
‶さぇゃけゃけっ ゃけしこうすぇくうっ 
╋ぇすっさうぇか ょかは さけょうすっかっえ こけ こさぇゃけゃけきせ ゃけしこうすぇくうの ょっすっえ 
╅っしすけおけっ けぉさぇとっくうっ し ょっすぬきうх つすけ ねすけ すぇおけっъ 
Жっしすけおけっ けぉさぇとっくうっ し ょっすぬきう – ねすけ くっ すけかぬおけ こけぉけうз くぇくっしっくうっ さぇくз しっおしせぇかぬくにっ 

ょけきけゅぇすっかぬしすゃぇ う ょさせゅうっ しこけしけぉにз おけすけさにきう ゃいさけしかにっ かのょう おぇかっつぇす さっぉёくおぇй Эすけ せくうあっくうっз 
ういょっゃぇすっかぬしすゃぇз さぇいかうつくにっ そけさきに こさっくっぉさっあっくうはз おけすけさにっ さぇくはす ょっすしおせの ょせてせй 

‶さっくっぉさっあっくうっ きけあっす ゃにさぇあぇすぬしは ゃ すけきз つすけ さけょうすっかう くっ けぉっしこっつうゃぇのす さっぉёくおぇ くっけぉたけょうきにき 
おけかうつっしすゃけき こうとうз けょっあょにз しくぇз ゅうゅうっくうつっしおけゅけ せたけょぇй Кさけきっ すけゅけз こさっくっぉさっあっくうっ こさけはゃかはっすしは 
ゃ くっょけしすぇすおっ しけ しすけさけくに さけょうすっかっえ せゃぇあっくうはз ゃくうきぇくうはз かぇしおうз すっこかぇй 

Жっしすけおけっ けぉさぇとっくうっ し ょっすぬきう гくっしけゃっさてっくくけかっすくうきう ゅさぇあょぇくぇきうз けす さけあょっくうは ょけ му かっすд 
ゃおかのつぇっす ゃ しっぉは かのぉせの そけさきせ こかけたけゅけ けぉさぇとっくうはз ょけこせしおぇっきけゅけ さけょうすっかはきう гょさせゅうきう つかっくぇきう 
しっきぬうдз けこっおせくぇきうз こけこっつうすっかはきうз こっょぇゅけゅぇきうз ゃけしこうすぇすっかはきうз こさっょしすぇゃうすっかはきう けさゅぇくけゃ 
こさぇゃけこけさはょおぇй 

』っすにさっ けしくけゃくにっ そけさきに あっしすけおけゅけ けぉさぇщっくうは し ょっすぬきうх 
 《ういうつっしおけっ くぇしうかうっ – こさっょくぇきっさっくくけっ くぇくっしっくうっ そういうつっしおうた こけゃさっあょっくうえй 
 ]っおしせぇかぬくけっ くぇしうかうっ гうかう さぇいゃさぇとっくうっд и ゃけゃかっつっくうっ さっぉёくおぇ し っゅけ しけゅかぇしうは う ぉっい 

すぇおけゅけ ゃ しっおしせぇかぬくにっ ょっえしすゃうは しけ ゃいさけしかにきう し ちっかぬの こけかせつっくうは こけしかっょくうきう 
せょけゃかっすゃけさっくうは うかう ゃにゅけょにй 

 ‶しうたうつっしおけっ гねきけちうけくぇかぬくけっд くぇしうかうっ и こっさうけょうつっしおけっз ょかうすっかぬくけっ うかう こけしすけはくくけっ 
こしうたうつっしおけっ ゃけいょっえしすゃうっ くぇ さっぉёくおぇз すけさきけいはとっっ さぇいゃうすうっ かうつくけしすう う こさうゃけょはとっっ お 
そけさきうさけゃぇくうの こぇすけかけゅうつっしおうた つっさす たぇさぇおすっさぇй 

К こしうたうつっしおけえ そけさきっ くぇしうかうは けすくけしはすしはх 
o けすおさにすけっ くっこさうはすうっ う こけしすけはくくぇは おさうすうおぇ さっぉёくおぇ 
o せゅさけいに ゃ ぇょさっし さっぉёくおぇ ゃ しかけゃっしくけえ そけさきっ 
o いぇきっつぇくうはз ゃにしおぇいぇくくにっ ゃ けしおけさぉうすっかぬくけえ そけさきっз せくうあぇのとうっ ょけしすけうくしすゃけ 

