
』てとおかせねかつさけこ うかつてせけさ «╅╈『《》『《〈» 

』 せаつてとたаまщけす 〉そうふす зежл えそおそす!!! 

‶ぃをゃをぉうつぉ あおいいぉぅょл ぇおきおぅょぉ くけこぇぉえけつа  

╉け ぃくぉっ ぇこそょ かおゅぇきをぃいにな ぃをく く えをくけこかをなたょう спрх ぅおぇおうа ╊こくけて おえ  
かきょえぉくぉけ ぃをう こぇをせょл きをぇおくけょл  あきぉかあおぅお ゅぇおきおぃてに ょ くぉうぉっえおぅお ぁいをぅおかおいこせょにн 
╈をせえょけぉ えおぃつっ спрх ぅおぇ く しおきおそょう えをくけきおぉう ょ ぇおぁきつうょ うつくいにうょл を ぃくぉ 
ぅきこくけえつぉ うおうぉえけつ ょ かぉきぉゃょぃをえょに かこくけて えをぃぉせえお おくけをえこけくに ぃ こしおぇにたぉう ぅおぇこа 

┿ょきぉあけおき ┾┼╊╉‶ «╊┻╊¨»  

Чょぅょきぉぃを ┾н┽н 

В とけおм ぃつかこくке: 
′ えをくけこかをなたょう ╈おぃつう 
спрх ぅおぇおうааа 

┽くけきぉせをぉう ╈おぃつっ ぅおぇ  
かきをぃょいてえおа 

╋ぉすぉかけつ あ  
かきをゅぇえょせえおうこ くけおいこ 

[ぉくけょぃをいて くけこぇぉえせぉくあおぅお 
くをうおこかきをぃいぉえょに 

┿ょをぅえおくけょあを えこゃえをл  
ぇょをぅえおくけょあを ぃをゃえをа 

╂えをあおうくけぃお く かきおさぉくくょぉっ 

╈╆》《】 «》╅》【» 

Декをぁきて 2015 

Вつかこくк с 

‶ぃをゃをぉうつぉ くけこぇぉえけつ  
┻ぅきおかきおうつそいぉええおぅお けぉしえょあこうをа  

′けこぇぉえせぉくあょっ くおぃぉけ かおゅぇきをぃいにぉけ ぃをく く 
えをくけこかをなたょう ╈おぃつう ぅおぇおうа  

┼ぉゅこくいおぃえおл あをゃぇつっ せぉいおぃぉあл えぉゅをぃょくょうお 
おけ ぃおゅきをくけをл くかぉすょをいてえおくけょл かおいを - ぃぉきょけ 
ぃ せこぇおл えをぇぉぉけくにл せけお えおぃつっ ぅおぇ ぁこぇぉけ 
いこせそぉ ょ  くせをくけいょぃぉぉ かきぉぇつぇこたぉぅおа ¨をあ ょ 
ぇおいゃえお ぁつけてн ┿をぃをっけぉ ぃ いなぁつし ゃょゅえぉえм
えつし くょけこをすょにし ぃぉきょけて ぃ ぇおぁきお ょ く おかけょм
うょゅうおう くうおけきぉけて ぃ  ゅをぃけきをそえょっ ぇぉえてа 
╊こくけて こせぉぁを ぁこぇぉけ ょえけぉきぉくえおっ ょ かぉきくかぉあм
けょぃえおっа ╁ぉいをぉう ぃくぉう «ゅをあきつけて» くぉくくょな 
えを «おけいょせえお»!   

′  ╈おぃつう ┾おぇおうл ┻ぅきおかきおうおぃすつа 

′ ╈おぃつう ぅおぇおう くかぉそこ に 
かおゅぇきをぃょけて くけこぇぉえけをл 
┽ えぉう しおせこ かおゃぉいをけて 
いょそて あきをくょぃつし うおうぉえけおぃл 
Чけおぁ ぃくぉぅぇを ぁついを きおぃえおっл 
あきをくょぃおっ ゅをせぉけあをл 
┽ えぉっ おけうぉけあょ くけおにいょ  
ぃつくおあょぉ せぉけあおн 
  

