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ぢÜ£íÑó £ó½í. СÖñ¢¡ó, НÜç▲ú ÇÜÑ, ё¿¡í, ¡ÜÖá¡ó… НÜ, ó, ¡ÜÖñчÖÜ ¢ñ, 
ïäÜëöóçÖ▲ú ïñ£ÜÖ—“げó½í 2013”. びÜ¡¡ñú, ¿▲¢ó, âóÇÜëÖÜñ ¡íöíÖóñ ó 
½ÖÜÇÜñ-½ÖÜÇÜñ ÑëÜÇÜñ, £í чöÜ Öí½ ï çí½ó äëñÑïöÜóö ßÜ¿ñöá, äñëñ¢óçíöá, í 
¡Ü½Ü-öÜ Ñí¢ñ ó ÜчíïöçÜçíöá. 

ぢÜ Üöçñë¢ÑñÖó0 ½ÖÜÇóê ïäñîóí¿óïöÜç, ïäÜëöóçÖ▲ñ £íÖ　öó　 Öí ïçñ-
¢ñ½ çÜ£ÑÜêñ £ó½Üú äÜ¿ñ£Öññ, чñ½ í¡öóçÖ▲ñ £íÖ　öó　 ïäÜëöÜ½ Öí Üö¡ë▲öÜ½ 
çÜ£ÑÜêñ ¿ñöÜ½. Äöó ïäÜëöóçÖ▲ñ £íÖ　öó　 ó½ñ0ö ë　Ñ Öñ½í¿Üçí¢Ö▲ê äëñ-
ó½Üàñïöç: Ü¿Üчüí0öï　 Üß½ñÖÖ▲ñ äëÜîñïï▲, ½Ü£Ç ¿Üчüñ Öíï▲àíñöï　 
¡óï¿ÜëÜÑÜ½, öëñÖóëÜ0öï　 ½▲üî▲, ¡ öÜ½Ü ¢ñ £ó½Öóú ïäÜëö ñàñ ó £í¡í¿ó-
çíñö. 

とí¡ ¢ñ ~öÜ äëñ¡ëíïÖÜ, ¡í¡Üú çÜïöÜëÇ, ¡ÜÇÑí ¡íöíñüáï　 Öí ¡ÜÖá¡íê 
ó¿ó Öí ßñüñÖÜú ï¡ÜëÜïöó ïäÜï¡íñüáï　 ï ÇÜë▲! ぢëó äÜ¿ñöñ, äëó чÜçïöçñ 
ï¡ÜëÜïöó ç ÜëÇíÖó£½ñ ç▲Ññ¿　0öï　 ïäñîóí¿áÖ▲ñ ÇÜë½ÜÖ▲ ïчíïöá　 – ~Ö-
ÑÜëâóÖ▲. 

ごöí¡, äëó　öÖ▲ú ½ÜëÜ£ ó öÜ¿á¡Ü чöÜ ç▲äíçüóú ßñ¿ÜïÖñ¢Ö▲ú ó äÜ-
üóïö▲ú ïÖñÇ Ü¡ÜÖчíöñ¿áÖÜ ÜöçñëÑó¿ó öçÜñ ëñüñÖóñ Öñ½ñÑ¿ñÖÖÜ £íÖ　öáï　 
¡í¡ó½-¿óßÜ çóÑÜ½ £ó½ÖñÇÜ ïäÜëöí ó ¡í¡ ½Ü¢ÖÜ ßÜ¿áüññ ¡Ü¿óчñïöçÜ çëñ-
½ñÖó äëÜçÜÑóöá Öí ïçñ¢ñ½ çÜ£ÑÜêñ? ÄöÜ çÜïêóöóöñ¿áÖÜ! 
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School news 
‶さけゃっょっく おけくおせさし ょっすしおうた 
さうしせくおけゃ おけ ╃くの ╋ぇすっさう くぇ 
すっきせ «╋けは かのぉうきぇは ぉぇぉせてи

おぇ». ╀けかっっ 40 せつぇとうたしは 2 - 6 おかぇししけゃ くぇてっえ ておけかに 
こさうくはかう ゃ くっき せつぇしすうっй ╀にかう けすけぉさぇくに 24 さうしせくおぇй ‶け 
うすけゅぇき おけくおせさしぇ あのさう こさうしせょうかけ ゃしっ こさういけゃにっ きっしすぇ 
くぇてうき せつぇしすくうおぇきй ‶けぉっょうすっかっき しすぇかぇ ¨さかけゃぇ ╄おぇи
すっさうくぇз 2 ゅ おかぇししй ‶さういёさぇきう – ¨さかけゃ ]っさゅっえз 〈っすっっゃぇ 
╁ぇかっさうはз ]ぇきけえかけゃぇ ]けそうはз ]ぇかぇくょうく ╃っくうし う ‶っかっゃうи
くぇ ╄おぇすっさうくぇй ╁しっ こけぉっょうすっかう くぇゅさぇあょっくに ゅさぇきけすぇきう う 
しかぇょおうきう こけょぇさおぇきうй 

