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けぉ せしすぇくけゃかっくうう ゅぇさぇくすうえくけゅけ しさけおぇ 

う しさけおぇ しかせあぉに こさう けおぇいぇくうう しすけきぇすけかけゅうつっしおうた せしかせゅ 

 ¨¨¨ «]っきっえくぇは しすけきぇすけかけゅうは»  

′ぇしすけはとっっ ‶けかけあっくうっ くぇさはょせ し ょさせゅうきう かけおぇかぬくにきう ぇおすぇきう ¨¨¨ «]っきっえくぇは 

しすけきぇすけかけゅうは» гょぇかっっ こけ すっおしすせ – 〉つさっあょっくうっ»дз ぇ すぇおあっ ょけゅけゃけさぇきう くぇ けおぇいぇくうっ こかぇすくにた 

きっょうちうくしおうた せしかせゅз ょけゅけゃけさぇきう くぇ ょけぉさけゃけかぬくけっ きっょうちうくしおけっ しすさぇたけゃぇくうっ いぇ しつёす しさっょしすゃ 

こさっょこさうはすうえз せつさっあょっくうえз けさゅぇくういぇちうえз かうつくにた しさっょしすゃ ‶ぇちうっくすぇз さっゅせかうさせっす ゃいぇうきけけすくけてっくうは, 

ゃけいくうおぇのとうっ きっあょせ 〉つさっあょっくうっき う ‶ぇちうっくすけき こさう けおぇいぇくうう きっょうちうくしおけえ しすけきぇすけかけゅうつっしおけえ 

こけきけとうй 
1.      ¨╀Щ╇╄ ‶¨╊¨╅╄′╇ぅ 

1.1.  ′ぇしすけはとっっ ‶けかけあっくうっ さぇいさぇぉけすぇくけ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し ╂さぇあょぇくしおうき おけょっおしけき [《з いぇおけくけき «¨ 

いぇとうすっ こさぇゃ こけすさっぉうすっかっえ»з ‶さぇゃうかぇきう こさっょけしすぇゃかっくうは こかぇすくにた きっょうちうくしおうた せしかせゅ くぇしっかっくうの 

きっょうちうくしおうきう せつさっあょっくうはきう гせすゃй ‶けしすぇくけゃかっくうっき ‶さぇゃうすっかぬしすゃぇ [《 けす 13.01.96 ゅй № 27), 

¨しくけゃぇきう いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ [《 けぉ けたさぇくっ いょけさけゃぬは ゅさぇあょぇくз ‶さうおぇいけき ╋うくいょさぇゃぇ «¨ きっさぇた こけ 

こけゃにてっくうの ねそそっおすうゃくけしすう けおぇいぇくうは けさすけこっょうつっしおけえ しすけきぇすけかけゅうつっしおけえ こけきけとう くぇしっかっくうの»й 
1.2.  ′っけぉたけょうきけしすぬ さぇいさぇぉけすおう くぇしすけはとっゅけ ‶けかけあっくうは けぉせしかけゃかっくぇ さぇいゃうすうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ け 

いぇとうすっ こさぇゃ こけすさっぉうすっかっえз こさっょなはゃかはのとっき くけゃにっ すさっぉけゃぇくうは お こさけちっししせ けおぇいぇくうは せしかせゅ ゃ 

ちっかけき う しすけきぇすけかけゅうつっしおうた せしかせゅ ゃ つぇしすくけしすうй 〉つさっあょっくうっз おぇお うしこけかくうすっかぬ しすけきぇすけかけゅうつっしおうた 

гけさすけこっょうつっしおうたд せしかせゅз くっしёす けすゃっすしすゃっくくけしすぬ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し ╆ぇおけくけき [《 «¨ いぇとうすっ こさぇゃ 

こけすさっぉうすっかっえ» いぇ うた おぇつっしすゃけз ゃ すけき つうしかっ いぇ きぇすっさうぇかにй ‶ぇちうっくす ゃ しかせつぇっ けぉくぇさせあっくうは ゃ 

ゃにこけかくっくくにた せしかせゅぇた くっょけしすぇすおけゃз うきっっす こさぇゃけ こさっょなはゃうすぬ すさっぉけゃぇくうは こけ せしすさぇくっくうの 

くっょけしすぇすおけゃ う ゃけいきっとっくうの せぉにすおけゃй 
╃ぇくくにっ すさっぉけゃぇくうは きけゅせす ぉにすぬ こさっょなはゃかっくに ‶ぇちうっくすけき ゃ すっつっくうう ゅぇさぇくすうえくけゅけ 

しさけおぇз こけ しせとっしすゃっくくにき くっょけしすぇすおぇき – ゃ すっつっくうう しさけおぇ しかせあぉにй 
  

  
2.      ¨‶[╄╃╄╊╄′╇╄ ‶¨′ぅ〈╇╈ ╂┿[┿′〈╇╇ ╇ ][¨╉┿ ]╊〉╅╀｠ 

2.1.  ╂ぇさぇくすうえくにえ しさけお – ねすけ こっさうけょз ゃ すっつっくうっ おけすけさけゅけ ゃ しかせつぇっ けぉくぇさせあっくうは くっょけしすぇすおぇ ゃ 

ゃにこけかくっくくけえ さぇぉけすっз こぇちうっくす ゃこさぇゃっ こけ しゃけっきせ ゃにぉけさせ こけすさっぉけゃぇすぬх      ぉっいゃけいきっいょくけゅけ せしすさぇくっくうは くっょけしすぇすおけゃ ゃ ゃにこけかくっくくけえ さぇぉけすに гけおぇいぇくくけえ せしかせゅうдц      しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ せきっくぬてっくうは ちっくに ゃにこけかくっくくけえ さぇぉけすに гけおぇいぇくくけえ せしかせゅうдц      ぉっいゃけいきっいょくけゅけ ういゅけすけゃかっくうは ょさせゅけえ ゃっとう うい けょくけさけょくけゅけ きぇすっさうぇかぇ すぇおけゅけ あっ 

おぇつっしすゃぇ うかう こけゃすけさくけゅけ ゃにこけかくっくうは さぇぉけすにй ‶さう ねすけき ‶ぇちうっくす けぉはいぇく ゃけいゃさぇすうすぬ さぇくっっ 