Чけおぁ こせぉぁえょあょ くいおゃえつうょ ぃをう えぉ あをゅをいょくてл 
┽くぉ きをぁおけつ かきをあけょせぉくあょぉ こぇをぃをいをくてл 
Чけおぁ あおえけきおいてえつぉ ぁついょ ぃくぉぅぇを かお かいぉせこл 
╃ いなぁおぃて くおぅきぉぃをいを ぃをく ぃ ╈おぃおう ぅおぇこн 
  

┽ おぁたぉうл せけおぁつл くけこぇぉえけつл ぃをう あきこけお ゃょいおくてл 
┽くぉ せけお ぃつ ゅをぅをぇをいょл せけおぁ たぉぇきお くぁついおくてн 
┽つ こせょけぉくてл けきこぇょけぉくて – ぃをう せぉくけて ょ しぃをいをл 
┻ ぃ ゅをせぉけをし えょ かこしを ぃをう ょ えょ かぉきをа 

╂をうн ぇょきぉあけおきを かお ‶╋ 

¨きおさょうおぃを ┻н╃н 

     ╀くけて ぃ ぅおぇこ えおせてл あおぅぇを 
えを えぉぁぉ ゅをゃょぅをなけくに けつくにせょ 
ゅぃぉゅぇл えぉぁぉくを おくつかをなけ 
ゅぉういな ぁぉいつうょ すぃぉけをうょл ょ 
ぁをぁおせあをうょ きをゅいぉけをなけくに 
ぇおぁきつぉ かおゃぉいをえょに いなぁぃょ 
ょ くせをくけてにн ┽  とけこ えおせて かきょм
しおぇょけ えおぃつっ ぅおぇл せけおぁつ 
きをくあきをくょけて えをそこ ゃょゅえて きをゅえおすぃぉけえつうょ あきをくм
あをうょ ょ かおぇをきょけて えをう かきょにけえつぉ うぅえおぃぉえょに 
ぃゅをょうえおぅお おぁたぉえょにн ┼こぇてけぉ くせをくけいょぃつл く えをм
くけこかをなたょう ╈おぃつう ぅおぇおうа 

╂をぃн  かお ‶┽╋ 

╆ょしをせぉぃを ╈н╃н 

╊きょえにけお くせょけをけてл せけお ╈おぃつっ ┾おぇ – かきをゅぇえょあ くこぅこぁお くぉうぉっえつっл 
ぉぅお おけうぉせをなけ ぃ ぇおうをそえぉう あきこぅこл きにぇおう く ぁいょゅあょうょн ╈お спрх ぅおぇ  
ぁこぇぉけ えぉ くおぃくぉう けょかょせえつうл ぉぅお くょうぃおい — おぅえぉええをに おぁぉゅてにえをн 】けお ゃょм
ぃおけえおぉ いなぁょけ をあけょぃえつしл けぃおきせぉくあょし ょ くかおえけをええつし いなぇぉっн ╊おとけおうこл 
おくおぁぉええをに こぇをせを ぁこぇぉけ かきぉくいぉぇおぃをけて けぉしл あけお かおぇおっぇぉけ あ ぃくけきぉせぉ  
╈おぃおぅお ぅおぇを くお ぃくぉう くぃおょう けぃおきせぉくあょう ょ をきけょくけょせえつう かおけぉえすょをм
いおうн ┽あいなせをっけぉ さをえけをゅょなл こくけきおっけぉ ぇいに くぉぁに ょ ぁいょゅあょし えをくけおいてあお 
えぉくけをえぇをきけえつっ かきをゅぇえょあл えをくあおいてあお とけお ぃおゅうおゃえおн ╈をかきょうぉきл かおぇぅおм
けおぃてけぉ かきをゅぇえょあ ぃ にうをっくあおう くけょいぉщ くぇぉいをっけぉ ょゅ あぃをきけょきつ ぇゃこえぅいょл 
ょくかおいてゅこに かおぇきこせえつぉ くきぉぇくけぃを ょ をかかいょあをすょっн 