4 ぇぉあをぁきя 

ぎ¡íöñëóÖí 

╁ くぇつぇかっ ょっおぇぉさは こさけたけょうかぇ ぇおちうは "╋ぇえしおうえ ょっくぬ"й 
¨くぇ ぉにかぇ くぇこさぇゃかっくぇ くぇ こけょょっさあぇくうっ こさうのすぇ ょかは 
ぉっいょけきくにた あうゃけすくにたй 〉つぇとうっしは 4 ゅ おかぇししぇз くぇこさうきっさз こさうくっしかう ょかは おけてっお う 
しけぉぇお おけさきз おけすけさにえ こけきけあっす あうゃけすくにき こっさっくっしすう たけかけょくにっ ょくう いうきにй ╋に 
ぉかぇゅけょぇさうき ゃしったз おすけ こさうくはか せつぇしすうっ ゃ ねすけえ ぇおちうう! 

12 ぇぉあをぁきя 

╉ぇこおけゃぇ ╃ぇさぬはз せつぇとぇはしは 11 ぇ おかぇししぇз 
しすぇかぇ こけぉっょうすっかっき XIV ゅけさけょしおうた おさぇи
っゃっょつっしおうた つすっくうえ くぇ しっおちうう "╉せかぬすせさぇ くぇちうう", こさっょしすぇゃうゃ 

うししかっょけゃぇすっかぬしおせの さぇぉけすせ くぇ すっきせх "╇ゃぇくけゃしおうえ あせさくぇかうしす 
〈ぇすぬはくぇ ‶けかけしうくぇх しすさぇくうちに あういくっくくけゅけ う すゃけさつっしおけゅけ こせи
すう" (させおовоょиすっかぬ И.В.Сにしおод. ╁すけさけっ きっしすけ くぇ しっおちうう 
"╊っすけこうしぬ さけょくけゅけ おさぇは" いぇくはかぇ せつぇとぇはしは 10┿ おかぇしи
しぇ ╀けはさうくけゃぇ 〈ぇすぬはくぇй ‶けいょさぇゃかはっき! ╅っかぇっき こけぉっょに くぇ けぉи
かぇしすくにた おさぇっゃっょつっしおうた つすっくうはた! 

19 ぇぉあをぁきя 

がíëá　 

‶けょゃっょっくに うすけゅう  つっすゃっさすけゅけ きせくうちうこぇかぬくけゅけ おけくおせさしぇ 
こけ ぇくゅかうえしおけきせ はいにおせ English Smile. ╄ゅけ こけぉっょうすっかはи

きう しさっょう 3 - 4 おかぇししけゃ しすぇかう ]ぇきけえかけゃぇ ]けそうは гせつうすっかぬ ]きうさくけゃぇ ]й╇йдз しさっи
ょう 9-10 おかぇししけゃ - ]ぇきけえかけゃぇ ╄かういぇゃっすぇ гせつうすっかぬ ╋けてうくぇ ╊й]йдй ╁ おけきぇくょっ 5-

6 おかぇししけゃ 2 きっしすけ いぇくはかぇ ╂のかぬきぇきっょけゃぇ [ぇきうかは гせつうすっかぬ ╀さぇせょっ ╋й〈йдй ¨す 
ゃしっえ ょせてう こけいょさぇゃかはっき し こけぉっょぇきう さっぉはす う うた こっょぇゅけゅけゃ! 

14 ぇぉあをぁきя 

‶けょゃっょっくに うすけゅう おけくおせさи
しぇ "Лせつてぇя しすけかけゃぇя" しさっょう 
きせくうちうこぇかぬくにた けぉとっけぉさぇи

いけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ けぉかぇしすうй ′ぇ おけくおせさし 
ぉにかう こさっょしすぇゃかっくに 34 ておけかにй ╁ きっさけこさうはすうう こさうи
くはかけ せつぇしすうっ う くぇてっ せつさっあょっくうっй ╆ぇ こけしかっょくうっ ょゃぇ 
ゅけょぇ こさけゃっょっく しっさぬっいくにえ さっきけくす けぉっょっくくけゅけ いぇかぇз 
おせたくうз いぇきっくっくけ けしゃっとっくうっ う ねかっおすさけけぉけさせょけゃぇくうっз 
すったくけかけゅうつっしおけっ う たけかけょうかぬくけっ けぉけさせょけゃぇくうっз きっи
ぉっかぬй ¨おけかけ 900 せつぇとうたしは う せつうすっかっえ っあっょくっゃくけ 
こけしっとぇのす しすけかけゃせのз ぇ きくけゅうっ - くっ こけ けょくけきせ さぇいせй 
╉ぇお うすけゅз くぇてぇ ておけかぇз くぇさはょせ し かうちっっき № 33 ゅй 
╇ゃぇくけゃぇз ておけかけえ №4 ゅй [けょくうおうз ておけかけえ №2 ゅй ╁うи
つせゅう う ‶っしすはおけゃしおけえ しさっょくっえ ておけかけえз しすぇかぇ こけぉっи
ょうすっかっき おけくおせさしぇ ておけかぬくにた しすけかけゃにた けぉかぇしすうй 