ういゅけすけゃかっくくせの ょかは くっゅけ 〉つさっあょっくうっき ゃっとぬц      ゃけいきっとっくうは こけくっしっくくにた うき さぇしたけょけゃ こけ せしすさぇくっくうの くっょけしすぇすおけゃ ゃにこけかくっくくけえ さぇぉけすに 

гけおぇいぇくくけえ せしかせゅうд しゃけうきう しうかぇきう うかう すさっすぬうきう かうちぇきうй 
2.2  ╂ぇさぇくすうえくにえ しさけお うしつうしかはっすしは し きけきっくすぇ けおぇいぇくうは せしかせゅうз すけ っしすぬ し きけきっくすぇ こっさっょぇつう 

さっいせかぬすぇすぇ さぇぉけすに ‶ぇちうっくすせ う こけょこうしぇくうは ぇおすぇ ゃにこけかくっくくにた さぇぉけすй 
2.3  ′っょけしすぇすけお – ねすけ くっしけけすゃっすしすゃうっ けおぇいぇくくけえ しすけきぇすけかけゅうつっしおけえ せしかせゅう けぉはいぇすっかぬくにき 

きっょうちうくしおうき すさっぉけゃぇくうはき う すったくけかけゅうはきз こけょすゃっさあょёくくけっ いぇおかのつっくうっき ╁さぇつっぉくけえ おけきうししうう 

〉つさっあょっくうはз うかう いぇおかのつっくうっき くっいぇゃうしうきけゅけ ねおしこっさすぇз こさうくはすけゅけ 〉つさっあょっくうっきй 
2.4.  ╂ぇさぇくすうя おぇつっしすゃぇ かっつっくうя – ねすけ けこさっょっかっくくにえ きうくうきぇかぬくにえ ゃさっきっくくけえ こさけきっあせすけお 

おかうくうつっしおけゅけ ぉかぇゅけこけかせつうは ‶ぇちうっくすぇ こけしかっ かっつっくうはз ゃ すっつっくうっ おけすけさけゅけ くっ こさけはゃかはのすしは おぇおうっ-

かうぉけ けしかけあくっくうはз う しけたさぇくはっすしは гそせくおちうけくぇかぬくぇはд ちっかけしすくけしすぬ ういゅけすけゃかっくくにた こかけきぉз 
こさけすっいけゃз てうくз けさすけょけくすうつっしおうた ぇここぇさぇすけゃ う ょさй 

2.5.  ]さけお しかせあぉに すけゃぇさぇ うしつうしかはっすしは しけ ょくは っゅけ ういゅけすけゃかっくうは う けこさっょっかはっすしは こっさうけょけき ゃさっきっくうз 
ゃ すっつっくうっ おけすけさけゅけ すけゃぇさ гせしかせゅぇд こさうゅけょっく お うしこけかぬいけゃぇくうのй 

′ぇ こさけすはあっくうう せしすぇくけゃかっくくにた しさけおけゃ しかせあぉに 〉つさっあょっくうっ くっしっす けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ 

しせとっしすゃっくくにっ くっょけしすぇすおうз ゃけいくうおてうっ こけ っゅけ ゃうくっй 
 

3.      ‶[┿╁┿ ╇ ¨╀ぅ╆┿′′¨]〈╇ 〉』[╄╅╃╄′╇ぅ ╇ ‶┿『╇╄′〈┿ 
3.1.  ╁ しかせつぇっ ゃけいくうおくけゃっくうは かのぉにた いぇきっつぇくうえ お ゃにこけかくっくくにき さぇぉけすぇき う せしかせゅぇき こぇちうっくす ょけかあっく 

けぉさぇすうすぬしは ゃ さっゅうしすさぇすせさせ 〉つさっあょっくうは гこけ すっかっそけくせ うかう かうつくけд うз ういかけあうゃ しせすぬ いぇきっつぇくうはз 
いぇこうしぇすぬしは くぇ ぉっしこかぇすくにえ こさうっき お かっつぇとっきせ ゃさぇつせй 

3.2.  ╁にこけかくっくうっ ゅぇさぇくすうえくにた けぉはいぇすっかぬしすゃ こさけういゃけょうすしは ぉっしこかぇすくけ ょかは こぇちうっくすぇй 



3.3.  ╁ すっつっくうっ ゅぇさぇくすうえくけゅけ しさけおぇ いぇきっつぇくうは ‶ぇちうっくすぇ さぇししきぇすさうゃぇのすしは こけ こうしぬきっくくけきせ 

いぇはゃかっくうのй 
3.4.  ╁ しけけすゃっすしすゃうう し ょっえしすゃせのとうき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけき 〉つさっあょっくうっ けぉはいぇくけх 
3.4.1. ゃ すっつっくうっ せしすぇくけゃかっくくけゅけ ゅぇさぇくすうえくけゅけ しさけおぇ, けすゃっつぇっす いぇ くっょけしすぇすおう さぇぉけすにз   っしかう くっ 

ょけおぇあっすз つすけ けくう ゃけいくうおかう こけしかっ こさうくはすうは さぇぉけすに ‶ぇちうっくすけき ゃしかっょしすゃうっ くぇさせてっくうは うき 

こさぇゃうか うしこけかぬいけゃぇくうは さっいせかぬすぇすぇ さぇぉけすз ょっえしすゃうえ すさっすぬうた かうち うかう くっこさっけょけかうきけえ しうかに 
3.4.2. ゃ すっつっくうっ せしすぇくけゃかっくくけゅけ しさけおぇ しかせあぉに – せしすさぇくはすぬ すけかぬおけ しせとっしすゃっくくにっ くっょけしすぇすおうз っしかう 

‶ぇちうっくす ょけおぇあっすз つすけ くっょけしすぇすおう ゃけいくうおかう ょけ こさうくはすうは うき さっいせかぬすぇすぇ さぇぉけすに うかう こけ 

こさうつうくぇきз ゃけいくうおてうき ょけ ねすけゅけ きけきっくすぇй 
3.5.  ╁ しけけすゃっすしすゃうう しけ しすй 10 ╆ぇおけくぇ «¨ いぇとうすっ こさぇゃ こけすさっぉうすっかっえ» 〉つさっあょっくうっ ょけゃけょうす ょけ 

しゃっょっくうは ‶ぇちうっくすぇ せおぇいぇくくにっ しさけおう しかせあぉに う しさけおう ゅぇさぇくすうう гゃ ゃうょっ うくそけさきぇちうう くぇ しすっくょっз 
かうぉけ ゃ ゃうょっ いぇこうしう ゃ きっょうちうくしおけえ ぇきぉせかぇすけさくけえ おぇさすっз かうぉけ ゃ ょけゅけゃけさっдй 

