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¨こさっょっかっくうっ すっさきうくぇ "うくそけさきぇちうけくくぇは ぉっいけこぇしくけしすぬ ょっすっえ" しけょっさあうすしは ゃ 
《っょっさぇかぬくけき いぇおけくっ N пос-《╆ "¨ いぇとうすっ ょっすっえ けす うくそけさきぇちううз こさうつうくはのとっえ 
ゃさっょ うた いょけさけゃぬの う さぇいゃうすうの"з さっゅせかうさせのとうき けすくけてっくうはз しゃはいぇくくにっ し いぇとうすけえ 
ょっすっえ けす うくそけさきぇちううз こさうつうくはのとっえ ゃさっょ うた いょけさけゃぬの う гうかうд さぇいゃうすうのй 
]けゅかぇしくけ ょぇくくけきせ いぇおけくせ "うくそけさきぇちうけくくぇは ぉっいけこぇしくけしすぬ ょっすっえ" - ねすけ しけしすけはくうっ 
いぇとうとっくくけしすうз こさう おけすけさけき けすしせすしすゃせっす さうしおз しゃはいぇくくにえ し こさうつうくっくうっき 
うくそけさきぇちうっえ ゃさっょぇ うた いょけさけゃぬの う гうかうд そういうつっしおけきせз こしうたうつっしおけきせз 
ょせたけゃくけきせз くさぇゃしすゃっくくけきせ さぇいゃうすうのй 
╁ しうかせ 《っょっさぇかぬくけゅけ いぇおけくぇ N пос-《╆ うくそけさきぇちうっえз こさうつうくはのとっえ ゃさっょ 
いょけさけゃぬの う гうかうд さぇいゃうすうの ょっすっえз はゃかはっすしはх 
мй うくそけさきぇちうはз いぇこさっとっくくぇは ょかは さぇしこさけしすさぇくっくうは しさっょう ょっすっえц 
нй うくそけさきぇちうはз さぇしこさけしすさぇくっくうっ おけすけさけえ けゅさぇくうつっくけ しさっょう ょっすっえ 
けこさっょっかっくくにた ゃけいさぇしすくにた おぇすっゅけさうえй 
ой К うくそけさきぇちううз いぇこさっとっくくけえ ょかは さぇしこさけしすさぇくっくうは しさっょう ょっすっえз けすくけしうすしはх 
пй うくそけさきぇちうはз こけぉせあょぇのとぇは ょっすっえ お しけゃっさてっくうの ょっえしすゃうえз こさっょしすぇゃかはのとうた 
せゅさけいせ うた あういくう う гうかうд いょけさけゃぬのз ゃ すйつй こさうつうくっくうの ゃさっょぇ しゃけっきせ いょけさけゃぬのз 
しぇきけせぉうえしすゃせц 
рй しこけしけぉくけしすぬ ゃにいゃぇすぬ せ ょっすっえ あっかぇくうっ せこけすさっぉうすぬ くぇさおけすうつっしおうっ しさっょしすゃぇз 
こしうたけすさけこくにっ う гうかうд けょせさきぇくうゃぇのとうっ ゃっとっしすゃぇз すぇぉぇつくにっ ういょっかうはз 
ぇかおけゅけかぬくせの う しこうさすけしけょっさあぇとせの こさけょせおちうのз こうゃけ う くぇこうすおうз 
ういゅけすぇゃかうゃぇっきにっ くぇ っゅけ けしくけゃっц こさうくはすぬ せつぇしすうっ ゃ ぇいぇさすくにた うゅさぇたз いぇくうきぇすぬしは 
こさけしすうすせちうっえз ぉさけょはあくうつっしすゃけき うかう こけこさけてぇえくうつっしすゃけきц 
сй けぉけしくけゃにゃぇのとぇは うかう けこさぇゃょにゃぇのとぇは ょけこせしすうきけしすぬ くぇしうかうは う гうかうд 
あっしすけおけしすう かうぉけ こけぉせあょぇのとぇは けしせとっしすゃかはすぬ くぇしうかぬしすゃっくくにっ ょっえしすゃうは こけ 
けすくけてっくうの お かのょはき う あうゃけすくにきц 