さっぉёくおぇ 
o こさっょくぇきっさっくくぇは そういうつっしおぇは うかう しけちうぇかぬくぇは ういけかはちうは さっぉёくおぇ 
o かけあぬ う くっゃにこけかくっくうっ ゃいさけしかにきう しゃけうた けぉっとぇくうえ 
o けょくけおさぇすくけっ ゅさせぉけっ こしうたうつっしおけっ ゃけいょっえしすゃうっз ゃにいにゃぇのとっっ せ さっぉёくおぇ 

こしうたうつっしおせの すさぇゃきせй 
 ‶さっくっぉさっあっくうっ くせあょぇきう さっぉёくおぇ – ねすけ けすしせすしすゃうっ ねかっきっくすぇさくけえ いぇぉけすに け さっぉёくおっз ゃ 

さっいせかぬすぇすっ つっゅけ くぇさせてぇっすしは っゅけ ねきけちうけくぇかぬくけっ しけしすけはくうっ う こけはゃかはっすしは せゅさけいぇ っゅけ 
いょけさけゃぬの うかう さぇいゃうすうのй 

К こさっくっぉさっあっくうの ねかっきっくすぇさくにきう くせあょぇきう さっぉёくおぇ けすくけしはすしはх 
o けすしせすしすゃうっ ぇょっおゃぇすくにた ゃけいさぇしすせ う こけすさっぉくけしすはき さっぉёくおぇ こうすぇくうはз けょっあょにз あうかぬはз 

けぉさぇいけゃぇくうはз きっょうちうくしおけえ こけきけとう 
o けすしせすしすゃうっ ょけかあくけゅけ ゃくうきぇくうは う いぇぉけすにз ゃ さっいせかぬすぇすっ つっゅけ さっぉёくけお きけあっす しすぇすぬ 

あっさすゃけえ くっしつぇしすくけゅけ しかせつぇは 
Зぇщうすぇ こさぇゃ う ょけしすけうくしすゃ さっぉёくおぇ ゃ いぇおけくけょぇすっかぬくにた ぇおすぇた 
Кけくゃっくちうは ¨¨′ け こさぇゃぇた さっぉёくおぇ ょぇёす けこさっょっかっくうっ こけくはすうは «あっしすけおけっ けぉさぇとっくうっ» う 

けこさっょっかはっす きっさに いぇとうすに гしすймфдз ぇ すぇおあっ せしすぇくぇゃかうゃぇっすх 
 けぉっしこっつっくうっ ゃ きぇおしうきぇかぬくけ ゃけいきけあくけえ しすっこっくう いょけさけゃけゅけ さぇいゃうすうは かうつくけしすう гしすйсд 



 いぇとうすせ けす こさけういゃけかぬくけゅけ うかう くっいぇおけくくけゅけ ゃきってぇすっかぬしすゃぇ ゃ かうつくせの あういくぬ さっぉёくおぇз けす 
こけしはゅぇすっかぬしすゃ くぇ っゅけ つっしすぬ う さっこせすぇちうの гしすймсд 

 けぉっしこっつっくうっ きっさ こけ ぉけさぬぉっ し ぉけかっいくはきう う くっょけっょぇくうっき гしすйнпд 
 こさういくぇくうっ こさぇゃぇ おぇあょけゅけ さっぉёくおぇ くぇ せさけゃっくぬ あういくうз くっけぉたけょうきにえ ょかは そういうつっしおけゅけз 

せきしすゃっくくけゅけз ょせたけゃくけゅけз くさぇゃしすゃっくくけゅけ う しけちうぇかぬくけゅけ さぇいゃうすうは гしすйнтд 
 いぇとうすせ さっぉёくおぇ けす しっおしせぇかぬくけゅけ こけしはゅぇすっかぬしすゃぇ гしすйопд 
 いぇとうすせ さっぉёくおぇ けす ょさせゅうた そけさき あっしすけおけゅけ けぉさぇとっくうは гしすйотд 
 きっさに こけきけとう さっぉёくおせз はゃうゃてっきせしは あっさすゃけえ あっしすけおけゅけ けぉさぇとっくうは гしすйофд 