 
4.      ╇]』╇]╊╄′╇╄ ][¨╉┿ ╂┿[┿′〈╇╇ 

4.1.  ╂ぇさぇくすうえくにえ しさけお くぇ さぇぉけすに гせしかせゅうд ゃにこけかくっくくにっ しこっちうぇかうしすぇきう 

〉つさっあょっくうはз せしすぇくぇゃかうゃぇっすしは ゃ しけけすゃっすしすゃうう し ‶さうかけあっくうはきう №1 う №2 お くぇしすけはとっきせ 

‶けかけあっくうの う  うしつうしかはっすしは し きけきっくすぇ けおけくつぇすっかぬくけえ こっさっょぇつう さっいせかぬすぇすぇ さぇぉけすに ‶ぇちうっくすせз 
すйっй し きけきっくすぇ けおけくつぇくうは かっつっくうはз いぇ うしおかのつっくうっき こй 4.2. くぇしすけはとっゅけ ‶けかけあっくうはй 

4.2.  ]さけお ゅぇさぇくすうう こさう せしすぇくけゃおっ こけしすけはくくにた こさけすっいけゃ うしつうしかはっすしはз くっいぇゃうしうきけ けす すけゅけз こけかぬいせっすしは 

うきう ゃ ょぇかぬくっえてっき ‶ぇちうっくすз うかう くっすй ]さけお ゅぇさぇくすうう くっ ゃけいけぉくけゃかはっすしは こさう おけささっおちうう こさけすっいけゃ 

ゃ こさけちっししっ うしこけかぬいけゃぇくうはй ]さけお ゅぇさぇくすうう こさっさにゃぇっすしは う くっ ゃけいけぉくけゃかはっすしは ゃ しかせつぇっз っしかう 

╆ぇおぇいつうお ゃ すっつっくうっ ゅぇさぇくすうえくけゅけ しさけおぇ けぉさぇすうかしは いぇ けおぇいぇくうっき しすけきぇすけかけゅうつっしおけえ こけきけとう 

гかっつっくうっきз こさけすっいうさけゃぇくうっきз おけささっおちうっえ こさけすっいけゃд ゃ かのぉけっ ょさせゅけっ きっょうちうくしおけっ せつさっあょっくうっ 
4.3.  ]すけきぇすけかけゅうつっしおうっ せしかせゅうз くっ せおぇいぇくくにっ ゃ さぇいょっかっ 8 くぇしすけはとっゅけ ‶けかけあっくうはз くっ うきっのす 

せしすぇくけゃかっくくにた ゅぇさぇくすうえくにた しさけおけゃ ゃ しゃはいう し すっきз つすけ うた かっつっくうっ しゃはいぇくけ し ぉけかぬてけえ しすっこっくぬの 

さうしおぇ ゃけいくうおくけゃっくうは けしかけあくっくうえ こけしかっ こさけゃっょっくくけゅけ かっつっくうはй ╁けいくうおぇのとうっ ゃ さっいせかぬすぇすっ 

かっつっくうは ねすうた いぇぉけかっゃぇくうえ けしかけあくっくうは かっつぇすしは ゃ けぉとっき こけさはょおっз くぇ ゃけいきっいょくけえ けしくけゃっй 
4.4.  ‶さう けおぇいぇくうう しすけきぇすけかけゅうつっしおけえ こけきけとう こけ ょけぉさけゃけかぬくけきせ きっょうちうくしおけきせ しすさぇたけゃぇくうのз ゃ 

しかせつぇっ せしすぇくけゃかっくうは しすさぇたけゃけえ おけきこぇくうっえ ゅぇさぇくすうえくにた しさけおけゃ ゃにてっз つっき ゃ 〉つさっあょっくううз 
ょっそっおすにз ゃけいくうおてうっ こけ うしすっつっくうう ゅぇさぇくすうえくにた しさけおけゃз せしすぇくけゃかっくくにた 〉つさっあょっくうっきз 
せしすさぇくはのすしは いぇ しつっす しさっょしすゃ しすさぇたけゃけえ おけきこぇくううй 

  
  

5.      ]′╇╅╄′╇╄ ╂┿[┿′〈╇╈′¨╂¨ ][¨╉┿ ╇ ][¨╉┿ ]╊〉╅╀｠ 
5.1.  ╁けいきけあくにっ こさうつうくに せきっくぬてっくうは ゅぇさぇくすうえくけゅけ しさけおぇ う しさけおぇ しかせあぉにх 
5.1.1. ゃかうはくうっ はゃくにた う ゃっさけはすくにた けぉとうた いぇぉけかっゃぇくうえ こけすさっぉうすっかは くぇ すっつっくうっ しすけきぇすけかけゅうつっしおうた 

こさけぉかっき гけぉきっくくにっ くぇさせてっくうは う しうしすっきくにっ いぇぉけかっゃぇくうはдц 
5.1.2. しくうあっくうっ うききせくけかけゅうつっしおけえ さっぇおすうゃくけしすう けさゅぇくういきぇ こけすさっぉうすっかは гこぇちうっくすぇдз ゃ すけき つうしかっ 

こさけはゃかはのとっっしは つぇしすにきう うくそっおちうけくくにきう いぇぉけかっゃぇくうはきうц 
5.1.3. こさうっき ゅけさきけくぇかぬくにたз こしうたけすさけこくにたз くぇさおけすうつっしおうたз おうしかけすけしけょっさあぇとうた こさっこぇさぇすけゃц 
5.1.4. くっゃにこけかくっくうっ さっおけきっくょぇちうえ ゃさぇつぇз くぇこさぇゃかっくくにた くぇ せおさっこかっくうっ ねきぇかう いせぉけゃз くけさきぇかういぇちうの 

しけしすけはくうは ょっしっくц 
5.1.5. しぇきけかっつっくうっ しすけきぇすけかけゅうつっしおうた いぇぉけかっゃぇくうえ гこさうきっくっくうっ こさけちっょせさ う こさうっき きっょうおぇきっくすけゃз 

くっ くぇいくぇつっくくにた ゃさぇつけきдц 
5.1.6. こさう くっせょけゃかっすゃけさうすっかぬくけえ ゅうゅうっくっ こけかけしすう さすぇз すйっй ゅうゅうっくうつっしおうえ うくょっおし «╂╇»з 

