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Ｓぉｘぁがあｘぎうお Ｔｘく ぅｘ ｚすｙがぎ あｘかかがぁが きぎがあけえぐｘ AБГ. ｕぐがぐ きぎがあけえぐ ｙけあぃぐ
ｙぃぅけきぎぃさかが くぉけいうぐず Ｔｘお あがぉぁうぃ ぁがあす – ｚぃあず おす くがぅあｘぉう ぃぁが く きがおがしずぜ
うかかがｚｘごうがかかすこ ぐぃこかがぉがぁうぇ, えがぐがぎすぃ がｙぉぃぁさｘぐ Ｔｘざけ いうぅかず う くがぅあｘあけぐ
えｘさぃくぐｚｘ, えがぐがぎすぃ Ｔす かぃ かｘぇあぃぐぃ ｚ きぎうｚすさかすこ きぎうｙがぎｘこ. ｇがぐぎｘぐずぐぃ
かぃおかがぁが ｚぎぃおぃかう かｘ さぐぃかうぃ, さぐがｙす きがぉけさうぐず おｘえくうおｘぉずかけぜ きがぉずぅけ がぐ くｚがぃぇ
きがえけきえう.

ＲｂｉＷｉｉｋＲｈｓ Ｚ ｈＲｉｍｆＶｅｓＷ ｄＲｊＷｈＺＲｃｓ

Ｔ うかぐぃぎかぃぐ-おｘぁｘぅうかぃ AБГ Ｔす くおがいぃぐぃ かｘぇぐう ｚくぃ かぃがｙこがあうおがぃ あぉそ ぐがぁが,
さぐがｙす ｚくぃ ｚｘざう きぎうｙがぎす AБГ くｚぃぎえｘぉう さうくぐがぐがぇ う ぎｘあがｚｘぉう Ｔｘく
ｙぃぅがぐえｘぅかがぇ ぎｘｙがぐがぇ. ｇがおうおが せぐがぁが, ぅあぃくず Ｔす かｘぇあぃぐぃ ざうぎがえうぇ ｚすｙがぎ
ｘえくぃくくけｘぎがｚ, ぎｘぅぎｘｙがぐｘかかすこ う うぅぁがぐがｚぉぃかかすこ きが くｘおすお ｚすくがえうお
くぐｘかあｘぎぐｘお, えｘえうぃ ぐがぉずえが おがいかが きぎぃあくぐｘｚうぐず – がぐ きぎがげぃくくうがかｘぉずかがぇ
えけこがかかがぇ きがくけあす あが ぉがぐえがｚ あぉそ こぎｘかぃかうそ かがいぃぇ, がぐ あぃぎいｘぐぃぉぃぇ ｙけぐすぉがえ あが
おぃざえがｚ あぉそ あぃぉうえｘぐかがぁが ｙぃぉずそ…

ｇがくぃぐうぐぃ Ｚかぐぃぎかぃぐ-おｘぁｘぅうか きが ｘあぎぃくけ
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4 ｉｚぃあぃかうそ きが ぐぃこかうえぃ
ｙぃぅがきｘくかがくぐう

7 ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ
10 ｇぃぎｚがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ
11 Ｗいぃあかぃｚかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ
13 ｇがぉぃぅかすぃ くがｚぃぐす
14 ｋこがあ う がさうくぐえｘ
15 ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう ...
18 ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ
18 ｋくぐｘかがｚえｘ
22 Ｙｘｙがぐｘ がｙ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ

Ｔ あｘかかがお ぎけえがｚがあくぐｚぃ きが せえくきぉけｘぐｘごうう
うくきがぉずぅけぜぐくそ くぉぃあけぜしうぃ くうおｚがぉす:

Ｔｘいかｘそ うかげがぎおｘごうそ きが がｙぃくきぃさぃかうぜ
ぉうさかがぇ ｙぃぅがきｘくかがくぐう う きぎぃあがぐｚぎｘしぃかうぜ
きがｚぎぃいあぃかうぇ きぎうｙがぎｘ.

ｆｙしｘそ うかげがぎおｘごうそ う ぎぃえがおぃかあｘごうう

Ｚかげがぎおｘごうそ きが ぅｘしうぐぃ がえぎけいｘぜしぃぇ
くぎぃあす

ｇぎｘｚが かｘ うぅおぃかぃかうそ くがこぎｘかそぃぐくそ

ｉがあぃぎいｘかうぃ 3



 ｉＴＷＶＷｅＺｗ ｇｆ ｊＷｍｅＺｂＷ ＳＷＹｆｇＲｉｅｆｉｊＺ
Ｖぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ くがｙくぐｚぃかかがぇ ｙぃぅがきｘくかがくぐう う きぎｘｚうぉずかがぇ せえくきぉけｘぐｘごうう きぎうｙがぎｘ, きぃ‐
ぎぃあ ぃぁが けくぐｘかがｚえがぇ う きぃぎｚすお うくきがぉずぅがｚｘかうぃお ｚかうおｘぐぃぉずかが きぎがさうぐｘぇぐぃ あｘかかがぃ ぎけえが‐
ｚがあくぐｚが, かぃ きぎがきけくえｘそ ぎぃえがおぃかあｘごうう う きぎぃあけきぎぃいあぃかうそ. ｏぐがｙす うぅｙぃいｘぐず かぃいぃぉｘぐぃぉず‐
かすこ がざうｙがえ う かぃくさｘくぐかすこ くぉけさｘぃｚ, ｚｘいかが, さぐがｙす ｚくぃ, えぐが きがぉずぅけぃぐくそ あｘかかすお きぎうｙが‐
ぎがお, きがあぎがｙかが がぅかｘえがおうぉうくず く ぃぁが ぎｘｙがぐがぇ う きぎｘｚうぉｘおう ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう. ｉがこぎｘ‐
かうぐぃ かｘくぐがそしぃぃ ぎけえがｚがあくぐｚが う ｚ くぉけさｘぃ きぎがあｘいう きぎうｙがぎｘ うぉう ぃぁが きぃぎぃあｘさう ｚ きがぉずぅが‐
ｚｘかうぃ あぎけぁがおけ ぉうごけ きぃぎぃあｘぇぐぃ ｚおぃくぐぃ く かうお う あｘかかがぃ ぎけえがｚがあくぐｚが, さぐがｙす かがｚすぇ きが‐
ぉずぅがｚｘぐぃぉず きがぉけさうぉ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしけぜ うかげがぎおｘごうぜ が きぎｘｚうぉずかがぇ せえくきぉけｘぐｘごうう う
きぎｘｚうぉｘこ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう.
Ｔ うかぐぃぎぃくｘこ ｙぃぅがきｘくかがくぐう ぉぜあぃぇ う うおけしぃくぐｚｘ くがｙぉぜあｘぇぐぃ おぃぎす きぎぃあがくぐがぎがいかがくぐう,
けえｘぅｘかかすぃ ｚ かｘくぐがそしぃお ぎけえがｚがあくぐｚぃ, ぐｘえ えｘえ きぎがうぅｚがあうぐぃぉず かぃ かぃくぃぐ がぐｚぃぐくぐｚぃかかがくぐう
ぅｘ けｙすぐえう, ｚすぅｚｘかかすぃ かぃくがｙぉぜあぃかうぃお けえｘぅｘかかすこ おぃぎ.

Ｓぃぅがきｘくかがくぐず あぃぐぃぇ う ぉうご く がぁぎｘかうさぃかかすおう ｚがぅおがいかがくぐそおう
• Ｖｘかかがぃ うぅあぃぉうぃ かぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃかが あぉそ せえくきぉけｘぐｘごうう ぉうごｘおう (ｚ ぐがお さうくぉぃ あぃぐずおう) く

がぁぎｘかうさぃかかすおう げうぅうさぃくえうおう, くぃかくがぎかすおう うぉう けおくぐｚぃかかすおう くきがくがｙかがくぐそおう うぉう く
かぃあがくぐｘぐがさかすお がきすぐがお うぉう ぅかｘかうそおう ｙぃぅ きぎうくおがぐぎｘ ぉうごｘ, がぐｚぃさｘぜしぃぁが ぅｘ うこ ｙぃぅ‐
がきｘくかがくぐず, うぉう きがぉけさぃかうそ がぐ かぃぁが くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうこ うかくぐぎけえごうぇ, きがぅｚがぉそぜしうこ うお
ｙぃぅがきｘくかが せえくきぉけｘぐうぎがｚｘぐず ぃぁが.
ｅぃがｙこがあうおが くぉぃあうぐず ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす あぃぐう かぃ うぁぎｘぉう く きぎうｙがぎがお.

• Ｖぃぎいうぐぃ ｚくぃ けきｘえがｚがさかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす ｚ かぃあがくぐけきかがお あぉそ あぃぐぃぇ おぃくぐぃ. ｉけしぃくぐｚけぃぐ
がきｘくかがくぐず けあけざぃかうそ.

• Ｗくぉう きぎうｙがぎ ｙがぉずざぃ かぃ かけいぃか, ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ うぅ ぎがぅぃぐえう, がｙぎぃいずぐぃ ざかけぎ きうぐｘかうそ
(えｘえ おがいかが ｙぉういぃ え きぎうｙがぎけ) う くかうおうぐぃ あｚぃぎごけ, さぐがｙす あぃぐう, うぁぎｘそ, かぃ きがぉけさうぉう
けあｘぎ ぐがえがお うぉう かぃ ぅｘきぃぎぉうくず ｚかけぐぎう きぎうｙがぎｘ.

• Ｗくぉう あｘかかすぇ きぎうｙがぎ (うおぃぜしうぇ おｘぁかうぐかがぃ けきぉがぐかぃかうぃ あｚぃぎごす) きぎぃあかｘぅかｘさぃか あぉそ
ぅｘおぃかす くぐｘぎがぁが こがぉがあうぉずかうえｘ く きぎけいうかかすお ぅｘおえがお (ぅｘしぃぉえがぇ) あｚぃぎごす うぉう えぎすざえう,
きぃぎぃあ けぐうぉうぅｘごうぃぇ くぐｘぎがぁが こがぉがあうぉずかうえｘ がｙそぅｘぐぃぉずかが ｚすｚぃあうぐぃ ぅｘおがえ うぅ くぐぎがそ.
ｕぐが きがぅｚがぉうぐ うくえぉぜさうぐず きぎぃｚぎｘしぃかうぃ ぃぁが ｚ くおぃぎぐぃぉずかけぜ ぉがｚけざえけ あぉそ あぃぐぃぇ.

ｆｙしうぃ きぎｘｚうぉｘ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!

ｅぃ きぃぎぃえぎすｚｘぇぐぃ ｚぃかぐうぉそごうがかかすぃ がぐｚぃぎくぐうそ ｚ えがぎきけくぃ きぎうｙがぎｘ うぉう ｚ おぃｙぃぉう, ｚ えがぐが‐
ぎけぜ がか ｚくぐぎがぃか.
• ｅｘくぐがそしうぇ きぎうｙがぎ きぎぃあかｘぅかｘさぃか あぉそ こぎｘかぃかうそ きぎがあけえぐがｚ きうぐｘかうそ う かｘきうぐえがｚ ｚ ｙす‐

ぐがｚすこ けくぉがｚうそこ, えｘえ がきうくｘかが ｚ かｘくぐがそしぃお ぎけえがｚがあくぐｚぃ.
• ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ おぃこｘかうさぃくえうぃ きぎうくきがくがｙぉぃかうそ う あぎけぁうぃ くぎぃあくぐｚｘ あぉそ けくえがぎぃかうそ

きぎがごぃくくｘ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ.
• ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ あぎけぁうぃ せぉぃえぐぎがきぎうｙがぎす (かｘきぎうおぃぎ, おがぎがいぃかうごす) ｚかけぐぎう こがぉがあうぉず‐

かすこ きぎうｙがぎがｚ, ぃくぉう きぎがうぅｚがあうぐぃぉぃお かぃ あがきけくえｘぃぐくそ ｚがぅおがいかがくぐず ぐｘえがぁが うくきがぉずぅが‐
ｚｘかうそ.
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• ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ きがｚぎぃいあぃかうそ えがかぐけぎｘ こがぉがあうぉずかうえｘ.
• ｍがぉがあうぉずかすぇ えがかぐけぎ きぎうｙがぎｘ くがあぃぎいうぐ こぉｘあｘぁぃかぐ うぅがｙけぐｘか (О600Э) – ｙぃぅｚぎぃあかすぇ

あぉそ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす, かが, ぐぃお かぃ おぃかぃぃ, がぁかぃがきｘくかすぇ きぎうぎがあかすぇ ぁｘぅ.
ｇぎう ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚえぃ う けくぐｘかがｚえぃ きぎうｙがぎｘ くぉぃあうぐぃ ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす かぃ あがきけくぐうぐず きが‐
ｚぎぃいあぃかうそ えがおきがかぃかぐがｚ えがかぐけぎｘ こがぉがあうぉずかうえｘ.
Ｔ くぉけさｘぃ きがｚぎぃいあぃかうそ えがかぐけぎｘ こがぉがあうぉずかうえｘ:
– かぃ あがきけくえｘぇぐぃ うくきがぉずぅがｚｘかうそ がぐえぎすぐがぁが きぉｘおぃかう う うくぐがさかうえがｚ ｚがぅぁがぎｘかうそ;
– ぐしｘぐぃぉずかが きぎがｚぃぐぎうぐぃ きがおぃしぃかうぃ, ｚ えがぐがぎがお けくぐｘかがｚぉぃか きぎうｙがぎ.

