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‒‒かかつつててけけううああししへへ  ««╆╆そそししへへののああみみ  たたかかちちかかすすかかせせああ»»  --  22001155  

23 そさてみいちみХзеж5 えそおあХつそつてそみしつみ なかつてけうあしへХ«╆そしへのあみХたかちかすかせあ»гХ〉あХつとおХくちけてかしかこХいふしけХ
たちかおつてあうしかせふХ たそХ おうあХ せそすかちあХ そてХ さしあつつあгХ 《おけせХ せそすかちХ さそししかさてけうせふこбХ おちとえそこХ – 

けせおけうけおとあしへせふこгХ【かすあてけさあХうふつてとたしかせけこХ- つうそいそおせあみгХ 
[あさХ うつかえおあбХ なかつてけうあしへХ つてあしХ みちさけすХ つそいふてけかすХ うХ きけくせけХ のさそしふгХ ИせてかちかつせふかбХ

てあしあせてしけうふかХ うふつてとたしかせけみХ ちかいみてХ せかХ おあうあしけХ そてそちうあてへХ うくえしみおХ そてХ つぬかせふгХ 』ぬかせさけбХ たかつせけбХ
てあせぬふ… ╆ふしそХくおそちそうそ!Х〉そХつあすふすХたそてちみつあまはけすХつそいふてけかすХなかつてけうあしみХつてあしそХうふつてとたしかせけかХжж 

けХм╅ХさしあつつそうгХИに てかあてちХてかせかこХせかХそつてあうけしХちあうせそおとのせふすХせけさそえそгХ〈そしそおぬふ! 
╋まちけХちあつたちかおかしけしそХすかつてあХつしかおとまはけすХそいちあくそすп 

1 すかつてそ – 7 ╅ け 11 さしあつつふб 
з すかつてそ – л╆ け о╆ さしあつつふб 
и すかつてそ – к╅ け н╅ さしあつつふг 

》そいかおけてかしけХ たそしとねけしけХ うХ たそおあちそさХ つしあおさけかХ たちけくふг 《えちそすせそかХ つたあつけいそХ うつかすХ とねあつてせけさあすХ
くあХおそつてあうしかせせとまХちあおそつてへбХあХちそおけてかしみすХ– くあХたそすそはへХうХたそおえそてそうさかХさそつてますそう! 
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【とちけくす – ほてそ 
たそしかくせそ け 
けせてかちかつせそ! 

つг 3 

′せあさそすへてかつへ! 
〉あのけ  

とねけてかしみ! 
 

つг 2 

‒かつてけうあしへ 
«╆そしへのあみ 

たかちかすかせさあ» - 
2015  

つг 1 
 



  

′′せせああささそそすすへへててかかつつへへ!!  〉〉ああののけけ  ととねねけけててかかししみみ!!  

  
 

     〈ふХ たちそおそしきあかすХ くせあさそすけてへХ ╇あつХ つХ
とねけてかしみすけХ せあのかこХ のさそしふгХ ╇Х ほてそすХ せそすかちかХ
すふХたといしけさとかすХけせてかちうへまХすそしそおそえそХとねけてかしみХ
ちとつつさそえそХ みくふさあ – 〈あうしかにあせそうそこХ Эしへうけちふ 

【あにけちそうせふгХ 《せあХ みうしみかてつみХ さしあつつせふすХ
ちとさそうそおけてかしかすХлХ«╅»ХさしあつつあгХ 

 

- Эしへうけちあ Тあхけちそうせあб つあすふこ たかちうふこ 
うそたちそつб さそてそちふこ たちけхそおけて う えそしそうと - 

たそねかすと Вふ ちかのけしけ つてあてへ とねけてかしかす? 

