
‶さうおぇいЫ╋うくけぉさぇいけゃぇくうはЫ[《ЫけすЫннймлйм999ЫNЫсос 

¨ぉЫせすゃっさあょっくううЫ‶けかけあっくうはЫけЫしかせあぉっЫこさぇおすうつっしおけえЫこしうたけかけゅううЫ
ゃЫしうしすっきっЫ╋うくうしすっさしすゃぇЫけぉさぇいけゃぇくうはЫ[けししうえしおけえЫ《っょっさぇちうう 

《っょっさぇかぬくけっ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけ 

〈っおしすЫょけおせきっくすぇЫこけЫしけしすけはくうのЫくぇЫうのかьЫнлммЫゅけょぇ 

В ちっかはた さぇいゃうすうは う しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうは こしうたけかけゅうつっしおけえ こけきけとう せつぇしすくうおぇき けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ こさけちっししぇ こさうおぇいにゃぇのх 

мй 〉すゃっさょうすぬ こさうかぇゅぇっきけっ ‶けかけあっくうっ け しかせあぉっ こさぇおすうつっしおけえ こしうたけかけゅうう ゃ しうしすっきっ ╋うくうしすっさしすゃぇ けぉさぇいけゃぇくうは [けししうえしおけえ 
《っょっさぇちううй 

нй ¨さゅぇくぇき せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうっき しせぉなっおすけゃ [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう ょけゃっしすう くぇしすけはとっっ ‶けかけあっくうっ ょけ しゃっょっくうは 
させおけゃけょうすっかっえ こけょゃっょけきしすゃっくくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえй 

ой ╉けくすさけかぬ いぇ うしこけかくっくうっき くぇしすけはとっゅけ ‶さうおぇいぇ ゃけいかけあうすぬ くぇ いぇきっしすうすっかは ╋うくうしすさぇ ╄й╄й 』っこせさくにたй 
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IйЫ¨╀Щ╇╄Ы‶¨╊¨╅╄′╇ぅ 

мй ′ぇしすけはとっっ ‶けかけあっくうっ けこさっょっかはっす けさゅぇくういぇちうけくくけ-きっすけょうつっしおせの けしくけゃせ ょっはすっかぬくけしすう しかせあぉに こさぇおすうつっしおけえ 
こしうたけかけゅうう ゃ しうしすっきっ ╋うくうしすっさしすゃぇ けぉさぇいけゃぇくうは [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう гょぇかっっ - ]かせあぉぇдй 

нй ‶けょ ]かせあぉけえ こけくうきぇっすしは けさゅぇくういぇちうけくくぇは しすさせおすせさぇз ゃ しけしすぇゃ おけすけさけえ ゃたけょはす こっょぇゅけゅう - こしうたけかけゅう けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
せつさっあょっくうえ ゃしった すうこけゃз けぉさぇいけゃぇすっかぬくにっ せつさっあょっくうは ょかは ょっすっえз くせあょぇのとうたしは ゃ こしうたけかけゅけ-こっょぇゅけゅうつっしおけえ う きっょうおけ-

しけちうぇかぬくけえ こけきけとう г‶‶╋] - ちっくすさにдз こしうたけかけゅけ-こっょぇゅけゅうつっしおうっ う きっょうおけ-こっょぇゅけゅうつっしおうっ おけきうししうう г‶╋‶╉дз くぇせつくにっ 
せつさっあょっくうはз こけょさぇいょっかっくうは ゃにしてうた せつっぉくにた いぇゃっょっくうえз せつっぉくけ-きっすけょうつっしおうっ おぇぉうくっすに う ちっくすさに けさゅぇくけゃ せこさぇゃかっくうは 

けぉさぇいけゃぇくうっき う ょさせゅうっ せつさっあょっくうはз けおぇいにゃぇのとうっ こしうたけかけゅうつっしおせの こけきけとぬ せつぇしすくうおぇき けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ こさけちっししぇй 

ой ]かせあぉぇ けおぇいにゃぇっす しけょっえしすゃうっ そけさきうさけゃぇくうの さぇいゃうゃぇのとっゅけ けぉさぇいぇ あういくう けぉせつぇのとうたしはз ゃけしこうすぇくくうおけゃз うた 
うくょうゃうょせぇかぬくけしすう くぇ ゃしった ねすぇこぇた くっこさっさにゃくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうはз さぇいゃうすうの せ けぉせつぇのとうたしはз ゃけしこうすぇくくうおけゃ すゃけさつっしおうた 
しこけしけぉくけしすっえз しけいょぇくうの せ くうた こけいうすうゃくけえ きけすうゃぇちうう お けぉせつっくうのз ぇ すぇおあっ けこさっょっかっくうの こしうたけかけゅうつっしおうた こさうつうく 
くぇさせてっくうは かうつくけしすくけゅけ う しけちうぇかぬくけゅけ さぇいゃうすうは う こさけそうかぇおすうおう せしかけゃうえ ゃけいくうおくけゃっくうは こけょけぉくにた くぇさせてっくうえй 

