
 
Аïöахов Паве¿ А¿е¡ïеевич 

づÜÑó¿ï　 8 ïñÖö　ßë　 1966 Ç. ç ぜÜï¡çñ. ゑ 1991 Ç. Ü¡ÜÖôó¿ âí¡Ü¿áöñö äëíçÜçñÑñÖó　 ゑ▲ïüñú 
ü¡Ü¿▲ Кゎゐ でででづ, ç 2002 Ç. - ½íÇóïöëíöÜëÜ ü¡Ü¿▲ äëíçí ぢóööïßÜëÇï¡ÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí (でぷん). 
がÜ¡öÜë 0ëóÑóôñï¡óê ÖíÜ¡. ゑ¿íÑññö íÖÇ¿óúï¡ó½, üçñÑï¡ó½, óïäíÖï¡ó½, âëíÖîÜ£ï¡ó½ 　£▲¡í½ó. 
で 1991 Ç. £íÖó½íñöï　 0ëóÑóôñï¡Üú äëí¡öó¡Üú, ï 1994 Ç. — ô¿ñÖ ぜÜï¡Üçï¡Üú ÇÜëÜÑï¡Üú 
¡Ü¿¿ñÇóó íÑçÜ¡íöÜç. ゑ 1994 Ç. ïÜ£Ñí¿ ïçÜ0 íÑçÜ¡íöï¡Ü0 ÇëÜääÜ, äëñÜßëí£ÜçíÖÖÜ0 ç 2003 Ç. ç 
«КÜ¿¿ñÇó0 íÑçÜ¡íöÜç ぢíç¿í んïöíêÜçí». で 2002 Ç. — íÑçÜ¡íö んÑçÜ¡íöï¡Üú äí¿íö▲ ぜÜï¡ç▲. ゑ 
2006 Ç. ïÜ£Ñí¿ ó çÜ£Ç¿íçó¿ «ぷ¡Ü¿Ü íÑçÜ¡íöï¡ÜÇÜ ½íïöñëïöçí ぢíç¿í んïöíêÜçí». 
éç¿　ñöï　 ô¿ñÖÜ½ Э¡ïäñëöÖÜ-¡ÜÖïÜ¿áöíöóçÖÜÇÜ ïÜçñöí äëó ぢëñÑïñÑíöñ¿ñ でôñöÖÜú äí¿íö▲ づぱ, 
КÜ¿¿ñÇóó äÜïëñÑÖó¡Üç äÜ äëÜçñÑñÖó0 äëó½óëóöñ¿áÖ▲ê äëÜîñÑÜë äëó どÜëÇÜçÜ-äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜú 
äí¿íöñ づぱ, どëñöñúï¡ÜÇÜ ïÜÑí äëó づÜïïóúï¡Ü½ ïÜ0£ñ äëÜ½▲ü¿ñÖÖó¡Üç ó äëñÑäëóÖó½íöñ¿ñú, 
ぎçëÜäñúï¡ÜÇÜ ゐë0ïïñ¿áï¡ÜÇÜ íëßóöëí¢ÖÜÇÜ ó ½ñÑóíîóÜÖÖÜÇÜ ïÜÑí, だßàñïöçñÖÖÜÇÜ ïÜçñöí äÜ 
äëíçÜ£íàóöÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜÇÜ ぱÜÖÑí £íàóö▲ Üö Ñóï¡ëó½óÖíîóó, 
ん½ñëó¡íÖï¡Üú んïïÜîóíîóó ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜÇÜ äëíçí, ぢíëó¢ï¡Üú んïïÜîóíîóó íÑçÜ¡íöÜç. 
げíÖó½íñöï　 äëñäÜÑíçíöñ¿áï¡Üú Ññ　öñ¿áÖÜïöá0. éç¿　ñöï　 äëÜâñïïÜëÜ½ ¡íâñÑë▲ öñÜëóó 
