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ばäÜ£Öí？öñ とでぱぢぞ – ぞíüó äëÜ？ñ¡öó 

“╋‶╁┻ ┴╀ ╋‶╁┻,┾┿╀ ┾╉┿ ┿┻ 

╋┻′¨╀” 
 

╊きおほぉあをけ ‶くかぉそえぉ ゃぉえぉ こ かおいょけょせあおう 
ゃょぃおけこ ′きぁょほぉлくぃおほょう かきぉぇをぃをみぉう おけぃおきょいを 
ほぉ かおけかきぉぇくぉぇえょすを ′╈′ –を  л ┿き. ┴おきぅおぃをえあを 
¨をぁをあおぃょむ. 

╅をお そけお ほぉ ょくけをあいをл きおねぉえを ほぉ こ 
┽こせょけきえこл うをいおう うぉくけこ えを ╅おくおぃこн ╇ぉねこけょう 
┴おきぅおぃをえあを ほぉ くをうお おくえおぃえこ  そあおいこ ゅをぃきそょいを 
こ ┽こせょけきえこл ぇおあ ほぉ ┾ょうえをゅょほこ ょ ╀あおえおうくあょ 
[をあこいけぉけ ゅをぃきそょいを こ ╊きょそけょえょн ╈を 
╀あおえおうくあおう [をあこいけぉけこ ぃをゃょいを ほぉ ゅを ほぉぇえおぅ 
おぇ えをほぁおまょし くけこぇぉえをけを をいょ くぉ ょかをあ 
おかきぉぇぉいょいを ぇを あをきょほぉきこ えをくけをぃょ こ 
かおいょけょせあおう ゃょぃおけこл かきぉ くぃぉぅを ゅぁおぅ 
おあおいえおくけょ あおほぉ ほおほ こ けお ぃきぉうぉ えょくこ ょそいぉ えを 
きこあこ. ┽きしこえをす くぃおほぉ かおいょけょせあぉ あをきょほぉきぉ 
ぇおくけょぅいを ほぉ ршшч ぅおぇょえぉл あをぇを ほぉ こ ┽いをぇょ 
′きぁょほぉ あをお うょえょくけをきあを ぁょいを ゅをぇこゃぉえを ゅを 
ぉあおえおうくあこ ょ ぃいをくえょせあこ けきをえくさおきうをすょほこ. 

╈をあおえ かきおぅおえを ょゅ ╊きょそけょえぉ かきぉくぉいょいを くぉ こ 
╈おぃょ ′をぇл ぅぇぉ ょ ぇをえをく ゃょぃょн ╊おえおくえを ほぉ 
うをほあを けきおほぉ ぇぉすぉ. ┴おきぅおぃをえあを ほぉ けきぉえこけえお 
をあけょぃえを あをお かおけかきぉぇくぉぇえょあ ′きかくあぉ ╈をかきぉぇえぉ 
′けきをえあぉл を こ くけきをえすょ ほぉ あをあお ょくけをいあを 

ゅをぇこゃぉえを ゅを ぉあおえおうくあを かょけをみをн ╈ぉ うおゃぉ 
かきおむょ えょほぉぇをえ ぃをゃをえ ぉあおえおうくあょ ゅをあおえ ぁぉゅ 
あおえくこいけをすょほを く みおう. 

╊お みぉえおう うょそまぉみこ かおいおゃをほ ゃぉえを こ 
かおいょけょせあおう ゃょぃおけこ くぃをあをあお えょほぉ ぇおぁをきл ほぉき 
あをあお あをゃぉлぃぉむょえを みぉえょし あおいぉぅょえょすを ゅをこゅょうを 
うぉくけお あをあお ぁょ くぉ ょくかこえょお ぉぃきおかくあょ くけをえぇをきぇ 
おぇ тпд ゃぉえを こ ╊をきいをうぉえけこл を ぃぉおうを うをいお 
みょし ゅをょくけを ぇおかきょえおくょ ぁおまぉう かおいおゃをほこ 
ゃぉえを. 

╈を あきをほこ уфうょえこけえおぅ かきぉぇをぃみを ┴おきぅおぃをえあを 
くぉ ゅをしぃをいょいを おきぅをえょゅをけおきょうを かきおほぉあけを そけお 
くこ ほぉ かおゅぃをいょ ぇを こせぉくけぃこほぉ こ おぃおう かきおほぉあけこл 
えをぃぉぃそょ ぇを ほぉ かおせをくけぃおぃをえを そけお ほぉ ょうをいを 
うおぅこむえおくけ ぇを かきぉぇ ういをぇょう ょ ょくあきぉえょう 
まこぇょうを かきおぅおぃおきょ お おぃおほ けぉうょ. 

╈を あきをほこл ┴おきぅおぃをえあをл ょいょ ┴おきぅおく 
あをあお ほぉ えをぅいをくょいを ぇを ぃおいょ ぇを ほぉ ゅおぃこл ほぉ 
くぃおほぉ かきぉぇをぃをみぉ ゅをぃきそょいを すょけをけおう ょゅ 
かおゅえをけぉ けこきくあぉ くぉきょほぉ “╋こゃを ほぉ きこゃをлぅぇぉ ぅおぇ 
ぇを きをくけぉ”. 

 

 „‶ ╅╋┿‶ ┴╀ ¨╉╊╆╉ ┻╆╃ ′╇╋┿╃“ 
 

‶ おあぃょきこ かきおほぉあけを „‶くかぉそえぉ ゃぉえぉ こ 
かおいょけょせあおう ゃょぃおけこ ′きぁょほぉ“ , ぇきこぅお 
かきぉぇをぃをみぉ тр. ╉あけおぁきを おぇきゃをいを ほぉ ┾おきぇをえを 
╊きぉぇょむл かおけかきぉぇくぉぇえょすを ′┿╊′ - を.  

┾おきぇをえを ╊きぉぇょむ ほぉ ょくけおきょせをきл 
えおぃょえをき ょ かおけかきぉぇくぉぇえょあ 
′おすょほをいぇぉうおあきをけくあぉ かをきけょほぉ  おぇ みぉえおぅ 
おくえょぃをみを сппшн ぅおぇょえぉн ┿ょかいおうょきをいを ほぉ 
ょくけおきょほこ えを [ょいおゅおさくあおう さをあこいけぉけこ こ 
┼ぉおぅきをぇこн ┾おきぇをえを ほぉ かきおさぉくおき ょくけおきょほぉ こ 
おぁきをゅおぃえおう くょくけぉうこ “╋こねぉき ┼おそあおぃょむ“л 
かきおさぉくおき かきおぅきをうを うぉねこえをきおぇえぉ うをけこきぉ 
з╃┼╉ин ╋をぇょいを ほぉ あをお えおぃょえをき こ いょくけおぃょうを 
„╊おいょけょあを”л „┼をゅをき”л  „]おきょゅおえけ” ょ „′をけ”н  

┾おきぇをえを ほぉ くぃおほぉ かきぉぇをぃをみぉ 
ゅをかおせぉいを かきょせおう お ぁおきぁょ ゃぉえを ゅを くぃおほを 

かきをぃをн ╊おぇくぉけょいを えをく ほぉ えを かおあきぉけ 
′こさきをゃぉけあょみを зかきょかをぇえょすぉ かおあきぉけを ゅを 
ほぉぇえをあお かきをぃお ぅいをくを うこそあをきをすを ょ ゃぉえをл 
おぇえおくえお こぃおねぉみを ゃぉえくあおぅ かきをぃを ぅいをくをи ょ 
╀うょいy ┿をぃょくおえн ┾おぃきょいを ほぉ お かおいおゃをほこ ゃぉえを 
えぉあをぇを ょ くをぇを ゃぉいぉむょ ぇを ょくけをあえぉ ゅえをせをほ 
ぁおきぁょ あおほぉ くこ ゃぉえぉ ぃおぇょいぉ あをあお ぁょ くけぉあいぉ 
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かきをぃを あおほぉ ぇをえをく ょうをほこн ╊おぇぉいょいを ほぉ くを 
こせぉくえょすをうを かきょせこ お けおうぉ そけを ほぉ みこ えをぃぉいお 
ぇを ゅをかおせえぉ かおいょけょせあこ あをきょほぉきこн ╂をかおせぉいを ほぉ 
きをぇ こ ′おすょほをいぇぉうおあきをけくあおほ かをきけょほょ ′きぁょほぉ 
ほぉき ほぉл あをあお あをゃぉл ゃぉいぉいを ぇを くけをえぉ えを かこけ 
けおうぉ ぇを こぃぉあ うおきをうお ょうをけょ えぉあおぅを ょゅを くぉぁぉ 
ぇを ぁょくうお おくけぃをきょいょ くぃおほ すょまн ╁ぉいょ ぇを くぉ 
ょゅぁおきょ ゅを ぃきぉぇえおくけょ あおほぉ くぉ けぉうぉまぉ えを 
ぇきこそけぃこ ほぉぇえをあょし そをえくょ ょ くおすょほをいえぉ かきをぃぇぉн 
┾おきぇをえを ほぉ かおきこせょいを ぇを くぃをあょ くょくけぉう ょうを ょ 
ぇおぁきぉ ょ いおそぉ くけきをえぉл をいょ ぇを こぃぉあ ょぇぉうお あを 

ぇおぁょう えぉ ゅをえぉうをきこほこむょ いおそぉн ╊おきこせょいを ほぉ 
ぇを くうお くぃょ うょ おぇぅおぃおきえょ ゅを おぃお ぇきこそけぃお ょ 
ぇを ほぉ えをそぉ かきをぃおл を ょ おぁをぃぉゅを ぇを ぅを こせょえょうお 
ぁおまょうн 

‶ ょうぉ ╅′[╊╈-を ぅおそむょ くこ くぉ えを 
かきぉぇをぃをみこ ゅをしぃをいょいょ かきぉぇくぉぇえょあ ╅′[╊╈-を 
╊をほをゅょけ ╊おうをあ ょ きこあおぃおぇょいをす かきおほぉあけを 
┻いぉあくをえぇきを ┴おぃをえおぃょむ. 

 
┻こけおき : ╇ょいょすを ╉きおく 

 

 
 

╊╉′╀¨┻ ╋╀┿┻╅〈╃┴╃ ╊╉╆╃¨╃╅╀ 
 

 

 
┾きこかを おぇ уп-をあ くけこぇぉえをけを [╊╈-をл 

ょうをいを ほぉ けお ゅをぇおぃおまくけぃお ぇを рч. ╈おぃぉうぁきを 
2011.л こ おきぅをえょゅをすょほょ ╅′[╊╈-をл かおくぉけょ 
きぉぇをあすょほこ えをそぉぅ えをほくけをきょほぉぅ ぇえぉぃえおぅ いょくけを 

„╊おいょけょあを“  ょ ぇを かおきをゅぅおぃをきを くを ぅいをぃえょう ょ 
おぇぅおぃおきえょう こきぉぇえょあおう ┿きをぅをえおう 
┼こほおそぉぃょむぉう. 

┾おくかおぇょえ ┼こほおそぉぃょむ ほぉ かおゅぇきをぃょお 
くけこぇぉえけぉ [╊╈-を ょ ゅをしぃをいょお ょう くぉ そけお くこ 
ょゅきをゅょいょ ゃぉまこ ぇを かおくぉけぉ きぉぇをあすょほこ 
╊おいょけょあぉ ょ こかおゅえをほこ くぉ ょゅぁいょゅを くを きをぇおう 
うぉぇょほをн ╅をあお ほぉ ぅおくかおぇょえ ┼こほおそぉぃょむ 
きぉあをおлおえ ほぉ くぃおほこ あをきょほぉきこ かおせぉお こかきをぃお こ 

„╊おいょけょすょ“ ょ けこ ほぉ おくけをお くぃぉ ぇお шп-ょしлあをぇを 
ほぉ ゅぁおぅ すぉえゅこきぉ みぉぅおぃょし けぉあくけおぃを あおほょ えょくこ 
ょそいょ えを きこあこ けをぇをそみおほ ぃいをぇをほこむおほ ぉいょけょ 
おぇいこせょお ぇを えをかこくけょ きぉぇをあすょほこн 
╈をあおえ おぇいをくあを ょゅ ╊おいょけょあぉ きをぇょお ほぉ こ 
うえおぅょう きぉぇをあすょほをうを ょ あをあお あをゃぉ, くぃをあお けお 
ょくあこくけぃお ゅを みぉぅを ほぉ ょゅこゅぉけえお ぃきぉぇえおн ╅をあお 
あをゃぉ, 90-ょし ほぉ ぁょいを かおけきぉぁえを ぃぉいょあを 
しきをぁきおくけ ぇを ぁょ ぁょいょ えおぃょえをきл をいょ ぇを くぉ おえ 
えょあをぇを えょほぉ かいをそょお ぇを むぉ かおくいぉ ′いをぃあを 
┷こきこぃょほぉ ぁょけょ くいぉぇぉむょ えを いょくけょ ゅを おぇくけきぉいн 
╊おくいぉ рф-をあ ぅおぇょえを ぃをえ „╊おいょけょあぉ“ ぃきをけょお 
くぉ こ みこл おぃおぅ かこけを あをお ぅいをぃえょ ょ おぇぅおぃおきえょ 
こきぉぇえょあл ょ あおえをせえお ほぉ ょうをお かきょいょあこ ぇを 
ぇおかこくけょ くぃおほょう あおいぉぅをうを おえこ くいおぁおぇこ ぁぉゅ 
あおほょし えおぃょえぉ えぉ うおぅこ ぇを ゃょぃぉн 

‶くいぉぇょいを くこ うえおぅおぁきおほえを かょけをみを 
くけこぇぉえをけを ぅおくかおぇょえこ ┼こほおそぉぃょむこлあおほょ ほぉ ょ 
かおきぉぇ うえおぅおぁきおほえょし おぁをぃぉゅを くを 
ゅをぇおぃおまくけぃおう おぇぅおぃをきをお えを みょしлを くぃをあをあお 
ほぉぇをえ おぇ みぉぅおぃょし おぇぅおぃおきを あおほょ むぉ くぉ せぉくけお 
かおえをぃまをけょ ほぉ  „′ぃょ うょ あおほょ くぉ ぁをぃょうお 
えおぃょえをきくけぃおう くうお いこぇょл ぁぉゅ けおぅを ほぉ おぃをほ 
かおくをお えぉゅをうょくいょぃ”. 
 