〉ゅけかけゃくにえ おけょっおし [《 こさっょせしきぇすさうゃぇっす けすゃっすしすゃっくくけしすぬх 
 いぇ しけゃっさてっくうっ そういうつっしおけゅけ う しっおしせぇかぬくけゅけ くぇしうかうはз ゃ すけき つうしかっ う ゃ けすくけてっくうう 

くっしけゃっさてっくくけかっすくうた гしすймлсимосд 
 いぇ こさっしすせこかっくうは こさけすうゃ しっきぬう う くっしけゃっさてっくくけかっすくうた гしすймрлимртд 

]っきっえくにえ おけょっおし [《 ゅぇさぇくすうさせっすх 
 こさぇゃけ さっぉёくおぇ くぇ せゃぇあっくうっ っゅけ つっかけゃっつっしおけゅけ ょけしすけうくしすゃぇ гしすйрпд 
 こさぇゃけ さっぉёくおぇ くぇ いぇとうすせ う けぉはいぇくくけしすう けさゅぇくぇ けこっおう う こけこっつうすっかぬしすゃぇ こさうくはすぬ きっさに こけ 

いぇとうすっ さっぉёくおぇ гしすйрсд 
 かうてっくうっ さけょうすっかぬしおうた こさぇゃ おぇお きっさせ いぇとうすに ょっすっえ けす あっしすけおけゅけ けぉさぇとっくうは し くうきう ゃ 

しっきぬっ гしすйсфд 
 くっきっょかっくくけっ けすけぉさぇくうっ さっぉёくおぇ こさう くっこけしさっょしすゃっくくけえ せゅさけいっ あういくう う いょけさけゃぬの гしすйттд 

╆ぇおけく [《 «¨ぉ けぉさぇいけゃぇくうう» せすゃっさあょぇっす こさぇゃけ ょっすっえз けぉせつぇのとうたしは ゃけ ゃしった  けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
せつさっあょっくうはたз くぇ せゃぇあっくうっ うた つっかけゃっつっしおけゅけ ょけしすけうくしすゃぇ гしすйрд う こさっょせしきぇすさうゃぇっす 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくけっ くぇおぇいぇくうっ こっょぇゅけゅうつっしおうた さぇぉけすくうおけゃ いぇ ょけこせとっくくけっ そういうつっしおけっ うかう 
こしうたうつっしおけっ くぇしうかうっ くぇょ かうつくけしすぬの さっぉёくおぇ гしすйрсд 

』っすにさっ いぇこけゃっょう きせょさけゅけ さけょうすっかは 
[っぉёくおぇ くせあくけ くっ こさけしすけ かのぉうすぬз ねすけゅけ きぇかけй ╄ゅけ くせあくけ せゃぇあぇすぬ う ゃうょっすぬ ゃ くёき かうつくけしすぬй ′っ 

いぇぉにゃぇえすっ すぇおあっ け すけきз つすけ ゃけしこうすぇくうっ – こさけちっしし «ょけかゅけうゅさぇのとうえ»з きゅくけゃっくくにた さっいせかぬすぇすけゃ 
あょぇすぬ くっ こさうたけょうすしはй ╄しかう きぇかにて くっ けこさぇゃょにゃぇっす ゃぇてうた けあうょぇくうえз くっ おうこはすうすっしぬй ]こけおけえくけ 
こけょせきぇえすっз つすけ ゃに きけあっすっ しょっかぇすぬз つすけぉに しうすせぇちうは しけ ゃさっきっくっき ういきっくうかぇしぬй 

мй Нっ こにすぇえすっしぬ しょっかぇすぬ うい さっぉёくおぇ しぇきけゅけиしぇきけゅけй 
〈ぇお くっ ぉにゃぇっすз つすけぉに つっかけゃっお けょうくぇおけゃけ たけさけてけ ゃしё いくぇか う せきっかй ╃ぇあっ しぇきにっ ゃいさけしかにっ う 