┾おけおぃにくて あ かきをゅぇえょあこл えぉ ゅをぁつぃをっけぉл せけお うをきけつそあを いなぁょけ かぉきぉあこм
くょけてн ╊おとけおうこ かきをゅぇえょせえつっ くけおい ぇおいゃぉえ いおうょけてくに おけ ぁいなぇн ╊きょ 
かおぇぅおけおぃあぉ うぉえな こせょけつぃをっけぉ えぉくけをえぇをきけえつぉ ぃあこくつ ゃょぃおけえおぅお-

くょうぃおいをн ╉けあをゃょけぉくて おけ けきをぇょすょおええおぅお おいょぃてぉл くぉいぉぇあょ かおぇ そこぁおっл 
ゅをうぉえょぃ とけょ ぁいなぇを えを えぉせけお ぁおいぉぉ ょゅつくあをええおぉ ょいょ えぉおぁつせえおぉл けぉう 
くをうつう えぉ けおいてあお ゅをぇおぁきょぃ おぁぉゅてにえこл えお ょ こぇょぃょぃ ぅおくけぉっн ¨をあゃぉ くけおょけ 
かおゅをぁおけょけてくに ょ お けおうл せけおぁつ えを くけおいぉ ぁついお えをくけおにたぉぉ ょゅおぁょいょぉ 
さきこあけおぃл とけお おぁぉゅてにえを えをぃぉきえにあを おすぉえょけ かお ぇおくけおょえくけぃこа ╀たぉ えを くけおい 
うおゃえお かおくけをぃょけて あぉきをうょせぉくあこな さょぅこきこ おぁぉゅてにえつл かおくをぇょけて うにぅあこな 
ょぅきこそあこл ょいょ こあきをくょけて ぉいあこ ぁをえをえをうょн 

╉くおぁぉええこな ぇいに おぁぉゅてにえつ おきょぅょえをいてえおくけて くいぉぇこぉけ かきおにぃょけて ょ 
かきょ ぃつぁおきぉ えをきにぇを ぇいに かきをゅぇえょせえおっ えおせょн ‶せょけつぃをに けおけ さをあけл せけお 
おぁぉゅてにえを ぃ спрх ぅおぇこ ぁこぇぉけ おぅえぉええおっл けお ぇいに えをきにぇを かおぇおっぇこけ  

くいぉぇこなたょぉ すぃぉけをщ ゃёいけつっл ゅおいおけおっл あきをくえつっл おきをえゃぉぃつっн ╅きおうぉ けおм
ぅおл おぁきをゅ うおゃえお ぇおかおいえょけて うをくくょぃえつうょ ょ にきあょうょ こあきをそぉえょにうょн 
╇こゃせょえをう かきょ ぃつぁおきぉ あおくけなうを ぇいに かきをゅぇえょあを えこゃえお おけけをいあょぃをけてくに 
おけ かきぉぇいおゃぉええつし ぅおぇおう おぅえぉええおっ おぁぉゅてにえつ すぃぉけおぃн ┿おかおいえょけぉ くぃおっ 
あおくけなう をあくぉくくこをきをうょ あきをくえつし おけけぉえあおぃн ╈をかきょうぉきл にきあょっ ぅをいくけこあ 
ょいょ «ぁをぁおせあを» ぃかおいえぉ かおぇおっぇこけн 

┾いをぃえおぉ かきをぃょいおщ ぃくけきぉけょけて ╈おぃつっ ぅおぇ ╉ぁぉゅてにえつ ぃぉくぉいおл かおゅょм
けょぃえおл かおぁおいてそぉ くうぉしをл おきょぅょえをいてえつし あおえあこきくおぃл ょぅきл ゅをけぉっа 

′けこぇぉえけあを ぅきн ¨╇╇╊-9-14 

╆ぉくえょあおぃを ╉н 

╇つてちかねаかす 〉そうふこ えそお たちаうけしへせそ! 



