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Mayorovボリスイワ
オートメーション制御と情報分析作業は30年以上かかります。

私は、用語「当局」は用語「コントロール」または「社会管理」に置き換えられるものとし、メディアが、今日は全く
食べなかった、憲法の可能更新し、提案する：確か現代の透明社会的な経営の言葉と行動の透明性は、彼が夢見た法則
に従っていることそして、 ミハイル・スペランスキー、そしてその現代的な、ダイナミックな科学的な更新は、グローバ
ル化した世界の革新的な経済へのロシアの移行を加速させます。この場合には、鉛、改装された状態の装置、新しい専門家の政治団体や
他のコミュニティ家族がとに基づいて行われますことができるまで 、人間の尊厳の原理によれば 、オープンダイナミック、分散、およ
びの歴史的妥当性の普遍性、社会的階層。ロシアの人口は、20世紀の結果を解釈する、歴史の中で人格の役割、その尊厳、権利、自由
と正当な利益、社会的な経営の強さ、お金と知識の要因。力がより頻繁に使用されている場合や、金融機関と知識の開発はまだ来ていな
いです。時代に生きるために社会的な配置と慎重な近代化のためにその人と社会資本（リノベーション）を決定するためにすべての人や
国であるためにポストモダニズムの。
ロシアの人口だけでなく、東アジアの他の国々は、強度に基づいて社会的な管理に古風な態度を保持し、その基本的な法律と伝統にそ
れを反映しています。...第二犯罪からエース - - 星 - - 第五、スパイポップの4乗 - たとえば、ジャーナリストが呼び出されます第11回電
源。
現在、「電力システム」ロシアの大衆の前などとなおさら（理論的に）割り当てられた古代のパワーの源の役割（パワー）。人々はま
だ、飼料飲み、社会統制の理論に基づいて、エリートと中産階級の近代国家意識の心の中ではまだ熟していない選択し、現在受動性と社
会の発展の低レベル、および3、および5、および10台の法執行機関（当局）に耐えることが運命づけられていますそして道変革 ロシアを
現在の合理的な垂直方向の管理が市民社会とその新しい伝統的な構造の水平の束で補強され、世界経済に統合され、国のグローバルシス
テム、へ。最高のパワー（強制）と市民団体との協調行動の最大化を最小限に抑えることです。一方、最高権力皇帝ニコライの崩壊後
人口上の他の上で1つの不可解なパワーを行く、そしてそれ自体は、庭のプロットに、戸口で、家族に誓う、押され、小競り合い道路上か
どうか民主主義を見越してかどうか、ポスト民主主義、または、人、または国、あるいは政府の人々の参加の代表者の誕生を待っている
人々の分散型電源かどうか。多くの期待。
それがあったように、市民社会ずに、政治的な力のバランスで、ところで、共産党は、解決策を準備していた制御システム、唯一の力
となった具体的な計画の番号の全会一致の設計のために何千人もの人々を魅了し、同じ命名法の分野での実施を監視...そして、今日の練
習「数字による」支配力（パワー...）の一部門と西、すべてではないとの自発的な統合のための（株）とJSC州に分け感覚を作成したが、

先進国の地域社会におけるロシアの人口の文明自己エントリの目的のため
に、現在の移行期間のための十分な社会的コントロールを作成していません。限り人口は誰にも興味はありませんように十分に作成移行
期間を理解するための経済研究所。
唯一のオブジェクトとサブジェクトにできます。ロシアでは

私の物語
私はMeshchera（に登場Klyazmaと岡との間の領域の小さなロシアの町で、ウラジミール領域では、） クルロヴォ近くの村や村:.
Ulyahino、Parahina、Okatova、Aksenov ... 1950年12月17日、 北朝鮮・ロシア東部私の祖先、 、農民や兵士：Rusakova、Mayorov、モロゾ
フ、ソコロワ、Volodya、Gorins ...父に私の曽祖父- Hilarion、1917年の革命前に務めました。フォレスター、熟した古い時代に住んでいた
30代の飢餓で死亡しました。母親の側に-ジェイコブ、マイケルと彼の妻ナタリア農民、私の祖父の両方TeoctistペトロヴィッチRusakov
様々な理由のために、若いPotr Mihaylovichソコロフ、私が生まれる前革命的な年で祖父と一緒になくなっています。
私のb olee遠い祖先は、おそらく南アジアからMeshchora森に来た、またはこれらの人々は、シュラウドとから西欧通じ、人間の普及の
第二波だったアフリカの森林西欧の文明から始まったと主張しているI確かに快適で新しい理論、...私の先祖。私は和解の人々の科学的な
歴史がすぐに利用できるようになりますことを願っています。
間違いなく男は地理的な環境の一部であり、それに依存します。上の考え方（ラテン語オトガイ筋から-メンタル。） -心。態度、キャ
ラクター、世界観。すべての10年は、ハリケーンに激化大きな影響を受け、精神的、感覚的なスキルと私の同胞に固有の価値体系のセッ
トと、西風。
環境農奴の性質に関する情報は、例外的な明快さとディテール、特に王の影響の観点から、彼のマスター、そして生命と健康の自然条
件、世帯の福祉、経済の状況を反映してみました。西風は、特に差し迫ったまたは可能な危険の今後の変化を合図しました。
（「 - 王の水 - 地球の女王 - 母、空 - 父、風 - サー、雨 - 稼ぎ手、太陽 - 王子の月 - 姫火」）、この影響力の多様性と現実は必然的に画像
や一般化につながります。
私の母の話によると、彼女と彼女の友人は、トリニティ愛さ古い聖なる日と休日は冷たい北西風を台無しにするときに非常に動揺を- 。
そして、成人人口のメモリに外国巨匠や西洋の敵を襲撃維持しました。これらの用語には、各国の文字、西の危険性と無責任近年では多
くがあった近代的な雄弁家、政治家、学術度の異なる提携の様々なメンバーを、推測。
私の父は 1948年に軍から引退しました。後 10勤続年数や戦争、自宅に戻って北とバルト海で、結婚 との町に永久的な仕事を見つけた
のGus-クリスタル彼は1951年に定住、。私たちの 家族。、冬のそり、スキーやスライド：私は幼稚園育っ庭に運ばれた 夏 -川を、 マッチ
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からラベルを収集し、ビールの蓋、年長児を果たしたコインのアナログを演奏します。5〜10年で、私は、私たちの庭、タニヤ・ラストー

グエバから女の子と不可分となっています。私たちの庭の男の子は、私にはそれ以上の愚か以上、またはそれ以上、私よりも愚かだった
ようで、私はいつも面白かった次の年で積極的な役割と女の子を演じています。
1957年。少年たちの喜びに特にカラフルなラベルでお祭りの試合をリリースしました。私たちは、家族やにあった 情報の近代的な手段
が、すべてのほとんどは私がラジオを言っています-この設定は、この日に残っています。
それは1つの変更を行ったとして、夏には、私は、市の他の企業の「工場」サマーキャンプに送られました。映画の場合に最も鮮やか
に、私が覚えている彗星「1958年「と船乗り」森の空き地で黒海、歌詞、モスクワ...夜は私に衝撃を与えました。
9歳の時に（その年には1959年、戦略ミサイル部隊に）私は、燃料がセルロイドだった工場のスレッドのうち、紙リールから水への最初
のロケットを走りました。ミサイルが誤ってポールに近い道路でスタンドを打つ-私はとても幸せなんだけど、実験は失敗繰り返します。
一度大晦日1961年に、学校の近くに歩いている間、私たちが住んでいた場所の近くに、私は明るい光が3階に講堂を燃やしました、私は学
校に行って、3階の彼の服。そこシニアの新年コンサートを終了し、最後の番号を発表しました。これは、1961年の女の子の映画にリリー
ス旧カエデからの曲でした。音楽、一緒に歌っ女の子と男の子の種類や言葉 「あなたが路地を下っていますか...！」それは私の世界では
私のために新たな光を開きました。多くの場合、彼のアコーディオンを舞台に作用する、ガリーナコトワ、ナターシャ・バイコブ、バル
ヤ・チュニック...しかし、特にマリーナ・ザバロー、そして、もちろん、私があるが、時々光だった：12年間で、私は何とか私たちのク
ラスの女の子に特に人気となっています私はアコーディオンではなかったです。これは最初の愛、私の人生の中で最も重要な、思い出に
残るイベントの一つが発生した時です。明るく、劇的の最初の愛に関連付けられている感情は、明るいイメージで私を保った クラスメー
ト現在の日に。すでに7-8クラスで必要な性教育の基礎。女の子はほとんどが高校生に向かって見て、それはあなたの才能のために損はな
い、あなたが仲間に気付かない理由はおそらく理解するであろう。
私たち7Aは若い共産同盟を締結したときは、委員会を説明し、率直に言って民主集中制の原則よりも年上の少女、質問に答えることが
できなかった 理解していなかったものの、良い生徒だったと真剣に理解しており、チェスの好きでした。若い共産リーグへ会社無差別の
入場が終了した、両親はこの事故に気付かなかったと私は労働組合の外に残った：多くのコムソモールはあまり研究され、その会議は退
屈でした。中学1年生の途中で、私は後列に座って、畏敬の念に学習に関連する停止、コムソモールに参加することはもはや決定していま
せん。あったとリピータ、および普通の子供を越えて：後列に私は近い40人の子供のクラスに会いました。それは私の人生で最初の社会
的な学習だったとクラブとの打撃から個人の自由、冬にはその場しのぎのサイト上の夏のホッケーの戦いでは、フォレスト内のキノコの
高騰、壊れた鼻の私の年、賞賛は、同名の兄弟Mayorov、 心から信者の祖母は私の生活と一定の祈りの真の楽しさを マトロナ。
中学2年生で提供されていた私の母は地元の大学で準備コースを支払うために私を送信します。おそらく、ガラス繊維工場での軍事若者
の織工で軍に徴兵制から鎧とチーフメカニックは、役割を果たしました。研究の最初の年で、私はこのアイデアが好きで、私は喜んで、
私はコムソモールに受け入れられなかったクラスや学校を、左ます。大学で試験に合格し、簡単で、グループ内の他の誰よりも、ほぼ良
いです。私はすぐに20ルーブルの奨学金を任命しますが、しばらくすると、私は大学のプログラムでの研究に興味を失っています。より
多くの知識は、私が独立して取得し、それが必要だったときに一つだけの学習材料に集中しました。時々私は半分の耳で聞いて、私は興
味のない話題に座ります。私の意見では、子供たちにすべてを与えると、すべての被験者に優れたマークを必要とすべきではない - 人々
は異なっており、教育の近い将来の改革で、それに関する報告は、訓練中に子どもや若者のすべての値に達する、いくつかの変更を受け
なければなりません。例えば、開発の主題とレベルの値を自由に選択を学び、私たちの教育システムのためにしなければなりません。
彼の研究に先立って最初の年に、我々はボルシェビキSulovoはジャガイモの収穫に地元の共産主義を助けるファームに村に送られまし
た。その後のコースでは、すでに他の地方の農場を訪れました。しかし今日では、これらの集団農場は死ん村や集団農場ボルシェビキの
会長に記念碑だった 市長Gorshkov。
17年（1968年夏）で働くことによって最初のお金を稼いだ 工場でローダーとしての間に大学での休暇絶えず、踊りに行き、称賛と女の
子はおそらくそれらの年の貧しい性教育の、彼らの最初の恋愛に含めるには消極的です。
で1970年に彼はグセフガラスを卒業し大学、プーシキン、デュマ、バルザック、ゾラ、ディケンズ、レールモントフ、チェーホフ、ト
ルストイ、ツルゲーネフ：、7-8クラスの最後のバッチに文学に興味を持って私の習慣になった宿題の多くを行うことなく自由研究に加え
て、 Leskovゴーリキー、ルソー、ウォルター・マン、アントワーヌ・ド・サン・Ekzyupepiはいつも私の机の上に横たわって、常にチェス
雑誌64によって発行されたチェストーナメントや対応を果たし、雑誌「若者の技術」を読んで、Chigorin、Alekhineとカルポフでした私の
偶像; 好き 、音楽、写真、彼はコムソモールのメンバーではなかった、と厳粛正教会の信仰に洗礼を受けていませんでした。私の周りに
子供の頃、多くの女性から、原則として、正教会の信仰心の平和を発見しました。
党と政府、そして戦後、ストレス下の人口を維持するために、人々の生活水準を回復するために必要なリソースを引き裂いた、ミサイ
ルや核戦力を増加 - 両親は共産主義を構築するために警戒献身まま、私は生きるために持っていた、と私の教育が流用されていない - すべ
ては、自然と道徳的な力を使い果たしました。私の意見では、人口の社会的発展のためにほぼゼロ効率でした。ロシア人dobilo私の意見で
は、戦後のソ連時代、その普遍的価値とファシズムの勝利の感覚のそれを奪って、民主主義のすべての基礎の彼を奪っ - 指導者や第二次
世界大戦後、レーニン、地平線の上に姿を消したの意味によると、ソ連の人間の自由の人口を保持しています。だから、当然、私は彼ら
の犯罪人口の自主的・強制的共犯を正当化するために、ボルシェヴィズムに個人主義と大多数の拒絶で育ち、その後、成熟し嫌悪感。
7月、1970年。女の子とどちらも曖昧会議以来の研究所とその「発明」の学位プロジェクトの保護の準備コース、後に、私は大学のため
の準備ができていたが、彼のテープライブラリヴィソツキーと入れて、どのようなので、定義されていない ビートルズを、 私は軍隊に入
ったロシア文学の英雄として、XIXの世紀はコーカサスを残し：継続的な学習疲れたと私は新しい感覚のための準備ができています。
に、私たちの2階建ての庭は1969年に戻ってhruschobyので。新ユニフォームでの軍隊から、さらにはプラハのほとんどから、同志と不思議

に、私たちの2階建ての庭は1969年に戻ってhruschobyので。新ユニフォームでの軍隊から、さらにはプラハのほとんどから、同志と不思議
な沈黙。
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アジェンダの募集事務所を保留することで、工場で働くことを行った Pervomaiskyの村、私は植物の職長と演技チーフエンジニアに任命
された、Selivanovsky地区、ウラジミール地域、。最初の一ヶ月間、私は自分自身のために残され、2ヶ月の休暇に行ったこと、自分自身
とチーフメカニックを表現することができました。自立した生活の最初の100日間、私は、ガラス溶融炉、アルミニウムシートを投石個人
的にフライス盤を修理し、工場の門の女の子の過去の経路に沿って行われ、十分なキスをする必要がない素足でショックを受けた、と彼
のガールフレンドに別れ、そして議題のために署名し、私は軍を待っていたと私が撮影されました...
1970年11月3日 NCO学校で私はドラフトボードに招待し、ベンチ上の小さな部屋の悪臭に置かれ、その後、護衛の下に送られた（悪夢の
イベントはアピールし、舞台その後、より多くの時間は夢を見ますと、私はまだ誰にもすでに一定の期間を務めているかを説明できませ
んでした）しかし、どこのコースの後の部分に転送「いくつかの」理由で若い兵士の割り当てメカニック-核成分のための導体特別なワゴ
ン、と残念に私たちのチームは、古いスタイルの制服を与えられた-周りの森だったと明らかに軍の残りのための新しいユニフォームが欠
けていました。私は地方の若者を終了し、彼の家族の唯一の不完全さと、私の周りのさらに多くの悲惨な生活は、私たちの人口の社会問
題へのアクティブ・ソリューションに連れて行ってくれました。刑務所や寄生のための財産の没収で最大5年間の脅威に非常に少しのお金
のための行動に呼び出されるそれらの年の革命-愛国教育の全体の流れ。その後、ペレストロイカの年で、私は本当のロシアの最近の歴史
と悪いイヴァン・フール、開拓者、英雄、あぶ、パベル・コーチャジン、コムソモールを描いロシア皇帝、についての私の子供の頃から
何わずかな正の、そして時にはより負もたらした漫画を学びましたドンバス... - マルチェンコ、Bukovsky、 Novodvorskajaおよびその他の
ロマン派の数十、国の最高の若者厳しく程度快適にするために、より良い未来のための闘争での独立したステップのための国の行政をパ
ーティ・ステート・マシンを罰します 現代の社会的関係の広い範囲で存在します。このように行政当局に慣れて何世紀にもわたって彼ら
の闘争集団を目覚めさせ、それは学生Novodvorskaiaであったように、それは彼の「革命的な」活動の初めに議会ホールのクレムリン宮殿
で彼の手書きのチラシを投げたことを、死刑の適用についてKGB要求に世論調査にありました1969年12月5日。オペラの開始前に「10
月」。
軍事力は、ショックを受けたし、1971年8月に。私は試験に合格し、私は競争を渡し、一部に戻るために提供され、コムソモールを入力
し、戦闘や政治的訓練に傑出のタイトルを確認し、再入力しなかったことを今ペトラVelikogoにちなんで命名された軍事エンジニアリング
アカデミーで、突然私に発表された選考委員会の政治将校アカデミー。それは別のショックでした。コミッションの頭は、すべての試験
に合格し、アカデミーに入学することを約束し、私はほとんど更なるサービスの一体的に追放されました。おそらく役員を交換し、従順
な軍曹は否定応答選考委員会で私に筆記試験の終了時に、お互いについてのすべてに報告し、私はアカデミーへの最初の入場時にすでに
階層に適合していない自分自身を得て、軍からの応募者を導きました。しかし、その後、私にとって、この事実は明らかではなかった、
と交換役員-教育者はその後、まだだった所望のレベルにはほど遠い今日です。しかし、それは彼らのせいではありません。オフィサー
は、通常、辞任後に賢くなり、ロシアの一連の変更は、役員の形成における伝統の豊かさにつながらない-と祖国の擁護者とすべての人の
権利と自由の尊厳。
まともな役員の指揮の下で兵役義務の終わりに-主要Tarabanchuka、1972年の暑い夏に、軍曹になって、戦闘や政治的なトレーニングで
傑出、コムソモール、陸軍の学生の間で数学オリンピックの勝者のメンバー、私は再び入試を手渡したと私は時間の熱意に失われました
我々はかかりました。関わらず、受け入れられたか、私は最終試験の前に、学生のために書くように頼まれたレーニンの部屋に私の戦闘
紙を見落とし。そして、そこに勇気のために、私は彼がそれらを戦い、太古の昔から、彼の思考の役員を表明ゲーテ、参照するために、
毎日が来る生命と自由の価値があるので、我々は、軍からの応募は、アカデミーに入ったことを書きました。
8月上旬1972年のアカデミーへの入学のために続き。彼の胃をschadivshihない、焼か泥炭Shatura、市内各地の森林は、兵士と将校を埋め
- Iは、10日間の休暇を与えられ、私は煙で故郷を見ることができました。この悪夢は、核戦争の先駆者として私を襲ったと私は軍隊にい
ました。
科学技術学校士官学校は、国で最高の一つであったとはるかに高い可能性があります。 士官候補生が住んクレムリンに対して、自然科
学の講義が将軍を読みます。数学の教授、そして第二次世界大戦の退役軍人、颯爽彼は海軍に従軍、エマ・シュバラブ私はチームのリー
ダーとして、弾道グループに推奨離れて私のキャリアの科学者や指揮官、。それは私の父は何であったか、それは兵士の英雄的な世代に
属していたかもしれないので、かなり私にしました。しかし、少尉は台所への早期受注まで、共通の鍋から、そのメソッドが尊重される
ように私に教え、そのペルソナ、全体として垂直にtaschivshie。コースの役員のための彼らの勧告-イヴァン・ベルヤエブ彼らに対する私
の主張よりも権威でした。ああ、またソ連の一般的な、良い役員ヤードに及びソ連時代の認定によると、彼は、皆と同じように、非常に
おそらく、それは彼が党の原因を裏切っていたことが指摘されました。私は、マヨルカのポストに指名の文を書きました。共産党のメン
バーとして、私は信者であると考えられる特定の場合パーティー、については何も聞いていないにもかかわらず、私は驚きましたが、主
任は彼が既存のテンプレートにこの結論を作ったと言った、と私は気にしない方が良いのです。
私は進化していない垂直のコースとの関係。教育プロセスが正式に科学的共産主義の怪しげな理論の政治部門の監督の下で行ってきま
した。これは、学生が冷戦帝国主義の最後の戦いのために準備していたことが判明しました。
将来の友愛官、水平関係の士官候補生と意味領域は約発生しませんでした。チャンスはレーニンの大義のために戦うことが技術的に準
備ができている、すべての業種で場所のため、利益を利己的に接合し、それはその後、クラスメートとの関係に決定的だった - ミーティ
ングのリリースはキャリアの成功または失敗の唯一の話を聞いた後。このような役員は個人的な力のいずれかの政治的あるいは政治体制
や最高位になったすべての人に役立つことができます。政治システムの進取、信頼性と妥当性は将校団の品質を決定します。
一年後、私はの誕生日の機会に社会主義競争に参加するために退屈していた研究レオニッド・ブレズヒバ、科学的な観点から優れた講
義から学ぶために彼の惨めな生活から令状の教育者やホームレスや為替役員に厄介な-依存し、「世界の帝国主義の中心を狙います」 。