• Ｚぅおぃかぃかうぃ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえ きぎうｙがぎｘ う ｚかぃくぃかうぃ うぅおぃかぃかうぇ ｚ ぃぁが えがかくぐぎけえごうぜ くがきぎそ‐
いぃかが く がきｘくかがくぐずぜ. ｃぜｙがぃ きがｚぎぃいあぃかうぃ えｘｙぃぉそ おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え えがぎがぐえがおけ ぅｘおす‐
えｘかうぜ, ｚがぅかうえかがｚぃかうぜ きがいｘぎｘ う/うぉう きがぎｘいぃかうぜ せぉぃえぐぎうさぃくえうお ぐがえがお.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
Ｔが うぅｙぃいｘかうぃ かぃくさｘくぐかすこ くぉけさｘぃｚ ぅｘおぃかけ ぉぜｙすこ せぉぃえぐぎがぐぃこかうさぃくえうこ あぃぐｘぉぃぇ (ざかけぎｘ
きうぐｘかうそ, ｚうぉえう, えがおきぎぃくくがぎｘ) あがぉいぃか きぎがうぅｚがあうぐず くぃぎぐうげうごうぎがｚｘかかすぇ きぎぃあくぐｘｚう‐
ぐぃぉず くぃぎｚうくかがぁが ごぃかぐぎｘ うぉう えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすぇ がｙくぉけいうｚｘぜしうぇ きぃぎくがかｘぉ.

1. Ｙｘきぎぃしｘぃぐくそ けあぉうかそぐず くぃぐぃｚがぇ ざかけぎ.
2. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ かぃ ぎｘぅあｘｚぉぃかｘ う かぃ きがｚぎぃいあぃかｘ ぅｘあかぃぇ

さｘくぐずぜ きぎうｙがぎｘ. ｈｘぅあｘｚぉぃかかｘそ うぉう きがｚぎぃいあぃかかｘそ ｚうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ おが‐
いぃぐ きぃぎぃぁぎぃぐずくそ う くぐｘぐず きぎうさうかがぇ きがいｘぎｘ.

3. ｋｙぃあうぐぃくず ｚ かｘぉうさうう あがくぐけきｘ え ｚうぉえぃ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ きぎうｙがぎｘ.
4. ｅぃ ぐそかうぐぃ ぅｘ くぃぐぃｚがぇ ざかけぎ.
5. Ｗくぉう ｚ ぎがぅぃぐえぃ きぉがこがぇ えがかぐｘえぐ, かぃ ｚくぐｘｚぉそぇぐぃ ｚ かぃぃ ｚうぉえけ えｘｙぃぉそ きうぐｘかうそ. ｉけ‐

しぃくぐｚけぃぐ がきｘくかがくぐず きがぎｘいぃかうそ せぉぃえぐぎうさぃくえうお ぐがえがお うぉう ｚがぅかうえかがｚぃかうそ きがいｘ‐
ぎｘ.

6. Ｙｘきぎぃしｘぃぐくそ せえくきぉけｘぐうぎがｚｘぐず きぎうｙがぎ ｙぃぅ きぉｘげがかｘ (ぃくぉう がか きぎぃあけくおがぐぎぃか
えがかくぐぎけえごうぃぇ) ぉｘおきす ｚかけぐぎぃかかぃぁが がくｚぃしぃかうそ.

• ｇぎうｙがぎ うおぃぃぐ ｙがぉずざがぇ ｚぃく. Ｓけあずぐぃ がくぐがぎがいかす きぎう ぃぁが きぃぎぃおぃしぃかうう.
• ｅぃ ｚすかうおｘぇぐぃ う かぃ ぐぎがぁｘぇぐぃ きぎぃあおぃぐす ｚ おがぎがぅうぉずかうえぃ おがえぎすおう うぉう ｚぉｘいかすおう ぎけ‐

えｘおう: せぐが おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え きがそｚぉぃかうぜ かｘ ぎけえｘこ くくｘあうか うぉう がいがぁがｚ がぐ がｙおがぎがいぃ‐
かうそ.

• ｅぃ きがあｚぃぎぁｘぇぐぃ きぎうｙがぎ あぉうぐぃぉずかがおけ ｚがぅあぃぇくぐｚうぜ きぎそおすこ くがぉかぃさかすこ ぉけさぃぇ.
• Ｔ きぎうｙがぎぃ うくきがぉずぅけぜぐくそ くきぃごうｘぉずかすぃ ぉｘおきす (ぃくぉう きぎぃあけくおがぐぎぃかが えがかくぐぎけえごうぃぇ),

きぎぃあかｘぅかｘさぃかかすぃ ぐがぉずえが あぉそ ｙすぐがｚすこ きぎうｙがぎがｚ. ｆかう かぃ きがあこがあそぐ あぉそ がくｚぃしぃかうそ
きがおぃしぃかうぇ.

Ｗいぃあかぃｚかｘそ せえくきぉけｘぐｘごうそ
• ｅぃ くぐｘｚずぐぃ かｘ きぉｘくぐおｘくくがｚすぃ さｘくぐう きぎうｙがぎｘ ぁがぎそさけぜ きがくけあけ.
• ｅぃ こぎｘかうぐぃ ｚ こがぉがあうぉずかうえぃ ｚがくきぉｘおぃかそぜしうぃくそ ぁｘぅす う いうあえがくぐう, ぐｘえ えｘえ がかう おがぁけぐ

ｚぅがぎｚｘぐずくそ.
• ｅぃ きがおぃしｘぇぐぃ きぎがあけえぐす, きぃぎぃえぎすｚｘそ ｚぃかぐうぉそごうがかかがぃ がぐｚぃぎくぐうぃ け ぅｘあかぃぇ くぐぃかえう

(ぃくぉう きぎうｙがぎ がぐかがくうぐくそ え ｚうあけ きぎうｙがぎがｚ «Ｓぃぅ がｙぎｘぅがｚｘかうそ うかぃそ»)
• Ｙｘおがぎがいぃかかすぃ きぎがあけえぐす きがくぉぃ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ かぃ あがぉいかす きがあｚぃぎぁｘぐずくそ きがｚぐがぎ‐

かがぇ ぅｘおがぎがぅえぃ.
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• ｇぎう こぎｘかぃかうう ぎｘくげｘくがｚｘかかすこ ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ くぉぃあけぇぐぃ ぎぃえがおぃかあｘごうそお
きぎがうぅｚがあうぐぃぉそ.

• ｉぉぃあけぃぐ ぐしｘぐぃぉずかが きぎうあぃぎいうｚｘぐずくそ ぎぃえがおぃかあｘごうぇ きが こぎｘかぃかうぜ, あｘかかすこ うぅぁがぐがｚう‐
ぐぃぉぃお きぎうｙがぎｘ. ｉお. くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ けえｘぅｘかうそ.

• ｅぃ きがおぃしｘぇぐぃ ｚ こがぉがあうぉずかうえ ぁｘぅうぎがｚｘかかすぃ かｘきうぐえう, ぐ.え. がかう くがぅあｘぜぐ ｚかけぐぎう ぃおえが‐
くぐう あｘｚぉぃかうぃ, えがぐがぎがぃ おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え ぐがおけ, さぐが がかｘ ぉがきかぃぐ う きがｚぎぃあうぐ こがぉがあうぉず‐
かうえ.

• ｃぃあそかすぃ くがくけぉずえう おがぁけぐ ｚすぅｚｘぐず がいがぁ がｙおがぎがいぃかうそ, ぃくぉう ｙぎｘぐず うこ ｚ ぎがぐ きぎそおが うぅ
おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす.

ｏうくぐえｘ う けこがあ
• ｇぃぎぃあ ｚすきがぉかぃかうぃお がきぃぎｘごうぇ きが さうくぐえぃ う けこがあけ ぅｘ きぎうｙがぎがお ｚすえぉぜさうぐぃ ぃぁが う ｚす‐

かずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう.
• ｅぃ くぉぃあけぃぐ さうくぐうぐず きぎうｙがぎ おぃぐｘぉぉうさぃくえうおう きぎぃあおぃぐｘおう.
• ｅぃ きがぉずぅけぇぐぃくず がくぐぎすおう きぎぃあおぃぐｘおう あぉそ けあｘぉぃかうそ うかぃそ く きぎうｙがぎｘ. Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ

きぉｘくぐうえがｚすぇ くえぎぃｙがえ.
• ｅうえがぁあｘ かぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ げぃか あぉそ ｚがぉがく うぉう あぎけぁうぃ かｘぁぎぃｚｘぐぃぉずかすぃ きぎうｙがぎす あぉそ

けくえがぎぃかうそ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ. ｏぎぃぅおぃぎかがぃ ぐぃきぉが おがいぃぐ きがｚぎぃあうぐず きぉｘくぐうえがｚけぜ ｚかけぐ‐
ぎぃかかぜぜ がぐあぃぉえけ, ｘ ｚぉｘぁｘ おがいぃぐ きぎがかうえかけぐず ｚ せぉぃえぐぎうさぃくえけぜ くうくぐぃおけ う ｚすぅｚｘぐず
けぐぃさえけ ぐがえｘ.

ｋくぐｘかがｚえｘ
Ｖぉそ きがあえぉぜさぃかうそ え せぉぃえぐぎがくぃぐう ぐしｘぐぃぉずかが くぉぃあけぇぐぃ うかくぐぎけえごうそお, きぎうｚぃあぃかかすお ｚ くが‐
がぐｚぃぐくぐｚけぜしうこ きｘぎｘぁぎｘげｘこ.

• ｈｘくきｘえけぇぐぃ うぅあぃぉうぃ う きぎがｚぃぎずぐぃ, かぃぐ ぉう きがｚぎぃいあぃかうぇ. ｅぃ きがあえぉぜさｘぇぐぃ え せぉぃえぐぎが‐
くぃぐう きがｚぎぃいあぃかかすぇ きぎうｙがぎ. ｅぃおぃあぉぃかかが くががｙしうぐぃ が きがｚぎぃいあぃかうそこ きぎがあｘｚごけ きぎう‐
ｙがぎｘ. Ｔ ぐｘえがお くぉけさｘぃ くがこぎｘかうぐぃ けきｘえがｚえけ.

• ｈぃえがおぃかあけぃぐくそ きがあがいあｘぐず かぃ おぃかぃぃ さぃぐすぎぃ さｘくｘ きぃぎぃあ ぐぃお, えｘえ ｚえぉぜさｘぐず こがぉが‐
あうぉずかうえ, さぐがｙす おｘくぉが ｚぃぎかけぉがくず ｚ えがおきぎぃくくがぎ.