きせょさにっ くぇ ねすけ くっ しこけしけぉくにй ′うおけゅょぇ くっ ゅけゃけさうすっх «╁けす ╋ぇてぇ ゃ п ゅけょぇ せあっ つうすぇっすз ぇ すにъ!» うかう «ぅ 
ゃ すゃけう ゅけょに くぇ すせさくうおっ нл さぇい けすあうきぇかしはз ぇ すに – すのそはお すのそはおけき»й ╆ぇすけ ゃぇて ╁ぇしは おかっうす 
ぉせきぇあくにっ おけさぇぉかうおうз «しっつёす» ゃ おけきこぬのすっさっй ′ぇゃっさくはおぇ くぇえょёすしは たけすぬ けょくけ ょっかけз し おけすけさにき けく 
しこさぇゃかはっすしは かせつてっ ょさせゅうたй 〈ぇお こけたゃぇかうすっ っゅけ いぇ すけз つすけ けく いくぇっす う せきっっすз う くうおけゅょぇ くっ させゅぇえすっ 
いぇ すけз つすけ せきっのす ょさせゅうっ! 

нй Нっ しさぇゃくうゃぇえすっ ゃしかせた さっぉёくおぇ し ょさせゅうきう ょっすぬきうй 
╁けしこさうくうきぇえすっ さぇししおぇい けぉ せしこったぇた つせあうた ょっすっえ こさけしすけ おぇお うくそけさきぇちうのй ╁っょぬ ゃぇし しぇきうた 

しけけぉとっくうっ け すけきз つすけ こさっいうょっくす 〉ゅぇくょに гゃぇて さけゃっしくうおз きっあょせ こさけつうきд くぇゅさぇあょёく けつっさっょくにき 
けさょっくけきз くっ こっさっこけかくはっす しすにょけき う けぉうょけえъ ╄しかう さぇいゅけゃけさ け すけきз つすけ «╋うてっくぬおぇ うい н こけょなっいょぇ 
くっこさっゃいけえょёくくけ うゅさぇっす くぇ しおさうこけつおっ»з こさけうしたけょうす ゃ こさうしせすしすゃうう ゃぇてっゅけ さっぉёくおぇз ぇ ゃ けすゃっす 
こけたゃぇかうすぬしは くっつっき – かせつてっ ゃしё さぇゃくけ つすけиくうぉせょぬ しおぇあうすっй 

ой Пっさっしすぇくぬすっ てぇくすぇあうさけゃぇすぬй 
′ぇゃしっゅょぇ うしおかのつうすっ うい しゃけっゅけ しかけゃぇさは すぇおうっ そさぇいにх «╁けす は しすぇさぇかぇしぬз ぇ すに…»з «ぅ すっぉは 

さぇしすうかぇз ぇ すに…»й Эすけз せゃぇあぇっきにっ さけょうすっかうз くぇ はいにおっ 〉ゅけかけゃくけゅけ おけょっおしぇ くぇいにゃぇっすしは てぇくすぇあй 
]ぇきぇは くっしつぇしすくぇは うい ゃしった こけこにすけお せしすにょうすぬй ╇ しぇきぇは くっねそそっおすうゃくぇはй ′ぇ こけょけぉくにっ そさぇいに ффа 
ょっすっえ けすゃっつぇのすх «А は すっぉは さけあぇすぬ きっくは くっ こさけしうか!» 



пй Иいぉっゅぇえすっ しゃうょっすっかっえй 
╄しかう ょっえしすゃうすっかぬくけ ゃけいくうおぇっす しうすせぇちうはз ゃゃっさゅぇのとぇは ゃぇし ゃ おさぇしおせ гさっぉёくけお くぇたぇきうか しすぇさうおせз 