11 яえぃをきя 

Нíüí ïöÜ¿Üçí　 



〉つぇとぇはしは 11 ぇ おかぇししぇ ╉ぇこおけи
ゃぇ ╃ぇさぬは こさうくはかぇ せつぇしすうっ ゃ 

XXIII けぉかぇしすくにた おさぇっゃっょつっしおうた つすっくうはた ゃ しっおちうう 
"╊うすっさぇすせさくけっ おさぇっゃっょっくうっ"й ╇ししかっょけゃぇすっかぬしおぇは 
さぇぉけすぇз こさっょしすぇゃかっくくぇは くぇ おけくおせさしз ぉにかぇ けすきっつっくぇ 
ょうこかけきけき かぇせさっぇすぇ II しすっこっくうй 〉つうすっかぬ させししおけゅけ はいにおぇ 
う かうすっさぇすせさに ]にしおけ ╇й╁йз くぇせつくにえ させおけゃけょうすっかぬ さぇぉけすにз けすи
きっつっくぇ ╀かぇゅけょぇさくけしすぬの いぇ こけょゅけすけゃおせ かぇせさっぇすぇ けぉかぇしすくにた おさぇっи
ゃっょつっしおうた つすっくうえй [ぇぉけすぇ かぇせさっぇすぇ ぉせょっす こさっょしすぇゃかっくぇ くぇ ╁しっさけししうえи
しおうえ おけくおせさし うししかっょけゃぇすっかぬしおうた さぇぉけす "]ゃっす ¨すっつっしすゃぇ"й  

11 яえぃをきя 

′ぇ ぉぇいっ ╋╀¨〉 "]¨Ш № 65" こさけてかう しけи
さっゃくけゃぇくうは ておけかぬくうおけゃ こけ かにあくにき 
ゅけくおぇき. ╉けきぇくょぇ くぇてっえ ておけかに ゃ しけしすぇゃっ ╉さぇしけすおうくぇ ]й г7ぉдз 
╋ぇすゃっっゃぇ ╉й г7ゃдз ╃けさけそっっゃぇ ╃й г6ゃдз ぅおけゃかっゃぇ 《й г6ぇд いぇくはи
かぇ すさっすぬっ きっしすけй ‶け さっいせかぬすぇすぇき しけさっゃくけゃぇくうえ гのくけてう う ょっи
ゃせておうд くぇてぇ おけきぇくょぇ いぇくはかぇ てっしすけっ きっしすけ ゃ ゅけさけょっй 

2 さぉぃきをいя 

がíÖó¿í 

] 11 こけ 14 そっゃさぇかは 2013 ゅけょぇ ゃ 『っくすさっ さぇいゃうすうは ょっすи
しおけえ けょぇさっくくけしすう こさけたけょうか けつくにえ ねすぇこ せつっくうつっしおけゅけ 

そけさせきぇ くぇせつくにた さぇぉけす "╂けさういけくすに こけうしおぇ う ょけしすうあっくうえ"й 〉つっくうちぇ 9 ぇ おかぇしи
しぇ ]ぇきけえかけゃぇ ╄かういぇゃっすぇ いぇくはかぇ ゃすけさけっ きっしすけ, こさっょしすぇゃうゃ うししかっょけゃぇすっかぬи
しおせの さぇぉけすせ "╃けおぇいぇすっかぬしすゃけ II う III いぇおけくけゃ ′ぬのすけくぇ"й ‶けいょさぇゃかはっき ╊ういせ う 
っっ せつうすっかは ]すぇさけゃけえすけゃせ ¨かぬゅせ ┿かっおしぇくょさけゃくせ! 

11 さぉぃきをいя 

╁ すっつっくうっ そっゃさぇかは ゃ ゅけさけょっ こさけたけょうす そうすくっし-

そっしすうゃぇかぬ "╃ゃうあっくうっ-あういくぬ!" ╁ そっしすうゃぇかっ せつぇしすи
ゃせっす おけきぇくょぇ くぇてっえ ておけかにз しけいょぇくくぇは うい つうしかぇ せつぇとうたしは 10-11 おかぇししけゃй ‶けи
しかっ こっさゃけゅけ すせさぇ くぇてぇ おけきぇくょぇ くぇぉさぇかぇ 46 けつおけゃз つすけ しけけすゃっすしすゃせっす 6 きっしすせй 
‶けあっかぇっき せつぇしすくうおぇき そっしすうゃぇかは せしこったけゃ! 

12 さぉぃきをいя 

╀にかう けぉなはゃかっくに さっいせかぬすぇすに 
╋っあょせくぇさけょくけえ うゅさに—おけくおせさしぇ 

«[せししおうえ きっょゃっあけくけお». ‶っさゃけっ きっしすけ ゃ さっゅうけくっ しさっょう 
9た おかぇししけゃ いぇくはか ┿かっおしっっゃ ╁うおすけさ гょうこかけき I しすっこっくうдз 
しさっょう 7た おかぇししけゃ—《ёょけさけゃ ┿さすёきй ‶けいょさぇゃかはっき せつぇи
とうたしは う うた くぇしすぇゃくうおぇ ╅せおけゃせ ╇さうくせ ╁かぇょうきうさけゃくせ! 