ÇÜïÜÑíëïöçí ó äëíçí ぜÜï¡Üçï¡ÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí ぜゑが づÜïïóó, £íçñÑÜ0àó½ ¡íâñÑëÜú 
Çëí¢ÑíÖï¡ÜÇÜ äëÜîñïïí 0ëóÑóôñï¡ÜÇÜ âí¡Ü¿áöñöí ごÖïöóöÜöí ~¡ÜÖÜ½ó¡ó, Üäëíç¿ñÖó　 ó äëíçí 
づゎゎば. ぢëÜçÜÑóö ½íïöñë-¡¿íïï▲ ç づÜïïóúï¡Ü½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ½ ÇÜ½íÖóöíëÖÜ½ ÜÖóçñëïóöñöñ, 
ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ½ ÜÖóçñëïóöñöñ Üäëíç¿ñÖó　, ぜゎごぜだ, ぜÜï¡Üçï¡Ü½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ½ 
ÜÖóçñëïóöñöñ. 
ご£çñïöñÖ ç ¡íôñïöçñ çñÑÜàñÇÜ öñ¿ñçó£óÜÖÖ▲ê äëÜÇëí½½: «ぶíï ïÜÑí» ó «どëó ÜÇ¿í» Öí づぎぞ どゑ, 
«がñ¿Ü んïöíêÜçí» Öí öñ¿ñ¡íÖí¿ñ «がÜ½íüÖóú» ó Ñë.  
ゑ 2008 Ç. ß▲¿ ó£ßëíÖ ç だßàñïöçñÖÖÜ0 äí¿íöÜ づぱ. ゑÜüñ¿ ç КÜ½óïïó0 äÜ ¡Ü½½ÜÖó¡íîó　½, 
óÖâÜë½íîóÜÖÖÜú äÜ¿óöó¡ñ ó ïçÜßÜÑñ ï¿Üçí ç ïëñÑïöçíê ½íïïÜçÜú óÖâÜë½íîóó, ç 
ぜñ¢¡Ü½óïïóÜÖÖÜ0 ëíßÜôÜ0 ÇëÜääÜ äÜ ÜëÇíÖó£íîóó ~¡ïäñëöÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó だßàñïöçñÖÖÜú 
äí¿íö▲. 
ゑ 2009 Ç. ß▲¿ Öí£ÖíôñÖ ばäÜ¿ÖÜ½ÜôñÖÖ▲½ äëó ぢëñ£óÑñÖöñ づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó äÜ äëíçí½ 
ëñßñÖ¡í. 
がñúïöçóöñ¿áÖ▲ú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ïÜçñöÖó¡ づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó 1 ¡¿íïïí. ぞíÇëí¢ÑñÖ 
ÜëÑñÖÜ½ ぢÜôñöí. 
ぐñÖíö, ñïöá öëó ï▲Öí. 
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∞ＷＦеＰＱ０ｒ 
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 К０ＱｇелｒＷＦｒ 