命的社会主義の過去に根ざしたが、共産主義の建設が静止する、と私は、いずれかの意味も他のを見つけ、さらに第三中ができませんで
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した。社会的な問題は、私の科学的、技術的な利害によって影が薄くされています。彼は、心理学や社会学に興味を持つようになった見
つけることができませんでしたソ連や欧米諸国との対立の起源を検索するために、フロイトとユングの思想と知り合いになりました。
1974年に彼の2年目。私は公然と外国為替官と話を代わりに計画されたドリルの、学生の「教育」プロセスに参加することを拒否し、国
際情勢についての講義に出席します。彼は私がランクに降格し、内部に導入をお勧め 5日、モスクワの守備隊の営倉の寝台から。現在、
役員叫びの監督の下で行われるハードワーク、上の腱が伸び、そして赤い帽子や他のアクセサリーと（彼らは私がエンジニアリングアカ
デミーの馬鹿だったように私を見ているように見えるものの、諸兵科連合の役員への嫌悪感がありました）。そこでは、最初に鋭く人質
剛性主観陸軍関係と安いように感じた 状態の「ツール」コマンド・行政システムの世界で、処女土地やBAMの建設の調達に、バンカーの
上に、ベンチの上に投げ、彼のブーツで打たことができ、社長「優しい国」の破壊を自分の国の特定の民族や国民の革命、差別や排除な
ど 等 このツールは、所有者に従う政権でこの考えの方が高い垂直および役員、兵士ツール国の名誉である必要があります...ロシアの人々
が自分自身の状態を作成しないでください、と国家が自分のニーズのために人口のサイズによって決定されます。そして、村から私のい
とこのように-人々は再び、混合混同された集団農場の日に、混乱...これらの年の間に、私たちの村は安い陸軍大佐が、教師、医師だけで
なく、供給されています。しかし、範囲が停滞してきた「反逆」 -ツールは、恐怖を失い、新しい倫理や給与を必要と、ソ連の国は、その
有効性が人々の知識階級の恐怖と熱意の上に構築失います。政治システムが古くなっている場合は、理解していないと世界的なトレンド
を感じていないし、ツールボックス-主要国の役員が機能し、バックしないように持っています。何が国の崩壊を悪化させます。
私はマルクス主義哲学、政治経済や科学的共産主義のプログラムに加えて、大学図書館の本に彼自身の見通しを編集する必要がありま
した。
私の職業から不在と兵士の厳罰はマンションと部下の教育の持続性のためのより良い位置を取得する唯一の外国為替官を助け、以降、
および副Kokoshinのスタッフの世話します。
これは、兵役義務の四年だった...、代わりに2年の、法律によると、私が奉仕しなければならなかった- 7年間、私はすでに2年間務めてき
たように1972年11月3日の後、新入生のアカデミーとして、旗のランクと考えられるが、兵役、彼は軍曹は、民事二特殊教育だった、優れ
た軍事的、政治的な訓練でした...
私が前年軍に送信されたためにランク名誉とKomsomoletsは、彼らのロバやセミナーブルジョアジーの非建設的憎悪をカバーするだけ
で、必要な政治将校でした。その法的関心の古い兵役者のステートメントにのみ抑制を引き起こしました。しかし、数年後、私は、全体
の人口に抑圧的な体制を評価するために始めた、そして人生そのものが内部領域の自由ではありません。実際には、労働者がソ連の境界
内に大面積での彼らの計画を生き、実現できるように従順のご褒美として政治局。国の内部ポリシーから除外され、人口の自己組織化。
准尉が（新たに起草など）民間への軍曹から降格されたになることなく、時間の万力にクランプされ、私がドロップアウトしませんで
したが、正式なトレーニングに加えて、彼らの計画に図書館や読書室で自己の教育を続けました。興味を持って私はのコンセプトと知り
合いになった 生活のための敬意と当局A.Shveytseraの拒否（後に、1991年後、私はこの位置A.Shveytseraを再検討し、今では拒否すること
はできませんリーダーの本来の役割を制限する必要があると信じているが、灰色の図形の指導者のためにも意欲、与え シーザーには、シ
ーザーのものであり、神に）、彼自身の人生の定常状態を維持します。変換後 A.Solzhenitsinaは Pimenを家長するために戻った ロシアの歴
史と教会。大きな関心伝説のアカデミーの平和イニシアチブである アンドレイ・サハロフ、成長、人類と今日関連している他のローカル
およびグローバルな社会的課題の環境の保護には限界の概念。
学部での結婚と個人と残忍な最後通牒は（「フリーチーズのみ2番目のマウスのためにのみネズミ捕りであり、そして」）アカデミー
は、無料で教えていないことを一般オルロフのアカデミーをzampolit、そして自主的・強制的に入力された共産役員を準備した後共産党。
パーティーチケットは、チェースソ連軍の将校を追加した、と私は抵抗しなかった、そしてその理由は、当時の私は完全にうまくいき
ませんでした。おそらく、当時に書かれていたマルクス・レーニン主義のアイデアの勝利で疑問を持つ私の発言で私を非難し、彼は自然
に個人的に私をテストすることを決めました。私は確信していた場合は共産主義が私のやり方に、私はアカデミーから追放されるだろう
ではないと彼はおそらく異なる言い回しでアカデミーでの党と政治の仕事にその作業の結果の上位にレポートに別の段落に置くだろうと
述べました。今日では一般的なオルロフた人は言い難い、と彼は、私にはわからない私を救った、またはその逆も私に設定します。その
後、私は党政治気づい イーグルスは、ソ連の人々や経済学者、弁護士、および物理学者や化学者にインスピレーションを与え、そして職
長ワークショップやフィールド、彼らは共産主義のビルダーであることを、すべての最初の、そしてその後、専門家や科学的共産主義が
真の教義です。キャリアは、パーティラインの枠組みの中で行うことを許可、または当事者の利害ではなく、前方または比喩sharashkas。
cosmodrome「バイコヌール」発射台で練習中 ガガーリンウラジミール地域の貧困地域での休暇後に開催された、私はこれらの費用の広
大にショックを受けた「国家の誇りのオブジェクト。」存続し、正しくハードそれを解釈：人生悲惨な国、および国の人々と資源のお金
を共産主義思想との実現に行ってきました 火星の未来リンゴ教義の激しい宣伝勝利に、 マルクス、エンゲルスやレーニンの。それ以来、
私は学校の教師は（役員としてだけでなく、彼らは共産党の戦闘機だった私の青春の年間で）誰かの意志を提供し、さらに上記の発展に
対話やアーティストずに教えてくれた...宣伝、広告が好きではありません。どうやら、ガガーリンのように衝撃のために私は跡を残さず
に渡すことができませんでした。党と国家、彼らは村で彼の母親のために家を建てたが、それは、いわゆる「空間」で初飛行だと彼の精
神のために、世界中の旅行が跡を残さずに渡すことができませんでしたが。パーティーのために、彼はプロパガンダの道具としての役割
を果たすことができませんでした、そして、それは彼の人生の最後の年に明らかになりました。そして、彼は主要な宇宙飛行士のグルー
プの一部であったという事実は、新しいリーダーシップの無能にコロリョフの死の後の政治局に文句を始め与えられ、そこに（政治局が
遠く能力と正当性からだったの）だけ怖いことができ、適切な措置をとることになるため、すぐだったガガーリン、する必要があります
一般的な、そしてパーティーのために、このような一般的な問題を管理します。これは、愛好家の戦後世代の時代で終わりました。しか
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し、ユーリ・ガガーリンにした アレクサンダー・ガリックそれらの機器であることが明らかに反していた、 どのように知っている人
してガガーリンアンドレイ・サハロフ後...
1977年。完全に彼の卒業証書を守ったが、 科学的共産主義の上に、私の同意委員会と私たちの先生は、利用可能な特性に応じているの
で、4よりも高く置くべきではないことが示唆されました 政治部門に知られている私の「リベラル」ビュー、およびクインテットとそこ
に同意することができませんでした。私は（それがあるべきとほぼ拍手に、）コインに科学的共産主義をオフにガタガタすることを喜ん
でいた、と私は尋ねた、と私は4気にしなかった、私はまだマルクス、エンゲルスの3台のノートPCで概説し、何度も何度も役員を
politpodgotovkeする20年を持っていたことから、レーニン、意思決定及びプレナム次会議の決議。欧米諸国における民間イニシアティブの
進捗状況の事実の表面上に横たわっと人類の地球規模の問題の彼の完全な高さまでなっているので、次5カ年計画の見通しは、私は疑問で
す。このような態度は、私はそれを知っていたが、私にとって、それは時々不可能、一度外に大幅に制限されたモードで、自分の内面の
自由よりも重要だったか、死に心の人々をもたらし、キャリアに助長されていませんでした。誰でも政治研究のための3台のノートPCを
思い付いたのは、職長将来のリストラだった-イデオロギーは、委員会とpolituchobeに関するワークショップに、根を取ったために3つのノ
ートブックを通じて、私は嫌悪感を持っています。私のための時間は常にされて、最も高価なリソース人残っています。私と私のクラス
メートよりも、友愛、また支配者の- マムルーク朝は動作しませんでした：巨大な人的資本、軍事アカデミーも無駄になりました。
私がサービスから実行されませんでした戦略ミサイル部隊のメインスタッフに配布オジンツォボに送信されたために自動制御、インタ
ーネットのソ連の導入に関わる計算を指定し、多くの設計者がソフトウェアを実現共産党の指導の下で作成するために、アメリカのアイ
デアによると、飛行を予測し、保証通信コマンドと制御信号のシステムの技術的手段は、ネットワークサーバ100年bを下手（現在はこれ
らのモニュメントとしてEU機シリーズのコンピュータに反対しました FLSは、これらのサーバーのための基盤は数十億ドル規模のプロジ
ェクトから、podorveshや道端の爆弾されていないとして、停滞の時代に彼らの腕前の「指揮官」に似唯一の2階と強い地下、どうやら、彼
らは保存されている野菜で構築されたが、それが判明したとして、それだけではなかったです。サーバ、およびソビエトシステムの一般
的な危機の初めに。でも、正義の熱意が効果的にできる 簡単なかさばるプロジェクトを実施したが、ソ連のシステムの犯罪者の熱意の相
続人に複雑でハイテク製品が供給されていません。
近くの村でのご宿泊を借りて、無家族と一緒にいくつかの時間のために住んでいた-とプロジェクトの憲法は、プレスブレジネフに掲載
されました書きました。顔布役員（のみ合理的かつ感情的なマットが絶えずたを見てみると チーフ喫煙）と彼の窮状、彼は、憲法の草案
を捨てる社会的球に積極的に自分の考えや行動を置くことを決めた、と落ち着くことにしました。しかし、唯一の陸軍でのサービスの15
年後、私の家族は、通常のサービスアパートに移動し、二人の子供を育てられ、 愛され、苦しんで、チェスを撮影し、「彼は夜明けを促
した」が、partgruporgomおよびその他の特殊な構造があることを拒否した 関与していない。この辺を-軍隊は、と私は社会にうんざりしま
した。重畳して、いくつかの家庭の詳細。Artillerymanソルジェニーツィンは、強制収容所に私の目を開いて、隣の家でのGus-クリスタル
に住んでいたドライバTolubko砲手は、女性の司令官の情熱と戦争中narkomovskih 100グラムの後に車を運転について話しました。そし
て、サービスの私の同志の間でいくつかのなかった 強制収容所の保護者の子孫静かに清算した後、モスクワに定住、。これらのベンチマ
ークの下で、私は自分自身のキャリア戦略を進化させてきました。
おそらく、良いプロット多くのユートピア社会主義者としてレーニンが、トラブルは独裁の崩壊の形でロシアに来て、mutinies、世界の
すべての諜報機関の活動の連続は、世界の社会民主主義革命のための踏み台を作成するために、状態の制御をつかむためにレーニンと彼
のチームを押しました。おそらく、ターゲットとその上昇の期間の中で最も資源国の内戦で同じコマンドを実行します。人々は密造酒に
ふけるしないように、ロシアの第一次世界大戦中の食品のためのカードは、砂糖に加えて、ありませんでした。そして、弱体化し、ロシ
アでの内戦（英国とフランスとの同盟関係にあるロシア帝国は第一次世界大戦の結果を実装することができますが）の後、スターリン
階級闘争のスローガンを通して彼の側近は、社会の社会的階層の何世紀も昔の文明を拒否していたし、人々の混乱ひどい弾圧専用モード
のために作成することができます 愚痴と秘書の神話や未開発の社会的見解に頼るロシアになって 犯罪者制度、国のブレーキ開発。幹事
は、特別な代理店と楽しんで競った、女性をその位置政治（タイトルの大きさや大きさ、アパート、年金、メリット...）のための福利厚
生制度に引き継ぐため、それらのほとんどが自分自身を呼び出し、その後、今の呼び出しを続けます誰が、。ロシアの主な価値は-祖国、
寮...人には、その質量の利益は十分に成熟していないです。私は新憲法、そして中軍の展開と信じている アフガニスタンソ連の共産主義
の建設が完了したの前夜に、そしてオリンピック1980のために配置されたモスクワのソ連共産党の先端における 共産主義の建設の結果の
分析から質量を流用将校団を除去するために、軍をサンプリングするための、そして彼の目標の一部そして、社会。そのような正義のた
めに百万人以上のアフガニスタン人はこの戦争に不具にされており、数十ソ連の男性の何千もの？のみ正当化する可能性が意識政治将校
が軟化しました。この時点でソ連南部の下腹部だけではなく、ソフトだったが、通貨の値と等しく、小切手で支払うことにアフガニスタ
ン政府での悪用のために戦争をその後の数年間のようにルーブルが、そのために、バーチ専門店で製造された商品のアフガン戦争の英
雄、そして優れた品質の製品を販売します。
共産完全razmyagと前衛の建設の終わりには、その基本的には90年代の共産党の党官僚の子孫はパルチザンないとなり、「新しい」ロシ
アの商人になりました。1980年にロシアの心と独立した人はほぼ完全に破壊され、そして機関車はまだでしたが、行き止まり。人口のた
めに1992年に彼の逮捕は大きな衝撃となります。
私は第一次世界（見当識障害、エリートの裏切り）と南北戦争（ボリシェヴィキと即興不満を抱いて大衆の冒険）は、20世紀の主要な
ロシアの悲劇だった、自然の歴史的発展が中断されたことを確信し、発生期の市民社会を殺した、アクティブな人格の傾向とのための政
治的な管理を作成しました社会主義のキャンプで働く人々の工業化と管理。この戦争の扇動者と同じで、ドイツ皇帝 ヴィルヘルムIIは、
ロシア皇帝が残酷に彼の家族と一緒に死刑にして、子供や孫、女性と古い時代に住んでいた、そして戦争の参加者。
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英雄、俳優（俳優）時代は、国の未来を形作っていきます。デコイバックログとロシアのデッドロック開発は犯罪との誤差を与えられ
たように私には思える 氏 Achal XXの世紀を。
国機会与えた後、巨大な最初の他の国のプロレタリアに接続するように望んでいないのを背景に、第二次世界大戦中にドイツとロシア
の労働者階級間の葛藤、直感的に手綱を聞かせて（クッション付きグリップ）N.S.Hruschovとブレジネフ、後休むを後に、それは核爆弾を
構築するためにプラウから引き裂いと社会の形で客観的、社会的、物質の移動経路を入力します。
不拡散と核兵器の禁止のアイデアは、その削減とコントロールは、世界の問題は、核戦争ではありません解決したいと考えていまし
た。
「ペレストロイカ」、明瞭さの一定量を持って、私はそのサポーターになりました。ソ連と連合共和国との新たな経営協定の締結更新
は、ハード必然でした。元政治や経済体制におけるソ連の存在は、（1つの与党とだけ共有財産、社会主義経済）が不可能となっている
が、大部分は、「指揮官と教育者」には、独立して（別途耕起から）だと思う遅加速、民主化と少数キャリアことができませんでした支
持者ミハイル・ゴルバチョフ国の経済、政治の分野で陸軍インチ 最高司令官に慎重-彼自身が若者で同じパーティに、彼の最高の年ツール
「偉大な科学者」にあった金埋蔵量は世界の石油価格の下落とともにissyakshy終わりました。
ソ連と世界社会主義システムを更新すると、国の行政システムの民主化の増加とソ連を破産する西からの厳しい軍事的圧力と一致して
いる、マルクス主義訓練役員の講義は、戦略ミサイル軍参謀でより多様な、多くの場合、若い記者になります。彼が実行され、Gaidar、
従業員の雑誌「共産党」には、我々は欧州諸国の労働組合への傾向と洋室の民主主義を構築していないと主張し、民主化の重要です。
を数えることができるほとんどは、彼の祖父は離れて人類のメインパスから消え、それは民主主義のトルコサンプルと西洋世界に慎重な
エントリにだ...そして、彼は正しかったが、数年にロシアで行われたいくつかの理由で、私たちの野生と破壊的な犯罪者の顔とだまされ
やすい（野生）の人々の自由主義。リベラリズムは、市民社会の発展可能であり、絶えずするために動員されて、それが市民と一緒に成
熟し、（彼らは濃度の彼らの分野で言うように）ソ連の期間中に共産党からハードの圧力の下で、ロシアの人口は、中断、労働者、農民
の権利を奪われ、奴隷として飼わ混乱しました国の生存。スムーズに市場を機能することができ、比較的均質であることから、依然とし
て構造的不均衡の完全かつ遠い国のすべての分野、およびより発展した後、民主主義の傾向。
（ -ウクライナ今）1986年4月26日の事故は、ウクライナSSRの領土に位置チェルノブイリ原子力発電所の第4ユニットに発生しました。
この大災害の影響の排除は、数年前からの軍事技術者がグループと衛星軌道の計算で予想して一緒としてセルゲイUryvinを、参加しまし
た。サービスに加えて、一般的には、我々は写真やチェスに興味を持っていました。それから彼は、他の側に送られた、私たちは互いに
分離されています。 チェルノブイリの年の彼の歌の一般的な意味では、高い技術が社会的に準備されていない国で開発することができな
いように私には思えます。すなわち 原子力発電所、爆弾やミサイルは熱意に設定することができますが、これらのシステムを、エクスプ
ロイト開発し、近代化する権利は、国民の十分な品質、蓄積された人的資本、有利な社会環境なしには不可能です。私は、核兵器や原子
力発電だけではなく、不安定な国のために危険であるが、中に解決すべき人類の最も重要な問題の一つであると考えている、21世紀。
共産主義は場所を取るし、働く人々の「シングル」社会からの改修や剥離を開始していなかった リベラルなエリートの共通プロパティ
をキャプチャするために、（プロパティに旧命名法）、犯罪の単離、若者の貿易サービスがあった、弱いの破壊を開始しました。彼らは
ホームレスでした。Gaidarの講演の後、私は責任ある役員は質問への力（地域）からの呼び出しだった「あなたはまだどのくらいを再構
築することだろう？」-ソ連政府が主導働く人々の様子を構築するよりも小さくありません！しかし、すべては1991年の3日後に崩壊しま
す。そして、ロシアは新しい内戦を開始しますが、まだ成熟していない人、そして私の比喩的な分類上の電源の全11の支店からその代
表。
1987。参謀のすべての役員のマークだけ延長会議では、マルクス主義のクラスのため、そしてテーマ「何をする？何を、どのように抵抗
する」パーシングはこの会議を保持している民主党のロシアI.Sergeevの防衛の現在の大臣「ヨーロッパでのコンセプト」スターウォーズ
での会議のためではありません。」 。（ちなみに、彼の注文は私はほとんどすぐに民主党から選挙に参加した後、1994年の初めに彼のス
タッフから解雇すると同時に、新たな民主的なロシアの陸軍た- 。治世民主党エリツィン以来パラドックス、再建メンバーポールなど
tbyuro委員会。）
それが減衰され、そして、彼は証拠なしに真宣言するマルクス・レーニン主義理論の将来を持っていなかったので、最初の？軍の将校を
尋ねた役員80年代、対向世界の資本を開発することができるもの、と言うことはできませんCET音が出ない。唯一のいくつかの政治将校
は、あなたが唯一の私たちの恐怖の時代を想像することができます移動し、どのような。将来大臣がブルジョアジーとの関係で非対称移
動の有効性について、レーニンから引用することを示唆していないが、レーニンは何百万人もの破壊に行けば nはロシア、レーニン主義
者や他の国の人々は、計算のみの何百万人を維持します。それは第二次世界大戦は、工業化社会実験とあふれ知恵は過去の社会構造を吹
いた後、二十世紀は、帝国を崩壊しました。
1987私は赤の広場、外国航空機の光と米国の宇宙グループの衛星偵察の信頼性を通知カムチャツカテストサイトのスパンをチェックす
るための委員会での私の参加に着陸を覚えています。それはすなわち、数年のための過失や裏切りの埋め立ての結果として、宇宙環境に
ついて虚偽の情報を受け取ったことが判明し、試験飛行は、戦略的なミサイルの新製品を発見されたが、この場合、おそらく彼の将軍の
知識を持つさまざまな部門から10「本物の」大佐、の調査に私のレポートは、行動を起こすと脅し、戻りました。おそらく何らかの行動
彼らが取りました。この裏切りの結果として相互責任、臆病とは、西軍に反対してテリー色を開花しました。完全に軍の他のタイプが、2
つのチェチェン会社中に開示しました。それぞれが独自の方法で絵を提示している何が米国との戦略的な企業の結果として起こっている
だろう。誰もが夢を見たくない場合は、誰かとそこ計算されますすることができます私たちは、米国の対立の費用どのくらい。
ワードローブのそれと同時に、私のキャップの隣には、いくつかの情報のくすみを持つが、秘密でデバイスを印刷するためのロールを
投資しました。私はグループのチーフを務め、外国人の影響により、倒錯の種類によってすぐにそれはおそらくであることを認識したロ
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ール - 挑発アシスタントセキュリティの司令官。PUTがチームのレポートを書くことであろうが、私はごみとして燃やさ。口頭で愛国心
がソ連のシステムへの不十分な忠誠心の誰かを非難する準備ができて常に、政治的なトレーニングを傑出ように挑発私はいつも、厄介で
した。それは位置のために役員を任命しているが正常に完了した後、挑発の恋人 - しかし、これは私の自己は、指揮官のように行動では
ありません。たぶん彼は良い指揮官だったが、他の選択基準は、彼はしませんでした。
1988年に私は、政治的訓練のために、私はAの学生ではなかった口実の下で、車をオンに移動 - 私は4を持っていました。そして、ガレ
ージ、彼の車のない彼の空き時間に、私は時代の厚い雑誌や新聞に飛び込ん。車のと同様に、私は考えていなかった彼に、夏の別荘につ
いての余波で、私はこれらの楽しみのための時間を持っていなかった - これは私にとって非常に困難と激しい時間です。私は、私たちの
人々が2045年で、このように合格できるようになることを願っています。
質問は「共産主義は偉大な犠牲と偉大な対立のコストは？」、「誰のせいですか」、「何が起こっているの？」「何で、新しい値とガ
イドライン？」私は提起されなかったが、それは一般的なスタッフの雰囲気の中で極めて重要です。戦闘訓練は、様々な手数料は、フィ
ールド、軍備管理およびコマンドで戦うために主に理論的な知識をチェックし、誰もが公に推定していない、と自宅での役員は社会の生
活を観察させ、公共政策問題に介入しないように、社会的な臆病を接種し、悪かったです。コマンドの3単語-複数のメールボックスは、
二つの伝送のために、大トン数の機器をダンプ。（EUコンピュータおよびスペアパーツのモデムミンスク工場はそれのためにほぼトンの
重量を量りました）。大佐（実... ustavnikiマルクス主義-レーニン主義者、優れた将軍の従順なツール、たわごとの命令で食べて準備がで
きて）すべての行為に署名すると、工場労働者は、簡単にお金を得ます。私は彼が軍や工場労働者からの打撃を受けたため経験、に異議
がありません。ワンによる新システムへの厳戒態勢に必要なレポート、およびそのスタッフのパフォーマンスを満たしていない機器のた
めのお金の他の従業員。全体の産業システムは、それ自体が新しい所有者と一時的にこの貧しい国で彼らと連帯を豊かになりまし盗難や
贈収賄と生い茂っています。
議論は民主党と保守的で分裂につながった国で展開されたが、軍やスプリットの他の構造では不可能であった、と実勢状態装置が動作
しませんでした 与党なし。そのため、議論は国家の崩壊につながりました。国は危機に成長していました。私のお気に入りのカルポフ
は、ほぼこの時点で私は明るく、独立したカスパロフを気に入って、ブレジネフにキスをしました。剛性の閉鎖系のソーシャルソ連は明
るい個人の外観、およびリンクの交換や取り外しのように崩壊しました。
テレビでクレムリンの長老の停滞や繰り返しのシーン転送核スーツケースの手が全世界に衝撃を与えました。
KGBおそらく被保険者の再編 -リニューアルソ連の準備、どのような場合には、パブリック（民主党）の現在の状況から抜け出す方法を
探し役員のリストを主導し、リストラを妨害して、KGBの状況を逃し、その構造がそうである人々 、そして自体は共産党の指導的役割の
廃止後に分割しました。KGBは、社会的知性を持っていませんでした。異なる社会秩序の唯一の思想は、すべての賢明なソ連の男の恐怖
に影響を与えました。
おそらく、彼の力のサンプリングと平和軍の源のために、高い不確実性ソ連大統領のミハイル・ゴルバチョフの状況で撤退し、震える
手で下のランクのヘッドは、自らの責任の下で核のボタンを取った、彼らは戦車を恐れていないことを世界に発表し、導入 - 労働者をモ
スクワの人々。
しかし、ソ連の社会主義に戻るにはクーデター計画上の組合の状況を修正するために失敗しました。モスクワで電源を適用して、委員
会は、すべてのソ連の共和国だけでなく、首都での力を使用しなければならないでしょう。エリツィン大統領によって怒らせたとモスク
ワの人々の小さな一握りは、差し迫った暴力の度合いを示しているがクリミアゴルバチョフからモスクワの状況を追跡する可能性があり
ます。クーデターのシナリオは、共産党の最新の冒険は、3日で崩壊しました。書かれたアンケートでは、共産主義とコムソモール員の先
端が壊れ、彼らが犯しパーティー引き起こしロシアなど旧ソ連の共和国では、建設的交渉と徐々に国を再建し、試みることができなかっ
た クーデターは、ソ連の崩壊と軍の不信感を促しました。 ロシアや他の旧ソ連共和国の人々は、地元の指導者の手を行ってきました自然
に直感的な方法を模索し始めました。地元の歴史的な時間とリーダーシップの性質から、我々は旧共和国の政府の社会的な種々の形態を
開発しました。民主化、自由化、人権の保証、価値志向、持続可能な開発：一般的に、私は、クーデターの後退は、世界的な傾向を正当
化されると思います。彼らはしっかりと手を振っていないと、彼らは技術的に高度な西側との和解の彼らの方法戦略を言った場合、私は
彼らが信じてもらいます。しかし、ちょうど戻って戻ります-あるいは誰にしたくありません。
。個人用ノートを償還、careerists - 1991年、クーデター、行政の崩壊、そして新たな冒険の期間が、エリツィンが主導した後、私はシステ
ムが会計上の彼の手の中のカード、およびいくつかのベテランの発行によってパーティから撤退し、他の役員の中でした党への忠誠の例
は、ZhEKiでのパーティカードを搭載し、現在様々な種類の「イデオロギー的マルクス主義者」の冒険家の指示の下で彼らの赤い旗を持
つ若者を混同します。
私はサイドから今まで政策知覚が、クーデター後に、自分の空き時間で愚かなことは、民主改革の運動に直接関与となっている G.ポポ
フ、アレクサンダー・ヤコブレフ、 アナトリー・サプチャーク...。最初の会議で DDR 14-15 1991年12月の 私が均一に（少なくとも1人の
軍の制服がdemdvizheniiに参加すべきであると決定した）でした。議会では、私は（おそらくために持っている上に仲裁するために、監督
「ペレストロイカ」アレクサンダー・ヤコブレフ説得しようとしたオフィスの年の終わりなかったミハイル・ゴーバチェブ後半の時間
に、時間の最高の男性が参加し、議会そのものを、だけでなく、すべての取り組み）状況で、それは内部の政治勢力の白熱した議論の間
に平和の保証人としての民主主義の旧ソ連諸国における市民社会と伝統に1つの軍まで維持するために必要であろうということ。しかし、
軍の早期四肢切断や武器の移転のための私の恐怖は共和国を解放し、人々の誰もが聞いたことありません。この会議で参加者がお互いに
耳を傾けていなかったようだが、唯一の行動しました。残念ながら、tepershneyロシアの通信の文化も、科学者の社会科学者の間で開発さ
れていません。
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V.V.Baklanovは長い一瞬私を見て、何も言わずに、前に議会を去った - その構造の分割は彼の顔に見えました。新しい政治システムを作
成するための戦略はありませんでした。即興CISをロードします。すぐに、共産党員の政治局は、その共和国の大統領に移し、すべてのラ
ンクのヘッドは、西洋民主主義やアジアautocraciesなど自由主義、市場経済と標準の要素に依存する、検索、すべてのレベルでの会計年度
を変更し始めました。会計士は、貸借対照表を作成カウントし、損失を計上したが、人々を整理するために、国民はできませんでした。
あらゆる種類の社会運動のすべての始まりの始まり - 無知、その攻撃性、優位と階層の追求の外に考慮されていません。特に、自然淘汰
とダーウィンの進化論の後、欧州、アジアの社会的な革命は、シーンにグレーの男がいました。
民主的な動きは、上または下からのいずれかから発症していません。新たに任命された社長との共和国は、ソ連の外に彼の方法を開始
しました。ロシアでは、この時間は、購入または公共の財産を押収株式のためにローンのオリガルヒと当局を形成し、その除去はソチに
沿って取得していない、と国の - 「黄金の十億」の受賞者。私は、様々な口実の下で、1917年後にボルシェビキロシアからの資本輸出の
物語を繰り返しました。
1992年の夏に。私はの口実の下で国家サービスのアカデミーでの対応で勉強することを拒否し、「あなたが役立つない人。」数年が一
般率いる私たちの中央コンピューティング・センターは、「もはや必要」なくすありません。すべての指揮官や農場の職長は、自分のや
り方で支配し始めました。
何が起こっているかを理解しなければならないであろう1992年の休日、上、私はDDRのロシア支部の執行委員会で働いていたが、サポ
ーターや指導者から少し建設的な解決策からの感情の多くだったエリツィンの人格として特定民主的改革の支持者のフォーラムに参加。
また、苔や旧共産党の活動家の支持者の臆病を整理するためのエリツィンの「議会」の対戦相手、さらにはその後、いくつかの合理的な
サボタージュアクション民主党の支持者を助けました。8月には、私の同意が防衛大臣の決定を発行した、と私は社会問題の国防相、提供
するために、顧問のグループに出向して、私は、夏に会ったアフガニスタンで負傷した「戦い」大佐V.Sadovnik、 V.Urazhtsevを担当して
いましたが。
6ヶ月間の総混乱の観点から1992年の終わりまで、私は国家サービスのアカデミーの3年間のコースでした。最高評議会と相互作用し、
そして「軍事」の法律のパッケージを製造する過程における市民社会団体、国家安全保障会議の問題に参加し、私が会って、ほぼ全体の
ロシアの政治エリートと個人的に話を聞きました。しかし、人口とセキュリティの問題のニーズは、主な時間でした。それは、誰の世界
的な経済社会に国家をでき注ぐを開始するために、国家機構の参加を得て、すべての政治勢力のリーダーシップの下で、そうです。ビル
事業エリツィンマスターは、ペレストロイカの監を歩いて、卸売民営化を始め、彼の仲間 - すでに分割ケーキ国有財産の法的登録を、
人々は逆子マスクSovieticusを捨て - 自分のマグカップを驚かや社会空間に入るようになったバックドアからロシアを解放しました。表と
1992年に一口を共有し、そして今、分割された椅子、。旧国家機構の職員が汚職に突入し始め、ソ連時代に市民権の経験を奪わ人は、非
公式の積極的な取得材料財のグループに編成されました。
1992年12月には、。、VIIの副V.Urazhtsevaメンバーの現在のワーキンググループとして ロシア連邦の人民代議員大会改革の継続が強く
ルシコフに反対し、。ソ連の崩壊と最高統治機関の廃止後高官や専門家の中から、最高評議会の周りに集まった多くの失業者がありま
す。要するに、彼らは若い会計士Gaidarの議会チームで焼成しました。有名Chubaisは、私が見ていない若者が、行政へのpriobschonny、そ
れは、すべてのコストで求める兄弟共和国のcareeristsは、モスクワに定住するピアの唯一の羨望を引き起こす可能性があると泥棒の満足
度は無力会計士から財産を押収すると、その完全な状態を開始したことを-影響力の球の分裂と総パイに同意するのは簡単だったと非効率
の装置。しかし、すべての悪夢クレムリン宮殿の混乱のほとんどが風景と民主主義のための準備ができていない国の議会制民主主義のレ
トリックの最高評議会とKhasbulatov大統領のチームのアクションと危険進行中の政治ゲームで私を襲いました。「ビルダー」エリツィン
氏と彼のチームは、「教授」Khasbulatov率いる最高評議会に同意することができませんでした。1992年の終わりにエリツィン。心配し
て、彼のチームは、私には思えた致命怖かったです。私にとっては、エリツィンは権威が、また、エリツィン氏と彼のチームの微妙な嘲
笑Khasbulatovではなかった、私は満足していません。一般的に、私は現代の議会のソビエトシステムの平和的な交換や地方自治体のシス
テムと国の大統領を強化するため、エリツィンのリーダーシップの下、社長の権限の下で民主化のためのコースをサポートしています。
しかし、私の希望は満たされませんでした。
議会の傍観に話し 、ジリノフスキー「彼が大統領に選出されている場合、それは太陽の下で取るでしょうか？」と、私の質問に-その時
の政治家で、私には素敵な（彼は才能がある、と二次サポートし、私は彼のサポートについて何を知ってほしくありませんでした）彼は
軍隊を溶解することができるだろうし、早ければ1992年、新しい議会に選挙に代表者を任命すると答えました。彼は直感的に感じた、そ
しておそらく旧KGB、その攻撃性、優位と階層から強い支持持っていた-人々の社会生活のすべての始まりの始まりを。私の意見では、今
日のロシアでの印象的な個性は、通常は秘密の薬であるか、彼らの諜報機関や他の状態の装置に依存しています。これは衰退のか、粉々
社会、人々 、国家の限界に指標です。
相互嫌悪エリツィンとKhasbulatov、交渉することができないとDudaevに対する挑発と1992年に結びました。チェチェンは結び目。若い
ロシアの民主主義無能な政策は嫉妬帝政ロシアコーカサスの征服以来、ステートマシンの行動を見て、コーカサスにおける家父長人々か
らプッシュ。
リベラルロシア5000万。100年で可能な定性的新しい人口に。今自由主義-共産主義のように同じユートピア、昨日。ロシアは先進国より
遅れや生活の西道の現在の理解で繁栄になることはありません。ロシアの繁栄は、グローバル化と情報化文明国連の新たな原則に基づい
て、値のみのその合理的な理解の過半数場合に可能です。このプロセスは複雑であり、ミスを避けることができません。ことが期待さ
れ、新たなグローバルシステムの構築は、前世紀にすべての国のプロレタリアに接続しようとするよりも少ない血液の費用がかかりま
す。
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若くて明るい改革成熟と賢明は民主化への動きによって作成された彼らの前に会長席に座っていたわきます。彼らは将来的にロシアを呼