┻こけおき : ┻いぉあくをえぇきを ┴おぃをえおぃょむ 
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でçñö Ü¡Ü Öíï 

ゑぎでどご ごげ でゑぎどん 

╈をあおえ ぃょそぉうほぉくぉせえぉ あきょゅぉл うえおぅょし 
えぉこくかほぉいょし うほぉきを そけぉぇみぉ ょ えぉゅをぇおぃおまくけぃを 
えをきおぇを あおほぉ ほぉ ぃょそぉ かこけを ぉくあをいょきをいお えを こいょすをうを 
ぅきせあょし ぅきをぇおぃをл かきぉうょほぉき ┾きせあぉ ┴おきぅおく 
╊をかをえぇきぉこ かおぇえょお ほぉ おくけをぃあこ あをあお ぁょ くけぃおきょお 
かきおくけおき ゅを えおぃこ あおをいょすょおえこ ぃいをぇこн ╈おぃこ ぃいをぇこ 
えをすょおえをいえおぅ ほぉぇょえくけぃを かきぉぇぃおぇょむぉ ぉあおえおうょくけを 
╆こあをく ╊をかをぇぉうおく せょほょ むぉ ゅをぇをけをあ こ えをきぉぇえおう 
かぉきょおぇこ ぁょけょ ぇを ぃぉきょさょあこほぉ ょ くかきおぃぉぇぉ 
かきおぅきをう ╀‶ ゅを かきぉぃをゅょいをゃぉみぉ さょえをえくょほくあぉ 
あきょゅぉ あをあお ぁょ くぉ ょゅぁほぉぅをお ぁをえあきおけ ゅぉうまぉн 

╅きょゅを くぉ くを ぅきせあおぅ ╉いょうかを かきぉくぉいょいを 
えを ┻かぉえょえぉн ┿こぅ おぇ рншпп うょいょほをきぇょ ぉぃきを 
えをけほぉきをお ほぉ ′ょいぃょほを ┼ぉきいこくあおえょほを ぇを 
かきぉうょほぉきくあこ かをいょすこ かきぉぇを ぉあおえおうょくけょ ╇をきょほこ 
╇おえけょほこ あおほょ ほぉ くをせょえょお ぉあくかぉきけくあこ ぃいをぇこн ┽ぉむ 
ょくかきをゃみぉえょし やぉかおぃをл ╃けをいょほをえょ くぉ えぉ くいをゃこ くを 
うほぉきをうを そけぉぇみぉ ょ ょゅいをゅぉ えを こいょすぉн 

╈ょ うほぉくぉす ぇをえを えをあおえ こぁょくけぃを 
╇おをうぉきを ┾をぇをさょほを くょけこをすょほを こ ╆ょぁょほょ くぉ えぉ 
くうょきこほぉн ╊いぉうぉ ┽ぉきそょさをえを けきをゃょ おくぃぉけこ ゅを 
かこくけおそぉみぉ ┼をえょ ┽をいょぇを を ょくいをうょくけょせあぉ 
さきをあすょほぉ こ きぉぇおぃょうを えおぃょし ぃいをくけょ ょくけょせこ ぇを 
えぉむぉ かきょくけをけょ えを ``かきぉぃょそぉ こうほぉきぉえ ょくいをう``н  

‶ ′┻┿ けおあおう せょけをぃおぅ えおぃぉうぁきを 
えをくけをぃまぉえょ かきおけぉくけょ かきおけょぃ うおえおかおいを 
さょえをえくょほくあょし ぅょぅをえをけを ょ ぉあおえおうくあぉ 
えぉほぉぇえをあおくけょ かおぇ えをゅょぃおう `╉あこかょきをほうお 
┽おいくけきょけ`н ╈をあおえ くうきけょ けきょ こせぉくえょあを かきおけぉくけを 
をうぉきょせあを かおいょすょほを かおおそけきょいを きぉかきぉくょぃえぉ 
うほぉきぉ ょ しをかそぉみをн 

┿ぉうおえくけきをすょほぉ かきおけょぃ きぉゃょうを ┼をそをきを 
ぉい ┻くをぇを こ ′ょきょほょ あおほぉ けきをほこ おぇ うをきけを かきほぉけぉ ぇを 

かきぉきをくけこ こ ぅきをねをえくあょ きをけн ‶ ╈おぃぉうぁきこ こぁょほぉえお 
かきぉあお сфп すょぃょいを を ゅぉうまを くけをぃまぉえを かおぇ 
くをえあすょほぉ ╀‶ ょ ′┻┿н ╈をあおえ そけお ほぉ ょ ┻きをかくあを いょぅを 
こぃぉいを ぉあおえおうくあぉ くをえあょすょほぉ ┿をうをくあこ ぇおそいお ほぉ ぇお 
えおぃょし ぇぉうおえくけきをすょほを をいょ おぃをほ かこけ こくうほぉきぉえょし 
かきおけょぃ くをえあすょほを ょ こ ゅえをあ かおぇきそあぉ ┼をそをきこн 

 ╈こあいぉをきえょ かきおぅきをう ╃きをえを ょゅをゅぃをお 
ぃぉいょあぉ けぉえゅょほぉн ╃をあお ╇をしうこぇ ┻しうをぇょえぉやをぇ 
ぇぉうをえけこほぉ けぃきぇみぉ ぇを ¨ぉしぉきをえ をあけょぃえお きをぇょ えを 
ょゅきをぇょ えこあいぉをきえおぅ えをおきこゃをみをл こ ′┼‶╈ ぃぉむ ほぉ 
ぇおえょほぉけを きぉゅおいこすょほを お おぃおう かきおぁいぉうこн ╉せぉあこほぉ 
くぉ おそけをき かきょけょくをあ ╅ょえぉ ょ ╋こくょほぉ えを おぃこ ゅぉうまこ を 
ょゅうぉねこ ′┻┿ ょ ╃きをえを ぃぉむ えぉあおいょあお ぇをえを くほぉぃをほこ 
ぃをきえょすぉ `そかょほこえくあおぅ きをけを`-えをょゅうほぉえょせえお 
しをかそぉみぉ をぅぉえをけを ほぉぇえぉ ょ ぇきこぅぉ くけきをえぉн 

╊きぉぇくぉぇえょすょ ╋こくょほぉл ╅をゅをしくけをえを ょ 
┼ぉいおきこくょほぉ かおけかょくをいょ くこ ┿ぉあいをきをすょほこ お 
くけぃをきをみこ ╀ぃきおをゅょほくあぉ ぉあおえおうくあぉ こえょほぉн 
┴ぉぇょえくけぃぉえ ぉあおえおうくあょ かきおくけおき けきぉぁを ぇを くけこかょ えを 
くえをぅこ спрснぅおぇょえぉлゅをほぉぇえお くを さおきょきをみぉう  
╀ぃきおをゅょほくあぉ ぉあおえおうくあぉ あおうょくょほぉн 

‶あおいょあお ′┻┿ えをくけをぃょ ょゅぅきをぇみこ 
かきおけょぃきをあぉけえおぅ くょくけぉうを こ ╀ぃきおかょ ╋こくょほを むぉ 
かおくけをぃょけょ きをあぉけえょ くょくけぉう `ょくあをえぇぉき` こ 
╅をいょみぅきをぇくあおほ おぁいをくけょ ょ ょゅをむょむぉ ょゅ ′かおきをゅこうを 
′¨┻╋¨ ょゅほをぃょお ほぉ ┿うょけきょほ ╇ぉぇぃぉぇぉぃн 

╀ぃきおかを かおぇほぉまぉえを ゅぁおぅ ぇこゃえょせあぉ 
あきょゅぉн╇ぉきあぉいおぃを ょ ′をきあおゅょ ょゅえょほぉいょ ょぇぉほこ お 
さおきうょきをみこ ぉあくあいこゅょぃえおぅ あいこぁを こえこけをき ‶えょほぉ こ 
あおほょ ぁょ こそいぉ くをうお  „おぇぅおぃおきえぉ せいをえょすぉ 
ぉぃきおゅおえぉ“н 

┻こけおき : ┴ぉいぉえを ┽こほをえおぃょむ 
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„とだずごとだ よぎ ┿ぎぜだとづんどごよん ぷどぎどぞん ぢだ でづゐごよば?“  
 

 

┼おきょくいをぃ ╊ぉあょむ л せこぃぉえょ くきかくあょ 
かょくをす л ほぉぇえおう ほぉ ゅをぁぉいぉゃょお ぇを ぇぉうおあきをけょほを 
えぉ けきかょ しぉきおょゅをう л ほぉき くぉ かいをそょ しぉきおほをн 
╊きぉうを みぉぅおぃょう きぉせょうをл ぇぉうおあきをけょほを ほぉ こ 
かきをあくょ ぅおけおぃお こぃぉあ ぁょいを えをかおきをえ かおいょけょせあょ 
あおえすぉかけн ╂をうょそまぉえを えをぇ おぃおう うこぇきおそむこ, 

かおえぉあをぇ くぉ かょけをう ぇを いょ くこ ぁょぃそぉ 
ほこぅおくいおぃぉえくあぉ きぉかこぁいょあぉ うおぅいぉ ぁおまぉ 
ょくあおきょくけょけょ あきをほ あおうこえょゅうを ょ かをぇ 
┼ぉきいょえくあおぅ ゅょぇを? ┿を いょ ほぉ こ かょけをみこ けゅぃ н 
ほこぅおえおくけをいぅょほを ょいょ きをゅおせをきぉみぉ えをそょう 
ぇおぁおう? ╈を くをうおう かおせぉけあこ ょくけきをゃょぃをみを お 
ぇぉうおあきをけょほょл くぃょ うおきをうお ょうをけょ えを こうこ ぇを 
くをぃきそぉえを ぇぉうおあきをけょほを えぉ かおくけおほょн ′をぃきそぉえを 
ぇぉうおあきをけょほを ほぉ せをあ えぉかおけきぉぁえを ょ かおぅこぁえを ゅを 
くをうこ くぉぁぉ. 

╃ゅうぉねこ ぇおぁきを ょ ゅいを - ′きぁょほを ほぉ 
ゅぉうまを えを きをゅうぉねょ くぃぉけおぃを ょ すょぃょいょゅをすょほを - 
えぉあをぇを ょゅうぉねこ をこくけきおこぅをきくあおぅ ょ けこきくあおぅ 
すをきくけぃをл を ぇをえをく えを きをゅうぉねょ ぉぃきおかくあぉ 
かおいょけょあぉ かきぉうを ┼をいあをえこ. ┽いをぇをきくあぉ あこむぉ くぉ 
くこあおぁまをぃをほこ くを かおほぉぇょえょう かをきけょほをうを ょ 
みょしおぃょう かをきをぇょぅうをうをл を けこ ほぉ ょ ぇょいぉうを 
„╋こくょほを ょいょ ╀ぃきおかを“н  ╈を けおう ょくけおきょほくあおう 
かをきをぇおあくこ ほぉぇえを をぅきをきえを ゅぉうまをл ぁぉゅ 
きをゅぃょほぉえょし かおいょけょせあょしл さょえをえくょほくあょし ょ 
ょえけぉいぉあけこをいえょし ぉいょけをл きをゅぃょほを くぉ こぁきゅをえお ょ 
くけぃをきを えをほぃをゃえょほぉ ょえくけょけこすょほぉ ほぉぇえぉ ぇきゃをぃぉн 
╈おл おえを えぉうを けお ぃきぉうぉ あおほぉ くこ ょうをいぉ ぇきこぅぉ 
ぉぃきおかくあぉ ぇきゃをぃぉн ┴ぉぇえを ぅきこかを えをそょし 
ょくけおきょせをきを けぃきぇょ ぇを くこ こ ′きぁょほょ くけぃをきをえぉ 
ょえくけょけこすょほぉ あおほぉ くこ かお くぃおほおほ ぇぉさょえょすょほょ 
ぁょいぉ ぇぉうおあきをけくあぉл をいょ ぇを ほぉ こ спп ぅおぇょえを 
うおぇぉきえぉ くきかくあぉ ょくけおきょほぉ ぇぉうおあきをけょほを 
さこえあすょおえょくをいを えを かきをぃょ えをせょえн ┿ぉうおあきをけょほを 
ほぉ かおぃぉゅをえを ょ く かおほうおう かきをぃえぉ ぇきゃをぃぉл ゅをけょう 
くを かおほうおう おぇぅおぃおきえおくけょ かおいょけょせあょし ぉいょけを л  
かを くぃぉ くを かおいょけょせあおう あこいけこきおう ぅきをねをえを. 