тй けすさうちぇのとぇは しっきっえくにっ ちっくくけしすう う そけさきうさせのとぇは くっせゃぇあっくうっ お さけょうすっかはき う 
гうかうд ょさせゅうき つかっくぇき しっきぬうц 
уй けこさぇゃょにゃぇのとぇは こさけすうゃけこさぇゃくけっ こけゃっょっくうっц 
фй しけょっさあぇとぇは くっちっくいせさくせの ぉさぇくぬц 
млй しけょっさあぇとぇは うくそけさきぇちうの こけさくけゅさぇそうつっしおけゅけ たぇさぇおすっさぇй 
К うくそけさきぇちううз さぇしこさけしすさぇくっくうっ おけすけさけえ けゅさぇくうつっくけ しさっょう ょっすっえ 
けこさっょっかっくくけゅけ ゃけいさぇしすぇз けすくけしうすしはх 
мй うくそけさきぇちうはз こさっょしすぇゃかはっきぇは ゃ ゃうょっ ういけぉさぇあっくうは うかう けこうしぇくうは あっしすけおけしすうз 
そういうつっしおけゅけ う гうかうд こしうたうつっしおけゅけ くぇしうかうはз こさっしすせこかっくうは うかう うくけゅけ 
ぇくすうけぉとっしすゃっくくけゅけ ょっえしすゃうはц 
нй ゃにいにゃぇのとぇは せ ょっすっえ しすさぇたз せあぇし うかう こぇくうおせз ゃ すйつй こさっょしすぇゃかはっきぇは ゃ ゃうょっ 
ういけぉさぇあっくうは うかう けこうしぇくうは ゃ せくうあぇのとっえ つっかけゃっつっしおけっ ょけしすけうくしすゃけ そけさきっ 
くっくぇしうかぬしすゃっくくけえ しきっさすうз いぇぉけかっゃぇくうはз しぇきけせぉうえしすゃぇз くっしつぇしすくけゅけ しかせつぇはз 
ぇゃぇさうう うかう おぇすぇしすさけそに う гうかうд うた こけしかっょしすゃうえц 
ой こさっょしすぇゃかはっきぇは ゃ ゃうょっ ういけぉさぇあっくうは うかう けこうしぇくうは こけかけゃにた けすくけてっくうえ きっあょせ 
きせあつうくけえ う あっくとうくけえц 
пй しけょっさあぇとぇは ぉさぇくくにっ しかけゃぇ う ゃにさぇあっくうはз くっ けすくけしはとうっしは お くっちっくいせさくけえ 
ぉさぇくうй 
] せつっすけき ねすけゅけ ╁ぇき こさっょかぇゅぇのすしは こさぇゃうかぇ さぇぉけすに ゃ しっすう ╇くすっさくっす ょかは 
さぇいかうつくにた ゃけいさぇしすくにた おぇすっゅけさうえз しけぉかのょっくうっ おけすけさにた こけいゃけかうす けぉっしこっつうすぬ 
うくそけさきぇちうけくくせの ぉっいけこぇしくけしすぬ ゃぇてうた ょっすっえй 
  
Оßщóñ äëíçóлí Ñля ëÜÑóöñлñú 
  
мй ′っいぇゃうしうきけ けす ゃけいさぇしすぇ さっぉっくおぇ うしこけかぬいせえすっ こさけゅさぇききくけっ けぉっしこっつっくうっз 
こけきけゅぇのとっっ そうかぬすさけゃぇすぬ う おけくすさけかうさけゃぇすぬ うくそけさきぇちうのз くけ くっ こけかぇゅぇえすっしぬ 
こけかくけしすぬの くぇ くっゅけй ╁ぇてっ ゃくうきぇくうっ お さっぉっくおせ - ゅかぇゃくにえ きっすけょ いぇとうすにй 
нй ╄しかう ╁ぇて さっぉっくけお うきっっす ぇおおぇせくす くぇ けょくけき うい しけちうぇかぬくにた しっさゃうしけゃ 
гLiveJournalз blogsйmailйruз vkontakteйru う すйこйдз ゃくうきぇすっかぬくけ ういせつうすっз おぇおせの 



うくそけさきぇちうの こけきっとぇのす っゅけ せつぇしすくうおう ゃ しゃけうた こさけそうかはた う ぉかけゅぇたз ゃおかのつぇは 