び出すにしたくないので、リーダーは、彼ら自身が呼び出すことはありません。彼らはかつての熱意を失っていたし、改革への信仰は、
未熟な民主主義への反対に入りました。熱狂的な人々があった-必死になって、新たにロシアに戻り、社会的不公正と理解していない活動
や、いくつかの仲間の委員長に異種反対に酔った目を見ています。私がガヴリイル・ポポーフとAnatoliem Sobchakomは民主的な反対にあ
ったとともに、欲求は民主党の位置になるために燃えるとロシアのDDR（民主改革運動）を作成するには、あまりにも、裁判所にはなか
ったことが起こった-反対でゲームが唯一の安定した民主主義国でも可能です。改革の期間について反対の改革は、法律によって削減、人
とは、それらの両方彼らの不合理な行動を傷つけるべきです。犯罪-不可解な段階の改革に国の報復移動人々を改革する自由主義的なアプ
ローチの結果。リベラリズムと経済の集中的な開発が退色しています。仕事に疲れた人々の加速度に基づいて、ゴルバチョフの改革、の
崩壊は、歴史的な自由主義強烈な個人的な濃縮の最後のバーストにつながりました。ロシアと開発西洋社会の現在の変換が、私は願っ
て、理由の球内の物質生産の球の集中的な開発の移転を主張し、革新的な社会の持続的発展に基づき、自由主義のイデオロギーを掲載し
ます。過去の個人管理の事で巨大な物的資源。
1992年12月の終わりに。「軍事」大臣P.Grachevuが一度社会プログラムに従事していた、とカウンセラーは、自分自身を示さなかった、
彼らは退職に送られ、そして解散グループを確保しました。そして、彼のアシスタントを経てV.Urazhtseva副からその前に、私は最高評議
会で左右に出向他の役員と一緒に、直接提案を作ることでした。私はと言って、拒否した最高評議会は、建設のエリツィン大統領と彼の
チームを助けるためにすべき民主的改革を行う中で（リンクは2013年9月30日、私がここに適切だと思う10月A.Illarionovymの事象の分析
を追加しました）。すぐに別のチームの間で焼いた矛盾のほとんどは、私は彼がサービス中尉を始め、スタッフに続くオジンツォボ、で
私のユニットに戻りました。勤勉さがなければ司令官や大臣の注文を任命した旅行「大佐」位置、の3年後に地元の「指揮官」の指導の
下、マヨルカの位置にサービスを継続します。今、私はもはや私が持ち上げるために均一なスタートで白いカラス軽快混乱として、シス
テムに適合していない私は、若い人たちの「教育」にも聞かせて、としています。私はうんざりだったが、また、軍から去ることは困難
でした。私はAstaschenko AAとの通信にコンセントを発見しました そして民主党、オジンツォボ地区の他の人格。人々はまだ簡単に家の
周り掃除用ワイパーを動員し、学歴とはいえ、市民主導の「吐くしたかった」 -人々の文明のより高いレベルまでさえ用務員の顔に、政府
関係者に提出する習慣、および他の長い間そう残りやすいです。そして、これを補うためには、各章の再選挙の伝統を導入する必要があ
ります。
1993年4月、憂慮すべき。で、休暇中には、改革運動からイヴァノヴォのオブザーバーに投票に行ってきました。「ソ連の国土は、」
票していたソ連の力に対して社長への信頼が、彼の政府の若い経済学者と会計士の新しいコースのため。ところで、民主党からのオブザ
ーバーはほとんどホテルでは「観光」はこれまで自らのマスターと感じている犯罪組織から良い若いビジネスマンからも彼らに自由を寄
付しながら殴ら-国の犯罪の危険性については、私はその後書いたが、実行委員会のRDDRにかかわらまだそんなつまらないを与えられて
いません彼らは無事に戻ったが、その自由は少数の人々が世話を主に暴力団を利用し始めました。
もう一度、私は勉強することにしましたが、1993年6月では1992年6月のように。コマンドは著しく戦闘操作での私への代替がないことを
口実の下で私の権利を侵害し、私の不在中に社長の下で行政のアカデミーに入学する許可を与えませんでした。だから、社長を保護し、
それが即座に優れから脆弱であることができます。私は文句を試みたが、無駄に：私の権利と「便宜」、「指揮官」の頭の中に生まれ、
自分の有利に解決されていない矛盾。うっ血陸軍では秘書とのすべての種類指名 スタッフと非会員と警戒同志を。おそらく、中央装置の
事務処理部品、倉庫を欠いて、それらのほとんどは、秘密の防諜エージェントに募集し、喜んで報告を保証し、彼らは、さえ中傷役員し
たい場合。それは周囲のグレー質量の人員と合併した場合に、このすべては、人間の尊厳に秤量し、軍の破壊に、役員間で不信感を引き
起こしました。私の近くにサービスの多くの同志たちは彼の灰色のフォームに「彼」大佐の肩章を受けました。同じグレーの制服のため
の一般のランク-そして、最もスマートコマンドと自動化とコミュニケーション成果の制御のために敬礼しました。自社のネットワークと
KGBを作成し、拡張し、その「キツツキ」は、原則として、賢明なキャリアの成長と優先材料を提供する意味：フラット、車を、バウチ
ャーは...一般的には、小型から大型まで全国共産党率に忠誠の空の誓いで覆われています、酔って、盗む防止の価値志向を失い、戦争か
ら回復した後、50年代には、市民のイニシアチブによって制御される国の発展を妨げているため、とKGBは相対的な「キツツキ」をノッ
クバーストペレストロイカ中にはありません。神に最善を与えるために誓いと約束。
1993年10月中のドラマの後の冒険者が自分たちの利益改革プロセスに古い風景ネジに議会侵害しを装っ力で試してみましたソビエトパ
ワー（共産党の指導なしに最高評議会）とのアニメーション風景、私はもはや受動的にイベントに参加できませんでした。
独自のイニシアチブで、私はの副候補を提唱し、民主的な改革のロシアの動きミサイル部隊の主な介護者と民主改革運動とは、いわゆ
る建設反対運動エリツィンの執行委員会からの支援の合計不在の「説得」にもかかわらず、111オジンツォボ地区に。連合は非民主的だっ
たと直感的な方法を開発した後、ロシアは崩壊しました。人は決意し、その値の累積と市民民主主義社会のガイドラインの世代を固定す
るための長い憲法のプロセスを必要とし、その地域の持続的発展のためのスキルを開発します。
最初の自由選挙は「ロシア」新憲法、そして私の自由のレベルの本当の意味、および一般的な政治文化、行政の役割、ロシアの民主主
義と個人の権利の割合が、自由民主主義の西洋経験に人の即応性の程度を与えました。私たちの地区で優勝 Lukinを、はるかが満たされて
いない、彼は共同行動の一つで私に言っていますが、我々は彼と握手しています。彼の党「ヤブロコ」を呼び出すと、彼らは唯一の人々
の貧しい人々の政治意識を混乱させる。
私にとって 重要なことはしたリーフレットに参加し、したがって、私は、フレーズが含まれている「現代の英雄のための投票を...」と観
衆の反応を強化し、総パイを分けます。これらは...財産を所有することが許された奴隷、より悪い、特に自身の意見昨日の奴隷の最初の
選挙だったとこと、彼らの社会的なマスクを落とし、すぐにマスターになりたいです。プロレタリア独裁から共産カーニバルのマスクは
オーバー、市民が自分の顔を明らかにし、自由な生活を始めています。多くは真実の瞬間は多くに衝撃を与えた、震え、彼らは戻って、
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以前のカーニバルに行きたかったが、残念ながら...
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その時点での任意の建設活動は、人口の解放の利益のためだった、その自由、民主主義、むしろ自分の利益よりも一般的な擁護危険に
さらした英雄の不利益に....人生の西道、人々の建設的な活動の開発加速、様々な労働組合での市民の位置、パーティーや動き、そして
今、将来における当社の成功のための唯一の条件とすることができます。このために、我々は彼らの問題を理解し、人々の団結に社会的
な管理を指示する必要があり、フィールドでの建設的な解決策は、ロシア、和解できない戦闘機と熱烈な革命家や彼らの感謝の子孫の指
導の下、お互いにない対決を通じて生活の質を改善するための課題に対処するには？唯一のチームでの社会的、専門的な問題の後、人々
から生まれた企業集団の連帯、社会の問題の政治的解決のための社会的基盤。一方で、人々は自分を拒否することはできません、そこか
ら封筒と安いウォッカで給与、生活のためのその品質の機会を販売します。
結局、厳しい労働組合のボルシェビキが繁栄にロシアを率いているのでもちろん、民主党は、統一されていません。大統領共和国のパ
ーティでの数十年は倍してみましょう、...ではなく、エリートパワーのため、しかし、個々の一般的なエリートの合理的な人々に、21世
紀の真ん中へのスムーズな移行と21世紀の今後5年間でロシアのコントロールの5％の改善への権利のための競争のために戦うことはあり
ません地球上の合理的な社会秩序への状態と世紀の終わりに。
1993年12月の終わりに。議会選挙で「民主主義」の敗北に触発以前、「指揮官と教育者」のように、私の個人の権利に焦点を当てるの
ではなく、集団（コミュニティ）とロシアの新憲法の採択後、私の戦闘訓練の順位を与え、2を入れて、下げ給与は、厳密にランク内の場
所に私を指摘しました。チームは見下ろした-と軍に、彼が拒否されました。 不快、苦しませる始まった（捨てられた「愚痴」のパックを
いずれかを破るする準備ができていた...、幸いにもその時に現れなかった新しい所有者は、言ったと私は、高度な横のつながりを持つ革
新的な自給自足の個人のロシアの出現の希望を持っていました）。
1月、1994年。私は「チームなし。」順不同で再び午前 オジンツォボ「司令官と教育者の地方選挙では、すでに彼らは、このように、彼
らは何を引き裂くことを敢えてしていないことを他の政府、手のいくつかの下位エンティティへの道をクリアすることを知っていたかど
うか（私の嘆願書の手から奪った。だから、それは後に起こった-世界最大の軍隊の一つは、もはや彼らの同じ罪から彼の人々を保護しな
い、とさえ）訓練された人材とそれを提供することができます。彼らは、単純に軍人として、私は積極的に投票する権利を使うべきでは
ないと信じていました。それでも投票所のシステムであること、ちょうど昔のように、チームに投票する必要がありました。
2月、1994年。民主化運動や人権に関する記事の直接作用へのロシアの新憲法の採択のための闘争への参加の数年後、私は陸軍、手動で
新しいロシアから排出されたが、警告として24時間のために 静かに立って惜しまれません、現在のランク「伝統」に何の宇宙飛行士、な
い最初の大臣...聖人。行政は、空の値システムまで、それも神からではなく、人の価値観や国家機構「は24時間以内に」十字架にする
「神聖な」力がある、キリストと呼ばれるようなものであるべきです。
私たちは離れて、神は人々が全能の創造主、近寄りがたい栄光に住む恐るべき裁判官の通りであった神の御子の地球に来る前に意志に
基づいており、「リーダーシップの伝統的な考え方」から移動する必要があります。Iisus Hristosは、近い慈悲深い愛情父としての神の新
しい概念を与えた - 「私を見ている彼は、父を見ている」 - Iisus Hristosは（ヨハネ14：9）と述べました。そして、数百倍の様々な組み合
わせで聖書の言葉の力にもかかわらず。状況は、私たちの憲法では似ています。
奴隷の軍隊の一部役員は、私を羨ましく他の人が、私はこのような状況で私の精神的な父を助けることができる方法を見始めました。
私の場所で市民のイニシアチブを表示することを決定した兵士であった場合、それはこのような状況であなたの足の同志、軍曹、令状
役員および役員を殺すことができる沈黙でした。このすべては、新しい民主的な軍隊の建設のいずれかの段階が存在しない場合に、旧ソ
連軍の崩壊によって配合されます。ChubaisとGaidarは明らかに市場や軍自体は先輩が（日によってフィルムミハルコフ盲検を参照）若い
彼のお尻を拭くません新しい関係を作成することを信じていました。
「改革運動」の私のボランティアが悪化した位置にあった、と私たちはお互い共感を可能性と民主主義がロシアに差し出すことを願っ
ていますし、新しい法律は、人々が再びその建設的野党と貧困と失業涙と駆け出し民主主義の汚物に浸漬させません。
一週間後、解雇があることを私に説得しようとしているミサイル部隊の軍事検察官四時「飾ら」を正しく（つまり、行政機、リンク、
それは正しい方向に動いている）と、裁判所に行くには、自分たちの権利を守るためにすべきではありません。私自身はバック「に行き
たくない友人を戦っ勤勉で」私の軍事訓練をチェックし、そのランクから解雇を発行する「指揮官」を助けました。そして、これは合同
軍事の仕事の15年後...彼らはされて 正直ある役員、そしてどのように非難することでは決してないすべての人口と私はあまりにもそれら
を持っており、1996年に、今日忘れてしまった、といくつかの挨拶を言う- 。 神は彼らを判断します。いくつかは...自由で民主的なロシア
であり続け、その多くは上官のサービスで彼の熱意のための報酬を待たずに、一つの理由または別のために軍から逃げました。元活動家
やpartgruporgiは、KGBの役員は、従業員と今のビジネスで競争相手になってきたかつての戦友の暗殺までの動作の剛性の方法を使用し
て、市場で取引されます。システムのロールバックのイベントでは、彼らは再び彼の胸を打つ可能性があるのでと働く人々の権利のため
に戦闘機の活動家に行きます。ロシアは兵士のためのミドルクラスの専門家の役員軍団と将軍の加速解雇粗い動物の顔の新しいコアを必
要とします。しかし、中産階級は、リソースを蓄積し、海外でそれらを密輸し続け、プロの兵士たちは、少数の人々が行きます。
ロシアは暗い...国境、習慣、無料の内部市場であり続けています。今日の競合を使用して、「ビジネスの人々は」国を略奪し続け、スリ
中央領域は、モスクワに定住している、と人々は酔いで死亡し続けています。
共産党による制御モード軍（陸軍、すべての勝利と敗北の主催者の建物と破壊の礎石の監督の下で）、 KGB個々の部下による検査のた
めに、kontravedkiと指揮官の個人的なイニシアチブは、イニシアチブを交換し、男性人口の発展を妨げと戦士、一次資料の抄録、議会の
決議を考えました両当事者は、内部の垂直チェーンで編成、互いに不信 「空」の詳細をpochinonnyh抑制するだけで口の中を見することが
でき、均一の数値、または当局を 自国民と戦うために。自由で独立した外部のマルクス・レーニン主義と市民の知識人の思考を抑制。
平方向の関係が不足しており、そのイニシエータの疑いを引き起こしました。兵舎3「同志」で第四、残りの70のすべてがそれを無視する
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ことを学んだ勝てる（チェチェンでの戦争の経験を勇敢3-4は偽造や会社を破壊し得ることを確認）。
社会はまだ彼らの軍好きではない

