょゅぃおぇくけぃぉええをя かいおたをぇあを»: 
‶ゃぉぅおぃを ╈をけをいてに  ]╉╂ ш-12 

╈おうょえをすょя «Дぉえて きをぁおけえょあを くぉいてくあおぅお しおゅяっくけぃを»: 
р うぉくけお – ┼ぉいあょえを ╀いぉえを ╅′╃ ш-15 

с うぉくけお – ┼おっあお ╈をぇぉゃぇを ╊╉┽ ш-14 

т うぉくけお – ╅をきをけをぉぃを ┻えをくけをくょに ¨╇╇╊ ш-14 

┽くぉ あけお かきょえにい こせをくけょぉ ぃ あおえあこきくぉ かおいこせをけ くぉきけょさょあをけつн 
╉ えをぅきをゃぇぉえょょ かおぁぉぇょけぉいぉっ あおえあこきくを ぁこぇぉけ おぁちにぃいぉえお  
ぇおかおいえょけぉいてえおн 

》そつうみはかせけか う つてとおかせてふ 》そおうかおかせけか けてそえそう さそせさとちつあ つてあてかこ  


