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╇ "〉》》 "【そちけこ" おかこつてうとかて ぬかに 
ほしかさてちそせせそこ そいちあいそてさけ たちそおとさぬけけ 
せあ いあくか おうとに しけせかこせふに とつさそちけてかしかこ 
ほしかさてちそせそう 】ゅ]╇-10-10. 

》ちそうそおけてつみ ちあおけあぬけそせせあみ そいちあいそてさあ 
たちそおとさてそう たけてあせけみ, すかおけぬけせつさそこ け 
つかしへつさそにそくみこつてうかせせそこ たちそおとさぬけけ. 

ゅしかさてちそせせそ-しとねかうそこ つたそつそい けつたそしへくとかて 
うふつそさけこ とちそうかせへ ほせかちえけけ ほしかさてちそせそう 
う さあねかつてうか つちかおつてうあ つてかちけしけくあぬけけ. 
ゅしかさてちそせふ とつさそちみまてつみ おそ つさそちそつてけ 
つうかてあ つ たそすそはへま しけせかこせそえそ 
とつさそちけてかしみ. 

ゅせかちえけみ ほしかさてちそせそう う おけあたあくそせあ 
そて 3 おそ 10 すしせ. ほしかさてちそせうそしへて (〈ほ╇) 
つ すそはせそつてへま たとねさあ う おけあたあくそせか そて 
1 おそ 10 さ╇て そさあくふうあかてつみ おそつてあてそねせそこ おしみ 
たちそせけさせそうかせけみ う たちそおとさて, えかちすかてけねせそ 
とたあさそうあせせふこ う えそてそうとま さ そてえちとくさか てあちと.
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ゅしかさてちそせふ, つさあせけちとみ たちそおとさて, たちそにそおみて ねかちかく すせそきかつてうそ 
うてそちけねせふに ねあつてけぬ, うさしまねあみ けそせふ け つうそいそおせふか ちあおけさあしふ. 
╇てそちけねせふか ねあつてけぬふ ちあくちふうあまて ╉〉[-ぬかたそねさけ すけさちそそちえあせけくすそう 
け せあ うせとてちかせせかこ たそうかちにせそつてけ とたあさそうさけ, け うせとてちけ たちそおとさてあ, 
いしそさけちとみ てあさけす そいちあくそす けに おあしへせかこのかか ちあくすせそきかせけか. 
》あてそえかせせふか すけさちそいふ ちあくちとのあまてつみ.

ゅしかさてちそせせそ-しとねかうそか (ゅ]) けくしとねかせけか せか たちかおたそしあえあかて 
えしといけせせそえそ たちそせけさせそうかせけみ う てそしはと たちそおとさてあ, さあさ ほてそ おかしあかて 
えあすすあ-けくしとねかせけか. ╇ くあうけつけすそつてけ そて たしそてせそつてけ たちそおとさぬけけ 
ゅ]-けくしとねかせけか たちそせけさあかて う たちそおとさて せあ えしといけせと おそ 40 つす 
そて たそうかちにせそつてけ. 

╉かこつてうけか ゅ]-けくしとねかせけみ そえちあせけねけうあかてつみ せかつさそしへさけすけ 
つかさとせおあすけ, う そてしけねけか そて すせそえそねあつそうそえそ うそくおかこつてうけみ せあ たちそおとさて 
えあすすあ-けくしとねかせけかす. [ちあてさそうちかすかせせそつてへ うそくおかこつてうけみ 
とつさそちかせせふに ほしかさてちそせそう つせけきあかて うそくすそきせふか ほななかさてふ 
そさけつしかせけみ, つうそおみ さ すけせけすとすと せあちとのかせけみ う つてちとさてとちか さあさ 
たちそおとさてあ, てあさ け とたあさそうそねせそえそ すあてかちけあしあ.

』てそけすそつてへ つてかちけしけくあぬけけ けそせけくけちとまはけす けくしとねかせけかす 
う 4-5 ちあく せけきか, ねかす つてそけすそつてへ つてかちけしけくあぬけけ てかちすけねかつさけす 
けしけ えあくそうふす つたそつそいそす.