╋をゅこうぉ くぉ ぇを ほぉ おぃをほ かぉきょおぇ ぇおくけを うをいょл をいょ 
くぉ えぉ けきぉぁを こぃぉあ かおゅょぃをけょ えを ぃきぉうぉл ぁをき えぉ こ 
おぃょう けきぉえこすょうをн ′をぃきぉうぉえょ  せおぃぉあ ほぉ かお 
かきょきおぇょ えぉくけきかまょぃ ょ けお うこ えぉ ぇおゅぃおまをぃを ぇを 

ゅぁおぅ ぃょそょし ぇきこそけぃぉえょし えょぃおを かきおかをぇえぉ, 

かきおくけお ゅをけお そけお ほぉ こかおきえお せぉあをお えぉあょ みょしおぃ 
かおけぉゅ.   

╊おそけおぃをみぉ けきをぇょすょほぉ -  ╅をぇを 
えぉそけお けきをほぉ ぇおぃおまえお ぇこぅお こ ほぉぇえおう えをきおぇこ, 

かおくけをほぉ えぉ くをうお ぇぉお けきをぇょすょほぉл ぃぉむ ょ ぇぉお 
えをくいぉねをл かを せをあ ょ ぅぉえぉけくあおぅн ┾おぇょえをうを えをあおえ 
くけきをぃょせえょし きをけえょし ぇおぅをねをみをл ′きぁょほこ くぃぉけ 
ほおそ こぃぉあ ぅいぉぇを あをお ゅぉうまこ あおほを ほおそ こぃぉあ えょほぉ 
きをくあきくけょいを くを あおうこえょくけょせあょう えをくいぉねぉうл 
ゅぉうまこ あおほを ゅぁおぅ いょぇぉきくあょし ぁおきぁょ ょ 
くけきをえをせあょし くこあおぁを かきぉぇくけをぃまを えぉくょぅこきえおぅ 
かをきけえぉきを ゅを くをきをぇみこ ょ ょえぃぉくけょすょほぉн ′きぁょほょ 
くこ こ おぃおう けきぉえこけあこ えをほうをみぉ かおけきぉぁえょ くけをいえょ 
くこあおぁょ ょゅうぉねこ いょぇぉきを かおいょけょせあょし かをきけょほを, 

あおほょ くぉ こぃぉあ かおゅょぃをほこ えを くいおぁおぇこ うょそまぉみを 
ょ ぇぉいをみを н╊きぉぃぉいょあを ょ かきぉけぉきをえを くいおぁおぇを 
をあけぉきを かおいょけょせあぉ くすぉえぉ ょ ほぉくけぉ きぉゅこいけをけ 

こくかおくけをぃまをみを ぇぉうおあきをけょほぉ あおぇ えをく н 
╈ぉくけをぁょいえおくけ ょ えぉゅぇきをぃょ おぇえおくょ こ ぇきゃをぃょ 
きこそぉ けきをぇょすょほこ ょ うおきをい л ゅをきをぇ えぉあょし 

“ぃょそょし” すょまぉぃを をあけこぉいえぉ ぃいをくけょн ′おすょほをいをл 
くきぉむおうл えょほぉ くいぉかをл を えょ ょうこえを えを おぃをあぃを 
ぇぉそをぃをみを н 

╅をかょけをいょゅをう ょ こけょすをほ ╀ぃきおかくあぉ 
‶えょほぉ -  ╃えをせぉл あをあお ぁょ かおくけをいを ぇぉお 
えをほうおむえょほぉ ぇきゃをぃえぉ ょ ぇきこそけぃぉえぉ ゅをほぉぇえょすぉ, 

′きぁょほを こかおきえお けぉゃょ あを けおうぉ ぇを かおくけをえぉ 
ぇぉうおあきをけくあを ゅぉうまをл そけお ほおほ えぉ かおぅおぇこほぉ ょゅ 
ぃょそぉ きをゅいおぅをн ┿おいをくあおう ぇぉうおあきをけょほぉ えを 
ぁをいあをえくあお けいお зうょくいょう えを かぉきょおぇ えをあおえ 5 . 

おあけおぁきをил くきかくあょ えをきおぇ くぉ こかおゅえをほぉ くを 
あをかょけをいょゅうおう ょ みぉぅおぃょう あをあお ぇおぁきょうл けをあお 
ょ ほをあお いおそょう くけきをえをうをн ╅をかょけをいょゅをう えをく 
ぃぉむ ぇこぅお “ けぉきを “ ぇを ぁこぇぉうお かおけあこかまょぃょ ょ 
けをあお くけぃをきを きをゅいょせょけぉ おぁいょあぉ あおきこかすょほぉ л おぇ 
あおほぉ えをほぃょそぉ かきおさょけょきを ぃいをくけ н ╈ょあお л 
うぉねこけょう л えょほぉ ょうこえ えょ えを あきをし 
かをけきょおけょゅうをл あおほょ くぃぉ ぃょそぉ かおかこそけを かおぇ 
けぉきぉけおう えおぃすをн ′けおぅを ほぉ ほをくえお ぇを くこ 

かきょくけをいょすぉ ぇぉうおあきをけょほぉ ょ かきょくけをいょすぉ 
あをかょけをいょゅうを ゅをかきをぃお ほぉぇえお けぉ ょくけおл をいょ ほぉ 
くぃょうを くぃをあをあお えをほほをくえょほぉ けお ぇを くぉ えょあお おぃぇぉ 
えぉ ぁおきょ ゅを かきをぃぉ ぇぉうおあきをけくあぉ ょぇぉをいぉл ぃぉむ ゅを 
えおぃぉ かおいょけょせあぉ かおぉえぉн ╊おぉえぉ ぇおぁょほぉえぉ おぇ 
くぃぉけくあょ かおゅえをけょし まこぁょけぉまを かおいょけょあぉ л を くぃぉ 
きをぇょ こいをくあを こ ぃぉいょあこ ぉぃきおかくあこ ゅをほぉぇえょすこн 
╂をけお くうをけきをう ぇを ほぉ ぇぉうおあきをけょほを ょ おぃぇぉ ょ こ 
くぃぉけこ くをうお ほぉぇえを おぇ うょいょおえ をけきをあけょぃえょし 
ょぇぉほを н 
 

┻こけおき : ╈ょえを ′けぉかょむ 
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とÜ¿öÜëí  

 
„ぢづごとんげ とりごゎぎ づごぞゎごぷぢごず” 

╃をあお こ 
′きぁょほょ かょくすょ 
えょくこ ぁをそ えぉそけお 

かきぉぃょそぉ 
かおかこいをきえょл おえを 
ほぉ こくかぉいを ぇを くぉ 
かきおぁょほぉн ╋ぉせ ほぉ お 
ぇぉいこ あおほぉ ほぉ 

えをかょくをいを 
┴ぉいぉえを ┼をせょむ 

┻いょうかょむл 
かおかこいをきえを 

ぃおぇょけぉまあを えを 
けぉいぉぃょゅょほょ 

╊ょえあн ┶ぉえお 
ぇぉいお 

„╋ょえぅょそかょい“ くぉ 
こ かきおぇをほょ えをそいお 
くきぉぇょえおう спрп   
 ょ ぇお くをぇを ほぉ 

かきおぇをけお かきぉあお かぉけえをぉくけ けょきをゃをн ╃ けきぉぁをл 
かおそけお あみょぅを ぃきぉぇょ くぃをあょ ぇょえをきн ╃うをお くをう 
おぅきおうえぉ かきぉぇきをくこぇぉ かきぉうを あみょゅょ あをぇを くをう 
かおせぉお ぇを ほぉ せょけをうл をいょ くをう くぉ こぁきゅお 
おくいおぁおぇょお けょし かきぉぇきをくこぇをл うおゃぇを せをあ ょ 
かおくいぉ かきぃおぅ かきおせょけをえおぅ かおぅいをぃまをн ┻ ょ あをぇを 
くをう ゅをぃきそょお せょけをみぉл かきおうぉえょいお くぉ ょ うおほぉ 
うょそまぉみぉ お くをうおほ くかょくをけぉまょすょн 

╊きょせを かおせょみぉ рштчн ぅおぇょえぉ ょ 
ぅおぃおきょ お ぇぉぃおほせょすょ ┻えょ あおほをл ゃょぃぉむょ こ 
うをいおう うぉくけこ こ  ┽おほぃおぇょえょл ぇをえぉ かきおぃおぇょ 
ょぅきをほこむょ くぉ えを くけをきおう きょえぅょそかょいこ あおほょ くぉ 
えをいをゅょお ょゅを あこむぉ こ あおほおほ ほぉ ゃょぃぉいをн ╇をほあをл 
かきょうぉけょぃそょ ┻えょえ けをいぉえをけ ゅを ぁをいぉけл ぁぉゅ 
おぇおぁきぉみを みぉえおぅ おすをл ぁぉゃょ くを みおう ゅを 
┼ぉおぅきをぇ ょ こかょくこほぉ ほぉ えを ぁをいぉけ あおぇ ほぉぇえぉ おぇ 
かきぉくけょゃえょし こせょけぉまょすをн ┻えを ほぉ あきぉえこいを くを 
えをかおきえょう ぃぉゃぁをみぉうл あおほぉ ほぉ えを あきをけあお ぁょいお 
かきぉあょえこけお ┿きこぅょう くぃぉけくあょう きをけおうн ╅をぇを ほぉ 
きをけ かきおそをおл ┻えょえを こせょけぉまょすを そをまぉ ┻えこ こ 
╇おくあぃこ あおぇ くぃおほぉ かきょほをけぉまょすぉн ┻えを こ ╋こくょほょ 
かおせょみぉ くを えをかおきえょう ぃぉゃぁをうをл ぇを ぁょ かおくいぉ 
ょゅぃぉくえおぅ ぃきぉうぉえを かおくけをいを かきぃを ぁをいぉきょえを 
┼おまそおほ けぉをけきをн 

┻いょл あおいょあお ほぉ くいをぃを いぉかをл けおいょあお 
ほぉ ょ きこゃえをн ┻えを こ ╇おくあぃょ こかおゅえをほぉ まこぁをぃ 

くぃおぅ ゃょぃおけをл ′ぉきぅぉほをл あおほょ ほぉ おゃぉみぉえ ょ ょうを 
ぇぉけぉн ╊おそけお おえ ゃょぃょ こ えぉくきぉむえおう ぁきをあこ くを 
えぉこきおけょせえおう ゃぉえおうл ゅをかおせょみぉ をぃをえけこきこ くを 
┻えおう あおほを むぉ ほぉ あおそけをけょн ╊おくいぉ ょゅぃぉくえおぅ 
ぃきぉうぉえをл ′ぉきぅぉほ くぉ ぃきをむを くぃおほおほ ゃぉえょ ゅぁおぅ 
ぁおいぉくけょ くぃおぅ ぇぉけぉけをн ¨お ┻えこ うおけょぃょそぉ ぇを 
えをかきをぃょ えをほぃぉむこ ぅきぉそあこ こ くぃおう ゃょぃおけこн 
╃ゅえぉぃぉきぉえを ょ くあきしをえを ぁおいおうл おえを おぇいをゅょ えを 
をぁおきけこくл を けを ぅきぉそあを ほおほ くぉ おぁょほを お ぅいをぃこл 
けをあお そけお ほおほ くこぇぁょえを こ ゃょぃおけ ぃきをむを ′ぉきぅぉほをл 
あおうぉ ほぉ ぇぉけぉ こうきいお おぇ えぉょゅいぉせょぃぉ ぁおいぉくけょ ょ 
あおほょ くをぇを ゃぉいょ ぇぉけぉ くを みおうн 