けこさっょっかはっきにえ ゃさぇつけきз ぉけかぬてっ 1,5  – しさけおう ゅぇさぇくすうう う しかせあぉに せきっくぬてぇのすしは くぇ 50%; 
5.1.7. こさう こけおぇいぇすっかっ ╉‶〉 гおぇさうけいくけ-こけさぇあっくくにっз こかけきぉうさけゃぇくくにっз せょぇかっくくにっ いせぉにд = 13-18 しさけおう 

ゅぇさぇくすうう  う  しさけおう しかせあぉに しくうあぇのすしは くぇ  30%; 
5.1.8. こさう ╉‶〉 ぉけかっっ 18  しさけおう ゅぇさぇくすうう う しさけおう しかせあぉに しくうあぇのすしは くぇ  50%; 
5.1.9. くぇさせてっくうっ  こさぇゃうか  こけかぬいけゃぇくうは  う  せたけょぇ  いぇ  いせぉくにきう  こさけすっいぇきう 
5.2. ょさせゅうっ こさうつうくにз けぉけしくけゃぇくくにっ かっつぇとうき ゃさぇつけき ‶ぇちうっくすぇй 

6.      ¨〈╋╄′┿ ╂┿[┿′〈╇╈′｠》 ][¨╉¨╁ ╇ ][¨╉¨╁ ]╊〉╅╀｠ 
6.1.  ╂ぇさぇくすうう くっ さぇしこさけしすさぇくはのすしは くぇ しかっょせのとうっ しかせつぇうх 
6.1.1. ‶ぇちうっくす ゃ こさけちっししっ かっつっくうはз うかう ゃ すっつっくうう しさけおぇ ゅぇさぇくすううз せしすぇくけゃかっくくけゅけ くぇしすけはとうき 

‶けかけあっくうっき けぉさぇすうかしは いぇ しすけきぇすけかけゅうつっしおけえ гけさすけこっょうつっしおけえд こけきけとぬの ゃ かのぉけっ ょさせゅけっ 

きっょせつさっあょっくうっй ╇しおかのつっくうっ しけしすぇゃかはのす すっ しかせつぇうз おけゅょぇ ‶ぇちうっくす ゃにくせあょっく ぉにか しさけつくけ 

けぉさぇすうすぬしは いぇ こけきけとぬの くぇたけょはしぬ ゃ ょさせゅけき ゅけさけょっ こさう こけょすゃっさあょっくうう ょぇくくけゅけ そぇおすぇ 

ゃにこうしおぇきう うい ぇきぉせかぇすけさくけえ おぇさすにз いぇおかのつっくうえ ゃさぇつっえз さっくすゅっくけかけゅうつっしおうきう しくうきおぇきう う ょさц 
6.1.2. ‶ぇちうっくす ゃ こさけちっししっ かっつっくうはз うかう ゃ すっつっくうう しさけおぇ ゅぇさぇくすううз せしすぇくけゃかっくくけゅけ くぇしすけはとうき 

‶けかけあっくうっき しぇきけしすけはすっかぬくけ こにすぇかしは せしすさぇくうすぬ ゃにはゃかっくくにっ くっょけしすぇすおうц 



6.1.3. ‶ぇちうっくす こけ くっせゃぇあうすっかぬくにき こさうつうくぇきз くっ こさっょせこさっょうゃ かっつぇとっゅけ ゃさぇつぇз こさけこせしすうか しさけおう 

けつっさっょくけえ はゃおう くぇ こさうёき お ゃさぇつせй ╇しおかのつっくうっ しけしすぇゃかはのす すっ しかせつぇうз おけゅょぇ ‶ぇちうっくす ゃにくせあょっく 

ぉにか しさけつくけ けぉさぇすうすぬしは いぇ こけきけとぬの くぇたけょはしぬ ゃ ょさせゅけき ゅけさけょっ こさう こけょすゃっさあょっくうう ょぇくくけゅけ 

そぇおすぇ ゃにこうしおぇきう うい ぇきぉせかぇすけさくけえ おぇさすにз さっくすゅっくけかけゅうつっしおうきう しくうきおぇきう う ょさц 
6.1.4. ‶ぇちうっくす くぇしすぇうゃぇっす くぇ くっあっかぇすっかぬくけき し すけつおう いさっくうは ゃさぇつぇ きっすけょっ 

かっつっくうはз  おけくしすさせおちうう  こさけすっいぇ うかう こさうきっくっくうは きぇすっさうぇかぇ гきっょうおぇきっくすぇдй ‶さう ねすけき  ‶ぇちうっくす 

さぇしこうしにゃぇっすしは ゃ ぇきぉせかぇすけさくけえ おぇさすっ け すけきз つすけ けく こさけうくそけさきうさけゃぇく かっつぇとうき ゃさぇつけきз くけ 

くぇしすぇうゃぇっす くぇ しゃけёき きっすけょっ かっつっくうはй ] ねすけゅけ きけきっくすぇ ╇しこけかくうすっかぬ ゃこさぇゃっ こさけょけかあうすぬ 

けおぇいぇくうっ ╆ぇおぇいつうおせ しすけきぇすけかけゅうつっしおうた せしかせゅз くけ けすゃっすしすゃっくくけしすう いぇ うた おぇつっしすゃけ ╇しこけかくうすっかぬ 

くっ くっしёすз う ゅぇさぇくすうえくにえ しさけお くぇ すぇおうっ せしかせゅう ╆ぇおぇいつうおけき くっ せしすぇくぇゃかうゃぇっすしはц  
6.1.5. ‶ぇちうっくす くっ しけぉかのょぇっす さっおけきっくょぇちうう かっつぇとっゅけ ゃさぇつぇ こけ こさけゃっょっくうの くっけぉたけょうきにた 

きっさけこさうはすうえ こけ せたけょせ いぇ しけしすけはくうっき こけかけしすう さすぇ гこっさうけょうつくけしすぬ こさけそうかぇおすうつっしおうた 

けしきけすさけゃз こさけゃっょっくうっ ゅうゅうっくうつっしおうた きっさけこさうはすうえз せたけょ いぇ こさけすっいぇきうз こけしすけはくくけっ 

くぇぉかのょっくうっ いぇ うきこかぇくすぇすぇきう う すй ょй ゃ しけけすゃっすしすゃうう し せしすぇくけゃかっくくにきう しすぇくょぇさすぇきうдц 
6.1.6. ╄しかう こけしかっ かっつっくうは ゃ こっさうけょ ょっえしすゃうは ゅぇさぇくすうえ せ ‶ぇちうっくすぇ ゃけいくうおくせす гこさけ-

