


『っかう 

  ¨すゃっすうすぬ くぇ ゃけこさけし ‶けつっきせ くぇょけ 
けぉはいぇすっかぬくけ  っしすぬ こけ せすさぇきъ  

 ╉ぇおうき こさけょせおすぇき けすょぇゃぇすぬ 
こさっょこけつすっくうっ せすさけきъ 

 ‶けかせつうすぬ こさぇおすうつっしおうっ くぇゃにおう 
こさうゅけすけゃかっくうは くっおけすけさにた ぉかのょъ 



╆ぇゃすさぇお しなってぬ しぇきз 
けぉっょけき こけょっかうしぬ し ょさせゅけきз 
せあうく けすょぇえ ゃさぇゅせй 

‶けつっきせ あっ いぇゃすさぇお すぇお 
ゃぇあっくз う おぇお こさぇゃうかぬくけ 
いぇゃすさぇおぇすぬъ  



        ╇ししかっょけゃぇくうは せつっくにた こけおぇいぇかうз つすけ せ すったз おすけ いぇゃすさぇおぇっすз 
けぉきっく ゃっとっしすゃ こさけうしたけょうす くぇ 3-п а うくすっくしうゃくっっ しさっょくっゅけ 
こけおぇいぇすっかはй А せ すったз おすけ しうしすっきぇすうつっしおう こさけこせしおぇっす いぇゃすさぇおз - くぇ 
4-р а きっょかっくくっっ.  

             ‶け しさぇゃくっくうの し すっきうз おすけ くっ っしす こけ せすさぇきз いぇゃすさぇおぇのとうっ 
ゃにぉうさぇかう きっくっっ あうさくせの う ぉけかっっ いょけさけゃせの こうとせй ¨くう かっゅつっ 
しこさぇゃかはかうしぬ し あっかぇくうっき こっさっおせしうすぬ г!д くぇ くけつぬ ゃさっょくにきう ょかは 
いょけさけゃぬは こさけょせおすぇきうй  
         У くっ いぇゃすさぇおぇのとうた かのょっえ つぇとっ ゃにはゃかはのすしは いぇぉけかっゃぇくうは 
けさゅぇくけゃ おさけゃけけぉさぇとっくうはз おけすけさにっ くっさっょおけ こさうゃけょはす お 
うくゃぇかうょくけしすうз うくそぇさおすぇき う こぇさぇかうつぇきй  

              ╇きっくくけ いぇゃすさぇお こけきけゅぇっす しせとっしすゃっくくけ しくういうすぬ しけょっさあぇくうっ 
たけかっしすっさうくぇ ゃ けさゅぇくういきっй ╇ くっ おぇおけえ-くうぉせょぬ こっさっおせしз ぇ 
こけかくけちっくくにえ こさうっき こうとうз あっかぇすっかぬくけ しけしすけはとうえ うい 
ゃしっゃけいきけあくにた おぇてй 

              ¨く すぇおあっ きけあっす いぇとうすうすぬ Вぇし けす おぇきくっえ ゃ あっかつくけき こせいにさっй 
Вっょぬ こさけこせしおぇは いぇゃすさぇおз つっかけゃっおз こけ しせすうз せしすさぇうゃぇっす しっぉっ 
きぇかっくぬおせの すぇおせの ゅけかけょけゃおせй А かのぉけっ ゅけかけょぇくうっ せゃっかうつうゃぇっす さうしお 
いぇぉけかっゃぇくうえ あっかつくけゅけ こせいにさはй 
 



 

 

          ′っしおけかぬおけ тезисов け いぇゃすさぇおっ  
 

 

‶росто начните завтракатьй ′っ し こけくっょっかぬくうおぇз くっ 
し м はくゃぇさはз ぇ ゃ ぉかうあぇえてっっ せすさけй Сすぇさぇえすっしぬ くっ さっぇゅうさけゃぇすぬ くぇ 
けすしせすしすゃうっ ぇここっすうすぇз ぇ ちっかっくぇこさぇゃかっくくけ ゃ すっつっくうっ м-о くっょっかぬ 
ってぬすっ こけ せすさぇきй 
 

╋еньше съедайте за ужином и 
перестаньте перекусывать по ночамй 
╇いぉぇゃうゃてうしぬ けす ねすうた こさうゃにつっおз Вに こさけしくっすっしぬ せすさけき ぉけかっっ 
ゅけかけょくにきз う ぉせょっすっ うしこにすにゃぇすぬ っしすっしすゃっくくせの こけすさっぉくけしすぬ ゃ こうとっй 
 

¨тдавайте предпочтение кашамй ╊のぉけえ いぇゃすさぇお 
- くっしけきくっくくけ かせつてっз つっき ぉっい くっゅけй ╇ こさうせつうすっ しっぉは せこけすさっぉかはすぬ ゃ 
こうとせ ぉけかぬてっ おぇてй Вにぉっさうすっ すぇおけえ しけさす おさせこにз ゃ おけすけさけき きぇかけ 
あうさぇ う きくけゅけ おかっすつぇすおうй ╋けあくけ ょかは せかせつてっくうは ゃおせしぇ ょけぉぇゃうすぬ 
おせしけつおう そさせおすけゃй 

 



Что означает слово 
«завтрак»ъ 

 』すけぉに こさうゅけすけゃうすぬ っょせз こっさゃけぉにすくにき かのょはき 
すさっぉけゃぇかけしぬ けつっくぬ きくけゅけ ゃさっきっくうй ╃かは ねすけゅけ 
くぇょけ ぉにかけ いぇさぇくっっ けぉさぇぉけすぇすぬ すせてせ せぉうすけゅけ 
あうゃけすくけゅけз さぇいあっつぬ けゅけくぬ う ょけゃっしすう っょせ ょけ 
ゅけすけゃくけしすうй ╄ょぇ ゅけすけゃうかぇしぬ くぇ いぇゃすさぇз くぇ ょさせゅけっ 
せすさけз «いぇ せすさけ»з う くぇいにゃぇかぇしぬ こけねすけきせ 
いぇゃすさぇおけきй С さぇししゃっすけき くぇょけ ぉにかけ うょすう くぇ 
ょけぉにつせ くけゃけえ こうとうз こけうしおう はゅけょз おけさっておけゃ 
さぇしすっくうえй ′っおけゅょぇ ぉにかけ あょぇすぬз おけゅょぇ 
こさうゅけすけゃうすしは っょぇз ょぇ う くっ くぇょけ ぉにかけй ╆ぇゃすさぇお 
ぉにか ゅけすけゃ し ゃっつっさぇй ╄ゅけ こさうゅけすけゃうかう いぇさぇくっっй 



╋ногие помнят детскую считалочку про сорокуз которая 
"кашу варилаз деток кормила"й ′о каша – отнюдь не только 

детский продукт! Какую пользу может извлечь из нее 
взрослый человекъ  