┻えょえ ゃょぃおけ かおくいぉ おぃおぅを かおせょみぉ 
えをぅいお ぇを かきおかをぇをн ╃をあお ほぉ くぃぉ こくかぉそえょほをл えを 
ぉうおすょおえをいえおう えょぃおこ けきかょ こぇをきをす ゅを 
こぇをきすぉうн ╈を くぃをぇぁょ くぃおぅ えをほぁおまぉぅ ぇきこぅを ょゅ 
ぇぉけょみくけぃをл ┮おきねをл ′ぉきぅぉほ ぇおゃょぃまをぃを 
ょえさをきあけ ょ こうょきぉн ┻えを かおくいぉ みぉぅおぃぉ くうきけょ 
かおくけをほぉ くぉえあをн ‶けぉしこ かきおえをいをゅょ こ ╃くょぇおきょл 
┮おきねぉぃおほ むぉきすょл あおほこ ほぉ ぅいぉぇをいを あをお くぃおほこн 
┻いょ みょしおぃ ぅこぁょけをあ えょほぉ うおぅいを ぇを かおぇえぉくぉн 
╊おあをゅをえを えをう ほぉ ぅきをえょすを ぇお あおほぉ せおぃぉあ うおゃぉ 
ぇを けきかょ ぁおい ょ あをぇを ほぉ こ くけをみこ ぇを ぇょぅえぉ きこあこ 
えを くぉぁぉн ╊おそけお ┻えを えょほぉ こくかぉいを ぇを くぉぁょ 
おぇこゅうぉ ゃょぃおけл えをくけをぃょいを ほぉ ぇを けきかょ 
くこぇぁょえくあぉ こぇをきすぉ ょ ぇを かおぇえおくょ おぇいをくあぉ 
ぇきをぅょし おくおぁを ょゅ ゃょぃおけをн ╂をぇみょし ш うぉくぉすょ 
くぃおぅ ゃょぃおけを かきおぃぉいを ほぉ こ ぁおいえょすょл くをうをл 
こうきぉぃそょ おぇ きをあを あおくけょほこн 

╇おほを ほぉ かきぉかおきこあを ぇを くぃょ かきおせょけをけぉ 
おぃこ あみょぅこл ぁぉゅ おぁゅょきを あおぅ くけぉ きおぇをн ╃л ぇをл 
かいをあをむぉけぉн ′ぃょ かいをせこл ぁぉゅ おぁゅょきを ぇを いょ ほぉ こ 
かょけをみこ うこそあをきをす ょいょ ゃぉえをн ¨おいょあお けこぅぉл 
いおそょし ぇおぅをねをほを ょ ほおそ くぃぉ けお くけをぃまぉえお こ упп 
くけきをえを あみょぅぉл うおゃぉ ぇを あこいうょえょきを ほぉぇょえお 
くこゅをうをн ╅みょぅを えをく くをぃぉけこほぉ ぇを ぇおぁきお 
きをゅうょくいょうお かきぉ えぉぅお そけお ぇおえぉくぉうお えぉあこ 
おぇいこあこл ぇを えぉ ぁょくうお かきおそいょ あをお ┻えをл 
こあおいょあお かおぅきぉそょうおннн ╅をぇを くぉ ゅをぃきそょ せょけをみぉ 
あみょぅぉл きぉけあお あお きをゅうょそまを お ゃょぃおけこ ┻えぉл ぃぉむ 
くぃをあお かおせえぉ ぇを かきぉょくかょけこほぉ くぃおほн ¨お ょ えょほぉ 
けおいょあお いおそぉл うおゃぇを えぉあお ょ こくかぉ ぇを かきおうぉえょ 
えぉそけお こ くぃおう ゃょぃおけこ えを おくえおぃこ かおこあぉ おぃぉ 
あみょぅぉннн 

┻こけおき : ╇ょいをえ ╅きくけょえょむ 
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┾┿╀ ╊‶¨╉┽┻¨╃ ? ‶ ╊╋┻┾  
 

╊きをぅ ほぉ くうぉそけぉえ えを おぁをいをうを きぉあぉ 
┽いけをぃぉл ぅおけおぃお えを ょくけおほ きをゅぇをまょえょ ょゅうぉねこ 
┼ぉきいょえを ょ ┼ぉせをн ┾きをぇ いぉゃょ えを くぉぇをう ぁきぇを ょ  
ぇおうをむょえ ほぉ きをゅえょし 

うをえょさぉくけをすょほをн┿おあ かきをそあょ ゅをうをあ „╊きをゃくあつ 
]きをぇ“ こゅぃょそぉえお くけおほょ えを ゅをかをぇえおほ おぁをいょ おぃぉ 
ぁいをぅぉ きぉあぉл くを ぅおけおぃお ぅおきぇょう あをうぉえょう 
ょゅぅいぉぇおうл くをぃきそぉえお ぇおくけおほをえ くぃをあおぅ ぇきこぅおぅ 
ぅおけょせあおぅ ゅをうあをл えぉ うおゃぉけぉ くぉ えぉ ゅをかょけをけょ 
あをあお ぅを きをえょほぉ えょくけぉ かおくぉけょいょл をいょ ぁぉゅ 
かきぉけぉきょぃをみを ほぉき かきぃょ こけょくをあ あおほょ ぇおぁょほをけぉ 
ぇおあ ぅいぉぇをけぉ えを せこぃぉえぉ ゅをうあおぃぉ ょ そょきおあぉ 
ぁこいぉぃをきぉ えぉおぁほをそみょぃお おかょほを けぉいお おくぉむをほぉう 
きをぇおくけょ そけお ぃょぇょけぉ えぉそけお そけお ょゅぅいぉぇを 
ぁをほあおぃょけおл えぉくけぃをきえお を こ ょくけお ぃきぉうぉ 
えぉぇおぇょきまょぃお ょをあお ほぉ くぃぉ けをせえお けこл ょくかきぉぇ 
ぃをくн ╁ぉまを ゅを こかおゅえをぃをみぉうл ほぉぇえぉ うょくけぉきょほぉ 
ゅぃをえぉ ╊きをぅл きをくけぉ くを くぃをあょう かきおいをくあおう あきおゅ 
えおぃこ こいょすこ こ あおほこ くあきぉむぉけぉ ゅえをけょゃぉまえお 
ゃこぇぉむょ ぇを おけあきょほぉけぉ えぉそけお えおぃおл えぉそけお そけお 
おくぉむをけぉ ぇを ほぉ くをあきょぃぉえお ぇこぁおあお おぇ ぃをく ょ こぃぉあ 
ぅを えをねぉけぉ えぉ ゅをうょくいょぃそょ くぉ えょあをぇを ぇを いょ くけぉ 
かおぅきぉそょいょ そけお くけぉ ぇおそいょ えを うぉくけお ぅぇぉ くぉ 
かきぉけをかをほこ ほぉぇえを こ ぇきこぅこ あをけおいょせあを ょ 
かきおけぉくけをえくあを きぉいょぅょほをл ぁをきおあえを ょ ぅおけくあを 
をきしょけぉあけこきをл くいおぃぉえくあを ょ ぅぉきうをえくあをл くいおぁおぇを 
ょ こうぉきぉえおくけл ほぉき ╊きをぅ ほぉ ぅきをぇ ゅを くぃぉ 
きおうをえけょあぉ ょ ゅを ょぇぉをいょくけぉлを かおくぉぁえお ゅを 
ゅをまこぁまぉえぉ かをきおぃぉ ゅを あおほぉ えこぇょ ょくあきぉえおくけ 
まこぁをぃょ ょ うをそけこ お くをぃきそぉえおほ まこぁをぃょ ょ 

くきぉむょн╅をお ぅきをぇ おけぃおきぉえ ゅを くぃぉ あこいけこきぉ 

ぃょぇぉむぉけぉ こ みぉうこ あおくうおかおいょけぉ ょゅ せょけをぃおぅ 
くぃぉけをл をぃぅをえょくけをえすぉ あおほょ かきおぇをほこ せこぃぉえぉ 
かきをそあぉ あきょくけをいぉ かお ゅいをけをきをうをл せょほを すぉえを 

かきぉぃをゅょいをゅょ 
えをそを 

こうぉきえぉえを 
おせぉあょぃをみを ぇお 

ぁこぅをきくあょしл 
くきかくあょしл 

うをあぉぇおえくあょし 
ょ ぇきこぅょし 

ぁをいあをえくあょし 
えをきおぇを あおほょ 
ぃをく えを うをみぉ 
ぃょそぉ ぇおぁきおう 

くきかくあおう 
ほぉゅょあこл あをぇを 
くしぃをけぉ おぇをあいぉ 
くけぉл ぅこきあをほこ ょ 
ゅおぃこ ぇを 
あこかょけぉ えぉあょ 

くこぃぉえょき あをお こくかおうぉえこ えを かこけおぃをみぉ あをお 
かきぉあきをくえこ こくかおうぉえこ あおほを くぉ えぉ ゅをぁおきをぃまをн 
《ぉけをほこむょ けきぅおう あきおゅ くけをきょ ぇぉおл えをょいをゅょけぉ えを 
¨ょえくあこ すきあぃこ あおほを くぃおほおう ぇぉけをまえおくそむこ 
かおぇくぉむを えを せこぃぉえこ ′をぅきをぇを [をうょいょほこл ょ 
かおぅいぉぇょ ぃをう くぉ くけをかをほこ くを しおきょゅおえけおう こ 
えをうぉきょ ぇを おかょかをぃそょ ぅぇぉ くぉ えぉぁお くかをほを くを 
みおう おくぉけょけぉ くぃをあょ ぇぉけをまл ょ けをあお ょゅぅこぁまぉえょ 
こ ぃきぉうぉえこ ょ かきおくけおきこ おぇいこけをけぉ こ えぉあお ぇきこぅお 
ぃきぉうぉ あおほぉл をあお ょうをけぉ ぇおぃおまえお うをそけぉ 
おくけぃをまを えを ぃをうを うょきょく きをぇおくけょл うょきょく 
まこぁをぃょ かきぉうを えぉせぉうこ ほぉぇょえくけぃぉえおう ょ うょきょく 
ょくけおきょほぉл おくぉむをほ ょゅ あおぅを ぃをく ほぉぇえお おけきぅえこ 
ゅをくいぉかまこほこむょ ぁいょすぉぃょ かきおいをゅえょあをл 
くしぃをけをほこむょ おえぇを ぇを くけぉ くをうお ほぉぇをえ おぇ 
うょいょおえ けこきょくけを あおほょ くぉ おかぉけ ぃきをけょお こ срн 
ぃぉあн ╈を けきぅこ くぉ ほおそ えをいをゅょ おぅきおうをえ けおきをみ ょゅ 
かきおそいおくけょл えを あおほょ ほぉ えをほぁおまぉ かおかぉけょ くぉ 
おあお くぉぇをう せをくおぃを こぃぉせぉ ほぉき ╊きをぅ えおむこ 
おぁをくほをえ くぃぉけいょうを こいょせえょし くぃぉけょまあょ かきこゃを 
えおぃょ かおぅいぉぇ えを おぃをほ ゅいをけえょ ぅきをぇ ょ けをうをえ をあお 
うょくいょけぉ ぇを くけぉ おけあきょいょ みぉぅおぃこ ぇこそこл ぃをう 
ぁいをぅお ょ くうょきぉえお かおあをゅこほぉ ぇを えょくけぉл ぇを ほぉ 
えぉうおぅこむぉ おけあきょけょ ぅを けをあお いをあおл ほぉき えをほいぉかそぉ 
くけぃをきょ くぉ えょあをぇ えぉ かきこゃをほこ えょあおうぉ えを 
ぇいをえこн╊きをぅ ほぉ かおゅえをけ ほおそ ょ かお くぃおう 
ほぉさけょえおう えおむえおう ゃょぃおけこл いこぇぉ ゃこきあぉ えぉ 
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ょゅおくけをほこл かきぉかこえ うをみょし あいこぁおぃを あおほょ ぃをう 
えこぇぉ ょえけょうえおくけ ょ ゅをぁをぃこл ょ かをぁおぃを こ あおほょうを 
くぉ 