はゃはすしはд いぇぉけかっゃぇくうは うかう そういうけかけゅうつっしおうっ しけしすけはくうはз おけすけさにっ しこけしけぉくに くっゅぇすうゃくけ こけゃかうはすぬ 

くぇ ょけしすうゅくせすにっ さっいせかぬすぇすに гぉっさっきっくくけしすぬз ゃけいくうおくけゃっくうっ しけこせすしすゃせのとうた いぇぉけかっゃぇくうえ うかう 

ゃけいょっえしすゃうっ ゃさっょくにた そぇおすけさけゃ けおさせあぇのとっえ しさっょにз ゃ すйつй ょかうすっかぬくにえ こさうっき かっおぇさしすゃっくくにた 

こさっこぇさぇすけゃ こさう かっつっくうう ょさせゅうた いぇぉけかっゃぇくうえдц 
6.1.7. ╄しかう しおぇあせすしは そけさし-きぇあけさくにっ けぉしすけはすっかぬしすゃぇ гぇゃぇさうはз せょぇさз しすうたうえくにっ ぉっょしすゃうはдз しこけしけぉくにっ 

くっゅぇすうゃくけ こけゃかうはすぬ くぇ さっいせかぬすぇすに かっつっくうはц 
6.1.8. ╄しすっしすゃっくくにえ ういくけし きぇすさうち いぇきおけゃにた しなっきくにた こさけすっいけゃй 
6.1.9. ‶ぇちうっくす ぉにか こさっょせこさっあょёく かっつぇとうき ゃさぇつけき け ょさせゅうた しかせつぇはた けすしせすしすゃうは せ 〉つさっあょっくうは 

ゃけいきけあくけしすう せしすぇくけゃうすぬ しさけお ゅぇさぇくすううз くけ こさけょけかあうか かっつっくうっй 
6.2.  ╁ しかせつぇっ くっしけぉかのょっくうは ‶ぇちうっくすけき せおぇいぇくくにた ゃ くぇしすけはとっき さぇいょっかっ すさっぉけゃぇくうえ гこさう せしかけゃうう 

うくそけさきうさけゃぇくくけしすう け くうた ‶ぇちうっくすぇдз ‶ぇちうっくす かうてぇっすしは こさぇゃぇ ししにかぇすぬしは くぇ くっょけしすぇすおう 

гょっそっおすにд ゃ さぇぉけすっз ゃけいくうおてうっ ゃ さっいせかぬすぇすっ くっしけぉかのょっくうは せおぇいぇくくにた すさっぉけゃぇくうえй 
 

7.      ¨╀ぅ╆┿〈╄╊を′｠╄ ╂┿[┿′〈╇╇ 

7.1.  ¨¨¨ «]っきっえくぇは しすけきぇすけかけゅうは» こさう けおぇいぇくうう きっょうちうくしおうた しすけきぇすけかけゅうつっしおうた 

せしかせゅ ゅぇさぇくすうさせっすх 
7.1.1. ぉっいけこぇしくけしすぬ – けぉっしこっつうゃぇっすしは しすさけゅうき  しけぉかのょっくうっき ゃしった ねすぇこけゃ ょっいうくそっおちうう う 

しすっさうかういぇちうう きっょうちうくしおうた うくしすさせきっくすけゃ う きっょうちうくしおけゅけ けぉけさせょけゃぇくうは гゃ 〉つさっあょっくうう 

こさけゃけょうすしは おけきこかっおし しぇくうすぇさくけ-ねこうょっきうけかけゅうつっしおうた きっさけこさうはすうえ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し 
せしすぇくけゃかっくくにきう くぇ いぇおけくけょぇすっかぬくけき せさけゃくっ ]ぇくうすぇさくけ-ねこうょっきうけかけゅうつっしおうきう くけさきぇきう う 

こさぇゃうかぇきうдз ぇ すぇおあっ うしこけかぬいけゃぇくうっき さぇいさってっくくにた お こさうきっくっくうの ╋うくいょさぇゃけき [《 すったくけかけゅうえ 

う きぇすっさうぇかけゃз くっ せすさぇすうゃてうた しさけおけゃ ゅけょくけしすう くぇ きけきっくす けおぇいぇくうは せしかせゅうц 
7.1.2. こさっょけしすぇゃかっくうっ こけかくけえз ょけしすけゃっさくけえ う ょけしすせこくけえ こけ そけさきっ うくそけさきぇちうう け しけしすけはくうう いょけさけゃぬは 

‶ぇちうっくすぇ し せつっすけき っゅけ こさぇゃぇ う あっかぇくうは こけかせつぇすぬ っっ こけ ょけぉさけえ ゃけかっц 
7.1.3. しけしすぇゃかっくうっ さっおけきっくょせっきけゅけ гこさっょかぇゅぇっきけゅけд こかぇくぇ かっつっくうはц 
7.1.4. けおぇいぇくうっ ゃうょけゃ しすけきぇすけかけゅうつっしおうた せしかせゅ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し かうちっくいうっえц  
7.1.5. こさけゃっょっくうっ かっつっくうは しこっちうぇかうしすぇきうз うきっのとうきう しっさすうそうおぇすにз こけょすゃっさあょぇのとうっ こさぇゃけ くぇ 

けしせとっしすゃかっくうっ ょぇくくけゅけ ゃうょぇ きっょうちうくしおけえ ょっはすっかぬくけしすうц 
7.1.6. すとぇすっかぬくけっ しけぉかのょっくうっ すったくけかけゅうえ かっつっくうはз つすけ こさっょこけかぇゅぇっす こさけそっししうけくぇかぬくせの こけょゅけすけゃおせ 

ゃさぇつっえз いせぉくにた すったくうおけゃ う きっょうちうくしおうた しっしすёさц 
7.1.7. うくょうゃうょせぇかぬくにえ こけょぉけさ ぇくっしすっすうおけゃз つすけ こけいゃけかはっす ゃ きぇおしうきぇかぬくけえ しすっこっくう うしおかのつうすぬ 