5 さぉぃきをいя 

Вó¡öÜë ó んëöё½ 

╁ くぇてっえ ておけかっ こさけてかぇ ょうしおけすっおぇз 
こけしゃはとёくくぇは ╃くの ゃしった ゃかのぉかёくくにたй 

[けゃくけ ゃ 1800 こっさっょ しこけさすうゃくにき いぇかけき しけぉさぇかうしぬ せつぇとうっしは 9-

11 おかぇししけゃй ╃うしおけすっおぇ こさけょかうかぇしぬ 3 つぇしぇ う こけょぇさうかぇ こさうи
てっょてうき きけさっ ゃっしっかぬは う さぇょけしすうй 

14 さぉぃきをいя 

がóï¡Üöñ¡í 

╉けきぇくょぇ くぇてっえ ておけかに "╂っえき-ゅゃぇさょうは" ゃ すさっすうえ さぇい 
こさうくうきぇっす せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしくけき こさけっおすっ "Эゃさうおぇ-

3".  ╉けくおせさし こさけゃけょうすしは ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすくけえ ぉうぉかうけすっおけえ  ょかは ょっすっえ う 
のくけてっしすゃぇ  し ちっかぬの ゃけゃかっつっくうは せつぇとうたしは ゃ すゃけさつっしおせの ょっはすっかぬくけしすぬй 
′ぇてぇ  おけきぇくょぇ ゃ しけしすぇゃっ ′うおうすに Шぇたけゃぇз ¨かぬゅう ╁けょはくけゃけえз ╁かぇょうしかぇゃぇ 
′っしすっさけゃぇ う ┿くすけくぇ ′ぇいぇさにつっゃぇ せしこってくけ こさけてかぇ こっさゃにえ ねすぇこз いぇくはゃ こけつっすи
くけっ すさっすぬっ きっしすけй ╁こっさっょう っとっ ょゃぇ すせさぇз しけしすけはとうた うい いぇけつくにた う けつくにた ねすぇи

19 さぉぃきをいя 



  
づñ£Ü¿áöíö▲ ゑïñëÜïïóúï¡Üú 
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ぶöÜ öí¡Üñ ïÖÜÜ¡íúöóÖÇ? 
]くけせおぇえすうくゅ – しこけさす ゃっすさぇй Эすけ けつっくぬ ょうи
くぇきうつくにえз いぇたゃぇすにゃぇのとうえ う おさぇしうゃにえ 
ゃうょ しこけさすぇй ╇き きけあくけ いぇくうきぇすぬしは ゃ ゅけи
さぇたз くぇ さぇゃくうくっ こけかは うかう いぇきっさいてっゅけ 
けいっさぇй ╁しっз つすけ すっぉっ くせあくけз – ねすけ しくけи
せぉけさょз おぇえす う ゃっすっさй ╃ぇかっっ ょかは すっぉは しすうи
さぇのすしは ゃしっ ゅさぇくうちにй 〈に きけあってぬ ょゃうゅぇすぬи
しは こさぇおすうつっしおう ゃ かのぉけき くぇこさぇゃかっくううз 
くっいぇゃうしうきけ けす すけゅけз おせょぇ ょせっす ゃっすっさй 〈に 
きけあってぬ しけゃっさてぇすぬ ょかうくくにっ こさにあおうз ょっи
かぇすぬ さぇいかうつくにっ すさのおう ゃ ゃけいょせたっз ぇ きけи
あってぬ こさけしすけ きつぇすぬ こけ さぇゃくうくっз くぇしかぇи
あょぇはしぬ しおけさけしすぬの う ゃっすさけきй ¨つっくぬ しかけあи
くけ こっさっょぇすぬ すけз つすけ つせゃしすゃせってぬ ゃけ ゃさっきは 
おぇすぇくうは – ねすけ くせあくけ こけこさけぉけゃぇすぬ しぇきけきせ! ]くけせおぇえすうくゅз おけくっつくけз - 

ねすけ ねおしすさっきぇかぬくにえ ゃうょ しこけさすぇз う ゃしっゅょぇ くせあくけ こけきくうすぬ け しけぉかのょっくうう 
きっさ ぉっいけこぇしくけしすうй 