かきおぇをほぉ みょしおぃお せこぃぉえお かょぃおл えぉあょ ぁょ きぉあいょ 
えをほぁおまぉ えを くぃぉけこ ょ えをほぃぉきおぃをけえょほぉ えぉ ぁょ 
かおぅきぉそょいょн╃うを ょ ぃぉむょし ぇょくあおけぉあをл おぇ あおほょし 
くぉ うおゃぉ ょくけをむょ ほぉぇえを おぇ えをほぃぉむょし こ ╀ぃきおかょл 
╅おほを くぉ えをいをゅょ こ ぁいょゅょえょ ╅をきいおぃおぅ うおくけをл くを 
せをあ ф くかきをけおぃをл こ あおほおほ こいをゅ あおそけを くぉぇをう 
ぉぃきを を かきおぃおぇ えょほぉ ゅをぅをきをえけおぃをえл ゅをけお 
かきぉかおきこせこほぉうお うをみぉ ぇょくあおけぉあぉ ほぉき くこ ぃぉむぉ 
そをえくぉ ゅを ぁおまょ かきおぃおぇл ぃょそぉ ほぉ ゃぉえくあおぅ 
ぇきこそけぃを ょ こ みょうを ほぉ こいをゅ ぁぉくかいをけをえл けをあお ぇを 
をあお ぃをう くぉ えぉ くぃょぇょ をけうおくさぉきを こ えぉあおほ おぇ 
みょし いをあお うおゃぉけぉ ぇを おぇぉけぉ ぇお えぉあぉ ぇきこぅぉн╅をぇ 
ぃぉむ くかおうょみぉうお ょゅいをくあぉ えぉ うおぅこむぉ ほぉ えぉ 
ょゅおくけをぃょけょ ょ をいあおしおいえお かょむぉл こ おぃおう 
くいこせをほこ 〉ぉそあお かょぃおн‶ 〉ぉそあおほ くぉ かきおゅょぃおぇょ 
かきぉあお ぇぃぉ しょまをぇぉ ぃきくけを かょぃをл えをほかおゅえをけょほを 
くこ ′けをきおかいをうぉえл ╂いをけおかいをうぉえ ょ ╊ょいくえぉき 
‶きあこぉいл をいょ えをほぁおまぉ かょぃお を こ ょくけお ぃきぉうぉ ょ 
えをほほをせぉ ほぉ せこぃぉえお かょぃお ╅きこそぉぃょすょл あおほぉ くぉ 
ょえをせぉ かきおょゅぃおぇょ こ みょしおぃおほ えをほくけをきょほおほ 
かょぃをきょл ぁょぃそおほ あきをまぉぃくあおほ かょぃをきょ * 
з╊きょかをぇをいを ほぉ 〉ぉそあおほ ぃいをぇをほこむおほ 
かおきおぇょすょил をあお くけぉ まこぁょけぉま かょぃを おぃをほ 
えぉあけをき ゃょぃおけを えぉ くうぉけぉ ぇを かきおかこくけょけぉл くを 
かきぃょう ぅこけまをほぉう ゅをぁおきをぃょむぉけぉ えを くおあおぃぉ あおほぉ 
かきおょゅぃおぇぉ こ えをそおほ きおぇえおほ ぅきこぇょ л ほぉき 
ほぉぇえおくけをぃえお ぉこさおきょほを ほぉ うおうぉえけをいえをл けこ ほぉ 
ほおそ ょ ╅おゅぉいл かょぃお ぁいをぅおぅ こあこくを せょくけ 

かきおゅょぃおぇ せぉそあぉ ぅぉえょほをいえおくけょл うおゃぉけぉ ぇを ぅを 
かょほぉけぉ あおいょあお ゃぉいょけぉ を ぇを ぁこぇぉけぉ かきょくぉぁえょл 

ぁをきぉう ぇおあ えぉ おけあこすを かおえおむл かきぉかおきこせまょぃお 
ほぉ こうぉきぉえょう かょぃおかょほをうをн 

╈おл ぇを くぉ ぃきをけょうお えを あこいけこきこн ╅をお 
ほぉぇをえ おぇ きぉけあょし ぅきをぇおぃを あおほょ ほぉ かきおそをお 
えぉおそけぉむぉえ けおあおう ぇきこぅおぅ くぃぉけくあおぅ きをけをл こ 
╊きをぅこ ほぉ かきぉゃょぃぉいを ぅおけくあを ょ ぁをきおあえを 
をきしょけぉあけこきを おいょせぉえを こ えをほきおうをえけょせえょほおほ 
ぅきをねぉぃょえょл ╅をきいおぃおう うおくけこн╉ぃをほ くかおうぉえょあ 
あこいけこきぉ くょうぁおい ほぉ かおぁぉぇぉ ほぉぇえぉ きぉいょぅょほぉ 
えをぇ ぇきこぅおうл をいょ ゅを おぁょせえおぅ けこきょくけこ けお うおゃぉ 
ぇを ぁこぇぉ うぉくけお かお あおほぉう むぉ こぃぉあ かをうけょけょ 
╊きをぅл ほぉき ぁいをぅょ けおえおぃょ ぃょおいょえを こいょせえょし 
くぃょきをせを ょ くをう ゅをうおき うをくぉ まこぇょ あおほを かおいをあお 
かきおいをゅょ うおくけおうл けきこぇぉむょ くぉ くぃをあょう いをぅをえょう 
あおきをあおう ぇを こかょほこ おくぉむをほ あおほょ うおゃぉ ぇを くぉ 
くをうお ぇおゃょぃょл ぇをほこ ほおそ ぇおくけおほをえくけぃぉえょほこ 
くいょあこ お えぉかきおいをゅえおほ ぃきぉぇえおくけょ おぃおぅ 
けをほをえくけぃぉえおぅ ぅきをぇをн 

┻あお くけぉ こ うおぅこむえおくけょ ぇを くぉぁょ 
かきこゃょけぉ おぇこそをあ かこけおぃをみをл えぉうおほけぉ ょゅをぁきをけょ 
あきをけあを ゅをぇおぃおまくけぃを あおほを くこ かきおいをゅえをл 
ょゅをぁぉきょけぉ ぇを かおくぃぉけょけぉ おぇうおき こ けきをゃぉみこ 
えぉせぉぅ ぃょそぉぅ ょ いぉかそぉぅ そけお うをいお ぅきをぇおぃを こ 
╀ぃきおかょ かきこゃをл かおくぉけょけぉ ╊きをぅ ょ くかおゅえをほけぉ 
あきおゅ みぉぅおぃこ ぇこそこл くぉぁぉн 
 

 

┻こけおき : ╇ょいおそ ╊ぉきおぃょむ
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ぱぢぞ – Üçîó äóüÜ 
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┿ぎぷんゑんりん ば ゐぎだゎづん┿ば 

 

 

ссн ぇぉすぉうぁきを спрр. -  ‶ ′をぃを 〈ぉえけきこ ょうをむぉうお かきょいょあこ ぇを くいこそをうお ╇をくょうを ′をぃょむを あおほょ むぉ 
かきおうおぃょくをけょ くぃおほ えおぃょ をいぁこう “ ┿おぇょきえょ うぉ くいこせをほえお”н ¨おかいを かきぉかおきこあを くぃょうを ぇを おぇこ えを おぃをほ 
あおえすぉきけл ぁこぇこむょ ぇを ╇をくょうお ぃをゃょ ゅを ほぉぇをえ おぇ えをほぁおまょし ぃおあをいを こ きぉょぅおえこн 
〈ぉえぉ あをきをけを くこ  рфпплрчпплсппп ょ стпп ぇょえをきを 

 

 

стн ぇぉすぉうぁきを спрр. - こ  ]をいょ くかおきけおぃを えを ╈おぃおう 
┼ぉおぅきをぇこл ╈をほぁおまょ きぉぅょおえをいえょ ぁぉえぇ かきぉうを ぅいをくおぃょうを 
かこぁいょあぉ えを おぃおぅおぇょそみぉう ょゅぁおきこ ゅを ╇¨┽ えをぅきをぇこл 
ぁおくをえくあおしぉきすぉぅおぃをせあょ “┿こぁょおゅを あおいぉあけょぃ”л おぇきゃをせぉ 
あおえすぉきけн ╉きぅをえょゅをけおきょ ゅを あおえすぉきけ こ ]をいょ くかおきけおぃを 
えをほをぃまこほこ ╃ ょゅえぉえをねぉみぉ こ ぃょぇこ くかぉすょほをいえょし ぅおくけょほこл をいょ 
ゅを くをぇを えぉ ゃぉいぉ ぇを おけあきょほこ あお むぉ けお ぁょけょн 〈ぉえを あをきけぉ ほぉ чпп 
ぇょえをきをн 
 

 

 

 

 

 

ртн ほをえこをきを спрсн – ╈をほぃぉむを ぉぃきおかくあを dance ゅぃぉゅぇを љNNA 
えをくけこかょむぉ こ  Belexpocentruл こゅ かおぇきそあこ くをくけをぃを ╇┽╊ ょ ¨おか FM 
Dњ  けょうをл こ おきぅをえょゅをすょほょ きぉぅょおえをいえおぅ MTV-ja ょ  FјN Teamaа 
╈をくけこか をけきをあけょぃえぉ かぉぃをせょすぉ ほぉ ゅをあをゅをえ ゅを ртн ほをえこをきл を すぉえを あをけぉ 
ほぉ рспп ぇょえをきをн 
 

 

 

 

 

┻こけおき : ‶えを ┽おほぃおぇょむ 
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でäÜëö 

 

づだゐごよぎゑん げごぜでとん ぶごでどとん 

¨きぉえぉき 〈きぃぉえぉ ゅぃぉゅぇぉ ╋おぁぉきけ ╊きおくょえぉせあょ 
おぁほをぃょお ほぉ ぃぉむ ぇこぅお えをほをぃまょぃをえ くかょくをあ 
えぉかおけきぉぁえょし ょぅきをせを ょ けょうぉ くけをぃょお ぇお ゅえをみを 
きこあおぃおぇくけぃこ くを あょう ぃょそぉ えぉ ゃぉいょ ぇを ょうを 
かおくいを こ かきおいぉむえおう ぇぉいこ かきぃぉえくけぃをн ╇ょえこく 

рп あおほょ ほぉ おあおぃをお „╇をきをあをえこ“ うおきをむぉ ぇを くぉ 
ょくけおかょ きぉさおきうをうを こ あいこぁこн ╋ぉせ „うおきをけょ“ こ 
おぃおう けきぉえこけあこ ゅを ╂ぃぉゅぇこ ほぉ えぉきぉをいえをл ほぉき ほぉ 
ほをあお けぉそあお かおうょくいょけょ ぇを むぉл おぃぉ くぉゅおえぉ 
くょぅこきえょ ╊をきけょゅをえл きをくょかをけょ ぁおぇおぃぉ かお 
′きぁょほょн 
 ╈ぉあをぇを ほぉぇをえ おぇ えをほぁおまょし ょぅきをせを 
╂ぃぉゅぇぉ ょ ╀ぃきおかぉ ぁょお ほぉ ほをくをえ そけお くぉ けょせぉ 
ょうぉえを ょぅきをせを ょ せぃきくけお くけおほょ ょゅを くぃょし 
ょゅえぉくぉえょし くけをぃおぃを かお かょけをみこ ょぅきをせあおぅ 
あをぇきをн ‶ゅ けおл あいこぁ ほぉ けをあおねぉ かおぇきゃをお ういをぇおぅ 
くけきこせみをあを ょ けょうぉ ぇおかきょえぉお うをあをき えぉあおほ 
ぃきくけょ くけをぁょいえおくけょ こ ぃぉむ „けぉあけおえくあょ“ 
こゅぇきうをえおう あいこぁこн 
 „╉ぃお ほぉ えをほぅおきょ ぇぉお かおくいを ゅを くぃをあおぅ 
けきぉえぉきをл をいょ えぉうを くぉえけょうぉえけをいえおくけょн ╅いこぁ 
ほぉ くけをお ょゅを うおほぉ おぇいこあぉл かおあこそをむぉうお ぇを 
くぃをあおう ょぅきをせこ かきおえをねぉうお ぇおぁきぉ あいこぁおぃぉ こ 
えをくけをぃあこ あをきょほぉきぉн ╉ぃを あおえくけをけをすょほを えょほぉ 
さをきくをл ぃぉむ くうお くぉ ゅをいおゃょいょ ぇを くぃょ ょぅきをせょ 
かきおえをねこ えをほぁおまこ おかすょほこл かお すぉえこ ょ ぇを 
ぇおぁょほこ かをかょきぉ かきょ ょゅぁおきこ えおぃぉ くきぉぇょえぉ“ – 
おぁほをくえょお ほぉ ╊きおくょえぉせあょ ゅを ぁぉおぅきをぇくあぉ 
うぉぇょほぉн 
 ╃ぅきをせょ あおほぉ むぉ ぃぉきおぃをけえお えをかこくけょけょ 
あいこぁ おぃぉ ゅょうぉ くこ: ╆ょ ┻ぇょл ┻えぇきょほを 
╅をいこねぉきおぃょむл ╈ょあおいを ╃ぅみをけょほぉぃょむл ′けぉぃをえ 
╋ぉまょむл ╇ょいをえ ┴ぉきぉうょむл ╈ぉえをぇ ╅おぃをせぉぃょむл 
╇ょいをえ ┽ょいおけょむл ┼きこえお ╇ぉゅぉえぅをл ┿をえょほぉい 
╇ょしをほいおぃょむл ╇ぉえぇぉそ ╅をぇこ ょ ╉いょぃぉょきを 
′をぃょおн ╈ぉうを くこうみぉ ぇを くぉ ぃぉむょえを おぃょし ょぅきをせを 
えょほぉ くあおきお えょあをあお こあいおかょいを こ くょくけぉう ょぅきぉ 
4-3-т あおほょ さおきくょきを ╊きおくょえぉせあょл をいょ ょかをあ 
むぉ くぉ こかきをぃを ╂ぃぉゅぇぉ ぇをけょ こ かおけきをぅこ ゅを 
あぃをいょけぉけえょほょう かおほをせをみょうをн ╉かぉけл えぉ けきぉぁを 
ぅきぉそょけょ ぇこそこн ╆ょ ┻ぇょ ほぉ こ ぃぉむょえょ こけをあうょすをл 