пй В しゃけっえ ょっはすっかぬくけしすう ]かせあぉぇ させおけゃけょしすゃせっすしは きっあょせくぇさけょくにきう ぇおすぇきう ゃ けぉかぇしすう いぇとうすに こさぇゃ 
ょっすっえз ╆ぇおけくけき[けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう "¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう"з そっょっさぇかぬくにきう いぇおけくぇきうз せおぇいぇきう う さぇしこけさはあっくうはきう ‶さっいうょっくすぇ 
[けししうえしおけえ 《っょっさぇちううз こけしすぇくけゃかっくうはきう う さぇしこけさはあっくうはきう ‶さぇゃうすっかぬしすゃぇ [けししうえしおけえ 《っょっさぇちううз さってっくうはきう 
しけけすゃっすしすゃせのとうた けさゅぇくけゃ せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうっきз くぇしすけはとうき ‶けかけあっくうっきй 
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IIйЫ『╄╊╇Ы╇Ы╆┿╃┿』╇Ы]╊〉╅╀｠ 

рй 『っかはきう ]かせあぉに はゃかはのすしはх 

- しけょっえしすゃうっ ぇょきうくうしすさぇちうう う こっょぇゅけゅうつっしおうき おけかかっおすうゃぇき けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ ゃしった すうこけゃ ゃ しけいょぇくうう 
しけちうぇかぬくけえ しうすせぇちうう さぇいゃうすうはз しけけすゃっすしすゃせのとっえ うくょうゃうょせぇかぬくけしすう けぉせつぇのとうたしはз ゃけしこうすぇくくうおけゃ う けぉっしこっつうゃぇのとっえ 
こしうたけかけゅうつっしおうっ せしかけゃうは ょかは けたさぇくに いょけさけゃぬは う さぇいゃうすうは かうつくけしすう けぉせつぇのとうたしはз ゃけしこうすぇくくうおけゃз うた さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた 
こさっょしすぇゃうすっかっえдз こっょぇゅけゅうつっしおうた さぇぉけすくうおけゃ う ょさせゅうた せつぇしすくうおけゃ けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ こさけちっししぇц 

- しけょっえしすゃうっ ゃ こさうけぉさっすっくうう けぉせつぇのとうきうしはз ゃけしこうすぇくくうおぇきう けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ こしうたけかけゅうつっしおうた いくぇくうえз 
せきっくうえ う くぇゃにおけゃз くっけぉたけょうきにた ょかは こけかせつっくうは こさけそっししううз さぇいゃうすうは おぇさぬっさにз ょけしすうあっくうは せしこったぇ ゃ あういくうц 

- けおぇいぇくうっ こけきけとう けぉせつぇのとうきしはз ゃけしこうすぇくくうおぇき けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ ゃ けこさっょっかっくうう しゃけうた ゃけいきけあくけしすっえз 
うしたけょは うい しこけしけぉくけしすっえз しおかけくくけしすっえз うくすっさっしけゃз しけしすけはくうは いょけさけゃぬはц 

- しけょっえしすゃうっ こっょぇゅけゅうつっしおうき さぇぉけすくうおぇきз さけょうすっかはき гいぇおけくくにき こさっょしすぇゃうすっかはきд ゃ ゃけしこうすぇくうう けぉせつぇのとうたしはз 
ゃけしこうすぇくくうおけゃз ぇ すぇおあっ そけさきうさけゃぇくうう せ くうた こさうくちうこけゃ ゃいぇうきけこけきけとうз すけかっさぇくすくけしすうз きうかけしっさょうはз けすゃっすしすゃっくくけしすう う 
せゃっさっくくけしすう ゃ しっぉっз しこけしけぉくけしすう お ぇおすうゃくけきせ しけちうぇかぬくけきせ ゃいぇうきけょっえしすゃうの ぉっい せとっきかっくうは こさぇゃ う しゃけぉけょ ょさせゅけえ かうつくけしすうй 

сй ╆ぇょぇつう ]かせあぉにх 

- こしうたけかけゅうつっしおうえ ぇくぇかうい しけちうぇかぬくけえ しうすせぇちうう さぇいゃうすうは ゃ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうはたз ゃにはゃかっくうっ けしくけゃくにた こさけぉかっき う 
けこさっょっかっくうっ こさうつうく うた ゃけいくうおくけゃっくうはз こせすっえ う しさっょしすゃ うた さぇいさってっくうはц 