彼らの役員。サービスを回避徴集兵の数万人、および他の軍ロシアはありません。ゆっくり状況をまっすぐに、血と勝利だけ早く生まれ
た新軍将校と新しいだけで数十年のための世界、お金と軍関係者への十分な時間を多くすることができますが、どちらも1も、私たちに他
の人にそれらを十分に与えることはありません。でもそこ教材、そして戦士のための憲法解釈されていません。「反逆」疲れて混乱人々
はロシアの費用がかかり、そしておそらく新しい血と競争力のある産業の新...陸軍（残念ながら唯一の有名なの誕生ます 「カラシニコ
フ」）。血と多くの人々が、それはあまり勝利だけでなく、軍事用有能な将軍を必要と注ぎます。党細胞は犯罪不利に働いていなかった権威と有益な人は今そこにあります。
共産党から私の世話をして過ごした年にもかかわらず、私は積極的になりたい、と彼の解雇の後、しかし、最高司令官は、一度に部下
を考慮していなかったでしょう。活動家は、民主党から新しく登場人事役員をdemdvizheniya西のテストのための適性のテストのテストを
上演し、自由な人々の大衆運動は、指導者をおびえKholuyの少数民族と辞任過半数での作業に慣れて、そして新しい「民主主義」の中で
肘、その彼らと非常に多くの信じ者そしてエリツィンの少し近くのソファは、私はしたくありませんでした。いくつかの政治的なトレー
ニングの名誉は私たちの委員は、彼らが他の名誉に異なっていることを証明したように、彼は、思い出しました。現在の民主党は、彼ら
が他の民主党より民主的であると言うようになりました。どうやら、人口の品質は私たちが今だけ三流成功のことができるようになって
います。「demshiza」用語「dermokraty」などが登場 民主主義勢力のフォーラムの一つで、スミルノフは軍が来るの要求を発表しました...
そして軍が戻って来て、彼らがいたコマンドを、話さなかったことを言った：私はうんざりしました。政治改革の封じ込めの明確な方針
がありました。Gaidarとヤシンとエリツィンは、明らかに経済に焦点を当てたと質量民主化運動を支援することを拒否しました。それは
裏切りのようでした。再び人口を分割する国の民主化時の為替レートの変化は、ソーシャル・キャピタルと市民社会の最初の動揺を破壊
しました。メディアは先進民主主義国とロシアの民主主義を比較するために始めた、エラーをアクティブな市民をおびえ。理論家とシシ
ーは強かったし、下からの民主主義の細菌を破壊しました。私は肥料が得られていないないことを忘れてしまいました。そして、それは
移行の特別なメソッドを実行するために、警察や国の民主化を強化することが必要なだけでした。私はフォーラムに極東から来なかった
と私は戻って遠くに行かなければならなかったことを神に感謝。たぶんそれはなぜそこに後から、「極東共和国の犯罪者」だと、すべて
の社会的関係は、刑事シナリオの下で開発を始めました。たとえば、代わりに民主化活動家Dudayev顧問のエリツィンは彼らの無能な行動
は過激派、チェチェンの山の中で制御されていない連邦政府武装グループになりました。
執行委員会民主改革運動は、私の推定では、執行委員会の「革命」のレベルで、唯一の自分の問題を解決することがほとんどできた故
ブレジネフ時代の集団農場の党委員会の平均より低かったです。「ペレストロイカ」の指導者の政治的リーダーシップを拒否、互いに反
対勢力に噴霧した、中等度および組織化民主化運動の作成に失敗しました。立って、あなたが理解していなかった何人たちは、散在し、
次の選挙で彼らは「ロシアの女性を」バイパス。その後、彼らは庭に建設的野党からの撤退や多くの国や国籍は解放されたと武器が起動
するように、ロシア、中の状況について話して外国のために残されています。
内部と外部の関係を確立するプロセスを行ってきました...そして、実際には一度に国際社会に注ぎます。パイの最高級の作品を民営化す
るために管理している人たちを残します。すべてこれはロシアの新しい社会の発展を鈍化しました。人口自体はリベラル派をだましたと
考えます。
ユニットは、生活費を稼ぐ、アクティブな公共の仕事を続けました。その中で、私はかなり S.FedorovとK.Borovoy。
ロシアでは、当事者が安いソーセージと冷たいビール愛好家の現れ始めた- 「ロシアの男性」、会社のサポーター「おじさんベンズ
は、」ロシアの大統領とペトゥシキで収集した署名への代表者を指名する「準備」、米とケチャップを埋めることを約束します。
建設的野党であるDDRの指導者たちは、私はフィットされませんでした。彼らは分離し、互いに競合し始めました。彼らはコテージに反
対しているか、受動的になり、民主的な構造、トラフィックを投げ、ガバナンス体制でまともな場所を得ることはありません-アクティブ
民主党の何千人もが、基本的に騙してさらに悪化裏切られました。私はビジネスマンに来ていない、犯罪、そして貧しい酒飲みのスケト
ウダラのために失敗した公共政策が勝ちました。
場合は、主要な専門家や好きな作品にモスクワ市長のオフィスに私を導いた コンピュータコンサルタント。そして、1994年の秋インチ
私が教えて コンピュータを使用しての基礎を。
インポートするにはロシアで、これまで焼くだろうロール、キャベツとパイのための永遠の良いの個人的な構造的に母豚穀物...の位置に
あります。 おそらくこれは、誕生の90年の市民になり、一つの国で共産主義を構築するためのツール、世界的な経済管理のための市民カ
ードではなく、労働者として生まれました。おそらく、私にガフリイル・ポポブ与えた市長のオフィスのアシスタント業務マネージャと
おもちゃと勧告は、古紙バスケットに投げました。
私は仲間を離れ、あまり動揺しない最初の時間は、彼が教え続けました。
そして、私と一緒に見事に獲得した私のかつての「指揮官」は、規律を強化し、戦闘準備を増加し、「正直」は、一般のランクを得、
そして戦争がチェチェンで勃発したとき、静かに、村で会社を取り巻く分割軍のトリプルリングの同僚の「勇気」を見ました各対戦相手
を狙って、その後、村の「グラッド」の適用後に、世界中の公共の完全なビューでは、リングの外に「誤解」にそれらを通過しました。
私の元上司は、彼らのロバのために、ストライプと大きなサイズに椅子を自分のズボンを変更し、その戦略的な到達不能に喜びます。
れらのいくつかは、与えた、と今でも国の上級管理職に助言を与えるが、他の将軍として、沈黙の中で見て、「力は」プロ意識の欠如の
醜態だけではありませんが、また、行政の頭の選挙で犯罪グループの参加のため。彼らは、内戦の伝統を続け、彼らのストライプを獲得
している平和の時間で剛性ガイド部下のための リーダーシップと軍産複合体の将軍とし、調停。私はボディ制御コンサルタントを持って
いるので、そのような状況の拒絶反応の兆候として成長させ ちょうどひげ。
シンボル改革運動-長い「咀嚼」を持っている「バッファロー」や「牛」は、おそらく正確にロシアの事務の状態を反映し、 民主主義の
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価値を、そして攻撃で「オオカミ」、誰もが自分自身だけに依存する権利があります。若い会計士を案内する私たちの国でアドバイザー

ズオオカミ狩りが不足している、と候補者の一部は、ちっぽけなスヴォーロフで自分のスキルを評価し、攻撃的に電源のために...不可能
の隣に配置します。
1996年の混乱とは、選挙でエリツィンの権限の延長を余儀なくされた後、私は少しリラックスして、プロジェクト副N.Moskovchenkoに
よってサポートされている、「インターネットでの陸軍士官学校」を展開することができましたが、市役所のプロジェクト情報のハブか
ら職員がブレーキをかけ、そして私たちのチームは辛抱することができませんでしたそして私は、彼自身の費用でそれをやりました。
は、社会運動のゴルバチョフとエリツィン変換客観的プロセスの再構築は、ロシアの愚かさを描いていることと信じています。それは私
がこの期間を感謝し、誰と個人に対する明白な犯罪がなかった場合、何が、歴史的な観点から、それほど重要ではないと述べたか、ロシ
アの社会システムの年間の進行で行われているものです。
カリキュラムのページに存在する時間（1996年）で、 - 「WORLDボリス・メイヤーオブ」の変化の問題を示し、先進国の国際社会にお
けるロシアの世界市場への参入や配置を確保するための解決策を見つけるためにしようとしています。私はそれを探求しに変身する時間
です、人生は一意であることを信じて、そしてその人のアイデンティティとパワーのための全体の古風な欲望と社会の中で非常に混沌と
したパワーに基づい文明管理。必要な場合にのみ、法律に基づいて、法律や弁護士（法律の執行）、人の是正行動を介して制御。特にロ
シアのための主なトラブル-何千年ものための人に対して暴力を長引きます。排除の暴力は社会構造だけでなく、材料全体の世界はすべて
の方向に拡大することで、移動中に存在することを実現することができます。リニアデザインやpurposefulness千年帝国、共産主義、など
社会的な問題の基本的な性質を述べた上ですることは不可能。指導者たちは、社会的経営を学ぶことができます場合は、新しい国家の全
盛期や国連の家族の中で、ロシアの偉大さは、徐々に形成します。すぐに画期的な社会科学を作り、そしてまだ危機から出て、全体とし
てのロシアのためのより良い現代国連に統合することができます。まだ私たちとみなされますのみオープンスペースを、ロシア社会は復
活しません、そして、グローバルコミュニティに-民営プロパティへの個人の独立したエントリのために緊急に法案を準備した後、昨日の
奴隷は、あなたの母を破壊する必要があります。西ヨーロッパとの協力のために、我々はそうでない場合は、一定の小競り合いがあるだ
ろう、強制的に国家適応プログラムを開発し、実装する必要があります。
私は好きだコンピュータ、庭、自転車、チェス、社会的プロセスとの問題 、国家安全保障の統合世界への参入の際にロシア。私はロシ
アに滞在します。
パーティーはsocial-に同情する属さない民主的、公共団体、将来グローバル世紀における我が国のデバイスのリベラルな夢をして支払う
ために本当のロシアで生き残るためにしようと 、教師、大きなコミッション担当者と家の中で私に厳粛に手渡し、代わりにバウチャーの
「HERMES-UNION」やシェア若い会計士の強い要請で高いリーダーシップ-改革。どこかの誤算ことを除いて、若い経済学者-彼らは良い
男ですか？自分の時間は、おそらく2008年以降、来る、と私は応じてそれらを選択するあなたの基準に。ただ、生き残るために。民営化
は、マスターとチェスの同時ゲームのようでした。多くは民営化で、ゲームのコースが失われたものでは推測していません。
戻る1993年のIいくつかの一つが動作するPCを使用しますが、一般的なESIN任命サービスにおける私の戦友の特別委員会は、EUの実用
的なコンピュータアプリケーションで私をチェックし、それが戦闘指揮統制システムを保証している道の貧しい知識の上に私を解雇する
彼を招待してそして核ミサイル。私は約安全vzlotahのミサイルやモニターIBMの自宅のパソコンの前の司令官のためのスタートボタンに
関するテレビ報道を残し、ESINは偉大な一般的だった、引退する「追い出さ」、そしてすぐに喜んで引退しました。
専門家は戦いのseamy側のコストが恐ろしいの管理であると信じています。ミサイル防衛システムを克服し、レポートが削除されていな
いターゲットを打つには、私たち市民は紳士ではない、と彼らは自発的、強制的な投資の結果とレポートを台無しにしませんでした。
かし、彼らはもはや、その人がまだでき、かつ制御したくない様々なプロジェクトのアップを開始するには、あなたの開始資金を折りた
たみ、新しいキャリアの役員や部門の民間人職員に仕事に行くされていません。
ロシアは予想して凍結しました。
エリツィンの多くの場合、交換可能な「チーム」には、自由民主主義の旗の下に作用するため、経済全体として、モラル、人格、家族
による間違った問題解決のための構造と状態の、災害に国のスライドを止めることができませんでした。リベラリズムは本日、効果的な
場所で、世界の残りの部分を、それらを投資するロシア軍とリソースの分離を促進し、これが唯一の現代ロシアの危機を加速します。
一の精神的な復活を通して、徐々に実現された 値を、ほとんどの人が変換されますし、休暇のためにロシアからカナリア諸島に旅行する
ことができるようになります。そこに取得するとどのくらい再び待つためにどのように？うまくいけば、それは理解するだろう。
結婚し、2人の子供。
社交的な性格実質的に健康に必要な悪い習慣のない滑らかな、、、、ほとんど楽観的。
私は出版のためのスポンサーを探しています彼の講義 PCアプリケーションの基礎に。
何をしますか？草原や周りの草原 ...
1996グラム。
2002年5月以来。私は前の段落をそのまま残し、その歴史の中でテキストを継続することを決めました。
拡張
1998年6月、父が突然亡くなりました。Gus-クリスタルで父親の葬儀で、私に家族の過去明るい女の子の私のクラスメートのいくつかの
人生そのものの崩壊の話を語りました。全体的に、これはすべてではなく、生き残ることができた価値観や人生の目標の再評価、人口の
ひどい絵でした。