ぉけかっゃにっ けとせとっくうはз せつうすにゃぇは こさう ねすけき ゃけいさぇしす ‶ぇちうっくすぇз っゅけ ぇかかっさゅけかけゅうつっしおうえ しすぇすせしз 
こけおぇいぇすっかう けぉとっゅけ いょけさけゃぬは う けこにす かっつっくうは せ しすけきぇすけかけゅけゃц 

7.1.8. きっさけこさうはすうは こけ せしすさぇくっくうの う しくうあっくうの しすっこっくう けしかけあくっくうえз おけすけさにっ きけゅせす ゃけいくうおくせすぬ ゃ 

こさけちっししっ うかう こけしかっ けおぇいぇくうは せしかせゅうц 
7.1.9. こさけゃっょっくうっ おけくすさけかぬくにた けしきけすさけゃ – こけ こけおぇいぇくうはきз こけしかっ しかけあくけゅけ かっつっくうは うかう こさう 

くっけぉたけょうきけしすう せこさっあょっくうは くっあっかぇすっかぬくにた こけしかっょしすゃうえц 
7.1.10.  こさけゃっょっくうっ ぉっしこかぇすくにた こさけそうかぇおすうつっしおうた けしきけすさけゃ し つぇしすけすけえз けこさっょっかはっきけえ ゃさぇつけきц 
7.1.11.  ょうくぇきうつっしおうえ おけくすさけかぬ こさけちっししぇ う さっいせかぬすぇすけゃ けおぇいぇくうは きっょうちうくしおけえ せしかせゅうц 
7.1.12.  ょけしすうあっくうっ こけおぇいぇすっかっえ おぇつっしすゃぇ きっょうちうくしおけえ せしかせゅう う ねしすっすうつっしおうた さっいせかぬすぇすけゃ гし せつっすけき 

うきっのとうたしは ゃ けすっつっしすゃっくくけえ しすけきぇすけかけゅうう しすぇくょぇさすけゃз こけあっかぇくうえ こぇちうっくすぇ う けぉなっおすうゃくにた 

けぉしすけはすっかぬしすゃз ゃにはゃかっくくにた ゃさぇつけきдй 



 ]けゃけおせこくけしすぬ せおぇいぇくくにた けぉяいぇすっかぬくにた ゅぇさぇくすうえз けぉっしこっつっくくにた ¨¨¨ «]っきっえくぇは 

しすけきぇすけかけゅうは», しけいょぇっす こさっょこけしにかおせ ょかは おぇつっしすゃっくくけゅけ けおぇいぇくうは しすけきぇすけかけゅうつっしおうた せしかせゅ 

う せしすけえつうゃけしすう うた さっいせかぬすぇすけゃй 
  
  
8.      ╂┿[┿′〈╇╈′｠╄ ][¨╉╇ ╇ ][¨╉╇ ]╊〉╅╀｠ ‶¨ ╁╇╃┿╋ ]〈¨╋┿〈¨╊¨╂╇』]╄╉╇》 [┿╀¨〈 

8.1.  〉しかせゅう こけ すっさぇこっゃすうつっしおけえ しすけきぇすけかけゅうう 
8.1.1. ╉ せしかせゅぇき こけ すっさぇこっゃすうつっしおけえ しすけきぇすけかけゅうう けすくけしはすしは せしかせゅう こけ かっつっくうの いぇぉけかっゃぇくうえх 

おぇさうっしぇз こせかぬこうすぇ う こっさうけょけくすうすぇ いせぉけゃ гょゃぇ こけしかっょくうた しゃはいぇくに し かっつっくうっき おけさくっゃにた 

おぇくぇかけゃдз せしかせゅう おけしきっすうつっしおけえ しすけきぇすけかけゅうう гゃけししすぇくけゃかっくうっ うかう ういきっくっくうっ 

こっさゃけくぇつぇかぬくけえ そけさきに う ちゃっすぇ いせぉぇ ぉっい こさけすっいうさけゃぇくうはз いぇきっくぇкおけささっおすうさけゃおぇ こかけきぉдз 
せしかせゅう こけ こけょゅけすけゃおっ гかっつっくうのд いせぉけゃ こけょ こさけすっいうさけゃぇくうっй 

8.1.2. ‶さういくぇおぇきう いぇゃっさてっくうは かっつっくうは はゃかはのすしはх      äëó ¿ñчñÖóó ¡íëóñïí – äÜïöíç¿ñÖÖíя äÜïöÜяÖÖíя ä¿Ü½ßí;      äëó ¿ñчñÖóó Üï¿Ü¢ÖñÖóú ¡íëóñïí (äÜ¿áäóöí ó äñëóÜÑÜÖöóöí) – ä¿Ü½ßóëÜçíÖóñ ¡ÜëÖñç▲х 
¡íÖí¿Üç ï äÜïöíÖÜç¡Üú äÜïöÜяÖÖÜú ä¿Ü½ß▲. 

8.2.  〉しかせゅう こけ けさすけこっょうつっしおけえ しすけきぇすけかけゅうう 
8.2.1. ╉ せしかせゅぇき こけ けさすけこっょうつっしおけえ しすけきぇすけかけゅうう けすくけしはすしは せしかせゅう こけ せしすさぇくっくうの гかっつっくうのд 

ょっそっおすけゃ いせぉけゃ うかう гうд いせぉくにた さはょけゃ つっかのしすっえ し こけきけとぬの こけしすけはくくにた う гうかうд ゃさっきっくくにた 

けさすけこっょうつっしおうた おけくしすさせおちうえй 
8.2.2. ╉ こけしすけはくくにき けさすけこっょうつっしおうき おけくしすさせおちうはき  けすくけしはすしはх      きっすぇかかけおっさぇきうつっしおうっ う ちっかぬくけかうすにっ おけさけくおうз ゃ すйつй おけきぉうくぇちうう ねすうた おけさけくけおз ぇ すぇおあっ 

きけしすけゃうょくにっ おけくしすさせおちううз ゃうくうさにц      ぉっいきっすぇかかけゃにっ おけさけくおう гこさっししけゃぇくくぇは おっさぇきうおぇз おけきこけいうすくにっ おけさけくおうз  けおしうょ  ちうさおけくうはд 
-  つぇしすうつくにっ しなっきくにっ こさけすっいにх      こけかくにっ しなっきくにっ こさけすっいに;      ぉのゅっかぬくにっ こさけすっいに гし いぇきおぇきうз おかぇききっさぇきうз し そうおしぇちうっえ くぇ うきこかぇくすぇすぇたдц 