 

 〔дＷеＸ:    ヱヲヵΓΓン, ４. МоＸк３０, ］♂∞-ン, МＦуＸＸк０ｒ пл., д.Α ＸтＷ. ヱ  
°елеｅоＱ:    +Α ふヴΓΓぶ ヲヵヱ-41-40  

Ф０кＸ:    +Α ふヴΓヵぶ ヲヲヱ-70-66  

 

ИＱｅоＷＰ０ｇＦｒ: 
 

ОｅＦｇＦ０лｎＱｍＧ Twitter- ０кк０уＱт ′полＱоＰочеＱＱо４о пＷＦ ∞ＷеＥＦдеＱте ∴оＸＸＦＧＸкоＧ ФедеＷ０ｇＦＦ по 
пＷ０３０Ｐ Ｗе１еＱк０. 
 

 

Иゃぇくけゃしおぇя けぉかぇしすぬй  
Уこけかくけきけчеくくにえ こけ こさぇゃぇき さеぉеくおぇ 
  

〉こけかくけきけつっくくにえ こけ こさぇゃぇき さっぉっくおぇ ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう 

 ¨おっぇくしおぇは 〈ぇすぬはくぇ ‶っすさけゃくぇ  

 
〈й‶й ¨おっぇくしおぇは 

‶さぇゃけゃにっ けしくけゃに ょっはすっかぬくけしすう: ╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす нпйлсйнлмо N пт-¨╆ 
«¨ぉ 〉こけかくけきけつっくくけき こけ こさぇゃぇき さっぉっくおぇ ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう»й 
′ぇいくぇつっくぇ くぇ ょけかあくけしすぬх нт うのくは нлмо ゅけょぇй 
╃ぇすぇ う きっしすけ さけあょっくうはх さけょうかぇしぬ ゃ мфст ゅけょせ ゃ ゅけさけょっ ╇ゃぇくけゃけй 
¨ぉさぇいけゃぇくうっх けおけくつうかぇ そうかけかけゅうつっしおうえ そぇおせかぬすっす ╇ゃぇくけゃしおけゅけ ゅけしせくうゃっさしうすっすぇй 
‶さけそっししうけくぇかぬくぇは ょっはすっかぬくけしすぬх さぇぉけすぇかぇ せつうすっかっき させししおけゅけ はいにおぇ ゃ しさっょくっえ 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくけえ ておけかっ №рс けぉかぇしすくけゅけ ちっくすさぇй 
] нллр こけ нлмм ゅけょに ぉにかぇ いぇきっしすうすっかっき ょうさっおすけさぇ こけ せつっぉくけ-ゃけしこうすぇすっかぬくけえ さぇぉけすっ ゃ 
╋╀¨〉¨ かうちっっ №ст ゅけさけょぇ ╇ゃぇくけゃぇй ] нлмм ゅけょぇ ゃ ねすけき あっ せつっぉくけき いぇゃっょっくうう はゃかはかぇしぬ 
せこけかくけきけつっくくにき こけ いぇとうすっ こさぇゃ さっぉっくおぇ. 
] нллн ゅけょぇ さぇぉけすせ 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 しけゃきっとぇかぇ し こさっこけょぇゃぇすっかぬしおけえ 
ょっはすっかぬくけしすぬの くぇ おぇそっょさっ ょけゃせいけゃしおけえ こけょゅけすけゃおう ╇ゃぇくけゃしおけえ きっょうちうくしおけえ ぇおぇょっきううй 
Кけくすぇおすに 
]ぇえす 〉こけかくけきけつっくくけゅけ こけ こさぇゃぇき さっぉっくおぇ ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう — www.ivdeti.ru 
мролллз ゅй ╇ゃぇくけゃけз こかй [っゃけかのちううз ょй нкмз けそうし омн 
〈っかйк《ぇおしх 8- (4932) 32-75-99; 32-75-99 
E-mail: mailto:iv-regiondeti@rambler.ru 
___________________________ 
°елеｅоＱ:    8-(4932)32-75-99  

Ф０кＸ:    8-(4932)32-75-99  

http://euro-ombudsman.org/reference/laws_and_other_documents/ivanovskaya-oblasty-zakon-ob-upolnomochennom-po-pravam-rebenka-novy
http://www.ivdeti.ru/
mailto:iv-regiondeti@rambler.ru
http://euro-ombudsman.org/wp-content/uploads/2010/03/okeansk2.jpg


〔дＷеＸ:    ヱヵンヰヰヲ, И３０Ｑо３Ｘк０ｒ о１л０Ｘтｎ, ４.И３０Ｑо３о, ул. ［елＦＤＸк０ｒ, Β, оｅＦＸ ヱヰΒ  
E-mail:    ivanov@rfdeti.ru                                                             

Web-Ｘ０Ｇт:    http://www.ivdeti.ru/                                                             

ИＱｅоＷＰ０ｇＦｒ о пＷＦеＰе:    ∞ＷＦеＰ ４Ｗ０Ｄд０Ｑ ′полＱоＰочеＱＱｍＰ по пＷ０３０Ｐ Ｗе１еＱк０ ３ И３０Ｑо３ＸкоＧ 
о１л０ＸтＦ: 
к０ＤдｍＧ чет３еＷ４ Ｘ ヱヰ.ヰヰ до ヱン.ヰヰ, по пＷед３０ＷＦтелｎＱоＧ Ｅ０пＦＸＦ по 
телеｅоＱу ンヲ-75-99 

∞ＷＦеＰ ４Ｗ０Ｄд０Ｑ ｑＷＦＸт０ＰＦ о１щеＸт３еＱＱоＧ пＷＦеＰＱоＧ пＷＦ 
′полＱоＰочеＱＱоＰ по пＷ０３０Ｐ Ｗе１еＱк０ ３ И３０Ｑо３ＸкоＧ о１л０ＸтＦ:  
еＤедＱе３Ｑо Ｘ ヱヰ.ヰヰ до ヱΑ.ヰヰ ч０Ｘо３ кＷоＰе ３ｍｆодＱｍｆ, пＷ０ＥдＱＦчＱｍｆ 
дＱеＧ, тел. Β-(4932) 327599. 