そけすけゅさぇそうう う ゃうょっけй 
ой ‶さけゃっさぬすっз し おぇおうきう ょさせゅうきう しぇえすぇきう しゃはいぇく しけちうぇかぬくにえ しっさゃうし ╁ぇてっゅけ 
さっぉっくおぇй ]すさぇくうつおう ╁ぇてっゅけ さっぉっくおぇ きけゅせす ぉにすぬ ぉっいけこぇしくにきうз くけ きけゅせす う 
しけょっさあぇすぬ ししにかおう くぇ くっあっかぇすっかぬくにっ う けこぇしくにっ しぇえすに гくぇこさうきっさз こけさくけしぇえすз 
うかう しぇえすз くぇ おけすけさけき ょさせゅ せこけきうくぇっす くけきっさ しけすけゃけゅけ すっかっそけくぇ ╁ぇてっゅけ さっぉっくおぇ 
うかう ╁ぇて ょけきぇてくうえ ぇょさっしд 
пй ‶けけとさはえすっ ╁ぇてうた ょっすっえ しけけぉとぇすぬ けぉけ ゃしっき しすさぇくくけき うかう けすすぇかおうゃぇのとっき う 
くっ しかうておけき けしすさけ さっぇゅうさせえすっз おけゅょぇ けくう ねすけ ょっかぇのす гうい-いぇ けこぇしっくうは こけすっさはすぬ 
ょけしすせこ お ╇くすっさくっすせ ょっすう くっ ゅけゃけさはす さけょうすっかはき け こさけぉかっきぇたз ぇ すぇおあっ きけゅせす 
くぇつぇすぬ うしこけかぬいけゃぇすぬ ╇くすっさくっす ゃくっ ょけきぇ う ておけかにдй 
рй ╀せょぬすっ ゃ おせさしっ しっすっゃけえ あういくう ╁ぇてっゅけ さっぉっくおぇй ╇くすっさっしせえすっしぬз おすけ うた ょさせいぬは 
ゃ ╇くすっさくっす すぇお あっз おぇお うくすっさっしせっすっしぬ さっぇかぬくにきう ょさせいぬはきうй 
  
ВÜ£ëíïö Üö 7 ÑÜ 8 лñö 
  
╁ ╇くすっさくっすっ さっぉっくけお しすぇさぇっすしは こけしっすうすぬ すっ うかう うくにっ しぇえすにз ぇ ゃけいきけあくけ う つぇすにз 
さぇいさってっくうっ くぇ こけしっとっくうっ おけすけさにた けく くっ こけかせつうか ぉに けす さけょうすっかっえй ‶けねすけきせ 
さけょうすっかはき けしけぉっくくけ こけかっいくに ぉせょせす すっ けすつっすにз おけすけさにっ こさっょけしすぇゃかはのすしは 
こさけゅさぇききぇきう こけ けゅさぇくうつっくうの うしこけかぬいけゃぇくうは ╇くすっさくっすぇз すйっй [けょうすっかぬしおうえ 
おけくすさけかぬ うかう すけз つすけ ゃに しきけあっすっ せゃうょっすぬ ゃけ ゃさっきっくくにた そぇえかぇたй ╁ さっいせかぬすぇすっз せ 
さっぉっくおぇ くっ ぉせょっす けとせとっくうはз つすけ いぇ くうき ゃっょっすしは こけしすけはくくにえ おけくすさけかぬз けょくぇおけз 
さけょうすっかう ぉせょせす こけ-こさっあくっきせ いくぇすぬз おぇおうっ しぇえすに こけしっとぇっす うた さっぉっくけおй ╃っすう ゃ 
ょぇくくけき ゃけいさぇしすっ けぉかぇょぇのす しうかぬくにき つせゃしすゃけき しっきぬうз けくう ょけゃっさつうゃに う くっ 
しけきくっゃぇのすしは ゃ ぇゃすけさうすっすぇたй ¨くう かのぉはす うゅさぇすぬ ゃ しっすっゃにっ うゅさに う こせすってっしすゃけゃぇすぬ 
こけ ╇くすっさくっすせз うしこけかぬいせは ねかっおすさけくくせの こけつすせз いぇたけょうすぬ くぇ しぇえすに う つぇすにз くっ 
さっおけきっくょけゃぇくくにっ さけょうすっかはきうй 
  
  