8.2.3. ╉ ゃさっきっくくにき けさすけこっょうつっしおうき おけくしすさせおちうはき  けすくけしはすしはх      ゃさっきっくくにっ おけさけくおうц      ゃさっきっくくにっ いぇきっとぇのとうっ こさけすっいにй 
8.2.4. ╂ぇさぇくすうえくにえ しさけお くぇ けさすけこっょうつっしおうっ せしかせゅう くぇつうくぇっす ょっえしすゃけゃぇすぬ し きけきっくすぇ 

せしすぇくけゃおう こけしすけはくくにた おけくしすさせおちうえ ゃけ さすせ ‶ぇちうっくすぇз つすけ こけょすゃっさあょぇっすしは いぇこうしぬの ゃ 

ぇきぉせかぇすけさくけえ おぇさすっ  う  いぇおぇい-くぇさはょっй 
8.2.5. ╂ぇさぇくすうえくにっ しさけおう う しさけおう しかせあぉに くぇ けさすけこっょうつっしおうっ しすけきぇすけかけゅうつっしおうえ せしかせゅう こけきうきけ 

しかせつぇっゃз けこうしぇくくにた ゃ さぇいょっかっ 3 くぇしすけはとっゅけ ‶けかけあっくうは   くっ せしすぇくぇゃかうゃぇのすしはх      くぇ せしすぇくけゃおせ ゃさっきっくくにた けさすけこっょうつっしおうた おけくしすさせおちうえц        こさう くぇかうつうう こけょゃうあくけしすう いせぉけゃ – ゅぇさぇくすうえくにえ しさけお せしすぇくぇゃかうゃぇっす ゃさぇつц      こさう くぇかうつうう しけこせすしすゃせのとっゅけ いぇぉけかっゃぇくうはх こぇさけょけくすうすз こぇさけょけくすけいй ¨ぉはいぇすっかぬくにき せしかけゃうっき 

こさっょけしすぇゃかっくうは ゅぇさぇくすうう はゃかはっすしは こさけゃっょっくうっ おせさしぇ こさけそっししうけくぇかぬくけえ ゅうゅうっくに 2-4 さぇいぇ ゃ 

ゅけょй ╂ぇさぇくすうえくにえ しさけお せしすぇくぇゃかうゃぇっす ゃさぇつ ゃ いぇゃうしうきけしすう けす しすっこっくう すはあっしすう いぇぉけかっゃぇくうは 

ょっしっくц      こさう あっかぇくうう ‶ぇちうっくすぇ ゃにこけかくうすぬ さぇぉけすせ こけ けこさっょっかっくくけえ うき したっきっ う гうかうд こさう けすしせすしすゃうう 

つっすおうた きっょうちうくしおうた こけおぇいぇくうえ お ゃにこけかくっくうの けこさっょっかっくくにた ゃうょけゃ こさけすっいうさけゃぇくうは ゃさぇつ-

しすけきぇすけかけゅ-けさすけこっょ うきっっす こさぇゃけ せしすぇくけゃうすぬ ゅぇさぇくすうえくにえ しさけお くぇ けさすけこっょうつっしおせの せしかせゅせ 1 

きっしはちз こさっょゃぇさうすっかぬくけ ういゃっしすうゃ けぉ ねすけき ‶ぇちうっくすぇй 
8.2.6. ╊っつぇとうき ゃさぇつけき きけあっす ぉにすぬ せしすぇくけゃかっく しけおさぇとっくくにえ ゅぇさぇくすうえくにえ しさけお くぇ けさすけこっょうつっしおうっ 

せしかせゅうй ¨ぉ せきっくぬてっくうう しさけおぇ ゅぇさぇくすうう くぇ けさすけこっょうつっしおうっ せしかせゅう かっつぇとうえ ゃさぇつ けぉはいぇすっかぬくけ 

しけけぉとぇっす ‶ぇちうっくすせ し  いぇこうしぬの ゃ ぇきぉせかぇすけさくけえ おぇさすっй 
8.2.7. ╁ こっさうけょ しさけおぇ ゅぇさぇくすうう う しさけおぇ しかせあぉに こっさっぉぇいうさけゃおぇ けさすけこっょうつっしおうた 

おけくしすさせおちうえ  けしせщっしすゃかяっすしя くぇ ゃけいきっいょくけえ けしくけゃっ. 
8.2.8. ╁さっきっくくにっ けさすけこっょうつっしおうっ おけくしすさせおちうう けぉはいぇすっかぬくけ ょけかあくに ぉにすぬ いぇきっくっくに くぇ こけしすけはくくにっй 

╄しかう  こけ ゃうくっ ‶ぇちうっくすぇ гこけ さぇいかうつくにき こさうつうくぇきд ゃさっきっくくにっ おけくしすさせおちうう くっ いぇきっくっくに くぇ 

こけしすけはくくにっз すけ ょぇかぬくっえてぇは けすゃっすしすゃっくくけしすぬ し 〉つさっあょっくうは しくうきぇっすしはй  
8.2.9. ╃け きけきっくすぇ しょぇつう けさすけこっょうつっしおけえ おけくしすさせおちうう ‶ぇちうっくす うきっっす こさぇゃけ すさっぉけゃぇすぬ 

こっさっょっかおうк おけささっおちうう さぇぉけすに こけ こさうつうくぇき:      くっゃっさくけ ゃにこけかくっく ちゃっすз さぇいきっさ うかう そけさきぇ いせぉぇ ゃ けさすけこっょうつっしおけえ おけくしすさせおちううц      ゃにこけかくっくくぇは おけくしすさせおちうは くっ しけけすゃっすしすゃせっす おけくしすさせおちううз けこさっょっかっくくけえ ゃ こかぇくっ 

こさけすっいうさけゃぇくうは гこかぇくっ かっつっくうはдй 



8.2.10.  〉おぇいぇくくにっ くうあっ しさけおう ゅぇさぇくすうう う しさけおう しかせあぉに くっ さぇしこさけしすさぇくはのすしは くぇ きぇすさうちに いぇきおけゃにた 

おさっこかっくうえй 
8.2.11.  ‶さう くっせょけゃかっすゃけさうすっかぬくけえ ゅうゅうっくっ こけかけしすう さすぇ しさけおう ゅぇさぇくすうう う しかせあぉに くぇ ゃしっ ゃうょに 

こさけすっいうさけゃぇくうは せきっくぬてぇのすしは くぇ 50%; 
8.2.12.  ‶さう くぇさせてっくうう ゅさぇそうおけゃ こさけそうかぇおすうつっしおうた けしきけすさけゃз こさっょせしきけすさっくくにた こかぇくけき かっつっくうはз 

ゅぇさぇくすうえくにえ しさけお こさっおさぇとぇっすしは う くっ ゃけいけぉくけゃかはっすしは. 
  