• ｅぃがｙこがあうおが がｙぃくきぃさうぐず ｚがえぎけぁ こがぉがあうぉずかうえｘ あがくぐｘぐがさかけぜ ごうぎえけぉそごうぜ ｚがぅあけこｘ, ｚ
きぎがぐうｚかがお くぉけさｘぃ きぎうｙがぎ おがいぃぐ きぃぎぃぁぎぃｚｘぐずくそ. ｏぐがｙす がｙぃくきぃさうぐず あがくぐｘぐがさかけぜ
ｚぃかぐうぉそごうぜ, くぉぃあけぇぐぃ うかくぐぎけえごうそお きが けくぐｘかがｚえぃ.

• Ｗくぉう ｚがぅおがいかが, うぅあぃぉうぃ あがぉいかが ぎｘくきがぉｘぁｘぐずくそ がｙぎｘぐかがぇ くぐがぎがかがぇ え くぐぃかぃ ぐｘえ, さぐが‐
ｙす ｚが うぅｙぃいｘかうぃ がいがぁｘ かぃぉずぅそ ｙすぉが えがくかけぐずくそ ぁがぎそさうこ さｘくぐぃぇ (えがおきぎぃくくがぎ, うくきｘぎう‐
ぐぃぉず).

• Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ かぃぉずぅそ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぐず ｚｙぉうぅう ぎｘあうｘぐがぎがｚ がぐがきぉぃかうそ うぉう えけこがかかすこ
きぉうぐ.

• ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが え ぎがぅぃぐえぃ ｙけあぃぐ あがくぐけき きがくぉぃ けくぐｘかがｚえう きぎうｙがぎｘ.
• ｇがあえぉぜさｘぇぐぃ きぎうｙがぎ ぐがぉずえが え きうぐずぃｚがおけ ｚがあがくかｘｙいぃかうぜ (ぃくぉう ぐｘえがぃ きがあえぉぜさぃかうぃ

きぎぃあけくおがぐぎぃかが えがかくぐぎけえごうぃぇ きぎうｙがぎｘ).

ｆｙくぉけいうｚｘかうぃ
• ｃぜｙすぃ がきぃぎｘごうう きが ぐぃこがｙくぉけいうｚｘかうぜ きぎうｙがぎｘ あがぉいかす ｚすきがぉかそぐずくそ えｚｘぉうげうごうぎが‐

ｚｘかかすお せぉぃえぐぎうえがお うぉう けきがぉかがおがさぃかかすお くきぃごうｘぉうくぐがお.
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• ｊぃこがｙくぉけいうｚｘかうぃ あｘかかがぁが きぎうｙがぎｘ あがぉいかが ｚすきがぉかそぐずくそ ぐがぉずえが くきぃごうｘぉうくぐｘおう ｘｚ‐
ぐがぎうぅがｚｘかかがぁが くぃぎｚうくかがぁが ごぃかぐぎｘ く うくきがぉずぅがｚｘかうぃお うくえぉぜさうぐぃぉずかが がぎうぁうかｘぉずかすこ
ぅｘきさｘくぐぃぇ.

Ｙｘしうぐｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす
ｅう こがぉがあうぉずかすぇ えがかぐけぎ, かう うぅがぉそごうがかかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす かｘくぐがそしぃぁが きぎうｙがぎｘ かぃ くがあぃぎ‐
いｘぐ ぁｘぅがｚ, えがぐがぎすぃ おがぁぉう ｙす きがｚぎぃあうぐず がぅがかがｚすぇ くぉがぇ. Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ かぃぉずぅそ けぐうぉう‐
ぅうぎがｚｘぐず ｚおぃくぐぃ く ｙすぐがｚすおう がぐこがあｘおう う おけくがぎがお. Ｚぅがぉそごうがかかすぇ きぃかがきぉｘくぐ くがあぃぎいうぐ
ぁがぎぜさうぃ ぁｘぅす: きぎうｙがぎ きがあぉぃいうぐ けぐうぉうぅｘごうう ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く あぃぇくぐｚけぜしうおう かがぎおｘ‐
ぐうｚかすおう きがぉがいぃかうそおう, く えがぐがぎすおう くぉぃあけぃぐ がぅかｘえがおうぐずくそ ｚ おぃくぐかすこ がぎぁｘかｘこ ｚぉｘくぐう.
ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ きがｚぎぃいあぃかうそ こがぉがあうぉずかがぁが えがかぐけぎｘ, がくがｙぃかかが, ｚｙぉうぅう ぐぃきぉががｙおぃかかう‐
えｘ. ｄｘぐぃぎうｘぉす, うくきがぉずぅがｚｘかかすぃ あぉそ うぅぁがぐがｚぉぃかうそ あｘかかがぁが きぎうｙがぎｘ, きがおぃさぃかかすぃ くうお‐
ｚがぉがお  , きぎうぁがあかす あぉそ ｚぐがぎうさかがぇ きぃぎぃぎｘｙがぐえう.

ｇＲｅＷｃｔ ｋｇｈＲＴｃＷｅＺｗ

56 4 3 2

1

1 Ｖうくきぉぃぇ
2 ｂかがきえｘ きがｚすざぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
3 ｂかがきえｘ きがかういぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
4 ｂかがきえｘ ЛЗ («Ｔえぉ/Ｔすえぉ»)
5 ｂかがきえｘ Йлаб («ｈぃいうお»)
6 ｂかがきえｘ ЛК/ЛВВ («Ｔえぉ/Ｔすえぉ»)

ｇぎぃあけくぐｘかがｚぉぃかかすぇ けぎがｚぃかず ぁぎがおえがくぐう おがいかが うぅおぃかうぐず. Ｖぉそ せぐがぁが かｘ かぃくえがぉずえが くぃ‐
えけかあ かｘいおうぐぃ があかがｚぎぃおぃかかが えかがきえけ Йлаб う えかがきえけ きがかういぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす. ｕぐが うぅおぃ‐
かぃかうぃ おがいかが がぐおぃかうぐず.

Ｖうくきぉぃぇ/うかあうえｘぐがぎ

3 4 5 621

1 Ｚかあうえｘぐがぎ ぐｘぇおぃぎｘ
2 ｈぃいうお ｙすくぐぎがぁが ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ ВОЛПРЙAРЕC
3 ｌけかえごうそ ぐｘぇおぃぎｘ Йексрб Йекабо
4 ｈぃいうお «Ｙｘしうぐｘ がぐ あぃぐぃぇ»
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5 ｉうぁかｘぉずかすぇ うかあうえｘぐがぎ
6 Ｚかあうえｘぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす

Ｔえぉぜさぃかうぃ
ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず きぎうｙがぎ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ:
1. Ｔくぐｘｚずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ ｚ ぎがぅぃぐえけ.
2. Ｗくぉう あうくきぉぃぇ がぐえぉぜさぃか, かｘいおうぐぃ かｘ えかがきえけ ЛК/ЛВВ («Ｔえぉ/Ｔすえぉ»).
3. ｏぃぎぃぅ かぃくえがぉずえが くぃえけかあ おがいぃぐ きぎがぅｚけさｘぐず ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ.

ｉｚぃあぃかうそ が くｙぎがくぃ くうぁかｘぉうぅｘごうう くお. ｚ ぎｘぅあぃぉぃ «ｆきがｚぃしぃかうぃ が ｚすくがえがぇ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎぃ».

4. Ｗくぉう かｘ あうくきぉぃぃ ｚすくｚぃぐうぉがくず くががｙしぃかうぃ "аБЙл", ぅかｘさうぐ, きぎうｙがぎ かｘこがあうぐくそ ｚ あぃ‐
おがぎぃいうおぃ. ｉお. «ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう...»

5. ｅｘ うかあうえｘぐがぎｘこ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす がぐがｙぎｘいｘぜぐくそ ぅかｘさぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす, ぅｘあｘかかすぃ きが
けおがぉさｘかうぜ.

Ｚかげがぎおｘごうぜ が ｚすｙがぎぃ あぎけぁがぁが ぅかｘさぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす くお. ｚ ぎｘぅあぃぉぃ «ｈぃぁけぉうぎがｚえｘ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎす».
Ｗくぉう あｚぃぎごｘ がぐえぎすぐｘ ｚ ぐぃさぃかうぃ かぃくえがぉずえうこ おうかけぐ, ぐが くｚぃぐ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう ｚすえぉぜさｘぃぐ‐
くそ. ｉｚぃぐ きがそｚうぐくそ くかがｚｘ きがくぉぃ ぅｘえぎすぐうそ う がぐえぎすぐうそ あｚぃぎごす.

Ｔすえぉぜさぃかうぃ
Ｖぉそ ｚすえぉぜさぃかうそ きぎうｙがぎｘ ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ:
1. ｅｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ えかがきえけ ЛК/ЛВВ ｚ ぐぃさぃかうぃ かぃくえがぉずえうこ くぃえけかあ.
2. Ｖうくきぉぃぇ がぐえぉぜさうぐくそ.
3. Ｖぉそ がぐえぉぜさぃかうそ きぎうｙがぎｘ がぐ くぃぐう せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ うぅｚぉぃえうぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ

うぅ ぎがぅぃぐえう.

ｈぃぁけぉうぎがｚｘかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
ｋくぐｘかがｚぉぃかかがぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす おがぎがぅうぉずかうえｘ おがいかが うぅおぃかうぐず かｘいｘぐうぃお えかがき‐
えう ぎぃぁけぉうぎがｚえう ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.
ｋくぐｘかがｚぉぃかかｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ きが けおがぉさｘかうぜ:
• -18°C あぉそ おがぎがぅうぉずかうえｘ
ｅｘ あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす がぐがｙぎｘぅうぐくそ ぅｘあｘかかがぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.
Ｙｘあｘかかｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ あがくぐうぁｘぃぐくそ ｚ ぐぃさぃかうぃ 24 さｘくがｚ.
ｇぎう くｙがぃ ｚ きがあｘさぃ せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう ぅｘあｘかかがぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす くがこぎｘかそぃぐくそ.

ｌけかえごうそ ВОЛПРЙAРЕC
Ｔえぉぜさぃかうぃ ぎぃいうおｘ
1. ｅｘいうおｘぇぐぃ かｘ えかがきえけ Йлаб ("ｈぃいうお"), きがえｘ かｘ あうくきぉぃぃ かぃ きがそｚうぐくそ くががぐｚぃぐくぐｚけぜ‐

しうぇ ぅかｘさがえ.
Ｙｘおうぁｘぃぐ うかあうえｘぐがぎ ВОЛПРЙAРЕC.

2. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ЛЗ あぉそ きがあぐｚぃぎいあぃかうそ.
ｇがそｚうぐくそ うかあうえｘぐがぎ ВОЛПРЙAРЕC.
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ｕぐｘ げけかえごうそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう ｚすえぉぜさｘぃぐくそ さぃぎぃぅ 52 さｘくｘ.
Ｔすえぉぜさぃかうぃ げけかえごうう あが ぃぃ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえがぁが ぅｘｚぃぎざぃかうそ
1. ｅｘいおうぐぃ う かぃ がぐきけくえｘぇぐぃ えかがきえけ Йлаб, きがえｘ かぃ ぅｘおうぁｘぃぐ うかあうえｘぐがぎ ВОЛПРЙAРЕC.
2. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ЛЗ あぉそ きがあぐｚぃぎいあぃかうそ.
3. Ｚかあうえｘぐがぎ ВОЛПРЙAРЕC きがぁｘくかぃぐ.
ｌけかえごうそ ｚすえぉぜさｘぃぐくそ きぎう ぅｘあｘかうう あぎけぁがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ.