]けゃっすに こけ ぉっいけこぇしくけしすう ゃ しっすう ╇くすっさくっす ょかは ょっすっえ т - у かっす 
мй ]けいょぇえすっ しこうしけお ょけきぇてくうた こさぇゃうか こけしっとっくうは ╇くすっさくっすぇ こさう せつぇしすうう ょっすっえ う 
すさっぉせえすっ っゅけ ゃにこけかくっくうはй 
нй 〈さっぉせえすっ けす ╁ぇてっゅけ さっぉっくおぇ しけぉかのょっくうは ゃさっきっくくにた くけさき くぇたけあょっくうは いぇ 
おけきこぬのすっさけきй ‶けおぇあうすっ さっぉっくおせз つすけ ╁に くぇぉかのょぇっすっ いぇ くうき くっ こけすけきせ つすけ ╁ぇき 
ねすけ たけつっすしはз ぇ こけすけきせ つすけ ╁に ぉっしこけおけうすっしぬ け っゅけ ぉっいけこぇしくけしすう う ゃしっゅょぇ ゅけすけゃに 
っきせ こけきけつぬй 
ой Кけきこぬのすっさ し こけょおかのつっくうっき お ╇くすっさくっすせ ょけかあっく くぇたけょうすぬしは ゃ けぉとっえ おけきくぇすっ 
こけょ こさうしきけすさけき さけょうすっかっえй 
пй ╇しこけかぬいせえすっ しこっちうぇかぬくにっ ょっすしおうっ こけうしおけゃにっ きぇてうくにй 
рй ╇しこけかぬいせえすっ しさっょしすゃぇ ぉかけおうさけゃぇくうは くっあっかぇすっかぬくけゅけ おけくすっくすぇ おぇお 
ょけこけかくっくうっ お しすぇくょぇさすくけきせ [けょうすっかぬしおけきせ おけくすさけかのй 
сй ]けいょぇえすっ しっきっえくにえ ねかっおすさけくくにえ はとうおз つすけぉに くっ こけいゃけかうすぬ ょっすはき うきっすぬ 
しけぉしすゃっくくにっ ぇょさっしぇй 
тй ╀かけおうさせえすっ ょけしすせこ お しぇえすぇき し ぉっしこかぇすくにきう こけつすけゃにきう はとうおぇきう し こけきけとぬの 
しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうはй 
уй ‶さうせつうすっ ょっすっえ しけゃっすけゃぇすぬしは し ╁ぇきう こっさっょ けこせぉかうおけゃぇくうっき おぇおけえ-かうぉけ 
うくそけさきぇちうう しさっょしすゃぇきう ねかっおすさけくくけえ こけつすにз つぇすけゃз さっゅうしすさぇちうけくくにた そけさき う 
こさけそうかっえй 
фй ′ぇせつうすっ ょっすっえ くっ いぇゅさせあぇすぬ そぇえかにз こさけゅさぇききに うかう きせいにおせ ぉっい ゃぇてっゅけ 
しけゅかぇしうはй 
млй ′っ さぇいさってぇえすっ ょっすはき うしこけかぬいけゃぇすぬ しかせあぉに きゅくけゃっくくけゅけ けぉきっくぇ 
しけけぉとっくうはきうй 
ммй ╁ "ぉっかにえ" しこうしけお しぇえすけゃз さぇいさってっくくにた ょかは こけしっとっくうはз ゃくけしうすっ すけかぬおけ 
しぇえすに し たけさけてっえ さっこせすぇちうっえй 
мнй ′っ いぇぉにゃぇえすっ ぉっしっょけゃぇすぬ し ょっすぬきう けぉ うた ょさせいぬはた ゃ ╇くすっさくっすっз おぇお っしかう ぉに 
さっつぬ てかぇ け ょさせいぬはた ゃ さっぇかぬくけえ あういくうй 



мой ′っ ょっかぇえすっ "すぇぉせ" うい ゃけこさけしけゃ こけかけゃけえ あういくうз すぇお おぇお ゃ ╇くすっさくっすっ ょっすう 
きけゅせす かっゅおけ くぇすおくせすぬしは くぇ こけさくけゅさぇそうの うかう しぇえすに "ょかは ゃいさけしかにた"й 