ょゅこゅぉぃ えぉあおいょあお あょあくぉぃを えを ぃをゃえょう 
うぉせぉぃょうをл おぇいょせえお あおうをえぇおぃをお おぇぁきをえおう 
╂ぃぉゅぇぉн ╇ょいをえ ┽ょいおけょむ ほぉ けをあおねぉ ょうをお 
くほをほえぉ けきぉえこけあぉл をいょ ほぉ いぉけおく こ けきぉえょえぅ 
あをうかこ ぇおそをお こ くこあおぁ くを けきぉえぉきおう ょ かおくいぉ 
けおぅを えをかきをぃょお えぉあおいょあお あをけをくけきおさをいえょし 
ぅきぉそをあを こ さをゅょ おぇぁきをえぉн ╊おぃきをけをあ あをかょけぉえを 
╅おぃをせぉぃょむを ほぉ えをほをぃまょぃをえ あをお ぃぉいょあょ かいこく 
ゅを あいこぁл うぉねこけょう かおかこいをきえょ „╊ょあくょ“ えょほぉ 
かおあをゅをお えょ ぇぉいょむ くぃおぅ ゅえをみを こ おぃおほ 
かおいこくぉゅおえょн ┼きこえお ╇ぉゅぉえぅを ほぉ かおくけょぅをお 
ぃをゃをえ ぅおい かきおけょぃ ┽ぉえけくかょいくを こ かきぃおほ 
こけをあうょすょл をいょ くぉ かおくいぉ ょゅぅこぁょお ょ ほぉぇょえお 
ぃきぉぇえお かをゃみぉ ほぉ ぁょお ぉぃきおぅおい かきおけょぃ 
′うぉぇぉきぉぃを こ ╅こかこн ╇ぉえぇぉそ ╅をぇこ ほぉ ぁょお ほぉぇをえ 
おぇ えをほぁおまょし ょぅきをせを こゅ ┿をきあを ╆をゅおぃょむを こ 
かおくいぉぇみょし えぉあおいょあお うぉくぉすょл をいょ うょそまぉみを 
くこ こ ╂ぃぉゅぇょ ぇを ほぉ ぇおそいお ぃきぉうぉ ぇを こえおぃせぉ 
┼きをゅょいすをн 《けお くぉ けょせぉ ╋ぉまょむをл けをほ ょぅきをせ ほぉ 
ほをあお ぃをくかょけをえ ょ くょうかをけょせをえ ほぉ ╋おぁょほこл をいょ 
かおきぉぇ ╊ぉけあおぃょむをл えおぃおぅ かおほをせをみを [ょいょかを 
╇いをぇぉえおぃょむを ょゅ ┼おきすを ょ うおぅこむぉぅ かおぃきをけあを 
┿こそあを ¨おそょむをл おえ ほぉぇえおくけをぃえお えぉうを そけを ぇを 
けきをゃょ えを かおゅょすょほょ いぉぃおぅ ぁぉあをн ╃くけお ぃをゃょ ょ 
ゅを ╈ょあおいこ ╃ぅみをけょほぉぃょむをл かおかこいをきえおぅ 
„┼きょぅぉいを“н ′けをうぉえょ そけおかぉき ┿をえょほぉい 
╇ょしをほいおぃょむ ほぉ ぃぉむ ぇこぅお かおぃきぉねぉえ ょ ほおそ こぃぉあ 
えょほぉ かおゅえをけ みぉぅおぃ くけをけこく くを くょぅこきえおそむこн 
╇ょいをえ ┴ぉきぉうょむ くぉ ほぉぇえおくけをぃえお えぉ こあいをかを こ 
ぃょゅょほこ けきぉえぉきを ょ けお ほぉ けぉそあを ょくけょえを ゅを おぃおぅ 
ういをぇおぅ ょぅきをせをн ¨をあおねぉ けお ぃをゃょ ょ ゅを ┼きをゅょいすを 
′をぃょほをл あおほょ ほぉ ょかをあл ほを いょせえお うおきをう ぇを 
ょくけをあえぉうл おくけをぃまをお くきすぉ えを けぉきぉえこн 《けを 
きぉむょ おえぇを ゅを ┻えぇきょほこ? ╈をかをぇをせ あおほょ ほぉ 
かおくけょぅをお こあこかえお тп ぅおいおぃを ゅを ╂ぃぉゅぇこ 
ゅをくいこゃこほぉ かおくぉぁえこ かをゃみこн ╃をあお うえおぅお かこけを 
あきょけょあおぃをえл おえ ほぉ かおあをゅをお おぇきぉねぉえょ 
あぃをいょけぉけл うぉねこけょう けお ょかをあ えょほぉ ぇおぃおまえお ぇを 
ぁょ くぉ おくぃおほょいを けょけこいをн ┽をぇょお ほぉ ╂ぃぉゅぇこ 
えぉあおいょあお かこけを こ ゅをぇみえょう うょえこけょうをл をいょ くぉう 
くおいょぇえぉ ょぅきぉ ぅいをぃおう ょ ぇおぁきおぅ おくぉむをほを ゅを 
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あこかまぉみぉ „おけかをぇをあを“ かおくいぉ あおほょし ほぉ ぇをぃをお 
ぅおいおぃぉл おぃをほ ょぅきをせ ほぉぇえおくけをぃえお えょほぉ 
„あをいょぁをき“ ゅを ╂ぃぉゅぇこн ╂ぁおぅ いをあそぉぅ くえをいをゃぉみをл 
おぁほをぃょむぉうお かきぉぅいぉぇをえ くかょくをあ くぃょし ょぅきをせを ょ 
みょしおぃぉ くけをけこくぉ: 
 

┻えぇきょほを ╅をいこねぉきおぃょむ – くょぅこきえお おぇいをゅょл 
えをほぃぉきおぃをけえょほぉ こ ほこゃえおあおきぉほくあょ ╃えせおえл 
ぃきぉぇえおくけ けきをえくさぉきを ほぉ цчп しょまをぇを ぉぃきをн 
╆ょ ┻ぇょ – くょぅこきえお おぇいをゅょ こ えぉあょ あいこぁл 
ぃぉきおぃをけえお こ あょえぉくあょ ┿をいょほぉえл うぉねこけょう 
かきぉうを かおくいぉぇみょう ょえさおきうをすょほをうを ゅを みぉぅを 
くこ ゅをょえけぉきぉくおぃをえょ ╉いょうかょあ ╇をきくぉほ ょ 
┿ょえをうお ╅ょほぉぃн ┽きぉぇえおくけ けきをえくさぉきを むぉ 
ょゅえおくょけょ おあお рлс うょいょおえを ぉぃきをн 
╇ょいをえ ┽ょいおけょむ – くょぅこきえお おぇいをゅょ こ えぉあょ 
あいこぁл ゅを みぉぅを くこ ぁょいょ ゅをょえけぉきぉくおぃをえょ 
さきをえすこくあょ ′ぉえけ ╀けほぉえ ょ ╋ぉえл うぉねこけょう みぉぅおぃを 
くいぉぇぉむを ぇぉくけょえをすょほを ほぉ ょ ぇをまぉ えぉかおゅえをけをн 
┽きぉぇえおくけ けきをえくさぉきを くぉ かきおすぉみこほぉ えを おあお 
かおいを うょいょおえを ぉぃきをн 
╈ょあおいを ╃ぅみをけょほぉぃょむ – くょぅこきえお おぇいをゅょл えぉ 
ゅえを くぉ ぅぇぉн ′を みょう むぉ えをほぃぉきおぃをけえょほぉ ぁょけょ 
きをくあょえこけ こぅおぃおき ょ かおくけをむぉ くいおぁおぇをえ ょぅきをせн 

′けぉぃをえ ╋ぉまょむ – くょぅこきえお おぇいをゅょл えぉ ゅえを くぉ 
ぅぇぉн ╇おぅこむ ほぉ けきをえくさぉきл を えょ きをくあょぇをみぉ 
こぅおぃおきを くぉ えぉ おぇぁをすこほぉ あをお おかすょほをн 
╇ょいをえ ┴ぉきぉうょむ – くょぅこきえお おぇいをゅょл えぉ ゅえを くぉ 
ぅぇぉн ′を みょう むぉ ぃぉきおぃをけえお ぁょけょ きをくあょえこけ 
こぅおぃおき ょ かおくけをむぉ くいおぁおぇをえ ょぅきをせн 

╈ぉえをぇ ╅おぃをせぉぃょむ – えをほぃぉきおぃをけえょほぉ おぇいをゅょл 
をいょ ょかをあ ほぉ くぃぉ えぉかおゅえをけお こ ぃぉゅょ みぉぅおぃおぅ 
くけをけこくをн 
┼きこえお ╇ぉゅぉえぅを – みぉぅおぃ くけをけこく ほぉ かきょいょせえお 
えぉほをくをえн ╂ぃぉゅぇを ょ ╋おぁょ えょくこ ゅをぇおぃおまえょ 
みぉぅおぃょう ょぅきをうをн ┻あお [いをうぉえぅおл せょほょ ほぉ 
ょぅきをせл おぇいこせょ ぇを ぅを かおそをまぉ こ えぉあょ ぇきこぅょ 
あいこぁ おえぇを むぉ おえ おけょむょн ┿を かおぇくぉけょうおл 
╇ぉゅぉえぅを ほぉ かおゅをほうまぉえ ょぅきをせн 
╉いょぃぉょきを ′をぃょお – くょぅこきえお おぇいをゅょн 
┽ぉきおぃをけえお むぉ くを みょう ぁょけょ きをくあょえこけ こぅおぃおきн 
┿をえょほぉい ╇ょしをほいおぃょむ – かきょいょせえお えぉかおゅえをけ 
くけをけこくн ┿おぃぉぇぉえ ほぉ ょゅ ┴をぅおぇょえぉ あをお 
おぁぉむをぃをほこむぉ かおほをせをみぉ えを かおゅょすょほょ そけおかぉきをл 
をいょ ほぉ ょうをお ぃぉいょあょし かきおぁいぉうを くを あおいぉえおう ょ 
くあおきお こおかそけぉ えょほぉ えょ ょぅきをお ゅを ╂ぃぉゅぇこн 
╇おぅこむぉ ほぉ ぇを おくけをえぉл ょかをあ むぉ お けおうぉ 
おぇいこせょけょ ╊きおくょえぉせあょн 
╇ぉえぇぉそ ╅をぇこ – ぃぉきおぃをけえお おぇいをゅょ をあお ぁこぇぉ 
かおえこぇをн ┻あお えぉ ぁこぇぉ かおえこぇを おえぇを おくけをほぉн 
╈こぇょいを ほぉ いぉけおく けこきくあを ╇をえょくを おあお うょいょおえ 
ぉぃきをл を かきおすぉえを ほぉ ょ ぇを くをぇを ╂ぃぉゅぇを うおゃぉ ぇを 
ゅをきをぇょ ぁをきぉう けおいょあこ くぃおけこ えおぃすをн 
 

╉ぃお ほぉ くかょくをあ おぇ 
こあこかえお рр ょぅきをせを 
おぇ あおほょし ぇぃぉ 
けきぉむょえぉ くょぅこきえお 
おぇいをゅょл を おくけをほぉ 
ほおそ ぇを くぉ ぃょぇょ 
くけをけこく ╇ぉゅぉえぅぉл 
╇ょしをほいおぃょむを ょ 
╅をぇこをн ╅をぇを くぉ くぃぉ 
くをぁぉきぉл 〈きぃぉえを 
ゅぃぉゅぇを ぁょ おぇ おぃょし 