1998年8月、ロシアはその破産を発表しました。唯一の家族や教師の仕事は私が生き残るために助けました。
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ロシアは1998年になりました。会計士を必要としない、値のすべてが民営化されました。遊離した資本は、その効果的なアプリケーシ
ョン領域に流れました。今、ほとんど平地に、私たちは皆の努力を必要と TOPS復活の品質のためにすべての国の創造的な仕事を整理で
きる個人、家族を、そしてロシア 国際社会への毎日と慎重な統合と近代国家として。
限り、世界は自由な移動のための効果的なグローバルな枠組みとしての形状Sverhnatsiyaを取るようになったとして、人々 、アイデアや
資本の国連識字または類似の構造に応じて、細胞のグローバルな世界のいくつかで計算された、透明性要件の最大の満足に。計算能力開
発の過剰はsverhnatsiiエリートがブロックされます。この国境を越えたエリートは、世界の国々の残りの部分を取るのだろうか？
すべての共通プロパティの質量を奪って、この貫通人口の経済活動の減少、国の貧困や国境地帯の人々の実際に占領へ、 - 不注意ロシア
のグローバル市場経済への参入、訓練を受けていない人や、中央ロシアの大衆の焦げ共産主義思想のイニシアチブは、信じられないほど
の不正につながっていますソ連時代には、多くの羊の群れを維持し続け、あなたのビジネスを持っています。
選挙の失敗とした後、改革運動と社会民主党の支持者の組織化のための提案の1997年に繰り返される インターネットサイトを通じて
1999年2月と訪問。ロシアの社会・民主党の3議会は、私は彼の政治活動を中断し、自分の好きなコンピュータ技術に従事しました。彼は
熱心に仕事に設定されているが、ロシアを信じていなかった米国社会-民主党のリードを奪った新しいゴルバチョフ、（おそらくKGBに）
不自然アクティブ若いアシスタントに囲まれて、。
例えば、YavlinskyまたはBoldyrevは、より多くの役割に私の心に来ました。また、改革運動の執行委員会の新しいヘッドは、おそらく
KGBの元構造から切り離され、氏Rydkinは私のコンピューティング・イニシアチブのすべてで私を拒否し、社会民主党サイトにそのアー
ティストのために頼っ http://sd.org.ru/。この時点で、変化と私たちの集団に対する熱意を乾燥させました。
そして、テレビにと1999年の初めには、家庭や学校のコンピュータと事務机の日々の形で任務に戦略ミサイル部隊の司令官を示し続け
ます。彼の後ろ、3つのロシア文字と3つのアラビア数字よりもはるかに多くを循環しない「麺」ケーブルの装甲指揮統制タイプの中継機
器の10トン。受理証明書上のペンのストロークが地面にのためにたくさんのお金埋葬されたストライプで彼のそばに私の元上司のコマン
ドと制御および通信システムを、まだunquestioninglyに囲まれて、彼の側近は、その活動のワンダーランドの分野では、コマンドと制御の
果物の最初の木の苗を期待捧げ。しかし、これらのフィールドは非効率的で冷たいロシアのスペースの中で楽園の崩壊帝国の男マネージ
ャ希望の周りに多かったです。
1999年の終わりに。「偉大なビルダーは、」エリツィンは信じられないほどの進歩なさ-手渡した状態ホイール 疲れペレストロイカロシ
ア、ロシアのない主人公が、ない...ジェネラルドゴール、フランスと彼のユニット、KGBの中佐株式そのまま再配置の幸運と中性役員を
したとして。おそらく、絶望のうち、が、その後誰かがそのバージョンを作成しており、それが考えられています。我々はすべて事前に
オーバー思ったら...しかし、そのような状態にロシアは、行く行く...そして時には実行する必要があります。
一貫性のあるサンプリング軍の背景とセキュリティの完全な欠如に対するロシア - チェチェンにおけるマンションの爆発や長期の反テロ
操作は唖然た、この決定を取り、ロシアプーチン大統領を選びました。私はのために投票しました。陸軍大として彼自身が将軍は、完全
な混乱を示し、そして時には臆病1993年に下院に立候補したとおり。国は、公共の安全と元伍長その後、ロシアが率いるされていない神
の栄光を確保するために、その基本的な機能を果たすために。
2001年に、私はベレゾフスキーとGusinskyに対して不可解なキャンペーンを開催したとメディアが所有している、少なくとも私の意見で
は広告の他のチャネルからの経済的損害ものの。
ニューヨークで2001年9月11日のテロ攻撃の後、私はすべての秘密の全面禁止後の移行の始まりは、グローバルな世界秩序の新しいシス
テムを開始することを固体自信を持っていました。世界のすべての秘密のサービスは、化学・細菌学兵器として禁止されるべき。矛盾、
製品や組織のアイデンティティのすべての歪みは、（例えば、パーティや自民党ヤブロコは、適切なエンティティ名を着用しなければな
らない）、同様に禁止されなければなりません。近代国家の大多数で法案の早期採択までは、私はすべての大統領の合意に敬虔なのいず
れかを信じていません。どこでもうそ。私はこの中で、私は一人ではないですことを願っています。組織全体の問題に加えて他の値にそ
れを再配向、国家や国境を越えたエリートの無制限の濃縮の問題を解決するように見える、と公に世界人口の発展に向けたリソースを解
放。
2002。最高司令官は軍が無視の十年後に尊重し始め、通常の軍を支払うためにお金を発見しました。最近では、フルタイムのセキュリ
ティ担当者 - 私にとって、これは社長の重要な動きです。
八偉大な法律の下でそれらを開くために州、法人・個人の検査のために陸軍将校をもたらすことについては、近い将来に合意すること
が良いでしょう。異なる性質のヴァルの秘密、秘密、戦争や犯罪が文明をオーバーフローしました。 2001-2002のためにのみ。するために
私の家族と私のメンバーを見よ巧み身なりの私より年上の路上で、日中に数秒を奪われた スリは仕立て上の店の上着やワークショップを
探して聾唖外国人労働..
2002年10月23日。チェチェン反乱軍はアラ・パガチェバ大胆に交渉に入って、まだ健常エリツィンとルスラン・ハズブラートフ理由と
して、または明らかではない、モスクワで800人を押収しました。例えば、代わりに800人のロシア人やゲストの人質として自分自身を提
供することができます。エリツィンのために、動きは彼らの政治的「波線」プーチンの意志よりも強いだろう。野党のエラー1992年から
1993年におけるエリツィンの市民勇気と受け入れのKhasbulatovデモンストレーションのために。
今日では、2003年2月23日には、 過去10年間で初めて、ロシアは立派に残念ながら、無意識のうちに自分の問題を買いだめ、邪悪な人々
の間で、古代の高貴な職業、その後、戦争で許可するようにそれらを強制的に-彼らの専門的な休日の戦士、擁護者を迎えました。
党の政策の発案、兄の過ちの責任となります - 多分休日については、このノイズは、イラクの差し迫った米国の戦争に関連しています。
うまくいけば、ロシアのイラク政権の敗北の後、必然的に、最近の過去の自分の過ちの負担の悔い改めと精製のイベントが発生します。
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2003年4月17日。副セージェイ・ユシェンコブ、私にはいい人、そして政治を殺しました。だから、運命は私たちのパスが交差すること
を命じたが、よく見るとことができませんでした。彼から私は「ラジカル民主主義」1992年臆病役員の名前を採用しました。私は余裕が
ない今、残念ながら、このような答えは - 私は、私は「ラジカル民主党員」だった顔でそれらを投げ、政治的方向について尋ねました。
これは、ロシアのラジカルのための場所がないのは残念だ...彼らはほとんど常に面白い人です。
無法は、そうでないロシア人が剣の両方を持つビールの瓶を日中と夜間に歩いて、あらゆる機会に、民間でお互いをびしょぬれにな
り、プーチンを停止すべき殺します。
私にとって今年の2003年9月18日、突然、別の再構築を開始しました。
不動産の病院で偶然に呼吸困難であることを発見しながら、負傷した鼻から、だけでなく、大動脈の重要な延長上と胸でこの鉱山で生
活する私を残していないだけでは、以上の1〜2年ではありません。独立したアドバイスを掲載して放電プレザントの部門別の病院を案内
します。クリニックは№1Iは、入場のための委員会に送られた RNTSHはオプションは、この操作はすぐに支払うことになる操作の場合は
7000〜$の価値があると発表していない私。他のオプションは、私がお勧めしません。私は彼らの任務機能および患者の権利に興味があり
ます。
モスクワ市長室でのロシア軍でのサービスの23年間、ほぼ10年間、お金を節約することができませんでした。年金積立金役員〜3000ル
ーブル、市庁舎と〜7000ルーブル、モスクワの政府における情報技術のコンサルタントの給与、サイト構築の利益の私の取り組みが持っ
ていません。私たちの組合は500ルーブルよりも多くを助けることはできません。
息子は、私たちのサイトのページを助けのために裕福な市民にアピールすることにしました。
私は私の状況と誰が操作をより安く作ることができますどのように深刻な考え出しました。
2003年10月30日。
医療保険会社マックスメートルの息子からの専門家のアドバイスに保健省にアピールし、予算案の操作を行うための要求との手紙を受
け取りました。この手紙は私が私がセンターは状態の従業員が混雑し、私の番が到達したときに、電話で私を起こしブランチであると言
われたRNTSH、で入学のための委員会に彼女を運びました。私はときだろうか？
図patsientaは、権利を失敗した、と委員会の機能が分かるだろうものです。リファレンス委員会は、診療所や病院では、医師は自然な市
場の守備の周囲を撮影していません。これは、すべての球で起こりました。20〜30年でありそうな新しい条件でのホステルのルールを確
立します。
Chubaisの計画の急速な民営化の段階の後に私の世代は、自分の（私たちの）国民によって奪われました。そして今、国で新しい内戦を
成熟、および起業家の市場価格は、教師、医師、兵士と国家機構の他の従業員の予算ポケットを攻撃します。
私たちは、何かをしなければなりません。外科医と患者、教師と生徒は、現代ロシアの軍と民間人がロシアの法律分野で互いに調和対
話する必要があります。
私たちのオジンツォボ地区でSobakinのための唯一の候補者は今何をすべきか知っています。息子が任命への約束のために彼を求めるも
のとします。
2003年2月11日
週末に入院の忙しい45日は、ちょうど約右見つけた後：
- 移植の心臓手術研究所の学科。
- ロシアの心臓病NPK。
- という名前の心臓血管外科の科学センター。ANBakulev。
オールラウンドの防衛に、これらのルールは、かつて私に適切な外科医を説明していません。
人口提供するための手順 保健のロシア省のサイトで、ハイテク医療のがアクティブではありません同じサイトが見つかりませんでした
か、それは、モスクワ地域のためではありません、。
どこでも所定の領域におけるロシアの人口の治療のためルーブルの十億の部門のサイトレポート、およびさまざまな社会的地位や無財
布を持つ個々の患者の行動計画に。ライブと患者と多くのロシアの市民と医師の間の考えに従って行動することを余儀なく。
2003年7月11日
プログラムの私には言論の自由や他の有権者は自分の運命を受け入れ、より良い未来のために死ぬことを申し出ただけでなく、ために
90年間の法定外民営化スキームの予算でお金の返還は、より大きなトラブルにつながることだけ。Nemtsovが病気で死ぬ、貧しい、ロシア
人として、信じ、悟りを開いた目で死ぬことを彼に呼び出され、寒さと犯罪、SPSの指導者によれば、任意の起訴と刑務所の恐れである
ことを上記のすべてが必要です。
彼は兄弟のオリガルヒは、かつて自身が明るい未来に教え、私たちを作るために十分なお金を稼いだと信じたかったです。確かに、私
は同意しませんでした。私は今作ることを学ぶのが好き、とオリガルヒと「パワー」の全11の支店のすべての構造の飽和を待っていな
い、それを戦うために地獄になるだろう。
2003年11月27日
私は、厚生労働大臣に手紙を書きました。保健省から興味深い回答誰か？
2003年12月5日、私はモスクワ衛生委員会で協議の要求やバウチャー（入院）との手紙を受け取った、 私はこれが何を意味するのか
な？。
2003年9月12日
下院の選挙の一般的な結果をまとめました。統一ロシア、KPRF、LDPRとロディナは市民の心、胃と頭を獲得しました。
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私はオリガルヒに対して臆病のATP崩壊を想定したが、Appleは歴史に残るだろうとは思いませんでした。ChubaisとYavlinskyは友人と民
主主義のために戦うために、そのアプリケーションのイベントで彼らの巧妙なアイデアと自動的に実行されているマクロ経済モデルを宣
言していません。彼はフェンスのために彼らのコテージでは、彼らはロシアの民主主義の彼らのモデルの開花のためにテレビで見ていく
ことを自分の愚かな希望を崩壊しました。
もちろん、私は彼がそれが最後の時間を知っていたにもかかわらず、私たちの地区にアップルから右軍とLukinの政党連合に投票しまし
た。右翼、政治文化と痛んでロシアに欠けているこれらのアイデアの導体、および予見可能な将来のため、簡単な勝利はなりません。
Nadoyusプーチンは党右派statistにヤブロコ、SPSと他の右翼勢力と一緒に共産党、祖国と党の新社会民主党内の他の左翼勢力とUnityに変
換します。
私たちは、テレビ画面の哲学から悪党、政治学、社会学、経済学、歴史や他の人文科学を持つ人々を欺く停止する必要があります。
学政策の5％に更新され、現代のロシアの経済モデルが閉じた議論の後に科学の選挙アカデミー前年を提供し、5％の戦いの2つだけの政治
力の一つの実施のための選挙、そして常に人々の利益のためにしてみましょう！人はミスをした場合でも、彼は5％の損失を存続します。
2003年12月31日
チャリティーウェブサイトwww.xim.orthodoxy.ruゆで綴られ、その修理できると熱心なサービスの3年間の私たちのスタジオは、司祭の要
求に応じて役割を果たしました。マイケルは新しい、より正確な名称の下で再び開いた、閉じ http://xim-i.narod.ru/。物語に基づいたケー
ス プーシキンの...
2004年2月16日
15 000ルーブル、製紙会社私の治療とRNTSHにおける特定の病院の問題で実際の遅延量で様々な医療機関で支払った協議の後、私は助
けのすべての種類を収集してきたし、予算ベースで2003年3月8日の後にすぐに入院するためのヘッド医師と合意したtransplantologyの研究
所に行ってきました35件の000ルーブルに達した輸入プロテーゼ、薬や手術後のケアの必要不可欠なサービスの支払いを持ちます。
たぶん悪い息子は尋ねたが、裕福な市民がお金を手伝ってくれることを望んでいないと私は私のために最も適したオプションを決定し
ました。クラスノゴルスクの軍事病院で手術のためにキューを待つする機会があったが、入院の質問は軍事外科医が同じお金プラス彼ら
の信頼を与えられているはずですので、遅れていたが、私はそれを感じることはありません。
すぐに私は心臓手術を持つことになります。それは下院、市長とモスクワ政府のための装置を教え、私の無私の第2次5カ年計画を終了
します。この間、私は、「サービス」や先生、おめでとうございます、またサービス住宅の増加を2,000従業員にコンピュータ装置の基礎
を教え、アプリケーションは、任意の文字が受信されません。モスクワの住宅のための私の要求とアプリケーションは未解答に行った、
と私は仕事を得るために2時間の公式防衛省の住宅で、毎日の郊外に住み続けています。私は市役所の労働組合の委員が言ったように、筐
体を与えるために、20年モスクワK-160ボレで\の時間77866にで提供していますし、市役所に10年以上持っている予備士官への法律はあり
ません。また、モスクワの公式の住宅だけで用務員を与えている、とプログラマーはに想定されていません。そして、この問題で宣伝が
議題にではありません。民主運動G.H.Popova最初の市長、及びその中に私の参加はまだライフスタイルの中に目に見える変化をもたらし
ていません。ほとんどの当局に自分自身を再コミット、再びロシアの身体上の古い潰瘍の拡大に貢献しています。彼らはロシア人を戦わ
ないので、彼らは彼らの権利のために持っていません。しかし、私の闘争は私をたくさん与えられていません。多くの人が活動している
場合でも、我々はパン粉の多くを持つことができます。
2004年8月3日
1999年には、民主化運動の崩壊後、私は、正教会と会った聖Ilii Muromtsa Pechorskogoの教会のためにウェブサイトを作成し、駐屯地の
子供たちのために、コンピュータのクラスを整理助けました。
教会は現在、回復しその影響力の球を拡大し、経済関係に入るされます。Ilii Muromtsaは、彼女の精神のロシアの復活と精製の条件は、
その内部関係の民主化であること、第二の考えを持つ正教会の大部分を管理するための原則を更新し、その約警戒経済の開放性、全体と
してその予算の透明性と各教区と寺から父親のマイケルとの協力の数年後特に修道院。寺Ilii Muromtsa製新聞「10の町」は、決して事業活
動に関する報告書を公開していないだけのキャンドルショップで高い給料クリーナーと売り手に寺に常に誘います。
それは残念です道徳的原則と管理のルールのコード VIII世界ロシアの人民委員会の最終本会議で採択されたが、この問題ではない現
在、最初の場所の世界で対処され、規制から明らかなように、リードして行く、しかしとしての教会の一例のないこの疫病されていませ
ん汚職、贈収賄やガバナンスの非効率性は、社会的な管理の既存のシステムでは、人口の幅広い層の失望の中で停止することはできませ
ん。はい、そして私たちの人口が十分に社会的な経営を確立している-裕福な市民は慈善団体に寄付する急いでいます。
私の心の手術は成功を予測しますが、家族に別れを言ったし、フェンスのない地元の墓地で唯一の正統派クロスを設定し、彼の死のイ
ベントに命じました。人生はできなかった、と私は死の後に必要のない部分ならば何でも民営化。
2004年5月17日
二ヶ月の操作の後に 私の大動脈、私は彼らの物理的、創造的な能力を回復します。私は成功感心 現代医学のと私たちの能力 地元の外科
医や医師を、私は人生のより数年の贈り物を主に感謝します。これは、政府が、むしろ私たちの人々の内部の開発と教育よりも、帝国主
義に対する武器に多くを費やしてきたのは残念です。世界はファシズムや共産主義ロシアの後の狂信者の新しい波の前にロスで再びでし
た。ロシアは20世紀の紛争や、新たな災害の後に回避しなければ、なれない 文明国。
2004年8月22日
今日では、ロシアの国旗の日は、情報掲示板コマンドVlasikhaの駐屯地を拾って書いた社長への手紙全国値の擁護を。
停滞の時代の人々は、私の本当の、植物の生命の庭園とヴィラに住んでいた彼は、自由と民主主義を獲得した1991年のピーク時の英雄
の一握りをやったために彼らの自由と民主的な国家機構デバイスのために戦っていない、古いエリートを破壊していなかった、など騎手