мпй ‶さうせつうすっ ╁ぇてっゅけ さっぉっくおぇ しけけぉとぇすぬ ゃぇき け かのぉにた せゅさけいぇた うかう すさっゃけゅぇたз 
しゃはいぇくくにた し ╇くすっさくっすけきй ¨しすぇゃぇえすっしぬ しこけおけえくにきう う くぇこけきくうすっ ょっすはきз つすけ けくう ゃ 
ぉっいけこぇしくけしすうз っしかう しぇきう さぇししおぇいぇかう ゃぇき け しゃけうた すさっゃけゅぇたй ‶けたゃぇかうすっ うた う 
こけしけゃっすせえすっ こけょけえすう っとっ さぇい ゃ こけょけぉくにた しかせつぇはたй 
  
ВÜ£ëíïö Ññöñú Üö 9 ÑÜ 12 лñö 
  
╁ ょぇくくけき ゃけいさぇしすっ ょっすうз おぇお こさぇゃうかけз せあっ くぇしかにてぇくに け すけきз おぇおぇは うくそけさきぇちうは 
しせとっしすゃせっす ゃ ╇くすっさくっすっй ]けゃっさてっくくけ くけさきぇかぬくけз つすけ けくう たけすはす ねすけ せゃうょっすぬз 
こさけつっしすぬз せしかにてぇすぬй ‶さう ねすけき くせあくけ こけきくうすぬз つすけ ょけしすせこ お くっあっかぇすっかぬくにき 
きぇすっさうぇかぇき きけあくけ かっゅおけ いぇぉかけおうさけゃぇすぬ こさう こけきけとう しさっょしすゃ [けょうすっかぬしおけゅけ 
おけくすさけかはй 
  
  
]けゃっすに こけ ぉっいけこぇしくけしすう ょかは ょっすっえ けす ф ょけ мн かっす 
мй ]けいょぇえすっ しこうしけお ょけきぇてくうた こさぇゃうか こけしっとっくうは ╇くすっさくっす こさう せつぇしすうう ょっすっえ う 
すさっぉせえすっ っゅけ ゃにこけかくっくうはй 
нй 〈さっぉせえすっ けす ╁ぇてっゅけ さっぉっくおぇ しけぉかのょっくうは くけさき くぇたけあょっくうは いぇ おけきこぬのすっさけきй 
ой ′ぇぉかのょぇえすっ いぇ さっぉっくおけき こさう さぇぉけすっ いぇ おけきこぬのすっさけきз こけおぇあうすっ っきせз つすけ ╁に 
ぉっしこけおけうすっしぬ け っゅけ ぉっいけこぇしくけしすう う ゃしっゅょぇ ゅけすけゃに けおぇいぇすぬ っきせ こけきけとぬй 
пй Кけきこぬのすっさ し こけょおかのつっくうっき ゃ ╇くすっさくっす ょけかあっく くぇたけょうすぬしは ゃ けぉとっえ おけきくぇすっ 
こけょ こさうしきけすさけき さけょうすっかっえй 
рй ╇しこけかぬいせえすっ しさっょしすゃぇ ぉかけおうさけゃぇくうは くっあっかぇすっかぬくけゅけ おけくすっくすぇ おぇお 
ょけこけかくっくうっ お しすぇくょぇさすくけきせ [けょうすっかぬしおけきせ おけくすさけかのй 
сй ′っ いぇぉにゃぇえすっ こさうくうきぇすぬ くっこけしさっょしすゃっくくけっ せつぇしすうっ ゃ あういくう さっぉっくおぇз 
ぉっしっょけゃぇすぬ し ょっすぬきう けぉ うた ょさせいぬはた ゃ ╇くすっさくっすっй 
тй ′ぇしすぇうゃぇえすっз つすけぉに ょっすう くうおけゅょぇ くっ しけゅかぇてぇかうしぬ くぇ かうつくにっ ゃしすさっつう し 
ょさせいぬはきう こけ ╇くすっさくっすせй 
уй ‶けいゃけかはえすっ ょっすはき いぇたけょうすぬ すけかぬおけ くぇ しぇえすに うい "ぉっかけゅけ" しこうしおぇз おけすけさにえ 
しけいょぇえすっ ゃきっしすっ し くうきうй 
фй ‶さうせつうすっ ょっすっえ くうおけゅょぇ くっ ゃにょぇゃぇすぬ かうつくせの うくそけさきぇちうの しさっょしすゃぇきう 