けきをえくさぉきを 
けきぉぁをいお ぇを 
ょえあをくょきを くあおきお 
слф うょいょおえを ぉぃきを 

そけお ほぉ いぉかを あおいょせょえを えおぃすを ゅを ぇおぃおねぉみぉ 
えおぃょし かおほをせをみをл を こゅ けお けきぉぁを ぇおぇをけょ ぇを むぉ 
きこくあょ ぅょぅをえけ „┾をくかきおう“ ぃぉきおぃをけえお ぇおぇをけょ 
ほおそ えおぃすを ゅを けきをえくさぉきぉн ′ょぅこきえお おくけをほこ こ 
けょうこ ┼おぁをえ ┼をほあおぃょむ あおほょ ほぉ ぇぉうをえけおぃをお ぇを 
むぉ おけょむょ こ ╉いょうかょほをあおくл ╇ょいおそ 
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┿ょうょけきょほぉぃょむ こ あおぅを ぁぉくあきをほえお かおぃぉきぉみぉ 
ょうを ╊きおくょえぉせあょл ′きねをえ ╇ょほをょいおぃょむ あおほょ ほぉ 
ぃきいお けをいぉえけおぃをえ ょぅきをせ えを かおゅょすょほょ ゅをぇみぉぅ 
ぃぉゅえおぅл ╈ょあおいを ╇ょあょむ あおほょ ほぉ あをかょけぉえ ょ 
あおほぉぅ けきぉえぉき ょゅこゅぉけえお かおそけこほぉл ╅きょくけょほをえ 
┼おきしを あおほょ くぉ ょ かおきぉぇ えぉ けおいょあお ぃょくおあおぅ 
あぃをいょけぉけを ぁおきょ ゅを ぅきぁл ╀ぃをえぇきお ┾おぉぁぉい あおほょ 
ぁょ けきぉぁをいお あおえをせえお ぇを ゅをぁいょくけを こ 
あおえけょえこょけぉけこ こ かきおいぉむえおう ぇぉいこ くぉゅおえぉл 
┿をきあお ╆をゅおぃょむ あおほょ ほぉ えをほぁおまょ ょぅきをせ 
╂ぃぉゅぇぉл [ょいょか ┴をえあおぃょむ ょ [ょいょか ′けおほあおぃょむ 
あおほょ くこ かきぉあおうをえぇおぃをえょ ょゅ おういをぇょえくあおぅ 
かおぅおえをл ┽ょえょすょほこく ╊をそぉあお あおほょ くぉ 
おかおきをぃまを おぇ かおぃきぉぇぉ ょ あおほょ ほぉ えをほをぃまぉえ あをお 
ぃぉいょあお かおほをせをみぉ ょ ‶きおそ ┷おくょむ あおほょ ほぉ 
かおゅをほうまぉえ おぇ 〈′╅┻ ょ あおほょ ぁょ けきぉぁをお ぇを 
あおえをせえお かおあをゃぉ くぃおほ けをいぉえをけн ¨こ くこ ほおそ 
けをいぉえけおぃをえょ ぅおうをえ ′をそを ╅ょきおぃくあょл ┼おぁをえ 
┿うょけきおぃょむ ょ ╇ょいおそ ┽ぉくょむн ╃ゅ おういをぇょえくあぉ 
そあおいぉ むぉ くぉ ぃぉきおぃをけえお かきょあまこせょけょ ╉ぅみぉえ 
╉ゃぉぅおぃょむ あおほょ ょうを рц ぅおぇょえをл ┴おぃをえ ╅きえぉけを 
あおほょ ょぅきを えを かおゅょすょほょ そけおかぉきを ょ ぃぉゅえょ 
ょぅきをせ ╊ぉけをき ┮こきょせあおぃょむн ‶ゅ くぃぉ おぃぉ ょぅきをせぉ 
けきぉぁを ぇおぇをけょ ょ かおぃきをけえょあを ╇をきあを ╊ぉきおぃょむを 
あおほょ ょうを сц ぅおぇょえを ょ おえ むぉ かきぉぇくけをぃまをけょ 
ぇおぁきお かおほをせをみぉл ほぉき くぃょ ぇおぁきお ゅえをほこ ぇを 
ぁょぃそょ ょぅきをせ ┼をゅぉいを ょ ┶こ ╃えぅいをえぇを かおくぉぇこほぉ 
あぃをいょけぉけн 
 ╈をきをぃえおл えょほぉぇをえ かきぉいをゅえょ きおあ えぉ 
うおゃぉ ぇを かきおねぉ ぁぉゅ けきをえくさぉきくあょし 
そかぉあこいをすょほをл そを むぉうお く けおぅを ょゅぃきそょけょ 
かきぉぅいぉぇ ょぅきをせを あおほょ くこ えをほをぃまぉえょ あをお 
かおけぉえすょほをいえを かおほをせをみをн 
 

[ょいょか ╇いをぇぉえおぃょむ – ぃぉむ ほぉ かおけかょくをお ゅを 
╂ぃぉゅぇこн ′をぇを ぃぉむ ぁょぃそょ ょぅきをせ ┼おきすを ょゅ 〉をせあを 
ょぅきを いぉぃおぅ ぁぉあを ょ くうをけきを くぉ ほぉぇえょう おぇ 
えをほけをいぉえけおぃをえょほょし えを くぃおほおほ かおゅょすょほょ こ 
′きぁょほょн 
[ょいょか ╅をくをいょすを – えを うぉけょ ほぉ あいこぁをн 
¨きぉえこけえお ょぅきをせ ′いおぁおぇぉ ょゅ ‶ゃょすを ょうを えを 
くぃおう あおえけこ ц ぅおいおぃを ょ с をくょくけぉえすょほぉ そけお ぅを 
せょえょ ほぉぇえょう おぇ えをほあおきょくえょほょし ょぅきをせを こ 
′きぁょほょн ╉ぃをほ あぃをいょけぉけえょ えをかをぇをせл あおほょ うおゃぉ 
ぇを ょぅきを ょ かお あきょいこл おぇいょあこほぉ くぉ ょゅこゅぉけえおう 

ぁきゅょえおう ょ くえをぅおう ょ ぃきいお いをあお „けきぉくぉ“ ょ 
かきおけょぃえょせあぉ ょぅきをせぉ くを いぉねを を ょ かきおけょぃえょせあぉ 
うきぉゃぉн ‶かきをぃお くこ おぃぉ あをきをあけぉきょくけょあぉ 
えぉぇおくけをほをいぉ ╂ぃぉゅぇょ おぃぉ ほぉくぉえょн 
┽おほお ‶ぁょかをきょか – こ うぉぇょほょうを くぉ かおほをぃょいを 
ょえさおきうをすょほを ぇを ぁょ ぁょぃそょ ょぅきをせ ′かをきけをあを ょゅ 
′こぁおけょすぉл ょえをせぉ ぇぉあいをきょくをえょ ┾きおぁをき あおほょ ほぉ 
ょゅほをぃょお ぇを ぁょ かぉそあぉ ょそをお ぇお くけをぇょおえを 
╊をきけょゅをえをл うおぅをお ぇを ぇおねぉ こ ╂ぃぉゅぇこн ¨きぉえこけえお 
„ぅきぉほぉ あいこかこ“ こ かおまくあおう ╆ぉしこ ょ えをぃょほをせょ くぉ 
こぅいをぃえおう くいをゃこ ぇを おえ あいこぁこ こおかそけぉ えょほぉ 
かおけきぉぁをえн 
╈ぉうをみを ╅おほょむ – えをうぉむぉ くぉ あをお きぉそぉみぉ 
╂ぃぉゅぇょл うぉねこけょう あおえあきぉけえお えょほぉ えを うぉけょ 
あいこぁをн ╃ゅこゅぉけえお くえをゃをえ えをかをぇをせ ╋をぇを 
かきょかをぇを ぃきくけょ そかょすぉぃを あおほょ くぉ かおかこいをきえお 
えをゅょぃをほこ „きをゅぁょほをせょ“н ╉ぃぉ ほぉくぉえょ ほぉ ぇをお т 
ぅおいをл をいょ ょかをあ ほぉ ぇをいぉあお おぇ ╂ぃぉゅぇぉн 
[ょいょか ╅おくけょむ – えを うぉけょ ほぉ ╂ぃぉゅぇぉл をいょ ょ 
╊をきけょゅをえをн 〉ょえょ くぉ こ おぃおう けきぉえこけあこ ぇを ほぉ 
ぁいょゃょ ]こうくあおほ えぉぅお ┵こけょすぉ ┼おぅぇをえをн ╃ぅきを 
いぉぃお あきょいお ょ かきぉぇくけをぃまを かきをぃおぅ 
かいぉほうぉほあぉきを こ ╋をぇえょせあおう ょゅ ╅きをぅこほぉぃすをн ╈を 
くぃおう あおえけこ ょうを т ぅおいを ょ せをあ ц をくょくけぉえすょほをн 
╈ょあおいを ╇をあくょうおぃょむ – えを うぉけょ ほぉ ╂ぃぉゅぇぉн 
┴ぉぇをえ おぇ えをほぁおまょし そけおかぉきを ┴ぉいぉえ 
′こかぉきいょぅぉ あおほょ ょぅきを ゅを ういをぇこ 
きぉかきぉゅぉえけをすょほこ ′きぁょほぉ ょ ′いおぁおぇこ ょゅ ‶ゃょすをн 
╈ぉあをぇを ほぉ ょぅきをお ゅをぇみぉぅ ぃぉゅえおぅл をいょ みぉぅおぃを 
くえをぅをл くょぅこきえおくけ ょ ぇおぁをき けをほうょえぅ ゅを くけをきけ ぅを 
ほぉ ぇおぃぉお ぇお けきぉえこけえぉ かおゅょすょほぉн ¨をあおねぉл 
おぇいょあこほぉ くぉ ょ ぇおぁきょう くあおあおうн ′ おぁゅょきおう ぇを 
ほぉ 〈きぃぉえを ゅぃぉゅぇを ょうをいを かこえお かきおぁいぉうを くを 
くょぅこきえおそむこ かおくいぉぇみぉ いょえょほぉл おぃをほ ょぅきをせ ぁょ 
かきぉぇくけをぃまをお かきをぃお おくぃぉゃぉみぉ ゅを あいこぁн ╃かをあл 
かきぉうを かおくいぉぇみょう ょえさおきうをすょほをうをл こ ╂ぃぉゅぇょ 
ほぉ かきおすぉみぉえお ぇを ほぉ おぃをほ ょぅきをせ おけかをお くを 
くかょくあを かおほをせをみを ほぉき ほぉ „あきしあぉ ぅきをねぉ“?а ¨きぉぁを 
おせぉあょぃをけょ ぇをまぉ かきぉぅおぃおきぉл ほぉき かおくけおほぉ 
ぃぉいょあぉ そをえくぉ ぇを おえ ょかをあ ぇおねぉ こ ╂ぃぉゅぇこн 
╆こあを ╇ょいょぃおほぉぃょむ – ぃぉいょあを ゃぉまを ╋おぁぉきけを 
╊きおくょえぉせあおぅн ╃ぅきを こ ╋をぇこ えを かおゅょすょほょ 
ゅをぇみぉぅ ぃぉゅえおぅ ょ えぉきぉけあお くぉ こあまこせこほぉ ょ こ 
あきぉょきをみぉ ょぅきぉн ╉ぇいょあこほぉ くぉ くえをゃえょう ょ 
かきぉすょゅえょう そこけぉうн ‶ おぃおう ぇぉいこ くぉゅおえぉ ほぉ 
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かおくけょぅをお こあこかえお т ぅおいをн ╃ぅきを ゅを ういをぇこ 
きぉかきぉゅぉえけをすょほこ ょ ぃをゃょ ゅを ぃぉいょあおぅ けをいぉえけをн 
╊きぉうを かきおぃぉきぉえょう ょえさおきうをすょほをうをл おぃをほ 
ょぅきをせ ほぉ ほをあお ぁいょゅこ ╂ぃぉゅぇぉн 
┻いぉあくをえぇをき ╆こあおぃょむ – くぃょうを ぇおぁきお かおゅえをけ 
ょぅきをせ えを かおゅょすょほょ そけおかぉきをн ¨きぉえこけえお ほぉ こ 
ぇきこぅおう かいをえこ あおぇ けきぉえぉきを ′かをいぉけょほを こ 
╂ぉえょけこ ょ きをゅうをけきを くぉ うおぅこむえおくけ お かおゅをほうょすょ 
ぇお いぉけを ゅぁおぅ こけょすをほを „┾をくかきおうを“ こ おぁを あいこぁをн 
╃かをあл えをほぃぉむょ かきおぁいぉう ぁょ うおぅいを ぇを 
かきぉぇくけをぃまを ぃょくおあを かいをけを おぃおぅ おぇいょせえおぅ 
ょぅきをせを ょ ぁょぃそぉぅ きぉかきぉゅぉえけをけょぃすを ′きぁょほぉн 
╇ょいおそ ╈ょえあおぃょむ – けぉそあお おくけぃをきょぃを ゃぉまをн 
╃ぅきをせ ┿ょえをうお ╅ょほぉぃを ぁょ うおぅをお けをあおねぉ ぇを 
ぇおねぉ えを かおゅをほうょすこл をいょ ぅいをぃえょ かきおぁいぉう 
かきぉぇくけをぃまを ょくけお ぃょくおあを かいをけを おぃおぅ 
おぇいょせえおぅ きぉかきぉゅぉえけをけょぃえおぅ ぃぉゅみをあをн 
╃ぃをえ ╅ぉすおほぉぃょむ – あをあお くをゅえをほぉうお ょゅ うぉぇょほをл 
おぃをほ ょぅきをせ ╉[╅ ┼ぉおぅきをぇを ほぉ けをあおねぉ ゃぉまを 
╊きおくょえぉせあおぅн ┽ょくおあ ршр すぉえけょうぉけをきл おぃをほ 
くけをうぉえょ そけおかぉき ぁょ あおえをせえお きぉそょお くあおあ ょぅきこ 
╂ぃぉゅぇぉ こ おぇぁきをえょ そけお くぉ けょせぉ かきぉあょぇをн 
 

 ╉ぃをほ くかょくをあ えをきをぃえお えょほぉ あおえをせをえн ‶ 
ょぅきょ くこ えをきをぃえお ょ くけきをえすょл うぉねこけょう かきぉうを 
ょゅほをぃをうを けきぉえぉきをл けをほ くけきをえをす けきぉぁを ぇを ぁこぇぉл 
あをあお ほぉ えをぅいをくょお せをあ у かこけをл かこえお ぁおまょ おぇ 
ぇおうをむょし ょぅきをせをн ╇ょそまぉみを くこ うえおぅょ ぇを ほぉ 
ぇおそをお あきをほ „こぃをまょぃをみこ“ くけきをえょし ょぅきをせを 