9.      ╋╄〈¨╃╇╉┿ ╉╊╇′╇』╄]╉¨╂¨ ¨╀]╊╄╃¨╁┿′╇ぅ ] 『╄╊をぃ 〉]〈┿′¨╁╊╄′╇ぅ ][¨╉¨╁ 

╂┿[┿′〈╇╇ ╇ ][¨╉¨╁ ]╊〉╅╀｠ 
9.1.  〈っさぇこっゃすうつっしおぇя しすけきぇすけかけゅうях 
9.1.1. ╉かうくうつっしおぇは けちっくおぇ しけしすけはくうは こかけきぉに こさけゃけょうすしは くぇ けしくけゃっ ういせつっくうは しかっょせのとうた おさうすっさうっゃх      ぇくぇすけきうつっしおぇは そけさきぇ こかけきぉに гしけたさぇくっくうっ こっさゃけくぇつぇかぬくけえ そけさきに いせぉぇдз ゃけししすぇくけゃかっくくけえ 

ゃさぇつけき ゃ さっいせかぬすぇすっ こかけきぉうさけゃぇくうはц      おさぇっゃけっ こさうかっゅぇくうっ けこさっょっかはっすしは し こけきけとぬの いけくょうさけゃぇくうはх こかけきぉぇ こかけすくけ こさうかっゅぇっす お 

すゃっさょにき すおぇくはき いせぉぇз いけくょ くっ いぇょっさあうゃぇっすしはз ゃうょうきけえ とっかう くっすц      ういきっくっくうっ ちゃっすぇ こけ くぇさせあくけきせ おさぇの こかけきぉに гゃ くけさきっ – けすしせすしすゃせっすдц      さっちうょうゃ おぇさうっしぇ こけ くぇさせあくけきせ おさぇの こかけきぉに гゃ くけさきっ – けすしせすしすゃせっすдц      けおおかのいうけくくにっ おけくすぇおすに ゃ けぉかぇしすう いぇこかけきぉうさけゃぇくくけゅけ いせぉぇ гしけけすゃっすしすゃせっす くけさきっ 

うかう くぇさせてっくにд      ゃにこぇょっくうっ こかけきぉにз 
9.1.2. ╇いきっくっくうっ ょぇくくにた おさうすっさうっゃ けすくけしうすしは お おぇすっゅけさうう くっょけしすぇすおけゃз おけすけさにっ ょけかあくに ぉにすぬ 

ぉっいゃけいきっいょくけ せしすさぇくっくに ういゅけすけゃうすっかっき ゃ すっつっくうっ ょっえしすゃせのとっゅけ ゅぇさぇくすうえくけゅけ しさけおぇз 
せしすぇくけゃかっくくけゅけ ょかは ょぇくくけゅけ ゃうょぇ こかけきぉにй 

9.2.  ¨さすけこっょうつっしおぇя しすけきぇすけかけゅうя 
9.2.1.  ′っょけしすぇすおうз おけすけさにっ ょけかあくに ぉにすぬ ぉっいゃけいきっいょくけ せしすさぇくっくに 〉つさっあょっくうっき ゃ すっつっくうっ 

ょっえしすゃせのとっゅけ ゅぇさぇくすうえくけゅけ しさけおぇх      こさう ういゅけすけゃかっくうう ゃおかぇょけお う ゃうくうさけゃ – ういきっくっくうっ ぇくぇすけきうつっしおけえ そけさきにз おさぇっゃけゅけ 

こさうかっゅぇくうはз ういきっくっくうっ ちゃっすぇз さっちうょうゃ おぇさうっしぇ こけ おさぇの ゃおかぇょおうц      けすかけき おかぇききっさぇ ゃ こかぇしすきぇししけゃけき こさけすっいっц      こっさっかけき おかぇききっさけゃ ょせゅう ゃ ぉのゅっかぬくき こさけすっいっц      こっさっかけき かうすぬは ゃ きけしすけゃうょくけき こさけすっいっц      けすかけき こっすかう ゃ そぇしっすおぇた けす すっかぇ こけかくけゅけ きけしすけゃうょくけゅけ こさけすっいぇц      こっさっかけき ゃ こかぇしすうくけつくけき こかぇしすきぇししけゃけき こさけすっいっ こけ ぇさきうさけゃぇくくけえ しっすおっй      こさう ういゅけすけゃかっくうう ゃおかぇょけお う ゃうくうさけゃх ゃにこぇょっくうっз こけょゃうあくけしすぬ ゃおかぇょけおз けすかけき つぇしすう おけさけくおう 

いせぉぇц      くぇさせてっくうっ ちっかけしすくけしすう おけさけくおう きけしすけゃうょくけゅけ こさけすっいぇз ゃ すйつй けすおけか けぉかうちけゃおうц      こっさっかけき こさけすっいけゃц      さぇしちっきっくすうさけゃおぇ くっしなっきくにた おけくしすさせおちうえ こさけすっいけゃ.  
 

10.  ╆┿╉╊ぃ』╇〈╄╊を′┿ぅ 』┿]〈を 
10.1.        ′ぇしすけはとっっ ‶けかけあっくうっ ょっえしすゃせっす ゃ すっつっくうっ ゃしっゅけ こっさうけょぇ ゃさっきっくうз こけおぇ くっ ぉせょせす こさうくはすに 

しけけすゃっすしすゃせのとうっ くけさきぇすうゃくにっ ぇおすに くぇ そっょっさぇかぬくけき うかう けぉかぇしすくけき せさけゃくっз さっゅせかうさせのとうっ 

ゃいぇうきけけすくけてっくうは こぇちうっくすけゃ う せつさっあょっくうえз けおぇいにゃぇのとうた しすけきぇすけかけゅうつっしおうっ せしかせゅうй 
 


