
Рってうть いаょаつう в тっтраょь. 
1. ]せかぬそぇす くぇすさうは きぇししけえ у ゅ さぇしすゃけさうかう ゃ ゃけょっ きぇししけえ мфн ゅй ¨こさっょっかうすっ きぇししけゃせの ょけかの しせかぬそぇすぇ 

くぇすさうは ゃ こけかせつっくくけき さぇしすゃけさっй 
 

2. Вにつうしかうすっ きぇししに たかけさうょぇ くぇすさうは う ゃけょにз くっけぉたけょうきにた ょかは こさうゅけすけゃかっくうは нлл ゅ さぇしすゃけさぇ し きぇししけゃけえ 
つぇしすぬの しけかう 5% 

 

3. В さっいせかぬすぇすっ ゃにこぇさうゃぇくうは さぇしすゃけさぇ きぇししけえ ул ゅ こけかせつうかう すゃっさょにえ けしすぇすけお たかけさうょぇ おぇかうは きぇししけえ мс ゅй 
Вにつうしかうすっ きぇししけゃせの ょけかの たかけさうょぇ おぇかは ゃ さぇしすゃけさっй 

 

4. Вにつうしかうすっ きぇししけゃせの ょけかの たかけさうょぇ くぇすさうは ゃ さぇしすゃけさっз おけすけさにえ けぉさぇいせっすしは こさう さぇしすゃけさっくうう    р ゅ しけかう 
ゃ нпр ゅ さぇしすゃけさぇ し きぇししけゃけえ ょけかぬの たかけさうょぇ くぇすさうは мла 

 

5. К さぇしすゃけさせ きぇししけえ мнл ゅ し きぇししけゃけえ ょけかっえ そけしそけさくけえ おうしかけすに мра ょけぉぇゃうかう そけしそけさくせの おうしかけすせ 
きぇししけえ пл ゅй ¨こさっょっかうすっ きぇししけゃせの ょけかの  ゃっとっしすゃぇ ゃ こけかせつっくくけき さぇしすゃけさっй 

 

6. К さぇしすゃけさせ ゅうょさけおぇさぉけくぇすぇ くぇすさうは きぇししけえ нлл ゅ し きぇししけゃけえ ょけかっえ しけかう мла ょけぉぇゃうかう рゅ 
ゅうょさけおぇさぉけくぇすぇ くぇすさうはй ¨こさっょっかうすっ きぇししけゃせの ょけかの しけかうй 

 

7. Вにつうしかうすっ きぇししけゃせの ょけかの ゅうょさけおしうょぇ くぇすさうは  ゃ さぇしすゃけさっз おけすけさにえ けぉさぇいせっすしは こさう  ょけぉぇゃかっくうう мрл ゅ 
ゃけょに お さぇしすゃけさせ ゅうょさけおしうょぇ くぇすさうは きぇししけえ прл ゅ し きぇししけゃけえ ょけかっえ とっかけつう рай 

 

8. Кぇおせの きぇししせ さぇしすゃけさぇ し きぇししけゃけえ ょけかっえ おぇさぉけくぇすぇ くぇすさうは нра くっけぉたけょうきけ ょけぉぇゃうすぬ  お ゃけょっ きぇししけえ 
рлл ゅз つすけぉに こけかせつうすぬ さぇしすゃけさ し きぇししけゃけえ ょけかっえ おぇさぉけくぇすぇ くぇすさうは раъ 

 

9. ¨こさっょっかうすっ きぇししけゃせの つぇしすぬ しせかぬそぇすくけえ おうしかけすに ゃ さぇしすゃけさっз おけすけさにえ けぉさぇいせっすしは こさう しきってうゃぇくうう нлл 
ゅ さぇしすゃけさぇ し きぇししけゃけえ つぇしすぬの おうしかけすに пла う олл ゅ さぇしすゃけさぇ し  きぇししけゃけえ つぇしすぬの ねすけえ あっ おうしかけすに нлай 

 

10. ]きってぇかう нрл ゅ мла う трл ゅ мра さぇしすゃけさけゃ ゅかのおけいにй Вにつうしかうすっ きぇししけゃせの ょけかの ゅかのおけいに ゃ こけかせつっくくけき 
さぇしすゃけさっй 

 

11. ]きってぇかう さぇしすゃけさに くうすさぇすくけえ おうしかけすに きぇししけえ ул ゅ し きぇししけゃけえ ょけかっえ おうしかけすに нла う きぇししけえ мнл ゅ し 
きぇししけゃけえ ょけかっえ млай ¨こさっょっかうすっ きぇししけゃせの つぇしすぬ くうすさぇすくけえ おうしかけすに ゃ こけかせつっくくけき さぇしすゃけさっй 

 

12. Вにつうしかうすっ きぇししせ さぇしすゃけさぇ しせかぬそぇすくけえ おうしかけすに し きぇししけゃけえ ょけかっえ рлаз おけすけさせの くっけぉたけょうきけ  ょけぉぇゃうすぬ 
ゃ さぇしすゃけさ  しせかぬそぇすくけえ おうしかけすに きぇししけえ плл ゅ し きぇししけゃけえ ょけかっえ млаз つすけぉに こけかせつうすぬ  さぇしすゃけさ し 
きぇししけゃけえ ょけかっえ ゃっとっしすゃぇ ола 

 

13. ′っけぉたけょうきけ こさうゅけすけゃうすぬ слゅ рла さぇしすゃけさぇ くうすさぇすくけえ おうしかけすにй Кぇおせの きぇししせ нла う ула さぇしすゃけさけゃ 
くうすさぇすくけえ おうしかけすに くぇょけ ゃいはすぬ ょかは ねすけゅけъ 

 

14. В かぇぉけさぇすけさうう  っしすぬ すけかぬおけ мла う рла さぇしすゃけさに しせかぬそぇすくけえ おうしかけすにй Кぇおせの きぇししせ  おぇあょけゅけ さぇしすゃけさぇ 
くぇょけ ゃいはすぬз つすけぉに こさうゅけすけゃうすぬ пл ゅ ола さぇしすゃけさぇй 

 

15. [ぇししつうすぇえすっ きぇししけゃせの ょけかの ぇいけすくけえ おうしかけすに ゃ さぇしすゃけさっз м かうすさ おけすけさけゅけ しけょっさあうす  ннп ゅ おうしかけすにз ぇ 
こかけすくけしすぬ さぇしすゃけさぇ さぇゃくぇ мзмн ゅкきかй 

 



16. ¨こさっょっかうすっ きぇししけゃせの つぇしすぬ ぇいけすくけえ おうしかけすに ゃ さぇしすゃけさっз おけすけさにえ けぉさぇいせっすしは  ゃ さっいせかぬすぇすっ 
ょけぉぇゃかっくうは ゃけょに きぇししけえ плл ゅ ゃ さぇしすゃけさ ぇいけすくけえ おうしかけすに けぉなっきけき нлл きか し きぇししけゃけえ つぇしすぬの おうしかけすに 
соа гρ ш мзп ゅкきかд 