ｌけかえごうそ ぐｘぇおぃぎｘ Йексрб Йекабо
ｌけかえごうぜ «ｊｘぇおぃぎ» (Йексрб Йекабо) おがいかが うくきがぉずぅがｚｘぐず あぉそ ｚすあｘさう ぅｚけえがｚがぁが くうぁかｘぉｘ
ｚ かけいかがぃ ｚぎぃおそ. ｕぐが おがいぃぐ がえｘぅｘぐずくそ きがぉぃぅかすお, えがぁあｘ, かｘきぎうおぃぎ, きが ぎぃごぃきぐけ ぐぎぃｙけぃぐ‐
くそ がこぉｘいあｘぐず ぐぃくぐが ｚ ぐぃさぃかうぃ がきぎぃあぃぉぃかかがぁが ｚぎぃおぃかう うぉう えがぁあｘ ぐぎぃｙけぃぐくそ かぃ ぅｘｙすぐず
が ｙけぐすぉえｘこ, きがおぃしぃかかすこ ｚ おがぎがぅうぉずかうえ あぉそ ｙすくぐぎがぁが がこぉｘいあぃかうそ.
Ｔえぉぜさぃかうぃ ぎぃいうおｘ
1. ｅｘいうおｘぇぐぃ かｘ えかがきえけ Йлаб («ｈぃいうお»), きがえｘ かｘ あうくきぉぃぃ かぃ きがそｚうぐくそ くががぐｚぃぐ‐

くぐｚけぜしうぇ ぅかｘさがえ.
Ｙｘおうぁｘぃぐ うかあうえｘぐがぎ Йексрб Йекабо.
ｅｘ あうくきぉぃぃ ぐｘぇおぃぎｘ ｚ ぐぃさぃかうぃ かぃくえがぉずえうこ くぃえけかあ がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ ぅｘあｘかかがぃ ぅかｘさぃ‐
かうぃ (30 おうかけぐ).

2. ｇぎう きがおがしう えかがきがえ きがｚすざぃかうそ うぉう きがかういぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす うぅおぃかうぐぃ ぅｘあｘかかがぃ
ぅかｘさぃかうぃ ぐｘぇおぃぎｘ ｚ うかぐぃぎｚｘぉぃ がぐ 1 あが 90 おうかけぐ.

3. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ЛЗ あぉそ きがあぐｚぃぎいあぃかうそ.
ｇがそｚうぐくそ うかあうえｘぐがぎ Йексрб Йекабо.
Ｚかあうえｘぐがぎ ぐｘぇおぃぎｘ かｘさかぃぐ おうぁｘぐず (йек).

ｇが がえがかさｘかうう がｙぎｘぐかがぁが がぐくさぃぐｘ うかあうえｘぐがぎ Йексрб Йекабо(«ｊｘぇおぃぎ») かｘさかぃぐ おうぁｘぐず う
ぎｘぅあｘくぐくそ ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ:
1. Ｚぅｚぉぃえうぐぃ かｘきうぐえう うぅ おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ.
2. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ЛЗ あぉそ ｚすえぉぜさぃかうそ ぅｚけえがｚがぁが くうぁかｘぉｘ う がぐえぉぜさぃかうそ げけかえごうう.
ｌけかえごうぜ おがいかが がぐえぉぜさうぐず ｚ ぉぜｙがぇ おがおぃかぐ がｙぎｘぐかがぁが がぐくさぃぐｘ
1. ｅｘいおうぐぃ う かぃ がぐきけくえｘぇぐぃ えかがきえけ Йлаб («ｈぃいうお»), きがえｘ かぃ ぅｘおうぁｘぃぐ うかあうえｘぐがぎ

Йексрб Йекабо («ｊｘぇおぃぎ»).
2. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ ЛЗ あぉそ きがあぐｚぃぎいあぃかうそ.
3. Ｚかあうえｘぐがぎ Йексрб Йекабо きがぁｘくかぃぐ.
Ｔぎぃおそ おがいかが うぅおぃかうぐず えｘえ ｚ ぉぜｙがぇ おがおぃかぐ がｙぎｘぐかがぁが がぐくさぃぐｘ, ぐｘえ う ｚ ぃぁが えがかごぃ, きぎう
きがおがしう えかがきがえ きがｚすざぃかうそ う きがかういぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.

ｌけかえごうそ «Ｙｘしうぐｘ がぐ あぃぐぃぇ»
ｌけかえごうそ «Ｙｘしうぐｘ がぐ あぃぐぃぇ» くぉけいうぐ あぉそ ｙぉがえうぎがｚえう えかがきがえ けきぎｘｚぉぃかうそ こがぉがあうぉずかう‐
えがお.
Ｔえぉぜさぃかうぃ げけかえごうう:
1. かｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ Йлаб, きがえｘ かｘ あうくきぉぃぃ かぃ がぐがｙぎｘぅうぐくそ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ ぅかｘ‐

さがえ.
2. Ｙｘおうぁｘぃぐ うかあうえｘぐがぎ «Ｙｘしうぐｘ がぐ あぃぐぃぇ».

ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ 9



3. ｏぐがｙす きがあぐｚぃぎあうぐず ｚすｙがぎ, かｘいおうぐぃ えかがきえけ ЛЗ.
ｆぐがｙぎｘぅうぐくそ うかあうえｘぐがぎ «Ｙｘしうぐｘ がぐ あぃぐぃぇ».

Ｔすえぉぜさぃかうぃ げけかえごうう.
1. ｅｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ Йлаб, きがえｘ かぃ ぅｘおうぁｘぃぐ うかあうえｘぐがぎ «Ｙｘしうぐｘ がぐ あぃぐぃぇ».
2. ｏぐがｙす きがあぐｚぃぎあうぐず ｚすｙがぎ, かｘいおうぐぃ えかがきえけ ЛЗ.
3. Ｚかあうえｘぐがぎ «Ｙｘしうぐｘ がぐ あぃぐぃぇ» きがぁｘくかぃぐ.

ｆきがｚぃしぃかうぃ が ｚすくがえがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ
ｆ きがｚすざぃかうう ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚ おがぎがぅうぉずかがお がぐあぃぉぃかうう (かｘきぎうおぃぎ, ｚ ぎぃぅけぉずぐｘぐぃ うおぃｚ‐
ざぃぁが おぃくぐｘ くｙがそ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ うぉう がぐえぎすぐがぇ あｚぃぎごす) くｚうあぃぐぃぉずくぐｚけぜぐ:
• おうぁｘかうぃ くうぁかｘぉずかがぁが うかあうえｘぐがぎｘ う うかあうえｘぐがぎｘ あうくきぉぃそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす おがぎがぅうぉずかうえｘ
• ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ.
ｆぐえぉぜさぃかうぃ がきがｚぃしぃかうそ
1. ｅｘいおうぐぃ ぉぜｙけぜ えかがきえけ.
2. Ｙｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ ｚすえぉぜさうぐくそ.
3. ｅｘ あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす ｚ ぐぃさぃかうぃ かぃくえがぉずえうこ くぃえけかあ がぐがｙ‐

ぎｘぅうぐくそ くｘおがぃ ｚすくがえがぃ あがくぐうぁかけぐがぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす. Ｙｘぐぃお くかがｚｘ がぐがｙぎｘ‐
ぅうぐくそ ぅｘあｘかかｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ.

4. ｉうぁかｘぉずかすぇ うかあうえｘぐがぎ きぎがあがぉいうぐ おうぁｘぐず あが あがくぐういぃかうそ ぅｘあｘかかがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.

ｉうぁかｘぉうぅｘごうそ がｙ がぐえぎすぐがぇ あｚぃぎごぃ
Ｗくぉう あｚぃぎず がくぐｘぃぐくそ がぐえぎすぐがぇ かぃくえがぉずえが おうかけぐ, ぎｘぅあｘぃぐくそ ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ. ｅｘ ぐが, さぐが
あｚぃぎごｘ かぃ ぅｘえぎすぐｘ けえｘぅすｚｘぃぐ:
• おうぁｘかうぃ くうぁかｘぉずかがぁが うかあうえｘぐがぎｘ;
• ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ.
ｇがくぉぃ ｚがくくぐｘかがｚぉぃかうそ かがぎおｘぉずかすこ けくぉがｚうぇ (あｚぃぎごｘ ぅｘえぎすぐｘ) ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ ｚすえぉぜ‐
さｘぃぐくそ.
Ｔ ぎぃいうおぃ くうぁかｘぉうぅｘごうう ぅけおおぃぎ おがいかが がぐえぉぜさうぐず, かｘいｘｚ ぉぜｙけぜ えかがきえけ.

ｇＷｈＴｆＷ ＺｉｇｆｃｔＹｆＴＲｅＺＷ

ｏうくぐえｘ こがぉがあうぉずかうえｘ うぅかけぐぎう
ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお ｚえぉぜさぃかうぃお きぎうｙがぎｘ ｚすおがぇぐぃ ぃぁが ｚかけぐぎぃかかうぃ きがｚぃぎこかがくぐう う ｚくぃ ｚかけぐ‐
ぎぃかかうぃ きぎうかｘあぉぃいかがくぐう ぐぃきぉがぇ ｚがあがぇ く かぃぇぐぎｘぉずかすお おすぉがお, さぐがｙす けあｘぉうぐず ぅｘきｘこ,
こｘぎｘえぐぃぎかすぇ あぉそ ぐがぉずえが さぐが うぅぁがぐがｚぉぃかかがぁが うぅあぃぉうそ, ぅｘぐぃお ぐしｘぐぃぉずかが きぎがぐぎうぐぃ うこ.
ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ おがぜしうぃ うぉう ｘｙぎｘぅうｚかすぃ くぎぃあくぐｚｘ, ぐ.え. がかう おがぁけぐ きがｚぎぃあうぐず きがえぎすぐうぃ
きがｚぃぎこかがくぐぃぇ こがぉがあうぉずかうえｘ.
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ＷＸＷＶｅＷＴｅｆＷ ＺｉｇｆｃｔＹｆＴＲｅＺＷ

Ｙｘおがぎｘいうｚｘかうぃ くｚぃいうこ きぎがあけえぐがｚ
ｄがぎがぅうぉずかがぃ がぐあぃぉぃかうぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃかが あぉそ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ くｚぃいうこ きぎがあけえぐがｚ う きぎが‐
あがぉいうぐぃぉずかがぁが こぎｘかぃかうそ ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ, ｘ ぐｘえいぃ きぎがあけえぐがｚ ぁぉけｙがえがぇ ぅｘおが‐
ぎがぅえう.
Ｖぉそ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ くｚぃいうこ きぎがあけえぐがｚ ｚえぉぜさうぐぃ げけかえごうぜ ВОЛПРЙAРЕC かぃ おぃかぃぃ, さぃお
ぅｘ 24 さｘくｘ あが ぅｘえぉｘあえう きがあぉぃいｘしうこ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぜ きぎがあけえぐがｚ ｚ おがぎがぅうぉずかがぃ がぐあぃぉぃ‐
かうぃ.
ｋぉがいうぐぃ きがあぉぃいｘしうぃ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぜ くｚぃいうぃ きぎがあけえぐす ｚ がぐあぃぉぃかうぃ ВОЛПРЙAРЕC.
ｄｘえくうおｘぉずかがぃ えがぉうさぃくぐｚが きぎがあけえぐがｚ, えがぐがぎがぃ おがいぃぐ ｙすぐず ぅｘおがぎがいぃかが ぅｘ 24 さｘくｘ,
けえｘぅｘかが かｘ ぐｘｙぉうさえぃ く きｘくきがぎぐかすおう あｘかかすおう, ぎｘくきがぉがいぃかかがぇ ｚかけぐぎう きぎうｙがぎｘ.
ｇぎがごぃくく ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ ぅｘかうおｘぃぐ 24 さｘくｘ. Ｔ ぐぃさぃかうぃ せぐがぁが ｚぎぃおぃかう かぃ あがｙｘｚぉそぇぐぃ
あぎけぁうぃ きぎがあけえぐす あぉそ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ.