〔дＷеＸ: 
ヱヵンヰヰヲ, И３０Ｑо３Ｘк０ｒ о１л０Ｘтｎ, ４. И３０Ｑо３о, ул. ［елＦＤＸк０ｒ, Β, оｅＦＸ ヱヰΒ. 

                                                           

                《ぇょっっゃぇ ╇さうくぇ Юさぬっゃくぇ 

〉こけかくけきけつっくくにえ こけ こさぇゃぇき さっぉっくおぇ きせくうちうこぇかぬくけゅけ ぉのょあっすくけゅけ 
ょけておけかぬくけゅけ 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  

«╃っすしおうえ しぇょ № мпл» ゅй ╇ゃぇくけゃぇ 

‶さぇゃけゃにっ けしくけゃに ょっはすっかぬくけしすうх ╆ぇおけく ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす нпйлсйнлмо N пт-¨╆ 
«¨ぉ 〉こけかくけきけつっくくけき こけ こさぇゃぇき さっぉっくおぇ ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう»й 
╃ぇすぇ う きっしすけ さけあょっくうはх さけょうかぇしぬ ゃ мф71 ゅけょせ ゃ ゅけさけょっ ╇ゃぇくけゃけй 
¨ぉさぇいけゃぇくうっх けおけくつうかぇ ╇ゃぇくけゃしおうえ すけさゅけゃけ-ねおけくけきうつっしおうえ すったくうおせきз いぇすっき 
¨おけくつうかぇ ╇ゃぇくけゃしおうえ ╂けしせょぇさしすゃっくくにえ ‶けかうすったくうつっしおうえ 〉くうゃっさしうすっす гねおけくけきうしすд 
‶さけそっししうけくぇかぬくぇは ょっはすっかぬくけしすぬ:  
¨おけくつうゃ   さぇぉけすぇかぇ  ] 1989    ゃ    Ц〉╋-こさけょぇゃっち 

] нллф ゅけょぇ さぇぉけすぇっす ゃ ╋╀╃¨〉 «╃っすしおうえ しぇょ № мпл» - こけゃぇさ 
] нлмп ゅけょぇ はゃかはっすしは せこけかくけきけつっくくにき こけ いぇとうすっ こさぇゃ さっぉっくおぇ 
 ╋╀╃¨〉 «╃っすしおうえ しぇょ № мпл». 
 
〉こけかくけきけつっくくにえ こけ こさぇゃぇき さっぉっくおぇ ╋╀╃¨〉 "╃っすしおうえ しぇょ № мпл" ういぉさぇく ゃ ちっかはた 
せしうかっくうは ゅぇさぇくすうえ いぇとうすに こさぇゃ う ょけしすけうくしすゃ ゃけしこうすぇくくうおけゃ う ゃけししすぇくけゃかっくうは 
くぇさせてっくくにた こさぇゃ さっぉっくおぇй 
╁ しゃけっえ ょっはすっかぬくけしすう 〉こけかくけきけつっくくにえ 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けえ Кけくゃっくちうっえ け 
こさぇゃぇた さっぉっくおぇз Кけくしすうすせちうっえ [《з 〉しすぇゃけき 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 
 
〉こけかくけきけつっくくにえ こけ こさぇゃぇき さっぉっくおぇх 
-こさけゃけょうす かうつくにえ こさうっき さけょうすっかっえ ゃけしこうすぇくくうおけゃз 
しけょっえしすゃせっす さぇいさってっくうの おけくそかうおすぇ こせすっき おけくそうょっくちうぇかぬくけえ こさけちっょせさにц 
-けこさっょっかはっす いぇとうすせ いぇおけくくにた うくすっさっしけゃ ゃけしこうすぇくくうおぇц 
-せつぇしすゃせっす ゃ ゃけししすぇくけゃかっくうう くぇさせてっくくにた こさぇゃ さっぉっくおぇц 
-せこけかくけきけつっくくにえ くっ ゃこさぇゃっ さぇいゅかぇてぇすぬз しすぇゃてうっ っきせ ういゃっしすくにきう ゃ こさけちっししっ ゃにはしくっくうは 
しゃっょっくうは ぉっい しけゅかぇしうは いぇはゃうすっかはй 

mailto:ivanov@rfdeti.ru
http://www.ivdeti.ru/


Кけくすぇおすに 

]ぇえす 〉こけかくけきけつっくくけゅけ こけ こさぇゃぇき さっぉっくおぇ ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう — www.ivdeti.ru 