 

- ぢëÜâñïïó　 Üôóöñ¿　 – ~öÜ Öñ öÜ¿á¡Ü äëÜâñïïó　, 
ÖÜ ó Üßëí£ ¢ó£Öó  Öñ öÜ¿á¡Ü ÜÑÖÜÇÜ  ôñ¿Üçñ¡í 
(ïí½ÜÇÜ Üôóöñ¿　), ÖÜ ó çïñú ññ ïñ½áó. é 
äëÜÑÜ¿¢íöñ¿áÖóîí Üôóöñ¿áï¡Üú ÑóÖíïöóó. 
ぢëóôñ½, ññ ¡ÜëÖó ÜêÜÑ　ö Ñí¿ñ¡Ü Öí Öíôí¿Ü 
äëÜü¿ÜÇÜ çñ¡í. どñö　 ½Üñú ßíßÜü¡ó ß▲¿í 
Üôóöñ¿ñ½ Öíôí¿áÖ▲ê ¡¿íïïÜç. ぎñ ÑÜôá げÜ　 
ぱñÑÜëÜçÖí – Üôóöñ¿á ëÜïï¡ÜÇÜ 　£▲¡í ó 
¿óöñëíöÜë▲. だÖó ¢ó¿ó ó ëíßÜöí¿ó ç 
ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú Üß¿íïöó. 

 

   ぜÜ　 ½í½í ゎí¿óÖí А¿ñ¡ïíÖÑëÜçÖí öí¡¢ñ  
Üôóöñ¿á. ばôóöñ¿á óïöÜëóó. づíßÜöíñö ç 
ゑóôÜÇï¡Ü½ ½ÖÜÇÜäëÜâó¿áÖÜ½ ¡Ü¿¿ñÑ¢ñ.  ぜÜ　  
ÑçÜ0ëÜÑÖí　 ïñïöëí ぎ¿ñÖí öÜ¢ñ Üôóöñ¿á. ばôóöñ¿á 
ëÜïï¡ÜÇÜ  　£▲¡í. ぜÖÜÇÜñ ó£ ëíßÜö▲ Üôóöñ¿　 　 
çóÑñ¿í ï ½í¿▲ê ¿ñö. 

- А つさそしへさそ Вふ ときか ちあいそてあかてか う 
のさそしか? 

- 【そしへさそХたかちうふこХえそおг 
- Пそねかすと うふいちあしけ ほてそて たちかおすかて 

- АçöÜëóöñö ôñ¿Üçñ¡í, ÜïÖÜçíÖÖ▲ú Öí ÑÜßëÜöñ, 
ç£íó½ÜäÜÖó½íÖóó, ç£íó½ÜäÜ½Üàó, ÑÜüñçÖÜïöó  
ó äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜïöó 　 óïä▲ö▲çí¿í Öñ öÜ¿á¡Ü ç 
ïñ½áñ. ず0ßó½▲½ Üôóöñ¿ñ½ Ñ¿　 ½ñÖ　 ß▲¿í 
でíçóÖí АÖÖí ゑ¿íÑó½óëÜçÖí – Üôóöñ¿á ëÜïï¡ÜÇÜ 
　£▲¡í ó ¿óöñëíöÜë▲. ゑÜÜßàñ 　 ïôóöí0 ïí½▲ñ 
¡ëíïóç▲ñ Üôóöñ¿　 - ~öÜ Üôóöñ¿　 ëÜïï¡ÜÇÜ 　£▲¡í 
ó ¿óöñëíöÜë▲. ぢÜ~öÜ½Ü ç▲ßÜë Ñ¿　 ½ñÖ　 Ü¢ñ 
äëñÑÜäëñÑñ¿ñÖ. ぞñ ï¡ëÜ0, ç ïöÜÑñÖôñï¡óñ ÇÜÑ▲ 
äëóêÜÑó¿Üïá ëíïï½íöëóçíöá ó ÑëÜÇóñ çíëóíÖö▲ 
ïäñîóí¿áÖÜïöñú. ぞÜ öÜ, ôöÜ ß▲¿Ü £í¿Ü¢ñÖÜ 
Ç¿ÜßÜ¡Ü ç Ññöïöçñ ïñ½áñú, äÜÑÑñë¢íÖÜ ó ëí£çóöÜ 
ü¡Ü¿Üú, ïÑñ¿í¿ó ïçÜñ Ññ¿Ü. é – Üôóöñ¿á! 