ｍぎｘかぃかうぃ ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ
ｇぎう きぃぎｚがお ぅｘきけくえぃ うぉう きがくぉぃ あぉうぐぃぉずかがぁが きぎがくぐがそ きぃぎぃあ ぅｘえぉｘあえがぇ きぎがあけえぐがｚ ｚ がぐ‐
あぃぉぃかうぃ あｘぇぐぃ きぎうｙがぎけ きがぎｘｙがぐｘぐず かぃ おぃかぃぃ 2 さｘくがｚ.
ｂがぎぅうかす おがぎがぅうぉずかうえｘ きがぅｚがぉそぜぐ ｙすくぐぎが う ぉぃぁえが かｘぇぐう ぐがぐ きｘえぃぐ く きぎがあけえぐｘおう, えがぐが‐
ぎすぇ ｚｘお かけいぃか. Ｗくぉう かぃがｙこがあうおが きがおぃくぐうぐず ｙがぉずざがぃ えがぉうさぃくぐｚが きぎがあけえぐがｚ あぉそ こぎｘ‐
かぃかうそ, ｚすかずぐぃ ｚくぃ そしうえう, えぎがおぃ かういかぃぇ えがぎぅうかす, えがぐがぎｘそ あがぉいかｘ がくぐｘｚｘぐずくそ かｘ おぃくぐぃ
あぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ こがぎがざぃぇ ごうぎえけぉそごうう ｚがぅあけこｘ. ｅｘ ｚくぃこ きがぉえｘこ, えぎがおぃ ｚぃぎこかぃぇ, おがいかが
きがおぃしｘぐず きぎがあけえぐす, ｚすくぐけきｘぜしうぃ ぅｘ うこ ぁぎｘかうごす かｘ 15 おお がぐ あｚぃぎごす.
ｇぎう くぉけさｘぇかがお ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうう きぎがあけえぐがｚ, かｘきぎうおぃぎ, きぎう くｙがぃ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ, ぃくぉう
かｘきぎそいぃかうぃ ｚ くぃぐう がぐくけぐくぐｚがｚｘぉが ｚ ぐぃさぃかうぃ ｚぎぃおぃかう, きぎぃｚすざｘぜしぃぁが けえｘぅｘかかがぃ ｚ ぐｘ‐
ｙぉうごぃ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ «ｚぎぃおそ きがｚすざぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす», ぎｘぅおがぎがいぃかかすぃ きぎがあけえ‐
ぐす くぉぃあけぃぐ ｙすくぐぎが けきがぐぎぃｙうぐず ｚ きうしけ うぉう かぃおぃあぉぃかかが きがあｚぃぎぁかけぐず ぐぃきぉがｚがぇ がｙぎｘ‐
ｙがぐえぃ, ｘ ぅｘぐぃお きがｚぐがぎかが ぅｘおがぎがぅうぐず (きがくぉぃ ぐがぁが, えｘえ がかう がくぐすかけぐ).

ｈｘぅおがぎｘいうｚｘかうぃ きぎがあけえぐがｚ
Ｙｘおがぎがいぃかかすぃ きぎがあけえぐす, ｚえぉぜさｘそ きぎがあけえぐす ぁぉけｙがえがぇ ぅｘおがぎがぅえう, きぃぎぃあ うくきがぉずぅがｚｘ‐
かうぃお おがいかが ぎｘぅおがぎｘいうｚｘぐず ｚ こがぉがあうぉずかがお がぐあぃぉぃかうう うぉう きぎう えがおかｘぐかがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎぃ, ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ ｚぎぃおぃかう, えがぐがぎすお Ｔす ぎｘくきがぉｘぁｘぃぐぃ あぉそ ｚすきがぉかぃかうそ せぐがぇ がきぃぎｘ‐
ごうう.
ｄｘぉぃかずえうぃ えけくえう おがいかが ぁがぐがｚうぐず, あｘいぃ かぃ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘそ, ｚ ぐがお ｚうあぃ, ｚ えｘえがお がかう ｚぅそ‐
ぐす うぅ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす: ｚ せぐがお くぉけさｘぃ きぎがごぃくく きぎうぁがぐがｚぉぃかうそ きうしう ぅｘぇおぃぐ ｙがぉず‐
ざぃ ｚぎぃおぃかう.
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Ｔすかうおｘかうぃ えがぎぅうか うぅ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす う くが くぐぃえぉそかかすこ きがぉがえ
おがぎがぅうぉずかうえｘ

ｅぃえがぐがぎすぃ えがぎぅうかす おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす がくかｘ‐
しぃかす くぐがきがぎがお, きぎぃきそぐくぐｚけぜしうお うこ くぉけさｘぇかが‐
おけ ｚすかうおｘかうぜ うぉう うこ きｘあぃかうぜ. ｏぐがｙす ｚすかけぐず
えがぎぅうかけ うぅ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす, きがぐそかうぐぃ ぃぃ
かｘ くぃｙそ. ｂがぁあｘ がかｘ あがくぐうぁかぃぐ えがかぃさかがぁが きがぉが‐
いぃかうそ, きぎうきがあかうおうぐぃ きぃぎぃあかうぇ えぎｘぇ えがぎぅうかす う
くかうおうぐぃ ぃぃ.
Ｔくぐｘｚぉそそ えがぎぅうかけ ｚ おがぎがぅうぉずかけぜ えｘおぃぎけ, くぉぃぁ‐
えｘ きぎうきがあかうおうぐぃ ぃぃ きぃぎぃあかぜぜ さｘくぐず.
ｇぎぃがあがぉぃｚ くぐがきがぎす, ぅｘあｚうかずぐぃ えがぎぅうかけ あが
けきがぎｘ.

ｇぎうｙがぎ がくかｘしぃか くぐがきがぎｘおう きがぉがえ, きぎぃあかｘぅかｘ‐
さぃかかすおう あぉそ げうえくｘごうう きがぉがえ.
ｇがぉえう くぉぃあけぃぐ きぎうきがあかうおｘぐず (1) く がｙぃうこ くぐが‐
ぎがか, ｘ きがぐがお ｚすぐそぁうｚｘぐず かｘぎけいけ (2).

1
2

1

1

2
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ｉぐぃえぉそかかすぃ きがぉえう, がｙがぎけあがｚｘかかすぃ ぎがぉぉぃぎかす‐
おう かｘきぎｘｚぉそぜしうおう, うおぃぜぐ くきぃごうｘぉずかすぃ げうえ‐
くｘぐがぎす.
Ｖぉそ うこ けあｘぉぃかうそ あぃぇくぐｚけぇぐぃ くぉぃあけぜしうお がｙ‐
ぎｘぅがお:
1. ｇがああぃかずぐぃ げうえくｘぐがぎす きが がｙぃ くぐがぎがかす

ぎがぉぉぃぎかがぇ かｘきぎｘｚぉそぜしぃぇ.
2. Ｔすぐそかうぐぃ がｙｘ げうえくｘぐがぎｘ (1).
3. Ｙｘぐぃお ｚすぐそかうぐぃ くぐぃえぉが かｘぎけいけ (2).

ｇｆｃＷＹｅｓＷ ｉｆＴＷｊｓ

ｅがぎおｘぉずかすぃ ぎｘｙがさうぃ ぅｚけえう
• ｂがぁあｘ こぉｘあｘぁぃかぐ きぎがえｘさうｚｘぃぐくそ さぃぎぃぅ えがかぐけぎす うぉう ぐぎけｙえう, おがいぃぐ ｙすぐず くぉすざかが いけぎ‐

さｘかうぃ うぉう ｙけぉずえｘかずぃ. ｕぐが かがぎおｘぉずかが.
• ｂがぁあｘ えがおきぎぃくくがぎ ｚえぉぜさぃか, こぉｘあｘぁぃかぐ きぎがえｘさうｚｘぃぐくそ きが えぎけぁけ, う きぎう せぐがお くぉすざかす

いけいいｘかうぃ う きけぉずくｘごうそ, うくこがあそしうぃ がぐ えがおきぎぃくくがぎｘ. ｕぐが かがぎおｘぉずかが.
• ｊぃきぉがｚがぃ ぎｘくざうぎぃかうぃ おがいぃぐ ｚすぅすｚｘぐず ぎぃぅえがぃ きがぐぎぃくえうｚｘかうぃ. Ｖｘかかがぃ げうぅうさぃくえがぃ

そｚぉぃかうぃ ぃくぐぃくぐｚぃかかが う かぃ きぎぃあくぐｘｚぉそぃぐ がきｘくかがくぐう. ｕぐが かがぎおｘぉずかが.
• ｂがぁあｘ ｚえぉぜさｘぃぐくそ うぉう ｚすえぉぜさｘぃぐくそ えがおきぎぃくくがぎ, くぉすざかが ぐうこがぃ "しぃぉえｘかずぃ" ぎぃぁけぉそ‐

ぐがぎｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす. ｕぐが かがぎおｘぉずかが.

ｈぃえがおぃかあｘごうう きが せえがかがおうう せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう
• ｅぃ がぐえぎすｚｘぇぐぃ あｚぃぎごけ くぉうざえがお さｘくぐが う かぃ あぃぎいうぐぃ ぃぃ がぐえぎすぐがぇ あがぉずざぃ かぃがｙこがあう‐

おがぁが.
• Ｗくぉう ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす ｚすくがえｘそ, ぐぃぎおがくぐｘぐ けくぐｘかがｚぉぃか かｘ ｚすくがえうぇ

けぎがｚぃかず がこぉｘいあぃかうそ, ｘ きぎうｙがぎ きがぉかがくぐずぜ ぅｘぁぎけいぃか, えがおきぎぃくくがぎ おがいぃぐ ぎｘｙがぐｘぐず
きがくぐがそかかが, さぐが きぎうｚがあうぐ え がｙぎｘぅがｚｘかうぜ うかぃそ うぉう ぉずあｘ かｘ うくきｘぎうぐぃぉぃ. Ｔ せぐがお くぉけ‐
さｘぃ くぉぃあけぃぐ けくぐｘかがｚうぐず ぐぃぎおがくぐｘぐ かｘ おぃかずざぃぃ ぅかｘさぃかうぃ, きがｚすくうｚ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ,
さぐがｙす くあぃぉｘぐず ｚがぅおがいかすお ｘｚぐがおｘぐうさぃくえがぃ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうぃ う ぐぃお くｘおすお けおぃかず‐
ざうぐず きがぐぎぃｙぉぃかうぃ せかぃぎぁうう.

Ｖぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ かｘうぉけさざぃぇ きぎがうぅｚがあうぐぃぉずかがくぐう:
• かぃ がぐえぎすｚｘぇぐぃ あｚぃぎごけ くぉうざえがお さｘくぐが う かぃ あぃぎいうぐぃ ぃぃ がぐえぎすぐがぇ あがぉずざぃ かぃがｙこがあう‐

おがぁが;
• かぃ けあｘぉそぇぐぃ ｘええけおけぉそぐがぎす こがぉがあｘ うぅ えがぎぅうかす おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ.

2

1

1

1
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ｈぃえがおぃかあｘごうう きが ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぜ
ｅういぃ きぎうｚぃあぃか ぎそあ ぎぃえがおぃかあｘごうぇ, かｘきぎｘｚぉぃかかすこ かｘ ぐが, さぐがｙす きがおがさず くあぃぉｘぐず きぎが‐
ごぃくく ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ おｘえくうおｘぉずかが せげげぃえぐうｚかすお:
• おｘえくうおｘぉずかがぃ えがぉうさぃくぐｚが きぎがあけえぐがｚ, えがぐがぎがぃ おがいぃぐ ｙすぐず ぅｘおがぎがいぃかが ｚ ぐぃさぃかうぃ 24

さｘくがｚ. けえｘぅｘかが かｘ ぐｘｙぉうさえぃ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ;
• きぎがごぃくく ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ ぅｘかうおｘぃぐ 24 さｘくｘ. Ｔ せぐがぐ きぃぎうがあ かぃ くぉぃあけぃぐ えぉｘくぐず ｚ おがぎが‐

ぅうぉずかけぜ えｘおぃぎけ かがｚすぃ きぎがあけえぐす, きがあぉぃいｘしうぃ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぜ;
• ぅｘおがぎｘいうｚｘぇぐぃ ぐがぉずえが ｚすくがえがえｘさぃくぐｚぃかかすぃ, くｚぃいうぃ う ぐしｘぐぃぉずかが ｚすおすぐすぃ きぎがあけえ‐

ぐす;
• きぃぎぃあ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぃお ぎｘぅあぃぉうぐぃ きぎがあけえぐす かｘ おｘぉぃかずえうぃ きがぎごうう あぉそ ぐがぁが, さぐがｙす

ｙすくぐぎが う きがぉかがくぐずぜ うこ ぅｘおがぎｘぅうぐず, ｘ ぐｘえいぃ さぐがｙす うおぃぐず ｚがぅおがいかがくぐず ぎｘぅおがぎｘいう‐
ｚｘぐず ぐがぉずえが かけいかがぃ えがぉうさぃくぐｚが きぎがあけえぐがｚ;

• ぅｘｚぃぎかうぐぃ きぎがあけえぐす ｚ ｘぉぜおうかうぃｚけぜ げがぉずぁけ うぉう ｚ きがぉうせぐうぉぃかがｚけぜ きぉぃかえけ う きぎが‐
ｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす え かうお かぃ ｙすぉが あがくぐけきｘ ｚがぅあけこｘ;

• かぃ あがきけくえｘぇぐぃ, さぐがｙす くｚぃいうぃ かぃぅｘおがぎがいぃかかすぃ きぎがあけえぐす えｘくｘぉうくず けいぃ ぅｘおがぎがいぃか‐
かすこ きぎがあけえぐがｚ ｚが うぅｙぃいｘかうぃ きがｚすざぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きがくぉぃあかうこ;

• きがくぐかすぃ きぎがあけえぐす くがこぎｘかそぜぐくそ ぉけさざぃ う あがぉずざぃ, さぃお いうぎかすぃ; くがぉず くがえぎｘしｘぃぐ くぎがえ
こぎｘかぃかうそ きぎがあけえぐがｚ;

• きうしぃｚがぇ ぉぃあ おがいぃぐ ｚすぅｚｘぐず がいがぁ えがいう, ぃくぉう ｙぎｘぐず ぃぁが ｚ ぎがぐ きぎそおが うぅ おがぎがぅうぉずかがぇ
えｘおぃぎす;

• ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ けえｘぅすｚｘぐず あｘぐけ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ かｘ えｘいあがぇ けきｘえがｚえぃ; せぐが きがぅｚがぉうぐ
えがかぐぎがぉうぎがｚｘぐず くぎがえ こぎｘかぃかうそ.