- しけょっえしすゃうっ かうつくけしすくけきせ う うくすっかかっおすせぇかぬくけきせ さぇいゃうすうの けぉせつぇのとうたしはз ゃけしこうすぇくくうおけゃ くぇ おぇあょけき ゃけいさぇしすくけき ねすぇこっ 
さぇいゃうすうは かうつくけしすうц 

- そけさきうさけゃぇくうっ せ けぉせつぇのとうたしはз ゃけしこうすぇくくうおけゃ しこけしけぉくけしすう お しぇきけけこさっょっかっくうの う しぇきけさぇいゃうすうのц 

- しけょっえしすゃうっ こっょぇゅけゅうつっしおけきせ おけかかっおすうゃせ ゃ ゅぇさきけくういぇちうう しけちうぇかぬくけ-こしうたけかけゅうつっしおけゅけ おかうきぇすぇ ゃ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
せつさっあょっくうはたц 

- こしうたけかけゅうつっしおけっ けぉっしこっつっくうっ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた こさけゅさぇきき し ちっかぬの ぇょぇこすぇちうう うた しけょっさあぇくうは う しこけしけぉけゃ けしゃけっくうは お 
うくすっかかっおすせぇかぬくにき う かうつくけしすくにき ゃけいきけあくけしすはき う けしけぉっくくけしすはき けぉせつぇのとうたしはз ゃけしこうすぇくくうおけゃц 

- こさけそうかぇおすうおぇ う こさっけょけかっくうっ けすおかけくっくうえ ゃ しけちうぇかぬくけき う こしうたけかけゅうつっしおけき いょけさけゃぬっз ぇ すぇおあっ さぇいゃうすうう けぉせつぇのとうたしはз 
ゃけしこうすぇくくうおけゃ; 

- せつぇしすうっ ゃ おけきこかっおしくけえ こしうたけかけゅけ-こっょぇゅけゅうつっしおけえ ねおしこっさすういっ こさけそっししうけくぇかぬくけえ ょっはすっかぬくけしすう しこっちうぇかうしすけゃ 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえз けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた こさけゅさぇきき う こさけっおすけゃз せつっぉくけ-きっすけょうつっしおうた こけしけぉうえз こさけゃけょうきけえ こけ 
うくうちうぇすうゃっ けさゅぇくけゃ せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうっき うかう けすょっかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえц 

- せつぇしすうっ しけゃきっしすくけ し けさゅぇくぇきう せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうっき う こっょぇゅけゅうつっしおうきう おけかかっおすうゃぇきう けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ 
ゃ こけょゅけすけゃおっ う しけいょぇくうう こしうたけかけゅけ-こっょぇゅけゅうつっしおうた せしかけゃうえ こさっっきしすゃっくくけしすう ゃ こさけちっししっ くっこさっさにゃくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうはц 

- しけょっえしすゃうっ さぇしこさけしすさぇくっくうの う ゃくっょさっくうの ゃ こさぇおすうおせ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ ょけしすうあっくうえ ゃ けぉかぇしすう けすっつっしすゃっくくけえ 
う いぇさせぉっあくけえ こしうたけかけゅううц 

- しけょっえしすゃうっ ゃ けぉっしこっつっくうう ょっはすっかぬくけしすう こっょぇゅけゅうつっしおうた さぇぉけすくうおけゃ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ くぇせつくけ-きっすけょうつっしおうきう 
きぇすっさうぇかぇきう う さぇいさぇぉけすおぇきう ゃ けぉかぇしすう こしうたけかけゅううй 

 

 

 

IIIйЫ¨[╂┿′╇╆┿『╇ぅЫ╃╄ぅ〈╄╊を′¨]〈╇Ы]╊〉╅╀｠ 

тй ‶っさゃうつくぇは こけきけとぬ せつぇしすくうおぇき けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ こさけちっししぇ ゃ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうはた ゃしった すうこけゃ けおぇいにゃぇっすしは 
こっょぇゅけゅけき - こしうたけかけゅけき гこっょぇゅけゅぇきう - こしうたけかけゅぇきうд うかう ゅさせここけえ しこっちうぇかうしすけゃ し っゅけ せつぇしすうっきй ]けしすぇゃ ゅさせここに しこっちうぇかうしすけゃ 
けこさっょっかはっすしは ちっかはきう う いぇょぇつぇきう おけくおさっすくけゅけ けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ せつさっあょっくうはй 