- Вあのか たかちうそか яちさそか うたかねあてしかせけか う 
ほてそす えそおとг  
- ぞíôí¿Ü ばôñßÖÜÇÜ ゎÜÑí. がñÖá ばôóöñ¿　. ЭöÜ Öñ 
öÜ¿á¡Ü ¡ëíïÖ▲ñ Ñíö▲ ç ¡í¿ñÖÑíëñ. ЭöÜ ïñ½ñúÖ▲ñ 
öëíÑóîóó, ¡ ¡ÜöÜë▲½ ½▲ ÜöÖÜïó½ï　 ÜïÜßÜ. ゑ ~öó 
ÑÖó ½▲ çïñ ïöíëíñ½ï　 ß▲öá ç½ñïöñ, äÜ£Ñëíçóöá 
ÑëÜÇ ÑëÜÇí. ぜ▲ çïäÜ½óÖíñ½ äëÜü¿Üñ, í ÜÖÜ 
ïç　£íÖÜ ïÜ ü¡Ü¿Üú. ご ~öÜ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜ. 

 

¨せてかちうへまかち 〈かくかしかうあ 
Еさあてかちけせあ 
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【【ととちちけけくくすす  ––  ほほててそそ  たたそそししかかくくせせそそ  けけ  けけせせててかかちちかかつつせせそそ!!  
  

╇そてХ ときか てちかてけこХ えそおХ たそおちみおХ м╅Х さしあつつХ ちかえとしみちせそХ にそおけてХ うХ たそにそおふгХ 』そХ Х つうそけすХ さしあつつせふすХ
ちとさそうそおけてかしかすХっせそこХ〉けさそしあかうせそこХちかいみてあХほてそこХそつかせへま つそうかちのけしけХつうそこХねかてうかちてふこХたそにそおгХ╇つかХ
さあさХ とХ せあつてそみはけにХ てとちけつてそうпХ さそてかしさけбХ さそつてかちбХ たかちかたちあうあггХ ╇Х ほてそすХ えそおとХ つかすけさしあのさけХ たちけせみしけХ
とねあつてけかХうХそいしあつてせそすХてとちつしかてかХせあХいかちかえとХちかさけХ】にてそにすふгХХЭてそХいふしそХすあつのてあいせそかХすかちそたちけみてけかХつХ
てとちけつてあすけХ つそХ うつかえそХ ちかえけそせあгХ 『かいみてあХ たそおちときけしけつへХ つХ жжХ さしあつつそすХ лиХ のさそしふбХ さそてそちふかХ ときかХ
のかつてそこХえそおХ ХとねあつてうとまてбХあХうХほてそすХえそおとХおあきかХつてあしけХ たそいかおけてかしみすけХつそちかうせそうあせけこгХ 〉そХせあのけХせかХ
そてつてあうあしけгХ ╇けさてそちХ 』とちそうけぬさけこХ そてうあきせそХ つたとつてけしつみХ おましへなかちそすХ つХ すそつてあ!Х 〈そしそおかぬ! ╇Х
つしかおとまはかすХえそおとХм╅ХせあつてちそかせХときかХせあХおうとにおせかうせふこХたそにそおХつХせそねかうさそこХうХたあしあてさあにгХ  

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〉〉そそううそそつつててけけ  うう  つつななかかちちかか  そそいいちちああくくそそううああせせけけみみ::  

《いひみうしかせ たかちかねかせへ кее しとねのけに 
のさそし つてちあせふ 

〈そつさそうつさけこХ ぬかせてちХ せかたちかちふうせそえそХ
すあてかすあてけねかつさそえそХ そいちあくそうあせけみХ たちけХ
けせなそちすあぬけそせせそこХ たそおおかちきさかХ たちそかさてあХ
«』そぬけあしへせふこХ せあうけえあてそち»Х 〈И╅Х «『そつつけみХ
つかえそおせみ»Х けХ «】ねけてかしへつさそこХ えあくかてふ»Х たちけХ
つそおかこつてうけけХ〈けせけつてかちつてうあХそいちあくそうあせけみХけХせあとさけХ
『‒Х たそおえそてそうけしХ たかちかねかせへХ кееХ しとねのけにХ のさそしХ
『そつつけけ-2015. 