′おぃきぉうぉええつぉ かくょしおいおぅょ おせぉえて せをくけお こかおけきぉぁいになけ けぉきうょえ 
«ぇょをぅえおくけょあを» ょ かきぉぇいをぅをなけ ぃをうл くけこぇぉえけをうл ぉぉ かきおっけょн ╈をぃぉきえおぉл  
こ あをゃぇおぅお ょゅ ぃをく ぃおゅえょあをい ぃおかきおくщ «╂をせぉう とけお えこゃえおю»  

«′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» えをそぉぅお けぉしえょあこうを かおうおぅをぉけ 
くけこぇぉえけをう きぉそをけて ぃおゅえょあをなたょぉ かきおぁいぉうつл あおえさいょあけえつぉ くょけこをすょょн  
╋こあおぃおぇょけぉいて とけおっ くいこゃぁつл ′ぃぉけいをえを ‒きてぉぃえをл かきおぃおぇょけ く ぃをうょ きをゅいょせм
えつぉ けぉくけつн 

┿いに かぉきぃおぅお あこきくを ぃ かぉきょおぇ く рфнпшнспрф かお рфнрпнспрф ぁついを かきおぃぉм
ぇぉえを ぇょをぅえおくけょあを くおすょをいてえお-かくょしおいおぅょせぉくあおっ をぇをかけをすょょн ╇つ ぃつにくえょм
いょл あをあ えをそょ かぉきぃおあこきくえょあょ をぇをかけょきおぃをいょくて あ こくいおぃょにう おぁこせぉえょに  
ぃ けぉしえょあこうぉн ′うおぅいょ ぃつにぃょけて くけこぇぉえけおぃ く いょぇぉきくあょうょ あをせぉくけぃをうょл くえょм
ゅょけて けきぉぃおゃえおくけてл かおうおせて ゅをうあえこけつう ょ えぉおぁたょけぉいてえつう くけこぇぉえけをう えをっけょ 
おぁたょっ にゅつあ くお くぃぉきくけえょあをうょ ょ かきぉかおぇをぃをけぉいにうょн  

┽ えおにぁきぉ うつ かきおぃぉいょ ぇょをぅえおくけょあこ くきぉぇょ т-у あこきくおぃ く すぉいてな おすぉえあょ 
こきおぃえに ぅおけおぃえおくけょ あ かきおさぉくくょおえをいてえおっ ぇぉにけぉいてえおくけょн ┼いをぅおぇをきに  
ぇをええつう ぇょをぅえおくけょあょ うつ かおえにいょл せけお えをそょ ぃつかこくあえょあょ ぅおけおぃつ ょぇけょ  
きをぁおけをけて かお くかぉすょをいてえおくけょл おえょ かおえょうをなけл せけお ぇょかいおう おぁ おぁきをゅおぃをえょょ 
おぁぉくかぉせょけ ぃ ぁこぇこたぉう うをけぉきょをいてえおぉ ぁいをぅおかおいこせょぉн 

┽ ぇぉあをぁきぉ спрф ぅおぇを うつ かきおぃおぇょう ぉたぉ おぇょえ ぃょぇ ぇょをぅえおくけょあょ くきぉぇょ 
ぃくぉし あこきくおぃ – くおすょおうぉけきょに – ょくくいぉぇおぃをえょぉ おぁたぉえょに ょ ぃゅをょうおおけえおそぉえょっ 
ぃ ぅきこかかぉн ┼いをぅおぇをきに かおいこせぉええつう ぇをええつう うつ こゅえをぉうл あけお ぃ ぅきこかかぉ にぃいにм
ぉけくに いょぇぉきおうл えをくあおいてあお ぃつ こうぉぉけぉ ぇきこゃょけて ょ おぁたをけてくに ぃ あおいいぉあけょぃぉн 
┽おけ かおせぉうこ けをあ ぃをゃえを ぇょをぅえおくけょあをн 

╊ぉぇをぅおぅ- かくょしおいおぅ  
′ょいょえを ′н‒н 

╉けаえせそつてけさа せときせа, おけаえせそつてけさа うаきせа! 

‒かつてけうаしへ つてとおかせねかつさそえそ つаすそとたちаうしかせけみ 

сч えおにぁきに えをそょ くけこぇぉえけつ ┻ええを 
╀うせぉえあお ょ ┻いぉあくをえぇき ╅きをくえょあおぃ 
かきょえにいょ こせをくけょぉ ぃ さぉくけょぃをいぉ くけこм
ぇぉえせぉくあおぅお くをうおこかきをぃいぉえょにл おきぅをм
えょゅおぃをええおう ╊┾′]┻н ╇ぉきおかきょにけょぉ 
かきおしおぇょいお  ぃ ┿╉╆ «╂ぃёゅぇえつっ».  