уй ]こっちうぇかういうさけゃぇくくぇは こけきけとぬ せつぇしすくうおぇき けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ こさけちっししぇз ぇ すぇおあっ しけょっえしすゃうっ ゃ こさけそっししうけくぇかぬくけえ 
ょっはすっかぬくけしすう こっょぇゅけゅけゃ - こしうたけかけゅけゃ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ ゃしった すうこけゃ けおぇいにゃぇっすしは せつさっあょっくうはきうз 
こさっょくぇいくぇつっくくにきう ょかは せゅかせぉかっくくけえ しこっちうぇかういうさけゃぇくくけえ こけきけとう ょっすはきз うきっのとうき こさけぉかっきに ゃ けぉせつっくううз さぇいゃうすうう う 
ゃけしこうすぇくううх けぉさぇいけゃぇすっかぬくにきう せつさっあょっくうはきう ょかは ょっすっえз くせあょぇのとうたしは ゃ こしうたけかけゅけ-こっょぇゅけゅうつっしおけえ う きっょうおけ-しけちうぇかぬくけえ 
こけきけとう う こしうたけかけゅけ-こっょぇゅけゅうつっしおうきう う きっょうおけ-こっょぇゅけゅうつっしおうきう おけきうししうはきうй 

фй ′ぇせつくけ-きっすけょうつっしおけっ けぉっしこっつっくうっ ょっはすっかぬくけしすう ]かせあぉに けしせとっしすゃかはっすしは くぇせつくにきう せつさっあょっくうはきうз こけょさぇいょっかっくうはきう 
ゃにしてうた せつっぉくにた いぇゃっょっくうえз せつっぉくけ-きっすけょうつっしおうきう おぇぉうくっすぇきう う ちっくすさぇきう けさゅぇくけゃ せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうっきз ぇ すぇおあっ 
くぇせつくにきう せつさっあょっくうはきう [けししうえしおけえ ぇおぇょっきうう けぉさぇいけゃぇくうはй 

 

 

 



IVйЫ¨]′¨╁′｠╄Ы′┿‶[┿╁╊╄′╇ぅЫ╃╄ぅ〈╄╊を′¨]〈╇Ы]╊〉╅╀｠ 

млй ╉ けしくけゃくにき くぇこさぇゃかっくうはき ょっはすっかぬくけしすう ]かせあぉに けすくけしはすしはх 

- こしうたけかけゅうつっしおけっ こさけしゃっとっくうっ - そけさきうさけゃぇくうっ せ けぉせつぇのとうたしはз ゃけしこうすぇくくうおけゃ う うた さけょうすっかっえ гいぇおけくくにた 
こさっょしすぇゃうすっかっえдз せ こっょぇゅけゅうつっしおうた さぇぉけすくうおけゃ う させおけゃけょうすっかっえ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ こけすさっぉくけしすう ゃ 
こしうたけかけゅうつっしおうた いくぇくうはたз あっかぇくうは うしこけかぬいけゃぇすぬ うた ゃ うくすっさっしぇた しけぉしすゃっくくけゅけ さぇいゃうすうはц しけいょぇくうっ せしかけゃうえ ょかは 
こけかくけちっくくけゅけ かうつくけしすくけゅけ さぇいゃうすうは う しぇきけけこさっょっかっくうは けぉせつぇのとうたしはз ゃけしこうすぇくくうおけゃ くぇ おぇあょけき ゃけいさぇしすくけき ねすぇこっз ぇ 
すぇおあっ ゃ しゃけっゃさっきっくくけき こさっょせこさっあょっくうう ゃけいきけあくにた くぇさせてっくうえ ゃ しすぇくけゃかっくうう かうつくけしすう う さぇいゃうすうう うくすっかかっおすぇц 

- こしうたけかけゅうつっしおぇは こさけそうかぇおすうおぇ - こさっょせこさっあょっくうっ ゃけいくうおくけゃっくうは はゃかっくうえ ょっいぇょぇこすぇちうう けぉせつぇのとうたしはз ゃけしこうすぇくくうおけゃ ゃ 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうはたз さぇいさぇぉけすおぇ おけくおさっすくにた さっおけきっくょぇちうえ こっょぇゅけゅうつっしおうき さぇぉけすくうおぇきз さけょうすっかはき гいぇおけくくにき 
こさっょしすぇゃうすっかはきд こけ けおぇいぇくうの こけきけとう ゃ ゃけこさけしぇた ゃけしこうすぇくうはз けぉせつっくうは う さぇいゃうすうはц 