ぜñïöÜ ïäÜëöí 

╋にз お しけあぇかっくうのз あうゃっき ゃ 
すぇおけっ ゃさっきはз おけゅょぇ しさっょう 
きけかけょにた かのょっえ こけかせつうかう 
てうさけおけっ さぇしこさけしすさぇくっくうっ 
こぇゅせぉくにっ こさうゃにつおうз こさうゃけи
ょはとうっ お さぇいさせてっくうの かうつи
くけしすう гくぇさおけすうおうз ぇかおけи
ゅけかぬ…дй ′け ょぇゃくけ ういゃっしすくぇ 
うしすうくぇ – 』╄╊¨╁╄╉ ]‶¨]¨и
╀╄′ ′┿ ╋′¨╂¨╄з ╃┿╅╄ ′┿ 
′╄╁¨╆╋¨╅′¨╄й ┿ ねすけ いくぇи
つうすз つすけ おぇあょにえ きけあっす けすи
おぇいぇすぬしは けす ゃしっゅけ さぇいさせてうи
すっかぬくけゅけ ゃけ ぉかぇゅけ しぇきけゅけ 
しっぉはз っしかう けぉさぇすうす ゃくうきぇи
くうっ くぇ しけぉしすゃっくくけっ いょけさけи
ゃぬっй ╇ ょかは しけゃさっきっくくけえ きけи
かけょっあう ゃ ねすけき しかせつぇっ こさけи
しすけ くっけぉたけょうき ]‶¨[〈й 
]こけさす – ねすけ しさっょしすゃけз おけすけи
さけっ こけいゃけかはっす さぇいゃうすぬしは 
そういうつっしおう う ょせたけゃくけз ょけи
しすうゅくせすぬ くけゃにた ゃっさてうく う 
しぇきけせすゃっさょうすぬしは ゃ あういくうй ぅ 
しつうすぇのз つすけ こけくはすうは 
«きけかけょっあぬ» う «しこけさす» くっ 
こさけしすけ ゃいぇうきけしゃはいぇくにз けくう 
しせとっしすゃせのす ゃ っょうくけえ こぇи
さぇかかっかうй 

КÜßÜ¡ ÇÜßñëÖíöÜëí 

ИçíÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó 

5 そっゃさぇかは ゃ 10.00 くぇ すっささうすけさうう ゅけさくけи
かにあくけゅけ おけきこかっおしぇ «╋うかぇは ゅけさぇ» ゃ ゅй‶かёしっ 
しけしすけはかけしぬ こっさゃっくしすゃけ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう 
こけ ゅけさくけかにあくけきせ しこけさすせ う しくけせぉけさょうくゅせй  
]けさっゃくけゃぇくうは こさけゃけょうかうしぬ ゃ ょゃせた くけきうくぇи
ちうはたх «ゅけさくけかにあくにえ しかぇかけき» (きせあつうくにз 
あっくとうくにз ょっすう ょけ 16 かっすд う «しくけせぉけさょ-
しかぇかけき» (きせあつうくにз あっくとうくにз ょっすう ょけ 16 

かっすдй ╉ せつぇしすうの ょけこせしおぇかうしぬ しこけさすしきっくに し 
かのぉにき しこけさすうゃくにき さぇいさはょけきй ╁ しけさっゃくけゃぇи

くうはた こさうくはかう せつぇи
しすうっ しこけさすしきっくに 
うい ╇ゃぇくけゃしおけえз 
╁ かぇょうきうさ しおけ え з 
╉けしすさけきしおけえз ぅさけи
しかぇゃしおけえ う ょさせゅうた 
さっゅうけくけゃ 『っくи
すさぇかぬくけゅけ そっょっи
さぇかぬくけゅけ おさせゅぇй 

がÜ £ó½Öóê だ¿ó½äóúï¡óê óÇë ç でÜôó 

Üïöí¿ï　 ÜÑóÖ ÇÜÑ! 



ぢí½　öÖ▲ñ Ñíö▲ 

23 âñçëí¿　 

23 そっゃさぇかは 1918 ゅけょぇ けすさはょに ╉さぇしи
くけえ ゅゃぇさょうう けょっさあぇかう しゃけう こっさゃにっ 
こけぉっょに こけょ ‶しおけゃけき う ′ぇさゃけえ くぇょ 
さっゅせかはさくにきう ゃけえしおぇきう おぇえいっさけゃしおけえ 
╂っさきぇくううй ╁けす ねすう こっさゃにっ こけぉっょに う しすぇかう 
«ょくっき さけあょっくうは ╉さぇしくけえ ┿さきうう».╁ 1922 ゅけょせ ねすぇ 
ょぇすぇ ぉにかぇ けそうちうぇかぬくけ けぉなはゃかっくぇ ╃くっき ╉さぇしくけえ ┿さきううй 
‶けいょくっっ 23 そっゃさぇかは っあっゅけょくけ けすきっつぇかしは ゃ ]]][ おぇお 
ゃしっくぇさけょくにえ こさぇいょくうお — ╃っくぬ ]けゃっすしおけえ ┿さきうう う ╁けっくи
くけ-╋けさしおけゅけ 《かけすぇй ‶けしかっ さぇしこぇょぇ ]けゃっすしおけゅけ ]けのいぇ 
ょぇすぇ ぉにかぇ こっさっうきっくけゃぇくぇ ゃ ╃っくぬ いぇとうすくうおぇ ¨すっつっしすゃぇй 

