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Дけゃっさはは くぇき しぇきけっ ょけさけゅけっ – しゃけっゅけ さっぉっくおぇз – 

さけょうすっかうз おけくっつくけз たけすはす ぉにすぬ せゃっさっくくにきう ゃ すけきз 
つすけ っゅけ あういくう う いょけさけゃぬの くうつっゅけ くっ せゅさけあぇっすй 
 

     ┿ょきうくうしすさぇちうは ╋╀Д¨У けしけいくぇっす けゅさけきくせの けすゃっすしすゃっくくけしすぬз 
 ゃけいかけあっくくせの くぇ くぇしз う こけしすけはくくけ しけゃっさてっくしすゃせっす しすさせおすせさせ 

ぉっいけこぇしくけしすう ょっすしおけゅけ しぇょぇ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し すさっぉけゃぇくうはきう 
しけゃさっきっくくにた さっぇかうえй  
 ¨ぉっしこっつっくうっ ぉっいけこぇしくけゅけ そせくおちうけくうさけゃぇくうは ょけておけかぬくけゅけ 

 せつさっあょっくうは ゃおかのつぇっす ゃ しっぉは ちっかにえ おけきこかっおし きっさз すぇおうた おぇお: 

 

- こさけそっししうけくぇかぬくぇは けたさぇくぇз  
-しすさけゅけっ しけぉかのょっくうっ ぇくすうすっささけさうしすうつっしおうたз  
-こさけすうゃけこけあぇさくにた з 
-ねかっおすさけすったくうつっしおうた くけさきз  
-けしくぇとっくうっ ょっすしおけゅけ しぇょぇ ねそそっおすうゃくにきう しさっょしすゃぇきう う 
せしすさけえしすゃぇきう ぉっいけこぇしくけしすうй  
        ¨ょくぇ うい こさうけさうすっすくにた いぇょぇつ けたさぇくに – 

くっ ょけこせしすうすぬ こけяゃかっくうя こけしすけさけくくうた かうち ゃ                     
╋╀Д¨У 

 ╁しは すっささうすけさうは ょっすしおけゅけ しぇょぇ けゅさぇあょっくぇ いぇぉけさけき .  

 Дっすしおうえ しぇょ けぉけさせょけゃぇく "すさっゃけあくけえ おくけこおけえ"й  
 Кさけきっ すけゅけз こっさしけくぇか  さっゅせかはさくけ しけゃっさてぇっす けぉたけょに すっささうすけさうう  
う こけきっとっくうえ ょっすしおけゅけ しぇょぇз しかっょうす いぇ しけぉかのょっくうっき おけくすさけかぬくけ- 

こさけこせしおくけゅけ さっあうきぇз けぉっしこっつうゃぇっす ぉっいけこぇしくけしすぬ こさう こさけゃっょっくうう 

 きぇししけゃにた きっさけこさうはすうえй  
╁ うくすっさっしぇた ぉっいけこぇしくけしすう ゃぇてうた ょっすっえ ゃ くぇてっき ょけておけかぬくけき 

 せつさっあょっくうう ゃゃっょっくぇ しうしすっきぇ ょけゃっさっくくけしすっえй ‶け さぇしこけさはあっくうの 

 ぇょきうくうしすさぇちううз いぇぉうさぇすぬ さっぉっくおぇ うい ょっすしおけゅけ しぇょぇ うきっのす こさぇゃけ  



すけかぬおけ さけょうすっかう うかう ょけゃっさっくくにっ かうちぇ し うた こうしぬきっくくけゅけ 
さぇいさってっくうはй  
 

            ′ぇて ょっすしおうえ しぇょ せょっかяっす ぉけかぬてけっ 
ゃくうきぇくうっ こさけすうゃけこけあぇさくけえ ぉっいけこぇしくけしすうй  
 

     ╁ ちっかはた こさっょけすゃさぇとっくうは おけさけすおうた いぇきにおぇくうえз ゃけいゅけさぇくうえ 

 う ょさせゅうた けこぇしくにた しうすせぇちうえз しこっちうぇかうしすぇきう うい けぉしかせあうゃぇのとうた 

 けさゅぇくういぇちうえ こさけゃけょはすしは さっゅせかはさくにっ こさけゃっさおう すったくうつっしおけゅけ 

 しけしすけはくうは ねかっおすさけこさけゃけょおう う けぉけさせょけゃぇくうはй 
 

    ╁け ゃしった こけきっとっくうはた ょっすしおけゅけ しぇょぇ せしすぇくけゃかっくに ょぇすつうおう 

こけあぇさくけえ しうゅくぇかういぇちううз さっぇゅうさせのとうっ くぇ こけはゃかっくうっ 

いぇょにきかっくうはз けすおさにすけゅけ こかぇきっくう うかう さっいおけゅけ こけゃにてっくうは 
すっきこっさぇすせさにй  
   ‶さう しさぇぉぇすにゃぇくうう ょぇすつうおぇ こけ せつさっあょっくうの さぇいょぇっすしは 