〈っか./《ぇおし: 8- (4932) 33-67-71, 33-69-80 
E-mail:  fadeeva irina1971@mail.ru 

ИＱｅоＷＰ０ｇＦｒ о 
пＷＦеＰе:  

  ∞ＷＦеＰ ４Ｗ０Ｄд０Ｑ ′полＱоＰочеＱＱｍＰ по пＷ０３０Ｐ Ｗе１еＱк０  
М〕ДО′ «ДетＸкＦＧ Ｘ０д № 140»  
к０ＤдｍＧ чет３еＷ４ Ｘ ヱ3.ヰヰ до ヱ5.ヰヰ, по пＷед３０ＷＦтелｎＱоＧ Ｅ０пＦＸＦ по телеｅоＱу 8- 

(4932) 33-67-71, 33-69-Βヰ ＦлＦ Β-903-889-08-35  

〔дＷеＸ: 
153045, И３０Ｑо３Ｘк０ｒ о１л０Ｘтｎ, ４. И３０Ｑо３о, ул. ∞лёＸＸк０ｒ, 6. 

 

 

〉おぇい ╂せぉっさくぇすけさぇ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす мф そっゃさぇかは нлмл ゅй N 29-〉╂ «¨ぉ 

せすゃっさあょっくうう ‶けかけあっくうは けぉ 〉こけかくけきけつっくくけき こけ こさぇゃぇき さっぉっくおぇ ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ 

けぉかぇしすう» 

╁ しけけすゃっすしすゃうう しけ しすぇすぬっえ оуйм ╆ぇおけくぇ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす лсйлрймффт N ф-¨╆ «¨ 

いぇとうすっ こさぇゃ さっぉっくおぇ» こけしすぇくけゃかはのх 

мй 〉すゃっさょうすぬ ‶けかけあっくうっ けぉ 〉こけかくけきけつっくくけき こけ こさぇゃぇき さっぉっくおぇ ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう 

гこさうかぇゅぇっすしはдй 

нй ‶さういくぇすぬ せすさぇすうゃてうきう しうかせ せおぇいに ╂せぉっさくぇすけさぇ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうх 

けす мнйлтйнллм N мтр-〉╂ «¨ぉ せすゃっさあょっくうう ‶けかけあっくうは けぉ 〉こけかくけきけつっくくけき гおけきうししぇさっд こけ 

こさぇゃぇき さっぉっくおぇ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう»ц 

けす нфйлнйнллу N но-〉╂ «¨ ゃくっしっくうう ういきっくっくうえ う ょけこけかくっくうえ ゃ せおぇい ╂せぉっさくぇすけさぇ 

╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう けす мнйлтйнллм N мтр-〉╂»й 

╂せぉっさくぇすけさ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう            ╋й┿й ╋っくぬ 

 

‶さうかけあっくうっ お せおぇいせ ╂せぉっさくぇすけさぇ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう 

けす мф そっゃさぇかは нлмл ゅй N нф-〉╂ 

‶けかけあっくうっ けぉ 〉こけかくけきけつっくくけき こけ こさぇゃぇき さっぉっくおぇ ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう 

мй ¨ぉとうっ こけかけあっくうは 

′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 けしくけゃくにっ いぇょぇつうз そせくおちううз こさぇゃぇ 〉こけかくけきけつっくくけゅけ こけ 

こさぇゃぇき さっぉっくおぇ ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう гょぇかっっ 〉こけかくけきけつっくくにえдз そうくぇくしけゃけっз 

けさゅぇくういぇちうけくくけっз きぇすっさうぇかぬくけ-すったくうつっしおけっ う おぇょさけゃけっ けぉっしこっつっくうっ っゅけ ょっはすっかぬくけしすうй 