とレーニンとの通話で、豚の女性を作ったスターリン、そして料理人の子供たちは、彼らが教育を受けたエリートになっていることを自
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慢し、任意の条件なしで元の用語を自分のポストを残し、すなわち、ソ連を破壊し、作成した人の中に...私は、以前のエリートを破壊せ
ずに構築されたニュースレターの編集若い編集者繁栄ロシア、だろう民主的なロシアの開発のための広い緯度が近い将来に大きな影響を
与えることを願っています。私の意見の自由の合理的な制限、有用であるが。ロシアは自由への脅威を緩和しているので、今日は直前独
裁として本当のようです。10年の間に、自由は、その後、自由の可能性を成長させ、成長を続けている場合ではありません。
2004年9月17日
ベスランの力士で、それらとテロ行為の衝撃は場所を取るために開始します。私は現段階で国が市民のために実行可能であることを、
私たちの政治と政治家の複数から聞くことを願っています：健康、働く、裕福な、自由、家族、精神的、住宅やその他の財産を必要とし
ない保護された、愛します。これは、制御ユニットは、彼からすべてのリソースを強要しようとしているときに、自分自身のためにかわ
すために人を残して、自分自身で作業を続けている限り、そうです。
2005年1月21日
ウクライナの市民は独立広場に彼らの会長に挨拶します。すべての生産性の終焉に働く人々の政権の崩壊後につながったコミュニティ
の労働者ではなく、市民の80年に建設されたソ連のように私は本当に、ウクライナの市民社会の加速形成の平和を願っています。唯一の
民主主義社会の下に形成された自由人と自然への市民は、20世紀に生産的に作業ができます。
2005年1月30日
私は戦車の中でテレビ粗い動物の顔の一般的に見て、他の日は、5階建てのフルシチョフアマチュア武装グループの4階のアパートにロ
ックされたわずか2日での勝利について報告しました。パンツァーグループの間で週以前のアームチェア将軍は、民間住宅の家の中でロッ
クされた5つのボランティア軍の反対グループ、オーバー日中の勝利について報告しました。
その後、報酬の受領で年金受給者への障壁のセットを作成、全国の共産主義の集会のビルダーによって開始された収益化のための準備
状況を報告するために半年粗い動物の顔の地域職員垂直制御のシーンに移動します。個人的に私と軍の他のベテランのために、すべてを
忘れます。心臓手術後、私は補助金の薬を得ることはありません - 7つのディフェンスのクリニックが自費で購入薬局があります - それは
300rubと考えられています。ポケットから私はまだ...取得すると、おそらく誰かが与えることができます。そして、診療所の戦略ミサイル
部隊で会計および制御を確立する機会がないので、私は、医師を説明しない方法、発生します。金額は、データベースの対象となってい
るときの国勢調査と投票した後、これを関係者がコンピュータ上でチェスをしていないロシア、およびドミノの「ヤギ」について、ここ
で何を話すと、すべての市民の社会的なカードの基本アカウントを整理することはできません...とその後、人口とは、明らかに、解放さ
れている - 何に当社の会計官僚を。
世界価格で国内に商品を輸入、人々の資源を広めるために海外資本をエクスポートすると、情け容赦なく市民を悪用し続けるロシアの
民営化の灯台についてのエンドニュース、、。
また、最高司令官は、全世界のために、形成は、契約の中で、外出先でのランクでの喫煙た（規律の3分の1が見つけるよりも難しい作
成するために、完全な戦闘ギアで分離契約を渡された彼は、私がロシアロシアのナショナリズム今日、昨日の朝の症状を恥じたことを言
いましたお金は自分の仕事のために支払う、これは将軍が権利を奪わ若い人たちを呼び出すためにしがみつく粗い動物の顔を強制的に別
の理由で、新しいエリートは、彼らの資本のために、弱い軍隊や規律その他の背景に恐れていませんでした X構造豊かな国の輸出値）。
私は公共の場で司令官が恥ずかしくなる場合と信じている、と彼の政府の不作為は、これらと同様の粗動物の顔将軍は、ミハイル・ゴ
ルバチョフ前に食べたとして、それを食べるようになる彼の母国諜報機関の方向での権利を奪われた兵士の軍隊を率い。しかし、これは
ロシアの改革のこの段階で終わって、垂直軍を作成し、民政は軍事クーデターの混乱とコントロールに国を突入できないことができます 粗動物の顔の将軍と諜報機関ロシアで多くのことを。
強力な軍隊は、自由の戦士はノーであるロシアの主権だけの人を必要としています。現代、十分な存在ロシア軍は、今日の支配体制を
必要としません。また、アップグレードのを防ぐことができます。そして、他のガバナンス構造で開発された市民社会と権限の不存在下
で陸軍での強さの外観はほとんど常に軍事クーデターをはらんでいます。
同社が開発した民主主義国から借りて、収益化とリストラの統治システムのバックグラウンドであるべき、と急速に垂直方向と水平方
向の国民の団結、社会正義と民主主義のインキュベーター内で強さを得た市民の積極的自由配給および権限を作成することができません
強化するためには、奪う自分自身と自分の軍を破りました。残念ながら、私たちは私たち自身の道を行き、我々は開発し、民事機関と近
代国家になることを管理することはできません。
2005年9月5日
歴史が示しているように、私は主にソ連とロシアの自己保存の祭典として認識勝利の60周年をマークする壮大な祭典、最大の損失を
ponossheyが、その戦争の本当の勝利は、西連合国が主導する自由民主主義の理想のために戦った人々を獲得しています。受賞者の列の生
成、赤の広場にprovezonnoyは、二十世紀の人々のロシアの巨大なエラーのアイデアは、下の社会階層からプロレタリアートの指導者たち
によって作成されたそのエリートの巨大な犯罪は、人々が強制的にプラウとマシンから強奪私の中で興奮しました。 受賞者は、子供や孫
が率いるヴォルガ・白雲母は自分で乗って、でなければなりません。
そして、その日のためにロシア6月12日は大勝利のベテランを迎えるために赤の広場の出発とトヴェリで億万長者と億万長者とのオープ
ンメルセデスの列の経過とともにささやかなお祝いを手配することができ社長が率いる最後の現在政権を学んだ教訓の証拠として。人々
が集まり、ベテランが彼らを歓迎、または少なくともそれらが取られる許容する場合と、そして私たちの原因はちょうどである - 我々は
勝ちました。
2005年6月30日
この春から初夏には私が友人や同僚を失っている：突然亡くなった V.SlipchenkoとV.Vasinが。主よ、彼らの魂を取ります。
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困難にもかかわらずに住んでいたと働いていた巨人が、移動します。自由の彼らのために作成された状態で生きることを学ぶためにま
だ持っている次世代、。
彼の友人の記憶で公開することを決定した自己出版した本のL.Kulikovaからの抜粋私は2000年に終わってしまった誰とV.Vasinとの通信を
提示している、私にはいい人を- 。フォーラムの後、社会民主党。私は店で会っていない本。私は、それが公開されました願っています。
28.07.05
7月の休日は私の世界では、父なる神によって作成された生活の鮮やかな絵をもたらしました：
- 私は地元の湖からタンク会社に走った飼育さGoupilleを削除します。Rotanの男性が床に食べて、他の小さな魚を、タンクから大きな成
人女性の排出量;
- 午前中に木から渡された、私が聞いた後、歩道の声を物乞い寄り添うと、彼は木を離陸し、生き残るために持っていた羽ばたきで見ま
した。
- 植物の中で生き残るためにしてカウントされません生活の欲望が、人類の例は、彼の知性はまだ開発の長い道のり、知的生命の形成を
持っています。
ロンドンの爆撃 - 知性の現れ、絶望がある、社会の「Rotanov」を除去するための別の呼び出し、偉大な知的重量の生存への脅威。水が
巨大な潜水艦を満たしたときに多分クジラは絶望で自分自身を座礁します。
ここに触発キー定義であり、非暴力的な開発I.Ostretsovaの哲学は：
ライフ - 知性の存在の形、聖霊キャリア。
インテリジェンス - 試行錯誤しながら開発する生活の能力は、時空の世界では合理的な行動の公理の蓄積と統合。
理由 - それは人類、動植物の合理的な知性の現れである - 地球上の生命の調和。現世の生活の心のうち任意の形式。
人間の知能を測定する興味深い方法及び社会A.Kazminの合理的な組織を改善し、彼の著書で提案 「知性の理論。社長を選択する方法
は？」。
2005年9月1日はオジンツォボでVlasikha選挙を開催しました
2005年10月18日には ANYakovlevに死亡しました。政治死亡し、残念です社会統制のための力を利用して自由に感じます。これはゴルバ
チョフと彼らに欠けていたものを正確にです。プーチン大統領は、自分の過ちを修正します。しかし、私は、私たちの人々との関係に行
き過ぎていません。
一次世界大戦後の国家の適切なコースの指標 - 女性は彼の首相に選ばれたのは今回が初めてのため2005年1月12日、ドイツの人々。私た
ちの男性政治家社長兼最高司令官のポストに人々に女性を推薦するはるかに動作します。
2006年7月4日
サンクトペテルブルクでは、アフリカから黒の学生を殺害し、かぎ十字を持つ銃の近くで発見。
この時、ロシアのAAジノヴィエフの悲劇の最後の本を読んで、レプリカに抵抗することができませんでした。
私は彼の哲学や哲学などの定義を定めるために、オンラインフォーラムや他の場所に行きました「些細な問題を解決できないことについ
ての言い回しを。」
個々は、いくつかの特定の事柄、そして哲学を作るために管理し、さらに少ないです。彼の作品に哲学的な言い回しは、多くの場合、ソ
リューション陳腐な問題につながることができなかったので、Zinov'evは、例外ではありません。
私は哲学者ではないと私は唯一の私たちの年齢、人間と社会の機能に自分の意見をまとめることができます。
今日では、20世紀後半の技術革新の結果として、人類は再び自分自身を刷新し、この文脈では、グローバル化の輪郭を概説-生命の基本は
人ではなく、民間資本、フェンス、宗教個々の心になり理性の時代のためのプラットフォームとして、地球の新しい社会をそして、他の
国境と制限。
グローバリゼーションは-社会的traetorii人類の名前と、この歴史的な期間内にその主な駆動力は米国でした。
MINDエポックは、地球のすべての人に自分の可能性を可能にし、彼らが米国にだけでなく、生きる可能性が高いです。
でも、仮想的なsamorazvala米国の場合には、同じモーションプログラムと同じベクトルを持つパワーのバトンの自己組織化のグローバル
センターを拾いました。直感的に、これはジノヴィエフは彼の作品の中で述べています。ソ連は、本質的に、世界のグローバル化に向け
て歩いたが、彼の、教授になった村から少年、後悔その非効率的なソ連の方法。村の愛好家、学生の兵士教授-そして私は自分自身以来、
非常によく彼の父の後継者を、それを理解しています。しかし、米国の主導権を後悔することにするかどうかを傍受しているという事実
は、指導者を助けることができますか？私たちの多くは今も覚えていると観察することの代替は対立、プラクティスと結果だろう。もち
ろん、グローバル化が法令を導入することではない、ゆっくりと行くことが必要です。特定の機能は、数年前の人類の何千も観察された
が、まだ遠い関係に正直から社会。男は侵略根ざした何百万年を絶えず生成されます。
私たちの若い人たちは、グローバル化のベクトルと、個々の心の蓄積に自分の力を送信するために助けることができるなど、サイド
Vosmorkiと米国での私たちの大統領の強い位置、政府と下院。ロシアについては、この困難な移行期間における当社の指導者のビジター
変動が心を所有して人類の若者への文化的伝統の伝送に資するものではなく、世界秩序の問題を解決しようとする力の性質を与えられま
した。
2006年6月21日
数十年後、個人と社会、反射とロシアが最終的に経営の本に彼らの手順を確認することができます設定で直感的な積極的な参加の社会
運動における真実の探求。私にとってそれはイベントでした。私がお勧めします。
1. Khalipov VF Kratologiya - 政府の科学。コンセプト。M：経済2002。
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2.経営思想のMarshev VI史：教科書、M：インフラ-M、2005。
3. グブ・アタマンチャック 管理：自然、価値、効率：学校のためのマニュアル。 - M：学術プロジェクト;。文化2006。
民主的な変更の期間[2]「私達が何とかなぜ私たちの国と19世紀のポスト改革期間中の質問に答えるべきである。、そして、20世紀にお
ける社会主義建設の時代にからの抜粋。そして、（まだ！）（XXI世紀の初め。）彼ら自身が破壊に国をもたらしながら;.社会主義そのも
のを拒否で民主党リベラル派が国を作ることはできない場合は、ボルシェヴィキは、先進国のバックログを制限するための帝国政権を批
判している場合ずっと、不活性弱く、効果がない、他の国と比較して、制御され、ダイナミックな発展とpodoy 彼らの一部の政府機関と
その管理の理念や価値観には、このために探すために必要があるいくつかの要因があることを意味し、その問題を解決するためのTY、。
彼らはスキルとその伝統的な活動？私たちの人々の心には？ですか？それともでも何で？体重コントロールでわずか研究ypravleniyaは、
政府機関や統治のセットは、科学的知識のパスに沿った方向の動きを舗装、人々の意識と活動と協力して、さらに、遺言影響を与えま
す。」
2006年8月12日
2006年11月2日には、中に コミュニティセンターサハロフ私は本のプレゼンテーションに出席 Egora Gaydara 帝国の」死を。現代ロシア
の教訓、「それは私のために今年の主な政治的なイベントでした。私はGaidar 15年以上の公演を聞きませんでした。今、彼は科学者、聴
衆の前で成熟した政治家の夫が登場しました。これは、ロシアは常に彼らの生活の改善のための時間ではありません適切なタイミングで
勇敢で賢明な指導者ではありません残念です。私はあなたがEgoru Timurovichuを提示し、そして彼にロシアの利益のためにあらゆる成功
を祈って感謝したいです。そして、彼は彼の若さで自信あったので、罪よりも、この...もっと尊厳という事実。彼の若さで賢明誰です
か？
民主党は、ロシアでは1991年の一般ナポレオンのない1ので、しっかりと一致するように失敗しているので、そして、人々の指導者の殺
人事件に関連して、何が起こっているかのよう醜態、それは建設的な方向、任意の内部squabblesに入る民主化運動の失敗に影響を与える
ので、 。自由の自由、そして1991年に民主主義を作成するには、国の行政改革のパーティー：それは民主主義でレッスンです。これは便
利になるだろうし、この時点で採択され、実施の法律の力は、個々の会社の手を必要とするすべての人のために畏敬の念と敬意を引き起
こします。しかし、悲しいかな...パワー急い官僚やランダムな人々が、社会運動の現在のパーティでは彼らの自発的な開発のための正し
い方向にかなりではありません。法執行機関は弱いと混乱しています。共産党を構築する当事者の悲しい経験を繰り返す - 灰色度は、す
べてのニッチを取り、再び人々の活力を弱体化するためにロシアの生活の質、および過激派の発達が遅くなります。...「神々のたそが
れ」のドン・Rumataは、かつて重大な観察をした：凡人の統治は、遅かれ早かれ、それが黒に置き換えられたとき。それでも強烈な人間
開発のエポックを残しての政治システムより良い動員オプションの着実な発展を遅らせます。
2006年12月12日
今日はロシアの憲法の日であると私は一つのことをしたい、そのメディアおよびチャネルのすべてのフロントページに州兵と呼ばれる
第五国家プログラムの発表がありました。貧しい才能の人々のすべての武器を十分には警察を呼ばれます。それは時間であるとき、警
察、内部部隊、機動隊とすべての緊急および他の力から国家警備隊の専門家skomplektovatパブリック認証。州兵は、畏敬の念に落ちた、
と善良な市民が自信を感じただけで、すべての過激います。
2007年3月20日
2007年3月11日地方選挙が行われました。あまりにも多くのくすみや汚れが今だけ国民衛兵と選挙プロセスを委託することができます。
国家警備隊の司令官-チーフ選挙役員ロシアにおける民主主義の発展に。この順序は、100年以上続けましょう。人々は、国民生活の市民
の道に成長する必要があります。人（憲法の下で市民）、裁判所を信頼し、選挙は時期尚早です。（今セントジョージ勝利を記念してオ
ジンツォボの教会で平地の上に構築されている）の寺院とともに、ない苦しんで人々に公共および政治の中心、市民公園、人々は自分自
身との彼らの注意を向けることができるだろう今日、雇用を創出し、構築することが必要であろう彼の隣人は、 自分たちの問題を議論
し、その人を感じ、おそらく、人類全体をと。このような取り組みは、次のような既存のセンターと共同で開発することができ博物館と
公共センター。Andreya Saharova。一方、英雄のように、愛好家の開発のアイデアV.Cherepkovaウラジオストク。
これらのセンターのドラフトは常に部屋、ホール、礼拝堂や他の議会政党と社会団体、労働組合の部屋が読んでいる小さな公園で作成す
る必要があります。そして、ほんの数十年、これらのセンターは、社会の持続的発展のための値ベースの管理に自分のプロジェクトを提
示し、国家エリートと人々のナゲット、これます 状態の保証同等の権利と自由人と市民の、男女を問わず、人種、国籍、言語、起源、性
質及び公共団体またはその他の状況の会員が自分のプロジェクトやプログラムREAに投票する公式の状況、居住地、宗教への態度、信
念、ない議会で代表者または現在の指導者たちは慎重に装飾された当事者の外面を通じて、意見の個別登録の近代的な手段によって直接
化。宗教的な寺院が建設されていながら、流血やチェチェン、あるいはイラクを防止し、そして多分それはロシアの未来の間告白紛争の
中心となり、信仰の無学の狂信者と寺院だしません。私たちは古代イラクにある場合は、さまざまな宗派の互いに同胞をカットし、イス
ラム教徒、イスラム教、人為的にその熱狂的な信奉を通じて様々な宗教ロシアの方向によって強化ロシアの初期の市民社会に狂信的なボ
リシェヴィキよりも害をもたらすでしょう。
宗教、正教会は、現代文化の中で、それを生成するために、人々を団結することはできません。現代では唯一の共通集合住宅に至るま
で、考慮にすべての値konkreinogoコミュニティ、大衆の市民主導、社会的に有用なオブジェクトの直接の所有権を取って、人間の尊厳に
基づくことができます。 油注がれた神の時代は過ぎたと彼女のリターンは多くの血液をはらんでいます。私たちは、人々の効果と異なる
「コンバイナ」、ソーシャルネットワーク、通信を必要とし、まだ米国の人々は唯一の祖国、臭いの入り口と半分空の図書館、教会、ス
ポーツ施設を煙です。メディアでさえ、大きなロシア語だけ広大なロシアの平原に憎悪の扇動に取り組んでいます。大抵の親は、市民社
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会のコンバイナは、コントロール（のすべての支店でサポートされて下からだけ民主主義、行動することができますパワー）、および同
社が開発していない場合は、団結しない、それは与党の再選挙や任意の構造の状態装置の改革への直接信号です。
2007年4月29日
モスクワムスティスラフ・ロストロポーヴィチでチェリストを埋葬されました。
ノヴォデヴィチ墓地に彼の最後の旅にマエストロを持ち、よく知られている数十人が来ました。その中でも、Nainaエリツィン、ユー
リ・ルシコフ、イルハム・アリエフ、スペインのソフィア王妃、フランスの指導者の妻ベルナデットシラク、プログレッシブ人類の他の
著名な代表者。
28日に4月、私はロシアの偉大な市民への最後の弓名誉を持っていました。
はい、それは感謝の市民の無限ストリームではありませんでした。感謝の同世代の多くはありませんでした。人70の無限ストリーム - 第
90、私は彼らの指揮官の命令であったとは異なる品質の人物で構成されていました。
葬儀エリツィン 4月の最後の日で、そしてM.Rastropovicha K.Lavrovaは民主主義国で市民権への彼のパスを始めた社会、ロシアの人々の
回復の始まりを反映しています。
ロシアは憲法が、無民間人を持っています。素晴らしい音楽がありますが、ない観客はありません。そこ才能はあるが、彼らはファン
がいません。ノーベル賞受賞者がありますが、人口は、天気の話、ロシアは永遠の平凡する運命にあるいた...何の感謝の同胞はありませ
んか？
動員の開発を停止し、欧州との提携に入ると徐々にロシアの市民の生活の質を高め、その原料と引き換えに、培養物から描画するため
の時間です。そうであるように、例えば、トルコ：トルコの村から誰かアーメドは、モスクワの市場で働くようになった、彼は、行に彼
の6人の子供を産ん白雲母を、結婚し、その後、彼はトルコで彼の故郷の村に家族を奪われました。しかし、彼女はその後、「ラウンド来
る」と、彼を離婚しました。しかし、どのようなヒーローアハメド-唯一のビールの瓶とRazvalkaで私たち自身のタフな男は、通りを歩く
ことができます。 イスタンブールに移動して、そこから彼の妻と6人の子供を持って-悪いままです。
トルコの村にあった誰もが、確認：比較が当社に有利ではありません。
2007年6月11日
昨日のテレビチャンネルでロシアはフィルム歩いて、ディレクターガリーナOgurnaya制作「冬の嵐拒否を。」：2007。
フィルムは、10月革命の90周年に捧げられています。映画製作者は、新たに発見された事実と文書や権威ある専門家の研究に基づい
て、20世紀の重要なイベントの一つの彼らのバージョンを提示します。 十月革命の本当の主催者と指導者は誰でしたか？革命前との間に
ケレンスキーの秘密の役割は何でしたか？軍事ボリシェヴィキの力だけでなく、過激派は実際に「革命」を準備していた何でしたか？
して、その真の目的は何でしたか？すべてのこれらの質問は、転倒はまだ1917年10月についての神話をよく知られている、フィルムに答
えています。
もちろん、絶対君主制はロシアで社会の発展を妨げるが、2月革命は（戦争に反対国の諜報機関によって開始された場合でも）、人々は
準備ができていなかった、立憲君主制か共和制につながることができませんでした。日M.Gordachovaリストラのような状態の崩壊は、あ
りました。どうやら、必死に小さな力によって政治闘争と14〜17年の期間における帝政スローガンの敗北によって、人々の関心を追求レ
ーニンは、ロシアの敵との彼の契約の正当性でした。これは裏切りにつながりました。クーデターはにつながった 内戦。戦後、無競争ガ
バナンスの共謀者のための闘争に力を使用し、弱体化レーニン主義グループを破壊します。スターリンこれにより、すべてのガバナンス
構造でお金と専門知識の不足を補う、力に頼る垂直更新パワー率いるスポンサーで使用することはできません。当事者の機能を提供して
政治文化を発展しないロシアのパワーに基づいて回転数の不自然さに起因します。コマンドの圧力チェーンのために社会的関係と市民の
文化のシステム、および個人の発達しない 平均的なロシアの道徳的、倫理的な画像特性の多くでニーズをし、品質がはるかに平均西欧か
らです。
2月- 1917年10月の軍事クーデターの上に裁判を要求する-この映画を見た後、私は1つの欲求を持っています。本物の絵を再作成して、
客観的にそれらと後発事象を評価しようとする時間です。近年のすべての啓示を見に、革新的なテロリストや外部の知性の傭兵の路上で
歩いて厄介された後に 共謀者のモニュメント大きな目的の名の下に大量弾圧を組織し、人々に敵意でお互いを非難し、外国諜報機関への
彼と彼の仲間の関与を知る、（知られています今、私は合理的な制限を持っている必要がありますどのようなこれらのドロップアウト
は、）、野蛮の目覚めパフォーマーと他の伝統を強化していた-人々の怠慢に。ゴーゴリの時間の間などの国では、まだ死んで魂に住んで
います。凍傷ロシアの人口はまだだまして、うそと脅かします。唯一の国や経済犯罪で横行犯罪を防ぐことができ、行政外部から制御し
ます。道の初めに破産マルクス主義-レーニン主義者、スターリン主義者の世界的な革命的な計画の3波では、ロシアトラウマ：世界革命
と内戦での1-冒険。2ヨーロッパや第二次世界大戦の征服のための準備。3-軍拡競争と「冷戦」の喪失。
我々は完全な人生を生き、開発したい場合には、ロシアの文化的、歴史的ルーツに回して作成する時が来た 現実世界のすべての謎と秘
密の組織を禁止する、社会、市民の取り組み、（1917年のスローガンを越えて行くために： 『秘密の条約の出版物』）、ジョークや中
傷、優しく冗談... 貸方社会が現実の世界で復活しなければならない、うそ、及び状態装置のすべて以上恐れて自由にそれぞれの生活して
いないことを学ぶことではありません。
ロシアは与党（プリミティブバージョン）として前衛的で、これまで唯一の官僚を管理することができますが、それは必要です：米国
と欧州との提携では、グローバル化-私は一方向にしか見群集のための法律・リミッター、新たな秩序の信奉のセット私たちの中に存在し
ています、弱いと病気の社会。 与党の社長は、状態（電源）の制御を押収したグループを形成します。その結果、次の50年間のすべての
努力は、世界の大統領選挙へのエリートの構成と訓練にロシア大統領の売上高の遵守に向けられるべきです。政党は、長年にわたって離
れて枯れる可能性があります。でも（ -原始的なバージョンはい、それは）厳しい政治的な戦いで人を介さずに、政治の舞台上で互いに交
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換し、人々の利益のために競う-統一ロシアと公正ロシア：文明へニッチの移行は両当事者を与えることが最善です。すべての業種が異な
るオペラに影響を及ぼし、1つの部門が強固なネットワークと国をカバーsnitches：現実はないだけで、本社はなく、彼のチームのメンバ
ーに職長開いて任意の発動機です。特に密な中央政府の下で、科学と軍事基地でのモスクワでのネットワーク：通信する情報提供が常に
幸せ、まれに上記からの注文せずに公衆によって自分の意見を表明しない：私の意見では情報提供の典型的なイメージ。これらのKGBの
政治部門の秘密goslyudi、防諜、犯罪組織が守られ、保存されたモード、それによって、人口の政治文化を削減し、今日では、プリミティ
ブと民主主義の欠如のまま。公共のイニシアチブの長期凍結解除、民主的な社会を構築する社会全体の信頼性と公開性を育成すること。
PCA、Appleや他の当事者が統一さと公正ロシアと団結する必要があることも可能です。以前の私は、ロシアとSPSにおける民主主義が
準備2008年の選挙に近づくことが示唆されたが、残念ながらミスを犯しました。ニキータ・ベライク別の10年の自由のために戦う、と彼
だけで、彼が本当にPCAを選択する人々に置くことができると信じていなければなりません。
リーダーは、エール・エールを歌うことを促す銀行で働いた後や集会で、刑務所で風選挙の時間を示していたり、政治分野で耕した
が、選挙の前に人々に宣言されていない...-嫌。民主主義でも民主党でもないが、まだ形成されていません。
プーチンと彼のチームに声を与える - 彼らは彼らの計画を実装してみましょう。SPSとヤブロコもプーチンの計画に参加しなければなり
ませんし、選挙に参加しませんでした。これは、国家を統合するために設計された強力な動きになります。対立のに十分な、ロシアの反
対は唯一の建設的でなければなりません。プーチンの計画は実現できない場合、それは勝たなければならない時に米民主党2012年に年間
働い指導者、とだし、成熟した人々はそれらをサポートし、再び民主主義の建設のために彼の手を試すことができます！プーチン氏のチ
ームが成功する場合、それはロシアの政治文化の基盤となります。そうでない場合は、私たちの人口の専制政治は長い間浸食されていな
いロシアの便利Kholuy精神があると。そして、若い指導者がcasehardened。要するに、プーチン大統領のリーダーシップによって失うこと
は不可能です。エリツィンと一時的にソファの上に置き、その周囲のいわゆる民主主義を、同じように、彼は、彼のサポートに質量集会
を消すことはありません。
私たちの人々に民主主義のスキームを使用する前に、私たちは第一の材料を作成する必要がありますし、国民の精神的基盤、徐々に社
会運動、労働組合、クラブ、クラブを通じて自己組織化と直接発現に学習、ワークショップ...多くの要因に、このプロセスの速度に依存
してもよいです。しかし、（熟すべきで創造的問題解決の過程で社会的な変更管理の社会の複雑なバージョンを）急いではありません。
全体の二十世紀は、灰色の人々の世紀だっしばしば美しく見える、とカリスマ的指導者、しばしばbowleggedと刑法に規定pockmarked感情
状態の犯罪のために有利に働きます。私は、新しい世紀はどんな権限なしシンテクノロジーに関する法律の違反を非難、理由と豊かな
人々の社会的連帯に基づいてオープンエリートの世紀、社会的階層となることを願っています。
2007年11月26日
5日間カスパロフの逮捕 - ロシア内の指定されたエポックの始まり。逮捕は、法の支配の伝統の始まりをマークしなかった場合、それは
無法の時代の始まりとなります。見てみましょう...
2007年12月12日
、月曜日に4人の者を - 投票の75％以上の合計は、大統領候補、「統一ロシア」、「公正ロシア」、ロシア農業党と「市民フォース」と
してメドベージェフを指名することを申し出たが、12月2日に議会選挙で獲得しています。神はロシア忘れて、私達に最後のチャンスを与
えていません！
大統領のための私の意見では、メドベージェフ最適な候補。ロシアの強さは、人間への投資を増加します。ボンデージは、ロシアの広
がりから消えなければなりません。そして、最初のステップは、 - 保護された作品、そして第三 - - 社会と個人財産の開放性、プロの軍
隊、秒を雇いました。法の支配は、選挙のために表示される障害の罰則を導入するのが良いだろうとして、私はこのために私たちの人々
と会計システムの市民が熟したと思います。
23.09.08
8月には、のGus-クリスタルイベント執行グルジアでの休暇中に、世界は私があいまいな感じました。今日、私の幼年期や思春期の都市
の周りの預金selikataがこのようなイベントに、半導体に変換されていないように私には思えます。私の同胞場合は、今日大隊、地元の平
和執行を守るために自分の息子を送信し、ローカルセキュリティへの投資、オセチアとグルジアの他の地域からのアルコールのための伝
統的な瓶と多面的なメガネをし続けることは不可能革新的な製品を明日になります。そしてこれは、私の意見では、nonchernozem中央ロ
シアのためにはるかに危険です！
（リソースを持っているように、まだ可能これらのリベラルな開発手法のためロシア）ロシアの人々は西洋のリベラルウイングの要素
を持つ持続的な発展を必要とし、私たちは地元の力に基づいてバックアイアンカーテンの後ろに行く必要はありません、国へ、またはそ
の最も近い隣人に変換します。
私の意見では、世界は三つの軸にグローバル化しつつある：パワー軸上の（2度の世界大戦を取って、今、NATOの指導者とワルシャワ
条約機構が主導していた統合の人々のベクトルが同じになります）、お金軸用（世界金融危機の20代以降）珍しいことではありませんよ
とリードズベルバンクは、違いが小さすぎる場合には、今の知識軸（米国をリードしながら、インターネットの鮮やかな例で、）、米国
の銀行をリードしているが、ロシアはつながる可能性があるとの違いは重要ではないであろう。そう、我々はこれらの軸に沿って目標ス
リップに反対していない場合は、NATOがグルジアに順番を促進することができるだろう、と西側との科学と拡張された連絡先は、すでに
シリコンバレーの米国アナログでMescheraを回すために5年間で役立っています。しかし、現実には、我々は同じですが、異なる実装を大
切ということです。社会の発展、ロシアが遅れている間。国内の人々自身として、人と人との関係の社会的な管理、指導体制、リーダー
シップの関係、の私の意見では、彼が深刻なブレーキです。初期の社会の死体の大衆への最後の現代の課題に適切であったと中流階級を