》ちかおつてあうしかせせふかХ うХ つたけつさかХ のさそしふХ
たちそおかすそせつてちけちそうあしけХうふつそさけかХそいちあくそうあてかしへせふかХ
ちかくとしへてあてふХうХзежй-зежкХとねかいせそすХえそおとХつそえしあつせそХ
そつせそうせそすとХ えそつとおあちつてうかせせそすとХ ほさくあすかせとХ (《╈Э)Х
おしみХ うふたとつさせけさそうХ о-えそХ さしあつつあХ けХ けてそえあすХ
そしけすたけあおгХ ╇Х てちそこさとХ しけおかちそうХ うХ 【そた-зкХ うそのしけХ
たちかくけおかせてつさけこХ なけくけさそ-すあてかすあてけねかつさけこХ しけぬかこХ
№зиоХ 』あせさて-》かてかちいとちえあбХ 『かつたといしけさあせつさけこХ
しけぬかこХ おしみХ そおあちかせせふにХ おかてかこХ うХ 』あちあせつさかХ
(〈そちおそうけみ)Х けХ すそつさそうつさけこХ ぬかせてちХ そいちあくそうあせけみХ
№кмХ «》みてへおかつみてХ つかおへすあみХ のさそしあ»г 
》そХ さそしけねかつてうとХ のさそしХ そてХ ちかえけそせそうХ うХ 【そた-500 

しけおけちとまてХ 〈そつさうあХ けХ 』あせさて-》かてかちいとちえбХ
【あてあちつてあせбХ ぁかしみいけせつさあみХ けХ 〈そつさそうつさあみХ
そいしあつてけгХ 【あさきかХ うХ つたけつさかХ «]とねのけかХ のさそしふХ
『そつつけけ»Х зежкХ えそおあХ たちかおつてあうしかせふХ のさそしふХ
[ちふすあХけХ』かうあつてそたそしみг  

『かたかてけぬけみ ほさくあすかせあ たそ 
さけてあこつさそすと みくふさと たちそこおかて う 1м 

ちかえけそせあに 

«ИくとねかせけかХ ちとつつさそえそХ みくふさあХ うХ [けてあかХ けХ
さけてあこつさそえそХ うХ せあのかこХ つてちあせかХ つたそつそいつてうとかてХ
ちあくうけてけまХ つそてちとおせけねかつてうあХ すかきおとХ せあのけすけХ
えそつとおあちつてうあすけХ うХ ちあくしけねせふにХ そてちあつしみにпХ そてХ
さとしへてとちふХ おそХ ほさそせそすけさけгХ ╇つかХ いそしへのかХ
ちそつつけこつさけにХ のさそしХつかえそおせみХ そいとねあまてХ さけてあこつさそすとХ
みくふさと»бХ - そてすかてけしХ くあすかつてけてかしへ ちとさそうそおけてかしみХ
『そつそいちせあおくそちあХ ╅せくそちХ 〈とくあかうг 
╉しみХ たそおえそてそうさけХ さХ つおあねかХ ╈И╅Х たそХ ほてそこХ
おけつぬけたしけせかХ ときかХ たちそうかおかせあХ つかちへかくせあみХ ちあいそてあгХ
╇Х ねあつてせそつてけбХ ちあくちあいそてあせあХ さそせぬかたぬけみХ けてそえそうそこХ
あててかつてあぬけけгХ ЭさくあすかせХ いとおかてХ つそつてそみてへХ けくХ
たけつへすかせせそこХ けХ とつてせそこХ ねあつてかこгХ 》そХ つしそうあすХ

╅せくそちあХ 〈とくあかうあбХ ううかおかせけかХ えそつほさくあすかせそうХ たそХ
さけてあこつさそすとХみくふさとХうХのてあてせふこХちかきけすХうそくすそきせそХ
しけのへХ てそえおあбХ さそえおあХ いとおとてХ たちそちあいそてあせふХ うつかХ
せまあせつふпХ «》ちかおつてそけてХ そつせそうあてかしへせそХ
たそおえそてそうけてへつみпХ たちそうかつてけХ そいつときおかせけかХ つХ
たちそなかつつけそせあしへせふすХつそそいはかつてうそすХけХほさつたかちてあすけбХ
うХ てそすХ ねけつしかХ けくХ [〉『бХ そいとねあまはけかХ つかすけせあちふбХ
たちそちあいそてあてへХ せそちすあてけうせそ-たちあうそうふかХ うそたちそつふ»г 
』かこねあつХさけてあこつさけこХみくふさХけくとねあかてつみХうХлеХのさそしあにХ
жмХ ちかえけそせそうбХ うさしまねあみХ 〈そつさうとХ けХ 〈そつさそうつさとまХ
そいしあつてへгХ ╇Х н-11-にХ さしあつつあにХ けすХ くあせけすあまてつみХ йбиХ
てふつみねけХ おかてかこгХ 》ちけХ ほてそすХ うХ いそしへのけせつてうかХ のさそしХ
そいとねかせけかХ けおかてХ たそХ そつせそうせふすХ そいちあくそうあてかしへせふすХ
たちそえちあすすあすбХ あХ そぬかせさあХ たそХ さけてあこつさそすとХ
うふつてあうしみかてつみХうХあててかつてあてг 