ｈぃえがおぃかあｘごうう きが こぎｘかぃかうぜ ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ
Ｖぉそ きがぉけさぃかうそ がきぐうおｘぉずかすこ ぎぃぅけぉずぐｘぐがｚ くぉぃあけぃぐ:
• けｙぃあうぐずくそ, さぐが きぎがあけえぐす うかあけくぐぎうｘぉずかがぇ ぅｘおがぎがぅえう こぎｘかうぉうくず け きぎがあｘｚごｘ ｚ あがぉ‐

いかすこ けくぉがｚうそこ;
• がｙぃくきぃさうぐず おうかうおｘぉずかがぃ ｚぎぃおそ あがくぐｘｚえう ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ うぅ おｘぁｘぅうかｘ ｚ

くｚがぜ おがぎがぅうぉずかけぜ えｘおぃぎけ;
• かぃ がぐえぎすｚｘぐず あｚぃぎごけ くぉうざえがお さｘくぐが う かぃ あぃぎいｘぐず ぃぃ がぐえぎすぐがぇ あがぉずざぃ, さぃお かぃがｙこが‐

あうおが.
• ｇがくぉぃ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ きぎがあけえぐす ｙすくぐぎが きがぎぐそぐくそ う かぃ きがあぉぃいｘぐ きがｚぐがぎかがおけ ぅｘおが‐

ぎｘいうｚｘかうぜ.
• ｅぃ きぎぃｚすざｘぇぐぃ ｚぎぃおそ こぎｘかぃかうそ, けえｘぅｘかかがぃ うぅぁがぐがｚうぐぃぉぃお きぎがあけえぐがｚ.

ｋｍｆＶ Ｚ ｆｏＺｉｊｂＲ
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
ｇぃぎぃあ ｚすきがぉかぃかうぃお えｘえうこ-ぉうｙが がきぃぎｘごうぇ きが さうくぐえぃ うぉう けこがあけ ぅｘ きぎうｙがぎがお ｚすかずぐぃ
ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう.

Ｔ こがぉがあうぉずかがお えがかぐけぎぃ あｘかかがぁが きぎうｙがぎｘ くがあぃぎいｘぐくそ けぁぉぃｚがあがぎがあす; きがせぐがおけ ぃぁが がｙ‐
くぉけいうｚｘかうぃ う ぅｘきぎｘｚえｘ あがぉいかす がくけしぃくぐｚぉそぐずくそ ぐがぉずえが けきがぉかがおがさぃかかすおう くきぃごうｘぉう‐
くぐｘおう.
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ｇぃぎうがあうさぃくえｘそ さうくぐえｘ
ｇぎうｙがぎ かけいあｘぃぐくそ ｚ ぎぃぁけぉそぎかがぇ さうくぐえぃ:
• ｚかけぐぎぃかかうぃ きがｚぃぎこかがくぐう きぎうｙがぎｘ う きぎうかｘあぉぃいかがくぐう おがぇぐぃ ぐぃきぉがぇ ｚがあがぇ く かぃ‐

ぇぐぎｘぉずかすお おすぉがお.
• ぐしｘぐぃぉずかが きぎがｚぃぎずぐぃ けきぉがぐかぃかうぃ あｚぃぎごす う ｚすぐぎうぐぃ ぃぁが あがさうくぐｘ, さぐがｙす がかが ｙすぉが

さうくぐすお う ｙぃぅ おけくがぎｘ.
• くきがぉがくかうぐぃ う ぐしｘぐぃぉずかが ｚすぐぎうぐぃ.
ｅぃ ぐそかうぐぃ, かぃ あｚうぁｘぇぐぃ う くぐｘぎｘぇぐぃくず かぃ きがｚぎぃあうぐず ぐぎけｙえう う えｘｙぃぉう ｚかけぐぎう えがぎきけくｘ.
ｅうえがぁあｘ かぃ きがぉずぅけぇぐぃくず あぉそ さうくぐえう ｚかけぐぎぃかかうこ きがｚぃぎこかがくぐぃぇ おがぜしうおう くぎぃあくぐｚｘおう,
ｘｙぎｘぅうｚかすおう きがぎがざえｘおう, さうくぐそしうおう くぎぃあくぐｚｘおう く くうぉずかすお ぅｘきｘこがお うぉう きがぉうぎがｚｘぉず‐
かすおう きｘくぐｘおう, ぐｘえ えｘえ がかう おがぁけぐ きがｚぎぃあうぐず きがｚぃぎこかがくぐず う がくぐｘｚうぐず くぐがぇえうぇ ぅｘきｘこ.

ｏぐがｙす がさうくぐうぐず えがかあぃかくｘぐがぎ (ぎぃざぃぐえｘ さぃぎかがぁが ごｚぃぐｘ) う えがおきぎぃくくがぎ, ぎｘくきがぉがいぃかかすぃ く
ぅｘあかぃぇ くぐがぎがかす きぎうｙがぎｘ, ｚがくきがぉずぅけぇぐぃくず しぃぐえがぇ. ｕぐｘ がきぃぎｘごうそ きがｚすざｘぃぐ せげげぃえぐうｚ‐
かがくぐず ぎｘｙがぐす きぎうｙがぎｘ う くかういｘぃぐ きがぐぎぃｙぉぃかうぃ せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう.
Ｓけあずぐぃ がくぐがぎがいかす, さぐがｙす かぃ きがｚぎぃあうぐず くうくぐぃおけ がこぉｘいあぃかうそ.

ｅぃえがぐがぎすぃ さうくぐそしうぃ くぎぃあくぐｚｘ あぉそ えけこかう くがあぃぎいｘぐ こうおうえｘぐす, おがぁけしうぃ きがｚぎぃあうぐず
きぉｘくぐおｘくくがｚすぃ あぃぐｘぉう きぎうｙがぎｘ. ｇが せぐがぇ きぎうさうかぃ ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ おすぐず ｚかぃざかうぇ えがぎ‐
きけく きぎうｙがぎｘ ぐがぉずえが ぐぃきぉがぇ ｚがあがぇ く かぃｙがぉずざうお えがぉうさぃくぐｚがお おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.

ｈｘぅおがぎｘいうｚｘかうぃ
Ｔ ｚｘざぃお きぎうｙがぎぃ かぃ がｙぎｘぅけぃぐくそ かｘぉぃあず. ｕぐが がぅかｘさｘぃぐ, さぐが ｚ かぃお かぃ がｙぎｘぅけぜぐくそ うかぃぇ
う ぉぃあ かう かｘ きぎがあけえぐｘこ, かう かｘ くぐぃかえｘこ くｘおがぁが きぎうｙがぎｘ.
ｆぐくけぐくぐｚうぃ うかぃそ がｙぃくきぃさうｚｘぃぐくそ ｙぉｘぁがあｘぎそ きがくぐがそかかがぇ ごうぎえけぉそごうう こがぉがあかがぁが ｚがぅあけ‐
こｘ ｚかけぐぎう えｘおぃぎす がぐ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう ｚえぉぜさｘぜしぃぁがくそ ｚぃかぐうぉそぐがぎｘ.

ｏｊｆ ＶＷｃＲｊｔ, ＷｉｃＺ ...
ｇぎう せえくきぉけｘぐｘごうう きぎうｙがぎｘ おがぁけぐ きぎがうくこがあうぐず かぃｙがぉずざうぃ, かが かぃきぎうそぐかすぃ かぃきがぉｘあえう,
あぉそ けくぐぎｘかぃかうそ えがぐがぎすこ かぃ ぐぎぃｙけぃぐくそ ｚすぅすｚｘぐず くきぃごうｘぉうくぐｘ. Ｔ くぉぃあけぜしぃぇ ぐｘｙぉうごぃ
きぎうｚぃあぃかｘ うかげがぎおｘごうそ が ぐｘえうこ かぃきがぉｘあえｘこ. ｆかｘ きがおがいぃぐ うぅｙぃいｘぐず うぅぉうざかうこ ぎｘくこが‐
あがｚ かｘ がｙくぉけいうｚｘかうぃ.
ｈｘｙがぐｘ きぎうｙがぎｘ くがきぎがｚがいあｘぃぐくそ がきぎぃあぃぉぃかかすおう ぅｚけえｘおう (がぐ えがおきぎぃくくがぎｘ う ごうぎえけぉそ‐
ごうう こぉｘあｘぁぃかぐｘ). ｕぐが かぃ そｚぉそぃぐくそ かぃうくきぎｘｚかがくぐずぜ う こｘぎｘえぐぃぎかが あぉそ かがぎおｘぉずかがぇ ぎｘ‐
ｙがぐす きぎうｙがぎｘ.

ｇぎうｙがぎ ぎｘｙがぐｘぃぐ きぎぃぎすｚうくぐが, ぐｘえ さぐが がくぐｘかがｚえｘ えがおきぎぃくくがぎｘ かぃ がぅかｘさｘぃぐ がぐくけぐくぐｚうそ
ぐがえｘ. ｇがせぐがおけ ぅｘきぎぃしｘぃぐくそ えｘくｘぐずくそ せぉぃえぐぎうさぃくえうこ さｘくぐぃぇ きぎうｙがぎｘ, えがぁあｘ がか ｚえぉぜさぃか
ｚ くぃぐず.
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ｅぃうくきぎｘｚかがくぐず Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ
ｇぎうｙがぎ うぅあｘぃぐ くうぉずかすぇ
ざけお.

ｇぎうｙがぎ かぃ けくぐｘかがｚぉぃか あがぉ‐
いかすお がｙぎｘぅがお.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きぎうｙがぎ けくぐｘかが‐
ｚぉぃか けくぐがぇさうｚが (ｚくぃ かがいえう う えが‐
ぉぃくうえう あがぉいかす くぐがそぐず かｘ きがぉけ).
ｉお. ぎｘぅあぃぉ «Ｔすぎｘｚかうｚｘかうぃ».

ｈｘぅあｘぃぐくそ きぎぃあけきぎぃいあｘぜ‐
しうぇ ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ. ｄう‐
ぁｘぃぐ ぅかｘさがえ ｘｚｘぎうぇかがぁが
くうぁかｘぉｘ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ おがぎがぅうぉずかうえぃ
くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

ｉお. ぎｘぅあぃぉ «ｉうぁかｘぉうぅｘごうそ きぎぃ‐
ｚすざぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす».

 ｅぃきぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ あｚぃぎごｘ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ «ｉうぁかｘぉうぅｘごうそ がｙ
がぐえぎすぐがぇ あｚぃぎごぃ».

 くｚぃぎこけ うぉう くかうぅけ かｘ
あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす がぐ‐
がｙぎｘいｘぃぐくそ えｚｘあぎｘぐ.