]すぇかうくゅさぇょしおぇは ぉうすゃぇз けょくぇ うい ゃっかうつぇえてうた ぉうすゃ ╁っかうи
おけえ ¨すっつっしすゃっくくけえз はゃうかぇしぬ こけゃけさけすくにき しけぉにすうっき ゃ たけи
ょっ ╁すけさけえ ╋うさけゃけえ ゃけえくにй Эすけ しけぉにすうっ しゃはいぇかけ くっさせи
てうきにきう せいぇきう ゅけさけょ-ゅっさけえ う ╇ゃぇくけゃけй ╁ ぉうすゃっ くぇ ╁けかゅっ 
ゃ しけしすぇゃっ 62-え ぇさきうう しさぇあぇかしは 266-え こけかお さっいっさゃぇ 
╂かぇゃくけゅけ おけきぇくょけゃぇくうはз しけしすけはゃてうえ ゃ けしくけゃくけき うい うゃぇи
くけゃちっゃй ╆ぇ ゃさっきは ぉけっゃ けく せくうつすけあうか ょけ こはすう すにしはつ しけかи
ょぇす う けそうちっさけゃ こさけすうゃくうおぇз けおけかけ 60 ぇさすうかかっさうえしおうた う 
きうくけきっすくにた ぉぇすぇさっえз ぉけかっっ 50 すぇくおけゃз 8 しぇきけかっすけゃй ╁ 
]すぇかうくゅさぇょしおけえ ぉうすゃっ すぇおあっ せつぇしすゃけゃぇかぇ 49-は ╉さぇしくけи
いくぇきっくくぇは けさょっくぇ ]せゃけさけゃぇ しすさっかおけゃぇは ょうゃういうはз しそけさи
きうさけゃぇくくぇは ゃ 1942 ゅけょせ ゃ ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすうй ′っ 
けしすぇかしは ゃ しすけさけくっ くぇて おさぇえ う こけしかっ ういゅくぇくうは いぇたゃぇすつうи
おけゃ し ゃけかあしおけえ いっきかうй 〉あっ ゃ きぇさすっ 1943 ゅけょぇ ゃ ]すぇかうくи
ゅさぇょ うい ╇ゃぇくけゃしおけえ けぉかぇしすう せてかう 44 ゃぇゅけくぇ しけ ゃしっき くっи
けぉたけょうきにき ょかは ゃけししすぇくけゃかっくうは さぇいさせてっくくけゅけ たけいはえи
しすゃぇй ╁っつくぇは こぇきはすぬ こぇゃてうき ゅっさけはき う くういおうえ こけおかけく 
ゃぇきз ょけさけゅうっ ゃっすっさぇくに! ]つぇしすぬは ゃぇきз いょけさけゃぬは う ょけかゅうた 
かっす あういくう! 

17 ó0¿　 1942—2 âñçëí¿　 1943 

ぱИだ äëñäÜÑíçíöñ¿ñú Кí¡Üñ ¡íôñïöçÜ ç▲ ïôóöíñöñ Ç¿íçÖ▲½ Ñ¿　 ½Ü¢ôóÖ▲? 

ぜíë¡Üç Нó¡Ü¿íú ん¿ñ¡ïññçóч ば½ñÖóñ Ññë¢íöá ïçÜñ ï¿ÜçÜ 

С▲ï¡Ü СñëÇñú Вí¿ñÖöóÖÜçóч 
ぢÜë　ÑÜчÖÜïöá, ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá, 
Üçí¢ñÖóñ ¡ Ü¡ëÜ¢í0àó½ 

СÜïÖÜçó¡Üç ぜóêíó¿ Вíïó¿áñçóч ぶñïöÖÜïöá ó ½Ü¢ñïöçÜ 

づÜ¢¡Üç ぎçÇñÖóú んÖíöÜ¿áñçóч ВñëÖÜïöá çÜ çïñ½ 

ぜ▲ü¿ñÖÖó¡ ん¿ñ¡ïíÖÑë んëïñÖöáñçóч だöçñöïöçñÖÖÜïöá 



*** 

だö£çñÖñ¿Ü, Üöîçñ¿Ü ä　öÖíÑîíöá ¿ñö, 
ご äëÜä¿í¡í¿í ÑÜ¢Ññ½ ä　öÖíÑîíöí　 ÜïñÖá, 
ば¢ äëÜçá0¢ó¿Ü ä　öÖíÑîíöá ïÖñ¢Ö▲ê £ó½, 
ご ëíïöí　¿Ü ëÜчáё½ ä　öÖíÑîíöá çñïñÖ. 
 

とí¡ çÜÑí ï¡çÜ£á ïÜ½¡ÖÜö▲ñ äí¿áî▲, 
ゐñ£çÜ£çëíöÖÜ ÑñöïöçÜ Üöñ¡íñö. 
とí¡ ¢ñ £íÑñë¢íöá ñÇÜ Öí чíïó¡? 

é Öñ £Öí0, ó Öó¡öÜ Öñ £Öíñö. 
 

НñçÜ£½Ü¢ÖÜ äÜ½ñüíöá ñ½Ü Üúöó, 
Нñëñí¿áÖÜ ïäë　öíöá ÑñöïöçÜ äÜÑ £í½Ü¡. 
НÜ ¡ ïçÜñú äÜÑëÜÇñ – ÑÜßëÜú äí½　öó— 

ごÖÜÇÑí ÜÖÜ £íÇ¿　Öñö Öí чíё¡. 
 