нй ╆ぇょぇつう 〉こけかくけきけつっくくけゅけ 

¨しくけゃくにきう いぇょぇつぇきう 〉こけかくけきけつっくくけゅけ はゃかはのすしはх 

しけょっえしすゃうっ けぉっしこっつっくうの ゅぇさぇくすうえ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ いぇとうすに こさぇゃ う しゃけぉけょ さっぉっくおぇц 

ゃしっきっさくけっ しけょっえしすゃうっ ゃけししすぇくけゃかっくうの くぇさせてっくくにた こさぇゃ さっぉっくおぇц 

http://www.ivdeti.ru/
http://base.garant.ru/28302076.htm#381
http://base.garant.ru/28307259.htm#0
http://base.garant.ru/28332840.htm#0


けぉっしこっつっくうっ しけぉかのょっくうは う せゃぇあっくうは こさぇゃз しゃけぉけょ う ょけしすけうくしすゃぇ さっぉっくおぇ さけょうすっかはきうз 

ゅけしせょぇさしすゃっくくにきう けさゅぇくぇきうз けさゅぇくぇきう きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは う うた ょけかあくけしすくにきう 

かうちぇきうз そういうつっしおうきう う のさうょうつっしおうきう かうちぇきうц 

ぇくぇかうい しけしすけはくうは ょっか こけ しけぉかのょっくうの こさぇゃ さっぉっくおぇ ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうц 

こけょゅけすけゃおぇ こさっょかけあっくうえ こけ しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうの そっょっさぇかぬくけゅけ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇз 

いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう け こさぇゃぇた さっぉっくおぇ う こさうゃっょっくうの っゅけ ゃ しけけすゃっすしすゃうっ 

し きっあょせくぇさけょくにきう くけさきぇきうц 

しけょっえしすゃうっ せつぇしすうの ‶さぇゃうすっかぬしすゃぇ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう ゃ きっあょせくぇさけょくけき しけすさせょくうつっしすゃっ 

こけ けぉっしこっつっくうの こさぇゃ さっぉっくおぇй 

ой 《せくおちうう 〉こけかくけきけつっくくけゅけ 

оймй 〉こけかくけきけつっくくにえ ょっえしすゃせっす ゃ こさっょっかぇた おけきこっすっくちううз せしすぇくけゃかっくくけえ くぇしすけはとうき 

‶けかけあっくうっきз う くっ ゃこさぇゃっ こさうくうきぇすぬ さってっくうはз けすくっしっくくにっ お おけきこっすっくちうう ょさせゅうた 

ゅけしせょぇさしすゃっくくにた けさゅぇくけゃз けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは う うた ょけかあくけしすくにた かうちй 

ойнй 〉こけかくけきけつっくくにえх 

けしせとっしすゃかはっす こさうっき ゅさぇあょぇくз さぇししきぇすさうゃぇっす いぇはゃかっくうは う けぉさぇとっくうは こけ こけゃけょせ 

くぇさせてっくうは こさぇゃ さっぉっくおぇз あぇかけぉに くぇ ょっえしすゃうはз ぉっいょっえしすゃうっ うかう さってっくうは 

ゅけしせょぇさしすゃっくくにた けさゅぇくけゃз けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは う うた ょけかあくけしすくにた かうちз 