- こしうたけかけゅうつっしおぇは ょうぇゅくけしすうおぇ - せゅかせぉかっくくけっ こしうたけかけゅけ-こっょぇゅけゅうつっしおけっ ういせつっくうっ けぉせつぇのとうたしはз ゃけしこうすぇくくうおけゃ くぇ 
こさけすはあっくうう ゃしっゅけ こっさうけょぇ けぉせつっくうはз けこさっょっかっくうっ うくょうゃうょせぇかぬくにた けしけぉっくくけしすっえ う しおかけくくけしすっえ かうつくけしすうз っっ 
こけすっくちうぇかぬくにた ゃけいきけあくけしすっえ ゃ こさけちっししっ けぉせつっくうは う ゃけしこうすぇくうはз ゃ こさけそっししうけくぇかぬくけき しぇきけけこさっょっかっくううз ぇ すぇおあっ 
ゃにはゃかっくうっ こさうつうく う きったぇくういきけゃ くぇさせてっくうえ ゃ けぉせつっくううз さぇいゃうすううз しけちうぇかぬくけえ ぇょぇこすぇちううй ‶しうたけかけゅうつっしおぇは ょうぇゅくけしすうおぇ 
こさけゃけょうすしは しこっちうぇかうしすぇきう おぇお うくょうゃうょせぇかぬくけз すぇお う し ゅさせここぇきう けぉせつぇのとうたしはз ゃけしこうすぇくくうおけゃ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
せつさっあょっくうえц 

- こしうたけかけゅうつっしおぇは おけささっおちうは - ぇおすうゃくけっ ゃけいょっえしすゃうっ くぇ こさけちっしし そけさきうさけゃぇくうは かうつくけしすう ゃ ょっすしおけき ゃけいさぇしすっ う しけたさぇくっくうっ 
っっ うくょうゃうょせぇかぬくけしすうз けしせとっしすゃかはっきけっ くぇ けしくけゃっ しけゃきっしすくけえ ょっはすっかぬくけしすう こっょぇゅけゅけゃ - こしうたけかけゅけゃз ょっそっおすけかけゅけゃз 
かけゅけこっょけゃз ゃさぇつっえз しけちうぇかぬくにた こっょぇゅけゅけゃ う ょさせゅうた しこっちうぇかうしすけゃц 

- おけくしせかぬすぇすうゃくぇは ょっはすっかぬくけしすぬ - けおぇいぇくうっ こけきけとう けぉせつぇのとうきしはз ゃけしこうすぇくくうおぇきз うた さけょうすっかはき гいぇおけくくにき 
こさっょしすぇゃうすっかはきдз こっょぇゅけゅうつっしおうき さぇぉけすくうおぇき う ょさせゅうき せつぇしすくうおぇき けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ こさけちっししぇ ゃ ゃけこさけしぇた さぇいゃうすうはз 
ゃけしこうすぇくうは う けぉせつっくうは こけしさっょしすゃけき こしうたけかけゅうつっしおけゅけ おけくしせかぬすうさけゃぇくうはй 

 

 

 

VйЫ¨╀╄]‶╄』╄′╇╄Ы╃╄ぅ〈╄╊を′¨]〈╇Ы]╊〉╅╀｠ 

ммй ╃っはすっかぬくけしすぬ ]かせあぉに けぉっしこっつうゃぇっすしは けさゅぇくぇきう せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうっきз ゃ ゃっょっくうう おけすけさにた くぇたけょはすしは 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにっ せつさっあょっくうはй 

мнй ╉けけさょうくぇちうは ょっはすっかぬくけしすう ]かせあぉに けしせとっしすゃかはっすしは しけけすゃっすしすゃせのとうき しすさせおすせさくにき こけょさぇいょっかっくうっき ╋うくけぉさぇいけゃぇくうは 
[けししううй 

мой ]かせあぉぇ さぇぉけすぇっす ゃ すっしくけき おけくすぇおすっ し せつさっあょっくうはきう う けさゅぇくういぇちうはきう [けししうえしおけえ ぇおぇょっきうう けぉさぇいけゃぇくうはз 
いょさぇゃけけたさぇくっくうはз けさゅぇくぇきう けこっおう う こけこっつうすっかぬしすゃぇз けさゅぇくぇきう ゃくせすさっくくうた ょっか う こさけおせさぇすせさにз けぉとっしすゃっくくにきう 
けさゅぇくういぇちうはきうз けおぇいにゃぇのとうきう けぉさぇいけゃぇすっかぬくにき せつさっあょっくうはき こけきけとぬ ゃ ゃけしこうすぇくうう う さぇいゃうすうう けぉせつぇのとうたしはз 
ゃけしこうすぇくくうおけゃй 

 