Переведено на японский

Показать исходный текст

Настройки ▼

含め、その構造を形成するために、我々はいくつかの5年間は、商品の品質ではない予定ではなく、人間が必要です。でもアウトやヨーロ
ッパの人々の可能性を秘めたロシアの人口の人間や社会資本のズーム。
25.10.08
彼は過去の人生の幸せな瞬間を残して、ムスリム・マゴメイバ亡くなりました。第70 Magomayevで陸軍、彼のパフォーマンス「ウェデ
ィング」の歌のレコード日曜日にすべての企業を果たし、この曲は、私は規律と秩序を維持するために、確信している1万少尉よりも優れ
ている、と多くの場合、兵舎で彼らの不在、存在を補償。
25.12.08
2008年の最も重要な結果は-の値の持続的な発展、管理のためのリーダーシップの彼
の論文で私の息子が完了しているすべての人の尊厳に基づきます。もちろん、科学的
な仕事の保護が無期限に延期されたが、彼の許可を得て、彼の研究のグラフィック結
果は、私は私の読者の判断に提出する名誉を持っています。幸福の重要な-人間の尊厳
と開発、気立ての良いチャット、値の関係（社会資本）、同じ慶功すべての依存で
す。私たちは、彼の尊厳を忘れてはならない-それは幸福の10％です！（1993年より、
私は、下院のために走った、と私のプログラムでは、これら10個の値だったが、2008
年の値は、メリットに基づいてシステムになって以降、2013年に、画像を修正しまし
た。幸せの計算に考慮する100％の利点が正しいです）。
、家の中で、恋に、仕事でお金...しかし、本物の、価値志向を持っている方が良いで
す。もちろんそこに地元の財産です。人間の尊厳に基づいてリーダーシップの未来。
21.02.09
（憲法の男と市民の尊厳の2つのワードの）水平成分なしの垂直制御ロシア（憲法の
パワー約79ワード）ケースアニーPolitkovskoyとポール・クレブニーコブおよびそれ以
前の調査では効果がないことが証明されています。このすべては、すべての市民の尊
厳とに基づいて、近代化や民主化啓発男性管理のもとに社会統制システムの体制を継
続する必要性を確認し新たなリーダーシップIstemiを。
現在の公共の安全は民主主義国の許容レベルよりも弱い、それは明らかである、民主
化は、開放性、分散およびモビリティが必要ですが、財産のない信頼性の高い保護がない、何の手頃な価格の住宅はありません、金融シ
ステムが機能していません。無料の男性による環境問題、世代の健康を台無しに。知っていて、状況に対応できる人からの政権の近さ
は、汚職を悪化させます。
世界的な危機の発症は、社会科学とグローバルリーダーシップのシステムに対する最も深刻な関係に呼び出して、すぐに関係教育を受
けたの個々の「標準」ソーシャル・キャピタルとダイナミックな人々への変更を行う必要がある。そうでなければ、私たちの条件では、
人々はすべてに対して、すべての戦争を開くことができます。持続的な発展のために、ロシアでトップのリーダーシップシステムを調整
するために、この時間が必要です。
12.03.09
問題（被験者と組織的人間社会）の社会運動は、グローバルレベルに達しました。今すぐ最適化するための時間があります。私は、誰
もが第三次世界大戦へのスライドから人類を停止しないことが怖い - 最初の世界的な戦争はした人類は、ゴール指向の見通しを拒否し、
世界的な迅速な反応力の保護の下で価値志向の行動に移動します。おそらく、立法レベルでは、国際社会は、各地域の発展をチェックし
ます。そうでなければ、持続的な発展は動作しません。
生活に今は十分ではありません日付の思想家、滞在することはできません - しかし、最も重要なことは、誰もが社会の現在の開発の原因
と結果の分析をしないということです。
18.03.09
新聞で大佐ビクターBarvenkovsky Vremya Novostei Nは、2009年3月18日付けの44°は、現在の戦略ミサイル部隊のベテラン-再び「参謀の
元役員の党に忠実」のアクションに注目を集めました。Vlasikha政治部門の役員はの特性のみ奪った上で 、「コミット例パーティ」個人
的には、時には言葉は「限りなく忠実な。」がありました これらは、単一の駐屯地で、軍隊における党建設の歴史のページです。外的脅
威と宇宙産業、共産役員専用の「事業」と米国との人工的、イデオロギー的対立貧しい国の減速への加速発展の歴史。代わりに、「党の
原因は裏切ら」のまともな役員の特性で、このようなまともな市民、機能、タフな、アスリート、豊かな、より客観的記録を、下に置く
場合は、良い家族の人や遺伝軍は、ネイティブの歴史、野生動物や自然、文学や音楽を愛します総合教育を受け、倫理的に正しい、イノ
ベーター、発明者、イノベーター...ような量は、人の所望の品質に成長できました。党の原因に献身は、埃に崩れ。これは、北朝鮮にす
ぐに発生します。あなたが世界を認める場合は時々 、私はあなたがフレーズを認めるかどうか、ベテランに尋ねる「裏切っパーティー
に、」彼らは、より高価である、と言います。しかし、どのくらいのことで？彼らは、500という返事$がロールしていない道路でもあ
り、そしてレオニード・ブレジネフの順序によって全世界の資本主義と暴力を燃やすことができます。 そして、多くの一般的な値のため
の明確な、または同等のパーティ、企業ではありません。
類推すると大きいロシアのさまざまな分野での私たちのロシアの若者「ギャングの原因に専念」が、どのくらいのことで？確かに、500
を超えない価値が最も友愛$。そして、その企業価値の全てで唯一のいくつかは、許容有無とそのメンバーを提供しています。しかし、例
が知っている、まだ明確な解釈と測定のための非定式化値、および私たちは憲法を採択し、しかし、総称して、自分のかに読んでいない

いないいずれかのメディアを通じて。
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29.04.09
ロシア、モニュメントの連邦法では、通りの名前は、四角...個人がわずか50年で現地の法律では、唯一の百年永続できることを提供する
ことが必要であろう。！そうでなければ、ロシアの仲間の業務で、仲間と若い衆は理解していなかったし、その後1000年に、そして市民
が広場や凶悪犯の道さまようます。
ロシアリュドミラ・プーチナ、アルメニア代表取締役社長ロベルト・コチャリャンと市長ユーリ・ルシコフのファーストレディと
Bryusovレーンでの作曲のハウスに近い広場に - 私の意見では最高のものは、アラム・ハチャトゥリアンは、モスクワの中心部に2006年に
オープン作曲の記念碑であることが判明しました。
ブロンズ記念碑グランドレベルにほぼ囲まれた楽器で創造的なインスピレーションの瞬間に巨匠によって封止された彫刻家ゲオルギ
ー・フランガルヤンと建築家イガー・ボスクレセンスキーによります。
アラム・ハチャトゥリアン世界的に有名なバレエ「スパルタカス」、「ガイーヌ」フィルムのため、交響曲、協奏曲楽器、音楽「仮面
舞踏会」、「提督Ushakov」、「オセロ」を作成しました。それは、世界や演劇作品のための彼の作曲で知られています。
しかし、最も重要な成功は人々の記憶で、地元の子どもたちは、彼らの手のひらと2フィート、研磨碑で遊ぶのが大好き。
06.07.09
人々のための別の機会-合法的に選出された逃すことができないだろうか 社長が？
12.08.09
バケーショングシ=フルスタリヌイ
23/08/09
私は今、透明とすることを考える 人間の価値に頼るロシアの発展に最も資するです。人々は混乱し、沈黙している場合があり、自発的
であるか、または社会的または技術的な崩壊を排除するためにクーデターを計画して。
1.10.09
その古い気づきました。彼らはテレビで放送若い顧問の国のトップのリーダーシップを、困らせるために始めました。例えば、彼らは
13年、我々は、確立深め、広げるとproizvedomだろうと言います。でも3年前に確立されていない理由。しかし、それが展開されていない
と行われていない、深めていません - 沈黙しています。
彼の更新の教師の仕事の成果として、 コンピュータユーザーに関する本を、いくつかの賞賛。
13.12.09
私はエレナMasukを含むラジオEkho Moskvy伝送ユージーニア・アルバツを聴いています。勇敢な何な女性！それは、そのような個人が
十分でないのは残念です。そして、彼らは非常に多く、ロシアのために多くのことを必要とします。もやしはありますが。
しかし、nadraennoy継手とordenonosnogo軍大佐フォームの場合は、サイト上であなたの写真を置き、赤い髪を持つFootcloths元民間人の
閣僚についての質問をする勇気と戦争グロズヌイでの戦友の死のその孔のない大臣は、資格をすることは困難です。 このヒロイズムので
すか？質問をすると、各市民の意識を練習し、自分自身で始める方がよいはずです！
20.12.09
テレビ伝送で見スターリンたち-私を襲ったordenonosnogo大佐は、リベラルなメディアを脅かし、社会は教会の父親と働く人々の神を恐
れぬ前衛の父親の単一のガラスに合併、新設された行政の制御下で、社会ずに祖国の名の下に、いくつかの将来の処罰をもやし。ロシア
での私たちの時間での軍事からその脅威を醜態ことは明らかです。私たちの若い民主共和国の戦士たちは、憲法に従い、いかなる法的方
向で考える市民の自由を含め、権利と自由を保護する必要があります。二十一世紀における人間開発の困難な状況から抜け出す方法を見
つけることは非常に重要です。
はい、小さな明確な偉業の転送にも、いくつかの数字は、グルジアジンジャー- スターリンは、臆面もなくすべてを侮辱、そして最も重
要なのは、彼の悪行を覚えている人たちは、彼の命令の犠牲者の何百万ものメモリを侮辱、彼らは侮辱と市民の私の自己意識。これらの
フーリガンと扇動に警察は取得しない、そして人として社会には、選択した指導者たちの社会運動や行動を評価するための議論や科学的
な知見に多くを学び、過ちを認め、人々の勝利を賛美することを学びます。
広いが、私たちの人々の連帯を強化し、新たな社会の文化を向上させるために公開討論を使用する必要があります。このような伝送を
招いて、ないようにする必要があると参加者と上記のすべての社会と法執行機関によって認識されるであろう観客。そして、もう一つ
は、法的分野以外のテレビで演説することを考えるかもしれません。
当時、彼は1991年にロシアを保存することを約束しGaidarを、埋葬されました。下院は彼に、「政権の父」のランクを拒否し、立ち上が
って立っによって彼のメモリを称えるためにしたくありませんでした。そのような行為は、手数料を作成し、これまでの活動を評価する
ことが良いでしょう後。そして、それは明らかではない。沈黙は、自分だけのお尻、そして議員を投票することができます - 彼らが代表
しています。誰が、どのような彼らは下院で座っている????????????? 同じの卵の上に座ってはいけませんか？
17.01.10
持続的な発展とグローバルパートナーシップの問題
2010年1月のテレビ13-16を見て思考が
島に、ハイチの国連事務所の死をフッテージの災害を見て...そしてどこか安定の集中的な開発を交換する平和的な方法のための希望を行
くために、そして見た後にドミットリー・メドベージェフ指導者と会談します政治システム上の当事者は、時代を超えて進歩的人類の継
続的な弱さについて、ハイチ、ロシアで一般的な社会の発展について考えること。
無料ハイチの二百年とフリーロシアの王から、ほぼ百年は祖国のために許容可能な生活を構築することができませんでした。両国は、社

会実験中の鉛の両方で広く使われている軍事力ですが、一つは、おそらく、熱、他人を妨害-寒いです。しかし、私が思うに-管理を、人口
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の自然や歴史的社会的関係を代替します。
http://www.un.org/russian/ecosoc/adhocmech/cronology_haiti.shtml
«1998年11月25日
1998年11月25日の、安全保障理事会決議1212（1998）は、ハイチでの国連文民警察ミッション（任務のを拡張しますMIPONUH）、ハイチ
の支援の長期的なプログラムの開発を支援するために、特に経済社会理事会、ハイチで持続的な発展を促進する上で、国際援助の必要不
可欠な役割を再確認し、国連システムの機関および政府機関に提供される。「
いいえ報告している何か 国連安全保障理事会や他の国連機関は、持続可能な開発システムに向けて持続的な発展やその他の具体的な手順
をサポートするために、グローバルな対応力と世界政府に変換されます。
例えば、直後にハイチの災害は、地球の島の持続的な発展のプログラムを開発するために、世界銀行、ユネスコや他の世界の科学セント
の科学的勧告の財政支援を受けて、グローバル・ガバナンスを強制することができます。
：それは残念だが、ミレニアム開発目標は、2015年までに達成される可能性がない
1.撲滅の貧困と飢餓
2.普遍的初等教育の達成
3.ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上
乳幼児死亡率の削減4.
5.妊産婦の健康の改善
6.戦闘HIV /エイズ、マラリア、その他の疾病を
。7.環境の持続可能性を確保
8.開発のためのグローバル・パートナーシップを開発します。
2008年にロシアの統計
誕生日- 1713947は
死んだ- 2075954
結婚- 1179007
離婚を- 703412
2008年1月1日のように地区の人口 - 45500時間。
都市の人口：
1926から17900。
1939年から1940年THS。
1959年- 54200。
1962年から1959年THS。
1967年- 63000。
1970から64500。
1973 - 。67000
1976グラム- 69のTHS。
1979年- 71600。

73 THS - 1982年。
1986年- 。75000
1989から76300。
1992から76900。
1996から75900。
1998から74800。
2000 - 。73400
2008グラム- 61900
2009から61000。

都市や地域のGus-クリスタルに関する統計 2009年
グース結晶の都市
誕生- 752
死- 1278
結婚- 684人の
離婚- 289
父性- 139
養子（養子縁組） - 10
名の変更- 24

近所のグース結晶
誕生- 490
死- 1048
結婚- 152人の
離婚- 160
父性- 76
養子（養子縁組） - 3
名の変更- 8

田舎で高い死亡率！これは、大規模な開発は不可能ということを意味します。 近代化のどのような-絶滅を停止する必要があります
私は今は公共のイニシアチブ、面白い映画、コンサートの仕事の世話をするだけでは十分ではない、または星がオリンピックで勝つと
信じています。
それぞれの人生はに基づいて、高品質、価値志向のものでなければならない 尊厳の男の。
人々はすべての市民のではなく、レコードの個人の達成について、生活の再生の世話をする必要があります。
レコードの破壊は、20世紀には、「人」によって力を与え、内側の人生の配置中にロシアの何百万人もの人々は、残忍な時代のシンボル
を見て無関心を続け、尊厳を把握することができない受動的な人を作成している-レーニンモニュメント、通りの名前や町.. 。、レガシー
コマンド官僚との共存、人間の破壊に「投獄」。21世紀の初めに人口は、住宅管理ユーティリティに異なるレベルのすべての政治家を利
用しています。どうやら、私たちは、ロシアの二十世紀を総括することができますし、最も重要なのは、人々の自尊心とに再確立するた
めに政治家、新世代への停滞を期待することができ、企業の価値主義。

めに政治家、新世代への停滞を期待することができ、企業の価値主義。
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13.03.10
1967後、再び完全フィルム垂直走査。彼の尊厳の多くは否定して山に行く、とLuzhinルートを喫煙前に飲みます。S.Govoruhinと、確か
に、喫煙や飲酒のhudsovetは喫煙と何十年も飲んで若者の発展を確保。その後、少女は1967年に吸っていなかった、と酔って女の子が、私
はそれを見ていません。これらのフィルムは、現代ロシアを築きました。
02.04.10
このグッドでは金曜日のテレビチャンネルの「文化」とは、フィルムAndzheya Vaydy、「カティン、」参加者と観客のワイダ治療小さ
な議論、フィルム後のロシアのエリートのレプリカを見て、このブログには記事を残さず、眠ることができませんでした。フィルムは再
び20世紀の見直し、あるいは官僚の必要性を確認し、一緒に作り上げる仕組み、手段とリーダーの追加、と呼ぶことにする システムの現
在のリーダーシップの伝統に基づき、成熟し、人類とロシアのすべてのほとんどを部分に時間であるとする- それは慢性疾患です。私の意
見のA.でワイダは、代わりにブルドーザーのシャベルを持つ企業メカニズムサイレント兵士のイメージを強化することができます。競争
せずに、ロシアの将来の破壊に参加するこのメカニズムは、金融機関に受け入れられ、彼はコマンドを歴任し、現在官僚の伝統を築きま
した。
10.05.10
65年前の名誉、大祖国戦争の完了に敬礼を下に死んでしまいました。昨日65回はひどい戦争の大惨事で勝利パレードを繰り返しまし
た。
そして、私たちの国の力のショーで多くの市民、特に若者たちの社会の方向を設定します。
このアクションの唯一の教訓は、NATO軍兵士を歩くので、私たちの兵士たちが歩くことを教えられるべきであると信じることです。
のステップ-ステップ自分の国を愛し、彼らの尊厳、その値の深く意識しているの市民。このような男性は非常に強いです。たぶん、
ちの軍隊の女の子は、戦闘兵の尊厳のための触媒として機能します。
すでに私の足を傷つけるように私は私が20年以上にわたりパレード地面にバックハンドを打ったことが、これらの行を書き、心がロシ
アの将来のために痛み。空のステップを交換するための時間は、人間の尊厳に基づいて、ドリル訓練に錫の兵士を打ち出し、その後、ア
ピールにも対応することができます。陸軍での一時的な奴隷制度は、国のニーズを満たしていません。
私は、コマンドを叫んで、私を侮辱する方法を覚えて「足の上に、靴下を引っ張っ!!!」おそらく、誰かが、そのような兵士のためのス
テップと、このステップを教えるためにも必須のドリルを思い付きました。でも散歩は2本足の生き物は、サービス全体が少ない行進を反
映していることであるとして、おそらく、陸軍の男に到達するために彼は、彼の足の下では地面、威厳のない男を感じませんでした。
して、私は私達の第65回パレードのゲストを歩くの尊厳を見て、考えて、軍の改革は、そのすべての戦闘技術は彼の人間の尊厳の兵士の
存在を強調すべきであるドリルの再編、との最初の場所で開始する必要があります。
そして下って来る、多くのベテランは、少なくとも強力な足を維持することができるようになります。
03.08.10
私達の人々を、そして大祖国戦争での勝利の65周年の後に、まだ自分の土地の巨匠、自由で民主的な社会的共和国の市民ではありませ
ん- 2010年夏の現在の事象の分析は示しました。民主主義への移行で、現在の与党の投与が適切な戦略を開発することができませんでし
た。動員スタイル全体主義体制から解放された人口は約何が起こっているかに無関心であり続けています。火災とハースの画像から判断
すると、ウクライナ、そしてモルドバの特徴です。与党とそこに、我々は一切責任を負いませんが、人々と、彼らは人々を作成しないの
で、それらを要求します。そのための方法は、民主的な自治政府への全体主義国家からの人々が長くなります。
国家の力が眠っていたが、人々は自分の強さ、財産、現金と支払いの開発手段、日常のコミュニケーションの独自の倫理的なルールでは
表示されません。それを交換する必要があります。ロシアの弱体政権は更新されませんでした 垂直制御adminstratsieyは公共と豊かな、そ
して賢明になっていませんでした、かつての強さを補います。管理は、緊急または怖がらしない刑事事件の誰の制度を発表します。で
も、貧しい人々や公共無関心で整理市民社会、さらには職員のためのこれらの信号は、以下の階層を無視しました。
また、一部の地域の人々の自己組織化の一定の干渉があります。例えば、ヒムキ何かの町に行政と地元の森林伐採の人々の間でコンセン
サスを発生しません。 E.Panfilovaは辞任：市民社会の組織の人々への支援は-ダンスで子供や大人の組織ではありません。人的要因偉大な
ロシアの暑さで焼か彼らの運命市民に放棄されました。燃やすと、最近、ウクライナやモルドバでロシアの人々から身を分離-我々はまだ
持っている全体的な割合を。しかし、火災の背景に社長兼首相でサポートされているセリゲル湖の若い人たちのためのスキャンダラスな
ダンスを発生します。すべてこのアクションは、少なくともではないポイントになります。特に毎年以来、陸軍の若者の状態に必要な手
数料を失敗します。奇妙な、しかし陸軍は幸せだけで、女性と地方のものになるまで。
そして場合は、こことそこ動員の唯一の方法が火を消します。私の町の若者に、例えば 2010年の夏にのGus-クリスタル、などの夏
1972、頭部など都市によって課せられた新たな局所投与は料理をするどこにも、（神は彼に健康と成功を付与していない）何も覚えてい
ないし、地元の人ではありませんコールの兵士とシャベル、十分ではありません-領域にほぼ同じ力を消火推進しています。地方自治体の
ない伝統がないため、干ばつでこのような大規模な火災が発生するのみ：強い起業家、そして職員はほとんどが自分自身の濃縮のための
お尻に自分の場所を取らないし、あまりそこ気にしないことができます。しかし、家は隣の小屋と同様に点灯しています。火は管理境界
を認識しません。都市と地域にわたり空気がナンキンムシやノミを改装してアパートでホームレスのアパートの外に這い、1です。
これは、市民社会の発展と後半ではないでしょう。結局、一人でよくあることは、すべての問題を解決しません。
唯一の可能なすべてのアクションで、剛性合法性、コミットメント、イニシアチブと公平性を含めることは、類似した、より深刻な災
害を避けるために。
同時に、私たちの人口は民主主義への、だけでなく、人々が散らばっている製品の包装にするだけでなく、まだ準備ができていませ

ん。彼らが考えるような女の子と若い母親が、効果的に引き出して優雅に幼稚園や村の木造住宅でも、草の中に、どこでもタバコの吸殻
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を投げているという事実につながっ女性のタバコやビールを宣伝。
17.10.10
モスクワの市長と私のための私の話の次のマイルストーンを概説新市長の就任の辞任。
だから、1994年10月から2010年10月には、コンピュータ装置を使用してトレーニングスタッフのスキルの主な責務と同じエンジニアリ
ングの位置に市役所の私の無私の仕事の16年でした。私は、私と同僚は3％に無私の作業ユニットの性能を高めるために管理していること
を願っています。
選挙期間後の新市長の事実の任命は、明らかに移行期間最終的に代表民主主義の政党に市民の政治的メンバーシップを冗長になり、直
接電子ポストモダンの民主主義の誕生を開きます。私は、この世紀のツール電子国籍のロシア社会を成熟することを願ってい：人が直接
海外からを含め、彼らの様々な社会的なプロジェクトやオリジナルの社会的管理モデルを選択します。（時々、私たちが生きるべきかよ
く知っているから。）直接電子選択後 - その実施のためのプロジェクトの有権者の承認は、私たちの惑星のすべてのコーナーから人々を
従事するために許可される著者のプロジェクトの直接の電子選挙管理職、再び行われます。私は15年にモスクワ市長のポスト等バラク・
オバマ、Kondolizaレイズ、アーノルド・シュワルツェネッガー、ために実行することができることを予見します
率が低く、持続可能な開発の社会モデルへのロシアの移行が落ちる場合はもちろん、それは自分の子供や孫になります。
私は、30年のロシアでの瀕死の歴史的な期間政党は、政党に関する法律を補完するものとして、政治的な有権者のコードのゲーム2つまた
は3つの政党の人口を合法化するだろうと信じています。これで廃止または横領党の解散の場合にはリターンで新しいubyvsheyを作成する
ことを提供しています。
会議を開催するために、1つのルールに3つのゲームは、二つ以上の用語ではなく、他の野党のシステムにあるであろう、そして第三の検
索であり、そしてパーティメンバーの心の中にいくつかの独創的なソリューションの場合には全身野党の役割も与党のために戦いまし
た。この場合、選択するために何かを訓練するために必要なソーシャルネットワークに基づきます。一方で、3％の効率で、私たちの社会
的機関車はアップグレードする準備をしています。モダンなホステルの管理のための他の社会モデルはまだ打診されていない、そして最
も重要なの人が興味を持っていません。そして、私たちの歴史の時間で最大の効果をコンセプトと自尊心、家族や家庭に基づいて、各個
人の自身の幸福の建設によって可能であるように私には思えます。世代がすべての彼自身の人生を超えると巧みに建設を管理するために
学び、人々の3％のパワー、お金と知識まで使用し非効率的な社会制度の重要するためにロシアの男は、値に基づいてする必要がありま
す。単純化された垂直統治からの人の値の3-5世代はポストモダンの人々に始まった後、社会のあらゆるレベルで社会開発管理の特定のモ
デルを選択する必要性を見つけることができるようになります。
04.11.10
今日、私は、インターネットユーザーのコミュニティの活性を測定しました。
電子人々はまだ市長への関心を失っているようヶ月未満。この事実は、私の以前の診断が確認された - 人々疲れました。はい、誰に国の
不信任。そして、実際の罪、Prilepの噂の何でも、とさえルシコフのようなカラフルな数字には存在しない場合。今日では、誰を撮影する
ことが可能である：人々は言葉 - 新しい社会が成長し、何が起こっているか理解していない、ほとんどのことができず、電源の公共の変
化として、私たちの人々このような手順に慣れていないです。