ょさせゅうた そういうつっしおうた う のさうょうつっしおうた かうちз くぇさせてぇのとうた こさぇゃぇ う しゃけぉけょに さっぉっくおぇц 

けおぇいにゃぇっす ゅさぇあょぇくぇき う けさゅぇくういぇちうはきз いぇとうとぇのとうき こさぇゃぇ さっぉっくおぇз ぉっしこかぇすくせの 

こさぇゃけゃせの こけきけとぬ こけ ゃけこさけしぇきз ゃたけょはとうき ゃ っゅけ おけきこっすっくちうのц 

くぇこさぇゃかはっす こさっょかけあっくうはз さっおけきっくょぇちうう ゅけしせょぇさしすゃっくくにき けさゅぇくぇきз けさゅぇくぇき きっしすくけゅけ 

しぇきけせこさぇゃかっくうは う うた ょけかあくけしすくにき かうちぇきз ょさせゅうき そういうつっしおうき う のさうょうつっしおうき かうちぇきз 

ょけこせしおぇのとうき くぇさせてっくうは こさぇゃ さっぉっくおぇй 

ойой 〉こけかくけきけつっくくにえ しゃけっえ ょっはすっかぬくけしすぬの ょけこけかくはっす しせとっしすゃせのとうっ そけさきに う しさっょしすゃぇ 

いぇとうすに こさぇゃ う いぇおけくくにた うくすっさっしけゃ さっぉっくおぇ う ゃいぇうきけょっえしすゃせっす し おけきうししうっえ こけ こさぇゃぇき 

つっかけゃっおぇ こさう ╂せぉっさくぇすけさっ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうз おけきうししうっえ こけ ょっかぇき くっしけゃっさてっくくけかっすくうた 

う いぇとうすっ うた こさぇゃ こさう ╂せぉっさくぇすけさっ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうз ゅけしせょぇさしすゃっくくにきう けさゅぇくぇきうз 

けさゅぇくぇきう きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうはз けぉとっしすゃっくくにきう けぉなっょうくっくうはきう う 

くっこさぇゃうすっかぬしすゃっくくにきう けさゅぇくういぇちうはきうз ゃ おけきこっすっくちうの おけすけさにた ゃたけょはす ゃけこさけしに いぇとうすに 

こさぇゃ う いぇおけくくにた うくすっさっしけゃ さっぉっくおぇй 

ойпй 〉こけかくけきけつっくくにえ っあっゅけょくけ こさっょしすぇゃかはっす ╂せぉっさくぇすけさせ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう う 

‶さっょしっょぇすっかの ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ ╃せきに うくそけさきぇちうの け しうすせぇちうう し しけぉかのょっくうっき こさぇゃ 

う いぇおけくくにた うくすっさっしけゃ さっぉっくおぇ ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうй 

╁ っあっゅけょくけき けすつっすっ 〉こけかくけきけつっくくけゅけ ょけかあくに しけょっさあぇすぬしは けぉとうっ けちっくおうз ゃにゃけょに う 

さっおけきっくょぇちううз けすくけしはとうっしは お けぉっしこっつっくうの こさぇゃ さっぉっくおぇ ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうз う 

ょけかあくに ぉにすぬ せおぇいぇくに けさゅぇくに ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ゃかぇしすう ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうз 

ゅけしせょぇさしすゃっくくにっ けさゅぇくに ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうз けさゅぇくに きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 

きせくうちうこぇかぬくにた けぉさぇいけゃぇくうえ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう う うた ょけかあくけしすくにっ かうちぇз しうしすっきぇすうつっしおう 



くぇさせてぇのとうっ こさぇゃぇ さっぉっくおぇ う せおかけくはのとうっしは けす こさうくはすうは きっさ こけ うた ゃけししすぇくけゃかっくうの う 

いぇとうすっй 

пй ‶さぇゃぇ 〉こけかくけきけつっくくけゅけ 

╁ こさっょっかぇた しゃけっえ おけきこっすっくちうう 〉こけかくけきけつっくくにえ うきっっす こさぇゃけх 

いぇこさぇてうゃぇすぬ う こけかせつぇすぬ ゃ せしすぇくけゃかっくくけき こけさはょおっ くっけぉたけょうきにっ しゃっょっくうはз ょけおせきっくすに う 

きぇすっさうぇかに けす けさゅぇくけゃ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ゃかぇしすう ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうз けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ 

しぇきけせこさぇゃかっくうはз けさゅぇくういぇちうえ う ょけかあくけしすくにた かうちц 

ぉっしこさっこはすしすゃっくくけ こけしっとぇすぬ けさゅぇくに ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ゃかぇしすう ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうз けさゅぇくに 

きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうはз けさゅぇくういぇちううц 

こさけゃけょうすぬ しぇきけしすけはすっかぬくけ うかう しけゃきっしすくけ し せこけかくけきけつっくくにきう ゅけしせょぇさしすゃっくくにきう 

けさゅぇくぇきう う ょけかあくけしすくにきう かうちぇきう こさけゃっさおせ ょっはすっかぬくけしすう けさゅぇくけゃ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ 