ねかっおすさけくくけえ こけつすにз つぇすけゃз しうしすっき きゅくけゃっくくけゅけ けぉきっくぇ しけけぉとっくうはきうз 
さっゅうしすさぇちうけくくにた そけさきз かうつくにた こさけそうかっえ う こさう さっゅうしすさぇちうう くぇ おけくおせさしに ゃ 
╇くすっさくっすっй 
млй ‶さうせつうすっ ょっすっえ くっ いぇゅさせあぇすぬ こさけゅさぇききに ぉっい ╁ぇてっゅけ さぇいさってっくうはй ¨ぉなはしくうすっ 
うきз つすけ けくう きけゅせす しかせつぇえくけ いぇゅさせいうすぬ ゃうさせしに うかう ょさせゅけっ くっあっかぇすっかぬくけっ 
こさけゅさぇききくけっ けぉっしこっつっくうっй 
ммй ]けいょぇえすっ ╁ぇてっきせ さっぉっくおせ けゅさぇくうつっくくせの せつっすくせの いぇこうしぬ ょかは さぇぉけすに くぇ 
おけきこぬのすっさっй 
мнй ‶さうせつうすっ ╁ぇてっゅけ さっぉっくおぇ しけけぉとぇすぬ ゃぇき け かのぉにた せゅさけいぇた うかう すさっゃけゅぇたз 
しゃはいぇくくにた し ╇くすっさくっすけきй ′ぇこけきくうすっ ょっすはきз つすけ けくう ゃ ぉっいけこぇしくけしすうз っしかう しぇきう 
さぇししおぇいぇかう ゃぇき け しゃけうた すさっゃけゅぇた う けこぇしっくうはたй 
мой [ぇししおぇあうすっ ょっすはき け こけさくけゅさぇそうう ゃ ╇くすっさくっすっй 
мпй ′ぇしすぇうゃぇえすっ くぇ すけきз つすけぉに ょっすう こさっょけしすぇゃかはかう ゃぇき ょけしすせこ お しゃけっえ 
ねかっおすさけくくけえ こけつすっз つすけぉに ゃに せぉっょうかうしぬз つすけ けくう くっ けぉとぇのすしは し くっいくぇおけきちぇきうй 
мрй ¨ぉなはしくうすっ ょっすはきз つすけ くっかぬいは うしこけかぬいけゃぇすぬ しっすぬ ょかは たせかうゅぇくしすゃぇз 
さぇしこさけしすさぇくっくうは しこかっすっく うかう せゅさけいй 
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╁ ねすけき ゃけいさぇしすっ こけょさけしすおう ぇおすうゃくけ うしこけかぬいせのす こけうしおけゃにっ きぇてうくにз こけかぬいせのすしは 
ねかっおすさけくくけえ こけつすけえз しかせあぉぇきう きゅくけゃっくくけゅけ けぉきっくぇ しけけぉとっくうはきうз しおぇつうゃぇのす 
きせいにおせ う そうかぬきにй ╋ぇかぬつうおぇき ゃ ねすけき ゃけいさぇしすっ ぉけかぬてっ こけ くさぇゃせ しきっすぇすぬ ゃしっ 
けゅさぇくうつっくうはз けくう あぇあょせす ゅさせぉけゅけ のきけさぇз ぇいぇさすくにた うゅさз おぇさすうくけお "ょかは 



ゃいさけしかにた"й ╃っゃけつおう こさっょこけつうすぇのす けぉとぇすぬしは ゃ つぇすぇたз こさう ねすけき けくう ゅけさぇいょけ 
ぉけかっっ つせゃしすゃうすっかぬくに お しっおしせぇかぬくにき ょけきけゅぇすっかぬしすゃぇき ゃ ╇くすっさくっすっй 
╆ぇつぇしすせの ゃ ょぇくくけき ゃけいさぇしすっ さけょうすっかはき せあっ ゃっしぬきぇ しかけあくけ おけくすさけかうさけゃぇすぬ 
しゃけうた ょっすっえз すぇお おぇお けぉ ╇くすっさくっすっ けくう せあっ いくぇのす いくぇつうすっかぬくけ ぉけかぬてっ しゃけうた 
さけょうすっかっえй 〈っき くっ きっくっっз くっ けすこせしおぇえすっ ょっすっえ ゃ "しゃけぉけょくけっ こかぇゃぇくうっ" こけ 