せしすさけうか うしすっさうおせ ゃ きぇゅぇいうくっдз くせあくけ すゃёさょけ う さってうすっかぬくけ せゃっしすう っゅけ し きっしすぇ こさけうしてっしすゃうはй 
』せゃしすゃけ しけぉしすゃっくくけゅけ ょけしすけうくしすゃぇ こさうしせとっ くっ すけかぬおけ ゃいさけしかにきз こけねすけきせ けつっくぬ ゃぇあくけз つすけぉに 
さぇいゅけゃけさ しけしすけはかしは ぉっい しゃうょっすっかっえй ‶けしかっ ねすけゅけ しこけおけえくけ けぉなはしくうすっ こけつっきせ すぇお ょっかぇすぬ くっかぬいはй 
╁けす すせす きぇかにてぇ こさういにゃぇすぬ お しすにょせ ゃこけかくっ せきっしすくけй 

╂かぇゃくけっ – くっ いぇぉにゃぇすぬз つすけ せ ゃしっゅけ ょけかあくぇ ぉにすぬ きっさぇй 
Сこけしけぉに けすおさにすぬ さっぉёくおせ しゃけの かのぉけゃぬ 
′っ しすさっきうすっしぬ お ゃうさすせけいくけきせ うしこけかくっくうの きぇすっさうくしおけえ さけかうй ╁ けぉとっくうう し さっぉёくおけき くっす う くっ 

きけあっす ぉにすぬ いぇこさっとёくくにた ねきけちうえз くけ こさう けょくけき せしかけゃううх けく くっ ょけかあっく しけきくっゃぇすぬしは ゃ 
ぉっいせしかけゃくけしすう ゃぇてっえ かのぉゃうй ╋ぇかにて ょけかあっく つせゃしすゃけゃぇすぬз つすけ ゃぇてっ くっょけゃけかぬしすゃけз さぇいょさぇあっくうっ 
うかう ゅくっゃ ゃにいゃぇくに っゅけ こけしすせこおけきз ぇ くっ うき しぇきうきй ╁ぇて さっぉёくけお くっ きけあっす ぉにすぬ こかけたうきз こけすけきせ つすけ 
けく さっぉёくけお う こけすけきせ つすけ けく ゃぇてй 

〈さう しこけしけぉぇ けすおさにすぬ さっぉёくおせ しゃけの かのぉけゃぬ 
мй ]かけゃけ 
′ぇいにゃぇえすっ さっぉёくおぇ かぇしおけゃにきう うきっくぇきうз こさうょせきにゃぇえすっ ょけきぇてくうっ こさけいゃうとぇз さぇししおぇいにゃぇえすっ 

しおぇいおうз こけえすっ おけかにぉっかぬくにっз う こせしすぬ ゃ ゃぇてっき ゅけかけしっ いゃせつうす くっあくけしすぬз くっあくけしすぬ う すけかぬおけ 
くっあくけしすぬй 

нй Пさうおけしくけゃっくうっй 
╇くけゅょぇ ょけしすぇすけつくけ ゃいはすぬ さっぉёくおぇ いぇ させおせз こけゅかぇょうすぬ こけ ゃけかけしぇきз こけちっかけゃぇすぬз つすけぉに けく 

こっさっしすぇか こかぇおぇすぬ う おぇこさういくうつぇすぬй А こけすけきせ おぇお きけあくけ ぉけかぬてっ かぇしおぇえすっ しゃけっゅけ さっぉёくおぇз くっ 
けぉさぇとぇは ゃくうきぇくうは くぇ しけゃっすに きくけゅけけこにすくにた さけょうすっかっえй ‶しうたけかけゅう こさうてかう お ゃにゃけょせз つすけ 
そういうつっしおうえ おけくすぇおす し きぇすっさぬの しすうきせかうさせっす そういうけかけゅうつっしおけっ う ねきけちうけくぇかぬくけっ さぇいゃうすうっ 
さっぉёくおぇй ‶っさっかぇしおぇすぬ っゅけз しつうすぇのす こしうたけかけゅうз くっゃけいきけあくけй 

ой Вいゅかはょй 
′っ さぇいゅけゃぇさうゃぇえすっ し さっぉёくおけきз しすけは お くっきせ しこうくけえ うかう ゃこけかけぉけさけすぇз くっ おさうつうすっ っきせ うい 

しけしっょくっえ おけきくぇすにй ‶けょけえょうすっз こけしきけすさうすっ っきせ ゃ ゅかぇいぇ う しおぇあうすっ すけз つすけ たけすうすっ 
 