ｇぎがうぅがざぉｘ がざうｙえｘ ｚ うぅおぃぎぃ‐
かうう ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.

ｇがぅｚがかうぐぃ ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ
(くうくぐぃおｘ がこぉｘいあぃかうそ ｙけあぃぐ う
あｘぉぃぃ きがああぃぎいうｚｘぐず かうぅえけぜ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ きぎがあけえぐがｚ, があかｘえが
ぎぃぁけぉうぎがｚえｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｙけあぃぐ
かぃｚがぅおがいかｘ).

ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ
くうおｚがぉ "あぃおがぎぃいうお"
«аБЙл».

ｇぎうｙがぎ かｘこがあうぐくそ ｚ あぃおがぎぃ‐
いうおぃ.

ｅｘいおうぐぃ かｘ えかがきえけ «ЛЗ» う
けあぃぎいうｚｘぇぐぃ ぃぃ きぎうｙぉうぅうぐぃぉず‐
かが 10 くぃえけかあ; きぎがぅｚけさうぐ あぉうか‐
かすぇ くうぁかｘぉ ぅけおおぃぎｘ, ｘ あうくきぉぃぇ
かｘ えがぎがぐえがぃ ｚぎぃおそ きがぁｘくかぃぐ, きが‐
くぉぃ さぃぁが きぎうｙがぎ きぃぎぃぇあぃぐ ｚ
かがぎおｘぉずかすぇ ぎぃいうお ぎｘｙがぐす.

ｇがくぐがそかかが ぎｘｙがぐｘぃぐ えがお‐
きぎぃくくがぎ.

Ｔがぅおがいかが, かぃｚぃぎかが ぅｘあｘかｘ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ.

Ｙｘあｘぇぐぃ ｙがぉぃぃ ｚすくがえけぜ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎけ.

 ｅぃきぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ あｚぃぎごｘ. ｉお. «Ｙｘえぎすｚｘかうぃ あｚぃぎごす».
 Ｖｚぃぎごけ がぐえぎすｚｘぉう くぉうざえがお

さｘくぐが.
ｅぃ がくぐｘｚぉそぇぐぃ あｚぃぎごけ がぐえぎすぐがぇ
あがぉずざぃ, さぃお せぐが かぃがｙこがあうおが.

 ｉぉうざえがお ｚすくがえｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎｘ きぎがあけえぐがｚ.

ｇぎぃいあぃ さぃお きがぉがいうぐず きぎがあけえぐす
かｘ こぎｘかぃかうぃ, あｘぇぐぃ うお がこぉｘ‐
あうぐずくそ あが えがおかｘぐかがぇ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎす.

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚがぅあけこｘ ｚ きがおぃ‐
しぃかうう くぉうざえがお ｚすくがえｘ.

ｆｙぃくきぃさずぐぃ きがかういぃかうぃ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎす ｚがぅあけこｘ ｚ きがおぃしぃかうう.

ｉぉうざえがお おかがぁが ぉずあｘ う
うかぃそ.

ｅぃきぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ あｚぃぎごｘ. ｉお. «Ｙｘえぎすｚｘかうぃ あｚぃぎごす».

 ｇぎがえぉｘあえｘ あｚぃぎごす あぃげがぎおう‐
ぎがｚｘかｘ うぉう ぅｘぁぎそぅかぃかｘ.

ｉお. «Ｙｘえぎすｚｘかうぃ あｚぃぎごす».

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚかけぐぎう きぎう‐
ｙがぎｘ くぉうざえがお かうぅえｘそ.

Ｔがぅおがいかが, かぃｚぃぎかが ぅｘあｘかｘ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ.

Ｙｘあｘぇぐぃ ｙがぉぃぃ ｚすくがえけぜ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎけ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚかけぐぎう きぎう‐
ｙがぎｘ くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

Ｔがぅおがいかが, かぃｚぃぎかが ぅｘあｘかｘ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ.

ｋくぐｘかがｚうぐぃ ｙがぉぃぃ かうぅえけぜ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎけ.

 ｅぃきぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ あｚぃぎごｘ. ｉお. «Ｙｘえぎすｚｘかうぃ あｚぃぎごす».
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ｅぃうくきぎｘｚかがくぐず Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ
 ｉぉうざえがお ｚすくがえｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐

ぎｘ きぎがあけえぐがｚ.
ｇぎぃいあぃ さぃお きがぉがいうぐず きぎがあけえぐす
かｘ こぎｘかぃかうぃ, あｘぇぐぃ うお がこぉｘ‐
あうぐずくそ あが えがおかｘぐかがぇ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎす.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ おがぎがぅうぉず‐
かうえぃ くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

ｇぎがあけえぐす ぎｘくきがぉがいぃかす くぉう‐
ざえがお ｙぉうぅえが あぎけぁ え あぎけぁけ.

ｋえぉｘあすｚｘぇぐぃ きぎがあけえぐす ぐｘえ, さぐが‐
ｙす がｙぃくきぃさうぐず ごうぎえけぉそごうぜ こが‐
ぉがあかがぁが ｚがぅあけこｘ.

 ｆあかがｚぎぃおぃかかが きがぉがいぃかが くぉう‐
ざえがお ｙがぉずざがぃ えがぉうさぃくぐｚが
きぎがあけえぐがｚ あぉそ ぅｘおがぎｘいうｚｘ‐
かうそ.

ｆあかがｚぎぃおぃかかが ぅｘえぉｘあすｚｘぇぐぃ
おぃかずざぃぃ えがぉうさぃくぐｚが きぎがあけえぐがｚ
あぉそ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ.

ｇぎうｙがぎ かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ. ｇぎうｙがぎ ｚすえぉぜさぃか. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.
 Ｔうぉえｘ ざかけぎｘ きうぐｘかうそ かぃ ｚくぐｘ‐

ｚぉぃかｘ えｘえ くぉぃあけぃぐ ｚ ぎがぅぃぐえけ.
ｂｘえ くぉぃあけぃぐ ｚくぐｘｚずぐぃ ｚうぉえけ
ざかけぎｘ きうぐｘかうそ ｚ ぎがぅぃぐえけ.

 ｆぐくけぐくぐｚけぃぐ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうぃ
きぎうｙがぎｘ. ｆぐくけぐくぐｚけぃぐ かｘきぎそ‐
いぃかうぃ ｚ ぎがぅぃぐえぃ せぉぃえぐぎがくぃぐう.

ｇがあえぉぜさうぐぃ え せぐがぇ ぎがぅぃぐえぃ あぎけ‐
ぁがぇ せぉぃえぐぎがきぎうｙがぎ. ｇぎがｚぃぎずぐぃ
きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉず. ｆｙぎｘぐうぐぃくず え
えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかがおけ せぉぃえぐぎう‐
えけ.

ｃｘおきｘ かぃ ぁがぎうぐ. ｃｘおきｘ きぃぎぃぁがぎぃぉｘ. ｉお. «Ｙｘおぃかｘ ぉｘおきす».
 Ｖｚぃぎごｘ ｙすぉｘ がぐえぎすぐｘ くぉうざえがお

あがぉぁが.
Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.

Ｖｚぃぎごぃ おぃざｘぃぐ ｚぃかぐうぉそ‐
ごうがかかｘそ ぎぃざぃぐえｘ.

ｇぎうｙがぎ かぃ ｚすぎがｚかぃか. ｉお. ぎｘぅあぃぉ «Ｔすぎｘｚかうｚｘかうぃ».

Ｖｚぃぎごｘ けくぐｘかがｚぉぃかｘ かぃ‐
ぎがｚかが.

ｇぎうｙがぎ かぃ ｚすぎがｚかぃか. ｉお. ぎｘぅあぃぉ «Ｔすぎｘｚかうｚｘかうぃ».

Ｗくぉう きぎうｚぃあぃかかすぃ ぎぃえがおぃかあｘごうう かぃ きがぅｚがぉそぜぐ けくぐぎｘかうぐず かぃうくきぎｘｚかがくぐず, がｙぎｘぐ‐
うぐぃくず ｚ おぃくぐかすぇ ｘｚぐがぎうぅがｚｘかかすぇ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.

Ｙｘえぎすぐうぃ あｚぃぎごす
1. ｇぎがさうくぐうぐぃ けきぉがぐかうぐぃぉう あｚぃぎごす.
2. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう がぐぎぃぁけぉうぎけぇぐぃ あｚぃぎごけ ｉお. ぎｘぅあぃぉ «ｋくぐｘかがｚえｘ».
3. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう ぅｘおぃかうぐぃ かぃきぎうぁがあかすぃ けきぉがぐかぃかうそ あｚぃぎごす ｆｙぎｘぐうぐぃくず ｚ くぃぎ‐

ｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.
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ｊＷｍｅＺｏＷｉｂＺＷ ＶＲｅｅｓＷ

   
Ｕｘｙｘぎうぐす   
 Ｔすくがぐｘ 1540 おお
 ｐうぎうかｘ 595 おお
 Ｕぉけｙうかｘ 658 おお
Ｔぎぃおそ きがｚすざぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎす

 30 さｘく

ｅｘきぎそいぃかうぃ  230-240 Ｔ
ｏｘくぐがぐｘ  50 Ｕご

ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ けえｘぅｘかす かｘ ぐｘｙぉうさえぃ く ぐぃこかうさぃくえうおう あｘかかすおう かｘ ぉぃｚがぇ くぐぃかえぃ
ｚかけぐぎう きぎうｙがぎｘ う かｘ ぐｘｙぉうさえぃ せかぃぎぁがきがぐぎぃｙぉぃかうそ.

ｋｉｊＲｅｆＴｂＲ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぃぎぃあ けくぐｘかがｚえがぇ きぎうｙがぎｘ ｚかうおｘぐぃぉずかが きぎがさうぐｘぇぐぃ "Ｚかげがぎおｘごうぜ きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅ‐
がきｘくかがくぐう" あぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ くがｙくぐｚぃかかがぇ ｙぃぅがきｘくかがくぐう う きぎｘｚうぉずかがぇ せえくきぉけｘぐｘごうう
きぎうｙがぎｘ.

ｈｘぅおぃしぃかうぃ
ｋくぐｘかｘｚぉうｚｘぇぐぃ こがぉがあうぉずかうえ ｚ おぃくぐぃ, ぁあぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぃぐ えぉうおｘぐうさぃくえがおけ えぉｘくくけ, けえｘぅｘかかがおけ かｘ ぐｘｙぉうさえぃ く ぐぃこかうさぃくえうおう あｘかかすおう:
ｂぉうおｘぐうさぃくえうぇ えぉｘくく ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす
ПК がぐ +10°C あが +32°C
К がぐ +16°C あが +32°C
ПР がぐ +16°C あが +38°C
Р がぐ +16°C あが +43°C
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ｈｘくきがぉがいぃかうぃ
ｇぎうｙがぎ くぉぃあけぃぐ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぐず ｚあｘぉう がぐ うくぐがさ‐
かうえがｚ ぐぃきぉｘ, ぐｘえうこ, えｘえ ぎｘあうｘぐがぎす がぐがきぉぃかうそ,
えがぐぉす, きぎそおすぃ くがぉかぃさかすぃ ぉけさう う ぐ.あ. ｆｙぃく‐
きぃさずぐぃ くｚがｙがあかけぜ ごうぎえけぉそごうぜ ｚがぅあけこｘ ｚがえぎけぁ
ぅｘあかぃぇ さｘくぐう えがぎきけくｘ きぎうｙがぎｘ. Ｗくぉう きぎうｙがぎ
ぎｘくきがぉがいぃか きがあ きがあｚぃくかすお ざえｘげがお, あぉそ がｙぃく‐
きぃさぃかうそ がきぐうおｘぉずかがぇ ぎｘｙがぐす おうかうおｘぉずかがぃ
ぎｘくくぐがそかうぃ おぃいあけ えがぎきけくがお う ざえｘげがお あがぉいかが
ｙすぐず かぃ おぃかぃぃ 100 おお. ｆあかｘえが いぃぉｘぐぃぉずかが
ｚがｚくぃ かぃ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぐず きぎうｙがぎ きがあ きがあｚぃくかがぇ
おぃｙぃぉずぜ. ｊがさかｘそ けくぐｘかがｚえｘ きが けぎがｚかぜ あがくぐう‐
ぁｘぃぐくそ く きがおがしずぜ ぎぃぁけぉうぎがｚえう があかがぇ うぉう かぃ‐
くえがぉずえうこ ぎぃぁけぉうぎがｚがさかすこ かがいぃえ, ぎｘくきがぉがいぃか‐
かすこ ｚ がくかがｚｘかうう えがぎきけくｘ.
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｅぃがｙこがあうおが がｙぃくきぃさうぐず ｚがぅおがいかがくぐず がぐえぉぜさぃかうそ けくぐぎがぇくぐｚｘ がぐ くぃぐう せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ;
きがせぐがおけ きがくぉぃ けくぐｘかがｚえう けくぐぎがぇくぐｚｘ あがぉいぃか ｙすぐず がｙぃくきぃさぃか ぉぃぁえうぇ あがくぐけき え ｚうぉえぃ
ざかけぎｘ きうぐｘかうそ.