とすかせへのあかて すけさちそいせとま くあえちみくせかせせそつてへ たちそおとさぬけけ おそ 
100% け たちかたみてつてうとかて ちあつたちそつてちあせかせけま そたあつせふに 
さけのかねせふに けせなかさぬけこ け ほたけおかすけこ

とすかせへのあかて くあうけつけすそつてへ そて そたあつせふに にけすけねかつさけに 
さそすたそせかせてそう, たかつてけぬけおそう  け さそせつかちうあせてそう

とうかしけねけうあかて つちそさ にちあせかせけみ たけはかうふに たちそおとさてそう せか すかせかか 
ねかす う 2 ちあくあ け せあ 25–45% つせけきあかて たそてかちけ つふちへみ, 
うふくうあせせふか せあつかさそすふすけ, いあさてかちけみすけ け たしかつかせへま

とうかしけねけうあかて うふにそお ぬかしかうそえそ たちそおとさてあ け すそおけなけぬけちとかて 
つふちへか, とたちあうしみかて たちそぬかつつあすけ つそくちかうあせけみ け 
たちそちあつてあせけみ

╇ たちそぬかつつか ほしかさてちそせせそこ そいちあいそてさけ たけはかうそこ たちそおとさぬけけ 
とつさそちかせせふすけ ほしかさてちそせあすけ たちそけつにそおけて おかくけせつかさぬけみ 
そいちあいあてふうあかすそえそ すあてかちけあしあ, とせけねてそきあまてつみ せあつかさそすふか-

うちかおけてかしけ け たあてそえかせせふか すけさちそそちえあせけくすふ.

ゅしかさてちそせせあみ そいちあいそてさあ:
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〈かおけぬけせつさけか けくおかしけみ, さそせてあさてけちとまはけか つ ちあせかうそこ 
たそうかちにせそつてへま (たかちかうみくそねせふか, たちそてけうそそきそえそうふか, 
おちかせあきせふか, うたけてふうあまはけか すあてかちけあしふ, のそうせふこ 
にけちとちえけねかつさけこ すあてかちけあし け て.お.)

〈かおけぬけせつさけか けくおかしけみ そおせそさちあてせそえそ たちけすかせかせけみ, 
さそせてあさてけちとまはけか つ さちそうへま け しけすなそこ (のたちけぬふ 
けせひかさぬけそせせふか そおせそさちあてせそえそ たちけすかせかせけみ, けえしふ 
けせひかさぬけそせせふか そおせそさちあてせそえそ たちけすかせかせけみ け て.お.) 

〈かおけぬけせつさあみ そおかきおあ, いかしへか け そおせそちあくそうふか 
すかおけぬけせつさけか つちかおつてうあ けせおけうけおとあしへせそこ くあはけてふ

〈かおけぬけせつさけか けくおかしけみ, たそつてそみせせそ けしけ おしけてかしへせそ 
さそせてあさてけちとまはけか つ うせとてちかせせかこ つちかおそこ そちえあせけくすあ 
(けすたしあせてけちとかすふか さあてかてかちふ, おあてねけさけ, さそせてちあぬかたてけうふ, 
ほせおそたちそてかくふ そちてそたかおけねかつさそえそ せあくせあねかせけみ)

╆しあえそおあちみ うふつそさそこ たちそせけさあまはかこ つたそつそいせそつてけ 
うそくすそきせそ つてかちけしけくそうあてへ すかおけぬけせつさとま たちそおとさぬけま う 
とたあさそうあせせそす け えそてそうそす さ うふたとつさと うけおか, ねてそ おあかて 
おそたそしせけてかしへせふか たちかけすとはかつてうあ つたそつそいと ちあおけあぬけそせせそこ 
つてかちけしけくあぬけけ たそ つちあうせかせけま つ てちあおけぬけそせせふすけ 
つたそつそいあすけ. ╅つつそちてけすかせて けくおかしけこ すかおけぬけせつさそえそ 
せあくせあねかせけみ, たそおうかちえあかすふに ちあおけあぬけそせせそこ つてかちけしけくあぬけけ, 
つそつてあうしみかて いそしかか 250 うけおそう けくおかしけこ.

╇けおふ けくおかしけこ:
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そいしとねかせけか たそしとたちそうそおせけさそうふに すあてかちけあしそう 
け たちけいそちそう 

たそてそねせあみ つあせけてあちせあみ そいちあいそてさあ たそつてかしへせふに 
たちけせあおしかきせそつてかこ 

すそおけなけさあぬけみ つうそこつてう たそしけすかちせふに すあてかちけあしそう 

あせてけすけさちそいせあみ そいちあいそてさあ あちにけうせふに おそさとすかせてそう 

けくすかせかせけか ぬうかてそうそこ えあすすふ おちあえそぬかせせふに け 
たそしとおちあえそぬかせせふに さあすせかこ
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117393, え. 〈そつさうあ
とし. 《いちとねかうあ, 52

npp@to riy.ru

+7 (499) 789-96-62

www.to riy.ru
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