╇くすっさくっすせй ]すぇさぇえすっしぬ ぇおすうゃくけ せつぇしすゃけゃぇすぬ ゃ けぉとっくうう さっぉっくおぇ ゃ ╇くすっさくっすっй 
╁ぇあくけ こけ-こさっあくっきせ しすさけゅけ しけぉかのょぇすぬ こさぇゃうかぇ ╇くすっさくっす-ぉっいけこぇしくけしすう - 

しけゅかぇてっくうっ きっあょせ さけょうすっかはきう う ょっすぬきうй Кさけきっ すけゅけз くっけぉたけょうきけ おぇお きけあくけ 
つぇとっ こさけしきぇすさうゃぇすぬ けすつっすに け ょっはすっかぬくけしすう ょっすっえ ゃ ╇くすっさくっすっй ]かっょせっす 
けぉさぇすうすぬ ゃくうきぇくうっ くぇ くっけぉたけょうきけしすぬ しけょっさあぇくうは さけょうすっかぬしおうた こぇさけかっえ 
гこぇさけかっえ ぇょきうくうしすさぇすけさけゃд ゃ しすさけゅけき しっおさっすっ う けぉさぇすうすぬ ゃくうきぇくうっ くぇ しすさけゅけしすぬ 
ねすうた こぇさけかっえй 
]けゃっすに こけ ぉっいけこぇしくけしすう ゃ ねすけき ゃけいさぇしすっ けす мо ょけ мт かっす 
мй ]けいょぇえすっ しこうしけお ょけきぇてくうた こさぇゃうか こけしっとっくうは ╇くすっさくっすぇ こさう せつぇしすうう 
こけょさけしすおけゃ う すさっぉせえすっ ぉっいせしかけゃくけゅけ っゅけ ゃにこけかくっくうはй ¨ぉゅけゃけさうすっ し さっぉっくおけき 
しこうしけお いぇこさっとっくくにた しぇえすけゃ г"つっさくにえ しこうしけお"дз つぇしに さぇぉけすに ゃ ╇くすっさくっすっ, 

させおけゃけょしすゃけ こけ けぉとっくうの ゃ ╇くすっさくっすっ гゃ すけき つうしかっ ゃ つぇすぇたдй 
нй Кけきこぬのすっさ し こけょおかのつっくうっき お しっすう ╇くすっさくっす ょけかあっく くぇたけょうすぬしは ゃ けぉとっえ 
おけきくぇすっй 
ой ′っ いぇぉにゃぇえすっ ぉっしっょけゃぇすぬ し ょっすぬきう けぉ うた ょさせいぬはた ゃ ╇くすっさくっすっз け すけきз つっき けくう 
いぇくはすに すぇおうき けぉさぇいけきз ぉせょすけ さっつぬ うょっす け ょさせいぬはた ゃ さっぇかぬくけえ あういくうй 
]こさぇてうゃぇえすっ け かのょはたз し おけすけさにきう ょっすう けぉとぇのすしは こけしさっょしすゃけき しかせあぉ 
きゅくけゃっくくけゅけ けぉきっくぇ しけけぉとっくうはきうз つすけぉに せぉっょうすぬしはз つすけ ねすう かのょう うき いくぇおけきにй 
пй ╇しこけかぬいせえすっ しさっょしすゃぇ ぉかけおうさけゃぇくうは くっあっかぇすっかぬくけゅけ おけくすっくすぇ おぇお 
ょけこけかくっくうっ お しすぇくょぇさすくけきせ [けょうすっかぬしおけきせ おけくすさけかのй 
рй ′っけぉたけょうきけ いくぇすぬз おぇおうきう つぇすぇきう こけかぬいせのすしは ╁ぇてう ょっすうй ‶けけとさはえすっ 
うしこけかぬいけゃぇくうっ きけょっさうさせっきにた つぇすけゃ う くぇしすぇうゃぇえすっз つすけぉに ょっすう くっ けぉとぇかうしぬ ゃ 
こさうゃぇすくけき さっあうきっй 
сй ′ぇしすぇうゃぇえすっ くぇ すけきз つすけぉに ょっすう くうおけゅょぇ くっ ゃしすさっつぇかうしぬ かうつくけ し ょさせいぬはきう うい 
しっすう ╇くすっさくっすй 
тй ‶さうせつうすっ ょっすっえ くっ ゃにょぇゃぇすぬ しゃけの かうつくせの うくそけさきぇちうの しさっょしすゃぇきう 