 しうゅくぇか けぉとっえ こけあぇさくけえ すさっゃけゅうз おけすけさにえ すぇおあっ こっさっょぇっすしは くぇ 
こせかぬす ょっあせさくけゅけ こけあぇさくけえ けたさぇくにй 
   Дかは ゃしった こけきっとっくうえ くぇてっゅけ ょっすしおけゅけ しぇょぇ  
くぇいくぇつっくに けすゃっすしすゃっくくにっ いぇ こさけすうゃけこけあぇさくせの ぉっいけこぇしくけしすぬй  
 

‶っさしけくぇか ╋╀Д¨У こさけたけょうす けぉはいぇすっかぬくにっ うくしすさせおすぇあう  
こけ すったくうおっ ぉっいけこぇしくけしすうз ょっえしすゃうはき ゃ しかせつぇっ ゃけいくうおくけゃっくうは 
こけあぇさぇз つさっいゃにつぇえくけえ しうすせぇちうう うかう すっささけさうしすうつっしおけえ せゅさけいにй 
 

′ぇてう ゃけしこうすぇすっかう いぇぉけすはすしは け すけきз つすけぉに さっぉはすぇ  
しけぉかのょぇかう きっさに こさっょけしすけさけあくけしすう くっ すけかぬおけ ゃ しぇょせз  
くけ すぇおあっ ょけきぇ う くぇ せかうちっ – さぇししおぇいにゃぇのす うき  
け こさぇゃうかぇた けぉさぇとっくうは し けゅくっき う ねかっおすさけこさうぉけさぇきうз  
こさけゃけょはす いぇくはすうは こけ こさぇゃうかぇき ょけさけあくけゅけ ょゃうあっくうはй 
 

                         Сぇくうすぇさくぇя ぉっいけこぇしくけしすぬ 

    Сぇくうすぇさくけ-ゅうゅうっくうつっしおけっ しけしすけはくうっ ゃしった こけきっとっくうえ ょっすしおけゅけ 
しぇょぇ しけけすゃっすしすゃせっす すさっぉけゃぇくうはき Сぇく‶う′ぇй  
¨さゅぇくういけゃぇく こさけちっしし こさけゃっすさうゃぇくうは う けぉっしこっつうゃぇっす  
くっけぉたけょうきにえ すっこかけゃけえ さっあうき ゃ いうきくっっ ゃさっきはй 
 ¨さゅぇくういけゃぇく こうすぬっゃけえ さっあうきй  
 

                           Сけちうぇかぬくぇя ぉっいけこぇしくけしすぬ 

     Иしたけょは うい こけくうきぇくうは ぉっいけこぇしくけしすう けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ 
こさけしすさぇくしすゃぇ おぇお しせききに しけいょぇくくにた ぉっいけこぇしくにた せしかけゃうえ ょかは 



けぉせつっくうは う いょけさけゃぬは ゃけしこうすぇくくうおけゃз しかっょせっす けすきっすうすぬз つすけ ゃ 
ょっすしおけき しぇょせ こさっょこさうくはすに おけくおさっすくにっ けさゅぇくういぇちうけくくにっ きっさに 

くぇこさぇゃかっくくにっ くぇ けぉっしこっつっくうっ ぉっいけこぇしくけしすう ょっすっえй  
 

                ╀っいけこぇしくけしすぬ けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ こさけちっししぇ  
                  けぉっしこっつうゃぇっすしя ゃ ょっすしおけき しぇょせ つっさっいх 
 

 ぉっいけこぇしくせの しさっょせ гいぇおさっこかひくくにっ ておぇそにз しすっかかぇあうц 
けすしせすしすゃうっ はょけゃうすにた う おけかのつうた さぇしすっくうえц ぉっいけこぇしくけっ 
さぇしこけかけあっくうっ さぇしすっくうえ ゃ ゅさせここっц けぉけさせょけゃぇくうっ こけきっとっくうえз 
ゅょっ くぇたけょはすしは ょっすうз しけぉかのょぇは きっさに こさけすうゃけこけあぇさくけえ 
ぉっいけこぇしくけしすうдц  
  

 こさぇゃうかぬくけっ たさぇくっくうっ さぇいかうつくにた きぇすっさうぇかけゃз きっょうおぇきっくすけゃ  
гくけあくうちにз うゅけかおう くぇたけょはすしは ゃ くっょけしすせこくけき ょかは ょっすっえ きっしすっз 
 しけけすゃっすしすゃせのす すさっぉけゃぇくうはきц かっおぇさしすゃぇ くぇたけょはすしは すけかぬおけ ゃ 
ぇこすっつおっзぇこすっつおぇ ゃ くっょけしすせこくけき ょかは ょっすっえ きっしすっц きけのとうっ 
しさっょしすゃぇ くぇたけょはすしは すぇお あっ ゃ くっょけしすせこくけき ょかは ょっすっえ きっしすっдц   

  きっぉっかぬз こけょけぉさぇくくぇは こけ さけしすせ ょっすっえц   
  きぇさおうさけゃおぇ きっぉっかうц   
  きぇさおうさけゃおぇ こけしすっかぬくけゅけ ぉっかぬは う こけかけすっくっちц   
  こさぇゃうかぬくけっ けしゃっとっくうっй  

╋に ょっかぇっき ゃしё けす くぇし いぇゃうしяとっっ ょかя すけゅけз つすけぉに ╁に ぉにかう 
しこけおけえくに 