╂ぃぉゅぇょ くこうみょぃおぅ あぃをいょけぉけをн ╈ぉうを くこうみぉ ぇを 
むぉ くぉ あいこぁ あおえをせえお おあきぉえこけょ けをいぉえけおぃをえょう 
ぇおうをむょう ょぅきをせょうを ょ ぇを むぉ かおいをあお かおせぉけょ ぇを 
かきょあまこせこほぉ ょ おういをぇょえすぉ ょゅ くぃおほぉ そあおいぉн 
╈ぉそけお くいょせえお うおゃぉうお ぃょぇぉけょ ょ こ ╊をきけょゅをえこ 
ょ けをあをぃ かきょくけこか ほぉ きぉゅこいけょきをお こぁぉぇまょぃょう 
かきぃょう うぉくけおう えを けをぁぉいょн ┴をくえお ほぉ ぇを ほぉ 
けょけこいを くあおきお かを ょゅぅこぁまぉえをн ┴ぉぇょえを こけぉしを ほぉ 
おくけをえをあ こ ょぅきょ ゅを けきおさぉほ ╅こかをл をいょ ょかをあ 
けょうぉ えぉ ぁょ ぁょいょ ゅをぇおぃおまぉえょ ぃょくおあょ 
をかぉけょけょ ┿ぉいょほをн 
 ╈おぃょ ょぅきをせょ あおほょ ぁこぇこ ぇおそいょ こゅ おえぉ 
くけをきぉ むぉ ょうをけょ ぃぉいょあこ おぇぅおぃおきえおくけ えを くぉぁょ 
ぇを おぇぁきをえぉ せをくけ 〈きぃぉえぉ ゅぃぉゅぇぉн ╇おぅこむぉ ほぉ ぇを 
むぉ ょぅきをけょ ぁぉゅ かきょけょくあをл をいょ かきょけょくをあ こ 
╂ぃぉゅぇょ ょ ╊をきけょゅをえこ こぃぉあ かおくけおほょл ゅをき えぉ? 

 ′ぃぉ こ くぃぉうこл 〈きぃぉえおほ ゅぃぉゅぇょ 
かきぉぇくけおほょ ょゅこゅぉけえお けぉそあを ょ ゅをえょうまょぃを 
ゅょうをл ほぉき ほぉ あおえをせえお ぇおそをお けきぉえこけをあ ぇを くぉ 
えをかきをぃょ きぉゅ こ けょうこ ょ ぇを くぉ おぃをほ 
えをほけきおさぉほえょほょ ょ えをほかおかこいをきえょほょ あいこぁ こ 
′きぁょほょ あおえをせえお かおぇょぅえぉ えを えおぅぉн 
 

     

    

 ┻こけおき : ╇をきあお ┿ぉくかおけおぃょむ 

 

 

„ぞんよゐづぐご ぴごづとばで“ でぢばでどごだ げんゑぎでば 

 
╊きぉ けきょ えぉぇぉまぉ ぃおゃぉえを je かおくいぉぇみを 

けきあを くぉゅおえぉ こ [おきうこいょ ほぉぇをえн ╊おうをいお ょ 
えぉおせぉあょぃをえおл けきょほこうさおぃをお ほぉ „ぃおぇおえおそを“л 
Aこくけきをいょほをえをす ╇をきあ ┽ぉぁぉき こ さをえけをくけょせえおほ 
ぉあょかょ ╋ぉぇ ┼こいを こ ぃきぉうぉえこ おぇ ほぉぇえおぅ くをけをл тс 
うょえこけを i рц くぉあこえぇょ ょくかきぉぇ くぃおぅ 
えぉかきょあおくえおぃぉえおぅ けょうくあおぅ あおいぉぅぉл ╈ぉうすを 
′ぉぁをくけょほをえを [ぉけぉいをл あおほょ ほぉ えおぃょ-くけをきょ 
そをうかょおえн ¨きぉむょ ほぉ ぁょお ぃょすぉそをうかょおえ 
┺ぉえくおえ ┼をけおえл せぉけぃきけょ [ぉきえをえぇお ┻いおえくおл 
かぉけょ [ぉいょかぉ ╇をくをл ぇおあ くこ ぁおぇおぃぉ ほおそ こゅぉいょ 
おぇいょせえょ Aぇきょほをえ ′こけょいл ╈ょあお ╋おゅぁぉきぅл ╊おい 
ぇょ ╋ぉくけをл ╅をうこょ ╅おぁをほをそょ ょ ┽ょけをいょほ ╊ぉけきおぃн  

╃をあお ほぉ くけをゅを „╃えけぉきいをぅおく“ こ 
┼きをゅょいこ かおゅえをけを かお けおうぉ そけお くこ くぉ えを みおほ 
かきぉけしおぇえょし ぅおぇょえを おぇいこせょぃをいぉ こゅぁこぇまょぃぉ 
ぁょけあぉ ゅを けょけこいこл おぃおぅ かこけを ほぉ おぃを けきあを ぁょいを 
いょそぉえを けおぅ かょけをみをн [ぉけぉい あおほょ ほぉ 
ぇおうょえょきをお おぃぉ くぉゅおえぉ かおぁぉぇょぃそょ えを рр おぇ 
こあこかえお рш ぃおゃぉえょし けきあをл ほぉ あをお かお おぁょせをほこ 
くけをきけおぃをお くを かおい-かおゅょすょほぉн ╅いをくょせをえ 
[ぉけぉいおぃ くけをきけ こ あおほぉう かきをぃょ с  くぉあこえぇぉ 
かきぉぇえおくけょ こ かきぃおう あきこぅこ ぃょねぉえ ほぉ ょ おぃおぅ 
かこけをл うぉねこけょうл きをくかいぉけ けきあぉ ほぉ ぁょお ょゅこゅぉけえお 
ょゅえぉえをねこほこむょ ゅを くぃぉ oあお くけをゅぉ ょ おえぉ あきをほ 
うをいょし ¨┽ ぉあきをえをн ╊おくいぉ тп-をあ あきこぅおぃを 
′ぉぁをくけょほをえ ほぉ ぇおぁょお ょえさおきうをすょほこ おぇ そぉさを 
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ぉあょかぉ ╅きょくを ]おきえぉきを ぇを うこ くぉ うぉみをせ 
かきぉぅきぉぃを ょ ぇを ゅぁおぅ けおぅを けきぉぁを きをえょほぉ ぇを 
„そをいけを“ あをぇを ほぉ こ ぇきこぅおほ ょ けきぉむおほ ぁきゅょえょн ′ぃぉ 
ほぉ こぁきゅお ぁょいお ほをくえお あをぇを ほぉ ┽ぉぁぉき くこくけょぅをお 
[ぉけぉいを ょ あをぇを ぅを ほぉ くぃぉけくあょ かきぃをあ かきおかこくけょお 
こ あきこぅこ ぁきおほ упн ┴ぉぇょえょ すょま [ぉけぉいを こ けおう 
けきぉえこけあこ ほぉ ぁょお ぇを えぉ ぇおゅぃおいょ ┻いおえくこ ょ 
┼をけおえこ ぇを ぅを ぇおくけょぅえこ ょ こ けおうぉ ほぉ こくかぉお ぇお 
あきをほを けきあぉн 

╃かをあл うおゃぉ くぉ きぉむょ ぇを くこ くぉ 
こゅぁこぇまょぃぉ くょけこをすょほぉ えをほぃょそぉ ぇおぅをねをいぉ 
こかきをぃお ょゅを いぉねを ┽ぉぁぉきを ょ [ぉけぉいを あおほょ くこ 
かきぉぇくけをぃまをいょ かおけかこえお ぇきこぅこл ぃょそこ あいをくこ こ 
おぇえおくこ えを おくけをけをあ あをきをぃをえをн ┿こぉい ょゅうぉねこ 
えをほぁおまぉぅ ぃおゅをせを こ ょくけおきょほょ ╇ょしをぉいを 
《こうをしぉきを ょ ┼きこえを ′ぉえぉ ぁょお ほぉ „おぁおぅをむぉえ“ 
かきおぁこそぉえおう ぅこうおう 《こうょほを ょ あをゅえおう ゅを ほおそ 
こぃぉあ えぉょくあこくえおぅ くぉくけきょむを かおあおほえおぅ ┻ょきけおえを 
′ぉえぉн ┽をまを けをあおねぉ ょゅぇぃおほょけょ くぉぇうょ かお きぉぇこ 
おあきそをほ ょゅうぉねこ くけをきょし ぇきこぅをきを [ぉいょかぉを ╇をくぉ 
ょ ╆こょくを ]をうょいけおえを あおほょ ほぉ くきぉむおう かきおそをお 

ぁぉゅ くこぇをきをн ‶かきをぃお ほぉ そをうかょおえ ょゅ сппчн 
ぅおぇょえぉ ]をうょいけおえ おぇこくけをお こ ухн あきこぅこ けをあおねぉ 
ゅぁおぅ かきおぁいぉうを くを うぉみをせぉうн ╊きおくけお 
えぉぃぉきおぃをけえお ゅぃこせょ あおいょあお くこ ぃおゅをせょ ょうをいょ 
かきおぁいぉうを くを うぉみをせょうをл を くぃぉ おぃお ほぉ くけをきょほぉ 
まこぁょけぉまぉ [おきうこいぉ ほぉぇをえ かおぇくぉけょいお えを 
1991. ぅおぇょえこ あをぇを ほぉ ┻ょきけおえ ′ぉえを こかきあおく 
あぃをきこ うぉみをせを かおぁぉぇょお かきぉぇ くぃおほおう 
かこぁいょあおう こかきをぃお おぃぇぉ こ ┼きをゅょいこн ‶ фун あきこぅこ 
┼をけおえ ほぉ ぃきをけょお ┻いおえくこ ゅを おぁょいをゃぉみぉ えを 
かおせぉけあこ けきあぉ ょ かおえおぃお くぉ ぃきをけょお えを けきぉむこ 
かおゅょすょほこн ╃くあおきょくけょお ほぉ かきぉぇえおくけ ┿╋′-を ょ 
えを かきをぃすこ いをぅをえお おぁょそをお ╈をえぇをн 
╊おくいぉぇみぉ こゅぁこねぉみぉл をあお くぉ けをあお こおかそけぉ 
うおゃぉ えをゅぃをけょл ぃょねぉえお ほぉ рп-をあ あきこぅおぃを かきぉ 
あきをほを けきあぉл あをぇを ほぉ ┼をけおえ ぃおゅょお くほをほえょう 
けぉうかおう ょ くあょぇをお [ぉけぉいこ くぉあこえぇこ かお あきこぅこн 
╈をゃをいおくけ かお ┺ぉえくおえをл ほぉぇえおくけをぃえお えょほぉ 
ぃょそぉ ぁょいお あきこぅおぃを ぇお あきをほをл かを ほぉ うおきをお ぇを 
くぉ ゅをぇおぃおまょ えをほえょゃょう くけぉかぉえょあおう えを 
かおぇょほこうこн 

‶あこかえお ぅいぉぇをえおл おぃを けきあを かきょかをぇを 
„╅ぉえぅこきこ“ ╇をきあこ ┽ぉぁぉきこ あおほょ ほぉ かおあこかょお 
うきぃょすぉ くを くけおいを あおほぉ ほぉ おくけをぃょお 
えぉかきょあおくえおぃぉえょ [ぉけぉい あおほょ むぉ くょぅこきえお ぁょけょ 
さをぃおきょけ ょ こ えをきぉぇえおほ くぉゅおえょ えをほぁきゃぉぅ 
あをきをぃをえを えを くぃぉけこн ┵こぁょけぉまょ おぃおぅ 
さぉえおうぉえをいえおぅ くかおきけを ぃぉきおぃをけえお ほぉぇぃを せぉあをほこ 
рчн うをきけ ょ かおせぉけをあ えおぃぉ くぉゅおえぉ こ ╇ぉいぁこきえこ 
えを くけをゅょ „┻いぁぉきけ ╊をきあ“н 
 

 ┻こけおき : ╇をきあお ┿ぉくかおけおぃょむ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╃うかきぉくこう :   
┾いをぃえょ ょ おぇぅおぃおきえょ こきぉぇえょすょ – ┴おぃをえを ┾こやょむ, ┼きをえょくいをぃを ╋おくょむ 

╋ぉぇをあすょほを : ╇ょいょすを ╉きおくл ╇をきあお ┿ぉくかおけおぃょむл ╇ょいおそ ╊ぉきおぃょむл ‶えを ┽おほぃおぇょむл ╇ょいょすを ┮こきおぃょむл 
┻いぉあくをえぇきを ┴おぃをえおぃょむл ╇ょいをえ ╅きくけょえょむл ╈ょえを ′けぉかょむ 

╂を ょゅぇをぃをせを : ╊をほをゅょけ ╊おうをあ л かきぉぇくぉぇえょあ ╅いこぁを ′けこぇぉえをけを [╊╈-を 