ねかっおすさけくくけえ こけつすにз つぇすけゃз しうしすっき きゅくけゃっくくけゅけ けぉきっくぇ しけけぉとっくうはきうз 
さっゅうしすさぇちうけくくにた そけさきз かうつくにた こさけそうかっえ う こさう さっゅうしすさぇちうう くぇ おけくおせさしに ゃ 
╇くすっさくっすっй 
уй ‶さうせつうすっ ょっすっえ くっ いぇゅさせあぇすぬ こさけゅさぇききに ぉっい ╁ぇてっゅけ さぇいさってっくうはй ¨ぉなはしくうすっ 
うきз つすけ けくう きけゅせす しかせつぇえくけ いぇゅさせいうすぬ ゃうさせしに うかう ょさせゅけっ くっあっかぇすっかぬくけっ 
こさけゅさぇききくけっ けぉっしこっつっくうっй 
фй ‶さうせつうすっ ╁ぇてっゅけ さっぉっくおぇ しけけぉとぇすぬ ゃぇき け かのぉにた せゅさけいぇた うかう すさっゃけゅぇたз 
しゃはいぇくくにた し ╇くすっさくっすけきй ′ぇこけきくうすっ ょっすはきз つすけ けくう ゃ ぉっいけこぇしくけしすうз っしかう しぇきう 
さぇししおぇいぇかう ゃぇきз け しゃけうた せゅさけいぇた うかう すさっゃけゅぇたй ‶けたゃぇかうすっ うた う こけしけゃっすせえすっ 
こけょけえすう っとっ さぇい ゃ こけょけぉくにた しかせつぇはたй 
млй [ぇししおぇあうすっ ょっすはき け こけさくけゅさぇそうう ゃ ╇くすっさくっすっй ‶けきけゅうすっ うき いぇとうすうすぬしは けす 
しこぇきぇй ′ぇせつうすっ こけょさけしすおけゃ くっ ゃにょぇゃぇすぬ ゃ ╇くすっさくっすっ しゃけっゅけ さっぇかぬくけゅけ 
ねかっおすさけくくけゅけ ぇょさっしぇз くっ けすゃっつぇすぬ くぇ くっあっかぇすっかぬくにっ こうしぬきぇ う うしこけかぬいけゃぇすぬ 
しこっちうぇかぬくにっ こけつすけゃにっ そうかぬすさにй 
ммй ‶さうせつうすっ しっぉは いくぇおけきうすぬしは し しぇえすぇきうз おけすけさにっ こけしっとぇのす こけょさけしすおうй 
мнй ′ぇせつうすっ ょっすっえ せゃぇあぇすぬ ょさせゅうた ゃ うくすっさくっすっй 〉ぉっょうすっしぬз つすけ けくう いくぇのす け すけきз 
つすけ こさぇゃうかぇ たけさけてっゅけ こけゃっょっくうは ょっえしすゃせのす ゃっいょっ - ょぇあっ ゃ ゃうさすせぇかぬくけき きうさっй 
мой ¨ぉなはしくうすっ ょっすはきз つすけ くう ゃ おけっき しかせつぇっ くっかぬいは うしこけかぬいけゃぇすぬ ]っすぬ ょかは 
たせかうゅぇくしすゃぇз さぇしこさけしすさぇくっくうは しこかっすっく うかう せゅさけい ょさせゅうき かのょはきй 
мпй ¨ぉしせょうすっ し こけょさけしすおぇきう こさけぉかっきに しっすっゃにた ぇいぇさすくにた うゅさ う うた ゃけいきけあくにえ 
さうしおй ′ぇこけきくうすっз つすけ ょっすう くっ きけゅせす うゅさぇすぬ ゃ ねすう うゅさに しけゅかぇしくけ いぇおけくせй 
‶けしすけはくくけ おけくすさけかうさせえすっ うしこけかぬいけゃぇくうっ ╇くすっさくっすぇ ╁ぇてうき さっぉっくおけき! Эすけ くっ 
くぇさせてっくうっ っゅけ かうつくけゅけ こさけしすさぇくしすゃぇз ぇ きっさぇ こさっょけしすけさけあくけしすう う こさけはゃかっくうっ 
╁ぇてっえ さけょうすっかぬしおけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう う いぇぉけすにй 

 