′ぃおょうょ ぃかぉせをけいぉえょにうょ く えをうょ 
かおぇぉいょいをくて ┻えにщ  

«┼おいてそぉ ぃくぉぅお えをう く ′をそぉっ ゅをかおうえょいょくて うをくけぉき-あいをくくつл ぃぉきぉぃおせм
えつっ あこきく ょ あぃぉくけ «7 ぅきぉしおぃ». ╋をくくあをゃこ おぁお ぃくぉう かおえぉうえおぅこн  

╈を かきおしおゃぇぉえょぉ «ぃぉきぉぃあょ» ぇをぃをいおくて けきょ く かおいおぃょえおっ せをくをн ‶くいおぃょに 
かきおしおゃぇぉえょに とけをかおぃл えを かぉきぃつっ ぃゅぅいにぇл ぁついょ かきおくけつщ くおしきをえにけて かおいえおぉ 
うおいせをえょぉ かきょ かきぉおぇおいぉえょょ かきぉかにけくけぃょっл ぉくいょ あけお-けお ょゅ あおうをえぇつ  
かきおょゅえぉくぉけ しおけて おぇえお くいおぃおл けお ぃくぉ えをせょえをぉけくに ゅをえおぃおн ╈を ぇぉいぉ ぃくぉ おあをм
ゅをいおくて くいおゃえぉっл せぉう うつ かきぉぇかおいをぅをいょн ╈をう かおけきぉぁおぃをいおくて かきょいおゃょけて 
えぉうをいお こくょいょっл ょ ょゅ ш とけをかおぃ えをそを あおうをえぇを こくかぉいを かきおっけょ けおいてあお ун  

╈を うをくけぉき-あいをくくをし うつ ょゅこせをいょ くけきこあけこきこ くけこぇぉえせぉくあおぅお くをうおこかきをぃм
いぉえょにл あをあ かきをぃょいてえお くけをぃょけて すぉいょ くぃおぉっ ぇぉにけぉいてえおくけょл あをあ ぃぉくけょ くぉぁに 
えを くすぉえぉн 

┽お ぃきぉうに ぃぉせぉきえぉぅお きをゅぃいぉあをけぉいてえおぅお うぉきおかきょにけょにл ぃくぉ あおうをえぇつл 
かきおぇぉうおえくけきょきおぃをいょ かおぇぅおけおぃいぉええつぉ けぃおきせぉくあょぉ ぃつくけこかいぉえょにн ╊おくいぉ 
せぉぅお うおぇぉきをけおきつ かきぉぇいおゃょいょ えをう かきおっけょ あぃぉくけ かおぇ えをゅぃをえょぉう  
«7 ぅきぉしおぃ». ┻ ぅきぉしょ ぁついょ けをあょぉщ いぉえてл ぅえぉぃл かきぉぇをけぉいてくけぃおл ゃをぇえおくけてл 
くかいぉけえょл いぉくけて ょ ぃおきおぃくけぃおн ╇つ えぉ ぇおいゃえつ ぁついょ かおぇぇをぃをけてくに えを こいおぃあょ 
おきぅをえょゅをけおきおぃл くおぃぉきそをけて «ぅきぉしょ». 

┽ おぁたぉうл うつ おくけをいょくてл おせぉえて ぇおぃおいてえつл こゅえをいょ うえおぅお えおぃおぅおл  
あをあ ぇいに くぉぁにл けをあ ょ ぇいに えをそぉぅお ′けこぇнくおぃぉけをн ╀くいょ ぁこぇぉけ ぃおゅうおゃえおくけて 
かきおぃぉくけょ くいぉけ くけこぇぉえせぉくあょし をあけょぃおぃ «╊┻╊¨» ぃ くн ┼ぉきそぉけてл けお うつ く きをм
ぇおくけてな おきぅをえょゅこぉう けをあおぉ ゃぉ ょえけぉきぉくえおぉл にきあおぉ うぉきおかきょにけょぉ ぇいに えをそょし 
くけこぇぉえけおぃа» 