25.12.10
私の体は60歳です。ああよかったです！私は彼ができる最善のように彼を支持しました。
神と私の家族、私の同僚、ロシアの人口、使い慣れたなじみのない人々、世界中の自然環境や野生動物を保存します。
その20年間で、私が生活の中で間違いを犯すが、20％以下のように私には思えました。したがって、30で - 30％40 40％50から50パーセ
ントとなりました60歳では誤差が60％であったように私には思えます。年齢が知恵、悲しみと悲しみが来ると彼らは言う：効率（効率）
マシンは高くありません。おそらく、3％の平均で人間の生活、人々のコミュニティの有効性。人々は重い人生で覆われているだけで3年
間、有益な瞬間の誇りにすることができ、100年住んでいました。すべての人が生活の無益と無意味さについては悲しむべきではありませ
んように。活発な活動は常に有用ではありません、と便利な場合、それは100％ではありません。
12月17日の彼の誕生日に受け取っ 千ルーブルを労働組合から、民間の招待で、私はの円柱ホールで曲を聴くために行ってきました労働
組合の家。私たちの若いアーティストを聞くことによって、私は、古典的なロシアのロマンスの背景に野生のものを感じました。そし
て、私たちの社会における労働組合の家は、まだ私達の人々の連帯とはほとんどされています。この概念は、共通の目標、興味、信念、
相互扶助です。その状態での快適な生活のために、技術革新の経済の中で動作するように私たちの国の人口に欠けている資質。

相互扶助です。その状態での快適な生活のために、技術革新の経済の中で動作するように私たちの国の人口に欠けている資質。
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連帯機関の饗宴の日の国連決議は、連帯のような概念
は、21世紀の主要な概念であることを述べました。
いに関連した人々の連帯をテーマに新聞、テレビ、ラジ
オ、複数のプログラム：国連総会は、メディアを実装す
るために、すべての国に指示を出しました。
12月25日、私は私の終わった2週間の社会的なマラソ
ンの個人データのレジスタに年金の登録と社会的包摂
に。マニフェストに私をvouchsafedた私について誰ケア
がないようだ、と私の資格情報が散在しています。
後、私たちの愛する状態装置は、彼らが収集したことが
ない、私はそれらを自分で収集していないことと思われ
ます。バーンと私の孤独な墓マウンドの同居人のための
部屋でどこにも行っていないように無名の人々に入りま
す。まあ、隣人は連帯を示し、名前の墓のクロスのため
の資金を調達します。RVSNセンター-とても孤独村人
Vlasikhaを埋めます。そして、ロシアの奥に？
08.08.11
20歳ネットワーク WWW私たちに西を与えました、。
私たちの政府は、しかし、電子シチズン忘れているよう
に、ロシア・電子単一のウィンドウにお金を習得しまし
た。そして今、これらのプロジェクトは、単にこれらのプロジェクトでは考慮されていない何らかの理由で、任意の本当のリーダーシッ
プ、ない本当の人口をドッキングすることはできません。けれども 、お金大割り当てられていました！過去十年間では唯一の永久国有資
産の管理職のための贈り物で彼らの衣装、香水や肥満のバスケットの新しい味を更新し、新たな予算の歳出を探している市長のオフィス
のITプロジェクトマネージャーが反っ私を思い出しました。私は市役所のエンジニアや科学から愛好家の廊下で会うことができなかった
ことがありません。一度だけ、私は涙の女の子は最初の一回空いているgosdolzhnostiのためのコンテストを開催されていません見ました。
過去20年の電子化は、文書中の快適さのようなものを作成し、トラクションコントロールマシンの原則を変更していません。機関車に石
炭から石油への切り替え方法：消防士は蒸気機関のオペレータの効率となった1から3パーセント上昇した、とこれの乗客と気付きません
でした。どうやら、私たちの難しさは、その深さに、私たちの歴史の中で発見されると、管理職に馬鹿の活動のためのフィルタを作成し
ます。
19.08.11
日19-21 1991年8月、私は、私たちの人口だった、おそらくソ連ゴルバチョフのリーダーシップとチームがソ連にリストラを開始した最
大の不確実性を覚えています。
彼らの考え方によると、どうやら、勧告に彼の妻の -ミハイル・ゴーバチェブ状態管理の手綱を落としました。そして、おそらくそれは、
計画に沿って行われた「馬を取り出す！」モスクワで流血の制限。
すべてのスタッフ役員の会合戦略ミサイル部隊の8月19チーフの朝と呼ばれる穏やかなままに注文し、モスクワの市民イベントに干渉しま
せん。
手綱がリリースされたときしかし、ソ連の馬の状態管理が突然立ち上がって、そして社会的な嵐が急激に増加しました。たとえば、「党
の同志に忠実」からの提案がなされている、速やか超法規的トリプルおよび発行し、信頼性の低いリスト、仲間のランクからの 民主党を
分離します。
おそらく、イベントはその後、議員、特に配偶者ミハイル・ゴーバチェブ驚かすようになりました。彼女は混乱しましたし、彼女の優柔
不断は、最高司令官の行動に輝いていました。
8月21日に最も決定的な手順は、エリツィンとホワイトハウスの周りにその支持の市民の位置でした。ソ連の国家管理と秋の彼の手に手
綱。民主化は、リストラの加速と喧騒を進めています。同時に減少ではありません。これらの混沌とした時代では、と私はG.ポポフ、ア
ナトリー・サプチャーク、および他の地味な志向の同時代の旗の下で民主化運動に参加しました。
その後、ソ連、そして今、ステートマシンで、そのデバイスは、時間の挑戦のための時間がありません。
問題の認識と解決策は、ロシアの文明が社外に位置し、私たちのすべての人物の自己尊厳に基づいて活動に依存することは私には思えま
す。この方向での最初のステップは、結果を出す：「dermokraty」、「liberasty」など：人口のメドベージェフとブラディミール・プーチ
ンイディオムを使用する可能性が低いとなりました 興味深いことに、若い民主主義の最も騒々しい批評家がdermokraticheskoy電源からの
土地のオジンツォボ地区で私たちを持って、脇に多くの肘を押しました。私は、果物や野菜の庭のための土地を受け取った、と私は公
に、しかし誇示することなく、私たちの地域や国の様々な民主的な努力で20年近く参加していません。
19.10.11
カルーガ、出版社Oblizdat GPの都市では、2011年に興味深い本K.B.Norkina発行の「ロシアにおける腐敗との闘いのシステムの問題
を。」彼の作品では、教授K.B.Norkinは、右のいくつかの有用な思考、市民にサービスを提供する義務がある近代国家の建設のシステム
基盤、境界の現在の理解と市民の人口の福祉のサイズに基づいて、支配階級の合法的なニーズを満たすためではない、人材を集めまたは
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集合的にそれらに委託。彼曰く：「もちろん、モスクワで、だけでなく、ロシア全体として、そこに汚職との深刻な問題がありますが、
例えば、唯一の市長は、ロシアにおける腐敗の程度が高いロシアの指導者を非難するよりも、これ以上の理由があり、それを非難しま
す。むしろ、あなたはロシアのマクデブルク法、または、採用し優れた「特許証の都市」はそれに市民社会のツールと、すべての市民の
イニシアチブを導入することができなかったエカチェリーナ2世、中に入っていない、「ヨーロッパへの窓を開け、」ピーターI、でそれ
を責めることができますこれは、知事や他の高官の「同意」につながった。「ページ10を本質K.B.Norkinの警告だけでなく破損部品の危
険性はなく、立法における奴隷の負の側面、規則や規制の寮について 人口ashego。
ここでは詳細をご覧ください- https://sites.google.com/site/dignity21/
18.11.11
状況は自宅で私を残していると私は、テレビをオンに、私はニュースを見て、チャンネルの文化に切り替えます。フィルムそこに行っ

制作：2006。だから私はユーリKuvaldinaと会いま

たディレクター「のテキストでユーリKuvaldinライフを。」： バウラム・ケバーコブ。

した。彼の灰の中から上昇エッセイ、フィオーダー・クリーウコブ、OR SHOLOHOVSCHINA、共産神秘読む-

http://www.kuvaldin.ru/12.htmlを、私は暗いから選択し、それがこのように配向している状況陽気、機知、ミハイル・ショロコブ、持って
いました人口の混乱塊。あなたはシニア同志の提案の「クロップsporloの息に」、彼はロシアの社会的葛藤の間に幸運だったと言えるでし
ょう。
私の意見では、率先して各著者のための近代化segodnyaschneyの希望に沿って、連邦議会のレベルでこのケースと機知を評価するため
に、Sholokhovの原作者の状況を調査することが必要であろう。しかし、私たちの人々の頭には、陽気と機知促進の伝統を守り続け、そし
てロシアは現在、思慮深く、本発明の著者の大衆運動を必要としています。
15.12.11
インターネット上のほとんどのライブ要約として大量発現の改ざん、操作に選挙2011は、再びロシアの近代化の不可能を私に保証し
私たち市民社会の存在なしに、自分のメリットに基づいて、一人一人の活動、。二十世紀のロシアの自由主義の発展のかなり高い率は、
リベラルなエリアだけの世界に示した個人の偉業V.Novodvorskoy。今、私たちは安定しており、より多くの何も達成レベルと一緒に成長
することができるようになります。私は自由主義の時代は、世界全体のために終了したことを確信しています。しかし、これはまだ指導
者でも人でもないと理解されていない、と科学は多くの国で普及していないです。
01.02.12
今日は、自治体職員のための情報技術のコンサルタントとしてモスクワ市長のオフィスで私のサービスの終了後に月でした。
少し休憩するため、国立研究大学「経済学の高等学校」を訪問し、社会学部。
社会学者のロシア社会と社会学アレクサンドラOlegovicha Kryshtanovskogo学部の最初のディーンのメモリに専用RUSSIAN
CONTEMPORARY現代社会学の科学的かつ実用的な会議を行う専門の社会学者のコミュニティと協力して大学。
哲学教授のメイド博士。社会学者のロシア協会の会長、社会学の研究所の副所長、ロシア科学アカデミー、社会学研究所の名誉博士。
は、政治指導者に依存科学としての社会学を実践することに注意し、定期的な科学的な著名は、彼らが自分たちの住んでいる社会を認識
していません。しかし、政治将校の社会学者の再認定後に成功した国際フォーラムでロシアを代表し、公正に予算の資金や補助金、人口
の活性化の絶望的な状態を悪化させ、かつ制御チャネルのすべての国を配布し、労働組合を確立し始めました。
V.A.Yadovは、社会学者の未来は、グローバル化からこれらまたは他の社会活動から生じるリスクの正確な誤算不可分であることを告げま
した。しかし、彼らは、ロシアでは十分ではありません別の飛び地を持っているローカルまたはそれ以上の問題を解決する必要がありま
す。
N.E.Pokrovskyは丘を越えない方が良い事がありますが、彼らが持っているという意見を表明しました。Murkは、社会学者の国際会議の名
前で始まり、など、と彼は話していました。そして、タイムアウトが実行されていました。
ロシア社会学におけるV.V.Radaevは10の疾患を同定しました。同時に、各大学院の社会学者や私のような素人何上のすべての私たちのた
だれ、あなたのポケットの中にあなたの庭。
A.Yu.Chepurenkoとほとんどが話せませんでした：コミュニティは、迅速なコーヒーブレイクでした。
コーヒーの後、私は耳を傾け、そして私たちの社会的慣行は、任意のコカ・コーラや他の消費財を宣伝から販売の傾向を測定します。
らは非常に疲れて事は商品としてではなかった持っており、その上にラベル。そして、私は新鮮な空気のある場所に行ってきました-そこ
に誰もなかったし、聴衆の中に風を高めるために私の願望は、公共の淡いに歓迎されていなかった部屋を放映します。
路上で私は、HSEに自宅から4時間のドライブのためにごめんなさい。とにも導入さフィッターは、政府の革新的なタスクではなく、観客
の国のも、一流大学の世論調査にウェブカメラを固定します。そして、私はとても悲しかったです。
27.02.12
選挙の前に、米国のインターネットユーザーの人気の指標の私の測定は、選挙の結果、確認されました。
これは今日のロシアの同じ計量を動作するかどうか？
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人気のダイナミクスは、プーチン大統領は、プロホロフとの最初のラウンドまたは第二に勝つことを示しています。
15.03.12
予測は見事な結果を正当化し、これを小型に反映された 記事。
06.04.12
今日では、200年アレクサンドル・ゲルツェンの誕生以来、中奴隷小屋の世界に貢献 自分の家。
私は、私たちの人々の現在の自己改善と自己組織化が唯一の概念と自尊心の強い感覚で起こることができると確信しています。人道主
義革命に参加するすべての人で尊厳をウェイク XXIの世紀- 現代ゲルツェンの問題。そうでない場合は、NTR後のロシアは眠ると、この革
命ます。
19.05.12
私は18年間の土地をお待ちしており 庭園。1994年以来、彼らは数年前から軍事的に厳密に私を安心会計とコントロールのベテランの兵
役への応用。そして、個々の濃縮の事実は、総土地を犠牲にして出版された、オジンツォボの周りにも、いくつかのRublevskoye領域の増
加となりました。いくつかは1人の利益にいくつかのサイトを受け取っ：と菜園や庭園、カントリーハウス、そしてガレージや駐車場、そ
して今、新たな公式の新しい管理形成が再び厳格な会計の確立オーダーの有効性を私に保証し、富の分配を制御します。困難な乳母車で
生まれたばかりの赤ちゃんを歩くこと-歩くない世代の人生を再入力します。そこに任意の地下室で空のガレージに車を除去するために、
通話や駐車既存のルールや法律における権利の好戦的なリマインダ：入り口の近くにガレージ、駐車場や駐車中の車の下Vlasikhaエリアで
は高層ビルが充填された当社の戦略町の住民のためのスペースを、超えています。私たちの戦略は常に対人戦争への準備だけでなく、敵
の戦略的なロシアのミサイルを開始することが常に準備ができているようです。しかし、そして都市や町の民間人は今、多くの場合、駐
車場を刺すの問題を解決しています。
私は「既成の秩序」にはまだ希望を続け、時間は理解していなかった場合は、まだ残っていること、......、ないキャッチされない、急い
でいないのですか？そして、私は実際にはベテランのための共通の土地やプロットを犠牲にして金持ちにすることをお勧め- 「二つのアプ

Переведено на
японский
リケーションのための$
100ゲット：リクエストに1、およびその他のプロットの故障にあなたが民主主義の私達の主権および装飾何で、$
Показать исходный текст
Настройки ▼

100取得しない場合ではありません。黒羊から受け取る。そして、ウールのさえ房。」おそらくそれはそうだろう。もはや力はどこにも会
計と利益と公共財の配分のデータベースポーリング見つける- 公共サービスのポータルそれを、まだ計画はないが、最後のeから電子ロシ
アの民主主義の遺骨は、ハードウェア、キッチン、すべての事業所の闇に一つのウィンドウを閉じました。
衣装を着たよう-提督自身が国の最も重要な領域に社長自身にこんにちは、チュニックを縫うダミーを買う最高の賞を、撮影すると言っ
ていることである 一般的なのを。
これらの日が落ちたの思い出の時間と呼ばれていた可能性があり、これがかつての敵との和解が起こっているだろう場合。私たちの数
多くの貧しい人々や弱い人のための勝利はあまりにも夏と健康の多くと傾くフル狂乱にを。
19.06.12
ロシアでは、今日 の移行管理の管理コマンドシステムからのポスト民主的に、すなわち、今後数十年と知性の活性化のために何世紀に
社会の持続的発展を確保すべきもの。先進国は、あまりにも、ポストモダンのために開発された民主主義国家から移動していると、彼ら
は、この社会の段階があり、フォームや時間が蝶に毛虫の様々な変換するプロセスかのように、それぞれの国において異なるであろう。
去る時代のポストモダンのほか、アールヌーボーは、このような大きさ、形状や蝶の色など、国ごとに異なるものになることが期待され
なければなりません。
モスクワの集会やデモ行進が-前の若者に対する反応で、自分自身に新しい下院大統領の選挙のために適用されているコマンドおよび制御
方法をより長生き。、つまり-これは、人々が直感的に国の工業化のアジアの方法を完成共産党コマンド権限の崩壊を喜ん民主的な幸福感
のnaseleniya1987-1999年代のエコーです 知性のない、民主主義なしで、自治の塊のない力、モータリゼーションと独自の住宅の形で大衆
の関心がありません。もちろん、これは、任意の試み母親なしで出産帝王切開など、工業化は、痛みを伴う無効達成されました。天然資
源の集中的な開発は、工業化は、ロシアと中国およびその他の国における民主主義なしに達成されました。ロシアでは、状況は聖職者、
爆発や教会の荒廃による抑制の関係の世俗的なシステムの暴力的な導入によって悪化しました。
しかし、世界の資源は、強烈な成長の限界を表す、無限ではなく、もちろん新しいポスト工業化時代が来ます。炭化水素をエネルギー経
済を提供する科学技術革命、続いて、科学的、人道的な世界を設定されています。世俗的な民主主義と安定した社会的関係が保持してい
るその寛容、活動人口、西、明らかに、進化しやすいが、私たちの人口や国のリーダーシップ、新たな挑戦のための準備の欠如は、あな
たはトラブルに自分自身を作成することができます。今回は、「クラス」は内戦せずに費用がかかりますことを願っています。
もちろん、公共の生活の中での要因として、教会として、民主主義を復活させることが必要であるが、社会のエンジンとして大衆と民主
的な政党を準備していませんでした。新しい時代の人口は重要で、すべての値だけでなく、民主主義と自由のその主な値が必要になりま
す。
今日、私たちは、社会の社会的、文化的発展の革新的な科学センターを作成するために学校を改革するために、価値志向の人口のための
すべての条件を作成する必要があります。私たちは、徐々にそれぞれの実際の参加を公然と行われる国家レベル、ローカルからの社会的
管理の研究プロジェクトに離れて政治的指導者とそのプログラムの選挙から移動し、ロシアの生活のための快適な、（ポスト民主主義）
過ぎ去った時代を理解し、ポスト産業を構築する必要があります。
おそらく、このようなロシアの西洋タイプの市民や市民社会などのものと私たちは20世紀の民主主義なしで行っていることから、確立さ
れません、市民社会、前世紀の古いテンプレートを置くために、私たちには意味がありません。うまくいけば、建設的な努力の後、巨大
な財政支出とロシアの科学教育は、あなたが価値志向の人口を受けることができる、ポストモダン社会、すなわち、幸福のためではな
く、市民の義務のために住んで保護され、人間の尊厳を持つ人々 。新しい社会根付か処理で「あなたの尊厳」、および以前の時代の古き
良き名を使用します：卿、同志、弟を...！
我々はそれが非常に悪いことを、現在のポスト民主主義の時代のために不十分である、または唯一のコマンド・行政システムを復元し、
更新するだけの民主主義を構築した場合、ロシアの人口は再び世界の他の部分からとの高度な私たちの兄弟に遅れ 、21世紀。そして、ロ
シアは再び西、東南アジア、その他の地域の人口を渡します、そして大衆の尊厳は社会的な爆発を突破します。
05.07.12
今日では、持続可能な社会の発展の実際のスローガン：「ロシアに対して、人間の尊厳に取り組む人に対して実行されませんすべ
て」。これは、このトピックの最初の記事が登場：便利なテレビ番組があり 、彼らが話をしましょう。
09/07/12
昨日のテレビ番組で 、それは言われてみましょう再びと説得力の数十年にわたって続いているロシアの混乱人口の悲劇から別のシーン
を示されて。表彰教師の投票所でmuhlyuyut、および准教授はさらに行きます。
同時に、ロシアはすべてが、ステージと氷の上で歌と踊りに招待ポスターを閉じました。
例えば、連邦政府の財布、地方予算と地方の利益のモニタリング：なぜ人間の基本的な値の少なくとも監視を公開しません。人々は、
広い意味での財布の構図を知っておく必要があります。奴隷を廃止するロシア人は、国家予算のマスターと全体の状態になるための時間
です。たとえば、私たちは中にいることを公表 Krymsk洪水の前に川をクリアするためにお金を盗んだと誤って唯一の洪水の後に気づきま
した。だからどこでも誤って何百万人もの盗難を発見。ユニバーサルリテラシーとの奇妙な偶然の一致。
7.10.12は、
「映画を見た世界に対するボビー・フィッシャー、その値の向きは、今日の世界では誰もが非常に重要である」と、再び最後の天才チェ
スプレイヤーで歴史を見ました。スパスキー、カルポフとカスパロフ私の尊敬、彼らはまだシステムの一部と西に対する宣伝のソビエト
学校の目標研修、個人や冷戦のアイコンです- ボビー・フィッシャー彼はすべてを行った者に対して、今度は、間違いなくCIAと国務省の
影響を受けません、二十世紀の大精神病の彼の狂気の瀬戸際に私の人生の残りの部分。生命とボビーの死、そしてすべての国の政府への
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公費控訴で他の参加者の映像プロジェクトの悲劇的な運命： - 「人間の向きシステム、人口の値で宣伝し、総干渉あきらめ、ローンの
べての市民の利益のためにセキュリティや金融・経済パフォーマンスを」 。
19/2/13
一年前、ゲストブックブラディミール・ボンオービックで、文学の私たちの古典は、私がメモを残し：

文学の学校プログラム

ウラジミール！私は多分、私が間違っているんだけど、そこに自分の作品を発見していない、文献に学校のプログラムを見ました。
ラス11のプログラムにおける二、三の物語は、他の著者のかさばる生地を犠牲にして作成する必要があります。例えば、天文学の教科書
と一緒に愚かガリラヤの物語は、大幅に関係なく、それがどのように野生のか、開発、地域社会の人間の尊厳への気配り、その持続的な
幸福の新世代を構築するために、私たちの若い人たちを助けないだろう。この場合、人口は天文学的、社会的、時間の非常に重要な概念
を受け取ることになります。そして、学校のガリレオについての議論 - 愚か者かどうかは、しっかりと寿命のために覚えていました。
今、地球は動くこと、大半は覚えていない、と山のスピンの偽の知恵の少数派は残りを行います。
作成： 2012 2 19
今日、私はウェブサイト上で公表に関連したエントリー繰り返し http://litradio.ru/author/392.htm著者によって行われる彼の物語、ガリラ

。月 日

ヤの物語のコンパクト版 こちらを。
2013年9月5日
うまくいけば、人間の基本的な価値観のこのシンボルは、すべての人に明確にし、これに基づいて、最も分
かりやすい地域バリアントを作成します。私はのインデックスに私の時間の本で「値の人」の彼の内容分析の
後に塗装グーグル。
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