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう
ｇぃぎぃあ ｚえぉぜさぃかうぃお きぎうｙがぎｘ ｚ くぃぐず けあがくぐがｚぃぎずぐぃくず, さぐが かｘきぎそいぃかうぃ う さｘくぐがぐｘ, けえｘぅｘか‐
かすぃ ｚ ぐｘｙぉうさえぃ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ, くががぐｚぃぐくぐｚけぜぐ きｘぎｘおぃぐぎｘお ｚｘざぃぇ あがおｘざかぃぇ
せぉぃえぐぎうさぃくえがぇ くぃぐう.
ｇぎうｙがぎ あがぉいぃか ｙすぐず ぅｘぅぃおぉぃか. ｉ せぐがぇ ごぃぉずぜ ｚうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うおぃぃぐ くきぃごうｘぉず‐
かすぇ えがかぐｘえぐ ぅｘぅぃおぉぃかうそ. Ｗくぉう ぎがぅぃぐえｘ せぉぃえぐぎうさぃくえがぇ くぃぐう かぃ ぅｘぅぃおぉぃかｘ, ｚすきがぉかうぐぃ
がぐあぃぉずかがぃ ぅｘぅぃおぉぃかうぃ きぎうｙがぎｘ ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く あぃぇくぐｚけぜしうおう かがぎおｘおう, きがぎけさうｚ せぐけ
がきぃぎｘごうぜ えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかがおけ せぉぃえぐぎうえけ.
Ｚぅぁがぐがｚうぐぃぉず くかうおｘぃぐ く くぃｙそ ｚくそえけぜ がぐｚぃぐくぐｚぃかかがくぐず ｚ くぉけさｘぃ かぃくがｙぉぜあぃかうそ ｚすざぃけ‐
えｘぅｘかかすこ きぎｘｚうぉ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう.
Ｖｘかかがぃ うぅあぃぉうぃ くががぐｚぃぐくぐｚけぃぐ あうぎぃえぐうｚｘお Ｗｚぎがきぃぇくえがぁが ｉがぜぅｘ.
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Ｙｘあかうぃ きぎがえぉｘあえう
Ｖｚｘ けきがぎｘ かｘこがあそぐくそ ｚ きｘえぃぐぃ く あがえけおぃかぐｘ‐
ごうぃぇ.
Ｖぉそ けくぐｘかがｚえう けきがぎがｚ ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ
あぃぇくぐｚうそ.
1. Ｔすｚぃぎかうぐぃ ｚうかぐ.
2. ｇがあぉがいうぐぃ けきがぎ きがあ ぁがぉがｚえけ ｚうかぐｘ.
3. ｉがぎうぃかぐうぎけぇぐぃ けきがぎ ｚ かけいかがお きがぉがいぃかうう.
4. ｉかがｚｘ ぅｘぐそかうぐぃ ｚうかぐす.

Ｔすぎｘｚかうｚｘかうぃ きが ｚすくがぐぃ
ｇぎう けくぐｘかがｚえぃ きぎうｙがぎｘ がｙぃくきぃさずぐぃ, さぐがｙす がか
くぐがそぉ ぎがｚかが. ｕぐが あがくぐうぁｘぃぐくそ く きがおがしずぜ あｚけこ
ぎぃぁけぉうぎけぃおすこ かがいぃえ, ぎｘくきがぉがいぃかかすこ くきぃぎぃあう
ｚかうぅけ.

ｇぃぎぃｚぃざうｚｘかうぃ あｚぃぎごす
ｏぐがｙす かｘあぃいかが けあぃぎいうｚｘぐず あｚぃぎごす きぎうｙがぎｘ, くぉぃあけぜしうぃ がきぃぎｘごうう ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ
ｚすきがぉかそぐず ｚあｚがぃお.

Ｖぉそ うぅおぃかぃかうそ かｘきぎｘｚぉぃかうそ がぐえぎすｚｘかうそ
あｚぃぎごす ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ がきぃぎｘごうう:
• Ｔすかずぐぃ ｚうぉえけ うぅ くぃぐぃｚがぇ ぎがぅぃぐえう.
• Ｒええけぎｘぐかが かｘえぉがかうぐぃ きぎうｙがぎ かｘぅｘあ

ぐｘえ, さぐがｙす えがおきぎぃくくがぎ かぃ えｘくｘぉくそ きが‐
ぉｘ.

• ｉかうおうぐぃ ごがえがぉずかけぜ きｘかぃぉず.
• ｆぐｚうかぐうぐぃ う くかうおうぐぃ かういかうぃ きぃぐぉう.
• ｉかうおうぐぃ あｚぃぎごけ.
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• ｆぐｚうかぐうぐぃ ｚぃぎこかぜぜ がくず ぅｘｚうかぐうぐぃ ぃぃ
かｘ きぎがぐうｚがきがぉがいかがぇ くぐがぎがかぃ きぎうｙがぎｘ.

A

B

• ｆぐｚうかぐうぐぃ がくず (Ｒ) う ぅｘｚうかぐうぐぃ ぃぃ かｘ
きぎがぐうｚがきがぉがいかがぇ くぐがぎがかぃ きぎうｙがぎｘ.

• ｉかうおうぐぃ ぅｘぁぉけざえけ (Ｔ) う けくぐｘかがｚうぐぃ ぃぃ
かｘ きぎがぐうｚがきがぉがいかがぇ くぐがぎがかぃ きぎうｙがぎｘ.

• ｋくぐｘかがｚうぐぃ ぎけさえけ かｘ きぎがぐうｚがきがぉがいかがぇ
くぐがぎがかぃ, うくきがぉずぅけそ くｚがｙがあかすぃ がぐｚぃぎ‐
くぐうそ.
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h1 h2

h3 h4

h5 h6

• ｉかうおうぐぃ ぎけさえけ. ｆぐｚうかぐうぐぃ ｚぃぎこかぜぜ
くえがｙけ ぎけさえう がぐ くぐぃぎいかそ ぎけさえう (д1). ｆぐ‐
ｚうかぐうぐぃ かういかぜぜ くえがｙけ ぎけさえう がぐ あｚぃぎ‐
ごす (д2).

• ｆぐｚうかぐうぐぃ ｚぃぎこかぜぜ くえがｙけ ぎけさえう がぐ
あｚぃぎごす (д3).

• ｇぎうｚうかぐうぐぃ くえがｙけ ぎけさえう がｙぎｘぐかが え
あｚぃぎごぃ (д4). ｋくぐｘかがｚうぐぃ くえがｙけ ぎけさえう,
くがぃあうかぃかかけぜ く ぎけさえがぇ, う きぎうｚうかぐうぐぃ
うこ え あｚぃぎごぃ (д5) う けくぐｘかがｚぉぃかかがぇ くえが‐
ｙぃ ぎけさえう (д6).

• ｅｘくｘあうぐぃ あｚぃぎごけ がｙぎｘぐかが かｘ きがｚがぎがぐ‐
かすぇ ざぐうげぐ かういかぃぇ きぃぐぉう.

• ｅｘくｘあうぐぃ あｚぃぎごけ がｙぎｘぐかが かｘ ｚぃぎこかうぇ
きがｚがぎがぐかすぇ ざぐうげぐ, かぃおかがぁが かｘえぉがかうｚ
きぎう せぐがお あｚぃぎごけ.

• ｇぎうｚうかぐうぐぃ かういかうぃ きぃぐぉう.
• ｋくぐｘかがｚうぐぃ ごがえがぉずかけぜ きｘかぃぉず かｘ おぃ‐

くぐが.
• ｉかがｚｘ きぎうｚぃあうぐぃ きぎうｙがぎ ｚ ｚぃぎぐうえｘぉず‐

かがぃ きがぉがいぃかうぃ.

Ｔ ぅｘｚぃぎざぃかうぃ きぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす:
• ｚくぃ ｚうかぐす ｙすぉう ぅｘぐそかけぐす;
• あｚぃぎごｘ えｘえ くぉぃあけぃぐ がぐえぎすｚｘぉｘくず う ぅｘえぎすｚｘぉｘくず.
ｇぎう かうぅえがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ ｚ きがおぃしぃかうう (ぐ.ぃ. ぅうおがぇ) きぎがえぉｘあえｘ おがいぃぐ かぃきぉがぐかが きぎうぉぃ‐
ぁｘぐず え えがぎきけくけ. Ｔ ぐｘえがお くぉけさｘぃ あがいあうぐぃくず ぃくぐぃくぐｚぃかかがぇ けくｘあえう きぎがえぉｘあえう きが おぃくぐけ.
Ｔ くぉけさｘぃ かぃいぃぉｘかうそ ｚすきがぉかそぐず ｚすざぃがきうくｘかかすぃ がきぃぎｘごうう くｘおがくぐがそぐぃぉずかが おがいかが がｙ‐
ぎｘぐうぐずくそ ｚ ｙぉういｘぇざうぇ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ. ｉきぃごうｘぉうくぐ くぃぎｚうくかがぁが ごぃかぐぎｘ きぃぎぃｚぃくうぐ
あｚぃぎごけ ぅｘ がぐあぃぉずかけぜ きぉｘぐけ.

ＹＲＳｆｊＲ ｆＳ ｆｂｈｋＸＲｖｑＷａ ｉｈＷＶＷ

ｉうおｚがぉ  かｘ うぅあぃぉうう うぉう かｘ ぃぁが けきｘえがｚえぃ けえｘぅすｚｘぃぐ, さぐが がかが かぃ きがあぉぃいうぐ
けぐうぉうぅｘごうう ｚ えｘさぃくぐｚぃ ｙすぐがｚすこ がぐこがあがｚ. Ｔおぃくぐが せぐがぁが ぃぁが くぉぃあけぃぐ くあｘぐず ｚ
くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ きけかえぐ きぎうぃおえう せぉぃえぐぎがかかがぁが う せぉぃえぐぎががｙがぎけあがｚｘかうそ あぉそ
きがくぉぃあけぜしぃぇ けぐうぉうぅｘごうう. ｉがｙぉぜあｘそ きぎｘｚうぉｘ けぐうぉうぅｘごうう うぅあぃぉうそ, Ｔす きがおがいぃぐぃ
きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず きぎうさうかぃかうぃ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ う ぅあがぎがｚずぜ ぉぜあぃぇ きがぐぃかごうｘぉずかがぁが
けしぃぎｙｘ, えがぐがぎすぇ ｚがぅおがいぃか ｚ きぎがぐうｚかがお くぉけさｘぃ, ｚくぉぃあくぐｚうぃ かぃきがあがｙｘぜしぃぁが
がｙぎｘしぃかうそ く きがあがｙかすおう がぐこがあｘおう. Ｙｘ ｙがぉぃぃ きがあぎがｙかがぇ うかげがぎおｘごうぃぇ がｙ けぐうぉうぅｘごうう
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せぐがぁが うぅあぃぉうそ きぎがくずｙｘ がｙぎｘしｘぐずくそ え おぃくぐかすお ｚぉｘくぐそお, ｚ くぉけいｙけ きが ｚすｚがぅけ う
けぐうぉうぅｘごうう がぐこがあがｚ うぉう ｚ おｘぁｘぅうか, ｚ えがぐがぎがお Ｔす きぎうがｙぎぃぉう うぅあぃぉうぃ.
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