′けこぇぉえけあを ぅきн ′╊╆′ ш-13 

╀うせぉえあお ┻н 

     ╇つл くけこぇぉえけつ ぅきн╊╉┽-9-рфорл ぃかぉきぃつぉ 
かきおそいょ かきをあけょあこ かお くぃおぉっ くかぉすょをいてえおくけょн 
╈をく えをこせょいょ ぅおけおぃょけて そをこきうこн 
╈をせをいおくて ぃくぉ く うつけてに おぃおたぉっ ょ ょし おせょくけあょн 
╂をけぉう うつ ゅをえにいょくて あこきょえおっ ぅきこぇあおっщ かおうついょл 
えをきぉゅをいょ ぉぉ ぁきこくおせあをうょл かおくけをぃょいょ きをゅおぅきぉм
ぃをけて くあおぃおきおぇあょ ぇいに かきょぅおけおぃいぉえょにн ╈をそょえм
あおぃをいょ あをかこくけこ ょ うおきあおぃてн ╅おぅぇを おぃおたえおっ くをм

いをけ ょゅ うおきあおぃょ ょ あをかこくけつ ぇいに そをこきうつ ぁつい ぅおけおぃл くあおぃおきおぇあょ ぇおくけをけおせм
えお えをあをいょいょくてн ╁をきょけて うにくお ぁついお ぃぉくぉいお ょ ょえけぉきぉくえおн ╊おくいぉ おぁゃをきあょ 
うにくをл うつ ぅおけおぃょいょ くおこくн ╉え かおいこせょいくに ぃぉくてうを えぉおぁつせえつう ょ ぃあこくえつうн 
┿をいぉぉ えをきぉゅをいょ かおうょぇおきつл おぅこきすつл えをけぉきいょ くつきн ┽ さょえをいぉ きをゅきぉゅをいょ 
いをぃをそл  ゅをぃぉきえこいょ  ぃくぉ くおぇぉきゃょうおぉ ぇいに そをこきうつ ぃ えぉぅお ょ おけかきをぃょいょ ぃ 
かぉせてн ]おけに かきょぅおけおぃいぉえょぉ ゅをえょうをぉけ うえおぅお ぃきぉうぉえょл えお かきお とけお ゅをぁつぃをм
ぉそてл あおぅぇを ぅおけおぃをに そをこきうを けをぉけ ぃお きけこн 

      ╇つ く ぅきこかかおっ おけいょせえお かきおぃぉいょ 
ぃきぉうにл かおいこせょいょ えをぃつあょ おぁゃをきあょ  
うにくをл えをきぉゅあょ おぃおたぉっ ょ かきょぅおけおぃいぉм
えょに くおこくをн ┽くぉ おけいょせえお かおきをぁおけをいょ 
あおうをえぇおっн 

′けこぇぉえけ ぅきн ╊╉┽-9-15/1 

╅おいぉくおぃ ┻н 

Зせаさそすつてうそ つ たちそなかつつけかこ 

『かぬかたてふ さ たちаくおせけねせそすと つてそしと 

′おぅいをくえお ぃおくけおせえおうこ あをいぉえぇをきな しおゅにっあおっ ぅきにぇこたぉぅお ぅおぇを ぁこぇぉけ  
╉ぅえぉええをに おぁぉゅてにえをн ‶あきをくてけぉ ぃをそ かきをゅぇえょせえつっ くけおい あきをくょぃつう ょ にきあょう 
ぁいなぇおうщ えおぃおぅおぇえょっ くをいをけ «╉ぁぉゅてにえあを»л かきょぅおけおぃいぉええつっ かお とけおうこ  
きぉすぉかけこл えぉ おくけをぃょけ きをぃえおぇこそえつうょ ぃをく ょ ぃをそょし ぅおくけぉっа  

 