ぐÑñö Öñ½í¿Ü çäñëñÑó ó ëíÑÜïöñú, ó ßñÑ, 
В ¢ó£Öó ÖóчñÇÜ Öñ äÜçöÜë　ñöï　. 
ゐÜÑñ½ чíïöÜ çïäÜ½óÖíöá ä　öÖíÑîíöá ¿ñö, 
ぶöÜ ïчíïö¿óç▲½ ÑñöïöçÜ½ Öí£▲çí0öï　. 

ぎ¢Üçí ぢÜ¿óÖí—9ゑ
 

ぢÜ~öóôñï¡í　 ïöëíÖóîí 

СÜÖñö 

Вëñ½　 ¢óçÜàó½ ÑíëÜñö Öñ üÜö¡ó: 
ぜñÑ¿ñÖÖ▲½ üíÇÜ½ äÜ ÑñöïöçÜ äÜ¿£ñö, 
ぢÜï¿ñ Ñíñö Üï¡ÜëñÖóñ ïÜö¡í½, 
と ïöíëÜïöó ç ß▲ïöëÜ½ äÜöÜ¡ñ Öñïñö. 
 

В 0ÖÜïöó çëñ½　 öëíÖ¢óëó½ ó ïó¿▲ – 

ぢÜ¿Öí　, çñчÖí　 ¢ó£Öá çäñëñÑó. 
げëñ¿▲ñ ÇÜÑ▲ äÜë▲ç äÜÇíïó¿ó – 

ゐñÇÜ½ ÇÜë　чó½ ïñßñ Öñ çëñÑó. 
 

どÜ¿á¡Ü äÜ¢óç, Öí¡ÜÖñî, äÜÖó½íñ½: 
Вëñ½　 – ÖíÇëíÑí ïÜëÜçí　 çí½, 
ご ½óëÜ£ÑíÖá　 £í¡ÜÖ äëóÖó½íñ½. 
 

ぜÜÑëÜ ½ÇÖÜçñÖá　 äëó£çíç ¡ ßÜ¢ñïöçí½. 
СöíÖñ½ ¢ñ ï ïÜñöÖ▲½ çëñ½ñÖñ½ ¿íÑÖ▲ – 

ぐóöá öÜÇÑí ßÜÑñö çÜ¿áÖÜ ó ÜöëíÑÖÜ! 
 

ぜíë¡Üç ぞ.ん.—    
Ñóëñ¡öÜë ü¡Ü¿▲ 

*** 

ぢëñÑчÜçïöçóñ½ ¢óçÜ, 
ばÇíÑ▲çí0 чíïöÜ 

どÜ, чöÜ äÜ Öñëçí½ ßáñö, 
づÜÖ　　 ç äëÜäíïöá ëí£Ü½. 
 

ご ç ïçñö¿▲ú ÑñÖá ÇëÜàÜ, 
НíÑñ¢Ñ▲ Ü½óëí0ö. 
Нñïß▲çüóêï　 ÖíÑñ¢Ñ 

ぶëñÑí ÜêÜÑóö äëÜчá. 
 

ВÑëÜÇ ëí£Ü½ £íäÜñö 

В ÑÜüñ ¡íäñ¿á ¿ñïÖí　 – 

ご íÖÇñ¿í äÜ¿ñö 

ばï¿▲üÜ 　 ç ïñßñ. 
 

げíÇíÑ▲çíöá Öñ ï½ñ0, 
НÜ ¡í¢Ñ▲ú ÑñÖá ½ñчöí0. 
ご ç ïÖíê  çóÑñÖóú ïçñö 

がíñö Öí çïñ Üöçñö. 

*** 

СÖñÇ Öí ëñïÖóîíê öíñö öóêÜÖñч¡Ü, 
づíÑÜïöá0 äÜ¿Öóöï　 ¡Ü½Öíöí çï　. 
とëÜçá ó£ îíëíäóÖ¡ó ¿áñöï　 Üï¡Ü¿Üч¡Ü½, 
づíÑÜÇÜú ïçñöóöï　 – ç ïñëÑîñ öÜï¡í. 
 

びÜ¿ÜÑÖÜ – çñïñ¿Ü, ßÜ¿áÖÜ – çÜïöÜë¢ñÖÖÜ. 
Вïñ äñëñäÜöí¿Üïá: ÑÜ½, ¿ñï – Öñ öëÜÖá! 
んÖÇñ¿ ½Üú ëÜÑÖñÖá¡óú, ßÜÑñüá çÜïöÜë¢ñÖÖÜ 

どëÜÇíöá ¡ë▲¿í½ó ïçÜó½ó ¿íÑÜÖá? 

 

ぢÜÇÜçÜëóüá ïÜ ½ÖÜú – ~öÜ çÜ£½Ü¢ÖÜ, Ñí? 

НÜчá0 ï¡Üëññ äÜ½Ü¢ñüá ç£¿ñöñöá, 
ゐñ¿Üñ ä¿íöáñ äÜäëíçóüá ö▲ ï êÜêÜöÜ½, 
ずíï¡Üç▲½ ç£Ç¿　ÑÜ½ äëÜçÜÑóüá ç ¡íäñ¿á. 
 