‒かおかちあしへせあみХつしときいあХ たそХ せあおくそちとХ うХ つなかちかХ
そいちあくそうあせけみХ けХ せあとさけХ たちそうかしあХ つかすけせあちХ たそХ
たそおえそてそうさかХ さХ あたちそいあぬけけХ えそつとおあちつてうかせせそこХ
けてそえそうそこХ あててかつてあぬけけХ たそХ さけてあこつさそすとХ みくふさとгХ зеХ
そさてみいちみХ うХ せかこХ たちけすとてХ とねあつてけかХ そさそしそХ てちかにХ
てふつみねХのさそしへせけさそうХうХжмХちかえけそせあにХつてちあせふ 

 

╇かちせけてか あつてちそせそすけま 

╇Х 『そつつけけХ つそいちあしけХ ときかХ いそしかかХ жеХ てふつみねХ
たそおたけつかこХ くあХ うそくうちあはかせけかХ あつてちそせそすけけХ うХ
さそしへせとまХたちそえちあすすとг 

《いХ ほてそすХ きとちせあしけつてあすХ ちあつつさあくあしあХ ╅しけつあХ
》そせけさあちそうあбХ くあすかつてけてかしへХ たちかおつかおあてかしみХ
たちあうしかせけみХ すそしそおかきせそこХ すかきちかえけそせあしへせそこХ
そいはかつてうかせせそこХ そちえあせけくあぬけけХ «〈И『»гХ 》そХ かかХ
つしそうあすбХ ついそちХ たそおたけつかこХ たちそにそおけてХ せあХ うつかにХ
すかちそたちけみてけみにбХ たそつうみはかせせふにХ たそたとしみちけくあぬけけХ
さそつすそせあうてけさけбХ けХ たちそつてそХ せあХ としけぬかг 
«╇そたちそつХうそくうちあはかせけみХあつてちそせそすけけХうХのさそしとХときかХ
せかХちあくХたそおせけすあしつみХけХいとおかてХたそおせけすあてへつみХつせそうあХ
けХ つせそうあбХ たそさあХ せかХ いとおかてХ ちかのかせ»бХ - とうかちかせХ
そてうかてつてうかせせふこХ つかさちかてあちへХ そいはかつてうかせせそえそХ
そちえさそすけてかてあХ たそХ たちあくおせそうあせけまХ кк-しかてけみХ
たかちうそえそХ たそしかてあХ ねかしそうかさあХ うХ さそつすそつХ 〉けさそしあこХ
╉すけてちけかうгХ 》そХ かえそХ つしそうあすбХ たちそぬかつつХ ついそちあХ
たそおたけつかこХ いとおかてХ あさてけうけくけちそうあせХ うХ そつてあうのけかつみХ
せかつさそしへさそХ すかつみぬかうХ おそХ кк-しかてけみХ たそしかてあХ
╈あえあちけせあгХ «╇そくうちあはかせけかХ あつてちそせそすけけХ つてあせかてХ
にそちそのけすХ あさぬかせてそすХ まいけしかこせそえそХ えそおあ»бХ - 

たそしあえあかてХそせг 
 

 〉〉ああおお  せせそそすすかかちちそそすす  ちちああいいそそててああししけけ::  

╈しあうせふこ ちかおあさてそちп [となてふちかうあХっせあ 

Кそちちかつたかせおかせてふп [そちそしかうあ 》そしけせあ, 〈けにあこしそうあ [つかせけみ, 〈あしへさそうあ ╅ちけせあ, 

[とさとのさけせあ ╊さあてかちけせあ, ｠あいけいとししけせあ ╊しけくあうかてあ, 〈かくかしかうあ ╊さあてかちけせあ, 《つけせあ 〈あちけみ 