╃えぅきぉぇょぉえけつщ 
рфп ぅ くつきをл т ぃをきぉえつし にっすをл  
с ゅをかぉせぉええつし あこきょえつし さょいぉл  
с にぁいおあをл т くけнいн うをっおえぉゅをл  
うをくいょえつл ぅきぉすあょぉ おきぉしょл  
くおいてл かぉきぉすн 
 

                                         ╊きょぅおけおぃいぉえょぉщ 
╃ゅうぉいてせょけて いこあл あこきょえおぉ さょいぉ ょ にっすをл えをきぉゅをぃ うぉいあょう あこぁょあおうн ┽つм

いおゃょけて かおぇぅおけおぃいぉええつぉ かきおぇこあけつ ぃ くをいをけえょあн ╉せょくけょけて にぁいおあょ ょ かおけぉм
きぉけて ょし えを くきぉぇえぉっ ょいょ あきこかえおっ けぉきあぉл ぇおぁをぃょけて ぃ くをいをけн рппぅ くつきを かおм
けぉきぉけて えを あきこかえおっ けぉきあぉ ょ ぇおぁをぃょけて ぃ くをいをけл ゅをかきをぃょけて ぉぅお うをっおえぉゅおうл 
かおかぉきせょけて ょ かおくおいょけてл かぉきぉうぉそをけてн ┽ついおゃょけて かきょぅおけおぃいぉええつっ くをいをけ 
えを かいおくあおぉ ぁいなぇお ぃ ぃょぇぉ ぅおいおぃつ おぁぉゅてにえあょн ╃ゅうぉいてせょけて ぅきぉすあょっ おきぉしл 
かおけぉきぉけて えを うぉいあおっ けぉきあぉ おくけをぃそょっくに くつきн ┽ついおゃょけて くつきл うをくいょえつ ょ 
おきぉしょ えを くをいをけл かきょぇをぃをに ぉうこ ぃょぇ ぅおいおぃつ おぁぉゅてにえつщ くぇぉいをけて せこぁ ょゅ 

おきぉそあおぃл おくけをいてえこな かおぃぉきしえおくけてл ぃ けおう せょくいぉ うおきぇおせあこл ぃついおゃょけて くつм
きおうл くぇぉいをけて えおくょあл こいつぁあこ ょ ぅいをゅあょ ょゅ うをくいょえн ′をいをけ ぅおけおぃл かきょにけえおぅお 
をかかぉけょけをа 

╁ぉぃいをあおぃを ′н┽н 

╀たぉ おぇえょう かきぉあきをくえつう ぇおかおいえぉえょぉう かきをゅぇえょせえおぅお くけおいを くけをえぉけ 
きつぁえつっ かをそけぉけ ぃ けをきけをいぉけあをしн 

 

╃えぅきぉぇょぉえけつщ 
10-рс けをきけをいぉけおあл 
р くぉいてぇて うをいおくおいてえをにл 
с うおきあおぃょл 
с そけн かいをぃいぉえおぅお くつきをл 
р かこせおあ こあきおかをн 

 

╊きょぅおけおぃいぉえょぉщ 
╇おきあおぃて おけぃをきょけて ょ おせょくけょけてн ‶あきおか かきおうつけて ょ おぁくこそょけてн ′つき かおм

ぇぉきゃをけて かきょ あおうえをけえおっ けぉうかぉきをけこきぉн ′ぉいぉぇあこ おせょくけょけて ょ おけぇぉいょけて さょм
いぉ おけ あおくけぉっн [ょいぉ きつぁつл かいをぃいぉええつぉ くつきあょ ょ うおきあおぃて かきおかこくけょけて せぉм
きぉゅ うにくおきこぁあこн ┽ うょくあぉ しおきおそお かぉきぉうぉそをけて うをくくこн ╈をさをきそょきおぃをけて きつぁм
えつう かをそけぉけおう けをきけをいぉけあょн ╊ぉきぉぇ かおぇをせぉっ こあきをくょけて ぃぉけおせあをうょ こあきおかをн 
╋つぁえつっ かをそけぉけ ぃ けをきけをいぉけあをし ぅおけおぃн ╇おゃえお かおぇをぃをけて あ ╈おぃおぅおぇえぉうこ 
くけおいこн  

┼をあそぉえおぃを ╈н╈ 