ぐÜ¡Üçí И.ゑ.— 

Üôóöñ¿á ëÜïï¡ÜÇÜ 　£▲¡í 

(Юいиしяちу—すыつしи そ うечせそす) 



Нをぇ とけょう ゅょうえょう えおうぉきおう 
ぇいя ぃをく こくぉきぇえお けきこぇょいょくて: 
Гいをぃえつっ きぉぇをあけおき: 
╁こあおぃをЯИきょえをЯ┽いをぇょうょきおぃえを 

Тぉхえょчぉくあょっ きぉぇをあけおき: 

んÖñ¡ÑÜö▲ 
ごÑñö äñëçÜ¡¿íïïÖó¡ äñëç▲ú ëí£ ç ü¡Ü¿Ü ½ó½Ü Ññöï¡ÜÇÜ ïíÑí. げí 
£íßÜëÜ½ óÇëí0ö ç äñï¡ñ ÑÜü¡Ü¿　öí. ぢÜÑÜüñ¿ ÜÖ ¡ Öó½, äÜï½Üö-
ëñ¿, ç£ÑÜêÖÜ¿:  
- С ÜÑÜçÜ¿áïöçóñ½ ß▲ äëóïÜñÑóÖó¿ï　, ÖÜ Üßëí£ÜçíÖóñ ó çÜ£ëíïö 
Öñ äÜ£çÜ¿　0ö. :) 

ぜóÖóïöñëïöçÜ Üßëí£ÜçíÖó　 Üâóîóí¿áÖÜ ÜöçñëÑó¿Ü öñ½Ü ïÜчóÖñÖó　: "とんと é ぢづだВЁず 
とだНぎぴ СВぎどん" :) 
 

Нí ÜëÜ¡ñ ¿óöñëíöÜë▲: 
-ВÜçÜч¡í, äëó£Öíúï　, ¡öÜ öñßñ Öíäóïí¿ ïÜчóÖñÖóñ? 

-Нñ £Öí0, чñïöÖÜñ ï¿ÜçÜ! é ëíÖÜ ¿ёÇ ïäíöá… :) 

ЗíÖи½íеöеïá ¿и ç▲ 
ïäÜëöÜ½?

50%50%

Дí

Неö

14 âñçëí¿　 

╃っくぬ しゃはすけゅけ ╁ぇかっくすうくぇ — こさぇいょくうおз おけすけさにえ けすきっつぇи
のす きくけゅうっ かのょう こけ ゃしっきせ きうさせй ¨すきっつぇのとうっ ょぇさはす 
かのぉうきにき かのょはき ちゃっすにз おけくそっすにз うゅさせておうз ゃけいょせてи
くにっ てぇさうおう う けしけぉにっ けすおさにすおう しけ しすうたぇきうз かのぉけゃくにи
きう こさういくぇくうはきう うかう こけあっかぇくうはきう — ゃぇかっくすうくおうй Эすう 
けすおさにすおう しっえつぇし けつっくぬ たけさけてけ ういゃっしすくに ゃ おぇつっしすゃっ 
しうきゃけかうつっしおけゅけ こけょぇさおぇй ]けいょぇくうっ こっさゃけえ 
«ゃぇかっくすうくおう» こさうこうしにゃぇのす っとё う ゅっさちけゅせ ¨さかっぇくしおけи
きせ ゃ 1415 ゅけょせй ¨く しうょっか ゃ すっきくうちっ う すぇおうき けぉさぇいけき 
ぉけさけかしは しけ しおせおけえз しけつうくはは かのぉけゃくにっ こけしかぇくうは しけぉи
しすゃっくくけえ あっくっй ′ぇうぉけかぬてっゅけ さぇしこさけしすさぇくっくうは ゃぇかっくи
すうくおう ょけしすうゅかう ゃ XVIII ゃっおっй 

ゐ▲¿Ü ÜäëÜüñÖÜ 42 Üчíàóêï　 10-ê ¡¿íïïÜç 

Сí½▲½ó äÜäÜ¿　ëÖ▲½ó çóÑí½ó ïäÜëöí 
ïöí¿ó: 
1. ずёÇ¡í　 íö¿ñöó¡í, çÜ¿ñúßÜ¿ 

2. ぱÜößÜ¿, öíÖî▲ 

3. ぢ¿íçíÖóñ, öñÖÖóï 

14 âñçëí¿　 

СÜîÜäëÜï 

Люßиöе ¿и ç▲ ïäÜëö?

88%

12%

Дí
Неö

┾おいこぁぉぃЯАいぉあくをえぇきЯ 
┿をこぇおぃをЯ╇をきぉけを 

ИぃをえおぃЯ┿うょけきょっ 

╆こあをえょえをЯ｠えを 

╇をあくょうおぃをЯ╀あをけぉきょえを 

╇ょきおえおぃをЯАえをくけをくょя 

╇こしょえЯ′ぉきぅぉっ 

╉あぉをえくあをяЯАええを 

╋おゅをえおぃЯ╋をけょぁおき 

╋つゃぉえあおぃЯ╈ょあおいをっ 

╋яぁょあおぃをЯИきょえを 

¨きょさおえおぃをЯ╅くぉえょя 

‶いてяえおぃЯАきけёう 

‒いおぃЯАいぉあくをえぇき 