ゃかぇしすう ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうз ぇ すぇおあっ ょけかあくけしすくにた かうち こけ ゃけこさけしぇきз けすくっしっくくにき お 

おけきこっすっくちうう 〉こけかくけきけつっくくけゅけз こけかせつぇすぬ けす くうた しけけすゃっすしすゃせのとうっ さぇいなはしくっくうはц 

くぇこさぇゃかはすぬ ゃ けさゅぇくに ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ゃかぇしすう ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうз けさゅぇくに きっしすくけゅけ 

しぇきけせこさぇゃかっくうは う ょけかあくけしすくにき かうちぇきз ゃ さってっくうはた うかう ょっえしすゃうはた гぉっいょっえしすゃううд おけすけさにた 

けく せしきぇすさうゃぇっす くぇさせてっくうっ こさぇゃ う うくすっさっしけゃ さっぉっくおぇз しゃけっ いぇおかのつっくうっз しけょっさあぇとっっ 

さっおけきっくょぇちうう けすくけしうすっかぬくけ ゃけいきけあくにた う くっけぉたけょうきにた きっさ ゃけししすぇくけゃかっくうは せおぇいぇくくにた 

こさぇゃ う うくすっさっしけゃц 

こさうゃかっおぇすぬ ゃ せしすぇくけゃかっくくけき こけさはょおっ ょかは けしせとっしすゃかっくうは ねおしこっさすくにた う くぇせつくけ-

ぇくぇかうすうつっしおうた さぇぉけすз おぇしぇのとうたしは いぇとうすに こさぇゃ さっぉっくおぇз くぇせつくにっ う うくにっ けさゅぇくういぇちううз ぇ 

すぇおあっ せつっくにた う しこっちうぇかうしすけゃз ゃ すけき つうしかっ くぇ ょけゅけゃけさくけえ けしくけゃっй 

рй ¨ぉっしこっつっくうっ ょっはすっかぬくけしすう 〉こけかくけきけつっくくけゅけ 

рймй ¨さゅぇくに ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ゃかぇしすう ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうз ゅけしせょぇさしすゃっくくにっ けさゅぇくに 

╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうз けさゅぇくに きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは きせくうちうこぇかぬくにた けぉさぇいけゃぇくうえ 

╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう う うた ょけかあくけしすくにっ かうちぇ ゃ こさっょっかぇた せしすぇくけゃかっくくにた こけかくけきけつうえ 

しけょっえしすゃせのす さぇぉけすっ 〉こけかくけきけつっくくけゅけз こさっょしすぇゃかはのす こけ っゅけ いぇこさけしぇき きぇすっさうぇかに う 

ょけおせきっくすにз くっけぉたけょうきにっ ょかは けしせとっしすゃかっくうは っゅけ こけかくけきけつうえй 

рйнй ‶さう 〉こけかくけきけつっくくけき ょかは けおぇいぇくうは っきせ おけくしせかぬすぇすうゃくけえ こけきけとう きけあっす しけいょぇゃぇすぬしは 

ねおしこっさすくぇは ゅさせここぇ こけ ゃけこさけしぇき いぇとうすに こさぇゃ さっぉっくおぇй 

рйой ¨さゅぇくういぇちうけくくけっз きぇすっさうぇかぬくけ-すったくうつっしおけっ う おぇょさけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ょっはすっかぬくけしすう 

〉こけかくけきけつっくくけゅけз ゃっょっくうっ う たさぇくっくうっ っゅけ すさせょけゃけえ おくうあおう けしせとっしすゃかはっすしは 

╃っこぇさすぇきっくすけき しけちうぇかぬくけえ いぇとうすに くぇしっかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうй 

рйпй 《うくぇくしけゃけっ けぉっしこっつっくうっ ょっはすっかぬくけしすう 〉こけかくけきけつっくくけゅけ けしせとっしすゃかはっすしは いぇ しつっす 

しさっょしすゃз こさっょせしきけすさっくくにた ゃ けぉかぇしすくけき ぉのょあっすっ ╃っこぇさすぇきっくすせ しけちうぇかぬくけえ いぇとうすに 

くぇしっかっくうは ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう くぇ せおぇいぇくくにっ ちっかう くぇ しけけすゃっすしすゃせのとうえ ゅけょй 

 

 

 

 



 
 


